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実施概要

１．目的
第二次佐久市総合計画後期基本計画の策定にあたり、次世代を担う若者の意見を反映させるため、中学生２学年を対象にした

ワークショップを開催し、地域の強み、弱み、今後住み続けるためにはどうしたらよいか等の意向を把握する。
把握した意向については、第二次佐久市総合計画後期基本計画策定にあたっての基礎資料とする。

２．テーマ
「わたしたちの住みたい・つくりたい 未来の○○」（○○には該当する地域名）

３．ワークショップの流れ

４．実施日程

５．注意事項
• 極力、原文に近い状態とする。
• 重複した意見はすべて記載した（特に出された意見がわかるようにするため）。
• 同じような意見は、並べ替えた。
• まとめと模造紙写真が見やすいよう、空白ページを挿入している。

日時 中学校名 対象生徒数 備考

２月５日（金）14:00～16:00 浅科中学校 62名 佐久市役所教育委員会見学、信濃毎日新聞社取材、佐久市民新聞社取材

２月12日（金）13:40～15:30 野沢中学校 35名 佐久市役所教育委員会見学

２月15日（月）09:50～11:40 浅間中学校 32名 信濃毎日新聞社取材、佐久ケーブルテレビ取材

２月18日（木）13:40～15:30 臼田中学校 35名 生徒が映る写真掲載不可、マスコミ参加不可

２月25日（木）10:50～12:40 東中学校 31名 信濃毎日新聞社取材

２月26日（金）13:45～15:15 中込中学校 29名 佐久ケーブルテレビ取材

３月５日（金）08:45～11:00 望月中学校 26名

住んでいる地域の好きなところ、
残したいもの、誇りに思えるもの

住んでいる地域の変えたいところ

どのように伸ばすか

どう変えるか

どういう地域なら
住み続けたいか

今の自分ができること

将来の自分がしたいこと
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結果概要（１）

全体を通じて

１．佐久市の強み
・自然豊か（農産物（米等）がおいしい、空気や水が美味しい、景色が良い等）。

→自然が魅力であり、住みやすい印象がある。
・地域の人とのつながり（人が優しい、あいさつをしてくれる等）。

→近所の人が優しいという意見が多い。
・【浅間、中込、野沢、東地区】日用品購入に不便がない。

→地域差が大きい項目である。

２．佐久市の弱み
・公共交通が不便。

→多くの地域で出された意見。中学生が遊びに行く、高等学校進学を考えたとき等に課題となる。
・商業施設、特に娯楽施設（趣味専門店、遊べる施設等）、気軽に入れる飲食店が少ない。また、商店街の活性化が課題。

→自動車を保有せず、移動範囲が狭い中学生にとって、公共交通と並んで、課題となる。
佐久市は浅間地区に大型商業施設が集中していることから、公共交通の改善、他自治体にはない佐久市の強み
（市内に大型商業施設がある、交通インフラが整っている等）の周知により、軽減される可能性がある。

・自然環境の維持。
→ゴミのポイ捨てに対する意見が目立った。

・【一部】将来の雇用。
→将来の定住を考えた際に、就職先への不安があげられた。

３．対策
・公共交通の見直し

→特に、高等学校進学時、休日の娯楽の際に課題となる。すぐに解決できる問題ではないが、多くあげられた課題で
あるため、検討の必要がある。公共交通の改善は商業施設関連の課題の対策にもなる。

・佐久市を知ること
→商業施設関連が課題に挙げられた。現実的には、大型商業施設を複数誘致し、各地域への展開は不可能である。
しかし、浅間地区に大型商業施設があること、佐久平駅から新幹線が使えること等、佐久市は利便性に強みがある。
そのため、他自治体と比較し、佐久市の強みを中学生に周知することが有効と考えられる（市役所による出前講座等）。
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結果概要（２）

１．浅科中学校
自然豊かだが、交通、日常生活品購入、娯楽が不便。
公共交通、お店の改善と自然環境の維持が課題。

■地域の好きなところ
・五郎兵衛米がおいしい、自然が豊かで空気や水がおいしい、風景や星空・青空がきれい
・地域の人がやさしく親しみやすい、治安が良い、事故が少ない、静かで住みやすい

■地域の変えたいところ
・日用品を買えるお店がない、交通が不便、遊べる場所が少ない

■どういう地域なら住み続けたいか
・豊かな自然が残っている、交通の便を良くする、遊べる場所を増やす、生活に必要なお店がある、浅科での仕事を増やす

■できること
・自然を大切にする、ごみ拾いをする、浅科の魅力を伝える（ＳＮＳなど）、将来経営者になる
・地域の行事やボランティア活動に積極的に参加する、地域の人とのつながりを大切にする

２．野沢中学校
伝統・文化が残っており、日常生活用品購入に不便ないが、交通、娯楽が不便。
公共交通、商店街の活性化と自然環境の維持が課題。

■地域の好きなところ
・生活に必要なお店が揃っている、お祭りなどの行事が多く楽しい、病院が多く充実している
・ぴんころ地蔵がある、ジビエ料理が食べれる、地域の人がやさしい、昔の街並みが残っており伝統が続いている

■地域の変えたいところ
・夜道が暗く街灯が少ない、ガタガタの歩道が多い、有名なお店がない、商店街の復活、交通が不便

■どういう地域なら住み続けたいか
・公共交通の充実で誰もが移動しやすい、買い物など生活がしやすい、遊ぶ場所がある、ロボットなどの活用

■できること
・ごみ拾い（誰でも拾えるようにごみポストの設置）、人が集まるイベントを開催、SNSなどで地元をPR
・新しい技術を開発する、地域の行事に積極的に参加する、地域の人に笑顔であいさつ
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結果概要（３）

３．浅間中学校
商業施設や人が多く、にぎやかで日常生活用品購入に不便ないが、緑が少ない。
人が多く集まるため、ごみをポイ捨てされることと自然環境の維持が課題。

■地域の好きなところ
・人が多くにぎやか、お店が多くて便利、伝統行事が続いている、交通の便が良い
・遊べる場所がある、地域の人がやさしい

■地域の変えたいところ
・ごみのポイ捨て、佐久市にないお店や施設を増やす、道路に花や木が少ない、通学路がせまくて危険

■どういう地域なら住み続けたいか
・流行のお店や施設がある、地域で協力でき温かい雰囲気の町、安全な道路、公共交通が便利

■できること
・ごみ拾い、ごみを捨てない、地域の行事などに参加する、今ある緑を大切にする・増やす
・地域のお祭りに参加し、盛り上げてＰＲ

４．臼田中学校
自然豊かだが、交通、日常生活品購入、娯楽が不便。
公共交通、商店街の活性化、空き家荒れ地対応と各種が課題。

■地域の好きなところ
・五稜郭・コスモタワー・日本一のパラボラアンテナがある、自然が豊か、水・空気がおいしい、蛍が見られる
・地域の人がやさしく近所づきあいや挨拶が活発、お祭りが多い

■地域の変えたいところ
・商店街の活性化、ポイ捨てが多い、空き家や荒れ地が多い、道がせまく夜は暗い、公共交通が少ない
・公園などの遊び場が少ない

■どういう地域なら住み続けたいか
・災害に強い街、働く場所の確保、臼田にしかない珍しいものを良い所を残す
・若者・女性受けの良い店がある、商店街が活発になる

■できること
・ごみ拾い、お祭りやイベントへの参加、地域のボランティア活動に参加、伝統行事などを伝承し伝えていく
・臼田の良いところをさらに学び情報発信する、臼田のお店でたくさん買い物をする
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結果概要（４）

５．東中学校
自然豊かで人が優しく、日常生活の買い物は便利だが、娯楽施設が少なく、道路が悪い印象。
道路（街灯等を含む）、公共交通に課題。

■地域の好きなところ
・自然が豊か、空気や水がきれい、地域の人が優しい挨拶をしてくれる、コンビニ・スーパーが多く便利
・夜静か、景色が良い、災害が少ない、働ける所が多い、のんびり暮らせる

■地域の変えたいところ
・街灯が少なく暗い、買い物を楽しんだり遊べるお店がない・遠い、道路がせまく坂が多い

■どういう地域なら住み続けたいか
・日常生活や買い物・移動の不便がない、観光名所がある、安心・安全で笑顔が多い

■できること
・ごみ拾いなどのボランティア活動に参加、楽しいイベントを増やして参加、良いところを発信する
・地域の活性化をするため影響力を持てる有名人になる、または有名人の力を借りてＰＲ

６．中込中学校
都会すぎず、田舎すぎず、それなりに便利であり、医療機関が充実している印象。
商店街、飲食店の活性化が課題。

■地域の好きなところ
・都会すぎず田舎すぎず、自然が豊かで空気・水がおいしい、お店がそれなりにある、医療機関が充実している
・地域の人が優しい、災害が少ない、ケーキ屋が多くおいしい

■地域の変えたいところ
・商店街の店が少ない、空き家が多い、道路に危険なところあり、飲食や遊べるお店が近くにあってほしい

■どういう地域なら住み続けたいか
・女性が働きやすい職場がある、遊べる場所や施設がある、買い物や生活が便利

■できること
・ごみ拾い、地域活動への参加、自分から挨拶をする、地域の魅力を詰めたパンフレットやＳＮＳでＰＲの情報発信
・起業して会社経営、日本一の何かをつくる
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結果概要（５）

７．望月中学校
自然、農産物が豊かで、景色、地域の人が魅力だが、移動手段、高等学校、商業施設が不便。
伝統の維持、公共交通、商業施設、仕事場所の確保が課題。

■地域の好きなところ
・地域の人がやさしい、野菜が新鮮でおいしい、ご飯がおいしい、空気・水がおいしい
・山がとてもきれいに見える、星空がきれいに見える、温泉がある、さかきまつりがある、体育館が多い

■地域の変えたいところ
・佐久平駅に直接行ける公共交通がない、公共交通機関が少ない、高校に通いにくい、働ける所が少ない
・飲食店や遊べるお店が少ない、買い物を楽しんだり遊べるお店がない・遠い

■どういう地域なら住み続けたいか
・公共交通の充実、伝統的な行事や豊かな自然が守られている、先進技術を取り入れる
・楽しく働ける仕事、もう少しにぎやかで発展している

■できること
・ポイ捨てをしない、ごみ拾い、子どもに望月の歴史や良さを伝える、地域の行事に参加する、買い物を望月で済ませる
・地域の人と交流する、イベントを企画・運営する
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浅科中学校

浅科中学校
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浅科中学校・実施概要

場所 浅科中学校

日時 2021年２月５日（金）14：00～16：00

参加者数
中学生（２学年） ：62名
佐久市役所（教育委員会を除く）：４名
一般社団法人長野経済研究所 ：６名

グループ数 ８グループ（Ａ～Ｈ）

備考
• 佐久市役所教育委員会見学
• 信濃毎日新聞社取材
• 佐久市民新聞社取材
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浅科中学校・Ａグループ

・御飯が美味しい
・五郎兵衛米がおいしい ・五郎兵衛米がおいしい
・五郎兵衛米が美味しい ・五郎兵衛米が食べられる
・事故が少ない
・佐久平まで10分程で行ける
・自然が多い ・自然が豊か
・自然がいっぱいある
・畑が多い
・水、空気がおいしい

好きなところ

・栄えている店が少ない
・建物が少ない
・少し田舎すぎる
・田舎
・狭い道が多い
・コンビニをもっと増やす ・飲食店が少ない ・飲食店が少ない
・お店が少ない ・街灯が少ない
・お店がコンビニくらいしかないから増やす
・大人が楽しめるところ、もう一度行きたいなど思い出の場所をつくる

変えたいところ

・地域のお祭りに積極的に参加する ・お祭りが少ないから日数を増やす
・地域の行事に積極的に参加する
・いろいろな行事に積極的に参加する
・ボランティアに積極的に参加をする
・ボランティア活動に積極的に参加したい
・浅科の良いところを県外に発信する
・浅科の魅力をいろいろな人に伝える
・五郎兵衛米のおいしさや魅力をほかの地域にも伝える
・浅科のものをたくさん買う
・積極的になにか手伝う
・空き家をこわす
・きれいにする
・地域のみんなと触れ合うために、みんなとの交流の場をもうける

できること

・人気がある
・認知度がある
・働く場所を増やす
・歩いてでも行ける距離の所にお店がある
・自然環境を生かしながら便利な施設などが近くにあること
・生活が便利になるよう、コンビニなどを作る
・ヒマな時にいつでも楽しいところがあれば
・暇なとき、行けるような、遊べる場所
・外に出かけたくなるような場所をつくる

どういう地域なら
住み続けたいか

【その他出された意見】
・浅科といえば「五郎兵衛米」という美味しいお米が食べられることや、自然が多いことが魅力。
・近くにコンビニや衣料品店等が無くて不便だが、こうした店舗が多い佐久平には車で10分程度で行ける点は良いところ。
・今後、住み続けたい地域となるためには、上記のような魅力を発信し、魅力・認知度のある地域になることが必要。
・住み続けたい地域となるよう、地域のお祭りやボランティアに積極的に参加し、盛り上げていきたい。また、五郎兵衛米等、地域の良いも
のを積極的に買うようにしたい。
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浅科中学校・Ａグループ
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浅科中学校・Ｂグループ

・住みやすい ・住みやすい
・作物を育てるのに適した環境
・過ごしやすい気候
・空気がおいしい（都会と比べて） ・空気がきれい
・美しく、雄大な景色がある
・お米がおいしい ・お米がおいしい
・他と比べると米がおいしい
・自然がいっぱいある ・自然が沢山
・自然が多い ・自然が美しい
・人が多い時、並ばなくて済む
・人が少ない（人ごみに入らなくて済む）
・停まってくれる車が多い
・何もないとこ

好きなところ

・お店を増やす
・お店をふやす
・建物が少ない（日用品がそろっている）
・お店を増やしたい
・店をふやす
・遊ぶ場所が少ない（買い物を楽しめる）
・虫が多い
・危険な子どもが多い
・お店の店員の対応がひどい
・ポイ捨て、落ちているゴミの量
・子供だけでお店に行けない
・交通するための手段が少ない
・交通手段が少ない

変えたいところ

・空き家などのじゃまなものをこわして、土地をふやす
・交通のルールを改正する
・人と人とのつながりを増やす（地域であいさつ）
・自然を大切にする ・自然を大切にする ・自然を大切にする
・自然を大切 ・自然破壊をしない
・ボランティア活動等に参加する
・地域の行事に積極的に参加する

できること

・交通を整備する ・交通網を増やす
・自然は残して、お店をふやす ・自然は残しときたい
・自然を残しつつ、建物やお店を増やす
・きのこを減らす ・生き物を大切にする
・生活用品をそろえられるようにする
・国の命令をしっかり聞き、実行できる地域にする、
人の安全をまもる

どういう地域なら
住み続けたいか

【その他出された意見】
・五郎兵衛米がおいしい。給食も五郎兵衛米で、他のお米と比べてもおいしいことが実感できている。
・人が少なく自然が多いからこそ、空気がきれいで静かで住みやすいと感じている。
・親に頼らなくても移動できる手段がほしい。
・日常品の買い物に不便が無ければ、お店を増やさずに今ある農地や自然を守る方が大事。
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浅科中学校・Ｂグループ
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浅科中学校・Ｃグループ

