
平成 22 年７月９日（金）、小江原第二集会所で、３８人

の方々にご参加いただき、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回目と同様に和気あいあいとした雰囲気の中にも、

熱心な意見、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。
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小江原地区

第２回

【「やってみゅ～で・わがまち座談会」を開催する理由】

前回、グループごとに、小

江原地区の「良いところ」、

「気になるところ」を出し合

いました。今回は、その中か

ら、特に気になる３つを選び

ました。高齢化やこどもに関

する問題など、日頃の気がか

りが挙げられていました。

気になる課題を３つ選んでみよう！
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」

「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

選んだ課題を掘り下げてみよう！

～「気になるところ」を放っておくと、どんな問題が起きるだろうか？～

ステップ ２

次に、選んだ３つの課題から、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”を青色の付せん

紙に書き出し、意見を発表しあいました。
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小江原地区の３つの問題

「３Ｋ（こども・高齢者・交通）」が

気になるなぁ。

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緑色の

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。

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

※出された意見は、次ページ以降に

あります。

話し合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）
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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！

第３回の「やってみゅ～で・わがまち座談会」

（７月１６日（金）午後 7 時３0 分～9 時３0

分、小江原第二集会所）では、「おススメ解決策」

の実行プランを検討し、まちづくりの「キャッ

チフレーズ」を決定します。

解
決
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に
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が

紹
介
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れ
ま
し
た
！

ステップ ４



福祉のまちづくり「やってみゅ～で・わがまち座談会」 小江原地区  ２回目         ：おススメ解決策             【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．高齢化が進んでいる ・ゴミ出しが出来なくなる ○未

