
平成 22 年８月６日（金）、深堀地区公民館で、３５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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深堀地区

第２回

【「やってみゅ～で・わがまち座談会」を開催する理由】

今回は、握手で心を合わせ

るゲームをしました。

２人それぞれ心の中で１か

ら３までの回数を決めます。

相手の目を見て「せーのっ」

の合図で決めた数だけ手を握

ります。「ギュッ」と握った回

数が同じだったら心がひとつ

になっている証拠です。

ゲームで会場内は一気に和

やかな雰囲気に包まれまし

た。

「心を合わせる握手」でアイスブレイク
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」

「深堀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

前回出された意見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

まず、グループごとに、特に気になる課題を３つ選び

ました。

この課題によって、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）

皆さんの思いはひとつ。

それは、深堀地区を愛していること！

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２０日（金）午後７時～９時、深堀地区

公民館）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。



福祉のまちづくり「やってみゅ～で・わがまち座談会」 深堀地区  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．自治会に入らない方とのコ

ミュニケーションが取りに

くい

・高齢者（住民）の把握が困難 ○今

・ゴミを出すマナーが悪い ○今

・自治会運営資金が不足し、ますます活動が縮小する ○未

・自治会が任意団体なので入会を強制できない（古い住人で未

加入の方など、依頼しづらい） ○今

・子ども会が自治会と違うので、自治会と子ども会のコミュニ

ケーションが取りにくい ○今

・転居をしてきた人の理解がほしい（自治会活動をもっと理解

してほしい） ○今

・ゴミの分別は家族でしっ

かり学習する

・アパートなど共同住宅が立つ時は住民の自治会加入

を義務化する

・自治会に未加入でも、まずゴミ当番をしてもらい理

解をしてもらうようにしている

・転入者には個人的に入会を勧める（自治会役員が）

２．町が高齢化している ・孤独死の恐れがある ○未

・子どもの元気な声が聞こえないと寂しい町となってしまう

○未

・高台に住んでいる高齢者が買物に困る。特に雨の日 ○今

・一人住まいの方がいらっしゃいますが、訪問しにくい ○今

・自治会の奉仕作業の参加者が少ない ○未

・草刈りなど環境整備が充分にできない ○未

・困っていることを我慢して、表面化しづらい ○今

・災害時に避難所での生活がきつくなる ○未

・定期的に近くの方が意識

して、かかわっていく努

力をする

・高齢者の見守り活動を地域で支援する

・ほどほどにおせっかいする。夜に電気がついている

かなど

・高齢者の声をアンケートして対策を話し合ったり、

行政へ要望を出す

・町内の行事の時、町内清掃の日などに、高齢者や、

一人暮らしの様子を知る（情報交換）

・高い階段の横にエスカレーターをつける

・避難所の指定場所をバリアフリーにする

３．道路問題 ・緊急車両が通れない ○今

・緊急時の対策を考えてほしい ○今

・路上駐車が増え、緊急車両が通りづらい ○今

・狭いところに駐車しているが、警察に言っても住宅地なので

注意できないと言われる  ○今

・通勤時間帯は片側通行と同じ ○今

・反対側を通るとにらまれる（道が狭いので、対向車からにら

まれる） ○今

・緊急車両を要請する時

は、具体的なルートを言

う

・もっと自分達でマナーを

守るようにする

・ 町外に住んでいる人は、時間を決めて通

行可、不可にする。

晴海台→大籠線（224 号線）

・道路拡幅工事を進める

・ 消火栓の設置を、地域全体を見て検討し

ないと、消防車の入らない所は危ない

（→設置基準がありどこにでも設置でき

るものではないとの話もあり）

・集える場所を町内にいくつか設ける

２



福祉のまちづくり「やってみゅ～で・わがまち座談会」 深堀地区  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．地域の若い方との対話がな

い

・子どもを平等に叱れない ○今

・注意等をしても、反対に文句を言われたりする ○今

・子育てしにくい（気軽に相談できない） ○今

・年齢の異なる人達と交流しないと思いやりの気持ちが少なく

なる ○未

・注意をしたいけど後が怖い。どこの子も我が子同様注意して

ほしい ○今

・各町内の行事などに出席していただく ○今

・地域の特性を理解いただき、自治会活動に引き込む ○今

・回覧板は手渡しで!! ・自治会での懇親会の復活

・若い人から高齢の人まで参加する新たなイベ

ント!!

