
☆若者へ希望する行事などの調査をしたり、若者との話し

合いの機会を持つ。 

☆鍛冶や漁業、農業など地場産業と触れ合う機会をつくり

蚊焼の魅力を知ってもらう 
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発行元：長崎市社会福祉協議会（☎095-828-1281）、長崎市福祉総務課（☎095-829-1161）

第１回で出た蚊焼地区の「気になるところ」について、問題点を解決するためのアイデ

アを話し合いました。 

各グループに割り当てられた分野ごとに、「高齢者の一人暮らしの方へのサポート」、「ゴ

ミ出しのマナーが悪い人がいる」、「自治会加入率の低下」などのテーマを決め、その解決

策を話し合いました。 

出てきた解決策を、「自分や家族、地域でできること」と「自分や地域住民だけでは解決

が難しいこと」に分類しました。  

蚊焼地区の「気になるところ」の問題解決策を考えよう！ 
第２回

蚊焼地区のまちづくりのキャッチフレーズを考えよう！ 

続いて、蚊焼地区のいいところ、これからめざす蚊焼地区のイメージを思い浮かべながら、

まちづくりのキャッチフレーズをグループごとに考えました。 

参加されたみなさま全員であらためて蚊焼地区の魅力と問題点を共有することができまし

た。参加されたみなさま、本当にありがとうございました。 

※ 出された意見は、9 ページから 13 ページに掲載しています。 

最後にグループごとにリーダーが問題解決策

とキャッチフレーズを発表しました。 

投票でキャッチフレーズをひとつに絞り込み

ました。 

２グループのキャッチフレーズに決定です。 

福祉のまちづくり  

やってみゅ～で・わがまち座談会

平成 25 年 6 月 28 日（金）と平成 25 年 7 月 7 日（日）の 2 回にわたり、

蚊焼地区公民館で、「やってみゅ～で・わがまち座談会（※）」が開催されました。

自治会、民生委員、育成協、PTA、高齢者クラブ、消防団などの関係者のみなさ

ん約 40 名が参加し、蚊焼地区の問題点等について話し合いました。 

※「やってみゅ～で・わがまち座談会」を開催する理由 

 地域の人たちが、「地域のいいところをみんなで見つけてのばしていこう」「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」「蚊焼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”になり、地域の課題を解決できるような助け合いや支え合いの取り組みにつなが

ればと思います。 

蚊焼地区の「いいところ」と「気になるところ」を 

出し合いましょう！ 

５つのグループごとに蚊焼地区の「いいところ」を黄色の付箋紙に、「気になるところ」

を桃色の付箋紙にそれぞれ書き出し、自分の意見を発表しながら６つの分野別に模造紙に

貼り、最後にグループごとにリーダーが発表しました。 

＜６つの分野＞ 

① 高齢者・障がい者・子ども  ② 居住環境  ③ 社会参加  ④ 環境衛生 

⑤ 防犯・防災  ⑥ その他 

≪主ないいところ≫ 

・子どもがよくあいさつをしてくれる 

・トマト、イモなどが美味しくて自慢できる 

・人情が豊か、地域の行事がたくさんある 

・リサイクル活動に協力的 

・これまで地域に大きな災害がない 

 

≪主な気になるところ≫ 

・一人暮らしの老人が増えている  

・空き家が多くなってきて危険 

・自治会未加入者の増加、役員のなり手がいない 

・犬のフンの放置、鹿などによる農作物被害 

・一人暮らしの高齢者の避難が心配 

蚊焼への愛がこもっていますね 

※ 出された意見は、１ページから 8 ページに掲載しています。

第１回

☆蚊焼地区には以外と若い人が多いとの意見もありました

が、もっと若い人に住み続けてもらうにはどうしたらいい

かということでアイデアを出し合いました。 

☆災害時の助け合いと災害への備えをテーマに次のようなアイデアが

出てきました。 

☆災害弱者を自治会で把握し、災害弱者ごとに対応方法をまとめる 

⇒ 対応方法を年に１回シミュレーションする。 

☆自治会レベルで危険箇所をチェック ⇒ 連合自治会で再確認  

⇒ 全住民への周知  

海と山が輝いている 

Ｉ
あ い

 ♡
らぶ

 かやき 

◇問題解決策の一例◇  

 

 

