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・ 自然が豊か

・ 災害が少ない

・ 水・空気・星空がきれい、水・空気がおいしい

・ 晴天率が高い・気候が良い

・ 景観の美しさ

・ 農産物が豊富・農業が盛ん

・ 平坦で広い

1 環境が良く住みやすい

2 自然が豊か 女性 70代以上 野沢地区

3 自然、農産物 女性 30代 野沢地区

4 自然が多く空気が、水が良い 女性 70代以上 望月地区

5 自然のところ。千曲川 女性 60代 野沢地区

6 豊かな自然環境がまだまだ残っているところ 女性 60代 野沢地区

7 自然環境 男性 70代以上 野沢地区

8 恵まれた自然環境 男性 60代 望月地区

9 自然が豊か 男性 70代以上 中込地区

10 豊かな自然環境がまだまだ残っているところ 50代 中込地区

11 豊富な緑、川 女性 70代以上

12 緑豊かな環境づくり 男性 70代以上 浅間地区

13 自然が豊か。水がきれい。 女性 60代 臼田地区

14 自然 男性 50代 東地区

15 自然が多く住環境が素晴らしい 男性 60代 望月地区

16 自然環境 女性 60代 浅間地区

17 自然があるところ。水が美味しいところ 女性 40代 臼田地区

18 自然環境 男性 60代 野沢地区

19 自然が多く運動公園もあり、子供たちが楽しく元気に過ごせる 女性 60代 中込地区

20 海が遠く山がたくさんあるところ 女性 30代 野沢地区

21 自然、健康の豊かさ 男性 10代 臼田地区

22 市の中心部にまだ自然も残っていて完全に都市化されてないところ 女性 40代 浅間地区

23 四季の変化。交通の便。 男性 70代以上 浅間地区

24 自然が多い 女性 10代 東地区

25 自然が豊かである。交通の便が良い。 女性 50代 野沢地区

26 自然豊かで空気、水がきれい。新幹線、高速道路により交通の便が良い。 女性 60代 野沢地区

27 環境、文化の整備が進んでいる 男性 50代 臼田地区

28 程よい自然環境をこのまま維持して頂きたいです 女性 60代 中込地区

29 自然が豊か 女性 40代 浅間地区

30 自然が多く程よい街であるところ 女性 30代 浅間地区

31
静かでのびのびしている。晴れ多い。全国区のイベント（バルーンフェスティ
バル）の開催

女性 40代 野沢地区

32 自然が豊か。四季がはっきりしている。星がきれい。医療が安心。 男性 60代 東地区

33 緑豊かな所。佐久平が発展している所。長寿な所。 女性 10代 中込地区

34 自然が多い。 女性 20代 望月地区

35 緑が多く、果物、野菜、米などがたくさんとれ地産地消の所です。 女性 50代 臼田地区

36
自然環境が良い。都市からの移住者の増加→地域の活性化。都心への交通の便
利さ。

女性 20代 望月地区

37 自然がいっぱい 男性 50代 望月地区

38 自然に恵まれている 男性 60代 野沢地区

39 自然に恵まれ住みやすい 女性 40代 野沢地区

40 緑の多い落ち着いた街並みが多くあること 女性 60代 野沢地区

佐久市のよいところ

１「自然環境」について
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佐久市のよいところ

41 自然環境が良い 男性 60代 中込地区

42 澄み渡る佐久の大自然を大切に守る。 男性 70代以上 浅間地区

43 豊かな自然をとゆったりとした人付き合い 男性 60代 中込地区

44 自然、気候、立地条件 50代 中込地区

45 自然豊か 女性 60代 東地区

46 自然豊かでのどかなところ 女性 30代 浅間地区

47 自然豊か。近所付き合い。 女性 50代 浅間地区

48 自然、田畑が多く住みやすい。近所の助け合いがある。 女性 50代 野沢地区

49 自然が多く住みやすく他に比べて災害が少なく安心度が少ない 女性 60代 臼田地区

50 豊かな自然 女性 40代 浅間地区

51 佐久市の自然 男性 70代以上 野沢地区

52 里山、田園、水辺に季節の自然を感じられる。 女性 70代以上 野沢地区

53 田園都市型である 男性 70代以上 浅間地区

54 自然豊かな所 男性 50代 望月地区

55 自然環境豊かな所 男性 60代 望月地区

56 田園都市 男性 30代 臼田地区

57 自然が豊富。医療機関が充実 男性 60代 野沢地区

58 自然な所 男性 70代以上 浅間地区

59 適度に田舎っぽさが残っているところ 女性 30代 浅間地区

60
自然災害が少なく豊かな自然があり、冬の寒さを我慢すれば安心して生活出来
る。長寿の市としての健康づくり、健康増進体制の充実さ。介護施設が充実し
ている

男性 60代 中込地区

61 自然環境に恵まれた地域であること 男性 70代以上 東地区

62 自然が多い。空気がおいしい。 女性 10代 浅間地区

63 自然が豊かで、四季が感じられるところ。医療機関が充実しているところ。 男性 60代 臼田地区

64 自然環境が良い 女性 50代 浅間地区

65 自然、人が優しい 女性 30代 中込地区

66 自然豊かな所が沢山あるので使用した方が良いと思います 女性 50代 望月地区

67 自然環境がすばらしい。お年寄りの人達が元気で明るい 女性 60代 望月地区

68 自然が残っている。住みやすい 女性 40代 中込地区

69 自然も十分にあって、他の町、市にも劣らないお店やイベントがあるところ 女性 20代 望月地区

70 自然 女性 20代 浅科地区

71 自然、高い建物がないところ 女性 40代 野沢地区

72 自然が多く残っているところ。りんごが美味しい 女性 30代 野沢地区

73
自然が豊かなところ。子供が産まれて、サングリモなどの広場があり助かる
所。

女性 30代 中込地区

74 自然が良い 女性 60代 臼田地区

75 自然環境のみ 男性 50代 浅間地区

76 自然が豊かなところ 男性 70代以上 東地区

77 自然 女性 60代 野沢地区

78 自然が素晴らしい 女性 60代 野沢地区

79 自然豊かで住みやすいのではないか 女性 60代 野沢地区

80 自然と共存し、自然とともに暮らしていける場所であるところ 女性 50代 臼田地区

81 山紫水明で自然が豊富 男性 70代以上 中込地区

82 佐久平で浅間・立科の風景はすばらしいし、誇りに思います。 女性 50代 東地区

83 里山に近い自然環境が残っている。 女性 70代以上 東地区

84 自然環境 男性 70代以上 望月地区

85 自然の中 男性 70代以上 望月地区

86 自然が豊かで比較的災害が少ない 女性 60代 浅科地区

87 浅間山、農業、自然 20代 中込地区

88 自然が多く延びしろが有る 女性 60代 東地区

89 自然が豊。災害が少ない 男性 70代以上 野沢地区

90 豊かな自然。人の温かさ 女性 40代 浅間地区

91 緑が多い 女性 70代以上 浅間地区
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佐久市のよいところ

92 緑の多い自然をこのまま残し、崩さないでほしいです 女性 60代 臼田地区

93 自然の美 男性 70代以上 臼田地区

94 自然豊かでのんびり出きるところ 女性 30代 野沢地区

95
自然が多く、買い物も便利。ケーキが美味しいお店が沢山ある。新幹線、高速
道路のインターがあり、便利。

女性 30代 浅間地区

96 自然豊かで災害の少ないところ 男性 60代 浅間地区

97 自然が豊かなところ 男性 50代 望月地区

98 身近に自然がある。 男性 40代 浅間地区

99 自然が豊かで食べ物が美味しい 女性 60代 野沢地区

100 みどりが多いところ 女性 70代以上 臼田地区

101 自然が多く、病院などが近くに割合数多くあるので安心なところもある 女性 30代 浅間地区

102
自然がたくさんあるところ。出かける時カギをかけていなくても大丈夫なとこ
ろ。近所とのつながりが多い

女性 50代 望月地区

103 豊かな自然。空気がうまい 男性 60代 東地区

104 自然。交通網 男性 60代 野沢地区

105 自然環境 男性 70代以上 中込地区

106 住みやすく自然が多い 男性 30代 浅間地区

107 豊かな自然に恵まれた生活に便利な町 男性 70代以上 浅間地区

108 自然豊かで生活しやすい場所 女性 40代 浅間地区

109 自然豊かで新幹線で都会への行き来が楽なところ。地域の交流が多い。 女性 20代 野沢地区

110 自然、気候、健康長寿 男性 40代 望月地区

111 手入れのいき届いた里山 女性 70代以上 野沢地区

112 水田が多く自然が豊か 男性 60代 野沢地区

113 自然が豊かな所（特に水がきれいでおいしい） 女性 60代 野沢地区

114
自然がたくさん残り、浅間山・千曲川など心が豊かになる景観がある。商店街
もそれぞれ独自で工夫されている。観光の名所も多い。（PRはまだまだだと思
いますが）

女性 50代 臼田地区

115 自然豊かで、水がおいしい。長寿。盆地な為、冷涼。 男性 10代 浅間地区

116 自然環境に恵まれている事 女性 70代以上 浅間地区

117 豊かな自然、景観がすばらしい。新幹線の停車駅である利便性。 女性 50代 浅間地区

118 豊かな自然と田園都市 男性 60代 浅科地区

119 自然豊かな所 女性 70代以上 望月地区

120
自然環境に恵まれているところ。交通の便がよいところ。医療施設が充実して
いるところ。

50代 中込地区

121 良い自然が残っているところ 男性 40代 望月地区

122 自然環境に恵まれ心豊かに生活できていると思います。 女性 70代以上 中込地区

123 自然豊かな町 男性 70代以上 野沢地区

124
今の自然が失われず災害や犯罪の少ない所が、このまま続けばいいと思いま
す。

女性 60代 野沢地区

125
自然環境がまだ維持されていて、軽井沢にも近くおしゃれなお店がある。（レ
ストランなど）また日帰り温泉も近く、定年後には住みやすい。

男性 50代 浅間地区

126 自然が豊か 男性 40代 浅間地区

127 自然環境。名所、旧跡の多さ 男性 70代以上 臼田地区

128 自然環境を残していきたい。 男性 60代 中込地区

129 環境はとても良い。自然災害も少なく、この町でいきいき生きていたい。 女性 60代 中込地区

130 自然豊かな所。 男性 30代 望月地区

131 自然の景観が良い。空が澄んでいて星がきれい。 男性 10代 中込地区

132 豊かな自然 女性 50代 望月地区

133 豊かな自然 男性 70代以上 浅間地区

134 自然が豊か。地域のつながりがある。 女性 40代 野沢地区

135 豊かな自然環境 男性 60代 浅科地区

136 自然が豊かなところ 女性 30代 望月地区

137 自然が美しい。 女性 60代 臼田地区

138 自然豊かな所。高齢者への福祉の充実 男性 20代 中込地区
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佐久市のよいところ

139 自然が美しい 男性 60代 望月地区

140 自然が多い 女性 30代 浅間地区

141 自然環境 男性 70代以上 野沢地区

142 自然環境が美しいこと。医療機関が充実していること。 男性 70代以上 浅科地区

143 自然環境が良い所 男性 70代以上 浅間地区

144 自然豊かな長寿の市 女性 30代 野沢地区

145 緑が多い。空気が澄んでいる。大きい災害がない。野菜、米がおいしい。 女性 60代 野沢地区

146 自然環境がまだ沢山有る事 女性 70代以上 浅間地区

147 自然が豊か。住んでいる人も良心的な人が多い。 女性 30代 臼田地区

148 みどり豊かな自然環境 男性 60代 野沢地区

149 自然環境・水・空気 男性 70代以上 野沢地区

150 豊かな自然と農作物。医療機関の充実 女性 60代 浅間地区

151 自然 女性 30代 東地区

152 周辺部は都会の方々がうらやむような自然環境がある。文化遺産がある。 男性 60代 中込地区

153 緑豊かな自然と澄んだ空気 女性 60代 浅間地区

154 緑豊かで、山・川・畑が美しい。 男性 50代 中込地区

155 自然が豊か。夏は涼しい。 男性 50代 東地区

156 自然に恵まれ医療も充実していると思います。災害もほとんどない。 女性 60代 中込地区

157 自然。医療が充実している。（クリニックなどが多い） 女性 50代 浅間地区

158
自然豊かなところ。人と人とのつながり、ふれあい、助け合いが大切にされて
いるところ

女性 40代 中込地区

159 自然に恵まれているところ 女性 40代 臼田地区

160 自然に恵まれていて、東京への交通の便が良い。 男性 50代 東地区

161 自然が豊かなところ 女性 50代 臼田地区

162 手を加えない山や川が残っていますように 女性 70代以上 野沢地区

163 自然環境 男性 70代以上 浅間地区

164 自然 女性 50代 望月地区

165 自然に恵まれている。人情にあつい。 男性 70代以上 東地区

166 自然豊か。医療機関が充実している。気候が良い。 男性 50代 野沢地区

167 自然 男性 60代 浅科地区

168 豊かな自然と農林水産業が盛んなまち。首都圏に近いまち 男性 70代以上 臼田地区

169 自然に恵まれている環境の保持（健康長寿社会の充実化） 女性 60代 野沢地区

170 自然環境が良い 男性 60代 野沢地区

171 田畑が多く地下水も豊富で自然が豊かであること 女性 60代 中込地区

172
自然が美しいところ。地域医療が充実している。東京に一時間半くらいで行け
ること。都会から一時間半くらいで来れること。

女性 60代 臼田地区

173
自然が豊か。飲料水が安全。農作物の種類が豊富。環境悪化させないで欲し
い。

女性 60代 臼田地区

174 自然と人情 女性 60代 浅間地区

175 自然環境が良いところ 女性 70代以上 浅間地区

176 自然環境が良い。災害が少ない。 女性 60代 浅間地区

177 緑が多く自然がある。空気が良く水がおいしい。交通の便が良い。 男性 70代以上 中込地区

178 自然が豊富で災害が少ない所 男性 70代以上 浅間地区

179 自然が豊かであるとこ 女性 60代 中込地区

180 自然（星、空） 女性 50代 臼田地区

181 自然が良い事 女性 70代以上 東地区

182 自然が残っているところ。商、工、農が共存するところ。 女性 60代 野沢地区

183
自然が豊かで空気がおいしい。寒暖の差が激しい分野菜のおいしさが際立って
いる。

女性 60代 中込地区

184 豊かな自然環境 男性 60代 中込地区

185 緑の多い町 女性 50代 中込地区

186 自然が豊か。 女性 70代以上 東地区

187 環境が良く（緑がきれい）人柄も良い 女性 70代以上 浅科地区

188 自然環境が良い。災害が少ない。日照時間長い 男性 70代以上 野沢地区

4



佐久市のよいところ

189 豊かな自然環境。優れた景観（山、川、等）素朴な気質。首都圏に近い。 男性 60代 臼田地区

190 自然が多く都心へのアクセスが良い。 女性 40代 浅間地区

191 自然環境が豊か 男性 60代 浅間地区

192 豊かな自然環境 女性 60代 浅間地区

193 自然環境が良い。 女性 70代以上 浅間地区

194 自然が豊かで空気がきれい。大きな災害がない。 女性 70代以上 望月地区

195 豊かな自然環境をもっと大切に 男性 70代以上 野沢地区

196
佐久市には多くの自然があるのでこの自然を１０年後にも残していってほしい
と思う。

男性 10代 浅間地区

197 豊かな自然。長寿。 女性 40代 浅科地区

198 自然豊かな所 女性 50代 望月地区

199 自然環境、風景（山、川） 男性 70代以上 臼田地区

200 自然が豊かななので景観を残したい 男性 20代 臼田地区

201 自然が豊かである 女性 60代 望月地区

202 自然豊か 女性 50代 浅科地区

203 自然豊かで多くの種類の作物が作られている。 女性 70代以上 野沢地区

204
自然が豊かである(壊さない)人柄が素朴である。医療機関が充実している。佐
久駅があること。

女性 70代以上 中込地区

205 自然が多い事 男性 60代 東地区

206 自然との調和があり、のどか 男性 70代以上 浅間地区

207 自然が多い所 女性 40代 臼田地区

208 自然環境が良いと思うので、このまま維持できればいいと思う。 女性 50代 浅科地区

209 自然と人柄 女性 10代 望月地区

210 自然環境や天候に恵まれている。 男性 60代 野沢地区

211 ある程度自然が残り、大型店舗もあり、活性化しているので生活しやすい。 女性 20代 浅間地区

212 自然が豊かとほどよい生活感 女性 60代 東地区

213 近くに自然が多く、病院の数など充実していると思います。 女性 50代 望月地区

214 自然ゆたかな所 男性 40代 中込地区

215 自然が多いところ 男性 40代 中込地区

216 自然、土地、人口密度（都会過ぎず、田舎過ぎず） 男性 50代 臼田地区

217 自然に恵まれ風光明媚なところ。晴天率が高く災害等が少ない所。 女性 60代 臼田地区

218 千曲川や周囲の自然環境がすばらしい。景観が良い。 男性 40代 浅間地区

219 自然環境 男性 40代 臼田地区

220 自然が豊か 男性 60代 東地区

221 自然がすばらしく、長寿の里であること 男性 60代 浅間地区

222 緑が豊かなところ 男性 10代 中込地区

223 自然や文化遺産が多くあること 30代 野沢地区

224 自然が豊か。交通の便がいい。（隣接県に行きやすい） 女性 40代 浅間地区

225 緑多き、水清き所 男性 60代 中込地区

226
自然が多く空気の良いところ。物価が安いところ。野菜が美味しいところ。星
空がきれいなところ。

女性 40代 浅間地区

227 自然が多いところ 女性 40代 浅科地区

228 自然があり、また交通便が都会から来るには良い。 60代 野沢地区

229 自然が多い 女性 40代 望月地区

230 自然。地域行事 女性 30代 東地区

231 まだ少し自然が残っているところ（牧場他とか） 女性 60代 中込地区

232 美しい自然。農作物がおいしい。安心して住んでいられる。 女性 50代 浅科地区

233 自然豊かな所。空気がおいしい。水がおいしい。 女性 10代 東地区

234 自然豊かなところ。住みやすいところ。 男性 40代 東地区

235 自然豊かな、安全で安心して生活が出来るまち。 女性 40代 浅間地区

236 自然環境が良く災害が少ない 男性 70代以上 野沢地区

237 自然が豊かで人がやさしい町 女性 60代 浅間地区

238 自然環境 女性 60代 浅間地区
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佐久市のよいところ

239
四季があり自然に囲まれ住みやすいところ。災害や地震もなく、山に囲まれて
いて空気も良く住みやすい。

女性 40代 浅間地区

240 自然が豊か。高齢者が現役で活躍し、”達者”な方が多い。 女性 50代 浅間地区

241 駅前にも自然が多く残っている。 男性 30代 浅間地区

242 自然が豊かで、商業・工業・農業のバランスがある程度良いところ。 男性 50代 臼田地区

243 水田や畑、里山などの自然を多く残している所。 女性 40代 中込地区

244 自然が豊かでアクセスも良い。子育てしやすい（児童館の充実） 女性 30代 浅間地区

245 自然豊か 女性 30代 野沢地区

246 自然が豊か。人情が厚く人柄が良い。親切。災害が少ない。 女性 60代 臼田地区

247 自然豊かな環境。都会からのアクセスのよさ。大きな災害が少ない。 男性 30代 野沢地区

248 自然が多い 女性 60代 浅科地区

249 自然があり災害も少なく安心して暮らしていかれるところ 男性 40代 中込地区

250 豊かな自然 男性 20代 東地区

251 小川でも魚がとれて、ホタルが毎年とんでいる 女性 20代 臼田地区

252 自然豊か。キジやタヌキが生息している 女性 10代 東地区

253 自然災害が少ない。特色ある観光ベントが多い 女性 60代 浅間地区

254 災害が少ない 男性 60代 浅間地区

255 災害が少ない。元気で長生きの人が多い。日照時間が長い。 女性 60代 望月地区

256 地震など大きな自然災害に対しての可能性が低い地域であること

257 自然災害が少ない。晴天率が高い。 男性 60代 野沢地区

258 他の地域に比べ災害が少ない。 女性 10代 野沢地区

259 災害が少ない。 男性 30代 臼田地区

260 災害が少ないと思う。 女性 60代 浅間地区

261 空気が良く災害が少ない。人間が良く住みやすい。 女性 40代 野沢地区

262 災害が少ない。東京に近い。坂が少ない。 女性 20代 浅間地区

263
災害が少なく晴天率の高い恵まれた自薦環境があり、市民参加型文化活動（音
楽、演劇、伝統芸能）などがある

女性 40代 臼田地区

264 天災害が少ない 女性 60代 浅間地区

265
雨、災害が少なく平坦部が多い事→生活が楽である。東京などからの交通の便
が良い→都市居住者との交流が図りやすい。

男性 60代 浅間地区

266 災害が少ない。健康長寿。 女性 40代 野沢地区

267
平坦な土地で災害もなく良い所だと思います。医療関係も充実していると思い
ます。病院、医院も多い方だと思います。

女性 70代以上 野沢地区

268 地震が少ない。大雨、大雪が少ない所 男性 20代 野沢地区

269 自然災害があまりないところ。道路が整備されてどこへ行くのも割と楽です。 女性 50代 臼田地区

270 全国に比べ、災害など少なく、暮らしやすい所です。 男性 70代以上 臼田地区

271 自然災害がない 男性 60代 東地区

272 災害が少ない 女性 10代 浅間地区

273 災害が少なく川、山、自然が多いこと。 男性 60代 中込地区

274 災害が少ない。自然が豊か 女性 40代 野沢地区

275 災害が少ない 男性 40代 浅間地区

276 自然と災害が少なく住むにはすばらしい 女性 60代 浅間地区

277 過ごしやすく、災害が少ないこと。 女性 30代 野沢地区

278 自然災害が少ない 男性 40代 望月地区

279 自然災害が少ない所 男性 60代 野沢地区

280 災害がなくて住み良い佐久市です。冬期間寒いので玉にきずです。 男性 70代以上 臼田地区

281
活断層がなく暮らしやすいと思っている住人が多いこと。時として良い
が・・・。

女性 60代 中込地区

282 寒いけれど雪の量は少ない。日照時間が長い。天災が少ない 女性 40代 東地区

283 大きな災害もなく、静かに暮らせる所 女性 60代 野沢地区

284 災害が少なく良質な水（飲料）に恵まれていること。自然環境（周辺） 男性 70代以上 中込地区

285
災害による被害が少ない。空気がおいしい。緑が多い。温泉施設が近場に多
い。東京に行きやすい。

女性 30代 野沢地区

286 大きな災害がないところ 女性 60代 浅間地区
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佐久市のよいところ

287 天災が少ない。水や空気がきれい。日照率が良い。 男性 70代以上 野沢地区

288 災害が少なく安全、安心の街 男性 70代以上 浅間地区

289 自然災害が少ない。水、空気が良い。首都に近い。 女性 70代以上 浅科地区

290 災害少なく、星がきれい。 女性 60代 臼田地区

291 自然も美しく、大災害も少ない所 女性 70代以上 東地区

292 活断層がなく、地震に強い土地。災害に強い土地は利点。 男性 50代 浅間地区

293 災害がない所 70代以上 浅間地区

294 災害がなく住み良い 女性 70代以上 浅間地区

295 災害の無い地形 男性 40代 野沢地区

296 災害ない所 女性 70代以上 野沢地区

297 災害が少ないので住みやすい 女性 30代 東地区

298 大きな災害が少なくて住みやすい 男性 40代 臼田地区

299 災害が少なく自然が多く住みよい市 男性 60代 浅科地区

300
災害が少なく過ごしやすい。又、街中に目立ったゴミがなく、快適に過ごせる
きれいな環境を持っていると思う。

男性 30代 臼田地区

301
平地が多く自然災害も少なく生活するうえで交通機関にも恵まれ便利で生活で
きること。

女性 70代以上 浅間地区

302 災害が少なくて住みよい 男性 40代 浅間地区

303
大きな災害が少ないところ。お店が充実している。交通の便が良い（イン
ター、新幹線）

女性 40代 東地区

304 大きな災害がなく住みやすい佐久市です 女性 70代以上 望月地区

305
とにかく災害が少ない市。平らな土地が多い。アイディア次第では利用方法た
くさん考えられます。

男性 60代 浅間地区

306
台風、地震とか災害が少なく海はないけれど360度、四季織りなす山々の景観。
特に北アルプスの山々（佐久から見える）とても心和ませてくれます。

女性 60代 望月地区

307 災害が少ない 女性 60代 浅間地区

308 地震が少ない。天気が良い。野菜、果物が豊かでおいしい。 女性 70代以上 中込地区

309
自然災害の少ない、日照が多いこと。四方にすばらしい山並みが見える。自然
食材が沢山。

女性 70代以上 浅間地区

310 大規模災害がないところ 女性 50代 浅間地区

311 災害が少ない。 男性 70代以上 野沢地区

312 自然災害が少ない 男性 60代 浅科地区

313
自然災害も少なく過ごしやすい地域。発展するのもいいけど、自然を大切にし
ていってもらいたい。

女性 20代 中込地区

314 今は災害が少なく暮らしやすい。 女性 40代 野沢地区

315 災害のないところ 女性 70代以上 中込地区

316 自然災害が限りなくゼロ％であるところ 男性 60代 浅科地区

317 災害が少ない 女性 60代 中込地区

318 天災被害の少ない所。地域（隣組意識）団結 女性 50代 浅間地区

319 大きな自然災害にみまわれにくい地 男性 50代 浅科地区

320 地震の影響を受けづらい。日照時間が多い。 男性 50代 浅間地区

321 災害が少なく、自然が美しい所。きれいな空気とおいしい水。 男性 70代以上 望月地区

322 災害が少なくて良い。 女性 70代以上 野沢地区

323 大きい災害が無く、住みやすいと思う。 女性 60代 浅間地区

324
最近、全国的に大災害が発生していますが、佐久市は地理的にも恵まれている
のか、台風、地震、大洪水などにあわず良い場所だと思います

女性 70代以上 野沢地区

325 災害の少ないところ 男性 70代以上 野沢地区

326 水、空気がおいしい 女性 50代 中込地区

327 空気がきれい 男性 50代 野沢地区

328 空気と水が良い。 男性 70代以上 浅間地区

329 空気がきれい、自然がある 女性 60代 野沢地区

330 田園都市の典型、水と空気がきれい 男性 50代 臼田地区

331
きれいな空気。高齢者も農業に従事し、おいしい野菜や果物の生産に励んでい
るところ

女性 40代 浅間地区

332 緑が多く、空気がキレイ 女性 50代 東地区
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333 青空、水質が良い 女性 40代 浅間地区

334 水が美味しい。空気がきれい。星がきれい。駅周辺が活性化していて便利。 女性 20代 臼田地区

335 水がキレイなところ。自然豊かなところ。農産物が豊か 男性 30代 臼田地区

336 空気と水 女性 70代以上 浅科地区

337 冬でも晴れた空は青い。災害が少なく住みやすい 女性 40代 中込地区

338 星がキレイ。晴れが多い 女性 30代 野沢地区

339
空気がきれい。自然が多い。教育機関の充実（高校が多い）。医療機関の充実
（病院が多い）。

女性 70代以上 野沢地区

340 緑と空気と水がきれい事。新幹線の駅が近い事。 女性 70代以上 望月地区

341 空気がきれいなところ 男性 60代 東地区

342 空気 男性 30代 望月地区

343 空気が澄んでいる。 男性 50代 浅科地区

344 空気良し、水良し、自然に恵まれている。 女性 70代以上 野沢地区

345 空がきれい。人が穏やか。水が澄んでいる。 女性 60代 野沢地区

346 空気がキレイ。土地が平。 女性 20代 野沢地区

347 きれいな空気、水、川、畑、山など、自然豊かな環境。 女性 50代 東地区

348 飲料水と空気 男性 70代以上 中込地区

349
空気がキレイ。空がキレイ（特に星空がキレイ）。東京に近い。長寿の街。農
村医療に長けている。佐久平は信州の高原群に囲まれている。温泉がある。

男性 70代以上 中込地区

350 良質の水。澄んだ空気。自然災害が少ない 女性 60代 野沢地区

351
水がきれい、川がきれい。水田にはたにしやどじょうがいる。工場の廃棄が少
ない。医療が充実している。（病院が多くある）

男性 60代 野沢地区

352 空気・水が良い 男性 30代 野沢地区

353 空気がきれいな所 女性 70代以上 野沢地区

354 水がイイ。山がキレイ。野菜の直売所がたくさんあってイイ。 男性 50代 中込地区

355 空気、水がきれい 女性 60代 望月地区

356 静かで星がきれい 女性 20代 野沢地区

357 空気がきれい 男性 70代以上 浅科地区

358
山や畑が残り空気、野菜もおいしい。買い物も不便せず生活しやすい。新幹線
もある為東京からも来やすい。

女性 30代 臼田地区

359 空気がきれい。水がおいしい。 女性 30代 中込地区

360 空気、自然。災害がない。 男性 40代 浅科地区

361 水がおいしく空気が澄んでいる事。晴れの日が多い事も良い 女性 60代 浅間地区

362 水資源の保護 男性 50代 浅間地区

363 空気がきれいで景色が素晴らしい。ほんとに今は素敵な町です。 女性 70代以上 臼田地区

364 水がきれいなこと。自然が身近にある事。のどかなところ 男性 70代以上 中込地区

365
空気が澄み切っている。川がきれい。山の幸が豊富。美味しいものが取れる。
高原都市。春夏秋冬がはっきりしている。特に夏は涼しい。冬は寒い。雪が少
ない。

男性 60代 東地区

366 清涼な空気、自然・都心への交通が便利。福祉政策の一定の充実度がある。 男性 60代 臼田地区

367 空気がきれい 女性 40代 浅間地区

368 空気、気候、住み良い、健康な老人が多い佐久市 男性 70代以上 浅間地区

369
空気がきれいな所。必ず流れる１７時の「からすと一緒に帰りましょ」のう
た。この曲を耳にすると一日が終わる気がします。気持ちがいいです。

女性 30代 東地区

370 水がおいしい、空気がきれい。温泉がたくさんある。 男性 30代 望月地区

371 水と空気がきれいで、食べ物もおいしく、自然環境が良い。 女性 50代 浅間地区

372

１．水、空気、空が美しくきれい。　２．晴天率が高く、精神衛生が良い。又
太陽光エネルギーなど利用最大。　３．東京に近く、通勤通学に便利。又東京
の文化にふれやすい。　４．医療が充実している。　５．主要な道が広く車で
走りやすい。　６．新鮮で美味しい野菜、果物が豊富。　７．世界的避暑地軽
井沢が近く、その商業施設やホテルなど、特別な文化も味わえる。

女性 50代 中込地区

373 空気がきれい 女性 10代 浅間地区

374
空気や景色がきれい。交通の便が良く、スーパーや大型商店があって生活に便
利な上、自然が程よく残っているところ。

女性 40代 浅間地区
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375 水もおいしいし、米もおいしいし、住みやすい 男性 10代 浅間地区

376
関東圏より近く日照時間が長い自然に恵まれた土地。交通網もしっかりしてい
る。

男性 30代 東地区

377 晴天率が高く自然災害が少ない 20代 浅間地区

378 晴天率が高い。おいしい農作物がとれる。 女性 30代 臼田地区

379 気候。高速交通網（新幹線、高速道路）住環境。 男性 40代 中込地区

380 天気が良い 女性 40代 浅間地区

381 気候も良く住みやすい 女性 50代 中込地区

382 四季を通じて過ごし易い気候 男性 60代 浅間地区

383 気候が丁度良い 女性 10代 東地区

384 気候 男性 60代 中込地区

385 気候風土 男性 50代 中込地区

386 四季がはっきりしており又晴天の日が多く自然災害も少なくとても暮らし易い 女性 70代以上 浅科地区

387 日本一晴れの日がある。空気、水、大地が純。 女性 60代 望月地区

388 晴天率の高い、明るい市。高速道路網の発展。（北に偏重しているが） 男性 40代 野沢地区

389 日照時間が長く、災害が少ない。 男性 40代 中込地区

390 冬でも晴天率が多く、夕焼けの素晴らしさ。災害が少ない。

391
気候が良い。（晴天の日多い）活気がある。明るい。広々としている。公民館
活動盛ん。老人が元気である。

女性 60代 浅間地区

392 日照がいい。わりと人がやさいい。 男性 40代 浅間地区

393 晴天率が高い。都会から近い。自然と町の調和がとれている。 男性 30代 浅間地区

394 住みやすくて気候がおだやか。災害が少ない。 男性 30代 浅間地区

395 日照時間が長いところ。水が豊富。 女性 50代 望月地区

396
市の運営に日夜努力してくださる各方面の方々にお礼を言います。気候も良く
自慢できる暮らしやすい市だと思います。

女性 70代以上 中込地区

397 住みやすい（天候や環境） 男性 30代 浅間地区

398 晴天率が高い。東京に近い。 女性 50代 浅科地区

399
冬期間以外は気候に恵まれ大変暮らしやすいのでこのような自然環境を生かし
た施策を希望します。

女性 60代 望月地区

400 気候が穏やか。東京へのアクセスが良い。 男性 40代 浅間地区

401 雨が少ない。日照時間が長い事。 女性 60代 東地区

402 気候が良い 20代 浅科地区

403 晴天率が高い 女性 20代 野沢地区

404 気候が良い。大都市に近い。 女性 40代 浅間地区

405 晴天率が高い。長寿のまち。空気、水がおいしい 女性 40代 臼田地区

406 夏、しのぎやすい。自然観が豊富。人が真面目 男性 60代 浅間地区

407 晴天。比較的便利 男性 30代 浅間地区

408
清々しい開放的な天気の良い所。交通網が良い。（松本へ以外）ゴミの出し方
が良い。

男性 30代 浅間地区

409 天候に恵まれていると思う。食物に恵まれていると思う。（野菜、果物など） 女性 30代 野沢地区

410 寒さ 男性 40代 中込地区

411 晴天率の高いところ 女性 60代 臼田地区

412 晴天率が高い（パラダのパンフのように） 女性 40代 臼田地区

413 晴天率が高いので、太陽光発電等自然エネルギーの活用が高く見込める 男性 40代 浅科地区

414 晴天率が高い。住みやすい 女性 40代 臼田地区

415 浅間山がきれいに見えるところ 女性 60代 浅間地区

416 美しい自然環境 男性 40代 浅間地区

417 田園風景 男性 70代以上 浅間地区

418 高いビルもなく浅間山が美しく見える 女性 60代 浅科地区

419 浅間山がきれいで自然がある所 女性 40代 浅間地区

420 景観が良く農業生産物も手に入りやすく医療機関も多い 女性 60代 臼田地区

421 景色と空気（自然が良い）。災害が少ない 男性 70代以上 浅間地区
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422
浅間山を中心に美しい景観。関東への玄関口として地政学的にも緊要な地であ
る利点をもっている。

