
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２２年１０月４日（月）、緑が丘地区ふれあいセンタ

ーで、３５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、西町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。 

 
第１回

【「やってみゅ～で・わがまち座談会」を開催する理由】 

 

 まずは自己紹介から始まった座談会は、顔見知りの方もい

らっしゃって和やかな雰囲気でスタート！ 

 「西町の良いところ」を皆さんに出していただきましたが、

たくさんの「良いところ」が次々に出てきました♪ 

“人と人との温かいつながり”“子ども達が元気”“西町ま

つり”など、西町の自慢がいくつも飛び出しました！ 

ワークショップ 

～地域の良いところを 
出し合いましょう！ 

ステップ １ 

西町地区 

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」

「西町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

「地域の気になるところ」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、

模造紙に貼っていきました。 

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。 

ステップ ２ 

ワークショップ  
や
っ
て
み
ゅ
〜
で
・ 

福
祉
の
ま
ち
づ
く
り 

～ 地域の気になるところを話し合いましょう！ ～ 

わ
が
ま
ち
座
談
会

※出された意見は、次ページ以降にあります。 

 
▲気になるところの場所を、地図を広げて 気になるところって

いろいろあるとね～ 詳しく確認中！ 

ステップ ３ 

話しあった内容を発表しよう 「グループ発表」 

皆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。 

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、地域のみんなで考える

ことが大切なんだね！ 

西町の良いところについて、熱く協議中！やっぱり、西町はよかとこばい！！ 

第２回の「やってみゅ～で・わがまち座談会」（１０月１８日（月）午後７時～午後9時、

緑が丘地区ふれあいセンター）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。 

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） 



やってみゅ～で・わがまち座談会 西町地区 １グループ 

西町よかところ 環境問題 自治会活動 

○良いところ 

・大きなグラウンド（白鳥グラウンド）がある 

・西町グラウンド。毎日ゴルフができる 

・白鳥グラウンド周辺を高齢者がよく散歩している 

・中学校、小学校の環境が大変良い 

・小学生のあいさつがよい 

 

 

 

地域の活性化 

○良いところ 

・日当たり良い（錦高部） 

 

●気になるところ 

・台風時、風当たりが強い（錦高部） 

・ごみの出し方が悪く、道路を塞いでしまう 

 （スーパーマツヤ跡～ヤマダ電気） 

・高齢者等のため西北地区を走行している乗合いタ

クシーの運行を長大養護学校から錦高部自治会

方向まで延長できないか 

・街灯が少ない（白鳥グラウンド、スーパーマツヤ

跡付近） 

・道路（市道西町線）が開通したりすると、車の通

行量が多くなり、危険性が増えるのでは？ 

・道路が狭い。車両が多くなっており危険（ヤマダ

電気裏） 

 

 

 

高齢者対策 

●気になるところ 

・子ども達が少なくなった 

・空き家が多くなってきたと感じる（全体的） 

・商店街がさびれてしまっている 

・もう少し市場に活気があればいいと思う 

 

●気になるところ 

・独居老人、高齢者のネットワークが少ない 

・高齢者が多い（錦高部自治会） 

・高齢者にはつらい坂道が意外と多いが、車が横付

けできない住宅が多い 

・緑が丘地区ふれあいセンターにエレベーターがほ

しい（高齢者が参加しにくい） 

○良いところ 

・会議が終わって、お酒を飲む機会が沢山ある 

・西町まつりが行われている 

・地域行事やお祭りなどが充実している 

・地区の組織が活発だと感じる 

・花見の会を実施している（錦高部自治会） 

 

 

●気になるところ 

・自治会がほしい（錦が丘団地） 

・一部の自治会と老人会のつながりが良くない 

・自治会未加入者が増えてきた 

・自治会活動が少なく、あまり活動していない（江

里町） 

・地区民生委員の活動状況がよく分からない 

 

 

 

 

 



やってみゅ～で・わがまち座談会 西町地区  ２グループ 

西町地区のよいところ 地域のきずな 環境問題 

○良いところ 

・夜歩いている人が少ない 

 

 

●気になるところ 

・ごみの出し方が悪い。分別、曜日などを学生が理

解していない 

・野良猫が多い（エサをあげている人がいる） 

・痴漢などの被害が多い 

・老人用の手すりをつけてほしい 

交通問題 

○良いところ 

・水神様 

・地下水が有るところ（防災対策） 

・200年の歴史がある神社（西郷天満宮） 

・西町まつりのように、子どもも大人も楽しめる

ような催しがある 

・西町まつり 

・地域の行事が活発 

 西町まつり ドッジボール大会など 

・科学館、県立体育館、交通公園のある風景 

・公園とグラウンド 

・夜景がきれい 

・ふれあいセンター 

・バス、電車などの交通が便利 

・ニッキーバス 

・ビッグN、科学館、平和公園、原爆資料館など 

 へ歩いて行ける 

 

 

●気になるところ 

・高台の家の空き家が増えている 

 

