
☆若い人を呼び込むために税金を安くする。 

☆NPO等の活動拠点にする。 

☆空き地にプランターを置き、お年寄りの野菜作りに利用する。 など 

佐古地区の「いいところ」と 

「気になるところ」を話し合いましょう！ 

 

空き家や空き地が多い。 

 ・お隣近所のもめごとになる。 ・子どもが勝手に入る。 

・犯罪が起きやすくなる。 

 

ゴミ出しの分別やマナーが悪い。 

 ・観光地のイメージダウン。 ・食べ歩きやポイ捨て。 

 ・誰かがしてくれるだろうと思っている人が多い。 

 

☆分別について外国語のマニュアルを作成する。 

☆学校での教育や不動産業者との協力で周知する。 

☆高齢者もリハビリの一環で掃除を行う。 など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐古地区の「気になるところ」の解決策 を考えましょう！ 佐古地区 

 

2 回の座談会では活発に意見が交わされ、佐古地区を今よりもさらに“よいまち”にしてい

こうという思いを共有することができました。参加された皆さんからは、「地域のことをふり

返る機会になった。」「これからもこのような話し合いの場は必要。」などの声が聞かれました。

佐古地区の未来のために、これからも皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。 

※ 出された意見は、１３ページから２４ページに掲載しています。 

≪主ないいところ≫ 
・交通の便がよく、病院や買い物に便利。  

・大徳寺や唐人屋敷跡など、歴史があるまち。 

・おくんちやランタンなど、まつりやイベントが多い。   

・自治会活動が活発、福祉施設や若い役員の協力がある。   

 

≪主な気になるところ≫ 
・空き家が多い。 ・子どもが少なくなった。 

・犬や猫のフンが多い。 ・ゴミ出しのマナーが悪い。 

・自治会加入率の低下、誰が住んでいるかわからない。 

・道が狭く救急車や消防車が入らない、駐車場が少ない。 

・斜面地で階段が多い。 

 

平成 2９年６月１０日（土）と６月 2４日（土）の 2 回にわたり、長崎バスターミナル

ホテルの会議室にて、「やってみゅ～で・わがまち座談会（※）」が開催されました。 

自治会や民生委員児童委員協議会、育成協など日頃から地域福祉推進のため活動されて

いる皆さん延べ７９名が参加し、佐古地区の今と未来
これから

について話し合われました。 

 

 
※「やってみゅ～で・わがまち座談会」とは 

  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」

「佐古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１２ページに掲載しています。 

１回目

  

 

６グループに分かれ、佐古地区の「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
しながら分野（※）別に整理しました。 

最後にグループで話し合っ

た意見を発表しました。 

 

※ 分野 

■暮らし易さ（利便性・交通） ■環境衛生 ■防犯、防災 

■高齢者  ■子ども ■社会参加（交流・コミュニケーション） 

■その他 

 

発行元：長崎市社会福祉協議会（☎095-828-1281）、長崎市地域ｺﾐｭﾆﾃｨ推進室（☎095-829-1283） 

① 「気になるところ」の理由を具体的に考えよう！ 
 

２回目

  

前回出た「気になるところ」はなぜそうなっているのか、
そのままにしておくことで、どんな“問題”が起きている
のか、またはこれからどんな“問題”が起きるのか…。 
佐古地区の「気になるところ」について、グループごと

に意見を掘り下げてじっくり話し合いました。 

②「気になるところ」の解決策を考えよう！ 

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

か、参加された皆さんで、色々なアイデアを話し合い、最後

に全グループの意見を見て回り、いいと思った解決策には

「いいね！」シールを貼りました。 

 

 

 

 

 

 

話し合いの前には、

ゲームでなごやかな

雰囲気に （＾０^） 

 

気になるところ 

このままだったら？ 

解決策 

気になるところ 

今起こっている問題は？ 

解決策 

１回目にでた意見を

掘り下げてみよう！ 

「気になるところ」の解決策の一例 

 

主催：長崎市社会福祉協議会 佐古支部 



やってみゅ～で・わがまち座談会 佐古地区 （１回目）   

１グループ 

分類項目 いいところ 気になるところ 

① 暮らし易さ 

(利便性･交通)  

・交通の便が良い。（バスが始発・電車の乗り口） 

・遠出しない限り歩いて用が済ませる。 

・街なので病院や買い物がとても便利 

・浜町に近いので便利。 

・ふれあいセンターなどの集合場所が上にあるので、行くのが大変。 

・階段が多くてお年寄りが大変。 

・避難場所が遠いので災害の時が心配。 

・市場がなくなってちょっとした買い物がしにくくなる。 

 

②環境衛生 

・通りが広くなった。 

・歩道が出来て安全。 

・階段が多い町で途中電動手すりがあり良い。 

・ゴミ出し時間の７時に出てくださる。 

・近くに公園もあるので、春は桜、秋は紅葉、緑も多いです。 

・犬や猫のフンが多い。飼い主が取っても、その袋を道端に捨てる 

・カラスの鳴き声が大きいのでやまかしい！ 

・ゴミ出しのマナーが悪い（ゴミ出し日を間違える・前夜から出す） 

・広場は有れど公園が無い。（緑・遊具・緑地） 

・都市計画の結果（駐車場だらけになった・商店が消えて無くなった） 

・通りが広くなったが、並木や緑が無くなった。 

・道路計画により、新地 ― 稲田線が工事中で騒音で迷惑している。 

・観光街なので夜はとてもうるさい。 

③防犯･防災 

・台風など災害の被害がない。（水道・ガス・電気など止まらない） 

・十人町自治会と町内にある社会福祉施設との交流が良い。（防災訓練も行う） 

・此の数十年火災が無い。 

・住民が不審な人にチェックが入りやすい。 

 

