
丸子まちづくり会議

（問１） （問２） （問4） (問5） (問6) （問７） （問８） （問９）

番号 性別 年代 住所 自治会 魅力 課題・不安 将来の姿 　問６を実現するために 丸子地域に期待すること まちづくり会議に期待すること

「丸子まちづくり計画」策定に関するアンケート(自由意見）集計表

（問３）

1455 女性 80代 丸子 三反田
町民の力

1456 女性 70代 丸子 三反田

歩いて楽しい街中 シルバーカーが楽に動かせる歩道にして
ほしい。小さい山あり、溝ありでつかえてし
まい動けません。傾斜がきつくて、電動車
椅子などは、車体が傾いてしまいます。

若い人が、進学等で一度は外に出て
も戻ってきたくなるような町。

若い人の参加に力を入れてほしい。

1457 男性 50代 丸子 三反田

子供も大人も、自分が育った所を大事に思う
教育。

1458 男性 60代 丸子 三反田

丸子地区ならではの子供教育。例えば昔
からある七夕。（青少年の考え、気持ち、希
望を書き飾る）昔からある木材、竹などの
物づくりを、地区で手作り教育の丸子を普
及させる。定期的にしばらく続ける等。小学
生だけでなく青少年で取り組むこと。

テレビでやっている（ダッシュ村、目が
点等）自然に接する場所を作り、外で
遊ばせる。野菜を作りそこで遊び、物
を作り、食べる場所、未使用の畑、空
家を使い、名前を「丸子の真田丸」と
し、問７も含む青少年の村づくりを。

大人の目で、考え進めず、青少年も参加さ
せ、未来の丸子づくりを、長い目で、優しい
思いで、思いやりの思いで進めてもらいた
い。

1460 女性 40代 丸子 三反田

町内巡回バスが、三反田には回ってもらえ
ないので高齢者が不便。回ってもらいた
い。

空家が放置されていて、火災や防
犯、草だらけになっていてとてもこま
る。

冬、除雪を早急に行ってもらえるようにして
いただきたい。三反田は、道が狭いので早
急に行なってもらわないと困る。

1461 女性 70代 丸子 三反田

高齢者二人暮らしのため、買物にも行けず
通院もできず困ります。タクシーで行くには
お金がかかります。どうしたらいいでしょう
か。

1462 男性 60代 丸子 三反田

少子化の解決方法として、乳幼児の医療
費の無料化を実施。丸子地域に安心・安
全・防災のためのNPOを立ち上げる。

この地域の問題解決方法として、行
政まかせにするのではなく、住民が協
力し合って地域活性化を考えるよう
に、自治会を中心に各団体が連携し
ていく組織を作ったらどうでしょうか。

行政・住民・企業まど色々な分野から参加す
ることで、地域が抱えている問題解決に取り
組んで行くような、組織づくりをしてほしいと
思います。

1463 男性 60代 丸子 三反田

とにかく静かな所がよい。 施設作り、山、川、道の整理 別所電鉄のように、電車が走れば交
流も拠点も広がり、暮らしも車重視か
ら抜け出せて、自然に優しい町になる
と思います。

暮らしやすいまちづくり！

1464 男性 80代 丸子 三反田

合併してから毎年、上田市に相手にさ
れなくなったような気がする。

ここ数年見てますが、一般の人がコミュニ
ケーションのとれることはない。

1465 男性 50代 丸子 三反田
お金 町の中にセブンイレブンがほしい。 丸子町の仕事は、丸子の業者で！（松本、

佐久、東御）

1467 女性 70代 丸子 三反田

子供達が元気でよい。道路が清
掃されている。役員さん達が責
任感が強い。

交通量が多くゴミ捨てに困っている。
買物が独居老人なので不便です。

閉店が多く、街にに活気がない。 文化活動他、イベント等、丸子以外から
やってきても、丸子町民は無関心。真のお
もてなしに欠けていると思う。

折角の自然環境に恵まれても、自分
も含めて感謝がないので、お互いの
交流が大切（連帯感）と思う。

会議で決まっても、実践する町民の意識あま
りなく、ややマンネリで会議の出席者の顔ぶ
れもいつも同じ。

1448 女性 80代 丸子 三反田

日頃町の中を歩いて感じていたこと
の一つが、寂れた町という印象です。
このままでは、将来がとても不安で
す。

住民の自治意識を高めることは勿論のこ
と。若者達の定住を促すことも大事かと思
います。そのための施策が必要かと思いま
す。

まちづくり会議の存在を知りませんでした。
不勉強でした。9箇所とはどこですか。

1449 女性 60代 丸子 三反田

将来、車が運転できなくなった時の交通手
段の充実。買物代行サービスの充実。

1472 男性 70代 丸子 三反田

歩道の整備、防災無線の設置。セレスホー
ル（文化会館）の積極的な活用。趣味、教
室、サークル活動を増し、そのスケジュー
ルを多くの住民に知らしめる。

①丸子文化会館前に置かれた、電気
機関車は、メンテナンスされています
か。②城山に建てられた物見櫓は、メ
ンテナンスどうなっていますか。

1474 男性 60代 丸子 三反田
街灯が少なく暗いので増やす。明るくする。
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（問３）

1476 男性 70代 丸子 三反田

松枯れがない街 熊本地震他に備え、学校等の公共施
設の外にトイレを造ることを希望する。

①工場、事業所の誘致、②幼稚園、保育
園の無料化。東御市ではやっている。義務
教育者の給食費の無料化。まちづくりでな
く、上田市がやることです。

自治センター職員のやる気と資質の
向上

①期待するもはない。何もできないと思う。
②これらのことは、行政上田市がやるべき
で、500万円近い税金を使い、自治組織に丸
投げすることは、行政の職務放棄に等しい。
この金も施設費、人件費で終ってしまうとの
こと。

1477 男性 40代 丸子 三反田

国の支援、地方の発展、税収の確保。 住み易い環境を整備し、若い人達が
住みどんどん活躍できるように後押し
してほしい。介護と福祉が充実してほ
しい。

活気のあるまちづくりをしてほしい。

1479 男性 60代 丸子 三反田
子育て支援 買物、商業施設の充実

1483 女性 80代 丸子 三反田

買物が出来ない近所に店がな
いため、食物の買物が出来な
い。足が悪いのでとても不便で
す。

支出が多すぎます。山の下草刈の不
参加金等3回もあります。

買物、日常生活が便利なまち 老人を、大事にしてもらえるようにして
ほしい。

町全体があまり栄えていない。もっと商店を
多くして、町全体を盛り上げてほしいと思い
ます。

1486 男性 70代 丸子 三反田
人口増が、特に若い人が増えるような施策

1487 女性 70代 丸子 三反田
松枯れの対策はどのようになっています
か。緑が多い山になれば。

1488 女性 70代 丸子 三反田

丸子の町通り寂れた。 買物の所が遠い。年をとってきて大変
だ。自動車の通る道、県道の草刈が出
来ていない。空家が目の前に多くて困
る。

丸子駅～三反田、スーパーがほし
い。

1489 男性 60代 丸子 三反田
自助、共助、公助それぞれの役割分担と
実践

丸子地域での自立 丸子地域に必要な具他的取り組み

1491 男性 60代 丸子 三反田

人口増加 活気のある町に変化すること（そもそ
も上田市との合併が間違い！）丸子
地域のみで、出来ることはあるんだろ
うか？

どういった組織なのか？役割は、どんなもの
を求められるのか？どの程度独自性を出せ
るのか？繊維の町としての丸子を売り出す。

1493 女性 60代 丸子 三反田

全員参加のまちづくり 子供からお年寄りまで交流できるコミュニ
ケーションの場が大きくなくても必要であ
る。情報交換できる場所づくり（地区公民館
利用促進）

地区住民が気軽に参加して、全員で
よい丸子地域につくり上げて行こうと
する、意識を高めていくこと。

まちづくり会議を運営されている方は、広報
等でお知らせされているかもしれませんが、
どのように活動されているかわかりません。
できることでしたら、各地区の公民館等で活
動内容や意見交換等気軽に参加して、皆が
情報を共有できる場を設けてはいかがでしょ
うか？

1494 女性 70代 丸子 三反田

安良居神社の階段に、手すりをつけ
てほしい。道路に出すぎている垣根
（私物）など、交通の妨げになるので
巡回しながら危ない所は切ってほし
い。

1495 女性 70代 丸子 三反田
一人暮らしの者には交通が不便

1497 女性 70代 丸子 三反田

裏の家が空家で、草、植木の面倒を見
ています。町では、面倒見てくれない
でしょうか。山の松が枯れていくのが
気になります。

自動車の運転が出来なくなった時、スー
パーが町中にあってほしい。

1498 女性 60代 丸子 三反田

核家族が多くなり、高齢者だけの家が増え
ている。三世帯同居のメリットがあれば、少
子化や高齢者だけの家も、明るい希望が
持てるのにと思う。

保育園の施設に差がありすぎる。（新
しい園と古い園）若い人が住みやすい
丸子地域になってほしい。

1502 女性 70代 丸子 三反田

商店等の過疎により、買物、病院等
車での移動が必要となることに、不
安を感じている。このような部落をな
くすこと。

漠然としている気がする。もう少し地域住民
に密着してほしい。

1507 男性 70代 丸子 三反田

①企業誘致等の働く場所の確保。②スー
パー、病院等から離れている住民のため
の、買物方法や交通手段の充実。

住民にとって、安心・安全な暮らしや
すい地域であること。

安心・安全なまちとして、暮らしやすく継続的
に住み続けられる地域にすること。
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（問３）

1509 女性 40代 丸子 三反田
大雪が降ったときの対応（除雪） 大型商業施設の誘致。町営（市）住宅や住

宅街の充実（若者の住むまち）

1510 女性 70代 丸子 三反田

災害がなく住みやすいです。春
には桜堤防が身頃になり、また
音楽村ではスイセンから初夏の
ラベンダーまで心が和む所で
す。（特に魅力はないです）

私の近くのお宅は、庭木が選定されず
伸び放題で（10年以上）石垣が崩れる
のではと心配です。市の方で見て頂い
て、話をしていただけたらと思います
が・・・。

なるべく地元で買物をして経済を良く
し、健康長寿で過ごせるような町を望
みます。

社会福祉施設の活用 温泉施設が、一ヶ所あればと思いま
す。

1511 女性 70代 丸子 三反田
道路が突き当たりで迂回路がほしい。 町内のバスを利用できるよう、回数を増や

してほしい。
公民館を利用し、皆が気軽に集える
行事を開いてほしい。

1512 男性 60代 丸子 三反田

大雪の蔡、雪の処理が全くされない。
道路の雪掻きをしっかりやってほしい。

もっと、住民に親密な自治センターで
あってほしい。

ベルプラザ周りしか、栄えていない状態。丸
子駅前を、もっと栄えるような提案がほしい。

1513 女性 60代 丸子 三反田

安心・安全のできる地域であって欲しい。
そのためには、住民一人ひとりの理解、意
識（知識）が必要。

地域住民が、交流する場をもう少し増
やして欲しい。例えば、フリーマーケッ
トなど・・・。

1516 女性 40代 丸子 三反田

子供を持つ親として、子供達が外に
出て自由に遊べる場所が本当に少
ないと思います。何かと危険だとか、
うるさいなどと声が上がり、安心して
外に出せないのが現実です。（後略）

大型施設、公民館などの開放、交流の場
や（高齢者）子供達にとっては、大型施設
の駐車場などは、外で遊べる絶好のチャン
スになります。

折角自然がたくさんあるのだから、子
供達が自由に遊べる機会が欲しいで
す。少し水などで遊ぶと、すぐに学校
に苦情の電話が入るのが現実で、結
局、家の中でゲームをするという遊び
になってしまうのが悲しいです。自分
が小さかった頃に、経験した事を経験
させてあげたいです。

各世代が、満足するのは難しいとは思いま
すが、もう少し活気のある若い世代が、丸子
に残りたいと思えるようなもの（例えば大型
公園）をつくるなり、行事として行なうなりを考
えて実行してほしいです。

1517 女性 60代 丸子 三反田
遊園地など、子供達が遊べる場所をつくっ
て下さい。

1519 女性 60代 丸子 三反田

二世帯が、一緒に暮らさなくても近く
に住み、お互い仲良く暮らして助け
合えれば良いと思う。

地元での雇用を。（市内、近所の市や町）
空家へのフォーム補助金。

大型店はこれ以上要らない。個人店
へ足を運べるような魅力づくり。

若い方の参加。継続してほしい。

1521 男性 60代 丸子 三反田
自治会、隣組（班）の人の交流。 若い人も住みやすい地域にしなくて

は。

1522 男性 50代 丸子 三反田
上田市と合併したことで何もいいことはな
いが、丸子地域として、もっと市の中心に
意見を述べたらよい。

2413 男性 70代 丸子 三反田 予算を十分に取る事。 自宅近辺の生活道路の隙間や割れ
目の補修を早急にしてほしい。、又、
未舗装の小道の整備を願う。

役員は丸子地域を巡視し、危険な箇所、不
安全な場所は早急に対処する事に期待す
る。

2414 女性 30代 丸子 三反田 人口増加。企業働き口があること。 地域の色を大切にしながら、前向きに
発展していってほしい。

全ての世代がいきいきした地域になるよう
に、いろいろな人の声を聞いてほしい。

2416 男性 60代 丸子 三反田 社会生活に必要なインフラ整備。近所付き
合いの親密化。

各地域の声を聞き、良きまちづくりを目指し
てほしい。

2418 女性 40代 丸子 三反田 交通機関を充実させる。若い世帯が住み
たくなる魅力あるまちづくり。

2419 男性 60代 丸子 三反田 荒れた土地や空き家があって困る。 優良企業などを誘致して働く場所をふやし
てほしいと思います。まちに人が集まってく
るようになると良いと思います。

2420 男性 80代 丸子 三反田 上田市に統合後多くの工場がなくなり、淋
しい町になりました。

過疎になるばかりで期待できない。

2421 男性 80代 丸子 三反田 他町村の良い所は参考にしても恥ずかしく
ない。

空き店や空き家の対策に力をいれて
ほしい。

選挙の投票率の下がるのは、投票所が遠く
なり高齢者は不便になり行くのが大変になっ
た。
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（問３）

2423 女性 50代 丸子 三反田 自分達の周りでは空き家、独居が増
え、若い子育て世代が少ないと思い
ます。　上丸子は決して交通の便が
悪い所でも、日常生活が不便でもな
いので若い世代が来たく住みたくな
るような町にして欲しい。

商店街が、シャッター通りになっているのが
気になります。

2425 男性 60代 丸子 三反田 市の防災対策が遅れている。何のた
めの合併だったのか？道路の排水溝
の整備の遅れで、あふれて家に入って
くる。

合併から10年、丸子地区の予算は削られ
てしまった。前の町に戻るのも一手かな。
合併して何か良い事があったか教えてもら
いたい。

一人住まいが多くなってきてしまっ
た。声の掛け合いをもっとする。空き
家の処分を行政が強く指導できるよう
にしてほしい。商店街の空き店舗の
利用法。

何をするにも予算が必要。それはどうなるの
か。街灯ひとつもつけられない今の状況をど
うするのか。地区ごとで何か出来る事　健康
的な事　老人も参加する事

2428 男性 80代 丸子 三反田 桜堤防（三反田から中丸子）に照明
をつける（年間無理なら季節毎桜満
開、夏祭）松喰い虫により松が枯死し
ています。

霊泉寺温泉の旅館の若奥さん達が地域お
こしで成果をあげている事例等広くPRした
らどうか。

道の駅あさつゆが成果をあげている。
農業振興の優良事例ですので、住民
皆で応援しましょう。

住民の意見を聞いて、とりあげ頑張ってくだ
さい。

2429 女性 40代 丸子 三反田 まちの活性化。 本屋さんが欲しい。

2430 女性 50代 丸子 三反田 若者も年寄りも皆が活気ある地域づ
くり、夏祭りなど、一年の内メイン行
事のためひとつになって取り組める
何かが欲しい。

お互いの交流が必要。日常の生活の中に
交流が気軽に出来るオープンな場所（喫茶
店とかオープンテラスみたいな）とか　　夏
祭りを若者が力を出せる様な、おはやしで
あれ、サンバであれ、一つ決めてそれに向
かって皆で練習する、勉強をしたりする中
で楽しんだり成長したりできる目標を町で
持たせるのもいいかと。 今のみこし、踊り
は楽しくない。

元気のでる町になってほしい。離婚の
少ない町、夫婦が仲良く出来その中
で、子供が元気に育つ町になって欲し
い。

夏祭りを盛大にかつ楽しいものに。賞金もい
いかも

2432 男性 60代 丸子 三反田 地域と地域との連携（お互いの連絡を含め
て）共通しているものについては、連携して
検討して進める。　　　中心となるまつづくり
会議組織と地域との意思疎通。

幾つかのものを早期に実現というと無理が
でるので、短期目標、中期目標、長期目標を
立て段階的に実現していく事が良いと思いま
す。よろしくお願いします。

2434 男性 60代 丸子 三反田 自治センターが商店の減少、環境の
悪化を抑えていないことへの不安。
ソーラーパネルの増による自然減少と
木根がささえる中山間地の山などは、
ソーラーパネルの設置で自然災害の
原となりうる。

行政の考え、合併により旧上田市のやり方
で満足し（逃げている）ているようにして何
も考えていない。

現在のセンター職員に期待はもてな
い。

職員のスキルと改善！

2435 女性 50代 丸子 三反田 地区の役員の選出に皆、苦労されて
いると思います。

高齢者が増え.若者の負担がふえないよう
地域の活動（行事）と個人（役員）の負担に
するもではなく、専門に関わる人を（組織）
を作り、一つの機関とし報酬ももうける。

税金を安くする。 まちづくり会議がどのようなメンバーで、どの
ように選ばれるのか、わからないですが、強
制的に割り振られる者になってほしくありま
せん。積極的にやってみた人をつのってみて
ください。

2436 男性 80代 丸子 三反田 商業施設の不備。 高齢者の通院と買い物不便。若者不
足

4から6問に関して充実するように。 丸子地域振興課に住民の声を。 市住民と課長職員との話し合いを。 地域協議員の方々に上司に

2442 男性 60代 丸子 三反田 丸子地域に魅力はなにひとつな
い。あれば教えていただきた
い。

生活の不安。年金の不安。良い事が
ない

高齢者が安心して暮らせる町 生活が安定して暮らせるように、町の財源
の確保、援助

丸子町全体の活性化。丸子町にしか
ないものをつくる、やる。それを見つけ
る。

スピード・決断・行動　まちづくり会議の動き
が遅い。

2446 男性 40代 丸子 三反田 交通の要所となりえる。 交通の便をよくする。観光と生活面を分け
る

商店のバランスと集約をしてほしい。 変わることへの下支えをしてほしい。

2450 男性 60代 丸子 三反田 空き家対策。人口増加対策。

2453 女性 80代 丸子 三反田 運転が出来ないので、毎日の
生活が不便を感じる。

若者が増えることと思います。

2455 男性 60代 丸子 三反田 別に地域の魅力は感じない。

2457 男性 40代 丸子 三反田 丸子実校が甲子園出場を決め
た時の盛り上がり。

要望は出すが、自分が立ち上がらな
い人々。

道路整備。日用品等の巡回販売。
事業所の安定。山、河川（小水路）整備。
浸水対策

活力ある取り組み。
若い世代の発掘（60代前後）

現自治会単位にとらわれない中規模（旧村
単位）な集落での特色づくり
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2458 女性 50代 丸子 三反田 文化会館は気に入っています。
国際交流にも力を入れてくれる
ところも良い。元町長に感謝。

子供も高齢者も良い意味で人に頼ら
ず、自立できる生活環境を整え、やり
たいことをやり、行きたいところに自
由行ける環境の整備！

子供や年寄りの送迎がすべて家族にか
かっている生活はおかしいと思う。安い運
賃で、バスや電車を利用でき、また町内で
あれば、無料のくるりん号みたいなバスが
あればなと思う。そうすれば今のように子
供や年寄りが主婦を足代わりに使うことも
すくなくなるかも・・・

まちづくり会議は一般公開ですか？どのよう
なメンバー構成なのでしょうか？まず期待す
る事は、そのメンバーの年齢など、バラエ
ティにとんでいることを願います。長期計画
ばかりでなく、まず、すぐできることにも力を
入れていただき、目にみえる成果をもってま
ちづくり組織を周知させることが大切かと・・・

2459 女性 80代 丸子 三反田 高齢になってみて便利屋さんがほし
い

敬老園が近くにあればと思います。

2463 女性 70代 丸子 三反田 協力助け合い、歩いて行かれる様に身近
にお店があればいいいなあ・・と思います。

すごく頑張ってほしいです。お願いします。

2464 男性 80代 丸子 三反田 交通法規を無視した自動車の、交通の取
り締まりを強化して頂きたい。
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634 男性 70代 丸子 海戸

実現は極めて厳しい、商店街の賑わいを
誰もが願っていると思うが、現状を見るに
つけ残念ながら期待が持てない。

635 男性 80代 丸子 海戸 人口の増加 働く場所

636 女性 70代 丸子 海戸 交通の便（バスの本数の増加）

639 男性 40代 丸子 海戸 企業の誘致

642 女性 60代 丸子 海戸

子供達はとても良く挨拶をしているが、大
人も進んで誰にでも挨拶するようになると、
つながりが出来るので良い環境になるので
は・・・？

道路の整備と缶やペットボトル等の投
げ捨てが無くなると良い。

643 男性 60代 丸子 海戸

役場職員の態度が悪い！速やかな
対応をしてもらいたい。

644 男性 80代 丸子 海戸

丸子地域に期待することは少ない。上田と
の距離感を少なくするため、上田市内に優
先する駐車場が欲しい。

645 男性 20代 丸子 海戸 資金、発想力、創造力 丸子地域の活性化

647 女性 50代 丸子 海戸 高齢者へのモラルの教育

648 女性 70代 丸子 海戸
高齢により田の維持が出来ず荒れて
しまっている。

孫達が働ける場所が近くにあるとい
い。

649 女性 80代 丸子 海戸

丸子の花火は長い間有名で、
川原で見るのが楽しみでした
が、取りやめになり淋しいかぎり
です。

⑦の関係ですが、町内だけ乗れて病
院やスーパー等に行き帰り出来る車
があると助かると思います。タクシー等
利用者が多いですので。

まちづくり会議のメンバーさんはどう
いう方達でしょうか？気楽にお話した
りできるのでしょうか？

私の地区の民生委員の方は、時々顔を出
してくれて有難く思っています。

独居老人は、一日誰とも話をしない日などあ
りますので、一言声掛けでもしてもらえるシ
ステムでもあれば嬉しいです。

650 女性 70代 丸子 海戸

空き店、空家、空畑など、それぞれの
班で花畑にするなど花の苗などがほ
しい。

652 男性 50代 丸子 海戸

水がとてもおいしい。市街地に
近く静かな住環境

中心地のような充実は無理でも、ここ
ならではの商業機能の充実→ツルや
周辺がコアに充実していて足掛かりに
なると思います。

丸子地域は、三才山の方まで長く、それぞ
れの地域があり大変だと思います。どの様
に維持できるのか。若い世代も暮らせない
所は、話の先が成り立ちません。

655 女性 80代 丸子 海戸
店が遠いので、人便りで買物し
ています。

買物が不便。

656 男性 60代 丸子 海戸

治安がよい！水不足の心配が
ない！

少子高齢化！シャッター商店街が増え
ていく！上下水道料金が高い！

Ｉターン、Uターン、移住等の受け入れし人
口増加、また企業誘致。子供手当ての充
実、18歳までの医療費無料化！市営住宅
の充実。

657 男性 50代 丸子 海戸

冬の交通状況の対応の遅れ（除雪） 賑わいはいらないが、昔のようなサ
ンダルで出掛ければ何でも揃うよう
な生活を、皆が支え合えるようなまち
づくり。

将来の利益を見据えて、創った街を自分の
ものであると各人が認識して100％利用す
る。そうすることにより、プラスの連鎖が生
じる。助け合えるよい関係の地域が出来
る。

行政が情報発信の中心になること。
（役割）地域住民が中心にというマ
ジックワードは、払拭すること（高齢者
は理解と行動に時間が掛かる）プロ
ジェクトを立ち上げて決めたことを、皆
が協力実行すること。

補助事業のように、予算終了と同時に事業
終了にならないように、通り一辺の虚言にな
らないよう、長期ビジョンの作成を。決めたこ
とは、先ず行動、結果は将来の肥やしにな
る。

658 女性 40代 丸子 海戸

公共交通機関を充実させ、子供の通学や
高齢者の買物と気軽にできるようにしたら
いいかと思います。

郊外や上田市街等へ、もっと楽に行
ければいいですね。また、大屋駅の
渋滞がなくなるともっと通学が容易に
なっていいと思います。

ご苦労、ご多忙とは思いますが、一つでも多
くのことが実施できるよう、働きかけをお願い
致します。
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660 男性 80代 丸子 海戸

丸子は上田から松本、諏訪を通す要
地にありながら、18号線（大屋）からの
道路は複雑にして幅が狭く大胆な改善
が望まれる。丸子中央公民館の活動
が、若者特に子供に開かれているこ
と。

東御市が、胡桃食品で特徴が発揮されて
いる。以前、丸子も薬用人参があったと思
うが、そうした丸子ならではの自然に密着
した野菜より、果物を原料にした加工食品
事業は実現できないだろうか。

661 男性 70代 丸子 海戸
丸子の歴史を大切に、次世代に伝承して
いくこと。

工業、商業の売り上げ高が上がり、活
力ある地域に。

期待することはない。

663 男性 60代 丸子 海戸
若者が地元又は近隣地域で働けること。 特になし 特になし頑張って下さい。

664 男性 60代 丸子 海戸
精神文化 心ふれ合う町

665 男性 60代 丸子 海戸

若者の雇用を充実して、独身者を減らして
結婚して子供を増やしてもらう。それには、
子供を育てやすい環境を作ってやる必要
がある。児童手当の充実して、安心して子
供を生める環境を作る。

