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274 女性 60代 東内 荻窪

人口が増える為には何を？どうすれ
ば！

何事も実現できれば良いです。

276 男性 50代 東内 荻窪

商店に活気がなく、買い物をしたいと思わ
せてくれるようにして欲しい。

若者が働く場所に困らない地域に
なって欲しい。

色々な年代が、この町を良くしようと取り組
む様な活動をしてもらいたい。

279 女性 80代 東内 荻窪
バスの回数が少なく通院や買い物に
困って居ります。

280 女性 60代 東内 荻窪
空家で草木の手入れがなく、シロアリ
の心配。

282 女性 70代 東内 荻窪

生活道路の安全性、バイパス
の早期実現

町へ行くための(買い物、病院）交通
手段、バスの回数を増やしてほしい。
(小型化して）

活性化 一部の意見に偏らないようにまちづくりを。こ
うしたアンケートは大変よいと思います。

283 男性 60代 東内 荻窪

不便な所もあるが災害がなくい
い所です。

交通量が多く、国道を渡って用事に行
くのが毎日の心配の種です。

車運転できなくなったら、町の中心
地、又は武石のように循環バスを通
してほしい。不公平でおかしいです。

286 男性 80代 東内 荻窪

合併してから希望が持てなく
なった。

合併した町村に力を入れて下さい。 合併のたびに小さい所は、色々の面で後手
後手の扱いになっているように思える。

288 男性 80代 東内 荻窪

後継者がなく荒廃農地が出始めた。こ
れからも増加すると思われるが、その
対策は？(水田が荒地に）

U、J、Iターンの促進。支援策は沢山あると
思うが。

地域の実情を良く把握されている方が、委員
になられていますか？

289 男性 60代 東内 荻窪
高齢者が安心して暮らせる町に。

291 男性 50代 東内 荻窪
公共交通の充実（タクシー等の活用も含め
た）、空き店舗の活用（若者の企業支援）

子供達が将来に亘って、住み続けた
いと思える地域になることを期待した
い。

地域の課題を皆で話し合い、解決に向けて
活動するセンター的機能に期待したい。

299 女性 70代 東内 荻窪

丸子地域に施設 環境豊かで現在より寂れず、若い人
達が安心して将来生活できるように願
いたい。

高齢者に対しての配慮。今後高齢化に伴い
運転も不安。そのために巡回のバスを時間
に応じて運行して頂けたらよいです。

300 男性 30代 東内 荻窪

東内氏地区の国道バイパスの早期完成。
平井寺トンネル、三才山トンネルの無料化
で松本市や塩田地区との身近な関係。道
の駅等の交流エリアや工場などの雇用の
充実と人口増加。

上田市街地から松本市への通過エリ
アになってしまうのではなく、自然環
境を生かしたまちづくりと国道の整
備、道の駅や商業施設の新設など。

今後の若い世代が暮らし易いまちづくりにつ
いて検討して頂ければと思います。その為に
は、子育てし易い環境づくりで、出生率が上
がれば人口も増え活性化すると思います。

301 男性 70代 東内 荻窪

東内保育園の存続は、地域の
発展に必要なこと。強く希望しま
す。必要があれば署名運動も考
えられる。

バイパスの必要性を強く感じます。住
民の安心安全のために⑤論議を・・・。
（R254、下和子）

小地域の人的結合の強化により相
互扶助の充実。

公共施設の運営充実、分散化(教育、医療
機関）地域の衰退は、公共施設の荒廃が
原因となる場合が多い。

若者にとって魅力あるまちづくり。子
育て支援の充実。

県、市への働きかけの強化。

303 男性 40代 東内 荻窪
会社をもっと多くつくる。商店をもっと多くつ
くる。

ディズニーランドのような、大型レジャー施設
が作れればいいと思います。

305 男性 60代 東内 荻窪
農産物価格をもっと高くする。輸入品に関
税をかける。

306 女性 80代 東内 荻窪
老人を助ける町 老人が出て行きやすい町

308 男性 60代 東内 荻窪
若い人の定着の為の企業誘致と交通の整
備

雇用の創出の為の左記施策の実施 住民が主体的に取り組めるようリードしてほ
しい。
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309 女性 80代 東内 荻窪

病院の数が多い。福祉が充実
していて、健康管理等我々老人
には、ありがたいと思うことが多
い。

254号線の交通量が多く、道路幅が狭
いく、トラック等はセンターラインを超え
てくることがあるので、車を運転してい
る老人は怖い。息子が県外にいるの
で、畑等が荒れて困っている。畑の借
り手がない。

高齢者が買物、医者に行く時の交通
手段を充実してもらえれば有りがた
い。

一日一回町まで往復してくれる車が出たら
いいなと思ます。千曲バスでは、時間が合
わない。まりんこ号の出ている地域がうら
やましい。新幹線で息子が時々帰ってきま
すが、2～3分前にバスが出てしまう。次の
バスまで2時間も待つとのこと。千曲バスと
話し合いを。鹿教湯の旅館ももう少しバス
との連絡を考えたらどうか。折角安い運賃
でバスが通っているのだから。

