
平成22年 8月 19日（木）、福田地区公民館で地域

の方々２8名にご参加いただき、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」 

「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、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。 

 

 仮定の話にも関わらず、参

加者の表情は、真剣そのもの。

この議論の中から実現する解

決策も出てくるかも・・・
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いよいよ発表！～おススメ解決策の実行プラン～ 
ステップ ２  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※出された意見は、次ページ以降にあります。 

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）は・・・ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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。                

福田地区の皆さん、本当にありがとうございました。 

 福田地区では、以前から住民に親し

まれたキャッチフレーズがあり、今回

はそのまま使わせていただくことにな

りました。 

★ ３回の座談会をふり返って・・・（参加者からの感想）★ 

・ 自分の知らない福田のことがわかって、とても良かった。 

・ 地域の人達とのつながりを強くするために皆で協力し合おう。 

公民館にも掲示

されています！ 

慈 し み と 癒 し の ま ち 福 田 

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） 



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３回目 【1グループ】 

 

おススメ解決策    

 車が来ているのに道路を 

 渡る人がいる 

 

たたととええばば中中学学校校ででポポススタターーををつつくくっってて  

        道道路路をを渡渡るる人人がが多多いいととこころろにに張張るる  

  

何を 誰を （対象） 

・ポスター 

 

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） 

・安全協会に看板（ポスターを張るための土台となるもの）を設置してもらう 

・バス停近くで道路を渡る老人に注意を促すマンガ的なポスターをつくる 

・ポスターをマリナシティなどの掲示板に張る 

・学校の美術の時間にポスターを作成する 

・教頭先生に頼んでみる ・採用されたポスターをコピーして使う 

 

協力して欲しい人・団体                              

・小学校や中学校の生徒に頼む ・道路管理者 

・警察  

 

いつ                          

・夏休みの宿題の一つにする 

 

どこに（ポスターを張る場所） 

・各バス停付近 ・ガードバイプなどに取り付ける 

・店舗の近く ・大浜交番付近 

・福田支所の前 ・福田本町バス停 

・デイサービスをしている所 ・支所に張る（老人の食事会があるので） 

 

お知らせ方法                      

・ポスターの採用は、子ども達や地域の人の投票で決める 

・育友会だより等の広報誌でポスター設置の周知を行う 

 

活動に必要なもの 

・ポスターはラミネート加工する（雨等の対策のため） 

 

その他 

・資源物の倉庫とごみステーションの間に横断歩道がなく、運搬時にやむを得ず渡る場合も

ある。 

・ポスターが破れた時などの維持管理を誰がするのか 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３回目 【2グループ】 
 

おススメ解決策  
マリナシティに 

自治会がない 

 

       

小小ググルルーーププかかららのの自自治治会会立立上上げげにに努努力力すするる  

何を 誰を （対象） 

・マリナシティの住民の方々にアピールし、促進する（管理組合の役員を含む） 

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） 

・管理組合と自治会の違いを示し、自治会を作る目的を明確にする 

・事前にアンケートを配り、住民の意見を聴き動向を探る 

・子ども会のメンバーから自治会を立ち上げる 

・住民の関心を高める ・リーダーを養成する ・メリット 地域のつながり 

・トラブルは管理会社まかせ、総会参加は、

６８０世帯中５０人と少なく、そういっ

たことから改善する 

・マンションで自治会がある他の地域の設立状

況を教えてほしい（立ち上げ→自治会設立ま

で）。苦労話、困った点など 

・自治会を結成した場合のメリット、デメリットを熟知させることが先決では 

・自治会がないと困る点は何かの説明をする 

（管理会社に共用部分の清掃及び管理は全面的に任されているので住民は困っていない）

・自治会立ち上げをお知らせし、賛同する人達に集まってもらう 

・少人数でもそのとき集まった人達で立ち上げるようにする 

・賛同住人に対し、福田地区連合会も積極的に話し合いを進める 

・自治会を立ち上げることの必要性を分かりやすく説明して理解してもらう 

・自治会の立ち上げのためのプリントを作成し、マリナシティ内に張る 

協力して欲しい人・団体 

・福田地区自治会連合会（東、西） ・社協、民生委員 

・川平のコアマンションの自治会長さんに来

てもらう 

・集まりをする際、市役所の人や近隣の自治会

長さんにも来てもらい、話をしてもらう 

・対象者はマリナシティの住民が対象となる

が、小中学校の育成協あたりにも協力して

もらう 

・行政（自治振興課）サイドより自治会加入の

メリット等の説明会を開催する（連合自治会

も参加する） 

いつ                                 どこで 

・今年度中 ・平成２２年末までに  ・マリナシティ集会場 

・エレベーター内掲示板を利用 ・早晩の立ち上げは無理と判断されるが、長いスパ

ンで息の長い活動が必要では 
 
 

