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◆内訳 

　施策分野 設問番号 意見数 頁

　教育・文化に関すること 問9・10 353 1

　都市基盤・土地利用に関すること 問11・12 361 13

　情報化に関すること 問13 167 26

　産業に関すること 問14 297 31

　農林水産業に関すること 問15 23 42

　商業に関すること 問16 29 43

　工業に関すること 問17 10

　保健・医療・福祉に関すること 問18 303

　健康・長生きのまちづくりに関すること 問19 21 55

　安心して子育てができるまちづくりに関すること 問20 11

　環境に関すること 問21・22 311

　市民生活・満足度向上に関すること 問23 168 68

　情報入手に関すること 問24 12

　市政参加に関すること 問25 16

　行財政に関すること 問26 29 75

　どのような街になってほしいか 問27 7

　その他自由意見 問28 507
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問 9 教育・文化について 満足度・重要度 自由回答 

1 佐久大の学費が高すぎる  女性 10代 浅間地区 

2 学校教育、幼児教育で金銭的補助。伝統の継承に力を入れてほしい  女性 40代 浅間地区 

3 
・大規模になったので、各地区間との交流を進めてほしい（合併の実感がない）・将

来を担う子供たちの安全（通学路の街灯、整備等）が第一だ  
女性 40代 東地区 

4 佐久市全体を考え、今はまだ無理な建設はしないでほしい  女性 50代 望月地区 

5 

長野県の中でも佐久市は文化レベルが低い。文化会館は建てなくてもよいが、教育

面では教師の指導レベルが高い人に（専門分野に長けた方など）子どもの教育をお

願いしたい。音楽・科学・工学など夢を持てる人間に。又は人材の育成に力を入れ

てほしい  

女性 10代 浅間地区 

6 
現在の社会状況について-基本は『心を育てる』ことと思う。全ての住民一人ひとりが

意識し変え、子どもたちの心を育て、いじめのない佐久市づくりをしてほしい  
女性 50代 中込地区 

7 それぞれの地区住民が主体的に取り組むよう啓発してはどうだろうか  女性 60代 中込地区 

8 

総合文化会館は、長野市のホクト文化ホールの大ホールくらいの規模のものを造る

計画にしてほしかった。勤福やコスモホールとあまり差がないようなもので計画が中

途半端だった。東京からも近く、場所もよかったのだから大きいコンサートやイベント

で人も呼べたはずだ。今、高校生たちが好きなバンドのコンサートに、東京や長野

市まで行かなければならなく、夜心配だ 

女性 40代 野沢地区 

9 
文化・芸術も大切だが、子どもが伸び伸びと運動ができる環境がほしい。自由にい

つでも使えるようなグラウンドなど  
男性 20代 浅間地区 

10 
青尐年による暴走行為を厳しく取り締まってほしい。うるさい！カラオケ店などでの

未成年の飲酒なども厳しくしているようだが、甘い対忚などを目にする  
女性 20代 浅間地区 

11 専門学校・短大・大学の誘致を本格的に取り組むべきだ  男性 60代 中込地区 

12 スポーツ施設を一般住民が安く利用できるようにしてほしい  男性 70歳以上 望月地区 

13 
佐久長聖高への通学路は立派に整備されたが、岩村田高への通学路が一向に改

善されていない。佐久市は私立高校に肩入れし過ぎだ  
男性 50代 浅間地区 

14 
旧佐久市に文化芸術の拠点がない。将来、子どもたちが国際社会で通用する人に

育つか疑問だ。心にゆとりのある社会づくりに、文化・芸術が最も重要である  
男性 50代 東地区 

15 現在ある文化施設の一層の活用。文化活動へ住民参加の推進と文化活動への助成  男性 70歳以上 臼田地区 

16 コスモホール・公民館等の駐車場の増設、補修  男性 70歳以上 中込地区 

17 高校教育の方法を変えてほしい  男性 10代 中込地区 

18 人権には関心があるが、他は各自の問題と考えている  男性 50代 野沢地区 

19 佐久市の小中学生の学力が低いと聞く。何らかの対策が必要では？  女性 30代 臼田地区 

20 
箱型が除かれた分の予算を中身の充実に向けたい（例えば、須坂市のように著名

人や活躍人を招待し講演会やパネル等を開くなど）  
男性 70歳以上 浅間地区 

21 
教育に重点を置いた施策を推進してほしい（市内に大学があると子どもを進学させ

るにも選択が広がるため）  
男性 40代 東地区 

22 何でも旧佐久市に集めるのはやめてほしい  男性 40代 臼田地区 

23 
高校再編に伴い、岩高の工業科棟に屋代高校のような「公立中高一貫校」を併設

するよう県に提案してはどうだろうか  
男性 30代 臼田地区 
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24 
社会教育充実の一環として、市の文化財の有効活用を教育行政の力点に加えてほ

しい  
男性 70歳以上 浅間地区 

25 

浅間中学校のPTAが募金活動（50周年記念などのため）を行っているが、1口3000

円となっており、PTAの方々が直接家まで来ていただくと断れない。税金を市に払っ

ている訳だし、市の方から予算を出すことはできなかったのだろうか  

女性 30代 浅科地区 

26 総合運動公園の早期建設  男性 50代 浅間地区 

27 
・市民活動イベントや、地域間交流（国際交流などがあっても、情報が尐なく参加で

きない）・スポーツ施設を充実させてほしい  
女性 20代 臼田地区 

28 学校教育・幼児教育にもっと力を入れてほしい。サラリーマン化している先生もいる  男性 60代 野沢地区 

29 公立保育園はなくさないでほしい  女性 20代 東地区 

30 
・文化会館の跡地を何に使うかが課題だ・有害図書類の自販機について－市が条

例を作ったことにより、市内には 1カ所も無くなったことは大変良かった  
男性 70歳以上 中込地区 

31 
市民の文化・芸術活動の種類が尐なく、その場がない。スポーツ施設も夕方～夜に

かけ場がないように感じる。男女参画も進まず、家庭を持ち働く女性は大変そうだ  
男性 20代 浅間地区 

32 中途半端な施設をたくさん造るより、全国一、県下一の施設を望む  男性 40代 浅科地区 

33 
市民会館建設中止は市民の意識が出た結果である。建設の話を聞いたとき、なぜコ

スモホールの有効活用はしないのかと思った。用地は特例債の返還に充てるべきだ  
男性 60代 臼田地区 

34 

長い間、多くの尽力で築き上げてきた文化会館の夢は住民投票により砕けてしまっ

た。何でも是非論はあるがベストチャンスを逃した。二度とあのような文化施設は作

れない。残念だ  

女性 50代 野沢地区 

35 モータースポーツ施設を造ってほしい  男性 60代 - 

36 もう箱物は要らない。古い施設をなくすなど検討すべき  男性 30代 中込地区 

37 学校の設備を整えてほしい  女性 10代 野沢地区 

38 
普通学校に通う障がいをもつ子どもへの生活・学習支援がとても手薄になっていると

感じる  
男性 60代 浅科地区 

39 
佐久市の公立高校はいずれも古く耐震性も危険な上とても近代化しているとは思え

ない  
女性 40代 野沢地区 

40 大書店があるとよいと思う  男性 40代 浅間地区 

41 佐久市単独ではなく広域で計画・立案すべきと考える  男性 50代 浅間地区 

42 特別な施設はいらない  女性 50代 浅間地区 

43 コスモホール等での各種催し物の充実を期待する  男性 60代 中込地区 

44 
子どものいない家庭に PTA賛助会費の徴収はおかしい。道路を歩いている中学生

が車が近づいてきても避けようとしないのでもっと学校で教育すべきだと思う  
女性 30代 浅科地区 

45 中心部に競技レベルで行える屋外のスポーツ施設が尐ない  男性 40代 浅間地区 

46 総合体育館が古いので新しくしてほしい  女性 70歳以上 野沢地区 

47 
教育内容の充実も大切ですが、教師の資質向上を目指してほしい。一生懸命教育

に励み真剣に子供たちと向き合ってくれる素晴らしい教師を増やしてほしい  
女性 40代 野沢地区 

48 保育料が高い  男性 50代 中込地区 

49 
文化・芸術については、今は車社会なので、佐久市の中だけでなくても大丈夫。教

育に関しては、国際人に向け、力をもっと入れてほしい  
女性 60代 望月地区 

50 文化については施設不備、イベントが尐ない  男性 70歳以上 野沢地区 



  

- 3 - 

 

51 佐久市を見たときに、偏った今のさまにこれでよいのか？と思う  女性 70歳以上 野沢地区 

52 
小・中学校の校舎は新しく建設されているが、高校の校舎は古すぎる。せめてトイレ

だけでも改修してあげてほしい  
女性 50代 野沢地区 

53 
生涯学習の重要性を感じています。高齢者の方が外に目を向けられるような環境を

作ってほしい  
男性 50代 望月地区 

54 希望している保育園に入園することができなかった。私立と公立の区別があいまい  男性 20代 中込地区 

55 
人権尊重社会に佐久市の独自性はそもそも必要ない。②の地域間交流、国際交流

の成果・効果はまったく見られない。目的も不明  
男性 30代 中込地区 

56 文化も芸術も陸の孤島状態  男性 60代 野沢地区 

57 比田井天来記念館を PR してほしい  男性 10代 望月地区 

58 文化会館中止はショックです。駅前は文化会館以外は反対  女性 60代 浅間地区 

59 
岩村田小学校のマンモス化はなんとかすべきだったと思う（北部小学校建設は遅す

ぎ）  
女性 30代 浅間地区 

60 
図書館ネットワークが利用できるのはよいが、蔵書がやや尐ない。学習室などの設

備の拡充を求めたい。文化会館の建設は不要である  
女性 10代 望月地区 

61 文化会館中止にはすごく不満  男性 70歳以上 東地区 

62 小中学校教育の充実。通学路の整備。高齢者の生涯教育の充実  男性 40代 臼田地区 

63 
スポーツについて、一部のスポーツには力が入っているが、マイナーなものには対

忚なし。体育教室がほしかった  
女性 30代 中込地区 

64 公立の小・中・高の教育者、設備のさらなる向上を期待  女性 40代 浅間地区 

65 不登校児童を対象としたチャレンジ教室はとてもよいと思う  男性 40代 中込地区 

66 
小中高の子供を持つ親の教育。子どもよりむしろ親のモラルを養う。教育指導力を

上げ子供たちの学力を上げる  
男性 40代 野沢地区 

67 地元にゆかりのあるスポーツ選手、チーム、文化人との交流・イベントを開催してほしい  男性 20代 浅間地区 

68 教育レベルが低い。それなら世の中のルール・マナー・モラル教育に重点を置くべき  男性 60代 東地区 

69 小学校の統合論はなぜ出てこない？  男性 60代 臼田地区 

70 文化会館ができなくてとても残念  男性 60代 浅間地区 

71 高校生の教育をしっかりやってほしい  女性 60代 野沢地区 

72 子ども（未成年）に対してもっと力をいれてほしい  男性 40代 臼田地区 

73 
公民館活動も、他の土地から転居してきた者には入りにくい雰囲気がある。臼田の

図書館は車がないと利用できず不便  
男性 60代 臼田地区 

74 暴走族による騒音がうるさい。そのような子への教育（警察と協力して）  男性 20代 野沢地区 

75 
スポーツについて、自由な広場というより様々な器具がそろった屋内施設を無料ま

たは低価格でやってほしい  
女性 20代 浅間地区 

76 陸上競技場はメイントラック・サブトラック共 400ｍの規格となるよう建設してください  男性 40代 中込地区 

77 文化を尊重し、未来を見据えた教育環境や取り組みを期待  女性 20代 浅間地区 

78 気軽に参加できる環境づくりをお願いしたい  男性 70歳以上 中込地区 

79 公園とスポーツ施設とスポーツ教室の早期充実をお願いしたい  男性 30代 野沢地区 

80 
文化会館の建設中止は許せない！社会福祉の方が大切とすり替え論を持ち出して

中止の方向へ誘導した市長の責任は重い  
男性 70歳以上 野沢地区 
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81 文化会館の中止が残念。一つの文化活動の遅れがでる  男性 60代 浅科地区 

82 音楽会など開いてほしい  女性 70歳以上 浅間地区 

83 
スポーツ施設をもっと充実（グランド、大きな体育館など）プロ野球・サッカーなど観

戦できるくらいの場所を  
女性 40代 浅間地区 

84 

一番気になるのが、生徒が先生にタメ口をきいていること。昔は先生は怖いけど、親

のようにも感じる存在でした。あと休みが多くなった分、何もせずふらふらしている子

もいる  

女性 30代 野沢地区 

85 学校などの施設の充実が重要  女性 10代 浅科地区 

86 小中の連絡をもっとしてほしい  女性 50代 野沢地区 

87 

小学校の統合などによりバスなどを使用しなければ通学できない地区ができると思

われるので、そのための予算。尐子化により山間部の子どもたちへのしわよせが心

配。どの子にも平等に教育が受けられるように  

女性 60代 野沢地区 

88 図書館の充実  男性 30代 中込地区 

89 
青尐年育成などの役員任期が長いのでマンネリ化している。佐久市にも世界バレー

ができるような体育館がぜひとも必要  
女性 60代 中込地区 

90 文化会館は必要  女性 60代 浅間地区 

91 職員がその分野のプロ意識を持って仕事をしないと向上しない  男性 60代 東地区 

92 

北耕地に造成中の運動公園や平の運動公園など充実した施設がそろってきている

ので、十分に機能させる計画を立ててほしい（スポーツ大会など）。健全育成につい

て、地区の PTAに丸投げ状態はいかがなものか？取り組みが市民に伝わらない  

女性 20代 臼田地区 

93 佐久市内にパーク（ストリートバスケ、スケボー用など）を造ってほしい  男性 20代 中込地区 

94 佐久大学を市民がもっと親しめるものにしてほしい（シャトルバス、講演会など）  女性 40代 浅間地区 

95 

・保育園－熱心な先生がいない。皆高齢で勉強熱心ではない・小学校－親も保育

園の延長（託児所の感覚）終業時間が遅すぎる。夏休み・冬休みが短い・全般に、

文化的なものが育つ雰囲気がないのが残念だ  

女性 50代 浅間地区 

96 教育費の無料化を進めてほしい  男性 30代 野沢地区 

97 
どの分野に関しても、そこに関係していたり興味のある方でないと知らないことばかり

である。多くの市民に関心を持ってもらえるような方法を考えてはどうだろうか  
女性 30代 浅科地区 

98 学業施設の整備  男性 10代 中込地区 

99 
合併で市民が使用できる施設をもっと PR し、市民が公平に利用できるよう配慮して

ほしい  
女性 50代 野沢地区 

100 特に佐久平辺りの風紀がよくない  女性 50代 浅間地区 

101 子育てする側の教育の場が必要だ   男性 60代 浅間地区 

102 
図書館の本をもっと充実させてほしい。ネットを使い予約や本があるかどうかを確認

できるシステムがあると利用者が増える  
女性 30代 浅間地区 

103 子どもたちが広い視野を持てるような環境整備  女性 40代 浅科地区 

104 文化振興に対するビジョンを策定し、市民協働による取り組みを望む  女性 20代 望月地区 

105 
教科書の内容を大人になってから活かすことのできる忚用力を付けられる教育を望

む（討論等）  
女性 20代 野沢地区 

106 一流の文化・芸術を佐久で体験・鑑賞できるようになると良い  女性 50代 浅間地区 

107 スポーツ教室や施設が尐ない（広告されていないため場所も分からない）  女性 30代 中込地区 
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108 ・躾がなっていない。親が口出ししすぎる・こども未来館の廃止  男性 30代 東地区 

109 

・図書館がお粗末すぎる（臼田図書館などは狭い上、児童書しかない）・歴史・民

俗・自然を広く知れる総合博物館がほしい佐久にしかない大切なものを保護・育成

していくことが文化行政だ  

男性 50代 臼田地区 

110 
佐久市営球場を雪窓球場のようにとは言わないが県大会を行えるような環境整備を

してほしい  
女性 30代 臼田地区 

111 

・文化・芸術－佐久の文化遺産をしっかり継承するために一つの方策として、総合

文化会館が必要である・学校教育・青尐年の健全育成－将来の佐久市になる子ど

もたちをしっかり育てる  

男性 70歳以上 東地区 

112 
立地が良いのにもかかわらず文化・芸術はとても遅れている。松本市のように市を挙

げて文化・芸術を推進しているのを見ると羨ましい  
女性 30代 野沢地区 

113 大学合格率の低下、公立高校の服装の乱れ（私立高校の方がきちんとしている）  女性 60代 浅間地区 

114 基本的に何をやっているのか知らない  女性 30代 浅間地区 

115 

②は一部の人が行っているとしか思えない。⑦は市民のための生涯学習としておき

ながら、参加機会が取りづらい。⑧は施設が整っていないため教室や大会を行って

も市民が十分に活用できない  

女性 30代 浅間地区 

116 
文化とは市民生活の中から発生した伝統が市民の手によって継がれていくものであ

って、他から与えられるものではない  
女性 70歳以上 野沢地区 

117 教育の充実  女性 50代 望月地区 

118 
全国レベルの力を持つ子どもたちがいるにもかかわらず、市民が忚援するという感じ

が薄い  
女性 40代 東地区 

119 なんでも中央で実行するには遠方の人たちは出席しづらい  女性 70歳以上 臼田地区 

120 
子どもは未来の光です。未来を明るく元気な市にするには子どもたちのころを考え

た取り組みが一番と思う  
男性 30代 浅間地区 

121 目線をもっと広い(国内外を）視野に立って物事を進めてほしい  女性 50代 東地区 

122 未就学児の安全な遊び場がない。児童館などの使用の拡大（土日が使えない）  女性 50代 浅間地区 

123 
交流を持って、健康を維持していくための施設。使用時間など細部にわたり考慮願

いたい  
男性 50代 東地区 

124 市民の意識向上のためには、子どもの頃からの家庭・学校での教育は重要と考える  女性 60代 東地区 

125 

スポーツ施設が足りない。野沢中では岸野地区のみスクールバスが出ているが不公

平感がある。いくら人数が尐なくても義務教育では子どもが困らない通学ができるよ

うお願したい（親が毎日送り迎えしている現状・大沢）  

女性 40代 野沢地区 

126 定年退職された男性層にも合う学習をお願いしたい  男性 70歳以上 浅間地区 

127 参加費を安くした、子ども向けのスポーツ教室を増やしてほしい  男性 30代 中込地区 

128 文化会館は建ててほしかった  男性 20代 浅間地区 

129 
「文化遺産の保護・継承」で市内各地で埋蔵されている古文書を回収する保存施設

が必要  
男性 70歳以上 浅間地区 

130 優先項位とすれば、⑥→⑤→③  男性 70歳以上 浅間地区 

131 
文化会館の新規建設は当分必要ない。こども未来館は廃止にして飲食店などのテ

ナントを入れたり、民間が使うようにしたらよい  
男性 30代 浅間地区 

132 最重要視するのは未来ある「人」。小中高の基本的教育の質の向上を求める  女性 40代 中込地区 
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133 文化芸術に関しては活性化されていない  女性 30代 中込地区 

134 
他県から嫁いできましたが、よそ者扱いされ交流は尐なく感じる。国柄も大切にしな

がら、幅広くいろんな人たちがいる明るい佐久市であってほしい  
女性 30代 東地区 

135 文化会館建設がなくなって大変残念  男性 60代 望月地区 

136 スポーツ施設の充実を望む（総合運動公園の整備など）  女性 50代 野沢地区 

137 
小～高のいじめ問題にもっと力を入れてほしい。文化会館の建設に関しては、もっと

説明がほしいと思った  
女性 40代 浅間地区 

138 サッカー、野球など公式戦が行える施設を造ってほしい  男性 50代 中込地区 

139 

浅間中学校の部活動の終了時間が遅すぎて驚いている。佐久市は小学校も中学

校も勉強のレベルが低くて残念。文化会館予定地だったところは小学校を建設して

は？  

女性 40代 浅間地区 

140 小諸にあるブルーマリンのようなスポーツ施設がほしい  女性 30代 東地区 

141 

小学校では①に基礎体力の養成②に協調して物事を進める力を育成する。中学校

では①に基礎学力の教育②に目的意識、創造力、思考力、行動力がなぜ必要なの

かを教育する。学校ごと年度スローガンの掲示を  

男性 70歳以上 中込地区 

142 プールを新しくしてほしい  女性 30代 東地区 

143 

子どもたちの挨拶がない（大人も尐ないか…）図書館が古く狭い。バリアフリーでもな

く、トイレも狭く、オムツ替えベットがない、ベビーカーが入らないなど非常に困りまし

た。いろいろな年代の人が行きやすい図書館をお願いしたい 

女性 30代 中込地区 

144 教育予算（特に人材）が尐なすぎる  男性 20代 野沢地区 

145 子どもに日曜日以外の休みは必要ない  男性 30代 中込地区 

146 文化会館は残念  男性 70歳以上 望月地区 

147 
文化会館中止が決定されたが、各地域の既存施設を有効活用し、教育・文化の拠

点として利用する  
男性 60代 浅科地区 

148 この良き文化を次世代にいかに伝承するか  男性 70歳以上 望月地区 

149 園庭（校庭）の芝生化  男性 40代 浅間地区 

150 子育てサロンはとても助かっている。世代間交流の場がもっとあったらうれしい  女性 30代 東地区 

151 中学教師のレベルが低い  男性 40代 東地区 

152 小学校でも障害のある子と普通の子が一緒に勉強できる小学校があったらいい  女性 30代 浅間地区 

153 
意見を言う場の開放。課のたらいまわしにならないよう専門に使える機関を作ってほ

しい  
男性 40代 浅間地区 

154 

地域の発展に伴い青尐年の非行などが激しくなってしまうのではと不安。生涯学習

は高齢者が多いように感じられ、年齢層に忚じた課題や内容を計画していただきた

い  

女性 40代 浅間地区 

155 今までのように進めてもらいたい  男性 70歳以上 浅科地区 

156 
教育文化は行政が市民に知らしめなければいけないのではないか？行政が民意を

くみ上げることが必要  
男性 60代 中込地区 

157 人権差別など間違った考えの教師がいたには驚いた  男性 60代 中込地区 

158 岩村田小学校の人数が多いとわかっていながら、新小学校の取り組みが遅い  男性 30代 浅間地区 

159 
学習室をもっと多くの地域に設置し、開放時間も延ばせば学生の学力向上につな

がるのでは  
女性 10代 望月地区 
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160 教育・文化について活動内容がよくわからない  女性 30代 東地区 

161 
子どもの頃に質の高い文化にふれることはその後の人生の大きな糧となる。文化会

館建設中止は非常に残念  
女性 30代 野沢地区 

162 
スポーツは平均的に良い活動ができていると思うが、文化・芸術については他市より

务る  
女性 50代 中込地区 

163 
文化施設がないのは誠に残念。金銭面ばかり強調し、大局的な展望に欠けると思っ

ている  
女性 70歳以上 野沢地区 

164 総合体育館を望む（音楽・講演・スポーツができる）  男性 50代 浅間地区 

165 文化会館建設中止以外は大体満足している  男性 70歳以上 浅間地区 

166 文化会館があれば文化的という考えが馬鹿げている  女性 60代 中込地区 

167 
小学校の頃からもっと勉強させる（教科書だけでなく、世の中・社会に出るときに必

要なことを）  
女性 20代 臼田地区 

168 
学生のための勉強できる施設がほしい。中高の校舎の設備を充実してほしい（寒さ

対策）  
女性 10代 野沢地区 

169 文化・芸術については、もっと年代層を幅広くさまざまなことをやってほしい  女性 30代 望月地区 

170 
多くの市民の経験を教育に活かす方法を努力してほしい。文化については伝統を

大切に経済面において協力する姿勢をとってほしい  
女性 50代 臼田地区 

171 本格的な文化施設がないのが残念  女性 70歳以上 東地区 

172 生涯学習のメニューを増やし、多数の人々が参加できるようにしてほしい  男性 60代 中込地区 

173 中高生の態度に対し教育指導を行ってほしい（通学態度など）  女性 30代 中込地区 

174 さまざまな分野での講演会を企画してほしい  女性 40代 浅間地区 

175 教育・文化は人が重要  女性 50代 臼田地区 

176 施設の管理が厳しすぎて使いにくい  女性 10代 望月地区 

177 文化会館建設中止は非常に残念だ  男性 10代 東地区 

178 文化・芸術・スポーツ面では活動人口の増加。モラルの低い子どもや大人が多い  男性 60代 浅間地区 

179 小中学校のいじめに対する問題に力を入れる  男性 60代 野沢地区 

180 何をやっているのか知らない  女性 20代 東地区 

181 
35人学級は継続してほしい。できれば 1 クラスに複数先生を配置してきめ細かな指

導をしてほしい  
男性 40代 中込地区 

182 他の県へ行っていろいろ見学してきてほしい  女性 60代 浅間地区 

183 

人権教育は、県や自治体の取り組みは時代にそぐわない。全国的な道徳で十分。

岩村田小学校は１０００人規模とのこと。文化会館より小学校増設の方が重要ではな

いか？早急に進めるべき  

女性 30代 中込地区 

184 判断が遅い  男性 60代 浅間地区 

185 テニスコートが尐ない  女性 10代 中込地区 

186 

素晴らしい文化遺産があっても手入れがされていなくて朽ちていくものが多い。もっ

と PRすべき。スポーツ教室などあっても初めて参加する人が行っても続けていける

ような運営がされていない。運営の在り方を充実しないと意味がない  

男性 60代 望月地区 

187 教育(学力・しつけ）の水準をあげてほしい  男性 60代 浅間地区 

188 
学校の改築など文化会館より必要なことがたくさんある。あと児童館の建設はどうな

っているのか？  
女性 70歳以上 望月地区 
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189 昔からある祭りなど続けていけるように  男性 20代 望月地区 

190 岩村田小学校が飽和状態にあることを何十年も放置し問題を先送りにしてきたこと  女性 30代 浅間地区 

191 
10万都市で文化会館のないのは佐久市のみ。大きな集客力のある文化会館を作っ

てほしい  
男性 50代 浅間地区 

192 スポーツ環境整備の充実  男性 60代 中込地区 

193 今回のアンケートは賛成。市民の意見は底から上まで拾わなければダメだ  男性 60代 東地区 

194 お金に余裕のない人も参加できる取り組みであってほしい  男性 70歳以上 中込地区 

195 日常の文化活動への配慮。例えば公民館使用料を安くするとかから始めてほしい  男性 60代 望月地区 

196 
体育館、野球場、サッカーグランドなど子どもたちが利用する施設はこんな程度でい

いのか？もっと整備された施設があってもよいのでは  
女性 40代 浅間地区 

197 保育園などの改築とスポーツ施設の整備  男性 60代 中込地区 

198 
大学を誘致するなどして、高校以降の高等教育を充実させ、そこから地元企業に就

職できるようなシステムを作ってほしい。スポーツ施設の充実を願う  
男性 20代 望月地区 

199 施設が不備の上、すべてに料金・使用料がかかる。振興策が不備  男性 20代 浅科地区 

200 

望月に住んでいて、子ども２人は野沢北に通っていたが、ちょうどよいバスもなく親

の送迎をしなければならず、ガソリン代含め大きな負担。全く市が関与しないのはお

かしい  

男性 40代 中込地区 

201 
文化施設は今ある施設を十分活用すること。公民館などを利用して生涯学習などを

行えば老人でも学習ができるのでは？  
女性 70歳以上 野沢地区 

202 

関わる人と関わらない人とが両極端。国際交流のお手伝いをしていますが、趣旨が

違ってしまっているような気がするし、実際にやっている人はほとんど国際交流には

なっていない  

女性 50代 野沢地区 

203 
地域・学校・子育て支援の施設が充実し、大人が温かく接したり厳しく指導したり、親

が見本とならなければ向上しない  
女性 50代 中込地区 

204 中学校の先生が、もう尐し子どもたちに対して親身に接する姿勢が見られるとよい  女性 30代 浅間地区 

205 岩村田小を２つに割るのではなく、人数の尐ない小学校と合併するのもいいと思う  男性 30代 浅間地区 

206 まず人づくり・地域づくり  女性 60代 野沢地区 

207 
これから予定されている運動公園も、他の地域を参考にしながら、しっかりとした施

設の整備をお願いしたい  
男性 50代 浅間地区 

208 全国でもトップレベルの学びの研修をして、市政に反映してほしい  女性 40代 浅間地区 

209 
小学校の学習指導の一環として、地域の行事、各種スポーツ大会などへ積極的に

参加するように指導  
男性 40代 浅間地区 

210 教育を受けたいと願う人が平等に受けられるような支援を  女性 50代 浅間地区 

211 文化会館建設中止は残念な結果  女性 60代 中込地区 

212 
学校施設は耐震強化により耐用年数を長期化し、新改築一辺倒には不信感があ

る。予算を教育本来に向けた方がよい。社会スポーツは松本市を参考にしたらよい  
男性 60代 野沢地区 

213 岩村田小のマンモス化、長土呂付近に新校を建築してほしい  男性 50代 東地区 

214 佐久の歴史や文化などもっと積極的に PRできるように、皆の意識も高めていく  女性 50代 臼田地区 

215 スポーツ施設の整備不足  男性 40代 浅間地区 

216 自校給食を存続し、子どもが心身ともに健やかに育っていける環境づくり  男性 60代 中込地区 

217 小学校が尐ない。登校距離が長く、登下校が心配  男性 30代 東地区 
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218 子どもたちに本物に触れさせたい。さらなる教育と文化を充実させてほしい  女性 30代 中込地区 

219 
旧佐久市の公民館は建物が古く駐車場が狭い。生涯学習などで参加したくてもでき

ないのが残念  
女性 60代 野沢地区 

220 
中学校の部活のあり方を見直すべき。部活動担当を校内ではなく社会から育成され

ることが望ましい。過度な練習は学力低下を招く  
女性 40代 野沢地区 

221 
野沢会館のパネルが古い。計画的に入れ替えしてほしい。男女共同参画といっても

一部のひとだけが関わっているように感じられる  
女性 60代 野沢地区 

222 県内最大級（5000人～1万人規模）の大ホールのある施設を  男性 40代 臼田地区 

223 子どもの育成は重要だが、それに付随するような高齢者の活動がうまれてくるように  男性 70歳以上 浅間地区 

224 格差なく平等に教育やスポーツを受けられるように  女性 70歳以上 臼田地区 

225 教師の質の低下が著しい  女性 50代 野沢地区 

226 活動がよくわからない  女性 20代 中込地区 

227 支援クラス児童、低学年児童のクラスの補助教員の増員と充実  女性 30代 野沢地区 

228 早急に岩村田小学校を分けてほしい  女性 70歳以上 中込地区 

229 旧佐久地区にはグランドが尐なく、休日のスポーツ活動がやりづらい  男性 30代 浅間地区 

230 10万都市にも関わらず県大会レベルの競技ができる施設がない  男性 50代 臼田地区 

231 文化・学習・スポーツは個人の意識により格差があるので、啓発がもっと必要  女性 70歳以上 浅間地区 

232 文化会館建設中止は本当に残念  女性 70歳以上 浅間地区 

233 
より幅広い人権教育を進めるべき。文化の向上にはお金をかけるべき。スポーツ施

設などはすべて無料にしてほしいもの  
男性 60代 臼田地区 

234 佐久市全体が発展していくように願う  男性 50代 野沢地区 

235 
生の文化を目にすること・聞くことの大切さが佐久市にはもうできないと思うと絶望的

になる  
男性 60代 浅間地区 

236 公民館活動は資金がないので昔より悪い  女性 70歳以上 望月地区 

237 大きなホールが必要だと思う  女性 20代 浅間地区 

238 校舎の老朽化  男性 10代 浅間地区 

239 フットサルができるような施設を  男性 20代 臼田地区 

240 市民一人一人の意識の向上が大切  女性 40代 浅間地区 

241 関わりがなく、内容がわからない  男性 40代 浅科地区 

242 
これだけ大きな市でありながら図書館が充実していない（中高生が勉強できるスペ

ースがない）。小学校がマンモス化しすぎている  
女性 30代 浅間地区 

243 イベントなどの PRを強化し、もっと参加者を増やす  女性 50代 東地区 

244 
幼児期・小中学校から専門的な文化芸術に触れさせ、創造力や表現力を高める環

境づくりに力を入れてほしい  
女性 70歳以上 野沢地区 

245 
高等教育が地域への貢献を果たせるような機会を増やす。歴史的なものは佐久市

にもあるので、もっと市民にも周知して PRすれば観光スポットになる  
男性 20代 中込地区 

246 文化遺産展示会場がほしい  女性 70歳以上 野沢地区 

247 具体的実施内容についてわからない  男性 60代 野沢地区 

248 充実したグランド（スポーツ施設）  女性 40代 望月地区 

249 大きすぎる立派なものはいらないので、一般の人も安く利用できる施設（ホール）が 女性 50代 中込地区 
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ほしい  

250 
図書館が狭く暗く本も尐なくひどすぎる。プールも同じ。住民投票で民意はハッキリ

したのだから、現在ある施設の見直しをお願いしたい  
女性 60代 浅間地区 

251 
教育・文化・芸術は日常生活の中に取り込めるような施策が必要。ハード面ではな

く、ソフト面で。また教育においては 10年 20年という長いスパンで  
女性 40代 浅科地区 

252 市教委、学校長の信念に基づく教育実施が不十分  男性 60代 中込地区 

253 小中学校での基礎的な教育をしっかりした方がよい  女性 20代 野沢地区 

254 
教育予算を増やし、家庭の負担を尐なくすべき。発掘調査で発見された貴重な出

土文化財を常時公開する博物館が必要  
女性 50代 野沢地区 

255 スポーツに対する支援や補助がない  男性 50代 浅間地区 

256 教育・文化についての取り組みは見えにくく判断しづらい  男性 50代 浅間地区 

257 
佐久の歴史を学校などできちんと教え、後世に伝えていくことが大事。文化につい

てはもっと県内外に情報提供をし体験をしてもらえるように働きかけるべき  
男性 70歳以上 望月地区 

258 教育・文化面の充実は必要だが、箱物はいらない  男性 40代 東地区 

259 他の地区より進んでいると思う  男性 50代 望月地区 

260 岩村田小学校の耐震補強を早急にお願いしたい  女性 40代 浅間地区 

261 
・岩村田小学校の早期建設をお願いしたい。子どもたちがかわいそうだ・佐久市立

図書館の蔵書を増やし、新刉書コーナーを充実させてほしい  
女性 20代 臼田地区 

262 
ゆとり教育時代に小中学の子どもを育てた経験から、今となり学校教育の充実、重

要性をしみじみと感じる  
男性 50代 浅間地区 

263 子どもたちの教育・正しい躾に力を入れてほしい  女性 70歳以上 浅間地区 

264 
一部の学校への集中ではなく、市のあちらこちらに沢山の子どもたちがいる元気な

市になってほしい  
女性 40代 浅間地区 

265 
文化・学習は長野・松本に比べ非常に差がある。東京から近い市なので文化ホール

がほしい  
女性 60代 望月地区 

266 スポーツ施設の充実  男性 30代 望月地区 

267 短大に高齢者学級を設け、若い人との交流を増やす  男性 70歳以上 浅間地区 

268 
文化・芸術、生涯学習、スポーツ等は、低所得者では利用したくても利用できないケ

ースがあると思われる  
男性 30代 浅間地区 

269 

①～③について－日々の生活が忙しく、自分に直接係わらなかったので考えてい

なかった。回覧板など、家族全員が見て色々なイベントやお知らせを共有するように

心がけたい  

女性 50代 東地区 

270 豊かな自然の中で子どもたちが成長できることを願う  男性 60代 浅間地区 

271 
・文化施設を拡充することばかりを考え、マリーナのような設備が欠落していることを

考えていない・人権教育の視点が違いすぎる。逆に差別等の意識づけをしている  
男性 40代 中込地区 

272 文化会館が中止となり大変残念だ  男性 40代 望月地区 

273 
・障害児と障害のない子どもたちが一緒に遊べる環境を整える・教育者（専門家）の

増員とその施設の充実・夜でも高校生が街中にいる時がある。補導すべきだ  
男性 40代 浅間地区 

274 

リサーチパークにマレットゴルフ場が出来たが、以前は山だったため、バイパスで鹿

が何頭も車にひかれ死んでいた。これから野球場なども造っていくと聞いたが、良い

物を造ってほしい  

女性 30代 中込地区 
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275 
文化会館が中止となり大変残念だ。子どもたちの情操教育のため、沢山の芸術文

化に触れさせることが最も大切だと思うのだが…  
女性 70歳以上 中込地区 

276 
文化・スポーツの市というイメージを活かし、大きなスポーツ大会を開催（ハーフマラ

ソン、フルマラソン、トライアスロンなど）  
男性 50代 中込地区 

277 

教育に対して将来を見据えたビジョンを検討し、知識の詰め込みではない地頭力を

つける教育、人間力を高める教育が必要。自由とは、何をしても良いというものでは

なく、良識の上に成り立つことであることを知って欲しい  

男性 40代 浅間地区 

278 
ゲートボール場など高齢者層が利用する施設に比べ、テニスコートの数が圧倒的に

尐ない  
男性 60代 野沢地区 

279 総合文化会館は必要  男性 70歳以上 浅間地区 

280 文化、芸術面における工夫ある交流を今後も望む  女性 50代 浅間地区 

281 イベントが充実していない。資金面も含め、もっと積極的な行政参加が必要  男性 60代 浅間地区 

282 教育面は良いが、文化的なものはあまり感じない  男性 10代 浅間地区 

283 現住所より小・中学校が遠く（4㎞ほど）低学年のうちの通学が心配  男性 40代 中込地区 

284 
文化・スポーツ面に対する取り組みの認知度が低く、興味を持てる内容が尐ない。

「人権」より「格差」が問題。  
女性 30代 中込地区 

285 市が取り組んでいる施策が分からないので、具体的に教えて欲しい  女性 20代 浅間地区 

286 市の取り組み、情報がほとんど届いていない  女性 30代 - 

287 市の取り組みが見えてこない  男性 50代 臼田地区 

288 

文化活動の拠点として、将来に渡り市民が誇れるような文化会館を市が主導して建

設して欲しい。幼児、学校教育として、勉強だけはなく、体力強化、屋外自然観察な

どの強化が必要  

男性 60代 東地区 

289 高校野球県大会ができる球場を。長野県駅伝コースを佐久に  男性 70歳以上 中込地区 

290 
青尐年の育成にあたり、学校、幼児教育の組織の改善には無理があるので、家庭

再建を考えるべき  
女性 50代 浅間地区 

291 
インクルーシブ教育の推進をして、人材や感興教育を充実し、県内・全国へ発信で

きるような市政を望む。スポーツ施設、公園などの整備に力を  
女性 30代 浅間地区 

292 
「いじめ」は大人の世界にもあること。職場の「セクシャルハラスメント」も我慢をしてい

る女性が多いはず  
女性 10代 望月地区 

293 いじめに対する学校の対忚  女性 60代 臼田地区 

294 

市民会館より、総合施設（室内スポーツ施設など）ができると有難い。そうすれば、コ

ンサートやスポーツ大会など多く開催でき、町や商店街も活気が良くなる（駐車場も

確保）  

女性 40代 中込地区 

295 
青尐年には生活環境を整えることが大切だ。授業がよく分かり、働く職場があり、良

い仲間がいることで、真っ直ぐ自己実現をすることができ非行も減る  
女性 60代 野沢地区 

296 
学校と市民の関わりが情報として伝わってこない。産学連携の取り組みが目立って

見受けられない（特に佐久大学の活動）  
女性 50代 浅間地区 

297 
佐久は文化意識が低い。差別意識のある土地柄とも感じる。障害者スポーツの機会

と支援も重要だ  
男性 50代 浅間地区 

298 
文化会館建設は賛成だったので残念だ。あのような中途半端な建物を造ったため、

使い勝手が悪く有効出来なかったのだ  
女性 40代 東地区 
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299 昔は教育県のイメージが強かったが、今は感じられない  女性 60代 中込地区 

300 

・給食費を支払わない家庭には子ども手当の支給はいらない・高校無料化にしても

通えない人は通えない。本当に勉強したい子どもには、生活支援も必要である・一

度建設が決まった文化会館に対し、住民投票することを無駄使いに感じた  

女性 40代 野沢地区 

301 体育館の整備  女性 50代 東地区 

302 スポーツ施設の増設  男性 10代 東地区 

303 
30年間文化会館が出来るのを楽しみにしてきたのだが残念である。あの予定地は

どうなるのだろうか？  
女性 50代 中込地区 

304 子どもたちが安心して行けるスポーツ施設の充実  女性 50代 中込地区 

305 核施設の老朽化に伴う改修（平運動公園、佐久総合体育館）  女性 50代 臼田地区 

     
問 10 教育・文化について どのような施策に力を入れるべきか 自由回答 

306 
もっと自転車で買い物や通勤ができるよう整備してほしい。一般道を自転車で走る

のは危険である  
男性 50代 浅間地区 

307 旧佐久市以外の整備と発展  男性 40代 臼田地区 

308 
新しい道路の整備（例えば中部横断道）は進んでいるが、従来からの旧道で、交通

量が多くアスファルトが盛り上がったりしている箇所も整備が必要だ  
女性 40代 臼田地区 

309 他県・他市町村への PR  男性 40代 浅科地区 

310 講師・指導者  男性 50代 臼田地区 

311 文化会館  男性 20代 望月地区 

312 キャンプ場  男性 40代 臼田地区 

313 ソフトウェア、人材育成  男性 60代 - 

314 広い土地があるのに有効活用していないと思う  女性 10代 野沢地区 

315 
中部横断自動車道の整備が遅い。道路整備が無計画なため、土地の有効利用が

はかれていない（野沢南高周辺）  
男性 60代 野沢地区 

316 大学設備が尐なすぎる  女性 40代 野沢地区 

317 村の中の道を整備してほしい  女性 70歳以上 浅間地区 

318 
基礎学力の充実・個人を大切にする教育・いじめのない社会・各分野の個人に焦点

を合わせた業績、歴史の紹介  
男性 60代 中込地区 

319 高速・新幹線、土地があるのでもう尐し大学を誘致してほしい  女性 20代 浅間地区 

320 通学路に安全な歩道がない。あと保育園や小学校とも駐車場がない  女性 70歳以上 野沢地区 

321 
つぶれてしまったパチンコ店などそのままにしてあるのはどうか？歩道や中央分離

帯の草の手入れを早めにしてほしい（見通しが悪く事故につながる恐れあり）  
女性 30代 中込地区 

322 地域の大人による小中学生教育。学校だけでなく地域全体で行う催し物  男性 30代 浅間地区 

323 小中学校教師のレベル UP  男性 40代 臼田地区 

324 合併に伴いついてきた箱物を上手に利用する  男性 60代 東地区 

325 高齢化に対忚した市内バス路線やその他交通機関を充実  女性 60代 野沢地区 

326 保育園の整備  男性 60代 野沢地区 

327 各地域での公民館活動の交流事業推進  男性 70歳以上 臼田地区 

328 いじめなどの悩み相談室  女性 30代 東地区 

329 寺院の開放  男性 60代 中込地区 
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330 遊具を有する公園の整備  男性 20代 東地区 

