
続いて、仁田地区のいいところ、

これからめざす仁田地区のイメー

ジを思い浮かべながら、まちづくり

のキャッチフレーズをグループご

とに考え、多数決で右のとおり決定

しました。 

 

☆近所付き合いを密接にする。 

☆地域、学校など日頃から連携をとれるよう情報共有に努める。 

☆防災器具を中心としたブロック別訓練。  など 

 

仁田地区の「いいところ」と 

「気になるところ」を出し合いましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仁田地区 福福福祉祉祉のののまままちちちづづづくくくりりり   

やややっっってててみみみゅゅゅ～～～ででで・・・わわわがががまままちちち座座座談談談会会会   

 

１回目に出された仁田地区の「気になるところ」について、 

問題点を解決するためのアイデアを話し合いました。 

各グループに割り当てられた分野ごとに、 

「防犯・防災の意識を高めるには」「階段、坂で買い物が多く、 

重い時に困る」「一人暮らしの老人が多い」「隣近所のつきあいが 

あまりない」などのテーマを決め、その解決策を話し合いました。 

出てきた解決策を、「自分や家族、地域でできること」 

と「自分や地域住民だけでは解決が難しいこと」に分類しました。  

 
 

仁田地区の「気になるところ」の問題解決策 を考えよう！ 
２回目

  

仁田地区のまちづくりの「キャッチフレーズ」を考えよう！ 

2回の座談会を通して活発に意見が交わされ、仁田地区を今よりもさらに“よいまち”にし

ていこうという熱意を共有することができました。参加されたみなさまからは、「地域の方と

自分たちの住むまちのことを話し合うことができ有意義だった」「出た意見が本当に実現出来

るのかな？」などの声が聞かれました。 

この座談会で出された意見を次のステップにつなげていきたいものですね。 

※ 出された意見は、７ページから 1１ページに掲載しています。 

≪主ないいところ≫ 
・子どもの見守りについて、小学校や地域が熱心である 

・高齢者ふれあいサロンがあって、元気な高齢者が多い 

・民生委員や自治会など地域へ対する活動が熱心 

・子ども達が地域の方とふれあう機会が多い 

・隣近所とのかかわりが強い 

・防犯、防災の意識が高い  
 
≪主な気になるところ≫ 
・自治会、子ども会後継者がいない 

・子どもが少なく活気がない         ・高齢者が多く、活動が停滞 

・高齢者のゴミ出しが不便       ・商店が少ないので買物が大変  

・路地が多いので火事や不審者が心配  ・空き家が増えて防犯面で心配 

平成 27 年１１月１日（日）と 1１月１４日（土）の 2 回にわたり、仁田・佐古地区

ふれあいセンターで、「やってみゅ～で・わがまち座談会（※）」が開催されました。 

関係者のみなさん延べ６６名が参加し、仁田地区の今と未来
これから

について話し合いました。 

 

 ※「やってみゅ～で・わがまち座談会」を開催する理由 

  地域の人たちが、「地域のいいところをみんなで見つけてのばしていこう」「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」「仁田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”になり、地域の課題を解決できるような 

助け合いや支え合いの取り組みにつながればと思います。 

 

※ 出された意見は、１ページから６ページに掲載しています。 

１回目

  

☆「防犯・防災の意識を高めるには」という問題に対しては、 

次のようなアイデアが出ました。 

 

 
☆次の役員へなりそうな方と常に対話に心がける。 

☆単一自治会では難しいこと→自治会同士で協力。 

☆参加しやすい雰囲気をつくる。  など 

 

 

◇問題解決策の一例◇  

 

① ６グループに分かれ、仁田地区の「いいところ」

を黄色の付箋紙に、「気になるところ」を桃色の

付箋紙にそれぞれ書き出し、自分の意見を発表し

ながら６つの分野※別に模造紙に整理しました。 

②最後にグループ

ごとにリーダーが

発表しました。 

 

