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１ ヒアリング概要 

（１）目的 

まち・ひと・しごと創生に関する取組を実践する市内の各種団体に対しどのような取組

を行っているか、また今後どのような取組を実施していきたいか把握するため、ヒアリン

グ調査を実施した。 

本書は、その結果を取りまとめし、第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略における施

策立案の基礎資料とするものである。 

（２）調査対象 

総合戦略政策分野 対象団体 把握事項 

選ばれる暮らしやすさをさ

らに高める、佐久市におけ

る「まち」の創生 

区長会    

市民団体         

コミュニティ維持に関する課

題、不安、今後の方向性等 

佐久市を知って、来て、住

みたくなる、佐久市におけ

る「ひと」の創生 

佐久市への移住者 

移住者転入者受入の課題、移住

者転入者から見た地域へ溶け込

むときの課題、移住転入理由等 

結婚・出産に先んじて子育

てのトップランナーを目指

す、佐久市における「ひ

と」の創生 

子育て団体 

女性団体      

子育て等に関する希望、課題、

多世代世帯における分業状況、

母子、父子世帯の状況等 

多様な職場、多様な働き方

から始める、佐久市におけ

る「しごと」の創生 

商工団体 

（商工会議所・商工会） 

農業団体等 

漁業団体 

林業団体 

医療団体      

雇用を増やすうえでの課題 

女性活躍、高齢者・外国人人材

の活用の状況 

都市部への流出・流入の状況 

（３）ヒアリング方法 

各種団体の代表者等に直接お会いし、インタビュー形式で実施 
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２ ヒアリング結果 

（１）選ばれる暮らしやすさをさらに高める、佐久市における「まち」の創生 

 

 

 

〇 人口減少が進む中、各地区における課題 

  （コミュニティについて） 

  ・地域コミュニティの希薄化が進んでいる。区の役員の高齢化、成り手不足が進んでいる

とともに、旧来のコミュニティ住人と移住してきた新しいコミュニティの住人が同化で

きていない。 

  ・個人情報の問題もあり、区の中ですら情報を把握することが困難になっている。 

  ・人口が減ったことにより、区で行っていた共同作業ができなくなってきている。 

  ・病院や、市役所が近い地域や、農業などをやるために移住してくる人がいる地域など同

じ区の中でも、特定の地域で人口が増えている。そのため、元々の集落で空洞化が起き

ているところがある。 

  （仕事について） 

  ・昔は農業をすることで土地を守ってきたが、今は農業だけでは生活ができなくなってし

まった。農業をしながら、仕事もするという状況では、大学を出た若い人はなかなか帰

ってこない。 

  ・獣害により離農が増えている。 

 〇 地方創生の取組として市が行うべきこと 

  （仕事について） 

  ・農業も委託を受けてやっている方は移動などのコストが多くかかっていると聞く、団地

化などの推進も必要ではないか。 

  ・臼田の工業団地については、自動化されて数人しか人はいないというものでなく、多く

の地域の人が働ける会社を誘致して欲しい。 

ア 区長会（市内７地区区長会） 

   令和元年１２月２４日（区長会理事会前に実施） 
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  ・高齢化が進む中、若い人を呼び込むには、やはり勤め先、仕事が重要である。 

  ・地形などの条件もあるので、地域によって住む地域、働く地域という形であってもよい

のかと思う。 

  （暮らしについて） 

  ・先進地などもよく見てまちづくりを進めて欲しい。 

  ・若い人たちを呼び込むのであれば子育て支援、子育てのしやすさが重要である。 

  ・佐久市のいいところを出したまちづくりをして欲しい。 

  （その他） 

  ・小学校の跡地利用が課題であり、将来に希望が持てるような活用ができないか。 

  ・サ高住については、佐久市も取り組んでいるが、都会にあるようなものと同じではだれ

も選んでもらえないのでは、眺望の良い平屋など工夫が必要だと思う。 

 

 

 

 

〇 佐久市における市民活動団体の活動について 

  （佐久市の市民団体の特徴） 

  ・それぞれの団体が、それぞれに目的、理念を持って活動しており、若干、横のつながり

がまだまだ足りていないと感じる部分がある。市民団体同士の繋がりや対話がもっとあ

ってもいいと感じる。 

  （市民団体の活動における課題） 

  ・他の地域でも言えることだが、地域課題を広く解決しようとしたとき、横のつながりが

持てるような、バランス感覚があるリーダー、特にファシリテーター的な皆の意見を引

き出して繋げられる人材が不足していると感じる。 

（市民活動の必要性） 

  ・コミュニティの維持を本気でしようと思ったらその地域の人間が考えてやらなければい 

   けないと思う。その時には区という考えだけでなく、市民活動として若い人たち、３０

代、４０代の若い女性などの考えが必要になると思う。 

 

イ 市民団体（佐久市市民活動サポートセンター） 

   令和元年１２月１３日 
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  （市民活動への支援のあり方） 

  ・活動費への補助もありがたいが、行政課題などの解決のため、市民活動団体、NPO が

行っている活動もしっかり見てもいパートナーとして活動の機会を与えて欲しい。 

〇 地方創生について 

  （人口が減少していく中で、必要とされる協働のかたちや、取り組むべきこと） 

  ・進学などで一度佐久市から出たとしても、また佐久市に戻ってきてくれるよう、故郷に

対する愛着を形成できるような取組が必要だと思う。そのためには、中学生や高校生の

早い段階から地域に出て、地域の課題を肌で感じて、自分事としていくことがまずは必

要。自分なりの課題探求・解決策を模索できるような場や仕組みづくり（例：アクティ

ブラーニング）をすることで、地域への興味や愛着が醸成されると思う。 

・社会に出れば何高卒ということは関係なくなる。学校を超えたコミュニティ作ろうとサ

ポセンでは考えている。学生の中では、年の近い中学生や高校生の居場所を作りたいと

いう声が出てきている。子ども食堂、子どもの学習支援、といったことをやりたいとい

う声が学生の中にある。他にもエシカル消費（倫理的消費）に興味を持つ学生もおり、

社会にどうつなげていくのか考えている。 

・地域の高校生が地方創生のターゲット、キーマンにもなると思う。総合戦略を作るとき

には、若い人たちの意見もたくさん聞いた方がいい。５年後、１０年後の社会を支える

のは彼らだから。 

・農業・林業・漁業などを田舎で体験させるような市民活動団体が都会にはある。そうい

ったものも活用してみては。産業の継続と関係人口の創出につながるのでは。 

・これからは当たり前に SDGｓに着目した取組が重要になる。 

  （その他） 

  ・行政の担当一人ひとりが、地域の活動にもっとアンテナを張ってほしい。市の職員も地

域の一員であり同じ目線で取り組んで欲しい。 
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（２）佐久市を知って、来て、住みたくなる、佐久市における「ひと」の創生 

 

 

 

【移住者Ａ氏 ６０代、男性、東京圏より平成２９年に移住】   

〇 移住のプロセスについて 

（きっかけ） 

  ・退職を機に、移住を決意した。移住前に住んでいた家は手狭で、親の介護や自身のセカ

ンドライフの実現（趣味）のために１年ほどかけ準備をして移住を決めた。 

  （佐久市を選んだ理由） 

  ・父親の仕事の関係で、以前中込に住んでいた時期があり佐久市を知っていた。冬季の快

晴の気持ち良さ、自然環境から佐久市を選んだ。 

  （仕事について） 

  ・移住後も仕事に就いて地元に貢献したいと考えていた。シニアマッチングサービスを利

用し、２か月ほどで仕事が決まった。 

  （佐久市にきて良かったこと、悪かったこと、困ったこと） 

  ・良かったことは、想像したとおりの気候、風土であったこと。人とつながることがで

き、仕事があったこと。 

  ・悪かったことというか不安なこととしては、ＪＲ小海線が不便であり、年を取ったとき

の移動手段に不安を感じる。 

 〇 佐久市の良いところ 

（佐久市に来て驚いたこと） 

  ・自然が残っており、景観が良く、四季を感じることができる。今年は自宅の裏の用水路

に蛍がいた。 

  （佐久市の良いところとしてもっと広めるべきこと） 

  ・五稜郭や旧中込学校、酒蔵など良いところはあるが、それが点在していて、セットして

魅力発信ができていない。交通手段の充実と併せて検討してみては。 

ア 佐久市への移住者 

   令和元年１２月１８日 移住者Ａ氏、移住者Ｂ氏 （別々に実施） 
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〇 どのような取組があれば佐久市が移住者を獲得できるか（移住者の立場から） 

