
付箋でいっぱいの模造紙を前に、各グループリーダーより、実行プランと、ダイヤラ

ンド地区らしさをアピールした、キャッチフレーズが発表されました。

いよいよ発表！

～おススメ解決策の実行プランと我が町のキャッチフレーズ！

ステップ ３

地区全体のまちづくりのキャッチフレーズ（目標）決定！

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）

閉会後、住民座談会の内容について、アンケートへの協力をお願いしたところ、半数

以上の方が、「いろんな人と知り合いになれた」「参考となる意見が多く聞けた」と回答

されました。まちづくりにおけるネットワークの輪がますます広がるよう、私たち（市

社協・長崎市）も協力させてください。                   

ダイヤランド地区の皆さん、本当にありがとうございました。

各グループから、これこそは！と発表された「キャッチフレーズ」が張り出され、全員

の人気投票で、次のキャッチフレーズが決定しました。

あいさつで、心をつなぐ、ダイヤランド！

★ ３回の座談会をふり返って・・・（参加者からの感想）★

  ・いろんな世代の方達の考え方が参考になり、勉強になった。

  ・キャッチフレーズは、標語を作るような感覚で楽しかった。

  ・解決策で出てきたサロンは、ぜひ実現してほしい！

※出された意見は、

次ページ以降に

あります。

平成 22 年８月４日（水）、ダイヤランド・小ヶ倉地

区ふれあいセンターで、４０名の方々が参加し、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。住民座談会３回シリーズの最終回ということで、

白熱した話し合いが行われました。

【「やってみゅ～で・わがまち座談会」を開催する理由】

前回選んだ、おススメ解

決策を、実行すると仮定し

て、そのための具体的な方

法・必要なものや、協力者

などを、各グループで考え

ました。

いつ、どこで、どんなふ

うに実施し、そのための PR

はどうしたらよいか、緑色

の付箋紙にひとつずつ意見

を書き、模造紙に次々と張

り出されていく様子は、参

加者の方々の熱意の表れで

すね。

  おススメ解決策の実行プランを検討！
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、この座談会で出されたご意見は、“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。

わがまちのキャッチフレーズを考えよう！

  これから目指す、ダイヤランドのイメージを込めて！

ステップ ２

続いて、ダイヤランド地区のキャッチフレ

ーズを考えました。地区の良いところ、これ

から目指すダイヤランド地区のイメージを思

い浮かべながら、いろいろな言葉を紡ぎつつ、

これだ！というフレーズに近づけていきまし

た。
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第３回

▲まず最初に、じゃんけんほくろ

ゲームでリラックス！



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３回目 【1 グループ】

高齢者の問題

（不便なところがある）

おススメ解決策

世世代代間間交交流流のの場場やや機機会会をを地地域域にに設設定定ししてていいくく

（（ふふれれああいいササロロンンななどど！！））

何を 誰を （対象）

・高齢者

・老人会に未加入の高齢者

・子ども会

どうやって （方法を具体的に。良いところで出た活動との組み合わせも考えてみる）

・サロンの準備委員会を立ち上げる

・地域のボランティアを育成する

・サロンについてのニーズ調査を行う

協力して欲しい人・団体                             

・民生委員

・自治会

・地域包括支援センターさんのご協力があれば

・ハマヤショッピングセンター

・地域の物知り人材

いつ                           どこで

・月 1 回 ・交番の跡地を利用して

・夏休みなどの季節限定 ・各集会所

・週 1 回 ・ハマヤ

お知らせ方法                      活動に必要なもの

・回覧板 ・活動費

・ハマヤさんのチラシに掲載 ・マンパワー

その他

・サロンの現場を見学に行く（イメージをつくる）

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３回目 【2 グループ】

自治会、高齢者の

ふれあいの場がない

      おススメ解決策

広広いい世世代代のの人人がが集集ままるる、、

地地域域合合同同のの夏夏祭祭りりをを開開催催すするる

何を 誰を （対象）

・ダイヤランド住民 ・ダイヤランド自治会全体

・自治会合同 ・アパート自治会、第 4 自治会

どうやって （方法を具体的に。良いところで出た活動との組み合わせも考えてみる）

・各自治会のノウハウを生かし企画する ・花火 ・屋台

・自治会の規模に関係なく種目等に特色を持たせる ・できれば自分達で店を出す

・高校生に出店してもらう ・安い値段を設定する

・最初は各自治会のメニューを持ち寄る ・世代別に分かれて催しを行う

・子供たちと一緒に盆踊り、小学生のソーラン踊り ・実行委員会を立ち上げる

協力して欲しい人・団体

・自治会、連合自治会、老人会、子供会、小学校、中学校(小ヶ倉？)、幼稚園、保育園、

学童など

・ダイヤランド内のすべての団体（まちづくり連絡協議会）

・町内のボランティア団体、商店、郵便局、病院、スポーツ趣味サークルなど

・小中保護者会にも協力してもらう ・各スポーツ団体にも呼びかける

・青年部、壮年部、熟年部 ・協力してくれる商店からも出店可能とする

いつ                                 どこで

・夏休み中 ・市民大清掃の前日 ・南部総合グラウンド

・8 月第一土曜日 ・4 年に 1 回 ・中学校グラウンド

・8/13 お盆の第 1 日目 ・10 年に 1 回

・7 月下旬～8 月上旬の休日

お知らせ方法                           

・回覧板 ・掲示板 ・ポスター ・従来の各町の方法に準じる

活動に必要なもの

・人員 ・活動費

・まずはそれぞれ保有している器材を持ち寄る

・情熱、達成感、住民全員参画することの楽しさを味あわせる

・夏祭りに向けての準備の途中を楽しむ

その他

・大規模になるほど不安である

・前回の夏祭りの反省を生かすべき（お互いを知らなかった、丁目ごとに区切りがあった）

・毎年は無理かも。エネルギーがいるのかも、役員に過大な負担がかかる
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３回目 【３グループ】