生活道路を通る自動車がものすごく
多く、道路を横切るにも大変です。一
日も早くバイパスの建設に力を入れて
もらいたい。我慢も限界です。豊かな
自然環境目指しているのに疑問に思
うことは、山の松が辰ノ口から荻窪ま
でほとんど枯れてきている。手立ては
ないのでしょうか。山が真っ赤です。
自然が破壊されてしまいます。

色々なイベントを計画して行なわれているよ
うですが、それは若い人達にはとてもよいこ
とだと思います。でも我々の地域には若者が
少ないのでもったいないと思います。他には
あまり不満はありまんが、狭い道路に数珠つ
なぎの車で、気がめいっている住民がいるこ
とを、会議の中に取り入れてもらいたい。

310 女性 50代 東内 荻窪

年をとったら買物はどうするのか不
安。まりんこ号も、東西内の沢にはなく
千曲バスも1時間に1本もないときがあ
る。三才山トンネル無料化はいつから
か分からないがバイパス(和子地区に
建設中）が早くできてくれればよいと思
う。

新しい道路建設、R254。美しい自然がある
のに車の騒音がひどい。

上田の町も市内巡回バスが通り、最
近は観光客も目立つ。道路、トンネル
ができていたり、本当に同じ市内だろ
うかと思う。昔、社会教育課で主催し
ていた教室も今はなく、上田自由塾も
会場はほとんど上田で、遠く気が重く
なってしまう。ヨガ、ストレッチなども健
康維持のためにやってみたい。丸子
でもぜひ会場を設け、教室を開いてい
ただけたら有難いです。

311 女性 20代 東内 荻窪

特に魅力を感じたことはない 上田へ車30分かかるので、交通の便をよく
してほしい。トンネルをつくるとか、平井寺ト
ンネル無料化にするなど。

合併しても丸子は良いことは一つもな
かった。丸子で買い物できるところは
なく、もう諦めているので、せめて上田
へ行くのに便利な道路をつくってほし
いです。

上田ー丸子間のトンネル、道路をつくって下
さい。期待しています。

315 男性 60代 東内 荻窪
魅力なし最低の市に近い

316 男性 70代 東内 荻窪

高齢化が進み、近い将来70％位は空
家になり、少ない後継者に大きな負担
になる。

空家対策や国道バイパスなど行政は強い
権限を行使してもらいたい。自治会などに
責任を押しつけすぎ。

旧丸子町のとき持参（保有）している、
資金約4億円は丸子のために使うべ
き。

高齢化が進み、集落の維持が困難になる
時、行政は、まちづくり会議などと調子のい
いことを言い責任逃れをしている。会議の目
的が分かりにくく、人材は高齢者ばかりで無
理がある。

317 女性 60代 東内 荻窪
保育園は廃園になるということで不安
です。

319 男性 60代 東内 荻窪
R254バイパス開通を早期に現実を望む。

321 男性 60代 東内 荻窪

近所付き合いが濃密にすぎる
のも、却って煩わしいものであ
る。

ミニバイパス計画が荻窪地区で停滞
し、大変危険な状態である。強硬手段
も視野に入れて進めてほしい。

まちづくり会議の位置付けがもう一つ理解で
きない。市民自らが地域の課題を解決する
仕組みを構築するとの狙いがあると聞くが、
自治会組織とその連合会の組織もあるの
に、必要性が分からない。組織を幾つも作っ
てもあまり意味がないのではないか？住民
の意思を反映できる仕組みを作ってくれるの
なら結構なことであるが？

322 男性 50代 東内 荻窪
企業・商業施設の誘致 若者が定住できるまちづくり

323 男性 60代 東内 荻窪
鹿教湯温泉の活性化、霊泉寺も含む。 高齢者が暮らしやすいまちづくり 高齢者の支援事業の検討

325 男性 70代 東内 荻窪
山林、農道など協力して整備し
ている。

バイパスの早期実現、国道254の傷み
がひどい。

公民館が古く(約70年経過）老人、子供が
使える場所にしてほしい。（交流の場）

一般市民の声を聞く機会がない。

326 男性 40代 東内 荻窪 丸子地域の活性化

327 女性 80代 東内 荻窪
老人がいつでも安価でタクシー等を利用で
きる配慮。

もっと、便利になること。
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328 女性 70代 東内 荻窪

若い人が挨拶もできない。ボランティア
精神に欠けている。道路の雪片付け
多く大変。

国民年金の収入のみで入れる介護施
設を増やしてほしい。車が多すぎるの
で電車を通したら環境にも優しいと思
います。若い人が少ないのでＮＰＯで
も入ってもらいたい。

