
平成２１年１０月２７日（火）、北公民館で地域の方々

３２人が参加し、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、西浦上中央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。

【「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」

「西浦上中央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。

たくさんの意見が

出されました。

    ▼

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付せん紙に書

き出し、グループの中で自分の意見を発表しました。

付せん紙に書き出した

意見を発表

       ▼
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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付せ

ん紙に書き出し、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）

参加した方々からたくさんの意見が出され、西浦上中央地区を“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。参加された皆さん、大変お疲れさまでした。

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。

キャプション

２

みみんんななででつつくくろろうう！！

すすみみよよしし！！ななかかよよしし！！

住住みみたたいいままちち！！！！

◎ 参加者に、座談会に参加しての感想を聞いてみました。
「参加することを迷ったけど…。他の参加者の方の、まちを活性化したいという気持ち
がうれしかった。今後、このような会があったらまた参加したい。」

「皆さんが住吉を愛していることを感じた。商店街は地域の皆さんのためのものと、
商店街関係者のみんなに伝えたい。」

「地域の協力はあるのに、名前しか知らなかった方の顔がわかった。今後、地域の輪が
広がっていくといいと思う。」

ステップ ２

ステップ ３

思いの込もった

キャッチフレーズ

を発表中!!

決定!!



福祉のまちづくり「やってみゅ～で・わがまち座談会」 西浦上中央地区 ３回目                     【テーマ：環境衛生  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．ゴミ出しのマナーが悪い

・ゴミの出し方が悪い ・カラス・猫のエサ場になり町が汚される

・鳥がゴミを出す

・夏はハエがふえて困る

・ゴミが収集されず残ってしまう

・分別がよくない

（中身をそのままにして出す）

・町が汚かったら町の雰囲気が悪くなる

・遠方よりゴミを持ち込む人が増える

・自治会の環境衛生係の人の仕事が増える

衛生係になりたい人がいなくなる

・気付いた人が処理する

・各自注意する

・必ず分別すること

●ゴミ収集後、班長や地区の有志

が点検（掃除）する

●名前を書いて出している

●ゴミ出しの費用を市民がもっと

負担する

・ゴミ収集所の場所に告知板を作る

（注意を呼びかける）

・各自ゴミ袋に名前を書いている

・地域の人が（自治会）当番で見張り３回以上違反した人は

ペナルティーを受ける

（罰金制にする…ゴミ出し）

・ゴミ袋を記名式にする

・独身者や学生にマナーを守るように説明やチラシを配る

・町内で学生アパートなどに注意を呼びかける

（不動産業者を通して）

・自治会に加入をすすめる

・分別して出すこと

●分別を呼びかける告知板はあるが実際のゴミを使って講

習会が必要である

●分別されていないゴミも市は収集して持っていっている

ようなので徹底した分別ができていない

●ゴミステーションの網が無い所は自分達で網ぐらいはつ

ける

●ゴミの出し方について大学を通じてチラシ・説明会等を具

体化して欲しい

●ゴミステーションの鍵を各世帯に持たせる

（自治会加入世帯のみ）

・ゴミ袋に通し番号を印刷する

・分別が複雑だと年配者にはわかりにくい

（もっと簡単に！）

・防犯灯を多くつける

●固定式のゴミステーションを増やす

●資源ゴミ袋は自治会配布で無料にする

●公園清掃に伴って消煙用ＢＯＸがない

（公園のポイ捨て防止のためにごみ箱を設

置するとよい）

●ゴミ拾いの日を決めて市全体で行う

●長崎大学に協力を依頼しごみ出しのマナ

ーの向上を図る

２．ゴミステーションの整理

・ゴミを入れる網の蓋がない所

がある

・カラス, 猫,犬に荒らされる

・網や蓋がないと猫やカラスに荒らされて道が汚

れる

・各自の意識が大切

・親が子どもにしっかりゴミの出

し方を教えていく

・名前を記入して出す

・ゴミの時間帯を決める

・ゴミステーションを新設する

４．糞尿被害

・犬,猫,鳥（ハト）のフン羽毛公

害   

・エサをやる人がいるので子猫が増えて困ってい

る

・鳥のフンにより洗濯物が干せない

・ベランダが汚くなる、服にフンを落とされる

●野犬・野良猫は捕獲、処分する

ペットは自分で管理させる

●ハトは根気よく追い払えば来な

くなる

           

