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627 男性 50代 依田

上田との合併はしたが、合併前
から丸子独特の文化や伝統が
有り、それらを探究していくのも
魅力の一つかも。

住民の団結と政治家の取り組み 地域に根差した市政を行なっていく。 一つひとつの課題の解決をしていってほし
い。アンケート調査を基に数々の実績を積み
上げてほしいです。

2465 男性 30代 依田 御嶽堂
住民の意見を具体的に聞き入れ、それを
実践し続ける。

子供が喜ぶ新たな丸子のイベント。

2468 男性 70代 依田 御嶽堂

道路整備、通学路に防犯カメラ設置、工場
誘致

若者が生き甲斐を持って、住める町
にすること。

丸子は観光地とて向かない。物づくりの町を
目指し、若者を集めるような施設を考える会
議にしてほしい。

2470 女性 30代 依田 御嶽堂

高齢者のみで生活していて、買物にも行か
れない人のために、「黄色いラクダ」（宅配）
をもっともっと増やしていく。まりんこ号のよ
うな移動手段を、もっと増やす。

若者が県外、他市町村へ出て行って
しまわないよう、明るい安定した町に
していきたい。空家など人が住めるよ
うにして、県外から若者を招くよう努め
る。空き田畑を利用できるようにす
る。公民館やホールなど、利用されな
い日が多いが、サークル活動を増や
していく。

2477 男性 30代 依田 御嶽堂 地域のつながりを大事に。

2479 男性 70代 依田 御嶽堂
商店の活性力を出して下さい。 大衆風呂があったらと思います。 これからの老人介護問題を、良く考えていた

だきたい。

2480 男性 30代 依田 御嶽堂

丸子中央病院の夜間・救急の受入れ
体制。除雪の対応が遅い。

それを考えていただくために、アンケートに
真剣に答えました。

アンケートをちゃんと生かして、推進していた
だきたい。

2482 女性 70代 依田 御嶽堂

冬の雪の時、早急に除雪してほしい。
年をしたら自分が、今働いている若者
に面倒を見てもらえるか。（特に男の
子である場合）

500円で入浴できる施設があるといい
と思うけれども、不可能に近いから期
待はしない。

2483 男性 50代 依田 御嶽堂

特徴がないのが丸子地域の魅
力かな。本当は良いところもたく
さんありますが、そのいずれも
段違いの魅力にはなっていない
のが残念ですね。

丸子地域の課題として②③⑪を上げさ
せてもらいました。「あなたの不安」と
いう面では、①～⑫全てと言いたいと
ころです。

丸子地域が持つ資源を、住民が整理
できているか疑問。物心両面で、地
域の伸ばせる資源を知る必要があり
ますね。

住民の意見を聞くこと。今回のアンケート
はあまり良いものとは思いません。新しい
組織が発足し、とりあえずアンケートをとい
う感じがします。このアンケートで住民の声
が、集約でき目指す方向性がまとめられる
と思っているとすれば、まずそこから変える
必要がありますね。（従来の手法と何なら
変わらず、行政主導で動いているように思
う。）

暮らしやすいまちづくりが、重要と思っ
ています。上田市中心街や東御市と
比較するのではなく、丸子地域の特
徴を活かしたまちづくりをお願いした
い。

欲張らず、近い未来（将来）を見据えて、予
算の無駄使いにならないようお願いします。

2485 女性 60代 丸子 御嶽堂

若い人の働く所が少ないと思う。都会
に出ている子供を呼び戻したいが、働
く所がなく困っている。

街への買物。移動販売車の巡回。買物タク
シーの設置、集中コントロールセンター設
置、バイク等による配達。

巨木を切り倒し、崩れた石垣の補修
等、依頼先の紹介などがあれば。困り
ごとーこんな時はどうするー紹介所又
はコーナーの設置。

2487 男性 70代 依田 御嶽堂

集団活動の充実を図るのに、お天ま仕事
によるコミュニケーションづくり。

伝統行事を行なうにあたり、外部観光
客の引き寄せ、ＰＲの仕方に工夫と努
力が必要。丸子地域における関心が
薄く、丸子全体としての活気が今一に
感ずる。

2488 男性 60代 依田 御嶽堂

三世代同居家族を増進し、家族が一日
ゆったりできる空間を創り、他所へ行かなく
ても日常必要なものが調達できる所とす
る。

2491 男性 80代 依田 御嶽堂
若者に期待 合併（上田市）後、町全体が錆びてし

まった。

2493 男性 70代 依田 御嶽堂

高齢者が丸子に住んで良かった。そ
んな町にして下さい。（日常生活が便
利（足）になるようにお願い）

買物が楽に出来る様に、車（バス）の数を
多くしてもらいたい。小さな車で良いと思い
ます。

高齢者対策

2495 男性 40代 依田 御嶽堂

子育て世代を呼び込める地域にしていく。
町の活性化には重要。

病院を作るときは、バス路線に。（専
門医）少なすぎ。バスの活性化で生活
しやすくなる。人が増えないのは、魅
力がないから。

子育てしにくい。改善点は、子育て世代を呼
び込めるようにしないと、町が老いていく。
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2497 男性 70代 依田 御嶽堂

元の丸子町に行政が戻ること。 上田市（旧）が良くなることだけで、合
併しただけで、旧丸子町行政に期待
はできません。

ありません。

2500 女性 30代 依田 御嶽堂

通学路の、朝の通勤時間の車両進入の制
限。

夏祭りが寂しすぎます。踊りの曲数
（他地域の曲を踊ったっていいと思
う）、出店の数。ドドンコとベルパーク
の祭りを一緒にして、櫓を建てて、輪
になって踊ってほしい。その方が盛大
にできるのでは？

2501 女性 50代 依田 御嶽堂

農地の後継者がおらず、荒地になって
いる畑が増加している。

丸子地域の商業の活性化 鹿教湯温泉や大塩等の温泉が活気
づくと良いと思う。他の町村の温泉に
出掛けてしまう。旧丸子町民に、割引
チケット等を配布したらどうか。

真田丸のドラマで、旧上田市は活気が出て
いるが、丸子地域はあまり変化がない。丸子
は、義仲ゆかりの地、歴史好きな観光客を
何とか取り込めないか。→ワインや名物とな
るようなお菓子等の開発。

2502 男性 60代 依田 御嶽堂

市長の姿勢のみ 一極集中ではなく、税金の使途の公
平化（議員や委員の皆さんの努力で、
何とかしてほしい）

目的に対する結果、数字

2503 女性 50代 依田 御嶽堂

高齢化とは、イコール若者が結婚し子
供を育てる（人口減少）という状況が、
少なくなっていると思う。核家族化して
いるが、低賃金のため住宅を借りた
り、子育てすることが厳しくなっている
と思う。安い住宅の確保、若者が住み
やすくなると人が集まってくると思う。

若者への思いとして、丸子に働くところが少
なく、低賃金のため将来にも希望を持ちにく
い。自然豊かな丸子（山と川）を大切にした
い。山の枯れ木が悲しい。

2504 男性 60代 依田 御嶽堂

地域振興というと、先ず「ハコモノ」を作りが
ちだが、先々につながる施策が必要。

上田ー諏訪ー、上田ー松本の通過地
点でない特色がほしい。

会議といって意見集約すると、曖昧な焦点の
ボケたものになりがちなので、全員一致にこ
だわらず、将来に向かった方向に進めてほし
い。

2505 女性 50代 依田 御嶽堂
公共輸送の充実。災害が懸念される地域
の安全対策。

2507 女性 40代 依田 御嶽堂
雇用できる企業が少ないこと。買物弱
者が増えていくこと。

企業誘致 上田地区への交通・道路が、スムー
ズにしてほしい。

2508 女性 40代 依田 御嶽堂

丸子地域限定で、就業地を探しているが
中々ない。年齢等条件が合うものがあって
も、若い方を優先にという企業が多い。働
きたくても働けない場合が多い。

中小企業等の場所を増やしてほし
い。

2509 男性 70代 依田 御嶽堂
老人世帯ばかりで、空家が多くなるこ
とが心配。

若い人が移り住みやすいまちづくり

2514 女性 80代 依田 御嶽堂

年金暮らしなので、自治会費を
もう少し少なくしてほしい。

訳のわからない電話がある。（電気、
保険について）

若い人の力が必要だと思う。 高齢者の人に対する医療の充実。 税金を安くしてほしい。

2516 女性 70代 依田 御嶽堂
地区の行事が重荷です。 山畑などの活用 丸子だけではありませんが、高齢者が生き

にくくなりました。

2517 男性 60代 依田 御嶽堂
中心市街地の活性化（上丸子地域）

2518 男性 60代 依田 御嶽堂
人口減少（流出） 若者家族を増加させる。（空家利用を考え

て、個人レベルでは無理）

2519 女性 70代 依田 御嶽堂

狭い道、見通しの悪い道路への大型車、ス
ピードの規制。（ 近、朝と夕方の通勤ラッ
シュ時に危ないと感じた）近くの大きな道路
を利用してもらいたい。新しく雇用の場所を
つくってほしい。

鹿教湯温泉など、観光や地域の小さ
な活動にも力を入れていってほしい。

丸子地域の発展のために、もっと丸子の住
民がまとまって活動できる機会を増やしてほ
しい。
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2524 男性 80代 依田 御嶽堂

伝統行事や文化財等について
（前略）、位置や解説の入った
マップがありますか？なけれ
ば、マップを作成してＰＲをする
必要があるのではないか。

（前略）高齢者が増加するので、町内
に介護施設の増加が必要。（中略）高
齢者が明るく楽しく生活するような環境
にする。

街の通りを見ると空き店舗が目に付
きますが、この空き店舗を活用する
方法を考える。

空き店舗が多いのは、小さい町の割合に
大型スーパーが多いので、買物はスー
パーに行ってしまう。小規模な店は閉まる
のは仕方がないが、この空き店舗を借り
て、物づくりや教えたり売ったり自由に使用
する。店の借用料について、一部市で補助
する。

アンケートを活用して、より良いまちづくりを
期待しています。

2525 男性 60代 依田 御嶽堂
自然公園、ハイキングコース等今荒れてい
る山を整備し気軽に山に入れるようしてほ
しい。

金のかからない、まちづくりをお願いします。

2527 女性 80代 依田 御嶽堂
まりんこ号、村内（バイパスでなく）を
通って欲しい。

2529 男性 70代 依田 御嶽堂 人口の増加

2532 女性 80代 依田 御嶽堂
買物や通院ができないので、何とかしてほ
しい。

2533 男性 70代 依田 御嶽堂
収入の少ない人が（色々な理由に
て）、年々増加し、生活が大変になって
来ている。

雇用の充実 お金がかかることが多いと思われますが、市
から予算を多く引き出すことを考えて下さ
い。

2536 男性 70代 依田 御嶽堂

子供を増やす対策が第一。妊婦の費
用は無料にする。中学生まで無料
化。

期待できるのでしょうか。このアンケート結
果、どうしていくのか不明確です。ただ、アン
ケートをとるだけで何かやった！と満足する
だけ？実行はいかに？

2537 女性 80代 依田 御嶽堂

御嶽堂地区は、まあまあまとま
りがある方です。（中略）若い者
は、自分勝手なものばかり、もう
少し区、自治会に参加した方が
よいと思います。

今、８０歳時代の者は、友人が多いで
すが、これからの50歳～６０歳の者
が、もう少し地域のことを考えてほしい
です。自分勝手が多いです。

高齢者、障がい者の皆さんが、もう少し笑
顔で毎日が送れたらと思います。歴史・文
化資源を、若い皆さんに教えてもらったら
よいと思います。

町全体が、もう少し元気になるように
してもらいたいです。今の時代は、
色々とお金がかかることばかりです
が、とにかくもう少し50代～６０代の人
達が、元気を出して仕事をしてもらい
たいです。

私達高齢者は、今まで色々なことに参加して
きましたが、若い人達も会議に参加できたら
よいと思います。

2538 女性 60代 依田 御嶽堂

山が近いので日照時間は長くな
いが、自然が豊かで過ごしやす
い。

企業進出、商業施設を集中することによ
り、色々な店舗が入ると集客性を高める効
果があるのではないかと思う。（パワーセン
ター等）

地域域内にも評判が高い店がたくさ
んあるので、そういう所をどんどん宣
伝し、加えて豊かな自然を有効に活
用して、集客性のあるものに出来れ
ば、活気溢れる街・地域となるのでは
なか。

2539 女性 40代 依田 御嶽堂

丸子ドドンコ参加も、高齢化と子供の
人数が少ない等、分館では参加しなく
なり、昔から続いていたお祭りも人が
来ない為、継続されなくなってきまし
た。夏の思い出も少しずつ変化してい
き、残念な思いがします。

昔ながらのお店を大切にし、新しい商
売との共有、地元の方が協力し合え、
地元の方が集まれる、商売とコミュニ
ケーションが取れるよう、町の補助等
上手く使い活気のある街となるよう期
待したいです。

2540 男性 40代 依田 御嶽堂

公共交通網の不備。借金が多い。 鉄路までのアクセスの良さ。 不必要な出費を控える。安協活動の
不透明さの改善。大屋駅周辺の自動
車環境の改善。

税収を増やす努力。松本市との交流。

2543 男性 40代 依田 御嶽堂 道路の整備と整理。 医療施設の充実。

2544 女性 40代 依田 御嶽堂

このアンケートの結果、（記入されたこと）丸
子地域の方の意見が、反映される会議にし
てほしいです。

2547 女性 30代 依田 御嶽堂
狭くて歩道のない道を減らしてほしい。

2550 男性 40代 依田 御嶽堂
電車を通す。 車がなくても、買物、病院へ行けるまちづく

り。

2551 女性 70代 依田 御嶽堂

③と⑥に対して、車道脇、歩道の雑草
が手入れされず、空家、不耕作地から
は草木が繁茂、放置され大変危険で
す。ある程度予算を付けて頂き、市民
が一体となるよう、美化作業等をイベ
ント化したらどうでしょうか。

