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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回で出た高尾地区の「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。 

５つのグループごとに割り当てられた分野の解決策を緑

色の付箋紙に書き出しました。 

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。 

みなさんからいろいろなアイデアが出てきました。 

高尾地区の「気になるところ」の問題解決策を考えよう！ 
第２回

高尾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、高尾地区のいいところ、これからめざす高尾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。 

いろいろな言葉をつないで「これだ！」というフレーズに近づいていきました。 

参加されたみなさまの高尾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、本当にありがとうございました。 

 

 

子どもたちもいっしょに 

考えてくれました。 

 

◇選ばれた課題◇ 

１グループ＜高齢者・障がい者・子ども＞ ①高齢者の引きこもり（孤独死） 

                    ②子どもと高齢者の接点がない 

２グループ＜環境衛生＞  ①ゴミの分別のマナーが悪い 

             ②野良猫が多い（えさを与える人の非常識） 

３グループ＜社会参加＞  ①後継者が見つからない 

             ②自治会未加入について 

４グループ＜居住環境＞  ①道が狭い割に、交通量が多く、通学路に危険がいっぱい‼ 

             ②坂や階段が多く高齢者が大変‼ みんなが休めるサロンもない 

５グループ＜防犯・防災＞ ①不審者、痴漢等治安の問題 

             ②災害時の安全な避難 

※ 出された意見は、８ページから 12 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。 

☆キャッチフレーズ決定☆

高尾地区 福祉のまちづくり   

やってみゅ～で・わがまち座談会 

平成 24 年９月 2５日（火）と 10 月 16 日（火）の 2 回にわたり、山里地区

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、育友会、学校、児童クラブのみな

さん約 30 名が参加し、高尾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」「高尾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。 

第１回 
高尾地区の「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高尾地区の「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、 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≫ 

・子どもが元気よくあいさつしてくれる 

・地域のみなさんがＰＴＡや老人クラブ等に協力的 

・買い物や交通の便が便利で住みやすい 

・夏祭りが盛況 ・パトロールを行っているので安心

 

≪主な気になるところ≫ 

・高齢者で引きこもる人が増えている  

・通学路が狭く、非常に危険 

・自治会の未加入者が増えている 

・自治会役員、民生委員、育成協の後継者不足 

・ゴミの分別のマナーが悪い ・野良猫が多い 

・不審者、痴漢が多い。 

 

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、２ページから７ページに掲載しています。 

第１回



やってみゅ～で・わがまち座談会 高尾地区 （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 

・高齢者同士の連携が良い 

・老人が多いのでありがたい話が聞ける 

・お年寄りが元気 

・一人暮らし高齢者の食事会がある 

・独居老人食事会で普段の体調を確認できる（月 1 回の開催） 

・高齢者世帯が多く病気の時の心配もあるが、個人病院の在宅診療が進んでいると思う 

・一人暮らしの方のゴミ出しや買い物を近所の方が行ってくれる 

・認知症の老女が屋外車道上に出ているのを見て知らせてくれた近所の主婦に感謝している

 

・障害者の人達を外で見かける事が多い（電動車椅子等またボランティアの人と） 

・高尾小学校の生徒が障害のある生徒を優しく支えてくれているので安心 

 

・子どもが増えてきた  ・子ども達が元気である（２件）  ・若者も元気 

・あいさつを良くする。小学生も大人も  ・子ども素直、元気なあいさつ 

・知らない子どもからあいさつをされる  ・あいさつが返ってくる 

・高尾小学校の子どもがあいさつをできるところ（２件） 

・子ども達のあいさつが少しよくなっている  ・子どもとよく声を掛けられる 

・目立つ非行児がいない 

・学校と地域の連携はうまくいっていると思う 

・地域の協力がある  ・PTA の中に地域の方々が協力的である 

・地域の方が子どもたちにとても協力的 ・地域に老人会の協力があるのはうれしい 

・地域のみなさんが子ども達の安全を見守ってくれる（立哨・パトロールなど） 

・小学生の通学時に交通安全の見張りをやってくれている 

・登校時の交通指導を実施している 

・子どもの見守り 自治会、保護者、地域の方 

・近所付き合いが良く挨拶が良い（見守りができている） 

・北平公園を老人クラブで１ヶ月に１回清掃をしている。子ども達が楽しく過ごしている。

・子どものボランティア精神   

・学校の校舎、体育館がきれい  ・ちびっ子広場がある 

 