男性 40代 野沢地区

423 景観。交通の利便 男性 30代 望月地区

424 美しい景観 女性 60代 中込地区

425 見事な浅間山の景観。美味しい五郎兵衛米 女性 40代 浅科地区

426 風光明媚 男性 50代 浅間地区

427 田畑があるところ。景観 女性 30代 浅間地区

428 浅間山が良く見える建物づくり 女性 30代 野沢地区

429 美しい自然や農産物 女性 60代 中込地区

430 あまりない。しいて言えば景色ぐらい 男性 50代 浅間地区

431 風景が美しい事 女性 60代 浅間地区

432
東西南北に名だたる山々に囲まれ市の中心には千曲川と素晴らしい環境の中で
居られる事。但し千曲川に以前のように魚がいない。死の川になりつつある

433 四季折々の景観の美しさと空気、又流れる水の汚染もなく住み良い町と思う。 女性 70代以上 中込地区

434
浅間山や八ヶ岳など大きなパノラマの四季の景観は、毎日の生活（仕事）する
上で非常に貴重な佐久市の他所にはない財産である。

男性 60代 浅科地区

435 広がる田園風景と雄大な浅間山の景色。 女性 50代 臼田地区

436
大自然に囲まれ風光明媚な市でありながら、交通の便も良くとても住みやす
い。

男性 50代 中込地区

437 田んぼと山の景観。個人経営のおいしいお店。子育て支援が充実している 女性 30代 浅間地区

438 美しい景観 女性 70代以上 野沢地区

439
季節感、風光明媚、四季の浅間山等の自然環境。地域に残る習慣、風習から生
じている人とのつながり。

女性 60代 中込地区

440 田園風景、浅間山のながめが抜群

441
景観（特に山々）が良い事。病院、学校、スーパー、コンビニ、飲食店、ケー
キ屋など充実していること。元気なお年寄りがいること。のどかな所。

女性 40代 中込地区

442 天気。浅間山を軸した景観。蓼科山 男性 40代 中込地区

443
景観が良いところなので建物のなどの高さにも気を付けて頂いていると思いま
すので良いかと思います。

女性 50代 浅科地区

444 浅間山がとてもきれいだと思う。 女性 20代 浅間地区

445 風光明媚なところ 男性 70代以上 望月地区

446 景観、空気、水がよい 男性 40代 浅間地区

447 浅間山、八ヶ岳を望む景観。医療、交通の便良し 男性 50代 浅間地区

448 田園風景 男性 30代 浅間地区

449 浅間山を眺望する清澄で穏やかな風土と市民の善良性 男性 70代以上 野沢地区

450 風光明媚で空気も良く四季を通して住みよいところ。 男性 70代以上 浅間地区

451 浅間山をはるかに望み平たくその下に広がる佐久平の土地、景色。 女性 50代 浅間地区

452 星や山々が良く見える。新幹線が通っているのでいろいろな所へ行きやすい。 女性 20代 野沢地区

453 山紫水明。東京からのアクセス 女性 60代 野沢地区

454 浅間山の景観 男性 30代 浅間地区

455 高い建物がないので、景色が素晴らしい。 女性 50代 浅科地区

456 浅間山の景観を妨げる高層階の建物が少ない所 女性 50代 中込地区

457 田畑が広がり自然に恵まれたことろ 女性 40代 野沢地区

458 星空。浅間山。（風景、景観）新幹線のおかげで交通の便が良い。 女性 20代 野沢地区

459 美しい自然が残っている 女性 50代 東地区

460 緑豊かな田園。公害の少ない環境。医療の充実。おいしい農畜産物。 女性 50代 中込地区

461
山が有り、川が有り、水田が有り、畑が有り、自然の美しさ、四季を感じられ
る事が良いと思います。

男性 40代 臼田地区

462
農地を含めた自然の美しさ。（青空、浅間山の景色、千曲川、里山）野菜、果
物がおいしいこと！

女性 50代 浅科地区

463 自然の景観 男性 60代 臼田地区

464 パノラマ状に山があり自然はとても良い 男性 70代以上 浅科地区

465
「農商工のバランスがとれた街」というイメージです。だからこそ農政をこれ
からも大事にしてほしい

男性 40代 望月地区

466 農地転用できる土地が多くある 男性 40代 浅間地区

467 スエトシ牧場があること 男性 50代 中込地区
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468 佐久鯉がおいしい 男性 10代 野沢地区

469
後継者の問題もありますが、おいしいお米が自慢だと思うので、おいしい地区
の水田をつぶさないで欲しい

女性 50代 浅間地区

470
自然に恵まれおいしい作物が収穫できる地域であり、働き者のご高齢の方がた
くさんいらっしゃる素敵な場所だと思います。

女性 30代 臼田地区

471
野菜などおいしい。都市部への交通の便が良い（新幹線）古い文化など大切に
している。

女性 40代 浅間地区

472 自然が豊かで農産物が美味しい。 女性 30代 臼田地区

473 多くの農業生産者、自給自足、お米作り、野菜作りの所、まだまだあります。 女性 60代 臼田地区

474 おいしい農残物（米、プルーン、りんご、野菜など）が生産されていること。 女性 50代 臼田地区

475 平らで空が広い事 男性 40代 野沢地区

476 平で自然が良い 女性 50代 浅間地区

477
まだまだ活用できる広大な土地があり、産、官、学と共同での推進計画が立て
やすい地域では・・・

男性 50代 中込地区

478 佐久平の広々として晴天の日が多いこの地は住みやすくよい所です 女性 60代 浅間地区

479 土地が平らで広いこと 男性 50代 浅間地区

480
豊かな自然があること、平で肥沃な土地があること、観光とこの土地だけで出
来る農産物の開発ができれば・・・。

男性 20代 浅間地区

481
地形の平らな市であり、天候の良い所なので、住むのには最高！（災害の少な
い、都心に近い）新幹線大好き

女性 70代以上 中込地区

482 平地で災害の無いところ。自然豊かでい人々が優しいところ。 女性 50代 野沢地区

483 平らで緑が多い 女性 70代以上 浅科地区

484 広々とした自然がある。新幹線の駅があり便利。医療機関も多く安心できる。 女性 60代 浅間地区

485 平らな土地柄。浅間山が見える景観が良い。 女性 40代 浅間地区

・ 暮らしやすい、利便性が高い

・ 商業が充実している、活気がある

・ 人、地域のつながりがある

・ 都会と田舎が共存・調和している

・ 治安が良い・安心して暮らせる

・ 公園が多い
1 何でもそこそこなところ 男性 30代 浅間地区

2 生活環境VeryGood 男性 60代 浅間地区

3 とても住みやすい 男性 30代 浅間地区

4 住みやすい 女性 40代 中込地区

5 住みやすい。生活しやすい。 女性 40代 臼田地区

6 住みやすいと思います。 女性 60代 中込地区

7 とても住みやすい 男性 10代 望月地区

8 地理的に生活しやすいと思います。 女性 40代 野沢地区

9 暮らしやすい 女性 40代 浅間地区

10 暮らしやすい 女性 40代 浅間地区

11 住みよい 男性 60代 中込地区

12 利便性 男性 50代 中込地区

13 住みやすい 男性 10代 浅間地区

14 暮らしやすい 男性 10代 浅間地区

15 住みやすく、晴天率も高い←スーパーなど利便性が高い。 女性 40代 浅間地区

16 住みやすい環境 女性 50代 野沢地区

17 住みやすい。施設も少なすぎず、自然もいい感じにある。 女性 10代 中込地区

18 住みやすい 女性 60代 望月地区

19 住むのに良い所 男性 60代 浅間地区

20 自然の中で生活が出来ること 女性 70代以上 浅間地区

２「生活環境」について
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21 衣・食・住適度な生活環境であり、自然の豊かな環境でもあるところ 女性 60代 野沢地区

22 良い生活の安心 男性 50代 野沢地区

23 病院、大型店舗等、アクセス道の充実。 男性 70代以上 望月地区

24 住み良い所 女性 70代以上 東地区

25 住みやすい所。人が暖かい。 男性 60代 中込地区

26 車さえ運転できれば生活には困らないところ。新幹線の駅がある。 女性 50代 野沢地区

27 全体的に暮らしやすい街 女性 40代 浅間地区

28 生活する上では困ることもなく住みやすい街である 女性 50代 臼田地区

29 住みやすい。晴天率の高さ。 男性 30代 浅間地区

30
大型商業施設が固まっているので動きやすい。自然が多く、県外の方々からも
人気がある。

女性 30代 望月地区

31 暮らしやすい 女性 10代 野沢地区

32 都会と比べ住環境が良い。空気が澄んで日照時間が長い。交通の便が良い。 女性 60代 東地区

33 住みやすい 女性 70代以上 野沢地区

34 のんびりしている 女性 40代 臼田地区

35 住みやすいところ 男性 50代 望月地区

36 住み良い環境が整っている 女性 40代 浅間地区

37 市民の生活を重視した設備が整い、暮らしやすい 女性 20代

38 空が広く住民がゆったりと生活できていると思う。 男性 70代以上 浅科地区

39 住みやすい 女性 50代 野沢地区

40 暮らすには十分 女性 20代 野沢地区

41 暮らしやすさ 女性 30代 野沢地区

42 静かさ 男性 50代 野沢地区

43 ゴミゴミギチギチしてなくて住みやすい。 女性 30代 臼田地区

44 環境が良い 男性 60代 浅間地区

45 住みやすい 男性 60代 東地区

46 老人にとって住みやすい。自然災害が少ない。 女性 30代 中込地区

47 住みやすい 女性 30代 東地区

48 活気ある街 男性 70代以上 野沢地区

49 ツルヤ、西友など店が近いところ 女性 60代 野沢地区

50 佐久平駅の周辺が充実しているところ 女性 10代 東地区

51 他市町村に比べて活気があること 男性 60代 望月地区

52 佐久平周辺の開発が進み魅力がある。 男性 30代 浅間地区

53
イルミネーションが増えて冬限定だけれども楽しみがある。ラーメン、スイー
ツ美味しい物が多い

女性 30代 浅間地区

54 スーパーがたくさんあること。水道水が飲める。 女性 10代 野沢地区

55 適度に大型店があり便利。子育て支援が充実 女性 50代 浅科地区

56
佐久平駅を中心とした大型商業施設。北陸新幹線で東京まで一時間近くで行け
る。

男性 20代 中込地区

57 駅周辺の発展で買い物などしやすい 女性 30代 浅間地区

58 活気がある。（近隣の町村と比較すると） 男性 50代 臼田地区

59
佐久平の駅周辺は、活気があって人が自然に集まってくる。健康診断が充実し
ている

女性 50代 浅科地区

60
産地直売所が多く、お店やスーパーに活気がある。高齢者の方も、スポーツジ
ムなどで身体をうごかしたりと、生き生きしている人が多い。

男性 20代 中込地区

61 商業施設がある程度そろっているところだと思います 女性 10代 浅間地区

62 商業施設はほぼ充実している。福祉活動も充実している 男性 50代 野沢地区

63 暮らすには良いとこです。お店が出来るので、買い物が出来て良いです。 女性 70代以上 東地区

64 佐久平駅周辺。田舎暮らし 女性 40代 望月地区

65 経済面の成長。晴天率の高さ。自然災害の影響があまりなく暮らしやすい 女性 30代 野沢地区

66 商業施設があり、ほどよく開けている点。 男性 30代 浅間地区

67 店などが充実している。 女性 20代 浅間地区

68 大型商業施設が充実している 女性 50代 浅間地区

69 商業施設が充実していて暮らしやすい点 男性 10代 浅間地区
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70 買い物するには行きやすい 女性 60代 浅間地区

71 生活することにおいて商店、スーパーが近くにあるところ 男性 40代 臼田地区

72 ケーキ屋が多いところ 女性 10代 浅間地区

73 佐久市の都市化 男性 50代 望月地区

74 駅周辺の活性がある（少しは） 女性 40代 浅間地区

75 区長の発言力がある 男性 60代 望月地区

76 優しい人が多い。土地が沢山ある 男性 20代 浅間地区

77 田舎者どうしの横のつながり。義理人情のある人間関係 男性 60代 中込地区

78
昔ながらの地域のつながりがあり、そこに住む住民同志顔が分かり助け合える
気質があるところ。

男性 30代 臼田地区

79 近所づきあいがあり、まわりの人たちの状況がわかりやすい 女性 40代 野沢地区

80
地域ごとまとまりがあるように感じる。市長さんは市民の意見を聞き、市民に
分りやすいように発言、行動している。

女性 40代 野沢地区

81 人と人とのつながり 男性 40代 中込地区

82 みんな優しい 女性 30代 東地区

83 どこに行っても困っている人に声をかけてくれるところ 40代 浅間地区

84 住民が集う機会が沢山あるので、良いと思う。 女性 40代 臼田地区

85
市民が穏やかで人柄が良く、助け合いが出来ていること。（通学路の除雪を朝
早くから近所の方々が行って下さり、大変助かりました）

女性 10代 浅間地区

86 他町村に比べて人情のあついあつい町を残したい。 女性 70代以上 浅間地区

87
市内全体の空気（市民の良さ）の良さがある。他町村に行ってみるとよくわか
るこの良さをもっと伸ばしていってもらいたい。行政が足を手を引いて

女性 60代 浅間地区

88
信州言葉の文化を語りつがれたら、人と人との交流、あったかい人間になれる
と思われます。

女性 60代 望月地区

89 ボランティア活動取り組み（協力） 男性 40代 臼田地区

90 土地柄や人柄が良くとても住みやすい。災害も少ない地域だと思う。 女性 30代 臼田地区

91 市民の思いやり、人がらの良さ。のどかな田園風景。自然と景観 男性 60代 浅間地区

92 人 男性 20代 臼田地区

93 景色が良いのに便利 女性 60代 浅間地区

94 自然、都市化両方の均等に成り立つ都市 女性 50代 望月地区

95 東京に近いが田園風景が残っている。 男性 50代 東地区

96 ど田舎でもなく都会でもない 女性 40代 浅間地区

97 田舎の利点と都会の利点をバランスよく兼ね備えている点 男性 40代 浅科地区

98 田舎すぎず都会化しすぎない所 女性 30代 野沢地区

99 商工業と豊かな自然が両立している 男性 50代 野沢地区

100
自然と街がバランスよく存在している。市民の声を聞き、行財政に活かそうと
している。

男性 30代 望月地区

101 新しさがあり、古さも残っている所。 男性 10代 浅間地区

102
里山、畑、田などの緑が多く、新幹線、高速道路、小・大病院、学校、スー
パー、コンビニなど何でもほどほどにある所。街すぎず、田舎すぎない所。

女性 40代 東地区

103
都会すぎず、田舎すぎない所。佐久平周辺に集中していて、何でもそこに行け
ば足りる所。食べ物がおいしい所。

女性 30代 浅間地区

104 都会すぎずいなかすぎずで住みやすいところ 女性 40代

105 適度な便利さと、適度な自然環境の両立 男性 30代 浅間地区

106 市街地もあればのどかな所もある、ほどよい田舎なところ 女性 50代 野沢地区

107 程よく都会的な部分と田舎の所が共存している所 女性 30代 臼田地区

108 都会ほど人が多すぎず自然があり、住みやすい。 女性 40代 中込地区

109 都市かされている所 男性 60代 中込地区

110
都会化してるような気がします。長野県での代表都市になりそうな感じです。
小・中・高と学校も充実していると思います。

男性 30代 浅間地区

111 （意外と）住みやすい街。緑地、農耕地、市街地とのバランスが良い。 男性 40代 浅間地区

112 豊かな自然と調和した町 男性 30代 野沢地区

113 ほどほどの田舎 男性 40代 野沢地区

114 自然と町の調和がとれている。古くからの文化がある。農業が盛んである。 男性 40代 浅間地区
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115
発展途上だと思いますが、日本の田舎であり合わせて人が文化的に暮らす都市
であること。

男性 50代 東地区

116 犯罪のきわめて少ない事。里山でありながら交通便が良い。病院が多く優良 女性 70代以上 野沢地区

117 治安が良い。すごしやすい 女性 20代 野沢地区

118 ジャスコ前の公園が良い。増えると良い。 男性 30代 浅間地区

119 公園が多い 女性 50代 浅間地区

120
公園がきれいに整備されている。交流を持てるようなところがたくさんある。
自然が豊かなところ

女性 30代 臼田地区

・ 医療が充実している

・ 健康長寿のまちである

・ 介護・福祉が充実している
1 全国的に見ても遅れをとってない。大きな病院があり安心できること 女性 40代 臼田地区

2 医療施設が充実している 女性 70代以上 浅間地区

3 医療が進んでいる 女性 50代 望月地区

4 医療が充実しているところ。浅間山等の景色が良いところ 女性 30代 野沢地区

5 医療（病院）の利便性 女性 70代以上 中込地区

6 他の地域に比べると医療が充実しているところ 女性 30代 望月地区

7 医療機関が充実している 女性 50代 野沢地区

8 医療制度の充実 女性 20代 浅間地区

9 大学、病院 女性 70代以上 浅間地区

10
医院や総合病院など多くあってたすかる。美しい田畑や野山を残して行って欲
しい

女性 60代

11 生活習慣予防検診 70代以上 浅科地区

12 医療が充実している 男性 70代以上 臼田地区

13 医療施設が充実している 女性 50代 浅間地区

14 救急救命医療体制が整っていてよいと思う。 女性 60代 野沢地区

15
ぱっと思いつかないが、「これと言って悪いところがない」のが良いところ
か？ただ、地方の小都市としては、病院（個人も含めて）が多いのは良い所と
言える。

男性 60代 臼田地区

16 病院が多いところ 女性 70代以上 浅科地区

17
高度医療施設導入。高齢者の健康づくり、啓発活動の推進に力を入れていただ
いています。とても有りがたく思っています

女性 70代以上 浅間地区

18 病院やスーパーなどが充実している。都会すぎず住みやすい。 女性 20代 浅間地区

19 医療、健康のまち作り 男性 70代以上 臼田地区

20
佐久市は病院がいくつもあり、とても良い市だと他の市の方に言われた事があ
ります。

女性 30代 中込地区

21 医療、介護の充実。 女性 50代 臼田地区

22 病院、スーパー、交通機関、商業などが便利である。 女性 60代 浅間地区

23 医療の充実。子育て支援の充実。人のあたたかさ。 30代 中込地区

24 医療が充実している。 女性 60代 臼田地区

25 医療の充実 男性 30代 中込地区

26 医療、介護（福祉）が充実していること 女性 50代 浅間地区

27
医療機関が充実している。天気が良く、平均雨量が１０００ミリと少ない。大
きな災害がない。

男性 60代 野沢地区

28 医療整備の充実 男性 30代 浅間地区

29 医療施設の充実 男性 70代以上 浅間地区

30 医療の充実 女性 60代 臼田地区

31 病院が多い。生活に必要な施設がコンパクトにまとまっている。 女性 20代 浅間地区

32
現在は医療環境に恵まれている。高齢者施設は充実している（職員は足りない
が）

男性 40代 中込地区

33 大、小の医療施設がある 女性 70代以上 東地区

34 医療機関の充実で長寿な街 男性 70代以上 中込地区

35 医療福祉進んでいる所 女性 60代 臼田地区

３「保健医療・健康長寿」について
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36
これと言って大きな事件もなく福祉、医療が充実しているのでありがたいと思
う。

女性 60代 野沢地区

37 医療基盤に恵まれている 女性 70代以上 野沢地区

38 病院、商業施設が充実している 女性 60代 浅間地区

39 医療施設体制の整備充実 男性 50代 臼田地区

40 医療、保健、福祉が比較的充実している。 男性 50代 野沢地区

41
医療センターを中心に受け入れてくれる病院が多い。新幹線周辺が開発されて
便利である。

男性 60代 浅間地区

42 医療施設に恵まれている 女性 60代 東地区

43 医療機関の充実 男性 50代 中込地区

44 医療施設、更に充実を。 男性 70代以上 東地区

45 医療、商業施設 男性 50代 中込地区

46 病院・医院が多いところ 男性 50代 望月地区

47 医療機関の充実。風景が良い。有効求人倍率が比較的安定 男性 20代 野沢地区

48 医療施設が整っている 女性 70代以上 浅間地区

49 浅間、佐久医療センター等の大病院と個人病院（かかりつけ）が多くて安心。 女性 50代 野沢地区

50 佐久病院がある。 女性 30代 東地区

51 医療機関の充実 男性 40代 野沢地区

52 医療機関が多くてありがたい 女性 70代以上 臼田地区

53
医療施設、介護施設などが比較的身近にあり、利用できる。佐久から見える
山々の美しさ。自然災害が少なく晴天が多い。

女性 60代 臼田地区

54

私はもともと佐久の生まれです。東京から引っ越してきて市内に住んでいる方
の話を個人的に聞きましたが、まずその人が驚いたのは医療の充実だそうで
す。これに関しては昔からの佐久のすばらしさのひとつだと思います。その他
私自身が感じているのは子供、老人が安心して暮らせることは必須です。人が
集まる、定住するとそこにいろんな物が生まれてきます。佐久から都市に出て
行ったとしても佐久へ戻って来る魅力が必要です。大きなスーパーや便利な生
活も必要でしょうが、それはどこの市でも求めているものです。他に買い物に
行ったとしても住むのはここというものが大切です。浅間山が見え地震は少な
く日照時間が長い、自然のいい条件を最大限に生かしていくことが大切です。

男性 50代 浅間地区

55 医療の充実度が高い。児童館利用が無料。 女性 40代 野沢地区

56 個人病院等も増えて、何かあればすぐに受診できるところ。 女性 40代 野沢地区

57 佐久総合病院 男性 50代 臼田地区

58 地方都市としては医療、福祉等が充実している。（介護予防等も含めて） 男性 30代 浅科地区

59 医療施設が多く充実している 男性 60代 浅間地区

60 佐久市総合病院が活躍していること 女性 60代 臼田地区

61 健康でいられること 女性 60代 浅間地区

62 健康、長寿の街であるところ 男性 60代 中込地区

63 長寿の町 男性 30代 野沢地区

64 「長生き」ランキング上位にある 女性 40代 浅間地区

65
佐久は健康長寿の町と県外の人からよく言われるように、積極的にそのような
活動が行われているという点

女性 50代 中込地区

66 健康長寿の街 女性 30代 臼田地区

67 長寿に対する取り組み 女性 50代 中込地区

68 健康長寿である所。公園、自然などの福祉の充実。 女性 10代 浅間地区

69 長寿・医療・自然・交通・工業・文化 男性 30代 中込地区

70 長寿・自然が多い、夜、星が良く見える。 40代 臼田地区

71 健康長寿の取り組み 男性 30代 望月地区

72 健康・環境充実の市 男性 50代 中込地区

73 健康都市宣言、発信 男性 60代 浅科地区

74 老人の活気 男性 20代 浅科地区

75 マレットゴルフ等が盛んで元気な老人が多い 女性 70代以上 野沢地区

76 長生きで健康な所。豊かな自然、豊かな作物、水。新幹線が通っている 女性 20代 中込地区

77 長寿のまち 男性 40代 浅間地区

78 長寿 女性 60代 臼田地区
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79 健康長寿なところ 女性 40代 臼田地区

80 健康長寿 女性 30代 野沢地区

81 健康で長寿で空気もきれいで災害の少ない町 女性 70代以上 野沢地区

82 健康人が多い 男性 70代以上 浅間地区

83 健康長寿。暮らしやすさ 男性 50代 野沢地区

84
健康方面に力を注いでいる。（その割に受ける側にもう少し理解が出来ると良
い）

女性 70代以上 望月地区

85 世界最高健康都市づくりに向けて努力しているところ 男性 60代 臼田地区

86 長寿 女性 30代 野沢地区

87 長生きの人が多い。最新の医療器具。スポーツの充実。 男性 10代 野沢地区

88 高齢者が元気 女性 30代 浅間地区

89
高齢化社会になりつつある現在、ひとりひとりが自分の楽しみ（趣味や野菜作
り等）や生きがいを持って健康で元気に暮らせる長寿の里でありたい。これか
らも。

女性 60代 臼田地区

90 健康づくり。観光はまずまず。 男性 40代 望月地区

91 ピンコロ地蔵などの予防ができてる 男性 10代 望月地区

92 ぴんぴんころり。健康寿命は伸ばしたいものですよね。 女性 30代 中込地区

93 福祉が充実しているところ 男性 40代 浅間地区

94 お年寄りまで元気なところ 女性 10代 野沢地区

95 健康長寿。各種検診が充実している。救急救命医療体制の整備、充実。 女性 40代 臼田地区

96

さわやかな高原都市。そこで暮らす人々が健康であること。保険、医療（福
祉）の分野に恵まれている環境にあること。この地方都市にして第三次医療を
持っていることです。そのことは健康を享受するという事に加えて産業という
面でもこの地域を支えている。＝雇用の面でもそのことは大変大きいと思いま
す。

男性 40代 野沢地区

97 老人が元気でイキイキしている。自然災害が少ない。 女性 60代 浅間地区

98 健康長寿のまち。晴天率の高いまち。福祉、医療充実のまち 女性 40代 浅科地区

99
保健補導員もさせて頂き、健康づくりは沢山の事学びました。これからもこの
活動推進は大事です。

女性 60代 浅科地区

100 長寿。老人が元気 女性 40代 東地区

101 長寿 女性 50代 野沢地区

102 高齢者も元気で働いている方が多くいるところ 女性 50代 東地区

103 長寿の市 男性 30代 浅科地区

104 福祉が他と比べると良いと思います（老人にとって） 女性 70代以上 臼田地区

105
老人に関する支援サービスがかなり行き届いていると思います。（全体的には
分かりませんが、個人的に受けた感想です）

女性 70代以上 野沢地区

106 医療、保健、福祉の連携。在宅ケアシステムの活動 男性 70代以上 臼田地区

・ 交通の利便性が高い、大都市にアクセスしやすい

・ 道路が整備されている

1
新幹線と高速バスが通っていて、都市で稼いで佐久で安く生活することができ
る。

女性 30代 浅間地区

2 都市へのアクセスの良さと、自然環境のバランス 女性 30代 中込地区

3 地理的に日本の中心であり、交通網も完備されており利便性が良い 男性 30代 臼田地区

4 通行に便利 女性 60代 浅間地区

5 交通網の充実 男性 30代 臼田地区

6 東京に近い（新幹線）すぐに遊びに行ける。 女性 30代 野沢地区

7 新幹線の駅があることで都市に便利であり自然環境にも恵まれている。 女性 60代 浅間地区

8 関東、北陸への交通の便の良さ 女性 40代 浅間地区

9
鉄道交通の充実（新幹線）ツイッター等での情報発信（市長をはじめ職員の
方）臼田スタードームなど天文に関する施設の充実。高度な地域医療。

男性 10代 臼田地区

10 交通網、商業施設が発展している 男性 30代 東地区

11 高速道、新幹線が通り交通の便が良い。 女性 70代以上 浅間地区

４「交通の利便性」について
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12 都心への交通アクセス（道路・鉄道）医療の充実 女性 30代 浅間地区

13 新幹線が通っている所。パラボラアンテナ。自然豊か。 女性 30代 中込地区

14 交通の便が良い 男性 60代 浅間地区

15
大都市への交通が良いところ。自然が多く景観が良い事。医療施設がしっかり
している所。

女性 40代 臼田地区

16 交通が便利。高速道、新幹線。医療が充実（市の施策、病院） 女性 60代 野沢地区

17
都心からアクセスが良い（高速バス、新幹線、在来線ともに）佐久平周辺に大
型店や病院など近くにある。小諸ほどさびれ過ぎず軽井沢ほどにぎやかすぎな
い所。

女性 50代 望月地区

18
新幹線が停車する駅があり高速道路のICがある。幹線道路の渋滞が少ない。浅
間山と八ヶ岳の眺めが良い。全小学校に児童館が配置され無料で全児童が利用
できる。

男性 40代 浅間地区

19
交通の要所（核）となり日本全国どこへでも車、鉄道で行ける地域となるだろ
う。

男性 60代 浅間地区

20 関東に近く静か 男性 40代 中込地区

21

高速道路、新幹線など都心からのアクセスも良い。天候（晴天率）も良く水
（千曲川）農（佐久平）山（森林資源）など景観も良い事。昔ながらの風習を
生かしながら又、改善する努力をしながら健康長寿の市を皆が目指している。
高度医療のできる病院が多くある。

女性 60代 野沢地区

22 新幹線交通の良いところ。東京に近い所。 女性 70代以上 浅間地区

23 新幹線、インターなど交通が発達しているところ 女性 40代 中込地区

24 風土、交通アクセスが良い。医療機関が充実している。災害は少ない。 男性 40代 浅科地区

25 交通網が整備され、住みやすく、医療体制が素晴らしいと思う。 男性 30代 東地区

26 新幹線、高速道路があり、便利な土地 女性 30代 浅間地区

27
交通の便利が良く、新幹線等によりスムースに移動が出来る様に成りました。
若い人達も都会に出る事が多くなると思います。

70代以上 浅間地区

28 高速交通網の充実 女性 臼田地区

29 交通の便（新幹線、高速道路）が良い 女性 50代 野沢地区

30
新幹線が通るようになり、道路も整備され、他県への観光や、就職地の幅が広
がった事。

女性 30代 野沢地区

31 新幹線の停車駅で有り交通（他県とのつながり）に便利 女性 60代 浅間地区

32 都市に近く通勤圏内の便利性 男性 60代 浅間地区

33 東京に最も近い長野であること。アクセスが良いこと 男性 50代 浅間地区

34
高速、新幹線などあることで主都圏などに出るなども楽なので佐久市外に用な
どがあっても問題ない所

男性 20代 浅間地区

35 佐久で大会を行うと、長野市、松本市より全国から人が集まる。 男性 60代 浅間地区

36 交通の便が良く、土地が平で利用しやすい所。医療が充実している所 男性 60代 中込地区

37 新幹線の駅がある 男性 30代 中込地区

38 交通、医療が進んでいる 女性 50代 野沢地区

39 新幹線、高速道などが通っており便利 男性 50代 東地区

40 新幹線の駅、高速のＩＣもあり、交通の便がよい。天気も良い（晴天率高い） 女性 40代 浅間地区

41
アクセスが充実している。東京よりアクセスがよく、これからのベッドタウン
になってもいいではないか

男性 70代以上 浅間地区

42 東京から近い←田舎ぐらし、移住してもらいやすいまちになってきた 男性 30代 望月地区

43 高速、新幹線が開通し、市内が道路・店を含め整備され、充実している所。 男性 40代 東地区

44 交通の便が良く、暮らし安い。 男性 50代 浅間地区

45 東京に近く交通の便が地理的に良い。畑が多く景観に恵まれている。 男性 50代 野沢地区

46
交通アクセスが良い。医療が充実している。中高生をはじめとした学生が、ス
ポーツなどで「佐久」の名を日本や世界に発信していること。

女性 10代 中込地区

47 新幹線が近くにあり、東京が近くに感じるようになった。 男性 70代以上 望月地区

48 東京に近い。（新幹線がある）美しい山々に囲まれ、晴天率が高い。 女性 10代 浅間地区

49 東京に行きやすい 男性 30代 野沢地区

50
新幹線の駅があったり、交通の便がいいところ。軽井沢、上田、松本、どこに
行くにもそう遠くない。

女性 20代 臼田地区

51 県内で東京に最も近い。自然が豊か。四方の山々の景観のよさ。 女性 70代以上 野沢地区
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佐久市のよいところ

52 交通の便が良く、商業、農業、自然も調和がとれている。 女性 50代 東地区

53
交通網（新幹線、高速道路）等が発達している。晴天率が高い。長寿高齢者が
多い。

男性 20代 中込地区

54 佐久平駅のおかげで便利 女性 70代以上 浅間地区

55
高速道路、新幹線が通ったことで、発展が著しい。自然に囲まれ四季折々の楽
しみがある。

男性 30代 浅間地区

56
首都圏までの距離（日帰り可etc.）。日照時間が長い所。自然がたくさんあ
る。

女性 40代 浅科地区

57 新幹線が通っていて交通の便が良い 女性 70代以上 臼田地区

58 田舎の割には利便性が良い。人が良い。自然豊か。 女性 40代 望月地区

59 都心に近く利便性が良い。 女性 40代 浅間地区

60 新幹線が通っている。イオンの前にある公園。 女性 30代 浅間地区

61
信号が歩行者と車分けている所が多くそれについての認知度も高い。小海線が
しっかりしてる。

女性 10代 臼田地区

62 交通網が整備され利便性が良くなる。災害が少なく住みやすい 男性 70代以上 浅間地区

63 列車、車などの交通が便利 女性 60代 浅間地区

64 都市圏に近い。医療恵まれている。 女性 70代以上 中込地区

65 交通網が充実している。IC、JCT、新幹線、高速バス等 男性 20代 東地区

66 首都圏から近く土地の価格も比較的安くのどかな田園風景 女性 60代 東地区

67 新幹線、高速道路、高度医療。暮らしやすい。市長が若い。 男性 20代 野沢地区

68 アクセスの良さ。（高速道路、新幹線等） 男性 70代以上 臼田地区

69 新幹線と佐久ICとの距離が上田市、長野市に比べて近い所にある。 男性 40代 東地区

70 佐久平周辺の整備化 女性 60代 臼田地区

71 交通の便が良い。 女性 40代

72 東京に近い地の利と、晴天率の高さ 男性 20代 野沢地区

73 新幹線。佐久平駅と高速道路インターがあり、交通の便が良い。 男性 20代 野沢地区

74
新幹線の駅と高速道路のインターがあり、交通のアクセスが良い。小学生を放
課後あずかる児童館が他の地域より早くから小学校の近くにある。

女性 60代 浅間地区

75 新幹線を誘致した事により首都圏との往来が便利になった。 女性 70代以上 臼田地区

76 交通の便。災害が少ない。晴天率が高い。 女性 40代 浅間地区

77

北陸新幹線、上信越道、中部横断道と高速交通に恵まれ、佐久平駅付近には大
型店があり広い無料駐車場を備えている。駐車場が無料のため近隣住民が多数
集まり、飲食、ショッピングと楽しみ雇用も生まれている。また長寿市民のた
め佐久医療センター、浅間病院があり、安心です。

