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望月中学校

望月中学校
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望月中学校・実施概要

場所 望月中学校

日時 2021年３月５日（金）08：45～10：35

参加者数
中学生（２学年） ：26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 ：４名

グループ数 ５グループ（Ａ～Ｅ）

備考
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望月中学校・Ａグループ

・平和
・地域の人が優しい人が多い
・水がおいしい
・川魚がうまい
・農産物の種類がある
・野菜がおいしい
・近くに温泉がある
・近くにスーパーがある
・空気がおいしい
・静かで暮らしやすい
・自然が豊か、きれい
・山など景色がキレイ
・夜、空を見ると星がキレイ
・緑が多い
・体育館が多い
・近くに病院がある

好きなところ

・大きくて盛大なお祭りを開いてほしい
・にぎやかになってほしい
・大きいイベントがさかき祭り以外でほしい
・公園が近くにほしい
・大きい遊園地がほしい（ディズニーみたいな）
・ライブツアーができるくらいのところがほしい
・建物が増えてほしい、コンビニとか
・焼肉丼が売っている、ウリがほしい
・ドリンク以外の自動販売機がほしい（フードとか）
・自動販売機を増やしてほしい
・望月に大きいお店がほしい、イオンみたいな
・スポーツの店が近くにほしい
・大学の種類がもう少しほしい
・布施にもう少しお店がほしい
・なんでも売ってる大～きなお店がほしい
・コンビニがほしい
・春日にイオンがほしい
・イオンの種類がほしい
・ワイファイ（Wi-Fi）が増えてほしい
・グラウンドがほしい（乾きやすい）
・年に１回なんでもしていいみたいな、浮かれていい日みたいな
日とかあったらおもしろそう

・バスの便を増やしてほしい
・ドコデモドアがほしい
・もう少し街灯を多くしてほしい
・望月にある職業を知りたい
・佐久にどんな職業があるか知りたい

変えたいところ

・交通を便利にする
・電車がほしい
・望月から東京に行く電車！
・伝統的な行事や自然を守る
・自然が守られている
・鹿曲川で花火大会！！
・やっていて楽しい職業

どういう地域なら
住み続けたいか
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望月中学校・Ａグループ

・お祭りに県外の友達を呼んで一緒に行く
・魚つかみ大会をみんなで行う
・アルミカン回収
・ボランティア活動に積極的に参加する
・祭りに積極的に参加する
・望月のよさを人に伝える、平和、自然のこととか
・さかき祭りを有名にする
・ロケ地で使ってもらえるところを作る
・行事に積極的に参加する
・望月でのお祭りを色々な人に知ってもらう
・（有）飯沼をドラマのロケ地にする、観光客ふやす
・（有）飯沼の従業員を増やす
・佐久市を有名にする
・どこでもドアをつくる
・望月のいいところや歴史を未来の子供たちに伝える

できること

【その他出された意見】
（終了後に受講者からヒアリングした感想）
・「望月のことをたくさん知れて良かった。」「良いところがたくさん見つかった。」「自分の将来について考えられた。」「何か変えられ
そうな気がした。」「望月の未来が楽しみになった。」「（親の会社を）自分が経営してみたくなった。」という前向きな意見が多くあげら
れた。
・WS内では望月の地理や歴史など地域に関する知識が豊富で「鹿曲川っていうのは〇〇で、」や「おいしい野菜は△△とか、」など具体的な
内容で議論が交わされていたことが印象に残った。
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望月中学校・Ａグループ
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望月中学校

空白ページ
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望月中学校・Ｂグループ

・山が多くて空気がきれい ・自然豊か
・静かなところ ・静かで水道に水が美味しい
・水がおいしい
・野菜がおいしい
・毎年「さかき祭り」がある
・飲食店が多い ・温泉が多い
・体育館が多い ・図書館がある
・公園がある
・人が優しい ・挨拶をかえしてくれる
・地域の活動が活発
・命の駅伝がある

好きなところ

・ディズニーがほしい（テーマパークでも可）
・頭の良い高校、大学を作る
・大きいお店が遠い ・コンビニがほしい
・ラウンドワンがほしい
・回線が悪い（ワンセグなどの電波）
・黒板をホワイトボードにしてほしい
・体育館の料金を安くしてほしい
・学校の体育館がもう１つほしい
・部室がない（卓球部）
・おやつタイムがほしい（学校の勉強時に集中力が切れる）
・自動販売機の飲み物を安くしてほしい
・街灯が少ない、多くしてほしい
・バスの料金を安くしてほしい ・バスの本数が少ない
・道路をひらく
・電車がない