丸子地域には、お産できる病院がな
い。

商店街の充実と若者達の雇用。

666 女性 40代 丸子 海戸

今の子供達が、今後も安心して生活
できる地域であってほしいです。この
地域に戻って来たい、暮らしたいと思
える地域であってほしいです。

丸子が、暮らしやすいと思えるようなまちづく
りを、目指していただけるとありがたいです。

667 女性 70代 丸子 海戸

小学生も遠い地区は、東内のように
スクールバスが必要と思います。小
さい子供達大変の様子。

商業が盛んになればいいです。 自治センターがもっと元気になればいい。

668 女性 60代 丸子
道路整備、交通手段の充実、行政の市民
に対するサービス意識の向上。

671 女性 20代 丸子 海戸

空き店舗などを減らして、もっと活発になら
ないかとだめだと思う。

たまに道路が狭い所や、運転をして
いて見えづらく事故りそうになる時も
あるから、道路整備に期待したい。

特になし

673 女性 50代 丸子 海戸

高齢になった時の自家用車に変わる
バスの利用について、便数が多くある
とよいのですが・・・。

公共交通の増便。病院施設の充実。企業
誘致

税金を無駄に使うことなく活用してほ
しい。公共交通の充実。空家の有効
活用や空家の解体。

町を活性化して、長く町が存続していって欲
しい。

674 女性 60代 丸子 海戸

合併後、交通が不便・道路等の痛み
が目立つ・行政の窓口が少なくなる。
（自治センター）治安：警察署から交番
へ（配置職員の減少）と、旧丸子地域
のことが後回しにされているという気
がしてなりません。ここに、年を重ねて
住み続けることなどできるか不安で
す。

先ず、現状をよく把握してほしい。子育て・
買い物・高齢化についてもそれぞれの意見
なり困難点など、具体的に把握しているの
でしょうか。それが今回のアンケートの実
施なのでしょうか。

道路・交通・治安を配慮したら、住宅
地として住みやすい地域だと考えま
す。特に子育て家庭には。空家問題
解消等も含め、住宅地として活性化
ができたらと考えます。

「まちづくり会議」なるものがあったとは、私
事かもしれませんが、開催を宣伝していただ
けたら嬉しいです。

675 男性 70代 丸子 海戸

民生委員及びふれあいの会を、活性化す
る方法がないか？上記をもっと活用する。

高齢者と子供達及び若い人との交流
の場を考えたらどうか？楽しく過ごせ
る場を考えたらいかがか！

negativu spiral(ネガティブ　スパイラス）から
脱出する方法を、町ぐるみで考える。

676 女性 70代 丸子 海戸
人間関係がよくなること。行政がよくなるこ
と。（議員さんが細かく接していただきたい）

交通の便（駅など行く時も）

677 男性 80代 丸子 海戸

道路交通網の整備 旧上田市へ吸収され、地元には何も
残らないが、地元企業を発展させ人を
育成する。

特になし
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678 女性 70代 丸子 海戸

高齢者の増加により、スーパー難民が
増えている。子や孫に連れて行っても
らっている。ない人は他人様に頼んで
いる。（店が近くにない）人同士の助け
合いが少ないと感じる。自分勝手な人
が多いのは困ります。説得のしようも
ない。

人の足を引っ張るのでなく、常に広く
正しい考え方で朗らかに暮らして行
けたらよいと思います。人の良いとこ
ろは誉めてください。そして明るい毎
日がありますようにお願いします。

昔から丸子の町は気を使わせる所だとい
われています。（中略）誰かがやってくれる
からと言って、裏で足を引っ張るようなこと
をしてはいけないと思います。皆が参加し
てください。参加型の裏無し行動です。

自慢の松林が、次々と茶髪になりなく
なって行くのは悲しいことです。皆、松
枯れは、

680 女性 60代 丸子 海戸
道路について、脇道の除雪をしてほし
い。脇道の舗装が傷み危ない。

定期的に舗装修理の点検が必要だと思い
ます。

683 女性 50代 丸子 海戸

進学等で一度は地元を離れた子供達が、
ふるさとに帰り生計を立てられるよう、働く
場が確立されると戻りやすいのではないで
しょうか。若い人達、若い夫婦そして子供
が増え、増え続けるお年寄りを地域全体で
見守っていく。昔のような近所付き合いが、
心豊かに暮らせる基本のような気がしま
す。

豊かな自然を次世代に残す。 高齢者や障がい者の声を聞き、寄り添って
一人ひとりが住みやすいまちづくりに期待し
ます。

685 女性 30代 丸子 海戸
財源の確保。子供、高齢者等への補助支
援。

空き店舗の活用。スポーツ活性化の
充実。

花火大会を復活させて下さい。

686 男性 60代 丸子 海戸

災害も少なくて、住み良い環境
に恵まれている。

⑩の課題を早期配慮してもらいたい。 ①の回答を願っています。 上田市議さんに、期待することを願ってい
ます。

本当に丸子地域住民が、安心して一
日々大事にして暮らせる、上田市を
願っています。

住み良い上田市にしてもらいたい。

687 女性 60代 丸子 海戸

集まれる場所。避難訓練を行なう。観光地
をスタンプラリーで。

安心安全な町。気軽に集える町。 元気のある町に。子供、高齢者、障がい者
が暮らしやすい町。

689 男性 60代 丸子 海戸

安い値段で乗れる、公共交通（バス等）の
充実。諏訪地域、松本地域とを結ぶ、三才
山トンネル、和田トンネルの無料通行実
現。

空家の活用。 地域の自治だけにこだわらず、上田市全体
の中での、地域の立ち位置を考えほしいと
思います。

690 男性 40代 丸子 海戸
交通の便の向上。

691 女性 70代 丸子 海戸
スーパーやコンビニが遠い。（高齢者
には近くにほしい）

694 女性 70代 丸子 海戸

小中高生が行なっているあいさつ運動を、
大人も知る知らない人に係わらず、丸子地
域で会った人には気持ちよくあいさつしま
しょう。

丸子中央商店街を、花のポット等で
飾ったらいかがなものでしょうか？

机上の会議で終らないで、実践してほしい。

697 女性 70代 丸子 海戸

若い人達の人口を増やすために、安心して
働く事が出来るよう企業誘致！

働く場所を多く。交通の便をよく。 安心して子育てが出来る環境づくり。空家対
策。

698 女性 50代 丸子 海戸

独自の福祉政策、財源、企画力のある人
材。

合併後、期待することはあまりない。
旧市内ばかり、重きが置かれている
ような気がずっとしている。

安心して住み続けられるようにお願いしま
す。協力できることは、皆で協力して行きま
す。

699 男性 40代 丸子 海戸

旧丸子町商店や丸子公園の歴史を、分か
り易く展示する場を設けたら良いと思いま
す。電車が昔どのように通っていて、その
線路にどのような生活や文化、産業があっ
たのか。そこから更に、昔を紐解けるような
資料館やイベントがあればと思います。

合併でなく独立してほしい。（すでに手
遅れですが・・・。）

合併から10年、丸子の活気はものすごく無く
なったと思います。数年前の大雪の時の丸
子の除雪の遅れ、丸子ドドンコの盛り上がり
の無さ、全てが上田市街への一極集中。そ
の他の地域の、過疎化の加速の原因と感じ
ます。そのような点から、丸子の活気が失わ
れていると感じます。13年前、他地域から
引っ越してきましたが、とても残念でなりませ
ん。上田中心部は県として対応、更にその地
方部は、市としてしっかりとした施策を考え
実行して頂きたい。

700 男性 70代 丸子 海戸
行政の応援 実現可能は疑問

702 女性 50代 丸子 海戸
交通（通学、通勤）の便が悪く、子供は
多分帰ってこない。益々高齢化が進
む。

公共交通の充実。電車が復活してくれ
ば・・。

29 ページ



丸子まちづくり会議

（問１） （問２） （問4） (問5） (問6) （問７） （問８） （問９）

番号 性別 年代 住所 自治会 魅力 課題・不安 将来の姿 　問６を実現するために 丸子地域に期待すること まちづくり会議に期待すること

「丸子まちづくり計画」策定に関するアンケート(自由意見）集計表

（問３）

703 男性 80代 丸子 海戸

雇用が安定していることが大切。工業にし
ても商業にしても、安定すれば文化、環境
保全等に目が向く。

商業地域が中丸子の所に移動。上丸
子はシャッター街になってしまった。
残っている人は、努力しているが、現
状が精一杯ではないか。

708 男性 60代 丸子 海戸
合併の弊害が出ている。 合併により、発展が見込めなくなっ

た。
合併前のような活気のある町

709 男性 60代 丸子 海戸
コンビニエンスストアーが近くになく、
どんどん不便になっていく。

特になし

710 80代 丸子 海戸
商店街通りに、大雪の時の除雪を、計画的
にもう少し早めにして下さい。

空き店舗に知恵を出して下さい。

712 男性 60代 丸子 海戸

働く場所が少ない。自治会がマンネリ
している。後継者不足。自治会の再編
成が必要かも。

老人の住みよい地域。 空家、空地を整備し、都会からの住みたい
人を誘致する。（Ｉターン、Uターン、新規）税
制面を優遇する。

714 男性 80代 丸子 海戸
所有事に行政の皆さんが心配してくださる
ことに、昔から考えると有難いと思います。

715 女性 70代 丸子 海戸
もっと交通が便利になって欲しい。 困りごと相談員は、どこへ行けばよい

のか教えて下さい。

716 女性 70代 丸子 海戸

図書館が遠くなり、連休等に
行っても休みでただ一度も入れ
ない。また、書店が閉鎖となり、
ハイテク器を使えない私達高齢
者は住みにくく、文化が豊かな
町は、段々遠のいてしまいまし
た。

例えば、安良居神社の修繕（貴重な文化
財の保護等）

若い皆さんの努力に期待します。
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826 男性 60代 丸子 沢田

依田川や内村川沿いに犬の糞の不
始末や、レジ袋に入れた弁当の残り、
ペットボトルの飲みかけ等が多々捨て
てある。条例化したらどうか？ゴミ集
積所に指定袋に入れず、レジ袋のま
ま他所から持ってきて置いていく。何
とかならないか。

828 女性 70代 丸子 沢田

子供、高齢者など希望の持てる町にしてほ
しい。丸子の観光、産物についてのコマー
シャルをして、他県の人に知ってもらったら
良いのではと思います。

若者が豊かに住める町にしてほしい。

831 女性 40代 丸子 沢田

県内外の方達が、沢山来てくれる魅力的な
施設なり遊び場を作り、観光地として発展
すればよいと思う。

832 女性 30代 丸子 沢田

若い世代が、引っ越してきてでも住みたい
と思えるような、街の魅力。

若い世代も住みたいと思えるような、
特色のある街にしてほしいです。子育
て世代も働ける環境（託児のある職場
とか子供を預かってくれる場所）、働き
たいけれど、小さい子供がいると中々
か働けないのが現実。空家を安く貸し
てもらえたらいいなあ。または売ってく
れたら。

寄せられた意見を実現して頂ける様、頑張っ
て下さい。

834 女性 70代 丸子 沢田
丸子の町に、昔の様な賑わいが取り
戻せることです。

835 女性 50代 丸子 沢田

他町村での成功例を取り入れるなどして、
勉強してほしい。

上田市に染まらずに、丸子地域らしい
活動があればと思います。

841 女性 70代 丸子 沢田

高齢者が、安心して生活できる施設
がある町にしてほしいです。特に子供
がいない人のために。

844 女性 60代 丸子 沢田

魅力はない街。人間一人ひとり
のモラルの問題である。

丸子地区に限り、この地区だけでもバ
スの利用を多くしてほしいです。鹿教
湯のお風呂もクワハウスも行きたい人
は沢山います。まりんこ号は不便で
す。

沢田商店街も、街ぐるみで力になっ
てほしいです。それには、商工会だ
けでは解決できません。

上田市になって、丸子町は何のメリットが
あったのでしょうか。役場の人達も、丸子町
よくしていく、相談して力になってほしいで
す。災害も、高齢者も全てが。

役所の、事務的なものの処理しか見
えません。

845 70代 丸子 沢田

閑な住み心地 皆、一生懸命意見を出し、よりよくと努力して
いるのかも知れない。よそで見た、聞いたイ
ベント等豊かになるはずがない。まちづくり
会議にもっと若い世代を活用してもらいた
い。小中高生、大いに活用すべし。年寄り先
立ちの改革には、限度がある。

846 女性 70代 丸子 沢田

街中を自由に休憩したり、知らない人など
とゆっくりお茶を飲める場所（空家利用）

商業施設の充実。食堂、レストラン、
喫茶店の増加。

849 女性 70代 丸子 沢田

老若男女のつながりが、あまり
ない。

次世代の子供達のためにもやること、
やるべきことがあるのではないでしょう
か。

まちづくり会議に、提案できるようにしたら
どうですか。（市長さん宛てのハガキのよう
に）

自治センター内の草を業者が取って
いましたが、職員が取るべきです。昼
休みに一人が10～15分草を取ればい
いじゃないですか。皆できれいにしま
しょう（町の中を）

市民の声を聞いて下さい。（子供から高齢者
まで）（本当に、まちのことを思っている人達
なんですか？）

850 男性 70代 丸子 沢田

自然環境他、町の中に●●（周りは住宅
街）があり、騒音に悩まされている。窓を閉
める。シャッターを閉める。高い塀をつくる
等。夜の8時位まで仕事をしている。工場
移転を、工場団地に移転してほしい。

851 女性 70代 丸子 沢田
町の特産品を考えてほしい。
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853 女性 70代 丸子 沢田
山の松の木が枯れてきているのが心
配。山が荒れている。

山の手入れ。 高齢者が住みよい社会、雪掻きとか、お買
物のお手伝い。話し相手他色々。

854 男性 40代 丸子 沢田

上田市街地までのアクセス。（新しい道路
の開通）バスの便数の増加（特に夜間）

子供、高齢者、障がい者に優しい地
域であること。

アンケートの要望に対する行動。

856 女性 50代 丸子 沢田
空家、空き店舗の再利用。空地の整備（工
場、病院跡地）

人口の減少を止めるため、若者のUターンを
促進してほしい。

857 男性 80代 丸子 沢田

近くに工場があり騒音で困る。夏は工
場も窓を開けるのでうるさい。（住宅地
の中です）

バスの利用をよくするため、朝夕の通勤・
通学の時間帯以外は、バスを小型化して
20分～30分位であればと思う。

中心地にオアシス的な空間→緑地帯
があるとよい。

858 女性 70代 丸子 沢田 歩道、段多く歩きにくい。

859 女性 80代 丸子 沢田

バス停まで遠いので、病院へいくのに
苦労する。赤バスしか通らない下の
道、依田川近くの家です。

860 女性 60代 丸子 沢田

若者から、希望する高齢者の雇用の安
定。歴史的な資産を生かして観光客を呼
べる町。

上田市の端とならない魅力ある町に
すること。

先ず、これらのアンケートや人々の声を聞い
た上で、どのような方針で活動していくのか
示してほしい。

864 女性 50代 丸子 沢田
交通手段→まりんこ号の改善 人材 人材

866 男性 80代 丸子 沢田

合併により何事も上田寄りになり、丸
子にある施設を使用するのにも、地
元なのに料金が高くなり色々な制限
があり、とても不便です。

丸子主体の行政を強力に進めて下さい。

867 男性 70代 丸子 沢田
商店街の空き店舗をなくす方策がほしい。 若者の定住の促進

870 女性 70代 丸子 沢田
テーマパークのような公園（家族で行
かれる。遊べる）

875 女性 50代 丸子 沢田
住む人々の目線で話し合いをしてほしい。

876 男性 70代 丸子 沢田
尾野山から見た夜景が素晴らしく、活かせ
ないでしょうか。

この地域に来て3年ですが、依田川を
利用した何かが出来ないでしょうか。

878 女性 40代 丸子 沢田

交通機関、バスとしなの鉄道との連
携。

全国から移住者が集う、魅力的な地
域。

人が居なければ活性できません。昨今、自
然災害に脅かされることが多くなっていま
す。この地域はどうでしょう。一年を通じて
住みやすい環境ではないでしょうか。バス
の運行時間を増やすことで、日本の中心な
訳ですから、何処に行きたくても便利（？）
を全国にアピールし、先ずは自然を残しつ
つ、廃屋（中央病院など）を無くし、住居を
建て全国に売り出す！とにかく多くを収容
できる住居と街並みの美化と、同時に人口
を増やさなければ。都会→田舎増えていま
す。

880 女性 40代 丸子 沢田

子供が通学のため大屋から電車に乗りま
すが、バスとの接続が悪く車で送らざるを
得ません。電車が着く直前にバスが出てし
まい乗れないなど、何のために駅にバス停
があるのか分かりません。

884 女性 80代 丸子 沢田

区長さん初めて立ち会って、話
の通りには行かぬ。話し合いは
届かぬこと。
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885 女性 40代 丸子 沢田

自然災害が少ないとあったが、この所
のゲリラ豪雨といわずとも雨が家の中
に入るなど、道路というかそういった予
防対策には何も力を入れてくれない上
田市への合併いかがか？千曲バスが
運行しているだけ助かるが、決してア
クセスがよいとは思えない。

丸子としての味が消されているよう
で、上田市丸子ではなく、丸子が地
域、上田市の顔を盛り上げていって
ほしいものです。

湯治で有名だった鹿教湯温泉の魅力を、
全国、世界の人々に知っていただく映画を
撮っていただけるよう、アピールなどして
いったらどうでしょうか？

丸子中央小、丸子中学校、修学館高
校、あいさつの出来る人間を育ててほ
しい。あいさつの出来ない人間は、何
も始まらないような気がする。

丸子まちづくり会議、発足、会員全く知りませ
んでした。知らない所で会議されても、何も
期待することも出来ず、なんでお役所？そう
いう方々のやることは、気持ちも形も伝わっ
てこないのだろうか？と思ったりしました。ア
ンケート結果公表はしてほしいです。他の方
がどういうイメージを持って、丸子で生活され
ているのか知りたいものです。

886 男性 60代 丸子 沢田
街中を走る河川、水路の改修。商業施設
の誘致。

昔のように、賑やかになってほしい。 皆の思いを少しで実現させてほしい。

888 女性 70代 丸子 沢田

高齢者（特に女性）に対してイタズラ、
嫌がらせされて困っています。（警察
へも通報済み）防犯カメラを街灯に設
置してほしい。空家（年に2回ほど帰っ
てくる）が、小動物が住んだり、防災上
からも心配です。

889 女性 70代 丸子 沢田

車の運転出来ませんので、買
物等歩いて行っていますが、高
齢になって来て、買物、病院な
どに行く時、バス亭も遠いので、
安く乗れるタクシーなどあれば
いいと思っています。

近くに温泉だめだったら、沸かし湯など
あり、年寄りが気軽に行かれる、話が
できる場所があったら、一人暮らしもさ
びしくないと思います。

高齢者皆集まれる場所、近くにほしい。

890 女性 70代 丸子 沢田

高齢者が増え（自分もそうですが）、
先の事を考えるととても不安です。出
来るだけ、安く入所出来る施設が、
もっと出来ると良いと思います。お願
いです。

891 女性 80代 丸子 沢田

時代が変わり近所付き合いな
く、淋しいね。

空き店が多くて・・・。商店の皆さん、
もっと元気出してガンバッテ下さい。

一人暮らし安心して、生きられたら良
い。

せめて一ヶ月に一度でも巡回がほしいで
す。不安です。見回りもない。沢田に住む
のが。

若い人に頼みます。 住み良い、活気のある上丸子に戻して下さ
い。

892 女性 50代 丸子 沢田

住む場所が、ある程度はまとまる必要があ
ると思う。人口が減少してバラバラに住ん
でいると、インフラの維持管理も大変にな
る。

895 女性 60代 丸子 沢田

近隣の企業、工場への通過点になっ
ている。

飲食店とかカフェがない。若者が来られる
ような、女性が集まれるような、自然の中を
散策できるような遊歩道をつくる。

896 女性 30代 丸子 沢田
大雪の時、除雪がとても遅いこと。 若者や子育て世帯への支援の充実。 若者や子育て世帯が、ずっと住み続

けたいまちづくりを期待します。
広く若者の意見を聞いてほしいです。

903 女性 40代 丸子 沢田
商店街が賑わえばいいと思う。

904 男性 60代 丸子 沢田

商店街の道路を、自動車交通を制限する
コミュニティ道路に整備し、老人や子供達
が安心して利用（買物等）できる施設とす
る。また、より多くの人が利用できるよう、
駐車場の整備や電動カートの常備をして
利活用を図る。

次世代を担う子供達が、愛着を持ち、
誇れるような地域に育つこと。

立案されたことが、実施されるよう、市当局
に働きかけること。（市当局は、実行力がほ
とんど（講釈言うだけ）無いに等しいため）

905 女性 70代 丸子 沢田
自治会でのまとまりのある、楽しい行事を
工夫する。

暮らしやすい、つながりのある楽しい
地域

若い人材の登用

907 女性 20代 丸子 沢田

街に近いので買物、通院は便
利です。図書館新しくてきれい
です。小説の所が充実するとい
いなと。

周囲の空家、高齢化のより家の管理
が行き届かない所があります。虫など
の巣や卵があっても、駆除しづらいの
が現状です。、屋根の方は高くて、高
齢の人には危険なので、一人暮らしや
高齢世帯だけでは大変だと思いま
す。、

空家対策。図書館蔵書の充実。土日でも
近くで運動できる講座とかがあると嬉しい。

若い世代の活躍できる場。世代を超
えて意見が言いやすい場がほしいで
す。

若い世代の意見を取り入れてほしい。近くの
お店コンビににも、回答ができるものやBOX
をつくると、より意見が集まるのではない
か？
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（問３）

909 男性 50代 丸子 沢田
道路、歩道の整備、商店の活性化 自然豊かで、高齢者が住みやすく、大

切にする地域に。
少しずつでいいので、改善されればいいか
な。

910 男性 70代 丸子 沢田
工場、商業施設等の誘致、交通機関の整
備

伝統ある文化の継承 職場の確保

911 男性 70代 丸子 沢田
コミュニティ単位の行事（種類の多様化、回
数）の充実

安心して歩き回れる道路の整備

912 女性 80代 丸子 沢田

丸子地域の宝である温泉の活用を
工夫し、地元からも他県からも大勢
の人々が利用できる施設を。

行政と温泉観光協会とタイアップして、別
所温泉のように、東京からもバスが出て各
宿泊施設まで送迎できるように。差し迫っ
ては、脚、腰に効果のある霊泉寺へのアク
セスを。「現在の乗って残そう路線バス」の
継承を。（この施策の周知徹底を）

年毎に連帯感が薄れていくように感じ
ます。例えば、日赤に限らず「きずな」
を強めるのは、何につけても今後の
課題です。

昭和の合併で丸子になった地域と、抱えて
いる課題は異なる部分も多いですが、皆の
問題として地域を大切にしたい。合併後、今
一番思うことは、小学校も保育園さえも消え
ていく東内地域のことは、他人事ではないと
思う。10年前の合併時の切り札「地域の自治
は守る」（地域内分権内）を、真剣に考えてい
ただきたい。現在の自治会組織との協働
が、有効にできるような施策を。

913 女性 70代 丸子 沢田

依田川沿い遊歩道に、枯れた松の木
の大木が2本ありますけれど、特に危
険を感じます。その下には、駐車場に
もなっています。早く木を切り落として
もらえればと切にお願い致します。再
三にわたってお願いはしております。
台風も発生しない前に、お願い致した
いと思っております。

915 男性 60代 丸子 沢田

大きな変化は、必要ないと思います。 幅広い年代から意見を聞いて欲しいと思い
ます。より、具体的な案が出るような会議で
あって欲しいと思います。

916 男性 60代 丸子 沢田

犯罪が少なく住みやすい。 丸子にも大きな病院ができたが、「医
は仁術」という言葉があるが、総合病
院は「医は算術」的な所もあるので、患
者の立場に立った医療をしてもらいた
い。

子供には、子供手当ての支給、また高齢
者には健康保険料、介護保険料の減額、
或いは無料化。

丸子地域への、転入世帯の増加を目
指す施策の推進。

919 女性 40代 丸子 沢田

自然を美しいまま保ちたいという意識を持
つよう、会社、学校、家庭で、先ずは一人
かからでも伝えていく。

923 男性 50代 丸子 沢田

信頼できる医療機関が少ない。警察署
が交番になってしまい、防犯への不安
がある。上田市になって税金が高く
なっている。税金が高くなっているの
に、頼んだことはやってくれない。

上田市になったために、丸子という地元主
義がなくなりつつあるように感じる。丸子町
単独の方が良かったように感じるので、上
田市から離れることも必要なのではと思う
こともある。再度、丸子町として独立するこ
とが一番だと感じる。

山が近く、川もあり自然環境に恵まれ
ているように思われがちだが、ほとん
どその恩恵を受けられる環境が、全く
といっていいほどないと思います。気
軽に散歩できる公園だとかあれば、
もっと魅力的な地域になるのでは、

「丸子らしさ」みたいな、誰もが感じられる何
かを、実現していってもらえればと思います。

924 男性 50代 丸子 沢田
地元の皆さんの協力 交通の便を良くして欲しい。

925 女性 50代 丸子 沢田 行きやすい公園

926 女性 40代 丸子 沢田

空家が多いのに、借家にして下され
ば、住みたい丸子から引っ越さずに住
む家庭もいます。

新しい店など、丸子の人が丸子の店を積
極的に利用できる環境。

928 女性 30代 丸子 沢田
子供が外で遊べる場所がほしい。（危なく
ないように）

931 女性 50代 丸子 沢田
道路整備、施設のバリアフリー化
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（問３）

932 女性 60代 丸子 沢田

上田市街地に比べ、夏は暑さを
しのぎ易い。南北に長く両側に
山と川があり、空気が淀まず流
れて、清清しい所だと思う。

メインストリートを外れると、道路が狭
いことを痛感します。必然的に安全運
転になるので、事故は免れますが、非
常事態（火災、地震、救急車・・・等）が
起こった時は、どうなるかと不安です。

遠くに働きに行かなくても、地元に通
勤できるよう企業を誘致したらどう
か。

定年後、家で食べる野菜は作りたいが、農
地がない。かといって買うのはあと何年耕
作出来るか分からない。空いている畑があ
ちこち見受けられるけれど、役所が仲介し
て借りられる制度があればいい。大きい土
地を区画に分けてでもいいと思う。

例えば、「高齢者だけ」と、一括りにし
ないで、老若男女が混在してとけ込ん
で生活できるようなまちがいいと思う。
（中略）年老いると、体を動かすことが
億劫になってしまう。そこを防ぎたい。
（後略）