・集会所を利用して、昔の遊びで交流する

・高齢の人による子どもへの本の読み聞かせ会

・子どもの頃から大人と交流するような機会を

設ける

・子ども会を使う

２．ゴミの分別などマナーが悪

い

・ネコ、犬、カラスなどが増えて害がでる ○未

・ステーションが汚れる ○今

・一時滞在の人のゴミの出し方が悪い ○今

・ゴミを分別しないで出す。時間外にサークルの外に置いてい

く ○今

・ゴミステーションに出す時、仕分けが悪い。燃やせるゴミの

中に燃やせないゴミを入れている ○今

・ゴミの分別がされていない。生ゴミと燃やせないゴミを 1 つ

の袋に入れて出す人がいる ○今

・ゴミ問題は連合自治会の中でも話し合っていく ○今

・繰り返し、嫌われても文句を言われても

注意し続ける

・気が付いたら注意すること

・ゴミ出しの際にペットボトルの蓋を外し

て出す

・自治会で繰り返し注意し続ける

・繰り返し告知する

・自治会の中で繰り返し、繰り返し話し合いを

重ね、少しずつ理解してもらう

・ゴミの仕分けをよくするには担当者が必要。

担当がいないところはポイ捨てになっている

・ゴミ袋の「プラスチック」の表示

がわかりにくい

３．高齢者が買物に行く店が遠

い

・買物に出ないと心配な人の状況がわからない ○今

・外に出る回数が減るので、様子がわからない ○今

・小売がなくならないように地元で買う

・生協などに加入し、若い方に協力してい

ただく

・デイサービスの利用もあるが大変

・自治会の買物は地元の店で買って応援する

・自治会でまとめて購入し分配する

・生協などで購入している人に頼む

・地元スーパーに配達してもらう

・地域の行事の案内を積極的に

行い、参加を促す

・転居する時、ドサクサに紛れて色々なも

のを出して行くので、家主にその点を先

にお願いする

・子どもと、若い人高齢の人が気軽に交流で

きる場をつくる

・未来に続くような簡単で気軽な場

３



福祉のまちづくり「やってみゅ～で・わがまち座談会」 深堀地区  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．通学時の子どもたちのあい

さつが少ない

・コミュニケーションが少なくなる ○未

・子ども、大人、老人のバランスが崩れる ○未

・冷たい人間、個人主義になる ○未

・大人（他人）の話を聞かなくなる ○未

・大人が子どもの心配をしなくなる ○未

・深堀地区のテンションが下がる ○未

・地域の活性化が弱まる ○未

・名前を覚える。名前で呼

びかける

・学生と会ったら大人から

あいさつをする

・戸泊自治会では 5 人で毎朝 AM7:00～7:45 立哨し

ている。各自治会も交通安全週間だけではだめでは

ないか

・あいさつ運動を一定期間や役員だけでなく、住民全

体で行うようにする

・写真付きで紹介する。各自治会などで

・学校でしつこく指導（大人からあいさつを受けたら

必ず返す約束）

・地域の大人が団結して子どもにあいさつする。しつ

こく（スローガンにする）

２．犬、ネコのフンが多い ・犬、ネコのフンで運動、ジョギングなどしにくい ○今

・町全体が汚く衛生上問題。ウォーキング時の問題（歩きにく

い）○今

・臭いが気になる ○今

・ネコのエサをやりに来る人がいる ○今

・近所同士の仲が悪くなる ○未

・町内近所の人で話し合って気を付けるとできると思

う。立て札を立てる

・野良ネコを減らす。一ヶ所に集める。避妊手術を進

める

・ネコ退治の薬をまく（ネココロリ）。野良ネコは殺

したら罪かな～

・町内で（各自治会）月・日決めて薬をまく

・野良ネコにエサを与えている人にトイレのしつけも

お願いする

・犬のフン（公園）に関しては早朝、夜にしている様

子。飼い主はくれぐれも充分処理方法を考えて散歩

させてほしい

３．案内板が少ない ・深堀地区の評判が落ちる ○未

・スムーズに車が走れなくなり事故の原因になりやすい ○未

・交通事故が起きやすくなる。危険性が増す ○未

・救急作業に問題が生じる ○未

・角地に現在地を明記した板を設置する

・必要性を訴える

・大きい立て看板を立ててほしい（ペーロン大会、お

んのほね等は横断幕を張っており目立つ）

・子ども 110 番の家みたいに看板をつける。聞いた

ら教えてくれる

・子ども 110 番の家などにチラシ（地図の印刷）を

置く

・今の案内板を大きくして数を増やす

・道路にペンキで矢印を書く。支所→（病院

みたいに）

・スローガンを横断幕にして掲げる。一年間

の地域の目標にする

４



福祉のまちづくり「やってみゅ～で・わがまち座談会」 深堀地区  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．自治会離れ ・役員決め ○今

