
選んだ課題を掘り下げてみよう！

～「気になるところ」放っておくと、どんな問題が起きるだろうか～

平成 22 年 8 月 5 日（木）、福田地区公民館で地域の方々

35 人にご参加いただき、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。

【「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。道路（国道

202 号）の問題、ゴミの

問題など、日頃の気がか

りが挙げられました。

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」

「福田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

ステップ ２   

次に、選んだ３つ課題から、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）

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 19 日（木）午後７時～９時、（福田地区公

民館）では、「おススメ解決策」の実行プランを

検討します。

皆さんの思いはひとつ。
それは・・・福田地区を
愛していること！！



福祉のまちづくり「やってみゅ～で・わがまち座談会」 福田地区  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．小店が少なく高齢者が困っ

ている

・日用品を求めるのにお店が遠い（福田本町あたり）。買物の量

により運ぶのが困難 ○今

・生活必需品がすぐ手に入らない ○今

・福田本町の住民が特に困っている ○今

・小学校や、中学校の行事でやる（生徒が買物を代わ

りに行う）

・買物タクシーの運行（地元タクシー会社の協力、乗

合いで）

・大型店で注文をとって配達してもらう

・買物バスがあれば（巡回）

・高齢者の方々から、大型スーパー店に電話

で注文をし、配達サービス（バイク便）し

てもらう

２．車が来ているのに道路を渡

る人がいる

・マリナシティバス停近くで道路を渡る老人が多い ○今

・横断歩道を渡らない、信号無視 ○今

・横断歩道がない所を渡る人が多い。大浜交番所前、 ○今

・横断歩道がないのに手前の方を渡る。交番前でも平気 ○今

・ドライバーの人の方が困る ○今

・地域住民で道路を渡る人を注意する

・看板の設置（横断禁止 etc、今あるのか不

明、あっても目立たない）

・歩道が広くなればポールなどを設置するこ

とができ、対応できるようになるのでは

３．大型店舗駐車場が夜間、子

ども達の夜遊び場にならな

いか

・店舗の駐車場が夜、子どもの遊び場にならないか ○未

・子どもたちの集団化⇒非行 ○未

・コンビニエンスストアー2 ヶ所。時間を決めてほしい（子ど

もたちの遊び場にならないように 24 時間営業ではなく、夜

中は閉店してほしい） ○今

・この時期になると暴走族の溜まり場にならないか（バイク）

○今

・保護者への啓発 ・高校生も中学生のように決まりごとをつく

る

・店を 24 時間ではなく夜中は閉店するよう

できないか

・近所の人同士で声をかけあって買物へ

行く

・夜間パトロール（地域住民、警察）

・ポスターをつくって横断歩道ではないのに

道路を渡る人が多いところに張る。（たと

えば中学校で生徒がポスターをつくる）

２



福祉のまちづくり「やってみゅ～で・わがまち座談会」   福田地区  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．国道 202 号線

