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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・Ｂグループ



72

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・Ｃグループ
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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・Ｄグループ
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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・Ｅグループ
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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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臼田中学校・Ｆグループ