329 男性 70代 東内 荻窪
温泉地の活性化や、商店街に食で集まる
まちづくりなど

331 女性 60代 東内 荻窪

国道の交通量が激しく道路の横断が
危険。安全に遊べる公園が近くにな
い。松くい虫の被害が心配。保育園が
統合されるようだが、通園の手段が心
配。人口の減少。

産婦人科がない。安心して子供を産
むことができない。

空家対策ー上田市で改造など考え若い人
が安価で自分の家が持てるなどを考えたら
どうか。しかし、周囲に何も魅力がなけれ
ばだが、公園、病院の充実又は高齢者が
協力し合い、地域が支えられるグループ
ホーム的な場所(自立した老人も行ける）な
どを考えたらどうか！？

このアンケートをどれだけの人が、真
剣に考えて書いているでしょうか。私
自身も夫、娘夫婦と考えながら記入し
ましたが、実際とても難しいことです。
予算など大変ですがもっともっと明る
い安全な丸子にと思います。

若い人、子育て中の人達の参加。若い人達
が、丸子っていいな！って思えることが大事
だと思います。「今ではなく、未来を見て」と
は口では簡単に云えますが、よろしくお願い
します。
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2008 男性 60代 東内 和子

・時代の流れでしょうか？（豊かになり
すぎた）しかし貧富の差は激しくなって
おり、心（正義）が正しくなくなってい
る。・自己中心型になってしまってい
る。・苦労して育っていないため今後が
心配だ。

・リーダーとは？・権限者のリーダーシップ

2009 女性 60代 東内 和子

254国道の交通量が多く、買い
物には不便、日照時間が短くあ
まりいいところがない。ただ災害
がないところだけ魅力的です。

子供らは外で暮らし後継者がいない。また
区の中でも若い適齢者は独身者が多い。
これでは人口は減少するばかりです。なん
とかしてほしい。

活性化して行けるように若者の結婚
者が増えて行くように街を挙げて進め
てほしい。

平井寺トンネルは生活道路です。一日も早く
無料化して欲しい。

2011 男性 60代 東内 和子
特にない

2012 男性 80代 東内 和子

65歳以上が4人に1人超す高齢化、社
会保障、支え手負担増、特に山間地
域が多い。対策を。

2013 女性 50代 東内 和子

１．日帰り温泉を作る。２．雑草が至る所に
茂っている。これを刈り取る。「丸子へ行っ
たらとてもきれいだった。また行きたい」の
連鎖を作る。３．温泉水を使って料理、菓
子。パンを作る。

離れていく地域ではなく、集まってくる
地域でありたい。

2014 男性 60代 東内 和子

後継者が結婚、出産、子育て、教育などの
面で魅力ある地域づくりが必要だと思いま
す。特に保育所を少なくするのではなく現
在の施設を整備し、地域ごとの必要に答え
ていくべきだと思います。

若い人たちが都会にはない良さを感
じさせる街づくり村づくりを知って、一
緒に参加したくなる地域を目指してほ
しい。

今の時代にあったものの考え方、少数者や
弱者の立場を重視してほしい。独善的になら
ないよう声なき声に心を向けて下さい。

2015 男性 50代 東内 和子
地域住民と行政の話し合いが重要 自然環境の保持

2016 男性 50代 東内 和子
自治センター、商工会で計画を立てる

2017 女性 40代 東内 和子

環境の整備、枯れ木の整備 高齢者が免許証なしで生活できるよう
な街になるといいと思う。

2018 女性 70代 東内 和子
赤松の枯れ木の始末とこれ以上松くい虫
が増えないような対策を考えてもらいた
い。

所々にベンチや休むところがあれば高齢者
には有難いと思う。

2020 女性 70代 東内 和子

現在は車の運転も可能、買物、日常
生活に不便はないが、運転ができなく
なった時は不安を感じる。

若い人の結婚離れ、出会いの場を多
く作り、若者が気軽に集まる機会を持
てたら、と思う。

2022 女性 60代 東内 和子

車の運転ができなくなった時が不安で
す。お年寄りの足の確保を今から考
えていってほしい。

2023 男性 70代 東内 和子 社会保障の充実

2024 男性 60代 東内 和子

バス路線および巡回バスの増便、介護タク
シーの導入。道路の整備。中信、東信地区
連絡ルートの整備

丸子市街地の商店街はシャッター通
りとなっている。この現状は年々深刻
化している。従って商店街の再編成を
望む。

丸子地域には街を代表するものが全くない。
他の町村では（武石ともしび駅伝、真田ラグ
ビー）成果を上げてきているものがあるの
で、今後これしかないイベント等を検討願い
ます。

2028 男性 40代 東内 和子
道路等のインフラの整備

2029 男性 70代 東内 和子
水がきれい。米がうまい。 子どもが少なくなってきた。良い病院

は少ない。
若い年代の人たちが居つく街 年頃の男性の嫁さん 働くことができる大きな会社

2031 女性 40代 東内 和子

福祉サービス、子育て支援サービスの充
実、緊急時医療機関の受け入れ対策
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2033 女性 60代 東内 和子