  大型車が多く危険

  道幅が狭い。通学路が危険

・雨天の際、道路のわだちに水がたまり、歩いている時びしょ

濡れになる ○今

・202 号線の道路の拡張は大変難しいと考える。バイパス道路

建設に住民パワーをぶつける ○未

・歩道が狭いので、上級生が下級生を追い越す場合、車道には

み出て、いつかは事故が起こる可能性大である ○今

・通学中に事故が起こるかもしれない ○今

・登下校中の子どもたちは毎日、危険と隣り合わせ！！ ○今

・家庭内で事故には十分に

気を付けるように言い

聞かせる

・子ども達の目線で通学中の歩道における問題点

を指摘し、通学の際の歩道問題点マップをつく

ってもらい県の振興課へ訴える

・スパンの長い運動になるかと思う。住民運動の

一環としてねばり強い運動を展開すべき

・警官がまめに何箇所か立つ。ご苦労さま！！

・行政ががんばるのみ

・積極的に県（国）に働きかける

・2 グループの問題点は家族、地域では解決で

きない（マリナシティの自治会については地域

の助言が必要でしょう）国、県、市の積極的な

安全対策が急務

・202 号線は大型車を通行止めにする（県に再

三陳情する）

２．避難場所があっても危ない ・避難場所がどこか、全員が知っているのか疑問。もっと熟知

させることが先では ○今

・避難場所を知らない。PR されていない ○今

・何か災害があった時、避難する場所がないと大変 ○未

・災害が起こった時大変危険 ○未

・今後、地震や災害が起きた時、困ります ○未

・避難場所を変えてほしい ○今

・避難場所を書いた看板を設置する

・自治会や地域の人達に働きをかけて協力しても

らう

・避難場所の耐震性、使い道等については行政任

せにしない

・避難場所を増やしてもらうようにお願いする

・現在避難場所に指定されているところを見直

してほしい

・市に予算を付けさせる

・避難場所の案内を各世帯に行政発行で配布す

る

・支所兼ふれあいセンターを設置し、避難場所

を確保する。

３．マリナシティに自治会がな

い

・地域のつながりが薄くなる ○未

・自治会（マリナシティ）がないため、取りまとめがいないで

す ○今

・隣近所のことがよくわからない ○今

・マンション内で知らない人が入り込みやすい⇒事件につなが

る ○今

・地域とのつながりが薄くなっている（マリナシティ以外との）

○今

・4、5 年前、地区連合会から呼びかけたが実らなかった。（一

部のみ賛成、再検討が必要！！） ○今

・自治会のメリットがわからない ○今

・隣近所が余りにもプライバシーの問題に拘っているので改善

策を検討する ○今

・自治会をつくることに対し、住民に協力しても

らう

・老人世帯の加入に対してはムリをせず、若年世

帯の（子どもさんの居る）各棟別に自治会をつ

くろう！

・住民の人達の署名をこまめに取る

・学校側からも働きかけてもらう

・マンションで自治会のある例を参考に教えて

ほしい（行政介入）

・住民に自治会の意味をよく知ってもらうよう

に働きかける。メリット、デメリット

・福田連合会からの呼びかけは最もと思うが、

行政（市）から強く働きかける事が必要と思

う

・住民の意識がまず問題。行政の説得以外に方

策はないのでは

・連合自治会や行政によるマリナシティ住民に対する

働きかけ。自治会のメリット等について

・福田保育園に交渉してください

・予算不足で片付けず、できる所から一歩ず

つ改良していくこと。歩道は学童の生命線

・自治会の立上げには小グループか

らの立上げに努力すべきと考える

（全所帯が無理なら何人かで自治

会をつくってみたら。少人数でも

いいので、とにかく立ち上げる）

３



福祉のまちづくり「やってみゅ～で・わがまち座談会」 福田地区 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．ゴミのポイ捨てが多い ・モラルの低下により住民同士の争い

