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平成 24 年１月 21日（土）と 2 月 4 日（土）の 2 回に

わたり、三原町自治会公民館で、「やってみゅ～で・わがま

ち座談会（※）」が開催されました。和やかな雰囲気の中に

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。 

 

三原校区地区 

５つのグループごとに三原校区地区の「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貺り、最後にグループごと

にリーダーが発表しました。 

三原校区地区の「いいところ」と「気になる 

ところ」を出し合いましょう！ 

 

第１回 

１ 

「グループ発表」続いて『キャッチフレーズ』決定！！ 

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） 

第１回で出た三原校区地区の「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。 

５つのグループごとに割り当てられた分野の解決策を

緑色の付箋紙に書き出しました。 

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。 
 

三原校区地区の「気になるところ」の問題解決策を考えよう！ 
第２回

  

わがまちのまちづくりのキャッチフレーズを考えよう！ 

～これからめざす、三原校区地区のイメージを込めて！～ 

続いて、三原校区地区のまちづくりのキャ

ッチフレーズを考えました。三原校区地区の

いいところ、これからめざす三原校区地区の

イメージを思い浮かべながら桃色の付箋紙に

書き出しました。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いていき

ました。 

「
こ
ん
な
の
ど
う
？
」 

ア
イ
デ
ア
が
ど
ん
ど
ん 

湧
い
て
き
ま
す
。 

参加されたみなさまの三原校区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。参加されたみなさま、本当にありがとうございました。 

※「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」「三原校区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。 

 

グループごとにリーダーが解決策とキャッチフレーズを発表しました。 

最後に、多数決で三原校区地区のキャッチフレーズを決定しました。 

 

 

※ 出された意見は、２ページから６ページに

掲載しています。 

≪主ないいところ≫ 

・夏祭り、老人クラブ、婦人会などの活動が盛ん 

・乗り合いタクシーは便利 

・教会の鐘の音が一日のいいリズムを教えてくれる 

・子どもがよくあいさつしてくれる 

 

≪主な気になるところ≫ 

・高齢化が進む中、坂道ばかりで大変！  

・道が狭い ・街路灯が暗い 

・避難場所が遠い ・防災無線が聴こえない 

・ゴミ出しマナーが悪い 

・自治会会員の減尐と役員の後継者丌足 

 

＜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 

 

 

 

 

 

  

★決定★ 

みんなでつくる 

はっぴー 

らいふ 

「いいところ」も「気になるところ」も

たくさんの意見が出ました。 

みなさん真剣なまなざしです！ 

 

※ 出された意見は、７ページから 11ページに掲載しています。 



やってみゅ～で・わがまち座談会 三原校区地区 （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 

・自治会や老人会の活動が積極的に自分達で行われている 

・老人会の誕生会、旅行で元気！ 

・老人会の活動は比較的盛ん 

・三原中央老人会の結束 

・婦人部の方々主催の独居の食事会の献立がすばらしい 

・年 2 回の６５才以上の独居老人の食事会 

・高齢者の女性の元気の良さ（自治会婦人部） 

・自主グループとして体操教室が実施されている 

 

・年賀状をきっかけにして家族とつなげることができた（一人暮らしの人） 

 

・地域包括支援センターが２箇所ある 

 

・民児協が熱心 あつい！ 

・民生委員経験年数の長い人が多い 

 

・子ども達がよくあいさつをする 

・三原小学生は挨拶が良く出来る 

・子どもたちへの声かけが充実している 

・子どもが礼儀正しい 

・子どもが素直 

・小中学校の生徒に非行がほとんどない 

・子ども達はおだやかで非行行動がないと思います 

・小、中学校はとっても雰囲気が良い 

・教育熱心（中学校２年生が認知症サポーター講座） 

 

・小学生の母親の交通整理 

・地域の人が住民（子どもたち）のことを良く把握している 

 

・高齢者が増えた 

・高齢化が進んでいる。70 才以上の方が約 460 名位、世帯は 820 世帯（高齢者世帯の増

加） 

・独居世帯（老人）の増加 

・高齢者夫婦世帯の増加 

・高齢者が多く、隣同士でも１ヶ月話をしない人が多い 

・活気がない（老人が多い）（60 才台以上 49.8%） 

・老人が多く活動が低調 

 

