城東小学校区まちづくり協議会準備会
ワークショップで抽出された地域意見（自慢・強み、課題・悩み、解決策）
分野

自慢・強み(Ｒ1.7.26)

課題・悩み(Ｒ1.8.28)

解決策(Ｒ1.9.25)

・自治会のない所がある ・自治会がない！ ・子ども会がない ・自治会員が増えない
自治会活動をしってもらいたい ・自治会加入の勧誘を計画的に実施する。 ・自治会加
参① 自治
自治 ・子どもたちと夫人の交流場所がない ・自治会はたくさんあるが連携が尐ない ・皆で 自治 入しない理由を調査する。 ・若い世代へ”自治会”を知ってもらう機会を作る ・子供会
盆ダンスを踊りたい
・
自治会が増えた
・老人会がない
自治会を支える若者が
を通しての自治会の活性化。独居 高れい夫婦の見守り。
画自
・団地があって人が多い ・自治会がある ・愛護会は自慢のグループ ・小さなお祭りが多
減った
・自治会が多い ・各自治会の夏まつりが多い ・通り会の楽しいイベントがある ・通り事 協働
協働
・ 治 協働 い
業でハロウィンにお菓子をあげている ・大人のつながりが強い 事業所など ・汀良市営住
顔見知り⇒尐ない（キズナ） ・地域の町民のまじわり方が必要 ・親子の交流親睦事業
サークル等 各イベントに参加する。 ・自治会事務所を開放して、大人も子供も利用
平 ・ 男 宅自治会 夏祭り「地域のまつり500人程度の参加」 三役民生委員による横断歩道での指導 男 が尐ない ・各地域にリーダーが尐ない ・エリアが広く各地域（自治体）住民の連携が弱 男 でいるようにする。
・自分達は年に２回に鳥堀交差点で２週間交通指導員を行っています。外国人を首里城につ
い ・学校と地域とのつながりが薄れてきていると思う。 ・共通課題が尐ない ・隣近所
和協 参女 いて聞いてきます 単語と手ふりでたのしんでいます・とっても地域魅力が良い事・ゴーヤーで 参女 の関係が希薄 ・学校は地域のものでは？
参女
・用地、集合住宅が多く「れんけい」が弱い ・地域（住民）とのつながり 弱い ・あいさ
・ 働 画共 地域づくり ・知らない人が多い
画共 つ日本一 コミュニケーションのキソ
画共
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同
防災 ・大雨時の災害

・外灯の電気料は自治会費のみで支払われている皆が負担では？ ・暗い場所が多い
防犯 ・通路が暗いところがある！ ・アカムイに行くまでの道がキケン ・鳥堀団地暗い ・最
近は不審者が多くなった様です。 ・小学校から首里駅までの通りが暗い

医療機関との連携 ・健診の声かけ

保
健

地域連携室の活用 ・気軽に受診出来る ・介護デイサービスの事務所との連携につい
て検討する。 ・医療関係者を招いたり、測定器をレンタルして年金受取日とか測定（健
康） ・子どもボランティアの会 ・昔あしび高齢者の生きがい ・ ”独居老人”畑作業を
通して ・子どもの見守りゴーヤー作り（愛ご会）

・高齢者が増えた（今後も増える）独居、高齢夫婦が心配・老人が比較的多くとりくみ課
題に協力的でない ・民生委の拡充・高齢者の遊び場が尐ない ・民生委員が足りてな
い ・民生委員を知らない

福
祉

民生委員のお仕事の周知への取組 ・居場所づくり ・地域で独居高齢者宅を見守り訪
問 ・生きがいのもてる居場所づくり交流の場所の確保 ・昔あそびを子供達に伝える
・民生委カフェ（ホットできる場所） ・学校と民生委との関わり（保健室も含む） ・民生
員・見守りの組織づくり、家族とつながる（生きがいをみつける） ・地域の子供たちと交
流し生きがいをもたせる

・民生委さらに拡充 ・日中 お年寄りが歩いている ・老人が多い ・自分は鳥堀自であるが
民生委員としては汀良自治会でのふれあいに参加している。日曜日には汀良市営で健康ダ
ンスを行っている。 約20年間空手をやっている

