
続いて、山里地区のいいところ、

これからめざす山里地区のイメー

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、多数決で右のとおり決定

しました。 

 

☆地域活動の計画・企画段階で様々な世代に参加してもらうこと

によって、縦のつながりを強める。  など 

山里地区の「いいところ」と 

「気になるところ」を出し合いましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山里地区 福福福祉祉祉のののまままちちちづづづくくくりりり   
やややっっってててみみみゅゅゅ～～～ででで・・・わわわがががまままちちち座座座談談談会会会   

 

１回目に出された山里地区の「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、 

「地域住民のつながりの希薄化」「ゴミ出しのマナーをよくするために」 

「歩行者の安全が確保されていない」「外灯が暗い」 

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。  

 
 

山里地区の「気になるところ」の問題解決策 を考えよう！ 
２回目

  

山里地区のまちづくりの「キャッチフレーズ」を考えよう！ 

延べ 78 名と多数の方が参加し、2 回の座談会を通して活発に意見が交わされ、山里地区を

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。 

みなさまからは、「人が集まって話し合うことは大切」「今回の意見を実現に向けて、次のス

テップへ！」などの声が聞かれました。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。 

平成 27 年 1 月 28 日（水）と 2 月 4 日（水）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。 

関係者のみなさん延べ78名が参加し、山里地区の今と未来
これから

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」「山里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。 

 

≪主ないいところ≫ 
・町内の人のふれあいがある。 ・子ども達の挨拶が元気が良い。 

・平和教育が充実している。  ・親が教育熱心。 

・街がきれいで環境が良い。  ・地域の会合などの参加者が多い。 

・近くに学校、商店街、病院等があり、生活には便利な地域。 

・地域コミュニティ・ボランティア精神がすばらしい。 

≪主な気になるところ≫ 

・子どものイベントが少ない。→親同士の交流も少ない。 

・本原モデル市場や平和町商店街の空き店舗。 

・自治会離れが多い（未加入） 

・ゴミの出し方（分別）が悪い。 

・暗い夜道がある（夜危険） 

 ※ 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。 

１回目

  

☆「地域住民のつながりの希薄化」という問題に対しては、次のようなアイデアが 

出ました。 

 

☆「外で遊ぶ子供が少ない」という問題に対しては、次のような 

アイデアが出ました。 

 

☆川の清掃を自治会、PTA等の行事としたらどうか。 

☆ポイ捨て禁止の看板を目立つように設置する。  など 

 

 

◇問題解決策の一例◇  

 

①５つのグループごとに山里地区の「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※別に模造紙に整理しました。 

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 

 

 

☆「川に魚が泳ぐようになるために。タバコの吸い殻や空き缶」という問題に対しては、 

次のようなアイデアが出ました。 

 

☆スポーツ大会などのイベントを開催する。 

☆子ども達にできる社会奉仕（やさしい）を見つける。  など 

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） 

決定！ 

まずは“ほくろ貼りゲ

ーム”でなごやかな

雰囲気に ＾０^/ 

 



    

やってみゅ～で・わがまち座談会 山里地区 （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 

・市街地なのに地域の絆。    ・今でもご近所付き合いが活発。 

・町内の人のふれ合いがある。  ・永く住んでいる人が多いので顔見知りの人が多い。 

・ご近所同士よくあいさつをする。 

・挨拶をずっとしていると、だんだんしてくれるようになる。 

・私の住む本原町は子ども会も老人会もあり人の関係良し。 

・人との関係で安心な町だと思う。  ・新旧の住民がうまく共存している。 

・一般的に人柄が良い。       ・住民の人柄が良い。 

 

・平和を愛する山里っ子は心がキレイ。  ・子ども達の活気があり人数が多い。（2 件） 

・子どもたちが素直、明るく優しい。  ・子どもたちの挨拶が元気が良い。（５件） 

・あいさつをよくする、学童も大人の人と立ち話を楽しんでいる。 

・「あいさつ道路」看板あり。 

・子どもに優しい。   ・転校生に優しい。 

・子育て人気地域。   ・子ども達の育ちが良さそう。 

・小学校の評判が良く人気がある。 

・子ども達がよく公園で遊んでいる。  ・子ども達が仲良く登校している。 

・商店街のイベント等で子どもたちがとても喜んで参加している。 

・育成協主催の運動会がある。 

 

