
続いて、古賀地区のいいところ、

これからめざす古賀地区のイメー

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、多数決で右のとおり決定

しました。 

 

☆地域のマップ図の作成をする。 ☆防災訓練を行う。 

☆高齢者の避難誘導を誰が行うか確認。  など 

 

古賀地区の「いいところ」と 

「気になるところ」を出し合いましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

古賀地区 福福福祉祉祉のののまままちちちづづづくくくりりり   

やややっっってててみみみゅゅゅ～～～ででで・・・わわわがががまままちちち座座座談談談会会会   

 

１回目に出された古賀地区の「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、 

「誰でも楽しめる公園やリハビリなどができる運動施設(プール)が 

ほしい」「高齢者の孤立化」「地域行事の参加者が特定されている」 

「子どもの遊ぶ場所」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。  

 
 

古賀地区の「気になるところ」の問題解決策 を考えよう！ 
２回目

  

古賀地区のまちづくりの「キャッチフレーズ」を考えよう！ 

2 回の座談会を通して活発に意見が交わされ、古賀地区を今よりもさらに“よいまち”にし

ていこうという熱意を共有することができました。みなさまからは、「地域の方の声が直接聞

ける良い機会だった」「若い人の意見がしっかりしていて古賀の将来は安心」などの声が聞か

れました。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、７ページから 12ページに掲載しています。 

≪主ないいところ≫ 
・子ども（小学生）のあいさつが良い。 ・高齢者がとても元気で身体が丈夫。 

・福祉のまちづくりへの取り組み。  ・植木の町。 

・高速、バイパスに近いので、交通上の利便性は高い。   

・団結力はある。・地域交流の場が多い。 

・自治会と各種団体が一体化している。 

≪主な気になるところ≫ 

・外灯が少ない（夜暗い）。 

・施設と地域の方の関わりをもっと密にしたい。 

・高齢者が多く、子どもの声が少なくなってきた。 

・地区の子供達との交流がない、どこの子か知らない。 

・道路せまい所がある。・バス代高く、運行便少ない。 

 

平成 27 年 9 月 25 日（金）と 10 月 23 日（金）の 2 回にわたり、古賀地区市民

センターで、「やってみゅ～で・わがまち座談会（※）」が開催されました。 

関係者のみなさん延べ80名が参加し、古賀地区の今と未来
これから

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」「古賀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。 

 

※ 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。 

１回目

  

☆「地形上、地滑り等、災害危険有」という問題に対しては、 

次のようなアイデアが出ました。 

 

☆「子どもが地域と関わりが少ない」という問題に対しては、 

次のようなアイデアが出ました。 

 

☆楽しい自治会活動のＰＲ。☆若い世代が入りやすい雰囲気づくり。 

☆仕事をしている人でも出来るように業務分担を工夫。  など 

 

 

◇問題解決策の一例◇  

 

① ６グループに分かれ、古賀地区の「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※別に模造紙に整理しました。 

②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 

 

 

☆「自治会の役員になる理解が不足」という問題に対しては、 

次のようなアイデアが出ました。 

 

☆子どもの地域デビュー〔子ども助っ人隊→地域ボランティア〕。 

☆挨拶は子どもからだけでなく大人からも。  など 

☆子ども達にできる社会奉仕（やさしい）を見つける。  など 

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） 

決定！ 

まずは“共通点さがし

ゲーム”でなごやかな

雰囲気に ＾０^/ 

  

 



    

やってみゅ～で・わがまち座談会 古賀地区 （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 

・子ども達が元気。（4件） 

・子ども（小学生）あいさつが良い。（3件） 

・子供達が素直な子が多い。（２件） 

・小学校でのたてのつながり。 

・古賀小出身の生徒は、バレー、バスケなど「スポーツ」で大活躍しています。元気いっぱ

いです。 

・学校が平和、仲が良い 

・小学生の子供が気軽に話しかけてくる。 

・集団登校なので安心。（２件） 

・朝の集団登校のシステムがすばらしい。 

・集団登下校（集団で歩いている子供達を見るのは安心する） 

 

・地域の行事に子供たちも参加している。 

・自治会の敬老会に小学生の児童が参加。 

 