 

蚊焼は自然に恵

まれ、人もあたた

かく住みやすいま

ちだとの声が多

かったです。 



やってみゅ～で・わがまち座談会 蚊焼地区 （1 回目の集約結果） 

＜高齢者・障がい者・子ども＞ 

いいところ 気になるところ 

 

・高齢者が元気でおもしろい 

・高齢者も趣味を楽しんで元気 

・文化協会の発表をする人が元気な高齢者が多い 

・老人会を自分たちで盛り上げている 

 

・子どもたちが自然に育っている 

・小学校がすぐ近くにある 

・保育所がある 

・子育て支援と保育所が充実している 

・子ども、小・中学生は良くあいさつをしてくれる（4 件） 

・子どもの人数が少ないのでみんな仲良し 

・学校の先生と親との連携がよく取れている 

・小学校の行事などに若いお父さん達の参加が多くなってきている 

・子どものパトロールなど見守り体制がある 

・子育て教室で民生委員の見守りがある 

 

 

・高齢化 

・高齢化の進行、活力低下 

・一人暮らしの老人が増えている 

・老人家庭が多い 

・高齢者の一人暮らしの方へのサポートがあったらいい 

・介護保険の相談が多い 

・60 歳以上になったら高齢者クラブに入ってほしい 

・高齢者に対する自治会等の理解が足りない 

・高齢者のふれあい食事サービスの時の男性の参加が少ない。もっと多く参加してほしい 

・年寄りも参加できる行事を 

・高齢者がバス停に行くのに坂道が多く不便 

・セニアカーの運転が危ない方がいる 

 

・少子化 

・子どもが少なくなって老人が増えてきている。老人や子どもをどうするのか考えていきた

い 

・子ども達が少なくて少しさみしい 

・小学校の児童数が少ない 

・子どもが少ないので行事がやりにくい 

・子ども達の数が少なく、地域の参加行事に乏しい（ペーロン・運動会） 

 

・中学校が遠い 

・学校選択制で別の学校に通っている子が多く、子ども会の会費が少ない（布巻） 

・小学校、中学校における保護者の関わり方の変化 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 蚊焼地区 （1 回目の集約結果） 

＜居住環境＞ №1 

いいところ 気になるところ 

 

・自然が豊か（2 件）  ・景色が良く住みやすい 

・空気がおいしく、自然の畑、海に囲まれ、人柄が優しい人の多い町 

・波戸の峠からの眺めが最高 

・海もあり、山もあり、人間（人）が良い  ・海と山が近い 

・美しい海、山に恵まれている所  ・海が近い（ペーロン、磯釣り） 

・中心部と違って静かで自然が多くて川がきれい 

・海や川もずいぶんときれいになってきている 

・自然が身近。潮の干満、白サギ 

・野鳥が非常に多い。自然が残っている 

・夕日がきれい 

 

・環境が良く、居住するには良い 

・若い人が地元に住み続けている 

・布巻の人口が増えている 

・子育てしやすい環境（2 件） 

・海もあり自然もあって子育てをするにはいい環境である 

・街並みが小学校を中心にしてつくられている事が、防犯上、教育上非常によい 

 

・道路がひらけてきた 

・下水道施工で町が清潔になった 

 

・買い物が便利になった 

・比較的近くに各店舗がある 

・野菜、トマト、芋など他の地域の産物よりおいしい（2 件） 

・トマトがとてもおいしくて他の地域に自慢できる（2 件） 

・漁業（ひおうぎ貝、青物） 

・農業、工業（鍛冶屋）その他蚊焼の伝統的なものづくりが盛んである（水産業（マグロ）

魚類） 

 

 

・少子高齢化による人口減少 

・若い人が少ない  ・若い人がいない 

・若い男性が住まなくなってきた  ・同年代が少なくなった 

・若人の町に対する魅力があると人口増加につながると思うが、企業、住居等の問題が十分

でない 

・雇用、産業が乏しい。若年者が少なくなる 

・近くに働ける場所が少ない  ・大きな企業がない  

・蚊焼地区の活性化を考えてもっとアパート等を増やし住民を増やす 

・近くに若者が住みたがるような施設がないために若者の減少、老人世帯の増加 

・市住に高齢（男）者の入居の枠がない（低所得者） 

 

