
次に、各グループから地域を愛する気持ちがあふれる「キャッチフレーズ」が発表され、

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。

今まで話し合った晴海台地区の良い所や気に

なるところを振り返り、「これからどんなまち

にしたいのか」考えることにしました。

参加者は、「こんなまちがいい」「あんなまち

がいい」といろんなアイデアを付せん紙に書

き出し、それをグループ内で発表していきま

した。

そして、グループごとにまとめた内容をみん

なの前で発表しました。

これからどんなまちにしたいかな？

～まちづくりのキャッチフレーズを考えよう！

ステップ ３ ※出された意見は、次ページ以降にあります。

地区全体のまちづくりのキャッチフレーズ（目標）決定！

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）

「海や山の景色が良く夕陽も素晴らい！」、「子ども達が元気で挨拶もよくしてくれる」と

の声が 1 回目から聞かれていました。キャッチフレーズは、まさにその気持ちが込めら

れています。アンケートの結果「今後このような地域の話し合いの場は必要だ」と感じら

れた方は 100％でした。これで終わりにしないで、これからも地域で話し合っていくこ

とが大事であると感じました。晴海台地区のみなさん、本当にありがとうございました。

グループごとにステキなキャッチフレーズが

候補に登場してきました（＾＾）

２

『自然と笑顔があふれる、創造のまち晴海台！』

◎３回の座談会を振り返って、感想を聞いてみました。

「団地の情報がより理解できた」「老若男女の集える会が欲しい」「参加した

人だけでなく町の人みんなに聞かせたい」「住んでいるだけで深く考えるこ

とが少なかったので、念頭において暮らしたい」などさまざまな意見をいた

だきました。ありがとうございました。

平成２１年１１月２４日（火）、晴海台地区公民館で、

32 人の方々が参加し、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。

今回で、晴海台地区の住民座談会は最後ということで、

白熱した話し合いが行われました。
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晴海台地区

第３回

【「やってみゅ～で・わがまち座談会」を開催する理由】

前回は大雨洪水警報が発表され

たため残念ながら解決策まで考

えましが、発表をすることなく

終了しました。今回は２回目の

発表から始めました。皆さんが

グループごとに考えた気になる

ところの解決策を発表していた

だきました。

気になるところの解決策を発表！！
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」

「晴海台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。

日にちが経過していたため思い

出しながら振り返りました。

１

前回出された意見を掘り下げてみよう！

～もう一度、問題の解決策を考えてみよう！

ステップ ２

前回、各グループで話し合った解決策を見ながら、ほ

かにもアイデアがないか、みんなで知恵を出し合いま

した。

参加者は、アイデアいっぱいの意見を付せん紙に書き

出し、グループの中で自分の意見を発表しました。

ちょっと分かりづらいですが、追加意見がたくさん出ました。熱い想いが付箋の量で伝わってきます！！



福祉のまちづくり「やってみゅ～で・わがまち座談会」 晴海台地区 ３回目  （●：3 回目追加分） 【テーマ：高齢者・障害者 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．高齢者の問題