・独居の高齢者がとても元気で身体が丈夫。 

・高齢者の為の自治会、ボランティアがある。 

・福祉施設が多い。（２件） 

・福祉が多い町。 

・福祉のまちづくりへの取り組み。 

・地域の人が障害のある方とも積極的に交流している。 

・お年寄りが元気。 

・福祉が充実している（高齢、児童、障害） 

・元気な高齢者の活動の場の提供がある 

・お年寄りの困りごとに対してボランティアで対応しお手伝いをしてくれている。 

 

・市内他地区に比べて赤ちゃんがたくさん誕生している。 

 

・学童の先生が優しい。 

 

・子ども達が公園などで遊んでいない。 

・子ども達があいさつをしても返事がないことがある。まして進んであいさつしてくる子が

少ない。 

・子ども達の言葉づかいが悪い。 

・子どもが小学生になるまで地域と関わりが少ない。 

・中学校が遠い。 

・子どもの通学中のリスクが高い。 

・子どもが少ない。 

・時折、バス通学生徒のマナーが悪い！とおしかりを受けることがあります。 

・東長崎中学校生徒のバスのマナーが悪い。 

・団地が高台で坂道を子どもが自転車でとばす。 

・通学路にせまい所がある。 

 

・団地内のお年寄りが増えてきた。 

・高齢者の孤立化が気になる。(3件) ・高齢化率が高い。(4件) 

・入所施設に空きがない。 

・高齢者が多く、子どもの声が少なくなってきた。 

・老後が心配です。 

・高齢化で自分の介護してもらえるか心配！ 

・６５歳以上が多いので車が危ない。 

・要支援者が多い。 

・障害者の一人暮らしがいる。 

 

・個々のふれあいの場が少ない。 

１ 



やってみゅ～で・わがまち座談会 古賀地区 （1回目の集約結果） 

＜居住環境＞  

いいところ 気になるところ 

・古賀の自然が美しい。(２件) 

・自然が多くて豊かである。（4件） ・緑が多い（自然が豊か）。(4件) 

・花、植木 ・植木畑で、いやし有り。 

・きれいな団地。 

・植木の町。（４件） 

・緑化の意識が高い。 

・庭が素晴らしい、キレイ。 

・自然に囲まれているので子ども達も自然にふれた活動が多い。 

・蛍が家から見られる。  ・川がきれい（蛍がいる）。  ・蛍がキレイ。（5件） 

・古賀小に行くと空気がおいしい。 

 

・大きな病院がある（和仁会病院）  ・近くに病院がある。 

・往診がある病院が多い。  ・見舞いの為の病院バスがある。 

 

・ＪＲ肥前古賀駅がある。(3 件) 

・高速、バイパスに近いので、交通上の利便性は高い。(４件) 

・意外と利便性がある（病院、買い物など）。 

・諫早市に近い。（２件） 

・ひと昔前と比べて道路がよく整備されている。（２件） 

・古賀館地区ガードレールができた。 

 

・24Ｈのスーパーが近くにある。(２件) 

・買物をするスーパーが車で行くのにいくつかあるので便利。他２件 

 

・運動場が２ヶ所ある。 

・「古賀人形」「本田家住宅」などの文化に触れることができる。 

・外灯がＬＥＤで明るい。 

・静か（すぎる）。 

・新しい家が増えてきている。 

・団地内はとても静かな環境である。 

・お店（個人店）の方が優しく、住民への気遣いができる。 

 

・車がないと不便な場所がある。（２件）  ・車の移動なので高齢者は大変！！ 

・道路せまい所がある。（4 件） ・校区内の道路が狭い。・道路が狭い、接触事故。 

・国道以外の道が狭い、車両の離合が困難な場所が多い。 

・国道３４号線渋滞。（２件） ・渋滞しやすい。  ・交通アクセスがまだまだ悪い。 

・地区センター入口に信号機をつけてほしい。・旧道の交通量が多い。 

・旧道をスピードを出して走る車が危険！！・道路が危険（車の通りが多い）。（２件） 

・バイパスから国道へのぬけ道になっていて車が多い。・道路整備が遅れている。  

・子どもたちの通学路が（車）危ない。 

・矢上に比べたら古賀町は、道路が国道３４号と旧長崎街道の２本くらいしかないので時間

では危険な時間帯があり、皆安全運転に気を付けてほしい。 

 

