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（問３）

1131 女性 70代 塩川 石井
近所の人々が楽しく暮らせること。 年を重ねても楽しく生活出来ること。

1137 男性 50代 塩川 石井

若い世代が住みやすい街を目指して
欲しい。小・中学校の外部講師（専門
家）の起用を増やす。（ボランティアで
もOK）

高年齢の意見で決めないように！これから
の世代の意見を×２位のつもりで反映させ
る。

1138 女性 40代 塩川 石井

日常生活は便利ですが、2014年の大
雪の時に、狭い道の除雪がなく大変
でした。周りは老人の一人暮らしが多
く、お手伝いが苦労です。

高齢者を持つ家族の負担、不安が少しでも
楽になるように、住みやすい丸子に期待しま
す。

1141 女性 40代 塩川 石井

空家などを再利用できるように、積極的に
持ち主に提案し、リフォームの補助金など
で新たに建てることなく、入居してもらえる
ようにすれば、自然環境を維持していける
と思う。古い家屋の場合、ライフラインが充
実してないので、それに補助金でも良いと
思う。

自然環境の現状維持 まちづくりをするのであれば、本気でやって
欲しい。、

1142 男性 20代 塩川 石井
福祉施設の充実が必要、でっかい公園と
か。

公園を作りましょう。 公園を作れるようにして下さい。

1146 男性 80代 塩川 石井
県の管理は勿論ですが、市ももっと協
力して欲しい。（石井団地）

高齢者の見回り等も、しっかりして欲
しい。

1148 女性 60代 塩川 石井 高齢者の働ける場所

1149 女性 50代 塩川 石井

買物にまりんこ号を使いたい
が、月・水・金しか来ないし、時
間も本数も少ない。

大屋駅周辺の商業機能充実

1152 男性 80代 塩川 石井

道の駅などをつくって、人を集めてもらいた
い。東部町のように、市外の人が集まるよう
なまちづくり

1153 男性 80代 塩川 石井
元気がなくなってしまう。 町の優れた文化財を生かすこと。 町を大事に考えてもらいたい。 アンケートの結果を公表してほしい。

1154 男性 40代 塩川 石井
自治会活動が活発になること！ 子育てしやすい環境づくりを、自治会

単位で考える。

1157 女性 40代 塩川 石井

丸子に住んでいる人も、丸子にお勤め
されている方も、丸子を好きではない
こと。（これは上田全域同じだと思う）

住民が住みやすく誇りを持てる街。
「他県の人を呼びたい」ではなく、丸
子の人が活躍している街がいい！
（中略）図書館の利用率や巡回バス
の利用率が日本一だとか、資源ごみ
の回収率が高く、水俣市のように街
ぐるみで取り組んでいるとか。

上田市職員が本当に上田市を愛せるか。
住民のための行政を本気でやれるか。職
員が変われば奇跡も起きると思いますが、
今は絶望的だと思います。

丸子のお祭り、ドドンコはどうされる方
針ですか？ドドンコを続ける気はある
でしょうか。どうして上田市内のお祭り
は復活したのでしょうか。どうして住民
は再びやる気本気になったのでしょう
か？教えて頂いてはいかがですか。

何か画期的な方策を考えるより、今ある暮ら
しをどう豊かにするか。丸子はどうあるべき
なのか。住民は丸子をどう見ているのか。そ
の方向性と会議の方向性が同一方向を見て
いなくては、徒労ではないでしょうか？丸子
の人達は、丸子をどうして行きたいのか？ゴ
ミ一つでも、どうして行くか。丸子モデルを作
ることは可能です。恐らく本気で取り組む上
田市の職員の方がいなければ、会議に参加
されている役員の皆さんがかわいそうではな
いでしょうか？

1158 女性 70代 塩川 石井

高齢化が進む中で、近所の人が病気
で入院していても知らないでいる。子
供が小さい時のように、行き来が全然
ないので助け合うことも出来ない。ま
た、運転も出来なくなり買物、通院も困
る。将来が非常に不安である。

安心して住める町 高齢者の立場から言うと、年金等収入の減
少、医療費がかかる一方、在宅看護といって
も、若い人達は働かなくては子供達を育て教
育できない。老人ホームへは、中々か入れ
ないと聞く・・・。元気な年寄りになりたくても、
病気持ちは本当に身を縮めて生きている。こ
んな老人達も、沢山いることを忘れないで下
さい。

1159 女性 60代 塩川 石井
道路整備など、旧上田市に比べるとと
ても劣っている。

1160 男性 60代 塩川 石井

野良犬、猫等の増加及び愛好家の質
の低下。孫が将来的に保育園等で待
機等になるのでは。子供達が遊ぶ遊
園地等がない。

蚕都時代の再現、活気ある街に、
ゴーストタウンからの。

基幹病院充実、医師の充実、専門医療
等。

冬期の除雪等の遅れ、地域、鹿教湯
等との時間差。

一部の人間だけでなく、全体として実施でき
るもの。
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（問３）

1161 女性 50代 塩川 石井

①を一番に目指して欲しい。その為には④
の雇用に恵まれた町となれば、若い人達
の定着につながり、人口増加が見込まれ、
それが充実したまちづくりの基本になるの
ではないかと思われます。

今現在は、運転出来る状態なのでさ
ほどの不自由は有りませんが、年を
重ねるにつれ運転できなくなった時の
事を考えると、不安が募ります。マイ
クロの様な小型バスの乗り合いタク
シーのようなものがあれば、少しは生
活しやすくなるのではないかと思いま
す。

点ではなく、線につながるまちづくり、開発を
期待します

1163 男性 80代 塩川 石井

丸子温泉街を中心とした地域の再開発、
老若男女に支持される健康を、向上・維持
できるシステムを作ること。

現状のサービスを維持してくれれば
良い。

1164 女性 80代 塩川 石井

⑧の減少、元々この地域には、人の
声、笑顔がないに等しい。元々新天
地？として入って来た人が多く、人間
関係希薄。唯、閉じこもっている高齢
者（地元も含めて）寂しさ、不安そのも
のです。

丸子地域というと、中心地のあれこれを言
う訳ではなく、各自治会の問題を論ずるよ
うな考え、行動するような時を多く設定して
ほしいものです。

滋賀県を訪れた時、木曽義仲の生き
様をしっかり把握し、これを史跡として
各地に残されていることに驚いた。丸
子には、「挙兵の地」あるものの・・・。

会議では、抱える問題が多く、腐心しておい
でのことと思います。折々の情報詳しく流し
ていただければと・・・。

1166 女性 70代 塩川 石井

石井を対象にしていきます。 交通量だけは増加。近所は高齢者の
一人生活の家が多く、空家が多くなる
ことが大。

高齢化率が30％の時代。どこの地域も若
い人を呼び込むことが大事。

1167 女性 50代 塩川 石井
①住民の横のつながり、⑥⑧専門の委員
会が必要。

1169 女性 70代 塩川 石井
スーパーが、もう少し近くにあれば良
いと思う。

1170 男性 70代 塩川 石井
空家・空き店の利用について考えた
い。

公共施設及びその他の施設が、町の
中心部のみで活性化が生み出せな
い。

一般町民にも、議事内容を知らせて下さい。

1171 男性 60代 塩川 石井

もっと詳しい丸子独自の、災害マップや地
域訓練の実施をして、災害時でもまとまり
のある地域にして欲しい。

子供達が、安心して遊べるミニ公園を
増やして欲しい。

高齢者は勿論、中高年、若者の意見をどん
どん聞いて欲しい。

1176 女性 60代 塩川 石井

除雪時、除雪が遅い。その為、圧雪凍
結し交通渋滞する。

自然環境を維持するには、管理が必要で、
そのためのマンパワーとして、準高齢者に
も協力してもらう。道路（軽井沢のように）、
車だけでなく自転車、人にも配慮した町。

丸子地域は、温泉は山奥の鹿教湯、
文化施設のセレスホール、商業施設
など地域的にまとまりがなく中心がな
い。音楽村も道路がわかりにくいし、
どれもよいけれど散らばっている感
じ。

1177 男性 60代 塩川 石井

「丸子地域」というくくりで論議では、限界が
あると思います。そうは言っては、身も蓋も
ありませんが・・・。

1180 女性 80代 塩川 石井

車の運転が出来くなると、その先が不
安。この地域に転居して来て20年、未
だ近所付き合いは少なく、老齢になっ
て孤独は増していくと思われる。

1181 女性 50代 塩川 石井
行政の整備、資金、丸子地域で自由に決
裁できるシステム。

1182 女性 40代 塩川 石井
交通の便がよい。 町おこし、若者の活躍できる場所、イベント

開催など。
空家、空土地の有効活用。お店など
の誘致。

子育てがしやすいまちづくりを、目指して欲し
い。

1183 女性 30代 塩川 石井

②について、交通手段の不便さ。これと
いった大きなものがない。⑤について、い
ざとなった時の事を考え、地域ごと訓練日
を決めて、一度試した方が良いので
は・・・。

1185 女性 50代 塩川 石井

丸子町の良い所のPR活動。（町の活性化）
子供のから高齢者までの交流の場を作
る。行事への参加。（出席したいと思う企
画）
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（問３）

1187 女性 30代 塩川 石井

子育て支援に力を入れてくれており、
サロンや中丸子保育園の所で、相談
に乗ってくれる。助かっています。

私は、よく丸子文化についてよく知りません
が、年配の方に、昔の丸子を良く継承して
いただき、丸子の魅力をもっと伝えてほし
い。

今の時代、隣近所との交流が減り、
個々それぞれ単体のイメージがあり
ます。地域や近所が団結して、何か
出来る事があればいいなあ。

1188 女性 40代 塩川 石井
避難所が少ないように思うので、もっと充
実させてほしいと思う。

若い人の意見も取り入れた、まちづくり会議
をしてほしい。

1191 男性 40代 塩川 石井

①のような街にするには、お互いの
接点がどこかでないと難しいと思い
ますし、それには、地域と学校との連
携が活発に行われ、福祉体験が今
以上に望まれているのかと思いま
す。自分達の街を良くして行こうと思
う気持ちを、子供の時から伝えていく
事が大切かと思います。

1192 男性 40代 塩川 石井

①子供達が安全に遊べる公園施設等の充
実。②自転車通勤が安全にできるような歩
道の設置。⑤千曲川、依田川の増水に対
処して下さい。

住民が楽しく、安全に暮らせる地域に
していきたいです。

丸子地域の為、よろしくお願いします。

1193 男性 20代 塩川 石井

災害などへの対策を、日頃から地域で考え
る取り組みなど。除雪なども地域で強力し
ていった方が良い。町など全体で、ゴミ拾
いなどを年2～3回実施。

道路の拡張や歩行者用道路整備。通
学路への配慮（主要道路の歩道橋の
設置）

事故、犯罪の少ないまちづくりに期待しま
す。

1199 男性 50代 塩川 石井
個人の文化教養を身につける。

1201 女性 70代 塩川 石井
交通が激しく、地域住民の生活が脅
かされている。

1202 女性 80代 塩川 石井
市が運営する、食品、衣料等の移動販売
を要望。

1204 女性 50代 塩川 石井

広い上田をきちんと見ることができるリー
ダー。その中での丸子地域の自立。

点々と増える空家、空き店の活用、解
体、防犯対策、美観対策。

実現できる案の話し合い。

1206 女性 60代 塩川 石井
子供、高齢者、障がい者が、行きやすい公
園を作ってほしい。

1207 女性 70代 塩川 石井

定年になり、マレットや自分の趣味ばかり
に生き甲斐を感じるのは分かりますが、も
う少し人ととの係われるリーダー（その道に
経験を積んだ人）的になってもらい、チーム
を組みボランティアに精を出してくれる人が
ほしい。

女性のボランティア精神を持っている
人、グループを作りたい。どんどん声
を出してくれれば、もっと丸子が・・・。
唯先に立つ人を、見極めるのも大切
ですが。

先に立つ人でなく、人間性を見つめ静かな底
力のある人を見つけ参加して欲しい。地域の
本当の見る目持っている人がいるので
は・・・。そんな人との話し合いを。

1209 女性 70代 長瀬 石井

歩道の段差があり、もう少し歩きやす
いようにと思います。市議に、もっと市
の方に力を入れてもらいたいと思いま
す。スポーツに力を入れているみたい
ですが、考え様です。

1210 男性 60代 塩川 石井

交通渋滞箇所の解消 人口減少が避けられない中で、維持
しなければならないこと、諦めること、
新たに取り組むことを明確にし、実行
すること。

現実的な議論

1211 女性 60代 塩川 石井

意識を高め、考えていく自治会会員でいな
ければと思います。

丸子で生まれて丸子で育ってきまし
た。大好きな町です。これからも、自
然を大事にし、上田市の外れなどと思
わず意識を高めていってほしい。

自分達のまちなので、人任せにしないで、考
えていかれるような団体でいてほしい。そし
て、導いていってほしいと思います。

1214 男性 80代 塩川 石井
道路ですれ違った時など、挨拶がで
きない人が多い。中学生を学ぶべき
だ。

タバコのポイ捨ては、止めてもらいた
い。
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（問３）

1215 男性 70代 塩川 石井
上下水道高すぎ、上田市同一にすべ
き。

1216 男性 80代 塩川 石井

田舎でのんびりだ。情報の刺激
が薄い。天災事変が少ない。
従って事態急変すると、自分だ
け助かりたいと、ものの共有、
協力、団結がない。（中略）市民
課の係かと思うほど、他人のこ
とを知りたがる。（後略）

（前略）マイクロ車でよいから、バス運
行時間を増やす。（バスに乗ろうという
キャンペーンは意味なし）大型を走ら
す必要なし。日中と夜中、バイクと車
が爆音とスピードで走りぬける。（大石
橋）取締りを強化すること。近隣の病
弱者、精神不安者、性格異常者など、
いざという時の協力体制はどこが本拠
か。（中略）管理面など考えて、出来る
ことはやることだ。（後略）

