
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

3195 男性 60代 西内 西内
移動販売業者の充実　伝統文化の継承す
る者の確保

3196 男性 70代 西内 西内

鹿教湯に住んでますが　地名ジュウニ
（１２）の　から沢が土砂崩れが　おき
ないかと大雨の度に大変不安です。

3199 女性 60代 西内 西内

各個の意識が　もともと必要な事。各自治
体で　議論を重ねて　将来の姿をえがいて
みることが必要

荒れた空き家などの　処理をしてほし
い。こわす場合は　補助金を　出すな
どの配慮を　してほしい。高齢者を見
守る仕組みがほしい。

今回の様に　広く意見を聞いてほしい。そし
て　各自治体に結果をもどしてほしい。

3201 男性 60代 西内 西内

災害がない　空気がきれい　食
べ物がおいしい

病院は近くにあるが　買い物が不便
松本へ出るのに　バスがないふやして
ほしい。

高齢者が多くなると　皆さん私たちも
買い物が出来りといい

3202 女性 50代 西内 西内

あまり感じない。 知り合いに都会から戻った人がいます
が　風呂修理の資金もなく　水で体を
洗っているが健康も心配です。又都会
へ帰ってしまうのでは・・・・？救済　支
援はないのか？

思いやりの気持ち。 期待することを考えられる　地域に
なってほしい。期待できることは　今あ
りません。

せめて　Ｕターン　後継者の　生活環境の支
援。

3203 男性 70代 西内 西内

日照時間は短いが　自然がとて
も豊か、

住民が　行政に要求をだしやすくして　行
政は住民の声をとりあげる

住民の声を　行政に取り上げてもらう

3204 男性 70代 西内 西内

鹿教湯病院の活用を　クワハウスの
宣伝強化

鹿教湯温泉に住んでますが　この環境の
良さをもう少しＰＲする必要があると思いま
す。他県に住んでいて当地に来てあまりの
住みよさに感激してます。地元の人の自覚
が大切！

鹿教湯地区での子供遊具の充実　他
地区からの孫を連れてきて満足（遊べ
る）出来る場所

3205 男性 70代 西内 西内
ミニでもよいが　スーパーが必要

3206 男性 80代 西内 西内 行政の　積極的な財政支援

3207 男性 60代 西内 西内

空いている土地を企業に提供し　有効に使
用して頂く。子供・高齢者・障碍者が気楽に
集える場所を造る。自然をそのままにせず
利用しやすい環境に整備する、

最後まで　この土地でこの町に住みた
いと思える町になってほしいと　思い
ます。

みんなの声を聴き　活かして頂きたいと　思
います。

3208 男性 50代 西内 西内
行政等の積極的な研究と実践。 都市計画税が高すぎるので　見直し

を希望する
暮らしやすい地域とは何かを考え　人口増
加につなげてもらいたい。

3209 女性 60代 西内 西内

子後もに対する物は無料にする（お産　病
気等）　（子供たちが多くなるように）

若い人がふえるように空き家等を提
供する。

3211 女性 70代 西内 西内

周囲には独身男性が大勢いる
出会いが無いのではなく近年女
性も学力があり職に就き強くな
り年寄りの言うことにも耳を持た
ず　まちづくり会議の皆さんに期
待している。バスの運行本数を
マイクロバスでもよいから増やし
てほしい。

即入居出来る空き家なら紹介できるが
リホームにお金だかかる空き家は問題
だ

地元住民の協力　病院は沢山できてよい
が　丸子中心街が淋しくなり何とか活気を
取り戻せないかと思う。

道路が悪い交通事故が多い。カーブ
が多すぎるので　ゆるやかなカーブで
道幅をもう少し広げられればと思う。

いつも同じﾒﾝﾊﾞｰでなく　高校大学生も折れ
て若い人の意見も必要と思う。独身の男性・
女性もいれてもらうとそこから始まったりする
事もあると思う。

3214 男性 60代 西内 西内

運転ができなくなる時　小型バスの回数を
多くだしてほしい　病院・買い物に必要だ。

若い人が　部落にもどってこれるよう
に

3216 女性 60代 西内 西内
交通の便　農地維持のためのｻﾎﾟｰﾄ、
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3218 女性 60代 西内 西内