・高齢者がよく外出をしている。    ・老人クラブがまとまっている。 

・近所のお年寄り同士、面倒をみたり報告してもらったりする（けが、入院等）。 

・老人会活動を活発にされている。   ・もちつき、老人会、防災の日、参加者が多い。 

・高齢者に優しい。 

 

・親が教育熱心。 

 

・平和教育が充実している。   ・平和教育が盛んである。 

・被爆中心地に近いということで平和教育など子供達の平和への関心が高い。 

・原爆に関する資料がある。 

・学校は平和教育も盛んなため素直に育つ。  ・子ども達が平和教育をよく行っている。 

・子ども会がない（家野町）。 

・老人会はあっても子ども会はない。 

・子どものイベントが少ない→親同士の交流も少ない。 

・子ども（児童）が少なく高齢者が増えるばかり。 

・学校が分散しており交流や子ども会ができにくい。 

・外（公園など）で遊ぶ子が少ない。（2 件） 

・子どもが少なくなったことで少し活気がない気がする。 

・子どもが忙しそうで遊んでいる声が聞こえない。 

・子どもの遊び場所の環境。 

 

・老人会の加入が少ない。 

・老人会への集まりが悪い。 

・一人暮らしの老人が多い。 

 

・若い人が少ない（お年寄りが多い）。 

 

・運動会（自治会）で人数が足りないのが気になります。 

 

・転勤者も多い為、役員等の係をすすめられない。 

 

・近くに住んでいる人のことをよく知らない。 

 

・無断で駐車をし、白線上に車、バイクが止めてある（人の気持ち、配慮） 

 

１ 



やってみゅ～で・わがまち座談会 山里地区 （1 回目の集約結果） 

＜居住環境＞  

いいところ 気になるところ 

・街がきれい環境がよい。（３件）   

・平和町商店街から浦上天主堂を臨む景観が美しい。 ・街並みがきれい。（2 件） 

・山里小学校がキレイ。  ・山里小は人気校。（2 件）  ・学校が近い。 

・誇りを持って住める（便利、歴史、治安）。 

・町全体が明るく住みやすい所です。 

・静かで住みやすい。（2 件）        ・ネオン街がない。 

・街並みにお花や緑が多く気持ちが良い。  ・落ち着いた住宅地で住みやすい。   

・文教地区で落ち着いた街。        ・昼夜を問わず比較的静か。 

・公園や椅子をあちこちに配置している、散歩したり景色も楽しめる。 

 

・浦上教会の存在。  ・浦上教会等の観光施設がある。 

・平和公園がある（世界に向けて平和発信の中心）。 ・浦上天主堂、永井博士記念館がある。 

・観光地が多い。  ・観光名所、観光客が多い。  ・歴史がある（カトリック・被爆） 

・観光客が多くたくさんの方とのふれあいができる。 

・観光客でいつもにぎっわているイメージ。 

・天主堂公園が美しい（ゴミがない、毎朝丁寧に掃除されている。） 

 

・近くに学校、商店街、病院等、生活には便利な地域だと思う。（９件） 

・保育園、幼稚園、小、中、高、大学、学童、塾と教育環境に恵まれている。（２件） 

・子どもたちが遊びに行ける公園が周辺に多い。 ・公園が多く遊ぶ場所が充実している。 

・天主公園のターザンロープ（子ども達に大人気）。 

・住吉市場などお買い物が便利。（４件）   ・交通の便が良い。（８件） 

・歩いて行ける所に全ての施設があり便利だ。 

・独身アパートが多い。 

 

・子育て中に知り合えたママ友と仲良くなりやすい。 

・マンションが増えて子供達が多くなった。  ・山里地区は住みやすい人気ある街。 

・平野町山里自治会、私達の町内は場所に恵まれた町内です。自治会の皆様の協力に感謝し

ます。 

・子ども達が夏休み時いろいろなイベントに行きやすい（映画、公園等）。 

・ふれあいセンターがいろいろ活用できる、子ども達が助かっている。（イベント等）。 

・大きな公園はあっても子供が遊べる公園は少ない。 

・天主公園の子どもの遊具が少ない。  ・未就園児と一緒に行く場所が少なくなった。 

・子どもが天気が悪い日など屋内で集える場がない（児童センターが移動した）。 

 

・本原モデル市場や平和町商店街の空き店舗。（2 件）  ・商店の数が少ない。 

・平和町の商店街が寂しい。（2 件）   ・空き店舗を利用した SF 商法（？）が多い。 

・飲食店が少ない（観光客、地域も含む）。 ・商店街にくつろげる場所が少ない（平和町）。 

 

