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1 ワークショップの概要 

（１）ワークショップの目的 

「佐久市都市計画マスタープラン」の地域別構想の策定にあたり、地域（地元）をよくご存じ

の皆さんに、地域の現状・課題などを指摘していただくとともに、将来どのような地域になった

ら良いか、率直なご意見を伺うことを目的として、「まちづくりワークショップ」を開催するこ

ととしました。 

 

（２）開催概要 

ア 日時 

第１回：２０１７年２月２６日（日） 

Ａグループ：１０:００～１２:２０／Ｂグループ：１４:００～１６:２０ 

第２回：２０１７年３月１９日（日） 

Ｂグループ：１０:００～１２:２０／Ａグループ：１４:００～１６:２０ 

イ 会場 

佐久市役所南棟 3階会議室（元の佐久消防署庁舎）  

ウ 参加者 

第１回：市民３１名、佐久市都市計画課４名、臼田支所１名、浅科支所１名、 

望月支所１名、コンサルタント４名 

第２回：市民２５名、佐久市都市計画課４名、臼田支所１名、浅科支所１名、 

望月支所１名、コンサルタント４名 

【参加者名簿（当日欠席者を含む）】 

 Aグループ Bグループ 

浅間・東地区 野沢・中込地区 臼田地区 浅科地区 望月地区 

区長会 
梅澤 和夫 武者 建一郎 高柳 誠人 金箱 成明 武重 徳一郎 

神津 良一郎 石山 道泰    

認定農業者 小林 基博 工藤 博志 石田 慎二 掛川 正幸 羽田 聖一 

青年会議所 細川 英寿 金澤 忍 
伴野 健治 

（代理）木下 貴裕 
栁澤 洋介 倉島 悟 

民生児童 

委員 

白鳥 昭夫 鷹野 勝 田島 弘 佐藤 吉輝 江本 秀明 

小平 實 土屋 珠江    

育成会 山崎 哲也 佐藤山 章彦 井出 昭 高野 博賢 荒井 令一 

地域おこし 

協力隊 
  

加藤 夕紀子 金子 久登己 石田 諒 

田嶋 謙二  高木 武人 

 

公募 

新地 章倫 若山 ゆき 渡辺 一夫 山本 裕子 鍋田 知宏 

半田 勇二 菊池 勉 高須 亜子   

 松村 興広    

   

 

 

（３）ワークショップのテーマ 

ア 第１回のテーマ 

テーマ１＜地域の良いところは何か＞ 

【地元の好きな場所・よく行く場所、良いところ、将来に残したいところ（もの）はどこか】 

⇒地域の魅力を多く発見することを目的とする 

・地域で好きな場所・よく行く場所、良いところ、将来に残したいところなどについて、付

箋紙(ポストイット)に記入し、出された内容について意見交換を行う 

テーマ２＜地域に足りないところは何か＞ 

【地域で不便なこと、こういうところがあったらもっと楽しいなど、思いつく不足のものはな

にか】 

⇒地域に足りないところ・不便なところを考えることを目的とする 

・地域で不便なこと、こういうところがあったらもっと楽しいなど、思いつくものを付箋紙(ポ

ストイット)に記入し、出された内容について意見交換を行う 

 

イ 第２回のテーマ 

テーマ ＜地域の将来像について考える＞ 

【自分の地域が将来どんなまちになったらよいか】 

⇒地域の望ましい将来像やまちづくり方法について考えることを目的とする  

・自分の地域が将来どんなまちになったらよいか、どのようにしたらそれを実現できるかな

どについて、付箋紙(ポストイット)に記入し、出された内容について意見交換を行う 

【第１回のスケジュール】          【第２回のスケジュール】 

 

まちづくりワークショップの報告 

１．開会 

２．あいさつ 

３．都市計画マスタープランの概要について 

４．ワークショップの概要について 

５．地域の魅力や課題についての話し合い 

テーマ１【地域の良いところは何か】 

テーマ２【地域に足りないところは何か】 

６．地域ごとの発表 

７．まとめ 

８．閉会 

１．開会 

２．あいさつ 

３．ワークショップの概要について 

４．地域の将来像についての話し合い 

５．地域ごとの発表 

６．まとめ 

７．閉会 

※上記のほか各グループにファシリテーター（コンサルタント）、補助員（市職員）が参加 

JWS16057
テキスト ボックス
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２ グループごとの検討結果 