・高齢者が多い 

・高齢者が多い。特に一人暮らし高齢者 

・一人暮らしのお年寄りが増えている 

・高齢になることで役員になれず孤立するかも 

・老人が家に引っ込んだまま 

・昔のような近隣とのつき合いがなかなかできず独居老人等引きこもる人が増えている 

・夜間の高齢者のための反射板がほしい 

・高齢者の情報が得にくくなった 

 

・子どもの数が少ない 

・子どもの姿を見る事が少ない   

・子ども（特に小学生）の通学姿を見かけない 

・校区が入り混じっている   

・通学校がバラバラで子ども達のつながりが少ない 

・子ども会が少ない 

・子ども会があまり盛り上がらない（人数不足） 

・子どもと高齢者との会話がない 

・あいさつをしても無視したりあいさつできない子がまだ多い 

・中学生のあいさつが少ない 

・子どものあいさつが学校外でできているか。交通ルール・マナーが守れているか。 

 ２



やってみゅ～で・わがまち座談会 高尾地区 （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 

・景色が美しい 

・NTT 社宅下の道路からの夕日が 高 

・浦上天主堂や周辺の景色は外国を想わせるようでとてもすてき。教会の鐘 

・町内、会長さんが頑張ってくれるので町内がきれい 

 

・住人が良い人が多い 

・近所の人がみんな顔見知りで安心できる 

・近所づきあいがしやすい  

 

・住みやすい環境である 

・交通アクセスがよい 

・ポニーバスが近くまできて便利 

・コミュニティバスに助かっている 

・買い物に便利である。バスの便が良い 

 

・とても住み易い。商店、スーパー等もすぐ近くにあって生活し易い。 

・商店街が近い 

・買い物がしやすい（スーパー、ドラッグストアなど） 

・ママのセンターが買いやすい 

・ファミリーマートが近くにあるからいい 

・高尾小学校が近いから便利でいい 

・ふれあいセンターがある 

・聖フランシスコ病院が近いからいい 

・小峰公園が近くにあるからいい 

・習字が近いから便利 

・公文が近いから便利 

 

・車道に車の速度制限が 30km の表示が行われた 

 

 

 

・丘陵が多く車が乗り入れできない   

・車の乗り入れができない所が多い 

・車道の道幅が狭くて危ない  

・歩道が狭い（時に危険を感じる） 

・坂や階段が多い   

・石段が多い 

・坂道が多いので疲れる   

・坂が多いため外出がおっくうになる 

・急傾斜地が多いので高齢者にはつらいところもあると思う 

・公民館が高台にあり疲れる。階段などで高齢者は大変。 

・坂や階段が多く老人には住みにくい 

・斜面地のため、車が通らず若者が居つかず子どもが少ない 

・斜面住宅地で若い人が住みつかない 

・空き家が多くなり困っている 

・近所に空き家が多くなった 

・老朽化した家屋の管理ができてない 

 

・交通量が多いのに道幅が狭く危険 

・道幅が狭いので救急車が入って来れない 

・光仁会病院下から高尾小学校前に通じる道路が交通量の割りに狭い 

・道幅が狭いのでバイクがあがってくるので危ない時がある 

・道幅が狭く運転しづらい 

・中嶋クリニックにつながっている道が狭いから危ない 

・ 近急に車の通行量が増加して交通事故発生増が心配 

・交通量が多く裏道もスピードを出す車が多い 

・交差点が危ない   

・サーパス本原の前の交差点が危ない 

・歩道がない所を渡る人がいる 

・道路の車両確認のミラーで日の光をさけるカバーが割れていて、夕方、細い道路から出る

時、光で見えない危険がある 

・自転車を乗る人が、通行中、右折、左折の意思表示をしない 

 

