
平成 22 年７月２１日（水）、ダイヤランド・小ヶ倉地区ふ

れあいセンターで、４３人の方々が参加し、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。

第１回目と同様に和気あいあいとした雰囲気の中にも、熱

心な意見、真剣なまなざしがあちこちに見受けられ、活発な

グループ討議が行われました。
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ダイヤランド地区

第２回

【「やってみゅ～で・わがまち座談会」を開催する理由】

前回、グループごとに、地域の良いところ、気になるところ

を出し合いました。今回は、その中から、特に気になる３つを

選びました。犬の糞の後始末などのマナーの問題、高齢化の問

題など、日頃の気がかりが挙げられていました。

気になる課題を３つ選んでみよう！

ステップ １

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

選んだ課題を掘り下げてみよう！

～課題によって、どんな“問題”が起きているのだろう？

ステップ ２

次に、選んだ３つの課題から、どんな“問

題”が起きているのか。また、そのまま放

っておくと、これからどんな“問題”が起

きるのか…。

参加者は、思いつく“問題”を青色の付

せん紙に書き出し、意見を発表し合いまし

た。
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実際に起きている問題や、今後起こるかもしれない問題を、解決したり防いだりするた

めにはどんな方法があるのだろう…。

参加者は、いろんなアイデアを緑色の付せん紙に書き出し、それを発表していきました。

そして、出された解決策を「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。

出された意見を掘り下げてみよう！ ～問題の解決策を考えよう！

ステップ ３

※出された意見は、次ページ以降にあります。

話し合った内容を発表しよう 「グループ発表」

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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地域のみんなで考え

