
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

西北地区 
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話しあった内容を発表しよう 「グループ発表」 

ステップ ３ 

この場所に気がかり

なことが・・・ 

ステップ ２ 

ワークショップ 

～ 地域の良いところ、気になるところを話し合いましょう！ ～ 

※出された意見は、次ページ以降にあります。 

西北地区の「良いところ」「気になるところ」をそれぞれ付せん紙に書き出し、自分

の意見を発表しながら、模造紙に張っていきました。 

そして、同じような内容の付せん紙をまとめて、タイトルをつけました。 

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

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」

「西北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。 

【「やってみゅ～で・わがまち座談会」を開催する理由】 
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第１回

つぎは、アンケート「隣に座っている人は昔からの知り合いですか？」 

 みなさんの緊張をほぐすため、まずは

クイズを実施。大人気のドラマ『龍馬伝』

のロケ地にまつわる問題です。３択です

が、どれもそれらしくて迷いますね・・・

 

他の地域に住んだ経験のある方もたくさんいらっしゃいました。初対面同士のみなさんも、

昔からのお知り合いの方も、話に花が咲きます。 

ステップ １ 

アイスブレイクで 

リラックス!! 

平成２２年８月１０日（火）、西北・岩屋ふれあいセンタ

ーで、４１人の方々が参加し、第１回目の「やってみゅ

～で・わがまち座談会」が開催されました。 

社協職員の進行のもと、参加者は、5 つのグループに分

かれ、和気あいあいとした雰囲気の中、いろんな団体や

世代の人たちが、西北地区で暮らす仲間として、自分た

ちのまちの良いところ、気になるところを考えました。 

▲貼られた付せん紙を基に、活発な意見

が交わされました。 

第２回の「やってみゅ～で・わがまち座談会」（９月１日（水）午後7時 00分～9時 00分、

西北・岩屋ふれあいセンター）では、第１回で出された「気になるところ」を解決する方法

はないか、みんなでアイデアを出し合います。 

みなさんから出された意見は、グループご

とに発表されました。 

 

 

んなで考えることが大切なんだね！ 

地域のつながりを強くするためには、

地域の良いところを大事にして、困っ

たところは解決に向けて、地域のみ 



やってみゅ～で・わがまち座談会 西北地区  1 グループ 

コミュニケーション 衛生環境 住環境 

○良いところ 

・高台にあるので景色がよい。市内の浦上地区が遠望で

きる 

・緑が多い 

・緑地が多く残っている 

・静かな住宅地 

 

●気になるところ 

・子どもの遊び場が少ない 

・公園が狭い 

・坂が多く高齢者の方がつらい 

・坂があるのでお年寄りの方には不便 

・西北熊ヶ倉自治会は坂が多く高齢者にとって歩くのが

困難である。また、崖が多く大雨の時が心配である 

・年配の人には特に坂道が多く不便 

 

道路関係 

○良いところ 

・子ども達が道に飛び出した時、しっかり注

意して頂いている 

・隣近所のコミュニケーションが良い 

・子ども達が元気 

・住民が子どもに声をかけてくれる 

・子ども達にあいさつをしながら道を廻って

くれる人がいる。自然体の挨拶ができてい

る 

・あいさつの声かけができている 

 

●気になるところ 

・地区自治会（役員）に若い人が少ない 

・自治会活動に若い人の参加が少ない 

・近隣関係のコミュニケーション、交流がな

い 

・自治会関係の役員・老人クラブ会員・民生

委員の交流や会議が全くない 

・町内に集会所がなく、話し合う場所がない 

・高齢化と少子化による子ども会の解散で町

内の活動が低迷している 

○良いところ 

・ごみがあまり落ちていない 

・道路などにごみの散乱が見られない 

・以前ごみステーションにネコ・カラスが多かった

がごみ出しがいいので減っている 

・老人クラブ会員は町内の清掃に積極的である 

・汚い場所（道路等）を見かけないこと 

・西北第二自治会ごみステーション、モデル指定地

区が素晴らしい。マナーがいい 

・自主的に川や公園の掃除をされる方がいる 

・西北団地アパートの周囲はよく清掃され、きれい

になっている 

 

