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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） 

第１回で出た仁田南部の「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、「坂の町で高齢

者の買い物、ゴミ出しが大変」、「学校選択制により子どもが

どこの学校に通っているかわからない」、「自治会行事への参

加者が限られている」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。 
 

仁田南部の「気になるところ」の問題解決策を考えよう！ 
第２回

仁田南部のまちづくりのキャッチフレーズを考えよう！ 

続いて、仁田南部のいいところ、これからめざす仁田南部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ました。 

参加されたみなさまの仁田南部を今よりもさらに“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、本当にありがとうございました。 

 

※ 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。 

後にグループごとにリーダーが問題解決策

とキャッチフレーズを発表しました。 

多数決でキャッチフレーズをひとつに絞り込

みました。 

２グループのキャッチフレーズに決定です。 

仁田南部地区 福祉のまちづくり

やってみゅ～で・わがまち座談会 

平成 25 年 6 月 15 日（土）と平成 25 年 7 月 6 日（土）の 2 回にわたり、

南が丘・南・八景公民館で、「やってみゅ～で・わがまち座談会（※）」が開催さ

れました。自治会、民生委員などの関係者のみなさん約 40 名が参加し、仁田南

部の問題点等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」「仁田南部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。 

第１回 
仁田南部の「いいところ」と「気になるところ」を 

出し合いましょう！ 

５つのグループごとに仁田南部の「いいところ」を黄色の付箋紙に、「気になるところ」

を青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

貼り、 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 

≪主ないいところ≫ 

・子どもがよくあいさつをしてくれる 

・景色が良い（三大夜景、花火がよく見える） 

・自治会役員、民生委員が活発に活動している 

・古紙回収に力を入れている 

・避難訓練、防火訓練をしている 

 

≪主な気になるところ≫ 

・独居の高齢者が多い  

・空き家が多くなってきて危険 

・自治会未加入、高齢化による自治会脱会 

・ゴミ出しのマナーが悪い 

・防犯、防災に対し危機意識を持ってほしい 

 

いいところも気になるところも 

たくさん意見が出てきました。 

※ 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。 

第１回

知恵を出し合えば、いろいろ

なアイデアが出てきます。 

 ☆ゴミステーションに荒れている写真と、整理されている写真を貼る。 

⇒ゴミを出す人のマナー向上につながりそうないいアイデアですね！ 

   このアイデアなら地域のみんなで協力しあえば解決できるかも！ 

☆「ゴミ出しのマナーが悪い」という問題については、次のようなアイデア

が出てきました。 

☆「防災の集会などに多数の人に参加してほしい」という問題については、

次のようなアイデアが出てきました。 

☆避難訓練などを実施して町内の実態を把握する 

☆防災マップの作成を町単位で行う 

⇒日頃からの備えと地域での助け合いが大切ですね。 

 

見晴らし良し 

 思いやり 助け合い良し 

     仁田南部！ 



   

やってみゅ～で・わがまち座談会 仁田南部地区 （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 

・週２回グラウンドゴルフをしている 

 

・子どもたちの元気なあいさつが地域の宝 

・子どもがよくあいさつをしてくれる 

・子どもがあいさつをするようになった 

・子どもたちがおはよう、こんにちはなど声を掛ける。 

・小中学生のあいさつが気持ち良い 

 

・大浦中学校下の横断歩道に立ち、毎朝子ども達の安全を守ってくれる方がいる。 

・愛情を持って子どもをしかっている 

 

・若い人の入町 

・ウェルカムの町 

・高齢者及び障害者対策   

・独居の高齢者が多い（3 件） 

・老夫婦、独居老人が多い 

・高齢者が多く、年々いろんな面で大変になると思う。 

・これからますます高齢化が進み、これからどうなるのか。 

・高齢者の集まる場所がない 

・ある一人暮らしの方の家の中がゴミの山、雨漏り 

 

・子どもが減っている   

・子どもが少ない（2 件） 

・児童が少ない。これからの町づくりに不安。 

・子どもの数が少ないのでいろんなイベントをやっていても少し張り合いがない 

・子どもが少なく、子ども会の存在すら危なくなっている。 

・子ども会の会員が少なく、本年度は活動できなくなった。 

・子ども会が今年から運営できなくなった（学校選択制で小学校がバラバラで保護者の連携

ができにくくなった） 

・学校選択制のせいか子ども会（育成会）の存続が難しい 

 