  （仕事について） 

  ・周りには移住者が多く、佐久市は退職者にとってセカンドライフを見据えて移住してく

る場所としては良いところだと思う。しかし、若い年代の人が、会社員としてこちらで

仕事を探して来るには収入面で厳しいと感じる。上田の方が大きな企業があるので、若

い人はそちらに行ってしまうのでは。 

  ・行政としては、基本給の高い企業を誘致していく必要がある。例えば、佐久は医療のま

ちであるのだから医療メーカーなど的を絞った誘致が必要だと思う。 

  ・工場誘致も大切だが、いきなり大企業を呼ぶことは難しく、また東京に勤めながら佐久

に住むというのもごくわずかな人しかできないので、住む場所を選ばない在宅勤務やＩ

Ｔ関係がねらい目ではないかと思う。 

  ・行政がしっかり、シナリオを持って、テレワークや佐久産業支援センターなどの支援を

行っていくべきだと思う。 

  （地域公共交通について） 

  ・循環バスは走っているが、人が乗っていない。キャッシュレス化し、しっかり乗降デー

タを取って利用者ニーズに合った運用をするべき。 

  （子育てについて） 

  ・子育てにかかる費用を全面的にバックアップするくらいでないと、他市町村に勝つこと

はできないと思う。   

（医療・福祉について） 

  ・佐久市は健康長寿のまちと謳いながら具体的な健康施策が不足していると感じる。佐久

病院などに頼っている部分が大きく、本当に地域医療を守れるか向き合う時が来てい

る。医療従事者への住居の補助や実質賃金を上げるなど医師や看護師の確保に取り組む

べきだと思う。 

  ・健康ブランドなど取り組むのはいいが、その結果健康的な市民が増え、医療費が下が

り、将来的な行政、市民の負担が軽くなるという、持続可能な社会を作るイメージを市

の職員がしっかり持つべきだと思う。 
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  ・健康・介護のネットワークをつくるべきだと思う。マイナンバーカードを活用するなど

し、しっかりとしたデータ、エビデンスに基づいた住民を納得させるような施策を行っ

ていくことが重要だと思う。 

【移住者Ｂ氏 ７０代、男性、東京圏より平成２８年に移住】   

〇 移住のプロセスについて 

（きっかけ） 

・定年退職したころから自然環境の良いところでゆっくり暮らしたいと考え、１０年ぐら

い全国を旅行し比較しながら移住先を検討してきた。 

  （佐久市を選んだ理由） 

・佐久市では移住体験住宅を利用した。市内に総合病院が２つあることと、自然環境の良

さ、災害の少なさ（活断層が見つかっていない）といったことから佐久市に決めた。 

  （仕事について） 

・移住１年目に高齢者大学に入り、２年目に大学院と有機農業研究会に入って、家庭菜園

をやりながら生活している。また、シルバー人材センターに登録し月１５日程度仕事を

している。 

  （佐久市にきて良かったこと、悪かったこと、困ったこと） 

・良かったことは、想定していたとおり自然環境が良く病院があること。また、東京との

アクセスがいいので子どもが来てくれることや、松本空港が近く出身地にも戻りやす

い。 

・不安なこととして、路線バスなどの強化を進めないと、高齢者の免許返納など進まない

など、安全面でも地域交通環境が良くならないと思う。車なしで生活ができるように行

政が取り組むべき。 

〇 佐久市の良いところ 

（佐久市に来て驚いたこと） 

  ・高齢者が元気。 

  ・コンサートなどが開けるホールがない。 

  ・運転マナーが悪い。 
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  ・頑固なところがある。行政も市民も保守的で、佐久の偉人の本を読むと、改革をしてき

たのはみんな他所の人だと感じた。 

（佐久市の良いところとしてもっと広めるべきこと） 

  ・災害が少なく、自然環境が良い。また、総合病院が２つある。 

〇 どのような取組があれば佐久市が移住者を獲得できるか（移住者の立場から） 

  （移住施策について） 

  ・空き家バンクを推していくなら、賃貸に重きを置くなど使いやすいように制度改正した

方がよいと思う。 

  ・移住体験住宅は、１割程度しか実際の移住に繋がっていないとお聞きした。泊る際にこ

れからの移住計画を整理させるなど工夫をしてみては。 

  （暮らしについて） 

  ・デマンドタクシーの利便性が悪すぎる。使いたいときに使えない。 

  （観光について） 

  ・観光については単発の企画が多い。桜の名所など点在している観光資源をつなぐような

取組が必要では。民間の相乗りなども活用できないか。 

  （その他） 

  ・田口小学校について閉校後にどうするのか、もっとオープンに市民の意見も聞くべきだ

と思う。 
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（３）結婚・出産に先んじて子育てのトップランナーを目指す、佐久市における

「ひと」の創生 

 

 

 

〇 子育てにおける現状と課題 

（子育てにおける経済的な負担） 

  ・今はどの家庭も共働きでないと生活ができなくなっている。スマホなど今までなかった

ようなものにもコストがとてもかかっていると感じる。 

・特に母子世帯などは、小さい子がいれば、保育園などに預けられても、時間になれば迎

えに行かなければならない、そうすると正規では働けないということが実際にある。 

・こういった経済状況では、二人目、三人目と望むこと自体が難しいと感じる。 

・児童館や保育園、医療についても子育て支援施策は充実してきていると思う。やはり今

子育て世代が求めているのは、安定した仕事だったり、安心して住める住宅といったこ

とだと思う。 

・給食費や修学旅行の費用など学校でも頑張って集めているが、払わない人はどうしても

いる。経済的にも精神的にも余裕がないのではないか。 

（市民・地域の理解・雰囲気） 

  ・以前より子育てにコストや時間をかけることが普通になってきている。もう少しおおら

かな育て方があってもいいような気がする。 

  ・多子世帯は、近くに祖父母がいることが多い。なかなか核家族では複数の子どもを育て

るのは難しいのでは。 

  （仕事と育児のバランス） 

  ・仕事も忙しい中、今は、子どもが部活などに入れば、休みの日も応援、準備で親が出な

いといけない。親自身の個人の時間はどんどん無くなっていると思う。 

 

 

ア 保護者団体（佐久市ＰＴＡ連合会） 

   令和元年１２月２６日 
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〇 少子化対策としてどのようなこと取り組むべきか 

（結婚支援について） 

・ここまで晩婚化が進んでいることを考えると、思い切って２０代で結婚したらお祝い金

を出すぐらいのことをしないと子どもは増えないと思う。 

（子育て支援について） 

  ・晩婚化が進んでいる中、友人でも不妊治療でやっと子どもができたという人もいる。群

馬や長野市に治療に行ってそれが大きな負担になっていると聞いたことがあり、望んで

いる方に子どもができるよう、助成だけでなく、佐久市内で治療ができる環境を整える

のも支援ではないか。 

・周りの父兄の皆さんからは、インフルエンザの予防接種について補助をしてほしいとい

う声はよく聞きます。毎年のことですし、毎年のように学級閉鎖があるようであれば、

しっかり市の方で補助して皆が受けられるようにして欲しい。 

・市営住宅など空いているようなところがあれば、県外から移住してくる子育て世代の方

に子育て住宅として割安で貸すということができないか。 

・昔ながらの市街地には空き家が増えており、家主も地元にいない状況がある。行政があ

る程度主導して再整備するなどして、子育てに適した住宅地にするという方法もあるの

ではないか。子育て世代のための空き家バンクなど、若い世代を呼び込むような住宅施

策があっても良いと思う。 

（その他地方創生の取組について） 

・東京での仕事の収入には勝てないのだから、生活コストの低さや生活環境の良さをもっ

と知ってもらう必要があると思う。 

・佐久市いいところは、目で見て季節が感じられるところだと思う。水田、紅葉した山、

雪化粧した浅間、美しい季節ごとの夕日、そして、その季節ごとの食文化やお祭り、子

育てには適した環境だと思う。 

・佐久市に住んでいると不便を感じることが少ないというのが、佐久の特徴だと思う。 
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〇 子育てにおける現状と課題 