・空き家が増えている  ・空き家が多い（上揚地区） 

・空き家の管理  ・空き家対策は？ 

・空き家が放置されたままになっており、危険である 

・空き家の状況把握が困難 

 

・全体的に傾斜が多い 

・生活道路が整備されていない。特に上揚地区 

・道路の深堀線を早く通してもらいたい（バスで病院に行く人が） 

・松尾地区の道が朝から三菱の専用道路化している 

・道が狭い  ・救急車の通行ができない 

・歩道と車道の区別がない所が多い（セニアカー） 

・車椅子が通れる道路が少ない（狭い道路、坂道が多い） 

・坂が多いので高齢者は不便。特に車イスが通らない所など（松尾） 

・坂道の溝蓋（グレーチング）が鉄製なのですべりやすい（松尾） 

・国道工事のため危険な所が多い 

・国道が改良されたのは良いがデメリットも 

・道路が広くなってきたわりに制限速度の規制が厳しい 

・取締りが多い（交通違反） 

・蚊焼の国道で 499 の制限速度が 40km の所で、取締りがひどすぎる 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 蚊焼地区 （1 回目の集約結果） 

＜居住環境＞ №2 

いいところ 気になるところ 

 

 

 

 

 

 

・子どもが学校から帰る時に車が飛ばしてくるので危ない 

・横断歩道の信号がない 

 

・バスの便が少なく、１台乗り遅れると 30～40 分待つ。 

・コミュニティバスが少ない 

 

・店が少なくなった 

・小店が少ない 

・栄上の中央部あたりに１ヶ所でお買い物ができるショッピングモールがないため必要（歩

いて行ける） 

・若い人が楽しめる店や施設が少ない 

・病院、診療所が少ない 

・子どもの遊び場が少ない 

・子どもを遊ばせる場所（施設）がない 

・公園の遊具の管理について、さざなみ公園の鉄棒が危ない 

 

・外に出るのが大変である 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 蚊焼地区 （1 回目の集約結果） 

＜社会参加＞ №1 

いいところ 気になるところ 

 

・人情味あふれる町（2 件）  ・人柄がいい  ・みんな明るい 

・人情が良い、つながりが強い  ・人情が豊かで良い 

・人が良い、やさしい  ・近所の人がものすごく良い 

・近所の方がやさしい。住みやすい  ・隣近所の方がやさしい 

・地域住民の仲は非常にいい。新規住民もとけこみやすい 

・近所の住民を良く気を付けて見ている 

・地域の人達が気軽に声をかけあっている 

・みんなよくあいさつをする（2 件）  

・散歩の時に朝夕あいさつが良くなった 

・私の知らない人達から挨拶をされた時は嬉しく思う 

 

・団結力がすごい   

・住民のみんながまとまりがある 

・負けず嫌いで頑張り屋が多い 

・働き者が多くて昔から研究熱心である 

・口が重い人もいるが、やると決まったことは骨身を惜しまず頑張っている。まだまだ力を

出しきっていないと思う。とにかくやる時はやる。 

・美人が多く、他の地区に自慢できる 

・蚊焼の活性化のため住民皆が前向き 

・地域事業に協力的 

・蚊焼の人は勝負事が強くこだわるところが良かった 

 

・自治会の活動がうまくいっているようにみえる 

・自治会活動が活発である 

・自治会のメリット。隣人とのコミュニケーションを保てる。これは蚊焼は良好 

・蚊焼の自治会活動（スポーツ、団体で行う） 

・自治会活動に協力的（特に老人） 

・老人会が活発 

 

 

・隣組の関係が疎遠になりつつある 

・地のもん、よそもんといまだに区別している 

・気質が引込気分の人が多い 

・あまりにも遠慮深いところがありすぎる 

・地域事業に非協力的 

・地域のためにという意識が薄い   

・連帯感の醸成が必要 

 

・自治会未加入者が増加傾向（2 件）   

・自治会加入者が減ってきた 

・自治会脱退者が増えてきている（2 件）  

・自治会を脱退する世帯が増えた 

・自治会、育成会を脱会する人が増えてきている（理由：役員をしたくないから） 

・自治会意識が薄くなり脱会者の増加（隣組の大切さ薄れてきている） 

・若い人が自治会に入らない 

・若い世帯が自治会に入っていないという所が多く、会合に行くと年配の人ばかり（布巻）

・自治会加入のメリットがない 

・自治会未加入者へ情報が届かない 

・自治会への加入率が悪くて周知しにくい（分別が悪い） 

・自治会役員をする人が少ない 

・地域役員になりたがらない 

・自治会活動にあまり参加しない 

 

