
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

土井首地区 福祉のまちづくり    

やってみゅ～で・わがまち座談会 

平成 24 年 7 月 22 日（日）と 8 月 19 日（日）の 2 回にわたり、南部市民

センターで、「やってみゅ～で・わがまち座談会（※）」が開催されました。南陽

小学校区と土井首小学校区の自治会役員、民生委員、育成協、消防団、小中学生

などにお集まりいただき、和やかな雰囲気のもとグループ討議が行われました。

※「やってみゅ～で・わがまち座談会」を開催する理由 

 地域の人たちが、「地域のいいところをみんなで見つけてのばしていこう」「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」「土井首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”になり、地域の課題を解決できるような助け合いや支え合いの取り組み

につながればと思います。 

第１回 土井首地区の「いいところ」と「気になるところ」を 

出し合いましょう！ 

南陽小学校区の４つのグループと土井首小学校区の４つのグループの合計８つのグル

ープごとにそれぞれの地区の「いいところ」を黄色の付箋紙に、「気になるところ」を桃

色の付箋紙にそれぞれ書き出し、自分の意見を発表しながら６つの分野別に模造紙に貼

り、 後に代表して４つのグループのリーダーに発表してもらいました。 

＜６つの分野＞ 

① 高齢者・障がい者・子ども  

② 居住環境 

③ 社会参加 

④ 環境衛生 

⑤ 防犯・防災 

⑥ その他 

 

≪主ないいところ≫ 

① 通学時に先生や地域の人が子どもたちを見守ってくれるので安心 

② ホタルが増えた 

③ 浮立、ペーロンなどが継承されていて、積極的に参加している 

④ ゴミが少ない（小学生が週に１回ゴミ拾い・自治会が公園清掃） 

⑤ 消防団のまとまりがいい 

 

≪主な気になるところ≫ 

① 一人暮らしの高齢者が増えている 

② 通勤時の渋滞。車がスピードを出し過ぎる 

③ 自治会の未加入者、脱退者が多い 

④ 犬猫のフン被害。猿、鹿、猪の出没 

⑤ 災害避難地区になっているので、がけ崩れが心配 

 

←緊張をほぐすため、まずはあいさつ

ゲームからです。 

みなさん笑顔がみえてきました（＾＾） 

６２人の住民の皆様に参加していただ

きました。 
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土井首小学校区 

南陽小学校区 

≪主ないいところ≫ 

① 子どもたちのあいさつが大変よい 

② 自然が豊か（八郎岳、鹿尾川、海） 

③ やさしい人が多い。隣近所声をかけあう 

④ ゴミ出しの指導チェックをしている自治会がある 

⑤ 事件、事故が少ない 

 

≪主な気になるところ≫ 

① 子どもが少なくなってきた。子ども会の会員減少 

② 車や自転車の交通マナーが悪い 

③ ペーロンの漕ぎ手、神輿の担ぎ手が少なくなってきた 

④ ゴミ出しのマナーが悪く、分別されていない 

⑤ 避難所が少なく遠い。防災無線が聴こえない 

 

土 井 首 の こ ん な と こ ろ が 好

き！でも、ここは気になる！ 

大人からも子どもからもどんど

ん意見が出てきました。 

１ 

 みなさんが共通で抱えている問題も

多く、「うんうん」とうなずく場面も多く

見られました。 

８つのグループの中から代表して４つ

のグループに出てきた意見を発表し

てもらいました。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土井首地区の「気になるところ」の問題解決策を考えよう！ 

第１回で出た土井首地区の「気になるところ」について、問題点を解決するためのアイ

デアを話し合いました。 

８つのグループごとに割り当てられた分野の解決策を緑色の付箋紙に書き出しました。

出てきた解決策を、「自分や家族、地域でできること」と「自分や地域住民だけでは解

決が難しいこと」に分類しました。 

後に、土井首地区のまちづくりのキャッチフレーズをみんなで考えました。 
 

◇選ばれた課題◇ 

１グループ＜防犯・防災＞ ①防災に対する意識が低く、自主防災組織もない 

             ②避難所の場所、避難の方法が分からない 

２グループ＜社会参加＞  ①自治会の脱退者が多い 

             ②郷土芸能の運営が厳しい 

３グループ＜居住環境・環境衛生＞ ①横断歩道で車が止まらない 

                 ②犬・猫のフン問題 

４グループ＜高齢者・障がい者・子ども＞ ①自治会の子ども達が２校に分かれている

                     ため統合が難しい 

                    ②一人暮らしのお年寄りが増えている 
 

◇選ばれた課題と解決策についての一例◇ 

１グループでは「防犯・防災」をテーマに 

課題の解決策を話し合いました。 

今ある課題  

防災に対する意識が低く、自主防災組織もない 

自分や家族、地域でできること   

 日頃、隣近所 10 軒ぐらいで災害が起きた時に連絡

 できる体制をつくる 

自分や地域住民だけでは解決が難しいこと   

避難場所がわかるようにチラシなどを各家庭に配付する 

これからの市との協働の姿は… 

 住民と市が一緒になって、地域防災マップをつくることができます。 

 自主防災組織の結成促進や市民防災リーダーの育成を行っています。 

 

各グループの８つのキャッチフレーズの中

から、投票の結果、次のとおり決定★ 

（６グループ） 

 八郎の峰に抱かれた 自然が豊かな  

ゆうこうの里 土井首 

これからも地域、長崎市社会福祉協議会、市などが協力しあって、土井首地区が今より

もさらに“よいまち”になるよう地域の課題に取り組んでいきましょう。 

発行元：長崎市社会福祉協議会（☎095-828-1281）、長崎市福祉総務課（☎095-829-1161） 
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第２回 

