
☆婦人防火、バケツリレーはいざという時できるか。 

☆実践に合った訓練をする。 ☆災害マップづくり 

☆自治会で年 1回は災害の時の避難場所の確認をする。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 長崎市社会福祉協議会 矢上支部 

第１回で出た矢上地区の「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、 

「災害時の訓練支援体制づくり」 

「空き缶・ゴミ・タバコのポイ捨て」 

「独居世帯、高齢世帯が多くなっている」 

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。  

 
 

矢上地区の「気になるところ」の問題解決策 を考えよう！ 
第２回

  

矢上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、矢上地区のいいところ、これからめざす矢上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。 

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。 

 

参加者全員であらためて矢上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、７ページから 1１ページに掲載しています。 

矢上地区 福祉のまちづくり    
やってみゅ～で・わがまち座談会 

 

 
平成 26 年 4 月 17 日（木）と平成 26 年 5 月 15 日（木）の 2 回にわたり、

東公民館で、「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、PTA などの関係者のみなさん約 23 名が参加し、矢上地区

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」「矢上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。 

 

矢上地区の「いいところ」と「気になるところ」を 

出し合いましょう！ 

 

≪主ないいところ≫ 

・小、中学生がよくあいさつをする。・子どもが多い。 

・スーパーが多くて助かる。・交通の便利がいい。 

・緑が多い。自然環境がよい。・郷土芸能が盛ん。 

・地域のまとまりがある。 

・消防団活動が行き届いている。 

 

≪主な気になるところ≫ 

・独居世帯、高齢世帯が多くなっている。・公園、遊び場が少ない。 

・地域の団体の役員になる人がいない。・空き缶、ゴミ、タバコのポイ捨て。 

・交通量が多いので、高齢者、子どもの事故が心配。 

 ※ 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

  

☆「災害時の訓練支援体制づくり」という問題に対しては、

次のようなアイデアが出ました。 

 

☆「独居世帯、高齢世帯が多くなっている」という問題に対し

ては、次のようなアイデアが出ました。 

 
☆人との接触でボケ防止になる。 

☆自治会で定期的に見守り活動を行う。 

☆孤立させないために助っ人隊を組織する。 

☆弁当を用意して公民館に食べに来てもらう。 

 

 

 

☆決定しました☆  

シーボルトも通った 

長崎街道 
歴史のまち 矢上 
  

◇問題解決策の一例◇  

 

 

①５つのグループごとに矢上地区の「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

ました。 

②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 

 

 

多数決でひ
とつに絞り
込み！ 



    

やってみゅ～で・わがまち座談会 矢上地区 （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 

・地域行事に子どもが参加する。 

・小、中学生がよくあいさつする。（心がなごむ）（５件） 

・大人も子どももあいさつがよく交わされる。（２件） 

・知らない人でもよく挨拶を返してくれる。 

・素直な子どもが多い。 

・子どもが多い。（９件） 

・よその子どもでも怒ることができる。 

 

・子どもネットワークが行き届いている。（学校の帰りなど老人会の皆さんで見守って下さ

っている） 

 

・子どものスポーツが盛ん。サッカー、ソフトその他 

・東長崎中学校はスポーツが強い。 

・卸団地から通学→体力がつく。 

・元マンモス校。中学校もマンモス。 

 

・隣近所で車の乗り合いの助け合いがある（お年寄り） 

 

 

・子どもが少ない。（新しく家が建てられないため人が入って来ない）（３件） 

・２０代の人の割合が少ない。（２件） 

・子育て世代と高齢者以外が抜けている。 

 

・（地区によっては）高齢者の方が増加している。（５件） 

・独居世帯、高齢者世帯が多くなっている。（３件） 

・つながりが強い分認知症、精神疾患の人が孤立することもある。 

・団地での孤独死がある。 

・若い人が高齢者が住む家の把握ができていない。 

・県営等団地に独居、高齢者が多い。→つながりがなく、疾患もあり亡くなることもある。 

 

・コミュニティを作るため自主グループに誘ったりするが、行きたくないという人もいる。 

・昔はおじいちゃん、おばあちゃんがまんじゅうやおかしを配ったりしていた。 

・子どもが家に行くように。（高齢者は拒まないのでは）→復活できる。自治会の力が必要。 

 

・公園は多いが、遊具が少ない。 

・子ども達が安全に遊べる場所が少ない。 

・近所の付き合いが少ない。（矢上地区） 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 矢上地区 （1 回目の集約結果） 

