
（問
１）

（問２） （問３） （問４） （問５） （問６） （問７） （問８）

番号 性別 住所 地区名 自治会 住み続けたいか 魅力 課題 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は

1 男性 上田地域 新しい商業施設を建てる

2 女性 武石地域 バスの本数を増やす

3 男性 上田市以外 これからもこの自然豊かな丸子を継続して行く
ためには、ゴミ拾いを呼びかけたり、そういった
期限を設ける工夫をした方がいいと思う。

4 男性 上田地域 暮らしやすい町

5 男性 上田市以外 植樹

6 女性 上田市以外 環境を見ることに置いた、ウォーキングやサイ
クリング等のイベントを開催する。

7 男性 丸子地域 丸子 八日町 広大な土地

8 男性 上田市以外 もっと人がたくさん住めばいいと思う。

9 男性 丸子地域 依田 子供を増やす

10 女性 上田市以外 交通の便が不便 交通の便が不便 もっとバスの量など増やす。お店を増やす。

11 女性 上田地域 お金

12 女性 丸子地域 長瀬 人々の活気 商業施設が増え、便利な町になってほし
い。

13 男性 上田市以外 若者の強い意志 自然環境の改善

14 女性 上田地域 みんなの協力

15 男性 上田市以外 自然とふれ合う活動

16 女性 上田市以外 道路整備

17 女性 丸子地域 丸子 バスや電車の時間を増やしてほしい。

18 男性 丸子地域 依田 交通整備をしっかりすること 子供から大人まで、みんなが暮らしやす
い町づくり

19 男性 上田地域 バスの便を増やす

20 男性 上田地域 娯楽施設が皆無 娯楽施設が皆無 大型商業施設の設置

21 女性 上田地域 バスを増やす もっと交通のあれがよくなればいいと思
う

22 女性 丸子地域 塩川 町の活性化

23 男性 上田市以外 工事、木を植える、電車を置く

24 男性 丸子地域 本屋をつくってほしい

25 男性 上田市以外 バスなどが少ない バスなどが少ない バスなどを増やす

26 男性 丸子地域 東内 荻窪 バリアフリー バカを減らす

27 男性 上田地域 道路交通網の整備、空家の再利用、バス網の
充実

28 女性 上田地域 学校の帰りに寄るところが少ない。 学校の帰りに寄るところが少な
い。

空き店舗を、高校生などが行き易いような町に
してほしい。

全体の道の広さ

29 女性 上田市以外 商店街を増やす。交通を便利にする。

30 男性 上田地域 公園などをつくり、子供や高齢者の方たちの憩
いの場所をつくる。

31 女性 丸子地域 丸子 経済発展

32 女性 上田市以外 若い人が協力して高齢者などを助ける。

33 女性 上田市以外 金 バスの増加

34 男性 丸子地域 丸子 公園を増やす 治安の回復

35 男性 丸子地域 丸子 中丸子 アピールポイントの確立。人が来るようにする
こと。

36 男性 上田市以外 交通機関の整備

37 女性 上田地域 イベントを多くする
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38 男性 上田市以外 資金と優秀な人材

39 女性 上田地域 環境を変えないための工事

40 女性 上田地域 バスを増やす

41 女性 上田市以外 需要に合わせたお店が増えること

42 男性 丸子地域 丸子 元気

43 女性 武石地域 武石から上田行きのバスの本数を増やすこと。
平日、２本は少なすぎる。

44 女性 丸子地域 東内 金

45 女性 丸子地域 依田 一人ひとりの心遣い

46 女性 上田地域 バスの本数を増やす

47 男性 上田市以外 丸子地域の人の協力

48 男性 丸子地域 丸子 便利な店が近くにない。でも暮らしや
すいので、またどうしようか悩んでい
ます。

大きな災害などなく、暮ら
しやすいです。でも店が少
ないので、もっと店が増え
ればうれしいです。

店がよく潰れる。レンタルビデオ店
があったのに潰れた。本店も潰れ
た。新しい店があまりできない。新
しい店ができても長く持たない。買
物は、遠くまで買物に行かないと
いけないので不便。