内村にもコマンドバスを走らせてほし
い。千曲バスが走っているからダメな
のか。本数が少なく利用しづらい。

施設を利用しやすいようにしてほしい
（金額、交通の便）。丸子だけの広報
をもっと詳しく（内容豊かに）出してほ
しい。中央との連絡だけに終わらせな
いでほしい。

2034 女性 70代 東内 和子

上記してある魅力は何もないで
す

昔は不便ながらも先の生活に希望を
持ち、充実した村でした。今は必要と
するものも上田市の農協等・・・。身近
で利用できないことが残念です。

市の職員は土,日は休み、時間帯も企業と同
じなので（子供たちに頼んでもだめ）交代制
にしてもらいたい

2035 女性 80代 東内 和子
年齢的になにもございません

2037 男性 70代 東内 和子
若者の結婚、少子化対策 望むことがないです 期待する気持ちはありません
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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）

1 女性 60代 東内 下和子

あまりなし 自身がもう少し高齢になったらここで
の生活がかなり厳しいだろうと不安に
なることがある

どうすれば実現可能か。当事者（子ども、
高齢者、障害者）を含め意見、考えを集約
することが大事だと思う

問6の⑥に期待しています あまり期待はしていませんが、住民主体のま
ちづくりニーズに答えることが大事だと思う。
徹底した話し合いを持ち形にして欲しい

2 男性 60代 東内 下和子
高齢者の足のため移動販売サービス、通
院するためのサービス他

地域住民が安心して暮らせる社会（地域の
安全、安心）

3 男性 60代 東内 下和子

自然は豊かだが動物よけの柵
等で囲まれすぎて、川遊びも子
供達が自由に出来ず思いっきり
遊べる所がない

課題を３っつまでと限定しない方が良
いと思う。

何をするにも、若い人達の知恵と力が重要
なので、もっと若い人、子育て世代の人が
転入しやすい状況を作ることが大切と思う

時代や状況が確実に変わっています。それ
なりの時代に合った考え方で進めていって
ほしい

4 女性 60代 東内 下和子

若者たちの働く場所の確保、高齢者の
方々も働ける場所を作ってほしい

観光、交流を充実させてほしい（自然
に出て行かれるような交流がほしい）

7 男性 60代 東内 下和子
行政の充実 計画実現に努力をお願いします。

8 男性 60代 東内 下和子
⑦史跡等の復元　⑧温泉地の活性化

10 男性 60代 東内 下和子

ほかで通っているのにマリンコ号が通
らない、通ってもらいたい

丸子町をもっと見直してもらいたい

13 男性 60代 東内 下和子 若者の増加が必要

14 男性 60代 東内 下和子 思いやりの心

15 女性 60代 東内 下和子 各病院での送迎をやっていただきたい。

16 女性 60代 東内 下和子

まりんこ号について現在走っている地
域以外、東内、西内方面は現在走っ
ていない？今後は？

17 男性 60代 東内 下和子 商店街の活性化 商店街の活性化 商店街の活性化

18 女性 60代 東内 下和子

現在は車を運転して不自由はありませ
んが、あと5年もするとどうかわからな
い。そうなった時にどんな方法で買い
物お医者等へ行くのか不安になりま
す。

まりんこ号のようなものを東内の沢にもほ
しい。安価であちこちいければいいとお思
う。

上田と合併する以前の方が、まとまり
があったように思う。今は、忘れられ
たような感じさえする。

元気ある丸子地域になる様にお願いしたい
し、私達も協力しなければと思う。

19 女性 60代 東内 下和子
100円ぐらいで乗れる巡回バスを増やす。
お店の充実

20 男性 60代 東内 下和子

計画策定者にお聞きします。丸
子の魅力ってありますか？

丸子地域の魅力がないのですべてが
課題だと思います。

担当者の上から目線がとっても気に
なる

丸子地域に活力を、自治センター職員の
増の努力、勉強を

丸子地域に魅力がない、期待はな
い！

まちづくり会議とは、一体なんですか？い
つ、何でPR不足ではないですか

24 女性 60代 東内 下和子

人が集まりやすい広場、公園とか、高齢者
もいける町の中心から近い所にあると良
い。

音楽村に子供達が遊べる場所を作っ
たら人が集まる。花があって水があっ
て、アスレチックでもあったら、子育て
の若い人達がもっと集まると思う。

25 女性 60代 東内 下和子

今更無理かと思いますが、丸子
地域だけでもお風呂がないのは
（鹿教湯はバスの便があるいで
す）中央に誰でも入れる風呂施
設を是非お願いします。

高齢者が多くなります。一人の生活者
が多くなります。日帰り入浴が出来て
食事が出来る所がないのが不便で
す。一日家に高齢者がいるのが実情
です。

誰でも立ち寄れる交流の場、上田市になっ
てよいのは丸子町だけです。青木、立科、
武石、田中どこへ行っても丸子地域の人が
います。町にはお金を落ちること考えて下
さい。