● 猫については動物保護法により捕えることができない  

エサをやらないよう自治会回覧で訴えるほかはない

・捨て犬,猫を捕まえなくすしかない

（業者に頼む）

・街路樹の枝を定期的に切る

※ ●印は第３回目の座談会で出された意見です。

●ゴミが出ないよう計画性をもって

買物・料理をするよう努める

●大型商業施設の樹木に夕方、鳥が集中している     

樹木のカットを依頼する

３



福祉のまちづくり「やってみゅ～で・わがまち座談会」 西浦上中央地区 ３回目                      【テーマ：住環境  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

３．商店街の施設整備

・高齢者が休めるところがあち

こちにあるといいな、テーブ

ル、椅子の設置を

・高齢者が休めない→動かない→寝たきりになって

行く(あちこちにテーブル、椅子があれば、集い

の場ができる→人の目ができるため、防犯等につ

ながる)

・高齢者のひきこもり

・高齢者が外出しにくくなる（引きこもりがちにな

る）

・商店街に休めるところがないため外に出ない

・高齢者は休めるところがないため、路上で倒れた

り、ケガをすることになる

・企業とコラボして休憩スペースを設置

・商店、企業の協力があるといいのですが（クーラー付きの

休憩所・夏場はクーラーが必要）

・市場の中に椅子（折りたたみ）を置いていただく(夜は市

場の人が片付ける)

・休憩所の設置は、色々な団体等に協力してもらったらどう

でしょうか

・休む場所があれば高齢者の買い物客が増えるのでは

・空き店舗を利用して休憩所に

・空き店舗をお休み処に提供してもらい、椅子を置く。

ついでにミニ店舗をしたい人に提供して営業してもらう

●「住吉まつり」ではなく住吉くんち 門前町のような地元

に密着したにぎわいをつくろう

●住吉まつり 住吉くんちの復活  

・アーケードの中央に移動できる椅子を置け

る時間に置く(中央に固定した椅子を置く

と、車が通れない)

・アーケードや商店街に何箇所か長椅子を置

いていただく

●市場の繁栄 空き店舗の活用

●市場の人が旬の食材を使ったメニューを

紹介する

３．商店街の施設整備

・市場の衰退が気になる

・住吉地区の集客が減る

・昔ながらの市場のにぎわいが失われる

・市場の空店→いたずら、落書き→商店街全体がさ

びれる

・あちこちに空家、空店舗が増えると、人通りも少

なくなり暗いイメージのまちになる

・後を継ぐ人がいないので親の代で終わる(店が閉

まり、空き店舗になる)

・市場に来る人はお年寄りが多く、若い人はあまり

来ない

・空き店舗を期間限定で貸す

●空き店舗の有効活用のために情報

提供を具体化する

●野菜・果物の一個売りをする

・空き店舗に子どもたちの遊び場を作る

●安全なウォーキングを作る

４．施設の未充足

・公園があっても楽しく遊べる

遊具がない

・子どもたちの引きこもり

・公園でスポーツができないためゲームセンターに

行く(スポーツができるような)

・学校のクラブでできない子どものため、大きな公

園がほしい

・公園に行かない→ゲームにはまる→人とのコミュ

ニケーションがへたくそになる→ゲームセンタ

ーに入り浸りになり非行に走る

・友人も公園に行かないから自分も行かない。ゲー

ムがいいから

・子どもの体力が落ちる

・親子の交流の場がなくなる(親子が集まらないた

め、交流の場の機能がなくなる)

・公園の使命が果たされていないし、公園に遊びに

来る人も少なくなる(人が集まらない公園は公園

の使命が果たせていない)

