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（問３）

974 男性 80代 長瀬 上長瀬

優良企業の誘致を積極的に行い、働き口
を確保する。

976 男性 70代 長瀬 上長瀬

平穏無事でいられる。 家の跡取りがいない。 核家族化のための安価な住居の確保。子
育てしやすい補助制度の確立。更なる工
業団地の確保。

特徴ある商業施設の誘致。上田市の
重要な施設（公民館、体育館、歴史
館、市民会館、その他）の誘致。

旧丸子町内か、せめて東内地籍に温泉施設
を急ぎ作る。（是非お願いしたい）（鹿教湯に
行くのは私ぐらいな者）現在、丸子地域の
方々は、皆様全てというくらい、他市町の温
泉に行っています。（鹿教湯は小さい遠い
等、問題）

977 女性 50代 長瀬 上長瀬

丸子地域だけでなく、市全体として出生率
向上になるような対策。結婚したい若者
が、結婚できるような出会いの場を官民一
体となってつくっていく。働く場所の確保（工
場誘致等）

活気溢れる地域になるよう・・・。耕作
放棄地をまとめて、天候に左右されず
に生産できる、野菜工場を作ったらど
うか・・・。

上田市と合併してから、丸子の元気がなく
なっているように感じます。（上長瀬地区で
も、ドドンコ祭りへの参加者が減少の一途で
す。祭りだけではありませんが・・・。）空家、
耕作放棄地の増加への対策をして欲しいで
す。

980 男性 50代 長瀬 上長瀬

官民の相互協力。「あるべき姿」→その為
にはどうする。（アイデア）→実行→評価、
周知

「丸子らしさ」歴史・文化の伝承と活用 「ニーズ」と「優先順位」、「目標の明示」（方
向性）

982 女性 80代 長瀬 上長瀬
若者達の交流出来る施設（イベント） 嫁不足、後継者支援 若い世代の取り込み

983 男性 60代 長瀬 上長瀬
未婚者の増大、嫁不足 若者の取り込み、魅力づくり 長和町に負けないまちづくり 若者の取り込み、婚活等

986 男性 50代 長瀬 上長瀬

定年を迎える前に、地区の役員を務め
なければならいこと。組長、副組長な
どは、仕事との両立は難しい。

高齢者の雇用が活発なまち。安心し
て子育てができるまち。

地域活動の担い手が減少する中、リタイヤ
世代の意識改革が必要ではないか。地域
内においても、まだまだ、活躍の場が多い
はず。「後は若い人達に任せて」では、地
域の存続は難しいのでは。

仕事や生活を犠牲にしてまで、地域
活動に協力しなければならない現状
を、変えていただきたい。

より良いまちづくりのために、住民の意識が
反映されますようお願いします。

989 男性 60代 長瀬 上長瀬
豊かな自然環境の保全 行政と共に目標に向かい頑張ってほしい。

993 男性 80代 長瀬 上長瀬

①図書館、博物館などを利用した勉強会。
体育館、グランドなど利用したスポーツ大
会などの実施、交流。⑥町内の城跡、居
館、神社、仏閣、古戦場、古墳などの場
所。⑦謂れ因縁など記載したパンフレット
の作成。配布による観光客の誘客。

活気あるまちづくりにより、中心市街
地に片寄りがちな行政を取り戻す。

活発なまちづくりに努力してほしい。

994 女性 60代 長瀬 上長瀬
子育て支援の充実。空家の処分。 まちづくり会議について、よく分かりませんの

で、もっと広く説明しして欲しい。

1007 女性 60代 長瀬 上長瀬

⑦⑧⑨は、丸子のアピール処だ
と思います。

空家問題は、核家族ゆえによることだ
と思うので、他人事ではなく日頃から
不安に思っていることです。②も同じで
す。

もう少し、絞り込んだ問題提起が欲しいと思
います。

1010 女性 50代 長瀬 上長瀬
魅力ある企業が少ないと家を離れ、高齢者
が多くなる傾向があります。

1011 女性 40代 長瀬 上長瀬

合併により、旧丸子町の特徴・良さがどんど
ん奪われているように思う。大きくなりすぎ、
隅々まで見えていない現実。暖かい、旧丸
子の雰囲気を戻してほしい。

1013 男性 60代 長瀬 上長瀬

依田川の下流の地域で、集中豪雨に
よる堤防の決壊が心配。また、山林伐
採による土砂崩れ。

将来丸子地域で活躍できる若者を、
これから育成する。また、それが可能
となるような教育、経済環境を充実さ
せていく。

依田川河川敷の抜本的整備。高齢者、障
がい者の雇用確保、促進。自然保護条例
の制定と住民のための（生命と安全）環境
保全。（水田の保全、森林の保全）

特に自然環境の保全と地域住民の声
をよく聞き、住民の要望を行政に反映
していただきたい。

上田市との合併によって、旧丸子地域がどう
変わったのかを広く住民サイドの目で捉え
て、総括し、今後、丸子地域の住民が、誇り
を持ちながら、住み慣れた地域で元気に暮
らし続けることができるような、対策、方針を
出し、実施できるようにしていただきたい。
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（問３）

1014 女性 60代 長瀬 上長瀬

丸子地域だけの特典、何か一つでも
いいのでそこに魅力を感じ、活性化し
ていけばいいと思います。

1015 女性 60代 長瀬 上長瀬

小さい子供の遊ぶ場所が必要。 他の地域にある温泉の無いこと。遠
いので高齢者は、丸子で入浴出来な
ければ、長和か東御へ出掛けられる
様になればいいと思います。

高齢で田や畑を作れない所が多いので、活
用出来る方法を考えてほしいです。

1017 男性 80代 長瀬 上長瀬

若者が地域に定着できるように、魅
力ある場所をつくる。

地域にあったアイデアを、行政と住民で考
えて。

1018 男性 80代 長瀬 上長瀬 交通に便利な所

1019 男性 60代 長瀬 上長瀬

家族だけでなく、地域全体で子供を
育成する気持ちが必要。

生活しやすい環境をつくり、子供がたくさん
住んでいる活気ある地域づくりが必要。高
齢者の健康維持のため、やや強制でも身
体を動かす作業などを地域全体で行なう。
（定期的に）