 ３



やってみゅ～で・わがまち座談会 高尾地区 （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 

 ・通学路の危険は№１だと思う   

・通学路には危険がいっぱい 

・高尾小学校までの通学路が防護柵がなく狭い  

・通学路が狭い 

・通学路に専用歩道がない 

・通学路が狭い（交通量が多い）、ガードレール不備、歩道のマナー 

・通学路にゴミが置かれ通路をふさいでいる 

 

・近くに子どもが遊べる広場がない（本尾町・高尾町） 

・公園の柵の低さ（小峰公園・本原公園） 

 

・病院が近いため救急車の音が気になる 

 

・バス運賃が本原１丁目より上になるとひどく高くなる 

・バスの運賃が急に高くなる（50 円あがる）県営バス 

 

・ゴミ出しマナーが悪い 

・ポイ捨て禁止区域なのにタバコの吸い殻が減らない 

・放置自転車が多い 

 

・ちょっと寄ってお茶でもできるサロン等がない 

・隣の人とあまり会わない  

・マンションの人たちとの交流がない 

・世代交代が進んだが若者が表に出てこない 

 ４



やってみゅ～で・わがまち座談会 高尾地区 （1 回目の集約結果） 

＜社会参加＞ 

いいところ 気になるところ 

・町民の思いやり 

・人情深い 

・近所でのあいさつはよい 

・小学生のマナーがよい。よくあいさつをする。 

・自治会の人からあいさつをされる 

・近所付き合いがある 

・自分の自治会の人達は仲が良い 

・他の自治会との交流が多い 

・自治会活動が良い 

・自治会名簿の管理には気をつかっている 

・自治会役員の役割分担が良い 

・いろいろな意見がいっぱい出てくる 

 

・夏祭りがある 

・夏祭りがいろいろあって楽しい 

・山里中学校のお祭りが面白い 

・祭りが盛況である 

・毎年の夏祭りが楽しみ 

・小峰町では毎年夏祭りがある 

・毎年楽しく夏祭りを開催できる。かき氷、くじ引き、ヨーヨー、ビール、揚げたこやきな

ど 

・南山中・高校の行事で南山の出店の食べ物がおいしい 

 

・市民清掃などへの若い人の参加が増えてきた 

・ボランティアの受け皿がある 

・保育園の運動場を借りて、近隣自治会の子ども達とラジオ体操 

・育成協の活動が盛んである 

・近所の方が子育ての様子を教えてくれる（気になる家庭） 

・リハビリに通っている人に快く駐車場を提供してくれる人が町内にいる 

 

・自治会未加入者が増えてきた（４件） 

・自治会の会員が減っている 

・自治会に入る人が減っている（大人も子どもも）孤立につながらないか心配 

・自治会に入ってない人が何人いるかわかってないし、その人達の気持ちが分からない 

・自治会に入っていない人に関わりにくい 

・県営アパートに自治会がない（石神町） 

・自治会役員のなり手が見つからない 

・高尾自治会の役員も高齢者になり若者が少なくなっている 

・自治会の組長に回ってくる年が年々早くなってきた 

・自治会名簿に家族の情報を書かない 

・自治会役員の中にも情報を知らせない人がいる 

・自治会名簿を作成する時に年齢を教えない（女性） 

 

・民生委員の後継者がなかなか見つからない 

・民生委員はなるべくたくさんの人にやってもらいたいのに次の人が見つからない 

 

・育成協の後継者が不足している 

・高尾小校区育成協のメンバーがいつも同じで新しく参加されても後が続かない 

・育成協を保護者にもっと浸透させたい 

 

