
問２　意見・要望
内容 年代 地域

1
「多目的ホール」となると、機能が中途半端な施設になることがあるので、何か
特色のあるもの（音響が素晴らしい等）にしてほしい。

３０歳代 上田中央

2
◎歌手のコンサートや、音楽コンクールができる所がいいと思います。東御や丸
子まで行かなくても、上田で大会、コンサートなどできらた便利です。

４０歳代 上田中央

3
・○○の会場といえばココ！というようなブランド（伝統？）をつくっていってほし
い。ｅｇ．骨とう品オークション会場として日本のサザビーになるとか。・あとは、
赤字を出さない。つくる以上はしっかり使うこと。

４０歳代 上田中央

4
・いつも市民が行きたくなる様な催をしていただきたい。・建てたが人が集まらな
いということでは困ると思う。

５０歳代 神科豊殿

5
・クラシックのコンサートの時などの母子室がほしいと思う。子どもに生できかせ
たいが、子どもがいるとなかなかコンサートに行けないので、親子で見れる席が
ほしい。・ポピュラー音楽は、アーティストにもよるが有名な人がきてくれるとあり

２０歳代 上田中央

6 ・コンサート ５０歳代 上田中央
7 ・できる限り音響の整ったホール・もっと能の舞台が見たい。 ３０歳代 塩田
8 ・フリーマーケット・地元の農産物のはんばい ２０歳代 上田中央

9
・ホールでの催しものはオーケストラコンサート（クラッシック音楽等）が鑑賞でき
る施設、規模が必要と思う。・施設規模は県文化会館並みが良いと思う。

７０歳代 上田城南

10 ・音響の良いホール、設備。・最低、３，０００人、収容できるもの。 ６０歳代 上田城南

11
・音響効果の良い音楽ホールを期待しています。あまり大規模な施設は金がか
かりすぎ、しかも利用率は低い。中規模の品の良いホールをお願いします。

６０歳代 川西

12
・過去の催事の入場者数を考慮しての大きさを考えてほしい。・市民館の規模だ
から出来なかった催し物が出来るようなホールにしてほしい。

６０歳代 上田中央

13
・県民文化会館のように大ホールと中ホール、小ホールなどがほしい。・駐車場
も広いと嬉しい。・松本のサイトウキネンフェスのような毎年続けられるメインの
イベントを行う。・市民グループに貸し出しできる部屋もいくつかほしい。・喫茶室

５０歳代 上田城南

14
・現在の上田城の敷地内の上田市民会館は、何回か行ったが、駐車スペース
が狭く、車での出入りが大変だった。まず、駐車スペースの確保。・ホールは複
数で、小中規模で、市民が利用しやすいのが良いと思う。

４０歳代 上田中央

15
・財政難の上田市がやるべきでない。・市民はそれ程必要だと思っていない。・
この場所にこだわることない。

５０歳代 上田中央

16
・子供と一緒に楽しめる内容の催しをしてほしい。・詫児室を作って、子供を預け
て、親が楽しめる催しをしてほしい。（リフレッシュできる）

３０歳代 上田中央

17 ・事前に催し、イベントの内容がだれにでもわかるような伝達手段があればと思 ５０歳代 塩田

18
・駐車スペースを充分とって欲しい。・合併したのですから、市民の皆さんが利用
しやすい施設内容であって欲しい。

５０歳代 上田西部

19
・同じ規模のものをいくつも作るのは無意味。他施設とかぶらないよう配分すれ
ばよいのではないか。・音響をケチるべきではない。

３０歳代 神科豊殿

20
・有名な演歌歌手のコンサートをやってほしい。・大きなホール（有名な歌手が
来てくれるような）がほしい。・１つ小ホールも作ってほしい。・楽屋もきちんと

３０歳代 上田城南

21 １，０００人～１，５００人収容出来るようなホールがあればよい ７０歳代 塩田
22 １，６，８など施設を建設して上田市も音樂を広めてほしい ７０歳代 塩田
23 １、駐車場の整備２、催しの内容等の案内整備 ８０歳以 塩田
24 １～８どれも良いと思います。 ５０歳代 上田中央

25

１０．交流施設でも使用できるようにサークルや子どもたちが集まったり遊技で
きるペースがあるといいと思います。上記にも書きましたが、子どもにも遊べる
部屋があればいいと思います。転んでもケガのしないようなたたみの部屋に積
木があったり、ボール（小さいボール）のプールとかを入れ、乳幼児でも安心して
遊べる場所もあればいいと思います。

２０歳代 丸子地域

26 １００人位での中ホールが良いと思う。文化が低い地方での教育用のホールが ７０歳代 上田中央

27

１０全国から上田に現在住んでいる人達に方言で話しをしてもらって笑い合える
時間があってもいいかと思いますが。オープンな形での使用。特定な人（マニア
的）な人達の使用だけにしない。

６０歳代 塩田

28 １つのホールで多人数・中人数程度の催が出来る仕切りのあるホール。 ５０歳代 神科豊殿

29

１各政党政治家の講演を行ない、政治に積極的に入っていける様な市にしても
らいたいと思います。２上田地域は芸能人（特に音楽関係）あまり来たがらない
市であると聞いています。上田人ののりの悪さが影響しており、ミュージシャン
が来たがらないとの事。桜ではありませんが、職員の皆さんが盛り上げて致だ

５０歳代 上田中央



内容 年代 地域

30

２，０００人が入れるホールが欲しい。そこで吹奏楽コンクールの大会ができると
良い。現在東信地区にあるホールはどこも狭く、いろいろな大会もなかなか来な
い。ちなみに全国レベルの大会が行われると、その周辺の宿泊施設に対する経
済効果もあると思われる。

３０歳代 上田西部

31
２，０００人位い収容できる大ホール。１，０００人規模の小ホール。小ホールは
座席収容によって展示ホールに替えられるような工夫必要。

５０歳代 塩田

32 ２４時間テレビ等の会場にも使ってもらいたい ３０歳代 上田城南
33 ３０００越の人員が入れば良 ３０歳代 塩田

34
３０代以降の市民が、真の教養を身につけ、それを見ることで深い感動を得られ
るような、高度の団体を招く。それにより、上田市民が、いいものを見て、いいも
のに触れられ、豊かな市民生活が送れるような催しがあったら、人は集まるの

３０歳代 塩田

35
３つを選ぶのに困りました。なぜならば全てに丸をしたかったから。（市民会館の
移転ならば）利用者があまりいなくて経費がかかりすぎるという事のないように。

５０歳代 上田中央

36 ６，７，８で良いでしょう。無意味でないの。 ７０歳代 上田中央

37
ＮＨＫおかあさんといっしょファミリーコンサートなど子どもづれだと遠くまで行け
ないので近くであればなと。

３０歳代 神科豊殿

38 ＴＶに出ている様な、有名ミュージシャンなどのライブが見たい。 ２０歳代 神科豊殿
39 アブリルラビィーンのライブ，ストリップ ２０歳代 上田西部

40
あまりお金をかけず作ってもらいたい。今まで他県で作られたものを考えても何
億もかけて結局赤字で税金でまかなうことが多すぎ。無駄な費用をかけずリサ
イクル品を使ってもいいから市民のみなさんが喜んで使えるものにしてもらいた

３０歳代 丸子地域

41 あまり高い入場料は困ります。気軽に行きたいと思います。 ７０歳代 塩田

42
あまり大きなもの（県民文化会館のような）は必要ないと思います。市民が発表
したりできる場所であってほしいと思います。コンサートを呼べる程度の大きさで
いいと思います。

無回答 無回答

43 あらゆるニーズに応えられる様な施設にしていただきたい ３０歳代 上田中央
44 アリーナ、運動施設が必要です。今の体育館は狭すぎます。 ５０歳代 武石地域
45 ありません。 ８０歳以 塩田
46 イスのはば、少し広めがいい。通路も少し広くとったほうがいい ５０歳代 川西

47

いずれのイベントも少子高令化が進む中で対象人口が減少し運営費の捻出に
苦労することが目に見えている。長野市でも長のクラシックファンは２０００人と
云われており少人数でも開催できるよう館内の間仕切対応をしっかりしておくべ
き。様々なイベントに対応できる設備は必要だがオペラ対応は不要

６０歳代 上田中央

48
クラシックとか演劇とかは上田になかなか来なくてだいたい松本にいってしまう
ので、大きすぎなくていいからこういったものが上田で行える規模のものが欲し
い。ただし、使用料がとても高くなるような設備投資をしないように注意していた

２０歳代 上田中央

49 クラシック音楽のすばらしさを伝えられるホールにしてほしい。 ４０歳代 上田城南

50
クラシック音楽の鑑賞が一番の趣味のため、海外のオーケストラ、演奏家の招
聘を期待しております。（入場料が高額でも可）

７０歳代 上田城南

51

クラシック音楽やポピュラー音楽は、“音楽村”を充実させることですすめればよ
い。伝統芸能やミュージカルなど大がかりなものを表現できる施設（大ホール）
と、練習もできるような小ホールを備えたらどうか。当然大ホールでは大会や講
演会もできるように工夫してほしい。

６０歳代 上田城南

52 クラッシック音楽等堪能できる音響設備にして欲しい。 ３０歳代 上田中央

53
ここに挙げられた催し等は市民会館として何れも取り上げたいものです。何れに
しても観客も演技者も気持よく過ごせるホールにしたい。大上田市として恥かし
くない規模が欲しい。

８０歳以
上

塩田

54
この頃のコンサート代は、高額でなかなか参加できないので会員制などして、
積みたてるようにして負担を分散してほしい。

６０歳代 上田中央

55
これまでの市民会館は、あまりに時代遅れ、ご粗末であった。これからできる市
民会館ホールは明るく、音響設備の整った上品なものであってほしい。女子トイ
レを数多く、美しくしてほしい。

２０歳代 上田城南

56
コンサート（芸能人等の）各種が気軽に楽しめる場所。催しができる所があると
楽しいかもしれません。

４０歳代 上田城南

57
コンサートなどを行えるような音響の設備が整っていていること。丸子セレス
ホールに行事が多くせっかくの市街地にあるホールなのですからもっと沢山の
行事を行える（ジャンルを問わず）ホールになればと思います

３０歳代 上田中央

58 コンサートも託児有ならばいいと思います。 ４０歳代 上田中央



内容 年代 地域

59
コンサートを観るには現在、長野や松本へ出向かなければなりません。上田で
観ることが出来たらとてもうれしいです。大きなホールが出来ることを望みます。

４０歳代 上田城南

60
サイトウ・キネン・フェスティバルによる演奏会。音楽を習っている子供たちの発
表の場。

５０歳代 神科豊殿

61 サントリーホールくらいの規模。個人的にパイプオルガン入れてほしいです。 ３０歳代 神科豊殿

62
ジャンルを問わず、いろんな催しが出来るような施設のあるホールになればい
いと思う。

３０歳代 川西

63

ジャンルを問わず多くの催しが行えるホールを整備していただきたいと思いま
す。特別な催しがない時には、市内の小中高生がステージ練習したり発表の場
として気軽に利用できるようなホールであって欲しいと願っています。規模は現
市民会館以上の収容人数。