南陽小学校区 

土井首小学校区 

◇選ばれた課題◇ 

５グループ＜防犯・防災＞ ①避難時の対策 

６グループ＜高齢者・障がい者・子ども＞ ①高齢者の急速な増加 

                  ②子ども達と地域とのつながりがなくなった 

７グループ＜社会参加＞ ①自治会に加入しない人が増えた 

            ②地域行事に参加する人が少なくなった 

８グループ＜居住環境・環境衛生＞ ①交通マナーについて 

②ゴミ捨てマナーについて 
 

◇選ばれた課題と解決策についての一例◇ 

７グループでは「社会参加」をテーマに 

課題の解決策を話し合いました。 

今ある課題  

自治会に加入しない人が増えた 

自分や家族、地域でできること   

 楽しい行事を増やす。 

自分達の町は自分達で作り守る自覚を持つ 

自分や地域住民だけでは解決が難しいこと   

自治会に加入している人に商店の割引券や優待券を配る 

市で行っている自治会活性化のための支援策の一例 

・住民異動の窓口や宅建協会と連携し、自治会加入を呼びかけています。 

・魅力ある住みよいまちづくりを進めるため、地域づくりの担い手を育成する講座

を実施しています。受講者からはほかの地域の活動を知る事ができたと好評です。

「ゆうこう」と「友好」をかけています。うまい！ 

 

 

みんなで知恵を出し合えば、いろ

いろなアイデアが出てきます。 

 

どれもよかねぇ。迷うねぇ。 

未来の土井首を担う小学生

の発表です。 

 
投票中 



やってみゅ～で・わがまち座談会 土井首地区 （1 回目の集約結果） 

＜高齢者・障がい者・子ども＞  

いいところ（南陽小学校区） 気になるところ（南陽小学校区） 

 

・高齢者も元気な方が多い 

・一人暮らし同士の連絡がとれる（高齢者） 

・お世話する方が多く、声掛けができている 

・平友サロン（月１回）無料でお茶・コーヒーが飲める 

 

・教育の街土井首 

・子ども達が素直である 

・子ども達が元気 

・小・中学生が落ちついている（指導員のおかげ） 

・学校の先生方が頑張っている様子が見える 

・南陽小の校門には毎朝先生や地域の人が立って子どもたちを待っていてくれる 

・子ども達が安心して通学できる 

・南陽小集団下校に参加するようになって子どもさんの方からあいさつをされるように 

なった 

・子ども達が多くの大人から見守られている 

・見守りの数が増えてきている 

・育成協などのスタッフをしてくれる人が多い 

・南陽小は道が広いのでしゃべりながら帰って元気だ 

・子どもたちのスポーツ（サッカー、バレーなど）が盛ん 

・幼稚園と地域の連携がある 

・保育所の子どもたちが声をかけてくれるのが嬉しい 

・私の自治会の範囲で中学校と小学校が両方あるので、学校関係の行事に参加でき非常に 

勉強になる 

 

・高齢者が多い（2 件） 

・高齢者が多くなっている 

・一人暮らしのお年寄りが増えている（3 件） 

・老人ばかりで心細い 

・健康な高齢者の集いの場が少ない 

・高齢者が自治会の当番等ができなくて、自治会の脱退者が多い 

・老人ホームの待機者が多い 

・老人会という名前がイヤ 

・老人会に男性がいない 

 

・近所に小・中学生が少ない 

・若い人、子どもが少なくなった（4 件） 

（長崎に職がない、平山台 1 丁目は 10 年前 150 人⇒26 人） 

・少子化で子ども会の活動が危ぶまれている（2 件） 

・自治会の子ども達が、２校に分かれているため統合が難しい 

・学校に行かない子がいる 

・いじめ問題が気になる 

・浮立に出てくる子どもが減ってきた 

 

・母親同士の交流が少ない 

・親の無関心が気になる（PTA 行事など） 

・問題のある家庭への関わり方が難しい 

 ３



やってみゅ～で・わがまち座談会 土井首地区 （1 回目の集約結果） 

＜高齢者・障がい者・子ども＞ 

いいところ（土井首小学校区） 気になるところ（土井首小学校区） 

 

・高齢者は多いが元気に活動している 

・老人会の活動が活発（演芸大会など） 

・老人会の中にシニアクラブ 

・高齢者（一人暮らし）の食事サービスを行っている 

・土井首中で認知症や高齢者についての勉強をしてくれた 

・ご近所の声かけがある 

 

・子どもたちのあいさつが大変よいこと（５件） 

・磯道町、老人、子どもあいさつがよい 

・子ども達が輝いている（よくあいさつをする） 

・小学校や中学校の校長先生が朝から子ども達を見守っているのが良い 

・子どもの運動会、学校活動等に親・大人が積極的に参加している 

・中学校のことを応援してくれている 

・子ども達を守る力 

・子育て支援を頑張っている 

・いじめが少ないように思う（みかけない） 

・小中学校が近い。高校も近くにある。 

・親子同じ小学校、中学に行った事 

・公園で子どもがよく遊んでいる 

・子ども会活動が活発である 

・公共施設（南部市民センター、子育て支援センター）有効利用 

・子育て支援体制が充実している 

 ①お遊び教室 

 ②子育て支援「夢くらぶ」 

 ③子育て支援センターみなみ 

 

 

 

 

 

・高齢者が多くなり何をするにも活性化しない 

・高齢者が毎年多くなり、災害等の時の手順等が不安 

・高齢者の方が増えてきた（3 件） 

・団地の高齢者が多くなり、一人暮らしも多い 

・育成協役員の高齢化 

・高齢者が一人で住んでいる 

・高齢者が増えているが買い物に苦労しているようだ 

・独居高齢者の安否確認 

 

・子どもが少なくなってきた（6 件） 

・子ども会の会員が減少した 

・中学生のあいさつがない 

・さびしい子ども達が増えている 

・子ども達が庭の花を勝手につんだりしている 

・子ども達と地域の人達との交流の場が少ないようだ 

・子ども達の遊びがない。 近は子どもの人数が減って淋しくなった。 

・子どもの自転車の乗り方が危ない（ヘルメット未着用） 

・外遊びする子が少なく、子どもの声がしない（2 件） 

・駐車場で子どもが注意を受けても遊ぶのでトラブルがよくある 

・自転車の無灯火が多い。特に子どもに多くみられる。 

・集団下校中に車道に出る人がいる 

・学校で一人一人の部屋がほしい 

 

