
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成２２年 7 月 5 日（月）、ダイヤランド小ヶ倉ふれあ

いセンターで、51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。 

社協職員の進行のもと、参加者は、5 つのグループに分

かれ、和気あいあいとした雰囲気の中、いろんな団体や

世代の人たちが、ダイヤランド地区で暮らす仲間として、

自分たちのまちの良いところ、気になるところを考えま

した。 

【「やってみゅ～で・わがまち座談会」を開催する理由】 

 

 まずは自己紹介から始め、職員紹介の後は、なごやかに会

がスタートしました。 

 「ダイヤランドの良かところ」を出し合う場面では、自主

参加の人も多く、また、意見を準備していた人もいて、たく

さんの思いが出てきました。・・・夕陽を臨める・町並みの

美しさ、交通の便のよさ、人と人との温かいつながりなど、

わが町自慢がいくつも、飛び出しました！ 

ワークショップ 

～地域の良いところを 
出し合いましょう！ 

ステップ １ 
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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」

「ダイヤランド地区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。 
１

「地域の気になるところ」をそれぞれ付せん紙に書き出し、自分の意見を発表しながら、

模造紙に張っていきました。 

そして、同じような内容の付せん紙をまとめて、タイトルをつけました。 

ステップ ２ 

ワークショップ 

～ 地域の気になるところを話し合いましょう！ ～ 

※出された意見は、次ページ以降にあります。 

話しあった内容を発表しよう 「グループ発表」 

皆さんから出された意見は、グループごと

に発表されました。 

 
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！ 

同
じ
意
見
が
あ
る
！ 

 
      こうしてみると、いろいろ気がかりなところも見えてくるなぁ 

 

 

 
 普段生活している地域について、改めて見直すと、やっぱりいいところだなぁ 

第２回の「やってみゅ～で・わがまち座談会」（7月 21日（水）午後7時～9時、ダイ

ヤランド小ヶ倉ふれあいセンター）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。 

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） 



やってみゅ～で・わがまち座談会 ダイヤランド地区  1 グループ 

環境 自治会 人口減少 

●気になるところ 

・ 高齢者が増えて、独り暮し世帯が増加

傾向である 

・ 若者の流出？ 

・ 子どもの減少（10年間で50％↓） 

・ 学生の数が減っている 

・ 児童（子供）が少なくなっている 

・ 少子、高齢化 

・ 高齢者が多くなっている 

・ 一人住まいの年寄りのサポート体制は

できないか（草刈等） 

・ 独居老人への訪問（民生委員など）が

ない、少ない町内がある 

交通 

○良いところ 

・ 町全体が明るい 

・ 町内でのまとまりを感じる 

・ 各自治会がしっかりしている 

・ 自治会等の組織の連携が良い 

・ 住民間のコミュニケーションが良い 

・ 団結力が強い 

・ 安心して生活できる 

・ 治安が良い 

○ア班内の方が協力的で人間関係が良好であ

る 

○ア地域の行事への参加者が多い（防犯パレ

ード、ウォーキングなど） 

 

●気になるところ 

・自治会やボランティア活動（PTA等～）

の担い手不足 

・自治会活動に受身な自分 

・「すましている」感じ 

・地域の歴史が浅いのでなじみが薄い 

・交番がなくなった 

・活気がない（静かすぎる） 

挨拶コミュニティ 

○ア人の横断など危険箇所に信号機を設置

してほしい（4丁目てんびん公園前） 

○良いところ 

・バスの便が良い 

・バスの本数が多い 

・交通アクセスが良い 

・車社会の中、道路が整備されている 

・車の駐車スペースが確保されているの

で便利である 

 

●気になるところ 

・街灯がほしいと思う場所がある 

・路上駐車が多い 

○アスピードを出して走る車が目立つ 

○良いところ 

・散歩するのにいい 

・グラウンドが大小３箇所ある 

・公園が程よくある 

・ダイヤランド郵便局のお嬢さんの

応対 

・ふれあいセンターが使いやすい 

・学校が開かれている 

・ウォーキングに最適である（2） 

・海、山が見える 

・景観が良い 

・町並みが良い 

・小学校、中学校がある 

・衛生的で街並がきれいである 

・町ぐるみで掃除に取り組んでいる 

・学校、病院、店など生活に必要な

ものがそろっている 

 

●気になるところ 

・犬のフンなどの後始末 

・犬のフンが多い 

・風（当り）が強い 

・公園等の樹木が大木化している、

台風による倒木対策 

・空地が目立つ 

・空宅地の雑草 

・寒い（高地なので） 

・年寄りには不便（店が少ない） 

・ダイヤランド全体の通りがわから

ない 

・ダイヤランドという町名。「夕陽の

見える丘町」と私は決めていたの

に 

 