４０歳代 丸子地域

64 ステージは広く、客席は多く取れない時は２階席でも中ホールも取れればいい ７０歳代 上田城南

65
せっかくつくるのであれば、立派なものをつくって欲しいです。あまり地元の作者
にこだわらず、多種多才な美術館にして欲しいです。

２０歳代 真田地域

66
せっかくよい文化施設を作っても、どこの場所も駐車場がせまい。駐車場なるべ
く広くとってもらうよう、お願いします。

７０歳代 上田西部

67
せっかく駅の近くなので、上田市民のみを対象とせず、他の市町村の方や観光
客も利用できるホールがいいのでは（イベントができるところといえば、長野市
や松本市などに行かないと見れないのが現状）

３０歳代 上田中央

68 せっかく作るのですから規模の大きい充実したものとして下さい。 ６０歳代 上田城南

69
せっかく新しくするホールなので、セレスやサンテラスのようないろいろな発表の
場として使えるようにしてほしい。今、ある文化会館はあまり評判がよくないの
で、あちらの欠点も生かしてみたらどうでしょうか？

４０歳代 丸子地域

70

ぜひ上田市にコンサート会場を作ってほしいです。現況ポップスなどは長野、交
響楽などは松本中心になっています。上田は中心にあたるので、ぜひ討当して
頂きたいです。駅に近いので、上田に集まりやすく、発展すると思います。（若者
離れしているので、この期に注目されると思う。）

３０歳代 上田中央

71
セレスホール、サンテラスホールを利用する事が時々あります。やはり上田の
中心となり、もう少し大きな催しを行えるホールがあったらいいと思います。

４０歳代 丸子地域

72
セレスホールの新春コンサートの時かなり年配の方も多かったが開場時間まで
着席させなかった。本当に融通がきかないと思った。新らしいホールが完成した
ら観客の顔を見て開場時間を考えるやさしさがほしい。他の上田市関係の会場

６０歳代 塩田

73
その時の旬の人やアーティストを、呼べる場所にして欲しい。子供を持つ親とし
ては、親子で参加できる行事ｅｔｃを行って欲しい。映画館ｅｔｃも参入して欲しい。
自由に運動や催しを行える開かれた場所にして欲しい。

３０歳代 上田中央

74
それぞれの分野で活動されている個人、グループは沢山あると思うので、そうし
たグループや個人の活動を活性化させる支援する会場であれば良いと思いま
す。（問４の１をオープン会場にした感じ）

６０歳代 神科豊殿

75 できるだけ大きく、多目的に。 ６０歳代 上田城南

76

できれば、東京などの劇場へ行かなくても、少しグレードの高い芸術を楽しみた
いとは思いますが…設備維持等、将来を見通した利用頻度の高い規模のホー
ルがいいと思います。高校などの吹奏楽の演奏会～プロの音楽（交響楽ぐらい
まで）楽しめたらいいと思います。

３０歳代 神科豊殿

77
できれば大・中・小ホールがあり、県民文化会館の規模で上田カラーの催し物を
定期的に開いて欲しい。（サイトーキネンのような）又、市内には多種の文化団
体があるので、その方々の発表の場として、毎日利用されるような、市民会館で

４０歳代 丸子地域

78 テニミュが見たいです。 ２０歳代 上田中央
79 とくになし ５０歳代 塩田
80 とくになし ４０歳代 上田西部

81
どこで決まったのか？どうゆう経過で決まったのか？説明してからアンケートを
とってほしい。知らないのがいけないのであれば、市の説明不足。

６０歳代 真田地域

82 ない ８０歳以 上田西部
83 なし ３０歳代 丸子地域

84
なぜ新たな多目的ホールが必要なのでしょうか？市役所の老朽化はどうなるの
でしょうか？

６０歳代 神科豊殿

85 バイオリン・演劇など色々と興味があるので上記の何でも行われると良い。 ４０歳代 塩田
86 パフォーマンスや大道芸、落語、プロレスなど大衆的なものもやってほしい ５０歳代 上田中央

87
バレエの白鳥の湖がゆったり踊れる広さがほしい。要は広い舞台の有るホール
で有ってほしい。

７０歳代 上田城南



内容 年代 地域
88 プロの伝統芸能。有料で年に数回開催する。 ６０歳代 真田地域

89
ホールで催しが開かれることにより、上田が活性するような施設を希みます。上
田のホールでしかできない芸術等、特殊な設備を設けてほしいです。

４０歳代 神科豊殿

90

ホールの質は、その町の文化の質をためされる大変重要な意味をもっていま
す。サントリーホールのような舞台と聴衆が共に創っていくようなホールが希望
ですが、音響デザイン等日本あるいは世界のいいホールの例を参考にして下さ
い。上田は、カルチャーセンター、創造館箱ものは、皆中途半端なものでした。
このさい時代の選択にこたえられるような誇りになるホールの建設を切に要望し

６０歳代 上田城南

91 ホールの中にも、カフェを作ってほしい。障害者に対応出来る設備を。 ５０歳代 上田中央

92
ホールは、大ホールと中ホール位の物を造り、大ホールには、両サイド及び真
中に花道を付けて欲しいと思います。

６０歳代 上田西部

93
ホールは１つだけでなく大、中、小などあれば貸りる方も用途に応じて使いやす
いと思う。きっさスペースやベビー用トイレも重要。

３０歳代 神科豊殿

94

ホールは会館の主体である。用途は音楽、演劇、集会等多目的に使用されると
思うが最も厳しい条件を要求されるクラシック音楽に適したホールを基準とし、
音楽、演劇、オペラ、バレエ、新劇、歌舞伎、能、舞踊、映画、講演会、集会等が
開催されるように配意すべきである。客席座席は幅５０ｃｍ以上、前後間隔９５ｃ
ｍ以上。舞台、プロセニアムは大きく広くとり、オーケストラピット、反響板、迫り、
ピアノ庫、楽屋（大部屋、個室）を十分に。できれば回り舞台にスライデングス
テージ、花道を設けること。多目的ホールが無目的にならないよう専門家、利用
者代表等意見を聴取、検討十分にすること。

６０歳代 上田中央

95 ホールを吹き抜け上の階を利用した展ぼう台又はプラネタリームなどの学習室 ６０歳代 上田中央

96
ホールを造るなら、私としては能楽堂が欲しいのですが、それでは片寄りすぎる
と思いますので多目的ホールが良いと存じます。

７０歳代 上田中央

97 ホールを満席にするイベントを常時打つだけの集客力が上田にあるとは思えま ５０歳代 真田地域
98 もっと世界的に著名な絵画等の芸術を催してほしい ４０歳代 上田中央
99 もっと有名な歌手がきてくれるようなホールがほしい。 ４０歳代 川西
100 より専門性の貴いレベルの内容にして欲しい ５０歳代 真田地域
101 より多目的に、開放的に、綺麗になれば良いと思います。 ５０歳代 丸子地域
102 ライブ、コンサート。上田の産業等の展示会など ３０歳代 神科豊殿
103 ライブをいっぱいやってほしい！！ １０歳代 神科豊殿

104
ロックフェスティバルや車などのイベントやサーカス等もできれば良いのではな
いでしょうか。

２０歳代 真田地域

105 移転を機に駐車場を増やし、規模の大きいイベントを行って欲しい。 ３０歳代 上田城南
106 維持費の抑制を。 ６０歳代 上田中央

107
一般の人たちのバンドのフェスなどしたら良いと思うし、上田市民に使ってもらえ
るような所にすべき。

１０歳代 塩田

108
一般企業の研修会に利用できるスペースが是非欲しい。→塩田の上田技術セ
ンターや、創造館を利用することがあるが、部屋数も少なく、スペースもせます

４０歳代 上田中央

109
一流のスターが来てくれる様なある程度大きな又音響などにも考慮し作ってい
ただきたい。

４０歳代 塩田

110
一流演奏者には一流の施設が必要となる。特に残響問題。大ホール（２０００人
程度）１つ，中ホール，小ホール。若手演奏家を育てる機会をつくってもらいた

２０歳代 真田地域

111 映画も上演出来る様にしてもらいたい。 ６０歳代 神科豊殿
112 映画館がほしい。 ４０歳代 神科豊殿
113 映画上映ができる会場が必要。 ４０歳代 丸子地域

114
駅前なので、映画館（ショートホールが５つくらいあるといろいろな映画が見れて
とても良い）し、人も入ると思いますが…。個人的な希望です。

２０歳代 神科豊殿

115 演画鑑賞会等も行えると良い。 ２０歳代 川西

116
演劇やミュージカル等が開催され市民が観賞できると共に大会講演会や展示
会等２０００人位入場出来る規模のものが欲しい。長野県文化会館の様な機能

８０歳以
上

上田中央

117

音楽イベントとかは人が集まりやすいのでたくさんやった方がもり上がって良い
と思います。でも新たに市民会館をたてたとしても使わなければ意味はないと思
います。実際に今の市民会館は使われているのですか？使っていないのだとし
たらたてるだけムダだし、ただのムダ使いだと感じられます。

２０歳代 上田西部

118
音楽と演劇を主目的としたホールとし、あとは１，０００名～１，５００人ぐらいの講
演集会等のみ限定使用にした方がよいと思う

７０歳代 川西



内容 年代 地域

119
音楽関係は丸子に音楽村があるのでそちらを利用すればよいと思います。講演
会等のコンベンションは創造館でもできると思います。今現在ある建設物の最
大有効利用を考えたうえで多目的ホールが本当に必要なのかギモンになりま

３０歳代 丸子地域

120
音楽又は演劇の専用ホールというわけにいかないだろうから、結局多目的ホー
ルになることは仕方ないとして、無目的な中途半端なものにならないようにお願

５０歳代 上田城南

121
音響が良く、クラシック、ポピュラー共に使用出来る様にしてほしい。イベント等
沢山行って頂きたい。

３０歳代 塩田

122 音響のよい施設に。 ５０歳代 上田西部
123 音響のよい施設を…（オーケストラコンサートなど鑑賞が出来る物‥等） ７０歳代 上田西部
124 音響のよい設備のあるホール。あまり大きな会場でなくても。今の市民会館程 ５０歳代 上田中央
125 音響の良いものを作ってほしい。長野の県民文化会館くらいの規模は欲しい。 ４０歳代 上田中央
126 音響の良い建築を。 ６０歳代 神科豊殿

127
音響を良くして、何のイベントにでも使えるようなホールにしてほしい。駅からも
近いので少し大きなイベントもよいのではないかと思う

３０歳代 上田中央

128
音響を良くして欲しい。“ロック不毛の地”として、中々ミュージッシャンが来ない
上田にＢＩＧネームでもマニアックなバンドでもどんどん呼んでほしい。興業を上
田の文化として、根付かせてほしい。