・ＪＲが若干不便。 

・古賀木場行きのバスの便数が減っている。 ・バスの便が少ない。 

・バス代高く、運行便少ない。       ・バスの料金が高い。 

・公共交通機関の料金が町中と比較して高い。 

 

・高齢者（利用者）が散歩しにくい。       ・子どもの遊ぶ場所が少ない。 

・子どもの遊ぶ場所がなくて、道路で遊んだりしている。・公園（遊び場）狭い。 

・緑が多いけど、誰でも自由に楽しめる自然公園がほしい。（3件）・公園のかたよりがある。 

・テニス等運動施設がない。・人が集まる大きなとこない（今大村まで行っている）（２件） 

・公園にトイレがほしい。 

・小学校の行事に行く時の駐車場が遠すぎる(植木センター)。 

・イノシシが川にいる。 ・イノシシが増加している。 ・イノシシの被害が多い。 

・石垣くずす、家も被害うける。  ・花粉がひどい。・さるが出た（去年、子供の通学路）。 

・地区によっては昔は田畑であったところが、やぶや山林になっている。（3件） 

・地区によっては世帯数が減っている。 ・転出する方が多く空家がある。 

・買物に徒歩で行くのに時間を要する。 ・支所までの距離が有りすぎる。 

・道路道幅、木々が邪魔しているのを切ってほしい。 

・ＡＭはゲートボール、夕方学童の子が遊ぶので、学童行ってないと入りづらい。 

・夜は暗い所が多い。 ・外灯が少ない。 

 

 

２
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やってみゅ～で・わがまち座談会 古賀地区 （1回目の集約結果） 

＜社会参加＞ 

いいところ 気になるところ 

・自治会、子ども会、老人会の連携がとれている。 

・自治会の人達と仲が良いので、行事などでは助け合い、団結力がある。 

・団結力はあるように思う。 ・夏祭りなど皆で共通して行動する団結力がある。 

・自治会活動等、協力的です。  ・自治会活動がさかん。 

・自治会と各種団体が一体化している。・回覧板の内容がいい。 

・自治会、老人会と子ども会つながりを良くするためにイベントを考えてくれる。（２件） 

・自治会会長さんがお年寄りの方や子供たちによく声をかけています。 

 

・古賀の夏祭り、お手伝いの方も多い。・夏祭り（ド派手）。（２件） 

・地域内明るい、あいさつがある。  ・地区の仲がいい。・地域交流の場が多い 

・住民同士の横の繋がりが強い（特に高齢者の方）。 

・今年初めて夏祭りにおうかがいして「地域の絆」の深さを実感しました。祭りの内容もと

ても工夫されていました。・夏祭りで地域のつながりの輪が広がっているように思える。 

・人情があつい。・人が良い、福祉にやさしい。・古賀の人はおだやかな人が多い。 

・地域に知人が多い。・町民全体の気心が通じ合っている。 

・ご近所どうしのお付き合いがよい。  ・地域の方が子供達の心配をしてくれる。 

・おじいちゃん、おばあちゃんがやさしく声を掛けてくれる。 ・周りの人が優しい。 

・近所の人が話しやすい。  ・近所の人が親切、やさしい。（２件） 

・近所でのおつきあいで挨拶をするのは良いと思います。小学生が１０名程いますので地域

の皆で育てているという感じで良いと思っています。  ・子どもたちの挨拶が良い。 

・田舎の良さが出ていて昔から住んでいる方々が近い存在になっている。 

 

・古い地域は行事が多くつながりが強い。 ・「鬼火」「餅つき」などの昔の行事の復活。 

・郷土芸能（龍踊）がある。  ・植木がたくさんあってすごい。（２件） 

・夏祭り、ゆるキャラに会えてよかった。 

 

・年配達のサークルが多く、若い人達もスポーツのサークルがあり活動さかん。 

・長崎街道を歩く人が多い（挨拶が気持ちいい）。 

・座談会に多数参加があった。 

・必要以上にかかわらなくていい。  ・田舎らしくない距離感。 

・毎年、町民運動会開催。  ・地区センターの体育館お世話になっています。 

・自治会の役員になる理解が不足。 

 