・母子世帯で生活保護の方がとても多い。お母さんが若くて子どもさんが多い。 

・産科が近くにない（近いところで大浦町） 

 

 

 

４



やってみゅ～で・わがまち座談会 土井首地区 （1 回目の集約結果） 

＜居住環境＞  

いいところ（南陽小学校区） 気になるところ（南陽小学校区） 

 

・自然が多い（３件） ・自然が美しい（山、川、田んぼ） ・自然が豊かである（２件）

・自然環境に恵まれている。山あり、川あり、海あり  ・山河の美しさ 

・町の中がきれい  ・川がきれい、魚も泳いでいる 

・子どもの頃より仰ぎ見る八郎岳、緑の多い、清き水流れる川大好きな町 

・八郎岳の前で緑に囲まれている  ・自然（八郎岳）の朝日がきれい、正面に見える 

・海が近い。近くにある  ・平山台から深堀に行く道は、海がとてもすばらしい 

・街の方から帰って来る時、夕陽が沈むのを見ながら来る時とてもすばらしい 

・平山の城山にのぼってみたい  ・平山地区での桜の植林がうれしい（自治会） 

・山間で静かな町  ・静かでとても住みやすい 

・大川に桜を植えた ・花の栽培をする（高齢者の収入） 

・南陽小でホタルを見た時は感激した  ・ホタルが増えた。南陽小前、江川公園 

・公園がすぐ近くにある ・江川公園が近くにある  ・公園が多い 

・ウォーキングコースが近くにある ・散歩コースによい。平山台２丁目 

・サイクリングロードがきちんと整備されている  ・古い神社あり 

・平山竿浦地区の道路が広くなった  ・土井首中前～平山の国道が広く車が走りやすい 

・道路が広くなった（３件）  ・道路がきれいになった  ・バス路線が充実している 

・夏祭りなどあって賑やかな町 

・のんびり、のびのびした雰囲気  ・高齢者が多いので全体的にのんびりしている 

・地の人が多くコミュニケーションがよくとれる 

・町内のコミュニケーションはとても良いと思う 

・下の名前で呼び合う  ・物の貸し借りが気軽にできる 

・自前の山小屋、農業推進会がある 

・買い物が便利（３件）  ・買い物は近くにスーパーがある（平山） 

・近くにお店が多く、街の方まで出なくても用が足りる 

・ローソンが近くにできそう（南竿浦） ・そよ風のパン、うどんが美味しい 

・南部市民センター、江川公園があり交流が広がる 

・南部市民センターが“人が集う場所”として大変使いやすい 

 

 

 

・車が多い（特に通勤時）（2 件）  ・朝夕の渋滞（2 件） 

・道路が広がり、交通量が増えるとともに、交通事故が多くなった（大渋滞になってしまう）（5 件）

・車がスピードを出し過ぎる（5 件） 

・朝夕は交通量が多いので、子ども達の事故が心配（3 件） 

・道路が広くなり横断に困る 

・横断歩道が少ない 

・末石、江川の道路道幅が狭いので、三菱造船の退社時には、買い物帰りの人達は道路を横断する

ことができない 

・学校前の信号を守っていない車がいる 

・平山台フードセンター前の横断歩道で車が止まらない 

・国道を横断する人がいてひやひやする 

・道路に穴ぼこが多い 

・自治会内にメイン道路が二つあり、非常に交通量が多い 

・生活道が抜け道にされて危ない 

・土井首中学校前の信号が遅すぎる 

・平山台行きのバスの本数が少ない（2 件） 

・自転車が歩道を走って危ない 

・サイクリングロードは、落ち葉が多くて走行するのに危ない 

・サイクリングロードは、自転車と歩く人が交差するので危ない 

・動物（鹿・猪・猿）などが多く、畑の作物が荒らされている（3 件） 

・市民農園の人たちが野菜を川に捨てている 

・平山の小川でもっと子ども達が遊んだらいいのにと思う 

・子どもの川遊びに注意（マムシ） 

・平山町の公園は水が流れてひどい 

・公園が少ない（2 件） 

・街灯が少ない（平山地区） 

・町を歩いている人を見かけない 

・大家族で住まわれている方が少ない 

・食料品店や飲食店が少ない（6 件） 

・買い物するのに車がないと不便（車に乗れなくなった時が心配） 

・南陽小の校庭にすてきな雑木林があるが、活用させていないのが残念（ベンチとかあったらいい

なと思う） 

・見守りが必要（災害・一人暮らし） 

 ５



やってみゅ～で・わがまち座談会 土井首地区 （1 回目の集約結果） 

＜居住環境＞ 

いいところ（土井首小学校区） 気になるところ（土井首小学校区） 

 

・静か（2 件）  ・町がきれい  ・緑が多い 

・山、川、海があり、自然が多い。（6 件） ・海、山、自然が豊かで静かな町 

・海が近くにある  ・山が近くにある  ・鹿尾川そばで環境がよい 

・自然に囲まれてながめがいい 

・八郎岳から見る土井首地区の景観がすばらしい 

・家が４階なので家にいて八郎岳が見えて、造船所が見えて、海が見えて 高です。 

・海もあり、山もあり、川もあり、とても楽しめる  ・裏山がある 

・鹿尾川でホタルが見れる  ・鹿を小学校から見れる  

 