（子育てにおける経済的な負担） 

  ・今は、子育てをしていくとなると、ほとんどの家庭が共働きでないと生活できない状況

がある。 

  ・今親になる世代は、父親が外で仕事をし、母親も外で仕事をして、さらに家事もしてい

るのを見ている。母親の苦労を見ており、出産や育児による収入面でのリスクも考える

と、そもそも結婚に前向きになれない女性は多いのでは。 

（保育園・幼稚園・児童館など託児環境） 

  ・未満児保育の施設ができると聞いているが、一番大変な未満児の部分の子育て支援が充

実するのは良いことだと思う。 

  ・女性が社会進出している中、児童館や保育園で夜の７時から９時といった預かりができ

ないか。残業や夜勤ができないと正規で雇ってもらえず、特に母子・父子世帯や看護

師、介護士は、子どものお迎えのことを考えるとパートを選ばざる得ない現状がある。 

  （市民・地域の理解・雰囲気） 

  ・男性も以前に比べれば子育てに参加するようになったが、共働きが多い中で、子育てだ

けでなく家事についても女性中心でなく男性の参加が必要だと思う。 

  ・社会全体で人口減少を考え、夫婦間の問題に留めずに周りから若い人たちが子どもを生

み育てやすい環境を作っていかなければならないと思う。 

（子育ての悩み相談、ネットワーク） 

  ・核家族が進んでいる中、相談する相手もいなくて悩んでいる親はたくさんいると思う。

その中、子どもも手を離れて孫も同居していなし、保育園などに行って毎日は会わな

い、そんな人たちがもっと地域の子育てに参加できるような仕組みができないかと思

う。この世代の力をもっと借りて、市の方で子育てのボランティア（ベビーシッター的

な）活動を支援するような取組があってもよいのではないか。 

・そういったことによって親が余裕を持てるように、頼れる地域にできないか。 

 

イ 女性団体（佐久市男女共生ネットワーク） 

   令和元年１２月１９日 
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  （職場の環境、雇用環境、仕事と育児のバランス） 

  ・子育ては母親がするものという考えから脱却しないといけないと思う。女性が子どもを

産むこと、育てること、仕事で成功すること、希望することを実現できるように職場

も、社会も変わらないといけないと思う。 

・育休も母親が半年、父親が半年といったように細切れでもいいので柔軟に取れるような

制度があってもいいのではないか。子どもを何人か続けて産んだことで、長期の育休に

なってしまい社会から離れてしまうというのも女性の不安としてあるのではないか。 

・育休の取得時には周りに迷惑をかけるという雰囲気がまだあると思う。育休後の復帰に

ついても仕事への不安がある。働く場の理解というものは重要だと思う。 

・こういった社会や職場の雰囲気が変わらないと二人目、三人目は考えられないと思う。 

  ・個々の世帯が自立して生活を営むようになり、昔のように親世代と同居ということもな

くなってきている。その中で子育ての担い手というものが母親に集中していると思う。 

  （体力的・健康的な不安） 

  ・晩婚化が進んでいることで、二人目、三人目と考えると体力的な面でもきつくなってし

まうと思う。そういった面での支援というのも必要では。 

  （結婚について） 

  ・仕事も拘束時間が長かったり、総合的な仕事よりも専門的な仕事が増えていて男女の出

会いも少なくなっていると感じる。男性が働く職場と、女性が働く職場が分かれてお

り、出会いの場が限られているのでは。市も働きかけて企業同士で出会いの場を作るよ

うな取組もできないか。企業がやることで働く人は参加しやすいのでは。 

〇 少子化対策としてどのようなこと取り組むべきか 

（結婚支援について） 

・結婚祝い金などあってもよいかと思う。 

（子育て支援について） 

  ・若い人たちが住むための住宅支援が必要だと感じる。空き家バンクをうまく活用して子

育て住宅にリフォームするような支援ができないか。大胆な支援が必要だと思う。 

  ・保育士を増やすためにも、保育士への支援の充実にも取り組んで欲しい。保育士へのア

ドバイザーの設置など働きやすい環境づくりに努めて欲しい。 
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  ・特に子育てに関する情報は、佐久市の広報紙だけでなく、女性誌やタウン誌のような女

性が手に取りやすいものに掲載していって欲しい。 

  ・子ども貧困対策も必要では。児童館で７時以降の学習支援など、貧困の子どもだけでな

く、居場所として支援ができればよいと思う（中高生も）。 

（その他地方創生の取組について） 

  ・奨学金の事業で佐久市に帰ってきた場合の償還免除をやっているのはとても良いと思

う。制度があれば U ターンを考えて進学する人もいるので、市民によく周知を図って

欲しい。 

  ・移住は高齢者が中心になっている。若い世代が移住してくるような取組が必要。 

  ・五稜郭の活用など観光にも力を入れて欲しい。泊る所や食事できる所、展望台など健康

なども意識し、他の地位資源とも周遊できるような仕掛けができないか。 

・災害を受けた今だからこそ観光の PR などでイメージをまた良くして、災害に強い街に

して欲しい。 

・住んでいる市民が佐久市のいいところをよく知っていないのではないか。外に向ける発

信だけでなく、住んでいる人たちへの情報発信も大事だと思う。 
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（４）多様な職場、多様な働き方から始める、佐久市における「しごと」の創生 

 

 

 

 

 

【佐久商工会議所】 

〇 近年の景気感について 

（地域の事業所の景気感について） 

  ・大手製造業の景気感は下がっている。特に、米中摩擦の影響を受ける自動車部品メーカ

ー等はマイナス傾向にある。一方で、インフラ・建設業・医療メーカー等はプラス傾向

である。建設業に関しては災害前から忙しそうな様子であった。 

〇 雇用に関する現状と課題 

（人材確保の状況について） 

  ・人材については、これまでは新卒採用のニーズが高かったが、今は即戦力となる人材の

ニーズが高まっている。 

・特に人手が不足しているのは個人事業主の飲食店で、営業時間の短縮や営業日を減ら

す、宴会を断るなど影響が出ている。労働時間の長さが人材確保のネックになっている

と考えている。 

・後継者不足については慢性的に続いている。 

・製造業では、他の事業所への人材流出（技術の流出）が課題となっている。 

（都市部への人材流出） 

  ・都市部との賃金格差はある。実際の人材の流出・流入先としては近隣市町村になるかと

思う。 

 

   

ア 商工団体（佐久商工会議所、臼田・浅科・望月商工会） 

   令和元年１２月２０日（佐久商工会議所） 

   令和元年１２月１７日（臼田商工会） 

   令和元年１２月１８日（浅科商工会） 

   令和元年１２月１７日（望月商工会） 
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  （社員教育に関する課題） 