働く人達が安心して仕事に従事することが
出来る　賃金とか労働条件を整えることを
第一にしてほしい。人は働くことを通して成
長できるのだと以前聞いたので雇用側の
意識と質を高める努力をすべきと思う。

古くからある伝統や歴史を大切にし
て，ゴミ捨てのない気持ち良い環境を
人として一番心地良いと思える　人間
性を育てていけたらいいと思う。

まちづくり会議のメンバーの方達の　小さな
意見を大切にして多数決で全て決定しない
で誰もが言いたいことを言える場であって欲
しいと思います。本当に大変な　お仕事と思
いますが皆様　宜しくお願い致します。

3219 女性 60代 西内 西内
人口の増加　企業等の誘致などで人口流
失を防ぐ。

3220 無回答無回答 西内 西内 全くなし すべて なし 　　　　　　　　　もうむり 　　　　　　　　　　　　なし 　　　　　　　　　なし

3222 男性 70代 西内 西内 大型店舗が　あれば

3225 女性 60代 西内 西内

ばんびーゆの活動により地域の活性化、
児童増加など成功することを願います。

若者も高齢者も　働けるばしょだあ
る、健康で居られても自家用車運転
がいつまでも出来ないので　何か補っ
てもらえたらと思う。（通院・買い物・車
を持つこと）一人暮らしになった時の
不安を考えてしまうので　参考になる
事があれば　欲しい。

人口増加により　伝統行事を　続けていけま
すように　また　賑わいのある町になれば良
いと思います。大変ですが頑張りましょう。

3226 男性 70代 西内 西内 大企業の誘致

3228 女性 80代 西内 西内

何しろ　商店が少なくなってしま
い欲しい物が　欲しいだけ買え
ない　まとめ買いにも物によって
は出来ない　いわゆる買い物弱
者です。

お互いに自分たちが住んでいる　地域を
もっと活気あふれる町にしようと思うなら
（ボランティア活動をおしみなく）する気持ち
を持ち　持ちつもたれつの昔の人の様な気
構えが　たいせつかと　思います。

山の奥に生活していると　上田市に
なってしまい　上田や別所温泉が羨ま
しく思い　ここらは端居とでもいう様
なッ気持　今となつては　とりかえしの
つかないことに　深く反省しています。

何事もそうですけど　困っている人の目線に
合わせて物事を進めて欲しいと思います。

3229 女性 30代 西内 西内

三温泉地がある 子育て世代は通学・習い事への送迎が大
変。何か良いサポートがあれば良いと思い
ます。子育て世代が住んで良かったと思え
るような　補助があると嬉しい。

空き家の把握・斡旋。（友人でも　丸
子に住みたいと話していたが　他の地
域へ家を　建てた経験から）

3230 男性 60代 西内 西内

住民でありながら　平井字トンネルの
料金払わなければ上田市内で買い物
ができない。通行料金￥４２０円（身分
証明書が利用できないか）　年とともに
農作業等の行事が多くなりつつある。
出不足金を払えばよいというものでな
い。お金を支払えば解消するものでも
ない。

地域内での農地の売買はよいとして
も地方（富豪・会社）の取得等は事業
活動等（用水・草刈など）に参画しな
いため、荒廃化とソーラ等により　景
観が益々悪化し自然破壊の原因の一
つともなっているため。（将来　中国人
などの　買収も考えなければ。

国の失策により人口減少が続く中、荒廃地・
山林（松くい虫）鳥獣などの自然破壊　ゴミの
散乱などますます進行するものと思う。現在
の自然環境を維持するには頭脳化した都市
化政策から脱却し　医療機関はもちろん、人
手不足を補うため　先行きを考慮して他の応
援が必要な時期が来る　（松本空港国際化）

