
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   福祉のまちづくり 

やってみゅ～で・わがまち座談会 

平成 25 年 2 月９日（土）と 2 月 17 日（日）の 2 回にわたり、琴海文化セ

ンターで、「やってみゅ～で・わがまち座談会（※）」が開催されました。自治会、

民生委員、老人会、育成協、保育園などの関係者の皆様にお集まりいただき、和

やかな雰囲気のもとグループ討議が行われました。 

※「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」「長浦・形上・尾戸地区がど

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。 

第１回 長浦・形上・尾戸地区の「いいところ」と「気になるところ」

を出し合いましょう！ 

長浦・形上・尾戸地区を５つのグループに分け、それぞれの地区の「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「高齢者・障がい者・子ども」、「居住環境」、「社会参加」、「環境衛生」、「防

犯・防災」、「その他」の６つの分野別に模造紙に貼りました。 

≪主ないいところ≫ 

① 子どもたちのあいさつが良い 

② 波静かな形上湾。山の稜線から眺める形上湾。 

③ 民生委員の見守り、声掛けが盛ん 

④ ゴミの分別がきちんとできている 

⑤ 小学校の集団下校時に防犯パトロールをしている 

 

≪主な気になるところ≫ 

① 一人暮らしや二人暮らしが多い 

② 猪に畑を荒らされる。人への被害が心配。 

③ 各種団体、関係機関との連携が必要 

④ 動物の放し飼い 

⑤ 災害が起こった時の消防団、自治会との連携 

 

１

尾 戸 地 区 

形 上 地 区 

≪主ないいところ≫ 

① 放課後教室の活動が盛ん 

② 移動販売の車が週２回来ている 

③ 自治会加入は 100％ 

④ ゴミステーション移動で外部からのゴミ捨てが 

減少した 

⑤ 自然と見守る環境ができている 

 

≪主な気になるところ≫ 

① 若者の流出 

② 車がないと不便 

③ 熟知しているので見て見ぬふり 

④ 外部からのゴミ捨て  

 

自分が住んでいるまちのこん

なところが好き！でも、ここは

問題！ 

どんどん意見が出てきまし

た。 

１ 

 

尾戸地区は、U ターン、I ター

ンの人も多く、地形的にも独

特な地域です。 

 

長 浦 地 区 

≪主ないいところ≫ 

① 高齢者サロンがあって楽しみになっている 

② 国道沿いに花を植えているのは良い 

③ 昔からの伝統行事が残っている。 

（「鬼豆うち」・「宮相撲」） 

④ 長浦川清掃に地域の多くの人が参加している 

⑤ 駐在所と地域の方との関係が良好 

 

≪主な気になるところ≫ 

① 老人会など組織に入ってくる人が少なくなっている 

② 農業の後継者がなく荒れた田・畑が多くなっている 

③ コミュニケーションの場が少なくなってきた 

④ ゴミステーションからゴミがあふれ、カラスが荒ら 

している 

⑤ 不審な電話、葉書、手紙がくる 

 

まずは緊張をほぐすため、

じゃんけんゲームからスタ

ートです。 

みなさん笑顔が見えてきま

した（＾＾） 

長浦・形上・尾戸地区 

 グループ討議の終了後、各グループのリー

ダーから出てきた意見を発表してもらいまし

た。 

 みなさんが抱えている問題は共通するとこ

ろも多く、うなずく姿も多く見られました。 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

長浦・形上・尾戸地区の「気になるところ」の 

問題解決策を考えよう！ 

第１回で出た長浦・形上・尾戸地区の「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検討したい課題を選び、その

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。 

 

後に各グループのリーダーから出てきた意見を発

表してもらいました。各グループいろんなアイデアが

出てきました。 

１グループでは、「高齢者の増加（独居）」、「独身者が多くなっている（男）」という

課題をテーマにその解決策について話し合いました。 

 一人暮らしの高齢者の引きこもりが心配との声に、公民館を利用する時に椅子を準備

すれば、集まりやすくなるのではとのアイデアが出てきました。 

 畳に長時間座るのがツライという人が気軽に参加できるようになりそうですね。 

 

 