・住民同士のつながり。地域の行事が少ない 

・地域行事への参加の呼びかけが不足（2 件） 

・世代交流行事の仕掛けを 

・青年団、婦人会、老人会の団結がほしい 

・若い人を地域に引き込む人がなかなかいない 

・高齢者が多い中で行事が多い（集められない） 

・行事をするのが大変になった 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 蚊焼地区 （1 回目の集約結果） 

＜社会参加＞ №2 

いいところ 気になるところ 

 

・地域の行事が昔から継続されている 

・行事、イベントが多い 

・お祭りがある 

・秋葉神社の祭りが良い 

・神様行事の時、自治会全体参加して行事をしている（岳路） 

・地域参加型の行事がたくさんある（運動会、球技大会、ペーロンなど） 

・蚊焼の伝統あるペーロン大会 

・地域の行事（神社の祭り、ペーロン大会、運動会、スポーツ大会など）を大事にしている

・地域の伝統など大切にしてみんなが頑張っている 

・昔ながらの蚊焼伝統の行事が今も残っていて、子どもから大人までたくさんの方が参加し

ている 

・町内行事への参加意識が高く協力的（寄付金が比較的多い） 

・地区の行事に参加する人が多い 

・地区行事を若人が協力してやってくれる 

・地区奉仕作業で協力してやっている 

・住民全体参加の浜掃除、草刈りをしている（岳路） 

・行事ごとなどを大事にする 

 

・岬駅ができてみんなのコミュニティの場所になっていい 

 

 

 

・若い人が減って、青年ソフト、ペーロン等が成り立たない。 

・伝統的な昔の遊び、工作など受け継ぐ子どもたちの参加が少ない 

・行事、イベントの参加が一部の人だけのものになっている 

・スポーツ系のイベントが多く、スポーツの苦手な人のイベントがないのでは？ 

・体験ペーロンをもっとしてほしい 

・ペーロン倉庫の修理。ペーロン選手が少ない。 

・住民参加の盆踊り大会を復活させてほしい 

・行事が予算面でやりにくい 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 蚊焼地区 （1 回目の集約結果） 

＜環境衛生＞ 

いいところ 気になるところ 

 

・ゴミの分別がしっかりしている 

・プラスチックの出し方が最近良くなった 

・リサイクルで比較的いい収益 

・リサイクル活動に協力的である 

 

・当番制でゴミステーションの掃除をしている 

・町内が散らかってなく、ゴミステーションも案外きれい 

・昔と比べてゴミがない 

・道路にあまりゴミが落ちてない 

 

・自転車道路を掃除してくれる人がいる。土木事務所は知っていますか？ 

 

・下水道の完備 

 

・水がきれい 

・水道水が良い（現在は？） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ゴミ出しのマナーが悪い 

・ゴミの分別があまい 

・道路脇のやぶ等に空き缶、プラゴミを捨てている箇所が多い 

・他からゴミを捨てに来る人がいる 

 

・犬のフンの放置 

・犬の散歩のマナーが悪い 

・海岸ベタに野良猫が多く迷惑。犬の飼い主のマナーが悪い 

・捨て猫が多くなってきた 

・最近家の周りに猫が多くなった 

・猫の放し飼い 

・野良猫が多くてフンの始末に困る 

 

・鹿が増えている 

・鹿などの被害がある 

・鹿の食害で農産物被害大 

・農業者の動物被害が気になる 

 

・山林の荒廃 

・荒れ地が多くなった 

・荒れた田畑が多い（2 件） 

・道路側の雑草 

・道路端の木とか草とか歩くのに気になる所がある 

・町内にダテクやカズラが生い茂り邪魔になる（若人の減少なのか？） 

・川が汚い。昔は川で遊んでいたのに今はゴミだらけ。 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 蚊焼地区 （1 回目の集約結果） 

＜防犯・防災＞ 

いいところ 気になるところ 

 

・大きな災害は今までなかった。地形がいいのか 

・地域に大きな災害がない 

 

