
平成 22 年 7 月１６日（金）、小江原第二集会所で、

３９人の方々にご参加いただき、第３回目の「やってみ

ゅ～で・わがまち座談会」が開催されました。住民座談

会３回シリーズの最終回ということで、白熱した話し合

いが行われました。

【「やってみゅ～で・わがまち座談会」を開催する理由】

前回選んだ、おススメ解

決策を、実行すると仮定し

て、そのための具体的な方

法・必要なものや、協力者

などを、各グループで考え

ました。

いつ、どこで、どんなふ

うに実施し、そのための PR

はどうしたらよいか、緑色

の付箋紙にひとつずつ意見

を書き出しました。次々と

意見が出され、机が付箋紙

で一杯になっていく様子

は、参加者の方々の熱意の

表れですね。

おススメ解決策の実行プランを検討！
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、この座談会で出されたご意見は、“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。

わがまちのキャッチフレーズを考えよう！

～これから目指す、小江原地区のイメージを込めて！～

ステップ ２

続いて、小江原地区のキャッチフレーズを

考えました。地区の良いところ、これから目

指す小江原地区のイメージを思い浮かべなが

ら、いろいろな言葉をつないで、これだ！と

いうフレーズに近づけていきました。

～キャッチフレーズを考え中～

１

付箋紙でいっぱいの模造紙を前に、各グループ

リーダーより、実行プランと、小江原地区らしさ

をアピールした、「キャッチフレーズ」が発表さ

れました。

※出された意見は、次ページ以降にあります。

いよいよ発表！

～おススメ解決策の実行プランと我が町のキャッチフレーズ！～

ステップ ３

地区全体のまちづくりのキャッチフレーズ（目標）決定！

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）

参加した方々からたくさんの意見が出され、小江原地区を“よいまち”にしていこうという

気持ちを共有することができました。参加されたみなさん、本当にありがとうございました。

各グループから発表された「キャッチフレーズ」は、どれも小江原地区に対するみなさん

の熱い想いが込められていました。最後に、各グループの「キャッチフレーズ」の中から、

参加者全員で言葉を選び、一つの「キャッチフレーズ」を創り上げました。

みどり豊か 心ふれあう

わがまち小江原

★ ３回の座談会をふり返って・・・（参加者からの感想）★

｢小江原地区について、たくさん考える時間をいただいたことがとても貴重でした。

高齢者の方に関わる仕事をしているので、みなさんの思いを知り、もっと小江原地区

のみなさんの力になりたいと思いました。｣

「みなさんのいろんな意見を聞けて本当によかった。いい勉強になりました。」

「みなさんの意見を聞きたかったので、座談会が開催されたことを感謝します。」
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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３回目 【1 グループ】

