
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

魅力と欠点は表裏一体！ 
「坂が多い、でも景色がキレイ」 

「浜町の近く、でも歩いては帰れない」 

まちの魅力と欠点は表裏一体です。 

よく欠点に上げられる「高齢化」の問題

も、老人会のまとまりが強くなり、ささ

えあいボランティアが生まれる等、魅力

に変わる「愛宕の丌思議なパワー」です。 

地域の人たちが、「地域の良いところをみんなで見つけて伸ばしていこう」「地

域の困りごとをみんなで話し合って、解決方法を考えてみよう」「愛宕がどんな

まちになればいいかな」などを話し合う場です。 

この会が、“地域のつながりをもっと強くするキッカケ”になればと思います。 

また、出されたご意見は、“誰もが安心していきいきと暮らせるまち”を実

現するために、市と社協で策定する「地域福祉計画」「地域福祉活動計画」に

反映します。 

 

第２回の「やってみゅ～で・わがまち座談会」（２月１６日（火）午後７時～９時、白木公民館）

では、第１回で出された「気になるところ」を解決する方法はないか、みんなでアイデアを出し合

います。 

第２回目・３回目からの参加もＯＫです！ ぜひ、お越しください！ 

（参加を希望される方は下記までご連絡ください。） 

 

発行元：長崎市社会福祉協議会（095-828-1281）、長崎市福祉保健総務課（095-829-1161） 

地域のつながりを

強くするためには、

地域の良いところ

を大事にして、困っ

たところは解決に

向けて、 地域の
みんなで考える
ことが大切なんだ

ね！ 

 

「しろき」です！ 
白木（しろき）という地名は「しらき」と

読まれてしまうことが多いのです。以前、大

きな「くろがねもち」の木があって、その枝

や幹が白かったことから、この名前が付いた

とのこと。 

語り継ぎたい地名の由来です。 

何を書こうかな？・・・でも後半は盛

り上がりました！ 
思いついたことを付箋紙に書き連ねていく「ワーク

ショップ」という、新しいやり方に尐々戸惑いまし

た。何を書こうかな。道が狭いこと？バスの便は良

いよね・・・徐々に徐々に、盛り上がりました！ 

頑張ってくれる人がいるから！ 
「ささえあいボランティアがある」 

「自治会・老人会・子供会が活発」 

「大きな事件が尐ない」 

それは、まちのために頑張ってくれる人が

いるから！そして、そんな姿に目を向けて

感謝する人がいるから！！ 

愛宕パワーの秘密がここにありました。 

知り合いになれて良かった！ 
今回は若い学生さんや学童の先生も参加して

下さいました。普段顔を合わせる機会の尐ない

面々でしたが、「自分達のまちを考える」という

共通のテーマで話をするうちに、距離感がぐっと

縮まりました・・・知り合いになれて良かった！ 

班 班 

班

 

  

班 

いろんな団体や世代の人たちが６つのグループに分かれ、

共に地域のことを考えました。「地域の良いところ」は黄色い

付箋紙に、「気になるところ」はピンクの付箋紙に書き出し、

各々の意見を発表しながら、模造紙に張っていきます。 

「うんうん、そうだよね」「へ～そんなこともあったか！」 

笑顔と付箋紙のあふれる、あっという間の２時間でした。 

自治会が活発！ 
愛宕団地地区はとにかく自治会が活発！自治

会の行事だけでも、黄色い付箋紙が実に１４枚

も集まりました。花見、夏祭り、運動会、グラ

ンドゴルフ、餅つき大会等々・・・皆さんの楽

しそうな笑顔が浮かびます。 

真打登場！ 

【「やってみゅ～で・わがまち座談会」を開催する理由】 

 

班 

 

 

 第 

一 

回 

班 

平成２２年１月１９日（火）１９時から２１時まで、白木公民館で、４２人の方々

が参加し、第１回目の「やってみゅ～で・わがまち座談会」が開催されました。 

福祉のまちづくり 

 やってみゅ～で・わがまち座談会 

愛 宕 地 区 団 地 

１ 



やってみゅ～で・わがまち座談会愛宕団地地区 いいところ 

 

 

高齢者・障害者 社会参加・コミュニケーション① 社会参加・コミュニケーション② 居住環境 

１．老人会活動 

・老人会は活発です 

・老人会主催で毎年 3 月末に花見を実施している 

・老人会のまとまりが強い 

・老人会で年 4 回の誕生日会がある（踊り、三味線で賑

わう） 

 

