
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

続いて、琴海地区（村松小学校

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

ら目指す琴海地区（村松小学校

区）のイメージを思い浮かべなが

ら、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

けていきました。 

平成 22年１０月３０日（土）、琴海南部文化センターで、

３０人の方々にご参加いただき、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、熱のこ

もった議論が交わされました。 

【「やってみゅ～で・わがまち座談会」を開催する理由】 

 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

き出しました。 

次々と意見が出され、付箋

紙で模造紙がいっぱいにな

っていく様子は、参加者の

方々の熱意の表れですね。 

 おススメ解決策の実行プランを検討！ 
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、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。 

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、琴海地区のイメージを込めて！～ 

ステップ ２ 

１

付箋紙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、琴海地区（村松小

学校区）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。 

※出された意見は、次ページ以降にあります。 

いよいよ発表！ 

～おススメ解決策の実行プランとわが町のキャッチフレーズ！～

ステップ ３ 
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 地区全体のまちづくりのキャッチフレーズ（目標）決定！ 
ステップ ４ 

各グループから発表された「キャッチフレーズ」は、どれも琴海地区（村松小学校区）に対

するみなさんの熱い想いが込められていました。最後に各グループの「キャッチフレーズ」の

中から、全員の人気投票で次の「キャッチフレーズ」が選ばれました。 

①①①   ②②②   

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） 

 参加した方々からたくさんの意見が出され、琴海地区（村松小学校区）を“よいまち”にし

ていこうという気持ちを共有することができました。参加されたみなさん、本当にありがとう

ございました。 

★ ３回の座談会をふり返って・・・（参加者からの感想）★ 

・「自治会活動について考えるとてもいい機会になりました。今後も大変だと思います

が、続けられたらと思います。」 

・「子どもの親として、いろいろな事に参加、協力することは、大切だと考えさせられ

ました。」 

・「世代間交流の大切さを感じました。」 

・「若い人達がもっと活動出来るまちづくりを考えなくてはと思いました。」 

  
第３回

③③③    
④④④   ⑤⑤⑤

支え愛♥ 

      琴の海 
未来を奏でる 

   



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３回目 【1グループ】 

 

おススメ解決策    

  自治会への加入の減 

    

 

自自治治会会加加入入ののメメリリッットトをを探探しし、、  

メメリリッットトををアアピピーールルししななががらら  

加加入入促促進進ににつつななげげるる！！！！    

  

何を 誰を （対象） 

・高齢になった方 ・意見が合わない方 ・若い世帯 

・他の地域からの転入者 ・役員になりたくない方 ・班長が負担で脱退した方 

・地域の行事に参加しなくてよいと思っている方 

・人づきあいが苦手な（人づきあいしたくない）方 

・市内他地区からの転入者（自治会費等で不服がある方） 

・自治会が何をやっているかなど、いろいろなことを知らないまま過ごしている方 

・自治会活動などを自分でしたことが無く、奥様が亡くなったため活動に参加していない方

・自治会に入ってない方が「得」だと考えている方 

 

自治会加入のメリット  

・近所付き合いができる 

・災難時に助け合える（避難時） 

・人間関係の有無が防犯にも繋がる 

・回覧板を月１回回す時顔を合わせるので、何かの時助け合える 

・地域の情報が入る 

・困った時に相談できる 

・話し合いができる 

・加入することで友達が多くなる 

・一人暮らし（男性）には、回覧板を隣の人がチェックし、必要な分だけコピーして渡す 

 

自治会加入のデメリット  

・寄付等の負担が大きい 

 

その他  

・自治会に入ってないと草刈りにも参加しない。ごみもリサイクルも関係ないと思っている

・何もかもメリットがなければ行動しないこと自体がおかしいのではないか 

・助け合いの気持ちがない 

 



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３回目 【2グループ】 
 

おススメ解決策  
  高齢者、自治会、 

自然・人間、子ども 

 

       

