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浅科中学校

浅科中学校



9

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
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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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・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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