 

●気になるところ 

・ごみステーションのマナーが悪い（分別） 

・ごみ収集の時間が早い（8:00に取りに来る） 

安全な町 生活の利便性 

○良いところ 

・犯罪が少ない。あいさつをお互いにする 

・犯罪が割合に少ない 

・比較的事件、事故が少なく平穏である 

 

●気になるところ 

・街灯の暗い場所がある 

○良いところ 

・乗合タクシーの導入で比較的買物が便利である 

・乗合タクシーの利用が便利 

・生活しやすい（交通、買物など）。便利である 

 

●気になるところ 

・お店（小売店等）が少ない 

・買物に行く場所までが遠い 

・買物する場所がない 

・商店が身近にない 

●気になるところ 

・歩道が途中で切れているところが多い 

・歩道がなく危険な場所がある 

・車道が狭い 

・車道も歩道も道幅が狭い 

・買物などに行く時、歩道と車道がはっきりしていなく

て危険 

・赤迫踏切が不安 

・学童前の道路でスピードを出している車がいる。ふれ

あいセンター、学童前飛び出しキケン!! 

・車道と歩道の区別がなく、子ども達の登下校が不安 

・傾斜地に住宅があり、坂道で道路が狭く四輪車で行け

ないところもある 

・路上駐車がある 



やってみゅ～で・わがまち座談会 西北地区  2 グループ 

近所づきあい 環境 道路問題 

●気になるところ 

・自宅の横の家にごみが散乱している（若竹町、旭

ヶ丘自治会内） 

・ワンルームマンションが多くごみの出し方が非常

に悪い。特に転居の時 

・ノラ猫が非常に多く近所が大変迷惑している 

・ごみの分別不備が多い 

・ポイ捨てが多い 

・立て看板や表示文書を読まない人がいる 

子育て 

○良いところ 

・老人会の婦人部で、月に一度お茶会を開いている 

・同好会「ゆうゆうクラブ活動」 

・同好会 出前講座（防犯・防災・レシピ） 

・同好会 自由体操 

・自治会活動への協力、市民大清掃に100人以上

参加する 

・コミュニティー、自治会月例会 

・昔から住んでいる人達が多い 

 

●気になるところ 

・表札のない家庭がよく目につく 

・近所づきあいが限られている 

・高齢者の方の引きこもり 

・皆が集まる居場所が少ない 

 

○良いところ 

・岩屋第一団地は、夏休みのラジオ体操に他の地区

から参加する子ども達が多い 

 

●気になるところ 

・子どもの遊ぶ所が少ない感じがします 

○良いところ 

・商店街が近く交通の便が良い 

・住みやすい所です。買物、交通の便がよい。電車、

バス、ＪＲが近い 

・買物をするのには便利かなと思う 

・赤迫電停が比較的近い 

・自動車などのエンジン音が少なくてよい 

・乗合タクシーが通るようになった 

・岩屋に乗合タクシーが通い、便利になった 

・コミュニティーバスが通り、少しきつくなくなっ

た 

・コミュニティーバスが通った 

 

●気になるところ 

・道が狭くて歩く人が危ない（歩道が少ない）。中

園踏み切り 

・通学路が狭い 

・交通量が多い。ヤマダ電機のところのバス通り全

般 

・障害者には（老人にも）厳しい町 

・斜面地が多い 

・西北キッズの上にある駐車場と川の間に仕切りが

ないのが気になる（子どもがよく遊んでいるか

ら） 

・赤迫 2 丁目の危険災害指定区域への早期工事着

手 

・災害（水害）が不安だ 



やってみゅ～で・わがまち座談会 西北地区  3 グループ 

アットホーム自治会 どうにもならない狭い道 環境 

○良いところ 

・自治会のまとまりがある 

・自治会活動が活発（ふれあいセンター祭り等） 

・自治会がスムーズに運営されている 

・事業所としての自治会加入を快く受け入れている 

・若竹郵便局の上の横断歩道で、地域の方が子ども

の見守りをしてくださっている 

・近所の方が、障害がある方達に気軽に声をかけて

くれる 

 

