
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 閉会後、住民座談会の内容について、アンケートへの協力をお願いしたところ、「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、多くの方が「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。                 

 香焼地区の皆さん、本当にありがとうございました。 

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） 

付箋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、香焼地区

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。 

 

いよいよ発表！ 

～おススメ解決策の実行プランとわがまちのキャッチフレーズ！

ステップ ３ 
平成22年 9月 1日（水）、香焼ひまわりで、28名

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。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。 

ステップ ２ 
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、香焼地区のイメージを込めて！ 

  おススメ解決策の実行プランを検討！ ステップ １ 

 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、模造紙に次々と張

り出されていく様子は、参

加者の方々の熱意の表れで

すね。 
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※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！ 

各グループから、これこそは！と発表された「キャッチフレーズ」が張り出され、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。 

手をつなごう 希望あふれる 花のまち 香焼

 ★ ３回の座談会をふり返って・・・（参加者からの感想）★ 

  ・いろんな世代の集まりで良かった。保育所・PTA・・なかなか交流す

る機会がなかったので、この場はとても有意義でした。 

  ・もっと小さな規模で座談会をした上で、それをまとめればいろんな年

齢の方々の意見が聞けたのではないか。こんな素朴な意見を言える場

所がたくさんできると地域の活性化につながる 

【「やってみゅ～で・わがまち座談会」を開催する理由】 

続いて、香焼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

す香焼地区のイメージを思い浮かべながら、

いろいろな言葉を紡ぎつつ、これだ！という

フレーズに近づけていきました。 

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」 

「香焼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。 
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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」香焼地区３回目 【1グループ】 

 

おススメ解決策    

  釣客等のマナー 

 

  自自治治会会ななどどでで協協力力ししててパパトトロローールルすするる  

 

 

何を 誰を （対象） 

・皆さん（一般市民）を対象に 

・釣客 

 

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） 

・場所を決めて釣り場を定期的に回る 

・自治会に協力してもらい、人員を確保して掃除をしながらパトロールする 
【その他の方法】 

・明るい生活環境を実現するためには、まずは地域、行政、企業が環境に対する意識を高め

ることが不可欠でしょう。特に子どもさんに対する教育が大切 

・釣り場所に看板を立てる 

・子どもに環境教育の体験学習を行う 

 

協力して欲しい人・団体                              

・自治会 ・子ども達、親 

 

いつ  

・定期的に 

 

どこで                          

・海水浴場 

・釣りをする場所 

                     

活動に必要なもの 

・腕章 

 

その他 

・ごみの再利用やつくり過ぎない企業の努力も必要 

・家の中でのごみ分別を意識してほしい 
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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」香焼地区３回目 【2グループ】 
 

おススメ解決策  

一人暮らしの方が 

多くて心配 

 

       

    地地域域間間ののココミミュュニニケケーーシショョンン活活動動  

何を 誰を （対象） 

・弱者、体の不自由な方 ・高齢の方々とそれ以外の世代 

・近所の人（２） ・老若男女 ・高齢者（２） 

・閉じこもりがちな方には同年代の人達が誘い合って訪問等した方がいいかな 

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） 

・「よかばいふれ合い会」は子どもと60歳以上の人が参加しているが、中間の世代も何か出

し物をする 

・地域、町、市の催し物に早め（元気なうちに）に参加してもらう 

・住民座談会。世代を超えた交流ができる 

・公民館に毎月1回みんな（老人）で集まる ・ふだんから参加をお願いしておく 

・ボランティア団体をつくろう！ （民生委員、健全育成協、介護団体･･･） 

・世代、団体にかかわらず、ごちゃまぜにしたチームで祭り等を運営してみる 

・自治会での各班長さんからの声かけ（「広報ながさき」配布時など） 

・学校の運動会に地区対抗競技を入れる。子どもが減っているのでできそう 

・保育所のもちつきの参加者が少ないので、地域の方々がもっと参加し大きく盛り上げる 

協力して欲しい人・団体 

・近所の人に協力していただく ・学校（３） ・おやじの会 

・保育所（２） ・幼稚園の保護者 ・公民館 

・自治会（６） ・香焼ひまわり ・市役所 ・社協 

いつ                                どこで  

・毎月 1回 ・年間通して  ・地元の公民館 ・香焼ひまわり（３）

・年に2～3回（２）  ・学校（２） ・尾ノ上芝生公園 

・台風（災害）避難時などに交流する  ・保育所  

お知らせ方法                            

・地元の新聞屋さんに無料（ボランティア活動として）で折り込みをお願いしたい 

・地域の人が目にする可能性のある全ての場所にチラシを置いてもらう 

・香焼だよりなどをおおいに使う ・口頭で伝える ・個別配布 

 

活動に必要なもの 

・人材 ・場所 ・飲み物 

・お茶とお菓子（飴） ・食べもの 
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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」香焼地区３回目 【３グループ】 