3232 女性 80代 西内 西内

老人には良くわかりませんが　町の中心ば
かりでなく全体を良見くてやって下さい

中心は良いが　離れた処は店もなく
だんだん若い人も出て行くことになら
ない様に

若い人がふえて　子供さん達の元気な声が
きこえる。

3235 女性 60代 西内 西内
若い人が　暮らしやすい町にしてほしい。

3239 男性 60代 西内 西内
工場・会社の誘致　小育て支援の充実 道路等の整備 観光客が増えるような魅力あるまちづくり

3241 女性 80代 西内 西内

交通が不便　買い物が不便 最近の町の様子をみていると　何をど
うすればよいのかわかりません

人口が多くなる 町の活せい化 わかりません、

3242 女性 50代 西内 西内
温泉ある 人口増加 高齢でもも住みやすい地域徒歩で買

い物
なし

3243 女性 80代 西内 西内
武石地域みたいな　送迎の車がほし
い、

１週間に１度５～６人用の車を１台　１時間
とか２時間おきにほしい。

3244 男性 50代 西内 西内
更なる　工業団地の誘致 首都圏に向けた　Iターンの誘致

3245 女性 60代 西内 西内
議員と市職員を減少させる
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3246 男性 70代 西内 西内

力のある市会議員の育成　農地の有効利
用

丸子町作り協議会も　ただ会議をする
だけでなく　実効力を出して下さい。

関連役員だけ構成しないで　他方面から人
材を入れること

3247 女性 60代 西内 西内

国道２５４　雪・事故等での迂回路がな
く　大変です、空家　更地管理（雑草の
びてる

3248 男性 50代 西内 西内

先頭に立って　事を進める人材仲間作り
資金-例-空き家対策にしても　住めるよう
にしてから紹介したい、

県外や他地域に出た　若者が、帰っ
てこようと　思える地域造り

今この地域が持つ問題を　老若男女、多くの
人が　共有できる　しくみ造り

3251 女性 40代 西内 西内

ゴミを出さない　バイパス等の建設を計画
していただき交通量をへらす　車の排気ガ
スで大気汚染されます。

街の活性化　　　　西内小学校の存続 誰もが住みやすいと感じる　街造りを検討し
ていただきたい。住民の意見を大切にしてい
ただきたい。

3254 女性 40代 西内 西内

お祭りやイベントの盛り上げに欠ける
丸子駅伝大会の参加チームが少ない
（マラソンブームなのに）　国道２５４の
老朽化　鹿教湯・三才山トンネルの老
朽化

鹿教湯病院の医療の充実　リハビリアピー
ル　問６の（①④）　バスを一律１００円にし
ていただきたい　問６（③　バスでなくワゴン
車などで利便性をたかめてほしい　時間帯
拡大

その他　国道２５４（丸子～鹿教湯）道路管
理が悪い、特に舗装が悪く走行しずらいまた
道路わきの草刈りや　冬場雪が降っても全く
除雪がされない。以上を道路を管理する方
へ　お伝え頂き、早急に対応して頂きたい。