・出歩くことが出来なくなって近所付き合いがなくなる ○未

・家から出ることが少なくなり顔を見ないことが多くなり、病

気ではないか、家にいるのか病院にいるのかなど安否確認が

難しくなる ○未

・認知症が進み、それに伴う問題が増えてくる ○未

・学校の生徒数減で閉校 ○未

・自治会を退会したいという人が増えている ○今

・空家が増えている ○今

・人口の流出 ○未

・身体の管理が困難 ○今

・日常の買物等（通院、バスで、タクシーで） ○今

・声かけや、積極的にお手

伝いをする

・「元気だよ」の合図を決

める

・玄関灯等で合図をする

・一人暮らしや高齢世帯に声かけをする

・特技や技術をもつ人に回覧板等で呼びかける

・自治会内をいくつかに分けて参加できる行事を考える

・公園に集まり、体操を定期的に行う

・小さな単位で集まって顔なじみになる

・子供が小江原に住めるよう市内に働く場

を

・できるだけ、歩く道に手すりをつくる

・ごみが出せない人の玄関先まで回収に行

く

２．坂が多く買い物が大変 ・小店を願う人が多い ○今

・タクシーを利用している人もあり、出費が増える ○今

・配達できるなじみの店が閉じている ○今

・坂が多いので外に出たくない、外出しなくなっている ○今

・買い物が苦になっていると聞く ○今

・買い物に行く所がない ○今

・空き店舗や未使用の土地が増える ○未

・夜の買い物がまったく出来ない ○今

・食の確保が困難 ○今

・荷物を持って帰るのが大変 ○今

・一人暮らし、高齢者世帯では頼める人がいない ○今

・生活意欲の低下 ○未

・閉店している店へ配達専用店にできるか聞く

・スーパー等が宅配をやってくれるよう働きかけたら

・日用品、食料など売りにくる車がある

・町内の公民館、集会所に商店を呼ぶ

・近所の人に協力して頂くよう日頃から良い関係を

・小まめに停車する小型バスがあれば買い物、病院へ行

くのに便利

・バスの便を良くする

・買いものに行く車が定時にまわる

・地区内は乗り降り自由なバスにする

３．自治会、老人会の入会者が

少ない

・回覧板が回らない ○未

・行事ができない ○今

・町内の掃除や行事ができない ○今

・地域力の低下

・交流の機会の減少 ○今

・健康上で入れない ○今

・孤立化が進んでいる ○今

・自治会に入る魅力、メリットはなにかをはっきりとさせない

といけない ○今

・仲間ができない ○今

・若い人は仕事で忙しいため、自治会への参加ができなくなっ

ている ○今

・自治会役員について、役員にふさわしい、いろんな特技を持

つ人を発掘できていない ○今

・毎年の役員選出に苦労している ○今

・自治会の交流が大事、あ

いさつできる人が声か

けをする

・いろいろな人が集まる学童クラブや運動会のプログラ

ムに自治会主催のものを入れ、自治会活動などの周知

を行う

・一人でいる老人からは自治会費はもらっていない

・幼児～中高生などとの交流を図る

・正月、台風前は老人の一人暮らしの家へ自治会役員が

回っている

・自治会行事の度に回覧板の他に、協力してくれる家の

塀などに大きなポスター等を掲示し、知らせる

・日ごろから声をかけるよう努力する（回覧板、立話し）

・自治会、老人会の入会促進のパンフレットを作る

・一人暮らしの老人に班長さんなどが中心となって声を

かける

・過重な負担にならないようできる範囲で活動に参加し

てもらう

・自治会、老人会に入らないと市役所指定

のごみ袋が手に入らないようにする

２



福祉のまちづくり「やってみゅ～で・わがまち座談会」 小江原地区  ２回目         ：おススメ解決策             【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．〔子ども〕

  子供達が、あまり挨拶が出

来ていない

・あいさつが出ない子供には私から声をかけている ○今

・子どもが危険に巻き込まれるおそれがある ○今

・子供の安全を守れるか？ ○今

・子供と会った時にはこちらから先に言葉をかける「こんにち

は、今帰りネ」次から自然に子供から･･･○今

・小学生があいさつしてくれることもあるので、大人が進んで

あいさつすること ○今

・出来るだけこちらから声

をかける（笑顔でオカエ

リナサイ、今帰りね等）

・大人から声をかけてあげ

る

・ニ世代、三世代で暮らす

・大人の方からあいさつを

する

・常に声かけをする

・住民が学校（幼）の行事等に興味を持ち、足を運ぶ

２．〔交通〕

  場所を教えるときに教えに

くい

・地域にある施設など皆がわかりにくいのでは ○今

・バスの路線もわかりにくい ○今

・案内看板がない ○今

・通りの名称がない ○今

・通りの名称をつける

３．〔高齢者〕

  住民の高齢化が進んでいる

・交通格差社会。このまま放置すれば老人は買い物に行けなく

なる ○未 ○今

・交通格差社会。バスは不便、中央とのパイプのバスから地域

コミュニティのバスも欲しい ○今

・交通格差社会。子供でも老人でも買い物に行ける小店の復活

○未

・高齢者には買い物がとても無理になります ○今

・買い物が不便 ○今

・坂が多いので移動が大変である ○今

・集会所に１週間に１回でもしてもらいたい（集会所

を開けて移動販売店に来てもらう）

・移動販売店を育てる

・グループで買物代行の仕事をする

・高齢独居老人の黄色の元気です旗を揚げる（旗が玄

関に立っていれば元気ですということ）

・マイクロバスでも１時間に１本でもお願い

したいです

・コミュニティバスみたいなのがあれば助か

るのでは

・地域コミュニティバスを運行する

・スーパーの前にバス停をつくる

・ひかり幼稚園のスーパー前までエスカレー

ター、動く歩道をつける

・春木線を東口にまわす

・案内板をつくる

・案内看板をつくる

・安全、案内マップをつくる

・住民が子どもと顔見知りになる

子どもが住民と知りあえる行事を

地域で行う

・大人が積極的にあ

いさつをする

・いろんな会合に誘いあわせて出席

する。次から話題ができ、更に楽し

みながらの行動に移ることができ

る

３



福祉のまちづくり「やってみゅ～で・わがまち座談会」 小江原地区  ２回目         ：おススメ解決策             【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．街灯が暗い ・防犯や日常生活に不安 ○今