女性 20代 浅間地区

78 交通の便が良い。高速、新幹線。 男性 40代 浅間地区

79 交通の利便性 男性 40代 臼田地区

80
交通便が良し。自然に恵まれている。生涯学習が活発である。近所付き合い
（地域のコミュニティ）

男性 70代以上 浅科地区

81 高速道路、新幹線等交通が良くなった。 男性 50代 野沢地区

82 新幹線（鉄道）、高速が便利。自然災害が少ない。 女性 40代 野沢地区

83 東京や石川へのアクセスの良さと、農業などが盛んなところ 男性 20代 中込地区

84
首都からの交通の便の良さ。四季折々の風景に、農作物の豊かさ。観光にも生
活拠点にも良い。災害被害が少ない。安心して住める場所。

女性 60代 中込地区

85 新幹線通っている。天候。平らな土地。 女性 40代 東地区

86 都市部へのアクセスが良く、便利で住みやすい 女性 40代 浅間地区

87 新幹線利用で都心に近い。地域医療の充実 女性 20代

88 新幹線や高速道路で交通の便が良い。首都圏に近い 女性 40代 浅間地区

89 首都圏からの好アクセス。日照率高く自然多い 男性 20代 浅間地区

90 首都圏から近く、自然が残っている 女性 60代 野沢地区

91
道路整備がある程度できており渋滞が少ない。駅、高速道路もあり移動ができ
る。

男性 60代 浅間地区

92 他市に比べて道路整備が良く、走りやすい。買い物がしやすい。 男性 40代 中込地区

93 道路が整備されている 女性 40代 野沢地区

94 道路が広い 女性 30代 中込地区

95 主要道路の充実。地域医療が充実している。景観のすばらしさ 男性 60代 野沢地区
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佐久市のよいところ

96 道路が広いこと 男性 40代 野沢地区

97 道路・医療・店舗等の充実しているところ。 男性 40代 野沢地区

・ 出産・子育てがしやすい

・ 児童館が充実している

・ 学校が充実している

・ スポーツ、生涯学習が充実している

1 保育所の数が多く、待機児童がいないので、共働きしやすいと思う。 60代 野沢地区

2 通学の時、横断歩道にボランティアの方がいる事。 女性 40代 臼田地区

3 地域全体で子供たちを守る活動ができている所もある 女性 30代 浅間地区

4 子育てがしやすい。気球などイベントがある。交通が便利（都会との） 男性 40代 野沢地区

5 子育てしやすい環境になってきている。自然が豊か。 女性 20代 浅間地区

6 待機児童ゼロ 女性 40代 浅間地区

7
子育て支援が充実してきていること。健診でひとりひとりの健康を管理して病
気にしないならない様に進めようとしている姿勢が伝わってきます→結果医療
費削減につながっている？

男性 40代 浅科地区

8 子育てにだいぶ支援いただいて助かっています。 男性 30代 浅間地区

9 児童館が有る事。新幹線が有る事。高速インターが有る事 男性 50代 浅科地区

10 児童館の充実で子育て世代が働くのに良い環境ができている 女性 50代 臼田地区

11 両親が仕事を持っていても児童館があるので仕事がしやすい。 女性 20代 浅間地区

12 幼稚園・保育園の充実。各学校に児童館がある。 女性 30代 浅科地区

13 児童館の充実 女性 50代 浅間地区

14 児童館が充実しているところ 女性 40代 浅間地区

15 教育に対する前向き姿勢 男性 60代 浅科地区

16
小、中、高と学校がたくさんあること。新幹線が通っている。買い物が便利
（西側にも店舗を充実させていただきたい）

女性 10代 浅間地区

17

ほとんどの区に小学校があり小規模校で目の行き届く教育が行われていて、地
域と学校がつながりやすく各校で特色のある取り組みが出来る所が良いと思い
ます。市内に図書館が４つあり地域の文化をささえている所が良いと思いま
す。それぞれの蔵書を生かしてネットワークでつながれている所が良いと思い
ます。棚がもっと増えるともっと良いです。

男性 40代 浅科地区

18 スポーツが盛ん。 男性 40代 野沢地区

19 旧中込小学校などの歴史的建造物。スーパーが多い。 女性 10代 中込地区

20 スポーツ活動が盛んなところ 女性 50代 浅間地区

21 図書館が充実している 女性 10代 野沢地区

・ 芸術・文化

・ 名所やイベントなどがある

1 鮒や鯉など佐久の食べ物が根づいている事（食の伝統文化） 男性 20代 浅間地区

2 佐久コスモホール 男性 70代以上 臼田地区

3 中山道の文化 男性 50代 中込地区

4 歴史的遺産が数多く残っている 男性 60代 浅間地区

5 五稜郭など日本に二つしかない 女性 70代以上 臼田地区

6 先人の文化、歴史を重んじ、新しい佐久市を築いて行くこと 女性 60代 東地区

7 民話や歴史。上田市に負けないものがある。医療、健康に関する意識が高い。 女性 40代 臼田地区

8 祭りやイベントが多い 女性 40代 中込地区

9
バルーンフェスティバルはとっても良い。市内外に認められている楽しい祭
り。医療機関（大・小）充実している。佐久平等景観が良い。

女性 40代 中込地区

10 季節ごとのイベントが、いつも楽しみです。盛り上げて頂きありがたいです。 女性 40代 中込地区

11
有名な観光地に引けをとらない場所が存在すること（パラボラ、寺の紅葉、お
いなりさんなど）

男性 40代 浅間地区

５「子育て・学習」について

６「魅力的な観光地・文化等」について
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佐久市のよいところ

12 バルーン大会 女性 70代以上 中込地区

13
花火大会があること。空気がきれい。山がきれい。野菜がたくさんとれるし新
鮮。

女性 50代 野沢地区

・ 市政、職員の対応が良い

・ 人口減少対策を行っている

・ 都市開発・まちづくりによる発展

1 行政がしっかりしている。比較的対応が早い 男性 60代 浅間地区

2
市役所や保健センター等を利用することも多いですが、対応が早く適切な回答
をして頂くことが多いです。いろいろな場面で特に不満なく生活できていま
す。

女性 50代

3 市民への説明会、広報等で市政と市民の意見交換ができるところ 女性 50代 臼田地区

4
首都圏への通勤可能な自然湯豊かな地域を売りに移住者を増やし、人口減少を
防ぐ政策に成功しているところ

女性 20代 浅間地区

5 佐久市を良くしようと取り組んでいる事 女性 70代以上 浅間地区

6 企業の誘致の促進 男性 60代 中込地区

7 施設が整っている事 男性 10代 浅間地区

8 情報開示良く出来ていた 男性 70代以上 臼田地区

9 平民の姿をよく見て戴いている所 60代 臼田地区

10 市役所内での職員の方々の知識が充分で親切。 女性 30代 野沢地区

11 広報佐久、他佐久市全体像が把握できる情報が得られる点。 男性 70代以上 野沢地区

12 区長の意見、要望を行政に反映させているところ 男性 70代以上 東地区

13 市民への健康作りへの取組。良いと思う。 男性 70代以上 中込地区

14 除雪がスムースで良い。 男性 30代 東地区

15 除雪が行き届いている 男性 10代 東地区

16
２０１４年２月の大雪から、以前に比べると除雪が早くなったと思いました。
以前は交通網が発達しても除雪が近隣市町村に比べて遅いし雪が残っていて危
険でしたが、今は本当に早くなったと思いました。

女性 30代 浅間地区

17 新しいことを取り入れて佐久市を発展させようとしているのがよくわかる 女性 30代 中込地区

18 ツイッター市長が有名。医療センター 男性 30代 望月地区

19
市長さんの話が的確で短い所。食べ物やが多い所。大きな道はすぐに除雪して
くれるところ。

女性 30代 野沢地区

20 市長の生活を公開しないところ 男性 50代 臼田地区

21 市街地は人口増 女性 50代 臼田地区

22 ＣＣＲＣ構想の実現を期待しています。 男性 50代 臼田地区

23 移住に関して。 男性 70代以上 東地区

24 佐久平駅を中心にすべて集中し人口も増え発展し市らしくなった事 男性 70代以上 浅間地区

25 中心部が分裂している（一局していない） 男性 50代 中込地区

26 駅中心に発展 男性 50代 浅間地区

27
商業、工業、教育、行政、農業、医療等の産業構図のバランスが割りと良い。
行政の介入（フォロー）の比率もいいと思う。メディアにも良い方向で発信さ
れていると思う。

女性 30代 望月地区

28 ここ２０年余りで発展したところ 60代 東地区

29
佐久平駅を中心に街は都市計画により良く整備されており、車も安全に走りや
すく長野県では最も優れている

男性 70代以上 望月地区

30 移住への活動。医療の充実 男性 50代 中込地区

1 評価できない。住民課の対応に過去に不快な点があった。 男性 60代 浅間地区

2 佐久市民愛 女性 50代 野沢地区

3 平和 男性 50代 望月地区

4 良いところはあまりない 男性 60代 望月地区

5 住み始めたばかりなのでこれから見つけていきたい

７「市政」について

８「その他」
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6 発展途上これからに期待できる 男性 30代 浅間地区

7
全体的には住みよいまちと思うが、温故知新よいものを残し新しい物をちょい
足しする、あまり大きな変化はしない方がよいのではないか

男性 60代 野沢地区

8 安心安全な市 60代 浅間地区

9
現在３世代で住んでいるが、不便なことはないのでこのまま行政が動き続けて
くれるとよい。

男性 30代 浅科地区

10 良くも悪くもすべて“そこそこ”な感じがします。 女性 30代 臼田地区

11 おだやかな所 男性 40代 東地区

12
平和でのどかな所。あまりガツガツしていない。（その良い所を狙って、品の
無い人間が増加する危険性も）

男性 望月地区

13 来たばっかりだからわからない 男性 10代 中込地区

14 いなか 男性 40代 浅科地区

15 いい所です。 男性 30代 臼田地区

16 平和 男性 10代 浅科地区

17 あるかな？ 女性 20代 浅間地区

18 自慢なところが沢山ある。 男性 20代 野沢地区

19 資源ゴミの活用をしっかりやっている。自然豊か 男性 20代 浅間地区

20
昔と比べると様々な分野で活性化しており、良いと思います。最近では市外か
ら来る人も増えています。

男性 30代 臼田地区

21 なし（インターネットなど使用していないので、情報がわからない） 男性 60代 臼田地区

22 佐久平が良くなったくらいで私たちはありません 女性 70代以上 望月地区

23 保守的なところと革新的なところのバランスが比較的よい 男性 30代 臼田地区

24 安全 男性 30代 中込地区

25 全戸水洗化。太陽光発電。 女性 70代以上

26 商店がもう少し大きくなればいいと思います 男性 40代 中込地区

27 長野県佐久は四つの平の一つ。佐久市は佐久の中心都市。市民は自信をもって 男性 70代以上 浅間地区
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・ 少子高齢化、人口減少、人口集中

1

若い世代が住みたい行きたいと思えるような企業、施設の誘致をしてもらいたい。
景観のことばかり言ってるのは高齢の世代の考えで人口の減少は止まらないと思
う。周辺ん町村と一緒にすたれていくことに危機感を持ち斬新なアイディアをもっ
て取り組んで行くべき。

男性 30代 野沢地区

2 人口減に対する施策 女性 60代 野沢地区

3 限界集落が起きる可能性大 男性 60代 野沢地区

4
土地利用が進まないため集落が大きくなれない地区がある。そのため子供が増えず
過疎化していってしまうこと。

男性 40代 浅間地区

5
人口減少が進むので佐久市としてあらゆる手段を取り、」市民人口の減少を防ぎ逆
に増加させる対策を講じて頂きたい

6 長土呂みたいに人口が増えてしまうこと 女性 40代 浅間地区

7 人口減少に対する対策を充実してほしい 男性 70代以上 臼田地区

8
若者のが少ない。店の充実（商店街）自然と人間の関係。今の良いところが悪く
なってしまわないか。

女性 10代 浅間地区

9

少子高齢化は確実なのでさらに行政が主導し、全産業、福祉のバックアップが必要
だと思う。これからは今の現状を維持するのは無理なので先手を打った対策が欲し
い。

女性 30代 望月地区

10
市街地への人口集中（若い方）多くもっと地域の良さを知る機会を学ぶべきかと思
います。

女性 60代 臼田地区

11
中心には人はたくさん集まってるけど周りの地域がどんどん人口が減ってきていて
何とかならないのでしょうか。

女性 40代 臼田地区

12
佐久平駅の付近は栄えているが過疎地域が増えている。佐久市全体の活性化を考え
て欲しい。

男性 50代 望月地区

13 人口を増やす（若い人）方策をお願いします。 男性 50代 臼田地区

14
日本の人口減の中で、いかに若者が、佐久市に定着できるか。若者が定着する為に
は、企業誘致、子育て等生活ができる環境作り

男性 60代 臼田地区

15 人口減少 男性 50代 中込地区

16
人口が市街地へ集中傾向ですので安い価格で地方へも住宅地を提供し若者の定着を
進めて欲しい。そうでなければ小学校の存続が危ぶまれるのではないでしょうか

17 少子高齢化 女性 20代 浅科地区

18 人口減少の防止。電車、バスなどの交通機関の充実 女性 10代 浅間地区

19 人口増加、空き家対策。若者の働く場の確立（正社員としての） 女性 60代 浅科地区

20
人口など合併した時とほとんど変わってない。今後発展していくには人口増加など
進めなければならないと思う。

男性 20代 浅間地区

21 近所は高齢者ばかり。市をあげて若者に出会いの場所を提供する。婚活に力を貸す 女性 70代以上 野沢地区

22 人口減少 男性 70代以上 臼田地区

23 老人の増加 男性 30代 野沢地区

24

若い人達が、一定の地域に集中したり、市外に出てしまう、そのため、地方には高
齢者が多く残ってしまう。問５－３では２つ選んだが、地方ではほとんどすべてが
当てはまると思う。地方でも住安い市を目指すことが、市全体の活性化が図れると
思う。

男性 50代 望月地区

25 １０年間、高齢者が増え続ける事にどう対象していくか？ 女性 50代 野沢地区

26 若い人たちが住みたいと思うような街作り。都会に出た若者が戻って来てほしい。 女性 50代 浅科地区

27 少子化 女性 60代 臼田地区

28
少子化が進んできている。大きなホールもないので上田の方に有名な人が行ってし
まっていると思います。

女性 20代 野沢地区

29 人口増加に行政が対処する事 女性 70代以上 浅間地区

30

高齢者が増えるのは確かです。地元の商店がなくなったり交通が不便で先行きが不
安。災害が起きた時市民はパニックになるでしょう。どうしたらよいか年を取った
身だけに不安です。市民の生活を地元にむけて欲しいです。

女性 70代以上 望月地区

31 人口減少。若者の流出。 男性 40代 野沢地区

32
大学や専門学校、短大を増やし、若者がそのまま佐久市の企業、病院に就職できる
ように。人口が増える様にすること。

女性 50代 野沢地区

33
若年層の市、県外流出に対策がない。子育て支援の細かいサービスについての周知
がされていない。

男性 30代 望月地区

改善すべき佐久市の課題

１「人口減少・少子高齢化」について
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改善すべき佐久市の課題

34
子供の数が少ない。保育や子育て支援強化に。３世帯の暮らしを理想として老後も
安心して暮らせる町。人口を多くする。空き家をなくす。

女性 70代以上 野沢地区

35 人口減少 男性 20代 臼田地区

36 若い世代の人口増加 女性 30代 望月地区

37 若者の多く住む町。空き家をなくす。 女性 70代以上 浅間地区

38 今住んでいる地域に子供が減っていることが気になる。 女性 30代 浅間地区

39 人口減少。第三子以降保育料無料化 男性 30代 浅間地区

40
村部の子供たちの減少。商業施設近辺に住んでいる方は良いが地区に住居のある
方、年齢が上の方とか交通手段等が不便

女性 50代 浅間地区

41
Iターン・Uターンで人口増加を希望している様ですが、働き盛り、子育て世代の増
を考えて下さい。高度医療は良い事なのでしょうか？国保税は上がる一方です。

女性 60代 野沢地区

42 子育て支援と若年層の増加、活性化を図る 男性 60代 中込地区

43 人口増加と働く場所を増やす 女性 60代 浅間地区

44 少子高齢化について 男性 70代以上 臼田地区

45 人口減社会への対策 男性 50代 野沢地区

46 人口の減少。若者の大都市への流出。農業の衰退の恐れ。 男性 60代 臼田地区

47 人口が減って町が活気なくなっている 女性 60代 東地区

48
高齢化が進み若い担い手が県外へ出てしまう。若い人が集まるような大学設立なり
の対策

女性 40代 浅間地区

49 少子化 男性 40代 浅科地区

50 人口減 女性 40代 浅科地区

51 子供を増やすための努力、政策をもっと深めてほしい。 男性 20代 野沢地区

52 中山間地域の人口減少、高齢化、空き家。市政としてどういう事が出来るか。 男性 70代以上 中込地区

53 高齢者の増加と若者の減少 女性 10代 望月地区

54 人口増加を望める市作り。 男性 60代 野沢地区

55 裏を返すと若い人が定着せずに少子化が加速している。 女性 70代以上 臼田地区

56 人口減。買い物難民対策（公共交通の充実、支援企業への補助金など） 男性 20代 野沢地区

57 人口減 男性 60代 東地区

58 高齢者 男性 20代 臼田地区

59
子供が少なく高齢者が多くなるかもしれません。車も多くなるし交通事故を少なく
する。

女性 50代 野沢地区

60 少子高齢化 女性 30代 野沢地区

61 若者が定住する佐久市にする事 男性 70代以上 浅間地区

62

学校の合併ばかりでなく子供が増える様な（臼田地区）施策を考えてほしい。若者
の雇用拡大を考えてほしい。この４月以降ゴミの軟プラの分け方が細かくなるよう
ですが、高齢化が進んでいる中ゴミの分別はお年寄りの方々にとって難しいことで
す。お年寄りの世帯も増えています。分けた方が良いことは理解できますが、年を
取って今までできたことができなくなるという事も考えて頂きたいと思います。

女性 50代 臼田地区

63 人口減少 男性 40代 中込地区

64
子供が東京などへ就職したりしてだんだんとひとり暮らしの高齢者が増えてしまっ
ていること

女性 30代 東地区

65

高齢者が多くなってきている。また今後もこの状況は続くことを考えて、高齢者対
策を今よりも充実させていかなければならなくなると考えられ、その際の財源等を
どうするか、を総合的に計画していた方がよいと思われる

男性 40代 浅科地区

66 いろいろある問題を深く考えないこと。増える高齢者。 女性 60代 中込地区

67 住人の高齢化。移住者の積極的な受け入れ。公共交通網の充実。 男性 30代 野沢地区

・ 市役所職員、市長関係

・ 財政、納税

・ 公共施設

・ 情報発信・ＰＲ不足
1 公務員の減少。給料が高すぎる 男性 30代 望月地区

2
市の人事制度の刷新（年功序列の廃止。客観的試験導入。）全日本規模で人材を募
集する。（今のような地縁、血縁体制では必ず息詰まる。）

男性 60代 望月地区

3 市役所の職員が多すぎる。 女性 60代 望月地区

２「市政」について
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改善すべき佐久市の課題

4

改善すべきは職員の意識改革。ただ仕事をやればいいのでなく、市民のための公僕
として自ら希望した人たち。もっとやるべき希望をもって欲しい。皆さん一人一人
が提案すべきことはたくさんある。

男性 60代 浅間地区

5

広報紙等の配布に住民（区）の力を使うことを当てり前であると思うのはやめて欲
しい。行政でやることをやった上で住民の協力をお願いするようにして欲しい。特
に佐久市に対してクレームをつける気はありませんが今まで同じ考え方でアンケー
トの結果を分析するのであれば何もならないと思います。まず、行政でできること
を考えて足りない部分は住民にお願いするようにしてほしい。回覧板、広報の配
布、昔ながらであるし周辺の人とのコミュニケーションになるという考えは行政の
怠慢的考え方だと思います。

男性 50代 東地区

6 市役所職員の人数が多すぎる。机に向かって何をしているのかわからない 女性 70代以上 中込地区

7 一人一人の市民の声を聞く 男性 50代 望月地区

8
公務員のOA化をもっとはかり市民に対する課税を少しでも軽くすべきだ。人数も減
らすべきだ。

男性 60代 中込地区

9 無駄なものを整理しようとしないこと 女性 60代 浅間地区

10
佐久市になっていろいろ相談しても係員が冷たい。いろんな村や街からの人なので
薄情っぽい感じがする。行きにくい。

男性 10代 浅科地区

11 市職員のスキルＵＰ 男性 40代 中込地区

12
高齢者の一人暮らしだと色々と難しいことが多いように思う。移動、雪おろしなど
行政サービスで何かあれば心強くなると思う。

男性 30代 浅科地区

13
行政のやることすべてがおそい。市バスの運転手の態度が悪い（地域住民にとって
印象悪いといいことないと思います）

男性 30代 望月地区

14 そこそこどれもがんばっているが、「特別」なものがない。 女性 30代 臼田地区

15
街作りは個人の意識改革があって実現します。優良行政対策事業の見学等に参加し
職員の活性化が必要

女性 70代以上 東地区

16 大事業だけでなく市民の話に耳をかたむけ、小さいことでも実行してもらいたい。 女性 70代以上 浅間地区

17 降雪時の佐久は凍みる路面の為、主用路の凍み対策。 男性 40代 浅間地区

18
行政としては受け身すぎる。目に見える所ばかりアピールして目に見えない他の地
域をないがしろにする所。（雪かきや商店街の活性化）

男性 40代 中込地区

19 行政職員のスリム化 男性 70代以上 野沢地区

20 行政の益々の発展を願います 60代 臼田地区

21
市議の人員削減給料手当の減。市職員の減。市職員天下りの廃止（特に部長級の
人）

男性 70代以上 浅間地区

22 行政の方のめんどうでやだなというような態度（時々感じます） 40代 浅間地区

23 市を全国区にアピールできる代表的な何かが無い

24 市役所の職員の対応の仕方 女性 30代 浅間地区

25

市役所（職員）の意識の改善。（市役所、支所いずれも皆さんの為にという意識が
低い。事務的で窓口で不快になることがある。他市町村からの来訪者に良い印象を
与えられるようにしてほしい）

女性 50代 臼田地区

26 特徴がうすい。上田に負けない町作り。サントミューゼ誘致失敗など。 男性 30代 望月地区

27
職員意識の低さを改善するための人材育成。（旧佐久市職員と合併職員との差別的
認識があり、人材登用に差がある）

男性 60代 浅科地区

28
市職員の態度がつめたいくらい。資料（住民票などをとりにいくのが、市役所にい
くのがイヤダ）

男性 30代 浅間地区

29 サービス精神を養う事 女性 70代以上 東地区

30
市役所職員がもっとキレ良く働いて欲しい。窓口から見える所でコーヒーなどを机
に持ってきて飲んでいて、見苦しい。

女性 50代 臼田地区

31 行政の目線でなく、市民の目線で。

32
もっと地域に密着した住民サービスが必要。除雪を例にとれば、浅科村時代よりも
雑になり生活道路の確保に支障が出ている。

男性 60代 浅科地区

33 行政サービスの充実 女性 30代 野沢地区

34

せっかく合併したにも関わらず望月地域は反対に行政関連のことは本所が遠くなり
対応が遅い。佐久平周辺以外にも同じように力を入れて頂かないと、合併した意味
が望月には無いような気がします。する事に意義があるというような体制。（プラ
ンなどを作ったり進めたりするのは良い事だが、内容が固まってないまま進めるの
で結局中途半端になっている事が多すぎる）農業にもっと力を入れて下さい。（市
をJA、農民とが１つになり、農産物を日本全国そして世界へ！）JAの各地の成功事
例があります。参考にしてもっと広く販売していける経路を作って下さい。

女性 40代 望月地区

35 行政職員の配置人数 女性 50代 浅科地区
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改善すべき佐久市の課題

36 各支所の対応の改善 男性 60代 浅科地区

37 職員・議員を減らす 女性 60代 東地区

38 役所の人員が多すぎる。適材適所で市政の運営 男性 70代以上 中込地区

39

職員の一般企業への研修も必要だと思います。野沢会館内でまとめて出す郵便物が
一部届いていないことがありましたが、箱の中へ入れたのか？入れたとしたらどこ
で消えてしまったのか調べようもなく責任はどうなるのか？一般では箱の横へノー
トを置き、誰が、いつ、何を入れたか記入している様です。そういうところが甘す
ぎるのでは？

女性 60代 浅科地区

40 市長の関係で市職員（正規）が増えた 男性 50代 臼田地区

41 職員一人一人の能力の向上 男性 40代 浅科地区

42

前々から思っていたことですが、夜８時から９時頃市役所を車で取り過ぎる時いつ
も電気がこうこうとついている。そんなに残業しないといけないのか。昼間適当に
仕事していて残業してないか。市も赤字財政の時は残業をしない様にして努力した
時がある。おかしくないか。

女性 60代 中込地区

43
市役所、税務署の職員が非常に冷たい。不愛想で全体的に雰囲気が非常に悪い。足
を運ぶ気になれません。

男性 10代 東地区

44 行政案内板が少ない 男性 50代 中込地区

45 各区長より支持した市議にもっと市民の意思が通じる市政になって欲しい 女性 70代以上 浅間地区

46 大きくなった佐久市に行政サービスが追いついていく。 男性 30代 臼田地区

47 行政の無駄を省く。医療費通知 女性 70代以上 中込地区

48 市政や広域行政に取り組む姿勢 男性 60代 浅間地区

49 役人の数を半分に。悪徳役人の排除。 男性 50代 浅科地区

50 個性的な物が少ない。 男性 40代 臼田地区

51 市議の数を減らす。 女性 40代 東地区

52 市議削減 男性 60代 浅間地区

53

市の中枢にもっと女性を登用すべきである。１０年後に活躍が見込まれる３０～４
０代の若い世代の意見をもっと吸い上げる方法を考えること。（時代は猛スピード
で変化している）

女性 50代 中込地区

54 市民の声を良く聞いてほしい。市職員の上から目線をやめてほしい。 男性 60代 浅間地区

55
行政が土日も営業していたらいいなと思います。共働き家庭が増えている時代なの
で、困っている人はたくさんいると思います

女性 30代 臼田地区

56 無駄をなくすこと 女性 20代 臼田地区

57

市役所職員は住民に親切に、やさしく笑顔で対応して欲しい。合併は吸収合併だっ
たのでしょうか？市長室に依田、神津市長の写真があるのは・・・？たまたま合併
前と同じ名前の佐久市の市長だっただけでは？どんなことでも市役所に聞けばいい
ようにしてほしい。支所があるのは良いが、市役所で分からなくて支所でないと分
からないことがないようにしてほしい。合併しても支所は支所内の事務をしてい
る。佐久穂や上田市がそんなことはしていない。何でも情報は一元化、集約して欲
しい

女性 30代 東地区

58

一度役につくと一人の人が長い間やりますが、それは良いようですが新しい風が入
らない原因であり、悪いことをするのに都合がよく悪人役人が絶たない。一年毎か
長くとも二年で職場を交代することを決めてください。公民館の役員そのほかも同
じ

男性 70代以上 浅科地区

59 市長、ちゃんとした働きをしてもらいたい。すごく住みづらい。 女性 50代 野沢地区

60 佐久市のこれからの未来の展望が見えてこない。市長のリーダーシップが問われる 女性 50代 東地区

61 箱物行政が多く、市長の所信と違った方向に感じる。 男性 60代 浅科地区

62 市長の考え方をかえる。別の人にかえる 男性 60代 浅間地区

63 市長 女性 20代 浅間地区

64 リーダーシップ 男性 60代 望月地区

65 トップダウンの清貧策 男性 50代 野沢地区

66

日頃感じている事は、佐久市には活気がない様に思います。これに行こうというメ
インがなく、交通の便が悪くコンサート１ヶもないので、目玉が１つあるといいと
思います。

女性 70代以上 中込地区

67 佐久といったらこれ、というものが特にない点。 男性 30代 浅間地区

68
佐久市のインパクトイメージがないため他地域からの人々が来ない。何かもっと観
光客が来役が多く訪れる佐久市を行政と一緒に行う必要があると思います。

女性 60代 浅間地区

69
他県の人と話した時に「軽井沢のとなり」ではなく「。」がある所など佐久市が一
発でわかるような場所にして欲しい。

男性 20代 臼田地区
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70 今後佐久市が何を目標とし進んで行きたいのかが見えて来ない。 女性 60代 中込地区

71 地域によってもっと特徴を出していった方がよいと思います。 男性 60代 東地区

72
住民税が高すぎるわりに何も対応してくれない。休日の除雪、塩カルの対応が遅す
ぎる。

女性 40代 中込地区

73 税金が高い。何に使われているか、あまり実感がない 女性 40代 中込地区

74 国保税が高い事。調和のとれた発展 男性 60代 浅間地区

75 税金が高すぎる。福祉に力を入れるべき（人材） 女性 40代 臼田地区

76
税金が高い。高齢になり働けなくなったとき生活していけるのか不安。佐久市とし
ても支援が欲しい。

女性 40代 野沢地区

77 財政の健全化 男性 60代 野沢地区

78 税金が高い。 女性 60代 浅間地区

79 各部署別にもっと無駄を省き予算を上手に利用してほしい。 男性 50代 野沢地区

80 社会保障も良いが借金を増やさぬように 男性 60代 東地区

81 ゴミの分別の問題。税金が高すぎる。 女性 50代 望月地区

82
市町村合併して１０年経過するが、行政上の無駄がまだかなり残っている。もっと
なくせる無駄は多いはず。

男性 40代 浅科地区

83 税金が高い。１業種への肩入れがある。ブラック企業について 女性 50代 中込地区

84
佐久市だけではないことですが税金（特に年金・国保）を支払える人達が支払わな
いケースが多くなってきているようなので、どうしたものか

女性 50代 東地区

85 佐久市が潤えば市税も下がり住みやすくなればなお良いと思う。 男性 20代 浅間地区

86 財政 男性 60代 中込地区

87 国保税が高すぎる。道路整備が悪い。工場が少ない。 女性 60代 野沢地区

88 がっつりもうけてがっつり市民がほしい支援ができるようになってほしい。 女性 40代 野沢地区

89 住民税をさげてください。観光地や観光スポットもふやしてほしいです。 男性 70代以上 臼田地区

90 住民税が他の市町村と比べると高いので、見直して欲しい。 女性 40代 臼田地区

91
高齢者増加により財政悪化と負担増。集落毎にある風習は、移住者の定着を妨げ
る。

男性 30代 中込地区

92 市があまりにも借金しているので、借金の返済をどの様にしていくのか？ 男性 60代 浅間地区

93 税金を安くする。年金等で生活している人たちが不安のない生活をできるように。 女性 50代 望月地区

94 現在佐久市は他に比べて税金が高額の感がある。その点一考すべきである。 女性 70代以上 浅間地区

95 高額な税金 男性 30代 野沢地区

96 年金から国民健康保険、介護保険金が増えること 男性 60代 中込地区

97 税金が高い 男性 50代 浅科地区

98 国保等の税金見直し 男性 40代 浅科地区

99 国民保険料を下げて欲しい。老人ホームを多くする。浅間病院の充実 男性 60代 東地区

100 税金が高い。 男性 70代以上 野沢地区

101 税金が高い 男性 60代 浅科地区

102 市県民税を安くしてほしい。 女性 30代 東地区

103 税金を下げ住み良い町にする。 女性 70代以上 中込地区

104

商業的にも農業的にも収入源が減少して納税が少なくなる傾向ですので、なるべく
市民に負担がかからないように無駄遣いを省いて税金のよりよい使い方に注意して
欲しい

女性 70代以上 野沢地区

105 市税等の軽減化する 男性 60代 浅間地区

106

現在、高齢者に対しては手厚い支援をしている様に感じます。多方面のことに対し
て無料化サービスをしている例。高齢者大学とか有料にしても良い。とにかく、そ
うした無料化が子どもたちに負担になることで生活苦にもなり犯罪につながる。無
駄なものを建造したりしないこと。

男性 70代以上 野沢地区

107
生保の基準の甘さ。（年齢的に少しでも働ける人は働き、足りなければ補助など）
子供の学力、スポーツ、音楽等に補助をして、向上させてほしい。

女性 40代 野沢地区

108
上下水道や道路等のインフラの修理等が計画的に行われていけるのか。新しいもの
ばかり作って、その後のことを考えているか。（収支の見通しの甘さはないか）

男性 30代 浅科地区

109 水道、ガスが他県に比べて高すぎる。ゴミの分別細かすぎる。粗大ゴミの回収 女性 30代 中込地区

110
ムダな物への財政支出を無くして欲しい（文化会館予定地を公園にした事。中途半
端な陸上競技場etc）有効利用出来る物への支出をお願いします

女性 50代 野沢地区

111 合併後の各施設や組織の集約が進んでいない（図書館や文化ホールなど） 男性 40代 浅科地区

112 文化会館の充実（大きな施設）。少子高齢化の対策。野生鳥獣による被害 男性 50代 東地区
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113

勤労者福祉センターの隣に文化施設ができて欲しかった。高齢者の意見も大事と思
うがこれから長く税金を納めるであろう10代～20代若い世代にアンケートなどを実
施して必要性の確認など民意をくみ取って欲しい。

女性 50代 野沢地区

114

施設の整備、充実といってお金をかけて無駄なものをつくったり、運営していると
ころ。公営施設の対応、マナーがひどい。問３－１２．１．多少サービスが低下し
ても・・・の問いがあるが、今以上に低下してもよいとおもっているのかと心配に
なる。

女性 30代 浅間地区

115
公共施設に市民が積極的に使用したいと思える所、情報が少ない。商店街に特色が
あまりなく、続けて利用しようと思えない。他の市や地域にない「特色」がない。

女性 30代 浅間地区

116
もっと脱田舎。他県の人が来て楽しめるところ、見どころが欲しい。もっと楽しめ
る市にしてほしい。遊ぶところや何か楽しい所を作って欲しい。

女性 30代 野沢地区

117 レジャー施設の充実 男性 30代 東地区

118
大規模な施設やイベントではなく、継続して地域住民が気軽に利用できるコミュニ
ティー（小規模な）施設の充実

女性 50代 臼田地区

119
交通の主要拠点や交流広場など都会的な商業地域よりも郷里風土の景観を生かした
デザインを検討して頂きたい。

女性 40代 臼田地区

120 雨水排水路の整備 女性 30代 浅間地区

121 動物園がない 男性 50代 中込地区

122
車社会に対応した駐車場の整備（佐久平交流センター、運動公園等駐車場が狭く利
用しにくい。高齢者が公共交通機関に頼れない佐久市である）

男性 60代 浅間地区

123 施設の片寄り 男性 40代 浅間地区

124
農地や山を整地（壊して）新しい施設を建てるところ（道路も）本当にその施設が
必要なのか考えるべきだと思う

男性 30代 臼田地区

125
低年金でも入れる施設があること（多く）。バス乗り場がちかくにほしいこと。ゴ
ミの選別が少なくなること

女性 70代以上 浅科地区

126
箱物が小さいのを作るのではなく大きい物を一つ作ったほうが良い。運動場も同じ
ことが言える、孫たちが毎年大変な思いで深したり移動している

女性 70代以上 浅間地区

127 レクリエーション施設の充実 男性 60代 東地区

128
野沢地区、中込地区の目立った開発が必要である。市民が集まりたくなる施設等が
あればと思う。

男性 60代 野沢地区

129
高齢者が多くなって、自分では行きたくても行けない様な施設への計画はあまり好
まない。例）平尾山の温泉。お金の使い道を考えてほしい。

女性 60代 中込地区

130
公共施設における禁煙の徹底。佐久市は市役所を含めて喫煙者に対して指導が徹底
されていない。

男性 70代以上 野沢地区

131 公共施設（佐久平駅公園、運動競技場など）運営方法の見直し 男性 50代 臼田地区

132

施設等中途半端な感じを受ける。（市民交流ひろばは良いと思います。）道路の除
雪をも少し何とかしてほしい。（寒いため氷になってほかの市と比べると危ない気
がします。）

