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平成 22 年７月３０日（金）、西坂つどいセンターで、

38 人のいろんな団体や世代の人たちが参加し、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。参加者たちは和やかな雰囲気の中、西坂地区で暮ら

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。

西坂地区

第1 回

【「やってみゅ～で・わがまち座談会」を開催する理由】

今回は縦長の部屋の中、３つのグループに分かれて座っていた

だきました。同じ西坂地区と言えど、初めて顔を合わせる人も

居て、ちょっと緊張。

そこで、まずは頭の体操です！

簡単なクイズで調子を出して、

お次はグループ対抗戦。

スクリーンに右の絵が映し出さ

れ、20 秒間、各自で覚えます。

その後、絵が消され、しばしの

沈黙タイム…。

「さぁ、何が映っていたでしょう？グループで力を合わせて思い出してください。（司会者）」

「あと一個・・・何だったっけ？」記憶のスポンジをぎゅっと搾り出して！

結果、どのグループも力を合わせて、見事な好成績でした。

力を合わせて、「記憶力ゲーム！」
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」

「西坂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

ワークショップ

～地域の良いところ・気になるところを出し合いましょう！

ステップ ２

話し合った内容を発表しよう 「グループ発表」

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）

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！

４
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改まって書くとなると・・・

意外に難しい！

「何を書こうかな？」

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。

「あっ、それ 私も思ってた！」

だんだんイメージが膨らんできました。

班

班

班

どのグループも

模造紙が 付せん紙で ぎっしり！

日頃 何となく感じていた

暮らしやすさと

暮らしにくさ

皆も 同じように感じていたことが

わかりました。

「地域の良いところ」「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、模造紙に張っていきました。

そして、同じような内容の付せん紙をまとめて、タイトルを付けていきました。

※出された意見は、内面（次ページ以降）にあります。



やってみゅ～で・わがまち座談会 西坂地区  1 グループ

地域環境 道路、交通 地域の協力体制 子ども

○良いところ

・アミュ、ココウォークな

ど大きい店が近くにあ

る

・商業地に近い

・どこに行くにも便利です

・長崎駅まで近い

・長崎駅など中心部に近い

（便利）

・長崎駅に近く交通の中心

地にあり便利である

・眺めがよい

・見晴らしがいい、夜景が

きれい

・女神大橋と花火で夜景が

素晴らしい（よく見え

る）

・祭りの時、花火がきれい

に見られる

・教会やお寺の鐘の音で心

が安らぎます

・午前７時は寺の鐘、午後

６時はアンゼラスの鐘、

時間的に生活リズムが

身に付きます

・二十六聖人など観光名所

がある

・上からの眺めがよい

●気になるところ

・空地や空家があり、そのま

ま活用もされていない

・野良猫が多い

・中町公園と公園の間の道路

は駐車が多く危険

・上の中町公園の北部分を左

折するコーナーは車がぎり

ぎりを通り、歩行者が危険

・増田商店～上川商店の坂道

に休憩用のイスを３ヶ所ほ

しい

・すぐ行けるような小店や市

場が少ない

・近所の小店がない

・公民館はあるが広いところ

がない

・ゴミ出しが大変

・空家、空地が増えて火事、

雑草に注意が必要です

・市役所による緊急お知らせ

（例えば大雨注意、台風、

市民大清掃の雨による中止

など、警報およびその解除）

が拡声器により流れていま

すが中町、筑後町、恵美須

町には聞こえません

●気になるところ

・中町公園付近に停車する車

が多い（通行に支障をきた

す）

・道路に出ている木が通行の

邪魔になるので切ってほし

い（4 ヶ所）

・道路に木が出て通行人が困

っている

・放置自転車、バイクが増え

ている

・放置自転車が多い

・中町教会と筑後町の間の道