・学校選択制で同じ町内でいろいろな小中学校に行っている 

・南部で学校が三分化されている。自由選択制。 

・学校選択制により、子どもがどこの学校に通っているかわからない。 

・小学校、中学校の統廃合問題（クラブ・地域の分断） 

・小学校、中学校の合併話は本当か。 

・小学校までが遠い（星取） 

 

・学童の下校時、見守り活動の継続をしてほしい。 

・子どもの遊び場所が少ない 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 仁田南部地区 （1 回目の集約結果） 

＜居住環境＞ №1 

いいところ 気になるところ 

・景色が良い 

・見晴らしが良い（八景町） 

・景色が良い（孫たちが花火を見に来る） 

・稲佐山、長崎港が見渡せる良い地区 

・どんの山公園からの眺めが良い 

・草木が茂っているが、どんの山はいいところ。 

・見晴らしがいいので長崎港の花火が居間で寝っころがって楽しめる 

・花火がよく見える 

 

・長崎三大夜景のひとつ。活用を考えたい。 

・三大夜景を自分たちの観光資源として考えることができるのではないか 

 

・空気がきれい 

・星取町は山の上で空気がよく住むのには一番 

・高台に住んでおり、夏は涼しいのでクーラーは使用していない。 

・映画のタイトルじゃないが、「太陽がいっぱい」の所に住んでおり、一日中日当たりが良く、

夜具干しには大変良い。 

・夜静かで良い 

・自然を感じられる 

・緑が多く気持ちいい 

・まだ緑が残っているのでホッとする 

 

・わがまちの名所旧跡 どんの山、合戦場、星取山 

・防空壕など多くの平和遺産がある 

・唐八景は空気が良いし、景色がすばらしい。 

・唐八景のハタ揚げの時には、歩いて登れるので良い。 

・唐八景に近く散歩、ジョギングが身近にできる。 

 

・近所にローソンができた 

 

・階段が多い  ・坂道の階段をできれば低くしてほしい 

・長崎は坂の町と言われているが、階段が多くて困っている。家まで約 40 段。緊急時、急

病時の事を考えると大変不安。（高丘１丁目） 

・坂、階段が多く、高齢になると歩くのがきつくなってくる。 

・坂道で歳とともにきつくなった  ・坂の町で高齢者の買い物、ゴミ出しが大変。 

・階段が多い。バイクでも家まで行けない。50 段ある。坂の街長崎。 

・車が家の近くまで入らない  ・車の横付けができず歩くのが大変 

・緊急時に救急車が入りにくい所がある  ・斜面地で車が入らない 

・バスから降りたあと、家までの道（階段・上り坂）が大変。  ・石段の段差がある 

・手摺りの両側設置のお願い  ・手摺りが片側しかない 

・坂の上り下りで足が痛い人のためにちょっと休みをするイスを備えてほしい（星取地区）

・ゴミ出しが大変  ・高齢者のゴミ出しが大変 

・雪が降ったら歩きづらいところが多くある  ・雪降りの凍結 

 

・道路整備がなかなか進まない  ・丸尾神社バス停～大平橋の道はいつ完成するのか 

・道幅が狭い所が多い  ・南ヶ丘の合戦場まで行くのに道が狭くて危ない 

・通学路が狭く車と接触することがあり、雨の日は特に危険（星取） 

・星取地域の子ども達の通学路が何年経っても改善されない 

 

・車の駐車。道路に置かないでほしい。人の迷惑も考えてほしい。 

・大浦中学校裏門に無断駐車が多い 

 

・年寄りと空き家が多くなっている   

・空き家が多くなってきた（2 件）  ・荒れた空き家が多い 

・空き家が多く草などが気になる。市の方で良く調べてほしい（八景町自治会） 

・道路が狭く車が入らないため空き家が多くなっている 

・空き家も多くなってきている。犯罪・火事の温床になるので危険ではないだろうか。 

・個人所有のアパートが長年無人で危険だが、どうにもならない。 

・高齢者が斜面地から街中へ転出 

・階段が多く不便なため、転出者が多く、周りの世帯数が減り、緊急時に大変不安である。

加齢のため。 

・空き地も多くなってきている。どうすればいいのか悩んでいる。 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 仁田南部地区 （1 回目の集約結果） 

