
平成２１年１２月８日（火）、小ケ倉地区公民館で、40

人の方々が参加し、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。

今回で、小ケ倉地区の住民座談会は最後ということで、

白熱した話し合いが行われました。
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【「やってみゅ～で・わがまち座談会」を開催する理由】

今回は、じゃんけんの勝者

が負けた人の顔に●（ほく

ろ）シールを貼れる「ほくろ

ゲーム」で盛り上がりまし

た。一人５枚の●が渡され、

全部無くなったら「勝者の

列」に並ぶことができます。

顔のどこに貼るかは、勝っ

た人の自由！！闘志に火が

付いた小ケ倉地区と社協・市

役所職員の美男美女達は、懸

命にじゃんけん相手を探し

出し、『貼るか貼られるか』

のバトルを繰り広げていま

した。

●「ほくろゲーム」でアイスブレイク●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」

「小ケ倉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。

前回出された意見を掘り下げてみよう！

～もう一度、問題の解決策を考えてみよう！

ステップ ２

前回、各グループで話し合った解決策を

見ながら、ほかにもアイデアがないか、み

んなで知恵を出し合いました。

参加者は、アイデアいっぱいの意見を付

せん紙に書き出し、グループの中で自分の

意見を発表しました。

～解決策を考え中～

あいや～、負けてしもうた！

最後の方は、いくつほくろを
付けていたのかな？

１

今まで話し合った小ヶ倉地区の良い

所や気になるところを振り返り、「これ

からどんなまちにしたいのか」考えるこ

とにしました。

参加者は、「こんなまちがいい」「あん

なまちがいい」といろんなアイデアを付

せん紙に書き出し、それをグループ内で

発表していきました。

そして、グループごとにまとめた内容

をみんなの前で発表しました。

これからどんなまちにしたいかな？

～まちづくりのキャッチフレーズを考えよう！

ステップ ３ ※出された意見は、次ページ以降にあります。

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）

閉会前に、住民座談会の内容などについて、アンケートへの協力をお願いしました。

集計の結果、「今後、このような地域の話し合いの場は必要だと思いますか」という質問

に、９２％の方が「思う」と回答されました。まちづくりにおけるネットワークの輪が

ますます広がるよう、私たち（市社協・長崎市）も協力させてください。                   

小ケ倉地区の皆さん、本当にありがとうございました。

次に、各グループから地域を愛する気持ちがあふれる「キャッチフレーズ」が発表され、

全員の人気投票で次のキャッチフレーズが決定しました。

み
ん
な
素
晴
ら
し

い
か
ら
、
一
つ
に

決
め
が
た
い
っ
！

歴史とやさしさがあふれる町 小ケ倉

住んでみんね よかとこばい。

★ ３回の座談会をふり返って・・・（参加者からの感想）★

・ 地域の状況について知ることができた。

・ 地区内の横のつながりができた。

・ これを機会に、良いまちづくりができることを希望します。

・ ゲームが楽しかった。話しかけやすい雰囲気になって良かった。

２



福祉のまちづくり「やってみゅ～で・わがまち座談会」 小ヶ倉地区 ３回目    （●：3 回目追加分）         【テーマ：社会参加、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 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.自治会の問題