※＜６つの分野＞ 

① 高齢者・障がい者・子ども ② 居住環境 ③ 社会参加   

④ 環境衛生 ⑤ 防犯・防災 ⑥ その他 

 

 

☆「自治会の活動について」という問題に対しては、 

次のようなアイデアが出ました。 

 

発行元：長崎市社会福祉協議会（☎095-828-1281）、長崎市福祉総務課（☎095-829-1161） 

決定！ 

 

まずは“楽しいゲーム”で 

なごやかな雰囲気に ＾０^/ 

 

 

 

 



    

やってみゅ～で・わがまち座談会 仁田地区 （1回目の集約結果） 

＜高齢者・障がい者・子ども＞ 

いいところ 気になるところ 

・育成協など子ども環境づくりに熱心。 

・小中の保護者連携はある方。 

・子どもの見守りについて、小学校、地域が熱心である。 

・子ども達の顔をよく知っていて（お互いに）あいさつや行事にともに参加。 

・子育てがしやすい。 

・学校の指導で、子どものあいさつが良くできるようになった。 

・子どもが人なつっこい。 

 

・他地域と比べ地域の参加が多い。 

・高台である為か若い人が少ないが昔から住んでいる人が多いから近隣が仲良し。 

・人間味がある。（情がある） 

・やさしく熱心な方がいる。 

 

・サロンが開催され高齢者の楽しみになっている。 

・高齢者サロンは自治会活動をあてる。 

・高齢者ふれあいサロンがあって、元気な高齢者が多い。 

 

・子どもが少なく活気がない。 

・乳幼児保護者や園との関わり。 

・子どもが少ない。 

・子どもがいない。 

・子供会ない。 

・スクールバスがない。（スクールバスがほしい） 

・小、中学生がすくなくなっている為、話し合う場がない。 

・若い世代が少ない。 

・子ども達のマナーが良くない時がある。（らしい） 

 

・高齢者が多く、活動が停滞。 

・高齢者の援助施設が区域内にない。 

・老人クラブがない。 

・高齢の人が増えている。 

・老人が多い。 

・１人暮らしの老人が多い。 

・高齢化がすすんでいる。 

 

 

 

 

 

１ 



やってみゅ～で・わがまち座談会 仁田地区 （1回目の集約結果） 

＜居住環境＞  

いいところ 気になるところ 

・古い町なので近所のお付き合いが良好で住みやすいです。 ・近所との付き合いが良い。 

・人の温かみがある。・人と人（住民）との交流がまだある。 

・昔の付き合いが残っている。（暮れの火の用心など）  

・隣近所、割合とザックバランの話ができる。 

・隣近所とのかかわりが強い。・隣人同士仲が良い。 

・みんな、あいさつだけはしてます。    ・あいさつがいい。  

・近い所の人たちであいさつができること。 ・互いに声かけ合う。（あいさつなど）（２件） 

・留守宅など何となく気にかけあっている。 ・地域の方が親切。 ・隣の人がやさしい。 

・坂の町ですけど、周りの人達とてもいい人ばかり。（あいさつは必ず） 

・自治会活動の中、広報活動がやり易い。（集合マンションの為、１４階エレベーター付き） 

 

・街の中心地に近い（１０分間で行ける）銀行、買物などが便利。 

・銅座から（飲み屋）歩いて帰れる。（タクシー代がいらない）・歩いて町へ行くのが便利。 

・浜町等買物に便利。 ・スーパーやお店が近いので便利。 ・商店がある。 

・病院が近くに沢山あること。・学校近い。 

・私の住む街は高台にあるけど、花火は見えるし、場所によっては出船入船も見える。 

・花火が見える。・花火が家の２階から見える。・花火が良く見える、眺めがよい。 

・景観が良い。 ・高台で風景が良い。 

・名所が多くある。・静かである。（２件） 

・町の中心に近い。 

 