女性 30代 臼田地区

133 箱ものはいらない。このようなアンケート必要なのか？ 男性 40代 臼田地区

134
身近でいろいろなもの（物だけでなく）を実際に経験できる、知る事ができる施設
の充実。

女性 60代 野沢地区

135

”長寿”といいながら、佐久HP以外意外とものがない。老人や子供を中心に福祉
面、レジャー面、自然面、商業面、文化面など、総合的な結びつきのある施設等の
充実。

女性 60代 臼田地区

136 公共施設の色が地味すぎる。商店街の活性。高齢者の支援 女性 40代 臼田地区

137
若い夫婦が低料金で入れる市営住宅を増設してほしい。民間との兼ね合いも調整し
て。シルバー人材の活躍の場を増やして下さい。

男性 60代 浅科地区

138 市の魅力発信 男性 10代 臼田地区

139
広報誌等各家庭に配るより回覧板で良いと思います。資源のむだの様な気がしま
す。

女性 40代 野沢地区

140 地域以外の人が、佐久市へ興味を持つ様な発信を進めていって欲しい 女性 50代 浅間地区

141
土地を上手に使えていない。もっと人が呼び込めるように施設を作ったりアピール
すべき！良い所が沢山あるのに勿体ない

女性 20代 中込地区

142
市外、県外の人たちを呼びこむ。もっと市のアピールできるもの充実。佐久に住み
たい、住もうの町づくり

女性 40代 中込地区

143 人口を増やす宣伝。農作物の宣伝（米） 女性 70代以上 浅科地区

144 ぴんころ地蔵を全国の人に知ってもらいたい。 男性 10代 野沢地区

145 情報公開 男性 60代 臼田地区

146 まだまだ知名度が今一つなので、知名度をあげるようになればと思います。 女性 20代 浅間地区
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147 ＰＲの足りなさ 女性 20代 野沢地区

148 佐久市活性化のためにＰＲが必要 女性 60代 浅間地区

149 佐久市をもっとアピールする。 男性 70代以上 中込地区

150 特産物の開発、都市との交流、特に青少年の育成、子育て世代の労働条件。 女性 60代 望月地区

151 宣伝広告が下手。高齢者と若者の接点を作るコミュニティーのあり方。 女性 70代以上 浅間地区

152
佐久を全国に、世界にアピールし、来訪者を増やし佐久を見て、味わい、感じて欲
しい。観光の目玉が欲しい。弱い。

女性 60代 中込地区

153 知名度アップ 女性 60代 臼田地区

154

佐久市ってどこにあるの？と聞かれる事がある。もっとピーアールすべきである。
私は軽井沢の隣と答える。文化施設がない。せっかく素晴らしいアーティストが来
ても、体育館でコンサートをやってはダメだ。（上田市のサントミューゼまで見に
行く）

男性 60代 東地区

・ 発展の不均衡など

1
中心地重点主義を見直し、自然豊かな地域を活性化する施策。サービスを低下させ
ず行政の事務等の適性化。

男性 70代以上 浅科地区

2
市内で使ったお金は市内に入るような循環化。冬期、小中学校まわりの除雪強化。
公務員の良質化。

女性 50代 浅間地区

3
今後発展すると思えないと市民に思わせてしまう所。公共施設のむだが多すぎる。
税金をもっと大事に使う姿勢が見えない。

女性 40代

4

”暮らしやすい町”とはすごく身近で感じられる事が一層充実していることだと思
います。医療の充実、路面が平らで歩道の整備された町並み、今回のこのようなア
ンケート等による継続的な住民からの意見収集を行うことが必要かと思います。大
規模事業による施設建造は、維持管理負担が将来を担う子供達にのしかかることか
ら、よく検討していただきたいと考えます。

男性 40代 浅間地区

5 地域差 男性 30代 臼田地区

6 旧市街地の低迷 男性 70代以上 野沢地区

7 交通、買い物など不便である。地域があり、いわゆる弱者と呼ばれる方々への配慮 女性 60代 望月地区

8
小さい街が集合して大きくなった感じ。分散している。一つにまとまった大きな街
にはできないか？（上田市のような）

男性 50代 臼田地区

9
とにかく町がごちゃごちゃしてきたないイメージ。空き店舗も多いし建物が汚い。
もう少しきれいにならないものでしょうか。

女性 50代 中込地区

10
文化施設や人の動き、街の形態などが合併前のままで地域間の垣根があるのでもっ
とバリアフリー（？）になれば良い。

女性 70代以上 浅間地区

11

佐久平駅周辺は活性化されているが、それ以外の地域はさびれているので空いてい
る土地を利用して商業、文化など施設を増やして欲しい。芸能人のコンサートがで
きる大型（かなり）のホールなどがあると人も集まるのではないか。

男性 40代 浅間地区

12 核が分散している。中心となるべき所が未だ定まらず 男性 70代以上 浅間地区

13 佐久平駅周辺の一極集中が高齢化社会への不安と思う。バランス配置が必要！！ 男性 50代 中込地区

14 佐久平以外の地域の活性化（特に旧３町村について） 男性 30代 望月地区

15 農村部をもっと便利にして欲しい 女性 70代以上 浅科地区

16
商店が中心に集まってしまい車で出なければ行かれない。もっと近所にちょっとし
たお店があったり、車販売など考えてほしいと思います。

女性 50代 臼田地区

17 駅周辺だけでなく、地方にも娯楽施設の設置や、医療の充実も必要だと思う。 女性 20代 望月地区

18
佐久平駅周辺は施設が充実しているが、少し離れるとスーパーやコンビニなど遠く
て不便なところ。

女性 30代 中込地区

19
市街地ばかりに集中して事業を進めすぎている。郊外の過疎地域問題を考えて頂き
たい。

男性 30代 望月地区

20 田舎が取り残される危険。人口密度の違いによるサービスの質の違い（差別） 男性 望月地区

21 山間部の配慮が必要 男性 70代以上 臼田地区

22

（１）工業団地や企業誘致を止め、農業・耕作指定地区と住宅・住居指定地区の分
離線引きを進める都市整備に取り組む。（２）河川両岸に沿って全面公園と緑地の
整備と辺地住民の市街地に集中させる移住計画の策定と支援を行う。（３）行政住
所番地表示と郵便住居番地表示を整合させ、統一化を図る。これがないと人口減少
から脱却できない。（４）各家庭の前にゴミを出して収集するやり方へ変える。

男性 60代 中込地区

23
計画的な開発が出来ていない。商業地、工業地と農村地を分けるべき。農地の急激
な宅地化は危険。

男性 50代 野沢地区

３「まちづくり」について
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24

日本各地で言える事だが、商業施設が集中するのと同時に他の今迄の商店等が廃業
せざるを得なくなる等、人々の流れが市内全体を見ても一定化してしまいがちにな
るので、何らかの対策が必要。

男性 60代 浅科地区

25 市の活性化。 女性 60代 臼田地区

26
自然災害の対応を見直す。佐久市駅周辺だけではなく、他の商店街や色々な所を活
性化させる。

女性 50代 望月地区

27
樋橋地区の開発について、市民による投資組合を作り、市民の声が届く様な政策を
とって欲しい。

女性 20代 中込地区

28 中心部はある程度恵まれているが、過疎地は後手になっている様な感じがする。 女性 70代以上 望月地区

29 過度な都会化 女性 60代 野沢地区

30
佐久平周辺だけが賑わっているだけで、他の地区は合併前と変わらない。取り壊さ
れていない空き家が多い。

男性 20代 中込地区

31
市街地に商店や病院がかたまっていて、今後車の運転ができなくても困らないよう
スーパーがあると便利だと思います。

女性 50代 野沢地区

32

都市部と田舎との較差（例えば都市計画の見直しなど、快適な田舎暮らしが出来る
ようにしてほしい）佐久市内の公共交通（市内循環バスなど）運賃の格差の見直し
（平等に！！）

女性 40代 望月地区

33 合併による旧町村の中心地区分散化を統合見直しの施策？ 男性 70代以上 浅間地区

34 佐久平周辺ばかりが発展していること 女性 70代以上 臼田地区

35
商店街の核というものがなく佐久平駅周辺に集中している。文化的な市にするため
にも文化会館等の集約建設が望ましい。

女性 70代以上 浅間地区

36
佐久平から外れた過疎地にも若人定住できるような工夫など。周辺にも力を入れて
下さい。

女性 70代以上 望月地区

37 開発が無秩序に行われている 20代 浅間地区

38
今は行事は旧佐久市においてとり行われているが、以前の様に末端な地域でも行っ
て欲しい。

女性 60代 望月地区

39
合併した事により範囲が広すぎて地域間の文化、施設、ライフライン等にバラつき
があるように思える。

女性 60代 浅間地区

40 地域格差（特に商業地域）をなくす 男性 70代以上 臼田地区

41 過疎化してきている地域が活性化していける環境の整備 男性 10代 浅間地区

42 何もない。佐久平以外は暮らすのに不便 女性 50代 浅科地区

43

佐久らしい街並み（街づくり）を計画的に行わないと、どこへ行っても同じような
チェーン店が林立し「佐久らしさ」がなくなる。「佐久らしさ」を育てていく「佐
久育」教育を地域挙げて子供のころから皆で大切に育て、育んでいく必要がある。

44 秩序ある工業、商農系の土地の開発。 男性 70代以上 浅間地区

45 街から離れると暗い所が多いので、明るくして欲しいです。 女性 50代 浅科地区

46 集中化 男性 50代 中込地区

47
佐久市が大きすぎる。佐久平は人が増えて・・・他は田舎、このギャップをどうす
るか。

男性 70代以上 中込地区

48 都市化過ぎないように 男性 50代 臼田地区

49
中心地（佐久平）ばかりに力を入れず、合併前のそれぞれの地区毎に開発を進めて
もらいたい。

女性 50代 臼田地区

50 中心部のみでなく、すみずみまで行政が行き渡ること 女性 50代 浅間地区

51
高齢化に伴って買物弱者が増えていく地域ができていくのではないかと思っていま
す。地域格差への対応が必要になると思います。

女性 50代 臼田地区

52 大型店が駅の周辺に片寄っていすぎる。 女性 40代 野沢地区

53 市の中心も大事。でもはずれの地域にも目を向けて置き去りにしないでほしい。 女性 70代以上 臼田地区

54
佐久平などの市街地に比べ、郊外の地域が開発の恩恵を受けることが少ないと思わ
れるところ。

女性 60代 臼田地区

55 地域産業の衰退、高齢化比率 男性 40代 臼田地区

56 佐久平ばかりが発展し、昔からの商店のこれからが心配。 女性 40代 野沢地区

57
山や田畑が削られる開発よりも、既存の物の利用で何とかならないだろうか。使用
しない建物等、有効に使えたら。（民間も含めて）

男性 40代 臼田地区

58
地域ごとのバランスが悪い。住民の自主的参加により町づくりが出来るように、行
政も工夫する必要がある。

男性 50代 臼田地区

59 無秩序な住宅建設 男性 40代 野沢地区

60

望月地区の活性化（企業、大型店舗の誘致）（同じ税金を払っているのに・・・高
齢化社会になりつつあるので高齢者向けのバスや医療をぜひ望月にも整備して欲し
い。お願いします）

男性 40代 望月地区
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61
農業も工業も商業も、子供も大人も高齢者も全てが住みよいまちづくりをしてほし
い

女性 50代 中込地区

62
一極化した開発、市の一極化した投資、人口割りでの投資よりも過疎化した地域へ
の投資を、公共施設は過疎化した地域へ

男性 60代 臼田地区

63
佐久平駅周辺地域に全てが集約され他地域との差がある（買い物や金融機関など高
齢者の方々は足がなく大変だと聞きます）

女性 20代

64

長い目、広い視野に立ったまちづくりが必要。今でも残念に思う事が２つ。佐久平
駅周辺の開発について。もっと佐久らしさや景観を生かす建築物やまちの形が考え
られていたら、今のように雑然としたまちになっていなかったのでは・・・と残
念。駅そばに文化会館ができていれば様々なアーティスト催しが行われ、岩村田を
中心とした佐久市全体が活気づいたのではないだろうか。上田のサントミューゼに
すべてもっていかれてしまった。冬場は活用できない公園になってしまったこと
が、かえすがえすも残念。

女性 50代 浅科地区

65
市街地から離れた場所にスーパーがあると便利に思う。子供がスポーツ、習い事が
気軽に出来るように施設があったらと思う。（送迎つきで）育成のためにも。

女性 40代 野沢地区

66 岩村田商店街の景観。運転のしにくさ 女性 30代 浅間地区

67
問5-3にもあったが買い物したくても近くに店がなく、交通手段もない人が増え、
更に一人暮らしの老人が多くなる現状をどう改善していくのか。

女性 60代 野沢地区

68
良くも悪くも合併前と合併後の変化がない事。合併効果が行政効率などで実感でき
ないこと。

男性 60代 望月地区

69 佐久市に統合して転勤等で市職員が地域に不慣れで処理等に時間がかかる 男性 60代 望月地区

70 小さな部落の合併。 男性 40代 野沢地区

71
市町村合併して１０年経つが一方で生活は全く良くなっていない。むしろ独房老人
の増加、子供の減少と地域の生活が成り立たなくなってきているように思う。

女性 30代 臼田地区

・ 自治会・地域行事

・ 転入者の受け入れなど

1

集落に古い習慣が残っており強要されること。小学校でも職場でもそうでしたが転
入者に対し冷たい。（何回か転勤で動きましたが初めてでした）農業に活気がない
のが道の駅に行っても目新しさがない。

女性 40代 浅間地区

2
昔から住んでいるものと新しく住人となったものが一つの自治会内で協力をし合う
ことが難しい。自治会が非常に面倒くさい。

男性 40代 浅間地区

3
自治会が反強制的でいやです。他県から移住しました。冬の対策がおくれている。
住宅地内の除雪は高齢者ではとてもむりです。

男性 60代 東地区

4
「市」とはいえ、地域によって全く違う考え方や風習、若い人も暮らしやすい所へ
してほしい

女性 40代 浅間地区

5

民生委員の活動が、各委員任せになっていて、地区によってバラつきがある。６５
才以上の一人暮らしの人を訪問すると聞いているが、私宅には一度も来ていない。
不安を感じる

60代 野沢地区

6
区が抱えている問題点を速やかに進めて頂きたい。申請しても予算がないみたいで
今まで出来てない。（5年前申請）

男性 60代 浅間地区

7

公民館の集いについて。必ず二月の雪のある時期、駐車する場所さがしに苦労しま
す。又この寒中の中、金、土、日と三日間も会場を灯油で燃やすことはもったいな
い事です。せめて秋にでもするようにしたら寒くなく大勢の人も見にきてくれま
す。

女性 70代以上 中込地区

8

自治会や市、区の各種委員の役員として駆り出されることが多すぎる。自治会へ入
らないとゴミステーションが使えないというのも、加入を暗に強制されていると感
じるので、対策をお願いしたいです。あらゆる面で閉鎖的です。多様な価値観を認
めあえなければ、結果として衰退していくのではないでしょうか。

女性 40代 浅間地区

9

世代交代が進みさらに新しい人達が移住してくるにつれ、住民間のつながりがだん
だん希薄になっていく。干渉されたくない世代も多い。その点をどうやっていった
ら良いのか不安。誰も年を重ねると仲間に入りたくなると思う。だから年老いてき
たら誰でも立ち寄れ、気さくに話の輪に入れる施設みたいなものが各地域単位で
あったら、住み良い町になるのではないかと思う。（空き家とか使って）若いと
思っていても１０年は瞬く間です。若い人ばかりが住み良い町ではなく、高齢者に
も住み良い町作りをして欲しい。しかし若い人が増えないと成立いないし、とにか
く人口増加が課題ですかネ。

女性 60代 中込地区

４「地域社会」について
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10
集落（村民）が閉鎖的で意地悪な事をする。一部の市職員の知識、教養のない言動
が目立つ。

女性 60代 臼田地区

11
地域の活性化。過ごしやすい町作り。まだまだ不便が多い。民間の活用が足りな
い。

男性 40代 望月地区

12 臼田地域、望月地域との一体感が薄く感じる。観光名所、特産品のＰＲが足りない 女性 40代 浅間地区

13

若者の中にもいまだによそ者という言葉が使われている。本音と建前の使い分け。
文化、芸術の吸収が弱い。中信、南信の文化の違いをもっと交流お手本にすべき。
若者の意識を変えるのが第一。

男性 70代以上 野沢地区

14 村意識から個人尊重 男性 50代 臼田地区

15
地域ごとがバラバラで連携がとれていないこと。高速出口のおぎの屋が廃屋になっ
ていること

男性 50代 浅間地区

16

地域の人同士のつながり、自然環境の維持。そのためには市民ひとりひとりの意識
が大事だと思う。自分の地域環境（自然・人）を保つために自分がやるという主体
性を持つための働きがけが弱いと思います。

女性 30代 中込地区

17 若い人の力の結集 70代以上 野沢地区

18 昔からある顔見知りの付き合いを重視し、新たな転入者等を受け入れないところ 女性 40代 浅間地区

19 都市化し過ぎない様に、もっと隣人との関係を大事にしたい 男性 60代 中込地区

20
考え方やロジックに特異性を感じる。受け入れる事に慣れていない。人が育たな
い。地の理を活かすべき

男性 50代 浅間地区

21 プライバシーうんぬんで、横のつながりがうすいように思うのですが！ 女性 60代 野沢地区

22 地域の人と交流する機会が減ってきている。いざという時、助けあえないと困る。 女性 10代 中込地区

23 近所の助け合い（絆）の気持ちを高める。近所の声掛け運動。雪かきの協力等。 男性 60代 浅科地区

24

地域、地区の結束が固いのは良い事ですが、新規に移住された人はその特色になじ
みづらいところがあります。人口を増す目標があるならば、地域住民の理解と市と
しての受け入れ態勢を整えるのが必要と思われます。

男性 30代 野沢地区

・ 文化施設

・ 小中学校の教育、高等教育の充実

・ 運動施設

・ 芸術・文化の活動等の不足

・ スポーツを楽しむ機会

・ 公園が少ない
1 文化施設はいらない？（コスモホールなどがあるから）公共のサービスが悪い。 女性 60代 臼田地区

2
大きなコンサートホール（2000人くらい入れる）場所が欲しいです。佐久市出身の
芸人さんや音楽家たちに来て文化面でも良い事になれたらと日頃思います。

男性 70代以上 中込地区

3 日本各地の著名人を佐久市でも観られるイベントホールがない事 女性 60代 中込地区

4 10万都市らしい。市民会館が欲しい。 男性 50代 浅間地区

5 大きい多目的文化施設 男性 70代以上 浅間地区

6 総合文化会館ができること 男性 70代以上 浅間地区

7

これだけは、高速交通網等に恵まれた大佐久市のシンボルとして文化会館の早期建
設を。行政機関等の一極集中（公共施設含む）苦情相談（仲介）所施設（担当課・
係）を設けて欲しい。市民が和を持って生活していくためにぜひ検討を切望する。

男性 70代以上 浅間地区

8 文化施設が少なく他町村にコンサート等が行ってしまう。 女性 40代 野沢地区

9 コンサートなどの会場が狭い。駐車場が狭いし冬は大変。 女性 60代 浅間地区

10 コンサート、大好きなスポーツの大会など人を入れる施設の充実 女性 50代 中込地区

11
文化施設の充実、ホールの改築、佐久交流センターのホールの席数を増やすなどし
てほしい。（コスモホールは佐久平駅から遠すぎる）

女性 60代 浅間地区

12
目に見える活動に対しては対処するが、目に見えにくい文化、芸術や、つながり
等、重要視されにくいこと。

男性 30代 臼田地区

13 文化施設は必要だと思います。 女性 50代 東地区

14
文化都市というほど文化的施設が無い。駅前に集客が見込めその他の市の施設が利
用できることを願う為、佐久市文化会館が建設される事を望む

男性 60代 浅間地区

15 文化会館が必要 男性 70代以上 浅間地区

16
文化会館つくってもいいと思う。ほとんど上田「サントミューゼ」にもっていかれ
てる。存在感がなくなってきている。出初式で全員が入れないのおかしい

男性 30代 望月地区

５「教育・文化」について
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17

日本の中心地であり、せっかくの新幹線の駅があるのを生かして、文化会館（１５
００人入るくらいの）絶対、絶対必要！！松本、長野、上田に追いつく文
化・・・。どんどんおいてきぼりの佐久市の先の発展に必要。

女性 70代以上 中込地区

18
文化ホール等、大きなホールが必要だと思います。佐久市は文化的な意識が低い土
地柄だと、越してきて感じました。

男性 60代 野沢地区

19 歌が好きだから、大きなホールを作って歌手の方々をよんでほしい。 女性 70代以上 野沢地区

20
文化会館ができなかった事に対するリスク多いかな。何か変わる事はないでしょう
か。佐久市が広域になり、全体の交流をもう少し増やすべきかなと思います。

女性 60代 野沢地区

21 文化会館のようなものが欲しい 女性 70代以上 浅間地区

22 文化施設の充実 男性 70代以上 望月地区

23 文化設備の整備 男性 70代以上 臼田地区

24 文化センター、スポーツ広場が狭い。旧佐久市が特に除雪が遅い事。 男性 60代 浅間地区

25 中途半端な大きさでなくコンサートなどができる施設があると良いと思います。 女性 50代 東地区

26 中心市街地に大規模な文化ホール（施設）が欲しい 男性 50代 中込地区

27 大型文化施設を建設し東信地域文化の発展向上を図って欲しい。 女性 60代 東地区

28 文化会館を作るべきだった。 女性 20代 野沢地区

29
佐久市は文化が低いと思う。文化向上のために、利便性の良い文化会館が必要だと
思う。

女性 70代以上 浅間地区

30 文化的施設が少ない。もっと景観をきれいに（シンプルに） 女性 60代 浅間地区

31
文化施設がない。上田市のサントミューゼのような音楽ホールは新幹線駅近くに必
要と考える。

男性 40代 浅間地区

32
高校在籍の減少。私立高校の助成金。スポーツ施設までの交通の便の改善。広報、
無線が聞こえにくい。雪などの際に交通、通学路の早めの除雪。

女性 40代 浅間地区

33
教育機関がなさ過ぎて東京かせめて長野市まで通わないと全国レベルの教育（高等
以上）が全く受けられない。

女性 30代 浅間地区

34
教育に関わる予算が十分でないと感じる。学校施設の老朽化、自校給食の廃止、先
生方の「非正規化」など子育てしている身にとっては心配です。

男性 40代 望月地区

35
スキー場とかそりすべりなどが、出来る所へ学校や保育園などが使用した方が良い
と思います。パラダとか少年自然の家など

女性 50代 望月地区

36 小規模の小学校をどんどん統合してしまうのは、いかがかと思う。 男性 50代 臼田地区

37
小中高ともにレベルの高い学校をつくるべきである。優秀な児童をのばす場所が県
外にしかないため

男性 30代 中込地区

38 次世代を担う人材育成 女性 60代 野沢地区

39 若者の育成。特に20代から40代までの育成 女性 60代 浅間地区

40 教育、人材育成 男性 40代 東地区

41
中学で暴力が発生しても学校は野放しにして何の対策も取らない。その事をかく
す。無能校長。

男性 50代 東地区

42 地産地消の豊かな学校給食。食育につながる自校給食 女性 70代以上 野沢地区

43 教育現場への整備充実（小中高） 女性 40代 浅間地区

44 大学があまりない事。子供が市外、県外に出て戻ってこない 女性 10代 浅間地区

45 教育と福祉関係 男性 40代 臼田地区

46 Ｊ1のチームを呼べるサッカー場やプロ野球をよべる野球場を作るべき 男性 10代 野沢地区

47 体育施設、文化施設がほしい 男性 60代 浅間地区

48 佐久総合体育館の利用料を、学生の団体が使うときは安くしてほしい。 男性 10代 浅科地区

49 スポーツ施設の拡充 男性 30代 浅間地区

50
会館、スポーツ施設等、プロも呼べるようにして欲しい。他県からきてもらわない
と発展しない。

女性 70代以上 東地区

51 スポーツ施設を増やしてほしい 男性 10代 中込地区

52 スポーツ施設、公園の充実 女性 40代 浅間地区

53
施設の有効利用。歳をとっても元気に暮らせるよう、総合型地域スポーツクラブを
作ってもらいたい。

男性 20代 中込地区

54
大きな体育館を佐久平駅近くに造ってほしい。（大きな大会や音楽ライブができる
ようなもの。新幹線を降りてすぐなら集客できると思う）

女性 50代 中込地区

55 体育館などのスポーツ施設が悪い 女性 40代 浅間地区

56 スポーツ施設が少ない。遊ぶところが少ない 男性 10代 浅間地区

57 スポーツ施設の増加。子育ての支援 男性 10代 浅間地区

58
文化面に力をいれる。駅前一極集中だけでなく、バランスの良い生活のできる市。
人口増

男性 70代以上 浅科地区
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59

文化活動の充実。佐久のシンボルとなるような観光施設や商業施設。佐久平駅周辺
以外の地域の充実→高齢化が進むなかでも、お年寄りが安心して暮らせるような町
に。

女性 10代 中込地区

60

こども未来館、佐久平駅の近くの方がお客も多く来られたのでは？岩村田商店街に
出向く人なし。瀬戸の運動施設ももっと大きく、多くの利用とまわりに店なども作
れたら。B級じゃダメよ。岩村田、中込、野沢と皆バラバラだと思う。県外から友
達が来てもここぞという所がないので、もっと佐久市に人が集まる所を作った方が
良いのではと思います。ラウンドワンなども良いかも。パチンコ屋が多すぎる。

女性 50代 浅間地区

61 文化レベルが低い。お年寄りが生活しにくい。ホームページが見にくい。 女性 40代 浅間地区

62
知的、文化的向上の推進。文化都市としての充実、確立。魅力的な佐久平駅づく
り。（佐久市の玄関口として）

女性 50代 浅間地区

63

素晴らしい絵画、美術品を収蔵している近代美術館が、入館者少なく活気がない。
もっと活用を。一人暮らしの老人の足となる市内のバスの充実。きめ細かさが必要
だと思います。佐久市内の伝統行事を掘り起こし、ふくらませてください。

女性 60代 浅間地区

64 文化的意識が低い 男性 60代 中込地区

65
経済（金銭）だけでなく文化会館、ゴルフ場がなくなり残念。文化都市になること
が人口の増える要因になるではないか

男性 70代以上 浅間地区

66 文化的活動の向上 女性 60代 浅間地区

67 いろいろな人を招く（有名人を呼ぶ） 女性 60代 浅科地区

68 文化の向上。道路の目地の精度向上（草が生えてみっともない） 男性 40代 野沢地区

69 スポーツ、文化、県の大会が佐久市でできるようになれば。大きな場所など 女性 60代 野沢地区

70
スポーツをもっと盛んに人をもっと見つける、過去の人材を見つけること。小中高
のコーチやった人（長野県・日本に出た人）まだまだ佐久市は届いていない

男性 60代 中込地区

71
運動場等の観客集客数を増やすためベンチを増やすこと。ゴミのポイ捨てする人が
減ること。

女性 30代 野沢地区

72 スポーツの出来る所 男性 70代以上 臼田地区

73
運動をする人は多くいるにもかかわらず、施設が少ないと思います。高校生、中学
生が部活をしたくてもできないという現状があるのは問題の一つだと思います。

女性 10代 浅間地区

74

甲子園出場だけに手厚い支援をするのではなく、その他のスポーツ、全国大会出場
者にもお願いしたい。表敬訪問、お茶一杯は寂しいですネ！！新幹線、高速イン
ター周辺”だけが”主に活性化しているところ。片寄った施設の建設で、利用する
事がほとんどない事。

男性 40代 臼田地区

75 子供が遊べる身近な公園。道の駅等公共的なものが少ない。 男性 30代 東地区

76

中心部の交流公園も含め公園や歩道の緑化を強化してほしい。東京都などの公園へ
行っても、もっと緑が多く過ごしやすい。また、合併して市が大きくなってから市
のまとまりがなくなってしまった気がします。

女性 40代 浅間地区

77 大きな公園の整備 男性 50代 中込地区

78 大きい公園があるといいなぁ。もっと子育てしやすい街づくり 女性 30代 浅間地区

79

子育て世帯も増える中子供を遊ばせる公園が少なすぎる。もっといろいろな公園を
作るべき。特に自転車等の練習ができる交通公園があればいいと思います。更に子
供を病院で受診する際お金を払わず受診できるようにしてもらいたい。佐久に来る
前は大田区にいました。そのときは0円で受診できありがたかった。

女性 30代 中込地区

80
千曲川辺りで安心して遊べる整備（今は「キケン」ばかり）公共交通をもっと便利
に。

女性 70代以上 野沢地区

81 子供達の遊び場。路線バス。身勝手な不法投棄。高齢者に対する配慮 女性 30代 東地区

・ 道路整備

・ 公共交通の利便性

・ 除雪が不十分

・ 空き家対策

・ 生活の利便性

1
道路整備に力を入れて欲しい（集落内の道路が狭い）。市街地に人口が集中して過
疎化の進む地域が増える

女性 60代 浅間地区

2 交通の便が悪い。これぞ佐久！がない 男性 30代 望月地区

６「都市基盤整備」について
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3

道路状況が悪い。（悪路が多い）行政の使命感が低い？PRを含め情報発信力が低
い？高々とアドバルーンを揚げてはどうか？隣接自治体との連携強化と資源の共同
活用。

男性 70代以上 中込地区

4

車が白くなるほどムダに塩カルを散布すること。一時的に除雪車を国道など大きな
道のみに集中して、回りの道はそのままでアクセス面を考えないところ。
国道や市道のように生活道路やわき道などの通学路にされている道の保守、点検。
（舗装や雪かきなど）高齢者などの理由で手入れのできない土地・農地を仲介など
して活用するように、市の広報で募集をしてほしい。中込、佐久平駅周辺のよう
に、市中心部以上の道の整備。

男性 30代 野沢地区

5 道路、公園の整備。文化会館 男性 70代以上 野沢地区

6 道路環境（交通安全）の充実。軟プラゴミ収集の改善。図書館、文化施設の充実。 男性 50代 浅間地区

7 道路整備。文化施設が乏しい。 女性 60代 野沢地区

8 市道の枝道、道幅を広く 女性 70代以上 望月地区

9 道路、特に街の中 男性 60代 浅間地区

10 農村部の道路の整備 男性 70代以上 浅間地区

11 道路整備。道路修理。除雪をちゃんとできる市になる。 男性 50代 東地区

12 道路の中途半端な整備の改善 女性 60代 浅科地区

13
幹線道路以外の通路整備。ゴミの分別が複雑。記名はプライバシー保護の視点から
大きな問題あり。

女性 40代 野沢地区

14 道路の改善 女性 40代 中込地区

15
各区内の生活道路が他市町村に比べ整備ができていない。つぎはぎだらけ。恥ずか
しいと思いませんか。

男性 60代 浅間地区

16

高冷地で凍みによる道路の傷みが早く、また激しいが市に陳情してもなかなかやっ
てもらえない。若者、子育て世代が働きたいと思う企業の誘致（零細、中小企業ば
かりの現状）。温泉地や観光地への交通手段また、道が狭かったりと利便性が悪
い。宣伝をして欲しい。

女性 60代 野沢地区

17
浅蓼大橋付近の四車線化。石神信号付近の事故多発の原因なので。自然災害に対す
る計画、市民への通知、対応策の発表。

男性 40代 中込地区

18 道路の整備。子育て支援の充実 女性 20代 野沢地区

19 古い橋や古いインフラの整備 女性 40代 野沢地区

20 道路整備（幹線道路以外の整備を含む街灯等 女性 60代 浅間地区

21
新幹線、高速が有るので、道がせまい軽井沢、小諸、松本方面などの道がせまい。
集落の中も道がせまくあぶない

男性 50代 浅科地区

22 歩道がガタガタで歩きずらい。子の医療を￥０にしてほしい（東京は０です） 女性 40代 野沢地区

23 裏道の整備（舗装、雪道） 女性 70代以上 浅間地区

24 道路などの工事期間が予定よりだいぶ長くなってしまうこと。 女性 40代 臼田地区

25
市街地の道路（歩道）がせまい。高齢者、障がい者福祉をもっと充実（さらなる高
みへ）佐久広域の交通網（軽井沢、蓼科と南佐久郡への道路、アクセス）

男性 50代 浅間地区

26
大規模な設備の充実、整備ばかりでなく、市民の生活道路の整備を進めていくこと
も重要

女性 60代 野沢地区

27

今後、自動車交通量が今よりふえるとは思えないのに、二車線化や道路拡張など必
要以上に道路を整備しすぎに感じる。多少の不便はあっても必要以上の道路整備は
避けるべきだ

女性 50代 臼田地区

28 生活道路網の整備 男性 70代以上 臼田地区

29 松本方面の交通が良くなれば良いと思う。 男性 70代以上 望月地区

30 中部横断道早期開通を計り、人・物の流通増に期待。 男性 70代以上 望月地区

31 道が親切じゃない。除雪へたくそ。 男性 40代 浅間地区

32 東西の道路。住宅街の道路。 男性 70代以上 中込地区

33
道路の土手などに大量のゴミ。夏場になると雑草や木の枝で道路が狭くなったり、
見通しが悪くなる所がある。

女性 60代 中込地区

34 道路や水路、ため池の整備をしてもらいたい。 女性 70代以上 野沢地区

35
歩道が雪や雑草などで歩きづらい時があるので、歩道の整備にも力を入れてもらい
たい。

女性 10代 浅間地区

36 道路整備。路肩の草やゴミ除去。 女性 50代 望月地区

37
河川の清掃。荒れてる市道の路面舗装。。冷える佐久市住民への電気料金、灯油代
金の補助等（公共施設の暖房が高すぎる）

男性 60代 臼田地区

38 街灯が少ない。信号が多すぎる。なら矢印付きを設置したり車線を増やす 女性 50代 浅間地区
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39
大きな道路は整備されてきているが民家への中へ行くと狭い道が多く車の出入りに
大変。

