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平成２２年２月２４日（水） 西城山交流センター（旧図

書センター）で地域の方々３５人にご参加いただき、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。

今回で、西城山地区の住民座談会は最後ということで、

白熱した話し合いが行われました。

西城山地区

第３回

【「やってみゅ～で・わがまち座談会」を開催する理由】

前回出された意見を掘り下げてみよう！

～もう一度、問題の解決策を

考えてみよう！～

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」

「西城山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。

第３回目もたくさんの意見が

出されました。メモがビッシリ！   

▼

１

前回、各グループで話し合った解決策を見ながら、

ほかにもアイデアがないか、考えてみました。

参加者は、アイデアいっぱいの意見をメモに書き出

し、グループの中で自分の意見を発表しました。

こんなこともできるんじゃない？

視点が変われば、新たなアイデ

アが出てきます！

愛する西城山地区のためにメモ

に書き出した意見を発表中！

       

「「ここんんににちちはは！！」」

心心ががつつななががるる

西西城城山山！！

今まで話し合った内容を踏まえて、「こ

れからどんなまちにしたいのか、キャッ

チフレーズを考える」ことにしました。

参加者は、「こんなまちがいい」「あんな

まちがいい」といろんなアイデアをメモ

に書き出し、それをグループ内で発表し

ていきました。

そして、グループごとにまとめた内容を

みんなの前で発表しました。

これからどんなまちにしたいかな？

～まちづくりのキャッチフレーズを考えよう！～

ステップ ３

地区全体のまちづくりのキャッチフレーズ（目標）決定！

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）

  

次に、各グループで考えたキャッチフレーズを基に、「地区全体のまちづくりのキャッチ

フレーズ」を話し合って、決定しました。

２

ステップ ２

ステップ ３

グループ内でまと

めたキャッ チフレ

ーズを発表中！

★座談会を振り返って～参加者に、座談会に参加しての感想を聞いてみました！
●まちづくりとはひとりひとりが意識を持って、協力していくことでできていくことが分かった。   

今後もまちづくりのことを考える機会を作り出せればいいなぁと思った。

●いろんなアイデアが出てくるもんだなぁと思った。できれば、１週間ごとに班替えをして、もっといろ

んな方達と話ができたらよかったかなぁと思った。

●皆さんに声を出させ、意見を言わせたことに、出席した意義があったと思う。

このような交流の場を今後もたくさんの地域で行っていただきたい。

このキャッチフレー

ズもよかよね～！

うちのグループは

どれば発表しよう

か～！

どれも思いがこも

っているので、決

めがたい！

西城山地区の

皆 さ んの 思 い が

こもったキャッチ

フレーズだね！

各回とも和やかな雰囲気の中、活発な意見が出され、愛する西城山地区を“より良いまち”に

していこうという皆さんの熱い気持ちを強く感じました。

なかでも「人と人とのつながり」の重要性が再認識でき、地域にはとても大きなパワーを生み

出せることが分かりました。これからも、地域住民・事業所・行政等が協力して、誰もが安心

していきいきと暮らしていけるまちづくりを進めていきましょう。

西城山地区の皆さん、本当にありがとうございました。

決定!!



福祉のまちづくり「やってみゅ～で・わがまち座談会」 西城山地区 ３回目              【テーマ：社会参加コミュニケーション  １ 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．自治会への加入の減少

