
みなさんの緊張をほぐすため、まずはクイズに挑戦して

いただきました。

問題は大河ドラマ「龍馬伝」から。

スクリーンに映し出された長崎のロケ地の

場所がどこか、3 択で選んでいただきました。

小江原地区

福
祉
の
ま
ち
づ
く
り

や
っ
て
み
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平成２２年７月２日（金）、小江原第二集会所で、４５人

の方々が参加し、第１回目の「やってみゅ～で・わがま

ち座談会」が開催されました。

社協職員の進行のもと、参加者は、5 つのグループに分

かれ、和気あいあいとした雰囲気の中、いろんな団体や

世代の人たちが、小江原地区で暮らす仲間として、自分

たちのまちの良いところ、気になるところを考えました。

【「やってみゅ～で・わがまち座談会」を開催する理由】

クイズ＆アンケートで

リラックス!!

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」

「小江原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

小江原地区の「良いところ」「気になるところ」をそれぞれ付せん紙に書き出し、自

分の意見を発表しながら、模造紙に張っていきました。

そして、同じような内容の付せん紙をまとめて、タイトルをつけました。

ワークショップ

～ 地域の良いところ、気になるところを話し合いましょう！ ～

ステップ ２

※出された意見は、次ページ以降にあります。

話しあった内容を発表しよう 「グループ発表」

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）

第２回の「やってみゅ～で・わがまち座談会」（７月９日（金）午後 7 時３0 分～9 時３0 分、

小江原第二集会所）では、第１回で出された「気になるところ」を解決する方法はないか、

みんなでアイデアを出し合います。

みな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。

地域のつながりを強くするためには、

地域の良いところを大事にして、困っ

たところは解決に向けて、地域のみ

んなで考えることが大切なんだね！

たくさんの意見を付せん紙に書き出しました。

第１回

良いところがありすぎて、

時間が足りない!!

つぎに、アンケートを実施。「隣に座っている人は昔からの知り合いですか？」

知らなくても大丈夫。この「やってみゅ～で・わがまち座談会」が終わるころには

みんな知り合いになっていますよ♪

自然がいっぱいで、小江原地

区は“長崎の軽井沢”ばい!!