女性 60代 野沢地区

40
集落の中の行き止まりをなくす。集落の塀（コンクリートタイプ）をきれいに。街
路樹を増やす。山の中に不法投棄あり。

男性 40代 中込地区

41
大きな道路の小中校の近いところの歩道橋設置について見直して欲しい。地区によ
り空き家が増加していること。

女性 40代 野沢地区

42 交通手段 女性 50代 臼田地区

43 道の植木の手入れを行う 女性 50代 中込地区

44 中心以外の所の道路整備を至急行って欲しい。 女性 60代 東地区

45

車を運転中、市街地の電線、電柱があまりに多く目につく。何か良い方法はないか
と思う時ある。また、国道、県道、市道を走って道路脇の雑草が伸び放題の所が多
い。

男性 70代以上 浅間地区

46
所々明らかに歩道が狭く車と歩行者の距離が近すぎたりする道がある事。夜中の騒
音。

男性 10代 浅間地区

47 市道・農道の整備（道が狭い、舗装が継ぎ接ぎ状態） 男性 60代 浅間地区

48 道路 男性 40代 中込地区

49
橋や道路を整備してもらいたい。（小諸～佐久間）安い老人施設を建設してもらい
たい。

男性 40代 中込地区

50
主要道路の整備。福祉政策の一層の充実（高齢者社会への対応）観光資源の活用が
不十分（地域の認識度の低さ）

男性 60代 臼田地区

51
市民交通ひろばのイオン側に無料駐車場を設置する。中部横断道の複線化（単線で
は追い越しできない）

女性 20代 浅間地区

52
過疎地にも道路巾を広げ、老人車も安心して歩けるように。又野生動物の被害はこ
りごりです。

女性 70代以上 浅科地区

53 道路の整備。外灯の設置。 男性 30代 野沢地区

54 もっと歩く人にやさしい佐久市になってほしい。 男性 40代 中込地区

55 通学路の整備が遅れている 男性 50代 野沢地区

56

少し細い道でも交通が多い所があります。区長さん等にお聞きし、大きな道の次に
除雪した方がよい所を確認して欲しいです。小さな子供から高齢者が安心して歩け
るように、すべては皆が安全になるのでお願いしたいです。あと通学路である道、
細い道に３０Kｍ規制をしていただきたいです。北農の前あたりの道だったのかそ
の通りだったのか、視覚による（道路に青っぽい線がかかれています。）規制があ
り、その場所以外にも規制が必要な所が沢山あると思いますので、住み良い都市に
なるには安心して通わせる道があることも大切だと思います。

女性 30代 浅間地区

57
高齢者、障碍者に配慮した歩道の整備。共働き世帯の子育て支援。（子どもが病気
でも休みづらい、子供を預か医療機関が無い。※風邪などの場合）

男性 50代 浅間地区

58 道が狭いのに車の運転が荒い奴が多い。子供があぶない。 女性 30代 臼田地区

59 道路整備 男性 40代 東地区

60
国道や県道、市道などの歩道を整備し、自転車や歩行者が安全に移動でき、巡回バ
スなどが便利な事

女性 40代 中込地区

61 道路をやたら作りすぎでは。街灯が少なく暗い道路が多い 女性 40代 臼田地区

62 主要道路はどんどんよくなるが、１つ脇道に入るとひどいところもある 女性 30代 中込地区

63 交通環境（道路の状態など） 女性 10代 東地区

64 交通網の充実。観光地の開発。商品の開発（土産品などの） 女性 50代

65 佐久平以外の地域が不便。子ども未来館が高すぎる。 女性 30代 浅間地区

66

中心地から離れた地域の交通の不便さの解消。ますます増える独居の高齢者に対す
るサービス。空き家に対する施策をもっと厳しくした方が良いのではないか。。障
害児、者の施設が乏しい。

男性 40代 中込地区

67
浅科や望月の方にも電車が開通すると良い。高校生は投稿手段がなく不便である。
佐久平のイオンに続き大きなお店ができるとうれしい（自然は残しつつ）

女性 10代 中込地区

68
公共交通整備。確実に増える高齢者に対する福祉。佐久市と住民の間にある区・
班・組・等の組織

女性 50代 野沢地区

69
高齢者が増加するので移動手段。健康で長寿であるようサポートする。仕事と子育
てを安心して両立できること。本物の芸術・文化にふれる施設が欲しい。

女性 50代 野沢地区

70

バス（コミュニティー含む）便の改善。小・中・特に高校のそれぞれの特性を出し
専門学校など将来佐久市での働き手になるよう育成する場所を作って頂きたい。ま
た、50代、60代の就業の場の拡大もお願いしたいです。

女性 50代 望月地区
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71

バスの交通網の整備。電車との乗継便の改善。学力、学業への意識の低さ。国語力
の低さ。ゴミの分別の種類が多い。ポイ捨てが多いのか、道路や川でゴミをよく見
る。

女性 20代 浅間地区

72
車運転できなくなると移動手段がない。除雪が行き渡らない。運動施設が近くにな
い。若者が働くところがない。

女性 60代 野沢地区

73 車がないと生活できない事。カルチャースクールが少ない事 女性 60代 浅間地区

74 バスが不便（バス停の徹底）自転車や歩行者の視点にたった道路整備を希望する。 女性 10代 浅間地区

75 公共交通機関の整備

76
高齢化が進んで駅までの移動手段がバスしかなく、しかも回数が少ない所。子供が
もっと自然に関わって遊べる場所の確保

女性 10代 東地区

77 路線バスの減少。商店街の過疎化。商業施設の減少。 女性 20代 望月地区

78
車の運転ができない人への交通手段の模索。空気を乗せているバスより予約式のワ
ゴンタクシーの充実を。

男性 60代 中込地区

79
土日運行のバスをもっと増やして欲しい。外国人労働者の人が車をもっていないた
め休みの日に買いもに行けない。

女性 30代 浅間地区

80
高齢になった時に交通手段がなく買い物に行く等不便が生じる。歩ける距離にコン
ビニ、病院がない事

女性 40代 望月地区

81
バスなど交通網の不便さ（車がない人に対しての配慮）病院とか買い物に気軽に行
けるよう住宅地からの送迎バスを充実させるべき。温泉施設への送迎も必要。

女性 50代 浅科地区

82 小海線の運転本数及びバスが少ないため車に頼らざるを得ない所 男性 20代 中込地区

83
市内循環の交通手段が少ない。将来、更に高齢者が増えることは必至。商業施設や
文化施設に行かれる様バスの運行等もう少し工夫してほしい。

女性 60代 臼田地区

84
弱者対策に力を入れるべき。交通弱者に対する移動手段が少ない。充実すべきだと
思う。

男性 60代 望月地区

85
電車。バスの運行本数を増やす。子供の窓口無料化（医療費）。団地みたいな坂道
の除雪にも手を貸して欲しい。車がないと不便な所。

女性 30代 野沢地区

86

改善とは違いますが、私自身運転免許がなく不自由ですが、これからも年寄が多く
なり事故も多いよう、免許を返したのちの交通面を考えていただきたいと思いま
す。

女性 70代以上 野沢地区

87

市内循環バスの増加と単純化！高齢者に対する多様なサービスを増やす事！！（タ
クシー半額や娯楽施設の大幅割引等）→企業や行政が高齢者のために動くべき！！
高齢者が増えるので、積極的にサービスを増やせば、それにともない労働者も（雇
用も）増えるのでは？高い市民税払ってるんだから、もっと市民の為に使ってほし
いです。

女性 40代 中込地区

88 交通手段 男性 70代以上 東地区

89
移動手段の改善道は良くなっても高齢者は不便昔よりも（前はバスが定期的に数多
く今より便利）

60代 浅間地区

90
交通の移動手段の悪いところやひとり暮らしの老人や家庭交流の少なくなっていく
地域での孤独化などに対すること。

女性 60代 臼田地区

91 鉄道の利便性 男性 10代 野沢地区

92
通勤、通学の交通便を改善してほしいです。駅と学校が遠いと結局、車での送り迎
えが必要になってしまう。

女性 20代 浅間地区

93 公共交通機関の充実。スムーズに乗り換えできる 女性 40代 野沢地区

94 ニーズにあった公共交通の確保 男性 60代 望月地区

95 電車の間隔をもう少し短くしてほしいです。 男性 10代 浅間地区

96 小海線の運行時間が少なすぎる 女性 10代 東地区

97
交通の便が悪い。総合病院があってもその病院で治療ができないところ。浅間病
院、佐久病院ともに他の病院に紹介されてしまう

女性 50代 望月地区

98 交通手段が車かタクシーしかない。（バスが少ない） 男性 20代 中込地区

99 市内循環バスなどもっと便利にしてほしい（小型化しても良い） 男性 50代 東地区

100

市で発行する情報誌を大幅に削減（毎月、四半期毎に配布されるもの）。利用者の
少ない福祉バスの廃止と代替を考える。８８才、１００才の祝をやめる（やっても
成果がない）健康長寿社会の達成（現在は全国１７位？）

男性 70代以上 臼田地区

101
交通網を充実させ、日祭日も住民や観光客がバス（小型で良い）を利用できる様に
する。

男性 70代以上 野沢地区

102 お年寄りの交通手段の充実が、今後必要に思う。 男性 50代 浅間地区

103 小海線の本数。歩道の雪かき。 男性 10代 中込地区

104
高齢者が増えるのに介護の現場では手が足りなく困っています。若い人がもっと働
きやすく、給料ももっと改善してやって欲しいです。

女性 70代以上 東地区
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105 高齢者が多いが、公共交通機関（バスetc.）整備されていない。 女性 50代 東地区

106
買物弱者、受診弱者が今も多いしこれから増大するので、安く使える乗り物が必
要。

男性 60代 臼田地区

107 バス路線の充実。車が運転できないと移動ができない。 男性 20代 浅間地区

108 車の運転ができない子供やお年寄りが安心して外出できる事。交通手段が必要。 女性 50代 野沢地区

109 市のバスを増やして医療や買物ができるようにする。 女性 50代 臼田地区

110

高齢者の増加による福祉やアクセス（移動）の確保の見直し。ハザードマップの情
報量を増やし、様々な災害での問題点を明確にする。もし完成していれば新しく市
に入った人にもすぐに確認ができるように発信してもらいたい。

男性 30代 臼田地区

111

バス、電車の乗り継ぎを良くして頂きたい。山や畑が荒れて鳥獣被害も増えている
と思うので昔のような山菜や果実が採れるような、山道も道とわかるようなきれい
な山林に戻れたらと望みます。畑も道路と化していくのが悲しいです。

女性 40代 中込地区

112 過疎地域に電車が通っていない。 男性 10代 望月地区

113 バスが少ない。運行時間も短い。 男性 30代 浅間地区

114
通学をするのに駅まで遠い。その上電車の本数が少ないため不便なので改善してほ
しい。夜、真っ暗の所が多い。学生のために電車、バスの時間を見直して欲しい。

女性 10代 野沢地区

115 公共交通機関が少なすぎる。 女性 30代 臼田地区

116 高齢者が増え移動手段を充実させてほしい。デマンドタクシーがほしい。 女性 50代 浅科地区

117
車が運転できなければ買い物、通学などで色々な事が不便。バスの路線の増加、値
段などを検討してほしい。子供の医療費の無料化。

女性 30代 浅科地区

118 交通の便が悪い。車がないと買い物等生活が難しい。 女性 40代 浅間地区

119 山村部の公共交通機関が利用しにくい。 女性 40代 望月地区

120

公共交通機関が貧弱である、というのは市として問題です。住みづらいと思いま
す。マイカーがなくてはどこへも行けないのであれば安心して住み続ける事は出来
ないし、特に小中高校生の行動範囲を妨げ商店街もどんどん活気をなくし、お年寄
りの活動にも支障がでます。土日祝日であっても運行するべきです。どこの路線で
も乗れるオールマイティパスを発行したらいかがですか？魅力的な場所をつなぎ、
出かけたくなるようにしたらいかがでしょうか。寝たきり予防または子育て支援、
生活支援につながる。

男性 40代 浅科地区

121
交通面、良い所もあるが、地方への公共交通の充実。特別養護老人ホームを増やし
て欲しい。

女性 70代以上 野沢地区

122 公共交通網の改善 女性 60代 望月地区

123 公共的な交通の便が悪く、車の運転が不可能になると孤立する老人が増える 女性 60代 野沢地区

124

雪の降ったとき、道路の除雪もそうですが、老人、子供たちの歩道ももう少し除雪
して欲しい。道路を歩かれて危険です。いらない公営の業務などダラダラ続けない
で欲しいです。

男性 40代 中込地区

125

除雪・・・大きな道はいいのですが、細い道も除雪していただければ助かります。
佐久陸・・・とてもいい所なので、スポーツのイベントなど、有名人をよんでやっ
たらどうか。

男性 30代 臼田地区

126 除雪作業、事前対応の充実。通学路の整備（佐久平浅間小） 男性 30代 浅間地区

127
除雪等、災害時の迅速対応。。佐久市内の交通（高校通学等）整備。最寄り駅まで
の手段。親を頼らないと通学できない事の排除。

女性 50代 浅間地区

128 雪の対策が良くない 女性 60代 浅間地区

129
雪が降った田沖に除雪が行き届かない。地域によって差がある。委託するときに事
業者をもっときれいに除雪するところにして欲しい。

女性 50代 中込地区

130 冬場（雪路面凍結）対策 男性 40代 野沢地区

131

高齢者が多くなり、今まで区等でできたことが大変になってきた。（雪等）また雪
かきが市の中心部は早くするが山間部は遅く、午後等が多い。山間部にも目を向け
て欲しい

女性 50代 野沢地区

132 大雪の時の除雪、災害時等、もう少し早め早めにてをうって欲しい。 女性 40代 浅間地区

133 広い道路だけでなく狭い道路も小型の除雪車を走らせて欲しい 女性 40代 中込地区

134 雪かきをスムーズにやって欲しい 女性 20代 浅間地区

135 除雪が遅い。ない。 女性 40代 野沢地区

136 除雪車の充実 女性 70代以上 中込地区

137 除雪が悪い 女性 30代 浅間地区

138 雪が降った時の除雪の対応 女性 10代 浅間地区

139 国道以外の除雪 女性 20代 望月地区
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140 市役所の辺りの除雪。市営住宅の所の除雪 女性 40代 浅間地区

141 除雪がおそい。農道や生活道路の除雪をしてほしい 男性 30代 中込地区

142 雪が降った時の除雪を改善すべき。除雪が遅く、雑で交通が不便になっている。 男性 10代 浅間地区

143 除雪作業。予算組みをしてほしい 女性 40代 浅間地区

144 除雪体制整備 男性 50代 中込地区

145
除雪にもっと力を入れて頂きたい。養護老人ホーム入所待ちが多いのでその対策を
考えて欲しい

女性 40代 東地区

146 高齢者が増え除雪が困難。耕作放棄地が増えている 男性 50代 野沢地区

147 集落の除雪など、住民では出来ない事を行政で行う。（住民任せにしすぎ） 男性 50代 浅科地区

148
雪が降ったらすぐ除雪してほしい。安心して子育て、教育ができるようにしてほし
い。

女性 10代 浅間地区

149

除雪の時間帯。（通勤前など、ふみかためられる前に）岩村田商店街を利用したい
が駐車場が分からない。急な託児を利用したくても事前の予約が必要、など。急で
も預けたい事がある。（むしろその方が多い）

女性 40代 東地区

150 積雪への早期対応。除雪の技術（東御市などを見習って！）泉団地の違法駐車 男性 20代 野沢地区

151 除雪を早くする。 男性 30代 浅間地区

152 除雪の対応が遅い。 女性 40代 臼田地区

153 冬の坂道の日陰の凍結。いつまでも危ない。 女性 60代 望月地区

154 脇道の除雪 男性 40代 浅間地区

155 除雪 20代 浅科地区

156 大雪が降った時の除雪を早くしてほしい。細い道もやってもらえるとありがたい。 女性 30代 浅間地区

157 除雪を早い時間にお願いしたいと思います。 女性 70代以上 望月地区

158 雪など降った時の対応。 女性 40代

159 大雪に対する対応の遅さ。福祉医療が適切に支給されているか調査してほしい。 女性 20代 浅間地区

160
冬の雪道のかき具合をもう少し改善してほしいです。（国道だけでなく、市街地の
道も少しかいてほしいです）

女性 20代 中込地区

161 除雪。野生鳥獣。超高齢化対策。少子化対策。 女性 50代 浅科地区

162
積雪の後の除雪を出来るだけ早く、大通りだけでなく山間部の道路もやってもらい
たい。（早めにキレイに除雪を）

女性 40代 浅間地区

163 冬期の除雪が遅い。（幹線道路含む） 男性 50代 望月地区

164 除雪。高齢者。子育て。 女性 30代 野沢地区

165
除雪が不備であり、何日たっても凍結が解除されず国道さえもすれちがいなど危険
である。エンカルも隅々までまいてほしい

50代 野沢地区

166

空き家が多い。耕作放棄地が増えている。商店街に活気がない。市街地から少し離
れると高齢世帯が増えたり、限界集落がどこにも見られるようになってきた。自治
会も弱っている。元気がなくなってきた。

男性 40代 浅間地区

167 地域把握。空き家の利用再生。高齢者対応（自宅、介護施設等） 女性 30代 東地区

168 空き家、空き店舗の活用。除雪対策。暮らしやすさを全国にアピールしていくこと 女性 30代 野沢地区

169 大規模施設（いらない）や空き店舗対策をしてほしい。防犯上不安。 女性 50代 浅間地区

170 空家対策 男性 70代以上 浅間地区

171 空家（住んでいない家）など今にも壊れてしまいそうな住居を何とかしてほしい

172
空き家や空き店舗をもっと有効活用できるとよいと思う。（良い立地条件の所も多
いので。）

女性 30代 野沢地区

173 古い空家が目立ってきている 女性 40代 野沢地区

174 空き家対策 男性 30代 中込地区

175
最近空き家、耕作放棄地がとても気になります。住みたい人もいるし、農業をした
い人もいるので、そこを改善できないかと思います。

女性 60代 中込地区

176 空家をなくしたい。高齢者への助け合い 男性 70代以上 浅科地区

177 行政事務や組織の大幅なスリム化 男性 70代以上 臼田地区

178 空家（商店街）、耕作放置対策 男性 70代以上 臼田地区

179 空き家対策、耕作放棄地、高齢者の生活支援対策 女性 50代 野沢地区

180 空き屋、あれた空き地対策。自力生活をおくれなくなった人への対策 女性 60代 臼田地区

181

施設ばかりでななく高齢者が増える中、小さくてもいいからもう少しスーパーを
作ってもらえたら外に出られるのでは。車ばかりではいけない人たちがたくさんい
ます。どうでしょうか？

70代以上 中込地区

182 生活環境の改善が遅れている。特に下水道、生活道路、雪かきなど 男性 70代以上 東地区

183 住宅地を増やす。分譲など。 男性 20代 東地区
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・ 商業の振興・にぎわいの創出

・ 働く場の創出（特に若者）・労働条件の改善

・ 農業従事者の減少、耕作放棄地・有害鳥獣被害対策

・ 魅力的な観光地づくり

・ 企業誘致・育成

・ 祭り・イベント
1 商店街がさびれていく一方である。少子化 女性 30代 臼田地区

2
商店街の状況（臼田）公園がない。少子化にならないようにする。望月の街灯の数
を増加する。

女性 10代 臼田地区

3

旧市街の商店を閉店させるような佐久平駅付近の開発をさせない。農業後継者に対
して、新規就農者並みの支援。後継者が増えないと農業は衰退する。職員の資質の
向上とやる気の醸成。佐久広域圏としての中心市の役割、もっと果たすべき。

男性 60代 野沢地区

4
佐久平駅は発展しているが、周辺の商店等が衰退している。出産ができる産科の病
院が少ない。一人暮らしの高齢者の交通の便が悪い地区がある。

女性 60代 望月地区

5 古い商店街がサビれている。裏道がせまい。 男性 50代 中込地区

6
百貨店などが無くいざという時の買い物ができない。バスなどの自家用車以外の移
動に不便があり不安を感じる。

女性 40代 浅間地区

7
商店街にシャッター店、市街地に空家が目立つ。農地を住宅にせずに作り直すこと
を考えて欲しい

女性 70代以上 野沢地区

8
若者が都会に流れないように、デパートや大型店を増やし周辺地域や県内から人が
集まるようにすれば活気のある市になるのではないかと思う。

女性 30代 野沢地区

9 個人商店たくさん残したい 女性 70代以上

10 商店街の必要性が現状では低く商店街自体を変えていく必要性があると思います。 男性 30代 浅間地区

11

商店街があるのに少しずつしか活性化されていないので、もう少し昔の様に活性化
されるといいと思う。年配の方が多いため、今これからこそ商店街を活発にする必
要があると思う。

女性 50代 浅間地区

12 商店街の活性化 女性 60代 浅間地区

13
他県資本の大型スーパーが多すぎる。面積が広くて人々に施設共に分散していてま
とまりに欠ける。現状満足の人が多く発展性に欠ける。

男性 60代 浅間地区

14 旧市街地の改善 男性 60代 野沢地区

15 個人商店多く 男性 70代以上 浅間地区

16
他の市町村と比べると、文化施設や商業施設、飲食店などが少なく、観光といった
形での佐久へ来るというのは難しい。

男性 20代 浅間地区

17 商業の活性化 女性 50代 浅間地区

18 大きな商業施設の充実 男性 20代 浅間地区

19
個人の店はほとんど店じまい。私達夫婦（７２才、６９）もついには全部店じま
い、体調も良くなく不安だらけ

60代 東地区

20

商業施設の充実（市外、県外へ買い物に行っている状況を改善するべき）。佐久平
駅を駅ビルにするべき（CoCoLo新潟みたいな）。。２年前に佐久市にやってまいり
ましたが、いろいろな手続き、買い物先で“時代遅れだな・・・”って思いまし
た。。路上にゴミのポイ捨てや動物のフンが多すぎる

女性 40代 浅科地区

21

佐久平駅、佐久インターがあるのに活気がない。面白みがない。食料品はツルヤが
あるが、行きたいと思うお店がない。わからない。（魅力あるショッピングセン
ター及びいいものが見つかる商店街の充実）

女性 40代 浅間地区

22 旧商店街の活性化（野沢、中込） 女性 30代 野沢地区

23 野沢地区の十二町商店街をもっと盛り上げたい。 女性 30代 野沢地区

24 以前よりある商店の衰頽 女性 70代以上 野沢地区

25

商業が他の地域に比べて悪い。（おもしろい店がない。無難な店が多い。その場し
のぎの店が多い。←長続きせず入れ替わりが多い。変わり映えしない。）佐久にし
か住んだことのない人が多く、柔軟な発想が求められない雰囲気がある。周りの目
を気にする気質な人が多いので、無難に進めようとすることが、おもしろくない街
になっていると感じる。上田、松本、軽井沢に行く人はいても佐久に来る人は少な
いと思う。

女性 30代 野沢地区

７「経済・産業」について
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26

新しいものに目を向けるより今あるものを大切にすることが、優先すべきではない
か？佐久平駅周辺の大型店進出が進みすぎ。既存の商店街がすたれていくのはどう
か？上田、松本、長野に比べて文化面でも劣っているところにきて、今後益々どこ
にでもあるような大型店が立ち並ぶ民度の低い佐久市になるのは残念である。佐久
平駅周辺は学校なども多いので、低レベルの商業施設しかない俗っぽい市になるの
は、これからを担う若者の育成に良い影響をもたらすのか疑問である。新しい大型
店ができることよりもとからある文化を引き継いでいる商店が減少することは、観
光の面でも特徴のない市になるに等しいと思う。

50代 中込地区

27 地区の商店が全部占めてしまった。せめてJAの売店を復活して欲しい。 男性 70代以上 野沢地区

28 商店街のさみしいところ 女性 60代 浅間地区

29 旧商店街の再構築（専門店化と充実） 男性 70代以上 浅間地区

30

高齢化が進むと同時に若者向けの施設や魅力的なものが少ない。コンビニやレ
ジャー施設を増やして欲しい。２０時以降行くところが居酒屋しかない。カフェな
ど増えればうれしい。

女性 20代 臼田地区

31 古い街をもっと活性化する。 女性 60代 臼田地区

32 商店街の衰退 男性 30代 中込地区

33 商業・工業共に発展し、活気のある市にする。 女性 60代 浅間地区

34 大型商業施設が少ない 女性 30代 東地区

35 商店などが集中し過ぎている。 女性 50代 望月地区

36
商店街のシャッター通り化です。大型スーパーと商店が共存し活気ある街づくりは
できないものでしょうか

女性 50代 臼田地区

37 個人商店がもっと健全に商売できる環境を残して欲しい。 女性 60代 中込地区

38
もっと大きな商業施設が複数あっても良いと思う。商店街の人たちがもっと創意工
夫をして盛り上げるべき（少しサボっている気がする）

女性 20代 浅間地区

39 空き店舗をなくし商業発展させ住みよい町作り 女性 60代 臼田地区

40 公園、商業施設などの人が集まる魅力がない。 男性 40代 浅間地区

41
佐久平周辺の大規模商圏集中と地元商店街衰退対策。交通立地に適した産業推進施
策。

男性 70代以上 野沢地区

42 商店街の活性化と再生。地元に残って働ける職場の確保。 男性 70代以上 野沢地区

43
20分いけば大型ショッピングセンターがあるのですが、もっと都会的センス、何か
につけて（衣類。、食品、デパ地下等）も導入できれば良いと希望しております。

女性 60代 望月地区

44 空き店舗をどう活用するか 女性 60代 臼田地区

45
軽井沢の隣接の商業地として、スーパーや映画館などの商業を発展させて観光客を
増やす事で、活性化していく。祭りを盛大にする。

女性 40代 浅間地区

46

中込商店街など、客が来ない・・・、衰退化・・・を行政ばかりに任せないで店主
らがもっと必死になって活性化に努めてほしい。駐車場を作れば集客があるので
は？ではなくほかのアイディアで人集めをしてほしい。

女性 50代 野沢地区

47 人口の割に大型商業施設が少ない。 男性 30代 浅間地区

48 娯楽は少ない 女性 20代 野沢地区

49
私達が２０代の頃遊べる所がなく、レジャー施設”ラウンドワン”みたいなものが
あったらと思う。

女性 40代 浅間地区

50 駅前の開発が停滞している。若者に魅力的に映らないと思う。 男性 30代 浅間地区

51 中込駅前の店がもう少し大きくなればいい 男性 40代 中込地区

52
佐久市パーキングの前のオキノヤがパチンコ屋になると聞く。佐久の表玄関が北朝
鮮人にうるとは

男性 70代以上 浅間地区

53

岩村田商店街までの導線（駅から）を整備開発し商店街を活発化させる事で、佐久
平駅周辺の大型店舗開発と併せて経済効果がのぞめます。２０代、３０代の若者を
他県へ流出させないために再開発は必要。（自動車の交通ルールの再教育も必要で
す）

男性 40代 浅間地区

54
就職率の安定。若い人たちに魅力のある町づくり。人口を増やし活気のある町づく
り。

女性 40代 浅科地区

55
市内で働ける場所の確保。音楽ホール等の建設。畑、山、田等の農地の活用。市の
職員の意識改革

男性 60代 中込地区

56
若い人が生活できるようにして下さい。これからの人達は年金も少ないので心配で
す。雪の除雪をきちっとしてほしい。

女性 60代 臼田地区

57
大企業がなく就業の機会が限られている。商業はほとんどが大型チェーン店での消
費で域内の資産循環ではなく域外に流出してしまってる。

男性 40代 浅間地区

58 仕事があまりなく産業が活発ではない 女性 30代 野沢地区

59 働く場を増やし大学などで郷里を離れた者もかえって来られるような町作り 男性 30代 野沢地区
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60 労働環境の充実。働く場所が少ないと若者は都心へ流出し続けてしまう。 女性 30代 浅間地区

61 地元に就職口がないといって、都会に職業を求めてしまう若者が多い事。 女性 50代 臼田地区

62 工場が減少。働くところが若い人にない。 男性 60代 浅間地区

63 若者が佐久市で生活できるための商工業の発展。自然環境との調和。 男性 50代 臼田地区

64 若い人達の働く場所がふえて、都会へ出て行った人達に帰ってきてもらいたい 女性 60代 望月地区

65 大学などで県外に出ていた若者が安心して地元に就職できるように働き口の充実 女性 50代 野沢地区

66 市街地に働く場所 男性 70代以上 望月地区

67 仕事の有る町 男性 70代以上 望月地区

68 男女が平等に生涯働くことができる場（職場）環境作り 男性 60代 浅科地区

69 雇用（働き場所）の減少 男性 60代 東地区

70 若者の定住（働く場の安定的確保） 男性 40代 望月地区

71 若者が働く場所を多くする市になるようにしてほしい。 男性 70代以上 臼田地区

72 人口が増えるためには働くところがないとダメ。 女性 70代以上 野沢地区

73 工業系就労場所を増やす。 男性 50代 野沢地区

74 製造業（モノづくり）の企業が少なく、若い人（特に男性）の就職先が少ないこと 女性 50代 浅間地区

75
働く場所が少ない。働く場があっても給料が少ない。その割に税金などが高い気が
する。

男性 30代 浅間地区

76 地元企業への雇用確保による後継者の地元定着 男性 60代 野沢地区

77 優良企業が少ない為、若者が都心から戻らないのでは？企業誘致が必要だと思う。 女性 40代 浅間地区

78 若者が働ける場所の確保 女性 50代 望月地区

79 若者が安心して働ける都市作りを進めて欲しい。 男性 70代以上 浅科地区

80
若い人がきちんとした収入を得ることができる企業、働く場が少ない。出て行った
若い人達に帰ってきてほしい。

女性 60代 中込地区

81
若者が佐久市に定着できるような職場作り。荒れた農地に作物を作り学校給食に活
用する。

女性 70代以上 浅科地区

82 若い人の働く場所(会社)が少ない 女性 60代 浅間地区

83
都会へ就職して佐久市へ戻らない若者が多いので、できれば佐久に帰ってきて就職
できる環境が欲しい。

男性 20代 野沢地区

84
若者の就業場所。働くママの時間外保育の充実（病気の子供を預かってくれる所や
土日保育など）

女性 40代 臼田地区

85
産業が少なく若い人の所得が低い。雇用が不安定。交通（高速道路はOK、空港は松
本だけ←これをどうにか佐久迄客を引き込むことを考える）

男性 60代 浅間地区

86 若い人が安定した職業につける様（長期）にしてほしい。 女性 60代 浅科地区

87 正社員で働ける場所が少ない。 女性 20代 野沢地区

88 求人少ない、大手企業の誘致など 男性 30代 浅科地区

89 働く場所がない（大手企業等）不妊治療に対する補助金制度。献血施設の設置。 女性 30代 浅間地区

90 高齢化による農業の放棄、水田の減少。人口減 男性 60代 野沢地区

91

老後農業もできるだけ続けていこうと思っていますが、周りでは病気などで出来な
くなり、貸す方法もあるがそのまま放置されている・・・ということもある為、も
う少し力を入れて欲しい。少子化

男性 50代 中込地区

92 荒れた不耕作農地と山間部の人口減少 女性 50代 東地区

93 高齢化により耕作放棄地、空き家対策が必要 男性 70代以上 浅間地区

94

田園の存続。ごみのリサイクル。（→ひと手間かけて自覚し、マヨネーズも納豆容
器も洗えば軟プラリサイクルできる。分別をしっかりする。）若者、障碍者の働く
場の確保子育て支援。寝たきりを減らす。ルールを守る。人を育てる。

女性 50代 中込地区

95
農林業の衰退に歯止めをかける。耕地の整備（水路改修なども含め）退職者の新規
就農者に力を入れる。

男性 50代 東地区

96 農振農地が解けない 男性 30代 浅間地区

97 農地を生き返らせる循環型社会にしてゆく 女性 60代 野沢地区

98
空き家、耕作放棄地が増えると思いますので、利用し、専業大型農家を推めてほし
い

女性 70代以上 浅科地区

99 農業が出来る人材を育ててほしいです 女性 70代以上 浅間地区

100 稲作など後継者不足にならないようにしてほしい 女性 30代 浅間地区

101
これからは農業に従事する者が益々少なくなり農地が荒廃する。市は農地の利用方
法などの相談窓口を設けアドバイスをする

男性 70代以上 望月地区

102 農業後継者の確保 女性 70代以上 浅間地区

103 耕作放棄地の宅地化は好ましくない。地球温暖化を進めるだけ。 女性 40代 中込地区
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104 郊外の荒廃 女性 60代 浅間地区

105 農地の宅地化を減らし空家を利用する。農業の後継者を育てる。 男性 50代 野沢地区

106 農地の広い地域なので町作りにはJAとの協議、計画、評価をお願いしたい。 女性 70代以上 浅間地区

107
地産地消の推進が必要でブランドを作る、アピールも強くする点。スピード感が必
要では。

女性 70代以上 野沢地区

108 山間部の農業 女性 60代 望月地区

109
お米作りの方々農地持つ人々達に、環境によい、生活悪くないように改善すべき。
口に入れるものは健康と関わる。

女性 60代 臼田地区

110 耕作放棄地が増え、山林道も通りが出来ないほどあれてしまっている。 60代 野沢地区

111 水田の減少、荒廃。ピンピンコロリとなった時救急車を呼ばない（自宅で看取る） 女性 50代 浅科地区

112 特産品がない。空き家が多い。進学後故郷（佐久市）に帰り就職する人が少ない。 女性 40代 中込地区

113 山の荒れ畑 男性 40代 浅科地区

114 スギ花粉があるので伐採してそれに代わる木の植林をして欲しい 女性 50代 望月地区

115
林業に対する対応が他の自治体に比してやや遅れているように感じる。（大沢のよ
うな先進的な取り組みをしているところもあるが）

男性 40代 浅間地区

116
佐久の林業をもう少し盛んにして山を荒らさないことで野生鳥獣の問題や松くい虫
の問題にも対応してほしい。材木も消費するようにすすめる

男性 40代 浅科地区

117 自然を壊さず、山里の整備を行う。 男性 60代 望月地区

118 山林の手入れ 女性 70代以上 臼田地区

119 シカやイノシシなど獣の害が増えてきているので対策を考えてほしい 男性 30代 臼田地区

120 野生鳥獣の駆除 男性 50代 望月地区

121 くま、サル、イノシシ。出ないよう工夫 女性 70代以上

122 観光・クリーン・教育・文化（発展） 男性 30代 中込地区

123
軽井沢に観光客を奪われないよう佐久市にしかないものを作る。（フラワーパー
ク、バンジージャンプなど）歩道を増やす。荒地の草刈り。

男性 30代 浅間地区

124
若い人に向けた観光施設があればもっと地元が盛り上がると思う。商店街の空き店
舗の有効利用

女性 20代 野沢地区

125
観光地がない。「佐久市で時間を潰せる場所は」とよく聞かれるが、教えることが
出来ない。

女性 40代 浅間地区

126
観光名所にするべき所・こども未来館・美術館・運動公園などすべてが単発で関連
性がない。文化会館もダメになり中途半端である。

女性 60代 浅間地区

127 観光地として目玉になるものが少ない事。 女性 60代 浅間地区

128 もう少し観光客が訪れるような建設やまちづくりをしていった方が良いと思う。 女性 10代 野沢地区

129 佐久平駅を中心として観光に力を入れる 男性 50代 浅間地区

130 観光資源がないので、そのあたりの開発。 男性 20代 野沢地区

131 道の駅の導入 女性 60代 野沢地区

132 観光と史跡の発掘 男性 70代以上 臼田地区

133 観光で多くの人が訪れるように 男性 70代以上 浅間地区

134 佐久平駅はあっても観光地が少ない。 女性 70代以上 浅間地区

135 観光に力を入れる。名所等にもっと力を入れる。 女性 70代以上 東地区

136 観光の目玉 男性 40代 野沢地区

137 観光、リゾート化された市になることを望む 女性 50代 東地区

138
田口小学校の跡地を観光に力を入れ、道路や駐車、土産店などよく考えて誘客キャ
ンペーンに力を入れる。

女性 70代以上 臼田地区

139 岩田村、望月、浅科等古い町並みを残す、復活させ観光資源へとする 男性 60代 中込地区

140 リピーターが増える様な観光の場があれば・・・と思います。 女性 50代 中込地区

141 観光として楽しめるようにアピール出来るようにピーアールする。 女性 40代 臼田地区

142 観光的なブランド力が無いと思われますので、今後の重要課題にすべきでは？ 男性 50代 東地区

143
観光資源を開発したい。（etc.小諸の懐古園や軽井沢のような・・・）観光収入が
得られるようになると良いと思う。（雇用が増えれば良いと思う）

男性 40代 浅間地区

144
観光地（観光する場所）が少なく、軽井沢の通り道や食料・物資の調達地に思われ
ているのか、人が留まらないところ。

男性 30代 浅間地区

145 観光する場所が少ないので、目玉となる観光スポットを作るべき。 女性 50代 浅間地区

146 観光所がないので名所を作り出す 男性 70代以上 野沢地区

147

小田井宿～望月宿までの旧中山道の古い街並みが生かされていない。中山間地の活
用をどうするか。方向性がまったく見えない。このような地域（里山）を活用（観
光も含め）することが重要だと思う。