ると、良いアイデア

が次々と出てくるん

だね！

解決策の中でも特に「おススメの解決策」が

紹介されました！

第３回の「やってみゅ～で・わがまち座談会」

８月４日（水）午後７時～９時、（ダイヤランド・

小ヶ倉地区ふれあいセンター）では、「おススメ

解決策」の実行プランを検討し、まちづくりの

「キャッチフレーズ」を決定します。

いろいろ、良かところ

があるばってん、

気がかりもあるなぁ。

皆さん真剣に聴いています！



福祉のまちづくり「やってみゅ～で・わがまち座談会」 ダイヤランド地区  ２回目        ：おススメ解決策           【１ グループ】

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

１．高齢者の問題

  （不便なところがある）

・高齢者、ゴミ出し、買い物 ○今

・買い物、ゴミ出しなど日常生活で困難なことが出てくる ○今

・ゴミ出しで重いものが大変 ○今

・高齢者自身が生活の不自由さを強いられるようになる（買物、

ゴミ出し、草取り、交流、etc） ○今

・庭の草刈り ○今

・一人暮らしの高齢者が入院した場合、空家となって荒れてく

る。雑草、害虫の発生 ○今

・街全体の活気がだんだんなくなる ○未

・若年層、中高年層に負担が偏るのでは？自治会活動 etc ○未

・一人住まいの事故があった時 ○未

・安否が明確でない ○今

・老後のハイクオリティライフの手立ての必要性 ○未

・気になるところ―でも我

慢出来る、出来ないの判

断もある

・具体的に何をやるのか、実行する検討の場をつくる

（組織）

・ゴミ出し。自宅の前に出しておき、協力者がステー

ションに持っていく

・草取り等、安価な作業者のあっせん

・〝生涯現役〟をモットーに地域は手助けを

・誇り高い老後を心がけさせる。役に立つ、能力を活

かせる機会をつくる

・高齢者の仲間づくり促進。「お元気ですか」の声か

け運動

・近所でできることがあれば手伝うボランティア

・ゴミ出しは市に依頼する（訪問ふれあい事

業）

・福祉サービスを利用する

・相談窓口となっている包括支援センターへ

・自治会独自では無理があるので行政等の援

助が必要である

２．交通マナーが悪い ・曲り角に路上駐車 ○今

・交通事故（特に高齢者、子どもは周りを確認しない） ○今

・路上駐車により死角ができ事故の元になる ○今

・角地に駐車されていると見通しが悪い等で危ない ○今

・日常的な路上駐車 ○今

・横断歩道に人が立っていても止まらない車 ○今

・坂の頂上付近での駐車 ○今

・ダイヤランド住民がまず

交通マナーを守る

・自治会、回覧板などで注意を促す

・空地を駐車場に利用

・警察に指導してもらう

・警察に取り締まりをお願いする

・警察等のパトロール強化

・スピード違反取締りを強化してもらう（警

察にて）

３．野良ネコの被害 ・ネコによる車の被害（汚される、傷付け） ○今

・エサを与える人の対策 ○今

・被害にあってもネコの持ち主に遠慮して自らの防御策のみで

解決している ○今

・野良ネコが繁殖できる環境がある。エサをやる、空地空家で

の繁殖  ○今

・飼い主のマナー向上 ・理解を求める班を編成する（エサを与える人に） ・保健所の頑張りを期待する

・野良ネコは動物管理センターに依頼する

・世代間交流の場や機会を地域に設定して

いく（外出がままならない、高齢者や孤

独な高齢者にふれあいの場をつくってあ

げる）

・公共駐車場を作る。あちらこちらに少しずつ

・地域ネコ活動に全体で取り組む

２



福祉のまちづくり「やってみゅ～で・わがまち座談会」 ダイヤランド地区  ２回目        ：おススメ解決策         【２ グループ】

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

１．自治会、高齢者等のふれあ

いの場がない

・声かけ運動から努力したい ○未

・老人クラブに入る高齢者が少ない ○今

・近所づきあいをしない人が増えてきた ○今

・近所づきあいをしない（できない）人が増えている（？！） ○今

・自治会活動が困難になってきた人が増えた（役ができないという人）

○今

・特定の人にいろいろな役が重なり、多くの人たちへの広がりがない

○今

・自治会の高齢者の件。行事等をしっかり ○今

・他人との交わりを好まず個人本位の考え方をする人が多くなってい

る ○今

・回覧板などなるべく手渡しにする

・小中学生に通学途中、大人から挨

拶、声かけをする

・自治会活動の中で小さな単位である「班」の

「ふれあい」を多くする機会をもつ努力！！

・回覧板やポスターなどで情報を知らせる

・一人一人を大切に！！対話をしっかり（班か

らの情報を大切に）

・配食サービスがあるといい

・自治会の清掃に声を掛け合って出る

・ちょっと座れる場所が所々にあるといい

・「自治会活動に参加しよう」の旗を

・立ち寄り易い場所の設置

２．夜暗い所がある（外灯の不

備）

・路地内の蛍光灯の間隔が遠い ○今

・幹線道路にナトリウム灯を増設してほしい ○未