○自治会の役員等に若手のなり

手がいない

･役員になると色々な行事の責任者となり多忙にな

る

･理由をつけて役員にはなりたがらず、でも、自治会

への要望は出してくる

･顔見知りが少なくなっている

･地域の中での大人の間の関係が薄い

･地域がまとまらなくなる

･身近な相談者がいなくなる

･子ども会を卒業したら自治会へつながらない

･役員さんの家族に理解を求め

て参加してもらう

･地域社会に於いて各自が心豊

かに対応してもらう

･自治会の必要性をもっと具体化して戸別訪問を『これで

もか！これでもか！』と続ける

･自治会役割分担が必要（一人で負わない）

･自治会親睦→祭りだ！！

●自治会役員は、若手要請を常時話し合う

●小中学生の子育てがすんだ頃、自治会から

声かけをする

●町内全体で何かのイベントをやる

･緊急車輌の通行が自由に出来るように道路

整備が急務（上揚地区）

･住宅問題→若い人が集まれる所、地理的に

（上揚地区）

●小ヶ倉地区組織が一つになる

2．地域行事等への参加者の減退

○子どもの参加が少なくなって

いる

･子どもたちが自由に遊べる時間が少ない（2）

･子どもの参加の減少に伴い親の参加も減少する

･クラブ活動に熱中して地域の行事に出席できない。

･球技大会には不参加、夏祭りには参加するといった所に

何か解決出来るものがありそう

･参加出来る時間帯を調整する

･子どもに合わせた行事の日程作り

･子どもに関する団体責任者会議を年 1 回でも開く

･子供と大人が一緒に参加できる催し物、地区の旅行など

開催、ｸﾘｽﾏｽ会、宝さがし、ｳｫｰｸﾗﾘｰなど

･子どもたちのｸﾗﾌﾞの試合日程のすり合わせ

･地域行事は事前に決まっているので、その日は予定を入

れない

●夏祭りを各自治会でなく小ヶ倉地区全体で行う

●三つの間をつくる

仲間、時間、空間を持てるように!!部活のない日をつく

る!!

･学校選択制の早期廃止！！

●学期に一度くらいは「地域の日」とする

3．歴史、伝統の継承

○勉強会、後継者の育成をして

いない

･祭り、伝統継承を行うには資金不足（2）

･小ヶ倉の歴史を知らない人が多い

･沢山の良い歴史を活用出来ず、知らせていない

･老人会との関係が少ない

･『小ヶ倉のあゆみ』の発刊が 11 年で終わった

･子ども会の会長さん等、年 1 回歴史の研修を受ける（2H

程度）→子どもに教える

･育成協と子ども会で、歴史の勉強会（ｳｵｰｸﾗﾘｰ等）

･長崎さるく博のﾐﾆ版を計画してみる

･ﾘｰﾌﾚｯﾄを作って回覧する

･地区の学校でも家族と歴史の勉強会を行ってもらう

･小ヶ倉小学校同窓生

HP を活用する

●我が町の文人マップ作製

●我が町の 100年前の住居地図

●古い写真・農機具・etc･･を展示する（ミニ博物館）

３



福祉のまちづくり「やってみゅ～で・わがまち座談会」 小ヶ倉区 ３回目    （●：3 回目追加分）              【テーマ：防犯・防災 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．道路事情への不安