・会費を出すのが惜しい ○今

・行事に出るのが難しい ○今

・よく分からないけどプライバシーの問題があると思う ○今

・地区の評議員が当番で回ってくると負担になり、退会したり、

新しく転居してきても入らない。高齢になると特に負担にな

るみたい ○今

・ゴミは出すのに、掃除をしないのは不公平である ○今

・役職が多い ○今

・自治会負担を考える会をつくる

・広報誌で活動の情報を伝える

・自治会長様、役員の納得のうえ、会費を免除すれば

・役員の免除、掃除当番の免除等、いろんな事情ででき

ない人のために考える

・役員負担が重い。若い人が進んでやってくれれば

・役員決めは、70 才以上の世帯を除く

・共働きが多く役員が負担に思えるので、そこの解決が

できるか？

・自治会もあんまり負担をかけない

・役員の負担などマイナス面だけを考えないで、自治会

活動の良いところをたくさん理解して、いろんなこと

に積極的に参加してみてほしい

２．道路事情 ・一方通行・進入禁止が交錯して間違いやすい ○今

・よそからの人が訪ねて来る時、大抵の人が迷う○今

・道がわからなくて入ってきた観光客にも違反キップを切るこ

とでイメージが悪くなる ○今

・道路標識がなければ道路へ行き先の塗装

をしたらどうか

・道路標識の整備

・道路標識を大きく書く

３．特産品の店がない ・特産品の店がないというのは、昔は深堀の町にも小店がたく

さんあったが、今はないのでそうなったのでは ○今

・生産者が自宅・作業場で販売しているので場所がわかりづら

い ○今

・販売場所がない ○今

・農業をする人が少ないので特産品といっても出す物がないの

では ○今

・特産品 定期的に一定の場所で販売する

・月１～2 回の販売所の開設

・小売同士のつながりをつくる

・看板か、チラシを出す

５



福祉のまちづくり「やってみゅ～で・わがまち座談会」 深堀地区  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．民間のアパート入居者は、

自治会加入者が少ない

・自治会費を納められない ○今

・自治会費を払っていない ○今

・高齢になってきているので加入拒否 ○今

・役員をしたくないため ○今

・役員になりたくないから ○今

・役員（評議員）になりたくない ○今

・忙しく、行事が多いからかかわりたくない ○今

・地域の行事に出ることがなかなか出来ない ○今

・自治会行事に参加することができない ○今

・夫婦共稼ぎで留守がち（忙しいから）○今

・忙しいため（働くため）加入しても活動ができない ○今

・活動に参加するのが煩わしい ○今

・なにかにつけ煩わしい ○今

・人とのかかわりを疎ましく思っているのでは！ ○今

・近所の人の親切をよく思っていない。深入りされるのを嫌う○今

・近所づきあいがなく馴染めない ○今

・転勤があって仮の住居なので入らない ○今

・声かけを続ける「あいさ

つから始める」

・進んで話しかけるように

する（あいさつとか）

・自分から声をかける

・楽しい行事に誘い、良さ

を教える

・自治の必要性が分かっていない

・自治会に入っている利点を話す

・何度も訪問して説得していく

・自治会の人が勧誘に行く

・行事に誘う

・入居条件に自治会に入ることを大家さんに依頼する

２．坂道になっているので、

年を取ったら買物が心配で

す

・買物を頼める人が近くにいない ○今

・近所づきあいがない ○今

・肉親がそばに居住していればいいが、一人暮らしでは困る ○今

・車の運転が無理になって買物ができない ○今

・車の運転ができなくなる（２） ○未

・ストアまで遠い。雨の日など危ない ○今

・個人商店がなくなったため ○今

・雨の日など個人商店があれば楽と思う時もある ○今

・小売（小店）がない ○今

・買物しても品物が重たく足・腰にひびく ○今

・足腰が弱くなる ○未

・年をとると、足や腰が痛く、外出しづらい ○今

・高齢になると遠くにある大きなスーパーまでいけない。○未

・生協を利用する

・配達してくれるストアを

利用する（バリューと

か）

・助け合いの気持ちで、自

分が買物に行く時に何

かいらないか聞く

・魚屋・花屋に食料品や日用品もおいてもらう

・自治会で買い物を助け合う組織をつくる

・国の制度をうまく利用する

・やっぱり介護保険を使うしかない？

・旧パチンコ屋にローソンがあれば良い

３．海が近いので津波が心配 ・避難所がはっきりわからない ○今

・避難所がない ○今

・近い避難所がほしい ○今

・早く津波警報がほしい ○今

・逃げる場所が近くにない ○未

・現在の防波堤は大丈夫か？ ○今

・防波堤が低い ○今

・避難所の場所を確認する

（事前に）

・避難所のマップを提示する

６

・車で移動販売をする（例えばスーパーの）

・空き駐車場の利用、活用

→空き地を活用して移動販売に来てもらう


