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Ⅰ．市民アンケート 

 

問 2_3 佐久を選んだ理由 （転入のキッカケ：住宅の都合（持ち家の購入など）） 

性別 年齢 地区 内  容 

女性 32 臼田 父親の実家があり（土地があり）家をたてやすかったため 

男性 36 東 安いアパートをさがしていた。 

男性 38 中込 土地の提供（親）を受けた 

女性 39 浅科 配偶者の実家の近くに家を建てたため 

女性 39 浅科 住みたい地を探していて、不動産屋から紹介されて気に入った為。 

男性 39 東 住む環境が良さそうだったから 

 

 

問 2_3 佐久を選んだ理由 （転入のキッカケ：移住（住みたい地域を探して引っ越しした）） 

性別 年齢 地区 内  容 

男性 39 野沢 子供の幼稚園と仕事場の距離の兼合いで。 

 

 

問 2_5 転入時にあるとよい支援 

性別 年齢 地区 内  容 

女性 16 浅科 イジメはなくしてほしい。 

男性 17 浅科 近所との付き合い 

男性 17 浅間 
きちんとしたゴミの出し方、出す場所等の生活についての話。転入児童に対するヘルメット

の配布。 

女性 20 中込 引越し代の補助などが少しでもあれば良と思います。 

男性 24 中込 困った時に頼れる人がほしい 

女性 25   県外から転入してきた人用の賃貸を格安であったらうれしい 

女性 26 浅間 
友人が出来るようなスポーツイベントや、社会人クラブがあると良いなと思います。すでにあ

る場合はお知らせなどを多くほしいです。 

女性 26 浅間 市の施設やお店などの情報 

男性 27 野沢 就職活動の支援。仕事が決まるまで大変だった。 

女性 28 野沢 土日に届出関係が全てできる 

女性 29 中込 転入時に必要な手続きをどこでできるか一覧にしたものがあると便利かと思う。 

女性 29 東 ゴミ分別のポスターの配布。病院、市役所等公的施設の案内。市の魅力の紹介。 

男性 29 浅間 転入時の給付金などの支給。 

男性 29 浅間 車の手続きなど、どの様にするのかくわしく教えてほしい。 

男性 29 野沢 
仕事が決まっていない状態で転入した際のリスクが大きいと感じたため、一定期間仕事に

つけない人には金銭的支援があると助かると思った。 
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性別 年齢 地区 内  容 

男性 30 臼田 

こういうイベントをつくるとか、会があれば良いとかではなく、若年者でも、佐久市内に知り合

いがいないような方でも、とけ込めるような人づくりが大切ではないでしょうか。転入する人

よりも受け入れる側が大きな器で受け止めるような周知が必要かと思います。 

男性 30 臼田 ゴミの分別方法のついての教示（ほかの自治体よりも分別方法が厳しいため） 

男性 30 浅間 
佐久市民なら誰でも参加できるマラソン大会やテニス大会など、スポーツに関る支援がある

と嬉しいと思う 

女性 31 浅間 就職斡旋 

女性 31 浅間 必要書類の説明。一元化。 

女性 31 野沢 医療費だけでなく、処方薬に関しても支援がほしい。 

女性 32 野沢 

転入前に住んでいた大宮区とは違い、家のまわりに同じ位の年齢の子どもがいないようで、

友だち作りが難しい。子育て支援センターや児童館でのサロンの回数も少ない。なので、友

だち作りのきっかけとなるサロン等などの情報をすぐに教えてもらえると、スムーズに動ける

と思う。（私は自分で調べました） 

女性 33 浅間 子供の医療の無料化 

女性 34 浅間 子どもがいる人には、育児に役立つ情報など（佐久市での）を教えてほしい 

女性 34 中込 補助金がほしい！ 

男性 34 中込 
居住地区が、具体的に何区なのか、責任者（区長）は誰か教えてもらいたい。アパートなど

は、近隣との関わりが少なく、区民作業などのお知らせが来ても地区が分らず困った。 

男性 34 野沢 寒冷地手当 

女性 35 浅間 

町内会の募金活動が任意ではなくて、定額の全戸協力に驚いた。地元では転移すると町内

会長さんが自治会へ誘ってくれていたので待っていたが、そんなわけではないこともしらず、

ゴミ捨てのときに「町内会費も払わずにゴミだしてはいけない」と怒鳴られたのはショックで、

あまり他地域の人は受け入れてもらえない風土なのかと思った事もあった。 

女性 35 野沢 市の施設の割引券や紹介のパンフレット 

女性 35   病院マップ 

男性 35 浅間 
「佐久市」としての詳細な紹介他地域の取りくみなどがもう少し明確になると転入し易いよう

に思う 

男性 35 望月 新しい環境に馴れやすいようにする支援 

女性 36 浅間 
転入手続時に市役所でもらえる情報が少な過ぎる。こちらからあれこれきかないとわからな

い。全体的に佐久の人は気がきかないと感じることが多い。 

女性 36 野沢 
軽井沢町だとがん検診が無料で出来たので、佐久市も同じであれば良かったと思いまし

た。 

男性 36 浅科 支援は必要なし。転入したいと思えるような他の支援を充実させた方が良いと思います。 

男性 36 東 となり組等の説明 

女性 37 臼田 役所の電話対応の方の声が怖かったです。 

女性 37 浅間 不妊治療に対しての補助金など、もう少し手厚いといいと思います。 

女性 37 東 空き家・空き土地の斡旋。簡単な紹介だけでなく最後まで細かなサポート。 

女性 37 望月 
転入届を出した時に、子供の事で書類が沢山あって、子供連れだったので、もう少し流れ良

くスムーズに進めて欲しかったなと記憶しています。 
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性別 年齢 地区 内  容 

女性 37 望月 職業紹介。 

男性 37 浅間 医療費（小学校入学まで）の無償化 

男性 37 東 市役所の職員が感じが良ければ、気軽に相談に行けるのでそれで良いと思う。 

男性 37  住宅支援等 

女性 38 野沢 就職に関する支援 

男性 38 浅間 住宅補助 

男性 38 浅間 新婚夫婦に家賃を助成 

女性 39 浅科 幼稚園、保育園、病院などのご案内。 

女性 39 野沢 佐久市の保育園に通っていなかったので、小学校の情報がなかった。 

女性 39  転出、転入届けとそれぞれの役所でやらないで 1 ヶ所でできたら楽だった 

男性 39 野沢 子育て世代に対する支援。中学卒業までは様々な割引、又は市からの助成金等。 

 

 

問 3_2 転出先を選んだ理由 

性別 年齢 地区 内  容 

女性 23 浅間 親の都合 

男性 34 東 住みたい為 

 

 

問 3_7 佐久市を選んだ理由 

性別 年齢 地区 内  容 

女性 34 野沢 
実家の近くで子育てをしたかった。実家の協力無しでは、子育てが難しかった。（夫の仕事

上） 

男性 34 中込 土地があるため 

男性 36 野沢 場所によっては子育てする上で立地、条件が良かったため 

男性 38 東 佐久で子供を育てたかった。両親の近くに戻ってあげたかった。 

 

 

問 4_25 就労や雇用における佐久市の課題や必要な支援 

性別 年齢 地区 内  容 

女性 16 臼田 
交通事故がいつも決まった所で起こっているので市民に、もっと交通マナーを守ってもらえ

る活動を行ったらいいと思います。 

男性 17 臼田 就職できる企業が少ない 

男性 18 中込 大企業の誘致をしてほしい 

女性 19 臼田 子育て支援の取り組みを強化してほしい。 

女性 19 臼田 安定した賃金、労働状況に合った賃金 

男性 19 浅間 都会からの受け入れ体制が整備されていて素晴らしい。 

女性 20 臼田 
もっと正社員の枠を増やしてほしい。派遣社員や契約社員の方が多く、２０代くらいの私たち

にとっては、就職や転職する人たちにとってはとてもむずかしいのでどうにかできないのか。 
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性別 年齢 地区 内  容 

女性 20 浅間 市内にもっと企業を呼び込んだ方がいいのではないか。 

女性 20 中込 子持ちの人でも働きやすい環境を多くしてほしいです。（職場に託児所を設置するなど） 

女性 20 野沢 市民を対象とした就職相談会などを開いてほしい。 

男性 20 野沢 就職できる募集先が定員数が少ない事 

女性 21 浅間 仕事を探している人にもっと支援すべきだと思う。 

女性 21 野沢 若者がもっと働きやすくしてほしい 

男性 21 野沢 もっと雇用を増やしてほしい。 

女性 22 浅科 

全企業が土、日、祝決まって休日にするといったきっぱりした制度も必要ではないかと思い

ます。さすがに全ては難しいかもしれないですが、基本的な体制としてあれば、ワークライフ

バランスが働く人たちにとってより適切なものとなると思います。あとは地元で就職するメリッ

トなどもはっきりしているといいなと思います。 

女性 22 浅間 

女性の働ける工場が少なすぎるため、遠くに行かなければ仕事が無い状況にある。バイト・

パートなども給与が低い。こんなアンケートするくらいならもっと世の中の苦労を学ぶべき。

公務員の人にはわからない悩みや大変さがある。公共施設も公務員の資格がない人でも

働ける様にしてほしい。（公共施設はもっと増やして欲しい）（パチンコばかりで子どももかわ

いそう）佐久市は無駄がたくさんありすぎる。市長はもっと考えた方が良い。佐久市のみで

はないが、職場での｢これだからゆとりは。。。｣というのをやめさせなければ、若者はどんど

ん落ちていく。今の若い人は精神が弱いから、少しのことで傷ついてしまい仕事に対して恐

怖心を覚えてしまい、働くのが嫌になる。課題は数え切れないがゆとりというもの（言葉）を

職場からなくす呼びかけなど必要だと思う。 

女性 22 中込 佐久市が就労や雇用で何の支援をしてくれているのか分からない。 

女性 22 野沢 
文化都市と称しているのであれば、教育施設等をさらに充実させるべきだと思う。学芸員の

積極的な雇用も必要では？ 

男性 22   

医療系が必要になってくるので、医療面に力をもっと入れてほしい 団塊の世代の方々が、

これから多く退職すると思うので、地方公務員の採用人数を増やした方が佐久市の発展に

不可欠だと思う。 

女性 23 浅科 障害者や、働くことに不安のある人に対しての就労支援を手厚くして欲しいです。 

女性 23 野沢 
若者が働ける場所、会社が少ない。佐久市が活性化していないから、どんどん若者がいな

い。高齢化が進んでいる。 

男性 23 中込 人手不足の解消を目指してほしいです。 

男性 23   閉鎖的、給料安い 

女性 24 臼田 
介護は大変なのに、それに見合った給料も人量も足りていない！！もっと福祉の方にも力

を入れてほしい！！ 

女性 24 臼田 仕事の種類（職種）が少ない。あとオシャレなオフィス（憧れ）がまるでない。 

女性 24 東 若手の育成、働きやすい職場環境作り 

男性 24 中込 こっちに来て 1年になるがいまだに市政について分からないことが多い 

女性 25 浅間 若者を地元によび戻す為の努力 

女性 25   子供がいても働きやすい場所を紹介してほしい 
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性別 年齢 地区 内  容 

男性 25 野沢 文化ホール、運動場等に力を入れてほしい 

男性 25 野沢 ・家族支援 ・税金が高い ・職業支援 

女性 26 浅間 

佐久市は他の市町村にくらべ若者支援がないです。既卒支援も理解していない企業も多く

感じられました。ハローワークの職員も熱心に聞いてくれる方が少なく、自分の経験をおしつ

けてくる方がいます。現代に合わせた考えでいてくれないと不便、不愉快です。佐久市での

就職活動はとても厳しく、正社員で働ける場所が少ないため他の市へ移住した方がいいの

か考えものです。 

女性 27 浅間 

求人に偏りがあり、希望職種には何十人も申し込みをしている状況が多い。（採用は 1人で

も）仕事を変えたくても、平日のみハローワークがやっているため転職活動ができない人の

ために、休日も月 1日位で良いのであけてほしい。 

女性 27 浅間 勤務時間が長い。住民税取りすぎ、とつい感じてしまう。←本当に活かせているのか疑問。 

女性 27 野沢 

正規雇用してくれる中企業などがもっと増えると良い。週に何日か必ず 17:00など定時で退

社する決まりがあると小さい子どもを育てていると助かる。（夫が早く帰って来て育児に参加

できるので） 

男性 27 中込 
製造業の話でいうと、佐久市を含めた東信はいわゆる”ブラック企業”が多い。まともな会社

の誘致等を行うべき。 

男性 27 野沢 休みがほしい 

女性 28 浅間 もう少し、働くママの力になる仕事がほしい。 

女性 28 浅間 

実績のある企業が誘致されたり、各企業の実績が理解されると、若い方達が戻ってくると思

います。地元が良いと思っている人は多いのですが、いざ就職となると中々自分の勉強して

きたことが生かされないので、U ターンにつながらないのではないかと思います。市内の企

業の業種別の内容がもっとはっきり理解できると良いかと思います。 

女性 28 東 
人口減少が騒がれているのに子育て環境が十分ではないので、保育園を増して保母さん、

保父さんの雇用をもう少しちゃんとして、働ける環境をととのえてあげた方がイイです。 

女性 28 野沢 車がないと雇用してくれない会社が多い。 

女性 28 野沢 子どもがいる主婦でも安心して働ける企業がたくさんあるとうれしいです。 

男性 28 臼田 長期出張における交通費支援 

男性 28 浅科 若者の根性の無さが浮き彫りである 

男性 28 浅間 
現在就労中の方の中に、転職希望を考えている人が多々いるかと思います。そういう方の

ためにもハローワークさんの営業時間の延長を望みます。 

女性 29 臼田 仕事が少ない 給料が安い 

女性 29 浅間 賃金が安い 働く所が限られている 道が悪く、通勤時に事故にあう（主に雪の日に） 

女性 29 浅間 市として実施している就労支援にはどんなことがあるのでしょうか 

女性 29 中込 
関東方面へ通勤するが、佐久市に住んでいる人に対して手当てがあると良いなと思いま

す。 

女性 29 中込 

実際に仕事で使えるエクセルやワードの使い方教室や、マナー教室などが無料もしくはテキ

スト代だけで受けられたらいいなと思います。時間も、平日なら夜にして頂ければ参加しや

すいと思います。 

女性 29 望月 正社員採用が少ない 
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性別 年齢 地区 内  容 

