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平成 22 年 2 月 20 日（土）、日見地区公民館で、26 人

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、和気あいあいとした雰囲気の中にも、

「自分たちの地域を良くしたい」という熱い意見、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

日見地区

第2 回

【「やってみゅ～で・わがまち座談会」を開催する理由】

各班の代表が、第 1 回目に出

された「自分たちのまちの気

になるところ」の 6 つのテー

マ（高齢者・障害者／災害・

防災／社会参加・コミュニケ

ーション／居住環境／環境衛

生／子ども（子育て））の入っ

た“封筒”を選び、班ごとの

テーマが決定しました。

話し合う“テーマ”を決めよう！
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」

「日見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

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。

前回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

話し合った内容を発表しよう 「グループ発表」

第３回の「やってみゅ～で・わがまち座談会」（3 月 13 日（土）午後７時～９時、日見地

区公民館）では、「これからどんなまちにしたいのか」を考えて、まちづくりの「キャッチ

フレーズ」を決定します。

皆さんから出された意見は、グループごとに発表されました。

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！
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みんなで力を

合わせて、解決

策を考えます。

冬なのに、熱気

で暑い！

▼「学校の空き教室を

使って、高齢者が集

まれる場所、活躍で

きる場所を作れない

かな？」

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、掘り下げて考える

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”を付せん紙に

書き出し、自分の意見を発表しました。

「子どもが日見川で遊

べるように、川に入る

ための階段が整備で

きればいいなぁ」▲

▼「日見中学校の外のトイレ

を新しくして、その壁に、

中学生に絵を描いてもらっ

たらどうでしょう？」

※出された意見は、（Ｐ２～７）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）
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「やってみゅ～で・わがまち座談会」 日見地区 ２回目                       １グループ【テーマ：環境衛生】

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

犬猫の飼い主のマナー

・犬の糞が散乱している

（飼い主が後始末をしな

い）

【今起きている問題】
・雨の日もそのままなので、流れて道路が汚い
・犬の散歩を男性がしている時、後始末用の袋を

持っていない人が多い
・拾ってもそのまま海に投げ捨てる

【未来に起きるかもしれない問題】
・悪臭問題になる

・各自が自覚を持って糞の
処理をすること！

・立て看板を作る（糞を捨
てるな！）

・飼い主のマナー向上のた
めの啓発活動（ポスター
の掲示を増やすなど）

・飼い主のためのマナー講
座を開催する

自然環境

・日見川で遊べない

【今起きている問題】
・階段がないため、川に入れない（市に要請中）
・川自体では遊べるのに、階段がないため川に入

れない状況である
・ゴミのポイ捨てがあり、危険である

【未来に起きるかもしれない問題】
・子ども達が自然と触れ合う場所が減る
・川の生物に悪影響を与える

・遊べる範囲のところに川
に入れる安全な階段を作
る

・安全に川で遊べる環境作
りを行い、親が快く子ど
もを川へ遊びに行かせる
ことが出来るよう意識を
変える

ゴミ捨て・タバコのポイ

捨てのマナー

・ゴミのポイ捨て

（道路・日見川）

【今起きている問題】
・食べ歩きをしながら、レジ袋や食品の包装紙を

普通に捨てている
・魚釣りに来た人がゴミを捨てて帰る（海岸～堤

防）
・景観を損なう（日見公園でのタバコのポイ捨て

など）

【未来に起きるかもしれない問題】
・川が汚染され生き物が死んでしまう
・川にゴミを捨てる人が多く、川も海も汚くなっ

てしまう
・日見川は海に近いので、川と海の両方の生き物

が住みにくくなる

・それぞれでゴミのポイ捨
てをしないように気をつ
ける

・一人ひとりの意識を高め
る

・皆で一緒にゴミ拾い活動
を続ける

・環境教育をする（マナー
改善）

・立て看板を作る（ここに
捨てるな！）

・地域の会合で話し合う
・清掃活動を実施する（様々

な団体がそれぞれで行う、
自治会・小中学校・大学・
個人など）

・意識を高めるための努力
を惜しまない（集会での話
し合い、看板を立てる、掲
示板やチラシで呼びかけ
る）

・ゴミ箱を設置してポイ捨
てを防ぐ

散歩をさせる時、男女・子どもに関係なく

必ず袋を持参する

お互いに声をかけ合う

外でもよくタバコを吸う人は携帯灰皿を!!