・空き家対策で雑草等の処理が出来ていない。 

・空き家がおおくなっている。 

・観光客が家の前を通られるので、戸締りを気にする。 

１ 



④高齢者 

 ・一人暮らしの方が増えている（安否確認） 

・高齢者の一人住まいや、老夫婦になってきているので、火事の心配。 

・認知症の人が多くなってきているので将来のトラブルなどが心配 

 

⑤子ども 

 ・子供が少ないので、お祭りや行事が盛り上がらない（館内くんち） 

・子供が少ないので不安に思う。 

・子供の声が無くなった。 

 

⑥社会参加 

(交流・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ) 

・昔から住んでいる人の顔が見えるのが良い。 

・町内会の役員間の意思疎通が良くできている。 

・夏休みラジオ体操（親父連の体操） 

・朝の買い物途中出合った方々との挨拶が良くされる。 

・神社の祭り（小供の為の祭り）夜店（前夜祭） 

・高齢者が多い町ですが、施設の若い人が行事等に協力してくれる。 

・毎月５日に例会を開催（メンバー：会長、副会長、民生委員、班長、会計） 

・お宮日にかかわっている町なので、踊町の時は町民の交流がとても良い。 

 

・便利な所なので若い人やアパートなどに人の出入りが激しいが、地

元との交流なし。 

・近所の人の顔が見えなくなった。 

・年金の少ない人や保護家庭などが多く、自治会加入が勧めにくい。 

・自治会役員の担い手が少ない。 

・自治会に入るメリットがないので入らない。 

・次の自治会役員に引き受ける人がいない。 

 

⑦その他 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 佐古地区 （１回目）   

２グループ 

分類項目 いいところ 気になるところ 

② 暮らし易さ 

(利便性･交通)  

・道路がきれいになった。 

・交通の便が良い。（浜の町に近い） 

・環境が良い。（静か） 

・病院が近い。 

・繁華街が近い。 

・商店街でありながら人通り、商店の数が少ない。 

・住む人に必要な生活食品が身近に買えない。 

・外国人が営業に結びついていない。 

・坂段が辛い。 

・広い道路が出来上がり、どういう生活環境になるのか心配。 

・信号機の変わるのが時間がかかる。 

・車の逆走が増えた。 

 

②環境衛生 

 ・カラスがゴミを荒らす。 

・野良猫が多い。（猫のフンが多い） 

・銅座川の端に柳が欲しい。 

・ゴミ出しの収集日を守らない。（外国人のゴミの出し方がバラバラ） 

・通りの大きくなった樹木の代採を、要望してもなかなか切ってくれ

ない。 

・広場場地区植樹して欲しい。（照り返しがひどい） 

 

③防犯･防災 

 ・空き地が多い。 

・空き地が何か利用できないか。（多方面に） 
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④高齢者 

 ・年寄りが多い。 

・近所付合いが少ない。（お年寄りが淋しそう） 

・若い人が少ない。 

・もっと若い人が住みたいと思う町にならないか。 

・市内観光地にお年寄りが座れるベンチが無い。 

・道路（車道）が整備されないので、若い人が減少する。 

 

⑤子ども 

 ・仁田、佐古小の進行状況？ 

・子供の遊び場が少ない。 

・子供が遊ぶ公園が少ない。 

・丸山公園はあるのに子供たちの姿を見ることがほとんどない。 

⑥社会参加 

(交流・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ) 

・自治会活動が活発。 

・自治会の方々は良く頑張って一生懸命に地域貢献に感謝です。 

・自治会の人々が顔見知りである。 

・自治会活動に関心が無い。（マンション・一人住まい） 

・町内会に加入される人が減少。 

・以前のように自治会勧誘の為にも、ゴミ袋（赤）を支給してほしい。 

・マンションの増加により隣の人の顔が分からない人が多い。 

⑦その他 

・日本の窓口として文化が入ってきた歴史ある場所である。住んでいる事に幸せ

に思う。 

・住所が明確に表示出来る看板等の設置は？ 

・外国語の道案内出来ないか？ 

・観光案内の表示が解からない。 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 佐古地区 （１回目）   

3 グループ 

分類項目 いいところ 気になるところ 

③ 暮らし易さ 

(利便性･交通)  

・浜の町、銅座が近い。 

・街に近い。 

・買い物がすぐできる。 

・住宅地として静かである。 

・住みやすい。 

・静かな時間帯がある。 

・空気が良い。立地的に恵まれている。 

・住むのは便利。ただし、車が横付けできるところは。 

・交通の利便。 

・大きな病院がある。 

・商店街、市場が少なくなり、買い物が不便。 

・商店街が少なく、生活が不便。 

・階段が多く、町内間の移動がきつい。 

・町内間の動きがきつい。 

・斜面地が多い。 

・駐車の場所がない。 

・出前が不便。 

・横づけできないところが不便。 

・救急車が不便。 

・逆走車が多い。 

②環境衛生 

 ・ゴミ出しが悪い。 

・犬、ネコのふんがたまに目立つ。 

・空き家の増加。 

③防犯･防災 

・防犯・防災で皆が協力してやっている。 ・地域的に夜間、酔っぱらいの声が大きく、多い。 

・保安、防犯、防災上不安が著しい。 
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④高齢者 

・元気の高齢者が多い（足腰が強い）。 ・高齢者が多く、防災が不安。 

・高齢者が坂や階段が多く、外出しづらい。 

・老人化が進展していて若い人が少なくなっている。 

⑤子ども 

・赤ちゃん、子どもを育てやすい。 ・子どもが少ない。 

・若い人が少ない。子どもも。 

 