見識者だけでなく、老若男女、広く一般から
意見を求められるように、呼びかけて欲し
い。

933 女性 50代 丸子 沢田
新しい市営住宅を建設をして欲しい。 子供達や老人の医療費の充実

934 男性 80代 丸子 沢田
仕事場が不足 議員さんの収入を明確にしてほしい。

935 女性 40代 丸子 沢田
高齢者のため、巡回バスのコースの増大
（申すこし細い道までの乗り入れも）

936 男性 80代 丸子 沢田

丸子には、「丸子地域協議会」があります
が、この「まちづくり会議」との関係はどうなり
ますか。経費節減のため、一本化してはどう
でしょか。

940 女性 40代 丸子 沢田

⑤に関係してしてですが、公民館役員
に付いたとします。何年という期間が
無く曖昧！他の地域は、○年交代で
回っています。なぜでしょうか？

Ｉターンを設ける。

942 女性 60代 丸子 沢田

大型店だけでなく、商店が専門店として多
様なニーズに対応できるように、行政のサ
ポートを望みます。

小学生の通学路が狭く（中丸子山岸
方面）、危険が多いと思います。対策
をお願いします。子供達が、安心して
暮らせるまちづくりに期待します。

943 男性 50代 丸子 沢田

環境の保全と、手入れをして維持していく
こと。企業の誘致と新しい産業の開発。

自然を維持し、水、緑豊かな地域が
子供達に続いていくこと。災害が少な
く、住みやすい環境が維持されるこ
と。

色々な意見を集約し、それを確実に実行し
成果を出せること。

945 女性 70代 丸子 沢田

商店が少なくなり、町がさみしくなっ
た。

空いている店等を使用して、皆が集まれる
楽しめる場所を作ってみたらどうでしょう
か。

丸子町の頃は、町歌があり集まった
時歌ってました。この歌を何とか生か
してほしいです。

947 男性 60代 丸子 沢田

地域での消費を推進する。班制度の活用。 行政は、何でも任せるのではなく、
様々な案を出して、市民が考える機
会を設ける。

953 女性 60代 丸子 沢田

佐久・松本まで行かなくても、良い病
院の設備があればよいと思います。

修学館から佐久へ続く道で、修学館入口か
ら修学館までの道幅を広くしてほしい。学童
達の安全のため。

954 女性 70代 丸子 沢田

丸子は災害が少ない住み良い
町ですが、忘れた頃に災害が
起きることがあります。隣近所と
の連携を、良く取っている様に
することが大切かと思います。

町を歩くと③のような町を感じます。
（歯の抜けた様です）大型店に吸収さ
れたのが一因でしょうか（家庭の事情
もあるかと思います）（中略）町の所々
にベンチがあれば良いかと思います。

町内ＰＲ、神社、仏閣又歴史所在地
等のツアー計画。又所在地への方向
板の作成があると、他県又通りか
かった人が立ち寄ることがあります。

気持ちのよい、きれいなまちづくり。町
内美化運動。（中略）さわやかなまち
づくり、あいさつ運動。（中略）ゴミ捨て
や道路わきの雑草、木々が生い茂げ
通行に支障あり。各自宅、会社の前
等をお願いできれば幸いです。

956 女性 50代 丸子 沢田

人間が丸い。 町に人が歩いていない。 丸子町を歩いた又は訪れた方が、美
しい街並みだなあと思えるような町の
整備。

若い方たちに問題をはっきり認識して頂い
て、委員会等を作る。

美しいし自然ときれいな空気、おいし
いお水のある所に育って欲しい。

地域の特色を生かして欲しい。人情味のあ
る丸子地域に発展することを念じています。

957 女性 60代 丸子 沢田

若い人の遣り甲斐のある仕事がない
ため、都会から戻って来ない。管理の
行き届かない空家の持ち主に、今後ど
うするつもりか聞いて欲しい。

若い人にも区の行事に参加してもら
う。若い人の活躍の場を作る。（役員
になるとか）

子育て世代の意見を良く聞く。 現在、丸子にある音楽村、セレスホー
ル、郷土博物館、温泉、丸子城、依田
城、川を活用する。

他県方に、丸子と北街道の夕張は、同じ雰
囲気がすると言われました。裏通りの飲み屋
さん、空家等（とてもショックでした）かつては
栄えていた名残があちこちにある。
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（問３）

959 男性 40代 丸子 沢田

丸子は、自然が多く素晴らしい所だと
思います。この自然が豊かな所が、
長所だと思いますので、人を呼ぶの
には、アピールできるかと思います。

960 女性 50代 丸子 沢田
若者が住みたいと思うような町にする。 元気な高齢者を活かす仕組みづくり。 色々な人を巻き込んで広げていく。

962 男性 60代 丸子 沢田
子供の減少 若い世帯が増える対策。定住してくれるこ

と。
住みよい環境、子育て環境を良くし、
人口増。

963 男性 70代 丸子 沢田

田畑の多い腰越、中丸子、下丸子辺りでも
耕作されていない土地が増加してきてお
り、農業を続けていくのが難しくなってい
る。行政又は農協が中心になって、放棄地
をなくす取り組みをしてほしい。（耕作希望
者に補助金を出す等）

自然に恵まれているとはいえ、依田川
には大量のアレチウリが繁茂してい
る。区によっては、ボランティアで駆除
も行なっているが、行政指導によって
全地区で取り組む。

965 女性 50代 丸子 沢田

⑨以外魅力を感じるものはな
い。

丸子で生まれて育った子供達が、大人
になってどのくらい丸子にいるのか。ま
た戻って来ない子供達の理由は？丸
子にまた住みたい魅力を、丸子が持っ
ていないのでは？

問5にも書いたが、若い世代が住みたいと
思う場所にしないと活気がなくなってしま
う。

特になし。車の免許を返す前に、もっ
と住みやすい所に行きたい希望なの
で。

昔のが良かったなあと、言われないようにし
て下さい。

966 男性 80代 丸子 沢田

市内バスが安価で運行されて
いる。（循環バスを含む）

高齢で車をなくしたら→一挙に孤独感 ①長野市に「松代町」、上田市に「真
田町」、武石村は全地区に「武石」を
付けた。「歴史が現代に引き継がれ、
息づいている」②「丸子町」は惜し気も
なく栄光の「丸子」の名前を捨てた？
消された？（上・中・下丸子を残すの
み）腰越は？歴史も長い「依田」「飯
沼」の名前も消えた？③県内の道路
標識の片隅に「丸子→」の文字が、道
案内の役目を果たしている。

④世の中「知名度」を上げねば・・・・。「丸子」
を務めて使ってほしい。

969 女性 70代 丸子 沢田
働く気持ちのある人が、働ける環境づくり 活気のあるまちづくり

971 女性 70代 丸子 沢田

自治会の災害マップ等、住民に広報してほ
しい。隣近所等の助け合いの確認も、必要
と思う。街に人の流れが出来るよう、賑わ
いのある街。かつての丸子町のように。商
工会の活発化。園児減少の保育園、幼稚
園の統一化。園バスの送迎等。

丸子地域には、素晴らしい温泉郷が
ある。各々イベントを実施活動してい
るが、街中はまだ淋しい。かつてのよ
うな賑わいがほしいですね。

幅広い年代層の皆さんで検討し、皆が暮らし
やすいまちづくりをお願いします。
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（問３）

1040 女性 80代 丸子 八日町
次代を担う若者の声を聞く

1041 男性 70代 丸子 八日町

子供、高齢者、障がい者が、一緒に過ごす
ことのできるような、憩いの場を作っていた
だきたい。

きちんとした病院（子供、老人にきち
んと対応できる）の確立、建設をお願
いしたい。歩いても行かれるような場
所へ。

町の公の土地と、私有地の区分をはっきり
分かるように、立て看板など掲げるなどし
て、皆に分かるようにしていただきたい。（公
の土地を、自分のもののように、自分の生活
のために使用している人がいる。）

1043 女性 50代 丸子 八日町
良い人材の育成（自治センター）、4月に限
らず一年中人材募集する。

1044 男性 80代 丸子 八日町
冬になると道路の雪掻きもやれない町 難しい 上田市への遠慮が多い 期待出来ない

1045 女性 60代 丸子 八日町

首都圏へのアクセスが悪い。今まで自
然災害が少なかったが、土砂災害アッ
プを見ると、それに当てはまる地区が
多いので、その時代が来た時への不
安あり。

1048 女性 80代 丸子 八日町
高齢者の人ばかりで大変です。 大きな働く場所があれば、人も来る、お金

も落ちる。
長瀬にあるタンポポのような場所 中央病院の跡地？

1049 女性 70代 丸子 八日町

54年頃、私達新築した時には、4トン車
も工事車両も通れた。垣根にトガの木
が植えられた。（中略）境界の内側位
で垣根が済んでいてもらえるようにし
た指導をお願いしたい。

1056 女性 70代 丸子 八日町
企業の充実、人口の増加 上田市と合併したこと失敗。人口を集

中化し、文化の発展した人を入れる。
利用者の少ない、まりんこ号バス再考。

1057 女性 50代 丸子 八日町
景色がよい。歴史的史跡もあ
る。

婦人科がない。電車がなくなって不便
になった。

働く場所が、上田辺りにでもたくさん
ある方が、住みやすい。

丸子にも上田にも、紹介してくれるハロ－
ワークと勤め口を増やしてほしい。

たくさん勤め口がある会社 小さいことでも少しずつでも、着実に改革し
ていってほしいです。

1058 女性 60代 丸子 八日町

お金 ファミリーレストランのような、気軽に
食事のできるようなお店があたらいい
と思う。道路の整備。

1059 女性 80代 丸子 八日町
工場等を招待するとよいと思う。 子供達が増加するとよいと思う。 役場職員を減らして、経費節減を願う。

1060 女性 50代 丸子 八日町

交通網を充実させる。道路の整備、歩道も
ガタガタしていて、ベビーカーなどとても具
合が悪いです。ちゃんとした歩道が増えて
きていますが、もっと歩きやすくしてほし
い。弱者を中心に何事も考えてほしい。

1061 女性 70代 丸子 八日町

墓地が多いため、墓地の周りに大きな
木を植えて囲んで頂きたいです。（だ
んだん墓地が増えていくため）太陽光
の装置により、土手より雨水が多量に
流れ落ち、道路が水路となって水が流
れ落ちる坂。

1063 女性 70代 丸子 八日町

今は、動けて買物にも行けるが、将来
はどうなるか。いつでも自分の家で暮
らせるようにしたい。老人施設には入
りたくない。家で暮らせる体制を作っ
てもらいたい。（後略）

用水路など、所々に蓋をして道路を広くして
もらいたい。パトカーが方向転換する所がな
い所あり。

1064 男性 70代 丸子 八日町
若い人の定着出来るまちづくり 商工業の充実
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（問３）

1065 男性 80代 丸子 八日町

従来からあった、丸子特有の小さな
サービスが、合併でなくなった。何か
復活できるものはないか。

どんな人が集って、何を活かし、それが暮ら
しにどんな影響があるか、全く分からない。
従って期待することが出来るか、出来ないか
よく分からない。

1066 女性 80代 丸子 八日町

昔の丸子にかえりたい。旧上田
市のみ便利になりたい高い税
金を取られている。行政の人々
考え直してほしい。出初式など
旧町村でしたら。全部上田中心
はおかしくないか。

合併前の丸子にして欲しい。旧上田市
民の言葉の中に、合併町村を差別し
た発言を時々聞く。なぜ差別している
市と一緒になったのか。真意は何か。

もっと旧上田と同じ扱いにして欲し
い。例えば、赤バス、青バスなど丸子
は大屋駅になぜマリンコ号が入らな
いのか。交通緩和の考えはないの
か。大屋の混雑で30分以上バスが遅
れる。

上に立った人は、自家用車にばかり頼らな
いで、バスで通勤したら、老人や弱者のこ
とが少しは分かるだろうと思う。

旧丸子にして欲しい。上田と一緒で
は、税金を取られるだけで一利無しで
す。（分市希望）

1067 女性 70代 丸子 八日町

空地の雑草が目立つようになり、何か
良い方法はないでしょうか。学童保育
も、学校の空き教室だけでなく、週一
日位は、各地域での施設の活用もあっ
た方が良いと思う。

通勤時間以外に子供の姿を見ること
が少なくなっているので、何とかして
欲しい。問5と関連しますが、親子で
の花や野菜作りなどは・・・？

路線バスのない方面にも、丸子のバスを使
えるようにしては如何でしょうか。図書館の
巡回バスは、合併前と同じコースなので
しょうか。

上田市に合併したため、公共施設の
活用が不便になった所があり、以前
のように丸子地域で決定することが出
来るようにして欲しい。対等合併とい
う条件ながら、そのようになっていな
いと思うことがあります。

町の中を歩いても、会う人が少なく残念で
す。町の中を歩いて、皆で歴史を感じる日を
作ってほしい。地域を見直すきっかけを作っ
ては？

1068 男性 60代 丸子 八日町
企業誘致により、雇用の充実を図り、子育
て世代の人口を増やす。

1070 男性 40代 丸子 八日町

子育て支援の充実。 中学生の部活の時間が少なく、ス
ポーツ力が低下しているので、もっと
時間の使い方を考えてほしい。

丸子地域が、もっと盛り上がるように考えて
もらいたい。

1072 女性 30代 丸子 八日町
若者にとっても魅了のあるまちづくり。若者
が丸子に残り、少子高齢化に歯止めがか
ける。

子育てしやすいまちづくり。公園や子
供を、伸び々遊ばせられる施設の充
実。

1074 女性 70代 丸子 八日町 若者の増加

1075 女性 70代 丸子 八日町
全くありません。武石の方がよ
ほど良い。

まちづくりの皆さん、頑張って下さい。 何をされているのでしょうか？まちづくり会議
なくてもよいと思います。

1076 女性 70代 丸子 八日町
農地をどなたでもよいので、継承して
欲しい。

以前のように、活気のある地域になっ
て欲しい。

1078 女性 60代 丸子 八日町

人口減少 どの町にもある日帰り温泉施設を
作ってほしい。娯楽施設が少ない。

上田市と合併してからあまり良い事がない。
冬の除雪は、もう少し頻繁にやってほしい。

1079 男性 50代 丸子 八日町
高齢者や子供の未来が不安である。少子
化や高齢者が多いこと。

年金生活が不安。子供達がかわいそ
うだ。

1080 女性 50代 丸子 八日町

税金を大切に使う→福祉に充てる。丸子で
買物をする。お年寄りのバス利用補助。高
校への車の送迎は止めてバス利用。

活気あるまちづくり。イベント等楽しく
参加できるようになりたい。

1087 女性 20代 丸子 八日町
全自動の車、移動販売。 飲食店の充実。丸子地域独自の店

（上田にはない）

1088 女性 50代 丸子 八日町 高速道のインターチェンジ

1089 女性 80代 丸子 八日町

道路・河川補修工事について、ともす
れば交通事情や日常的な便利さが
優先されているのではないでしょう
か。季節が来れば、チカチカ飛び交う
ホタルの姿が見られるような、環境づ
くりに配慮して頂きたいです。コンク
リートではなく、自然に優しい素材
で・・・。

昔の賑わいとは、申しませんが、街の
中に人がいる、歩いている、店に人が
いる・・・。個人の商店の努力だけでは
とても大変だと思いますが、あの店に
行ってみたい、歩いてみたい、そんな
街並みは無理でしょうか。シャッター
街で淋しい限りです。

1092 女性 70代 丸子 八日町
住民一人ひとりが、常に責任がある
という意識を持ち続けることでしょ
か。

小さな事からこつこつと。

38 ページ



丸子まちづくり会議

（問１） （問２） （問4） (問5） (問6) （問７） （問８） （問９）

番号 性別 年代 住所 自治会 魅力 課題・不安 将来の姿 　問６を実現するために 丸子地域に期待すること まちづくり会議に期待すること

「丸子まちづくり計画」策定に関するアンケート(自由意見）集計表

（問３）

1093 女性 80代 丸子 八日町

以前のような人との間ってどうでしょう
か？分からない事で、苦しんでいる方
もいると思うのです。そんな時、手を
貸してほしい。そんな事にぶつかった
事。

1096 男性 70代 丸子 八日町 公共交通機関の充実

1099 男性 60代 丸子 八日町 道路整備（道幅が狭い）

1100 男性 70代 丸子 八日町
製造業、非税像業に係わらず働く場所の
拡大。

若い世代が住み易い町、働く場所、
子育て等

良いまちづくり、期待します。

1101 女性 70代 丸子 八日町

特別に取り上げるほどの魅力
はあまり感じないが、生活出来
ることに感謝をしています。

車を乗り出さなくても行ける買物、病院
等のまちづくり。（若い者の手を借りな
くても一人で行ける）子供も若者も老人
も、独立した生活が出来る環境。（丸
子町で）

人口を増やすこと

1104 男性 70代 丸子 八日町
工場誘致、危険災害場所の公の看板設置

1105 女性 70代 丸子 八日町

雪が降った時など、高齢者や障がい者を
持った人には、雪掻きが大変です。本通り
は雪掻きをして下さいますが、脇道はいつ
までも雪が残っています。役所の方でお願
いできないでしょうか。

空家が目立ちます。若い人達が安心
して働けたり、子供ができ、安い家賃
で生活できれば、空家対策にもなるで
しょう。

魅力あるまちづくり

1106 女性 50代 丸子 八日町

例えば、冬の雪掻きなど高齢者や障がい
者では自宅の雪掻きも満足に出来ず、家
がない所などいつまでも凍っていて危険だ
らけで、とても暮らしやすいまちにはならな
いので、ある程度、市の方にやって頂きた
いと思います。

若い人達が、結婚して子育てが楽に
できるような、安くて環境の良い住む
家がたくさんあれば、若者も子供も増
えると思うので、住宅や働く場所を増
やして欲しい。空家も、田舎暮らしを
考えている人に入ってもらったりすれ
ば、家の持ち主も住みたい人も助か
ると思う。賑やかな町になることを期
待します。

1107 男性 50代 丸子 八日町 人 活気 広報

1108 女性 80代 丸子 八日町

道路幅が狭いのは、垣根がはみ出て
いて通りにくい。ミラーを畳まないと通
れない。

丸子町時代の沢田銀座は、シャッ
ター街と化し何とも惨めに感ずる。

どこの街でも感じられますが、人口を増やす
手段を考えて欲しい。

1109 女性 50代 丸子 八日町

①について、道路（歩道）の整備、木が生
い茂り見通しが悪い。各自治会任せでな
く、丸子地区、自治センター環境整備、又
建設課等中心に動いてほしい。冬の雪、除
雪についても除雪機を所有する業者と、連
携を取り早目々の行動をお願いします。

1111 男性 60代 丸子 八日町

企業の誘致。都心からの移住促進。若者
の農業参入への推進。農地購入自由化
（規制をなくす）サラリーマンが、農地購入
を可能にする。

1112 男性 40代 丸子 八日町
爆水ランがある。 税金の使い道を、もっと大切に使ってもら

いたい。

1114 女性 60代 丸子 八日町

町営グランドでソフトボールからビー
チバレーとかの運動がある。その
後、温泉とか湯に入れるような、丸子
町にそんな施設がほしいです。

丸子町に、温泉の湯がでる場所があれば
よいのですが、難しいことですよね。丸子
町に温泉がほしい。これは、今までの私の
何年かの思いでした。

1115 女性 70代 丸子 八日町

町内の、道路の白線がほとんど
消えています。横断歩道は、特
に線引きすることによって、運転
手さんも気にすると思います。

松くい虫の被害。以前のように空中散
布を実行したらいいと思う。時間を決
めて外に出ないよう徹底して・・・何か
対応はありませんか。
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（問３）

1117 男性 70代 丸子 八日町
財源確保のため、場外馬券場を設
置？

1118 女性 50代 丸子 八日町

一人暮らしの人が一箇所に集まって、安い
料金で共同生活ができる、居場所を作って
あげること。お互いが関心を持って参加す
ること。それぞれの自治会の行事に積極的
に参加し、顔を知りあうこと。強力しあうこ
と。

八月に行なわれる花市は、歩行者天
国になり、旧上田市からも若い人達が
出掛けてくるほど人気の行事です。
年々花市として「花」が少なくなって来
ているように思います。農家の人々
（誰でも）売ることのできるスペースを
とり、輪島の朝市のように何でも売っ
て買える一日になったら面白いと思い
ます。爆水ランは、全国的になってき
て面白いと思います。丸子ならではの
ものを、どんどん発信していきましょ
う。

子供達の柔らかい発想を、大人の皆さんが
膨らませてあげる会（各自治会単位）を、月1
回位企画し、話を聞いてあげてみたら如何で
しょうか。対象は、小学生～高校生

1120 女性 70代 丸子 八日町
駐車スペースが少ない（大型店以外は）

1122 男性 80代 丸子 八日町
若者がもっと居住する町を希望する。

3337 男性 70代 丸子 八日町

後期高齢者です。すべて車を使っての
生活です。車の運転不可になった時に
生活できる仕組みが欲しい。ベルパー
クに簡単に行けるアクセスが欲しい。
老人介護に疲れた（妻が要介護２、二
人暮らし）、貸したお金が返してもらえ
ない（３人に貸したが全員返さない）、
近所の人が食べ物を差し入れてくれる
（感謝）、農地・山林に放棄地がある、
心の不安感がある（私が健康を害した
とき）、高齢者の遊び場を。

高齢者の遊び場、コミュニケーション
の場所が欲しい。

お金と意識改革。 現在のベルパークの拡大、集約化、
アクセスの仕組み構築。

高齢者の残りの人生を楽しませる仕組みづ
くり。

3339 男性 60代 丸子 八日町 減税 なし

3340 男性 70代 丸子 八日町
雪が降った時に脇道が全然（除雪）対
象外で、道路が歩けない。（特に軌道
敷）

以前の丸子町に戻してほしい（合併をして
損をしたから）

旧丸子議員は意見が通らないとのこと、誠に
残念です。もっと頑張ってもらいたいです。

3341 女性 60代 丸子 八日町

丸子の魅力は一つもありませ
ん。上田と合併してから後年
は、丸子の町を歩いてみてくだ
さい。買い物も食べる所も一つ
もありません。

上田市長はもっと丸子、他地域に、目を向
けること。上田ばかり良くして、他の所が一
つもなっていません。

もっと、昔の丸子町に戻してほしい。
お店をもっと増やしてほしい。
丸子町の伝統あるまちづくりをして欲
しい。

もっと丸子町を良くしてほしい。ただ丸子の
町を素通りするような事はしないでほしい。

3342 女性 30代 丸子 八日町
セミナー等に参加して理解を深める。
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（問３）

717 男性 40代 丸子 腰越

志の高い政治家の登場 少子高齢化でも安心できる行政サー
ビス。例えば、バス等交通手段の無
料化など。

本気で地域を良くしようと考え、力のある政
治家を見つけ支援し、現実レベルで一つひと
つ改善する会議。市民の心を本気で熱くし、
まちづくりに参加できる仕組みをつくる会議。
期待しおります。

718 男性 70代 丸子 腰越

富岡製糸場を見なさい。丸子にはそういう
ものを残そうという人がいない。つまり、ろく
な県議、市議がいない。現在唯一つ（かね
ワ）の本宅、又数ある風穴等々。

生活道路を通過するトラック等、立ち
切れの依田川右岸のバイパス等。

期待しても無駄でしょう。

722 女性 80代 丸子 腰越
腰越道久で、平屋、土地が狭いけど
固定資産税が高いと思います。

人が多くなる所。 多くあっても出て行くことが出来ません。

723 女性 80代 丸子 腰越
買い物、不便をしています。

724 男性 80代 丸子 腰越

通院や日常の買物が不便を感じる。 高齢者が買物に出る時、今の車の時
間では誠に不便である。

市議会議員の皆様もご苦労していると思い
ますが、丸子町が小さくならないよう頑張っ
てもらいたい。

上田市に合併してから、保険料、税
金、介護保険、その他について金額
が上がってきているので考えてもらい
たい。また、保険、その他の用事の時
も、元上田市役所まで行かないと、用
事が出来ないこともあり不便を感じ
る。

上田市に合併してから丸子町の商店街も惨
めな町になっていく姿が見える。丸子町も発
展するようにならないか考えてもらいたい。

725 女性 70代 丸子 腰越
働く場所が少ないので、会社など増えると
いいと思う。

726 女性 60代 丸子 腰越

各自治会毎に交流場所（空家でもよい広
場）をつくり、いつでも誰でも利用できるよう
にし、出来るだけイベント等を多く開き住民
が多く集まってくるようにする。

細長い地形の町で地域が分散してい
ます。高齢者は、遠くにある施設まで
は行けません。各自治会更に地域に
人が集まり、賑わいのあるまちづくり
を期待します。

中央に集中しないで、各地域の特色を生か
し手もらいたい。

728 女性 60代 丸子 腰越
合併前の丸子地域のように、活気が
あれば良いと思います。

734 男性 30代 丸子 腰越

生まれ育った場所だから 巨大地震による大災害 静かで暮らしやすい町 それを実現してくれる市長の選出。市民の
活動、一人ひとりの行動。

流行り物に一つひとつ飛びつくことな
く、落ち着いた深みのある静かな町に
なってほしい。

私の希望を議論してもらうこと。

735 女性 30代 丸子 腰越

社会福祉の充実。その職に携わる人達が
満足して働けるようにしていかなければい
けない。（後略）災害があった時の避難な
ど、みんなが周知できるよう、保育士が対
策をしてほしい。丸子の良い所は、豊かな
自然があることだと思う。それを皆が理解
し守っていく。（後略）

高齢化社会において、それを周りの
人が知り、お年寄りに寄り添った活動
をしていった方がいいと思う。（後略）
買物に行けないなど、困っていないか
など気になるが、どう動けばよいか分
からない。

会議だけで終ってしまうのではなく、どのよう
な話し合いになったのか知りたい。今後どの
ようなまちづくりになっていくのか、アンケート
を書いたことで興味がわいた。色々な意見
参考に、よりよい地域づくりになっていけば
いいなとい思った。

736 女性 30代 丸子 腰越
分かりません 町内で車がなくても生活できること。

バスなど普及。

738 女性 60代 丸子 腰越

近所のまとまりは、良いとは言
えない。

買物は、重い物やかさばる物は代行し
てくれる所に頼み助かっています。巡
回バスが一日おきなのでちょっと不
便。

739 男性 70代 丸子 腰越

県道から入って、山道の所に住んで
いる高齢者です。毎年、冬になると悩
むことがあります。大雪が降った時に
一周間も雪を片付けていることがあり
ます。そんな時に丸子地域では、どの
ように対応してくれるのでしょうか。
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（問３）

740 女性 70代 丸子 腰越

若い人が、他の土地を求めて移住して
しまい先細り状態。特に当地域では、
若い男性がこの場所に家を建てること
は、極々まれなことで、小学生が4～5
名しかいない。

除雪について、年々高齢化が進む中
で、本年は雪が少なくてよかったので
すが、幹線道路は何回も除雪してい
ますが、生活道路（村内）の作業が2
～3日そのままになって、循環バス又
ディサービスの送迎者に何かあったら
とヒヤヒヤしています。雪掻きが、無
理になってきている状態を察していた
だきたい。