・地域行事の参加者が特定されている。 

・子どもの行事に地域の方が参加する地区とそうでない地区がある。 

・地区の子供達との交流がない、どこの子か知らない。 

・どこの子かわからないので声かけがしづらい。 

・施設と地域の方の関わりをもっと密にしたい。 

・意見や意志を発言する人が少ないように思う。 

 

・地域の他世代の方の顔や名前がわからない。 

・近所の方がわからない。 

・近所でも顔を知らない人が多い（高齢者多く家から出ない人も多い）。 

 

・郷土芸能はあるが人数が不足している。 

・船石の浮立が無くなった。 

・古くから行事をそのままの日にちにしている。 

 

 ３
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やってみゅ～で・わがまち座談会 古賀地区 （1回目の集約結果） 

＜環境衛生＞ 

いいところ 気になるところ 

・植木の里、自然がたくさん、季節の花がキレイ。 

・古賀の自然環境がすばらしい。（４件） 

・植木が有名、美しい 

・他の地域の者から見て植木の里、古賀人形という言葉がすぐに思い浮かびます。 

・日本一の植木がある。 

・自然、緑地が多い、植木の里。（４件） 

・昨年とても美しい「梅林」を見に行きました。 

 

・古賀人形が有名。 

・古賀には古い文化財（石造文化）うずもれている。長崎街道がすばらしい。 

・古賀民謡ができた（歌、おどり）。 

 

・ほたるが多い 

・水がきれい。 

・みどりの少年団、植樹、みどりに関する活動（小学生）。 

・みどりが多い 

・空気がきれい。（2件）  

・空気がうまい。 

 

・ゴミ出しのルールが良く守られている。 

 

・いのししが多く畑を荒らす。 

・いのししがふえて、被害が増えている。 

・イノシシ、アナグマなど多く出る。 

・犬のフンが多い。 

・犬猫のフンと尿の被害が多い。 

・川沿いをよく犬の散歩されている方が多い（フンの始末をしない人がよくいる） 

 

・猫やしき、のら猫エサを勝手にやる人。 

・近所の公園に猫のフンが多過ぎて遊べない。 

・のら猫の対策不足。 

 

 

・自治会未加入者とゴミ分別搬出の不備。 

・ゴミステーションの扱いが悪い（捨て方、置き方） 

・ゴミのモラルが悪い、注意できない。 

 

・時々植木のごゴミを燃やすのでけむたい。 

・畑が多く草そうじをして燃やして古賀スモッグがひどく出ました。 

 

・公園の掃除の参加が少ない。（２件） 

 

・公園がない(遊び場が少ない)。 

 

・空家、空地の方から毛虫が大発生した。 

 

・大雨時の川の氾濫。 

 

 ４
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やってみゅ～で・わがまち座談会 古賀地区 （1回目の集約結果） 

＜防犯・防災＞ 

いいところ 気になるところ 

・防災マップができている！ 

 

・事件、どろぼう少ない。 

・治安が良い。 

・犯罪が少ない。 

・交番がある。 

 

・近所で最近、不審者が出てまだ捕まっていないので気になる（富士団地）。 

・不審者が近頃よく出る。 

・不審者情報が入らなかった。 

・空き巣。 

・盗難（事務所の備品関係）。 

 

・外灯が少ない、夜道が危ない。 

・外灯が少ない(夜暗い)。（３件） 

・夜間暗い所があり、防犯上危険性が高い（松原とか）。 

 

・通学路、人通りが少なく心配。 

・子供の通学路なのに、かなりのスピードで車が走る。 

・朝の通学路（大阪下→下の松本付近まで）。 

・交通ルールを守らない人がいる。 

・細い道での車のスピード。 

 

・地形上、地滑り等、災害危険有。 

・避難場所が危険。 

 

・空家が目立つ。 

 

・駐車違反が多い。 

 

・子供の自転車の乗り方が気になる。 

 

・夜間、早朝など車道をウォーキングしている人がいる。 

 

