
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

続いて、西町地区のキャッチフ

レーズを考えました。地区の良い

ところ、これから目指す西町地区

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１１月１日（月）、緑が丘地区ふれあいセンタ

ーで、３１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」 

「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、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、西町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、西町地区らしさを

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 

福
祉
の
ま
ち
づ
く
り 
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西町地区 

 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、どれも西町地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。 

 

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、西町地区を“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。 

  
第３回

③③③   ④④④   
⑤⑤⑤

西町音頭で 

仲良く 元気に 

ワッショイ ワッショイ！ 

①①①

   

・「思いを共有する方達との出会いは勇気をいただける。」 

・「せっかくきっかけができたので、引き続き話し合う機会があれば良いと思います。」

★３回の座談会を振り返って・・・（参加者からの感想）★ 

・「これからも西町のことについて考え、協力していければ、地域活性に良いことと

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」西町地区３回目【1グループ】 

 

おススメ解決策     

独居老人・高齢者の 

ネットワークが少ない 

      

    

  

訪訪問問、、声声かかけけ活活動動ををししててみみててははどどううかか  

  

 

何を 誰を （対象） 

・一人暮らしの高齢者 

 

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） 

・隣近所の人が普段から気がける ・独居老人の情報を交換する 

・独居老人のマップ作りがスタートしている ・地域住民への告知が必要 

・対象者をリストアップする ・小中学生が大人と一緒に訪問する 

・自治会と老人会主体で訪問する ・老人会の担当と民生委員が一緒に訪問する

・一人でなく、複数人員で訪問、声かけ活動を実施する 

・民間事業と連携する （郵便、新聞、宅配） 

・道徳の授業時間を利用して訪問、声かけ運動を行う 

・老人会の担当と民生委員の名簿ネットワークを自治会と共に作る  

・ネットワークの中心的役割を果たす機構をつくる 

・民生委員さんの補助として社会福祉士を配置する 

・自治会に民生委員を増やす 

 

協力して欲しい人・団体 

・各自治会 ・学校 ・警察関係者 ・新聞配達の方 

・個々の老人会 ・老人会、社協、民生委員 ・かかりつけの病院 

 

どこで 

・病院などにチラシを掲示したり、置いたりしてもらい、協力してもらう 

・同年輩の方から誘ってもらう 

 

活動に必要なもの 

・高齢者のマップ 

 

その他 

・対象者の特定が難しい。相手の都合もある 

 

 



福祉のまちづくり「やってみゅ～で・わがまち座談会」西町地区３回目 【2グループ】 

 
 

おススメ解決策    

  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）

 

       

気気軽軽ににボボラランンテティィアア等等    

    参参加加ででききるる環環境境づづくくりり  

  

何を 誰を （対象） 

・３０代～５０代の働き盛りの世代・親子 

 

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） 

・地域の会合に参加を呼びかける（声をかけあう） 

・JTの「ひろえば街が好きになる運動」のようなキャッチフレーズをつける 

・クリーンウォークに親子で参加する 

・地域の清掃を行う 

・個人的に参加できる催しを考える（例：クリスマス会） 

・小さな団体に働きかける 

 

協力して欲しい人・団体 

・自治会 ・育成協 ・PTA 

・老人クラブ ・父親クラブ 

 

いつ                          

・土日・休日 

 

お知らせ方法 

掲示板、回覧板 

 

 

 

 

 

 

 



福祉のまちづくり「やってみゅ～で・わがまち座談会」西町地区３回目 【３グループ】 

おススメ解決策   

自治会が活発なところと 

そうでないところがある 

 

 

 

 