741 女性 50代 丸子 腰越

電車、バスなど通して、町に出て行ける環
境を作る。

地方の情報を受け入れる状況をつく
り、新しい物を受け入れて発展してほ
しい。

賑わいのあるまちづくりに、努力してほしい。

742 女性 60代 丸子 腰越
夏祭りなどに力を入れたらどうか。

744 女性 50代 丸子 腰越
丸子は、山が多いので地すべり対策をして
欲しい。

745 女性 80代 丸子 腰越
丸子地域皆さんの意見を反映した、丸子ま
ちづくり。

746 男性 70代 丸子 腰越

畑や田んぼ等にいても、お知らせ、災
害発生した場合、各地区くまなく聞け
る放送用スピーカーの設置をしてほし
い。例として長和町にはある。

高齢者でも動けるのに、する事がない方が
多く見られます。自分も含めて、広報なので
短い時間でも、企業、その他で働ける案内を
募集して載せて、少しでも体のため医療費の
削減が出来ると思いますが？

749 女性 50代 丸子 腰越 高齢者が外に出ること。 活気のある地域。

751 女性 70代 丸子 腰越

私の家は、3人暮らしです。（中略）夫
は足が不自由で、以前は日帰り温泉
にも行き食事等もしていましたが、今
はそれも出来なくなってしまい、近所付
き合いもなくとても辛いです。人と話す
所があればと思います。

美しい丸子町にゴミ、缶等をポイ捨て
しない。皆が思いやりを持って、暮ら
してい行けたらよいと思います。

757 男性 50代 丸子 腰越

公共交通の充実。交通弱者が、自由にど
こにでもアクセスできるような交通手段を、
安価に提供する必要がある。路線バスの
既存線のみでは不足。循環バス、デマンド
交通を効果的に組み入れる。ゴミの「ふれ
あい収集」など、体の不自由な独居老人の
ための公的施策。自己負担で社協に頼め
というのは不合理。高校まで授業料の無料
化→市教育税を賦課するなどして。

「人口減少、超高齢化、地域の担い手
不足」これらの問題の解決には、現在
の自治会体制で無理。複数の自治会
を統合して、地域内人口を増やさない
限り、何をやっても一過性に終る。自
治会の役員のなり手がない状況を見
れば、方法論は一つしかないことは明
らかだ。屋上屋的な組織を創造する
のは、超高齢化の昨今にはナンセン
ス、自治会の負担を増やすだけだ。

現在の自治会を残すことに固執せず、適当
な人員（2千人程度）を有する新自治会編成
するように促して、それぞれの新自治会の自
治体制を確立する方向性を示すべき。現自
治会の上に屋上屋的に存在するのは非効
率。丸子地域協議会の存在意義を明確に
し、諮問機関以上の権限を与え、各新自治
会の自治運営をファシリテートするように役
割を加えること。屋上屋的に存在する「まち
づくり会議」は不要。自治会役員の負担を増
やすだけ。

758 男性 60代 丸子 腰越

市民同志が、より多くの場所で顔を合わ
せ、何でも話し合いができるよう、検討して
ください。

762 男性 60代 丸子 腰越

田舎の良さを生かして、雇用が生まれるまち
づくり。地方が自立できる産業観光等。

763 男性 60代 丸子 腰越

道路が狭い。バイパスを等を開通して
ほしい。歩行者、自転車が危険、渋滞
になりやすい。降雪時の雪掻き体制
が、脆弱である。

道路の拡充整備。公共交通機関の充実。
障がい者の就労場所の充実等。

町に活気を取り戻し、活力ある町を期
待する。障がい者が、働く場所が多
く、生活し易い町を期待する。

地域外の人の知恵等を導入し、異なった視
点からまちづくり等に積極的に行動してほし
い。まちづくり会議という組織を知らない。
もっともっと広報を要すると考えます。

765 男性 60代 丸子 腰越

空地、空家を利用し転入者を増やし、人口
を増やす。大型商業施設、有名店等の誘
致

吸収された町で、期待するのは無理。 今更だが上田との合併は失敗。従属的立場
で丸子そのものの今後の発展はない。旧上
田、塩田のみ充実、単なる通りすがりの地
域、主導権は握れない。地図から丸子の文
字は消えた。
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（問３）

768 女性 40代 丸子 腰越

発想の転換。現在の町の魅力の再発見
と、それを活かしたまちづくり。新しいことを
始めることも大切かもしれないが、自分達
は当たり前で気がつけなくなっている町の
良さを、視点を変えてみること。

このようなアンケートをとっても、それ
をどう活かすか。何かを変えることが
できるか。そこに期待したい。

会議自体が地域住民を動かせるか。リー
ダーシップに期待したい。

769 女性 40代 丸子 腰越
子供と高齢者の交流を増やす。（保育園と
敬老園を隣接させるなど）

自然を残しつつ、交通が安全で便利
になれば良いと思う。

770 女性 60代 丸子 腰越

空地にソーラパネル設置されている場
所があちこちに見られる。環境に悪
い。

税金が高い。

771 女性 70代 丸子 腰越
まりんこ号回路を増やして

772 女性 60代 丸子 腰越

高齢者が多くなり、伝統行事等を継承
していくことが大変になっているので、
一部地域で守っていくのではなく、丸
子地域全体で継いでいってほしい。

働きたいという意思を持っていても、
障がいのある人が働ける場所がな
い。

多くの人に意見を求め、住みやすい丸子に
なってほしい。

777 50代 丸子 腰越
働き世代への配慮、若い方達が住み
やすい。

778 男性 60代 丸子 腰越

丸子においては、商店などが活性化
していない。大型店に皆行ってしまう。
この点は問題である。もっと商業を活
性化するように。

781 女性 40代 丸子 腰越 宅地・分譲地増

784 女性 40代 丸子 腰越

通学、通勤時のバスを増やしてほし
い。特に、帰り午後6時過ぎ。（午後8時
台のバスがない）

アンケートのように、もっとアピールする場
がほしい。

中学までの子育て支援ではなく、もっとお金
のかかるのはその後なので、大学まで教育
している家庭の支援をしてほしい。そっちの
方が重要だと思う。子育てしてみて、小さい
頃はお金はかからないことがよく分かった。

785 女性 40代 丸子 腰越

近所の方、本当に良い方なのですが、
中には変な人がいて困っています。
（後略）

796 男性 50代 丸子 腰越
巡回バスの本数増加 観光名所があるとよい 具体的な活動を明確にしてほしい。

787 女性 50代 丸子 腰越

保育園の待機児童を減らすように、対策を
とってほしい。

ドーナッツ化が進んでいるので、もっと
中心部が活性化してほしい。

具体的な活動を明確にしてほしい。

789 女性 30代 丸子 腰越

自然が豊かな環境に恵まれて、
安心して暮らしていける地域だ
と思います。素晴らしい図書館
や学びやに恵まれていることも
とても良いです。自然に沿った、
建築物施設もこれからできると
よいと思います。

防犯についてですが、最近皆さんが通
る道にガラスの破片が散乱していたこ
とが何回もあり、自転車で行き来する
方や、子供さん達が大変なことがあり
ました。（中略）居住環境の健全維持
のためにも、条例を制定していただけ
るととても助かります。

①の実現のその一つとして、所得水準の
低い人も入居しやすい安価な老人施設が
望まれると思います。そのしせつの経営と
一つとして、都市部からも入居者を広く募
集することと思います。俊に暮らす高齢者
は地方出身者が非常に多いので、需要は
大変多いと思います。空家の多くなってい
る雇用促進住宅などは、利用価値が非常
に高いと考えております。

都市部からの田舎暮らしへのニーズ
は多いと思います。若い人達、また上
記に書かせていただいた老人施設な
どを設けて、この丸子への「移住」を
促し、丸子の活性化につながれば大
変良いと考えております。

丸子地域の歴史を知ってもらえる場を設け
ていただくことと、都市部の方々にも、長野
県丸子地域に親しみを持っていただけるよう
な、自然環境を大切にした丸子地域の宣伝
を期待しております。地元の方と、都市部か
ら来ていただいた方の良き交流を期待して
おります。更なるご活躍を願っております。

791 女性 60代 丸子 腰越

若者が定住する魅力ある町。それには、働
く場所、楽しく遊ぶ場所、小奇麗な喫茶店
など必要と思います。

期待ではないが、広報など最小限の配布物
にしたらどうでしょうか。（一ヶ月に一度）班長
も配布するのも大変です。読んでいる人は
少ないし、経費の無駄（印刷代など）と思い
ます。
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（問３）

792 女性 60代 丸子 腰越

少子化についても大変心配していま
す。結婚適齢期の若者が結婚せず
に、親と同居している。将来地域の活
力が減少し、地域が枯れてしまうと憂
いています。

高齢者対策も大切ですが、子育てのしや
すい環境づくりが必要だと思います。

地域内分権に向け「住民自治組織」設立に
向け、各地域で準備が進められています
が、住民はまだまだ住民自治組織につい
て、十分理解されていません。自分達の地
域は、自分達で運営していく。これは大変な
ことだと認識しています。一部の住民だけで
進めるのではなく、もっともっと住民への啓
蒙と、話し合いが必要だと思います

794 男性 50代 丸子 腰越

武石⇔丸子⇔上田市街地へのバス
乗り継ぎ便の、更なる宣伝を！

795 女性 50代 丸子 腰越

自然を壊さず、空地にソーラパネルの設置
は、止めてほしい。環境を壊してしまう。

796 女性 40代 丸子 腰越

学校が遠すぎる。特に高校生は駅まで
がまず遠すぎる。親の負担が大きい。

どのようなサービスなどが誰に必要かと、
市が把握して、年代に合った利用しやす
い、独自の交通機関などつくってほしい。

とても自然豊かなので、今より不要な
工事などはせず、川の形や石垣のあ
る川をそのままにして、生物や植物が
なくならないように、調査、保護をして
ほしい。小中学生などの力も借りるな
どしてほしい。

高齢化は仕方ないです。誰も年をとります。
少子化は、子育て世代の皆様が「ここに住み
たい」「ここならうちの子も家族も安心できる」
と思える町であれば、上田の他の地域や近く
の市町村カからも転入してくると思います。
よくある一人親家庭などへの、行き過ぎる支
援よりも（保護者まで医療費補助とかありえ
ない）家族が揃って悩みながらっも生活して
いる、普通の家庭を大切にしていただける町
をつくってほしいです。

797 女性 70代 丸子 腰越

働くな場所があれば、若い人達が増
え人口が増える。

道路幅が狭く危険、特に歩道の上り下り等
問題あり。

巡回バスの停留所が、もっと細かくほ
しい。

雪の除雪が大変、特にお年寄り一人暮らし
の場合、家々の間の長い区間等どうしたらよ
いのか。

798 男性 70代 丸子 腰越
地域内で住民、特に高齢者のコミュニケー
ションが図れるような場所がほしい。

特色のある商店等が増えること。 話だけでなく、具体的な取り組み、計画につ
なげるような活動と、住民との接点を十分に
持つこと。

799 女性 70代 丸子 腰越

最近気になることは、太陽光パ
ネルが多くなり、電源としては必
要かとも思いますが、自然の美
しさからは？・・・です。

801 男性 50代 丸子 腰越
人口減少、商業施設が少なく買物も上
田市に行ってしまう。

大規模な宅地造成をして人を集める。 バイパスを通して道幅を広くする。 早期に実現してほしい。

802 男性 50代 丸子 腰越

腰越町組を通る国道は、道路幅が狭く
大型車のすれ違いもやっとできる状態
です。しかも交通量が多く、大変危険
な状態です。行政は早期に現状を把
握し対策をすべきです。せめて、大型
車だけでも迂回。東内はバイパス通っ
ているので。

丸子はかつて生糸の町として栄えた
が、それに基づく文化資産の活用に
乏しい。腰越の「かね九」の事務所跡
の建物は生糸全盛の繁栄を感じられ
る立派なものだが、朽ちるに任せる
ばかりである。できれば保存し観光
交流資源として、活用したらどうで
しょうか。

丸子地区は企業も多く、地元のみならず上
田地区からの流入者も多く、朝夕の国道
152号線の混雑渋滞はひどい。（大屋周
辺）雇用の場を確保することも大切だが、
渋滞を緩和し通勤時間の短縮も必要。「丸
子の会社は、大屋で渋滞がひどく行きたく
ない」と思われているのが現状である。（交
差点の改修で大分よくなると思うのだが）

少子高齢化に伴い、今後空家の問題
が多くなると思う。行政サービスの向
上や各種支援等を充実させ、人口流
失に歯止めをかけて、魅力あるまちづ
くりとなることを期待します。

住みやすく、魅力あるまちづくりが実現でき
るよう期待します。

803 女性 60代 丸子 腰越

小屋坂トンネルの信号機について、丸
子（腰越）方面から東内へ抜けるトンネ
ル前の信号機ですが、通勤時間帯は
車の量が多く右折するのに困難であ
る。時間差の信号機を付けてもらえた
ら助かります。

一人、二人世帯が多く、しかも高齢である。
昔から比べ近所づきあいもあまりなくなり、
声掛けを充実する。

周りの山々が松くい虫の被害が激し
く、誠に景観が悪く、木が倒れそうで
心配。何とかして下さい。

804 女性 70代 丸子 腰越

過疎化にしないこと。旧上田市内には、素
晴らしい施設が出来ているが、丸子・武石
にはできていない。サントミューゼ、第2中
学校、ひと・まち・元気等

上田市との合併が大失敗と思ってい
ます。元に戻して依田窪で新しい町づ
くりがいいと思う。

会議の主催者もよく分かっていないと思う。
聞くたびに分からなくなる。
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（問３）

805 女性 60代 丸子 腰越

働く場所が恵まれていないと、人口も少なく
過疎化してしまう。交通手段が少ないと買
物にも出掛けられない。

安全に歩ける遊歩道、国道沿いの段
差をなくしてほしい。特に段差が危な
い！

高齢者に優しい道づくりをお願いします。

806 男性 70代 丸子 腰越

予算があれば、丸子もきれいな町になる。 上田市と合併し、市街地ばかりが活
性化し、丸子に予算が回ってこない。
道路、側溝の修理。相当見られる。

811 男性 70代 丸子 腰越

他県、他市町村との交流を活発にして、良
い所は取り入れたらどうかと思う。

昔のような、賑わいのある町、活気の
ある町に出来たらいいと思う。

812 男性 50代 丸子 腰越

福祉が充実したまちづくり、町に関係したイ
ンフラストラクチャーを全てバリアフリーに
する。優良企業の誘致など、働くな場所を
増やす。

年金暮らしの人々が、困らない地域、
年金受給者も働ける地域を期待して
います。

生まれてから死ぬまで、安心して活かせる地
域を期待しています。

819 女性 60代 丸子 腰越

⑥に関連する件→65歳～75歳
まで雇用が必要だと思う。（健康
でいるためにも）

820 女性 60代 丸子 腰越

長生きできるかどうか、又ピンピンコロ
リとも限らず。今はまだ元気で動ける
が、もっといずれ高齢になった時の外
出の便利性（買物やその他）

年をとっても、人との交流の拠り所や
つながりが持て、安心安全、便利に生
活できる地域づくり。

822 女性 70代 丸子 腰越

近所のつき合いが豊かでしたが、人口
減少、高齢化に伴い、さびしい集落に
なりました。

それぞれの部落に高齢者、子供等が
集まれる（気軽に）拠点がほしい。
（公民館は遠すぎる）近くの空家利用
などの方法で。（後略）

細かい思いやり、住民が何を求めているか
という目線の低さ！上から目線でなく！

唯、会議、打合せ等々、役員ばかり集
めて実践は何一つない・・・！一部の
人々の集合と思わざるを得ない。

これの会議も、町の住民には、何している
の？何したの？の気持ち！

823 女性 40代 丸子 腰越

特色がない。食事ができない。
市街地、観光地の通り道。本屋
がない。

⑩と同様。活性化していない。 ある程度の予算（地域の）、市（中心）とは
離して、独自の自治会運営を。

4地域で、一番まとまりのある地域に
なること。

市（行政）からの受け手でなく、会議で考え実
行する。応援しています。協力します。

825 男性 80代 丸子 腰越

高齢化と後継者不足のため、農地が
益々荒れていく。一日の車の交通量の
調査をお願いしたい。（腰越橋より一
本木諏訪神社までの区間）

区民、皆で行政を動かすこと。 町の中心地から離れた所まで、行政
の目が届くことを期待します。

腰越橋より小屋坂（腰越上の信号機）までの
交通量の問題を、会議で検討して頂きたい。

3308 男性 80代 丸子 腰越

自然災害が少なく住むのに良い
所。

高齢者は交通の便が悪く、今一番心
配の種です。もう一か所くらい救急病
院が有ると安心。

3310 女性 50代 丸子 腰越 空き農地の雑草、木の管理不足

3313 男性 50代 丸子 腰越

地域としてまとまりがある。 公共交通が不便。商業施設の減少。 魅力的な街づくり（具体的にどうすればよ
いのかわからない）

さまざまな面での暮らしやすさ。 会議だけに終わらず、何か１つでも良いので
成果を生み出してほしい。

3315 女性 60代 丸子 腰越

上田市になってから丸子の魅力
はあまりありません

上田市になってだんだん寂れていく丸子の
商店街。昔の丸子を取り戻したい。

上田と別れて昔のような丸子町にして
ほしい。

どんな小さなことでも上田で行うので、丸子
でも人が集まることをやってほしい。

3316 男性 50代 丸子 腰越

期待はしていませんが、地域自治セ
ンターの受付の態度が悪すぎます。
丸子町を良くするのは、そこがスター
トです。例は書きませんが良くわかっ
ていると思います。

3318 女性 60代 丸子 腰越
街並み美化、空家、空店舗、空農地
などの管理問題。
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（問３）

3319 女性 70代 丸子 腰越

冬になると向井腰越は、凍った道路で
医者にも行かれないことがあり、町の
方で雪かきをお願いしたいです。

これからどんどん高齢者が多くなり、
年金はどんどん少なります。地味に
暮らしていても、集金とか、町から一
戸いくら以上とか集めることが多すぎ
ます。上田市と合併してから無駄な
配り物が多いように思います。

若い人達が集まることを考えるには、ま
ず、働く場所を増やし、工場などがどんど
ん増えるようにしていただきたい。

3320 女性 60代 丸子 腰越
雪が降ると危ないから、雪を機械で削って
ほしい

3325 男性 70代 丸子 腰越

自然が多すぎてシカやタヌキと
かが多い

雪の対策がなっていない。一歩国道か
ら入れば除雪がなっていない。

マレットゴルフ場、公園等をもっと増やすと
よい

もっとレジャー施設を作ってもらいた
い。

3325 男性 70代 丸子 腰越
高齢者の買い物に便利に回ってほしい。

3328 女性 50代 丸子 腰越

交通が便利。鹿教湯温泉の集客。喫茶店
のように気軽に入れるお店。

町おこしになる事、物、人があったら
いいかな。茨城県大洗のような。

3329 無回答 80代 丸子 腰越

自然災害は、いつどこで起こる
かわかりませんが、他府県から
見れば今のところ丸子地域など
安堵のところもあります。

人口減少とともに少子化になり今後、
先人達よりの伝統行事などを継承して
ほしい。教育課程について、種々旨い
ことの中で、校外学習など今まで以上
に伝統的物造り等の計画も必要と思
う。

人口減少時代から見て、商・工・農の
機能充実が必要となる。働く場所、帰
郷等、良い環境が必要。若者達が多
方面流出しないためにも。

観光交流の場を作る。 最近の街並みから見て、商店街は裏
通りのような気がする。賑わいが無
い、活性化してほしい。

多くの皆さん方のアンケートの内容、意見な
どをもとにして、丸子まちづくり会議で話し
合ってほしい。

3329 女性 60代 丸子 腰越

地区の子供たちが減少して、小学生は
何人居るのかな、と数えるほどです。
もっと若い人が増えて子ども達も増え
てほしい。

若い人達に子どもを多く生んでもら
い、活気のある町になってほしい。

子ども達を育てるのに必要な経費を年金を
減らしてでも増やしてやってほしい。

以前、栄えていた商店街が今はほと
んど戸閉めされ、スーパーがにぎわっ
ています。何か淋しい気持ちになりま
す。本通りだった所もまた栄えてほし
い。

3332 男性 40代 丸子 腰越

買い物先もある程度、医療機関
もある程度ある。

小児科専門医がいない。救急医療、
時間外にかかれる医療機関が無い。

新しい村づくり、町づくりの検討。若い世代
が入ってくる仕組みや取り組み。古い制度
やならわしと若い考え方との調和（バラン
ス）。国や自治体の法律にしばられない丸
子特区の考え方で新しい制度を構築する。

上田地域で丸子で第二の力のある町
です。力があるかどうかは、どれだけ
人が住むかで決まるので、どれだけ
生活に便利な人にやさしい福祉に豊
かな街にできるか、が未来を決定して
ゆくと思います。一番の基本的な部分
です。

古い町から新しいへの移行してゆく過程でそ
れをどのようになしとげてゆくかを、地域の
実情や他地域の例を見ながら取り組んで頂
きたいです。

3333 女性 60代 丸子 腰越

高齢者世帯や空家が多く防犯等の不
安。山林の木々が異常にかれている、
倒れている。心配になる。

難しいことだとは思いますが、我々の
世代（特に女性）は年金も少ない。老
後の生活の不安を少しでも解消して
ほしいです。

この取り組みに（仕事として）日々携わってい
る方達の方向性や向き合い方を示してほし
い。

3334 女性 50代 丸子 腰越

大型車は東内から小屋坂トンネルを通り、
国道に出る。国道１５２号線の腰越付近は
生活道路にしてほしい。
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（問３）

1523 女性 70代 丸子 中丸子

○アレチウリ、河川に繁茂している偽
アカシア等人通りが少ない場所が放置
されている日常的に手入れしていない
とますます人が入りにくくなり、その増
加が人を寄せ付けなくなると危惧す
る。○若い人が少なくなったのか，後
継者がいないのか商店の閉店があち
こちで見られることは今後の心配

現在にぎわっているのはツルヤ近辺
だけのような状況、できれば他の地
区でも人が集まるような状況を作り
出せるまちづくりをしてほしい。誰も
がくらしやすければ人は自然に集
まってくるのではないか

一過性の催し物モよいが、高齢者が多く
なっている現在、その人たちを外出する気
にさせるようなものは何かないだろうか、あ
まりお金を使わずに

自治センターの人達はもっと町を知る
ために外に出ていろいろ見て感じてそ
れをまちづくりに反映させたらどうか

口で言うのは簡単ですが通りを歩いてみて
誰もいないような（現在昼間ほとんど表通り
でも人影を見ることはない）街になってほしい

1524 女性 60代 丸子 中丸子

働く場所がたくさんあったらよいと思いま
す。魅力ある名所があって観光客が大勢
来てくれるような丸子になればと思います。

1525 女性 40代 丸子 中丸子

魅力はたくさんありますがもとも
と良い人間関係を作れるほうで
はないので、なんだかいつも非
難されているように感じ、日本
語が通じないところへ行って心
静かに暮らしたくなります。

地域の中の人が仲良く細かいことま
でしっているひともおおいが、あまり
干渉し過ぎずそっとしておいてほしい
と思うことも多くある

思いやりを持つこと。先入観にとらわれな
い。いろいろな障害や病気の人がいるの
で”ふつう”から外れている人を”変わり者”
や外れもの扱いされたくないと思う

私が地井氏頃はモット暮らしやすく楽
しかった。今は悲しく時々自分はしあ
わせではないと思う

いろいろな人たちの意見を取り入れて、ビ
ホーアフターのように家族の問題を解決しま
す。-町の解決をしますのｙぷに目から鱗が
落ちるような良い変化が表れてきたらよいと
思います。

1527 女性 50代 丸子 中丸子

１０代20代と和解人たちが集う場がない。
楽しくない、大型店もなく寂しい。町の行事
など高校生、大学生などの参加もなし、た
だ企業に入った若い人のみがイヤイヤ参
加しているのみ、祭り等も楽しくない

若いひとたちがとどまる街にしなくて
は動けない、年寄ばかりになるに決
まっている丸子町に「これ」というもの
がない。友達が遊びに来てくれてもつ
れていくところがない

真田丸といっても上田市長だけが喜んでい
るのみ上田市に合併して何が良かったか、
丸子に産科もない丸子町に子孫はいらない
こと？年寄りの町丸子に町になることも時間
の問題だろう

1528 女性 50代 丸子 中丸子

同じ長野県で森が炊く丸子地域はとても良
い場所、緑も豊かで川も綺麗、住むには災
害がない。大型点ができればいいか
な、、、若い人が行く場所がない

何年かすると高齢者ばかりになってし
まいます。20代、30代が他の忌める
場所を作ってほしいです。

合併してから道路が良くなっただけ商店街も
考えてほしい

1529 不明 不明 丸子 中丸子
花をたくさん植えてほしい 店を増やしてほしい。人口を増やして

ほしい。
特になし

1530 男性 60代 丸子 中丸子

団地の改良推進が早急に必要 専門店化、差別化。飲食店の増加 自治センターによるサービス、お役所
仕事でなく住民中心に考えてほしい

1531 男性 30代 丸子 中丸子 バリアフリー化

1533 男性 80代 丸子 中丸子

無謀な町村合併に合わされ希望もなし　市
中心主義に何も言うことなし

1535 女性 50代 丸子 中丸子 道路の整備をしてほしい

1538 男性 50代 丸子 中丸子
事業者の誘致や優遇処置をすること 水道代が他の地域より高い安くしてほ

しい

1540 女性 30代 丸子 中丸子

親子が楽しめる行事をするたとえ場運動会
とかする

夏に行われるドドンコ祭りの参加者が
少ない。各区ごと役員さん班長さん中
心に声かけ運動を良くする

１年に１回だけでも良いから、高齢者向け
化、子供向けでも良い，講演会を設ける

1542 男性 50代 丸子 中丸子 排他的でもある 商業化に前向きなところ 観光かに前向き 行政面での充実 なし 応援していく

1548 女性 50代 丸子 中丸子
まちづくり会議というものが良く分かりません

1550 男性 60代 丸子 中丸子

少子高齢化による人口減少に伴いい
ろいろな問題が顕著になる。

自治基本条例に基づき地域の課題に予算
をつけ行政指導で行う。地域としては行政
と力を合わせて実現に向け教力していく

自治センターの力が年々弱まる現状
に不安がある、地域の機関である自
治センターが今後どのような形になる
か。町づくり会議は責任を押し付けら
れないように

まちづくり会議の事業についてはしっかりと
した方向性を打ち出いできることから焦らず
初めてください。行政は地域課題を地域住
民と共有して解決することがまちづくり会議
に期待するところであるが一方行政のスリム
化を目指すとあるが、町づくり会議としては
どのように協調対応するかは責任が重い
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（問３）