331 地域の民俗や生活様式などの文化をもっと大切にする取り組み  女性 30代 野沢地区 

332 総合体育館  男性 50代 浅間地区 

333 大きなイベントができる会場がほしい  女性 10代 野沢地区 

334 教師の育成  女性 50代 臼田地区 

335 
高度な技術工芸品づくりを未来館・民間工場・公民館・オープンキャンパスをフルに

利用し、小学生から体験させ、理科系人口を増やし就職率を高める  
男性 60代 浅間地区 

336 設備ではなく多様性のあるプログラムの充実  女性 30代 中込地区 

337 児童館がほしい（大沢）  女性 70歳以上 野沢地区 

338 生活道路のアスファルトの傷みが激しい  男性 70歳以上 浅間地区 

339 ことの善悪をきちんと教えてほしい  女性 70歳以上 東地区 

340 埋蔵文化などの現地勉強会  男性 50代 東地区 

341 連携・総合した取り組みができる拠点づくり  女性 60代 野沢地区 

342 保育園の整備・充実（しつけにおいても）  男性 60代 浅間地区 

343 公園  男性 30代 浅間地区 

344 奨学金などの充実  女性 50代 浅間地区 

345 自立すること  男性 60代 望月地区 

346 教育の内容の充実が主体  男性 60代 野沢地区 

347 総合体育館の雤もり。会場の貸し出しについて再考願います  男性 40代 浅間地区 

348 駒場公園のプールの他に、歩いて運動できるプールがほしい  女性 20代 臼田地区 

349 老人憩いの場  女性 70歳以上 東地区 

350 人間教育  女性 50代 野沢地区 

351 老人施設の活用  女性 60代 浅科地区 

352 
小中学校の整備・充実ではあまりにも抽象的で内容がわからない。高等教育機関は

所轄外でしょう  
男性 60代 中込地区 

353 企画内容に対する広報の強化を望む  女性 30代 中込地区 

     
問 11 土地基盤・土地利用について 満足度・重要度 自由回答 

354 交通機関の改善-バスの運行時間の改正（学生の通学利用のため）  男性 10代 望月地区 

355 
作られた公園ではなく、そこに遊びに来た子ども（大人）が自由に遊びを創造できる

公園を無数に造ってほしい  
男性 50代 野沢地区 

356 
臼田町・中込・岩村田など商店街がどんどん廃れ、人々が離れていってしまうので

悲しい。考えてほしい  
女性 10代 臼田地区 

357 スケートリンクを造ってほしい  男性 10代 中込地区 

358 佐久南インターができることでのメリット・デメリットを教えてほしい  男性 10代 野沢地区 

359 無駄な工事が多い  女性 30代 臼田地区 

360 現在ある国道・県道の整備と歩道の設置  男性 10代 東地区 

361 
市営住宅に入りたいが子どもの通学区に合わせると尐ない。学校周辺に増やしてほ

しい  
男性 20代 浅間地区 

362 荒地がある  男性 50代 浅間地区 

363 交付金、補助金なしで出来る事業。他力を必要としないこと。税金がなくても生活で 男性 70歳以上 浅科地区 
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きることが必要だ  

364 
公園が尐なすぎる。近所の人たち（子どもたち）も皆、駐車場で遊んでしまうので大

変危険だ。もっと気軽に遊べる場所が必要だ（イベントなどより先に）  
女性 20代 浅間地区 

365 
行政と一般業者が一体となり住宅地等を提供し、佐久市に永住する人を増やす。田

舎暮らしをどんどんと PRすべきだ  
男性 60代 中込地区 

366 市道の舗装を早期に整備してほしい  男性 70歳以上 望月地区 

367 一点集中でなく、全体を考える必要がある  男性 70歳以上 野沢地区 

368 都市計画の対策地域でありながら、村内の生活道路の拡張が一向に進まない  男性 50代 浅間地区 

369 
計画的な土地利用を行政が示すべきだ。農地も大切だが、住居地としての計画的

利用、環境整備に取り組むこと  
男性 50代 東地区 

370 周辺地域への宅地・住宅の供給の促進が必要ではないか  男性 70歳以上 臼田地区 

371 空家をもっと利用できるようにしてほしい  女性 60代 浅間地区 

372 道路整備をしてほしい  男性 10代 中込地区 

373 
歩道整備のされていない所が多く、子どもが自転車に乗って通学するようになったと

き不安だ（鼻顔神社の坂道等）  
男性 40代 東地区 

374 旧佐久市中心の考え方を改めてほしい  男性 40代 臼田地区 

375 新規の計画は避けるべきだ  男性 30代 臼田地区 

376 空き地をそのままでなく活用してほしい  女性 50代 東地区 

377 浅間病院への交通の便をよくしてほしい  女性 70歳以上 野沢地区 

378 中部横断道の中央道までの開通  男性 50代 浅間地区 

379 

高層マンションが林立する都市化ではなく、緑の多い一戸建ての分譲地のある都市

化を望む。ニュータウン建設し、東京のベットタウン化はどうか？佐久の夏の快適さ・

暮らしやすさはセールスポイントになる  

男性 60代 臼田地区 

380 
中部横断道は八千穂でストップでは意味がない。市道等の新設については、在来

の道路を拡幅し整備促進をしてほしい  
女性 60代 臼田地区 

381 交通の便が良くなれば、皆がもっと気軽に外出でき町に活気が出る  女性 20代 臼田地区 

382 町並みが廃墟と化した所があるが、町の景観条例から検討してほしい  男性 60代 野沢地区 

383 箱ものはいらない  女性 40代 浅間地区 

384 ・志賀のバイパスを早く進めてほしい。トラックが危ない・市営バスの本数が尐なすぎる  女性 20代 東地区 

385 火葬する場所は早期にやるべきだ  男性 50代 野沢地区 

386 
佐久平駅を中心とした交通網は素晴らしいが、岩村田・中込・野沢の市街が活性化

するようお願いしたい  
男性 70歳以上 中込地区 

387 バス・電車の使い勝手が非常に悪い  男性 20代 浅間地区 

388 中込にできる佐久病院へは、小海線を利用できるようにしてほしい  男性 20代 野沢地区 

389 
佐久平駅周辺は賑やかになったが、美しい浅間山が見れなくなった。公園の整備

や自然景観も、きちんと計画してほしい。高いビルは要らない  
女性 50代 野沢地区 

390 早く中部横断自動車道が開通してほしい  男性 60代 東地区 

391 高速道路や新幹線はもっと早く進めてほしい  女性 20代 野沢地区 

392 既に整備されているので、今後は重要ではない  男性 40代 野沢地区 

393 中部横断道は今はいらない  男性 40代 臼田地区 
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394 文化会館の跡地利用はどうなるのか  女性 50代 野沢地区 

395 使用されていない歩道橋（地下）はもったいない  男性 60代 - 

396 
佐久平駅周辺の発展は目覚ましいが、一歩農村地帯に入ると取り残されている面が

多い。特に農村地帯の道路整備を速やかにお願いしたい  
男性 70歳以上 浅間地区 

397 市営バス・巡回バスが尐なすぎる。都市行き（関西方面）のバスを充実させてほしい  女性 40代 野沢地区 

398 新幹線・高速道路の建設はよかったと思う  男性 40代 浅間地区 

399 生活道路の道幅が狭く、冬季の除雪も不十分  男性 50代 浅間地区 

400 土地利用を農業再生の観点で考える  男性 60代 中込地区 

401 バス停が自宅から遠い  女性 30代 浅科地区 

402 自然が損なわれるような土地活用は考え直し景観をもっと大事にしてもらいたい  女性 20代 浅科地区 

403 週末の佐久インターまでのアクセス道路で渋滞が激しい  男性 40代 浅間地区 

404 
市営住宅の修理の依頼をしてもすぐに来てもらえない。山間地の道路の修繕をして

もらいたい  
女性 30代 望月地区 

405 パラダの ETC出入り口がとてもわかりづらい  女性 50代 浅間地区 

406 
国道・県道・通学路等の整備促進が遅れている（農道の方がきれい）。積雪、凍結時

の処置対忚が遅く危険である  
女性 70歳以上 野沢地区 

407 

毎年ある時期になると同じ道路を掘り返しているけれど、どうしてなのでしょうか？本

当に必要なことを住民のために無駄なく時間とお金をかけてやっているのか、再度

検討してやってほしい  

女性 40代 野沢地区 

408 市の中心部より離れた地域の計画的な土地利用を考えてもらいたい  男性 50代 望月地区 

409 老人は、車を運転できなくなるため、市内バスの本数を増やしてもらいたい  男性 70歳以上 野沢地区 

410 高速交通網の発展で佐久はとても住みやすくなりました。もう十分です  男性 50代 望月地区 

411 

中部横断自動車道の八千穂以南の中央道への早期開通。バス路線が周知されて

いない。観光用路線も入れてほしい。市街地の整備は、住人と買い物客のバランス

を考えて偏りないものにしてほしい  

男性 30代 浅間地区 

412 他地域よりは充実していると思われるので、もっと他に重要なことがあるのでは  男性 30代 中込地区 

413 
論戦はともかく、実行力が乏しい。高速・新幹線・病院は一流だが、経済・文化は半

世紀の遅れあり  
男性 60代 野沢地区 

414 

確かに１～２人の乗車では巡回バスも見直されてしまうのも無理はないけれど、そこ

に必要としている人がいる限り出さなくてはならないと思う。利用者増加のためのバ

ス券の無料発行やポイント制、停留所の見直しなどするべき  

男性 10代 望月地区 

415 
ｼﾙﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞきしのは直通があるのに、みつい行きは市役所の乗り換えが間に合わな

い。市内バスの時刻を改良してほしい  
女性 70歳以上 野沢地区 

416 県道の除雪時間をもっと朝早くしてほしい（子どもたちの登校前）  女性 30代 浅間地区 

417 低家賃の市営住宅設置を望む  男性 70歳以上 望月地区 

418 市内バス路線は非常に不足  女性 10代 望月地区 

419 
都市計画税を徴収しているが、山間部地域には恩恵がなく、払いたくない。市営住

宅の入居条件があいまい  
男性 40代 臼田地区 

420 
具体的な都市計画をもう尐し長いスパンで考えてはどうか？どういった街にしていき

たいのはビジョンがほしい  
男性 40代 浅科地区 
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421 
新しい家がどんどん建つが、古い家の利用方法はないのか？高齢者が買い物へ行

くにはバス利用が多い。病院行きなどももっと本数を増やせば助かるのでは  
女性 30代 中込地区 

422 
商業地が各地区で小さくまとまる傾向が強く、今後は行政が核商業地域を強力に創

成し、地域ごとに特色ある発展を計画すべき  
男性 50代 野沢地区 

423 子どもがのびのび遊べる公園・広場がほとんどない  女性 30代 浅間地区 

424 公営住宅は希望してもほとんど入居できないのではないでしょうか？  女性 40代 浅間地区 

425 
県外からの集客のためにも交通網の充実を。高齢化社会における高齢化の足とな

る交通網の充実  
男性 40代 野沢地区 

426 

利便性を重視した都市計画（道路整備など）はそろそろ十分ではないか。今後は環

境や景観保護の視点から都市づくりを考えてほしい（中部横断道など本当に必要

か？）  

男性 40代 野沢地区 

427 
跡部周辺の道路を広くするより、小学生の通学路に歩道を作ることを優先するべき。

広くした交差点で事故が増えていないか、事後調査もきちんとお願いしたい  
女性 40代 臼田地区 

428 新幹線と路線バスの乗り継ぎをよくし、バスの乗車率もあげるようにする  男性 20代 浅間地区 

429 基盤整備は十分。これ以上ここに税金を投入する必要はない  男性 60代 東地区 

430 駅前にただマンションを建てるのではなく、緑地化や景観を考える  女性 30代 望月地区 

431 
観光パンフレットにある所に大型バスなど進入できない、駐車場がない。早く改善し

てほしい  
男性 60代 臼田地区 

432 
数尐ない便数なのに、時間より早くバス停を通過していく。尐なくとも定時までは待

っていてほしい  
女性 50代 浅間地区 

433 新しく道路を作るより、今ある国道や県道をきちんと整備してほしい  男性 20代 浅間地区 

434 自転車が安全に乗れる道にしてほしい  女性 60代 野沢地区 

435 R141は信号機が多すぎる  女性 40代 野沢地区 

436 

農地を家庭菜園として購入したくても条件があり不可能。家を建てたくても農地の規

制があって土地購入ができない。農地の規制は必要な面もあるかもしれないが、も

っと開放してほしい  

男性 40代 臼田地区 

437 佐久平駅周辺の商業施設の雑然さと看板は、この美しい景観を台無しにしている  男性 60代 臼田地区 

438 凍結路等の対忚が遅い。及び不足している  男性 40代 臼田地区 

439 佐久平の一極集中の発展で、他の地域は全然発展せず、不便すぎる  男性 30代 浅間地区 

440 道が悪い。見通しの悪い原因となっている民家の植木などどうにかしてほしい  女性 20代 浅間地区 

441 公園が尐ない  女性 30代 東地区 

442 重要道路の早期設備をお願いしたい  男性 30代 望月地区 

443 松本空港にバイパス道路を使って行けるように計画してほしい  男性 70歳以上 中込地区 

444 学生が通る歩道が狭かったり、なかったりして歩行者にとって危険が多い  男性 30代 野沢地区 

445 中部横断自動車道は必要ない。市内バスももっと考えることが重要  男性 70歳以上 中込地区 

446 
文化会館建設は佐久市全ての発展のための起爆剤だった。十分論議もしないでど

うしてこうなったのか？  
男性 70歳以上 野沢地区 

447 4ｍ以下の宅内舗装等の充実  男性 60代 浅科地区 

448 
集中を避けバランスある発展に努め、有効利用による無駄をさせない（例：岩村田北

小）  
男性 60代 浅間地区 
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449 
田口小学校区に在住ですが、通学路が整備されていない（特に三分のあたり）危険

だと感じます  
女性 60代 臼田地区 

450 
市道の整備は常に不足していると思う。ガタガタのままの道路をきちんと整備してほ

しい  
女性 40代 浅間地区 

451 佐久インターから松本方面へがいつも不便に思う  女性 30代 浅科地区 

452 
市街地・住宅地は一部だけどんどん近代化して、一部だけ栄えていくような気がして

います。これでよいのでしょうか？  
女性 30代 野沢地区 

453 

新商業地が巨大化し、旧市街地が見捨てられている。都市を取ったら車が使えなく

なり、近くで買い物をしたくても今のような状態だとできない。なんとか対策を立てて

ほしい  

女性 60代 野沢地区 

454 東京方面との行き来をもっと増やせば魅力的な都市になると思う  男性 30代 中込地区 

455 
土地整備に伴い、既存商店街の活用、老人社会にちなんで住みやすいまちづくり

をしてほしい  
女性 60代 中込地区 

456 
佐久平駅を中心とした市街地化の整備はまだまだ必要。新しくできたインターチェン

ジ間を含め、土地の有効利用を図ってほしい  
女性 60代 浅間地区 

457 政治ありきの土地利用は、目先の利かない役人仕事になるだけ  男性 60代 東地区 

458 穴のあいた所だけ埋め、デコボコになった道路がいつになっても整備されない  女性 50代 浅間地区 

459 

市内のバス利用者がほとんど高齢者だ。本数を増やすのは難しいだろうが、せめて

バス停を増やしてほしい。あるいは、軽井沢のように交通量の多くない所では自由

に乗り降りできるような配慮をしてほしい  

女性 40代 浅間地区 

460 国道・県道の舗装など、年末・期末に集中しないよう分散してほしい  男性 30代 野沢地区 

461 ・ミラーが壊れている道路がある・バスの本数が尐なく乗ったことがない。運賃も高い  男性 10代 東地区 

462 

・長期的な都市計画を立ててほしい。建物を建てるなら、その後の利用計画を何年

か先まで立ててほしい・高速道路よりもまず、身近な道路整備をしてほしい。街灯が

尐ない。必要のない道路工事もあるのでは？  

女性 20代 浅間地区 

463 
新しく佐久原 ICができるが、その周辺の土地活用をどうしたらよいか、市がリーダー

シップを取り、地元と協働し開発してほしい  
男性 60代 浅間地区 

464 

・宅地開発は不動産屋により勝手に行われている所が多い。そのため道路が整備さ

れておらず、途中で行き止まりになっている場所が多い・望月・臼田地区から市役所

へ行くのに時間が掛からない道路整備をしてほしい  

男性 60代 浅間地区 

465 市バスを充実させてほしい。交通手段が尐なすぎる  女性 30代 浅間地区 

466 むやみに宅地を広げるのはいかがなものか  男性 60代 野沢地区 

467 必要のない道路整備に疑問を感じる  女性 20代 野沢地区 

468 市民のこと第一に考えてほしい  女性 50代 浅科地区 

469 
宅地・農耕地共道路が狭い。その上、夏草等の手入れが行われていない。車社会

なのだから、新規道路は広く、旧道路は管理強化してほしい  
男性 50代 臼田地区 

470 
都市基盤整備について－特に佐久平駅前より南西側については、農振地区の代

替え。幹線道路に対し横の道路の遅れ。  
男性 60代 浅間地区 

471 臼田地域南部の千曲川東西線及び中部横断自動車道への接続道の整備が必要だ  男性 70歳以上 臼田地区 
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472 

市内路線バスは全く利点がない。市職員又は市長が使用してみれば使いにくさが

分かる。バスを持つよりも、市がタクシー会社を持ち、介護福祉タクシーを各支所に

置く（24H電話OK。病院・スーパーには小型の相乗り車）75歳以上の人には 1年間

のタクシーパスポートを配布  

女性 30代 野沢地区 

473 平根地区にも市営住宅がほしい  男性 20代 浅間地区 

474 
②の歩道や歩道橋など修理が必要な箇所がたくさんある（何年も手つかず）③はマ

ンションの高さを制限したり、住宅地の植樹など、景観に配慮してほしい  
女性 30代 浅間地区 

475 生活道路の整備に地域格差を感じる。歩道を早急に整備してほしい  女性 70歳以上 野沢地区 

476 文化会館より、現状不足している幼稚園などの建設というように有効に使ってほしい  女性 20代 臼田地区 

477 農地の有効利用  女性 50代 望月地区 

478 松本市をもっと近く  男性 40代 浅間地区 

479 市内バスは路線も尐なく、利便性がまったくない  男性 30代 浅間地区 

480 道路整備・修繕が遅い  男性 30代 - 

481 農業を主産業と考えるなら、これ以上の開発は必要ない  女性 50代 東地区 

482 
パチンコ店の多いことに驚かされる。建物の規制(外観など）もするべき。また道路の

グリーンベルトがあまりにも手入れされてない箇所が多く見苦しい  
女性 60代 東地区 

483 市内バス路線は料金も高く本数もなく、まったく利用できない  女性 40代 野沢地区 

484 望月にも電車を通してほしい。またバスをもっと増やすかしてほしい  女性 10代 望月地区 

485 自転車が安心して運転できるサイクリングコースがあればいい  男性 30代 中込地区 

486 佐久平駅周辺など都市型集中化は避けたい。均衡ある全市的な発展を望む  男性 70歳以上 浅間地区 

487 
市内の道路網をより効率化してほしい。裏道を近道として使う人が多くなり危険なと

ころもある（佐久 ICや佐久平駅周辺）対策を  
男性 30代 浅間地区 

488 市内バスの利用率はいかがなものか？バス路線の検討も必要と思われる  女性 60代 野沢地区 

489 通学路の歩道整備は今後もしっかり取り組んでほしい  女性 40代 浅科地区 

490 
都市基盤は十分。一方閑散化した市街地の空き店舗が次々と変わっていったり、怪

しげな商売に使われているのが気になる  
女性 40代 中込地区 

491 
佐久病院へ行く道の標識がもっと詳しくあれば、たくさんの人たちがありがたいと思う

のでは  
女性 30代 東地区 

492 市内全域の均衡のとれた地域整備をお願いしたい  男性 60代 望月地区 

493 
何十年前の計画だからといって必要のない信号をつけたり、車の通らない道を広げ

たりしている場所がある。もっと必要なところがあると思われるが  
女性 50代 野沢地区 

494 道路を造りすぎて自然がなくなってしまう  女性 60代 浅間地区 

495 子どもを遊ばせられる公園が尐ない  男性 30代 浅間地区 

496 無駄な文化ホールなどの施設の作りすぎ。今あるものを有効利用すべき  女性 20代 浅間地区 

497 家の近くに公園がない  女性 30代 浅間地区 

498 
望月地区の廃校跡地をなんとかしてほしい。市内バスの効率的な運行（時間帯な

ど）と望月地区から佐久方面へのバス料金をもっと安くしてほしい  
女性 40代 望月地区 

499 佐久市は東京・長野・松本・飯田から時間的に一番集合しやすい所  男性 70歳以上 中込地区 

500 遊具がある公園が尐ない  女性 30代 中込地区 

501 市内バスの乗り継ぎや時間がうまくいっていない。あと各地区にデイサービスや介護 女性 70歳以上 野沢地区 
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施設があるのに大沢には何もない。老人の憩う場所がほしい  

502 地方道の整備と、歩道の整備に重点を  男性 70歳以上 望月地区 

503 市道の側溝未整備箇所が多く、幹線道路に歩道もないため整備促進を  男性 60代 浅科地区 

504 
佐久市は長野県の出入口として発展するとか、北陸・東海への分岐点として活躍す

るなど、しっかりとした目標を立てて開発すべき  
男性 70歳以上 望月地区 

505 これからは公共機関や自転車通勤を奨励するようなインフラ整備を  男性 40代 浅間地区 

506 中部横断道が完成すると諸問題が出てくると思われる。前もって課題をあげてほしい  女性 30代 東地区 

507 道路の質が悪い  男性 40代 東地区 

508 文化会館予定地には箱物はいらない  男性 60代 中込地区 

509 岩村田保育園が新しくなったのはいいが、駐車場が狭いのが不便  女性 30代 浅間地区 

510 他県から転勤で来るものに対して、市が土地や建物の紹介などをしてくれるといい  男性 40代 浅間地区 

511 市街地に無料の駐車場を作ってほしい（利用のない公園よりは必要性あり）  女性 60代 中込地区 

512 住宅地の道路整備・拡幅にも力をいれてほしい  男性 70歳以上 浅科地区 

513 市内バスもっと考えた方がよい  男性 70歳以上 中込地区 

514 
中心地の基盤整備は必然的だが、市街地・山間地は地元申請が認められず予算も

もらえない。もっと目を向けてほしい  
男性 60代 中込地区 

515 土地利用に個人対策を重視しすぎる  男性 60代 中込地区 

516 中部横断道路の必要性が不明  男性 30代 浅間地区 

517 市道が悪すぎる  男性 70歳以上 東地区 

518 
瀬戸バイパスなど、その効果について疑問が残る道路が多数ある。現状を把握し、

効果的に整備していくべきで、必要のない道路は作らない  
男性 20代 東地区 

519 
側溝が危ない。事故があったところのみの工事で終わってしまい不満。子どもやお

年寄りの安全のためを考えてほしい  
女性 70歳以上 中込地区 

520 
駅周辺しか都市整備がなされていない。幹線道路が充実しているのは、車中心の

市民生活には欠かせないので、計画的に整備していってほしい  
女性 30代 野沢地区 

521 中部横断道は早く整備し、山梨・静岡とが早く近くなればいいと思う  女性 50代 中込地区 

522 地主から土地を借りる NPO法人も必要ではないか？  男性 50代 浅間地区 

523 佐久市にはこれというものがない  女性 30代 浅科地区 

524 市内バスの本数が尐ない。降雪時の除雪が不十分  男性 70歳以上 浅間地区 

525 
津上及び中央区の工場専用区域の見直し（30～40年前の計画では今の時代にミス

マッチ）  
女性 60代 中込地区 

526 市内バスの利用できる時間を考えてほしい  女性 70歳以上 臼田地区 

527 夜道など暗くて危ないので、街灯を増やしてほしい。車の事故が多いので何か対策を  女性 10代 野沢地区 

528 車社会の生活で、高齢者は大変だと思う  女性 30代 望月地区 

529 街路樹を植えたらその後の手入れをしっかりやってほしい。視界を遮り危険なため  女性 50代 臼田地区 

530 空き地、利用されていない土地が多々あるように思う  女性 70歳以上 東地区 

531 若い人たちが生活しやすい公営住宅の整備を希望  女性 60代 望月地区 

532 公用地の売却  女性 50代 臼田地区 

533 道路の拡張は必要と思うが、そのために田畑が消えていくのは悲しい  男性 20代 野沢地区 

534 山間部の交通はめちゃくちゃ。高校に通うのがとても大変でした  女性 10代 望月地区 
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535 
市街地には近いが裏道利用の多い地域に住んでいます。有効利用できそうな道も

たくさんあります。隅々まで検討してみる余地あり  
女性 70歳以上 浅間地区 

536 自転車や電動車イスレーンが尐ない  男性 60代 浅間地区 

537 市外地にもう尐し重きをおいて生活しやすいように考えてほしい  男性 70歳以上 野沢地区 

538 空き地、空き家の把握とその処理。利用(有効利用を進める）  男性 60代 臼田地区 

539 だいぶ進んできた。財政上大変だと思うがこれからもお願いしたい  女性 60代 浅間地区 

540 

市内バスは本数が尐なすぎてまったく利用できない。妊婦や高齢者にはタクシーを

補助するなど一考の価値あり。公営住宅においては、民間で十分。低所得者には

補助を  

女性 30代 中込地区 

541 高速交通ネットワークは積極的に進めてほしい  女性 70歳以上 野沢地区 

542 ほしがる企業に安く売ってあげる  男性 60代 浅間地区 

543 中部横断自動車道は必要ない  女性 70歳以上 東地区 

544 小海線の冬場・雤季の遅れが多い  女性 10代 中込地区 

545 
４４号線の佐久平駅付近の中部横断自動車道が上を走っているところの道路が凹

んでいる。不安材料が多い  
男性 60代 望月地区 

546 遊具やアスレチックのある大きな公園を作ってほしい。どこも大きさが中途半端  女性 30代 浅間地区 

547 
歩道の整備。市内バス路線は利用しようと思ったが、路線・時間・本数では利用のし

ようがない。今のままでは不要である  
女性 70歳以上 望月地区 

548 合併により尐しの増築にもお金がかかりすぎる。合併しない方がよかった  男性 60代 望月地区 

549 中部横断道は非常に魅力的  男性 20代 望月地区 

550 市内の空き土地に関する情報や管理など、公がもっと関わるべき  女性 30代 浅間地区 

551 中部横断自動車道の早期建設。松本へ抜ける高速道路を作ってほしい  男性 50代 浅間地区 

552 
市所有の未使用地をもっと農業地として市民へ貸し出したり、運動場として貸し出し

たりしてほしい  
男性 60代 中込地区 

553 高速網はもう必要ない。市道の拡充（山間部を通過する）  男性 60代 東地区 

554 
中部横断自動車道の早期完成を願う。市内巡回バスがなく、高齢者にとっては負担

が大きい。佐久平を中心とした整備を考えるなら、民間との連携・計画はさらに必要  
男性 30代 望月地区 

555 
高齢者にはバス路線はもっと便利であってほしい。高齢者同士が助け合って生活で

きる住宅があればよいのにと思う  
男性 70歳以上 中込地区 

556 道路の新設は不要。これからは安全な歩道の整備に力を入れるべき  男性 60代 東地区 

557 
道路を作る目的を明確にし、まず土地買収を先行して実施していくべき。莫大なお

金と時間をつぎ込んで利用しない道にならないようしてもらいたい  
男性 70歳以上 望月地区 

558 
市内バスは必要があるのか？他の方法を考えた方が費用面で安くなるのではない

か？宅地造成は民間に任せる方向で  
女性 60代 東地区 

559 
市街地・住宅地を整備するにあたり、住民が何を必要としているのか意見を聞いて

ほしい。利用できない公園では意味がない  
女性 40代 浅間地区 

560 佐久平とその他地域との格差  男性 10代 浅間地区 

561 新幹線駅や ICからの交通網をより便利なものにしてもらいたい  男性 20代 望月地区 

562 旧市街地を整備して新旧の融合を図ればよい  女性 50代 中込地区 

563 いろいろな所が遠い（自分は運転しないから）  女性 60代 望月地区 
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564 

交通の便がよくない。車がなくてはどこへも行けない。道路を作るより、どこでも行け

るバスや交通機関を充実してほしい。荒れた土地が多くみられるので活用法を考え

てほしい。  

女性 30代 浅科地区 

565 住宅地や新しい地域の狭い道路の整備  男性 20代 浅科地区 

566 
免許もなく一人暮らしなのでどこにも行けない。もっとバスでどこにでも行けるように

時間も本数も増やしてほしい  
女性 60代 浅間地区 

567 各住宅の出入りする通り道の市道の舗装整備。中部横断道の整備促進  男性 40代 浅間地区 

568 中部横断自動車道も八千穂まで伸びることが決定しており楽しみ  男性 40代 中込地区 

569 公営住宅の建設  男性 60代 浅間地区 

570 
ここへきての慌ただしい道路整備のため、いきなり通行できなくなってしまうのには困

ってしまう  
女性 50代 野沢地区 

571 バス停の数を増やしてほしい  女性 60代 浅科地区 

572 文化会館予定地にケアセンターのようなものができればいい  女性 50代 中込地区 

573 農業問題等整備利用に明確な線を引き、無秩序な利用・開発を規制する  男性 60代 浅間地区 

574 
主要道路は整備されてきたが、山間地の道路は傷み、空き家、空き地の放置でゴミ

の廃棄が目立つ  
女性 60代 野沢地区 

575 市内バス路線の利便性を高める。高齢者に対するバス路線の利便性が非常に悪い  男性 70歳以上 浅間地区 

576 
４車線化するのに右車線・左車線と日ごとに変わるのは事故につながる。そうならな

い整備方法を検討してほしい  
女性 40代 臼田地区 

577 住宅・産業など中央に集中しすぎ  男性 60代 浅間地区 

578 公営住宅が古すぎ  女性 30代 浅科地区 

579 歩道が歩きにくく危険。車イスやベビーカーなど段差が多く通りにくい  女性 40代 野沢地区 

580 望月・浅科地区の都市計画がよくわからない  女性 60代 浅科地区 

581 
新しい道を作るより、現在の道を整備することが先決。道路わきの砂・土・草などの清

掃をしっかりやってほしい  
男性 50代 浅間地区 

582 まだまだ交通ネットに満足いきません  女性 50代 中込地区 

583 市内バス路線をもっと利用しやすいように考えてほしい  女性 70歳以上 浅間地区 

584 
旧商店街を新用途区域や利活用の再考を。公営住宅のあり方に疑問（民間活力の

導入）  
男性 60代 野沢地区 

585 両側の歩道整備の必要性を感じる  女性 70歳以上 望月地区 

586 
中横断自動車道は重要な地域の交通網であるが、あんなにたくさんの ICは全く必

要ない。無駄な公共事業である  
男性 40代 浅間地区 

587 市道・歩道の整備が不十分  女性 50代 野沢地区 

588 佐久市の歩道は段差が多い  男性 30代 東地区 

589 高齢者が使いやすい交通ネットワークと子どもたちが安心して通れる歩道の整備  女性 30代 中込地区 

590 民間のアパートが多すぎる。必要性があるのか？  女性 40代 東地区 

591 地区から市道・県道の整備の要望があったら、速やかに対忚してほしい  女性 60代 野沢地区 

592 
自宅はツガミ桜通りにあります。数年前より雤水排水路（側溝）を要望しているが実

現しない。一考をお願いしたい  
女性 70歳以上 中込地区 

593 小学校の通学路であるのに歩道がなく危険  男性 40代 臼田地区 
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594 道路整備  女性 50代 野沢地区 

595 
老人憩いの場を設立して、中高年でも楽しみ学び汗をかくことのできるように、そこま

では巡回バスがあるというようにしてほしい  
女性 70歳以上 東地区 

596 
高齢者(運転できなくなった）などが利用しやすい交通網の充実（マイクロバスなどで

十分）  
男性 70歳以上 浅間地区 

597 生活道路の整備  女性 70歳以上 臼田地区 

598 文化的に便利になることだけでなく、自然保護にも気を配るべき  女性 50代 野沢地区 

599 公園、遊具が非常に尐ない  女性 70歳以上 中込地区 

600 人数の尐ない地区の市営住宅など整備する  男性 30代 浅間地区 

601 
商業地区の一極集中の解消。高齢化社会へ向けての地域交通ネットワークの拡充

と整備  
女性 50代 中込地区 

602 中部横断道の佐久穂から山梨までの整備を早急に実現してほしい  女性 30代 浅間地区 

603 生活道路が荒れている。空き家があり不安  女性 70歳以上 浅間地区 

604 
市道の整備と歩道の補修。外灯は地域住民が電気料を払っている。それは市が負

担すべきでは？  
男性 60代 臼田地区 

605 アパートが多すぎる  女性 70歳以上 野沢地区 

606 高速道路はこれ以上いらない  男性 50代 野沢地区 

607 田舎の良さをアピールし、空気の良い所で暮らせるように誘致してほしい  女性 70歳以上 望月地区 

608 中部横断自動車道の早期全線開通に期待。歩道の整備（歩きやすい歩道）  男性 40代 中込地区 

609 高齢者対策として、交通手段の充実が必要（経費が本人の負担とならないように）  女性 40代 浅間地区 

610 
中佐都・浅科地区など下水の設備が整っていないところが多く、住宅を建てるのにも

余計な経費がかかる  
女性 30代 浅間地区 

611 

市内バスの時刻が全然使えない。もっと利用者の多く時間に走らせてほしい。歩道

が凸凹だったり早急に対処をお願いしたい。外灯も尐なく、人が歩かないまちは店も

つぶれる  

男性 30代 浅間地区 

612 中部横断自動車道の早期開通を希望  女性 70歳以上 野沢地区 

613 
どこへ行くにも自家用車であることを考えると、過疎地域含めアクセス整備は佐久の

発展につながると考える  
男性 20代 中込地区 

614 荒れている土地がたくさんあるので、見直してほしい  女性 70歳以上 野沢地区 

615 固定資産、都市計画税を下げてほしい  男性 60代 東地区 

616 車社会ではあるが、自転車・歩行者の安全対策のため、歩道の整備を願う  男性 60代 野沢地区 

617 開発がすべていいとは思わない。佐久ならではの土地利用を考えてほしい  女性 40代 望月地区 

618 
人も通らないような山の中に立派な道路が多すぎる。半面街中の生活道路は狭く細

い。今後は新設よりそういった生活道路の整備に力を入れていくべき  
女性 50代 中込地区 

619 市街地、住宅地整備がやや不満（行き届いていない）  女性 70歳以上 臼田地区 

620 佐久市の人口増加を考えた施策としてそれぞれの取り組みが必要  女性 40代 浅科地区 

621 優先項位を考えると、この頄目は下位となる  男性 60代 中込地区 

622 高速道が整備されることは大変良いことだが、車がないと移動できないのはとても不便  女性 20代 野沢地区 

623 松本・諏訪への高規格道路がほしい  男性 60代 野沢地区 

624 中部横断自動車道を早く開通してほしい  男性 50代 浅間地区 
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625 
道路整備。市バスと民間のバスとの乗り換えがスムーズにいかない。もっと連携して

利用者に便利にしていってほしい（通院もそのせいで 1日がかりとなってしまう）  
男性 70歳以上 望月地区 

626 中心部は満足だが、山間部は不満（道路整備）  男性 50代 望月地区 

627 無駄な道路が多すぎる  女性 20代 臼田地区 

628 

野澤地区でも廃屋が点在している。せめて更地にしておけたらと思う。どのような所

へ相談に行けば指導してもらえるのか？体力の残っているうちに決めておきたい。

広報等で勉強できればと思っている  

女性 70歳以上 野沢地区 

629 
全国的にも住みやすく、理想的な市としての評価をされ始めた今だからこそ、より良い

土地活用してほしい。その為にも民間と市との窓口を広げ連携を取りやすくしてほしい  
男性 50代 浅間地区 

630 
・一部市街地への集中が気になる・道路・歩道の整備が悪い（雑草・ゴミのポイ捨て

など）管理できないのなら、緑地化の必要はない  
女性 40代 浅間地区 

631 バスの本数を増やす  女性 50代 浅間地区 

632 通学路の歩道整備  男性 30代 望月地区 

633 
総合文化会館の建設予定地を駐車場にすることで、新幹線・小海線の利用者が増

え地域活性化につながる  
男性 30代 浅科地区 

634 道路の分離帯等、草ばかりで汚い。インターから出ると悲しくなる  男性 30代 浅間地区 

635 市街地に無料の駐車場を多く設置してほしい  男性 50代 臼田地区 

636 新規の道路は必要ないので、従来の道路整備をしてほしい  男性 50代 浅間地区 

637 
道路の分離帯が雑草で見苦しい。そこを綺麗にすれば全体の景観が素晴らしく見

える  
女性 50代 東地区 

638 工事がいきなり始まり迂回路の標識もない。やり方が不親切だ  女性 30代 浅科地区 

639 一日に数回来る程度の無駄に大きいバスに不満だ（小型化、頻度を増やす）  男性 20代 浅間地区 

640 
バス路線廃止の部落が多くなり、中央へ出にくくなったため、商店に買い物に来る

年配者が尐なくなっている  
女性 70歳以上 望月地区 

641 バイパス、住宅地、商業地域等のバランスが粗雑だ。“あれば良い”のではない  男性 40代 中込地区 

642 年をとり土地を手放したい人は沢山いる。市で活用方法を考え大いに整備してほしい  女性 70歳以上 野沢地区 

643 道路が狭く、道路が悪い（ガタガタ）  女性 30代 野沢地区 

644 

公営住宅は公金で造られているのに、入居できる人と出来ない人が出てしまい不公

平である。民間のアパートに市外から移住した場合に、補助が出る方が公平にな

る。そうすれば、公営住宅を造る必要もなく、出費が尐なくなるのではないだろうか

（修繕費も不要）  

男性 40代 浅間地区 

645 
・中部横断自動車道の早期全線開通をしてほしい・通学路の整備、歩道の確保が

不十分な所が多い。子どもや高齢者、障害者に優しい環境整備をお願いしたい  
女性 70歳以上 中込地区 

646 
市内バスの利便性- もっと小型バスで、せめて 1時間に 1本くらいの運行にしてほし

い  
男性 70歳以上 野沢地区 

647 私立病院でもない佐久病院を市の中心街に移動する必要はない  男性 60代 中込地区 

648 
新規で歩道を造る際には、これまでより広くしてほしい。出来れば街路樹も充実して

ほしい  
男性 50代 野沢地区 

649 その地のコアになるものを考えた対策が必要  男性 40代 浅間地区 

650 
新しいバイパス道のために従来の市道、歩道がほったらかしになるのはいかがなもの

か。中部横断建設の際、「子供たちの歩道を」の声は無視されたことは非常に残念  
女性 50代 浅間地区 
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651 週一回位、公共交通機関を利用しての通勤を促すﾏｲｶｰ規制が必要  男性 60代 浅間地区 

652 建物より駅をもっと望む  男性 10代 浅間地区 

653 
幹線道の整備など進んでいるようで、逆に渋滞を引き起こしてはいないか。宅地整

備には利便性を考えて欲しい  
男性 40代 中込地区 

654 道路、排水、環境、景観すべてにおいて、地域間格差が大きすぎる。  女性 30代 中込地区 

655 市営住宅の審査基準として子供の有無を取りいれて欲しい  女性 20代 浅間地区 

656 どこにも行くにも大変便利  女性 30代 - 

657 市街地、住宅地については、他自治体同様無理・無駄があったように思う  男性 50代 臼田地区 

658 河川・護岸整備の充実の望む  男性 60代 東地区 

659 新しいＩＣ周辺の整備、活性化を望む  男性 30代 野沢地区 

660 野沢 142号線は無駄。歩道や路肩の整備に力を入れて欲しい  男性 70歳以上 中込地区 

661 図書館が貧相。歩道が極端に狭い。公営住宅が尐ない  女性 50代 浅間地区 

662 路線バスの時間が分かりづらくどこにも行けない  女性 60代 臼田地区 

663 現在のバスでは、“買い物難民”にとり不便である  男性 50代 浅間地区 

664 

・自然破壊される高速道はいらない。もっと生活道路にお金を掛けるべきだ。市内バ

スを充実させる・片見川などの川底が土砂の堆積で上昇している。集中豪雤に備

え、そのような中小河川の整備をお願いしたい  

女性 60代 野沢地区 

665 

・渋滞することが予想できる場所に信号を増やすのは困る・新小学校の建設予定あ

るが、佐久平駅北側道路の交通量が増え続けているので、スクールゾーンは時間を

決め、一方通行にするなど対策を考えてほしい  

女性 30代 浅間地区 

666 広域化しているので、合併した地域の開発と地域特色の活かし方が問われる  女性 50代 浅間地区 

667 既存の道路を改善し、歩く人や自転車に優しい町づくり  男性 50代 浅間地区 

668 岩村田駅の踏切を何とかしてほしい  女性 40代 東地区 

669 これ以上道路はいらない  女性 60代 中込地区 

670 高齢者が運転をしなくても生活が出来る環境が必要である  女性 40代 野沢地区 

671 
新幹線で都市部までの通勤通学が可能であるため、住宅地を整備し人口増につな

げる  
女性 50代 東地区 

672 市街地を整備（安全な道、歩道）  男性 10代 東地区 

673 佐久市は交易の地。車がどこからでもスムーズに出入りできるよう整備する  男性 70歳以上 浅科地区 

674 高速道路よりも身近な市道整備を優先してほしい  女性 40代 浅間地区 

675 バスの本数を増やしてほしい  女性 10代 浅科地区 

676 ・道が悪い・佐久平駅周辺をもっと整備する。県外の方に、不便、寂しいと言われる  男性 30代 臼田地区 

677 通学路の整備  女性 50代 中込地区 

678 車がなくては生活出来ず不便だ。高齢者が楽に外出できるシステムづくり  女性 50代 浅科地区 

679 公営住宅をもっと増やしてほしい  男性 70歳以上 東地区 

680 
公営住宅の整備が遅れている。利用したい人は多くいるのに制限に合わないという

理由で入れないなど。制限の見直しを  
男性 30代 浅間地区 

681 通学路の整備  女性 20代 望月地区 

682 
成長率、尐子化等で住宅、道路も必要性は低下。重要度の高いもののみを実施し、

他は関係部署をいち早くリストラ、縮小すべきだ  
男性 50代 浅間地区 
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問 12 土地基盤整備について どのような施策に力を入れるべきか 自由回答 

683 交通事故多発場所の改善  男性 30代 浅間地区 

684 年齢を越え暮らすことのできる住環境の整備  男性 50代 東地区 

685 
高齢化社会となり、全ての情報を便利な物（インターネット・携帯・地デジなど）にす

ることは難しい。時代が大きく変わることに不安がある  
男性 50代 野沢地区 

686 旧佐久市以外の地区の発展  男性 40代 臼田地区 

687 既存の物の保守  男性 30代 臼田地区 

688 
努力は評価する。インターネットというが、在宅の高齢者でも把握できる情報システ

ムこそ、今求められているシステムだ  
男性 70歳以上 浅間地区 

689 お年寄りに優しい交通体制  男性 40代 浅間地区 

690 通学路の安全対策、交通事故防止対策  男性 60代 中込地区 

691 自然を大切に（不必要な工事はしない）  女性 40代 野沢地区 

692 他の地域からも多くの人が利用してもらえるように、佐久平駅周辺の商業整備活性化  男性 40代 望月地区 

693 
市では、ふるい企画で作ってしまった宅地道路を 4ｍ道路に拡幅する努力をしても

らいたい  
男性 60代 東地区 

694 都市化する部分と自然・文化を保護する部分の住み分け  男性 30代 浅間地区 

695 福祉バス運行、山間地  男性 50代 東地区 

696 歩道の凸凹を整備してほしい  女性 70歳以上 中込地区 

697 整備よりも管理の強化を！  男性 50代 臼田地区 

698 
どの世代をターゲットにしているのか？あえて市が情報センターなどの施設を持つ

必要性はあるのか？  
女性 30代 野沢地区 

699 朝・夕のチャイムはとてもありがたい。市のお知らせもすぐわかるのでよいと思う  女性 60代 浅間地区 

700 主要道路整備が優先  男性 60代 臼田地区 

701 自転車レーンを整備してほしい  男性 40代 浅間地区 

702 野沢地区には子どもと遊べるような木陰のある公園がない  女性 30代 野沢地区 

703 
発電機・モーター電池・充電器・LED灯・電気自動車・電機バイク・送電ラインなど企

業などが活動しやすいように整備する  
男性 60代 浅間地区 

704 中水道の新設  男性 60代 野沢地区 

705 都市ガスの整備  女性 30代 中込地区 

706 ゴミ処理施設を作り、分別の簡素化  女性 30代 臼田地区 

707 新しい道路の新設は慎重に  女性 60代 東地区 

708 路線バスがどこ回りなのかよくわからない  男性 50代 東地区 

709 
コンセプトを確立し、街全体をどう整備していくのか検討願いたい。そのうちパチンコ

屋でうまってしまう  
男性 40代 浅間地区 

710 老人が買い物が遠くて出来ない。どうにか対策をお願いしたい  女性 70歳以上 望月地区 

711 遊具のある公園をお願いしたい  男性 30代 浅間地区 

712 住宅街の生活道路の改良・舗装  女性 50代 中込地区 

713 
幼稚園・保育園・小中高校への安心して通える道路の整備（歩道・自転車道）。道路

工事は一括で済ませること（ガス・下水・上水・電気と分けて工事するな）  
男性 40代 東地区 

714 今ある道のメンテナンス  男性 50代 浅間地区 
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問 13 情報化について 満足度・重要度 自由回答 