⑥社会参加 

(交流・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ) 

・住民同士の交流が密である。 

・町内がまとまって行動する。 

・住宅が密接しているから人情面に厚い。 

・地域の伝統・祭の継承（今後は難しくなる・・・） 

・自治会役員に若い人が多い。 

・町外だが、龍衆のお手伝いで助けられている。 

・自治会加入率の低下（担い手の人材不足）。 

・自治会活動の低下。 

・自治会の役員不足。 

・町内の後つぎがいない。 

・役員が少ない。 

・町内会に入ってない人が多いので顔が見えない。 

・町内会に入りたがらない。 

・継承がむずかしくなる。 

・住人間の空間が多いので人情が薄れる。 

・自治会役員に年配者が少ない。 

⑦その他 

・古くからのまちなみが残っている（歴史がある）。 

・歴史ある街で住民も協力的。 

・大徳寺、梅ヶ崎神社と歴史が有る。 

・唐人屋敷跡地があり、観光面に期待感がある。 

・人口減少で活気がない。 

・若い人が住みつかない。 

・一般住民への地域の情報が行き届いていない所がある。 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 佐古地区 （１回目）   

4 グループ 

分類項目 いいところ 気になるところ 

④ 暮らし易さ 

(利便性･交通)  

・交通の便がよい。 

・平地に位置し、コンビニも多く、とても便利。 

・便利すぎる。 

・医療機関が身近にある。 

・公園がある。 

・坂段多いが、眺めがよい。 

・夜、意外と静かである。 

・交通量が多い割には静かで住みやすい。 

・独り暮らしのアパートが多いため出入りの状況がわからない。（西小島１丁

目） 

・階段、狭い路地。 

・道が狭い。 

・傾斜地なので雨天時の階段などきけんな所がある。 

・外灯がたりない。 

・階段に手すりはあるが、スロープがない。 

②環境衛生 

 ・犬、猫のフンが多い。 

・よそから来てネコにえさをまくので困っている。 

・カラスがごみをあらす。 

・地域猫が数多く、掃除など大変。 

③防犯･防災 

・災害が少ない。 ・交通量多くうるさい。 

・道路の整備。交通量が増える？ 

・広馬場道路が整備されたが、進入禁止への迷走が増えて危険。 

・交番が欲しい。 

・観光客が多い。→防犯上？ 

・路地が多い地域なので、こども達の安心安全面で不安。 

・避難所が高台で遠い。 
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④高齢者 

 ・お年寄りがちょっと休むベンチなどが設置できていない。 

⑤子ども 

・学生の通学路にぎやか。 

・遊び場がない。小学校と大音寺くらい。（もともと少ない地域） 

・空き家は少ない。→空き地にならない。 

・子ども達（小中学生）が伸び伸び遊ぶ場所が少ない。（大徳寺はボ

ール禁止） 

⑤ 社会参加 

(交流・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ) 

・祭りがある。 

・くんち、ランタン身近に感じる。 

・中国文化にふれる機会が多い。 

・隣り近所の顔が見え、近しい関係づくりが出来ている。 

・地域の仕事をする人が固定化。 

・人が温かい。 

・障がいのある方への理解がある町。 

・町の活動を毎月行っている。 

・参加していない方が苦情を言う。 

・町費が集まらない。 

・マンションが地域に参加、加入に協力的でない。 

・自治会加入者の減少。 

・自治会等役員を担う方がいない。 

・地域の仕事をする人が固定化。 

・１人いなくなるとコミュニティが止まる。 

⑦その他 

 ・不労者が多い。 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 佐古地区 （１回目）  

 ５グループ 

分類項目 いいところ 気になるところ 

① 暮らし易さ 

(利便性･交通)  

・車がゆっくり走る。 

・階段のため車が通らないので安全である。 

・風情がある。 

・斜面地で人通りが少なく静かである。 

・どこに立ってもいい景色。 

・商店街に近い。 

・買い物、病院（通院）が便利。 

・お店が近くにある。 

・病院が近くにある。 

・便利はよい所だと思います。 

・交通の便が悪い。 

・階段が多い。 

・階段が多く、買い物が大変。 

・駐車場が少ない。 

・子供の遊び場が少ない。 

・車の横付けができない場所が多い。 

・斜面地、階段が多いエリアがある。 

・斜面地で階段が多い。 

・人の通行が少ない。 

② 環境衛生 

 ・アパートが多くごみ出しマナーが悪い。 

・ゴミの分別。 

・タバコなどのポイ捨て。 

・ゴミ出しは大変。 

・猫のフンが多い。 

・猫が多い。 

・猫・犬のマナーが悪い。 

③ 防犯･防災 

 ・防災無線が聞き取れない。 

・道が狭く、救急車や消防車が入らない。 

・災害時の避難場所が遠い。少ない。 

・空き家が見られる。 

・空き家が増える。ネコの宿になる。 
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④ 高齢者 

 ・高齢者が多い。 

・独居者がいる。 

⑤ 子ども 

 ・子供が少ない。 

・子供が少なく活気がない。 

・子どもの声が聞こえない。 

⑥社会参加 

(交流・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ) 

・地域の支援活動が出来ている。 

・自治会が活発である。 

・十人町は仲がいい。 

・近所の人が仲が良い。 

・あいさつをよく交わす。 

・高齢者サロンがある。 

・経験者が多い。 

・いろんな国の方がいる。 

・人を分け隔てない。 

・自治会へ入らない人が増える。 

・自治会役員のなり手がいない。 

・若い人が町内に加入してほしい。 

・隣人の顔が見えない。 

・住んでいる方の情報が入りづらい。 

・控えめな方が多い。（活動に入らない） 

・人の集まれる場所が少ない。 

⑦その他 

・大徳寺跡など歴史の場所がある。 

・町並みに歴史がある。 

・十善会病院がなくなる。 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 佐古地区 （１回目）   

６グループ 

分類項目 いいところ 気になるところ 

① 暮らし易さ 

(利便性･交通)  

