
☆水を入れたペットボトルに「フンは持って帰りましょう‼」という

表示を貼り、階段などのフンがある地点に置いてみたら、効果

があったそうです。すぐに移動可能なので他の場所でも使える

そうです。
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第１回で出た北大浦地区の「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、「自治会未加入者が増えている」、「タバコ・ゴミ

のポイ捨て」、「防災無線が聞こえない」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。  

北大浦地区の「気になるところ」の問題解決策を考えよう！ 
第２回

北大浦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、北大浦地区のいいところ、これからめざす北大浦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。 

※ 出された意見は、７ページから 10 ページに掲載しています。

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。 

多数決でキャッチフレーズをひ

とつに絞り込みました。 

北大浦地区 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 10 月 24 日（木）と平成 25 年 11 月 9 日（土）の 2 回にわたり、

大浦地区公民館で、「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、PTA などの関係者のみなさん約 30 名が参加し、北大浦地区

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」「北大浦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。 

北大浦地区の「いいところ」と「気になるところ」を 

出し合いましょう！ 

４つのグループごとに北大浦地区の「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、 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≫ 

・高齢者サロンができた。高齢者による「きずな隊」ができた 

・歴史的な建物が多く残っている 

・人情深い。近所付き合いがよい 

・花いっぱい運動がある 

・保育園が新しくなり、避難場所・集まる場所ができた 

 

≪主な気になるところ≫ 

・高齢化しており、一人暮らしが多い 

・空き家が増えている 

・大浦くんちの参加者が減ってきた 

・ゴミ出しのマナーが悪い 

・災害時要援護者の対応 

第１回

☆犬・猫のフン問題については、日の出町第２自治会の取組

みが紹介されました。効果があるそうなのでぜひほかの自

治会でも試してみてはいかがでしょうか。 

☆高齢者が多く避難が困難という問題に対しては、次の 

ようなアイデアが出ました。 

☆自治会内の近所の人がふだんから声かけをし、親しくなっていることが

大事。 

☆自治会の班ごとに福祉協力員を配置し、事前に避難方法を決めてお

き、避難誘導してあげる。 

 めざそう！ 

美しき斜面地 

きてみんね 北大浦

◇問題解決策の一例◇  

 

住んでいる地区

によって出てくる

意見もいろいろ

です。 

ちょっとしたアイデアで 

効果あり！ 

お金もかかりませんね☆ 

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

した。座談会で出されたさまざまな問題について、何か地域で解決できることがないか今後

も話し合いの場を持ちたいとの声があがりました。 

参加されたみなさま、本当にありがとうございました。 

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）
※ 出された意見は、１ページから６ページに掲載しています。



 

やってみゅ～で・わがまち座談会 北大浦地区 （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 

・元気な高齢者（2 件） 

 

・高齢者サロンが立ち上がった 

・サロンが今月からできた（元町・日の出）（集まる場所ができた） 

 

・子どもの数が増加している 

・マンションが増え、子どもが増えてうれしい 

・朝夕には高校生、大学生が多い 

・子ども会は 80 人と多い 

 

・子どもたちのあいさつ 

 

・保育園が新しくなった 

 

・昨年高齢者による「きずな隊」が発足（椎の木町第３自治会） 

・たすけあい（きずな隊）→椎の木町第３自治会 

 

・高齢者が多い   

・高齢者が増えている（2 件） 

・高齢化している 

・高齢者が 50％オーバーしている 

 

・独居老人が多い   

・一人暮らしが多い 

・高齢者を含めて１人世帯が多く、地域活動が低下、少子化も生活環境の影響で進行してい

る 

・認知症の高齢者が徘徊している 

・高齢者の認知症予備軍が多い 

・高齢者が多く避難が困難 

・坂が多いため高齢者のゴミ出し支援が増加している 

・高齢者の食事会の参加が減っている 

・敬老会は 80 才からにしている 

 

・高齢化率が高い。子どもと若い世代の減少 

・高齢者が多く若者が少ない 

・少子化がひどい 

・若者（子ども）が少ない 

・若い人が少ない（3 件） 

・子どもが少ない 

・若者、子どもがいない 

・若者、若夫婦が転居してこない 

・若い人が少ないため子どもがいない 

・子どもの姿を見る機会が少ない 

 