・立哨や見まわりなど協力者が限られている 

 

・アパートやマンション、大学生の入居者が多い 

 

 ５



やってみゅ～で・わがまち座談会 高尾地区 （1 回目の集約結果） 

＜環境衛生＞ 

いいところ 気になるところ 

・静かに暮らせる 

 

・ゴミが散乱してない 

・ゴミの日には町内の人が進んで美しい町づくりをしている 

・ゴミの日には役員が朝早くから手伝ってくれる。掃除してくれる。 

・個人で掃除をしてくれる人がいる 

・高尾小学校の子どもが小峰公園の清掃などをしている 

・高尾小学校のチョボラ。毎朝のゴミ拾い。小学６年生の活動 

 

 

・ゴミの分別のマナーが悪い（自治会未加入者、学生、転居してきた人等）（７件） 

・夜間または収集後のゴミ出しがあっている 

・よその人がゴミを捨てていく 

・小峰公園近くのゴミステーションが白線からはみ出る 

・ゴミ集め場がなくて車道の端の歩道上に山積みされ登校の子どもの安全が心配 

・自治会のゴミステーションの管理のことを意識しない人がいる 

・ゴミ出し日にはカラスが多い（収集前に散らかされる） 

 

・ゴミのポイ捨てが 近多いように思う（小峰公園、周辺の道路、県営アパートの通路） 

・県営アパート周辺に限らず、ゴミが捨てられている。マナーが悪い。 

・ゴミ箱がないのでポイ捨てが目立つ 

・下の川にゴミが多い 

 

・犬、猫の放し飼い（運動場・公園）マナーが悪い 

・浦上教会へ行く裏道には、犬・猫のふんが多い 

・野良猫が多く困っている。ふん・尿（２件） 

・猫の問題には困っている 

・猫に赤ちゃんが産まれ困っている 

・猫にえさをやる人がいるが注意できなくて困っている 

・野良猫が多い（えさを与える人の非常識）（２件） 

・猫の放し飼いが多く迷惑している 

 

 ６



やってみゅ～で・わがまち座談会 高尾地区 （1 回目の集約結果） 

＜防犯・防災＞ 

いいところ 気になるところ 

・犯罪が少ない 

・安全安心に対する地域の意識が高い 

・登校時のパトロールをやっている 

・地域の方々が高尾小校区のパトロールをしてくれる（防犯） 

・７月１日の 100 人パトロールには学校の保護者、先生、自治会で毎年パトロールを行う

・夜間も防犯パトロールに車でまわってくれている 

・町内パトロールをしながら街の危険な場所を見まわっている 

・月２回の防犯パトロールがある 

・防犯協会からのチョッキを着用した人に対して良くあいさつする（安心感がある） 

・中学生は防犯パトロールにはきちんとあいさつする 

・家訓：家の 100ｍ以内で会った人にはこちらからあいさつをする 

・通学・通勤時の挨拶など声かけを行っている 

・本原交番の見まわり 

・パトカーの巡回が多くなった 

・カトリックセンター近くの地下歩道廃止を行うと業者から情報を得た。防犯上安心。 

 

・不審者が多い 

・不審者情報を時々耳にするので怖い 

・治安の問題、軽犯罪が浦上（山里地区）で多い 

・痴漢が出る 

・痴漢が多い 

・スーパーでの万引きが多発している 

・家の表札がなく訪問時に困る 

 

・防災無線が聞こえにくい（２件） 

・避難所の設備が整っていない 

 

・通学道路の危険場所の点検はできているか 

・通学路でスピードを出す車が多い 

・河川の上に駐車している車の許可の有無 

・溝蓋のせいでそこに溝があることがわからない 

・地域全体が暗い（光）石神地区 

・街灯のパワーが弱い 

・街灯の球替えは夜間の受付もできるようにしてほしい 

 

 

