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Ⅰ 調査の概要及び回答者の属性 

１調査の概要                                  

 （１）調査目的 

本調査は第５次御代田町長期振興計画（後期基本計画）(令和３年～令和７年)及び第２期

御代田町総合戦略(令和３年～令和７年)を策定するにあたり、当町への愛着度や今後の定住

意向をはじめ、各施策分野に関する満足度や今後の重要度など、住民の意識構造の実態を把

握し、計画づくりの基礎資料を得るために実施したものです。 

 

（２）調査対象及び調査方法、回収結果 

項 目 内 容 

調査対象 18 歳以上の住民 

配布数 1,000件 

抽出方法 無作為抽出(居住地区及び年代を配慮) 

調査方法 郵送法 

調査時期 令和元年 10月 

有効回収数 322 件 

有効回収率 32.2% 

 

（３）本報告書の留意事項 

①比率はすべて百分率（％）で表し、小数点以下２位を四捨五入して算出しています。 

   ②基数となるべき実数は、“n＝○○○”として掲載し、各比率は nを 100％として算出し

ています。 

   ③前回のアンケート調査の結果と比較している部分がありますが、前回のアンケート調査

は、平成 26年 9月に実施した第５次御代田町長期振興計画の策定にあたり、20歳以上

の住民 1,000人を対象に郵送法によって実施したものであり、有効回収数は 282件、有

効回収率は 28.2%となっています。 
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２ 回答者の属性                                   

（１）性別 

回答者の性別構成は、「女性」が 54.3%、「男性」が 33.5%、「無回答」が 12.1%となって

います。 

 

 

 （２）年齢 

回答者の年齢構成は、「60代」(23.6%)、「50代」(19.9%)、「70歳以上」(18.6%)、「30代」

(14.3%)、「40代」(14.0％)、「18歳～29歳」(7.5％)、「無回答」(2.2%)となっています。 

 

 

 （３）居住地区 

調査対象の抽出において、町全体の人口に占める各地区の割合を考慮しているため、回

答者の居住地区構成は、人口の多い地区が上位を占めています。

 

ｎ＝322 

ｎ＝322 

ｎ＝322 
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（４）家族構成 

回答者の家族構成は、「親と子の 2世代」(52.2%)、「夫婦のみ」(29.5%)、「祖父母と親子

の 3世代」(8.7%)、「ひとり暮らし」(7.5%)、「無回答」(2.2%)となっています。 

     

 

 （５）職業 

回答者の職業は、「会社員・公務員」(31.7%)、「パート・アルバイト・派遣」(20.2%)、

「無職」(15.5%)、「家事専業」(11.2%)の順となっています。 

     

 

 （６）勤務地または通学地 

回答者の通勤地または通学地は、「町内」(25.5%)、「通勤・通学していない」(21.7%)、

「佐久市」(15.2%)、「軽井沢町」(13.7%)、「小諸市」(9.9%)の順となっています。 

 

 

ｎ＝322 

ｎ＝322 

ｎ＝322 
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Ⅱ 調査結果 

１ 御代田町への愛着・定住意向                                   

  （１）御代田町への愛着 

 

   質問７ あなたは御代田町に愛着を感じますか。  

                  

                     ▼ 

 

    ● “愛着を感じる”が 65.5%、“愛着を感じない”が 4.3%       

       

住民の御代田町に対する愛着度を把握するため、「愛着を感じる」、「どちらともいえ

ない」、「愛着を感じない」の中から 1つを選んでもらいました。その結果、「愛着を感じ

る」が 65.5％と最も多く、「どちらともいえない」が 27.3％で続き、「愛着を感じない」

が 4.3％と愛着度は高いと言えます。属性別で“愛着を感じる”率をみると男性が 68.8%、

女性が 61.7%と男性の方が高い傾向となっています。 

年齢別では、60代(76.3%)、18歳～29歳及び 70代以上(66.7%)、50代(60.9%)の順と

なっています。 

 

[全体・性別] 

 

 

ｎ＝175 

ｎ＝109 

ｎ＝322 
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[年代別] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｎ＝60 

ｎ＝76 

ｎ＝64 

ｎ＝45 

ｎ＝46 

ｎ＝24 
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   （２）住みやすさ 

 

    質問８ あなたにとって、御代田町は住みよいですか。  

                  

                     ▼ 

 

     ● “住みよい”が 77.4%、“住みにくい”が 7.4%       

       

住民の御代田町の住みやすさを把握するため、「住みよい」、「まあ住みよい」、「どち

らともいえない」、「あまり住みよいとはいえない」、「住みにくい」の中から 1つを選ん

でもらいました。その結果、「まあ住みよい」が 46.0％と最も多く、「住みよい」が 31.4％

で続き、「どちらともいえない」が 6.2％、「あまり住みよいとはいえない」が 6.2%、「住

みにくい」が 1.2%となっています。 “住みにくい”と感じている人(「あまり住みよい

とはいえない」(6.2％)と「住みにくい」(1.2％)の合計)は、7.4％と 1割に満たず、多

くの住民が住みよいと感じていると言えます。 

属性別でみると“住みよい”と感じている男性が 74.1％、女性が 78.3％と女性の方

が若干高い傾向となっています。年齢別では、50代が 87.5%と最も高く、一方で 70代以

上が 73.3%と最も低くなっています。 

 

[全体・性別] 

 

 

 

 

 

ｎ＝322 

ｎ＝109 

ｎ＝175 
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[年代別] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｎ＝76 

ｎ＝46 

ｎ＝45 

ｎ＝60 

ｎ＝24 

ｎ＝46 
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   （３）定住意向 

 

    質問９ あなたは、これからも御代田町に住み続けたいと思いますか。  

                  

                     ▼ 

 

     ● “住み続けたい”が 81.6%、“町外へ移りたい”が 9.3%       

 

住民の今後の定住意向を探るため、「ずっと住みたい」、「結婚・仕事等特別な理由が

ない限り住み続けたい」、「一時的に居住しているので、いずれ町外へ移るかもしれない」、

「町外へ移りたい」の中から 1つを選んでもらいました。その結果、「ずっと住みたい」

が 57.1％と最も多く、「結婚・仕事等特別な理由がない限り住み続けたい」が 24.5％で

続き、「一時的に居住しているので、いずれ町外へ移るかもしれない」が 7.5％、「町外

へ移りたい」が 9.3％となっています。 

“住み続けたい”という人(「ずっと住みたい」(57.1％)と「結婚・仕事等特別な理

由がない限り住み続けたい」(24.5％)の合計)は、81.6％と 8割を超えています。 

属性別でみると「ずっと住みたい」という人の割合は、男性が 57.8%、女性が 57.7%

と率はほぼ同様でした。一方で、「町外へ移りたい」という人の割合は、男性が 5.5%、

女性が 10.3%と女性が約 5％上回っています。年齢別でみると「ずっと住みたい」という

人の割合は、年齢が上がるにしたがって増加し、「結婚・仕事等特別な理由がない限り住

み続けたい」と「一時的に居住しているので、いずれ町外へ移るかもしれない」、「町外

へ移りたい」の割合は年齢が上がるにしたがってほぼ減少しています。ただし、70代以

上ではその傾向が逆転しています。 

  

 [全体・性別] 

 

ｎ＝175 

ｎ＝322 

ｎ＝109 
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[年代別] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｎ＝76 

ｎ＝24 

ｎ＝45 

ｎ＝64 
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（４）町内に住みたくない主な理由 

 

    質問９-1  町外へ移りたいと思われる理由は何ですか。 

          (質問９で「4.町外へ移りたい」と回答した方のみ) 

                  

                     ▼ 

● 「買い物など日常生活が不便だから」が第 1位。次いで「地域行事や近所 

づきあいが難しいから」の順。 

 

    質問９で「町外へ移りたい」と回答した 30 人(全体の 9.3%)に、その主な理由につい

てたずねたところ、「買い物など日常生活が不便だから」が 26.7%と最も多く、次いで「地

域行事や近所づきあいが難しいから」が 16.7%となっております。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｎ＝30 



 

12 

 

２ 町の現状と今後の取り組みについて                                 

  （１）各分野に関する満足度 

    

    質問 10 あなたは、これまでの町行政の取り組みと御代田町の現状について、どれく 

らい満足していますか。（それぞれ「1満足」から「5不満」のなかから、最 

も当てはまる番号の１つだけ○をしてください。） 

 

                     ▼ 

 

    ●満足度が最も高い項目は「上水道の整備」、次いで「下水道の整備」、「公園・ 

緑地の整備」、「消防・防災体制」、「景観形成」の順。 

        ●満足度が最も低い項目は「公共交通」、次いで「観光業」、「商業」、「低所得

者福祉」、「ごみ処理」の順。 

 

 

各分野の満足度を把握するため、４分野 27項目を設定し項目ごと「満足」、「まあ満足」、

「普通」、「やや不満」、「不満」の５段階で評価してもらい、加重平均値による数値化で

評価点（満足度：最高点 10点、中間点 0点、最低点-10点）を算出しました。 

その結果、満足度が最も高い項目は「上水道の整備」（2.71 点）となっており、次い

で第２位が「下水道の整備」（2.48点）、第３位が「公園・緑地の整備」（2.18点）、以下

「消防・防災体制」（2.14点）、「景観形成」（1.13点）の順となっています。 

一方、満足度が最も低い項目は「公共交通」（-2.94点）となっており、次いで第２位

が「観光業」（-1.75 点）、第３位が「商業」（-1.07 点）、以下「低所得者福祉」（-0.21

点）、「ごみ処理」（-0.13点）の順となっています。 

 前回のアンケート結果と比較すると、満足度の上位及び下位の５項目の構成に大き

な変化はありませんでした。27項目のうち、満足度が上昇した項目が 15項目でした。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

※加重平均値の算出方法 
５段階の評価にそれぞれ点数を与え、評価点（満足度）を算出する。 
 
 
 
 
 

評価点＝ 
 
 
 
 
 
この算出方法により、評価点(満足度)は 10 点～－10 点の間に分布し、中間点の０点を境に、10 点に

近くなるほど評価は高いと考えられ、逆に－10 点に近くなるほど評価が低いと考えられる。 

「満足」の回答者数×10 点 
＋ 

「まあ満足」の回答者数×５点 
＋ 

「普通」の回答者数×０点 
＋ 

「やや不満」の回答者数×-５点 
＋ 

「不満」の回答者数×-10 点 

「満足」、「まあ満足」、 
「普通」、「やや不満」、「不満」
の回答者数 ÷ 
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道路網の整備

公共交通

景観形成

住宅環境

上水道の整備

下水道の整備

ごみ処理

自然環境の保全

公園・緑地の整備

消防・防災体制

防犯体制

交通安全対策

高齢者福祉

障がい者（児）福祉

ひとり親福祉

保育・子育て支援

低所得者福祉

健康推進・疾病予防対策

学校教育

生涯学習

社会体育

人権対策

芸術・文化

農業

商業

工業

観光業

福祉・保健

教育・文化

産業振興

生活環境
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（単位：評価点）
分野 項目 前回の満足度 今回の満足度 比較

道路網の整備 -0.09 0.03 0.12上昇

公共交通 （▲第1位）-2.35 （▲第1位）-2.94 0.59減少

景観形成 1.22 （◎第5位）1.31 0.09上昇

住宅環境 （◎第5位）1.25 0.83 0.42減少

上水道の整備 （◎第1位）2.93 （◎第1位）2.71 0.22減少

下水道の整備 （◎第2位）2.67 （◎第2位）2.48 0.19減少

ごみ処理 （▲第4位）-0.68 （▲第5位）-0.13 0.55上昇

自然環境の保全 1.00 1.22 0.22上昇

公園・緑地の整備 （◎第3位）2.23 （◎第3位）2.18 0.05減少

消防・防災体制 （◎第4位）1.93 （◎第4位）2.14 0.21上昇

防犯体制 0.61 0.72 0.11上昇

交通安全対策 0.31 0.80 0.49上昇

高齢者福祉 0.22 0.48 0.26上昇

障がい者（児）福祉 0.04 0.20 0.16上昇

ひとり親福祉 -0.02 0.23 0.25上昇

保育・子育て支援 0.21 0.39 0.18上昇

低所得者福祉 （▲第5位）-0.44 （▲第4位）-0.21 0.23上昇

健康推進・疾病予防対策 1.29 0.81 0.48減少

学校教育 1.19 0.49 0.70減少

生涯学習 0.40 0.60 0.20上昇

社会体育 0.53 0.45 0.08減少

人権対策 0.94 0.59 0.35減少

芸術・文化 0.13 0.81 0.68上昇

農業 0.41 1.00 0.59上昇

商業 （▲第3位）-1.63 （▲第3位）-1.07 0.56上昇

工業 0.51 0.39 0.12減少

観光業 （▲第2位）-2.01 （▲第2位）-1.75 0.26上昇

　※ ◎は上位５項目、▲は下位５項目。灰色塗りつぶしは、前回より値の減少した項目。

生活環境

福祉・保健

教育・文化

産業振興
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  （２）各分野に関する重要度 

    

    質問 11 あなたは、今後の御代田町にとって、それぞれの分野がどれくらい重要であ 

ると思いますか。（それぞれ「1重要」から「5重要でない」のなかから、最 

も当てはまる番号の１つだけ○をしてください。） 

 

                     ▼ 

 

    ●重要度が最も高い項目は「学校教育」となっており、次いで同率で「公共交 

通」と「ごみ処理」、以下「高齢者福祉」、「保育・子育て支援」の順。 

        ●重要度が最も低い項目は「人権対策」となっており、次いで「社会体育」、「上 

水道の整備」、「文化・芸術」、「下水道の整備」の順。 

 

 

各分野の満足度を把握するため、満足度と同じ４分野 27項目を設定し項目ごと「重要」、

「まあ重要」、「普通」、「やや重要でない」、「重要でない」の５段階で評価してもらい、

加重平均値による数値化で評価点（重要度：最高点 10点、中間点 0点、最低点-10点）

を算出しました。 

その結果、重要度が最も高い項目は「学校教育」（5.92 点）となっており、次いで第

２位が同率で「公共交通」（5.83点）と「ごみ処理」(5.83点)、以下「高齢者福祉」（5.76

点）、「保育・子育て支援」（5.19点）の順となっています。 

一方、重要度が最も低い項目は「人権対策」（2.76 点）となっており、次いで第２位

が「社会体育」（2.99 点）、第３位が「上水道の整備」（3.15点）、以下「文化・芸術」（3.28

点）、「下水道の整備」（3.31点）の順となっています。 

なお、この設問は今回のアンケート調査から新たに実施したため、前回のアンケート

結果と比較はありません。 
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（３）満足度と重要度の相関（優先度） 