・単身高齢者の見守り（災害時等）。 

 

 ５
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やってみゅ～で・わがまち座談会 古賀地区 （1回目の集約結果） 

＜その他＞ 

いいところ 気になるところ 

・お墓参りに行く方が多い。 

 

・「古賀文化」という言葉が本校の校歌にあります。歴史と文化に恵まれた地域なのだと思

います。 

・伝統工芸古賀人形。 

 

・住宅地が多い。 

 

・人口が増えてきている。 

 

・私が生まれ育った所。 

 

・近所の方が優しい。 

 

・バスの運賃が安くなったこと。 

 

 

・古賀の気質として本音を言わない。 

 

・家の表札が無い家が増えている、訪問の時困る。 

 

・古賀駅（ＪＲ）止まらないのがある 

・ＪＲの本数が少ない。 

・駅が遠い。 

 

・独身者が多い。 

 

・新幹線の工事の関する交通事故が心配。 

 

・自治会班長引継がスムーズにいかない。 

 

・本田家住宅（古民家）の老朽化が残念！ 

 

・地域企業の内容の把握ができていない。 

 

・古賀歴史の探訪活動、子供と高齢者ふれあいの場面が少ない。 

 

・集団登校（子供）時の大雨の保護者の対応（自分の子供に対しての）。 

 

・子供のいたずらコミュニケーション不足。 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 古賀地区 （２回目：課題解決策）  １ グループ 

話し合った分野  ＜居住衛生＞ 

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 

誰でも楽しめる公園

やリハビリなどがで

きる運動施設 (プー

ル)がほしい 

・公園や運動ができる広場の場所を知らせるマップをつくり皆さんに知らせる。（ま

ずは既存の物） 

・公園のそうじや整備を行う。スタッフを設け、巡回をして使いやすい公園にして

いく。 

・作業所の利用者の地域貢献活動として行う。 

・高くなくてもお金（賃金）があれば作業所の利用者の意識も向上する。 

・公園の整備を行う連合、組織の設立。 

 

 

 

 

 

 

 

・コミュニティセンターのそばにプールを作って誰でも利用できるよう

にする。 

・空家のお知らせがあると良い。（情報があると良い） 

・空家利用ができないか。 

・長崎市のリハビリセンターを誘致運動。 

・今ある公園にリハビリが出来そうな道具を設けてみる。 

道路や駐車場（古賀小

学校）の問題 

・古賀小駐車場は参観日の時だけでもグランドにとめさせてもらえたら助かる。 

 

・道路の外灯を増やし夜間でも明るい道にする。 

・古賀小学校の駐車場が狭いので体育館裏の空地やその外側の荒地を買

収して駐車場（一般用）にしたらどうか。その為に市に陳情できるの

では？ 

・地区センター裏の道路は通学路になっているが狭いので拡張できない

か。 

 

 

・古賀市民センター敷地内に芝を張り植木を増やす。

子供も老人も散歩できる自然環境、管理委託。 

 

・子どもの通学時間帯は車のスピードを

制限する表示をする。 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 古賀地区 （２回目：課題解決策）   ２グループ 

話し合った分野 ＜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 

細い道での車のスピ

ード 

 

・通学時の見守りの方の増員。 

・児童の登下校時に老人会の方の犬の散歩をして頂ければ。 

 

・細い道のスクールゾーンをもっとわかりやすくする。 

・安全運転の講習。 

・通学時、おまわりさんにもたまには立ってほしい！！ 

・通学時間帯に車の通行を止めてほしい。 

・歩道ブロック、ガードレールの設置。 

・河川道路の有効利用。（通学路として） 

地形上、地滑り等、災

害危険有 

・危険な場所を地図に落とし確認する。 

・地域のマップ図の作成をする。 

・避難場所の変更。 

・高齢者の避難誘導を誰が行うか確認。 

・防災訓練を行う。 
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・制限スピード看板の設置。 

・正念道、富士団地下にこれから先は道路がせまく

なると言う看板を。 

 