○良いところ 

・自治会と老人会が仲良くやっています 

・地域の祭りに参加する高齢者が多く、協力的です 

・私達の自治会世帯の冷蔵庫には、ハートマークのつ

いた「安心カード」が入っています（70才以上の

高齢者宅のための、何事か起きた時の用意） 

・国際的（留学生がいる） 

・お遊び教室に来ている子育て中のお母さんが熱心 

 

 

●気になるところ 

・自治会と老人会が協力してほしい 

・少子化（子どもが少なくなっている） 

・少子化に伴い、後継者不足が明らか（地域活動への

参加が減ってしまう） 

●気になるところ 

・住宅街への車道が狭い 

・車の通りが激しく、歩道が狭い 

・緊急車両の通れない道が多い 

・道路の狭さと交通量 

 



やってみゅ～で・わがまち座談会 西町地区  ３グループ 

地域のつながり 道路事情 生活環境 

○良いところ 

・交通の便がよい 

・国道・電停に近く、交通の便がよい 

 

●気になるところ 

・小江原～西町線の市道ができると、事故が多くな

るのでは？ 

・道が狭いため、車イスで通りにくい 

・車の横付けができない 

・毎日踏切を渡っているが、ヒヤリ、ハッとする時

が多く、事故がいつ起こってもおかしくない 

・交通量が多い 

・交通量が多く危険 

・スクールゾーンを、スピードを出して走行する車

が危ない 

 

子どもと老人 

○良いところ 

・生活環境がいい 

・様々な場所が多い（医療や教育機関、公共施設等

が充実している） 

・便利のいいところでありながら、自然もいっぱい

ある 

・学校に協力的な地域である 

・公共施設が近くにある 

・公園が多い 

・蛍がいる 

・病院が多く、地域活動に協力的 

 

●気になるところ 

・ごみ問題。分別の不備や勝手に出すなど問題が山

積み 

・階段が多く、ごみステーションが家の近くにない

・坂や階段が多い（２） 

・坂や階段が多く上の方は空き家が多い 

 

安全安心 

○良いところ 

・社協の行事が盛んで、活動が多い 

・西町まつりが継続されている 

・人の出会いが多い町 

・白鳥運動場で①グラウンドゴルフ②野球等が行わ

れている 

・地域を守るスペシャリスト揃いである（人材が豊

か） 

・ふれあいセンターが地区の中心にある 

・飲み会が多い 

・マスコミでよ～く取り上げられる地域である（も

ちろん！良いことでよ～） 

 

●気になるところ 

・パパママ世代の交流が難しい 

・ふれあいセンターが古く、エレベーターがない 

・自治会活動の活発なところと、そうでないところ

がある 

・昔より人づきあいがしにくい 

・西町地区の一等地に市の施設（倉庫）はいらない

のでは？ 

・地域住民のつながりが薄い 

・ボランティア活動に参加する人が少ない 

・ボランティアもどこまでやればよいか解からない

点が多い 

 

寂しい・・・ 

●気になるところ 

・潰れてなくなる商店があり、寂しい 

・商店が少ない 

・飲食店が少ない 

○良いところ 

・独居老人のための食事会が行われている 

 （月に１回） 

・子どもがよくあいさつしてくれる 

・子ども達が明るく元気である 

・白鳥公園では子ども達が良く遊んでいるのを 

 見かける 

 

●気になるところ 

・独居、高齢者世帯が多い 

●気になるところ 

・不審者と思われる人がいる 

・交番がなくなった 

・暗く、人通りが少ない通りがあり、心配である 

・痴漢が多いと聞き、心配している 

・街灯が暗い場所（道）がある 



やってみゅ～で・わがまち座談会 西町地区  ４グループ 

地域活動 環境 自治会 

○良いところ 

・岩屋山登山の良いコースがある 

・ゲームセンター等がなくて住みよい 

・生活するのに便利な場所（位置）である 

・交通、買物の便利がよく、住みやすい 

 

●気になるところ 

・高台に住む高齢者が毎日の上り下りが大変になる

のではないか 

・西町地区は高台が多く、高齢者の生活が大変 

・商店街に活気がない 

・市場が寂しい 

・全体的に活気がないようだ 

・少子老齢化の町 

衛生 

○良いところ 

・小学校の行事に留学生が参加し、交流があってい

る 

・国際交流会 

・ソフトボール、グラウンドゴルフなどの地域交流 

・西町まつり 

・地域行事が結構行われている 

・西町まつりに多くの子どもさんが参加している 

  地域みこし、小中学生の演奏、おどり 

・西町小の活動により、地域のふれあいがある 

  町探検、老人会との交流、グラウンドゴルフ 

●気になるところ 

・子ども達の姿が見えない（どういう暮らしぶりか

分からない） 

・子ども達とのふれあい（一部の子はよく知ってい

るが、知らない子はまったく知らない） 

交通 

○良いところ 

・各団体（社協・自治会・育成協・PTA）が熱心に

活動している 

・連合自治会の役員さんが熱心である 

・年配者（ご老人）が元気 

・元気なお年寄りが自治会活動を応援してくれてい

る 

・白鳥グラウンドの清掃活動に、小中学生が一体的

に協力している 

 

