
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

皆
さ
ん
、
真
剣
な
表
情
で

付
箋
紙
に
書
き
出
し
て

い
ま
す
！ 

平成22年１０月１６日（土）、琴海南部文化センターで、

３７人の方々にご参加いただき、第２回目の「やってみゅ

～で・わがまち座談会」が開催されました。 

第１回目と同様に和気あいあいとした雰囲気の中にも、

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。 

福
祉
の
ま
ち
づ
く
り 

 
 
 

や
っ
て
み
ゅ
〜
で
・ 

琴海地区

わ
が
ま
ち
座
談
会

(村松小学校区)

【「やってみゅ～で・わがまち座談会」を開催する理由】 

 前回、グループごとに、琴海

地区（村松小学校区）の「良い

ところ」、「気になるところ」を

出し合いました。今回は、その

中から、特に気になる３つを選

びました。自治会加入や高齢化

に関する問題など、日頃の気が

かりが挙げられていました。 

 

 気になる課題を３つ選んでみよう！ 
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」

「琴海地区（村松小学校区）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、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。 

１

選んだ課題を掘り下げてみよう！ 

～「気になるところ」を放っておくと、どんな問題が起きるだろうか？～ 

ステップ ２ 

次に、選んだ３つの課題から、どんな“問題”

が起きているのか。また、そのまま放っておくと、

これからどんな“問題”が起きるのか…。 

参加者は、思いつく“問題”を青色の付せん紙

に書き出し、意見を発表しあいました。 

 

実際に起きている問題や、今後起こる
かもしれない問題を、解決したり防いだ
りするためにはどんな方法があるのだ
ろう…。 

参加者は、いろんなアイデアを緑色の
付せん紙に書き出し、それを発表してい
きました。 

そして、出された解決策を 

「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」 

に分類しました。 

 出された意見を掘り下げてみよう！ ～問題の解決策を考えよう！～ 

ステップ ３ 

※出された意見は、次ページ以降に

あります。 

話し合った内容を発表しよう 「グループ発表」 

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） 

 

解決策の中でも特に 

「おススメの解決策」が 

紹介されました！ 

 

 

ステップ ４ 

 
地域のみんなで考え
ると、良いアイデア
が次々と出てくるん
だね！ 

 

 

 

無縁社会になってきているようで、

今後が心配だなぁ・・・。 

皆
さ
ん
の
思
い
は
ひ
と
つ
。 

琴
海
地
区
を
愛
し
て
い
る 

こ
と
！ 

琴海南部文化センター）では、「おススメ解決

策」の実行プランを検討し、まちづくりの「キ

ャッチフレーズ」を決定します。 

第３回の「やってみゅ～で・わがまち座談会」

（１０月３０日（土）午後7時～午後9時、 

第２回



福祉のまちづくり「やってみゅ～で・わがまち座談会」 琴海村松地区  ２回目         ：おススメ解決策             【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．河川公園の街灯の件 

 

 

 

 

 

 

 

・事件が起こるおそれがある ○今  

・事件､事故の発生 ○今  

・公園の街灯は、防犯や事故防止のために必要だ ○今   

 

 

 

 

 

・街灯の消灯は地域で統一された時刻を決め、子ども

達が早く家路に付くよう習慣付ける。男女間の不純

異性交遊をなくすことにもつながると思う 

・今、河川公園全体が午後１０時に全部消えるので、

他の公園と同じようにしてはどうか 

・足元だけでもソーラーライトをつける 

・河川公園管理者と協議する 

・街灯の点灯、消灯を自動設定する 

・消灯しない方がよい場所は消灯しない 

２． 自治会への加入の減 

 

 

・自治会の行事ができなくなる ○未  

・自治会の高齢化 ○今   

・自治会運営に支障が出る ○今  

・自治会の存続が心配 ○今  

・隣の人は誰？ ○未  

・人との付き合いが希薄になる ○未  

・自治会への加入が少なく、子どもが少ないので、どうにもな

らない ○今  

・災害時の連絡や安否の確認 ができない ○今  

・地域の共同作業等の連絡ができない ○今  

 