3256 女性 40代 西内 西内

子供が高校に通学する際の　通学費補助
の拡大。地形的な問題は、解決する事は
出来ないが　ここに住んでてよかったと　思
える　メリット「が必要

進学・就職で生まれ育った家を離れても
戻ってきたいと　思えるような　まちづくり。

3257 女性 40代 西内 西内
公共交通機関の充実　安定した企業誘致

3258 女性 50代 西内 西内
子供・高齢者・障碍者に対する理解

3261 女性 60代 西内 西内

中心地のみでなく　住宅対策　人口増
加等の活性化をすすめて欲しい。

3263 男性 60代 西内 西内

ポイントを絞ること。何から何まで考慮に入
れると　実現不可能

多様な価値観をもっている人が混在
しているという現実を　容認出来る人
が増えること

問８実現出来る様に結論を出せる本気にな
る事。

3264 無回答無回答 西内 西内

人口減を少なくする。　温泉をもっと利用出
来るようにすること。交通をもっとよくして中
心部へ　らくに行けるようにする。

3265 男性 50代 西内 西内

意識改革 行政の後追いではなく、先行思考のできる会
議であって欲しい。

3 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）

4 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）

3047 男性 60代 西内 平井

例）株式会社A・・・・Dの様な形として
Aは農業・地域の代表（特に稲作）が全てを
行う。

3048 女性 80代 西内 平井

上田市にも町から、はなれた部落にはマリ
ンコ号も通らない見はなされ所が有ります
すみずみまで目をつけて、やってもらいた
い

足のわるい老人がのって、買物 病院に行か
れる様な乗ったりおりたり、楽な小さくも良い
から乗物がほしい

3049 男性 80代 西内 平井
山林松くい虫を空中散布出来ないか 減反地を宅地造成し人口増加にする

3052 女性 50代 西内 平井

・子ども（未就学児）の医療費の無償
・企業の誘致

・中信、南信地域へのアクセスがわり
とよいので、それを生かし企業を誘致
し、若者の働く場を確保→若者世帯
の増加により子どもも増え、小学校の
児童の増加につながり、人口増加に
つながる

丸子温泉郷と言われているのに活気がない
ので、賑わいを取り戻す方法を考えてもらい
たい

3053 女性 70代 西内 平井
子供がいない。将来が不安

3054 男性 70代 西内 平井

平井地区には特に目立った特色が見えな
い
自然を生かした活動が重要と思う
各集落ごとに特色を出し、平井としては「花
と緑の～」として、人に感動を与えられるレ
ベルまで、特化すべきと思う