・子どもが少なく、子ども会活動が減った 

・子どもの遊び場が少ない 

・子どもの朝のあいさつが少ない 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 北大浦地区 （1 回目の集約結果） 

＜居住環境＞  

いいところ 気になるところ 

・大浦は観光地である   ・観光地が周りに多くある 

・観光地がある。オランダ坂・洋館・学校。新しい保育園がある。 

・オランダ坂、活水、海星 景観が美しい。洋館。  ・伝統が残っている 

・歴史的な建物が多く残っている  ・歴史的に興味が深いところが多い 

・異国情緒を強く意識できる  ・情緒あふれる建物が残っていてよい 

・観光客が多い（2 件）  ・外国人の観光客が多い 

 

・景観がよい  ・景色が 高  ・坂の上からの眺めが良い   

・展望が開けている  ・傾斜地のため見晴らしが良い 

・夜景がきれい  ・美術館の上の屋上よりの夜景が 360 度眺められて 高 

 

・空気がきれい  ・不便だけど静かで空気もきれい 

・緑が多い（2 件）  ・季節ごとに各家で花が咲いている 

・花壇が多く通りがきれい  ・通路に花苗が多く置いてある 

 

・港が近く、船の出入りがよく見られる 

・水辺の森公園でイベントが多く楽しめる 

 

・交通の便が良い（2 件） ・バスの便がよい  

・バス停が近い  ・電停が近い 

・乗り合いタクシーがあって便利（2 件） 

・中心地まで歩いて行ける  ・街に近い 

  

・病院が近い  ・病院が多い 

・医療機関や商店が多く、住みやすい 

・買い物が便利  ・ローソンができて助かる  ・みやげ店が多い 

・マンションが多い 

 

・階段、坂段には手すりが完備している 

・メイン通路は掃除が行き届いている 

 

・「斜面地」というのが一番のネック 

・坂が多い   ・坂、階段が多く大変（2 件） 

・坂段が多く老人には住みにくい   ・坂、階段が多いので高齢者には大変 

・坂、階段が多く、高齢になると外出が困る。車が横付けできない 

・石段が多く高齢になると大変  ・手すりがほしいが反対者がいる 

・車が入らない   ・坂道と道幅が狭く、車が通れない 

・斜面地で車が横付けできない所が多い  ・坂、階段が多く車が入らない。道が狭い 

・階段がすり減っている   ・通路（歩道）が傾斜していて歩きにくい 

・坂道が多い。道路が歩きにくい 

・坂が多く友愛訪問するのに時間がかかる 

・道路の工事により大浦保育園から理容院の所の水はけが悪く困っている。市に何回も

TEL しているがなかなか工事がしてもらえない 

・道路の拡張を早く行って頂きたい   ・道路対策。役所の理解が少ない 

・車椅子が通る道を作って欲しい（椎の木川沿い） 

・道路舗装が悪い（石橋から上流へ）    

・駐車場が少ない（2 件）   ・路駐が多い   ・駐車が多く危険   

・交通量が多く危険  ・道が狭い割に交通量が多い 

・空き家が多い（6 件）  ・空き家が増えている  ・空き地の増加（2 件） 

・高台に空き家が目につき気になる  ・空き家が多い。雑草を除去してほしい 

・空き家、空き地の管理（白あり・火事の心配・個人情報がネック） 

・高台で交通の便が悪い 

・乗り合いタクシーで助かっているが時間帯で乗れない時が多い 

・車道に信号機がない所がある 

・石畳がでこぼこして歩きにくい 

・石畳の石がでこぼこして段差があり、車椅子が通りにくい（大浦町） 

・商店がない   ・近所に店がなく、バスに頼って買い物に行く 

・遊び場が少ない   ・食堂が少ない   ・樹木の落葉が多い 

・大浦地区にふれあいセンター等の会場がない 

・老人が集まりやすい場所がない（大浦東町に限って） 

・公民館で集まっても飲食ができない（コミュニティができない） 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 北大浦地区 （1 回目の集約結果） 

