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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



104

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・Ｃグループ
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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・Ｄグループ
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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



109

中込中学校・Ｅグループ