・消防団が協力的 

 

・戸締りをしなくても泥棒が入らない 

 

 

・災害時の避難場所がわからない 

・危険な所をみんなで探しておくことが大切 

・防災訓練などがあまりない 

・高齢者一人暮らしが増えているため防災が不安である 

・一人暮らしの高齢者の避難が心配 

・一人暮らしの高齢者を助けるしくみがないので心配（災害時） 

・高齢者で台風の時の声かけ 

・隣組での見守りが必要 

 

・防災無線が聞こえない（布巻地区） 

 

・道路等の整備が十分でなく、災害時に交通がうまく流れない場合がある 

・坂道や道路（里道）が狭いため、防災面で不安である 

・大雨の時、側溝から水があふれる。元松尾、晴海台入口信号から入った所。 

・裏山が崩れているが何もしてくれない（波戸地区） 

・大雨＋満潮時の時、川の水位が上がるので心配 

・山が近くなので大雨で災害が心配 

・土砂崩れがあった 

・津波がきたら逃げ場所がない 

・雨天時の川の増量が危険（蚊焼大川） 

・大雨が降った時、どのようになるか過去の経験や事故が蓄積されていない 

 

・夜外灯が少ないので、人通りもほとんどない所なので１人で道を歩くのは怖い（布巻） 

・大通りが暗い 

 

・大きな事件がおこらないか心配 

 

 

 

 

 

 

 

７



 

やってみゅ～で・わがまち座談会 蚊焼地区 （1 回目の集約結果） 

＜その他＞ 

いいところ 気になるところ 

 

・蚊焼包丁はよく切れる 

 

 

 

 

 

 

 

・防災無線で放送してほしい（住民健診など） 

 

・市町村合併の時に決定していたことを、地域の人たちは知らされていなかった（道路拡張）

 

・若干勝負（選挙等）にこだわりがある 

 

・他町に勝るものがない（布巻） 

 

  

 

 

８



 

やってみゅ～で・わがまち座談会 蚊焼地区 （２回目：課題解決策）  １グループ 

話し合う分野  ＜高齢者・障がい者・子ども＞ 

検討する課題 自分や家族、地域でできること 自分や地域住民だけでは解決が難しいこと 

 

 

高齢者の一人暮らし

の方へのサポート 

 

 

 

 

・隣組のつながりを利用して、高齢者のお宅を訪問する 

・高齢者クラブ（老人クラブ）という名の意味をもっと柔軟に考えれば、クラブ

に入る人も増えてくるのでは。（話し合って入会する） 

・ボランティア精神を持った人が、相手の気持ちを考えて（一人一人に合わせて）

サポートする 

・井戸端会議ができるような場所をつくる 

 

 

 

 

 

子どもの数が少なく、

地域の参加行事に乏

しい 

 

 

 

 

・運動会の子どもの種目を増やす 

・育成会への入会をすすめていく（学校行事に結びつけていくと参加者も増える

かも） 

 

 ９

 

・名簿がほしい 



やってみゅ～で・わがまち座談会 蚊焼地区 （２回目：課題解決策）  ２グループ 

話し合う分野 ＜環境衛生＞ 

検討する課題 自分や家族、地域でできること 自分や地域住民だけでは解決が難しいこと 

 

 

ゴミ出しのマナーが

悪い人がいる 

 

 

 

 

 

 

・ゴミ出しを手伝う人がいると高齢者が出しやすくなる 

・分別の仕方をもっとわかりやすくお知らせする 

・ゴミの出し方を相談できる人をつくる 

・分別の仕方をもう一度お知らせする 

・誰かが立って見張る（指導する） 

 

 

・名前を書いて出すようにする 

・年に数回、粗大ゴミが出せる時をつくる 

 

 

 

道路脇に雑草が茂っ

ている所がある 

 

 

 

 

 

・誰に言えばいいかをはっきりさせる（自治会長など） 

・子どもを守るネットワークで雑草で危ない所を点検する 

 

・通学路はまずきれいにする（特に栄上） 

・道路側の雑草を自治会が県にお願いしてほしい 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 蚊焼地区 （２回目：課題解決策）  ３グループ 

話し合う分野 ＜居住環境＞ 

検討する課題 自分や家族、地域でできること 自分や地域住民だけでは解決が難しいこと 

 