 

     ●満足度と重要度の相関からみた優先度が最も高い項目は「公共交通」。 

次いで「観光業」、「ごみ処理」の順。 

 

これまでみてきた満足度と重要度の分析結果を踏まえ、今後優先的に取り組むべき施

策項目を抽出するための一つの試みとして、満足度評価と重要度評価を相関させた散布

図を作成しました。このグラフでは、左上隅の「満足度評価最低・重要度評価最高」に

近づくほど優先度が高くなり、右下隅の「満足度評価最高・重要度評価最低」に近づく

ほど優先度が低くなります。この散布図からの数値化[下記参照]による分析で優先度を

算出します。 

この結果をみると、優先度は「公共交通」(23.30 点)が第１位となっており、次いで

「観光業」(11.10点)、「ごみ処理」(10.28点)、「学校教育」(9.91点)、「保育・子育て

支援」(8.39点)などの順となっています。 

 

 

※優先度の算出方法 

 

① 散布図を作成するため満足度偏差値・重要度偏差値を算出する。 

例：「公共交通」→満足度偏差値 28.04…、重要度偏差値 64.86… 

② ①で算出した偏差値から平均（中心）からの距離を算出する。 

例：「公共交通」→26.51…＝ （28.04-50）2 +（64.86-50）2  

③ 平均（中心）から「満足度評価最低・重要度評価最高」への線と平均（中心）から各項目への線の角度を求める。 

例：「公共交通」→10.91 度 

④ ③で求められた角度より修正指数を算出する（指数は下記のとおり設定し、左上隅の「満足度評価最低・重要度

評価最高」に近づくほど得点が高くなる。）。 

例：「公共交通」→0.8787＝（90-10.91）×（1÷90） 

⑤ ②で算出された平均（中心）からの距離と③で算出された修正指数から優先度を算出する。 

例：「公共交通」→23.30＝26.51…×0.8787… 

 

距離・角度             指数の設定 
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①-1

①-2

①-3

①-4
①-5

①-6

①-7

①-8

①-9

①-10

①-11

①-12

②-1

②-2

②-3

②-4

②-5

②-6

③-1

③-2

③-3

③-4

③-5

④-1
④-2

④-3

④-4

20

30

40

50

60

70

80

20 30 40 50 60 70 80

満足度評価

優先度 高

優先度 低

重

要

度

評

価

 

①-2 公共交通 ②-2障がい者（児）福祉 ①-5 上水道の整備 ①-3 景観形成

④-4 観光業 ①-1 道路網の整備 ①-6 下水道の整備 ①-10 消防・防災体制

①-7 ごみ処理 ②-5 低所得者福祉 ①-9 公園・緑地の整備 ③-2 生涯学習

③-1 学校教育 ②-3 ひとり親福祉 ①-4 住宅環境 ①-8 自然環境の保全

②-4 保育・子育て支援 ②-6 健康推進・疾病予防対策 ③-4 人権対策 ①-12 交通安全対策

②-1 高齢者福祉 ④-1 農業 ③-5 芸術・文化 ④-3 工業

④-2 商業 ③-3 社会体育 ①-11 防犯体制

優先度高い 優先度低い
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（４）各分野における重点事項 

    

  質問 12 以下のそれぞれの分野において、特に力を入れるべきだと思う取り組みを 

選んでください。 

 

 

①生活・環境の分野 

 

     ●生活・環境の分野における重点事項は、「公共交通」(15.0%)、次いで「空

き家の活用促進」(12.0%)、「空き家の活用促進」(12.0%)、「道路の整備・

改良」（11.5％）、「駅周辺の整備」（8.5％）の順。 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｎ＝855 
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②子育ての分野 

 

     ●子育ての分野における重点事項は、「子育て支援の充実」(26.8%)、次いで

「保育士の資質向上」(18.0%)、「保育園・児童館の受入れ体制の充実」

(17.8%)、「ひとり親家庭支援の充実」（12.1％）の順。 

   

 

 

③福祉・保険・医療の分野 

 

     ●福祉・保険・医療の分野における重点事項は、「病院など地域医療体制の充

実」(24.0%)、次いで「高齢者のいきがい、活躍の場の充実」(14.9%)、「介

護予防事業の充実」(11.6%)、「医療保険制度の健全運営」（10.9％）の順。 

    

   

 

ｎ＝529 

ｎ＝570 
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④学校教育の分野 

 

     ●学校教育の分野における重点事項は、「いじめ・不登校対策の充実」(32.0%)、

次いで「学力の向上」(16.0%)、「外国語教育の推進」(12.1%)、「学校の防

犯・安全対策の充実」（10.7％）の順。 

     

 

 

⑤各種教育・文化・スポーツの分野 

 

     ●各種教育・文化・スポーツの分野における重点事項は、「生涯学習講座や講

習会などの充実」(24.3%)、次いで「社会体育施設の整備」(14.7%)、「音楽

や演劇などの発表会の開催」(14.3%)、「スポーツ教室・講習会の開催」

（14.1％）の順。 

 

ｎ＝563 

ｎ＝518 



 

22 

 

⑥農業の分野 

 

     ●農業の分野における重点事項は、「農業後継者の育成支援」(19.7%)、次い

で「新規就農者、若者の就農支援」(18.8%)、「地産地消の推進」(14.5%)、

「農産物のブランド化支援」（13.1％）の順。 

    

 

 

⑦商業の分野 

 

     ●商業の分野における重点事項は、「空き店舗の利用促進」(26.9%)、次いで

「商業事業者の誘致」(20.9%)、「地域資源を活用した商品開発やブランド

化」(19.4%)、「既存商店街の活性化」（19.0％）の順。 

    

     

ｎ＝494 

ｎ＝595 
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⑧工業の分野 

 

     ●工業の分野における重点事項は、「工業事業者の誘致」(31.7%)、次いで「既

存企業との連携強化」(28.6%)、「国や県の補助・融資制度の利用促進」

(18.0%)、「町独自の支援制度の充実」（13.8％）の順。 

    

 

⑨観光・移住定住の分野 

 

     ●観光・移住定住の分野における重点事項は、「観光資源の発掘・活用」(18.5%)、

次いで「近隣市町村との連携による広域観光の推進」(18.1%)、「既存のま

つりや行事の振興」(16.8%)、「観光誘客・宣伝活動の推進」（16.2％）の順。 

    

    

ｎ＝479 

ｎ＝519 
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⑩地域コミュニティの分野 

 

     ●地域コミュニティの分野における重点事項は、「将来に向けた地域ごとのあ

り方に関する計画づくり」(28.9%)、次いで「地域の自主活動やボランティ

ア活動の支援」(22.4%)、「地域の課題や将来について話し合う機会の創設」

(20.0%)の順。 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｎ＝456 
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３ 各項目における自由記載意見                                    

 質問８ あなたにとって、御代田町は住みよいですか。(具体的な理由) 

【住みよい】 

年代 性別 意見 

10代 女性 割と小諸も佐久も近くて実は便利だから。 

70代 女性 
緑が多く、公園が近くにあり、生活に必要な病院・学校・買物等があり、

住み良いと思います。 

70代 女性 
住むには良い静かですが・・・買い物にとっても不便で車の運転ができな

い年になるときは困りますが。 

50代 女性 
介護・福祉が充実している。（夫・息子が利用させていただいていて大助

かりしています） 

60代 女性 昔は何もない町だったが、今はとても希望どおり便利な町になりました。 

10代 不明 住み慣れている。 

80代 男性 軽井沢より大変良い。 

70代 男性 住めば都（50年間）。 

70代 女性 災害がない。 

40代 男性 自然や公園等があり静か。また近くに買い物する所もある。 

70代 女性 環境が豊か。 

70代 男性 
自然環境が良い。災害が少ない。子育て、福祉、医療、公共施設がそこそ

こ出来ている。 

60代 女性 生まれてから御代田町に住んでいるので。 

30代 女性 買い物がしやすい。気候も良い。 

60代 女性 住宅地、緑あり静か。 

不明 不明 生まれ育ったところだから。 

70代 女性 自然環境が良い。空、緑、空気がきれいで野菜果物が美味しい。 

70代 女性 災害もなく事故もなく静かな町。 

60代 女性 気候が良い。近隣市町村に行きやすい。都心への交通の便が良いなど。 

50代 女性 
交通、生活するのが便利。渋滞もほどほどでよい。四季がわかりやすく気

持ちが落ち着く。 

30代 女性 自然もあり、子どもものびのびと暮らせる。景色が良い。 

60代 女性 
御代田町の地形がコンパクトなので、他の町・市が近く、交通のアクセス

が良い。四季の変化があり過ごしやすい。社会福祉が充実している。 

60代 女性 

東京等（首都圏）に近いのに自然が豊か。風景が美しい。大きなスーパー

やホームセンターが近くにある。高速、新幹線が便利。スキー場、山が近

い etc。 
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 【まあ住みよい】 

年代 性別 意見 

60代 男性 天災等の被害が少ないこと。新幹線、高速道路が利用しやすい立地。 

70代 男性 悪くもない。 

40代 不明 

駅に近い栄町なので、遠出するときに楽。ただ、その他のことを考えると、

遊ぶところが少ない。店が限られているなど、不便さを感じるところがあ

る。 

60代 女性 自然が豊かで利便性が良い。 

不明 不明 自然環境がよい。落ち着いた雰囲気の町だから 

50代 女性 
災害も少なく自然が多く広々している。その反面、大きな商業施設は佐久

市や軽井沢などにある。町中にあると良い。 

60代 不明 閉鎖的な村社会でなく。住みやすい。 

30代 女性 自然が多くて良い。 

40代 女性 夏は住み良いが冬は不便。 

40代 女性 
軽井沢や佐久、小諸へ出るのにあまり遠くなくて良い。住んでいる地区か

ら学校、病院、スーパー、薬局、駅、公園すべてが近く便利である。 

40代 女性 安心して保育日に預けられない。保育士の質。 

40代 女性 必要なものがそろっているので便利。車が今はあるので不便はない。 

50代 女性 静かで良い。 

60代 女性 あまり他を知らない。 

50代 女性 永く生活しているので土地感がある。今はまだ、車の運転ができる。 

60代 男性 寒さ、暑さも程々。 

70代 男性 小学校、中学校、病院、公園も近いし便利です。 

60代 女性 静かで回りの人たちが良い。 

50代 女性 自然環境が良い。 

70代 女性 災害、防犯に強い町。 

50代 女性 災害もなく、夏は涼しく、冬は雪も多くなくとても住みやすい。 

30代 女性 
佐久や軽井沢に近く利便性が良く、他県から移住した身からも東京に近く

てよく、自然豊かで人も温かくて住みやすい。 

60代 女性 緑豊か、合併せず、小回りできるところ。 

40代 男性 どこに行くにも便利。落ち着いて自分のペースで生活できる。 

30代 不明 都会すぎず田舎すぎない。スーパー・病院にすぐ行ける環境。自然がある。 

30代 女性 緑が多く自然が豊か。家賃や物価も高くないため。 

60代 男性 他の地に住んだことがないため。 

60代 女性 人と人とのつながり。人の良さ。情があつい。 
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10代 不明 
制度、条約などは良いが、近年、住宅地拡大のため森が伐採され、自然が

少なくなった。 

70代 男性 気候が良い。 

60代 女性 
自然が多く野菜等も新鮮。その反面、駅前からのバスの便が悪くて改善し

てほしい。佐久市のようにコミュニティバス等。 

50代 女性 住環境が良い（静か）新幹線の駅、高速インターに近くて便利。 

60代 女性 バスなどの交通がもっとあれば良い。 

60代 男性 

住みよいまちづくりのため、災害に対する危機管理の充実（雪害含む）、

道路整備の充実（既存道路含む）、税金の軽減、企業誘致による税収、そ

れに伴い人口の増加、町の税収を増やし町民に還元する。 

60代 男性 スーパー、コンビニが近くにあり便利である。 

30代 女性 小諸や佐久、軽井沢に近いので。 

60代 女性 店が少なく車を使用しないと買い物ができない。 

50代 女性 住居としては良い場所だが、買い物等が不便。 

60代 男性 自然が豊かで、コンビニ、スーパーが近くにあり便利。 

50代 不明 公園、スーパー、鉄道。 

60代 男性 
全国的に見て災害等も少なく、住みよいと思うが、商店街等、商業施設が

少ないと思う。大きな買い物は町外に出なければ用が足りない感がある。 

50代 女性 ”住めば都”的な感じかと思います。 

70代 女性 
道路も整備され、40年前に御代田に来ましたが、天と地の違いです。お

店も多くなり、生活しやすいです。 

30代 男性 立地的にアクセスしやすく自然もあり静か。 

30代 女性 
自然が多く、のどかで佐久とかに行きやすい。新幹線を利用するのも遠く

ないから。 

70代 女性 大きな災害もない（少ない）都会に程良い距離。 

20代 不明 
仕事で軽井沢へ。買い物などには佐久を利用するのに場所が良い。道路が

きれいでないところが少しになった。 

50代 女性 軽井沢、佐久、小諸の真ん中に位置しており、移動するのが容易い。 

30代 男性 環境は良いが、ごみ収集をもう少し便利にしてほしい。 

30代 女性 佐久・軽井沢に近く、公園・スーパーもあり住みやすい。 

30代 女性 新幹線駅を含め、20分圏内に色々そろっているのであまり不便はない。 

60代 女性 別荘地でゴミの集積所がないのが困る。 

50代 男性 
自然に恵まれている。夏は涼しい。最寄り駅（佐久平）まであまり遠くな

い。 

50代 男性 自然は豊かであるが公共交通が不十分。 

30代 男性 公園が多く自然豊かで良い。日用品や食料品を買うのに困らない。大きい
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ショッピングセンターのようなところがあると更に良いと思う。 