①弱者が安全に暮らせる施策を。③公的
移動手段をもう少し増やす。⑥砂原峠の農
地が原野化しています。マレットゴルフ場を
作ったらどうか。

高齢化、過疎化の現実を踏まえても、
先ず第一に、住民の心豊かな生活、
暮らしを守って行くべきを基本に施策
を打ち出してほしいです。

個々の力は限られています。やはり公的な
リーダーシップが重要と重います。良い事を
次々に仕掛けて下さい。
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2553 男性 70代 依田 御嶽堂

生涯勤労が確約されるような魅力ある
企業等が少ない為、若者が都市部へ
出て行ってしまう。（中略）これから社
会を造る若者を集められる、企業誘致
をしてほしい。上田市は、国の中心部
に位置し（中略）全国にアピールして誘
致を進めてほしい。（後略）

上田駅からのアクセス及び高速ＩＣからの
アクセルを良くし、将来像を描いた道路の
確保。（例：上田橋からトンネルを掘り、一
気に丸子街に来れる道路の建設）田畑が
空いてきている。工業団地化を進め、企業
が誘致できる環境づくり。

土地保有者が高齢化しており、土地
有効活用に反対するキーポイントと思
う。魅力ある将来像を描き、理解して
もらうよう努力してほしい。現状諸計
画を推進する上で、住民優先（配慮）
で行なっている感がする。行政として
今後を示し率先して推進してほしい。

大きな夢を持って、こじんまりな活動ではな
く、大きく（国を動かすくらい）活動して下さ
い。

2556 男性 70代 依田 御嶽堂
伝統行事（小中学生）の参加が悪い。
（クラブ活動や部活の為か）

予算の無駄遣いだけは止めて下さい。

2557 男性 70代 依田 御嶽堂
人口増加 生田駐在所前交差点交通量増加によって、

信号機設置お願いしたい。

2558 男性 30代 依田 御嶽堂

商業施設を増やす。人の市外への流失防
止。子供が遊ぶ場所（緑地公園）など増や
す。

一部の地域に人が集まらないように、
商店街を何とかしてほしい。

豊かな自然を残しつつ、人々が暮らしやすい
まちづくり。

2559 女性 60代 依田 御嶽堂

常田新橋からトンネンルで丸子
の方へまっすぐ抜けられたら、
上田へも松本方面へも、スムー
ズになると思います。

上田と鹿教湯温泉のアクセス交流
が、もっとよければ⑧は良くなる。

バスの回収を増やす。小さいバスで回数、
アクセス場所を増やす。

2561 男性 60代 依田 御嶽堂

丸子独自の特色あるものを一つ決め、これ
をポイントにして、ネットなどを介しても全国
にピーアール。市全体でこれを押し上げ、
丸子の目玉を作る。全国から人が集まるよ
うに考えていく。プロの戦略が必要かもし
れない。

2562 女性 30代 依田 御嶽堂

市が、地方自治体の役割を認識した市政
の運営により、上田市の継続と発展、また
市民が日々、安全・安心して生活できる街
づくりが前提。（市民に信頼される市政）

丸子町当事の歴史、実績、実態を再
確認する中で、丸子地域が良くなるこ
とで、新生上田市が発展することを目
標に。（この10年間、丸子地域は空白
の時期とも言われている中で）

市政のあり方や、実態を検証する中で、効率
よく効果的な結果を出してほしい。（市政と両
輪の取り組みを）

2563 女性 50代 依田 御嶽堂

鹿教湯を中心にトータルプランをつく
り出す。

マスメディアまたスマホ等の丸子の魅力を
押し出す。

スーパーが少ない。飲食店が少な
い！空き店の軒先利用したフリー
マーケットなど。（ゴミ問題を解決する
ため、家の中の不要なものを売るまた
買う）

足を運んで、丸子地域をくまなく調査してほ
しい。魅力ある場所をピックアップして、メディ
アを通じて知らせる。（旧上田市が開発、道
路環境が進む中、遠ざかっている丸子はあ
まり変化が見られない。）

2564 女性 60代 依田 御嶽堂
若い人達が暮らしてみたいと思うような、魅
力あるまちづくり

2566 女性 70代 依田 御嶽堂

ちょっとした、スーパー的な買物
が出来る所があったらと思いま
す。

長門運輸～三角の信号機の道路の車
のスピーが早くなっているので、高齢
者が気を使わなくてはいけないです。

あまり大きくなくても良いが、運動公
園を作ってほしいと思う。（高齢にな
ると、子供の行動する姿を見るのが
楽しくなる）

土地と理解 結婚して丸子町に居住する場合な
ど、何か助成をしてあげるような方法
があると、良いのではと思います。

2567 女性 70代 依田 御嶽堂
若い方が先頭に立ち指導してほしい。

2568 女性 60代 依田 御嶽堂

空き店舗が多過ぎ、丸子の中央通り、
廃墟と化している。駐車場だけが増え
ているが、美化にも力を入れてほし
い！

高齢者でも働けるシルバーもある
が、限られているので、女性でも働け
る所を多くしてほしいです。

丸子町はお金がないのでしょうか？
税金はしっかり取られ、県からの援助
等は、受けられないのでしょうか？

会議するだけで、実行しなければ何もならな
いと思います。

2571 女性 70代 依田 御嶽堂
他所からの転入者に対して、昔からそ
の土地にいる人は態度が冷たい。

2575 男性 30代 依田 御嶽堂

資料館などが少ない。温泉スパがない。 遊戯施設が少ない。 遊べる施設がないため、観光がないので、
工場がある割には、みんなの興味が薄い。

2578 女性 50代 依田 御嶽堂

物価の安定 景気の回復+雇用促進。災害弱者への支
援（具体的に災害が起きた時に、誰が何を
行なうか明確にする）バリアフリー（公共施
設、トイレなど）公園の充実。

ベルパークは何もなくて遊べない。 地域で還元できる（消費・需要）まちづくり
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2579 無回答 60代 依田 御嶽堂
朝、村内をショートカットで通過する運
転手の増加（マナーが悪い）

道路の整備。ビオトープを考慮した川の整
備。

2580 女性 40代 依田 御嶽堂
子供、高齢者、障がい者の住みやす
い地域に期待しています。

2582 男性 70代 依田 御嶽堂

丸子町内中心部空き店舗の活
用。

農地の荒廃、後継者不足。近所付き
合いの減少。

道路整備、国道とは名ばかりの道
路。運転弱者への気遣い。特に高齢
者、子供、障がい者への交通網（バ
ス、タクシー）病院通い、買物手助け。

住民へのアンケート調査もさることながら、
行政自体でのビジョンもあると思うが、考え
を示したら。自治センター税務の関係を尋ね
に行ったら、手薄にてわからなく本庁に行け
との事。何のための合併か。そんな老人の
対応他にももろもろあり。まちづくりに期待す
ることは、あまりありません。現実？

2585 男性 50代 依田 御嶽堂

医療、福祉や介護が充実してい
る。

生活費が高くなっている割に、収入が
少ないので将来が不安です。⑪⑫に
ついて、このままでは、いずれ農業は
少しずつ衰退すると思います。不安で
す。

「何が必要か？」わかりませんが・・・。高齢
者への介護福祉への取り組みは、今後
益々必要になるのではと思います。

将来の子供達が、大人になった時
に、丸子は良い所だなと思えるよう
な、子供達への健全な育成が大切か
と思います。

防犯・防災は、いつ何時起こるかわからない
ので、前もった対策が必要になるのではと思
います。丸子独自の、夢のある何か新しい
取り組みを期待しています。

2586 男性 40代 依田 御嶽堂
若者が定着、定住できるまち 子育て支援の充実 活気ある地域づくり、丸子花火大会の

復活なども一つ。

2587 女性 60代 依田 御嶽堂

高齢化で農地は荒れていく。個人で農業を
していく時代でなない。土地を有効利用す
る。会社のようにして、農業経営していく方
法が必要。

2589 男性 60代 依田 御嶽堂
地域出身者が、地域で就業できる仕組み
づくり。

魅力ある自然づくり

2590 男性 60代 依田 御嶽堂

住民の願い。要望が市政に汲
み上げられるようになって来て
いる。（細部はまだ不十分だ
が・・。）（地域協議、まちづくり会
議）

荒廃農地の抑制。農道の改良、畑地
の交換分合で大規模化を図る。丸子
（依田地区）にライスセンターを早期に
建設し、中小規模の稲作農家を支援し
てほしい。

上田中心市街地との交通網の整備。
上田環状道路の建設促進（御嶽堂と
塩田間が朝晩渋滞）

二ツ木、久保峠経由で上田方面に行くに、
道路渋滞の解消→上田環状道路（かつて
＝合併前に構想があったはず）の実現。現
在ほとんど一ルートしかないので、スリップ
事故で大渋滞が起きている。

三角橋の移設と拭複線化。（二車線） 自治会役員の仕事（ほとんど雑用・体力仕
事）が、年々増加している。過剰な、或いは
時代遅れの行政サービスの下請は整理し、
簡素化する工夫をして下さい。（交通災害共
済制度、一円玉募金、社協会費、日赤会
費、赤い羽根、緑の羽根、安協会費・・・まだ
まだ）等々、一年中お金集めをさせられてい
る。

2591 男性 50代 依田 御嶽堂

荒地を多少管理していただいておるの
ですが、土地の周りの草が伸び、いつ
も村人に迷惑をかけています。年4回
位は、草の管理もお願いしたい。以前
に農協の方？がやりますと、返事を頂
いておるのですが。

障がい者の為の教育。発達障がいなどの
差別が多いと思います。当事者、家族ら支
援者も含む。

軽スポーツなど、具体的に取り入れ、
健康、交流をもっと多く参加できるよう
に。

外部からの方を参加させ、よりよい会議を願
う。

2592 男性 80代 依田 御嶽堂

女性の社会進出によるせいか？嫁不
足、男性は結婚したい。女性はしたく
ない。

孫、ひ孫の代で、親戚でもお茶を飲み
に寄り難い。（たんぽぽ）を利用してい
るが、予約をしても皆が都合のよい日
に取りにくい。施設がもっとあったらい
いな。

年寄りが死を待つのではなく、前向きに生き
ていけたらいいな。議題に載せてほしい。

2593 男性 60代 依田 御嶽堂

今まで、自然災害が少ない地域
ですが、時間雨量20mm～
40mmになった場合は、災害が
予想される。各住民、自治体の
危機管理意識と、防災用具の
事前準備が必要と思う。

御嶽堂地区には、近年多くの企業が
集ってきた。このため、朝夕の通勤の
自動車が増え渋滞を発生させている。
（中略）歩道が整備されていなく危険で
ある。冬期間の除雪範囲の見直しを望
む。通学バス道路の優先、エンカル散
布の充実を！

高齢化が進む中で、弱者等が安心し
て暮らせるまちづくりが必要

自治体、社会福祉、民生委員等のきめ細
かい巡回と、弱者、高齢者の意見を聞く場
を設け、出された意見を共有化してほし
い。

上田市と丸子の合併以来、冬期、除
雪体制が不足している。上田市と除
雪業者との契約範囲を毎年同じでは
なく、道路状況等に把握した契約を望
む。

まちづくり会議で議論、提案されている事項
を、定期的に情報公開して共有化を図って
ほしい。よい情報は、後でよい。悪い情報、
課題、障害になっている事柄は、住民に知ら
せていくべきではないか！

2594 男性 70代 依田 御嶽堂

農業に適した環境（日照、用
水、上質等）東信経済圏へのア
クセスが概ね良好、小中学校へ
安心して通わせることができる
など、プラス面のバランスがよ
い。

ハード、ソフト面で、後世に引き継ぐ価
値のあるものを除き、新陳代謝の活力
に欠ける。丸子地域をリードする優れ
た人物が埋もれている。（優れた人物
を担ぎ出す活力不足）

一人ひとりが生き甲斐を持って暮ら
せるまち（仕事、自治会、福祉、人
権、各種団体、学校、保育園、子育
て等）

様々な施策が必要。そのための予算。（国
家予算をもっと地方へ配分する）住民が、
自分のことと捉え協働する（人任せにしな
い）弱者への思いやり。

五里霧中の中でお仕事ご苦労様です。お上
のため、自分らの利益のためには、止めて
ほしい。

2596 男性 60代 依田 御嶽堂

前より引っ越してきた人は、近
所付き合いが悪い。

歩道と、自転車道を整備していただけるよう
に。（旧道）車が多くて歩けない。
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（問３）

2597 男性 80代 依田 御嶽堂

御嶽堂は山を背おい、土砂崩れの心
配がありその対策をしてほしい。

朝のラッシュ、信号待ちで詰まり、脇道に入
り狭い道をスピードを出して行く。

通学の時間帯は、車進入禁止にして
ほしい。子供の事故のない丸子にし
てほしい。

夏祭り（丸子ドドンコ）に、各自治会が参加で
きるように補助金を出してほしい。

2599 女性 40代 依田 御嶽堂
上田市街地への通学が不便 除雪作業の迅速さ（細い道路もお願

いしたいです。）

2602 男性 70代 依田 御嶽堂 高齢化による交通手段の充実 農業の担い手、活動者の育成

2604 男性 60代 依田 御嶽堂
あまり期待していない。 何をしているのか解らない、もっと広報活動

をすべき。

2606 女性 50代 依田 御嶽堂

一人暮らしで亡くなられた家、残され
た田畑、放置されたままになってい
る。また、両親が亡くなって古い家が
残されても、壊す費用が出せない。今
後、何かよい方法はないのか？

2611 男性 60代 依田 御嶽堂
交通量が増えて、狭い道が多く危な
い。

安全で、生活が保護されるまちづくり これ以上寂れないまち。空き店の家
がなくせないものでしょうか。

2612 男性 60代 依田 御嶽堂
今を生きるのが大変で、先のことなど考えな
い。

2613 男性 70代 依田 御嶽堂

いつも諸施策として出てくるものに、中心市
街地の活性化という観点が多いが・・・。逆
で、より中心市街地でなく、周辺地域活性化
こそが一番大事である。

2614 男性 60代 依田 御嶽堂 長期的な展望に基づく施策（特に市長）

2612 男性 70代 依田 御嶽堂

何と言っても働く場所が近くにあることが一
番大事だと思われます。その中でも、輸出
産業が外貨を稼ぎ出すことだと思います。
（中略）外貨を稼だから道路ができたり（中
略）衣食住が充実して皆文化的な背斑鳩
できるのです。（後略）