一人暮らしの下流老人問題が加速
中、その対策は空家も含めて上田市
の14.3％の人口中、丸子町の平均高
齢化だ。地区によっては、二人に一
人が老人。

上田市への合併は僅差で併合したが、長
和町、武石、丸子での依田窪併合の方が、
何かと住民にプラスだった。

防災、防犯は安心していられない。大
丈夫だと、気を抜いている時が起きる
もの。

街づくりだけでない苦言だ！問い合わせや
疑問点、仕組みや質問などTELすると、必ず
担当者に代わりますと言って、係や担当者
がチェンジする。これは合庁も市役所も同じ
だ。（中略）俺の実業界では問い合わせに、
三人分くらいの関連事項は一人で相手に答
えたものだ。知っていたら、いちいち代わら
ず即答えるべきだ。（中略）職員一人ひとり
が、もっと俺がやるんだという意識がないと、
アンケートの集計のみの仕事で実務面に生
かせない。毎年やっても前進しない。82歳で
現役仕事中だよ。集計結果は、どう市民に
反映されるのか！

1217 女性 80代 塩川 石井

何しろ買物がもっと便利になれ
ばよいなあと、つい○になれば
思い出します。

石井も不便で店がなく、昔の頃が思い
出します。

1219 男性 70代 塩川 石井 交通の利便性 交通の利便性

1220 男性 70代 塩川 石井

地域活性化するために、観光・交流を展開
していく。また、隣組（自治会）、近隣のつな
がりを深める事により、意識が高まり、町の
行事等につながり参加していく仕組みをつ
くっていく。

丸子まちづくり計画ご苦労様です。アンケー
ト、計画止まりで終ることなく、成果が実るこ
とを期待します。

1221 男性 60代 塩川 石井

（前略）明らかに温暖化の影響
が出ています。春野菜等も日照
が足らず生育が悪い年がここ2
年くらい続いています。（後略）

（前略）（軌道敷の伊丹ガス北側）道が
狭く自転車などの交通に危険です。何
とか広げられないか？（中略）自治セ
ンターのトイレに禁煙の張り紙を！（中
略）自治会を支える班、組でも高齢化
が進み体が動かない人や障がい者、
足の悪い人などが増え「長の役」をで
きない人達が増えている。（後略）

依田川の水質は、軟水でアユに優し
い水だそうです。アユの皮膚病も早く
治ります。上流には、浄水場もあり水
質は折り紙つきです。意外と知らない
依田川のトレビア。

アユ釣りの期間中は、川べりのゴミ掃除等
を時々行なうと良いと思います。

ベルパークの大サギ（鳥）に関するこ
とで、何とかできないか。（騒がずそっ
としておきたい）ツバメも全域的に来
ています。

コストをかけずに、アイデアで何か出来ない
か？知ることは「力」となるか？

1227 男性 40代 塩川 石井

子供や高齢者が利用しやすい施設充実。
中小企業が活気のある職場作り。地域の
景観を良くし緑豊かなまちづくり。

若い世代の人々、高齢者の世代の
人々が共に助け合いながら、生活で
きる環境になればよいと思います。

丸子地域に今いる人口を増やすとかではな
く、今のこの地域で生活している人たちの為
の、まちづくりに力を入れてもらいたい。

1228 女性 80代 塩川 石井
コンビニがほしいです。二本松
マレット場について考えて下さ
い。

1229 女性 70代 塩川 石井

温泉を利用した、大人から子供
まで利用するセンター等が有る
と、良いのですが、スポーツも
出来て交通手段バスも整ってい
る。人が集まると、賑やかな場
所になると思います。

まりんこ号を時々利用して、丸子の町中ま
で行きますが、帰りに時間がかかり遠くま
で行かなければならず、不便さを感じま
す。1～2回位は長瀬～塩川（石井方面）
の、直接回る時間も作っていただくと良いと
思います。1時間に一回でなく、30分毎に
回ってもらえたらありがたいと強く思いま
す。

老人も子供も楽しく利用できる、娯楽
施設、センターが町の中に作られたら
と夢のような事。一箇所で固まって存
在すれば良いのに、各々がバラバラ
に建てられているので利用する人にも
大変です。交通手段も考えて、長く利
用できる場所、誰もが行きたくなるよう
な・・・。小さなバス出よいのですが？

丸子町ならの特色ある商店街を、再度作っ
てもらいたい。現在は、歩いている人達もま
ばらで淋しく思っています。近くの専門店を
大事にすれば人々が集まると考えず、何と
か元気な丸子町（商店）になるように願って
います。

1230 女性 40代 塩川 石井

子育て中の子供に遊び場が少ないと
思います。公園などの充実を希望しま
す。

1232 男性 70代 塩川 石井

上田市と合併10年になろうとしている
今、旧丸子町は分離しても良いので
はないか。上田市との合併で丸子は
衰退の一方です。ご一考を。

1233 女性 40代 塩川 石井

若い労働力。生活保護費の引き下げ。 生活保護の家が、犬も二匹も飼い、
お家賃も5万円ぐらいの所に住んでい
るのは、税金を払っている者として、
どんなものかと思います。県営住宅で
よろしいのでは。
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1234 女性 80代 塩川 石井

商店（小売）の変わりに、家の前まで来て
販売してくれるシステム。（昔のような）御用
聞きなど。

合併しない方が良かったと思う。上田
の外れになってしまい、活気がなく
なったと思う。

住民の立場になって考えて欲しい。

1235 女性 60代 塩川 石井

歩道の整備ー実際に歩いてみて欲しいで
す。ほとんどの歩道が、狭くデコボコしたり
斜めになったりしていて、とても車イスや杖
では難しいと思う。障がい者や高齢者は、
運転できない方が多いというのが現実で
す。

上田市の片隅になって欲しくない。市
の中心でないからこそという、特徴を
出して欲しい。

年をとったら、丸子町で暮らしたいと思うよう
な、町になったらいいと思います。

1236 女性 60代 塩川 石井

まちづくり計画、とても良いと思います。将来
に期待して、住みよい町になれば良いと思い
ます。ご苦労様です。

1241 女性 60代 塩川 石井

塩川地区は、商業施設が少なく買物は上
田に出向くことが多いです。主要施設を集
中させることは効率いいですが、人の流れ
は片寄ります。立科方面、塩川地区の住人
が、上田へ流れてしまうことは残念です。

降雪時の、除雪作業を迅速にお願い
したい。

1243 男性 50代 塩川 石井

都会の都市部に生活する人が、週末にい
つも過ごしたいと思える町にすればいいと
思います。豊かな自然環境と、観光の拠点
となればよいです。

子供達が元気で外で遊べるように、
ハード面とソフト面も充実して欲しいで
す。

1244 女性 60代 塩川 石井

一人暮らしの方が、気軽に参加できる
サークル等を作ってほしい。おしゃべり
だけでも、気軽に参加できる場所。毎
日、誰がいつ行ってもよい場所。一人
では退屈しないように。

地元に歩いて行くことが出来るミニ
スーパーが欲しい！移動販売車もよ
いですが、自ら歩行していくこと（外に
出る）の大切さがあります。

昔、店舗でやっていた人材を活かし、場所
を提供してほしい。高齢者が近くへ歩いて
行かれて、人とのふれあいの中で、買物が
出来る場所を提供してほしい。

後継者を育成してこなかった60代、70
代80台の私達の責任があると思いま
す。今一度小さな事からでも分かって
もらえるような小さなサークルを始め
てみてはどうでしょうか？

空家等、施設を利用して交流場を造り高齢
者の憩いの場所、ミニスーパー、体操教室、
ミニ保育園等考えてみたらどうでしょうか？
休みの時には、県外やらへ若い人達が遊び
に行っています。近所でも楽しく過ごせる施
設があったらと思います

1247 女性 30代 塩川 石井

できるだけ歩道などに、ガードレールを設
置してほしい。おまわりさんの、巡回の頻
度を増やしてほしい。

1249 男性 80代 塩川 石井

千曲川、依田川の洪水 大屋橋から西内まで、細長い道路を
生かした何か、交流イベントが欲し
い。

1250 男性 50代 塩川 石井
渋滞のない道路。旧カネボウを都心とし
て、中心地（副都心）とする。

静かなまち 中高生の参加

1252 男性 70代 塩川 石井

安定した働く場所。働く場所があれば人も
集まり地域も発展すると思います。

丸子地域自治センターの充実→市庁
舎へ行かなくても済むように。・・・大
体はよいと思います。まりんこ号の利
便性。時間短縮も含めて。

高齢者介護の充実・・・施設の充実も含め
て。若者に希望の持てる地域づくり。

1253 男性 70代 塩川 石井 住民のまとまり

1255 男性 60代 塩川 石井

何もない。魅力を感じる部分が
何もない。以前の丸子町の状態
に戻ることが一番。

将来の姿など何も見えない。 人と人とのコミュニケーションが足りない。
近所との付き合い、自治会トップとの交流
の場とか。

何もない。全てにおいてもっと近所、
自治会など、身かな問題が山積みに
なっている。

特になし。先に書いたように、身の回りの細
かなことから実行しなければ駄目である。

1256 女性 70代 塩川 石井

公の施設もなく、人の集まりが
少ないので、地域と言っても丸
子地区全体を考えると、合併し
た価値を見出せるもの（事）が
何もない。魅力？無い無い、
もっと細かく地域を見てほしい。

秘密遵守の考え方が良くない。地区の
きずなも薄れるばかり、独居老人が増
え、それさえも助けられない。若い人
達も戻って来れない。千曲川の増水対
策もしてもらえないので不安に思って
いる。せっかく出来ているマレット場も
管理してくれない。お願い、ちぐさ幼稚
園はなくさないで。

山林整備（里山）、自然公園づくり、
災害時の避難場所、スポーツ関係充
実。

山林（里山）の整備、自然公園づくり、災害
時の避難場所を兼ねた高い建物（特に水
害）・・・石井地区は特に。

都会化しつつありますが、心を寄せ合
えるような条例でもつくって、近所の
人達ときずなを深められるような街に
なったらと思います。

皆様の意見要望を、細かい部分で着実に現
実化して欲しいと思います。どうぞよろしくお
願いします。少数意見に耳を傾けて下さい。

1257 男性 50代 塩川 石井

上下水道料金が、他の県と比べ異常
に高く、老後の生活が非常に不安。

道路（広い歩道を設け、子供、高齢者が歩
きやすい）

上下水道料金を、世間並みにしてもら
いたい。
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1258 女性 40代 塩川 石井

道路整備 私が住んでいる地区は、道路が狭い
ので子供達の通学等心配があり、解
消してもらえたれと思います。高齢者
の方々や障がい者のの方々が、暮ら
しやすいように、病院、スーパーなど
が一箇所に集まっている大型店舗が
あるといいなと思います。

若い人達が住みたい！と思えるようなまちづ
くりをしてもらいたいです。子供達と安心して
生活できる、高齢者や障がい者の方々に優
しいまちになってほしいと思います。

1259 女性 60代 塩川 石井 意識改革、教育 公務員の意識改革、節税

1260 男性 60代 塩川 石井

丸子から松本方面、諏訪方面へは、
料金所を通るので不便である。料金所
の廃止を願う。

何でもかんでも自治体でやるのでは
なく、地域の人材を活用したまちづく
り。

大きなテーマでなく、小さいことを一つずつ実
現して行ってほしい。

1262 女性 80代 塩川 石井

上田市と合併で、もう少し便利になるかと思
いましたが、運転できない老人は、離れ小島
に居る如く、何かの行事があっても出席でき
ず、浦島太郎のようなものです。

1264 男性 60代 塩川 石井

①～⑨どれも当てはまらない。
丸子地区以外からの、受入れ
態勢がなく封建的である。これ
では、住む人はいなくなることは
当たり前。

アンケートをとっても行動に移らない丸
子町。予算は、作り出すもの、アン
ケートをとり、次の行動に移せないの
なら意味がない。

歴史が廃れている。周囲の地域と比
べても。歴史を知り、丸子へ行ってみ
たい、住みたいという人を増やす。
「真田丸」に乗っかるのも一つの手段
では。まちおこし

自治センター、教育委員会、公民館等の関
係者は、マンネリの仕事ではなく、自分達
が中心にもっと勉強する。地域にも広め
る。丸子に質問しても、答えられる人がい
ない。真剣さが感じられない。

丸子から他地域に行く道路が少なく、
道路も狭く、いつでも渋滞していて、
何年たっても改善しない。災害時に
は、通院もできない。上田市、東御、
松本、道路状況考えて下さい。

会議は、簡単、明瞭に。行動を速やかに！
「動くこと」、丸子の人は、動かないから何も
進歩がない。丸子から出て行った人はなぜ
か？それを考え改善すれば良い。

1266 男性 40代 塩川 石井
千曲川、大屋橋上の堤防を作り直す。

1267 女性 70代 塩川 石井

以前から水道料金が高いと感じてい
たのですが、上田市になってから下水
道料金が高くなり、納得いきません。
なぜでしょうか？

1268 男性 80代 塩川 石井

生活道路の側溝の整備に協力をお願
いします。（カーブの場所で）

猫がいっぱいいて（野良猫）、糞には
困ってしまう。畑も糞だらけ、何とかな
らないものか？植木にも被害が続
出。飼い猫、野良猫何とかならないも
のか。飼い主のマナーを大切・・・な
あ？

1269 女性 70代 塩川 石井

地域内に、食品店や気軽に会食等出来る
ファミレス的な食事処が欲しい。（20～30人
位でも）朝夕の車の渋滞がなくなって欲し
い。（長瀬～大屋間）

福祉関係の充実

1270 女性 60代 塩川 石井

県外、市外にも出なくても子育て、介護をし
ながら働ける場所と労働環境。60歳以上で
も、農業以外に働ける場所。災害が起こっ
たら、具体的にどうしたいいのかという対策
と指示。