・足もとがあぶない ○今

・植木等で暗くなっている ○今

・街灯が暗いことで、何か事故があってからでは遅い！ ○今 ○未

・犬のふんを踏む ○今

・すれ違う人の顔が見えない。ブキミである ○今

・車から人が見えない（交通事故など） ○今

・犯罪が多くなる ○今 ○未

・歩道の凸凹がよく見えずケガしやすい ○今

・散歩等、外出がしにくい ○今

・犯罪が起きる可能性がある ○今 ○未

・転倒 ○今

・痴漢 ○今

・空巣 ○今

・公園内のベンチが未成年者達の「たまり場」になっている。

タバコ空き缶等を散らかして「ウンチ」をしている時もある

・懐中電灯を各自持参する

・防犯ブザーを持って歩く

・地域でパトロール

・子供～大人含むパトロール隊、交代制

・各家庭に植木等道路にはみ出さないよう回覧を回し

てもらう

・再点検し必要な箇所を調査し市へ要望する

・街灯を増やす

・街路樹の足元の草花はいらないのでは？

２．各自治会共に高齢者が増え

ている

・皆んな家に居て、出る人が少ない ○今

・高齢化にともなって自治会役員になる人が少なくなっている

○今

・自治会活動がうまくできない（自治会をやめる人が出てくる）  

○今

・孤独死の発見ができない ○未

・自治会の活動ができなくなる ○未

・近くに店がなく買物ができなくなる ○未

・一人暮らしになった時の不安（病気、けが）

・ ・高齢者が相談できるネットワークをつくる

・若い人たちの意見などを少し取り入れる

・皆んなが集まって井戸端会議でおしゃべり等いかが

でしょうか

・孤独死を予防する為に両隣の方々が本人の生活の音

を確認する方法

・高齢者の方が料理、子育て講座を開いてはどうか。

若いお母さん達に！

・買物のための巡回マイクロバスを運行する

３．子どもの数が少ない ・若い方はとなり近所の付き合いが苦手 ○今

・地域の行事などができなくなる ○未

・学校の同行会（体育など）人数が揃わずできない ○未

・少子化で将来を支える人が少なく、将来設計が立てにくい ○未

・過疎化になってしまう ○未

・子ども会の行事ができない ○未

・子供達の団体競技等出来にくい ○未

・少子化、自治会、団体のイベント

・連合自治会、イベント計画

・子供会活動の推進（公園ごとのイベントとか）

・親子で活動できる行事を多くする

・３世代いっしょに住む

・連合で子供会を開いてみては

・子供が少ない。公営住宅の入居条件に子供

１名で？千円の割引があるとよい

・近所づき合いの強化

・交番との連携

・各家庭の門灯を 10 時頃

まで点灯してもらう

・一戸一灯運動の推進（連

合自治会で運動中）

４



福祉のまちづくり「やってみゅ～で・わがまち座談会」 小江原地区  ２回目         ：おススメ解決策             【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．子供の未来