＜居住環境＞ №2 

いいところ 気になるところ 

・ごみのないまち。花いっぱいの楽しいまちづくり。 

・花を育てている人が多くなっている 

・学校のまわりにいろいろな花を植えてあるので、散歩するのが楽しみ。 

・大浦中学校下の花壇がきれい 

 

・ 近、本通りはきれいになった 

・階段を歩きやすいようにするなど配慮されている 

・手摺りのつけ替えをしてもらった（椎の木２丁目） 

・歩道全面に手摺りができたので大変助かっている。子どもたちが車道を歩かなくなった。

 

・階段、坂などが多いがバスの時間は短い単位で来るので利用しやすい。 

・バスが約 10 分毎に通るので交通の便はまあ良い方。バス停まで約 5 分。 

・バス停が近くにあるので、中心部（浜町）へ行きやすい。 

・バス停が近い。本数が多い。 

・バス停 2 ヶ所に老人が時間待ちの時に座れるようにベンチが設置してある 

・南町内の中心に市道が通り、バス停までの距離が割と近い。（全体的に）また、高速道路

のインターまで 5 分程度しかかからず便利。 

・市の中心部までタクシーで５分程度である。近い。 

 

・商店が少ない（3 件）  ・商店街がないため買い物が不便 

・高齢者が買い物をする店がない  ・近くに店がない（星取） 

・高台地区で買い物に不便なため小店（食料品・日用品）があれば助かる（星取） 

・買い物が不便  ・買い物（重い物など）は車がないと大変 

・車が運転できなくなったら買い物はどうするか 

 

・近くに銀行がない（ATM） 

・公民館がない（椎の木第１）  ・集会所がない 

・公民館がなくて困る（椎の木１丁目と２丁目）。共同の分はあるが遠い（集まりをしたくて

もできない） 

・星取は細長い地区で段差（上と下）に分かれているので、公民館の場所が不便である 

・交流センターの利用度が少ない 

 

・斜面地で公共交通機関が少ない  ・夕方バスが混む 

・バスが少ないため、車がない人、高齢者は特に不便（星取） 

・現在、買い物ひとつでもバスを利用しているが、高齢になるとバス利用ができず不安 

・バスが混んでいることが多く、高齢者は大変 

 

・星取に子どもが遊ぶ公園がない   

・南町公園にトイレを設置してほしい 

 

・荒れ畑が多くて困る 

・どんの山の草木を切って見晴らしを良くしてもらいたい 

・八景町の旧交番の向かい側の防火用水の所の草がひどい（老人会作業） 

・通路脇の草が多く、整備されていない。 

 

・鹿、猪が 近出ることが多く、特に猪は夜、帰宅時等怖い。 

 

・信号機の設置を希望する（ショップヤマサキ横） 

 

・道路は自分達の道だと思ってきれいにしてほしい 

・企業（法人）が少ない 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 仁田南部地区 （1 回目の集約結果） 

＜社会参加＞ 

いいところ 気になるところ 

・自治会がしっかりしている地域 

・星取自治会の役員は 35 名（組長 18 名、副部長以上 17 名）で活発に活動している 

・自治会会員が少なくこじんまりとしている 

・自治会で協力し合う体制ができている（廃品回収など） 

・地域の取組みにより自治会の加入者も少しずつ増えてきている 

・自治会を通じて知人が増えた。皆さんあたたかい人達。 

・町内役員に対して住民が意見を出してくれる 

 

・地域のコミュニティがしっかりしている 

・夏祭りで子どもから高齢者までの交流を図っている 

・自治会行事の中で夏祭りは子どもから老人まで多くの町民が参加し親睦を深めている 

・子ども会による「獅子舞」は 20 年以上続くお祭り 

・花いっぱい運動に多くの住民が参加してくれる 

・大浦中学校の土手の草むしりを町内がしてくれている。花いっぱい。 

・草刈りをお願いすると協力的な人が多い 

・毎月 1 回町内の清掃活動を行っている 

 

・近所が皆仲良し 

・隣人同士のトラブルがない 

・隣近所のつながりが強い（おかずのおすそわけなどもあっている） 

・近所の方と花、木をあげたりもらったり。 

・釣った魚、野菜等もらうことが多い 

・採れたての野菜をよくもらうことがある 

・町内で家庭菜園などで近所に配るところ 

 

・地域と地域内の企業との交流を図っている 

 

・民生委員が地域の活動に熱心 

・民生委員がしっかりしている 

 

 