・すべて町内は平地で高齢者にも暮らし易い 

・生活するのに良い。買い物はジョイフルサンが近く、歩いて 15 分以内にすべて揃ってい

る。 

・交通の便が良い。例えばバス停が平瀬停と江川橋停とどちらも利用できる 

・バスが団地内に入り、便利になった 

・バスの便が多い  ・交通の便がよい（2 件）  ・場所によっては交通の便が良い 

・車があると生活しやすい 

・近くにいろんな施設がある  ・公民館もとても利用しやすい 

・買い物をするのに便利が良い  ・商店充実（この地区内で） 

・近くにスーパーがあり、買い物もらくである 

・各種の病院が徒歩圏にあり助かる  ・病院がそろっている 

・公園や運動場所が多いところ  ・公園充実  ・遊ぶ場所が多い 

・グランドが整備改修されて気持ちが良い 

・大山祇神社は自然がいっぱいで後は熊ヶ峰（八郎岳等）前は鹿尾川があり長崎港に流れて

いて、立派な参集館があり、土井首全体で多いに利用したら良いと思う。 

・公民館の建替えに期待 

・（1）港を守る土井首 （2）温厚 （3）海、山に囲まれている 

 

 

・道幅が狭い上、交通量が多く子ども、高齢者には危険なところが多い（歩道の確保）（2 件） 

・鹿尾橋からの旧柳田線道路が狭く、大変危険である 

・平瀬町の道路の幅が狭く車の交通量が多いので事故の心配がある 

・通学路がせまく道路に飛び出して歩く子がいる  ・歩道がせまい所がある（3 件）   

・道が狭い所がある  ・市道の幅が狭く交通量が多い（土井首・磯道間） 

・鹿尾橋から土井首・毛井首に抜ける旧道路（狭い）を通勤、退勤時バイクがスピードを出して走

行し危険である。 ・飛ばす車が多い  ・車の運転マナーが悪い  

・通勤車両の交通マナーがよくないものがある 

・いまだに一方通行と思っている人がいる（スバルから入った所） 

・路上駐車が多い（２台目、３台目、会社の車）  ・団地内路に違法駐車の車輛が多い 

・磯道・土井首海岸線道路の進捗が遅い(9 年後)  ・海岸道路の進捗を進めてもらいたい 

・渋滞がひどい  ・信号がなくて危ない所がある  ・トラックなど大型車の通行が多い 

・子ども達の自転車のマナーが悪い  ・歩道を自転車で走ってくる 

・海岸線が長く子ども達には危険が多い（土井首・毛井首） 

・野母崎に行くバスが少ない  ・交通の便が悪い。深堀→野母崎 

・買い物、交通の便が悪い。団地…鶴見台 

・歩いていける商店が少なくなり淋しくなった（2 件） 

・小店がなくなって高齢者が困っている（2 件） 

・団地内の小店がすべて閉店し、ちょっとした買い物が不便（2 件） ・近くにコンビニが欲しい 

・歩いて行けるところに金融機関、ATM がない 

・団地は雨戸がないので、ガラスがわれるのでこわい！ 

・団地も古くなっていて地震とかの時がこわい 

・身近なところにサル、イノシシなどが出てきてこわい（公園など）（2 件） 

・育てている作物をイノシシやシカが食べて育たない（小学校） 

・江川公園せっかくつくったのに、日蔭がない。困る。つくり方にもう少し工夫を！もったいない。

・公園があるのに使われてない。もったいない。  ・子どもたちが遊べるところが少ない（３件）

・公園が小さいのが１つしかなく、子ども達の遊び場がない  ・時計がなくて困る。公園とか 

・毛井首公園からボールを追いかけて子どもが飛び出す 

・海がすぐそこにあるのに泳げない  ・大きいプールが欲しい  ・ゲームセンターが欲しい 

・人口の減少が目立つ 

・空き家が 近とても多くなったと思う  ・空き家が多くなり世帯減となっている 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 土井首地区 （1 回目の集約結果） 

＜社会参加＞  

いいところ（南陽小学校区） 気になるところ（南陽小学校区） 

 

・良い人が多い  ・人が親切、あたたかい  ・人がやさしい  ・面倒見がいい 

・近所の人達がよくて住みやすい  ・顔見知りの人が多い 

・昔から住んでいる人ばかり。協力的。 

・おとなりさんとしょうゆの貸し借りができる  ・近所仲良くできている 

・声をよくかけていただく  ・助け合いの風景を見かける 

・助け合い。自分ができないことを隣人がしてくれる（例：稲刈り） 

・一致団結しているように見受けられる 

・あいさつがよい（3 件）  ・子ども達のあいさつができている 

・生徒会であいさつ運動をしている（４割→９割 あいさつする人が増えた！） 

・近くの方と自然にあいさつができる。顔を見たこともない人にも（2 件） 

・老人会、婦人会仲良く活動できている事、見守りをお互いができている 

・自治会が上向き  ・老人会と自治会の横のつながりが良い 

・ボランティアに協力的 ・みのり園の人たちボランティアや地区の行事に参加してくれる

・土井首中の生徒は感じが良い（認知症サポーター講座の時真剣に聞いて下さった） 

・自分の子が夢がかなった。夢はあきらめない！素晴らしさを知った。 

 

・歴史と文化、郷土芸能、浮立、ペーロンなど誇れるものがあること 

・郷土芸能がある（浮立、ペーロン）（2 件）  ・神社の例大祭、伝統芸能の継承 

・伝統ある郷土芸能 伝統になってきたマラソン大会、ペーロン競漕、子どもに残していけ

る行事  ・江戸時代から続く伝統芸能がある（浮立と大名行列） 

・浮立 11 月 3 日 竿浦、江川 地区をまわる  ・夏祭りがある 

・市の伝統芸能の大会に７年に１回出る（大名行列） 

・伝え聞いている芸能保存を継承して、子どもより 70 代まで仲良く頑張っている 

・町内の行事に対し協力者が多い 

・ペーロン、浮立など地域伝統行事に積極的に参加している 

・ペーロン大会への中学生の参加  

・マラソン大会、球技大会に多くの子どもたちが参加する 

・スポーツ活動が盛ん。野球、サッカー、ラグビー、空手 etc 

 

・南部市民センターは私の自治会内にあり、集会他の使用に便利である 

 