お知らせ方法                            

・掲示板にお知らせプリントを張る（出欠を確認できるようにする） 

・老人クラブ加入資格者（６０歳以上）の方（世帯）に知らせる 

・育友会（子ども会）のメンバーに知らせる ・棟別の説明会に参加していただく 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３回目 【３グループ】 

 

おススメ解決策  

 ごみのポイ捨てが多い 

 

ポポイイ捨捨ててししににくくいいよよううにに、、    

住住民民がが定定期期的的にに清清掃掃活活動動をを行行いい清清潔潔ににすするる  

 

何を 誰を （対象） 

・ボランティア活動できる人を募る 

・比較的時間がある退職者 ・サークルを作り活動する 

 

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） 

・既に実施している第３日曜日の清掃時間を１５分程度延長して行う 

・清掃日を決めてボランティアを集める（例、第１日曜日） 

・関係各団体の協力を得て、各定期会合の時に協力者を募って日時を決めて活動する 

・ごみ収集日に合わせてごみ出しついでに、決めた場所を清掃する 

・各自治会の中の、清掃ボランティアの人達の協力を得て、ごみ収集の日に見回りする 

・看板の設置「ここは住民がきれいにしています」「ごみを捨てないでください」 

・こどもが参加できる学校の休日に、毎月１回実施する 

・担当区域を決める（自治会毎、団体毎） ・親と子がごみ問題を話し合う 

 

協力して欲しい人・団体 

・自治会会員（大人、子ども全員） ・育成協 ・事業体（店舗） 

・各種団体（老人クラブ、子ども会、青年団） ・各自治会を中心に子ども会を取り込んで 

 

いつ 

・月１回 各自治会の月１回の清掃日（第３日曜日）に行う 

・まずは月１回から、清掃日を決めて集まった人で行う ・ごみ収集日の前日 

・第（何）日曜日と決める ・休日（月１回程度） 

 

どこで 

・道路を重点的に各自治会別で実施する ・地区内道路（危険の少ない所） 

・居住地区 ・バス停周辺 ・公園 ・海岸、砂浜 ・千本松原（海岸） 

 

お知らせ方法 

・清掃前、後の写真をとって成果を回覧板で報告する 

・自治会の有線放送 ・町内放送 ・自治会の回覧 

 

活動に必要なもの 

・各自治会の掲示板にポスターを張って広報する（子どもたちにポスターを作ってもらう）

・福田の町を愛する心 ・ごみ袋、手袋（軍手）、熊手、ごみバサミ、デジカメ等 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３回目 【4グループ】 

 

おススメ解決策    福田の歴史が 

風化している 

           

郷郷土土史史ささるるくくにに含含めめててももららうう  

 

何を 誰を （対象） 

・地域住民（福田・手熊を含めて） 

・育成会を中心に家族で参加できるよう 

 

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） 

・福田地区のイラスト、地図の作成 

・福田やその周辺を巡る「史跡めぐり」（歴史散歩）をする 

・簡単なレシピ本を作る（親しみやすいもの） 

・小・中学校で歴史資料を作る 

・子ども主体で福田地区のさるくコースを作る 

・小学校の授業（生活の時間）に郷土史のことを話してもらう 

・福田地区だより（仮称）で郷土史のことをシリーズで掲載する 

・歴史セミナーの開催 

・引率者（伝承者）を養成する 

 

協力して欲しい人・団体 

・郷土史に詳しい人にレクチャーをしてもらう（何人かいる） 

・支所に事務局になってもらう 

・小・中学校 育成協 

 

お知らせ方法 

・育成協のお知らせに記事を載せてもらう 

 

 

 

 

 

 

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３回目 【5グループ】 

 

おススメ解決策    地域に対する情が 

薄くなってきている 

        

異異世世代代交交流流事事業業  

 

何を 誰を （対象） 

・地域住民（人ごとじゃなかバイ。福田に住んどるみんなバイ。あんたも、わたしも） 

 

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） 

・子どもと高齢者で町内をオリエンテーリング 

・自治会単位で取り組む 

・老人会と自治会の座談会 

・各種団体との意見交換会 

・敬老の日にお年寄りと子ども達の交流を行う 

 （中学生：メッセージ、幼稚園児：歌のプレゼント） 

 

○福田のおすすめをさらに良いものにするために 

ペーロン 子どもを乗せる 

夏祭り みんなが主催者。みんなで作るお祭りに!! 

ふれあい会 
小学生育成会だけでなく地域の皆さんの力を借りて 

子ども達を育てていきたい  

 

協力して欲しい人・団体 

・３本の矢（子ども会 ⇔ 青年団 ⇔ 連合自治会）  

 

いつ                              どこで 

・今から 思い立ったら吉日!!  ・ここで（福田） 

 

お知らせ方法                      

・話す ・声かけ。話しましょう!! 

 

活動に必要なもの 

・気持ち ・気合 

 

６
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