これからも地域、長崎市社会福祉協議会、市などが協力しあって、長浦・形上・尾戸地

区が今よりもさらに“よいまち”になるよう地域の課題に取り組んでいきましょう。 

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） 
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第２回 

長浦小学校区 

形上小学校区 

３グループでは、「高齢化が進行し、独居・高齢者世帯が増えている（見守りの問

題）」、「自治会の加入率の低下、脱会する人が多い」という課題をテーマにその解決

策について話し合いました。 

 高齢者を地域で見守る体制が必要との声に、各自治会、老人会、子ども会などで行

事を行う時に、単独ではなく合同で取り組むことで顔が見える関係になり、声かけも

しやすくなるのではとのアイデアが出てきました。 

 まずは気軽にあいさつからはじめてみましょう。 

この問題はすぐにでも地域で

取り組めないかな… 

５グループでは、「若者の流出」、「世代間の結び付き」という課題をテーマにその

解決策について話し合いました。 

仕事がないから若い人が県外に出ていってしまうとの声に、道の駅を活用し、農

業・水産業の活性化を図れないだろうかとのアイデアが出てきました。 

２グループでは、「高齢者が増加する中買い物弱者、悪徳商法などへの対応」、「老人

会などの組織の運営が難しくなってきている（参加者の減、後継者不足など）」という

課題をテーマにその解決策について話し合いました。 

老人会という名称に良いイメージがないとの声に、自分達のところでは「みなわかい」

に名称を変えたという意見もありました。 

まだまだ元気に活動している人ばかりなのに「老人会」と呼ばれることには抵抗があ

りますよね。 

 

４グループでは、「道路幅の拡充。特に大江橋付近。」、「手崎地区は横断歩道がなく、

お年寄りが押し車で道を横切っており非常に危ない」、「各種団体、関係機関との連携

の強化の必要性」という課題をテーマにその解決策について話し合いました。 

 お年寄りの道路の横断が非常に危ないとの声に、小中学生にアイデアを募集して、

立看板を設置してはとのアイデアが出てきました。 

尾戸小学校区

≪１グループ≫ 

≪２グループ≫ 

≪３グループ≫ 

≪４グループ≫ 

≪５グループ≫ 

  

 

 



やってみゅ～で・わがまち座談会 長浦・形上・尾戸地区 （1 回目の集約結果） 

長浦地区 ＜高齢者・障がい者・子ども＞ 

いいところ 気になるところ 

・高齢者で農業等をしている人は元気 

・長浦では老人会はスムーズに活動できている 

・サロンが多い 

・サロンがあって楽しみになっている 

・いきいき体操で楽しく健康づくりでとても良い 

・健康のためいきいき体操を月２回１時間位やっている 

 

・地域の方が、気軽に子ども達に声をかけてくれる 

・園の行事に保護者の方がとても協力してくれる 

 

・高齢者の増加（独居） 

・子ども達が外に出て老人だけの生活 

・70 代後半から 80 代の老夫婦世帯の今後が気になる（近くに親類がいない） 

・地区行事に高齢者が出席しにくい 

・今後健康に不安が出てきた時が不安 

・老人会に入る人が少ない 

・老人会など組織に入ってくる人が少なくなっている 

・老人会の活動が減ってしまった 

・サロンへの参加者がなかなか増えない 

・ゲートボールに入ってくる人がいない 

 

・子どもが少ない（行事ができなくなっている） 

・若者のつどいの場がない 

・地域に学童保育がない 

 

 

長浦地区 ＜環境衛生＞ 

いいところ 気になるところ 

・地区のゴミのマナーは良い 

・ゴミの問題はない 

 

・学校の整備活動に親子で参加している 

・長浦川清掃に地域の多くの人が参加 

 

・下水道が整備されている 

 

・国道沿いにごみを捨てる人がいる（車の通過者） 

・ゴミステーションからゴミがあふれ、カラスが荒らしている 

 

・うまい水が飲めなくなる 

 

・猪被害多発 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 長浦・形上・尾戸地区 （1 回目の集約結果） 