何年か先、老若男女、活き活き生活
できる「まち」になっていることを期待
したい。

どこからのまねでなく、丸子地域にあった独
自の想像力とアイデアで、「まちづくり」を考
えてほしい。

3443 男性 60代 塩川 石井

丸子→上田→丸子か丸子町に
しよう。上田あとは無理だった。
みんな上田へ持って行かれた。

やはり、上田とはやめておいた方が良
かった。だれが上田に合併したか、あ
のアンケートはいったい何だったの
か、はっきりしてほしい。いったいだれ
だはっきりしろ。このようなことをやらず
に済んだはず、経費のムダだ。だれだ
「●●」か。

丸子町の独立。これ以上上田中心で
は我慢できない。

元にもどせ。丸子全体で投票をして決め
ろ。

丸子町にもどせ、上田からの独立。 丸子町にもどそう。どうすれば上田から独立
できるか。合併の際もアンケートをとりながら
結果を生かせなかった。何のためにアン
ケートをとるのか、ムダ（意見を活かせない
ようなアンケート）なことはやめてほしい。

3444 女性 60代 塩川 石井

上田市が行っている立派な建物に対する
将来の子供たちへの負担を考慮し、もっと
公園、子供たちが遊べる緑地等に力をい
れるべきである。
役所の建て替えも考えているようだが、丸
子、武石、真田の自治センターへ業務を委
託し、ムダな建物には金を使わない。

合併後、上田市の中でも特に丸子が
発展しないように思われる。
特に自然を取り込んだ事業ができて
いない。

あまり期待はしていませんが、今でなく将来
を考える知識を身に着けて事にあたってい
ただきたい。

3445 女性 70代 塩川 石井 商業施設の充実。 暮らしやすいまちに 身近なことから。
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（問３）

3447 女性 60代 塩川 石井
近所のお付き合い。１人１人の思いやり。

3450 男性 40代 塩川 石井
若い力 大屋駅前からの道路整備。 地域の協力。

3451 女性 60代 塩川 石井 歩道の整備

3454 男性 60代 塩川 石井

丸子地域は自然が豊かなの
で、西から東まで細長い地形な
ので、平均的に発展させるのが
ちょっと難しい。
中信と東信をつなぐ好立地。

丸子地域は自然災害が少ないが、い
ざ地震や水害が起きた時の安全な避
難場所を作ってほしい。熊本地震など
でもわかるように公民館などではだめ
だと思います。
また我が地域でも住民の高齢化が進
み心配だ。若い子育て世代が定着して
ほしい。

地域的に細長い丸子地区は、３地域
ぐらいに発展の中心を作り、３地域で
特色ある地域づくりを行う。内村地域
は温泉、丸子中心は丸子の歴史、依
田長瀬塩川は音楽村や陣場山のワ
イン畑を中心にＰＲ。

地域ごとにアイデアを出し合い住民参加の
取り組みとすること。各地域に賑わいをも
たらすような場所やイベントを考える。子供
やお年寄りが安心して１日すごせる様な自
由広場を作る。マレットゴルフを中心に気
楽にできるスポーツを考えて得欲しい、ＰＲ
もすべき。丸子地域の観光案内版を石井
地区に作った方が良い。道をよく聞かれる
ので。丸子地域の魅力を発見する写真コン
テストや展示会を年に１回くらいやって欲し
い。

他地域より丸子へ行ってみたい、住ん
でみたいと思わせる、思い切った行政
の取り組みを期待する。音楽村のスイ
センやラベンダーも良いが花を♡型に
植えてちょっと離れてみることのでき
る恋人の聖地をつくってはどうでしょ
う？夜のライトアップやイルミネーショ
ンも。
また、陣場山のブドウ畑に早くワイナ
リーを実現してほしい。

このアンケートのように、地域住民から意見
やアイデアを吸い上げて、できることからど
んどん実施してほしい。
長い間続いている子供などの行事はあ積極
的に補助やサポートをしてほしい。各地域で
長く続いている祭りやイベントをもっと盛り上
げてほしい。

各地域（自治会ごとに）に「地域盛り上げ隊」
を作っては？少人数で良し。
色々な物や活動を取りまとめて、新聞のよう
なものでＰＲして盛り上げてゆく。
また、長い間地域や子供たちのため頑張る
祭りやイベントを表彰しては？

3455 女性 70代 塩川 石井

⑤の近所づきあいにまとまりが
あるのには、現在としては魅力
あるとするのには？

農地などの維持管理は、若い人たちに
は無関心でどうしたらよいか不安であ
る。

丸子だけではありませんが、「①」が
不安です。

１期、２期以上やっている議員さんはじめ、
それぞれの肩書を持った人たちに、もっと
しっかり仕事をしてもらいたい。

道路がせまくて何年かかっても地主
が返事をしてくれないため、時々、事
故があって困っている。それはやはり
議員の働きが大切だと思う。

区の行事にしろ、丸子ドドンコにせよ役員ば
かりが出る今日です。そこをなんとかみんな
でアイディアを出してやらなければこれから
先は。

3457 男性 60代 塩川 石井

都会から見て魅力ある町づくりを。
住みたい町、若者が住みたい町づくり
を考えないと。

交流の拠点がない。たとえば仲間とお風呂
に入りに行くには、東御、立科、武石、長和
あたりを利用。観光の場を鹿教湯だけでは
なく丸子地域の中央にもほしい。音楽村の
周りに温泉施設を。

突発的な単発的な行事が多く、多額
な資金投入には理解できない。５年、
１０年先を見据えて計画していただき
たい。

ほとんどない、経費の無駄。
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2693 男性 50代 塩川 坂井

学校施設が増えれば良い（大学
専門）

①市民の意見に耳を傾ける行政②市民一
人一人の意見を聞く行政（集約した意見で
はなく少数意見にも配慮した行政）

2696 男性 50代 塩川 坂井

各自治会の活性化（公民館活動の充実） 旧上田市偏重にならないように　「自
分さえよければ」ではなく、それぞれ
のコミュニティが活発に皆が一緒に活
動できるような地域であってほしい。

上田市のリーダーシップがとれるような組織
になれるよう頑張ってもらいたい。

2698 男性 60代 塩川 坂井

小学校の統合、及び保育園の統合。道路
（歩道含めて）整備。交流拠点整備（ただ箱
物を増やすのはよくないが有効活用してほ
しい）

2699 男性 50代 塩川 坂井

活気がない。 若い人達が丸子から出て行く。働くところも
少ない。

一部の場所しか活気がない。（ベルプ
ラザ等）景気がよくないので仕方がな
いのかもしれないが、活気ある丸子に
してもらいたい。

インターネットを使い、誰でも（丸子以外の
方）意見など言えるようになれば、もっと全国
からアイディアがでると思う。一部の人々の
意見では、もうおもしろい事は出ないと思う。

2700 男性 70代 塩川 坂井

大型スーパー、工業団地等規制をなくし、
人口増加や、雇用の充実につなげてほし
い。

地元に大型スーパーが進出してこよう
としてるとき、一人の地元の反対で駄
目にならないように丸子地域は考えて
ほしい。農業以外の土地の利用を考
えてほしい。

2702 男性 50代 塩川 坂井
環境ボランティア、道普請などの活動を通
して、きれいな街つくりが必要であると思い
ます。

活気づいた街づくりに期待します。 活気づいた街づくりに期待します。

2704 男性 60代 塩川 坂井

学校、介護施設、病院、公共施設などの
ネットワーク。　丸子の観光などと繋がった
上記の活用

旧上田にはないものを特色として、街
としての活性化を図っていけたらい
い。

大人だけの会での話し合いではなく、年代別
の考えが活かされた話し合い→どのように
具体化するかの方向まで。

2705 女性 80代 塩川 坂井

昔からみたら近所付き合いが寒
さむしい。隣は何をする人ぞの
感あり、私は都会から来て１５
年になりますが、カーテンがあ
かなければどうしたか、その他
いろいろあり。

この地区は防災訓練等ないが、これで
いいのかと思います。毛布一枚を竹ざ
し２本でタンカーになるとかその他いろ
いろ

まりんこバス毎日走ってほしい。（小さなバ
スでもよい）

2707 女性 70代 塩川 坂井

人口が減少してきていると言う話です
が、なにもかわらず大屋橋近くに橋を
と言う話がまだ消えていないようです
が、朝夕の混雑だけと何時も通り・・感
じています。信号機の検討等でかなり
改善はされたと思います。検討の余知
があると思います。橋ばかり作らない
でほしい。健康問題、騒音等生活が著
しく悪化している。

空家等利用して高齢者だけでなく小さな子
供まで自由に出入りできる施設が近くにあ
ればいいと思う。歩いても行かれるところ。

大きな建物ばかり合併に依り作られ
てきたと思います。利用できるのもは
なるべく使い市民に直接繋がるお金
の使い方をしてほしい。

中心地だけでなく全体的に平均に開発して
ほしい。

2711 男性 40代 塩川 坂井
税金の負担。高齢者痴呆、半身不随の方
のケア

2713 男性 60代 塩川 坂井

後継者不足で使用していない農地の有効
活用。丸子町商店街の再開発。

大型商業施設の誘致

2715 男性 50代 塩川 坂井
丸子から上田方面に向かう道路渋滞緩和

2716 女性 60代 塩川 坂井
この地域は割合、配慮が行き届いていま
す。（⑥に関しては。）

2717 男性 60代 塩川 坂井

行政の細やかなサービス提供 どうして合併したのに新たに合併前の分権
型自治実現にするか多少の矛盾を感じる。
組織を立ち上げたならそれなりの効果を上
げてもらう事を期待する。
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2719 男性 30代 塩川 坂井

電車がない分、もう少し交通の対策を。 近年、子供達の運動不足、大会など
の成績低下がきなる。丸子地域にも
きっと多くのスポーツ経験者（過去に
優秀な成績を修めている方や指導
者）がいると思うので、協力を依頼す
るなどの対策をしてもらいたい。

若い人の意見を多く取り入れ、丸子地域の
活性化につなげてもらいたい。

2720 男性 70代 塩川 坂井

皆が気楽に集まれるそんな施設があれば
いいと思います。

自然豊かな地域なので、それを利用
した公園、くつろげる場所がもっとあっ
てほしい。

いろいろな方面で活躍されておられる方々
の前進的アイディアが持ち込まれることを期
待します。

2721 女性 50代 塩川 坂井

現在山を見ると、緑がとても少なく赤茶け
た山ばかりです。松くい虫の被害と思われ
ます。どうにか工夫をして昔の綺麗な山に
戻すことが必要だと思います。

商業施設に身体障害者の駐車場ス
ペースをもっと増やすことです。健常
者の方々が駐車しづらくなるような、
恥ずかしくなるような、しっかりとした
身体障害者用駐車場を作っていただ
きたいです。

2722 男性 70代 塩川 坂井

空家、耕作放棄地の増加急激に進
み、早い段階からの対策広域的利用
活用

2723 男性 30代 塩川 坂井 公共交通機関の充実

2724 女性 30代 塩川 坂井

今いる子供達高齢者への保障も大切とは
思いますが、暮らしやすい環境よりも、若
者たちが結婚しない（できない）事が問題と
思います。男女の出会いを市の取り組みと
して積極的に行わないといけないと思いま
す。若い独身の人達は、出会いがないと口
を揃えて言います。大切な相手ができれ
ば、一緒になりたいと思うのですが自然な
事なので保障や環境うんぬんよりも、そち
らを重要視しないとますます少子化が進
み、しいては町の衰退に繋がっていくと思
います。本気でお考え頂きたいと思いま
す。

上記の内容をよく考えていただきたい
です。

同上

2725 男性 70代 塩川 坂井

④にマルをしたが企業誘致する立て
地も少ない。（佐久、東御市に行って
しまう）税制面の優遇（全上田で考え
れば他地域へ行く）も考えられない。
②は全然望みなし。

高齢者社会を迎えるにあたって①か③で
いくしかない。

各種、役員の地域統合による減少、
旧市中心の行政等によによる。市政
の関心希薄化等、上田市への合併が
そもそも間違い

経過を注視したい。

2730 男性 50代 塩川 坂井

塩川に温泉施設を作ってもらいたい。 合併により、丸子が暗くなり丸子のお
もしろみにかける。

何もない。

2731 男性 20代 塩川 坂井
通勤ラッシュの改善（大屋橋石井信号）

2733 男性 70代 塩川 坂井
項目すべてが不安 公共の交通機関の充実

2736 男性 70代 塩川 坂井

上田市との合併以後色々な設備、施設等
が、市の中心部に集中し、非合理性を感じ
る。もっと丸子、真田地区にも分散させても
よいのでは。

上田市との合併は対等だったと思う
が、今は旧上田市一歩も二歩も譲っ
ている感じ。真田町にも負けそう。もっ
と発言力を強く。

2738 女性 30代 塩川 坂井

子育て世代が住めるまち。空地の売り地が
少ない現状ではなかなか難しい。同世代で
子供が小学校あがる前には戸建てに住み
たいが、希望する丸子では良い土地がな
かったという方がいた。上田の他地域や東
御市は分譲がさかんなためそとらを選ぶ人
も多い。丸子は駅に近く近隣の市町村に勤
務地ある人にとても、便利な場所であるの
にもったいなく感じる。

今日引越しをしてきて初めて丸子で乳
幼児健診を受けました。引越しする前
にママ友から聞いていた通り、丁寧で
アットホームで良かったです。このよう
な対応で安心感が育児をする上で支
えになります。今後も子育ての分野の
充実を宜しくお願い致します。
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2739 男性 70代 塩川 坂井