高齢化が進んでいる
おススメ解決策

小小ささなな単単位位でで集集ままっってて顔顔ななじじみみににななるる

何を 誰を （対象）

・学校関係（子ども達の友達の親御さん、小学校でのふれあい音楽会、小学校 PTA、

      中学校 PTA）

・大人のスポーツ団体（ゴルフ、健康（体操）教室、健康体操、第２集会所利用の婦人健康

      講座、ふれあいセンター卓球クラブ、ソフト愛好会）

・病院関係（病院デイケア利用者、水彩画展覧会をする（水月会））

・大人の文化団体（民謡愛好会、手芸グループ、老人会カラオケ会、ふれあいセンターカラ

      オケクラブ、男の料理教室、クッキングボーイズ、囲碁愛好会）

・自治会等（同じ組の方々、役員 OB の有志達（夏祭り準備）、和光会、老人会）

・子どものスポーツ団体（少年ソフト、少年サッカー、ミニバスケット、剣道、少年野球、

      少年スポーツ団体）

・その他のグループ（隣近所のおしゃべり婦人仲間、生協の配達別グループ、団地車友会、

      職場の OB の集い）

・学童保育クラブ、学童保育所 ・小江原保育園

どうやって

★上記各団体を顔なじみにするために、愛宕神社で階段かけ上がり大会を行う。

○準備から参加してもらう。

・幼、保、小、関係団体が一堂に会する ・中、高保護者の集いを行う

・参加呼びかけのポスター作成 ・景品あつめ

・賞品の手作り作成 ・少年スポーツ団体対抗協議

・ご近所の方々で情報交換をしてもらう ・小学校の草取り等の事業の中で周知をする

○大会の運営参加

・大会当日の応援スタッフ ・大会後の炊き出し支援

○その他の注意点

・階段の段の幅が違うので、対応する

協力して欲しい人・団体                         いつ

・少年サッカー ・スポーツ少年団 ・北高生 ・愛宕神社の秋祭り

・少年ソフト ・クッキングボーイズ小中学 PTA

その他

・10 月秋祭りに北高生で行う、その後子供

みこしをしてはどうか

・音楽会（ピアノ、ヴァイオリン）を病院の

ロビーで行う

・少年スポーツは自治会の催しに合わせて実

施する（練習等の日程を合わせる）

・連合自治会で愛宕神社を中心として小江原

おくんちをしたい
２



福祉のまちづくり「やってみゅ～で・わがまち座談会」 小江原区３回目 【2 グループ】

子ども達があまり

あいさつが出来ていない

      おススメ解決策

大大人人がが積積極極的的ににああいいささつつををすするる

何を 誰を （対象）

・子ども達と顔みしりになる ・親が率先してあいさつする ・大人同士があいさつする

・小学生、中学生 ・登下校時に

どうやって （方法を具体的に。良いところで出た活動との組み合わせも考えてみる）

・お隣同士あいさつをする、何度となく繰り

返しあいさつする

・すべての大人が道で会ったら必ず「ニッコリ

顔」であいさつする。2～3 回後は必ず笑顔

でのあいさつがかえってくると思う・まずは知らない人でも会釈から

・バス停でのあいさつ ・犬の散歩時にこちらからあいさつ。「今ねー」

とか声かけしている・ジョギング、犬の散歩は登校時間に合わせ

る

・交代で交差点に立哨、交通整理しながら ・子ども達から標語を集めて表示

・まず笑顔でやさしい一声 ・みんなで

・地域の人が地域の人同士であいさつするよう心がける

協力して欲しい人・団体

・自治会及び小、中学校へ協力願いをする ・小、中学校

・学校と地域関係団体の連携 ・地域の人たち

・ネットワーク情報支援会の活用 ・自治会に呼びかける

いつ                             どこで

・あいさつ週間の設定 ・おはよう通り、あいさつ通りを作る

お知らせ方法

・各家庭にチラシを入れる

活動に必要なもの

・社協支部が主体となって

その他

・子どもの登校下校に大人はほとんど外に出ていない ・あいさつ通りの看板

・大人と大人は会うが子どもたちとは会うことがあまりない

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３回目 【３グループ】

各自治会ともに高齢者が

増えている

おススメ解決策

近近所所づづきき合合いいのの強強化化

何を 誰を （対象）

・地区住民

どうやって （方法を具体的に。良いところで出た活動との組み合わせも考えてみる）

・自治会行事（夏祭り、敬老会など）への参加をお願いする

・各組ごとの茶話会を月に 1 回か 2 月に 1 回催す。その時に会長から自治の話や専門家の

講話を聴く会にする（例：認知症）

・引っ越して来られた方を紹介する

・月に１回ぐらい家の周り清掃をしてお隣の人に声をかける

・近所同士で花を育てる

・回覧板の配布は在宅時に行い、ふれあいの機会を作る

・趣味の会の種類を増やす（集会）