２



「やってみゅ～で・わがまち座談会」 日見地区 ２回目           ２グループ【テーマ：社会参加・コミュニケーション 】

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

自治会の問題

・自治会活動に参画しよ

うとしない。子供たち

に対する声かけがない

（現在）

・地域のつながり、人づきあいが少なくなっている

・地域に無関心な人が多く、自治会を良くしようと

思っても話し合いができない

・自治会役員になることを敬遠して会議そのものの

発展性がない

・親自体が近所付合いをしていないので子ども同志

の付合いもない

・以前は子ども会があったが役員をする人がおらず

現在消滅。そのため行事もなく付合いもない

・学生が集まってタバコを玄関前で吸っている

（未来）

・緊急時にまとまった行動ができなくなる

・自治会の維持ができなくなる

・隣近所が誰なのかわからなくなる

・マナーを守らない大人が増える

・犯罪等が増える

・孤独死が起こりやすくなる

・自治会活動に参加してみる

（自治会の大切さがわかる、

人とつながれる）

・自治会に入ってもらうよう

な声かけや、入ることでの

メリットを伝えていく

・自治会に入ることでの利益

を広告する

・参加しやすい時間帯を調べ

て活動を行う

・役員になると地域のことが

わかるので、皆さんが役員

になる仕組みをつくる

・元々地元と移り住みとを区

別しないでお互い耳を貸

す姿勢をもつ

・少数意見も取り入れ多くの

話を出す

・お互い協力して清掃活動を

行う

地域行事

・地域をあげての行事が

乏しい

（現在）

・地元に愛着がわかない

（未来）

・町に住む楽しみや愛がなくなる

・地域の特殊性がなくなる

・世代間の交流がなくなる

・他の地区との繋がりがなくなる

・関心の持てる行事（催し）

を計画する

・自治会間交流を行い、日見

地区全体での行事をする

・前例にこだわらず新しいこ

とをする

・門戸を広げ自治会が柔軟な

考えをする

地域のコミュニケーショ

ン

・町の中で学生がどのよ

うな役割なのか（期待

される役割が果たせな

い場合）

（現在）

・マナーの悪さ（ポイ捨て）

（未来）

・目上を敬う心がなくなる

・上級生に敬語を使わなくなる

・子どもの善悪の区別が希薄になる

・死に対する考えがリアルに感じられなくなる

・大人からあいさつをする

・コミュニケーションをする

ことからはじめる

・大人が積極的に声かけをす

ることで子ども達とのコミ

ュニケーションができて良

くなる

・親が他人からの声かけの有

難さを子どもに伝える

・あえて学生を利用して活動

を行う（地区からの声かけ

をする）

・地域に居住する学生にゴミ

だしマナーや清掃作業な

ど参加しやすく声かけを

する

・部活動への参加を呼びかけ

上級生がマナーを指導する

・学校での指導を行う

３



「やってみゅ～で・わがまち座談会」 日見地区 ２回目                     ３グループ【テーマ：災害・防災】

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

天災による心配
・台風等による災害の心配

・津波被害が起こる可能性がある○今 ○未

・網場地区の一部は、高潮で浸水のおそれがある

○今 ○未

・台風などで裏のガケがくずれた!!