変えたいところ

・ぼ金をする ・ネットで望月を広める
・イベントに参加する
・地域の活動に積極的に参加する
・将来、活躍するために努力する
・ゴミ処理やゴミを出さないようにする
・小さい子とかがみんな（地域の人）とあそべる所をつくる
それで沢山あそぶ

できること

・遊ぶ所が欲しい ・大型商業施設をつくる
・道路を増やす ・先進技術を取り入れる
・電車がほしい
・電車の料金を安くして沢山走らせる
・バスを沢山走らせて料金を安くする
・病院（大きい）をつくる
・歩道を大きくする ・見通しを良くする（道路）

どういう地域なら
住み続けたいか

【その他出された意見】
・地域の好きなところをきちんと自分の言葉で語ることができる生徒が多く、地域への関わりの強さを感じた
・買い物時の大型商業施設等が非常に遠く車での移動が必須だが、自然豊かで住みやすい環境と現状を受け入れている様子が伺えた
・病院があるが、受診時の待ち時間が長いことや長時間病院に滞在することがコロナにより問題があると感じているようであった
・望月地域のために自分たちの力でできることはあまり無いと無力感を感じていた
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望月中学校・Ｂグループ
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望月中学校・Ｃグループ

・道路が広い
・都会からのアクセスが良い
・市外から人が来るお店がある ・職人館がある
・ゆうしカフェ
・空気がおいしい ・星空がきれい
・山の景色を見てきれいになる ・自然豊かで空気がおいしい
・動植物がほうふ ・野菜がおいしい
・地域の人がやさしい ・人があたたかい
・人柄が良い ・人柄が良い
・地域の人達がすすんであいさつをしてくれる
・歴史がある
・地域ごとに産業が違う
・大きい音をだしても迷惑にならない

好きなところ

・交通安全ルールの徹底（おもに、自転車と年配の方）
・車のスピードがでている ・ちゃんとほそうしてほしい
・緑の道が途中で止まっている ・道がせまい場所がある
・駐車場が少ない
・街灯や宴席のある歩道がないところがある
・街灯が少ない
・公共交通機関が少ない ・こうこうがかよいにくい
・佐久平駅などへ直で行けるバスがない
・車がないと移動しづらい
・商業施設を増やしてほしい ・本屋やツタヤがほしい
・ちかくにおみせがない ・ショッピングモールがない

変えたいところ

・地域を盛り上げるためにあいさつなどを積極的にする
・身近な自然をこわさないようにゴミひろいをする
・おちてるゴミをひろう
・しげんをだいじにする
・ゴミをなるべく少なくする

できること

・もう少し物価が安くなってほしい
・にぎやかなまち
・環境の状態が良い町 ・自然環境をこわさない
・自然環境をこわさない
・公共交通機関が充実してほしい

どういう地域なら
住み続けたいか

【その他出された意見】
・グループ全体から共感を得た意見としては、より道路や車関係が多かった。交通マナーの悪い車が多い、舗装が悪いなど。
・望月にあるお店に対して市外から人が来るほど有名だということに対しては、うれしいとか誇りに思うという声が出た一方で、意外と自分
は行ったことが無かったり、他に知らないお店があったり、資料にも乗っているチーズを売っているお店（ボスケソチーズラボか？）は知ら
なかったり、自分の地元のことを知らないという感想が得られた。
・学校の先生からは工場や建物を増やして活気ある街にしていかないといけないのでは？という問いかけがあったが、グループの生徒からは
環境破壊につながるなど、否定的な反応が中心だった。
・また、望月の魅力として人のよさ、暖かさを挙げたのも特徴的だったと思われる。
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望月中学校・Ｃグループ
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望月中学校・Ｄグループ

・自然豊か（空気がおいしい、緑がきれい）
・夜、星がきれい ・山がとてもきれいに見える
・いつでも森などの自然を体験できる
・夜がとても静か ・紅葉、桜が家からでも見れる
・川がきれい ・とても風がきもちい
・夜の虫の声がきれい
・晴れの日が多い ・台風などの災害が少ない
・野菜がとてもしんせんでおいしい
・お米がおいしい ・水がとてもおいしい
・夏にお祭りがあっていい
・地域の人が必ずあいさつを返してくれる
・地域の人が優しい

好きなところ

・コンビニをもっと増やしてほしい
・近くに川や池がたくさんあるので釣り具屋がほしい
・もっといろいろなおみせをつくってほしい
・ショッピングモール（イオン、ビッグ、アリオ）がほしい
・市民プールがほしい
・南城くらいの大きさの公園がほしい
・交通機関が充実してほしい
・電車があればもっと移動が楽になる
・スマートフォンの電波が圏外になってしまう
・あんていしたワイファイがほしい
・６番のテレビを見れるようにしてほしい