・車が少ないので事故が少ない。（２件） ・車が町へ入れないので事故がない。 

・乗り合いタクシーが便利。 

・各商店が配達をしてくれる（数少ない）うれしい。 

・階段の途中に休めるベンチがある。 

・通学路が比較的安全である。 

・町中がまとまっている。 

・館内への新しい車道が出来ている。 

・ふれあいセンターがある為、集まる場がある。 

・古い水道管がダメになり、新しくなり道がきれいになった、うれしい。 

・しずかな環境かな、高台の町。 

・景色がいい。 

・交通事故がない。 

・歴史のある物が多い。 

・駐車場が少ない。 ・駐車場がない。 

・道が狭い。（4件） ・歩道が狭い。 

・階段が不便。 ・坂道階段が多い。（７件） 

・階段、坂で、買物が多く重い時に困る。（買物の場合タクシー利用） 

・車道が狭くて困ります。（２件） ・車道が少ない。 

・石段が多く歩行が困難。 ・坂、階段の移動が大変である。 

・学校までの通学路、遠い危ない。・車の横づけができない。 

・道路（車の通る）がないので若い人が住まない。・車が通れない事。（２件） 

・乗り合いタクシーの設置。 

・坂が多い為、買い物が大変、早く乗り合いタクシーが通るとよい。 

・バスが通っていない。 ・斜面昇降の乗り物があれば。 

・階段が多く膝痛となり、マンションに転居してしまう。 

・車が入れない為、足が悪くなると病院行きが大変 

・買物にもタクシーで下まで行かないと不便。 ・街中なのに猿がいる。 

・店が近くにない。 ・店が少ない。 ・店がない。（買い物が不便）（３件） 

・高台住宅で商店が少ない、高齢者の買い物が大変。 ・買い物する所がない。 

・店がなくて不便。 ・コンビニがない。（２件） ・老人になったら住む所じゃない。 

・買物をするところが近くにない。 ・商店が少ないので買物が大変。（２件） 

 

・子どものとび出しが心配。（スピードの出しすぎ） ・子ども達の遊ぶところがない。 

・空いている家がある、若い人が少ない。お店がないのでとても不便。 

・空き家や、廃屋が多くあること。・瓦が落下する恐れがある家がある。 

・木陰が少ない。 

・通学区域が広すぎる。・中学校区が縦に長い。 

・十善地区、道が悪い。 

・広馬場の道路、工事中で通りにくい。 

 

・近所づきあいが、なくなってきている。 

・年々、人が少なくなっている。 

・人と逢うことが少ない。 

・社会ルールを守ってくれない人が増えている。 

・ゴミ出しマナーが良くない。 

 

２
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やってみゅ～で・わがまち座談会 仁田地区 （1回目の集約結果） 

＜社会参加＞ 

いいところ 気になるところ 

・子どもの社会活動参加が多くある。 

・あいさつが良くできる。（大人も子供も） 

・学校行事に参加してくれてありがたい。 

・子ども達が地域の方と、ふれあう機会が多い。 

・育成に協力的な人が多い。 

・学校は協力的である。 

・小学校合同のバザーがある。 

 

・人が良い。 

・いざという時、団結力がある。 

・役員相互の連携は良好。 

・人がいい人ばかり。 

・昔なじみの方が多く、近所づきあいが良い。 

・地蔵祭りがありにぎやか。 

・近所づきあいが密接。 

・民生委員さん、自治会など地域へ対する活動が熱心。  

・行事に参加が多い。 

・地域は熱心に活動している。 

・地蔵堂の管理を世話することで自治会への活動参加ができる。 

 

・サロンがある。 

・サロンに行っている。（ふじの会）たのしい。 

・サロンに少し若い人が参加するようになった。 

・サロンを毎月１回やっていて高齢者が元気になった。 

 

 

・ 

 