東御市のような温泉と併用の運動施
設　何でも鹿教湯があるとのことはダ
メ。ゆうふうる田中は軽井沢、小諸、
佐久、上田、丸子の人が利用してい
る。

なし

2741 男性 40代 塩川 坂井

地域活性化につながる行動　地域住民の
協力、行政対応

鹿教湯温泉観光ＰＲ強化　丸子商店
街の利活用

人口減少の歯止め策　企業誘置　観光ＰＲ

2742 男性 50代 塩川 坂井

上田市合併したのにも関わらず「丸子
地域」という表現はいかがでしょうか
上田市（旧）との地域差を早急になく
す。それからの議論ではないか？

2744 女性 60代 塩川 坂井
バス（タクシー）東御市のようなきめ細やか
さが欲しい

松くい虫対策　土砂くずれになりそう
で心配です。

旧丸子町全体をみてほしいと思います。塩
川は公営の施設がなにもありません。

2746 女性 60代 塩川 坂井

ベルパークを拡張して、回りに健康器具を
配置して子供から高齢者まで利用できるも
のがあればと思う

５０年先も続いている様なビジョンを期待して
います。

2749 男性 60代 塩川 坂井

坂井交差点から郷仕川原まで
の県道の交通事故が多い、対
策をお願いします。

子供は未来がある。子供が多くなり楽しく
なる地域作りが必要。子供がいないと将来
はなくなる

気楽に生活が出来る地域となればい
い。

まちづくり会議の意義が知られていない。私
も含め皆さんがいかにどのように行動できる
かが、問題あると思う。

2750 男性 50代 塩川 坂井

買い物難民が出ない機能。コンクリートの
水路、川でなく子供達が河岸で水遊びがで
きること

2751 男性 60代 塩川 坂井

丸子公園の充実。山の上から駐車場に来
る大すべり台。岩松だらけの自然を。山全
体につつじを植え花の時期にはつつじ祭
り。

丸子のチャンピオンを出しましょう。い
ろいろな大会を自治会から出発して
勝ち進んで丸子のチャンピオンを決め
る表彰式はつつじ祭りで

丸子を世界の丸子に

2752 女性 70代 塩川 坂井

高齢化により地域の運営が大変になり
助け合いの努力でなりたってきた。全
の事ができなくなってきている。中央の
みに集中していることが不安

合併により良い事よりいままで基いてきた
丸子のよさが失われることが多くて残念で
す。ごみの出し方一つにしても今までのモ
ラルが残念です

中央の巻き込まれることなく丸子の表
で力が発揮していける地域の力を

便利、便利にと町がなることも大事だが、古
くて不便ということも大事なこと

2753 女性 60代 塩川 坂井

防災訓練の実施。（その際、年寄りはどうし
たらよいのか考える）できる限り、全員参加
できる形で

抽象的ですが、赤ちゃんから年寄りま
で暮らしやすい街つくりを望みます。

元気で明るい町づくり

2754 男性 80代 塩川 坂井

たいした事件もなく平和な丸子
だと思います。この様な丸子が
長続きするようにたがいに努力
しましょう。

農地なども大事です。後継者と問題が
あると思う。農業を専門にできる制度
がほしい。

丸子地域全体がよくなり、個々の生
活水準も上がってきている。丸子自
体がいい方向に傾けるよいうに犯罪
のない丸子に・・・

若い人達の転職関係、生活もよくお金が取
れれば犯罪も出ない

犯罪もない、自然の生活がよい。新聞
テレビ等で報道される毎日のように事
件がある。昔とは変わって平和過ぎる
のかな

2755 男性 30代 塩川 坂井
若い世代が増えること 自然が多くののびのびとした教育

2756 男性 30代 塩川 坂井 公共交通機関の整備 住みよい町つくり

2757 女性 50代 塩川 坂井

安全に生活できる町づくりに期待して
います。若い人達が新しく家を建て生
活したくなるような

2758 女性 30代 塩川 坂井

子供の通学が安心できるような環境
整備

近所にスーパーがほしい。通行者用の信
号機の設置。歩道橋などの設置。　交通事
故が近所で多発しています。

2759 男性 50代 塩川 坂井
思いやりのある町づくり。工場施設の誘
致。

住みやすい町

2761 男性 60代 塩川 坂井
田畑の作り手がいなくてこまる。
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2762 男性 70代 塩川 坂井
子供の教育が心配。注意ができない 各地に自由に交流できる場所 道路丸子から上田都心へのアクセス

道路の改修
町民が気楽に参加できる町作り

2763 男性 40代 塩川 坂井

高校が一番お金がかかるので子供手当て
を１８歳まで出してほしい。

2767 女性 70代 塩川 坂井

今は自分で運転できますが８０代に
なったとき自宅から病院などタクシー
より安く乗って行ける方法があればい
いと思います。

仏事新盆見舞いで感じたことですが、小諸
市、東御市、地区地域よって違うかかわり
ませんが、玄関の横に御仏前も頂きませ
ん、お返しもしませんと張り紙かしてありま
したた。記帳だけでお参りしてきました。高
齢化子供が少ないのでこうゆうやり方もよ
いのではと思います。他のひともだんだん
かわっていくのではないかと言っていまし
た。

2770 男性 60代 塩川 坂井

市の図書館があり、活用させて
いただいてますが、科学分解と
歴史分解の本を少し増やしても
らえないかと思います。

山が松かれなどで倒木が多く荒れてい
る現状が改善されないものかと思いま
す。

生活用品が容易に買うことが出来る商店
街が存在していること。生活の維持に必要
な病院等がよく機能しほしい。

老人が生活しやすい町であってほし
い。

自治活動を行うに際して高齢者に多くの負
担がかからなくても実施できるようなシンプ
ルな省の組織であって適切な活動であるも
のであればと思います。

2772 女性 30代 塩川 坂井
塩川小学校横の公園をきれいに楽しく
遊べる空間にしてほしいです。

公園を増やすか、きれいにしてほし
い。

2773 女性 60代 塩川 坂井

後期高齢者のバス。タクシー代を半額にす
る。

農業を盛り立てる事業をしてほしい。
閉まっているＪＡを地域に開設してセミ
ナーをする。

若い人の意見を聞く。高校生と共に地域の
行事に参加する。

2776 女性 50代 塩川 坂井

ビニールをたくことによるダイオキシン
が体に悪いことを知っていただいてや
めてほしいです。

2777 男性 50代 塩川 坂井
企業の積極的活動

2778 女性 80代 塩川 坂井

８０代以上ですがちょっとした買
い物（肉魚など）買い物に行くの
が不便、上田市になってからで
す。

2779 男性 60代 塩川 坂井

企業誘致。土砂災害の危機地域内に私有
地があるが市又は県等が主尊して対策を
講じてほしい。個人では無理なので公共事
業として地すべり対策工事をすべき

大屋～長瀬の交通渋滞解消。バイパ
ス道路の早期着工、千曲川の橋を新
規作る。

交通渋滞の解消

2782 女性 70代 塩川 坂井
今のところ車を運転

2783 女性 40代 塩川 坂井

他府県から永住したいと思える様な魅力が
あるといいと思う。

人口の若返り なし

2784 女性 50代 塩川 坂井

若者層、子供達の減少 若者達も希望をもって過ごせるような
活気に満ち溢れたまち。安心して子
育てできるまち。

様々な層の方から、具体的ニーズをキャッ
チ、具体化を図る。丸子の魅力を外へ向け
て積極的にアピールする。

2785 女性 70代 塩川 坂井

将来を目指すには年がついていけませ
ん。今の一番は自治会に行事仕事役など
参加するのが大変。（病気）できましたら抜
けさせていただきたい。

残り少ない人生に町の為にがんばら
なければいけないのが、不安です。皆
さんにはお世話になりたくない。年を
取るということは何も出来なくなる。若
い人達はその意味が理解できないと
思います。

期待することがなくなる老人もいるということ
を分かってもらいたい。

2787 女性 50代 塩川 坂井

若い世代の方々による意見交換が も重要
だと思う。また、活動の様子も広く細かく発信
していただくことが、一般の方々の意識向上
につながる。
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2788 女性 50代 塩川 坂井

高齢者が気軽に集まれるサロン。空家など
を行政の方で各地区用意し、昼間一人で
家にいる高齢者がお茶のみなどして過ご
す場所があればいいと思う。わずかだが、
商業の活性化につながる。東御運動公園
のような子供連れでいける公園や運動施
設がほしい。

2789 女性 40代 塩川 坂井

若い人達が出ていかないように、子育て住
まいの支援が必要。大きなマンションをいく
つか建てる。（格安）

当たり前のことを話すのではなく、画期的な
アイディアを集めて進めてほしい。

2790 男性 60代 塩川 坂井 行政の充実

2791 男性 60代 塩川 坂井

人口減少（丸子への移住希望者がでるよう
な街づくり）

合併前の依田窪地域中心だったよう
な勢いを取り戻してほしい

2792 女性 40代 塩川 坂井 中心街の活性化

2793 男性 50代 塩川 坂井

勤務地が東御にありますが、朝の通勤時
間御仕川原から田中まで行く道が大変混
みます。（冬場は特に）また、大屋も同じ。
道路整備が必要だと思います。豊かな自
然環境維持にぜひ高齢者の方が主体とな
り子供達、障害者（施設等）に声をかけて
ほしい。

活気ある地域に期待します。

2794 男性 60代 塩川 坂井
有力な産業が少ない 観光スポットがすくない 有名な著名人が長野、松本しかいない

2796 男性 70代 塩川 坂井

民生委員活動と自治会活動が
いまいち。将来を見据えての事
業計画が必要。

自治会活動の充実 合併後は、何らいいことがない地域に
なった。

特にありません。

2797 女性 70代 塩川 坂井

山林が放置させれ心配です。 落ち着いた住みよい丸子。 子供達に郷土を愛することができるような
企画をしてほしい。

2798 男性 50代 塩川 坂井
ビジョン。好転を期待させる雰囲気

2799 女性 30代 塩川 坂井

水路関係の役員は農家がやるべき。
農家じゃない会社員は水路のことが
わからない。

2803 女性 40代 塩川 坂井

子供の減少。子供を産むための産婦
人科が一つでもあるといいと思う。不
妊治療や不育症の相談を聞いてくれ
るところがあるといいと感じる。

大屋の渋滞緩和。その為に新しい道を作っ
てほしい。その道沿いに商業施設がくれば
活気つくと思う。

町営体育館のところに公園ができると
聞きました。滑り台、ブランコ、ジャン
グルジム等色々な遊具が設置させる
といいと思います。他の市町村の人
が丸子に出向いてくれるようになるこ
とを考えてほしい。

活気ある丸子に。観光客が来るような施設、
商業施設ができればと思います。

2804 女性 40代 塩川 坂井
財源の確保の充実。 除雪時の除雪が近隣市町村に比べ

極端に悪い。安全の為、改善を期待
します。

2806 女性 40代 塩川 坂井

ご近所、地域の連携 誰もが安心して暮らせる街づくり 伝統も継承しつつ、若い世代の意見をどん
どん取り入れて新しい丸子地域にして下さ
い。

2808 男性 50代 塩川 坂井

災害時の非難場所のスペースと備蓄品の
確保が乏しいと思う。又、高齢者や障害者
に対する環境作りが必要。小企業の工業
団地的なところはあるが雇用に乏しい。

上田市になってからも旧丸子町となん
ら変化なく税金関係のみが高く変動し
ている。市になってからも丸子地域独
特なカラーをもったほうがいい。以前
のがよいと思う。

これからの子供達、人生の先輩（老人）をま
ず優先的に住みやすい丸子造りに期待しま
す。

2809 女性 60代 塩川 坂井

歩道の確保。車が多いのですべての道に
安心して歩ける道。
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2810 男性 50代 塩川 坂井 危機管理

2812 男性 30代 塩川 坂井

企業誘致。子供の生活に対する補助金。
東御市のような施設設備。（公園、保育園）

自治会活動の簡素化

2815 男性 30代 塩川 坂井

地域の中核病院が不十分。急性対応の病
院が上田市を含めてほしい。

特になし 特になし

2817 男性 40代 塩川 坂井
歩道の整備。大型商店の誘致。

2818 女性 70代 塩川 坂井

塩川沖はとても自然豊かで長野
の良いところです。何か良い施
設が出来るといいと思う。

小さいお店でもいいのでお店ができたらい
いと思う。

よい知恵がなくてすみません。

2819 男性 50代 塩川 坂井

大屋橋東にもう一つ橋を設けることの早期
実現を進めてもらいたい。

塩川地域に温泉施設を作って欲し
い。現在東御市温泉施設に行く丸子
市民多い為

特になし

3440 女性 50代 塩川 坂井

子育て世代の充実（仕事と子育てが充実
するように）。地域内でのコミュニケーション
の充実も大切であるが、すべて地域に任
せずにネットなどを利用しお知らせすること
も大切ではと思う。高齢者が暮らしやすい
まちにするのも大切だが、これを支える年
代も高齢者以上に大切にしていくことも必
要ではないかと思う。

高齢者や障害のある方が暮らしやす
いまちにするには、それを支える人々
（世代の人）への支援や情報の伝達
などを充実させていってほしい。
若い人が地域で仕事ができるようにし
てほしいと思います。

目標がスローガンにならないことを期待しま
す。
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198 女性 70代 塩川 狐塚

高齢者が多くなり子供が少なく、特に
団地等に生活している場合、地区の道
普請、水路普請等に出ることができな
い。体力的にもとても不安です。

隣近所のふれあい、気配りが大切だと思い
ます。子供、障害者、高齢者への声掛け、
挨拶が必要です。

199 男性 60代 塩川 狐塚

公共交通の便を良くする。運転免許等のな
い人が利用(いつでも）手段を充実してほし
い。

旧上田市に取り残されないようにして
ほしい。例：市議会議員をもっと増や
してほしい。

200 女性 30代 塩川 狐塚

合成洗剤の使用をやめ、石鹸を使用
する。学校給食に地場産の野菜や畜
産物を用いる。地場産100％により地
域経済を活性化し食育を推進する。地
域の人に買ってもらうことにより、地域
でお金が循環する仕組みづくり。

大分県臼杵市のように、地域全体で
有機農業に取り組みそれを地域活性
化につなげたい。

「子ども」「高齢者」「障害者」「歴史・文化資
源」「自然環境」「農業」「自然エネルギー」
「魅力ある商店街」などテーマ毎に人が集
まり、アイデアを出し合い実践していく。行
政がそれを知識、情報、予算の面で支援
する。