 

・自治会費の額がそれぞれの自治会で違っているの

で、統一ができたら良い 

・自治会未加入者の子どもを可愛がる．会費を可能な

限り安くする 

・未加入者と話し合いを行う 

・自治会の大切さを説明し、説得する 

・「催し物」行うなど、楽しい自治会にする（ニュー

タウン地区ではなにもしていない） 

・自治会に加入しやすい環境をつくる 

・自治会費の免除 
・自治会活動は、毎回、日曜日をつぶしてしまうほど

多くないので、皆と一緒に暮らす気持を少しでも持

っているなら加入して、活動しても生活にさほど影

響はない ○今  

 

 

 

３． ごみ出し 

 （他地区から持って来ている） 

   

・収集されないごみをネコや犬が散らかしている ○今  

・分別や時間が守られていないので収集されない ○今  

・ごみの散乱 ○今  

 

 

 ・収集時間が過ぎたらごみのカゴに鍵をつける 

・ごみステーションへ収集曜日、時間の掲示をする 

・ごみ収集場所への掲示板の設置 

 

・自治会加入をもっとアピールする（いろんな場へ）

・自治会メリットをつくる（加入して良かったね～）

・自治会加入によるメリットをアピールする 

・自治会加入のメリットを探し、メリット

をアピールして、加入促進につなげる 

・ごみ袋に名前を記入する 

・ごみ袋に記名するようにしたらよくなった 
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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．高齢者・自治会 

  （無縁社会が増えてきてい

るようであり、今後が心配）

 

 

 

 

 

 

・孤独死 ○未  

・自治会､老人会等への加入率が低下し、行政からの要求に応じるこ

とができなくなる ○未  

・近隣との交流がないと、事件が起こりやすくなるのでは ○未  

・自治会に加入する人が少なくなると隣に住んでいる人も分からな

くなる ○未  

・自治会､老人会の活動が制約されてくる ○未  

・高齢者の消費者被害が多くなるのでは ○未  

・近隣の人の普段の生活が分からず、変化に気づくことができない

○未  

・独居老人の面倒を地域で見ることができるか。限度があり心配 ○未

・地域活動の中で年齢的な溝ができ、結果として青少年の育成にも

影響が大きい ○未   

・高齢者が増えて、自治会活動が負担になってくるのではないか ○未

・無縁社会の深まりを見過ごすと地域の活性化ができない。自治会

加入率が低下し、老人会加入率も下がると人間関係が悪化する

○未  

・独居の方が、体調が悪くなり動けなくなっても分からない○未 

 ・自治会がなくなると、どのような困ったことが

起こってくるのかを知ってもらう 

・孤独死が実際どの程度あるか知ってもらい、自

分とは関係のない問題ではなく、身近な問題だ

ということを理解してもらう 

・組単位で日頃から声をかけ合う 

・行事などを行う時に、誘いの手紙を出す（班で

実施する） 

・独居の方等の情報がほしい 

 

２．自然・人間  

  飼い犬のフンの処理が悪い

のを時々見かける 

 

 

 

 

・市道の草刈時などフンが飛び散り汚い ○今  

・雨の日に踏んづけてしまい、不快な思いをする ○今  

・フンに気づかないで通学中の子どもが踏んでいく ○今  

・近くの人が処理せざるを得ない ○今○未  

・玄関前にフンがある ○今  

・公園の花壇の手入れに支障がある ○今  

  

 ・犬のフンの問題を自治会等の集会で提言して意

識を高める必要がある 

・自治会全体で話し合い対応する（個々の対応は

トラブルになるのではなるべくしない方がよい） 

  

・飼い主に予防接種時などに常にお願いする 

・罰則制度を 

３．子ども 

  子どもたちが、元気に挨拶

してくれる  

 （良いところをさらによくす

るため） 

・あいさつをしてくれない子どももいる ○今  

・子ども会がない ○今  

・琴海地区の子ども達は元気であいさつも良い ○今   

 

   