●気になるところ 

・熊ヶ倉自治会には子どもが少ないので子ども会が

なく心配 

子ども 

●気になるところ 

・坂・階段を苦労して歩いている高齢者の方々を多く見か

ける 

・路地が多く、人通りが少ないところが多いので危ないと

ころがある。街灯を増やしてほしい 

・道路の幅が狭い 

・車道が狭いところがある（カーブミラーがほしい） 

・路地が多い割には暗いところが多い 

・若竹郵便局横は交通量が多い割には狭く、歩行者が危険

・街灯を付けてほしいところがある 

・六地蔵の歩道橋を横断歩道にしてほしい 

・若竹郵便局上の横断歩道は、ちょうど車両が見えづらく

て危険 

・交通量が多いみたいなので、危険場所が多いのでは？ 

・いつも町内を歩いておりますが、熊ヶ倉公民館の上は車

が多いので離合場所がほしい。心配で見ている 

・岩屋の一方通行のところを考えてほしい 

・西北から六地蔵の前の信号が変わるのが遅く、時間がか

かる 

 

○良いところ 

・治安がいいと思う 

・班の人達の顔がわかる。親しい、親切である

・静かなところ 

・西北小グラウンド側のフラワーボックスが、

道行く人々の目に潤いを与えていることに

感謝 

・個人のお店が変わらず営業されていてホッと

しました 

・生活しやすい。学校も店も、電車もバスも近

くて便利 

 

●気になるところ 

・近くにちゃんとした公園がない 

・空き家が目立つ 

・西北地区の公園が雨上がりに荒れており、ゲ

ートボールをしておりますので後の掃除に

困っております 

マナー すまいる 

○良いところ 

・子ども達が元気 

・近所に小さい子どもが増えた 

・小･中･高と近くにあるので良いと思います 

 

●気になるところ 

・子どもの声があまり聞こえない 

身近で便利なふれあいセンター 

○良いところ 

・ふれあいセンターが民家の近くにあるので便利だ

と思います 

・西北ふれあいセンターで、障害がある方達の商品

販売を快く受けてくださる 

○良いところ 

・犬の散歩をしている方が多い 

 

●気になるところ 

・ネコが多く、臭いところがある 

・犬のフンをそのままにしてある。同じ場所に!! 

○良いところ 

・乗合タクシーができて助かっている 

・乗合タクシーが始まった 

 

●気になるところ 

・町内へ乗り入れている乗合タクシーに利用者

数のノルマがあり、現在ギリギリの数と聞い

ている。多くの方の利用を期待する 



やってみゅ～で・わがまち座談会 西北地区  4 グループ 

地理的生活環境 地域のつながり 子どもの環境 

○良いところ 

・近所の仲が良い 

・町内清掃が月1回ある 

・ごみステーションをきれいにしてくださる方や資源

物回収のボランティアをしてくださる方にいつも

感謝しています 

・自治会が充実していて永久に住みたいと思う地域で

す!! 

・人生の大先輩がたくさん住んでいらっしゃるので、

こんな人間になりたいというお手本にさせてもら

っています 

 

●気になるところ 

・近所との関係が希薄になり孤独死が増える 

・高齢者世帯への支援 

○良いところ 

・平成22年度は西北小学校が創立50周年 

・平成23年度は岩屋中学校が創立50周年 

・小学校の PTA 活動、中学校の育成協活動が活発であ

る 

・マンションが多く建っており、児童数の減少が少ない

 

●気になるところ 

・自治会、子ども会がなくなった 

・小・中学校の外遊びができるように、小学校の遊び場

開放事業のあり方を考えてほしい 

・子育て、若い保護者への支援 

・塾に通う子どもが夜遅くまで外を歩いている 

・西北熊ヶ倉地区の小学生が少ない（ラジオ体操で老人

会8名、小学生5～6名） 

地域の社会資源 地域の環境 

○良いところ 

・交通の便利がよい 

・斜面地区であるが、乗合タクシーがある 

・野菜の移動販売がある 

 