福
祉

子
ど
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・朝のラジオたいそう！100名以上いる・通学路に指導員が立っている ・青尐協 石嶺中首里
中・吹奏楽部は県レベル県代表をねらっている ・子どもボランティアの会は自慢の子どもたち
・学力は全国レベルクリアー ・ボーリング日本一がいます ・子ども達の活動 部活が活発で
ある 発表の場が多くある ・首里高グランド 石嶺中学校 城東小学校・石嶺プラザがある ・
子供が多い ・城東小ラジオ体操 ・高校野球の試合がみれる ・首里高グランドがある ・
首里グランド ・首里高校の野球グランドがある ・学童がたくさんある ・子どもたちのあいさ
つがよい ・小学生が元気であいさつが良い ・城東小吹奏楽 毎年 金賞 ・城東こども園の子
どもたちは素直 ・おりこうさんの子がたくさんいる。
・教育熱心な雰囲気を感じる ・部活動さかん ・PTAが仲がいい ・PTAに加入しやすい ・
PTAが入りやすい仲がいい ・夏休みになってﾗｼﾞｵ体操を城東小でやっているけど毎日100人
位の子ども達が来ている ・ラジオ体操に参加する子が多い ・子どもたちが素直で元気な子
が多い ・50周年を迎えます ・学校の校舎が新しい ・クラブ活動がたくさん ・夏休みにラジ
オ体操がある ・城東小明るい子供達 ・城東小 バレー（2ﾁｰﾑ） 野球（2ﾁｰﾑ） バスケット（1
ﾁｰﾑ） 音楽部 ・城東小グランド夏休みラジオ体操の参加者が多くて盛んです ・こどもを大
切に思っている ・朝の交通安全に大人の関心が強い ・子ども達とイルミネーション ・すい
そうがく部・首里かふう保育園の分室で（汀良市営）で子ども食堂を行っている

子
ど
も

文
化

・弁ヶ岳は誇りの史跡 ・はたがしら ・伝統エイサー ・火立毛 ・旗頭があ
る・読谷山御殿がある ・旗頭 エイサー ２つの団体、とてもさかんに活動している ・伝統文
化・エイサー
・安室奈美恵 ・大工哲弘さんがいる・あむろ なみえさんが近所 城東出身・城東出身アムロ
ナミエ 祖母がえらい・トヨオカさんがいる・沖縄のスーパースター 安室 奈美恵 ・安室 奈
美恵さんが卒業生にいる・50周年がある、皆んなで盛り上げよう！！・城東小はアムロナミエ
の出身校 ・木のおもちゃづくりが得意なお客さまがいます ・子供達に草ぶえおしえたい！ゆ
びぶえ等まつりの時に使う デイサービス手伝い・テッチョウとか 昔の遊びをとりいれたい
すてるもので竹とんぼやパッチン等作る・平成の歌姫の出身校 ・あむろなみえ ・安室ちゃん
の母校です ・あむろ なみえさんが城東幼稚園に通っていたときいている。去年の花火大会
の写真もかざられている ・野球選手のスーパースター山川ほたかの出陳地

ウラ道などに外灯をつけたい ・電気料の件 周知を徹てい。自治会広報 ・各自で
懐中電灯を持つ ・自主防災及び防犯組織を結成する。 防災マップを作る（城東小
防犯 作成の防犯マップをバージョンＵＰしてはどうか）
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福
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・防災に対する取り組みが尐ない

同
防災

・学校周辺のスクールゾーへの車の進入が多くてあぶない ・通学路がせまい ・不審
者いる ・スクールゾーン ・スクールゾーンの整備や信号のない歩道がある ・スクー
ルゾーン委員がボランティア 保護者見えない

子
ど
も

・夏休みの事業開催 ・子ども会の活動が尐ない ・児童館のような遊び場がない！・
児童館がない！ ・昔みたいに、やんちゃな子はいないが不登校の子どもが増えた様に
思う。 ・吹奏楽部楽器の整備 ・子供達があいさつしてくれない ・エイサー、旗頭の
道ジュネー 小中学生 （子どもと高齢者）

教育

文
化

教育

・世界の歌姫アムロナミエさんのメッセージの碑→子どもに自信と勇気
・町づくりの達人のモニュメント欲しい アムロ 仲村 中山
・アムロの顔が見えない

文
化

「危険な場所」を子どもたちがはあくする。 ・安全マップの活用 ・安心安全メールを地
域の方にも登ろくしてもらう ・”キケン”を感じた子がかけこめる場を関知する方法を考
える ・保護者への周知方法を考える
ラジオ体操に関わる地域の方を増やす ・学校とウチ、以外に立ち寄れる場を増やす←
大人が。 ・各団体自治会合同で年１回まつりをしてみれば ・自治会事務所を子どもの
居場（老人も）にして使う。 ・公園もない！あそび場の確保。資源はない？教えてほし
い。 ・（あいさつを）するまで声をかける。 ・木のおもちゃ草ぶえ 等 地域人材を生か
したプログラムを！

