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平成22年８月１８日（水）、西坂つどいセンターで、 

３３人の方にご参加いただき、第２回目の 

「やってみゅ～で・わがまち座談会」が開催されました。 

第 1 回目と同様に和気あいあいとした雰囲気の中にも、

熱心な意見、真剣なまなざしがあちこちに見受けられ、 

活発なグループ討議が行われました。 

西坂地区

 
第２回 

【「やってみゅ～で・わがまち座談会」を開催する理由】 

前回、グループごとに「地域の良いところ」と「気になるところ」

を出し合いました。今回はその中から、特に「気になるところ」を

３つずつ選びました。放置自転車、ゴミ出しのマナー、近所との交

流がない等、日頃、気がかりに思うことが挙げられていました。 

気になる課題を３つ選んでみよう！ 
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

前回出された意見を掘り下げてみよう！ 

「気になるところ」を放っておくと、どんな“問題”が起きるだろう？
み
ん
な
で
一
生
懸
命
考
え
ま
し
た
。 

「
何
が
あ
る
か
な
？
」 

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） 

解決策の中でも特に 

「オススメ解決策」が

紹介されました！ 

実際に起きている問題や、今後起こるかもしれない 

問題を、解決したり防いだりするためにはどんな方法

があるのだろう・・・。 

参加者は、いろんなアイデアを緑色の付せん紙に書き

出し、それを発表していきました。 

そして、出てきた解決策を 

「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」 

に分類しました。 
 
※出された意見は、内面（次ページ以降） 
に掲載しています。 

次に、３つの課題から、どんな“問題”

が起きているのか。また、そのまま放っ

ておくと、これからどんな“問題”が起

きるのかを考えました。 

参加者は、思いつく“問題”を青色の付

せん紙に書き出し、自分の意見を発表し

あいました。 

班 

班 

班 

ステップ ２ 

ちょっと エアコンが効かなくなるハプニングもありましたが・・・（*о*） 

地域のみんなで考えると、良いアイデアが次々と出てくるんだね！ 

出された意見を 掘り下げてみよう！ ～問題の解決策を考えよう！ステップ ３ 

すっかり仲良しの 

皆さん（＾▼＾） 

 

時折、大爆笑で 

盛り上がることも！ 
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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．放置自転車、バイクが

増えている  

 

 

 

 

 

 

・放置自転車、バイクにより歩道を占領され、年寄りや子どもの危険度

が高い ○今  

・駐輪場が少ない ○今  

・放置バイク、自転車は交番との連携が問題では ○未  

・自転車バイクが増えると歩く人が歩きづらい（危険） ○今  

・歩道は駐輪場ではないので、構造上歩行困難となる。また、夜間は暗

く見えにくいため、歩道に自転車等があっても気付きにくく、怪我を

する可能性がある ○今  

・長くそのままにしておくと、所有者が分からなくなり捨てられなくな

る ○今○未  

・火災の時、消防団員がホースを運ぶのに時間がかかる ○今○未  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・駐輪場を作る（それ以外は取り締まる）

・駐輪場を設置できない所には駐輪禁止

の掲示をし、道路維持課でペナルティ

をとる（納入させる） 

・ポールなどを置き、放置スペースをな

くす 

・張り紙をして期限付き（例えば１ヶ月）

で市が処理する 

・自治会では対応できないので警察も介

入してほしい 

 

２． 坂道に休憩用のイスを

３ヶ所ほしい 

・坂道へのイスの設置は自治会？役所がしてくださるのか？ ○今  

・休憩用イスがないと気分が悪くなった時に倒れたり、転んだりしてし

まう ○今  

・坂道の休憩用イスはある程度道幅が必要となります。どのような条件

が必須条件となるか ○未  

・坂道、階段の昇り降りは高齢者にとって体力的にきつい。途中に休憩

できる場所があると助かる ○今  

 