・空家が多い（一人暮らしの人がホームに入ったり…）。（2 件） 

・高層マンションが気になる。 

 

・住みやすい地域だが家賃が高くて住めない。  ・土地の値段が高い。 

 

・裏通りの道路は車の往来が多く危ないと思う時がある。 

・裏通りは歩道がはっきりしていないので歩きにくい。  ・歩道が狭い。（３件） 

・通学路が狭く危険な歩道がある。   ・通学路が交通量が多く道も狭い。 

・車がスピードを出して通って行く。保育園、通学路があり危険。（４件） 

・整備されてない危険側溝が多い。 ・電信柱等で歩道が狭い箇所がある。 

・高齢者が横断歩道でない所を渡っている。 

・観光客が多いので道を歩きにくい時もある。 

・本原ジョイフルサン前の車道横断される方が多い。（2 件） 

・交通量が多い。危険。（３件） ・細い道路、交通事故が気になる。 

・車道にはみ出して歩行している子供さんを見かける。 

・信愛幼稚園前の地下道入口で死角がある。 

・交通の便が良い反面、車が多くうるさい（JR と電車が通っている）。 

・有料駐車場が少ない。 ・商店街に大きな駐車場がほしい。 

 

・英語での案内の充実が欠けている。 

・花壇がない（江平）。  ・街路樹が景観をじゃましている。 

・１００円ショップがあったらいいな。 

・歴史が街づくりに活かされていない。 

・中国領事館があるので右翼の街宣車がうるさい。 

２
３ 



やってみゅ～で・わがまち座談会 山里地区 （1 回目の集約結果） 

＜社会参加＞ 

いいところ 気になるところ 

・自治会役員会の出席率が良い。  ・地域の会合などの参加者が多い。 

・地域コミュニティ・ボランティア精神がすばらしい。 ・地域への関心が高い。 

 

・隣近所の付き合いが良い、親しみやすい。（２件） 

・困った事があるとすぐ動いてくださる。 

・街を愛する人がいる。  ・熱意ある人々（団体の活動が活発）。 

・小学校を中心に地域がまとまっている。  ・地域の方々のまとまりがある。 

・教育熱心な地域（親が熱心） 

 

・子供達、大人の交流がある。 

・花を植える作業を自治会交えて行える。 

・平和町商店街のイベントなど工夫されて楽しく思う。 

・自治会で夏休みにバーベキュー大会、冬休みは餅つき大会。 

・地域の活動が盛ん、運動会、夏祭り。  ・山里商店街の夏祭りが楽しい。 

・山里地区親ぼく大運動会が盛大、とても楽しい。 

・町内行事のバーベキュー、もちつき大会については協力をいただき感謝している。今後も

頑張っていきたい。 

・学校地区内である行事によくたくさんでていただける。 

・子ども会が活発に活動していて参加者が多い。 

・昭和の香りのする行事（８００人ラジオ体操等）。 

・商店街の催し物が工夫されて良い（平和町）。 

 

・環境は良い。 

 

・あいさつ運動に力を入れている。 

・あいさつが良い、住みよい。 

・地域の子どもに対して地域の方で見守る態勢がよくできている。 

・育成協の活動が活発である。 

・地域の結びつきが弱くなっている。  ・薄れゆく絆（自治会加入）。 

・留学生等外国人の世帯もあり人の交流がない。 

・古くからの住民と新しく来られている方との交流、接点が少ない。 

・自治会の交流が少ない。 

・同じ自治会内で、名前顔も知らない人が多い。 

・公立小以外の方の自治会加入者が少ない。 

・マンションなどは特に人付き合いがない 

・ワンルームマンションなどが多く自治会加入者が少ない。 

・自治会離れが多い（未加入）（６件）。 

・ご近所との関わりがあまりない（特に異世代間）。 

 

・自治会の催しに参加する人が少ない。 

・老若男女が参加できる行事があまりない。 

 

・役員のなり手が少ない（民生委員）。 

・自治会の担い手が減少している（高齢化、未加入） 

・後継者不足、若い人が少ない。 

・マンネリ化を感じるが若い力を伸ばしたい。 

 

・地域の若い世代の社会参加が乏しい。反省と努力が必要。 

・川掃除のメンバーに若い人等の人手が欲しい。 

 

・通学の生徒さんに「あいさつ」しても返事がかえってこない。 

 ３

３ 



やってみゅ～で・わがまち座談会 山里地区 （1 回目の集約結果） 

＜環境衛生＞ 

いいところ 気になるところ 

・犬のフン処理がしっかりしている。 

 