●地域の昼の顔と夜の顔との差が大きい

・自治会、老人会、子ども会等話合い、楽しく色々なゲーム

や昔の遊び等で行事化したらどうでしょうか

●公園が楽しい場所となっていない

もっと花を植えたり噴水があったり

遊具があったりなど魅力あるところに！

●森林の保護を守る動物・生物

の生態系が変化している

●森林を多く残すこと

●小学校のグランドの開放

●指導者の育成

・土地整備、遊具整備はやはり行政の力が必

要

●大きな公園は住吉神社横にあります

大きな公園は泉町１丁目

●公園内の休憩設備を充実させる

●商店一つに椅子を一つ置いてもらう

※ ●印は第３回目の座談会で出された意見です。

・買い物を配達する

・空き店舗を自治会の集会所にする

・市場、商店は難しいが、人を集める

イベント等をしたらどうでしょうか

・空き店舗をフリーマーケットにする

・公園で遊べよ！と声かけをする

子どもたちは下校時間が遅く遊ぶ時間

がないようなので、土曜休みをやめて

平日の授業数を少なくして早く帰して

やる

・空き店舗を自治会の集会所にする

●住吉中央公園と連合集会所の有効利用をする

●長崎市に登録されている名人・達人を呼んで

１/月位子供・老人が喜ぶ催しをする

４



福祉のまちづくり「やってみゅ～で・わがまち座談会」 西浦上中央地区 ３回目                     【テーマ：自治会活動  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．コミュニケーション不足