男性 29 浅間 
定年退職後の雇用先の創出。空き家、空き地を農地へ変え、定年後でも働ける市が主導す

る農業、農地の提供活動など。 

男性 29 野沢 
こちらに転居してデザイン系の仕事に就労したいと思いましたが、現実的に IT業界、マスコ

ミ含めまだまだ若い人に人気がある職種がかなり少ないと感じました。 

女性 30 野沢 若者の働ける企業を誘致してほしい 

男性 30 臼田 

最終的には、仕事内容や時間や、やりがいや、キャリアアップ等全てにおいて、その職場の

先輩や上司との関係だと思いますので、そういった環境を円滑にしていける様な対策があ

れば、現在市内になる企業も発展して行くのではないでしょうか。アンケートが反映されます

様願っています。よろしくお願い申し上げます。 

男性 30 臼田 主婦でも、気軽の働ける仕事があれば、紹介してもらいたい。 

男性 30 浅間 
仕事のストレスを発散できるよな、草野球、テニス、マラソンなどスポーツに関る大会、また

はチーム、サークルを増やしやすい支援をしてもらえると仕事にも好影響すると思う。 

女性 31 臼田 
佐久をアピールするためにもっと雇用を拡大するべき。若い人のアイディアでおもしろいもの

だってあるはず。 

女性 31 浅間 

・働きたいと思う職種が増えればいいな、と思う。 ・以前働いていた時に時給７００円で交通

費も出なかった。結局賃金が割に合わなくて辞めてしまった。最低賃金の徹底等見直して欲

しい。 

女性 31 浅間 求人が少ない 

男性 31 臼田 
土地はたくさんあるので、佐久平を中心に魅力的な一大施設をたくさん誘致していただけれ

ば、更なる活性化と雇用が生まれるのでは？と思います。 

男性 31   子育て支援に力を入れているのなら、もう少しちゃんと考えて欲しい！！ 

女性 32 中込 

現在、子育て中（１才と３才）で、数年後には働きたいと思っているが、子育てをしながら職を

見つけるということが難しいと感じる。（子どもを連れてハローワークに行くことは大変） 土・

日に子育てママ支援（求人紹介の場など）を作ってくれると子どもを旦那に預けて行かれる

ので、便利だと思う。 

女性 32 東 
保育料が高い。自分の収入がほとんど保育料になってしまう。働く母親の為の保育園であっ

てほしい。 

女性 32 望月 まだまだ子育て中のママへの理解が浅い企業があると思います。 

女性 32 野沢 
公務員の育児休暇が３年と長いこと、一般企業はだいたい一年 平等にしていくべきではな

いか… 

女性 32 野沢 就労などに働きかけていないためわかりません。 

女性 32 野沢 もっと働き口が増えればいいと思います。 

男性 32 望月 
結婚し子供を産んだとき、どんな支援があるか知りたい。不安を感じている人も多いと思い

ます。 

女性 33 臼田 子育てしやすい就労環境をもっと整えてほしい。 

女性 33 臼田 

正社員としての就職出来る会社が少なく、パートやアルバイトの方も同じ仕事（もしくはそれ

以上の仕事）をしているのに、待遇面で手あつくない。子供と家庭と仕事。3つをやりくりする

のは大変そうだけど、仕事がなければ…とも思います。自分も不安です。 

女性 33 中込 子育てがしやすい環境というのが、全く感じない。 

女性 33 中込 
母子家庭で一生懸命働いているのに、所得制限で児童福祉手当てが全く出ないのは、おか

しいと思う。 
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性別 年齢 地区 内  容 

男性 33 臼田 
賃金が安すぎて、税金で８割もってかれる。どれだけ働いても暮らしが安定せず、税金で取

られる額だけ上がっていく流れの中で、働く意味がわからなくなる。 

男性 33 野沢 死にゆく老人より未来ある子供のために精進してほしい 

男性 33 野沢 企業誘致 

女性 34 浅間 給料と生活費（家賃など）が伴わない 

女性 34 中込 

保育料（特に未満児さん）を安くしてください。 １年の育休しかなくて未満児の時は病気など

も多く休みがちになるのに、保育料で、働く意味がない！というか保育料のための仕事にな

る！ 

女性 34 野沢 
保育料等の割引で在園している２人目が半額はとても助かっています。３人目以降も優遇さ

れ始め、ありがたいです 

男性 34 浅間 大企業が多くなること。全体的にベア 

男性 34 浅間 市県民税が他市町村にくらべ高すぎる。 

男性 34 中込 保育園の費用が高すぎる。生活はできているが余裕は全くない。 

男性 34 望月 
子育て世代が働きやすい環境を整えてほしい。例えば保育園の充実化。保育士さんも不足

しているようなので、保育士希望の人が増えるような対策（給与面等）を考えて欲しい。 

女性 35 浅間 長野市のようなファミリーサポート事業 

男性 35 臼田 

佐久市の最低賃金が低く、正社員がキャリアアップしたいという所までモチベーションが上

がらない。労働調査委員がもっとブラック企業の取締りを強化するべきだと思う。市民税が

高い気がする。 

男性 35 浅間 子育ての環境をさらに改善してもらいたい。子供を育てやすい市の支援を希望します。 

男性 35 浅間 ベッドタウンにするという考えは間違っていると思う。 

男性 35 望月 
雇用が少なく正社員で就職できない。職業体験や珍しい職業の紹介もあったらいいと思い

ます。 

男性 35 野沢 
サービス残業や、休日出勤（無償）等が多い。自分の仕事に関係ないが、商店街が静かで

寂しい、活気が無い。 

女性 36 浅間 

第三子の保育料が無料の市町村もあると聞きました。佐久も第三子の保育料が若干安くな

るそうですが、全体的に高いと思います。子育てしている母親が働きやすい仕事、求人が少

ない。佐久は企業が少ないので、企業誘致などに力を入れて雇用の確保をお願いしたい。 

女性 36 野沢 求人がでても再雇用など同じ人が雇用されやすい。 

女性 36 野沢 

医療、介護の仕事には困らないすばらしい地域だとは思います。佐久の歴史は古代の神話

の頃からの由来のある所もあるし、歴史、自然を生かして欲しいです。道端の雑草だらけの

道をきれいにする日雇いのバイトを市で用意して頂けたらいいな、と思う。 

女性 36 野沢 子供がいる人にやさしい職場（理解のある）が少ないので、そんな職場がほしい。 

男性 36 浅科 ハローワークの求人は底辺の仕事しかない 

男性 36 浅間 第３種業が多く、会社規模小さい 

男性 36 野沢 若い世代、中堅世代がより活躍できる企業が市内に増加する様な呼び込み活動。 

男性 36 野沢 

親が子の参観日はありますが、逆に子が親の参観（仕事ぶりを見る）はどうでしょうか？高

校生位を対象に、親には内緒（サプライズ）で参観をする。すぐにはつながりませんが、いず

れ若い世代の就労、雇用につながると思います。 

男性 36 野沢 子育て支援が少ない 
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性別 年齢 地区 内  容 

女性 37 臼田 就労や雇用が増えるように企業誘置すること 

女性 37 浅間 母子家庭でも子育てしやすいようにしてほしい。 

女性 37 望月 
新卒者が魅力を感じる職業案内が必要。若い人の方か゛動きやすいので、その時期に縁が

作られれば、世帯持ちの人に転職や移住を勧めるより有効だと思う。 

女性 37 野沢 
・有給休暇が必ず取り入れられているかチェックが必要。・モラハラなどの問題に真剣に取り

組んでもらいたい。 

男性 37 浅間 
中小企業が多く雇用の増加が見込めない、大企業のゆう地や雇用を生む行政活動が必

要。 

男性 37   佐久市の企業ではないが、川などの清掃や協力のあり方に疑問を感じます。 

女性 38 野沢 育休期間（企業や事業所により差がある） 

女性 38 野沢 雇用に関して企業側に、補助的な支援をもっとしてほしい。試用期間の給与の保障など… 

女性 38 野沢 

例えば上の子（第一子）が保育園に通っていて下の子（第二子）を出産し、二ヶ月が過ぎて

いてまだ働けない状況であるにもかかわらず、下の子（第二子）を入園させたい時に、「求職

活動証明書」の提出を求められますが、実際活動もできない状況なのにそれを提出しないと

入園できないというのはいかがなものかと思います。 

女性 38 野沢 起業するための支援などがあれば良い。 

男性 38 中込 病気の子供を預かってくれる施設があれば良い（働き易い） 

女性 39 浅間 子育て中の女性に優しい雇用を充実してほしいです。（勤務時間、休みに関すること） 

男性 39 中込 

介護関係は充実している様だが、例えば電気工事士の資格を大人になってからとりたいと

きに学びの場がない。長野まで通わされる。ライフラインに関する資格を取りやすくした方が

いい。市として。また、ヨソの観光地に比べるとイロイロ中途半端。人が来ない。出て行く。観

光名物、名所を作り出すとか、せめて整備にはもっと人やアイディアに金を出すべき。公園

もヨソの都会の公園を見習って、とにかく人が気軽に思える憩いの場を意識して作って欲し

い。人の流れを民間に任せにしていては、人口は減り続ける一方。駒場公園は残念ながら

目的のある人しか行かない。大事なのはただぶらぶらするのにちょうどヨイきれいで癒やさ

れるような場所。 

男性 39 望月 
利益があっても税金でほぼなくなる。行政は他の収入減をさがすべき。我々は国や市のた

めに働いているのではない。金のない中小は人員を確保するのも大変。 

男性 39 野沢 雇用の創出に努めてほしい。 

男性 39 野沢 
入札制度の見直し。個人業者で楽に参加登録できる制度にしないと地元への発注が意味

がない。 

女性 40 中込 賃金が他の地域に比べて少なすぎる。 
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問 6_4 現在の社会は子どもを生み育てやすい社会か 【1.そう思う】 

性別 年齢 地区 内  容 

男性 18 東 環境がいいから。 

男性 18 野沢 空気がきれいで、自然に囲まれているから。 

男性 28 浅間 個人病院、総合病院が多いと思う。 

男性 36 野沢 自分達が子供のころより、色々な面で育てやすいと思う。 

 

 

問 6_4 現在の社会は子どもを生み育てやすい社会か 【2.まあそう思う】 

性別 年齢 地区 内  容 

女性 16 臼田 特に大きな問題はないので 

女性 16 浅科 保育園などもあり、父親などもやる時はやってくれる。 

女性 16 東 もっと環境の悪い社会もあるから 

男性 16 臼田 佐久市が教育面でしっかり取り組んでいると思うから 

男性 16 浅間 ある程度充実している。（医療など） 

男性 16 望月 あまりよく分からないが、そうなってもらいたい。 

女性 17 臼田 自然が豊かでのびのび成長できそうだから 

男性 17 臼田 前よりはよくなっている 

女性 19 浅間 
まだそういうことにはあまり興味がなく、わからないですが、佐久市の子どもたちや保護者の

方が楽しそうに暮らしていると感じているから。 

女性 19 浅間 生活環境は整っていると思うが、治安に不安を感じる事がある。 

女性 20 浅間 昔よりは優遇されていると思う 

女性 20 望月 費用のことは抜きで考えると、子育てに関する様々なサービスやモノが存在するから。 

女性 21 臼田 
幼稚園が認定こども園になったり、保育の制度も変わってきて、産んだ後子供を預ける所や

相談できる場は増えた事は良いのではと思います。 

男性 21 中込 昔から見ると改善されているのではと思うから。 

女性 22 野沢 子育ての環境も整いつつあると思いますが、さらに手厚いサポートが受けられるよう望む 

女性 24 野沢 佐久市は子育てサロンなど支援が充実していると思う。 

男性 25 東 普通の環境と普通の暮らしが出来ると思います。 

女性 26 浅間 一応産育休などがあるので、でももっと行政が育児をする人たちの支援をすべき 

女性 27 臼田 
保育園は申し込めば入れてもらえるという考えがあり、一般の母親達が少しでもラクできて

いるはずだから。 

男性 27 東 世界の中では産み育てやすい社会なので。 

男性 27 野沢 子育て支援があるから。子供手当は助かる。 

女性 28 浅間 子育てへの援助が増えてきたこと。（医療費補助 etc.） 

女性 29 浅間 

子供を産んだ後、子供を連れて一緒にあそべる場所（室内）がもう少しあれば良いと思う

為。（今は佐久市だと、広くてハイハイの赤ちゃんと走りまわる子供が一緒に過ごせる場所

があまりなく、市外の支援センターを利用している。 

女性 29 望月 仕事をしながら子育てしている方も見ていますが、やっぱり大変そう。 

 

 



10 

性別 年齢 地区 内  容 

男性 29 野沢 他の国と比べると、日本は環境に恵まれていると思った。 

女性 33 臼田 やはり、人それぞれだと思いますが、何が基準かによると思います。3 も少し思います。 

女性 33 中込 一時保育などがあったから 

男性 33 臼田 他はわからないがこの辺りは保育園も充実しているし地域との関わりもあるから 

女性 34 中込 
妊婦検診、出産時の費用等、助かりました、まだ仕事もしていないし、保育園にも預けてい

ないので・・・。その辺はわかりません。 

女性 34 野沢 佐久市は比較的恵まれていると思う 

男性 34 東 子育て支援制度が、充実し始めている。 

男性 34 野沢 佐久市は良い方だと思う。 

女性 35 浅間 

社会的な支援は、昔（母の時代 60代半ば）に比べると施設なハードも医療費のようなソフト

も凄くいいと思う。今の時代が 24～26歳で第一子を生むような状況ではないせいで（「早く

生みたいけど仕事もしたい」の板挟み社会で生みづらい。）晩婚化や高齢出産で生み育て

が難しいのだと思う。 

女性 36 浅間 子育て支援などが充実してきていると思うので。 

女性 36 中込 必要な物はそろっているので。 

女性 36 東 昔に比べれば理解がある人が多い気がする。また佐久は医療面不安がなく良い 

女性 37 臼田 最低限の支援はあるので 

女性 37 浅科 子育て支援をいただいている。 

女性 37 浅間 母子だが、金銭面などバックアップしてもらい、助かっているので。 

女性 37 野沢 子育て支援が充実している。産休は看護休暇がとれる。 

男性 37 臼田 現在子どもを育てていて、すごい不便を感じてはいない。 

男性 37 浅間 少子化対策が徐々に効果が現れると思う。 

女性 38 中込 未満児保育が充実している。児童館もある。子ども給付金もある等 

男性 38 浅間 今はいいけど子供が大きくなったらあまり学校がないので不安 

女性 39 臼田 
経済的には不安だが、自治体的には手当などで援助してくれているので、昔に比べたら助

かるのではないか。 

女性 39 浅科 
私が勤める会社は、子育てにとても理解があり協力してくれる。親も協力してくれている。他

の方の事は分らないが、自分は育てやすい社会だと思っている。 

女性 39 東 特に不便を感じた事はないが、子供を遊ばせる公園などがもっと増えればいいと思う。 

女性 39 野沢 
小学校下校後、長期休み中に利用できる児童館のおかげで安心してあずけられるので感

謝しています。 
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問 6_4 現在の社会は子どもを生み育てやすい社会か 【3.あまりそう思わない】 

性別 年齢 地区 内  容 

女性 16 浅間 少子高齢化で子供が将来生きて行ける環境になっていくのか分らないから 

女性 16 中込 会社がある人とかは大変そうに見える 

男性 16 望月 景気があまり良くないから 

男性 16 野沢 大変だから 

女性 17 浅間 子供の教育費用が高いから 

女性 17 浅間 親が共稼ぎで面倒を見ることが出来ないケースが多いため。 

女性 17 中込 子供１人に対し、お金がかかる 

女性 17 中込 対応が遅いなど不便な部分がまだある 

男性 17 臼田 職場の理解がないようなイメージがあるから。 

男性 17 浅科 少子高齢化が進み、若者の負担が大きくなる一方で、経済的に苦しいから 

男性 17 浅間 実際に少子化と言われているから。 

男性 17 中込 経済的、社会的なものと育児の面とのバランスが悪いと思うので…。 

男性 17 中込 なんとなく 

男性 17 東 ・産休・育休がとれる会社が少ない。 ・時間通りに帰れない。 

男性 17 東 女性が働きながら育児をすることが大変すぎるため 

女性 18 野沢 夫婦の子育てと仕事の両立がしづらいと思う 

男性 18 浅間 地域内でも交流に欠ける。SNSなど ITの発達とのアンバランス。 

女性 19 臼田 子供の数が減っている為あまりそう思わない。 

女性 19 浅間 親が学費など大変苦労しているから。所得と社会の経費が合っていないと思う。 

女性 19 中込 
子供を産めば仕事を辞めなければならない。再び就職したいと思ってもそれを叶える事が

難しい社会があると思うからです。 

女性 19 東 女性も社会に進出しており、次世代を育てるという意識があまり感じられないから。 

女性 19 望月 待機児童がいる。給料の少なさで経済的に大変。職場の対応。 

男性 19 浅間 養育費がかなりかかるし、託児所の飽和など、受け入れ体制が充実していないから。 

女性 20 浅間 
職場の子育てに対する理解がまだ足りていないように感じたから。（父親にも休みを取れる

ようにして、母親の負担を軽減するなど） 

女性 20 中込 

職場の理解が足りていなかったり、保育園の待機児童やニュースを見ていると保育士によ

る児童の虐待が目につくので安心して子どもを預けることができなかったりする。後、一番

はお金が掛りすぎる。教育費だけで幼稚園から大学まで約９００～１０００万かかるそうなの

で子供１人でもかなり掛ります。 

女性 20 中込 
女性と男性のパワーバランスが近くなってきた中では、以前のような福利厚生では無理な事

が分かっている中で、地域の政治を司る者たちの偏見と理解の無さが身に染みるから。 

男性 20 浅間 不況期だから 

男性 20 野沢 周囲を見て 

女性 21 望月 景気が悪いから 

女性 21 野沢 
子供をたくさん産み育てるよう社会は言っているが、「子供の声がうるさい」など、子供の存

在を不快に思う人が多くいるから。 
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性別 年齢 地区 内  容 