＜居住環境＞  

いいところ 気になるところ 

・景色がきれい。 ・山の上からの景色が良い。 

・海と山が身近にある。 ・山、海自然が豊かである。（２件） 

・ほたるが美しい町。夜空を舞い、毎年なごませてもらっている。 

・緑が多い。自然環境が良い。（２件） 

・いい具合に田舎。 

・八郎川の桜（２件）、こいのぼり。 ・中尾ダムの桜並木がきれい。 

・川がきれい。ボランティアで清掃して下さるので、ホタルが生息している。 

・農業も実は盛んである。後継者への助成を。 

・野菜作りが盛んで農産物直売所がある。 

 

・道路がきれい。 

・街がきれい。（ゴミが散らかっていない）（２件） 

 

・開けている（住宅地、お店、道） 

・交通道路が良くなった。 

・たくさん新しい住宅ができている。 

・矢上神社が建て替えられた。 ・中学校が建て替えられた。（２件） 

・支所が建て替えられた。 ・支所が新しい。 ・東部地区にこにこセンターができた。 

・（大型）スーパーが多くて助かる。（５件） 

・スーパーやディスカウントショップなど生活に必要な物がある。品物がよい。 

・子どもの遊び場所が多くなった。 

・運賃が安くなり喜んでいる。 

・交通の便利がいい。（３件） ・バスが便利になった。 

 

・実は長崎市の１０分の１の人口がある。市でもおかしくない。 

・この地域で生き続けたいと思う。 

・長崎、諫早、大村の高校に通える。 

・病院（開業医）が多い。（２件） 

・高齢者の施設が多い。 

 

・子育てしやすい環境。（２件） 

・バスの本数が少ない。（車がないと不便）（２件） 

・山間の地区の交通の便が悪い。 

 

・戸数、世帯減少が気になる。（中尾地区） 

・個人商店が少なくなった。（７５店舗から２５店舗に）商店街がさびしい。（３件） 

・国道沿いの空き店舗。 

・人口に対して、救急病院がすくない。（２件） 

 

・役屋敷、番所跡のＰＲ。案内看板を設置し観光地へ。 

・観光のルート。価値を知ってほしい。もっと評価してもいいのでは。 

 

・駅が遠い。 

・普賢山を公園に。 

・公園、遊び場が少ない。（４件） 

・大きなグランドがない。 

・街はきれいだが毎朝５分の掃除を。 

・パチンコ屋さんが多すぎる。 

 

・車いすでの移動が困難。（歩道ががたがたしている） 

・道路の整備がよくない。 

・歩道がガタガタ、つぎはぎ。 

・交通量が多い。事故 

・交通ルールを守らない人が目につく。 

・道路の狭い所がある。 

・通学路での歩道が狭い（２件）。個人宅から樹木がはみ出している。 
・通学路が危ない所がある。 

・通学路にガードレールがなく危険。 

・通学（高校）の交通費が高い。 

 

・病児保育の施設がない。 

 ２
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やってみゅ～で・わがまち座談会 矢上地区 （1 回目の集約結果） 

＜社会参加＞ 

いいところ 気になるところ 

・自治会をはじめ色々な組織がしっかりしている。 

・地域のふれあい 神様祭 

 各班で４つの神様を班巡りでしている。地域の和となっている。 

・地域のまとまりが良い。（２件） ・連帯感がある。 

・自治会、PTA、老人会等の交わりがある。 ・学校と地域のつながりがある。（２件） 

・小学校の先生方が地域の行事によく参加してくれる。 

・夏休み前に地区懇談会がある（夏休みの過ごし方などを話し合う） 

・２年ごとの自治会運動会開催。青少年育成と親睦 

・PTA 活動が盛んである。（P レク）（２件） 

・人と人とのつながりが強い。（３件）人情味がある。 

・人が良い。 

・自治会、老人会がＰＴＡも支えて下さっている。 

・行事が多くふれあう機会が多い。（２件） 

・地域の行事が盛ん（２件） 

・自治会活動が活発。 

 

・地域がまとまっている。（矢上くんち、中尾地区 虚空蔵菩薩大祭）（2 件） 

・郷土芸能が盛ん。（４件） ・伝統（矢上くんち）を大切にしている地域。 

・矢上くんち、戸石くんちなど歴史を継承している。 

・文化伝統を大切にし、それを守り継承している。 ・後継者育成に力を入れている。 

・矢上くんち（６件） ・中尾くんち ・ペーロン大会 ・節分祭がある。 

・普賢大祭がある。 ・誇れる浮立がある。 ・浮立など大人と子どもの交わりが多い。 

 

・郷土芸能を通じて世代間の交流がある。 

・地域力がいまだに活きている。 

 

・働く場所がある（卸団地） 

・知り合いが多い。 ・良い指導者が多い。 

・花火大会 

・小学校が歴史がある。１４０周年 

・昔と変わらない。 

・近所の方がよくわからない。（家族構成がわからない） 

・近所付き合いがなくなりつつある。 

・大きなマンションは住民同士の交流が少ない。 

・新しく移り住む人が多い。人の出入りが頻繁で関係が薄い？ 

 