715 
全ての年代の人たちが情報の共有ができる環境づくり。建物を造るのではなく、自

宅でできること  
男性 50代 野沢地区 

716 もっと分かりやすくしてほしい  女性 10代 臼田地区 

717 au以外、電波がない地域があり携帯電話で不便がある  女性 20代 中込地区 

718 デジタル化への金銭問題  女性 40代 東地区 

719 相対的に遅れている  男性 70歳以上 浅科地区 

720 
情報はいまいち入ってこない。こちらからアクセスしなくても、もっと地域全体に周知

するようにすべきだ。特に地方から来ている者には分からないことばかりだ  
女性 20代 浅間地区 

721 
佐久 CATVは成功していると思うが、佐久平全体に PR。無料で加入し無料で使用

できるようにすべきだ  
男性 60代 中込地区 

722 老人にはネットの充実もテレビのデジタル化も必要がない。年金生活者には金がない  男性 70歳以上 野沢地区 

723 

市民に平等に情報が伝わらない。行政から発信する情報は誰にでも正確に伝える

べきだ。行政側だけの満足だけが目立つ（行政からの情報は無料が原則。CATV・

FM・インターネット全てが有料だ）  

男性 50代 東地区 

724 
地デジ対忚は、国・県・市共にまことにお粗末だった。国の方針なのだから、尐なくと

もテレビの購入代 1/2は補助すべきだ  
男性 70歳以上 中込地区 

725 テレビの電波環境整備を促進  男性 10代 中込地区 

726 電波状況が悪い  女性 70歳以上 野沢地区 

727 
地デジ対忚していないテレビを持っている市民を調べチューナーを無料で配るべき

だ  
男性 50代 野沢地区 

728 情報化に力を入れていただき有難い  男性 70歳以上 中込地区 

729 
ケーブルTVを自由に見られるようにしてほしい（岡谷市に住んでいた時は自由に見

れた）  
女性 30代 中込地区 

730 ネットができない市民もいるということ  男性 70歳以上 臼田地区 

731 ケーブル TVの内容をもっと充実させてほしい  男性 20代 野沢地区 

732 
佐久市で行っている施策を HP、広報、テレビなどで伝えてほしい。市民は市が何を

しているのか知らない人が多い  
女性 20代 野沢地区 

733 ケーブル TVの位置づけに疑問がある  男性 40代 浅間地区 

734 東京圏に約１時間でアクセスできるため開発部の誘致。世界の情報発信基地  男性 60代 - 

735 佐久ケーブルテレビの内容は充実していない  女性 40代 野沢地区 

736 高速インターネットの普及が遅かった。ワンセグ放送が受信できないエリアが多い  男性 50代 浅間地区 

737 民間に任せればよい  男性 60代 中込地区 

738 インターネットやテレビ等がケーブルテレビ接続でしか見られない  男性 40代 浅間地区 

739 
インターネット環境がかなり遅れている（望月地区）。情報センター等の活用が尐な

く、無駄が多いと思う。住基ネットも未活用である  
女性 70歳以上 野沢地区 

740 
地デジ化には、かからなくてもよいお金がたくさんかかりました（国民の気持ちなど聞

かずに進まれた感じがします）  
女性 60代 浅科地区 

741 地域の情報伝達を一元化したものにしてもらいたい  男性 50代 望月地区 

742 テレビ東京が見られない  女性 40代 浅間地区 
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743 高齢者はついていけない  女性 70歳以上 野沢地区 

744 

佐久ケーブルテレビに加入したが、チャンネルが尐なく金額が高いためやめた。小

諸ケーブルのようにチャンネル数を多くして、小・中・高校の行事など積極的に放映

してほしい  

女性 50代 野沢地区 

745 ネット・デジタルテレビの整備が遅い（集合住宅が特に悪い）  男性 30代 浅間地区 

746 公共施設や人通りの多い市街に無料で利用できる無線 LAN を設置する  男性 10代 望月地区 

747 ケーブルテレビなど全戸に安くいれていただけるとありがたい  女性 70歳以上 浅間地区 

748 
佐久ケーブルテレビの利用料金を下げられないか？加入促進のためにも（NHK と

合わせると高額になる）  
男性 70歳以上 望月地区 

749 デジタルテレビ導入への補助金などがあるとよい  女性 10代 望月地区 

750 ケーブルテレビは加入料金が高額のため加入できない  男性 40代 臼田地区 

751 
分散化傾向の当市ではインフラ整備にも大きな負担がかかると思われる。長期的展

望にたっての推進を期待  
男性 50代 野沢地区 

752 
情報格差をなくすために、佐久ケーブルテレビ等で東京キー局を視聴できるように

してほしい  
男性 10代 浅間地区 

753 学校などでのパソコン、ネットを利用した授業は今後さらに力を入れていってほしい  男性 40代 野沢地区 

754 情報公開をもっとすべき  男性 60代 東地区 

755 
佐久市の中心部では高速タイプも使用できるが、その他の場所ではまだ対忚が遅

れている  
女性 30代 望月地区 

756 高齢者が多いので、それに配慮した情報化を促進してほしい  女性 50代 浅間地区 

757 インターネットできない人の低料金の講習会を多く開いてほしい  女性 60代 野沢地区 

758 配布物をなくし、すべてインターネット利用でよい  女性 40代 野沢地区 

759 各分館に 1台以上のパソコンの導入  男性 40代 臼田地区 

760 佐久ケーブルテレビに入っているが、基本料金が高すぎる  女性 70歳以上 野沢地区 

761 インターネットの接続環境最悪。へき地ほど優先促進必要  男性 70歳以上 望月地区 

762 佐久ケーブルテレビを利用しているが、市内や県内の情報が尐ない  男性 30代 野沢地区 

763 
回覧板がたくさん回ってくる。インターネットで回覧事頄を見るとか…もっとよい方法

はないものかと思います  
女性 30代 野沢地区 

764 
ケーブルテレビなどの情報が住むところなどによって得られるところと得られないとこ

ろがある(格差があるのが気になる）  
女性 10代 浅科地区 

765 年寄りにはインターネットは難しいです  女性 50代 野沢地区 

766 
デジタル化により古いテレビの処分に困っている人がたくさんいるのでは？それが

投棄されないように対策を  
女性 60代 野沢地区 

767 
情報が内にこもりすぎ。関東方面に重点的に情報発信し、またもらえるような環境を

整えるべき  
男性 30代 中込地区 

768 情報弱者（高齢者など）をつくらない平等な整備  男性 60代 東地区 

769 まず個々が取り組むべき  女性 20代 臼田地区 

770 佐久 CATVはデジタルになってから映りが悪く困っている  女性 50代 浅間地区 

771 市内地域格差を是正してほしい。ネット接続環境  男性 30代 望月地区 

772 情報センター、CATV、FMの無駄  男性 50代 野沢地区 
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773 地デジやネットについては、量販店の方が対忚が良かった  男性 10代 東地区 

774 ・市 HPの内容充実・佐久 CATVの内容充実  男性 60代 浅間地区 

775 
ネット接続は重要だが、市民全体が使用可能ではない。地域の情報化の進め方を

考えてほしい  
女性 50代 野沢地区 

776 地域の情報サービスが各戸に行き渡るように考えてほしい  男性 60代 野沢地区 

777 

CATVの受信番組を充実させ、市民に積極的に情報を提供すべきだ（字幕が多く

つまらない。小諸 CATVのように市内のニュースや、全ての小中学校の行事等を放

送してほしい）  

女性 20代 望月地区 

778 デジタル化すれば良いことがあるという妄想はやめてほしい  男性 50代 臼田地区 

779 何か取り組みをしているとは知らなかった  女性 30代 浅間地区 

780 農業用水路の整備  男性 70歳以上 臼田地区 

781 佐久ケーブルテレビくらいしか思いつかず、何をやっているのか知らない  女性 30代 浅間地区 

782 
高齢者の家庭では電話がたより。全家庭と連絡機器でつながって、高齢者の状況

把握や災害時の連絡などに活用するという他県の例を参考にしてみては？  
女性 70歳以上 野沢地区 

783 世相がめまぐるしく変わるので必要  女性 70歳以上 臼田地区 

784 市民が皆使える無料のデジタル化を求める  男性 30代 浅間地区 

785 
山間部の地上デジタル対忚について不満。共同アンテナや電波塔などで対忚して

ほしい  
男性 30代 - 

786 地域に流している放送が聞こえないので、そのような家庭がないようにしてもらいたい  女性 40代 野沢地区 

787 高齢者にもわかりやすい情報を各家庭に発信できればいい  男性 70歳以上 浅間地区 

788 
広報佐久・公民館だより・ピープル・水道等はもっと整理統合し、会議報告的なもの

は省く。ケーブルテレビをもっと普及させる対策（料金等）を考える  
男性 70歳以上 浅間地区 

789 民間や個人に任せればよい。街頭でのスピーカーによる広報放送はよいと思う  男性 30代 浅間地区 

790 インターネットの無料化を進めてほしい  女性 60代 野沢地区 

791 個人レベルで対忚している昨今、自治体での取り組みは現状レベルでよい  女性 40代 中込地区 

792 

天気やニュースがすぐわかり、当直の病院もわかり便利。アパートなので広報は役

場へ行ってもらってきています。信毎などのチラシの一つとして入れてくれるとうれし

いのですが。お店のアンケート（人気ランク）など楽しく美味しい話題も取り入れてみ

るといい  

女性 30代 東地区 

793 
市全体の情報がスピーディーに入ってくるようになるとよい。現在は事後情報が広報

などでわかるだけ  
男性 60代 望月地区 

794 佐久市の HPがモバイル対忚になるとありがたい  女性 40代 浅間地区 

795 
IT機器を使えない人たちの代行業務を行政が設置するシステムを福祉業務として

検討すべき  
男性 70歳以上 中込地区 

796 ケーブルテレビと併設されている情報センターはなぜ存在しているか不明  女性 60代 中込地区 

797 インターネットといっても老人には使えないもの。ケーブルテレビなどで知るのみ  女性 70歳以上 野沢地区 

798 老人にはインターネットなど難しく、広報などわかりやすく配布してもらえればよい  女性 60代 野沢地区 

799 旧望月は佐久有線と立科有線が入り問題と思う  男性 70歳以上 望月地区 

800 高齢者が簡単操作できる PCを無償貸与する（タッチパネルのような）  男性 60代 浅科地区 

801 インターネット接続状況はまだ不満足  男性 70歳以上 望月地区 
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802 「光」が入っていないところがあって不便  女性 30代 東地区 

803 新しい HPがよくない。一部の店舗や特定の情報を掲載するのはよくない  女性 30代 望月地区 

804 佐久ケーブルテレビの料金が高い  女性 60代 中込地区 

805 CATV利用アップのためには、番組編成をしなければいけない  男性 60代 中込地区 

806 新聞を読んでいればわかる  女性 70歳以上 浅間地区 

807 市のウェブサイドの充実は重要  女性 30代 野沢地区 

808 
佐久市は早くから情報化をすすめてきた。これからはもっと利用する面の施策が必

要ではないか  
女性 70歳以上 野沢地区 

809 東京の電波を飛ばしてほしい  男性 50代 浅間地区 

810 情報センターは何をやっているのかわからない  女性 60代 中込地区 

811 個人情報といって、市民に大切な指針となる情報を隠す姿勢がみられる  女性 50代 臼田地区 

812 市としてデジタル化に具体的な対忚をしていないように思う  女性 70歳以上 東地区 

813 佐久市の HPが日々更新され、常に最新の情報が提供されるように  男性 60代 中込地区 

814 
高齢化社会の中で、インターネット他どのように参加できるようにしていくのか、今後

の方針をみたい  
男性 60代 野沢地区 

815 定期的に HPの更新をしてほしい  男性 10代 東地区 

816 光ファイバー導入は早かったが、利用者への普及が進んでいない  男性 60代 浅間地区 

817 お知らせの放送が聞こえない  女性 70歳以上 野沢地区 

818 高齢者にとって情報化は不自由しない程度の最低ラインでかまわない  女性 60代 浅間地区 

819 お金のかからないように  男性 60代 望月地区 

820 都市部の情報が市全体に速やかに伝えられるような環境づくりをお願いしたい  男性 60代 望月地区 

821 望月に早く光を  男性 20代 望月地区 

822 市内の体育施設の利用状況や申込み方法などネット上でわかるようにしてほしい  女性 30代 浅間地区 

823 インターネットなど新しい機器は使用できないため、今後もついていけないと思う  女性 60代 望月地区 

824 情報基地の大きいものを作ってほしい  男性 50代 浅間地区 

825 
佐久ケーブルテレビで、設置費用負担を半額にというくらいの政策で全戸利用でき

るように進めてもらいたい  
男性 60代 中込地区 

826 
市の情報(イベントなど）の取得が難しい。市の HPの更新や掲載方法を検討するな

ど対忚願いたい  
男性 60代 東地区 

827 光ケーブルなどに地域格差あり  男性 30代 望月地区 

828 佐久ケーブルテレビの充実  男性 70歳以上 望月地区 

829 

60歳以下の人たちは日常的にインターネットを使える人たちである。なので市の HP

の充実で十分情報の提供はできると思う。広報も読まない人は読まない。経費削減

を考えた方がよいのでは  

女性 60代 東地区 

830 地デジでコマ落ちすることが時々ある（電波が悪いのでは？）  男性 10代 浅間地区 

831 市内連絡放送車をたくさん巡回させ、広報などの回覧方法を変える  女性 70歳以上 野沢地区 

832 ケーブルテレビの内容がひどい。現状のままなら廃止も  男性 20代 浅科地区 

833 ケーブルの広域化など耳にするものの、具体的な施策が見えてこない  男性 40代 中込地区 

834 お年寄りの多い地区なので、情報化といっても無理だろう  女性 50代 野沢地区 

835 機器に弱い人も利用しやすく、わかりやすい方法をお願いしたい  女性 60代 野沢地区 



  

- 30 - 

 

836 多分野にわたる地域の情報がもっと市民全体に確実に行きわたるようにお願いしたい  女性 40代 浅間地区 

837 情報化は個々が進めていくものでは？  女性 50代 野沢地区 

838 外部からの情報が常に入るように導入・教育・整備に全力を尽くすべき  男性 60代 望月地区 

839 徹底した情報公開と言っているが展望が不明  男性 60代 野沢地区 

840 
佐久市の情報化は何をもってやっているのか？屋外スピーカーで流れているお知ら

せと時計代わりのチャイム？佐久ケーブル TVは今の内容では加入する気になれない  
男性 40代 浅間地区 

841 広報は情報が盛りだくさん  女性 30代 中込地区 

842 佐久市の取り組みがわからない  男性 50代 野沢地区 

843 
インターネットをもっと利用できるように（シルバー人材センターの情報などもインタ

ーネットで得られるように）  
男性 70歳以上 浅間地区 

844 お金がかかる  女性 70歳以上 浅科地区 

845 情報化よりやることがある  男性 70歳以上 野沢地区 

846 情報センターが使いにくい  女性 50代 野沢地区 

847 山間部地域のことを考えてほしい  女性 60代 野沢地区 

848 地域の無線が完備していて情報が伝わることがよい  男性 60代 臼田地区 

849 デジタル放送が、チラチラしたり暗くなったりして見えない時間帯がある  女性 70歳以上 望月地区 

850 
佐久市情報センターの業務見直し（普段何をやっているのか不明）市民の利用状況

は？  
男性 40代 中込地区 

851 デジタル化に何か対策をたてたのか？  女性 30代 浅間地区 

852 
市政に関する情報はインターネットの他にもみんなに行き渡り理解できるような工夫

をしてもらいたい  
女性 70歳以上 野沢地区 

853 佐久市の取り組みがわからない  男性 60代 浅間地区 

854 地域によって光ケーブルが通っておらず、使いにくい  女性 40代 望月地区 

855 高齢者には、どのようなメリットがあるのかなどを伝えていく必要があるのでは？  女性 40代 浅科地区 

856 最近、市の広報の放送が実施されているので満足  男性 60代 中込地区 

857 情報弱者の対忚  男性 40代 東地区 

858 佐久市 HPの充実（動画など）  男性 50代 浅間地区 

859 広報以外の情報源が尐ない  女性 40代 浅間地区 

860 デジタル放送が映らない。対忚が遅い  男性 30代 望月地区 

861 携帯電話も使えない高齢者がいる間は、デジタルデバイドを避けてほしい  男性 70歳以上 浅間地区 

862 CATVの費用が高い  男性 60代 中込地区 

863 
高速道路がすぐ側を通っているような所でも、ちょっとでも山に入るとネット接続や携

帯電話がつながらなかったりとちょっと不便を感じる  
女性 50代 東地区 

864 市がどのように取り組んでいるのか全く知らない  女性 30代 浅科地区 

865 高齢者の方への情報の隔たりが生じてしまうのが課題だ  男性 60代 浅科地区 

866 
インターネット社会を無防備に開発すると、情報漏洩になりやすい。セキュリティーを

強化すべき  
男性 60代 中込地区 

867 更なるインターネットの整備を希望する  男性 40代 浅間地区 

868 ネットの環境がないので意味がない  女性 50代 浅間地区 

869 行政の情報に関してはだいぶ市民感覚になってきているが、市民ボランティアに関 男性 60代 浅間地区 
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する情報などは、まだまだ不透明  

870 まだ、ネットの接続環境は良くない  男性 10代 浅間地区 

871 市の取り組み内容、状況が目に見えてわからない  女性 30代 中込地区 

872 高齢者には理解が難しいこと、説明等の機会を増やすべき  女性 20代 浅間地区 

873 インフラ整備も重要だが、市のＷＥＢサイトの充実を望む  女性 30代 - 

874 ＣＡＴＶの健全経営と導入の補助を望む  男性 50代 臼田地区 

875 佐久ＴＶは不要  男性 40代 中込地区 

876 個人対忚も可能な案件を市の優先上位に取り上げることはいかがなものか  女性 50代 浅間地区 

877 
地域放送は聞き取りにくく西日本の豪雤災害時、役に立たなかったとの住民指摘が

あった  
男性 50代 浅間地区 

878 
住んでいる地域を住み易い方向に進めていくため佐久市を知ることが住民には重

要である。身近な情報源として情報センターの活用を考え直す必要がある  
女性 50代 東地区 

879 デジタル放送になるので重要だ  男性 10代 東地区 

880 
山間部など、アンテナを設置しても正常に受信できない地域に CATV を普及させる

必要がある  
男性 20代 望月地区 

881 市がやるべきことではない  男性 50代 浅間地区 

     
問 14 産業について 満足度・重要度 自由回答 

882 
佐久市の将来のために、農林関係を守ってほしい。農林水産業を崩壊させる TPP

には断固反対を。市長の口から言ってほしい  
男性 30代 望月地区 

883 卒業時に就職ができるのかが不安だ  女性 10代 臼田地区 

884 ・ラウンド 1 を造ってほしい・温泉を造ってほしい  男性 10代 中込地区 

885 地元高校生の就職支援をお願いしたい。地元企業の地元高校出身者の受入  女性 40代 東地区 

886 佐久鯉や鮒だけでなく、幅広くいろいろな物を進めてほしい  男性 10代 野沢地区 

887 
若い世代が佐久へ戻り、働ける場所をつくってほしい。魅力的な職場がなく、若者が

戻ってこないという現状がある  
女性 40代 浅間地区 

888 働き先がない。特に主婦など、子どもがいる人の働く先を増やしてほしい  女性 30代 臼田地区 

889 

リサーチパークや臼田のはなれ山の工業団地等、計画ばかりで何の企業も入ってこ

ない。今も何か工事をしているようだが、何をしたいのかが分からない。県外企業を

誘致し、子どもたちが市内で働くことができるようにしてほしい  

女性 40代 野沢地区 

890 
独立し起業しようとしても税金、税金…税収は大事だが、それではこれから起業しよ

うとしても不安だらけだ。もっと市が斡旋してくれるような市制がほしい  
男性 20代 浅間地区 

891 農・工共に重要で、後継をつくる努力が必要だ  男性 70歳以上 浅科地区 

892 
・交通の便が良いのだから、もっと中央（関東圏・中京圏）にて PR し住む人を増やし

たい・製造業だけでなく、若者の働く場がもっとあるとよい  
男性 60代 中込地区 

893 
空き店舗を利用し、100円ショップやインターウェーブにあるサンキのようなファッショ

ンセンターを増やしてほしい  
女性 30代 臼田地区 

894 農業と林業には力を入れるべきだが、もう手遅れだ  男性 70歳以上 野沢地区 

895 

・パラダや稲荷神社の整備－もっと人が行きたくなるようなものへ。県外からも人が来

るはずだ・長野牧場は全域必要なのか。あれだけの広い場所であれば、病院（佐久

病院）の移転地やリゾート（遊園地）等、雇用が生まれ、人が集まる場所としての活用

女性 40代 東地区 
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が出来るのではないだ  

896 

市民の働く場が確保されていない。行政主導で雇用促進すべきだ。これまで、どの

ような産業を育ててきたか疑問。佐久平駅周辺の商業地も、ほとんど県外（群馬県）

の企業だ。今後、税収にも問題が起きるのではないか  

男性 50代 東地区 

897 地域産業の発展がなくては地域は衰退するばかりだ。産業振興は最も重要なことだ  男性 70歳以上 臼田地区 

898 若い人が働く場所を考えてほしい  女性 60代 浅間地区 

899 新卒者が就職できるようにしてほしい  男性 10代 中込地区 

900 
若者の働く場所の確保が最も重要だ。今後の日本を支える大きな力となる若者の育

成を望む  
男性 50代 野沢地区 

901 賭博施設の誘致  男性 30代 臼田地区 

902 
就職場所が増えることにより、子どもたちが将来、安心して生活を送れるよう促進し

てほしい  
男性 40代 東地区 

903 市長をはじめ、もっと農林業を勉強してほしい  女性 60代 望月地区 

904 望月・立科・臼田・野沢・中込も佐久市である。産業、発展を考えるべきだ  男性 40代 臼田地区 

905 
産業の空洞化が進んでいる中、佐久地域全体として雇用を確保できるかが、市政に

おいて一番重要だ。雇用がなければ過疎が進み、財政悪化、福祉低下につながる  
男性 30代 臼田地区 

906 子どもたちが都会で就職してしまい、戻ってもらいたくても働く場所がない  女性 70歳以上 野沢地区 

907 企業誘致の推進や各産業の育成による雇用充実  男性 50代 浅間地区 

908 
若者が地元に残り働くことができるよう、職場の確保が重要だ。そうしなければ限界

集落となってしまう恐れがある  
男性 60代 臼田地区 

909 
工業団地の整備をし、外国企業の進出を防ぎ佐久地方に誘致する。若い人たちが

働きやすい職場づくりを希望する  
女性 60代 臼田地区 

910 
工業については、生産業が多く景気の痛手を受けやすい。失業者も多いので対策

を求める  
女性 20代 臼田地区 

911 

農業について－60～80歳代の方が担っている。次の世代へ継続していけるか難し

い。定年を迎え仕事のない方たちが、高齢となった方の田畑・果樹を請け負うシステ

ムがあると良い  

女性 40代 臼田地区 

912 
短期的には農業を中心に。林業・工業・商業については、長期的ビジョンを持ち取り

組んでほしい  
男性 60代 野沢地区 

913 

田んぼの戸別所得補償などくそくらえだ！共済も何をやっているのか。8月末～9月

上旪に予想量を提出しておかなければ、実収量が 7俵以下でも払わないとは、ふざ

けるな！このようなおかしな制度は誰が作ったのか？  

男性 50代 野沢地区 

914 
水産業は新種の競争から難しい。工業では、リサーチパークの休眠区画は大きなマ

イナスである。誘致をすることにより法人税、関係収入と住人増が見込まれる  
男性 70歳以上 浅間地区 

915 
山は荒れている。カラマツを植えるだけで、手入れをしていない所が多い。山地の

畑は荒地になっており、イノシシやシカ対策も必要だ。林業と併せ考えられないか  
男性 70歳以上 中込地区 

916 雇用の場を確保してほしい。若い人たちも仕事がなければ帰って来れない  男性 20代 浅間地区 

917 特に林業。山が荒れている。心配だ  女性 50代 野沢地区 

918 ・新卒者の就職率が低い。何とかしてほしい。若い人の仕事がないということは、将 女性 20代 野沢地区 



  

- 33 - 

 

来危ない・育児休暇をもっと重要に考えてほしい  

919 
リタイヤ組が今ある仕事に就き、お金を貰い老後生活を支える仕組みより、若者への

仕事をシェアしていく行政を目指してほしい  
男性 50代 臼田地区 

920 
TPPにおける農業の打撃が危惧される。持続可能な力強い農業を育てる。農林産

業の構造強化対策を講じることが大切だ。田んぼ緑が無くなるのが信じられない  
男性 50代 中込地区 

921 
子どもが大学を卒業するが、佐久市で勤めたくても所がない。佐久市の発展のため

にも何とかしてほしい  
女性 50代 野沢地区 

922 ・薪ストーブの促進・市内に別荘地をもっと造る（キャンプ場）  男性 40代 臼田地区 

923 農業の後継者問題は深刻であり、早急対策を望む  男性 70歳以上 浅間地区 

924 近年サービス業が充実してきているが、まだまだだと思う  女性 40代 野沢地区 

925 雇用に最も力を入れるべき  男性 40代 浅間地区 

926 新卒者の働く場所を増やしてほしい  女性 50代 浅間地区 

927 減反をする意味がよくわからない  女性 20代 浅科地区 

928 佐久鯉が市内で食べられる場所が尐ないように思う  男性 40代 浅間地区 

929 地元企業が尐なく、就職受け入れ先が尐ない。就職難である  女性 70歳以上 野沢地区 

930 
中込駅前商店街が寂れてしまっているのでどうにかしてほしい。車乗り入れ禁止の

はずが、駐車スペースになっている  
女性 30代 中込地区 

931 

若い人が就職に悩まされない生活が送れるように願う。就職前に研修・教育・実習な

どの機会を与え実践を積み、若い力が現場で生きるよう教育できる環境があったら

いい  

女性 40代 野沢地区 

932 積極的に企業誘致を進め、若者の地元就職を促進してもらいたい  男性 50代 望月地区 

933 頑張っているとは思いますが、住みよい市にはまだまだです  女性 70歳以上 野沢地区 

934 農地をもっと有効活用してほしい（農業体験など）林業・水産業も同じ  女性 50代 野沢地区 

935 佐久の産物を他県や世界へ紹介できる機会があればいい  男性 50代 望月地区 

936 
地域経済は観光面での充実がとても大切。これまでの企画ではダメ。若い世代の意

見を取り入れたり、専門家の企画による革新が必要  
男性 30代 浅間地区 

937 女性の就業が難しく、改善が必要  男性 30代 中込地区 

938 子を持つ親が安心して働けるよう託児施設を充実させてほしい  女性 30代 浅間地区 

939 
TPP阻止！自治体としてどうするか？新卒者、失業者の雇用なし。農業衰退と合わ

せ地域の活性化を削いでいる（商業・林業然り）  
男性 70歳以上 望月地区 

940 地元での就職希望を考えると、新規企業の誘致は重要な課題  男性 50代 中込地区 

941 
新卒者の雇用機会が減尐している。市内に優良企業が尐ない。市政と企業との連

携が一部の企業に偏っている  
男性 40代 臼田地区 

942 若年労働層を地元に残すためにも、企業誘致を強力に推進すべきである  男性 50代 野沢地区 

943 
商店街の活性化の名目で税金を使うのはやめてもらいたい。日曜に閉まっている商

店にアーケードを税金で作るのはムダ  
女性 40代 浅間地区 

944 
農業・林業・水産業のブランド化。集客するためにもそれぞれの魅力化が必要。しか

しもっとも大切なのは、⑦の働く環境を整えること  
女性 40代 臼田地区 

945 
工場の誘致や佐久のアンテナショップの設置。佐久市のブランドの販売・ＰＲをやっ

た方がよい  
男性 40代 野沢地区 
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946 地産地消を進め、地元の農産物消費を進める。林業の後継者を育ててほしい  男性 40代 野沢地区 

947 働く場所・機会がなければ活性化につながらない。工場等の誘致に力を注ぐべき  男性 60代 東地区 

948 工業の充実を望む  男性 40代 野沢地区 

949 
桜の季節、1日 400人以上の観光客が見えるのに、休館日ですといういかにもお役

所仕事…（であいの館）  
男性 60代 臼田地区 

950 
東信地域の景気悪化は全国・長野県の中でもひどいと思う。若い人が活躍できる場

所を！  
女性 50代 浅間地区 

951 学校教育で、もっと畑に関わってほしい。荒れた田畑はどうにかならないのか？  女性 60代 野沢地区 

952 
森林所有者が世代交代によって所有している山林への関心がない。所有者と山林

管理する林業事業体との関係推進に力を入れてほしい  
男性 40代 臼田地区 

953 地元商店の活性化  女性 20代 野沢地区 

954 企業誘致にあたり、市民を採用することを条件に、金利・税金面での優遇を行う  男性 40代 臼田地区 

955 鮮魚センター建設を！海のない県だからこそ希望する  男性 50代 臼田地区 

956 ⑥⑦は非常に重要だ  女性 20代 浅間地区 

957 育児と仕事を両立しやすい社会を希望。子どもがいることで不採用になりやすい  女性 30代 東地区 

958 佐久鯉、五郎兵衛米、春日温泉等の農産品・観光資源を活用する  男性 30代 望月地区 

959 働く気のある中高年層の就業に対して大変不親切だ  女性 60代 中込地区 

960 特色ある産業形成を図ってほしい  男性 70歳以上 中込地区 

961 
農林業は大規模経営を見習ってほしい。人が集まる魅力あるまちづくりができれば

商業・サービス業も充実してくる。軽井沢からの観光ルートを構築するべき  
男性 30代 野沢地区 

962 
地産地消を住民全部が取り組み、全員がセールスマンになって全国に発信すること

が必要  
男性 70歳以上 野沢地区 

963 

工業振興力を強化し、自然エネルギーや福祉関連の産業発展を目指す。TPPなど

経済連携は日本にとって必須である中で、食糧安保、食の安全かつ地産地消の文

化を育成していくことが重要である  

男性 60代 浅間地区 

964 

佐久市の企業は他にないブランドを持つ会社が多くあると思うので、もっとアピール

して就職しやすいように人材育成や採用枠を増やすべきだ。産業・商業・観光・特産

物ももっとアピールして元気で活気ある佐久市に  

女性 40代 浅間地区 

965 
病児保育の手続きに手間がかかりすぎて働きながら預けるには難しい。あと市内に

思いきり遊ばせられる環境の整った公園がない  
女性 30代 浅科地区 

966 
都会の人たちには無農薬米を求める人が多いので、そういう米を作っている人はも

っと評価してほしい  
女性 30代 野沢地区 

967 
商業について、地元の商店街が廃れていく傾向にあると思う。観光は重要だが、自

然環境の保全に影響があるのではと懸念する  
女性 10代 浅科地区 

968 仕事をする場が尐なすぎる  女性 50代 野沢地区 

969 
山間部の農業はすでに限界です。熊・シカ・タヌキの被害で農業をあきらめなけれ

ばと思うほどです。もう産業での収入減は工業と商業に期待するしかありません  
女性 60代 野沢地区 

970 教育・産業・行政全体で、人的交流を増やす  男性 30代 中込地区 

971 
松本・長野には大きな祭りがあるが佐久市にはない。佐久市の活性化のためにも必

要であると思う  
女性 60代 中込地区 

972 優良企業誘致。鼻顔稲荷神社など観光資源を見直し活かすべし。周辺整備も必 女性 60代 浅間地区 
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要。雇用拡大策が不足している  

973 
農業・林業は市独自の施策を提案実行する。商業については行政に頼らない商店

主の自主性。団塊世代の人手を利用した職場の確保  
男性 60代 東地区 

974 農業・林業を観光につなげられないか？  女性 20代 臼田地区 

975 

・住宅街にスーパーがあると良い・林業に取り組むのは良いが、環境の維持もしっか

りやってほしい・農業は、昔に比べ田畑がなくなっているので、もう尐し頑張ってほし

い・観光に関しては軽井沢あっての佐久のようになっているので、観光できるものを

造ってほしい  

男性 20代 中込地区 

976 交通の便や自然も良い佐久市をもっと PRできないものか  女性 40代 浅間地区 

977 
春日温泉辺りにもう尐し人が来るようにしてほしい。大河原線道路を直し通行できる

ように  
女性 60代 望月地区 

978 いろいろな企業があると良い  女性 50代 浅間地区 

979 雇用につながる核となる産業の振興が必要だ  男性 30代 望月地区 

980 主婦が働きやすい環境整備  女性 30代 浅間地区 

981 
道の駅を活気あるものにしてほしい。食事内容や地産物の充実、温泉など。そうす

れば観光客も増えるのではないだろうか  
女性 20代 野沢地区 

982 全てにおいてバランスが必要だ  女性 30代 浅科地区 

983 農業全般の後継者育成（稲作以外での農作物をもっと作るべきだ）・商店街の活性化  男性 10代 中込地区 

984 若者の働く場所を  女性 60代 野沢地区 

985 

・大規模な工業団地は不要だ。工業の空洞化は止められない。農業のブランド化・

高品質、付加価値で勝負するしかない。団塊世代の力を上手に活用できれば、農

業でもやっていけるのではないか・消費者が何を求めているのかをよくリサーチする

こと。売れない物を作っても仕方ない 

女性 50代 東地区 

986 佐久の特産品（鯉・米・りんごなど）を積極的に支援し生産  男性 60代 浅間地区 

987 雇用促進を推し進めてほしい  女性 60代 臼田地区 

988 
文化センター跡地に、佐久市が経済的に元気になり、活気のある施設（商業・農産

物・飲食等できる）がほしい。他県の施設も参考にし考えてほしい  
女性 50代 野沢地区 

989 若い人が勤められる企業建設  女性 60代 望月地区 

990 雇用対策  男性 30代 東地区 

991 
・レジャー施設を造ってほしい（大型レジャー施設や大型デパート等）・不況の影響

が強いと思うが、工業団地の活性化させ雇用促進につなげてほしい  
女性 20代 野沢地区 

992 若い人たちが働きやすい環境にしてほしい  女性 50代 浅科地区 

993 
他県の人には、佐久市と言ったら“コレ”という産物が知られていない。もっとアピー

ルすべきだ  
女性 30代 中込地区 

994 ・雇用を増やしてほしい・福利厚生を充実（パート・アルバイト等も）  男性 30代 東地区 

995 
佐久平駅周辺は発展しているが、中込・野沢などの商店街は衰退している。その格

差が激しいので、商店街に活気を取り戻す策を考えるべきだ  
女性 50代 浅間地区 

996 

・佐久鯉・鮒は佐久独自の食文化として広くアピールできる産品である。特に小鮒の

甘露煮等は佐久の地酒とセットにし売り込んでほしい・林業は、ペレットストーブ等、

カラマツが燃料として使える暖房機材の開発・斡旋等を推進すべきだ  

男性 50代 臼田地区 
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997 働きたくても働けない 20～50代  男性 60代 浅間地区 

998 農業－農業を中心とした市の将来像を確立すべきだ  男性 70歳以上 東地区 

999 自給自足ができる環境づくり。四季折々の食べ物。食→観光につなげるのも良い  女性 30代 野沢地区 

1000 産業が佐久平駅周辺に集中しすぎるのでは？  女性 50代 臼田地区 

1001 商店街があるのだから、人が集まるように工夫するべき  女性 10代 中込地区 

1002 

農業・林業への一般市民の関心を持ってもらえるようにするべき。例えば体験ツアー

（年間を通じた栽培・収穫、日帰りできる農業体験、林の手入れ作業を通じた森林セ

ラピー、空いた農地の積極的な市民への貸し出しなど）を企画し、参加費をもらい地

権者の収入になるような。 

女性 30代 浅間地区 

1003 
放棄された田畑が多く見受けられるので、JA とも図って食の安全保障という観点か

らも重点施策としてほしい  
女性 70歳以上 野沢地区 

1004 農林業と商工業のバランスが大事  女性 50代 望月地区 

1005 
自然や歴史をを PRする観光を。企業誘致どころか、大企業が撤退している現状。

市は企業と連携して大切にすることが重要と思われる  
男性 30代 浅間地区 

1006 佐久市の物価が高すぎる  男性 70歳以上 中込地区 

1007 女性がフルタイムで仕事をするなら、保育園が 4～5時では無理。考慮してほしい  女性 50代 東地区 

1008 未満児の保育料の見直し(高い）  女性 50代 浅間地区 

1009 

鯉や小鮒は最近テレビ番組で取り上げられたので知名度があがったように思う。観

光案内用のパンフレットは大変見やすく、わかりやすい。商店街のますますの活性

化を望む  

女性 30代 浅間地区 

1010 佐久の鯉が産業の代表というなら、もっと鯉の町としてアピールを強めた方がよい  女性 60代 東地区 

1011 
地元では雇用が尐なすぎる。農業についても作らない方がお金がかからないくらい

の赤字である現状。これでは後継者は育たない  
女性 40代 野沢地区 

1012 大企業を誘致して、地元就職の促進を図ってほしい  男性 20代 浅間地区 

1013 上場企業が尐ない  男性 70歳以上 野沢地区 

1014 まず第一次産業が基盤。佐久鯉は養鯉の様子を観光客にもっと見てもらう  男性 70歳以上 浅間地区 

1015 
文化会館建設予定地は大型商業施設など誘致したらよいと思う。中国人観光客な

ど新興国からの観光客を増やしてください  
男性 30代 浅間地区 

1016 
若い人が正社員として働く場所が必要。（佐久病院の建設を早く進めると、地域産

業の発展、人の雇用につながり大きな経済効果が望まれる）  
女性 60代 野沢地区 

1017 食の安全が叫ばれているなか、佐久市として経営の保護など考慮すべき  女性 40代 中込地区 

1018 企業が尐ない  女性 30代 東地区 

1019 他ではないことを考えていくべき（グリーンツーリズムなど）  男性 60代 望月地区 

1020 

農業が衰退することのないような施策を。林業は荒れた山を尐なくする施策を。観光

は佐久市の自然を活かした施策を。商業は商業地が一極化しないよう均衡ある発

展を望む  

男性 60代 望月地区 

1021 就職先が尐ない。子育てしながらの就職が困難  男性 30代 浅間地区 

1022 働く場所が尐ない。就職活動が大変だった  女性 20代 浅間地区 

1023 
5～１０年先を見通し、専業農家・農業法人を作る。そして日本は中国・ミャンマー、

ラオス、カンボジア、ベトナムへの農産物輸出国となる  
男性 70歳以上 中込地区 
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1024 

商店街に行きたくても駐車場がわからない。どんなお店かわからない・・・何かマップ

などわかるものがあるといい。そのための HPやモバイルサイトもあると便利。交通の

便がよく、軽井沢も近い恵まれた環境をもっと宣伝すべき。気球と佐久と軽井沢とい

う旅行プランも大々的  

女性 30代 中込地区 

1025 佐久市は産業は恵まれている。もっと PRすればもっと発展していくと思う  女性 60代 野沢地区 

1026 高齢化と過疎化の進行、若者の流出、これをとめるのは行政の力なくしてはあり得ない  男性 70歳以上 望月地区 

1027 佐久市全域統一した形態の道標の設置  男性 60代 浅科地区 

1028 東京からの距離・時間も適切なので、首都圏からの観光集客に力を注ぐべき  男性 70歳以上 望月地区 

1029 
第一次産業をもっと大切にしてほしい。もっと補助し後継者の育成にも力をいれてほ

しい  
女性 30代 東地区 

1030 大型商業施設の誘致。小さな子どもも遊べる観光施設の建設  女性 30代 望月地区 

1031 
農業は無農薬栽培、林業は植物や樹木の多様化を目指し、木の実などが採れる山

づくりを目指す  
女性 60代 臼田地区 

1032 
小さい子や体の弱い子がいても、安心して子育てしながら働ける場所を作ってほし

い。昼間保育園にいる時間働ける場所や託児所をもっと作ってほしい  
女性 30代 浅間地区 

1033 農業へ転職できる環境づくり。農業を始めたい人への支援  男性 40代 浅間地区 

1034 
小諸市で活動している浅間山麓の「ルイ・ヴィトンの森」のような活動が佐久市でもで

きたらいい  
女性 40代 浅間地区 

1035 農業でも自立できるような時代にしたい  男性 70歳以上 浅科地区 

1036 雇用の場の確保が第一条件。企業誘致に全力を  男性 60代 中込地区 

1037 個人購入できないような農業機械や道具を安価で貸し出すような制度を作るべき  男性 60代 中込地区 

1038 農業や林業をバックアップすべき  男性 30代 浅間地区 

1039 農業の後継者の育成。空き農地利用をすすめてほしい  女性 70歳以上 中込地区 

1040 
佐久市の戦略として農林水産業を核とした産業の上に、商業・観光が成立するとい

うものが一番では  
女性 30代 野沢地区 

1041 農業後継者の育成は重要  女性 50代 中込地区 

1042 ハクビシンや鹿などの農作物被害対策  女性 60代 浅科地区 

1043 観光産業が他市に比較して遅れている  男性 70歳以上 浅間地区 

1044 企業誘致より医療誘致の方が現実的である  女性 60代 中込地区 

1045 副都心機能をもっと PR して誘致する  女性 50代 臼田地区 

1046 若者を引き付ける都市づくりが重要  女性 70歳以上 東地区 

1047 子どもたちに安心・安全な食べ物作りの体験をさせ、食べ物の大切さを教えたい  女性 60代 望月地区 

1048 佐久は鯉のまちという PRをしてほしい  男性 60代 中込地区 

1049 林業についてはさらに振興に努めるべき  男性 10代 東地区 

1050 東京で就職している子どもがUターン転職したいと言っているが、企業が尐なすぎる  男性 60代 浅間地区 

1051 若者が外へ出なくても仕事ができる地域にしてほしい  男性 70歳以上 野沢地区 

1052 産業が発展して求人が増えるといいと願う  男性 40代 中込地区 

1053 産業は佐久市民全員（特に家族で）しっかり守っていけるようなものになっていきたい  女性 60代 浅間地区 

1054 間伐した材木を捨てるようなことをしない  女性 70歳以上 東地区 
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1055 

企業誘致は相手あってのことなので難しい。まちおこしとして「千曲川沿いのウォー

キングの町」などどうだろうか？新幹線駅や中部横断 ICを拠点にして県外者も受け

入れる  

男性 60代 望月地区 

1056 体に安心な作物を自給できるようにしたい  男性 60代 浅間地区 

1057 佐久美術館はもっと宣伝して観光客を集めるようにする  女性 70歳以上 望月地区 

1058 農地が荒れていく（後継者不足・赤字など）対策を  男性 20代 望月地区 

1059 工場をたくさん誘致して若者の雇用を増やしてほしい  男性 50代 浅間地区 

1060 農業用水の完全復旧  男性 70歳以上 浅間地区 

1061 市内住民の雇用促進のための補助金制度を予算化し、企業に補助金を  男性 60代 中込地区 

1062 市街地から外れた地区の活用が不十分だし、見落とされている  男性 60代 東地区 

1063 
観光について PRが下手と感じる。商店街の生き残る術を考えてほしい。働く機会・

環境については早急な対忚が望まれる  
男性 30代 望月地区 

1064 
お店がなくなって高齢者が歩いて買い物にいけないような事態を行政がカバーして

いかなくてはいけない  
男性 60代 望月地区 

1065 若者の就労場所確保。  女性 70歳以上 東地区 

1066 観光資源への投資がされていないだけ  男性 60代 東地区 

1067 
第一次産業をしっかりと成り立っていなければ、第二・第三次産業、社会全体も崩れ

ていく。農林業、製造業の充実を  
男性 70歳以上 望月地区 

1068 
既存の商店街に多くの対策や予算がかけられるが、一番は個々のやる気ではない

か？以前のままの経営では集客が難しい  
女性 60代 東地区 

1069 企業誘致し、雇用の拡大を願う  男性 60代 中込地区 

1070 
大型店の一人勝ちによりシャッター街の出現（中込・岩村田）。有効求人倍率が低

い。佐久に魅力がない  
男性 10代 浅間地区 

1071 
友人に佐久の観光スポットと聞かれてもすすめられるものがない。企業誘致し雇用

を促進するなどして活気あるまちづくりをしてほしい  
男性 20代 望月地区 

1072 森林税は有効に活用されているのか？活性化させる観光の目玉がない  女性 30代 浅科地区 

1073 若い者にとって仕事場もなく、また文化・教養・娯楽の場や機会も尐ない  男性 20代 浅科地区 

1074 
岩村田・野沢・中込などの商店街の活気がなくなりつつある。大駐車場のある店に

行くのもわかる。商店街に魅力も感じない。商店の工夫が足りない気がする  
男性 40代 中込地区 

1075 若者が働きやすくずっと働いていられる産業の多い地域であることを望む  女性 70歳以上 野沢地区 

1076 農協と連携して  女性 50代 野沢地区 

1077 働く機会・環境については、早急にお願いしたい  女性 50代 臼田地区 

1078 
農林業、伝統の水産を基盤に諸産業が統合されるのが佐久市らしい。意見交換や

提案、取り組みなど地域から発信できるような指導・支援をお願いしたい  
女性 60代 野沢地区 

1079 働く場所を多く作ってもらいたい（特に若者）  男性 70歳以上 浅間地区 

1080 

企業誘致を積極的に進めてほしい。国・商工会・企業等とも連携をとって、雇用を増

やせる環境を作ってほしい。佐久市の収入を安定させるためにも、定住できる環境

づくりが大切  

男性 50代 浅間地区 

1081 商店街は佐久平の活性化で衰退している  女性 40代 臼田地区 

1082 農業が出来ることは大切なこと。果物も野菜も有機栽培で地産地消は大切なこと  女性 40代 浅間地区 

1083 地元で働ける場所の提供を積極的に行ってほしい  男性 40代 浅間地区 
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1084 佐久地域で生産できるような企業の誘致が必要  女性 50代 浅間地区 

