
☆高齢化により役員をするのが大変で自治会を脱退する人

もいるため、ある程度の年齢がくれば役員を交代できるよ

うにするなど高齢者の負担を軽減してあげる。 
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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回で出た城山地区の「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、「高齢者と子ども達のふれあう機会がない」、

「ゴミ出しのマナーが悪い」、「商店が減って買い物が難しくなってきている」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。  

城山地区の「気になるところ」の問題解決策を考えよう！ 
第２回

城山地区のまちづくりのキャッチフレーズを考えよう！ 

続いて、城山地区のいいところ、これからめざす城山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ました。 

参加されたみなさま全員であらためて城山地区の魅力と問題点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、５ページから９ページに掲載しています。 

最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。 

４グループのキャッチフレーズに決定です。 

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８月 22 日（木）と平成 25 年 9 月 9 日（月）の 2 回にわたり、淵

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。自治会、民生委員、老人クラブ、育成協などの関係者のみなさん約 25

名が参加し、城山地区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」「城山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。 

城山地区の「いいところ」と「気になるところ」を 

出し合いましょう！ 

５つのグループごとに城山地区の「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

貼り、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 

≪主ないいところ≫ 

・安心して相談できる相談窓口がある（地域包括支援センター・民生委員） 

・交通の便がよく、病院、学校、体育施設などが充実している。 

・自治会や老人クラブの活動が活発 

・ポイ捨てが少なく道がきれい 

・事件、事故、火事が少ない 

 

≪主な気になるところ≫ 

・一人暮らしの高齢者が多くなってきた 

・子どもが少ないため子ども会がない  

・ゾーン 30 なのに車のスピードが守られていない 

・昔みたいに近所付き合いがない 

・空き家が多くなると防犯上心配 

※ 出された意見は、１ページから４ページに掲載しています。

第１回

☆自治会の加入率が低下してきているという問題に対して

は、次のようなアイデアが出ました。 

☆避難所まで遠いとか自力で避難できない人をどうするかという問

題に対しては、次のようなアイデアが出ました。 

☆福祉マップを作成して、掲示板に貼る。 

☆自主防災組織をつくり、避難訓練や消火訓練を行う。 

などの意見が出ましたが、やはり日頃から近所同士の付き合

いを大切にしておけば、いざという時に助け合えるよねという

意見にみなさんうなずいていました。 

えがおであいさつ 

「こんにちは‼」 

明るい声がひびく町 城山

◇問題解決策の一例◇  

 

城山地区は大変住みやすい

まちで、まるで長崎のビバリー

ヒルズという声も… 



   

やってみゅ～で・わがまち座談会 城山地区 （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 

・安心して相談できる相談窓口がある（地域包括支援センター・民生委員） 

・介護の問題でも民生委員、地域包括支援センターと一体となり話し合いができている 

・民生委員の友愛訪問活動が活発 

・高齢者に対して近隣者で見守る事になっている（電機住宅自治会） 

・高齢者の活動が良い 

・老人会活動が活発 

・高齢者の楽しみ会と学び合い 

・高齢者の会合が月に１回ある（楽しみ会） 

 

・子ども達が素直 

・学校施設が多いのですべて歩いて行ける 

・城山小の黄色腕章の活用がいい（保護者が普段つける） 

 

・高齢化率 

・高齢化（平均年齢が高くなっている） 

・私の自治会で高齢者が多くなった 

・老人が多い（一人暮らし） 

・一人暮らし老人宅の対応が良くない。訪問されるのをいやがる。 

 

・高齢者が多く、いろいろな企画ができない（城山中央） 

・72 世帯の自治会、70 歳以上 36～37％、見守りどうするか 

・坂道や階段が多く、高齢者の外出が減っている 

・閉じこもりの方をどう仲間に入れるか 

・老人会の加入率が低い 

・一人暮らしで外に出ない方の老人会への加入が少ない 

・周りの小店がやめられる。高齢者の所へ配達してくれる店が少なくなる。 

・今年の様な異常な暑さでは、お年寄りが熱中症にならない様近所の方の声かけをお願いし

たい。 

 

・高齢者と子ども達のふれあう機会がない 

 

・若い人が少ない 

・子どもが少ない。中学生がほとんどいない。 

・城栄地区は子どもの数が少ない 

・子どもが少ない。子ども会ができない（城山中央） 

・子ども会がない 

・小学生の児童が少なく、ラジオ体操も参加が少ない。  

 