50代 女性 田舎と都会が共存しているところ。 

60代 男性 自然環境は良好。 

50代 女性 
周囲は静かで住みやすいが、一方過疎化が進んでいる。将来、区がなくな

ると思うので、子どもには進められない。 

50代 女性 環境が良い。 

50代 女性 軽井沢より寒くなく、佐久より涼しいところ。 

50代 不明 行事が多いため。 

30代 女性 自然豊かな環境でありながら、東京へのアクセスも良い。 

50代 女性 歩いて行ける範囲にスーパーや銀行などがある。 

50代 男性 
緑が豊かなので佐久市より移住。最近は近隣で林の伐採が多発し、心を傷

めております。 

70代 女性 冬の寒さが厳しい。 

60代 女性 
空気が澄んでいて健康には誠に良いと思いますが、道路が狭く冬の凍結が

恐いのと、交通の便が悪く車がないと買い物にも行けない。 

50代 女性 
緑が多く、近隣の市町への移動も程良い距離である。昔からの風習、決ま

り事が根強く残っているところが住みづらさを感じる時もある。 

40代 女性 程良い田舎。 

40代 不明 

近隣市町村の中では、地理的に非常に住みやすいと感じる。それは軽井沢

の人々に別荘の人々にも、御代田は住みやすいと言われ続けたことも関係

あるのかもしれない。軽井沢や佐久市、小諸市にも出やすく、程々に栄え

ていて、程々に自然やお店、名所などがあるから。 

 

 【どちらともいえない】 

年代 性別 意見 

40代 不明 病院が少ない。 

60代 男性 田舎で不便なことがある。 

60代 女性 老後の不安。 

60代 男性 商店がない。 

40代 女性 
買い物などは不便を感じたことはないが、朝、夕方などの信号待ち渋滞な

どが酷いので。 

40代 男性 交通インフラの不完全。ライフファンクションの不整備。 

40代 女性 ゴミの収集について思うところあり。 

60代 女性 
もう少し歳をとった時、買い物、今は車で移動できているが返納したとし

た後の事、買い物が大変。店が近くにないので。 

60代 女性 スーパーなど色々、買い物する所がない。 
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60代 女性 
町内の施設等大変充実していると思いますが、水道代等々、個人の負担は

大きいと思う。少しでも安くお願いしたい。 

60代 男性 交通の便が悪い。車がないと生活できない。 

70代 不明 
近所のコミュニケーションが少ない。（自分は人懐こいほうなのでさみし

いです） 

60代 男性 車社会で運転できる年齢は良いが以後のことも考えると必要です。 

70代 女性 家の隣近所、口うるさい人が居て嫌になるが。 

60代 女性 閉ざされた地域性がある。 

40代 女性 
子育て支援センターがないので子育てへのサービスが不十分に思います。

また、バスが不便です。 

 

【あまり住みよいとはいえない】 

年代 性別 意見 

40代 男性 
公共交通機関の不整備。夏暑すぎて、冬は寒すぎる。雪害。働くところが

ない（就職難）。浅間山の脅威。 

70代 男性 行政のサービスに不満。 

70代 女性 自然がどんどん無くなり、豊かが消えて行っています。 

60代 男性 気候的には住み良い方だと思うが、買い物や移動に不便。 

50代 女性 
上下水道料金が高い。しなの鉄道で通う高校生がいますが、電車代は高く、

１時間辺りの本数が少ない。 

60代 女性 交通の便が悪く、日常生活が不便。店が少ない。 

70代 女性 
雨等降った後いつまでも側溝に水が溜まる（メクラ排水のため）側溝の所

を少し流れるように削ることができないものか。 

70代 不明 
車がないと生活できない。病院、商業施設が遠い。雪かきを強いられ、道

並請が苦痛。 

60代 女性 商店が少ない。佐久との交通の便が悪い。道路が狭い。 

50代 女性 商店が少なく、閉鎖的考えの人が多い。 

50代 男性 
公共交通機関の不足（欠如）⇒高齢になった時の不安。  

中規模店舗の不足⇒今回のツルヤさんの建て直し期間などの不自由。 

40代 男性 
公共交通機関がないに等しい。町民が低料金で使える（送迎）ＥＶ車など

のサービスがない。 

30代 男性 

未だに部落という表現を使っているから。住みよい地域にするために変え

なきゃいけないこともあるのに、変えることを嫌がる人が多い。地域で辞

めたいと思っている行事があるのに（やりたくないと思っている人が大半

なのに）周囲の顔色をうかがって、バックを気にして何も言えない空気が

嫌。 
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50代 不明 
サンラインと町道の振動で家に徐々にヒビが広がっている。家の周辺のゴ

ミの不法投棄が酷い。トラックが一晩中止まっている。 

60代 女性 

車がないと生活できないこと。駅、スーパー、郵便局、ゴミ捨て・・・車

がないと生活できないので困っています。町内循環バスができないもので

しょうか。歩道のない道で危険を感じること。 

40代 女性 
高齢になると歩いて買い物に行かざるを得なくなるが、近くにない。高校

がない。利便性に欠ける。 

 

 

質問９－１ 町外へ移りたいと思われる理由は何ですか。(その他の意見) 

年代 性別 意見 

女性 70代 長く住んでいた東京へいずれは帰りたい。 

女性 60代 配偶者が他界すれば独りになってしまう。親族がそばに居ないので。 

女性 50代 

近所に住んでいる高齢者から買い物があると車で乗せて欲しいと頻繁に

頼まれること。一昨年は、歯科通いを頼まれ、半年間も車で送迎し、佐久

市に住んでいる息子、嫁に頼まないで近所の人（私）に図々しく頼んでく

る。ガソリン代は一度ももらってないです。民生委員の方が高齢者の方へ

顔を出して困っていることをちゃんと聞いてもらえるとありがたいです。 

不明 10代 自然が失われているから。 

女性 20代 御代田町の保育士不足なのになにも改善されず働きたいと思えないから。 

女性 70代 寒いので。住宅地なのに長いこと舗装されない道路。 

男性 60代 新幹線がうるさく振動が酷いから。 

女性 50代 老後は、病院やスーパー等の近い場所のほうが良いかな。 

不明 40代 

上記のとおりで、地元で少し休息のつもりが６～７年働き詰めになり、こ

れだと都会にいたときの働き方より大変なくらい働いているので、せっか

くの自然や田舎の良さを満喫している感覚を持てないでいたが、住みやす

いことは確かではある。ただ、自分のやりたい、一緒に働きたいという仕

事場、職は田舎にはあまりないので、起業くらいしかない。 
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質問 12 以下のそれぞれの分野において、特に力を入れるべきだと思う取り組みを選んで 

ください。 

 

 ①生活・環境の分野（その他の意見） 

年齢 性別 意見 

60代 男性 

中山歯科クリニックのところの信号機の位置が悪い。桜ヶ丘団地に行く右

折するのに不便。以前の方が良かった。上下水道料金が高い。ソーラーパ

ネルがあり過ぎる。 

60代 不明 
災害時において西軽井沢団地からの避難路の渋滞が懸念される。道路が狭

い。しなの鉄道高架下道を整備してほしい。 

70代 女性 

西軽井沢から御代田駅に行く（線路の下）トンネル非常に危ない。何年も

前から要望しても前へ進まない。大きな事故でも起きないと直さないのか

と思う。 

40代 男性 地域猫への理解。避妊去勢手術への助成。 

40代 女性 
浅間山噴火の時など（平常時も）児玉区の防災無線は反響してしまい何を

言っているかわからない。 

40代 男性 御代田町に来て感じてほしい。 

40代 男性 

電車・バスともに本数が少なく「車がなければどこにも行けない」状態は

高齢化が進む中で一層問題になってくると思います。町営バス等を充実さ

せて、平日だけでなく休日も佐久までの移動を行えるようにしてほしいで

す。 

30代 男性 ガン検診の補助等が少なすぎると思います。 

50代 女性 
旧中山道の草が道路を狭くしていることがとても気になります。中山道を

歩く人が多いのに、道の真ん中を歩いていることに驚きました。 

50代 女性 

住宅地の道路の整備、改良を。住宅地の周辺高い木の倒木しないうちに伐

採を至急にやってほしい。空家の倒壊、景観良くない。街灯のないところ

が多いので怖いです。特に子供たちの通学路は早くなんとかしてくださ

い。 

70代 女性 生ごみの袋（小さいもの）もう少し考えるべき。 

40代 女性 

単身者でもゴミが捨てやすいように袋の大きさから考える。今のゴミ捨て

のルールは、一軒家で複数人の家族で暮らしている人に向けて、その方た

ちを中心に考えられていると感じますが、これからは、一人暮らしが年配

者でも若い人でも多くなるのではないでしょうか。 
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 ②子育ての分野（その他の意見） 

年齢 性別 意見 

不明 不明 他市町からの外来者でも遊んだり、過ごせる施設があると良い。 

60代 男性 先生が不足しているらしい。子どもいないからわからない。 

30代 女性 保育士の給料をもっと上げる。 

40代 女性 

「子育て支援」について。親が働きやすい環境を作ることが子育て支援で

はない。親が子育てをできる環境を作ることが本当の支援。保育園は子育

てをする場ではない。親が子育てをできる支援をして下さい。 

50代 女性 
保育士の待遇。子どもにばかり金銭面の保障がされ、そこに携わる保育士

の給与が追い付いていないと思う。 

70代 女性 保育士の処遇改善。 

20代 女性 保育士（若手への）配慮が足りない。働きたくなくなる。 

50代 女性 世代が違って理解できていません。 

60代 男性 子どもの見守り、虐待育児放棄の対策。 

40代 男性 金銭的補助の拡充（全員に）。 

40代 女性 現状で満足。 

50代 女性 

やまゆり保育園で保育士のいじめの噂が出ています。保育士になりたての

１年か２年目の人が中核層の方とか派遣の方に「この位できないの？」と

強い口調で再三言われたりして退職してしまうと。役場の保育課の人は何

をしているんですか。退職の人が多いと何かあるのではないかと不思議に

思わないんですか？若い人をもっと大切にして育ててください。 

 

③福祉・保険・医療の分野（その他の意見） 

年齢 性別 意見 

60代 男性 介護認定を普通にしてください。できるサービス利用できるようするべき。 

30代 不明 体育館を冬場の昼間は無料開放し、高齢者に使用していただく。 

50代 男性 老々介護対策。 

40代 女性 独居老人への対応。 

40代 女性 現状で満足。 
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④学校教育の分野（その他の意見） 

年齢 性別 意見 

40代 不明 奨学金制度 

30代 女性 

国の動きも遅いのだけれど、県、町、現場がもっと現在の子どもたちや時

代に合わせた教育の場の作り方、あり方を早急に考えてほしい。今の現場

と世の中がミスマッチ。早く。子どもたちが苦しんでいます。 

60代 女性 その子にあった教育で、その子を認めてあげられる教育方針があると良い。 

30代 不明 

小北で一番人数が多い。南小へ特に、養護教諭の２人体制もしくは補助パ

ート制度導入を。（軽井沢町、佐久市、小諸市、東御市、上田市はすでに

あります。） 

40代 男性 
閉鎖空間に第三者が入れるような仕組みを。専属弁護士などがいれば教員、

親、それぞれに対応できそう。 

50代 女性 楽しい気持ちで登校できること。 

60代 男性 教師の質。 

50代 女性 

先生の教育、児童館の預け入れの見直し。利用できる条件「親が勉強会、

講習会など参加するとき」を入れてほしい。平日の午後もあれば土曜日の

開催もある。仕事以外もしくはスキルアップを目的として参加する際にあ

ずけたい。 

70代 女性 地元に高校があればと思う。 

60代 男性 御代田に住む外国人労働者への教育サポート。 

60代 女性 教員の質、数の向上。 

30代 男性 教師の質の向上。競争力を排除し、平等を推進する教師の撲滅。 

40代 男性 高校通学の利便性、高校誘致。 

40代 女性 
４月より味、メニューが変わり、美味しくないとの声をよく聞く。お金を

払っているので、栄養面だけでなくしっかりやってほしい。 

 

⑤各種教育・文化・スポーツの分野（その他の意見） 

年齢 性別 意見 

30代 不明 温水プール等を備えた施設の整備。 

不明 不明 

閉鎖されたプール敷地などを体力ｕｐのためのジムなどにして安い利用料

で町民が利用できるスポーツ施設を造ってほしい。インストラクターも常

駐してほしい。 

30代 不明 

ムリな指導をしない。体を壊さないよう、体を作っている時期を意識した

育成。しっかり休む時間を取らせることも教えていただきたいです。プー

ルが欲しいです。 

40代 男性 現実的ではないが、ギャラリーのある設備などあれば。 
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40代 女性 スポーツ少年団の大会時に大型バスなどを借りられるようにしてほしい。 

30代 女性 
クラインガルテンの活用等、”農”を学ぶ機会を作り、町外から人を町内

へ。又は町内の方対象の企画があっても良いかと。 

40代 男性 プロスポーツの誘致。 

 

 ⑥農業の分野（その他の意見） 

年齢 性別 意見 

不明 不明 

かりん通りに道の駅を作って、直接地場ものを多くの方々に買ってもらい

たい。雇用も生まれ、御代田町を知ってもらうこともでき、新しい名産品

も産まれると思います。 

60代 男性 観光農園の促進。 

60代 女性 住宅地すぐそばでの農機具使用に悩まされている。 

50代 男性 町の独自支援。 

60代 男性 町内に道の駅をつくり、地元の野菜を売る。 

60代 男性 外国人労働者の人権を守る労働条件等。 

30代 男性 外国人の不法就労をやめてほしい。（御代田にはないと思いますが。） 

 

 ⑦商業の分野（その他の意見） 

年齢 性別 意見 

40代 不明 
駅前をもう少し賑やかな感じで、若者が集えるようにしたほうが良いと思

う。 

不明 不明 
前項でも書きましたが、道の駅みよたをつくってください。かりん道路は

ロケーションも良く最適地と思います。 

60代 男性 ツルヤと連携した商品開発販売。 

40代 男性 産業がない御代田町で商業は成り立たない。 

60代 男性 駅前の再開発。 

60代 男性 個人起業家の援助。 

  

 ⑧工業の分野（その他の意見） 

年齢 性別 意見 

40代 男性 工業区画の整理。 

30代 女性 
既存企業と町の連携で商品化⇒いずれ全国販売。例）レーマン…みよたん

のチョコなど ゆるキャラの知名度も上がる…かも。 
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 ⑨観光・移住定住の分野（その他の意見） 