●気になるところ 

・各団体の活動に従事する人がいつも同じである 

・地域活動に参加する人が限られている（会合には

いつも同じメンバーが参加している） 

・自治会加入者が減っている 

・世帯数の少ない自治会は役員のなり手がおらず困

っている 

・自治会加入率が低下傾向 

・アパートの住人の名前が分からない（名札がな

い）・・・自治会未加入者 

公共施設 

●気になるところ 

・ごみの出し方が気になります 

・学生マンションのごみ出し 

・ごみ出しのマナーが悪い 

・野良猫が増え、フン被害の声を聞く 

・野良猫が多い 

・犬のフンの後始末をせずに平気な人が多すぎる 

防犯 

●気になるところ 

・音無町から田川病院間の交通量が多くなっている 

 時間帯により一方通行にするべきでは 

・道路問題：車の交通量が多いのに歩道が設けられ

ていない 

・西町踏切の交通事情 

・踏切が多く、事故になりやすい 

・交通量が多く、事故がこわい 

・夜間にバイク等の音がうるさい 

・江里町―三芳町の交差点、きくち前の交差点はヒ

ヤリとする場面が多い（構造上の問題？） 

・小江原―西町線が開通した後の交通量増加（子ど

も達の事故） 

・西町方面に走って行く救急車をよく見かける 

○良いところ 

・火災が少ない 

・犯罪が少ない 

●気になるところ 

・不審者 

・交番がない 

・夜、暗い道がある 

・夜、暗い道の防犯が必要 

○良いところ 

・公共施設が近いので便利 

・他の町より施設が充実している（グラウンド、ふ

れあいセンター、地区公民館） 

・白鳥グラウンドがある 

・集会所、ふれあいセンターがあり、活動拠点とな

っている  

 

●気になるところ 

・子ども達の遊び場、公園はあるものの遊んでいる

子が少ない（外で遊んでいるのだろうか） 



やってみゅ～で・わがまち座談会 西町地区  ５グループ 

地域内交流 住環境 道路交通の心配 

●気になるところ 

・西町踏切付近は事故が多く、一時停止の無視も多

い 

・将来、町中（白鳥公園前）を大型バスが頻繁に 

通うようになるので、交通事故が心配 

・道路が狭く、交通事故などが心配 

・西町線開通による交通量の増加が心配 

・西町線開通による交通事故が心配 

 

○良いところ 

・居住地域としては、閑静で住みよい町です 

・静かな町並み 

・小型バスが運行されている 

・文教地区としても環境がよい（学童も充実） 

・治安がよい（住みやすい） 

・山に近い 

・科学、文化施設に恵まれている 

・ビッグN、科学館、体育館、プールが近くにある

道路事情 

高台・坂道 

○良いところ 

・団体間の人的交流が盛ん 

・近所の見守りに協力的である 

・それぞれの組織がきちんと機能している 

・親切な人が多いように思う 

・地域ボランティアの方が、小学生の下校について

来てくださるので安心（こどもを守るネットワー

ク） 

・ボランティア人材が豊富である 

 

●気になるところ 

・何の会議でも同じ人が参加している 

・若い人が地域の活動を引き継いでくれるか心配 

 

西町まつり 

●気になるところ 

・バス道路が狭い（2） 

・白鳥グラウンド前の川側のガードレールが低いの

で危ない気がする（川までかなり高さがある） 

公園 

●気になるところ 

・坂道が多く、高齢者の通院、買物などが気になる

・高台は枝分れの石段が多く、高齢者は大変 

・枝分れした狭い階段道が多い 

・高台に空き家が増えた 

・高台は交通が不便 

・坂道が多い 

 

○良いところ 

・おまつりやもちつきがある 

・地域が協力する大きなおまつり（西町まつり）が

毎年ある 

・西町まつり 

交番 

学校との交流 ●気になるところ 

・交番がなくなった 

商店 

○良いところ 

・公園が多い 

・遊び場がたくさんある 

・白鳥グラウンドがある 

●気になるところ 

・公園で遊んで真っ直ぐ家へ帰らない子どもがいる

・白鳥グラウンド横の市有地をもっと有効活用でき

ないのかな？ 

高齢者 

○良いところ 

・小中学校と西町地区の交流が良くなっている 

・小学校、中学校、地域とのつながりがよくできて

いると思う 

・地域、学校間（小、中）の連携がグー 

・小学校のふれあいルームで、老人会との交流が 

盛んである 

・父親クラブがあること 

○良いところ 

・スーパーが買物の配達をしてくれる 

●気になるところ 

・商店が少ない 

・市場の店が少なくなってきた 

・市場、商店など活気がない 

●気になるところ 

・一人暮らしの高齢者が多い 

・マンションに住む高齢者の入院が多く、空き部屋

が増えている 

 