になることがある（注意したりして）

○今 ○未

・全体的にマナーが悪くなっていく（他

人がするなら僕だっていいじゃない

か） ○未

・ポイ捨てすることを気にしなくなっ

てしまう ○未

・捨てていいんだと子どもの意識が変

わってくる ○未

・環境衛生上好ましくない ○今 ○未

・周囲に悪い影響を与える ○未

・子どもの教育ができない（悪影響を

与える） ○未

・掃除をする人が大変 ○今

・個人がポイ捨てすることにより他の

人も同じような行動を起こす ○未

・最悪転んで怪我をしてしまう

・海岸で魚釣りの人がゴミをそのまま

にして海が汚される ○今 ○未

・海岸へのポイ捨ては海の汚染へつな

がる ○未

・たばこの投げ捨てによる火災が発生

する．道路が汚くなる ○未

・犬のフンで歩道や道路が汚くなり、

フンを足で踏みつけてしまう ○未

・道路が汚い（不衛生である） ○今 ○未

・町内の美観を損なう ○未

・衛生状態が悪化、健康を害する ○未

・家庭の中で話し合うこと

・見かけたらその場で注意する

・ポイ捨て防止の看板を掲げる

・ごみ捨てないよう表示する（看板等）

・立看板を立てて啓発する

・ポスター、チラシ等でポイ捨てしないよ

う徹底を図る（作成）

・広報活動を盛んにする

・「清掃の日」当番制を持ち回る

・暗い場所や茂みをなくす。捨てにくい環

境をつくる

・たばこの投げ捨てに罰金を取る

・ポイ捨て啓蒙活動を（全市ポイ

捨て禁止）

２．自治会や子ども会から抜け

る人が出てきている

・地域の行事などがなくなってしまう

○未

・自治会が個人のニーズに応えていな

い ○今

・役員になる人の負担が大きくなる

○未

・自治会や子ども会自体が何のために

やっているのかわからなくなる ○未

・地域の中で孤立化する自治会（寂し

い人生になる） ○未

・近所づきあいが薄くなる

・自治会の人数が減り、自治会活動が

できなくなる ○未

・子ども会の子どもが減り、子ども会

活動ができない ○未

・協調性がなくなり地域のまとまりが

悪くなる ○未

・地域で大人や子どもがふれあう（集

まる）場がなくなる ○未

・自治会へ加入している人とそうでな

い人の間で住民感情が悪くなる

○未

・友達が少なくなる（子ども会）

・近所に未加入者がいた場合、班員が加入

を勧める

・保護者とよく話し合って抜けないように

依頼する

・どういう理由で抜けるのか徹底した調査

を行い、その中から解決策を見出す

・自治会に入る（入っている）と得するこ

とをつくる。メリット

・自治会、子ども会関係なしで参加できる

行事をする

３．独居世帯が増えている ・最悪自宅に引きこもりになる ○未

・外に出ていくのが億劫になり、人とのつきあいがなくなる ○未

・家の中で倒れていても気付いてもらえない ○未

・認知症になりやすいのでは ○未

・孤独死 ○未

・防犯、防災上のネックポイントとなる ○未

・火災、泥棒等の心配がある ○未

・緊急の場合の対応が充分にできなくなる ○未

・災害時に避難できない ○未

・自分でできる範囲で声かけ、

あいさつ

・近所の人が一声かける

・声かけをする、認知症サポー

ターを上手に使う

・自治会、民生委員と常に連携を深める。

管理を強化する

・近くの住民ができるだけ見守ってあげる

・民生委員さんと地域の協力を強くする

・安心カードの活用

・地域包括支援センターに相談す

る

・定期的なパトロール

・ポイ捨てがしにくいように、住民が定期的

に清掃活動を行い、清潔にする。

・たばこの投げ捨て禁止のポス

ターや看板をつくる

・ごみ、猫を捨てるな のポス

ターや看板の設置

４



福祉のまちづくり「やってみゅ～で・わがまち座談会」  福田地区   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．交通量が多く危険 ・渋滞（特に朝夕） ○今

・歩道が狭い（道路を早く広く） ○今

・道路を簡単に渡れない！ ○今

・死亡事故が起こるかもしれない ○未

・子どもの道路への飛び出し事故 ○今

・交通量が多く、運転マナーも悪い ○今

・道路が狭い ○今

・親子で会話を通じて交通安

全について話し合う

・地域にポスターを掲示する

など、積極的に子どもと取

り組む

・交通規制をする

・信号機の位置等のチェックをお願いする？

・バイパス建設の陳情を行う

・建設促進、期成会との連携

２．バス停、空き缶、タバコの

ポイ捨てが多い

・町が汚くなる ○今

・自分だけはよいと考え、ますますポイ捨てが横行する ○未

・子どものしつけに悪い ○今

・バス停がゴミ溜めとなっている ○今

・バス停にポイ捨てをやめる

ポスターを張る

・バス会社にゴミ箱、吸殻入れ等の設置や、

ゴミの回収を依頼できないか？

・罰則を設ける（ポイ捨て禁止条例）

３．福田の歴史が風化している ・歴史が受け継がれない ○未

・せっかくの福田の歴史が知られていない ○今

・歴史を知っている人がいなくなり福田地区が消えてしまう

○未

・福田の歴史の資料を、自治

会を通じ回覧！

・郷土史の勉強会を発足する

・プロジェクトチームをつくる

・小学生の町探検を充実させる

・子どもの自由研究のテーマに福田の歴史をあげ

てもらう

・自治会を中心に歴史セミナーを開催する

・講師を要請する

・歴史散歩の実施

・郷土史さるく（長崎市）に含めて

もらう

５



福祉のまちづくり「やってみゅ～で・わがまち座談会」   福田地区 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．地域に対する情が薄くなっ

てきている

・子ども会、自治会離れが増えている ○今

・近所のかかわり方が変わってきている ○今

・高齢者の居住状況を自治会でも把握していない（プライバシ

ーの確保が邪魔？） ○今

・自治会放送について、やかましい、あまり放送するなとの意

見要望あり ○今

・あいさつから始める

２．犬、猫、イノシシ問題 ・猫にエサをやる人がいるので猫が増えてくる ○今

・ネコの糞公害が拡大する ○今

・野犬がいる（野犬なのか飼い犬なのかの区別がつかない犬も

いる） ○今

・人が見ていない時間にエサやりをする方がいる ○今

・犬、猫ボランティアの方がいる ○今

・問題が起きた時、相談先がわからない（エサやりや糞公害等

の問題が起きた時、相談をどこにすればいいのか分からない

ために、問題がそのままになってしまう） ○今

・見かけたら注意をする、が、しにくいのでしかるべ

き道を使ってお願いする（直接見かけた住民から、

エサを与えている住民へは注意がしづらいので、自

治会等の組織・団体から、エサやりを止めてもらう

ようお願いする）

・張り紙をする（注意を促す）

３．いろいろな問題を抱える道

路

・期成会の存在を保護者が知らない ○今

・いつか事故が起きる（歩道がないため） ○今

・通学路の溝蓋の上を歩いている（穴等あり危険、不安定な溝

蓋もある） ○今

・避難所に行くのにも危険が伴う ○今

・歩道と呼べる歩道でない（子どもが危険に晒されている） ○今

・子育てにやさしくない。子どもと手を引いて歩けない、ベビ

ーカーが通りにくい（現在の問題として、歩道の幅が狭いた

めにベビーカーを押しながらの通行や、子どもの手を引いて

平行に並んで歩くと、そのすぐ脇を車両が通るために、非常

に危険な状態である。） ○今

・202 号線進捗状況、半年に 1 回各自治会単位で知らせる ○未

・バスの便数が少ない ○今

・避難施設が確保されていない ○今

・危険を感じたらすぐ報告

をあげていく（自治会経

由であげていく）

・アピールをする（期成会を知らない）

・安全点検のパトロールへの参加呼びかけ。福田キッ

ズ見守り隊

・異世代交流事業（子ども、自治会、老人

会等とのふれあい）

６