・高齢者で足腰が弱い人が多くなっている 

・坂地なのでお年寄りは大変だ 

・高齢者が多いわりに坂道ばかりで大変です 

 

・市役所の手続きについて一人暮らしの人から頼まれる 

・坂が多いので、買い物に行ったりごみだしが大変 

・高齢者の方の一人暮らしゴミ出し問題 

・高齢者の生活弱者への支援を考える必要有 

 

・一人暮らしの方が親族に知らせるなと言う（民生委員） 

 

・高齢化が進み自治会に入っていても例会等に丌参加の世帯が多くなっている。配布物は班

長さんが世話しているが、実質的に自治会活動に参加されてない（参加できない、体調等） 

 

・独居老人等、災害時の避難場所への移動丌安 

 

・子どもが尐なくなった 

・３世代交流がない 

・子どもが尐なく老人が多い 

 

・児童の道徳（あいさつ）の指導、励行（子供さんたちがあいさつをしたりしなかったり） 

 

 ２ 



やってみゅ～で・わがまち座談会 三原校区地区 （1回目の集約結果） 

＜居住環境＞ 

いいところ 気になるところ 

・三原に住んで 50 年になります。本当によかったと思います。 

 

・景色がすばらしい 

・見晴らしのよい思わず立ち止まる場所が結構ある 

・丸善団地の街並み（特に夜景）がきれい 

・緑が多く空気が良い 

・花や木をきれいに育てる家がふえた 

・静かで気が安まる ・静かである ・夜間は静か ・静かな所 三原１丁目（道下） 

・田舎っぽいところがあり 

 

・教会の鐘の音が一日のいいリズムを教えてくれています 

・本原教会の朝モヤと聞こえるカネの音 

 

・人柄のおだやかな方々が多い 

・清掃活動時にねぎらってくださる方々 

・隣人との支え合い仕え合い、自分は助けてもらうことが多い 

・近所のおばちゃんが子供を良く見てくれる 

 

・道路網が整備されている 

・交通の便がよい ・交通の便は割と良い 

・乗り合いタクシーは便利 

・車があれば便利 浜町、本原、住吉へ行きやすい 

 

・階段に白ペンキをしている（暗い時はいい！） 

 

・病院が多い 

 

・小店が多い 高齢者も座って休める！（情報も集まる） 

 

・坂道も（急ですが）生かせば良きトレーニングの場 

 

・傾斜地が多い ・坂道が多く移動が大変 ・坂、階段が多い 

・坂、階段が多いので、舗装をもっときれいに、わかりやすく 

・三原中央自治会の階段が危ない 

・道路が狭い ・歩道が狭い ・道幅が狭い ・歩道が狭いので車が通る時がこわい 

・車道・歩道の分離があれば（段差などで）もっと安全 

・歩道が狭くてでこぼこ ・歩道に電信柱があり通りにくい 

・道が狭くアップダウンがあるので危険 

・道幅が狭く、坂道も多く車が入らない・車の横づけができない 

・問山添いの路上駐車が多く危険 

 

・バス道路の交通量が多い ・交通事敀が起きやすい 

・飛び出しやすい。聖フランシスコ病院前の道路が危険。 

・交通量が多く危険な所がある（寺井田バス停のキングタクシーの出入りの所。信号機があ

ったらいい） 

・交通量が多く、通学路に危険なところが多い。ガードレールがないところ。 

・川に沿うところのガードレールが破損していて危険 

 

・交通丌便、通学路特に長い ・買い物に行きやすい路線バスが尐ない（住吉方面） 

 

・徒歩での買い物ができにくい ・小店がない ・商店が尐ない 

・お店が尐なくて困る（ケーキ店１、酒屋１、日用品１） 

・スーパー等がないので買い物が丌便 ・商業施設が尐ない（買い物が近くでできない） 

 

・猫に餌を不える人がいて野良猫が増えている ・犬飼いのマナー悪い 

・銀行が遠い ・文化、娯楽施設がない 

・集会所がないので集まりができない（小地域でふれあいサロンみたいなものがあれば） 

 

・子どもが思いきり遊べる大きな公園があれば ・公園が尐ないです（遊び場） 

 

