
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 22 年 9 月１日（水）、西北・岩屋ふれあいセンタ

ーで、36 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。 
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西北地区 

【「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、西北地区の「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。ごみ捨てのマナーや高

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」

「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。 

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。 

だ
な
・
・
・ 

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」 

夜
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「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」 
ステップ ４ 

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！ 

 地域のつながり
の希薄化が気に

なるなぁ… 
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 第２回

第３回の「やってみゅ～で・わがまち座談会」

（９月１４日（火）午後 7 時 00 分～9 時 00

分、西北・岩屋ふれあいセンター）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。 

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！ 

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） 
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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．近隣関係のコミュニケーシ

ョン、交流がない  

 

 

 

 

 

 

 

・治安が悪くなる ○未  

・名前も顔も知らないのは生活していく上で不安ではないか？

○未 

・お隣さん（お年寄り）がもし一人暮らしの場合、病気、ケガ

等の発見が遅れる ○未  

・独居生活の方の病気が心配 ○未  

・地域の方々が学童横を通られる時、声かけをしてくださるの

でありがたいです。しっかり注意してもらいたい ○今  

・学童横のマンションの方々にあいさつしても、あいさつが返

ってこない ○今  

・子どものケガ等の問題発生時、どこの子どもか分からず保護

者への連絡に支障が生じる ○未  

 

・返事がなくてもあいさつ

をし続ける（子どもも大

人も） 

 

 

 

・回覧板等で「誰々さんが引っ越してきました、よろ

しくお願いします」というような周知をする 

・隣の方々とのあいさつをお互いにするようにしたい 

・配食サービス業者に、サービス提供の傍ら、

高齢者の安否確認をしてもらうよう依頼す

る（安否確認が主な目的なので、配食しな

い日にも安否確認をお願いする） 

 

２． ごみステーションのマナー

が悪い（分別） 

 

 

・衛生環境が悪くなる。犬やネコが寄ってくる ○未  

・ごみが分別されてないので自治会役員の方の仕事が増えてい

る ○今   

・（夏）臭いがすごい。ハエが多い。ドブネズミが増える ○今  

 

・ごみのマナー、分別は各

自でする 

 

・当番を決め、ごみを出す時間に人が立つようにして

みてはどうか 

・ごみステーションに分別に関する注意点を張る（ご

みステーション毎に、個別の注意点を張る） 

・ごみを出す場合、お互いに話し合って注意しあう 

 

３． お店（小売店等）が少ない ・周りにお店がなくて買物に行けないと食料が不足し、生活が

成り立たなくなる ○未  

・高齢者の方の食事面が心配→栄養失調等にならないか ○未  

・特に高齢者にとって買物が不便 ○未  

・近くにお店がないので、子どもが遠くまで買物に行っている

（お使いなどを頼めない）○今  

・お店がないので、買物が不便。移動トラック（野菜等）が時々

来ていますが･･･ ○今  

 ・買物に困っている方を町内でリストアップし、誰か

が手助けする仕組みができないか？ 

・地域のスーパー等が宅配をしてほしい（電

話で注文→家まで配達） 

・あいさつがきちんとできる子は大人になっ

てもできる。周りを見て思いやりのある声か

けができる大人になってほしい ・あいさつ、声かけ運動について掲示板に張り

出す 

・トラックでの移動販売―近くで販売できる場所

を提供する 

・移動販売車への駐車場の提供（安全な場所） 

・年６回の自治会班長会議や、老人クラブ

の毎月の定例会でコミュニケーション、

衛生、環境等について話し合っている

（色々な団体が集まって） 

・クリーンDAY（環境活動）を月一回していますが、

ポイ捨てのタバコやごみが多い。ごみ拾いをすると

子ども達が大人のマナーの悪さに気付き、自分達は

ごみをきちんと捨てようという気になる（ごみ拾い

を通して、ごみ捨てのマナーについて子ども達が啓

発されるよう促す） 

・ごみの分別を学童内でもチェックする。家

庭でもするようになればいいと思います。習

慣化すれば大人になってもしっかり分別す

るようになると思います 



福祉のまちづくり「やってみゅ～で・わがまち座談会」 西北地区  ２回目         ：おススメ解決策            【２ 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高齢者の方の引きこもり 

 

 

 

 

 

 

・近所との付き合いが少なくなる ○今  

・自治会への未加入者が増加の傾向にある ○今  

・尋ねて行っても家から出て来ない ○今  

・孤独死が発生する ○未  

 ・ネットワークづくり 

・月３回高齢者の集まりがある 

 