 

若い人が住み続ける

まちづくり 

 

 

 

 

 

・全体交流で参加できる行事を進めていけばよい 

・若者へ希望する行事などの思いを調査 

・若い人との座談会など話し合いをする 

・スポーツ関係の催しもいいが、夏祭りみたいなものがあるといい 

・蚊焼地区に盆踊りなどを行うようにしてほしい 

・ペーロンや運動会など競技的趣向だけでなく楽しめる祭りのような部門を 

・行事（ペーロンやお祭り）に小・中学校を巻き込む 

・新たに青年団をつくる 

・青年団の組織をつくり、女性をたくさん加入させる 

・自治会に若い人が入れるような工夫をする 

・若い人はいるので行事や若い人のリーダーの発掘 

・地場産業との触れ合い（鍛冶・漁業など） 

・百姓体験を開く 

・映写会をする 

 

 

 

 

子どもが学校から帰

る時に車が飛ばして

くるので危ない 

 

 

 

 

 

・各自治会で当番制にして子ども達の下校を見守る 

・当番で見守りをする 

・主となる通学・通勤ルートの調査 

・リスク（危険性）が高い箇所のまとめ 

 

・見守り体制（住民・公的団体） 

・集団下校などの開始・継続 

・学校に下校の方法などを提案したり、協力してもらう 

・事故の発生状況の確認→時間帯・内容・場所（警察などに協力を） 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 蚊焼地区 （２回目：課題解決策）  ４グループ 

話し合う分野 ＜社会参加＞ 

検討する課題 自分や家族、地域でできること 自分や地域住民だけでは解決が難しいこと 

 

 

自治会加入率の低下 

 

 

 

 

 

 

・地域の人達が気軽に声をかける 

・日頃から声をかけあってつながりを深めるように努力する。近所づきあいを深

めておく。 

・転居人に声を掛ける（自治会として） 

・近所同士の交流を深める 

・自治会全体として考えられたら気持ちが引いてしまう。だからまず隣人との関

わりだけで説得する 

・新規住民（自治会員）がとけ込みやすいよう自治会に魅力を持ってもらいたい。

・自治会役員等の選出を負担にならないように考える 

・自治会の役をするのが嫌という気持ちがあるのでそこは柔らかく 

 

 

 

 

 

 

 

 

行事、イベントの参加

が一部の人だけのも

のになっている 

 

 

 

 

 

・気軽に声を掛け合って行事に参加していただく 

・行事イベントへの参加呼びかけ 

・伝統行事も今の時代に合っているか問うことも必要 

・行事イベントについて若い人の意見も聞いてほしい 

・若い考えを行事の中に入れる 

・地区の行事が続けられることのみんなの頑張りを誇りに思うようにしてほしい
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やってみゅ～で・わがまち座談会 蚊焼地区 （２回目：課題解決策）  ５グループ 

話し合う分野 ＜防犯・防災＞ 

検討する課題 自分や家族、地域でできること 自分や地域住民だけでは解決が難しいこと 

 

 

災害時の助け合い 

（備える） 

 

 

 

 

 

 

・災害弱者を自治会で把握し、災害弱者ごとに対応方法をまとめる。対応方法を

年に１回訓練する（シミュレーション） 

・避難時困難な方への声かけ、誘導、見守り 

・隣の人との助け合い 

・隣近所への声かけ → 確認につながる 

・どう逃げるか避難所まで 

・２、３日分の生活用品はあるのか 

・自治会レベルでの危険箇所のチェック → 連合自治会での再確認 →  

全住民への周知 

・危険箇所の確認をする 

・防災マップづくり 

 

 

 

 

 

・防災のつどい等で防災への意識の徹底（訓練・AED など） 

 

 

犯罪が起きないまち

づくり 

 

 

 

 

 

 

 

・声かけ合う習慣づくり 

・地域住民があいさつをかわす 

・外灯が必要な箇所の確認 

 

 

・外灯の設置 → 自治会要望として行政へ 

・暗い道をなくす 

・住民参加型のパトロールの機会を増やす 

・顔と名前を覚える機会を増やす 

 
13

 

・家庭内コミュニケーションを行う 

 

・子ども 110 番の家のマップづくりと配布 

・１１０番の家を増やす 