・自治会からの脱退、未加入、

自治会の崩壊（若い人は加入

しないし高齢化して転出され

ている）

・独居老人などへのささえあい（ゴミ出し、

安否確認、買い物等）ができない（特に

先々）

・地域の情報が行き渡らない（回覧板がま

わらない）（３）

・近所同士が会ってもあいさつをしなくな

る○今

・自治会活動ができなくなる○未

・ゴミの分別など徹底しない（不衛生にな

る）

・イベントや行事、市からのお知らせなど

が分からないため参加できない

・子どものこともわからない（知らない）

・地域の連帯感がなくなる（２）

・公民館講座等（夏休み子ども講座など知

る機会がない）に参加できない

・学習グループにも自治会員でないと参加

できない

・緊急時に地域からの支援が得られない

・会費、募金、掃除が負担になる

・自己中心の考え方をする人が多いのでは

ないか

・地域の現状（問題）を報告し、地域の方に身近な問題であることを認識して

もらう（他人事ではない）

・他所から引っ越してきた人が自治会加入の方法等を知らないため、説明の場

を設けるか、アパート等をまわって加入を勧める

・未加入者に自治会へ加入していただくよう訪問する

・未加入者にもイベントなどの案内をする

・自治会行事に会員以外の方にも参加してもらう

・自治会活動の周知（加入することでの利点）（２）

・アパートに住む独身の方にも自治会に加入してもらうようにする（ゴミ出し

も含めて）

・自治会の必要性について知らせる（メリット等）

・高齢者には役員はまわさない（若い人たちで賄う）

●自治会加入のアピール・声かけをもっとすると良い

●自治会には若い人が必要→小さい子どもから地域のつながりが必要→イベ

ント・賞品をつけてよぶ

●１１月の自治会加入月間に加入促進のチラシを全戸配布

●各団体で行事計画を作る際は地域団体等と行事が重複しないよう調整する

●自治会「おまつり」への参加を広げる 工夫（イベントのアイデア募集とか）

●役員の定年制（８０歳以上は役員をしなくていい）

●地域の共通課題に取り組む  ゴミステーション清掃など

●公民館の活用 定期的な集まりの場（自由参加）

●「西城山交流センター」を広く紹介する看板を作る

・子ども、障害者、高齢者の相談先の周知

・学校の校内放送で自治会のイベントを知

らせる

●自治会に加入している事でのメリット

また入っていないと損をする事を示す

●条例を作り全世帯加入の促進をする

（２）

自治会加入は任意であるというが他県

では条例を作り加入させている

（アパート・マンション３世帯以上）

●自治会の会費を低くして市等の補助を

出して加入者とイベントの増加を目ざ

す

●市のいきいきサポーターを利用する

●自治会加入について行政から不動産業

者へ指導を

２． コミュニケーション不足

・近所付き合いが少なくなった

・近所の方の近況が全くわからなくなる○今

○未

・近所でありながら知らない人が多くなる

・隣近所に誰が住んでいるかわからない

・孤独死（発見が遅れる）

・不信感が生まれる

・大人も子供も積極的にあ

いさつをする（身近な人

から）

●お金もかからず今すぐ

に誰でもできるあいさ

つをする

・ささえあいネットワークのボランティアグループを作る

２． コミュニケーション不足

・地域内の人々にコミュニティ

ー意識が低い

・子ども会がない

・子どもが参加しないから親が参加しない

○今

・子どもたちは、塾、クラブ活動、スポー

ツクラブにと忙しい（クラブ活動の試合

が多すぎる）○今

・自治会のイベントはあるが、隣近所の付

き合いが薄いので、誘い合わせるという

ことができない○今

・自治会間、団体間の連携がない○今

・親子一緒に参加できるイベントを行う（若い親の参加）

●チャレンジデーなどのイベントを通じて地域の方々と顔見知りになる

●幼・保・小連絡会主催でのイベント（スポーツ以外 でも）を開催する

●新聞配達の方・郵便配達の方等との連携をとりながら孤独になりがちな人を

見落とさないようにしたい

●連合自治会で交流を深める運動をしたらどうか 運動会等またゲーム大会

●町独特の行事を行う 年１回の運動会を開催して連帯感を強くする

●自治会の行事を増やすことにより子ども同士の付き合いをよくしていく

・クラブ活動は年間の目標試合を決めて、

練習日程を組み、子どもたちが地域活動

に参加できるよう学校や教育委員会と

連携をとる。

●印は第３回目に出された意見です。

●自分の周りにしたことは自分にかえってくる

という事を講演会等を通して周知させる

●挨拶の出来る街にすること 自治会役員会時、毎回活かす

家庭の日を決める。たとえば第３日曜日など

３



福祉のまちづくり「やってみゅ～で・わがまち座談会」 西城山地区 ３回目                   【テーマ：子ども（子育て）  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．子育て