４０歳代 真田地域

129
音響効果の良いステージを造り、芸術家のリピートする様な文化レベルの高い
会場建設を望む

７０歳代 上田中央

130 音響効果を良くしてもらいたいです。 ６０歳代 上田城南
131 音響施設の整ったもの ４０歳代 川西

132
音響設備が整ったホールがほしいです。都内で行われる催物（演劇、ミュージカ
ル、演奏会）などが充分に出来るものをつくってほしいです。

５０歳代 上田城南

133 音響設備が整った施設が上田にはないので是非この機会にお願いします ４０歳代 真田地域
134 音響設備が第一である ６０歳代 上田中央

135
音響設備の充実に力を入れた設計にしてもらいたい。長時間すわっていてもつ
かれない広さと、座席を考えてもらいたい。

５０歳代 塩田

136 音響設備を充実させてもらいたい ６０歳代 神科豊殿

137
歌い手やおどり手が、このホールでコンサートがしたい！！と思えるような、
ホールを作ってほしい。

３０歳代 丸子地域

138
歌手をよんで、ライブをやってほしい（若手の）。アンパンマンなど、ファミリーコ
ンサートも近くでやってもらいたい。中・高校生の発表の場。

４０歳代 塩田

139 回り舞台や２～３階に座席のあるホール ７０歳代 上田中央
140 廻りに一息つけるイスがあるといいね ６０歳代 神科豊殿

141
海外、諸国の芸能も。幼児、児童、生徒育成に重点をおいた…多様な視点で優
れた内容のもの

７０歳代 上田西部

142 海外アーティスト ５０歳代 上田西部
143 開放感があり市民が自然とホールへ導かれる様な空間でありたい。 ３０歳代 神科豊殿
144 各界の一流の方々が来て、催しが出来る様な施設を望む。 ６０歳代 上田城南
145 確実に赤字になるので、民間活力の導入を望む。 ３０歳代 丸子地域
146 学校の行事でも使うことができれば良いのではないかと思います。 ４０歳代 上田西部
147 学生が多いので、若者向けのイベントがあるといいと思う。 ２０歳代 塩田

148
丸子セレスホールのようにコミュニティーゾーンで軽食や喫茶があり展示物や特
に催しがなくても気軽に行かれる

５０歳代 丸子地域

149 丸子のセレスホールぐらいがあるといいです。 ３０歳代 上田中央
150 企画だけでなく満席になる様に努力してほしい。 ４０歳代 丸子地域

151
気軽に集まれるような催し物がいいと思います。できれば子どもも行かれるよう
な（親子いっしょに）企画を望みます。

５０歳代 塩田

152
規模にかんけいなくカーショーｅｔｃ。有名アーティストのコンサート。（演歌はＮＧ）
（ジェロは別）（例：安室なみえ、ＥＸＩＬＥ、ＺＥＥＢＲＡ、ＫＲＥＶＡ、ｅｔｃ）有名ブラン
ドのファッションショー。とにかく楽しいこと。

２０歳代 神科豊殿

153

規模は大きくする必要なし。大賀ホール程度が良い。できれば木を使って、ホー
ル・交流施設は別棟とし、まわりは樹木、花が多く、なるべく自然の中にホール，
施設，美術館（必要ないと思いますが）があるようにしたら良いのでは！！コン
クリートの施設には反対！！

６０歳代 上田中央

154 旧丸子、旧真田町の交流・文化施設を活用した、利用者負担による催し物等。 ６０歳代 塩田

155
興味があるコンサートや舞台は少し遠くても出掛けて行きます。友人との会話で
も「上田にはおもしろいものが来ないよね」とよく話します。県民文化会館と同じ
規模とは言いませんが、中途半端にならないようにお願いします。

５０歳代 川西



内容 年代 地域

156
近くにたくさんの駐車場を作ってほしい。前の席と後ろの席の間を広くスペース
をとってほしい。

２０歳代 上田城南

157
近隣市町村を含め、東北信地方の特に若い人達が集まってくれるような活力に
つながる催しや、豊かさを感じられる芸術にふれる事のできる週末イベント。

４０歳代 塩田

158 芸能人に来てほしい。 ２０歳代 上田城南
159 劇団四季を呼んでほしい。 ３０歳代 丸子地域
160 劇団四季を呼んで下さい。毎回いきます！ ３０歳代 丸子地域

161
建物維持するに、使用料の収入をどうするのかが重要。広く県外利用者には、
料金増額等区分を明確に。（市民の税金で修繕しない事！）

１０歳代 上田中央

162 県全域から人が集まるような魅力ある大規模な催しの開催。→市の活性化、人 ４０歳代 上田城南

163
県内でも３番目に大きい都市なのにもかかわらず、アーティストをはずかしくな
い場所へよべるところがなかったので、これを機会に、どんどん呼んでほしいで

３０歳代 塩田

164
県内の他市町村でも行っている今人気のあるアーティスト・アイドルお笑芸人等
を呼んでライブをしてほしい。

２０歳代 上田中央

165

県文化会館ほどの規模はなくても良いが、カノラホールやレザンホールのように
有名ミュージシャンや、演劇などが、コンサートを行なえるようなホールを望みま
す。丸子のセレスホールのように駐車場が、少なすぎても、観客動員ができない
ので、駐車スペースも充分にほしいです。

４０歳代 武石地域

166 県民文化会館（長野、松本、伊那）レベルの設備にすべきである。 ５０歳代 丸子地域

167
県民文化会館のように、知名度の高いバンド、グループ等のライブ、コンサート
等が開かれるホールになると、若い人が集まると思う。

２０歳代 川西

168

現会館わ芸能、舞踊等に対して他県から見えた人達のお話に舞台が狭くて思う
様に踊れ無いなど耳にしたり、流行歌詞の方々が見えた時わおゝ古いわねと言
いかねて地味です事など言われて上田市わなにがあっても会館の新築をと望
んでいた者です。

７０歳代 上田城南

169

現行のホールでは規模も小さく、内容も限られたものですが、大きなコンサート
の可能なホールや、また若い人達のバンド活動にも利用できるようなステージも
あったら良いと思います。（家の子供もバンド練習をしますが、予約をしないとい
けないので大変だと言っていました。）

５０歳代 上田中央

170
現在きれいで大きいホールや映画観など遠方まで出向かなければならないの
で上田にも出来ればうれしい

３０歳代 神科豊殿

171 現在の市民会館は駐車場がとても不便。工夫した造りにしてほしい。 ３０歳代 丸子地域

172
現在の市民会館収要人数約１，２００人と聞いていますが上田市合ぺい後人口
も増となったことからも１，８００～２，０００人クラスのホールが必要と思う。楽屋
の充実、リハーサル室、練習室及会議室等が必要。小ホール、５００人規模が

２０歳代 上田城南

173
現在の上田市には大きな箱がなくイベント等を開らくにも大変苦労をする話を聞
きます。大きな物が出来れば人も動くので市も商店も宿泊施設も公共機関も全
がうるおうと思うのでぜひぜひぜひ大きなコンベンションホールを作ってもらいた

４０歳代 上田城南

174
現在催し物で行きたいと思うものは東京や長野、松本等で上田で一流の舞台と
いうのはほとんど見た事が在りません。上田市外の方達が集まって来る様な魅
力有る催しができるような本格的設備の会館にしてほしいです。上田は文化的

６０歳代 上田中央

175
現在子供たちが合唱コンクールなどは丸子、東御などのホールを使用していま
す。上田市内（近くに）にもこのような使用できるホールがほしいです。

３０歳代 上田城南

176
現在上田には東御や長野のような有名アーティストや舞台のような催しが全くと
いっていいほどないので、新しいホールができた際にはぜひ上に書いたようなも
のをたくさん呼んでほしい。

１０歳代 真田地域

177
現市民会館、丸子文化会館、創造館、音楽村…等有効に活用すれば新しい施
設は全く必要ない。中身の充実が大事で、入れものをいくらいいものを作っても
無駄である。

６０歳代 神科豊殿

178 現市民会館の跡地はどうなるんでしょうか？ ２０歳代 上田城南
179 現上田市民会館の移転は、やっと移転が決まったか、という思いです。 ５０歳代 上田城南

180
現上田市民会館規模の施設も必要ですが、もう少し小規模のホールで（ライブ
ハウス～音楽村のホールくらいの）市民や若手アーティストが気軽に利用出来
たらいいと思います。

４０歳代 上田中央

181 現上田市民会館座席数＋２００席欲しい。 ５０歳代 塩田
182 現上田市民会館程度のもので良い ３０歳代 上田中央
183 現代ビスクドールの展示販売など。 ２０歳代 上田城南

184
現有する上田市の施設は中途半端な規模のものばかりである。長野県民文化
会館規模のものにして欲しい。

３０歳代 上田中央



内容 年代 地域
185 交響楽や歌劇。歌舞伎等、日常と少し違う時間をもてる空間を享受したい。 ６０歳代 上田中央

186

交流・文化施設が現上田市民会館の移転後の場所として機能するならば、ぜひ
とも今までにない新しい催し（催しというよりはイベント）を行っていただきたいと
思います。現市民会館が老朽化しているとはいえ、やれることはできると思いま
すし、（取り壊すわけじゃなければ）ここは思い切って今までの活動の枠を大きく
超え、上田市にこの場所あり、と呼ばれるようになる必要があるのではないか、
と思います。大きなイベントで注目をあびれば、きっと街の活性化にもつながっ
ていくと思います。具体的にどのような催しをすればよいかは難しい所なので会
議が必要だとは思いますが、革新的な催し等ができたらいいなと願っています。

２０歳代 上田中央

187
交流・文化施設は、真田・丸子地区をふくめて多数あります。そちらの有効利用
も一緒に考えて頂きたい。整備するなら上記と同一のものではムダになります。
東信地区で国際大会並みの大会や、本格的なミュージカルが出来る施設を望

５０歳代 塩田

188

行ってみたいと思うコンサートやイベントは松本であったり、長野であったり、い
つも残念に思っています。これから６０代（団塊世代）の関心のあるイベントや、
子供達に『本物』の音、芸能等を伝えられる機能をもったホールや音響設備が
ほしいですね。商業が活発になるような各種イベントができることもお願いした

４０歳代 上田西部

189 講演会等、色々な人を呼んでイベントが行われるとよいと思う。 ６０歳代 上田中央

190
高額チケットのイベントだけでなく、多くな市民が楽しめる様なイベントを望む（一
部の人でなく）。宗教的イベントには貸さない。

６０歳代 上田城南

191
合唱コンクール等東御サンテラスホール（各ホール）に行かなくても上田市で出
来る規模のホールがあれば助かります。その際の駐車スペースも…

３０歳代 上田城南

192
国宝展等の展示。国立美術館の様に。サイトウ記念の様に、毎年開催し一定の
集客が可能なもの。

４０歳代 塩田

193
国立科学博物館でやっている様な、ジパング展とかナスカ地上絵展とか展示
会。規模など縮少せずにやってもらいたい。（長野や松本などである時は展示
物など東京より少ないから。）

