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平成22年 9月 14日（火）、平間公民館で、２６人のい

ろんな団体や世代の人たちが参加し、第 2 回目の「やっ

てみゅ～で・わがまち座談会」が開催されました。 

今回は、高城台小学校区の「気になる課題」をもう少し

掘り下げて考えてみましたが、第１回目と同様、和気あ

いあいとした雰囲気の中にも活発で熱心なグループ討議

が繰り広げられました。 

東長崎地区 
（高城台小学校区） 

 
第2 回

【「やってみゅ～で・わがまち座談会」を開催する理由】 

前回、グループごとに、出し合った「気になるところ」

の中から、特に「気になるところ」を3つ選びました。 

◆ 1・５班…「新しい住宅地ならではの問題」「荒廃農地 

       の増加」「公民館前の道路の交通量の増加」 

◆ 2班…「コミュニケーション」「犬猫のふん尿」「治安」 

◆ 3班…「周りの山並みの雑草」「伝統的行事の子どもへ 

 の伝承」「まちづくり途中の町ならではの問題」 

◆ 4班…「ごみのモラル」「子どもの遊び場が少ない」 

「交通マナー」 

気になる課題を３つ選んでみよう！ 
ステップ １ 

地域の人たちが、「地域の良いところをみんな

で見つけて伸ばしていこう」「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」

「高城台小学校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”になればと思います。 

また、出されたご意見は、“誰もが安心してい

きいきと暮らせるまち”を実現するために、市

と社協で策定する「地域福祉計画」「地域福祉活

動計画」に反映します。 
１

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だろう…。 

参加者は、いろんなアイデアを緑色の付せん紙に書き出し、そ

れを発表していきました。 

出された意見を掘り下げてみよう！ ～問題の解決策を考えよう！ステップ ３ 

話し合った内容を発表しよう 「グループ発表」 

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

各グループで、白熱した 
話し合いが行われました 

 

 

そして、出された解決策を「自分や家族でできる

こと」「自分と地域住民でできること」「自分や地

域住民だけでは難しいこと」に分類しました。 
 

 

第３回の「やってみゅ～で・わがまち座談会」（9 月 28 日（火）

午後 7 時～9 時、平間公民館）では「おススメ解決策」の実行プ

ランを検討し、まちづくりの「キャッチフレーズ」を決定します。 

皆さんから出された意見は、グループごとに発表されました。 

特に、グループで出た解決策の中から選ばれた、「これだ！」という、“おススメ解決策”

が紹介されました。 

地域のみんなで考えると、

良いアイデアが 
次々と出てくるんだね！ 

 

選んだ課題を掘り下げてみよう！ 

～課題によって、どんな“問題”が 

起きているのだろう？ 

ステップ ２ 

 
興味深く、時には頷きながら、発表者の
意見に耳を傾けます 

次に、選んだ３つの課題から、どんな“問題”が

起きているのか。また、そのまま放っておくと、

これからどんな“問題”が起きるのか…。 

付
せ
ん
紙
に
、
自
分

の
意
見
を
綴
っ
て
い

き
ま
す 

   

今回の発表者 

（左から） 参加者は、思いつく“問題”を青色の付せん紙に

書き出し、意見を発表し合いました。 高倉さん、川端さん

下神さん、米田さん



福祉のまちづくり「やってみゅ～で・わがまち座談会」 高城台小学校区  ２回目         ：おススメ解決策             【１・5 グループ】 

気になるところ どんな問題が？ 自分や家族でできること 自分と地域住民でできること 自分や地域住民だけでは難しいこと 

１．新しい住宅地だと色々と問

題があるのではないか  

 

 

 

 

 

 

 

・近所付き合いがなくなる ○未  

・交流が少なく、つながりが薄くなる ○未  

・同世代の人が多いので、一斉に高齢化する ○未  

・住民間のトラブルが起きて、地域の関係が悪くなる ○未  

 

 

 

・隣何軒かでグループをつくり、サークル活動などを

定期的に行って話をする 

・交流を図るため、季節毎のイベントを行う（ハロウ

ィン、もぐら打ち等） 

・行事や自治会活動を盛んにする 

・地区行事などへの参加を呼びかける 

・公民館活動（趣味） 

 

２． 荒廃していく農地が年々増

えていくこと 

 

 

・農地にごみを捨てる人が多くなる ○未  

・農地が山になってしまう ○未   

 

・荒廃農地を安くで（無料

でも）農業をしたい人に

貸す。 

 ・学生のボランティアを育てる  

３．公民館の前の道路の交通量

が増加しており、老人や子

どもが危ない 

・子どもやお年寄りが巻き込まれる事故が発生する ○未  

・交通事故の発生（２） ○未  

・交通量が増えており人身事故が多発する ○未  

・高齢者の方は外に出なくなる（事故を恐れて） ○未  

・清藤地区は車がスピードを出している ○今  

・運転者のモラルを向上さ

せる 

 ・公民館前に信号機を設置する（押しボタン

式） 

・警察による交通取り締まり 

・農業体験したい人を集め、講習してみる 

・定期的に自治会、行政で草刈りをする 

・農家と地域が一体になって取り組んでい

きたい 



福祉のまちづくり「やってみゅ～で・わがまち座談会」 高城台小学校区  ２回目         ：おススメ解決策            【２ グループ】 

気になるところ どんな問題が？ 自分や家族でできること 自分と地域住民でできること 
自分や地域住民だけでは難しい

こと 

１．子ども達と顔見知りになら

ないとコミュニケーション

が上手くとれない 

 