＜その他＞ 

いいところ 気になるところ 

・おばあちゃん家の近くにセブンイレブンがあるからいい 

 

・バス料金が高い 

・子どもの声が夜遅く聞こえる 

・育成協（地域）と育成会（学校）の区別が難しい 

・駐車禁止の道路標識が公安委員会に言っているのに５年以上放置されている 

  

 ７



やってみゅ～で・わがまち座談会 高尾地区 （２回目）  １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 

 

 

高齢者の引きこもり 

（孤独死） 

 

 

 

 

 

・近所でのつき合いを気軽にする 

・お隣さん同士で元気のサインを決めておく 

・今日も元気であるというなんらか合図 

・隣３軒両隣に目を向ける 

・高齢者の自治会脱会を防ぐ 

・班で協力して自治会をやめさせないようにする 

・自治会、老人会に加入するよう勧めてみてはどうか。 

 

 

・福祉サービスの提供をうながす 

 

 

子どもと高齢者の 

接点がない 

 

 

 

 

 

 

・小学生を持つ親の小さな集団ができれば 

・子ども達にいろいろな昔の遊びを教える 

・極力、子どもを見かけたら声かけを大人からする。 

・日頃の挨拶の習慣 
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・高齢者が雑談できる場所作り。公民館等。 

 

・子ども、高齢者等集える場所作り 



やってみゅ～で・わがまち座談会 高尾地区 （２回目）  ２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 

 

 

ゴミの分別の 

マナーが悪い 

 

 

 

 

 

・小さい頃から、ゴミの分別の大切さを教える。正しい分別方法を教える。 

・自治会未加入者に個別に分別の「ちらし」を配る 

・不動産の方に入室時にゴミ分別のパンフレットを配ってもらう 

・ゴミ袋の色（赤・青・黄・緑）の中にちゃんと入れていいものとダメなものを

覚える 

・道路にゴミが捨ててあるからゴミを入れるかごに入れた方がいいと思う 

 

 

・都市によって分別法が違うのが混乱のもと…全国で統一してほしい 

・他都市では夜間に収集していると聞く。長崎でも考えてみては。 

・自治会に入らない人にはゴミ袋をやらないという旧来の方法に戻しては。

・ゴミを野外通路に出すのではなく、屋根付きのゴミ集積場にするように

してほしい。通学路に置くのはもってのほか。 

・大学生のマナーについて、大学からマナーを守るように言ってもらう。

 

 

野良猫が多い 

（えさを与える人 

の非常識） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・道路がきれいなアスファルトになったら猫や犬のふんが少なくなった。「砂」が

あるのが悪い 

・近所の人は注意できないので、自治会で団結して注意する。 

 

 ９

・ゴミの集積所に「ゴミ出しのマナー」、「野良猫にえさやり禁止」の貼り紙を

する。 

・ゴミステーションのゴミ箱にベニヤ板などで禁止事項や迷惑内容を書いて 

掲示する。 

 

 

 

 

 

 

 

・回覧板に「ゴミ出しのマナー」、「野良猫にえさやりの禁止」にご協力くださ

いと署名をもらう。 

大変迷惑しています 

・前日にゴミを出す人 

・分別をしない人 

・回収後にゴミを出す人 

・野良猫にえさをやる人 



やってみゅ～で・わがまち座談会 高尾地区 （２回目）  ３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 

 

 

後継者が見つから 

ない 

 

 

 

 

 

・常日頃から後継者の要請を押し付ける（飲み会の席等を利用） 

・いろんな行事（自治会・学校）に親子で参加してもらい、自治会活動を知って

もらう。 

 

 

・半強制的に自治会に入るように行政からも働きかける 

 

 

 

自治会未加入に 

ついて 

 

 

 

 

 