命には関係ないけど、どこに連絡するの??○今

・防災無線はよく聞こえるか?○今

・全ての民家に防災放送はきこえるか?○今

・災害時、地域の協同が弱いので心配○今

・土砂災害の危険区域を知っておく必要があるので

は?○今

・問題点について日頃から啓

発・啓蒙活動を行う

・自分達の問題は自分達で解

決するという共同意識を

高める

・土砂災害を防ぐための補強

工事をする

・自宅内に無線機を取り付け

る

避難所の問題
・災害時の避難場所の指定

が曖昧である

・高齢者が多いので、避難場所が遠く心配○今

・避難できる人ばかりか?（高齢者等）○今

・斜面地区が多いので、高齢者・障害者の避難場所

までの移動はできるか?○今

・避難場所がわからない○今

・避難場所が分かっていないと避難が遅れて被害が

拡大する恐れがある○今 ○未

・各自治会でどこの避難所に行くか決まっている

の？自由に行くの?○今

・避難所までの安全なルートを確認していますか？

（大雨の中での避難も大丈夫?）○今

・昼間は若い人は仕事で、地域には年寄りばかりだ

よね… にげたりできる?○今 ○未

・まずは、地区の消防団へ連

絡する（災害時）

・地区の緊急時の連絡一覧を

作り配布

・自治会、班単位で避難場所

及びルートを決めよう

周知徹底する

・自治会で移動のマニュアル

を作る

・昼間に在宅している高齢者

を把握する

・高齢者等の実態把握

・目立ちやすい場所に避難所

案内の看板を立てる

交番がなくなり心配
・交番がなくなり、防犯上

心配

・日見地区はどんな犯罪がおこっているのか、知っ

ておく必要がある○今

・防犯面を住民が心配している○今

・緊急時、矢上からかけつけていたら間に合わない

ことがあるのではないか○今 ○未

・学校が多いので、若い年代の犯罪が増えている

○今

・空き巣等の被害が増える可能性がある○今 ○未

・注意を呼びかける、回覧を

する（犯罪等）

・地域の見まわり隊をつくる

・再び交番をつくってもら

い、なおかつ常駐してもら

う

防災放送のチェックをしよう

・危険な場所のＭＡＰを作り配布

・避難場所を確認し、住民に伝える（配布）

・地区全体の避難訓練

・警察に午前・午後・夜間にパトロールを

行うよう依頼する

・警察に狭路のパトロールを依頼する

４



「やってみゅ～で・わがまち座談会」 日見地区 ２回目                      ４グループ【テーマ：居住環境】

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

道路問題

・歩道が狭い、歩きづら

く危険

・歩道が狭く、車に接触する危険がある。

・つえを必要とする高齢者が買物などの外出に難

儀している

・子どもの飛び出し

・対人、対物事故の危険

・ママのセンターの前の五差路の問題、歩道の桜

の伐採、歩道の付けかえ、横断歩道の整備

・国道 34 号線方面の案内板の取付け（水族館か

らの帰りに、県外バス等の対策ができた）

・「飛び出すな」の大きな看

板を取り付ける。

・ママのセンター前の歩道

を渡る時の旗を準備

交通問題

・バス賃が高い ・日見地区は住みやすいまちではあるが、バス賃

が高いので人口増が望めない

・利用者が少ない

・バス賃が高いことにより、バスの利用がしづら

いことで、環境ＣＯ2 の問題がある

・バス賃が高いので、ペンギン水族館の利用は自

家用車が多い

・バス賃が高い。長崎市の東部の関係者の強い要

望があるが解決が遅れている

・バス賃が高いので自家用車の利用が多い

・遠出ができない

・住民アンケートを取り、

陳情を県営バスに出す

・地域住民もスクールバス

を使えるようにする

商店が少ない

・商店街が元気がない ・車がないと不便

・個人の商店が少ないことにより、地域のふれあ

いが少なく、子どもを守ることが問題

・空き商店をサロン的ない

こいの場として提供し、

そこに商品も置く

・ふれあいサロン利用

・ペギー（地域通貨）を利

用して商店街の活性化を

図る

日見小の自転車教室で交通安全の指導実施

複数の商店がまとまってがんばる

５



「やってみゅ～で・わがまち座談会」 日見地区 ２回目              ５グループ【テーマ：子ども・子育て・その他 】

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

日見小中学校

・日見中学校の外のトイ

レが男女一緒

（今）
・古く、ドアもガタガタで、中に入ると外から開けられ

そうで怖い
・トイレが男女一緒だと、恥ずかしくて我慢してしまう
・中学生という年齢で男女一緒は使いにくい
・中に不審者が居ても、気づきにくい

・取り壊して新しく作り直して
もらう署名（中学生が旗振り
役）

・中学の美術の授業で明るいト
イレにデコレーション

・外のトイレは男子か女子か決
める

子どものしつけ

・子どもの問題行動（し

つけ）

（今）
・家族関係の複雑化（愛されてない、大事にされていな

い）から登校しぶり等問題行動が起きる
・自宅が安らぐ場所となっていない
・子どもに対する注意を親が素直に受け取れない
・親が他を攻撃することで自分を守ろうとし、それが子