・地域の団体の役員になる人がいない。（３件） 

・同じ人がどの団体にも出なくてはいけない。 

・色々な会議や行事に参加する人が同じ。 

・色々な団体の会員が減り続けている。 

・自治会行事、参加について男女の差がある？会場、機会あれば・・・ 

・自治会加入者が少なくなった。 

・自治会長の年齢が高すぎ。意見だしづらい。 

・核家族化のため子ども会未加入が多い。 

 

・未婚、独身者が意外と多い。 

 

・地域で集まる行事が少ない。 

 

・相手のプライバシーを尊重しない面がある。 

・つながりが強すぎてプライバシーが守れない事も。 

 

・駐車場が少ない。（学校行事の時） 

 

・市民（地元）のさるくへの参加が少ない。 

 

 ３
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やってみゅ～で・わがまち座談会 矢上地区 （1 回目の集約結果） 

＜環境衛生＞ 

いいところ 気になるところ 

・ゴミの分別がよくなった。 

・地域の人が町をきれいにしている。 

 

 

・橘湾に魚がいないと言って話をされるが、少し山の方から環境整備をしたらどうか。 

・河川の石垣がコンクリートでしてあるので、川の魚が住みにくい。もう少し魚やエビが住

みやすいように魚のアパートを作ってはどうか。 

・中尾川の水の流れに魚が上がれるように件にお願いしてスロープを作ってもらえたら？ 

・中尾ダムにブラックバスがいるためフナが育たない。（放流する人がいる） 

 

・ゴミ出しのルールが守られていない。 

・空き缶、ゴミ、タバコのポイ捨て（２件） 

・道路端の花壇にゴミを捨てる。 

・犬の散歩中に花壇内にフンを放置する。 

 

・鳥獣被害拡大中。 

・農耕地が荒れて拡大中。 

 

・農業の後継者がいない。 

 

 

 

 ４
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やってみゅ～で・わがまち座談会 矢上地区 （1 回目の集約結果） 

＜防犯・防災＞ 

いいところ 気になるところ 

・消防団活動が行き届いている。 

・消防団が定員を満たしている。 

 

・子ども達の安全を考えてくれている 

   

 

 

・青色パトロールを作りたいが、費用（維持費）がかかるので作れない。 

 

・交通量が多いので、高齢者、子どもの事故が心配。 

・車も歩行者も交通ルールを守らない人が多い。 

・横断歩道渡らない人多い。（特に高齢者） 

・子どもの自転車の乗り方が悪い。 

・自転車のノーヘル。 

 

・サルがよく出る。 

 

・消防団の年齢層が高い。 

 

・災害時の訓練支援体制づくり。 

・山が多く災害時が心配。 

・避難所が遠い。 

・上切通公民館が古い。 

 

・人目がない所がある。公園、住宅街 

・人が住んでいない家が通学路にある。 

・中、高生の溜まり場がある。（見えない場所、矢上小学校の上の公園） 

 

 ５
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やってみゅ～で・わがまち座談会 矢上地区 （1 回目の集約結果） 

＜その他＞ 

いいところ 気になるところ 

・観光客が多い（2 件） 

 

・人がきさく、明るい。 

・神仏を大切にする。 

・お互いの思いやりがある。 

・地の方、新しく来られた方。 

 

 

・Ｕターン、Ｉターンする企業立地がない。地元好きは多いが、雇用がない。 

・にこにこセンターホールの活用不足。前川清を呼ぶ。 

 

 
６
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やってみゅ～で・わがまち座談会 矢上地区 （２回目：課題解決策）  １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 

 

 

災害時の訓練支援体

制づくり 

 

 

・婦人防火、バケツリレー 

 公園の中でと決めてある。いざという時はできるか。 

・災害地区で作っている。  

・訓練はしていない。 

・訓練を 1 回でもしてはどうか。 

・自治会で年 1 回は災害時の避難場所の確認 

・自治会単位での避難訓練。 

・東長崎中学校（避難場所）には毛布は用意してある。 

・台風災害 避難場所 矢上小学校 連絡 情報の把握  

・実践に合った訓練をする。 

・危険な所の把握 

・災害マップづくり 

 

 

・避難場所（公民館）に避難用具を用意する。 

・避難訓練に中学生が参加できれば。 

・防災無線を個人の自宅に設置する。 

・防災無線設置の補助を市から出してもらう。 

 

 

 

 

 

中・高生の溜まり場が

ある 

 

 

 

 

・保護者にも指導する。 

・見回りをする。 

・時間が来たら公園の入り口を閉める。 

 

・公園が明るすぎる。（街灯ぐらいの明るさにする） 

 

 

７
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やってみゅ～で・わがまち座談会 矢上地区 （２回目：課題解決策）  ２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 

 

 