３０歳代 上田中央

194 此れが開催出来る余裕有る大きさのホールが是非ほしいです ８０歳以 塩田

195
今の市民会館ではいいコンサートなど何も来ず、本当に淋しい限りですので、
アーティストがこのホール、この上田に来たいと思ってくれるような大ホールを
作ってほしいです。

４０歳代 神科豊殿

196
今の市民会館位の規模で良いと思う。興味があるコンサートが、長野や松本県
民の方に多く、上田にはなかなか来てくれないのが残念です。

６０歳代 上田西部

197 今まで、上田ではなかったような催しを、気楽に楽しめれば良いと思う。 ３０歳代 神科豊殿

198
今までコンサートやミュージカル等長野や松本まで足をのばして行っていまし
た。上田に大きなホールが出きれば、たくさんの公演を見るチャンスができ嬉し

３０歳代 神科豊殿

199

今まで松本や長野では集客可能だが上田では出来なかったので施設で集客、
アクセス可能、駐車スペースの確保からシャトルバス等も運行する様な動きが
出来ると市としても県外からの集客があり商業の活性が計れるかと思います。
市民会館の更新ならば座席がもう少しゆったりしたスペースが欲しい。

３０歳代 武石地域

200
今まで長野市にある県文で行なわれているようなコンサートやイベントが出来た
ら良いと思う。

３０歳代 上田中央

201
今まで長野市や松本市まで見に行っていたコンサートが上田で見れるような
ホールに、ぜひして欲しいです。

４０歳代 神科豊殿

202
今一流アーチストは、県文、カノラ、松本と、仕事を持っていると休んでいかなく
てはならない状態です。どうせ造るなら中途半端な物ではなく、市民レベルでは
なく、一流の人達がよべる、ホールを作ってもらいたい。切に願う。

６０歳代 上田西部

203
今現在は、長野市や松本市しかライブは来ないので、多目的ホールは上田市
でも開催される様な物にしてほしい。

３０歳代 神科豊殿

204 今有る施設の継持したまま別の施設を作る事には反対です。 ５０歳代 真田地域

205
催しの内容によって来場者数に差があると思うので大ホールと小ホールがあれ
ば良いと思います。大ホールは音楽用にして欲しいです。

５０歳代 丸子地域

206
催しやイベントが知らぬまに終わっていることが多々あり、参加したかったと思う
ことが度々。何をどのように気をつけて見ていればよいのか残念に思うことの

５０歳代 上田中央

207
最近、みに行きたい（聴きに行きたい）と思うものは松本市民芸術館（ここでやる
ようなものをやっていただきたいです）で催されていることが多いです。

３０歳代 丸子地域

208
最近では、年齢の差のある付き合いが減ってきていると思うので、年齢の差を
感じさせない様な催し。（芸能人のイベントなど）低価格のライブハウス。ヨガな
どの健康スペース。

２０歳代 上田中央

209 最新の設備を備えて、色々なジャンルの講演会を催してほしい ５０歳代 川西



内容 年代 地域

210
作るならば、一流の音楽家等が演そうしたくなるような、満足してもらえるような
施設にして欲しい（音響等）

６０歳代 真田地域

211 子供が楽しめる催しを期待しています。 ３０歳代 神科豊殿

212
子供もつれていけて、楽しめて、なおかつ家族全員でいっても家計にひびかな
いような値段で遊んだり、観しょうできればいいなァと思います…。

３０歳代 上田城南

213
子供も大人も楽しめるようにしてもらいたい。無料託児所があったり“小人”“大
人”で楽しめるように。

３０歳代 上田中央

214 子供向けのもよおしものをしてほしい。 ３０歳代 上田中央
215 市の中心に程遠く丸子地区以外には興味なし ７０歳代 丸子地域

216
市主催事業をはじめ各種団体の全国大会を誘致することがてきる、広さ設備な
どのととのった大広間と小会議室のバランスのとれた、大構堂がほしい。設備
はつくりつけで永久不動ものにせず、ある年数を経過したら改装が容易なもの

８０歳以
上

上田中央

217
市内だけの観客や利用者だけでなく、近隣の人や遠方の人達の利用者や観客
が見える交流、文化施設であって欲しい（例、軽井沢の大賀ホールや松本の音

８０歳以
上

上田城南

218 市内で他の施設では行なえない催しを出来るよう、規模は最少減で良い ４０歳代 上田城南
219 市内にある他の施設の有効利用の上整備されることを望みます ６０歳代 真田地域

220
市民がつくる作品の発表の場でもあり、また、全国規模で活躍するアーティスト
をまぢかで見られる（聞ける）場であると素敵だと思います。

３０歳代 上田城南

221 市民だけでなく、誰もが利用出来るホール希望 ３０歳代 上田中央

222
市民による、市民のための、という雰囲気が上田市の催しの場合非常に薄いよ
うに思う。催事の内容自体は良くても事前告知（ＰＲ活動）や市民ボランティアの
活用など、積極的に市民の交流の場となるような催事を計画してほしい。

２０歳代 上田中央

223
市民のサークルの発表会なども気軽に利用できる使用料としてほしい。太鼓の
演奏ものびのび行える、防音備設のしっかりしたホールにしてほしい。

２０歳代 上田中央

224

市民の足を運ばせるという観点で考えました。人がまず集まり（コンサート）、講
演会などにも利用できるといい。講演会で集客率が大きくなれば、「文化の薫る
まち」に近づくのでは。その他、イベントとして展示会や博覧会があるとマンネリ
化しないと考えます。

４０歳代 上田城南

225
市民の民謡や発表会などで上田市民会館を利用することがあるが、『冬寒く、
又夏は汗だく』ステージもですが、控え室の環境をよくしていただきたいと思いま

８０歳以
上

上田中央

226
市民会館、文化会館を合せた綜合会館としたい。もっと交通便の良い所につくる
べきと思う。

７０歳代 神科豊殿

227
市民会館として利用される一方で収容人数が多い大会等できるコンベーション
ホールが必要。全国大会が開催できる規模他、松本、長野にもある芸術芸能等
の招致ができる機能施設も完備されたい。東信地区で唯一を誇れるよう計画さ

７０歳代 上田中央

228
市民会館とは別の多目的ホールを造るのであれば、松本の市民芸術館？（正
式名称がわかりませんが…）のような施設にして欲しいです。市民会館は広く多
目的なホールとして、もうひとつは芸術ホールにして下さい。

３０歳代 神科豊殿

229
市民会館の移転は喜ばしい。しかし交流・文化施設は必要ない。文化会館、公
民館、ゆう、があります。

７０歳代 塩田

230
市民会館の老朽化、スペースの狭さにより、有名な歌手、演奏者は長野や松本
でコンサートを開かれています。ぜひ上田にも新しいホールを作っていただき、
昔の様にはなばなしいコンサートを見たいですね。

４０歳代 丸子地域

231
市民会館の老朽化が進み、上田市中心に音響設備の整ったホールが是非ほし
いと思います。県の文化会館レベルにアーティストや、イベントを呼べる施設が
できると良いと思います。駅からも近いし、歌舞伎座の公演会なんかも呼びたい

３０歳代 上田城南

232 市民会館の老朽化を踏まえた、文化の薫るまちづくりをお願いしたいと思ってい ７０歳代 塩田

233
市民会館はここに移転して、城跡その場所に公園の整備したら良い。あちらこち
らに箱物はいらない。多目的に出来るようにしたい。

無回答 無回答

234
市民会館はもう少し収容人員を多くし、音響効果を最重点に考えるホールとす
る。別に多目的ホール収容人員を少くし見る事にも重点をおけるようにする。

８０歳以
上

上田中央

235
施設のフル活動、いつも何かをやっている場所というイメージ。中央で活躍して
いる人達に積極的に提供する。大ホールの収容規模は県下最大級にして欲し
い。催し、イベントに応じたホールの設置（大・中・小）

６０歳代 川西



内容 年代 地域

236

私は中学・高校と吹奏楽部で、今もかなり本格的に吹奏楽部を大学で続けてい
ます。場所は埼玉なのですが、いちばん感じたことは文化部のしっかり成果を発
表できる、地域に広かれたホールが地元長野にはなかなかないと言うことで
す。学生や市民吹奏楽団、他の部活でも演奏会を気軽に行えて、お客さんも
いっぱいよべる音響設備のよいホールがほしいです。部活や音楽などの栄え
方、地域の一体感の違いが都会と大きな差があると思いました。内容は今、活
躍している団体をよべたり、県内の人がつどえて、趣味や部活などの交流がで

２０歳代 神科豊殿

237
私個人の願望で３点を選んだが、これでは観客動員は覚つかない。総体として
種目を問わず、中規模な催しに、しぼるべき。

８０歳以
上

上田城南

238
時には、無料の日クラシック音楽があるのもよいですね。大賀ホールには、他県
の人も多く利用しているから（無料の日）

５０歳代 上田西部

239
車椅子の席が後方やすみにならないようにしてほしい（どこに行ってもすみっこ
に追いやられます）

４０歳代 丸子地域

240 若い者が注目するようなミュージシャンの公演が来れば良いと思う。 ５０歳代 上田城南

241
若者が集まる音楽祭やイベント、高齢者にも合うような音楽祭やイベント、各
ニーズに合うような催しを行ってもらいたい。市内外、さらには県内外からも、人
が集まるような大きなイベントを作り、催して欲しい。

２０歳代 上田中央

242 若者が日頃夢中になっている物を披露できる場所にするといいと思う。 ４０歳代 神科豊殿

243
収容人員が１６００人～１８００人の市民会館を、あれもこれもと欲張った施設は
必要ない。（他にあるのだから）収容人員が多ければそれなりのイベントが出来
る。今の会館はあまりにも小さい。またそれなりの駐車場を広くとってもらいた

６０歳代 塩田

244 出来ればプロの音楽や演劇を希望します。 ７０歳代 上田城南
245 出来れば送迎が有ればと思います。 ３０歳代 塩田

246
小、中、高等学校のイベントや一般団体等、すべての人たちが気軽に利用でき
る所であってほしい。

４０歳代 神科豊殿

247
小さな子供が楽しめるイベントがあるとうれしい。子供は最初は、喜こんで遊ん
でいても（観覧していても）すぐあきてしまうが、それでも支障のない催し物があ
るとうれしい。ＥＸ．ＮＨＫ教育のおかあさんといっしょ。アンパンマンショーなど。

３０歳代 神科豊殿

248
小規模でも一流の方々に出演して頂きたい。大きさよりも音響などに拘わった
施設を望む

５０歳代 上田中央

249
小規模でも音楽専門のホールにしてください。会議は他の会場でもできます。響
きのよい上品なホールなら演奏家が来てみたくなると思います。いいピアノ入れ
てくださいね。市民が使う時は安くして！！