長浦地区 ＜居住環境＞ 

いいところ 気になるところ 

・住環境が良い。静か。 

・自然が豊か（2 件） 

・景色がいい（穏やか） 

・内海地区なので気候も穏やかで人も穏やかな人が多い 

・森林と穏やかな海の景観が良い 

・赤水公園からの眺めが良い 

・海、川がきれい 

・桜がきれい 

・国道沿いに花を植えているのは良い 

・畑や海があって定年後は楽しい 

・夏場は涼しい 

 

・山、海の物が安くてうまい 

・季節の食材がたくさんある 

 

・行政センター等公的機関が近くにあり安心。消防など。 

・小学校、中学校が近い 

 

・交通の便が悪い（2 件） 

・バスの本数が少ない（高校通学など） 

・車がないと不便である 

 

・歩道の狭い所がある。シニアカーも無理。 

・早朝の道路横断が危険 

 

・近所の商店が少ない 

・車に乗れなくなった時の買い物 

・日常生活に必要な買い物（衣料品など）をする店が近くにない 

・店がなくなった 

・買い物が遠くに行かないといけない 

・村松へ買い出しに行くと帰りはタクシー 

 

・小児科の病院がない 

・緊急時対応できる病院が少ない、遠い 

 

・６～７月霧で困る 

 

・農業の後継者がなく荒れた田・畑が多くなっている 

・畑が荒れてしまう 

・荒地等が多くなった 

・山の手入れが今後難しくなる 

 

・猪による米、みかん、野菜の被害が多い 

 

・若い世代が地区外に出ていく 

・働くところが少ない（2 件） 

 

・独身者が多くなっている（男） 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 長浦・形上・尾戸地区 （1 回目の集約結果） 

長浦地区 ＜社会参加＞ 

いいところ 気になるところ 

・地域とのつながりがある 

・隣近所と顔見知り 

・近所付き合いはまだまだ良い 

 

・昔からの伝統行事が続いている 

・子ども会で神社の行事に参加してくれる 

・昔ながらの行事が残っている「鬼豆うち」「宮相撲」 

 

・国道沿いの花植えを自治会、老人会、ボランティア団体で植えて管理している（花壇・プ

ランター） 

・老人会が集って話をしている 

・ゲートボールで遊ぶ 

・男の料理教室がある。毎月 15～16 人 

 

・こすもすだよりで地域の情報が収集できる 

・長浦自治会では２ヶ月に１回自治会だより（いけどき）を発行している 

・近所とのつきあいが少なくなった 

・コミュニケーションの場が少なくなってきた 

 

・自治会に入っていない人の把握が難しい 

・アパートの方々が自治会に参加しない 

 

・老人クラブの市老連からの脱退が続き、６年間で 19 クラブから 10 クラブになった 

 

長浦地区 ＜防犯・防災＞ 

いいところ 気になるところ 

・防犯灯の設置が多い 

・防災無線がある 

 

・駐在所と地域の方との関係が良好 

 

 

・不審な電話がある 

・不審な葉書、手紙がくる 

・悪徳商法の誘いがある 

 

・避難所で遠くて行きにくいところがある 

・近所に避難できる場所があればいい 

・個人情報を地域で共有できれば良い 

・災害時の援護者の情報が不安 

・台風の時の対応が気になる（瓦など） 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 長浦・形上・尾戸地区 （1 回目の集約結果） 

形上地区 ＜高齢者・障がい者・子ども＞ 

いいところ 気になるところ 

・高齢者ふれあいサロンの実施 

・高齢者ふれあいサロンが多い 

・高齢者ふれあいサロンなどのボランティアに参加してくれる人が多く助かっている 

・老人会活動が活発。年１回旅行研修。 

 

・小学生のあいさつが良い 

・形上小学校の生徒は挨拶が良くできている 

・子ども達のあいさつがいい（大きい声ではっきりと） 

 

 

 

 

・高齢化が進行していること 

・一人暮らしや二人暮らしが多い 

・核家族、少子高齢化に伴う高齢者一人暮らしの増加 

・高齢化社会になっている。何かあったときの対応について思うところがある 

・高齢者が増え、買い物、病院に行くのに不便である 

・病院通いの人が多い 

・老人会長を２年やったが 70 歳以上になっても入会してくれない 

 