1552 女性 60代 丸子 中丸子
活気がほしい0 年金生活の安定。医療の無料化 荒れた土地の雑草を管理徹底してほしい

1553 女性 60代 丸子 中丸子

観光地、セレスホールの駐車場の確
保

交通の便を良くしてほしい 長野中央タクシーの空港便丸子の乗
り入れをしてほしい　冬季雪の除雪を
早めにしてほしい

1555 男性 60代 丸子 中丸子

自然災害が少なく大変過ごしや
すく安心して生活ができると思
います

病院の通院の時足がないため不便
に思う。交通の便、障害があるため
不安

1556 女性 80代 丸子 中丸子
自然災害が酢国の出安心して
暮らせる

1557 女性 40代 丸子 中丸子

まだわかりません 例えば避難訓練があったら自力で動ける
人以外の人にも呼び掛けて全ての人が避
難できるように、難しい人はどうやったらい
いか一緒に考えられる気持ちと実現。
災害弱者名簿を活かせる生きた名簿作り。

障害（特に知られていない難病）に理
解のある優しい地域に

どういう会議か分からないが、障害や難病に
対して理解するための勉強会等

1561 女性 70代 丸子 中丸子

自然が豊かで、大きなはんざ
い、災害が少なくて生活するに
はとても良い

伝統行事、ドドンコ年々参加者が減少
している。折角ドドンコ、まんまるがあ
るのに一曲になってしまって会議で意
見を言っても取り上げて貰えないとの
事。全体を見て色々な人の意見も聞い
て欲しい

丸子まちづくりのアンケートとても良い。
もっと一人一人の意見を聞いて上にあげて
欲しい。

上田市になって１０年丸子には何が
変わったのか体、目で感じることはな
い。商店街は段々閉店し、つい上田
市内に買物に行ってしまう。景気のせ
いでもあるが、どうも淋しい街になって
しまった。

このアンケートを基にもっと色々な人の意見
を聞いて欲しい。

1562 女性 40代 丸子 中丸子
問６⑥に関しては全戸へ花の種や苗など
の配布。

もっと現場を歩いて見て欲しい どんなことをしているか分からない

1564 女性 30代 丸子 中丸子

空家等の利用の充実、子育てするの
に格安で貸して欲しい。

1565 男性 40代 丸子 中丸子

税金が高い
雪かきやってくれない
自治センターは何もやってくれない

もっと丸子地域の事をしっかりやって
欲しい

自治センターの職員は何もやらない。
もっとちゃんとして欲しい。

全くない！期待してもムダ！！

1567 女性 70代 丸子 中丸子
自然災害が少なく住みよい 通勤、通学は大変、買物は便利 よく解らない 皆が住みよいまちになると良い。

1570 女性 40代 丸子 中丸子
商店街の活性化と交通事故などない日常
へ

1577 女性 50代 丸子 中丸子

問６④年齢やお金がなく、資格のない者、
仕事が出来る人でも外見で面接落とされる
人が多い。４０～５０代の職業がないのが
現状。働く場所があったら良い。

荒れた田畑や空家についてどうするか

1585 女性 40代 丸子 中丸子

高校生が通学しやすいよう、バスの本数の
増加。通学時間帯に合わせバスの本数を
増やす。バス運賃の軽減。

学校教育の充実
スポーツ強化

1591 女性 60代 丸子 中丸子

夢と希望が叶う、犯罪や事故の無い
安心して暮らせる街

可能な限り「生涯現役」の人が増えると丸
子地域が活性化し、健全財政に繋がる。

1592 男性 60代 丸子 中丸子
区役員等を平等にやって欲しい。

1594 女性 40代 丸子 中丸子

・商業施設をもっと充実させて欲しい
（ある程度大きな本屋が欲しい）
・文化的なイベントをもっと開催して欲
しい。

1596 女性 70代 丸子 中丸子
高齢者が気兼ねなく集まって何か出
来る場所が近くに欲しい。

1598 女性 20代 丸子 中丸子
期待しない そもそもそのまちづくり会議をして何か変わ

るのか？48 ページ
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1600 女性 50代 丸子 中丸子

通り過ぎるだけのまちでなく、花でも
文化施設でも立ち止まるもののある
まち

丸子の歴史や製糸が盛んだった頃の物を
もっとアピールし丸子にしかないものを作
る。

やる気、思いやり、実行力

1607 女性 30代 丸子 中丸子

中丸子団地付近に現在子供が多くい
るが、小、中学校までの通学路に歩道
がなく、大変危険な場所がある。

上田市と合併してから、丸子地域の
除雪等の対応が遅くなった気がする。

1610 女性 70代 丸子 中丸子

雑音で睡眠不足。眠れない（何年も続
いているので止めて欲しい）

道路の白線の書き直しする。道幅狭く事故
に繋がる恐れあり。（中丸子団地前）通学
その他歩く人多い。

丸子の堤防は他にない良いウォーキ
ングコースで多くの人が利用している
が草が伸び大きな松が枯れていてと
ても残念。

1612 男性 40代 丸子 中丸子
全くないと思う。 分からない 期待しても実現しそうにない。 期待するだけ損

1613 女性 60代 丸子 中丸子

個人の家にも救急電話を設けて欲し
い

子供達が道で遊ばないように何も作ってい
ない畑や田圃を公園にして安全な場を作
る。

・狭い道やカーブなどにミラーを増や
して欲しい。・細い市道も雪かきをして
交通事故の予防をして欲しい。

・歩道の凸凹を整備して欲しい。
・Ｕ字溝に網などを張って落ちないようにして
欲しい。・カーブなどの道を広げて欲しい。

1616 女性 20代 丸子 中丸子
電車を通す。 小さい子が遊べる水場付き公園

1618 女性 50代 丸子 中丸子

もう少し福祉を考えて欲しい。学校での対
応とかも取りあえず毎日が過ぎればという
感じで子供のためになっているのか疑問。
少しは以前より良くなっているが。

冬の積雪時の対応を早くして欲しい。
道路も轍ができてしまってからでは溶
けない.運転する者に事故れといわん
ばかり。以前の佐久市長の早目の対
応を見習い上田市長も考えるべきだ
と思う

上記の事が毎年のように思うことであり
、何センチ積雪でないと動かないでは、事故
多発＝ケガ、死亡事故が増加。この冬に長
瀬で歩道が埋まってしまい仕方なく車道を歩
き、若者が亡くなっているのだから考えるべ
き。その都度自治センターと市役所へ電話し
ているが対応が悪すぎる。

1622 男性 40代 丸子 中丸子
特に無し 大屋駅や上田まで行くバスの本数が

少ない
議会の人数を減らす（現行の半分位に）

1625 女性 70代 丸子 中丸子

散歩しながら高齢者が自由に運動できる
（体力づくり）場所、無料で器具の使用でき
ると良い

高齢者が入居できる（安価）施設が欲
しい

1627 女性 50代 丸子 中丸子
介護施設が多い 最寄りの駅までのアクセスが悪い（駅

まで遠い）
ファミリーレストランなどの増加
介護施設の充実

国、県からの資金援助

1629 女性 50代 丸子 中丸子

私は中丸子に引っ越してきた。まず
思ったことは全体的に道路が狭い。
子供が道路で接触することがあった。
自転車に乗っていたらすれ違いがで
きず、道脇の１m下の畑に落ちたとい
うこともあった。すぐに道路を拡幅は
できないが狭い道路は時間指定にし
て欲しい

私の家は生活道路の通りにある。「通り抜け
は遠慮してください」との立て看板もあるがツ
ルヤへ行く人、中丸子保育園の送迎、中央
病院へ行く人の通り抜けが多く、普通に歩い
ていても危険を感じる。新たに道路を造ると
か通り抜け禁止にするとかの徹底した処置
を強く希望する。危険な思いを何度もした。

1631 男性 60代 丸子 中丸子

山林枯赤松の現状。人口減少による
将来のまち全体の老朽化。上田市と
合併したメリットが感じられない

子供世代が定住し安心して楽しい生
活が送れる街

元気な高齢者が現役で働ける場所の提供
経済の物的成長から質的成長の変化

丸子地区の特性、旧上田市との違いが分か
り易いまちづくり

1632 男性 30代 丸子 中丸子 道路整備

1634 女性 10代 丸子 中丸子 病院が沢山ある ゲームの依存性

1636 女性 30代 丸子 中丸子 対策 安心安全 交流

1637 男性 40代 丸子 中丸子

創造性を伸ばす子供学習が持続的に行わ
れること。親や周りの人間の意識が変わ
り、クレバーなまちづくりが可能となる。
上田への渋滞解消。
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（問３）

1638 女性 80代 丸子 中丸子

自治センターへ行くのもバスを利用する
が、今料金が安くなっていて嬉しいが何時
までも続いて欲しい（尚、高齢者のみもっと
安くなれば良い）

1639 男性 50代 丸子 中丸子

首都圏アクセスを活性化させる。
道路整備

工場など雇用確保。 情報展開

1641 女性 60代 丸子 中丸子

近隣住民同士の日常的なまとまり できるだけ身近な単位、例えば自治会単位
での取り組みが出来るような活動目標を自
治会が主体的に設定する。

1643 男性 80代 丸子 中丸子

今の人達は付き合いが悪い～
何かあった時には助け合いが
大事。

農道や原っぱの草刈り等整備して欲し
い。道路が悪いので直して欲しい

河川道路の土手草や依田川の中の
雑木手入れがない。見苦しい

丸子地域は店がないので不便。商工
会はもう少し考えて。

空家が多いのでもっと人が入るように考え
て。

1645 男性 30代 丸子 中丸子
働き口の確保 企業の誘致または起業支援

1646 男性 60代 丸子 中丸子

特に飲食店が少ない（回転寿司、ファ
ミレス）地元に、身近に行けるスナッ
ク、カラオケ等が上田市街地に比べて
少ない

安心、安全で子供から年配が暮らし
易いまちづくり

特に生活圏の道路が狭い。まちの道路環
境、幹線道路、東御農免道路から三反田、
腰越、武石に抜ける道路整備をすれば町
全体がバランスよく便利になる。

1652 男性 60代 丸子 中丸子
バイクに興じる子供の騒音対策

1653 女性 50代 丸子 中丸子

様々な問題を地域ぐるみで考え実行する。
気軽に相談、声掛けができる環境づくり。

鹿教湯温泉など素晴らしい財産を持
ちながら充分に活用されていないの
で丸子から全国にアピールしていきた
い。

今一番不安なのは、老後の事です（経済、健
康、空家…）現実問題地域の皆様が頼り。よ
ろしくお願いします。

1654 女性 60代 丸子 中丸子

・年を取ってもそれなりに仕事が有る事。
・子育て世帯や、低所得者、独居老人等に
は１か月毎に日用品の無料配布等の提供
や、事情でディズニーランド等一度も行け
ない子供たちを連れて行ってくれる旅行
サービス等も市で応援する。

地域内を無料で回ってくれる小型バス
や重い物を運んでくれる軽トラ便を運
行してもらえれば、増えつつある高齢
者の仕事にもなるし、助けたり、助け
られたりとお互い良いのでは。

より良い生活が出来る様に小さな親切から
でよいのでスタートしてもらえれば嬉しい。

1657 女性 40代 丸子 中丸子

公共交通機関（バスのダイヤの増加）を
もっと増やして、上田中心地までマイカー
以外で行ける手段があると

1658 女性 80代 丸子 中丸子

買物には近くて便利
近所の人はパート勤めなので
付き合いは良い。

防犯、防災、毎日ニュースでやってい
るが怖い
交通量が多いので事故が多い

子供、高齢者、障害者に優しい街 カンやごみを捨てないで決めた処に入れま
ちをきれいにする。

誰でも働ける社会を造って欲しい。

1659 男性 70代 丸子 中丸子

期待でなく要望。中丸子のベルパーク
の件で西側のフェンスの辺りに大きな
木が欲しい。夏は暑くて日影があると
いい。一本でなく数本
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（問３）

1660 男性 70代 丸子 中丸子

①上田市行政内での「地域自治センター」へ
の分権
②「地域住民と行政（自治センター）との協
働」への分権
上記の２つについて十分な検討・活動をして
欲しい。しかし残念ながら、徐々に②の中の
「住民の協働」に矮小化されている。
①について、センターで対応できない事が以
前より多くなっている。本庁への集権の懸念
がある。
②について、「地域経営会議」では住民と市
が一堂に会しとあるが、委員一覧表には自
治センター長の名前はない。」「丸子まちづく
り会議」もメンバーでなく、どうして積極的に
関与しないのか。地域の意見を尊重するとし
ても予算・情報量等全体を把握しているのは
市であり、それ以前に自分達の大事な仕事
の筈。以上から
①について、地域内分権の大きな柱である
資金面・決定権につき分権が進んでいるか、
逆のことはないか等、市、住民の意見を聞き
検討、提言等対応をお願いしたい。市は情
報をオープンにして地域の理解と協力を得る
べき。
②について、住民と行政の協働を原則として
会議には必ずセンター長等が出席し議論に
参加する事。また決定事項はセンターも同意
とし実効ある会議にして欲しい。
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（問３）

1661 男性 50代 丸子 中丸子

やはり、上田に吸収されてしまった。一
地域になってしまい特色や良さが出せ
ないでいる。

⑴「野球のまち・丸子」復権を目指して
①夏でも野球練習ができる環境を整備関
東・中京等から大学・高校野球を誘致
②上記の宿泊地として丸子温泉郷を利
用。また、空家を利用し民博施設を造り観
光に繋げる。「あさつゆ」と連携し地元産の
野菜を活用。
③信濃グランセローズ練習場として総合グ
ランドを利用。丸子修学館高校野球部の強
豪復活を目指し、練習への協力を要請し、
公開練習とする。県内外の強豪チームの
招聘を今以上に活発にする。丸子だからこ
そ出来る取り組み。
④耕作放棄地をグラウンドに造り、諸大会
の開催ができれば観光にも繋がる
⑵「音楽の都・丸子」を目指した取組
①国内規模での小編成アンサンブルのコ
ンクール開催
②丸子修学館高校吹奏楽部のメイン練習
会場として利用することにより、コンクール
で賞を狙いやすくなる。小諸高校に流れて
いる吹奏楽の有力者を呼び戻せる。
③セレスホールは駐車場対策が急務。駅
前再開発も視野に入れた駐車場整備を。
④セレスホール付近に音楽喫茶を。「こだ
ま」では夜景を売りにした観光開発。丸子
の店とタイアップして。
⑤セレスホールで丸子地域の小・中・高を
中心とした音楽フェスティバルの開催

⑶「人権文化のひらくまち・丸子」
①解放センターを拠点に様々な人権につ
いて考える団体を統括。例えば外国支援
のボランティア「ゆうあいまるこ」その他が
定例でここで活動する。小中高の交流や
キャリア教育としても活用できる。
②人権について考える拠点としての活動を
考える。例えば「狭山住民の会」等有志で
活動している団体を全県レベルで交流でき
る。
③「まるこ人権フェスタ」の開催

1664 男性 70代 丸子 中丸子

上田市中央の道路、歩道は立派に整
備されているが中心部から外れた当
地区は放置されている。上田大合併に
よる弊害のように思う。

ゴミステイションの整備を早急に検
討、実施をお願いする。他地区では金
属製収納ボックス（金網、ドア、カギ付
き）内に袋を収集する所があるが、丸
子地区では道端にゴミ袋を積み上げ
収集している。最近、カラス、猫等小
動物によるゴミの散乱が目立つ。ゴミ
出しルールを守らない人、他地区から
のゴミ出し等、管理の放置により小動
物の民家への出没の原因になってい
る。

1667 女性 40代 丸子 中丸子

⑩の道路（歩道）の不備を感じる 子供達がのびのび遊べるまち 様々な年齢の人が楽しめるイベント（広い
視野の）開催

外から人が集まってくるまちづくり 視点を変えた発想も取り入れていくこと

1668 女性 70代 丸子 中丸子

空き店舗を活用して人が集まりやすい場所
づくり

バス停でも夜になると暗くとても防災
上不安。明るくして欲しい。

1669 男性 70代 丸子 中丸子 産院が無い
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（問３）

1673 女性 50代 丸子 中丸子

佐久病院、日赤などのしっかりとした
大きい病院

良い医者、佳い設備、信頼できる病院大き
い手術が出来る病院

1676 男性 50代 丸子 中丸子

改めて考えても特に魅力はな
い。特徴がない地域

職場があるから…という感じで交通
は主要地域の通過点。文化等も地域
全体で守る感じもない。単なるベッド
タウン的な地域になるのでは。

昔の様に生糸などの主要産業があるわけ
でもなく、中途半端な観光と大型スーパー
等による商業の衰退。何を主としたいの
か、健康ゾーンか、住居ゾーンか、上田市
中心へ全てが依存されている状況で何が
できるのか？位置付けが見えない。まるで
夕張の様だ。

一時、「シルク」を前面に出す計画で
シルク関係（服飾関係）の学校誘致が
あったが、若者を取り込み世代を超え
た居住空間作りが大切。伝統文化も
守るには若者を取り込み、働き遊べる
自然の空間作りが必要。

一過性で終わって欲しくない。机上の空論は
過去にも何度もあった。住民をどう巻き込む
かが「カギ」だと思う。あとは市の理事者がど
う考えているかだ。

1680 男性 70代 丸子 中丸子
空き店舗を無くし、中心に人が集まり
やすい様に。

美ヶ原へのバス運行。

1681 女性 30代 丸子 中丸子
保育園や福祉施設の利用料金の減額 子育てがしやすい環境作り（安全面、

金銭面など含めて）

1684 男性 60代 丸子 中丸子

６０歳以上の高齢者が知恵、活力を用いて
子供、高齢者、障害者を手助けする。
補助金に頼らない、民間依存。

明治、大正と「蚕都」の歴史が残って
いる丸子地域のブラタモリ化「新たな
マルコの発見」

上田市が福祉医療行政に関し、他自治体に
比べ対応が遅く未だに箱モノ行政を続けて
いる点が気になる。トップリーダーの更新が
必要。

1685 男性 60代 丸子 中丸子
働く場所を増やし若い人々と子どもの増
加。

空家対策 まちの活性化、人口増加。

1687 女性 70代 丸子 中丸子

③について、中学生までのバス通学をタダ
にする、高齢者（車の運転が出来なくなっ
たら）タダ、まりんこ号の増便

上田市の考えを通すだけでなく、丸子
独自の事が出来ると良い。花火大会
の復活。

このようなアンケートをするなら出された意
見を大事に早急に良い物を取り入れ活性化
に繋げて欲しい。

1688 男性 40代 丸子 中丸子 資金

1689 女性 50代 丸子 中丸子

クワハウスの様なスポーツ（運動でき
る）可の施設が丸子地域にあったら嬉
しい。西内まで行くのが不便。送迎バ
スを出してもらえなないか。

1690 無回答無回答 丸子 中丸子

自宅付近で蛍が飛ぶほど自然
が豊か

歩道が狭く歩行者、自転車通行が危
険な所がある。

歩道、自転車道の整備
地域の食材を扱う店舗や飲食店。
診療所と総合病院の連携、通いやすさ

幅広い世代間のコミュニケーションが
取れる所がないので増やして欲しい。
地域の行事（お祭、伝統行事）は残し
て欲しい。

1692 女性 70代 丸子 中丸子

自治センターに行っても丸子地区の
人が少なく話が進まない。
空家が多くて淋しい。

1696 女性 60代 丸子 中丸子

積極的に予算をこの分野に取ること 住みやすい魅力ある丸子に何か代表
するものを丸子の顔として発信して欲
しい。

1697 女性 50代 丸子 中丸子
病院の行き帰りに送り迎えのシルバー
タクシーが欲しい。

1698 女性 60代 丸子 中丸子

道路に枝が下がっていて危険。切っ
てもらえないか。
バスで鹿教湯まで行かなくても、安心
して散歩し一休みに風呂（足湯）に
入って家に帰る。様な運動が近くで出
来る施設が欲しい。

1700 女性 60代 丸子 中丸子

新興住宅地で家を買っても四方道路
が狭くすれ違いが出来なく一方向でも
良いので広くして欲しい。

1702 女性 40代 丸子 中丸子
通学用のバスの本数が少ない。増や
して欲しい。
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1703 男性 80代 丸子 中丸子
交通の便を良くする。 旧上田市に中心を持っていかない丸

子独自の計画が欲しい。
永い大きい目で丸子を見て欲しい。

1706 男性 60代 丸子 中丸子

③公共交通機関の充実（安くて便利）
２バリアフリー。文化施設の充実と催し物
の充実
①福祉施設に充実（特養の受入数の増加）
介護希望者を受け入れる数の確保（長期
入所者受入数）

○文化の薫るまちに
　・セレスホールの活用（上田市民（丸
子地区？）の優待等考える）。コン
サート等の充実。
　・図書館の充実。本は勿論CD,DVD
の貸し出しも
○介護施設の増設と受け入れ数増加
をお願いする。

1708 男性 40代 丸子 中丸子

公共交通機関（バス）の拡充。 子育て支援センター、公園の整備、ボ
ランティアの配置。

現役世代、特に子育て世代、母親、若者の
活発な議論。

1711 男性 40代 丸子 中丸子
バスの本数が少なく、終バスが早い。 バスの本数が増え、車が無くても生活でき

るようにするとよい。
福祉の充実

1715 男性 60代 丸子 中丸子
上田市が丸子地域にお金をかける事。 商業機能充実による賑わいのある街

作り
丸子地域の活性化に向けての取組み

1716 女性 60代 丸子 中丸子

若者たちが都会に出て行ってしまう背景に
は魅力がない街。薬局（ドラックストア）が
多すぎる。もっと若者が楽しめるような何か
が欲しい。働く場所だったり自然環境を活
かして。

1718 女性 70代 丸子 中丸子

歩道が広く取られている。
水路が多く住民に管理されてい
る。ジョギング、散歩に不便を感
じない。上田市内にバス路線も
多く料金が安く助かる

地域住民の要望が話せる場が少ない
決まり事が統一されていない

他の町から転居して間が無いので
はっきりした回答は出来ないが隣
組、班とのつながり連絡が少ない

以前の所では班が３０件に分かれ年に数
回集まり交流を取り市、県に対する要望事
項をまとめ、実現してきたことがあったがそ
のような集まりがないので皆が話し合える
場と交流を密にする機会を作る。

上田市に合併して丸子地域だけの流
動が出来なくなった。。丸子から出馬
している議員を中心に丸子地域の住
みやすい環境を作って欲しい。

丸子地域全体の動きを出来れば年数回、解
放で知らせて欲しい。

1720 男性 60代 丸子 中丸子

働く場所の確保。
若者がやる気だし、甘えをなくし自立する
事

底辺で生きる人々に手を差し出すま
ち
子供たちが元気で外で声を出せる様
なまち

実現をしっかり、早急にしていって欲しい。

1722 女性 80代 丸子 中丸子

若い人の頑張り。
セレスホールの活用。

まちの活性化。

1723 女性 80代 丸子 中丸子

まあ良い方だ 農地の荒れが凄い。もったいない。 丸子町は早くから歴史文化の資源を
活用したまちだった。活用して欲し
い。

何時災害が起きても大丈夫というような対
策を練る事。

働く場所に恵まれたまち。

1724 男性 60代 丸子 中丸子

一部の人が非協力的で何もしな
いのに自分本位

私も先年を思うと農地の管理ができな
いが雑草地が増加している。皆高齢化
し河川等の維持管理が難しくなってい
る

高齢者マップの作成

1725 男性 60代 丸子 中丸子

自治会長ですら選挙で選ばれているのに選
挙で選ばれてない「まちづくり会議」の委員
は責任ある判断ができるのか？上田市のガ
ス抜きに使われるだけではないか？予算も
権限も限られているか、ない、ような「まちづ
くり会議」には期待するものはない。せいぜ
い、市役所に「住民の合意を得た」という免
罪符を与えないよう頑張ってください。

1726 男性 60代 丸子 中丸子

最近車の量が増加している。それに
伴って裏道への進入が増え、狭い道
路をスピード上げて通行している

魅力あるまちづくり 他者に対する思いやり どんな人が何処で話し合うのか
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1727 男性 60代 丸子 中丸子

休耕地等の荒れ放題による事故及び
害虫の発生

全国的な問題でありこれといった解決策が
ない現状であるがあらゆる施策にて少しづ
つ改善していくしかない。コミュニティー独
自のアイディア等住民から意見を募るの
も！

自治会間でのコミュニケーション不足
な感がある。最近では夏祭り等もやっ
つけ仕事のような気がする。時間だけ
でなくもっと住民や参加した人が楽し
める企画を考えて実施して欲しい。

議会をはじめ規制的な会議に終わらず地域
を越えたあらゆる世代を対象とした意見交換
会を実施するのも一案。行政や議会では話
題にならないような生活する上で基本的な悩
みや、問題が潜んでいると思う。

1732 女性 60代 丸子 中丸子 道路を広くする。 安心、安全！

1733 男性 40代 丸子 中丸子

歴史あるものは残し、続けられるように。公
園の活用。（遊具の工夫）無くしていくだけで
は、ダメなのでは・・・。

1734 男性 40代 丸子 中丸子

祭り、イベントがありよい。花
市、中央病院祭（花火）、爆水ラ
ン、ドドンコなど。

除雪作業が遅い。 わかくさ幼稚園、小学校へ行く道が狭く危
ないので道を広げるか、新たに道をつくっ
た方がよいのでは？

花火大会を復活してほしい。（腰越、
武石、鹿教湯は毎年あるのに・・・）

丸子市民が、生活しやすい地域にしてほし
い。

1736 女性 50代 丸子 中丸子

子供達が安全に遊べる場所（公園、グ
ランド）が少ない。

各自治会で、色々な催しを企画し、皆が積
極的に参加できるようにする。若い人達
が、喜んで参加するような魅力的な催し。

1737 女性 60代 丸子 中丸子

高齢者が暮らしやすい町にするには、近所
の付き合いは必要かと思われる。交通に
関しても考えたい。

1738 女性 30代 丸子 中丸子
子育てがしやすい地域 空き店舗の減少、住宅街に公園。 実際に住んでいる私達が、実感できる変化

を期待する。

1739 男性 70代 丸子 中丸子
丸子地域は「これだ」というものを、考えてほ
しい。

1740 女性 80代 丸子 中丸子 人口の減少、子供の減少。

1741 男性 60代 丸子 中丸子

自治活動によるつながりの強化。仲間意
識。シルバー世代の経験を地域に役立て
る。

他から、目標となる施策のある丸子
に。地域活動をより発展させ、住民に
寄り添え助け合える地域社会。一方、
人、物、水、山林、土壌、土地、空気
などの資源を守り活用すること。