生活するのに、お金がかからない住
み方ができる地域として、「暮らし方改
革」を考える。

1020 女性 70代 長瀬 上長瀬
若い人の働く場所を多くつくってほし
い。

人口増加

1023 女性 70代 長瀬 上長瀬
運転免許がない人でも、買物に行く交通
（バス）等、もう少し便利になって欲しい。

1025 女性 60代 長瀬 上長瀬

若者が働ける企業を地元に誘致する。 空家を活用した、高齢者、障がい者
用のグループホームづくりを推進して
いく。

1026 男性 80代 長瀬 上長瀬
市と住民が一体となり、可能なものから実
現していく。

若い人達が仕事があり、子供を育て
やすい環境を整備すること。

子供が育てやすい環境の整備

1028 女性 40代 長瀬 上長瀬
道路や歩道の整備。自転車や歩行者に優
しい道づくり。

安心して暮らせるまちづくり、お願いします。

1029 男性 60代 長瀬 上長瀬

福祉の充実 文化会館、公民館等の有効活用。文
化活動、健康推進、地域交流などに。

「住民意識の高揚」の目的もあるのであれ
ば、会議を公開にするという方法も。アン
ケート集約、今後の活動等の会議での内容
を、積極的にに発信。

1031 男性 50代 長瀬 上長瀬 人口

1032 男性 50代 長瀬 上長瀬

誰でもが気安く集まれる場所の確保。歴史
等の資料を誰でも見れるようにする。

1033 男性 60代 長瀬 上長瀬
上田市との合併して、どこがよかった
のか分からない！

1034 男性 60代 長瀬 上長瀬
市民・行政の一体となった協議会立ち上げ 災害危険地域の、予防設備の早期の

工事
経済振興も大切ですが、基本は安心して暮
らせるまちづくり。

1036 女性 30代 長瀬 上長瀬

若い家族が住めるように、空家などを貸し
出して住んでもらう。市、県住は限りがある
ので。

上田市になっても、丸子地域発展を考えても
らえていることは、とてもありがたいと思いま
す。

1038 男性 70代 長瀬 上長瀬

魅力はなし 記載の設問、全部が当てはまる。 記載事項を全部クリアーしなけれ
ば、人口減の歯止めははかれない。

若者の定住をはかる。 アンケートをまとめるだけでなく、具体的に方
策を決めていただきたい。

3352 男性 60代 長瀬 上長瀬

上田と合併してから、旧上田に予算を
使い過ぎ、税金を多くしているだけだと
思う。もっと丸子にも予算を使ってほし
い。

旧上田に予算を取られすぎ。 旧上田の言いなりになるな。 議員、（旧丸子）の人数が少ないので、地域
定数のようなもので進めてほしい。旧上田に
みんな行ってしまう。
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（問３）

3353 女性 70代 長瀬 上長瀬

小さな子供たちの遊び場所を考えてくださ
い。現在、古めかしく、遊具が非常に乏しい
と思います。祖父母が連れて行って楽しめ
る公園なり遊園地が欲しいと思います。年
寄りも大事ですが子供を優先に考えてほし
いです。私は年寄りの１人です。

3354 女性 60代 長瀬 上長瀬

山の崩壊対策、特に松枯れが目立つ
ので、従来の対策だけでは駄目なの
で、空中散布を考えた方がいい。（反
対者もぽおいと思うが・・・・・）

人口減少対策に本格的に取り組むこ
と。長野県でも人口が増加している
村もある、それを見習って上田市も
本格的に取り組むこと。

商店街を充実させ丸子町でしか売っていな
いものを見つける。目玉になる特産品を作
る。

老人がもっと楽しく夢を持って暮らして
いかれるような街づくり。

合併により失われたものの方が多いように
思う。とかく上田市中心部を活性化するのみ
で、地方（丸子町、武石）は置き去りにされる
傾向が、何かある。
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（問３）

2041 男性 60代 長瀬 町組

若い人が地域に帰って働きたいと思う
環境が少ない

街に働く場所が充実していることが一番。
働く良い環境があれば人は自然に集まっ
てくる

高齢者が孤立しない環境の整備

2043 男性 50代 長瀬 町組

世の中、何でも便利になり過ぎてし
まって感謝や思いやりの心が薄れて
いる。このままだと日本がダメになる。

住民一人一人の意識。・私がやらなけれ
ば・未来の子供たちのために・誰かのせい
にしない

歴史に学び、歴史を大切にしたどこか
なつかしい、昭和の香りの街の復活。
帰ってきたくなる街づくり。

理想論を述べるのではなく、自らが何か行動
し、手本となる活動をしてください。不便な時
代を思い出して考えて。

2044 男性 40代 長瀬 町組

バスの時間が分らない。大屋へ行くと
きに不便。

もっと変化を活用した行事を作ってほしい。
自然に遊べるところを作ったほうがいい。

丸子を上田市の中でもっとアッピール
してほしい

もっと若い意見と高齢者の意見を混ぜた楽
しい丸子町にしてもらいたい

2046 男性 70代 長瀬 町組

工場誘致等により働く場所を多く創り
出す

少子高齢の時代における施策。大規模工
業用地の造成により都市からの工場、研
究開発施設等を積極的に勧誘、誘致を図
る。県下では南箕輪村の例がある。何が必
要か検討して来てはどうか。

年金生活者でも事由に入れる高齢者
施設の具現化（いつでも、低価格料金
等）

自治会組織と同じような活動では必要性が
ないのではないですか

2047 男性 50代 長瀬 町組
働く場所を多くすることにろり人口を増やす

2048 男性 60代 長瀬 町組 企業の育成

2049 女性 50代 長瀬 町組 病院の充実

2051 男性 60代 長瀬 町組

独身者の増加、将来は空き家が増え、
農地の手入れができずに山になる。山
野松は枯れ、アカシア、外来の木が増
え、集落が消えつつある

高齢者を元気にする施設、施策の有
る街

都市計画をきちんと作り、時代に会うように
手直しする。・定年のない元気な会社を誘
致したり、いくせいする。・空き家を撤去し
たり、再活用して環境を整備する。・使われ
ていない畑の木を切ったり、道路の草刈り
を自治会で行う。

他にない特色を見つけ、特色あるまち
づくりをする。Ex.桑の木と実等。ゴミと
なっている木を使った発電と市場

具体的なことを住民に提案する

2052 男性 70代 長瀬 町組 過ごしやすい上田市にして 丸子地域を明るい街に

2055 男性 70代 長瀬 町組

丸子出身の議員さんが他の地域に研修会
と言って学んでいるようです。活用すべきで
す。行政側も積極的に外へ出て学び、吸収
してまちづくりに反映して頂くことを期待し
ます。

先ずは鹿教湯、霊泉寺温泉への客を
増やすための方策の強化。温泉に来
た客が他の地域に立ち寄ってもらえる
魅力づくりの検討。（今年は真田丸で
上田城へ多くの客が来ているが、丸
子へ足を延ばす客は全くない。鹿教
湯にもこない）

「活力ある街にする」に対し外部の専門家を
交えた学習会の機会を作ったらどうか

2056 男性 80代 長瀬 町組

丸子が上田市の中心的なにぎわくぃ
のある街

合併後の丸子はさびれている。丸子が以
前のような街になるように上田市に働きか
けるべきだ。旧上田市への投資が多すぎ
る。上田市は中心市外の活性化に力を入
れるべきだ。

・住民が生きがいのあるまちづくりを
望む。・丸子から市長が出ることを望
む。・偏らない市政を望む

旧丸子の住民が合併をしてよかったと感じる
まちづくり会議にしてほしい。ただ、会議でど
んな活動をしたか、市側に働きかけたかを今
後報告をお願いします

2057 女性 60代 長瀬 町組 子供の遊び場を増やしてほしい

2059 男性 60代 長瀬 町組

高齢者が生きがいをもって活躍でき
る街

・人が集まれる場所をつくる。・ボランティア
センター、シルバー人材センターへの登
録・参加

上田まで行けない人でも丸子で同じこ
とが出来る行事や催し物を計画して
欲しい

・期待していない・地域協議会等様々な組織
があるのに、それを整理、統合しないで組織
を増やしてどうなる。・呆れたのは「まちづくり
会議」に保育所の保護者代表まで入ってい
ること。幼い子供がいるのに出来るわけがな
い。当事者の意見を聞いたのか、承諾をとっ
たのか。

2063 男性 70代 長瀬 町組 車がないと買い物が不便

2064 女性 50代 長瀬 町組
依田川の水をきれいにする。ゴミを捨てな
い

2065 女性 40代 長瀬 町組
この地域の良さを県内外にもっと知っても
らう

2072 男性 40代 長瀬 町組
行動力、実行力をもって一つでも成功してほ
しい
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（問３）