２．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  

 

 

 

 

 

 

・ごみが分別されていない ○今  

・外国人が多い ○今  

・学生の一人住まいが多い ○今  

・資源ごみがステーションの外に置かれている ○今   

・ごみ出しの時間が守られていない ○今  

・自分でごみを集めてまわってみる ・学校でごみ分別の話し合いを行う 

・美化意識の高揚（例えば市民大清掃への参加） 

・道徳教育の徹底。しつけ教育の再

検討 

３．障害者には（老人にも）厳

しい街 

・外に出かける機会が減り、引きこもりにつながる ○今  

・急な坂道が多く、そこに違法駐車があれば歩行者が事故に遭

う危険が生じる ○今  

・自転車の置きっぱなしが多い ○今  

 ・お年寄りにやさしくする ・駐禁パトロールの強化 

・バリアフリー化の推進 

・見回りをする 



福祉のまちづくり「やってみゅ～で・わがまち座談会」 西北地区  ２回目         ：おススメ解決策             【３ 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．空き家が目立つ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・景観が悪くなり、街の印象にかかわる ○未  

・ネコの居場所になる ○未  

・将来治安や管理上の問題が発生するおそれがある ○未  

・防犯面で不安。人が入り込む ○未  

・たまり場になりやすい（２） ○今  

・見知らぬ人が住みつくおそれがある ○未  

・子ども達のたまり場になってしまう（反社会的、非社会的な

行動につながる）（２） ○未  

・雑草が茂って害虫が発生する ○今  

・ごみの不法投棄がある（２） ○今  

・暗い場所はごみ捨て場になりやすい ○今  

・火事の危険（２） ○今  

・子どもの火遊び等の危険がある ○今  

・放火が心配 ○今  

・不審火が出る可能性がある ○今  

・防災上危険である ○今  

 ・問題になるような空き家がある所は、自治会や近所

の人が家主と話し合う 

・持ち主の連絡先を把握しておく 

・家主と連絡を密にし、しっかり管理してもらう 

・持ち主の方と連絡が取ることができれば、管理をし

てもらう 

・持ち主の方への空き家対策をお願いする 

・市民清掃日等を利用して、皆で除草等のボランティ

アを行う 

・自治会として清掃する（敷地内に入って良ければ） 

・定期的に巡回する 

・変わった様子がないか近隣の方が気掛けるようにす

る 

 

 

２．犬、ネコのフンをそのまま

にしている 

 

 

 

 

・野良ネコや野良犬が多くなる ○今  

・地域の方々が不快な思いで過ごさなければいけない ○今  

・衛生面での問題が発生する ○今  

・犬の散歩は、フンだけで

なく水を持参して尿の後

始末もしてほしい 

 

 

 

３．路地が多い割には暗いとこ

ろが多い  

・犯罪等が起こりやすい ○今  

・防犯上の問題がある ○今  

・子ども達に一人歩きしな

いよう話しておく 

 

 

 

・安全上、時間を決めて家の玄関灯を点けてもらう 

 

 

 

 

・実態を明らかにして市に要望する 

・街灯を設置してほしい（街灯にはきちんと

番号がわかるようにしてほしい。切れた時

に連絡しやすい） 

 

・人に会ったら必ず大きな声であいさつを

する。暗いところ等特に!! 

・公共心を強める教育を行う ・野良ネコにはエサをやらないようにする 

・野良ネコにエサをやらないよう町内便り

に載せる 

・飼い主の自覚を促す看板やポスターをつ

くって掲示する 

・飼い主のマナー喚起のためにポスター作

製、回覧等を行う 

・毎月の自治会だより等により啓発（マナ

ー）活動をする 

・空き家を解体し、広場にする 
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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．「地域のつながり」 

  地域との関係が希薄になり

つつある  

 

 

 

 

 

 

 

 

・周囲に関心を持てなくなる ○未  

・隣に住む人が誰かも分からなくなる ○未  

・助け合い、支え合いをすることがなくなる ○未  

・自宅内での転倒や、認知症等の発見が遅れることにより、う

つ等の他の疾患を引き起こすかもしれない ○未  

・コミュニティが崩壊する ○未  

・声かけをしていた老人同士の高齢化が進んでいる ○今○未  

・自宅内で倒れても誰も気付かない ○今○未  

・孤独死が増える ○未  

・若い人の家庭と老人家庭との関係が薄い ○今  

・高齢者の本人が気付かない病気の発見が遅れる ○未  

 