・自治会の会員数が減っている 

・自治会の未加入者が多い（2 件） 

・自治会脱会者が多くなった（高齢化、核家族化）（3 件） 

・平山台は自治会の脱退者が多い 

・自治会内で 65 歳以上の高齢者が非常に多い 

・自治会の役員をやる人がいない（他の役員も引受けざるをえなくなる） 

・町の役員等してくれる人が少ない 

・自分勝手が増えた（自治会活動に非協力） 

・自治会の行事が少ない（資金不足） 

・役員になると参加する行事が多い 

・自治会未加入者のマナーの悪さが目立つ（ゴミの不法） 

・自治会内で子どもの数が非常に少ない 

・老人クラブを脱退する人が多く、役員のなり手がいない 

 

・団地と地元の人とがいるので、意見が合わないこともある 

・近所の付き合いが少ない 

 

・学校行事の参加者が少ない（地域行事も含めて） 

・子供浮立に参加者が少ない 

・郷土芸能に子どもが興味を持たない 

・郷土芸能を体験する機会が少ない（子どもの視点から） 

・平山の大名行列も運営が大変 

・神社、氏子問題（氏子だけでは、運営が難しくなっている） 

・ペーロン乗組員の確保がとても難しい 

・町内の行事が少ない 

・行事が少ない→母親同士の交流不足 

 

・公共の場の駐車場を安くしてほしい（役所、図書館、美術館他） 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 土井首地区 （1 回目の集約結果） 

＜社会参加＞ 

いいところ（土井首小学校区） 気になるところ（土井首小学校区） 

 

・人の心がやさしい町  ・やさしく接してくれるところ  ・優しい人が多い 

・近所の仲がいい  ・地域の方が親切（2 件）   

・町内の人口が少なくみんなの顔が見える町  ・隣近所声をかけあう 

・あいさつ運動が活発（2 件） ・あいさつをする（2 件）  

・大人の人が子ども達に気軽に声をかけられる  ・知らない人がいたら見てる 

・地域の絆が良い。特に近所は普段から声を掛け合って、家の鍵は外していても誰が居るか

外出しているか状況が判る。 

・年寄の口が元気！いないと寂しくなる  ・女性が元気 

・町内会の団結がある  ・協力度は高い  ・消防団の団結が強い町 

・民生委員と自治会、学校との連携が良い 

・連合自治会で４ヶ町まとまっている 

・お年寄り（特に女性）同士が近所づきあいを良くできている 

・民生委員の活動が活発、親切で親身な対応をしてくれる 

・自治会活動が活発である  ・自治会活動（行事）に参加者が多い 

・自治会加入を前提にマンションの入居（平瀬） 

・お世話になったので恩返しの気持ちで自治会役員をさせてもらっている 

・いろんな行事がある  ・地域の行事に参加しやすい 

・地域の人が子ども達の事を思って行事などをしてくれる 

・ペーロン、お宮日等みんな協力し合って伝統行事を続けている  ・ペーロンがある 

・夏祭りがある  ・近年は自治会の夏祭りが盛大かつ有意義に 

・「どいのくび健康マラソン大会」が毎年あり、幼児から大人まで 600 人参加で健康に気を

付けている 

・「どいのくび・地域で舞台を楽しむ会」の演劇が見れる 

・神社への社会参加 

・毎月お寺さんが各家庭に命日等のお参りがあり、いつも７,８人が集って（特にご婦人）お

しゃべりをしている 

・町単位での自主グループの活動が複数ある  ・花いっぱい運動が活発にされている 

・地域の人が交通安全運動に参加してくれている 

・公民館活動が活発である  ・自治会の公民館の利用がしやすい 

・小林豆腐店があるから安心 

 

・自治会に加入しない人が増えてきた 

・自治会の運営に男性の参加が少ない 

・自治会活動に参加してくれる男性が少ない 

・自治会等に無関心の人がいる 

・自治会を脱会される方が多い（約１割近くが未加入） 

・ゴミ袋をどこでも買えるようになって自治会加入率が減った 

 

・各自のあいさつが少ない 

・近所の人をあまり知らない 

・地元人間でないので、隣近所を知らない 

・地域（近所）の人と関わることが少ないからあまり知らない 

・狭い町ですが、人々の交流が薄くなっているように思う 

 

・子ども会の役員のなり手が減少 

・子どもを持つ親がなかなか動けない。子どもは行事に参加したいが親が出てきてくれない 

・子どもが卒業した世帯の役員など参加が消極的である 

・育成協いろいろ開催するのに参加が少ない。特に親の関心がない。（親子の観劇会） 

・若い保護者の参加、協力が減っている 

・文化面に大人の関心がない 

・伝統行事を守り続けていくのに神輿の担ぎ手、ペーロンの漕ぎ手が少ないので、全町で協力し合

ってもらいたい 

・どいのくびくんち（大山祇神社祭）の祭で、みこしのかつぎ手等が少なくなり、人員確保に苦慮

している 

 

・団地で掃除に出ない人がいる 

・消防団員の確保が難しい 

・控え目な人が多い、意見やアイデアが少ない 

・小学校や中学校で継続して認知症や高齢者について勉強する機会があるといいな 

・宿題をするロボットが欲しい 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 土井首地区 （1 回目の集約結果） 

＜環境衛生＞  

いいところ（南陽小学校区） 気になるところ（南陽小学校区） 

 

・ゴミが少なくていい（小学生が週１回ゴミを拾って帰っている） 

・ゴミが少なくなった 

・タバコを吸わない人がいる（タバコのゴミが少ない） 

 

・公園清掃が 30 年続いている（自治会） 

 

・公民館が新しくなって便利が良い 

  

 

・近所に野良猫が多くて困っている（野良猫：地域猫の対策が必要）（3 件） 

・野良猫のフン害がひどい 

・犬猫のフンに困っている 

・犬のフンの始末が一部よくない 

・公園に犬猫のフンが多く遊べない 

 

・車で来て、ゴミを捨てる人がいる 

・江川運動公園及びグランドの隅に空缶やビニールの投げ捨てが多い 

・ゴミの分別が悪い（2 件） 

・スーパー等でのゴミの出し方（肉のトレーなど）のマナーを守らない人がいる 

・道路（歩道）によくゴミが落ちている 

 

