
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３回の「やってみゅ～で・わがまち座談会」（３月１６日（火）午後７時～９時、白木公民館）

では、「これからどんなまちにしたいのか」を考えて、まちづくりの「キャッチフレーズ」を決定

します。

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！

平成 2２年２月１６日（火）、白木公民館にて

第２回目の「やってみゅ～で・わがまち座談会」が開催されました。

今回は、前回出された「気になるところ」を６種類に分類し、

各グループで課題を選び、具体的にどんな問題が生じるのか、何か良い

解決策がないかを話し合いました。

≪１班≫ 高齢者・障害者

≪２班≫ 防災・防犯

≪３班≫ 環境衛生

≪４班≫ 居住環境

≪５班≫ 社会参加

・コミュニケーション

≪６班≫ 子ども・子育て

班

【「やってみゅ～で・わがまち座談会」を開催する理由】

ステップ １

ステップ ２

ステップ２で考えた問題を、解決したり

防いだりするためにはどんな方法がある

でしょうか？皆で出し合った解決策を、

さらに「自分や家族でできること」「自分

と地域住民でできること」「自分や地域住

民だけでは難しいこと」に分類しました。

グループごとに選んだ 3 つの課題

について、今どんな“問題”が起き

ているのか、これからどんな“問題”

が起きるのかを考えました。

６つの分野に分けられた課題（テーマ）

を、各グループに振り分けます。

「○○のテーマでよかとね？」

グループ員の視線が痛い！！

勝っても負けても・・・

「文句な～しのジャンケンポン！」

愛宕 地区団地回第 ２

福祉のまちづくり

やってみゅ～で・わがまち座談会
ステップ ３
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全国の高齢者を誘致！
「高齢者が住みよい日本一のまちを