・花壇の充実（入れ替え）。 

 

・ゴミステーションの鍵当番を決めているため、整備されている。（２件） 

・道にあまりゴミが落ちていない。 

・自分の家以外の所で掃除をしている人をよくみかける 

・天主公園は掃除が行き届いている。 

・町がきれい（ゴミがない）。 

・川がきれいになっている（下の川）。 

・公園、競技場等の清掃が良好。 

・平和公園の緑と綺麗さ。 

・川に吸殻、空缶等のポイ捨てが目につく。 

・空カン等のゴミが落ちている。 

 

・ゴミ出しのマナーが悪い（特に学生のマナーが悪い）。 

・ゴミの出し方（分別）が悪い。（３件） 

・リサイクル作業が分別できていない。 

・段ボール等くずしてくれる等、配慮がほしい（集める際）。 

・時々ゴミを車で出しに来る人がいる（多く出す。事業者っぽい車） 

・ゴミ出し時間を守れる工夫ができないか。 

・観光客が多い為ゴミの捨て方が悪い。 

 

・放置自転車が目立つ。 

 

・ノラ猫にエサをまく人がいる（ふん公害）。 

・犬の散歩をしている人でフンの処理をしていない方が時々いる。 

・松山陸上競技場付近にはまだノラ猫が多い。 

 

・浦上川（大橋）がもっと綺麗になればと思う。 

・川に魚が泳いでほしい。 

・浦上川の水が汚い（松山付近から大橋付近まで、どぶ川と化している）。 

 ４
３ 



やってみゅ～で・わがまち座談会 山里地区 （1 回目の集約結果） 

＜防犯・防災＞ 

いいところ 気になるところ 

・北消防署、浦上警察署があり安心。 

・犯罪が少ない。 

・毎朝子ども達の登校を見守ってもらっている。 

・比較的治安が良い。 

・地域の目の意識で安心・安全の町と言えるのでは。 

・危険な所が少ない。 

 

 

・年に 1 回は火事がある。 

 

・犯罪が多い（自転車等の盗難） 

・不審者出没が多い。 

・犯罪発生数（大学生関連）。 

 

・防災無線が聞こえにくい。 

・市からのお知らせのスピーカー放送が聞こえない。 

 

・外灯が少ない。 

・暗い夜道がある（夜危険）（2 件）。 

・夜道路が暗い所が多い（天主公園付近）。（2 件） 

・街路灯が暗い。 

 

・自転車が猛スピードで歩道走行。 

・裏通りを猛スピードで運転する車が危険。 

 

・自治会に入っていない人がいて防災の面で統一できない（連絡ができない）。 

・車庫など視界に入らない盲点がある。 

・道路の補修が悪く凹凸がひどい所あり。 

・昼間から酔って公園でたむろしている人がいる。 

 

 ５
３ 



やってみゅ～で・わがまち座談会 山里地区 （1 回目の集約結果） 

＜その他＞ 

いいところ 気になるところ 

・人口と年齢構成が殆んどずっと変わってない。 

 

・平和の心を大切にしている。 

・平和について関心がある。 

・平和の中心地であるので自然に平和教育を取り入れることができる。 

・平和遺構が充実している。 

・平和のイメージ発信。 

 

・カトリック信者が多い。 

 

・観光客が多く国際色豊かである。（2 件） 

・観光名所が多い。（山里小付近、平和公園）（2 件） 

 

・天主堂の音が聞こえ情操がそそられる。 

 

・広報誌の配布が早くなったと感じる。(自治会) 

 

・交通安全の支部員のなり手がいない。 

 

・観光客がお金を落とす所、しくみが少ない。 

・観光地近隣なのに景観に統一感がない。 

・観光地として「案内板」がよくわからない。 

 

・校区の範囲が広い（民生委員さん達大変）。 

 

・公民館建物として古い、建替えも大変なようだ。 

 

・商店街に空き店舗が目立ってきた。 

・商店街に人が少なくさみしくなった。 

・商店の業種が少ない。 

 

・知らない若い人が多くなっている（学生次々とかわる）。 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 山里地区 （２回目：課題解決策）  １ グループ 