・子どもが少ない（出生率が下がっている） 

・少子高齢化をさけるために子ども世帯をどのようにして地元にとどめるか 

・自転車のマナーが気になる（子ども） 

 

やってみゅ～で・わがまち座談会 長浦・形上・尾戸地区 （1 回目の集約結果） 

形上地区 ＜環境衛生＞ 

いいところ 気になるところ 

・ごみの分別がきちんとできている 

 （自治会で分別の指導をしている） 

 

・公園のトイレ掃除を週１回交替で行っている（自治会） 

・公園の掃除を子ども達もしている（子ども会） 

 

・犬のフン、ゴミのポイ捨てがあり環境が損なわれている 

・野良猫が多い 

・動物の放し飼い 

 

・公園をつくるのはいいが、あとの管理は誰がするのか。（自治会？ 行政？） 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 長浦・形上・尾戸地区 （1 回目の集約結果） 

形上地区 ＜居住環境＞ 

いいところ 気になるところ 

・自然が豊か 

・まだ自然が残っている 

・自然、社会環境に恵まれている 

・大平～形上海岸線（ウォークなど健康づくりに 高。空気がいい） 

・波静かな形上湾、釣りなどによりストレス解消 

・山の稜線から眺める形上湾 

・景観がいい。史跡舞岳城（形上）は長崎市政 120 選。 

・散歩に 適の場所で散歩が楽しく出会う人とあいさつができる 

 

・生活面には恵まれている 

・病院が身近にある 

・琴海の中では大きな病院がある（ニュー琴海病院） 

・リハビリに行くのに病院からのバスが通うので助かっている 

 

・交通が不便 

・交通の便が悪い。長崎方面は 1 時間に 1 便。佐世保方面はなし。 

・定期的にミニバスを運行してほしい 

・デマンドタクシーのシステムが複雑。前日予約をしなければならず不便 

・道路幅の拡充。特に大江橋付近 

・大江橋付近について車の通行が不便である 

・特に国道 206 号での交通事故が多い。特に高齢者の事故 

・バス通りの道が気になる 

・手崎地区に横断歩道がない。お年寄りが押し車で道を横切っている所が非常に危ない（２

箇所位ほしい） 

・買い物が不便 

・店の遠い独居の人で車がない人は困っている 

・農地の荒廃が進んでいる 

・猪被害 

・猪に畑を荒らされる。人への被害が心配 

・猪が出て畑を荒らす。外出するのにも心配 

 

 

形上地区 ＜防犯・防災＞ 

いいところ 気になるところ 

・パトロールをしている（小学生の下校時に月１回ほど） 

・小学校の集団下校時の防犯パトロール 

・防犯灯が多いので安心 

 

・自治会で消火訓練をしている 

・自然災害が少ない 

 

・子どもたちの安心、安全についてもっと関心を持ってほしい 

 

・形上地区の防災について思うところがある。（形上地区全域の防災マップづくりが必要） 

・災害援助の名簿はあるが、実際に起こった時、消防団、自治会との連携をどのように取っ

たらいいか。 

 

・低地が多いので特に海岸線の防護（防波堤） 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 長浦・形上・尾戸地区 （1 回目の集約結果） 

形上地区 ＜社会参加＞ 

いいところ 気になるところ 

・隣近所でコミュニティが取れている 

・人情味がある 

・団地なのでまとまりが良い 

・地域の人一人一人は気軽で優しい人で良く話す。犬仲間など。 

・知らない人と出会っても声掛けが多い 

・病気したら近所の人がよく見舞いに行っている 

・健康のことなど他人に教え合っている 

・野菜など近所に分け合っている 

・自治会管理の花壇が自治会員のふれあいに貢献している（江の平） 

 

・旭ヶ丘自治会では行事などを積極的に行っている 

・自治会で餅つきがある 

・子ども会で節分時に全世帯に豆まきがある 

・子ども会が節分で豆まきをやっている 

・自治会で「さくらまつり」を予定している 

・隣組で花見をやっている 

 

・民生委員の見守り、声掛けが盛ん 

 

 