・小・中登下校時の姿勢が横広がりで良くない（危険）他の人にも迷惑 

 

・赤ちゃん訪問の時に出てきてくれない。制度に意味があるのか… 

・訪問した時の対応が好ましくない（若いお母さん） 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 城山地区 （1 回目の集約結果） 

＜居住環境＞  

いいところ 気になるところ 

・住みやすい所 

・環境がいい 

・環境の面は住み良い 

・長崎のビバリーヒルズ 

・夜静か 

・町内全体的に良く、整理されている 

・町の中に緑が多い 

・緑が多い。草花がきれいに手入れされている。 

・歩道のプランターの花 

 

・平坦な所が多く交通が便利 

・平地で老人には助かっている（城栄、城山地区） 

・電車、バスの乗り物は身近なので助かっている 

・市内市外どこへ行くにも交通アクセス良好。バス（ココウォーク）・電車・JR（浦上） 

・周囲が公園であり、環境も良く交通も便利で行動するには良いところ（松山町） 

・住み良い理由は交通の便がいい。医療機関が近場にある。 

・住み良い町で銀行、病院が近くにあり良い 

・周辺に比較的医療機関が多い 

・病院・医院が近くにある 

・銀行、信用組合が近くにある 

・体育、文化施設が多いので便利 

・徒歩圏内に文・教・体育揃っている 

・スポーツ関係の公共施設が周りにある 

・競技場などが近くにあり散歩に適したところがある 

・散歩できる運動場が近場にある。10 分程度でどこへでも行ける 

・浦上川（大橋付近）の公園化で子どもの遊び場ができた 

・公園が整備され清掃もできている 

・店が近くにあるので楽である 

・カーブミラーが各コーナーについている 

 

・商店街の活性化がなかなか進まない 

・城栄商店街などお店が減ってきている 

・城栄町の商店街がさびれてシャッターが閉まったお店が多くなった 

・商店街はいまいち盛り上がらない。大型商業施設に押されている 

・お店がだんだん少なくなってきている（城栄、城山地区） 

・小店が少ない 

・住居の場所が少なく、商店街が活気がなくなり、淋しくなっている。（松山町） 

・移動販売が少なくなってきている 

・高齢者が買い物をしづらい 

・竹の久保は市場が遠く、歩きの方は買い物に不便 

・郵便局がない 

・交通量が多い 

・車の交通量（通り抜け）が多く危険度が増している 

・スピードを出す車が多い。危険。 

・ゾーン 30 が周知されていない 

・空き家が多くなった（3 件） 

・斜面地に道路がないので若者が出ていってしまう 

・道路の整備が不十分で若い人の流出につながっている 

・斜面地区の道路がせまい 

・階段の道が多く、車が通れると便利だと思う 

・護国神社付近の山火事に対応できる道路がない 

・朝の通学時は路上駐車をしないように気をつけてほしい 

・メイン道路に信号機が少ないので、子ども達は遠回りして学校に登校している 

・公園が多くていいが、富士見公園は特に死角が多い。（子どもが「遊びたくない！」） 

・街灯が少ない（夜道危険‼）。城栄の川沿いの道。 

・町全体として街灯が少ない 

・科学館の土地の道路の木が茂って外灯が見えない 

・家賃が高い 

・長崎バスの下大橋～ダイヤランド行きはほとんど市役所経由なので大波止経由を半分入れ

てほしい 

・花火大会がぜんぜん見えない 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 城山地区 （1 回目の集約結果） 

＜社会参加＞ 

いいところ 気になるところ 

・近所の人助け合う心が強い（気持ち） 

・人間関係が良い（老人会など） 

・隣近所が仲が良い 

・井戸端会議がある 

・あっちこっちで立ち話しをしている光景を見る 

・基本である隣近所のあいさつ（日常）は良い方 

・町内（近所）の方々とのあいさつが良い（大人） 

・町内の方のあいさつが良い 

・挨拶で声をかけるとほとんど応えてもらえる 

 

・自治会活動が活発 

・自治会活動が盛ん（2 件） 

・自治会、老人会がよく活動しているので安心 

・毎月の行事の多さ（自治会） 

・自治会の活動が多いので若者が集まる 

・自治会を越えた連携が取れている 

・会員の種類の多さ 

・世帯数が少ないのでなんでもまとめやすい（城山中央） 

・自治会の役員を含め町全体に活気がある（ゴミの分別作業など） 

・廃品の回収等良くやっている 

 