・歩いてどこでも行ける。（大波止、駅） 

・バス・電車の交通が良い。 

・買い物に行くのに近くて店の選択が多い。 

・繁華街が近く、買い物に便利。 

・子供の通学に便利。 

・電動手すりがある。（荷物を運びやすい） 

・（お店が近いため）高齢になってもスリッパで近所を回れる。 

 

・同じ佐古地区でも交通の便がいい所と悪い所がある。 

・車道から離れていてさびしい。 

・斜面地が多く、公共交通機関が不十分。 

・公園が少ない。 

・細い道を車・バイクがとばすのでこわい。事故もあり。 

・道が狭いので歩く人はこわい。 

・小学校の登下校に道幅が狭く、危険個所が多い気がします。 

・飲み屋が多く、夜道に子供が通るのが心配。 

・整備された公園があるが、こわそうな人がいて寄れない。 

② 環境衛生 

・大徳寺公園楠木郡 

・車道が遠いので騒音が少ない。 

・観光客（外国人）が多い。 

・学生さんの通りが多く楽しい。 

・町名が全国的に有名。 

・料亭の風情があって長崎らしい。 

・ゴミ分別が出来ていない。（外国の方が多い） 

・ゴミステーションのマナーの件。 

・ポイ捨ての件。 

・道にゴミを捨てる人がいる。 

・通行人が家にゴミを捨てる。 

・ゴミの問題は各町同じと思うが、自分が若い時はどうしていたのか

考える。 

・階段の草が茂っとる。 

・猫のフンに大変こまっています。 

③ 防犯･防災 

・婦人消防クラブの活躍。 

・定期的に防災訓練をしている。 
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④ 高齢者 

 ・生活保護者の増加。 

・独居老人の増加。 

・高齢者が集まる場所が少ない。 

⑤ 子ども 

  

⑥ 社会参加 

(交流・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ) 

・ボランティア活動を町内全体でやる。 

・お際等（町内の祭り）がさかんです。 

・町外から祭りへの参加がある。 

・十人町ギャラリーの展示版。（工夫を凝らしている） 

・おくんちがある。 

・神社もあって、祭りやイベントが多い。 

・グループホームの方が毎週掃除をしてくださる。 

・友愛ホームの方のボランティア支援。 

・自治会定例会議に欠席者が少ない。 

・自治会の皆さんがとても親切。 

・住人が少ない。 

・自分達の世代が団塊で賑やかだったので、非常に淋しく思う。 

・年に何回かしか他の地区との交流がない。 

・他の地区の方がわからない。 

・自治会未加入者増。 

・集合住宅の住人が全くわからない。 

・アパートが多く、人の入れ替わりが多く誰が住んでいるか知らない。 

・自治会への協力者が少ない。 

・自治会役員のなり手がいない。 

⑦ その他 

 【行政への要望】 

・空き家の件。（草が伸びる、瓦が落ちる） 

・役所の対応が遅い！ 

・行政が環境整備に回ってくれない。 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 佐古地区 （２回目：気になるところの解決策）   

１グループ 

※ 解決策の（ ）内数字は「いいね！シール」が貼られた数です。 

分類項目 １回目にでた「気になるところ」 気になる理由・このままだったらどうなる？ 解決策 

① 暮らし易さ 

(利便性･交通)  

・ふれあいセンターなどの集合場所が上にあるの

で、行くのが大変。 

・階段が多くてお年寄りが大変。 

・避難場所が遠いので災害の時が心配。 

・市場がなくなってちょっとした買い物がしにくく

なる。 

・買い物する店が少なくなった。 

例：イオンが１店になる。 

 

 

② 環境衛生 

・犬や猫のフンが多い。飼い主が取っても、その袋

を道端に捨てる 

・カラスの鳴き声が大きいのでやまかしい！ 

・ゴミ出しのマナーが悪い（ゴミ出し日を間違え

る・前夜から出す） 

・広場は有れど公園が無い。（緑・遊具・緑地） 

・都市計画の結果（駐車場だらけになった・商店が

消えて無くなった） 

・通りが広くなったが、並木や緑が無くなった。 

・道路計画により、新地 ― 稲田線が工事中で騒音

に迷惑している。 

・観光街なので夜はとてもうるさい。 

・空地の雑草を梅雨あけぐらいに市よりお知らせとし

て持ち主に通知をお願いしたい。（固定資産税が入

っていると思うので） 

・空き家を貸すか住まれるかしてもらいたい。 

・観光地のイメージダウンになる。 

・ゴミ出しマナー（特に集合収集上に問題あり）→各

個宅前に出す。 

・ゴミ出しの収集を守らない。→リサイクル委員での

活動をする。 

・犬・猫のフンが多い。→エサやりをしない。 

 