2075 男性 60代 長瀬 町組

企業誘致、働く場所が必要 ・会議に出席する人の人選方法のオープン
化・各地域で実績がなく、地域に協力されて
いない人が多く見られる（人選方法の問題）

2077 男性 70代 長瀬 町組

・ボランティア活動を推進すること・地産地消
の活動を推進すること

2079 男性 60代 長瀬 町組

雪が少なく、高齢者には生活し
やすい

若い人が出て行ってゴーストタウン化
している。あと20年もたてば完全に
ゴーストタウンに。

人口増（特に若者）で活気ある街 空家を月1万円くらいで若い人たちに貸して
生活してもらうことによって防犯、防火など
を防ぐ

高80歳以上の齢者に対し年間30枚程
度のタクシー無料券を配布して欲しい

今回のアンケートの報告と具体的に何をす
るのか、その結果と展望と継続を期待

2082 男性 50代 長瀬 町組

高齢者が多くなるための施設（老人
ホームなど）が必要になってくる

高齢者が多くなるため災害時に避難しやす
い施設や老人ホームや病院と連携した施
設も必要である。

高齢者施設の建設 上田市から独立して丸子自治センターの充
実を図ること。丸子町で行ってきたことが出
来なくなっている。丸子町自治センターに帰
るべきである。

2083 無回答 60代 長瀬 町組
交通弱者に安価に提供してくれるサービス
が必要

2085 女性 80代 長瀬 町組

上平も高齢者が多いため植木など伸
び放題になり、雨や雪の時など道路に
倒れているのが目立っているのでどう
にかして欲しい

2086 女性 50代 長瀬 町組 福祉施設の充実 特にありません

2087 女性 50代 長瀬 町組

大雪の時対応しきれず、また雪かきが
恒例のためできない人が多く負担が大
きい

社会人体育の充実した街 旧上田市、旧丸子町等の体育協会の一本
化、力の結集

丸子公園を外からの集客可能な公園
にしてほしい。丸子地域内に親子とも
無料kで遊べるチビッ子プール作って
ほしい（上田にはある）

視察や文献などから小さな「いいな」と思うこ
とを行動していって積み上げてほしい。活動
を市民に知らせたり、参加を求めてほしい。

2088 女性 30代 長瀬 町組

・いざとおいうときの災害に備えてのマップ
作りや周知（伝達練習など）。・子供たちが
安全、安心して生活できるような対策・・・子
ども食堂など。・自治会で緑や花壇などを
増やす取組の街

上田には材木町にチビッ子プールと
いう小さい子供が行ける無料プール
がある。丸子にはない。ぜひ作ってほ
しい

同左。ぜひ実現をお願いします

2093 女性 60代 長瀬 町組

明るく住みよい街になるように。いつ
までも丸子が丸子であるように願って
います。

2094 女性 60代 長瀬 町組

・皆が思いやりのある人間になる　・バスを
利用しやすくする　・商業施設を充実させる

2095 女性 70代 長瀬 町組
高齢者や障害者が利用しやすい交通機関
にしてもらいたい

生活しやすい街

2096 女性 40代 長瀬 町組

高齢化によって地域の役員の成り手
がいなくてどうするのか。子育て中で
忙しいのに若いからと役を何年も押し
付けられたりしないか不安

2098 男性 60代 長瀬 町組 地域及び市の協力

2099 女性 80代 長瀬 町組
参加しやすい楽しい行事があれば嬉
しいです

近くに食品店などがなく大変不便です（歩い
ていけるくらいの近くに）

2102 女性 70代 長瀬 町組

減反政策ではない減反農地が拡大し
つつあります。困難なこととは思います
が地域全体で考える必要があると思
います

年代ごとの想い、理想、知恵治➡年代を超
えた方策の抽出ー総意、方向性を　皆が
考える地域に

最近空地に太陽光パネルが短期間のうちに
作りあがっていますが、周りの温度環境、降
雨時の地表変化を見守る必要があります

2104 男性 70代 長瀬 町組
地本企業の連帯化と人材育成に力を入れ
る

県外に出てしまった人材を元に帰るよ
うにすること

目先のことではなく長期ビジョンを作ってくだ
さい
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2106 男性 60代 長瀬 町組

まちづくり会議自体あまりに漠然としていて
意見を問われても何と答えて良いのか分か
りません。ある程度の骨子ができてからアン
ケートをして頂きたいと思います

2109 女性 70代 長瀬 町組

高齢になり手足身体が不自由になってきて
福祉用具も必要になってくるのですが高額
のため年金低所得者は考えさせられます
ことから福祉用具補助金制度ができること
を希望します

食品等の移動販売車の巡回があるこ
とで近隣者が笑顔で挨拶が出来、高
齢者で不便な場所に住み車に乗れな
い人達には必要です

2110 男性 60代 長瀬 町組

高齢化により空家が多くなってきてお
ります。姦っ享保全、防火対策が必
要。賃貸しする時にはリフォームをしな
ければ借りる人はいない。リフォーム
には費用がかかる。上田市としてリ
フォーム補助を検討すべし。

丸子地域にも上田市指定文化財が
沢山あります。丸子地域の現状を把
握する。県内外から丸子へ観光、レ
ジャーに来て頂き、賑わいのある、活
気のあるまちづくりが必要

丸子住民が参画できる目標、スローガンを
立案する、内村温泉郷や各温泉を巡る企
画等旅行会社と企画するとか知恵を出して
新企画を希望

2111 男性 70代 長瀬 町組
高齢者特に一人暮らしの人に対するケア

2112 男性 60代 長瀬 町組
町道が狭い（市民センター裏の道路）、
車のスピード違反が多く危険

交通安全の徹底、狭い道路での車の
スピード違反

2114 男性 70代 長瀬 町組

車に乗っていければ丸子、下長瀬等食料
品スーパーはありますが長瀬の中心部に
はない。歩いて買い物に行くには不便です
のであれば都合がいいと思います

2119 男性 70代 長瀬 町組
交通事故防止に更に力を入れてもら
いたい

2120 女性 80代 長瀬 町組
子供のころ上田、別所まで電車
や歩いて行った頃が懐かしい

大雪の時の生活道路の整備 高齢者になった今車に乗れる時期が
亡くなってからの買物、病院など大変
心配です

バス等の増設、上田市内等へ1時間に2本
くらいほしい

2121 男性 50代 長瀬 町組
市街地の活性化とかとまり 合併後の旧市街地との差を無くして

欲しい
大変ですが頑張ってください

2122 女性 60代 長瀬 町組 昔のように隣人とのふれあい

2124 男性 40代 長瀬 町組
高齢者でも仕事ができる場所の拡大

2125 男性 40代 長瀬 町組

人口増加策の検討　・企業誘致・子育て世
代の優遇施策　・商店街の活性化（イベン
トに依存しない、店の魅力発信、住民意向
に会った商店街づくり）

2126 男性 50代 長瀬 町組
自治会役員の会議等の回数を増やさないで
ほしい

2129 男性 30代 長瀬 町組
教育の充実、人的にも環境面も BIG（イオンの）の誘致

2130 男性 60代 長瀬 町組

夜（特に休日前夜）出没する若者（学
生？）、集団心理が気になる

教師、PTAが一体になって取り組む。厚生
児童委員の活用と権限強化、バリアフリー
の普及

会計報告をしてほしい（視察旅行等）

2131 女性 70代 長瀬 町組

豊かな自然環境に配慮したまちづく
り

（思いやりの心）を大切に大人も子供も生
活していきましょう

通勤、通学、歩行者も交通安全に努
める

平成28年度事業計画が総代会で承認され、
予定通り実施されるといいですね

2132 男性 70代 長瀬 町組
期待しない。視察のレポートが見たい

2133 男性 40代 長瀬 町組
健康な体作りができるまち 筋力トレーニングができる施設の設置
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2135 女性 70代 長瀬 町組

