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第１回で出た銭座校区の「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、「自治会に入って

もらえない世帯が多い」、「近隣に空き地が多く雑草が生えて

いる」、「夜道が暗い」、「ごみ出しのマナーが悪い」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。 
 

一人暮らしのお年寄りが外出する機会が減っており、なか

なか集まる場がないという問題については、次のようなアイ

デアが出てきました。 

銭座校区の「気になるところ」の問題解決策を考えよう！ 
第２回

銭座校区のまちづくりのキャッチフレーズを考えよう！ 

続いて、銭座校区のいいところ、これからめざす銭座校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。 

「カッパ」、「なかよし」、「笑顔」、「あいさつ」というキーワードがたくさん出てきました。

みんなが抱いている銭座校区のイメージなのですね。 

参加されたみなさまの銭座校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。 

 

※ 出された意見は、６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。 
☆キャッチフレーズ決定☆  

銭座校区 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 11 月 30 日（金）と平成 25 年 1 月 11 日（金）の 2 回にわたり、

銭座地区コミュニティセンターで、「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、病院、学校などの関

係者のみなさん約 35 名が参加し、銭座校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」「銭座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 
銭座校区の「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銭座校区の「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≫ 

・子どもがあいさつをよくしてくれる 

・「てんじんくん」があるから助かる 

・地域でさまざまな行事に取り組んでいる 

・自治会や老人会で清掃活動を行っている 

・子ども達への見守り活動を行っている 

 

≪主な気になるところ≫ 

・お年寄りの一人暮らしが多い  

・斜面地では空き家が多くなってきている 

・近隣とのつながりが希薄になってきている 

・猫が多く、フンに困っている 

・高潮時に浸水する地区がある 

 

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、１ページから５ページに掲載しています。 

第１回

  

まちなかだけど 

   なかよしカッパと 

    会うまち ぜんざ 

知恵を出し合えば、いろいろ

なアイデアが出てきます。 

 
子どもたち用にお手伝い券やあいさつ券をつくって、貯まったら銭座地区

の運動会の時などに、お菓子や竹とんぼなどに交換できるような銭座地区

限定の券があればお年寄りと子どもがふれあう機会が増えないかなぁ… 

⇒子ども達が地域活動へ参加しやすい環境づくりと高齢者と子どもの 

ふれあう場（機会）づくりの両方をねらった Good アイデア！ 

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） 



やってみゅ～で・わがまち座談会 銭座校区 （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 

・一人暮らしの方同士でよく話している 

・公民館をオープンにして一人暮らしの高齢者の場としている（緑町） 

・年齢の高い人も地域の行事等に参加する人が多い 

・老人会で毎月、神社・公民館の掃除をしてわきあいあいと楽しい 

・おばあちゃん、おじいちゃんがいつも笑顔でかわいい 

 

・あいさつがよい。高齢者、小学生 

・子どもがあいさつをよくする（2 件） 

・小学生はあいさつをよくしてくれる（元気に‼） 

・小学生や中学生の子ども達が元気に声をかけてくれる 

・校区の人達が子どもに声かけをしている 

・市場の人達や買い物に来られた方などよく声をかけてもらえる 

 

・地区の子ども同士の仲が良い 

・いじめに対しての学校の対応が良い 

・コンビニにたむろする子どもを見かけなくなった 

 

・銭座小は歴史あるすばらしい小学校 

・銭座小で月１回絵本の読み聞かせボランティアグループがある 

・ペタンクを銭座小グランドで定期的にしている（民生委員） 

・小さい子ども（乳幼児）対象のお遊び教室（民生委員が世話をしている） 

 

 

・高齢化が著しい 

・高齢化が進んでいる 

・お年寄りが多くて気になる 

・お年寄りの一人暮らしが多い 

・独居の方の情報が少し気になる 

・閉じこもり高齢者が発見しづらい 

・身近で認知症の人が多く出ている 

・高齢化のために何をすべきか考える（買い物・衣食住） 

・高齢者同士のふれあいの場がほしい 

・高齢者が集まるサロン的な場所がないのでは。健康教室や体操教室等 

・車が入らない所に高齢者が住んでいる 

・高齢者が坂道、階段で苦労している 

・階段が多くそこには高齢者の一人暮らしも増え、生活が大変 

・階段が多い、坂のだいぶん上の高齢者の方、特に一人暮らしの方のケア等 

・斜面地で階段や坂道が多く高齢者の外出が不便（3 件） 

 

・少子化をどうするか 

・子どもの数が減っている 

・子ども達が少なくなって寂しく感じる 

・子どもが少ない 

・児童数が少ない 

・校区の小学生の減少（１クラスのみで 30 名以下） 

・子ども主体の行事の存続が心配 

・希望する中学校へ通えるかどうか心配 

・中学校の校区区分が心配 

・子ども達が外で遊ぶ事が少ない 

・小学生、子ども達の体力がない 

・平和の灯事業に参加していない。８月８日夜にあるキャンドル活動 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 銭座校区 （1 回目の集約結果） 