  ・社員教育が自社でできているのは、ある程度大きな企業だけで、多くの企業において

は、自社における教育は難しい状況がある。近年は減少傾向にあるが、外部にある研修

所で社員教育を実施する企業が多い。 

  （女性の活躍の推進） 

・就業上の男女間の扱いの差はまだあると思う。パワーハラスメントや給与格差、管理職

への登用など進んでいない部分はある。 

（高齢者雇用について） 

・定年後の再雇用は多いが、20～30 代の若手職員との価値観の違いは大きく、技術の伝

承において難しい部分がある。 

（外国人人材の活用について） 

・市内でも多くの外国人が働いている。特に南米、ウルグアイ人が多い。 

・課題としては、生活をしていくための移動手段がないなど、生活支援的なことが企業で

できていないことや、語学アドバイザーなどはいるが、語学教育がしっかりできていな

いことがあげられる。 

（働き方改革について） 

・福利厚生等の制度の整備は進んでいるが、働き方改革については、中小企業ではまだま

だ考え方が拡がっていない。事業所間で差が大きいと思う。 

・商工会議所の佐久市ビジネスキャリアセンターでは、人材育成支援に取り組んでおり、

ワークライフバランス事業を始めている。働きやすい職場づくりを進めるもので、NPS

スコア（企業やブランドに対してどの程度の愛着があるか）を使い改善を図っている。

佐久の特徴として、企業への忠誠心が低くそれがモチベーションの低さにつながってい

る。これについて、従業員改革（ボトムアップ）方式による中間管理職のスキルアップ

を目指すなど、平成 31 年 4 月から階層別のスキル講座を開催している。 

〇 企業経営について 

（注目の分野や産業について） 

・製造業にアンケートを行ったところ、医療や介護の分野に進出したいという声が多く挙

げられた。しかし、希望は多いものの進出ハードルは高いことから、市に実証実験のた

めの補助金制度をつくってもらえないか。 
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・市内事業者における産業間の連携はまだまだ取れていないと感じる。 

・IT ベンチャーのような新たなものを生み出す企業に来てもらいたい。 

〇 今後市が行うべき企業支援等について 

（企業経営について） 

・市は産業立地推進員を配置し、企業誘致を行っているが、その産業立地推進員が持つ情

報を活用し、市内企業の「販路開拓」を目的とする情報交換ができないか。市で保有し

ている企業の情報を商工会議所や SOIC と共有して欲しい。 

（商店街支援について） 

・岩村田の商店街については、ウォーカブルなまちづくりを推進して欲しい。また、まち

づくり会社の資金と人材が不足しているので、市からの支援も必要だと思う。 

（観光業について） 

・産業と観光との連動が必要と考える。今ある「点」を「線」にして、新たなモビリティ

の活用や、医療ツーリズムなどとも併せて考えて欲しい。 

・市内宿泊施設は、キャパオーバーになっている。せっかく来た人たちを近隣市町村に泊

まらせてはもったいない。 

（創業支援について） 

・事業継承が着実に進まないと、廃業も多くなっていくことが予想される。地域の産業を

守るため創業支援についても今以上に推進する必要がある。 

（その他） 

・SOIC については、組織の継続性を持たせるためにも、行政の人材を事務局長として配

属して欲しい。 

・空き家の解消についても考えてほしい。 

・若い人から特によく聞くが、佐久市内は遊ぶところが少ない。もっと気軽に BBQ がで

きる場所などがあるといい。 
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【臼田商工会】 

〇 近年の景気感について 

（地域の事業所の景気感について） 

  ・平成元年頃は、臼田商工会の会員が６００事業所ほどあったが、現在は半減し３００事

業所程度になっている。 

・佐久平駅周辺の大型店舗の影響もあるが、市全体を考えれば、発展する中心エリアがあ

ること自体は悪いことではないと思う。市内における臼田の位置付けがどうあるべきか

が重要だと考えている。 

・臼田は、商工業で成り立つには人口、商圏など考えると難しいと思う。臼田の特徴は

「住みやすいまち」であり、新設される工業団地や佐久平周辺など働く場所へのアクセ

スが良く、本数は少ないものの JR 小海線、市内循環バス、デマンドタクシー等の地域

公共交通が一通りそろっている。 

・臼田地域としては、もはや佐久総合病院は臼田だけのものではないことを自覚しなくて

はいけないと思う。佐久医療センターは圏域全体の魅力を底上げしていると考えてい

る。 

〇 企業経営について 

（注目の分野や産業について） 

・シナノユキマス、信州サーモン等の内水面養殖業は特徴ある産業として注目している。

若い会員を中心に地元産の信州サーモンとプルーンを使った「臼田バーガー」という新

商品の開発にも取り組んだりしている。 

・観光資源としては五稜郭、新海三社神社、蕃松院など特徴的なものがあると思う。特に

五稜郭は小学校が閉校になることから、公園などに整備し、歩いて回遊できるよう整備

をして欲しい。こういった観光資源と既存の飲食店などが繋がるような仕掛けがあれば

いいと思う。 

・「蔵人ステイ」や「SAKU13（佐久若葉会）」の取組には注目している。単発のイベン

トで終わらせずに、人を呼んでくる仕組みづくりにすることが重要かと思う。新しい世

代のアイディアを後押しすることが重要では。 
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（地域で特徴的な事業所はあるか） 

・臼田地域にある事業所の中には、技術力、開発力が高く、JAXA の仕事も請け負ってい

るようなところもある。 

（事業承継の状況について） 

  ・事業主の高齢化が進む中、事業承継がうまくできていない。特に臼田地域の商店街は衰

退が著しく、店舗の廃業する理由の大半は事業主の高齢化によるものになっている。 

〇 今後市が行うべき企業支援等について 

（企業経営について） 

・行政は他自治体の取組を参考にしたり、前例踏襲する傾向が強いと思う。佐久市独自の

メニューや仕組みを作って欲しい。また、手続きはなるべく簡素化して欲しい。 

（事業承継について） 

・創業支援策は多いが、事業承継に対する支援があるといいと思う。企業内・親族内の承

継時に、設備費など承継後の環境を整える支援など、他の市町村とは違う佐久市オリジ

ナルの施策を打ち出した方がよいのでは。 

（企業誘致について） 

・林業業者からは材木団地を持ちたいという声が上がっているが、臼田地域に誘致した場

合採算が取れるのか不安に感じる部分もある。 

・整備が進む臼田の工業団地については、大きな企業の工場の場合、オートメーション化

が進んでおり、労働者が増加しないといったことも懸念している。人が臼田地域に住

み、仕事に通い、その結果人口が増える形を望んでいる。 

（公共交通について） 

・地域公共交通（巡回バス）を継続していく必要がある。ダイヤの見直しも検討する中

で、生活・観光の回遊を円滑にできる仕組みづくりを推進してもらいたい。飲食店での

飲酒（飲み歩き）ができるよう、遅い時間に使える公共交通があるといいのでは。交通

行政は非常に難しいと思うので、専門家を入れて検討を進めて欲しい。 

・健康都市として PR していくのであれば、歩行者が安心して歩ける歩道や街灯の整備も

必要では。 

（その他） 

・行政には、観光・交通など、まちづくりの要素を施策横断的に捉え取り組んで欲しい。 
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【浅科商工会】 

〇 近年の景気感について 

（地域の事業所の景気感について） 

・会員数は減少傾向にある。新規開業は年間あっても１～２件で、個人商店やカフェ、美

容院などである。 

  ・業績が悪くないのは、地域内で１～２社程度、自動車メーカーなど大手製造の下請けを

行っている事業所になる。 

  ・地元事業者は高齢化が著しく、商店街も建物の老朽化が進んでいる。また、資金面だけ

でなく、アイディアという面でも行政がやってくれるものという意識がある。 

〇 企業経営について 

（注目の分野や産業について） 

・商店街再生の新たな形として、これからは観光業（「宿場の観光事業」として）に力を

入れるべきだと思う。外から人を呼び込むことが重要で、例えば「職人のまち」「作家

のまち」など、人が興味を持つ『来たい』と思わせるものを作っていくことが重要だと

思う。 

（地域で特徴的な事業所はあるか） 

・地域内でも独自性をもった事業者は、成功していると感じている。しかし、専門的なア

ドバイス等は商工会では難しいところがある。 

（事業承継の状況について） 

  ・事業承継ができていない。会員の廃業理由の主なものは事業主の高齢化によるものにな

っている。 

〇 今後市が行うべき企業支援等について 

（商店街振興について） 

・浅科では観光協会も商工会役員が兼務しているような状況で、何をするにもどこが中心

になって進めていくのか不明瞭になっている。老朽化が進むハードも含めて、集合体と

しての商店街再興を進めるとともに、併せて移住促進も進めてもらいたい。 
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（企業誘致について） 