門灯を点灯していない

ところがある

おススメ解決策

防防犯犯重重点点日日をを設設定定しし、、

点点灯灯のの意意識識をを持持っっててももららうう

何を 誰を （対象）

・門灯を ・重点日を

どうやって （方法を具体的に。良いところで出た活動との組み合わせも考えてみる）

・LED 灯に代えて点灯する

・重点日は少なくとも週 1 回とする。例えば月曜日…

・何月までに何割とか達成度の計画をつくる。少なくとも半年以内に全戸達成が目標

・門灯の設置はケチケチしないで積極的に実行すべきである。ダイヤランド全体が明るくな

るし、防犯効果が極めて大きい

・自治会班長会議、役員会でスケジュールを策定、実行する。費用はそんなに高くない

協力して欲しい人・団体

・ダイヤランドの住民が皆で！！ ・ダイヤランド地区アパート以外の全世帯

・各自治会（防犯部） ・連合自治会、まちづくり連絡協議会

・県警少年補導員、市補導委員会、各自治会防犯部

いつ

・月 1 回 ・将来的に、毎日の夜間

どこで

・全ての家で、全ての施設、建物で

お知らせ方法

・班長会、役員会（回覧） ・広報ながさき（できる限りの住宅街で取り組むため）

・ポスター ・ふれあいセンターだより、育成会会報などで PR

活動に必要なもの

・門灯 1 日 5 円（月 150 円、年 1,800 円）

・門灯補助金

・住民の意識が一番大事である

その他

・1,000 万ドルの長崎の夜景を皆でつくる

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３回目 【4 グループ】

人と人とのつながりが

薄くなってきている？

           おススメ解決策

集集会会所所ををササロロンン化化すするる

何を 誰を （対象）

・高齢者、一人で住んでいる人 ・50 歳代（定年前から準備）

・高齢者とそれをサポートするシニア世代

・年齢を問わず住民の人全て（気さくに立ち寄れるようにする）

どうやって （方法を具体的に。良いところで出た活動との組み合わせも考えてみる）

・テーマを決めて（季節、行事等）

・例えば集会所近くの桜の木の下で、手弁当でお花見する

・趣味の会（絵画、手作り小物、踊り、ダンス、麻雀、囲碁）

・映画（シアター）懐かしい映画等を観る（大型 TV を導入）

・昔の遊びを紹介する

協力して欲しい人・団体

・自治会、役員、班長、老人会、子供会、民生委員、体育指導員

・定年退職者で、ある程度ボランティア活動に協力的な方がいいと思う

いつ

・春、夏、秋、冬 ・週 1 回が原則

どこで

・自治会単位では集会室を週に 2、3 回利用できるようにと思う

・各自治会集会所を持ち回り

・1～4 丁目を 1～2 ヶ月単位で交代するローテーションを守る（輪番制）

・みんなが集まりやすい場所として、ふれあいセンターの図書室一部をサロンとして活用す

ればと思う

お知らせ方法

・連合自治会の報告、お知らせ ・掲示板、回覧板

活動に必要なもの

・住民の連帯感 ・大型 3DTV

・小学校の使っていない備品を借りられたら…

・飲み物（ジュース、コーヒー、ビール等を設置する。新聞、週刊誌等も）

その他

・高齢者の方々が集まりやすいようトイレも改修した

５

○和 →○洋



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３回目 【5 グループ】

協調、コミュニケーション

人のつながりが浅い

           おススメ解決策

ああいいささつつ運運動動をを地地域域でで行行うう

何を 誰を （対象）

・小学生～年寄までの皆様 ・まずはご近所さんから

・住民全員 ・地域住民

・1 つの班内（10～15 人くらい）の人を覚える。できればその家族も覚える

どうやって （方法を具体的に。良いところで出た活動との組み合わせも考えてみる）

・月例の定例清掃にまず参加する（1 丁目参加者約 40％）。清掃＝ダベりでもよい

・スポーツをする。前後は“礼に始まり、礼に終わる”

・行事で顔をあわせた時は全員必ず行う

・あいさつをされれば自然と笑みが出る

・あいさつをする事により、顔見知りになれる

・すれ違う人にあいさつをするのは、山などでは常識

・まず、自分からあいさつをすることから始める

・子どもには家庭から

・独居老人以外の人も見守る

・自治会等の役員をする

・あいさつは簡単で深い！

協力して欲しい人・団体

・自治会（まず） ・各団体

その他

・あいさつ運動はしているが、住民に広がらない

６