・大人がもう少し努力するともっと伸びる 

・高齢者、子どもに限らずあいさつ

をお互いにする（住民全体） 

・子どもの成長を応援する為には大人が常に声を

かけて励ますことが大切である（声かけ） 

・大人の方からあいさつする 

・犬を連れた人に声をかける 

・高齢者、子どもに限らずあいさつ

をお互いにする（住民全体） 

・飼い犬マナーの研修会を行う 

 声かけは人をつくり 

肥えかけは花をつくる 

声かけで地域の花(笑顔)を咲かそう 

・声かけ運動 

・高齢者、子どもに限らずあいさつ

をお互いにする（住民全体） 

・無縁社会の影響を少なくするために、行政、自治

会､その他の団体が一堂に会して協議会を設置し

てはどうかと思う（小さな問題から解決する） 
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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．地域が高齢化している ・孤独死 ○未   

・家庭が孤立し孤独死へつながる ○今○未  

・独居高齢者が増える ○今  

・車に乗れなくなって行動が不自由になり、買物などに支障が

出る ○今  

・近所づきあいができなくなる ○未  

・人が乗らないためバス路線が廃止になる ○未  

・人口が減る ○未  

・活気がなくなる ○未  

・支えあいが難しくなる ○未  

・空家が増える ○未  

・高齢者がホームに入所し、空家が多くなる ○未  

 

 ・独居の方を把握して声かけをする。独居高齢者宅に毎朝

旗を立てる 

・話し合いにより、中年代（働き盛り）の意見を出し合う

ようにする 

 

・大きな企業（工場）を誘致する 

・散在した人家をどこかに集約する必要が出

てくる（集合住宅） 

・高齢者のみの世帯は集団生活をするとよい

・子どもを都会に出さないよう仕事場を増や

してほしい 

・若い人が住みやすいように、地区ができる

ことを行う（子育て支援など） 

２．地域活動がなくなった 

 

 

 

 

・自分本位の考えになり、地域のまとまりがなくなる ○今  

・グループ活動がやりにくくなる ○未  

・昔からの祭りがなくなる ○未  

・団結力がなくなる ○未  

・情報が共有されない ○未  

・横のつながりが薄くなる ○未  

・人間関係が薄くなる ○未  

・回覧板などによる地区の情報が入りにくい ○今  

・ごみステーションの管理が難しくなり、汚くなる ○未   

 ・地区の行事にできるだけ参加するよう声をかけあう 

・根気強く地域活動のメリットをアピールする 

・役員さんや世話役の方に報酬にあたるものを出す 

・行事を縮小（選択）する 

・共通の行事を行う 

・若者（中高生）地域ボランティアを募る 

・若い人に地域活動の実践状況を見せる 

・縦のつながりを利用する（子どもと親が老人とつながる） 

・自治会がなくなった場合､行政で肩代わりす

る 

・乗合いタクシーを作る（無料） 

・乗合いバス（タクシー）を普及させる 

・全員強制的に加入とする 

 

３．荒れ地が増えている ・荒れ地が増えるとイノシシが家の近くまで来るので、人に害

するおそれがある ○今○未  

・民家の周辺まで荒地が迫り、畑が山になる  ○今○未  

・住宅地としての良いところがなくなり、人口が減る ○未  

・ハチや犬、ネコ、イノシシの害が増える ○未  

・野生動物が増え、人間生活が侵される ○未  

・危険な場所が増える ○未  

・犯罪が増える ○未  

・子どもが遊べない ○未   

・農作物が減る ○未   

 

 

 

 

・荒地を集団で借りて畑にする（家庭菜園のようなもの） 

・土地の貸し出しによる農耕計画を立てる 

・荒廃地と考えず、自然が豊かになったと考えて施策を考

える 

・荒れ地を公園にしたり､緑地化したりする 

・観光地（遊園地など）に変える 

 

 

・ボランティア活動をしたらポイントをつける（税金減、金券など） 

・若者（中高生）地域ボランティアを募る 

・食事（お弁当）の配達サービスを行う 

・荒れ地について地主さん、市と話し合い、ボランティア

などで草刈等の管理を行う 
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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．自治会加入者の減少 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