・家庭、地域のつながりの希薄化 

・田舎でも隣の人がどんな生活をしているのかわからない（自治会加入がないのと昼は不在

で会うことがない） 

・地元の人はだいたいつきあいはあるが、アパート住まいの人との接触がなく分からない 

・住宅、団地（アパート含む）の増加による人と人とのふれあい希薄化 

・個人情報保護法により、向こう３軒両隣、昔の良さ喪失  

・お隣さんとの声掛け 

 

・自治会の加入率があまり高くない 

・自治会を脱退する人が多く困っている 

・自治会会議が夜にあると集会所まで行けないとの声が出てきている（高齢化で） 

・親睦を図るため、形上地区自治会での統一行事などを考えてみては。 

・他の自治会はどのようにして会員相互間の親睦を図っているのか？  

・各種イベント等への参加者が減少傾向 

・共同事業及び作業等の減少。田植え作業など 

 

・ボランティア活動を活発にしたい 

・お金をかけずにできる社会参加（ボランティア）が少ない 

 

・各種団体、関係機関との連携の強化の必要性。重要‼（自治会、福祉関係） 

 

 ８



やってみゅ～で・わがまち座談会 長浦・形上・尾戸地区 （1 回目の集約結果） 

尾戸地区 ＜高齢者・障がい者・子ども＞ 

いいところ 気になるところ 

・小学生が元気がよい 

・子どもが元気 

・子ども達はすべて良く頑張る 

・放課後教室の活動が盛ん 

・他の小学校との交流 

・個人的に見まわりをしてくれる人がいる 

 

・お隣が遠い（2 件） 

・老人の移動が不便 

・子どもの数が少ない 

・若者の流出 

・子どもの振り見て親の振り直せ 

 

尾戸地区 ＜居住環境＞ 

いいところ 気になるところ 

・景色が素晴らしい 

・景色が良い 

・空気がいい 

・水がいい。おいしい。  

・自然豊かで熟知した者の集合体 

・交通手段に船（安全で速い） 

・車より船を持っている人が多い 

・海の幸、山の幸が豊か 

・魚がおいしい 

・農業、漁業が盛ん 

・移動販売の車が週２回来ている（2 件） 

・デマンドタクシーがある 

・地形的に不便 

 

・交通手段が限られている 

・バスの便が少ない 

・車がないと不便 

 

・小学校までの距離が遠い 

・店が遠い（3 件） 

・病院が地区にはない 

・病院が少ない 

 

 

尾戸地区 ＜環境衛生＞ 

いいところ 気になるところ 

・ゴミステーション移動で外部からのゴミ捨てが減少した 

 

・外部からのゴミ捨て 

 

９



 

やってみゅ～で・わがまち座談会 長浦・形上・尾戸地区 （1 回目の集約結果） 

尾戸地区 ＜社会参加＞ 

いいところ 気になるところ 

・助け合いの気持ちが強い 

・人がやさしい 

・おせっかいな人が多い 

・地域内での情報が行きかっている 

・話好きな人が多い 

・自治会加入は 100％ 

・伝統を守っている 

・祭りが多い 

・教員住宅を改良して作った宿泊施設。宿泊学習等を行う。「海の家祭り」 

・地区の班ごとに葬儀を行う 

・尾戸ネット 

・グリーンツーリズムでの体験を行っている 

・サロンがある 

・サロン活動が多い 

 

・熟知しているので見て見ぬふり 

 

 

尾戸地区 ＜防犯・防災＞ 

いいところ 気になるところ 

・見慣れない者に対する住民の方の反応がある 

・周りがみんなを見守っている 

・自然と見守る環境ができている 

・鍵がいらない 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 長浦・形上・尾戸地区 （２回目）   

                                             １グループ：長浦地区 

話し合う分野 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・障がい

者・子ども 

 

高齢者の増加 

（独居） 

 

 

 

 

 

 

 

・情報がほしい。サロンへ出席 

・サロンをつくる 

・公民館で自由な集まり。お話し会が月１回ある  

・独居老人の参加しやすい趣味や活動を促す 

・地域に井戸端会議ができる場所（いつでも自由に行けて、使える憩い

の場）を提供し、コミュニケーションをみんなと取る。 

・独居老人への声かけ（班長、近所） 

・知っている人がほとんどなので話しをしてみる 

・老人会活動への推進（趣味、スポーツ等選択できるもの） 

・公民館を利用する時に椅子を準備する。今年度、来年度にも購入する。

 