男性 21 野沢 何とも言えないが、なんとなく育てにくい状況な気がする。 

女性 22 浅科 

子供保護しようとするあまりに、子供達が外に出られる機会が減っている気がします。自分

が幼い頃もそのように育てられてしまったので、地域の人の目が届く範囲で元気に遊びまわ

れる佐久平駅前の広場のような環境が増えればいいなと思います。 

女性 22 浅間 
シングルマザーファザー等が仕事、育児、家事、プライベート全てが均等にこなせていない

から。それが子供の命にも関わってくる。 

女性 22 野沢 
児童館など無料で利用できる施設は増えたが、塾や習い事などにかけるお金が多額になり

つつあるから経済的な余裕がない。 

男性 22 臼田 共働きによる保育所へのあずけの不安。低賃金による子供を養えるかの不安。 

男性 22 浅科 共働きともなれば子どもを見ている余裕もなくなる為 

男性 22 中込 産婦人科が少ない 

男性 22 中込 子どもを生む事にネガティブなイメージが大きいから。 

女性 23 浅科 
男性の子育てに対しての理解が足りないように感じます。女性にばかり負担を強いるので

はなく、男女が協力して子育てを行えるような意識作りが必要だと思います。 

女性 23 中込 夫は仕事の割に給与が低く、勤務地の移動はあるのに社宅などの手配もない。 

女性 23 野沢 ワークライフバランスのとれた社会ではないと思うから 

女性 23 野沢 仕事と子育てのバランスが難しい。子育てをしている人が仕事をしにくい。 

男性 23 臼田 経済的に厳しい環境だから。 

男性 23 中込 教育の問題に関するニュースを良く聞くため。 

女性 24 臼田 仕事をしているママさんたちの為に子どもを預けたりする場所をもっと増やすべきだと思う。 

女性 24 臼田 
キャリアアップできるのか？賃金は上がるのか？養育費は？あずける場所は？特にお金が

ないのでまだ子供を作る気はありません。 

女性 24 浅間 仕事が男女平等の方向に向かってくるため。仕事が一番大切という方向になっているため。 

女性 24 中込 
子供が成長していく上で、不必要、不適正な物、事が身近にありすぎる。（親が近くで見てい

て、心配な事がありすぎる） 

女性 24 東 金銭的に厳しそう。 保育園なども受け入れが難しそう。 

男性 24 中込 いまいち男性の育児参加が少ないと感じるため 

女性 25 浅間 経済的に 

女性 25 野沢 保育所の充実がいまひとつ 

女性 25   お金の問題が１番あると思う。子供が少ないとかわいそう。 

男性 25 野沢 教育費が高い 

男性 25 野沢 現在の給与では子供を育てやすいとは思えないから 

女性 26 浅間 育休を取れる企業が少ない。 

女性 26 浅間 
夫婦共働きでないと厳しい。そうすると子供との時間が少ないし、子供にかける時間が少な

くなる。 

女性 27 浅間 
産休、育休制度が充実していないため（企業が多い）子どもができた時仕事をやめざるおえ

ない。 

女性 27 浅間 
産前産後休、育休が改善されてきているとはいえ、会社、企業によっては独自の所もあり、

短いと感じる所もあるから。 
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性別 年齢 地区 内  容 

女性 27 浅間 
自分だけ生活していくのでも大変なので、出産してそのあと仕事をやめたら生活していける

か不安。 

女性 27 野沢 佐久市には、乳児を連れて出かけられる所が少ないと思う 

男性 27 臼田 雇用、経済面 

女性 28 浅間 税金が高い。給与が少ない。物価が高い。 

女性 28 東 

待機児童が沢山居る問題がかなり前からあるのに、ほとんど改善されていなく、年寄りばか

り大切にされている社会だから、生んでも育休後に戻れるのか不安がある為。保母さん、保

父さんの雇用もきちんとしてあげた方が良いと思います。 

女性 28 野沢 金銭的に子どもを育てるのはきつい。佐久で子どもを産める病院が少ない。 

女性 28 野沢 
賃金面で充実するまでに時間がかかるので出産が高齢化する。両親と離れて暮らすため協

力が得にくい。 

男性 28 浅間 
産婦人科医不足や各種手当不足による事で、子どもを産み、育てていく事への不安。又、

昔より人との繋がりが希薄になり、住んでいる地域での子育てがしにくくなっている。 

女性 29 浅間 
・大きな声で子どもが泣いているとイヤな顔をする人がいる。・育休や産休はとれても、復帰

してからの制度が整っていない。 

女性 29 中込 

実際に子育てをしていないから事情は分かりませんが、男女共働きで子育てする人たちが

多い中で男性の育休がなかなか取りづらい現状があるということは必然的に女性への負担

がふえているということだと思う。結婚年齢が上昇しており、出産年齢も当然上がっていると

思うが、そうすると支援をしてくれる親も高齢化してくるので、支援をたのみにくくなる→子育

てをする女性 1人で悩むことになってしまうのではないか。 

女性 29 中込 
まだ社会的に子育ての理解がないと思います。職場では子育てについてはお互い助け合っ

ていかれるような考えになったらいいと思います。 

女性 29 望月 

雇用が不安定。周りに協力者がいないと大変である。SNSなどの発達により子供が巻き込

まれる事件が増え、しかし今の社会では切り離すことのできないものなので、どのように子

供を守ればいいか分からない。 

女性 29 野沢 

昔よりは考え方が柔軟になっているとは思うが、今現在の管理職の世代は女が子育てをす

るとまだ思っている人が多いと思う。なので職場でもまだ使いづらいと思っている人が多す

ぎる。 

男性 29 臼田 
マンション暮らしとか、実家を出て行く夫婦が多い 親から離れて行ってしまう傾向があると

思うから 

男性 29 浅間 出産時や子育ての補助金制度の更なる充実。（補助金の増加など） 

男性 29 浅間 経済的に不安定、また社会全体が他人の子供に無関心になってしまっている為 

女性 30 野沢 子どもが近所にいないので遊び相手がいないので手がかかる 

女性 30 野沢 育休の制度や保育園の整備がまだ不十分。 

男性 30 臼田 保育料の負担が大きい。子供手当の４才からの減額をやめてほしい。 

女性 31 浅間 世帯収入が減っている。 

女性 31 野沢 色々と期待するだけムダだと感じてしまうから。 

男性 31 臼田 いろいろな手続きが面倒くさい。出産や医療費が戻るとしても、先に支払うなど。 

女性 32 中込 
産後ケアしてくれる医療体制が整っていないと思う。公立の保育園が古すぎて安心して子ど

もを預けられない。 

女性 32 望月 
子供を育てるには色々とお金がかかかり、給与が追い付かない。また単身赴任中（２つのと

ころで生活しており、生活費が倍かかる）の世帯への住居取得の助成がないので。 
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性別 年齢 地区 内  容 

女性 32 野沢 医療費無料化にすべきだと思う。保育料が高すぎる 

女性 32 野沢 

住んでいる地域によって子どもの医療費が違うのはなぜか？大宮区は実費はなかったが、

佐久市は負担が大きい。大宮区にいた時は気軽に病院へ行くこともでき、安心して子育て

ができた。子育てがしにくい。 

女性 32 野沢 もっと休みを取りやすい待遇であればよいと思うから。 

男性 32 浅間 あらゆる事にお金がかかる。 

女性 33 臼田 産休、育休を取る際に、職場の理解が得られにくい。 

女性 33 浅間 女性の働く環境が整っているとは思えない。男性の積極的な育休取得の支援がない。 

女性 33 浅間 親だけで子育てする環境になっているから、負担が大きい。 

男性 33 臼田 全てに金がかかりすぎる。子供が遊べる施設も少ない。 

男性 33 野沢 老人の事ばっかりの政策がおおいから 

女性 34 浅間 
小児科の病院が少なかったり、病院で１度支払いをしないとお金がもどってこないなど不便

が多い 

女性 34 浅間 保育料金が高い。 

女性 34 浅間 こどもに対して理解してくれない人が多いから 

女性 34 野沢 
子供を育てるために、どれだけお金が掛るかという情報が先行してしまい、自分たちの収入

と比較してしまう。 

女性 34 野沢 
経済的に苦しいので、共働き（しかも母親も遅い時間まで勤務）しなければならず、子供達に

充分関わる時間がもてない。 

男性 34 浅間 産休や育児休か制度があるのに、使いにくい 使おうとすると嫌な感じになる。 

男性 34 浅間 佐久市内企業賃金平均低い 

男性 34 中込 

核家族化など家族形態の変化で子育てに伴う人的資源が不足（薄く）なっている分、親の片

方が子育てにエネルギーをついやさなくてはいけなかったりすると、就労が限られ、結果世

帯の経済力に差が生じていくことが考えられる。 

男性 34 中込 賃金の格差がありすぎる 

男性 34 中込 収入が少ない為 

男性 34 望月 
収入面での不安。保育事業や子育て支援事業はあるが、２人、３人と増えていくと、やはり１

人での収入では無理が出て来る。 

女性 35 野沢 近所に公園がない。病児保育施設が少ない。 

男性 35 浅間 ・仕事と家庭の両立が難しい環境・核家族化したため、地域のつながりがうすい 

男性 35 望月 経済面、支援面が充実していないと思う。 

男性 35 野沢 
自分はいないので経験はないが、子供のために会社を休みづらい、抜けづらい環境にある

と思う。 

男性 35 野沢 
児童手当、特例給付金 etc目先のお金ではなく、働きたい時に子供をすぐ預かってもらえる

よう保育園、児童館の充実にお金を使って欲しい。 

女性 36 浅間 母親負担が重すぎる お金がかかる 

女性 36 中込 シングルマザーやファザーにとっては時間が取れなくて仕事に支障が生じる。 

女性 36 野沢 
働かなければならない環境なので、もし産後に働かなくても良い制度があると子供もたくさ

ん産めます。 
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性別 年齢 地区 内  容 

男性 36 浅科 毎年税金が上がり、手取りが増えず生活が豊かにならない 

男性 36 東 共働きでないと経済的に苦しい一方、子育てには手が回りにくくなるから。 

女性 37 東 
・特に高齢者と子育て世代と見解と相違が多い。手当や補助金の金額と物価があっていな

い。 

女性 37 東 経済的に苦しい状況の家庭が多い 母親１人の負担が多い。 

女性 37 望月 経済的に不安でいっぱいだから 

女性 37 野沢 子ども手当が少ない。医療は高校卒業までタダにしてほしい。 

男性 37 浅間 若者が子供を持つことを面倒だと思っている人が多い。不景気が長い。 

男性 37 東 経験がないから分からない 

男性 37   夫婦共働きでないと生活が苦しい 

女性 38 浅科 
物価の上昇や教育費など、金銭面で育てやすいとは言えないと思う。教育費の面で支援し

ていただけると良いと思う。 

女性 38 中込 

ネット、スマホなどが普及しすぎて、現実の苦労や不安（仕事、恋愛など）から逃げがちな若

者が増え、結婚や子育て自体への関心が減っている。初婚期も高くなり、高齢出産への不

安や困難も増えていると思う 

女性 38 中込 
家計が厳しいので自分も働きたいが、仕事と育児と家事をするとなると母親の責任が重く、

できない。 

女性 38 望月 
子どもの行動に対しての大人の理解がない（泣くのが当たり前なのにうるさい！と怒った

り・・・）。外で遊ぶのにも大人がいないと危ない 

女性 38 野沢 子供の将来が不安。収入と消費のバランスがとれるのか。税金が高すぎる。 

男性 38 浅間 賃金も上がらず育児には出費が多く不安が多い 

男性 38 中込 子育て費用がかかる 

男性 38 中込 経済的な面、犯罪等心配な事が多すぎる。 

男性 38 東 学費が高い（幼稚園、大学等） 

女性 39 臼田 思わないから 

女性 39 浅科 
・働きながら子育てするのが難しい。 ・母親への子育ての負担が大きい。 ・子供を預ける

所が少ない。費用が高額。 

女性 39 浅間 産院数が減少していること。アパート住まいだが子どもの足音などで苦情が来る 

女性 39 浅間 
自分達が子供のころのように、安心して子供達で遊んだりすることが出来ない。（治安が悪く

なってしまった） 

女性 39 中込 
母親だけが子育てしている感じ。世代によって子育ての違いがあり、自分流に出来ない現

状 

男性 39 浅間 給与 

男性 39 中込 子供に金がかかりすぎる。 

男性 39 望月 
収入は上がらないが、税金、物価は上がる。金が足りなくなっている。→多くの子供は作れ

ない。 

男性 39 野沢 全てに費用がかかる 

女性 40 中込 
賃金が安い中、物価の上昇、子育てにかかるお金、収入より支出が上回る状況下、育てや

すいとは思えない。 
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問 6_4 現在の社会は子どもを生み育てやすい社会か 【4.そう思わない】 