国政も今とても悪い状態だと思う。そ
んな中せめて地域から支えあい、自
分達の思うとおりに小さなことからま
ちをつくって行きたい。そのためには
「一人ひとりが考えて伝える」という力
が大切だと思う。

今、何らかの形で「まちづくり」に関わってい
る人が少しずつ友達を誘い、段々関わる人
の人数が増えていけばよい。人の輪が大きく
なり、何らかの形で社会的な活動に関わる
人が増えるほど、心も経済も豊かになってい
く。働く世代は忙しく、先ずは、引退したシニ
ア世代から参加し老若男女、大人も子ども
も、沢山の人が社会のこと地域のことを考え
て何か行動する。そんな地域になったら素敵
だと思います。

202 男性 60代 塩川 狐塚
期待することはない。

203 男性 60代 塩川 狐塚

塩川地区陣場台地農業公園構想(丸子町
当事）ワイン用ぶどうだけでなく、生食ブド
ウ栽培だけでなく、生食ブドウ栽培を行い
観光農園、ワイナリー、多目的温泉施設等
観光交流の拠点となる場所。

205 男性 70代 塩川 狐塚
①思いやり、⑤温暖化による大雨対策、危
険箇所の把握、準備

206 女性 60代 塩川 狐塚

今、働いている世代が幸せだと感じること
ができること。特に若い方々、子育て中の
方が大変そうだと思う。

207 女性 40代 塩川 狐塚

高校生になると通学が大変となり、親が送
迎することが多い。交通の便が悪いと夜間
の安全面が心配です。

若い人が働きながら子育てがし易い
ような、地域のサポートがほしい。

210 女性 70代 塩川 狐塚

丸子町を車で通っても、華やいだ賑
やかな様子が感じられなく淋しいで
す。

若い人達が根付くもの、働き甲斐のある会
社。

これから先のこと色々山積みでしょうが、よく
話し合いそして発展していかれますよう期待
します。

211 男性 80代 塩川 狐塚

健康で長寿社会を目指して(例）料理教室
の開催、80歳以上の介護予防体操とお茶
のみコミュニケーション

212 女性 50代 塩川 狐塚

高齢になると車の運転が出来なくなり、買
い物や病院にいくことが不便になってしま
う。都会と違って電車などの交通が発達し
ていないので、現在のまりんこ号がもっと
利用できたらいいと思う。

213 女性 60代 塩川 狐塚

日常の生活に交流を持って、お互いを思い
やれるまち。

朝夕の挨拶が楽しくできる。お付き合
いが出来る。人々の交わりが出来る。
そんなまちが出来るといい。

思っている意見をお互いに話し合える、人間
関係を持ってゆける、まちづくりが出来ると
いいですね。

214 女性 40代 塩川 狐塚
歴史の見直し。観光地の見直し。医療費の
補助。

215 女性 50代 塩川 狐塚

都会へ出て行った若者達、又は都会暮らし
の人が丸子に住めるようなまちづくり「住み
やすいまち」

平和で安全なまち。 まちのために、がんばってください。
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216 女性 40代 塩川 狐塚

あまりない 若い世代が少なく高齢化率が上田方
面より高いことが気がかり、移り住み
たくなる魅力がないことが原因と感じ
る。

大手を誘致(商業施設） 若い人口を増やす。

217 女性 70代 塩川 狐塚

若い人が地元で仕事が出来るような企業
の誘致

高齢者になっても、若い人に負担か
けないよう生活が出来る環境。運転で
きなくなっても移動できるように巡回
バスの増加。

221 男性 30代 塩川 狐塚

消防団組織の改変（人数の増員、若し
くは少人数に合わせた組織づくり

計画策定にどの様な方々が直接関わるの
か知りませんが、10代から老若男女様々
な世代が策定に関与してもらいたい。

特になし。 情報開示。

222 男性 70代 塩川 狐塚

若い人達の行政への関心を持てるような、
行政を市が考え町と連携して区と協力。若
い人達に理解と協力を求める。

会員が一般にとけ込むこと。

225 男性 70代 塩川 狐塚 除雪が悪い。遅い。

226 女性 60代 塩川 狐塚

平凡な日常が暮らし易く保たれて行くため
には、常に時代に沿った新しい方向性が示
されるべき。何もしなければ寂れて行くだけ
です。

丸子は住みやすい所だそうですねと、
他地区の人から言われるような地域
になって欲しい。

斬新なアイデアで他のモデルケースとなるよ
うな取り組みができたらいいなと思う。

227 女性 60代 塩川 狐塚
お祭りが貧弱すぎるので、時間、内容
を考えてほしい。

旧町中の活性化。

228 女性 70代 塩川 狐塚

工場などの雇用の充実 働く場所の充実、商業機能さらに便利な町 旧丸子町、付近に日帰り温泉など。音
楽村ももう少し生産物を売る所や、何
かもっと付帯してやれる事をした方が
良い。

229 男性 70代 塩川 狐塚
特に長瀬・大屋間の交通が大変で
す。

232 男性 60代 塩川 狐塚

道路の整備、拡張。公共施設の整備充実 上田中心部に目を向けるのではなく、できる
だけ中心部から離れた地域に公共施設を建
設する。

233 男性 60代 塩川 狐塚 教育、人材育成

234 男性 80代 塩川 狐塚

自然環境が破壊され小川には小魚
一匹もいない。秋の虫、小鳥も年々
少なくなっていく。構造改善の代償は
あまりにも大きい。塩川沖の何本か
の川は、一年中水の流れる土手の
小川に戻すことができないだろうか。
この先が思いやられる。

ゴミの不法投棄をなくすには、ゴミ袋を無料
にすべき。

235 男性 60代 塩川 狐塚
具現化できる人材の育成と継続的な支援
者が必要。

何を期待しているのか解りません。 実態が解らない為、回答できません。

236 男性 60代 塩川 狐塚
企業誘致（大企業） 旧上田市とのアクセス道路の充実

237 女性 60代 塩川 狐塚

美術館、図書館がほしい。コーヒー等
飲食も出来るような施設も。

238 男性 80代 塩川 狐塚
東御ー中丸子線の交通量の増加 地域全体の優良な農地を保全 高齢化を食い止めると共に、若年層

の県外流出を防ぐこと。
自然環境を良くすると共に、若者の流出を防
ぐ。

239 女性 60代 塩川 狐塚

まち全体が色々のイベントを考え、お
客さんが集まるようにしてほしいで
す。

運動会の出来る場所がほしいと思います。
テニスコート、卓球ほか、丸子町でできる場
所があれば良いと思います。

240 男性 70代 塩川 狐塚

子育て支援、産科病院を多くする。 二本松マレット場が気軽にプレーでき
るような支援を。高齢者の健康維持、
憩いの場に。

公園、子どもの遊び場、家族でくつろげる
場。
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241 男性 70代 塩川 狐塚 貯水槽がない

242 女性 70代 塩川 狐塚

上田地区の目線が強いように思いま
す。丸子地区は活性化が乏しく将来
が心配（大塩温泉等もっと利用価値を
考えてほしい。湯質は 高である。）

243 男性 70代 塩川 狐塚 財源の確保

245 男性 40代 塩川 狐塚

インターネットやメールをやらない人へ
の災害や注意などの連絡・伝達がおざ
なりにされている気がする。

循環バスやオンデマンドバスの充実。 車がなくも移動できるとか、病院、
スーパーが行きやすいなど、暮らし易
い環境をつくってほしい。

246 女性 70代 塩川 狐塚

バスが走るのは昔ながらの大通りだけ、一
日に2本の遠回りするバスを便利と思う人
がいるのか？高齢になっても危険でも、車
に乗らなければ買い物も病院も行かれな
い。

高齢になっても自力で生活したい人
は、多いはず。サポート施設も遠くに
あっては、主婦層も若い人も集落に留
まらない。限界集落、住民に押付ける
な！

近くの店は高くて、物が悪い。高齢でも自分
の行きたい所へ行ける交通システム充実、
東御市のシステムは真似できないの？上田
二中すばらしい校舎に白塗りの長い外塀。
丸子の学校はいつ？

247 女性 30代 塩川 狐塚

①子どもの教育、通院に対する補助金制
度。⑥自然環境を生かしたアスレチックや
噴水のあるような公園。

塩川に住んでいますが、近くに友人や
近所の方などと気軽に行けるような施
設がありません。喫茶店もありませ
ん。キッズスペースのあるようなお店
もありません。私の以前住んでいた地
域には、そのどれもありましたし、そ
れに加えて室内で子どもをめーいっ
ぱい遊ばせてあげられる施設(有料で
したが）もありました。

丸子地域のより良い変化に期待致します。

248 男性 70代 塩川 狐塚

依田川の清流 今までも努力していますが、工場（企業）の
誘致を常に積極的に取り組んでください。

福祉事業の充実 鹿教湯温泉地区の将来像の検討

251 女性 70代 塩川 狐塚

60数戸の分譲住宅に入居して40数年、い
まだに「団地の人は～？」と言われる。田
舎の人々の「昔はこうだ～こういう風習だ
～」と言われると次の言葉が出てこない。
隣近所の交流は未だにできないでいる。丸
子の古い考え方を取り除くにはどうしたら
いいのか？

空家をどうにかしてほしい。空家で買
い入れした時の補助金か、その家を
建てるための融資額の減免など、こ
れ以上土地開発し宅地を広げないで
ほしい。

この頃あちこちでソーラーパネルを見かけ
る。自然環境を考えるとストップさせたい。

253 70代 塩川 狐塚
交通(バス）の利便性 地域毎に特色のあるまち、他地域と

の交流のあるまち
問８になる様な仕組みをつくってほしい。

257 女性 60代 塩川 狐塚

まりんこ号を利用しています。とても
便利なので沢山の人に利用してほし
い。

259 女性 50代 塩川 狐塚

丸子地域の魅力というかもう少
し広域に捉えて、上田市、東御
市の周辺で捉えて、文化的な交
流や活動が盛んだと思います。
農作物、果物も豊富で、人情も
温かく住みやすいと思います。

高齢者が増えて、若者が減ることが不
安です。石井の交通渋滞。農地をどう
維持管理するか。

丸子単独で考えるのではなく上田
市、広域に考えて暮らし易い環境に
なっていくといいと思います。狐塚は
ホタルの里があるので、環境を保っ
ていく必要がある。若い人が働く場所
が多くあると良いと思います。

今の状態を維持することも必要だと思う。
学校、児童クラブ、上田市全体で充実を
図っていく。高齢者、障がい者に対しては、
公報等でよりよい情報を伝えて、広域連合
等の援助が必要と思う。

今別に不満がないので、よい状態な
のではないかと思う。ご近所が優しく、
暮らしやすいと思う。図書館のイベン
トに参加したり、比較的文化も高いも
のがあると感じます。高齢者、敬老園
など充実している気がする。丸子単独
ではなく、広域的に考えて生きていく。
培っていく。農業は大切だが、どう絶
やさずつ続けるか難しい。

「こんな丸子地域にしたい」ということは大切
と思う。今あるものの維持も大切(丸子ドドン
コ、自然、環境）カネボウ跡地も私はいい広
場になっていると思う。図書館。丸子だけで
なく広域に捉えていくことも大切。

260 女性 60代 塩川 狐塚

新しいバイパスが塩川地区を通ること
によって、交通事故の心配やトラック
の交通量が増えて騒音が気にならな
いか不安。

用水路のふたをしてほしい。歩道が少な
い。農免道路に報道を全部通してほしい。

地域医療の充実
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261 女性 70代 塩川 狐塚

物を壊すような気持ちで人を殺したり
の事件が多発しています。子供も低学
年の内から学校、家庭で思いやりの心
を持つ教育をしっかりやって欲しいで
す。それには今まで以上に先生と保護
者が密接になることを望みます。農地
などの維持をどのようにしたら良いか
不安です。

子供が屋外で思う存分遊べるこ環境
になって欲しい。

262 女性 40代 塩川 狐塚
学校などの老朽化 農業振興 後継者の育成、機械化 医療（眼科、皮膚科、整形外科）など

の充実

264 男性 50代 塩川 狐塚
地域住民の税負担の軽減 上田市からの独立（他との合併、依田

窪合併）
議員数削減、税金の有効活用

265 女性 50代 塩川 狐塚

大規模なソーラーパネル増えているこ
と

一番は財源。ボランティアの場を増やし、
人とのつながりでお金を有効活用する。

あいさつのできる町(丸子地域全
体）・・・特におじさん

具体的な出来る内容を目標にしては如何で
しょうか。小さいことを積み重ねて、多くの
方々に共感してもらえれば。

266 男性 80代 塩川 狐塚

丸子地域には、自然においてこ
れといった魅力が不足している
ように思う。蓼科高原、美ヶ原高
原、松本市と人の集まる地域の
通過地点にすぎない。脚を止め
る魅力ある地域となっていな
い。

高齢化が進む中、地域から食料品、日
用品等の店がなくなり、また病院等も
遠く車が使えなくなると身動き取れく
なってします。こういう立場の人がどん
どん増えてきている。

地域の公共施設等検討で、貴重な財
源を無駄にしない取り組みが大事だ
と思う。健康検診、今までは地域公
民館で行なわたが、今は、保健セン
ターになってしまった。もっと住民に
必要なものが財源の切捨てとなるの
は何も住民のためにならない。

町中を巡回するコミュニティバスがあるが、
より広い地域をカバーする為、巡回コース
が複雑、時間がかかり利用にも不便に思う
が？
町や農協等と連携して移動販売車等の運
行はどうか。高齢化対策が必要ではない
か。