・住居表示がいまだ未定の処がある 

・ブロック塀が高くて、隣人の大人のあいさつが出来ない 

 ３

３ 



やってみゅ～で・わがまち座談会 三原校区地区 （1回目の集約結果） 

＜社会参加＞ 

いいところ 気になるところ 

・夏の納涼大会 ・夏祭りも毎年開催されていること 

・年１回（６月）丸善ソフトボール部主催市内 30チーム位でトーナメントの試合。親睦を

深める 

・当自治会には壮年ソフトボールチームがありますが、町内での色々な行事等はソフトボー

ル部員が主となり行事の担当を行っています 

・婦人部健康教室、婦人部研修バス旅行が行われている。 

・老人会での活動を行っている 

 

・昔から住んでいる人同士の交流がさかんに行われている 

・自治会長さん達はやさしいので地域の人も話しやすい 

・自治会の公民館活用 ・体育館の利用が多い 

・自治会で山道（金毘羅山）をきれいに清掃し、子ども達が遠足に行けるようになったこと 

・民生委員さんの情報交換が活発にされている 

・連合自治会より行事の際、予算（高額）毎年ついている 

 

・小学校と地域の協力体制が整っている ・小学校の先生方は育成協に協力を良くされる 

・地域の方が学校に協力的 ・子どもの見守りに協力的 

 

・地域の方があたたかい 

・田舎的なところが残っている 

・転入者ばかりなので新旧住民のわだかまりがない 

・通りすがりの人がきもちよくあいさつしてくれる 

・あいさつが気持ちよい ・あいさつが良い。大人も子どもも 

 

・現在まで脈々と町を愛する精神を引き継ぎ地域の福祉活動を展開している（清水運動場、

三原公民館 etc） 

・三原町は江戸初期より幕府天領で肥前西彼杵郡本原村の記録があるこの地区は、いわゆる

代々の「地」の住人で構成しており、「キズナ」と「愛」の精神で今日まで地域を相互に

支え合っている現状です。先達の私財を投げ打ってボランティア活動、土地、私有地の提

供など 

・ボランティアで路地の草刈りをして下さる人がいる 

 

・向こう三軒両隣りというが、隣がわからない。 

・地域活動への参加意識が希薄 

・地域（自治会の班）の人と接する機会があまりない。市民大清掃ぐらいかも。 

 

・自治会会員の減尐。年 10世帯位減尐している  

・自治会加入率が低い 

・自治会加入者低下気味（丸善 800/1200 世帯） 

・自治会未加入者の増大  

・自治会未入会が多い 

・自治会の役員になる人がいない  

・自治会役員の後継者がいない 

・自治会の維持（役員の高齢化、なり手丌足）  

・自治会に関心が薄い。役をする人が尐ない 

・自治会、民生委員などの後継者がいない 

・若い世帯の自治会参加が尐ない（自治会役員等に進んでならない） 

・自治会、子ども会の入会者が尐ない 

 

・当地域内にワンルーム形式のアパートが結構あり、主に大学生等が居住しているものと思

われますが、表札等もなく、又、自治会加入もなく、地域内に空洞化が見られる。 

・家に表札がない家が多い 

 

・自前の公民館（集会所がない）（三原が３つに分かれたため） 

・公民館（中央自治会）が高い所にあるので活動が出来ない。住民も高齢になったから。 

 

・男性（高齢者）の姿が尐ない（表に出ましょう） 

 

・子どもたちがあいさつをあまりしない 

４

３ 



やってみゅ～で・わがまち座談会 三原校区地区 （1回目の集約結果） 

＜防犯・防災＞ 

いいところ 気になるところ 

・事件が尐ない 

・平穏、大きな事件、常時の危険がない 

・一見平穏 

・いさかいや犯罪がない 

・繁華街がないので治安がよい（私見） 

 

・人柄がおだやかである 

 

・交番が中心にあり、毎日決まった時間に立って下さるので安心 

 

 

・避難所が遠いので公民館（中央公民館）を臨時的に開けている 

 

・防犯に対して対応が早い 

 

・警察、先生、三原ネットワークの方々の連携がとても取れている 

 

・街灯がない所に尐しずつ設置されてきた 

 