・IT 関連企業の誘致などを期待したい。製造業の工場を誘致しても、仕事内容や賃金の

低さなどを考えると若者、移住者には魅力的には映らないと思う。地方で快適に働ける

オフィスとして IT 企業を誘致する方がいいと思う。 

（観光業について） 

・中山道、五郎兵衛新田・用水等の観光資源と商業のマッチングに取り組むべきだと思

う。今あるものだけで PR していくのは難しいと思うので、商店街で人が興味を持つ

「食」や「体験」を売ることで、民泊、農泊、インバウンドも意識した宿泊業につなげ

ていけないか。 

（移住施策について） 

・人がいない地域には、仕事を呼び込むことはできないと思う。浅科地域だけに限らず、

佐久市全体の中で移住として最適なエリアを考えるべきだと思う。都心とのアクセスの

良さ、新幹線により通勤ストレスが少ないこと、自然豊かで子育て環境が優れているこ

となどもっと PR すべきだと思う。また、新幹線通勤は近年増加しているフレックス・

タイムなどの働き方と相性がいいので、そういった面も売りの一つになると思う。 

・望月のクラインガルテンがあれだけ人気なのだから、浅科にも作ってはどうか。 

・御代田町には若い人が多く移住している。同じような境遇、世代が移住していると安心

感がある。そういったコミュニティを作ることでさらに移住が促進されると思う。 

【望月商工会】 

〇 近年の景気感について 

（地域の事業所の景気感について） 

  ・「春日温泉」エリアでは飲食業の起業もあるため、会員数は全体として若干の減少傾向

に留まっており、極端な減少にはなっていない。このエリアについては、「馬事公苑」

や「食」といった PR 要素があることから、「滞在型観光」の実現を目指し、地域資源

を活用してデザインを進めたいと考えている。 

・それに対して春日エリア以外は特色を出していくのが難しく感じている。特に望月商店

街周辺での小売業は厳しい状況となっている。これからは、独特な商品展開や情報発信

ができるかが重要だと考えている。 
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 〇 企業経営について 

（注目の分野や産業について） 

・望月の飲食店はロハス（健康的なライフスタイル）的な特色を持った店が多数あり、都

会の人たちを誘引していると感じている。もっと地元に溶け込んだ形で営業していけれ

ばいいと思う。 

・農業について、ブランド化まではできていないが、都会や軽井沢に卸している農園が増

えている。 

・建設業の若手は定期的に集まって意見交換しており、山村テラスなど特徴的な取組にも

注目している。 

（地域で特徴的な事業所はあるか） 

  ・農園を営んでいた方が飲食を始められた。商工会としても、農から食につながりをもた

せた PR、事業が必要だと考えている。それには、地元の良い食材の周知がまだまだ不

足しているように感じている。 

（事業承継の状況について） 

・事業承継については、法人の場合は企業価値を数字で示せるが、個人は難しく、事業を

続ける判断が難しいと感じる。将来の不安から事業承継をあきらめる方も多い。 

〇 今後市が行うべき企業支援等について 

（企業経営について） 

・企業経営についてトータルデザインができる専門家を何人か呼んで、話を聞く機会が必

要だと思う。ヨーロッパの小規模ワイナリーのように日本に今までなかったようなも

の、日本の固定観念から脱却するような事業の話が聞きたい。 

（企業誘致について） 

・災害の少ない地域特性を生かし、企業のバックアップ施設を誘致してみてはどうか。 

（観光業について） 

・春日温泉まで、望月宿から馬車で連れていくサービス、大規模な足湯・露天風呂など特

徴的な事業を推進して欲しい。 
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【佐久市認定農業者連絡協議会】 

〇 近年の景気感について 

（地域の農業の景気感について） 

  ・米は順調だと感じている。農協に供出している人たちからは米価が下がり気味と聞いて

いるが、自分でお客さんを持っている農家は安定していると思う。 

・野菜についても、農協に出す場合は市場相場に大きく左右されてしまっている。 

・果樹（りんご、もも、プルーンなど）は、プルーンは横ばい、モモは凍霜害にやられて

しまい、りんごは単価が安くなっている。りんごは農協への出荷だけでは食べていけな

いので、個人宅配などを行い顧客の獲得に努めている。また、果樹は特に気象的リスク

が高い。 

・農業界全体としては、経営的にはどこもぎりぎりでやっている状態である。 

〇 これからの事業について 

（これからの事業とその課題） 

・農協は作物のブランド化を進めているが、生産者の栽培技術にものすごい差があった

り、後継者不足でそもそも取り組めないなど、農家の方がついていけていない。一番大

事な生産物のクオリティの底上げが難しくなっている。別の方向を考えていかなければ

いけないと考えている。 

・これからの農業は、販売戦略をどうするのか、品種の構成をどうするのか、特に温暖化

などの気象の影響も考慮して品種をどうするかしっかり考えていかないといけない。品

種は色々なものがあるので農家はもっと勉強しなければいけないと思う。全県的には長

イ 農業団体等（佐久市認定農業者連絡協議会、耕友会、 

新規就農者） 

   令和元年１２月１９日（佐久市認定農業者連絡協議会） 

   令和元年１２月２７日（耕友会） 

   令和元年１２月１６日（新規就農者 C 氏） 
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野県果樹研究会という勉強会がある。佐久地域でも 70 人ぐらいが入って勉強してい

る。 

・地産地消を進める試みとして、地元の農産品の加工品を使ったギフトのカタログを作

り、地元の企業に配ってお歳暮として使ってもらうような試みを商工会と連携してでき

ないかと考えている。 

・地場産業として農業を守っていくには、土地の集約化が必要である。所有者が土地を手

放さないために、集約化が進まなかったり、土地が荒れてしまうことも多い。新規就農

者にとっても土地の確保がまずは課題となる。 

・もっと農協と農家の連携が必要だと考えている。現在の農協は栽培技術、販売戦略とも

にまだまだ力不足に感じる。農協がもっと機能するようになれば、農家はもっとおいし

い農産物を作ることに専念できる。 

〇 担い手の確保について 

（現状と課題） 

・農協の指導にも課題があり、農協と農家の連携ができていないと感じる。現状ではなか

なか栽培技術を身につけられなく後継者が育っていない。 

・果樹については一年一作であり、他の作物に比べてリスクが高い上に、技術的な仕事が

かなり多く、後継者が育ちにくい状況がある。また、土地の貸し借り、土地があっても

優良な畑が少なく、果樹が生育する環境に戻す必要があったり、果実が取れるまで何年

もかかるなど、多大な費用と労力がかかることから新規参入も少ない。 

・農家が安定的な収入を経て、家族を養っていけるようにならないと、後継者は増えない

と思う。 

（雇用について） 

・果樹栽培はマンパワーがかなり必要になる。長年パートで雇っている方もいるが、高齢

者になり重労働が厳しくなりつつある。しかしそういった方は長年お願いしているので

仕事の効率はとてもいい。 

・今雇っている人たちが働けなくなった時に若い人たちを雇うことを考えた場合、子育て

中のお母さんたちに着目している。１日２～３時間そういった方に手伝いにきてもらえ

るだけで助かる。 
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・農業だと１年間を通した終年雇用が難しく、繁忙期とそうではない時期の波がある。人