・リサイクル委員で活動 

・市から年１回の雑草狩りの通知をする。 

・エサやりをしない。（2） 

・公園に高齢者用健康器具を設置。 

・仁田・佐古⇔館内の道路を早く開通をのぞむ。

（5） 

・家の前の花いっぱい運動（3） 

③ 防犯･防災 

・空き家対策で雑草等の処理が出来ていない。 

・空き家がおおくなっている。 

・観光客が家の前を通られるので、戸締りを気にす

る。 

・お隣近所のもめごとになる。 

・空き家対策。 

・車道を作る。 

・防犯カメラの設置。 

・防犯カメラの設置（1） 
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④ 高齢者 

・一人暮らしの方が増えている（安否確認） 

・高齢者の一人住まいや、老夫婦になってきている

ので、火事の心配。 

・認知症の人が多くなってきているので将来のトラ

ブルなどが心配 

・民生委員の訪問を拒否 

・一人住まい認知症の人のトラブルが大きくなる前に

県外の家族と包括支援センターと相談して解決した

が、なかなか当事者から言いたくないのか？ 

・公園に高齢者用健康運動具を設置する。 

 

⑤ 子ども 

・子供が少ないので、お祭りや行事が盛り上がらな

い（館内くんち） 

・子供が少ないので不安に思う。 

・子供の声が無くなった。 

 

・子どもが少ない。→他町からの子供を寄せるような

事をす。 

 

⑥ 社会参加 

(交流・ 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ) 

・便利な所なので若い人やアパートなどに人の出入

りが激しいが、地元との交流なし。 

・近所の人の顔が見えなくなった。 

・年金の少ない人や保護家庭などが多く、自治会加

入が勧めにくい。 

・自治会役員の担い手が少ない。 

・自治会に入るメリットがないので入らない。 

・次の自治会役員に引き受ける人がいない。 

 

・役員になる人が少ない。 

・自治会役員の負担が大きい。 

・国民年金と生活保護の人が多いので加入を進められ

ない。 

・自治会の当番に広報誌を配布するのがきらい。 

・会費を徴収するのがいやである。 

・老齢のため班長になるのがきらい。 

・自治会に入ってもメリットがない。 

・催し物の出席が少ない。例：市民大清掃など 

・あいさつをする。 

・自治会同士で連携。（1） 

・歌声集会 

⑦その他 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 佐古地区 （２回目：気になるところの解決策）   

２グループ 

分類項目 １回目にでた「気になるところ」 気になる理由・このままだったらどうなる？ 解決策 

① 暮らし易さ 

(利便性･交通)  

・商店街でありながら人通り、商店の数が少ない。 

・住む人に必要な生活食品が身近に買えない。 

・外国人が営業に結びついていない。 

・坂段が辛い。 

・広い道路が出来上がり、どういう生活環境になる

のか心配。 

・信号機の変わるのが時間がかかる。 

・車の逆走が増えた。 

 

・高齢者が坂段の歩行がつらい 

・外国からの客が来るがニーズを把握できていない。 

・通訳をする人がいない。 

・赤信号が長いので信号無視して通っている。 

・他県ナンバーの車が一方通行に逆走で侵入する。 

・以前は配慮してくれる店があった。 

・買い物がすぐできない。 

・押しボタン式で必要時に通るようにする。 

・配達してくれる店があれば。 

・佐古地区は階段等が多いので、業者に発注して

配達してもらう。 

・若い人に斜面地に住んでもらい、税金を安くす

る。 

・若者が住みやすくするために税金を安くする。

家賃を支援する。（2） 

・買い物は出来るだけ地域の小店を利用する。

（市場） 

・広馬場から館内の上の方まで伸びている道路

を、信号を利用することで車が通れるようにす

る。（1） 

・進入禁止の道路の表示を工夫して逆走を防ぐ。 

・買い物時自動手すりの活用。 

② 環境衛生 

・カラスがゴミを荒らす。 

・野良猫が多い。（猫のフンが多い） 

・銅座川の端に柳が欲しい。 

・ゴミ出しの収集日を守らない。（外国人のゴミの

出し方がバラバラ） 

・通りの大きくなった樹木の代採を、要望してもな

かなか切ってくれない。 

・広場場地区植樹して欲しい。（照り返しがひど

い） 

 

・町の中が散らかっていく。 

・正覚寺通りの柳の木。 

・空き家にしておかないと空き地では税金が高い。 

・ネコ好きな人にフンの管理をしてもらう。 

・空き家の維持に補助金を。 

・ゴミ集積所に外国語の看板を設置する。（2） 

・空地で地域の行事を行う。 

・ゴミのボックスに網をかぶせる。（大部分では

なされている） 

③ 防犯･防災 

・空き地が多い。 

・空き地が何か利用できないか。（多方面に） 

・放火の危険。 

・空地にゴミを捨てる人がいる。 

・高齢者など斜面地は住みにくくなり、家を出て空き

家が増える。 

・空地に子供が勝手に入る。 

・ステーションに取り残しのゴミが増える。 

 

・できるだけ近所を散歩する。（見回りを兼ね

る） 

・空地はお年寄りがプランターなどで野菜作りを

楽しめるように利用する。（5） 

・空地で老人会の活動（ペタンク、グラウンドゴ

ルフ）などをする。（1） 
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④ 高齢者 

・年寄りが多い。 

・近所付合いが少ない。（お年寄りが淋しそう） 

・若い人が少ない。 

・もっと若い人が住みたいと思う町にならないか。 

・市内観光地にお年寄りが座れるベンチが無い。 

・道路（車道）が整備されないので、若い人が減少

する。 

・老老介護。 

・孤独死。 

・高齢になると斜面地から平地や施設に転居する。 

 

・一人暮らしのご老人に対しては出来る限り声を

かけて状況を把握することで日常の様子がわか

る。 

⑤ 子ども 

・仁田、佐古小の進行状況？ 

・子供の遊び場が少ない。 

・子供が遊ぶ公園が少ない。 

・丸山公園はあるのに子供たちの姿を見ることがほ

とんどない。 

・子どもの健全育成上よくない。 ・ラジオ体操を通して大人と子供のコミュニケー

ションを図る。（2） 

 