 

 

 

 

 

・あいさつをする子どもが減っている ○今  

・地域の絆が薄れていく ○未  

・子ども達が危険に遭っても、大人に頼れない ○未  

・注意したいことがあってもその場で正さず、例えば学校に連

絡して、良しとしている ○今  

・子どもへの声かけ事案があっても、誰に助けを求めてよいか

分からない ○未  

・自動車への連れ込み事案が起きる（知らない人に声をかけら

れても、誰に助けを求めてよいか分からない） ○未  

 

・自分からあいさつする 

・子どもの名前を覚える努力をしたい。「あ

の子」「この子」では子どもにも失礼で

は！ 

・積極的に子ども達にあいさつをします。

小さいことの積み重ねしかないでしょ

う 

・隣保班の大人間のコミュニケーションを深め

たい。「声かけ運動」のさらなる推進を！ 

・地域の人との交流の機会をつくる 

・地域内（子ども会）を中心とした指導者の育

成 

・子ども達の活動時間、登下校時などに用事を

合わせて外に出て見守るようにする 

 

２．犬猫のふん尿の問題  

 

 

 

 

 

 

・清掃中、草むら、植木にふん尿があり、非常に困っている。

猫よけの機器を購入しているが、あまり効果がない。散歩時

に袋だけ持ち歩いているが、処理されているのか？ ○今  

・ごみ、犬猫のふん尿などは、地区の人がお互いに気をかけて

おかないと、行政がすべきだという風潮になる ○未  

・病気などの感染源となる ○未  

・ふんが多いと、今までふんをきちんと処理していた人も放置

してしまう ○未  

・悪臭のもとになる ○未  

・不衛生。町が汚れていく ○未  

・幼児の遊び場は公園が一番安全なので、不衛生になる犬のマ

ーカーは公園内ではやめてほしい ○未  

・ふん用の袋類を必ず使用する ・犬の散歩は結構ですが、公園内ではふん尿を

させない習慣、しつけを飼い主に求める 

・私どもの地区はリサイクル推進員の方が４人

いて、その方達を中心に努力しています。今

後もそれを続けていくしかない 

・町をきれいにして、ふんをそのままにしてお

くと悪いなと思わせる 

 

３．警察が遠くなった 

（治安が低下している） 

・何か起こった時に、遠いことで問題が大きくなる ○未  

・広い地域を担当しているので、その土地の名前をいっても分

かってもらえない ○今  

・コンビニに集まるなど、若者がたむろする場所が増えてくる

○未  

・警察がバックアップしてくれないと、悪いことが起きても誰

も注意などできず、見て見ぬふりをする ○未  

・諸手続きが面倒 ○今  

 ・子ども達の活動時間、登下校時などに用事を

合わせて外に出て見守るようにする 

・パトカーの巡回を増やす 

・繰り返しあいさつをして、子ども達にあいさつ

の大事さを分かってもらう 

・あいさつなどで顔見知りになっておくと、若者に

なった時も声をかけやすい。注意しやすくなる 

・東長崎全体で要望を出す 

・警察については、手続きや治安のことなどがあるの

で、署への昇格について連合自治会の方で働きかけて

もらったらどうか 

・地域ぐるみの自衛警護を！（青パト） 

 夜間バトロール実施中（高城台自治会） 

・警察や地域でパトロールの強化 



福祉のまちづくり「やってみゅ～で・わがまち座談会」 高城台小学校区  ２回目         ：おススメ解決策             【３ グループ】 

気になるところ どんな問題が？ 自分や家族でできること 自分と地域住民でできること 自分や地域住民だけでは難しいこと 

１．（自然環境） 

  緑が多い街ですが、周りの

山並みは雑草が生い茂り、

整備ができていない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・草刈後の草を処理せずにそのまま放置するため、害虫発生な

どの原因となっている（法面） ○今  

・火災、ごみの放置、害虫の発生など、災害や環境の悪化につ

ながる ○今○未  

・道路の歩道の雑草が生い茂り、通行障害になっている ○今  

・草木が生い茂り、人が近づかなくなり不法投棄が起こる ○今

○未  

・公園や道端に落ちているごみが放置されている ○今  

・地域住民（特に子ども）の安全が守りにくくなる ○未  

・管理が行き届いていない自治会と思われてしまう ○今○未  

 ・ごみ箱の設置、そして回収 

・地域の皆さんと話し合いをしていく 

 

２．（地域コミュニティ） 

  子ども達に伝統的な行事の

伝承ができていないこと！ 

 