何かお願いしてもいつも返答は頂け
ません。ので・・・・

ないです。8の理由です。

30 女性 80代 東内 下和子

周りにはすばらしい山々があるの
に、木が枯れていくのがなんとも寂し
い思いがします。

？ 丸子地域内にも、上田市内にあるよう
なデパートがあれば高齢者等は一日
中でも楽しむ事が出来ると思います。

31 男性 60代 東内 下和子
行政の充実

32 男性 50代 東内 下和子
行政によるてこ入れ 交通の便の充実（バス等）
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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）
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「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）

38 男性 40代 東内 下和子
若い世帯が入居してほしい

39 女性 40代 東内 下和子

交通の便の充実 大学等で一度丸子を離れても、また丸子に
戻りたいと思えるような「まち」になります様
に

41 女性 60代 東内 下和子
道路整備、危険箇所の修繕、冬の除雪の
充実

丸子ドドンコは中止する

43 女性 60代 東内 下和子

労働者に資格を取らせて、なんでもできる
ようにする（機械など）若い人達を甘やかす
のではなく、意見を聞いて要領よく使う

44 男性 60代 東内 下和子

合併してから丸子は過疎化が一段と加速
している。予算の分配はあると思います
が、脇に入った住宅等の道路幅が狭く救急
車、消防車等少し大きな車は入れない。道
路の拡張を行い、住宅の整備などお願いし
たい。

議員の力(丸子からの）が弱い、最も強く発
言して地域に貢献してほしい。隅々まで

48 男性 60代 東内 下和子
長く続く伝統行事の紹介を 下和子地区バイパス道路を、子供交

通事故が心配
子供達が安心して遊びができる所 丸子まちづくり会議委員に期待します 一つでも実現して下さい。

50 男性 70代 東内 下和子

地域巡回の小型バスを多くすること。 一地域となってしまったので丸子地域
に期待することはできないが、地域の
人口が増えることを期待する

52 女性 70代 東内 下和子
伝統行事等、行なわれていて後
世のの人達に伝わって行く事を
願っています

この地集落でも空家が増えつつあり心
配なところです

車の往来が激しく生活道路が欲しい
ところです

53 女性 50代 東内 下和子

大型トラックの交通量が多く、特に夜
遅くには家が揺れるくらいに感じます。
畑の借り手がいないので草刈などの
管理が大変です。

辰ノ口から下和子の道路沿いに使わ
れていない田が多くあるので、その
田を利用して手のかからないハスな
どを植え景観をよくしたらどうかと思
います。

あさつゆなどの直売所が有名になってきた
ので、地元の野菜や果物ヲ使った料理を
提供してくれるようなレストランなどあったら
うれしい。（特にイタリアンの店）

55 男性 70代 東内 下和子

これより先農地、地域の維持管理どう
なるか、大変心配しています。よって農
協か主に成りなんとか地域の維持を
しっかりお願いしたい

商業機能も充実して観光に力を入れ
て豊かな町作り願いたい。

歴史文化資源を活用して観光面を充実す
る

観光面に於いても横たての連絡をす
る

色々と案件が有ると思いますがもう少し深く
突っ込んで意見を出し合ってもらいたい。

56 男性 40代 東内 下和子 行政のリーダーシップ ありません

58 女性 60代 東内 下和子

この地域は交通量が多く、特に大型車
が通った時など、ガタンと大きな音が
する。新しい道路が出来る事を望んで
います。

59 女性 60代 東内 下和子 高齢者が増えて、買物弱者 地域格差がない様

60 女性 60代 東内 下和子

辰ノ口から和子までのバイパス（辰ノ口か
らつながる広い道路）、道路を渡るのに一
苦労（高齢者が増えてくる中で絶対に事故
が起きる）三才山の無料化が実現すると今
より尚交通量が増加することは目に見えて
いる事

62 女性 50代 東内 下和子

特にない 公共交通機関の充実。（東内地区などは
車がないと身動き取れない）若い人が働き
やすい職場の確保。

大学など都会の学校に行くと、戻って
くる人が少なく、地区活動などの高齢
化が進み30～50代の年齢層の少な
い地区がある。地元に戻りたくなるよ
うな町になってほしい。

色々な地区の意見を聞いた上で、実行に移
せるようにし、行動をしていただきたい。机上
の空論ではどのような立派な意見もムダに
なってしまうので、話し合いという時間すべて
が意味のないものにしないでほしい。

63 男性 60代 東内 下和子

子供から大人なまでそれぞれの立場で丸
子のまちづくりに関心を持つよう、全体へ
の動機づけ。祭りなどイベントで人々が集
まり連帯感を持つ

ワイナリー建設による活性化 もっと内容をPRすること
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丸子まちづくり会議
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（問３）