まちづくり会議があれば、市議会議員
は一人も要らないです。（中略）今の
時代は、 高に良い世の中だと思わ
れます。これ以上、望むのがおかしい
と思います。

井戸を掘るということは、大変ですから。

2628 男性 70代 依田 御嶽堂

健康で、出来るだけ自分のことは自分で出
来る環境や、近所にてお互いに助け合え
る、思いやりのある環境づくりが必要にな
るかと思える。家族が少ない状況が増えて
いる。

老齢化が進んでいて、介護、介助が
負担になって来ている。老齢化や介
護家庭になっても、何とか幸せに暮ら
したい。 後まで健康で自分で生活し
たい。

2630 男性 50代 依田 御嶽堂 高齢者が町に行くにも交通の不便 バスの増加

2634 男性 40代 依田 御嶽堂

魅力は何もない。できれば他の
所に住みたい。

三つまでなんか選べない。上記の①～
⑫全て、他にもいっぱいありすぎて書
けない。

各自一人ひとりの意識 上田市のままじゃダメだ。 議員、上田市職員がまともなら変わる。

2636 女性 30代 依田 御嶽堂

シャッター商店街？再利用限定で無料に
貸し出す。商店街共通の無料の駐車場を
もっと分かりやすく。駅近くにカフェ、お茶を
する所、観光で電車を使う人のために充実
させる。

Uターン、Iターンする人を増やす。高
齢化で寂れた感がなくなればいい。畑
や田も若い人が増えて、受けついで
ほしい。子供が増えるよう、家族が移
り住みやすい所にしてほしい。

何かを新しく作るのではなく、あるものをよく
見せたりする方法で、町を賑やかにしてほし
い。

2638 女性 60代 依田 御嶽堂

家の近くにポストがないため、身体の
不自由な人は大変不便さをきたして
います。①人々に優しいまちづくり
を！

2639 男性 50代 依田 御嶽堂
商店街の活性化、大型商業施設の設置、
障がい者の労働支援

活動経費の公開

2643 女性 60代 依田 御嶽堂

昔と違って、たまたま丸子の町へ車で
通ったけれども、人通りがないし人が
通っていないため静けさだった。

2644 男性 70代 依田 御嶽堂

魅力がない町です。若者の力を結集する
努力。

あまり期待はしませんが、自治区単位でなく
全体で一つ、二つの軸を結集できるよう、そ
れぞれの組織化を望む。
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（問３）

2645 女性 40代 依田 御嶽堂

堤防沿いの桜並木は、とても良
いと思います。散歩やジョッキン
グする人も増えていますね。

除雪が遅く、通行しにくい。 子供達が安全な場所で集まったり、遊んだ
りできる場所、公園などを整備したり充実さ
せたりして欲しい。交通の便が悪い。バス
で大屋駅まで出られない。（御嶽堂）

ドドンコも盛り上がらず、年々衰退して
きていて、地域の方々も子供達も魅
力を感じていない様子で、参加しない
意見が多いです。もっと、商店街が活
気づくようにしたり、お祭りも盛り上
がっていくようになると良いなと思いま
す。

魅力を感じられる施設や、観光スポットが
もっとあると良い。

2647 女性 80代 依田 御嶽堂

⑦を強く感じます。はがき一枚でも投
函できません。車に乗れなくなり不便
です。

2649 男性 50代 依田 御嶽堂

市民一人ひとりが、問題意識を持ち理解が
進むこと。話し合いができる環境づくり。地
域に強いリーダーシップが必要。

地域の活性化が進む、モデル地区と
なるような地域となってほしい。

若い世代が、定住を望むような地域づくりの
活動展開を望む。

2651 男性 60代 依田 御嶽堂

丸子代表の議員もう少し仕事をしろ。
旧丸子のために。

2652 男性 60代 依田 御嶽堂

里山を伐採しての太陽光発電は止め
てほしい。本末転倒の行為と思う。温
暖化防止、身近な生態系保全、防災、
美観等とから見ても、もおかしな行為
にしか思えない。経済利潤一辺倒のよ
うな気がする。建物屋上、荒廃地等利
用すべきと考えている。

公共施設の駐車場は、アスファルト
全面でなく。東御市の運動公園のよ
うに芝を張った駐車場にしてもらいた
い。

先ずは、、自然体系との共生関係を創り出
す。環境整備のあり方を理解すること。行
政側が十分理解し、実施していくこと。ま
た、生態系との共生関係が成立していける
ような、環境整備の先導役を担ってもらい
たい。地域の歴史、文化活動への市から
の補助金など支援策が必要。

工業化文明の追求の結果、温暖化な
ど気候異常を招くなど、（中略）合併は
しているものの、丸子地域からのそう
した発信を、具体的改善策の発信を
期待してやまない。（中略）御嶽堂で
いえば、唐沢、中沢川、原沢など今や
排水路化している河川の、近自然工
法による再生化、これに伴う生態系の
回復化など、一つの例です（後略）

（前略）50歳以上は、地域のことをつぶさに
理解し情報を持っているが、年齢が下がるに
従って地域の情報は知らなすぎる気がする。
（中略）次世代の方々に、この地域理解を目
覚めさせる為には、大変な労力がいる気が
する。まちづくり会議、次世代の方々を地域
に目を向けさせる。このことを期待します。

2654 男性 40代 依田 御嶽堂 人口増加 人口増加、商店街活性化

2657 男性 40代 依田 御嶽堂

高齢者の自動車危険運転。丸子地域
の30.9％の高齢化率から今後の事故
増加、免許返納、公共バスへの切り替
えなど、手段を講じるべき。自動車に
代わる公共交通機関が少ないのも、
自動車運転から離れられない原因と
思われます。（田んぼ転落事故、アク
セル踏み込み間違い事故など）

一度、都会に出た子供や家族でも、
再び戻って来たいと思う故郷にした
い。

住宅ローン補助、住宅リフォーム補助、保
育施設や学童施設の充実（隣の東御市参
照）子供が遊べる公園・オアシス（家族も集
うシンボル公園など）丸子地域のプラザ（地
域交流センター）、シニア大学などの文化
カルチャー講座を充実させ、受講者を増や
す。買物は、丸子地域パスポートを発行
し、地元での買物を促す。割引やポイント
景品交換など、地元スーパー、コンビニな
どにも協力してもらう。

上田市と合併して10年。この合併メ
リットを住民は感じることはできない。
丸子地域発で意見をガンガン発信し、
少しでも前進し意見を実現に結び付
け、結果を検証し公表してほしい。

上田市との合併から10年後にできた、「まち
づくり会議」に期待しています。「分権型自
治」といっても、県や市はスピードが遅い！こ
れが企業なら10年間の期間は、売上や利益
の数値と経営の方針が大きく変化し、すでに
成果が出ていなければ、トップの交代、幹部
の交代になるはずです。思いを実現す為に
は、「まちづくり組織」とにかく提案し続ける。
そして、県と市に理解を求め動いてもらうよう
に促す。自分にも何か出来ることがあれば、
協力したいと思っています。

2666 女性 80代 依田 御嶽堂

工場を誘致して働く場所があり、若い人が
安心して、結婚して子育てができる丸子
町。

2670 女性 70代 依田 御嶽堂

子供だけで遊べる所がない。 街灯ついた明るい町 地域の人の意見を聞く 老人達が、もっと身体を動かせる場
所、人員を考えてほしい。

小学生から老人まで、老若男女の意見を聞
くだけ聞いて、まとめ、良くするよう努力して
ほしい。

2671 女性 40代 依田 御嶽堂 人間育成 自然保護 平和

2675 男性 40代 依田 御嶽堂

地域の活性化 昔からの・・・って言うのも大事です
が、斬新のこともいってみていいので
は？

2677 男性 40代 依田 御嶽堂 商業施設の誘致 全家庭、都市ガス化

2678 女性 30代 依田 御嶽堂

自治会単位で、意見交換する場を今まで
以上に増やして、丸子町の住民一人ひとり
がもっと、丸子町（地域）の活性化に興味を
持つことから始めたらいいと思います。

自然豊かで、住民同士が手を取り
合っていく地域にして欲しい。誰もが
住みやすい町。

旧丸子町地域の人口が、増えるような政策
をして欲しいです。

2680 女性 20代 依田 御嶽堂
商店街の充実（空き店舗の利用）

2681 女性 60代 依田 御嶽堂
上田と合併する前の姿にしてほしいで
す。（税その他）
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2682 女性 60代 依田 御嶽堂

合併10年ですが、丸子の活気がなくなった
感じがします。何故かわかりません。例：丸
子地域の婦人科検診（集団検診）がなく、
医療機関へ連絡し受信する形です。（真
田、武石は集団検診があります）丸子地域
も集団検診が出来る様にして欲しいです。
（高齢者が暮らしやすいまちではありませ
ん。）
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2141 女性 70代 依田 飯沼

高齢者や障害者の日常生活を考えて年金
生活者にもやさしい不安のない社会に

2144 女性 60代 依田 飯沼
働く場所が沢山ないと今の若い人達が気
持ち良く働けない。

住みやすい、明るい町に

2145 女性 30代 依田 飯沼

子どもが安全に遊べる場所を多く設置（支
援センター、子育て広場、公園）
交通のものを増やす(バスの時間）特に丸
子の端の方

2146 女性 30代 依田 飯沼

駐車場が広いショッピングセンターがあれ
ば便利になると思う。職が増えれば地域も
よくなると思う。このままの自然を保つこと
が大切。

2149 男性 70代 依田 飯沼
温泉など(権利)の規制を変える 期待していない 期待していない

2151 無回答無回答 依田 飯沼

雨が少ないことが農業には困る
こともあるが、災害の少ないこと
に繋がっている

家中が留守の時、戸締りが悪かったと
思うがドロボーに入られた。タンスの中
の記念銀貨がなくなっただけで他に証
拠がないので届けられなかった。

山の木を守ること(切らない) ｽｰﾊﾟｰが街に集中しているので依田
地区に住む老人としては近くに欲しい
(歩いて行けるところ）

すべての住民が地域に暮らし易いように望
む。

2153 男性 60代 依田 飯沼 丸子地域に予算を付ける。 特に無し 特に無し

2154 女性 50代 依田 飯沼 丸子地域の道路の整備 自然環境 特に無し

2156 女性 60代 依田 飯沼

巡回車を多くして病院、買い物などに行け
るようにする。
丸子の特産物(目玉商品)を作る。

2157 女性 60代 依田 飯沼

老人介護、福祉関係が充実していな
い

アレチウリ、ブタクサ、ヨウシュヤマゴボウ
等山の中まで入り込んでいるのでその駆
除をし、自然環境を気持ちの良いものに。

鳥獣被害が多くなっていて、迷惑をし
ている人が多くなっている。その対策
を期待する。

2162 女性 40代 依田 飯沼
以前のようにバス代を安価にして欲しい。 日曜日に営業している飲食店が少ないと感

じている。チェーン店が１店でも良いので出
来ると違う。

2164 男性 20代 依田 飯沼
上田の中心に近い 夜間ほぼ人が通らない道なのに信号

が変わり不便な場所が多い。

2168 男性 60代 依田 飯沼

公民館などの施設を大人も子供も活用で
きるような環境にしたい

2170 女性 40代 依田 飯沼
これから発展していく要素があまりな
いこと

詳しいことは分からないが、独自のアピー
ルと他の成功例などをもとに試して欲しい

2173 女性 50代 依田 飯沼
特に無し 特に無し 特に無し

2174 男性 50代 依田 飯沼 優良企業誘致

2175 男性 70代 依田 飯沼

商業集合体の施設増
鹿教湯、美ヶ原高原のＰＲ
音楽村の上に大展望台と温泉、羊・鹿牧場

2177 女性 60代 依田 飯沼
農業など地元の生産者を大切に育てていく
こと

地域の人たちが喜んで支援していくまちづく
り計画を策定して欲しい

2178 女性 60代 依田 飯沼

近くにおいしい食堂かコーヒーショップもあ
ると楽しいように思われる。

2180 女性 40代 依田 飯沼
山の木を伐採して太陽光パネルを設
置すること
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2181 女性 70代 依田 飯沼

ｽｰﾊﾟｰが遠くて車に乗れる内は良いが
運転できなくなれば日常の買い物がと
ても不安

人口がもう少し増えてくれれば良い
が私は上に保育園があるので園児
の声にとても元気をもらっている。

いろいろの行事がほとんど上田の中心なの
で行きたくても参加できない

2184 男性 60代 依田 飯沼

予算の確保(公的支出金)
若人に夢と希望を全ての人に老後の保障
を。

廃棄したゴミ焼却施設撤去及び産廃
処分焼却灰の 終処分について自然
環境が問題なので早急に対策をお願
いする。
将来の社会保障、消費税率問題につ
いて

2186 男性 60代 依田 飯沼
荒れ地や耕作者のいない農地を地域の人
が使えるようにする。

若い人や幼児、小中学生が増えるよ
な支援、金銭的援助。

2193 女性 70代 依田 飯沼 賑わいのあるまちになって欲しい。

2194 男性 60代 依田 飯沼

行政区域を越えての協力体制(依田窪圏）
広域連合は上田地域圏を考えなければな
らないため。

上田市に合併したとはいえ旧依田窪
圏での協力体制を敷くべきではない
か。足元を固めることから始めたい。

2196 男性 50代 依田 飯沼 メガソーラー絶対反対

2197 男性 70代 依田 飯沼 地域に緑地公園の増設 松くい虫被害の山林整備

2199 男性 70代 依田 飯沼
森林の保全｛松枯れやソーラーパネル
設置に対応した対策の実施｝

域内通過車輌の安全速度順守の徹底

2200 女性 30代 依田 飯沼

公園(水遊びができる）を充実させる。子育
て支援(ゴミ袋無料化等）

花火大会をやって欲しい(昔のように)