・ボランティア団体を作る 

 

居住環境 

 

 

 

 

 

 

独身者が多くなって

いる（男） 

 

 

 

・若者の行事に声かけをする 

・若い人（独身者）向けのサロン 

・行動力を出す 

・一緒になれば生活はできていくと思う 

 

 

 

・独身者を対象にした種々な催し物を企画し、交流会を持つ 

・若者男女がふれあえる行事を強化（運動会、ペーロン、バレ

ー以外） 

・集団お見合い 

・家族も率先して参加するよう促進 

・収入が安定している定職に就く 

・祝い金制度 

 

 

 

 

・料理を作るのが大変だと思うので弁当を配達する 

 

・独居高齢者自身も自分の生き方を考える場をもつ 
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 やってみゅ～で・わがまち座談会 長浦・形上・尾戸地区 （２回目）   

                                             ２グループ：長浦地区 

話し合う分野 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・障がい

者・子ども 

 

高齢者の増加 

（買い物弱者、悪徳

商法などへの対応） 

 

 

 

 

 

 

 

・地域の今の問題を住民が共有する 

・情報網の整備体制を作る（共有する） 

・なんでも人に相談する 

・台風等の場合の声掛けによる情報収集ができないか 

・組織が大きすぎると感じることもあるので、もう少し小さな趣味のグ

ループを作ってもよいのではないか 

・テーマごとに集まることから再度始めてみる 

・井戸端会議、高齢者サロンの活用 

・不便さの対策を話し合う機会を持つ 

・地域での買い物支援ができないか（企業が撤退した経緯もある） 

 

 

・農協や郵便局と情報共有の協定をつくる 

 

社会参加 

 

 

 

 

 

 

老人会などの組織の

運営が難しくなって

きている（参加者の

減、後継者不足など） 

 

 

・リーダーが必要 

・老人クラブの名称を見直す（「みなわかい」に名称変更した） 

・旅行、飲み会で会を盛り上げる 

 

 

・現状を共有する。そのための広報 

（人口や年齢構成など地域の現状、要援護者情報など） 

・個人情報の問題でも情報を共有したい 

・民生委員、自治会、老人会には個人情報を開示できるようにな

らないか 

・民生委員にもっと情報を届ける 

・移動販売をもっと増やす 
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 やってみゅ～で・わがまち座談会 長浦・形上・尾戸地区 （２回目）   

                                             ３グループ：形上地区 

話し合う分野 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・障がい

者・子ども 

 

高齢化が進行し、独

居・高齢者世帯が増

えている 

（見守りの問題） 

 

 

 

 

 

 

・各自治会、老人会、子ども会が行事など単独ではなく合同で取り組ん

でみる。話し合う場をたくさん作っていく。声かけ！ 

・自治会役員や民生委員で一人暮らしや二人暮らしの自宅へ声かけなど

を行っていく 

・一人暮らしの方は外出するのが苦痛なので声かけをする 

・一人暮らしや高齢者夫婦は、民生委員が友愛訪問の対象になっている

ので、隣近所の人と一緒になって見守る 

・独居者が自治会に入っていなくても組長は立ち寄ってほしい 

・自治会や民生委員が今までどおりにやり続ける以外にない 

・各地区にサロンがあるのでなるべくサロンに参加するように勧める 

・親子二人暮らしの人まではサロンに呼んでいるが、昼間に一人になる

人も呼んだ方がいい 

・敬老会みたいな事を度々やればよい 

 

 

 

 

 

 

・関係機関（行政や専門機関）もサロンに参加する 

・緊急連絡体制を整備する（緊急連絡ブザー設置条件の緩和を。

独居の方でも設置できるように） 

・各地区で連絡表を作成して連絡を取り合う 

・独居老人について行政センターと市との連携を図る 

 

社会参加 

 

 

 

 

 

 

自治会の加入率の低

下、脱会する人が多

い 

 

 