・子ども会がない

・子ども同士のつながりが狭い（個々では頑張っ

ているが、地域全体としてのつながりがない）

○今

・関係性が希薄○今

・地域の不活性○未

・子どもの交流がなくなるし、保護者間の交流も

少なくなる○未

・放課後の時間を、バスケ、サッカー、ソフトボ

ール、スイミング、塾等に取られてしまってい

る○今

・子どもらしい子どもがいなくなる

・親が変われば子どもも変わる（自覚を

持つよう親への教育が必要）

●西城山スポーツ少年団に親の方が進

んで子どもを入団させる

・子ども会をつくることだけにとらわれず、交流の場

をつくる（例：学童クラブやスポーツクラブ、子育

て支援センターの合同行事を企画する）

・子どもの発達について、地域向けに子育て施設が学

習会をひらく（保育園が行った離乳食教室は好評だ

った）

・地域の横のつながりをつなぐ事務局があるとよい

（イベント開催などの情報の伝達がしやすい）

・親を大人にする（教育する）

●大人の会をつくる（おやじの会）

●子どもの意見を集めてみる「こどものひろ場」

●親の意識を改革するため、「親育て出前講習会（勉

強会）を年に数回開催する  （５）

●PTA 学年ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝに育成協が一緒に企画、運営を

する

●PTA 行事の学年ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝに地域内の文化・ｽﾎﾟｰﾂの

経験豊かな方に指導をしてもらう

●地域の人はだれでもこどもに注意できるルールを

設ける

・公が中心になり設立させる（市からの予算

補助、場所の提供などの支援を）

●各地区に１ヶ所児童館を設置する

２． 通学

・緑が丘中学校までの距離が遠

い

・通学時の事故が多くなる

・学校選択制が始まって、渕中を希望する生徒が

増えた○今

・生徒数の減少○今

・徒歩・車・バスなどの通学方法の違いで子ども

の関係が悪くなる（イジメにつながる）○未

●通学中の生徒に危険がないよう回覧板を回し地域

全体で子どもたちの安全を守る

・校区の見直し

・魅力ある中学校にする（魅力ある先生、強

い部活、進学率等特徴ある学校づくり）

・バス通学を認める

●動く歩道をつくってもらう

●中学校までの距離が遠いのでｽｸｰﾙﾊﾞｽを出

してもらう

３．子どもの遊び場

・公園があっても子どもたちが

遊べない

・未就園児たちの子ども同士のつながりが少ない

○今

・子どもが（親が）外に出たがらない（育成協な

どがレクなど企画しても集まらず、魅力あるテ

ーマが難しい）

・子どもが自由に遊ぶ時間がない○今 （学校はほと

んど 6 時間で、習い事も忙しい）

・お母さん同士のコミュニケーションがなく、育

児の情報交換ができない○今

・育児に疲れている人の話が聞ける

・親が時間をつくり子どもと遊ぶように

する（特に小さい子ども）公園めぐり

など

●公園マップ等をつくる（どこに公園があり、どんな

遊具があるか）

・公園、遊び場の見直し（ハード面の確認、

定期点検など）

・年代別に公園を分ける（小さい子向けの公

園と児童向けの公園など）

●公園の利用制限を検討する

  ●印は第３回目に出された意見です。

親も子も「参加したい」と思うような楽しいイベントを企画する

（例：フリーマーケットは若いお母さんにアピールできる）

通学中の危険ポイントをおさえて、学校に提供

する

地域の人が、子どもたちの通学中に気になった

ことや良いことを学校に伝える

４



福祉のまちづくり「やってみゅ～で・わがまち座談会」 西城山地区 ３回目                        【テーマ：環境衛生  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．犬・猫問題