ステップ ３



やってみゅ～で・わがまち座談会 小江原地区  1 グループ

住まいの環境 交通対策 自治会活動 住民関係

○良いところ

・静かな団地、安心な町内

・静かで住みやすい

・車が横付けできる家が多い

・環境が良い

・稲佐山、岩屋山が近い

・山や緑が多く空気が美味しい、眺め

が美しい

・犯罪が少ない

・野良ネコが少ない

●気になるところ

・街灯が少ない、暗い（2）

・家の中を暗くして生活している人が

多く、明かりが無いため道が暗い

・坂が多く老人は買物が大変

・大型スーパーが斜面地にあり、荷物

を持っての移動が大変

・各自治会内に消火器（栓）がなく、

住民で初期消火できるものがない。

・夜、街中が暗い

・小江原病院の入り口に、坂があり、

歩くと疲れる

・ゴミステーションが遠い

・城山台団地入口の公園は恐い。必要

ですか

・小学校北側の道路の不安（昼でも恐

い）

・週 3 回お賽銭の盗難にあう（お宮

等）。青少年の問題

・ペットのふんの放置

・野良ネコ対策（2）

・犬のフン処理が十分でない

・アナ熊がいて、畑を荒らしたりする

●気になるところ

・道路、坂とカーブが多い

・街路樹の雑草対策（草刈りをする場

所とそうでない場所がある）

・歩道を歩くときに影ができずに暑い

ので、夏の終りごろ早々と枝切りを

するのはやめてほしい。また、街路

樹を増やしてほしい

・歩道が歩きにくい

・道路整備、歩道の段差

・街路樹が大きくなりすぎて歩道にヒ

ビが入っている。団地間の道路が老

朽化し、特に歩道が悪く、老人は危

ない

・通学路の標識がない

・交番前に交通信号がほしい

・スーパー前に横断歩道なし

・スーパー前の交差点で、城山台方向

から来たバスが左折後すぐに右折を

行うが、子供を巻き込む恐れがある。

○良いところ

・各自治会がよい

・第２自治会がまとまっている

・自治会活動は活発です（2）

・老人会で定期的に公園掃除をしてい

る

・集会所での催しものが多い

・自治会行事に気持ちよく参加してい

る

●気になるところ

・自治会役員になり手がいない

・老人会、入会者が少ない

・人口の割に集会所が狭い

○良いところ

・人がやさしい

・地域の方がやさしい

・ボランティアで朝学童の交通整理

をしているが、児童が良く言うこと

を聞いてくれる

・高齢者も多いが子供も多い

・子供達がすなおである

・昔は、小江原は良かった

・（近所等）人間性が良い

●気になるところ

・アパートの人との交流が少ない

・挨拶する人が少ない

・子供が少なくなっている

・高齢化が進んでいる

・大人達のあいさつが悪い

学校 お店 バス

○良いところ

・居ながらにして幼、小、中、高に通

える

●気になるところ

・中学校運動会での仙人の復活を

・学童保育の施設の環境が悪い

・北高生の帰るバスの件（北高の学生

が路線バスの中でうるさい。スクー

ルバスがある時間はそれに乗ってほ

しい）

○良いところ

・食品、買物ストアが近くにある

●気になるところ

・団地内に小売店がない

・歩いていける小店が少ない

・男性の友人と話合う立飲屋がない

・喫茶店やレストランなど憩える場所

がない

・近くに小店がない、大きい店で小さ

な店がなくなる

●気になるところ

・春木線のバス停対策（城山団地と小

江原西口の中間にバス停を）

・春木線バスの団地内停留所増設して

ほしい

・バスの便が悪い（夜間の間隔）



やってみゅ～で・わがまち座談会 小江原地区  2 グループ

交通 自然・環境 子ども 安心・安全

○良いところ

・交通事故が少ない

・街のように自動車の危険がない

・車の渋滞がほとんどない

・バスがよく通るので便利（2）

・道路整備が進みつつある

●気になるところ

・小江原公営アパートの前のバス停に

木があり、街灯が役に立っていない

・信号がわかりにくい

・バス便が不便

・交通が不便

・交通格差社会の解消（交通の免許を

取り上げるなら免許がなくてもよい

交通手段を考えてほしい）

・坂が多いのでしんどい、階段も多い

・歩道が悪い（全部）

・道路も歩道もガタや傷みがひどい（全

体的）

・桜通の外灯が暗い

・バスが１時間に１本でもいいですが、

団地に入ってもらいたい（春木）

・十八銀行入口と、スーパー入口の通

行が危ないので、横断歩道や信号が

欲しい

・西口バス停前からスーパーへの道路

が危ないので、川の暗渠を

・宅地の改修が盛んで土地いっぱいに

建てている所もあるが、建ぺい率で

規制されているところがある

・場所を教えるときに教えにくい（団

地）

○良いところ

・自然が豊か

・緑が多い

・山と緑が多い所です

・皆さんよく散歩されている

・静かで中心部に近い町

・静かである

・住宅の住み替えが進みつつある

●気になるところ

・冬は植木の落葉の掃除で困る。近所

で競争して掃除している（第二団地）

・雪が下より多くて凍結しやすい

・霧がふかく、湿気が多い

・霧がすぐ出る

・高地のため冬が寒く、湿気が多い

・ゴミステーションがやたら多い

・ゴミステーションのゴミの出し方が

少し気になる

・月、水、木とゴミを出しますけど第

二アパートは水当番が有りますが高