2202 女性 70代 依田 飯沼

人の協和
丸子修学館高校生にこんなまちになれば
なーと聞いてもらいたい

旧町内通り抜けでなく、目玉場所があ
れば。

７０歳前後になると今までの田舎暮らし、静
かに過ごしたいが人と人の関わりは良かれ
悪しかれ知りたい。若い人に希望と夢多く思
うまちにして欲しい。

2203 男性 50代 依田 飯沼

災害が少ない地域であるが故に危機意識
が不足している。危機意識の高揚を図りな
がら安易な自然破壊(例えばソーラーシス
テム設置のための森林破壊など）を防止す
る運動を行うことが必要

2204 男性 60代 依田 飯沼
森、山の手入れ、再生。河川環境の美化 問７の実施に近づけること

2208 女性 70代 依田 飯沼

回覧板がすぐ来る。一週間に２回(東
御市の方がはるかに長い）それが
延々続く、あまりの煩雑に「回覧板辞
退」の張り紙をした。丸子はバカの集
団か。
家庭の条件がどんなであれ、どうでも
自治会に入り会費を納入せよとの厳
命。だからといって何をしてくれるでも
なし、主張に主張を重ね憎まれ乍やっ
とほんのおこぼれにあずかった。

飯沼に来て１５年勤めたくても務める
場所が無かった。土地の長老に気に
入られないと皆無だった。

県庁や市役所がそうであるように一ヶ所に
亘る居続けはよくない。特に中高齢者、特
にシルバー関連、回転良く皆で分かち合え
るように。高齢者が良いポストにしがみ付く
のは当たり前(自分も周りも）これが特に悪
い。

何十年前から武石村が好きで機会あ
る毎に訪れた。ごみ、粗大ごみ皆無。
これが良い。転じて丸子、特に三角。
人目に付く所にナンバープレートの無
い車、車、車、不快、天下の公道(買
物、病院）通らない訳にはいかない。
吐きっぽい。

何もかも無から始まった戦後。これは便利と
町内放送。大音響、内容は誠につまらない。
異議を申しても「部外者が何を言うか」で終
わり、取り上げて貰えない。長老自治会では
なく若者意見反映の自治会を。
高額な自治会費。会議だ、集会だ、事ある毎
に豊かな飲めや歌えの大宴会。私は唯の一
度も御馳走になったことはない。会議や集会
で飲み食いは自費でやれば良い。

2209 女性 20代 依田 飯沼

意欲のある個人店を支援し賑わいのある
店舗づくりをする。
消費者（特に高齢者、障害者）が利用しや
すいサービスを取り入れ買い物しやすい商
業空間の創出に力を入れる。よって商業機
能の充実により就労の場を増やすことが必
要だ。

2210 男性 60代 依田 飯沼

子供達が家の近くで安全に遊べる場
所(ボール遊び等ができる）が欲し
い。思いきり遊べる処がなく、体を動
かすことができない。
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2212 女性 60代 依田 飯沼
広い道路と歩道の整備

2213 男性 50代 依田 飯沼
子育てしやすい環境と若者の結婚促進

2214 女性 50代 依田 飯沼

交通機関が不便。町のバスのコース
が曜日で運行されていて病院に行くに
も車がないと不便(医師によってはそ
の曜日しか診てもらえないのにバスが
ない）
家の周りにソーラーパネルが増え、景
観も悪いし夏も反射で暑い。（農地が
潰されたり、木が切られ自然にやさし
いとは思えない）

交通機関の充実
住宅地近辺のソーラーパネルの規制

2216 男性 60代 依田 飯沼 飯沼地区にｽｰﾊﾟｰ誘致

2217 男性 20代 依田 飯沼

社会保障制度の充実化。保育施設の増
設。
ソーラー設置等ではなく、高齢者を考えた
商業施設。税金の使い道の再検討

丸子ドドンコの廃止～丸子中心街で
は盛り上がっているが依田地域では
あまり盛り上がっていない。

税金の使い道に対する再検討

2218 女性 50代 依田 飯沼 福祉にもっと力を入れる。

2219 男性 60代 依田 飯沼

若者、勤労世帯の増加→働く場所の
増加・確保→一環として子供、高齢
者、障害者施設の充実、観光施設の
拡充、ＩＴ産業が立地し易い施策の立
案(企画)実行。若者が暮らし易い地
域、まちづくり。防災工事の充実、実
行。ＩＴインフラ拡充。若者、勤労者が
社会参画できる社会参画するような
社会体制の構築、教育のありよう(学
校教育～企業のあり方、社会制度）

2220 男性 70代 依田 飯沼

飯沼神社、マレットだけでなく子供の遊べる
ブランコ等作り、午前、午後と分けて使用
する。

各部落、自由に使える広場が欲しい。
〈３０代女性〉生田エリアは、子育て
ファミリーが多いのだが、中丸子のベ
ルパークまで遊ばせに平日連れて行
くなど不便。山の公園等希望する。
他エリア(上田外)からも人が集まれる
健康温泉ランドがあると高齢者も楽し
める。

依田川左岸、右岸の整備。親水公園作りを
して楽しく住めるまちにして欲しい。
〈３０代女性〉まちづくり会議に２０、３０、４０、
５０代と各年齢の人も入れたら良い？今の役
員のほとんどが６０～７０代ですか？アン
ケートは各世帯に一部だと世帯主だけの意
見に集計されると思うので、若い人の意見も
聞いたらどうですか？高校生や中学生の集
まれる場所もないと思いますよ。

2222 男性 60代 依田 飯沼

自然環境を災害の無いように整備し、歴
史、文化資源等に人々が集うようにする。
特に地域外の人々を魅了するように。小さ
な事から実行していく。

工場、住宅等、丸子地域に造りたいと
思えるように積極的に行動する。

各層から意見を聴く。子供達から老人まで幅
広く。

2224 男性 40代 依田 飯沼

地域の更なる活性化 上田地域に負けない活力ある街 大屋駅から鹿教湯までの活性として商店街
等ご盛り上がること。その手法により地域が
まとまること。

2225 男性 50代 依田 飯沼

安定した収入、未満児保育の充実。高齢
者社会の施設入居で起こる空家対策

自治会の班の件数が増えて、2分割
できるか。

いろんな問題、取組みお願いします。

2227 女性 80代 依田 飯沼

上田市丸子自治センターが相談に
乗ってくれない。

2230 女性 60代 依田 飯沼

余裕がなくなってきている気がする
一戸一戸のまとまりは強いがそこから
外れられないか

個々で生きるのでなく外に目を向けた思い
やりのあるまちづくり。シニア世代の奉仕
がもっと欲しい。

これからの子供たちが元気に育って
丸子地域を支えてもらえるように今の
大人が導くことに期待。

地域分権の先導に立ってっ大変だと察しま
す。やっかみと叱咤激励に。
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2232 男性 50代 依田 飯沼

高齢者の増加で、交通事故の増加、
車の運行速度の低下が懸念される。

自然環境に配慮しつつ、道路の改善、交通
渋滞の解消。

公務員的な考えで、予算を使わず一
般企業的な感覚で考えて欲しい。

高齢者対策も重要と思われるが、それだけ
に予算や人材を使っても、まちの活気は下
がる一方だと思う。若い世代がやる気の出る
まちにするのが一番重要と思う。

2235 男性 60代 依田 飯沼

①について地域包括システム構築(地域住
民の理解、協力が必要）
④について若者が働きたくなる魅力ある企
業の進出
⑥について子供のころからの自然環境を
大事にする教育(森林の大切さも)

将来を担う若者の定住

2236 女性 70代 依田 飯沼

人手を使った工場、個人でも、小さな家内
工業でもこの地区にあれば。近くで働けた
ら良い。

年寄りだけで居る家が増えてきた。昔
のようについでにやっといたよ！と
いった助け舟があると良い。今はすべ
てお金がかかり年金だけで生きてい
る者にとっては体が二つ欲しい。

問8と重なるが雪かき、草取り等地域で助け
があれば良い。

2237 女性 40代 依田 飯沼 市民税が高い

2236 男性 70代 依田 飯沼

商店街が活気が弱い。ｼｬｯﾀｰの閉
まった街は淋しい。

地域振興券(丸子商店用)の発行を行い買
い物を丸子でするように働きかける。

行政主催のスポーツ、レクリエーショ
ン、旅行等計画して欲しい。

すぐ効果を得ようとするのでなく長い目での
振興に期待する。

2240 女性 40代 依田 飯沼

もっと子育てしやすい町にすることで、人口
が増えるのではないか。

私は他県から来たが、上田・丸子が
大好きです。私の住んでいる所は「程
よい田舎」という感じでとても住みや
すい。でもこの先どこも人口が減って
学校も統廃合されるのも心配です。子
育てがしやすい環境をもっと充実して
欲しい。ふるさと納税をそちらに充て
るなど工夫して欲しい。また、近頃は
リップスティックを道路で乗ることが問
題になっているが持っている子は多い
のに遊べる場所が無い。それで遊べ
る場所やちょっとした広場や公園が
もっと欲しい。

自然や古き良き物をしっかりと守り活かして
欲しい。
どこでもそうだが商店街がまた活気付くと良
い。

2241 男性 20代 依田 飯沼
自治会費が高い！！ ベルパークの他にも大型の公園を

造って欲しい。
子育てしやすい環境づくりを！！

2243 女性 50代 依田 飯沼

弱者の人達の通院、買い物等への送迎の
充実。
働きたい人達への雇用の充実の拡大
弱者の人達が安心して暮らせる配慮があ
ること。

後継者不足の問題に色々な分野の
人達の意見を聴いて存続できること
はあると思う。諦めずに雇用にも繋げ
られるように活かす事。

丸子地域のまとまりを大切にして欲しい。元
気な年寄りの意見を聞いて、参加できる健康
生活作りへの関わりが持てる場所が近所に
あれば良いと思う。

2245 男性 30代 依田 飯沼 特にないと思う

2249 女性 40代 依田 飯沼

丸子商店街へ新店の誘致。
空き店舗をなくす。

交通量が増えたが道が狭く不便さを
感じる。生活道路が利用しやすく安全
であって欲しい。

未就園児が土、日、祝日に利用できる屋内
施設が欲しい。

2252 男性 70代 依田 飯沼

街灯が少なすぎる(特に散歩道などの
歩道）

安全・安心、挨拶のできるまち(特に
児童・生徒）

1.職員教育の充実～上司に意見の言える
自律した一人前の人間に育てる。
2.「すぐやる」課の新設～先は実行すること
が大事(対応する)ピンチをチャンスに変え
る。

1.意識改革～慣習にとらわれない改革
2.自治会制度の見直し
3.若者、女性中心のプロジェクト会議の運
営。

2253 男性 40代 依田 飯沼

各エリア毎にコンパクトにまとまりをつくる。
学校、病院、スーパー等を核に検討する。
自治センター周辺はマツヤ、下丸子はツル
ヤなどに。
鹿教湯

ドドンコは現状のままの開催はやめた
方が良い。出る人が少なすぎる。新し
い祭りか、形を変えないと参加したい
祭りではない。

・新しい祭りの企画～わっしょいへの統合も
含める。
・エリア毎の振興策
・買物難民対策

2254 女性 60代 依田 飯沼
合併前のように活気ある街づくりの案づくり
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2259 男性 40代 依田 飯沼

防災や減災プランの充実と災害時の体の
不自由な方々への配慮。

雪害対策 透明性

2261 男性 40代 依田 飯沼

自動車を持たない子供、高齢者、障害者
が簡単に利用できる日常の足が必要。「ま
りんこ号」では不便(不十分)と思う。

2262 男性 50代 依田 飯沼

社会的弱者にとって暮らしやすい環境は全
ての人にとってやさしい環境であるという意
識改革。つまりは福祉施策の充実。

行政任せにせず自分のこととして考え議論
を深める会議であって欲しい。

2263 男性 70代 依田 飯沼

⑴公共交通機関の充実…現在は通学など
に大屋駅まで自家用車での送迎が必要。
また車を運転できない高齢者は買い物や
習い事、行事などに参加できない。
⑵魅力ある商店街…銀行や大型店中心に
現在散らばっている有力店が集まったまち
(場所)を造る。

有力企業(製造業)が多くあり、その従
業員も多い当地域、これら企業の発
展と新企業の誘致等により、若者が
大学卒業後帰郷し就職できること。

2268 女性 50代 依田 飯沼

若者の収入安定、結婚、子育てを含
めた経済面、環境の不安を解決、自
立をすすめる。

身近の若い人達(大人も)、今後の将来の
見通しがつかなくなっている。多くの不安を
抱えているが 低限の生活に必要な雇用
を確保できる環境が望ましい。若者の流出
を避ける。

高齢者が増えることで町全体の活気
が無くなってしまうイメージがある。若
い人達に町を盛り上げてもらう工夫が
必要。

丸子地域の将来をいろいろな角度から見据
え、対策をお願いしたい。

2269 女性 50代 依田 飯沼

鹿教湯温泉を整備し統一したまちにした
ら。

丸子ドドンコは一部の人だけの行事
になっている。
コンサートを誘致してもらいたい（丸子
文化会館）

2270 女性 40代 依田 飯沼
住民一人一人の意識改革。 空き地の整備、街灯etc.　安全な地域

にして欲しい。
地域住民が相談しやすい地区になって欲し
い。

2271 男性 40代 依田 飯沼
スーパー、ホームセンターの駐車場及び店
舗の拡大。

2272 男性 70代 依田 飯沼
商業施設が　　　地元での対応ができ
るようになる事

2277 女性 60代 依田 飯沼

温泉地の鹿教湯がもっと賑わいのあ
る場所であって欲しい。

2279 男性 70代 依田 飯沼
福祉に対しての充実、人間性を育てる教
育、歴史を学ぶ場所。

2281 女性 80代 依田 飯沼 お互いに思いやりのあるまちと人

2282 男性 60代 依田 飯沼

地域での老人介護が安い費用で気楽にで
きる。

・あまり期待していない。
・自治会と並立している形では無理。なくして
ゼロから作るつもりで。

2283 女性 50代 依田 飯沼

近至る所に太陽光の発電施設が増
えているが、生活上は今後大丈夫で
すか。

地域民の協力が不可欠。 自分の住む歩ける範囲に生活圏がま
とまっていたら良いと思う。

2285 女性 60代 依田 飯沼

丸子で生まれた人が優先にな
ることが所々で感じる。他地区
からの者がよそ者という見方が
根強く残っている。

農地の管理をやらなく雑草が長く伸び
困る。

ドドンコや運動会は親睦を高めるには
いいと思うが、高齢化になり実際選挙
選びは困っている。
年金生活者が多いが自治会費が高く
困るという声もちょくちょく耳に入る。