好きなところ 変えたいところ

できること

どういう地域なら
住み続けたいか

【その他出された意見】
・交通の便については高校進学に対する意見としてでた。通学しづらいなど。
・設定にはなかったが浅科が好きかどうかという話について、ほとんどの人が好きという意見だった。
・しかし、今後の進路については高校の先は県外・市外に出るだろう、また就職は県外・市外になるという人が多かった。
・理由については地域に就職先がないという意見の他に、一度出ると帰ってきたくなるのではないかという意見が出た。
・全体として、会話中の言葉の端々に店舗や会社がないことに対する後ろ向きの考えが感じられた。
ex）ちゃたまやは好きだけどむしろそれしか店がない、お店がなくて行くと来ない…など

・米がうまい ・米がうまい ・お米がおいしい

・空気がきれい ・空気がきれいだと思う
・空気が澄んでいる

・自然豊か ・自然が豊か ・田園風景が良い
・道の駅から浅間山が良く見える
・浅間山がきれいに見える
・学校と病院が近い

・自然が豊か ・山を増やし、家（空き家）の取り壊し
・中原（浅科）の自然がそのまま残っていれば

・お店を増やす ・店がもっとあれば住む
・大型のショッピングモール欲しい
・ゲーセンが欲しい
・働く場所の確保

・交通網の整備 ・交通の便がいい

・公共交通機関をスムーズにする ・駅ができる
・住みやすい土地にする、なだらか

・公園を増やす ・公共の場所をもっと多くする
・学校をつくって子供をたくさんよぶ

・５Ｇ対応

・店を増やしてくれ ・お店を増やしてほしい
・お店を作る ・買い物する大きなスーパーを建てる
・１つの建物にいろいろなお店が入っている
・スーパーがない ・にぎやかにする
・大企業ができる

・浅科の良いところを発信していく ・山の美しさをＳＮＳで投稿する

・地域に貢献したい

・お祭りは残っていてほしい ・伝統文化を残す
・地域のお祭りや行事に参加し、地域のことを知る
・積極的にイベントに参加したい
・地域の人とのつながりを大切にする
・地域の人とのあいさつ
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浅科中学校・Ｃグループ
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浅科中学校・Ｄグループ

・星がキレイに見える ・空気が澄んでいる
・自然がきれい ・自然がゆたか
・山がきれいにみえる ・散歩できる道がたくさんある
・静か ・花火が近くで見れる
・人が穏やか ・治安がVery good
・上田や軽井沢などどこへ行くにもほどよい距離
・しみ豆腐！
・お米がおいしい ・お米がおいしい
・お米がおいしい ・米がおいしい
・米がうまい

好きなところ

・公共交通機関の増加
・電車やバスが少ないので増やしてほしい
・交通の便が良くないので駅が欲しい
・遊具が少ないから多くしてほしい
・新しくブランド野菜や果物を作る
・人の遊べる場所が少ない
・釣りができる川を増やしてほしい
・川の魚が少ない所
・大型店舗があってほしい
・マツを食べる虫の駆除

変えたいところ

・犯罪しない、万引きとか
・ポイ捨てしない
・緑を増やす
・川をきれいにする
・ごみ拾いなどのボランティアへの参加
・行事にすすんで参加する
・地産地消

できること

・通路や道路にゴミが落ちていない
・地域でやるイベントを増やす
・おしゃれな店がある ・アニメイトやタワレコがある
・遊ぶ場所の増加 ・ライブ会場が欲しい
・スポーツなどをして遊べる大きな体育館がほしい
・動物園がある ・川に魚がたくさんいる
・病院がある（大型）
・交通の便をよくする ・公共交通機関を充実させる
・高速道路の配置
・大人になって働ける場所があればいい

どういう地域なら
住み続けたいか

【その他出された意見】
・「五郎兵衛米」や「矢島の凍み豆腐」がおいしくて有名。
・豆腐店の油揚げも人気。店に売り出されると地元の人が買い求め、すぐに売り切れてしまう。
・風景はきれいだが、捨てられているゴミが多いと感じる。
・松くい虫の被害が広がっていて、自宅の松も枯れてしまった。松くい虫の対策をしてほしい。
・働く会社があれば浅科に住み続けられるし、住み続けたい。
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浅科中学校・Ｄグループ
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浅科中学校・Ｅグループ

・空がよく見える ・星空、青空がきれいにみえる
・空気がおいしい ・空気がきれい ・空気がきれい
・空気がgood！（おいしい） ・学生が礼儀正しい
・事故が少ない ・運転手やさしい
・のどかなところ ・静か ・景色がキレイ
・景色がキレイ！ ・景色が開けてる
・平和 ・治安がよろしい
・やさしい ・みんな元気
・米がおいしい ・米がおいしい ・米うまい
・お米が美味しいです・お米がおいしい
・自然が多い ・緑が多い ・自然が豊か
・台風の影響が少ない

好きなところ

・殺風景 ・何もない ・田舎 ・虫が多い
・流石に田んぼが多い ・田んぼがありすぎる
・田んぼが多すぎ
・ポイ捨て ・ポイ捨てやばい
・道が狭い ・夜暗い
・佐久平周辺の交通の便 ・佐久平周辺への交通の便
・交通不便 ・電車が通ってない
・行事が少ない
・飲食店がない ・ファミレスがない ・古いお店
・病院がない

変えたいところ

・浅科のＰＲ
・ボランティアをする
・ボランティア活動をする
・ボランティア活動をする
・行事に積極的に参加
・祭りとかに参加する
・ゴミひろい
・ゴミ拾い
・ゴミ拾い

できること

・行事を増やそう
・お米のブランド化 ・お米のブランド化
・観光 ・グランピング施設をつく～る
・交通の便を良く ・交通の便をよくする
・交通の便を良くする ・電車を通す
・ポイ捨てをなくす ・病院建設
・土地の値段を安く！！ ・土地の値段を安く！
・店増やそう ・居て楽しいような建物
・ゲームセンターほしい ・服屋ほしい
・通学路に街灯を立てる ・街灯を増やす

どういう地域なら
住み続けたいか

【その他出された意見】
・浅科の人口減少の推計を見て、ショックだった。 ・田園風景やコメへの誇りはあるものの、こんなには要らない。
・今の自分たちにできることが少ないことに気づき、ショックだった。話し合いの中でSNSを活用したPRという案が出た。
・浅科は、今の静かで綺麗なままがいい。お店は欲しいが、それは佐久平に増やしてくれればいい。
・電車はうるさくなるので、中学生でも佐久平に出やすくなるような公共交通をつくってほしい。
・E班は全員、進学後に佐久市へUターンするか今のところ決めていない。仕事がない印象がある。起業も考えている。
・通学路が暗くて怖い。 ・グランピング施設で自然と観光を共有させたい。
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浅科中学校・Ｅグループ
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浅科中学校・Ｆグループ

・自然が素晴らしい
・自然がいっぱい
・自然が多い
・自然が多いところ
・広葉樹林が多い
・広い
・ふつうに野生の生き物がみられる（ネコとか）
・水がきれい（おいしい）
・浅間山がめっちゃきれいに見える
・空気がすんでいる
・空気がうまい
・空気がきれい
・米作りが盛ん
・米が美味しい
・米が美味しい
・米が美味しい
・治安がいい
・地域の人が親しみやすい
・高い建物が少ない
・とても住み心地が良い、広い、洗濯物が干しやすい！
・静か！住みやすい
・遊園地で並ばなくてすむ
・自由に遊べる場所が多い、運動ができる

好きなところ

・ノラ猫が多い
・自然しかない
・田んぼが多すぎる
・田舎だけに店が少なく、設備が少ない
・お店が少ない
ラウンドワン、バッティングセンター、アニメイト、カフェ

・店が少ない
ドンキ、ゲーセン、100均、地下のスーパー、服屋、ツタヤ（本屋）

・少し色々と不便な気がする
スーパーがない、買い物に行きにくい

・グッズが買えない
・ジャニショがな～い！！！
・メイク関係の店を建てる
・ファミレスがない
・高校、大学まで遠い
・外のバスケットコートが少ない
・公園がボロボロ、草がボーボー
・有名地が少ない
・交通の便が良くなってほしい
・ゴミすごい（レジ袋、弁当ゴミ、缶も）
・ちょっとゴミのポイ捨てが多い（タバコ）
・道をきれいにする
・夜こわい（暗いから）、街灯があればいいな
・坂が多い
・行事が少ない
・あき地にソーラーパネルをつけるのをやめてほしい
・梅雨の時期のカエルの死骸が多い
・虫とカエルが多い
・自販機で飲み物を買おうとしたらカエルがいる

変えたいところ



21

浅科中学校・Ｆグループ

・ゴミ拾い
・ゴミ拾い
・すすんでゴミ拾いやごみを捨てないように呼び掛ける
・ゴミに対するペナルティを強化
・ゴミ拾いの徹底
・ゴミ拾いをしたり呼び掛けてきれいにしたい
・田んぼを買収する（４割）→店、会社を建てる
・いろんな人に来てもらえるようなお店をつくる
・もっと親しくなるために、行事を増やす
・農業だったり、牧場だったりを続けていく
・対カエル兵器をつくり、カエルをKillする
・いろんな人に浅科地区の魅力を伝える
・地元で働いて地域をよくする活動をする
・老人ホームとか保育園とかそういうのをいっぱいつくる

できること

・交通の不便がなくなる、駅
・駅がある
・交通の便が良い所
・いろいろな店がある
・ジャニショがある
・店を多くする
・買い物をできるところは欲しいです
・いろんな物が買える所
・オタクがグッズを買える場所が欲しい
・浅科のことを知る
・外でバスケをする環境をつくる
・ドームを建てる
・遊ぶ場所がいっぱいある所
・病院に近いといいな
・農業法人をつくってほしい
・地元民もしっかり大切にする
・お祭りとか伝統行事を大切にしてほしい
・思ったときにすぐに他の県に行けるようにしてほしい
・自然がきれいなのでなにかする機会を増やしたい
（たとえば給食を外で食べたりとか…）

・カエルをAll Kill
・ある程度建物を残しつつ、少しでも自然を感じられる
ような地域

・家の中にめっちゃ虫が入ってくる

どういう地域なら
住み続けたいか

【その他出された意見】

・通販もあるけど、やっぱり、お店で見て買い物をしたい。
・自然が多くていいが、それゆえの不便さもある。ある程度田んぼをつぶして開発をしてもいいと思う。
・夜は暗くて怖いが、今ある自然がとてもいい
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浅科中学校・Ｆグループ
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浅科中学校・Ｆグループ

空白ページ
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浅科中学校・Ｇグループ

【米・牛肉】
・米がおいしい ・お米がおいしい
・米がおいしい ・米がおいしい
・高生牧場の黒毛和牛がおいしい
・牛肉がおいしい

【祭り】
・宿場まつり ・八幡神社の祭り
・どんどんおまつり

【自然豊か】
・空気がきれい ・空気がきれい
・空気がきれい ・空気が綺麗
・空がきれい、よく見える
・自然がたくさなる ・自然がある
・自然がたくさん ・自然豊か
・静か
・田んぼ

【浅間】
・浅間山がきれいに見える ・山の紅葉がきれい
・山がキレイ ・浅間山がきれいに見える
・高い建物があまりなく、山とかが見やすい

・晴れの日が多い
・地域の人が優しい
・コンビニがある
・田舎
・五郎兵衛記念館がある

好きなところ

【スーパー・コンビニ】
・スーパーなどがなくて不便 ・スーパーマーケットとかがない
・スーパーなどが少ない
・スーパーがないから、１つでも多くできてほしい

【通学路】
・通学路が暗い ・通学路が暗い
・通学路が狭い ・通学路に車が通ると危ない

・ホテルがない
・文房具屋が欲しい
・外食できる場所が少ない
・子供が遊ぶ場所が結構少ない ・子供が遊ぶ所がなんも無い
・遊ぶ場所が少ない ・大人が遊ぶ場所も無い
・公園が少ない
・公共の場の整備が悪い
・ゴミが多い ・ゴミがよく落ちている
・街灯が少ない
・道が悪い ・道路が舗装されていない
・バスが少ない ・駅がなくて不便
・高速道路がない
・高校と大学がない
・田舎すぎる
・救急病院がない ・病院が少ない
・歯医者がない

変えたいところ
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浅科中学校・Ｇグループ

【SNS】
・SNSで広める ・SNSで広める ・夕方Getで広める

【ゴミひろい】
・ポイ捨てをしないようにこころがける
・ゴミ拾いなどを進んでする ・ボランティア
・ゴミ拾いをしてポイ捨てを減らす

【行事参加する】
・祭りで出し物をしたりする ・行事に参加する
・１か月に１回、みんなでご飯を食べる
・行事を作る（ロックフェス）
・祭りの１週間くらい前に地域の皆でビラ（？）をつくる

【浅科で買い物する】
・浅科で買いものをする ・浅科で買いものをする
・浅科で買い物をすると付与されるポイントを作る

できること

【スーパー・コンビニ】
・スーパーを増やす
・買い物ができる場所が近い所を増やす
・外食場所を増やす ・外食場所を増やす
・自動販売機、コンビニを増やす
・歩いていける距離にコンビニ、自販機
・コンビニを増やす
・カラオケ ・カフェ、スタバ的な？

【ゴミ拾い】
・ポイ捨てをしない ・ゴミを拾う
・ゴミ拾いを地域の人たちで協力し浅科をもっと綺麗にする
・ゴミ拾いなどの行事ごとに進んで参加する

【遊べる場所】
・大人、子供の遊べる場所がある
・遊べる場所やお店を増やす ・子供が遊べる場所を増やす

・バスを増やす ・通学路を整備する
・プール ・ほのかの湯の最寄りが遠い
・住んでいない家をつぶして土地を確保する
・ネットカフェ ・海

どういう地域なら
住み続けたいか

【その他出された意見】
できること
【SNS】地域の魅力を発信したい。
【ゴミ拾い】豊かな自然環境を維持し、景観がよく、きれいなまちにしたい。
【行事参加する】地域の行事を盛り上げたい。
【浅科で買い物する】浅科のお店を盛り上げたい、お店を増やしたい。
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浅科中学校・Ｇグループ
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浅科中学校・Ｇグループ
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浅科中学校・Ｈグループ

・自然豊か ・千曲川 ・千曲川
・浅間山 ・山がきれいに見える
・空気 ・空気がおいしい
・風が気持ちいい ・涼しい ・あたたかい
・静か ・静かなところ ・しっかり眠れる
・治安が良い

好きなところ

・田舎すぎる
・コンビニが遠い
・色々な店とかあってほしい ・意味のないお店
・中学校のグラウンド ・小学校の遊具
・観光地をちょっとでも増やす
・はいきょなどをぶっこわす
・行事が少ない
・駅がない

変えたいところ

【今】
・お祭り（行事）に積極的に参加する ・行事に参加する
・温かい目で見守る
・ボランティア
・ぼきん
・ごみ拾いをする

【将来】
・美容室を経営する ・美容室を開く
・飲食店を経営する ・募金活動に参加する

できること

・大人の遊ぶところがあったら
・友達と遊びに行けるお店が沢山あってほしい
・アイドル事務所があったら
・メイドカフェ
・はいきょを無くしてお店を増やす
・環境がいい ・きれい
・浅科の仕事を増やす ・浅科の仕事を増やす
・浅科の仕事を増やす ・浅科の仕事を増やす
・浅科の仕事を増やす ・浅科の仕事を増やす
・クリニックに行きやすい ・もっといろいろ便利にする

どういう地域なら
住み続けたいか

【その他出された意見】
・「好きなところ」で挙げられた意見に対して、「でも、特に県外の人とかに知ってもらいたいほどではないです。」という発言があった。
・将来について、「今の浅科では自分の夢（詳細は語らず）を実現できそうにないです。」という発言があった。
・「もっといろいろ便利にする」の具体例として、交通（電車・バスの運行や、通学路の街燈設置、道路の舗装整備）や飲食・小売店舗を
増やして欲しい、という発言があった。
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浅科中学校・Ｈグループ
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野沢中学校

野沢中学校
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野沢中学校・実施概要

場所 野沢中学校

日時 2021年２月12日（金）13：40～15：30

参加者数
中学生（２学年） ：35名
佐久市役所（教育委員会を除く）：３名
一般社団法人長野経済研究所 ：５名

グループ数 ６グループ（Ａ～Ｆ）

備考 • 佐久市役所教育委員会見学
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野沢中学校・Ａグループ

・病院がいろんな科があり、充実している
・治安がいい（と思う）
・道が整備されている
・災害がそこまでひどくない（例外はあり）
・昔の町なみが残っていていいと思う
・伝統が続いている町
・都会すぎず、いなかすぎずな状況
・十二町のけやきがなんか明るい空気をまとっている
・お祭りが多い、お祭りが多い
・お寺、神社が多い
ていしょう寺みたいにイベントを増やせばもっと来入者が
増えると思う

・のどか
・美しい自然（森、水田）
・「見える」自然、山など
・虚空蔵山がある
・山が多い
・公園が多い
・大きな不満が少ない
・野沢大好き！I love Nozawa!