声声かかけけ運運動動  

何を 誰を （対象） 

・誰でも全員 ・地域住民全員  ・琴海地区全員 

・特に知らない人同士 ・子ども、高齢者、住民全て ・犬の散歩をする人 

・地域全体の人が対象となると思うが自治会等がこのことを協議して方向性を出す 

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） 

・運動期間（月間・習慣）を決める ・運動のテーマを決める 

・推進本部（役員）をつくる ・「あいさつ通り」をつくる 

・まず自治会全体に今の活動を知らせる ・花（花壇）をつくる ⇒ 啓発 

・啓発運動を行う ・運動のリーダーを育てる ・家庭に呼びかける 

・住民（協力者）用のグッズをつくる（名札、帽子等） 

・なるべく名前を呼ぶようにする ・まず子ども達に声かけ運動を浸透させる 

・高齢者がごみを出そうとしている時に「一緒に出しましょうか」と声をかける 

・犬の散歩をする人に声かけ運動をお願いする 

協力して欲しい人・団体 

・住民全員 ・自治会、学校、行政 ・自治会の人、色々な活動をされている会の人 

・自治会全体。子ども、小学生、中学生 ・自治会や商店、すべての団体 

・実践力のある団体、例えばPTAもその一つと思う 

・社会福祉協議会等が会員の増加を図り、地域の事業に協力する 

・対象地域全体が協力するのが最もよいと思うが、最初は例えば老人会等の団体から取り組

む 

いつ どこで      

・いつでも どこでも ・道ですれ違う時に声をかける 

・どこでも、誰にでも挨拶するように習慣づける 

お知らせ方法 

・声かけ新聞（広報紙）などをつくる ・のぼりや旗、看板など 

・自治会、老人会等が継続して活動する ・行政の広報紙、学校だより 

活動に必要なもの 

・やろうという意志  ・継続すること 

・強い意志が必要だが、団体での活動が良いと思う 

その他 

・問題意識を持つ、持たせる ・コミュニケーション力を養う 

 



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３回目 【３グループ】 

 
 

おススメ解決策    

地域活動がなくなった 

 

 

 
若若者者（（中中高高生生））  

地地域域ボボラランンテティィアアをを募募るる  

 

 

何を 誰を （対象） 

・県、市、学校、警察、農漁協等の職員のリタイア者を強制的に引き込む 

・何をしてほしいか意見を出してもらう 

 

 

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） 

・サポートしてほしいことを募る 

・リーダーを育成する 

・交流会を開く（子ども、高齢者等） 

・地域・学校との話し合いを持つ 

・各地区で、大人と一緒にごみ拾いをする 

・子ども会がなくなったので、子どものいない家庭も一緒になって豆まき等するとよいので

は 

・各団体をグループに分け、年４回程度の活動（春夏秋冬）と同時に食事会を催す（お茶会）

・自治会の下に、老人会、子ども会を組織化する 

・自治会に入っていただく 

・自治会費が高いので低くする 

・子ども会を理解してもらう 

 

 

協力して欲しい人・団体 

・子ども会、学童、学校 ・老人会 

・時間と余力のある人 ・幼稚園、学校の保護者 ・地元の企業 

 

 

 

 

 

 



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３回目 【4グループ】 

 

おススメ解決策      

子どもの世代間交流 

 

           

地地域域住住民民のの中中でで世世代代間間交交流流ををすするる    

 

何を 誰を （対象） 

・子ども ・子どもの保護者 

 

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） 

・夏休みの子ども達のラジオ体操 

・空き缶、空き瓶集め 

・もちつき 

・鬼豆打ち 

・昔の行事の復活 

・物作り：「竹とんぼ」「わらじ」 

・宮内（神社）おくんちをもっと広める 

・伝統行事、おくんち関係を利用して世代間交流を行う 

 

協力して欲しい人・団体 

・老人会 ・商工会 

・自治会 ・行政 

・子ども会 ・婦人会 

・ボランティア ・明誠高校の生徒の協力 

 

お知らせ方法                          

・防災無線 ・回覧板 

 

 

 

 

 

 

 



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３回目 【5グループ】 

 

おススメ解決策  

  自治会会員が少なくなり、

自治会の存在価値、役割が

問われる 

     

 

          

自自治治会会活活動動ののチチララシシをを作作りり

加加入入促促進進をを図図るる  
  

何を 誰を （対象） 

・新しく引っ越してきた人 ・自治会をやめた人 

 

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） 

【チラシの準備】 

・なぜ加入しないのかを聞く 

・なぜ自治会を辞めるのかを聞く 

【チラシの内容】 

・自治会の必要性を知らせる   

・自治会費の使い道を知らせる 

・自治会の活動内容を知らせる 

【その他】 

・チラシを配布する時に自治会にしてほしいことを聞く 

 

活動に必要なもの 

・自治会役員研修会（班長研修） 

・民生委員との情報交換 

 

その他 

・神社の行事が大変なので、自治会が続かなかった 
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