2286 男性 70代 依田 飯沼
自治会費が高い。上田地区で一番高
い

希望が持てる地域とは思えない。 人が増えるまちにする。子供が多くいるま
ち。

2289 女性 40代 依田 飯沼

丸子は何の魅力があるのか？
売りがない、名物もない、観光
スポットもない。

車が使えないとどこへ行くにも不便
歩いて買い物もできない。
飲食する店が少ない。

若い世帯が住みやすく活気のあるまちづく
り。
観光する物を作る。

商業施設の充実化。
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2290 女性 60代 依田 飯沼

・近くにｽｰﾊﾟｰがないため高齢になっ
た時心配。
・近くに娯楽施設(温泉)がないため高
齢になった時の楽しみがない。

問6の③→武石のように乗り物に近くから
乗降したい。まりんこ号に乗るまでに遠す
ぎる。

是非まりんこ号をもっと利用しやすい
ようにして欲しい。買い物をしても乗
降するのに距離があって持ってこれな
い。

2291 女性 50代 依田 飯沼

①と⑪について…飯沼地区では現在
ソーラー建設反対として地域で活発に
運動してもらっている。今後も引き続き
お願いしたいと共に、この頃は近所の
畑も売却され太陽光発電のパネルが
設置されている所が多くみられる。景
観が損なわれていい気持ちがしない。
④について…兎に角小さな子供を遊
ばせる場所がない。小さな公園でも良
いので造って欲しい。

予算とアイディア。
市は見える所だけにお金を使わないで。
もっと住民のためにお金を使ってほしい。
それと共にお金だけあっても良いアイディ
アがなければ実現はできない

若い人達に居住してもらい近所の一
人暮らしの高齢者とも交流ができるよ
うな地域になればと思う。お互いが助
け合えるようなまちづくりができればよ
い。

専門のコーディネイターなどを入れないと
…。あまり期待できない。

2292 女性 60代 依田 飯沼

年をとっても、通院、買い物等安心し
て暮らせる地域であって欲しい。

今はまだ車の運転はできますが、この先運
転ができなくなってくると思うので巡回バ
ス、まりんこ号が継続して運行して欲しい。

2293 男性 50代 依田 飯沼 市を中心とした様々な仕組み作り

2294 男性 60代 依田 飯沼
地方自治、地域活動への住民の積極的参
加。

田舎の良さをなくさないで欲しい。 幅広い年齢層からの意見を取り込んで欲し
い。

2295 男性 70代 依田 飯沼 若者の定着 子どもの増加。

2296 男性 80代 依田 飯沼

小規模農業が楽しめるようJA委託範囲の
充実（起耕ー田植えー脱穀等）

農業を楽しめる（高齢者、就業者）住
居地域となり、人口（特に子供）増加と
なれば良い。

2299 男性 40代 依田 飯沼
市民協働 地域内分権（上田市全体の中での） 丸子独自の取組み、施策、補助金の地域分

配（適正な）

2304 男性 60代 依田 飯沼

問6の①が常に一緒に一日中過ごせる場
所の設営（地域ごとに）この場所に買物、
日常生活に必要なものを集める。

時々このようなアンケート調査を行う。

2305 女性 40代 依田 飯沼

東郷橋の桜が無くなったのは残念。道
路の充実は必要だし、希望もするが自
然（景勝）は残して。自然が素敵なまち
にして欲しい。

2308 男性 60代 依田 飯沼

行政主導ではなく住民自ら参加する地域
づくり

丸子地域の特性を活かしたまちづくり

2310 男性 60代 依田 飯沼
自治会と自治会の交流が必要だと思いま
す。道路の草刈りをキチンとして欲しい

空家を借家として活用できるようにし
て欲しい。

子供達が自由に遊べる場所を造って欲し
い。

2313 男性 40代 依田 飯沼

交通の便を良くする。 遊休農地が目立つ。土地が無駄に
なっている。有効利用を進めるべき。

行政を改革する（改革できる）会議として欲し
い。

2316 男性 50代 依田 飯沼

1.不要な役はやめる→コンパクト化
2.行事をまとめる。
3.自然の中核の場所（里山など）の整備が
必要。

1.丸子ドドンコなどを上田わっしょいに
集中。丸子地区では「爆水ラン」など
の特徴ある行事を充実させる。
2.依田川は決してきれいな川ではない
再生が必要。
3.特徴ある商店がない
4.里山が整備されていない。

どういう地区にするかが明確でない→まとめ
役が必要。

2318 男性 70代 依田 飯沼
各地域の問題点が発表できる場所又人選を
お願いしたい。

2320 男性 80代 依田 飯沼
交通関係車等自分で自由に出掛けられな
くなった時、バス等利用必要。
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2321 男性 60代 依田 飯沼

福祉をもっと充実！
民生委員などいても本当に必要な人の所
まで手が届いていない。

2322 男性 60代 依田 飯沼

若年者が働ける製造業が少ない。この
ため首都圏等へ働きに行かざるを得
ない。

問5⑬と同じ 各地域の話し合い、会議等場所に利
用している集会施設に地域充実のた
めの補助をお願いしたい。

特にない。補助金頼りの事業はやらないこ
と。

2323 男性 60代 依田 飯沼

20代、30代の若い人達が住みやすい魅力
あるまちでなければ無理だと思う。

市町村合併後、丸子地域が衰退方向に向
かっている。もっと魅力、活気ある地域に期
待する。

2325 女性 30代 依田 飯沼
子供が遊べる公園がもっといっぱいあるこ
と。

2327 男性 60代 依田 飯沼

特に魅力はない。
合併して良かったのか？アン
ケートを実施したらどうか。これ
から合併する市町村の参考に
なるしまちづくり計画の参考とな
る。

介護、看病等により、自治会内の当
番、作業が出来ない事。

なぜ高齢化が進行していくのか。な
ぜ少子化が改善されないか。非正規
社員等が減らずどんどん増えていく。
生活できないから結婚もできない。子
供も生まれない。先行き不安。

・非正規雇用をなくす。
・大企業優待制度なくす。
以上丸子地域で解決できるものでないが。

高齢化がどんどん進行していくと介護
等問題が多くなり家庭として機能しな
くなるだろう。家庭が壊れてしまう。

行財政の効率化を図るため合併したと思う
が、効率化できているのだろうか。上田市関
係の広報紙（広報、広域、議会、自治セン
ター）が多すぎる。全部読んでいる人は何人
いるだろう。全部まとめて月に一回くらいにし
た方が経費も減るし、人件費の削減できる
のでないか。カラー刷りにする必要のないも
のもあるだろうし。

2330 男性 50代 依田 飯沼
全く期待していない。設立の意味が分からな
い。

2334 男性 60代 依田 飯沼
廣華園のごみの山の処分
メガソーラー問題

2336 男性 60代 依田 飯沼
・高齢者福祉施設の充実
・農業用地の効果的な活用

・安心して暮らせるまち
・子供、高齢者等にやさしいまち

・自然環境に配慮したまちづくり
・「あいさつ」がしっかりできるまち

2337 男性 40代 依田 飯沼

保育園、老人ホーム、医療介護サービス職
に就労している人達の雇用確保の為の施
策（賃金の増加等）

子供の野球離れに対して地域ぐるみ
で対応して欲しい。

丸子地域の活性化。

2342 女性 70代 依田 飯沼

市の予算がない以上、ボランティアに各自
が積極的に参加する。自発的に。

市に昇格（？）して何の得策もない。
一般の丸子地域の住民が10年経って
納得できる答えを市の担当者は示し
て欲しい。

開かれた会議になるよう広報、丸子テレビ等
を使って伝えて欲しい。

2344 女性 50代 依田 飯沼

どうなるのでしょう 田畑で作物を作り、治水、山の手入
れをして、国土を保全してきたと思う
のですが、 近放置されている田畑
が増えているように感じる。豊かな土
地に安心できる生活があると思うの
で、田畑が豊かに実れるような政策を
考えて欲しい。

まちづくり会議とは何かよく解りません

2345 男性 60代 依田 飯沼

長野大学の公立化に伴う財政負担→
地域のまちづくりに影響しなければい
いですが。

高齢者はガマン・若い人もガマン→自立で
きる地域づくり

2346 女性 30代 依田 飯沼

･通勤時間帯などの渋滞
・大雪への対策
・駅が無く高校への通学の不便さ

・空き地（×がソーラーにせず）、空き店舗
の利用。
・交通の確保。

丸子ドドンコを盛大にして欲しい。出
店が少ない。

様々な世代、仕事、など人の意見が出るよう
にして欲しい。

2347 男性 60代 依田 飯沼
・まとまりのある地域づくりの指導。
・Iターンなどの誘致活動。

2348 男性 60代 依田 飯沼
既存施設の役割分担、特化、それを活かし
た文化活動。

2349 女性 50代 依田 飯沼

若者が定住し子育てがしやすい地域を目
指し、住宅、教育等にお金を使うことが必
要。

まちづくり会議として資金の投入が必要。
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2352 女性 70代 依田 飯沼

期待することではないが今年より北原
地区での「おたっしゃ教室」がなくなり
ました（飯沼と合同でということで）予
算がないという風に聞いているが、何
も高いお金を出してお願いすることで
はなく、やり方次第できたはず。健康
に対して意識向上のためにも地域の
コミュニティーを図るためにも合同で
なく今までのようにやって欲しい。

2353 女性 60代 依田 飯沼

住民の協力、団結（同じ目標を持つこと）
働く場所に恵まれ、安定した生活が得られ
ることが必要。

特徴ある地域づくりがあると思う。 住民とのつながり、意見の吸い上げが大事。

2354 男性 50代 依田 飯沼

高齢化による荒廃農地が目立ってきてい
て、今後もこの現状を維持していくことは大
変難しいと思われる。必要に応じ規制緩和
等考慮し商業施設や企業誘致をして土地
を有効に活用して更には税収や人口増加
になるよう考えること。

医療や高齢化対策の充実について期待す
る。

2355 男性 70代 依田 飯沼

税金を安くして老人世帯でも暮らしやすい
まちにすること。

2357 男性 50代 依田 飯沼

自然環境を多く残すために、ソーラーシス
テム設備をあちらこちらに沢山作って欲しく
ない。

今、生田山崎に住んでいるがバスの
便が無くて不便です。なので北原南と
いう信号までバスが来るようにして欲
しい。

特に無し

2358 男性 30代 依田 飯沼

問6③バスの運行が終わるのが早すぎる。
上田市街と丸子との行き交いがタクシーで
は不便（高い）過ぎる。丸子は不便で若い
人が寄り付かなくなる。
問6②スーパーとホームセンターしかない
街に若い人は来ない。
問6⑧広報では人は来ない。若い人は見て
いない。

・丸子で新築で家を建ててくれる人、
移住してくれる人に支援金を渡す等、
人間を増やして欲しい。
・丸子スタンプをもっと普及させるべ
き。

改善ではなくて新案をぶつけて欲しい。

2360 女性 70代 依田 飯沼

日帰り温泉施設が丸子地域に欲し
い。水道料がもう少し安くならない
か？

2361 男性 80代 依田 飯沼

上田市に合併後、投票所等が少なくな
り高齢に伴い大変不自由している。

自治センター独自の予算を実行でき
る範囲が明文化され地域に知らせた
らどうか。

まちづくり会議の内容等知らせないか

2362 女性 60代 依田 飯沼
国の予算計上 工場の誘致 専門分野の指導を受けること。

2363 男性 80代 依田 飯沼
若い人達が自由に参加し意見を述べる事。

2364 女性 60代 依田 飯沼

私の住んでいる場所は、自然に恵ま
れているが大きな店が無く病院とか買
物に行くにすぐといかず、不便なので
大きな店が来てくれると助かります。

県道、市道を歩くのに日影がないので道の
両脇にりんご、とちの木、さくらなど植えてく
ださい。

2368 女性 70代 依田 飯沼 交通の便利

2369 男性 70代 依田 飯沼

高齢者が活躍できる場が有る事が必要。 これから地域の高齢化が進んでいく
がそれに対応したまちづくりを進めて
もらいたい。

2373 男性 50代 依田 飯沼

外来植物の駆除 花火大会の復活
自治会費、市県民税もう少し安くして
欲しい。

2374 女性 40代 依田 飯沼 お店を増やして欲しい。
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2376 女性 50代 依田 飯沼

公共交通機関の整備。一番口、丸子地区
全域からとりあえず大屋駅までのアクセス
は 低限必要と思われる。

2377 男性 50代 依田 飯沼

上田市と合併して不便になった。
商店街の活性化が全くない（18：00、
19：00になると真暗ってなに！）

地方自治体、商工会の努力。 1.ゴミの分別をやたらに細かくし過ぎ
ている。燃やせる物は全て可燃物で
良いのでは？例えばマヨネーズ「洗っ
て出す」なんて誰もやらない。正直者
がバカを見る。
2.図書館は月曜日でも祝日は開館す
べきだ。誰のための図書館か考える
べき

1.永久に自治会から上納金(人頭割等）を徴
収しない事
2.バス等の交通機関が非常に不便であり、
高齢者にタクシー補助券を交付すると同時
にタクシー利用について啓蒙する（タクシー
を使うことは恥ずかしい事ではないを）