作って、全国の高齢者を誘致しよう！」

マイナスを大きくプラスに変える発想に、会場

が、どっと沸きました。

高齢者向けの施設をたくさん作って、人口を増やす！

若者の雇用も増やす！何より、「高齢者が住みよいまち」は

すなわち「皆が住みよいまち」でもあるからです。

防災メールをご存知ですか？
災害時に防災行政無線の放送が聞こ

えにくいと、とても困ります。市では、こう

した環境の改善に加え、災害テレフォンサービス

や防災メール配信による情報提供も行っています。

●災害テレフォンサービス 0180-999-002

●防災メール ホームページ「防災ガイドながさき」

で検索してください。

原因が同じなら、解決法も同じ
犬猫のフン害、ごみステーションのルール違反、

ごみのポイ捨て・・・どこの地域でも、必ずと

言っていいほど出てくる環境問題。

まちが汚れる、歩きづらい、病気が流行る。

これらの原因は共通して「マナー」。

美しい環境を作り、汚しにくい雰囲気作りを、

そしてお互い注意しあう勇気を、などの意見が

出されました。

便利さの反面・・・
新道（バイパス）ができて便利になった反面、

交通量が増え、スピードを出す車も多くなりま

した。

一つの解決策が新しい問題を生むこともある。

そんな新しい課題に立ち向かうためには、やは

り地域の力が不可欠です。

見守り、事故例のＰＲ、歩道の整備、表示板の

設置・・・様々な解決案が出されました。

小さな「輪」から
自治会によってはイベントが

少なくなり、互いに知り合うきっかけが

できない。今回のような話し合いの場を、

もっと身近なご近所同士、例えば班単位

のお茶会などでできないか、という提案

がありました。

気軽に作れる「小さな輪」が、生活に

密着したきめ細かなつながりを作り、

問題解決の糸口になるかもしれません。

班

子ども達に考えさせる
親だけでなく、学校だけでなく、地域全体

で子どもを育てたい。

あいさつ、見守り、事故・犯罪防止、生活

習慣・・・子どもに関する課題は、どこの

地域でも山積みです。

ならば、こんな話し合いを子ども達にさせ

てみては。大人には無い柔らかな発想が、

新しい解決策を生み出すかも。

班

班 班

班



「やってみゅ～で・わがまち座談会」 愛宕団地地区 ２回目                  １グループ 【テーマ：高齢者・障害者】

気になるところ どんな問題が？ 自分や家族でできること
自分と地域住民で

できること

自分や地域住民だけでは

難しいこと

高齢化

・高齢者世帯が多い

・自治会役員の高齢化（今・未）

・高齢世帯の把握ができていない（今）

・外出されないので、安否が不明（今）

・他人とのつながりを好まない方が多いのでサポー

トがしにくい（今）

・組長、班長のなり手が少ない（今）

・自治会の役員を引き受けてくれる人が少ない

（今・未）

・自治会活動に支障がくるかも（未）

・自治会の中での交流が減る可能性がある（未）

・周りに気を配るようにす

る

・老人の子供会の間の年代

のグループを作る

（母親会、父親会、団塊の

世代会など人の集まる機

会を作る）

・高齢者と一緒にレクリエ

ーションをする

・高齢者用住宅で日本全国

の老人を誘致する

・介護サービス業者が充実

し、若者の仕事が増える

独居者の増加

・独居者が多く、今後が

心配

・独居者が亡くなったが、死後 3 日目に判明した

今後も増えるかも（今・未）

・独居者が部屋のなかで怪我とか重い病気になった

時に気付かないかもと思うと心配（今・未）

・具合が悪くなった時、一人で生活できない人が増

える可能性がある（未）

・気がけて挨拶をする ・常に声かけ運動をする

・声かけ運動

・子供会の協力で、高齢者

に声かけをする

・登下校の声かけをお互い

にする

・地域で緊急の連絡網など

を作る

・行政に緊急通報システム

を独居者全てに導入し

てもらう

高齢者の生活環境

・商店が少ないので、年

をとったら買い物が

心配