齢者にはとても負担になっていま

す。水出しが必要でしょうか

○良いところ

・保育園（幼）、小中学校、高校全部そ

ろっている

・子ども達がよくあいさつする

・小学生があいさつしてくれる、中学

生は時々

・朝夕、犬の散歩時に、子供達が挨拶

してくれる

・お互いによくあいさつをする

●気になるところ

・スポーツの優秀選手（チーム）が育

たない

・少子化が進み、小学校の児童が減少

している

・子供達があまり挨拶が出来ていない

ようです

・朝夕、犬の散歩で子供達と会うが、

月曜、金曜は荷物が多く大変。気に

なる

○良いところ

・心、金、豊か、困っていない

・事件、事故が少ない

・悪い人（不良）が少ない

・パチンコ、ゲームセンターなど遊技

場がない

・交番や病院、消防署、商店などの施

設が充実している

自治会活動

○良いところ

・近所の方が良い人、やさしい、草花

の好きな人が多い

・助け合いの心がある

・小江原連合で大きな祭をしたい（運

動）

・自治会行事がある

・自治会活動が活発で元気がある

●気になるところ

・連合に入っていない自治会がある

こと

・地域の伝統行事と住民とのつながり

が少ない
高齢者

○良いところ

・町の流れとともに高齢者になって、

親しみやすい

●気になるところ

・高齢者のふれあいの場がない

・住民の高齢化が進んでいる

・高齢者の買物が不便

ペットマナー 商業施設

○良いところ

・動物に対してやさしい

●気になるところ

・犬の散歩をする人のマナーが少し悪

い

・犬のフンが気になる（桜通）

・犬のフンが落ちている

●気になるところ

・学校の周辺に文房具店がない（ほし

い）

・小店がほしい

３



やってみゅ～で・わがまち座談会 小江原地区  3 グループ

ステキな小江原 交通事情 支えあいの地域活動

○良いところ

・住みやすい、近所付き合いしやすい

・住環境が素晴らしい、静かで緑が多い、市中心部

に近い団地である

・とても静かな町です、住み良いです

・幼稚園、保育園、小学校、中学校、高校まで下山

しなくても小江原ですませる事が出来る

・静かな住宅地、近所の人とも付き合いがある

・教育環境が良い、小中高も近くにあり便利

・公園も多く、環境整備されてきれい

・公園の整備がよくなされている

・福祉施設が地域に３ヶ所あり、住環境が整ってい

る

・買物が便利

・買物は今のところ便利（車で行けるので）

・ミスターマックスをはじめ、すべて車があれば下

まで行かずに用がすむ

・朝の空気がよい胸いっぱいに吸って満足している

●気になるところ

・空家が多くなり不安

・夜のパトロールをしてほしい

・街灯が暗い

・子供達の公園での遊び等がうまくいっていないよ

うに思います

・公園の土手に雑草が生い茂っており、危険である

・小江原地区のことがあまりわからない

・大きなお店はありますが近くの店がない

・猫公害が多い

●気になるところ

・交通事情が悪く、混雑する

・朝夕、道路が混む（北高前）

・霧が多い

・足の衰えでスーパーマーケットに行かれなくなる、

バス停の増加、または移動は考えられないのだろ

うか

・春木町経由のバスがアパート廻りになるのはいつ

頃だろう

・バスの便を増やしてほしい

・冬は雪が溶けにくい

・小江採石場の公害、夏の南風に乗って団地内にも

飛んでくる

○良いところ

・自治会活動、行事など活発。人との交流あり、子

供会も活発

●気になるところ

・自治会がない

・夏祭りなど各自治会で行っていますが連合自治会

等で一緒に行い、一大イベントにして欲しいと思

います

・各自治会共に高齢者が増えている

・一人暮しが増えている

・ボランティア活動なし、福祉活動がない

・高齢化で将来買物できない人も多いのでは

自然 子ども

○良いところ

・夏は涼しく過ごしやすい

・花や緑が多い

・環境に恵まれている

・長崎市内で知られている高い山がある

●気になるところ

・子供の数が少ない

・若者の姿が少ない気がします

・町全体の元気がない気がします（子供達の声が聞

こえない）

４



やってみゅ～で・わがまち座談会 小江原地区  4 グループ

地域のつながり 子供の未来 年とったら･･･！！ 今はもっと便利

○良いところ

・かくれた人材が地域にたくさんおら

れる⇒自治会活動に活かす場づくり

・毎年の小江原祭が楽しみ

・近所では気心が知れていて安心感が

あるところ

・自治会の行事に協力してくれる人が

多くいる

・地域の人々のあいさつや交流の場が、

わりあいよくなされている

・各自治会とも夏祭り等で交流が盛ん

でよい

・学校帰りの子供さんが元気な声であ

いさつされるのがとてもうれしくな

ります

・町の皆さんが温かい感じがする

・ごみの分別等はわりあい良くなされ

ている

・近所の方々にとてもやさしくしてい

ただいています

・地域の方々が優しい

・自治会の夏祭りや老人会との交流が

多い

・小江原保育園との交流、小学校との

交流がとても楽しく感じています

・老人会での毎週の顔合わせもとても

良いと思っています

●気になるところ

・高齢化し自治会役員になる人が少な

い

・転入者の自治会加入が少ない

・隣人関係が薄くなった