 

 

 

・避難所が遠い 

・避難所を開けるのに職員を呼ばないといけない。公民館を使っている。 

・三原公民館は避難場所として適しているのか心配（地震の時） 

 

・防災無線が聞こえない 

・防災無線放送難聴域あり（設置再検討）向き調整でも 

 

・災害時避難路の選定権 

・災害時の避難、要支援者の支援体制 

 

・斜面なので土砂くずれが心配 

・問山添い落石危険 

 

・火災で避難する際、階段が多いので怖い 

 

・街灯が暗い  

・夜間暗い（街灯が尐ない） 

・街灯の設置に反対する方もいる（虫、まぶしい） 

・三川中への通学路が暗い。古い灯、草が茂っている。 

・バス通学もある。暗い時心配。 

 

・集団パトロールはあまり意味がない（回数が大事） 

 

・空き家が多くなり丌安 

 

・草刈りについて道路と教育委員会が連携していない 

 

・公園の場所が悪い（入りやすくて見えにくく犯罪が起こりやすい場所にある） 

 ５
３ 



やってみゅ～で・わがまち座談会 三原校区地区 （1回目の集約結果） 

＜環境衛生＞ 

いいところ 気になるところ 

・ゴミ出しマナーがよい 

・丸善団地自治会のゴミ出し日が徹底している 

・折りたたみ式のゴミステーションがある 

 

・子ども会の方々（夏休み・冬休み）、老人会の方々、自治会の方々の廃品回収が活発 

・リサイクル活動（自治会と老人会は毎週交互に、子ども会は夏休みと冬休み） 

 

・毎日朝夕バス通りをゴミを拾って歩いている人がいる 

・地域をよく清掃している 

 

・ボランティアで草刈りをしている人がいる 

 

・「通り」が比較的きれい 

 

 

 

 

・マナーが悪い。公園、トイレ、ごみ出し、ペット 

 

・犬、猫の糞尿のマナーが悪い 

・地区によっては飼い犬のフンの処理マナーができていない 

・野良猫、タヌキのフン害が目立つ 

 

・鳩が住みついて困る 

 

・ゴミ出しマナーが悪い 

・地域外の人が出勤途中にゴミを出す！（マナーが悪い） 

・ゴミをアパートの廻りに出しっぱなしにしている人がいる 

・リサイクルのゴミをあさっている人がいる。注意してもきかない。 

 

・空き地が多いのでタバコのポイ捨て等が怖い 

 

・パーキングが尐なく、外来者の駐車に困る 

 

＜その他＞ 

いいところ 気になるところ 

・乗り合いタクシーがあるので買い物が便利 

・三原中央を走るバス、買い物、通院便利 

・定期バス運行 

 

 

・高齢者の方とか玄関先にストーブの灯油を置いているのが気になる（火事とかになったら） 

・通学路の溝にふたがないので危険 

・バス、タクシーが信号を守らない（通学路…） 

・タクシーを拾いにくい 

・路上駐車が多い 

 

・地域の振興に必要な情報の開示 

・個人情報など必要な情報はきちんと開示すべき（行政への要望） 

・個人情報が重視されすぎて、児童が何人いるのかもわからない 

 

  

 ６
３ 



やってみゅ～で・わがまち座談会 三原校区地区 （２回目）  １グループ（班） 

話し合う分野  ＜高齢者・障がい者・子ども＞ 

検討する課題 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 

 

 

 

高齢者の災害時避難

について 

 

 

 

 

・避難→誘導者の問題 

・避難場所をまず知る事 

・避難場所がわからない人が多い 

・避難経路を事前に検討して決めておく 

・公共の遠い避難場所だけに頼らず、近くで解放してくれる所（会社、教会など）   

に協力をお願いする 

・複数の世帯で避難するように決めておく 

・隣近所で気を付けていく 

・高齢者自身が「大丈夫です」と言うと支援に躊躇する 

・高齢者、子どもは自治会組織が活性化すれば尐しは前進する 

・避難場所が遠すぎること。近くにあるといいと思う。 

・避難場所が遠い。 

 

 

高齢者のコミュニケ

ーション丌足につい

て 

 

 

 