西西町町オオリリンンピピッッククをを開開催催すするる  

（（自自治治会会へへのの勧勧誘誘））  

何を 誰を （対象） 

・西町地区の地域住民 子どもから老人まで幼児を含む老若男女、子ども、父母、祖父母 

・住民の中の若年層（自治会の内外） 

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） 

・グラウンドゴルフ大会 ・綱引き大会。地区対抗戦にする 

・運動会、バレーボール、ドッジボール、綱引き、ソフトボール、マラソン、パン食い、ア

メ食い、ラムネ飲み、障害走、玉入れ、宝つり、綱引き、年代別リレー、総おどり、ソフ

トバレー、陸上（年代別、自治会対抗） 

・自治会連合会主催で、各自治会対抗戦で行う 

・子どもや高齢者など世代別に競技を考える 

・西町祭りを変化させる（仮装行列など出し物をする） 

協力して欲しい人・団体 

・小学校、中学校、老人会（自治会） ・福祉関係者（施設、在宅） 

・各団体、学校、各組織、自治会、病院、ホーム ・医療機関 

・小中学校（人員動員、会場、道具） ・オリンピック開催に協力してくれる人 

・中学生、高校生主体。若手夫婦を中心にした団体 

いつ 

・春、秋 ・２年に１回 秋頃 ・年１回 ５月頃 

どこで 

・学校、白鳥グラウンド、県立体育館 

・アリーナ、緑中グラウンド・体育館、西町小グラウンド・体育館 

お知らせ方法 

・ラジオ、テレビ、報道関係、広報、回覧板 

・自治会回覧、学校だより、公民館だより、口コミ 

・チラシを作成し、自治会で回覧する ・自治会評議員で回覧。掲示板など 

・役員を中心に掲示板、一軒一軒呼び込んで打ち合わせをしてPRを図る 

活動に必要なもの 

・綱 2本、グラウンドゴルフ用具、ソフト用バット、グローブ、ボール、ソフトバレー、バ

トン、賞品、賞状、参加賞、活動資金 

・緑中、西町小より借用 

その他 

・いかにして資金集めをするか ・補助金、助成金はないか 

 



福祉のまちづくり「やってみゅ～で・わがまち座談会」西町地区３回目 【4グループ】 

 

おススメ解決策    

  自治会の加入者が 

    減っている 

          

地地域域住住民民のの意意識識改改革革のの手手立立ててをを考考ええるる  

 

何を 誰を （対象） 

・地域住民 ・高齢者 ・学生、大学生 

・自治会単位 地域住民 ・戸建てアパートの高齢者 

・一世帯単位 ダイレクトメールで ・公民館での活動グループ 

・公務員（自治会役員として参加する） ・家主、不動産会社 

 

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） 

・権利と義務の関係を教育する ・行政と自治会役員で地区説明会を行う 

・高齢者に優しいまち：高齢者は役員を免除する→退会防止 

・準会員制度をつくり、月会費300円を200円にする 

・ごみ捨て監視員を配置する ・ごみ捨てのマナーアップ運動を行う 

・挨拶を励行する ・未加入者には広報紙を配布しない 

・道路やごみの問題を含めて要望したことが実現できる魅力ある自治会活動を行う 

・自治会役員に市公務員を１名以上参加させる（市の内規にする） 

・ごみ袋の販売をせず、自治会活動に参加した住民に配付する 

・ボランティアや地域活動を大学の単位とする 

 

協力して欲しい人・団体 

・小学校 ・地方公共団体や連合自治会 

・大学  生協 ・家主、不動産会社 

 

お知らせ方法                          

・未加入者が、加入せざるを得なくなるような名文句（キャッチフレーズ）を行政でつくっ

てほしい 

 

 

 

 



福祉のまちづくり「やってみゅ～で・わがまち座談会」西町地区３回目 【5グループ】 

 

おススメ解決策      

高台の一人暮らし 

高齢者が心配 

          

みみんんなながが集集ええるる場場ををつつくくりり、、  

  NNPPOO、、ボボラランンテティィアアにによよるる  

      生生活活支支援援拠拠点点ににすするる！！    

  

何を 誰を （対象） 

・高齢者 ・子育て世代 

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） 

・週 1回、教養講座を開催する ・体操教室を開く 

・カラオケ教室を開く ・お遊び教室を活用する 

・草取りを行う ・買い物支援を行う 

・ごみ出し支援を行う ・長屋的な発想で、皆で助け合う 

・ふれあい教室のような高齢者と子どもの集まりを開く 

・出歩けない人と接点を持つことが第一 

・拒絶する人にも広報紙を配り続ける 

・民生委員などの話し相手を配置する 

・地域の人材バンクがあったらいいな 

協力して欲しい人・団体 

・社協の支部 ・老人会 ・自治会 

・現在の役員に押し付けない、新しい体制づくりも必要 

・【見守り】郵便局員、ガス・水道・電気の検針の人、警察 

いつ 

・休日しか集まらない 

どこで 

・生活支援拠点として、ふれあいセンターを活用できないか 

・各自治会集会所 

お知らせ方法 

・広報紙をつくる ・チラシを回覧する 

活動に必要なもの 

・ゆっくりできるサロンの雰囲気（病院へ話すために行っているような人達のために） 

・民生委員などからの情報（高齢者の気持ち） 

・チラシを作る経費 
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