■浅間・東地区 

 

 

 

■野沢・中込地区 

 

＜第 1回ワークショップのまとめ＞ 

【テーマ１：地域の良いところ】 

■ 地域のコミュニティやつながりに関する意見が多く出され、地域のイベントや伝統行事、お祭りなど

が大切にされていることが分かりました。 

■ また、医療機関・公共施設・文化施設・商店などが近接しており、日常生活を送る上での利便性に優

れているところ、自然・景観資源が豊富にあるところなどが挙げられました。 

【テーマ２：地域に足りないところ】 

■ 公共交通が不便で、特に高齢者が買い物・通院に使う移動手段がないため、交通網を整備してほしい、

買い物弱者を救ってほしいという意見が出されました。 

■ 観光については、既存の資源をもっとうまく活用すべきという意見が出されました。 

■ また、若者や子どもたちの農業離れが進んでいるため、観光客だけではなく、地元の人も農業に興味

が持てるような仕掛けが必要という意見が出されました。 

＜第 2回ワークショップのまとめ＞ 

【地域の将来像について】 

■ 他地区と同様、地域資源を生かしたまちの姿が

提案される一方、持続的な地域社会やコミュニ

ティの維持・親子にやさしいまちづくりなどを

重視する意見が多く出されました。 

■ 活発に世代間の交流が生まれる安心安全な地域

社会を形成するためには、地域内での情報発

信・共有のしくみづくりや、交流の場づくり（廃

校や空き家等の活用）が必要だという意見が出

されました。 

＜第 1回ワークショップのまとめ＞ 

【テーマ１：地域の良いところ】 

■ 長野牧場や千曲川沿い、浅間山などの自然・景観、鼻顔稲荷や西念寺といった寺社などの歴史・文化

に関する意見が多く出されました。 

■ また、大型店やチェーン店が立地していて日常生活の買い物が便利なところ、佐久平駅を中心とする

広域交通網が充実しているところなどが挙げられました。 

【テーマ２：地域に足りないところ】 

■ 課題として、観光資源の活用や、地元の商店の活性化などが挙げられました。郷土料理や地酒を活か

すべき、若年層のニーズに対応した店が欲しいなどの具体的な提案もありました。 

■ 公共交通については、高齢者の移動手段の確保が必要という意見が出されました。 

■ また、若者に定住してもらうにはどうしたらよいかという議論の中で、雇用の創出や農業に営農環境

の整備などが必要だという意見が出されました。 

＜第 2回ワークショップのまとめ＞ 

【地域の将来像について】 

■ 広域交通網が充実し買い物などの生活利便性に

優れている点、田舎の雰囲気を残したゆとりあ

る生活環境が維持されている点を生かし、子ど

も・若者・高齢者全ての人にとって住みやすい

「選ばれるまち」を目指していくという意見が

出されました。 

■ また、市街地と農業地がバランス良く共存する

環境の実現を目指すという意見が出されまし

た。まちの中心である商店街の継承・活性化と、

営農環境の維持・向上について考えていく必要

があります。 
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■臼田地区 

 

 

■浅科地区 

 