２．高齢者の見守り 

・高齢者に対する心づかいがよい 

・高齢者世帯への近隣の方の配慮が見られる 

・高齢者の見守りネットワーク組織がある（愛宕団地自

治会） 

１．自治会活動 

・（自治会）会員の皆様が親切である 

・自治会の役員の方々が面倒見や人柄がよい人が多い 

・役員が協力しあっている 

・老人会、自治会の活動が活発である 2 

・自治会役員が積極的、精力的に活動してくれる 

・常に協力的 

・自治会運営が素晴らしい 

・自治会活動が盛んである 

・歳末警戒を 12/26～30 まで実施 2 

・自治会の大運動会が 19 年連続で行っている→近隣の

自治会とも交流したいという思いあり 

・自治会の行事その他に住民の方が非常によく協力して

いますので、最高の町内だと思う 

・自治会の役員さん方が協力して行事をおこなっている

（祭り、ボランティア） 

・自治会行事に対する理解がある 

・自治会、彦見会、子ども会との連携が良くなってきた

（夜警など） 

・自治会員の家庭環境が比較的似ているので、意見がま

とまりやすい 

・自治会、老人会・子ども会の三会での話合いがある 

・世帯数が尐なく、まとまりやすい（自治会、子ども会、

老人会活動が盛ん） 

・古新聞、古本、空き缶集めをよくやっている（白木町、

町内に尐しでもお金が入る） 

・白木自治会は行事が多く、年中役員さんが活動してい

るところ 

・組長会での発言が活発 

 

２．伝統行事 

・夏祭りが大変盛況（300 人以上が参加） 2 

・夏祭り等、地域で集まる機会がある 

・夏祭り等、地域の催し物がある  

・地蔵まつりをしている 

・神社祭り、地蔵まつり、夏の精霊船等、地域での行事

がある 

・伝統行事がある 

・行事参加の人が多い 

 

３．地域でのイベント 

・自治会・老人会・子ども会のイベントが多い 

・グランドゴルフを毎月実施している 

・公園が 5 カ所あり、花見をしている 

・もちつき大会をする 

・花火大会を夏休みに子ども会と実施 

・老人会と子ども会の輪投げ大会の実施 

・さるく行事を婦人部主催で実施 

・ラジオ体操をしている 

 

４．近所のふれあい 

・地域の皆さんがとても元気！！ 

・知り合いが多い 

・近所づきあいが良い 

・住宅公社と同時に入り込みをした町なので顔見知りが

多い 

 

５．ボランティア活動 

・ささえあいボランティアがある（白木自治会） 2 

・奉仕活動をする人が多い 

・古切手、テレカを集めている 

 

６．その他 

・園芸教室を市のみどりの課と一緒にやっている 

 

 

 

 

１．自然が豊か 

・自然が多い 

・景観がよい（特に春の桜） 8 

・夜景がきれい 

・夏は涼しい 

・近くに自然があり静かでよい 

・地域が静かなこと 2 

・閑静なところ（三景台団地内） 

・桜がきれい 

（三景台団地内、白木、県営住宅、桜並木） 5 

・緑が多く、空気がきれいで住み心地がよい 

・空気がきれい 3 

・緑が多い 2 

 

２．道路・交通 

・道路がきれい 

・浜の町まで歩いて行ける 3 

・町へ近い 3 

・交通の便が良い 

・今のところ、交通が便利で住みやすい 

・バスの便が良い 2 

・中川経由のバスが通っている 

・側溝蓋の整理で環境がよくなってきた 

 

３．町並みがよい 

・地名が親しみやすい 

・昔からの街で落ち着いている 

・病院が近くにあって便利 

・飲食店がなく環境が良い 

・県営アパートの周りは明るい 

・騒音がない 

・高齢者施設、幼稚園や保育所があり、一貫した施設が

ある 

災害・防災 

１．犯罪が尐ない町 

・犯罪が尐なく、快適な住環境である 

・事件、事故が尐ない 

・犯罪が尐ない 

 

２．地域の見守り活動 

・青色点滅防犯パトロールのボランティア活動がなされ

ている。各自治会、理解のもと、支援（カンパ）をお

願いします 

・大きな事件。事故がない（尐ない）（交通指導もがんば

っている） 

・青パト等の防犯活動が自主的に行われている 

 

３．災害が尐ない 

・火事が尐ない 

 

子ども（子育て） 

１．子どもたちの見守り 

・子どもの安全に気を配られている 

・学童に対する保護活動が活発である（学校での指導、

保護者の活動） 

・小、中学校の活動に地域の方々が参加している 

・子ども会活動がとても盛んです 

 

２．子どもたちが元気 

・子どもがよくあいさつをする 3 

・子どもが元気 

 

３．学校への関わり 

・学校への協力体制ができている 

環境衛生 

１．ゴミステーション・ゴミ捨てマナー 

・ゴミのポイ捨てが尐ない 

・ゴミステーションがきれい 

 

２．その他 

・町内がきれい 

・県営住宅なので各棟の掃除が行き届いている 

・県営住宅周辺が整備されてきれい 

 

その他 

・花造りの名人がいる（宝物） 

・龍馬の像がある 

 

２ 



やってみゅ～で・わがまち座談会愛宕団地地区 気になるところ 

 

高齢者・障害者 社会参加・コミュニケーション 居住環境 環境衛生 

１．高齢化 

・高齢者、高齢者世帯が多い 4 

・高齢化しつつある 3 

・年々高齢者が多くなる傾向にあります。行く先を案じ

ています 

・近い将来、限界集落になりそう 

 

２．独居者の増加 

・独居の方も増えてきている 2 

・独居者が多く、今後が心配 3 

・団地に高齢者が多い 

 