地域住民に開かれた、参加できる会議にし、
住民の意見が反映されることが望ましい。ア
ンケート集計結果の公開と、今後の方針・計
画を見える化にしてほしい。

1742 女性 60代 丸子 中丸子

行事が多い。例えば、月一回の川掃
除、草取り、年一回の山切り出し、出
不足2千円、出不足料を取るなら2週に
亘ってほしい。その他行事を見直して
いく必要はないだろうか。主に役員が
参加し、飲酒それも公民館でよいのだ
ろうか。飲んだり食べたりする費用は、
どこから出ているのでしょうか。交通安
全（月一回）の辻たちは、ボランティア
でよくないのでしょうか。（役員手当て
は必要ないのでは）

自然環境を大切にしたまち。（月一回の川
掃除等）ホタルの住む町とか。月一回の掃
除を活かしたい。樹木の選定（草含む）等、
月一回無料で回収したらどうか。交通量が
激しい。時速40キロの所スピード出す車、
大型トラックも通る時もある横断歩道で、停
止せず、スピードを出して走り去る車が目
立つ。

以前からそうだから、何年前からそうだから
というようでは、見直しは無理。上田市に合
併して10年、行事を精選したい。本当に必要
なのかどうか吟味したい。子供、高齢者、障
がい者の方々を大切にするまちにしていき
たい。

1743 男性 70代 丸子 中丸子

本屋が閉店したのはショック。
依田窪に1～2軒ほしい。復活を
願っている。

中心部に宅地造成する。住宅（高齢
者）をつくる。空家、空き店舗を市が買
い上げ、改築して安価で高齢者や若
人に提供する。飲食、コーヒーショッ
プ、ワイン、酒場等楽しみの場を作る。
地下ケーブル化。（電線）

コンパクトシティ（街並み、シンプル、
新しい）人口増加対策（若人の意見
を積極的に取り入れ、対策を立てる。
（若者アンケート）工業、商店の活性
化。（割引日、カード化、地域化）

これまで丸子→上田の人の流れはあ
るが、上田中心部→丸子への人の流
れは、あまり聞いたことがない。丸子
へ集めるにはどうしたらよいか。お金
を落としてもらうには、どうしたらよい
か。

人口増加対策（特に若い人、子供）具体的
に。特産物の定着。子育て終って、元気な女
性が増えている。（50～70代）意見を集約し、
これを実行することが必要。現状のままで
は、高齢化に歯止めはできない。都市部（都
会）→田舎への人の移入（特に高齢者）は、
好ましくない。

1744 女性 60代 丸子 中丸子

地域住民自身が、近隣の方又人（子供等）
に関心を持ち、接していくことが大切だと思
います。

丸子地域を知ることだと思います。
もっと、ＰＲができたらと思います。

和を持った丸子に期待します。

1745 女性 30代 丸子 中丸子 若い世代 バスの利便性ＵＰ

1748 男性 50代 丸子 中丸子 自然と共に 反発力、全てに効く事はない。最後は気。

1749 男性 70代 丸子 中丸子 道路の拡張 街灯を増やす
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1750 男性 60代 丸子 中丸子
合併前に比べて、リカバリーが悪く
なっている。

地域性を生かしたイベントを。

1751 女性 60代 丸子 中丸子

高齢者が住み易い地域に。 空家を利用して、高齢者の介護施設を充
実させる。

高齢者が増加するので、地元の人が
気軽に利用できる食堂（？）のような、
憩いの場があればいいと思います。

空家が増加し、建物がそのままになってい
る。市の方で何とか手を入れてもらいたい。
（衛生上でも問題で、更地及び改造）

1752 男性 80代 丸子 中丸子

まりんこ号を、もう少し隅々まで
走らせて下さい。山岸地域から
県道の間。

きめ細かな配慮

1753 女性 80代 丸子 中丸子

高齢者が多いので、お互いに声掛け運動
が大事。やたらに太陽光発電、反対に自然
破壊。

道路整備されて綺麗になることは良
い事ですが、丸子から小牧に行く三叉
路、私は桜並木が好きで春が楽しみ
でしたが、切って新しい区間が使い易
い道。お金掛けていらないです。

1758 男性 80代 丸子 中丸子
ヘルパー制度を強化し、高齢者、子
供の面倒を見る。

1759 女性 50代 丸子 中丸子
高齢者に対し、運転免許証を返した後
とても不便を感じる。

1760 男性 60代 丸子 中丸子

国内外の人々との交流の機会をつくり、
（特に若い人）丸子を知ってもらう。（爆水ラ
ンに、もっと地元の人も巻き込められない
か？）幅広い世代の交流の場作り。（楽し
いと思わせるイベント企画）旧丸子実業高
の知名度がいまだに高い→現丸子修学館
の活動を、地域を上げてサポートする。

現在もそうですが、これからも安全で
住み易い地域に。会社勤めの人とし
ては、上田駅、大屋駅へのアクセスの
便利さが、居住地域として選ばれる。

将来を担う若い人の考えも、良く聞いて欲し
い。

1762 女性 70代 丸子 中丸子
近所付き合いに、まとまりがほ
しい。

農地の荒地が目に付きます。 地域の集まりを増やして、話し合いを
（意思）を出し合うと良いと思う。

先に立つ人材を選んでほしい。

1764 女性 50代 丸子 中丸子

日常の買物が大変不便。 まりんこ号の一回乗車200円は高いで
す。西沢書店、フレスポ丸子店とも無
いので、ぜひ書店オープンを。（佐藤
新聞店、コンビニ、ネットで注文すれ
ばよいという問題でもないです。）

旧商店街の復活！免許返納等により、車を
持たないお年寄りが多くなっています。特に
八日町、山岸辺りは大変だと思います。メガ
ソーラは、照り返しが強くて、遊休農地である
方が天然のエアコンになる。

1765 男性 60代 丸子 中丸子

人口の増加（子供が少ない）、働く場所、保
育園の充実。今は、丸子の特徴が地域に
出ていない。何もない。飲食店が少なく、わ
ざわざ「丸子で」「丸子へ」来る事もないの
が現状です。「丸子に来る、目的がほしい」

いまさら、何も期待はしていない。

1767 男性 40代 丸子 中丸子 個々の愛町心

1769 男性 60代 丸子 中丸子 特産品等のブランド化 人口増加 旧上田市に対等に物が言えること。

1770 男性 80代 丸子 中丸子 現状で良い

1771 女性 60代 丸子 中丸子

現在、災害も少なく住みよい町なので将来
もこのまままの状態をと望みます。

家の前後に川があるんですが、石で
積んであって大雨が降るたび、家の
方に水が流れてきて困っています。役
員さんで回って見てほしいです。

災害時の時の対策

1772 女性 60代 丸子 中丸子
需要供給、魅力的な商品を集め、人を外に
出さないようにする。人が集まるような催し
を行なう。

魅力的な町になってほしい。

1773 男性 60代 丸子 中丸子

人口減少を食い止める対策。企業誘致、
結婚対策（若者が結婚しなければ子供も増
加しない）

あまり大きな組織になれば、細かな地
域課題が把握できないと思う。子供が
いると、地域社会も元気になる。子供
が、この丸子に住み続けたいと思うよ
うな、まちづくりが必要だと思う。

交付金６00万円の内300万円の活動費で、
何が出来るのか？各自治会組織が、機能し
ていればこんなまちづくり会議は必要ない。
組織を一本化した方がよい。（自治会・地域
協議会・まちづくり会議）委員、役員の顔ぶ
れは、ほとんど同じ人間だけで、自分達で満
足しているように思う。56 ページ
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（問３）

1774 女性 60代 丸子 中丸子

現在頑張っておられる商店をバックアップ
する。丸子地区の取り組み。個人消費を丸
子でという取り組み。

1777 女性 60代 丸子 中丸子

地理的に真ん中なので、名古屋
など他の地域に行く時もアクセ
スがよい。

通勤時の渋滞

1779 男性 80代 丸子 中丸子
主催する一人でも多くなるように願い
たい。

月に最低でも一度はやってほしい。

1783 女性 70代 丸子 中丸子

空き店舗が多くなり、日中上丸子、沢
田、三反田等をウォーキングしまして
も、人の姿が少なくなり淋しい気持ちに
なります。今に、どうなってしまうのかと
不安になります。

ウォーキングしていても、休む所がな
い、商店通りに所々にベンチがあっ
たらどんなに嬉しいことでしょうか？

若い方が、一生この地域で暮らしたいと思
う、魅力ある企業ができれば良いと思いま
す。

1784 女性 70代 丸子 中丸子

老人の為の体操教室を、毎日出来たら良
いと思います。（寝たきり予防）空家を利用
し、老人の集える場所にしてほしいです。

公園の充実・・・丸子公園の寂れよう
は目に余る感じです。町にベンチを備
えてほしい・・・高齢の人は休みたくて
もベンチがない。（ウォーキング、買
物）

活気がないので何とかしてほしい。

1785 男性 50代 丸子 中丸子

アーケードのある、商店街が出来れ
ばいいなー。

1786 女性 40代 丸子 中丸子

全てが不便。車が無いと生活できない
町。病院も上田市（駅の方）や、他の
地域へ行かないと受けられない。（専
門医がない）

山に囲まれ、土砂災害が発生したらどこも
安心して逃げる場所がないと思う。ハザー
ドマップを見ても、完全に安全といえる場所
がない。避難訓練、春と秋に行なうように
し、高齢者が昼間の内に行動するような対
策などに活用してほしい。

各地区によって、行事の差があるの
でこれを見直し、もっと住みやすい町
に。中丸子は、正月から行事がある
が、他の長瀬などは少なく負担がな
い。こういう地域（地区）の行事の格差
を減らし、町から人の流失を少ないよ
うに。中丸子の山林手入れなど、他の
地区はないはず。→こういうのを無く
す。

子供でも若い人の流失を減らし、町が賑わ
い経済が回るようになってほしい。

1789 女性 50代 丸子 中丸子
スポーツ、文化、芸術 若い人が帰ってこれる町。 若い人の意見を取り入れる。

1790 男性 60代 丸子 中丸子

丸子町など観光、イベントで、町おこしなど
する。

住民の人たちの生の声を聞いてほし
い。長和町みたいに若い人を呼び込
む為、空家をリフォームしたりして、若
い人の住みやすい地域にしてほし
い。

農地が建地になり、下水道の負担金納付が
決定してきました。（中略）建物がある場合
と、駐車場の場合とで、同じ金額はちょっと
納得できません。（中略）配慮（改正）を、お
願いしたいと思います。

1791 女性 50代 丸子 中丸子

行政やボランティア団体、シニア、ジュニア
の連携及び合同アクティビティ等による協
働事業。

鹿教湯が、遠くに感じることのないよう
な一体感の構築。霊泉寺温泉地区を
真ん中にして、霊泉寺地区の開発と
活用。中丸子ベルプラザの一層の充
実。（買物や食事処等）

わかり易さ期待します。

1792 男性 80代 丸子 中丸子

三つを選んだが、他にもたくさんありま
す。

通勤、買物等日常生活が便利であること。
病院が充実していること。丸子中病院は、
病院は良くなりましたが、内容は以前と変
わりありません。もっと患者と向き合って、
親切な診察がしてほしいです。

丸子は、合併により全てが不便になっ
た。事務処理が遅い。

①働く場所に恵まれたまちづくり。②日中
は、猫に会うぐらいで、町中がさみしくなっ
た。③合併する前の方が、細かなサービス
ができたと思う。④商店が、どんどん少なくな
り大型化したので、買物が不便になった。

1795 男性 60代 丸子 中丸子
先立って役員が！人々の協力が！ 皆が（年齢なしに）、楽しい参加できる

スポーツを！
農業、商業が、豊かな生活ができるように！
期待したい。

1797 女性 40代 丸子 中丸子
あの大雪の時の除雪の対応の悪さ
が、忘れられません。とっても困りまし
た

犯罪のない町

1798 丸子 中丸子
この町が、いつまでも安心して住める
ように。

1799 女性 60代 丸子 中丸子
果物が美味しい！ 一人っ子なので、将来自分が高齢者

になった時、生活ができるかとても不
安。

介護（2）の母を見ているので、ゆとりとか無
縁の生活をしていて、毎日疲れている。

毎日、毎日がやっと。 考えられない。
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（問３）

1800 男性 40代 丸子 中丸子

丸子城、箱山城、音楽村、ほたる、依田川
の鮎、爆水ラン等しっかり整備やアピール
すれば、もっと活気が出る。

マリコワインの更なるブランド化。伊勢
志摩サミットの話題が、活用されてい
ない。マリコワインを、提供できる施設
やレストランの設置。温泉施設（個人
的な希望）

転入者、丸子へ他市街地から通っている人
の意見を、聞いた方が良いと思う。丸子に
は、地元の人が気づかない良い面がたくさ
んある。

1802 女性 80代 丸子 中丸子

上田市の公民館等は、行事が多くあ
るが交通の便が悪い。（公民館で止
まるバスが少ない）

午前、午後のバス時間を、今より多めにあ
れば大勢行かれると思う。

東御市や田中の温泉が、丸子地区に
もあればと思います。

カネボウ跡地が賑わっているのに、行事等
沢田で行き止まりとはさびしいです。せめ
て、中丸子も仲間に入れて下さい。沢田から
下は、他人事のようです。（ひがみかな？）

1803 男性 50代 丸子 中丸子

空家を利用した民宿や、カルチャー講習会
及び自治会の研修会など。健康寿命促進
の為、高齢者や障がい者教育。

働く環境が少なく、工業団地や企業誘
致を考えて頂きたいと思います。

高齢化が進み、より良い住み易い環境づくり
を検討し、具体化をして頂ければと考えてい
ます。

1808 女性 30代 丸子 中丸子

丸中の部活が少なく、やりたい部活の
為に他の中学校へ行くこと。部活だけ
合同とはいかないのか？

1809 女性 40代 丸子 中丸子

商業施設が充実しているとは言
い難いですが、スーパー等生活
に欠かせない施設は充実して
いるので、そこはとても有り難
く、生活しやすい土地としての魅
力にはなっていると思います。

②に近いんですが、人口減少、高齢
化を考えると商業機能充実は難しい
と思うので、せめて町のイベントだと
か、住民が楽しいなと思えるような賑
わいを増やして欲しい。

①については、市民ニーズの取り込み。⑤
については、近くに牛伏寺断層があったり
するので、地震対策の方も良く考えておい
た方がよいと思います。⑨については、今
年は合併10周年の為のイベントも増えてい
るようですが、来年以降は予定なしという
のは果たして・・・。こういうイベントの継続
も、町の賑わいにつながると思うのです
が・・・。

生活していく分には、ある程度問題は
ない感じでありますが、町全体のムー
ド・・・つまり活気は感じられない気が
しています。もっと、人々が元気な町
になって頂きたいと思います。

○○会議というものは、一部の人達による一
部の発想に基づく、机上の話になりがちなイ
メージがあります。本当の意味での、市民の
意見を汲み取る会議であって頂きたいと思
います。

1810 女性 60代 丸子 中丸子
大雪の時の除雪作業を早くしてほし
い。旧丸子町は上田より遅い。

1811 男性 60代 丸子 中丸子
商業施設を集合させると共に、新機能の誘
致。

1812 男性 60代 丸子 中丸子 水田と排水環境の区分け 会議の年齢構成不明

1813 女性 30代 丸子 中丸子

今ある自然環境を守りながら（活かし
て）のまちづくり。子供が活き活きと、
外で安心して遊べるまち。

1815 男性 50代 丸子 中丸子

除雪 温泉施設を活用し、スポーツ文化施設の
設置や観光を兼ねた宿泊施設の併設。乗
車しやすい公共交通機関の充実。河川を
活用しバーベキューなどできる整備。活気
あるまちづくり。

街並み、風景の美観。（廃屋の整理、
休耕田等の活用や管理）

今回のアンケートを分析し、丸子地域の将来
の姿のコンセプトを決め、計画し、活動を開
始して頂くこと。

1816 男性 40代 丸子 中丸子

人がいないと始まらないと思うので、先ず
少子化対策、子育て支援。

丸子ドドンコの活気が欲しい。他の地
域とのお祭りの日をずらすとか。

これ以上、街がさみしくならないように。

1818 女性 30代 丸子 中丸子
商業施設の充実 商業機能充実による、賑わいのある

地域になること。

1819 男性 50代 丸子 中丸子

医療費助成。特徴あるまちづくり。（昔は丸
子と言えば野球だったが）

活気のあるまちづくり、上田市の中心部だけ
が栄えている。付属でなく、上田市に丸子あ
りと言えるようにしてほしい。

1820 男性 50代 丸子 中丸子

町の歴史をしっかり伝え、掘り起こして町
民が誇りを持てるように教えていくこと。

上田にない自然の豊かさ。交通アク
セスのよさ。物価が安く住みやすい
町。美味しい食堂。

町の美味しい食べ物を開発して、B1グランプ
リに参加すること。

1824 男性 70代 丸子 中丸子
地域内に新築の家が建設されるが、
道が狭く緊急時の通行に困る。

1825 男性 40代 丸子 中丸子

少子高齢化を少しでも防ぎ、市外、県外か
らでも移り住み人口を増やすことが必要。

市外、県外の人から、ここに移住した
いと思われるような、魅力ある丸子地
域にしてほしいです。

「真田丸」ブームで上田市は賑わっているけ
ど、丸子地区は蚊帳の外みたいな感じに
なっているので、真田丸を含めて色々な面で
全国にアピールできるような、丸子地区にし
てほしいです。58 ページ
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（問３）

1830 女性 50代 丸子 中丸子
丸子地域より、議員が多く出て丸子の事を
良く教えてほしい。

1931 男性 60代 丸子 中丸子
市中心地との道路事情、サービスの
格差拡大。

積極的な商業施設の誘致 賑やかなまちづくり 柵の無い推進

1833 男性 60代 丸子 中丸子

もっと丸子地域に金（資本）を掛ける。（市
財政から）合併の効果が出ていない。
（返って不便になった）

生活の全てが、完結する「丸子」を目
指せ。

短兵急に結論を出さないように願います。

1834 男性 30代 丸子 中丸子
大地震、災害にて訓練等強化。 8月の末頃に実施する、中央病院の

花火大会の継続。
避難所の確保。

1935 女性 20代 丸子 中丸子

今ある魅力を住民が再認識し、現状を維
持、発展させる意識を持つ。（下山岸公民
館の遊具が劣化していて、危険なので新
調してほしいです。）

子供が、安全に楽しく生活できる環境
を期待します。

ニーズに合ったまちづくりに向けて、できるだ
け多くの人の声を聞いてほしいです。

1386 女性 60代 丸子 中丸子 町の活性化 暮らしやすい町に

1838 男性 40代 丸子 中丸子 豊かなまちづくり 一致団結

1841 女性 30代 丸子 中丸子
働きながら大変なので、地域の行事
や役も少なくしてほしい。

1843 男性 80代 丸子 中丸子

道路が細く車の通行に不安がある。 １つで良いから特徴ある場所、名所
がほしい。他市町村の方が丸子に行
こう、という場所がほしい。

旧上田市と一緒になったことが・・・・
旧丸子町にもっと活気がある団体を作り、
予算をとることが必要と思う。

大変だとは思うが、まちづくり会議が名ばか
りの会議でなく、本気で活動をしてくれる役
員を選出して、役員に手当てを出し活動しや
すいようにすること。

1847 男性 30代 丸子 中丸子
地域の行事が大変。 若い世代の家族が住みやすい地域。

1848 男性 40代 丸子 中丸子

衰退の一途をたどっており、行政にも
地域活性化の策を感じられない。

情報をすべての人が共有すること。知って
いる人だけが知っているような情報はよろ
しくない。

まず、チャレンジ！
現状を変えなければｔだただ衰退する
のみ。

志を高く持っていただきたい。

1851 男性 80代 丸子 中丸子

道路が狭い所へとがった大きな大きな
石や鉄筋とかを置いて通行を邪魔して
いる。その為、車のタイヤを傷つけるこ
とが多い。

1861 女性 50代 丸子 中丸子

高齢者が増加傾向にあるため、デイケア、
デイサービスの事業施設は増えてきている
が、特老会議施設は充実していないと思
う。

町の中心地の活性化が必要で
は・・・・
上田から丸子へ来て思うことはレスト
ランなど家族で食事に行く場所が無
いと思います。

さまざまな意見がある中、大変だとは思いま
すが、活気ある町になったらいいなと思いま
す。よろしくお願いします。

1862 女性 60代 丸子 中丸子

もっと地区のことを自治会長、区の役
員などが知っておくこと。細かく小さ
なことから始めてほしい。

1865 男性 50代 丸子 中丸子

若い人が定住したいと思える住宅の確保。
病院、工場、商業施設の充実、高齢者の
福祉の充実が重要だと思います。

1866 女性 60代 丸子 中丸子 実践力のある行政。

1868 女性 60代 丸子 中丸子

高齢者が増える傾向をふまえて、高齢者
雇用の拡大を図るために働く場所を確保と
して、商業施設や工場等の誘致を進める。

冬場の積雪時の除雪車の手配、又、
予報により前もってのエンカル撒きが
丸子地域は特に悪い。他地域の人か
らも話題に上る。

年に一回ほど地域の要望等を問う記入用紙
を班長さんを通して、自治会～自治センター
に声が届くようなシステムがあったら・・。（た
とえば前の市道が傷んでいて水たまりがで
き、補修してほしいなど）

1871 男性 50代 丸子 中丸子

子供、高齢者、障がい者をまず知ること。
そして共に何か参加して何かを行うが近道
ではないかと思う。

丸子図書館も充実してきているので、
もっと使いやすく充実していってほし
い。

何か催しをただ行うだけではなく、参加したく
なるようなことを考えていってほしい。
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（問３）

1873 男性 80代 丸子 中丸子

丸子地区（沢田）へ温泉施設の新設等、地
区の活性ポイントを計画的におこなう。人、
商業、人口増加が必要。（衣・食・住の充
実。

（問７）に同じ
丸子地区（沢田）へ温泉施設の新設
等、地区の活性ポイントを計画的にお
こなう。人、商業、人口増加が必要。
（衣・食・住の充実。

委員構成に年代、地区での推薦等でも、人
材の補充が必要。現状だと経営センスが不
足と思われます。

1874 男性 50代 丸子 中丸子

暮らしに関する情報を、平等に行きわたら
せるために、カレンダーを作ってください。

他のどこでもやっていない事をやりた
いです。

カレンダーを作ってください。

1875 男性 70代 丸子 中丸子

合併してから、いろいろ難しいことが
でてきている。丸子の意見がとおって
いけるのか？

積極的に確実に成果を作ってほしい。計画
倒れにならないことを願います。

1876 男性 60代 丸子 中丸子

幹線道路だけでなく生活道路も含めた道
路網の整備。まりんこ号の増便、巡回地域
の拡大。

1877 女性 40代 丸子 中丸子 産業の誘致

1878 女性 50代 丸子 中丸子

年老いていく身には自治会活動自体
が負担。自立と称して（本来任意団体
であるのに）強いられ感がある。なり手
のない役はそもそも不要なのでは。

上田市街への道さえ確保されれば良
い。

視点を上田市とか長野県にして、地域エゴ
を捨てる。

上田市内で丸子地区に人やお金を集
約するのは難しいと思う。近所でも子
供世代は出ていく傾向にあり、丸子と
いう小さい単位でなく、上田市街（また
は県内）に施設会社、お店などが増え
るよう協力する姿勢をとる方が現実
的。

１０年後、２０年後も現役で頑張れる世代の
人が中心になるべき。年寄りは未来への責
任を持ってないと思う。

1880 女性 30代 丸子 中丸子

中丸子の自治会を半分にしてほしい。
大きすぎる。
商店街がガラガラで活気がない。飲食
店が増えればうれしい。

①商店街の充実（空き店舗の活用、洋服
店、カフェ、ファーストビルの改装）
②まりんこ号の充実、拡大。

歴史、文化資源の活用発展。そこか
ら、地域が活性化されるように、若い
人もお年寄りも一緒になって活動でき
るように。

商業機能が具体的に充実していくことを期待
します。

1881 女性 30代 丸子 中丸子 行政と地域住民・企業との助け合い。 自然を活かした観光。

1882 男性 80代 丸子 中丸子
山間部の交通不便を感じる。 高校生との会議を取り入れて、参加の会をも

ち、取り入れたら。

1883 男性 50代 丸子 中丸子

子ども、高齢者、障がい者が不自由なく暮
らせるようなサービスが必要。
買い物の内容によっては、上田まで出向か
ないと揃わないものもあるので、地元にも
大型店舗が必要。

東御市などでは、住民や高齢者に対
するサービスが充実している（入浴施
設の利用券や送迎用車両の利用券
など）。このようなサービスが丸子にも
あれば良いと感じている。丸子スタン
プが（貼り付け式）が東御のような
カード式になれば便利。

丸子に比べて東御市は公園、公共施設など
が充実しており、住民に対するサービスも充
実している。東御市から学べるものがたくさ
んあるので、と海に負けないまちづくりを期
待しています。

1884 男性 60代 丸子 中丸子
上田市からの自立、丸子独自の進み方。
商店街の活性化。

上田市周辺との格差ある。
自立

掛け声のみに終わらないように。

1885 男性 50代 丸子 中丸子
大企業誘致、大型商業施設建設。
人口減を食い止める施策。

上田市からの分離。 上田市からの分離。

1886 女性 40代 丸子 中丸子

小さな地域のお祭りを大切に。若い人と老
人が集える行事を大切にする。

大塩温泉の活用。アトピーに効く温泉
と言われているので、整備されれば子
育て世代が多くなる（丸子利用のた
め）

上田市ばかりうるおわない様にしてもらいた
い。

1888 男性 60代 丸子 中丸子

賃金は少し低くても若い人達が安心して長
く働けるような比較的大きな会社の誘致。

雨の少ないと地の利を活かし、本格
的なサイクリングロードなどを整備し
て、多くの人を呼び込む。

地区の古い慣習の見直しなど。例えば、山
林の手入れ、４～10月の早朝の清掃、で不
足金。

1889 女性 50代 丸子 中丸子

医療環境。高度医療は佐久市や松本
市へ行かないと治療できない。

高齢者が集えるコミュニティーの場。若者
が買い物できる大型商業施設。働きながら
子育てできる、子供を預けることができるよ
うな保育園の充実。

会議に若い人を入れて意見を出してもらうと
ともに、若い方に丸子を考えてもらうようにし
ては、どうでしょうか。

1890 男性 60代 丸子 中丸子
住民の話し合い、協力。 みんなが暮らしやすい町。 持続してほしい。
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（問３）