好きなところ

・子育ての制度が特別ではない
・川にゴミを捨てないでほしい
・宿泊施設がとても少ない（知ってる限りルートインだけ）
・バルーンフェスティバルの全国区進出
・夜道が暗い ・岸野に街灯を増やしてほしい
・不適切な長さの信号機（柳久金物の前、西澤の東の先の小道）
・道を明るくしてほしい
・工事や修繕の跡でガタガタになった歩道
・カスタム取手までの野中からの道の西側の道路が
右図のようなっていて用水路に落ちそう

・車道を自転車で走れない、白線の内側がせまい
・岸野の道が狭い
・十二町のけやきの所の信号のメロディーが怖いので変えてほしい
・ツルヤ野沢店の東の信号がごちゃごちゃしていて、
「ピンポーン、信号が青になりました」がとても小さい

・岸野の道路すべてに歩道を！
・バス停の文字が見えない
・室内施設が少ない（勉強）
・勉強する場所が野館しかないので図書館や勉強する場所を作ってほしい
・県民グラウンドを活用したい

変えたいところ

・いらなそうな空地をつぶして、他の物に活用していただきたい ・地区や地域によって施設などにかたよりがある
・空き家が多いからそこをとりこわして新しいものをつくってほしい
・公園のゆうぐが少ない ・公園がかたよってる
・商店街の中にあるお店がほとんどしまっているので、そのお店を変えてほしいです
・岸野にも店を増やしてほしい
・野沢商店街のお店がやっているところがほぼないので、別の利用方法を考えるか、とりこわしてほしい
・近くにイオンみたいな新しい感じのお店がほしい（だがしやさん、ぶんぼうぐ屋）
・空気が暗い、十二町商店街復活を望む ・岸野商店街の復活を期待しています
・商店街のお店を全部かえればもっと人がくるのでは？
・同じお店があつまりすぎている
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野沢中学校・Ａグループ

・要望をいう
・野沢地区のいいところをＰＲする（テレビで放送）
・インターネットやSNSを活用し、魅力を伝える活動
・星空LIVE的な
・ゴミポストの設立
→ゴミが多い場所

・意外なところも紹介して、みんなに知ってもらう
・ギネス、一夜で星空を見上げた最大の人
・起業をする
・野沢地区で働く
・登山スタンプラリーみたいな
・学校単位で地区内ラリー、名所を回る
→テレビ放送

・有名になる
・映画やアニメの誘致
→知名度が上がる

できること

・新しいお店を増やして、毎日楽しくいられるような
雰囲気をつくる

・「また来たい！！」と思えるようなお店を作る
（物が安い、外観がかわいい）

・佐久平にお店が集中しているから、野沢にも
そういうお店がふえてほしい

・特別感のある街
・イベントが増える
地形（千曲川や森林）を生かしたもの
こいをつかったものなど

・野沢にちなんだイベントをふやす！
・キャンプ場を作れば、１度キャンプに来た人が、
土地のよさに気づいてくれてすみたくなる

・ゴミポストがあればゴミをすてられる
ゴミ拾いがしやすくなる
→ゴミがへる

・駅から少し遠いし、電車の本数も少ないから、
駅からのアクセスをよくしてほしい

・免許返納後の交通手段がじゅうじつしていること
・鉄道を、駅がないor遠い、速い交通手段
・利用者カードがなくてもつかえる図書館があると
勉強しやすい

・職の種類が豊富であればよい
・働きやすい環境

どういう地域なら
住み続けたいか

【その他出された意見】
・勉強のために野沢会館を使いたいが高校生が多くいて利用しづらいという意見があった。
・十二町商店街、岸野商店街等、商店街を中心とする商業活性化を望む声が多くみられた。
・また、野沢地区の魅力をアピールすることで知名度を高め、地域に誇りを持てるようになれば、住み続けたいという意見もあった。
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野沢中学校・Ａグループ
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野沢中学校・Ａグループ

空白ページ
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野沢中学校・Ｂグループ

・水がおいしい（水道水）
・水がきれい（水道）
・スキーやスケートができる
・お店がいっぱい（ケーキ屋さんとか）
・家の周りにたくさんお店があつまっている
・お店が多くて買い物しやすい
・ケーキのお店がたくさんある
・自然が多い！！
・山などの自然が多い
・自然がいっぱい
・天候が良い
・住みやすい
・家賃が安い
・地域の人が優しい（多分）
・わりとあいさつをしてくれる人が多い
・お祭りが楽しい
・お祭が多い
・公園がたくさんある
・都会に比べてガスの排出量が少ない
・空気がおいしそう

好きなところ

・自由にサッカーができる場所が欲しい（近くに）
・道の整備
・道にゴミがおちていることがある
・街灯が少ない
・虫、いきなり出現しないでほしい（Ｇ）
・公園が少ない所もある
・全国チェーン店をもっと増やしてほしい（マックとか）
・大きなショッピングセンターがほしい
・温泉、プールが少ない
・服を買えるところが少ない
・カラオケとか楽しむところがほしい
・飛び込みOKのプールがほしい（自己責任）
・商店街の活気を取りもどす
・電車が少ない（タクシーやバスも）
・近くに駅がない
・図書館がない
・空き家のリフォームや売り出し

変えたいところ
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野沢中学校・Ｂグループ

・佐久市の有名な食べ物を使った料理を発信する
・ネットで野沢についての魅力を発信
・楽しいと思っていることを全国へ発信する
・公園などにゴミ箱を設置する（２つ）
・自分でできないけど、公園の整備
・将来のために地域のことについて知る（勉強する）
・（NOW）ゴミひろいかつどう、学校
・（NOW）ゴミの山刈り（山に行ってゴミをひろう）
・（今）自然を守る（破壊しない）
・地域の人と関わりをもち続ける
・地域の人に自分からあかるくあいさつする
・登下校時に地域の人へあいさつする
・学校などであいさつの習慣を身につける
・道路の整備で歩きやすい安全な道にする
・道ぞいにある花だんの花のせいび
・キッズ体験プロジェクト（スポーツ、仕事）
・（未来）必要なものをつくる
・（未来）野沢地域にお店（チェーン店とか）をたてる人になる

できること

・民が安心してくらせる（街灯）
・通勤、通学がしやすくなる
・道路をよくする
・ある程度の施設がそろっている
・生活しやすい（お店）
・家のまわりで生活に必要なものをそろえることができる
・買い物を楽しめる場所に自力で行ける
・自力で遊ぶ場に行きたい（ラウンドワン）

どういう地域なら
住み続けたいか

【その他出された意見】
・近くのお店まで、自転車で10分程度で行ける。ある程度、必要なものを揃えられる環境が整っていると感じている。
・帰宅時間が遅くなったときは、道路が暗くてでこぼこしている部分もあり、危険だと感じることが多い。
・親に頼らずに、自分の楽しめることややりたいことを実行したいという気持ちを感じられた。
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野沢中学校・Ｂグループ
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野沢中学校・Ｂグループ

空白ページ
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野沢中学校・Ｃグループ

・自然が豊か ・自然なところ
・山や木がたくさんあって地球にやさしい
・どの方向を見ても山がある ・天気が良い（気持ち良い）
・岸野には無いスーパーや文房具など生活に必要なものが
すぐ買える

・他に比べて祭り（ぎおん祭）があること
・食べ物がおいしい ・ラーメン店が多い
・みんなあいさつしたらかえしてくれる
・優しい人たちが多い
・岸野（野沢の中）の山の中では鹿、クマ、いのししなどの
ジビエがとれ、料理が食べれる

好きなところ

・夜暗いから街灯をふやしてほしい
・狭い道が多くて危ない→広くする、ミラーをふやす
・歩道がガタガタ
・公園をふやしてほしい
・小さい子が安全に遊べる公園をつくる
・ゲームや出かけなくても自分達ですぐかえるようにしたい
・お店を増やす（気軽に行ける）
・スポーツをするところがほぼ無い（テニスコートなど）
・国道の横の木をすべて桜にすれば明るくなり、
世界一の観光スポットにする

・野沢ときいておもいつくことがあまりないところ

変えたいところ

・YouTuberになる
・自分達が有名になる
・SNSなどでPR
・将来か今から「桜を植える会」をつくる
・お祭りに参加して物を買う
・「佐久はケーキの町」のパンフレットを作って、色々なところに置く
・野沢方面では本などが買える、岸野方面では山にはいることができる
・ご当地のキャラクターをスイーツのにする（かわいい）
・笑顔をふやす
・あいさつをかえす

できること

・公園をたくさんふやす ・野沢ならではのものをつくる
・休みをふやしてほしい
・老人ホームが必要 ・アリーナがあるといい
・マンガ専門店がほしい ・映画館が欲しい
・ゲームなどが出かけなくてもすぐに買える町
・毎日あきない（楽しい）お店をつくる
・有名チェーン店をふやしてほしい
・いろんな種類のお店を増やす
・遊ぶところがたくさんあるといい
・無印良品を作る
・保育士を増やす ・お祭りを増やす
・もっと岸野方面が栄え（色々な店やテニスコートが増え
る）、便利で祭りなどがある楽しい町

どういう地域なら
住み続けたいか

【その他出された意見】
・全体的に共通する点として野沢地区の中にも野沢と岸野という二つがあり、より岸野の方が山に近い。その観点からの意見があった。
・地区に対する満足度は一定水準あるように感じた。生活に関するお店については、佐久平に近いのでわざわざ野沢にもお店がある
必要があるのか？という方向に議論が進んだ。

・一方で自分たちの遊ぶところが近くに欲しいという意見、そしてどうしたら佐久を知ってもらえるのか、発信できるのかという意見が多い。
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野沢中学校・Ｃグループ
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野沢中学校・Ｄグループ

・人が優しい ・あいさつしてくれる
・みんな元気だヨ ・治安が良い
・安全 ・災害の被害が少ない
・音が静か ・自然でいい
・夏に暑すぎない ・花が沢山咲いている
・星がきれい ・空気がきれい
・ぴんころ地蔵がある

好きなところ

・何かたりない、こまっちまう、これは誰かのせい
・何も無い公園をなくしてほしい（新しく作って欲しい）
・通学を楽にしたい
・お店を少し増やす ・佐久平にあるような店をつくる
・大きな有名チェーン店を使ってほしい
・若者向けな店を増やしてほしい
・お店を少し増やす（都会にならないていど？）
・栄えている所から遠い
・経済活動を活発にしたい
・他にも駅をつくる
・長すぎる信号を新しくしてほしい

変えたいところ

・市長になる（誰かが） ・今の野沢（の自然的な）を楽しむ
・インスタ、ツイッターなどSNSでPR
・佐久から出ていかない ・ぎおんにいく
・芸能人を呼ぶ（有名な） ・他の県から人をよぶ

できること

・市長の人が子供の意見も大人の意見も１年に１回くらいで
聞く

・いろいろな世代が楽しめる地域
・公園
・公園を増やす
・遊ぶところがある地域
・バスケのゴールを作る
・新しい施設
・楽しくて活気のある町になるようにしてほしい
・寄付金度を多くしてほしい（子育て支援）

どういう地域なら
住み続けたいか

【その他出された意見】
・「佐久とはそもそもどこからどこまでなのかわからない。」という意見があった。
・具体的な話の内容では、「野沢と中込は同じ？」「（部活の）佐久大会って御代田や小諸も出てるよね？」
「佐久平（呼び方）ってどこのこと？ここ（野沢）は佐久平？」というものが印象的であった。

・「将来のことよりも、今の自分が良い生活できるような事が大事だと思います。」という意見もあった。
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野沢中学校・Ｄグループ
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野沢中学校・Ｅグループ

・郵便局などがそろっていて便利
・いろいろなお店などがあって便利
・本屋さんや飲食店が色々あって便利
・コンビニやスーパーが多くて便利
・暮らすのに困らない程度にいろいろなお店がそろっている
・病院が多い所
・小学校、中学校、高校が多いので選べるところ
・お店が多い割に自然もたくさんある
・災害が少ないところ

好きなところ

・歩道が狭い ・道がせまく通りずらい
・通学路で車とぶつかりそうになる交差点が多い
・街灯がもっと欲しい ・街灯を増やしてほしい
・夜などにすごく暗いので街灯を増やしてほしい
・有名なチェーン店がほしい ・有名なチェーン店が少ない
・外見が良くて入りやすい店を並べてほしい
・徒歩で行けるところにコンビニなどを増やして欲しい
・有名なチェーン店、気軽には入れておいしいものが
食べたい（マックとか）

・建物が多くて自然が目立ちにくい
・観光する場所が少ない
・大きめの公園が欲しい（遊具があり、子どもが楽しめる）
・ドッグランが欲しい！

変えたいところ

・ごみを拾ったりして最低限の自然を守れるようにする
・小さいゴミなどが落ちてたら気づいて捨てる
・公園などそういう場所の草などをむしったりしてきれいにする
・自分達が大人になった時の子供の世代に、
昔からの建物の良さを伝えていく

・各地区を行事で盛り上げる
・地元のPRのポスターなどを描いてはりだす

できること
・道路を整備してほしい ・中込駅へのアクセス
・交通網がちゃんと整備されている
・交通手段が多い地域がいい ・バスを出したらいいと思う
・電車の本数を増やしてほしい
・交通網、地域内と地域外へのアクセス
・同じような店ではなくて、色々な店があるといい
・すぐ近くにコンビニ、スーパーが野沢地区にある
・お店がいろいろあって、安全に暮らせる地域がいいと思う
・自然が無くならず、店が増えて便利になっても
自然（山など）は残してほしい

・大学や会社をもっと増やすといいと思う
・修学旅行で行こうと思うような観光名所がある

どういう地域なら
住み続けたいか

【その他出された意見】
・有名なチェーン店について
下校時に気軽に立ち寄れておいしいものが食べたい。（コンビニはおいしくない。）

・できること「自分達が大人になった時の子供の世代に、昔からの建物の良さを伝えていく」について
商店街を残したい。
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野沢中学校・Ｅグループ
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野沢中学校・Ｆグループ