マリンコ号について願い　１．長瀬方
面から丸子へ出る場合　以前のよう
に丸子駅前へ行くようにしてください。
5丁目から歩くのはきつい。2．東コー
ス、西コースとも一方向だけでなくぎょ
あく周りもしてください。

2136 女性 80代 長瀬 町組

私の部落は通院や買い物が不便で
す。大久保病院へ通っていますが足
が痛く歩いてはいけません。マリンコ
号で行けるようにしてください

何でも上田の方に便利良く丸子では
なにもありません。シャッター通りは
淋しいです。上田まではとてもいけま
せん。

2137 女性 60代 長瀬 町組

私たちの団地では高齢化が進み、自
治会の運営に支障をきたしている

・買い物に歩いて行けないので、週2回ぐら
いの移動スーパーに来てほしい。・地元に
働く場所がほしい。６０代でも何か出来るこ
とがあれば。

丸子総合体育館をもっと整備して欲し
い。大きい大会ができるような。

2139 男性 80代 長瀬 町組

特にない 空家、休耕地、荒地、各地域の一体感
がない

真田町に学ぶことが多いと思われ
る。自治会運営の自発性が地域に
よって格差がある

１．自治会組織に一体感がない　２．
地域のニュースは月一回の広報のみ

このアンケートで「まちづくり計画」ができる
かな？

2140 女性 70代 長瀬 町組

一人暮らしの見守り隊の方にお願い
元気でいるか様子を伺うことは有難い
が様子を見に行って家の中の状態を
例えば家の中が汚いなどと人に言っ
たりしない人にお願いしたい。

3269 男性 70代 長瀬 町組
野菜、果物が美味しい、水が豊
富で美味しい

交通機能の充実を（年寄対策）

3270 女性 60代 長瀬 町組

住民の小さな声も　行政に　すぐ届けて
要望するだけでなく　確実に返答をもらって
くる

商店街は　駐車場も無く　ひと休みす
る所も（気楽に寄れる所）も無く　ラン
チもそうですが　行く気がしない　施設
等あちこち、ちらばり過ぎると思いま
す。

地元に生まれ育った方達の意見も大事です
が　他県から　移り住んだ（外部からの意見）
を　参考にするのも良いと思います

3271 女性 40代 長瀬 町組

子育ての充実　母子父子家庭の　協
力体制・高齢者の生活手助け　介護
の充実

3272 男性 40代 長瀬 町組

地産地消　中小企業が活躍　鹿教湯温泉
の宣伝や広告や整備

食堂が少ない　花火大会の充実　自
転車にやさしい　道路づくり

鹿教湯温泉の充実　たとえば　私は長和町
武石の温泉へ行きますが　それを鹿教湯に
も大きな駐車場がある　大きなスパカがほし
い

3273 女性 50代 長瀬 町組

市長の話を聞いていると、上田（市域）と
観光に力をいれていて、市長は頭をしげか
えて、根本から、考え方を変えないと、出る
杭は打たずに対持していくべきだと思う。

もｌちと全体的にクリア・クリーンな地
域になｌちてほしい。

［分権型自治］を　すみやかに、良い方向へ
進めてほしい。

3274 女性 70代 長瀬 町組

まずすんで居る所の現状を知る事、年齢の
異なった人達の意見を出し。どうすれば解
決出来るか、話し合いをすること。皆が参
加しないと意見出ませんと思います。

いろいろな地域との交流を望みます。
特に近けんの地域とー東御市佐久市
千曲須坂松本青木坂城等

各地区の意見を取り上げてほしい。

3275 男性 50代 長瀬 町組
市民センターの通り左折の時垣根で
見ずらい

3276 男性 80代 長瀬 町組
人口の増加策 依田川ツケバアユ釣り等により人集

め観当行事等

3277 男性 80代 長瀬 町組

前は近所付き合いがあった　若
い人の代になり　近所付き合い
がなくなった、

空き家が家の周りに３家あり防犯・防
災が心配です　家の前長瀬神社の北
側の小川、大きなＵ字溝入っている
が、下流部分にＵ字溝が入っていない
ため大雨の時、水が溢れたいへんで
す

病院通い買い物現在車で行っていま
すが　８４歳になり　いつ頃まで車で
出掛けるか　不安です。

①高齢者につき　先日７/３分化センター横
を流れる川ざらい　草刈があり　参加しまし
た　足ひざが悪く　川から上がる時若い方
に上げていただいたが　次の日より胸が痛
く病院え行き鎖骨の骨折２週間かかるとい
われました。今後　高齢者は　パスしてい
ただきたい。108 ページ
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3279 女性 80代 長瀬 町組

通学路に（車通勤・自転車）が　多いの
で事故の心配　自転車　ルールを守っ
て乗ってほしい

人の交流が必要と思うが　まずお互い朝の
あいさつをする人が少ない他人事と思って
いる人が多い　何をするにも　お互い協力
し合うことが大切と思う。

3280 女性 80代 長瀬 町組

都会より　終息の地として移転
あれから１７年を迎えての今日
当時は、静かな田園風景に満
足して　感謝いたしており。病身
の夫も長命を与えられました。

⑬生前の夫も車を持ちましたが、交通
量の増加で中止　今はその頃より増え
て　狭い道を歩くのにも　気遣いしま
す。御近所の付き合い、まず先に　行
交ったときは挨拶（用事もないのに挨
拶など・時にコソコソ姿を消す…笑
い・・親しみがない。

高齢である私　自然を愛し仕事をつ
ずけさせていただいていります。日常
生活（田舎生活は車がないとだめ）
不便を感じますが、今のところ自分で
出来ることは自分でと？隣り近所の
和がうまくいけばもっと楽しいです。

自分を愛するのみでなく　隣人を愛し　互
いに心の融け合いが出来たら、この地域も
一段と住みやすく　平和なときが与えられ
るのでは？

昔からの風習で「人の足を引っ張る］
と云う言葉があります、移転したころ
強く感じ残念でした。時が過ぎ　将来
のためにも　子のは親　人には周りの
人々の意識を前向きに持ったらと思
います。

まちづくり会議とは新しい言葉、会議に携わ
る方々ご苦労様でございます。感謝いたして
おります。最後に　道路（本道より入った横
道）速度落としてください。事故につながりま
す。公的速度規制して下さい。おねがいで
す。

3282 男性 30代 長瀬 町組

光熱費（水道・税金他）などがもう少し
安定したかんきょうがほしい。

高齢者にもなるべく働く所がほしい　６５～７
０才　　生活にも　ゆとりが　あるような町にし
てほしい。上田市になって　とても住みにくい
です。

3283 男性 70代 長瀬 町組

目指す地域の将来は高齢者でなく
子供たちです　子供のための行政指
導　子育てしやすい地域にと　１０年
２０年先を考えることが大切と思う。

今どうこうでなく　１０年２０ねん先町を担う
のは子供たちです。子供のための行政（教
育費・通勤・通学）が子供たちのためにもっ
ともっと小育てに力を入れてほしい　そうす
ることが町を活性化する原点と思う。