2378 男性 50代 依田 飯沼
市民への啓蒙。 地に足の着いたまちづくり、環境づくり 山の手入れを考えて欲しい。

2380 女性 60代 依田 飯沼

もっと⑧は内外にアピールして
欲しい。

女性がもっと活躍できる環境のまち
づくりにして欲しい。女性議員がいな
いのも悲しい。

街中を車が通り過ぎるだけの場所でなく、
外の人が来てお金を使ってもらえるまちの
あり方を考えてください。

他地区との一番の違いは日帰り温泉
施設がないこと。わざわざ外へお金を
出さなくても地元には温泉が出ている
のに残念でならない。

まちづくり会議と地域協議会との違いが良く
分からない。

2381 女性 60代 依田 飯沼

中年世代が豊かに暮らせる職場が
あって欲しい。

高齢者の年金だけで入れる施設ができる
と良いです。子供世帯と一緒でも収入が少
なければ頼れないので少ない年金の者で
も入れるようになって欲しい。

2383 男性 40代 依田 飯沼
依田地域の除雪が遅い

2384 男性 60代 依田 飯沼

環境破壊に繋がる事業等の規制強化
（ 近増加傾向にある山間部でのソーラー
発電など）

2388 男性 60代 依田 飯沼

教育の質を高めて欲しい。
若い人がもっと働ける場所が欲しい。

2394 女性 60代 依田 飯沼

小学生から大学生、学生をボランティア活
動でまちに活気を作ってください。土曜、休
日うまく使う方法あるのではないでしょう
か。親の理解が難しい(時間)かもしれませ
んが。

上田、丸子で公務で働いている方、
もっと働いて欲しい。今まで通りの事
をやっていたら変わらないと思う。税
金で働いている方々に期待する。

選挙権が18歳以上となり、多くの若者が市
政に携わる事となった今、高校、大学生から
役員を選出してより良いまちづくり活動に参
加して欲しい。

2396 女性 40代 依田 飯沼

先の時代を考えた行動。 数年前の大雪が降った時のように、
丸子地域の道路が大変な事にならな
いように、突然起こる自然災害にも対
応できる仕組みになっていると良い。

このように丸子地域の住民にアンケートを取
り、よりよくしていくため考えていくことは大切
な事だと思うので続けていく事が必要だ。

2398 男性 80代 依田 飯沼

高齢化が進み住み難くなる事が
心配

自分の足で動ける範囲が限られて自
分の田畑の維持が困難になり心配。

バス、電車等故郷交通の充実を図る 公共交通の便利さの代わりに自家用車の
交互利用の方法を考えてみる。

かつての生糸の町と言われた賑わい
を思い出させるような一般的な商工業
を増やして欲しい。

期待することは多いが効果を求める事が難
しい。

2400 男性 50代 依田 飯沼

まだ子供がいる。少なくなっては
いるが

少子高齢化、人口減少 山林や農地(水田、畑)の保全対策。
⑥に多少関連するが、今の山の状
況、今後の農地の荒廃化を考えると
野生生物(鹿、タヌキ、イノシシ）の棲
家ばかりになってしまう

・行政の主体的関与(今まで以上の)
・出生率の向上、環境への教育

合併でいいことはほとんどない。なぜ
か？

特にない。地方自治の名のもとに、地元へ
みんな押し付けるのか？？上田市街地はほ
とんど行政任せと聞くが町村部の役（除雪や
おてんま仕事等）を嫌って旧市街へ子供は
移住する。

2401 女性 40代 依田 飯沼

ファミレスがなく淋しい。どうしても上
田に行ってしまいます（気軽に行って
食べられる所がいい）

ファミレスが欲しい。

2403 女性 40代 依田 飯沼

県道に歩道を造って欲しいと要望し
て、もうすぐ出来ると言われているの
に中々工事が始まらない。安心して通
学できる環境づくりを。

2406 女性 40代 依田 飯沼
意見を言っても聞き入れないのでありませ
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3342 男性 30代 依田 飯沼

山を切り崩してソーラーパネル（メガソー
ラー）とか、あまりやらない方がいいと思い
ます。
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3362 男性 60代 依田 茂沢

特に地形、立地条件、気候、
川、温泉施設、眺望、見晴らし
の多い場所など、自然の魅力
が特色ではないでしょうか。

特に懸念されるのは、昨今多い大地
震による全てを無くし、又生活に困窮
する事態。茂沢、尾野山地区は、斜面
の高台であり水利も悪い。山林、荒廃
農地も多く山林火災にも不安がある。
昨今、山林農地の維持管理面が大き
な課題と思います。

一言で言いますと、安全・安心と自然
環境に恵まれた中で、伝統、歴史、
文化を大事に、人との交流・人づくり
ができる地域。

地形、気象等の条件を活かし、荒廃
農地を利用した一定区域単位での農
産物生産計画を、農協、民間企業、
地元住民等で活動できるモデル事業
として、実施に向けた検討をしていた
だければと思います。

各地域や自治会単位別に、地形、山林、農
地、土地利用状況や防災、安全、高齢化な
ど様々に違いがあるため、会議の中での課
題については、丸子地域全体に共通する項
目の他に、条件の悪い特定地域の課題解決
に向け期待しています。

3364 男性 50代 依田 茂沢 人口の増加対策

3365 男性 60代 依田 茂沢

官民一体となり、将来の計画を立て進め
る。

若い人が集まるように、各自治会が
独自の地域性を出し自治会運営を考
える。

計画ができたら実行すること。

3366 男性 60代 依田 茂沢

人口増対策 若者の働く会社が少なく、皆、大学卒
業しても戻って来ず都会で就職してし
まう。もっと企業誘致を。

3368 女性 60代 依田 茂沢

行政に対しアイデアを提案しやすいよう
に、「メール目安箱」みたいなものを作った
らいかがでしょうか。

自治会費、分館費など受持つ集金の
数が多すぎるので、伍長さんが集め、
それを上の係が集めるようにと、負担
を軽くすると役がやりやすいと思いま
す。

3369 男性 70代 依田 茂沢

人が集まる場所を市の中心に設定するの
ではなく、市全体に分散させる。

合併前の丸子のよさ、賑わいを取り
戻したいです。

このような調査（アンケート）を、しばしば実
施することにより、自分の郷土に感心を持つ
ことが大事だと思います。

3370 女性 60代 依田 茂沢
高齢化が進み、遊休荒廃地が目立つ
ようになり気がかりです。

3371 女性 50代 依田 茂沢

高齢者が運転しなくて済む様に、バスを増
やし、いつ、どこでも乗れるようにできたら
助かると思うし、外に出て交流が出来ると
思います。「オレオレ詐欺」に合わないよう
に、情報交換もできるのでは。

セレスホールの利用が減っているの
で、活用して欲しい。上田市内での講
演会、コンサート、演奏会などをセレ
スホールでやってもらうと、丸子地域
の方の参加が増えると思います。立
派なホールなので、使って欲しいで
す。もったいない！

まちづくり会議に期待していいのでしょう
か！3月に発足したということですが、すみま
せん、知りませんでした。アンケート集計した
ら実現して下さい。

3372 女性 60代 依田 茂沢

定期バスが通っていないので、車を持って
ない人（特に高齢者）にとっては、通院、買
物等が不便。

まだ引っ越してきたばかりなので、よく
分かりません。

同左

3376 男性 60代 依田 茂沢 分からん 分からん 上田市と合併するべきでなかった。

3377 男性 60代 依田 茂沢 工場

3378 男性 30代 依田 茂沢 消防団のなり手不足

3379 男性 30代 依田 茂沢
音楽村近くに、日帰り温泉をつくって
ほしい。

3380 女性 60代 依田 茂沢

福祉を充実させること。（バリアフリー）依田
地区は、車がないとバスも電車もない大変
不便な所です。循環バスで、大屋駅に行け
ると便利。

温泉施設をつくってほしい。鹿教湯ま
では遠い。東御市に行ってしまう。

3381 女性 30代 依田 茂沢

子育てをもっとしやすくしてほしい。学校が
休み（長期）の時に、児童クラブとは違う、
子供をその地域で見てくれるような所。

3382 女性 60代 依田 茂沢

わが集落の歴史の勉強会から始める。遊
休荒廃地の活用を集落で考える。

ワイン「まりこ」の関連の観光。 学生や青年も参加されているのでしょうか？

3387 女性 60代 依田 茂沢
消火栓が、家の近くにないので火事の
時に心配。

もう少し、芸術に力を入れてほしい。
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3389 男性 80代 依田 茂沢

今後、人口減少と高齢化が進行する状態
で、将来目標に合致するにはどうすればよ
いか。住民が真剣になるべきだ。

自治会事業が、補助金主体で住民総
意の地域づくりの目標設定が、困難
になって来ている。生活に密着した住
民組織が必要であり、自治会、地域
協議会、まちづくり会議とも、共通の
認識で事業処理、目標設定に取り組
んでほしい。

協議することは重要、決定事項は実施でき
る体制づくりが急務。住民が理解できる方向
を打ち出してほしい。

3392 女性 40代 依田 茂沢

企業の誘致、既存の場所ではなく、将来的
に発展していく新たな地域を提供し、人の
流れを変える。諏訪・松本エリア、東御イン
ターなどアクセスがよく、十分な立地条件
にも関わらず、それを生かしきれていな
い。

現在、前上田エリアが生活圏です。
（職場も）丸子の中心部に行くことは、
月に一度あるかないか程度。丸子中
心部より奥、西内エリアへは、年に一
回もないです。丸子エリアで遊ぶ、買
う、集うことができるような場所づくり
を期待します。

若い世代の人達の意見を取り入れ、若い人
が魅力的だと思えるようなまちづくりにして頂
きたい。時代が変わり、人の流れも変わって
きています。古い考えに固執せず、柔軟な発
想をして頂きたい。

3396 女性 40代 依田 茂沢

交通対策、色々な情報が入ってこない為、
分からないことが多すぎる。

期待はしていません。ただ、このまま
住み続けることに、不安を感じていま
す。

現状をもっとしっかり把握して下さい。！綺麗
ごとだけでは、済まないことがたくさんありま
す。上から目線ではなく、現状をしっかり見て
下さい。

3397 男性 50代 依田 茂沢
災害対策の実行。通学路の確保。（歩道が
狭いなど）

農地の活用。（少子高齢化、農業従
事者の減少で、農地の荒れが課題）

情報ネットワーク。意見が、発言できる場の
設定。

3388 女性 40代 依田 茂沢

丸子町職に就職していたので、
合併して更に思いますが、丸子
の職員や、丸子の方達のまとま
りの良さや温かさを感じます。
上田は冷たいです。

丸子の良いやり方を、上田のやり方に
かえられてしまうこと。合併したからと
いって、丸子の良さを消さないでほし
いです。

丸子の人達は、団結力があるので、協力し
てやっていくことだと思います。何か、町が
活性化する案が出るといいかなと思いま
す。具体的に出ずすみません。（丸子のお
店で、ブースをつくってイベントをして、丸子
のお店の良さを知らせていくことかな。）

丸子の人達は、温かい人が多いと思
います。その温かさを大切に、まだ
「丸子」という地域をなくさないでほし
いです。ずーっと丸子で生まれて育っ
てきたので、丸子がとても好きです。

丸子を大切に思い、「まちづくり会議」という
ことを立ち上げていただき、うれしく思いま
す。今でも、合併しなければ良かったと思っ
ていますし、離脱したいと思っています。とい
うのも上田市になり働きずらくなり、出会った
ほとんどの人が、自分さえよければという人
や、冷たい人が多いです。丸子の時に出
会った仲間が、今も支えてくれています。丸
子の良さをどんどん出して、活性化して、丸
子独自でもよいくらい力があることを知って
ほしいです。

3389 女性 60代 依田 茂沢

丸子地域に昔からある行事など、大
切にして行きたいです。自然環境に恵
まれた、住み良い丸子を大切にした
いです。

3400 女性 50代 依田 茂沢
地域の方々のサポート、行政のｈ支援。

3401 女性 60代 依田 茂沢

野菜等が豊富で安価、おいし
い。

車を運転できなくなった時、街への移動を
せざるを得ない状況を避ける為、買物や通
院の足の確保や、町（地域）独自の助け合
いシステムをつくる。

皆が丸子に移りたい、住みたいと思え
るような、まちづくりを目指して下さ
い。

今、丸子の保育園事情はどうなのか分かり
ませんが、どの世代も暮らしやすいと感じ
る、まちづくりを目標としてほしい。自分は、
今後高齢者に向かっていくが、若い人が生
活しやすい地域であってほしいと考えていま
す。

3402 男性 60代 依田 茂沢

若い人達が、文化に興味があり
薄いと思う所が魅力に欠ける。

その地ｌ区の役員が変わると、なんか
役員が仕事優先で、何でも簡単に手を
抜く傾向が見えさみしい。伝統がなくな
りつつある。

企業がもっと元気であれば、全てがうまくい
くと思う。

旧上田市の言いなりにならず、元丸
子町時代の良かったところを伸ばして
もらいたい。

旧上田市民の人々に、押しつぶされることな
く元気で色々進めて下さい。良い事は良い、
だめならだめと、はっきり言える様な活気の
ある会議を望みます。ガンバッテ下さい。期
待しています。

3403 女性 60代 依田 茂沢
森の整備（猪などの侵入を防ぐ目的で）

3606 女性 40代 依田 茂沢

会社員の定年年齢を60歳→65歳に引き上
げ、納税額を増やす。

小学校、中学校の駐車場の充実。
（部活動を通じた地域の活性化）

野球、サッカー等種目は問わないが、目玉
になるものをつくり、町の活性化を図って頂
きたい。

3607 男性 60代 依田 茂沢
住民全員参加での意識向上。全体にが配
布できる予算の使い方。（地域）

協議された件を、具体化し実行に移すこと。
（協議のみで終ることのない様に）別組織の
協議会との連携。

3408 男性 40代 依田 茂沢

除雪作業が、他の地区と比べてひど
いです。見直しが必要です。丸子ドド
ンコは、もういらないと思います。
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3409 女性 50代 依田 茂沢
利用しやすい福祉施設と職員数の確保。 安心して働ける企業が増えてほしい。 色々な年代の意見を反映させてほしい。

3410 女性 70代 依田 茂沢

冬の道路の除雪について、各自で除
雪しなければならない範囲が広すぎ
て、年々高齢者が出来るということで
はないので、公で除雪をお願いした
い。高齢者ばかりでは、道路の確保は
難しい。太陽光発電の設置が進んで
いる。山がどんどん削られているが、
土砂災害の心配はないのか。