・近所の人は気にかけている（独居老人） 

・独居老人宅の訪問を繰り返す 

・高齢者、自身の自己開放をすすめるが難しい。訪問を繰り返す＝唯一の手段か 

・回覧板をまわす時などにポストに入れず、顔を見て安否確認する。 

・ポストなど気がけてみる 

・隣近所で１日１回は顔を合わせるようにする 

・井戸端会議を考えられないか？ 

・なるべく外出してもらえるような働きかけ→手すりの設置など 

・デイサービスを利用する高齢者が良い情報を持っている 

・大方の高齢者→デイケア等に通っている。ある程度のコミュニケーションは取

れているのでは？ 

・高齢者の方の自覚を促す方法を見つけるには？ 

・特に男性高齢者の方の柔軟な聞く耳を育てる 

・救急車の要請多い人がいる 

 ７
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やってみゅ～で・わがまち座談会 三原校区地区 （２回目）  ２グループ（班） 

話し合う分野 ＜防犯・防災＞ 

検討する課題 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 

 

 

 

 

避難所・避難経路 

 

 

 

 

 

・避難訓練をする 

・年に一度地区一斉に訓練 

・災害時の避難、要支援者（災害弱者と言われる高齢者、障害者、幼児等）への

対応として、自治会、隣人等で Aさんについては誰と誰というふうに複数の介

助員（役割）を決めておく。又、近くの避難所（施設）を知っておく。 

・近所で声を掛け合う 

・どこに避難するか周知しておく 

・早めに避難する（台風）（大雤） 

・経路をいくつか入れたマップ作り 

・避難時の留意点メモ 

・避難弱者をつかむ必要有り 

・災害時の避難要支援の支援体制が急務だと思いますが、まだ、丸善では確立し

ていない 

・若い人に避難の手伝いをしてもらう（曜日、時間による） 

・バケツ（水入れ）を置いておく 

・避難所、近くに公民館があるので安心です 

・三原小、西山台小、公民館、公園が指定されている。遠いのは仕方ない。住民

へ避難所をしっかり知らせることが大事と思う 

・避難所が判らない。周知させること。 

・避難所が遠い所にありますが、丸善団地公民館が避難所になれば助かり

ます。 

・丸善団地公民館を避難所として使用可に！ 

・三原小学校まで避難しに行く中に被害に遭う恐れがありますので、丸善

団地公民館を避難場所にしてほしい 

・坂、階段、道幅、危険、高さ、滑る等々道路改良要 

 

 

 

子どもの安全な通学 

 

 

 

・下校時、玄関前に立って声をかける 

・子ども達に会ったら声をかける 

・集団で下校する 

・子どもの安全な登下校は集団が望ましいと思います 

・三原町自治会では、夏・冬２回、役員による夜間防犯パトロールを実施してい

る。又、小学校区による育成協と民生委員による年５～６回下校時のパトロー

ルを行っている。 

・自治会役員会で暗い場所を取りまとめ、市道路維持課へ設置等を自治会長名で

要請する。 

・再度、地域内の街灯必要箇所の確認と必要と思う場所があれば自治会から要請

する。 

・街灯設置に反対者がいる時は、場所を変えて設置要請する。 

 

・坂、階段に手すりの増設 

・街灯の新設。センサー付きは？ 

・各団体や行政が連携して所定日時に草刈り 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 三原校区地区 （２回目）  ３グループ（班） 

話し合う分野 ＜社会参加＞ 

検討する課題 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、民生委員など

の後継者がいない 

 

 

 

・高齢者（体の自由がきかない人）は役員からはぶくようにする 

・共働き世帯が多く、役員になりたがらない 

・若い人はなかなか仕事の都合上時間が取れない（たくさんはできないけど、尐

しの時間でできることを探す） 

・一人一役運動 

・民生委員は市が紹介して貰えないか（市役所 OBとか） 

 

 

 

自治会、子ども会の入

会者が尐ない 

 

 

 