性別 年齢 地区 内  容 

女性 17 浅間 生活用品の高騰、遊び場の減少、安全性、地域内の人々との人間関係の輪の減少 

女性 17 野沢 子供に時間をとられるから 

女性 19 臼田 保育所が足りていないから。小児科医が少なくなっているから。 

女性 19 臼田 
子供を育てるための環境がなっていない。いまだに男は仕事、女は家事と思っている人が

いる 

男性 19 野沢 生活が大変であります。 

女性 20 臼田 
殺人とか子供の虐待や教師の問題が昔に比べひどくなっているのがニュースを見てもわか

ります。そんな世の中で子どもができた時、生活させるのがこわい。 

女性 21 東 税金などの支払いが多いし出費も多いから金銭的余裕が持てないと思う。 

女性 21 野沢 

女性が社会進出していて、女性だって働きたい人はいる。社会も、女性を社会に進出させよ

うと促している。両立できる人だっているが、核家族によって生んでも助ける人がいない。正

直行政が色々やりすぎていると思う。情報がたくさんあって困る。 

男性 21 野沢 物がありすぎる環境 

男性 22   

今まで出てこなかった虐待が浮き彫りになってきているから親の問題ではあるが、気づいて

あげられる機会がある学校や、職場側の問題でもあると思う。社会としては、メンタル面の

サポートとして、カウンセラーの常駐が必要だと思う。それか、市で月に数回相談窓口や、

親同士の話し合いの席を設けるのもいいのではないのだろうか。 

女性 24 臼田 保育園とかに空きがないから 

女性 25 浅間 出産時に仕事を辞める女性が大半だから 

男性 25 望月 金銭的に余裕がないから 

男性 26 浅間 共働きが当たり前になっていて、子供の面倒がしっかり見られない 

男性 27 中込 経済的な負担が大きい。経済力の有り無しで子供の将来が大体決まってしまっている。 

男性 28 浅科 高齢者に優しい国であるから。優遇され過ぎている。 

男性 28 浅間 先行き不透明で育てていけるか分からない。また子供の将来も分からない為不安。 

女性 29 浅間 
田舎は子供が少ないけれど支援面では都会に劣る（障害や病気等の援助とか）結局バラン

スが悪いと思う。どっちも育てにくそう。 

女性 29 浅間 子育てよりも経済面が優先されてしまうため 

女性 29 中込 民間企業では子育てに対する雇用環境は厳しい為 

女性 29 東 人々の心の余裕のなさ、自己中心的な生活、他人への無関心、責任能力の無さ。 

男性 30 臼田 
成人させるまでの教育資金に見合った賃金でない。最近は大学への進学が当たり前になっ

ているのに、それに見合った収入がない。 

男性 30 中込 賃金待遇、経済的不安 

女性 31 浅間 
情報がありすぎて、あっちでは「よし」とするものがこっちでは「なし」になり、何をすればいい

のかわからないときがある。（社会全体に言えることだと思うが） 

女性 31 浅間 里帰り出産するのに産院がない。全てにお金がかかりすぎる。働き口も探しづらい 

女性 32 東 お金がないと子供を生んで育てられない。その為の職場環境や、社会が整っていない。 

男性 32 望月 
自分はまだ分からないが、少子化が進んでいる為。また実際に子供がいる人から苦労話を

良く聞く為。 
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性別 年齢 地区 内  容 

男性 32 野沢 
年々日本人の所得が下がり続けている中で、子供を産み育てる事は最も大切な事だと思う

が、多くの人がやりにくいと感じていると思う。 

男性 33 浅間 
経済的に苦しく安定していないことと、教育費がかかりすぎる。労働時間と保育時間のずれ

があり、共働きをしていると子供を育てる事が難しい。 

女性 34 浅間 費用がかかりすぎる。 

男性 34 中込 余裕を持った生活が出来ていない為 

男性 35 臼田 住宅手当、家族手当、産休、育休、休日勤務手当がない。 

男性 35 中込 人口が減っているから 

女性 36 浅間 パートだと育休手当がでない。医療費が高校までではない。 

女性 36 浅間 

出産、子育てで一旦退職してしまうと雇用も一気に減り、国立大を出ているのに今までと関

係ない職種でパートしている現実。スキルや経験もあるのにもったいない。子育て重視で退

職した人の復職がしづらく、子育てしづらい社会だと思う。 

男性 36 東 
景気の悪化、親同士や先生等、しらない子どもをおこれる社会。大人が気を遣いすぎてい

る。 

男性 36 野沢 物価の上昇、職場環境のモラルの低下。 

女性 37 望月 将来について楽観的になれない。 

男性 37 浅間 学費が高すぎる 

男性 37 中込 年寄り中心だから 

男性 39 浅間 税金等が高すぎる 

 

 

問 7_4 佐久市以外に移住したい理由 

性別 年齢 地区 内  容 

女性 16 東 進学し、そのまま別の地域にいようと思うから。 

男性 16 臼田 給料がいいし、働く会社も多いから 

男性 16 浅間 なんとなく 

女性 17 野沢 自分の力を発揮できる場所で働きたいから 

女性 20 臼田 都会に行ってもっとやりたいことをしたい。 

女性 21 浅間 地元の方に戻りたい。知り合いが少なくてさみしい。交通の便が少し悪い。 

女性 22 浅間 
交通の便の良さが良い。楽しい。遊ぶとこもたくさんあるから。給料が良い。仕事がたくさん

ある。 

男性 22 中込 仕事が多いから。 

男性 23 中込 自分の将来の夢である音楽業界への進出を計りたいから。 

男性 23   つまらない 

男性 24 中込 夢に挑戦するため 

女性 25 浅間 都会の方が魅力的 

女性 26 浅間 
長野県ならば松本が良い。ほどよく都会でほどよい自然もある。それか、実家に近い中京圏

がよい。 

女性 27 臼田 したいというか、すでに出る予定なので…住宅をもつ関係で… 

男性 27 野沢 地元 

女性 29 中込 長女であるため、地元の両親の介護で戻らなくてはいけなくなると思う。 
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性別 年齢 地区 内  容 

男性 29 浅間 実家に戻り、親の面倒を見る為 

男性 30 臼田 実家が遠い 

女性 31 浅間 実家の近くに移住したい 

女性 31 浅間 出身地に戻りたい 

女性 32 野沢 子育てなどの支援が多い、産まれた後お祝い金が出る所 保育所の充実 

女性 32 野沢 実家が近い 

女性 34 浅間 海がある場所が理想 

女性 34 浅間 元々埼玉に住んでいたのですが、佐久市は何をするにも不便で住みにくい。 

女性 34 浅間 違う場所の空気感などを味わってみたいから 

女性 34 中込 どこに行くにも便利だから 

男性 34 浅間 税が高いため 

女性 35 野沢 結婚を機に 

男性 37 浅間 人の自由 

女性 38 中込 出身地に帰りたい。佐久市はとても住みやすく心地良いのですが。 

 

 

問 7_8 佐久市が大切にすべきこと 

性別 年齢 地区 内  容 

女性 16 臼田 人口減少のめにもっと重視すべき点を先にやるべきだと思う。 

女性 16 臼田 
佐久市の自然の綺麗さは私の好きなところなので、蛍や緑や川や星や空気を守っていくべ

き。 

女性 16 浅間 自然環境にめぐまれていることを大切に 

女性 16 中込 よく分りません。高校施設を充実させてほしいです。 

女性 16 東 
佐久平駅周辺は開発も進み、便利になった一方で、まだまだ、良い意味で田舎的な、温か

い人のつながりが十分残っていること。 

男性 16 臼田 
他の県外と比べて佐久市と言ったらこれってものがないので、佐久市特徴的なものを作った

ほうがいいと思います。 

男性 16 浅間 観光 

男性 16 望月 
佐久にもっと色々な人に来てもらうために、公式 HPで PR をしたり、もっとイベントを開催し

たりする。 

男性 16 野沢 生かすこと 

女性 17 浅間 自然環境、田畑 

女性 17 浅間 自然を守る。 

女性 17 中込 子育て支援 

女性 17 中込 頭の良い人ではなく、頭のまわる人を採用すべき。 

男性 17 臼田 新幹線が通っていること。 

男性 17 浅科 自然豊かなこと。治安がよく安心して暮らせること。 

男性 17 中込 佐久地域の自然環境の良さを上手に生かしていくのが良いと思う。 

男性 17 中込 川 
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性別 年齢 地区 内  容 

男性 17 東 働く場の確保が一番大切。自然災害の少ない地域であることをもっとアピールするべき。 

女性 18 浅間 交通の便の良さ 

女性 18 中込 住みやすさ 

女性 18 中込 自然が多いこと 

女性 18 野沢 
新幹線や高速道路などのインフラの良さをアピールして企業誘致を図り安定した雇用の確

保が必要なのではないでしょうか 

男性 18 浅間 

晴天率が高い→知名度は高くとも、場所によってジメジメした生活になる軽井沢より気持ち

よく生活できる。ソーラーエネルギーの利用も可能。若い人ばかりでなく高齢者も住みやす

い厚生の充実。 

男性 18 中込 鯉をもっとメジャーに 

男性 18 東 地域のつながりがいい所 

男性 18 野沢 各地域の特産品、観光地などを大切にしたほうがいいと思う。 

女性 19 臼田 医療環境が充実していること。 

女性 19 臼田 長寿県の為、医療の充実を大切にすべきだ。 

女性 19 臼田 
佐久市民の健康を大切にしている姿勢（ブルーマリンなどに小さい子からお年寄りまで通

う）。星がきれい。 

女性 19 浅間 
ケーキやラーメンなどの地元の食材を作った地産地消を進めることは、佐久の特徴と魅力

を伝えるためにこれからも大切にしてほしいです。 

女性 19 浅間 
文化会館を作り、県外（内）より人を入れ収入を得る。佐久平駅より数分の場所を利用すべ

き。コンサートでは他県のおっかけが６０～７０％いるよ。 

女性 19 中込 

治安が良く、安全、安心に生活できる環境、自然環境に恵まれていると感じます。これらを

大切にし、他市や他県からも多く人が訪れるようにしていったら良いのではないかと考えま

す。 

女性 19 東 地域のつながり、自然の豊かさ、安心して暮らせる環境 

男性 19 浅間 
自然環境、空き家の活用、医療体制、災害対策は他の地域よりかなり魅力的であるので、

大切にしてほしい。 

男性 19 中込 自然の豊かさ。 

女性 20 浅間 佐久平駅が近くにあり、交通の便がいいところ。美しい自然環境。充実した医療サービス。 

女性 20 中込 

まず佐久市の特徴や魅力といわれてもイマイチピンと来るものがありません。自然もありま

すし、買い物など生活するうえで困ることはありませんがこれは佐久市ではなくてもあるもの

だと思います。長年住んでいるお年寄りや、都会から老後のために移住する方には佐久市

の良さが分るのかもしれませんが。ただ若い世代からするとただ「自分の地元だから」という

以外に特別な愛着はないと思います。 住む事については、困ることはあまりないので良い

と思いますが他の市などよりここが良い！佐久市はこうだから良い！と思うところがパッと思

い付かないのでそのようなところを明確にできたら良いのではないかと思います 

女性 20 中込 

安定した雇用と若い世代の結婚はとても大切だと思う。ただでさえ首都圏の若者達が不安

定な会社の福利厚生にあえいでいるのだから、新幹線通勤と同じように、「安定した雇用の

創出」と「若い世代の結婚・出産・子育ての希望の実現」のための施策を手厚くして、新しい

佐久市の売りにすれば良いと思う。全国の田舎で、都会に近い新幹線がある街という利点

をよく考えるべきだ。 

女性 20 望月 都会にはない心の温かさがあること。地域の連帯感、助け合いの精神、きれいな空気 
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性別 年齢 地区 内  容 

女性 20 野沢 
市長がＳＮＳで多くの人々と交流しているのがとてもいいと思う。市長という存在が身近に感

じる。 

男性 20 浅間 雇用をもっと増やす 

男性 20 浅間 
中高生や、大学などにより豊かな教育を施すことで若い人口層が増えるのではと思うので、

引き続き学生たちが暮らしやすいよう、治安をよくしていくことが大切だと思う。 

男性 20 望月 佐久平駅 

女性 21 東 名産品の売り出し。 

女性 21 望月 観光地があれば良いと思います。 

女性 21 野沢 すずしい。土地が広い。 

女性 21 野沢 

健康長寿、外から人を入れる事も大切だと思うけど、まず佐久市の住民が住みやすい環境

を作ってほしい。そうすれば若者も外へ行かなくなったり、外から自然に住みたいと思ってく

れる人が来てくれると思う。 

男性 21 中込 

自然、文化を活かした経済効果施策。（案）・小海線に SLで通年観光地化へ。 ・文化会館

やアリーナの建設で、芸能人のコンサート等の開催で集客し、市の活性化と経済効果を狙

う。 ・寒い自然環境ならではのスポーツ、スケート、フィギュア、カーリング等の施設を充実

させ、アスリート育成の地とさせる。 

男性 21 野沢 観光事業を増やす。 

女性 22 浅科 

Ⅶの問７－２でも答えたのですが、文化的施設が少ないと感じています。ある程度大きなま

ちになりつつあるので、以前そういった施設を作るべきかという話題があったとは思います

が、もう一度検討する価値があると思います。そうした施設のある佐久市に人が自然に集ま

れば、もっともっと活力のある地域になると思います。さらに魅力的な佐久市になってほしい

です。 

女性 22 浅間 
佐久平イオンモールの裏の公園は良かったと思う。子供が遊んだりする所（公共施設）の料

金は、税金があがっても変えない方が良い。 

女性 22 野沢 
豊かな自然と生活の中で生まれてきた今の景観を損なわないこと。若者も高齢者も子どもも

住みやすく働きやすい地であること。 

女性 22 野沢 
・恵まれた自然と、そこで暮らす私たちが健康長寿で生き生きしていること。・都会から、ちょ

うどよい距離（少し離れていても不便さは少ないこと） 

男性 22 浅科 

快適な暮らしの為にはある程度の開発も必要になってくると思うが、自然の中でゆったりし

たいと思うこともある。豊かな自然を生かして、アウトドアや息抜き出来る施設なんかあれば

いいと思う。 

男性 22 中込 自然環境 

男性 22   

佐久平があるので、駅の近くのみならず、別の地域にも、佐久の自然を生かした施設やイオ

ンなどのショッピングモールを作ることで佐久平のみならず、佐久市全体を見てもらえるので

はないのだろうか。また、家族で自然を楽しめるようなイベントなどがあれば、活気のある佐

久市になっていくと思うので、自然をうまく使ってほしい。 

女性 23 浅科 
若者や障害者、女性などの社会的弱者が働きやすい環境作りやそれらの人を支援する制

度を充実させるなど、優しさあふれる市を作って欲しいです。 

女性 23 浅間 佐久市及び周辺市町村の事を真に思って欲しい。本気でやって下さい。 

女性 23 野沢 佐久市は高齢者が多い町なので、家族の介護をする者をサポートする制度を整える。 

男性 23 臼田 自然の良さ 
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性別 年齢 地区 内  容 

男性 23 中込 
今年３月開業の北陸新幹線をバネに、首都圏、北陸圏の人達の移住を促すべきだと思いま

す。 

男性 23   ふるさと納税の拡大 

女性 24 臼田 浅間山、水、山、田んぼ、自然の景色は変わらないでほしい。 

女性 24 東 
空き家などは、貸し出しする。高齢者の方もすみやすい地域づくりをする。交流の場をつく

る。 

女性 24 野沢 ・新幹線のアクセスの良さ ・食べ物が美味しい ・自然豊か 

男性 24 中込 ・新幹線で東京まで 1時間ちょっと・夏場の涼しい気候 

女性 25 浅間 文化的な市（文化的な施設、イベント） 

女性 25 浅間 
大切にすべきというより、他県の魅力的な活動や行事を見直ってまねをしてでも活性化すべ

きだと思う 

女性 25 野沢 

もし若者が集まってこられるような娯楽施設等をつくるべき。雇用も増え、町も活性化すると

思う。工夫次第で観光地にもなる。治安の問題もあると思うが、逆にそこにも力を町全体で

取り組んでいけば良いと思う。買物や遊ぶところ（1日中）があればとても助かる。長野や県

外に行かなければ（ラウンド 1等）体を動かして遊んだりするところが佐久市にはないのが

残念。（学生の頃みんなで長野市等に遊びに行っていた。そこまでしないと佐久市では遊ぶ

ところがなく、若者は飽きてしまい、市外へ出ていってしまう。実際友人達は出て行ってしま

った。） 

男性 25 浅間 他の町にはない、しない、佐久市ならではの政策をしてほしい。 

男性 25 東 
心が落ち着き馴染みやすいような自然や環境がある場所だと思うので、そういった所を大切

にしていってほしいと思います。 

男性 25 野沢 新幹線が停まるのでそれを活かす。 

女性 26 浅間 
・佐久市に住んでいても軽井沢へ働いている方（若年者）が多いと思います。もっと雇用問

題へ目を向けた方が良いかと。・健康施設があった方が良い。 

女性 26 浅間 

・豊かな自然を生かしたまちづくり（飲食店などもこだわって充実させる） ・軽井沢の方が、

インパクトが強すぎるのでそちらにまけない充実度（レジャーや施設、温泉） ・個人的にはヨ

ガスタジオが佐久平駅付近にほしいです。 

女性 27 臼田 
今はネットで物が買える時代なので都会に行かなくても、佐久市にいるだけで十分生活でき

ると思っています。安心して安全に生活できるのって、佐久市のいい所だと思います。 

女性 27 浅間 

県内外から移住する人たちが移住しやすい体制（支援）作りや、地元の方との関わりが持て

るような環境作りをして、地元の人と移住者の温度差が生まれないような、お互いが住みや

すい環境にしていけたら良いかと思います。 

女性 27 浅間 安定雇用。豊かな自然。おいしい水。季節ごとの行事（老若男女が参加できる） 

男性 27 中込 
観光目的とならない街なので、住みやすい街を目指すべき。とっとと中部横断道作って下さ

い。 

男性 27 野沢 子供が自由に遊び回れる環境 

女性 28 臼田 
佐久市の美しい自然環境を大切にしていってほしい、その上で、佐久平駅周辺をもっと新し

いものを取り入れていく（デパートなど）チャレンジをもっと市に頑張っていただきたい!! 