私は今　７６才ですが高齢化の心配
するのでなく（高齢化は１０年２０年先
減少する）そのことに気を取られてい
ると１０年２０年先取返しのつかないこ
とになりかねないと思う　それよりも今
一番大切なことは教育であり　子供た
ちの教育を今考えないと１０年２０年
先子供たちが町を荷なうわけだから
高齢化の心配より子供の教育が町づ
くりの課題と思う。

地形的にも街道（依田川）筋が狭い　しかも
周りは山で特徴のない町で何をするしてもや
りようのない状況かと思う。従って今何をす
るでなく１０年２０年先を考え人口が減ること
を心配するのでなく　むしろ高齢者よりも若
い人のためにどうすれば良いか特に子供の
ための行政指導を望む。

3284 女性 50代 長瀬 町組
商業・工業の発展　地産地消　公共施設の
充実

丸子地域での働く場所の確保 税金を　使わず安心・安全な町づくりを　考え
てほしい。

3285 女性 80代 長瀬 町組

集まりに男性も参加するように
なってまとまりが生まれてきた。

まりんこ号より小さい車でよいから　１日の
運行回数を多くする。

人口増加の対策 予算を継続的に増やす　維持する．配りもの
が多すぎる、紙などの節約をする。

3286 男性 60代 長瀬 町組

地域主体の町づくり　支えあえる町づ
くり

何の為の町づくり　地域にねざした町づくり
笛吹けども踊らずの町づくりにならない事を
願う。

3287 男性 70代 長瀬 町組

裏の道路が悪い（地いさ道路） 中間で買い物や農協の便が悪く車が
ないと買い物に行かれない。

道路整備　特に裏通り　脇道 上田市と合併して良いことがない、検
診も２年に１度になってしいまつたり、
役場も何となく　きたなく活気がない
感じも丸子の時と違う　悪い

3289 男性 70代 長瀬 町組
水利の充実 地域内に若い人がいない事 若い人が働ける大企業の呼びこみ

3292 女性 70代 長瀬 町組

ありません　期待しても実現しないと思う。

3293 男性 50代 長瀬 町組

丸子地域すべてを求めるのでな②④⑧な
どは上田市の他地域にまかせていく

すべての人の意見を取り入れた町づくりをし
ていたら、結果、今と変わらない地域になっ
てしまう気がします。何かに特化した　町づく
りの方向性を示してもらいたい。

3295 女性 70代 長瀬 町組

子供・高齢者と一緒になれる協同スペース
の様な所がないので作ってほしい　集合住
宅を建て　若い世代にすんでいただく

3298 男性 50代 長瀬 町組

都市計画による道路拡張で子供・老人安
全確保

丸子商業施設による　地域活性化
上田地域と連携し大屋周辺の道路渋
滞解消
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3301 女性 30代 長瀬 町組

地域の方が登下校時　安全パト
ロールをしてくださっていること、
子供たちが　きちんとあいさつ
できること

子供たちが安心して遊べる公園の整備
通学路の信号機は歩車を分ける　ゴミス
テーションや公民館への　行き来が　交通
量の多い　国道を渡らなければならないた
め　横断する人が多く危険です。区分けの
仕方を　変えるなど　検討が必要です。

3303 男性 60代 長瀬 町組

若者が働ける産業及び会社の誘致 町内の空洞化を防ぐためにも若者が
町内に働く場所があり活気ある町に
できたらよいと思う。いろいろイベント
があっても車等なく交通手段は？

会議等　情報発信をお願いしたいです。

3304 女性 30代 長瀬 町組

通学時のバスの本数が少ない。通
勤・通学のピーク時だけでも　もう少し
多くなればと思う。

3305 女性 70代 長瀬 町組

他人に優しい街 互いを想いやる事を学ぶ機会を増やす。
子供と大人・高齢者が触れ合う機会を作
る。
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2821 女性 50代 長瀬 下長瀬

若い世代が増ええること（人口の増加） 交流の場を見つけることだと思いま
す。

子供達、高齢者、若者が集まって、その場で
ウォーキングができたり、子供達が遊べたり
できるような場所が欲しいです。（例えば東
御市にあるような）

2823 女性 50代 長瀬 下長瀬

介護士、保育士の処遇改善→人を増や
す。災害発生時の初期対応を速やかにす
る。

自転車の通りやすい道にしてほしい。

2824 女性 60代 長瀬 下長瀬 通学路の確保

2825 女性 80代 長瀬 下長瀬
伝統行事、役員が大変なので少なくし
てほしい。

山の木を切ったら植える。

2826 男性 50代 長瀬 下長瀬 公務員の努力

2827 男性 60代 長瀬 下長瀬

高齢化に伴い、健康長寿の為の生活習慣
の改善。一人ひとりが医療費を削減し、運
動と食事を真剣に取り組むこと。

簡易な健康長寿の為の取り組みを、計画・
実施していただきたい。

2828 女性 70代 長瀬 下長瀬

高齢者、子供の楽しむ場が、川原や公園
があるのに、草刈がいきわたらなく残念で
す。

2830 女性 70代 長瀬 下長瀬

丸子には、これといった特徴が
なく長い町ですが、もう少し鹿教
湯を頭に出したら如何でしょう
か。保養とリハビリを、基にした
らどうでしょうか。

依田川の氾濫。今辺は地震は大丈夫
でしょうか、断層はありますか。

地震は多いですが、この辺は。 訓練はしなくてもよいですか。 自治会のまとまりが少ないと思う。 あまり歴史が少ない町と思うので、むずかし
いと思う。

2831 男性 50代 長瀬 下長瀬
上田市の一地域としてではなく。丸子として
の独自の活動。

2833 男性 40代 長瀬 下長瀬

日本は高齢化社会であり、若者の流失防
止を考えなければいけないと思いますし、
上田地域での、雇用確保が大前提である
と思いますし、子供の頃から暮らしやすい
と思うような、環境づくりが大切だと思いま
す。

依田川が流れているので、川を活用
した施策を期待します。

協議されたことが、住民にフィールドバックさ
れることを期待します。丸子地域の発展のた
めに頑張って下さい。

2834 男性 60代 長瀬 下長瀬

国道（Ｒ152）の歩道整備。依田川、矢の沢
川の改修。

各種委員の選別、特に保護司業務の
新任者が難しくなっている。基盤整備
が必要である。

2836 女性 60代 長瀬 下長瀬

今の所、大雨による災害も少なく無事
でいるが、最近、あちこちに太陽ソー
ラ発電機の設置が進み、山の木を
切って崩しているのが気になる。自然
の木を大切にしてもらいたい。

若い人達が少なく、子供の数が減少してい
る。子育てしやすい環境にする為の手段を
本気で考えて頂きたいと思います。

2837 女性 60代 長瀬 下長瀬
行政だけでなく、皆で話し合う。 机の上だけの会議にならず、実行可能に。

2842 女性 40代 長瀬 下長瀬

主要道路の整備（渋滞が解消するよう）、
大型店舗等誘致できたらよい。

2844 男性 60代 長瀬 下長瀬
依田川の整備、高齢者の交通手段。

2849 女性 50代 長瀬 下長瀬
飲食店が少ない。憩いの場を多くして
欲しい。

2851 男性 50代 長瀬 下長瀬

例えば、土木目論見の書かれた内容を、
実際に調査して重要度を考える等、きめ細
かい対応が必要。

2852 女性 50代 長瀬 下長瀬
歩道の整備、降雪時の除雪対応が遅い。

2856 女性 40代 長瀬 下長瀬
日常生活を便利にするための道路整備
（特に冬場）

2857 女性 60代 長瀬 下長瀬
丸子地域にしかない物を探すべき？
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2860 男性 60代 長瀬 下長瀬
河川・急傾斜地などの安全対策。