・各種施設が揃っている、ショッピ

ングセンター、病院、公園 

・生活に必要なものを揃える事がで

きる 

・きれい（清潔）なところ 

・区画、整備が整っている 

・グラウンドまでのぼる階段道路

（緑陰トンネル） 

・夕陽がきれいな街 

・夕日の沈む瞬間が眺められていや

されます 

・運動公園が２箇所ある 

・街がきれい、ゴミが少ない 

・町がきれい 

 

 

 

 

・通りの名称がかっこいいのに生活

に活きていないのでは？ 

・料理店が姿を消した？ 

○ア落ち葉などが道路に詰まってい

る 

○アポイ捨てなどゴミ出しのマナー

が悪い 

○ア野良ネコにエサを与える人がい

る 

○良いところ 

・子供達が挨拶する（2） 

・子供達（小、中）が比較的健全 

 

●気になるところ 

・ちょっと人が集まる場所がない 

・ボランティアの活動の有無がわからない 

 

２

※ ○アはアンケートで出た意見です。 



やってみゅ～で・わがまち座談会 ダイヤランド地区  2 グループ 

住環境の整備 交通 自治会活動 安心・安全 

○良いところ 

・大きな事件の発生がない 

・地域の方々のお陰で子供達の見守りが良く

されていると思う 

・青パトで子供達の安全に努力されている 

・団地内で子供達が良く遊ぶ 

・通学する子供達がよく挨拶してくれる 

・無邪気に遊んでいる幼児の姿を見受ける 

 

●気になるところ 

・犯罪が多くなってきているのではないか、

変化が心配。どろぼう、のぞき 

・交番廃止 

清掃マナー 

○良いところ 

・バスの便が多くて便利（3） 

・交通の便 

・バスダイヤ充実している 

 

●気になるところ 

・歩道が高く作られている 

・朝夕の交通量、通り道になっている 

・路上駐車が多い 

・外から来た車が駐車できる場所（有料

駐車場等）がない 

・道を駐車場がわりにしている人がいる

・夜遅くのバスの便が急に少なくなるの

で困る 

○アスピードを出して走る車が目立つ 

○ア 人の横断など危険箇所に信号機を設

置してほしい（4丁目てんびん公園前）

 

少子化 

○良いところ 

・ ここに来てそろそろ 23 年経つので知り合い

が多く楽しく暮らせています 

・ 自治会活動に協力的になってきた 

・ 夏祭りがある 

 

●気になるところ 

・近所つきあいがない 

・高齢者の方が増えてきた為自治会の役員など

活動もだんだん難しくなってきたと思う 

・仕事をしているため人と人とのつながりが少

ないのでは？（子供達との関り） 

・様々な役員がいつも同じ人 

・子供が大きくなるにつれ近所づきあいも減り

ます 

○ア自治会清掃など定例的に集まる機会を、交流

の場として活用してほしい 

○ア年配者が自治会清掃に出ないといけないのは

つらい 

高齢化 

○良いところ 

・何でもそろっている（学校、病院等） 

・総合公園 

・環境 

・住環境の整備が良い 

・団地内に小学校、中学校が有る事 

・団地内の公園 

 

●気になるところ 

・空家、空地が多くなった 

・夜、暗いところがある（2） 

・夜間が暗く感じることがある。入ったこ

ろは水銀灯で明るく安心して暮らせると

ころだと思っていた。台風の後、蛍光灯

にかわったため、暗くなった 

・外灯の不備 

・団地内全体的にアスファルトの傷み 

・階段や坂道が多いので高齢の方には少し

大変 

○ア電線が多くて困る（台風のときなど木に

かかっている） 

○ア土地の値段が高すぎる（若い人たちが定

住できない） 

○ア落ち葉などが道路に詰まっている 

○アダム斜面地の除草が行き届いていない 

犬猫マナー 

○良いところ 

・庭のきれいな家が多い 

・毎月の清掃で町がきれい 

・誰かが掃除してくれています 

・静かで住みやすい環境である 

・掃除がよくされていて町がきれい 

・道にゴミが少ない 

 

●気になるところ 

・ 歩道に紙くずを散らしながら歩いている

子を見受ける 

○ア家の前のプランターなどが歩行の障害にな

っている 

○ア家庭のエアコンなど室外機の音がうるさい

飲食店 

○良いところ 

・犬の散歩のマナーが良い 

 