・田んぼがあってとても静かで虫の声がきこえる
・いろいろな店がたくさんある
・きれいな公園がある
・公園がたくさんある所
・病院が多い
・医療が発達している
・地域の人がやさしい
・地域の行事（コロナで今年はいけなかった）
・まつりがある
・佐久バルーンフェスティバルがある
・１年間でたくさんの自然がみれる
・自然がたくさんある
・自然が多い
・星がキレイ
・星がよくみえる
・晴天率が高い
・桜がたくさんさいている
・田んぼがたくさんある
・田んぼが多い
・佐久鯉がとてもうまい
・ふなっ子がおいしい
・矢島どうふがある
・野沢菜がおいしい
・世界２位の真空ポンプ管がある
・子ども未来館がある
・臼田スタードームがある
・コスモタワーがあってけしきがきれい
・道の駅がある
・のどか
・田舎だから都会みたいにうるさくない

好きなところ

・プリクラ専門店がほしい
・コストコが欲しい
・スポーツジムをたてる
・店をふやしてほしい
・便利なお店がほしい
・モールがほしい
・東京にある店が欲しい
・東京ではやりの店をキャンピングカーでもってくる
・佐久平の方とかだけじゃなく野沢とか下の方にも便利なものがほしい
・若い人に人気の店がほしい
・ゲームセンターがほしい
・イオンをどーんとほしい
・遊べるところがたくさんほしい
・子供たちの遊び場をもっとふやす
・バス停をもっとふやしてみる
・電車のシステムがもっと便利になってほしい、一杯走ってほしい！！
・街灯が少ない道が多い
・ガタガタの道が少しある
・ゴミがおちている（人通りがない所や川にある）

変えたいところ
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野沢中学校・Ｆグループ

・どこでもドアを作る
・通り抜けフープを開発しそれに詳しくなる
・地域おこしをして移住する人たちを増やす
・地域の行事に積極的に参加して地域を盛り上げる
・貢献できることはする
・ゴミを自動的に拾うロボットを作る
・地元にくわしくなる
・農業に機械を使う
・未来に貢献できるようなことは少しでも協力する
・ロボットについてくわしくしる
・PCのプロになる
・自分の意見を積極的にあげる（大きいところに）
・タケコプターをつくる

できること

・便利な店とかが固まっている所にバスや電車などを
“無人”でたくさん通す

・電動スクーターに乗りたいと思った
・ロボットが農業
・公共交通を充実
・自転車をロボットにこいでほしい
・タクシーのお金を安くする
・公共交通充実！
・乗り物をふやす
・自分のつごうにあわせられる乗りもの
・タケコプターみたいなのをかいはつする
・無人乗りもの
・電動スクーター無人貸し出し
・どこでもドアがほしい

どういう地域なら
住み続けたいか

【その他出された意見】
・人口減少が進む中では、様々な分野において担い手、働き手が不足してくると考えられることから、科学技術の活用が重要だと思う。
・野沢地区の中でも、中心地から遠いような場所では、高齢になることで買い物や通院などが難しくなることもあると思うが、
通販やドローン、無人の乗り物など、科学技術の活用により、そういった距離的な課題の解決につながると思う。

・野沢地区の民間企業でも、例えば農業用ドローンを使った事業を行っている企業もあることから、今後担い手が不足する分野で、
地域の民間の力を十分に発揮することで、持続可能な産業を作り上げることができると思う。

・お店も、若者向けのお店があったほうがいいと思うが、お店が多い佐久平駅周辺へスムーズに行けるような公共交通システムがあれば、
佐久平駅周辺にお店を増やしてくれればいい。

・空飛ぶ乗り物に乗りたい ・ドローンで配達
・空飛ぶ電動スクーターをかいはつする ・ドラえもんがほしい
・ドローンで薬を持ってきてくれる ・通り抜けフープを作って災害につかう
・通販を充実させたい ・ウーバーイーツ
・自然とお店などをお互いに平等にする ・自然も少し、店も少しで店をつくりすぎない
・無人のお店
・リモートでの診察
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野沢中学校・Ｆグループ
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野沢中学校・Ｆグループ

空白ページ
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浅間中学校

浅間中学校
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浅間中学校・実施概要

場所 浅間中学校

日時 2021年２月15日（月）09：50～11：40

参加者数
中学生（２学年） ：32名
佐久市役所（教育委員会を除く）：２名
一般社団法人長野経済研究所 ：５名

グループ数 ５グループ（Ａ～Ｅ）

備考
• 信濃毎日新聞社取材
• 佐久ケーブルテレビ取材
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浅間中学校・Ａグループ

・浅間山がきれいに見える
・緑が多く、水がきれいで自然豊か
・自然が豊か
・人が多く、どこにでも人がいる
・地域の方が優しい
・駅のまわりに店がたくさんある
・お店が多いから何でも手に入る
・ある程度のお店があり、困ることがない
・新幹線が通っている
・電車が通っている

好きなところ

・観光スポットを増やす
・若者が行きたいと思うお店を増やす
・商業施設を増やす
・もう少しお店がほしい
・遊べる場所を増やしてほしい
・遊べる施設がほしい
・障害を持つ人に誹謗中傷になるようなことをしない
・道路の所とかにゴミがおちている

変えたいところ

・環境問題対策としてゴミ拾い！
・少しでも町がきれいになるようにゴミ拾いをする
・地域の行事や地区の活動に積極的に参加する
・地域の行事などに積極的に参加する
・お祭りや行事に参加し、今あるものをなくさないようにする
・お祭りに参加し、地域を盛り上げたい
・地域の方などとかに、あいさつをし、佐久市の雰囲気？を良くする！
・今ある「緑」を大切にする
・自分の意見を色んな所で伝える
・自分たちできっかけをつくる

できること

・お店を増やして働く場所を増やす
・働く場所を増す
・就職などが少なそう
・楽しい町
・これから長く続く伝統や日本中に知られる何かをつくる
・大きな会社などがあると就職しやすい
・働ける場所をすごい増やす
・大学にあまりない科を増す

どういう地域なら
住み続けたいか

【その他出された意見】
・イオン等、商業施設は充実しているが、地域性のある独自の店舗を求める声があった。
・また、衣料品・雑貨等の購入について、地元ではなく選択肢の多いインターネットで購入するという意見もあった。
・屋内、屋外の遊べる場所・学習（宿題等）する場所の不足についての意見がみられた。
・観光地、伝統行事等、佐久市ならではの全国に誇れるものがあれば、住み続けたくなる可能性があるとの意見もあった。
・住み続けるためには、就職先の不足を懸念する声もあり、企業数があれば良いというわけでなく優良企業への就職を望む意見がみられた。
・幹線道路沿いを中心にゴミが多いという認識を背景に、自身ができることとしてゴミ拾いを挙げる生徒も多かった。
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浅間中学校・Ａグループ
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浅間中学校・Ｂグループ

・お店が多い ・スーパーやコンビニが多くて便利
・スーパーやコンビニが多く日用品などの買い出しが便利
・飲食店が多く食べたいものが食べられる
・公園が多く小学生などの小さい子の遊び場が多い
・小さい子供が遊ぶ所が多い
・ホテルが多い ・病院が近くにあって安心
・高速道路があってどこまでも行ける
・信号が多く道が整備されている
・駅が大きい ・新幹線が通っていて移動に便利
・北斗の拳をアピールするのはいいと思います
・緑が多く住みやすい
・町が明るい ・町ににぎわいがある
・イベントが多い ・伝統行事が続いている
・小中学校がキレイ ・子ども未来館など遊べる所も多い

好きなところ

・通学路狭くて危険な場所がある ・歩道が狭く小学生が危ない
・道がせまい ・道が狭い
・交通マナーが悪い ・道に車をとめる人がいる
・中心部を外れると明かりなどが少なくなる
・街灯が少なく、道が真っ暗
・ごみのポイ捨て
・家の前にゴミがおちている（ポイ捨て）
・イオンの中が少し小さく服屋さんをまわることができない
・お店の多い地域と少ない地域がある ・店の規模が小さい
・商店街が少し危なそう ・商店街がそろそろやばい
・木が少ない ・花など自然が少ない
・空き家が多い（ハナヅライナリ周辺、花園町）
・浅間地区で球技（スポーツ）ができる場所がほしい
・ここらへん、ふしんしゃが、少し多い
・「これ！！」といったものがない
・佐久といったらコレってものがない

変えたいところ

・ぼきん（今ある公共施設を維持するため）
・ゴミを拾う ・ポイ捨てしない、絶対
・環境整備をする ・環境保全の呼びかけ
・環境問題に向き合う
・緑を増やす
・伝統行事に参加する

できること
・小さい子やおとしよりのように交通手段が限られていても
生活しやすい町

・交通機関を発達させる ・交通手段を増やす
・交通手段を今より発達させる
・もっと大型の店を増やす
・温かいふんいきの町
・なにかしら有名になりそうなものを造る
・ゴミを拾ってすぐ捨てられる場所がある町
・佐久市全体で取り組むテーマを決める

どういう地域なら
住み続けたいか

【その他出された意見】
・歩いて行ける範囲にコンビニがある。 ・人が多く集まる地域なので、イベントや行事も多く開催される。
・いろいろなお店も多く、町に賑わいがあり、いろいろな意味で明るい。しかし、中心地から離れると急に暗くなる。
・ごみのポイ捨てをよく見かける。住んでいる者からすると、キレイにしたいので、すぐにごみを拾って捨てられる仕組みがあると良い。
・自分達だけでは、できることが限られているので、市全体で取り組むことの啓発をしてほしい。 ・道路に花や緑のいろどりが少ない。
・ボランティアなどの情報がどこにあるのかわからないので、必要な情報が得られる方法や場所がわかればよい。
・将来の明確な希望は無いので、今できることを考えた。
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浅間中学校・Ｂグループ
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浅間中学校・Ｃグループ

・新幹線が通っている
・浅間山がきれいにみえる ・自然が多い
・人が多い ・昼間にぎやか
・スポーツが盛ん
・住みやすい
・コンビニが沢山あること
・地域の人が優しい
・行事に積極的な所

好きなところ

・ゴミがおちている ・グラウンドにゴミが落ちている
・空き家がある
・緑が少ない
・コンビニが多すぎる
・長野県は私の働きたい場所が少ないから、都市の方があるから
・街灯がないところがある ・夜暗い
・電柱の地中か
・道路を広くしてほしい ・もう少し道路を整備してほしい
・歩行者の歩くスペースがせまい

変えたいところ

・地域のゴミをひろう ・地域のごみをひろう
・地域のまつりに参加する

できること

・近所付き合いを活発にする
・街がキレイで会社がたくさんあり、住みやすいこと
・もう少し都会になってほしい
・飲食店をふやす
・コストコ、ＩＫＥＡがほしい
・町なみをきれいにする
・軽井沢みたいな所に住みたい
・使われてない、壊れている家を壊してもらう
・勉強のできる図書館をつくってほしい
・しばふのグラウンドあるところ
・木がたくさんあるところが好き
・田んぼを減らさない

どういう地域なら
住み続けたいか

【その他出された意見】
・全体的に共感を得られた意見として、道路や街灯などの交通インフラ系、または道路やグラウンドにゴミが落ちているという美化に関する
改善要望だった。

・スポーツが盛んという意見もあったが、部活に入らずに上田や軽井沢のクラブチームに入っている子供がいた（2人）
・軽井沢が近く比較的訪れることが多いため、比較対象として中込や野沢ではなく軽井沢を挙げる子供が多い印象。
・将来的なことについてはわからないとしつつも、女性の方が明確に佐久市以外での就職をイメージしていた。
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浅間中学校・Ｃグループ
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浅間中学校・Ｄグループ

・浅間山がどの位置からでも見える
・自然が多い
・空気がキレイ
・空気がきれい
・おもしろい地形が多い
・人口が多い
・人が多くにぎやか
・生活に必要なものが充実しているため、生活しやすい
・お店が多い
・物価が安い
・広い公園が近くにある
・公園がある
・公園に人が多くてにぎやか
・遊べる場所が多い
・出かけても飽きることがない
・横断歩道で車がとまってくれる
・治安がいい
・コロナがあまり進行していない
・台風の影響があまりない

好きなところ

・交通手段を増やす
・電車の終電が早い
・街灯が少なく夕方くらいとこ
・道が狭いのに車が多くて登下校が危ない
・浅間病院の信号機が赤になるのが早い
・変な形の道が多い
・急な坂が多い
・歩道に木を植えている場所が少ない
・デコボコの道が多い
・ポイ捨てを減らす
・用水路にたまにゴミが落ちてる
・タバコが路上にえぐいぐらい落ちている
・１つの学校に人が集中しすぎている
・雨をしのげる場所が少ない
・公衆トイレが汚い
・車屋が多すぎ
・テニスコートをオムニクレーコートにしてほしい
・近くにテニスコートがほしい
・テニスコートに照明をつけてほしい
・商店街が静かすぎる
・アポ電が多い
・変質者が多い
・行方不明者が多い
・詐欺に引っかかる人が多い
・暴走族が夜うるさいのでとりしまりをしっかりしてほしい
・学校のプールのシャワーがめっちゃ冷たい
・水道水が冷たくない
・南のあたりにマクドナルドなどの飲食店が少ない（市役所のあたり）
・大学が少ない
・畑が少なくなってる

変えたいところ
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浅間中学校・Ｄグループ

【今】
・自粛する
【今も将来も】
・ゴミ拾い
・ごみをポイ捨てしない
・地域の行事に参加して、そのみりょくを伝える（ポスターなど）
・駅前を花まみれにする
・地域のイベントをつくる
【将来】
・安全な運転をする
・ずっと住み続ける
・佐久市に住み続ける

できること

・安心して使用できる道路があること
・道路を広くする
・交通手段を増やす（より便利！！）
・お店の種類が多い
・流行りにあったお店を増やす
・子どものための施設を増やす
・地域全体で協力できる
・地域の人たちで仲良くする
・地域参加型の行事があればいい
・メリットだらけでデメリットがない町にする
・暴走族のいない街にする

どういう地域なら
住み続けたいか

【その他出された意見】
・「強み」「弱み」の議論において、「佐久平は田舎だよ。」という意見と「都会じゃない？」という意見が挙げられた。
・前述の背景として、関東圏から移り住んでいる生徒の比較対象は関東圏都市部であり、地元で生まれた生徒は長野県内でも街が
発展している方だと近隣他市町村との比較による経緯が印象的であった。

・「１つの学校に人が集まりすぎじゃない？」や「佐久市の人口って減っているんだ。」と、人口が減少しているという認識が
薄いような印象を受ける発言もあった。

・とある１生徒だが、ＷＳ中にややネガティブな意見を多く出していたが、最後には「何ができるかわからないけど、何かやって
みたいです。」と前向きな感想を述べた点が最も印象に残った。
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浅間中学校・Ｄグループ
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浅間中学校・Ｄグループ

空白ページ
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浅間中学校・Ｅグループ

・あいさつをしてくれる人が多い
・伝統行事を受け継いでいる
・人が多く、にぎわいがあるところ
・住んでいる人が多くてにぎやか
・大きな商業施設がある
・お店が多くて便利
・お店がたくさんあって買い物に便利
・近くにお店が多い
・お店が多くて住みやすい
・飲食店が多い
・公園と運動場があり体を動かしやすい
・広い公園がある
・交通の便がよくて住むのに魅力的
・高速道路や新幹線などの交通網が整っている
・広い道路がたくさんある
・地産地消が活発
・郷土料理がある
・天気が良い
・天気がいい
・快晴の日が多い
・日照時間が長い
・緑が多い
・自然が多い
・自然災害が少ない

