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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