行政では、地域活性化のため色々な
「・・・会議」というものを立ち上げる
が、これは単に地域住民の意見をま
とめたとしがち、気休めにならないと
が も大切なこと。

問題点は多く出ると思われるが、議論は結
構だが実行できる課題を絞り具体化すべき
だと思う。会議のための会議となれば、住民
は何も期待しないだろう。

268 男性 70代 塩川 狐塚
買い物、通院等の交通機関の充実

270 60代 塩川 狐塚

現67歳、残された水田、畑で採算の
合う物を指導して欲しい。

地域の担い手不足、遊休荒廃地の拡大、
一人暮らしの増加、空家の増加等で地域
の管理が難しい。役員任せになっている。

JAの統合、金融が依田に移転してか
らは、地元塩川店には行く用事がほと
んどなくなりました。用地利用も含め
て状態の発信をオープンに。

何か他力本願に見えてならない。若年者の
地元雇用の確保を進めてほしい。高齢化が
叫ばれている。後継者が遠方勤めが多い。
地元に帰れるような施策等企業及び情報を
どんどん出してほしい。

271 女性 70代 塩川 狐塚
歩道の整備、植樹、住宅地の低速運転
(車）

3356 男性 50代 塩川 狐塚

すべてのもの（電気、食糧、交通機関等）
の地産地消を目指す。

3358 男性 40代 塩川 狐塚
街の活性化。 皆無 皆無
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1428 男性 60代 塩川 郷仕川原

住宅が増える 公共機関と市民が楽しめる、イベント
があればいいと思う。

一般市民も、交代で出席できる会議を増や
す。

1434 女性 80代 塩川 郷仕川原

自然災害が少ない所 高齢の私達、時代の変わりについて行け
ない。若い時当たり前だと思った事でも、今
考えると何も出来ない。若いという事は、素
晴らしいこと。若い人に頑張ってもらいた
い。

1437 男性 50代 塩川 郷仕川原

学校への支援体制を整える。地域で学校
を支えたい。（人、心）

高齢者対策、自宅で介護ができる体
制を整えてもらいたい。

丸子地域の独自の課題に対し、市政に反映
できるよう大いに役割を発揮してほしい。

1441 男性 70代 塩川 郷仕川原 民生委員の活動 小さな地域にも目を向けて

1442 女性 80代 塩川 郷仕川原

あまり魅力は感じません。 高齢者であるため、役場へ行く時等も
もっと便利になってほしい。（車の件）

1444 女性 60代 塩川 郷仕川原

素晴らしい自然がたくさんある丸子でも、そ
の自然環境を維持していくには、地域ぐる
みや総括してくれる人も必要に思う。地域
全体で動く事により、歴史、文化を知った
年齢差の人達が集まり、お互いが助け合う
場も生まれてくるのではないかと思う。

高齢が進む中、農地の維持も気にな
る所です。個々で悩んでいても「どうし
たものか」と思うばかりです。農地をう
まく活用し、緑豊かな自然環境を守
り、産業（農産物）や雇用につなげて
いけたらいいなと思う。（塩川で行な
われている、ブドウ栽培のようなもの）

それぞれ地域の特色を生かしながら、住民
が何らかの形で参加し、丸子全体がつな
がっていけること。

1445 女性 30代 塩川 郷仕川原

文化、スポーツに親しめる地域、また
学べる地域となるよう期待します。車
社会である現代の丸子ですが、駐車
場の十分な確保がないと、施設が
せっかくあっても利用できません。今、
丸子総合グラウンド奥のテニスコート
の奥で、緑地公園を作っているようで
すが、駐車スペースはなくなってしま
いました。これでは、せっかくの施設も
不便で使われなくなります。施設を増
やすこともメリットが多いですが、利用
者の立場で計画していただきたいで
す。今ある施設を充実させることも、
考えていただけるとありがたいです。

1449 男性 80代 塩川 郷仕川原

郷仕川原地区、人々が暮らしやすい地区
にしたい。そして、働く場所が近くにあるこ
とです。

若者が住みやすくする地区にしたい。
皆が特に若者が、この地区を後にし
て住居を構えていることです。
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1271 男性 60代 塩川 南方
もっと働ける場所を増やす。 地域活性化が必要です。

1272 男性 60代 塩川 南方

飲料水がおいしい 他からの人が入ってきて、村落地帯と
してのと特色が失われてきている。

他から流入してくる人と、共に生活し
ていける丸子地域に。、

森林の手入れ。昔は鮒やせり、ドジョウ、ト
ンボ、タニシ、更には千曲川に鰻、天然の
鮎が生息していた。今は泳いでいない。こ
れらの生物を、また生息する自然環境豊
かな丸子地域の将来を。

丸子地域自治センターの職員のみな
らず、地域の人々に呼びかけて理想
的な丸子になるように。

私の出した期待・意見を、会議で議論して実
現できるようにしてほしい。

1274 女性 50代 塩川 南方

民生委員の数を増やして、子供やお年寄り
を見守っていかれるようにする。私もそうだ
が、地域のために何かしたいと思っている
人は、たくさんいると思うので、できるので
はないでしょうか。

1275 女性 50代 塩川 南方
期待することは何もないです。将来が
見えない町です。

1278 女性 60代 塩川 南方
山林の手入れ（山が荒れている）

1280 男性 40代 塩川 南方
予算、税収、資金 限界集落化しないで、活力を保てるよ

うな地域になること。
地域の将来的計画の企画

1281 男性 60代 塩川 南方 公共施設の充実

1282 女性 60代 塩川 南方 行政の取り組み

1283 女性 70代 塩川 南方

少子高齢化が進む中で、元気になれ
る町、明るく、挨拶ができる丸子町に
なってほしい。

大変なお仕事ですが、若い方を交え、町の
今後の明るい発展のために頑張って下さ
い。

1284 女性 40代 塩川 南方
今までの考え方プラス新しい物をどんどん
取り入れて行ってほしい。

生活が便利になってほしい。

1285 女性 50代 塩川 南方

たくさんの持病があり、介護度が高い
人の介護療養型病院が少ない。通院
が困難なので・・・。

高齢者増加に伴い。医療、介護施設
の充実した地域。又高齢者でも働け
る場所。（後略）

単純に、各施設が増設されることによっ
て、働く場所も確保できる。

（前略）現在、介護を通じて思ったこと
ですが、軽度の認知症について診断
ができる医師が少ないこと。認知症に
ついて知識が豊富な医療機関の従事
者を増やしてほしいです。たくさんの
持病があって、いくつかの病院を回っ
た時に、病院同士の連携が取れるよ
うにしてほしい。

1287 男性 60代 塩川 南方

①暮らしやすい支援、安定した生活。④企
業が発展し、働く者たちの雇用の安定。⑥
荒廃地等の整備

人口の増加。（安定した生活、雇用
等）高齢者に対して、働ける人の雇
用。

アンケートの意見を参考に実行。

1290 男性 70代 塩川 南方
上田市中心部にだけでなく、丸子にも配慮
を持っていただきたい。

陣場地区に、早々のワイナリーの建
設を！

役員皆様の奮起に期待します。（計画倒れ
にならぬよう）

1291 女性 60代 塩川 南方

子供が少なく、お年寄りがこれから多
く見られるようになるので、若い方の
働く場所が、もっと多くなるといいと思
います。

近くにホタルがいたり、上田駅にも近いため
どこへも行きやすいと思います。丸子町が以
前より、商業施設が大分シャッター街になり
つつあり心配です。どうしても、大きな商店に
お客が行ってしうので・・・どうしたらいいのか
と思うのですが、案は？です。

1293 男性 50代 塩川 南方
補助事業を増やす 交通が不便

1294 男性 70代 塩川 南方

塩川保育園⇔県営ガスタンクのある
農免道路まで、自動車が煩雑となり
危険。、

ウォーキングコースの整備が必要。上堰、
下堰管理道路を利用する。整備する。

1295 女性 50代 塩川 南方

人気の飲食店の出店。住民一人ひとりの
意識を高める。

思いやりを持った人が増え、心にゆと
りを持って生活できるような、住み良
い丸子になってほしい。

老若男女、様々な意見があり、素晴らしい丸
子にするため、まとめるのは大変だと思いま
すが、小さな意見も大切にして、市民の思い
を受け止めてほしいと思います。
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（問３）

1296 男性 70代 塩川 南方

古くなった空家の撤去をどうする
か・・・。

①の置かれている生活環境が違うの
で、中々難しいと思います。

「まちづくり会議」と町民がいったいとなり、
何が必要か探っていく必要があるように思
います。

「まちづくり会議」とは、どんな組織でどんな
計画があるのか分かりません。教えてほしい
です。

1297 男性 70代 塩川 南方

農道に朝の通勤の車が多く、農作業
に危険。県道大屋芦田線にゴミのポイ
捨てが多い。

塩川小学校正門前の道路整備（安
全対策）

上田市の中心からの、置いてきぼり
が不安。

1298 女性 70代 塩川 南方
ゴミを捨てない（タバコの吸殻、缶、ビン、犬
の糞など）

1299 女性 40代 塩川 南方
もっと、住民が増加するようにしてもら
いたい。

1300 女性 60代 塩川 南方

まちづくり等について、住民同士自由に学
習し、話し合う機会があり（既存の組織が
有効に機能すること）、出された意見が反
映されるシステムを構築する。（人づくり→
組織づくり→地域づくり）

住民自治が豊かなまち （前略）アンケート調査はとり方が難しく、実
態があまり反映しないものと理解する。委員
さんが認知症の家族や子育て中の親御さん
らに聞き取り、それを持ち寄り話し合うこと
が、実体が把握でき計画に結びつくと思う。
それぞれの年代層や問題別に学習や話し合
いなど、繰り返し行なわれるシステムを作っ
て欲しい。（中略）一人でも多くの住民が参加
し話し合いを丁寧に積み上げ、計画をつくっ
ていく課程こそ大事である。（後略）

1301 女性 50代 塩川 南方

私の住んでいる南方は、商業施
設がなく、スーパーなどは自家
用車で行くしかない。お年寄り
には大変不便です。バスも回り
方があり、かかりつけ医へ行き
たくてもタクシーか友人頼りにな
ります。

空家が特に多く、空家の横に住んでい
れば空家の庭へも入れず、草丈には
本当に困っています。空家の持ち主を
探してほしいです。

今にも倒れそうな家、荒れた庭、空家
が多く困っているので、すぐにでも何
とかしてほしいです。雪が降った時、
除雪がスムーズに行ってほしい。脇
道も除雪車に出てほしい。

1303 男性 60代 塩川 南方

佐久のように、お金のために小学校を
幾つも統合して、スクールバスで通わ
せるようでは、子供がかわいそう。

働く場所が、家の近くにあればりそうだが、
やはり道路を広げて、アクセスをよくするこ
とでしょう。

高齢化を考えると、小型のバスが大
屋駅を起点として、各地へ広がる交
通網のあり方を考えてほしい。

丸子地域に限定して考えるのではなく、上田
市全体や東御、立科町、長和町等の隣接す
る地域と、情報を交換してほしい。

1304 男性 塩川 南方
期待なし 何も期待できない

1305 男性 30代 塩川 南方
道路整備、観光地の宣伝 活気溢れる町 丸子の伝統を守ること。

1306 女性 70代 塩川 南方
高齢者が楽に買物ができること。 皆が、楽しく生活出来ること

1307 女性 30代 塩川 南方

空家などしっかり把握する。雑草や崩れそ
うな建物で、害虫に刺され子供が化膿して
しまう。地震で崩壊する可能性もあり不安。

子供や障がい者、難病を抱えている
人でも、暮らしやすい土地になってほ
しい。他の地域に比べ、班長などの負
担が多く、病気を抱えて子育てをしな
がらの地域活動が大変だった。難病
患者がいる世帯は、免除されるなど
のシステムが無いのが、とっても残念
に思う。

若者も、地域の活動に参加しやすくすること
で、若い人の人口を増やしていって欲しい。

1309 男性 60代 塩川 南方

自家用車に頼らない生活のできる地域に
すること。（高齢者は脚がなくなるため）各
集落近くに商店があるか、移動商店がある
ことが良い。子供達を増やす為にも、積極
的に教育機関の誘致。

個性のある丸子地域づくり（各集落毎
に、その地区の歴史を大切にした地
域づくり）

画一的にならないようにしてほしい。

1311 女性 40代 塩川 南方
働く場所が増え、人口の増加が必要と思い
ます。

1312 女性 70代 塩川 南方
近所付き合いを大切に、まとまりのあるま
ちづくりを

ご苦労様、頑張って下さい。

1313 女性 40代 塩川 南方

地域での子育て支援、介護支援。公共交
通機関の充実。大雪時の除雪体制確立。

丸子地域のまちおこしへの支援。

140 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）

1315 女性 70代 塩川 南方

自然環境には恵まれた所ですが、里山の
荒れ方はひどいものです。倒木が川、道を
塞ぐような有様です。緑の募金などで、手
入れ出来ないでしょうか。

巡回バスが出ていますが、地区内の
駅に出て行くのに遠く、出来ればバス
を小型化して、地区内を回ってもらう
と利用者がもっと増えると思います。

1316 男性 60代 塩川 南方

鉄道、ゆったりとした公園。安定した企業誘
致。

依田川に、水辺+森公園があればス
テキ！（音楽村は大好きな場所です。
もう1ヶ所似た施設がほしい。）

1319 女性 60代 塩川 南方

空家、空き土地を活用すべく、どんどん公
開し、使いたい人に貸し出しなどの手助け
をする。

1322 女性 70代 塩川 南方
区での作業（道普請、堰浚い）等は、委託
してほしい。

1325 男性 30代 塩川 南方

中途半端な地元愛 空家が多くなる 高齢者が目指した結果がこれ。 災害への意識の向上、準備、自治会での
防災訓練等。渋滞解消、道路拡張、高齢
者が多くなるためバス等の利便性。

上田、真田、武石地域と、いい意味で
の競争。自治会への若年層の参加、
活躍、自治会の仕事を与える。

若年層が、活躍できる中心となれるのがい
いと思う。地域住民が望んでいない限り、何
も変わらない。高齢者を大切にしてたら、人
口は増加しない。

1330 男性 60代 塩川 南方

産業に競争力をつける。 衰退しない。 人口が少なくなるのは、現状が良くないから
とも思える。その対策は出来るか。

1332 女性 70代 塩川 南方

塩川地区には、文化施設が何もありません。
さみしいです。また、高齢者は買物難民で
す。お店がないので、とても不便を感じます。
歩いてはとても行かれません。週2、3回で良
いから、車で送迎していただきたいです。