●気になるところ 

・犬の散歩のマナー（最近は少し良くなっ

てはきている） 

○ア野良ネコにエサを与える人がいる 

○良いところ 

・朝夕のバスの中で老人に席を譲ってく

れる学生さんを見受ける 

 

●気になるところ 

・子供の声が少ない（少子化）（2） 

・子供達が少なくなっていて活気がなく

なった 

・子供の数が減っている（子供会が成り

立つ？） 

・若い人が県外に 

・公園にあまり子供がいません 

○良いところ 

・ありす（訪問介護）など老人支援施設があっ

て良い 

 

●気になるところ 

・ 高齢化（2） 

・ ベッドタウン化。町の活動が高齢者中心 

・ 高齢化している（独り暮しの方も増えている） 

・ 認知症の方も増えています 

・ コミュニティーサロン要らないでしょうか？ 

・ （夜）飲んで交流する場がない 

・ 今後ますます高齢者の方が増えてきます。街

の活性化に不安 

自然 

○良いところ 

・景観が良い 

・夕陽 

 

・海がきれい、夕陽がきれい 

・秋は街路樹の葉が落ち、掃除が大変だけ

ど南京ハゼの並木は好き 

 ●気になるところ 

・風が強い 

・狸ちゃんがいて糞をして掃除が大変 

・アパートの鳩の被害に困る 

●気になるところ 

・団地内に居酒屋のような安らぐ所がない 

・飲食店が少ない（2） 

・店が少ない 

・コンビニが遠い 

３

※ ○アはアンケートで出た意見です。 



やってみゅ～で・わがまち座談会 ダイヤランド地区  3 グループ 

美しい街ダイヤランド 少子、高齢化 活発な自治会 環境 

○良いところ 

・街が整然としていてきれい 

・住人が街の景観（家、緑等）

の向上に取り組んでいる 

・静かな環境で海、山の景観

が良い 

・町がきれい、明るい 

・自然環境が良い 

・街がきれい 

・景観が良い 

・静かな佇まい 

・定例清掃（月 1）のおかげ

で街並が割合美しい 

・交通の便が良い 

 

 

●気になるところ 

・土手に亀裂がある(3丁目オレ

ンジの丘付近)地盤沈下 

・公園の樹木が伸びている。剪

定を業者で行ってほしい 

・雨季は湿度が高い、冬は寒い、

雪が降ると交通がストップす

る 

・大通りに面した歩道の雑草が

茂ってきた地域、自分の家の

前も自分でやらない 

・住宅地に雑草がはびこり困っ

ている 

○ア電線が多くて困る（台風のと

きなど木にかかっている） 

○ア落ち葉などが道路に詰まって

いる 

○ア土地の値段が高すぎる（若い

人たちが定住できない） 

○ア家の前のプランターなどが歩

行の障害になっている 

○ア家庭のエアコンなど室外機の

音がうるさい 

○良いところ 

・高齢者がとても元気で自治会を支えてい

る、老人会が充実 

・子供達が礼儀正しい 

・子供達がよくきちんとあいさつをしてくれ

る 

 

●気になるところ 

・(一人暮し)高齢者が増えてきて一人では住

みづらいのではないか？ 

・地域のイベントや集いなど工夫をして行わ

れているが、壮年層以下の若者達の参加が

少ない(ない) 

・支え合いネットワークの組織がない 

・独居老人が多過ぎる。心配している 

・公園で遊ぶ子供達の数が少ない事 

・少子高齢化が著しい(南長崎の児童) 

ピーク H7年 775人 

H22年 4月 275人 

・若い人たちが少ない（人数） 

・子供達が少なくなった。公園で元気に遊び

回る姿を見かけない 

・子供が減り、10名前後となり子ども会が

成立しなくなるかと心配（第4自） 

安心、安全な町 交通の良し悪し 

○良いところ 

・まちづくり活動が良好 

・自治会活動が活発である(連合会長

はじめ各会長がまじめに取り組ん

でいると思う) 

・自治会がまとまっている（2） 

・自治会の行事が楽しい 

・人間関係良好 

・防犯パレード、夏祭り、ふれあい

ウォーキング大会 etc 町を挙げた

行事がある 

○ア班内の方が協力的で人間関係が良

好である 

 

●気になるところ 

○ア自治会の負担が大きい（役員の負

担も兼ねているのでは？） 

○ア自治会役員の担い手不足（班長の

年齢制限を設けては！） 

○ア高齢者が増え、自治会脱会者の問

題が懸念される 

○ア年配者が自治会清掃に出ないとい

けないのはつらい 

○ア自治会清掃など定例的に集まる機

会を交流の場として活用してほし

い 

○良いところ 

・ゴミの分別が良く出来ている 

 