・自治会のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ不足である

・少ない役員に負担がかかりすぎる

・自治会への加入者が少ない

・自治会活動内容への理解が少ない

・自治会、子供会行事が少なくなる（コミュニティ

が失われる）

・対話がない

・町内行事への参加が少なくなってきた

・町内での連絡が十分に伝わっていない

・隣近所の騒音問題

・孤独死が増える

・困っている人をみつけにくい

●まず近所をはじめひとり暮

らしや高齢者（夫婦・親子）

世帯に一声かける事を自分

から始める

・学生等のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの受入

・自治会での文化活動をやってみる〔お茶、生花等〕（その

ことで自治会の存在価値を高める）

・自治会、民生委員、育友会等の横の連携を取る

・自治会の名簿を作る〔個人情報の問題は説得する〕

・自治会単位の行事を行う〔敬老会、もちつき、新年会など〕

●高齢者の力を借りる

・自治会活動

・子供会活動の役員

●保育園・幼稚園・学校と老人の方とのふれあう会を定期的

(年２回ほど)に開催する

●子供の仲間遊び

●市役所などの積極的な呼びかけ

●自治会加入の行政の積極的な支援（Ｐ・Ｒ）

●労働環境の改善

・有給休暇をとりやすくする

・残業なしでも生活できる賃金アップ

２．自治会・子ども会への加入

の減少

・子ども会への参加人数が減少

している

・青年部が作れない

・私立、附属小の子供が加入しない（親が積極的で

ない）

・西浦上小の児童数は減っていないのに子供会は半

分くらいになっている

・強いリーダーがいない

・子ども同士のつながりが少なく遊ぶことができな

くなっている（行事の継承がされなくなる）

・自治会と子供会が連携を強める〔子供会育成者を自治会の

役員にする〕

・住吉くんちの復活

・自治会にも青年部を作ることができれば後継者も育つ

・子供達へ地域の現状を伝える〔地域の問題など〕

・大学との連携〔大学側から地域へボランティア受け入れの

調査あり〕

●自治会の事業を知らせる（未加入者に）

●自治会のホームページを立ち上げて地域の人に知らせる

（加入をすすめる）

●小学生と高齢者の交流を活発にする

●自治会加入を市より呼びかけていただき

なるべく全世帯加入していただけるよう

にして欲しい

●学校選択制の廃止

●学歴社会の解消

・履歴書、学歴の廃除

・入試の改善

・問題解決学習

●小学校に協力していただき保護者はお誘

いの場を設ける

３．防犯・防災の弱体化

・町内会の高齢化

・若い力がなくなる〔避難時、祭りなど〕

・災害時の避難場所まで距離があり大変

・役員（会長）の高齢化（会長のなり手がおらず、

同じ人が続いている）

・振り込めサギや悪徳商法被害にあっても泣寝入り

・地域での助け合いがなくなる

・災害時の助け合いができない ２

・防犯、防災の弱体化〔長期入院者や亡くなられた

方の家が放置されたままで防犯、防災上非常に危

険が高い

●地域＝自治会になってない

任意加入の壁

・ウォーキングが趣味の人に独

居高齢者への声かけ、安否確

認をしてもらう

●携帯電話で災害情報が確認

できるよう登録する（停電に

なったら携帯電話が有効）

・自治会での指導

●警報情報がネットで見れることを周知する

（市防災対策の情報）

・高齢者のサービスを自治会で実施する〔センサー付きポッ

トなどで安否確認〕

・大学との連携〔大学側から地域へボランティア受け入れの

調査あり〕

●超高齢者の防災援助

行政は個人情報を自治会に出すべき

自治会ではつかめない

※ ●印は第３回目の座談会で出された意見です。

・若い方のリーダー作りのための教育

・地域に集う場を作る

（自治会加入者のみというようなしばりをひとまず除い

て、参加しやすい場にすることで、結果的に加入者が

増えたらよい）

・高齢者（独居）宅に学生（県外からの）が下宿できる

ようにする〔家賃を安くする〕

・子供の学校外の活動の多さで父母が多忙〔送り迎え等〕

必要性を認識してもらう

●自治会・学校等の年間行事をインターネットに

載せる

●住吉ガイドマップを作る

●各地域に隠れた有名人（特技を持った人）の掘り起こ  

し(お話を聞く）

●「住吉ならでは」のものを出す

住吉まつりに住民全体が参加できるものがあればいい

のではないか

●いも煮会をする

５



福祉のまちづくり「やってみゅ～で・わがまち座談会」 西浦上中央地区 ３回目                 【テーマ：若者（非行）・少子化  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

２．たまり場状態

・便利なところに住んでいるの

で、少年のたまり場になって

いる

・公園のベンチで集まって、夕方、夜遅くまで遊ん

でいる

・グループが形成されているようで縄張りを感じる

（周囲に脅威感を与える）

・夜遅くまでカラオケ

・少年の喫煙が目につく

・目に余る行いのカップルが目につく（少年）

・恥じらいを知らない男女交際

・温かい視線を送る

・地域の人の声かけ

・青少年補導員が各地におりますが、指導を強化してほしい

・暗い公園は明るくする

●まず、親が知り合いをつくる

（積極的にいろいろな活動に参加する）

・親の再教育

３．少子化問題

・公園で遊ぶ子どもが減ってい

る

（単純に少子化という意味では

なく、外で子供が遊べなくな

ったということ）

・子供だけでも遊べる環境

・集団で遊べない

・せっかくお金をかけて整備された公園が放置され

もったいない

・子ども同士の親睦感が希薄になった

・大人が子どもと一緒に遊ぶ心

と時間のゆとりを持つ

・子ども会などで昔の遊びを教える

・公園で遊ぶ子どもが減っている

１．若者のマナーの悪さ

・マナーの悪い人が目につく（若

者だけではないため、若者⇒

人に対象を広げている）

・交通ルール無視、横断歩道以外、斜め横断、赤信

号で渡る

・違法駐車

・自由な横断が目につく

・横断歩道でないところを渡る人がいる

・公園の便所にボトルの放置

・空きカンをあちこちに捨てている

・空きカン、ペットボトルなどのゴミを道に捨てる

・飲食後の片付けができない

・遊びに子どものマナーがほしい

・階段に座り込んで歩行の邪魔になる

・４～５人が横に歩いていて通れない

●子供への声かけが自由にできない

知らない人に返事をしないと教えられる

・遠慮せずに注意する

・マナーが悪い子に、大人が勇

気を持って注意する

・大人が少年に話しかける

●警察への通報を積極的にする

・交通事故の怖さ、影響の大きさを再アピー

ルする

●卒業生に雇用を

（意欲にもえて就職しようとしている）

●世帯形成期の賃金改善

（今の賃金では世帯がもてない）

（共働きでも一人っ子が精一杯）

●学校からの働きかけ

（定期的に情報を伺う）

※ ●印は第３回目の座談会で出された意見です。

・学校への連絡

・みんなで囲んでじっと見る ・たまり場の死角を点検

・若者のマナーを言う前に、大

人がマナーを守ろう！

・横断歩道で警察の方から

時々ご指導してもらう

●児童の教育健全育成の進展

●地域の取り組みとして子供達の登下校

時の歩道交差点に立って指導する

・横断が多い場所に注意書き

を張る

６
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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．ルール＆マナーの問題