⑥ 社会参加 

(交流・ 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ) 

・自治会活動に関心が無い。（マンション・一人住

まい） 

・町内会に加入される人が減少。 

・以前のように自治会勧誘の為にも、ゴミ袋（赤）

を支給してほしい。 

・マンションの増加により隣の人の顔が分からない

人が多い。 

・町内会に入る利点がない。 

・50～60 代の次の担い手がいない。 

・町内の問題を解決できない。 

・町内で大事な情報が伝わらない。 

・催しがないと人が参加しない。 

・町内会が高齢化している。 

・80 歳になっても役員を代わってもらえない。 

・あいさつ励行。 

・留学生に対して不動産から町内会加入促進す

る。（3） 

・外国語の通訳者の養成。（1） 

・市が英語、中国語の例文を作成し、初老以下の

世帯に配る。（1） 

⑦その他 

・住所が明確に表示出来る看板等の設置は？ 

・外国語の道案内出来ないか？ 

・観光案内の表示が解からない。 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 佐古地区 （２回目：気になるところの解決策）   

３グループ 

分類項目 １回目にでた「気になるところ」 気になる理由・このままだったらどうなる？ 解決策 

① 暮らし易さ 

(利便性･交通)  

・商店街、市場が少なくなり、買い物が不便。 

・商店街が少なく、生活が不便。 

・階段が多く、町内間の移動がきつい。 

・町内間の動きがきつい。 

・斜面地が多い。 

・駐車の場所がない。 

・出前が不便。 

・横づけできないところが不便。 

・救急車が不便。 

・逆走車が多い。 

・斜面地なので買いになど行けない。 

・平坦地なのでまだ買いに行ける。 

・配達に頼っている。 

・再開発で市場が無くなった。 

・人口が増えない、減ったことで市場が無くなる。 

・逆走車に関しては、丸山交番の標識を大きくし

ていただく等相談中。 

・行政と相談して買い物できる商店を残す努力を

する。（4） 

・マンションの入居で自治体の加入が条件になっ

ている。 

・移動販売車等を導入する。 

 

② 環境衛生 

・ゴミ出しが悪い。 

・犬、ネコのふんがたまに目立つ。 

・空き家の増加。 

 

 

・空き家をもらってくれんねと言われる人がい

る。 

・更地になると税金が上がるので行政に言って改

善してもらう。 

 

③ 防犯･防災 

・地域的に夜間、酔っぱらいの声が大きく、多い。 

・保安、防犯、防災上不安が著しい。 

・犯罪者が地形的に逃げやすい。 

・路地が多くて暗い。痴漢が多い。（ひったくり） 

・人の目が少なくなり、日常生活の中での見守りがな

くなった。 

・色の効果で防犯。（青が良い） 

・空き家に若い人を呼びこむ工夫をする。NPO

等の活動拠点として若い人に住んでもらう。

（7） 

・花を育てる。鉢を置くことで防犯になる。

（2） 

・外灯で明るくする。 

・月に一度の夜警。（1） 

・住民が日頃から防犯意識を持ち見守る。 

・4～５人で定期的にパトロールする。回数を増

やす。 

17 



④ 高齢者 

・高齢者が多く、防災が不安。 

・高齢者が坂や階段が多く、外出しづらい。 

・老人化が進展していて若い人が少なくなってい

る。 

・高齢者が多くなるので、逆に市場が必要。 

・高齢化で継承する人がいない。 

・買い物を届けていただく商店が欲しい。 

⑤ 子ども 

・子どもが少ない。 

・若い人が少ない。子どもも。 

 

 ・徒歩で行けるので若い人に活用してほしい。

（子育て世代） 

 

⑥ 社会参加 

(交流・ 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ) 

・自治会加入率の低下（担い手の人材不足）。 

・自治会活動の低下。 

・自治会の役員不足。 

・町内の後つぎがいない。 

・役員が少ない。 

・町内会に入ってない人が多いので顔が見えない。 

・町内会に入りたがらない。 

・継承がむずかしくなる。 

・住人間の空間が多いので人情が薄れる。 

・自治会役員に年配者が少ない。 

・役員になる人がいない。（なり手がいない） 

・他町の方が自治会に入って活動している。 

・自治体自体の活動がわからない。加入する意識がな

い。 

・集まる場所がない。 

・住民同士の関係が希薄。 

・役員等の役割が負担。 

・町内会費がネックになっている。 

・自治体の活動に関心がない。 

・加入促進のチラシを見ていない。（声かけ活動） 

・住人だれもが参加できる円卓会議の様な会を年

に数回開催する。 

 →住民同士の交流。地域の問題点の共有・解決

を図る。 

・地域のゴミの回収。（月に 2～３度） 

・公民館の利用。（月１度の開放） 

・役員が主体的になって呼び込む。 

・自分たちで講習会をしており、集まるきっかけ

になっている。 

・市の助けを受けて、園芸をやっていくことにな

っている。 

・自由に集まれる場所があれば。 

・住人の声を出せる場を作る。（役員等のみでな

く） 

・自治会役員による近所への呼びかけ。 

・先ずは挨拶をする。 

・自治会未加入者が参加しやすい行事を考える。 

⑦その他 

・人口減少で活気がない。 

・若い人が住みつかない。 

・一般住民への地域の情報が行き届いていない所が

ある。 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 佐古地区 （２回目：気になるところの解決策）  

４グループ 

分類項目 １回目にでた「気になるところ」 気になる理由・このままだったらどうなる？ 解決策 

① 暮らし易さ 

(利便性･交通)  

