
平成22年８月20日（金）、深堀地区公民館で、35

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」 

「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。 
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ステップ ２ 

  これから目指す、深堀地区のイメージを込めて！ 

わがまちのキャッチフレーズを考えよう！ 

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。 

続いて、深堀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

す深堀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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～おススメ解決策の実行プランとわがまちのキャッチフレーズ！

いよいよ発表！ 

ステップ ３  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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、深堀地区

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。 

 

地区全体のまちづくりのキャッチフレーズ（目標）決定！ 

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。 

大きな家族だ、よかばい深堀 

 ★ ３回の座談会をふり返って・・・（参加者からの感想）★ 

  ・子供、高齢者増加に世代間交流が必要。お互いに心を通わせることが

大事だと思います。 

  ・深堀の良さを再確認しました。ありがとうございました。 

※出された意見は、次ページ以降にあります。 

 
 
 
 
 
 
 

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） 

 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、「今後、

このような地域の話し合いの場は必要だと思いますか」という質問に、多くの方が「思

う」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。 



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３回目 【1グループ】 

 

おススメ解決策  
 コミュミケーション 

 を深めよう!（世代間交流） 

 

  集集ええるる場場所所（（機機会会））をを  

町町内内ににいいくくつつかか設設けけるる  

 

何を 誰を （対象） 

・子供から大人まで 

・地区ごと 

 

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） 

・行事を中心にコミュニケーションを取る 

・桜の木の下で花見とか 

・昔話、昔遊びを教える 

 

協力して欲しい人・団体                              

・自治会会員以外 ・子供会 

・自治会 ・婦人会 

・老人会 ・ボランティアグループ 

・地区の顔役  

 

 いつ                           どこで 

・月 1回  ・地区公民館の開放 

・春・夏・秋・冬（季節毎に）  ・空家を利用できないか 

 

お知らせ方法                      活動に必要なもの 

・回覧板  ・活動費 

・チラシ等でお知らせする  ・お茶やお茶菓子などの持ち寄り 

・くちコミ  

・掲示板  
 

 

 

 

 

 

 
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３回目 【2グループ】 

 

 

おススメ解決策  
 地域の若い方との 

対話がない 

       

  未未来来にに続続くくよよううなな  

          簡簡単単でで気気軽軽なな世世代代間間交交流流のの場場をを作作るる  

何を 誰を （対象） 

・日頃交流しないお年寄り 

・普段話し合う時間が取れない人 

・近所でもあいさつをしない若者 

・子ども 

 

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） 

飽きずに皆んなが集まれるように、メインイベントを回ごとに変えて実施 

・バザーをする ・お盆に花火をする 

・芋掘りした後、焼き芋大会 ・親子郷土料理教室 

・むかし遊び ・縄跳び 

例

え

ば 
・商品の交換会をする  

 

協力して欲しい人・団体 

・自治会 ・婦人会 

・老人会 ・保育園 

 ※メインイベントの内容によって、主になる団体が交代。団体間の連携が生まれるかも。 

 

いつ   

・毎月は無理なので、２～３ヶ月に１回 

 

どこで 

・集会所（地区の集会所で持ち回ってもいいかも） 

 

お知らせ方法                            

・自治会の会合の時 ・回覧板 

 

 

 
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３回目 【３グループ】 

おススメ解決策    
  

 通学時の子どもたちの 

 あいさつが少ない 

 

ああいいささつつ運運動動ののススロローーガガンンをを  

    横横断断幕幕ににししてて掲掲げげ、、    

        一一年年間間のの地地域域のの目目標標ににすするる  
 

何を 誰を （対象） 

・保育所・小学校・中学校の生徒を対象 

 

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） 

・あいさつで心がかよう子どもと大人 スローガン 

 ・あいさつが町のみんなを支え合う  

・学校などの前に立ってあいさつする 

・あいさつをしようと書いたタスキをつける 

・ 立哨者は名前を胸に提げ、はっきりとあいさつを行うことにする 

・ 各自治会が合同で通学路に立ってあいさつ運動をする（当番を決める） 

方  法 

・ 一枚大きい横断幕とのぼりを自治会で購入し、見やすいところに設置する

  