・犬、猫の糞がよく落ちている

・保育園（青山保育園）の園庭がトイレがわ

りになっている

・夏場は糞にハエが集まり不衛生

⇒病気や伝染病が心配

・自宅前の道路が犬の散歩コースになって、

いつも同じ場所に糞が落ちている

・（犬の糞）においが立ち込め、生活するの

に不愉快

・猫が車に乗り傷がよくついている

・スチール製のポール等の根元がサビ、倒れ

て危険！（犬のオシッコ）

・猫が多いにも関わらず鼠が多い

・野良猫に餌付けしてどんどん増える

・今後、野良猫が勝手に家に上がり込む

・猫の数が増えている

・後始末をしない飼い主を見かけたら声をか

ける

・見た目にはよくないが、みかんの皮を置い

ておくと猫はオシッコをしなくなった。

・餌を与えない

・猫について学ぶ。

・月に 1 回、家の周りの糞を拾う。「フンナイデー」

を決める。

・週に一度、近所の医療法人のスタッフの方が清掃活

動をされて、随分きれいになっている。

・良いマナーの人を紹介する。

●月一回の「フンナイデー」は夕方の定刻にテーマソ

ングを流す

●小さい時から飼い方、マナー等の勉強会をする

●改善して成功した例を探し紹介する

・条例に罰則を盛り込む（より厳しく）

●動物管理センターより「看板」をもらい掲示

する

●野良猫の対策（退治）を行政にお願いする

２． 利用者のマナー

・公園の便所及び周りが汚い

・公園にお酒臭い人がいる

・トイレのいたずらも多いと思う

・子どもたちが今後病気になりやすい（不潔

だから）

・親子三世代ふれあいなどのﾚｸを町の掃除ﾃﾞｰにする

・掃除している人の顔写真を貼っておく

●保育所、学童クラブなどの公の場は、使用前よりき

れいになるよう呼びかける（義務にする）

３． ゴミ出しのマナーに問題

・ゴミの出し方が非常識な人が

多い。

・ゴミに対する意識が足りない。（ゴミ処理

等）

・ゴミステーションにいつもゴミがあふれて

いる（毎日）

・雑誌を出す日を守っていないことをよく見

かける

・ゴミステーションの前の家はとても迷惑し

ている

・自治会に入っていないため情報が入りにく

い。出し方が分かっていない人が増える。

・カラスも多い

・道が狭いので車がタイヤでゴミを踏む

・老人はラベルやキャップを手が不自由で分

別しにくい

・ゴミ処理場の見学実施

・ゴミステーションの掃除を当番

制にして意識を高める

・ゴミ拾いマラソン

・PTA の学年レクリエーションな

どを公園の掃除「クリーン作戦」

に変更する

●ゴミ処理施設見学会を毎年行い

（今年で１０回目）そのためか目

立った乱れがない

●ゴミ袋で地域、町内が解るゴミ袋をつくる

●バイオマス発電の燃料として、ゴミを販売で

きるようにする

●ゴミ入れのかごを透明で密封する（臭い対策）

●ゴミ処理業者の起業を援助する

●印は第３回目に出された意見です。

・張り紙で注意「糞の後始末」

●犬、猫の飼い方、マナーのポスターを糞の多い場所に貼る

・犬の散歩にはビニール袋とオシッコ流し用の

水を用意することをルールにしてしまう

・地域猫ボランティアを立ち上げる

・落書きが上手くいった話なのですが、いつみてもきれいな

トイレにしておくことが大事。地域でなんとか

・ゴミの分別を捨てる前に手伝ってくれる人を置く

・生ゴミの処理の工夫（再利用）の情報を知らせる

・自治会加入の制度づくり

・ゴミ出しマナー学習の出前講座を学校などで行う。

小さい頃からの知識が必要

・資源ゴミはゴミではなく資材だから材源をみすみす

捨てる状態になっている

５



福祉のまちづくり「やってみゅ～で・わがまち座談会」 西城山地区 ３回目                     【テーマ：高齢者・障害者  ４ 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．高齢化問題