・商店が配達をしない（今）

・配達をしてくれるお店にお願いすることになり、

地域の小店が成り立っていかなくなる（未）

・生協グループに独居老人

も入ってもらう。（独居問

題と買い物問題が同時に

解決）

・配達注文グループを近所

同士で作って、まとめて

注文する（注文がまとま

るとスーパーも配達して

くれるかも）

・配達してほしい

２



「やってみゅ～で・わがまち座談会」 愛宕団地地区 ２回目                    ２グループ 【テーマ：災害・防災】

気になるところ どんな問題が？ 自分や家族でできること
自分と地域住民で

できること

自分や地域住民だけでは

難しいこと

防犯
・時々だが不審者情報が

ある
・昼間は留守宅が多く、

空き巣の被害が多くみ
られる

【今発生している問題】
・保育園にはたくさんの人々が出入りするので、不審

者かどうかの見極めが難しい
・昼間は年寄りだけのため、訪問販売等の被害、空き

巣、詐欺にあいそうで心配 ３
・訪問販売被害や認知症の方などの情報は、後から入

ってくるので間に合わない
【将来発生するだろう問題】
・たくさんの被害が出る可能性がある

・近所付き合い、相談ができ
る人をつくる

・知らない人を見たら挨拶を
する

・町内の防犯パトロールをす
る

・ご近所同士で声をかけ合っ
たり、援助したり、積極的
に助けを求めたりして日頃
から仲良くする

防災上の心配
・防災無線が聞こえにく
い

【今発生している問題】
・内容が聞き取りにくく、誘導もできないため避難

が遅れてしまうし、一刻の遅れが生命にかかわる
こともあるので不安になる ４

・パソコンなどで再確認する必要がある
・ラジオ、テレビを付けろと言うが、ローカル情報

は流れないことが多い
・聞こえないため聞きたくなくなる
・スピーカーの配置に問題があると市役所に専門的

知識を提供したが、なかなか難しいと言われ解決
していない

【将来発生するだろう問題】
・聞こえないままにして、結果的に知らないまま大

事故・災害にあう

・防災メール情報を登録する ・消防、防災メールを受信し
ているが、アバウト過ぎる
のでもう少し詳細にしたら
よい

・近くのスピーカーから同時
に流れるとエコー化してし
まい聞こえにくくなる。時
間差を設けて違うスピーカ
ーから放送するようにする

・道が狭く、火事の時が
心配

【今発生している問題】
・下の方から何ｍも消火ホースをつないでいる
【将来発生するだろう問題】
・下の方から何ｍも消火ホースをつないでいては、

大きな火災の時、対応できない
・高齢者の火事による死亡事故が起こる

・ハロゲンヒーターの上に洗
濯物を干すような危険な行
為をしない

・火災警報器設置が義務付け
られたが、取り付けていな
い人がいる。全員付けよう

・火事を起こさないよう皆で
真剣に考える。意識を高め
る

・地域ぐるみの避難訓練の実
施

・定期的に防火演習訓練を実
施し意識を高める

・消火栓、ホースセットをく
まなく設置する

・道路を拡張する

・認知症の方の見守り方を教えてください
（勉強会を開催する）

・ホームページや電話の情報を検索
し、地域や施設内に知らせる

３

上の全てに言えること

・地域住民が皆で防災に対する意識を高める
・他人に頼らずまず自分からする
・地域住民が集まるという機会を多くつくる
・地域住民が皆「知り合い」ならもっといい



「やってみゅ～で・わがまち座談会」 愛宕団地地区 ２回目                     ３グループ 【テーマ：環境衛生】

気になるところ どんな問題が？ 自分や家族でできること
自分と地域住民で

できること

自分や地域住民だけでは

難しいこと

犬猫の問題

・犬猫の糞

【今起きている問題】
・始末していない糞を踏みつけて歩道が汚くなり

歩きづらい
・不衛生である
・町としてのイメージダウン
・野良犬、野良猫のたまり場になる
・公園内で小さい子が遊べない
・糞を子どもが蹴ったり、雨の日が不潔
・毎月の自治会の組長会には必ずといっていい程