男性 60代 臼田地区
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148 企業誘致、雇用拡大、過疎化対策 男性 70代以上 臼田地区

149

佐久市は大きく（広く）なっても大きな企業、工業が少ないようなので、もう少し
増やしたら税収、人口が増えるからどうか。通学路の安全が少ない。ガードレール
など

女性 40代 浅間地区

150 産業育成 男性 10代 臼田地区

151 従来からの商店街の意見。先端産業の進出が少ない。海外都市との交流。 男性 60代 東地区

152 「トップ企業」誘致を積極的に推進する事 男性 70代以上 東地区

153 たくさん人が働ける企業を増やしてほしい 女性 40代 野沢地区

154
大学を出た若者が夢をもって働ける企業があまりに少ない。大企業に佐久市に起業
してもらう

女性 60代 東地区

155 田園都市化に伴う自然環境の整備化と精密情報産業の育成 女性 70代以上 望月地区

156 若者に魅力のある企業誘致で雇用を作る。 男性 70代以上 野沢地区

157 大企業が市内にないこと 男性 40代 望月地区

158
佐久市内で解決せず、県外国外からの企業を誘致して、外部から良い部分を取り入
れてほしい。

男性 50代 浅間地区

159 会社誘致 男性 70代以上 浅間地区

160
人口の定着・・・大企業が進出してこないと就職後に離れていくケースが増える可
能性がある。子どもが安心して遊べる場所（屋内外）が限られている。

男性 30代 浅間地区

161 大きな企業が少ない 男性 30代 浅間地区

162 起業を誘致し大規模な水耕栽培をしたらどうか。 女性 60代 野沢地区

163 大きな産業をもっと増やす 男性 40代 臼田地区

164 経済基盤の強化と人材育成 男性 40代 野沢地区

165
大きなイベントを呼びにくい。駅から歩ける範囲内に便利な所があるが、不便なこ
ともあるので車を乗らない交通手段を改善して欲しい。

男性 40代 野沢地区

166 ムダなイベントが多すぎる 男性 40代 望月地区

167

無意味なイベントが多すぎる。高齢者への支援は充実していて良いと思うが、子育
てへの支援が不十分である。産休・育休の実施率の向上。（男性でも育休を取りや
すい社会に。取れない企業が多い。）

女性 20代 望月地区

168
東信地区の中心となる。佐久市が一つになるようなお祭り。（長野びんずる、松本
ぼんぼん）

男性 40代 野沢地区

・ 高齢者福祉・障がい者福祉など

・ 出産・子育て支援

・ 医療の充実

1
高齢者が多くなりその対応。これといった有名な名産物、観光がない。地域によっ
ての過疎化。

女性 30代 中込地区

2

障碍者、児の支援。介護保険サービスなどしっかりしているがそれを理解している
人が少ないので、もっと窓口をひろくして本当に困っている人が利用できるよう
に。市役所職員の再教育。３６５日の市役所の稼働。

30代 中込地区

3
高齢者の支援、核家族化による子育て環境の難しさへの対応、行政のスリム化・効
率化

男性 20代 浅間地区

4 独居老人の手助け。有名な人を呼び多くの人を収容できる施設を作る。 女性 70代以上 中込地区

5 福祉、教育、子育て支援に力を入れて欲しい 女性 30代 浅間地区

6

高齢者が多くなり、隣近所のつきあいが薄れている傾向があるので、高齢者が楽し
める場所を多く使っていく。少子化なので子供世帯に多く手当をだす。道路、国道
はいいが、県道、市道を整備してほしい。

女性 60代 野沢地区

7 高齢者の福祉。未婚者を減らす。中込商店街、歓楽街の近代化 男性 60代 中込地区

8

問5-3にあるように、No3～5のような高齢者増に対する対策を早急に考えてもらい
たい。両方の親でもないのに近所の高齢者の様子も見ていく世代は荷が重い。雪か
きも毎回どれだけ広範囲にやってることか

女性 40代 臼田地区

9
介護施設を増やし将来的にも市外、県外からも入所者を受け入れることで人口減に
も対応できるようにする。

男性 40代 浅間地区

10

老人施設を増やしてほしい。入所待ちの人を減らす。在宅での介護を望むひとが本
当に多いのか？家族に負担をかけたくないと思う老人の方が私の周りには多いで
す。

女性 70代以上 浅間地区

８「保健・福祉」について
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11
これから来るであろう老人ラッシュに向けて福祉施設をもっともっと充実を図って
欲しい。

女性 10代 野沢地区

12 高齢者のケア 50代 中込地区

13 高齢者福祉の充実 女性 40代 浅間地区

14 老人ホームなど高齢者に対しての施設を充実していただきたいです。 女性 60代 中込地区

15 高齢者が安心して暮らせるように 女性 40代 中込地区

16
老人が増える中、そして一人暮らしがさらに増加すると思われるので孤独死等の対
策などが必要であると思う

女性 60代 中込地区

17 高齢化社会に向けての福祉の充実化 男性 50代 浅間地区

18 高齢化が加速していて、もう飽和状態に近い（要介護者が増加している） 女性 50代 浅間地区

19

医療機関は他市から比べると充実していると思いますが、介護施設が少ないと思い
ます。入所したくても１００人待ちだということもよく耳にします。今でもこんな
状態では何年か先介護５でも入所できないなんて事になるのではないでしょうか。
特養のように比較的安価で入れる施設の整備充実をお願いします。

女性 60代 東地区

20 高齢化にともない、高齢者がもっと働ける場がふえて行くといいと思う。 男性 60代 野沢地区

21
介護士が少ない。高齢化社会に対応しきれない。スタッフの負担ばかり増加してい
る。賃金も低すぎる。このままではこれから先困る人が増えるのでは？

女性 30代 野沢地区

22 もっと福祉（障がい者等）に対するサービス等をしっかりしてほしい 女性 50代 浅間地区

23 老人福祉（低所得者のみの優遇でなく） 男性 70代以上 中込地区

24 高齢者も安心して住める町 男性 70代以上 浅間地区

25
弱者のための施策、買い物、医者通い等（一人暮らしへのサポートはあるが、他に
も困っている人はいる。）自分らしく生きるためのサポート。

女性 50代 東地区

26
今までがんばってきたお年寄りがまだがんばっている。早く楽しい生活を送れるよ
うにしてほしい。

女性 30代 野沢地区

27
すでに高齢化社会が進んでいますが、社会福祉等の計画的な整備が必要と思いま
す。

男性 50代 野沢地区

28 高齢者への対応 男性 60代 野沢地区

29 老人ホーム施設を増やした欲しい。 女性 70代以上 東地区

30 介護保険施設が多くある。 男性 40代 東地区

31 特別養護老人ホームなどの介護保険施設の整備、充実 女性 40代 臼田地区

32
老人ホームなどが入所待ちの事が多く、在宅で介護が難しい場合、どうしてよいか
わからない。

女性 20代 浅間地区

33 年をとったとき 男性 30代 中込地区

34 障碍者福祉や高齢者福祉の充実。子育て世代への支援の充実。 女性 60代 浅間地区

35 年金だけで高齢者が暮らしていけるのかが不安。 男性 30代 東地区

36 在宅介護の充実 女性 40代 東地区

37

義母を在宅で介護してます。（介護度５）自分も働きながらはとてもしんどいで
す。認知症もあり夜眠らせてくれません。特養老人ホームへ入らせてもらえるよ
う、順番待ちでなく介護度数に応じてとか何卒生活支援よろしくお願いします。

女性 60代 浅科地区

38
益々高齢化が進んで行く中で、高齢者やその家族が安心してすごすことができるよ
う施設やサービス、制度をより良いものにしていただきたいと思います。

女性 40代 浅間地区

39

健康長寿とうたっているのに他県に比べ自費検診が多い。無料がん検診の年齢制
限、設定を設けている点。また全国同じ子育てをしているのに佐久市は子供の医療
費を負担する。（５００～１０００円）以前住んでいたところより医療に対しての
助成が少ない。１０／４７（都道府県）に該当する事。

女性 30代 中込地区

40 高齢者が多いので老後が心配 女性 40代 中込地区

41 高齢者が増えること。高齢な一人暮らしが増えること。 男性 30代 浅間地区

42 健康寿命を延ばす 女性 50代 中込地区

43
年になるにつれて体が動かなくなり口は達者になりますが体が動きません。老後の
安心、人の心の大切さ。

女性 60代 浅間地区

44 若い人にはやさしいが・・・。今の老人は元気だが数年後はどうなるのか。 男性 50代 野沢地区

45
長生きで老人が増えていく中、社会貢献できる場をもっと設けて欲しい。生きがい
につながる場を。

女性 50代 浅間地区

46
保育料が高すぎる（一律にすべき）住民税も高い。子育て支援をもっと充実すべ
き。（小児科が少ない）市役所の対応をもっと良くすべき（明るく笑顔で）

女性 30代 望月地区

47
子供の医療費の窓口負担をなくしてほしい。（キャッシュバック方式は事務負担も
大きいと思われるため）ムダを削減し、市職員のスリム化を。

女性 40代 野沢地区

48 私個人として不満に思うことは、子供の医療費の窓口での無料、国保税が高すぎる 女性 40代 浅間地区
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49 子育て世代の支援、充実。空き家の増加。人口が佐久平駅方面中心になっている。 女性 30代 中込地区

50
子育て全般に渡ってもっと行政の後押しがほしいと思います。生涯学習を指導する
人材の発掘や育成を進め、幅広く楽しめるように。

女性 50代 浅間地区

51
保育所の入所制限がある。子育てと仕事の両立が難しい。独居老人が多く交通手段
がない。老老介護とその支援が不十分。

女性 40代 野沢地区

52 育児環境（保育、設備）除雪体制 男性 40代 中込地区

53 育児、福祉面のサービス。地域のネットワーク・医療の充実。速やかな除雪 30代 野沢地区

54 佐久市にも児童養護施設が必要ではないかと思います。 女性 60代 浅間地区

55 産後のお母さんを支え合う産後ドゥーラの活用（関東地区を見習う） 女性 50代 野沢地区

56 学童保育の推進。（働きながら子育てできる環境づくり） 女性 40代 浅間地区

57
子育て支援（教育支援）を充実し少子化を防止し、人口増を図る。子供の数を増加
させないと市は活性化しない

男性 60代 野沢地区

58 子供の医療費の補助に対して行き届いていない 女性 50代 中込地区

59 子育てしづらい 女性 30代

60 子育て事業 男性 30代 臼田地区

61 インターネット等から子育てを守って 女性 臼田地区

62
工業を発展させ、若者の働く場所を確保し、安心して子育てできる環境を作ってほ
しい。

男性 60代 中込地区

63 教育、子供の悩み等、気軽に相談できる場所がほしい。教職員だけでは難しい。 女性 40代 中込地区

64
人口が減少しているのに、子育てへの支援があまりよくなく、２人、３人目と子供
をもちたくてももてない人が増えているので、今後考えるべき。

女性 30代 野沢地区

65 子育ての充実 女性 20代 野沢地区

66 子育て世代が働きやすい職場、育児環境 男性 50代 野沢地区

67
子供が無料で遊べる施設をもっと増やして欲しい。広大な土地をもっと有効活用し
て欲しい。

女性 20代 浅間地区

68
少子化対策にもう少し力を入れた方が良い点。医療費窓口負担なし。３人以上の子
育て家庭への支援。

女性 40代 浅間地区

69 手続きの簡略化（子どもに関わること） 女性 30代 東地区

70
子育て世代を増やす為に、長期休み、日・祝日の子供を預かる施設を作るべき。又
児童館の１９：３０まで開館。

女性 30代 臼田地区

71 健康長寿と同じように。子供が増えて欲しい。 女性 10代 野沢地区

72
保育料（特に未満児）が高い。小さい子供がいるとパートでしか働けないが、パー
トの給料が保育料でなくなる。安く未満児を預けられる施設があると良い。

女性 30代 臼田地区

73
子供の医療費の窓口無料化。今すぐに改善してほしい。多子世帯に対するサポート
を増やして少子化ストップ

女性 30代 中込地区

74 最近児童の虐待が放送されているので課題の一つにして頂きたい。 男性 30代 浅間地区

75 子育てに優しくない。（小学校遠すぎる。バス出せ）（小児の救急が弱い） 男性 30代 浅間地区

76
少子化対策。保育料が無料であっても自身の生活や収入を考えると、３人目を産む
選択はできないと思う子育て世代が多い。

女性 20代

77 保育料を安く 女性 40代 東地区

78
医療の充実（病院少ない、医師の育成)保険料が高い（市民税含む）子供が遊べる
場所が少ない

女性 20代 野沢地区

79 子供の医療費の無料 女性 40代 中込地区

80

これと言った主のものが見当たらず佐久市＝○○というものが思いつかない。保育
所が古い建物があり、改善してほしい。保育者の質の向上に力をいれてほしい。疑
問点が多々あるような気がする。

女性 30代 浅間地区

81
病院が少ない。スーパーや小売店が少ない。ライブやイベントなどをやる多目的
ホールがない。

女性 20代 野沢地区

82
子供の医療費無料を高校までにし、窓口でも払わない様にしてほしい。へき地に住
んでいる者でも不便さを感じない町になってほしい。

女性 40代 望月地区

83

保険料の値上げもしかたないが、その前に健康診断の方法を見直して下さい。基本
健診の項目を増して下さい。冬道路の確保。特に雪道。離れていても生活していま
す。学校に通っています。考えて下さい。

女性 60代 望月地区

84
医療施設（病院等）の割に医療技術者の未熟感がある。向上を望む。市民に更なる
行政サービスを（介護等にもっと重実を）

男性 60代 中込地区

85
大きな病院にかかりたい時、他の病院からの紹介状がないとかかれなくて余計なお
金の出費がかかり無駄がある

女性 50代 浅科地区

86 佐久医療センターの受診（外来）の困難さ（知人が困っていました） 女性 40代 浅間地区

87 核家族が増え、一人暮らしのお年寄りも多く、病気になった時など心配。 女性 30代 野沢地区
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88 浅間総合病院の泌尿器科の医師の充実。（新患は診ていただけない） 女性 70代以上 野沢地区

89
佐久病院の夜間や土日の急患対応の医師の質が本当に酷いです。まともな診療をし
たことが一度もないです。改善を希望します。

男性 30代 臼田地区

90 人口の流出を少なくし健康で働きやすい事 男性 60代 浅科地区

91 いつまでも医療福祉を第一に考え続ける事 女性 60代 臼田地区

92 医療費抑制の一つの方法として人工透析となる前からの保健指導の充実強化 女性 60代 浅間地区

93
医師不足。医療センター負担かかっている。もっと浅間ＨＰも患者さんを受け入れ
られる体制を取ってもらいたい

女性 30代 浅間地区

94 高齢者にもっと支援を（特に医療） 女性 70代以上 中込地区

95 佐久病院が二分してしまったこと。年をとってきて不便を感じます。 女性 70代以上 臼田地区

96
医療機関の充実を図る。いつでも(浅間病院)専門の医者に受診できる様、医者の確
保。

女性 60代 東地区

97
高齢者が安心して生活出来るように、病院・介護施設等の増設、保険料・使用料を
低く。

男性 70代以上 東地区

98

病院の数は充実していますが・・・、数が充実しているのに断られることや嫌な思
いをする事があります。「うちでは見られません」なら分かりますが、「うちでは
見ません」は医療の充実を掲げている佐久ではあまり聞きたくなかった言葉だった
と思います。誰も病院に行く時は具合が悪い時や大丈夫かと不安に思っていくので
すから、気持ちの面の改善がお願いできたらいいと思います。

女性 50代 望月地区

99 大きな病院が、紹介状がないと行けない所が面倒 女性 40代 浅科地区

・ ゴミの分別、ゴミが多い

・ 町並み、景観の維持

・ 自然環境の整備・保全

1 ゴミ等の処理 男性 70代以上 野沢地区

2

引っ越してきて意外に思ったことの一つにゴミがあちこちに落ちていて「汚い町」
だなと。（長野県のイメージとしてきちんとしている人達）があったので余計に感
じました。美しい町作り

女性 50代

3 ゴミ0をめざせ 男性 60代 浅間地区

4 ゴミのポイ捨てをなくす 男性 30代 臼田地区

5
収集されなかったゴミが残っていると気になる。ゴミの分別が細かすぎてわからな
い時がある。ゴミ出しがもう少し楽になって欲しい。

女性 40代 臼田地区

6
ゴミの分別をもっと楽にした方が良いと思います。厳しすぎることで逆に不法投棄
が増え、持って行ってもらえず、、町の景観を損ねています。

女性 40代 野沢地区

7 ゴミがよく落ちている 女性 30代 東地区

8 ゴミの分別の簡素化 男性 30代 野沢地区

9
臼田町は可燃ゴミが週一回です。他地域は二回あります。合併して１０年になりま
すので、同じように二回にして下さい。

女性 60代 臼田地区

10 ポイ捨てのゴミが放置されていたり、捨てた人を取り締まっていない点。 女性 50代 浅間地区

11
ごみの分別→もっと楽に。他県から引っ越してきた場合、本当に分かりにくく、と
ても大変です。

女性 30代 浅間地区

12 河川の整備、ゴミ 男性 40代 臼田地区

13
ゴミ処理、家電製品等で最近は店頭で引き受けてくれない電気屋が多い。不法投棄
が増えそう。市で回収があってもいいのではないか（リサイクル業者の設立等）

男性 50代 浅間地区

14 ゴミの分別がこまかすぎる事 女性 20代 野沢地区

15

ゴミの分別が近隣の地域より細かくわかりずらい。大変だ。雪が降っても除雪が遅
い。税金を納めている大多数の働いている人の為にも、除雪に税金を使ってほし
い。商店街の活性化はもう何十年も助成しても活性化しないので、税金の投入はや
めてほしい。

女性 60代 浅間地区

16
ゴミ分別の煩雑さ。各分別の意味と効果が見えない。大学生～子育て世代への手当
の不足

男性 20代 中込地区

17 大きな看板で景観を損なう 女性 40代 浅間地区

18 景観的色彩等、軽井沢の様に統一して欲しい。 女性 60代 野沢地区

19 商業用の看板や電柱などが景観をそこねている所 女性 30代 野沢地区

20 高い建物の建設制限を行い、景観を守る。ネオン点灯について時間規制を図る。 女性 60代 野沢地区

９「自然環境・生活環境」について
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21
いままで遠くがすっと見えたところに高い建物や道はちょっとなかという感じで
す。便利にはなりますが昔の面影が変わってしまう。

女性 50代 浅間地区

22 千曲川他の川すべて、山のようになっている。木がいっぱいで。 女性 60代 浅間地区

23
佐久市の良い所を維持していく為に野生動物が増え続けている現状に良いか悪い
か。

女性 70代以上 浅間地区

24

店ののぼり、看板が無秩序に立っていて、景観を損ねている。また浅間山をさえぎ
るような高いマンション。ある程度規制すべきと思う。それによって住んでいる者
にとっても訪れる人にとっても魅力的な「まち」になるのではないか。

25
開発が進んでいるが、それが優先されて自然や環境が悪くならないようにしてもら
いたい。

男性 40代 東地区

26 メガ～中規模のソーラー発電施設が景観をこわしている。 男性 30代 望月地区

27

開発が進み景観が悪くなる。自然と人が共存できるようにする。運動施設が少な
い。（安く利用できる）佐久市図書館が古い。→人々が集える場所へ。農地を守り
後継者を支える。

女性 30代 浅間地区

28 豊かな自然を守っていない 50代 中込地区

29 自然を守っていくべき 女性 40代 浅間地区

30 山の木を切らないで残してもらいたい。 女性 30代 野沢地区

31 佐久市の自然 男性 70代以上 野沢地区

32 里山を守る。観光地の情報発信 男性 60代 野沢地区

33 自然環境の保全、整備。文化遺産の有効活用、PR 男性 60代 浅間地区

34
河川敷や道路脇の雑草の刈り取りや整備がされていない。除雪が他市町村に比べる
と充分でない

女性 60代 野沢地区

35
河川、山林の整備。少し奥に登ると川に面した土手の崩れそうな場所、下草の手入
れされない林、ゴミ等が目立つと思います。手入れされたら良いと思います。

女性 60代 野沢地区

36 里山や河川、農業、弱者を守ることが今以上に必要と思う。 男性 50代 中込地区

37
衣食足りて礼節を知る社会へ。弱者への思いやりのある支援、補助社会へ。住む人
の成長だけ市も町も成長するので人の成長に教育は大切であると思う。

男性 60代 野沢地区

38 下水化。青空を守るためのまきストーブの煙対策 女性 40代 浅間地区

39 宅地排水路の整備 女性 70代以上 浅科地区

40 野沢橋周辺の千曲川の雑木整理。川床の整理。 女性 70代以上 野沢地区

41 市民の森（西山地域）の整備と活用。 男性 60代 野沢地区

42
自然を生かした公園や動物園、温泉などがあると、環境客も多く訪れるのではない
かと思う。

女性 60代 臼田地区

43

文化遺産や自然環境を活かしきれていない。観光の充実がすべてではないが、通年
で楽しめるような里山歩き（森林療法）や温泉療法ができる施設があれば良いで
す。

男性 60代 中込地区

44

いなかならではの良さを伝える。農業体験ができる場所を作り考えて欲しい。佐久
のポスターにある五稜郭がポスターと同じように満つことができるようになって欲
しいと思う。

女性 60代 臼田地区

45

「森林や里山の整備を行う」ＣＮＦ（セルロース、ナノ、ファイバー）が注目され
ています。「木」を原料に自動車、ガラス、ゴム、文具、化粧品、リハビリパンツ
などあらゆるものに活用される革新的産業になるとのこと。これからは「森」は宝
の山です。

女性 60代 臼田地区

46 空地などの有効活用を行い活用してほしいです。 女性 50代 浅科地区

47
地域のまとまりがなくなってきている。釣りが趣味だが、千曲川の水質問題は深刻
だと思う。川の魚は確実に減少している。

男性 20代 野沢地区

48 環境整備 男性 20代 東地区

・ 消防・防災・減災対策

・ 交通マナーが悪い

1 交通網の発達に伴い、事件、事故が増加している。若者の就職先が少ない。 男性 60代 浅間地区

2

千曲川氾濫時の具体的な対処を近隣住民に知らせておくべき。危険だと強く思う。
親が安心して遊ばせることのできる子供の遊び場が少ない。一人暮らしの老人の生
活を支えるサポート

女性 10代 中込地区

3 昨年の大雪の対応は大変評価されます。河川等の災害箇所の点検、準備 男性 60代 浅間地区

4 河川の整備不足 男性 50代 臼田地区

１０「防災・安全」について
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改善すべき佐久市の課題

5
温暖化が進んでいるのでゲリラ豪雨や雪の量が増える可能性があるので、排水や道
路の地盤の低い所の対策を考えた方が良いと思う。

女性 30代 浅間地区

6 災害が発生したとき地域で合う事が出来るように努力したい。 70代以上 浅科地区

7 異常気象等の影響による大雪、洪水による対策 男性 30代 野沢地区

8
望月地区においての消防団の部の統合化をはかること。空き家を増加させないこ
と。

男性 40代 望月地区

9 災害に対する対応 女性 50代 野沢地区

10
大雪や大規模な災害が発生した時に地域ぐるみで助け合えるような集落ごと（地
域）の防災組織による組が必要ではないでしょうか。

女性 60代 臼田地区

11
災害が少ないからこを大きな災害時の対応が不安。消防等の充実により地域住民の
防災の意識を高められたら良いと思います。

女性 40代 東地区

12 災害対策。（ハザードマップの充実。市民への防災意識の向上など） 女性 30代 中込地区

13
天災害のほとんどない所である為他人事の県民性。もしもの時に住民、行政対応で
きるか？

女性 50代 浅間地区

14
自然豊かでほとんど災害もないところだが、万が一災害が起きた場合の対応を十分
に出来るように整備、準備してほしい。

女性 40代 浅科地区

15

千曲川の影響で用水路が市内いくつも存在しているが、キケンな場所が多い。市と
してキケン箇所は事故防止として実践していただきたい。コンクリートで蓋するな
ど。子供たちのため。

女性 30代 野沢地区

16
交通安全、マナー。。小学校バス通学区の見直し（４Ｋｍルールの撤廃）→道路状
況や子供の少なく危険なところをカバーできるように。

男性 30代 浅間地区

17 交通マナーがひどすぎる 男性 30代 中込地区

18 公共マナーの改善 男性 10代 望月地区

19 交通マナー 男性 70代以上 東地区

20
JR小海線車内の高校生のマナーが大変悪いので、頻繁に見回り、観光客に迷惑が及
ばないようにする。

男性 10代 浅間地区

21 交通ルールの悪さ。もっと取り締まってほしい。とてもあぶないので。 女性 30代 中込地区

22

運転が荒い事。佐久市に居住してまだ１年も経っていませんが、何回か危ない場面
がありました。（信号無視、横断歩道を渡っているにも関わらず車が突っ込んでき
た、など）

女性 10代 浅間地区

23 交通ルール 女性 10代 浅間地区

24
左記に伴い安全でない運転をしている高齢者を多く見かけるので、更新時のチェッ
クなどをしっかりしていただきたいです

女性 50代 東地区

1 空き地の有効利用。若者が離れていくこと。（とくに中高生） 男性 10代 浅間地区

2 市民のモラルの向上。エネルギーの自給を目指していってほしい。 女性 30代 臼田地区

3 先の分裂を良い方向に考え活用する 男性 50代 中込地区

4 これといったものがない 男性 30代 浅間地区

5
北海道天塩郡中川町宗谷本線佐久駅がありましたので交流をしたらと思います。
（旭川駅から佐久駅まで169ｋｍ）

男性 70代以上 中込地区

6 良い所が自慢でき、あまり改善すべきところが思い浮かばない。 男性 30代 東地区

7 なからにいってるので別に有りません 男性 70代以上 臼田地区

8 合併による施設の分散の利用活用方法 男性 70代以上 浅間地区

9 不安 男性 40代 臼田地区

10 開発公社の無責任な言動 男性 60代 東地区

11 全て

12
市民ひとりひとりが互いに協力し合って、自分たちの住んでいる区域を盛り立てて
いけるようでありたい。

女性 60代

13 交流を増やすべき 男性 20代 浅科地区

14 何か、どこか暗い 女性 30代 野沢地区

15 人材育てる事 女性 60代 浅間地区

16 古い体質で良い所は残し、悪い所は改善する 男性 40代 浅間地区

17 住んで１年未満なのでよくわからない。 女性 30代 中込地区

18 現に今皆さんが取り組んでいらっしゃることにまい進して欲しいです。 女性 70代以上 浅間地区

19 来たばっかりだからわからない 男性 10代 中込地区

20 市作りの根っこが細い。 女性 60代 望月地区

１１「その他」
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改善すべき佐久市の課題

21 生活しやすいくらしの実態 男性 50代 野沢地区

22
何でも受け入れないで、よそから入って来る物に対して、良い物（環境を壊さない
業者など）を見極める事。

男性 60代 中込地区

23 自分の住む地域は全体的に電波が悪すぎるので、早急に改善してもらいたい。 男性 30代 望月地区

24

佐久市に住まない人が、佐久市は良い市だとうらやむような市にすること。それは
まず家庭人が立派であること。家庭から１家、１軒１軒を見て、うらやむような市
になる。うらやむような家庭でありるように計るべきである。

男性 70代以上 望月地区

25
地域によって誘致の差はありますが、この土地にも都市ガスが入れば格安で安全生
活が出来ると思います。

女性 70代以上 東地区

26 浄化槽をしているけど、水洗トイレにしたいです。 女性 70代以上 東地区

27
生活保護受給者世帯を増えないように、農地をうまく利用して自給自足できるよう
な方法できないか。

男性 40代 野沢地区

28
少子高齢化の為、永代使用の墓地の分譲。（ただし管理料なし）以前臼田町で分譲
した墓地の造成。

男性 60代 野沢地区

29
婚活のように若い男女のイベントをたくさん企画し、結婚・出産・育児・老後、楽
しい未来に期待をもてる様に願いたい。

女性 50代 臼田地区

30 もう少しお金のかからない暮らしができるようにしてほしい。 男性 30代 野沢地区

31 今のままで良い。 男性 50代 中込地区

32
一生を通して住み良い環境作りの構築について、システマチックに見直し、検討す
ること。

男性 70代以上 浅間地区

33 すべて 男性 30代 浅間地区

34 若者に魅力のある佐久市 女性 60代 浅間地区

35 若者のやる気を育てる 女性 40代 臼田地区

36 問5-3　1～10 女性 60代 望月地区

37
「こうやってきたからこれで良い」という保守的な所。時は流れています。「温故
知新」で新しい風を取り入れて欲しいと思います。

女性 60代 東地区

38 野良ネコ等へのエサ禁止条例 男性 50代 臼田地区
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10年後の佐久市のあるべき姿を表現するキーワード、キャッチフレーズ

1 澄んだ空気ときらめく川面、ゆれるコスモス、ゴミのない街 女性 60代 浅間地区

2
引き続き、保健補導員による活動に力を入れた健康長寿の市を維持する。老
人、若者、障害者が安全安心に暮らせる街作りをする

女性 60代 浅間地区

3 健康、長生き、日本一 女性 60代 浅間地区

4 晴れていても涼しい爽やかな風、人が集まる信濃の新都 男性 50代 中込地区

5 シンプルアンドイージー 男性 50代 臼田地区

6

長寿の街だけど感覚は最先端。今は「さすがに長寿の街はやることが5～20年遅
れている」という感じなので。「インターネットと言っておけば新しい」とい
う時代ではもうないです。

女性 30代 浅間地区

7 老人と若者の共存

8 くらしやすい佐久市楽しい佐久市 女性 50代 中込地区

9 隣近所が心を開いてつながれる地域 女性 30代 中込地区

10 多子世帯応援世帯 女性 30代 臼田地区

11
「寒暖差と四季もあり、名実ともに日本の真ん中で」の他に、「すがすがしい
佐久、佐久とした地域です。水とお米、野菜、山々に囲まれた佐久市」

男性 30代 臼田地区

12 緑と日本文化の維持 男性 40代 野沢地区

13 安心、安全、人口バランスで助け合い 女性 70代以上 野沢地区

14 3世代安心 女性 30代 野沢地区

15 自立 男性 30代 臼田地区

16 若者の活気ある市でいて欲しい 男性 30代 望月地区

17 自然で安心、安全な佐久市 女性 70代以上 望月地区

18 都会化 女性 30代 野沢地区

19

子供がいなくなる一方なんだから高齢者をどうやって地域で支えていくのか考
えてもらいたい。アパートやマンションに住むような若い人は自宅の雪かきを
しなくても済む。こうゆう人達の中でボランティアをしてくれるような人を募
集して地域の雪かきを手伝ってもらいたい

女性 40代 臼田地区

20 自然豊かでずっと住みたくなるまち佐久市空気とお米は日本一おいしい 男性 60代 中込地区

21 老人と子供 男性 30代 浅間地区

22 行政がもっと動くこと 男性 60代 浅間地区

23 生き生き健康、笑顔のあふれる街。支え合い笑顔いっぱいの街。 女性 60代 野沢地区

24
佐久市、明日に向かって走る街。（佐久市ドロ沼をはいずる街にならぬよう要
注意）

男性 60代 望月地区

25 安全 男性 70代以上 中込地区

26 育児しやすい街 50代 中込地区

27 トライアンドトライ 男性 60代 浅間地区

28
昔の人のように「おせっかいじいさんばあさんになろう」困っている人（小さ
い子供を育てるお母さん、子供、介護で大変な人を助け合える人、街づくり）

女性 50代 野沢地区

29
若者が少なく老人がもっと多くなる。年重ねた人でも働ける仕事（畑の土いじ
り）

女性 70代以上

30 子供たちの自由に遊び等でできるところがいっぱい欲しいと思います。 女性 50代 浅間地区

31 健康長寿の上位を目指す 女性 60代 臼田地区

32 老後が安心して住める街 男性 50代 東地区

33 高齢者が暮らせる街 女性 60代 浅間地区

34
道が狭いのに雪があり交通に不便だ。何をしてる市長。こんなアンケートに金
を使うな。

女性 50代 野沢地区

35 高度技術集団の工業発展。県外からの魅力ある移住の地 男性 70代以上 野沢地区

36 長寿 女性 40代 臼田地区

37 協力、改善、健全 女性 40代 浅間地区

38
空家を持ち主と相談して東京等首都圏の人も一戸建ての家にどうぞのキャッチ
フレーズ。来て住んでもらえたらと思います。

男性 70代以上 中込地区

39 高齢者が増える中で老人が生き生きと生活し社会参加できる町作り 女性 60代 中込地区

40 若き者が働ける企業整備 男性 50代 浅間地区

41 たくさんの森を残してもらいたい。 女性 30代 野沢地区

42 美しい里山 男性 50代 野沢地区

43 空気と水と緑と安心 男性 70代以上 浅間地区
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10年後の佐久市のあるべき姿を表現するキーワード、キャッチフレーズ