・階段、狭い路地。 

・道が狭い。 

・傾斜地なので雨天時の階段などきけんな所がある。 

・外灯がたりない。 

・階段に手すりはあるが、スロープがない。 

・子どもの手を引いて歩けない。 

・LED になって広い範囲が照らせない。（早期装着） 

・LED の光は冷たい。町の印象が変わった。 

 

・町に戻ってきてもらう住人を育てる。（1） 

・自治会、生活上の教育が必要。 

② 環境衛生 

・犬、猫のフンが多い。 

・よそから来てネコにえさをまくので困っている。 

・カラスがごみをあらす。 

・地域猫が数多く、掃除など大変。 

・エサをやる人がいる。（高齢者が寂しいため） 

・野良猫は長生きしない。（多糞、サイクル短い） 

 

・エサをやっているところを注意する。 

・看板はあまり意味がない。 

・ネコに手術を受けさせる。（2000 円／匹） 

 →耳カットで地域ネコとする。 

・地域ネコとしてみんなで協力して養う。（5） 

③ 防犯･防災 

・交通量多くうるさい。 

・道路の整備。交通量が増える？ 

・広馬場道路が整備されたが、進入禁止への迷走が

増えて危険。 

・交番が欲しい。 

・観光客が多い。→防犯上？ 

・路地が多い地域なので、こども達の安心安全面で

不安。 

・避難所が高台で遠い。 

・事故が増える。 

・日本人が多い。（丸山） 

・外国人が多く、外国語で尋ねられる。（館内） 

・ゴミが増える。（酔っ払い、２０代） 

・あいさつは、声掛けは防犯になる。観光客に声をかけ

る。 

 

・観光客に声をかける。 

・観光客に道を尋ねられた時は一緒に行く。 
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④ 高齢者 

・お年寄りがちょっと休むベンチなどが設置できて

いない。 

 

 

 

⑤ 子ども 

・子ども達（小中学生）が伸び伸び遊ぶ場所が少な

い（大徳寺はボール禁止） 

・育成協の行事が多くて手が回らない。（2） 

・小学生がいない。→若人がいないということ。 

・遊び場は管理が必要になる。→地域の行事が増える。 

・育成協などの活動を精査して時代に合ったもの

にする。 

⑥ 社会参加 

(交流・ 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ) 

・町費が集まらない。 

・マンションが地域に参加、加入に協力的でない。 

・自治会加入者の減少。 

・自治会等役員を担う方がいない。 

・地域の仕事をする人が固定化。 

・１人いなくなるとコミュニティが止まる。 

・自治会が消滅した地域がある。市が配布物を配る？ 

 

・合同で行う活動を探す、検討する。 

・活動をまとめたりする話す場があればいい。 

・自治会活動を合同で行う。 

・ピンポイントで探して活動に参加してもらう。 

・アパートのオーナーに話して自治会加入の依頼

をする。（実績あり）（1） 

・人口減少に合わせた自治会体制を考える。

（1） 

・育成協の中でサイクルを作りあて職を作る。 

・自治会が多いため合併する。→役職も少なくて

済む。 

・参加してもらって提言に変えてもらう。 

・月１回集まって各種報告、精査をしている。

（館内町） 

⑦その他 

・不労者が多い。 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 佐古地区 （２回目：気になるところの解決策）   

５グループ 

分類項目 １回目にでた「気になるところ」 気になる理由・このままだったらどうなる？ 解決策 

① 暮らし易さ 

(利便性･交通)  

・交通の便が悪い。 

・階段が多い。 

・階段が多く、買い物が大変。 

・駐車場が少ない。 

・子供の遊び場が少ない。 

・車の横付けができない場所が多い。 

・斜面地、階段が多いエリアがある。 

・斜面地で階段が多い。 

・人の通行が少ない。 

・生活がしにくくなる。 

・整備をちゃんとしないと車が通ることで事故が増える。 

・住民がいなくなる。 

・遊び場がない→外に出ない→交流がなくなる。 

・駐車場が少ない→車があふれる→車を動かすのが大変。 

・館内市場が無くなり買い物に不便。 

・交通の便が悪いと若い人が居住しない、住民が少なくな

る。 

・避難所が遠いから避難できない。 

・路地の活用（十人町空ギャラリー、季節のイベ

ント、ベンチ） 

・階段を坂道にしてほしい。 

 

② 環境衛生 

・アパートが多くごみ出しマナーが悪い。 

・ゴミの分別。 

・タバコなどのポイ捨て。 

・ゴミ出しは大変。 

・猫のフンが多い。 

・猫が多い。 

・猫・犬のマナーが悪い。 

・捨て猫が多く、子猫が増える。 

・道が汚くなる。 

・トラブルが起きる。 

・片づける人がいなくなり汚くなる。 

・環境が悪いと人が住まなくなる。 

・飼い猫の避妊を飼い主が責任をもってやる。 

・リサイクル研修→ゴミ出し不便宅の訪問→安否

伺い（活動参加へ） 

 

 

③ 防犯･防災 

・防災無線が聞き取れない。 

・道が狭く、救急車や消防車が入らない。 

・災害時の避難場所が遠い。少ない。 

・空き家が見られる。 

・空き家が増える。ネコの宿になる。 

・空き家が増えると犯罪が起きる。 

・災害時逃げ遅れる人が出てくる。 

・階段に水があふれて避難できない。 

・避難所として民間の建物を活用する。（1） 

・防災無線の内容を知る方法の周知を図る。 

・防災訓練（町ぐるみ、参加の呼びかけ、楽しく

イベント） 

・連合会ぐるみの防災訓練。 

・避難場所にスーパー、商業施設等の活用。

（2） 

・行政に危険箇所の整備を依頼する。 
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④ 高齢者 

・高齢者が多い。 

・独居者がいる。 

・高齢者、独居者がもっと増える。（2） 

・孤独死が増える。 

 