女性 28 浅間 

都心からも近くなり、自然環境にも恵まれ、安心して住める環境であること。農業体験など定

期的にできるようなことを進めていったらどうか。就労がしっかりすると、若い人たちも戻って

くると思います。 
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性別 年齢 地区 内  容 

女性 28 野沢 せっかく新幹線が通っているのだから県外へのアピールをもう少ししたらよいと思う。 

女性 28 野沢 自然をいかして、公園などをたくさん作り、医療などのサービスも充実させる。 

女性 28 野沢 
都心との接続のよさ。都心への通勤、通学が可能な駅近くの開発や、市内から佐久平駅へ

の接続を容易にする 

男性 28 臼田 観光資源のとぼしい佐久市には、何かインパクトのあるモノがほしいかと思います。 

男性 28 浅科 佐久長聖高校に頑張ってもらうこと 

男性 28 浅間 都心への、からのアクセスの良さを生かし、住みやすい地域作りが大切だと思う。 

男性 28 浅間 若い人が佐久市に定着するように魅力ある佐久市にしてもらいたい。 

男性 28 浅間 

問７－２その他でも書きましたが、良識、常識がない方が多いかと思います。特に現在１８～

２４才と４０代前後の人。出来たらその人たちの排除。佐久は元々いい地域だと思うので、

邁進していってもらいたい。 

女性 29 浅間 

とりあえず、意味ない税金を止める（森林税とか）結局余っているってどういうことです

か！？税金が高すぎて人が来ない・・・なくせば人が増えるのに。  （この前のニュースよ

り）  賃金が安くて暮らして行けない。ボーナスとか無くてあたり前って・・・。賃金安くて税金

高い所なんて住みたくない 変な道路増やさないで、毎朝すごいストレスです。岩村田の帰

宅ラッシュとかひどいですよ？知っています？ 

女性 29 浅間 
子育てサロンの利用率の向上（駐車場の整備）素晴らしい社会資源があるのに、それを活

用できないのはもったいないと考えています。 

女性 29 浅間 

佐久市は自然が多く、子供からお年寄りまで暮らしやすいと思います。ですが子育てしてい

く上では、出産費用も高く子供を増やすのも考えてしまうのも現実です。また、安定した雇用

で無理なく暮らせるのも理想です。 

女性 29 浅間 高齢者にやさしい町づくり 

女性 29 中込 

佐久市は自然環境にめぐまれており、都会に住む人には魅力ある場所と思います。定住人

口を増やすことは難しくても、人の流れが絶えないようにすると良いのではと思います。ニュ

ージーランドも同様の環境かなと思うのですが…→観光業を拡充してそこに就労できる若者

を増やすとか？ 

女性 29 中込 自然と生活の利便性の割合がほど良いと思うので、維持していけたらと思います。 

女性 29 中込 
佐久市といえば自然があり、地元の野菜のおいいさを知ってもらう上で都市部のマルシェで

佐久市産をアピール！体づくりのできる町づくり。 

女性 29 東 
市街地、田園、山林のバランスがとても良いので、これを維持していく。首都圏へのアクセ

ス、軽井沢へのアクセスを良くすること。 

女性 29 望月 

自然環境を守る。結婚、出産、子育ての支援をして暮らしやすい街というイメージを確立す

る。（今現在ではすでに医療の充実した街というイメージがあるので） 風紀がみだれるよう

な店舗は増やさない。 

女性 29 野沢 

よく分からないが、高速とかわざわざ遠まわりして佐久に向かうのが毎回不便だと思う。そ

れに人口が減少する推計なら、中央分離帯はなくていいと思う。佐久にはマナーの悪い運

転者が多すぎる。 

男性 29 臼田 水がおいしい 
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性別 年齢 地区 内  容 

男性 29 浅間 

都市部と比べて安い家賃で広い住宅に住めること。涼しく快適な土地でゴルフ・トレッキング

などのスポーツを楽しめること。住みやすい田舎 No.1、スイーツの町の座を維持していくた

めにも、子育てや不妊治療に対する補助金を充実させ、子供の数を増やし、他県から魅力

ある佐久と認識させて、移住者数を増やし、経済活動を活発させ続ける事が何より大切と思

います。 

男性 29 浅間 自然が多いところ、また首都圏への移動も便利になっている所 

男性 29 野沢 

客観的に見てですが、若い人もインドアな人が多く感じられました。生活自体に不満はない

印象だけど欲を感じられず、活気づけるために老若男女楽しめるアクティビティーを広大な

土地に増やして、県外からも流れる活気づくりが出来れば良いのではないかと思いました。 

男性 29   地域ブランド力を高める。安定的な雇用。（若者の就職支援） 

女性 30 浅間 自然豊かな土地でのびのびと安心して生活できること。 

女性 30 東 自然、空気…？ 

女性 30 野沢 医療の充実は魅力的 

女性 30 野沢 長寿の町という特徴を大切にし、高齢者も過ごしやすい街づくりをしていくこと。 

男性 30 臼田 
・首都圏に近く、交通の便が良いこと。・土地が広く、県内でも「今後発展しやすい市」である

ことをアピールする。 

男性 30 浅科 
自然は魅力的だと思うので、町の発展は必要不可欠だが、景観はある程度守った方が良

い。 

男性 30 浅間 
地震による津波の心配がなく、放射能の心配もない土地柄なので、お米や野菜、果物、そ

ばなど安心して食べられる食材が身近にあることが今後一番の魅力になってくると思う。 

女性 31 臼田 

特産品（プルーン、信州サーモン etc.）やお酒だっておいしいものがいっぱいあるのに、アピ

ールがヘタすぎる。すでに地元を元気にしようとしている人たちへの協力、援助。「はやぶ

さ」（や「浅間山」）が話題になっている間に、便乗してもっと佐久をアピールできたはずで

は？？もったいなさすぎる！！ 

女性 31 浅間 

外に向けての発信、PR等も大事だが、まずは今佐久市に住んでいる人々の生活の向上だ

と思う。「こんな面白い人がいるよ」とか、「実はここはこんなところで、こういう面もあるよ」な

どまだまだ発見が多いし、良くなっていくと思う。人口の数などに執着しないで内容の濃い佐

久市になってゆくべきではと。 

女性 32 中込 
自然と新幹線が通っていてアクセスがいいことを柱に、安心して子育てできる環境作りをし

ていくことが第一だと思う。佐久で産み育て、また佐久に帰ってきたいと思えるように 

女性 32 望月 自然と子供の施設の充実。また雇用があること。 

女性 32 野沢 子育てしやすい環境作り。・保育料の低減化 ・医療の無料化 

女性 32 野沢 豊かな自然と住みやすい環境 

女性 32 野沢 住みやすい、働きやすい、子供を育てやすい地域にすることだと思います。 

男性 32 浅間 ・自然に恵まれ、安心で安全な生活が送れる。・都市化しすぎないところ 

男性 32 望月 
取り立てて強いイメージはないので、まずは特徴や魅力を市民に理解していただくことが重

要だと感じています。 

男性 32 野沢 

佐久市は自然が豊かで農業がさかんな地域でもあります。歴史、伝統や郷土食などもたくさ

んあり一概に決めることはできませんが、それぞれの分野を大切にしつつ、佐久市らしさを

追求すべきです。 

女性 33 浅間 田舎力をみがく。それを商業につなげる。 

女性 33 浅間 自然環境の良さ。首都圏へのアクセスの良さ。もっと雇用推進につとめるべき！！ 

女性 33 中込 都心から近い、自然にかこまれている。佐久も軽井沢のようになったらおしゃれ。 
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性別 年齢 地区 内  容 

男性 33 臼田 

佐久市には遊ぶ場所が少なすぎる。買い物や観光以外でも大型の遊ぶ施設を作れば金が

動く。パチンコ屋とかゲーセンには特定の人の流れしかない。アパートなんかたくさん建てる

意味なし！！なぜ建てるのか理解できない。 

男性 33 浅間 
市内の交通網の整備は、特に郊外から中心地へ来るためのバス網の整備が必要だと思い

ます。老人が使いやすいようにすることが必要だと思います。 

男性 33 野沢 住むにはいい所 

男性 33 野沢 

都会より静かに暮らせて生活に必要なものは揃っている。出掛けるにも交通のアクセスがよ

い。子どもを自然の中で育てながら、医療の充実による安心のできるまち。子育て世代にと

っては特に魅力的なまちだと思います。 

女性 34 浅間 田舎に合った街づくり。田舎だからできる街づくり。 

女性 34 浅間 

年配の人にとっては住みやすいのかもしれないが若い人にとっては働く所もないし、遊ぶ所

もないし、買い物する所もない。それならばと関東に出て行く人が多いのでは…？ もっと土

地があるのだから、色々な施設を作り雇用を確保して、出て行く人を少なくなるように考えた

方が良いのでは…？ 

女性 34 浅間 

自然が多く佐久平に公園ができたり学校もでき便利になってきた反面、交通量もふえ危険な

場所が目につく。駅周辺や新学校周辺の道路の整備も大切ですが、歩行者が田んぼ道な

どを歩く事もまだ多い。自然を見ながら安心して歩ける歩道作りも大切だと思う 

女性 34 中込 

首都圏からの交通の便が良く、ほどよく田舎なので、もう少し、施設を充実させていけば、と

は思います。軽井沢も近いので、人が来やすいが、来たいと思える施設を増やし道路の整

備等していくと良いのでは。要は、都会に近い田舎なのが売りなので、それをもっと魅力的

に思うようにしていったらいいんじゃないかと思います。 

女性 34 中込 ・子育てしやすい市へ！！ ・スポーツクラブや習い事に親が参加しなくてよい体制。 

女性 34 中込 
佐久平周辺など、活気があり、生活環境はいいと思います。他の地域もにぎやかになれ

ば・・・。 

女性 34 野沢 自然と便利さ、両方ある所 

女性 34 野沢 
福祉・老人・児童・障害者・障害児施設の一ヵ所集中→分散。 地域に戻していくべき。地域

住民は一緒に生活する視点をもつべき。 

男性 34 浅間 少子化対策を踏まえた上で自然環境の良さをアピールすべき。 

男性 34 浅間 税金を下げること。市営施設の市内住民の料金の割引がない 

男性 34 浅間 自然 

男性 34 中込 

他県で、どこかの自治体が、人口減少対策として第４子出産した世帯に自治体から１００万

の祝い金を出すという政策を実施していたが、人口減少を避けたいからと特定の年齢や条

件の対象者に優遇する事は、公的サービスのやり方として不適切と思われる。佐久市の風

土、近年の市中の動向など調べた上で、将来をみすえて今どういいった政策に取り組むか

を考えてほしい。現状の課題のみをクリアするための安易な政策は、将来負の遺産となって

返ってくることをリスクマネジメントしておいてほしい。 

男性 34 中込 自然を守るべき（高齢化に対応しながら） 

女性 35 浅間 保育園を 1万 5000円にしてもらえると、働いた分、経済的に余裕が出てありがたいです。 

女性 35   

よくわかりませんが、佐久市の住民は、新しいことを取り入れたり、新しいことを始めるのに

消極的だと思います。住民の意識改革がない限り何を企画したとしてもうまくいくとは思えま

せん。 

女性 35   農業など、都会にはあまりない職業の魅力をアピールしたらどうか。 

男性 35 臼田 自然環境の維持、農業支援の拡充、子育世帯の支援 

 



25 

性別 年齢 地区 内  容 

男性 35 臼田 

若い世代が本当に佐久の良さを理解しているのか？分からないことを理解させるのか、新

しい形に変えるのかを若い世代が意識しなければ何もならない。今の佐久のイメージは年

寄りの町。子供は少なくてさびしいが、年寄が安心できる町を優先すべきでは？ 

男性 35 浅間 
子供が育つ上で良い環境を整える。公園とか、心豊かな子供に育つような市になるといいと

思う 

男性 35 中込 医療特区！ 

男性 35 望月 美しい自然環境 

男性 35 野沢 

特徴・魅力は自然だと思いますが、もっと自然との共生を体感できるよなものがあるといいと

思う。県外から人も来るかと。移住してきたり。新しい住環境の提案、地元でも安定した雇用

があれば人は集まるかと。 

男性 35 野沢 
他市に比べ良いイメージを持たれていると思うので、色々な方面において、支援であったり

サービスを向上していかれる努力を大切にすべきではないでしょうか。 

女性 36 浅間 
マイカー以外の市民の足を充実させるべき。車を運転しないと生活できない街では高齢化と

ともに活気が無くなるのは当然。 

女性 36 浅間 

自然がすごくきれいなので、自然を大切にして、将来の子供達がのびのび過ごせる場所、

沢山な体験が出来る場所を作っていき、成長してここに住みたい！！心に残る地域を作っ

ていきたい。佐久市の内で、色々な行事があり、その行事がずっと続けられるようにもり上

げて行ってもらいたい。 

女性 36 浅間 開発ばかりでなく、自然環境の保全、維持。 

女性 36 浅間 

人口減少＝少子化と言いつつ、扶養控除を無くそうという国の矛盾した考えを正すべきだ。

子育てにはお金がかかるもの。実際に経済的問題で子供を沢山産めない人が多い。第二

子、三子がいる家庭を税金面でも優遇して子育てしやすい環境をつくれば、首都圏からも人

の流れができるのではないでしょうか？ 

女性 36 東 医療が充実している点を押していく 

女性 36 野沢 
自然環境を大切に、売りにする。自然に触れるワークを作る、人づくりをする。キャンプ、農

体験、学習など。それで食べて行ければ。人は来るのでは？星（スタードームとか） 

女性 36 野沢 佐久市の魅力は晴天率の高さだと思います。 

男性 36 浅科 
i ターン、U ターンしたい、佐久市に住みたいと思えるような政策に税金を使っていただきた

い 

男性 36 浅間 （少年）スポーツと自然 

男性 36 東 自然豊かな地方都市である一方、首都圏への交通アクセスが良好である点。 

男性 36 東 全体的には、いい所ですよね。交通インフラのよさを、もっと生かすべきです。 

男性 36 野沢 各地域で行われている祭りは引き続き出来る様、より一層盛り上げて行ってほしい。 

男性 36 野沢 問７－７の全てを実現。無理ならば近々で実現可能なものに力を入れる。 

男性 36 野沢 人柄が良い所、地形が山にかこまれ平らが多い。自然災害が少ない。 

女性 37 臼田 
田舎らしい暮らし でも都会などへの交通便の良さ。人口が密でない、個々への充実の良さ

を売りにしていくといいと思います。 

女性 37 浅科 自然を大切にしていってほしい。 

女性 37 浅間 子育て支援。安定した雇用。 

女性 37 浅間 自然と人の温かさを大切にすべき事だと思います。 
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女性 37 東 
子供に対しての環境に特に力を注ぐべき。医療費全額免除ではなくてがっかりしました。小