○緊急車両の迅速な対応につい

て

・急病人が出たが救急車がそこまで来られなかった

・緊急車両の通行を可能にするために道路拡張工事を

行政にお願いするが、予算の関係で改善されない。

あくまでも、行政の態度でしか解決できないのか

・市道 13 号線の早期完成

・火災時に被害が拡大する恐れがある

・火災が発生しても、消防車が入れない

・災害時に迅速な対応ができない

・外出時の火元確認

・緊急車両が自宅近くのどこにとめることが

できるか確認する

・病気予防のため公民館の健康づくり講座

に参加して体力をつける

・市が予算をとって早急に対応すること

・道路整備を行政に対応してもらう

２．子ども達の安全確保

○通学時の不安

・道路整備ができない為、子ども達がケガをする

・通学路の歩道の凸凹が多い、危険箇所が多い

・ダイヤランド地区では、青パト巡視で子供の安全に努

めているが小ヶ倉は地形的にそのようには行かない

・歩道に車が駐車している

・通学路に街灯が少ない場所があるのではないか

・大山地区で声掛け事案があり、人がいないので対応の

しようがない

・大山地区で中学生が不審者の被害にあっている。

・中学生が暗い時間に帰宅すると危険（２）

・通学路に毎日立って挨拶を行い、顔を覚え

てもらう

●家庭の玄関灯を午後 10時ぐらいまでつけ

おく

・危険な場所を点検確認して改善する（２）

・大山地区は、通学時だけでもコミュニテ

ィバスの運行を

・商店主の交通マナーに対する認識不足が

あるので指導をしてもらう

３．緊急時の柔軟な対応

○緊急時の地域の協働

・緊急時の開門は、子ども達の安全を考慮しながら、学

校側にお願いしたい

・近隣との関係が薄い為、災害時の対応ができない

・自治会に加入して、各行事への参加で顔を

覚えてもらう

・自治会に防災連絡網をつくる

●近くには老人が多く防災時の避難場所が

少なく定められた場所に行くにはあまりに

も大変だなぁといつも思う

声をかけ合い老人を安心させる

・子ども達に声かけをして、地域で見守る

・子ども達を守るため、定期的なパトロールを

行う

・不審者が出たときの情報を連絡

できる体制の整備

・地域の組織力で、行政と積

極的に話し合いを続けてい

くあきらめずに！！

・街灯については、自治会内で

対応できないか

●歩道に車が駐車できないようにポ

ールなどを置く

警察に取締をしてもらう

●笛など大きな音の出るもの

を持たせる

●犬の散歩をする人にパトロールしてもらう。

パトロールしていることがわかるよう、目立つ

犬のマナーバックを配布し使ってもらう

４



福祉のまちづくり「やってみゅ～で・わがまち座談会」 小ヶ倉地区 ３回目    （●：3 回目追加分）            【テーマ：居住環境  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．気になる交通事情

・交通量が多く、子ども達の通

学などが心配

・信号機が変わるのが速すぎるところと、遅

すぎのところがある（2 ヶ所）

・国道にガードレールがない歩道があり、通

学する子どもが危ない

・交通事故、転倒などのケガ

・新小が倉バイパスは事故が多い

・交通事故などが心配だが、登下校のパトロ

ールも保護者は仕事があり出来ない

・子ども同士や家庭で、広がって歩かないよ

う注意しあう

・速すぎたり遅すぎたりする信号機の時間

を、もう少し調整する

・歩道を広げる（２）

・歩道を広げた場所にベンチの設置

２．集いの場の確保

・町民が利用できる広場・グラ

ウンドがない

・町内の行事ができない

・幼児が遊んでいる小さな公園で高学年がサ

ッカーや野球などをしていて危ない

・町民同士の交流の場がない

３．空き家問題

・空き家が増えた ・浮浪者の立ち入り（火事、泥棒）雑草

・火災の心配（子ども達のたまり場になるこ

とによる）

・空き家となった土地を利用して広場をつくる

・近隣者からの通報（自治会、警察、所有者へ）

・所有者の親類に管理をお願いする

・定期的にパトロールして情報を共有する

・自治会長より家族に声をかけてもらう

・広報誌などに掲載して、借り手、買い手を

募集する

・犬の散歩やサイクリング、球技などが

出来る広い公園をつくる（埋め立て地

などで）

・交通ルールを守る

・老人会で声かけをする

●警察による交通教室などを定

期的にひらいてもらう

●↑ 要望した

今、連合自治会において県にお願いし

ています。

５



福祉のまちづくり「やってみゅ～で・わがまち座談会」 小ヶ倉地区 ３回目    （●：3 回目追加分）          【テーマ：子ども（子育て） 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．外で遊ばない子ど