67 男性 80代 東内 下和子

西内、東内ほか畑地に品質の高い木
材の苗木を植え、特産化を図る。

丸子は消滅寸前である。但しカネボウ跡地
は別、これを他にも出来ないか？

厚生連鹿教湯病院を依田地区に移転
し現在の病院は分院にする。町も少し
は活気が付くことでしょう。

この会議は毎回何をしているでしょうか？全
て不明である。若い人を委員にすべきであ
る。下伊那郡下条村見学に行ってみたら、又
考えも浮かぶでしょう。他を見なければ(金を
使っても）何も出て来てこない。まちづくり会
議委員は40～50代とし企画した事が60代に
実現するようにしたら？

73 女性 70代 東内 下和子

靴屋さん本屋さんも丸子地域にあると
よいと思います。妊婦さんが安心して
出産できる産婦人科医院(病院）があ
れば良いと思います。子供がどんどん
減ってきている事に大きな不安を覚え
ます。

74 女性 60代 東内 下和子

下和子にも、バイパスを早急に建設し
てもらいたい。

人のにぎわいのある町にする為、若い人た
ちが喜んで住める環境にしたい。

住民一人ひとりの声を吸上げていただき、あ
りがとうございます。継続してほしいです。

77 女性 60代 東内 下和子

お互いに交流する場の機会。隣近所の方
とのあいさつ。災害への色々な対応を住民
が知ること。

78 男性 80代 東内 下和子

旧上田市との合併が失敗であったこ
とが、色々なところに出始めている。
行政サービスは著しく低下した。旧丸
子町の先の見通しは暗く感じる。

まちづくり会議とは何か？内容を知らないの
で特に期待は無い。

79 女性 60代 東内 下和子
若者が集う町、専門学校・短大・大学
の誘致する。

若者が勤める企業・産業を誘致する。 国際音楽村への道路整備はとっても
よかったと思います。

アンケートに出た意見を検討していただきた
い。

80 男性 30代 東内 下和子

移住者を歓迎できるまち 自治会などの役員さん以外で、サポーター
のような存在の若い人

今に満足しないまちになりたい。今ま
でを変えることが当たり前になるよう
に。若者が意見を言える環境が整っ
ているまちになりたい

形ばかりの会議にならないでほしい。若者の
意見をしっかりと聞いてほしい→SNSの活用
など。日中は仕事、夜も子供がいれば会議
に参加できない世代でも意見が出せる環境
をつくってほしい。まちづくり会議で決定した
ことが、行政で覆されることがないようにして
ほしい。

84 男性 70代 東内 下和子
車が乗らない人には不便であ
る。

人口減少と共に空家の増加、山も荒
れ、人が柵の中に入っている。

会社を誘致して多くの人を雇用できるよう
に

観光、温泉

85 男性 70代 東内 下和子

先ず自分達が出来る事を積極的に行なう。
次に地域が考えをまとめ一丸となって実現
に向かう。その為の費用予算等を公の力
で行なっていく。

若者達や子供達が憩える場が少ない
と思う。また、高齢者が健康管理のた
めのストレッチの場がほしい。例、旧
上田市内、高齢者福祉センターで行
なっている。

出来るだけ年齢別に丸子地域の人達に聞
き、アンケート等集約し、出来る事から早く進
めてもらいたい。

86 男性 60代 東内 下和子
商業機能の充実。保育園の充実 働く場所の充実 新しい若い人の会議にしてほしい

95 男性 70代 東内 下和子 農業の継続 農業、商業の(商店）自立

97 女性 40代 東内 下和子

子供の医療費も高校3年までの補助がほし
いいです。バスの運行時間の見直し

とにかく、この丸子地域での生活がよ
りよいものになるよう期待しています。

今回のアンケートの結果などを踏まえて、ま
ちづくり会議をしてもらいたいと思います。

98 女性 70代 東内 下和子

農地などの維持管理に不安を感じる シャッターの閉まった店が多いが町
を活性化してほしい

まちづくりのスペシャリスト等の意見を聞く
など、まちづくりを推進していく必要がある
と思うます。

皆さんのご苦労を有線等で聞いております。
それぞれの住民が意見を出し合ってまちづく
りに務めていく必要があると思います。

99 男性 50代 東内 下和子

高齢者等、障害者に対する支援の充実（買
物、通院等の支援とか）、自治会費の軽減

人口増加（減少を抑止する）

101 女性 30代 東内 下和子
整備計画、交通網の整備、高規格道路、
ショッピングセンターの整備
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（問３）

102 男性 40代 東内 下和子

ベルパーク周辺を中心にコンパクトシティ
化していく。また、大屋駅へのアクセスを充
実させる。その後、子供から高齢者、障害
者まで安心して暮らしやすいまちにしてい
く。