年齢 性別 意見 

60代 男性 
移住者の老後問題を考える必要あり、そのために町財政・介護保険制度圧

迫しかねない。 

不明 不明 
近隣他市町村と違う、御代田独自の魅力をみんなで探しましょう。「おい

しい水と空気と静かな町」だけでも十分魅力です。 

40代 男性 
隣の佐久市と比べ、移住者支援が余りにも乏しく、またアピールもなされ

ていないと感じます。 

70代 男性 無理無用な観光予算を組まない。地道な努力と知恵。 

40代 男性 アパート、太陽光発電は乱立しない。 

60代 不明 短期間の移住体験施設。 

 

 ⑩地域コミュニティの分野（その他の意見） 

年齢 性別 意見 

60代 男性 シルバー人材センターの活用と参加促進。 

30代 女性 
公民館や世代間交流センターをもっと活用すべき。いつも空いてるなら町

民はタダに近い値段で使用できればいいのに。 

60代 男性 町職員の勉強会やセミナーの開催による愛される職員になる。 

70代 男性 静かな環境で静かに暮らしたいものもいる。 

70代 男性 
エコールにポストがあったほうが良い。コピー代がなぜ 20円なのか。コン

ビニは 10円だが。 

50代 男性 軽井沢レベルの高級感の追求。 

40代 男性 気軽な飲み会。 

40代 女性 どんな活動をしているのか、単身者にも伝わるようにする。 

 

 質問 13 あなたが思う、御代田町の“良いところ”“誇れるもの”は何ですか。 

年齢 性別 意見 

40代 男性 龍神まつり。これしか思い付かない。 

10代 女性 
清潔感がある場所が多い。スーパーなど買い物ができるところが充実して

いて、お年寄も住みやすいと思います。 

10代 女性 

高校生になって、上田市に通学してて、上田の中学とかの話を同級生から

話をきくと、中学のとき、タバコ吸ってる人いたとか・・・そういう話き

くけど、御代田は本当にそういうのなくていいと思う。みんな良い人だし、

すれ違った人同士で割とあいさつとかするし、平和で良いと思う。 

70代 女性 
信州の自然と、そこに住む人々の気心の良さに移住してきたので、とても

満足しています。 



 

36 

 

70代 女性 やはり自然の美しさがあるところ。高齢者福祉が充実している。 

40代 女性 住み良さ。地域の人々の温かさ。自然。 

70代 男性 高原野菜（ブロッコリ等）のブランド化。観光資源（真楽寺等）。 

60代 男性 若い世代の方が多いところ。気候が割と安定していて暮らしやすいところ。 

20代 男性 
地元のつながりが強い。道路整備などが数年前と比べて良くなったところ。

行政への意見が通りやすい。程良い規模の町であり、大き過ぎないところ。 

70代 女性 自然災害が少ないのでいいと思う。 

60代 女性 
自然環境・公園・緑地が美しい町だと思います。健康推進のために町の取

り組みは良くやっていると思います。 

60代 男性 

自然に恵まれて、町で行われる行事・行政・町民の人たちがまとまってい

る。新しい役場もでき、これからは若い人たちが活用できる場になればい

いかと思います。 

40代 不明 子どもがたくさんいるところ。元気をたくさんもらえるところ。 

40代 不明 今のところ思いつかない。 

60代 男性 御代田町人々の考え方を 1つにして行うことです。 

70代 女性 治安は良いこと。道路はきれい。静かでいい。 

70代 男性 自然が素晴らしい。 

70代 女性 緑が多く、空気がきれい。雄大な浅間山。 

40代 不明 

元気な高齢者が多いこと、高校生が多いこと。浅間山がきれいに見えるこ

と。のどかな雰囲気があること。しなの鉄道経由で新幹線にアクセスする

ことができ、都心に行きやすいこと。場所を説明するときは「軽井沢の隣」

といえば伝わること。 

30代 不明 
１．浅間山の景観 ２．自然災害が少ない ３．高原野菜の美味しさ ４．

広い視野を持ち対外的にも通用可能な町長。 

不明 不明 

私は 15年前、首都圏から移住してきました。当時はコンビニもドラックス

トアもなくて嬉しかったくらいです。他の町のように便利さがなくても、

御代田町は人の温かさが第一の誇りです。これ以上ごちゃごちゃ町が崩れ

ていく形を食い止めてください。都会からの移住者はむしろそれを魅力と

感じているはずです。 

60代 女性 ギスギスしていない。人柄。 

60代 女性 自然が多くのんびりとしている。草木を少しきれいにしてほしい。 

70代 女性 緑が多く環境が良い。 

70代 女性 介護予防事業がとてもいいと思っています 

30代 女性 自然、利便性。 

50代 女性 
自然がたくさんある。災害が少ない。土地がたくさんある。広々としてい

る。花がキレイ。空気がキレイ。浅間山がある。軽井沢より土地が安い。
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野菜がおいしい。 

60代 男性 新鮮な野菜が買える。農家のほうが頑張っている。 

30代 男性 ほど良い田舎であること 

60代 男性 人口が増加しているところ。 

50代 女性 性格的に温かい人が多く、団結力が強いと思います。 

50代 女性 緑が多い。静か。落ち着いた雰囲気がある。 

60代 不明 自然が良い。 

60代 男性 
人が優しい。気候が良い。ほど良い田舎。浅間山。高原野菜。おそば。災

害が少ない。 

40代 不明 
手の届くところに自然が多く町がコンパクトであるところが良いが、その

自然を活かし切れていない。 

70代 不明 素晴らしい景観を町外の方々にも知ってもらう。 

60代 女性 広大な土地がまだまだあり、発展の余地があるところ。 

30代 女性 

町長が変わり、今後良い変化が起こりそうで期待。豊かな自然とそれに魅

了されてきた移住者がいることで人材的にも豊かになってきている。町民

運動会も北小のお祭りももっと残すべき良いところ。 

20代 女性 
治安がいい。自然豊かで住みやすい。佐久や軽井沢にもすぐ行けるので立

地が良い。水がおいしい。 

40代 女性 公園が多く、アクセスも良い。 

40代 女性 浅間山が見える景色。 

40代 女性 空気がキレイ。自然が豊か。 

60代 女性 
自然が豊か。浅間山の見えるこの地はいいです。災害にならなくて最高で

すね。 

30代 不明 
子育てに力を入れてくださっていること、ありがたいです。環境として住

みやすいと思っております。 

60代 女性 静かで美しい町。御代田縄文ミュージアム。 

20代 男性 自然がとても良い。 

10代 不明 龍神まつり。 

20代 女性 20年以上住んでいるが、良いところも誇れるものもない。 

50代 女性 自然との共存、程良い田舎感。 

60代 男性 自然、景観、風香る御代田の水の良さ。 

40代 女性 公園などが充実してるところ。 

60代 不明 自然、人、住みやすさ。 

70代 男性 ミネベアミツミがある。 

60代 女性 龍神まつり。 

50代 女性 緑の多い街並み。公園が多いこと。 
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70代 男性 

ここ数年の御代田町は移住してくる人の多いのにはびっくりです。軽井沢

からの方も多いのですが都会からの移住にはその多さに驚きです。また災

害も少なく、とても良い町と思います。 

60代 女性 公園、運動場が充実している事。 

40代 男性 

閑静な住環境。佐久市、小諸市、軽井沢町 etc近隣へのアクセス中心地。”

みよたん”MIYOTAN・・・・我々御代田の人々のことも MIYOTANと言います。

なぜなら america人の事は Americanと言います。We are MIYOTAN 

50代 男性 すみません御代田に来てまだ６年目なので、まだよくわかりません。 

60代 男性 自然の美しいところ。 

70代 女性 災害が少なくて良い。 

10代 不明 ひとり親家庭にやさしい。 

60代 女性 林や森が残っている。 

40代 男性 何もないところ。 

70代 男性 龍神まつりの龍が自慢。 

60代 女性 自然環境、野菜が新鮮、地元のスーパー等オリジナル商品。 

40代 男性 自然が豊かで景観が良い。 

50代 女性 環境が良いと思う（空気がキレイ。静か）人が温かい。 

40代 男性 豊かな自然と市街地や観光地へのアクセスの良さ。 

20代 男性 特に無いところ。 

60代 女性 自然。人間関係。 

70代 男性 自然環境。 

40代 女性 住みやすい環境。 

60代 男性 野菜がおいしい。地域のまとまりがある所です。 

70代 男性 

御代田町は、長野県では貴重な”人口の増えている”コミュニティです。

青、壮、老、そして少年児童が見知らぬ人にも声を掛け合える町です。現

代は、知らない人と話をしない指導をする保護者もいます。不審者も増え

ました。お互いが信頼しあえる、声を掛け、あいさつのできる町、御代田

の誇りです。これが維持できるコミュニティでありたい。 

30代 女性 公園が沢山あり、子どもが多いところ。 

60代 女性 自然豊かなところなのに、都心にも比較的短時間で移動ができるところ。 

40代 男性 
御代田町民が良い。町外から移り住んだが、周囲の人々はみな温かく優し

い。周囲の環境（軽井沢、佐久が隣にある）不便しないので。 

40代 女性 
自然が豊かな所。軽井沢、佐久へ近く、東京など県外にも出やすい。町の

中の施設等が、だいたい車で 10分以内にあり、行動しやすい。 

20代 男性 
少子化や過疎化が問題となっている中で、移住してくる家族がいるという

ことは、住みやすさが評価されている証拠だと思う。今後もより多くの方



 

39 

 

に御代田に住んでもらえるよう、今の良い点をより伸ばしてほしい。 

50代 女性 移住者に優しいところ。のどかで自然が豊かである。生活しやすい。 

50代 女性 

災害被害の割合が低く、浅間山の噴火の危険性をのぞけば、とても住みや

すいところです。自然の中で、ストレスも少なく、心にゆとりが出来、人

としての道徳が通用していると思います。人を傷つけるようなことは、た

まには事件も起きますが、少なくて、治安もいいので安心して住めます。 

30代 女性 のどかで、暮らしやすいです。 

60代 男性 特にない。佐久市や軽井沢町の通過点かな。 

60代 男性 役場の職員が親切。医者が親切。 

70代 男性 

いろいろな住民サービスもあるとは思うが、サービスを実行すればお金が

掛かります。それより、これから先のインフラ整備の為にお金を無駄遣い

しない。また、町職員は災害時の町民のために何ができるか日頃から考え

訓練してほしい。町の人口増を考えて他の行政区からの転入に力を入れて

いるが、若い人の転入は大いに歓迎するが、年配者の転入には少し？を持

つ。この町の健康保険料のアップにつながらないのかね。 

40代 男性 自然環境。 

70代 男性 

大企業が町の軸となっている。雪窓公園、スポーツ施設、都市計画、景観

上も中心になっている。公園の造園が植栽を含め、のびやかで楽しくでき

ている。 

30代 男性 
軽井沢よりも佐久よりもやっぱり御代田が暮らしやすい気候こそ、が誇れ

るものだと思います。 

40代 女性 
知らない人同士でもあいさつ会話ができること。近くに病院、お店、学校

など集まっているところ。自然が多いこと。公園が充実していること。 

50代 男性 
①静かな環境②安い単価③通年住居可能④治安の良さ⑤工業、農業、観光

業のバランスの良さ。 

70代 男性 

町民運動会、老人会のスポーツ大会、各地区におけるサロン活動等が多く

行われていって、そこから協調性が生まれ大変いいではないかと思う。子

どもに対しては、子育てサロン等を通じて親も集い、話し合い、食事なん

かも一緒にするともっと楽しく又、そこから協調性が生まれるのではない

か。行動を起こしている地区は素晴らしい。 

30代 不明 自然、まれに見る優しい住民。 

60代 女性 駅周辺の栄えがなく、不安がある。さみしい。発展がない。 

50代 女性 自然豊かで、軽井沢や佐久等に近いところ。 

70代 女性 おいしい自然の空気と環境の良さ。 

50代 男性 
１．自然豊かで夏は涼しい。高原地帯。２．野菜がおいしい。３．雨が少

ない。 
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40代 女性 
御代田中学校の校舎すばらしいです。草越のレタス、龍神まつり、各公園

の環境、町民広場、球場、運動会。 

60代 男性 
空気がおいしく感じる。軽井沢方面や、佐久方面、小諸方面に行くのに便

利。 

50代 不明 景観。 

50代 女性 災害が少ない。 

70代 男性 

龍神まつりは商工会青年部と当時あった若者の団体が協力して作った「龍」

が始まりだったと思います。青年のエネルギーの力と真楽寺とのつながり

は誇れるものです。又、町花「やまゆり」の普及活動も頑張っていると思

います。 

50代 女性 公園等は整備されていて良いと思います。 

70代 女性 

良いところは自然災害が少なく、佐久市にも軽井沢にも近く、良いところ

だと思います。誇れるものは、今までの町政の努力により、御代田には被

差別地区がないことです。人間みな平等ですから。 

40代 女性 

美しい景観。自然環境が保たれていて写真を撮りたくなる場所がたくさん

あること。人が温かいこと。町の人々が交流する、昔からあるイベントが

続いていること。新しいものを始めるのもいいけど、昔から継続している

ものを継承していくほうが素敵だと思う。素敵な伝説がある。気がする。 

50代 女性 農業、生産量、レタスのおいしさ。公園が多くてきれい。 

70代 女性 雄大な浅間山をはじめ風光明媚、幸にも自然災害も少ないところ。 

30代 女性 
自然が多い。空気がおいしい。浅間山がきれいに見える。野菜が新鮮。龍

神まつり。 

40代 女性 自然。 

70代 女性 住みやすいこと。 

50代 女性 自然が豊か、水がおいしい。生活しやすい。町長が変わったこと。 

70代 女性 
近年、私の周りでも太陽光が増えてきて自然環境が脅かされてきています。

緑豊かなこの地をあまり壊してほしくない。 

70代 不明 子育て世代が多い。 

70代 女性 自然環境、上下水道の充実。 

60代 女性 龍神まつり、雪窓公園、龍神の杜公園、温水路の景観。 

50代 女性 災害が少ない。 

50代 女性 

大企業がいくつもある。「龍神まつり」という全国的にもまあまあ有名な

お祭りが続いている。そして日本屈指の観光地である軽井沢の隣に町があ

ること。なのでどこから来られました？と聞かれても（県外なら）「軽井

沢」で済ませることは結構あります。そのほうがわかりやすいので。 

70代 女性 自然環境が良い。空気がきれい。四季折々の花、樹木、野菜、果物がある。 
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60代 男性 浅間山が正面に見え美しい。天候が良い。 