＜社会参加＞ 

いいところ 気になるところ 

・人情が深い。仲が良い  ・大浦は昔より人間味暖かい方々が多い 

・昔からの人が多く人情味がある  ・近所のめんどう見が良い（人情がある） 

・人の輪（きずな）が強い  ・近隣との関係性が良い 

・比較的近所付き合いがよい  ・隣近所の付き合いがある 

・近隣との付き合い。和合ができている感じがする  ・協力的（隣近所） 

・近年は薄れているが、近所の付き合いが密で、助け合いが濃かった 

・高齢者のできない事を皆で助けている 

 

・朝のあいさつをする 

・知らない人とでもあいさつが互いにできる 

・小学生のあいさつ 

・道ですれ違う人々があいさつをする 

・顔見知りが多くて少し安心 

 

・地域のことを熱心に考えている人がいる 

・地域に対して熱い思いを持っている人が多い 

・地域に核となるリーダーがいる 

・地域に愛着を持った方が多い 

・自治会、民協がしっかりしている 

・年金受給者で自治会を運営している 

 

・学校行事に地域の方が多く参加してくれる 

・花壇の植え替え、七夕など協力が多い 

・自治会で年に１回旅行をする 

 

・お宮日など（大浦）昔からの行事が続いている 

・大浦くんちがある 

 

・近所付き合いが希薄 

・マンション住人の半分は顔がわからない 

 

・自治会未加入者が増えているようだ（転入者・高齢者） 

・自治会に入らない人が多い 

・自治会に入ってください 

・自治会の加入が減少し近隣との連絡が難しい 

・自治会会員の高齢化 

 

・高齢者が多いせいか何事にも無関心な世帯が多い 

・町内の高齢者が多く社会参加ができない 

・若者が地域の事に無関心 

・大浦くんちの参加者が減ってきた 

・お宮日など参加者が減っていて存続が厳しい 

 

・自治会にマンションが多くなり、連携の方法を考えなくてはいけない 

・住民の居住年数の差がある。商売人とマンションの人 

・アパートの住人がルールを守らない 

・市役所の現役、OB が決まりをあまり守らない 

 

・生活保護受給の男性が集まり住んでいる。受給者と連絡が取れず困っている。近所との

つきあいをしない受給者が多い。この問題を相談できる相手がいない 

・生活保護受給者が自治会に加入していない 

・生活保護を支給する際に、自治会加入を呼びかけてほしい 

 

・民生委員が「何でも屋」になっている 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 北大浦地区 （1 回目の集約結果） 

＜環境衛生＞ 

いいところ 気になるところ 

・ゴミの区別ができていて、きれいにされている 

・月１回町内清掃をしている 

 

・犬、猫のフンが減った 

 

・花いっぱい運動（下町） 

・ゴミ出しのマナーが悪い（2 件）   

・よそからゴミを持ってきて捨てる 

・自治会未加入者のゴミ捨てマナーが悪い 

・ゴミステーションが遠い   

・ゴミステーションが少ない 

・ゴミステーションを増やしてほしい（坂が多いので） 

・ゴミステーションを 24 時間開放しているので不法な物もある 

・ゴミの不法投棄や分別が悪い 

 

・野良猫が多い（6 件） 

・猫を産みすぎていて地域として困っている（生きがいというが…） 

・野良猫対策が…斜面地は特に多いといわれているが 

・野良猫にエサを与える者が多く地域のあちこちにフンが散在し、その始末と悪臭で居住

環境と衛生面の悪化がひどい 

 

・犬のフン  ・犬を散歩させる飼い主のマナーが悪い 

・犬、猫のフン害（2 件）  ・猫のフンの後始末が悪い  ・猫のフンが道端に多い 

・懐中電灯を照らさないと猫のフンなどをさけられない 

・相変わらず犬、猫のフンが多く処理に困っている 

 

・タバコ、ゴミのポイ捨て 

・タバコの吸い殻のポイ捨てが多い（ほか弁・ペットボトル） 

・タバコのポイ捨て禁止地区になっているが、周知が不十分 

・観光客でタバコを吸っている人がいる 

・たむろする人がいて、ほぼ毎日タバコの吸い殻を捨てている 

・若者が集まるのかタバコの吸い殻がある 

・以前より少しよくなってきているが、車庫や溝ぶたに相変わらずタバコの吸い殻が多く

見られる 

 