苦情が出る

【未来に起きるかもしれない問題】
・害虫が増え病気が流行る

・連合自治会以外の自治会に
協力をお願いする

・飼い主を登録して、各個
に注意を促す

・犬、猫の共同トイレを作
る

・餌をあげる人のところに
トイレを作る

ゴミステーションの問題

・ゴミステーションのル

ールを守らない

【今起きている問題】
・臭いが強く（悪臭）住みにくい
・ゴミ出し日以外にゴミを出している
・指定日以外の日に段ボール等を捨てに来る（引

越荷か？）

【未来に起きるかもしれない問題】
・今まで守っていた人も守らなくなるのではない

か。ルールの存在がなくなってしまう
・子どもの教育上良くない
・決められた曜日以外にゴミを出していると、そ

こにまたゴミを出す人が出てくる

・気がついた時、注意する
ことが必要である

・名前を記入してゴミを出
す【ゴミステーションの
担当場所（家）を決める】

・掲示で注意を喚起する
・常時巡回する（当番制など）
・曜日以外のゴミは中を点検

し本人宅に戻す
・ゴミステーション当番を大

人と子ども２人にする
・自治会の役員等による徹底

した指導をする
・ゴミ置き場を整理し、美し

い環境をつくる
・勇気を持ってお互い注意す

る

マナーの問題

・ゴミのポイ捨て

【今起きている問題】
・大人として恥かしい
・子どものしつけが出来なくなる
・通学路等で子どもが蹴ったり、雨の日溝が詰ま

る

【未来に起きるかもしれない問題】
・野良犬、野良猫が増え病気になる
・町が汚れる

・子どもが小さい時から家
庭でマナー教育をする

・日頃から町内を美しくして
おく

・空き缶、ポイ捨てしにくい
環境づくり

・学校でもマナー教育をし
てもらう

リサイクル推進委員を
各地区で増員し、交替で
ゴミの日に立つ

犬、猫の散歩には始末が出来
るように、ビニール袋を持参
するように教育する

空き地、荒れ地をつ
くらない

４



「やってみゅ～で・わがまち座談会」 愛宕団地地区 ２回目                     ４グループ 【テーマ：居住環境】

気になるところ どんな問題が？ 自分や家族でできること
自分と地域住民で

できること

自分や地域住民だけでは

難しいこと

道路の問題
・道が狭く危険なところ

や横断歩道がカーブ周
辺にあり、子ども達が
危ない

【今起きている問題】
・横断歩道が欲しいが、カーブが多いためかえっ

て危険になる
・歩道が切れている場所がある
・通学路で危険なところがある
・新道から矢太楼方面への分岐点に信号がなく、

且つ暗い
・トラックが道路にはみ出して駐車している（白

木市場）

・子どもを含めた家族全員
で交通規則について話し
合いをし、常に子どもと
一緒に考え、注意させる

・登下校時に地域の方に見
守りをしてもらう

・雨が降る日だけでも、ボ
ランティアで子ども達が
通学する時の見守りをす
る

・各自治会で交通事故の事
例を通して PR する

・交通指導員になっていた
だく方が出来るだけ多く
出てきていただければあ
りがたい

・雨が降っている時は子ど
も達も傘をさしているの
で、バスやトラックの運
転手が十分に注意をする

・歩道の表示を明確にする
・可能な限り道幅を広げて

もらう
・道路の拡幅工事や歩道の

整備を要求する
・見えやすい直線に横断歩

道を設置して欲しい
・通勤、通学時に警官に立

ってもらう

交通の問題
・車の交通量が多い

【今起きている問題】
・法定速度を守らないドライバーがいる
・道路が狭いのに大きいバスが通った後、続いて

車（乗用車）が多い
・朝の登校時と社会人の通勤時が重なり、子ども

が人身事故に遭遇する危険性が非常に高い
・新道（バイパス）ができて交通の便はよくなっ

たが、交通量が多くスピードもかなり出ていて
危険である

・学校前の交通量が多く、子ども達が危険である

【未来に起きるかもしれない問題】
・新しい道ができるが、車の流れがどう変わるの

か予想できないところがある

生活環境
・病院や医院が少ない

【今起きている問題】
・高齢者が通院するにも敷地が狭く、駐車スペー

スがないので遠くに通院している
・子どもが熱を出しても病院が近くにないため、

わざわざバスに乗って行かなければいけないた
め不便である

・診療所や病院が地域になくて、バスや車などの
交通機関を必ず使わなければならない（三景台）

・病院を設置する用地が確保できない
・近くに病院が少ないため、遠くまで行かなけれ

ばならない

・インターネットによる医
療連絡網の徹底を図る

・出張医院をつくる（空き
家等を利用する）

・集団検診や保健所の生活
改善の普及を促進する

各自の自覚が必要であるが、行政機関（警察
や交通安全協会）が指導の徹底を図る

５



「やってみゅ～で・わがまち座談会」 愛宕団地地区 ２回目           5 グループ 【テーマ：社会参加・コミュニケーション】

気になるところ どんな問題が？ 自分や家族でできること
自分と地域住民で

できること

自分や地域住民だけでは

難しいこと

自治会活動