1892 男性 50代 丸子 中丸子

空き地などにアパートが作られ、住民
が増加するのはいいが、治安が悪く
なったり秩序が乱れるのが不安。

住民の力は大切だと思うが、やはり行政が
やらなければ、丸子住民は動かないと思
う。

こうれからは高齢化が進み、少子化と
いろいろな問題が出てくるのは目に見
えている。家庭の収入も減り、行政の
いろいろ補助を期待している。

このアンケートがいかされ、住民の期待する
住みやすい町になればいいと思います。

1895 女性 40代 丸子 中丸子

以前、娘が幼少のころファミリー
サポートを利用し、市の方、サ
ポートする方々にお世話になり
地域の温かさを感じました。
困ったとき助けていただく制度
があり、もっと広まったら利用す
る方、サポートする方も増えると
思います。

ホームや施設町の人数が減ること。年金で
施設で暮らせる料金を設定して欲しい。そ
の他介護保険も利用しつつ。

丸子の道路のアスファルト舗装がでこ
ぼこで技術レベルを上げてほしいと思
います。車の音楽ＣＤは飛び、バイク
はタイヤが流され危ないと思います。
三才山優良代金を下げて欲しい。仕
事、病院へ行くときに利用することが
おおいので。

健康推進員をやっていた時、子供の学校の
行事、地区の役員が重なり死ぬ思いでした。
ほとんどの女性は働いて子育てをしている
ので、推進員の年齢設定尾は、45～50歳以
上に上げてほしいと思います。(出産する年
齢が高くなっているため）

1896 男性 40代 丸子 中丸子 大型店の誘致など。

1897 男性 70代 丸子 中丸子

商店街の活発なまちづくり。 子ども、高齢者、障がい者が暮らしや
すい町

住みよいまちづくりをお願いします。

1898 女性 70代 丸子 中丸子
運転ができません。バスの時間を増
やしてください。町内、町外。

1899 男性 60代 丸子 中丸子 道路幅、歩道の確保。

1905 男性 70代 丸子 中丸子

合併前（丸子町）のほうが行政はきめ細か
いところまで目が届いた。上田市後、住民
サービスが悪い。今後は、自治会（市）へ
上げた問題は速やかに対応してほしい。

商店街の活性化。

1907 女性 60代 丸子 中丸子

高齢者、障がい者が通院や買い物に不自
由しないような、足の確保（それもできるだ
け安く）
地震や土砂災害などへの十分な備え。
荒れた農地を再生させていくことも自然環
境を守ることになると思います。
農業をやりたい人たちと結び付けていく。

1910 男性 60代 丸子 中丸子

自分の現状は仕事（農業を含む）と休養だ
けなので、一人で、気の向いたときに、無
料で、体のリフレッシュができる運動施設
を、是非作ってもらいたい。
テニスの壁打ち練習場を作る。ボレーもし
たいので15度～20度くらいの角度をつけた
場所も必要。とにかく、農作業でも忙しい人
にとっては自分の都合の良い時間に一人
で、さっと行って運動できることが大切。

誰でも気軽に楽しめるスポーツ施設を
作る（無料で）。世間で卓球の良さが
イマイチ認識されていない。やってみ
るととてもみんなで楽しめるスポーツ
だということがわかる。市民卓球場な
ど常設して大勢の人に普及させれば
よい。卓球ははしゃいだり笑ったりで
すごく疲労回復効果がある。

とにかく市民の健康を第一に考え、前問のこ
とを議題に挙げてほしい。そして、その特徴
をさらに個性的なものにして、テレビで取り上
げられるようになってほしい。

1914 男性 50代 丸子 中丸子
若い世代が定住したいと思える環境づく
り。

よりｙポイ丸子に必要なことは何か、議論して
いただければと。

1915 男性 70代 丸子 中丸子

生活道路、特に修学館高校近辺から
下丸子入口へかけての、塩川堰沿い
の道路。

子どもの数が減少の一途で、歴代の子供
行事が継続困難になってきている。その一
方で、老齢化が進み農業等の継続が心
配。

農地改革が遅れている。行政としての
その理由について説明があって然る
べき。地区別にかつ詳細に

合併後は何かにつけて生真面目さが足りな
い。行政への協力参加が週末に集中しがち
で家事との都合がつけずらい。（家族構成：3
名・うち高齢者2名）

1916 女性 40代 丸子 中丸子

修学館生が大屋駅からのバスの増加を望
んでいる声を聞きます。交通の便を良くし、
多くの人が丸子に集まれるような環境にし
ていただきたいです。

子供が増えるといいですね。 町のためにいつもご苦労いただきありがた
いと思っています。
頑張っていただきたい。

1919 女性 50代 丸子 中丸子
若者にとっても魅力ある街でないと、地元
に残らず外に出てしまう。
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（問３）

1920 女性 60代 丸子 中丸子

空き家、特に崩れそうな状態の空き家が目
につきます。環境にも衛生的にも良くない
ので何とかしてほしい。

ゴミ、たばこのポイ捨て、犬の糞など
マナーの悪さが目につきます。
条例化で厳しく取り締まってほしい。

移住者への特典など空き家の有効利用。

1922 女性 30代 丸子 中丸子

子育てしやすい地域にしていってほし
い。

1931 女性 80代 丸子 中丸子

学校施設は良いとは思えない。
ただし、図書館が新設したの
で、広州などを行う部屋もあり、
読書室もありまあまあと感じら
れる。余り多くは活用されていな
い。

町内に若者の就職場が少ないので、
大学へ進学した際は、そのまま都会。
家にいる者も殆ど旧上田市内、長野方
面などへ就職を求めて通勤している。
もっと、旧丸子地区に産業が欲しい。

華やかさはいらないが、暮らしやす
い町になってほしい。

〇〇役員会、〇〇委員会などの会合は多
くせず、今ある集い位でお互いに話し合い
住民が住みよくなることに集中して運営し
ていったらどうか。上田市にあまり拘束され
ずに、合併の弊害がないように。

合併後の丸子町より合併前の丸子町
のほうが温かみがあった。各地区が
（武石も同じ）もう少し自治的に生活で
きるよう市政を運営する。文化会館の
運営が以前とだいぶ違う

会議のための会議、役員のための役員にな
らないように。役員手当とか日当、旅費など
は「ナシ」でも可としたらどうだろう。

1938 男性 50代 丸子 中丸子 行政主導による施策 特になし 活発な活動を期待します

1941 男性 70代 丸子 中丸子 日頃からの防災訓練。

1942 女性 50代 丸子 中丸子
若い人が家庭を作り住みたいと思える町に
すること

丸子の特産品を作って県にアピール
すること

1943 女性 70代 丸子 中丸子

市営住宅を作っていただいき、母子
家庭他30～40代の方が丸子に居住
できるように。

時々まちの様子を見てください。

1944 男性 50代 丸子 中丸子
維持管理に関わる組織づくり ”丸子”ブランドの保持 協働、協調、共(協)感の町づくり

1945 男性 60代 丸子 中丸子

若者が定住、子育てがしやすい環境にす
る

高齢化の波、限界集落などへの対策は、今
のうちから検討が必要。期待しています。

1946 男性 50代 丸子 中丸子 外部からの大型店、有名店の誘致 地域発展のための政策

1947 女性 50代 丸子 中丸子

若者がＵターンしても働ける場所。
帰りたいという気持ちにさせる魅力あ
る町になって欲しいと思う。

1948 男性 70代 丸子 中丸子
社会福祉予算の増加 健康増進のための山歩き散歩道の設

置
決断と実行

1949 男性 60代 丸子 中丸子
優良企業を誘致して若者が地元で働く場
所の確保。

丸子地域に極力お金が落ちるような
魅力ある町づくり。

子ども達に夢を与えるような町づくり。

1950 男性 60代 丸子 中丸子

山林の枯れた松の伐採→植林
ソーラー施設はダメ、土砂災害が起こりや
すくなる。

1951 男性 30代 丸子 中丸子
人口増加の取り組みやまちのアピールポ
イントを作る。

安定して雇用や生活のしやすさ さまざまな意見に取り組んで、よりよいまち
づくりに期待したい。

1953 女性 70代 丸子 中丸子 となり近所がまとまること。

1956 女性 50代 丸子 中丸子

川の横の散歩道が素晴らしい。
もっと散歩が楽しくできるよう、
苦しくないよう工夫してほしい。

高齢化してきて町が暗い。子育て世代
の親たちが忙しすぎる。小、中のいじ
め対策。

お見合いパーティーを開き、結婚、出
産、子育てを充実させ若者が元気な
町。昔の丸子の活気を取り戻す。

派遣をなくし正社員を増やし生活を豊かに
する。６人に１人の貧困をなくす。小中のい
じめをなくすため教育委員会の人が見回
り。

高齢者が多くなってきたので、集いの
場所を多くし、公民館などでレクレー
ションや歌う、運動など楽しく行う。

子ども達が安心して遊べる場所を作る。高齢
者が笑顔で暮らせるよう社協か自治セン
ターの人が家を回って話し相手になってあげ
る。

1957 女性 50代 丸子 中丸子

丸子地域での雇用の充実 循環バスが大屋駅まで行くこと。今は
駅まで入っているのでしょうか？

1958 女性 60代 丸子 中丸子

道路が狭いところで自転車の飛び出し
が多いから事故にあったら大変です。
マナーを守り事故がないようにしたい
ですね。
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（問３）

1959 女性 20代 丸子 中丸子

以前、丸子には産婦人科があったの
に今はないため、少子化が進んでいる
原因の一つではないかと思う。丸子に
産婦人科があればもう一人子供を作
ろうという気にまるのではないか？我
が家もその１例です。未来の丸子の発
展のために、一人でも多くの若者の力
が必要。産婦人科の検討をしてほし
い。

子ども、高齢者、障がい者が交流できるよ
うなイベント。

産婦人科問題。 アンケートを取るだけでなく、できるだけ実現
を。

1960 女性 30代 丸子 中丸子

昔ながらの道路維持も大事だが、危険個
所が多い。点検改善を希望。

1961 女性 70代 丸子 中丸子 ローステップの福祉バス。

1962 女性 40代 丸子 中丸子

人口増加のため、若年、子育て世代への
住宅取得、施設利用等の補助。
企業誘致に重きをおいて取り組んでいかな
いと発展はない。

公共交通機関の確保。自分で運転が
できなくなる将来が全員に訪れる。

小さな改革でも一つ一つ実現していき、具体
的な成果として積み上げを。

1963 男性 50代 丸子 中丸子

空家(廃屋）の解体を。行政、の働きかけ協
力が必要。商業施設の活用を促す。花火
大会の復活。フェス（イベント）の開催（集客
による地域の活性化）

1964 男性 50代 丸子 中丸子
交通手段。しなの鉄道へのアクセス。

1969 男性 50代 丸子 中丸子

産業が少ない。産婦人科がない。
丸子ドドンコを廃止してほしい。きちん
とした祭りではなく評判が悪い。役員
だから仕方なく参加。

教育費の増額。グローバルな人材育成。
優秀な教員の招へい。

期待し、協力し、意見も挙げたが活か
されることがない。生きにくい土地で
あきらめた。年齢、経験を重ねた
方々、時代の変化に対応し、若い世
代を受け入れないと地域に関心は持
てない。

本音は期待していない。全員参加型の大改
革を早急に行動して。何をするにも田舎根性
で遅い。本当に変化させないと困るという認
識を持って、委員と公務員が中心になりやっ
て下さい。本気を出して若い人を動かすモチ
ベーションをかけてください。

1970 女性 40代 丸子 中丸子

非常に恥ずかしいまちである。人々の
意志が希薄、意識が低い。

子育て充実。教育（人間性豊かで質
の良い教師、環境）

子育て教育、今、現在が最悪。少子化問
題、将来のためにここが重要。学力低す
ぎ。親で関心が薄い人が沢山。

０歳～１００歳みんな全員参加型。

1973 男性 70代 丸子 中丸子
山の松くい虫で木が枯れてきているが
植林の計画はあるのか。

元トウトクの跡地の活用。

1975 女性 60代 丸子 中丸子

美味しい飲食店がない。
ファミリーレストランがない。

犯罪のないお互いゆずり合う心。 セレスホール、体育館etc.の利用を活
発にして外から人を呼び込み活気の
ある町づくり。子育て支援により仕事
をしながら安心してそだてられるよう
に。

外から人を呼び込み活気のある町づくり。

1976 男性 50代 丸子 中丸子

都会過ぎず、田舎過ぎずいいと
思う。学校、図書館はしっかりし
ているし、病院が多い。晴天率
が高い。

古い空家が多い。商店街の真ん中に
住宅が建ってしまった。昔より部落の
行事への参加が少ない。盆踊りを見れ
ばわかる。中丸子は人口が増えてい
るが、増加率も鈍っている。

地産地消の農業。 歴史、文化アピール不足。真田丸ブームに
乗って宣伝。縄文時代の遺跡などもある文
化講演会など。鹿教湯も素通りが増えてい
る、大江戸温泉物語以外でも加賀屋などを
参考に推進しないか。河川の整備、釣り客
の誘致、爆水ランを複数回やるとか。

大きくなくてもいいから、複数の企業
を中丸子より上流域に誘致できない
か。用地お大変だが、中丸子より下流
域だと、買い物、飲み会などは上田に
出てしまう。
ソーラーパネルは必要以上に作らず
農地を確保すべき。

広報を徹底し、認知度を上げていろんな意
見を吸い上げる。まとまった話を実行できる
よう、企業、役所、学校、農家組合、病院、商
工会、自治会、議会（市・県・国）などとパイプ
を太く。市の下請けでは意味がない。

1977 男性 30代 丸子 中丸子
災害時の計画。災害予防（水害等）

1981 男性 40代 丸子 中丸子

交通網の整備。公園整備。 まちづくり会議の存在をこのアンケートで知
りました。住民にアピールした方が良いと思
います。

1984 男性 40代 丸子 中丸子
人口減少、少子高齢化に対応できるまちづ
くり。集約や公共交通。

1985 男性 40代 丸子 中丸子

市へ積極的に資金援助を求める。外食産
業を積極的に誘致する。

木曽義仲を大河ドラマになるようにＮ
ＨＫに働きかける。

積極的な議論をよろしくお願いします。
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1986 男性 60代 丸子 中丸子
社会福祉の充実。企業誘致。個人起業家
への補助。

特になし 俯瞰的立場からの様々な助言。

1987 女性 30代 丸子 中丸子

災害が少ない恵まれた土地だけに、いざと
いう時の備えや避難場所等の意識を地域
で高めておくが必要。

すべての人が安心安全に暮らしてい
ける地域であることが一番。

困っている方がいれば議題にして改善提案
を出し合って解決できること。

1989 男性 60代 丸子 中丸子
上田市ではダメ！ 優しかった「丸子町」に戻るしかな

い！
「自治センター」じゃなく「役場」に帰って欲し
い。

1991 女性 80代 丸子 中丸子
家ばかり建てない。土地の有効利用をして
ほしい。

老人が暮らしやすいように医療や訪
問サービス等を充実させる。

決めたことをちゃんとやればいいと思いま
す。

1992 女性 30代 丸子 中丸子
土地を上手に使って、本当に必要な店や
施設を作るのもいいと思う。

高齢者が多いので医療、訪問サービ
スを充実した方が良いと思う。

若い人が働きやすくなる方法も考えてやって
ください。

1993 男性 80代 丸子 中丸子
地区単位の検討グループを立ち上げたら
どうか。

1994 女性 80代 丸子 中丸子

高齢者の住みやすいまちづくりと云い
ながら、実際は住みにくくなっている。
例えば、選挙の投票所は歩いて行か
れず、期日前投票所も遠すぎる。又、
資源ゴミを出そうと思っても、近くに集
積所がないので重い新聞など出せな
い。

何も期待していない。

1995 男性 80代 丸子 中丸子

医療機関がまとまって多い。 高齢者が安心して買い物、運動（散歩
など）、交流に出られるような歩道の拡
充。（裏通りから中央の通りまで）

高齢者が明るく暮らせる町。 高齢者を家に閉じ込めない道路環境や施
設、アイデア、ボランティアの実現への努
力。

下堰に並列しにもう１本、高規格道
路？を作ったらどうか。

自分たちで考え発送したことを、今すぐでき
なくとも押し出していってほしい。行政の話を
聞く会でないように。

1996 女性 60代 丸子 中丸子

個人、個人が豊かにならなくては子どもを
育てるにも苦労だと思う。親の世話をする
にも同じこと。生活がもう少し楽になればよ
いと思う。

将来のことを思い、子どもを産みやす
く育てやすく、若者たちに手助けでき
れば良いと思う。

町の人々の生活が豊かに。人口が増えるよ
う、子ども、高齢者にやさしい町が住みやす
い。

1999 男性 80代 丸子 中丸子

町の活性化、活気づくこと。閑散とし
ている所もある。

やる気（町をどうより良くしていくか）のある者
達が参加して沢山の意見を参考に。１０代～
３０代が４０代～６０代以上といろいろと意見
を出し合ったり企画したり。

2000 男性 60代 丸子 中丸子

子どもと高齢者のふれあい、交流の日常
化。地域の歴史の再認識、学習会の開催

丸子修学館高校を地域の中核高校と
して活用してほしい。地域の交流を月
１回はできるようにイベントを考えて実
施できれば　　丸子ドドンコにあれだ
け人々が集まる・・・・・

小中高校生の意見も参考にしてほしい。交
流会を多くして、祭りにも家族で参加できる
ような地域づくりに、役立つ集団であってほし
い。

2003 男性 20代 丸子 中丸子
丸子の独立（上田市からの独立） 平和を維持してほしい

2005 女性 60代 丸子 中丸子

上田方面に行かなくても、丸子で楽しめ、
ついでに買い物、お茶、食事などできると、
若い人が増え賑わいの町にあるのでは。

もっと年になると運転が難しくなる。アクセス
の増加と安心して渡れる信号機がぜひ欲し
い。

3343 女性 60代 丸子 中丸子 子ども達が遊べる広い場所 丸子地域にも温泉が欲しい

3345 男性 50代 丸子 中丸子
商店街に活気がない。
東御市方面の朝の通勤ラッシュ
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3210 男性 50代 丸子 下丸子

福祉　年金 若者が　地元で生活できるような企業
誘致なご

夢のようなことではなく　現実的なことを　議
会で話し合って欲しい、すぐ実行できること、

477 女性 50代 丸子 下丸子

空気が美味しく、四季の良さを感じら
れるのが魅力の丸子。治安がよく晴
耕雨読を求める都市部の人が、定住
を決めてもらえるような素晴らしい町
になって欲しい。

恐らく7/11現在、武石、長和地方の最も近
い書店は大屋だと考えられる。書店が
20kmも離れているのは不便なほか、非常
に好ましくない。フレスポ丸子に新たな書
店が出来ることを祈る。その他、夜中の騒
音行為が減るよう、より一層「喧騒」に厳し
い町にしていくべきである。

特に何かをどうすればという提案はな
い。暮らしやすさを重視したスローラ
イフに恵まれた土地として過剰な売り
出しはしなくてもいいかもしれない。

まさか地方都市になるような発展を望むもの
はいないだろう。爆水ランのような希少なイ
ベントもあるのだ。花火大会の復活など、地
域の目白押しになるようなイベントは、過去
から探るのに豊富である。くれぐれもトンチン
カンなテコ入れが、起こらないようにしていた
だきたい。

479 女性 60代 丸子 下丸子 住民の結束

480 女性 70代 丸子 下丸子

学校、幼保、介護施設等ができるだけ近く
にまとまってあること。或いは、同じ敷地内
で行き来がさっとできること。新しく学校を
建てるのはとても無理なことなので、分室
形式に作るなどし、異年会、多世代の交流
が可能にする。若い職員は我が子をそこ
の幼保、分室に頼なければ・・・。などは、
夢のまた夢か。いえ、丸子全体が知恵を絞
ればできます。！

「出来る」「出来ない」と早急に決めつけない
で、夢みることを大事にしていただきたい。
若い児童、生徒さん方の案も検討していただ
きたい。

481 男性 60代 丸子 下丸子

自治センター職員の増員＝きめ細かい行
政サービスの充実。丸子警部交番の勤務
員の増員＝防犯対策、事件・事故への迅
速対応。医療施設の充実＝高齢化に備え
た対応。

特にありません。 特に期待していません。

482 男性 60代 丸子 下丸子

空き店舗の活用（町カフェなどに）、働く場
所の確保と交流の場所。遊休農地の活用
など。

町の活性化 行政の支援

484 女性 30代 丸子 下丸子

医療、福祉の充実。丸子にお産できること
や、小児科があるとよい。

496 女性 40代 丸子 下丸子

このようなアンケートを取って、会議が実施
されている事など、少しでも参加して意見を
伝えられたら良いと思います。

過疎化が進まないように、街中（サン
ロードから上）に何か魅力のあるよう
なお店や、施設ができると良いと思い
ます。

487 女性 30代 丸子 下丸子
中高年の方達が元気だと思い
ます。

以前のように街の発展を望みます。 シャッター通りをなくし、何か活用して人が
集まるようになったら良いと思います。

488 男性 60代 丸子 下丸子

旧丸子地域を3地域に分ける。①内村地域
②旧丸子地域③長瀬を中心とした依田、
塩川地域に分類。全ての施設を整備配置
することが望ましい。

住民の意見を聞くだけでなくトップリー
ダー、課長、係長の有能の方向性を
もっと示すべきである。無能の職員が
多すぎる。

各地域の代表区長が、全住民の意見希望を
取り入れ聞かないまま、会議に出席して話し
合っても、期待されるまちづくりには程遠い。

489 女性 40代 丸子 下丸子

緑が多いこと。 交通の便が悪く、バスの数、駅がない
ので高校などへの進学もスムーズに
考えられない。安全面が非常に悪い。

丸子の駅がないのならバスを増やし、街灯
など増やし街への行き帰りの不安をなく
す。公園も小さい子、小学生以上の人が行
きかう公園があった方がいいと思う。遊び
方が違うので、小さい子供達が居づらそう
です。

みどりの多い、自然がある土地を利
用して、みちのく公園など作って大
人、子供が過ごせるエリアにして欲し
いです。

沢山の人の意見を聞いて欲しいので、役以
外の人に出席してもらったり、意見を聞いた
ら良いと思う。（幼稚園、小学校、中学校、高
校生さまざま）

490 男性 60代 丸子 下丸子 市議議員の働きが少ない。 商店街の活気がない。

491 女性 40代 丸子 下丸子

いじめ、人の陰口。 いじめのない町 人権尊重 人権を尊重して、人に対しての思いや
りある行動を。

いじめのない平和な町。

492 女性 20代 長瀬 下丸子

色々な人の声に耳を傾ける。丸子内だけで
生活できるような施設の充実。

少子化だけど、子供が住みやすいま
ちづくり、子育てがしやすい環境づく
り。

496 女性 50代 丸子 下丸子
保育園の待機児童を減らす配慮をしてほし
い。

ドーナッツ化減少が進んでいるので、
中心部の商工会の活性化。

具体的な活動を明確にしてほしい。
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497 男性 40代 丸子 下丸子
消防団員の減少、高齢化。 交通機関の充実。 住民の自治意識を高揚させる。

498 男性 60代 丸子 下丸子

活気あるまちづくり、魅力あるまちづくり→
そのためには、若い人がどんどん出て行っ
てしまうのではなく、若い人達で様々な企
画、運営していくようなイベントやも催物を
考えていく。又は、若い人が残れるものを
考えていく。

活気あるまちづくり、魅力あるまちづく
り。若者が活躍できるまち。

話し合われたことの報告（簡単なプリントでよ
い）、別件、運営上のこと。会議の精選、短
時間会議、女性の声、若者の声を入れてい
く（メンバーにも）、専門家の導入（まちづくり
アドバイザーのような方を入れていく）→会
議がスムーズである。

499 男性 70代 丸子 下丸子

農業の振興、維持、発展。あさつゆ（直売、
加工センター）の利用拡大（消費者等）生
産者の確保。

まじめな正直の人外多い世の中づく
り。

会議委員を長くしないで、多くの人に参加し
てもらった方が多くの多くの意見が得られ
る。

500 女性 70代 丸子 下丸子

一人で生活出来なくなった高齢者が、高い
お金を出さないでも、見て頂ける老人ホー
ムが充実されて、老後の心配なく暮らせる
ことを望みます。

カネボウ跡地の商業施設ももっと種
類を多くし、買物＋楽しい場所に出来
ると良いと思います。

中心から外れて寂しくなった所は、交通の便
を充実させて年寄りでも行きたい所へ自由
に行けることを望みます。

501 男性 70代 丸子 下丸子

とにかく人口の減少を食い止めるべきだ。
他かからの移住希望者を受け入れる、対
策専門員を作って対策を委ねるべきだ。
（移住者の恩典等）企業の誘致を積極的に
行なうべきだ。

鹿教湯から塩川（石井）まで細長い中
山間地にあって、この地域にしか作れ
ない農産物（JAに協力頂いて）の特産
品を開発して、県内外に売り出すべき
だ。

何としても若さは力なりです。若者が、よし
やってみるかと言うような積極的な荒料理を
して下さい。（多くの若者の考え方を聞けばヒ
ントは見えてくるはずです）まちづくり会議の
メンバーの皆さま、大変ご苦労様ですが、よ
ろしくお願いします。

503 女性 70代 丸子 下丸子

若い人の力 先立つ人達には、うれしいですが自
分達も色々工夫して行きたい。

まちづくりの会、いい事ですね。子供達に心
配のない生活がと思います。

504 男性 70代 丸子 下丸子
上田中心街にスーパーや商業施設が集中
していますので、人が集中し賑やかにな
る。

人口増加、魅力あるまちづくりが必要
です。

現在住んでいる人達の意見を聴いて欲し
い。

508 女性 60代 丸子 下丸子
補助金のシステムを作って、実現するため
に手を貸す。

509 男性 60代 丸子 下丸子

台風、地震があっても被害にあ
うことがない。

若い人が減ってゆき、地区の役員をす
る人が少なく人選に苦労する。

図書館近くの公園の隅に、噴水でもな
いし、子供が水遊びもできない石で
囲った、何の為に作ったかわからない
物があります。絶対的に税金の無駄
使いだと思います。

510 男性 60代 丸子 下丸子

移住したものですが、最初は、結構考えが
古い・・・地域に住んでいる人（昔からの
人）、まとまりすぎて中に入りづらかった。
未だに、結構昔はこうだったと考えを変え
ない。役員などは新しく来た人に持ってく
る。人の新しい考えを大切にしたい。