●気になるところ 

・西友前の国道を横断する方がいて危険 

・横断歩道（西友前、旧倉本酒店前）の斜め横

断（高齢者）が多い。最近事故があった 

・避難所が「ふれあいセンター」で、大規模災

害時の対応ができない 

・地域の8割が（？）地すべり警戒地区！  

・坂や狭い道路があり、通学通園に危険な箇所

が気になります（災害時） 

・高齢者の方々にとって歩く時（道路状態）が

危険。（水はけが悪い） 

・丘陵地（傾斜地）に住居が多い。交通の便の

ため若い人が離れて、老人世帯が多くなって

いる。高台の空き家は入居者がなく、ゴース

トタウン化する状況がある 

・道路が狭いところが多く、消防車が通らない

・山あいが多く、交通に不便な地域を抱えてい

る 

・乗合タクシーの料金が高い 

民生委員パワー 

○良いところ 

・民生委員さんが子育ての支援をしている 

・民生委員・児童委員の方々が老人の方々にと

ても感じよく接してくださっているのが素

晴らしいことだと思います 

・民生委員さんが活動的で親身になって相談に

のってくれる 

○良いところ 

・専門職、人材が豊富 

・地区内に資源（学校、病院、商店、各種施設）が豊

富 

・滑石と中園の両商店街の谷間にある比較的閑静な学

校区域で、安心して暮らせる環境がある 

・包括支援センターがとても協力的で、協働（民生委

員・児童委員活動）しやすい 

 

●気になるところ 

・食事会、サロンなど高齢者が集まる場所がない 

●気になるところ 

・エサをやる方がいて野良ネコが増えてきている 

・都市型限界集落に限りなく近づいている 

・夏場の痴漢（不審者）が多く出る（毎年） 

・細い道では、夜、痴漢が出る 

・街灯が少ない感じがする。夜暗い 



町の雰囲気 町の衰退 交通・利便性 

○良いところ 

・乗合タクシーができた（便が少ない。乗車率アップ）

・交通の便がよい 

・道は狭いが事故が少ない。譲り合いがある 

 

●気になるところ 

・急な坂が多い 

・坂が多い 

・駐車場が少ない 

・斜面地であり、歩きは大変 

・坂があり、溝蓋が車の通るたびに音がしてやかまし

い 

・道が狭く坂道が多い 

・道が入り組んでいる 

・車の離合がしにくい 

・道が狭く車が危険 

・道が狭い割に交通量が多い 

・車の横付けができない所がある 

・夜道が暗い 

 

その他 

○良いところ 

・病院が多い 

・坂が多い 

・私が住んでいるところは便利が良い 

・障害児をやさしく見守ってくれる 

・犯罪も少ないと思う！ 

・静かである 

・静かな町 

・マンションには子どもが多い。 

・自治会長さんが学校に協力的 

・他から引っ越ししてきても受け入れてくれる 

 

 

○良いところ 

・町が静か。昼間人通りも少ない。表裏一体 

 

●気になるところ 

・市議会議員が居ない（少ない） 

・前からに比べるとあいさつする人が少なくなりました

・小学生も少なくなり、老人が多くなりました 

・高齢者の一人暮らしが多い 

・高齢者が多いのに全住民に真剣さが足りず危機感がな

い！ 

・夜開いている店がない 

・何か困るとすぐ役職をお願いされる 

・生命財産を守る消防団に加入する若者が少ない 

・近くにお店が少ない 

・商店がない 

・地元のお店で買物をしないから、店が成り立たなくな

ってしまった。大型店があるからと思っている人が多

いが、自分が動けなくなったら困るぞ！ 

・マンションばかりが増えて、自治会に加入しない人が

増えている 

・滑石地区、西町地区に挟まれていて、何かにつけて遅

れをとっている 

 

 
●気になるところ 

・痴漢事件が過去に毎月発生したことがあった。（子

どもが対象） 

やってみゅ～で・わがまち座談会 西北地区  5 グループ 

 
 