「子供の声が少ない」

・子供がスポーツや習い事で、人数が確保できない ○今

・たまに子供の声がすると「うるさい」と言われたことがあっ

た ○今

・地域全体の活気が乏しくなる ○未

・子供達の交流を通して親達の交流へという機会が少なくなる

○未

・子どもを通しての大人の人間関係が薄れていく ○未

・行事ができない ○今 ○未

・子どもの減少により地域の過疎化が起きる ○未

・ふれあいセンターの子ども育て支援をアピールする

・自治会単位で子育て支援をしたらどうか

・広域の子ども会組織をつくり活動を活発にする

・子どもと大人の協働活動を多くして、子どもを育て

やすく、育ちやすくする

・地域の行事や活動の紹介（大人と子供のふれあいの

場、子供の活動例、スポーツ、文化）

・保、幼、小、中、高、センター、病院、ホーム、等、

小江原は全部そろっている地域であることの PR

・身近な所、小さな単位で支援をしたらいいのでは？

２．年とったら･･･！！

「日常の買物には少々きつい」

（坂が多い）

・毎日買い物に行けない ○今

・高齢者が自宅で生活できなくなった場合ヘルパーの利用か施

設入所が増える ○未

・買物が難しくなる ○未

・高齢化が進行するにつれ、日常消費生活が困難になる ○未

・買物にいけなくなる ○未

・車による移動販売を多く導入する

・固定曜日に移動、販売はどうか。月－野菜、火－肉、

水－魚など

・ボランティアでの移動販売→むずかしい（事故？！）

・買い物用循環クルマを（ボランティア？）

・スーパーに要望してみる（配達）（4）

例：城栄のスーパーなどは 2,000 円以上、2,500

円以上買うと配達してくれる

・小江原地区全体を循環する地域マイクロバ

スの運行（病院、店、スーパー等）民間業

者＋市の援助

３．その他

「夜、少々暗い」

・街灯の間隔が長い ○今

・切れた時の連絡を知らない方がいる ○今

・つまづいてころぶ可能性ある ○未

・暗い夜道では事故や犯罪も起こりやすい ○未

・犯罪が起こるかも ○未

・道の凸凹が見えない ○今

・街灯の設置を行政に求める

・街灯の数を増やす。効率の良い配置にする

・子どもを育てたい環境を整備する

・若い人達に戻って来るような魅力あ

る町（どうする？）

・自治会に入っていない方は子育て支援の方

法を知らないケースがあるので周知する

・地元の業者（店舗、タクシー）に要望し

て買物が楽になるようにする

・街灯数＋一戸建ての外灯

点灯運動の拡大

・各家の玄関外灯をつける（LED の利

用･･･将来）

５



福祉のまちづくり「やってみゅ～で・わがまち座談会」 小江原地区  ２回目         ：おススメ解決策             【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．交通量が多くなり、交差点、

歩道が危険

・歩道が悪く高齢者が車道を歩く ○今

・22 時より朝 7 時まで大型車両通行止の所を大型車両が通っ

ている ○今

・歩道、車道にガードレールがないため危険 ○今

・買物の行き、帰りが危険 ○今

・朝の通勤で急いでいる人が信号無視をして横断歩道を渡って

いるのに危険を感じる ○今

・車の渋滞 ○今

・交通事故の多発 ○今

・事故が多くなる ○今

・行動は昼間して夜は歩か

ない

・団地内大型トラック通行禁止

・交通指導員を増やして安全性を高める

・夜間の交差点の街路灯明るくする

・カーブミラーの設置（住宅内）

・スーパーから西口バス停まで「暗渠」にす

る

・スーパーから西口バス停にかけ、暗渠をし

て歩道にしてほしい

２．高齢者が多くなり地域、自

治会活動する方が少ない

・高齢者が多くなると大きな行事ができなくなる。（例）夏祭り  

○未

・行政への要望が通りにくくなる ○未

・会員との連絡がとれなくなる ○未

・情報が十分にまわらなくなる ○未

・自治会に何回も誘って加入させる

・役員手当を増額する

・若い人に魅力のある自治会、役員会とする

３．アパートに一人暮らしの老

人の方が多く、坂が多いの

で買物が大変

・食の確保ができない（栄養が十分にとれない） ○今

・近所との繋がりが無くなり危険 ○未

・ごみ出しが不便 ○今

・病気や事故にあった時、対応が遅くなる ○今

・閉じこもりの人が多く、認知症になる ○今

・冬、窓をしめきっているので火災装置の音が聞こえず発見が

遅れる ○今

・同居していない家族が居

れば電話をして安否確

認。家族の行動の把握

・買い物を代行してあげる

・自治会と民生委員との話合いの場

・車でアパートまで食材を売りに来てもらう

・自治会で自主防災組織を作る

・民生委員さんが高齢者を家庭訪問されて、心のケア

とか安全、健康を確かめてほしい

・自治会で高齢者手伝いグループを作る

・集会所を開放して「ふれあい」の場を設ける

・隣人や自治会で声掛け、訪問する

・異変があった時にどこに連絡するか理解しておく

・中央病院上交差点の安全面の検討

・高齢者の方が分かりやすい見やすい広告を貼

る

・行動に不自由をされている方がどれ位おられ

るか把握する

６