話し合った分野  ＜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 

川に魚が泳ぐ（住みよ

い）ようになるために 

・川に雑草が（背の高い）多いとゴミを捨てることが他の地区でも見られるので、

背の高い雑草はできるだけ刈り取る。 

・たばこ、空き缶のポイ捨てを、上流の自治体の皆様から共有意識を持つ。 

・たばこ等のポイ捨ては、気付いた人、ひとりひとりが拾ってくれると助かる。 

・側溝にポイ捨てをしない。 

・ゴミステーションに出されるはずであるゴミが、何故か川にある。どうしてなの

か？ゴミステーションに捨ててない。 

・川の清掃を自治会、PTA 等の行事としたらどうか。 

・平和町商店街の方々が月に一度清掃活動をしていることを地域で認識する。 

（毎月第 3 土曜日、15 時～） 

 

 

 

 

 

 

・歩きたばこの防止のために喫煙所を設置。 

・喫煙禁止地区である。禁煙→分煙とならないと、吸う方はポイ捨てす

る。 

・行政にインフラ整備として、魚が住める自然の川に戻してもらう。 

・吸い殻、空き缶等を捨てたら罰金を取る条例をつくる。 

・ポイ捨てについては、長崎市の条例等で罰金をつけてはどうか。 

・観光スポットでありながら、喫煙できる場所がない。（半日若しくは一

日ガマンできる訳がない） 

ゴミ出しのマナーを

よくするために 

・ゴミ出しの時間を守る。 

・ゴミ袋の中に新聞紙等で外が見えないようにしている（猫や鳥が荒らさない） 

・ゴミステーションに人がいると仕分けすると思う。 

・かかしを置く。 

・人が見ていると意識する。 

・先ず、自分の部屋からきれいにしよう。 

・学生さん宛てのゴミ出しの案内を配布（自治会、学校、不動産屋さん） 

・引っ越し時に、曜日、場所の周知を徹底する。 

 

・ゴミ収集業者に軽く清掃してほしい。 

・大学で、場所、日にちを教えてほしい。大家さん管理会社でも可。 

・学生向けのゴミ出しマナープリントを作成してほしい。 

 

・灰皿＝喫煙スポットの設置 

・ポイ捨て禁止の看板を目立つように設置する。 

・注意事項の看板を作る。 

・1 日乗車券に禁止スペースを載せた地図をつけてもらう。 

・ゴミステーションの注意書きを大きくする（曜日や種類） 

・ゴミステーションの周りをきれいにする。 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 山里地区 （２回目：課題解決策）   ２グループ 

話し合った分野 ＜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 

大学生による 

軽犯罪・迷惑行為 

・マンションのオーナーがもっと住民に気を配ってほしい。 

・被害者とならないよう、防犯ビデオを町民が見る機会を作って、意識の改善。 

・大学生も町内の一員であるという意識を持ってもらえるよう積極的に挨拶を。 

・反射材付きの衣服をつけて歩く。 

・犯罪への防衛認識。 

・地域の催しへの学生の参加を呼び掛ける。 

・犯罪が発生した場合、地域の方に何らかの方法で知らせる。 

・大学へ学生の迷惑行為の実態を報告する。 

・各自治会での防犯部の見回りをきちんとする。 

・無関心→犯罪発生。事件発生してからでは遅い。 

・大学学生支援課によるオリエンテーション（社会人となるための準備） 

県、市、警察、消防、自治会との関係を強める。 

・被害の集中するスポットを洗い出して注意喚起の看板を設置。 

・大学を開放してもらい、地域の方にも利用してもらう。 

・夜間のパトロールを依頼（警察へ） 

・パトロールを強化する。 

・ワンルームでの騒音には、その住居管理者が 24 時間対応する。 

外灯が暗い 

・各家庭の門灯をつけてもらう。 

・道路に面した玄関灯の点灯。 

・外灯設置のスパンを短くする。 

・要望があった際には早急に外灯を設置してもらう。（2 月と 10 月にし

か設置してもらえない） 

・街路灯の明かりをもっと明るくしてほしい。 

・外灯が増えるよう市に要請する。→外灯が増えると犯罪も減る。 

・外灯は LEDに換えると少しは明るくなるかな。 

・今ついている外灯ももう少し明るくしてもらう。 

自転車のマナー 

・自転車のマナーをもう一度勉強する。（交通公園など） 

・子どもが猛スピードで走行する際は注意をする。 

・自転車専用レーンの敷設。 

・スクールゾーン等明確に。 

・学校などで、自転車の正しい乗り方の講習をする。 

・学校へ自転車マナーについて指導を行う。 

・学校での自転車についての講習会を定期的に開く（小中学生） 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 山里地区 （２回目：課題解決策）  ３グループ 