・一人暮らし高齢者への声かけ 

・高齢者サロンの開設。（1） 

 

⑤ 子ども 

・子供が少ない。 

・子供が少なく活気がない。 

・子どもの声が聞こえない。 

・子どもが少ないと祭りなどができない。 

 

・子ども達の登下校時に声かけする。 

・子育てサロンの開設。（1） 

⑥ 社会参加 

(交流・ 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ) 

・自治会へ入らない人が増える。 

・自治会役員のなり手がいない。 

・若い人が町内に加入してほしい。 

・隣人の顔が見えない。 

・住んでいる方の情報が入りづらい。 

・控えめな方が多い。（活動に入らない） 

・人の集まれる場所が少ない。 

・役員（当番）をしないといけないと思う。 

・情報が入ってこない→何をしているか知らない→知らな

いから行事に参加しない。 

・自治会がなくなる。 

・災害時の近隣の助け合いが不足する。 

・アパート・マンション居住者へ自治会加入を呼

びかける。 

・住民同士のコミュニケーションを図る。（あい

さつから）（2） 

・自治会の広報活動を活発にする。 

 

 

⑦ その他 

・十善会病院がなくなる。 ・十善会病院の跡地に診療所ができればいい。 ・十善会病院の跡地に診療所をつくる。 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 佐古地区 （２回目：気になるところの解決策）   

６グループ 

分類項目 １回目にでた「気になるところ」 気になる理由・このままだったらどうなる？ 解決策 

① 暮らし易さ 

(利便性･交通)  

・同じ佐古地区でも交通の便がいい所と悪い所があ

る。 

・車道から離れていてさびしい。 

・斜面地が多く、公共交通機関が不十分。 

・公園が少ない。 

・細い道を車・バイクがとばすのでこわい。事故も

あり。 

・道が狭いので歩く人はこわい。 

・小学校の登下校に道幅が狭く、危険個所が多い気

がします。 

・飲み屋が多く、夜道に子供が通るのが心配。 

・整備された公園があるが、こわそうな人がいて寄

れない。 

・道幅が狭く緊急車両が入らない。（1） 

・西小島１丁目は全く車が入らない。 

・火災の被害などが大きくなる。 

・車の横付けができない→若い人の減少。 

・空き家も増え、地域の弱体化。 

 

② 環境衛生 

・ゴミ分別が出来ていない。（外国の方が多い） 

・ゴミステーションのマナーの件。 

・ポイ捨ての件。 

・道にゴミを捨てる人がいる。 

・通行人が家にゴミを捨てる。 

・ゴミの問題は各町同じと思うが、自分が若い時は

どうしていたのか考える。 

・階段の草が茂っとる。 

・猫のフンに大変こまっています。 

・ゴミのポイ捨てが多い。（単車で投げたりする） 

・道に落ちたゴミで滑ることもあり危険。 

・ゴミの分別が出来ていない外国人が多い。（説明して

もわからない） 

・注意するとケンカになる。 

・外国人のマナーの問題。わかっていてもされるため、

いたちごっこになる。 

・誰かしてくれるやろうと思っている。 

・子どもが見て将来どう育つか不安。 

・他都市から転入してきた人がゴミの分別がわからな

い。 

・食べ歩きが多い。 

・ゴミ問題は佐古地区の問題の花形。（1） 

・自治会ごとに予算が違うので、出来ることに差があ

る。 

・ゴミ問題が解決している先進地の研修を受ける。

（2） 

・高校、大学生にも周知する。 

・自分の背中を見せる。（そういう大人を増やす）

（2） 

・学校の先生、子ども達に道を綺麗にしてもらう、

分別を意識してもらうなどの教育する。（1） 

・住所がわかれば戻す。 

・高齢者も地域の中で活動する。（掃除しながらリ

ハビリする）（4） 

・子どもにポイ捨て禁止のポスターを描いてもら

う。（1） 

・不動産業者との契約（自治会入会推奨、ゴミの捨

て方のマナー指導、外国語での案内）（1） 

・ゴミ分別について、主にアパート群新しい入居者

に貸主・不動産会社が説明したり、マニュアル

（できれば多国語で作成）を渡す。（1） 

・ある一定以上の入居者がいるところは独自の S.T

（ステーション）の設置を義務付ける。 
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③ 防犯･防災 

   

④ 高齢者 

・生活保護者の増加。 

・独居老人の増加。 

・高齢者が集まる場所が少ない。 

 

 

 

⑤ 子ども 

   

⑥ 社会参加 

(交流・ 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ) 

・住人が少ない。 

・自分達の世代が団塊で賑やかだったので、非常に

淋しく思う。 

・年に何回かしか他の地区との交流がない。 

・他の地区の方がわからない。 

・自治会未加入者増。 

・集合住宅の住人が全くわからない。 

・アパートが多く、人の入れ替わりが多く誰が住ん

でいるか知らない。 

・自治会への協力者が少ない。 

・自治会役員のなり手がいない。 

・アパートの住民は誰が入居しているかわからない。→

近所付き合いをしない。 

・災害があった時に心配。 

・不動産屋からの情報が入らない。 

・掲示板、回覧板を見てもらえない。 

・格安なアパートがあるため生活保護世帯が多い。 

・地域でもめ事を起こす。 

・地域のつながりをつける場を作る。（1） 

 

⑦その他 

【行政への要望】 

・空き家の件。（草が伸びる、瓦が落ちる） 

・役所の対応が遅い！ 

・行政が環境整備に回ってくれない。 
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