空き缶・ゴミ・タバコ

のポイ捨て 

 

 

・ゴミに対する本人の意識が必要。 

・家庭の掃除を常に行えば、自然とゴミ、空き缶は捨てない。 

・中尾川の空き缶は、消防団を中心に地域の人たちで拾っているのでそれを続け

たい。 

・歩道のゴミやタバコの吸い殻は地区の各々の団体の清掃時に拾うようにする（現

在もやっている） 

・解決策ではないが、私の通っている（禅）寺の本堂は余計なものは一切置いて

いない。まさに Simple is the best（シンプル イズ ザ ベスト）。 

 寺では週に一度の作務（さむ・掃除）も大切な修行の一つと位置付けられてい

る。 

・番所橋バス停にゴミが散乱。むしろゴミ袋を撤去した方がゴミを捨てないので

は。 

・車内からの空き缶投げ捨ては最近少なくなっている。 

・自転車泥棒の防止・・・鍵かけ 

 東長崎地区は盗難自転車の 9 割が鍵をかけていない。よって鍵かけを。 

 

・ボイ捨て防止・・・ある自治会では、大きな目の看板を設置したら、ゴ

ミ捨てがなくなったとのこと。見られているという心境が働く？ 

 

 ８
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やってみゅ～で・わがまち座談会 矢上地区 （２回目：課題解決策）  ３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 

 

 

独居世帯・高齢者世帯

が多くなっている 

・人との接触でボケ防止になる。 

・人と触れ合う機会を多く作る。 

・有志で集まってご飯を食べたり、カラオケしたり→引きこもり防止。 

・地域の公民館等で定期的に集う。 

・気軽にお年寄りが集まれるようなものを（つくる）→話をする場所 

・弁当を用意して公民館に食べに来てもらう。 

・自治会で定期的に見守り活動を行う。 

・高齢者・独居世帯の見守り。 

・見守り担当を決める。 

・ご近所同士で気掛けてもらう（電話してもらったり） 

・子どもが定期的にあいさつに行く。 

・簡単な体操で毎日続けられるものを（面白くて飽きない体操） 

 

 

コミュニティが希薄

になっている 

 

 

 

・あいさつ運動 

・子どもを中心にした催しを起点に！ 

・子どもが来たら親も来る！！ 

・行事を通じて大人と子どものネットワークを作る。 

 

 

 

 

・商店街に店を呼び込む→地域の活性化 

 ９
３ 

・地域行事のお知らせ、参加案内 

 



やってみゅ～で・わがまち座談会 矢上地区 （２回目：課題解決策）  ４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 

 

 

交通ルールを守らな

い人が多い 

 

 

・“交通ルール”子どもに学ばせる際、老人会等にも（声をかける）。 

・老人に多い。年に一度の交通安全講習会を PTA・老人会合同で行う。 

・安全な地域にするために、子ども・高齢者の安全講習会。→世代間交流にもつ

ながる。 

・家庭での交通ルールの確認。 

・注意を繰り返す（あらゆるところで、日頃から） 

・高齢者・子どもへ道路の危険箇所確認。 

・母親にも徹底を。 

・見通し悪く、事故を起こしやすい。（信号を待たずに） 

・通学路の見直し。 

・道路の整備など、陳情する機関の明確化とルートの確立。 

・スクールゾーンの見直し。 

・警察主催でもやってくれないか。 

・学校でも朝礼等、講習会だけでなく日頃からしてほしい。 

 

まちおこし 

・空き店舗活用 

・番所跡の PR 

 

 地域の活性化が 

必要！！ 

・史跡の活用（役屋敷、番所跡） 

 歴史資料を充実させ子ども達世代からの教育を。 

・番所の名前の由来を教える機会を。 

・自分の地域を学ぶ機会。 

・長崎街道・番所を知るための工夫を。小学生など地域の人も知らないことがあ

る。 

・小学校で地域との時間で周知を。 

・役屋敷→街おこしを考える。 

・空き店舗→地域で利用することを考える。 

・国道沿いの空き店舗 近隣で防犯、防火等に気を付ける。 

・補助金を。まずは整備を・・・ 

・整備していないから連れていけない。→整備した方がいいのでは。 

・長崎街道のスタート地点なので「さるく茶屋」みたいなものをつくって

は？ 

・東望砲台跡は道路も入らない。危ない→行政が補助金を出して整備でき

れば・・・ 

・人が入れるように。 

 

・警察へ講話を依頼。 

・警察から高齢者の事故の事例

など周知 

10
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やってみゅ～で・わがまち座談会 矢上地区 （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 

 

 

近所の方がよくわか

らない 

 

 

・あいさつを交わす。 

・転入してきた時あいさつに回る。 

・班長が新しく来た人を連れて回る。 

・子ども会の加入、強制的にできないか。 
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