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長崎市提案型協働事業

中間報告・２次審査会

アンケート集約

事業名
性
別

年
代 団塊シニア世代セカ
ンドデビュー応援事
業

提案して…

現川町地域の活性化
に向けた美化推進事
業

市民後見人の候補者
養成および成年後見
制度普及事業

1 男 20

CKDの周知の必要性は伝
わってきたが周知の方 団体と担当課の方向性
法についてのイメージ が同じ方向を向いてい
があまり伝わってこな ると感じた
かった

養成講座を受けて後見
人として活動できるよ
うになった方へ早い段
階で実践できる場の提
供をできるかがポイン
ト

2 男 40

事業の意図から方法へ
のつなぎが伝わりづら
かった発想はおもしろ
い（キャラ）

地域のおもちゃ箱発
掘事業

慢性腎臓病（CKD)予
防普及啓発事業

各団体のやりたいこと
はわかるが協働という
点でわかりづらかった
今後はどうなるのかが
微妙のような気がした

まちなか魅力新発見
事業

行政と団体の温度差が
大きいように感じる

提案型協働事業に関
しての意見・感想

団体と行政との関わり
の難しさが実感できた

感
想

み
た
く
な
い

理由

参加して
感
想

ふ
つ
う

様々な地域課題に取り
組む事業として協働事
業は必要であり、提案
制度は必要。大変勉強
になった。

3 男 40

何もかも行政に依存し
ようとする風潮のある
今日、地域と市が連絡
をとってやることが非
常に有意義だと思う。

4 男 70

事業終了後の継続的な
5 男 30 取り組みに期待

協働事業をやりながら
方向性を模索していく
協働事業のオーソドッ
クスなものと思った。

わかりやすいプレゼン
だった。最後に団体が
言っていら地域の担い
手としての役割という
6 女 30 のを聞いてすごいなと
感じた。この活動がこ
れからも継続・発展し
ていくといいと思う。

子育て中は何もできな
いのではなく、子育て
中の自分たちも社会資
源になれると実感でき
る活動だと思う。子育
て中に保護者が孤立し
ないように色々な選択
肢があるといいので、
この活動はその一つと
してとても大きな役割
があると思う。

協働のモデルとしては
いいと思う。事業の性
質的には委託というよ
りは補助のような気が
した。

地域のやる気を感じ
た。

将来確実に来る高齢化
社会の問題に対応する
ためのソフト（人的）
投資事業。長崎は全国
平均をはるかに上回る
高齢化が進んでいるの
に、現実的にこの分野
の取り組みが弱いと聞
いているので、長崎市
だけでなく他の市町の
モデルとなるよう期待
します。

問題点がまとまってい
て、わかりやすかっ
た。プレゼンの時間配
分がちょっと残念。

事業の成果物の具体的
な活用方法がよくわか
らなかった。

とてもすばらしい制度
になっていると思う。

プレゼンの内容はわか
りやすかった。パワポ
の内容をばらして見や
すくしたらもっとよ
かった思った。

協働は大変ですがとて
も勉強になった。市民
提案を聞くだけでも自
分の知らない長崎の活
動にふれることができ
てよかった。委員長の
コメントが胸に残っ
た。

と
て
も
よ
か
っ
た

理由
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年
代 団塊シニア世代セカ
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業

地域のおもちゃ箱発
掘事業

十八銀行などで読める
なら、そこに応募箱と
7 女 40 アンケートがあれば回
答数は増えるのでは。

サークルは一年で成長
が著しく世代交代はい
つも課題だと思ってい
た。大変よいことなの
でリーダーがうまくか
わっていけるようにな
るとすばらしいと思
う。

慢性腎臓病（CKD)予
防普及啓発事業

現川町地域の活性化
に向けた美化推進事
業
地元の人たちの手で美
しくすることはいいこ
と。一方で、業者とし
ては価格を下げてても
受注したいと思うよう
になるのでは。

提案して…
市民後見人の候補者
養成および成年後見
制度普及事業

成年後見の普及につい
ても予算化していたら
もっといいのにと思っ
た。

まちなか魅力新発見
事業

冊子を有料にしたら買
うと思うので、それを
収入に充てるとさらに
いいと思う。

提案型協働事業に関
しての意見・感想

感
想

フロアからもいい意見
が出るとと思うので、
１つくらいは聞いてみ
ては。

み
た
い

8 男 60

情報誌による各種イベ
ント等の企画を多くお
こない、この中から自
主的な団体を育成して
9 女 60 いく方向も大事ではな
いか。特に会社人間
だった男性は地域活動
の中に入り込めない要
素がある。

孤立しがちな子育てマ
マ達を仲間づくりのな
かで連携させることは
良いことだと思う。し
かし、自分たちで組織
を作ってやることは苦
手の人達が多いと思う
ので、そのノウハウを
伝えてほしい。