好きなところ

・そこらへんにゴミ箱を置く
・テニスができる場所が少ない
・道路にゴミが落ちている
・ゴミのポイ捨てが多い
・道がせまい
・道路がせまいところがある
・空き家を取りこわしてほしい
・街灯が少ない
・古い建物が多い
・トレーニングジムが少ない
・アニメイトがほしい
・ディズニーストアが少ない
・体育館がほしい
・図書館が少ない
・ボロボロになった公園をつくりなおしてほしい
・公園などにトレーニングのできる器具をつけてほしい
・遊び場が少ない
・遊ぶ所が少ない
・広い遊び場がもっと多いと良い
・観光地が少ない
・電車、バスの便が悪い

変えたいところ
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浅間中学校・Ｅグループ

・ゴミ拾い
・地域のゴミ拾いに参加する
・ゴミ拾いをする
・地域の清掃活動に参加する
・リサイクルBOXなどにペットボトルなどを入れる
・街路樹や花を増やしていく
・植物を育てる
・地域の人たちとの交流を増やす
・伝統文化を知ってもらうような活動をする
・お店や施設を紹介する活動を行う
・みんなを助けられる仕事をする
・スポーツを盛んにするためにオリンピックにでる
・今の環境を持続させていく

できること

・広い公園でトレーニング器具がほしい
・広い公園にトレーニングのできる器具をつけてほしい
・道路整備をする
・バスなどの交通機関を増やす
・事故を減らす工夫をする
・空き家をこわして土地を増やす
・きれいな自然を守る
・都会が半分、自然が半分みたいになってほしい
・農業をもっと盛んにする
・いろいろなスポーツが盛んになると良い
・ディズニーの広いお店をつくる
・子どもが遊べて学べるところを増やす

どういう地域なら
住み続けたいか

【その他出された意見】
（好きなところ）
・広い公園がある
・お店がたくさんあって買い物に便利
・高速道路や新幹線などの交通網が整っている
・天気が良い
・自然災害が少ない
（変えたいところ）
・ゴミのポイ捨てが多い
・道路がせまいところがある
・ボロボロになった公園をつくりなおしてほしい
・広い遊び場がもっと多いと良い

【その他出された意見】
（どういう地域なら住み続けたいか）
・道路整備をする
・きれいな自然を守る
・子どもが遊べて学べるところを増やす
（できること）
・地域のゴミ拾いに参加する
・街路樹や花を増やしていく
・今の環境を持続させていく
・地域の人たちとの交流を増やす
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浅間中学校・Ｅグループ
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浅間中学校・Ｅグループ

空白ページ
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臼田中学校

臼田中学校
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臼田中学校・実施概要

場所 臼田中学校

日時 2021年２月18日（木）13：40～15：30

参加者数
中学生（２学年） ：35名
佐久市役所（教育委員会を除く）：２名
一般社団法人長野経済研究所 ：６名

グループ数 ６グループ（Ａ～Ｆ）

備考
• 生徒が映る写真掲載不可
• マスコミ参加不可

生徒が映る写真掲載不可
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臼田中学校・Ａグループ

・夏に涼しい
・自然が周りに沢山あるため、心が落ちつく場所が沢山ある
・自然がゆたか ・紅葉がキレイに見える
・水がおいしい ・空気がキレイ
・高速道路が通っている
・行事がたくさんあって楽しくできて良いと思った
・星がきれいにみえる
・パラボラアンテナや五稜郭がある
・ごりょうかくがある！！
・病院やスーパーが近くにある
・図書館が近いので勉強に最適

好きなところ

・駅にとめる所のちあんが悪い
・遊べるところを増やしたい（遊べるところをもっと楽しくしたい）
・公園など遊べる場所を増やしてほしい
・シャッター街となっている商店街を復活させたい
・ショッピングモールなど買い物できる場がほしい
・ポイ捨てが多い
・ごりょうかくの知名度を上げたい
・集中してできる場所を増やしたい
・歩道が狭い
・街灯が少ない ・道が暗い
・空き家が多いのでどうにかしてほしい

変えたいところ

・（今）ポイ捨てを見てもそのまま→（未来）ゴミを集めたりしたい
・（今）ゴミ拾いなどキレイな町を保てるようにする
・「臼田」をネットで発信していく
・（未来）臼田のいいところを知ってもらえるような活動
・地域の店等をできるだけ沢山活用する
・今やっている行事などを全力で楽しむ
（今）何となく参加している→（未来）友だちとめっちゃ盛り上げる

・（今）地域のお祭りにたくさん参加する
・自然を守る（増やす）活動をする
・（未来）美術部の作品をいろんな人に見てもらえるようにしたい
・（今）コロナいろんなことができなくなったけど

未来では行事をやってほしい

できること

・自分がやった行事などが残ってたりしたら（思い出）
・「自然が身近に感じられる」というのは残していった方が
良い

・「五稜郭」「パラボラアンテナ」「星の町」等
めずらしい、良い部分をもっとアピールしていく

・人がたくさん集まるイベント
・有名な大きなイベントがほしい
・大きいホールやイベントが開ける場所がほしい
・今より悪い所は良くなって良い所はそのままが良い
・お店を増やす←起業しやすい環境をととのえる
・いろんなお店を増やしてほしい＋女性ウケするお店
・お店を増やす、流行のものを取り入れたお店
・みんなが住み続けたくなるようなくうかん
・臼田といったらコレ！といえるものがほしい

どういう地域なら
住み続けたいか

【その他出された意見】
・好きなところとして、「星」、「紅葉」等の自然や、小満祭等のお祭りが多く挙げられた。
・臼田商店街に書店等の生活品を扱う店が増えれば、ぜひ利用したいという声があり、商店街に対する期待度が高かった。
・「五稜郭」、「星」といった地域の特色があるため、全国に発信し、知名度が上がれば地域に対する自信が持てるという声も目立った。
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臼田中学校・Ａグループ
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臼田中学校・Ｂグループ

・人が優しい ・あいさつがよくできている
・五稜郭や神社などのふるい建物が多い
・おいしい果実がある
・水がきれいでうまい
・空気がすんでいて星がきれいにみえる
・星がきれいに見える ・星がきれい良く見える
・パラボラアンテナ（うすだスタードーム）日本一
・小満祭やよいやさなど祭りがある
・晴天率が高い ・山や川など自然が豊か
・自然がたくさんある ・自然が豊か
・空気がきれいで自然が豊か

好きなところ

・道がでこぼこ
・荒れ地が多い（田や畑、もともと家が建っていたところ）
・少子高齢化（過疎化）
・ゴミが落ちていることが多い
・駅前の商店街を活性化させるところ
・移動に車がかかせない（お店にいくときなど）
・電波が悪い

変えたいところ

・行事に参加する
・地域のイベントへの参加
・お祭りなどで地域の方々との交流（ふれあいの場）
・あいさつをしっかりする
・自然を守るためゴミ拾いなどボランティアに参加
・給料が高く、長く続けられる仕事をつくる
・「日本一○○な町」の○○をつくりたい
・パラボラアンテナと電波の関係を調べる
・この町のいいところを全国にPRする

できること

・住民税が低くなる
・小さい子や高れい者にやさしい街
・スーパーや大きな公園の充実
・大きな店が近くにあってほしい
・お店が近くにある（生活必需品）
・災害に強い町
・自然を利用したテーマパークをつくってほしい
・給料が高くて仕事を続行けられる仕事があればいいと思う
・「日本一○○な町」になってほしい

どういう地域なら
住み続けたいか

【その他出された意見】
・楽しい行事やイベントが多く、このまま残したいという意見が多く出た。
・電波が悪くユーチューブが良く止まるという変えたいところに、日本一のパラボラアンテナがあるからという原因を先生から聞き、
パラボラアンテナを残したい思いがあることから、どうすれば良いか皆で悩んでいた。

・都会の方が仕事の給料が高いというイメージを持っていることと、地元にどんな企業があるのかわからないという意見があった。
・令和元年東日本台風の被害を被った方が多く、防災の意識が高い。
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臼田中学校・Ｃグループ

・歴史の長いお祭りとかがたくさんある
・佐久病院があり具合が悪くなったらすぐに行ける
・けっこう治安がいい
・５時になる音がよい
・星がきれいにみえる ・星がきれいに見える
・星がきれい ・晴天率が高い
・子どもたちがあそべるこうえんがある
・コスモタワーや臼田図書館などの施設があり、
遊んだり、勉強したりできる

・コスモタワーという小さなロケットが見える、子供に人気
・まちの人がみんな新設でやさしくて地域間でのつながりが
強いところ！

・風景がのどか ・のどかな感じがいい
・町がきれい ・景色がきれい
・水がきれいだからホタルがいる
・川が近くにあってリラックスできる

好きなところ

・商店街はあってもどんどんお店が閉まってきてしまいかっきが
なくなってきているところ

・町の景色をもっときれいにしたい
・空き家が多い ・空き家がけっこうある
・都会みたいにグッズが買えるお店が欲しい
・勉強できるカフェやインスタ映えするお店がほしい
・新しい建物やお店、遊べる所を増やしてほしい
・田んぼや畑が多い気がする
・元気がない人が少ない
・ネットの電波が悪いときがある

変えたいところ

・地域のお祭りにすすんで参加する！・地域の行事に参加する
・今できることをやっていきたい、イベントなどに参加する
・町に落ちているゴミとかを拾って町をきれいにしたい
・地域のボランティアに参加する
・ボランティア活動などに参加し、町を良くする
・臼田地域にあるお店や飲食店にたくさん行く
・長野県や臼田地域に関係する芸能人とかを呼んでイベントをする
（有名な！！！）

・コロナの状況でできないことがたくさんあるけど、
その中でも楽しめるような活動を考える

できること

・高校の無償化
・災害に強い街にする
・被災したところをできるだけ元に戻して、
次被災しないように強くしてほしい

・夜とかの星空が良く見える所をつくっていいと思う
・誰でも使えるスポーツし設を作ればいいと思う
・マラソン大会などをやる
・いろいろな店を出す ・スタバがほしい
・商業施設とかもっと明るくて華やかな建物があるといい
・遊具、公園とか小さい子供が遊べる場所を増やしたい
・楽しくにぎやかなまちにする

どういう地域なら
住み続けたいか

【その他出された意見】
・全体的な意見としては、町に元気が無いやシャッター街になっている
商店街、空き家など昔と比べての寂しさを感じている意見が多かった。

・また、ネット環境が良くないという意見も全体からの同意を得ていた。
他の会場と比べて、臼田自体のことを好きと表現する子が多かったよう
に感じる反面、将来的に帰って来るかどうかという点については、はっ
きりと帰って来るという子は少なかった。

・現時点でイメージができていない結果なのかもしれない。
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臼田中学校・Ｄグループ

・五稜郭がある ・五稜郭の桜がきれい
・五稜郭（桜）
・高速道路ができてアクセスがよくなった
・老人若者共に活気がある！！・近所の人と仲がいい
・挨拶が活発 ・近所づきあいが活発
・星がきれい、スタードーム ・星がきれいに見える
・星がきれい
・自然（森、山、川） ・自然が多い（森林・山）
・自然が豊か（山に囲まれている、桜がきれい）
・自然（森林、山、川、桜）

好きなところ

・ガソリン代が高い！！
・建物の老朽化、近所の空き家が壊れそう ・空き家が多い
・田、畑の荒れ地
・商店街がさみしい、明るい感じじゃない
・佐久市ならではの産業が弱いと思う（経済が発展していかない）
・まつりが少ない
・ポイすてが多い（川などに）
・公園など遊ぶ所が少ない
・公園などをきれいにする（トイレ）
・道がせまい

変えたいところ

・あいさつをもっと活発にする
・活発な挨拶が途絶えないように自分から積極的に元気よく挨拶をする
・ゴミをすてない
・ボランティアをする（ゴミひろいなど）
・ボランティア活動をする（ゴミ拾いとか）、募金活動
・祭りに積極的に参加したい
・ふるさと納税に収めたい

できること

・駅の数が少ないので数をふやす
・電車の数を増やす
・自然を残しつつ工業化を進める
（田、畑、空き家の買収を進める）

・大手and人が働ける
・キャンプ場をつくる
・寺社のPR（君の名はのモデルになった新海三社神社など）
・駐車場、商店街を広くしたい
・通学路をもっと明るく（華やか）にする
・19号台風により河川の整備をいちはやく進める
・広くて、見通しのよい公園をつくる
（犯罪防止、事故防止）

・あき地を整備して公園などをもっと増やした方が良い
・おしゃれな店をふやす
（空き家をなくし、あいている所にお店をつくる）

・大きな店がほしい
・若者に人気の場所をつくる
（大きなケーキ屋、ゲームセンター、食べ物関係など）

・地域のイベントを多くする
・近所の人の関わりがほしい

どういう地域なら
住み続けたいか

【その他出された意見】
・知らない人とでも挨拶をしたり話をしたりすることが多い。
・鯉は有名だけど、日常的に食べることはない。
・街路灯が少なくて通学路が暗い、犯罪が起きそうで怖い。
・小さかった頃に比べてお祭りなど地域のイベントが少なくなった。
・公園の見通しが悪い、子どもの飛び出し事故が起こりそう。
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臼田中学校・Ｅグループ

・お祭りが２こもある！！
・じんじゃがあるし、一人になりたいときにおすすめな事
・ケーキ屋さんが多い ・おいしいお店が多い
・災害がすくない
・コスモタワーがある ・コスモホールがある
・コスモタワーが見えやすい事にある
・星のまち
・病院がある
・バルーンフェスティバルがある
・静かで住みやすい ・犯罪が少ない
・山がありたくさんの自然がある
・畑や田んぼが多い
・空気がおいしい
・元気いっぱいで笑顔にあふれている

好きなところ

・機械の工場を増やす
・夜になると暗い部分がふえていて、きけん
・スキーが多いのでスキー周りに小さい子供が遊べるような所をつくる
・運動のできる施設がほしい ・もう少し建物などがほしい
・展示会をたくさんひらいてほしい ・フリースペースがほしい
・中高生がきがるにあそべるところがほしい
・ショッピングモールがほしい ・ベンチとか公園がほしい
・星がきれいに見える場所を見つけてみんながくるように
・自然をくしして温泉などをたくさんつくる
・電車の本数を増やす
・時計を見やすい所に設置してほしい

変えたいところ

・若い子とお年寄りの方との交流
・地域のお店でお買い物をする
・ネコカフェをつくる！
・飲食店の知名度をあげる
・観光場所をつくる
・コスモタワーをコスモパークに進化させる
・コロナにかからないように家でも楽しめるお祭りなどをしていけばよい
・駅を増やす
・SNSで発信
・ごみひろい（きれいな町）
・すみつづける

できること

・町がきれいでいたらいいと思う
・若い人が減ってるから若い人向けのお店！！
・女性が５年前と比較すると人数が半減しているので
女性が好きそうなショッピングセンターをつくる

・商店街をにぎやかにする
・テーマパークなどを増やす
・コスモタワー改良してもっと楽しめる場所にする
・安心してすめる

どういう地域なら
住み続けたいか

【その他出された意見】
・赤色付箋（どういう地域なら住み続けたいか）について、「赤色の意見はもっとあるかな？」という問いかけに対し、
「特に理由は無いんですけど、臼田は好きだし住み続けたいです。」という意見があった。

・続けて「何が好きなの？」と問いかけたところ、「良い人が多いから。」「車があれば結構便利じゃない？」という話題があった。
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臼田中学校・Ｆグループ

・プルーンが美味しい ・新鮮な野菜が安く手に入る
・空気、水がおいしい ・空気がきれい
・歴史的な建造物が多い！ ・稲荷神社がある
・五稜郭がある ・ダムがある
・景色がきれい ・景色がきれい
・自然が多い ・豊かな自然が多い！
・自然豊か ・蛍が見れる