2871 男性 50代 長瀬 下長瀬
若者、子供達が暮らしやすい街、環境、設
備、交通道路規制規則。

2872 男性 60代 長瀬 下長瀬
バリアフリー、道路環境の整備（歩道等） 期待はしていない。

2875 男性 70代 長瀬 下長瀬

丸子ヴィンヤード・ワインの里、
日本一を目指すこと。

コンビニの進出、大手チェーン店が上
田中心に出店しているのに、丸子地域
に大手外食チェーンが出店してこな
い。現状は、丸子は生活関連店舗、魚
屋、肉屋、八百屋さんが廃業してい
る。将来買物難民、賑わいのない丸子
になっていくのでは。心配だ。

お祭り、原田泰治に力を入れているが、生
活関連道路行政に力を入れるよう、市長の
猛省を望む。

2878 女性 60代 長瀬 下長瀬

65歳以上でも働ける場所の充実。（一日数
時間等の条件の充実）高齢者をディサービ
スやショートステイにお願いする際の費用
軽減。

2881 女性 80代 長瀬 下長瀬

町の巡回バスは、一日おきに通るよう
になりましたので、一寸不安がありま
す。バスのない日に具合が悪くなった
時、タクシーとなります。経済的には
高いので・・・。不思議に思うには、同
じ場所から乗り、家に普通に乗って帰
るのですが、料金は運転手によって
違うのです。会社の方に問い合わせ
願います。

どういう会議をしているのか。老人としては
良く分かりません。会議は、若い人達はお分
かりですか？

2882 女性 40代 長瀬 下長瀬
買物がしやすいまちづくり。お年寄りも働け
る仕事を増やしていく。

元気なまちに！ いろんな他の地域で成功していることを、参
考にしてほしい。

2883 女性 50代 長瀬 下長瀬

合併前のように、活気のあるまちづく
りをしてほしい。

丸子の自治力を強くして、魅力アップしてもら
えるよう期待しています。

2885 女性 50代 長瀬 下長瀬
高齢者も不安なく暮らせる福祉施設の充
実。山林、河川の手入れ、管理。

2886 女性 30代 長瀬 下長瀬

企業の誘致により、雇用、人材を確保す
る。それにより、地域の活性化が図られる
と思う。

丸子地域の魅力を内外にアピール
し、良いところを知れたらと思います。

丸子地域も、魅力を内外にアピールしていた
だきたい。最寄に保育所や小学校があって
も通学する際のことを考えて少し通い、保育
所や小学校に通わせている家庭もあると聞く
ので、統廃合は仕方がないと思う。むしろ、
生徒の人数が少ない保育園や小学校が、新
しい建物や恵まれた環境はもったいないと
思う。（維持するにも経費がかかるのではと
思います。）

2888 女性 70代 長瀬 下長瀬

長和町と青木村で共同建設をする、し尿処
理場の排水口を、丸子の水源取入れより
下に持っていき安心して飲める水道水
に・・・。

私達老人二人で、この地での生活に
は「ピリオド」です。特に希望はありま
せん。

丸子の中心市街地が駄目になっている現
状、何故そこで「丸子ドドンコ」などするんで
すか？上長瀬や尾野山のように、出ないと
決まった自治会が多くなって来ています。丸
子全体で考え、廃止にしたらどうですか？

2890 男性 70代 長瀬 下長瀬

若い世代は勿論、退職後の働ける場所。
投票所まで遠くて、選挙に行けない人のた
めに車を出して欲しい。（隣組、地区、自治
会）（まりんこ号）バスの活用を、多くの人に
呼びかける。自家用車を持たない老高齢
者夫婦なので、時々利用するが、ほとんど
利用者がいない。

2891 女性 40代 長瀬 下長瀬
このまま自然を維持していければ、良いと
思います。

住みやすい町、地域。

2892 女性 80代 長瀬 下長瀬
高齢のため、わからない。

2895 女性 80代 長瀬 下長瀬
地域を大切にし、協力し合う心を持つこと。

112 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）

2896 女性 50代 長瀬 下長瀬

災害の対策では、地域コミュニティjが大切
だと思います。ハードも大切ですが、近所
ぐるみで高齢者、子供、障がい者の方々を
含めて、日頃からお付き合いが大切だと思
います。

2901 男性 60代 長瀬 下長瀬

自治会の担い手不足と自治会活動の敬遠
化が進んでいる中で、（中略）すべての事業
の縮小を検討すべきである。スマホ、SNSを
利用した連絡調査体制を作ることで、自治会
業務は縮小可能と考える。防災活動は、自
治会活動のメイン事業にしたい。お祭り、公
民館活動は、参加できる環境は残して自治
会で関わるのは止める。自治会費の除き、
自治会でのお金集めは止める。

2902 女性 50代 長瀬 下長瀬
続けていく必要の感じられない行事（丸子ド
ドンコ）は、切り捨てる等。わかり易い決定を
望みます。

2909 女性 50代 長瀬 下長瀬

丸子ドドンコは、継続の意味があるの
か。毎年の参加が負担である。楽しく
ない。

旧丸子商店街の活性化 空き店舗の有効利用。若者の斬新なアイ
ディアを試したり、趣味の披露をしたり、実
力を発揮できる場の提供。

2912 男性 50代 長瀬 下長瀬 ゴミ、たばこのポイ捨て 支援の強化、重視

2913 女性 60代 長瀬 下長瀬

住民意識が高い。合併後も丸
子町民だったことの意思が高
く、行政主導（リーダー的存在と
なりうる）を担おうとする気持ち
の強い人が多い。

旧丸子中心市街地の衰退 行政への働きかけを積極的に行なう。市政
の公平さを厳しくチェックする。

合併後、丸子地域はやはり衰退した
と、思われ、将来に期待が持てなくな
りました。

住民の意見を、行政が反映できることを願っ
ている。

2916 女性 80代 長瀬 下長瀬

部落等の行事、PTA活動（若干主であるこ
と）等で、子供達をもっと大人の行事に一
緒に手伝わせることが大事と思います。
（中略）歴史ある舞や躍りや、太鼓の継承
の型のあるもの等を持っている地域の子
供達は、生き生きと喜んで稽古している
が・・・。（後略）

隣、ご近所が仲良くなるきっかけがほ
しい。草刈や掃除ばかりでなく、楽し
い事、おいしいい事、賑やかな事、子
供も大人も参加できる何かがほしい。
いつも子供達と一緒に何か出来るも
のを、探したいと思う昨今です。

2919 女性 60代 長瀬 下長瀬

若者が安心して働け雇用の充実を図られ
る企業が、丸子地域に会社等を構えられる
よう、土地、その他支援的配慮が必要だと
思う。そのためには、自治体と協力して考
えていくべき。近隣に仕事に行くのではな
く、丸子に若者を呼び込めるようにすること
で、人口減少、高齢化を防ぐ対策になるの
ではないかと思う。

2921 女性 50代 長瀬 下長瀬

バス便の充実。（上田市バスマップをもらっ
たが、いまひとつわかりづらい）独自の、丸
子路線の細かい時刻表があるといいと思
う。まりんこ号を利用したいが、遠回りに
なったりするので結局乗らない。大屋駅ま
で運行してくれると助かる。どこへ行くにも
送迎が必要になったりするので、子供も高
齢者も安心して乗れるバスをお願いした
い。