44

温泉施設の女子力が高い素敵な所を作って欲しい。毎日頑張っている女性たち
がちょっとリッチにといった場所づくり。女性が集まり観光客も呼べたらいい
と思う。観光客があるまるようなぴんころじぞうの周りをもっと毎週行きたい
と思うような場所づくり。伊勢神宮のあの集客を作り出す。あれは素晴らしい
とびっくりした。

女性 30代 野沢地区

45 産業、自然、人の健康の先進バランス都市 男性 10代 臼田地区

46
「晴天率日本一」を生かして太陽光や小規模水力などエネルギーの地産地消の
先進地域になっているといいなと思います。

男性 40代 望月地区

47 明るい街づくり 男性 60代 浅間地区

48 緑豊かな佐久市 女性 40代 浅間地区

49 笑顔あふれる長寿の町輪（ワ）佐久 女性 60代 望月地区

50 自然（美しい景観）を残す中で利便性も重視した街（自然と利便性の共存） 女性 50代

51

電力自由化をふまえ晴天率の高い佐久市はソーラー発電などで自然エネルギー
促進をして市民の暮らしを支援してほしい。高齢化社会に伴い安心、安全が一
番なのではないでしょうか。

女性 50代 浅間地区

52 健康で助け合える市。みんな周りに関心を持とう 女性 40代 浅間地区

53 Uターン佐久へ 男性 70代以上 浅間地区

54
教育をはじめとする子育ての充実したバックアップ。環境と社会に調和した緑
豊かできれいな水の街。佐久市を中心とした佐久地域の活性化（観光など）

男性 10代 臼田地区

55 若者の活力あふれる町 男性 30代 野沢地区

56 他人に思いやりのある心をもつ 男性 60代 浅間地区

57

一人暮らし、認知症等自力で生活困難な住民を受け入れられる設備、サービス
を充実させる。低所得者でも利用できるように若者の就業難にも対応できると
思う。「若者が満足する街、高齢者が安心できる街」

男性 40代 浅間地区

58 健康でありながら「長生き」できる佐久市 女性 40代 浅間地区

59
子供の心の充実、遊ぶ物がゲーム、インターネットではなく、子供自身の力が
発揮される様な物、環境。

女性 10代 東地区

60 真心 男性 30代 浅間地区

61 人情味ある佐久市民（共同の精神） 女性 60代 野沢地区

62 高齢者が生き生きと暮らせる生活環境 男性 50代 臼田地区

63
目映い太陽の光、きらめく星空、そしてさわやかな風、おいしい空気を胸一杯
に・・・こんな素敵な佐久が永遠に続きますように。

女性 60代 中込地区

64 佐久市民が一人でも多くの心の豊かさを持てるように行政に期待いたします 女性 50代 野沢地区

65 移住も気軽にでき他県からも大歓迎 女性 60代 浅科地区

66 農業と商業の充実した街づくり。子育てしやすい街。 女性 30代 浅間地区

67
上昇気流のまち佐久市。日本のエンジン佐久市。小さく輝く愉快、そうかい、
行きたいかい！

女性 40代 野沢地区

68 散歩しても車で通っても気持ちの良い（楽しくなる）佐久。 女性 50代 中込地区

69
自然豊かな医療先端都市。笑い声のあふれる街、佐久。幸せが生まれ育つ街、
佐久。

男性 60代 東地区

70 子供が元気よく活躍できる市。子供を育てたいと思える市。 男性 40代 浅間地区

71 笑顔あふれれる長寿の市 女性 10代 中込地区

72
通路などもう直さない。税金を少なく。農業ではもう生活ができない。稲作で
生きていけるように計らってもらいたい。

女性 70代以上 中込地区

73 自然豊かな教育環境 女性 20代 望月地区

74 若者が地元に多く、世帯が増え、次の世代が増えていくこと 女性 50代 臼田地区

75
長寿、健康で地元の自然環境を生かし田元気で明るく前向きなまちづくりに期
待します。

男性 60代 望月地区

76 （サ）ぶいけど（ク）らすにゃいいぞ（シ）ょうがい住むのは佐久市だず 女性 20代 望月地区

77 市民の幸せ 男性 50代 望月地区

78

市街化区域と市街化調整区域の相乗効果を生みだす東西幹線早期全面開通。春
日温泉仙境都市に中部横断道より観光客の誘致。自主財源を増やすことを考え
る。

男性 60代 望月地区

79 豊かな自然に囲まれ便利な町で教養のある人々が暮らす佐久市 女性 70代以上 浅間地区

80 高齢者も活動しやすい街 女性 50代 臼田地区

81
「医療の街、佐久市」佐久市は医療機関が充実している。世界に誇れる医療の
市として医療関係の企業、会社を広範囲に誘致して、市全体の活性化を図る。

男性 60代 野沢地区
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10年後の佐久市のあるべき姿を表現するキーワード、キャッチフレーズ

82 子供ら年寄りまで安全、安心な住みやすい佐久市

83 自然環境。首都圏のベッドダウン。若年人口の増加 男性 40代 中込地区

84 総合医療都市（病院の充実、医療に携わる企業の誘致）、健康寿命延伸 女性 30代 浅間地区

85 子供と老人にやさしいまち 女性 10代 野沢地区

86 老人だけでも生きていける佐久市 男性 30代 臼田地区

87 自然豊か。人に優しい。子育てのしやすい環境。高齢者、障害者に優しい街 女性 30代 中込地区

88 住みごこちの良い長寿の町 女性 60代 野沢地区

89 Uターン・Iターンしたくなる街へ。 女性 40代 中込地区

90
都市部からの退職者を呼び込み安価な住宅、そのインフラ等を整備し暮らし良
くすれば人口も増えると思いう。

男性 60代 中込地区

91 人に優しく子育てしやすい 女性 40代 浅間地区

92 前向きの佐久市 男性 60代 浅間地区

93 もっと平和な事 男性 50代 望月地区

94
若者の多様な職業が選択できるような産業の育成ができるようになってほしい
と思います。

男性 30代 浅間地区

95 ピンピンコロリを目指す元気な郷（さと） 男性 60代 中込地区

96
清らかな水を湛えた田んぼが広がります。浅間、八ヶ岳、アルプスが望めま
す。結構便利に暮らせます。

女性 60代 浅間地区

97 高齢者の増 女性 50代 臼田地区

98

理想ですが住宅地だけでなく里山にも共に整備され動物も田畑を荒らすような
ことなく、今、仕事ない方々も若い人たちが体を使ってできる山林整備に税金
を使っていただけたらと思います。

女性 60代 野沢地区

99 都市の中の農村 女性 50代 望月地区

100 自然を身近に感じる。蛍が見れる。 女性 20代 浅間地区

101 安心して暮らせる佐久市 50代 中込地区

102 みんなが安心して暮らせる場所になって欲しい 女性 40代 浅間地区

103 安心して暮らせる生活 女性 60代 東地区

104 守り継ぐ味、文化、風土、わかちあう智彗、心 女性 40代 臼田地区

105 長寿の街 女性 30代 浅間地区

106
安全、健康、誰もが手助合える街。支え合って障害のある人、高齢者がともに
楽しく暮らせる街。

女性 50代 浅間地区

107 健康長寿、自然もいっぱい便利なまち佐久市 女性 60代 野沢地区

108
清流・山々・緑・高度医療・福祉・文化・スポーツ・観光・教育の充実した都
市

男性 30代 中込地区

109
佐久市民、みんなが団結、協力し活躍できる未来。助け合おう、手をかけ目を
かけ声をかけ一人じゃないんだ

女性 50代 望月地区

110 仕事にやる気を持て 男性 60代 望月地区

111 佐久市内どこに住んでも幸せな暮らし（市内での地域格差をなくす） 女性 30代 望月地区

112
偏りのない地域活性化。自然との調和を大切にする街。働きやすい会社、人材
の育成。子供から大人までが楽しめる施設の建設。

男性 40代 浅間地区

113 安心な生活 女性 30代 浅間地区

114 目先の豊かさにとらわれず長い目で豊かな佐久を見直して欲しい。 女性 60代 臼田地区

115
所得の低い若者たちに新婚生活への経済的支援を行い3世代で支え合いができる
よう2世帯住宅の建設支援をお願いします。

男性 60代 東地区

116 若者が働ける場所、ボランティアの積極性 女性 60代 浅間地区

117 長寿、観光、スポーツの街 女性 30代 野沢地区

118 過疎化の進む地域でも住みやすい環境にして欲しい。 女性 40代 望月地区

119 田園都市 男性 50代 東地区

120 健康長寿晴天率の高いまほろばの地 女性 40代 浅間地区

121

自然、農、居住地が調和した都市。自立した文化都市。農産物ブランド品がい
くつかある。都市居住者との交流のある都市（開かれた都市）子供が元気に遊
ぶ都市。

男性 60代 浅間地区

122
道路の歩道整備、道幅の拡大。子供が増える。若い人の仕事（会社等）働くと
ころがたくさんある。

女性 60代 野沢地区

123 近代的住宅地として東京への通勤を推進する。 男性 20代 中込地区
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124
若者の定住化（低賃金ではだめ）高齢者の増加（問題と余力の活用）外に向け
ての魅力アピール

女性 40代 中込地区

125 スマートシティ（システム（市政）も人も街も） 男性 30代 浅間地区

126 佐久市の自然 男性 70代以上 野沢地区

127 医療の充実、長寿、住みやすい市 女性 50代 中込地区

128

現在持っている環境豊かな自然を生かしながら皆が行ってみたい住みたい子育
ての若者も定年後の老人も不安心配のない皆が助け合える健康で元気な佐久
市。「心配ないヨ！佐久市なら」

女性 60代 野沢地区

129 一歩先を行く佐久市 男性 50代 浅間地区

130
地域が充実し助け合いのできる街でありたいです。若い人にも住みたいたいと
思える街になって欲しい

女性 40代 臼田地区

131 中核都市（衣食住が適切に融合する） 男性 70代以上 浅間地区

132 アナログの大切なところを残し人づくりのできる市 男性 60代 望月地区

133 過疎地域の撲滅 男性 50代 望月地区

134 住んでみるなら佐久市住み続けるなら佐久市 男性 60代 望月地区

135 子供やお年寄り（が住みやすい市）に優しい市町村へ 女性 30代 野沢地区

136 鉄道、バス路線の基幹集中的な住し（くらし） 男性 30代 臼田地区

137 緑豊かな森林と、鯉、鮒泳ぐ清流の里、佐久市 男性 60代 野沢地区

138 自然の有る明るい市。 女性 70代以上 野沢地区

139 自然とともに高齢者に優しい佐久市 男性 60代 中込地区

140 １８才までの医療費の無料化。７５才以上の人の医療の無料化 女性 70代以上 中込地区

141

１０年後とは、関係ないかもしれませんが、高齢者、障害者等が災害時に地域
で助け合うために、個人情報に抵触しない程度に優先順位等を記入した防災
マップを作成してみてはいかがでしょうか？（何処かの市町村でテレビで行っ
ているのを観ました。）

男性 50代 臼田地区

142
明るい未来！！独裁的な政治に流されないオリジナリティを活かす街づく
り！！

男性 50代 中込地区

143
ＣＣＲＣ構想を実現して高齢者も幸せに暮らせる町を作り、全国のモデルケー
スとなって欲しい。（年をとったら、佐久に行きたいと思えるような町作り）

男性 40代 浅科地区

144 緑が多い佐久市 女性 10代 浅間地区

145 若者が安心して定着できる佐久市！！ 男性 60代 臼田地区

146
伝統文化継承（食文化を含む）観光ＰＲ（自然や文化施設etc）来たいと思うよ
うな、場所や文化がある事。

男性 20代 浅間地区

147 都会から移住したいＮｏ．１の市町村が佐久市。 男性 30代 東地区

148

暖かい愛情をもって人に向えば、人ことごとくわが味方であり、わが友であ
る。おだやかな明るい心をもって向かえば不要な一物もなく、敵対する一人も
いない。今や人生８０年→６０代精励の時代人生経験を活かし世に役立つ恩返
しの出来る時。７０代成就の時代悔いのない人生を送るために人生の最期の仕
上げをする時。８０代感謝の時代自然、社会、人々、家族に全てに感謝の心で
生きる時

男性 60代 野沢地区

149 福祉充実都市 男性 50代 浅間地区

150 子供、孫がずっと住みたいと思える場所へ。 男性 20代 野沢地区

151 住みたいＮＯ．１ 女性 30代 中込地区

152 若者とシニアの共生 男性 70代以上 東地区

153 各産業の発展と自然との調和。安心、豊かで活気のある佐久市。 男性 50代 臼田地区

154 「子ども」から「お年寄り」まで安心して楽しく生活できる街 男性 30代 望月地区

155 今あるものを活用し、良い土地にしよう！ 女性 30代 浅間地区

156 理想の町、佐久市 男性 10代 望月地区

157 若者、高齢者がともに住みやすい市 男性 50代 中込地区

158
すばらしい自然環境の中で、若い人からお年寄りまで安心して暮らしていける
市にしていきたい。

女性 60代 望月地区

159 リゾート佐久臼田 男性 70代以上 臼田地区

160
この先いいことは望められないと思う。老人ホームに入りたくても高くて無
理。餓死する人が増えると思う。

60代 東地区

161
健康都市佐久。自然と共生し生活を楽しめる佐久→文化都市。就業、健康、文
化都市佐久

男性 70代以上 浅間地区
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162 人・金・夢 男性 40代 臼田地区
163 街づくり人が集って花が咲く（佐久）
164 自然豊かな高原都市 女性 20代 浅科地区

165
佐久市に合併してなにも良くなった所がない、とにかく中部横断道の早期開通
を願います。

女性 60代 臼田地区

166
（団塊の世代が７５才以上になるので・・・）高齢者もいきいきと生活でき
るー！！

女性 50代 野沢地区

167 手をつなぎ大きな佐久市 女性 臼田地区

168
何もないのが一番の魅力。高い建物や商業施設はいらない。自然を守って欲し
い。

女性 40代 野沢地区

169
志をはたしにかえってくるぞと思える所であってほしい。若い人の活躍でき
る、他の地域からも来たい！と思える所になってほしい。

女性 40代 浅間地区

170 都会とは違った価値観の快適さ。時間とお金を有効に使える街 女性 30代 野沢地区

171 共助 男性 60代 中込地区

172 新世界 女性 30代 中込地区

173 健康日本一 男性 60代 東地区

174 「三世代が一緒に暮らせる街、佐久」 男性 30代 浅科地区

175 花と緑と動物の街 男性 50代 中込地区

176 若者活躍社会 女性 10代 浅間地区

177
浅間山。医療。清々しい空気、青い空。東京と近い、新幹線アクセス良好。
→。【医療】。特色を持たせた

男性 40代 野沢地区

178
人口増加（各区で小学校入学する子供一人または二人。一年生全体２３人位と
のことです）。独身男性。独身女性が多く良い方法はないでしょうか

女性 70代以上 臼田地区

179 子どもが安心して生活できる街 男性 30代 望月地区

180 笑顔の街、夢の街佐久市 女性 40代 浅間地区

181 人と文化が出合うまち 男性 50代 中込地区

182 健康で安心して暮らせる市 女性 40代 浅間地区
183 水と緑の豊かな市 男性 60代 浅間地区
184 自然を愛し文化教養のあふれる街佐久市 男性 60代 浅間地区

185
今後も人口確保に力を入れ、住みやすい市作りをしながらも自然の豊かさ、佐
久の良さを大切に！！

女性 20代 浅間地区

186 住んでみたい市Ｎｏ．１。天空の街、本州のマチュピチュ 女性 50代 野沢地区

187 人口増加 女性 50代 浅間地区

188 みなが笑顔で暮らせる市 男性 70代以上 東地区

189
自分でたべる食料は自分で作ろう。３才までの子供は自分で育てて親子で余裕
ある毎日を

女性 60代 野沢地区

190
私たちの佐久市を、私達が考えていく。子供から高齢者まで、いっしょに考え
ていこう私達の佐久市を

女性 50代 臼田地区

191 あらゆる年代への支援が充実し、住みやすい市になっていくと良いです。 女性 30代 野沢地区

192 だれもが住みたくなる町 女性 40代 野沢地区

193 災害が少ない。晴天が多く、からっとしていてさわやか 女性 40代 浅科地区

194
太陽光、水力発電所の建設、企業誘致などによる経済効果。結婚し子育てがし
やすい。県外からも集まる高齢者施設。キャッチフレーズ：ついのすみか佐久

男性 60代 中込地区

195 自然、浅間山、千曲川を残したい 男性 50代 中込地区

196

心から笑って暮らせる街づくり１０年ほど前北欧（ノルウェイ、スウェーデ
ン、フィンランド、デンマーク）へ行って学んだことは、一人一人が本気に生
きている。まやかしの行政ではないことへの結果と思う。日本各地の人災（天
災と云うが備えがない）からよく解ることである。

女性 70代以上 東地区

197 美しい自然と人々の協力 女性 60代

198
住みやすい佐久市。ずっとここにいたい（住みたい）佐久市。ずっとここで生
きたい佐久市

女性 40代 野沢地区

199 信頼できる市政 男性 70代以上 望月地区

200 若者が多い佐久市に 女性 70代以上 浅間地区

201 山里 男性 70代以上 望月地区

202
子供から老人が住みやすい安心して生活できる佐久市。特に弱者には目を向け
てほしいと思います。

女性 40代 野沢地区
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203
緑の大地、管理と保全。これ以上の農地から商業地への無策の転換をやめ未来
へ緑の大地を引き継がせるよう願う。

男性 60代 中込地区

204 ゛素敵発見佐久平″ 女性 40代 浅間地区

205 自然と調和された文化と住み良い佐久市 男性 60代 浅間地区

206 世界最高健康都市　ピンコロ 男性 40代 浅科地区

207 元気な佐久市 70代以上 浅科地区

208
東京から一番近い長野。最も自然災害の少ない地域。安心して子育て世代が住
める人口の減らない町

男性 50代 浅間地区

209 環境が良くて一生住みたい所 男性 60代 浅科地区

210 農、工、商バランスのよい市 男性 20代 浅間地区

211 咲く咲く・夢佐久 男性 60代 浅間地区

212 暮らしやすい。健康と長寿の街 男性 70代以上 臼田地区

213 県内外から気楽に来れるまち 男性 50代 浅科地区

214 星空が日本で一番美しい都市（まち） 男性 60代 浅科地区
215 夢や憧れのもてる。夢や希望溢るる 男性 60代 東地区
216 自然と人の集まる場所　佐久市 男性 20代 浅科地区

217 温故知新 女性 50代 東地区

218 政令指定都市を目指してみる。 男性 40代 浅間地区

219 農業、工業の融合 男性 60代 中込地区

220 活気 女性 10代 東地区

221
高校を卒業した子たちが、都市へ行ってしまうが、その後佐久へ帰って来るか
否か。若者が夢を語れない社会では心配・・・。

男性 50代 臼田地区

222 明るく元気で楽しい街 女性 40代 浅間地区

223

軽井沢と言わないまでも、佐久市と全国に少しは知られるような、地場産業や
観光の場所（浅間山が一番綺麗に見れる土地）特別な物や、色々、コマーシャ
ルも必用かと思う。

男性 20代 浅間地区

224 鯉の里 男性 70代以上 野沢地区

225

長寿の町佐久市！！健康な食事、生活作り。若い人も活性化するようにスポー
ツ、音楽、古民家カフェや大型商業施設（コストコ等）作ったほうが良い。東
京から１時間、農業体験

女性 20代 中込地区

226
介護に手を貸し合う。しかし自分の楽しみは確保し、心が楽である事できるこ
とで奉仕活動を。期待しております。がんばって下さい。

女性 50代 浅間地区

227 みんなが幸福にと祈れる佐久市になろう 女性 50代 浅科地区

228
単身世帯でも住みやすい。情報開示でわかりやすい行政。豊かな自然を保ち、
文化施設やスポーツ施設のあるまち。長生き健康で元気な高齢者

女性 40代 浅間地区

229 遊べる町佐久　仕事みつかる佐久 女性 70代以上 浅間地区

230 夢を実現できる街 男性 30代 中込地区

231 笑顔と安心な街並 男性 40代 中込地区

232 人口増による社会 男性 70代以上 臼田地区

233
子供と老人に優しい街。働く場と遊ぶ場がある街。市長のスキャンダル疑惑の
ない街

男性 30代 野沢地区

234 医療、若者を佐久に。仕事と保育の充実 女性 60代 浅間地区

235
住みやすい佐久市。子育てしやすい佐久市←他の市、県などからも、転居して
もらう為にも力をいれるべき。

女性 30代 野沢地区

236 里山再生 男性 60代 中込地区

237 住んでて良かった！佐久市 女性 30代 浅間地区

238
年をとっても住安い市。高齢者が住みやすいという事は若い人達も住安いとい
う事だと思う。「地方の充実」これがキーワードだと思う。

男性 50代 望月地区

239
全国的に「佐久と言えば～」という知名度が高くなるようなモノを作って欲し
い。ありたい。

女性 20代 臼田地区

240 太陽いっぱいの佐久市 女性 60代 野沢地区

241 新しい未来佐久 女性 50代 野沢地区

242 健康長寿のまち 女性 50代 野沢地区

243
子供を産めば、年に１度は家族で海外旅行に行けますぐらいのことをしないと
子供がふえません。そのくらいの支援ができるくらいがんばってほしい。

女性 40代 野沢地区

244 花咲く未来都市佐久 男性 50代 中込地区
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245 自然、景観 男性 40代 浅間地区

246 誰にでも優しく、親切な町 女性 30代 東地区

247 美しい自然といきいき生活できる佐久 女性 70代以上 浅科地区

248
佐久市に来たら絶対ここには連れて行きたい！という所があったらいいと思う
のですが・・・

女性 60代 野沢地区

249

田舎のやさしさと都会の便利さが共存する健康長寿のまち。日本の原風景とい
える里山の復活を希みます。幸い、少し手を加えれば、昭和４０年前後の里山
を復活できそうな地域は多くあると思います。いま、地方に求められるのは、
東京のまねではありません。地方ならではの自然や人のつながりなどを活かし
た街づくりを期待します。

男性 60代 臼田地区

250 環境保護のゆきとどいた市 男性 70代以上 臼田地区

251 赤ちゃんからお年寄りまで心身共に健康で暮らせる佐久市 女性 50代 望月地区

252 市民皆で元気な佐久市 60代 浅科地区

253 健康で長寿の町 男性 60代 東地区

254 星空が見える佐久市 男性 30代 臼田地区

255 住むうえで便利な市、仕事がある市 男性 50代 東地区

256
東京や北陸の企業誘致はもとより、海外企業がビジネスの拠点になるような佐
久市になり、知新あふれる人々が集うことを願う

男性 50代 浅間地区

257

現在、子育て支援などの政策が行われているように思えるので、「子どもが夢
を実現できる街」施設などが理由で満足に活動できない事などが無いように
なっていれば良いと思います

女性 10代 浅間地区

258

健康都市も大事ですが、心の健康文化会館必要です。新幹線の一番近い所にあ
る土地、文化会館建設用に残してくださった土地です。住民投票はよくしま
しょう。市で計画があったらどんどんやっていくべきだと思います。文化会館
だけでなく、いろいろなこと、賛成、反対はつきものですから・・・。

女性 70代以上 東地区

259 美しき佐久大地 女性 60代 浅間地区

260 ごみを捨てないきれいな市、佐久市 女性 70代以上 浅科地区

261
自分の住む場所、地域、人々に感謝して暮らしているか。小さなことを大切
に。

女性 60代 中込地区

262 自然とともに 女性 70代以上 浅科地区

263 活性化皆で進めよう。 40代 浅間地区

264 里山の遊歩道。風光明媚 男性 60代 野沢地区

265

（主人が病院でなくなりましたが、いつも家に帰りたい、夕方家に帰る私と一
緒に帰ると切にこわれ、せつなく涙に帰りました。うしろ髪ひかれる思いし
て）終活は佐久病院で行っている訪問看護が出来たらと願います。私の夢で
す。自分の家では休んでいたいです。

女性 70代以上 浅間地区

266 お日さまほほえむあったかハートタウン 女性 40代 中込地区

267

柵をとり払い、均整のとれた美しい町並み佐久市をつくろう。発想の転換だ！
ゴミステーションを撤去し、美しい我が町佐久市を育てよう。（作業員の雇用
確保とお年寄りにやさしいゴミ出し利便性の追求である。）

男性 60代 中込地区

268 １０年後はいないので興味がない 男性 10代 中込地区

269 移住者優遇制度による人口増加対策 男性 70代以上 中込地区

270 共存共栄の町（お互いに助けあえ、ささえあう人情豊かな人身の育成） 男性 70代以上 臼田地区

271 子供から大人、老人まで住みやすい佐久市であってほしい 女性 40代 浅間地区

272 子ども、高齢者、女子が心豊かに安心してくらせる町 男性 70代以上 浅間地区

273 産まれた時から安心を　年老いてからも安心を　すべての市民に安心な街 男性 40代 野沢地区

274 人口１２万人の佐久市 男性 70代以上 望月地区

275 老若男女、助け合いと生活環境の充実 男性 50代 野沢地区

276 調和

277 田園都市化と観光、精密工業化 女性 70代以上 望月地区

278
佐久市は観光する所が少なくこれは他に負けないという所がない。発展するに
はそこに力を入れて観光客を呼び込める様に

女性 70代以上 浅間地区

279
退職世代のボランティアを募り、色々な作業（千曲川河川敷の草刈りやニセア
カシアの伐採など）をしてもらう

女性 50代 臼田地区

280 行政、市民一体 女性 70代以上 野沢地区

281 平穏で静かな街でありますように！ 女性 60代 野沢地区
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282 自然と共生する佐久 男性 70代以上 中込地区

283
『自然も人材も豊かな佐久市』なんといっても“人”若い人が住んでいないと
何も始まらないと思う。人を増やし、育てていく必要がある。

男性 30代 望月地区

284 自然、環境が豊であること 男性 60代 東地区

285 「バランスのとれた暮らしやすい街　佐久」「住んで良かった　佐久」 女性 50代 臼田地区

286 誰もが今を大切に生き、これからを考える 女性 30代 野沢地区

287 活気ある佐久 男性 30代 望月地区

288 「井の中の蛙」にならない。佐久市外の人が魅力を感じることが大切 女性 70代以上 中込地区

289 全世代が住みやすい市 男性 50代 浅科地区

290
どの年代も安心し生活できる佐久市。自然、環境、観光、調和。暮らしやす
さ、希望が持てる、優しさ、生きがい

女性 50代 浅間地区

291 豊かな自然と田園都市 男性 60代 浅科地区

292 自然と文化が共存し、幸せあふれるまち　佐久市 男性 60代 野沢地区

293 現在維持ほどむずかしいため、先の事はわかりません。 女性 70代以上 望月地区

294 環境を守る自然エネルギー。未来の子供達にゴミを残さない！ 女性 60代 望月地区

295 ”刺激的な田舎” 女性 30代 野沢地区

296 住み良い町 男性 40代 東地区

297 自然・健康・労働 男性 40代 望月地区

298 長寿の町 男性 40代 野沢地区

299 わからない所と分かるところの生活実態を変えていく 男性 50代 野沢地区

300 みんなおいでよ　恋・鯉・来い！！ 女性 50代 野沢地区

301 若者、高齢者共に快適に住める町 男性 70代以上 野沢地区

302 元気な町づくり 女性 60代 浅間地区

303
健康長寿の町。自然に恵まれ東京等都市に近い農村。誰もが元気に挨拶を交わ
す町。

男性 70代以上 野沢地区

304
都会があこがれる自然環境。美しい農村風景。高品質の工業製品、農産物。
（高販売価値）

男性 50代 野沢地区

305 佐久市、長寿の市なので、特に冬の除雪にもっと力を入れて下さい。 男性 70代以上 臼田地区

306 護老輝若？ 男性 30代 望月地区

307
人間関係を大切にし、もっと豊かな暮らし。山間地の開発と休耕地の展換発
展。

女性 70代以上 望月地区

308 健康で笑顔で暮らせる町。子供からお年寄りまで安心して住める町。 女性 70代以上 野沢地区

309 誰もが住みたい街に 男性 40代 浅間地区

310 人も町も皆元気 男性 70代以上 浅間地区

311 町と自然が調和した心豊かな暮らし 男性 60代 望月地区

312 健康長寿を目指す市政。失業率０％達成。 男性 70代以上 臼田地区

313 一人高齢者が買い物出来るマチ 男性 60代 野沢地区

314 やすらぎとぬくもりのある安心の町　佐久市 男性 70代以上 浅間地区

315 佐久の空は青く明るい。 男性 60代 中込地区

316 空き家も沢山あり、首都に近い人を呼び込み。１０万都市の維持。 女性 70代以上 浅科地区

317
交通安全の町”佐久市”（信号機のある交差点、見通しの悪い交差点すべて４
０Ｋｍ）

男性 70代以上 望月地区

318 地域の助け合い。近所、隣りへ一言運動。 女性 60代 中込地区

319 人口を増やし若者の働く企業、又は色々な店等を作り、住み良い町に！！ 女性 70代以上 中込地区

320 人にやさしく、自分に優しく 男性 40代 中込地区

321 日本一住んでみたいと思う市　佐久市 男性 60代 浅科地区

322 住みやすい市（安心、安全） 女性 60代 臼田地区

323 主婦業は総活躍社会の基也。子育ては未来を開く鍵となる。 男性 70代以上 望月地区

324
市民一人ひとりが意識のレベルアップで、若い人から老人まで佐久市民である
ことに誇りのもてる市

325

都会へ行かなくても都会を感じられる。田舎へ行かなくても田舎を感じられ
る。暮らすには丁度良い場所。『オールインワン』仲見世みたいに食べ歩ける
場所がほしい。（屋台街など）車も止められ車の無い人も国内外からも集客で
きる観光地になれは良い。コストコなど大型店もほしい。

女性 40代 東地区
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326 田舎の豊かさと都市の便利さの良いとこ取り。中間都市佐久。 女性 30代 浅間地区

327 健康と癒しの郷　佐久市 男性 70代以上 望月地区

328 笑顔があふれる佐久市民　豊かな田園都市 女性 60代 野沢地区

329
貴女（男）の傍らに佐久市が居ます！（老人は不安なので励ましは何よりで
す。）佐久市は貴男（女）が必要です。

女性 60代 浅間地区

330 高齢者だけでなく、若者にもやさしい佐久市！になって欲しい。 女性 20代 臼田地区

331 夢見る佐久 女性 60代 臼田地区

332 佐久平周辺の開発 女性 20代 中込地区

333

市民が安心して働き、遊び、生活していける市。雇用が安定してあれば収入も
あり、そこから遊びや消費も増え心も安定し、楽しく老後も心配せず、老人の
みの世帯を増やすこともなく、良いサイクルが出来ると思います。まずは雇用
先と若者確保。

女性 40代

334
子育てする人、介護する人、子供から老人まで安心して暮らせる地域。空気と
水がおいしい、緑が多い佐久。

女性 40代 野沢地区

335
気合（Ｋ）・活気（Ｋ）・長寿（Ｋ）・安心（Ａ）・安全（Ａ）・頼りになる
（Ｔ）ＷＫＷＴＷＡ

男性 20代 野沢地区

336 人口増加 男性 20代 臼田地区

337
職場は東京です！！（そのために駅周辺の駐車場の無料化、新幹線交通費の補
助）

女性 70代以上 野沢地区

338 希望の花さく市 女性 70代以上 野沢地区

339 くらしやすい所、さくだいら 男性 40代 浅間地区

340 佐久平を中心として商業施設を充実させて、発展した市になってもらいたい。 男性 30代 浅間地区

341 若い人がＵターン出来るような、商工の発展を望みます。 女性 70代以上 東地区

342 支え合い、となり組 女性 50代 東地区

343

昔からももを作っていたから、あとから来た人達は言う事はない。消毒をする
時はシートをはってやってもらいたい。（プール、もも）家の方へまってくる
から。

女性 70代以上 東地区

344 県内１位。日本でも有数の住みやすい都市　佐久市！ 男性 50代 浅間地区

345 未来ある若者の為の街 男性 30代 中込地区

346 自然共存するエコ（Ｅｃｏ）なまち 男性 60代 浅科地区

347 活気ある町（街）　若い世代の希望あふれる街 女性 30代 望月地区

348 健康長寿で文化活動、スポーツ活動が盛んなまち 女性 50代 東地区

349 歩いて住める佐久市 男性 30代 浅間地区

350
佐久市全体では問題はないと思いますが、地域によっては子供が減少し不安に
なります。

男性 60代 望月地区

351 住み良い町 男性 70代以上 中込地区

352
広い土地を活用してスポーツ施設（グラウンド、室内練習場など）を作り、ス
ポーツ活動が盛んな佐久市になってほしい。

男性 20代 臼田地区

353
市全体に生活（人口）が出来る様、分散型。役所も分散して佐久市分散型と交
通もしかり。

女性 70代以上 望月地区

354 農地の充実 男性 60代 中込地区

355 高齢化によって地域行事の参加者が減少する近い未来、「各々の区を合併」 女性 60代 臼田地区

356 借金０の市 男性 60代 浅間地区

357
お年寄りが生きがいのある生活ができる町。シルバー人材の拡大。ゴミが落ち
ていないきれいな佐久市。

女性 60代 中込地区

358

（A)農村医療人材育成（特区）←上記①＋②＋③→東南ア、アフリカ等（←後
進国に対するソフト面の援助）及び国内の地方（←産婦人科医師、助産師等、
農村医療者の供給）に向けた人材の養成機関創成。（B)佐久平周辺の高原を数
日かけて巡る巡回ツアールートの整備・発信←上記①＋②＋④←当面はバスで
巡回。ゆくゆくはトレッキングコースを歩いて巡回できるように。佐久平の中
央部（春日温泉？）に山小屋風低料金宿泊施設の整備が必要。高齢者が旅行の
中心になる中、高齢者は達成感を求め巡礼の様に巡回コースを歩きたいと思っ
ている？

男性 70代以上 中込地区

58



10年後の佐久市のあるべき姿を表現するキーワード、キャッチフレーズ

359
市内近辺中心の活動に限界があると思う。外部と包括的交流して活性化してい
く必要がある。

男性 50代 浅間地区

360

都市の活性化を一極集中にさせず、市内全域に広がるような取り組みが必要だ
と思います。１０年後も市民一人ひとりが住んでて良かったと思えるような街
になっていて欲しいです。