・公衆トイレがない（観光客用） 

・通路の落葉を掃除しない 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 北大浦地区 （1 回目の集約結果） 

＜防犯・防災＞ 

いいところ 気になるところ 

・防犯・防災の人がいてくれる 

・近所同士で様子を伺っている 

・交通安全指導員がいる 

 

・毎日パトロールをする 

 

・保育園が新しくなり、避難場所・集まる場所ができた 

 

・災害時要援護者の対応 

・非常時の避難を手伝ってくれる壮年者がいない 

・人助けができる若い人が少ない 

・自分が助かることで精一杯で人助けができない 

 

・防災無線が聞こえない 

・防災無線が聞きづらい（大浦地区） 

・避難場所がよく分からない高齢者がいる 

 

・自主防災組織があるが機能していない 

・婦人消防団があるが機能していない 

・新たな消防機能を使いこなせる人がいない 

 

・消防車が入らないエリアがある 

・火災の時、消防自動車が通れない 

・火事の時、緊急時に消防・救急車が入らない 

・車の横付けができない所が多い 

・消防車や救急車対策。ホースが届かない 

・消防車がくる前に消火活動できる設備が必要 

 

・住宅が密集。火災は怖い 

・山が多く地滑りしやすい 

・観光地としての防犯対策を講じるべき 

 

・警察のパトロールの回数が減っている 

・地域性 道路が狭く、防犯パトロールが十分できていない 

 

・見えない裏路地などは空き巣被害もある 

・裏手などは訪問販売被害が多い 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 北大浦地区 （1 回目の集約結果） 

＜その他＞ 

いいところ 気になるところ 

 ・居住の市職員こそ地域のことを知るべき 

・道路拡幅で人口減 

・生活保護者の人が多い。対策をお願いしたい 

・観光者に迷うような標示石がある 

・公民館でお茶などの飲食を制限されている 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 北大浦地区 （２回目：課題解決策）  １グループ 

話し合う分野  ＜社会参加＞ 

検討した課題 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 

 

 

自治会会員の高齢化 

 

 

・回覧の回し方を班で考える（見守りになる） 

・回覧板回しを高齢者の分を代わりにやってあげる 

・班長を免除する 

・自治会内に老人部、こども部をつくる 

・個人で健康維持 

・若い人の同居をすすめる 

 

 

・若者が住めるような道路等の整備 

・市で車両進入の道路整備 

 

 

 

 

 

 

自治会未加入者が 

増えている 

 

 

 

・地域でレクレーションなど事業を継続する 

・会費の納め方をゆるやかにする 

 

・マンション建設の段階で、市が家主に加入の指導を行う 

・転入届を提出時に受付で自治会の案内をしてもらう 

・転入届を行う人に会長の名前を教える等わかりやすい対策を取る 

・ゴミ袋配布のシステムを以前に戻す 

・自治会常会に来させるためにもゴミ袋配布復活を‼ 

・市の不動産協会へのゴミ指導すらできていない 

・問題のある地域に対し、地域ごとに市が支援する 
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・地域に集会所の確保 

・世代間を交流させるための場所が必要 

・高齢者の情報交換の場をつくる 

 

・アパート住人の未加入対策（ゴミの出し方の指導をする） 



 

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

話し合う分野  ＜環境衛生＞ 

検討した課題 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 

 

 

犬・猫のフン問題 

 

 

・エサをやらないのが一番効果的！ 

・猫のフンの件はえさをあげている人に話をしてみようと思う 

・犬・猫のフン公害のための掃除の日を決めてみる 

・犬のフンのある所にペットボトルを置く 

 （日の出町第２自治会で実施：「フンは持って帰りましょう‼」と表示したペ

ットボトルを置くと効果あり。撤去も簡単で場所を変えて置くことも可能） 

・飼い主で犬のおしっこの後、ペットボトルに入れて持ち歩いている水で流す

人がいて効果的なので、きちんと水をまくようにする 

・飼い主としてのマナーを啓発するようにする（行政から） 

・去勢を義務づける 

・野良猫対策とねこ学会との関連をどうするか 

 