＜居住環境＞ 

いいところ 気になるところ 

・景観が良い 

・坂の町長崎。私の家が見える。稲佐山は夜は景色がいい。 

・坂の上は静か 

・ゆっくり時が流れて生活しやすい 

・長く住んでいる人が多い 

・高齢者が多い分地域に落ちつきがある 

 

・斜面移送機器「てんじんくん」があるから良い・助かる（4 件） 

・「てんじんくん」があり、近い住民の方はよく利用している。 

・天神町にはリフトがあって助かる。月１回はリフトの開閉をしている。 

 

・市の中心にありどこに行くにも便利 

・平地に住んでいる人はどこに行くにも非常に便利 

・交通の便が良い（5 件） 

・交通の便が良くバス停・電停から近い 

・バス停が近くて便利（2 件） 

 

・買い物は浦上駅、長崎駅方面、浜の町とどこでも可能 

・市場、スーパーなど近くにあるので買い物は便利 

・市場が近い。たくさんある。 

・市場（商店街）があり便利 

・大型商業施設がある 

・ココウォークができて便利になった 

・コンビニが近い 

・銀行、郵便局が多い 

・病院が多くて便利 

・井上病院が近くにあり安心 

・総合病院が地域の中にある 

・銭座地区コミュニティセンターができてよかった（2 件） 

・コインパーキングが多い 

・公園がある 

・人口の減少が進んでいる。空き地、空き家が増えている。 

・斜面地では空き家が多くなってきている（2 件） 

・空き家も多くなり管理できてない 

・空き家などが増えて限界集落になりつつある 

・高台に住居が多い  ・車が横付けできない斜面地に家が建っている 

・坂道、階段が多い（2 件）  ・階段が多く、段差があり歩きにくい 

・坂、階段が多く、膝・腰が痛い方は不便 

・坂が多くて自分の家まで 145 段の階段がきつい 

・階段がきついので足が弱ったらどうしようと心配 

・高台に住んでいる方が多いが歩行困難な所に手すり等がない場所がある 

・坂道に手すりがほしい（緑町）（2 件） 

・斜面地でごみ出しが大変  ・救急車などが入りにくい   

・平地、坂が二極化している    

・危険な道路がある（車が多く道が狭い） 

・横断歩道の間隔が速い  ・国道で横断歩道を渡るのに間に合わない（勾配） 

・横断歩道の距離が長く、高齢者、障がい者の横断が大変。 

・宝町歩道橋は非常に渡りにくい（強風・狭い） 

・時間によっては車の交通量が多い  ・狭い道路の交通量が多い   

・横断歩道で車が止まってくれない  ・車のスピードが速い   

・道が狭い。道路がガタガタ   

・茂里町交差点で交通事故が多い 

・自転車が危ない   ・歩道を自転車が走って危ない 

・自転車をとめてはいけない所にとめる人がいる 

・道路の中央付近を歩く歩行者が多い。とても危ない。 

・植木類が歩道上を我がもの顔にしている 

・店付近への路駐が多くすごく迷惑である（特に銭座小付近） 

・国道の夜間作業が多い 

・商店街がさびれ、まち全体に元気がなくなっている（買い物客減少、空き店舗が増える）

・市場の店舗数が減り活気がなくなった   

・文房具店が閉店し不便になった 

・近隣に空き地が多く雑草が生えている  

・遊び場が少ない 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 銭座校区 （1 回目の集約結果） 

＜社会参加＞ 

いいところ 気になるところ 

・地域の方が温かい♡親切♡    ・地域の方が皆やさしい 

・近所の人々の人情はあたたかい  ・下町情緒がある 

・近所の人達がとても仲が良い   ・仲が良い（運動会など） 

・近所付き合いがよい       ・地区の方が顔見知りが多い 

・地域の方がよく協力してくれる  ・住民同士ふれあいを大切にしている 

・学校と地域のつながりが良い   ・保護者同士仲良し 

・助け合いの心があり住民のみなさんが大変あたたかい 

・昔から住んでいる顔見知りの人たちは助け合って生活している 

・困った時に相談できる先輩がたくさんいる 

・誰でも話しやすく優しい 

・坂道はつらいけど歩いて上がっていると人に会い楽しい会話ができる 

・近所の方々がよくあいさつをしてくれる 

 