・交通マナー(車)が悪い。

また交通ルール(人)を守らな

い。

・子どもたちの散歩の時に脇をスピードを出して通

り抜ける。

・駐車禁止を知っているはずなのに、交差点内駐車

が多い（注意すると凄まれる）。

・若者の交通ルールが悪い。

交差点（信号機のないところ）で停車をせず、ス

ピードを出したまま進行する。

・バス停近くに駐車車両がいる。

・車道を横切る人がいて危ない。

・運転中に電話している人がいる。

・信号が黄色から赤に変わる時にスピードを出して

通るので、歩行者が青で渡ろうとする時、とても

危険。

・横断歩道を渡らず、車の間を通り抜けている。

・家庭で話し合う

●交通ルールの再確認をはか

る

・自治会・老人会等で話し合う。

・事業所（会社・企業）がマナー教育を実施する。

学科など再試験する。

●交通量が多い所

警察の方 安全協会の人 お母さん方

●要所（問題個所）にパトロール

（警察）を配置・巡回

・罰則をきちんと適用する。

・信号機の設置。

・歩道の設置・拡幅

・免許更新時に体験教育をする。

●横断歩道の前に一時停止をするよう行政

指導をする

●スクランブル交差点への変更

●自転車のマナーを知らないので、歩道は自

転車に乗っていけない標示をする

●二輪車のマナー違反が目につくが白バイ

を見たことがない

２．交通量が多い

・交通量が多く音がうるさい。 ・工事の車が多く、うるさい。

・爆音を出す車（バイク）が多い。

・住宅地の開発により、交通量が増え、泉１丁目交

差点付近の事故発生のおそれあり。

特に、若者のバイクが交差点での停車をせず、危

険。

・日曜、祭日等、交通量が多い時、駐車場待ちの車

が道路に駐車している。

・昼間、睡眠を取れず、仕事に支障が出る（看護師

さん、タクシードライバー等）。

・夜間の路上駐車（ゼミの送迎）が多い。

・塾のお迎えの時に、車の誘導をする人をだしてもらう。

●自治会での取り組みとして自主防犯活動拠点を明確に  

防犯上の諸問題

●地域社会の安全運動・犯罪防止

●地域での安全目標 子供と女性の犯罪 被害防止 強化

推進

●地域自治会に防犯資料の作成 回覧配布

●自治会での取り組みとして安全で明るく住みよい地域の

町づくりをグローバル化

●自治会での取り組みとして地域住民の毎日の生活の中に

楽しい町づくりに対応

●地域自治会目標として高齢者バリアフリー

●ボランティアの防犯パトロール中に青色回転灯

（警察が巡回している青い光の車）があるが説明がほしい

・警察の巡回を増やす。

３．交通弱者に不便

・路上駐車が多く、障害者や

車椅子の方が不便。

・バリアフリーになっていない。

・歩道がないところが多い（泉町公園のところ）。

・点字ブロックをふさいで駐車していて、白杖の方

が困られていた。

・歩道上に駐車しているため、車道の方にはみ出し

て歩かないといけないため危険。

・家庭で話し合う ・自治会・老人会等で話し合う。

※ ●印は第３回目の座談会で出された意見です。

・幼稚園、小学校、中学校、高校で、

通行者（歩行者）として夏休み等に

マナー教育を実施する。

・高校、大学で免許所有者として再教

育を数回する等、マナー教育を実施

する。

・駐車しないように、柵をつけ

るか、花だん等をつくる。

７