話し合った分野 ＜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

の希薄化 

・地域活動の計画・企画段階で様々な世代に参加してもらうことによって、縦の

つながりを強める。 

・魅力ある自治会作り。 

・自治会加入率をあげる。自治会行事に参加。 

・自治会加入者を多く集める工夫をする。（マンションの方） 

・800 人ラジオ体操について。 

・スポーツでのつながり作り。 

・町内さるくで月 1 回清掃作業をしている。もちつきや敬老会・・・ 

・地域行事を継続していく。 

・声を掛け合う事。 

・自治会の総会には出席してもらいたい。 

・リーダーの育成。 

・中心となって活動してくれる人を育てる。 

・時津小の活動について、高齢者の方の参加が多い。 

・広報活動の充実（町内だより等） 

・地域新聞など広報活動 

・地域のイベントの PR に力を入れる。（貼り紙を増やしたり、ポストに入れたり） 

 

・市民大清掃の充実（今行っている活動の活性化） 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 山里地区 （２回目：課題解決策）  ４グループ 

話し合った分野 ＜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 

商店の減少 

・平和町商店街の空き店舗の利用。 

・客がくつろげる場の設置。 

・子どもを集める工夫。 

・商店の人による魚さばき講座など。 

・商店街で買った食材で料理大会。 

・今以上に PR をする。（色んな行事について） 

・大学生の集客。 

・弁当店を増やしてもらう。 

・商品が少ない。 

・販売時間が早いので、大型店舗を利用する。 

・市場の人も高齢になってしまっているのかな…継ぐ人がいないのかな。 

 

 

 

 

 

 

 

 

歩行者の安全が確保

されていない 

・歩行者のマナー。 

・少し遠回りしても必ず横断歩道を利用する。 

・交通安全の立哨。 

・問題の道路の点検をして改善策を考える。 

・地域住民で危険箇所さるくを行い、マップをつくる。 

 

・歩道の広さの確保。 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 山里地区 （２回目：課題解決策）  ５グループ 

話し合った分野 ＜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 

外で遊ぶ子どもが 

少ない 

・子供向けイベントの充実。 

・気楽に入れる子ども会とリーダー育成。 

・スポーツ大会などのイベントを開催する。 

・Weekday は塾、習い事、クラブ等で遊ぶ時間がないので、土日祭日等を利用し、

子どもが集まるようなイベントを考える。 

・月～金は課外クラブ、学童、塾、土日もクラブの対外試合や学童、塾等で児童も

休みがない、慌ただしい。子どものために月に 1 回、学校開放。 

・子ども達にできる社会奉仕（やさしい）を見つける。 

・時間のある高齢者や大人と一緒にできることを考える。 

・小学校の上級生から下級生までのつながりをつくる。 

・子どもに対する大人の理解が必要。子どもがにぎやかだと「活気がある」。反対に

「うるさい」ととらえる大人がいる。 

・環境の問題。公園の数はある。しかし、子どもの声が大きくなるとクレームが生

じる。 

・親のおしゃべりやいこいを子どもだけに求めるのではなく、盛り上げる。（親が孤

立している） 

・親が多忙。親が関わり合いを持とうとしない。室内遊び（ゲーム）が多様化。 

・子どもの安全を確保する。（ボランティアで奉仕） 

・SNS（スマホ等）の自主規制。 

・親が子どもの TVゲームの時間を設定してあげる。 

・親が積極的に子どもと遊ぶ（時間をつくってやる） 

・思いっきり遊べる公園がほしい。 

・子どもの興味ある遊具を増やす。 

・遊具等を充実させる。 

・公園の中を見通し良くしては。 

・安心して遊べる公園に変身。 

近くに住んでいる人

のことを知らない 

・一人ひとりの意識。近所付き合い。地域の行事の参加。SNS。 

・行事への勧誘。 

・ほどよい距離間で、近所付き合い。 

・社会参加の必要性（防災など）を呼びかけ、必ず出る事になるようにする。 

・転入者（世帯）があったら、自ら声をかける。 

・知らない人に積極的に話しかける。 

・自分から挨拶をしてみる。 

・とりあえず挨拶から。 

・隣近所同士の声かけ。 

・ゴミの収集などを通じ、周囲の意識やまとまりを高める。 

・町内会での交流を誰でも参加しやすくする。 

・自治会、PTA、老人会がその気になる連帯意識の共有。自助、共助の自覚。 

・平日は仕事等で留守がち？日祝に関わりができるイベントを。 

・PTA の活性化。 
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