2925 女性 40代 長瀬 下長瀬

温泉 まりんこ号以外で、もっと融通のきく相乗り
タクシーみたいなものがあればいいのか
なー。高齢者は、通院が困難。

町の中心部がさみしい。日曜日、休
みの店が多いので、上田へ買物に
行ってしまいます。

20年後、30年後、住みやすい町をつくってほ
しい。

2931 男性 60代 長瀬 下長瀬

高齢者等、在宅で不自由なく暮らせる生活
環境づくり。特に車等、足の確保。

昭和の時代は、早起き野球（百チー
ム以上）、各地で運動会など、地域の
つながり、特に若者が地域で活躍す
る場があった。今、若者が地域の行
事に出なくなった。若者が、地域づくり
に積極的に参画できるよう、公民館活
動を活発に展開してほしい。
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2934 男性 60代 長瀬 道路整備、企業誘致

2935 女性 80代 長瀬 下長瀬

火、金、中丸子ディサービスに
行って居ります。水、土、家に食
事づくりに来ていただいて居り
ます。

2937 男性 60代 長瀬 下長瀬

交通事故の増加の抑制。歩道、自転
車道の整備。

公務員の定数の是正。給与の減額の予算
で、介護職員の増員（正当な賃金で）と、道
路の整備（車歩道の分離）

2939 女性 50代 長瀬 下長瀬 丸子線の復活

2941 女性 70代 長瀬 下長瀬

まりんこ号の便を、週6便にしてほし
い。まりんこ号を毎便、丸子駅も回って
自治センター終点にしてほしい。

2942 女性 40代 長瀬 下長瀬
事業者と行政との連携を、密にしていただけ
れば。

2944 男性 50代 長瀬 下長瀬 コミュニティバスの増加

2948 女性 70代 長瀬 下長瀬

高齢化、人口減少は日本全体の問題、その
中で何か明るくなるような策が欲しい。合併
して十年、元気あった旧丸子町が恋しい。

2949 男性 50代 長瀬 下長瀬

雇用不足（減少）、若年層の減少 ①に対して、道路の整備・・・歩道、自転
車、車の区別が必要になる。ココミュニケー
ションがとれる場所と機会・・・公園、福祉
施設、集会所でイベントを行なう。③買物
は、ネット通販があるのでこれからは困ら
ない。病院やコミュニティに対するアクセス
が大事である。⑥水質や大気の調査、管
理、丸子クリーンセンターを最新技術導入
で更新。（バイオマスを堆肥化、メタン醗酵
→発電）→環境配慮のイメージアップ

丸子地域は、上田のような繁華街に
近いが、丸子には風俗的な所がなく、
暴力団事務所がなく、治安が良く住み
易い所がよいと思います。また、治安
には、自治会のコミュニティも大切で
あると思います。各自治会のコミュニ
ティjが、活性化するよう機会で考えて
下さい。

自治会の、コミュニティが活性化すること。

2950 男性 70代 長瀬 下長瀬

買物、通院などに、市のバスをもっとこ
まめに運行して欲しい。

東御市、長和町など、見習ってバスの運行
をお願いしたい。

高齢者を役員（委員会）に入れてほしい。若
い人はわからない問題が多い。

2952 女性 40代 長瀬 下長瀬

積雪時の雪掻きを、もっと早く実施してほし
い。子供達の通学の安全が確保されてい
ない。

町組の宇遠坂に、電灯をつけてほし
い。小学生ならまだ良いが、中学生の
女の子などは、暗くて通学路としては
不安な所です。

丸子町は、一軒当たりの宅地の面積が大き
く、お庭も広い。もっと、庭のガーデニングを
豊かになるように働きかけて、町のイメージ
アップになると思う。利便性のよい位置にあ
るからこそ、まちづくりはきれいにしていた方
が良いと思う。

2954 男性 70代 長瀬 下長瀬

私達の年代だと、年金等で生活しているの
で、年寄りの暮らしやすい環境に。

運転免許証返納後の、何か対策を考
えてほしい。

若者の意見を取り入れた会議にして、前向
きなまちづくりにしてもらいたい。

2955 男性 50代 長瀬 下長瀬

まりんこ号が、大屋駅まで行かない。
松枯れがひどい。松林がなくなってし
まう。山が荒れてしまう。

地域の人や、地域外の人が、集まりたく場
所。例えば、病院があって温泉があって商
業地域が、一箇所に集まっている場所。地
域の人が話し合える機会。

2956 女性 50代 長瀬 下長瀬
街並みを美しくしてほしい。歩道の整備。

2957 男性 60代 長瀬 下長瀬

環境保全に配慮した、美しい街並みをつく
る。歴史、文化資源を活用し、人の集まる
場を設ける。自然の美しい道を通学できる
ようにする。

自然保全を第一に考え、子供を大切
に、高齢者が笑顔で暮らせる丸子。

将来、人口減少した状態でも、自然なサイク
ルで経済が立ち行くように！

2958 男性 60代 長瀬 下長瀬
電気自動車の普及補助。 市役所との距離が遠いような気がす

る。

2959 男性 60代 長瀬 下長瀬 期待しない。

2961 女性 40代 長瀬 下長瀬
自動車専用レーン 中高生の意見も参考にしては、如何でしょう
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（問３）

2963 女性 60代 長瀬 下長瀬

道路沿いの家なので、家の前の道路
のアスファルトが、時々穴が開いて困
ります穴の開かないしっかりしたアス
ファルトでお願いできれば幸いです。

2964 女性 70代 長瀬 下長瀬
丸子町、寂れてきて上田に取り
残されそうです。

2966 女性 60代 長瀬 下長瀬
ゆーふる田中、ゆらり館のような施設があ
るとよい。

2968 男性 60代 長瀬 下長瀬
交通量の増加に伴い、道路の傷みが
気になる。

2970 男性 80代 長瀬 下長瀬 少子化を解除

2972 男性 80代 長瀬 下長瀬

⑤災害への対策が練られた町として、長瀬
東特運輸裏側の依田川の水が、堤防を浸
食されそうなので、依田川に一直線に流れ
るようにして下さい。

2973 男性 40代 長瀬 下長瀬
⑤地元消防団との交流や、意見交換会等
の実施。

2975 男性 40代 長瀬 下長瀬

企業やお店の積極的な誘致。 習慣や体裁とかではなく、皆が本当に
必要だと思っていることに力を注いで
もらいたいし、力を注ぎたい。

時代に沿った考え方。

2976 男性 70代 長瀬 下長瀬
丸子のまちづくりが出来るのか？ 市が中心とならなければ無理、丸子だけで

は出来ないと思う。

2977 男性 60代 長瀬 下長瀬
自治会が行なうことの役割分担が分かりにく
いので、その点を明確に。

2983 女性 50代 長瀬 下長瀬

自家用車以外の交通の充実。ボランティア
→行政で行なってほしいところもある。など
による環境整備。（気になる所として河川）

2985 男性 40代 長瀬 下長瀬 花火大会を毎年 大型の室内プールの提案

2986 男性 60代 長瀬 下長瀬

自治会の役員に、負担がかからない様にし
てほしい。サントミューゼができてから、セレ
スホールに賑わいがなくなったので、前のよ
うに戻してほしい。

2987 女性 60代 長瀬 下長瀬

害獣の増加 人口増加には、働く場所（企業）が必
要であり、子育て世代への優遇も必
要と考えます。保育園の統合などは、
益々住みにくい環境を生み出して行く
と思います。