好きなところ

・コンビニを増やしたり、デパートをたてたりしてほしい
・臼田商店街に空き店舗が多くなってきている
・商店街が寂しい
・公共交通機関を増やしてほしい
・街灯をふやしてほしい ・街灯が少ない
・小中学生のあそぶ所が少ない
・でこぼこの道を直してほしい ・歩道が少ない
・道路がバリアフリーになっていない
・コスモホールのグラウンドにゴミがよく落ちている

変えたいところ

・小満祭に次ぐたくさんの人が楽しめるイベントを増やす
・臼田の祭りである小満祭などの祭りに積極的に参加する
・イベントなどの行事に中学生などが多く参加する
・地域の行事に参加する
・地域で清掃活動をする！→温暖化防止にもつながる！
・コスモタワーに次ぐ宇宙スポットをもっと増やす！！
・パラボラアンテナなど宇宙に関するものが多いので、
それをもっとアピールする

・なるべく臼田のお店で買い物をする
・商店街に協力
・働く場所や企業を増やす
・特産物などをネットをつかって人々に知らす
・姉妹都市との交流を増やす！！
・人のつながりを残していく
・まずは、臼田じゅうを回ってみて臼田を「知る」ことをしたい
・小海線特別車両をもっと走らせていく
・田口峠をひろげる ・入沢焼を伝えていく
・スポーツチームを作る！
・スケートが伝統なのでスケートをもっと盛んにしたい！
・自然を生かしたスポーツ（例：MTB、トレイルラン、マラソン）
・（川村吾蔵から）芸術に関する教室を開く
・台風で被害をうけたところの復興にできるだけ協力したい

できること・働く場所を増やす ・働き場所の確保
・雇用がないと人は住もうとは思わないので雇用がうまれる
ような会社や商業施設をつくれば良いと思う

・商店街を活発にさせる（例：在宅ワークに利用）
・オシャレ、レトロ、歴史的なお店
・お店がふえてにぎやかになる
・臼田に宇宙関係のお店や建物を作る
・インフラ整備
・魅力を他の地域の人たちに伝えていく

どういう地域なら
住み続けたいか

【その他出された意見】
・はやぶさ１号の通信が途切れた時に、世界中で臼田だけが
受信できたことが素晴らしい。もっとPRしていくべきだと
思う。

・田口小学校の生徒は、マラソン大会で「海から一番遠い
地点」まで小１～２年生は約１１㎞、３～６年生は
約１２㎞走る。小学校が無くなったらできなくなるので、
寂しく思う。

・「医療」が優れているのは当たり前の感覚で、
特に自覚は無い。

・特にこれといって欲しい店は無い。コンビニがあればいい。
・ダムや歴史的建造物、宇宙産業など、今ある自分たちでも
素晴らしいと思える財産をしっかり残し、周知していき
たいという意見が多かった。
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東中学校

東中学校
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東中学校・実施概要

場所 東中学校

日時 2021年２月25日（木）10：50～12：40

参加者数
中学生（２学年） ：31名
佐久市役所（教育委員会を除く）：３名
一般社団法人長野経済研究所 ：４名

グループ数 ５グループ（Ａ～Ｅ）

備考 • 信濃毎日新聞社取材
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東中学校・Ａグループ

・地域の人がよく挨拶をしてくれる ・水がきれい
・街灯がないからこそ星がめっちゃキレイに見える
・地域の使途が親切にしてくれる ・自然が豊か
・かしやまのイルミネーションがきれい
テレビのロケ地にも！ ・山や緑がきれい

・自然が豊かなところ ・夜静か
・空気がおいしい ・友達を作りやすい
・やじうまが少ないからロケ地にぴったり
・虫が多く、生物にたくさんふれられる

好きなところ

・街灯がなくて暗い ・お店が少ない
・道がせまい ・遊べる場所が少ない
・職種や仕事の数、種類を増やしたい
・街灯がない ・海がない
・見通しの悪い道が多い ・スポーツ用品店がない
・コンビニがすごく遠い ・ケーキの街といっているがケーキがない
・電車やバスの便が少ない ・友達の数が少ない
・高校、大学が少ない ・坂道多すぎ
・虫を食べたくない！（イナゴ、タニシ、ハチの子）
・佐久鯉がまずい ・子どもが少ない

変えたいところ

・地域でごみを拾う行事を続ける ・ゴミ拾いをする
・道に落ちているごみ拾い ・みりょくを伝える
・ボランティア活動に参加する
・将来地元で起業し、もっと豊かな町にして、とても暮らしやすいような
公共施設を作れる仕事をしたい

・行事に参加 ・新しくイベントなどをつくる

できること

・都会に近い田舎にする ・たくさんお店がある
・公園のような公共施設があれば住み続けたいと思える
街になると思う

・人が多い
・じーちゃん、ばーちゃん長生きできる
・自然を守り続けるためにもっと環境をきれいにする

どういう地域なら
住み続けたいか

【その他出された意見】
・「どういう地域なら住み続けたいか」（赤）について、「正直、横浜とかに住みたい。」「たくさんお店ができても住み続ける
気にはならない。」「（佐久全体に）都会のイメージは全く無い。」「都会にはならないと思う。」という発言があった。

・事前プリントの意見や付箋に挙げられた意見では地元（東地区）が好きであるような印象を受けるが、実際には「田舎が良いとは
思わない。」「もし都会に出て行ったら戻らないと思う。」など、当事者目線ではあまり地元（東地区）が好きでは無いような発言が
多かった点は意外であった。
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東中学校・Ｂグループ

・自然が豊か！ ・自然が豊か
・静か ・静かな所
・静かで暮らしやすい ・空気がきれい
・景色がきれい ・緑がたくさん
・熱帯夜がない ・川があまり氾濫しない
・晴天率が高い ・店が多い
・ごみの分別が厳しい＝キレイ
・みせが多い ・人が優しい
・まっすぐの道が多い ・伝統、文化がいい

好きなところ

・お店が欲しい ・遊ぶところが少ない
・業務スーパーが欲しい ・あそぶところが少ない
・コストコがほしい！ ・ラウンドワンがほしい
・Ｈ＆Ｍがほしい！ ・ラウンドワンがほしい
・無印良品がない ・公園がもっとほしい！
・ＣＤショップがない！ ・坂がきつい
・ＣＤショップがほしい！ ・坂が大変！
・軽井沢町のような大きいお店がない ・文房具店がほしい！
・道路のでこぼこを少なくする ・図書館がもっとほしい
・信号が長い ・コンビニがほしい
・フリーＷｉＦｉスポットがほしい！ ・ゲーミングカフェがほしい
・フリーＷｉＦｉスポットがほしい！ ・プールをきれいにしてほしい
・山を開拓！ 山をテーマパークみたいに楽しめる所にする
・鯉太郎の見た目がちょっと…もうちょいキャッチーなほうが
・会社の本社がほしい

変えたいところ

・イルミネーションをめっちゃ増やしてイルミネーションのまちにする
・地域の活動を増やして沢山の参加者を集める
・楽しい行事をふやす ・ＳＮＳで発信！
・ハッシュタグをつくる ＃ＩＬＯＶＥ佐久
・海から一番遠いアピールをもっとする
・大型デパートをたくさんつくる
・市長になる！！ ・知事になる！！
・おいしい五つ星の飲食店をつくる
・市長がおもしろいツイートをしてバズらせる
・全世界に知ってもらう
・ジャニーズ事務所に履歴書を送らせる ・自分が有名人になる
・YouTuberデビュー ・有名人になる

できること

・都会みたいにする ・仕事の職種を増やす
・給料が安定する職場がある！
・給料を少しでも多く ・最低賃金ＵＰ金が少ない
・県立武道館にもっと有名人が来て、たくさんのお金を
使って佐久の財政を豊かにする

・地域密着系の人気なYouTuberをうみだす
・渋沢栄一とのゆかりをひたすら推す！！
・有名人が住んでいる ・観光スポットをつくる
・仕事の場所や種類をふやす
・コストコがある ・自動販売機が多い
・佐久の鯉太郎をもっとかわいく
・インスタ映えしそうな、フォトジェニックなスポットを…
・プライベートとか家以外で集中できるスペースがある
・集中＆勉強できる場所がほしい
・ＣＤショップがあればくる！
・夜でも都会のように明かりがたえない地域になる
・ゲーミングカフェがある ・有名会社の本社がある
・異動が少ない職場が増えてほしい！
・わかりにくい道を減らす

どういう地域なら
住み続けたいか
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東中学校・Ｂグループ

【その他出された意見】
・学校の図書館では書籍が不十分であるとの意見が出た。
・自転車などで遊びに行くときつい坂が多く、大変という意見も聞かれた。
・市内にないお店に買い物や遊びに行くことが多いため、近くにあってほしいという願望が多く出た。
・有名人や権力者の影響力を有効活用することで、地域を元気にすることができるという意見が多く出た。
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東中学校・Ｂグループ
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東中学校・Ｂグループ

空白ページ
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東中学校・Ｃグループ

・自然豊か ・自然豊か ・自然が多い
・自然が多い ・自然が豊か
・スキー場や温泉や遊ぶところがある（パラダ）
・公園がいっぱい
・スーパーやコンビニなどが多い ・スーパーがある
・家からコンビニが近い ・景色が良い
・空気が新鮮 ・空気が汚れていない
・水が美味い ・米が美味い
・物価が意外と安い ・働ける所が多い
・あまり災害が無い ・人が優しい

好きなところ

・夜間のバイクなどの騒音
・夜間のバイクのそう音がうるさい
・ボランティア活動などで小さい子などに興味を持ってもらう
・外にゴミがたくさん落ちている
・明かりを増やしてほしい
・服などを買うお店を増やしたい ・家電を扱う店がない
・ディズニーストアがほしい ・無印良品
・動物少ない ・カード支払い

変えたいところ

・ボランティア活動に参加する
・ゴミ拾いなどの奉仕活動をして、地域をきれいにしていきたい
・ふくしかつどう
・自然を大切にする
・木を植える
・少しでも多く米などをつくる

できること

・たくさん、人や物が入ってくる
・イベントをたくさんする
・２階建てバスがほしい
・近所で買い物を済ませられる
・平根小方面にコンビニを建てた方がいいと思う
・教育
・天気が良くて自然がいっぱい

どういう地域なら
住み続けたいか

【その他出された意見】
・他の地域に比べると日常的な買い物で使うようなお店は、比較的近くにあるので求めていないが、大きな買い物やおしゃれなものを
買いたいときのお店がないことに対しての不満は共通してあった。

・ゴミが落ちているので、そこに対する不満や拾うためのボランティア活動等は共通認識として強かった。
・将来、佐久市に帰って来るだろうと手を挙げたのは3人。他の中学校と比べると多い方だった。これが地域特性なのか偶然かは不明だが。
・自然を大切にしながらも色々な方法で人に来てほしいという方向性だった。
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東中学校・Ｃグループ



90

東中学校・Ｄグループ

・自然が豊か ・自然が豊か ・自然が豊か
・地域の人との関わりが深い ・街がきれい ・空気が美味 ・あんま雪が降らない
・スキー場が近い ・じじばばが長生き ・コンビニ、スーパーが学校の近くにあるところ
・近くに温泉・パラダがある ・よく晴れる
・子どもの横断時に大人の人などが安全に渡れるようにしてくれるところが良い
・道をわたる時、多くの車やバイクなどが人を優先的に渡らせてくれる

好きなところ

・登り坂多すぎ ・街灯をつける ・本屋がほしい（私得の） ・テニスコート（無料で使える）
・道路の真ん中を走るばば様が多い（歩道から車道に出てくるじじばばもいる）危ねえ
・地域の子どもたちが遊べるような広い場所がほしい ・子どもが楽しめる流行りのお店などをつくってほしい
・道路をきれいにしてほしい ・道をキレイにする ・日用品を買える店を増やす ・安全できれいな公園がほしい
・スポーツができるところを増やす（天然芝、人口芝のサッカーができるところ）
・東小の方に買い物できるスーパーがない ・家の近くに店がほしい
・平根発電を増やし電気の供給を増やしたい
・多くの学校では、川や山などのゴミなどの回収をするイベントがあるので、長野県の多くの地区にこのイベントを広げたい
・地区のイベントなどを増やす、変えること（児童館掃除・手入れなどをしてくれた人などにスタンプなどを押す
・ごみを無断で畑や川に捨てる人がいるので、ゴミ箱をカラフルにしたり（「ゴミ箱アート」というもの）、少しでもゴミを畑や
川ではなくごみ箱に捨ててほしいです

・「花が咲く佐久市などの花のイベントなどを開いてほしい。世界中のまだ見たことのない花のイベントの数々を出してほしい。
花を増やす募金など

・車の速度違反が多いので大通りなどに「平均速度計」という機械などを取り付けたいです。車の速度を感知してパネルに平均速度をつけ
る。青は正常、赤は危険、黄は注意など。
・道を直すときに車が通る時や待っているときに待ちきれず、素通りしているので事故になりかねない

変えたいところ
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東中学校・Ｄグループ

・元気に暮らす ・健康にくらす ・ごみを拾う ・ルールを守る
・ゴミをそこらへんに捨てない ・ごみひろい ・自分にもピッタリやチャンスがありそうな仕事体験を増やしてほしい
・学校でのお年寄りの交流などが年々少なくなっているので、毎年恒例になるようになってほしい
・公園のトイレや自動販売機などを学校で習っているデザインや絵の具で 描いてより佐久市を元気にしよう！
・高齢者の人達は、「認知症」というものが出てるので、 認知症防止教室などを開きたい（基本の行動や自分がいつも行っている
行動を楽しく簡単に教えられる場所など）

できること

・アニメのカフェほしい ・きれいな地域 ・笑顔が多い ・動物の畑の被害が少ない
・安心できるまち ・遊ぶところがたくさんある ・公共の場の整備 ・安全な地域
・店がたくさんある ・今のまま ・インスタ映えのスポットがある
・インスタ映えするような観光できるところがある ・犯罪が少ない ・きれいなまち花や木など
・高齢者の人達が用水路で落ちる事故が多発しているので、何か鉄格子などを取り付けてほしい
・地区などに土地や家などの候補などを増やす（景色や生活がしやすいところ、日常の家具の店が近くにあるところや夜静かなところ）
・海外の人が移住してきたりしますが、日本のマナーなどがわからなく、海外のとおりに生活してしまうので、日本のマナーが学べる
教室などを開きたい（特に言葉など）

・年々、年が大きくなるにつれ「地震」も大きくなっているのでどこの家でも地震に耐えられる工事などをしてほしい
・子どもの突然の横断やちゃんと左右を見てわたる子どもがいますが、それでも事故がなくなりません。車の自動ブレーキのとりつけや
強化などをしてほしい

・佐久市ならではの長野や佐久市だけでしか取れない・取った物だけを売るみやげの店を開いてほしい
・茶所や子ども食堂など長野県内にあまりない施設などを作りたい

どういう地域なら
住み続けたいか

【その他出された意見】
・「東地区はいいところだし、自分は外でやっていける自信がないので、これから先も佐久市から出たくない」という子がいた。
・他地区の中学校と違い、「町にごみが落ちていない」と班員全員が答えた（でも今の自分たちができることとして「ごみ拾い」を挙げた）。
・特に今の東地区に不満があるわけでもなく、これからどうなってほしいという強い希望も聞かれなかった。
・休憩で他の班の子が来たときには、「街灯がない！」「道のでこぼこや、坂道を全部平らにしてほしい！」と盛り上がっていた。
・若い人や女性が多く戻ってくるためには、子どもが楽しめるまちにすることが大切といった声が多く聞かれた。
・電波状況が良くない。
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東中学校・Ｄグループ
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東中学校・Ｅグループ