・平山公園の水があふれそうになっている 

 

・夏場は公園の草が多くて、自治会任せでは限界がある 

 

・平山バス停、竿の浦バス停附近にトイレがない（子どもたちの登下校の距離が長い） 

・トイレ清掃の順番を守らない班がある 

・観音さん隣の簡易トイレは不衛生で使えない 

    

・猿、鹿、猪の出没が増えつつあり心配（4 件） 

・鹿や猪による被害についての対策が懸念（2 件） 

・禁猟地区のため、下りてくる動物に手が出せない（学校の授業にも影響、作物なども育たない） 

・祭りでとったカメを川に逃がす人がいる 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 土井首地区 （1 回目の集約結果） 

＜環境衛生＞ 

いいところ（土井首小学校区） 気になるところ（土井首小学校区） 

 

・海、山、川があり自然環境が良い 

・自然が身近にある 

・海も山も近く、遊ぶのに便利 

・鹿尾川の自然 

・川で魚が釣れる（アジ・チヌ） 

・ヒメゲンジほたるが飛ぶ 

・鹿がいっぱいでるところ 

 

・地域の清掃が良い 

・ひまわり会の活動で団地内の花壇や草取り等できれいになっている 

・ポイ捨てが少ない 

・道路に落ちてるゴミは少ない 

・ゴミ出しの指導チェックをしている自治会がある 

 

 

 

・犬のフンが多い（4 件） 

・猫が多くフン被害がある 

・猫のフンの処理（野良猫） 

・学校に鹿のフンが多い 

・公園にてペットのフンの後始末のマナーが悪い 

・野良猫に植木鉢をダメにされる 

 

・川にゴミを捨てるのが減少しない 

・ゴミ出しマナーがよくない人がいる（2 件） 

・ゴミ出しのルールが守られていない（大きな悩み） 

・団地はいろんな人の集まりなので、ゴミ出しのマナーが悪く、無責任な所を感じる。 

・ゴミ分別が悪く、ステーションに数日間放置されている 

・公園にゴミをちらかしている 

・毛井首公園にゴミがちらかっている 

・注意してもポイ捨てする人がいる（公園など） 

・歩行者のポイ捨てが多い 

 

・花や作物を猪・鹿に食べられてしまう 

・魚が捕れなくなったのでおいしく食べられないのがさびしい 

 

・雨の日に学校の湿気がひどくて廊下が滑る 

・運動場が狭い（小学校） 

・小学校に駐車場がないので困る 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 土井首地区 （1 回目の集約結果） 

＜防犯・防災＞  

いいところ（南陽小学校区） 気になるところ（南陽小学校区） 

 

・消防団のまとまりがよい 

・消防団の県大会出場。毎日皆集まる。 

・自主防災組織がある（平山） 

・国道は防犯の青色灯がついている 

・通学時生徒と一緒に歩いてくれる人がいる 

・小学生、中学生の登校中に定年した人が見守りで歩いている。5～6 名 

・災害に強い 

・犯罪が少ない 

 

・裏山が大雨で心配だが、地主がわからず不安 

・土砂災害警戒区域になっているので、がけ崩れが心配（2 件） 

・防災無線が聴き取りにくい 

・集会所が耐久力に欠ける（平山台１丁目避難所） 

・公民館が避難所になっているが、食糧、薬品、毛布等がない 

・地域の人々の防災に対する備えや意識が必要（特に、独居老人に対する配慮等） 

・火災に対する消防の水利に対する懸念 

（密集地の水利が足りないのでは、特に、古くから住宅が集まる所） 

・消防団員の定員の確保の件 

・防災組織がない 

・今年度より、自主防災組織を充実しようということで、その第一歩として、第１回目（平成 24

年８月６日）に研修会（話し合い）の場を持つことになった 

・消防のサイレンがうるさいと言われる（苦情の電話があった） 

・バイクの騒音がある（近所の人）、夜は特にうるさい 

 

いいところ（土井首小学校区） 気になるところ（土井首小学校区） 

 

・事件、事故が少ない 

・夜は静かでいい 

・朝晩散歩する人が多く、知り合いが増えている 

・空き家が出てもすぐ売れる（若い人も入居する） 

 

・避難所が少なく遠い 

・避難所に行く道路がない 

・水災等が起こった時、どこに逃げたらよいかわからない（土井首支所は低い） 

・防災無線が聴こえない（2 件） 

・防災無線がよく聴きとれない（三和） 

・防災マップ作成が必要 

・土砂災害警戒地域が多い 

・風あたりが強い（台風災害はひどい時あり） 

・磯道町は小ヶ倉交番の担当だが、この所巡査の交替が早い様だ。巡回を少し増やしてもらいたい 

・通学路が狭いので危険（ハラハラ）が多い 

・自転車に乗る人のヘルメット着用が少ない 

・防犯ブザーの意味がない（遊びで何もないのに鳴らす） 

・空き巣が多い 

・夜は人けが少なく暗い（鶴見台） 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 土井首地区 （1 回目の集約結果） 

＜その他＞  

いいところ（南陽小学校区） 気になるところ（南陽小学校区） 

  

・駐車場がない（他人がとめる） 

 

 

いいところ（土井首小学校区） 気になるところ（土井首小学校区） 

  

・鹿尾川、道路の工事進行が遅い 

・大人が子どもをしかれない 

・たまにたちの悪い酔っ払いがいる 

・ヘリコプターがほしい 

・宇宙に行けるエレベーターがほしい 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 土井首地区（南陽小学校区） （２回目）  １グループ 

話し合う分野：防犯・防災 

検討する課題 自分や家族、地域でできること 自分や地域住民だけでは解決が難しいこと 

 

 

 

防災に対する意識が

低く、自主防災組織も

ない。 

 

 

 

 

・日頃、隣近所 10 軒ぐらいで災害が起きた時に連絡できる体制をつくる 

・防災グッズみたいなのを各家庭持っておく 

・自治会役員だけでなく近所の人たちで誰が誰を助けるか決めておくべきでは 

 

