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平成 2２年３月１６日（火）白木公民館にて、第３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、前回各グループが提案した解決策を見ながら、

ほかにもアイデアがないかを話し合いました。

また、「これからどんなまちにしたいのか」という気持ちを込めて、

地区全体のキャッチフレーズを考えました。

愛宕 地区団地
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～だって「愛」があるから～
長崎広しと言えども、まちの名前に「愛」が付いて

いるのは 愛宕 だけ。

鳥の鳴き声を、人の笑顔を、そして「ふれあい」を

美しいと思えるのは、みんなみんな「愛」があるから・・・！
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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。

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！

【「やってみゅ～で・わがまち座談会」を開催する理由】♪ 座談会の感想を聞いてみました ♪

カラー刷りの自治会広報紙を回覧

するなど、自治会を盛り上げるべく

頑張っています。市も、もっと強く

自治会加入を勧めて欲しい。

今回はここに出て来て、色んな自

治会の人と話ができたので、

他の地域の実情を知るこ

とができ、とても参考に

なりました。

最初は、座談会ってどんなことを

するのかなーと思ってました。顔は

知ってても、こんな風に話し合うの

は初めて。皆が同じような悩みを抱

えていることを知り、「うちだけじゃ

ないんだ」と、ほっとした

反面、それでいいのかな？

この先どうやって解決し

ていけば良いのかな、と

思いました。

。

日頃から、学童保育を地域の方に

支えて頂いていることに感謝してい

ます。子ども達はやはり、住み慣れ

た地域で、顔なじみの人に見守って

もらうのが良いと思います。

今回の座談会では、直に地域の方

とお会いすることが出来た

ので良かったです。

今後もこんな風に話し合う

時間がたくさんあればいいな

と思います。

≪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）
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「やってみゅ～で・わがまち座談会」 愛宕団地地区 ３回目  ●印は第３回目に出された意見です。 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でるかも（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 ・老人と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

●高齢者世帯（80 歳以上）の場
合は組長、班長はパスできる

●旅行など楽しい行事を計画す
る

●自治会や老人会加入キャンペ
ーンをして若手加入を

●老人会にも若い人（65 歳前）
を入会させて活性化する

・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

●高齢者の歩ける範囲内で健康
教室、体操教室などを開く

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
●近所に友人をつくる
●鍵を子供もしくは親しい方に

預けておく

・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
●単身者の見守りの仕組みを地

域ごとに考える
●一人暮らしの方のオレオレ詐

欺に注意するように公民館で
勉強したら良いと思う

●公民館活動で一人暮らしの方
が淋しくならないようにカラ
オケ等を月 1 回、楽しみを作
ったらどうか

●認知症の方が増える傾向にあ
り、近所で助け合える制度
は？

●独居老人に対する気配り、声
をかける（近所の人たちが）

・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

●グループホームに簡単に入れ
るようにしてほしい

●デイサービスが簡単に参加で
きるようにしてほしい（介護
認定の手続きに手間がかか
る）

●安否確認できるシステムの構
築（ポットの使用で確認でき
るシステムなど）

●高齢者用の非常ベル（防犯ベ
ルの大人用）携帯を普及させ、
ベルの音に連動してランプを
光らせ近所の人に知らせる

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
●スーパーの配達をお願いした

い

●買ったものを配達してくれるサービスの仕組
みを考える

●定期的に買い物ツアーを計画する

２



「やってみゅ～で・わがまち座談会」 愛宕団地地区 ３回目   ●印は第３回目に出された意見です。 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
・昼間は高齢者だけのため、訪問販売等の被害、空き

巣、詐欺にあいそうで心配
・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

●個人の玄関の電灯をともし
てもらうことで子供たちが
安心して通れる
（電気代の負担が…）
地域で見守っているという
メッセージとなる
（自主的な取り組みでない
と…）

・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

●交番所を増やしてもらう
●今日、田上交番の方が巡回

に来られ防犯の情報をいた
だいた。年 1 回程度の巡回
を、せめて毎月行っていた
だいたら安心である

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

・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 ●地区の点検月間を設け、地
域からの要望を集める

●自治会→役員→班（組）長
→構成員まで連絡網をつく
る

●民生委員の担当地区で友愛
訪問、要支援者、災害時要
援護者をゼンリンにマーク
し、分かるように map を
作る

・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

●避難場所である愛宕小学校
体育館が傾いており早急な
補修が必要

●近くに避難場所が必要
（白木町）

・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 ３回目   ●印は第３回目に出された意見です。   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

●回覧板で犬猫の糞の件を
厳重に指導する（繰り返
し）

・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

●野良猫の断種の機構を
手近なところに作る

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
●ゴミの分別についてのミ

ニ講座を自治会、老人会、
子供会などで取り組む
（説明書は読まないが聞

くと分かる）

●市のパトロールに指導
をしてもらう

マナーの問題

・ゴミのポイ捨て

【今起きている問題】
・大人として恥ずかしい
・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

●ゴミ袋（ポリ袋小）を持
ち歩いて気がついたらゴ
ミを拾うようにする

・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

●犬の散歩するときには、水の入ったペ
ットボトルを持って尿をしたときは水
をかける

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 ３回目    ●印は第３回目に出された意見です。  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
●カーブが多い、スピード

が出やすい道路に路面加
工（凹凸）をする

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

●危険箇所を自分たちでチ
ェックする

●道路の両端に縁石のペイ
ンティングをする（スピ
ードがおちる）

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

●標識、看板をつくり目につくところに設置する
●歩道に色をつける

５



「やってみゅ～で・わがまち座談会」 愛宕団地地区 ３回目 ●印は第３回目に出された意見です。  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

●自治会、子供会、老人会は連
絡を蜜にすることが必要

●自治会の仕事は担当部だけ
に任せず基本的に全員協力
で行う

●自治会役員の後継者を育て
活動を続ける

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

●近所の人々の間で挨拶がな
い（特に転居者）

・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）

●声をかけるときは自分の名
前を！（子供から不審者と間
違われないように）

●自治会に入るメリットを作
る（熟年会、10 代会、20
代会の開催など）

●通学路の一部などに「あいさ
つ通り」をつくる

●全市的な「アイサツ」運動を
行う

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
●空き家を学生さんなどに安

く貸し出す（何人かで 1 軒）

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



「やってみゅ～で・わがまち座談会」 愛宕団地地区 ３回目  ●印は第３回目に出された意見です。  6 グループ 【テーマ:子供（子育て）】

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
●子育てにおいては、親は我が

子にどのような人間になって
欲しいかを自覚することが必
要

●子どもを守るネットワークで
の危険箇所点検の様子などは
自治会役員会で話す

●子供へのあいさつを積極的に
行う大人の数を増やす

●あいさつの指導を子供だけで
なく親にも行う

●学童保育を充実させる
（地域に数を増やす）

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）

●子供たちを外で遊ばせる
（自宅でゲーム・パソコンを
させずに外へ出す）

まずは大人が模範を示す

・集団下校をもっと組織的に
行ってはどうか

・危険箇所での対策指導を繰り返す
・大人がその必要性や危険なのかを教育する

・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

●ルールを守らない子供は、よその子でも注意す
る勇気をもつ

・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