①一人暮らし老人の孤独死が心

配

②独居老人、高齢者が多くなっ

ている

③災害時の高齢者の安否が心配

・同居独居（お昼、一人の状態が心配）

・情報がとれない（独居老人の情報が共有さ

れていない）

・共働きが多く、緊急の場合などの連絡がつ

きにくい

・家族との連絡体制ができていない

・民生委員さんがどなたかわからない

・隣近所の付き合いが少ない

・ご本人の生活像が見えない

・老夫婦でも、一人が入院すると独居状態に

なってしまう

・緊急の場合の対応のシステムが整っていな

い（高齢者１１０番など）

・隣人への声掛けを率先しておこなう

・家を訪問する

●小学生が登下校する際に玄関に出てあい

さつをする。

●小学生の登下校に合わせて玄関で声かけ

をしてもらう

・班長宅に独居老人マップを置く

●独居老人名簿をつくり班長が見守る

●独居老人が必要なときは、合図をだしてほしい

●自治会で緊急時の情報を共有する（３）

●月に 1 回＝定期的に高齢者サロンをつくる

●長崎市で年に 2 回程度、回覧をつくり

全戸に回す

２お店がなくて、買い物が不便 ・健康が心配になる

・特に、男性の独居老人の買物が不便になる

・栄養不足や健康管理が心配になる

・買い物のための、交通費が負担になる

（町内になくなると、バスや電車で買い物に

行くことになるため）

・お店がなくなると、生活全般に影響が出る

●日用品は生協、食事は宅配業者を活用 ●ボランティアで買い物の手伝いや病院の付き添い

をする

洗濯ものがほしたままになっていないか、日常生

活の中で注意して見守る

郵便物が溜まっていないか注意する

高齢者とのコミュニケーションを図る

自治会への加入要件を緩和し、高齢者の自治会参

加を促す

災害時の救援マップを作成する
居住地が支える場所であることを、高齢

者にも理解してもらう

ボランティアとして、支援活動に参加する

お店が無くならないよう、なるだけ町内のお

店を活用する

高齢者の生活を支援するためのネットワークを

つくり、地域のボランティア活動につなげる

地域全体で、見守り活動を行えるような活動を、

検討する

３



福祉のまちづくり「やってみゅ～で・わがまち座談会」 晴海台地区 ３回目  （●：3 回目追加分）   【テーマ：防犯･防災  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.災害弱者への支援

○災害時の高齢者の安否が心配

･自治会に入ってないと住んでいる方の情報が

分からない

･高齢者との交流がない

･自分の家の隣か前の方しか知らない

･避難ﾙｰﾄを知っているのか心配

･声掛けが出来ない

･両隣の住民の把握が出来ていない

●高校生と消防団のつながりをつける

･自治会に加入してもらう

･自治会で避難場所の周知、説明をする

･自治会の規模を縮小し（東･西･南･北）  

活動しやすくする

･自治会未加入者にも情報提供（ﾁﾗｼ配布）

･役員の負担を減らすことで自治会加入を促すこと

ができる（2）

･事前に近所で話し合って、身体が不自由な方など一

緒に避難する

●リタイヤおじさんで青パト隊をつくる

･知らない人でも災害時には声掛けする

●防災マップをつくり、防災訓練を実施する

･毎日使う冷蔵庫に避難先のﾙｰﾄを貼る

･若い人を対象に親子ﾚｸを企画し普段から交流を持っ

ておく

･警察と自治会との情報交換

●安心・安全のまちづくり委員会を自治会の

中に設け、先ずは意見交換の場をつくる

2.違法駐車

○路上駐車が多いので火災の時に困

る

･消防車が火災現場の近くまで行く事が出来な  

い

･鍵をかけているので緊急時に車の移動が出来

ない

･通学時に掃除しながら見守り声掛け ･貸し駐車場の情報を回覧する

･自治会で決めごとを作る

･駐車場に使っても良い場所（空き地）の提供

●駐車禁止箇所を住民でパトロールする（２）

●取り締まりを住民間でない方法で行う

3.救急体制の不足

○近くに救急車がない！！

･応急処置の仕方が分からない

（ＡＥＤ装置とか）

･緊急時の対応の仕方が分からない

･自治会単位で、月に 1 回程度でいいので『救急法』

の講習会を開催する

●AED 実技指導や初期消火の指導を行う

AED 未設置ヶ所に新設を希望する

●消防団員を至急募集してほしい

女性団員も可能です

･まずは『あいさつ』から

･もっと小さくて良いので気

軽に寄れる集会所が欲しい

●行政が行っている支援情報を安全対策に

活用する

●違法駐車をシールで注意した後、常習者へは警察に

対応を依頼する

４



福祉のまちづくり「やってみゅ～で・わがまち座談会」 晴海台地区 ３回目  （●：3 回目追加分）    【テーマ：住居環境  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．交通アクセス問題