・外灯の不備をカバーするため一般家庭の門灯をつけて協力してもら

う ○未

・スポット的に暗い所がある（民家が途切れている） ○今

・裏通りが暗い。街路樹が繁って外灯の光が遮られる ○今

・裏通りが暗い。犯罪につながりやすい ○今

・犯罪につながる危険あり。もう少し明るい外灯を付けてほしい ○未

・夜は個人の外灯もつけてあげる

（協力する）

・玄関の門灯をつけよう

・住民の善意による門灯点灯が望ま

しい

・自治会等で話合い、夜間の玄関灯

や門灯をつけるようにしたらど

うか･･･

・各家庭外灯をつけてもらうよう声

かけを行い、協力してもらう

・終バスが着くまでの時間は門灯を

つけて明るいといい

・行政にお願いする

・外灯を増やす（行政）

３．路上駐車が多い ・子どもや高齢者の事故が危ぶまれる ○未

・団地内の駐車の場が少ない ○今

・車の出し入れの邪魔になる ○今

・車庫の出し入れがしにくい ○今

・夜は暗いので危険（駐車しているのがわかりにくい） ○今

・駐車場代わりに路駐している。ジャマにならないけど気分が悪い ○今

・交差点から近い所に止まっている車が危ない ○今

・出勤時間帯はスピード制限が必要。幹線道路 ○今

・路上駐車は夜間（朝まで）やめて

ほしい

・一人一人のマナーの問題。路上駐車による危

険性をわからせるべき

・団地内に駐車場（公的）を設ける

・パトカー指導

・外からの車も駐車できる広場（有

料も可）ができればよい

・駐車場をつくる（一時駐車できる）

・広い場所、総グラの上の P を開

放するとか･･･※ただし、現在は

保安上柵をしている（市のグラウ

ンド）

・自家用車を日常的に路上駐車して

いる人に向け啓発チラシをつくる

・外灯は各自治会でまとめたものを連合自

治会で要望してほしい

・具体的な暗い所について考えてみる（玄

関灯等で解決する）

・広い世代の人が集まる、地域合同の夏祭りを

開催する

３



福祉のまちづくり「やってみゅ～で・わがまち座談会」 ダイヤランド地区  ２回目      ：おススメ解決策            【３ グループ】

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

１．（住宅や歩道に）空地、雑草

がはびこっている地区があ

る

・街路樹の根が歩道のブロックを持ち上げており、つまずいて

転んだことがある ○今

・雑草が生えすぎて歩きにくい箇所がある ○今

・犬、猫のフン害 ○今

・犬のフンを取るように注意したら逆に因縁を付けられた ○今

・学校敷地周辺の草木が伸びているため、ヘビやムカデの出現

が目立ってきた ○今

・雑草が伸びて街の美観が損なわれる ○今

・自宅の庭、ガレージ、自宅の前の歩道の雑草に全く無関心な

人がいる。これは街全体の美観を害する。その人の所属する

「班」或いは「自治会役員」でやるかを考えないといけない

のか ○今

・雑草が茂り、そこにゴミを捨てる人がいる ○今

・蚊（虫）の発生 ○今

・空宅地の雑草の草刈りを不在地主の方に毎年催促しなくては

ならない ○今

・「家の前も、ウチの庭」

というようなキャンペ

ーンで自宅前の道路を

清掃する習慣をつけて

もらう

・月例清掃の参加の呼びかけを！（役員会、班長会に

て）

・月１回の清掃の際に空地などの雑草を特に除く

・犬のフン害に関しては飼主の資格試験をぜ

ひ行ってほしい。猫も同じ

・土地の所有者が除草するのが一番良い

２．イベント等に若者達の参加

が少ない

・いずれゴーストタウン化 ○未

・街に元気が不足 ○今

・今後、イベントが廃れるのでは ○未

・自治会行事に無関心になってくる ○未

・行事等へ参加させるには

親に厳しく言わせる（親

が子ども達を甘やかさ

せすぎ）

・まずは、祖母、母が子ど

も、孫を連れ出す

・自治会単位でなく将来は連合自治会で考えてはどう

か。（小さな規模ではなくイベント等を考える。負担

の軽減）

・子ども会の構成は中学生も含めること

・若者にも興味のあるイベントを考える

・参加しやすい行事を考える

・自治会で若者主体の行事を行えば参加すると思う。

（例えばダンスパーティー）

・若者は自主的に登場してこないのでスタッフとして

引っ張り出せば活躍してくれると思う。（若者に役

割を持たせる）

・街の規模を広げる（土地を広げ、ダイヤラ

ンドを大きくする：若年層の減少も原因の

一つと考えられるので、土地が広がれば、

若年層が入ってくる機会が増えることを

期待した解決策）

３．門灯を点灯していない所が

ある

・門灯の点灯を自治会で呼びかけているが、あまり徹底してい

ない ○今

・軽犯罪の発生 ○今

・歩きづらい（つまずく人がいる） ○今

・門灯をつけている所とない所がある。徹底すると防犯に良い

と思う ○今

・「門灯を点灯していない家の方が多いから･･･」とま

ずは班長会などで徹底させる（時々チェックして○

班が悪いと発表）

・門灯をつけることが防犯につながるとの認識を高め

る PR をする（自治会チラシ、防犯協会チラシなど）