中高一貫にも力を入れる必要があると思います。 

女性 37 東 公園（散歩コース付）の充実 個人事業主の応援（地方だからこそできる仕事） 

女性 37 東 農業 果樹・野菜・米が美味しい土地であること。 

女性 37 望月 
子供を育てる為に経済的な支援や医療費無料化、出産の一時金を増やすなど。経済的に

心配がなければ、子供もう 1人ぐらい欲しいと願っている方の力になれると思います。 

女性 37 望月 

東京や首都圏へのアクセスの良さは、とても魅力的だと思います。現役引退やシニア世代

のよびこみだけでなく、若い世代の定着が望ましいと思います。そのためには、何より職の

有無・魅力ある職が重要だと考えます。 

女性 37 野沢 
人口が多ければ良いというものではない。少なければ少ないだけに、やれる事がある。子ど

も手当、保育料の値下げ等、かけるべきお金はかけるべき所がある。 

女性 37 野沢 医療の充実、子育て支援、スポーツ施設の充実。 

男性 37 臼田 健康都市であること。豊かな自然と充実した医療。 

男性 37 浅間 
地域の強み（魅力）をもっと PRする。晴天率の良さなど自然環境良さをの全面に押し出すと

伴に、生活の利便性をよくすることが大切。 

男性 37 浅間 I ターン、Ｕターンを積極気に取り入れるべし 

男性 37 浅間 空き家対策 

男性 37 浅間 大企業が佐久市に来て、働く人達が増えたらいいと思う。 

男性 37 東 企業誘致 

男性 37   
自然を軸に県外から人が流れてくる街作りにもっと力を入れても良いのではないでしょう

か？ 他県から来た人に良い印象を与えられる様な。 

女性 38 浅科 

周囲を山が囲んでいるため災害が少なく、晴天率も良いためとても住みやすいと思う。子供

の教育費、医療費などの充実をはかり、他の県から移住する若い世代を増やしていけば良

いのではないかと思う。 

女性 38 中込 自然の豊かさと充実した医療サービス。 

女性 38 中込 

新幹線も開通し、首都圏へのアクセスの良さに加え、周辺県からの関心も高まり、今後は

様々な県からの人の流れがあると思われます。「佐久市は住みやすい」と言われています

が、税金の高さや賃貸料の高さがパート暮らしには辛いです。今現在の佐久市民に末永く

住んでもらい、かつ他県からも来てもらえるよう、県内のみならず日本全国へのアピールが

必要かと思います。 

女性 38 中込 

衣食住すべてに力を入れていてステキだと思います。美しい高原のまち・さわやか佐久市の

イメージを前面に、佐久鯉、ぴんころ御膳など食育をもっと PR していく。チラシの配布だけ

ではなくコミュニケーション（説明）をとってほしいと思います。 

女性 38 中込 

佐久は自然もあり、車があれば買物するのも便利で新幹線も通っている住みやすい所だと

思います。今後は若い世代の晩婚化や少子化対策に力を入れて欲しいと思います。あと佐

久市は観光客が少ない気がするので、観光に力を入れてほしい。 

女性 38 野沢 自然、医療の充実など 

女性 38 野沢 

長寿健康都市として、高齢者が住みやすい環境であるということ、子育てしやすい環境を今

後も維持していく事が大切だと思います。さらに高齢化も進んでいくので、介護職員の増

加、待遇の改善、施設の充実等必要だと思います。高齢化について…再就職先の斡旋。働

けるうちは働ける取り組みもしてほしいです。 
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女性 38 野沢 
佐久市には長寿のイメージがあります。お年寄りが健康で住みやすい町づくりを大切にして

ほしいです。医療、福祉、介護に力を入れて欲しい。 

女性 38 野沢 人のやさしさ 

男性 38 浅間 現状を維持し良い環境であれば人も集まると思う。 

男性 38 中込 ・新幹線で都心へ１時間。・自然 

男性 38 望月 新幹線やインター等を活用すべき。 生活都市であることを前面に出す。 

女性 39 臼田 自然環境が豊かで住みやすい。都会などへも近く、便利である。 

女性 39 臼田 高齢者福祉の充実を図っていただきたいです。 

女性 39 浅科 都会へ出て行く若者が戻ってきたいと思える都市づくり。 

女性 39 浅間 佐久鯉のような特産品を増やしていけばもっと良いのでは 

女性 39 中込 緑。自然。人が良いです。 

女性 39 東 もっと農業に力を入れるべきだと思う。 

女性 39 野沢 ・豊かな自然環境。 ・東京からのアクセスの良さ。 

女性 39   
こころのミュージカルの様に市民参加型の行事を維持し、佐久市の魅力としてもっと全国に

広めていけば良いと思います 

男性 39 浅間 
少子化は止めようのない流れなので、老人の多くなるバランスの悪い人口分布の時期の弊

害をなるべく少なく乗り切る必要がある。 

男性 39 中込 

浅間山の景観（富士山にまける）。 駒場公園、長野牧場周辺の景観（野辺山い負ける）。 

ある程度都会（東京にまける）。⇔自然？ 歴史（上田にまける）。 なんか負けないものが

ほしい。 

男性 39 望月 ゆるキャラ 

男性 39 望月 もっと若い世代を大切にするべき。子供が遊べる公園。 

男性 39 野沢 近所づきあいなど、お互いに助け合っていく地域コミュニティが重要だと思う 

男性 39 野沢 災害の被害が少ないことはすごいと思う。水を大切にしてください。 

男性 39 野沢 
佐久市＝医療のイメージが定着しつつあるので、もっとアピールを強めてほしい。首都から

の移住（リタイア組）と若い世代の両方に受け入れられる行政であってほしいです。 

男性 39 野沢 

税金の使い方を見直して下さい。公共施設を建設するのは良いが、他市・町から人を集めら

れるものを作って下さい。今の市内で人を呼べるものは佐久平の公園くらいで、他は金の無

駄。高崎市・前橋市等を見習って下さい。公園や遊園地など、長野県からわざわざ遊びに行

くものを市で作っています。頭の固い人が作ったものばかりで、おもしろくないです。 

男性 40 浅間 適度な田舎と都会からのアクセスの良さ 

男性  浅間 新しい物もいいけど、佐久市ならでは…という物を大切にしてアピールしてほしい。 
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Ⅱ．転出者アンケート 

 

問 5_3 どの「市町村」に住むかをどの程度重視したか 【1.重視した】 

性別 年齢 内  容 

男性 20 家族と同居 

女性 24 夫の実家があった為 

男性 25 通勤するにあたっての距離 

女性 28 勤務先との距離と交通費の兼ね合い等 

男性 30 佐久市に住みたくなかった 

女性 30 彼氏がそこに住んでいたので 

女性 31 出身地（地元）、両親が住んでいるため、今後のことを考えて。 

女性 32 家族がいるため 

女性 32 福祉サービスが充実している市町村を選びました。 

女性 35 地元に近いため 

女性 36 転勤先の会社から近い場所 

女性 37 仕事に行くのにあまり不便なく仕事があること。買い物に行きやすい、駅、バス停が近い。 

女性 38 市町村によって子育て世帯への支援内容がかわるため 

女性 38 仕事がたくさんある。人間関係が良かったので。実家があるので。子どもが遊ぶ場所が多い。 

男性 40 通勤のため 

女性 41 保育園の空きがあるか 

男性 42 通勤通学に便利 

女性 46 子ども達の意見 

男性 54 家族が住んでいるため他の選択はなし 

男性 64 親のいる場所のため 

女性 64 
東京に娘が居るので、佐久平駅を利用したいので，佐久市か小諸市で考えました。佐久市でも探

したが、物件がなかった。 

女性 66 交通の便が良い。就職先がある。 

男性 73 3年間社会にいなかったから？ 
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問 5_3 どの「市町村」に住むかをどの程度重視したか 【2.やや重視した】 

性別 年齢 内  容 

女性 25 結婚する相手の住んでいるところだったから 

女性 26 
住居の周りに買い物等できる所が多くある方が良かったので、近くの市よりも少し都会の市にしま

した。 

女性 28 相手の勤務先に近かった為 

女性 29 実家からのアクセス。職場からのアクセス。 

女性 29 私と夫が転職したため、なるべく勤務地に近いところを選んだ。 

女性 31 主人の転職先が決まっていたので、近いところで探しました。 

男性 33 条件が合う可能性が高かったため 

女性 34 共働きなので公平に中間地点を選んだので。 

女性 34 交通の便 

男性 35 親の実家がある 

女性 35 自然環境に恵まれていたため 

女性 40 進学校に通いやすい文京・豊島や目黒・港・中央区で探した。 

女性 49 自営業（飲食業）のため、眺めのいいエリアを探していたため 

女性 63 家賃等生活しやすい場所 

女性 68 自然環境 

 

問 5_3 どの「市町村」に住むかをどの程度重視したか 【3.あまり重視しなかった】 

性別 年齢 内  容 

女性 22 
夫の実家に入ると決めていたので、重視するという考えはなかったが、そうでなかったら職場の近

くや、交通の便も考え、市町村は重視したと思います。 

女性 24 配偶者により決められていたため 

女性 25 職場の都合上、選択肢がなかったため 

女性 27 転出先が配偶者の住む市だから。 

女性 28 会社指定のため 

女性 28 どの市に住みたいということより、結果的に決まったので。 

男性 33 会社（通勤）が便利であればどこでも 

女性 33 市町村というより、子どもが通う学校を重視した。 

女性 34 旦那の地元だから 

女性 37 会社が近かったため 

女性 38 
転出先についてあまりよく分からない（知識がない）ので、主人の勤務先に近い所にしようと思っ

た。 

女性 38 転勤が多く，長く住まない為 

女性 38 夫の実家がそばのため 

男性 40 住宅の広さや家賃でまず物件を探していたので 

女性 41 会社に近い所と決まっていたので 

女性 42 親と同居の予定だったので 

女性 43 
配偶者の転勤先まで通勤しやすく，家賃が高すぎないところに決めました。選ぶ余裕（時間）がな

かったので，迷う時間がありませんでした。 

女性 55 自分で選ぶのではなく、夫の勤務先による決定のため 
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問 5_3 どの「市町村」に住むかをどの程度重視したか 【4.重視しなかった】 

性別 年齢 内  容 

女性 19 夫が決めていたので 

女性 25 社宅が決まっていたため 

女性 26 決まっていたので 

女性 26 決まっていたことなので 

女性 26 住む場所を自分で決めたのではなく、必然的に住むことになったので 

女性 27 夫が会社へ通勤しやすい環境であればどこでもよかったため。来年も転勤予定だから。 

女性 28 友人宅が上田だったので。友人宅が佐久なら佐久に住んだ。 

女性 28 配偶者の実家があるので、とくに何かを重視して決めたりしていません。 

女性 30 夫の住所に合わせた為 

女性 30 決まっていた。選択できる状況ではなかった。 

女性 31 結婚する際に決まっていたため 

女性 31 夫が上田市に実家があり、私自身も職場が上田市だったため、ここでしか考えていなかった。 

女性 32 実家があるので迷わず決めた 

女性 34 配偶者の職場近くに住むことが決まっていた。 

男性 35 親から離れられればどこでもよかった。 

男性 35 官舎がある場所で選んだため、どの市町村にするかは考えなかった 

女性 36 親の土地に家を建てたため 

男性 39 両親が住んでいる実家に戻って生活することを決めたため 

男性 41 持家があるため 

女性 41 すでに住む場所が決まっていたので 

女性 42 ここしかなかった 

女性 42 職場からの通勤時間で決めたため 

男性 43 できれば佐久市でいたかったけど、婿養子で入ることが決まっていた 

女性 46 転勤なので選べない 

女性 61 自分の持ち家に戻るから 

女性 65 短期間の転入出だったので 

女性 65 自宅を保有していたため 

男性 68 すでに住居があったから 

男性 71 どこに行っても一人なので、元のところに帰りました。 

女性 71 子供と同居が決まっていて持ち家だったため 

女性 75 親の面倒を見るため 
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問 6_7 Ｕターン時にあると良い自治体支援 

性別 年齢 内  容 

女性 18 

上記の質問とは異なったことになってしまいますが、今現在医療従事者の人数が少ないと思いま

す。人数を多くすることで子育て世代は休みを取りやすくなるだろうしより手厚く患者に寄り添うこと

ができると思います。私は医療系に進んでいるので，医療系のことしかわかりませんが、人手が足

りていない職を中心に考えれば，働く為に多くの人が佐久にきてくれるだろうし、住みやすい「佐久

市」になると思います。また１８歳の私なんかの意見ですが、目を通してもらえるとうれしいです。こ

れからの佐久市に期待しています。 

女性 18 

駒場公園は広くていい場所なのにあまりきれいじゃないところもある。市の人が徹底的に掃除をす

ればもっと人は集まると思う。イベントなども増やしてはどうですか。・“法”を扱う大学を増やした方

が良いと思う。・中込商店街をたくさんの学生さんが駅を利用するため近くを通ります。そこにファス

トフード店（学生にやさしい値段の店、フード店）があれば、部活帰りなど寄りたくなります。電車の

待ち時間が１時間を超える時もありますので開いた時間もそこへ行けるでしょう。繁盛はすると思

います。 

男性 18 交通費負担 

女性 19 就職について 

女性 20 住宅の紹介、雇用の安定のための何か 

女性 20 就職支援 公務員のサマータイム導入 

女性 21 家賃を援助。雇用先の紹介 

女性 22 住宅支援。雇用支援。 

女性 22 
家族で新しく佐久市に、配偶者・子どもなどをつれて U ターンしてきた人たちへの住居関連費、通

勤費用（首都圏等で働く場合）などの補助。 

男性 22 雇用支援 

男性 22 U ターン者に特別料金で斡旋する賃貸住宅。 

男性 22 市内の施設を安く利用できる。トレーニング施設を作る 

女性 23 
自治体ではないか？わからないが、U ターン就職すると奨学金（日本学生支援機構）が免除され

ればいいと思う。少しでも人口流出(減少）を減らせると思う。 

女性 24 子育て支援 

女性 24 就職関係の支援 

女性 24 

U ターンして地元に帰っても正規の仕事に就けないと、生活に不安があるので、ハローワークだけ

でなく、U ターン者へ向けて個々の適正に応じた仕事を斡旋してくれる制度があると U ターンの可

能性もある 

女性 25 賃貸住宅の援助金 

女性 25 転職の相談会などあるとよい 

女性 25 帰ってきてくれてありがとうという気持ちや歓迎されているという感じがあったらうれしいかも 

男性 25 住居施設の安価な提供 

男性 25 求職情報などをこまやかに流してくれる 

女性 26 出産時のお祝い金とか 

女性 26 
安定した仕事、住みやすい住宅、将来（結婚・出産など）を見据えた支援があると、暮らしたいと思

える。正規雇用を増やしてほしいです。 

女性 26 
佐久市で育ち長く住んでいましたが、市の住民に対しての支援やサービスは何があるのか、よく知

りません。なので、もっと知る機会やタイミングがあればよいかと思います。 
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性別 年齢 内  容 