・地域が団結している 

・町内の行事に関してまとまっている（2 件） 

・自治会がまとまっている（2 件）   

・まとまりがある 

・地域との交流を定期的にしている 

・校区の委員が協力している。自治会役員が協力しあっている。 

・地域の行事が長年続いている（大運動会など）（2 件） 

・地域の人達の協力で長年続けられている行事がある 

・地域でさまざまな行事に取り組んでいる（2 件）   

・地域の行事に関心が高い 

・運動会が２回ある   

・校区運動会がある 

・運動会・餅つきなど町のみんなで参加できる行事がある 

・運動会・餅つき 楽しい行事を協力してやる 

・誰でも参加できるペタンクがある 

 

・社協支部ができてよかった 

 

 

・近隣とのつながりが希薄になってきている 

・幸町は年に１回しか総会がないので、町内のつながりが少々薄い。特に企業が多いので。

 

・自治会加入者の減少（3 件） 

・自治会に入会しない人が多い（2 件） 

・自治会に入ってもらえない世帯が多い 

・自治会に入っている世帯が少なく、広報など連絡が行き届かない 

・マンションの自治会加入が少ない 

・新しくできたマンションの自治会加入がない 

・アパートの方が自治会を知らないように思う 

 

・自治会への 30～50 才の人の参加が少ない 

 

・自治会役員へのなり手が少ない（協力はしてくれる） 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 銭座校区 （1 回目の集約結果） 

＜環境衛生＞ 

いいところ 気になるところ 

・町がきれい（ゴミが少ない） 

・地区全体が清潔（緑町） 

・老人会で清掃の活動をしている 

・自治会で公園の掃除をしている 

 

・自治会未加入マンションにもゴミ出しのルールを守るようお願いしている 

 

・野良猫が多い（2 件） 

・猫が多い 

・猫が多い。猫のフン 

・猫のフンに困っている（2 件） 

・猫のフンの後始末をしない。臭いがひどい。 

・町内に猫が多くてゴミをあさりに来る 

・ゴミを前日に出す。猫が散らかす 

・猫（野良）に物をやり困る 

・猫が多く、猫にえさをやっている人がいると思う。それが原因で猫が増えているような気

がする 

 

・ごみステーションが遠くて困る（遠い所 170～180 段） 

・ごみ出しのマナーが悪い 

・ゴミ出しのルールを守ってくれない 

・ゴミの分別が徹底しない（2 件） 

・ゴミ問題 ①分別をしない ②生ごみを指定された場所に出さない 

・銭座小の脇 ゴミを捨てるルールを守らない。地区外から持ってくる。 

・ゴミがいつまでも放置されている（時間・分別） 

 

・ゴミのポイ捨てが多い 

・タバコのポイ捨てが多い（茂里町付近 ブリックホール・ココウォーク） 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 銭座校区 （1 回目の集約結果） 

＜防犯・防災＞ 

いいところ 気になるところ 

・治安がいい（安全） 

・事件が少ない 

・泥棒は入りにくい 

 

・地域の方が子どもを見守ってくれている 

・子ども達への見守り活動をやっている 

 

・街灯などの点検で地域をまわっている 

 

・防災の講習に参加している 

 

 

 

 

・交番がなくなった（2 件） 

 

・不審者がいる 

 

・植木、花などがよく盗難にあう 

・バイクの盗難 

・車が傷付けられる 

 

・斜面地に空き家が増え、防犯上も心配の種が増えてきた 

 

・夜道が暗い 

・夜になると町が暗い 

・線路沿いの道が暗い（宝町公園から駅まで） 

・夜暗い所がある（電柱がほしい）（緑町） 

・街灯がなくて夜に通行する時に安心できない場所がある 

・塾帰りの中学生、高校生が１人で夜帰宅している 

 

・小学校のグランドのまわりの木が学校を閉鎖している 

 

・高台では台風の時に風が強いので心配 

 

・高潮（幸町・宝町） 

・浸水する地区がある 

・生活道路が降雨時水浸しの状態（勾配）。市が現地調査するも改善されない。（大雨とか降

ると洪水になる） 

 

・火事の時に消防車が入れない所がある 

・神社で火遊びする人がいる（校区外の人）中学生 

 

 

 

 

 ５



 

やってみゅ～で・わがまち座談会 銭座校区 （２回目）  １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 

 

 

自治会に入ってもら

えない世帯が多い 

 

 

 

・不動産屋や大家にも協力してもらう（転入者の情報提供） 

・日頃の交流をよく行う 

・地域行事に参加してもらう 

・広報や回覧版の手渡し 

・自治会未加入者にも広報を配布する 

・高齢者の方には役員はしなくても自治会に入っていてもらう 

・将来の役員になってもらえる人を育てる（声かけ） 

・自治会未加入者に自治会の必要性を理解してもらう 

・あいさつ運動への取組み 

 

 

・行政として自治会加入者を増やす方策を考えてほしい 

 

 やってみゅ～で・わがまち座談会 銭座校区 （２回目）  ２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 

 