・各地区の行事に参加できるシステムにする 

・誰でも参加できるようなシステムにする 

・各自治会とも行事（花見、もちつき等）を積極的に行い、声かけをし

て自治会加入を進めていく。 

・自治会の行事などみんなが参加しやすいようにする 

・自治会に入っていないと困る事がある 

・自治会に入って良い事が多いようにする 

・自治会での参加行事（草刈り等）で負担にならないように周囲でカバ

ーしていく 

・自治会に入っていない人、近くに親族がいない人を特に重点的に訪問

する 

 

 

 

・行政センター等でも自治会加入の声かけを積極的にしてい

く。（自治会加入のメリットまで伝える） 

・アパートの新居者があったら自治会長に連絡してほしい 

・新しく入居する人、退居する人（特に高齢者など）について、

情報を共有する。 

  

・民生委員、自治会、サロン代表者、近所の方など気になる高齢

者に関係するところが定期的に情報を交換する場をつくる 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 長浦・形上・尾戸地区 （２回目）   

                                             ４グループ：形上地区 

話し合う分野 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 

 

居住環境 

 

・道路幅の拡充。 

特に大江橋付近 

・手崎地区に横断歩

道がない。お年寄

りが押し車で道を

横切っており非常

に危ない（２箇所

ほしい） 

 

 

・形小ネットワークへの協力依頼をする 

・道路幅の拡充については、みんなで何回でも話し合いたい。 

 

 

・道路に徐行マーク       

・危険注意の立札をたてる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・行政への働きかけ（尾戸、西海市等の利用者を巻き込む） 

・道路の拡充を市に要請する 

 

 

社会参加 

 

 

 

 

 

 

 

各種団体、関係機関

との連携の強化の必

要性。重要‼ 

（自治会・福祉関係） 

 

・全く関係がない訳ではない。関わり方を考えなければいけない 

・各種関係機関との連携をさらに広げていく 

・楽しいふれあいを考える（義務的にならないように） 

・ふれあい運動会に幅広い参加 

・老人会と子ども会の連携 

・老人会は現在小学校との関わりがあるが、中学校とはない 

・育成協議会で小学校との交流はあるが、中学校とはない（老人会） 

・以前中学生とのゲートボールを実施 

・以前は中学生が海岸線や神社の掃除をしていた（なくなって３～４年）

・老人会からも交流の呼びかけを 

・婦人部で料理教室を開いていた。教えてくれる人がいればいい 

 

 

 

 

 

小・中学生にアイディアを募集する 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 長浦・形上・尾戸地区 （２回目）   

                                             ５グループ：尾戸地区 

話し合う分野 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 ・ 障 害

者・子ども 

 

 

若者の流出 

 

・尾戸半島に橋を作り、人の出入りを活性化し、地区の産物等を広く伝

え、企業化できるように！ 

・農業、水産業をより活発に 

・道の駅を活用した地域活性 

・小学校の同窓会を呼びかける 

・成人式を活用した集まりを作る 

・若者との話し合いを行う（地区に居住している若者も） 

・グリーンツーリズムの体験（出会いの機会づくり） 

・お見合い大作戦（出会いの機会づくり） 

・結婚につながる出会いの場を作る 

・都会に出てＵターンした若者もいる 

・若者は一度は都会に出てもいいと思う 

・相手を見つけて連れて帰ってくる！ 

 

 

 

 

・交通手段を作る（橋をかける） 

・メディア等の広報活動 

 

社会参加 

 

 

 

 

 

 

世代間の結び付き 

 

・若者が参加できる行事、イベントを！ 

・世代間交流 グランドゴルフ 

・世代間で使う場所に世代一緒に花を植える 

・食育を通して孫と祖父母の交流など 

・サロン活動に子どもも参加する 

・運動会、花見など地域の結び付きはあるがもっと強くする方法を 

・各種行事があっても参加する人が同じ 

・子どもがいない世帯との交流機会を増やす 

・定期的に各団体の話し合う場づくり 

・世代を超えて話ができる場をつくる 

 

 

 

 

 

 

 

・校区単位での大きなイベントを作る 

・活動場所の提供 

・事務費を軽減して団体活性に活かしていく 
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