 ・休憩用イスの設置を自治会の集まりの時に議題にあげ、各々の場

所にあった設置方法を検討する 

・たくさんの人に自分の事として考えてもらう 

・学生や子ども会に依頼してイスを作ってもらう（夏休みの宿題） 

・（安全が大切なので）自治会費用でイスを購入し設置する 

・イスを設置する場合、ある程度のスペースが必要となることから、

道幅が確保されている主要道路が対象となる。以前、ホテルからイ

スを寄付してもらったことがある。寄付、もしくは貸与してもらえ

れば… 

 

・イスを役所でつくってほしい 

・坂道に休憩用イスの設置を市の方でお

願いします 

３．自治会活動に協力しな

い人が多い（自治会に

未加入）  

・自治会に入っていない役所勤めの方々がおられる ○今  

・今のうちに若い方にも入会してもらわないと、今後自治会役員になる

方が少なくなってしまう ○未  

・マンション、アパート住民の自治会入会をどのようにするか。市に任

せるのか、自治会で対応するのか ○今  

・住民同士のあいさつがない（無視される）○今 

・自治会の班長（組長）に推薦されるのを拒む方が増える傾向が起こり

ます ○未  

・地域住民としての横のつながりがない ○今  

・自治会の役員になる人が見つからず、この先の自治会運営が不安 ○未  

・自治会加入が少ないと交流が減り、町の活気がなくなる ○未  

・若い人が地域のことを考える機会がない ○今  

・自治会加入が少ないと、住んでいる人が分からず安心できない（不安）

○今 

・自治会活動に加わる事で近隣の人が知り合い、防犯につながる ○未  

 ・ごみ袋を自治会経由で渡す 

・ごみ袋を自治会で購入するようにする（時津町のように） 

・新しい建物ができる時に自治会への説明会があれば、自治会から

自治会加入を申し入れる 

・マンションであれば、管理組合の総会において加入を求める 

・自治会員を増やす方策として、アパートの経営者が入居者に入居

条件として自治会に入る事を誓約書に記入させる 

・不動産会社にお願いして契約時に入会してもらう 

・自治会運営については若い人だけではなく、中年、退職された方

なども良いかな･･･と 

・近隣と協力し合うためにも、自治会加入の呼びかけをする 

 

・市によって強制的に入会させる 

・町費を役所で集める！町費を納めるの

が面倒  

 

・設置されている他の自治会の会長へ聞きに行っては!! 

・バイクが置けないように花壇を作る 
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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．ごみ出しマナーが悪い  

 

 

 

 

 

 

・分別がきちんとできていない（２） ○今  

・マナーを守らない人が増えると近所迷惑

になる ○今○未  

・県営バスターミナル横は町内以外からの

ごみの持ち込みが多い ○今  

・町外から車でごみを捨てている。夜中に

ごみを投げ捨てている（２）○今 

・指定日を守らない 

・時間を守らない 

・前日夜中のごみ出しならまだしも、もっ

と前に出しており、雨が降った時には処

理したくないほど汚い ○今  

・ごみ出し日を守らないと、他人が真似し

て捨てる ○未  

・ますますマナーが悪くなりごみが増える 

○未  

・悪臭・衛生面の悪化 ○今  

・衛生上の公害が生じる ○未  

・蓋が壊され、開いた状態のごみ箱にご

みを置くので、猫、カラスにつつかれ

る ○今  

・ごみ出しのマナーが悪いと猫やカラス

等が袋を破り、汚くする ○今  

・猫・カラス等が袋を破り、異臭が発生

する ○未  

・アパート住まいで独身、外国人のマナ

ーが悪い ○今  

・ワンルームマンションの住人が多く、

引っ越しの時、大量にごみを捨てて出

て行く ○今  

・ごみ箱のネットが壊れたところは修理

が必要である ○今○未  

・ごみ出しを手伝う

（一人でごみを出

せない人に対し

て） 

・自治会の会議・広報などでマナー厳守を徹底

して行う 

・早朝に立ち会う（リサイクル推進員） 

 