・自治会役員の担い手がいない。 

・役員のなり手がない。 

・自治会の役員になりたがらない。 

・自治会、子ども会後継者がいない。 

・自治会活動のほとんどを、決まった役員だけで実施せざるをえない。 

・高齢化の為、次の自治会の役員さんのなり手があるか心配。 

・自治会に加入が少ない。 

・自治会に入らない世帯が多い。 

・町中会に入っていない人が多い。 

・コーポ、マンションの自治会加入率が低い。 

・子ども会が活動していない。 

 

・若い人に住んでもらいたい。 

・若い人が少ない。（２件） 

・若い人が住むと自治会の加入者がもっと増える。 

・若人が住むと子供が増え、街が活性化する、ひいては長崎が活性化する。 

・車の通る道路が出来ると若い人が住み、子供が増える。 

 

・独身者アパートが増えて交流が減ってきた。 

・自治会活動に参加しない高齢者が多くなった。 

・高齢者、若い者はいるが、中年（４０才～６０才）が少なく町内運営が不安。 

  

・若い人は近所の干渉を嫌がる。 

・地区の住民数が少ない。 

・隣近所のつきあいが、あまりない。 

・高齢者が多くなり、若い人が少ない。 

・人を集めるのは難しい、どぎゃんすればよかと。 

・町内のことに対して若い人達が協力ではない。 

 

 

 ３
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やってみゅ～で・わがまち座談会 仁田地区 （1回目の集約結果） 

＜環境衛生＞ 

いいところ 気になるところ 

・自主的に落ち葉など清掃している。 

・自治会内の公園や空き地の清掃、草取りを自治会でしている。 

・ゴミなど、散らかっていない。 

 

・マンション内の犬、猫の管理が良い。 

 

 

 

・業者がごみを捨てていく。（自治会のゴミステーション） 

・道路が狭いので車が通らない。 

・猫が多くフンの始末が大変。 

・猫が多くフンの被害に困っている（２件） 

・のら猫が多くて、フンの始末で皆さん苦労している（２件）。 

・犬猫のフンが多すぎる、汚い。 

・最近、犬のフンが多くて困っている。 

・野良猫が多い、えさやり、フンが多い。 

・猫がたくさんいて困ります。（２件） 

・猫が多い。（２件） 

 

・毎日の食料など買物の店が遠い。 

・買物した後の帰りが大変です。坂道、階段がある 

・買物する所（スーパー）がなく困っている、高齢者等。（３件） 

・車がないと買物が大変。（１日２本、長崎バス） 

 

・空地、空家との連絡がとれなくて困っている。 

・ゴミすてのマナーが悪くなった。 

 

・仁田公園清掃。 

・空き缶、ペットボトル、食い残し箱が多く捨てられている。 

・タバコの投げ捨てが多い。 

 

・高齢者のゴミ出しが不便。 

・大ゴミステーションが遠い。 

 

・車通りが出来る、交通事故に注意。 

・空き地が多く雑草で近くの人、迷惑している。 

・中央公園が問題。（草が生えている） 

・草がすぐ生える。 

 ４
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やってみゅ～で・わがまち座談会 仁田地区 （1回目の集約結果） 

＜防犯・防災＞ 

いいところ 気になるところ 

・防犯、防災の意識が高い。防災訓練の実施。 

・自治会で防火につとめている。 

・年に１回防災訓練をしている。 

・年末に夜警を自治会で行う。（男性、女性、子ども別々に） 

・犯罪が少ない。 

 

・道路が狭いので火災などの時が大変です。 

・防災、消防、救急車。 

・消防車両が入りにくい。 

・消防車が来ない。 

・救急車や消防車が入れる道がない。 

・路地が多いので火事の時、心配。 

・細い道が多く、足元が悪い。 

 

・路地が多く、不審者が心配。 

・夜道が暗くて子供の帰りが心配。 

・街灯が少ない。 

・不審者、声かけが多い。 

 

・空き家が多くなり、灯りがなくなり、防犯の面で心配、不便。 

・古い家が多く、防災への不安がある。（高齢者、道が狭い。） 

・空き家が増えて防犯面に問題あり。 

・空き家が多くなっている。（６件） 

 