女性 26 
再就職のためのスキルアップ講座や資格取得のバックアップ。小さな子供を預かってくれる施設の

充実。 

女性 26 

定年後の雇用を保障するもの。例えばトライアル雇用の様に、企業側にもメリットのある定年退職

者の雇用形態を整えてほしいです。また、広島県で行われている「小学校入学祝い金」制度や、Ｕ

ターン者に子育て支援金を補助したり、子供が増える支援があれば良いと思いました。 

女性 26 

佐久市に在住中に子育て、出産を体験しました。妊婦の時に毎回かかる検診費用や分娩費用が

もう少し軽減してくださる自治体支援があると３人目を考える希望になるかと。外来医療費、毎回千

円負担は辛かったです。相模原は無料でとても助かっています。ぜひ佐久でも！ 

男性 26 自治体発行の広報誌の充実 

男性 26 
就職支援 趣味サークルの紹介 悩み相談室 イベントの紹介 生活支援相談（節約・収支等） 

同じような環境の人の紹介、そういった方々と話せる場の提供  

女性 27 子育て支援、女性が働きながら子育てができる環境作り。 

女性 27 U ターンの場合は、住居を斡旋したり、住宅補助があると嬉しい。 

女性 27 
就職できるようサポート。土地や家の割引、貸与、サービス。保育園や幼稚園などの情報提供、充

足。 

女性 27 
松本にも行きやすくなればいいと思います。それか、もう少し若者のファッションの買い物ができる

施設がほしかった。 

男性 27 子育て支援 

男性 27 図書の充実 

男性 27 
大きい公園ではなく、各地区にボール遊びなどができる広場があるといい。子供がいける範囲にそ

ういった場所がなく近所の子が駐車場で遊んでいた。 

女性 28 
若い人、年配の方が意見交換できる場、店を持ちたい人、建物を使って何かやってみたい人たち

の手助け、新しいことにチャレンジしやすい環境作り。 

女性 28 
・市営住宅を増やしてほしい。・市役所の中に（入口の所に）受け付けというか案内の場所がほし

い。・ゴミ捨て場を増やしてほしい。・ポストを増やしてほしい。 

女性 28 雇用支援 

女性 29 
春日と望月地区に住んでいたのですが、なかなか家が決まらず悩んだ思い出があるので、便利で

ない佐久地域の住宅もサポートしていただける形があるとありがたかったです。 

男性 29 子育て支援、住宅購入に対する支援 

男性 29 

資格試験や公職などの就職サポートにより一生涯長野県及び佐久市で働く人員を確保し、定住化

できる基盤を作るため、県外大学、ハローワークなどへの働きかけ、又は職種の増強により募集

人員の拡張などといった支援があれば県内出身者はもちろん、県外からも長野県及び佐久市で暮

らしてみたいと考えている優秀な人材を地域作りの輪に入れられると考えます。 

女性 30 子育て相談所。老後の支援。 

女性 30 出産に対しての支援。 

女性 30 転入・移住奨励金制度の推進。 

男性 30 住宅取得の際の補助金（補助事業）充実 

男性 30 子育て支援サービスの内容や施設の開示 

男性 30 

アンケートとして自分達（市政）の聞きたいことだけを羅列するのは如何かと思いますよ？転出など

市役所を訪れた際の対応の悪さ、すぐに用件のある市民への対応がなされていない。現在住んで

いる地区の市役所は真逆で直ぐに対応しています。困っていても手を差し伸べてくれ親切です。佐

久市へ住んでいた時の気持ちは無駄に高く税金を取っているだけ。その気持ちひとつでした。絶対

に戻ってやらへん 
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性別 年齢 内  容 

女性 31 

新潟市では駐車場の障害者スペースに車を停めるとき、きちんとステッカーが配布されている。妊

娠中～産後もそれがあると停めていいことになっている。佐久市では障害者スペースに誰でも停

めている。必要なとき、必要な人が利用できないと思う。あと、子育て支援でスーパーや施設の割

引をしている。子育て支援が行き届いていると思う。 

女性 31 

すみません、ただの意見ですが、佐久市のある支所の職員の方の窓口対応、電話での対応が非

常に残念でした。わからないことで相談や質問をしているときに、適切なより良い役所の方の対応

をお願いしたいと思いました。 

男性 31 

婚活支援（出会いの場の提供）。子育て支援（3人目の子どもの教育に関わる費用負担｢中学卒業

までなど｣、保育費も無料化）。転入祝金（条件付き、一年後とか、仕事の場合もあるため、世帯対

象）。出生祝い金（100万とか）。農業支援（国とは別に東信地区にあった現実的な内容で）。ホテ

ルや旅館がない、近くにあっても高い！！ 

女性 32 住宅の提供 

男性 32 住宅支援 

女性 33 

問 6-6の「3若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる」の部分がさらに充実していると良い

と思います。現在不妊治療を始めています。佐久市は最大 30万円まで補助がでることはかなり良

いと思います。東御は 10万まで・・・。色々なことを比べても、やっぱり佐久市が良いです。勤務先

上、仕方なく引っ越しましたが，本当は佐久市から出たくなかったです。→余計なことまで書いてす

みません。 

女性 33 ご近所の助け合い 

男性 33 

佐久市出身の方が U ターンで戻るとしたら、新しく佐久の地で仕事を始めることになるわけですの

で、新しく開業・開店するのに土地や金銭的な援助があれば、より戻りやすいのではないでしょう

か。（すでにそのような支援があるのかもしれませんが。） 

女性 34 
佐久市民なら無料で体験できるスポーツや趣味の講習会などを実施して、交流の場を広げる催し

など。 

女性 34 
買物が不便だった。ネットスーパーの充実をはかってほしい。（イオンしかなかった。）宅配ピザ的

な店がほとんどない。産後外出せずに買い物できる環境がギリギリだった。 

女性 34 安定した雇用・地域の人とのコミュニケーションをとりやすくする自治体 

女性 34 

・雇用促進→実際に面接に行ってもよそ者扱いされることが多く、とても閉鎖的。（業種、職種に夜

物かもしれないが）・駅周辺は便利だが少し離れるととても不便。巡回バスもなく、暮らしにくい。・

物価がそれ程安いわけでもないのに賃金が低く生活しにくい。公共料金が高い。水道代、人口が

少ないから負担がかかるのはわかるが東京で５人暮らしのときより佐久で２人暮らしの方が高い 

女性 34 就職相談窓口 

男性 34 就業支援 

男性 34 

高齢者の方が買い物に困らないような買い物代行サービスや簡単な操作でショッピングできるタブ

レット端末のサービス(貸し出しやアプリ）＊佐久市は車がないと買い物が不便ですし、冬は特に気

候が厳しく外にでにくいので 

男性 34 居住地を決める際の参考に保育園・学校・公園・公共施設等のマップなどを不動産屋などに配布 

男性 34 佐久平駅まわりの農振地区をはずすべき。 

男性 34 居住地の優遇策・斡旋 

男性 34 就職支援 

女性 35 住宅、雇用の支援 
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性別 年齢 内  容 

女性 35 

佐久市出身の人で、勉強をして有名大学に行ったとしても、就職先として魅力的な企業が市内に

少ないため、頭の良い人たちが地元に戻らず、県外に出て行ってしまっているように見える。優良

企業や研究所など、佐久にできれば佐久の人々の活性化にもつながると思う。 

女性 35 住宅に関する支援 雇用に関する支援 

男性 35 子育て支援 

男性 35 住まい探し、住宅支援、育児手当一時金 

男性 35 就職支援 特に一度離職した人への支援や雇用が必要だと感じる 

男性 36 住宅補助 

男性 37 

居住地の紹介。Ｕターン者対象の特典。佐久市のきれいな水、美しい風景、厳しい寒さが本当に

大好きでした。貴重な自然を維持されながら誰もが住みやすい佐久市になればいいと思います。

佐久に住んだときは何も分からなかったのですが、今、奈良に移り住んで、夏の涼しさ、近場の温

泉、スキー場がとても良かったことを感じています。あと新鮮な野菜もおいしかった。 

女性 38 

子育て支援が不十分でした。サングリモなどはあるものの職員の方が働きかけをしてくれる機会は

ほとんどなく、また月齢別講座やイベントもないため、出かける場所は民間の習い事や私立幼稚

園の園公開がほとんどでした。転居してきて知り合いがいない若いお母さんに友達や情報を得ら

れる機会を市でもっと作ってあげてほしいです。またファミサポ制度も早急に整備した方がいいと

思います。 

女性 38 住宅支援 

女性 38 就職、住宅の支援があればいいと思います。 

女性 38 

労働環境の改善（モラハラ・イジメ・パワハラなど）を調査する組織をつくってもよいのでは？子ども

達にはとても優しい地域だと思うので、子ども達の自然とのふれいあい等を支援するイベントなど

はもっとあっても良いかと思う。 

女性 39 
なんといっても働くところが安定していないと生活も安定市内ので、それが一番大事だと思います。

子育てや福祉もそこが整えば支援できると思います。 

男性 39 医療資源の適正分配 

女性 40 

U ターン後のフォローアップ。移住してもらった→それでおわり。ではなく、移住後いかにフォローで

きるかが大事だと思う。仕事にせよ、住宅、子育てにせよ、定期的に希望や不満・苦情を受け付け

改善していけば冬の寒さや交通の不便さを考慮しても住みたい人は多くいると思う。 

女性 41 
都心では６才未満の子供は医療費が無料は常識です。せめて移住してきたばかりの人だけでもい

いので６才未満は無料にしてほしいです。 

男性 41 市営住宅の建替による若い世代の充実。 

男性 41 冬場の除雪車を増やしてほしい 

男性 42 冬期必要な設備や備品の供給（暖房設備やスタッドレスタイヤなど） 

女性 43 
身寄りのない高齢者等が安心して暮らせる地域での取組み。自己啓発の為のサークル活動の助

成（スポーツ、教養、趣味など） 

女性 43 車が乗れない人はとても不便であったようです。もっとバスが充実していると動きやすかった。 

男性 43 就職先の紹介 

女性 44 
高等教育（大学・大学院、特に博士課程）の充実（北信及び東信地区での）、高校のレベルアップ、

就職の安定（長野県、佐久市の良さをいかした農業ビジネス 医療ビジネス） 
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性別 年齢 内  容 

男性 44 
Ｕターン直後一定期間、安価な住居の提供（きれいで高断熱）。東京など近隣都市部への交通費

補助（新幹線割引）。 

男性 44 教員の質の向上。 

男性 45 雇用についての自治体の支援 

女性 46 
働き場所（都会で培った経験の生かせる場所が地方には無い）と交通の便の良さ。お金が使える

店が増えると良い（ほしい物がある店。都会生活者は目が肥えているため） 

女性 46 子どもに関して転入する際、新入生と同じような待遇。 

男性 48 近所の人とのつきあい方 

女性 49 

地震・噴火・福島由来の放射性物質のさらなる飛来などなどありますが、箱根町のように観光収益

のために実体をマスコミにも明かさず、観光客を危険にさらすようなことのないよう、住む人々、や

ってくる人々の安全を本当の意味で守る市であってほしい。そんなモデルとなる市であり続けてほ

しいです。約 3年近くお世話になりました！ 

男性 49 

若い人たちが安心して住める場や、環境がなければ先に行くほど人口が減少し先細っていく。若

者が安心して住める施策を考えていってほしい。特に空き家をリフォームして若者が安価で住める

ようにしていくことに力を入れてほしい。また若者の働ける場を拡大していく努力をお願いしたい。 

男性 50 

・アンケートは層化無作為二段抽出が良いと思います・項目はクロスチェックが行えるように作成

し、カイ２乗検定が行えるようにし有為水準を算出できることが望ましいと考えます・県内各地に転

勤で居住し、出張で各地（愛知・岐阜・富山）を巡りますが、佐久市は天気さえ良ければ雄大な浅

間山を望むことができる素晴らしい市と思います。そのため遠く山形から居を移した人も知ってい

ます・旧臼田町はゴミの分別が厳しすぎと思います。悪いことではありませんがそのため単身の人

はゴミを他市県へ持ち帰ったり、これは本来の姿と異なると思います・星の街臼田もずいぶん空が

明るくなりました。町の中ではあまり星が見えません。山へ行っても空の開けたところが無く天体観

測に不自由です。（運動公園も入れない）スタードームも通年券があればいいのに。・自然いっぱ

いの佐久市は良いところです住みやすいし、そんな自然をもっと売り出さないと・応援しています 

男性 52 関東に近いことを有利にしてほしい 

女性 53 
冬の光熱費がかなりかかるので、助成などあるといいですね。佐久平駅周辺は便利ですが、少し

離れると車がなくては生活できません。運転できないような年齢になったときが困りますね。 

男性 54 住宅リフォーム資金補助および業者の斡旋 

女性 55 

U ターンに関してではありませんが。新しい箱物を造るなどというよりは、佐久の今の良さを活かす

ことが大切だと思う。問 6-6の「3若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる」に関すること

は、U ターンにも役立つことと思う 

女性 60 
働く場所、住む所、思いやりのある人の心。役場（役所の人達）の心ある対応を願います。他県か

ら来た人をやさしく受け入れる心がほしい 

男性 60 Ｕターン支援（雇用、住居） 

女性 61 
高齢者が増加していくので、大雪や路面凍結などに対する自治体のきめの細かい支援が必要だと

思います。 

女性 64 引っ越し（転居費用）の補助などがあると、年齢に関係なく公平だと思う。 

男性 64 

賃貸住宅及び市営県営など新しく設備が整いなるべく安い家賃で借りられるとよいと思います。町

と郊外をつなぐ交通の便がよければいいのですが。現在住んでいるところの市役所の職員皆さん

は直接関係のない職場（市役所の中ですが）まで、丁寧に内容を説明してくれます。佐久市にいた

ころはちょっと残念な思いをしたことがありました。 
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性別 年齢 内  容 

女性 65 高齢者のための格安な住宅 

女性 67 浅間山の噴火とその影響についてが不安である 

男性 67 現在楽しみで農業をやっています。鹿が出て困るので鹿の駆除をお願いしたいです。 

男性 68 農地の売却の手伝い 

女性 73 十分配慮されている地と思います。 

男性 73 自治体の方々の親切さが良い。 

男性  資源物回収を年数回は小中学校で回収し還元金として学校で使える仕組み作り 

   

子供未来館等、子供達が利用する施設くらい無料にしてほしい。転勤族で、県内各地を回っている

が、佐久は子育てに不便である。佐久出身者でひいき目に見ても老人介護ばかりで子育て支援が

少ないことには佐久のイメージダウン。佐久の以前に住んでいた松本市は子供のための支援が充

実していたので見習ってほしい。 
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Ⅲ．企業アンケート 

 

問 29 地域の人口が減少することに対する影響について 

業種 

地域の人口が減少することに対する影響について 

１ 

顧
客
が
減
っ
た 

２ 

顧
客
が
増
え
た 

３ 

顧
客
の
需
要
が
変
わ
っ

た ４ 

商
品
や
原
材
料
な
ど
の

仕
入
れ
が
困
難
に
な
っ
た 

５ 

人
材
が
獲
得
し
に
く
く

な
っ
た 

６ 

競
合
事
業
者
が
減
っ
た 

７ 

そ
の
他 

７ 

そ
の
他
の
内
容 

具体的に感じている影響 

製造業     ○    若者の製造業ばなれ 

製造業     ○    アルバイトの募集に対して応募がない 

製造業     ○    求人に対する応募数の減少 

製造業     ○    中途採用を募集してもすぐに集まらない 

製造業     ○  ○ 
外注事業所

の廃業 

「ものづくり」に対する若年層の関心の低下。

外注事業所の後継者の不足と事業の廃止。 

製造業   ○ ○ ○    

製品の売れる客層の変化。機械部品等、個人

経営の工場がなくなってきている（跡継ぎがい

ないため）。求人を出しても６０歳以上の方が

多い。 

建設業     ○    協力会社の高齢化が進展している 

運輸業     ○    運輸業への関心が若者を中心に減っている。 

卸・小売業    ○     炭を焼く人がいなくなった。 

卸・小売業       ○  
インターネット販売などで若年層の来店が少な

い 

卸・小売業   ○      
顧客の高齢化により、ITなどへの対応の困難

さ 

卸・小売業 ○  ○   ○   単価の低下（住宅事情） 

金融保険業 ○        佐久総合病院移転に伴う来客数の減少 

学校教材 

販売業 
○        生徒数の減少 

 

問 32 佐久市の特色や地域資源を生かして実施している事業 

業種 内  容 

製造業 八ヶ岳水系の良い水を製品に使わせて頂いています。 

建設業 太陽光発電事業（再生可能エネルギー事業） 

建設業 晴天率が良いため、太陽光の設置には向いている 

電気・ガス・水

道・熱供給業 
飲食業、食品製造、ポールウォーキング、ストーブ。 

卸・小売業 薪や炭の需要がある、里山の整備に貢献出来る 

卸・小売業 
御代田町のような若い世代（２０～３０代）への対応。佐久平以外の商業地域。雇用の拡大（工場

など） 

金融保険業 日照時間が長く、太陽光発電事業を営む授業社が増えている。 

物品賃貸業 
雨が少ない（工場現場は雨だと休みになることが多い）という気候条件が良い。（都心、全国への

アクセスも比較的良い為、全国各地に機械を運搬出来る。 
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問 33 今後取り組みたい事業 