・自治会に未加入者がいる 

・自治会加入率が下り続けており、いろいろやってはいるがどうしたものか。 

・町内（自治会員）の加入が減少している 

・高齢化で自治会を退会する人が多い（2 件） 

・自治会の加入率が低い（活動できないので） 

・自治会加入促進を役所も支援してほしい 

・自治会の役員が不足している 

・自治会活動に参加する壮年、40 代、50 代、60 代の方が少ない 

・星取地区は 75 歳以上の高齢者が 89 名いるが、各種会合に出席する方は一部の限られた

人のみ。いつも欠席する人をいかに参加させるか。 

・自治会役員のなり手がいない（含む民生委員） 

・自治会の活動を含め跡継ぎがおらず、一人何役も持っている人もいる。 

・自治会行事への参加者が限られているので、道で会っても「誰？」という方がいる。 

・自治会と保護者との連携が取れていない 

 

・共働きの人が多いのはわかるが、昔みたいに隣など元気ねとか家などに話でも寄る事が少

ない様な気がする。 

・表札がなく誰が住んでいるかわからない家がある 

・住んでいる人の名前が全員わかるわけではない 

・町内に入ってないので近くでも名前もわからない 

 

・人が外に出てこないようだ 

 

・親があいさつをしない 

 

・スポーツ施設、娯楽施設がない。ふれあう場の必要。 

・飲み屋がない（立ち飲み屋） 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 仁田南部地区 （1 回目の集約結果） 

＜環境衛生＞ 

いいところ 気になるところ 

・ゴミの出し方などルールが守られている 

・ゴミ出しのマナーが割と良い 

 

・リサイクル推進員が熱心で模範になると思う 

・古紙回収に力を入れている 

・廃品回収をやっている（子ども会、老人会、クリスマス会などのため） 

 

 

 

 

 

・ゴミ出しのマナーが悪い（2 件） 

・ゴミ出し日のマナーを守ってほしい。搬出後その日または翌日には出してある。 

・ゴミを他地区から持ち込んで捨てていく 

・八景町自治会ゴミ出しのマナーを守ってほしい。毎日出している人がいる。 

・生ゴミがゴミ入れのカゴに山のように置いてあり、猫やカラスのエサ場になり、道にはみ

出ている。 

・ゴミ出しの良い場所と悪い場所。よその町内から持って来る所がある。 

・南が丘町（峠）のゴミステーションは囲いがなくカラスが荒らす。（他の地域の人が車で持

ってくる） 

・テレビ等大型ゴミのステーション放置が目立つ 

・山の中にゴミが捨ててある。粗大ゴミ（星取） 

・星取地区は山間部であるため、粗大ゴミ等の不法投棄が目立つ。 

・道路にポイ捨てのゴミが目立つ。ゴミ籠のセッティングをしてほしい。 

・道路にゴミ捨てが多い 

 

・昔は子ども会で故紙回収をやっていたが、今はやっていない。 

 

・道路端に２ヶ所しかゴミステーションがなく、高齢者にとって不便 

・ゴミステーションが遠い（高齢者がゴミ出しに苦労している） 

・お年寄りが多いので斜面地の昇り降りが大変です。特にゴミ出しの時は重みが加わってな

おさら。 

・ゴミ出しも下まで持って行くのが大変 

・八景町は坂が多くゴミの出し方を市もよく見て検討してほしい 

 

・飼い主（犬の）のマナーが悪い  ・道路に犬のフンが落ちている 

・野良猫のフンが多い。夏は臭いがきつい。 

・野良猫に餌を与えないでほしい。便が臭い。 

・野良猫がとても多くフン公害で迷惑だ  ・猫のフンで近隣の方が困っている 

 

・空き家が多く野良猫の住み家になって子猫が増えて困っている 

 

・市の所有地の草刈りができていない 

・市ができていない箇所を自治会長が代わりにしている 

 ５



やってみゅ～で・わがまち座談会 仁田南部地区 （1 回目の集約結果） 

＜防犯・防災＞ 

いいところ 気になるところ 

・防災意識は高くなりつつある（椎の木第１） 

 

・避難訓練などいち早く実行 

・毎年防火訓練をしている 

・自治会長が防災リーダーで率先して訓練等を誘導している 

 

・防犯・防災マップの作成 

 

・大浦中学校が近いので避難する時間が短くてすむ 

・小さい町内だが会長をはじめ役員の面倒見が良い。風雨などの時の見回りとか。老人宅な

ど特に。 

 