どもにも伝わって、問題行動が起きる
・悪いことをしても注意されなければ、同じ間違いを続

けてしまう
・親のしつけ力不足が見られる（学校・学童任せ）
・親も評価が気になり、自信がもてない
・子どもの見える姿に問題が集中し、責任が子どもに向

けられている
・子どもはこうあるべきだと形づけられている気がする
・子どもたちに時間の余裕がない
・自分の子どもの言い分を 100％信じている

・子どもへの話し方を少し変え
てみると良い

「今日、叱られんかった？」
⇒「何か楽しいことあった？」
・一つ一つの課題を面倒がらず

に話すことを子どものうち
から身につける（親が子ども
を待つ）

・大人のマナーの自覚をもう少
し高める（公共の場での言動
など）

・困っている人、苦手としてい
る人に大人としてどう関わ
るか自分に問いかける

・人を責めないということを自
分自身が思い続ける

・ＰＴＡ、地域コミュニティの
活性化で、子育ての孤立化を
防ぐ

・各年代が集まって、行事を行
なう

・大人の問題（経済問題・仕事）
の解決によって、大人に精神
的ゆとりを与え、子どもに対
する愛情を注いでもらう

・子どもが未来に向かっている
ことを本気で考える（市の施
策に期待）

・大人の教育を義務付ける

子どもの遊び場

・子ども遊び場（グラン

ド）が少ない

（今）
・大人の姿が少ない公園があり、安心して遊ばせられな

いと考えている人がいるのでは（例：西川公園）
・公園に幼児向きの遊具はあるが、児童向きではない
・下校時にパトロールがない状況（矢上・伊良林はあり）
・公園利用のルールが徹底されてない（ボール・自転車

遊び）
・道路の近くにある公園が多く、飛び出しがある
・小さな公園が多く、固定されたグループで利用してい

るので他の人が使いにくい
・野生のサルの出現で子どもが野山で遊びにくく自然破

壊、駆除の問題がある
・木が少なく陰になる所がないので、夏は遊びにくい
・近所の人たちと関わることができない

（未来）
・子どもが外で遊ばなくなると体力がつかず、自然を知

らないで育つ

・大人も車の移動ばかりでな
く、時々は歩いて子どもや公園
の様子を見てもらう

・放課後の有志のパトロールが
できると安心（老人会、自治
会等への呼びかけ）

・子どもたちが自由に遊ぶこと
に寛容になる（そのような大
人がいると安心）

・夏も休憩できる木陰が欲しい
（植樹）

・植樹、植え替えをしてほしい
（安い植樹、葉が多い、倒れ
にくい）

・アスレチックのような体を使
って遊ぶ道具を設置する

・子どもたちが昔のように冒険
できる場所づくり（遊具だけ
でなく）

・公園が子どもの育ちに与える
ことを長崎市が市として考
える

親達の悩みや不満を聞く場をもつ

子どもの問題行動は、「大人の問題」

６
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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

高齢者が心配

・市営アパートは古くか

らあるため、お年寄り

も多い

・アパートの上の階だと買い物に行きづらくなる

・高齢者の方で上の階（4・5 階）に住んでる方

が病気になった時にすぐに病院等に行けない

・毎日の買い物が大変

・高齢者が増えると敬老祝金が増えて自治会の経

済が困る

・孤独死が実際あるため、今後増えていくのでは

ないか（6 件あった）

・ボランティア活動によって協力

しあう

・配達する店が増えると助かる

・一人暮らしの高齢者の部屋に訪

問する機会を作る

・市営アパートにエレベー

ターをつける （２）

・上の階の人は下の階に住

み替えをする

高齢者のふれあい

・アパート群の高齢者の

関わりが少ない

・高齢者が集う場所がな

い

・人と接すること自体を負担に思っている

・高齢者に関する行事が活発でない

・お互いを気にかけなくなる

・集まる機会が少ない

・交流がないと刺激が少なくなり認知症になる

・集会所のカギが掛かっているから集まれない

・高齢者が集まる行事を計画する

（自治会・民生委員を中心に）

・交流をなるべく、たくさんの人

とする

・集会所の利用が円滑にできるよ

うになればよいと思う

・朝からカギを開けておいて自由

に使えるようにする

・日なたぼっこができるような気

軽に集える場所があればいい

・高齢者が活躍できる場を作る

（例：放課後子どもクラブ、ラ

ジオ体操等）

・集会所に行けば話が出来るよう

な集まりを作る

空き教室の活用

７