業種 

１ 

新
製
品
・新
サ
ー
ビ
ス
の

研
究
開
発 

２ 

製
品
の
デ
ザ
イ
ン
開
発 

３ 

新
事
業
分
野
へ
の
進
出 

４ 

海
外
市
場
の
獲
得
・販

路
開
拓 

５ 

地
域
資
源
を
活
用
し
た

ビ
ジ
ネ
ス
の
展
開 

６ 

Ｐ
Ｒ
・情
報
発
信
の
強
化 

７ 

そ
の
他 

７ 

そ
の
他
の
内
容 

具体的な事業内容 

農林水産業 ○  ○  ○ ○   抗酸化作用卵の販売強化 

製造業     ○    

農産物の被害（シカ、イノシシ）を減らすため

に、新しく製品を開発した。販売に力を入れて

いく。 

製造業 ○ ○ ○      開発形企業である（技術指向） 

製造業  ○  ○  ○   
既に実施している取組みであり、今後も継続し

ていく内容です。 

製造業   ○      
現業は今後海外へシフトされてしまうリスクが

ある為他の事業や取引先の開拓をしたい 

製造業    ○     中国、東南アジア等への進出 

製造業   ○  ○ ○   
太陽光以外の再生可能エネルギー分野への

進出など。 

製造業   ○ ○     
プラスチック製品における新しい製品への取組

み海外の工場の販売先開拓 

製造業 ○  ○      医療、福祉、介護への展開 

製造業   ○      
航空宇宙産業を担える技術力と生産能力を確

保していきたい 

製造業   ○      
現有の生産設備を活用した、他の電子部品の

生産 

製造業 ○  ○ ○  ○   

機密事項があり割愛させていただきます。企業

の IR活動の充実として、マスメディア等への働

きかけ 

製造業 ○ ○   ○ ○   

客層も変わって現在の製品、デザインとお客

様の需要が変わってきたため。佐久市の地元

に貢献できるような商品を作りたい。 

建設業      ○   震災復興など県外での需要も取り付けたい 

建設業      ○   ホームページの充実 

建設業   ○  ○    

３．省エネ・蓄エネ・ビジネスへの展開５．再生

可能エネルギー（太陽光）設備のメンテナンス

事業への展開 

建設業   ○      

今までは主に屋根工事、太陽光パネル設置を

してきたが、これからは電気工事業にも力を入

れていきたい 

情報通信業 ○ ○    ○   

主軸となるソフトウェア開発、自社製品の開

発・販売の拡大に加えこれらをベースとした新

事業「アグリ」分野の拡大を計っていきたい。 

運輸業  ○       通販事業の検討 

運輸業 ○        高速バス路線の拡充、新規路線開拓 

 

 

 



39 

業種 

１ 

新
製
品
・新
サ
ー
ビ
ス
の

研
究
開
発 

２ 

製
品
の
デ
ザ
イ
ン
開

発 ３ 

新
事
業
分
野
へ
の
進
出 

４ 

海
外
市
場
の
獲
得
・販

路
開
拓 

５ 

地
域
資
源
を
活
用
し

た
ビ
ジ
ネ
ス
の
展
開 

６
Ｐ 

Ｒ
・情
報
発
信
の
強

化 ７ 

そ
の
他 

７ 

そ
の
他
の
内
容 

具体的な事業内容 

卸・小売業       ○ 

地域の特産

物とレジャ

ー一体型道

の駅への協

力 

弊社ではできない事業ですが、行政、民間の

協力で観光の目玉になるような道の駅的な施

設ができたらいいなあと思います 

卸・小売業 ○     ○   
パソコンウィルス対応策への積極的関与新製

品への素早い情報発信 

卸・小売業      ○   ネットを利用した PR と販売 

卸・小売業 ○  ○   ○   
新規事業の柱をいくつか作ることと、人材確保

のための企業ブランド力の強化を図りたい。 

金融保険業       ○ 
地域活性化

の支援 

銀行として地域活性化に向けた様々な支援

（銀行として出来うる範囲ではあるが）を行って

いきたい 

金融保険業     ○ ○   
地域密着型金融の機能強化や、地域活性化

のための取り組み 

学校教材 

販売業 
  ○      技術科体育音楽新分野への進出 

 

問 34 雇用促進や産業振興のため、行政が行うべき施策について 

業種 内  容 

農林漁業 

雪害復旧で大変お世話になりありがとうございました。このありがたみを忘れずに生産活動して

いきます。今年は新潟の菓子学校と北佐久農業高校の生徒が実習に来て、来春就職したいと

いう申し出があり、採用を決めました。実務の体験もなく求職する学生よりもずっと期待感があり

ます。今後の取り組みとして、夏休みを利用した農業体験の受け入れを考えています。養鶏と宿

泊は当社でできますが、他作物の受け入れや募集方法など一緒に考えていただけるとありがた

いです。 

製造業 I ターンや U ターンを促進するために何が出来るか。 

製造業 

若者が安心して働ける企業を増やしていかないと佐久地域はかなり厳しい状況になると思う。行

政が積極的に企業誘致や若者が地域にて定着できるようにマイホーム建設の支援などをしても

らいたい。 

製造業 
雇用促進のため、現在職業安定協会と共同で行っている合同説明会の回数を増やして頂きた

いです。 

製造業 
水資源と住環境には特筆すべきものがあるかと思われます。これを活用し、連携できる産業振

興を期待します。 

製造業 土地を有効活用し、更なる企業誘致を進めて下さい 

製造業 

産業の育成。起業家支援。特色ある産業への支援（例えば、佐久といえば○○業界シティと言っ

た産業ごと確保するくらい）。地域ブランドの確立。人材の確保、魅力作り（子育て支援、医療、

福祉の充実、人口流出の歯止め、教育機関の充実）。都市計画を含め、将来へのビジョンで若

者に夢を、子育て世代に安定を、高齢者に安心を、暮らしができる市政を。 

建設業 
業界は旧態依然として元請けだけが利益を上げられる仕組みになっている。そのスタイルは一

生変わらないと思う。零細企業の税金をもう少し安くしてください。 
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業種 内  容 

建設業 

１）設備投資に対する助成等は、すべての業種において、簡素・公平な制度の導入、構築を希

望します。１）産業支援施策等、企業の相談対応の窓口一本化（ワンストップ）およびレスポンス

タイムの向上を希望します。１）償却資産課税の地方税法上、許容範囲内において、現状に適

応した（残存価格の税務申告との整合等）評価に見直しを希望します。 

電気・ガス・水

道・熱供給業 
若い人に税制面で優遇を！箕輪町のように！ 

情報通信業 

・有名大学や有名大学の分校の誘致・大企業の誘致・市外の人材を獲得するにあたっての交

通費等の経費補助（企業・人材に対して）・移住を推進し、10万人を切らないようにして欲しい・

都市交流をより推進すると供に、都市部と新規交流を行って欲しい。 

運輸業 

佐久平駅の｢プラザ佐久｣を利用される県外などのお客様より｢もっとお金を使っていいので、ゆ

っくり新幹線を待てる、飲食・休憩の店舗、特に食事がおいしい店舗を何店か出店して欲しい！

新幹線を待つ間はいつもイオンを利用しているか距離もあり、雨や雪の時間は行けない。新し

い駅舎はほとんど飲食店舗をたくさん持っているのに、佐久平駅にはそれがない」と最近よく利

用者の方から苦情があります。是非ご一考ください。 

運輸業 資格取得に対する補助の拡充をお願いしたい 

卸・小売業 事業所を廻るなど実態を把握し助言や助成をしていただきたい。 

卸・小売業 

上記に続きますが自然を利用したアスレチック、自転車ロードコースなど安価で楽しめるレジャ

ー施設と佐久市の特産物販売店・レストランなどの集合施設（可能なら温泉も）を希望します。

そこで雇用確保と過疎地空き家を安く提供し若い世代に佐久市に住んでもらえるようになると

人口増加につながるのではないでしょうか。また現在居住の若い子育て世代が空き家を安く利

用できることで子どもを沢山産んで欲しいです。 

卸・小売業 市で購入品は地元業者優先で 

卸・小売業 佐久市内の公的機関への大物退職者の再雇用をなくし、雇用活性化を望む 

卸・小売業 土地の有効利用への誘導。農地転換。企業誘致。 

金融保険業 
人口自然減の対応として少子化対策。高齢化に伴う事業継承難による廃業対策。インバウンド

への対応。海外研修受入れ企業への支援など採用難対策。 

不動産業 
・雇用の補助金があるともっと積極的に雇用できる・他県への PR・公共交通へのアクセス、整

備 

専門サービス業 プレミアム商品券の発行。スポーツ施設の建設 

 
市の入札に赤字で出している業者がいる。市は低価格であれば全てが良い？商売は利益が

出てなりたつもの 
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Ⅳ．学校アンケート 

 

（１）高校 

 

問 2_2 就職先を探す地域に関して、生徒の希望 

内  容 

東京や愛知などの都市部へ進学する生徒が多い中、就職者は自宅から通える場所を選ぶ生徒が多い。 

普通科についてはほとんどが進学。（数名公務員志望） 

家から通勤できる企業を選ぶ傾向がある。 

一言でいうと、地元志向が強い（佐久市内という固定的な感覚だけではなく、南北佐久地域という広域の

意識を強く持っている。その上で就職を考えている）。 

 

 

問 2_3 就職先を選ぶにあたり、生徒の重視するものの傾向についての所感 

内  容 

自宅から近いこと、給料ができるだけ高いことばかり気にして仕事の内容が後回しになることが多い。 

重視するポイントとして、「給与」、「勤務地」、「仕事の面白さややりがい」の 3点をあげたが、それ以外で

も「企業の安定性・将来性」、「就業時間・福利厚生」、「自分のスキル・経験が生かせること」の各項目に

ついては重視している生徒もかなり存在する。 

 

 

問 2_4 力を入れている人材育成の具体的な内容 

内  容 

仕事の内容よりも内部の人間関係で離職することが多いので、職場で良好な人間関係が築けるようにコ

ミュニケーション能力の育成に力を入れている。 

基礎学力アップのため各教科で課題、小テストなどを行い、知識力を上げている。班活動（部活）や生徒

会を自主運営させ、生徒間で引き継ぎ、先生の力をできるだけ借りないようにしている。 

3つの専門性、特徴を持つ学科が存在するため、全ての項目が必要とされる内容であることから、挙げら

れた項目全てについて取り組んでいる。 

 

問 2_6 地元就職支援として、実践している取組内容 

内  容 

地元に戻っている先輩が後輩をよべるようにならないか、地元に戻る学生を大切にしてほしい。戻って来

られるような魅力の発信。 

実践している取組をひとつだけ回答する設問だが、「地元企業への採用枠の確保」、「地元企業への生

徒の推薦」についても企業の皆様と連携する中で努力している内容である。 
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問 2_7 若者の地元就職にどのような課題があるか具体的内容 

内  容 

生徒の希望する職種と求人がなかなか合わない。 

進学後、卒業したあと地元に戻ってきたいと考えている学生はいるが、都市部で就職するケースが多い。

看護医療系に進んだ生徒は戻ってくるケースが多い。 

若者（生徒、児童）が地元に残っていく為には、企業の活躍（評判）は当然価値をもつものとなりますが、

その前段の事柄として、企業を知る、把握することはたいへん重要な意味を持つと考えています。それが

現状としては不十分であり、課題の大きな一つであるといえるのではないか。（個人的見解） 

 

 

問 2_8 地元就職が進む行政の具体的取組案 

内  容 

大学進学者に対しての情報の提供 

さらに就職に直結する活動（資格取得など）への人的・経済的な部分で強力な支援。支援の一つとして学

校の教育活動において直接参画されるような具体的な対応が効果的ではないかと考える。（連携、相

談、理解が前提とはなるが・・・） 

 

 

問 3_1 佐久市行政や若者の教育、就職に関しての意見 

内  容 

人口減の問題は待ったなしの課題。戦略的に計画的に手を打つ必要がある。 

地元企業を伝える、教える、知らしめる、触れる活動を是非実施してほしい。佐久市内に上級学校の新

設誘致（産業、地域経済に価値があり公立ともなれば必ず人が集まる分野の開設（例えば、工学など） 
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（２）大学・専門学校 

 

問 3_2 学生の就職希望地域の傾向についての所感 

内  容 

地元志向が強く、出身地で就職先を探す学生が多い 

全員ではないが、自分の家の近くで探す学生は多い。奨学金の貸与があり、勤務病院次第で

決まってしまう場合有。 

県内でも市街地にある厚生連病院エリア 

地元志向が強い傾向にある 

 

 

問 3_3 学生の就職先の傾向について所感 

内  容 

正直なところ、給料、休日等を重視していると思いますが、新卒者の退職理由として人間関係

が一番であることから働きやすさ（人間関係）を上げる学生が多い。実習等で慣れた施設へ就

職を決める傾向もある。 

看護学生の場合、働きたい領域で選んだり、各病院の特徴や専門性で選んだり、用務内容で

考える学生が多い。 

家から通える会社を選び、また、学校で学んだことを生かせる仕事に就職先を決める傾向にあ

る 

 

 

問 3_4 力を入れている人材育成の具体的な内容 

内  容 

選択肢に挙げられた項目の力を身につけるのに、授業で身につけることには難しいと感じる。

地域との交流、グループワーク、学友会等の活動を位置づけすることも必要だと思う。この辺は

授業等で教員が工夫しているが本学の課題でもある。 

幅広い教養、柔軟な対応力、自ら考える力、コミュニケーション力、知識の蓄積、情報の統合と

分析。学士力の育成。 

検定取得によりスキルの向上と自信が付くので、その検定取得指導を行い、社会人になる前の

ビジネスマナーとコミュニケーション能力の向上の指導 

 

 

問 4_2 地元就職支援として、実践している取組内容 

内  容 

得に地元だからという事で支援していない。就職を希望する学生にはどこであろうと平等に支

援を行なっている。 

地元就職に対して特別に支援をすることはない。 

厚生連病院に就業前提としての入学のため地元に限らないこともあります。将来的には出身地

へ戻り活躍を望みます。 



44 

問 4_3 若者の地元就職にどのような課題があるか具体的内容 

内  容 

学生を見ていると待遇面の他、人間関係に対して気にしている感じがある。就職についての課

題というより福祉関係の進学・就職者が少ない事に問題がある。 

看護職は売り手市場であり、逆にどこに希望しらたいいか迷う学生がいる。 

地元の合同会社説明会などに地元企業の方の積極的な参加を求めています。 

 

 

問 4_4 地元就職が進む行政の具体的取組案 

内  容 

地元の大学と地域（企業、小・中・高校）との交流の場を設け広く地元の大学を知っていただき

たい事と、大学に対する意見を聞きたい。 

地元の学校（大学）と地域（企業、小・中・高校生）との交流の場を設け、広く地元の大学を知っ

ていただきたい。 

 

 

問 5_1 佐久市行政や若者の教育、就職に関しての意見 

内  容 

本校は今年度より休校となり学生募集を停止致しました。今後は本校のあり方について研究、

検討し、新たな専門学校として再スタートできるよう考えております。 

地元へ就職という事だけの問題でなく地域全体の問題として捉え、就職前に地元へ進学する働

きかけ（流出率をおさえる）が必要である。小・中・高と連携して職業教育（体験、見学、出前講

義など）を実施すること検討してほしいと思います。医療、福祉等から佐久市が全国のモデルと

なってほしい。 

 

 

 