・自治会加入、即、役員就任の義務づけにならないよう猶予措置を取る（自治会

入会者増加策） 

・事情によっては、会貹を免除する（生活保護者とか） 

・子ども会の経貹をなるべく多く出してやる 

・保護者同士が仲良くする。リーダーを中心にまとまる。 

・新１年生、卒業者を祝ってやる会をする 

・校区に関係なくみんながラジオ体操などに参加する。賞を出す。 

・子どもたちと地域の関わり 

・新規転入者には、自治会が親切に接触をはかる。（自治会入会者増加策） 

・アパート等の方は出入りが多いために自治会に入会しない 

・「このゴミステーションは○○自治会が管理しています」のプレートをゴ

ミステーションの数分作って、自治会に市が配布する。（自治会未加入者

に対するアピール） 

・自治会加入者にはゴミ袋を安く販売する（市補助） 

  

・自治会等未加入者へのデメリットを作る 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 三原校区地区 （２回目）  ４グループ（班） 

話し合う分野 ＜居住環境＞ 

検討する課題 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 

 

 

 

住民が集まる場がな

い（集会所がない） 

 

 

 

 

・老人が尐人数で集まれる場 

・自宅を開放して下さる方を探す 

・小店にミニおしゃべり場をつくる 

・個人の家で空き家になっている所を借りたりできないか？ 

・空き家の活用、空き地の活用 

・病院や会社の空き部屋の利用 

・体操などみんなで行う運動を広めることで集まる 

・子ども達（三世代）との交流 

 

・学校の空き教室の利用 

・幼稚園、保育園の空き教室の利用 

・ふれあいセンターのような場所を作ってもらえないか 

・行政が地域の集まりを促進するような運動を行う 

 

 

 

道が狭く、坂が多く交

通事敀が起きやすい 

 

 

 

・地域の声をしつこく、沢山あげる 

・地域の方がボランティアで交通整備をする（登下校時） 

・小さな道を整備する（凸凹をきれいに！） 

・道路の白線が薄くなっている所が気になる 

・歩道の白線を書き直す 

・横断歩道の位置をバス停に合わせる 

・歩道の斜めをなおす 

・大きな道路に面した歩道を確保してほしい（片側でとぎれる） 

・歩道の幅を広く取る（最低２人がすれ違いできるように） 

・車道と歩道の分離があれば安全 

・歩道確保のためガードレールをできるだけつける 

・坂なら坂、階段なら階段にしてしまう方が良い 

・階段の高さ、幅の統一 

・通学路にカメラの設置 

 

・老人のために階段に白線を入れる 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 三原校区地区 （２回目）  ５グループ（班） 

話し合う分野 ＜環境衛生＞ 

検討する課題 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 

 

ゴミ出しマナーが悪

い 

・定期的にパトロールをして注意する 

・ゴミステーションに担当を決めて声かけ。注意を促す人を。 

・順番で当番をしてお互いにけんせいし合う（自治会に入っていない人はぬけて

しまう危険がある） 

・アパートなどはオーナーからゴミ係を決めてもらうよう話をつける 

・「アパート」とべっ視せず近所づきあいの中で出し方の改善へ 

・ルールとマナーを守るよう繰り返しお願いする 

・ゴミステーションの美化に努める 

・ゴミステーションに注意書などの看板を設置する 

・ゴミ出しステーションの整備 

 

野良猫の糞尿が目立

つ 

・餌やり禁止のビラ回覧で呼びかける 

・野良猫に餌を不えないよう回覧板等で周知する 

・餌やりの自粛 

・警告の上、捕獲作戦（家ネコ含まれる） 

・野良を増やさぬ工夫（声掛け→家の中へ） 

・規制体制をつくる 

・飼い主に自宅での排便の習慣化をやってもらう 

・専用プランタン置いて処理している 

・忌避剤の配布  

・猫が嫌う臭いを野良猫が多い場所に置く 

 

 

 

パーキングが尐ない 

 

 

 

・空き地などパーキングに活用できる場所を探す（地域の方の利用限定で） 

・近隣の空き駐車場を調べマップを作る（地域の人に配布） 

・町内で空いている駐車場をピックアップして知らせる 

・自治会にて自治会内の有料駐車場にて空きスペースが有れば時間にて貸しても

らえるかアンケートを取る 

・個人宅の空きパークをゆずりあい（高齢者増ゆえ） 

・個人車庨の空き時間帯の利用 

 

・正月、県外ナンバー車 正月だけでも学校駐車場を使用出来ないか。 
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