・バスの便が少ない、時間が

空きすぎている

・バスの間隔が空きすぎていて、これに遅れ

ると車に頼る

・自家用車の使用が多く、環境にも良くない

・ラッシュ時に混雑していて、子どもや高齢

者が座れない

・乗り換えが不便

・バスの便が少ないので、少しの用件でも一

日費やすことがある

・最終バスの時刻が早い

・団地に入る人が減り、出て行く人が増える

・バス代が高いので家計に負担がかかる

・署名活動などをして、バス会社へ交渉する

・ノーマイカーデイを団地でつくる

●バスを小型にして収益の効率をよくする

・バスやタクシーの料金を下げる

・晴海台から南柳田までのバスの便をつくる

２．違法駐車等問題

・駐車場が少なく、路上駐車が

多いため火災時に心配

・救急車、消防車が通れず火事・病人が困る

・駐車の上、ジグザグ走行のため事故になる

・車の陰から子どもが飛び出す事故が起きる

・住民が外出を控えるようになる

・駐車場が１台しかない家は、夜間に家の回

りに置くことが多くなる

・一見、車を屋敷に入れているように見える

が、大半は外に飛び出しているので、通行

に不便です

・せめて、両側駐車はしない

●ご近所を互いに理解する

・空き地を公共駐車場にして、安い料金で利用できる

ようにする（３）

・ふれあい広場を時間を決めて解放する

●空き地を自治会で借りて駐車場にする

・時折、警察より注意してもらう

●「違法です」ステッカーを貼れないか？

３．安心・安全上の問題

・街が暗い

・街灯が少ない

・犯罪、事件事故が多発するのでは？（４）

・冬場の子どもの夜道、女性の一人歩きが

心配

・足下が暗いので、転倒する危険性がある

（２）

・各家庭の玄関灯や照明を遅くまでつける

●マイライトを携帯する

・街灯が切れているところは、きちんと整備する（２）

・夜間パトロール隊や車を出す（２）

・街灯を増やして、安心して歩けるようにしてほしい

（２）

・街灯を増やすよう行政と交渉する

・バス通りの灯りを強くする

・路上駐車には、厳しく取り締まりを

してもらいたい

・最終便の時刻を遅くまで伸ばして

・土日も含めてバスの便数を増やす（２）

・ラッシュ時にワンステップバスを運行させない

●バスの利用状況を調べ、バス会社が利益を出せるのか

確認する

●住民がバス利用を希望するダイヤを調べバス会社に

つなげる

●街灯を増やす

太陽電池式など設置できないか行政と自治会

が検討する

５



福祉のまちづくり「やってみゅ～で・わがまち座談会」 晴海台地区 ３回目  （●：3 回目追加分） 【テーマ：子ども（子育て） 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．たまり場状態