・昼間でも人通りが少なく、人と会う回数が少ない。 

・火災が起こると大変。 ・火災が心配。 

・雨が降ると階段が川のようになる。 

・坂や階段が多いので、雨が降ると水がどんどん流れ危ない。 

 

・墓地があるので防犯面が不安。 

 

 ５
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やってみゅ～で・わがまち座談会 仁田地区 （1回目の集約結果） 

＜その他＞ 

いいところ 気になるところ 

・歴史がある。 

・遺族年金でつつましく暮らしています、感謝しています。 

・ヤギがいる。（ハイジ） 

 

・土地の有効利用。（仁田小跡地） 

・私の家の近くを道路計画で、自宅を削られるのが心配。 

・コミュニティバスを通してもらいたい。 

・高齢者になり、８６才後々を考える、さびしくなる、仏壇に灯りをともす。 

・電気、ガス、ストーブ、線香、ローソク、常に注意している。 

・クスノキがなくなった。 

・市役所に相談しても解決してもらえない。 

・長崎には働く企業が少ない。 

・若い人が少ないこと。 

 

 

 

    
６
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やってみゅ～で・わがまち座談会 仁田地区 （２回目：課題解決策）  １ グループ 

話し合う分野  ＜防犯・防災＞ 

検討した課題 自分や家族、地域でできること 自分や地域住民だけでは解決が難しいこと 

防犯・防災の意識を 

高めるには 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・交番による防犯啓発の実施。 

道路環境について 

 

 

 

 

・階段の端に白線を付けてもらいたい。 

市との協働 

・市、街づくり分野による道路環境への対応。 

7
９
３ 

地域ぐるみ 

・近所付き合いを密接にする。 

・地域、学校など日頃から連携をとれるよう 

情報共有に努める。 

・夜間パトロールに皆で参加する。 

・不定期な夜間パトロールをふやす。 

・「火の用心」のカチカチと声かけ。 

家庭・個人 

・帰りの時間を守る。 

・防犯ブザーをもつようにする。 

・街灯代わりに家庭で明かりを（庭）つけている。 

 

防災訓練 

・年に１回消防署等に来てもらい、消防・防災

の訓練を実施。意識の向上等役立つ。 

・防災訓練の定期開催。 

・防災器具を中心としたブロック別訓練。 

（指導は分団・市） 

・定期的に防災・防犯訓練をする。 

・防災訓練に参加していろいろな知識を身につ

ける。 

・防災の事で各町内の人、分団員と話し合う。

１年に何回か？ 

市への要望 

・空き家を更地にしてもらい、道路の役割をしてもらう。 

・雨の日はすべりやすいので、道路に（すべり止め）など。 

・消防車・救急車が通れる様、「市」に働きかけをしてもらう。 



やってみゅ～で・わがまち座談会 仁田地区 （２回目：課題解決策）   ２グループ 

話し合う分野  ＜居住環境＞ 

検討した課題 自分や家族、地域でできること 自分や地域住民だけでは解決が難しいこと 

階段、坂で買い物が多

く、重い時に困る 

 

・配達する店のリストを作り活用する。 

・日用雑貨等を販売している店に配達を可能にしてもらうよう話し合う。 

・移動販売の希望が多ければ、頼めるのでは…。 

 