●気になるところ 

・ゴミの分別や捨て方で問題が多

発している 

・犬、猫のフン放置 

・犬の散歩風景は良いが糞の後始

末は少し悪いかな 

・野良猫対策、市が旗を挙げて欲

しい 

・半飼い猫の被害に困っている 

・犬の散歩、一部の人のマナーの

悪さで皆が迷惑している 

○アアパートの鳩の被害に困って

いる 

○アポイ捨てなどゴミ出しのマナ

ーが悪い 

○アダム斜面地の除草が行き届い

ていない 

○ア野良ネコにエサを与える人が

いる 

コミュニケーション 充実した設備 

○良いところ 

・犯罪の発生が他の町と比較して少ない 

・交番がなくなっても、住民がスクラムを組んで街の防犯、治

安の維持に取り組んでいる 

 

●気になるところ 

・町に交番があればよいのだが（防犯の面で） 

・町全体で門灯を点灯すると防犯の面で役立つのではないか。

エコの問題があるのだが 

・日中人通りが少ない（周辺部） 

・外灯が少し暗いかな 

・外灯を増やしてもらいたい、出来れば青色に 

・日中、人が住んでいるのか？静かすぎる 

○ア道路の照明が少ない（まち全体が暗い） 

○良いところ 

・バスの便数が多い 

・バスの便が多くて便利 

 

●気になるところ 

○アスピードを出して走る車が目立つ 

○ア人の横断など危険箇所に信号機を設置し

てほしい（4丁目てんびん公園前） 

○ア車両が多すぎて子ども達が危ない 

○ア青空駐車（路上駐車）が多い 

○ア高齢化社会を控え、生きがい活動として老

人クラブなどを活用してほしい 

○良いところ 

○アみんながよく声をかけてくれる 

 

●気になるところ 

・各家庭が鍵をかけすぎ(防犯上は結

構だと思うが近所の方を拒否して

いると思う) 

○ア近所付き合いが少ない 

○ア各行事に若い方(20～30 代)の参

加が少ない 

○良いところ 

・施設が充実している(病院、商

店、学校など) 

・学校(小、中)があるのがすこぶ

るよろしいと思う 

・病院、商業施設などがあり住み

やすい 

４

※ ○アはアンケートで出た意見です。 



やってみゅ～で・わがまち座談会 ダイヤランド地区  4 グループ 

住民の意識 環境 交通の便がよい 

○良いところ 

・バスの便利がよい 

・アクセスの充実（特にバス便） 

・アクセスがいい 

・交通の便がよい 

・中心部に近い 

 

●気になるところ 

・お年寄のために路線バスを普段行かな

い道にも走らせて欲しい 

地域のお店 

○良いところ 

・住民の移動が少ない方と思う 

・犬猫の飼い方もきちんとされてい

て環境への意識が高い 

・街がきれい、ゴミが少ない 

・ゴミが少ない、月１回清掃 

・長崎港がよく見える。みはらしが

良い 

・学校（小、中）が近くにある 

・ゴミステーションがきちんと整備

されていて良い 

 

 

 

 

●気になるところ 

・犬猫のフンが多い、自治会からも

よく注意されることが多い 

・町内外の方のゴミ出しマナーが悪

い 

・犬、猫（動物）のうんちのマナー

が悪い時ががっかりです 

・(下校時)ゴミを庭先に投げ捨てる学

生が少し居る。がっかり 

・児童、生徒の下校中の様子 

 

 

・掃除は大変だけど、緑がいっぱ

い＆皆さんの家の庭には花がい

っぱいできれいな町です 

・閑静な住環境（2） 

・静かな街 

・全体的に明るい雰囲気 

・町並みがゆったりしている 

・住宅の家並みが整理され見栄え

もよく清掃も行き届いている 

・空気と水（水道水）がきれいで

す 

・公園が沢山あっていいなと思い

ます 

 

 

・秋から冬にかけて夕方になると

人通りがほとんどなくなって寂

しい 

・町内外の生徒のいたずらをどう

したらいいか？ 

○ア電線が多くて困る（台風のときな

ど木にかかっている） 

○ア年配者が自治会清掃に出ないと

いけないのはつらい 

○良いところ 

・コーヒーがおいしい 

○ア商店がすぐ近くにある 

  

●気になるところ 

・10年位前から、商店が少なくなって、

不便を感じます 

・お店が根付かない 

 

 