も達

・子どもたちの遊び場

が少ない

・小ヶ倉地区公園は 2 ヶ所

１ヶ所は保育所隣でまあまあ設備が整っている

１ヶ所は名ばかりの公園で、狭く、国道そばで非常に危険

・団地内の遊び場及び広場は、おみず荘に来る人たちの車など

の出入りが多い

・公園はあるが、遊具が少なく、楽しくないから遊ばない。だ

から家でのゲーム遊びが進み、本当に外で遊ばなくなる

・築山や木登りできる木など遊びたいと思うものがあるのか

・子ども達の遊び場がなくなることで自宅に閉じこもりになる

・子どもたちが運動不足になる

・子どもたちが遊べる時間があるのか（塾など）

・協調性がなくなり、自分中心の考えが強くなり、それが行動

に移ると「犯罪」の心配あり

・外で遊ぶことで育つものがあるのに、気持ちの発散や相手に

対する思いやりなどが育っていくのか心配

・外で皆と一緒に遊ばないことにより、遊び方やルール、助け

合いがなくなるのでは

・町内での行事等に親も子も一緒に参加し、

子どもたちにも手伝いをさせることによ

り、親の参加を促す

・遊ぶ方法を教える

・親が子どもに教育する必要がある（老人に

対する接し方）

・友達をできるだけ多くつくるようにしたら

どうか

・仲間、時間、空間 の三つの「間」をつくり

出す。部活、スポーツクラブなどない日を年

に１回でもつくる

・地域との交流でいろいろなイベント等をして、

外で遊ぶ楽しさを子どもたちへ教える（竹と

んぼ、竹馬などの昔あそび

・大人、老人会などの力をかりて、子どもの遊

びや勉強の塾を開く

・広い公園で楽しい遊具がある場所をつ

くる

・小ヶ倉地区に総合的なグラウンド（ソ

フト４面など）がほしい

・山や川で安全に遊べるように整備する

・学童保育の施設を多くつくる

２．地域間交流の減退

・子どもたちと地域の

世代間交流が少な

い

・運営が厳しくなると、地域間の交流もなくなり、地域の連携

がとれなくなって活動が出来なくなる

・老人会の交流が少ないと小ヶ倉くんち等の引継ぎが出来なく

なる

・あいさつが出来なくなる

・どこの子かがわからなくなる

・少子化で子どもが少なくなり、また高齢者が多くなり、一緒

に交流する機会が減っている

・老人等に対する心遣いの気持ちがなくなり、目上の人を敬う

心がなくなるのが心配

・ひとりよがりになってしまう

・道を外れそうになったときに、周りにいる地域の人の力を借

りたり、助けてもらえたりがなくなる

・地域交流が少なくなると防犯にも繋がらない

・日頃からあいさつをすることで顔見知りに

なる

・老人会等に子どもたちを招待したり、クリス

マス会等に老人を招待する

・小学校、中学校、老人会で混合グループをつ

くり、授業の中で地区を決めて掃除等をする

●夏休みのラジオ体操などに地域の人もたくさ

ん来ていただいて顔見知りになる

３．支援組織の弱体化

・子ども会などの運営

が厳しくなってい

る

・子供会の会長が毎年変わることにより役員も変わり、その場

限りとなる

・保護者に人とのつながりができないと、こどもの世界、つな

がりが広がっていかない

・近隣自治会で話し合って少子化の問題を解決

できないか

・学校行事を通じて老人会などとの関わりを持つ

・小学校と地域を関連づけた小ヶ倉の歴史等を調べる活動を

し、地域の人に聞く

●一年に一回でも良いので、地域の人が気軽に参加できる行事、例えば

夏まつりなど学校のｸﾞﾗｳﾝﾄﾞでできたらいいと思います

◎役員の負担にならないことが大事

●２～３ヶ月に一度、小学校の体育館または運動場で、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝなどをする

６



福祉のまちづくり「やってみゅ～で・わがまち座談会」 小ヶ倉区 ３回目    （●：3 回目追加分）           【テーマ：高齢者・障害者 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．高齢者の問題