材バンクのようなものがあり、経年雇用につながる仕組が欲しいと感じる。農家間でも

雇用の情報交換ができ、スムーズな雇用に繋がれば良い。 

（東京圏への人口流出について） 

・都心部は情報量が多く、選択肢が広い。進学する上でも予備校があったり、さまざまな

選択肢があり、地方は勝てないと感じる。その格差をどうやって埋めるのかが課題だと

思う。 

〇 新たな取組と事業支援について 

（どのような産業支援が必要か） 

・鳥獣害に対して行政の補助があるとよい。内山や志賀などには畑は小さく、大きな機械

が入らない農地がたくさんあるが、鳥獣の被害がひどく耕作放棄になっているところが

たくさんある。 

（佐久市の地域資源について） 

・長野牧場を活用できないか。空いている土地を活用して農業団地化し、直売所なども併

設すれば、景観もよいので観光資源になるのではないか。 

・これから温暖化になっていき、佐久地域の標高 700 メートル地帯はりんごの生育に良

い環境となってくると考えている。逆に長野地域の 350 メートル地帯はりんごの産地

としては向かなくなってくるので、次の産地として佐久がくるのではないか。 

〇 総合戦略の取組について 

（移住について） 

・移住して新規就農された方は技術が未熟であるが、地域で温かく迎え入れる環境が必要

だと思う。 

・家族を養っていく中で、子育ては一番お金がかかると思う。子どもを育てやすい環境を

整えるため、何か突出した手厚い施策に取り組むことで人を呼び込むことができるので

は。 

（土地利用について） 

・都市開発を進めていくと、一方で優良農地がなくなっていくことになる。この地域は農

振を外さないという市の保障が欲しいと感じる。居住地域と農村地域を明確に分ける必
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要があるかと思う。農家からすると、開発が進むことで、今まで農地として借りていた

土地がなくなってしまうという不安がある（生活の基盤がなくなるという不安）。 

【耕友会】 

〇 近年の景気感について 

（地域の農業の景気感について） 

  ・お米の値段が安くなりつつある。 

・他の地域でも野菜を推進している関係で、野菜も価格が上がってこない状況がある。ミ

ニトマトも台風の被害で暴落してしまった。今年はこれといって値段がすごくよかった

という野菜がなかった。 

〇 これからの事業について 

（これからの事業とその課題） 

  ・作付面積をもっと広げることで、一人ひとりにちゃんと給料を支払えるような経営にし

ないといけないと思う。面積を広げるに当たっては、人手も必要だが、技術が伴わない

と広げられない。 

  ・野菜は病気が出たり、連作障害も出やすい、一回病気を出すと 10 年作れない病気もあ

りリスクがある。また、ハウスは新品でパイプだと 600 万円、鉄骨だと 1,000 万円か

かり初期投資が大きい。 

・海外からの輸入、北海道や青森など規模が大きい産地もあるので、価格競争に巻き込ま

れると太刀打ちできない。クオリティをあげていく方向で考えている。 

・観光農園的に、直接来てもらって体験して、買ってもらうというやり方もあると思う。 

・飲食業界の方は定期的な顧客になっていくと感じている。県がやっている発掘商談会が

きっかけでレストランを経営しているシェフと知り合いになって、そのシェフからさら

に口コミで顧客が広がっていった。飲食業界の方も農家とどうやってつながっていけば

いいのかわからない方が多いのでは。 

・耕友会の中では、県内で消費してもらうのが一番よいという意見を聞く。物流コストは

高くなっているし、新鮮なものを食べてもらうということを考えると県内で循環するの

がよいと思う。お土産屋さんも棚を空けるわけにいかないので、県外のものを置いてい

るが、地元のものを置きたいと思っているお土産屋さんも多いと思う。 
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・野菜の栽培においては、栽培技術の習得が課題である。栽培技術の勉強会やどこか相談

できるところが必要だと思う。小諸市には勉強会がある。農協もあるが、個人的には技

術指導をしてもらったことがない。 

・物流コストが高くなっており、これも大きな負担になっている。 

・農地の集約化が課題である。所有者が土地を手放さない。 

〇 担い手の確保について 

（現状と課題） 

・家族経営で父、息子の関係性がよくなく、息子は新しいことを進めたいが、父は今まで

のやり方を守りたいといった意見の相違からうまくいかず、離農する方も多い。 

・新規就農者については、専業農家で何世代も続いているような大きな農家で従業員とし

て働いてから、独立していった方がいいのでは。従業員として残ることも選択肢にあっ

た方がいいと思う。県からの 150 万円の補助があるうちは良いが、販売先が見つから

なかったり、土地を確保できなかったりで、農業自体が続けられなかったり、結果的に

兼業農家になっている人たちもいる。地域に根付いている大きな農家が就農を目指す人

を雇用する場合に補助を出しても良いと思う。 

・大きな農家で従業員として働いていた人が、新規就農者として独立する場合、出荷が安

定するまでその農家にするという方法がよいのでは。一つの農家から人が育っていくと

いう仕組みがあれば、その後のブランド化という面でも品質が揃いやすく面積もまとめ

やすいと思う。 

・新規就農の方は、有機で多品目でと考えて始める方が多いが、相当のセンスがないと生

計を立ててやっていけない。 

（雇用について） 

・今はパートとして主婦の方にお願いしているが、年間で仕事を作らないと他に行ってし

まう。雇用という面では、通年雇用というのが農家の大きな課題である。通年雇用がで

きないから人の確保ができないのが現状である。 

・農業は、高齢者にとっても健康にもいいし、生きがいにもなると思う。朝の作業が多い

ので、6 時から 9 時までの間に高齢者等を雇えるように仕組みが欲しい（主婦は家庭の

仕事で朝の時間は雇えないし、シルバー人材センターはその時間帯は使えない）。 

・主婦は、農業に向いていて、収穫、手入れ、選別は効率よくやってくれる。 



28 

 

・外から若い方や外国人を連れてくるのはよいが、全く農業に触れたことがない、文化が

違うと普通に教えるよりも倍の時間がかかる。まずは地域の中で働き手を確保し、その

働き手を育てていくことが大事だと思う。そうすることによって、地域の中でコミュニ

ケーションが図られ、地域の一体感が生まれてくると思う。外から若い方や外国人を雇

った場合も、そういった方が地域に多くいれば、自然と仕事の仕方などを教えてくれる

ので経営者の負担も軽減すると思う。 

〇 新たな取組と事業支援について 

（どのような産業支援が必要か） 

・加工場が欲しい。東御の加工場は値段が高く、南信まで持って行っている人が多い。農

家の冬場の仕事の創出にもなり、通年雇用にもつながると思う。 

・米作地域なので野菜作りに適さない土質である。手を入れないと野菜を作れない土地も

多いので、そういった土壌改良の補助金があってもいいと思う。 

・他の地域からすると佐久の農業は魅力があり、なぜもっと力を入れて、手広くやらない

のかと言われている。土地がまとまって手に入るのであれば、佐久に来たいという農家

も実際にいる。物流があって（アクセスが良く）、気候も安定している地域は全国的に

も少ない。野菜や農作物をやるにも、日照時間が長く寒暖差もあり、平地でもあるので

適している。先日、観光の関係で軽井沢のゆうすげの会に出させてもらったが、佐久の

農産物の評判が良かった。もっと全面的にＰＲしてもよいと思う（認知度が低い）。 

・佐久市内の飲食業の方も農家とのつながりが分からない方が多いので、飲食業と農家の

マッチングのようなものがあってもよいのでは。 

・農家が大きくなっていけるような制度を作ることも大切では。そういった農家は地域と

の関係性もしっかりあり、良い農地も多く持っていたり、地域からも農地を獲得しやす

い関係性にある。そのようにして、産地化を図っていくことも今後重要になってくる。 

（佐久市の地域資源について） 

・果樹の栽培は、景観も良く、観光面でも人を呼べるのではないか。佐久はアクセスもよ

いので果樹園で食べることも目玉にできるのでは。 
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〇 総合戦略の取組について 