1333 女性 40代 塩川 南方 雪の日の道路の雪掻き

1334 男性 60代 塩川 南方

依田窪全体の交通網の再整備。（特に歩
道の拡張）

行政、JAなど営農計画に小学校から
充実させる。（現状はお祭り（イベン
ト））程度で継続が少ない。

（行政）スタッフが、提案するような雰囲気が
必要。アンケート、要望意見の集約も結構で
すが、行政スタッフのリーダーシップが足りな
い。

1336 男性 70代 塩川 南方

塩川沢（塩川を流れる河川）+石田地籍に
架かる木橋について、架け替えを市・町の
力でお願い致します。（現橋桁が腐り通行
止め）出来るだけ早く永久橋に。

1337 男性 60代 塩川 南方

生活道路への工場・土木関係車両の
出し入れに伴う、道路と周辺家の損傷
等有り。安全に不安。大雨時の水の溢
れ（浸水の恐れ有り）

税金使用が旧上田市に集中している。丸子
地域への活発的な使用を期待。

1338 女性 70代 塩川 南方

放置されている田畑、山を皆が集って作業
したり、運動出来る場所として解放したらど
うでしょう。歩道を整備したりする。

年齢別でなしに、老いも若きも一緒に
何か出来ると楽しいと思う。

1342 男性 70代 塩川 南方
自然豊かで住み心地が良い。 若者の地元離れで子供が少なくなっ

た。
よく分からないが、若い者が住みたくなるよ
うな町。生活が豊かになる町。

1344 女性 40代 塩川 南方

車があるうちはよいのですが・・・。歩
道の段差もひどいですよね。

車を持たない人が、不自由なく動ける環
境。今のバスの運行状況では、とても無理
なので・・・。

学校などは、減らさないで欲しいで
す。全てにおいて不自由だと、更に人
はいなくなりますよね。

若い人が、ここじゃダメだから都会へ！と考
えないようなところになれるよう。お願いしま
す。

1348 男性 80代 塩川 南方

上田市に合併する前に（ 寄）でつくっ
た道路等、未登記箇所が多くありま
す。もう少し早く実施して、現場のかた
ちを作成して頂きたいと思います。
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（問３）

1350 男性 60代 塩川 南方

上田市合併10年経過する中、現状は
10年前に比べ悪くなっているように思
う。商店街のシャッター化が進み、
益々過疎になって行くような気がする。

現状では、将来の姿など見えにくい。 丸子地域は、衰退するばかりだ。誘
客等積極的に。大型バスの駐車場を
整備し、誘客に取り組むべき。

漠然としていて、内容が理解できない。

1354 女性 80代 塩川 南方

市民特に若い人達等、ポイ捨てなどしない
心。犬の糞等に留意して頂きたい。

1355 男性 70代 塩川 南方

人が生まれ育てる土地だから、
昔から続いている。ここから出
て行って活躍している。基盤を
守っている。

目立つことを進めていて、地道なことをやっ
てほしい。合併の目的は、高齢化圏に取り
組めないこと。若年齢化を進めることが必
要だった。

地価がどんどん下がっている。これを
利用し、若い人に喜ばれる、若い人向
きの住宅を多く作るべきだ。

まちづくり会議の目的が、ぼんやりしていて
良くわからない。実質的な説明をした方が、
良いと思います。

1356 女性 80代 塩川 南方

周りに店は一軒もありません。離れた
所にコンビニはありますが、高齢者が
行くには無理です。

1358 女性 40代 塩川 南方

駅、お店まで遠すぎる。無料バス、タクシー
があればよい。バスの本数が少なすぎ。

新しいお店の出店。コメダ、タリーズ、
スタバなど、ゆったりくつろげるお店が
ないのだ。つくってほしい。質の高い
医療への充実。

丸子中心部にしかお店がない。周りにお店、
大型ショッピングセンターつくってほしい。

1359 女性 60代 塩川 南方

中心部から離れた過疎の整理を、行政で
やってもらいたい。高齢者や障がい者も、
道路（歩道）歩けるように整備してもらいた
い。

1360 女性 80代 塩川 南方

大屋駅、田中駅など電車利用し
やすい。東部インター直通。

宅地や生活道路の地図が明治時代の
ものそのまま使用されているので、
色々なトラブルが起きています。（中
略）現代の新しい地図を作ってもいい
のではないか。このまま、放置されて
いることがおかしいと思う。

表面的な華やかな事業のみは、走りやすい
と思いますが、問５に書いたようなことを処理
する行政に期待します。

1362 男性 70代 塩川 南方

高齢者でも健康な人はたくさんいると思い
ますが、そうした人達が企業でも積極的に
雇ってもらいたい。観光でたくさんの人が
訪れるようなまちづくり

たくさんの人が集まれる観光を、もっ
と作ってほしい。

住民との対話教室等開いて、幅広い意見を
取り入れて、まちづくりに対応していくことを
期待する。

1363 女性 50代 塩川 南方

子供、高齢者等、弱者の移動手段を早急
に講ずるべき。例えば、まりんこ号の大屋
駅、不巡回は大変ナンセンス。東御市の
「レッツゴーとうみ」等学ぶべき点は数多く
あるはず。高齢化に伴う運転事故等、免許
返上に替わる交通手段は、行政が早めに
考えていかなければ追いつかない。

今のままなら期待できるものは、何も
ない。

1366 男性 50代 塩川 南方

軽井沢に入って来た車が、名古屋方面に
抜けるには、概ね県道81号を通る為、道路
沿いに商業施設（駐車場も大きく確保した）
を作る。そば作り、ワイン等地産のものを
強く出す。

依田川に鮎が生息する環境づくりを
整え、子供が川で遊ぶ姿を見たい。

このアンケートを吸上げる考えが、とても良
いと思うし、一歩ずつ、一つずつ進化して下
さい。

1368 男性 50代 塩川 南方
有事の際に向けた訓練

1369 女性 70代 塩川 南方

地域住民の意見交換の場を設け、目標を
決め、全町民が実行できるよう呼びかけ
る。

自然災害が少ない丸子地域は、被災
地への支援活動に少々消極的だと思
いますが・・・。

1370 男性 50代 塩川 南方

大雪、降雨災害予防が図れた市政の実
施。道路整備の推進と交通量に合わせた
信号機設定。千曲ビューラインの周辺整備
（道の駅等の増設）

地域産業の活性化。環境に即した作
物（野菜・果樹）の推進。宅地の増設
による若年層の定着化。

具体的な目標に向かって、安心・安全なまち
づくりを目指して活動を続けて欲しい。
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（問３）

1371 男性 60代 塩川 南方

道路幅が狭くて悪い。（神の倉線）是非
確認して下さい。

後継者の育つ地域づくり。平等な生
活条件対策。

上田市の中心部との比較。明るいまちづく
り。

日本一、金のかからない地域を目指
す。無駄、無理をなくす。

今、一番必要なことを行なう。皆で、必要な
大事なことを検討する。

1372 女性 70代 塩川 南方

依田川中心の散策コースを、塩川、藤原田
方面にもつくってもらって、ベンチや花壇を
加えてもらいたい。各地区にある花壇は、
とてもよいです。私の地区では、友和会が
世話をしてくれていますが、もう数ヶ所ある
ととても美しく、散歩していても癒され、感
謝の気持ちになります。

日帰り温泉施設が、塩川、藤原田方
面にあるといいなと思います。他の地
区（軽井沢の方では、お湯を運んでく
るようですが、町民にはサービス券が
出るとの事）保健センターの分院が、
こちら丸子東部にあってもよいのでは
ないでしょうか。そこで、高齢者の
チェックをしたり、幼児のための健康
アドバイス、援助をしたら如何でしょ
か。

1373 男性 70代 塩川 南方

全体としてアンケート項目は、良いも
のが上げられている感じはする。問
8、9にしても漠然とした感じが強いで
すが、更に検討・分析して見る。（考え
る角度も）多角的にして、丸子地域協
議会、まちづくり会議も更に視点を変
えて、ご苦労でも謙虚な気持ち態度
で、アンケート分析、問8、9の充実発
展を期待します。

アンケートの集計結果や分析について、公
報でお知らせ下さい。

1375 女性 70代 塩川 南方

まちづくりは、そこに住む人の心がつくるも
のだと思います。どんなに環境を整えよう
と、そこに住む人の思いがどうか？です。
他人のせいにしない、環境のせいにしな
い、自助努力でき、地域を愛し、感謝でき、
今日を生きる自分を愛し

心を正し、言葉を正し、行いを正し、
日々生きたら、あの家も、この家も回
り中幸せ家族ができます。幸せは、ま
た幸せを呼びます。幸せの速さです。
そして、誰かが困っていたら、助け合
い、協力し合い、また幸せを作って
行ったら、

特別なことを考えずとも、その時、その時良
い智慧が出てくると思います。そして、いつも
ありがたい、ありがたいと感謝し合える人々
の町にしたら、本当に幸せで、安心の素晴ら
しい町になると思います。まず、思うことか
ら、ありがとうを合言葉に。

1376 男性 60代 塩川 南方

20歳～40歳の若い人が、職の安定、給料
のベースアップより、安心して結婚、子育て
が出来る事が一番大切。

1377 男性 60代 塩川 南方

①近所付き合い、世代間の交流。④地元
企業への、地元住民の積極的な採用、就
職。

建前ではなく、本音で物事を進めてほ
しい。

中央集中ではなく、末端まで行き届いたまち
づくり。役員のみ理解するのではく、各々皆
が理解できるような説明開会を多く設けて、
進めて欲しい。

1378 男性 60代 塩川 南方 温泉を掘る。

1381 女性 70代 塩川 南方

合併してから、何かと不便になったと
思います。例えば、選挙投票場所と
か。

1382 女性 70代 塩川 南方

7～8年前、空家に入られた一人暮らし
の者です。月に１～2回ぐらい、消防で
も警察でも良いので見回りしてほし
い。すごく安心します。

1383 男性 60代 塩川 南方
話だけで終らせないで。全員参加で進めて
行く。

暮らしやすさ。

1384 無回答無回答 塩川 南方

4～5年前の大雪のように、丸子地域が一
番対応が遅かったという事実がありまし
た。交通が麻痺して大変な事になっていた
ので、すぐ対応する。

なるべく、若者が外に行かないよう
な、政策を考えてもらいたい。

農業や商業に問わず、色々な部分で皆が潤
うような政策を考えてもらいたい。

1388 男性 60代 塩川 南方

人口減少と高齢者の人口比率の増加
が予想され、不安材料ばかりを危惧す
る声が上がっておりますが、健康な老
人については、「高齢者」と一括りにせ
ず、老人の老人により老人の為の社
会福祉活動を進展させるような施策が
重要かと思います。（後略）

環境に配慮した、利便性の追求・・・
課題ではる。

特産物の振興策。（かつては生糸・・・朝鮮
人参）

丸子修学館高校の進展（若者の地元
定着）→進学率等ではなく、地元に残
る人材の育成（即戦力）

机上のことは机上で。それ以外は、頭の中
にいつも地元のことを考える発想を、お忘れ
無き様切望します。
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（問３）

1390 男性 60代 塩川 南方

地元住民が必要とする物やサービスを、地
元住民が賄う割合を増やす。

一時的な活性化や一部の産業の活性化で
なく、広く、長く住民に恩恵が及ぶ企画の立
案を期待します。

1392 女性 50代 塩川 南方
予算 働く場所に恵まれたまち 商業の活性化

1395 女性 50代 塩川 南方

積雪時の除雪が不十分で、交通にも
支障きたすことが交通事故等に繋が
る。

高齢者の日常の買物が便利にでき
ること。

1396 男性 50代 塩川 南方

便利な生活になるには、交通の便が良い
事だと思います。丸子地域独自の巡回バ
スなど実施することによって、高齢者の事
故防止、通院、通学者の便利さなど、これ
からの課題ではないと思います。

丸子地域に居住して、移住されて来
た方に、「丸子はよい所だ」と思ってい
ただける様な、地域づくりをと思ってい
ます。上田市と合併して、行政上従わ
ざるを得ないところはあると思います
が、上田とは違う「丸子はこれだ」とい
うものを見出してもらいたいと思いま
す。

丸子の何がよいところなのか。丸子に住んで
何が他と違うのか。アンケートを取る必要も
ありますし、これからの丸子は「これだ！」と
いうものを会議の中で見出していただけれ
ばと思います。実際、丸子に住んでいる方だ
と、環境に慣れてしまっていますので、多方
面からのアドバイスを得られるような形式に
したら良いと思います。

1397 男性 80代 塩川 南方
自治会長の任期が1年で、区行
政の遅滞が誠に粗末。

私共は、転入組みですが未だ国調が
終らん。

地域に活気がない。 合併によって何ら変わりない。 旧役場に行っても、人数少なく用足り
ない。

もっと地場の意見を吸収せよ。

1398 男性 50代 塩川 南方

人口増加のため、全国へのアピール
をすることの対策。

高齢者の住み易いまちづくり。

1399 男性 40代 塩川 南方

どれも当てはまらない。丸子テ
レビの地域密着ニュースや、学
校の行事を撮影放送してくれる
こと。

小中学校の教育の、質やレベルが低
いと感じている。

道路整備。上田市街地方面や、東御市へ
のアクセス道路を増やして下さい。大屋駅
前をもっと広く駐車場を整備し、交通渋滞
を解消してほしい。

若い人達が定住できる、まちづくりを
して下さい。

会議に権限を持たせ、予算の執行を出来る
ようにして、地元住民の意向を実現してほし
い。

1403 男性 40代 塩川 南方 皆の努力（国、県、市、住民）

1406 女性 40代 塩川 南方

周囲の人との関わりが、持てるような催し（あ
えて行なうのではく）ドドンコの時など、人が
集まる時に、アンケートのような話ができるよ
う先頭に立ってほしい。

1401 女性 60代 塩川 南方

上田市と合併したことで、旧丸
子町が店舗も減少し寂れてし
まっている。

迂回できる道路がなく、住宅の中を通
らなくてはならない。一本道が主要道
路となっている。

独居老人が多くなる社会に、買物の
手助けができるよう（インターネットな
ど使えない人も多い）政策を考えて
ほしい。重い荷物を持って歩いてい
る方を見ると、深く思います。