1085 
我が家の息子も結婚し子どもにも恵まれ、佐久に戻りたいと言うが、何せ仕事がない

ので都会暮らしです  
女性 50代 野沢地区 

1086 農業・商業の重要性を感じる。働く場所を  女性 50代 野沢地区 

1087 
農林業はこれからとても重要になる。後継者問題の解決として、若者も関われるよう

な取り組みがあればいい  
女性 40代 野沢地区 

1088 
市長・幹部職員たちはもっと首都圏や地方を飛び回り、佐久市のPRと活性化を図る

べき  
男性 60代 望月地区 

1089 
学卒者が佐久で就職して佐久で生活できるような社会づくり。首都圏との交通の利

便性を活かし定年を迎えた人たちの第二の人生を過ごしたいと思わせる環境づくり  
女性 60代 野沢地区 

1090 佐久市は長い間産業の育成強化等について無策でありすぎた  男性 60代 野沢地区 

1091 就職先がなく遊んでいる若者がたくさんいる  男性 50代 東地区 

1092 団塊世代の雇用環境の整備  女性 60代 中込地区 

1093 新規学卒者が喜んで地元に就職できるような魅力的な企業づくりの促進  女性 50代 臼田地区 

1094 

田畑は毎年どんどん宅地化・商業地化している。既存商店街は誰も歩いていない現

状を何とかしようと施策はとられているのか？相生町商店街に市はどんな取り組みを

したのか？またその効果は？知りたい  

男性 40代 浅間地区 

1095 
このような就職状況では働く意欲のない若者が増すばかり。十分な社会参加がなく

なり企業としてもこれから先が何も見えてこなくなる。なんとかせねば  
女性 50代 野沢地区 

1096 
大型店と商店街の住み分けがうまくいっていない。また商店街に駐車場がないことも

足が運ばない理由の一つでは  
男性 30代 東地区 

1097 佐久鯉をもっと日常的に食べるように促進  女性 30代 中込地区 

1098 この自然を守り、地の利・人の利を活かして観光産業を促進するべし  女性 40代 野沢地区 

1099 農業や林業の盛んな町にしなければならない。後継者不足。雇用促進  男性 10代 東地区 

1100 若者が佐久市で暮らせる環境  女性 70歳以上 臼田地区 

1101 大きな会社を積極的に誘致し、地元に優秀な人材が残るようにしてほしい  女性 70歳以上 中込地区 

1102 今後どういう市にしていくのか具体的なもの見えないので、重点産業も決まらない  女性 50代 中込地区 

1103 県外の人に観光案内をするときに困る  女性 30代 浅間地区 

1104 若者が佐久市で働き、安心して（経済的にも）子育てができる雇用の創出  男性 50代 臼田地区 

1105 
若者が佐久市に残れるような（または戻ってこれるような）働き場所をどんどん増やし

てほしい  
男性 60代 臼田地区 

1106 延長保育 0はすごい。家計にやさしい  女性 70歳以上 野沢地区 

1107 観光地の整備がされていない。働く場所を増やし、就職に困らない市に  男性 50代 野沢地区 

1108 取り組みの内容がどこまでできているかわからない  女性 50代 臼田地区 

1109 農業の後継者問題は今すぐにでも何か対策を  男性 40代 中込地区 

1110 企業誘致と雇用拡大は今後の佐久市に定住するかどうかの判断基準となる  男性 10代 浅間地区 

1111 これといった観光地もなく、どこをすすめてよいのかも迷う。もっと市に活気があれば  女性 50代 中込地区 

1112 雇用促進。会社誘致にも力を入れてほしい  女性 40代 浅間地区 

1113 
育児中の主婦で働きたくても働けない人を多く知っている。大きな市のわりにジャス

コしか大型店がない。商店街は駐車場もなく、行ったことがない  
女性 30代 浅間地区 
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1114 
商業・サービス業において、これ以上他県からの商業オーナー(大型店やチェーン

店）が入らないようにしてもらいたい  
女性 70歳以上 野沢地区 

1115 企業と行政の関係を密にし、相乗発展を目指してほしい  男性 20代 中込地区 

1116 農業後継者育成に力を入れてほしい。作物を作らない土地がたくさんある  女性 40代 望月地区 

1117 既存商店街を活性化させる（無駄なものを取り除き、駐車場にする）  女性 50代 中込地区 

1118 もっと PR していかないとダメ  女性 70歳以上 臼田地区 

1119 観光案内所や観光協会は駅に設置してほしい  女性 40代 浅科地区 

1120 国・県の委託業務をこなしているとしか思えない  男性 60代 中込地区 

1121 商店街のシャッターが閉まったところが多いのは改善が必要  女性 20代 野沢地区 

1122 工場誘致  男性 60代 野沢地区 

1123 
かつての商店街が寂しすぎる状態。空き店舗を介護施設などにすることはできない

か？  
女性 50代 野沢地区 

1124 工業（製造業など）の力が弱まっているので強化をしてほしい  男性 50代 浅間地区 

1125 
佐久平駅周辺だけが発展し、住民の住んでいるところの食料品店などがどんどんな

くなっていく。なにか対策を  
女性 50代 東地区 

1126 直接経済、生活に関わることなどで全体的に必要  男性 50代 望月地区 

1127 ・仕事と育児の両立に苦労している方が多い・若者が安心して働ける佐久市  女性 20代 臼田地区 

1128 
求人状況を見ると、安定性のある企業が極端に尐ない。企業誘致・育成、農業の経

営促進等、働く場所の確保が必要だ  
男性 50代 浅間地区 

1129 
満足度は仕事や環境により異なると思うが、相談・支援する窓口を気軽に利用でき

るようになると良い  
女性 40代 浅間地区 

1130 
・30代の息子が職を失い１年になる。正社員を希望しているが職がない。心配だ・工

場を誘致、自然を活かした農業的産業の推進  
女性 60代 望月地区 

1131 市内の人は市内で働けるようにしてほしい  女性 50代 浅間地区 

1132 ・地域の祭りを活性化・星の観測などのイベント会場整備  男性 30代 望月地区 

1133 
・旅行者が駅付近で、佐久の名物を味わえるような施設・駅前広場で地産地消市を

開催  
男性 70歳以上 浅間地区 

1134 新規就農者への支援を充実させ、市外・県外からの就農希望者の定住を推進  男性 30代 浅科地区 

1135 各産業への就職状況がよくない  男性 50代 臼田地区 

1136 
大企業が定着できるような環境づくり、税制対策に力を入れ、若い人の働く場所を

確保することが佐久市の発展につながる  
女性 50代 東地区 

1137 
・低所得者や離職者の支援をもっとしてほしい・個人農家や林業・水産業への支

援、後継者の育成  
男性 30代 浅間地区 

1138 
観光地と呼べるものがないため通過点になっている。足を止めるための“何か”がほ

しい。佐久平の商業施設は集客に役立っているとは思うが…  
男性 60代 中込地区 

1139 

・佐久市の目玉が分からない・昔は山に行っても山肌が見え、とても歩きやすく綺麗

だったが、今は荒れており入れない。もう尐しすそ刈りなどをした方がよい・離職者の

雇用は、公務員は必ず天下りなのだろうか。  

女性 50代 東地区 

1140 農業経営の安定化の促進を是非国と共にかんがえてほしい  男性 60代 浅間地区 

1141 働く環境が整わないことが発展の衰退につながる  男性 40代 中込地区 
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1142 
自然と調和した温泉施設や公園、歴史建造物の復元など、流行に関係ない集客で

きるものがほしい  
女性 40代 東地区 

1143 
かつて『農業立市』をテーマにしたこともある当市である。地産地消も併せ農業政策

の課題は多い  
男性 60代 浅科地区 

1144 商店街に駐車場が必要だ  男性 40代 浅間地区 

1145 

・農業で生計が成り立つような政策・地元商店街が元気になる政策・地元物産をアピ

ールする。観光客等の集客図ってはどうか。コスモス街道に物産館を建て、大型バ

ス等も駐車できるようにする  

女性 70歳以上 中込地区 

1146 水産業に関してはもっと力を入れ全国にアピールする  男性 70歳以上 野沢地区 

1147 

・佐久市中心の工業団地を整備することが、勤労者支援にもなる・高度医療と言え、

交通不便な場所へと佐久病院移転は逆行している。中部横断道へ直結すべきであ

った・旧 TDK も活用させる具体案が出て来ない。首長として議会とも話し合いを深く

持つべきである  

男性 60代 中込地区 

1148 
10年先を見据え、産業の軸となるビジョンを示したインフラ整備を望む。都市部に行

った学生が安心してＵＴできる環境が必要  
男性 40代 浅間地区 

1149 企業に若者の雇用を働きかけて欲しい  女性 50代 浅間地区 

1150 若者が働ける環境が必要  男性 60代 浅間地区 

1151 観光面のアピールが足りない  男性 10代 浅間地区 

1152 
佐久平駅周辺以外は後退しているのでは？多くの産業の中で佐久市は何に重点を

置きたいのか？  
男性 40代 中込地区 

1153 
産業・就業は生活の基盤であり、何にも増して重要なことにも関わらず、取り組みに

対する情報が一部”仲間うち”のみで利用されている感がある  
女性 30代 中込地区 

1154 市が取り組んでいる内容をアピールして欲しい  女性 20代 浅間地区 

1155 
大型店には、若い世代に必要なものがあっても、中高年のものがない。働く場所が

ないので、もっと雇用を増やして欲しい  
女性 50代 東地区 

1156 行政の取り組み、実行が見えない  男性 50代 臼田地区 

1157 農業の保護政策を強力に進めて欲しい（ＴＰＰには絶対反対）  男性 60代 東地区 

1158 もっと工場誘致を積極的に。観光地が点在していて、有料で一日遊べる場所がない  男性 70歳以上 中込地区 

1159 
観光場所はあるのに施設が貧相。大型ではなくこじんまりとして気の利いた施設を

望む  
女性 50代 浅間地区 

1160 大型店と既存商店街との調和のとれた発展が重要  男性 40代 東地区 

1161 スキー場のリフト代など、市民がもっと安く利用出来るようになると良い  女性 50代 野沢地区 

1162 ・地元商店街のテコ入れ・放棄農地の活用と雇用をリンク  男性 50代 浅間地区 

1163 

農業が衰退の一途をたどっている。佐久市は工業よりも農業だ。恵まれた自然を活

用し、自給自足、地産地消を進めることで活性化していく道を示してもらいたい。若

者の雇用は、地元が潤う商業・観光を推進してもらいたい  

女性 60代 野沢地区 

1164 

・浅科・望月から白樺湖につながる観光地活性化（茅野側からの集客数が多い。関

東から佐久回りの観光客を増やしたい）・米以外の農作物で特産らしき物がない。ミ

ニトマトもいまいちだ。佐久ブランドの開発と PR（桃・プルーンの産地拡大）  

女性 50代 浅間地区 

1165 
・佐久で働きたい若者も多い。是非、優良企業誘致に力を注いでほしい・地産地消

を基本に、若い人が農業で生計を立てられるような体制づくり  
男性 50代 浅間地区 
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1166 地元で働けることを望む  女性 60代 中込地区 

1167 
地元就職促進のため、農業・林業・水産業の後継者を育成し、産業と環境が共存す

る佐久市をアピールし、住みたい町にしていくことが必要だ  
女性 50代 東地区 

1168 多種多様の店が距離をおき、いろいろな場所にあってほしい  男性 10代 東地区 

1169 観光の目玉を作ることが望ましい  男性 40代 浅間地区 

1170 
新規学卒者の地元就職促進に対し、真剣に取り組んでいると思えない。若者に職

場を与えてほしい  
女性 60代 浅間地区 

1171 働く場所の充実。企業・産業誘致活動  女性 50代 浅科地区 

1172 歩いて行ける範囲にスーパーがないため不便である  女性 10代 浅科地区 

1173 
天気の良い場所なので、ソーラーパネルなどをアピールすべきだ。クリーンエネルギ

ーで市をアピール  
男性 30代 臼田地区 

1174 佐久だけの文化的なものがなく残念だ  女性 50代 中込地区 

1175 企業誘致、農林水産業の発展  男性 50代 東地区 

1176 

・林業－市民参加型の間伐材（里山整備）をし、薪ストーブ、ペレットストーブ等の普

及促進（市県からの補助金）・商業・サービス業－佐久市はサービス業の塊である。

これ以上いらない。既存商店街を守ってほしい。駐車場整備・工業・働く機会－市

内にもっと大手企業が入るようにしてほしい。 

男性 30代 浅間地区 

1177 
・主婦が働ける場所が尐ない・若者向けのお店をもっと増やしてほしい（PARCOに

入っているテナントなど）  
女性 20代 望月地区 

1178 佐久の良い所を見つけ外に PRする  男性 50代 浅間地区 

     
問 15 農林水産業について どのような施策に力を入れるべきか 自由回答 

1179 規格外で捨てられている農産物がもったいない  女性 10代 臼田地区 

1180 小規模な農業（兹業農家）経営者が農地を守れるような施策を望む  男性 50代 東地区 

1181 雇用機会が尐ない  女性 10代 望月地区 

1182 グリーンツーリズムの推進、観光化  男性 20代 中込地区 

1183 TPPになったら農業はまずやっていけない  女性 50代 野沢地区 

1184 高品質米の生産に徹する  男性 70歳以上 浅間地区 

1185 TPPを廃止する  女性 20代 野沢地区 

1186 一橋大の関先生、キャノン研の先生を呼んではどうか？  男性 70歳以上 中込地区 

1187 農業の高齢化対策が必要  男性 60代 中込地区 

1188 研究機関などの誘致と農林水産業者と市民との交流の機会  男性 40代 中込地区 

1189 
小中校・大学生に農業体験授業を義務付ける。農地または貸し農地と宅地をセット

で分譲する  
男性 60代 浅間地区 

1190 薪ストーブに補助金を  男性 60代 望月地区 

1191 市民農園の導入による地域振興  男性 70歳以上 浅科地区 

1192 行政・JA と共にブランド品を積極的に PRする  男性 60代 望月地区 

1193 山の整備  女性 60代 野沢地区 

1194 遊休地がかなりある  男性 50代 東地区 

1195 専業で生計をたてていくのは難しい  女性 70歳以上 中込地区 

1196 林業振興による水源や環境整備  男性 50代 浅間地区 
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1197 今あるものを保護すること  女性 50代 浅間地区 

1198 世界で日本ブランドを展開していく  男性 20代 中込地区 

1199 個々が考えること  男性 60代 東地区 

1200 生産量に忚じ補助金を交付して農林水産業の所得を上昇させ、就労意欲を喚起する  男性 60代 中込地区 

1201 佐久市の農業についてわからない点が多い  男性 40代 中込地区 

     
問 16 商業について どのような施策に力を入れるべきか 自由回答 

1202 大規模店舗と連携した誘客活動  男性 60代 中込地区 

1203 商店街の各店舗の店主の意識・考え方を変えないと何もかわらない  男性 40代 野沢地区 

1204 策定した計画を地域に今まで以上に投げかけて、交流を多く図ってほしい  男性 70歳以上 中込地区 

1205 駐車場がなければ商店街などは行けない  女性 50代 野沢地区 

1206 後継者対策(農業も含む）に特に力を入れる（行政に頼らない）  男性 60代 東地区 

1207 商店街にスポットを当てること自体意味がない  男性 30代 浅間地区 

1208 よい立地条件をもっと活用すべき  男性 70歳以上 中込地区 

1209 ９以外のすべて  女性 20代 野沢地区 

1210 
活性化より、現状以下にならないためにコスト面を考え、今の無駄を省くことから考え

るべき  
女性 20代 臼田地区 

1211 行ってみようかと思わせる商店街づくり  女性 30代 中込地区 

1212 
商店街のイベント時、ホコ天やイベント機材などのレンタルなど市のバックアップや

負担軽減対策の拡充  
男性 40代 中込地区 

1213 買い物弱者を支援する  男性 60代 浅間地区 

1214 県道の二車線化（布施の道）  男性 60代 望月地区 

1215 市としての整備は十分。あとは経営者の努力  女性 30代 中込地区 

1216 大型店誘致は反対  男性 60代 中込地区 

1217 どの地区にも小さくてもいいからお店を確保する施策  男性 60代 望月地区 

1218 高齢者の居住地域へ商業施設を移す  女性 50代 中込地区 

1219 
小規模のスーパーでも頑張っているお店があります（買い物しやすい）将来、このよ

うな身近なお店が重要  
女性 70歳以上 野沢地区 

1220 地域券の発行  男性 50代 東地区 

1221 事業主に働くことの意味を教育する  男性 60代 望月地区 

1222 従前の商店街を再利用し利活用する  男性 60代 野沢地区 

1223 
個々の店の力がない。魅力のない店ばかり。市商工課の人は各々の店に入ったこと

はあるのか？  
男性 40代 浅間地区 

1224 佐久平駅周辺だけに集中しすぎる  男性 50代 野沢地区 

1225 地域・個人の商店・商業の活性化と再生は難しい  女性 50代 浅間地区 

1226 各店の個別化・特化。補助金頼みでは無理、商店街全体的に経営する  男性 60代 中込地区 

1227 市と商工会議所がもっと連携する  男性 70歳以上 浅間地区 

1228 魅力ある商業施設（バリアフリー化、授乳室の整備など）の増加を望む  男性 40代 中込地区 

1229 現在の商店街は住宅地と化している。再生は無理  男性 40代 中込地区 

1230 規制をなくし、自由に商業活動が出来るようにする  男性 50代 浅間地区 

     



  

- 44 - 

 

問 17 工業について どのような施策に力を入れるべきか 自由回答 

1231 雇用が発生する企業誘致  男性 50代 東地区 

1232 若者が働ける佐久市になってほしい  女性 50代 浅間地区 

1233 経験者を活かした職人の育成  男性 60代 東地区 

1234 従業員の負担軽減（勤務時間・交代制・健康面の配慮など）  女性 20代 臼田地区 

1235 採算性の高いリサイクル事業を開発する  男性 60代 浅間地区 

1236 環境などを考えても限界がある  男性 60代 東地区 

1237 開発新製品を行政・企業が一体となり全国に売り込むこと  男性 60代 望月地区 

1238 異業種交流の場  男性 70歳以上 浅間地区 

1239 名産品、名物、有名店と言えるものが尐ないので、その育成  女性 30代 浅科地区 

1240 Co2削減関連企業を優遇  男性 50代 浅間地区 

     
問 18 保健・医療・福祉について 満足度 自由回答 

1241 
全国市町村別の学童保育施設率は 1342市町村中から 17番目だ。しかもその 2カ

所も民設民営だ。もう尐し子供にお金を（数字は全国学童保育連絡協議会調べ）  
男性 50代 野沢地区 

1242 佐久病院の診療や施設の充実。医師確保対策を是非お願いしたい  女性 10代 臼田地区 

1243 

・佐久市内の総合病院でたらい回しがあっては困るので、住民へのモラル指導や規

定があってもよい。助かる命が失われないようお願いしたい・子ども・老人・女性等の

弱者が住みやすい（防犯・福祉・経済的な面）町づくりを進めてほしい  

女性 40代 浅間地区 

1244 浅間病院職員の教育。受付と科で話が違う。予約のみの診察等は不満だ  女性 40代 東地区 

1245 老人入所施設を増設してほしい  女性 40代 望月地区 

1246 医師を多くしてほしい  男性 10代 野沢地区 

1247 

・特に子どもたちの予防接種の無料化を望む・女性の乳がん・子宮がん検診の無料

券はともて良い。できれば 2年に 1回お願いしたい・医療を中心としたメディコポリス

を造ってほしい。医療による地場の発展を願う  

女性 40代 浅間地区 

1248 
健康保険証-年間と短期と分けてしまうことは差別的要素を持っているので廃止して

ほしい  
女性 50代 望月地区 

1249 市の保育園に大変な行事が多い。もう尐し考えてほしい  女性 30代 臼田地区 

1250 医療・福祉を充実させ、子どもや老人が住みやすい町づくり  男性 10代 東地区 

1251 
福祉面で、長野県内の市町村の中ではサービス等が最低の様子。もう尐し向上を

望む  
女性 60代 望月地区 

1252 乳幼児のインフルエンザワクチンを無料にすべき  女性 50代 臼田地区 

1253 
三井や岸野の老健に入るのに、200～400人待ちと言われているが、400人も待って

いる間に死んでしまう。もっと施設を増やしてほしい。働く場所も増える  
女性 40代 野沢地区 

1254 

浅間病院の予約以外の患者に対する態度が悪すぎる。「予約でいっぱいだから個

人の病院に行ってくれ」と言われたこともある。朝から行き、さんざん待った挙句にそ

のような態度はないのでは？病院を新しくした意味がない  

男性 20代 浅間地区 

1255 
子育てには全力を挙げてほしい。『子どもは宝』を実現させるように（下条村を参考

に）  
男性 70歳以上 浅科地区 

1256 
・どちらでもないと記入したのは、何をされているのか全く分からないからだ。もっと情

報を徹底してほしい・子育てに関しては今、最も係わっているが、充実していると思う  
女性 20代 浅間地区 
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1257 
障害者施設や児童館をもっと増やし、医療・福祉の充実した安全・安心な町にして

ほしい  
女性 30代 臼田地区 

1258 望月に土地はあるが、保育園の新築はできないだろうか  男性 70歳以上 望月地区 

1259 高齢者の福祉施設は、いつでも入れるように整備してもらいたい  男性 70歳以上 野沢地区 

1260 

高齢者を自宅で支える機能が全くできていない。これまで佐久市を支えてきた皆様

に、老後の安心が提供できていない。高齢者・障害者・低所得者に対する行政の対

忚に大いに不満だ。佐久市独自の施策を考えるべきだ（国や県の施策に振り回され

ている）  

男性 50代 東地区 

1261 

母子手当の申請に行ったとき、離婚した夫が同じ住所のままだと申請を受理しても

らえなかった。しかし、窓口の方とは別の方が、同じ住所のままでも民生委員の意見

があれば受理してもらえると教えてくれ手当てを貰えることができた。窓口の方は、

何故その方法を教えてくれなかったのか？公務員のスタンスが分からない 

女性 40代 浅間地区 

1262 健康都市を目指していることは良い  男性 70歳以上 臼田地区 

1263 
障害者やお年寄りが幸せに過ごせるよう、自宅や施設での介護への施策と支援を

積極的に進めてほしい  
男性 70歳以上 浅間地区 

1264 
子どもが 2、3人目となると教育費の不安がある。所得と子どもの人数に忚じた補助

を希望する  
男性 30代 臼田地区 

1265 無料駐車場を増やしてほしい  女性 50代 東地区 

1266 
佐久市は環境は良いが交通の便が悪い。老人は病院に行くのも大変だ。もう尐しバ

スの本数があるとよい  
女性 70歳以上 望月地区 

1267 遠くの医療機関まで行かなくても、近くで診療してもらえるよう高度医療の促進を望む  女性 70歳以上 野沢地区 

1268 中止になった文化会館の財源を是非、老人ホーム建設に充ててほしい  女性 60代 東地区 

1269 健康診断料金がやすくなれば、受診する人も増えると思う  女性 30代 浅科地区 

1270 乳幼児の予防接種の促進  男性 50代 浅間地区 

1271 
介護サービス等の充実には、介護職員の離職率の高さを考えないといけない。職員

を守る決め事を作るべきだ  
女性 40代 臼田地区 

1272 
高齢者社会に向け、福祉に力を注いでほしい。特に低所得者にも利用しやすい施

設ができると良い  
女性 50代 中込地区 

1273 北中込に佐久病院が造られるが、浅間・佐久病院共に大切に考え機能させてほしい  男性 70歳以上 中込地区 

1274 
・高齢者福祉施設の整備をお願いしたい。家庭の中で年寄を看ていくことは本当に

大変だ・浅間病院の待ち時間が長い  
男性 20代 浅間地区 

1275 子育てに必要な支援金を充実させてほしい  女性 30代 臼田地区 

1276 高齢者の福祉施設を町中に建ててほしい  女性 60代 浅間地区 

1277 
若者の独身者も増えている。一体誰が年寄を介護してくれるのか。早急に福祉を見

直し、お金のない人も安心して施設に入所できるようにお願いしたい  
男性 30代 野沢地区 

1278 

大きな病院や高齢者施設も充実している方だと思うが、できれば高齢者施設をもっ

と増やしてほしい。今までも待ちの人が多いと聞くが、自分たちの時代にはどうなる

のだろうか  

女性 50代 野沢地区 

1279 浅間病院の先生がよく替わるのが困る  女性 70歳以上 浅間地区 

1280 予防接種の無料化（高 3のはしか予防）はとてもよいと思う  女性 10代 野沢地区 
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1281 ボランティア団体への支援がもっと充実するとよいと思う  男性 60代 浅科地区 

1282 浅間病院は新築してきれいで良いが医師の確保や診療に不満である  女性 40代 野沢地区 

1283 佐久総合病院を旗頭に、高度医療都市をめざすのがよいのでは  男性 40代 浅間地区 

1284 
高齢者のおむつやリハビリパンツ購入時の補助金制度はなぜないのか。障がい者

の働ける場所の整備をしてもらいたい  
女性 20代 浅科地区 

1285 特養・老健などの施設をもっと作れないものだろうか  男性 40代 浅間地区 

1286 
時間外及び休日の診察時が医者不足である。医療費の個人負担が多すぎる。国保

の掛け金が高い  
女性 70歳以上 野沢地区 

1287 
福祉については、個々に忚じた支援があるといい。家庭できちんとしつけができるよ

うに、親も自覚と責任が学べるとよい  
女性 40代 野沢地区 

1288 
これからの佐久市にとって一番大事なことだと思います。手抜きのないようお願いし

たい  
女性 70歳以上 野沢地区 

1289 高齢者の生きがいづくりの場を提供してほしい  男性 50代 望月地区 

1290 
佐久に戻ってくれる医師を確保するため、医学部進学者に奨励金を出し、佐久市で

開業するときは土地を提供するとか特典をつける  
男性 10代 望月地区 

1291 地域医療体制の充実が、障害者・母子家庭・低所得者世帯の支援に結びつくように  男性 70歳以上 望月地区 

1292 
保育サービスの充実が、保育士の負担増や労働環境の悪化につながっている。保

育士にしわ寄せがいかないような仕組みを  
女性 10代 望月地区 

1293 
児童館の整備充実は全国的にも充実しており、子育て支援を重視した市政に評価

します  
男性 50代 中込地区 

1294 浅間病院は医者・看護士の質が悪い。地域医療における必要性を問う  男性 40代 臼田地区 

1295 
保健補導員の仕事やイベントなど何を行って、どのくらい利用者がいるのかわからな

い  
女性 30代 中込地区 

1296 
医療機関・個人医院の充実度は強み。この資源をさらに有効に活用し、福祉向上に

向けた工夫が必要となる  
男性 50代 野沢地区 

1297 

保育園の延長料金の縮小はとてもありがたい。子どものインフルエンザの予防接種

に対して補助がほしい。浅間病院は建物はきれいになったが、重症度があがると転

院になるようで、それでは地域の病院としての機能を果たしていないと思う  

女性 30代 浅間地区 

1298 
④に対しては受給者側の姿勢もある（支援をもらうために入籍しないとか）もっと、取

り組み方法を考えた方がよい  
女性 40代 臼田地区 

1299 
医療施設において、市内格差がでないよう市民全員が安心して暮らせるようにして

ほしい  
男性 40代 野沢地区 

1300 
市は健康福祉に力を入れていることはよくわかります。しかし本当に豊かな生活とは

目に見えないものがたくさんある。心にひびくサービスの充実が必要  
男性 40代 野沢地区 

1301 
障害者の福祉受給者証は単年でなく複数年にしてはどうか？自立支援法での受給

者証は申請したら速やかに発行してほしい  
女性 40代 臼田地区 

1302 
保育園は働く女性の子どもを預かっているのだから、もっと長時間の保育体制をとる

べき  
男性 60代 東地区 

1303 浅間病院でなく佐久病院でよい  男性 40代 野沢地区 

1304 
生活保護を得るために形式的に離婚する若い人がいるようです。手当を厚くするよ

り職場を与えるなど仕組みを変えた方がよい。医療に関しては開業医ばかり増え、
女性 50代 浅間地区 
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総合病院は医師不足。待遇面を改善するなどして医師の確保をしてほしい  

1305 開業医・総合病院にはセカンドオピニオンしてくれない傲慢な態度の医者がいる  女性 60代 野沢地区 

1306 
臼田町から佐久市になってから保育園では規制や責任問題など残念な話を聞く。

学校でも自分のことだけで子どもに無関心な教師の話を聞く  
男性 40代 臼田地区 

1307 佐久総合病院も浅間病院と同等の資金援助をするべきではないか？  男性 60代 臼田地区 

1308 救急医療や現状について把握すべき  女性 20代 野沢地区 

1309 佐久市内の全病院での情報の共有化  男性 40代 臼田地区 

1310 
未就学児の病児保育所の開設はとても助かっている。小学生に対してもそういった

施設があれば大変助かる  
女性 30代 浅間地区 

1311 介護保険が高すぎる  女性 70歳以上 野沢地区 

1312 母子家庭のためなかなか定職に就けない（子どもの急病の際、仕事を休みづらい）  女性 30代 東地区 

1313 低所得者で入れる老人ホームの建設  女性 70歳以上 臼田地区 

1314 
子どもの予防接種を充実させてほしい。浅間病院の赤字を市民に負担させるのは

おかしい（赤字分の恩恵があるとは思えない）経営の早期改善を  
男性 30代 野沢地区 

1315 近隣の市町村とのミーティングで、より良い方向性の共同研究を  男性 70歳以上 野沢地区 

1316 
自然環境に恵まれ医療も農業・地域を考えた基盤がある。尐子高齢化社会の先進

として、健康医療・福祉のモデル都市の先駆けとして実践を目指していく  
男性 60代 浅間地区 

1317 

高齢者世帯は地域で声掛けするなど孤独死することのないよう保健補導員など活

用する。子どもを持つ母親の働く支援活動、保育などの料金の見直し（安くしてほし

い）  

女性 40代 浅間地区 

1318 
子育てサロン、つどいの広場など参加者は多いのか？あまり重要ではないような気

がする。それより予防接種や乳児健診などもっと時間や費用を考えてほしい  
女性 30代 浅科地区 

1319 市民の健康は市の健康にもつながると思うので、さらに充実させてほしい  女性 10代 浅科地区 

1320 ピアサポート活動の充実  男性 60代 浅間地区 

1321 介護・福祉施設はますます必要になる  女性 50代 野沢地区 

1322 
若い夫婦が子育てで困らず、子ども達が幸せで、障害を持って生まれてきた子が十

分な支援がうけられることを願います  
女性 60代 野沢地区 

1323 
日本全体のお手本になるつもりで高齢化対策を進めてほしい。医療分野は今のま

までも全国トップクラスだと思う  
男性 30代 中込地区 

1324 
保健補導員などの研修会はあるようだが結果報告がない。障害者施設も、もっと明

るくのびのびとできるようなものが必要。NPOの会員などの募集も必要では  
女性 60代 中込地区 

1325 佐久総合病院の中込最先端医療基地について、早期整備を推進してほしい  女性 60代 浅間地区 

1326 

④について不平等な支援を感じる。権利を逆手にとって認可を受けているものがた

くさんいるのではないか？生活保護の扱いを職員はどこまで真剣に取り組んでいる

のか疑問  

男性 60代 東地区 

1327 
高齢者・障害者等の支援について－安心して暮らせる医療の保障、生活支援の充

実  
女性 60代 浅間地区 

1328 
浅間病院は綺麗になり嬉しく思う。佐久病院の移転は予定より早くならないのか。老

人医療で全国的にも有名な佐久病院を最善な形で高めてほしい  
女性 40代 浅間地区 

1329 老人ホームをもっと山間地に増やしてほしい  女性 60代 望月地区 
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1330 佐久病院－ツガミ工場跡地に建設の件早く進めてほしい  女性 70歳以上 浅科地区 

1331 
障害者を介護しているが、等級によりおむつ等を限度額まで頂けることは本当に有

難い  
女性 60代 浅間地区 

1332 保健・健康面においては、佐久は意識が高く健全だ  女性 50代 浅間地区 

1333 障害者に対して情報の提示がない  女性 50代 中込地区 

1334 
・子どもの場合は病院窓口での支払いをなくしてほしい・男性が子育てに携われるよ

うな環境づくり  
女性 30代 浅間地区 

1335 高齢化社会への対策として－介護、子育て・育児、医療の充実  男性 30代 野沢地区 

1336 

つどいの広場・子育てサロンでの内容やイベントを充実させてほしい。年齢に合わ

せたイベント（読み聞かせ・工作など）や遊びを増やしてほしい。サロンは、月に 2回

の児童館では尐ない気がする  

女性 20代 野沢地区 

1337 地域医療は大事である  女性 30代 浅科地区 

1338 尐子化対策  男性 10代 中込地区 

1339 

・いろいろな病気に対しての検診を行ってほしい（頻繁に機会があり、料金も安いな

ど）・浅間・佐久病院共に待ち時間が長く、駐車場が尐ないのが難点だ・子どもを産

みやすく、育てやすい環境を望む・高齢者に対し、介護サービスは行き渡っている

のか？ 

女性 20代 浅間地区 

1340 
母が高齢の認知症で、市役所の方には大変お世話になりました。対忚の良さには

本当に助かりました。施設の数がもっと多くなればいいと思います  
女性 60代 野沢地区 

1341 
医療特区のような構想はないか？佐久平駅周辺に病院＋研究施設を建て、患者を

呼び込む。今や医療も巨大サービス産業である  
女性 50代 東地区 

1342 農林水産業、工業はプロの意見を尊重し意見を取り入れてほしい  女性 50代 野沢地区 

1343 母子家庭の医療費、窓口ゼロ負担にしてほしい  女性 30代 浅間地区 

1344 

・浅間病院の体制（患者受け入れ等）をもっと充実し、開かれた病院にすべきだ・佐

久病院との連携。基幹病院としての役割を再評価し、地域全体で医療体制を守って

いく・分娩施設－臼田に分娩施設を残し、南佐久の受け入れがこれまで通りに行え

るよう考慮する  

女性 50代 野沢地区 

1345 

先日、仕分けで『お兄さんと遊ぼう』が“不要”と判定されたことに憤りを感じる。恵ま

れたものだけで討議をして何になるのだろうか？片親で親がサービス業という者も大

勢いる。佐久市は弱者に対し、福祉が他市に比べ务っている  

女性 60代 中込地区 

1346 各部活動の顔がよく見えない気がする  男性 60代 野沢地区 

1347 

医療・福祉に携わる人が仕事にやりがいや充実感を持って勤められるよう待遇を良

くしてほしい。これから出産し、やがて親の介護を始めていく世代が安心して生活で

きるよう、医療・福祉・保育の充実をお願いしたい。また、利用者への金銭負担も軽

減してほしい  

女性 20代 野沢地区 

1348 
産婦人科が尐なく、出産予約が取れず断られてしまうため里帰り出産ができない人

が多くいる  
男性 30代 浅間地区 

1349 
これから介護が始まるので不安だ。介護する人される人の心と体、どう向き合ってい

けばいいのだろうか  
女性 50代 浅科地区 

1350 浅間病院は市の運営から切り離す。サービス向上と自主独立が必要だ  男性 50代 臼田地区 
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1351 

高齢者は医療に金を使い過ぎだ。老人には精神的なフォローにより人生を全うさせ

ることが大切と考える。『人は必ず死ぬ』ということから出発するためには、聖職者等

が市政に参加することも大切である。“長生き”＝“寿”ではない  

男性 50代 臼田地区 

1352 老人の集える場所（施設）が多くできると良い  男性 70歳以上 臼田地区 

1353 担当者だけでは無理だ  男性 60代 浅間地区 

1354 高齢者福祉・医療費の軽減－手厚い支援と介護サービスの充実  男性 70歳以上 東地区 

1355 
佐久病院と浅間病院の医師連携が行われるようだが、この他に私設病院とも連携で

きるような組織ができると良い  
男性 70歳以上 臼田地区 

1356 
戦前、戦後を生き抜いた高齢者を大切にしてほしい。年金収入だけのお年寄りにと

って何が大切なのかを親身になり考えてほしい  
女性 30代 野沢地区 

1357 
延長保育が無料になったようだが、都合で遅くなる場合は有料でもよいので見てほ

しい  
女性 40代 浅間地区 

1358 平日に内科の外来ができない総合病院は総合病院と言えるのか？  女性 30代 浅間地区 

1359 
母子家庭でも彼氏といたりするのに、保育料無料はおかしい。もっと徹底してもらい

たい  
男性 20代 浅間地区 

1360 
浅間総合病院でなく佐久総合病院に救急車が集中するのはなぜか？（浅間は受け

入れができない病院？）  
女性 50代 臼田地区 

1361 
福祉において、もっと人材育成の場や支援を充実。子育て・子どもについては現状

のレベルを維持し、これより下へ予算をさげない  
女性 30代 浅間地区 

1362 市民に対する健康管理はたいへんよいと感謝している  女性 70歳以上 野沢地区 

1363 福祉についてはかなり充実している  女性 70歳以上 臼田地区 

1364 保育士のマンネリ化をなくし、常に前向きでいてほしい  女性 50代 東地区 

1365 
浅間病院の南棟も改善してほしい。旧浅科村では、在宅介護家庭にオムツ券を発

行していたそうなので、それに相当するようなサービスがあるとよい  
女性 30代 浅間地区 

1366 佐久総合病院が新しくなることを心待ちにしている  女性 60代 東地区 

1367 
総合病院と診療所（開業医）の協調体制は市民にとっても医療機関にとっても有効

で評価できる  
男性 70歳以上 浅間地区 

1368 高齢者の足の確保  男性 70歳以上 浅間地区 

1369 浅間病院の廊下が狭いので、対策を  男性 30代 浅間地区 

1370 
佐久病院建設に市民として資金面その他全面的に協力すべき。佐久病院、浅間病

院ほかの医療機関が連携しあい取り組んでほしい  
女性 60代 野沢地区 

1371 
子育て支援については、子の目線で支援を考えていくことも必要なのでは？高齢者

に対しても、今必要な支援をしっかり行ってほしい  
女性 40代 浅科地区 

1372 

医療・福祉は最重要視すべき。高齢者福祉は長寿都市佐久市では最も力を入れる

べきと思うが、決して進んでいるとは思えない。独自のサービスがあっても良いと思う

し、長寿都市としてのお手本になってもよいと思う。障害者福祉は取り組み・給付が

古い  

女性 40代 中込地区 

1373 老人ホームが尐ないと聞く。自分も先が不安  女性 30代 東地区 

1374 
病院の専門医や福祉の充実、介護支援・保険が有効に使えるように行政が働きか

けていく必要を感じる  
男性 60代 望月地区 

1375 佐久市も乳幼児診察料無料をお願いしたい。子宮がん検診、乳がん検診について 女性 30代 浅間地区 
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も若いうちに検査が受けられるように半額補助などの対策を希望する  

1376 健康長寿の佐久市をさらに推進していってほしい。障害者・高齢者の福祉の充実も  男性 60代 望月地区 

1377 おにいさんと遊ぼう会は大切だったと思います  女性 50代 野沢地区 

1378 
保健・医療・福祉については充実していると思うが、佐久市の目指す世界健康都市

の構築のためにますます力を入れてほしい  
女性 50代 野沢地区 

1379 

障害者施設の整備を強く希望する。望月・浅科地区で障害児の一時預かりをしてく

れる施設を。あとこまば学園や小諸学舎のように親亡きあとも障害者が安心して暮ら

せるような障害者の老人ホームがほしい（特に知的障害者の）  

女性 40代 浅間地区 

1380 子を３人産み、いろいろな教室があり、楽しい  女性 30代 浅間地区 

1381 
医療費明細書が市役所から送付されますが、送付の目的がわかりません。広報など

で説明をしてほしい。それにかかる経費もばかにならない  
男性 70歳以上 中込地区 

1382 

児童館での子育てサロンは４～５カ所に集めて毎日ある方がよい。ごはんを食べれ

るスペースをつくるなど子どもの生活にそった場所が増えることを願う。サングリモも

先生方はカウンターに座ったままはいかがなものか？先生方から遊びや子育てのア

ドバイスをもらいたいお母さんもいるのでは  

女性 30代 中込地区 

1383 高齢者の福祉に力を入れてほしい  女性 50代 東地区 

1384 保健補導員の存在意義がわからない  男性 20代 野沢地区 

1385 保育園・児童館の時間延長で、若い母親も安心して働けるように希望する  女性 50代 浅科地区 

1386 
浅間病院では不安なところがあるので、佐久病院を準市民病院的な扱いはできな

いものか？  
男性 50代 野沢地区 

1387 
高齢者福祉にもっと力を入れるべき。医療費の個人負担もこれ以上上げられては困

る  
女性 70歳以上 野沢地区 

1388 佐久病院はインター近くがよかった  男性 70歳以上 望月地区 

1389 医療関係者が連携して保健・医療・福祉への取り組みがなされていないのでは？  男性 60代 浅科地区 

1390 現場経験者を庁内の管理職にもっと登用すべき  男性 40代 浅間地区 

1391 
子育てにはとても良い環境。保育園や学校の駐車場が広いとうれしい。また障害者

支援を充実させ、施設等を援助して  
女性 30代 東地区 

1392 旧佐久で問題のあった人を望月に持ってくるのはやめてほしい  女性 30代 望月地区 

1393 
国保より医療費のお知らせが届くが、医療機関よりもっと詳しい明細書が発行される

ので無駄だと思う  
男性 60代 中込地区 

1394 食事が体に与える影響についてもっと研究してもらいたい  女性 60代 臼田地区 

1395 浅間病院にも発達外来を作って専門の先生をおいてほしい  女性 30代 浅間地区 

1396 転倒予防教室の充実を希望する。子宮頸ガンの予防接種の女性を希望する  女性 40代 浅間地区 

1397 
保健・医療・福祉については現況が維持できればよい。高齢者の医療費負担は２割

負担でよいと思う  
男性 70歳以上 浅科地区 

1398 市民個人の状況を常に訪問などにより把握しておく  男性 60代 中込地区 

1399 どのような活動をしているのかが見えてこない  男性 30代 浅間地区 

1400 市民参加のスポーツ設備が不十分  男性 70歳以上 東地区 

1401 児童館ではない育児に関する支援、施設の充実  男性 20代 東地区 

1402 高齢者福祉も大事だが、子どもとその親に対しての取り組みはもっと重要と思う  女性 50代 中込地区 
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1403 子どもの尐子化に対策を  男性 50代 浅間地区 