・近所同士のおしゃべり会

・ゴミを出すときや、家のまわりを清掃しながら近所の人と世間話をする

・外で出会った時は挨拶をしっかり。若い人は年輩の方に何か困ったこと等ないですか？と

声かけするなど、やさしい心で

・あいさつ。外で出会った人、すべての人

・隣同士のつきあいを、次々にその輪を広げ、ネットワークづくりへと広げる

・日ごろからのコミュニケーションを！！

・月に１回ぐらいグランドゴルフなどをする（子ども達にも教える）

・向三軒両隣仲良く

協力して欲しい人・団体

・自治会（人材が豊富） ・商店 ・行政

お知らせ方法

・回覧板 ・お店の広告のところに入れてもらう

・エレナに掲示する

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３回目 【4 グループ】

年とったら･･･！！

           おススメ解決策

地地元元業業者者（（店店舗舗、、タタククシシーー））にに要要望望ししてて
買買物物がが楽楽ににななるるよよううににすするる

何を 誰を （対象）

・足、耳など身体の不自由な方 ・高齢者 ・通院者

・病弱者、障害者等、荷物が持てない方 ・車がなく、重たい物、大きい物が買えない方

・病気の人、ケガで動けない人、子育て中（赤ちゃんや乳児）、年をとって足腰が弱い人

どうやって （方法を具体的に。良いところで出た活動との組み合わせも考えてみる）

A

案

地域でできること

・一人暮らしの人の買物を週に 1 回か２回ぐらい老人会のメンバーで考えても良い

（元気な人たち）

・ボランティア（月１回）に買い物してもらう（自治会など）

・シルバー人材センターと契約して配達してもらう

B

案

お店にお願いすること

・お店にお願いして配達できるようにする。移動販売ができるかなど尋ねてみる

・買い物した品物の配達を店舗側でしてもらう

・個人又は自治会より、エレナ、まるたかさんに配達をお願いしてみる

C

案

移動手段について

・地域循環マイクロバスの運行 乗合タクシー含む

（人を運ぶか、物を運ぶか。出来るだけ人を）

①小江原地区の循環（商

店、病院）＋小江（バス

ルートなし）

②（長崎バス、明星タクシー＋商

店、病院＋行政の支援）の協力

体制での運行可能か？

③対象者を制限しない

高齢者＋一般健常者

・地域マイクロバス。1 日のうち利用の多い時間帯で運行回数を増やす。30 分毎

※ 以下、Ａ：Ａ案、Ｂ：Ｂ案、Ｃ：Ｃ案 についての内容

協力して欲しい人・団体

いつ                      どこで           お知らせ方法

A ・年間を通して ・小江原地区限定 ・回覧板（チラシ）自治会

B ・店による（調整） ・小江地区にまで拡大

する案

・掲示板

C ・試用期間を設定したらどうか ・定例会（各団体）

活動に必要なもの                                その他

C ・停留所（場所） C ・市の補助は？

・坂の途中にベンチを置いたらどうか（一時休憩スペースとして）

A ・老人会 ・自治会のボランティアの方

B ・注文、配達システム。商店中心、地域の中でのグループ中心

C ・㈱明星タクシー、自治会連合会 ・行政

・マイクロバスの運転を NPO 団体に依頼する

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３回目 【5 グループ】

アパートに一人暮らしの老人が多く、

坂が多いので買い物が大変

           おススメ解決策

自自治治会会でで高高齢齢者者手手伝伝いいググルルーーププをを作作るる

何を 誰を （対象）

・高齢者 ・「独居老人」の方

・草むしりが出来ない人 ・１人暮らしで夜、体が動かせない人

お手伝いの内容

・植木の簡単な手入れ ・家の中の備品等の移動

・買物に行けない ・高い所の作業（電球換えなど）ができない

・犬の散歩ができない ・業者に頼むほどでもない水もれ等の修理

・高齢者の部屋の掃除及び話し相手の活動、日頃の「グチ」を聞いてあげる

・模様替え（カーペットはぎ）を自由にできない

その他の地域活動

・高齢者が自治会の行事に参加する ・高齢者に声をかける運動をする

・高齢者のふれあい広場をつくる ・安否確認、隣近所に声かけ

・手伝ってもらいたい事を、身体が不自由な方に尋ねる

・道ばたで高齢者と会った時は「声」をかける。

例えば、「元気しとるね」「何かあったらいつでも言わんね」

協力して欲しい人・団体

・民生委員、自治会長、保護司 ・自治会の人

・自治会員で行動力のある人 ・ボランティアの方

・自治会員の中の専門職の経験者

いつ

・月 1 回、または 2 ヶ月に 1 回

お知らせ方法

・手渡して配布 ・チラシは各戸へ

・病院などに掲示する ・広報活動

６