丸子地域に住んでいる事に誇りを持てるま
ちづくりをお願いします。

103 女性 70代 東内 下和子
買物などバスの回数が少ない。

104 女性 60代 東内 下和子
勤労者の充実、納税者を増加する事。

105 東内 下和子

旧上田市との合併により行政も経済も
滞ってしまったこと

すべてにおいて豊かな町(商業、工業
のj充実等）

離脱するしかないと思う。 丸子独自、丸子だけしかできない事。
行政然り、すべてに関してそうなる
事。

こういう意見が必ず反映されて、丸子に済ん
でいる人たちが豊かで幸福になれる事。

107 男性 50代 東内 下和子
土、日に保育園、学校の開放

110 女性 40代 東内 下和子

通学路、低学年の子供達は早い時間に下
校しますが、大人の目が行き届いてないよ
うに感じます。パトロールの強化

丸子地域の活性化、温泉施設や音楽
村等、利用しやすい割引やイベント等
を行なってほしい。

良い丸子にするために、よろしくお願いし致
します。

114 男性 40代 東内 下和子

運賃低減バスを平成28年10月まではなく、
これから先も続けてほしいです。自然運動
公園とか釣りが気軽にできる所がほしい。

丸子地域の活性化のために頑張って
下さい。

このアンケートを元に実現される様に、ス
ピード感をもって進めて下さい。

115 女性 50代 東内 下和子

学校を卒業した人達が、地方から戻って働
く事業所、会社が有ること。
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（問３）

3127 男性 30代 東内 辰ノ口
住みやすい町 市民の立場になって考えることができる市議

会。

3130 男性 70代 東内 辰ノ口

上田市合併の意義が感じられないのは上
田市へのアクセスが悪いからだ。特に丸
子、武石、真田も直接直線で結びつく道路
が必要（１０～１５分/丸子）　　　　　　　曲が
りくねった上下道のある道又遠廻りで時間
のかかる道では意味がない。部分的な改
良では金がかかるだけで全く無駄としかい
いようがない

合併債で上田庁舎を作るような事は
あってはならない。各地に分散してこ
そ合併の弊害をなくす。役所の仕事
の効率、人の削減はIT化で進めるべ
き

なし　　上記が実現すれば何もしなくてもよく
なる

3136 男性 80代 東内 辰ノ口

交通の安全、少子化の対策 第一に人口の増加を考える　商工業
の発展に繋がると思う

大勢の皆様の意見を出し合って方向を決し
て下さい。

3137 男性 70代 東内 辰ノ口
子ども高齢者が安心して運動の出来
る場所が有ると良いと思う

話し合いの場所（お楽しみ会場）

3138 女性 70代 東内 辰ノ口
街の活性化に乏しいので何とか
してほしい

人口の増加

3140 女性 60代 東内 辰ノ口
新しい県営市営住宅を作って若人人
達が住みやすくする

3141 女性 40代 東内 辰ノ口

静かで暮らしやすい地域です 本屋さんが無くなってしまったので欲
しいです

高齢者が買物に行ける様に、７５歳以上は
無料のバス又は大型タクシーを出す。子
供、高齢者の安全の為に歩道にガードレー
ルをつける

もっとお店を充実させ、活気づけると
思います

3142 女性 30代 東内 辰ノ口
学校、勤務先への通学、通勤が
近い

丸子地域の活気 住みやすい、活気のある街であって
欲しいです

色々な年代の人の意見が聞ける様、会議も
アンケートなど参考に充実すると良いです

3143 女性 40代 東内 辰ノ口

若い人が住みやすくする。子どもを育てる
環境をよくする。高齢者が不安にならない
よう日常生活のサポートがあたりまえに
なっている（バスとか）環境　　新しいお店
ができるとよい

にぎやかな土地になってほしい 長く住みたい、たくさん人をよんでくれるよう
なイベントなどお願いします。

3146 男性 60代 東内 辰ノ口 地域の活力　　人材の育成

3147 女性 70代 東内 辰ノ口

丸子にスーパーを一つ位ほしい 丸子にもっと洋服店があると便利
運転が出来ないのでなるべく近い所
にあると便利

3149 女性 40代 東内 辰ノ口

店が少ないため、空家を利用してみるとか
交通機関を充実するとか考えてみてはどう
でしょうか

アンケートで提案されったことの中で実現で
きそうなことに取り組んでほしいとおもいま
す。

3151 男性 50代 東内 辰ノ口
商店街の減少　　地域の活気減少 活気づく地域作りの協議　若者が参加でき

る意見交換or実施
合併とは別の丸子地域の特色を生か
す

若者が参加し色々な発想にチャレンジしてい
く

3152 男性 60代 東内 辰ノ口

道路の整備（高齢者が歩くのに路面がでこ
ぼこ）　大型店舗が少ない

3157 男性 60代 東内 辰ノ口
工場の誘致をもっと積極的に 賑わいのある町作り 活性のある町、明るく元気な町作り

3159 男性 60代 東内 辰ノ口
鹿教湯の活性化 天下山マレット場の無料化

3160 男性 50代 東内 辰ノ口

車が乗れる場合は良いが高齢等で車
な無い場合買い物、通院等不便になっ
てしまう地区が多い有

スポーツ施設の充実

3162 女性 60代 東内 辰ノ口

お医者さんにかかりたいと思っても診察
代、薬代、検査費用が高額なので経済的
に大変なので安くしてほしい

老後の不安のない町になればいい 実行力のある会議
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「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）