○独居老人の問題が多くなって

いる

･食事はちゃんと取れているか（3） ･声掛けをする

･会った時には必ずあいさつや話し

をする

･夜に灯りがついているか近隣で気

掛ける

･自治会役員の横の連絡を強化する

･自治会で定期的に声掛けする

･自治会で緊急時の連絡網を作成する（2）

●子供・老人との交流は自宅への招待が出来れば

（独居老人宅を老人会で月１回～2回訪問している）

･緊急時の通報装置などを整備して欲しい

○斜面地区に住んでいる高齢者

の身体や生活が心配

･話し相手になる人がいるか（3）→話し相手

がいない事のｽﾄﾚｽでの健康面

･買い物（2）

･ｹｶﾞや病気になった時、車が通らない所の緊

急搬送（4）

･斜面的な道路は行政で整備してもらう

○高齢者の支援活動、見守り ･急病の時の連絡先（3）→外部との連絡が取

れない

･地域全体で見守りが出来ているか→日頃か

ら声掛けや安否確認が出来ているか心配

･家族の連絡先などが分からない

●独居老人を定期的に巡回し健康の確認を自治会の運動の一

環として行う

●高齢者世帯に対して、電球の取替、水道の漏れ等簡易な修理

を自治会で行う

●福祉とは皆が幸せになること

物質的なことより心と心がつながり、心と心のｷｬｯﾁﾎﾞｰﾙを心

掛けたい

･独居老人の生活が分からない

･重い物が運べない

･ｺﾞﾐ出し

･火の始末

･高齢者に心を開いてもらう

･定期的に家を訪ねる

･家族の連絡先を聞いておく(3）

･本人の病気を聞いておく（2）

･隣人に気掛けてもらう

･近隣付き合いを強化する

･高齢者本人も近所の人た

ちとの付き合いをする

･計画的に巡回し高齢者の

現況ﾁｪｯｸをする

●独居老人の生活がわからない

病気、身体状況、つきあい、支援者の有無

●自治会で緊急時の連絡網をつくる

近隣者、自治会長、親類、子供、消防、警察で

構成する。

●地域で気になる方、介護ｻｰﾋﾞｽが必要と思われるのに何も利用せず困っ

ている方は、地域包括やすこやか支援課へ相談する
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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．ｺﾞﾐだしのﾏﾅｰ等が悪い

○他の地域からのｺﾞﾐのﾎﾟｲ捨て

が多い（分別されないまま出

されている）

･ｺﾞﾐが町に増える（2）

･地区の人が大変になる

･ﾊｴなどの害虫が増える

･きちんと守って捨てている人も、段々とﾙｰｽﾞになっ

て守らなくなる

･ﾄﾗｯｸでｺﾞﾐを捨てに来る人がいる

･自転車のﾎﾟｲ捨て

･若い人のﾏﾅｰの悪さ

･自治会での取り組みの意欲低下

･小ヶ倉地区のｲﾒｰｼﾞﾀﾞｳﾝ（小ヶ倉地区は捨てやすい

と、時間外･夜間にｺﾞﾐを捨てられてしまい、地区が

悪いように注意される）

･ｺﾞﾐ出しﾏﾅｰについて個人個人が自分の事

と思い自覚する

･他の地域からのｺﾞﾐ捨ては、見掛けたら注

意する

･南部地区の会社、事業所に捨てないよう要望

書を出す

･注意の看板を立てる（2）→【監視ｶﾒﾗあり】

など

●自治会のゴミ出し時間の一致

●ﾊﾟﾄﾛｰﾙを行い回覧や看板などを設置

･ｺﾞﾐが出ない社会づくり

･早朝のﾊﾟﾄﾛｰﾙを一時期でも市の環境部と一

緒に行ってもらえるようお願いする

●ｺﾞﾐの分別について、現場と行政の意見を

一致させることで、ｺﾞﾐの分別の意識が向

上する

2．犬猫被害

○犬や猫のﾌﾝなどがあり臭くて

汚い（ﾌﾝ公害）

･近隣同士のﾄﾗﾌﾞﾙ

･臭いで気分が悪くなる

･ﾊｴなどの虫がわき不衛生

･ﾌﾝをちゃんと片付けている人も、片付けていない人

と同じように見られてしまう

･一人が片付けないと他の飼い主もまねして片付けな

いようになる

･毎日のように犬のﾌﾝがある

･犬、猫に対する愛情が薄れる

･動物が嫌われてしまう

･町全体のｲﾒｰｼﾞﾀﾞｳﾝ

･犬、猫に餌を与えるので他からも集まってくる

･ﾏﾅｰを守る

･注意をする

･餌をやらない

●犬の散歩の時にﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙに水を持って

後でかけるようにする

･ﾌﾝ公害は自治会役員会等で注意を促す

･回覧板で注意する

●立看板を立てる

犬のふんは持って行くが小便は所構わずさ

せる。用足し後の水流の徹底

3．自然災害

○雨や風の後は落ち葉やｺﾞﾐが

多く、側溝から水が溢れてい

る

･大雨の時、水はけが悪く道路を通れない、歩きにく

い（2）

･住宅に水が流れ込む（2）

･側溝から水が溢れると道路と側溝の境が分からなく

なり危険

･道路がｺﾞﾐだらけになる

･雨風の前日には、自分の家の周りは掃除す

る

･市に定期的に見廻りをして欲しい

･当日、早めにﾊﾟﾄﾛｰﾙする

（朝の散歩がてら）

･ﾌﾝが多い所に看板を

立てる（2）

･野良犬、猫をなくす

工夫を・・

･ 定期 的に 清掃 をす る

（2）
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