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

話し合った分野 ＜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 

子どもが地域と関わ

りが少ない 

・登下校に声かけ、あいさつをすすんでする。地域の人として覚えてもらうと声

かけやすい。 

・挨拶は子どもからだけでなく大人からも。 

・下校指導に出来るだけ参加。 

・挨拶のプラスα（名前を覚えてもらう、覚える） 

・顔を覚えてもらうため、全校集会のときなどにあいさつに行く。 

・ネットワークパトロール、集団下校等で地域の方と子ども達がお互い顔や名前

を覚える。 

・子どもと高齢者の交流をふやす。 

・子どもの地域デビュー〔子ども助っ人隊→地域ボランティア（登校の途中でご

みを出す等）(表彰)(夢)〕 

・子どものいいことを聞いたら、学校に言う。 

・（自由参加で）地区センターグランドを使って地域の人と子ども達との例えばグ

ランドゴルフなどで一緒に楽しむ機会を持つ。 

 

高齢者の孤立化 

・老人会への参加 

・高齢者の為の自治会、ボランティアと施設の連携。 

・受け身の「お節介」（高齢者の生活支援） 

・高齢者への共感、孤立させない工夫、孤立しない努力。 

・高齢者に対して出来る事を探す。 

・声かけ、訪問、グランドゴルフ。 

・高齢者本人も努力してほしい。（地域との関わりを） 

・児童公園、高齢者の公園。 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 古賀地区 （２回目：課題解決策）  ４グループ 

話し合った分野 ＜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 

ゴミ問題 

・ゴミの分別を理解する。 

・子どもに良い姿を見せる。 

・ゴミをへらす努力。 

・決められた時間にゴミを出す。 

・前日に出すのをやめる、曜日を守る。 

・ゴミステーション近くにすてれるようするべきでないか。 

・自治会長同士話をする！班長も含めて！ 

・自治会、資源ゴミふやす。→子ども会（自治会費）にあてる。 

・自治会に入る事のメリットを伝えていく。 

・アパートも自治会に入るようにしておく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ゴミステーションおりたたみ式あふれるからどうにかしてほしい。 

・公務員の意識を変える、そうじにでてこない。 

 

 

 

毛虫が大量発生して

いる 

・大人が正しい知識をつける。 

・地域の植木屋さんと交流。 

・見つけたら害虫かどうか判断。 

・毛虫にもいいの悪いのがいるよ。 

・地主が分かるためにどうすれはよいか、おしえてほしい。 

・通学路の変更 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 古賀地区 （２回目：課題解決策）  ５グループ 

話し合った分野 ＜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 

自治会の役員になる

理解が不足 

・楽しい自治会活動のＰＲ 

・役員数を増やす。 

・仕事をしている人でも出来るように業務分担を工夫。 

・住民同士の交流の場を持つ。 

・「自治会とは？」の研修会を開催！ 

・若い世代が入りやすい雰囲気づくり。 

・若者と年配世代の交流の場をつくる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域行事の参加者が

特定されている 

・世代間交流の機会をつくる回数をふやす。 

・施設への声かけ。 

・情報の周知の仕方を考える。 

・若い世代からイベントの提案をする。 

・情報をネットで拡散する。 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 古賀地区 （２回目：課題解決策）  6 グループ 

話し合う分野  ＜居住環境＞ 

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 

交通（道路）の安全性 

・反射板の利用促進。 

・登下校時の見守りを強化。（枠をひろげる） 

・ウォーキングモデルコース。 

 

 

・夜間道路に電気をつける、100ｍ～200ｍ。 

・通学時間の一方通行。 

・道の規制。 

・バイパスの料金 0 円。 

・歩道を付けた道路に拡幅する。 

・時間的一方通行をとり入れる。 

・市への陳情。（道路拡張） 

 

子どもの遊ぶ場所 

・地域の意志の統一、提案。 

・（それぞれ）一つの町に、もう一つ公園を作ろう運動。 

・空地マップの作成、ボランティアの呼びかけ。 

・空地を活用して遊び場に。 

・ 

 

・市への陳情。 

・公園を多く作るよう市に要請。 

・水辺の森みたいな公園、植木公園。 

・周辺からいろんな人が遊びに来てくれる場所。 

・ある程度の大きさでいろんな使い方のできる公園をつくる。（水辺の森

クラス） 
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