  

・違反者に罰則を。これ以外にはな

い 

・ごみ出しマナーの悪い人に罰則を

設ける 

・不法投棄の見張りを行う。一日中

は困難なので、強力な罰則また

は、警察の取り締まり・違反で検

挙できる法を制定する 

・ごみ袋に住所を書かせる 

２．空家・空地が多くなってき

ている  

 

 

 

 

・雑草が繁って不衛生、環境が悪い ○今  

・草が繁って環境が悪い ○今  

・空家が野良猫の住み家になっている ○今  

・空地が雑草に覆われ、猫の住処になって

いる ○今  

・空家・空地が多いと環境が悪い ○今  

・空地の雑草が蚊の発生源になっている 

○今  

・地主による定期的な除草がなされていな

い ○今  

・空家のため、台風などの際に物が飛ん

でも責任者が不在 ○今  

・ごみの投げ捨てが発生する ○今  

・空き巣が入りやすい ○未  

・空家へ不審者等が侵入したら犯罪のも

とになる ○未  

・空家・空地が多くなると犯罪が増える

○未 

・空家などが多いと犯罪などが増えるた

め、高齢者の一人暮らしでは不安にな

る ○今  

 ・空家・空地の所有者の連絡先を自治会で確認

しておく 

・空家・空地の地主と積極的に話し合う 

・防犯パトロールを行う 

・持ち主の氏名と連絡先の看板をその敷地内に

立てる 

 

・空地や空家を利用し、進入道路の

建設を促進する 

・地主、家主への不満は、近隣の人

は言いにくいので、市などに立ち

入ってほしい 

・持ち主と役所と不動産屋との話し

合いの場をつくる 

・地主、家主がルールを守るような

強力な罰則を制定する 

・役所で持ち主に連絡して対処して

ほしい 

３． 野良猫が多い。エサをやる

人がいる 

・エサをやっている人を２人見るが、日課

にしているようなので誰に解決しても

らうか考えてしまう ○今  

・野良猫が多いと環境が悪くなる ○今  

・猫にもテリトリーがあり、二十六聖人に

は１０匹近くいる ○今  

・ごみを漁るので、悪臭がする ○今   

・野良猫が多いと町全体の環境が悪く汚い

街になる ○未  

・猫からうつる皮膚病など、遊びに来る園

児らの病気が心配 ○今  

・土や草の中に糞をして臭く、また、観

光客や公園に来た人が芝生に座れな

い ○今  

・エサをやる人がいるので野良猫が増え

る。人の敷地や路上のフン公害発生

○今 

・野良猫がゼロになることはないが、エ

サをやる人がいる以上少なくならな

いと思う ○今  

・エサ、水の容器などがそのまま残され

ている ○今  

 ・公園でエサをやる人を公表するなどして、エ

サをやらないよう啓発活動をする 

 

・公園でエサをやる人に対する罰則

制度を設ける 

・野良猫をこれ以上増やさないた

め、去勢料を公費負担にする 

・掲示板を大きくつくる（公園法で

規定する） 

・野良猫をつかまえて１週間保護し、飼い

主がいなければ安楽死させる 

・分別のルール（市作成パンフレット

「長崎市のごみの分け方」）をマン

ションに配布する 

・ポスターや回覧板を使った啓発 



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．近所との交流がない。あい

さつしても無視される  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ちょっと困ったときに頼める人がいない ○今  