５０歳代 上田中央

250
少し大きなコンサートになると、今までは長野市の県民文化会館まで行かなけ
ればならず、上田ではほとんど行われてこなかった。クラシックやポピュラー等
の大きなコンサートも開催できるホールを造ってほしいです。

４０歳代 真田地域

251
松本でのサイトウキネンフェステバルの様な永続的且つレベルの高い企画に対
応出来るホールを。テレビを介して接する事の多い伝統芸能を身近に出来る

６０歳代 上田中央

252
松本のサイトウキネンのように多くの人が興味をもって集まるような催しジャン
ルにこだわらず旬な催し物、有名人を招致しての催し物など人々が集まってくる
ようなホールにしてほしい

５０歳代 神科豊殿

253
松本の芸術館の場合、２０００名収客であったと思います。２０００席以上である
と、海外よりの催しものが予定した場合、近郊問わず、上田より東京都内にまで
出向く方々がいるのと同様、他県外の方々を導入出来るのではないかと思われ

６０歳代 塩田

254
松本や長野でしか行われない、アーティストのライブが上田にも来るといいと思
います。

３０歳代 神科豊殿

255 松本芸術劇場のような、こだわりのあるホールを希望します。 ５０歳代 塩田

256
松本市で開催されているサイトウキネンや松本大歌舞伎のような一流の芸術家
による催しが定期的に開催されるような施設であって欲しい

６０歳代 上田城南

257
松本市と同じ、オーケストラが毎年の恒例行事が行なわれる文化の定着が目
的としたホールと文化創りに力を入れてほしい。賛成します。

５０歳代 塩田

258 松本市民芸術館の様な会館を！ ２０歳代 丸子地域
259 障害者（知的、身体）が楽しめるよう望みます。 ５０歳代 丸子地域

260
上の８項目すべてを上田市内又は近隣市町村の施設で役割りを分担して様々
な芸術にふれたり、多くの人との出会いのある場が作られるといいと思う。「人
が人を育てる」という言葉がある様に、オーラのある人や物からは学ぶ事も多

２０歳代 上田中央

261
上演される物に関連した展示会を同時に開催し、とにかく外部（上田市外）から
人が呼べるものにしてもらいたい。

６０歳代 上田中央

262 上記１，２，３にとらわれずに４，５，６，７等もやって欲しいと思います。 ６０歳代 上田中央



内容 年代 地域
263 上記の分類は音楽・演劇関係に重点を置いた発想になっていすぎる。 ７０歳代 上田中央
264 上記の様な催し物全てに対応出来るホールにして頂きたいと思います。 ５０歳代 上田中央

265
上田でのイベント（音楽、講演会）等がほとんど他の市で行なわれていて、見に
行けない亊が多いと思います。もっと色々な分野の人達を上田の地へ呼んでほ
しいと思います。その様な亊で、上田が活性化するのではないでしょうか。

６０歳代 上田中央

266
上田は文化的な活動の場所がなく、少ないと聞いています。近くに出来ること
で、活動がおこるきっかけになってほしいです。～コンサート等

４０歳代 上田中央

267
上田駅（新幹線）が近いので、県外の方など多くの人が来て楽しめる大きなホー
ルがあった方がいいと思います。また、学校などのイベントでも使える小さな
ホールもあった方が便利だと思います。（県民文化会館のようなイメージです）

３０歳代 塩田

268 上田駅から近いこともあるので、全国規模の催しを開いても良いと思う。 ２０歳代 上田中央

269

上田駅から近い為、遠方からの集客の見込みもあるため、ポピュラー音楽をぜ
ひやってほしい。会場は、１，５００席くらい。又、コンベションなどにも使用できる
ように大小２つのホールが個々にあるといろいろなジャンルに対応でき、ＴＶの
撮影に使用されて知名度が上がるかも…。

３０歳代 上田中央

270
上田市（合併前）の施設はどれも中途半端な感じがします。（体育館、駅前のビ
ルなど）（創造館）本気で考えても市民は、またか…という感じです。

４０歳代 神科豊殿

271
上田市が元気になるようなイベントをして欲しい。星野富弘さんの詩画展をやっ
て欲しい。スポーツ関係者の講演（例：二宮清純氏や元プロ野球選手など）

４０歳代 上田中央

272

上田市で学生（中、高）の吹奏楽の大きな大会が催されたり、軽井沢オオガホー
ルにくるような楽団がきたり、サイトウキネンのような企画がされたりするような
音響の整ったものにしていただきたい。東御市にもっていかれたり丸子にもって
いかれたりするのは上田市として恥。

４０歳代 上田中央

273
上田市には、バレー、バスケットボール等の一部リーグの試合をする施設が有
りません。体育館の充実も希望します。又、十分の広さの駐車場スペースをとっ
てもらいたい。

６０歳代 塩田

274 上田市にも県民文化会館程度の会場を作って欲しい。 ５０歳代 真田地域

275
上田市のみならず、長野県民がほこれる様な施設を希望します。また会議室等
の併設も希望します。

５０歳代 真田地域

276
上田市の市民会館はなんて素晴らしいだろうといわれるような音響効果とか機
能的にいっても近代にふさわしい施設を作ってほしい。

６０歳代 上田中央

277
上田市は映画やテレビドラマの撮影地として数多くの作品に登場してきた。そう
いうバックグラウンドとしての上田の魂力を底上げするような企画のイベントをし
てもらいたい。

６０歳代 上田城南

278
上田市は芸態人を呼べるような大きなホールがないのが残念です。東御や丸
子の様に、これから沢山芸態人を呼べるような施設にして欲しい。

１０歳代 神科豊殿

279
上田市は長野市や松本市に比べ文化的施設が少なく、触れる機会も少ない様
に思います。飯田人形フェスティバルの様な独創性のある催し物を期待します。

５０歳代 上田城南

280
上田市殊に旧上田市には国内外の交響楽が全くこない。長野・松本または東京
へ行くしかない。小さなものでも丸子・東御へ行ってしまう。よい文化施設のない
のが最大原因。

７０歳代 上田西部

281

上田市周辺には大きなコンサートが開催できるホールがありません。クラッシッ
クもポピュラーもオペラもバレエも全てできるホールが欲しいところですが多目
的ホールは免角どの目的にも何か足りないホールになりがちです。音楽に適し
たホール、オペラ又は演劇に適したホール等、目的に応じた複数の施設を望み

４０歳代 上田中央

282
上田市内に点在する伝統芸能、獅子舞。各流派の詩吟等の競演。後継者、育
成のためにも、市長杯争奪大会などで若者のやる気をおこさせる。

７０歳代 丸子地域

283
上田市民がエキストラとして参加するオペラ、演劇、ミュージカルをのぞむ。目標
としては松本市の様に成ってほしい。

４０歳代 上田城南

284

上田市民会館では、音の反響が悪く座席の並びの位置も良くなかった為、前の
席の方が大きいとステージの催しが観れなかったりしましたので、１／２ズラして
頂くと良と思います。又、トイレも和式タイプですと、年配の方や妊婦の方には、
キツイと思います。子供連れの方には親子で使用出来るカラフルでカワイイ、ト
イレも良いかと思います。（横浜で見かけました。）

４０歳代 塩田

285
上田市民会館ではできなかったフルオーケストラが演奏できるホール。また、中
学・高校の吹奏楽コンテストができるとよい。演劇の設備の充実したものがほし
い。小ホールもあればよい。

５０歳代 丸子地域

286 上田城内は箱ものは置かない。 ８０歳以 川西
287 色々な分野のアーティストの作品を希望します。 ５０歳代 丸子地域



内容 年代 地域
288 新しいホールは不要。他の施設で十分。 ５０歳代 上田中央
289 新しい上田市民会館の建設。 ３０歳代 上田城南

290
新幹線が通る駅があるので大きいホールを作って有名なミュージシャンが来た
ら上田も有名になるので良いと思いました。

２０歳代 塩田

291 新幹線を利用してでも（県内外者が）観たい内容が望みです。 ４０歳代 塩田

292

人気のあるアーティストを数多くよんでほしいと思います。それにともない音響
等、設備を良いものにしてほしいです。大きいホール１つだけでなく、中ホールと
か小ホールがあると催し物の幅が広るし、市民も利用する機会がふえると思う
のでぜひ、検討していただきたいです。

５０歳代 上田西部

293 吹奏楽のコンクールなどが行えるようにしてほしいです。 ３０歳代 上田城南

294
世界との交流ができるようなイベントがあれば良いと思います。例えば音楽で
あったり、ダンスであったり、参加しながら学べるものなど

２０歳代 神科豊殿

295 世界一流の音楽（楽団）等の演奏出来る施設 ６０歳代 上田中央
296 世界中のプロがこれるくらいの施設にしてほしい。 ５０歳代 上田中央
297 世界的なアーティストのコンサートが出来る様なホール ５０歳代 塩田

298
世界的に有名な楽団や演奏家などをよんでコンサートを開いてもらいたい。上
田市以外や県外からの人々を呼びこめるような催しをやってもらいたい。

３０歳代 塩田

299 生で体験したいこと。日本や世界の伝統芸能を生で聞き、見ることを期待しま ４０歳代 川西

300
席は１，２００程度。ステージを出来るだけ広く。大・中・小３ホールの設置を望み
ます。趣味として長いこと音楽に携わっているので、第一番に音楽の場であるこ
とを望みます。ただし市民が利用す場となるわけですので、この観点は大切で

５０歳代 神科豊殿

301
千曲市でやっている「お笑いライブ」が上田でも見れたらうれしいです。子供達に
いい感動を与えられるような劇をやってほしいです。オールスタンディングライブ
のできる会場になったら面白いと思います。

２０歳代 上田西部

302 全く必要ない。旧上田住民のみに便を計るような物についてはすべて反対 ８０歳以 丸子地域
303 全国農産物の販売，車のショーなど。 ４０歳代 川西
304 全年令に対応出来るイベントを企画して欲しい ６０歳代 丸子地域
305 相撲などのイベント ４０歳代 神科豊殿

306
他の市でも今まで力を入れて、問題点も出てきて現状に致っている。同様な事
が起こる可能性も大きいのではないか。維持出来れば良いと思う。

８０歳以
上

上田城南

307 多くの人が使用できるようにしてほしい。 ４０歳代 上田城南

308
多目的な仕様が出来る様な、多目的ホールが良いのではないでしょうか。１～７
がすべて出来れば、とても良いのですが、現在の市民会館の用では、限られる
と思います。特に１～７のみですネ。