30代 男性 浅間山がとてもきれいに見えるところが良い。 

50代 男性 
子ども・高齢者が元気であること。空気がおいしい。介護予防に熱心なこ

と。お水がおいしいこと。 

60代 男性 自然環境の素晴らしさ、人の温かさ。 

30代 女性 

＜良いところ＞緑が多い。広い公園が町内に複数あり、浅間山も良く見え、

自然を感じられる地域だと思います。最近、子ども食堂が開かれていたり

と、地域の人たちのつながりの場ができ始めているところ。 

30代 女性 住みよい町です。もっとアピールしてほしいです。 

20代 女性 

町民の方々が温かく、自然も豊かで住みやすいところです。また、龍神ま

つりだけでなく、しゃくなげまつりやふれあいまつり等、子どもから高齢

者まで楽しめるイベントが多くあり、高齢の方々もいきいきとしていると

ころがとても誇らしいです。 

50代 男性 自然災害の影響が少ない。人口が増加している。 

50代 男性 季節柄、春～秋、住みやすい気候がすぐれている。 

50代 女性 空気がおいしい。浅間山が美しく見える。人の心が温かい。 

50代 男性 

・冬の寒さを除き、年間を通じて過ごしやすい。特に夏場の涼しさ。   

・空き家や別荘地は観光等に利用してもらえると考えます。自然と景観は

日本の中でも上位と考えます。水、地元の野菜、米、そばは、日本でもト

ップレベルのおいしさと思います。人気の軽井沢の影になっているが、潜

在的な魅力があり、やり方次第で発展するものと考えます。（しかも自然

との共存もできた上で） 

50代 男性 豊かな自然と都心へのアクセスの良さ。 

70代 不明 

龍神まつりや景観。御代田町は大好きです。もう少し駅前に何かがかわれ

ば若い人たちも買い物しやすいし、近所のコミュニケーションが取れて住

みやすくなると感じます。 

50代 男性 
日常生活に必要なスーパー、銀行、病院などが近くにあり、又、自然豊か

で住みやすい町です。 

30代 女性 
自然が豊か。公園が多く、子どもが遊べるところがある。地域行事が多い。

（集まりが多いので、協力しあう機会があり、交流ができる） 

60代 女性 

美しい自然、きれいで豊かな水、サンラインから見る佐久方面の夜景、大

きな工場、まだ少しコミュニティが残っていること、東京方面への交通の

アクセスが便利、景観が広々していて開放感があること。 

50代 女性 
野菜がおいしい。変わった野菜をもっと作ってブランド化していったらど

うでしょうか。 

30代 男性 自然豊かで佐久や小諸、軽井沢に行きやすいところ。町民運動会や町全体
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で行う龍神まつりなどのイベントがあること（今現在でこういった町全体

で行うイベントは全国的に少なくなっている。） 

60代 女性 気候的に、地域的に住みやすいところ。静かなところ。 

30代 女性 
浅間山がきれいに見える。軽井沢にも佐久平にも近く住みやすい。おしゃ

れなカフェ等できつつあり、うれしい。 

不明 不明 自然の美しさ、のどかさ、静かなところ。 

60代 男性 自然。災害が少ない。人口が増加していること。 

40代 不明 自然が豊かで水、空気がうまい。 

50代 女性 
四季がわかりやすく、感じやすい。小諸、佐久、軽井沢へ行きやすく真ん

中にある。各インターや新幹線、どこも利用できる。 

20代 女性 災害が少なく、気候とかも含めて住みやすい。 

70代 女性 緑も多いし、龍神まつりも充実してきた。 

60代 女性 災害が少ない。自然が豊か。 

60代 女性 野菜畑からのぞむ浅間山の雄大さ。 

40代 男性 犯罪が少ない。静か。 

30代 女性 

都会の人が「田舎はここが嫌だ」と思うようなこと（例えば近所つきあい

が深すぎるとか、買い物が不便など）が御代田町にはほとんど感じられな

い。本当に暮らしやすくていい意味で楽な地域だと思う。 

60代 女性 

何か所かの公園があります。きれいに整備されていますが、自然の花や植

物も植えてゆっくり散策できるコース他があればだれもが楽しめると思い

ます。 

60代 男性 町民大運動会が継続され、町民との交流、ふれあいができていること。 

20代 女性 龍神まつり。 

60代 男性 

私は鳥取県から単身で御代田に住んで 10年です。とてもいい街だと思いま

す。御代田町のいいところは、自然環境が非常に良い。メルシャンさんの

撤退は非常に痛いですが、これに代わる食と自然が（欲を言えば文化も）

満喫できる仕掛けが必要です。しなの鉄道さんとタッグを組んで 食 文

化 自然をテーマでイベントもありです。農業がメインですが、働く場で

ある工場も点在しています。社員として全国から若い人が集まっています。

働きに来られている海外の方の力 発信力を借りるのもいいと思います。  

しなの鉄道の魅力 ご存じのとおり、しなの追分ー御代田ー平原には、撮

り鉄さんが日本全国から訪れる浅間山をバックにできる有名な撮影ポイン

トも数か所あります。撮影地の整備（入場有料でも可）線路の草刈り、地

権者から借り上げ柵の設置などして安全に撮影が楽しめるようにして、イ

ベント列車の運行を行う。特に 115系は 全国的に数を減らしていますの

で価値もありです。過去イベント列車の時にはたくさんの人が来るのは、
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事実ですね。 

50代 女性 広い公園や体育施設がある。高原野菜。自然がある。 

70代 女性 自然が豊かで近くに病院もあり住みやすい。人口が増えていること。 

50代 男性 

・高原野菜などをはじめとする農作物が多くとれるところ。 

・人口が増え続けているところ。 

・町民の人柄が良いところ。 

・旧メルシャン美術館跡地を無駄にせず活用しているところ。 

50代 女性 
良いところ⇒若年層世帯が増えてきている。活性化につながってきている。  

誇れるところ⇒祭り、行事など、大事に受け継いでいる。 

50代 女性 自然の豊かさ。 

60代 女性 軽井沢町、佐久市の隣だけど、それがちょうどいい。自然が豊か。 

60代 女性 自然が豊かで美しいとともに便利な生活ができる。 

50代 女性 高原野菜、自然が豊か。 

40代 不明 美しい自然環境がある。 

50代 不明 景観が良い。落ち着いて暮らせると思う。 

60代 女性 
10年暮らしていますが、これまで大きな災害などに見舞われなかったので

暮らしやすいと感じています。 

50代 女性 自然環境が良い。町民が参加できるお祭り、運動会がある。 

70代 女性 人口が増えているところです。 

50代 女性 

地理的に軽井沢に近く、都市圏への交通アクセスも良い。移住に力を入れ

ていて、長野県内でも数少ない人口増加の町であることは誇れることだと

思う。 

30代 女性 

雄大な浅間山をのぞむ、豊かな自然環境。軽井沢（観光）と佐久（商業）

の間に位置し、生活しやすい。新幹線の駅、高速道路に近く、首都圏のア

クセスの良さ。 

50代 女性 
自然が豊かでありながら、生活の便が良い。※住宅街になってしまうので

はないかと心配。 

50代 男性 緑が多く子どもが多い現状。 

70代 女性 野菜がおいしい。みんなが仲良しである。 

30代 男性 

私は移住者です。浅間山を見れる景色が大変気に入っています。これから

もこの景色を何世代先にも受け継がれていくことを願っています。自然豊

かな土地、龍神の歴史は誇れるものだと思います。ただ、最近太陽光発電

が多すぎて残念です。農地だったところにどんどん増えているように思え

ます。残念です。遊休農地に景観作物を育てるなど街の景色がきれいにな

ることを望みます。災害時、太陽光発電による災害が心配です。 

30代 女性 住みやすい。子どもだけで町中を歩ける。小学校が登下校する姿を見て、
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そう思います。自然が豊か。西軽あたりの別荘のような雰囲気、広戸・草

越あたりの農業一面の畑、馬瀬口から見る浅間山など、自然が豊かだと感

じます。やまゆり公園、龍神公園、雪窓公園、大きい公園があってよい。 

40代 女性 景色が美しい。災害が少ない。 

60代 不明 浅間山、自然、空気、災害が少ない。 

70代 女性 夏の季節は最高。豊かな自然と生活環境。 

20代 女性 

自然を維持しているところ。しっかり御代田町の”いいところ”を大切に

してほしいと思います。都会になる必要もなく、景観をそのまま残した方

が良いところもいっぱいあります。龍神まつりも誇れるものです。続けて

ほしいです。 

30代 女性 
生活機能があるが、自然に恵まれているとこ。役場や図書館などの施設が

充実しているとこ。 

60代 女性 
緑も多く公園もあり、新しいことを始めているように思います。（コーヒ

ーフェスタなど）町職員が自信をもって仕事お願いします。 

60代 女性 

アンケート調査協力ありがとうの葉書が 25日届きびっくり。私は 31日ま

でに提出すれば OKと思っていましたが、一週間前に督促ではなくお礼が来

たら出さずには居られませんね。心にくい演出に二度びっくり、さすが小

園町長。長野県で２番目に若く、法律に詳しいやる気いっぱいの町長がい

てくれる。災害が少ない。人口が増えている。病院、医院、歯科医院が多

い。４月まで２つの医院が開院予定はうれしい。佐久、小諸の医療センタ

ーまで 20分ほどで行け、大病も安心。急病時もすぐ救急車が来てくれる。

空気、水がおいしい。冬も雪が少なく、夏は涼しい。湿度がひくくさわや

か。小中学生が素直で気持ちよく挨拶をしてくれる。犯罪が少ないのでは

ないか。交通安全の意識が高く、運転が優しいので助かります。 

50代 女性 飲水が良質なところ。 

40代 男性 
自然がありながら、都会とも遠すぎない位置関係。立地だけではなく、気

持ち的な面においても誇れると思う。 

30代 不明 
龍神まつりや町民運動会など町民が 1つのことに一緒に参加しているとこ

ろ。 

60代 男性 

ほどほどにすべての条件、自然、事業環境、農業、都会へのアクセス等が

整っている点。新しい団地と古い集落が混在しているところ。すべてが１

番でないところが良いと思う。 

40代 女性 
豊かな自然。軽井沢、佐久市へもアクセスしやすい。静かさも良い。浅間

山が誇れる。 

30代 女性 
３駅で軽井沢、新幹線で都心へのアクセスが良い。自然豊かな土地でゆっ

たりと暮らし、同時に佐久の商業地域や軽井沢エリア（おしゃれ）の利便
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性も享受できる。 

30代 女性 自然、住みやすさ。 

60代 女性 
高原野菜畑と精密機械工場など、働く場所がある。浅間山など風景。総合

病院がある。 

70代 男性 浅間山、水。 

40代 女性 御代田写真美術館、龍神まつり。 

60代 男性 美しい景観。 

60代 女性 お祭りに対する町民の団結。 

60代 女性 高原野菜の産地であるのでおいしくいただけること。 

40代 女性 自然豊かなところ。 

50代 女性 
浅間山のふもとに広がる自然豊かな町。佐久や小諸に比べると、夏涼しい

のも良いところ。 

60代 女性 自然が美しいのと施設の充実。 

40代 不明 

昔からフィリピン人、南米ブラジル人、タイ人等意外と外国人の方も住ん

でいて、町外からの移住者なども居る多様性のあるところは、時代を先取

りしていたんじゃないかと思う位良いところ。これらの人たちとの交流が

もっと活発に行われたら、個人的にはうれしいです。 

20代 男性 
とにかく住み良い。軽井沢とほぼ変わらない気候だが、知名度が低く、良

い意味で人が少ない。 

50代 女性 町長がかわり、これからの御代田町が色々かわるのが楽しみです。 

 

 質問 14 今後、より良い御代田町をつくるために、ご意見やアイデアがありました教えてくだ

さい。 

年齢 性別 意見 

40代 男性 

まずは公共交通機関の充実。今年 10月には千曲バスの御代田駅⇔浅間病院

行きが減便されるし、どんどん不便になります。佐久や小諸みたいに巡回

バスを設けて欲しいです。あと、福祉タクシー券は年 48枚じゃ全然足りま

せん。200枚は必要です。お願いします。 

10代 女性 

夜道が怖いのでもっと街灯を増やして下さい。あと、夜ヤンキーがたむろ

していて怖い場所があるので、御代田は治安が悪いねと友達から言われま

した。 

10代 女性 

観光系は頑張ってもそんなに上手くいかなそうな気がするからやらなくて

いいと思う。軽井沢ブランドを上手く利用して、夏、パン屋とかそば屋が

どこも儲かってるからそういうお店増やしていけば、絶対よくなる気がす

る。学校は、小学校はちょっと汚いけど直す程ではない気がする。それよ

り学校は、冬ほんとに寒いから、暖房設備を強化すれば、みんな温かい中
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で勉強できていいんじゃないかなと思います。 

