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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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空白ページ