ゆいレール石嶺駅に あのアムロさんの「記念碑（記念像とか） 手形など」 をつく

産業
産業 広報板（自治会）が尐ない ・首里城が近くにあり観光客が多いが城東小校区にはあま 産業
り恩恵がない気がする（お店の売り上げなど） ・お酒を飲むところは多いが食堂やレ
まちまーいの新しいルートを考える会（まち歩き会） ・スタバを作る
④
ストランが尐ない
観光
観光
観光
産
・大公園→思い切ってあそべる ・公園のスベリ台とブランコが故障している ・公園が尐
公園でイベントをする！ ・公園に畑を作って、皆で芋などを育てる。収穫して食べる。
業
・石嶺プラザ 石嶺団地 汀良団地 ・モノレール石嶺駅・ＪＡスーパー 生協スーパー（コープ）
ない？ ・公園が尐ない、子どもの遊び場が尐ない ・休憩所が尐ない（場所、休み、散
・久場川公園の早期完成を地域で伝える ・ｺｰﾌﾟの一角にスペースを頂いてすずしい
・石嶺南公園 立川公園 バス営業所 ・ピッコロモンドパン屋 新しい道がかい通 ・公民館
歩のとき） （孫と遊べない！） ・子ども、高齢者居場所（遊び場）がない ・街路 歩道に
場所でくつろぐ ・公園や遊び場について子供たちにアンケートを取る（親には遊ばせ
・
がある ・駅が近い ・モノレール駅が近い！・交通の便がいがいといいかも ・モノレール石
花（美化）されていない
たいアンケート） ・案内板（公園の場所等）の設置
・交通の便がよい ・（交通・スーパー）生活しやすい ・ティーパンパンが
観 環 嶺が出来ている
環
あったおいしいケーキ ・ピッコロモンド とくにアップルパイ ・スーパー金秀やリウボウの次に 環
光 境 出てにぎやか ・スーパーが近い ・スーパーが多い 徒歩で行ける ・スーパーが近場にある 境
境 けいさつに伝える。さらに上は？ ・朝夕立哨活動しながら信号機設置をＰＲしていく
・屋上から太平洋と東シナ海が見えます ・西原町が近い ・首里城が近い ・坂道が多い！
・交通量が多い（29号線）町が分断される ・城東小の裏口の道の整備 ・新しい道への
・
・高台なので景色がいい（ながめ） ・おいしいケーキ屋さんがたくさんある ・ＪＡすいまーる
信号機を！開邦高校通り ・小学校前の信号機のタイミング時間の短さ歩き渡れない ・
（かふう食堂）・開邦高校近くに最近ローソンができた ・お店がたくさんある ・便利なコープ
幼稚園前の親の送迎車の停車が多い ・あいさつ運動OK！！歩道狭いので危ない
情
・健康に良い食料を沢山置いてあるコープ首里がある ・コープが近くにある ・交通機関が
便利である ・交通手段がたくさんある ・交通に便利 モノレール首里駅が近い ・緑がいっ
報
ぱい！ ・弁が岳 夜はこわい ・日本最大の蝶 オオゴマダラがとびかう ・開邦高校（難しい
・道路拡張の為工事が多い ・交通量が多い、最近は特に！子どもやご老人が気になる
・
けど）が近くにある ・石嶺ﾌﾟﾗｻﾞ子供～お年寄りまで地域のいこい ・公民館がある 図書館
・交通量が多く歩く人への安全がうすく感じる。信号機の見直し ・交通事故 ・朝交通
安全の言葉を子ども達が考えたカンバンをせっち ・歩道に花だんの整備 ・夜も明るく
・ＪＡ首里 ・公園が多い ・石嶺公民館が近くいろんな活動 ・病院もたくさん ・尐し恐い弁ヶ
ラッシュ→大人のイライラ→交通事故 ・信号機が尐ない ・交通量の多さ！
がい灯をふやす ・スクールゾーンを使う 地域におねがいする！
環
岳がある ・団地が多くにぎやか ・近くに銀行 ゆうびん局 薬屋さんなどあるので用事をす
ませられる ・環境センターが近くにあり、環境の杜が近い ・コープが古くからあり便利安心
境
食材 ・コープ首里安心安全な食への手助け ・首里コープお弁当おいしい ・25周年コープさ
・坂道が多い（高齢者には難儀） ・坂道が多い 細道が多い ・道がせまく、歩道が尐
・ 基都 ん ・10月からモノレールが走る ・モノレール首里駅に意外と近い ・首里駅に近い ・い 基都 ない ・裏道が細くてわかりにくい ・首里高グランド裏通りが狭い
基都 歩きたくなる道に 花いっぱい 目印目もり等 ・歩行者天国
浦添など） ・バスセンターがある 那覇バス 沖縄バス ・バ
都 盤市 ろんな場所へすぐ行ける（西原
ス路線が多いような気がする。お年寄りも移動しやすいかも。 ・コープ首里がある ・生活 盤 市
盤市
の資げんがそろっている。スーパー、銀行、郵びん局など… ・クイニーおいしいクロワッサン
市
ﾊﾟﾝもけしきもサイコー！ ・モノレール駅が近い(首里駅) ・ﾚｲﾌﾗﾜｰｽﾞ（花屋さん）があります１
輪から買えます ・首里駅の前に安いヤサイ屋がある ・首里駅のおいしいラーメン屋さん
基
・図書館と公民館がある ・みどりが多くせみとりもでき夏をいっぱい楽しめる ・地域に変化
盤
がある
その他

その他

その他