近隣に空き地が多く

雑草が生えている 

 

 

 

 

・自治会でボランティアのグループ（仲間）を作って環境美化 

・地域で元気な高齢者がいるのでボランティアでやってもらう 

・ボランティア活動をできる人を集う 

・子ども会もしくは婦人部で活動の一つとして草刈りを行う 

・子ども会の活動として取り上げ、親子で参加する 

・雑草を取り払って花壇にして花いっぱい運動をする 

・野菜作りをする 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 銭座校区 （２回目）  ３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 

 

 

夜道が暗い 

 

 

 

 

 

・暗い場所の確認（マップ）（情報を共有しあう） 

・懐中電灯を持つ 

・防犯ブザーを携帯する 

・夜警を行い、地域で見まわり（例：年末の火の用心） 
・明るい場所を通る等道順を変える 

・できるだけ１人で歩かない 

・暗い道をできることなら通らないようにする 

・街灯が消えているのに気がついたらすぐ連絡する 

・夜 10 時頃ぐらいまで（人通りがある時間）玄関灯をつけておく。足元を明る

くしてあげる。 

・道路沿いの家の外灯をつけてもらう。協力してもらう。 

 

 

 

 

 

・会社に要望（地域のあかり）仕事が終わってもあかりをつけて 

・センサー付きの外灯 

（ベストウェスタンプレミアホテル ⇔ 幸町の踏切 １か所） 

・ソーラー灯（太陽の光で）等をつける。（個人宅で見た） 

 （市に少し補助をお願い） 

・空き家が多く暗い（空き家を壊す方法を考える） 

・警察などに危ない所を巡回してもらう 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
７



やってみゅ～で・わがまち座談会 銭座校区 （２回目）  ４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 

 

 

子ども達が外で遊ぶ

場がない 

 

 

 

 

・学校の運動場で遊ぶように言う 

 

 

 

 

 

・安全安心の広場をつくってほしい 

・宝町公園は国道に近く、ボール遊びもできないのでフェンス等を設置 

する 

・以前は校庭開放日があり子どもが遊んでいた 

・子どもの遊び場として小学校の校舎を開放する 

 

 

 

お年寄りの一人暮ら

しの方が外出が困難

となり集まりにくい 

 

 

 

 

 

 

 

・高台に居る高齢者のごみ捨てなどに協力する思いやりが必要 

・銭座地区で子どもたち用にお手伝い券やあいさつ券をつくり、貯まったら銭座

地区の運動会の時などに、お菓子や竹とんぼなどに交換できるようにする。 

  

 

 

・自治会などに入ってもらい地域活動に一緒に参加していく 

・男性の方が外に出る事が少ないと思う 

・元気な高齢者がおっくうな高齢者を誘い、一緒に出てくる工夫が必要（誘い掛

け） 

・老人会を立ち上げ、活動をしたいと思う 

・私の地域ではシニアハウスひこばえの食堂でレクリエーションをやる 

（1/26（土）） 

・緑町の公民館を開放して一人暮らしの高齢者の場としている 

・あじさい荘の女性の利用率を高める 

 

 

 

 

 ８

 

・高齢者と子ども、仕事の人など世代間交流の場をつくってほしい 

・お年寄りと子ども達が一緒に遊ぶことができないか（スポーツ） 

・ペタンクを三世代で広めていく 

・昔遊び（竹馬、竹トンボ、お手玉）をする（子ども、お年寄り） 

・個人的な特技をみんなに教える 

・囲碁等を教える 

・隠れた才能の持ち主を発掘して、公の場において皆に伝授してもらう 

      券 

お年寄り ⇒ 子ども ⇒ 物に換える 



やってみゅ～で・わがまち座談会 銭座校区 （２回目）  ５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 

 

 

ごみ出しのマナーが

悪い 

 

・アパートの方にゴミの分別の資料を渡す 

・アパートの大家さんがわかれば伝えていただく 

・自治会未加入世帯への周知を考える（広報ながさき、自治会回覧では無理） 

・ゴミの出し方のパンフレットを地区全世帯に定期的に配布する 

・分別表を配る 

・ゴミ出し曜日、時間を大きく記入しておく 

・ゴミを出している道路にも立札を立てる 

・「マナーを守りましょう！」の立札を作る 

・分別の大変さを写真付きパンフレットに作って掲示するまたは配る 

・子どもにマナーについてのイラスト、標語を書いてもらう 

・ゴミの分別がわからない人がいるのでゴミ当番を１人でも立っていてもらう 

・ゴミ出しマナーランキング 

・ゴミ袋に住所番号を書いてもらう 

・地域の清掃日を作る。ゴミ箱、灰皿 

 

 

 

 

 

 

 

 

・三京クリーンセンターに見学ツアーで行ってみる 

 

 

９