（移住について） 

・結婚して子育てを契機に戻ってきている方が多い。子どもを育てやすい、暮らしやす

い、女性がはたらきやすいということが魅力なのではないかと思う。例えば、木材を使

った保育園など自然に触れさせることをコンセプトにしたり、給食がおいしいなど、地

域の独特の工夫があると人が集まりやすいと思う。 

【新規就農者 C さん ３０代男性 家族と佐久に移住し農業を始める】 

〇 移住について 

（移住したきっかけ） 

  ・もともと農業には興味があった。11 年前にライフスタイルを提案する雑誌の農業特集

に佐久市内の農園さんが出ており、東京から移住して家族で経営して成り立っていると

いう内容を読み、その農園に連絡をとったのがきっかけ。そこからは、その農園のつて

でスタイルの違う農家さんから色々な切り口で話を聞けたことが移住を踏み切るのに大

きかった。真似すればできるという安心感があった。 

  ・佐久に移住する目的として結婚があった。東京にいたときは一人で仕事をして回してい

けばよかったので、結婚や家族を作るイメージがなかったと思う。仕事が行き詰ってき

たときにこのままだと孤独だなと感じ、その時にライフスタイルを考え、家族で仕事を

楽しくして暮らしていければいいなと思った。家族で一丸となって同じ方向を向いてい

ることが商品の魅力にもつながると考えている。そういうのができるのは農業の魅力だ

と思う。 

  （移住・就農について） 

・里親制度を使って補助金をもらいながら、スタートした。独立するまでは、里親さんと

だけ付き合っていればよかったので、地域との交流を意識することはなかったが、独立

して地域との交流を意識するようになった。地域の受入はよかったと思う。ここに引っ

越したことで田んぼも借りることができた。 

・仕事の面だと用水を共有していたり、地域の方たちはつながりが強く、最初は色々トラ

ブルもあった。 



30 

 

・田んぼを貸してくれる地主さんとのつながりは大事にしている。年末年始に挨拶に行っ

たりしている。最初のうちは地域とのつながりがなく、田んぼを借りるのが本当に大変

だった。 

〇 近年の景気感について 

（景気感について） 

  ・県外での流通が多い。仕事関係でお世話になった人が東京にいたり、埼玉に実家がある

関係からその辺が拠点になって流通が増えている。 

・売り上げについては、年 10 パーセント増ぐらいで推移していて順調である。 

・去年はお米が売り切れてしまったが、今年は作付面積が一町歩以上増えたので積極的に

売りに行っている。 

〇 これからの事業について 

（これからの事業とその課題） 

・今考えているのは、市内で地元の顧客を獲得すること。佐久平駅周辺の人口が増えてい

るので、そこをターゲットにして顧客を増やしていきたい。 

  ・米の魅力、佐久の魅力、ライフスタイル等を伝えることで、他の農家さんとの差別化を

図っている。デザイナーにお願いしてチラシを作ったりして、自分たちの魅力をお客さ

んにどう伝えるかを考えている。 

・今６町歩だが７町歩くらいやりたい。それを小売で売る割合をあげ、自分たちで売って

いきたいと考えている。雇用は考えておらず、家族や友人で完結するレベルを考えてい

る。自分たちでできる範囲で、お客さんとのふれあいを楽しみたい。 

・農業体験などのイベントもやりたいと考えている。ただお米を作ることだけが体験だと

考えていない。たまたま農業があって、うちと関わる中でつながった人たちがどういう

ふうに体験を楽しんでもらえるのかということを考えている。 

〇 新たな取組と事業支援について 

（どのような支援が必要か） 

・研修制度も自分が移住した当時と比べるとだいぶ変わってきている。現在は、新規就農

者が里親を選べず、自分で里親から話を聞いてこの人のもとで研修したいということが



31 

 

できない。事前のマッチングが禁止されている。里親さんの客観的な情報がもっとある

とよいと思う。目指す規模感や農業のスタイルなどの情報は提供して欲しい。 

・ざっくばらんに聞ける先輩がいたらいいなと思った。里親がベテランすぎて気軽に聞く

ことが難しい時もあった。移住して農業したという人に対して、会社でいう中小企業み

たいな農家さんからざっくばらんな話が聞ける仕組みがあるといいと思う。同じレベル

で気軽に相談できる人が必要で、市役所が知っている若手農家さんや移住者などを紹介

してもらえるとありがたい。 

（佐久市の地域資源について） 

・佐久市の魅力としては、空気が良い、都会へのアクセスがしやすいなどが思いつく。埼

玉に年に 10 回以上販売に行っている。 

・東京にいるときは食べ物は買わないと無いし、どこから来た食べ物かわからない物ばか

りで、それがなくなったら暮らしていけないという息苦しさを感じていた。 

・地域資源として、蔵人ステイの方と交流することがあった。各酒蔵で行っている蔵開き

が新鮮で楽しいが周知されていないと思う。もっと周知してみてはどうか。 

・五郎兵衛用水の世界灌漑遺産を利用して何かやっていきたいと考えている。 

〇 総合戦略の取組について 

（子育て支援について） 

・移住者ということもあり、子どもを預かってくれる人がいないため、保育園がないと仕

事が回らなかった。その中、近所の方も気にかけてくれ、娘が生まれた時もお祝いをし

てくれた。娘にとっては、第三のおじいちゃん、おばあちゃんがいるような状態になっ

ている。孤独感や子育てを一人でやっているという感覚はなく、病院も充実していて選

べる環境にもあるので、子育てで困っていることは基本的にない。子どもとして見れ

ば、近所に同世代の子が多くないので、保育園に行かないと仲間がいなくさみしさはあ

るかと思う。 

（観光業について） 

・バルーンフェスは大好き。ツアー等があってもよいのでは。 
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〇 近年の景気感について 

（地域の漁業の景気感について） 

・鯉については、最盛期に全国で 30,000 トン飼っていたが、現在は 3,000 トンに減って

おり現在も下降傾向にある。 

・佐久においても、佐久鯉ブランドでいろいろなことをやってなんとか維持してきたが、

ここ数年で急激に落ちている状況である。鯉業界全体で見ても佐久を中心とした長野県

が主力消費地となっており、佐久ががんばらないと鯉業界が落ちて行ってしまう状況で

ある。 

・その他の魚についても、信州サーモンである程度はよくなったが、最盛期と比べるとか

なり生産量、業者の数も減っていて厳しい状況である。 

〇 これからの事業について 

（これからの事業とその課題） 

・この地域の千曲川を使った淡水魚は味が良く評価は高い。県外では東京など、シナノユ

キマスや信州サーモンはアメリカにも輸出している。 

・輸出については、ヨーロッパには輸出ができない。ヨーロッパに輸出するためには、グ

ローバルギャップをとらないといけないが、日本は農薬が多すぎて日本の農産物でとれ

るものはほとんどない状態である。 

・グローバルギャップをとるには、自然環境を変えないといけない。千曲川は農業用水と

して使われているので、農薬や除草剤が流れ込んでおり、使っている水自体がだめで認

証がとれない。中国やベトナムの方ではそういった認証をとったものが出てきている。

養漁業自体が将来的には大きい施設を作って、輸出を視野に入れていかないと経営が成

り立たないと思う。 

 

 