まちづくり会議の実態が全く分からない
集落会議でも話題になったことがない
PR活動も必要ではないか

3056 男性 60代 西内 平井 住民、行政の意識改革 期待しない 期待しない

3059 女性 80代 西内 平井 若い者達がすみやすい町 となり近所がまとまれる町

3060 男性 40代 西内 平井
積極的な企業誘致 人口増加 世界シェアの高い企業を取りこむ

3061 男性 60代 西内 平井

・自然環境に恵まれている
・医療、介護施設が非常に多い

集落維持が難しい、後継者が都会に
進学・就職、結婚で地元に戻って来な
い。都会で働いている仕事に見合う就
職口が無い為

④が少ないからすべてがありえな
い。
企業も人手不足でも優秀でないと採
用しない、その為普通以下ではも
どって来れないと考える

企業誘致が１番
子供達が地元に残らなければすべてが無
い

上記が無ければすべてない
人がいなくなる為

このアンケートは、とてもまちづくり会議のも
のとは思えない。
行政のアンケートと同じ。ピントがズレてい
る。
自分が偉くなった気がしている人か

3062 女性 80代 西内 平井
インフラ及び交通システムの維持確保

3063 男性 60代 西内 平井

合併して魅力はないので現状な
い

色々と言ってもダメ。実行が出ない。ア
ンケートを取ってもむずかしい。

子供を沢山産む対策。どうして少子
化になっているか、先人は平均４人
家族が並であったのだが（子育て）

子供３人までは市で手当てを出して人口を
ふやすことを考えること
真田丸もよいが、子育てに目をむけること

合併してから旧丸子町に期待はない
自治センターの力がないこと
権限がないこと

この会議は方向づけは出来ないと思う

3064 男性 50代 西内 平井

この地域に若い人が住みたいと思ってもら
う事。③で④で⑥

・高齢者でも安心して住める町づくり
・多くの人が集まる町づくり

早期実現化

3066 男性 60代 西内 平井

人柄が穏やかで、温泉や病院も
あり都会から来て住みやすい

自動車の運転ができなくなった時、東
御で実施しているデマンドバス等がな
いと、心配である

地域に定住し、世界と交流し、交流人口を
増加させる。
①の実現のため、共助の仕組み社会をつ
くる

上田市の先進地域（地域分権の）モ
デル地域となるように、変化、変化に
対応できるシステムを作り上げて貰い
たい。

10年先、20年先の丸子を考えて、新しいまち
づくりの形を作っていって貰いたい

3067 女性 70代 西内 平井

平井寺、三才山トンネルの料金無料に
なったら、ますます交通量が増えて事
故など増える事が心配

年を取ったら一番買物、日常生活が
心配もっと便利にくらしたい気持ちで
す

3068 男性 30代 西内 平井

基本的には人口の増加
そのための方策の実行

上田市内部において丸子地域がどれ
だけの意見を発信して通していける
か、その力

議事の実現力

3070 男性 50代 西内 平井
産業育成
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（問３）

3074 男性 60代 西内 平井
予算の確保⇒公務員の給与は下げる（人
員を減らす）

期待はない

3076 男性 60代 西内 平井

年々地区内住民世帯が減少している、近
い将来状況鑑みると一層減少することが
容易に判断出来され大変危惧される地
域。次世代の若い人達が住みたい地域に
出来る地区に

丸子町から上田市に行政合併10年経
過し、この地区に合併効果どんな恩
恵が有ったか、明るい将来が有るの
かみえない

3081 女性 70代 西内 平井

国道２５４号線バイパスの早期実現。
私達は車があるので街へ行くのは良
いですが一人暮らしの老人達の食が
心配

せっかく鹿教湯という良い温泉があ
るのに客数の下昇が心配

鹿教湯で空き家空き室を利用して人
口を増やす運動が始まっている様で
すので大いに宣伝していただいて一
家族でも一人でも多くの方達に来てい
ただきたいと思います

話を聞くだけでなく一つでも実現する様に務
めていただきたいと思います

3083 男性 60代 西内 平井

温泉がある 車が乗れなくなった時の「足」の確保 子育て世代が住みやすいまち 地域の強みを生かし若い人達が定着でき
るようにする施策

「佐久」の成功事例を研究すべし。分
権型自治を全く否定するつもりは無い
が、上田市に望むことは市全体の牽
引役として、上田市街の活性化に真
剣に取り組んでほしい。長野市松本
市に比べあまりにも見劣りする

3084 男性 80代 西内 平井
特に買いものについて交通便が悪い 特にない 特にない

3085 男性 80代 西内 平井

老齢者であっても比較的若い人も居ます。
活動的な人達をつなげる横の輪が心配で
す。日常生活の中から周囲の問題点を取
り上げ、それ等をどう処理すべきか地区の
集まりが必要である

丸子地域に期待する事は何一つあり
ません。何故なら将来実現すべき事
業を推進する若い力がないからです。
老人たちがどんな討論をしてもこれを
実現すべき力を持たないからです。今
日も一日健康で過ごす事が精一杯。
力を失っていく自分が心配です

会議とは字の通り各人の意見を発表する制
度でありますが発言しない人が多くおります
そして経過を見て終了後親しい人に色々と
意見を言う人がおります　日本人の悪いクセ
でしょうか

3087 女性 70代 西内 平井

空家、作ってない田んぼ、周囲草のび
放だい、しゃくとり虫がびっしりいる（草
取の充実してほしい）

3088 男性 80代 西内 平井
①について　　不便であるが

3089 男性 60代 西内 平井

人口の増加　　観光地のにぎわい 病院とか介護施設などで働く若い人
が多いのに住んで居る所は塩田など
学校（学生）の時に住んでいた場所の
近くなどの人が多く　聞いてみると大
学に入る時にすすめてもらう所がその
近くのようで、丸子の方面にも住む所
を見つけてもらうようにしたら、その後
も住み続ける人も増えて行くように思
います。

3090 女性 80代 西内 平井

高齢のため買物、運動にも不便を感
じております。千曲バスも乗る人が少
ないので回数がなく不便だと思って生
活をしております。丸子バス（巡回）を
お願いできないでしょうか

3091 男性 60代 西内 平井

独居世帯が多く何かあった時連絡がと
れない。道路の整備をきちんとやって
下さい。歩く時不便を感じる。
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（問３）