 

 

タバコ・ゴミの 

ポイ捨て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・タバコのポイ捨て・喫煙禁止が特定区域に限定されているので、区域

を広げるかまたは全市的に禁止とする 

・タバコのポイ捨て禁止看板を立てる 

・市の立てた看板が「ポイ捨て・喫煙禁止」となっているが、「喫煙・ポ

イ捨て禁止」とした方が効果的である 

・巡視が減っているので増やす 

・巡視員が喫煙者に注意する 

・ポイ捨て・喫煙禁止区域を広げて罰金制を導入する 

 ８

 

・根気強く啓蒙する（ゴミ・犬猫のフン） 

・いいアイデアをチラシにする（広報する） 

・インパクトのある PR を！ 

・地元の小学生などに看板やポスターなどを作成してもらう。教育

的視点からの効果もある。 

・「周りが見ている」という伝え方で地域総出で解決 



やってみゅ～で・わがまち座談会 北大浦地区 （２回目：課題解決策）  ３グループ 

話し合う分野  ＜高齢者・障がい者・子ども＞ 

検討した課題 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 

 

 

高齢者を含めて１人

世帯が多く、地域活

動が低下、少子化も

生活環境の影響で進

行している 

 

 

・一人暮らしの人になるべくあいさつをする 

・一人暮らしの方に対し周囲が声かけを増やす 

・近所の人に声かけ 

・一人でも長く住みやすい町にする（隣の人など見守ってくれる人を作る） 

・イベントなどをする。一人暮らしの家を何日かにわけて励ましてまわる。（で

きれば子ども達と一緒が好ましい） 

・ゴミ出し等の手伝いを通じてふれあいを深めていく 

・若者と高齢者が関わる機会を多く作る 

・地域活動の低下として食事会の参加が減っているので、今一度声かけをして

楽しさを知ってもらう 

・役員就任者を多く探す 

 

・少子化は交通の便を良くしてもらったらいいのでは 

・若者が入って来られるよう住宅を作る（学校跡地） 

 

 

 

 

 

高齢者が多く避難が

困難 

 

 

 

・地区の高齢者の人をできるだけ自治会内の近所の人が声かけをして日常より

親しくなっている事が必要と思う 

・高齢者は常に目配りして 

・普段から近所づきあいをして助け合うようにする 

・避難が困難な高齢者に福祉担当者をつけておく 

・自治会の班ごとに福祉協力員を配置し、避難誘導する。避難方法を決める 

・町別で火災の時誰が誰を助けるのか決める。日頃からの声かけ 

・高齢者の自力でどの程度までできるか良く知る事が必要である 

・現在の家屋は近くの火事等でも気づくのが遅い時もある 

 

 

 

 

 

・自治会及び民生委員を中心に策を検討する必要が急務。 終的には警

察、消防局の協力が必要 

 ９

・健康体操を実施し、高齢化防止に努める。近隣との話し合いの機会

を増やす 

・いつまでも元気に過ごせるような環境づくりを広げる（すべての町

にサロンを作るなど） 

・２ヶ月に１度避難訓練を行う 

・町内の回覧板や掲示板に「避難のサイレンがなったら隣の高齢者に

声をかけよう」みたいな標語を書いて、町内の人に呼びかける 



やってみゅ～で・わがまち座談会 北大浦地区 （２回目：課題解決策）  ４グループ 

話し合う分野  ＜居住環境、防犯・防災＞ 

検討した課題 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 

 

 

防災無線が聞こえな

い 

 

 

・中継放送をする 

・スピーカーの数を増やす。聞こえ易い工夫をする 

・避難指示を伝える 

・援護者を決める 

・被援護者（難聴者）に援護者が連絡する 

・自主防災組織を作る 

・自主防災組織を機能させる 

・聞こえない場所を確認し、スピーカーを増やす 

・スピーカーの数を増やして方向性を検討してもらう 

・スピーカーの数を増やして付ける。特に聞こえない場所につける 
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・避難訓練をする 