60代の方は地域活動の
担い手としても期待が
高いと思うので、例え
ば退職される前に会社
などでも読んでもらう
と団塊シニア世代の方
10 女 40 より少し後の世代の方
へもアプローチが出来
るのではと思った。退
職してしまうとなかな
かたくさんの方に知っ
てもらうことが難しく
なると思う。

子育て家庭を支援する
ことは大切だが、どう
しても用意された場に
集まるだけで終わって
しまってその後に自分
たち同士で支え合うこ
とや次の世代をさせる
ことにつながらなかっ
たのが、この事業に
よってまずは自分たち
同士で集まることが始
まったと思う。少しず
つこのようなサークル
活動が広がることで地
域の中で4～5才の子ど
もの母親サークルが1～
2才の子どもの母親を支
えるなど世代的なつな
がりになっていくと思
う。

団体への業務委託とい
う感じが強い。

一次審査会の時よりも
具体的になり実現性も
高くなったと思う。若
い世代に健康や病気に
ついて周知することは
難しいと思うが、実は
健康ブームでTVなどで
もそういう番組が増え
ていると思う。ただCKD
についての話題はまだ
少ないので、メディア
も活用しながら事業を
進めていくと効果が高
いと思う。

聞き取り調査の結果を
冊子すること市民に長
崎の良さを伝える機会
だと思う。しかし、長
崎を舞台にした冊子は
数多く発行されている
ので、他との違いを
はっきり出してほし
い。

人件費が報償費に変
わったのは納得できる
が、協働事業が終わっ
た後の取り組みが一考
だと思う。

地域の課題として林道
の整備を掲げ、それに
対して地域自らが手を
挙げていることは大変
すばらしい。現在地域
活動や課題解決に向け
た取り組みに対する支
援のあり方を検討して
いるところなので今後
の方向性を含めて担当
課と情報共有を図りた
いと思う。

成年後見制度の必要性
が高くそれも年々高く
なっていると思う。た
だし、市民の認知度や
関心は必ずしも高くな
く、なかなか興味も持
ちにくい内容だと思
う。しかしながら、誰
もがその可能性も持っ
ているので、なんとか
この制度を市民が自分
のこととして認識でき
るような周知の仕方を
工夫していただきた
い。地域での高齢者の
見守りは今後ますます
必要になってくるの
で、この制度を知って
早めに対応ができるよ
うになることを期待す
る。

理由

協議事業として提案で
きる課題が見つかれば
提案したい。市民への
要求書類がもっと簡素
化されれば提案しやす
い。

ほぼ毎年参加していま
すが年々団体さんも職
員も協働に関する意識
が高くなってきている
ように感じる。行政と
団体と地域がつながれ
ばいろんなことができ
るような気がする。地
域の一員として、少し
ずつできることからつ
ながりを作っていきた
いと実感する。

市役所の予算
ワクがあるの
でこれの有効
に利用できれ
ばと思う。

参加して
感
想

理由

と
て
も
よ
か
っ
た

エネルギーも
らえた

と
て
も
よ
か
っ
た

いろいろな意
見が聞けたの
で

他団体の取り
組み状況がよ
くわかり、参
考になった
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事業名
性
別

提案して…

年
代 団塊シニア世代セカ
ンドデビュー応援事
業

地域のおもちゃ箱発
掘事業

慢性腎臓病（CKD)予
防普及啓発事業

現川町地域の活性化
に向けた美化推進事
業

市民後見人の候補者
養成および成年後見
制度普及事業

団塊の世代という大変
限定された対象に向け
ての情報紙ということ
で有用であれば、今後
有料にしても継続は可
能なのでは。行政と協
働ということであれ
ば、団塊世代が社会で
なすべき役割というオ
ピニオンリーダー的に
役割も担ってほしい。

大変有意義な活動で今
後も市内広域各地点で
活動を展開していって
ほしい。参加者が小さ
なサークルを作る手法
もすばらしいと思っ
た。地道に続けて行く
中で、子育て終了世代
も応援団としてまきこ
んでいってほしいと思
う。

市民目線・意見を意見
交換会を行うというこ
地域密着の協働で行政
とで、入れるというこ
と地域共に関係を築く
とでしたが、CKD当事者
ことができればいい。
等の意見も入れるのか
疑問。

後見人を必要としてい
る方は高齢者だけでな
く、障害者もいると思
う。そのような方も対
象にされるのか疑問。

情報紙の発行に重点お
いており、その先どの
12 男 70 ようにデビューを支援
するのか不明確。

若い子育てママの地域
における広がりをまと
めての活動は理解し
た。遊び方を通じて何
をひろげたいのか不
明。

11 女

行政提案にしては理由
が弱いと思った

協働事業として事業美
施しても効果に疑問

13 女 50

団塊世代の集いの場を
設けることは良いこと
と思う。単なる情報発
15 男 30 信でなく、集まった人
たちすべてが満足感を
得られるように活動を
続けて欲しいと思う。