・高齢化が進み独居老人    

の増加と併せて空き家    

等が増えている

・災害発生時に近隣からの連絡が遅れ災害に巻き込まれる恐

れがある ○未

・空き家は白蟻の巣になり白蟻の移動で付近住宅が迷惑して

いる ○今

・空き家の敷地がゴミ捨場になっており役員が折を見て片付

けている ○今

・外出できなくなる。→そこに人がいるのかどうかわからな

くなる（孤独死）○未

・独居高齢者の増加により孤独死が増える ○今

・火災や空き家ねらいの犯罪が生じている ○今

・空き家が増えると犯罪の多発。（たまり場、放火など）○未

・青少年のたまり場になりつつある ○今

・たばこや飲食等をして火事になる ○未

・高齢者の方は外に出たがらない傾向があります 安否を知

るためにも気がけて声をかける必要があると思います○今 ○未

・挨拶をして顔見知りを増   

す

・近所に住まれている方ど

うしのコミュニケーシ

ョンが大事になる

・独居の方を地区で把握し防災計画をたてる

●一人住まいの家へ地域の方が交替で様子を見に行く

●高齢者サロン 年２～３回お茶飲み会を行っている

・家賃等を安くしてできるだけ若い方等を

入居してもらえるようにする

●このまま高齢化が進めばどのような社   

会になるかビデオを作って教育資料と

する

２．高齢化問題

・高齢者が増加することで自

治会役員のなり手が減る

など自治会活動が困難に

なる

（6.7 を合わせた分）

・自治会の役員（組長）の順番が回って来ると高齢でお世話

が出来ないからと脱会する ○今

・役員を体力的に出来なくなってきた ○今

・役員を出来ないので会員を退会される。それにより会費等

が少なくなり活動が出来なくなる ○未

・自治会活動の衰退→地域の活気がなくなり人と人との絆が

薄れる ○未

・自治会活動が不活発になり若い人の興味がなくなっている

○今

・活動が出来なくなる ○未

・自治会役員の辞退については組の併合等により役員が回ってく

るのを先にする。また高齢者は役員を除いて次に回す。

・自治会の活動についてはボランティア団体や地域の企業にも協

力を要請し地域の活性化を図る

・自治会の行事に参加してもらう

・行事参加者が固定化しているので参加をもっと誘う

・自治会 会員・非会員を合わせて年１回で活動をする

・子どもの参加する行事をしてその親の参加を増す

・自治会活動が活発になることで地区の各団体がつながり、その

ことが孤独をなくしていくのでは？

・自治会活動は会員の減少をくいとめる必要がある。特にｱﾊﾟｰﾄ・

ﾏﾝｼｮﾝ入居者を加入させるために連絡員制度を図る

・自治会脱会の防止と、見える自治会にするため自治会ニュース

を作成し配布している

・自治会の敷居が高いと感じている若い人たちに自治会の大切さ

楽しさを伝える方法があれば…

・自治会と民生委員さんとのタイアップで、お世話グループを考

えては、という意見は出ているのですが先へ進みません

・特に勤人（公務員）等は定年後、地域活

動に協力するような体制づくりが必要。

●市の職員等・公の方々の自治会参入の

意識づけを行う

３．高齢化問題

・坂が多く高齢者のゴミ捨て

や買い物が大変

・階段等で持って行けないので、上から落として下で拾って

持って行っている ○今

・ゴミが散らかったり人に当たったりして危ない ○未

・ゴミ捨てが大変→家の中にゴミがたまりゴミ屋敷ができて

しまう ○未

・外出できない→周りとの関わりが薄くなる。地域とのつな

がりが途絶える ○未

・坂が急でゴミ捨てが大変。買い物して帰るにも２・３回途

中で休んで帰る ○今

・『生活支援隊』みたいな組織？ボランティア？ができれば。子

どもたちもまきこんで

●ボランティアの組織作り みんなで支え合う

                ・                

・市と打ち合わせしてゴミ捨て場を増やし

ている

他町から苦情もある

●ゴミを持てない高齢者に対し家まで

集めに来る制度があると聞きますが知

らない人が多いので、もっと周知した

方がよい

●ふれあい訪問収集（条件あり）

●印は第３回目に出された意見です。

・空き家を利用したたまり場づくり

・家の責任者の所在を自治会で知っておく

・空き家に対しては所有者の方と相談

所有者がわからない場合は行政に相談

●大人がまず高齢者・

障害者をいたわる姿

を子どもに見せる

６



福祉のまちづくり「やってみゅ～で・わがまち座談会」 西城山地区 ３回目                        【テーマ：居住環境  ５ 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．買い物が不便