○良いところ

・子供たちはのびのびしている

・公園、グラウンドなど、子供たちの

遊び場が多い

●気になるところ

・子供が減っている（2）

・子供の声が少ない

・子供が少なくなり、祭りや行事がや

りにくくなった

・若い人が少なく活気が乏しい

・子供たちが散歩で公園へ行ったとき

ガラスや犬のフンがあった

・子育てがしにくく、子供に対する虐

待とかが心配です

●気になるところ

・近くに日用品を買う店がない（１丁

目）

・高齢者が多くて寂しくなりました

私自身が年を取り、お世話になるば

かりです

・食品店がスーパーだけになったので

買物が苦になります

・日常の買物には少々きつい（坂が多

い）

・地域の高齢化が急速に進行している

（2）

・一人暮しの高齢者が増加している

・斜面道路での買物が厳しい、特に高

齢者

・車社会進行の中で商店の郊外化が進

み、足がない高齢者の負担が増えて

いる

・高齢化が心配

○良いところ

・交通は便利になった（昔に比べたら）

・交通の便は良いほうである（昔に比

べたら）

●気になるところ

・交通に不便で通勤に車を使わなけれ

ばならない（最近小江原地区に通勤

している）

・バスの便が少し少ない

その他

●気になるところ

・道路の整備が不十分である

・夜、少々暗い

・のら猫が多い（ウンチをして困る）地域の資源 長崎の軽井沢（自然がいっぱい）

○良いところ

・高等学校がある（北高）

・地区内に総合病院がある（小江原中

央病院）

・歴史や伝統がある（愛宕神社）

○良いところ

・身近な所に自然が豊かにある

・静かな環境である

・稲佐山を背景にした静かなところ

・緑豊かなところ、夏は涼しく（冬は

ちょっと寒い）

・環境が静かで緑が多く、遠くに海が

見え住宅地として最適

・緑が多く風気も良い、バスの本数が

かなり多く便利と思う

５



やってみゅ～で・わがまち座談会 小江原地区  5 グループ

道路 自然の美 生活

●気になるところ

・桜通は街灯がうす暗い

・道端が狭いのに道端にポールがたっていて車で通

りにくい

・大きな車が多くて怖い

・団地内にカーブミラーが少ない（2）

・歩道の整備、街路樹の整備

・産業道路の横断、歩道の所が危ない

・西町線が出来てしまうと交通量が増え、交差点が

つまりそうだ

・交通量が多くなり、交差点が危険

・スーパー角の交差点が危険

・交番前の歩道の所は、止まらなければならないが、

交番の所に車がいる時右側が見にくい

・カーブミラーを設置して欲しい箇所がある

・側溝のフタが現在コンクリートです。一枚だけ網

状にしてほしい

・街灯が少ない

・小学校の下の街灯が少ない

・サンハイツの車で道路がデコボコである

・スーパー付近の歩道に不備な所がある

・自己中心的な考えの人がいる（バスの件）

・バスがぐるぐる遠回りをして時間がかかる

・バスの本数が少ない、わかりにくい

・道路の側溝が不完全なところがある（第１団地内）

・桜通に枯れた桜の木があり（4～5 本）、苗木を植

えたいと言ったがダメという

・一丁目 20－上通り付近に側溝がなく、居住地に水

が流れる

・北高前の道を広げてもらいたい

・西口バス停からスーパーまで「暗渠」をして歩道

を作ってもらいたい

○良いところ

・緑が多くて目に良さそう･･･

・いちょう公園は掃除をしてくれている人がいるの

できれいで遊びやすい

・町並みが美しい

・自然が多く住みやすい処

・ホタルが飛ぶきれいな川

・桜通は名の如く桜が素晴らしい

・町がきれいで美しい、山があり稲佐山がすてきで

す

・自然環境が良い

・公園がたくさんあって子育てがしやすい

・小江原は岩屋が近くツワ採りが楽しめる

・ガーデニングをしているところも多くきれい

・夏は町より少し涼しい

・夏は少し涼しいような気がする･･･

・雲海が見れた！！

・高台なので気温が低い

・（車の騒音が）静かで住みよい、春はウグイスや小

鳥がさえずっている、気が和む

・緑が多く、紅葉がきれい

○良いところ

・中央病院があって病気の時近くて安心

・ストアが近くにあって便利である

・食料品が買いやすい

・買物が便利

●気になるところ

・坂がたくさんあって買物に歩いていくと帰りがき

つい

・雪の日は必ずといって出勤ができない

・坂が多く買物が大変

・霧が多くて運転が怖い

・霧が多く湿気がひどい、カビが出る

・防災放送が冬、夜中は窓を開けないと聞こえない

・小児科が近くにない

・つくしんぼ学童保育所から上あじさい公園までの

法面の伐採をしてもらいたい

・ゴミステーションのクリーンボックスをフタ付に

して欲しい（小江原 7）

・小江原の住人の中ですばらしい能力を持っておら

れる人がおられると思うが、その人材がわからな

い

住民の和 高齢社会

○良いところ

・皆さん仲よし

・となり近所仲が良い

・老人クラブでも皆仲良く楽しいです、カラオケク

ラブも楽しい

・学童クラブがある

・子供の声がよく聞こえる

・生活に必要な施設が近くにある

●気になるところ

・高齢者が多くなり、地域、自治会活動する方が少

ない

・アパートに一人暮らし老人の方が多い、身体も弱

っていらっしゃる人とか心配（火事とか）

６