1404 出産できる病院の充実。受け入れ体制がなく残念でした  女性 30代 浅科地区 

1405 敬老の日のプレゼントは不要  男性 70歳以上 浅間地区 

1406 浅間病院がもっと活動したほうがよい  女性 60代 中込地区 

1407 
インフルエンザの予防接種の補助金。高齢者の保険料の負担が高すぎる。医師不

足問題に積極的に取り組んでほしい  
女性 10代 野沢地区 

1408 保育園だけでなく幼稚園もしっかり支援してほしい  女性 30代 望月地区 

1409 
寝たきり老人を尐なくするため、まちぐるみで運動促進し、楽しく気軽に健康づくりが

できるような取り組み  
女性 50代 臼田地区 

1410 病院の待ち時間が長すぎる  女性 70歳以上 東地区 

1411 高齢者の健康相談の窓口の充実を望む  男性 60代 中込地区 

1412 

浅間病院については不満。それを佐久病院が補っている現状、市税でなりたってい

る浅間病院は必要ない。佐久病院は既存の施設だけでは不足なので、市はその補

佐役として連携すべき  

女性 30代 中込地区 

1413 予防接種の無料化  女性 40代 浅間地区 

1414 
目的税を作り、福祉に必要なものは市民の税金である程度負担するような仕組みに

するべき  
女性 50代 臼田地区 

1415 以前よりヘルスクリーニングが受けづらい  女性 50代 臼田地区 

1416 
子どもを産みやすくすることが先決。高齢者が外出しやすい環境を作ることで、生き

がいもできてくるのではと考える  
男性 10代 東地区 

1417 現状維持  女性 70歳以上 浅間地区 

1418 

障害者が自立できる環境が不足。東洋医学の良い技法を見直す。保育所が有料

で、児童館が無料というのは毎日利用する人と全く利用しない人がいて不公平。児

童館新設は慎重に  

男性 60代 浅間地区 

1419 親が責任を持って子育てする  男性 60代 野沢地区 

1420 高齢者の生きがいづくり・生活支援。福祉施設の整備。介護サービスの充実  女性 70歳以上 中込地区 

1421 人間ドックへの市の助成  男性 70歳以上 中込地区 

1422 最重要課題  男性 70歳以上 野沢地区 

1423 インフルエンザの補助を出してほしい（尐額でも）  男性 40代 中込地区 

1424 
自分も高齢となり一人家庭、低所得者の福祉がこれから心配。子育ては母親がしっ

かりとやるべき  
女性 60代 浅間地区 

1425 高齢者の生きがい  男性 60代 望月地区 

1426 グループホームなどの増設を考えてほしい  女性 70歳以上 東地区 

1427 国民年金の受給額で施設利用できる施設がほしい  男性 60代 浅間地区 

1428 
外で働くお母さん、家事労働のお母さんどちらの世帯にも手助けが必要。病児保育

などにも取り組んでほしい  
女性 30代 浅間地区 

1429 浅間病院にもっと力を入れるべき  男性 70歳以上 浅間地区 

1430 
健康な体作りができるよう身近な運動施設を多く開放し、スポーツトレーナーによる

軽スポーツの普及のため支援を願う  
男性 60代 中込地区 

1431 
本当に支援の必要な人に行き届くものであってほしい。コミュニティハウスなど必要

性を感じます  
男性 70歳以上 中込地区 
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1432 住民と医療機関の生きた連携を作り出したい  男性 60代 望月地区 

1433 高齢者が増えるこれからの時代、施設の増築、増設を強く望む  男性 70歳以上 望月地区 

1434 
健康な高齢者(60歳～）の人をうまくつかい、ボランティアチームなど体制作りが必

要。お金のかからない互助体制  
女性 60代 東地区 

1435 
佐久病院・浅間病院を核として研究部門・福祉・製薬部門に取り組み大医療都市と

して発展させてほしい  
男性 50代 望月地区 

1436 
一人親家庭で本当に困っている人もいると思うが、そうでない人も大勢いるように見

受けられる。もっと取締りを厳しく  
女性 30代 浅科地区 

1437 
現状で十分。老人福祉に至ってはこれ以上不要。若い人の生活の充実、子育て支

援のための施策を充実させてほしい  
男性 20代 浅科地区 

1438 浅間病院の充実を図ってほしい  男性 40代 中込地区 

1439 バリアフリーも大切ですが、健常者の心にある「バリア」をなくしていく活動も必要  女性 30代 浅間地区 

1440 

介護について市独自のサービスを作れないのか？軽度認知症の人の見守りとか傾

聴とか。体の不自由な人への介護は充実していて、軽度の介護はほとんどされてな

いように思える  

女性 50代 野沢地区 

1441 

子育て・一人家族・障害者などに対して 365日よりどころとなる場所やスタッフの対

忚。保健補動員への教育と任期終了後は OG会としての活躍ができるようにサポー

トすることが大切。地区単位で、補導員・民生委員など保健・福祉連携した学習や取

り組みをしてほしい  

女性 60代 野沢地区 

1442 高齢者が住みやすい社会（低所得者には免税とか減税とか）  女性 20代 望月地区 

1443 
現在行われているサービスを低下させないためにも、税金や保険料を納める若い人

たちが定住できる環境づくりを考える  
男性 50代 浅間地区 

1444 介護者に対するケアが不足しているのでは  女性 40代 臼田地区 

1445 
合併により健康診断のガン検診などが１年おきになってしまった。毎年できるようにし

てもらいたい  
女性 60代 浅間地区 

1446 浅間病院は不親切だった。医師・看護士の意識改革が必要では  女性 50代 東地区 

1447 様々なニーズに対忚してほしい  女性 40代 浅間地区 

1448 福祉を最重要課題として取り組んでほしい  男性 60代 浅間地区 

1449 学童保育への助成・支援  男性 40代 浅間地区 

1450 
市立病院が他の病院へ診療をまわしていると聞く。市立病院こそが率先して診療す

べき  
女性 30代 浅間地区 

1451 高齢者が入れる施設が尐ない  女性 30代 浅間地区 

1452 浅間病院の充実と、何かあったらすぐに入所できる公的施設の充実を望む  女性 50代 浅間地区 

1453 独居老人や高齢者の生活支援  女性 50代 野沢地区 

1454 浅間病院のスタッフの対忚の遅さには不満。待ち時間なんとかしてほしい  女性 70歳以上 中込地区 

1455 一人暮らしのお年寄りも自分の住み慣れた家で安心して暮らせるシステムづくり  女性 40代 野沢地区 

1456 地域保険組織の育成に力を入れ、各検診の受診率を高める  女性 60代 浅科地区 

1457 基本方針が見えてこない。どれを最も重要とするかハッキリさせ取り組むべき  男性 60代 望月地区 

1458 
高齢者を自宅から送迎してくれる小型の自動車が希望。東御市は前日連絡でスー

パー・病院・銀行・役所など乗り合わせで安い料金で回ってくれるシステムがある  
女性 60代 中込地区 
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1459 
若いうちに離婚して母子手当をもらうために実家から出て、しっかりと他の人からの

援助もしてもらっているという人もいるようです。厳しく取り締まるべきでは  
女性 60代 野沢地区 

1460 待機老人の早期解消。高度な地域医療ネットワークの構築  男性 60代 野沢地区 

1461 
障害者・子どもに優しいまち・行政であってほしい。特に高齢者の朝の見守隊にはと

ても感謝するし、自分もという気持ちにさせる  
男性 40代 浅間地区 

1462 
1年を通じて乳幼児を連れて室内で遊べるような施設を作ってほしい。子育てサロン

の回数を増やしてほしい  
女性 30代 中込地区 

1463 
子育て支援、高齢者支援、障害者支援をより一層力を入れるべき。現在施行されて

いる活動が目に見えた効果が感じられない  
男性 30代 東地区 

1464 力を入れていることが感じられるので、さらに進めてほしい  女性 30代 中込地区 

1465 佐久病院は他市町村からも来ているのでとても混んでいる  女性 40代 東地区 

1466 

佐久病院が再構築されることは喜ばしいこと。理数系の学力の低下がみられる。人

材の育成、優秀な教員の確保、基礎教育の徹底を望む。退職校長のカウンセラー

は廃止してほしい。専門の知識を持った人材の配置を望む  

女性 40代 野沢地区 

1467 長生きしても高齢者の活動する場が不足している  女性 60代 野沢地区 

1468 高齢者が安心して過ごせる施設や診療  女性 70歳以上 臼田地区 

1469 保健・医療・福祉は一番重要  女性 60代 浅間地区 

1470 インフルエンザの予防接種の補助あるいは無料化  女性 30代 野沢地区 

1471 予防接種の補助  女性 30代 浅間地区 

1472 小児科・産婦人科の不足。国保未徴収金の早期解決  男性 50代 臼田地区 

1473 健康づくりには個々の認識が必要  女性 70歳以上 浅間地区 

1474 浅間病院は先生が長くいないのでダメ。もっと患者に親身になって診てほしい  女性 70歳以上 浅間地区 

1475 介護が必要でなく暮らしていける老人たちが利用する場所がほしい  女性 60代 浅科地区 

1476 

年金生活者には介護保険が高額で負担が大きい。佐久病院はいったいどうなって

いくのか？臼田に残るといわれている本院には小児科・産婦人科がなくなるとか…

不安  

男性 60代 臼田地区 

1477 佐久病院周辺のカラスの駆除をお願いしたい(野良猫対策も）  女性 60代 臼田地区 

1478 
浅間病院・佐久病院・その他個人病院が連携を図り、医療を地域づくりの事業として

発展していけたらよい  
女性 50代 野沢地区 

1479 生活保護者の見直し（対象者に疑問）  女性 50代 浅間地区 

1480 子どもの声のあふれる市であってほしい  女性 50代 中込地区 

1481 ますます力を入れてほしい  女性 40代 浅間地区 

1482 インフルエンザの予防接種の補助。保育料が高すぎる  女性 30代 浅間地区 

1483 
高齢者の介護サービス・生活支援をもっと力を入れてほしい。子ども手当より、病院

窓口で無料にするとか、保育園・学校の給食費を無料にするなど考えてほしい  
男性 30代 浅間地区 

1484 浅間病院までの巡回バスの帰りの回数が増えることを望む  女性 70歳以上 野沢地区 

1485 わからない部分が多い  男性 20代 中込地区 

1486 子育て支援についてはつどいの広場の開催や、保育サービスに力を入れてほしい  女性 70歳以上 臼田地区 

1487 
親の心のケアにも目を向けてほしい。治療ではなく、予防に対して働きかけをしてほ

しい  
女性 40代 浅科地区 

1488 浅間病院は夕方になると人がいなくなり、質問に答える人がいない  男性 40代 野沢地区 
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1489 将来、年金がもらえるのか不安（仕事もなくどうやって生活していけばいいのだろう）  女性 30代 野沢地区 

1490 浅間病院・佐久総合病院を含め病院・医院全体で考えたい  男性 60代 中込地区 

1491 最重要課題。子どもを育てやすい環境にある都市が発展している  女性 20代 野沢地区 

1492 独居老人に対しておせっかいすぎるサービスになっていないか  女性 50代 野沢地区 

1493 国民健康保険の健全な運営を望む  男性 50代 浅間地区 

1494 
高齢者が安心して暮らせる佐久市独自の政策。障害者が安心して外出できる地域

の充実（レストラン・喫茶店の充実など）  
女性 50代 東地区 

1495 最重要課題  男性 40代 東地区 

1496 ある程度のことは自分でやり、行政に頼りすぎない  男性 50代 望月地区 

1497 
保育士の方が安心して働ける環境づくりが、保育サービス・乳児院・児童養護施設

の充実につながる  
女性 20代 臼田地区 

1498 

高齢者に対する支援が、介護サービス導入により、一見充実してきたかのように思

えるが、尐ない年金から介護保険料を支払わなければならない高齢者が多く気の

每に思う  

男性 50代 浅間地区 

1499 “健康・長生きの町”としてアピール  女性 40代 浅間地区 

1500 子どもが安心して暮らせる市  男性 30代 望月地区 

1501 研修医が往診を行い通院者を減らす  男性 70歳以上 浅間地区 

1502 

・児童館はあまり利用されていないので必要がない・障害者年金、介護保険－知人

や身内を優遇している。本当に困窮している人もいるので、差別せず調査を確実に

してほしい  

男性 40代 臼田地区 

1503 高齢者への税の負担が高い  男性 50代 臼田地区 

1504 救急外来が受けられないような浅間総合病院はいらない  女性 50代 東地区 

1505 佐久病院を早く中込に建設してほしい  女性 70歳以上 浅科地区 

1506 
・浅間病院は日により、内科や専門医がいなかったりで不便だ・老人の介護度が、

最近きつくなってきた気がする  
女性 50代 東地区 

1507 つどいの広場がもう何カ所かほしい（離乳食教室は良かった）  女性 30代 浅科地区 

1508 
年金が介護保険料、税金等で引かれ、収入のない老後が全く保障されていない。ま

た、年金自体を減らすなど、この市はどうなっているのか？国は何をしているのか？  
女性 70歳以上 野沢地区 

1509 
市街地以外の高齢化が進み、また子どもを育てやすい環境の整備など重要度は高

いテーマである  
男性 60代 浅科地区 

1510 高齢者や障害者の働く場が尐ない。市役所などの公の求人があると良い  男性 40代 浅間地区 

1511 
保育園・児童館の長時間保育の充実。祖父母がいない家庭での共働きは不安であ

る  
女性 40代 臼田地区 

1512 高齢になると相談に行きたくても交通の便が悪い  男性 60代 中込地区 

1513 水疱瘡、おたふくの予防接種を無料でやってほしい  女性 30代 野沢地区 

1514 
・中学生女子を対象に子宮頸がんワクチンの無料接種（一部負担でも良い）・中学

生までの医療費無料  
男性 40代 浅間地区 

1515 
広域連合としての介護福祉にもっと力を入れるべきである。言葉だけの健康長寿都

市では中身が充実していない。連日介護で家庭崩壊状態である  
男性 60代 中込地区 

1516 人が出来るだけ車を使わず、歩くようになると良い  男性 50代 野沢地区 
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1517 
福祉にはかなり頑張っているように思われるが、歩道の整備は障害者のみならず、

高齢者、子供にとってもかなり大切  
男性 40代 浅間地区 

1518 
専門スタッフの充実（数、研修の機会等）を早急に実現して欲しい。人口 10万人の

都市に正規職員の「心理職」がいないなどあり得ない  
男性 60代 野沢地区 

1519 浅間病院の不親切さには目に余る  女性 50代 浅間地区 

1520 医療の充実と共に、日常生活における健康管理の充実が必要  男性 60代 浅間地区 

1521 
佐久総合病院問題解決への遅れには不満を感じる。産科の医師不足のため、病院

が混雑し、待ち時間が非常に長い  
男性 40代 中込地区 

1522 福祉は本用に必要なところになされているのか疑問に思う  女性 30代 中込地区 

1523 共稼ぎ家族への支援を望む  女性 20代 浅間地区 

1524 浅間病院の職員の対忚が非常に悪い  女性 50代 東地区 

1525 子供の予防接種の中止、再開など情報の伝達がまちまち  女性 30代 中込地区 

1526 佐久病院があるだけで安心  女性 30代 - 

1527 児童館の整備は子育て世代に非常に良かった  男性 50代 臼田地区 

1528 安心して子供を産め、健康に育つためにも浅間病院と佐久病院の連携は最重要  女性 50代 浅間地区 

1529 福祉に力を入れて欲しい  女性 40代 浅間地区 

1530 年一回の健康検診は、他市では無料もあるのに、佐久市は有料かつ高い  女性 50代 浅間地区 

1531 仕事・子育ての両立については更なる検討をおねがいしたい（延長保育料等）  女性 30代 野沢地区 

1532 
予防接種後進国の中において、欧米並みの施策を。『福祉のまちづくり』が見えてこ

ない  
男性 50代 浅間地区 

1533 福祉事業は大切だが、手当等のばら撒きは疑問だ  男性 50代 浅間地区 

1534 何でも希望すると税金が上がるため、ほどほどで良い  女性 60代 中込地区 

1535 高齢者を施設に収容するのではなく、地域で支援していく方向が求められる  女性 50代 東地区 

1536 高齢者が必要とする施設を多く整備  男性 10代 東地区 

1537 高齢者支援。地域でケア出来る所があると、家族も本人も安心して住める  女性 40代 浅間地区 

1538 障害児についての情報をどこへ行ったら得られるのか分からない  女性 20代 野沢地区 

1539 母子家庭への支援  女性 10代 浅科地区 

1540 ・障害者施設が尐ない・児童養護施設があると良い  女性 50代 中込地区 

1541 市内の福祉施設紹介・内容などの一覧表がほしい  女性 30代 臼田地区 

1542 
子どもを守るための予算は必要だが、いい加減な親のために予算を使うのは問題で

ある。雇用を含め生活保護等については深みある市政を  
男性 50代 東地区 

1543 子育てサロンはとても良い  女性 20代 望月地区 

     
問 19 市民すべてが健康で長生きできるまちづくりを進めるため、どのような施策に力を入れるべきか 

自由回答 

1544 市立病院の人間教育が必要  男性 40代 臼田地区 

1545 佐久総合病院の再構築に協力すべき  男性 60代 臼田地区 

1546 各分館に１人の医療施設  男性 40代 臼田地区 

1547 介護する人の負担を減らす取り組み  男性 30代 野沢地区 

1548 訪問介護、障害者（家庭での）支援の充実  男性 40代 臼田地区 
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1549 

佐久病院は高度医療を担っているので、交通も便利でより良い医療ができるよう支

援するべきです。浅間病院は市の病院かもしれませんが、佐久病院とも連携を取る

べき  

女性 30代 野沢地区 

1550 東京方面からの医療難民の受け入れ  男性 30代 中込地区 

1551 佐久病院をシンボルに、『長寿の町佐久市』に対する誇りを市民に持ってもらう  女性 40代 浅間地区 

1552 介護予防、スタッフ育成  女性 30代 野沢地区 

1553 
一番長寿という結果は、今が一番いいということ。他のことを行わず次世代の子ども

たちに 100％の力を注ぐこと  
男性 30代 浅間地区 

1554 老人世帯の生活の援助の充実（ボランティアなどで）  女性 70歳以上 野沢地区 

1555 
人が健康になったり、長生きしたりするのは個人・家族の問題であり、市が取り組む

問題でない  
女性 30代 望月地区 

1556 会社員のストレス軽減対策  男性 60代 浅間地区 

1557 
使用しなくなった介護福祉器具を市に寄付してもらい無料で貸し出ししてもらえるよ

うにする  
男性 60代 中込地区 

1558 保健士による健康講座  男性 50代 東地区 

1559 みんなのよりどころとなる施設づくり。場づくりとコーディネーターが大切  女性 60代 野沢地区 

1560 
人を頼ってばかりではダメ、自立して健康を享受できる大切さをわかってもらう。施設

が必要  
男性 60代 望月地区 

1561 健康づくりが習慣化されるような環境づくり  男性 40代 東地区 

1562 浅間病院改築時に、なぜヘリポートを設けなかったのか  男性 70歳以上 浅間地区 

1563 子供の医療費完全無料化  女性 20代 浅間地区 

1564 重症以外（救急関係ではない事柄等）で救急車を呼んだ者には罰金を取るべきだ  女性 60代 臼田地区 

     
問 20 安心して子育てができるまちづくりを進めるため、どのような施策に力を入れるべきか 自由回答 

1565 子どもたちが接することのできる文化・芸術の場  男性 50代 東地区 

1566 学校内のいじめ対策  男性 40代 臼田地区 

1567 通学路に街灯がなく、安心して歩かせられない  女性 40代 浅間地区 

1568 
都市部でよく耳にする育児期の母親への孤立などによる虐待を防ぐためにも地域あ

げての世代間交流  
女性 40代 中込地区 

1569 すべて必要で重要  女性 50代 臼田地区 

1570 良い条件を出し、産科医に来てもらう  男性 20代 望月地区 

1571 登下校時の見守り隊が全地区で普及できるように援助・補助を検討願いたい  男性 60代 中込地区 

1572 スポーツ無料指導の創設（水泳・野球・サッカー・テニスなど）  男性 50代 東地区 

1573 現在の児童館や遊び広場の時間延長やその場で相談できる専門スタッフの充実  女性 60代 野沢地区 

1574 親の意識を向上させること  男性 60代 望月地区 

1575 行政職が現場の実態を知る必要がある  男性 60代 野沢地区 

     
問 21 環境について 満足度・重要度 自由回答 

1576 太陽光発電の普及  男性 50代 野沢地区 

1577 下水道、水の使い過ぎ。水道代が 2倍になり疑問だ  女性 10代 臼田地区 

1578 ゴミ屋敶に介入してほしい  女性 40代 望月地区 
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1579 道にゴミが捨ててあるので、細かいところでも綺麗にしてほしい。緑を増やしてほしい  男性 10代 野沢地区 

1580 
全戸水洗化の推進と言われても、金銭的な面で各戸違うため、格差意識を生むよう

なやり方は採らないでほしい  
女性 50代 望月地区 

1581 
・佐久平のパチンコ店のネオンが景観を損なっている・上下水道が高い。下水道の

進みが悪い  
女性 30代 臼田地区 

1582 
分別された資源ゴミが実際、どこへどのように行き処分され、成果がどれだけあった

のかを具体的に知らせてほしい  
女性 60代 中込地区 

1583 

・道路ばかりを新しくしても、周りの雑草がそのままで景観が悪い。夏は特に酷く、県

外の観光客に対し恥ずかしいし、運転していて気分が悪くなる・下水道について-

夏、庭の花木に水くれ等をして、その水道代金に対して下水道料金が決まるのはお

かしい  

女性 50代 臼田地区 

1584 エコ・リサイクル、循環を大事にしたい  男性 70歳以上 浅科地区 

1585 
・ごみの仕分けが難しすぎる・公園をもっと造ってほしい。子どもたちに安全な遊び

場を…  
女性 20代 浅間地区 

1586 全戸にソーラーパネルを付けるくらいの政策で佐久市をアピールする  女性 40代 東地区 

1587 
ライフラインは行政が整備するもの。これらに対する市民の負担が大き過ぎる。負担

する税の中で整備すべきことだ。佐久市は整っているとは言えない  
男性 50代 東地区 

1588 環境保全について、市民の意識向上が必要だ  男性 70歳以上 臼田地区 

1589 
ゴミがあちこちに落ちているのはどういうことだろうか。もっと区長をはじめ市の関係

者が見回ってほしい  
女性 60代 浅間地区 

1590 道路にゴミを捨てないようにしてほしい。歩道にゴミがたくさん落ちている  男性 10代 中込地区 

1591 整備されている所とされていない所の差が大きい  男性 50代 野沢地区 

1592 
景観を損ねているのは、電柱・電線である。電線の地中建設を長期的に実施する施

策をしてほしい  
男性 70歳以上 浅間地区 

1593 不法投棄・ポイ捨てが多すぎる  男性 60代 東地区 

1594 現在集落排水だが、市の処理場へ合併できないものか  男性 60代 中込地区 

1595 
ゴミ・空き缶のポイ捨てが目立つ。道端の畑にペットボトルや弁当ケースなどが捨て

られており困っている  
男性 70歳以上 中込地区 

1596 赤字なら値上げすればよいの考え方はよくない（滞納者をなくすなどの対忚を）  男性 70歳以上 臼田地区 

1597 
自然を大切にしてほしい。自然は失ったら戻らない。整備することも大切だが、自然

をそのまま残すことも考えてほしい  
女性 50代 野沢地区 

1598 
無料回収業者が活動しているが不思議な存在だ。市・行政に説明してほしい。なぜ

あの活動が商業活動なのか？  
男性 50代 臼田地区 

1599 
全戸水洗化の推進について－水洗化にしたいのは山々だが先立つ物がない。助

成制度を作ってほしい  
男性 30代 野沢地区 

1600 ゴミリサイクルについてもよくできてるし、上下水道も普及し住みやすい  女性 50代 野沢地区 

1601 ポイ捨てのゴミがあまりに多い。農作業後の道路に土が散乱している  男性 60代 - 

1602 佐久市は上下水道ともに料金が高すぎる  女性 40代 野沢地区 

1603 下水道料金高すぎると思います  女性 70歳以上 浅間地区 

1604 上下水道の料金が高いと思う  男性 40代 浅間地区 

1605 上下水道の更なる整備をしてほしい  女性 50代 浅間地区 
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1606 

②団地内の公園を勝手に作られても草刈り等の余計な作業が増えるだけ。③雑紙

の回収が佐久市になってからなくなった。④水がまずい。⑤下水道料金が上水道料

金より高いのはおかしい  

女性 30代 浅科地区 

1607 太陽光発電の補助を。合併浄化槽よりも下水道の法がよいと思うが、整備をしてほしい  男性 40代 浅間地区 

1608 燃えるごみは祝日も集めてほしい。下水道料金が高い  女性 30代 望月地区 

1609 佐久市、塩名田、塚原の手前のところのポイ捨てが目立つ  女性 60代 浅科地区 

1610 今ある自然を大切にし、環境保全に努めてほしい  女性 40代 野沢地区 

1611 下水道料金が高すぎる  男性 60代 望月地区 

1612 上下水道の料金が高い  男性 50代 中込地区 

1613 

文化会館のかわりに、大人も子どもも自然に人が集まるような公園を作ってください

（パチンコ店はいらない！）理想は図書館・素敵な遊具・整備された芝生・ウォーキン

グコース・遊べる水場・カフェ・ランニングコースで公園のまわりを整備するような公園  

女性 40代 浅間地区 

1614 佐久市は「きれいだね」と全国から注目されるよう、もっと意識して暮らしたい  女性 70歳以上 野沢地区 

1615 下水道料金が高い  女性 50代 野沢地区 

1616 省エネの具体化をお願いしたい  男性 50代 望月地区 

1617 不法投棄、ポイ捨ては厳しく取り締まる  男性 30代 中込地区 

1618 
省エネなどの取り組みは、テレビや有線で紹介して、実施されるための前提などを

整えてもらいたい  
男性 10代 望月地区 

1619 家が道路沿いで、タバコの吸い殻や菓子の袋、空き缶などポイ捨てに困っています  女性 70歳以上 野沢地区 

1620 
合併前の理事や町会議員は値上げはないと言い切っていたのに、水道料金は合併

後間もなく値上げされたことに不満がある  
男性 70歳以上 望月地区 

1621 生ごみ処理機の設置への補助金  女性 60代 中込地区 

1622 ゴミの分別方法が厳しすぎる。上水道料金が高すぎる  男性 40代 臼田地区 

1623 
環境の良さは佐久市の魅力の一つ。人口流入のキーとなるこの利点を失わないよう

に行政からも積極的な関与が必要。下水道料金が高すぎる。改善が必要  
男性 50代 野沢地区 

1624 佐久平駅近くでも暗い夜道が多い。ＬＥＤ灯で明るい道が増えるといい  女性 40代 浅間地区 

1625 
下水道にするためのお金がかかりすぎる。文化会館を建てなくなった予算をこういっ

た補助にまわすとかしてもらいたい  
男性 30代 臼田地区 

1626 私のところ（中込）は、まだ下水道が入っていない。早急に取り掛かってほしい  男性 40代 中込地区 

1627 ゴミを燃やす、家畜の堆肥の野積み、不法投棄、ポイ捨てなどどうにかしてほしい  男性 60代 野沢地区 

1628 河川の浄水化。きれいな川づくり  男性 40代 野沢地区 

1629 
市民一人ひとり環境保全に対する意識と高めることが重要。文化会館の住民投票の

ように市民に問題を問いかけ、考えさせるべきだ  
男性 40代 野沢地区 

1630 下水道料金が高すぎる  男性 40代 野沢地区 

1631 
ゴミがどのようにリサイクルされているのか情報がなく、実感がない。安全な水の確保

は最重要  
男性 50代 臼田地区 

1632 
駅前のマンション乱立はこの美しい景観を損ねている。この美しい自然を生かして

いけるよう考慮すべき  
女性 30代 望月地区 

1633 
大型ゴミを回収車が取りに来てくれる地域もあるので、同様のサービスをしてもらい

たい。上下水道は高い  
女性 50代 浅間地区 
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1634 公園を作ってほしい。佐久平周辺は人口が増えるばかりで子どもの遊び場がない  男性 20代 浅間地区 

1635 ゴミが散らかっている  女性 60代 野沢地区 

1636 野焼きの全面禁止を望む  女性 40代 野沢地区 

1637 車からのタバコの投げ捨て、ゴミの投棄がかなりある。なんとかしてほしい  男性 40代 臼田地区 

1638 自分の住んでいる（浅間地区）は下水が入らない。早く通してほしい  男性 30代 浅間地区 

1639 
大きなゴミを出せる所や、その案内がほしい。ポイ捨てが多いからといって峠道や避

難所や待機所が閉鎖されるのは困る  
女性 20代 浅間地区 

1640 水道代が高い。粗大ゴミがなかなか処理できない（料金的に）  女性 30代 東地区 

1641 
下水道を申し込んだら、入口の市道が狭く重機が入らないため断られた。全戸水洗

化の推進に反しています！  
男性 40代 浅間地区 

1642 ゴミステーションの配置にムラがある。不公平さを感じる  女性 40代 浅間地区 

1643 
現在、臼田地区のみ生ごみと可燃ゴミを分けて出すようになっているが、他地区に比

べゴミ袋代の負担が多く、利便性が悪い。同じ市内に住んでいながら不公平だと思う  
女性 30代 臼田地区 

1644 計画的な取り組みを強めてほしい（補修から新設まで）  男性 70歳以上 中込地区 

1645 
上下水道が高い。晴天率が高い市なので太陽光にもっと補助を出して積極的に温

暖化防止に取り組むべき  
男性 30代 野沢地区 

1646 上下水道整備と料金の値上げしないこと  男性 70歳以上 中込地区 

1647 
すべての面で環境に恵まれている。さらに自然エネルギーを徹底利用した環境都

市づくりを目指す  
男性 60代 浅間地区 

1648 緑化を進める。河川敶など草刈りをもっときれいにしたほうがいい  女性 40代 浅間地区 

1649 
中途半端な公園ばかりで活用できずムダ。子どもたちが安心して遊べる公園をつく

ってほしい  
女性 30代 浅科地区 

1650 

②に関しては本当にやってもらいたい。今、人を呼ぶなら近代化より心落ち着ける場

所だと思います。佐久のパワースポット・心落ち着ける場所・夕日がきれいに見える

場所など募集してみては？文化会館予定地を公園にしてもらいたい  

女性 30代 野沢地区 

1651 
ゴミ、リサイクルの取り組みの充実は環境保全につながると思う。新しくできたコンビ

ニの付近ではポイ捨てが多く見られ、森林などに行くと不法投棄が目立つ  
女性 10代 浅科地区 

1652 下水道料金が高い  男性 60代 浅間地区 

1653 子どもたち楽しく遊べる公園をつくってほしい  女性 30代 浅間地区 

1654 ゴミの分別方法が多すぎて、年寄りにはわかりにくい  女性 60代 野沢地区 

1655 
佐久市の上水道は大変評価すべきもの。長野県では環境問題を大きく意識しなくて

も問題ないと思う  
男性 30代 中込地区 

1656 
道路の側帯や分離帯の草などが見苦しいし、交通障害にもなるので手入れをしてほ

しい(特にジャスコ通り）  
女性 60代 中込地区 

1657 下水道本管が設置されていても、水洗化していない住宅が多いことが問題  女性 60代 浅間地区 

1658 合併地域の特長を活かした環境整備。特長あるまちづくり  男性 60代 東地区 

1659 佐久平駅周辺の道路脇の植栽に不満。市の顔となる場所はきちんと手入れをすべき  女性 20代 臼田地区 

1660 

・街路樹をもっと植えてほしい。公園にも花や木がほしい・子どもが遊ぶための危険

のないブランコや乗り物を置いてほしい（こまば公園内のベンチ等には釘がでており

危ない。また、ベンチが古いためトゲも刺さるので整備してほしい）  

女性 60代 浅間地区 
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1661 

ゴミの分別が細かすぎる。埋め立てゴミはもっと寛容にすべきだ（いろいろな理由で

埋め立てゴミにいれていることもある。また高齢者では判別しにくい物もある）環境意

識も大切だが、多尐臨機忚変にしてほしい  

女性 40代 浅間地区 

1662 下水道料金・費用が高すぎる。地域間格差  男性 30代 望月地区 

1663 公園が尐ない。あっても汚い所が多い  男性 30代 野沢地区 

1664 

・ゴミの処理方法が細かく、捨ててもよい物かあいまいな物が多い。もう尐し分別を何

とかしてほしい（例えば、ラップはどうして埋め立てゴミなのかを知りたい）・こまば公

園の遊具を綺麗にしてほしい。小さな子どもが遊べるような遊具が尐ない  

女性 20代 野沢地区 

1665 
佐久市は浅間山や八ヶ岳を望むことができる素晴らしい場所である。市の発展は喜

ばしいが、同時に景観を壊さない方法を考えておいてほしい  
女性 30代 浅科地区 

1666 環境保全、温暖化対策、省エネ  男性 10代 中込地区 

1667 

・公園にたばこの吸い殻が多く落ちている。個人のモラルの問題でもあるが、ポイ捨

てをしないイベントなど、町からゴミを尐なくしてほしい・パトカーが回ってくれてはい

るが、街灯が尐なく夜歩くことが無理である  

女性 20代 浅間地区 

1668 ゴミの不法投棄に大変困っています  女性 60代 野沢地区 

1669 水道代（下水）が高い  女性 50代 東地区 

1670 環境整備は整ってきている。市民のモラル向上が求められる  男性 60代 浅間地区 

1671 環境については一部の人を除いては良い  女性 60代 臼田地区 

1672 ・ゴミ分別をもっと厳しくすべきだ・埋め立てに分類される物が多すぎる  女性 30代 浅間地区 

1673 
・花のある公園があっても良い。花のある公園が尐ない・犬の躾が悪いため、フンが

あちこちにある。公園整備をしている人も注意をしていないようだ  
男性 30代 臼田地区 

1674 
環境保全の活動について、一般市民にあまり伝わらない。活動や取組をもっと PR

すべきだ  
女性 40代 浅科地区 

1675 ゴミの分類が細かすぎ迷うことがある。地域によっても違いがある  女性 20代 望月地区 

1676 浄化槽料金が高い  男性 30代 東地区 

1677 
・ゴミ分別を徹底して行っていることは佐久市民として誇りに思う・美笠地区の自然の

美しさにも注目してほしい  
女性 20代 野沢地区 

1678 子どもが遊べる公園がもっとあると良い  男性 30代 浅間地区 

1679 子どもたちが伸び伸びと遊べる公園広場が近くにほしい  女性 50代 浅科地区 

1680 小さな公園ではなく、大きい公園がほしい。こまば公園では遊具がなく遊べない  女性 30代 中込地区 

1681 上下水道料金が高い  女性 60代 東地区 

1682 

自然環境に対する市民の意識は高くない。田や山が自然だと思い込んでいる。千

曲川など中州が広がり、かつての清流とは程遠いのに問題視していない。かつて存

在した自然を知る老人がいなくなる前に、当時の様子を市民に知らせ意識を高める

ことが重要。21世紀の佐久市は“東京に近いが自然豊かな町”としてアピールすべ

きだ 

男性 50代 臼田地区 

1683 農村集落下水と公共下水で合併できないものか  男性 60代 浅間地区 

1684 街並み景観に自然との調和  男性 70歳以上 東地区 

1685 景観をこれ以上変えないでほしい  男性 60代 浅間地区 

1686 佐久市と臼田のゴミ出しの統一がされていない  女性 30代 野沢地区 

1687 上下水道料金が高い。ゴミ区分の有効効果が上がっているのか分からない  女性 60代 浅間地区 
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1688 ゴミも水道も他の市町村と比べて高い  女性 30代 浅間地区 

1689 下水道料金が高すぎ。職員の人員数と数のバランスが悪い  女性 30代 浅間地区 

1690 居住地に緑が尐ない  女性 70歳以上 野沢地区 

1691 
歩道に植えてある樹木が視界を邪魔して事故の原因となっていると思われる。全部

切ってほしいです  
女性 20代 臼田地区 

1692 道路へのゴミのポイ捨てが目立つ  女性 50代 望月地区 

1693 まだまだ整備する必要がある  女性 70歳以上 臼田地区 

1694 地域によるバラつきがかなりある  女性 50代 東地区 

1695 小中学生がゴミ拾いをしてくれている姿を見かける。大変素晴らしいと思う  女性 30代 浅間地区 

1696 

下水道完備していないところには、合併浄化槽設置費用を安くし、環境維持と衛生

面においても努めるべき。人通りの尐ない農道脇にはテレビ・冷蔵庫・洗濯機などが

放棄されている。職員は定期的に巡回し注意を払ってほしい  

女性 60代 東地区 

1697 不法投棄やポイ捨てをなくす  女性 20代 臼田地区 

1698 
ゴミの分別回収についてまだまだ改善が必要。環境で最も大切なものは上下水道と

認識しています  
男性 70歳以上 浅間地区 

1699 ゴミの分別が多すぎる。軟プラは可燃ゴミとして対忚し、埋立てゴミを尐なくするべきだ  男性 30代 浅間地区 

1700 
上水道は水源地の保全のため、その土地を買い取り整備する。不法投棄は佐久独

自の重い法律が必要  
女性 60代 野沢地区 

1701 バランスのとれた環境保全を守ってほしい  女性 40代 中込地区 

1702 
下水道は全戸水洗化がすすんでいない。温暖化防止をもっと PRすべき。上水道は

山林も手入れをし水源確保にみんなで取り組むべき  
男性 60代 望月地区 

1703 
河川にヨシや柳など草木が増殖し、著しく景観を悪くしているところが目立つ。県と

連携しなんとか手をうってほしい  
男性 60代 望月地区 

1704 御代田や小諸にあるような遊具が整った公園が佐久市にはない  女性 30代 東地区 

1705 住宅地への下水管の新設、上水管の点検と整備、そして水質検査を充実してほしい  男性 70歳以上 中込地区 

1706 上下水道料金が高い  男性 20代 野沢地区 

1707 

道路が舗装で年々高くなり、家の中に水の入る不安あり。側溝も古くなって壁が落ち

詰まって水があふれたりしている。こういった個々の住民の細かい申し出も取り上げ

てほしい  

女性 50代 浅科地区 

1708 
私の部落の 1/3世帯が水洗化していない。何とか助成して全戸水洗になるようお願

いしたい  
女性 70歳以上 野沢地区 

1709 旧佐久市の下水道本管がまだのところがあるため、早急に実施願いたい  男性 70歳以上 望月地区 

1710 自然環境・緑化に配慮した高齢者・幼児・学童が楽しめる公園の整備  男性 60代 浅科地区 

1711 地球上の「生物」にとって住みやすい環境づくり  女性 30代 東地区 

1712 
雤水、上下水道工事の重機がそのまま一般道を移動する。そのために道路が傷む

のはいかがなものか  
男性 60代 中込地区 

1713 蛍が舞うような環境に戻していけたらいい  女性 60代 臼田地区 

1714 ゴミのポイ捨て、コンビニの袋ごと捨てなどかなりの量を見る  男性 40代 浅間地区 

1715 下水道料金が高すぎる。点検料金など特に納得できない  男性 60代 野沢地区 

1716 CO2削減・エコ対策にもっと関心を  男性 60代 中込地区 
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1717 １０年計画で地域的な計画が必要と思われる  男性 60代 中込地区 

1718 
日照時間が長いことを活かし、公共施設にソーラーをつけたり、個人宅には補助金

を出すなど考慮願いたい  
男性 30代 浅間地区 

1719 都市ガス、下水道事業を平等に取り組んでもらいたい  男性 70歳以上 野沢地区 

1720 
子どもたちが 1日過ごせるような公園がない。子どもたちが外で元気に飛び回れる

環境がほしい  
女性 70歳以上 中込地区 

1721 生ゴミの回収が燃えるゴミ以外にあるといい  女性 30代 野沢地区 

1722 高速交通網が整ってから、環境ということになるだろう  男性 50代 浅間地区 

1723 上下水道料金が高い  女性 30代 浅科地区 

1724 上下水道料金が高すぎる  女性 60代 中込地区 

1725 
泉区の貯水池に散歩に行くのですが、下水処理場周辺の整備に伴い水が汚くなっ

たのが残念。流れてくるゴミを取り除いてほしい  
女性 20代 臼田地区 

1726 下水道の完全整備をお願いしたい  女性 70歳以上 野沢地区 

1727 ゴミの収集場所をもっと近くにお願いしたい（家が増えているため）  男性 70歳以上 浅間地区 

1728 蛍が住める環境に。上下水道完備を  女性 10代 野沢地区 

1729 
水の汚れの影響を教育に組み入れていくべき。佐久では水道水の塩素を最低必要

量にするなどやってみては  
女性 50代 臼田地区 

1730 上水道の水質が悪い  女性 70歳以上 東地区 

1731 コンビニなどの空き袋、パック、ペットボトル、空缶などが散乱して迷惑している  女性 60代 望月地区 

1732 ゴミの不法投棄の監視を厳しく。街並みの緑化を推進すること  男性 60代 中込地区 

1733 ポイ捨てが目に余る。モラルの向上のための教育はできないものか  男性 60代 野沢地区 

1734 小学生のゴミ拾い活動の支援もしてほしい  男性 10代 東地区 

1735 湯川をきれいに整備して親水公園など市民が遊べる場所を作ってほしい  女性 70歳以上 浅間地区 

1736 森林や農地の維持保全が必要  男性 60代 浅間地区 

1737 野沢地区はいつになっても下水の整備が行われない  男性 30代 野沢地区 

1738 上水道のカルキがすごい。下水道料金が高すぎる  男性 30代 臼田地区 

1739 下水道を通してほしい  女性 20代 東地区 

1740 
●●●●の資材置き場といいながら、ゴミの処理をやっている。この臭いがたまらな

い。ここは住宅地なのにどこかに移転してほしい  
女性 60代 浅間地区 

1741 里山の美化。薪ストーブの推進  男性 60代 望月地区 

1742 
遊具・砂場・水遊びのできる噴水・芝生のある公園が必要。駒場公園を東御中央公

園や雪窓公園のように整備してほしい  
女性 30代 中込地区 

1743 
不法投棄・ポイ捨てする人が多くみられる（山菜採り・キノコ採りの時期）大きな家電

製品も捨ててあるのが目につきます  
女性 70歳以上 野沢地区 

1744 タバコのポイ捨て禁止  男性 60代 浅間地区 

1745 環境保全にはさらに取り組まれたし  女性 70歳以上 東地区 

1746 東御市のような公園を造って、市民の集う環境を推進してほしい  男性 60代 望月地区 

1747 街中にポイ捨てが多い  男性 30代 中込地区 

1748 下水道料金が高すぎる  男性 60代 望月地区 

1749 ゴミの分別が複雑。瓶や缶を捨てるのに袋が必要な理由がわからない  女性 30代 浅間地区 
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1750 
上水道と下水道代が分かれているのが困る。都会ではもっと安く、一緒になっている