合併してから寂れてばかりで、大人も
子供も自由に使える大きな広場（佐久
イオンのそばにあるような）をつくって
ほしい。人を集める場所。

1412 男性 60代 塩川 南方
道路（通学路）の整備。大雪（特に）時の除
雪。

1413 女性 60代 塩川 南方
市長や議員が頑張って目指してほしい。 もっと早くに、丸子まちづくり計画をし

てもらいたい。
住民のアンケートを早く見て、調査を実施し
て下さい。

1414 女性 60代 塩川 南方
意見を聞くばかりでなく、実際の現状をしっ
かり見てほしい。

1417 女性 60代 塩川 南方

企業誘致。道路整備。大屋橋、大石橋に頼
りすぎ。もう一本橋を作ってもらいたい。

1419 男性 50代 塩川 南方

人々の日々の生き甲斐を持って、楽しく生
活する為の各自が作った農産物を、各自
が楽しく販売できる場を設けたらどうか？

1424 男性 60代 塩川 南方

産業振興 産業振興、企業誘致、電力等生活インフラ
の自由化。

温泉の有効活用 健康、体づくりを軸にしたまちづくり

144 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）

117 男性 60代 塩川 藤原田

田舎の弱点は遊び場や文化施設、活動が
少ない点であり、もっと施設の有効活用を

公園、レクレーション施設の充実

118 男性 60代 塩川 藤原田

当自治会、老齢化が進み農業等の後
継者が不足、その為他町村の方に委
託をする方が増えている。又は畑にお
いては荒廃地化が進んでいる。20年
後はどうなるでしょうか？とっても不安
に思っています。

他県、市町村の移住を推進し活気あ
ふれる自治会を。

荒廃地等の活用。市営住宅の設立、ワイ
ナリー加工場の設立等々

丸子地域の人口を増やすことが第
一。Uターン、Iターン、Jターンを出来
る様に。※丸子まちづくりのメンバー
に御願い。アンケートを取るのも良
し、但し西内、東内、丸子、長瀬、依
田、塩川と地域・特色が違う。それを
アンケート結果だけでまとめるには無
理がある。

メンバーの方は、各自治会に出向き本当に
困っている事、これからのビジョン等をじっく
り語り合う事が必要かと思う。自治会にも10
代、20代～60代７０代と各世代から打合せメ
ンバーを出し幅広く意見を集めてほしい。

121 女性 30代 塩川 藤原田

もっとバスを沢山通してほしい。 ファミレス等、飲食店を増やしてほし
い。丸子ドドンコ等皆が行きたくなる様
にしてほしい。

何も期待していません。

123 男性 50代 塩川 藤原田

住んでいる人皆で一緒になって地域につい
て考えること。丸子の良いところを活かし内
外に発信すること。自分達で動き進めるこ
と。

地域毎にまとまりがあると思います。
それを丸子でひとまとめにするのでは
なく、地域ごとの個性の集まりをする
ことだと思います。歴史・文化資源の
継承など

地域の声をまとめてそれを具体化することを
期待します。みんなで地域を良くしましょう。
みんなでやることです。

124 女性 80代 塩川 藤原田
上田市になって丸子は役場、バス不
便

125 男性 60代 塩川 藤原田

①に必要な社会保障の財源が不足してい
るが、国は身を切る改革（国会議員定数削
減等）や行政の無駄を見直せば社会保障
に回せるお金が増えると思います。

遊休荒廃地が拡大してきているが、
JAとタイアップしてその土地の有効利
用を検討していったらどうでしょうか。

127 女性 70代 塩川 藤原田

子供達の通学に家族が送り迎えしている
現状。通学バスの実施を希望いたします。
子供の安全のためにも

動物を育てるために各家庭で近所迷
惑にならないよう管理してほしい。特
に猫１０匹も育てている家庭もあり、
犬猫のふんの始末を各家庭でしっか
り管理してほしいです。環境にも良く
ありません。市でも指導や対処してほ
しいです。

高齢者に生活の安定した町にしてほしい。経
済的にも安心して暮らせる町にしてほしい。
安心した暮らし良い町を期待いたします。

132 女性 40代 塩川 藤原田
修学館高校の活性化ー西高のように 町にお金をかけてほしい 実現してほしい

134 男性 30代 塩川 藤原田

⑤の災害の対策が練られたまちに関して、
私のずんでいる自治会は災害発生時は消
防団に頼りきっているのが実情。消防団も
出動人員も少なくなって来ている。年一回
は自治会全体で訓練等実施すべきである
と思う。
④の働く場所に恵まれたまち、上小地区に
は同世代に合った職場がないため県外に
出ている。各企業さんの努力をお願いした
い。

○○委員と呼ばれるものに関して、適
正に審査し、その人の経歴以外に性
格上など問題のない人選をお願いし
たい。

136 女性 80代 塩川 藤原田

魅力があまり感じられない 工場誘致が出来れば地元で働ける若者が
増えてくるかも知れません。

若者がもっと関心を持つような情報を
出してはどうか。

人口の減少が続いていますが、高齢の独身
男性がとても多いので婚活を進めてはどう
かと思います。

138 男性 60代 塩川 藤原田
お天馬仕事が多い 現状に維持 交通の利便性の確保 全体に平均したまちづくり

139 男性 30代 塩川 藤原田

４月に丸子に来たばかり。地元ブランド確
立(農作物等）、人体、環境への配慮の周
知とアピール。企業誘致→公共交通機関
充実（個人的には商業施設充実希望）

若者が住み続けたいと思える街に。
人を呼べる街。

実行力。アンケート結果を知りたい。

140 男性 60代 塩川 藤原田

今、私が住んでいる地域は、他の地域から
離れているので丸子まちづくり計画から外
れてしまう。旧市内が中心となる計画にな
ると思う。
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（問３）

141 女性 40代 塩川 藤原田

救急対応の病院がない(中央病院は
全く論外）

工場・企業、大型商業施設の誘致。今ある
道路を拡張するのではなく通勤通学など別
の道路をつくる。

返還義務なしの奨学金制度を地域の
若者の為に創設拡大。太陽光発電
(山など）地すべりの不安や景観への
配慮がほしい。

若い人が帰って来たくなるような魅力的な街
づくり。高齢者対策は必要だが、若者が高齢
者を支えるだけの道具であってはならない。

142 女性 50代 塩川 藤原田

定年後の人達が活躍できる場を多くつく
る。コミュニケーションのとれる場を多くつく
る。

荒れた土地が減るようなブドウ畑など
への利用などとても良かったので、農
業系がもっと儲かるよう工作機の貸し
出しなど上手く回っていくとよいと思
う。

多くの人がまちづくりに感心を持ってもらうよ
う、アンケートなど良かったと思います。

144 男性 80代 塩川 藤原田

辺境の地も交通等、足の確保を望む。 合併後、文化会館等の使用するのが
面倒になった。

市街地への集中した施策でなく、辺境の地も
町へ出て行くのに楽になるように、交通等も
考えてほしい。高齢になり車の運転等も出来
なくなると惨めなものだ。

147 男性 50代 塩川 藤原田
SNSでの発信。 Uターン、Iターンなどの定住者増加の

ための住みやすいまちづくり。
よりよいまちづくりの為に頑張って下さい。

149 男性 50代 塩川 藤原田
交通、道路の整備 上田市に合併した時点で丸子の特殊

性はなくしている。
ない

150 女性 50代 塩川 藤原田

田の所有者が実際に耕作しているか、
他の人に頼んで耕作してもらっている
か、後継者はいるかの調査結果を深く
検討し、危機を感じてほしい。

農業の後継者不足は切実かと思われ
ます。放棄地の増加を心配していま
す。若年の後継予定者の不安を取り
除ける、組織的なフォローをぜひお願
いしたいです。

155 男性 80代 塩川 藤原田
高齢者等を支援できる施設等を増やす。

156 男性 40代 塩川 藤原田

子供が遊ぶ為の場所の充実。大会社の誘
致。自然を守っていく。

デパートがくる事（塩田野ショッピング
センターのような）

人口が増える町にして下さい。

159 女性 60代 塩川 藤原田

過疎化を食い止める為には、雇用環境を
良くする事が一番だと思う。人がいない事
には何も始まらない。

高齢者の足の確保を期待します。(運
転が出来なくなった時が不安です。）

農業、林業に人材を・・・自然環境を守るの
は農業者、林業者です。

160 男性 60代 塩川 藤原田

犯罪が少なく治安がよい 高齢化と人口減少により、今までと同
様の自治会運営が難しくなりつつある

第１次産業の振興と高齢者が働ける場の
充実

これ以上商店街が衰退しないこと 高齢者が活躍できる産業づくりと公共交通
の充実

164 男性 70代 塩川 藤原田

旧丸子町内もドーナッツ現象で店が
段々シャッターを下ろしていて、街を歩
く人がいない。

商業施設、大きな工場は望めないの
で、環境に留意した「まつやま」の様
な工場やしゃれたお店。

上田市がどこの地域にどの様に力を入れ
ていくのか。旧市内の充実も大切だが、周
囲の良い所を伸ばした小規模の集落づくり

長期ビジョンに基づく、文化、芸術、教
育の充実

会議や委員会と名の付くものばかり作っても
肝心な人づくりできていない。それは行政
が、ただ時のあて役で委員会や会議の構成
員を選出しているから。ただ、行事をやって
いるだけでは人は育たない。

166 女性 60代 塩川 藤原田

温泉が近くにいくつも有る 自分達の町の成り立ちが全然わから
なくなってしまうことへの残念さ。静か
なゆったりとした、花のあるホッとでき
る町が私の理想

人との関わりを避けたい時代に、どう各層
の人達、特に子供と関わっていけるのか。
この事が丸子を良い町にしていけることだ
と思うのですが。

子供の教育、秋田のようにもっと子供
の学力がアップすように力を入れてほ
しい。小、中、高すべてに。

どこかの知事さんや議員さんのような「市民
の為」なしの事がないように。一番の望む事
は謙虚であってほしいです。人間にとって一
番難しいことですが。

167 女性 70代 塩川 藤原田

子供、高齢者等いかに交流の拠点を
持つことが出来る町

今は、車の運転が出来るから良いもの病
院、買い物等の不安、退職した方の年齢を
決めてタクシーより安くお願いするとかして
いただければ有りがたい。

災害などおきた時、公民館はだめ。そ
の時どこへ集合したら良いのか不安
です。

170 女性 80代 塩川 藤原田
自分もその気になる なんでも困った事がおきないように これってないです

171 女性 80代 塩川 藤原田
若い夫婦が住みやすいまちづくり ありません ありません
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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）

173 女性 20代 塩川 藤原田

近所付き合い。太陽光発電(ソーラシステ
ム）をやたら作らない

上田市合併から１０年経過したことも
あり、丸子地域独自のお祭りや行事
は廃止し、上田市として各地域が協
力した方が良いと思う。（丸子ドドン
コ、花市等→上田わっしょい、祇園際
への参加）

これからの将来を担う若者の声を大切にし、
Uターン率を高くできる様なまちづくりについ
て考えて頂きたいです。

174 男性 70代 塩川 藤原田

藤原田は池水での水田耕作で水路の
管理が大切です。

地区での付き合いを大切にして、自治会の
活動が重要で、「カソ」であっても人と人と
のつながりがそこでの生活を有意義に出
来ると思います。

合併して上田中心部は活発である
が、丸子、武石、真田は合併の効果
が出ていない。

多くの市民の意見を参考に、住んで良かっ
たと思える答えを出して下さい。

176 女性 50代 塩川 藤原田

リーダー 何かと人任せにすることが多く、役員
などになるとすべてを押付けるやり方
がおかしい。

本当によいまちづくりをする気があるのか。
年代を問わず考えるべき。このアンケートは
10代～20代にするべきだと思う。

178 男性 70代 塩川 藤原田
若い人達が住みやすい地域に、住める地
域にする。

182 女性 70代 塩川 藤原田

各地区に小中学校が在ること。(統合はし
ないこれ以上）小中学生の通学路が、市に
よっていつも整っていること。（子供を大切
にする市）

幼児から高齢者がいる町、農村に。 たくさんの人々の声を聞くこと。不便が便利
ということも一考する方向で。

186 男性 60代 塩川 藤原田 住民に対する行政の思いやり 皆がな得する案を

190 男性 60代 塩川 藤原田

公民館の耐震化と市営化。児童公園
の安全化への整備。

まちづくり会議の方向をはっきりして住民
への報告

会議でどんな事を話し合ったり、計画や行動
を各自治会等へ報告と協議

192 男性 50代 塩川 藤原田 団結力と行動力

195 男性 60代 塩川 藤原田

高齢者対策等、受け入れる側は人材
がいないし、いても幾つもの団体を受
持つようになる。押付けにならにように
お願いしたい。

スーパーマーケット等が少なく、買い物場
所の選択に限りがある。

ぶどう、ワイン

197 男性 60代 塩川 藤原田

自治会内の舗装された道路凸凹がで
き、冬季道路が凍結し又マンホールと
道路の段差が8～10cmとなり高齢者に
は危険な道路である。危険の排除を。

保育園、小学校の立地条件①騒音対策は
十分か②建物の耐震対策は十分か・・・１
回目の地震は良くても二回目の地震で崩
壊した事例が報道されている。今後の対策
は十分か。

貧乏な市で有り期待していない 企画倒れにならないように
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