５０歳代 真田地域

309 多目的ホールでの催しの際には、市民は入場無料である事。 ５０歳代 丸子地域

310
体育館を使用する人が増え、なかなか予約がとれないので、体育館があっても
いいと思う。

５０歳代 上田中央

311 貸し館的な施設ではなく、主催事業を中心とした運営を望む。 ４０歳代 真田地域
312 大・小自由に使えると都合が良く、利用しやすい。 ５０歳代 上田中央

313
大・中・小と大きさのちがういくつかのホールをつくって欲しい。８００－１０００
人、４００人、２００人でフラットなスタジオ。

５０歳代 上田中央

314
大きければ大きい程よい。東京近辺から人を呼べるものが上演出来れば上田
へやって来ると思われる

６０歳代 上田西部

315
大ホール１つだけでなく、ライブハウスくらいの規模のホールも造ってほしいで
す。地元のバンドやインディーズの公演があれば、若い人も集まると思います。

２０歳代 塩田

316
大ホールの他に小、中ホールがあるといいと思う。小規模サークルにも貸し出し
ますか？

７０歳代 塩田

317 大規模なイベントが出来る様な、大きな建物にしてほしい。 ３０歳代 塩田

318
大規模の音楽会等は長野松本になってしまうが市でも本腰をいれて開催できる
ようにしてほしい

６０歳代 丸子地域

319 大型バスが駐車できるよう配慮して下さい。 ６０歳代 上田城南

320
大正琴の全国大会、県大会等できるように。楽屋を練習室に使えるよう工夫し
てほしい（３～４ヶ所）

６０歳代 神科豊殿

321 誰もが気軽に楽しめ充実したもの。 ３０歳代 神科豊殿

322
知名度の高い催しや子どもむけのコンサートなどをたくさんやってもらえれば自
然に市外の人にも存在が知られていくようになると思う。

２０歳代 上田城南

323 地元の小・中・高校生や団体が多く使用できれば良いと思います。 ４０歳代 丸子地域
324 智識人の話。タレントのショー ７０歳代 上田城南



内容 年代 地域

325
中・高生の文化的な発表な場に。地域の生産物の展示、販売等。上田市全体、
平等に使ってもらいたい。市の物だと忘れずに

３０歳代 塩田

326
中途半端な大きさのホールでなく有名な歌手がきてくれそうなホールを作ってほ
しい。まつもと市民芸術館みたいなオシャレなものを…。

２０歳代 川西

327 駐車スペースの充実 ４０歳代 上田城南
328 駐車場のスペースを充分にとっていただきたい。 ４０歳代 上田中央
329 駐車場の確保。 ４０歳代 真田地域
330 駐車場を沢山作って欲しい。 ６０歳代 上田城南

331

著名な方の演奏会という催しをぜひ「上田市民会館」で実現させて欲しいです。
周辺の○○○ホールという場所では行われている催しが「上田市民会館」では
スルーされている感じがします。子どもたち、小中高生に「本物のステージに立
つ」という感動を与える場所であって欲しい。

４０歳代 上田城南

332 長野、伊那等のホールのような建物を望む。 ７０歳代 川西

333

長野、松本等が、さまざまな国際的な演奏家の催が多く有るのに対し、今まで
の上田は、少なく残念でした。真に質の高い、演奏会が出来る音響とスペース
のあるホールが、どうしても１つは必要だと思います。キースジャレット・アンドレ
ワッツ・アルグリッチ・ポゴレリッチ・ブロードウェイミュージカル・ブラスト・ウィーン
フィルやベルリンフィル等、県内の他の地域からも、その魅力にひかれて集客出
来るような催しを是非望みます。

４０歳代 上田城南

334 長野のように県民会館（文化会館ホール）がほしい。 ７０歳代 上田中央
335 長野の県民文化センターのような規模機能にしていただきたい。 ５０歳代 上田中央

336
長野や松本などで行なわれている様な規模のコンサートが上田で見られたら良
いと思います。※今までは上田→長野，松本，佐久だったが、これからは上田に
きてもらえる様に！！

４０歳代 川西

337
長野や松本へ来るコンサートが上田でできる広さのホールがあったらいいなと
思います。

５０歳代 上田西部

338
長野や松本まで行かなくても有名な人のコンサートや演劇が見られる規模の
ホールにしてもらいたい

３０歳代 上田中央

339
長野県で３番目の都市だときいてます。上田へ来て１２年になりますが大した催
しはありません。

８０歳以
上

上田中央

340 長野県下でも有数の施設になるよう規模の建設をお願いしたい。 ４０歳代 塩田

341
長野県民ができるまで、上田市民会館でも色々なアーティストのコンサートが行
われて来た。今では全くと言ってよい位、有名なアーティストもコンサートをやら
なくなっている。有名な人達が来てくれるようなホールがいい。

４０歳代 上田西部

342 長野県民文化会館で行う催しと同じレベルのイベントを期待しています。 ５０歳代 上田西部
343 長野県民文化会館のような、たくさんの方が来られるようなホールを望みます。 ３０歳代 上田中央

344
長野市、松本市で行なわれる大会や音楽祭など、上田市でもはずかしくない様
なホールがほしい。

４０歳代 上田城南

345 長野市の県民文化会館のような施設があればよいと思います。 ５０歳代 真田地域

346
通常の催し（演劇、ミュージカル、展示会、博覧会等）のほかにダンスや軽ス
ポーツができるイスの収納装置のそなえた施設全体が使える設備を考えてほし
い。将来２０万都市なっても、対応できる施設規模を検討してほしい。

６０歳代 上田中央

347 定期的にミュージカル公演をして欲しい。頻度は２ヶ月に一度以上。 ３０歳代 上田中央
348 展示会、有名絵画、書、古美術品の他、市民の作品展示等、広い範囲で。 ７０歳代 上田城南
349 都市で公演されているような一流の催しを希望します。 ６０歳代 丸子地域

350
東京・長野・松本まで行かなくても、一流の音楽、演劇を上田で観聞きしたい。
一流のアーティストが来るような施設を希望。

５０歳代 上田中央

351
東京から小劇団等呼び、演劇が多く見れるとうれしい。下北沢にある本多劇場
など、そういた所と同じぐらいの大きさで十分です。（約４００席）もっと大きくする
のなら、東京・天王洲銀河劇場（約８００席）程で！

３０歳代 丸子地域

352
東京など大都市へ出掛ける事なく上田において一流の音楽や芝居を楽しめたら
嬉しいです。ですから規模は一流を呼べる規模を…。

５０歳代 上田城南

353
東信地区でのコンサート、演劇、ミュージカル等は、上田で行なわれるように
なってほしい。

４０歳代 神科豊殿

354
東信地区の中心となる施設、それに規模としても２千名から入れるような大きな
ホールを一つ是非作って欲しいです。丸子文化会館があるが旧上田市民として
丸子まで行くのに大変な為、上田での施設を充実して欲しい。

６０歳代 上田中央

355 特にありません。 ５０歳代 上田中央
356 特になし ６０歳代 神科豊殿



内容 年代 地域
357 特になし ３０歳代 塩田

358
特にポピュラー音楽では、今まであまり有名な方が来てくれていないので、大物
アーティストを呼べるような魅力あるホール希望

３０歳代 神科豊殿

359
特に上田駅に近い立地条件なので電車（新幹線）を利用して、来て頂ける、演
劇、歌劇、クラッシッバレ他ホテルなどもあり、他県からも集客できる催しが良い

５０歳代 上田城南

360 入場料がとれるプロとしての作品 ５０歳代 神科豊殿

361
年に１回ぐらい中央から有名なイベントをよんでほしい。今までは何か貧弱な核
になるものがないように思えた。

７０歳代 上田城南

362 農産物の直売（定期的）を、して欲しい。 ５０歳代 丸子地域
363 箱モノを作るだけでなく、主催者を呼び込む営業活動を積極的にしてほしい。 ３０歳代 上田中央
364 箱物は入らない。木も切らずそのままでよい。 ５０歳代 上田城南

365
半径３０ｋｍ以内の人口２０～２５万の都市を目標にして、他市町村を考慮した
規模で週に１回くらいの催しを考える。上田市を魅力のある町として、近隣から
の人を集められることを望む。

７０歳代 塩田

366 必要なし ３０歳代 川西
367 舞台装置の充実（照明、装置の上下）コンパクトで使いやすい。 ７０歳代 上田中央

368

文化会館（材木町）や、丸子セレスホールなどもある中で、更に大規模な会館が
必要かどうか、よくわからない。土地上、徒歩／バス／電車でアクセスしてもらう
ことになるのだろうけれど、それで集まってくれる人がどのくらいいるのか。結
局、対象が中高生等に絞られてくるとすれば、催しの内容も限られてくるので
は。個人的には、小さい子供がいて、当分イベントや催しには参加しにくそうな
ので、赤ん坊づれでも参加できそうなファミリーコンサートや、託児つきの講演
会などが増えればうれしい。以前、七夕祭りのときやおふく跡地でジャズコン
サートをしていたが、ああいう気軽な感じのイベントはありがたかったです。

３０歳代 上田中央

369
文化会館より少し大きい位で、音響が良く、どこの席からも良く見える創りにして
欲しい。

６０歳代 上田城南

370 別に移動しなくてもいいと思う。 １０歳代 丸子地域

371
無駄にならなければいいと思う。小中高生の発表の場として使えるようにしてあ
げると良い。なにも外部から人を呼ぶだけの箱なら無意味。“市民”会館で、な
ぜ“市民”がメインになれるような項目が入っていないのか意味不明。

２０歳代 上田中央

372

名称は「上田蚕都ホール」など、どうでしょうか？多目的ホールは、もう時代に合
わないと思う。小さくても質の高い特色のあるホールにすれば、観光のひとつに
なる。イメージとしては、軽井沢の大賀ホール（座席６６０、２Ｆ立見席１４０の８０
０人収容）五角形で黒い屋根の外観だけでも取り入れる価値あり。ただし、中の
横向きの座席は見にくいので、やめた方がよい。１、２の音楽中心のホールにす
れば６、７の伝統芸能や講演会もできる。３、４、５の演劇・オペラ・バレエは、長
野、松本、東京へ行けばよい。

５０歳代 上田西部

373 有名アーティストのコンサートが来れば良いと思う。 ４０歳代 上田城南
374 有名なアーティストが来るくらいの大きさがいい ２０歳代 神科豊殿
375 有名なアーティストのライブやコンサートをやってほしい。 ２０歳代 塩田
376 有名なアーティストを呼べるくらいの規模。上田にも大きい映画館を作ってほし ２０歳代 塩田

377

有名な演奏家が、老後に、気に入って来てくれるような音響、設備のあるホー
ル。（上田の現在の文化会館、音楽村等は、規模的に中途半ぱ）長野、松本の
ような県民文化会館、又は市民芸術劇場並みのもの、ホールがきちんとしてな
いと、よい文化に出会えないので。

４０歳代 上田中央

378 有名な歌手などきてほしい。 ２０歳代 上田西部
379 有名歌手などのコンサート。 ７０歳代 上田中央
380 有名人によるコンサート、講演等時々催して欲しい。 ６０歳代 塩田
381 有名人や芸能人が来て欲しい。→県外からも客が来ると思う。 ２０歳代 無回答