ドクターヘリで病院搬送しなくてもよい
病院がほしい。温泉施設が中心部の
方にあったらなー。

514 男性 70代 丸子 下丸子

先立つもは金ですが、丸子地域だけに多く
配分は不可能。所詮「オール上田」で対処
するだけ。問6はナンセンスな質問。

丸子自治センターの権限が少なすぎ
る。丸子に特化した政策を。きめ細か
な施策を（旧丸子町の時のように）

丸子自治センターの強力なバックアップと、
会議の実績を期待します。

520 女性 60代 丸子 下丸子

丸子地域には、工場等が少ない。もっと沢
山の工場を持ってきてほしい。そうすれ
ば、商業、商店も賑わうのでは。

523 男性 80代 丸子 下丸子

マイカーのない高齢者にとっ
て、自宅から遠くなってしまった
投票所の足の問題が大問題な
のです。旧役場まで出かけての
投票をといわれるのですが、そ
れにはハイヤー、バスの利用に
かかるお金が必要なのです。

今まで（合併前）は、1年に1回は警察
の方の戸別訪問があって、精神的な
安心感がありましたが、今はそれがな
くなって元の警察署へ行っても、窓口
だけの5～6人で全く寂しい限りです。

住んでいらっしゃる方々の不断の努
力によって、この下丸子地域は、とて
も明るくよい町（地域）だと思っていま
す。

高齢者の足（バスとマイカーのない年寄り）
の問題ですが、年寄り専用のバスとハイ
ヤー利用の優待券等の発行を考えていた
だく。

おはよう、こんにちはなどの挨拶が聞
こえる、気持ちのよくなる一日が普通
になっていく地域・・・。それには、先ず
大人から大きな声で、毎日実行してい
けたらよいと思います。

（もしも、今も続いているのだとしたら・・・）何
か寄り合いとか会議などの後、それが行事
の続きにでもなっているかのような、お酒、
ビールなどの飲み会を止めてもらいたい。

524 男性 60代 丸子 下丸子

子供支援の方策策定。医療費の無料化。
都会からの移住環境、施策。

自然環境が豊かで、人々が集う（老い
も若きも子供も）町、地域づくり。
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（問３）

526 男性 40代 丸子 下丸子

趣味や娯楽施設など色々な人が楽しめる
場所。

買物が楽しくない（ドラックストアーな
ど同じような店ばかり）丸子にない、書
店やリサイクルショップ、レンタルビデ
オの出展に期待。

527 男性 30代 丸子 下丸子

狭い道路に有線の柱が立っているた
め、中電の柱に共架してもらいたい。

528 女性 40代 丸子 下丸子 若者向けの衣料品店が少ない。

529 80代 丸子 下丸子 あまり期待はしません。

531 男性 30代 丸子 下丸子 歩道の整備、河川の整備、子供の遊び場

532 女性 30代 丸子 下丸子

小学校が遠すぎると思う。通学・下校が心
配、防犯パトロールの充実。

バイクの騒音が子供に悪影響なので
なくなってほしい。

537 男性 70代 丸子 下丸子 市民全員の協力が必要 丸子全体に活気がない

539 女性 50代 丸子 下丸子

冬の雪道の除雪をできるだけ、細い道もお
願いします。山の除雪（会社へか通うなど）

小さな子供がいる家にとっては、ちり
紙交換やゴミ収集のトラックの大きな
声がとても困ります。どうかアナウス
を止めさせてほしい。

543 男性 60代 丸子 下丸子

人口減少対策 合併後、警察、役場等の機能の低下
が著しく怒りを感じている。

547 女性 60代 丸子 下丸子

上田まで出て行かなくても買物が出
来る、大型ショッピングセンターがあ
ればうれしい。飲食店等が少ない。閉
じていく店が多く寂しい。

549 男性 70代 丸子 下丸子

地球自体が温暖化と地震が必ずある
と言われていて、世界中が異常気象に
苦しんでいる。必ず、災害があると言
われている。地域の協力体制が大切
になる。

子に示す大人の地域参加活動。平素の話
し合いが大切に思う。

丸子まちづくり会議、自治会活動、公
民館活動、祭り（丸子ドドンコ）従来通
り。役員さんご苦労様です。

子供や若年者が希望が持てるような講習
会・・・等あったら良いなと思います。まちづく
り会議は、区長さんや公民館長さん、現職の
方々のコミュニケーションも大切と思います。

551 男性 70代 丸子 下丸子

具体的にはどう言ったらよいか分かり
ませんが、丸子らしくなくなってしまっ
たような気がします。思いやりがなく
なったのかな・・・。

静かに穏やかに日々を過ごせる街に ご近所の交流が根本かも 合併前のような町に、「丸子」に誇りを
持っていたように思います。

上位下達にならないように・・・。

552 女性 40代 丸子 下丸子

これから社会を担う子供達が育つ地域に
なるように、女性が働いて子育てができる
環境を充実していく。会社の託児施設、保
育園、学童保育の充実を図ったり、多く作
られている介護施設職員の待遇改善等
で、働く場を広げるなど。

どの世代の人達も住みやすい地域に
してほしい。

働き甲斐がある、生き甲斐がある地域にな
るよう、今後とも頑張っていただきたい。

553 男性 50代 丸子 下丸子

河川敷での耕作 道路の歩道完備した拡張。スピードが出せ
ないダンピング。（段差舗装）宅地面積の
下限設定と生垣化。

閑静な住宅街で、みんなの憧れの街
になること。

行政への働きかけ。丸子地区のイメージアッ
プ。

554 女性 80代 丸子 下丸子

井戸端会議大変結構（お互いに
ためになること、そして楽しい話
がよい）

老人が多く、子供が少なくて淋しい。老
人の行く所がない。元気を出して寄り
合って楽しむ場所を作るとよいと思う。

良いまちづくりのために力を入れて
下さる、皆さんや役員さんに感謝しま
す。

お一人ひとりがきれい好きとなってい
ければ、全体が美しい町となると思い
ます。

議会、役員さんがこのような問題に深い感心
と、お力を入れていることをうれしく感謝しま
す。

555 女性 30代 丸子 下丸子

j除雪が遅い（ない）ため、雪道が他地
域と比べてひどい。

道路の整備。堤防（橋）の強化。 旧上田市内又は東御市へつながる橋
を増やして、大屋の渋滞を緩和してほ
しい。

556 女性 50代 丸子 下丸子
観光、商業の考え方 丸子町に若者が集まってくるように、

商業・工業の発展。
上田にない丸子町の良さ。ドドンコで曲数、
時間が少なすぎる。丸子町を盛り上げてい
く。
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（問３）

558 男性 70代 丸子 下丸子

交通量の増加により、裏道を通る車が
多く、接触事故が多発（下丸子丸子自
動車～中丸子上小燃料の間）特に中
央病院が出来てから。

歩行者、自転車に優しい道路づくり 歩道、自転車の道路整備

559 女性 50代 丸子 下丸子

①施設の充実②雇用を増やし町の住民の
力で活性化③雪が降った時、雪掻きが遅く
道が通りにくい。役場の迅速な対応が望ま
れる。

564 女性 60代 丸子 下丸子
高齢者・障がい者が一緒に働ける場所を
作る。

自転車専用道路を作る。段差をなく
す。

565 男性 60代 丸子 下丸子
耐震診断を無料化する。堤防の強化。 未来への提言

566 男性 70代 丸子 下丸子

災害マップの考え方、利用方法
を考えてほしい。地区内30％を
越える高齢化の中で、隣近所で
も助けに行けない。皆が知り皆
で助け合える災害マップが必要
ではないか。

高齢化世帯が増え、顔を見せ声掛け
合うことが少なくなってきている。高齢
者クラブ等への加入も減ってきてい
る。人間関係が希薄になって来ている
のではないか。

上田市合併後、公共施設の使用が
他人行儀で使い勝手が悪くなった。
丸子地域特別行政区方式でできない
か？

丸子地域を上田市の特別行政区として地
区内の行政を区長（自治会）連合会で運営
し、予算付けが出来ることを願います。

この良き自然を生かし、上田市にお
願いする行政でなく独自に活躍できる
組織になることを願う。

まちづくり会議が大きく発展し、行政を動か
す活動ができるようになってほしい。

568 男性 70代 丸子 下丸子

道路への木々や枝、葉→歩けない。
学生が自転車での通学の邪魔。デコ
ボコ道→舗装が悪い。年金でやって行
けない→入院や介護施設に入っても
支払が出来ない。

若者が家から出ていかなくても良い
環境（勤務場所）があれば、もっと人
口が増加してと考える。

もっともっと道路を歩く人を増やしたい。丸
子のメイン通りも今は猫一匹歩いていな
い。人なんて探すようです。私の勤めの頃
は（30年位前）とても賑やかで、それぞれの
お店も人々でいっぱいでした。それは今
は・・・・・。

上田と合併して益々下降気味、すべ
てです。時代の流れとはいえ、仕方な
いですかね。賑やかさは、10年毎に
下に移っていると思います。今は、中
丸子がメインだと思います。

今まで述べたことを題目として、自治セン
ターの皆様には、良く考えていただきたいと
希望します。

569 男性 60代 丸子 下丸子

工場・会社等の誘致 人口増加、魅力あるまちづくりが必要
です。休耕田の利用法、活性化（町
の）

570 男性 40代 丸子 下丸子
施設の充実、道路の整備 企業が来やすい地域にしてほしい。 アンケートの結果を目に見える形で実現して

ほしい。

572 女性 80代 丸子 下丸子

まりんこ号について、高齢者になれば
バス亭まで歩いていくことが出来ない
ので、大型バスより軽自動車を何台か
用意して頂いて、電話で一回何円かを
自己負担して、家の前から病院とか買
物に行けたら良いと思います。

573 男性 70代 丸子 下丸子

子供世帯が自治会外に移住している世帯
が多くなってきているので、①地域での企
業などの雇用の充実②企業誘致の推進

問7の対応 空家、空き店舗の増加の対応、地域の少子
化、高齢化への対応

578 女性 60代 丸子 下丸子

道路を広くして下さい。（旧線路の幅を広
げ、時速を上げるよう走れば渋滞はもっと
緩やかになると思う。）

579 女性 60代 丸子 下丸子
町の商店街の空き店舗が目立ちます。昔の
ように活気ある町になるとよいですが。

580 男性 70代 丸子 下丸子

市職員によるパトロール実施、チー
ムを作り○回/月外に出て現状把握
すべし（危険箇所、ゴミ捨ての多い場
所等）

丸子自治センタの強化→現状ではど
んどん職員が減り権限もなくなってい
ます。（本庁に聞いて・・・）国では消費
者庁・文化庁等が、地方へ移転して
仕事を進めています。もう一度、セン
ターの役割を検討すべし。

581 女性 80代 丸子 下丸子

他地域内で働き生活できること。若者
向けに格安の町営住宅で子育てを支
援する。元気な高齢者を活用する。
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（問３）

587 男性 60代 丸子 下丸子

安定した就業先を多数創造して若者の生
活を安定させれば、最大の課題「少子高齢
化」は大幅に緩和されるだろうが、それをど
うするか。少ない予算を「生糸」や「幸村」に
浪費せずに失敗してもよいから将来に向け
た投資をすべき。

衰退したことに資金を投資しない（中
央商店街、義仲、生糸など）

総花的にならず10年、15年後を描きぶれな
い。

588 男性 60代 丸子 下丸子

小さいことから即実行する。会議の内容を
公表する。問４，５，６（3っつまで）と決めら
れるとアンケートにならない。

589 男性 40代 丸子 下丸子 企業の誘致

590 男性 80代 丸子 下丸子

町で経営する老人施設を。町内に有
料施設があるが、これを使う人は、特
別の方がいるのみ。まちづくり会議で
よく考えて町を良くして下さい。

591 男性 50代 丸子 下丸子
自治会が活発になること 他地域の人が、住みたいと思えるよう

な地域になってほしい。
活性化するために、頑張っていただきたいで
す。

593 女性 40代 丸子 下丸子 福祉事業の充実

594 男性 30代 丸子 下丸子

夜間帯の未成年者の非行抑制。警察
機関の巡回強化。

597 女性 30代 丸子 下丸子

安全対策がしっかりなされていること。（子
供の放課後の居場所等）歩道がない道路
や狭い道路の交通安全に十分気をつけ、
通勤や通学が安全にできること。

地域の人と交流できる機会があり、気
軽に参加できるといいと思う。

安心、安全なまちづくりを目指してほしい。

598 不明 不明 丸子 下丸子

上田市と合併以来、不便なことが沢
山ある。役場、警察、体育館等色々
聞きたいことがあても、昔は丸子の
方だとよく教えて戴きましたが、今は
事務的で年寄りに対しては特に冷た
い・・・。なるべく特に人事の場合は、
丸子地域は丸子の方というように考
えてほしい。

とにかく淋しくなった丸子町の中を賑やか
に、昔のようにとはいわないけれど、例え
ば年寄りの行くお風呂（鹿教湯）等うまく利
用することは出来ませんか？お年よりは他
市にお風呂に行くことはおかしい。鹿教湯
をもっとうまく利用できませんかと思います
けれども・・・。

何時も腰越の素晴らしいプールを通
る時、夏なるだけでなく何かよい方法
で利用できないですかね。温水とは言
わないが、年間通してはだめです
か？と思います。年寄りが多いので
近くにプール風呂がほしい。いずれ年
を重ねると運転も不利になるか
ら・・・。

若い方に協力いただいて、昔の丸子の町を
少しでも賑やかになるような事が出来ればと
思います。丸子まちづくりアンケート、素晴ら
しい提案に感謝します。

599 女性 40代 丸子 下丸子

産科がない。電車道は狭いわりに交
通量が多い。除雪が遅い、除雪の仕
方が悪い。

子供を持つ母親が、働きやすい地域
であってほしい。

地元に密着した就職サポート機関（相談も
含めて）が、丸子地域にあるといいと思い
ます。

爆水ランやドドンコなど名物の行事が
あるので、それをなくさないよう地域を
始め守ってほしいと思います。

若い人からお年寄りまで色々な人の意見を
検討して、より良いまちづくりを期待致しま
す。

602 男性 60代 丸子 下丸子
今の丸子町は、それなりに住みやす
い町だと思う。

603 女性 50代 丸子 下丸子
より質の高い病院、福祉施設、商業施設が
あるといい。

604 女性 70代 丸子 下丸子

マレットゴルフ場（天下山）があ
る。ゴルフ場がある。テニスコー
トの充実。近くに病院がある。文
化会館がある。

グルメ食堂がほしい。 昔の記憶ですが、砂原峠の方に鉱泉が
あって行った事がありました。それがあった
ら利用して日帰り温泉に開発して、周りに
パターゴルフ場とか遊べる施設等を作った
りする事業等、できたらいいですね。

鹿教湯温泉へ行くなら長門の日帰り
温泉の方が行きいいし、魅力を感じる
ことが多い。

丸子地域の四季のイベントを、沢山アピール
するように広報してもらいたい。

605 男性 70代 丸子 下丸子

誰でも自由に参加できるイベントやまちづく
り。子供等が暮らしやすいまちと、豊かな
自然環境には相反することがあるので、そ
の調整が課題。（豊かな自然は手入れが
必要であるため）

他の地域から来た人に何気ないこと
（路上にゴミない。雑草が放置されて
いない等）感動を与えられるまちで
あってほしい。

インフラ整備の議論については、当然だが豊
かかさを実感でき、安全、安心であるまちづ
くり。

606 男性 80代 丸子 下丸子
有力なる企業家の誘致の対策も、必要と
思います。

607 女性 60代 丸子 下丸子
高齢者や子供達が歩くのに安心の町へ きめ細かい対応を期待しています。
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（問３）

610 男性 60代 丸子 下丸子

町全体（市）と自治会の用事が多過
ぎ。

お金のかからないまちづくりを目指すこと。
税金の上手な使い方。なんだかんだの税金
かけすぎ。

612 女性 30代 丸子 下丸子

丸子スタンプが中々かいっぱいになり
にくいので、台紙1枚500円分ではな
く、今の台紙の5等分くらいを1枚にし
て、100円分の台紙とかになると良い
なと思いました。（集める枚数は変わ
らず）

今は、特にありません。

613 女性 70代 丸子 下丸子
役場の人達の態度が悪い。もう少し
町民の話を聞いてもらいたい。

614 女性 40代 丸子 下丸子
交通機関の充実。魅力ある商業機能の充
実

特になし 計画だけでなく、実現させてほしい。

615 男性 60代 丸子 下丸子

人口減少、高齢者の増加により、今まで丸
子地域の環境を維持していくことは困難であ
り、人口減少を見据えた政策を期待します。

619 女性 50代 丸子 下丸子

子育てに関する町からの援助。お年寄り
は、手厚く保護されているが、これからの
子供が増えるように若い親にも、安心して
子供をたくさん育てられるように考えてほし
い。（金銭面等で）

620 女性 70代 丸子 下丸子
子供、老人、障がい者そんな人達の住みよ
い場所であること。

働く場所がもっとほしい。 人と人の交流があって、豊かな人生を送るこ
とが出来る。基本的なこと。

621 女性 30代 丸子 下丸子

除雪が遅い、除雪されていない道が多
い。

通学路が狭い上、交通量も多く、車のス
ピードもかなり出ている。ガードレールで、
歩行者用の道が確保できると安心です。

622 女性 70代 丸子 下丸子

長時間歩行困難な人のために、所々ちょっ
と座れるイスを用意していただくと有難いで
す。道、、街の中、店内の広いお店な
ど・・・。

温泉施設がカネボウ跡地辺りにほし
い。

小さい事から実現していく事です。住みよい
まちづくり期待しております。ご発展をお祈り
申し上げます。

626 男性 40代 丸子 下丸子

上田市の合併で、丸子地域の除雪が
一番遅くなっています。地域差のない
対応をしてほしい。グランドなどの施
設が、合併により利用しづらくなってし
まった。

628 女性 60代 丸子 下丸子
アレチウリ、ブタクサ等を何とかしてほし
い。町中でやるべき。

629 女性 50代 丸子 下丸子
バスが安くなっても鉄道との連携が悪く、子
供やお年寄りが使いづらい。

632 男性 30代 丸子 下丸子
働ける場所を増やす。農業や林業など含
め。

子供、女性、高齢者もメンバーに入れ、住み
やすい地域へ。

633 男性 40代 丸子 下丸子
広報活動、招致活動 民生委員を増やす、老人に対する優

しさ。

3346 男性 70代 丸子 下丸子 町内の活性化

3348 男性 70代 丸子 下丸子

なし すべて なし 対等合併という美名のもとでどの様に旧丸
子町と現在が異なっているか、具体的に提
示し、そこから展望を見出すこと。

上田市に合併して時点で、議会、行
政が約束したことがどう守られている
か、町民に知らせたことがあります
か？

上から目線をしないで、町民の側に立って、
初めてすべてが進む。

3349 女性 80代 丸子 下丸子

荒廃農地が増し、この先、大変に心
配。作付けしてくれる人の維持を願う
ばかり。

過疎地になった丸子地域に、また人
が集まってくれるような環境にしてい
ただきたい。
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（問３）

3350 男性 80代 丸子 下丸子

丸子は歴史遺産や観光資源に乏し
い。だから、観光などで人集めするな
どはやめて、一次産業二次産業の振
興を中心に考えていくべきだ。

工場誘致などを含め、産業の育成に地お
からを入れる。
丸子⇔上田間の道路
　（例）生田から直接小牧へ抜ける道路を
拓く。生田、須川、小牧山地域の開発が進
むし、丸子⇔上田の距離がぐんと近くな
る。松本へもぐんと近くなる。

郷土博物館が活用できていない。博
物館には町誌を作った時の資料や寄
託された古文書も保管されていると聞
くが、死蔵されているままのようだ。整
理して公開活用するようにしてほし
い。

丸子（上丸子）の商店街の寂れ方は惨憺た
るものだ。上田市と合併して１０年目だが、
一つとしていいことがなかった、という人が多
い。武石、長和地区との連携を考えてほし
い。マツヤがなくなったら上丸子の老人は買
い物をする場所がなくなる。マツヤを盛り立
てる策を考えてほしい。セレスホール、あん
なに優れたホール、ステージそのほかの施
設を活用してほしい
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2683 女性 50代 丸子 グリーンヒル

病院が多い　又上田中心域の
みならず場所によっては　佐久・
立科・松本方面へのアクセスが
よい為　ショピングや観光で楽し
める。

移住者の受け入れ体制と　環境づくりで若
い人をふやす。不便でない公共交通機関
の充実。個人商店の誘致と買い物する側
の便理性への環境づくり　自然が身近に感
じられる。周辺環境をととのえ　不必要な
人工物を作らない。

鹿教湯温泉は丸子の貴重な財産だと
思います。車で通るたびに　さびれた
様子が感じられます。町をあげて周辺
環境の整備をし　魅力をアップし多く
の人に来てもらう事が　丸子地域の
活性化につながると思う。

子供・若者・成人・高齢者等　様々な人の考
えを検討いただき　役所主導にならない様な
丸子オリジナルな町づくりになる様期待しま
す。

2684 男性 70代 丸子 グリーンヒル

グリーンヒル管理組合を準自治会として認
定し、補助金も支給して欲しい、と署名をつ
けて要請してもゼロ回答。今の行政に何を
期待せよというのですか。

丸子にかかわらず長野県民は理論的
な思考する方が多い。しかし　やや柔
軟性に欠けるように思う。簡単に言う
と　愛想がわるい。客が一杯いる店は
愛想が良い。

自治会の法的根拠は何ですか？根拠のな
い自治会に補助金を出す・法律違反ではな
いか／／「丸子地域の人口状況］の表があ
りましたが　何故自治会で集約するんです
か？これ役所の資料からではないですか？
地域名があるのですから　何故それで集約
しないのですか？グリーンヒルは、腰越です
か？？４５世帯以上いますよ　これからもっ
と増えますよ。

2685 男性 50代 丸子 グリーンヒル

安心・安全な暮らしやすい、生活の為に、
自治会に準じた組織として認定し、他の自
治会同様に補助金を支給して頂きたい。

元気な賑わいのあるまち、新しい店舗
が出来ると楽しみもふえると思いま
す。

従来とは違う、新しい発想、意見で高齢者や
子供達が　住みやすい枠組を検討すること
を希望します。

2686 男性 60代 丸子 グリーンヒル

腰越の　グリーンヒル住人を　従来の自治
会に組み入れず独立した自治会として　扱
うことで他の既存自治会には無い効果を期
待出来るように　思います。

丸子地域の活性化のためのは　自治会の在
り方と長期的視野での　改革的　取り組みに
期待します。

2687 男性 70代 丸子 グリーンヒル

通勤時間帯は不明だが　普段
は車の通行量も少なく渋滞等も
なく　車の運転等は　楽だと思
う。

空き家、空き店舗が　目立ち、防犯・防
災上不安に思うことあり、

恵まれた自然にもかかわらず　傾斜
地が多いせいか町中を　歩く人の姿
が非常に少ない　もっと多くの人が歩
く町に

遊歩道等の整備、路地裏等の活用　案内
看板、標識等の充実

空き家　空き地を整備　若い人向けの
住宅を整備し　移住希望者が増える
ように、幹線道路は別として一歩横道
へ入ると　すれ違いも大変な道路多し
解消を希望

2688 男性 60代 丸子 グリーンヒル

グリーンヒル管理組合を自治会に準じた
組織として認定して頂きたい。自然環境を
維持し、災害対策も充実させるためにも
補助金の支給を自治会並みにお願いした
い。

住民の構成（高齢化・人口減）の変化に伴う
新しい自治会組織の再検討が必要と思う。
（現自治会にとらわれない）

2689 女性 50代 丸子 グリーンヒル

グリーンヒル管理組合を自治会にして下
さったらとおもいます。

防災対策です。

2690 男性 70代 丸子 グリーンヒル

住民税は支払っているが、見返りは全く感
じられない。グリーンヒル管理組合いを　他
の自治会に準じた組織と認定し　他の自治
会と同様　補助金を支給し　災害に強く　自
然環境を守れる　地域になることを　希望し
ます。

次世代を担う子供達が　育つ環境作
り　現在通学するには　各家庭で　車
で送迎している現状である。子供同士
のコミニュケーションも出来ない。ス
クールバス等通学できるような事も
考慮願いたい。

高齢化が益々　進んでいく中で　現在の自
治会の機能は住民の意識や生活の差異等
で低下している。（現在役員になり手がない）
新住民も溶け込む事が出来る　新しい発想
での枠組みの組織が必要である。

2691 男性 60代 丸子 グリーンヒル

田舎の良さと　都会の便利さが
ベストマッチ

全国的に見られる事だが　人口減少、
若者・子供の減少が著しいと思われ
る。雇用を生み出す政策（企業誘致・
子供の教育、育成（補助金・保育所・ス
クールバスetc）が必要。テニス村
（コートと合宿所）なども有効かと思う。

①・・スクールバスサービス　保育所　走る
スーパーマーケット　④・・企業誘致　IT企
業（場所に縛られない業種）など　⑥・・遊
歩道（山歩き）の整備　太陽光発電施設の
設置条件（景観）　　長野は雪や寒さで冬な
んか住めないと思っている人も多い。東
信・丸子は日照も良く、積雪も少なく年中快
適に住める事を　全国的にアピールすべ
き。

当地区は既存の自治会に属していな
いと聞いている。そのため　除雪機や
街灯などなど補助金が出されていな
いようだが、永住者はもちろんセカン
ドハウスの者も、税金（固定資産税・
住民税・特別住民税）を払い　地元で
消費もしている。自治会という「形」の
とらわれず実質的な考え方で実現し
ていただきたい。丸子の人口増加（当
地区はそうである）のためにも　新し
い形態を認めるべき。

現行の行政方針、考え方やなりゆき　の形で
は確実に　ジリ貧でますます町はさびれ、お
とろえてゆくと思う。大胆な発想で、新しい形
を目指すべき。せっかくの　すてきな町が
もったいない。

149 ページ