・エレベーター、エスカレーターの設置。 

・仁田小跡に駐車場、店、老人ホームの集合建物を造ってほしい。 

・近隣にスーパー等出来ればよい。（高台地域） 

・駐車場を増す。 

乗り合いタクシーを

設置したいが 

学校までの通学路、 

遠い、危ない 

・子供達への安全教育。 

・乗り合いタクシーの時間帯を地域で決める。（時間帯をずらす） 

・（高台地）登下校は学生（学童）の利用。その間は一般者（高齢者）、買物時に利

用出来る。 

・定期乗り合いバスを浜の町→仁田小→大中まで。 

・乗り合いタクシー料金の検討。 

 ８
３ 

・市などが中心となり、バス会社・タクシー会社等

と話し合ってほしい。 

・バイクでの配達出来る様に、階段にスロープを作

る。（バイクの配達業者を作る。） 

・朝、夕、乗り合いタクシーを設置してもらう。（学

校の通学時間だけでも） 



やってみゅ～で・わがまち座談会 仁田地区 （２回目：課題解決策）  ３グループ 

話し合う分野  ＜環境衛生＞ 

検討した課題 自分や家族、地域でできること 自分や地域住民だけでは解決が難しいこと 

猫が多くフンの始末

が大変 

・エサ防止チラシを作成し各箇所に貼り出す。 

・ビラ配り、注意を促す。 

・猫にエサをやらない。町民で注意をし合う。清掃をする。 

・エサやりをしない。させない。 

・消石灰をペットボトルに入れ、フンに振りかける。 

・ふんの始末を徹底的にする。 

・愛猫会に連絡をして野良猫を引き取ってもらう。 

・エサを与えないで、与えたらフンの処理をする。 

・猫にエサやりをされているのを始末する。 

・えさやりをしないように注意する。 

・エサやりを絶対させないようにする。 

・チラシ作り。 

・条例にする。 

買物する所（スーパ

ー）がなく困っている 

高齢者等 

 ・移動販売車を配車する。 

・移動販売や配達の便利を増やす。 

・運ぶのが大変。バスを通す。 

・乗り合いタクシーを通す。 

・配達をして貰う。 

・コンビニ、スーパーの誘致活動。 

 ９
３ 



やってみゅ～で・わがまち座談会 仁田地区 （２回目：課題解決策）  ４グループ 

話し合う分野  ＜高齢者・障がい者・子ども＞ 

検討した課題 自分や家族、地域でできること 自分や地域住民だけでは解決が難しいこと 

子どもが少ない 

子どもがいない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・通学で考えると、生徒が少ないうちに遠い所から来ているので、スク

ールバスの運用を考えたい。 

老人が多い 

一人暮らしの老人が

多い 

・老人の知恵を出してもらえる。（古い事を知っている。） 

・高齢者を外出させる為、イベントを企画する。例えば山登り、美術館見る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・階段が多く、高齢者・障がい者に少しでも応援になるように動く歩道

ができれば、何かのたしになる。 

・乗り合いタクシーを通してほしい。 

・駐車場を多くしてほしい。 

・車が通るとなると事故がこわい。通る道がせまく、壁の方にくいつい

て歩く。高齢者だからとくに。 

・道を広くしてほしい。 

・新道の中ほどに大ゴミステーションを作る。 

・掃除、洗濯、炊事しているが、いづれディサービスのお世話になるこ

とでしょう。 

・ディサービスなどの送迎の車ステーション（バス停みたいな所）仁田

小の近くなどに。 

・乗り合いタクシーなどの導入があれば。 
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・車が入って行けない道が多く、若い人、高齢

の人が減っていく。 

・公衆便所を設置してほしい。給水の施設をか

ねて。 



やってみゅ～で・わがまち座談会 仁田地区 （２回目：課題解決策）  ５グループ 

話し合う分野  ＜社会参加＞ 

検討した課題 自分や家族、地域でできること 自分や地域住民だけでは解決が難しいこと 

自治会の活動に 

ついて 

・自治会活動を楽しむ。 

・町内の合同参加イベント。（大人、子供） 

・次の役員へなりそうな方と常に対話に心がける。 

・地域交流の場を増やす。 

・仕事を補完しあう。 

・単一自治会では難しいこと→自治会同士で協力。 

・参加しやすい雰囲気をつくる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・自治会加入の良さを市役所ももっとアピールする。 

 

隣近所のつきあいが

あまりない 

・あいさつをする。 

・声をかけつづける。（あいさつ） 
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・自治会加入のメリットを広報する。 