・自治会に入ってもらうためには、自治会で話し合って家を調べる。 

・自治会に入ってもらうためには、紙に書いていろいろな場所に貼る。 

・自治会に入ってもらうためには、入り方を教える。 

・新築された所、アパート・マンションに入居された方など近くの組長が声かけ

してみる。 

・新しい人を見つけるためにはパトロールをして集める。 

・地区の活動内容を説明し、何度も何度も入会を強制する。 

・若年層の夫婦には親から入会を言って指導してもらう 

・自治会活動の中身を現代にあわせる 

・負担を減らしてあげる 

・独居老人の入会希望者に対しては役員を免除してあげる 

 

・市役所の窓口で自治会名と会長の連絡先を教える 

・転居、転入届の手続きに窓口に来た時に自治会の案内をする。 

・賃貸のアパートに入居があった時は、不動産会社が自治会の案内の用紙

を渡す。掲示板に貼る。 

・ごみ袋を自治会経由で配布するようにする 

・条例をつくる 

・強制 

  10

 

・まずは自治会に入る 



やってみゅ～で・わがまち座談会 高尾地区 （２回目）  ４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 

 

 

道が狭い割に、交通量

が多く、通学路に危険

がいっぱい‼ 

 

 

 

 

 

・通学時の子どもの見守り。（連合自治会が月１回）防犯も含めて。 

・防犯協会のチョッキを着用し、啓発を行う。 

・子どもを守るネットワークのベストを着用して啓発する 

 

 

・ガードレールの必要性。全部につけるのではなく、一定の幅で… 

・手すりやガードレールを設置する（設置を働きかける） 

・通学路に看板を設置して、ドライバーに注意喚起する。 

・警察に立ってもらう 

・バスの通路に車両を停めることに対する取り締まり 

 

坂や階段が多く高齢

者が大変‼ 

みんなが休めるサロ

ンもない 

 

 

 

 

・行商のトラックが来てほしい 

 

 

・コミュニティバスの路線の改正について 

・コミュニティバスの増便 

・バス停を上りの方にも設置してほしい 

 11

 

・“歩行者のマナー教育”特に小・中学生の通学時の安全教育。飛び出

し注意。 

・児童に交通マナー、ルールの指導を徹底する。 

 クロネコヤマト、警察など 

・ゴミ集積場と道路が重なり収集日にはゴミが道をふさいでいる 

 

・ベンチのないところ（バス停など）にベンチを設置する 

・空き家、空き地を利用した休場作り 



やってみゅ～で・わがまち座談会 高尾地区 （２回目）  ５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 

 

 

不審者、痴漢等 

治安の問題 

 

・犯罪多発地域の表示を行い、啓発を活発にする。 

・痴漢多発箇所に掲示を行う 

・防犯マップの作成。定期的に更新する。 

・町内会に入って近所の顔見知りになる 

・親同士が仲良くなれば子どもも自然とあいさつができると思う 

・軽犯罪が起こった時、おそわれた時などの対処法の勉強会。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・夜間の通路の照明を保ち、光を妨げる木を切って明るさを保つべきであ

る。道路照明を明るく。 

・街灯を増やすよう行政に要望する 

・警察に直接つながる防犯ベルを学校以外にも設置する 

 

 

 

災害時の安全な避難 

 

・地区で年１回は避難所までの道を歩いてみる 

・災害時自治会単位で声かけを行う 

・一人暮らしの方は民生委員が声をかけるようにしている 

 

 

 

 

 

・防災無線が聞こえにくい。風向きや天候にもよると思うが、全体に聞こ

えるように工夫が必要と思う。拡声器の設置場所についても考慮を要す

る。 

・防災無線とパトカーの連携。パトカーでスピーカーを流して走る。 
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・警察官パトロールの強化をお願いするとともに自治会パトロールも行う 

・夕方（下校時）のパトロール 

 

・街灯のＬＥＤ化。ソーラーパネル取付けの徹底。 

 

・安全な避難ルートの看板等の設置。確認しながら避難できるように。 

・災害時がけ崩れが起こりやすい所などマップに示す 