協力して欲しい人・団体 

・各自治会 ・婦人会 ・子供会 

・民生委員 ・老人会  

 

いつ 

・１ヶ月のうちの週１回（月・火・水・木・金）のいずれか 

・できるだけ早く実践しよう ・横断幕、のぼりは一年中掲げる 

 

どこで 

・戸泊の歩道橋かエレナの横 ・雇用促進住宅と北団地のところ あいさつ運動の 

見守り場所（通学路） ・十八銀行の角 ・学校 

① 旧エレナ横 ② 四丁目公園下 のぼりの 

取り付け場所  ③ 五丁目支所付近 

 

お知らせ方法 

・各団体で知らせる。子供会、婦人会、老人会、自治会、PTAなど 

 

活動に必要なもの               

   

その他 

・メールを使って保護者と子ども達の意見を集約する  

・①横断幕   ②のぼり数本   ③タスキ  ④名札 

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３回目 【4グループ】 

 

おススメ解決策   

自治会離れ 

          

  自自治治会会（（負負担担））をを考考ええるる会会ををつつくくるる  

 

何を 誰を （対象） 

・自治会長と役員の負担 ・自治会長の負担を分担して軽くする 

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） 

・負担にならない程度のボランティアを募る 

 （例）地区でオヤジの会のようなものを作り、仕掛けをする 

・自治会の個人の負担についてアンケート等を行う 

・負担とは何か･･･負担と思っている事を出し合う 

・他の自治会の例を学ぶ ・各地区で懇親会を行う 

・地域の中で人材を探す ・役員の決め方を考える 

・お酒を飲む場を設ける  

協力して欲しい人・団体 

・現役の人ではなく第一線を退いた人 

・自治会役員 

・力を借りるとすれば、ペーロン選手会等は

自ら進んで参加したいので情報をくださ

いとの事 ・自治会 

いつ 

・若い人の力を借りるのであれば休日しかない 

・できる人ができる程度に応じて、無理がないよう設定する 

・年に１回定期会議を行う 

どこで 

・公民館（支所３階）などを利用 

お知らせ方法 

・広報紙など ・町内の広報紙を作成 

活動に必要なもの 

・お茶とカラオケ ・お酒 

その他 

・毎月の社協情報交換会に自治会長の出席が悪い 

 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３回目 【5グループ】 

 

おススメ解決策   

 坂道になっているので、 

 年を取ったら買物が心配 

     

 

     
空空地地をを活活用用ししてて  

移移動動販販売売にに来来ててももららうう  

 

何を 誰を （対象） 

・食料品及び日用品（ティッシュ他） ・独居でそばに親類がいない人 

・遠くにある店にいけない人（一般の人も可） ・高齢者だけではなく一般の人も 

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） 

・必要とする人を調べる ・駐車場を確保する 

・買物難民のニーズを知ること ・利用する人が減らない方法を考える 

・業者の収支が成り立つように考える ・移動販売の契約期間を設定する 

・同じ宗教の方がつながって移動販売に来てもらっているので、参考にする。 

・継続させるためには業者への支援･･･買物をする（行政の補助） 

・現在来ている自治会に口添えしてもらい、移動販売に来てもらうようにする 

協力して欲しい人・団体 

・ダイヤモンドスタッフ（野菜部） ・自治会に協力してもらう 

・自治会執行部（民生委員含む） ・三菱社倉 

・移動スーパーから自宅までの運搬ボランティアを（有償で） 

・二世代の居住環境を行政の支援で実行して欲しい（補助金支給） 

 いつ                           どこで 

・午後４時から５時半まで  ・各地区の公民館の前（自治会） 

・地区ごとに曜日をかえる   

お知らせ方法                      活動に必要なもの 

・外部放送を利用する  ・保健所の許可 

・当日はスピーカーでお知らせする   

その他 

・高齢の利用者の安否確認をする 

・移動販売がきても、そこまでいけない人もいると思う 

 

６
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