・各公民館などで災害や防災に関するビデオなどを上映する 

・避難場所がわかるようにチラシなどを各家庭に配付する 

・自主防災組織作りのためにどうしていけばよいかをまず市が地域に働き

かける 

・水害の講話が学校で行われる 

 

 

 

避難所の場所、避難の

方法が分からない。 

 

 

 

 

 

 

・テレビの情報で察知したら個人の意思で早目に安全なホテルなどに行く 

・車を使って避難所へ４～５人で行く（台風） 

・各家に（地下に）シェルターを作る方法しかないのでは 

 

 

 

・福祉施設を避難所にできないか 

・各家庭に避難所の案内、連絡先をチラシにして渡す 

・市がバスなどを使い、まとめて避難させることはできないのか 

 

 

・法面の樹木の管理をもう一度考える 

・どこの家に避難を誘導しないといけない老人や障害者がいるかを各

自治会等で知っておく 

・近所の人の顔を知る事が必要（楽しく人の集まる行事等（祭

り、集会）があれば 

・避難場所の経路を書いたマップを配る 

・防災マップをつくって配る 

・もっと自治会の掲示板などを増やした方がいいと思う（日頃から

避難所の情報などを掲示しておく） 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 土井首地区（南陽小学校区） （２回目）  ２グループ 

話し合う分野：社会参加 

検討する課題 自分や家族、地域でできること 自分や地域住民だけでは解決が難しいこと 

 

 

 

自治会の脱退者が 

多い 

 

 

 

 

 

・自治会の魅力を知ってもらう 

・新しく来た人を勧誘する 

・地域の人の交流の場を増やす 

・交流の場を増やす。一つの手段が高齢者ふれあいサロン 

・高齢者は自治会の班長を免除する 

・免除者が増えると班長になれる世帯の不満が出る 

・役を免除する年齢を決めて、明らかにする→遠慮しなくなる 

・高齢者がゴミステーションの清掃ができず自治会脱退になる 

・高齢者を班内でカバーすることが必要 

・自治会清掃に出て来なかったらペナルティを課す 

・夏祭りに子供浮立で出演する 

 

 

・ゴミ袋を自治会経由で有料配布するようにする 

・なぜ自治会に入らないのか理由を知る必要がある 

・夕方から男性の出て来る場があるといい 

・アパートなどに新しく来た人は業者が自治会加入を条件にする 

 

 

 

郷土芸能の運営が 

厳しい 

 

 

 

 

・子どものいる家への参加の声掛けをする 

・出て来るきっかけとして初めは遊びから楽しませる 

・参加者が誘い合って新しい参加者を増やす 

・自治会を通じて伝統芸能の PR をすすめる 

 

・予算の確保ができるとよい（市から５万円のみ） 

・若い人を地元に引きとめる 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 土井首地区（南陽小学校区） （２回目）  ３グループ 

話し合う分野：居住環境・環境衛生 

検討する課題 自分や家族、地域でできること 自分や地域住民だけでは解決が難しいこと 

 

 

 

横断歩道で車が止ま

らない 

 

 

 

 

 

・横断歩道で手をあげる 

・礼をする 

・渡る横断歩道を決める 

・商店街を通る時は徐行運転をしてほしい 

・横断歩道では止まってもらいたい 

・マナーを守る（2 件） 

・横断歩道時の教育を実施 

・学校で交通安全教室を開く 

 

・横断歩道の取締りを強めてほしい（昔は止まった） 

・団地内は 30km/ｈにしてほしい 

 

 

 

犬・猫のフン問題 

 

 

 

 

 

・エサをあげない（4 件） 

・子ども（子猫）を作らせない 

・フンの処理を徹底させるキャンペーンを打つ（犬） 

 

・捕獲してほしい 

・猫を捕獲できるように制度を変えてほしい 

・猫を捕獲するような制度を作ってほしい 

・地域猫の条件を少し緩和してほしい 

 

 

・各地区で交通安全教室を実施する 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 土井首地区（南陽小学校区） （２回目）  ４グループ 

話し合う分野：高齢者・障がい者・子ども 

検討する課題 自分や家族、地域でできること 自分や地域住民だけでは解決が難しいこと 

 

 

 

自治会の子ども達が、

２校に分かれている

ため統合が難しい 

 

 

 

 

・地域での自分の役割、子どもの役割（例：ゴミ拾い、草むしり） 

・子ども会、地域のためにできることないか、することできないか 

・中学生になる前に友達づくりができている 

・以前は地域内で子ども達と住民のつながりが非常に強かったが、 近は無関心

な人々を多く見かける 

・以前は地域ではそれぞれ役割を持っていた（子ども、大人でも） 

・保護者の負担とお金の負担（子ども会等） 

・生かされるべき役割（労働の中での教えなど）⇒価値観の見い出し困難 

 

 

・学校同士でイベントなどを開催する(南陽、土井首) 

・子ども会にとらわれず、学校単位で交流 

・子ども会同士の交流 

・学校側（土井首小と南陽小）の交流を深める。夏休みなどの期間を利用

してイベント 

・２校交流の球技大会などをする 

・自治会単位で学校を決めることはできないか 

 

 

 

一人暮らしのお年寄

りが増えている 

 

 

 

 

・買い物が大変。日々の生活 

・食事の準備。買い出しへの外出の困難 

・バスの本数が少ない（１時間に１便の便数） 

・介護ない人、自分でするしかない 

・生協や宅配を頼む人多い（買い物に行けないから） 

・大きな声で新聞を読む 

・人と人との会話 

・隣の人とのつきあい 

・緊急時のボタン、サービス TEL 

・安心カード 

 

・民生委員の見守り 

・要介護者の名簿だけで場所、所在がわからない 

・団地の上の方（平山台 2 丁目～）荷物を持っての坂が大変。バス利用 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 土井首地区（土井首小学校区） （２回目）  ５グループ 