・地域住民のつながりが希薄になってきている 

・ご近所の見守り、声かけが少ない 

・助け合える仲間が少ない気がする 

・昔みたいに近所付き合いが少ない（どの地区もそうだと思うが） 

・アパート、マンション等が多いので知らない人が多い 

・貸アパート等多くあり、人と人とのふれ合いがない（松山町） 

・アパートの８割に生活保護者が住んでいるが、近所とあまり付き合いがなくよそよそしい

感じ 

・同年齢の人達とのつながりがない 

・子ども達のあいさつが良くない 

 

・自治会に入っていない人がかなりいる 

・自治会の加入率が低いのでは 

・自治会の加入者が減っている（2 件） 

・自治会脱会者が多い。（老人のため）役員になることが負担に思われている 

・自治会加入に躊躇される方が年齢を重ねるにつれて多くなってきている 

・若者の流出が止まらない。自治会の入会者が減っている 

・自治会離れ 

・役員があるので自治会に入らない 

・地区の特別な催し等が少ない 

・町内役員を多くしたい 

・金銭面の関係で一つの自治会単独でできないことがいくつかある 

 

・老人クラブの資金を多く集めたい 

 

・自治会、民生委員、老人会、育友会等の協力体制ができていない 

 

・今まで社協支部としての行動がわからなかった 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 城山地区 （1 回目の集約結果） 

＜環境衛生＞ 

いいところ 気になるところ 

・街がきれい 

・道路が良く清掃されている 

・ゴミ出しのルールは案外守っている 

・町内全体にポイ捨てのゴミがなく、道がきれい（ゴミがあまりない） 

・散乱ゴミは少ない方の地区 

・ポイ捨ては減ってきた 

・岩見公園がいつも掃除されている。近くの方がいつも除草、ゴミのことを気にかけてくれ

ている。 

・カラスが減った 

・ゴミの分別ができていない 

・レジ袋でゴミを出している（高齢者） 

・地域外の人がゴミを出しにくる 

・ゴミのかごができない所がある 

・たばこの投げ捨て（車から、歩行者から） 

・古紙の量を増やしたい（お年寄りが自宅回収の業者に頼んでいる） 

・野良猫が多い（２件） 

・猫のフンが困る。家の周り、公園、道路 

・犬や猫を飼っている人はもう少しきちんと管理して欲しい（フンの始末等） 

 

 

＜防犯・防災＞ 

いいところ 気になるところ 

・問題、事件、事故が少ない 

・防犯関係の悩みが少ない 

・自然災害がおこりにくい環境（台風・水害） 

・火事が少ない 

 

・お年寄りのお宅に泥棒が入った 

・問題が起きた時、浦上署に連絡すべきか稲佐署にすべきか迷う時がある 

・公園が茂っていて防犯上危険 

・空き家が多くなると防犯上心配 

・防災組織が未整備 

・自力で避難できない人をどうするか 

・避難所まで遠い 

・消防車が入りづらい場所がある 

 

＜その他＞ 

いいところ 気になるところ 

 ・この不況の中、昔から受け継がれている文化が続いていくのか心配 

・淵中で集会をした時、扇風機が欲しかった 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 城山地区 （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 

 

 

ゴミ出しのマナーが

悪い 

 

 

 

・分別の徹底‼ ちょっとした気遣い（各家庭で） 

・各自の自覚が必要では‼ 

 

・現状の苦情等を回覧板でまわす 

 

・ゴミのカゴを前日に開かないようにお願いしたい 

 

・マナーアップ強調期間を設けて、教育宣伝、街頭指導する（自治会） 

・イタチゴッコの感はあるが、諦めないで繰り返し教育宣伝するしかない 

 

 

 

・カゴがほしい所がある 
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・自治会未加入世帯への啓蒙をする（市とタイアップ：自治会） 



やってみゅ～で・わがまち座談会 城山地区 （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 

 

 

商店が減って買い物

が難しくなってきて

いる 

 

 

 

 

 

・自治会で地元のお店で買うように呼びかける 

・地元の店を守ることが大切 

 

・商店全体で話し合う 

 

・商店の業種を重ならないように調整する 

 

 

・移動販売が来ている 

 

・動けない高齢者はヘルパーにお願いする 

 