あさつゆ周辺辺りに、道の駅をつく
り、地場産業を発信した豊かな「まち
づくり」をする。

住民一人ひとりが、積極的に参加するよう
仕掛けをしていく。

既存の施設を活用、住民交流を図っ
た活気あるまちづくり。

やる気と行動の伴う会の発展を願う。

3412 女性 50代 依田 茂沢

介護保険の見直し、生活援助の縮小
が、新聞紙面に取り上げられていた。
高齢者が不安なく生活できるよう、保
険以外での援助の整備を、早急に進
めてほしいいです。

3414 女性 50代 依田 茂沢 医療、福祉、教育の充実。

3415 男性 50代 依田 茂沢

旧丸子町当時の「丸子八景」な
ど、自然（景観）が魅力だと思い
ます。

⑨「交通量の増加」というよりも、交通
対策が解決されていないと思います。
（Ｒ18へ向かう道路他）

公に頼るには限界がある。今まで以上に、
地域住民が自分の問題として積極的に関
わっていかないと、人口減少、超高齢化社
会の中で豊かな生活は望めないと思う。い
かに、地域（自治会、学校単位等）を本気
にさせるか、誰にリーダシップをとってもら
うかなどが、課題だと思う。

丸子地域は、僻地でも街場でもなく、
程々の生活圏域。自然豊かなこの生
活圏域で「住んでて良かった」「移住し
たい」と思うような地域にしたい。この
地域は、医療（歯科も含め）が充実し
ており、地域毎に福祉、医療、教育、
生活など小単位で協力し合える（知恵
を出し合える）小地域づくりに期待しま
す。状況によっては、自治会の統合や
広域化的なことも必要になると思いま
す。

小単位（地域）のリーダー養成等。

3416 男性 70代 依田 茂沢
地元自治会への協力 地域の実情を積極的に把握できる人が、会

議のリーダーになって欲しい。

3419 男性 50代 依田 茂沢

美しい自然環境の中で、住・職接近
型の生活が出来る、独自の国土・文
化を持ったまち。

「丸子まちづくり会議」がリーダーシップを
取って、しっかり責任感を持って計画を立
て、タスクを実行する。移住促進→定住支
援（特に若い世代の）→出生率増加につな
がる幅広いインフラ整備→育児支援

若い人が、喜んで住めるようなまち。 単なる予算の消化でない、良い実績の残る
仕事をお願いします。

3421 男性 50代 依田 茂沢

鹿教湯への道路の拡幅、温泉への上田駅
からの直通バスのＰＲ。国際音楽村近くへ
の温泉施設の新設。水族館、動物園の新
設。依田川の美化、維持。

3423 男性 50代 依田 茂沢

国際音楽村をもっとメジャーにする。鹿教
湯温泉をもっとメジャーにする。高齢者等
が、必要とする施設の充実及びアクセスの
し易さ。自然、他人への思いやり。

丸子の名産、特産物の開発。丸子出
身者の偉人、有名人。丸子のシンボ
ル、キャラクター。

上田市に合併したのに、あえて丸子にこだわ
る必要があるのか？

3424 男性 40代 依田 茂沢
結婚支援事業。子育て支援事業。 文化の継承をしてもらいたい。 子育てと、教育環境の改善のための方策を

考えてもらいたい。

3425 男性 30代 依田 茂沢

歩行者に優しい道路の拡充。地域性にとら
われない業種の企業誘致（ＩＴ企業等）

3426 男性 60代 依田 茂沢

茂沢区の「ゴミ集積場」を参考に
して、各自治会で同様に統一で
きたら良いと思います。

地区皆の参加による、伝統行事の継
承を進める。音楽村をもっと丸子地区
の特徴、象徴として、利用・活用をし
て、人が集まるイベントを行なってほし
い。

「真田丸」を起爆剤として、上田の丸
子地区をもっとアピールすることを進
めてほしい。

「まりんこ号」の、上田駅の乗りれを検討し
てみて頂きたい。鹿教湯と、長和や武石温
泉をめぐるルートの設定は考えられない
か。

丸子中央病院とベルプラザの結び付
けを押し進めて、共同イベント等を考
えてみてほしい。企業誘致策を協力
に進めてほしい。太陽光発電を進め
て、「地産地消」を図る。

何でも言えることと、有用なことはどんどん実
行してみる、体制にして頂きたい。旧丸子の
意見の後押しを上田市が行なう。

3428 男性 40代 依田 茂沢

計画的なまちづくりと、企業等の誘致、独
創的なアイデア。

上田より知名度が高い丸子なので、
もっと広くＰＲし、より知名度が高まれ
ばよいと思う。

10年、20年先につながるまちづくりを研究
し、活動してほしい。（絵に書いた餅にならな
い計画）
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3431 男性 40代 依田 茂沢
商店の活性化。商店街の活性化。

3432 男性 50代 依田 茂沢
若い人と地域の関わり。若い人達の働ける
環境。

3433 男性 40代 依田 茂沢

災害が起きた時、身の安全を確保し、地域
の人々と助け合う事が大切だと思います。

少子化・高齢者社会で、 近、高齢者
施設が増えて、大変いい事と思いま
すが、入居するには、高額であるとよ
く耳にします。その辺を見直していた
だきたい。

3436 男性 20代 依田 茂沢

交通のアクセスの良い事。車を使わずに移
動、買物が出来る。

益々高齢化が進んだ時に、各地域に車を使
わずに日常生活を送れる、地域づくり。

3439 女性 60代 依田 茂沢

ビュータウン茂沢に住んでいるものです。
ビュータウン茂沢も20年近くになりますネ。
近、気になるのですが、桜の木が伸びて枝
が道路まで伸びてきています。何とか枝を
切っていただきたいと思います。それと、入
口の所が草木が伸びてすごいことになって
います。何とかもっときれいにしていただきた
いと思います。
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337 女性 30代 依田 尾野山

保育園の数 若者の負担、自治会の役員など。自治
会費が高すぎる。高齢者のために使っ
たり無駄な会合（お酒を飲んだり、食
べたり）多過ぎ。出れない人の方が多
い。(特に若い人は仕事などで忙しい）

若い人を増やしたいなら、それなりの
事をしなければだめだと思うので、丸
子地域でも楽しめるスポットが必要。

やる気 自治会費安く！消防が負担になって
います。仕事もしているし、始めは入
るだけでいいと、入れて入ったとたん
に色々やらせられる。消防が嫌で引っ
越したいと思うほど(特に丸子）

そもそもまちづくり会議して何をやったのです
か？何か変わりましたか？期待しても何も変
わらないだろうと思ってしまう。

338 女性 40代 依田 尾野山
人口の確保、特に若い世代の

342 女性 60代 依田 尾野山
メガソーラの廃止

344 男性 50代 依田 尾野山

遊休荒廃地や空家対策、特にこれらをど
のようにこれから管理していくのか。知恵を
出し合って方策を見い出していかないと、
将来像はおろか、現状維持さえままならな
いと思う。すべてを活用することは不可能
だと思うが、皆でできることからやっていけ
るような、仕組みづくりやモデルづくりが必
要ではないか。

345 男性 60代 依田 尾野山

若者が住みやすい地域にする。自然環境
（田、畑、山林等）が荒廃しないように整備
する体制づくりを、行政主導で行い実施す
る。

346 男性 50代 依田 尾野山 税の軽減

347 男性 70代 依田 尾野山
人が住めない古い家は壊してほし
い。動物の住みかになっているから。

丸子は住みよい所だと宣伝してほしい。

348 男性 50代 依田 尾野山
企業の誘致により、人口増加、税収の増
加。

350 男性 60代 依田 尾野山

信頼できる病院、特に優れた医師がいる病
院がほしい。（佐久病院のような）尾野山は
地すべりがあり、公民館等が避難所になら
ない。夕食、昼食などを届けてくれるサービ
スなども必要になってくるのでは。(歳をとる
と）道路、舗装をもっとよくしてほしい。

352 女性 80代 依田 尾野山
一人暮らしの高齢者が、安心して暮らせる
よう工夫がほしい。

353 男性 50代 依田 尾野山
企業誘致 丸子地域で何がやりたいか不明(計

画があるのか」
まちづくり会議で、計画案出来てからアン
ケートが必要。

356 男性 50代 依田 尾野山

住民への周知、学集会。行政の企業誘致
努力。官民一体となった自然環境の保持と
災害対策。

自然環境に恵まれていることと、医療
機関の充実。幼保小中高が一体と
なった施策が可能なので、住みよい
住環境を充実させるべき。

市内の住民自治組織のリーダーシップをとっ
てもらい、上田市を引っ張るぐらいになっても
らいたい。

358 女性 50代 依田 尾野山
企業の誘致、ベルパークの活用、年齢によ
る商店、大型施設での割り引きサービス

360 女性 60代 依田 尾野山

高齢者社会になることは仕方がない事だと
思いますが、どうしても買い物に不便を感
じます。自治体の方で移動ショッピングか
何かを考えてほしいと思います。一週間か
ら１０日ぐらいの間隔で地域を回って、地域
の人が買い物ができるようになれたらと思
います。

まりんこ号（循環バス）について、今の
バスの循環より前の走り方の方が、と
ても良かったです。今の循環の仕方
は、少し不便を感じます。どうして東
回り、西回りと分けてしまったのでしょ
うか。

363 男性 50代 依田 尾野山
企業誘致など 頑張って下さい

364 男性 50代 依田 尾野山

若者が離れて行けない魅力あるまちづく
り。高齢化率を下げる対策。
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365 男性 70代 依田 尾野山

伝統的な史跡や名所が漸く整
備されつつある。一部の方のボ
ランティア活動ではなく、市や地
区のバックアップが必要。

防災無線設備の整備が必要。（屋外で
知らせる）竹やぶ、県道の維持、ゴミの
不法投棄

隠れた史跡、芸能も一部の方に任せ
放し。

老人のボランティアに頼るのではなく、小中
学生の頃からの参加と継続的な支援。

小中学生の子供達は、元気に知らな
い人にも挨拶してくれますが、大人に
なると段々忘れてしまったかのよう、
明るいまちづくりは、おはよう、こんに
ちはで始まると思う。

367 女性 60代 依田 尾野山

丸子には、全く知られていない
が全国的に貴重なものがある。

貴重なものは、ＪＡ長野厚生連鹿教湯三才
山リハビリテーションセンターにあるＴＭＳ
（経頭蓋磁気刺激装置）です。これは現在
の脳卒中後遺症のために使われていま
す。(中略）鹿教湯にはリハビリ施設があり
ます。こういうＴＭＳを使った心を治す場が
あってもよいのではないでしょうか。それが
あると沢山人が来ます。若者も年寄りも、
そこに住み付く人も出てくると思います。(後
略）

現在、飯山市において地熱発電事業
を検討しようと住民、ＪＡと市町村、県
に働きかけようとする運動がありま
す。過疎の町や市が逆手を取って電
気を起こして、売ることにより自分達も
豊かになり、地熱発電所ができること
により雇用と移住を呼びこもうとする
運動です。（後略）

こういうアンケートを書いても「アンケートをし
た」ということだけで、提案は読まれることさ
えないのでは？と思っています。

368 女性 30代 依田 尾野山

地域にある歴史遺産等を利用していくこ
と。

子供の数が少なくなっていたり、世帯
の高齢化も進んでおり、地域の行事
等の役員になる回数も多くなり、負担
が大きくなることが心配です。行事を
減らすことは難しいかもしれません
が、少ない人数でも対応できる数に変
更していくことを検討してほしい。

今からの子供達が「地域で残っていきたい」
と思えるように環境づくりをお願いしたい。

369 男性 60代 依田 尾野山

田畑が荒廃し、景観が悪くなっ
ている。昔の整地された風景が
なつかしい。

有形文化財等の老朽化した建物の管理。
専修観音堂等

地域協議会、自治会連合会との関わりと役
割の違いはなんでしょうか？各組織と会合を
重ね、よりよい丸子地域にしてほしい。

370 女性 40代 依田 尾野山
税金の使い道の検討、諸外国や他県のよ
い事例に学ぶこと。

山林の保全 ソーラパネル設置の際の自治体による法律
での規制。

371 男性 60代 依田 尾野山

荒地の増加、田畑の維持管理 ①交通の整備（バスの増発）②防災訓練を
多く実施③山林整備と維持管理

自然的環境と社会的環境の両立 多くの人の意見を聞き推進する。

372 女性 70代 依田 尾野山

老若男女が一同に会することがない。
従って若い人との話もなく、挨拶も知り
合いのみで親しみも少ない。老人は老
人車を押して畑に行き、若い人は勤め
やら家事やらで忙しいようで、都会に
暮らしている感覚です。老人の知恵な
ど若い人に話をしたらどうか。若い人
に話も聞きたい。

リーダーを育成してほしい。老人会でも人
の悪口を言い、誰かをおとしめるような茶
話会は必要ない。

373 男性 70代 依田 尾野山

駐車場が近くにあればいいと思います。
「わかまつ」前の憩いの場等は、利用され
ていますか。駐車場でかったのではないか
と思います。

丸子商店街が夕方早くから人通りも
明かりも消え、車の通りも少なく寂しき
なってしまいますが・・・・。

374 女性 70代 依田 尾野山

近くに皆で楽しく集まれる温泉が丸子
だけがない。遠くまでいけなくなるの
で、あればいいです。

377 女性 30代 依田 尾野山

お店が増えれば雇用も増えると思い
ます。

飲食店が少ないように感じています。
ファミリーレストランなど増えるとどの
世代も入りやすいので出来ればいい
なと思います。尾野山地区も主な道
路だけでも除雪して頂きたいです。坂
道が多くお年よりも多いので・・・。

住民の声を出来るだけ反映して頂けれ
ば・・・。

378 男性 40代 依田 尾野山
日本経済の安定的な発展。上小地域への
企業誘致。

丸子へＵターンできるような、働く企業
誘致をお願いします。

384 女性 40代 依田 尾野山

例えば、他の地域から人が来る機会
が多いと活性化するのでは。（商業施
設やお祭りなど）

「こんな丸子地域にしたい」を実現できるよう
な政策を考えてもらいたい。みんなの意識を
高められるような活動。
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387 男性 70代 依田 尾野山
丸子の町を活力有るところにしてほしい。
町全体が閑古鳥。