・高齢者の方が買い物する近い

小店がない（青山あたりは下

の方まで降りなければならず

大変）

・高齢者の人が家から出なくなる

・足腰が悪い人は外出しない

・高齢者の人が遠くへ出かけるので事故にあいやすい

・不便な生活を送ることになる

・買い物に出ないと、人と会ったり話したりする機会がな

くなる

・高齢者が家から出ないと閉じこもりになる

・高齢者にとって住みにくい地域になる

・買い物が遠いため体が弱る

・巡回販売のトラックは来るが、早くてなかなかつかまら

ない

・若者が住みつかない

・高齢者のウオーキングの実施

を心がける

・近隣住民で話し合って協同組合的なお店を近くに作

る

・近所の人が声かけをする

・誰かと一緒に行けるよう近所付き合いを広げる

・近隣の若い住民が買い物をしてあげる

・インターネットで店の中を見れるようにして

買い物が家からできるようにする

・大きなスーパー等には出て行ってもらって、

小店を復活させる

・近くに小店をつくる

・できれば近くにスーパーがあれば便利

・コミュニティーバス（乗合タクシー）を出す

・商店の近くまで送迎のワゴンバスを運行して

もらいたい（安く）

２．公園

・公園が貧弱（各町内にあるよ

うな小さい公園はあるが、遊

具のある充実した公園が少な

い）

・他校区の公園へ行ってしまい、子どもが少なく静まりか

える

・遊具が少ないため他の公園（交通公園）へ行ってしまう

（近くの公園で遊ばない）

・子どもの遊び道具がないので、子どもが出てこない

・公園で遊ぶ子どもが少ない

・事件事故があるため子どもを遊ばせるのが不安

・人間が集まらなくなって町が活性化しない

・公園で遊ぶ子どもが少なくなり、子どもたちの体力低下

につながる

・子どもだけの公園ではなく、大人も集まれる公園に

する

・公園のボール遊びを解禁する

・公園を芝生化してはだしで遊べる環境をつく

る

・市役所へ遊具設置の要望をする

●危険だからと言って安易に公園の遊具を撤去

しないでほしい

３．道路（車道・歩道）が狭い

・通学路が狭く歩道も狭い

・車と人がすれすれで交通事故の危険がある

・通学路が狭く、歩道もないため事故が発生しやすい

・路側帯への駐停車が多い

・部活でのランニングが危険

・広がり歩きになるので危険

・子どもが家に帰ってくるまで、親はハラハラするので精

神的に悪い

・下校時間と交通規制があっていないので危ない

●歩道がなく狭い道路では「人は右、車は左」を子ど

もたちに教える

●危険ポイントをおさえて通学路の見直しをする（子

どもたちにマップづくりを）

・実際の下校時間に合わせた交通規制をする

・通学時間帯で車を制限する

・通学道路の車の時間帯の徹底

・通学路の整備は行政にお願いするよりないと

思う

・区画整理して道路を広くする（時津の道路の

ように）

●印は第３回目に出された意見です。

柵はあるが高さがたりないので、柵を高くする

（平床公園）

階段には危なくないように自治会で白ペンキを

塗っている

配達してくれる店を増やす

生協などの宅配利用

電話注文で配達してくれるようにスーパー

に依頼する

高齢者のためだけの安い宅配をしてほしい

巡回トラックによる販売

７



福祉のまちづくり「やってみゅ～で・わがまち座談会」 西城山地区 ３回目                       【テーマ：防犯・防災  ６ 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．犯罪危険箇所の整備