2988 男性 20代 長瀬 下長瀬
まちを活用したアートイベントが行な
われている。

現在ある資源を見直す。 住みたい地域、NO１になってほしい。

2990 男性 60代 長瀬 下長瀬

魅力は特にありません。 不安も特にありません。 丸子地域に将来はありません。町長
に丸子を売られたため。

こんなことをやってもムダと思います。旧丸
子町の行政でやってもダメなもの、素人が
やってもダメなものはダメ。

期待することは何もなし。 期待はしない。

2992 男性 60代 長瀬 下長瀬

30歳、40歳の独身者が多く、跡継ぎが
途絶えそう。

2993 女性 30代 長瀬 下長瀬

それぞれの施設の充実。歩道の整備。通
学路にはできるだけ車が入らないように。

2995 女性 60代 長瀬 下長瀬

天下山のマレッゴルフ場周りの
開発。荒れた畑が多く、太陽熱
の方も反対となり、利用率0と
なっています。何か集約的なも
のを考えて見て下さい。

折角、鹿教湯という最高の成分のよい
温泉がありながら、湯を地域の中心辺
りに運んで、何か大きな施設で、老若
男女楽しめるものを考えて欲しい。
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（問３）

2997 女性 70代 長瀬 下長瀬

大屋駅にエレベーターの設置をお願いした
い。跨線橋を渡ること、有料駐車場から駅
まで遠く、電車を使用する時は大変です。
国分寺駅まで行って、障がい者の位置に
車を置いて利用しています。是非実現する
ようにお願いします。

2998 男性 70代 長瀬 下長瀬

飲食店が少なくなりつつ、地区
外へ出掛けた帰り、丸子内での
店が夕方近くなると閉店となっ
て大変である。

農家の後継者不足により、荒廃農地
等があちこちに見られるこの頃です。
家の近くだと環境に悪い、何とか手を
打ってほしい。高齢者の増加と健康に
対し、各地に民生委員さんがおります
が、誰が決め、どのように決めるの
か？（中略）自治会で決めてほしい。
前委員が自分で指名したのでは困りま
す。（後略）

朝夕の通勤時間帯の渋滞で大変で
す。152号バイパスの早期実現をお
願いしたい。県・国へ強く働きかけを
お願いしたい。

当地には、鹿教湯温泉郷があります
が、日帰り温泉として、丸子住民の大
半は他地区の日帰り入浴の施設に
行っています。以前、温泉探査もされ
ているようですが、市の方に働きかけ
何とか下の地域へ開発してほしい。
私共、鹿教湯までは、時間がかかり
大変であり、利用者も少ないのではな
いか。

合併前から、公共用地があちこちに残って、
場所によっては何の手も加えてない所があ
る。何とか処理をして頂きたい。

3001 無回答無回答 長瀬 下長瀬

日常生活に、特段の不便を感じ
ないこと。

設問が間違っています。これらは全
てが必要なはずで、そのためには何
が必要かを問うべきです。

暮らしやすさと、そこに住んで良かっ
たと感じられる心地よさ。

3003 男性 30代 長瀬 下長瀬
企業の誘致 子供を安全に、地域で育てる環境づく

り
丸子地域が活性化し、人が集まること。

3005 男性 60代 長瀬 下長瀬 商店街の活性化

3006 女性 40代 長瀬 下長瀬
市民一人ひとりが意識していく。 丸子地域としての歴史の継承。 市民一人ひとりの声を大切に。

3007 女性 40代 長瀬 下長瀬 皆で意識を持つ。 市民の声を大事に。

3009 女性 60代 長瀬 下長瀬
朝、横断歩道を渡るにも、交通量が多
いので、手をあげ渡るのも悪いようだ。

3010 女性 60代 長瀬 下長瀬

青少年育成。市民がまちづくりに積極的に
参加する。

若者が学業を終えた後、故郷に帰っ
て暮らしたいと思える、心豊かな魅力
ある地域になって欲しい。

地域の個性、特性を生かしたまちづくり。若
者に参加して頂き、若者が助け合い協力す
ることによって、地域が活性化して欲しい。

3011 女性 60代 長瀬 下長瀬

地域内夜の明るさ、道路が暗い、防犯灯増
やして欲しい。通学路は特に。歩道の充
実。

3016 男性 60代 長瀬 下長瀬

これだけ高齢化が進んでくると、全て
を上手くしようとすることは無理なの
で、小規模にして無駄を省くことから
する。斬るところは、斬る事が肝心。

上田市が真田丸で賑わい騒いでいるのは、
今のところはよいと思うが、ドラマが終った後
の事が市長さんはじめ議会でも先が見えな
い。たかが、NHKのドラマにすぎない事を早く
知ること。

3018 男性 80代 長瀬 下長瀬

交通環境が充実したまちで、ゆったり
生活出来る人生へ。

若者を先頭に一致協力、前進あるのみ。 竹下内閣で一億円給付、丸子町で
は、城山公園築城す。私は、陣場台
地に運動公園を提案するも、15年後
築造され現在。未だ未開地あり。これ
が放棄地はもったいない。農業生産
に適するような、温室的な生産品の高
度利用でなければ無駄かと・・・思う。

3020 女性 70代 長瀬 下長瀬

若い人の関心がうすい。（まちづくり計
画について）

丸子らしさを残す。①子供達の給食セン
ターは、このままま丸子で②小学校（4校）
存続、それぞれの伝統を大切にする。合併
したからと、全て旧上田市と同じではなく、
丸子の優れている点は残す。

若者の雇用安定→結婚できる→子育
てにつながる⇔高齢者ばかりの世
は、いけません。

問6実現に向けて活動するためには、メン
バー（会議）に若者を50％くらい入れてくださ
い。若者が、自信を持って生きていかれる環
境づくりが大切。（雇用主の理解を得られる
ような、会議にすること）

3022 男性 60代 長瀬 下長瀬
自治会の充実（近所とのふれあい） 農業の振興 市の言いなりにならない事。
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（問３）

3023 女性 40代 長瀬 下長瀬

丸子町の運営する介護施設の運営と、一
体化した病院があったら、安心して暮らせ
ると思います。働き手も、同時に増え、町が
活性化すると思います。

住みやすい環境が整えば、人が自然
と集まると思う。

3024 男性 30代 長瀬 下長瀬
商業の発展。公園等子供が安全に遊べる
場所の環境。

3026 男性 70代 長瀬 下長瀬
緊急医療体制を整えてほしい。 あまりない。

3029 女性 60代 長瀬 下長瀬
郷土愛を育めるような綺麗な街づく
り。

道路の側面の草刈等で、景観の整備か
ら。

3030 男性 70代 長瀬 下長瀬
タンポポのカランを、二つ三つ増やして下さ
い。

3035 男性 60代 長瀬 下長瀬

高齢化率が上がっているので、若い人を地
域外から呼び込み、全体に福祉や他の
サービスを行い易くなる環境をつくってい
く。例：市営、県営住宅の住み心地向上。
不動産屋と協力して分譲地を増やす。

セレスの活用。各種講座で他地域か
らも人を呼び込む。空き日を減らす。
郷土博物館、あまり代わり映えしない
ので、戦国時代の歴史（丸子に関し
て）など、色々なテーマで変化をつけ
たら？

よそになく、丸子地域にある良いものを再確
認して、それらを活用した人集めなどの企
画。

3038 男性 50代 長瀬 下長瀬 行政の力

3041 男性 50代 長瀬 下長瀬

まちづくりの基本設計のノウハウ。例えば、
ワインの産地として、ワインバレーと連携

3042 男性 60代 長瀬 下長瀬

山の整備（子供達がサンダル履きでも遊べ
るような）
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