・自治会活動に対して、

住民の積極性が乏しい

【今の問題点】

・自治会の行事が少ない（白木団地自治会）

・自治会の役員のなり手がなく、一人の人に仕事が
集中している

・自治会活動がなければ自分達がどれだけ困るかを
知らない、分からない、無視している

【将来、起こりうる問題点】

・自治会がなくなるのでは？

・自治会自体の活動がなくなる

・住んでいる地域の問題にも興味を持たなくなる（問
題に気がつかない）

・自治会に理解がないと、道徳観や社会規範が希薄
になり、自分勝手にふるまう人が増えてくる（例：
ごみ出しの問題）

・住民一人ひとりが孤立してしまう

・交流の欠如 ⇒ 犯罪の増加

・町が活性化されていかない

・自治会役員の皆さんにねぎ
らい、感謝の言葉をかける

・「白木団地便り」を毎月発
刊しているので、読んでも
らうように、積極的な呼び
かけをする

・自治会のイベントを増加す
る（例：桜を見る会、忘年
会）

・強制的参加策をとる（例：
公園清掃不参加者から罰
金を取る）

・自治会の各班単位で会議
（お茶会）を年 2 回する

・班または組ごとで、座談会
を開催してみる

・様々な役員をされている方
同士の情報交換、交流の場
をつくる

・自治会の役員会に老人会、
子ども会、民生委員を入れ
る

近所づきあい
・地域の中での住民の交

流が少ない

【今の問題点】

・回覧を持って行った時、顔を合わせ話しが出来る
のに、回覧板を手渡ししない場合が見受けられる

・隣近所の奥さんとは話すが、ご主人とは話さない

・笑顔での挨拶が少ない（自分から発声なし）

・子育てや介護など、他人の手を借りた方が良い時
に声をかけることができない

・近所の方が亡くなっていることが分からない（気
づいた時にはお葬式まで終えていた）

【将来、起こりうる問題点】

・交流の少なさ ⇒ 犯罪の増加、孤独死の増加

・子ども会を活性化させるた
めに、地域みんなで支え
る。子ども会の役員さんに
も、やさしく声をかけてや
る

・回覧板を渡す時は、声かけ
や顔を見て

・地域行事で何をしたいか、
アンケートをとってみる

・公民館での催し物を多く開
催する（小さな自主活動グ
ループでも）

その他
・世帯減

【今の問題点】

・子どもが少ない

【将来、起こりうる問題点】

・高齢化し、町人口も減少する

・ゴーストタウン化、誰にも頼れない、不審火の増
加

・世帯数が減ると、まちがさびれる。空き家が増え、
防犯、防災上問題

・子どもを他県に出さない ・若者の働く場所を確保

・自治会がなくなったらどんな問題が発生するの
かということを、情報提供してみる（広報紙等）

・笑顔であいさつ!! 1 回や 2 回、返事が返ってこなくて
も、しつこくあいさつする。子どもに対しても

・子ども会の子ども達に積極的に声かけをする

・一人ではなかなかできないやりづらい事もあるので、
仲間をつくる。小さなことから始める

６
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気になるところ どんな問題が？ 自分や家族でできること
自分と地域住民で

できること

自分や地域住民だけでは

難しいこと

子供とのコミュニケーシ

ョン

・子ども達の見守り

・挨拶をするが返答がない（逃げていくことも

ある）

・地域の人とのコミュニケーションが十分でき

ない（相手を見ての挨拶が大切）

・大人も子供も挨拶が不十分

・他人への無関心に繋がる

・大人が見守っているという安心感が得られな

いのではないか

・事故や事件が起きたとき、日頃から交流がな

いとなかなか助けを求められないのではない

か

・まずは、母親からあいさつ

を積極的にする（子供に模

範を示す）

・家族同士でまず挨拶をする

・あいさつ運動を自治会に

取り上げる

・標語を自治会で募集する

・標語の看板を要所に作る

心配事

・通学路の交通指導員が

少ない

・事故の危険性が高くなる

・白木団地入口部が特に危険

・子供が車の事故にあう機会が多い

・通学路がカーブが多く（特に弥生町付近）交

通事故が心配

・父兄の協力が必要（当番制） ・交通指導員を地域で分担

してやってはどうか

・「安全運転」の看板を設置

する

・団地内でのスピード制限

の表示をする

・歩道を設置する

・小学校登校時、親が学

校まで送っているの

で、子供の体力がつく

のか気になる

・早寝、早起きができていない

・車からの乗せ降ろしの際に事故の危険性が高

まる

・親への依存心が高くなり、自立心を養う機会

を減らしている

・登下校時に車は中止したほ

うが良い（家族）

・まずは大人が模範を示す

・集団下校をもっと組織的

に行なってはどうか

・大人がその必要性や危険なのかを教育する

・危険箇所での対策指導を繰り返す

・子供たちが地域の安全マップをつくり危険箇

所の意識付けをする

・良い生活習慣を確立してもらうた

めに子ども達にも考えてもらう

・家庭で早寝早起きの良い習慣をつ

けるために目標を立てさせる７