3164 男性 70代 東内 辰ノ口

丸子観光発展のために→上田市は
真田丸で観光客増。丸子は商店街を
歩いてもがらがら、寂れるばかり。丸
子も観光に力を入れてもらいたい。皆
さんも御存じと思いますが、上田市御
嶽堂に岩谷堂（木曽義仲）の歴史　木
曽義仲の歴史の本書いた、上田市議
会議員著者深井武文氏が書いた本
観光に役立てください（表紙コピーあ
り）

3168 無回答 60代 東内 辰ノ口
大阪のような身を切る様な自治体自体の
改革

3170 女性 40代 東内 辰ノ口

個人の商店が少なくなってきていて、さ
みしいです。雪かきが合併前より少な
くなったように思います。

買い物、遊びなどが丸子の中で済ん
でしまえばいいなと思っていますが、
大型店ではなく個人商店が増えて昭
和ぽっくなればいいのにと思います。

個人が事業を起こせるといいなと思いま
す。上田まで買い物に行く人を丸子で済ま
せるようにできればいいな～と思います

合併後、丸子地区への力の入れ方が
弱いのかなと思います。

住民が住んでいて楽しいを目指していけば
いいのかなと感じています。

3172 男性 50代 東内 辰ノ口 予算の確保 なし なし

3173 女性 80代 東内 辰ノ口
大人も子供もみんなが幸せにくらせる
事を希望します

3177 女性 30代 東内 辰ノ口

子供や高齢者が安全に生活できるよう、
又、体の不自由な方が③便利になる。道路
や交通の安全と確保

特にない 生活しやすい、安心して安全に過ごせる街

3180 女性 40代 東内 辰ノ口
税収を増やすための企業誘致 雪の時の除雪を早めにきちんとして

いただきたいです

3184 女性 60代 東内 辰ノ口

近くに「あさつゆ」があり新鮮なく
だもの、野菜等が買えるので、
ガソリンスタンドも出来て便利に
なって良かったです

家を守る長男が結婚しないで一人でい
る人や離婚などして、一人暮らしの男
の人が近所に何人かいますので、子
供が少なくて、これからの人は学校行
事や地域の行事等少人数で大変だな
と思います。

以前のように花火大会を町営グランド
の所で打ち上げてほしいと思います。
とてもにぎやかで町中の人が楽しみ
にしていて、中央病院の所とか腰越で
も打ち上げているようですが、以前の
ようなどこからでも見られる場所が良
いと思います。

3186 女性 50代 東内 辰ノ口

高齢者の運転免許証の返納を進める
うえで、その方の通院、買い物の手段
を充実する必要がある。防災放送の
設置、有線放送では役にたたない。屋
内外どこにいても聞こえることが重要。

子育て支援にばかり目がむいてい
る。m年金貧困者をどのように支援す
るか考えるべき。

3187 女性 40代 東内 辰ノ口
公共の交通機関の充実 商業施設を増やしてほしい。

3188 男性 60代 東内 辰ノ口
バランス行政、旧上田に偏らない分配 あまりいろいろ集金をかんがえるな下

らない役人を生かすだけだ
くだらない文書配布が大すぎる　すべて簡素
にしろ

3189 男性 50代 東内 辰ノ口

旧上田市との格差をなくしてほしい。雪道の
整備が遅い！（雪が積もって交通は不便で
ある）

3192 女性 60代 東内 辰ノ口

何もない町　上田駅、高速イン
ターが近いので交通的には恵
まれている

松本方面へバイパスができ交通量も
多いが

小さい町づくり　顔が見える 上田市になってから、丸子らしさも感
じない大きすぎる

老人だらけになってしまうこれからどうすれ
ばいいのか

3193 無回答 80代 東内 辰ノ口

白髪神社をもっと整備して足を
運ぶ気持ちが起こる様にしてほ
しい

高齢化が進み、外に出ても誰にも出会
う事もない状態。集まって飲食したり話
をする場（喫茶店？）があれば良い
が・・・と考えます

山に囲まれているので、花の季節、
山桜、山吹きの頃にイベントを。山歩
きを昔の城を目指したら

８月の爆水はとても良いと思います。山登
り（頂上の城跡などを生かして）も考えてみ
てはと思います。

恵まれた自然と広い土地があるので
すから、みんなのやる気をどうしたら
引き起こす事が出来るかそれが問題
ですね。‘もう年だから‘と引き込って
しまう人が多くてー

丸子町に商店街がすっかりシャッター通りに
なっています。スーパーマーケットに全部渡
してしまった様です。それが残念です。
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