・空き巣に遭っても気付かない ○今  

・高齢者など困ったときに支援をお願いできず、孤独死

が起こる可能性がある ○未  

・育児相談もできない ○今  

・孤独死 ○未  

・空家等のガス漏れ発生 ○今  

・空家に見知らぬ人がいても気付かない。火災など ○今○未  

・家族や緊急時の連絡先が分からず、緊急時にどこに連

絡していいのか分からず困る ○今  

・私の自治会は昨年諏訪神社の年番町にあたっていた。

小学生がいる家庭より要請がありくんちへの参加が実

現した。先日マンションでその母親とエレベーター内

で出くわした。あいさつしようとしたらいきなり背を

むけられショックを受けた。ちなみにその子どもにも

あいさつをするが、いつも無視されている ○今  

・あいさつを自分自身からする 

・まずは両隣の人に声かけ、あいさつするように

する 

・空き巣が入らないようにするには近隣の方に一

声かける 

・民生委員の見守り（孤独死を防ぐため） 

・こちらからあいさつをするように根気強く努め

る 

・話す事 

・笑顔で接する事 

・（他人を変えるのではなく）自分が変わる事 

・自治会主催でイベントを実施

し、顔見知りになるきっかけを

つくる 

・地域の中で積極的にいろんな事

（自治会、老人会、その他）で

かかわっていき、絆を深めて行

く事が必要 

・あいさつは勿論の事、嫌な人も

いますが、どんな人にもまず自

分が勇気を持って声かけをす

る 

 

 

 

・地域に居住している市の職員に行事などに参

加してほしい 

・自治会加入の義務化 

 

２．市からの災害の警報が聞こ

えない  

 

 

 

 

・災害時に避難が遅れる ○今  

・防災無線が聞こえないという事は「避難」が遅くなり

危ない！○未  

・一人暮らしで耳が聞こえにくい人が多いので災害の場

合守れません。各家庭に防災無線受信機を設置して欲

しい ○未  

 ・防災無線を聞こえないところに設置する 

・アナウンスする人は声の通る女性がよいので、

人選方法を考える？ 

・防災無線のアンケートを行う（聞こえる、聞

こえない） 

・整備計画を立てる 

・全市一斉にアナウンステストをして調査する

・テストアナウンスして拡声器の設置を増やす

３．マナーの問題（ごみ、犬猫

フン）  

・猫のエサやり問題 小動物が好きな人と嫌いな人との

争いが始まる ○今  

・他人の敷地に猫の死骸があったり、子猫が産まれたり

している ○今  

・ごみ出しのマナーがなっていない。衛生の指導員が説

明してもなかなか守ってもらえない ○今  

・留学生のごみ出し（生活）マナーが悪い ○今  

・留学生のごみ捨てについて、帰国する時にごみステー

ションに全て置いてある。月一回の区町会（２０区）

の中でよくこの話が持ち上がっている ○今  

・地区外の人が決められていない日にごみを出す ○今  

・町が汚れていく ○未  

・ごみは決められた日に出す（袋を間違えないよ

うに） 

・日頃から町内会や学校のPTA等、色々な活動に

積極的に参加するように心がける 

・他人のことを思いやるような心を忘れない（自

分が逆の立場で嫌な思いをすればしない等） 

・ごみの処理をする後姿で相手の心に変化がある

事を信じる 

・マナーの改善策：無視されても繰り返し呼びか

け、相手に反応がなくても心の変化が出るよう

自らを変える（相手を許す、責めない） 

・エサをやることを責める前に猫の居場所を設

定する 

・猫が多い所は自治会で何らかの

対応をする  

・マナーの問題はご近所同士では

言えないので、自治会等に間に

入ってもらって解決できるよ

うにする 

・飼い猫の首輪を義務化する 

・ごみのマナー：市の広報誌に、スーパー等の

ポリ袋を出さないように「手提げを持って買

物に」の呼びかけを載せる 

・長崎市のごみの分け方を図示したチラシと同

じものを中国語で作成し、学校・寮など留学

生が集まる場所に配ってはどうか 

・留学生の通っている学校などに生活マナーの

チラシなどを配ってもらう 

・外国人向けにマナー講座を行う 
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・警報があったときに隣近所にも

声をかけるよう心がける 

・孤独死対策として、市民課より自治会へ一人暮らし

の情報を提供する。また、地域も情報を提供し、連携

を図る 

 