 

おススメ解決策  

 ごみの出し方が悪い 

 

ごごみみ分分別別のの周周知知徹徹底底ををももうう一一度度    

  色色々々なな方方法法でで行行うう  

 

何を 誰を （対象） 

・全家庭（３） 
・子ども 

・各自治会の加入世帯 ・各人・有志・リサイクル推進員 

 

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） 

・出し方が悪いごみの写真をとってステーションに張る 

・ごみステーションにごみの出し方を説明したものを張る（大きく、わかりやすく） 

・自治会の回覧を使って、ごみステーションの現状を写真などにより知ってもらう 

・リサイクル推進員などが担当外のごみステーションを回り、良い所と悪い所を写真にとっ

て回覧や掲示をする 

・マナー違反のごみの処理状況、影響（作業量、経費の増加）を文書にして配布する 

・ごみ出しマナーのチラシを配布（チラシの作成：行政、チラシの配布：自治会） 

・香焼行政センター市民福祉課がマナー向上のチラシを作成し、自治会で各戸に配布する 

・マナーや分別の正しい方法を集まって協議し再認識してもらう 

・いいきっかけなので、家庭や学校の授業で子どもにごみの分別の仕方を教える 

・エコ活動として小学校でペットボトルのふた（ワクチン）、プルトップ（車椅子）を集める

・エコ活動を広げる→ごみを減らす運動→ごみの分別 とつなげる 

・エコバック活動 ・スーパーなどのプラ容器の回収に協力 ・自治会で話し合いをする 

・ごみの出し方が悪いものは回収しない（行政） 

・現在のリサイクル推進員の方は出勤などでごみ出し時間の8時まで指導することができな

いので、8時まで指導できる方にお願いする 

・家庭の不要品を全てごみとし、分別を気にしない人がいる。間違っている場合にはっきり

指導できるように分別を周知徹底する。 

 

協力して欲しい人・団体 

・学校（２） ・保育所 ・自治会 

・リサイクル推進員及び班長 ・行政、香焼行政センター 

・ごみを回収する方達（リサイクル推進員、行政） 
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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」香焼地区３回目 【4グループ】 

 

おススメ解決策     

 山中教職員住宅跡に 

 人が中へ入らないように!! 

 

        

処処分分ししててももららううよよううにに  

    行行政政にに署署名名ななどどししてて訴訴ええるる  

 

何を 誰を （対象） 

・山中教職員住宅跡 

 

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） 

・現在の状況を写真などで周知する 

・連合自治会の定例会議などで協議してもらう 

・地元自治会の会合で現在の状況を説明し、危険な状態を把握していただき協力してもらう

（署名など） 

・担当課並びに市議会に陳情を行い、実状を訴える 

 

協力して欲しい人・団体 

・連合自治会 ・地元住民 ・NPO法人 

 

いつ                          

・調査及び話し合い終了後 ・尾上自治会総会（3月）終了後 

 

どこで 

・尾上地区 

 

お知らせ方法 

・掲示板 ・自治会回覧 

 

活動に必要なもの 

・陳情書 ・署名簿 

 

その他 

・処分することが無理なら、改修工事を行い一般住民に公営住宅として貸し出したらどうか

・早急な対策が無理であれば、周囲の草を刈ったり入口を整備したり、危険を除くような対

策を 

・処分、再利用が無理なら、立ち入れないよう整備する 
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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」香焼地区３回目 【5グループ】 

 

おススメ解決策  
  一人暮らしの方の 

 生活が心配 

  

【【一一人人暮暮ららししのの方方のの元元気気なな合合図図】】にに  

住住民民全全員員でで取取りり組組むむ（（旗旗をを玄玄関関にに立立ててるる））  

 

何を 誰を （対象） 

・一人暮らしの人 ・希望する65歳以上の方 

 

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） 

・対象者と思われる方々と、まず日頃気楽に話し合える雰囲気づくりが大切 

・地区で見守りの分担を決める 

・できるだけ多くの人が声を掛けるようにする 

・ごみ出しを手伝う近所の人を決めて、朝対応する 

・地域全体で取り組む。始めは小さな規模から少しずつ広域に広げていく（モデル地域など）

・モデル地区をつくって必ず全員で参加してもらうようにする 

・対象者は行き先をカードに書く 

・対象者は日頃から行き先を近所の人に知らせておく 

・花鉢（皿の色を変えて）を玄関先に出し、夕方は室内に入れるようなやり方はどうか？ 

・幸せの黄色いハンカチを玄関に（色もはっきりしているので） 

 

協力して欲しい人・団体 

・住民全員 ・郵便屋さん 

・ヤクルトレディーが配達の時、ひと声かけて確認してもらう ・民生委員さん 

 

その他 

・車椅子生活者が室内で転倒されて動きがとれない場合に備え、車椅子にベルをつける 
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