・街灯が少なく夜道が危ない ・街灯が少ないとつまずいてケガをする 〔特に高齢者〕２

・夜間ウォーキング、犬の散歩などで転倒する

・階段が多く踏み外してケガをする割合が増える

・道路が暗いことをいいことに犬のフンを放置する人がいる

・急病で倒れても誰も発見してくれないのではないか

・子どもや女性は特に犯罪に巻き込まれるリスクが高くなる

２

・街灯がなく、暗い道を通ることで、ケガや事故の多発が予

想される

・街灯が少ないと痴漢が発生する ３

・不審者の話が出ていて小学校周辺は特に明るくしてほしい

・暗くて足元が見えずに溝にはまってしまうなどケガの原因

になるのでは

・車が入る家が少なく空き家が増えてきて、そのため暗い所

が増え、防犯上の問題がある【共通課題】

・暗くなったら懐中電灯を

持って外出する

・発光帯を体につけてウォ

ーキングなどしてみる

・人感センサーを各家庭に

設置する〔地域の協力

で〕

・子どもは夜８時以降は外

に出さない〔出るときは

懐中電灯、防犯ブザーを

持たせる〕

●子どもと一緒に「探検」

と称して危険箇所を教

える

・警察や消防と連携して夜間のパトロールをする

・集団下校〔教師や保護者の協力〕

・道路沿いの家に外灯を点けることをお願いする

●安全マップをつくる（子どもたちと一緒に）

●グループをつくって町内の危険箇所を

定期的に点検する（危険ランキング）

●道路に蛍光塗料を塗る

●家庭にお願いし玄関灯を点灯して

もらう

・貸ガレージの経営者に外灯の設置をお願

いする

・街灯の少ないところは市にお願いする

〔年に１回市より調査あり〕

●城栄商店の裏通りの街灯が暗くて不安

な場所が多い

●急な階段で奥行きがない（幅が狭い）

２．犯罪危険箇所の整備

・小道が多く下校時に目が届

かないところがある

・小道が多いと救急車、消防車が通れずとっさに間に合わな

い

・子どもたちが犯罪に巻き込まれるのではないか

・子どもたちの登下校の際に目が届かないため、事故にあっ

たり、犯罪に巻き込まれる可能性がある

・交通事故等が起こるのではないか

・車が入る家が少なく空き家が増えて来て、そのため暗い所

が増え、防犯上の問題がある【共通課題】

・子どもたちに防犯ブザー

を持たせる
・地域のパトロールを月１回行っている（自治会）

・子どもの下校時は集団で行動することを徹底する

・下校時に合わせて外の用事を行う【地域での見守り】【取り組

みの申し合わせがあったが徹底されていないようだ】 ２

・川を暗渠にして車が通れるようにする

●防災無線等で子どもたちの下校の時間

を知らせる

●交通指導員を増やす

３．非行の問題

・空き家が多く子どもたちが

たむろする

・空き家があると子どもたちのたまり場となって火災の危険

性がある

・空き家は火災が一番心配

・空き家にたむろすると新たなゴミ問題が発生するのではな

いか

・バイクや自転車の放置〔盗まれることもある〕

・空き家が多いと子どもの火遊び、不純交遊などのもとにな

る

・空き家に人が入り込むことで犯罪の温床となる

・タバコや麻薬に手を出す子どもも出てくるのではないか

・空き家が多くなると火災の起こりやすい環境になる〔不審

火〕

・車が入る家が少なく空き家が増えて来て、そのため暗い所

が増え、防犯上の問題がある【共通課題】

・家庭で話し合う ・定期的なパトロールを行う ２

●地域内の企業・店に協力をお願いする

・外の様子を注意してもらう

・気付いたことは連絡してもらう 等

・空き家は市が指導して、所有者と話し合

って解体をうながすとともに、実態の踏

査を行う

●印は第３回目に出された意見です。

・街灯がきれていたら番号を確認し行政に連絡

し対応してもらう ３

・階段には白いペンキを塗る

〔材料は市からもらえるがペンキを塗る人が

高齢では大変〕

・地区の人の交流を深める（特に近隣の人）

・現在困っている事、予想されることなどを地

域をあげて意見を言える場があれば〔定期的

な情報交換の場〕【共通】

・地区の人の交流を深める（特に近隣の人）

・現在困っている事、予想されることなどを地

域をあげて意見を言える場があれば〔定期的

な情報交換の場〕【共通】

子どもが助けを求めやすいように子ども１１０

番の家を増やす（灯をつけて）

・地区の人の交流を深める（特に近隣の人）

・現在困っている事、予想されることなどを地

域をあげて意見を言える場があれば〔定期的

な情報交換の場〕【共通】

８

●知らない人にも声かけをした方が犯罪が少

なくなる