・バス停に高校生がたむろして

いる

・通行しにくい（３）

・ゴミ等が散乱する

・悪事を働く、なにかを荒らす

・集団で喫煙しないか心配

・夜遅くまで遊んでいるのでやかましい

・大人からの声かけ運動（注意を呼びかける）（３）

・青年者の地区活動が何かあったら良いのでは

・親同士のつながり。他人の子にも目を配る

●若者を納涼祭りの企画の段階から参画させる

・警察にパトカー巡回してもらう（４）

２．外で遊ばない子どもたち

・子どもたちが公園で遊んでい

る様子が見えない

・習い事が多く、遊び相手がいない

・忙しすぎる子どもたち

・子どもが体力不足

・公園もまったく遊んでいないのではなく

て、小さい子どもが遊んでいて、大きくな

ったら家でゲームしている

・公園ではよく遊んでいるが、メンバー（グ

ループ）が決まっている

・子ども同士の遊びのルールがわからないま

ま大人になる

・鍵っ子（コミュニケーション不足）

・公園の砂場がくさい（犬猫の糞）

・子どもが自己管理できるよう育てる（教育）

●親が子どもに外で遊ぶように言い聞かせ

る

・公園の周りの住民の見守りによる、安全な環境づく

り

・となり近所で子どもたちの様子に気をつけてもら

う。（周囲の手を借りる）

●子ども会に親も大人も一緒に参加できる場を

つくる（２）

●住民と子どもとの交流行事を今よりも多くする

・体力不足とならないよう、（遊びの）指導

員を養成して配置する

３．預かり施設等の不足

・就学前は子どもを預ける場所

（施設等）があったが、小学

校になると預ける場所がなく

なった。

・安心して仕事が出来ない（2）

・共働きの子どもが事故にあっても、連絡が

とれない

・預かり施設があれば目が届くが、鍵っ子が

火遊びしないか心配

・預かり施設が不足しているため、習い事を

させるようになる

・今の小学生が、学校が終わった後どうして

いるのかわからない

・預かり施設を設けるとますます子どもが外

で遊ばなくなるのでは

・大人が忙しくしない（ワーク・ライフバラ

ンス）

●蚊焼のガリバー（学童保育）までの送迎を

ボランティアで行う

・既存の公民館を子どもたちの預け場所とし

て開放できないか（図書室で読書、宿題）

（２）

・幼稚園の放課後に施設を利用できないか

・学童保育の場所をつくる

・社会的不安を取り除く（変質者等）

・学校でのクラブ活動を活発にする

●平山台や蚊焼のように子どもが集う、預かり

の場をつくる

６



福祉のまちづくり「やってみゅ～で・わがまち座談会」 晴海台地区 ３回目  （●：3 回目追加分）   【テーマ：社会参加、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 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．自治会の問題

○自治会加入者が少ない

･自治会の収入が減少

･運営費の不足（2）

･役員等になる方がいなくて、自治会自体 の

運営が厳しくなる（2）

･役員の負担が増す

･役員の固定化がいっそう増す

･地域の見守りが低下する

･防犯、防災等に支障が出る

･災害発生時に救助が出来ない

･住環境が悪化する

･住民関係の希薄化

･孤立世帯の増加につながる

･加入者が減少すれば、道連れ脱退者が増え

る

･市職員が積極的に自治会役員を受ける ･役員の負担を減らす→班長など一人体制を二人体制

にする

･自治会を辞める原因を聞く

･自治会の良さを知ってもらう（自治会ってなに？自

治会員になってどんな事をすればいいいの？）

･自治会のしくみを理解してもらい、無くなったらど

んなに困るかｱﾋﾟｰﾙする

･自治会員へのﾒﾘｯﾄ

●行事に参加できない自治会員さんには、定期的に訪

問するなど会員を大切にするシステムにしては？

●高齢者は役員を免除する制度を設けてはどうか？

●高齢者世帯が自治会に加入した場合、その会費の

減免を検討する

･行政が自治会への加入を奨励する

２．地域行事等への参加者の減退．

○行事への参加者を集めるのが

難しい

･目標の行事が出来ない

･行事の数が減り、実施出来なくなる（3）

･自治会の交流ｲﾍﾞﾝﾄが減っていく

･参加した人の負担が増える

･行事に参加しないため、自治会員が全く分

からなくなる

･地域の方とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝが取れなくなる(5)

･子どもが参加したくなるｲﾍﾞﾝﾄを行う（学校の協賛も

いただく）→親も一緒に参加するようになる

･隣近所と声掛けして行事に参加する

･誰でも参加できるような行事にする

･気軽に参加できるような雰囲気作り

3．交流拠点の確保

○住民が気軽に集まる場所がない

･子どもと大人の交流が少なくなる

･子どもの非行化が増える

･高齢者の閉じこもりが増える（3）→身体機

能の低下につながる

･地域の方とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝが取れなくなる(5)

･集まる場所が出来たら、そこに来る人が「楽しいな

～♪」と思えるようにする

･気軽に集まる場所を作る

･公民館の一室を改造して開放する

･小学校の空き室を住民に開放してもらう

･粗大ゴミの回収

･空き店舗を借用し活用
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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．ｺﾞﾐだしのﾏﾅｰが悪い