・見守りや声かけを受け入

れる気持ちを持つ 

・社協西北支部の構成員の拡大、充実を図る 

・地域でのイベントを増やす 

 

 

２．「子どもの環境」 

  自治会、子ども会がなくな

った 

 

・周囲に関心を持てなくなる ○未  

・斜面地が多く若い人が定住しない（子ども会ができない） ○今

・子ども：虐待の発見が遅れる ○未  

・若者：犯罪、引きこもりの発見が遅れる ○未  

  

・見守り、声かけを受け入

れる気持ちを持つ 

 

 

 

 

 

・地域でのイベントを増やす 

 

 

 

 

 

 

３．「地域の環境」  

  夏場に痴漢が多く出る 

・子どもを巻き込んだ犯罪が増えるのでは！ ○未  

・子ども達が安心して外で遊べなくなる ○未  

・環境の悪化→住みにくい地域という風評が立つ ○未  

・地域の風評が立つことで、地域に対する偏見を持たれてしま

う ○未  

 

 

 

 

 

・街灯を増やす 

 

 

 

 

・融和できる地域活動の充実を図る 

・自治会を中心とした融和のある地域活動を

行う 

・子ども会そのものの重要性を親に理解しても

らう 

・警察の巡回を強化する 

・融和のある地域活動を行う 

・痴漢に遭った子どもに心のケアを行う 

・地域住民と行政が、それぞれ手助けが必要

な老人家庭を把握する ・見守り、声かけを嫌がられてもやり続ける 

・子どもの頃から声かけやあいさつをする 

・見守り、声かけを嫌がられてもやり続ける 

・子どもの頃から声かけやあいさつをする 

・自治会を中心とした融和のある地域活動を

行う 



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．高齢者の一人暮らしが多い  

 

 

 

・地域の人との関わりが少ない ○今  

・必要な介護を受けているか心配 ○今  

・緊急時に対応ができない ○今  

・高齢者の方は、昼間はいいけど夜が心細いと言われます ○今

・元気に生活しているか確認できない ○今  

・様子が分からない ○今  

・病気に気が付かない ○今  

・家に引きこもる ○今  

・２年位前に孤独死が2件程あった ○今  

・孤独死 ○今  

・一人でいる寂しさがある ○今  

・相談する相手がいない ○今  

・消費者被害に遭う ○未  

・隣近所の方々ができる限

り声をかけあう 

・地域包括支援センターが

頑張る 

・できるだけ話し相手にな

ってあげる 

・具合が悪くなった時は夜

中でもいいから電話を

くださいと言っていま

す 

・まずは面談して本人の様子を知る 

・まず、一人暮らしの高齢者の方を知り、声かけをす

る 

・地域活動を活発にする 

・老人会等に活躍してもらう 

・乗合タクシーを充実させる 

 

２． 店が少なく買物が不便 ・地域の人と人とのふれあいの場がなくなる ○未  

・タクシー利用で家計に負担がかかる ○今  

・急に必要なものが買えなくなった ○今  

・店が遠くなり、買物が難しい ○今  

・車がないと食料の確保が困難になる ○未  

・食料等が確保できない ○今  

・店がないのでわざわざ出かけなければいけない ○今   

 

 

 

・買い忘れがないように、

気が付いたら必ずメモ

をする 

・余分な買物をして帰る 

・価格が少し高くても、近

所の店で買うようにす

る 

  ・乗合タクシーを充実させる 

・行政が小店を守るような援助策を行う 

 

３．夜道が暗く危ない  ・子どもや女性が外出しにくくなる ○今  

・親が送り迎えしている ○今  

・交通事故が起こりやすい ○今  

・泥棒等の犯罪が増える ○今  

・空き巣が心配 ○今  

・転びやすい ○今  

 

・防犯ブザーを持ち歩く 

・家の壁にぬいぐるみ等を

飾っていた頃は、ここま

で来たら安心すると言

われました 

・常に危険性を意識しなが

ら行動する 

・できるだけ夜の一人歩き

はしないこと、携帯に夢

中にならないことを心

がける 

 ・街灯や防犯カメラを設置する 

・街灯などで夜道を照らす 

・暗く危ない場所を再点検のうえ、街灯を設

置する 

・街灯を増やす 
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・夜間パトロールをする 

・人とふれあい、本人が楽しめる場を

つくる 

・配達、移動販売を利用する 

・隣、近所のつながりを強くする。自治会

の班単位くらいの小グループで 

・問題を感じたら家族、自治会長、民生委

員等に相談する 

 