＜第 1回ワークショップの検討概要＞ 

【テーマ１：地域の良いところ】 

■ 浅間山と蓼科山に囲まれている浅科ならではの景観が地区の魅力として挙げられました。 

■ また、農業が盛んで米（特に五郎兵衛米）や野菜などの農作物がおいしいという意見が出されました。 

■ 中山道を中心とした古くからのまちなみや神社などの歴史的建造物をもっと活かしていきたいという

意見も出されました。 

【テーマ２：地域に足りないところ】 

■ 公共交通が不便で、特に高齢者は循環バスに乗るのにも苦労するといった意見が出されました。 

■ 地域のコミュニティについては、公民館はあるものの建物の老朽化やバリアフリーが課題となってお

り、地域で人が集まる場（子どもから高齢者まで）を充実させたいという意見が出されました。 

■ 農業については、荒廃農地の増加や後継者不足、用水路等施設の老朽化など、今後も活力ある営農環

境を維持していくための課題が多く挙げられました。 

＜第 2回ワークショップのまとめ＞ 

【地域の将来像について】 

■ 浅間山と蓼科山の双方を望む浅科ならではの景

観を生かすため、ビューポイントや観光案内等

の充実が必要であるとともに、地域外の人に浅

科の農産物の魅力を発信（農業体験、アンテナ

ショップ等）する取組も重要だという意見が出

されました。 

■ 高齢者の移動手段の確保や生活環境・コミュニ

ティの充実など、現在地域に足りないところを

補うことで、より良いまちになるという意見が

出されました。 

＜第 1回ワークショップのまとめ＞ 

【テーマ１：地域の良いところ】 

■ 健康や医療についての意見が多く出され、佐久病院やうすだ健康館、あいとぴあなどが立地する臼田地

区の特徴が表れた結果となりました。 

■ また、自然・景観資源に加えて、コスモタワーやスタードームといった施設の名前も挙げられました。 

【テーマ２：地域に足りないところ】 

■ 他地域と同様に公共交通の不便さが挙げられたほか、普段通行する道路が狭い、歩道がガタガタといっ

た生活道路に関する意見も出されました。 

■ 観光については、既存の公共施設等の利活用や、健康長寿・ぴんころ地蔵と関連してオーガニック食材

を取り扱う店を増やすなどの提案がありました。 

■ また、地域では人口減少・高齢化が進んでいることから、若年層（学生、勤労者）向けの支援やイベン

ト、居場所づくり、新規雇用の創出などが必要だという意見が出されました。 

＜第 2回ワークショップのまとめ＞ 

【地域の将来像について】 

■ 健康医療のまちづくりをさらに推進していくべ

きという意見が出されました。特に高齢者・子ど

もが元気に安心して暮らせるまちにしたいとい

う意見がありました。 

■ 将来像を実現するためには、自然環境の良さやオ

ーガニック農家の存在の PRなど、地域の「ブラ

ンディング」を進めることで、「健康医療のまち

臼田」のイメージを明確化する必要があるという

意見が出されました。 
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■望月地区 

 

３ グループごとの話し合い・発表の様子 

■話し合いの様子 

  

    
 

■発表の様子 

  

     

＜第 1回ワークショップのまとめ＞ 

【テーマ１：地域の良いところ】 

■ 望月宿、茂田井間の宿を中心とする歴史や伝統行事、温泉、自然・景観など多くの地域資源に恵まれ

ており、古い建物を利用した新しい飲食店などもあるという意見が出されました。 

■ また、4 つのゴルフ場や乗馬体験、ウォーキングコースなどレクリエーションの場としても多くの資

源を有していることが分かりました。 

【テーマ２：地域に足りないところ】 

■ 人口減少や高齢化への対応が求められており、担い手不足や医療の充実、高齢者の移動手段の確保な

どの課題が挙げられました。あわせて、移住者に対しては、空き家・空き店舗を活用した物件の支援、

自営業に対しての支援が必要との意見がありました。 

■ 身近な生活環境や観光の課題としては、車優先の道路づくりとなっていて歩きにくい、歩行者環境を

整えてほしいとの意見がありました。 

＜第 2回ワークショップのまとめ＞ 

【地域の将来像について】 

■ 豊かな自然景観に代表される「田舎の良さ」や、

望月ならではの歴史文化、農業体験などの地域

力を生かしていくべきとの意見が出されまし

た。また移住者が多いことから、地元住民と移

住者がゆるやかにつながるまちを目指すべきと

の意見もありました。 

■ 多様な地域資源を生かすために、様々な分野が

連携した「オール望月」の体制で、観光客・地

元住民双方へ向けた情報発信をしていく必要が

あります。 