少子高齢化の波 充実した医療 防犯安全 

○良いところ 

・隣近所があまり干渉しない 

・個人が確立されている 

・生活のレベルが一定の水準の人が多く

煩わしさが少なく住みやすい 

・子供が地域の方々に守られている 

・地域の安全について、よく行き届いて

います 

・自治会活動がしっかりしている 

・良識あるおつき合いができている 

・ご近所の方がとても良い気持ちの方ば

かりで住みやすい町 

・大人も子供もあいさつができる 

○ア自治会、社協支部、まちづくり協議会の

横の連携が強い 

 

●気になるところ 

・お年寄りが気軽に集まる場所が少ない 

・行事（イベント）に参加する人がまだ

少ない 

・人と人のつながりが薄い 

・人と人とのふれあいが少ないようです 

・人々のふれあいに欠ける 

・隣近所があまり干渉しなさすぎる、個

人主義（関わらないようにする傾向） 

・自治会三役のなり手がいない 

・入居当時は連帯意識が強く盛り上がり

もあったが、年月と共に年齢層が上が

り高齢世帯の単身者も目立つようにな

り今後の連帯に不安を感じる 

●気になるところ 

・子供が少なくなってきた 

・学童の減少と住民の高齢化 

・若い人が外へ出て行き、帰ってこ

ない 

○良いところ 

・病院がたくさんあり、いい先生

がいます 

●気になるところ 

・人通りが少ない（広場など人々が集う

場所がない） 

・犯罪のターゲットになりやすい 

○ア外灯が一部暗い所がある 

５

※ ○アはアンケートで出た意見です。 



 

自然環境 居住環境 交通 協調、コミュニケーション 

○良いところ 

・バスの便多い（2） 

・交通の便が良い 

・バスの便がよい 

・家の前に車道があり外出がしやすい 

・交通の便がよい（長崎の中心に近い） 

 

●気になるところ 

・ダイヤランドの中の交通がない（車、

乗物を利用しないといけない） 

・バス停が遠い 

・夜間の路上駐車が多い（特にホームの

通り） 

・交通量が多い 

・子供連れのお母さんが交通信号を守 

らない 

少子高齢化 

○良いところ 

・静かである 

・夕日がきれい（2） 

・景観が美しい 

・ハウステンボスみたいな景観 

・道路にゴミが少ない 

・町が美しい 

・清掃がうまくいっている 

・長崎市の中で一番美しい団地 

・町が整っている 

 

●気になるところ 

・風当りが強い 

・霧が発生しやすい 

・犬のフン 

・犬の散歩でフンの始末が悪い 

・犬のふんが多い 

・除草の難しい所がある 

・ほとんど坂道である 

・坂が多い 

・ベンチがない 

・団地内で朝夕、スピードを出してい

る車を見かける 

○ア家の前のプランターなどが歩行の障

害になっている 

○ア野良ネコにエサを与える人がいる 

○アアパートの鳩の被害に困っている 

 

○良いところ 

・青パトを早く開始した 

・車が横付けできる 

・生活に必要な病院、商店が多い 

・買い物がしやすい 

・一応の病院がある 

・病院がある 

・店、病院など必要なものがある 

・公園が多い（2） 

・ふれあいセンターが近くにあり利用し

やすい 

・クリスマスイルミネーションの発祥の

家あり 

・通りの名前がオシャレ 

○ア近くに小、中学校がある 

 

●気になるところ 

・最近事件が発生して不安だ 

・コンビニがない 

・コンビニが少ない 

・病院が少ない様である 

・通りがわかりにくい 

・商店が中心にあるが1コしかない 

●気になるところ 

・少子化 

・子供があまり外で遊ばない 

・高齢化 

・町全体が年をとっている 

・自治会の月例清掃に参加すると、近所

の仲良しが生まれる。これが参加率 

につながる 

○ア自治会清掃など定例的に集まる機会

を交流の場として活用してほしい 

○ア各行事に若い方（20～30 代）の参

加が少ない 

○ア土地の値段が高すぎる（若い人たちが

定住できない） 

○良いところ 

・住民と行政の関係が議員を通すこ

となく進んでいるように見える 

・町の組織がしっかり機能 

・色んな行事に協力性がある 

・学校への地元の協力が多い 

・人がマジメ 

○ア自治会がよくまとまっている 

○ア自治会、社協支部、まちづくり協

議会の横の連携が強い 

○アみんながよく声をかけてくれる 

 

●気になるところ 

・地域、町ぐるみの活動内容がわか

りにくい（子供も含む） 

・生活の仕方がよく似た者の地域で

面白みが少ない 

・人のつながりが浅い 

・よそよそしく、きれいすぎる 

６

※ ○アはアンケートで出た意見です。 
やってみゅ～で・わがまち座談会 ダイヤランド地区  5 グループ 



 
 