路に歩道がなく危険

・雑草が繁り、電線にも絡ん

でいても、個人住宅であれ

ばお願いしにくく困る

・車道が少なく、階段多い

・坂が多い

・バスが家の近くまで来ない

・長崎バス、県営バスの路線

を延長し中央橋を基点に右

廻り、左廻りとしてほしい

（公共交通機関が通ってい

ないため、地域を巡回する

コミュニティバス等がある

と便利）

・タクシーを使うことが多く、

お金がかかる

・車の横付けができない

○良いところ

・地域と学校が良く協力し合え

ている

・御船蔵町下自治会では、平成

22 年度から 1 日、15 日を

掃除の日と定め実施してい

る

・老人会で五社公園のトイレ

（当番）掃除を行っている

・御船蔵町下自治会では、年に

１回水神祭を行っている

・自治会活動に協力する人が多

い

・地域全体が協力し合えている

・自治会活動が活発である

●気になるところ

・自治会活動に協力しない人も

多い（自治会に未加入の人）

・自治会加入者が少ない。マン

ション、アパート

・（若い方）自治会入会拒否

・何をするにも協力者が少ない

と思う

・一人暮らし老人の交流、ネッ

トワーク

○良いところ

・子ども達の元気な挨拶が良い

・子ども達がよくあいさつしてく

れる

・素直な子が多い

・親切な方が多い

●気になるところ

・西坂小の生徒が減っている。桜

町小に流れている

・西坂小の生徒数が減っている（学

校選択制のため）

マナー

○良いところ

・町内のゴミが少ない

●気になるところ

・喫煙場所が少なくなり、吸殻が

増えている

・犬、猫のフンを取らない人が多

い

・ケージのないごみ置場はカラス、

猫に荒らされ汚い

騒音

災害 ●気になるところ

・上の方では町中の音が気になる

（イベントの音など）

・かもめ広場でのイベントの音量

が高い。管理者に抗議していま

す

・小さい頃より雑音の中で育った

ので耳が遠くなった

●気になるところ

・避難場所が遠い

・緊急時の拡声器の音が聞こえ

ない

・地域の災害時の問題

・災害時に民生委員だけでは高

齢者の手助けができない



やってみゅ～で・わがまち座談会 西坂地区  2 グループ

地域 生活 観光と環境 道路交通

○良いところ

・自治会 13 ヶ町は、まとまりがあり

活発な活動をしている

・子ども達は少ないが大変元気があり、

まとまりもある

・町内の皆さんが親切

・隣の町とか近所の家とかが親しみや

すい。人情味がある

・隣同士、わかっているので声をかけ

やすい

・西坂小学の皆さんのあいさつがよい

・小学校の保護者のつながりがよい

・学校行事参加への意識が高い

●気になるところ

・ワンルームマンションが増え、付き

合いが少ない

・マンションの住人が町内会に入らず

子ども会も活動休止した

・人口が少なく、特に若者がいない

・子どもの数が激減している。先が心

配だ

・老人者ばかり増え、若い世代が少な

くなり、子どもの数が減少している

○良いところ

・立地的条件がよい、環境が良い、

交通の便が良い

・（長崎駅など）中心地に近い

・交通が便利

・駅が近くどこへ行くにもアクセス

がよい

・駅が近くて交通には便利

・市の中心地で駅に近く交通が便利

・買い物が便利（2）

●気になるところ

・指定日以外のゴミの持込み

・ゴミ出しのマナーが悪い

・駅の歩道橋のエレベーターの中が

汚く、臭い

・緊急時に不安がある

・災害時が心配だ

・小店がないので買物には市場等ま

で行かなくてはならない

・買い物が大変

・商店が少ない

○良いところ

・おくんちの龍踊りが地元にある

・二十六聖人がある

・観光地コースに入っている（歴史的に

有名）

・情緒豊かな町

・祭等の時、町内会員が一丸となれる

・高台で眺望がよい（3）

●気になるところ

・自然が少ない

・町名の表示が少ない

・西坂地区は高低差があり大変不便であ

る

・階段が不揃い

・空家、空地が多くなってきている

・高齢者が閉じこもりがちになるため、

車道がない地区に取り付け道を新設

してほしい

・高台で台風の被害を受けやすい

・八千代町電停あたりは大潮の時、水に

よく浸かる

●気になるところ

・路駐のバイク、自転車が多い

・山の方なので個人の駐車場はあるが

臨時パーキングがない

・車が多いため危険（スピードを出す

車もいる）

・車の排気ガスで環境が悪い

・一方通行の逆走（目的地へまっしぐ

ら）

・道が狭く、車が入らない

・坂道、石段が多く高齢者には不便

・坂が多くて年を取った人にとっては

大変

・急な階段が続いている。高齢者の外

出が大変

マナー

○良いところ

・道にゴミがない

●気になるところ

・野良猫が多い。公園でエサをやる人