・自治会役員グループの率先行動。例えば雑草

とり、道路掃除。役員の次は班長グループ

・雑草が生えている敷地が個人所有地である場

合は個人に依頼、催促する。歩道など自治会

でやれるものは毎月の清掃でやる

・お金は最初かかるけど皆で LED 灯へ。

色々な色があってもおもしろい

・まず、防犯重点日を設定し、点灯の意識を

もってもらう（毎月１日の夜など･･･）

４



福祉のまちづくり「やってみゅ～で・わがまち座談会」 ダイヤランド地区 ２回目         ：おススメ解決策            【４ グループ】

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

１．人と人とのつながりが薄く

なってきている？

・住民のふれあいがなくなる ○未

・自治会執行部（役員）の数を揃える ○今

・犯罪のターゲットになってくる ○未

・何か起きた時に心細く感じる ○今

・自分が元気なときはよいが、非常の時が心配 ○今

・独居世帯が増えて不安で淋しくなる ○未

・非常時（病気、ケガ）に対応が遅れるケースがある ○今

・一人暮らしの方が急に病気になった時･･･ふだんから声をかけ

あっていたら ○今

・健康な人はなるべく人と

人との集りに出かける

ようにしては

・元気な内に情報収集をし

ておく

・集会所をサロン化する（お茶、お酒）

・みんなが集りやすい広場をつくる

・まだ、元気なうちに人とのつながりを築いておく

・年寄りが気軽に集れるようなところをつくっていく

（増やしていく）

・緊急な時の連絡網があればよい

・高齢者同士であっても助け合えるシステムをつくる

・老人会の青年部をつくる

・ふれあいセンターにふろ場をつくる

２．少子高齢化の波 ・やはり、さびしいと思う ○今

・子どもが結婚しないと心配･･･ ○今

・このまま、子どもが少なくなっていったら、学校がなくなっ

てしまうのでは･･･ ○未

・若い人が転出して帰ってこない（後継者の問題） ○今

・ ・老人会に入ってない人が多くいるので、できるだけ老

人会に加入するようにする

・高齢者相談窓口の一本化と情報発信

３．10 年位前から商店が少なく

なって不便を感じる

・近くでアルコールを飲める場所がない ○今

・浜屋さんに頑張ってもらう ○今

・出来るだけ近くの商店で食料品や品物を買うようにす

ればと思う

・既存の店舗に住民の要望を上げる（品揃え他）

・イベントを多くして皆んなが楽しく

遊べるようにする

・学校の教室も使って、老人に開放する

・配食サービスの店を近くにほしい

５



福祉のまちづくり「やってみゅ～で・わがまち座談会」 ダイヤランド地区  ２回目         ：おススメ解決策            【5 グループ】

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

１．自然環境

  犬のフンが多い

・町が不潔 ○今

・不衛生（2） ○今

・街並みがきれいなのに散歩の時にいやな思いをする ○今

・公園などで子ども達が遊ぶ時に踏みつけて汚い ○今

・嫌な臭い（踏んで散ばる） ○今

・町が汚れる ○今

・飼い犬と放し飼い犬が極端に分かれている ○今

・トラブルが起こる ○今

・飼い主はマナーを守って

ほしい

・犬を飼っている家の人に集まってもらって注意を促

す

・犬、猫の数を調べる

・個人宅へチラシを自治会で入れる

・犬を飼っている家にアンケートを

・犬の飼い主に訪問しチラシ（お願い、注意事項）を

渡す

・回覧板にてフンの処理をお願いする

・ペット指導者による講習会を開く

・看板をいくら張ってもフンはなくならぬ

２．居住環境

空き巣等の事件が発生して

いる

・安心して暮らせない ○今

・不安を抱えて生活しないといけない ○今

・大きな事件へ発展しかねない ○未

・戸締りの徹底

・戸締りを呼びかける

・植木で囲わない、ブロッ

クは高くしない

・パトロールの回数を増す

・パトロールをする

・見まわりをして人通りを増やす

・近所づきあいをよくしておく

・「警察官の立ち寄り所」のような看板の設置

・警察パトをもう少し増やしてほしい

・警察独身寮の方との連携を

・「！」マークを設置することで犯罪数が減

った（大浦地区）

３．協調、コミュニケーション

  人のつながりが浅い

・治安が悪くなる ○未

・町が発展しない ○未

・月例清掃の参加者が固定されている ○今

・自治会、地域の活動内容が周知されていない ○今

・孤独死が増す ○未

・緊急対応ができない ○今 ○未

・一人一人が他人を気がけ

る

・常にあいさつをする

・行事には参加する心構え

が必要

・声かけをする

・隣ご近所と日頃から仲良

くする

・住民の交流を深めるイベントを増やす

・自治会行事への参加は隣近所誘い合う（声かけ）

・隣近所で必ずあいさつをする

・犬の飼主同士の交流会（意見交換）

・興味のある行事を行う

・マナー向上のキャンペーンを実施（チラシ）

・あいさつ運動を地域で行う

・パトロールの強化（地域と警察と）

６