・防犯、防災に関し住民に危機意識を持ってほしい。 

・防災などの集会など多数の人が参加してほしい。他人事ではない。家族、自分のため。 

・町内であまり人の姿を見かけないので防災・防犯面が不安（いざという時） 

・町内の災害上の危険箇所の実態把握ができていない  ・避難場所の確認 

・近くに消化栓があるが万が一の時、消防車が入れないのが心配。 

・老人が多いので災害時心配  ・車いすなど困難 

 

・がけ崩れなど危険箇所がある  ・がけ崩れの安全対策（椎の木第２） 

・宅地の地すべり   

・高台で風あたりが強い（台風など） 

 

・防災無線が聞きづらい 

・南八景公民館に災害時の避難場所として十分な設備をお願いしたい 

・公民館に AED を設置してほしい 

 

・夜道が暗い（歩道）（2 件） 

・南が丘交番が廃止になり、大きな事件は発生していないが、警察官の姿を見る事がめっき

り減り不安だ。 

・交通マナーが悪い（道路を横切る人が多い） 

・通学路の危険箇所がある（あたご自動車学校～交流センター間） 

・孤独死の現場を目撃した 

・一人暮らしの方の家の戸が開いてなかったら注意 

・空き家が多い。地域の見守り、支え合いは少ない。 

 

 

＜その他＞ 

いいところ 気になるところ 

・町名が長崎で一番暖かい街だと思う。文字通りの町になりたい。（南町） 

・意見を市役所に言うとそれなりの成果が出る 

 

 

  

 ６



 

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

話し合う分野  ＜環境衛生＞ 

検討する課題 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 

 

 

ゴミ出しのマナーが

悪い 

 

 

 

 

 

・全員が当番でゴミステーションに立つ 

 ※リサイクル推進員だけに頼らない 

 ※現状がわかる→各自気付く 

・ゴミ出し日にもし可能であれば交代で当番を決めてチェックする 

・ゴミ出しマナー対策。あらゆる機会を通じて繰り返し啓発活動を実施するしか

ない。 

・ステーションの荒れている写真、整理されている写真を貼る 

・ポイ捨てを守ること。故紙回収をしてほしい。元は八景町子ども会でしていた。

 

 

 

・ゴミ出しマナーに対する啓発用チラシを全戸に配付する。 

 （全戸に配布するので市で準備してほしい） 

・ゴミステーションの小規模（カゴ）等を設置する。各班等が管理する。

・ゴミ出しの日に行政より各ステーションに係を出して守らせる 

・ゴミ袋を無料化に戻して、市と自治会が一体化し、マナーを守らせる。

・不法投棄が多い場所に目立つ看板を立てる 

・民間委託業者の対応に問題あり 

 

 

 

犬猫のフン問題 

 

 

 

 

 

 

・野良猫には絶対エサを与えない 

・野良猫にエサを与えないように、フンは持ち帰るように自治会の回覧板などで

みなさんに徹底させる 

・飼い主（犬の）マナー改善策として目撃した人が必ず注意する 

・フンのマナーが悪い飼い主を見かけたら、勇気を持って声をかける 

 

・フンをそのままにした人に罰金を取る 

・犬・猫等ペットすべてを登録化して、行政と自治会によりマナーを守ら

せる。 

 ７



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

話し合う分野 ＜居住環境＞ 

検討する課題 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 

 

 

年寄りと空き家が多

くなっている 

 

 

 

 

 

 

・子どもと同居をすすめて独居老人世帯を減らす 

・更地になったら花を自治会などで植えるなどするとよい 

・一人暮らしのお年寄りマップを作る 

 

 

 

・家主に古い家の解体を促進してもらう 

・空き家と空き地の管理に対して、行政（県・市）の指導をきめ細やかに

してほしい。 

・空き家を老人達のいこいの場所などに利用する（公民館まで遠いので大

変） 

・空き家の活用（大家との調整な難しいだろうが…） 

 

 

坂の町で高齢者の買

い物、ゴミ出しが大変 

 

 

 

 

 

・ゴミステーションを増やしてもらいたいが、設置場所の選定が難しいことやリ

サイクル委員（管理する人）をどうするかが課題である 

・もう少し近いところにゴミステーションを設置する（一つ一つのステーション

が遠い） 

・知り合いの人が大きな買い物（トイレットパーパーなど）で困っている人がい

たので私がバイクで家の玄関まで運んだ 

・声をかけて元気な人がそうでない人（持っていけない人）のゴミ出しを支援す

る 

・ゴミ出しなど市の事業を利用する（制度があることを教えてあげる） 

 