・同じ班内に住んでいても顔を合わせることがなくなり、誰が

住んでいるのか分からなくなる ○未  

・会費の減少により施設修理にも影響が出てくるのではないか

○未 

・団地、アパートの人との交流の場がないため、全く顔が分か

らない ○今  

・役員さんのなり手がなくなり、一部の人が何年もしなくては

ならない ○今  

・役員になりたくない ○今   

・自治会費の減少で、会費が値上がりする ○未  

・自治会に入っていない人は色々な会に出席しないため、取り

残されたような感じがする ○今  

・清掃（草払い、ごみ拾い）等も一部の人の負担が大きくなる

○今  

・自治会自体の運営が難しくなる ○未  

・ごみ出し方法が分からない人が出てくる ○未  

 

 ・自治会の清掃活動へ協力していただいた方へゴミ袋を

配布する 

 

・転入届をする時点で、行政が自治会加入

を勧める 

２．子どもの世代間交流 

 

・子ども達と会っても、ほんの一部の子どもしか知らない ○今

・交流がないと、事故・問題がおきた時に対応ができない（ど

この子どもさんか分からない） ○未   

・昔ながらの遊びや昔ながらの知恵が受け継がれていかない○未

・子ども達の大人を見る感覚（大人とはどんなものか）がなく

なる ○未   

・年配の方を敬うという気持が薄れる ○未   

 

 

 

 

 

 

・昔遊びをする機会を増やす 

・デイサービス利用者と、幼稚園・保育園児との交流を

行う 

・運動会において、老人も出るような競技を増やす 

・琴海地区では高齢者の方のサロンや集まりがあってい

るようですので、その時に時々子どもや孫さんに参加

してもらってはどうか 

 

・住民が使える施設（調理室）などを利用

しやすくする（手続きを簡単にする） 

３．犬、猫のフン公害 ・道路、庭が汚れ、子どもが触る危険性もある ○未  

・臭いがする ○今  

 

 

・フン公害で困っている人のことなど、目を引くような

内容のチラシを、登録している飼い主へダイレクトに

配る 

・地域の子どもにポスターを書いてもらう 

 

 

 

 

 

・メリットを大きく取り上げる ・メリットを大きく取り上げる 

・自治会に入らないと不便になるようにする 

・ごみ袋が簡単に手に入らないようにする（自治会経由で配

布する） 

・立看板、並びに回覧板（広報）によるマナーの周知 

・地域住民の中で世代間交流をする 
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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．自治会会員が少なくなり､自

治会の存在価値、役割が問

われている 

 

 

 

 

 

 

 

 

・足腰が弱ってきており、役が回ってきてもパスしたいができ

ない ○今  

・役員になる人がいなくなる ○未  

・自治会会員と非会員のメリット、デメリット ○今  

・会費が高い ○今  

・敬老会に参加できない ○今  

・会員でない人にも安心カードは有償で配布している ○今  

・広報紙を個別に取りに行かないといけない ○今  

 

 ・自治会のメリットを前面に出す 

・自治会費を減らせないか 

・役員の持ち回りを強制でない方法でできないか 

・会費の集金は個人に合わせて期間を決めている 

・新しく住んだ人には班長が加入をお願いしている 

 

 

 

２．防災無線が聞こえ過ぎたり

聞こえなかったりする 

 

・防災無線が全く聞こえない ○今  

・旧市内からの放送が超爆音のため電源を切っており、緊急時

に役に立たない ○今  

 

 

 

 

 

 

 ・防災無線の音量を小さくしてほしい 

・スピーカーの設置を要望する 

３．デマンドタクシーが使いづ

らい 

・デマンドタクシーが不便  ○今  

・地域外にしかない皮膚科に行きたくても行けない ○今  

・他地区でも優遇してほしい（他区間でも運行してほしい） ○今

・当日予約ができないとの声を聞く ○今  

・利用方法が分かりづらい  ○今  

・制限が多い ○今  

 

 

 

 

 

・畝刈へのデマンドタクシーの運行を認め

てほしい 

・コミュニティバスが運行できないか 

 

 

 

・自治会活動のチラシを作り、加入促進

を図る 