空白ページ
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東中学校・Ｅグループ

・自然が豊かで暮らしやすい
・自然が豊か ・自然が豊か ・自然がゆたか
・空気がいい ・虫がいる ・動物がいる
・のんびりと暮らせる ・夜も静か
・田んぼが多い ・木がある
・川がある ・山がある
・子どもがすなお ・コンビ二が近い
・ナナーズができて便利 ・田舎
・都会

好きなところ

・田舎 ・道路がせまいから広げて！！
・自販機を多くする ・金がほしい
・家がほしい ・仕事や職種を増やしてほしい
・いい頭がほしい ・店を多くする
・大きなお店が遠い ・ＣＤショップをつくってほしい
・近くにカラオケをつくってほしい
・推しを近くに感じられるお店をつくってほしい
・スポーツ店ほしい ・アウトレットがほしい
・映画館がほしい！！ ・ゲーセンの機種がびみょーに古い
・観光所を作る ・宿泊所をつくる
・アリーナホール（イベント会場）をつくってほしい

変えたいところ

・地域の紹介パンフレット作成
・市長 ・ごみひろい
・募金 ・佐久市にのこる
・会長（オサミン） ・佐久市を紹介
・行動するための勉強 ・ネットで佐久市を知ってもらう
・村長になる ・インフルエンサーになる
・ＣＭ ・有名人をつれてくる
・佐久の有名なものをもっとおしだす

できること

・無料タクシー ・エスカレーターの道
・佐久市全体がフリーワイファイ
・ネット環境を良くする ・子どもが運転できる車
・家を移動させる ・自動運転のタクシーなど
・バイク系の免許をとる年齢をはやくする
・リモート診察 ・リモートショッピング
・ドローン配達 ・祭り多く
・リモートワーク

どういう地域なら
住み続けたいか

【その他出された意見】
・大きなお店や遊ぶところがほしい理由は、そこに行くまでが大変だから。今は遊びに行くのに、自分で自転車をこいだり、親の運転で
送迎してもらったりしているが、科学技術の発達で、将来、自分の都合に合わせ呼べて、かつ金銭的負担がないタクシーだとか、
子どもでもストレスフリーに運転できるような乗り物が開発されれば、今の暮らしでもいいかなと思う。

・リモートで診察してもらったり、ドローンが配達してくれるような物流システムが田舎にも広がると、もっと住みやすくなるし、
人の心も暮らしも、もっと豊かになると思う。

・働く場所が少なく、グループメンバーの両親はほとんど東地区外に勤務している。リモートワークがもっと普及すれば、豊かな自然の
中でゆったりと仕事ができるし、現状、呼び込むことが難しい仕事も呼び込めて、佐久市に住み続けるきっかけになると思う。

・市職員から説明をしてもらった人口減少が進むと、自分たちの生活を支えている人たちが少なくなってしまうから、リモートなど
科学技術でカバーすることが大切だと思う。そのための第１歩として、まずは、佐久市内全域のネット環境の充実が必要！
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東中学校・Ｅグループ
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中込中学校

中込中学校
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中込中学校・実施概要

場所 中込中学校

日時 2021年２月26日（金）13：45～15：15

参加者数
中学生（２学年） ：29名
佐久市役所（教育委員会を除く）：２名
一般社団法人長野経済研究所 ：５名

グループ数 ５グループ（Ａ～Ｅ）

備考 • 佐久ケーブルテレビ取材
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中込中学校・Ａグループ

・やさしい人がたくさん ・僕がいる
・旧中込学校がある ・ほどよくにぎやか
・バスが通っている ・意外といろいろある
・電車が意外と通る ・消防署、医療センターがある
・あいさつ返してくれる人が多い ・津波が絶対来ない
・夕飯の良いにおい ・佐久陸上競技場がある
・ケーキ屋が多い ・公園がいろいろある
・コンビニが割と多い ・大きい商店街がある
・ブックオフがある ・森がある（空気がきれい）
・かっぱ寿司、スシロー、はまずし、ゆうきとずしがある
・水とか空気がおいしい ・山が楽しい
・夜いいにおいがする。めっちゃ好き。 ・晴れが多い
・田、畑 ・静か

好きなところ

・特にない ・何もない
・小学生の性格 ・老人の話が長め
・時間にルーズなのに、飯屋は早い時間だけ混む
・塩分取りすぎ ・商店街を盛り上げた方が
・アニメイトないところ ・限定商品売ってない
・公園のトイレが臭い ・カナブン死んでいる
・店の外見なんとかして！ ・ポイ捨て多い
・でこぼこが多い。水たまりがたまりやすい。
・荒地がたくさん ・廃墟どうにか
・水が入っていない用水路多い
・夏カエルがうるさい ・暑い。何が避暑地だ
・冬くっそさむい ・冬と夏の寒暖差がすごい
・静かすぎ ・ＣＭつくるのへたくそか
・のら猫が住み付く家が多い ・区による格差

変えたいところ

・ごみ拾い ・ヒカキンを呼ぶ
・木を植える（温暖化対応） ・楽斗を有名人にさせる
・商店街のイベントへの積極的な参加
・廃墟とかをキレイにしたり再利用する
・面白い店をやる ・有名人になり中込を紹介する
・有名にするには日本一の何か ・会社をつくります
・祭り！冬に！割と珍しいから ・さわをもっと大きくする
・めちゃくそ上手なＣＭをつくる

できること

・仕事のできる場所がほしい ・大きなイベントを開く
・中・高一貫中込学校 ・コミケなどできる場所
・コンビニがもっとほしい ・広い公園がほしい
・ライブ会場（有名人がやってくれるところ）
・アニメイトがほしい ・大きい建物がほしい
・有名人をつくる ・ドンキほしい
・大きなイベントを広く
・ラウンドワンみたいな遊べる場所がほしい
・高校とか大学でかいの ・海がほしい

どういう地域なら
住み続けたいか

【その他出された意見】
・変えたいところとしてあがった空き家・空き地に対する意見に対して共感する生徒が多かった。景観上の問題のみならず、地域の
活性化の面からも重要な課題として認識している様子がうかがえた。

・商業施設の誘致等を求める意見もあった一方で、イベント開催や商店街の活用による地域の賑わい創出を求める声も多くみられた。
・地域の商店について、経営者の高齢化を理由に廃業する事例を交えながら、いわゆる事業承継に対する問題意識が見て取れた。
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中込中学校・Ａグループ
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中込中学校・Ｂグループ

・田舎すぎず都会過ぎないところ
・地域の人達の交流がたくさんある所
・自然災害が少ない ・自然が多い
・出川などの芸能人が良く来てくれる
・夏涼しい ・医療機関が充実している
・生き物が多い ・畑が多い
・バッタという食べ物がたくさんある。まじうまい
・山が多いところ 佐久水道はおいしい
・山が近くにあるから四季を感じやすい
・天気のいい日が多い ・地産地消

好きなところ

・シンボルをもっと大きく出す ・ごみの分別を簡単にする
・ちょっと家が少ない ・アニメイトがとっても欲しいです
・雪の除雪が遅い ・昼間でもバイクの音がうるさい
・バイクなど夜はもっと静かにしてほしい（厳しく取り締まる）
・夜、酔っ払いがうるさい。時間を考えてほしい
・ゴキブリ殺す ・ムクドリに車に多量の糞を落とされる
・鳥が多すぎてふんがたくさんあり、対処に困っています。
・イノシシが出る ・車がないと生活に不便
・動物の死骸の処理 ・道幅がせまい
・自然を生体験できる ・車が通りにくい道がある
・車が入りづらい駐車場がある ・お年寄りにも生活しやすい環境
・道がせまい ・税金が高い
・通学路の白い線が消えていて、時々わたる時止まらない車がある
・木がすぐ倒れそうなのがあって怖いです
・公園が少ない ・防災無線が聞き取りづらい
・空き家がけっこうあって、どうしようか困っています
・商店街がぼろくなってきているから、取り壊してみて新しく建ててみるのも
良いかもしれない

変えたいところ

・ごみひろい ・地域でのごみ拾い
・プラスチックをあまり捨てない。ゴミを捨てないようにしたい
・自分たちの地域の人達と協力して雪をかく
・ゴミ燃やしなどで出てくる煙の量を減らす
・体力がある会社を誘致する ・エンジンを止める
・地域の魅力をつめたパンフレットづくり
・火の用心 ・多すぎる鳥を食べる
・有名になってその人の地元がここだったら、佐久が有名になる
・佐久市から京アニの人を出したい

できること

・大型のテーマパークをもっと作る
・パワハラ・モラハラ・セクハラのブラック企業を
なくしてほしい

・１回で買い物が済ませられるような大型の
ショッピングモールがほしい

・女性が働きやすいようにする ・自然の保存
・会社で定時に帰れるところがいいなぁと思います
・映画館がほしい。アリオを超えるくらいの！
・子供が遊べるところがほしい。中高生にちょうど
良い場所

・娯楽施設をもっとつくる
・大企業の社長は無理だから課長になる

どういう地域なら
住み続けたいか
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中込中学校・Ｂグループ

【その他出された意見】
・就労について、「姉が地元で就職先無く、首都圏へ出ていきました。」（WS冒頭の発言）の他に、「親がブラック企業あるって
言ってました。」「佐久のホワイト企業ってどんなところがあるんですか？」という発言があった。

・設備や不動産について、「うちのおばあちゃんが持っていたアパートがそのままなんですけど、なんとかなりませんか？」、
「商店街の空き店舗や廃墟を取り壊せないのは何故ですか？」、「（空き家・空き店舗）誰でも使えるなら色々できそうだと
思いますけど、ダメですか？」という発言も目立った。

・上記発言を総括すると、就労については企業や産業に関する情報が不足している印象を受け、設備・不動産については、
法律の制限や金銭面など、何が障壁となっているのか理解したい様子が伺えた。
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中込中学校・Ｂグループ
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中込中学校・Ｂグループ

空白ページ
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中込中学校・Ｃグループ

・メシがうまい ・鯉がおいしい
・水がおいしい ・水道水がうまい
・ケーキがうまい ・秋桜が好き
・七夕祭りやバルーンフェスティバルがある
・自然がゆたか ・自然がゆたか
・緑や自然が多いところ ・外国との交流が多くて深い
・人が優しい ・いろいろなお店がある
・佐久平駅に新幹線が通っていて東京に意外と近い
・ゴミ拾いなどの活動が多い ・ゴミが少ない
・川がきれい ・災害や地震が少ない
・都会すぎず、田舎すぎずなところ
・のんびりしているところ ・のびのび育つことができる

好きなところ

・道路のガタガタ ・危ないところがある（道路など）
・夜に暗いところがある ・田んぼが多すぎる
・雑草が多くてしっかり整備した方がいい
・遊べるところが少ない ・ウーバーイーツがほしい
・学校の古い設備 ・犬の糞が多い
・ゴミが多い ・魅力的なホテルがない
・公園が少ない ・お店が少ない
・大きいウォータースライダーがほしい

変えたいところ

・あいさつ運動 ・地域活動に参加する
・ゴミの分別を意識する ・ゴミ拾いをする
・積極的にゴミ拾い ・ゴミを捨てない
・みんなが使う場所を清掃 ・草むしり
・アルミ、紙、プラスチックのリサイクル
・佐久の魅力をＳＮＳで発信する
・交流に参加する ・交流に参加する
・募金する ・食べ物を品種改良する
・自分で大きい会社をつくる ・起業する

できること

・遊べるところを増やす ・お店を増やす
・働く場所を増やす ・都会過ぎにしない
・もっと会社や働く場所がある地域
・道路などの死角を無くし事故を無くす
・学校を増やす（教育系大学など）
・自然を残す ・自然を守る
・交通規制が良い地域 ・安全な地域
・飛び出し注意看板増やす ・高齢者に優しい町
・老人の施設をつくる ・町の高さを一緒にする

どういう地域なら
住み続けたいか

【その他出された意見】
・鯉が給食に出ておいしいという意見が多く出た。
・地域活動で、中学生も一緒に参加したゴミ拾い活動が活発に行われているとのこと。
・良いお店はある中で、配達が無いのでウーバーイーツがほしいとの意見があった。
・中込地域は、坂の上と下があり平地なら良いのにという意見が出た。
・毎年実施されている中学生の外国人との交流事業に中込中の生徒が参加していることに生徒の誇らしさを感じた。
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中込中学校・Ｄグループ

・イッテＱで放送された ・平和 犯罪が少ない
・戦争起きた時、天皇が逃げてくる
・日本三大ケーキの町 ・佐久陸上競技場がある
・周りの人たちがあいさつをしてくれる人たちが多い
・登下校の時にあいさつをしてくれる地域の人が多い
・周りの人たちが優しい ・さくらさく小径きれい
・自然がたくさんある ・虫が多い
・災害の心配が比較的少ない ・海から一番遠い所

好きなところ

・ショッピングモールが少ない
・ショッピングモールなどの大きい買い物ができる所が少ない
・コンビニとかの買い物できる所がほしい（セブンとか）
・軽飲食店がもっと欲しい、安く気軽に立ち寄れる
・建物とかが少ない（お店・買い物できる場所など）
・商店街という割には店が少ない
・遊び場が少ない（設備）
・娯楽施設が少ない
・公園が少ない
・佐久市フリーワイファイ回線悪い
・会社が少ない（働ける場所）
・建物（ビル）などが少ないから人があまり来ない？
・お店がたくさんある所と無いところの差が激しい
・道路がせまい、車のすれ違いがものすごく大変
・橋をわたったあとの川の塀の近くの道で下校中車が通ってうでが
挟まりそうになる

変えたいところ

・起業 ・佐久市のＰＲ（Youtubeなど）
・あいさつする（地域の人に自分から）
・佐久のホテルに泊まったらスキー割引
・地域の活動に積極的に参加する
・ゴミ拾いなどでまちをきれいに保つ
・ポイ捨てなどのゴミ拾いなどをする

できること

・働ける場所がある（働きやすい環境）
・大きなホテルがあれば観光客が増えると思う
・企業とかの会社を建設する ・アニメイトを建設する
・働ける場所があり、施設がたくさんある（病院とか）
・買い物などができる建物などがある
・佐久市にしかないお店とか ・いろんな所にＷｉ-Ｆｉ
・気軽に行ける飲食店 ・遊園地などの娯楽設備
・テーマパークなどの大人でも子供でも楽しめるような場所を
創った方が住み続けたくなると思う。

・ディズニーランドがある（シーも）・働きやすい場所
・商店街などに活気を取り戻させて珍しさで有名にしてみる
・動物などのふれあいができる設備
・都会感（建物がたくさんある）

どういう地域なら
住み続けたいか

【その他出された意見】
・イッテＱで佐久市の樫山工業（真空ポンプやイルミネーション）が紹介された。
・海から一番遠い場所といわれているが、逆手に取って強みになるのでは。
・知らない人でも、登下校のときに挨拶や話をすることがある。自分からも積極的に挨拶することで、地域の良さを残していきたい。
・通学路が暗い、学校の近くの道が狭くて危ない。
・友人と落ち着いて会話や休憩ができるような飲食店が欲しい。
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中込中学校・Ｅグループ

・花がキレイ ・空気がきれい
・静か ・山が多い
・良く晴れる ・自然が豊か
・公園 ・大きい病院が多い
・デリシアがある ・旧中込学校
・さくりく ・商店街が多い
・ケーキ屋が多い ・コイ