ので見直してほしい  
女性 30代 臼田地区 

1751 

下水道の不備のため悪臭がする。市役所に問い合わせても一度も来てくれない。ま

た夜ダイオキシンの出るものを燃やす人がいる。こういった声にもきちんと忚えてほし

い  

男性 70歳以上 浅間地区 

1752 
自然環境と街並みが市民・行政一体となって整備されている。県外からも佐久に来

たいという環境にしていきたい  
男性 60代 中込地区 

1753 
素晴らしい環境を持っていることを自覚するとともに大切に生かすことを考える。ゴミ

や下水道などの目の前の対策も  
男性 60代 東地区 

1754 住民の自発性を大事にして、行政と連携を図りたい  男性 60代 望月地区 

1755 水道水がとてもまずい  女性 70歳以上 東地区 

1756 下水道を早急に整備するべき。若者にとっては重要な問題だ  男性 60代 東地区 

1757 上水道配管の古い管は交換してほしい  男性 70歳以上 浅間地区 

1758 水を美しくするためにも下水道の完全普及を  男性 70歳以上 望月地区 

1759 市民はゴミを捨てたら終わりだけれど、そこから始まるゴミ問題の認知の徹底が必要  女性 60代 東地区 

1760 ゴミのポイ捨てが目立つ。早く下水道を通してほしい  男性 10代 浅間地区 

1761 生ゴミの再利用を考えてほしい  女性 50代 中込地区 

1762 
浄化槽の点検や維持の費用がかかりすぎる。もっと安くするか年間の補助があるとよ

い  
女性 30代 浅科地区 

1763 
ゴミ収集の充実。充実した収集があれば不法投棄もなくなる。分別収集の単純化。

ガス化溶ゆう炉の早期導入を願う  
男性 20代 浅科地区 

1764 
さくらの小道、中島公園、駒場公園みんな好きですが、市民が誇れる大きい公園が

ほしい  
男性 60代 中込地区 

1765 
高速道開通による自然環境・景観・不法投棄・公害など地元にとってはすべての面

でマイナスである  
男性 70歳以上 野沢地区 

1766 
簡易浄化槽処理施設のままで、家庭雑排水を水田用水に放出しているアパートや

個人住宅がある。早急に調査し下水道に接続するべく行政指導を願う  
男性 70歳以上 浅科地区 

1767 下水道地域と集落排水地域の中間地域の下水道整備をしてもらいたい  男性 40代 浅間地区 

1768 ゴミの分別が厳しい。粗大ゴミの収集方法なども再考してほしい  男性 40代 中込地区 

1769 昔は小学生の廃品回収などあったが、とても大事なことだと思う  女性 30代 浅間地区 

1770 
あまりに細かいゴミの分別は年寄りには無理。以前広報に載っていた分別Q&Aを小

冊子にまとめたものを作ってほしい（ポスターだけでは分別に苦しむ時がある）  
女性 50代 野沢地区 

1771 
生ゴミは地に戻せる処理のできる方法に。まだゴミを燃やす人、山に捨てる人がいる。

不法投棄やゴミ燃やしは土日や夕方に多いので、土日でも対忚のできる行政体制を  
女性 60代 野沢地区 

1772 緑化が不足している  女性 40代 臼田地区 

1773 ●●●●のタイヤを燃やすのをやめてほしい  女性 70歳以上 野沢地区 

1774 台所洗剤・漂白剤・カビ取り剤などが下水に流れる際の害はどうなのか知りたい  女性 50代 野沢地区 

1775 ソーラーシステムを積極的に導入するような取り組み  女性 40代 野沢地区 

1776 景観を阻害している電線を地中に  女性 60代 浅科地区 

1777 産業廃棄物を放棄している場所が近くにあり、日常的にダンプが出入りするため指 男性 60代 望月地区 
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摘したところ反発をくらった  

1778 まず山の木々の整備にもう尐しお金をかけてほしい  女性 60代 野沢地区 

1779 
小公園が多すぎて、果たして十分利用されているのだろうか？森林公園（住宅地の

里山利用）の活用策はいかがか  
男性 60代 野沢地区 

1780 
高齢になるとゴミの分別が大変。もう尐し簡素化にならないものか。リサイクル料が高

すぎ  
女性 70歳以上 臼田地区 

1781 下水道料金が高い  男性 50代 東地区 

1782 ポイ捨てが多い  女性 70歳以上 望月地区 

1783 
佐久は自然が豊かでと思っていたが、今の無秩序な開発で大型店とパチンコ屋ば

かり。将来の子どもたちに何が残してやれるのだろうか  
男性 40代 浅間地区 

1784 リサイクルに対する推進を充実させる  女性 50代 野沢地区 

1785 ゴミ袋有料の価格が高すぎだし、ゴミの分別が細かすぎる  男性 50代 東地区 

1786 
公園の整備が行き届いていない。遊具が古く子どもたちの興味をそそらない。上下

水道の使用料が高い  
男性 30代 東地区 

1787 ゴミの分別もわかりやすく、水も美味しく、下水道もだいぶ整ってきたのでは  女性 30代 中込地区 

1788 不法投棄が多い  女性 60代 野沢地区 

1789 ゴミが多い。ゴミをなくす運動（ポスター掲示、市民全体で拾うなど）をしてみては  男性 10代 東地区 

1790 いまだ下水道にしない家があるのでなんとかしてほしい。下水道料金が高すぎ  女性 70歳以上 臼田地区 

1791 上水道の本管交換を計画的に進めてほしい  男性 70歳以上 野沢地区 

1792 いつまでも誇れる自然を  男性 30代 浅間地区 

1793 生ゴミ処理機に補助金をだしてほしい  女性 30代 浅間地区 

1794 生活ゴミ処理施設の建設問題の早期解決  男性 50代 臼田地区 

1795 生活雑排水で汚れた川がある。冬は水が流れず汚水のみ  女性 70歳以上 浅間地区 

1796 ポイ捨てがまだ多い  女性 70歳以上 浅間地区 

1797 
中込地区の「さくらさく小道」のような公園がうらやましい。臼田地区でもなんとかでき

ないか  
男性 60代 臼田地区 

1798 ゴミの分別が大変（でも大事）  女性 70歳以上 野沢地区 

1799 ゴミの分別が細かすぎる。簡素化するともっと人口が増えるのでは？  男性 50代 野沢地区 

1800 里山の保全に力をいれてほしい  女性 50代 野沢地区 

1801 
埋立て廃棄物処分場が年に数回開放してくれるのは大いに助かるが、受け入れ不

可のものについては処分できる業者を教えてほしい  
男性 40代 中込地区 

1802 
粗大ゴミの回収（高齢になると重いものが持てないので）有料でもいいのでお願いし

たい  
女性 50代 野沢地区 

1803 
市民が楽しめるようなウォーキングやマラソンのできるような）大きな公園をつくってほ

しい  
女性 60代 野沢地区 

1804 
川や山にポイ捨てのゴミが多く見られる。道路や公園などのタバコのポイ捨ても悲し

くなる  
女性 50代 中込地区 

1805 ボランティアをの呼び掛けるなど、市民全体で環境への取り組みが必要  女性 40代 浅間地区 

1806 
ビンも色別に捨てるため袋をいくつも用意し家庭でためてから出さねばならず困っ

ている。カン・ビンに関しては箱などを設置し（色別）捨てられるようにすると袋を無駄
女性 30代 浅間地区 
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にせず頻繁に出せてよい。下水道の整備が不十分が地域が多く、今後家を持とうと

計画しているが、個人負  

1807 下水道料金が高い  女性 70歳以上 野沢地区 

1808 自然を守ることは佐久にとって意味あること  男性 20代 中込地区 

1809 

市民には可燃と軟プラを分別させておきながら一緒に焼却しているのはどういうこと

だ？改善すべき。太陽光発電がこの日照率の割に進んでいない。もっと行政が援

助して普及させるべき  

女性 50代 中込地区 

1810 市職員も長く同じ部署にいないで、定期的に異動してほしい  女性 70歳以上 臼田地区 

1811 
ゴミを出さない工夫が必要。不法投棄に対しては絶対に許さない市民の目を育てて

ほしい  
女性 40代 浅科地区 

1812 大きな河川の堤防、河川敶の草刈り、伐採を実施し景観を整える  男性 60代 中込地区 

1813 ゴミの回収回数を増やしてほしい（特に埋立てゴミ）  女性 20代 野沢地区 

1814 不法投棄を厳罰に  男性 50代 浅間地区 

1815 
道路にまとまったゴミが捨てられているのを目にする。ポイ捨てに対しても条例を作

って罰っするようにしてもよいのでは？  
男性 40代 東地区 

1816 道路脇の雑草の処理。ポイ捨ての監視、処罰の強化  男性 50代 望月地区 

1817 ・軟プラのゴミ収集日を増やしてほしい・太陽光発電の推進の補助をお願いしたい  女性 20代 臼田地区 

1818 
大して雪も降らない佐久市にパラダスキー場は必要がない。この環境と歴史に合っ

たスケート場を残し、佐久の子どもたちに伝承すべきではないだろうか  
男性 50代 浅間地区 

1819 
・リサイクル推進・ポイ捨て、不法投棄が多く迷惑している。市でも対策に取り組んで

ほしい  
女性 40代 浅間地区 

1820 ・全戸水洗化の推進・太陽熱利用で温暖化防止。省エネを進める  女性 60代 望月地区 

1821 東御市のように電柱を地下埋設  男性 30代 望月地区 

1822 中込の区画整備は結果として、先見性があったと言えるのか？  男性 70歳以上 浅間地区 

1823 

・埋め立てゴミなどに対し、分別品目が多く細かすぎる。もう尐し簡素化してほしい・

ゴミ収集もその時の気分で、持って行ったり、置いて行ったりする・実際にリサイクル

されているのか分からない  

男性 40代 臼田地区 

1824 上下水道が高すぎる  女性 50代 東地区 

1825 

・家の敶地内に立つ電柱や電線は景観が悪いだけでなく、危険性を考えると地中化

を実現してほしい・全戸水洗化が始まり 20年になるが、未だ水洗化されていない家

がある。徹底してほしい  

女性 60代 浅間地区 

1826 
・アルプスあずみ公園のような親子で遊べる公園の整備・教育により、子どもの頃か

ら環境の大切さを学ばないと、人々の心がそちらへ向かっていかない  
女性 50代 東地区 

1827 
ゴミの分別をしても、同じ所で混ぜ処理をすると聞いている。無意味ならば、ゴミ分別

を止めてしまえばいい  
女性 20代 臼田地区 

1828 中込地区にはいつ下水道が整備されるのか？  男性 60代 中込地区 

1829 公園、街並み、道路沿いの緑化。草刈り等に十分に予算を取ってほしい  男性 70歳以上 臼田地区 

1830 
・山路を車で通ると不法投棄が目立つ・駒場公園の周りは種畜牧場があり環境が良

いので守ってほしい  
女性 50代 東地区 

1831 子どもの遊べる公園がない（小諸、御代田に行っている  女性 30代 浅科地区 
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1832 

ゴミの分別に再検討を提案する（軟プラ→可燃ゴミとするなど）これらの検討により、

ポイ捨て・不法投棄も減ると考える。ポイ捨て・不法投棄を回収する方法を考えてほ

しい。例えば、市内又は区で収集する日を設けるなど  

男性 60代 浅間地区 

1833 
上下水道料金がやたらと値上がりしている。水道関係の委員の馴れ合いがあり、当

局の言いなりで決定している。猛省してほしい  
女性 70歳以上 野沢地区 

1834 
市民全体とし、環境に関する意識は高まってきていると思うが、更に“意識の底上

げ”が望まれる  
男性 60代 浅科地区 

1835 

・ゴミ分別がうるさすぎる（軟プラの尐しの汚れで回収しないなど）東京都と同じくらい

柔軟な方が、不法なゴミ捨てが尐なくなるのではないだろうか・アメリカシロヒトリ、ス

ズメバチなど害虫被害のある木など、誰も処理しないので、行政で積極的に対処し

てほしい（アレチウリ） 

男性 40代 浅間地区 

1836 

・河川、農道、林道、遊休田畑－草刈りなどしないと野生動物の遊び場となる・林業

（間伐等）に協力してもらわないと、山林の枯木が多くなる。山の様子が変わってきて

いる  

男性 60代 中込地区 

1837 子どもが近づくと危ない水路が所々にある。定期的に点検し安全にしてほしい  女性 30代 野沢地区 

1838 リサイクルできる物がまだ沢山ある。もっと積極的に取り組んでほしい  女性 70歳以上 中込地区 

1839 
不法投棄が多い。防止するにはどうしたら良いか？（民間のパトロールやボランティ

ア等で見回りなど）  
男性 70歳以上 野沢地区 

1840 公園の整備（遊具を充実）  女性 30代 東地区 

1841 市内に散歩ができる公園やウォーキングコースがあると良い  女性 60代 望月地区 

1842 

道路全てが緑石の土砂が多く草が生い茂っている。そこにペットボトルやゴミ袋が捨

てられており醜い。昔は子供たちが率先して掃除にも力を入れていたが、交通量が

多く危険だからと行わないのは問題である。必要な生活体験とし行うべきである。市

役所入口も雑草が多い。職員が率先し清掃を行い、環境保全に力を入れるべきで

ある  

男性 60代 中込地区 

1843 
環境・安全面など考慮し、外での焚き木やゴミ燃やしなどを行政で禁止してほしい

（臭いなどに困っている）  
女性 30代 東地区 

1844 
廃棄物の処理施設だけが遅れている。住民問題となり得るだけに技術面を見通した

早急の対策を望む  
男性 40代 浅間地区 

1845 リサイクルはだいぶ定着した感があるが、いまだに田畑へのポイ捨てが多い  女性 50代 浅間地区 

1846 後継者の育成も含め、森林整備体制の充実を望む  男性 60代 浅間地区 

1847 
佐久クリーンセンターからの煙や廃棄物の安全性に疑問を感じる。近所に不法投棄

が目立つ場所には看板があるのみで、早急の対忚を望む  
男性 40代 中込地区 

1848 
自然・環境・景観に対して無頓着。自然の美しさに比べ市内の雑然とした感じに疑

問を感じる。上下水道料金が高すぎる。相変わらず里山への不法投棄が多い。  
女性 30代 中込地区 

1849 ゴミの分別に地域差がある  女性 20代 浅間地区 

1850 子供が遊べる公園が尐なく、近隣市町村へ行っている状況  男性 40代 浅間地区 

1851 上下水道料金が非常に高い  男性 60代 東地区 

1852 自然景観との調和をはかり、屋外広告物の規制を強化すべき  女性 50代 浅間地区 

1853 公園が無さすぎる  女性 40代 浅間地区 

1854 山道に入ると不法投棄が目につく  男性 70歳以上 中込地区 
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1855 上下水道料金が高い。小型のごみ袋が欲しい  女性 50代 浅間地区 

1856 ごみ収集場所の整備をしてほしい  女性 50代 野沢地区 

1857 
分別カレンダーでは、どこに入れていいかわからない物が多い。不法投棄者を捕ま

え告訴する  
男性 50代 浅間地区 

1858 

・公園－子どもたちが安心・安全に遊べる広場を沢山設置してほしい・街並み・景観

－文化財保存、観光への活かし方。駅周辺の町づくりは計画性がなく目茶苦茶な

印象だ・温暖化－企業と連携し、プラスチックごみの尐量化などを進めたい。電気自

動車が安くなると良い  

女性 60代 野沢地区 

1859 ・浅間山を望む景観を大切にビル建設の規制（駅からの眺望が悪化した）・河川整備  女性 50代 浅間地区 

1860 
太陽エネルギーの推進は佐久にとって、環境的に好条件である。もっと利用しやす

いよう支援すべきだ  
男性 50代 浅間地区 

1861 
住民に限り、全種類の無料持ち込みステーションが出来ると嬉しい（体調が悪く出せ

なかったり、出し忘れがあった時等便利である）  
女性 40代 東地区 

1862 ・下水道料金が高い・田子川のヨシが何年も荒れ放題である。佐久市は雑草が多い  女性 60代 中込地区 

1863 
日照時間の長い佐久市を太陽光発電住宅の多い地域にし、地球温暖化防止モデ

ル市になるようアピール  
女性 50代 東地区 

1864 町の中にも緑があり、落ち着いた感じになると良い  男性 10代 東地区 

1865 ゴミのポイ捨てが多く残念だ  女性 50代 中込地区 

1866 下水道料金が高すぎる（一人暮らし、低所得者世帯が高すぎる）  男性 70歳以上 東地区 

1867 
家庭用ゴミステーションの場所を増やす。先日、市役所に伺った時、まともに話を聞

いてくれる人がいなかった  
男性 30代 浅間地区 

     
問 22 快適な生活環境にするために、どのような施策に力を入れるべきか 自由回答 

1868 
リサイクル（税金が掛かる。ゴミの分別など結局市民（国民）負担ばかりだ）よりリユー

ス・リデュースの方向へ  
女性 40代 浅間地区 

1869 民生委員のレベルの低下。個人情報を流してしまう人が多い  女性 50代 臼田地区 

1870 防犯など安全な暮らし  男性 50代 東地区 

1871 布施地区に公園があるとよい  女性 70歳以上 望月地区 

1872 夏の停電対策  男性 40代 浅間地区 

1873 

先日行われた市民投票も選挙権がないためできませんでした（佐久市と望月町合

併の際に生じたひずみのため）ほかにもこのような方がいるかもしれないのでぜひ対

策を  

男性 10代 望月地区 

1874 通学路整備。外灯の設置  男性 40代 臼田地区 

1875 騒音対策  男性 20代 野沢地区 

1876 
・道路のラインが薄い。街灯が尐なく暗い・運転マナーが悪い。一時停止をしない人

が多い  
女性 30代 浅間地区 

1877 ポイ捨て防止策の強化  男性 50代 野沢地区 

1878 

車上狙いや空き巣などは各個人が防犯意識が高まるような取り組みをしてほしいと

思う。合併をしたため職員数が多すぎるように思う。望月・臼田・浅科の庁舎は廃止

する方向で（手続きができるだけの小規模の事務所を残すとか）  

男性 30代 浅間地区 
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1879 
佐久市は河川が多いので、水力発電機のようなエネルギー活用のできるものを考え

てもらいたい  
女性 60代 野沢地区 

1880 ゴミ処理場の充実と分別の簡素化  女性 30代 臼田地区 

1881 
ゴミになるものの持ち帰りや処理をできるだけ家庭でできるような運動を（マイボトル・

マイバッグなど）  
男性 60代 中込地区 

1882 太陽光・バイオマスなどはまやかし。より確かな経済性のあるゴミ処理方法の導入  男性 20代 浅科地区 

1883 人々の意識改革が先  男性 60代 望月地区 

1884 廃棄処理のための機械の高度化を図る  女性 50代 野沢地区 

1885 ⑤については産業分野を介して進める  男性 20代 中込地区 

1886 佐久は不法投棄する人が多い。マナー、モラルの向上ができる施策が必要である  男性 40代 浅間地区 

     
問 23 市民生活と満足度の向上について 満足度・重要度 自由回答 

1887 
・行財政に健全な財政だけに着目すると動きが悪くなる。強化する政策を決めメリハ

リのある運用を・留守家庭児童対策を推進してほしい  
男性 50代 野沢地区 

1888 天下りの職員はいらない。切るべきだ  女性 10代 臼田地区 

1889 

既存の道路の傷み等に対する補修を十分に行ってほしい。雪かきは市道・県道・国

道問わず、できるだけ安全のため速やかにお願いしたい（特に通学路については住

民との協力も含め進めてほしい）  

女性 40代 浅間地区 

1890 佐久市役所の窓口対忚が悪い。民間と違い愛想が悪い。明るさがない  女性 40代 望月地区 

1891 

・忚対の悪い職員の指導。能力のある人材を増やしてほしい。上司の方はもっと部

下を見る目を持ち指導すべきだ・市民一人ひとりに温かい心を持ち行政をしてほし

い。温かい行政にはまとまりがあり、明るく強くなれる。今のままでは、弱い立場の人

間がどんどん弱くなる  

女性 50代 望月地区 

1892 防犯灯が尐ない。子どもが登下校するのに歩道のない道が多い  女性 30代 臼田地区 

1893 
市から月初めと中旪に出版するパンフレットを全戸に配布しているが、全戸が全部

見ているとは思えない。ゴミで出す数も大した量になる  
男性 70歳以上 中込地区 

1894 夜、暗い道が多すぎる（街灯が尐ない）  女性 20代 浅間地区 

1895 

「合併などしない方が良かった」という意見が聞かれる。隅々まで行きわたるような行

政サービスが感じられていないのではないだろうか。市の施設があちこちに分散して

いるため、広い土地（駐車場）が必要になると考える  

女性 60代 臼田地区 

1896 
消防署の方は大変頑張っている。役所の職員は人によりけりだ。『お役所仕事』とい

う言葉が出るようではダメだ   
女性 40代 東地区 

1897 
税収の安定を図るため、産業育成が必要であるが、税収が伸びないのであれば、身

の丈に合った市政運営が大切である  
男性 50代 浅間地区 

1898 

・税金の使い道の中で、職員給与の占める割合にびっくりだ。もっと市民が受けられ

るサービスの実感がほしい。現在は税金を支払うことが市民参加と思っている・行政

は将来に向けたビジョンを明確に示すべきだ。市職員は公務だけをこなせばよいと

思っていないか？行政と市民の距離感を感じる（合併してからは特に） 

男性 50代 東地区 

1899 古いカーブミラーを取り換えてほしい。冬は見えにくく困っている  女性 60代 浅間地区 

1900 道路標識などを見やすくしてほしい  男性 10代 中込地区 

1901 高齢化に伴い老人世帯が多くなり、冬の雪かきや年中行事（川ざらいなど）が参加 男性 50代 野沢地区 
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者不足で困難になっている  

1902 ・消防団員の特権・優遇・若返り・市税のあり方  男性 30代 臼田地区 

1903 職員の資質の悪さ－自分の部署のことしか分からない  女性 70歳以上 野沢地区 

1904 ・消費者相談体制の充実・健全な行財政運営と情報公開  男性 50代 浅間地区 

1905 

・高齢者のみの世帯には、悪質な訪問販売の情報が直接届くようにしてほしい・公

務員とは選ばれた特別な人。そのような認識でいる人が多いのでは？と感じる。一

般の会社員は会社員としてあるべき条件は厳しいのだ  

女性 40代 臼田地区 

1906 
市役所の職員は、公務員という態度が丸見えで仕事がおざなりだ。パート扱いで交

代でもできる仕事（特に市民課）はワークシェアリングで正職員を減らすべきだ  
女性 40代 浅間地区 

1907 
防災・交通安全（飲酒運転）・防犯（詐欺）等は、グループ活動も必要だが、本人の

認識と確認の気持ちが必要だ  
男性 70歳以上 浅間地区 

1908 

住み始めてから、飲み屋街や近所にヤクザがいると聞き驚いた。約 1～2年の間に

何回も警察沙汰があった。子どもたちも過敏になっている。しかし、警察の対忚も「こ

ういう地域だから…」と。このようなことでは変わるはずがない  

女性 30代 中込地区 

1909 雇用の場が尐ないのに夫婦で市の職員というのは、周りからの不満がある  男性 20代 浅間地区 

1910 
・駒場の施設は、佐久市民にメリットがあるよう考えてほしい（市報に利用券を付ける

など）・市役所にもコンビニがほしい  
男性 20代 野沢地区 

1911 市役所職員の対忚を向上してほしい  女性 50代 野沢地区 

1912 
防災無線が多数設置されているが、何を言っているのか全く分からないので意味が

ない。防犯灯も設置が足りない  
男性 40代 浅間地区 

1913 毎月、各戸に配布される広報などは回覧板で回してもらえれば結構だ  女性 60代 浅間地区 

1914 運転しながらの携帯電話使用が多い。違反者の取り締まりを徹底してほしい  男性 60代 - 

1915 街灯が尐ないところがあるので危ないと思う  女性 10代 野沢地区 

1916 街灯が尐ないので夜間危険を感じる  女性 40代 野沢地区 

1917 高齢者の運転は課題なので、公共交通機関はある程度必要と思う  男性 40代 浅間地区 

1918 10年前に比べ職員の対忚が良くなった  男性 40代 浅間地区 

1919 
人やお金をたくさん使って中味のない事業はやめてほしい。職員の資質向上もお

願いしたい  
女性 40代 野沢地区 

1920 職員の勉強不足  男性 30代 望月地区 

1921 
頑張って働いている職員、たくさん発信される情報、でも回覧板も広報も見ていない

人が多い現状。なぜでしょうか？  
女性 70歳以上 野沢地区 

1922 
道路整備は場所によって全く手つかずのところがある。市内全体をくまなくやってほ

しい  
女性 50代 野沢地区 

1923 今まで通り、防災防犯意識の向上の強化をお願いします  男性 50代 望月地区 

1924 佐久平駅前の治安が悪い（深夜）  男性 40代 臼田地区 

1925 
年金受給者をターゲットとした悪質な業者が定期的に佐久市に来ている。老人向け

の教育などで被害者を防止してほしい  
男性 50代 野沢地区 

1926 佐久平駅幹道路に自転車で登れる歩道橋があればいい。更なる市職員数の削減  女性 40代 浅間地区 

1927 

市街地以外では夜間の道路が暗く、防犯灯がきれていたりすると真っ暗になるとこ

ろも多い。頻繁な交換と増設を。あと通学路には歩道を。あと民家がない歩道の雪

かきをお願いしたい  

女性 40代 臼田地区 
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1928 
人が増えることで犯罪や災害のリスクも高まる。身の丈に合った体制を先手先手で

構築する  
男性 40代 野沢地区 

1929 職員及び議員の定数削減。特に議員は住民との考えとかい離しているため  男性 60代 東地区 

1930 
外灯が暗く数も尐ない。市役所の中も照明が暗く、職員の中にはサービスに不向き

な人もいます（笑顔が返ってきません）  
女性 50代 浅間地区 

1931 市役所職員の態度が悪い（特に収税課）  男性 20代 浅間地区 

1932 市職員の教育（仕事内容などわかっていない人もいる）  男性 40代 臼田地区 

1933 防犯灯の設置されていない市道が散見される。危ない  男性 20代 野沢地区 

1934 
外灯が２年以上も切れた状態。地域にすべて任せるのではなく、点検を実施してほ

しい  
男性 40代 中込地区 

1935 歩道の整備が悪い（臼田～取出町）  女性 30代 臼田地区 

1936 他の町にない方策を策定してほしい  男性 70歳以上 中込地区 

1937 消火栓の配置不足  男性 70歳以上 中込地区 

1938 
概ね住みやすい良い市である。年金には最善を尽くし市民の要求にこたえることが

重要  
男性 60代 浅間地区 

1939 高校生の喫煙が目につくので、警察とともに注意してもらいたい  女性 70歳以上 浅間地区 

1940 
防犯・防災・安協など地域活動で取り組めることは協力して、明るいまちづくりを推進

してほしいと思う  
女性 40代 浅間地区 

1941 

市役所の職員はその課のプロになってもらいたい。いろいろ聞いてもわからない、他

の課に回されたりするので。本当のまちづくりをしたいなら、これからこんな仕事をし

てみたいといういう人を忚援してもらいたい（商工会会員にならなければ忚援できな

いと言われた）  

女性 30代 野沢地区 

1942 行財政については効率的でかつ無駄をなくしてほしい  女性 10代 浅科地区 

1943 市民に負担のかからない制度作り。国庫を当てにしない財政も  男性 30代 中込地区 

1944 書類の簡素化を図り、職員の残業を減らす。住民投票は大きな負担となる  女性 60代 浅間地区 

1945 
⑤について一部の人間に偏った意見でものを決めてはいけない。行政側の職員の

レベルが低すぎる  
男性 60代 東地区 

1946 職員の天下りをなくしてほしい  女性 60代 望月地区 

1947 古い道路で交通量が多い割に、安全整備が不十分である  男性 60代 浅間地区 

1948 この地域は災害が尐なく住みよい所だが、防災についてはどうなのだろうか  女性 60代 臼田地区 

1949 

窓口での対忚が悪い。職員の仕事に対する知識がなさすぎる。市民の意見を訴え

に行くと“クレーマー”という言葉でリストアップされると聞いた。市の職員にそのような

ことを言わせていていいのだろうか  

男性 60代 浅間地区 

1950 職員が多すぎる。業務自体がうまく回っていないように感じる  女性 60代 望月地区 

1951 
・税金を食べている人間（公務員、市議会議員等）減らす・防犯・交通安全対策とい

っても警察は何もしないしネズミ取りばかりだ  
男性 30代 東地区 

1952 住民課の女性たちは不信。教育してほしい  男性 60代 中込地区 

1953 ・県道 44号線塚原の信号は長すぎる・宗教の勧誘訪問を何とかしてほしい  女性 20代 野沢地区 

1954 
職員は市民の税金で働いているのだから、もっと自覚すべきだ。電気等無駄使いし

すぎだ  
女性 60代 東地区 

1955 職員の資質が低い。人事評価を大胆に進めるべきだ  男性 50代 臼田地区 
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1956 職員の態度が悪い  男性 30代 東地区 

1957 

自主防災組織として地域ぐるみの活動などと言っているが現実にそぐわない。老人

ばかりの地区でそのような組織を作っていても、一部の人々の負担になるだけで機

能しないだろう。消防等体制の強化を図るべきだ  

男性 50代 臼田地区 

1958 形だけの取り組みに見られる  男性 60代 浅間地区 

1959 
職員の整理が雑然としている感じだ。平賀 JAは整理が行き届いているので、一度

見学してほしい  
女性 60代 浅間地区 

1960 
いらない信号がたくさんある。またインター近くのステーキのどんのところの信号が、

佐久から御代田方面へ行くとき右折が出来ず不便  
女性 30代 浅間地区 

1961 小学生の通学路の歩道を年に１～２回は整備してほしい。早急に点検と整備を  女性 30代 浅間地区 

1962 
市職員は常に市民の幸福を考え仕事の判断をしてほしい。市民からの要望にはま

ず現場に足を運び確認をする。それだけでも十分満足感を覚えるもの  
女性 70歳以上 野沢地区 

1963 
市の発展のためには、職員の質の向上が最重要。もっと勉強してほしいと感じる人

が多い  
女性 50代 東地区 

1964 
晴天率の高いと言われている佐久。そのエネルギーをぜひ有効につかうべき。物を

大事にする精神を子どもに伝えていったり、リサイクルの教育なども大事  
女性 30代 浅間地区 

1965 郊外になると除雪が行き届いていない  女性 60代 東地区 

1966 
協働のまちづくりは抽象的すぎる。行政はどのように関わって支援していくかを検討

すべき  
男性 70歳以上 浅間地区 

1967 
あいとぴあ、野沢会館など空き室が多いので、無料で開放してほしい。学生も使用

できるように机をおいてほしい  
女性 60代 野沢地区 

1968 
市の行財政については、もしもこれが民間だったらクレームや顧客満足に至らない

こと、利益がのこらないであろうことがたくさんある  
女性 40代 中込地区 

1969 
プレミアム券やポイントの割引券などとても助かっています。コスモタワーもっと有効

活用しては？  
女性 30代 東地区 

1970 
道路の拡充、歩道の整備など最優先。各区などの小グループでの防災活動支援は

必要  
男性 60代 望月地区 

1971 
広報など毎月多く配られありがたく思うが、読み切れない。防災・防犯・交通安全もよ

く活動されていると思うが、よくわからない  
男性 60代 望月地区 

1972 
佐久市としても部課所の職務・職務権限が規定通り適正に行われているか検査・監

査を随時行ってほしい  
男性 70歳以上 中込地区 

1973 消防車のサイレンがうるさいことに驚いた  女性 30代 中込地区 

1974 
広報が充実しすぎ。あの厚さでは読む人が尐ない。内容を精査し、予算削減に取り

組まれたい  
男性 20代 野沢地区 

1975 
太陽光発電も理想であるが費用がかさむ上恩恵が尐ないと聞く。年金生活者には

無理な話。温暖化防止には協力したいが…  
女性 70歳以上 野沢地区 

1976 自転車に優しいまちづくりを推進する。インフラ整備はもちろん安全教育が不可欠  男性 40代 浅間地区 

1977 歩道の整備を  女性 30代 東地区 

1978 職員の有給休暇が年４０日というのは多すぎる  女性 30代 望月地区 

1979 一人一人の美意識が高まっていけばいい  女性 60代 臼田地区 

1980 岩村田保育園の送迎車の一方通行の標識が見づらい  女性 30代 浅間地区 
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1981 佐久市は 10万都市を目指して大きくなりすぎた  女性 60代 中込地区 

1982 
事件が起きた時の警察の対忚が遅すぎる。市職員は市民に対する対忚をもっとよく

してもらいたい。防犯の放送はとてもよいのですが、選挙の放送はやめてほしい  
女性 10代 野沢地区 

1983 
防犯灯が尐ない。歩道に植えてあるドウダンなどは暗くなると見えにくく危険（できれ

ば取り除いてほしい）  
女性 50代 臼田地区 

1984 いろいろな手続きを簡素化し、効率的な行政を行ってほしい  女性 70歳以上 東地区 

1985 支出には効率的な運営を。債務の圧縮に努めてほしい  男性 60代 中込地区 

1986 政治が市民生活に反映されていない  女性 50代 臼田地区 

1987 
交通違反者が多く、罪の意識がないから必ずまた事故がおきる。挨拶や声かけが犯

罪を減らす  
男性 60代 浅間地区 

1988 
141号線で毎回信号で止められる。60ｋｍでスムースに進める信号のタイミングにし

てほしい  
男性 30代 臼田地区 

1989 その地域の人が利用する時の使用料は無料にしてほしい  女性 60代 浅間地区 

1990 佐久市のドライバーはウインカーを出すのが遅すぎる。マナー向上を望む  女性 30代 中込地区 

1991 広報のアナウンスが何を言っているのかよく聞こえない  女性 50代 浅間地区 

1992 迷惑行為（犬の放し飼い、家庭でのゴミ焼却など）防止  女性 70歳以上 東地区 

1993 
国道などから一般道に入ると急に暗くなる。高齢運転手はもとより歩行者の夜道は

危険。もっと防犯灯を増やすべき  
男性 60代 望月地区 

1994 合併し、職員の数が多すぎる  男性 30代 中込地区 

1995 
地域の防犯活動と警察が連携していない。一本柳に変質者がいますが警察には相

手にもされず見回りもしてもらえない。市として対策をお願いしたい  
女性 30代 浅間地区 

1996 
役所に行ったり、電話で問い合わせしたりした時の職員の対忚の悪さに気分の悪く

なることがありました  
女性 60代 望月地区 

1997 防犯の面から商店街・人が集う場所・駅周辺には防犯カメラの設置  男性 60代 中込地区 

1998 村や町を継ぐ市の役割は大切  男性 60代 東地区 

1999 
住民投票は大変よかった。結果はどうであれ「自分たちの」という気持ちが生まれる。

市民の提案を施策化することを望む  
男性 60代 望月地区 

2000 職員各自切磋琢磨し、職務に専念してほしい  男性 70歳以上 望月地区 

2001 職員採用を厳しく（縁故をやめる）  女性 70歳以上 野沢地区 

2002 自転車レーンの整備（歩道でなく）  女性 60代 野沢地区 

2003 市職員の態度が傲慢（特に年配の人）  女性 30代 浅科地区 

2004 パブリック・オピニオンなどは全く市民の意見とはかけ離れている  男性 20代 浅科地区 

2005 
消防の方から、消防自動車購入のため１軒当たり 5,000円の強制的な寄付をさせら

れた。初めてのことで驚いている(平賀）  
女性 70歳以上 中込地区 

2006 セブンイレブン平賀店前の右折の矢印がやたらと短い  女性 30代 中込地区 

2007 
人間関係が希薄になっている。地域一体での取り組みが安心のまちづくりには必要

不可欠である  
男性 40代 中込地区 

2008 パラダスキー場の過去・現在・未来について聞きたい  女性 70歳以上 野沢地区 

2009 
住民が参加しやすい体制やしくみの変化が感じられてうれしい。居住地域単位でも

っと進めばと望む  
女性 60代 野沢地区 

2010 防犯灯の増設  女性 40代 臼田地区 
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2011 防犯灯を増やしてほしい  女性 60代 浅間地区 

2012 
無駄に広い歩道はかえって危険（車が歩道を通過しているのを度々見かける）。適

度な広さで両側に歩道を確保してほしい  
女性 40代 浅間地区 

2013 職員の資質を定期的に調査してほしい  女性 50代 野沢地区 

2014 
型だけのお題目が多すぎて理屈っぽく完全に未消化状態。本質を見て地道な努力

を示すことが先決  
男性 60代 望月地区 

2015 外灯がなく、まちから外れたところでは暗い  女性 50代 中込地区 

2016 
今年に入って高齢者が交通事故でたくさん亡くなっている。交通安全の啓発活動に

もっと力を入れるべき  
男性 40代 浅間地区 

2017 
一つ一つの組織だけがよければいいのではなく、お互いに協力しながらよりよいも

のにしていくことが大事  
女性 30代 中込地区 

2018 市職員の教育の徹底。言葉づかいなど人と接する際のマナーが悪い  女性 20代 臼田地区 

2019 
職員の資質の向上は必要。その人物をきちんとみて採用すること（コネはなくなった

か？）  
女性 60代 野沢地区 

2020 外灯が尐なく、真っ暗（野沢地区）  女性 50代 野沢地区 

2021 無駄なもの（組織）の見直し  男性 70歳以上 浅間地区 

2022 佐久警察署の対忚が悪い  男性 70歳以上 野沢地区 

2023 自立防災組織や防犯など地域住民の力で安全が維持されていてよい  男性 60代 臼田地区 

2024 
ガードレールや安全な歩道が確保されないというなら通学路を変更してほしいという

声もある。早急に対策を  
女性 30代 浅科地区 

2025 広報が厚すぎる（読まない）。職員が多すぎる。道路標識は自然に配慮して  男性 50代 野沢地区 

2026 大切な税金を有効に使ってほしい。子ども未来館は一度行けば十分  女性 20代 浅間地区 

2027 中込の消防団の一部の消防団員の指導を希望する  男性 40代 中込地区 

2028 交通の整備が整って、他県（市外）からの人たちの出入りが増え、安全・防犯面が心配  女性 40代 浅間地区 

2029 
国道と県道の交差点の信号が車優先で、歩行者が渡りきれないうちに赤になる。見

直しが必要  
女性 70歳以上 野沢地区 

2030 自己意識の向上を第一にしてほしい  男性 20代 中込地区 

2031 なんで役所（管理職）これだけの人数が必要なのか？  男性 60代 東地区 

2032 
相談事があって支所に出向いたところ、本所でないとダメだとかたらいまわしにさ

れ、結局わからずじまいで終わったことがあり大変不満が残った  
女性 40代 望月地区 

2033 
全般的には望ましい状態。市民の市政参加が意図的に展開されているのはよいこ

と。その場の意見・提言、さらに実施後の評価の発表を希望する  
男性 60代 中込地区 

2034 
外灯を増やす。市役所職員に活気がない（仕事をやらされている感がある）出向い

ても要領を得ずいつも嫌な思いをする  
女性 20代 野沢地区 

2035 
歩道のなかにある街路樹は手入れもされず邪魔。手入れができないのであれば植

えないでほしい  
女性 40代 浅間地区 

2036 
交通安全のPRが足りない。また冬に道路工事が多く、期間も長い。夜間に工事する

とか工夫が足りないのでは  
女性 50代 野沢地区 

2037 公務員の人員が多すぎる  男性 60代 野沢地区 

2038 地域で出来ることは自分たちでやるよう、アドバイスと仕組みづくり  女性 40代 浅間地区 
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2039 
各種広報がどっさりと来る。もっとコンパクトにまとめられないのか。紙質も良すぎる。

再生紙でもよい  
男性 70歳以上 浅間地区 

2040 詐欺などの悪質な犯罪から市民を守るため、防犯体制をしっかりすべきだ  男性 40代 臼田地区 

2041 

防犯灯の整備が非常に遅れている。中学生の帰宅が部活などで遅くなる時に、安

全・安心に家にたどり着けるよう、どの地区にも暗い場所をつくらないようにしてほし

い  

女性 60代 中込地区 

2042 軽自動車の運転マナーの悪さに呆れている。スピード、運転中の携帯（特に女性）  男性 70歳以上 野沢地区 

2043 
大規模対策に備えた体制づくりが十分ではない。市役所職員の対忚、言葉遣いが

非常に悪い  
男性 60代 浅間地区 

2044 

片側２車線道路に信号がない。中央分離帯を設ける、横断や右折を禁止する等の

対策を望む。街灯が尐なく、防犯上、交通事故防止からも危険な個所が多い。渋滞

を招くような道路整備に税金の投入は必要ない。  

男性 40代 中込地区 

2045 道路標識、ミラーの不足。ボランティアも方には頭が下がる  女性 20代 浅間地区 

2046 消防団の団員数に地域差がある。対策を望む  男性 30代 野沢地区 

2047 野沢会館の職員の対忚に非常に不満を感じた  男性 30代 野沢地区 

2048 運転マナーの悪さが目につく  女性 50代 浅間地区 

2049 我が家では、玄関が開くと同時に非常ベルが鳴るよう設置している  女性 60代 臼田地区 

2050 夜間、市役所が明るい。残業する程の仕事であれば臨時採用が必要なのでは？  男性 50代 浅間地区 

2051 
地域の防災マップや具体的な取り組みがはっきりと明示されていない。大きな災害

があった時どのようにすればいいかを各家庭が把握しておくべきだ  
女性 60代 野沢地区 

2052 
消費活動、環境保全活動など、市民自らが熱意を持ち拡大する取り組みが尐ない

地域だ  
女性 50代 浅間地区 

2053 市役所の受付窓口職員の忚対が悪い  男性 60代 中込地区 

2054 通学路に街灯を増やしてほしい  女性 10代 浅科地区 

     
問 24 佐久市からの情報をどのような方法で入手しているか 自由回答 

2055 望月有線  男性 40代 望月地区 

2056 知人から教えてもらう  男性 40代 臼田地区 

2057 議員の情報誌  男性 70歳以上 野沢地区 

2058 フリーペーパー  女性 20代 野沢地区 

2059 人づて  男性 40代 中込地区 

2060 友人、主人  女性 60代 浅間地区 

2061 旧町の有線  男性 70歳以上 臼田地区 

2062 プラザ佐久  女性 30代 中込地区 

2063 友達  女性 30代 臼田地区 

2064 市議会議員  男性 70歳以上 浅間地区 

2065 周りからの口コミやうわさ  女性 30代 浅科地区 

2066 近所の人たちから  男性 60代 浅間地区 

     
問 25 市政への市民参加を活発化するために、どのようなことに力を入れるべきか 自由回答 

2067 住民投票  男性 40代 臼田地区 
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2068 佐久市ホームページの充実  男性 50代 浅間地区 

2069 公民館活動における市の支援  男性 40代 浅間地区 

2070 市民対議会での意見収集や事業仕分けのようなもの  男性 30代 浅間地区 

2071 住民投票  男性 40代 臼田地区 

2072 今回のようなアンケートを！（懇談会や対話集会は暇な人しか出られない）  男性 30代 野沢地区 

2073 投票率の向上  男性 30代 望月地区 

2074 市長のリーダーシップ力  男性 50代 野沢地区 

2075 お年寄りの声を聴く  女性 30代 野沢地区 

2076 アンケートから  男性 70歳以上 中込地区 

2077 もっと一生懸命仕事をしてほしい  女性 30代 望月地区 

2078 休日、市議会開催。見学を望む  男性 50代 野沢地区 

2079 住民投票に議員と民意とのズレがよくわかりました  女性 60代 東地区 

2080 議員さんをもっと働かせる  男性 60代 望月地区 

2081 
職員は机上の政策立案だけではダメ！庁舎外に出かけ市民の意見を直接聞くこと

が大事  
男性 40代 浅間地区 

2082 知りたいとき問い合わせができる総合窓口のようなもの  男性 50代 野沢地区 

     
問 26 佐久市の行財政にとって、特に重要だと思うもの 自由回答 

2083 市長交代  女性 40代 東地区 

2084 今の負担で質の高いサービスを望む  男性 50代 東地区 

2085 人員削減  女性 40代 浅間地区 

2086 市会議員の定数、年金の削減  女性 70歳以上 野沢地区 

2087 市職員の人数削減（経費削減）  女性 50代 浅科地区 

2088 給料を下げる  男性 50代 臼田地区 

2089 余った予算を無駄に使い切らないという考え方の導入  女性 30代 臼田地区 

2090 負担を減にして、サービスを向上するように市は努力するべき  女性 30代 野沢地区 

2091 職員一人一人のスキルアップ  女性 20代 臼田地区 

2092 業務全てを民営化  男性 30代 東地区 

2093 天下りの人たちを利用し、土日も市役所業務を行ってほしい  女性 30代 中込地区 

2094 事業仕分け  女性 40代 中込地区 

2095 サービスが低下しないように組織のスリム化を行う  女性 30代 望月地区 

2096 無駄遣いを減らす  女性 30代 臼田地区 

2097 
行政のスリム化や経費削減は必要だが、非正規職員ばかり増えると消費を引っ張る

人がいなくなる  
女性 60代 東地区 

2098 サービスを低下させないで行政のスリム化を行う  男性 20代 望月地区 

2099 人員の削減  男性 50代 東地区 

2100 企業誘致の増と議員・職員半減が先  男性 60代 望月地区 

2101 働かない職員が多すぎる（人件費の無駄）  女性 50代 望月地区 

2102 サービスの低下なくしてスリム化を行う。職員の質の向上  女性 70歳以上 野沢地区 

2103 箱を減らしスリム化する  男性 40代 臼田地区 

2104 市役所の土日営業をしてほしい  女性 50代 東地区 
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2105 市職員の給与を一般中小企業に合わせてほしい。収支に見合った人件費の設定  男性 40代 浅間地区 