ウ 漁業団体（佐久養殖漁業協同組合） 

   令和元年１２月１２日 
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〇 担い手の確保について 

（現状と課題） 

・これからは家族経営ではなく、加工部門や生産部門で会社組織を立ち上げて、従業員を

雇ってやっていくことが必要になってくる。 

・市内の業者でも後継者がいなかったり、担い手不足で店を閉じたり、縮小の傾向にあ

る。鮒の生産者もだいぶ減ってしまった。需要はあるが、生産者がいない。 

〇 新たな取組や事業支援について 

（どのような産業支援が必要か） 

・佐久市で農業関係のグローバルギャップが取れるように推進してもらいたい。そうすれ

ば、国レベルでもやらざるを得なくなるのではないか。 

（佐久市の地域資源について） 

・佐久鯉、信州サーモン、シナノユキマスなどは県外の有名な高級飲食店や海外からも評

価が高い。また、調理の仕方で色々な可能性が出てくると考えている。 

・佐久鯉研究会でやっている調理の研究は他県と比べてもかなりレベルが高い。研究会で

やっている調理方法による料理が多くの市内のお店で出せるようになれば、もっとよく

なると思う。 
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【佐久森林組合】 

〇 近年の景気感について 

（地域の林業の景気感について） 

・主力のカラマツは値段がすごく良くなっている。山梨で合板の工場ができ、そこが高い

値段で買い取ってくれる。 

・今までは合板の材料はロシア産のものを使っていたが、ロシアからの輸出がストップし

ているため、それに適しているのがカラマツということで需要が上がってきている。 

・カラマツの産地は限定的で、長野県のほかに岩手、北海道ぐらいしかない。佐久地域

は、寒さもあり岩手や北海道よりをものが良い。年輪の目のつまり方がより詰まってい

て強度がある。 

・山梨の工場は静岡にも近く、輸出の面でも有利である。中部横断道がつながれば、清水

港から出荷できメリットも多くある。 

〇 これからの事業について 

（これからの事業とその課題） 

・現状は、事業の拡大は難しいと考えている。需要はあるが、機械１セットを導入するの

に億単位の資金が必要になる。また、輸入材の値段や為替の問題、政治的な要素や行政

からの補助金の影響も大きく 10 年、20 年先を見据えることが困難である。 

・ただ木を切って売るだけであれば、採算が取れる。しかし循環という意味でもそのあと

木を植える資金が売ったお金だけでは足りない。 

〇 担い手の確保について 

（現状と課題） 

・若い方で林業をやりたいという方はある程度いる。現場の方は人手不足ということはな

い。特殊な業務なので事務の方が採用するのに苦労している。事務に関しては若い方を 

エ 林業団体（佐久森林組合、南佐久北部森林組合） 

   令和元年１２月１３日（佐久森林組合） 

   令和元年１２月２０日（南佐久北部森林組合） 
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雇っても育てる余力がない状態である。 

・現場に関しては緑の雇用制度という国の制度もあり、3 年間は補助がある。その間に資

格も 10 個は取れるので、ある程度は育てることができている。 

（雇用について） 

・女性の進出は、なかなか難しい。男性職場なので、女性に気を使ってしまう雰囲気があ

る。屋外での作業になるのでトイレを用意したり、コストの面でも課題がある。 

・林業の場合、全ての作業がつながっていて一通りの仕事がわかっていないと対応ができ

ない。事務もある程度現場が分からないと現場に指示を出したり、地権者さんに説明等

ができないため、育成には時間がかかる。 

〇 新たな取組や事業支援について 

（どのような産業支援が必要か） 

・間伐に対する補助金はあるが、現在の状況に合っていない。間伐自体が減ってきてい

る。間伐をやる必要がない山が多くなってきており、国と県から補助があり、さらに市

町村からかさ上げで補助金が出るが、現状と合致していない。現在は、植えて下刈りを

することが多くなってきているので、そういったことに補助金を回せるようにしてもら

いたい。 

・財産区等の木が大きくなっているので、皆伐して植える等手を入れていく必要があるの

で入札に出してもらいたい。 

・佐久市の木を佐久市内で製造して、市内で利用するということがあれば良いと思う。実

際には、市内の製材所に買ってもらうよりも山梨の合板工場で買ってもらった方が値段

はよくなってしまっている。市内の製材所でも製材した木が高く買ってもらえるよう取

り組んで欲しい。 

・シカの害が大きい。補助金もあるが森林の所有者に負担してもらわないと対応ができな

い。大きくなったカラマツに角をこすりつけ、木が傷ついて価値が下がってしまうとい

うこともある。行政でも対策を考えて欲しい。 

（佐久市の地域資源について） 

・カラマツに関しては全国的に誇れる。交通の便がよく、中部横断道に対しても期待して

いる。 
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〇 総合戦略の取組について 

（まちづくりについて） 

・コンパクトなまちづくりを目指していると思うが、山間部に近い人たちが暮らしやすい

環境を整えていくことも必要だと思う。田畑が荒れていくことに直結していく問題だと

考えている。 

【南佐久北部森林組合】 

〇 近年の景気感について 

（地域の林業の景気感について） 

・木材価格は安定していて需要も十分にある。事業の確保もここ数年は順調に推移してい

る。カラマツについては、品薄状態である。 

・再生可能エネルギーとして、木材が注目されており、価格の上昇を維持している。 

・木材を買って売ることはできるが費用面の問題があり植栽ができない。植え付けの際の

地拵えに経費がかかる。地拵えの補助金も少なく、小海や南北相木は不足分を町が補助

してくれている。 

・山梨の合板工場に出荷しているが、中部横断自動車道が開通することで、時間的にも輸

送コストが削減するため期待している。 

〇 これからの事業について 

（これからの事業とその課題） 

・戦後造林されたカラマツ材が利用期を迎えており、買取林産事業が年々増加している。

小規模山林所有者の集約化を図るとともに、機械化によりコスト低減して組合員の所得

向上目指したいと考えている。 

・刈って、使って植えて育てて刈るという循環型の林業を目指したい。課題としては現在

の木材価格ではなかなか再造林が進まないところがある。 

・林業創生戦略会議を佐久穂町が３年ぐらい前に始めた。まちの山全体をゾーニングして

木材を生産する山、災害対策の山など振り分けて、その中で木材を生産する山について

は 50 年かけて山を作ろうと計画している。50 年後の未来に健全な形でカラマツを残し

てあげたい。循環型の林業をはじめ、それを民有林にも広げていきたい。無秩序に切っ

ていくと山が荒れるので、計画的に切って循環型にしていきたい。 
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〇 担い手の確保について 

（現状と課題） 

・林野庁の緑の雇用研修制度を用い、労働力の確保からキャリアアップまで３年間の研修

を経ることで１人前となるようにしている。 

・一連の作業を覚えるためには３年はかかる。危険な作業で命を落としかねないので経験

は大事。人手不足はない。林業は機械化が進んでいてほとんどの作業を機械がやってく

れる。 

・毎年１人ぐらいずつ雇用している。若い地元の方が多い。 

（雇用について） 

・高齢者雇用や外国人人材の活用については、今のところ考えていない。 

〇 新たな取組や事業支援について 

（どのような産業支援が必要か） 

・譲与税を使って、今まで手入れができなかった山奥の所有者のみなさんの森林整備を進

めてもらいたい。 

・森林組合は山のノウハウは持っているので、市や町と協力し合って計画的に荒れた山の

手入れを進めていかなければならないと考えている。 

・佐久穂町で林業をキャリア教育で紹介してもらっている。産業を守るには小さいうちか

ら知ってもらうのがまずは重要だと思っているので佐久市でも取り上げてみては。 

〇 総合戦略の取組について 

（まちの魅力） 

・佐久地域の豊富な水は本当に魅力だと思う。山から湧き出ているきれいな水を飲んでい

るというだけで誇れるものだと思う。そういったことを上手に PR して欲しい。 
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〇 医療体制について 

（佐久地域の医療体制について） 

・まずは、佐久市として足元である浅間病院の充実が大切だと考える。機器があっても使

える先生がいないと意味がないので医師の充実に取り組んでもらいたい。 

（医療従事者（看護師）などの確保について） 

・多くの女性が看護師として働いている。その中で未満児保育の施設が不足していると感

じる。未満児保育や病後児保育がしっかりしていないと仕事を継続することが難しくな

ってしまう。 

〇 総合戦略の取組について 

（移住について） 

・高齢な移住者だけでなく、若い世代を呼んでこれる施策が必要だと思う。 

・佐久穂のイエナプランを子どもに受けさせたいということで移住してきたという医者が

何人かいる。特徴ある教育などがあればこういった人も集まってくるのでは。 

（子育て支援について） 

・働くところがない。収入が少ないというのが子どもを産まない要因になっていると感じ

る。子育て世代に出産祝い金や、住宅支援など思い切った経済的な支援をした方がいい

のでは 

・子育てをしやすい地域を臼田なら臼田で地域ごとに作っていくのがいいのでは。 

（婚活支援について） 

・結婚しない人は年々増えていると思う。婚活支援も行っていく必要があるのでは。 

 

 

 

オ 医療団体（佐久医師会） 

   令和元年１２月１０日 