話し合う分野：防犯・防災 

検討する課題 自分や家族、地域でできること 自分や地域住民だけでは解決が難しいこと 

 

 

 

避難時の対策 

 

 

 

 

 

・早目に避難する 

・各自治会で避難マップを作って頂きたい 

・防災マップを作る 

 

・地区独自の避難場所の設定 

・避難場所には必要とされる物資があるのか？ 

・情報を提供するための個別訪問をする 

・自治会などに参加していない人への情報提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

・住民全員が必ず見る掲示板など 

・避難場所に関する情報が十分でない 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 土井首地区（土井首小学校区） （２回目）  ６グループ 

話し合う分野：高齢者・障がい者・子ども 

検討する課題 自分や家族、地域でできること 自分や地域住民だけでは解決が難しいこと 

 

 

 

高齢者の急速な増加 

 

 

 

 

 

・高齢者の家族（よそにいる家族）がもっと隣組と関わってほしい 

・公民館講座（気軽に集まる場）を増やす 

・ゴミ拾い、地区の清掃をみんなでする 

・電球の交換 

 

・食事、買い物の配達サービスの充実 

 

 

 

子ども達と地域との

つながりがなくなっ

た 

 

 

 

 

・子どもの問題に親の参加が必要 

・子どもと高齢者の集う場を極力作ってお互いふれあいの場を作り、思いやりの

心を育てる 

・くんち等に参加してもらう 

・子ども会に入会する人数が少なく役員になる方がいない。7～10 人会員少ない

が今の役員が頑張って少しでも参加を呼び掛けている 

・もっと大人が子どもたちに声かけしてほしい。子どもがあいさつをしないので

はなく、大人がしてくれていないような気がする。 

 

・連絡先をもっと公開し、把握するようにする（学校等） 

 

・子どもと地域、家庭のつながりを作る場を増やす（誘い込む） 

・高齢者と子どもの交流の場を増やす 

  ・遊びを教える 

  ・お互いの行事に参加する 

 

・高齢者に対する自治会、老人会、民生委員、消防団等の横の

連携が必要と思う 

・子どもの問題に親の参加 

・災害時の高齢者に対する手順を明確にする。 

  地域—自治会—消防—民生委員—地域包括支援センター 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 土井首地区（土井首小学校区） （２回目）  ７グループ 

話し合う分野：社会参加 

検討する課題 自分や家族、地域でできること 自分や地域住民だけでは解決が難しいこと 

 

 

 

自治会に加入しない

人が増えた 

 

 

 

 

 

・少人数のグループ（班）での話し合う機会を作る 

・自治会に加入した方が楽しい団地生活ができるような気がする 

・楽しい行事を増やす 

・自治会公民館を利用した集まりを多くしていく 

・転入時に自治会長へあいさつに行く 

・役職を減らす 

・自治会の役員の数が多いので１月頃になるとざわざわと皆の不満の声があちこ

ちから聞こえる 

・自治会でゴミ袋を共同購入する。無料で配布 

・自分達の町は自分達で作り守る自覚を持つ 

 

・市、県の方から入居した時に強制で加入するように言ってもらいたい 

・自治会に加入している世帯は住民票などが無料で取れるようにする 

・自治会に加入している人に商店の割引券や優待券を配る 

・自治会に加入している世帯の税金を減額する 

 

 

 

地域行事に参加する

人が少なくなった 

 

 

 

 

・子どもの頃から地域の行事に参加するよう親がまず関心を持つようにする 

・地域行事の楽しさを子ども達に体験させる 

・子ども会にもっと大人の人が参加して楽しく遊ぶようにしてほしい 

・班から２人くらい絶対に出す 

・当番制などにして、必ず出席してもらうようにする 

・地域から何人と決めて、必ず出してもらう 

 

 

 

・学校と連携した行事を計画する 

・参加したら参加賞がもらえるようにする 

・地元の人でないから興味が薄いような気がするので、もう少し

宣伝をしてほしい 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 土井首地区（土井首小学校区） （２回目）  ８グループ 

話し合う分野：居住環境・環境衛生 

検討する課題 自分や家族、地域でできること 自分や地域住民だけでは解決が難しいこと 

 

 

 

交通マナーについて 

 

 

 

 

 

 

・交通マナーを指導してほしい 

・家庭や学校での交通マナーの指導 

・警察署に要望。自治会長名で危険性を文書で依頼する。 

・交通標識を立て、注意を喚起する。道路面に「徐行」「注意」等塗装をする。 

 

 

 

・磯道、土井首海岸道路の早期実現 

・鶴見台→毛井首方面の歩道の拡幅 

・市道を拡幅する 

・企業に文書を出して、バイクが特に狭い道路（磯道、土井首間）でスピ

ードを出して大変困っている実情を訴え、徹底してもらう 

・職員に通勤経路を調査し指示徹底させる 

・三菱他関係会社の車通勤を制限する（バスに変えさせる、１人乗りの車

の制限） 

・三菱重工関連企業の通勤時刻に時刻差を導入してもらう 

 

 

 

ゴミ捨てマナーにつ

いて 

 

 

 

 

・通学路見守りパトロールの時にゴミ拾いもする 

・自治会による指導 

・リサイクル推進員にマナーの徹底をさせる 

・ゴミ出しの日にステーションにて立ち番をする（毎回は大変だが） 

・ゴミの協力員として収集場所に立ってもらう 

・ポイ捨て防止の啓発を行う（ポスター等） 

・ポイ捨て防止のポスターを子どもたちに書いてもらい貼る 

・定期的に全地区でポイ捨てゴミ拾いをする（連合自治会主催、あるいはボラン

ティアグループで） 
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・ゴミ分別の勉強会を特に自治会に入っていない人を対象に行う 

・ポイ捨て、公園などにゴミ箱を置く 

 

・関係企業へのマナー指導の要請 

・三菱重工や大型車を使用する会社へ協力依頼 

・三菱重工のノーマイカーデーを増やしてほしい 

・車の進入の制限 

・定期的な立哨 