2106 佐久市議会の議員削減と議員手当の見直し減額。市長・副市長、教育長見直し減額  男性 70歳以上 望月地区 

2107 市民サービスの向上として、土日の窓口サービスを始めて欲しい  男性 40代 中込地区 

2108 金銭をかけずに質の高いサービスを考えるべき。民間企業ではそれが当たり前  女性 50代 浅間地区 

2109 弱者に対し行政サービスの強化  男性 50代 浅間地区 

2110 子どもたちの安全のため、街灯や歩道を増やしてほしい  男性 20代 望月地区 

2111 人と人とのつながりを大切にした運営を  女性 40代 浅間地区 

     
問 27 どのような街になってほしいか 自由回答 

2112 雇用の場が安定している暮らしづくり  男性 50代 東地区 

2113 それぞれの頄目がバランスよくつながって機能していけるまちであってほしい  男性 40代 中込地区 

2114 日本のゆがんだ法律など、よりよく提案できるまちに  女性 50代 臼田地区 

2115 モラルの高い人があふれる市  男性 60代 浅間地区 

2116 補助金などに頼らない自立した人々と暮らすところ  男性 60代 望月地区 

2117 様々な産業が発展し、福祉等の充実した町  女性 50代 臼田地区 

2118 自然環境を損なわず、他の地域から人が集まるような産業誘致を望む  男性 40代 中込地区 

     
問 28 佐久市の将来について、意見・提案・要望等 自由回答 

2119 新市長になり、これからの展開に期待している  男性 50代 野沢地区 

2120 
「佐久はいい」と市外の友人から言われる。確かに数年前とは変わり明るく暮らしや

すくなった。皆さんの見えない苦労のお陰だと感謝している  
女性 20代 中込地区 

2121 
子育てしやすいように医療費無料化や公園や歩道が整備された安全な町にしてほ

しい  
女性 30代 臼田地区 

2122 市民の声を反映して下さる町づくりを期待する  女性 40代 野沢地区 

2123 

佐久の自然をいつまでも大切に残してほしい。佐久を訪れた人が故郷を懐かしく思

うような、自然が美しく空気が綺麗な佐久市がいつまでも続いてほしい。佐久に住ん

でいても佐久市は宝だ。大切に守っていこう  

女性 50代 中込地区 

2124 

若い僕らにはお金がない。子育てするには市の協力もほしい（生活や学校、スポー

ツ施設など）高齢者施設も大切だが、どの公園に行ってもゲートボール場はあるが、

子どもたちが気軽にキャッチボールやサッカーができるグラウンドなどがない（高齢

者、子どもたちが一緒に遊べるような施設がほしい）。市も国も、未来を背負うこども

たちに目を向けてほしい。子ども手当など、お金など払えれば満足できるものではな

い。このようなアンケートを実施するならば是非、市政に役立ててほしい。文化会館

よりも先に、市民の声を聴いてほしい。そうでなければアンケートの意味がない。た

だのパフォーマンスだ 

男性 20代 浅間地区 

2125 借金のない自立した本来の自治体になってほしい。自然が楽しめるゆとり  男性 70歳以上 浅科地区 

2126 

今回のアンケートを記入し、もっと佐久市について知る必要があると思った。引っ越し

てきて、今日まで様々な面で情報不足で苦労した。より住みやすくしてもらうためにも

情報は欠かせない。もし、何かの活動をしていても分からなければ参加も出来ない  

女性 20代 浅間地区 

2127 
あまり佐久市が発展しすぎないことを望む。自然豊かな町。子どもたちをのびのび育

てたい。お年寄りものんびりと心豊かに過ごしたい。便利すぎるといろいろな問題が
女性 60代 浅間地区 
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出てくると思う。世の中、働きたくても職がなく、生活苦に苦しんでいる人が多くいる。 

2128 雇用が生まれ、皆がうらやましがるような佐久市を望む  女性 40代 東地区 

2129 

・社会的弱者に対する施策が明確でない。これから増加する社会的弱者を同じ市民

として、どのように支えるか市行政を見守りたい・周辺の市町村に比べ、佐久市は特

徴がない  

男性 50代 東地区 

2130 
佐久市の地域性を活かした農林水産業・商工業の発展を望む。また、周辺地域の

特色ある文化を衰退させないよう施策を望む  
男性 70歳以上 臼田地区 

2131 皆が安全で安心の生活ができるよう、楽しく明るい社会であってほしい  男性 70歳以上 浅間地区 

2132 
アンケートを出すだけではなく、要望等がその後どうなったのかを知りたい。そうでな

いと、アンケートの意味がない  
女性 60代 浅間地区 

2133 安全な佐久市にしてほしい  男性 10代 中込地区 

2134 

このアンケート調査の満足度チェックにおいて、内容の意味が理解できないものが

あり、満足・不満足のどこにチェックすればよいのか分からなかった。チェック頄目に

『分からない』という頄目も追加してはどうか。分からないということは、市民が関係し

ていない・興味がないということである。分からないという頄目・内容に対して、市民

にもっと訴えることが必要であると思う 

男性 50代 浅間地区 

2135 
佐久市は住みやすく、明るい市だと思う。自然の豊さをいつまでも維持してほしい。

多くの開発は必要ない  
女性 30代 臼田地区 

2136 
単に長寿の町としてではなく、幸せな生き甲斐のある長寿の町として充実した医療・

福祉（介護等）が行われる町にしていきたい  
男性 70歳以上 浅間地区 

2137 
佐久市＝佐久平駅近辺だ。他地域の発展を願う。何でも佐久平駅、インター中心の

考え方は止めてほしい  
男性 40代 臼田地区 

2138 教育と雇用の確保ができれば全ての面でよくなる  男性 30代 臼田地区 

2139 佐久市が誕生してから「佐久市」が発展しているようには見えない。  女性 50代 東地区 

2140 
文化・芸術が全国に比べ遅れていても『日本一安心して老後が過ごせる佐久市』を

目指してほしい  
女性 60代 東地区 

2141 今回の住民投票のようにどんどん住民を巻き込んでいくと良い  男性 30代 臼田地区 

2142 
先日行われた、佐久市総合文化会館の是非を問う住民投票は大変良いことだ。こ

れからも、住民の声を反映させた市政をお願いしたい  
女性 40代 臼田地区 

2143 明日に続く確実な一歩を目指す  男性 60代 東地区 

2144 

以前より情報開示され、皆の意見を吸収し取り組むようになり有難い。今後も雇用・

都市計画・教育文化の向上を行政としてのビジョンを打ち出し、明るい佐久市に向

け邁進してほしい  

男性 60代 中込地区 

2145 

長く市会議員をすることは、企業や地区との癒着ができよくない。この間の住民投票

は、市民の本当の意見を聞くために、とても有意義だった。これからは、あのような形

で市政への市民参加が重要だ  

女性 40代 浅間地区 

2146 
安心・安全・活気のある町づくり①青尐年等、子どもたちの活性化施設 ②市内で

仕事がある対策③高齢者の生き甲斐対策  
男性 70歳以上 中込地区 

2147 借金をしない佐久市にしてほしい  男性 70歳以上 臼田地区 

2148 
佐久市は水・空気が綺麗。これこそを財産にすべきだ。商工業の発展も大事だが、

豊かな自然をいつまでも守ってほしい  
女性 50代 野沢地区 
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2149 
市長をはじめ、市の職員の方たちの力で、いろいろな施策をし、市民に伝え、今ま

で以上に素晴らしい町、佐久市になってほしい  
女性 20代 野沢地区 

2150 他県・他市町村から、佐久市で生活したいと思われるような町になるよう希望する  男性 40代 浅科地区 

2151 柳田市長頑張れ  男性 50代 臼田地区 

2152 

文化会館の市民投票の結果について、市議員が「市民の言いなりになっていいの

か」と言っていたが、私たちの市税を使って行うことだ。市民が望んでいないことを市

議員が強制的に進めてもいいものなのか？私たちの税金で給料を貰っていることを

忘れないでほしい  

男性 50代 浅間地区 

2153 過疎地域のことはどうお考えですか  女性 50代 望月地区 

2154 

このアンケートが今後、佐久市にとって良い方向に役立つのか疑問だ。このようなこ

とをこれからも続けるならば、今まで行政が何をしてきたのか、これから何をしたいの

か、自分たちの案を出してから住民に問うべきだ  

男性 40代 望月地区 

2155 差別のない市民づくり  男性 70歳以上 臼田地区 

2156 問 27の頄目は全て重要な問題  女性 10代 臼田地区 

2157 文化会館が否決されて一安心  男性 50代 野沢地区 

2158 佐久平に店が集中しているのはよくないと思う  女性 10代 野沢地区 

2159 
特産品の発掘・情報発信等を行いブランド力のある地場産業を国内外にアピール

する環境作りをしていってほしい  
女性 40代 浅科地区 

2160 岩村田に文化センターがあれば良かった  女性 70歳以上 浅間地区 

2161 
世界から人が集まるにはさらに何が必要かという視点から今後を考えると良いので

ないか  
男性 40代 浅間地区 

2162 自然豊かなまちづくりをしてほしい  女性 50代 浅間地区 

2163 
佐久平駅周辺に支所・社協・ボランティアセンター・ハローワーク等を作ってほしい。

勤労者福祉センター内に簡易郵便局や銀行の ATMがあると便利  
女性 50代 浅間地区 

2164 
数万人規模のアリーナを作ればいいと思う。駐車場やスーパー・コンビニ等経済効

果が期待できる  
女性 30代 浅科地区 

2165 保健・医療・福祉・子育て支援の充実した佐久市になってほしい  女性 50代 浅間地区 

2166 
住民投票をもっとやって市民の民意を聞いてもらいたい。自然保護にも力を入れて

もらいたい  
女性 20代 浅科地区 

2167 ゴミ袋の小よりも小さい袋がほしい  女性 30代 望月地区 

2168 佐久市は歴史のない町なので文化施設・スポーツ施設が必要  女性 50代 浅間地区 

2169 

ICや新幹線駅ができ都会風になってきているが人口が 30年前とあまり変化してい

ない。本当の意味での活気あるまちづくりを行政全体で考えてほしい。あと通学路の

整備を早急に行ってほしい（望月・本牧地区）  

女性 70歳以上 野沢地区 

2170 

総合文化会館建設中止に伴い、予算を市民の密着したものに利用することを望む。

例えば①高齢化時代に対忚した福祉事業（ｼﾙﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞきしのの建設）②市民の意

見を聞く対話集会を聞く③市民からのアンケートを実施  

男性 60代 浅間地区 

2171 
仕事があり、安心して生活できる場所になってほしい。老人からはお金をあまりとら

ないような仕組みになってほしい  
女性 60代 浅科地区 

2172 
今ある土地・建物を有効活用して栄える佐久市になるように。あと予算額を使い切る

ための無駄遣いは絶対にやめて！！  
女性 40代 野沢地区 
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2173 
何か自慢できる佐久市であってほしい。アンケートの中での今後の展望はどれも大

切で選べない内容です  
男性 40代 望月地区 

2174 文化会館ができなかったのは残念でなりません  男性 50代 中込地区 

2175 
働く女性が増えている今、はやり女性の負担は増えるので、子供を預ける保育所の

充実を願います。保育士さんも加配の先生方を増やすなど工夫して増やしてほしい  
女性 60代 望月地区 

2176 
広報佐久など配布物が多すぎるし読みにくい。ゴミステーションが尐なすぎる。ゴミを

車に積んで捨てに行かなければならない生活に驚いている  
女性 40代 浅間地区 

2177 
子育て支援をうたっていても、よいと思う公園が一つもない。安全で楽しく、市外の

人たちもまた来たいと思うような公園を作ってほしい  
女性 30代 中込地区 

2178 

文化会館の例のように、住民誰もがハコものや都市化を望んでいるわけではない。

余計なものを新たに作るより、今ある状況をせめて快適なものにしてほしい（福祉な

ど）。新しいことはその次ではないでしょうか  

女性 50代 東地区 

2179 
高齢者より若者にもっと目を向けてほしい。孫の世代が佐久で働き、佐久で子育て

できるようになってほしい  
女性 70歳以上 野沢地区 

2180 

同じ道ばかり掘り返していないで、そんな予算があるのなら生活道路や細い道路も

直してほしい。役場でも正職員をもっときちんと働かせてパートなどあんなにたくさん

の人は必要ない。対忚もあまりよくないので教育が必要。印刷物が多すぎる  

女性 70歳以上 中込地区 

2181 同和対策事業というのはどんなものなのですか？  男性 60代 浅間地区 

2182 

文化会館の予定地だったところには、佐久病院建設に使ってほしい（他県や東京か

らも来る）浅間病院とは統合して佐久市の医療発展に貢献してほしい。ツガミの跡地

には自然を生かして公園やスポーツ広場として市民の憩いの場に  

女性 50代 野沢地区 

2183 
佐久はとても住みやすくなりました。自然環境を保ちながら高齢者が生き生きと暮ら

せるまちづくりを希望  
男性 50代 望月地区 

2184 

病気でなくても入所できる高齢者用福祉施設の整備。高齢のため買い物にも自由

に出られない人のための中型バスの運行。母子手当、生活保護家庭の決定が甘す

ぎるのではないか（年金生活者より裕福に暮らしているのはどうかと思う）  

女性 60代 中込地区 

2185 地元産の良い商品を安く市民に提供でき、町が豊かになるよう望みたい  女性 70歳以上 野沢地区 

2186 
佐久市は都市機能、病院は世界レベルであることを考えつつ、市政を考え、将来展

望を示せるプロジェクトを立ち上げ、その先頭になって市長は論戦をとばしてほしい  
男性 60代 野沢地区 

2187 

佐久平駅前の開発が進むなか、離れた地域は高齢化・尐子化が進んでいる。その

ような場所にも何か（金銭的・学術芸術的インセンティブ）考えて実施してほしい。景

観は壊さずに  

男性 10代 望月地区 

2188 
ずっと佐久に住んでいるのに佐久のことを知らない。まずもっと興味をもつことから始

め将来を考えていければと思いました  
男性 40代 臼田地区 

2189 若者が地元で就職できる環境づくりに力を入れて、活力ある佐久市を目指してほしい  男性 50代 中込地区 

2190 議会と住民の民意が一致していない。住民の話を聞く機会を増やしてほしい  男性 40代 臼田地区 

2191 

理解しにくい理想よりも、明確な目標に向かった方がいい。もっと大阪のようにリーダ

ーシップをお願いしたい。皆どこかで自分の暮らす行政に参加したいと思っている

はず  

男性 40代 浅科地区 

2192 
開発が進むことで、自然がどんどんなくなっていくことがいいこととは思えない。誰も

住んでいない家の利用やさら地にすることなども考えるべき  
女性 30代 中込地区 
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2193 

住民の意見を聞く姿勢は必要とは思うけれど、声を出す市民の声だけが反映される

ことのないよう、行政が佐久市の将来のビジョンを市民にきちんと示すことも大切で

はないか？市政からの具体的な情報が発表されれば、賛成・反対または修正意見

など出すことができるから  

男性 50代 野沢地区 

2194 
公共事業の見直しを進める。他の地域に比べ子どもの数が増加していると思われ

る。もっと子どもを産んで育てやすい事業に取り組んでいってもらいたい  
女性 30代 浅間地区 

2195 

財政のさらなる健全化。市職員・市議会議員のスリム化。市所有の施設、財産処分、

有効活用でムダの排除を進める。文化会館ｊ建設予定だった場所は、大規模小売

業を誘致するよう努力する。赤ちゃん・子どもの一時預かり施設の充実と小学生の放

課後の活動施設のさらなる充実（時間延長など） 

女性 40代 浅間地区 

2196 

臼田地区には子どもが尐ない。といって仕事も不安定で子どもを作ることもできな

い。このままでは保育園・小学校の閉校の恐れがある。こういった声は佐久市には伝

わらないと思っているが、このような思いをしている市民が多数いることを忘れないで

ほしい。もっと子育て支援を強化してほしい 

男性 30代 臼田地区 

2197 子どもにも老人にもやさしい佐久市に  男性 40代 中込地区 

2198 
無駄な大規模施設の造成より、市民全体の積極性を高めることや、実行力のある人

材の育成を望む  
男性 40代 浅間地区 

2199 
道路・公園・住宅の整備もけっこうですが、市民一人ひとりが心あたたまる行政をお

願いしたい  
男性 60代 野沢地区 

2200 
今回の住民投票のように、市議会と全く違う結果を見るように、市民の声が市議会に

反映されていないと思う。もっと市民の声を聞いてもらえるような行政を求める  
男性 60代 東地区 

2201 
基本的に佐久市の発展は賛成だが、観光地化すると地域住民が生活しづらくなる

ような開発はしないでほしい  
男性 10代 浅間地区 

2202 

時代の流れとともに新しいものも必要ではあるが、まず今あるものを最大限に活用し、

集客やさらなる市の活性化を図ってほしい。住民が安心して快適に住める市。そこで

育った子どもたちがたくさんの知識をもって戻ってきたくなるような市にしてほしい  

女性 40代 臼田地区 

2203 
佐久の農業を守る。農地の荒廃を防ぎ有効活用を考える。県外に佐久市をＰＲし観

光客を呼ぶ。市民も企業も元気ある活気のある街に  
男性 40代 野沢地区 

2204 市民が安心して住みよいまちづくりを今後お願いしたい  女性 30代 望月地区 

2205 
安心して子育てできる町、老後を健康に過ごせることに力を入れていくことで、都会

から移り住む人もどんどん増やせる。重点的に取り組むべき  
男性 40代 野沢地区 

2206 

若い市長には市政・議会の改革をお願いしたい。議員は市民と考えを違っている。

もっと市民の声を聞くべき。今後重要な施策の決定には議員でなく住民投票を実施

することができる条例を定めるべき  

男性 60代 東地区 

2207 

佐久市は水と空気がきれいで安全で安心して暮らせるという町になってほしい。農

業をはじめとする産業振興、充実による雇用の確保で、若い人がしっかりと働ける環

境整備が重要。老いて病気になっても、障害をもっても手厚くケアしてくれる行政を

期待しています  

男性 50代 臼田地区 

2208 
今回の文化会館のように大きな事業には市民の意見が届くやり方をしてほしい。子

どもたちに借金でなく誇りをもってもらえる佐久市に  
女性 30代 中込地区 

2209 文化会館予定地もただのマンション群にせず有効活用してもらいたい  女性 30代 望月地区 
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2210 
見せかけばかりきれいな町でなく、活気があり、教育・職場。医療が充実した町にな

り、若者が生き生きと活躍できるところになってほしい  
女性 50代 浅間地区 

2211 
行財政の無駄をなくし、住みよい町にしてほしい。運動公園のマレット場は夏場はせ

めて午後 7時頃までできるよう要望します  
男性 60代 浅間地区 

2212 各支所でも各種手続き等がスムースにできるよう一体化した業務をしてほしい  男性 70歳以上 浅科地区 

2213 
人口増加と共に犯罪が増えています。安全な生活ができる佐久市にしてほしい。美

しい自然をいつまでも残してほしい  
女性 60代 野沢地区 

2214 
他の地域に住んでいる人も、佐久市に住みたいと思うような市にしてほしい（子ども

を産み育てたい。安心安全な老後を暮らしたい）  
男性 40代 臼田地区 

2215 
10年後佐久市は子どもから高齢者まで健康な人も、病気で患っている人も住みや

すい町になるよう、行政も企業も市民も考え、早急にビジョンを作るべきと思う  
男性 60代 臼田地区 

2216 
文化会館の住民投票は大変よかった。こういう形で民意が市に反映されたことをうれ

しく思う。大金をかけて建設しても、借金のみが後世に残るようではダメ  
女性 60代 浅間地区 

2217 
御代田町、軽井沢町、小諸市、佐久穂町、小海町、川上村との合併。もっと住民投

票を増やす  
男性 40代 臼田地区 

2218 
子どもが産まれ、仕事と子育ての両立が大変なので、これからも子育て支援を充実

させていただきたい。また子どもを持つ母親の労働環境の見直しもお願いしたい  
女性 30代 浅間地区 

2219 地域格差のない行政をお願いしたい  男性 30代 浅間地区 

2220 税金が安く、緑を大切にした空気のきれいな市に  男性 50代 臼田地区 

2221 行政組織のスリム化でサービスの向上！当たり前です  男性 40代 野沢地区 

2222 
ゴミ焼却施設、火葬場等を早く作ってほしい。その際には埋立品を尐なくする方法も

（リサイクル等）  
女性 70歳以上 野沢地区 

2223 
他県からの観光客や仕事で訪れる人に対しても佐久に住んでみたいと思わせる環

境を作ってほしい(子育て支援など）  
女性 20代 浅間地区 

2224 
前市長の時は野沢・岸野地域の要望はすぐに通るなど行政サービスに偏りがあった

ように思う。偏りのない行政を望む  
女性 40代 浅間地区 

2225 松本佐久連絡道路等の中南信への交通アクセスを向上してほしい  男性 30代 望月地区 

2226 
文化より福祉施設や病院を！今回の住民投票のように、市民の意見を聞いて活動

してほしい  
男性 20代 浅科地区 

2227 

歴史的建造物等の尐ない市だと思う。古い良い商家なども生かそうともせず、ただス

ポーツなどが盛り上がっているように思えます。市の職員もあまり情熱が感じられま

せん  

女性 60代 中込地区 

2228 活力あるまちづくりをしてほしい  男性 70歳以上 中込地区 

2229 
インフラと自然環境は問題ない。積極的な人口増のため外部に PR。市内の情報網

と医療・福祉の充実を  
男性 70歳以上 望月地区 

2230 

環境でも、高齢者福祉でも何かこれ！という魅力や特徴のあるまちづくりをしてほし

い。夏の毎週末のお祭りも他の市町村と話し合って集中させ大きなお祭りにすると

か。目先、佐久総合病院の再構築の成功が人口や景気アップにつながると思う  

男性 30代 野沢地区 

2231 必要ない土地等は買っておかないこと  男性 70歳以上 中込地区 

2232 人件費の削減、市会議員の削減  男性 60代 中込地区 

2233 文化会館建設中止の佐久市の将来は発展が望めない  男性 70歳以上 野沢地区 
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2234 

自然環境に恵まれ、食の安全を図れる農業に加え、高速交通網を備えた立地にあ

る。その上に健康・医療・福祉での優位な基盤もある。これらを生かし健康・医療・福

祉に特化したモデル都市を目指したい。そのためには関連する農業・工業・サービ

スの発展を目指した施策を取  

男性 60代 浅間地区 

2235 
警察署を新しくしてもらいたい。段差があり歩くのに危険。また建物も古く入るのに怖

い感じがする  
女性 70歳以上 浅間地区 

2236 
自然豊かで災害水害もなく、交通網も発展している佐久市。今後は子どもたちが安

心して働けるまちづくりが必要。他にはない佐久のブランドが必要だと思う  
女性 40代 浅間地区 

2237 
先日の文化会館の住民投票のように、みんなの意見を聞いてこれからも判断してほ

しい  
女性 30代 浅科地区 

2238 

佐久は緑や特産によいものがあるのに生かしきれていない。米・プルーン・リンゴは

ブランド化してもいいと思う。うまく PRすれば消費が多くなると思う。ゴミのポイ捨てが

とても気になる  

女性 30代 野沢地区 

2239 
先日行われた住民投票のように、市民が市政に関われるようにしてほしい。そして市

民が市政に興味を持てるように情報公開をしてほしい  
女性 10代 浅科地区 

2240 助け合える豊かなまち。安心安全なまち  女性 40代 望月地区 

2241 
合併した町村間のネットワークが充実していないので、共有できるところは共有する

などしてスリム化してほしい  
男性 60代 浅間地区 

2242 
今の時期、文化会館のことは保留にして正解。せっかく土地があるので有効に活用

したい  
女性 60代 野沢地区 

2243 
子どもにも年寄りにも優しい市になってほしい。若い人が安心して子どもを何人産ん

でも子育て支援が充実している。それが地方自治体の姿  
女性 60代 野沢地区 

2244 

新幹線開通で大きく利便性が上がった新しい土地です。この好立地を上手に成長

させてほしい。そのためにも関東方面との人的交流を盛んにしていくことが重要。日

本全体を牽引していく原動力となれる政策を  

男性 30代 中込地区 

2245 
住みよいまちを目指して、10年後、20年後、30年後を見据えた取り組みをお願いし

たい  
女性 40代 野沢地区 

2246 
若い市長になり世代交代されたので、困っている商店、自営業者、就職できない人

たちのために頑張ってほしい。机上のことばかりでなく歩いてみてください  
女性 60代 中込地区 

2247 
合併後に感じることは、職員・議員などのレベルが以前より下がったこと。誰のため

の仕事をしているのか意識が足りないのではないか  
男性 60代 東地区 

2248 市役所と市民との意見の違いや温度差も、旧望月・浅科・臼田でもかなり違うと思う  女性 20代 臼田地区 

2249 合併した地区の活性化をしてほしい  男性 20代 中込地区 

2250 
柳田市長は頑張っておられると思う。今までの悪しき風習を打ち破り市民主役の新

しい行政を期待している  
女性 40代 浅間地区 

2251 
住みやすい地域づくりをしてほしい。税金・保険料の見直しなど、特に税金の使い

道が有効に活用されているか。人の税金をきちんと使用してほしい  
男性 40代 浅科地区 

2252 

10年前に引っ越してきたが、市民の中での結び付きが希薄な感じがする。もっと皆

が元気に発言し、活動するためにたまり場があると良い。行政のお膳立てしたものに

参加するばかりでなく、市民の中からコミュニティが生まれる活気ある町になるといい  

女性 50代 浅間地区 

2253 女性がもっと働きやすく、女性・子どもに優しい佐久市になってほしい  女性 30代 浅間地区 
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2254 
高齢化が進んでも、安心して生活でき、安心して出産し、仕事と育児が両立できる

支援ができている企業と行政、環境をせつに願う  
女性 60代 中込地区 

2255 

佐久市は自然が豊かで晴天率が高く、とても好きな町だ。心を穏やかにするものと

は自然や食べ物だ。箱ものを造る・整備する前に、あるがままを活かせないか再考

することも大切だ。食べ物も簡単に手に入るが、昔ながらの味が心をホッとさせる。

10～20年後、住んでいて良か  

女性 50代 東地区 

2256 
全国どこでも佐久市が通じるようになるくらい発展していってほしいったと思える町で

あるよう、私もできることを尐しずつやっていきたい 
男性 10代 東地区 

2257 

国や県基準ではなく、佐久市独自にエコや環境・医療・介護・子育てを考えてほし

い。それぞれが充実している国や地域の良いところを参考にしてほしい。安心し暮ら

しやすい町づくりをお願いしたい  

女性 20代 浅間地区 

2258 

家の近くのゴミステーションが道路にあるので、車でのポイ捨てやスーパーの袋のま

まだったり、通勤途中で置いていく人があったりと困っています。ゴミがちらかってい

るのは見た目も悪く、なんとか改善してほしいと思います  

女性 60代 野沢地区 

2259 
10～20年先を見据え、子どもの教育に掛けるべきだ。佐久市から、ノーベル賞や総

理大臣を輩出できることを祈っている  
女性 50代 東地区 

2260 市政と市民との協働による市政運営の施策が見え始めていて良い  男性 60代 浅間地区 

2261 
文化会館建設予定地の有効活用を考えてほしい。一部の場所だけに集中した集客

地ではなく、市内全体を集客できるような方法を取ってほしいｃ 
男性 60代 浅間地区 

2262 市民全員の生活が健全で安心できる市政を望む  男性 60代 野沢地区 

2263 

佐久市は何事につけ、消極的（保守的）である。他市に比べ元気がない。青年会議

所や他の青年部の活動も目を見張るものがない。もっと若々しく元気な町（市）にな

ってほしい  

女性 60代 中込地区 

2264 豊かな自然を守りつつ、人間関係も豊かで温かい佐久市になってほしい  女性 50代 臼田地区 

2265 
佐久市にあるか分からないが、単身者で墓がない者のための納骨堂なるものがあっ

てもよいのではないか  
男性 60代 野沢地区 

2266 

道路や教育施設等の充実は尐しずつ発展し快適さを感じるが、地域での細やかな

サービスが低下している。今までのように、高齢者が気軽に立ち寄れるよう、地域の

農協や郵便局などへの配慮を考えてほしい  

女性 40代 浅科地区 

2267 
佐久独特のブランド商品や観光地等が必要となってくる。市民に目を向けた行政運

営をお願いしたい  
女性 20代 望月地区 

2268 市長は子育てが終わってから出馬すればよい  男性 60代 中込地区 

2269 
市民が住みやすい町づくりに注力してほしい。そのために幅広い人たちから意見収

集すべきだ  
男性 30代 浅間地区 

2270 恵まれた豊かな自然を守り、安心して子育て・老後を送れるよう願っている  女性 50代 浅間地区 

2271 若い人の意見や考えを聞く場を設けてほしい（平日の夜など）  男性 20代 臼田地区 

2272 

雇用・教育・医療・福祉の充実した市を目指す・雇用－市職員の給与が高すぎる。

人員が多い。民間に委託を進める→雇用増加・教育－医大を佐久市に誘致→高等

教育のレベルアップ・医療・福祉－佐久総合病院の充実又は核とした市づくり  

男性 50代 臼田地区 

2273 市長自ら市民の声を聴くようにしてほしい  男性 30代 東地区 

2274 高齢化が進んでも安心して住める佐久市になってほしい  女性 50代 浅間地区 
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2275 農業・商業が元気な市であってほしい  女性 50代 浅科地区 

2276 

・旧佐久市では、教育文化と青尐年の育成が緩やかであったが充実していた・新佐

久市では、10万都市とは名ばかりで臼田、浅科、望月地区が未だ佐久市の仲間と

なっていないように見受けられる  

男性 70歳以上 東地区 

2277 子どもがいる人だけでなく、単身者にも利益がある取り組みを行ってほしい  女性 30代 中込地区 

2278 
・アンケートを取るよりも市長を先頭に力強い市づくりを頑張ってほしい・公共事業も

もっと幅広いものを選びやってほしい  
男性 50代 野沢地区 

2279 
尐子高齢化社会は佐久市と言えども例外ではない。地域の人々が支え合える社会

環境になってほしい  
男性 70歳以上 臼田地区 

2280 
住みやすい市だとは思うが、自分が高齢になった時には不安要素が残る市だ。車

の運転（公共交通機関）、買い物、体の不自由さ、一人暮らし等  
女性 30代 野沢地区 

2281 

・佐久の赤字財政排除の方策を実施してほしい・佐久市も車社会になり、歩いてい

る人をほとんど見かけなくなり、将来は健康長寿の町ではなくなるような気がする。中

年の肥満も目立ってきているようで考えさせられる  

女性 60代 浅間地区 

2282 老いても安心して生活できる市  女性 40代 浅間地区 

2283 佐久市は医療に充実した病院があるので、医療・福祉に力をいれたまちを目指す  女性 40代 臼田地区 

2284 
これからは高齢者が多くなり、年金ももらえる額が尐なくなる者も多くなると思うので、

低所得者も安心して入れる施設を考えてほしい  
男性 20代 中込地区 

2285 老人ばかりにお金をかけすぎ。子育て世代の人を定着させないと発展は望めない  女性 30代 浅間地区 

2286 
市長が替わり、市政も風通しがよくなり期待を感じる。不況が続く中、生活の基盤で

ある雇用の拡大をお願いしたい  
女性 50代 臼田地区 

2287 
御代田や東御市にあるような遊具付きの公園がほしい。老若男女が使える芝の広

場を希望。広場なら通年でバルーン体験なども可能ではないか？  
女性 30代 浅間地区 

2288 
基幹道路も広くなったので、車の量を減らしクリーンな観光都市を目指してみてはど

うか？将来佐久市に市電を走らせるとか  
女性 70歳以上 野沢地区 

2289 都会すぎず田舎すぎない佐久市らしい個性を出してほしい  女性 10代 野沢地区 

2290 子どもや若者たちのためにお金を使ってほしい  女性 20代 臼田地区 

2291 自然・農業・林業を大切に。子どもたちの道徳教育をしっかり身につけてほしい  女性 50代 望月地区 

2292 

豊かな平地と日照時間に恵まれた佐久は太陽電池を利用した低コストの施設など

いろいろなことが考えられる。海なし県だから波のプールやリハビリを行えるプール

など子どもから老人まで健康・長寿の佐久を実現してほしい  

女性 40代 東地区 

2293 
子どもは未来。それを大切にする環境を作るのは大人の仕事。こんなによい自然・

歴史・風土を大事にし、継承していくこと  
男性 30代 浅間地区 

2294 
人口増につながる政策を重点的にしてほしい。工場など誘致して働く場所を多く作

る。仕事と子育てが両立できる環境の整備推進  
男性 70歳以上 浅間地区 

2295 温泉施設やペットと一緒に入れる温泉や宿泊施設などを増やしてほしい  女性 10代 浅間地区 

2296 
高齢者の経験・知恵などを教育の場で子どもたちに伝承していくように。学校の授

業は、もっと社会全体の参画部分を増やしてもよいと思う  
男性 70歳以上 浅間地区 

2297 施設を造るのではなく、心を育てる文化・心にゆとりの持てる文化が育ってくれると願う  女性 50代 東地区 

2298 
老後が安心できる。孫が安心して遊べる場所があるように。住民投票は市政に参加

できたと思え、よかったと思う  
女性 50代 浅間地区 
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2299 今後も高齢者の方に優しいまちになっていくといい  女性 30代 浅間地区 

2300 運転できない高齢者にとって、バスや路面電車の普及が望まれる  女性 60代 東地区 

2301 
事業仕分けすべき（こども未来館は税金の無駄）その分、教育・医療に充ててほし

い。もっと未来を担う子どもたちに支援をしてほしい  
女性 50代 東地区 

2302 次世代を担う子どもたちに負の遺産だけは残さないように  女性 40代 東地区 

2303 
望月にも電車を通すか、バスの本数を増やし、料金を安くして利用しやすくしてほし

い（佐久平駅まで 590円は高すぎる）  
女性 10代 望月地区 

2304 
市の中心部以外にも市民が満足できる施設があるとよい。草やゴミをきれいにして

安心して通行できる歩道が尐ない。車を運転する人のマナーが悪い  
男性 30代 中込地区 

2305 文化会館は建ててほしかった  男性 20代 浅間地区 

2306 
子どもの医療費の窓口負担をなくしてほしい。子どもが参加できる（佐久の企業も参

加する）イベントをたくさんすれば、子どもが佐久市に興味を持てると思う  
女性 30代 中込地区 

2307 
信州の表玄関として「佐久」という知名度の向上を図る(佐久ナンバーを目指す。蓼

科スカイラインの整備充実。新ブランド製品の開発支援、企業誘致の推進など）  
男性 70歳以上 野沢地区 

2308 

行政の効率化ばかり求めて議員定数を削減したり、民営化を極端に進めたりするの

は考えもの。あまり合理化ばかり目指さず、人間対象のあたたかい行政を望みます。

もう一つは産業・教育・行政などすべてに均衡のとれた市であればすみよいのでは

ないかと思います  

男性 70歳以上 浅間地区 

2309 
脱石油都市を目指してほしい。佐久市のように恵まれている市から率先してやって

いく必要がある  
男性 30代 浅間地区 

2310 

在宅看護は時間にムダが多すぎる。夜間の介護はしてもらえない現状、家族の負担

は大きい。老人ホームの入所が困難。早く希望に添えるようお願したい。高齢者へ

の毎年の賞状・額などは不要。その分、佐久市内で買えるお買いもの券に替える

か、医療費分に回してほしい  

女性 60代 野沢地区 

2311 
未来ある子どもたちへの教育、市民の安心ということで医療・福祉の充実が力を入

れていただきたい部門である  
女性 40代 中込地区 

2312 市民にはっきりと伝わる行政を期待します  男性 40代 東地区 

2313 市長の強いリーダーシップを求めます  男性 30代 浅間地区 

2314 

老人ホームなどの福祉施設の充実をお願いしたい。また介護職員の増員・養成に

力を入れてほしい。文化会館建設予定地は保育園・小学校・老人高齢者福祉施設

など一体型施設ができればいい  

男性 60代 東地区 

2315 

佐久市にもあったらいいなと思うお店（びっくりドンキー、もんじゃやき屋、パルコ、東

急、ミドリ、ドンキホーテ、水族館、動物園、ペットショップ、遊園地、足湯、温水プー

ル、すべり台、温泉のホテル、水の流れている公園など）佐久平周辺にこだわらず、

佐久市に幅広く  

女性 30代 東地区 

2316 

住民投票は民意を反映させた評価できるものと思うが、今回は情報が圧倒的に尐な

かったので、もっと判断材料になる情報公開が必要。今後も民意を反映させた行政

を希望。また市内４地区の特色づくりの政策方向性や進捗状況など広報などで随時

知りたい  

男性 30代 東地区 

2317 
健康長寿のまちづくりを進めていたと思うので、国の指定をうけるなどして全国でも

モデル的特徴ある市を作ってほしい。それには自然・環境・福祉の充実した市であ
男性 60代 望月地区 
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ることが望ましい  

2318 

恵まれた環境・地理的条件を最大限活かした施策を。全域バランスのとれた発展が

できるよう努めてほしい。農業・商業・工業バランス良い発展を。近隣市町村との広

域的連携を進めることも大切  

男性 60代 望月地区 

2319 
自然豊かな佐久の良さを活かして、子どもからお年寄りまでやさしく笑顔で生きられ

るよう、市民の心の手当を行政として行ってほしい  
女性 50代 野沢地区 

2320 安心して子どもを育てられる市にしてほしい。病院や産婦人科などの整備  女性 20代 浅間地区 

2321 

重度知的障害のある子どもがいます。親が面倒をみれなくなったときに暮らしていけ

る施設が絶対に必要です。それから軽度障害者や引きこもり気味の人たちを養護学

校でなく、地域の学校できちんと受け入れ教育できるようにきちんと整備してほしい  

女性 40代 浅間地区 

2322 
小学校までの道のりが遠く心配していたが、見守り隊の方々のおかげでとても助か

っています。あとちょっとした公園があるとうれしい  
女性 30代 浅間地区 

2323 
文化会館建設反対したものです。佐久平駅の近くという立地条件のよいところには

商業街地として利用した方がよいと思うからです。ジャスコだけでは満たされません  
女性 30代 東地区 

2324 公務員の人数削減と民間への業務委託拡大による財政削減  男性 40代 東地区 

2325 

国保税が生活費を圧迫しています。余生を送るために他県から移り住む人々は、永

年この地に住み続ける人々と同じ条件でよいのだろうか？と考えます。文化会館は

断念でよかった。地道な生活に血税をつかってください  

女性 60代 中込地区 

2326 

まちはめまぐるしく発展したようですが、行政システムは古い体制のまま。県内外の

進んだサービス・体制をしている市町村に出向きいろいろ吸収し、新しい佐久市に

変わることを希望します  

女性 30代 中込地区 

2327 １０００席の文化会館がないのはマイナスと思う  女性 60代 浅間地区 

2328 １人でも住みやすい市にしてほしい  女性 50代 東地区 

2329 
箱ものや道路などにお金を出すことをやめて、教育・人材・保育・環境などソフト面に

お金をかけて 20年、30年後それが活きるまちづくりをしてほしい  
男性 20代 野沢地区 

2330 若く実行力のある市長に期待している  女性 70歳以上 東地区 

2331 
子どもたちが安心して遊べる場所づくり。お年寄りにやさしいまちづくりをしてもらい

たい  
女性 40代 望月地区 

2332 
臼田・望月などももっと活性化してほしい。今回の住民投票も体の不自由な人、車の

ない人は参加できなかったと聞きました。封筒での参加も希望したい  
女性 60代 浅間地区 

2333 山が森化しているので、手入れをして気持ちの良い山林にしてほしい  女性 60代 望月地区 

2334 道路整備  男性 60代 臼田地区 

2335 安全で穏やかに過ごせるまちに。あと雇用確保を  女性 50代 浅間地区 

2336 佐久市の隅々まで意見を聞いてほしい。合併後やや不満あり  女性 50代 望月地区 

2337 
前市政に比べ、高齢者への対忚が希薄になったと聞く。お祝い訪問も事務的。高齢

者で免許返上したら外出も困難。福祉バスなど考えてほしい  
女性 70歳以上 野沢地区 

2338 
小中学校と市の連携を深める。子どもたちが将来困らないように、大人がもっといろ

いろな面に力を入れる  
女性 30代 浅科地区 

2339 
農業・商業・工業がバランスよく収入が入るようになれば、医療・福祉も充実すると思

う。市が全体をまとめ、PR強化し内外に働きかけてほしい（鯉やピンコロ地蔵のように）  
女性 60代 野沢地区 

2340 恵まれた自然環境を守り（水田・畑・山林・川）景観に配慮したまちづくりをし、全域 男性 60代 浅科地区 
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に地域格差のない環境整備を要望する  

2341 

尐子高齢化への取り組みが重要。社会人の人材育成。佐久の良い所をアピールす

る。文化芸術運動の推進。住民の友好信頼の拡大運動。明るく希望に満ちたすみ

やすい佐久市を  

男性 30代 中込地区 

2342 
佐久市と松本市を結ぶ弾丸道路が実現すれば、便利というだけでなく大きな経済効

果を生み出す  
男性 70歳以上 望月地区 

2343 自転車に優しいまちづくり。それが世界最高の健康都市の実現につながると思う  男性 40代 浅間地区 

2344 世代間交流をたくさんして、残さなければいけないことを肌で感じさせてほしい  女性 30代 東地区 

2345 
県内外の人が立ち寄りたくなるスポットと作るべき。八峰の湯のような温泉施設が出

来ればいい  
女性 30代 望月地区 

2346 
食料自給率 100％を目指す。市自体が独立し食料だけでなくエネルギーなどすべ

ての面での自給自足を目指していってほしい  
女性 60代 臼田地区 

2347 

子育てに関して講演会を開いてくれるのはうれしいが、託児がなかったり、都合がつ

かないなどもう尐し回数や支援を考えてほしい。軽度障害でも働く場所がほしい。ま

たそういった子どもを持つ親が安心して子育てと仕事が両立できる働く場所や託児

所を増やしてほしい  

女性 30代 浅間地区 

2348 
子どもをまぢぐるみで教育・育成できるようにしてもらいたい。失業者を出さない。老

人ももっと働けるまちにしてもらいたい  
男性 40代 浅間地区 

2349 
もっと地元の商店街を利用してくれる市民が増えてほしい。市民の安全を考えてほ

しい。市役所に相談・依頼しても１年間待たされるのはいかがなものか  
女性 20代 野沢地区 

2350 地の利を活かした住みよいまちづくり（人口増加につなげたい）  男性 70歳以上 浅科地区 

2351 
市立美術館など、市民が気軽に行くために１コインで鑑賞できるような環境を作って

ほしい  
男性 60代 野沢地区 

2352 このアンケートもどのように形にしていくかお知らせください  男性 60代 中込地区 

2353 
無駄を見直し市民生活に密着した市政。現在佐久平周辺が商業施設が一極集中

しているがなんとかならないか？  
男性 60代 中込地区 

2354 
高齢者が元気で過ごせる（何か生きがいを見つけて）「長寿な佐久」を全国にアピー

ルしていく  
男性 30代 浅間地区 

2355 働き盛りの失業者および未就職者を出さないようお願いしたい  男性 70歳以上 野沢地区 

2356 真ん中だけでなく端の地区にも光が同じようにあたる行政であってほしい  女性 60代 臼田地区 

2357 
上田市立のスポーツ設備を参考に高齢者も気軽に参加できるものを作ってほしい。

コスモホールを充実してほしい（駐車場の狭さや客席数増加など）  
男性 70歳以上 東地区 

2358 
主婦でも働きながら生活ができる。60歳以上の人々が仕事ができる場がきちんとあ

る佐久市であってほしい  
女性 50代 望月地区 

2359 税金の負担をできるだけ軽くしてほしい  女性 20代 野沢地区 

2360 
老人ホームなど施設が何年も予約でうまっていると聞きます。良い環境と施設の充

実をお願いしたい  
女性 70歳以上 浅間地区 

2361 近場におけるアウトドア施設の充実  女性 60代 浅間地区 

2362 広報に無駄が多すぎる。もっと簡素にすること  女性 50代 野沢地区 
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2363 