3092 男性 60代 西内 平井

高齢者の増加とともに、後継者不足に
より各部落会の活動が成り立たなくな
る時期が近い内に来て限界集落とな
るのではないかと思っている

子育ての女性が働きやすい環境作り　若
者が定住しやすい環境　　　独身男女の出
会いの場（お見合い、サークル等）

山間地の農地の荒廃を抑える。地域
の自然環境の保全（松くい等）

出来そうな事は早めの実行を！

3093 男性 50代 西内 平井
道路整備及び福祉の充実 高齢者が住みやすい町づくり 高齢者対策

3094 男性 70代 西内 平井

子供が少ない。独身者が多い。バイパ
スが丸子から→三才山迄出来たら良
い

若者が多い町にしたい。子供が多い町。病
院も良い病院、良い医者がいること。近くに
スーパー等があれば良い。労働賃金が高
いこと。

丸子に働く工場が多い事。大きな店
が多い事。電気店とか・・D2があるか
らよい。西内平井から良い病院とか買
い物に行くのに大変だ。

皆んなでまとまる事　バラバラでは駄目だ。
自分の事ばかり考えていては駄目だ。

3097 女性 30代 西内 平井

もう少し鹿教湯温泉が宣伝されにぎわう事
をねがっています

商店も戸じめをした所も、ちらほら見
え、期待しても無理だと思います。元
気のある町、もっと人通りの賑わう町

3100 男性 60代 西内 平井 なし 特に無 しない

3101 女性 50代 西内 平井

・道路整備（安心して生活するために、生
活の場と道路を少しでも離して欲しい）　・・
観光施設の充実（温泉、農業、山など豊か
な自然をいろいろな形で楽しんでもらえる
ように）・農家民泊、キャンプ場、空家提供
（借家）などで、空家、空き農地を活用して
雇用の場を増やし定住者増加につなげて
ほしい　・雇用の場が増えたら、子供、高齢
者、障害者の一時預かりなどの充実でここ
で働き、ここで子育てしたいと思えるような
所にしてほしい

丸子地域は、上田、松本、佐久（東京
方面）、長野などへのアクセスも悪くな
く、ほどよい田舎だと思う。通過ではな
く、行き来して何度も訪れたくなる「第
２のふる里」のような所になってくれた
らいいと思う。そういう環境なら子供
や高齢者、障がい者にもやさしいまち
だと思う

合併しても丸子らしさが残るよう期待してい
ます

3102 男性 60代 西内 平井

日本全体の問題で丸子だけどうこうできる
事ではないと思う

県や市がいろんな行政サービスを新
たにするとそれだけ税金もかかるので
住民一人一人が自立できる様に促す
事

何もない

3104 男性 70代 西内 平井

あいさつ運動を町ぐるみで 働く場所、若者が結婚出来るまち、
子供を増やす

山の資源の活用 内村地区は豊かな自然に恵まれてい
るが、国道２５４が村の中央を通って
いる為自然が破壊され、横断もできな
い。道路は山の中に作るべきだ（山の
上）　何か起きた時、老人、一人所帯
が多いため、警察に連絡する手段が
ない。例えば１１０番するにも恐くて出
来ない（物売りの恐い人等）に電話を
知られてしまう場合もある。全戸に防
犯ベルを設置し身の危険の時はベル
を押すだけ→本部に通じて●でどこ
の家に発生したか、わかるような手段
をぜひお願いするものです。TELなど
とてもする余裕はないと思いますので
よろしく御一考の程を

都市計画をしっかりと特に道路　　大いに期
待しています。「住みやすいまちづくり」を

3107 男性 80代 西内 平井

国道２５４号線が国道１８号線と
国道１９号線（東信と中信）最短
距離で結んでいること

１、R18への接続が渋滞を起こしている（川
東に工場が多いため）夢のようだがR18を
飛び越える方法はどうでしょう。２、R254の
所関内の新しい道路、即ちバイパスを隣接
地域と模索して国の行政へ働きかけること