70代 女性 

町内会に加入していないため、町からの広報誌が届かないため、町の行政

情報が伝わってこない。そこで、有料でもいいので個別配送をしていただ

ければ幸いです。 

40代 女性 

バスなどの交通の便が悪く、高校へは自家用車での送迎など当たり前にな

っている。町に高校がないので、どうしても他市町村へ出ないといけない。

特に佐久への便が悪すぎる。大きな商業施設利用も、佐久や上田へ流れて

いるので、町に少しでもお金を落とす方法はないのでしょうか。 

50代 男性 道路側に張り出している枝・草の伐採や草刈りを徹底してほしい。 

70代 男性 

近隣市町に知名度の高いところが多いので、今後はより発信力を高めるこ

とが重要。２万人町民実現に向けた住環境の道路整備、農振地域の見直し

が必要。 

70代 男性 町職員の住民視点に立った対応をサービスが必要。 

60代 男性 
町長は、まだ若いですが、御代田町に今後も永住されるのでしょうか？な

かなか町長の顔というものが、わかりません。 

20代 男性 

やはり各地区によっては、少子高齢化が進んでいるところもあるので、そ

のようなところに若年者を誘致というか移住促進を促し、そのような地区

の活性化を促して欲しい。子育て事業をもっと促してもらいたい。 

60代 男性 観光に力を入れるようにしていけばいいと思います。 

70代 女性 
町が死んでいるようで駅前が全然だめですね。商工会が名ばかりで何もし

ない。小諸の商工会はすごいですよ。見習ってほしいですね。 

70代 男性 
浅間山の自然をもっと活用させたい。軽井沢の知名度をもっと活かして御

代田を発展させたい。 

40代 不明 

朝夕に高校生が多く駅を利用する割に駅前に若者が遊べる場所がなく、も

ったいないと感じる。ツルヤが春まで休業になり、買い物どうしようとい

う声を高齢者から聞いたりもしたので、車がなくても移動が楽になるよう

な取り組みも必要だと思う。（生活用品を買える場所を各地区に置くとか、

コミュニティバスなどを走らせるなど） 

30代 不明 

１．御代田の上水道は質が最悪と言われています。 

２．ゴミ分別が細分化しすぎ。 

３．街灯が少なく歩きにくい。 

４．シチズン通りから西軽方面に向かうガード付近の道路整備。 

５．きちんとしたウォーキングコース（グランド周りの灯り）。 

60代 女性 
コンサート、講演をいろいろな分野の人を町に呼んでもらいたい。プール

をつくってください。 

不明 不明 観光は良い効果と悪しき結果を生み出します。美しい御代田をアピールし、
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ここに住みたい！と思うよう周知をすすめる案をみんなで考える会を立ち

上げてください。参加します。 

60代 女性 近隣の佐久市と軽井沢町の良いところを見て真似る。何が違うか考える。 

70代 女性 
駅前の空き家を減らす。龍神公園の清掃・トイレをきれいに（汚れている

ので、入口の石画が生きない）役場出入口に花壇を作る。 

70代 女性 

軽井沢町のように絶対になってほしくありません。静かな緑と自然豊かな

御代田の町になってほしいと切に願います。観光でなく工業事業に力を入

れてほしい。 

30代 女性 町民の意見をもっと聞いてほしい。 

50代 女性 

公的な大きなスポーツ施設をつくる。町全体に花を飾ったり、道路を整え

おしゃれな避暑地やウインタースポーツの中心となるようにする。大きな

病院をつくる。道を広くする。 

60代 男性 保育士が足らないようです。若い人たち増えたらいいですね。 

60代 男性 子育てがしやすい町・支援⇒人口増加。 

50代 女性 
よく年配の方からお聞きしますが、コミュニティバス（車）をすぐにはと

思いますがお願いできればと思います。 

50代 女性 

下水道料金引き落とし金融機関を八十二銀行以外でもできるようにしてほ

しい（できれば、上水道・下水道料金はまとめてほしい。ごみ収集日の中

に、空き缶、空き瓶（資源ごみ類）を入れてほしい。埋め立てごみは月 1

回位でいいのではないでしょうか。 

60代 不明 
龍神まつりの際配られるうちわをタオル等に変更したらどうですか？うち

わは使い道がない。そのままゴミ箱入りです。 

60代 男性 
浅間サンラインから佐久平、蓼科、八ヶ岳方面の眺望を活かした道の駅と

温泉の施設建設。 

40代 不明 

都会からの人は、どうしても町を通過してしまっている。せいぜいツルヤ

を利用する程度。今はフォトフェステイバルとして利用している旧メルシ

ャンやかりん通り付近の浅間山の景観は良い。観光資源になると思う。軽

井沢のような混雑は、生活し難いが、もう少し魅力をアピールしても良い

かと考えます。 

70代 不明 
町の活性化するためにイベントが少なすぎる。魅力ある街にするには、町

民１人１人が協力することが必要と思う。 

60代 女性 

複合施設、ショッピングモール、上田市の「アリオ」佐久市「イオン」な

ど老若男女１日楽しめる場所があれば、憩いの場所となり、結果より良い

御代田町になるのではないでしょうか。 

30代 女性 
自然の豊かさを生かした観光やまちづくりを考えてほしいです。本当に環

境のことを考えたおしゃれなイベントや、町の取り組みを上手な宣伝活動
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で進めれば、県外からも人が来るし、周りの市町村からも注目を集められ

ると思います。 

50代 男性 道路整備、公園増設、観光、商業の活性化。 

40代 女性 

小中学校のエアコン設置ありがとうございます。先生方が熱中症や雷雨な

どの天候にすばやく対応できるような支援を望みます。（運動会で児童席

にテントを設置してほしい。雷の中下校させることがないよう待機させる

など。） 

40代 女性 

保育日、幼稚日を増やす、または保育士を増やす。役場の人は定期的に保

育日へ訪問、実態調査をしてください。現場の声をきいてください。被害

者は子どもです。 

40代 女性 

高齢者が増えて危険運転している人が多々いるが、自分の便利を優先して

回りの危険を考えない人がいる。町でもう少し公共バスなどを増やして、

安全なまちづくりをしてほしいです。 

60代 女性 

私は毎日浅間山を見ながら仕事をしていました。今は、退職とともに毎日

遊んで暮らしています。「20年ほど前に御代田町をどうしたら発展するか

と」ありました。その時、国からの予算が取れる大学を持ってくれば、子

どもたちからも親からも、お金が落ちると。しかしこの事を伯父さんに（筑

波大学の学部長）に聞いたら、高校のないところに大学は無理でしょうと。

ボツ。それでは、あれだけ（苗畑跡地）は、交通刑務所かなんか作ったら

と言ったら、国からの予算もとれるし税金もあがるし、そしたらやっぱり

環境を、聞いたとこ悪いとかで、ボツ。それで今回、せっかくアンケート

がきたのだから一つの案として町の苗畑の土地、それから農地の空いてい

るところ（これから高齢化が進みもっと増える）もっと空いてくる土地も

増えてくるのは目にみえてきています。それを使ってわざわざ遠くまで見

に行くのではなく、赤い蕎麦（赤い花のつく）を一面に植えたらその近く

にホテルができつつあります。観光のためにも他にダッタンソバを作り、

黄色いおそばを食べさせる。今やっている霧の下の蕎麦・・・。浅間山の

見える役場あたりに、観光ソバお土産店を作ったらどうですか。浅間がみ

えて、フォトがみれて、土器がみれて、赤ソバ畑がみれて、黄色いソバが

食べられて霧下そばが食べられて（普通のおそば）。おみやげにそばのお

せんべいでも（龍、みよたん、ヤマユリ）など印刷して。向こう何年計画

でなく、やろうと思えば来年からすぐできます。種は毎年増やせば荒れた

休耕田もなくなると思います。 

30代 不明 

切実に、カラスに困っています。ごみ（可燃）の日を週２日にしていただ

けるととてもありがたいです。教育への支援を、子育てしやすいのもあり

がたいですが、各家庭へお金が入ってもしっかり子どもに使われているか

わからないので、給食無料など間違いなく子どもへ還元されてほしいです。
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このようなアンケートありがとうございます。 

60代 女性 

ふるさと納税の商品が寂しすぎる。もっといろいろなアイデアがあるはず。

他から移住者を連れてくるより、町の中で若い人たちが婚活できて、町に

住み続けるような機会を作ってほしい。小諸ＨＰ、浅間ＨＰ、佐久医療セ

ンターの若い女性、ミネベア、マシナリーの若い男性の出合いの場の設定

等。 

20代 男性 ゲームセンターなどの遊ぶところがほしい。 

10代 不明 
ゴミステーションなどもっときれいに使ってもらえるように町民皆で考え

られればと思う。 

50代 女性 
旧メルシャン美術館のような御代田を代表できる施設等があればいいと思

います。御代田町町民が集える場所、イベント等を望みます。 

60代 男性 高齢者支援、作業促進（作業提供シルバーの充実（増））。 

70代 女性 
西軽団地付近も天然ガスを引いてもらいたい。プロパンガスは高い。以前

佐久市に住んでいて都市ガスでとても安かった。 

40代 女性 みんながいいと思える町にしてほしい。 

60代 不明 

観光客以外の人もちょっと寄っていけるような案内板等立てて見所をアピ

ールしては？（町民も名所等わかってないのでは？聞かれても答えられな

い。）もっとアピール必要と思います。 

50代 男性 町の独自性。 

70代 男性 

秋になり落葉が多く落ちて、年が年なのでほかの所までの片付けができな

いので自分の家の落葉は片づけてもらいたい。大きな木なので、冬になり

雪が降るととても困るので、そのような事も考えてもらいたい。 

70代 男性 優良企業の誘致をする。 

60代 女性 龍神まつりだけでなく、別の催し物を考えてみては。 

50代 女性 

歩道にゴミが投げ捨ててある場所が多数あるので、仕事を退職した方にボ

ランティアで片付けてもらい、町をもってきれいにしてほしい。（ゴール

デンウィーク、夏休み、冬休みは県外から遊びに来ている人が車の窓から

コンビニで食べたごみを袋に入れてポイ捨てが非常に多いです。 

60代 女性 

まずは、役場職員さんがもう少し愛嬌があってほしいと思います。役場に

行ったとき雰囲気が悪くて、嫌な気持ちになったことがあります。まずは

あいさつがいつどこででも出来る町民作りをできたらと思います。 

40代 男性 

議会活動の活性化・・・・議員の査定評価・・・・報酬。町政、議会の審

査・・・・第三者機関のオーディット化。御代田町在住の OBのパワーを各

方面へ活用（ボランティア） 

40代 女性 
ゴミ収集・お盆や年末年始、GWなど収集が容赦なく休みになるのでとても

困る。もともと少ない週１の可燃ごみの収集がなくなる。指定袋の中にビ



 

50 

 

ニール袋（二重袋）だと袋を回収員に破られて回収不可シールを貼られた。

二重袋禁止ということですが、生理用品などそのまま捨てるわけにもいか

ず、袋をあけられ辱めにあったようで嫌な思いをした（近所の人にも見ら

れた）回収してくださる方に感謝していますし、理屈はわかりますが、デ

リカシーがなく、下手すれば人権侵害なのでは。 

学校給食は、今年度からはっきりいって不味くなったとのこと。（特別舌

が肥えたり、グルメな子ではありません）皆が給食を残すのでクラスの残

飯の量が大量とのこと。食べ盛りの子たちがほとんどおかずに手をつけず

に帰ってくる。栄養面で心配。妙なアレンジせずオーソドックスなメニュ

ー、味付け希望します。 

60代 男性 御代田町独自での自然災害安全証明⇒転住 

70代 女性 特産品の開発で観光地化したら。 

10代 不明 
住人を増やすのも大事だが、同時に常に自然に囲まれる環境を作ることも

重要。 

40代 男性 人口増加。現状の倍を目指し人口増す。 

60代 女性 

年を重ねれば、電車（階段の昇り降り）よりバスのほうが良い。10月から

岩村田行きのバスの減便になりどこにも行かれません。佐久市のようにコ

ミュニティバスを一考してほしい。今は車を運転しているが、回り皆困っ

ている。私もあと 10年後は町外の交通の便の良い場所に移りたいと思って

いる。徒歩 5～10分でスーパー、病院、バス停のある場所等。 

40代 男性 

県外から来場するような大きなスケートボードパークを作って活性してほ

しいです。隣接して道の駅のようにして治安を守り、子どもたちはヘルメ

ット等のプロテクター着用義務にして安全な場所にする。旧 100万ドルが

良い場所だと思います。 

50代 男性 防犯カメラの設置場所を増やし安心して暮らせる環境作りをしてほしい。 

50代 女性 

これから年をとっていくと車の運転ができなくなるので、買い物の足が心

配です。町内で衣料品や日用雑貨が買えるショッピングセンターができれ

ばいいなと思います。 

40代 男性 

首都圏から越してきたばかりですが、子どもの学校の休みの少なさに驚き

ました。県全体で同様とのことですが、夏休み・冬休みくらいもう少し長

くても・・・と思います。できるだけ長くするようにとの目標はあるよう

ですが、改善してほしいです。子どもの居場所を確保するのは必要でしょ

うが、学校にいる時間が一律に長すぎて子どもが疲れてしまいます。児童

館や地域センター等の機能を充実させて、学校を短くしてほしいと思いま

す。 

20代 男性 主用道路以外の道路の整備。 
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30代 男性 

税金を大切に使ってほしい。職員の資質を良くしてほしい。職員が多すぎ

る。対応の遅さ、悪さを直して。簡単なことで人を待たせることをやめて

ほしい。 

20代 女性 

「保育士として働きにくい」「悪いイメージしかない」という声がある中

で何も改善されていない現状がわかります。長く仕事を続けられるよう、

職員交流として、他市町村から派遣してもらうなど今のままではダメだと

思います。良い方向に進むこと、また、今の御代田町の保育士の働き方を

見直してほしいです。声をあげても何も変わらないことが悔しいです。 

70代 男性 
通勤・通学などのため、しなの鉄道の駅舎の増設を考える。草越、ミネベ

アの近くなどに。 

30代 女性 フェスティバル、イベント、文化祭。 

40代 女性 活性化するような商業施設が御代田町にもあると良いです。 

60代 男性 

他の地域では人を呼び込むのにイベントを開いたりしなければ人が集まら

ない現状ですが、御代田町においては軽井沢があるため、アイデアしだい

で人が集まります（全国で３地区位）ホテル、温泉、道の駅など１つずつ

進めて行ってもらいたい。真楽寺の地蔵の修復により観光客を集める。 

30代 女性 
住民税がほかの地区より高い気がする。収入があっても出ていく額が多い

ので、生活に負担が掛かっている。 

40代 男性 
御代田と言えば「これ」というものがないのが残念。フォトフェスもある

が通年で観光客は呼べませんので。 

20代 男性 

今後も子育て家庭が御代田にやってくると思われるため、充実した教育が

受けられるような支援により力を入れてほしい。（保育園や幼稚園の受け

入れの確保、金銭面での支援など） 

50代 女性 ラブホテル街を失くしてほしい。 

50代 女性 

理想は車を使わずに、生活に必要なものが買い揃えられる町です。駅前が

何十年も変わらず、くたびれた町というイメージなので、駅は町の顔なの

で、生まれ変わってほしいです。そろそろ本気で。 

30代 女性 

子どものインフルエンザの予防注射の補助がほしいです。お年寄りの方と

同じくらい（￥1000）くらいで受けられると助かります。幼稚園無償化と

てもありがたいですが、働く場所によっては月 64時間（２号認定）が難し

いです。特に軽井沢などで働いていると夏は繁忙期だけど冬はそこまでで

す。制度に柔軟性があればいいなと思います。 

60代 男性 

歩行者用の道路整備を進め、シニアカーや交通モビリティの整備を進める

べきだと思う。また、御代田の中心地（エコールの周辺）の観光整備も考

えるべきとも思う。 

60代 男性 薄暗い路地に街灯がほしい。 
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50代 男性 
ITの活用。防犯対策の徹底。片寄り参加の龍神まつりの変改。役場を使っ