男性 20代 中込地区

361 自然、風景の良い災害のない佐久市 男性 60代 望月地区

362
佐久平駅南側の公園に前に活のあった文化会館を作った方がよいと思う。（町
が今以上に発展すると思う）

女性 70代以上 浅間地区

363 産業構造のバランスがとれた地方都市 女性 50代 浅間地区

364 ほどよい田舎！！この市（まち）でいついつまでも。 女性 50代 野沢地区

365 おしゃれな佐久 女性 70代以上 中込地区

366 快適な都会暮らしと田舎暮らしができる街 女性 40代 望月地区

367 健康長寿 女性 10代 浅間地区

368
赤ちゃんからおじいちゃん、おばあちゃんまで、元気に楽しく安全安心の佐久
市

女性 30代 野沢地区

369 農・工・商・観、バランスの取れた姿 男性 60代 野沢地区

370 晴れ男、晴れ女が集う街（晴天率の高さから） 男性 40代 浅間地区

371 長寿、地域活性化 女性 10代 浅科地区

372
老若男女。誰もが笑顔でいられる市。安心、明るい、楽しい。日本一の美しい
市

男性 50代 中込地区

373
自然豊かな佐久。豊かとは何か？経済・金銭・物質的に豊かになりすぎると人
としての道を忘れ心が乱れます。真の人間教育の大切さ。

男性 70代以上 浅間地区

374 豊かな自然と長寿のまち 男性 60代 野沢地区

375 自然豊かな緑の我佐久市 男性 70代以上 浅科地区

376 立ち寄りたくなるまちづくり 男性 40代 野沢地区

377 「安心」 男性 60代 臼田地区

378 人口を増やすこと 男性 70代以上 浅間地区

379 「移住したい街　日本一」 男性 30代 浅間地区

380
お互いがお互いを支えられる街に。（子ども、高齢者、障碍者、健常者）医
療、福祉、介護の益々の発展、充実を。

男性 30代 浅間地区

381 大人から子供まで誰もが快適で暮らせる佐久市 女性 10代 浅間地区

382 自然の力と共存しながら活性化する 女性 30代 野沢地区

383 自分の子供や孫にも住み続けてほしい街 女性 30代 野沢地区

384 鯉のまち　佐久市をもっとPRする。 女性 60代 野沢地区

385 子育てに最適な佐久市！！教育・医療・スポーツ環境充実一途！ 男性 70代以上 浅間地区

386 田舎も残ってるけど産業もあって自立しています、という感じの市 女性 30代 浅間地区

387
現状が余り良くない時に、１０年後の姿は、表現というより想像も何も浮かば
ないし考えにくい。半歩でも足を出さなければ前に進まない。

女性 70代以上 浅間地区

388 地産地消 男性 50代 中込地区

389
グローバルな視点を持つ。（教育、人材等）①佐久ら佐久city②子供も大人も
自然と佐久・・・。

女性 40代 浅科地区

390 青年になり大学卒業した後地元に帰りやすい街。若者が増える事による活性化 女性 40代 浅間地区

391 文化・教育・健康長寿の向上 女性 60代 浅間地区

392 元気になれる町、笑顔でいられる町 男性 50代 中込地区

393 子どもからお年寄りまで、すべての人が暮らしやすい市であってほしい。 女性 70代以上 臼田地区

394 温故知新 男性 30代 望月地区

395 子育ての充実。子育て施設の充実。 男性 20代 浅間地区

396 子どもからお年寄りまで安心して暮らせる町 男性 30代 臼田地区

397 自然豊かで田舎すぎず暮らしやすい町。世界一の有機農業の地！ 女性 40代 望月地区

398 人と自然と産業の発展。世界の佐久。 男性 60代 中込地区

399
運転免許を返上しても市内施設への行動が不便でないように。楽しく暮らせる
市に。

女性 70代以上 野沢地区

400 安心・安全・充実 女性 30代 臼田地区

401 緑豊で浅間山。ふる里の味 男性 50代 中込地区
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402 ゆったり、のんびり、避暑地　佐久 男性 50代 東地区

403
『未来への力を蓄える』学力、市の行財政、人材への期待を込めて。市役所の
皆様、いつも本当にお疲れ様です。

女性 20代 浅間地区

404 自然の美しさ 女性 60代 中込地区

405 古き良き日本がまだここに残っている。 女性 40代 中込地区

406
なかなか難しいとは思いますが、全国から人が集まるような施設や、アミュー
ズメントがあると良いかと思います。

男性 40代 中込地区

407 安心子育手、高齢生活充実の郷 男性 50代 東地区

408 生き活き　長寿 女性 50代 臼田地区

409 「わが市、佐久には○○がある」と市民が誇れるような景観がほしい。

410 高齢化する市民への多種多様の対策の充実 男性 60代 臼田地区

411 住みやすい町 女性 30代 浅間地区
412 すべての市民に「やさしい」市 男性 60代 臼田地区
413 健康長寿世界一の市（まち）、研究、最先端技術の企業活動のまち 男性 70代以上 浅間地区

414 「キレイな川と自然豊かな佐久」（でいてほしい） 男性 50代 中込地区

415 太陽光エネルギー。自然エネルギー。 女性 50代 望月地区

416 いきいきした街 男性 40代 臼田地区

417 商店、福祉施設、子育て支援、医療、人材活用 女性 50代 臼田地区

418 健康長寿の街。自分のやりたいことがある生活。 男性 70代以上 東地区

419 自然と共生する生活環境。 男性 50代 野沢地区

420 佐久市全体の地域格差がなくどこに住んでも公平である。 男性 40代 中込地区

421 安心安全町へ 男性 70代以上 浅科地区

422 誰もが安心して生活できるまち 男性 70代以上 臼田地区

423

田畑が充実し新鮮な作物や果物が豊富にある佐久市（山林も大分整い鳥獣たち
も住みかを取り戻す）。老人施設を保育所が互いに交流したり隣り合わせにで
きるなどして交流ができたらお互いのメリットが多くできる。

女性 40代 中込地区

424 文化的で健康問題に注視し緑豊かな地となって欲しい。 女性 70代以上 浅間地区

425 活気 男性 30代 浅間地区

426

活気ある街づくりには子育て世代が大切なので子供を育てる環境作りがいいと
思います。よいキャッチフレーズが思いつきませんがそちらの方向性のキャッ
チフレーズを考えて頂ければよいと思います。

女性 30代 中込地区

427 小型機（ＭＲＪ）の飛行場（長野牧場）建設を 男性 70代以上 臼田地区

428
新生児から老人まで福祉施設サービスの充実。障害者、低所得者等、弱者への
手厚い支援

女性 50代 臼田地区

429 老人が増える。若者が居つく佐久市にして欲しい。 女性 70代以上 東地区

430 子育てが楽しくなる市。子供は伸び伸びとお年寄りはのんびりと 女性 30代 望月地区

431 商店街の佐久市 女性 10代 臼田地区

432 佐久市民ひとりひとりが希望をもって生活できる市。 男性 70代以上 野沢地区

433

人と人が協力し合い健康で生き生き生活できる都市。「100歳まで夢を持って生
きられる都市、佐久」。新鮮な空気の中で自然と共生して生きられる都市、佐
久。

女性 60代 臼田地区

434 中途半端な公共施設は作らないこと 男性 70代以上 中込地区

435
市の財政が20年30年先赤字にならない日本の見本を示せる佐久市を作って下さ
い。

男性 60代 中込地区

436 弱者が安心して生活できる街 女性 60代 臼田地区

437

「エネルギーも食べ物も助け合いも地産地消。そして世界へ発信」流れている
川のエネルギーを小推力発電へ。森の整備をし発電へ回す。バイオマス発電
も。一つ一つは小さい量でもたくさん集まれば佐久市民が使う電力の足しにな
るのでは。助け合いも無理せず行える環境や状況を整えれば誰もが人の役に立
てる社会ができるのでは。生活の基盤が整えば世界を良くするための行動が起
こせる。

女性 60代 臼田地区

438 森と田園に囲まれた高原都市 女性 60代 浅間地区

439 今ま私たちが暮らしている所は世帯数は少なく高齢者９割子供３人のち無人 女性 70代以上 望月地区

440 医療福祉の充実 20代 浅間地区

441
子供たちが大人になった時に佐久で就職し子供を育てていくのに良い市にして
欲しい

女性 50代 浅間地区
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442 心豊かに暮らせる佐久市 女性 60代 浅間地区

443 知的で美しく住みやすい住みたくなる街 男性 70代以上 浅間地区

444

アウトドアスポーツ（クライミング、ヒルクライム、マウンテンバイク、マラ
ソン、キャンプ、乗馬、マレットゴルフ、サスケ（大人が遊べるアスレチッ
ク）野外ダンス、体力測定（市民、観光客、対象）の充実。スポーツの観光
地。

男性 40代 中込地区

445
イベント（市内で）がもっと多くスポーツ、他の行事が佐久市以外からの観客
の増になるよう願う。

女性 60代 浅間地区

446 企業誘致、子育て支援など若者の住みやすい環境、町作り 男性 60代 臼田地区

447 長寿の市、花咲く市 男性 70代以上 望月地区

448 人口増加 女性 50代 浅科地区

449 子供と高齢者が住みやすい佐久市 女性 30代 臼田地区
450 土地利用の整備 男性 70代以上 臼田地区
451 日本の佐久、世界の佐久 女性 70代以上 浅科地区
452 高齢者ガンバレもう少しいろんなところで支援を 女性 70代以上 中込地区

453

交通の便が良いのでもっと市外から人を集めることを考えなければ市は発展し
ない。例えば文化会館とか。今の施設だけでは足りない。これからの子供や孫
たちのために。

男性 70代以上 中込地区

454 清い川、山、美しい水。皆が支え合う幸せ作り 女性 60代 望月地区

455 日本一住みやすい町を目指す 男性 70代以上 浅間地区

456 災害、非常時に対応した（内に外に）佐久市になると良い。 女性 60代 中込地区

457 思いやり、やさしさ。まず公務員が気持ちを入れ替えるべき。 男性 10代 東地区

458 住みやすい。助け合える。あたたかい人々。 女性 40代 東地区

459 星 女性 50代 臼田地区

460
他県への発信力のある力強い市でありたい。住民ひとりひとり誰にもやさしい
市。（不便のない町）総合力、発信力のある市。

男性 40代 望月地区

461
楽しく子育てできるまち。楽しく健康づくりできるまち。健康づくりのお手伝
いの充実

女性 60代 野沢地区

462 Uターン・Iターンしたくなる魅力ある市 女性 60代 中込地区

463
勤福センター南の「子供広場」？全く自然とマッチしない。移動サーカスのよ
うな建物、通るたびに不快感をぬぐえません。何とかなりませんか。

女性 70代以上 野沢地区

464 住みたくなる市 男性 60代 中込地区

465 就労施設を充実させ若年世代の田舎離れを防ぐ。 女性 40代 中込地区

466 若者の街になって 女性 50代 中込地区

467
老いも若きも集うことで広く深い知識、知恵が生まれる。地域の文化、祭事を
ぜひ保護できますよう。

女性 70代以上 浅間地区

468
「若者が活躍する街」「老後不安のない街」「住みたい街ランキング全国上
位」

男性 30代 臼田地区

469
若者が活躍しやすい市にしていかないと思いやりのある人が少なくなっていく
ような気がします。

女性 70代以上 東地区

470 皆に優しく住みよい佐久市 女性 60代 浅間地区

471 グローバル化 男性 10代 望月地区

472 若者出会う機会を設け結婚に導くようにしていく。人口増加に行政の力で。 女性 70代以上 浅科地区

473
老後に住みたい地域にするためには介護を担う若者を増やすこと。その為には
医療関係の学校の拡大、充実。（医大、または医療福祉大学）

男性 50代 臼田地区

474 生き生き暮らせる健康長寿のまち 男性 50代 野沢地区

475
安心して生活できる佐久市。このアンケートを市会議員の皆さまに実施させた
ら市政に活かせると思う。

男性 70代以上 野沢地区

476 住みよい街。星の美しい街。 男性 60代 臼田地区

477
高齢化が進み若い方が就職できるところをもっと増やして都会から戻って欲し
い。

男性 60代 浅間地区

478 住環境・リゾート地として行けるのでは。地産地消する。 女性 60代 東地区

479

首都圏からの程良いアクセス距離なのに生かしきれていない。スポーツ、文化
施設の拡大が中途半端でたくさんの人々を迎えるチャンスを逃している。ダメ
です。

男性 40代 野沢地区

480 山や川がとてもきれい 女性 70代以上 野沢地区
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481

佐久市を作ってきたご高齢の方は農作業、お漬物を作る等、いろいろなことを
知っていて大切にしていきたい存在だと思います。高齢になっても安心して暮
らしていける佐久市であって欲しいと願います。

女性 30代 臼田地区

482
私もいずれいつかはわかりませんが娘の世話になります。１０年後迄居られた
ら良いですが元気で。

女性 70代以上 望月地区

483 元気な佐久 女性 70代以上 中込地区

484 子育て、健康な街作り 女性 60代 東地区
485 子供と高齢者に優しい街 男性 30代 東地区
486 おちついて暮らせる街へ 男性 50代 浅間地区

487
生きがいを持ち地域の中で幸せに年をとっていける穏やかな町になっていけば
良いと思う。

男性 40代 浅間地区

488 安心して子供が産める、年を取れる市 女性 30代 東地区
489 長野、松本につぐ県内第3の市 男性 20代 東地区

490 乳幼児教育の充実 男性 60代 浅間地区

491 みーんな元気でにっこにこ。笑顔咲く佐久市 女性 30代 中込地区

492 最先端農業 男性 30代 浅間地区

493 自然豊かで歴史の重厚さを感じられる都市 男性 60代 浅間地区

494 協働 女性 60代 浅間地区

495
格差の少ない地域になっていることを願います。子供、お年寄りがとても元気
に生活できる地域がいいなと思います。

女性 40代 浅間地区

496
自分はその時生きていないが島国根性からの脱出と何から一人一人が決断でき
る佐久市を。一番は職員の意識改革→佐久市大きく前進できるのでは。

男性 60代 浅間地区

497 一人ひとりが輝いて活力創出。長寿の市（まち） 男性 70代以上 野沢地区

498 佐久の自然豊かな酸素発生をもとにして心身のリフレッシュ 男性 70代以上 野沢地区

499

中部横断道が開通すれば日帰りにでも静岡県へ行って海の幸満喫できるのです
がその頃は自分では運転しては行きたいと思うのですが・・・佐久の名産と静
岡の海の幸をお互いにショッピングセンターをおいて相乗効果を狙えないか。
でも人口が減っていくのが心配です。

女性 60代 望月地区

500 東信地域の中心に 女性 60代 東地区

501 都会に近い。山、川、都市の調和がとれている 男性 20代 野沢地区

502 「人口増」が唯一活力増のキーワードであり強力に進めて頂きたい 男性 70代以上 臼田地区

503 寿命が10年延びる街（理由・空気が良い、水が良い。） 男性 40代 浅科地区

504 健康、長寿の都市 女性 40代 浅科地区

505 美しい自然、美しい街、美しい心 女性 40代 臼田地区

506
佐久ブランドの野菜。住みやすさ長野県一。白馬より外国人観光客に人気のま
ち

男性 20代 臼田地区

507 好きですか？佐久市 女性 50代 浅間地区

508
中高年が安心して働ける企業を誘致してもらう。低所得世帯への支援、補助な
ど

男性 40代 東地区

509 長寿。長生きしていつも元気に。 女性 10代 野沢地区

510 繋がる未来へ走り出す 男性 10代 浅間地区

511 安心安全、心豊かに過ごせる街－佐久市 女性 60代 野沢地区

512 自然が残されている 男性 60代 中込地区

513
未来は楽しく、明るく、老後の安心。生きていくには一人では生きられませ
ん。友←人→心→愛→佐久市のやさしさの人

女性 60代 浅間地区

514 自然と心豊かな人を育む町へ 女性 70代以上 野沢地区

515 児童に優しい佐久市 男性 30代 浅間地区

516
(長生きをしても自然の美しさに感動できるような余裕のある生活が送れる事、
自分の体もどのように老いるのか不安はありますが)生き生き信州佐久

女性 70代以上 臼田地区

517
商工農のバランスある発展と、教育の向上と健康、長生きの実現。住みたくな
る佐久の実現

男性 70代以上 東地区

518 働く場所が多くあれば良いと思います。 女性 70代以上 中込地区

519
佐久パラダの発展を。駅から近く都会からも近く短時間で活動しやすいのでい
ろいろな面で活用できるようにしたらいいのでは？

女性 70代以上 中込地区

520
健康長寿。仕事と子育てを両立するための環境の普及と支援。高齢者福祉の充
実(特別養護老人ホームなどの介護保険施設の整備、充実)

女性 40代 臼田地区
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521 子供もお年寄りも暮らしやすい市 女性 20代 浅間地区

522 お日さまキラキラ　花サク佐久市 男性 20代 野沢地区

523
共に育て合おう「佐久らしさ」って何ですか？大切に育てよう「佐久らしさ」
を！残そう、育て合おう「佐久らしさ」を！

524 気分爽快 男性 30代 中込地区

525 安心、安全の全員子育て参加の町 男性 30代 浅間地区

526
地域社会の組織的な協力体制の制度（助け合い）を作る事が大切と思う。住み
良い佐久市

男性 70代以上 中込地区

527 フリーエネルギーのまち 女性 30代 臼田地区

528 工場を誘致しUターン者を増やし、佐久市の活性化を計る。 男性 20代 野沢地区

529 老若男女の笑顔あふれる佐久市 女性 50代 浅間地区

530 元気になれる市、元気をもらえる市であれば観光客も増えますでしょうか？ 女性 50代 中込地区

531 自然維持 女性 10代 望月地区

532

佐久広報はやめて、市役所からの情報は（ペーパーレスで）直接各家庭に届け
るシステムを作る。高齢化社会になるので施設をたくさん作るより今ある在宅
介護制度をもっと充実させて、一人暮らしの老人でも安心して暮らせるように
してほしい。公共施設はこれ以上作らないでほしい。

女性 60代 浅間地区

533 悪徳役人○の街 男性 50代 浅科地区

534 医療、福祉。活気ある商店街。土地有効活用 男性 50代 中込地区

535 自然環境エネルギー。自然と街との共存 女性 40代 浅間地区

536 佐久市に住んで安心だ、幸せだと感じることができる街になてほしい。 男性 70代以上 中込地区

537 健康・医療の充実。歴史のピーアール 女性 40代 臼田地区

538
近代的な医療センターもできたので、これから予想される超高齢化の大部分の
人が入居できる施設の充実化を希望します。

女性 70代以上 臼田地区

539 わが市（まち）・佐久 女性 60代 野沢地区
540 自然と調和した健康な田舎都市 男性 50代 東地区

541 感動 男性 60代 東地区

542
老人の福祉施設を充実させ、他県からも佐久市で老後を暮らす人を増す。（受
け入れる）”自然豊かで安全な佐久市で余生を楽しく”

男性 70代以上 野沢地区

543 高齢者が安心して暮らせる街づくり 男性 30代 東地区

544 全世代に好まれる（愛される）市 女性 10代 中込地区

545
自然・農業も既存させ、ますます活性化させてほしい。地元に帰ってもホッと
できる空間、故郷であってほしい。

女性 20代 浅間地区

546
自然とハイテクの調和。犯罪を出さない、おきない。２４時間安全で安心な佐
久市。高齢者にやさしい佐久市

男性 60代 浅間地区

547 帰りたくなる町。行ってみたい町。住んでみたい町。住みやすい町 女性 40代 臼田地区

548 市町村緑地化より空気がきれいな事 女性 70代以上

549 豊かな大地、広い心で温かな街 女性 60代 東地区
550 子供からお年寄りまで皆が平等で明るく元気な佐久市 女性 40代 望月地区

551

住宅集着地周囲に、お米作りを廃棄し菊作りをしていました。ビニールハウス
じゃなくて周りの農作物（お米、野菜）住む人々に悪い環境汚染、もっともっ
と多くなると思います。

女性 60代 臼田地区

552

目先国保が上がるという現象があっても雇用までの裾野まで考えた地域づくり
が重要なのでしょうか。佐久地域全体にいえる事でしょう。統計には待ってい
ませんが、保健、医療、福祉分野の就労者は他地域より多いでしょう。そんな
感じでみています。高原都市、さわやかな、健康、暮らし、高原の恵み

男性 40代 野沢地区

553 土地空間と人との豊かな創造。自然と先端の共生。きれいな空と心。 男性 50代 臼田地区

554

「長寿と福祉の町」老人人口増加に伴う福祉面での病院、公営施設の充実があ
れば、佐久市はもちろん都市からも人口流入があり、若者の働く場所も確保で
きる。

女性 60代 臼田地区

555
都心からの便利さを十分にPR「心のオアシスキャンペーン」（長野県は今年度
一番住んでみたい県にランクインされた）

男性 60代 臼田地区

556 子供人口増 男性 40代 臼田地区
557 自然と商工業の調和 男性 40代 野沢地区
558 人口増。産業の活性 男性 20代 野沢地区

559 日本の国際化は佐久平から。（観光の中心になるための何かが必要） 男性 60代 浅間地区
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560 子育てしやすい長寿の市 男性 60代 東地区

561 佐久市の特性を活かした生涯活躍のまち構想。（CCRC)の実現へ。 男性 60代 浅間地区

562 老いも若きも笑顔の佐久市 女性 40代 浅間地区

563
鯉、恋、来い・・・金沢行くなら佐久平で途中下車　ひと休み　美味しい食べ
物、自然が待っています。

女性 50代 野沢地区

564
（もう少し人口増に街にしたい）佐久市の住み易さを県外にアピール。観光に
訪れる人が増えれば良いと思う。

男性 40代 浅間地区

565
安全、安心して暮らせる市。地域ネットワークが広がり、育児、福祉に優しい
市。医療の充実した市

30代 野沢地区

566
自然を守り、教育重んじ、働きやすく子育て安心、みんな元気で思いやる、豊
かに発展する佐久市。

女性 20代 浅間地区

567 心優しい人々・豊かな自然・清潔な環境 女性 60代 浅間地区

568 変わりゆく街（市）と自然が調和 女性 40代 浅間地区

569 誰もが住みやすい、住みたくなる町 男性 20代 臼田地区

570 オープンマインド 女性 40代 浅間地区

571 いろんな意味で排他的でない都市 男性 30代 浅間地区

572 子供が多く平和で明るい市（ぜひそうなる事を願っています） 男性 70代以上 浅科地区

573 安全　安心　安寧 女性 20代 野沢地区

574 観光資源がないことを逆に強みに変える。 男性 40代 野沢地区

575 子供や老人が安心して住める町

576 自然と調和した住みやすい市。 女性 40代 浅間地区

577 自然を大切にし、育て生かす 女性 70代以上 中込地区

578

お洒落な町。（電線の地中化。歩道など街灯、木を増やす。高齢者のための低
賃金タクシー、雪かきサービス、買い物サービス）大きなジムがほしい。高齢
者の住みやすい、かつ若い人も来たくなるような歩きたくなる街。

男性 30代 浅間地区

579 貧困０（ゼロ）の街　佐久市 女性 40代 浅科地区

580
衣食住すべてそろった佐久市へいらっしゃいませ。人口増加。・子供にも年寄
りにもやさしい街

男性 40代 浅間地区

581 自然と調和。若年者と高齢者との協力、助け合い 男性 30代 野沢地区

582 長寿の街 女性 50代

583 南海トラフに負けない佐久市 男性 60代 浅科地区

584 自然はそのまま 女性 20代 野沢地区

585 全ての世代が安心して暮らせる 女性 20代 浅科地区

586 誰もが住みやすいまちへ！！ 女性 20代 野沢地区

587 安心・安全・住みよい街 男性 40代 臼田地区

588 いこうぜ、３９（佐久）ちゃんです 男性 30代 望月地区

589 住みよい住みやすい文化のある都市 女性 30代 東地区

590 片寄りすぎない平等な佐久市 男性 40代 臼田地区

591

これからの少子高齢時代に備えての行政のあり方。上記と関係あるかとも思う
が、佐久市としてメインのひとつに佐久鯉が取り上げられると思うが、多少の
金をかけてでも、他から来てくれた方々へのおもてなしとし会館を建てて佐久
鯉料理（うま煮、鯉こくなど）を時々お出しして、もっと佐久市に出かけて来
られる方法を考えたらどうか！！

女性 60代 中込地区

592 土を元気に　市民も元気に 女性 70代以上 臼田地区

593 暮らしたいように暮らせるまち 女性 30代 野沢地区

594 美しい山里が残る・・・ 女性 50代 東地区

595 老若健康で明るい元気な佐久市 男性 70代以上 浅間地区

596 安心・安全・快適 女性 40代 中込地区

597 美しい景観と、健康で活気のある街 女性 60代 臼田地区

598 子供から高齢者まで、みんながハッピーなまち 女性 50代 望月地区

599 生き生き佐久 女性 50代 浅間地区
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600

例えば新しい街並みも若い人には魅力でしょうが、昔からの例えば昭和時代の
街並みを残すとか懐かしさを感じる場所は、県外や他から来た人がまた来たい
と感じるもののひとつだと思います。新しいものはすぐに飽きてしまいがちで
すが、古い物を長く保ち続けることの方が人が人を呼び込むのではないでしょ
うか。このアンケートは全て大事な項目であると思いますが、私が思うキー
ワードは子供も若者も年寄りも住みたいと思える街です。小海線にSLが、浅間
山をバックに田んぼの中を走る姿も見てみたいです。

男性 50代 浅間地区

601
「安心して住めるまち」だと感じます。豊かな自然、恵まれた気候、災害の心
配が少ない、最高の医療体制が整っている。

女性 40代 野沢地区

602

文化、スポーツ、医療、教育・・・社会に関わることをすべての年代（すべて
の人）が興味を持ち参加できるような開かれた町になってほしい。長野県、東
信のリーダー都市になってほしい。

女性 50代 浅科地区

603 お年寄りに優しい町づくり 女性 40代 東地区

604 調和 男性 40代 東地区

605
助け合い。高齢者でも安心して暮らせる街。子供が安心して遊べる空間。安心
して子供を作れる環境。

女性 30代 東地区

606

老いも若いもすべての年代の人が活き活きと暮らせる街、と目指すのが良いの
ではないでしょうか。それぞれの年代に別々にサービスや対策をとられていま
すが、世代を分断するような対策ではなく様々な年代が交流できるような場
所、行事、空間を作ることが必要なのではないですか。そうすればお互いに理
解がすすんだり、生きがいがみつかったり、支え合いの気持ちが生まれるきっ
かけが出来るのではないですか。各地区にある市の空き施設をそのような場所
にして有効利用したらいかがですか。子供時代、思春期などに、住みやすい楽
しい思いを持てれば、一生ここに住もうという気持ちになるのではないでしょ
うか。

男性 40代 浅科地区

607

子育て支援都市を掲げて、ピンピンコロリでも有名になりつつある佐久市。一
般の人よりも弱い立場の人に合わせた市政を行うことで、必ず住みやすい市に
なっていくと思うのです。当たり前の生活が出来なくなった時（病気、けが、
親との死別、生涯等々）に、市はどのような支援をしてくれるのか、それこそ
が安心して暮らせるキーワードが沢山あると思います。

女性 30代 浅間地区

608 住みたい町　自然環境と都市化の融合 女性 40代 野沢地区

609 地元の文化を大切に 男性 20代 中込地区

610

誰でもいずれは高齢者になります。不運に見合われ障碍者にもなる可能性もあ
ります。貴重な税金をダム（浅川ダムなど）など山に埋め未来の埋蔵金伝説と
させぬ様、無駄な箱物は作らぬ。道路等環境整備をし、税金の意義ある活用を
お願いします。

男性 50代 浅間地区

611

東京オリンピックでの海外の訪問客数に注目したい。日本を代表する避暑地で
もあり、世界に向け佐久の魅力を発信し各国の方々に自然の豊かさ、静けさを
味わっていただきたい。教育、社会的、経済的自立から豊かな安心な子育て、
兄妹が出来る町である事。

女性 60代 中込地区

612
自然豊かな中で、若者達や子供が元気に伸び伸びと暮らせる町。子供と老人
が、又若者と同じ地域で一緒にすごせる所。

男性 70代以上 望月地区

613 市民第一 男性 70代以上 臼田地区

614 正確なリーダーシップ 男性 50代 野沢地区

615 現在の若者が活躍できる町 女性 60代 浅間地区

616 山林の保全。子育てしやすい町ランキング１位。 女性 30代 野沢地区

617 時間にゆとりある生活 女性 30代 臼田地区

618

人と人とが助け合い、かつ１人１人が自立し健康で社会参加し、安心して住め
る佐久市。ルールを守り、人の為社会の為に尽くす。福祉が充実し健康で長生
きのモデルになる。図書館の利活用。安全な農畜産物の佐久ブランドを作る。
生涯学べる場を作る。誰もが生涯現役で働ける場を作る。元気で生きがいのあ
る人生を送れる佐久市にする。都会から移住したい人が増えるような魅力ある
佐久市にする。音楽・芸術ホールを作り、集客し活性化し心豊かな人を育て
る。

女性 50代 中込地区

619
DreamComeTrue．※佐久市が「夢」を持った人たちの助けをして、それが叶った
ら良いなぁという思いをこめて。

女性 40代 野沢地区

620
自然と調和した健康な生活・ライフスタイルを発信するまち。子育てしやすい
まち。景観の美しいまち。

男性 30代 望月地区
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621 自然ゆたかな佐久平 女性 50代 浅間地区

622 暮らしやすい所、佐久市 男性 40代 臼田地区

623 東京に一番近い健康長寿のまち、佐久 女性 50代 中込地区

624 個人の住のやすさ 男性 50代 臼田地区

625 住み良い佐久市 女性 60代 望月地区

626 「一年中暮らしやすい街」 男性 30代 浅間地区

627 ひとりひとりが主役の街 女性 50代 浅間地区
628 一生住み続けたい町 男性 30代 野沢地区

629

生涯現役シニアパワーの輝くまち。輝く夜空の星、おいしい空気、飲める
（！）川の水。自転車ロードが日本一整備され、安心して自然を楽しみながら
走れるまち

女性 50代 浅科地区

630
観光事業等など、中途半端な事をしないで全国的に知られる規模でやってほし
い。

男性 60代 浅間地区

631 ”花さく我が町　輝け未来へ”　”我がまち佐久はあなたの夢を叶えます” 男性 40代 浅間地区

632 佐久に居たい、来たい、魅力ある都市基盤整備。 男性 30代 浅間地区

633 全ての市民が平和な生活（健康で文化的な生活）を送れる地域 男性 50代 臼田地区

634 赤ちゃんから老人まで、すべての世代が快適に過ごせる街 女性 30代 中込地区

635 大企業を誘致して、従業員も移住して人口を増やす政策 男性 70代以上 臼田地区

636 伝統と自然を大切にしながら、未来を切り拓く。 男性 40代 野沢地区

637 古き良き日本の田園風景を残した住みやすい町 女性 40代 中込地区

638
自然と人々が共存。きれいで住みやすい。みんなが笑顔でイキイキ！幸せな
市。佐久市！

女性 30代 浅間地区

639 老若男女が協力して地域をもりあげている姿 女性 40代 東地区

640 人にやさしい環境 女性 50代 野沢地区

641

近年医療系の大学が人気がある為、佐久市でも学校を増設したら良いのではな
いでしょうか？若者を集め高齢者とのシェアハウスや寮をつくり、助け合い交
流を深めるのも良いのでは？

女性 40代 浅間地区

642 living life 活 女性 50代 浅間地区

643 子供もお年寄りも生き生きと暮らす街にしていただきたいです。 女性 40代 浅間地区

644 現状維持 女性 30代 野沢地区

645 自然・人・首都圏に近い 女性 60代 臼田地区

646
健康長寿都市（医療、福祉）。時代のニーズにこたえる工業、産業（精密機
械、IOT対応部品、商品）。佐久鯉、五郎兵衛米など、佐久ブランドの農業

男性 30代 浅科地区

647 自然と共生した地方都市 男性 30代 野沢地区
648 笑顔が咲く（佐久）市 男性 40代 望月地区

649

魅力的な佐久市建設には、文化的にも市民がひとりひとりが高度の人間に成長
しなくてはいけないと思います。要するに田舎から都会の人間へと個々が世の
中の情勢を察知して成長する努力をするべきだと思います

女性 70代以上 野沢地区

650

自然豊かで健康長寿の町というイメージを根付かせ、軽井沢に負けないくらい
の魅力あふれる町づくりに努め、別荘地のみならず都会からの通勤圏になれば
と思います

女性 50代 東地区

651
住みよい佐久市はみんなで作る（・・・そのためにやるべきことをしっかりや
りましょう）

男性 40代 中込地区

652

子どもに「あなたの町を描いて」と言った時、その絵に大人も子どもも、杖を
ついた人も車いすに乗った人も酸素チューブを使っている人なども描かれてい
る町。社会的弱者と呼ばれる人たちが気軽に出かけられるような街にする

女性 40代 臼田地区

653
教育環境を整えたり就職先の充実などで子供が佐久市にずっと住みたくなるよ
うなところになってほしい

女性 30代 東地区

654 育児負担０！！子供は地域が育てる 女性 40代 浅間地区

655 風光明媚なこの地で一緒に 男性 20代 東地区

656 安心、安全、活気あふれる町 女性 10代 野沢地区

657 老若男女すべての人が役割をもち活躍できる街 女性 30代 臼田地区

658 安心、発展 女性 30代 中込地区

659 住みよい住環境の充実 男性 60代 浅間地区
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660
少子化と人口減少について他から呼び寄せるのでなく出生率を上げる。人口の
パイは決まっているため、他から来てもらっても他が減少では元も子もないね

男性 70代以上 野沢地区

661 活気、魅力、あこがれ、豊か 女性 40代 浅間地区

662 世代間交流 男性 40代 浅科地区

663 だれでも、みんなが笑顔になれる町 女性 20代 臼田地区

664
ひと、まち、自然が織りなす次代創造都市-佐久市-。次代の飛躍を索引する活
力創生都市-佐久市-。夢きらり、思い繋がる躍動のまち-佐久市-

女性 20代

665
魅力ある就業の場。街の活性化。住環境の整備。このままの佐久市だと人口減
少は止まらないと思います

女性 40代 浅間地区

666 住む・楽しみのある佐久市 女性 40代 臼田地区

667 子供中心の社会（大人が子供時間に合わせられるように） 男性 20代 浅間地区

668 長寿。交通事故が少ない地域。高齢者に優しい市 女性 10代 東地区

669
元気な佐久市　３月９日（サンキュー）佐久市→Thank you!!（サンキュー）佐
久市

女性 60代 野沢地区

670

若い者が結婚でき、子どもや就業活動のできることや貧富の格差の少ない生活
環境、これからは行政がしっかり取り組みをしていかないと方向性が実践しな
いでは。人情や義理では通らない社会です

男性 70代以上 野沢地区

671 健康　安全　安心　長寿 女性 60代 臼田地区

672
市民会館が問題ある住民投票でボツ。市の表玄関のオキノヤがパチンコ屋に
市の将来のピションを示したらどうか

男性 70代以上 浅間地区
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