・○ｺﾞﾐの出し方が悪い

･動物が荒らし不衛生（4）

ｺﾞﾐの分別が悪い（2）→ﾋﾞﾝと缶等が同じ袋に

入っている

･ｺﾞﾐの分別がされていないため収集されず、そ

のまま残っている（2）→更に分別がいい加

減になっていたり、動物が中身を出して散ら

かす

･ｺﾞﾐ収集車に迷惑を掛ける（時間どおりに収集

できない）

･決められた日以外のｺﾞﾐを出している

･水切りを良くしていない

･ﾘｻｲｸﾙをきちんとするとｺﾞﾐが減る

（環境衛生部のﾘｻｲｸﾙに出す）

･きちんと順番に奥の方から詰めて入れる

（ﾌﾟﾗが特にひどい！）

･ｺﾞﾐを少なくするよう努力する

●生ｺﾞﾐ処理容器を各家庭に揃える

●ｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽの中には、資源ｺﾞﾐを入れずに、

ﾄﾚｲなどのｺﾞﾐを入れてはどうですか？

･出せない方（障がい者、認知症の方）を把握して

お手伝いする

･自治会広報誌で定期的に周知する

･ｺﾞﾐの出し方講習会をする

･常時、ｺﾞﾐが溢れている場所を正確に把握する

●現在の様々な職種に合わせて、ｺﾞﾐ出し時間も

8 時までとこだわらない。

●木の枝や葉は、ｽﾃｰｼｮﾝの横に置くように

できないか

●ﾌﾟﾗｺﾞﾐの回収日を週 2 回にする

2．ｺﾞﾐｽﾃｰｼｮﾝの整理

○ｺﾞﾐｽﾃｰｼｮﾝの箱を増やしてほ

しい

･収集場所が少ない

･ｺﾞﾐが散らかってしまう（風などで飛ばされて

しまう）

･ｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽから溢れて後の人が入れるスペー

スがない

･水曜日（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ、資源ｺﾞﾐ）に溢れている

●生ｺﾞﾐﾘｻｲｸﾙに自治会としても取り組んでほしい

･容量の多いﾎﾞｯｸｽの設置が必要（ｽﾍﾟｰｽが限

られているから）

･ｺﾞﾐｽﾃｰｼｮﾝの設置場所の検討

･ｺﾞﾐが溢れている場所と付近の世帯数の検

討

･車の通りが多い所にﾎﾞｯｸｽを増す

･ｺﾞﾐｽﾃｰｼｮﾝの箱の数が増えれば分別ｺﾞﾐの日

など分けて入れられて意識も高まる

･ｺﾞﾐｽﾃｰｼｮﾝの大型化

3．犬猫の被害

○犬の飼い主のﾏﾅｰが悪い

･異臭がする

･糞をめぐり住民間が不仲になった

･飼い主が、犬のフン･尿を平気でやらせている

･清掃をしなくなる

･きちんと飼っている方へも厳しい目となる

･散歩中の犬の鳴き声がうるさい

･家の回りをきれいにする（草の所に糞が多

いため）

･散歩は、鎖で引っ張ってさせる

･フン回収袋を携帯する

●室内で飼えるペットを勧める

（ｸﾞｯﾋﾟｰ、ﾊﾑｽﾀｰなど）

･統一した看板を立てる（2）

･定期的に、飼い主のﾏﾅｰ講習会を開く（2）･

●自治会で専門ﾄﾘﾏｰによる勉強会をする

･犬の散歩の時など声掛け（あいさつ）をし、犬友に

なる

･市役所にお願いしていく

●猫を飼っている家は、去勢手術をして

もらう

猫を拾ってこない、家から出させない

･ｺﾞﾐ袋に名前を書いて出す

ようにしてみる

･ｺﾞﾐｽﾃｰｼｮﾝの箱への入れ方を考えて、生ｺﾞﾐが入っ

ていない物は箱の外へ置く事を呼び掛ける

･生ｺﾞﾐ処理機を自治会で安く

購入できるようにしてもらう
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