382
予算も有ると思いますが、長野市、松本市に比べてあまりはずかしくないような
規模の施設ができれば良いと思います。又音楽施設としてはしっかりした音楽
施設を希望します。

４０歳代 塩田

383 洋楽が好きなので外国人アーティストなどを呼んでほしい。 １０歳代 上田城南

384
料金が高すぎる催しはみんなが行けない。高くても５０００円程のコンサートなら
ば私も何度でも行ける。市民が気軽に行けるような料金で、一流のものが観れ
るとよいと思います

３０歳代 塩田

385 ・ＮＨＫのど自慢・開運なんでも鑑定団 ４０歳代 神科豊殿
386 ・東信地域の文化中心となれるような施設・子供もクラシック鑑賞ができるボック ３０歳代 真田地域



内容 年代 地域

387
現上田市民会館は収容人数が少ない。これを上まわる広さを希望。合併した町
村が其々に参加し易い「和」を重点に！！松本や伊那の文化施設等、下見する
のも参考大です！！

６０歳代 真田地域

388 施設と併合して駐車場の確保の必要だと思います。 ４０歳代 塩田

389
大ホールのみでなく、300名くらいの（？）県民文化会館の小ホールくらいの規模
で、客席がフラットでない会場が欲しいです。子供たちのピアノの発表会ができ
るくらいの！！

４０歳代 上田中央

390
特に人気のある歌手が来て歌っても、違和感のない設備と音響関連に特化して
もらいたい。

４０歳代 丸子地域

391
長野県民文化会館規模は必要ないと思います。（なぜなら集客力もないと思う
し、有名人はこないと思うから・・・）

３０歳代 塩田

392 松本市民芸術館のような感じのものが良いと思います。 ５０歳代 神科豊殿

393

丸子にセレスホールもあるので、ある程度の住みわけというか、役割の違いを
持たせた方が良いのではないかと思う。たとえば、遠方からでも人が集まるイベ
ントの場合は利便性を考え、地域密着（地元型）は丸子にするなど・・。

３０歳代 上田城南

394
若者の文化交流として、港でさかんの同人誌即売会に利用できる施設が良いと
思います。

３０歳代 上田中央

395
松本の市民芸術館までとは言いませんが、音響設備の整った3000人程度入れ
る規模を望みます。

４０歳代 上田中央



問３　意見・要望
内容 年代 地域

1
（３、の県展規模の展示ができる施設）を選びましたが、美術館よりも多目的広
場の整備の方を希望します。

５０歳代 丸子地域

2 「ナスカ」の地上絵の展覧会 １０歳代 武石地域

3
・「農民美術」としての彫刻品の展示。・「新上田市」となり、小、中学校も更に増
えたので、児童、学生の交流の場となるような場所となれば良いと思う。

４０歳代 上田中央

4
・１日かけてゆっくり見れる施設をいくつも…（安曇野市など旧・村町に１ヶ位あっ
た様に・アート工芸など自分で作れる工房もあれば。

４０歳代 塩田

5
・ある一部の人々の意見を重視することなく、現住市民・市出身者・郷士出身芸
術者の作品収蔵展示できるように。・庶民生活用具、文化財など市民の身近の
文化財の収蔵展示。◎郷土美術館を重視ください。

８０歳以
上

上田中央

6
・いつも変わらない作品を置くだけでは、人は集まらないし、一度見ればもういい
…と思ってしまいます。有名な人でも、市民の作品でも、どんどん新しい作品が
展示してあれば、興味をもって見に行きたい…と思えるのではないでしょうか。

４０歳代 上田中央

7 ・今ある施設が有効に利用されているかどうか ５０歳代 上田中央

8
・子供が、美術館を楽しめる工夫をしてほしい。・詫児室を作って、子供を預け
て、親が楽しめる催しをしてほしい。（リフレッシュできる）

３０歳代 上田中央

9 ・施設は入らない・必要なし・税金のむだ ５０歳代 上田城南

10

・上田の美術館を見学したいと思える魅力ある内容にする。・企画展で市民がみ
たいものを計画する。・上田市や周辺のゆかりの芸術家の作品を展示する小部
屋を複数設ける。・レストランか喫茶室がほしい。・市民が絵の勉強や木彫・陶
芸の勉強ができる部屋もほしい。

５０歳代 上田城南

11
・上田市には大きな美術館が今までありませんが、常設の美術館あれば県外か
らきた方も、上田城から美術館へというように歴史に思いをはせたりすぐれた芸
術作品を見ることができると思います。

５０歳代 上田西部

12 ・美術作品にはあまり興味がない ５０歳代 塩田
13 ・目玉となる作品を多数展示してほしい。 ５０歳代 神科豊殿
14 １，２等は今ある所で十分である。 無回答 無回答

15
１，の常設展示は必要と思うが、中心とせずに２，３において人を呼び込むこと
が必要では

６０歳代 上田中央

16
１、２、３の様な施設は今迄通り町中の落ち着いた中心部に残す方が良いと思
います。

６０歳代 上田西部

17
１．郷土の芸術家、山本鼎の常設展示の美術館については、国分地籍、又は神
川小学校附近に設置が適当と思われる

５０歳代 上田中央

18
１．美術に関する、教える、教わる、体験活動が出来る施設で有ってほしい。２．
基本的には、反対します。

５０歳代 塩田

19
２については特別企画として、年に数回展市が可能な施設も設置希望（来観者
がより多く（県内・県外）来場されることも大切です。）

７０歳代 上田西部

20 ３～６は施設は勿論必要だが美術館とは云いがたい。 ８０歳以 上田中央
21 ４，５，６で解答 ７０歳代 上田中央

22
４，５，６については創造館と同じような施設になると思います。特に必要とは思
えません。

３０歳代 塩田

23 あまりかたくるしくないほうがよい。２度３度と足が向くような展示を望みます。 ４０歳代 塩田
24 あまり固苦しくなく、年齢差を気にせず交流出来る場であってほしい。 ２０歳代 上田城南

25
あまり大きくないものを・・美術館というような美術館でなく。どこも、ぐるぐる歩き
まわらないと見きれない。疲れる。美術館であり憩える場であもあるように。たく
さんの花、緑の中とともにあるとよい。田淵行男記念館のような小さくても光る建

５０歳代 丸子地域

26
アリオ上田が縮小する様であれば、この計画はあまり意味がない物になってし
まうと思います。美術品購入など、資金がかかることはやめてできるだけ小さく
するかやらない方がいいと思います。その分商業施設の充実をしてもらいたい

３０歳代 上田中央

27 ある程度のレベルで（あまりに前衛などはどうも…）明るく、センスのよい施設が ２０歳代 上田城南

28
うつくしが原美術館のように建物外での大型展示物を見られるような遊歩道（木
かげがあればもっと可）

５０歳代 丸子地域

29
お金がかかりすぎる施設はいらない。市民以外の人が訪れたくなるような美術
館となると、かなり有名な作品が展示されていなければ無理です。

４０歳代 神科豊殿

30 かたぐるしいイメージではなく、美術館離れした施設が良いと思う。 ３０歳代 上田中央



内容 年代 地域

31
この作品、作家は上田市のこの施設！！と、思えるものがないので今後に期待
したいと思っています。

３０歳代 神科豊殿

32
この場所に美術館を作るのはもったいない。美術館は街中に作って人の流れを
買物のできる所へもっていった方がよいと思う。

５０歳代 上田西部

33 これと決めないで融通のきく施設がよい。 ４０歳代 川西

34
これも問２と同じでとにかく大きなホールさえあれば県展だけではなく東日本くら
すの規模でも可能かと思います。更に５のような施設があれば底辺も拡大して
より充実したホールになると思います。

４０歳代 上田城南

35 シンプルに有名デザイナーに依頼しない。 ４０歳代 丸子地域

36
すばらしい美術品は東京に見に行けばいいので市民参加型の文化施設が欲し
いが、本当に必容か？ムダなお金は使わないで欲しい。

４０歳代 丸子地域

37
せっかくすばらしい作品を展示する施設でしょうから外から美術館にふさわしい
心和む場所にしてほしい。思いつきでやらないで。

５０歳代 丸子地域

38 とくになし ５０歳代 塩田
39 とくになし ２０歳代 上田西部
40 とくになし ４０歳代 上田西部
41 なし ８０歳以 上田西部
42 なし ３０歳代 神科豊殿
43 なし ３０歳代 上田中央
44 ハコ物だけ作ってもしょうがないので、人を動員できる魅力ある企画 ５０歳代 上田中央
45 ピカソの絵の展示会 ２０歳代 神科豊殿

46

ホール、美術館の両方を設置しても、両方が中途半端な施設になってしまって
は、のちにまで誇れるような物が出来るのか、心配です。美術館というよりも、
ホールを美術的雰囲気のあるたたずまいのしっかりとした重みのある作りにし、
そこを郷土の芸術家の作品でロビー等をかざり、売店に、その絵ハガキを置き、
買えるようにして、興味を持った人が、上田の街中に、その関連の美術館めぐり
に出られるようなガイドマップを用意し、街へと人の流れを作れば、上田全体が
その恵みを享受出来るのではないでしょうか？

４０歳代 上田城南

47 ホールを充実するため、美術館は他の場所にしたい。 ７０歳代 上田中央
48 ホール同様、本物の芸術を子どもから大人まで鑑賞できるものを希望します。 ６０歳代 丸子地域

49

まず、本当に美術館が必要なのか、赤字にならないのかが疑問。設置するな
ら、ホールと美術館の外観を統一し観光の目玉となるようにしてみてはどうか。
イメージとしては、大賀ホールがふたつ並んだ感じ。内部の仕切りをはずせば、
ひとつの空間になるようにし、展示会やプラネタリウムの上映ができるようにす
る。上田創造館のプラネタリウムは場所が不便で行った事がない。なので名称
を美術館と限定せず「上田蚕都第二ホール」などとする。９／２２付信毎にプラネ
タリウムの記事があった。長野市立博物館では、ビデオプロジェクターごと借り
て上映中とあった。とにかく立地条件がよいので人が入ると思う。いっそのこと
創造館の物を持ってきてしまうくらいの利害にとらわれない考え方が必要。特に
アリオ上田の複合映画館が出来なくなったので検討してほしい

５０歳代 上田西部

50 むだ ３０歳代 上田中央

51
もし広く（沢山）部屋が取れるのなら山本先生の常設館も必要と存じます。其の
時々の作品、展示が出来る方が良いと存じます。県展、市展、他の県の人も必
要と思います。

７０歳代 上田中央

52
やはり上田市としての特色を生かした施設、そして県展などの展示等の機能を
十分備えた施設を希望します。

７０歳代 神科豊殿

53
ゆっくりとくつろげ、有名な美術品のあるスペースと、いろいろな創作品の展示
できるスペースが両立できるものがあるとよい。

７０歳代 上田城南

54 ゆったりと観賞できて、疲れにくい配慮をして欲しい。 ５０歳代 丸子地域
55 よほど有名、人気のあるものでなければ、美術館は特にいらないと思います。 ３０歳代 上田城南