製糸業の盛んな頃、タッタ一本の電車
で流通があったからこそ、と思うと総
てが流通にたよっている今、車も大型
化しているので、住民生活の安泰の
ためにも問７の１、２が重要と思いま
す。

ご苦労さまです。新しい発想をお願いしま
す。

3109 男性 60代 西内 平井

中山間地域に住む住民が安心して暮らし
ていけるようにする為の確認体制が必要、
設備、人的対応方法等。

役所、JA各店がリストラ等で省人化
が進んでしまい、残念です。経済面だ
けでなく、必要なサービスが出来るよ
うに、人的増強も必要か。

役所の便利なまちづくり会議にならない事を
期待します。
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（問３）

3110 男性 60代 西内 平井

豊かな温泉を利用した観光、病院の
充実化

自然豊かだった山々が、松くい虫の影響か
とても悲しい姿になってしまいました。この
山々をあきらめる事なく、少しでも美しい自
然になるよう、話し合っていただき、未来の
子ども達に残してほしいと思います

3111 女性 50代 西内 平井

・丸子地域及び東信地域の総合病院、緊
急受け入れができる三次救急病院の設
立。・高齢者・障害者が安心、安全に生活
できる福祉の充実。

3113 女性 80代 西内 平井

期待することは何もない　期待しても
実現しないから　合併しても何も良い
ことなし

3114 男性 60代 西内 平井
工業の振興、交通弱者対策 地域ならではの特産品の開発、商品

化。首都圏との交流

3116 男性 50代 西内 平井

子ども、高齢者の移動手段であるバスも旧
丸子内はあるが西内、平井にはなく、千曲
バスも運行数が少ない為検討してほしい

伝統ある西内小学校が存続できるよ
うに皆で考えてほしい

3117 男性 40代 西内 平井

運転のできない市民への安定した交通手
段の確保（通院、通学等の為）。　近くで働
きやすい職場環境の充実。小学校の確
保、維持。

安全で住みやすく、働きがいがあり、
家族みんなが安心してくらせる事。

協議内容の公表。平等な意見の検討。

3118 女性 70代 西内 平井

海戸や沢田八日町あたりにお茶する
所や７０～８０の人達が買物が出来る
所がほしい

老人ばかりの町　病院　買物にも出掛けや
すい町づくり

3119 女性 50代 西内 平井

若者が丸子で働き、子供が増加していくよ
うな魅力ある町。いい場所はたくさんありま
すが、生かされてなくねむっているので、
ターゲットを絞って力を入れてほしい。

観光地がなく、娯楽がない。自然があ
るのにうまく生かされていないような
気がします。子供達に自然を利用した
アスレチック等作っていってほしいで
す。

会議の内容等、時々回覧していただいて魅
力ある町に、一歩でも近づいていってほしい
です。

3120 女性 40代 西内 平井

総合病院（緊急対応できる）必要　企業誘
致。

空き家の有効利用（移住目的）　空き
農地を学生や移住者に有効活用して
もらうシステムを作る

3121 女性 70代 西内 平井

年よりが多くて部落の仕事が出
来ないです（部落の役員、草
刈、道ぶしんなど）

空家、空地などの草木が大きくなり動
物が住みついたり草の種がとんで来て
困る

川の中がだんだん狭くなり土砂崩れなど大
水が出た時が心配です。川の土手の大きく
なった木を少し切るなどして川をもう少しき
れいにしてほしい

3123 女性 30代 西内 平井

人が集まり賑わう、魅力あるイベント開催
など。居住したくなるような街づくり（補助や
子育てのバックアップなど）

皆で楽しめるイベント開催。フラーッと
行って子供と遊べるような場所がある
と嬉しい。雨の日でも遊べる広場（室
内）←（支援センターだと年齢や時
間、曜日の制限があるので）

上記同様

3124 女性 50代 西内 平井
空家、空地の活用 自分の子や孫が暮らしやすいまち作

り
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