ほかにも色々な店ができたらうれ
しいです。

また、できたらうれしいです。 この地域は、暮らしやすいので好きで
す。

49 男性 上田地域 丸子の活性化 農業日本一

50 男性 丸子地域 丸子 働く所を増やす

51 女性 上田市以外 交通面で不便に感じる 若者を中心に、まちづくりをしていくこと。

52 男性 上田地域 人口を増やす

53 女性 上田地域 空家をリフォームしてお店にする。

54 男性 丸子地域 西内 職に就いたら戻ってこないと思う。 上田市の人間や、都市の人を連れてくる。

55 男性 丸子地域 丸子 遊ぶ所が少ない。 企業の誘致

56 女性 上田市以外 施設の建替え、増設、高校の立替 道路の増設

57 女性 上田市以外 バスと電車の増加

58 女性 上田市以外 バスの増加（本数）、駅、クーラー、暖房 バスの本数の増加

59 女性 丸子地域 東内 上田の方が、店や交通面で充実して
いるから、そっちに行きたい。

バスの本数を増やしてほしい。 バス

60 男性 上田地域 活気

61 女性 上田市以外 ショッピングモールの普及

62 男性 上田地域 道を整備する。地域循環バスを増やす。 丸修を残しておいてほしい。

63 女性 上田市以外 学校にエアコンがほしい。 CM

64 女性 丸子地域 丸子

65 男性 上田地域 平安堂建てて

66 女性 上田地域 店が全然ない

67 女性 丸子地域 丸子 何もないから

68 女性 丸子地域 丸子 木をたくさん植える。

69 男性 上田地域

70 男性 上田地域 若者が遊べる場所がない。 バスの本数を増やす。 ゲームセンターなどが増えることを期待し
ています。

71 女性 武石地域 森林伐採をあまりしないようにする。

72 女性 上田地域 自然はたくさんあるし、丸子の人は優
しいけど、買物するような所や食べも
の屋が少ないので、住みたいとは思
わないかもしれない。

病院に行く方で、高齢で車もなくバスがあまり
ないので、歩いていく人もいると思うし、バス停
までの距離があって大変だから、そういう人に
優しい町にしていったらいいなと思う。
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73 男性 上田地域 運

74 男性 丸子地域 長瀬 金 楽しいこと

75 女性 上田市以外 交通手段少なすぎて高すぎ

76 女性 武石地域 歩道や通勤・通学時の整備

77 男性 上田市以外 木の伐採を防ぐ。 お店が増えること。

78 女性 上田地域 お店を増やす。

79 男性 上田市以外 他の市町村との交流。

80 男性 上田地域 平和 一人ひとりの行動

81 男性 上田市以外 ふれあう場所を多くする。 よりよい町

82 男性 上田市以外 ポイ捨てをしない。

83 女性 交通機関を増やす。

84 男性 上田市以外 バスの本数をもっと増やしてほし
い。

道路を広くしたり、バスの本数を増やす。

85 女性 上田地域 人口増加

86 女性 上田地域 交通の便が悪い。 電車を走らせる。バスを増やす。 よい所だが、通学などが大変。

87 男性 上田地域 道を広くする。

88 女性 上田市以外 丸子で働く人や丸子のことを考える人が必要だ
と思う。愛される町であることも必要。

交通の便利さ

89 男性 上田地域 個人的にあまりない 商業施設などを増やし、人口を増加させ過疎
化を防ぐ。

90 女性 上田地域 ゴミを拾う

91 女性 上田市以外 元気

92 女性 丸子地域 長瀬 駅をつくること

93 女性 上田地域 道路がガタガタ 丸子修学館のスクールバスを作れば、千曲バ
スを利用する一般市民の方に、ご迷惑になら
ないんじゃないかと思う。

自然がいっぱいで楽しいです。

94 女性 上田市以外 バスの本数が少ない バスがたくさん出る丸子 バスの本数を増やす バスの本数増加

95 女性 交通の便を良くする

96 男性 上田地域 ゴミをそこらへんに捨てない。

97 男性 上田地域 大型のショッピングセンターがほし
い

資金 とにかく大型ショッピングセンター

98 女性 武石地域 行きたいと思えるようなイベントや、商店街らし
さが出たらいいと思う。

99 男性 上田地域 道路の整備（陥没や道路の劣化の補修）

100 男性 上田地域 みんなが協力して、地域活動に参加する。

101 女性 上田市以外 商業施設の増加

102 女性 上田地域 スクールバスを出す。

103 男性 丸子地域 丸子 人と人が支え合い、協力し合うこと。 優しい人が増える。

104 女性 上田市以外 公共交通機関

105 男性 上田地域 不良が多い お金 デパートが近くにあったらうれしい。

106 男性 丸子地域 丸子 祭りを増やす もっと発展していってほしい。

107 女性 上田地域 バスの運行を増やす

108 女性 丸子地域 丸子 生糸などの歴史資料館などが、もっとあればい
いのかなと思いました。

施設をきれいにしてほしいです。

109 男性 上田地域 都会化してほしい（ある程度） 県や市の協力 空地をもっと活用した方が良いと思う。

110 男性 丸子地域 長瀬 住とは、自分の住む場所を探すことだ
と思っている。常に変化を求め歩み続
けたい。

ただ、愛おしい。 優しい心、一人ひとりの意識。 森の整備、山道、治安、落ち着き、和や
かさ。
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111 女性 交通の便が悪い

112 女性 上田市以外 お金

113 女性 丸子地域 西内 西内 交通手段が不便

114 男性 丸子地域 丸子 場所の確保 発展

115 男性 上田地域 市民との交流の場をつくる 更なる発展

116 女性 上田市以外 交通の便が悪い

117 女性 上田地域 うるさい

118 男性 上田市以外 店を増やす。バスを増やす。

119 男性 上田地域 遊び場がない所 遊び場がない 道路を平坦な道にして、遊び場を増やす。 デパートつくってみれば？

120 女性 上田地域 上田に行くバスを増やしてほしい。
塩田方面のバスを増やしてほし
い。

交通整備。金

121 女性 丸子地域 丸子 バスがない 金

122 女性 武石地域 お店が少ない。バスが少ない。 お店を増やす。バスを増やして
ほしい。

123 女性 上田地域 町の人の協力

124 男性 丸子地域 東内 施設の発展 newqenelation！を築く丸子地域

125 男性 丸子地域 東内 辰ノ口 場合によっては他の所に住む 学校が近い

126 男性 丸子地域 長瀬 やりたいことが沢山あるから、立ち止
まってられないから

一人ひとりの協力
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