たイベント。 

40代 男性 
自然環境の保全が重要。自然が豊かでないとただの田舎になってしまいま

す。 

70代 男性 

年寄と若い人とが男女交えて楽しみながら話し合える機会があると良い。

（お酒抜き）なるほど、へえ～、あ、そうなの。結構ちゃんとしてる。そ

んな話ができると楽しい。 

御代田駅に北口ができると良い。 

30代 男性 

自然環境の保全はとても大事だが、別荘や民家の木が道にはみ出している

のがとても多く、争いになっているケースもあるので町で注意などしてほ

しいと思います。 

40代 女性 

幼児と高齢者のふれあいが定期的にできるような場所作り。お互いのため

に。核家族が多いので。 

コンビニ 2020には増やしてください。（子どもの意見です） 

50代 男性 
1980年代、Hitした○○ロック inJAPANのヨーロピアンサンをイメージし

た街づくり。デンマーク etc北欧風のまちづくり 

70代 男性 

災害の少ない町だが、避難所に指定されている公民館、交流センター、学

校等にエアコンが設備されているところが少ないと思う。避難した人たち

を見ていると空調することによってかなり安心感が生まれるのではないか

と思う。普段でも空調設備（エアコン）は欲しい。 

30代 不明 

老人にしか住みやすくない。１日 10時間働いていたら御代田で生活するの

は不便すぎる。ごみ捨てが手間、場所が少ない。分別は大事だが、生活リ

ズムが老人寄りすぎる。休日御代田で過ごすところがない。年功序列の古

い町。この町にいる理由がない。水道・ガスも高い。礼儀のレベルも低い。

無駄に馴れ馴れしい年上が多い。学力ではなく頭悪くて恥ずかしい。 

60代 女性 
道路整備が進んでいる地域がある中、西軽井沢は整備が整っていないよう

に思います。 

50代 女性 
ゴミの収集の方法を検討していただき、お年寄りや仕事に行くのに困らな

いようお願いします。 

30代 女性 
ゴミの分別がわかりにくすぎるので、もっとわかりやすくしてほしい。特

別な観光施設を作るのではなく、生活に密着したお店などを作ってほしい。 

50代 男性 

（１）観光事業に力を入れる（軽井沢町と連携し）（２）高齢者のために

公共交通の充実（町営バス）を図ってほしい。また買い物サービスの導入

も検討してほしい。 

40代 女性 
はつらつサポーターのような高齢者が健康で活き活きしている事業は素晴

らしいと思います。それに続く世代に何か欲しいところです。助け合い、
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声掛け、ちょっとしたことが大切なのですが、問題は地域のつながりと若

い方の働く場所（雇用）だと思います。 

60代 男性 
役場の縁故採用をやめると良いと思います。広く他県や他町村から人材を

入れると良いと思います。 

50代 女性 

・駅前開発。・龍神まつりのマンネリ化を考える。・町報”やまゆり”も”

必ず見る”の工夫があったらいいかと・・・。商工会優待の文面は消した

ほうが良い。写真はＯＫ。幼小中等の行事のみでなく老人会や時節の写真

があったほうが良い。（花や稲刈り、雪など） 

70代 男性 町民の「憩いの場」として温泉施設があればうれしいです。 

70代 女性 

町長の公約した３点必ず実行してください。できもしないことを公約にあ

げていいのなら、誰でもできることです。予算が必要なのは当然わかって

いるですから。枠が決まっているので、どこか増やせば、どこか削らない

とできるわけがありません。子育ても重要です。でも年寄にかかわる予算

を減らしては困ります。ついでなので書きます。町長が変わって町から出

される文章が少しおかしいです。町が偉いのではありません。職員も対応

良くしてほしいです。 

50代 女性 役場の職員がお昼を机で食べないで交換で食堂とかで食べたほうが良い。 

70代 女性 アイデアを出して観光に力を入れ集客が出来たらと思う。 

30代 女性 
スーパーやコンビニ以外のお店を増やしてほしい。該当を増やして安全な

道にしてほしい。 

50代 女性 

明るく住みよい町に。コミュニティバスの復活。核になる商業施設の建設。

公園が多く活用できていないのでは。ドックランなどの場所をお願いした

い。 

70代 不明 
高齢者が車に頼らずに生活できるような環境の充実を考慮し、忘れてほし

くない。若者世代が働く場所を増やす。 

70代 女性 
駅裏の駐車料金をもっと安くして駅に通じる道路に階段でもいいから直で

行けると良いと思う。 

60代 女性 

旧中山道を拡張してそのすぐ下の沢を有効利用して佐久市の駒場公園のよ

うな多目的広場を設けて若い世代の人たちの集まる場所を確保したり、雑

木林になっているところを見直して魅力ある町になったらいいですね 

50代 女性 
道の駅や産地直売所で観光客を増やすことで外からの風を入れることも大

切かと思います。 

50代 女性 

最近は、田舎でも犯罪が起きるご時世なので、より安心して住めるように

パトロールとかを増やしてもらいたいと思います。また、街灯も少ないと

思うので、それも増やして欲しいです。 

70代 女性 ・議会の充実、通年開催。土日祝日にも。 
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・未来の宝、子ども・人づくりがモノづくり。 

・まちづくりの礎になると思う。 

・高齢者が住みなれた家、土地で安心して暮らせる配慮を。 

・免許返納後の買い物、通院の公共交通網を。 

・小園町長のまちづくりに期待しております。 

60代 男性 
・スーパーの誘致。 

・イベント定期開催の推進（１年に２回～３回） 

30代 男性 
道路脇の樹木の手入れ、落ち葉、枝拾い等、定期的に行い、街並みをきれ

いにすると良いと思う。リサイクル資源は月２回程度、回収してほしい。 

50代 男性 

・総合病院の設立。 

・町内放送の改善（聞こえない場所を失くす）。 

・しなの鉄道の改札口の増設。 

・農産物のブランド化。・高速バスの増便。 

・商業施設の誘致（スーパーマーケット、イトーヨーカドー） 

60代 男性 
高齢化社会を迎えて、ますます人と人との絆を強める必要を感じます。互

いに助けあって生きられる明るい町に。 

30代 女性 

もともとの地元の人、新しく、町内に移住される人、みんながどこかで、

何かでつながれる（孤立、孤独のない）あたたかい地域になっていってほ

しいです。 

30代 女性 長距離バスの停留所として、御代田駅発着が増えてほしい。 

20代 女性 

より多くの方々に御代田町を知っていただけるように、特産物として今あ

る、お煮掛けうどんだけではなく、お土産として持ち帰れるような（例え

ばアイスワイン等）ものをつくり売るなどをして、御代田町の活性につな

がると良いと思います。 

50代 男性 
有名なアーティストを呼び、雪窓球場で野外コンサートを行い、御代田町

をアピールする。 

50代 男性 

塩野は大きい木が電線にあたって危険。災害時停電になる。迷惑な木は切

ってもらうようにしてください。特にくるみの木。個人で言っても切らな

い。 

50代 女性 

公共のバスがなく、不便です。町内巡回のバス、佐久市や小諸市にアクセ

スするバスなど、町民が無料で利用できたら助かります。また、遠くへ行

くことが困難な方のために食品や日用品を売る小型車があれば利用したい

です。世代を超えた交流の場や催し物があると、子どもとお年寄りなど楽

しめます。 

50代 男性 
観光業は軽井沢町と協力して推進し、工業・商業は、ＩＴ教育（研究機関

の誘致など）は佐久市と協力するという良いところ同士を高める施策を推
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進すべきと考えます。 

70代 不明 

町にあまり活気がなく、住宅は増えているのに駅前などは人がいません。

買い物は佐久のほうへ税金を落として残念です。環境は良いのですが、も

う少しなんとかなるような気がします。駅前は特に感じます。 

50代 男性 
このアンケートもメール等可能であるようにＩＴ／ネット環境を整備して

ください。 

30代 女性 
伝統や地域行事を守りつつ、教育や文化が充実していると移住される方も

増えていくと思います。 

60代 女性 

公園はよく整備されていて良いのですが、犬の侵入の制限をしてほしい。

犬のおしっこの匂いがしている。雇用の創設に努力してほしい。シチズン

の一部工場が佐久に移転しています。これ以上工場など事業所が減らない

ように、新しく誘致の努力をしてほしい。道路が広くなったり狭くなった

り、デコボコしている。何とかしてほしい。 

50代 女性 
もっとお店や工場を誘致してください。軽井沢も近いので、御代田町がブ

ランドになれるように頑張ってください。 

30代 男性 

・御代田町が力を入れていくことを明確にする（例）観光地を目指すので

はなく、企業誘致や住みやすい住環境を進めるなど 。 

・子育て世代の移住が増えていると感じるので、町内に小児科や産婦人科

を誘致する。（今は、佐久や軽井沢の小児科に行っているので、町内にあ

るととても助かります） 

70代 男性 地域バランスのとれた計画行政をお願いしたい。 

30代 女性 

もっと若い世代の声を拾ってほしいです。必ずしもすべてとは言いません

が、古い習慣や行事など、地域活動全般的に見直しても良いのではないで

しょうか。軽井沢、小諸、佐久と比べても少し遅れていると思う。役員終

わってまた次の役員な状況は変えていかないと若い人に敬遠されかねな

い。煩わしさなく住みたい！と思ってもらえる町にしてほしい。 

不明 不明 
現状維持を望みます。あまり発展しすぎず、あまりさびれず。観光客に踏

み荒らされたくないです。 

60代 男性 
年齢構成は若い町と思うが、高齢化していくことと思います。公共交通の

充実を考えていただきたい。 

40代 不明 

防災対策、高齢者への福祉の充実をお願いしたいです。現在町が進めてい

る子育て対策と防災対策、高齢者対策を両立させることで、町民は住みや

すく、幸せな生活が実現できると思います。⇒結果、他県からの移住も増

えると思います。 

50代 女性 
・閉鎖的にならないようにしたい。都内から近く、交通の便が良いので、

都内の人の農業体験や自然体験交流。一緒に体験するなど。 
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・どんな人（外国人、障害者、高齢者）でも受け入れる人の育成。先生の

教育にも関わると思う。現在、子どもが小学校に通っている障害児。学校

は、協力を求めるので協力はするが、することで我が子の対応をしなくな

る。他の子（協力しない、できない子）にいく。ではうちもいかない、い

けないとすればみてくれるのか？又、少しでも皆と同じ動きができないと

特別クラスにいくのはしかたがないとしても、皆からはなしたらそれでい

いのか？社会人、企業には障碍者雇用をする、ノーマライゼーションの考

えで雇用が当たり前になってきている。でも、学校教育で関わりをもたせ

ない、橋渡しをしてくれない教育方針では、子どもたちは社会に出ても受

け入れられないと思う。差別を生むのではないか。学校教育を進めること

が難しいのであれば、児童館でそのような取り組みをしてほしい。児童館

の先生はリタイヤした方々で保育のベテランかもしれないが、現在の児童

館をもっと充実した場所にしていただきたい。 

60代 女性 

・軽井沢町～御代田町～佐久市へと旧中山道に沿うトレッキングコース。 

・夏期、軽井沢町－御代田間にＤ51を走らせ、駅前Ｄ51の展示開放   

・議会開催の日程が前もってわかると傍聴しやすい。 

・空き家の休耕地を貸したい人と借りたい人のマッチングができるといい。   

40代 男性 荒れた道路の修復保全。乱立した太陽光発電の撤去（特に山中） 

30代 女性 

冬期の除雪をもっと素早く大規模にする。⇒これによって移住者はもっと

暮らしやすくなると思う。都会から来る人にとってはなおさら良い。良い

雰囲気の町だからもっと人口を増やせると思います。頑張ってください。 

60代 女性 
もう少し便利な道路整備を望みます。子どもたちの遊べる屋内施設、町外

からも来るような物ができると良いなと思います。 

20代 女性 子育て支援施設がほしい。 

50代 女性 

住民の意見を取り入れながら、町職員と地域住民と一体になって地域を活

性化してほしい。小中学校の給食費はある程度自己負担があっても良いと

思います。今回の台風による災害を教訓として、準備が大事だと思いまし

た。 

70代 女性 

企業誘致。   

何事も行政に求めるだけでなく、個人でできることがあれば町民の一人と

して協力していきたいと思います。 

50代 男性 

地域活性化になるようなことはどんどんチャレンジしてとにかく元気な町

づくりに取り組んでほしい。御代田町の農作物や特産品などを直売できる

道の駅のようなものも必要だと思う。 

50代 女性 

御代田町の人口を増すことを考えていくことが１番重要。他の市町村にな

いことを考えた方がいいと思います。例えば競輪場外馬券場と競輪学校併

設などができれば町は潤う。 
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60代 女性 

空き家対策を進めてほしい。壊れかけている家、道路まで出ている木、枝、

町の名前で出してもらい本人にやってもらう。できない場合は町、地域に

お願いする。お金は個人で。トップセールスありがたいです。 

60代 女性 

防災面、特に浅間山に関して考えて、それを町民が周知すること⇒住民の

安全。普段の生活で問題意識を持っていないことに改めて気づきました。

これではいけないですね。 

50代 不明 

地域の行事で女性の負担が大きすぎる。高齢者、子育て中の女性等は参加

するのが難しいので、伝統も大切だが、見直すべきものは多々あると思う。

宗教がらみの行事はトラブルの元になる場合もあるため、取りやめること

も検討していただきたい。（特に十九夜様） 

60代 女性 

中学校と南小学校の通学路に面していますが、小学校への歩道が狭く、冬

場の雪や路面凍結は子どもにとって危険ではないかと感じています。優先

的に整備してもらえればと思います。 

70代 男性 自然環境を活かした特徴有る観光施設を一つ考え、作ってください。 

70代 女性 
平和台から荒町に行くところの公園を、子どもたちが遊べる公園にしてほ

しいです。廻りに家が増えたため、農業がしにくくなりました。 

50代 女性 
現代は女性も男性も働くので忙しい。仕事をリタイヤした方の力を借りる

のが良いと思う。 

30代 女性 

近年、森が次々と姿を消し、宅地や太陽光発電になっているように思いま

す。人口増加はもちろん良いことですが、御代田の魅力の大きな柱である

自然豊かな環境をぜひ守っていただきたいです。働き方改革がすすめられ

ている中、サテライトオフィスの誘致を検討してもいいかと思います。 

50代 女性 

御代田は出生率が高いほうですが、今以上に住宅地が増すのは環境的には

良いとは思えませんし、今後のことを考えると、住み続けてもらうための

働き口が必要なのだろうと思います。 

40代 女性 道路の照明が少なく暗いと思います。 

50代 男性 

自然豊かな環境が子育ての地として人気があるのではないでしょうか。け

れども、人を増やすために宅地開発が進むと自然が失われ、やがて高環境

の人気も陰るのではと案じています。子どもの多い現状の理由を把握し、

将来にわたって維持、発展させるための具体的で地道な施策を期待します。

緑の保全。児童が自然の中で遊べる安全な公園の整備。お祭り以外の龍神

公園の活用、小規模コンサートの開催など。 

70代 女性 おいしい野菜をアピールして「道の駅」的なものを作ったらどうかと思う。 

40代 女性 大きい子どものため公園でバスケコート・スケボーできるところ。 

30代 男性 
私が幼い頃「「部落」という言葉は現在では使いません」と学校の先生に

教わりました。それから 30年以上経過し、普通にこの町では使われていま
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す。地元にこのことを話すと、あきれています。御代田町ではおかしな