 

 

・生鮮のものなどを売ってくれる移動販売等があればよい 

 ８

 

・空き家の場所を家主と相談して商店を募集。安くで貸しても

らう。無人の野菜販売所でも 



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

話し合う分野 ＜防犯・防災＞ 

検討する課題 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 

 

防災などの集会など

多数の人が参加して

ほしい。 

他人事ではない。 

家族、自分のため。 

 

 

 

 

・避難訓練などを実行して町内の実態を把握したい 

・災害のシュミレーション 

・防災マップの作成を町単位で行う 

・小学生・中学生への教育 

・広報を末端まで行き渡るようにする 

・町単位の防災促進 

・まず隣に声を掛けて誘う 

・一人ずつ面倒だけど呼び掛ける 

・婦人防火クラブの活動  

  ○定期的に集合している 

  ○月１回ゴミ缶を拾っている 

  ○輪づくり（民謡など） 

・まず家庭で話し合いをして防災用品もそろえる 

  

 

・行政に望むこと：自分たちでできることを整理 

 

災害時の避難場所と

して十分な設備をお

願いしたい。 

AED を設置してほし

い。 

 

 

 

 

・避難生活のための生活資材の確保 

・不用の毛布などを公民館にプールし、災害に役立てる 

・電気・水・ガスなど止まった時の対応。井戸の確認。石油ストーブの確保。 

・市民防災リーダーの資格を多くの人に受講してほしい 

・実際に避難場所まで歩いてみるなど。歩けない人の確認 

・避難場所（建物）では市有の施設は問題ないと思うが、県の施設の場合、管理

者の意志での避難場所として活用を明確にしてほしい。早めの確認 

 

 

 

 

・災害時の避難場所として、南高校が利用できるよう行政が学校との交渉

を確立してほしい。 

・AED を設置してほしい 

  ９

 

・災害時の避難場所として設備をお願いしたい 

・避難場所の確定・確認 



やってみゅ～で・わがまち座談会 仁田南部地区 （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＞ 

検討する課題 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 

 

 

高齢化が進み、老夫

婦・独居老人が多い。

今後が不安 

 

 

 

 

・近所の人に気を付けておいてもらう 

・近所同士で声かけする 

・近所の人に声をかけ、極力協力してもらう 

・昔は当番で各家でお茶を飲んでいた 

・江戸時代の五人組をつくる 

・老人会をつくる 

・集まる場所がなく、外に出ることがないので集まる場所をつくる（2 件） 

・ほかの地区の活動に参加する 

・ほかの地区の老人会を参考にする 

・会員は集まりが多く会話が多くなる（会員を増やす） 

・階段が多く、買い物・通院等に苦痛を感じることが多いため、対策が必要とは

思われるが判断が難しい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校選択制により子

どもがどこの学校に

通っているかわから

ない 

 

 

 

 

 

  

・子ども会とのふれあいの場をつくる 

・南町は老人会のグラウンドゴルフに子どもも参加する 

・椎の木町はクリスマス会に高齢者と子どもも参加している 

・老人と子どもが年末にもちつき大会に参加している 

 （椎の木第２自治会） 

・校区を取り払い子ども会をつくる 

・子どもに会ったらあいさつしてやる 

・高齢者のみで子どもの選択制は考えが及ばない 
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・ふれあい健康まつりをさらに活発にする 



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

話し合う分野 ＜社会参加＞ 

検討する課題 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 

 

 

自治会に未加入者が

いる 

 

 

 

 

 

・役員で加入のお願いに行く 

・自治会のメリットをつくる 

・未加入者に活動内容を知らせる工夫が必要 

・自治会が何をやっているか知らせる 

・自治会活動の成果を知らせる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治会行事への参加

者が限られている 

 

 

 

 

 

・地域行事への参加呼びかけ。直接声をかける 

・役員でない人に声かけする工夫 

・高齢者も呼び掛ける 

・昔参加した人は行事に来るようにする 

・気楽に行ける雰囲気をつくる 

・行事をねばり強く続ける 

・親睦の意味を啓発する 

・７町連合の祭りのくじの商品を豪華にする 
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・転勤があるので町内会に入れないと言われる 

 

・広報活動をしっかりやる 