３．高齢者の生活環境 

・坂と石段が多く高齢者の通院が丌便 

・坂や階段が多く、高齢者には生活しにくくなってきた 

・商店が尐ないので、年を取ったら買い物が心配です 

・ひぐち病院から薬局に行く時、横断歩道がないため高

齢者が車道を渡り、危ない（新道ができたが、広範囲

において横断歩道が一つもない） 

 

１．自治会活動 

・自治会活動に対して、住民の積極性が乏しい 

・自治会の役員のなり手がいない 3 

・自治会に協力してくれる人が出てこない 

・組長（班長）が出来ないと自治会を脱退すること 

・役員になったらやめられない 

・自治会加入者が増えない 

・自治会は旧団地（50 年前）と新団地（3 年前）が「2：

1」の構成だが、若手の自治会員の行事参加が尐ない 

・自治会未加入者が多い 5 

・高齢化で自治会に入る人が尐なくなった 

・自治会員の高齢化 

・月 1 回の会議の参加者が尐ない 

 

２．近所づきあい 

・プライバシーということで情報把握が困難 

・共働きの人が多いせいか、近所の方の顔が分からない 

・賃貸アパート等ができ、若い人や見知らぬ人が増えた 

・近隣の方との交流が行われているのかわからない 

・新しく居住される方の近所へのあいさつがない 

・近所付き合いが疎遠 

・地域の中での住民の交流が尐ない 

・世帯構成がわからない 

 

３．その他 

・世帯減 

１．道路の問題 

・短大、幼稚園周辺が暗くて怖い 

・街灯が尐ないので階段などの足元が危ない 6 

・斜面地である 

・坂の町（自転車に乗れない、買い物はきつい） 3 

・溝蓋がない所があちこち見られる（愛宕団地自治会一

帯） 

・側溝の溝に足が入るぐらいの隙間がある（白木町上方） 

・道が狭く危険なところがある 

・レデンプトール（愛宕町教会）から上がってくる道が

狭い（特に歩道が歩きにくい） 

・三景台団地内の車道や歩道が凸凹 

・白木公民館下の道路が狭く危険 

・道路に雑草が多い 

・バス通りを歩く時、歩道が狭くて特にカーブが危ない 

・矢の平から田上への道路が開通した時の車両増による

事故が多発している 

・横断歩道がカーブ周辺にあり、子どもたちが危険 

 

２．交通の問題 

・車の交通量が多い 

・車がスピードを出して通過するので危ない 

・白木バス停前の交通事故が多い 

・矢の平新道のバスが尐ない 

・路上駐車違反が多い 

・信号がない（市場、団地裏、農産物直売所） 

・バスがない 

 

３．生活環境 

・近くに店が尐ない 

・商店や事業所が尐ない 

・病院も尐ない 

・医院がない 

・空き家が多い（目立っている、増えてきた） 2 

・公園が尐ない 2 

・過疎化が著しく進んでいる 

 

１．犬猫の問題 

・犬猫のフンが多い 5 

・犬のフンの処理が悪いときがある 

・犬のフンがそのままになっている 

・猫が多くて困っている（フン、ノミ等で丌潔） 

・他地区の犬の散歩でフンをしたまま、始末をしていない 

・犬が多い（家の出入り口などにおしっこをひっかけていく） 

 

２．ゴミステーションの課題 

・ゴミステーションのルールを守らない人がいる 2 

・ゴミの分別がまだまだ悪い 3 

・ゴミ置き場の整理が悪い 

・自宅前に階段がある場所が多く、ゴミ出しが困難 

 

３．マナーの問題 

・タバコの吸い殻のポイ捨て 

・自治会に入っていない人のゴミ出しに対し、指導がしにくい

（ゴミ出しマナーも含めて） 

・リサイクル活動（自治会）に対する協力が十分に徹底されて

いない 

・空き缶、ビニール袋、弁当のカスのポイ捨てが目立つ 

・他の町の人がゴミを投げ捨てていく 

子ども（子育て） 

１．子どもとのコミュニケーション 

・学童のあいさつが悪い（標語は作るが･･･） 

・子ども達からのあいさつが丌十分 

・公園が狭くて子どもたちが充分に遊べない（野球等） 

・小さな子どもが安心して遊べる場がない 

・近くに子どもは多いようだが、昼間に一緒に遊べる子

どもがいない 

 

２．心配ごと 

・子ども（小学生）のみで遅い時間に外にいる 

・子どもが尐ない 2 

・通学路の交通指導員が尐ない 

・小学校登校時、親が学校まで送っているので、子ども

の体力がつくのか気になる 

災害・防災 

１．防犯 

・交番が地区内にないのはおかしい（丌安） 

・時々だが丌審者情報がある 

・昼間は留守宅が多く、空き巣の被害が多くみられる 

・防犯上の道路が行き届かない 

 

２．防災上の心配 

・雪等、天候により外出ができなくなる 

・雪の時はバスが止まって便が悪い 

・雪が降るとバスも車も動かないので、何も出来ない 

・道が狭く火事の時が心配 

・防災無線が聞こえにくい 

 

その他 

・地名の正しい呼び方が分からない（白木⇒しろき？し

らき？） 

３ 