（crazy）だと思います。このことを知っていたら移住はしませんでした。

どうかこれからの新しい令和の時代には、この言葉を使わず生活したいも

のです。もう差別のない時代です。まずは、町職員・区長さんからこの言

葉を使うことやめてみてはいかがですか。 

30代 女性 

御代田は、住んでみてとてもいいところだと思いました。（町外から転入

したので）もっと、御代田の良さを町外に発信したら良いと思います。  

龍神まつりに新しいイベントを入れたり、開催日を検討して他の市町村の

お祭りと重ならないようにし、もっと盛り上がると良いなと思います。  

保育士さんの処遇を改善してほしいです。あわせて質の向上も希望します。

幼保無償化になりましたが、受け入れ先のソフト面の充実も図ってほしい。 

60代 不明 大都会で必ず起こる、災害で出る被災者の受け入れ施設。 

70代 女性 

昔スウェーデンの隣近所の人たちが、年を取ったり病気（少しくらいの）

になったりしてもお互いに見合っていたテレビを見たことがあったがすば

らしいと思った。今は希薄化しているので難しいとは思うが、そんな地域

環境を作れたらいいなと思う。 

20代 女性 

今考えることは開拓ではなく防災だと思います。近年災害がとても多く感

じます。その時にそなえて防災には力を入れ、各区民が素早く避難して命

を守れるよう考えられたらいいと思います。日々町民が助け合える町にし

てほしい。 

30代 女性 
町長が動いているようにヤッホーブルーイングなど全国に誇れる企業の誘

致はとてもいいと思います。 

60代 女性 

職員の制服、上だけでもそろえてほしい。スカート禁止。コツコツ歩かな

い。年４回の議会、議員は必ず質問お願いします。税金の無駄遣いやめて

ください（NPOサポーター）月１度では効果は上がりません。早くそれに気

づいてください。たくさんもめているようです。何が原因でしょうか。NPO

なんてとても早いのでは。テレビ、新聞出ていますが恥ずかしくないです

か。近隣市町村笑っているのでは。 

60代 女性 

小中学生の安全を見守り、高齢者が元気になり、防犯意識が向上し、御代

田町が日本一の安全安心の町になるように、高齢者が車の免許を返上して

も困らないように 60歳を過ぎたら「御代田小中学校パトロール」の黄色い

ベストを着て町内を歩いて、子を守り、自身も交通事故（来ていると車の

スピードが落ちたり、しっかり止まってくれます）や事件から守られ、高

齢者の１割 400人が歩いてくれたら、町の防犯になり、多くの元気な高齢

者が増えれば医療費も減るのではと思います。 

40代 男性 
商業施設や飲食店の誘致（チェーン店や 100円ショップ等）近隣からも集

客は見込めると思います。 
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30代 不明 

方向性、方針を決めていくことは大変だと思いますが、一部の人の意見だ

けではなく、幅広く多くの人の意見を聞き参考にしていただけたらと思い

ます。 

50代 不明 

交通ルールとゴミの不法投棄をきちんと改善してほしい。永住者に対して

意見を聞く会を増やしてほしい。信号が替わってもスピードを出して過ぎ

ていく車が多いので、危険を知らせる工夫をしてほしい。 

60代 男性 
新しい発想。人材を積極的に受け入れると同じように今あるものを大事に

してほしい。バランスが重要だと思う。 

40代 女性 

将来１人でいても安心な終末を迎えられる町にしてください。子どもや年

配者と暮らしていないので、教育のこと、福祉のこと、全く知りません。

今回台風 19号の情報をツイッターで知ることができ、とてもよかった。他

の市町村より優れていると思う。ＳＮＳなどから、町のいろいろな活動を

知れると助かります。 

30代 女性 

ゴミ出しのルールが非常に厳しく、不便に感じています。佐久市の住民に

聞いたところ、御代田町ほど厳格ではないとのこと。長く住むうえで、ゴ

ミ出しは毎週のこととなり生活に影響が大きいので、利便性を高められる

工夫があれば嬉しいです。 

30代 女性 
人が集まるイベント（コーヒーフェスティバル等）をもっとやっていただ

きたい。 

40代 女性 

以前、子どもが保育園に入る前の事ですが、どうしても外せない用事のあ

る日に一時保育がいつも定員いっぱいで全く預けることができず困ってい

ました。この町に頼れる親族がいない移住者にとっては切実な問題です。

自身の子どもはもう一時保育は必要ではないにしろ、とても重要な課題で

すので、ご対応いただけるようお願いします。 

60代 男性 
一部町民のための町政にならないような行政を行うこと。町職員の資質の

向上。（町民のために自己を捨てるくらいの意識で向かってほしい） 

60代 女性 

トップが変わったら行政、特に役場の人間が変わってきた。今まで役場の

中の人間が暇そうに見えてた。特に課長クラス、中には係長も、これから

は御代田町のために一生懸命働いてくれることを期待する。（今まであそ

んでいた分） 

60代 女性 

高齢者がウォーキングする際、広い道路（例えば、シチズン駐車場より運

動公園（南小そばの）にベンチを置いていただくなど、お願いできればと

思います。 

50代 不明 若い人々が住みたくなるようなまちづくりをお願いします。 

40代 女性 
サンライン等、歩行するには危ない道が多すぎます。ガードレールの設置

（歩道橋も）考慮してほしい。子どもたちが安全に登校できるようお願い
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します。町民運動会も廃止含め、考えるべき。区によっては人がいなくて

大変。 

50代 女性 

道路、住宅環境が整備されるのは便利になっていいのですが、どんどん木

が伐採され、林がなくなってしまうのは御代田らしさが失われるようで、

魅力が半減してしまった気がしています。昔は、りすやきつねをよく見か

けましたが、緑の中に、あるいは自然の中に人間の住まいを作る、という

姿勢で、自然環境を守るような条例を制定していただければと思います。

軽井沢のように商業地、住宅地、環境保全の地区と、町の中である程度の

部分を分けてはどうか、とも考えます。 

60代 女性 

（エコール）図書館を利用させてもらっていますが、気になるのは近年、

雑誌に高額な付録がついてますが町民に還元されてはどうでしょうか？簡

易な方法で。 

40代 不明 

今回の台風 19号の被害に対する、御代田町役場の対応にはシンプルに素晴

らしいと思っており、町長はじめ職員の方たちの働きに感謝をしたく別紙

を添付させていただきます。職員の方と町長にこの声が届くと嬉しいです。 

 

災害時の対応について 

①御代田町の公式 Twitter、小園町長の公式 Twitterの情報発信が非常に役

に立ちました。 

②ガジェットを使えない人やお年寄りのためにも車の拡声器で、お風呂の

無料開放についてアナウンスされていました。私の家が停電中だったので

ちょうど良いタイミングにこの声で知らされて、最終的には別で賄えたの

ですが、とても安心感がありました。 

③町内の詳細で正確な被害状況について、その後の町長のアクションにつ

いて、ツイッターでの写真や動画好評で知り得ることができ、町民の 1人

として、町の行政への信頼感が非常に上がりました。 

 

 動画を見ると、ドローン撮影だと分かりました。御代田町にドローンを

備えて操縦した職員もしくは指示が出ているんだという事が推察できこれ

らの対応をちゃんとしている事に感動しました。町長はじめ職員の方、ご

尽力いただいた皆様ありがとうございました。 

停電はありましたが、今回個人的には他で賄えたので避難所などお世話に

ならずに済ませましたが、災害時対応については今回のことから安心感が

あります。 

 

町内のランドマークについて 

 先日、メルシャン軽井沢跡地の「浅間国際フォトフェステイバル」に行
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きました。 

行ってみて、大好きだった「メルシャン軽井沢」が変わってしまった姿を

見るのは、気分的にすぐれなかったのですが、数年ぶりに入ってみて、ほ

どんどの館、棟がそのまま残っていたのは純粋に嬉しい気持ちになりまし

た。（壊されたところは蒸留させるところや、ウイスキーを保管されてい

たメインの平屋２棟等の場所はたぶん今の庁舎辺りかと思いますが）また

フォト自体の展示は、それはそれで斬新だったり素晴らしいものがあり感

動しました。 

 現在のウイスキー、日本ウイスキーの世界的人気を見ると（壊して庁舎

に、と決まったのは前町長の時代なのでそこについて今はどうにもなりま

せんが）本当に壊してしまって現代的な灰色の塊の庁舎に変わってしまい、

ギャラリーや博物館としてすら残っていないのは少し口惜しいです。 

 

 メルシャン美術館・メルシャン蒸留所は、私が小学生のころの帰り道で

あり、小学校の写生大会の場所であり、大学時代の夏のアルバイトをレス

トランでしたり、と私のこの町：自分の故郷での心の拠り所であった大好

きな場所です。美術館がフランスからの作品展示などを２期制で行うよう

になってから、大学生、社会人で県外であっても夏の帰省と冬の帰省とを

して２期分もよく見に行って、カフェでくつろいでいた深い思いでのある

場所です。それが終了を告げる前も訪れ、そしてその後地元で隣町ですが、

行政、団体関係の仕事をしていることもあり、メルシャンがそのままどう

にか保存と利用の併用をしながら壊さずに残せないかといろいろな意見を

述べさせていただきました。 

 

 ウエディング会場としても使える可能性（実際軽井沢の業者が今最新の

トレンドスタイルで行ったことがあります） 

 

 そのまま整備してギャラリーとして使用、ウイスキー蒸留自体の博物館

的要素とカフェと、シェアワーク・カフェ、ギャラリーとしては大企業か

らの展示、あるいは地元企業の生産物をカフェに降ろしながらの広報プロ

モーション、など様々な誘客による収入の予測もありました。 

 

 壊して庁舎にと決定後の２年か数年後に NHKでマッサンが放送され、さ

らにその後世界的に日本のウイスキーが非常に人気を得て、今では世界中

で希少価値ということで超高額取引がされています。本当にあと数年持ち

こたえてくれたら、と個人では勝手にいろいろ思いを巡らせてしまいます。

それでも建物は６割～７割そのままで面影が残っていたことはせめてもの
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救いでした。 

 

今後より良い町にするためには、 

メルシャンの取り壊し、庁舎への決定時にも、色々検討したことだとは察

しますが、やはり歴史あるものを壊すときは様々な可能性を探って調べつ

くして、あらゆる角度から有識者だけでなく幅広くアイデアを募集して検

討し、検討と考慮を重ねてもってしても壊すのが賢明という試算が出た時

だけ壊してほしいと思います。 

歴史があるものは、一度壊してしまえば、復元・再生を目的としない限り

は、そこで歴史もすべてが途絶えて終わりです。 

 

 例えば、現在は世界からの日本へ来る観光において、ドル箱の欧米人に

は、街道が人気です。特に中山道はすごく人気でトレンドです。これは数

年前から予測していたとおりで、まさに今その通りになっています。私も

そのプロモーションをしてきており、最近どこでも中山道について皆さん

声高に観光コンテンツとしての整備が必要と言うようになってきました。 

御代田町には、観光資源がない、という人は多いと思いますが、本来のメ

ルシャン蒸留所があればそこに加え、真楽寺、とそのお祭り、中山道・小

田井宿、他には別荘として世界的著名人が住んでいた事実とその文化・歴

史、など掘り起こせばかなり観光のコンテンツはでてきます。 

今後小田井宿辺りについて、もし「壊す・新しい家建てる」があるのであ

れば、、または数十年後を見据えた長期計画の元、小田井宿の再生・復元

の方向で、ぜひ町の大きな資産になりえるものを保全・保管の方向で観光

と他産業の発展と推進を同時にかなえてほしいと思います。観光だけが今

後の生き残り産業だ、とは考えていないのですが、既存の産業を生かすの

も観光をその既存産業のプレゼンテーションのツールとして使い、既存産

業や新規産業、商工をもう少し拡大して、住みやすい御代田町だけでなく、

人生が充実する仕事も町内にはあるよ、という状態で、もともとの住民も

新規移住者の皆さんも安心して住んで働ける町になっていったらいいなと

思います。歴史的建造物は住民や保有者、その周りの権利関係者との調整

は難しいと思いますが、長期目線において、皆で町の資産をどうにか大事

にしていくという方向を願っています。 

50代 女性 

御代田町は佐久と軽井沢のただの（通過）通路ではなくて、何か立ち寄っ

てもらえるようにしてほしい。たとえばカリン通りに「ファミレス」とか

「居酒屋」とかチェーン店の誘致。都会からの人は知っている店があれば

気楽に店に入店しやすいし、雇用側もバイト、パートの人もいいのでは。 

 