好きなところ

・お店を増やしてほしい ・ラーメン屋ほしい
・ガストほしい ・叙々苑ほしい
・アニメイトほしい ・ビックカメラがほしい
・映画館ほしい ・仕事ほしい
・信号機遅い ・トイレきれいにしてほしい
・ゴミ落ちている ・街灯ほしい
・道がせまい ・ちょっと畑が多すぎ
・商店街を変えるか新しいの建ててほしい・商店街の活性化
・佐久平にあるお店が中込にもきてほしい・はやりの建物・食べ物増やす
・駅の中に店がほしい ・洋服屋増やす
・大仏ほしい ・観光地増やしてほしい
・銅像ほしい ・佐久市ランド作る
・ウーバーイーツほしい ・海がほしい
・ビルほしい ・人がほしい
・たこやき食いたい ・肉食べたい
・クレープ食べたい ・イチゴあめ食べたい

変えたいところ

・市長になってすべての夢をかなえる ・公務員になります
・商店街をどうにかする ・歩道橋をつくってもらう
・ゴミひろい ・ゴミをすてない ・海をつくる
・イナゴ食べる文化やめる ・カエルころす ・カメムシのくじょ
・植物を増やす ・カブトムシころす ・ハエころす

できること

・イナゴがいない ・カエルをころす
・虫を減らす ・カブトムシころす
・キレイ ・タバコ減らす
・ゴミ落ちてない ・犬、鳥の糞を減らす
・おしっこが入っているペットボトルを減らす
・店が増えて便利になる ・水族館ほしい
・楽しい建物（テーマパークとか）があればいい
・公園で大人でも遊べる遊具増やす
・土地を安くし、賃金を上げる

どういう地域なら
住み続けたいか

【その他出された意見】

（好きなところ）
・大きい病院が多い
・商店街が多い
・自然が豊か

（変えたいところ）
・お店を増やしてほしい
・佐久平にあるお店が中込にもきてほしい
・商店街を変えるか新しいの建ててほしい。
・商店街の活性化
・観光地を増やしてほしい

【その他出された意見】
（どういう地域なら住み続けたいか）
・店が増えて便利になる
・楽しい建物（テーマパークとか）があればいい
・ゴミ落ちてない

（できること）
・商店街をどうにかする ・公務員になります
・ゴミをすてない ・ゴミひろい
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中込中学校・Ｅグループ
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望月中学校

望月中学校
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望月中学校・実施概要

場所 望月中学校

日時 2021年３月５日（金）08：45～10：35

参加者数
中学生（２学年） ：26名
佐久市役所（教育委員会を除く）：３名
一般社団法人長野経済研究所 ：４名

グループ数 ５グループ（Ａ～Ｅ）

備考
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望月中学校・Ａグループ

・平和
・地域の人が優しい人が多い
・水がおいしい
・川魚がうまい
・農産物の種類がある
・野菜がおいしい
・近くに温泉がある
・近くにスーパーがある
・空気がおいしい
・静かで暮らしやすい
・自然が豊か、きれい
・山など景色がキレイ
・夜、空を見ると星がキレイ
・緑が多い
・体育館が多い
・近くに病院がある

好きなところ

・大きくて盛大なお祭りを開いてほしい
・にぎやかになってほしい
・大きいイベントがさかき祭り以外でほしい
・公園が近くにほしい
・大きい遊園地がほしい（ディズニーみたいな）
・ライブツアーができるくらいのところがほしい
・建物が増えてほしい、コンビニとか
・焼肉丼が売っている、ウリがほしい
・ドリンク以外の自動販売機がほしい（フードとか）
・自動販売機を増やしてほしい
・望月に大きいお店がほしい、イオンみたいな
・スポーツの店が近くにほしい
・大学の種類がもう少しほしい
・布施にもう少しお店がほしい
・なんでも売ってる大～きなお店がほしい
・コンビニがほしい
・春日にイオンがほしい
・イオンの種類がほしい
・ワイファイ（Wi-Fi）が増えてほしい
・グラウンドがほしい（乾きやすい）
・年に１回なんでもしていいみたいな、浮かれていい日みたいな
日とかあったらおもしろそう

・バスの便を増やしてほしい
・ドコデモドアがほしい
・もう少し街灯を多くしてほしい
・望月にある職業を知りたい
・佐久にどんな職業があるか知りたい

変えたいところ

・交通を便利にする
・電車がほしい
・望月から東京に行く電車！
・伝統的な行事や自然を守る
・自然が守られている
・鹿曲川で花火大会！！
・やっていて楽しい職業

どういう地域なら
住み続けたいか
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望月中学校・Ａグループ

・お祭りに県外の友達を呼んで一緒に行く
・魚つかみ大会をみんなで行う
・アルミカン回収
・ボランティア活動に積極的に参加する
・祭りに積極的に参加する
・望月のよさを人に伝える、平和、自然のこととか
・さかき祭りを有名にする
・ロケ地で使ってもらえるところを作る
・行事に積極的に参加する
・望月でのお祭りを色々な人に知ってもらう
・（有）飯沼をドラマのロケ地にする、観光客ふやす
・（有）飯沼の従業員を増やす
・佐久市を有名にする
・どこでもドアをつくる
・望月のいいところや歴史を未来の子供たちに伝える

できること

【その他出された意見】
（終了後に受講者からヒアリングした感想）
・「望月のことをたくさん知れて良かった。」「良いところがたくさん見つかった。」「自分の将来について考えられた。」「何か変えられ
そうな気がした。」「望月の未来が楽しみになった。」「（親の会社を）自分が経営してみたくなった。」という前向きな意見が多くあげら
れた。
・WS内では望月の地理や歴史など地域に関する知識が豊富で「鹿曲川っていうのは〇〇で、」や「おいしい野菜は△△とか、」など具体的な
内容で議論が交わされていたことが印象に残った。
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望月中学校・Ａグループ
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望月中学校

空白ページ
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望月中学校・Ｂグループ

・山が多くて空気がきれい ・自然豊か
・静かなところ ・静かで水道に水が美味しい
・水がおいしい
・野菜がおいしい
・毎年「さかき祭り」がある
・飲食店が多い ・温泉が多い
・体育館が多い ・図書館がある
・公園がある
・人が優しい ・挨拶をかえしてくれる
・地域の活動が活発
・命の駅伝がある

好きなところ

・ディズニーがほしい（テーマパークでも可）
・頭の良い高校、大学を作る
・大きいお店が遠い ・コンビニがほしい
・ラウンドワンがほしい
・回線が悪い（ワンセグなどの電波）
・黒板をホワイトボードにしてほしい
・体育館の料金を安くしてほしい
・学校の体育館がもう１つほしい
・部室がない（卓球部）
・おやつタイムがほしい（学校の勉強時に集中力が切れる）
・自動販売機の飲み物を安くしてほしい
・街灯が少ない、多くしてほしい
・バスの料金を安くしてほしい ・バスの本数が少ない
・道路をひらく
・電車がない

変えたいところ

・ぼ金をする ・ネットで望月を広める
・イベントに参加する
・地域の活動に積極的に参加する
・将来、活躍するために努力する
・ゴミ処理やゴミを出さないようにする
・小さい子とかがみんな（地域の人）とあそべる所をつくる
それで沢山あそぶ

できること

・遊ぶ所が欲しい ・大型商業施設をつくる
・道路を増やす ・先進技術を取り入れる
・電車がほしい
・電車の料金を安くして沢山走らせる
・バスを沢山走らせて料金を安くする
・病院（大きい）をつくる
・歩道を大きくする ・見通しを良くする（道路）

どういう地域なら
住み続けたいか

【その他出された意見】
・地域の好きなところをきちんと自分の言葉で語ることができる生徒が多く、地域への関わりの強さを感じた
・買い物時の大型商業施設等が非常に遠く車での移動が必須だが、自然豊かで住みやすい環境と現状を受け入れている様子が伺えた
・病院があるが、受診時の待ち時間が長いことや長時間病院に滞在することがコロナにより問題があると感じているようであった
・望月地域のために自分たちの力でできることはあまり無いと無力感を感じていた



117

望月中学校・Ｂグループ
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望月中学校・Ｃグループ

・道路が広い
・都会からのアクセスが良い
・市外から人が来るお店がある ・職人館がある
・ゆうしカフェ
・空気がおいしい ・星空がきれい
・山の景色を見てきれいになる ・自然豊かで空気がおいしい
・動植物がほうふ ・野菜がおいしい
・地域の人がやさしい ・人があたたかい
・人柄が良い ・人柄が良い
・地域の人達がすすんであいさつをしてくれる
・歴史がある
・地域ごとに産業が違う
・大きい音をだしても迷惑にならない

好きなところ

・交通安全ルールの徹底（おもに、自転車と年配の方）
・車のスピードがでている ・ちゃんとほそうしてほしい
・緑の道が途中で止まっている ・道がせまい場所がある
・駐車場が少ない
・街灯や宴席のある歩道がないところがある
・街灯が少ない
・公共交通機関が少ない ・こうこうがかよいにくい
・佐久平駅などへ直で行けるバスがない
・車がないと移動しづらい
・商業施設を増やしてほしい ・本屋やツタヤがほしい
・ちかくにおみせがない ・ショッピングモールがない

変えたいところ

・地域を盛り上げるためにあいさつなどを積極的にする
・身近な自然をこわさないようにゴミひろいをする
・おちてるゴミをひろう
・しげんをだいじにする
・ゴミをなるべく少なくする

できること

・もう少し物価が安くなってほしい
・にぎやかなまち
・環境の状態が良い町 ・自然環境をこわさない
・自然環境をこわさない
・公共交通機関が充実してほしい

どういう地域なら
住み続けたいか

【その他出された意見】
・グループ全体から共感を得た意見としては、より道路や車関係が多かった。交通マナーの悪い車が多い、舗装が悪いなど。
・望月にあるお店に対して市外から人が来るほど有名だということに対しては、うれしいとか誇りに思うという声が出た一方で、意外と自分
は行ったことが無かったり、他に知らないお店があったり、資料にも乗っているチーズを売っているお店（ボスケソチーズラボか？）は知ら
なかったり、自分の地元のことを知らないという感想が得られた。
・学校の先生からは工場や建物を増やして活気ある街にしていかないといけないのでは？という問いかけがあったが、グループの生徒からは
環境破壊につながるなど、否定的な反応が中心だった。
・また、望月の魅力として人のよさ、暖かさを挙げたのも特徴的だったと思われる。
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望月中学校・Ｄグループ

・自然豊か（空気がおいしい、緑がきれい）
・夜、星がきれい ・山がとてもきれいに見える
・いつでも森などの自然を体験できる
・夜がとても静か ・紅葉、桜が家からでも見れる
・川がきれい ・とても風がきもちい
・夜の虫の声がきれい
・晴れの日が多い ・台風などの災害が少ない
・野菜がとてもしんせんでおいしい
・お米がおいしい ・水がとてもおいしい
・夏にお祭りがあっていい
・地域の人が必ずあいさつを返してくれる
・地域の人が優しい

好きなところ

・コンビニをもっと増やしてほしい
・近くに川や池がたくさんあるので釣り具屋がほしい
・もっといろいろなおみせをつくってほしい
・ショッピングモール（イオン、ビッグ、アリオ）がほしい
・市民プールがほしい
・南城くらいの大きさの公園がほしい
・交通機関が充実してほしい
・電車があればもっと移動が楽になる
・スマートフォンの電波が圏外になってしまう
・あんていしたワイファイがほしい
・６番のテレビを見れるようにしてほしい

変えたいところ

・自分が年をとったら子供達にあいさつをする
・自分からたくさん挨拶をしていく
・地いきの方といっしょにあいさつうんどうをする
・自分たちがしゅさいのフェスみたいのをやる
・地域の行事、イベントなどに積極的に参加する
・みんなでいろいろなボランティアをやってみる
・お祭りがなくならないように積極的に参加する
・地いきの人も楽しめるようなイベントを自分達でもやってみる
・自分達で作った物をみんなで見たりするイベント、
てんらんかいをやったりする

・自然を残すためにゴミ拾いなどをする

できること

・自然と商業施設の両立 ・服屋がほしい
・おみせはいっぱいあるけど、いっぱいの自然にあふれる所が
いいと思う

・大きくなくていいから、なにかしらのお店がほしい
・いろいろなおみせもあったり、いろいろなことができる、自然に
あふれた所にある、子どもから大人まであそべて楽しめる所や、
ほかにも自然以外にも子どもから大人まで楽しめる所があったら
いいと思う

・バスケットコートのある公園を作ってほしい
・南城みたいなしせつがほしい
・少しだけ遊べる施設を作り、たいくつにならないようにする
・デートスポットがほしい ・今のままを保つ

どういう地域なら
住み続けたいか

【その他出された意見】
・情報通信技術が発達して、インターネットでショッピングができるようになっても、友達や家族といっしょに気軽にショッピングを楽しみ
たいので、近くにお店が欲しい。



121

望月中学校・Ｄグループ



122

望月中学校・Ｅグループ

・空気がきれい ・自然が豊か
・田畑がひろがっていてすごくのどか
・自然が多くて景色がきれいなこと
・空気とか水がとてもきれい
・周りが山に囲まれていて空気がおいしいところ
・騒音が少ない ・うるさくない
・静かで落ちつける
・野菜が新鮮でおいしいところ ・野菜がおいしい
・近くにお店のある町がある
・どの方面（上田、佐久平への買い物）にも行き易い
・人が親切 ・地域で交流する機会がある
・地域の人達が優しい、帰りとかにあいさつ（おかえり！）
してくれる

・地域の中での人と人との交流が多くて豊かなところ
・毎年祭り（さかきまつり）がある

好きなところ

・望月で働ける仕事が少ない ・働く所が少ない
・高校や大学が少ない
・小学校や保育園などの人口が減ってきていること
・街灯を増やしてほしい
・車線を増やしてほしい（セイユーの前の道、せまい、渋滞！）
・歩道がないところがある
・お店（飲食店、100均）があまりない
・お店を増やしてほしい ・お店を増やしてほしい
・人が少ししかいない
・少し町に出ないと行く所が少ないこと
・つぶれたお店や空き家が多いこと
・遊べるような場所（公園、体動かせる場所）がもう少し欲しい

変えたいところ

・ごみのポイ捨てなどをしない（今の自然を残す！）
・ポイ捨てをしない、ゴミの分別をしっかりしたい
・ポイ捨てしない
・地域をきれいに保つためにごみをしっかりする
・小さな子供に望月の良さを伝える
・買い物を出来るだけ望月ですませる
・近所の人々との交流に参加する
・地域おこしに協力する
・いろいろな行事に積極的に参加する
・イベントに参加する
・地域の行事（どんど焼き、さかきまつり）に積極的に参加する

できること

・自然が豊かなままで発展してほしい
・望月の自然を生かした飲食店がほしい
・自然が残りつつ、便利な店や場所が増えてほしい
・色々な種類の店（飲食店、100均）が必要
・もう少しにぎやかになってほしい（子どもたちが増えて、公園で
遊んでる風景になってたらいいな）

・もっと公園などを増やしてほしい
・人が集まる所が増えていてほしい、地域の人が集える
ex.)たづえ民げい館、交流の場

・人口が増えてにぎやか
・もう少し発展している（働ける所、お店）→人がいる状況
・色々な業種（働くところ）があったら良い
・free wi-fiが備わっている（屋外でも！公園とか）

どういう地域なら
住み続けたいか
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【その他出された意見】
・働く場所が少ない、買い物をするのに不便と感じながらも、それ以上に望月の自然や地域のイベント（榊祭りなど）に誇りを持っていて、
そういった文化を残していきたい様子だった。
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