子育て中の保護者同士
が集まって情報交換を
行いながら開拓してい
くことは重要と思う。
今後も更に遊びを通じ
て子育ての輪が広がれ
ば良いと思う。

住民同士が積極的に美
化活動に参加し、事業
を推進していることが
写真等で伝わってく
る。今後も市全体に活
動の輪が広がれば良い
と思う。

提案型協働事業に関
しての意見・感想

行政手続き、事務に手
なれた感じ

市と協働することでモ
チベーションが上がる
というのは確かにそう
だと思う。体験談と専
門家の話はどちらも大
事だと思う。

長崎の街を好きになる
市民の方を増やして、
観光のアピールをして
いくことはとてもいい
ことだと思う。調査研
究に終わらず、それを
どう生かすかというこ
とも具体的に詳しく知
りたい。

途中から参加したが、
こんな場を増やしても
らい、もっと勉強させ
てほしい。まず市民が
やってみるという基本
的な姿勢がとても大事
だと思う。委員長の話
は特にわかりやすかっ
た。

字ばかりが多くて訴え
るものが弱いと感じ
た。事業の内容はすご
くいいし、高齢の方は
いずれ亡くなるため、
その前に色々聞くこと
はいいと思う。データ
についてはきちんと整
理し、活用してほし
い。

初めて参加した。途中
参加だが、団体のプレ
ゼン力にはびっくりし
た。

成年後見人の役割は非
常に重く、どこまで認
知症高齢者と接してい
くような制度の普及を
推進していくのかが今
後の課題ではないかと
思う。どれだけの人
が、興味を持ち、参加
するのかが６つの事業
の中では、一番不透
明。

感
想

理由

感
想

事業費に対し
て審査パスま
での時間、労
力の過大な負
担が大きすぎ
る

受講者の後見人受任へ
の動機づけは大きな課
題

14 男 50

イメージキャラクター
をつくり、わかりやす
く具体的にCDKに対する
周知を行うことは、聞
く方にも受け入られや
すいのでは。腎臓病の
みでなく健康全般及び
生活習慣病全般にも広
がれば良い。

まちなか魅力新発見
事業

参加して

今はまだ考え
ていないが将
来提案できる
会に成長でき
たらいいと思
う。

よ
か
っ
た

理由

2012/10/28

長崎市提案型協働事業

中間報告・２次審査会

アンケート集約

事業名
性
別

年
代 団塊シニア世代セカ
ンドデビュー応援事
業

地域のおもちゃ箱発
掘事業

慢性腎臓病（CKD)予
防普及啓発事業

現川町地域の活性化
に向けた美化推進事
業

提案して…
市民後見人の候補者
養成および成年後見
制度普及事業

まちなか魅力新発見
事業

提案型協働事業に関
しての意見・感想

団体と行政とのやりと
17 男 30 りの数や中身の濃さが
非常に伝わった。

実績として成果物が残
ることは、とても良い
19 男 50 と思う。知名度もUPし
ていることはすばらし
い。

20 男 60

感
想

理由

感
想

理由

み
た
い

やりがいがあ
り、また楽し
いと感じる協
議時間を過ご
せた。

と
て
も
よ
か
っ
た

たくさんの時
間を一つの
テーマで話し
合えた

み
た
い

行政の目的、
考えがよく分
かるため。民
間だけでは出
来ない活動が
可能となるた
め。

と
て
も
よ
か
っ
た

私の中にも
「テーマ」が
ある

と
て
も
よ
か
っ
た

協働という形での取組
で、効果的進めること
ができる事業提案、プ
レゼン内容となってい
た。

16 男 30

ニーズ把握・検証につ
いてアンケートの代替
18 女 30 として有力な手段が見
つかるのかが心配。

参加して

新たな試みで、一定成
果もあり、今後も期待
できる。

人工透析には、多額の
医療費助成を行なって
いるので、助成額減に
も期待できる。

おもちゃという大人も
子供も楽しく遊べる
ツールに着目されるこ
とに感心した。

開催地域の拡大が必要
だが、拠点を作り、悩
みをか抱える仲間が集
まれるようなサークル
活動の確保が必要と思
う。

キャラクター、アニメ
開発、意見交換会だけ
を絞るのではなく、
「検診を受ける」へ導
くシステムを作るべき
ではないか。市民協働
事業ではなく、民間会
社への委託事業でも良
いのでは。

21 女 50

この機会を紹介くれて
ありがとうございまし
た。

22 男 60

審査会、報告会はもう
少し簡素化できない
か？

み
た
い

イメージが具
体化される事
につながっ
た。