・少ない注文でも気持ち良く配達する店があれば良い 

 

 

斜面地の道路が狭く、

緊急時が不安 

 

 

 

 

  

・広い道路をつくる 

・最低でも車イスが通れる道が必要 

 

・樹木が茂りすぎて、防犯上問題 

・護国神社の山の樹木（県有地）の伐採が必要 
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・ジャンボタクシーを活用する 



やってみゅ～で・わがまち座談会 城山地区 （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 

 

 

避難所まで遠い・ 

自力で避難できない

人をどうするか 

 

 

 

 

 

・福祉マップの作成 

・掲示板にマップを貼る 

 

・避難所の種類の区別を分かりやすく（津波・地震等） 

・公的施設以外のより良い避難場所を見つけ、市役所に確認 

 

・自主防災組織をつくる 

・避難訓練の実施 

・各自で訓練を行うべき（自分の身は自分で） 

・消火訓練等の各種訓練の実施 

・訓練を行う時は時期を選んで（例：火災訓練は冬前に行う） 

 

・日頃の近所同士の付き合いを大切にする 

・井戸端会議の実施 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 城山地区 （２回目：課題解決策）  ４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 

 

 

地域住民のつながり

が希薄になってきて

いる 

 

 

 

 

 

・地域とのつながりはまずは挨拶から 

・高齢者、一人暮らしの方に声をかける機会をつくる。（隣の人が） 

・助け合う仲間を作る 

 

・交流の場をつくる 

・子ども会とタイアップして大人と子どもが集える場（機会）を作る 

・核家族化と共働きのため近所の人と顔を合わせる時間がないので、コミュニケ

ーションを取る場を地域で考える。（近場で）小単位で。 

・自治会運動会など子ども達とのつながりを持つ 

 

 

 

 

 

自治会の加入率が低

下してきている 

 

 

 

 

 

・自治会の行事を増やす 

 

・高齢者の脱退が多い所は若い方が助け合うようにする。例：役員をさせない 

・自治会役員をある程度の年齢で交代できるようにする 

 

・転入者に自治会に入ってもらうよう説明に行くようにする 

 

・自治会に入るメリットを考える（例えば、ごみ袋の配布復活） 

 

・高齢化のため、広報誌の配達や自治会費集金の当番が回ってきて大変な

ので、そのことをクリアできる方法を考える。（少しだけの手当、業者に

委託する等） 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 城山地区 （２回目：課題解決策）  ５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 

 

 

高齢者の所へ配達し

てくれる店が少なく

なる 

 

 

 

 

 

・お店と交流を増やしてお願いして配達してもらう。経費面で難しい面もある 

・高齢者が外出した時に店にお願いする。現に実行している高齢者もいる 

・連合自治会より周りの小店に城山地区で小口配達が出来るような店にお願い 

する 

 

・家族に状況を知ってもらい、定期的に来てもらう 

 

・城山、城栄地区には現実に TEL、FAX、インターネット注文で配達可能

なストアなどあるが、高齢のため、FAX、TEL などの利用方法がわから

ないのでサポートする。（登録、注文の仕方など） 

・ご用聞きのようなシステムができないか 

・小店が少なくなる原因の一つはお年寄りが歩けない。昔のご用聞き、配

達のような形を商店街で作ったらどうか（チラシを作って配布等） 

 

・車での販売等を斡旋する 

 

・配達するお店（人）にも援助を（行政などが） 

 

・坂道、階段の手すりの改善。（最近 TV 放映あり）車いす幅のスロープを

階段に設置する 

 

 

 

高齢者と子ども達の

ふれあう機会がない 

 

 

 

 

 

・道で会った時にあいさつをする 

 

・城山校区内での高齢者と子ども達のふれあいの場を企画する 

・高齢者と子どものふれあう日を毎月２回位決め継続する。社協支部のメンバー

が中心になり計画をする。 

 

・老人会やサロンの場に子どもたちを招く 

・友愛訪問の時に子どもと一緒に訪問する。手伝ってもらう 

 

 

 

 

・高齢者と子ども達がふれあうためには学校の協力も必要 

・小学校の入学式・卒業式への参加案内をする 

・小学校、中学校の催し物に高齢者を招待。その手助け方法は私達が考え

る。 

・子どもとの交流は学校を利用して、何かの時間を作ってもらい、タクシ

ーを乗り合わせて出かけてもらう 
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