がいる

・ペット（犬）のフンの始末が悪い通

りがある

・犬や猫がゴミをあさる

・猫が沢山いるので困っています

・野良猫が多い（エサを与えるが責任

を持たない）（２）

・猫、犬のフンの処理が悪い（他人が

エサをバラまく）

・中町公園を禁煙にしてほしい

防犯

●気になるところ

・町内の街灯が少ない

・路地が狭く暗い所がある

・交番がなくなったので、路地が多

い当地区では不便だし不安

・防犯面で不安

３



やってみゅ～で・わがまち座談会 西坂地区  3 グループ

人間関係 地形環境 観光資源 交通環境

○良いところ

・近所の仲が良い

・近隣の方々との交流がなされ、う

まくいっている

・住民がまとまっている

●気になるところ

・一人暮らしの方、心の病が目立っ

てきている

・マンションが多く町民の半分がマ

ンションの住人で誰がどこの人か

わからない

・マンションのポストに名前がない

・マンションなどは若い人が多く誰

が住んでいるかわからない

・近所づきあいがない。マンション

人を一人も知らない

・筋向かいにいながら町名が違うの

で前の方の名前も知らない

・近所との交流がない。あいさつし

ても無視される

○良いところ

・坂が多く足腰の鍛錬になる

・駅が近いのに静かな住宅地である

・移動販売が利用できる地域がある

（浜平、西坂公園、御船蔵）

●気になるところ

・道路が狭い

・道路階段が多い

・階段が多い（坂）（２）

・坂や階段が多く外出や買い物が不便

・近くに商店のない地域がある

・カモメ広場の催し物のスピーカー、

音楽等の音がうるさい

・斜面地が多い

・高台で小店がなく買物に困る

・身近な小店や商店がない

・大きな木があるため、見通しが悪い

ところがある（御船蔵、個人所有の

私有地）

○良いところ

・見晴らしがいいところ

・夜景が美しい

・観光地が多い

・歴史の町に住んでいる

○良いところ

・長崎駅がそばにあり、交通の利便性が

よい

・駅周辺の交通の便がよい

・駅前再開発を早く進めてほしい

・交通の便が良い（３）

・交通機関に恵まれている

・駅に近い（2）

・色んな病院に近い。歩いて行ける

●気になるところ

・車の交通量が多く空気が汚い

・〝一方通行〟なのにスピードを出す車

が多い

・白線が薄くなっている道が目立つ（通

学路）

・バス道路を通っているらんらんバスを

筑後町の方が便利なように上の段に

も走らせた方がよいと思う

・交通の便が悪い

・交通アクセスの不便な地域がある

・朝７:30～8:30 まで通行止めにもか

かわらず車が多い（許可証なしの車が

目立つ）

・長崎駅に北口出口が欲しい

・バイクの騒音（暴走族）

・駐輪場がない、つくってほしい

・西坂公園をもっと活用すればいいと思う

・朝、セミの声でうるさいけど和みます。素手で取れます。

夜景がすてき！！

・西坂公園があるところ、観光名所

・観光客が多く訪れるので活気がある

・市の中心部に位置し文化、教育に触れやすい

生活環境

○良いところ

・大型商業施設があって便利

・ゴミステーションとか公園のところで、駐車場を常に見守

ってくださる自治会長に感謝

●気になるところ

・留学生のマナーが悪い（西坂下、駅周辺駐車場、駐輪場）

・ゴミステーションが遠く、出すのが不便な地区がある

・中国語で注意の看板をつくってほしい（マナーについて、

特にゴミ、筑後町）

・自転車などの放置が多い

・ゴミのマナーがなっていない

防災関係

●気になるところ

・市役所の無線が聞こえない。各家庭

に小ラジオみたいなものを配布し

てほしい

・市からの災害の警報など聞こえたこ

とがない。拡声器があったら便利

（中町、浜平地区、西坂下、八千代

町、筑後町、女性の声がいい。男性

の声は聞こえない）

・駅前の溝に泥が溜まっており、溝が

機能していない

小動物

少子化
●気になるところ

・犬や猫のフンが臭い

・犬、猫のフンが多い

・猫が多い（猫のフンも）

・野良猫が多い○良いところ

・中心地のわりに子ども達が素直

●気になるところ

・子どもが少ない（3）

・学校選択制があるため、児童が少

ない（西坂小）

その他

・野良猫が多いところ、玄関も開けられません

・猫が多く臭いで困っています

・公園道路に犬などのフンがよくある

・猫のエサやりに困っている

・野良猫にエサをやる人がいる（西坂地区、地区外からも）（2）

・ゴミの収集の時、区別ができていない。犬のフンが道に始

末をしないでそのままある

・犬のフンをそのままにしていく人が多い。又、フンを入れ

たビニール袋をゴミステーションに放り込んである

●気になるところ

・西部ガスの球形タンクに絵を入れてほ

しい（例：あじさい）

４