変えたいところ

・自分が年をとったら子供達にあいさつをする
・自分からたくさん挨拶をしていく
・地いきの方といっしょにあいさつうんどうをする
・自分たちがしゅさいのフェスみたいのをやる
・地域の行事、イベントなどに積極的に参加する
・みんなでいろいろなボランティアをやってみる
・お祭りがなくならないように積極的に参加する
・地いきの人も楽しめるようなイベントを自分達でもやってみる
・自分達で作った物をみんなで見たりするイベント、
てんらんかいをやったりする

・自然を残すためにゴミ拾いなどをする

できること

・自然と商業施設の両立 ・服屋がほしい
・おみせはいっぱいあるけど、いっぱいの自然にあふれる所が
いいと思う

・大きくなくていいから、なにかしらのお店がほしい
・いろいろなおみせもあったり、いろいろなことができる、自然に
あふれた所にある、子どもから大人まであそべて楽しめる所や、
ほかにも自然以外にも子どもから大人まで楽しめる所があったら
いいと思う

・バスケットコートのある公園を作ってほしい
・南城みたいなしせつがほしい
・少しだけ遊べる施設を作り、たいくつにならないようにする
・デートスポットがほしい ・今のままを保つ

どういう地域なら
住み続けたいか

【その他出された意見】
・情報通信技術が発達して、インターネットでショッピングができるようになっても、友達や家族といっしょに気軽にショッピングを楽しみ
たいので、近くにお店が欲しい。
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望月中学校・Ｄグループ
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望月中学校・Ｅグループ

・空気がきれい ・自然が豊か
・田畑がひろがっていてすごくのどか
・自然が多くて景色がきれいなこと
・空気とか水がとてもきれい
・周りが山に囲まれていて空気がおいしいところ
・騒音が少ない ・うるさくない
・静かで落ちつける
・野菜が新鮮でおいしいところ ・野菜がおいしい
・近くにお店のある町がある
・どの方面（上田、佐久平への買い物）にも行き易い
・人が親切 ・地域で交流する機会がある
・地域の人達が優しい、帰りとかにあいさつ（おかえり！）
してくれる

・地域の中での人と人との交流が多くて豊かなところ
・毎年祭り（さかきまつり）がある

好きなところ

・望月で働ける仕事が少ない ・働く所が少ない
・高校や大学が少ない
・小学校や保育園などの人口が減ってきていること
・街灯を増やしてほしい
・車線を増やしてほしい（セイユーの前の道、せまい、渋滞！）
・歩道がないところがある
・お店（飲食店、100均）があまりない
・お店を増やしてほしい ・お店を増やしてほしい
・人が少ししかいない
・少し町に出ないと行く所が少ないこと
・つぶれたお店や空き家が多いこと
・遊べるような場所（公園、体動かせる場所）がもう少し欲しい

変えたいところ

・ごみのポイ捨てなどをしない（今の自然を残す！）
・ポイ捨てをしない、ゴミの分別をしっかりしたい
・ポイ捨てしない
・地域をきれいに保つためにごみをしっかりする
・小さな子供に望月の良さを伝える
・買い物を出来るだけ望月ですませる
・近所の人々との交流に参加する
・地域おこしに協力する
・いろいろな行事に積極的に参加する
・イベントに参加する
・地域の行事（どんど焼き、さかきまつり）に積極的に参加する

できること

・自然が豊かなままで発展してほしい
・望月の自然を生かした飲食店がほしい
・自然が残りつつ、便利な店や場所が増えてほしい
・色々な種類の店（飲食店、100均）が必要
・もう少しにぎやかになってほしい（子どもたちが増えて、公園で
遊んでる風景になってたらいいな）

・もっと公園などを増やしてほしい
・人が集まる所が増えていてほしい、地域の人が集える
ex.)たづえ民げい館、交流の場

・人口が増えてにぎやか
・もう少し発展している（働ける所、お店）→人がいる状況
・色々な業種（働くところ）があったら良い
・free wi-fiが備わっている（屋外でも！公園とか）

どういう地域なら
住み続けたいか
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望月中学校・Ｅグループ

【その他出された意見】
・働く場所が少ない、買い物をするのに不便と感じながらも、それ以上に望月の自然や地域のイベント（榊祭りなど）に誇りを持っていて、
そういった文化を残していきたい様子だった。
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望月中学校・Ｅグループ