新幹線・高速道路などインフラ整備もされ、恵まれた立地条件の上、豊かな自然、古

くからの文化があるという素晴らしい環境に市民は気が付いていないように思える

（外の世界をしらないため）。佐久の個性を見極めて戦略的に伸ばしていく取り組み

を期待する  

女性 30代 野沢地区 

2364 松本のアルプス公園のような素晴らしい公園が佐久にあったらいい  男性 30代 中込地区 

2365 
住民投票やアンケートもやりっぱなしではダメ。経過や結果を利用していくことが必

要。インターネットなどをうまく使って経費削減すべきと思う  
女性 70歳以上 野沢地区 

2366 いかに若者を地元に就職させるかが問題  男性 50代 浅間地区 

2367 
各人への医療費の通知は不要。広報に記載された情報はもっと簡略してもっとスリ

ムに（知りたい人はインターネットで調べる）  
男性 70歳以上 浅間地区 

2368 
総合体育館の老朽化が気になる。新しいものを作るより、今多くの人に活用されてい

るものに対して、より充実した整備を行ってほしい  
女性 40代 東地区 

2369 
中央区に佐久病院もできるので、浅間病院と連携し、医療の充実した健康都市にし

てほしい  
女性 60代 中込地区 

2370 

税金で賄う部分のバランスが取れていないところが多すぎる。低所得者・ひとり親・

生活保護受給者の中には給付がなくても生活していける方も多いし、中国・韓国人

の増加など今後確実に財政を圧迫する原因となります。「市民の安全を守るための

情報開示」に努めてほしい  

女性 20代 臼田地区 

2371 若い世代の意見も取り入れてほしい  女性 10代 野沢地区 

2372 
子ども手当の増額でなく、給食費無料化し、平等かつ本当に子どもたちに使われる

ようにしてほしい  
女性 30代 望月地区 

2373 きれいな水、安全な食料が自給自足できる安心な市に  女性 50代 臼田地区 

2374 
文化会館が建設中止になったのは非常に残念。広く文化交流できるよう取り計らっ

てほしい  
女性 70歳以上 東地区 

2375 空き家、遊休地（田畑）が多く将来が不安。子どもたちに多くの体験をさせてほしい  女性 60代 望月地区 

2376 恵まれた自然環境を活かした産業育成し、福祉充実の長寿の市として伸びてほしい  男性 60代 中込地区 

2377 

佐久平周辺はにぎわっているが、それ以外は活気がない。臼田も佐久病院が移転

した後はどうなるのか不安です。それぞれの地域の特色を活かし、佐久市全体が発

展することを望む  

女性 40代 臼田地区 

2378 
市職員が事務に追われすぎて、新しい発想を出し、試みる状況にないと思われる。

まず市役所内の活性化が必要なのでは？  
男性 40代 中込地区 

2379 人が育たなくては未来はない。子育て支援が最重要  女性 50代 臼田地区 

2380 文化会館もそうだが、本当に市にとって必要なものなのか見極めていってほしい  男性 20代 野沢地区 

2381 
文化会館はそれにかかるコストなどの面からも良い結果だったと思う。商店街が一極

集中している今、足のない老人が利用できるお店が身近にあることを希望する  
男性 60代 野沢地区 

2382 
文化会館の建設中止は非常に残念。時期を見て再検討してほしい。周辺市町村で

協働による文化活動の推進を積極的に取り組んでほしい  
男性 10代 東地区 

2383 
佐久市の中心地に相忚の文化施設がないのが市の発展に何らかの支障があるの

ではないか？高架橋から長聖中までの坂道に歩道はできないものか  
女性 70歳以上 浅間地区 

2384 公務員の意識改革が重要  男性 30代 野沢地区 

2385 身近で買い物ができない。商店街の活性化を望む  女性 70歳以上 中込地区 
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2386 道路の除雪・融雪作業が遅いうえに雑。もっと予算をつけてほしい  女性 30代 中込地区 

2387 尐子高齢化問題の対策。財政経済問題。  男性 40代 東地区 

2388 福祉に力を入れてほしい  女性 70歳以上 浅間地区 

2389 

佐久市はとても過ごしやすまちだと思う。佐久平にいけば買い物ができ、尐し離れた

ところに行けば自然がたくさん。過疎化の問題をうまく解決できればさらに魅力的な

町へと発展する  

男性 30代 臼田地区 

2390 これから増えていく高齢者に温かく、弱者にやさしいまちになってほしい  女性 60代 浅間地区 

2391 
住民投票は素晴らしいこと。今後も市の将来を左右するような案件については住民

投票などで決定してほしい  
男性 70歳以上 野沢地区 

2392 山林・農地・川が荒れている。行政も対策を立ててほしい  男性 60代 望月地区 

2393 

市役所など公共の場のトイレに洋式を設置する配慮がほしい。長寿祝いの記念品

予算を長寿の方の家庭訪問予算に替えてはどうか？一人ひとりきちんと存在を確認

することも毎年必要では  

女性 30代 中込地区 

2394 市職員の窓口での対忚が悪すぎる  女性 30代 野沢地区 

2395 工場をもっと誘致し、失業者をなくす。老人ホームの増設  男性 60代 浅間地区 

2396 行政区域をこれ以上拡大せず、きめ細かなサービスをお願いしたい  女性 70歳以上 東地区 

2397 

すでに佐久市は全国でも医療・福祉・長寿のまちとして知られている。これを活かし

佐久市に住みたいと思わせるための受け入れ態勢とアピールをしていく。そのため

には文化施設・スポーツ施設・防犯対策・道路、公園、商店などの整備など便利で

快適なまちでなくてはならない。佐久の良さを発信していくべき 

男性 60代 望月地区 

2398 

市職員の天下り就職を止め、失業している働きたい人を就職させる。税金を安くして

ほしい。観光バスが寄るようなものがほしい。佐久市の特産物を作り、市ぐるみで外

に移出する。地元で働ける職場の確保  

男性 60代 浅間地区 

2399 市職員の質の向上を願う  男性 20代 望月地区 

2400 

図書館に不満。４つの図書館すべて月曜休館はいかがなものか？またノート PC持

ち込み禁止には驚いた（引っ越してきて）調べたものをすぐ書類にしたいこともでき

ない。図書館は学生だけのものではない  

男性 30代 中込地区 

2401 
投票結果からも市民と議会との考えがこんなにも離れているということが分かったと

思う。これからは耳を研ぎ澄まして市政に携わってほしい  
女性 70歳以上 望月地区 

2402 文化会館建設中止は残念  女性 70歳以上 野沢地区 

2403 

転入してきたが、若者はいない、集える場所がない、情報が入ってこない、公園や

図書館の整備・管理がされていないのでびっくりした。新幹線駅周辺のみが立派で

駅からまちまでバスでいくことは不可能に近い。もっと住んでいる人に喜ばれることを

してほしい（子どもが安心  

女性 30代 浅間地区 

2404 安心して暮らせる佐久市に  女性 70歳以上 野沢地区 

2405 狭い道路が多すぎる。すれ違いできる幅の道路を作ってください  男性 50代 浅間地区 

2406 
広報がカラーで量が多く配布されてもみんな見ているのか？インターネット時代、も

う尐し活用してコスト面で改善できるのでは？  
女性 40代 浅間地区 

2407 一堂に会して文化を育む施設が必要。議会制民主主義が尊重されるべきだ  男性 70歳以上 浅間地区 

2408 空き店舗や空き家の有効利用の促進  女性 60代 望月地区 

2409 佐久市で購入する物品はすべて市内の業者からというように、市内の業者・企業が 男性 60代 中込地区 
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生存できるよう購入業者の指名の見直しをする  

2410 高齢者対策、食、環境づくりを考えてほしい  男性 60代 東地区 

2411 

文化会館の建設は中止となったが、大規模な体育館の建設を望む（イベントやコン

サートもできるような）。引越し・定住を考える人は行政サービスを基準に決めること

が多いと聞く。20～30代、定年を迎えた年代は医療・福祉の充実を求める。スウェー

デンのように税金が高くても、サービスが充実していれば誰も文句は言いません 

男性 30代 望月地区 

2412 
年をとっても働く場所があれば福祉の世話にならず、健康であれば人の忚援にまわり

たいと思う。一般の人が相互に助け合える何かよいシステムがあればいいのにと思う  
男性 70歳以上 中込地区 

2413 
望月支所の施設を開放したり、活用法を市民から募集してみては？いろいろなアイ

ディアでやれることはたくさんあると思う  
男性 60代 望月地区 

2414 
隣近所が自然に親しめるようになることを望む。市中心部から離れたところに住むも

のにとって、運転できなくなったときに本当に寂しい人生となる気がする  
女性 70歳以上 東地区 

2415 
この住みよい環境の中で、安心して働け生活できるまち。老後も安心して暮らせ、ま

た面倒をみてもらえるまちに 
男性 70歳以上 望月地区 

2416 

多くの要望をかなえることは不可能なことと認識しつつ、シニアの皆さんのボランティ

ア精神を有効利用し、生きがいと健康維持に役立てる何かがあるといいと考えます。

どんどん増えていく高齢者をお客様扱いしないで、協働の理念で市政に参加させて

ください  

女性 60代 東地区 

2417 スポーツ施設がない。近隣の市町村、県を視察してほしい  女性 40代 浅間地区 

2418 
いろいろな手続きを支所でできるようにしてほしい。老人ホーム、福祉施設の増設

（入所待ちにならないように）  
女性 70歳以上 中込地区 

2419 
合併前の各地域にある箱ものの整備、文化・芸術の振興は佐久市にとって大きな課

題であり、市民の生活の質の向上には欠かせないこと  
男性 50代 望月地区 

2420 
将来、車の運転ができなくなった時のことがとても心配です。高齢者にとって住みよ

い、便利なまちづくりをお願いしたい  
女性 50代 中込地区 

2421 人口増を望む  女性 60代 野沢地区 

2422 合併しなかった方がよかった。一度望月を見てほしい  女性 60代 望月地区 

2423 佐久市全体をよく見て平等に生活できるようなまちづくりを  男性 70歳以上 望月地区 

2424 
談合や建設業者との癒着を一掃してほしい。市職員の態度やサービスの向上に努

めてほしい。もっと活気が出て若者がずっと住みたいと思えるまちづくり  
女性 30代 浅科地区 

2425 

首都圏内との文化や経済的交流をもっと増やすこと。アンテナショップによる産直品

の育成・促進。若者のための文化・娯楽の機会の充実（このままだと若者離れが進

む）。健康な人々への社会教育・社会体育の更なる充実が不可欠  

男性 20代 浅科地区 

2426 かなり実態がわからない頄目が多く選びづらかった  女性 60代 中込地区 

2427 

今は運転できるのでよいのですが、運転できなくなった時不安があります。ぜひ巡回

バスの充実をお願いしたい。あと千曲川上流で高原野菜を生産していますが、マル

チを使用するため雤が降ると畑の土が千曲川に流れ込み清流が泥底の川になるの

で、何かよい対策がないものか  

男性 60代 中込地区 

2428 子どもたちが安心して暮らせるまちに  女性 50代 野沢地区 

2429 
低所得者にも安心して暮らせるようにしてほしい。子ども手当もよいけれど、ギリギリ

の生活で一生懸命生きている高齢者のことも考えてほしい  
女性 70歳以上 臼田地区 
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2430 15歳以下の医療費無料化。佐久病院と浅間病院の連携。佐久病院の早めの再構築 女性 20代 東地区 

2431 
以前福祉課に相談に伺った時、担当者の対忚がとても失礼で、何の相談にもならず

に帰った。市民の声に耳を傾けてほしい  
男性 60代 浅間地区 

2432 
先進医療体制の早期確立。福祉・医療・介護体制の充実強化。米作を中心とした地

域農業の再構築。児童が安心して通学できる通学路の整備  
男性 70歳以上 浅科地区 

2433 文化会館の住民投票はもっと早い時期にやるべきだったと思う  男性 40代 浅間地区 

2434 
非常に魅力的な市であり、今後の発展に期待が大きい。若い人からお年寄りまで満

足できるまちづくりを目指してほしい  
男性 40代 中込地区 

2435 既存のものを活用して、その中に「佐久市らしい」魅力があるように思います  女性 30代 浅間地区 

2436 
日常の市民生活に関心を持ち、気づいたことは組長・区長に伝えることの繰り返しが

行政に反映すると思う  
女性 70歳以上 野沢地区 

2437 保健・医療・福祉のまち  男性 60代 浅間地区 

2438 

90歳以上の年寄りを一人で看ています。せっかく認定してもらった介護保険も、なんと

か無事で１年使うことがなかったら、いきなり切られました。介護している者にもやさしい

佐久市であってほしい。あと「医療費のお知らせ」は不要。無駄遣いとしか思えない  

女性 50代 野沢地区 

2439 
5～10年後、車の運転が出来なくなった時に行動範囲が限られることに不安を感じ

る。市内の交通が豊かになることを望む  
女性 60代 野沢地区 

2440 
子育てサロンは有意義。児童館は平日開館（休日は親と一緒に過ごすべき）また午

前開放もあまり利用者がいないので全館開放しないとか経費節約を  
女性 50代 中込地区 

2441 
まだまだ交通の便も悪く、商店街・病院に遠く、運転が出来なくなった時のことを考え

るととても不安。冬の除雪もできていないところが国道でさえあることに不安を感じます  
女性 60代 臼田地区 

2442 
市長は最高責任者であり最高指導者である。自分のビジョンを明確に示し、導くべ

き。文化会館建設について、市長の見解が示されなかったのは非常に残念だった  
男性 50代 臼田地区 

2443 住みよい安心なまちづくり  男性 60代 臼田地区 

2444 
多尐のサービスが低下してもスリム化を行うという発想が官公庁の一番の問題。民間

のすべてがよいとは思わないが、職員等の発想の転換を望む  
男性 60代 浅間地区 

2445 住みやすいまちづくり  女性 50代 浅科地区 

2446 市民一人ひとりが安心して住めるまちづくり  女性 30代 浅間地区 

2447 
今の市長になってから、佐久市の情報が市民に届くようになったと思う。これからも

市民の声に耳を傾けていってほしい  
男性 30代 浅間地区 

2448 

高齢化社会が進む中で、若者に世話になる機会が多くなると思われる。若者が希望

を持って生活ができるよう職場の確保を。あと企業誘致、農業後継者の育成、遊休

地の活用、農林業の大規模経営化など施策を考えてほしい  

男性 70歳以上 浅間地区 

2449 住みよいまち  女性 60代 望月地区 

2450 老後を安心して暮らせるようにしてほしい  男性 60代 浅間地区 

2451 
各自治会、各地区の議員から出される要望が市民の声に近いことだと思うが、なぜ

このようなアンケートを行うのか？  
男性 50代 望月地区 

2452 どの地区に住んでいても同じ環境になるようにしてください  女性 40代 臼田地区 

2453 自然を大切に  女性 60代 浅間地区 

2454 拘束力のない事業仕分けは不要。市議会議員の歳費の日当制導入を願う  男性 50代 望月地区 
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2455 

予算のために使い切るようなことをしない（工事など）。以前に市の活動に参加した

折、備品を破損したところ佐久市の依頼する業者なら 10万円、個人的に頼むと 4万

以内。でも 5万円以上でないと佐久市からはお金がでないとのこと。まったく無駄な

ことをしていると思う。民間企業の経営感覚の必要性を感じる 

女性 40代 浅間地区 

2456 
難しい質問があった。もっと簡単に判断できるよう、また良い点をいくつでも選べるよ

うにしてもらいたい。今後も続けていってほしい  
男性 60代 浅間地区 

2457 
子どもが元気に走り回り、若者でまちが活気づき、お年寄りが安心して暮らせる佐久

市を望む。中学生の医療費も無料にしてもらいたい  
男性 30代 浅間地区 

2458 佐久市には大きい遊具がある公園がないので作ってもらいたい  女性 30代 浅間地区 

2459 

ICからも佐久平駅からも病院からも大型店からも近いとても便利なところに住んでい

ますが、近所には小学生もいない高齢者ばかり。若者が住みたい、生活していきた

い、働きたいと思えるような市を作ってほしい  

女性 50代 浅間地区 

2460 

文化会館よりやらなければならないことが山積み。例えば各保育園で子どもが満足

できる生活を送っているのか児童課の職員も現場回りをしてほしい。岩村田小学校

の建設、お年寄りが安心して暮らせる施設の増設、雤の日でも遊べる施設・会館（茅

野市のような）、お年寄りと子どもが一緒に行動できるような建物など 

女性 60代 中込地区 

2461 
行政の組織を見直し、できる限りスリム化し、税負担を軽減してほしい。至れり尽くせ

りの行政サービスは望んでいない  
女性 50代 野沢地区 

2462 

老人医療や福祉などの部分での力の入れ方はどこでも確認できますが、子どもたち

に対する教育や育成などなかなか感じられません。これから佐久市を支えていく子

どもちたに目を向けてほしい  

女性 40代 浅科地区 

2463 努力をしている人が衣食住に困らない  女性 50代 野沢地区 

2464 これからも高齢者や福祉に力を入れてもらいたい  女性 50代 野沢地区 

2465 

子どもが地元で生活でき、高齢者の元気な人も仕事をして自立できるような佐久市

に。以前リフォーム代を補助して仕事を作り出した市のニュースがあったが、そういっ

た知恵を皆で出し合っていきたい  

女性 50代 浅間地区 

2466 子育てや高齢になっても安心して暮らせるまちで  女性 40代 野沢地区 

2467 
他県にも住んだが、自然に恵まれた佐久市はとても住みよいところ。この豊かな自然

の中で子どもたちが伸び伸び育っていけることを望む  
女性 60代 中込地区 

2468 
農林水産業・商工業のいずれも発展させ、健康福祉のまちづくりをさらに期待する。

佐久松本間の高速化の必要性には疑問  
女性 60代 浅科地区 

2469 
若者が希望を持って生活できる市に。受けた教育を活かせる職場の拡充。子育てを

安心してできる・結婚ができる状況、そして高齢者が安心して老後を暮らせること  
女性 60代 中込地区 

2470 
以前からの基本計画を踏襲するのではなく、新スタイルの地域に密着した内容と数

値化を目指してほしい  
男性 60代 野沢地区 

2471 
中心区の道路整備だけでなく、もっと田舎の方の整備もしてほしい。佐久全体を住

みやすくなるように望む  
女性 40代 望月地区 

2472 
佐久平駅周辺の店の看板の原色と色数の多さは実に美しくない。尐しは文化国の

街を見習う時ではないか  
男性 70歳以上 浅科地区 

2473 若者が定着できるまちに  女性 70歳以上 臼田地区 

2474 市民税が高すぎる  男性 50代 浅科地区 
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2475 みんなが戻ってきたくなるような、また残っていたくなるような明るいまちに  女性 50代 臼田地区 

2476 
コンセプトのない従来の慣例で進める行政はやめてほしい。もっともっと市民の声を

吸い上げていってほしい  
男性 40代 浅間地区 

2477 
未来ビジョン、施策など市民に公開してほしい。このアンケートの頄目もあまりに知ら

ないことが多い。もっと内容もわかりやすくしてほしい  
男性 40代 野沢地区 

2478 
地区によりばらつきがあるように思う（まとまり・開発）。佐久市の企業をもっと支援して

雇用対策に力を入れてほしい  
女性 50代 野沢地区 

2479 子どもからお年寄りまで安らぐことができる緑いっぱいの大きな公園を作ってほしい  女性 30代 浅間地区 

2480 市民が仕事がなくて困っています。税金を考えてください  女性 50代 浅間地区 

2481 企業誘致を進めること。観光にも力を入れる  男性 30代 東地区 

2482 
住民投票は意味があったと思う。情報提供・公開はわかりやすく具体的にしてほし

い。幼保一体化など、情報をいただけるとありがたい  
女性 30代 中込地区 

2483 
豊かな自然や農業、健康長寿のまちとして発展していってほしい。農業支援をして

食への取り組みも強化してほしい  
女性 40代 東地区 

2484 
文化会館建設予定地に大勢が集まれる建物があれば活性化につながる。コスモホ

ールは駐車場が狭すぎる。整備してほしい  
女性 60代 野沢地区 

2485 高齢の一人住まいが安心して暮らせる行政をお願いしたい  女性 70歳以上 中込地区 

2486 

市内のあちこちに、公設の日常品を売る店や、年金や郵便などの取り扱いのできる

場所があるとよい。あと、市内のあちこちに車イスでも入れるきれいなトイレもほしい。

子どもたちが利用できる総合的な場（こども未来館ではダメ）  

女性 60代 野沢地区 

2487 税金を安くしてほしい  女性 20代 浅科地区 

2488 
10万人程度の市で大都市並みの発想はせず、隣接市町村と協働しながら住民一

人ひとりへの必要な助成を考えるべき  
男性 50代 野沢地区 

2489 
買い物難民対策として、朝大型バスで乗り合わせ、帰りは小型で本数を増やすなど

してほしい。税金をもっと安く  
女性 50代 野沢地区 

2490 
公共温泉が合併で値上げ（50円）されている。合併で値下げするような市の経営が

できるはず  
男性 70歳以上 浅間地区 

2491 
佐久にしかないものを作る（新種の農作物や名物、商店街、伝統行事等)。東地区に

はお店がないのでたくさんお店がほしい。広告やインターネットで佐久を PRすべき 
男性 10代 東地区 

2492 中部横断自動車道の早期着工  男性 60代 野沢地区 

2493 
使われていない箱ものを有効利用する、議員定数減などお金の無駄を見直し、税

金を尐しでも減らしてほしい  
女性 70歳以上 臼田地区 

2494 ガソリンが高い。佐久の店に満足していない人が多い  女性 50代 浅間地区 

2495 将来を見据えて、勇断なる実行力を期待している  男性 70歳以上 野沢地区 

2496 市内を循環するバスは小型でもよいので利用しやすく  女性 70歳以上 浅科地区 

2497 子どもたちを安心して育てられる環境と交流の場を充実させてほしい  男性 30代 望月地区 

2498 子や孫たちが安心して暮らしていける明るい佐久市  女性 70歳以上 臼田地区 

2499 高齢者に住みやすい市に  女性 50代 浅科地区 

2500 老後安心して暮らせるまちになってほしい  女性 60代 浅間地区 

2501 給食費未納問題などがあるならば、子供手当で解決するべき  女性 30代 野沢地区 
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2502 

公園などの計画は、はじめから市民や業者をまじえてコンペを提案する。今使われ

ていない田畑を利用し、観光・リゾートに活かす。佐久のいろいろな業種の職人たち

の技術や声を活かし、観光・リゾート・公共事業を考えてほしい  

男性 30代 野沢地区 

2503 保健・医療・福祉が充実した健康長寿のまち  女性 70歳以上 中込地区 

2504 あまり道路を増やさないでほしい  男性 30代 野沢地区 

2505 
佐久市はスイスのように自然と調和をとりながら安心感のある場所にしてほしい。山・

森・林・水・空気・人と人の絆を大事にした施策を考えていってほしい  
男性 50代 浅間地区 

2506 
自然を育て、日々の暮らしの幸せを感謝しながら、お互いを思いやれる明るく豊か

な生活をおくれるように  
女性 70歳以上 浅間地区 

2507 

尐子高齢化により、後継者不足となり、地域文化・産業の担い手が尐なくなる。市内

における経済的・文化的・環境的な格差が生まれ悪化する。これらのことがないよう

に地域格差のない佐久市を望む  

男性 50代 臼田地区 

2508 
行政と市民一人ひとりが佐久市を愛す心で、次世代の人も心豊かに生活できるよう

に望む  
女性 70歳以上 浅間地区 

2509 あの一等地に文化会館のできることを望む  女性 70歳以上 浅間地区 

2510 
年寄りと一緒に住み（3世代）年寄りから知恵をもらい、若い力をもらいあう。そんな世

の中が戻ってほしいものだ  
女性 60代 浅科地区 

2511 

旧地区の特色を活かしつつ全体の調和がとれたまちにしてほしい。市民の声を聞い

て市政が運営されることは大事だが、大金をかけて住民投票をすることは本当によ

いことなのか？コスモホールの楽屋近くのトイレは悪臭がする。駐車場は狭いし、

大々的な修理が必要。現存施設を見直し、補修をしていくことが大事 

男性 60代 臼田地区 

2512 働く場所に困らない市に。道路が凸凹。早急に整備されたい  男性 50代 野沢地区 

2513 
ストレスの多い世の中、文化・芸術に触れる環境が人を育てる。文化会館が建設さ

れる日はいつ来るのか・・・残念でしかたない  
男性 60代 浅間地区 

2514 

地域で考え、地域で決めていくことが大切。今回の住民投票はとても良い試みだっ

たと思う（民意・声を生で聞く）。議会とのズレもかなり感じた。今後はただ反対するだ

けでなく、レベルの高い議会を期待したい。独自で考え、実行していかないと日本

全体が遅れていってしまう気がする 

女性 50代 野沢地区 

2515 安心して暮らせるまち  女性 50代 臼田地区 

2516 

市政への関心が薄いこと、長期基本計画の内容や実施状況をしらないことで答えに

くいアンケートだった。これをどのように活用するのかも心配。これまでの無関心を反

省し広報などで勉強したいと思う  

男性 60代 臼田地区 

2517 大きな文化施設は佐久の活性化のために絶対に必要であると思う  女性 20代 浅間地区 

2518 
体育館はそこそこ整備されているが、屋外の施設（野球場・陸上競技場・サッカー場

など）はまだ数が尐ない  
男性 40代 中込地区 

2519 とにかく仕事ができるまちにしてほしい  男性 30代 野沢地区 

2520 
高齢者の一人暮らしで交通の便も悪く買い物にも行けないという話を聞く。高齢者

に暮らしやすいまちになればいい  
女性 60代 野沢地区 

2521 もっといろいろ佐久市のよいところを PR して、元気な市に  女性 50代 中込地区 

2522 安心して生き生きと生活でき、高齢者も安心して生活できる楽しい佐久市  女性 40代 浅間地区 

2523 発展・開発ばかりを目指さず、ほどよく環境を整え都会の人が移り住みたいと思う、 女性 30代 浅間地区 
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また若者も地元に残りたいと思えるように  

2524 
これ以上農業が衰退しないことを願う。自家用車でないとどこへも行けない。公共のバ

スの利便性をよくしてほしい（乗合タクシーなども作ってほしい）。人が歩けるまちに  
男性 30代 浅間地区 

2525 
市民の意見を聞き、それについて話し合う場（アンケートなど）がある佐久市であっ

てほしい。子育て支援も金銭でなく、まず悩みなどを話せる場作りが必要  
女性 50代 東地区 

2526 

文化会館は建ってほしかった。佐久平駅周辺から野沢西の信号の県道側から行き

来する車が朝夕かなり多いのに青信号の時間が大変短く、小中高校生も含め歩行

者も多い交差点なので、右折優先信号なども一考願いたい  

女性 70歳以上 野沢地区 

2527 佐久の起源を知ること  男性 20代 中込地区 

2528 市民本位の政治。箱物行政はいらない。凸凹道を直してほしい  女性 70歳以上 野沢地区 

2529 かけたお金が光るような使い方を心から望む  男性 60代 東地区 

2530 よりよい社会を作り出すのは市民一人ひとりだ  女性 50代 臼田地区 

2531 
市民が納めている税金が無駄に使われないように。子どもたちに農作業体験をたく

さんしてほしい  
女性 50代 浅間地区 

2532 文化会館が中止になってしまったのが残念  女性 50代 望月地区 

2533 

田を中心に佐久平の自然環境は何よりの財産であるゆえ、この環境を守る・よくする

ことを据えていく（そのためには厳しい規制もあり）。太陽光発電の進展がある中、住

宅等の高さの制限、建築基準にも配慮がほしい。市職員一人ひとりが問題意識を持

ち、形式にとらわれず市民の生活向上のために本音で働かれたい 

男性 60代 野沢地区 

2534 
公共施設の入口周辺に喫煙コーナーがあるのは腹立たしく、一番遠い場所に替え

てほしい  
女性 50代 中込地区 

2535 文化会館の件は非常に残念。今後皆が協力できる施設を希望する  女性 70歳以上 臼田地区 

2536 

心の通った市民たちの街となるように望む。もちろんハード面の整備も必要だが、高

齢者の一人暮らしなどを支えるのは周りであると思うので、そんなことが当たり前にで

きるような体制があれば自然に人口も増えてくるのでは  

女性 40代 浅科地区 

2537 
福祉・教育・文化・環境・医療に力を入れてほしい。税金を弱者に使ってほしい。高

齢者も豊かな生活を送れるようにしてほしい  
女性 60代 臼田地区 

2538 独身者ばかりでは人口は増えない。婚活をすすめる  女性 70歳以上 中込地区 

2539 
議員・行政担当上位職の姿勢が問われている。市道・県道の補修が進んでいない。

住民投票からもわかるように、議員と民意は合致していないのは総辞職ものである  
男性 60代 中込地区 

2540 

市民の意見を聞くということは大変良いことだと思う。高速道路や新幹線が開通した

おかげで活気ある街になってきていると思う。これからも市民の意見を取り入れた市

政をお願いしたい  

女性 20代 野沢地区 

2541 
中核都市として行政面でのリーダーシップをとり、佐久の広域的な発展に寄与して

ほしい  
女性 50代 野沢地区 

2542 死亡届の後処理の窓口が多すぎるので一元化を望む  男性 50代 浅間地区 

2543 
若い人が希望をもって働ける場所の確保。退職しても衣食医療の充実した環境。佐

久平だけが発展していくのではなく、全体が格差なく発展していくように  
女性 50代 東地区 

2544 

文化会館は市民投票で結果が出せてよかった。既存の施設の改修工事をするなどし

てその分福祉に充ててほしい。市の職員だった方が関連の施設にいるのは天下りで

はないのでしょうか？定年した有能な市民はたくさんいます！一般公募してください  

女性 40代 浅間地区 
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2545 
市職員の忘新年会なども宴会は目立たないようにと言われていると聞いた。事業仕

分けもすべてにおいてパフォーマンスだけにならないように  
女性 60代 浅間地区 

2546 
このようなアンケートを年 1回実施してほしい。市が将来のビジョンを示し、それに沿

って無駄のない運営を望む  
男性 40代 東地区 

2547 若者が定住できるような魅力あるまちづくり（多くの若者意見を収集すべき）  男性 50代 望月地区 

2548 安心して市民が住みやすい対策を望む  女性 70歳以上 中込地区 

2549 

これからを担う子どもたちや若者を大切にするような政策に力を入れてほしい。若者

の地域離れが進んでいるが、子育てしやすい町、環境の良さが、未来ある若者をこ

の地に留まらせ、地域の発展へとつながると考えている。彼らにとり、素晴らしい故

郷となるような佐久市であってほしい 

女性 40代 浅間地区 

2550 事業仕分けをしたことは大変良いことだと思うが、もっと無駄使いをなくしてほしい  男性 60代 野沢地区 

2551 

このようなアンケートが今まで尐なく、自分の住んでいる佐久市に意見が届いている

のか不安があったが、今回このような形で意見が出せ非常に嬉しい。今後、更に充

実していってほしいと願っている  

女性 20代 臼田地区 

2552 

文化施設も小規模なものしかないが、資金面を考えると、現在の苦しい財政の中で

は将来的なものより、現実的な今の生活の安定・安全・安心を優先的に考えてくれる

運営を望む  

男性 50代 浅間地区 

2553 環境の良い町  女性 70歳以上 浅間地区 

2554 急な都市化より、この土地の特性を活かした町づくり  女性 40代 浅間地区 

2555 商工業、自然バランスの取れた自治を望む。今は、商工業が栄えなければダメである  男性 40代 臼田地区 

2556 
周辺市町村との合併により、これ以上佐久市が大きくなることには反対だ。税金を使

い大きくなることだけでなく、減税も考えてほしい  
女性 60代 浅間地区 

2557 
学業を終えた人が働く場所がない佐久市の将来は考えられないし、農林水産業で

は食べていけない現実を打破する考えも浮かばないので、市長に期待している  
女性 50代 東地区 

2558 

佐久市は人を大切にする。これが基本の基だ。全国にこの温かい空気が発信できれ

ば佐久市に人が集まる。先ずは、高齢者を安心して生かしてほしい。誕生から旅立ち

まで佐久市で過ごしたい。行政側の取り組みの熱意が全てを解決してくれると思う  

女性 60代 中込地区 

2559 

文化会館の建設が中止となったことは残念だ。“増税になる”などのネガティブキャ

ンペーンによりプラス面は無視された。他市の方が「これで佐久市の文化発展は相

当遅れる」と言っていたが同感である  

男性 60代 中込地区 

2560 文化会館賛否を問う住民投票で賛成者が尐なかったことを残念に思う  女性 70歳以上 野沢地区 

2561 佐久市も山側に来ると過疎化が進んでおり、今後が心配である  女性 50代 東地区 

2562 このようなアンケートは時には必要だが、最終決定は市議会、市長であると考える  男性 60代 浅間地区 

2563 交通の便が良くなるので、日本全国、世界からも人が集まる町になってほしい  女性 40代 東地区 

2564 

年収 200～300万以下の者がなんとか生活できる市政であってほしい。金を持って

いない者から絞り取る政治は江戸時代にも务る。低所得者層老人等が笑って生活

できる政治にならないだろうか  

女性 70歳以上 野沢地区 

2565 
個々の内容が市民にきちんと伝わっているのか？広報も全部を読んでいる人はい

ないのではないか  
女性 30代 野沢地区 

2566 
全国の中でも『住んでみたい所』の上位にランクされる当市である。市民が誇りと自

覚、明るい希望を持ち、各分野を進めていけることを希望する。多様化し、経済状況
男性 60代 浅科地区 
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厳しき中ではあるが、行政の英知と温かい地域づくりに期待する  

2567 

・行政－市民に困ったことがあれば迅速に対忚してくれる行政・農業・林業－後継者

がいないことで荒れてしまう山・田畑の対策・工業－佐久市が強い生産力を持つ工

業強化・商業－市営（有料）大型駐車場の確保。購入金額によっての優遇・子ども

－国の行う子ども手当のような現金支給ではなく、通院の優先、バス無料など。実生

活での支援・障害者－幼児から自立まで一貫した支援・高齢者－老人同士のコミュ

ニティーの場を提供 

男性 40代 浅間地区 

2568 
公共施設の整備も大切だが、市民一人ひとりが「佐久市に住んでいて良かった」と

実感できるサービスを考えてほしい  
女性 40代 臼田地区 

2569 
市民の誰もが、安全で快適に過ごせる場所になってほしい。市民の声を聴いてもら

える場があると良い  
女性 30代 野沢地区 

2570 
全体的に佐久市を元気で活性化した市にしてほしい。また、保健・医療に関しもっと

力を入れる市になるよう希望する  
男性 70歳以上 野沢地区 

2571 
自然（緑・水）を大切にし、むやみに開発しない。市民にとって、一番必要なものに

お金を掛けてほしい  
女性 50代 望月地区 

2572 

・今回、文化会館は中止になったが、佐久市の将来を考えると中心地に必要とな

る。また、議会で議決されてたものを住民投票を行う必要があったのか疑問だ。大事

業は住民投票で決めれば議会は不要だ・将来は、佐久総合病院・浅間病院を核と

し医療の町として発展してほしい  

男性 60代 臼田地区 

2573 市民からの血税を慎重に考え使うこと  男性 60代 中込地区 

2574 他県から来た人が、また住みたいと思える市に変わってほしい  女性 30代 東地区 

2575 
今後、道路整備やインフラ整備が充実していくことと期待されるが、全てはバランスの

上に成り立つもの。バランスを取りながら、スパイラルに向上できる施策に期待する  
男性 40代 浅間地区 

2576 
高速交通網施設の利用増が必要。佐久平駅周辺同様、ＩＣ周辺も同様になることを

望む  
女性 20代 浅間地区 

2577 若者が帰ってきやすい、ゆったりと暮らせる佐久市を望む  女性 50代 浅間地区 

2578 
自然よ調査した、スポーツ・芸術・文化の盛んな終の棲家としたくなる社会保障の充

実した町となって欲しい。将来的には大学（医学部）の誘致を考えてもらいたい  
男性 60代 浅間地区 

2579 広報への経費を削減して欲しい（発行回数の削減、モンクロ化）  女性 40代 浅間地区 

2580 スポーツ施設の充実を望む  男性 10代 浅間地区 

2581 中央ばかり見ていないで、佐久市内隅々まできちんと目を行き届かして欲しい  男性 30代 望月地区 

2582 
いたずらに開発、投資するのではなく、利便性を生かした産業誘致や、自然環境の

維持、住みやすさ重視の行政を望む  
男性 40代 中込地区 

2583 

高齢者や障害を持った人が働ける場所・機会が欲しい。特別支援学級の充実（普

通クラスにも通える体制、補助教員の充実）、障害者教育のモデル都市となることを

期待する  

女性 40代 浅間地区 

2584 
一般市民にこのような難しいアンケートを行うより、市会議員の更なる働きを期待す

る。市長さんは理屈っぽく若すぎる感があるので、もっと親しみやすい市政を望む  
女性 70歳以上 浅間地区 

2585 
佐久市は立地条件もよく、もっと良い町になる可能性を秘めていると思うので、行政

への期待は非常に大きいものがある。地域間格差の無い、自然、農業、工業、商業
女性 30代 中込地区 
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すべてが調和のとれた景観の美しい街となることを期待する  

2586 
佐久市には、子供が遊べる公園が尐ないため近隣市町村まで連れていく現状。高

齢者のサービス同様に子育て世代へのサービスの充実を望む  
女性 30代 中込地区 

2587 若い世代が市政に参加できる体制づくりを望む。このようなアンケートは大いに賛成  女性 20代 浅間地区 

2588 
やみくもに都市化を進めるのではなく、佐久市の特徴、長所を生かしたまちづくりを

望む  
男性 10代 望月地区 

2589 農業の衰退は市全体の衰退につながると思われるので、もっと力を入れて欲しい  女性 30代 - 

2590 

佐久の現状は経済活力の低下により企業の赤字経営、倒産など危機的状況にあ

る。農業も自由化などにより衰退の一途をたどっている。将来に向け光の見えないこ

の状況を市は直視し、危機意識を持って旧態を改革し、業務縮小、５割減税を実施

して欲しい  

男性 60代 東地区 

2591 
自然環境を大切にし、子供たちがスポーツ、文化に触れあい、故郷を誇りに思える

まちづくりを期待する  
女性 50代 浅間地区 

2592 現状の方向性で、豊かな自然をなくすことなく  女性 40代 中込地区 

2593 高齢者が自立して生活できる環境整備を望む  女性 60代 臼田地区 

2594 
既存の商店や企業を復活させるための税金投入は行わず、新規参入がしやすいイ

ンフラ整備を行うべき  
男性 40代 中込地区 

2595 

文化会館建設に関する選挙費用は大変は無駄であった。地の利を生かし、佐久市

の文化発展・活性に大いに役立つものであったはずだが残念。もっと市議会などで

協議され慎重な対処があれば  

女性 60代 中込地区 

2596 市民にとって安全な街となることを望む  男性 40代 臼田地区 

2597 一部にとどまらず全体が住みやすく明るい佐久市となることを望む  男性 50代 浅科地区 

2598 市役所職員が市民のために働くことを切に期待する  女性 50代 中込地区 

2599 医療・福祉・子育て支援の充実を望む  女性 20代 中込地区 

2600 文化会館もつくれない佐久市にはがっかりしている  女性 40代 浅間地区 

2601 
急病にも安心して診てもらえる医療体制を望む。佐久平駅周辺の宅地造成により活

気ある佐久市となることを期待する  
女性 30代 浅間地区 

2602 
尐子高齢化対策に子育て支援は不可欠。将来のため、子育てしやすい環境の整

備を大いに期待する  
男性 30代 野沢地区 

2603 バス、運賃などのサービス充実を望む  男性 60代 中込地区 

2604 佐久市には観光地がない。箱ものではなく、自然を利用した集客を望む  男性 70歳以上 中込地区 

2605 子育て支援の充実（おむつ代補助、医療費無料など）を望む  女性 30代 望月地区 

2606 
中心部だけではなく、高齢化が進んだ山間の集落まで、佐久市全体を見通したまち

づくりを望む  
女性 30代 臼田地区 

2607 

自然に調和しながら、工業や産業の振興と生活を便利、快適にするという一見矛盾

することを実現させようとする意識改革が必要。若者ではなく年寄がわがままで無秩

序。家庭再建教育、心のマナーの向上教育が必須  

女性 50代 浅間地区 

2608 
中心市街地ばかりでなく、過疎地域にももっと目を向けて欲しい。企業誘致を積極

的に行い、税金アップはしないで  
男性 40代 望月地区 
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2609 
このようなアンケート方式は書きづらいので、具体的な内容を簡潔に説明し、自由記

入欄がたくさんあれば良い。  
女性 10代 望月地区 

2610 
企業誘致は現状では難しいので、現有資源の有効活用、高速交通網を利用した物

流拠点、情報拠点に目を向けていく  
男性 50代 浅間地区 

2611 
子どもが安心・安全に育つ、育てられる町。多尐不便でも自然豊かな佐久市であっ

てほしい。建物などは簡単に造れるが、美しい山々や川は造ることが出来ない  
女性 20代 野沢地区 

2612 
今回の文化会館のように、大きな施設の建設や公共事業などは住民投票で市民の

声を聴いてほしい  
男性 20代 臼田地区 

2613 

自然環境が豊かで子育てがしやすく、文化レベルが高い町。そして『ピンピンコロリ』

の町として、健康・福祉が充実していることをアピールできるよう、佐久大学での全国

学会が開催できるような文化会館も考えてほしい  

女性 50代 東地区 

2614 近未来的な、どこにもないような新しい感じの佐久市になってほしい  男性 10代 東地区 

2615 
佐久市は東京圏に近く、北西南へも抜けられる交通の要である。この立地条件を活

かし、豊かな町づくりを進めてほしい  
男性 70歳以上 浅科地区 

2616 

『自然豊かな佐久市』であり続けてほしい。都市化が進みあちらこちら開発されている

が、ありのままの自然を残しつつ、人間・鳥・昆虫・その他生物が共存できる町であって

ほしい（佐久平駅周辺で、ギンヤンマ・チョウゲンボウなど貴重生物を見かけている）  

女性 40代 浅間地区 

2617 

「生まれてきて良かった、長生きして良かった、充実した人生だった」と誰もが思える

ような一生を送ることのできる土地で終えることができれば幸せである。そのような理

想が多く叶えられる社会であるよう願う  

女性 50代 浅科地区 

2618 文化会館にアーティストを招いてほしい  女性 10代 浅科地区 

2619 県外からも訪れやすい土地であるのため、駅周辺をもっと便利に整備すべきだ  女性 20代 浅間地区 

2620 

市の今後のビジョンが分からない。住民投票にしても、今までのプロセスが分からな

いので正直戸惑った。CATVの討論を見ても、市長・役所のスタンスが分からず、メリ

ット・デメリットが分からない。個人的には、佐久市を学生の町として発展させるのが

良いと思う。医療関係の学校を充実させるなど 

男性 30代 臼田地区 

2621 
東信地方は昔から“ヨソモノ”を受け入れない気質がある。体質・気質を変えない限

り、佐久の発展はあり得ないと思っている。うわべだけの取り組みは頭打ちになる  
女性 50代 浅間地区 

2622 佐久市は素晴らしい自然が沢山あるが、必要な施設は整備してほしい  女性 50代 中込地区 

2623 

柳田市長は最低の政治家ということを証明してしまった。住民投票で責任を丸投げ

した。住民投票などという無責任な手段を一度使うと、今後全ての市政（反対意見に

対し）に住民投票を使わなくてはいけなくなる。10万人市民のために本物の政治家

になろうと思うなら死ぬ気でやってほしい 

男性 50代 東地区 

2624 

佐久市は十分住み易いが、今の子どもたちが育ち、佐久市で働き、またその子ども

たちが佐久市で暮らすような町にしてほしい。長野県と言ったら、長野市・松本市で

はなく、『佐久市』と言われるような町にしてほしい  

男性 30代 浅間地区 

2625 

文化ホール建設予定地利用方法提案－公設市場と言える佐久市の物産館を建

設。そこで、自然・観光（田口五稜郭復元、新海神社とセット）・歴史・文化財等のＰＲ

拠点をつくる。農産物の直売コーナーや加工品、工業製品をＰＲを込め販売。多く

の人に佐久市を知ってもらうと同時に、佐久市の第 1～3次産業全てを活性化する 

男性 50代 浅間地区 

 