道路の舗装をしてほしい。大分痛んで
いるので。特に県道。

388 男性 80代 依田 尾野山 農業で暮らしていける町に

389 男性 80代 依田 尾野山 ガス抜きを、意見の取り入れ

392 女性 60代 依田 尾野山

空家が多く不安です。外の人に格安な
値で住んでほしい。犯罪につながらな
いか心配です。火の気がない火災等、
近所に３件も空家があるはとても不
安！

空家を調査し、外の人が住める様。（格安
な家）子供達の数が少ない。

⑦と同じです。早急に検討をの望みま
す。

393 男性 50代 依田 尾野山 温泉施設

394 男性 60代 依田 尾野山

商店街が寂しい。大型商業施
設がないため、上田市内には行
かなくてはほしいものが買えな
い。

荒廃地が増えてきて小動物が生息し
て困る。鹿やイノシシも出没して畑など
あらされて困る。

若い人々が活躍出来る場を持てる機会を
作る。

丸子でしかない特色を生かしたものを
見出し、様々な場所に発信していく。

395 男性 70代 依田 尾野山 若者が住みやすいまちづくり

397 男性 60代 依田 尾野山

独身者が多く何とかしなければ益々
高齢者が多くなり、発展することがで
きないではないか。

400 男性 60代 依田 尾野山 特色のあるまちづくり

402 男性 50代 依田 尾野山
色々なイベントを企画し、観光客の増加に
役立つ。

403 男性 70代 依田 尾野山

予算の都合もあるでしょうが、上田市へ合併
する前は、例えば道路の改良等は早く対処
して頂いたが、上田市になったら中々対処し
てくれない。何か市の中心地が優遇されてい
るように見受けられます。もう少し、しっかり
周りを見てほしい。

404 男性 50代 依田 尾野山 公共交通手段の充実

409 女性 50代 依田 尾野山

後継者不足で維持管理ができない農
地がまだ増えると思うので、有効利用
できればいいと思う。

子供、高齢者がもう少し自由に交流で
きる場があるとよいと思う。ゆっくり食
事ができる場所が少ない。

410 男性 60代 依田 尾野山
子供や老人を見守る周囲の温かい目がほ
しい。

414 男性 60代 依田 尾野山 政策、政策の実行 少子高齢化対策

416 女性 50代 依田 尾野山

地区の区費がほとんど農業関連に使
われてること、また冬季の冬道対策で
除雪範囲（国、県、市）の対象により除
かれて、負担を強いられたりするとこ
ろ。

市の健全な市政。市長、市議の皆さんしっ
かりしてもらいたい。

417 女性 70代 依田 尾野山

この前の大雪で、雪掻きをして肩の腱
を切ってしまい、右肩を手術。今年は
他の肩の手術をする予定です。主人と
二人後期高齢者になりましたので、道
普請、特に雪掻き等は免除してほしい
です。

免許を返してからの交通手段の不
安。丸子の循環バスは通っています
が、大屋までは通っていません。今で
も大屋までは歩いていくかタクシーを
使わなければなりません。大屋までの
バスがほしいです。友達が横浜、厚木
に住んでいますが、交通は無料と聞
いています。免許を返してから、何か
安心して住める町にしてほしい。

418 女性 40代 依田 尾野山

高齢の母がいますが、車の運転ができな
いため、買い物、通院にとても不便を感じ
ています。外に出る機会もあればと思いま
す。昔のように品物を車に乗せて売りに来
てくれると、自分で選んで買い物できるし、
近所の人も自然と集まれるのではと思いま
す。

農地の管理に困っています。
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419 男性 60代 依田 尾野山
県道が凸凹飯沼から音楽村入口間

421 女性 40代 依田 尾野山
災害への対策→訓練を町民すべてで行な
う。

423 女性 60代 依田 尾野山

近くに自然豊かな信州国際音
楽村があり、１年を通じて色々
な催しが開かれ年齢を問わず
人々が楽しく集ってもらえる事
はとても魅力的だと感じており
ます。

地域の環境や住みやすさのために、
長いこと人がすまなく古くなった空家、
空き店舗を買い上げていただき、地域
の方の安価で利用できる駐車場にす
るなどされてはいかがでしょうか？

424 女性 70代 依田 尾野山

①について金銭的には大変かと思われま
すが、障がい者特に車イスで自由に外出
出来るように町内をバリアフリーに出来た
らと思います。

もう少し観光に力が入ればと思いま
す。

429 女性 30代 依田 尾野山
老人ホーム、ディサービスの充実。

430 女性 50代 依田 尾野山

依田川の歩道横の桜は、とって
も素晴らしくてとっても好きで
す。あの河川の写真をもっとア
ピールしてほしいですね。

自分が高齢になって、車の運転が出
来なくなった時のことを事を考えるとと
ても不安です。危なっかしいなあと思う
方々の運転者が多いのは、その裏返
しだと思います。

Iターン、Ｕターン等若い人達が暮らしてくれ
るように、住居の補助金を出してもいいの
ではないでしょうか。

丸子に住んでいるとあまりお金がか
からないって思ってくれたら、若い人
達も暮らしてくれんではないでしょう
か。

432 女性 50代 依田 尾野山

丸子の商店街に全く活気がなく残念。
日曜日に休み・・・・。

充実した保障や子育てのしやすい手当て、
環境を充実させることで、若い世代を呼び
起こす。それには、働く場所の選択を多く
し、丸子への活気が必要。

合併し旧上田中心。車がないと不便
で丸子では、生活全般がすべて揃う
（買わなくてもちょっと見てみたい）が
できない。もっと、ベルパークを大きく
利用する。

アンケートだけの集計でなく、多くの意見を
活用、見直ししてほしい。このアンケートの結
果を丸子の人に知らせ、具体案の公表。

433 女性 40代 依田 尾野山 家の周りの街灯が少ない。

436 女性 60代 依田 尾野山
商店の充実。鹿教湯、霊泉寺温泉の活
用。

437 男性 40代 依田 尾野山 産業や農業の発展

438 男性 60代 依田 尾野山
市との密の連絡等が必要。 子供、高齢者、障がい者が差別なく暮

らせるようにして頂く。
少数意見も必ず聞いて頂く事。

439 女性 30代 依田 尾野山

メガソーラなど計画せず、今のままの自然
環境を守ればいいと思います。

歴史、文化資源を活用し、集客できれ
ば活気づくと思います。（生活道路は
広くないため、自家用車ではなくマイ
クロバスなどプチツアー）

自然を守りつつ、多少活気ある丸子地域に
してほしいと思います。

440 男性 60代 依田 尾野山
犯罪の少ない集落 人口が少なくなること。 他町村の人とよい交流が出来て、村

が栄えるようになりたい。
心豊かな人間関係。 人口が増える努力。 都会の田舎暮らしをしたい人達を、空家に住

まわせる努力を・・・。

441 男性 60代 依田 尾野山

荒廃農地、山林の有効活用。協同農家、
団体などに現在行なわれているそば、大豆
などの作付け。大規模な温泉施設を景観
のよい場所（ロケーション夜景）に誘致願
い。温泉を利用したハウス栽培などを行な
う。

446 女性 40代 依田 尾野山

電灯が少ない。学生が夜遅く帰ってく
る姿を見ますが、暗い中、自転車で
帰ってくるのでとても危ないと思ってい
ます。事故になる前にもう少し電灯の
数を増やしてほしいです。よろしくお願
いします。

交通の便をもっと考えてほしい。災害につ
いては、地区毎に地形が違うので対策が
変わると思いますが、一軒々何かあった時
にどこへ行けばよいか、どこにお年寄り、
障がい者等手が必要な人がいるのか、
知っていても助けてあげる様な冊子等があ
ればよいと思います。

雪対策を考えてほしいです。以前の
大雪の時には、全く動けず山も下りさ
れず、周囲の人全員が雪掻きをしまし
たが、市役所関係の車、人は誰も来
てくれませんでした。観光が多い場所
ですが、夏春秋だけでなく、冬の雪の
時期もきちんと見てほしいです。

448 男性 50代 依田 尾野山
山地に太陽光発電を設置することは、本当
に環境によいのでしょうか！
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449 男性 70代 依田 尾野山

小中学校から自分の地域の歴史、文化、
豊かな自然環境の良さを、教室で学ばせ
て郷土愛の心を育む。それには、先生方に
も、この土地の良さを着任時研修する時間
を設ける。

自然環境の保全。買物難民を防ぐ方
策。

ご苦労様です。課題は多いでしょうが、核心
を選び結果（効果）を出して頂きたいです。

453 男性 70代 依田 尾野山 空家の整備 空家をなくすこと

454 男性 70代 依田 尾野山

30歳～40歳代の世代が増加するよう
な方策が必要。

子供手当てを今の２倍にする。市債の発行
等の法律を考える。

455 男性 50代 依田 尾野山

丸子のメイン通りに人がいないことが
問題に思う。通り過ぎる町から人が立
ち寄る町へ。

457 女性 30代 依田 尾野山

商店街が、静かすぎる。このままでい
いのでしょうか？活気のある商店街づ
くり。

活動内容を明確にしてほしい。発足したこと
も知らなかった。

459 男性 50代 依田 尾野山

町が運営するタクシーで、交通弱者が格安
で利用できる仕組み（まりんこ号のタクシー
バージョン）雇用も生まれると思う。

丸子修学館高校への通学を安全で公
共の交通機関を利用しやすくしてもら
いたいです。通いやすさも丸子を選ぶ
条件になると思います。

460 男性 50代 依田 尾野山

魅力がない 商業施設の充実 冬期における雪の対策が悪い為、除
雪及び雪における道路対策をお願い
します。

アンケートを取っているのだから、結果を発
表して随時対応出来る様にがんばって下さ
い。

461 男性 60代 依田 尾野山

飯沼地区に駐在所があるが、機能し
ていない。駐在員の顔も見えない。目
障りなので即撤去して下さい。

462 男性 60代 依田 尾野山 企業誘致 大学誘致、合宿誘致 暮らしやすいまち

463 女性 50代 依田 尾野山

これからの子供達のために働く場所をもっ
と増やして頂きたい。丸子の店に行っても、
閉まっていることが多いので（ツルヤの周り
ぐらいが活気があるので）活気のあるまち
を目指して頂きたい。丸子町にも大きいデ
パートや遊ぶ場所（遊園地等）があるとい
いと思います。

高校生まで、医療費は窓口無料にし
てもらいたいです。

活気のある丸子町にしてもらいたいです。医
療費は窓口無料にしてもらいたいです。

464 女性 60代 依田 尾野山

問５（10）について、商業機能等が変
化して来ているわりに、アクセス道路
が本当に悪いと思っています。依田
川橋の一方通行、利用者の増加は市
は知っているのでしょうか。（あさつゆ
から運動場に増設された橋より、づっ
と生活に必要な橋の割には）これも上
田市との合併で置き去りなのかと思っ
てしまいます。丸子まちづくりに期待
すること、これが一番です。

465 女性 60代 依田 尾野山

日常生活が便利になるには、交通の便とコ
ンビによりも入りやすい昔みたいな商店
が、集落に1店舗くらいあればいいと思いま
す。

466 男性 60代 依田 尾野山

見晴らしがよい。夜景がきれ
い。

人材、財源、人と人のコミュニケーション 上田市に合併してから段々と旧上田
地域の本所への移行が多く不便さえ
感じます。旧丸子でのままでの方が
良かったような気がいたします。

年をしても仕事が出来る場所があり、収入の
得られるようなシステムが出来ればよいと思
います。
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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）

467 女性 40代 依田 尾野山

高校をもう少しレベルの高い学校に
してほしい。もう一つぐらいあってもい
い。

③歩道を増やす、通学時のバスを増やし
田畑に電灯を付ける。（道路が暗すぎる）
⑧温泉施設をつくる。丸子ドドンコは地元で
盛り上がっているので、外から人が来るよ
うな祭りにする。音楽村をもっと活用する
（もったいない）音楽村に店（飲食店）を入
れるようにもなってほしい。

美術館を作ってほしい。丸子鉄道が
ほしい。あると便利。通学路の整備、
もう一度通学路をチェックをして見直
しをして下さい。

上田市と丸子には距離があるから一体感が
ない。上田市なんだから上田市にまちづくり
をやってもらうのも大切なのでは？ただの話
し合いに終らず、このアンケートが生かされ
ることを期待します。本当にまちづくりを行
なってもらいたいです。

468 男性 70代 依田 尾野山

荒廃地の有効活用。空家の利用（転
入者を積極的に誘致）（特殊制度を作
り）

道路網の整備

470 男性 50代 依田 尾野山

温泉施設、商業施設が寂れていく一方
である。

丸子には景色のよい場所が沢山あ
る。これを利用した観光。

音楽村芝生公園は、あまり活用されている
とは思えない。その為この場所に日帰り温
泉施設をつくる。

丸子には鹿教湯温泉、霊泉寺温泉が
あり、温泉としては観光客が少ない。
この場所を活性化すると共に、温泉に
力を入れてもらいたい。

先ず、第１に音楽村の眺めがよい場所に日
帰り温泉施設をつくることである。これを進め
てもらう。

473 男性 50代 依田 尾野山

合併後、丸子町当事の活気がなくなってい
る。すべてが上田の中心部が優先されてい
るようなので、丸子地域の人達が中心部に
行かなくても集まって楽しめるような事が出
来るような場所、継続できる様な事を考えて
ほしい。

475 女性 60代 依田 尾野山

地すべり、水災害場所又地域毎危な
い場所のマップにしたものが必要　一
覧表。地域によっての過疎化、老人世
帯、独居。

定年後も働ける場所を増やしてほし
い。親の介護により生活が苦しくなる
恐れが出てくる。

働きたくても働けない人の雇用、育成の場
所。地産地消、買物も丸子地域で他へ流
れないための、ここでしか買えないもの考
える。寝たきり老人を増やさない為に、定
期的行なえる体操。

自然に恵まれているので、それを生
かして観光につなげること。隣同士の
つながりがううまく行っている。高齢者
になっても皆元気である。

住みやすい他県からもこちらに来て暮らした
いと、人が増えたら思います。
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