 

 

 

・子どもたちが忙しい（塾やクラブ活動） ○今  

・子ども会に入らない、行事に参加しない地域がある ○今  

・子どもたちが遊ぶ公園がない ○今  

・年代間の交流がしづらいため、思いやりのある子どもたちが

育たない ○今  

・歴史を守ることは一人ではできない。行事の伝承がなくなれ

ば地域のつながりが薄くなる ○未  

・歴史を学ぶことの重要性を子どもが理解しなくなる ○未  

・人間関係が希薄になり、地域の教育力が低下する ○未  

・まず親が地域のつながり

の重要性を認識し、子ど

もに伝えるよう、親も子

どもと共に協力してもら

う 

・親子で気軽に参加できるレクリエーションなどを行

う 

・親子の活動機会をつくる（奇数月の第１日曜日と決

めたりする） 

・地域で企画した体験教室を行う 

 

 

３．（住環境） 

  まちづくりしている途中の

町です 

・道路整備の遅れ ○今  

・公共交通機関が不便 ○今  

・バスが１時間に１本しかない（間の瀬、平間、現川地区）○今

  

・車がないと不便な町 ○今  

・地域の小店が減っている ○今  

・地域間の連携が充分ではない ○今  

・工事が多く安全面に問題がある ○今  

 

 

 

 

 

・若い世代の交流の場をつくる 

・普通免許で運転できる10人乗りくらいのワゴン車

を地域で巡回させる 

 

 

 

 

・工事場所全体についての打ち合わせを年に

１～２回行う（行政主導） 

・矢上くんちを休日に実施する（PRする）

・親子で参加できる催し物を企画実施する 

・自治会で、子ども達が楽しく過ごせる公

園をつくる予定をしている 

・ボランティア活動への支援の充実 
・ボランティアの活用 

 人材ネットワークの構築 



福祉のまちづくり「やってみゅ～で・わがまち座談会」 高城台小学校区  ２回目         ：おススメ解決策             【４ グループ】 

気になるところ どんな問題が？ 自分や家族でできること 自分と地域住民でできること 自分や地域住民だけでは難しいこと 

１．地域の方々のモラル（ごみ

の投棄） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・林道への不法投棄がある（業者が投棄しているケースもある）

○今 

・環境破壊⇒遊び場が減る ○未  

・ごみの投棄が増える⇒治安悪化 ○未  

・山林にごみを投棄した場合、排水路を塞ぎ土石流などの原因

になりかねないケースがあるのでは？ ○未   

・カラス、タヌキ、イノシシ等野生動物が人家に近づくことに

なる ○今  

・ごみが増えるとその処理が大変（割れ窓理論：ささやかな事

由を放置することこそ大きな事由を招く引き金になるという

理論） ○未   

・地域資源がなくなる ○未  

 ・ごみステーションに当番を決めてカギを使用する 

・ごみの問題は住民が注意を喚起する 

・法面の緑化 

 

 

 

２．子ども達の遊べる場所が少

ない 

 

・道路で遊ぶ⇒事故 ○今  

・外で遊んでいる子どもを見かけない ○今  

・交通事故―路地でのボール遊び、自転車（H２２、４件）○今

・広場―子どもの遊び場だけでなく、消防団の訓練、大人のソ

フトボールチームが練習できる広場などもあればよい。広場

がないと地域間のつながりが低下する ○今  

・子どもが遊ぶ広場が少ないため、子どもが道路や歩道で遊ん

でしまい、交通事故の発生や住民からの苦情が出ている ○今

 

 

 

 

 

・幼児の飛び出しと三輪車対策 

 

 

 

 

 

・平間自治会では公園広場が早くできるの

を待っています 

・大きな公園（運動公園） 

３．交通マナーが悪い ・国道 34 号線の抜け道として、通学道路や生活道路を、制限

速度を超えて車が通過するので、事故に巻き込まれるおそれ

がある。○未 

・長崎は運転マナーが悪い（飲酒運転など）ので全国的にも有

名！拍車をかけることになる ○今  

・歩道がない場所では子どもたちが事故に遭う ○未  

・交通事故 ○今  

 

 

 

 

 

・警察による取り締まりの強化等 

 

 

 

 

 （参加しない人をどう引き出すか？） 

・モラル向上のための地域の方々が参加できる勉強会

や話し合いを行う 

・地域住民が意識する 

・ハーブを植える（緑花＆動物対策に！） 

・川のごみ拾い（大人も子どもも） 

 ※マムシ対策を 

・現川川を地域住民で清掃する 

・行政パトロール等で幹線道路沿いの整備、

ごみ投棄を防ぐ 

・生ごみが完全に入るように、ごみステーシ

ョンを金網で大きくつくる 

・目的別公園をつくる（ボール遊び専用や、

自転車専用など） 

・工夫した公園をつくる（自転車に乗ったりボール遊

んだりできる公園と、幼児用の公園を分けるなど） 

・平間１号２号公園の活用を検討している

（トイレの新設） 