56

リハーサル室（練習室）会議室も併用できるように展示パネル、スポットライトを
用意する。（県展、個展対策として）（絵画、書、彫刻、工芸等の展示が十分でき
る面積とする。）

６０歳代 上田中央



内容 年代 地域

57
ロビー等に展示スペースを設ける程度でよい気がします。美術館としてしまうと
使用目的が限られてしまいます。広く市民に利用出来るよう多目的なスペース
とした方がよいと思います。

４０歳代 上田城南

58 わかりません。 ８０歳以 塩田
59 維持管理費ばかり掛かり、市民の行かない様な施設だったら不用。我々の税金 ５０歳代 上田中央
60 維持費が高いのではないか？ ６０歳代 上田中央
61 維持費が抑えられる様に。 ６０歳代 上田中央

62

一応３つ印をつけたが、私は美術館は建設費用運営コストにみあった収入がな
いと思うので、また市財政を考えれば、必要ないと思う。既存の施設で間に合わ
せればよいと考えます。

６０歳代 真田地域

63

一般的な美術館でなく、未来に向かって希望が持てる子供達やそれを見守る
人々に役立つ施設にして欲しい！美術館なら、ちゃんとしたキュレーターがいて
成立する方法を一郷土史美術館になってしまったら、もったいない…

５０歳代 塩田

64 一分野に偏らず、さまざまな芸術に触れられるような美術館にして欲しいです。 ２０歳代 上田中央

65
一流の芸術作品を、小さな子供のうちから触れることのできる機会があればよ
いと思う。

５０歳代 神科豊殿

66

塩田などに無言館など似た物が多いので必要ないと思います。美術館等は、観
光地と呼れる塩田や武石などに作った方が訪光客が増え収益が出ると思いま
す。※時間潰しなどに美術館を利用しますから。

３０歳代 丸子地域

67

何をつくるにせよ、本質は「触発」があるかどうか。運用の戦略を共に考えてお
かなければ、いくら金かけても中途半端なものになり失敗する。美は身近な（し
かし奥深い）ものです。中高の美術教師たちのための遊びスペースなんてどう
でしょう？強制じゃなしに。

３０歳代 神科豊殿

68 家族で楽しめる場にして欲しい。 ２０歳代 神科豊殿

69

画集や関わる本が少しあって自由に読んだりできるスペースがあるといいと思
います。岡谷のイルフは、子どもも気軽に（もちろん大人も）楽しめる。本や、
ちょっとした木のおもちゃがあるスペースがあってとても心地やすかったです。

３０歳代 神科豊殿

70 会館と競合しないよう芸術的雰囲気を大切にした施設としたい。 ８０歳以 塩田

71
海外等、有名な芸術家の作品展示することにより、他県外からの方々を導入出
来ることと、上田市の知名度の向上にも継ながるものと思います。

６０歳代 塩田

72 絵本の原画など。人体不思議展みたいなおもしろい展示物もみたいです。 ２０歳代 川西
73 楽しく気軽に行ける美術館を希望します。 ５０歳代 上田城南
74 観たい物なら遠くの美術館でも行きます。 ５０歳代 塩田
75 観光客も楽しめる様な施設とし、上田市に集客出来る体制の施設とする。 ４０歳代 塩田

76
企画展を東京まで鑑賞に出かけていくのは大変です。常設展示は、好みがある
のでむずかしいと思います。

５０歳代 塩田

77 基本的には美術館は不要。 ５０歳代 真田地域

78
既存のコンセプトの美術館は不要。（作品の入手だけでお金がかかり過ぎる。コ
ミュニティアートミュージアムのような考え方で良いのでは。

４０歳代 真田地域

79

喫茶ルームなどを設けてほしい。絵画だけでは来館者が限られてしまうと思う。
時々、簡単なコンサートを行なうなどして、いろんな人が集えるようにしてほし
い。（北御牧の梅野美術館は気に入っています）

３０歳代 丸子地域

80
旧町村には美術館があるようです。新上田市は農家と農地が多い遊休農地の
活用等を考えること、先々の食糧の不足など思って青空の下の畑で、体験のよ
ろこびと苦労を、親子共々に出来るような課があればね。－

８０歳以
上

塩田

81
郷土の芸術家の作品を大切にしつつ、上田にゆかりのある作家や作品（映画も
含めて）の展示などを企画して、何度も訪れたくなる施設にしてほしいです。

４０歳代 丸子地域

82 郷土の芸術家の作品を展示して観覧出来るようにしてもらいたい ７０歳代 塩田

83

郷土の芸術家の施設と他に県展並びに、市民の皆様の絵や、作品が発表出来
るホールが欲しいと思います。又、上田の産業である、上田紬等の作品も展示
できれば良いと思います。

６０歳代 上田西部

84
郷土の芸術家の常設展と、有名な芸術家の企画展示が併設できると良いと思
う。現代の若手の作品なども企画されるとよいかと思う。

３０歳代 神科豊殿



内容 年代 地域

85
郷土の芸術家や有名な芸術家だけにこだわらず上田市の良い所をさりげなく取
り入れた、あまり堅くならずにお客さんが入れるような施設だったら良いと思いま
す。

５０歳代 丸子地域

86
郷土の誇れる文化芸術品を展示すると共に市民が行きたくなる様な美術館が
欲しい

８０歳以
上

上田中央

87
郷土の美術を展示するスペースとあとは、企画展示を中心とした、美術館がい
いと思います。

５０歳代 上田西部

88
郷土出身の画家、作家、俳人、歌人、写真家等の作品や足跡などの展示をして
もらいたい。郷土出身の文化人をしっかりと後世の人達に伝えるために。

８０歳以
上

上田城南

89 巾広く受け入れたい。 ４０歳代 塩田

90

近くに創造館があり、それを利用すれば美術館は必要ないのではないかと思わ
れる。それよりも、上田市役所等の公共施設をその場所に集めたら、市民生活
（手続き等の部署間の移動時間等）には便利になる。

４０歳代 丸子地域

91
空間も生かしてほしいです（空間も美術）緑も取り入れてほしい。季節の宿根草
等自然な環境が良い

５０歳代 上田中央

92 建物そのものに多大な費用をかける必要はないと思う。（質素な建物で十分） ４０歳代 上田中央
93 県展は創造館でよい。駐車場が近いから車いすでも行けるので。 ６０歳代 塩田

94
県展規模以上の芸術作品の展示が可能な施設とし４～６については既設の施
設で展示し住民が身近で自由に発表・展示・体験できるものが良い。

７０歳代 上田城南

95
県内の美術館には、老朽化が著しい施設も多い。県下一、全国一の充実した質
を誇れる美術館を。（外観ではなく内容で勝負する）

６０歳代 上田中央

96 現在の上田市美術館の入場者数などを考えてからの設置にしていただきたい。 ３０歳代 上田城南

97
現存する美術館とそこを利用する人の気持ちあるいは目的等を良く探ってまね
たら良いと思います。

５０歳代 神科豊殿

98
個人の作品が並べられる様な施設ではなくもっとレベルの高いものでまとめた
ほうが良いと思います。

５０歳代 真田地域

99

個人的には、有名な画家の企画展など、東京まで行かずとも見られれば…と思
うが、ノウハウも経費も必要で、現実的でない。むしろ、現在、作家ごとの美術
館に分散展示されている郷土の作家を一度に見られる施設があれば、県外か
らの観光客にも魅力を感じてもらえるのではと思う。海外の美術館・博物館に
は、体験重視型の展示をしているところが多いと思う。「見るだけ」「お勉強しに
行くところ」でなく、「楽しい」「わかりやすい」展示になればよいと思う。

３０歳代 上田中央

100
公立の美術館が他市町村に比して余りに貧弱です。来訪者にも案内出来るよう
な施設を願う

７０歳代 上田中央

101 高レベル（芸術的）の維持庶民的にならないでほしい。 ５０歳代 神科豊殿
102 国際的有名な美術館との交流展示出来る様な施設 ６０歳代 上田中央

103
国内、国外の有名な芸術家の作品を特別展として企画して欲しい。（入場料が
高くても可）

７０歳代 上田城南

104 国宝級の展示が出来るように… ６０歳代 丸子地域

105
今までは長野県や、よくても日本人の作品か、市民や子供の作品の展示が多
く、あまりにも芸術的価値が低すぎると思う。もっと、グローバルであって良いと

４０歳代 上田中央

106 作品の保管倉庫や盗難防止にも充分な配慮を ７０歳代 川西

107
参加、体験型イベントをきっかけに施設を身近に感じ、それをきっかけに市内外
の芸術家の方の作品に興味や親しみを覚えられれば良いと思います。

３０歳代 上田城南

108
山本鼎記念館に見学に行く際、通路は雪が降ったらどろんこでぐちゃぐちゃ、段
差、また、つまづいてしまうような道でした。現在の福祉にあった、誰れでも利用
できる、興味のあるものにしてほしい。

４０歳代 上田中央

109
山本鼎記念館は今のままで存続させて欲しいです。改めて施設を作ることは反
対です。

４０歳代 上田城南

110
残念ながら郷土芸術家の作品でリピーター確保はむずかしい。楽展もすべてを
展示する必要はない。余り広い施設を作っても運営に無理がくる。松本や長野
なみは無理。市民が気がる利用できる上田らしいものにして欲しい。背伸びする

６０歳代 上田中央

111
子供から大人まで携われる美術館がいいと思います。美術館は暗くて物静かな
イメージがあるので明るい感じの美術館がいいと思う。

２０歳代 無回答

112
子供が体験活動など行えるようたくさん企画してほしい。美術館でも、無料や１
００円～１５０円で誰でも見れるようにすれば、たくさんの人に見てもらえたり、利
用してもらえると思う。

２０歳代 上田城南



内容 年代 地域
113 子供たちの絵・書・創作の展示がいつでもあると行って見たくなる ６０歳代 神科豊殿
114 子供と一緒に行って楽しめる様 ３０歳代 上田城南

115
子供に刺激を与える様な展示が良い。例えば、テーマを“りんご”にして世界中
の芸術家の“りんご”の絵を展示し、同じ物でも感じ方や描き方が違うことを見せ
る。お年寄の趣味に関する市民の展示会を催し、お年寄の生きがいの一端とす

４０歳代 川西

116
子供に創作や体験してもらう施設は良いと思うのですがわざわざ美術館を作る
必要はないと思います。今ある使っていない所でそう言った物をやればいいと思
います。

２０歳代 上田西部

117 子供向けの絵画教室とかあったらいいなと思います。 ３０歳代 神科豊殿
118 子供中心や若い世代の独自性のある展示品がみたい。 ３０歳代 上田中央

119
市で、美術品を購入するとお金がかかりますが、メインとなるものがほしい。照
明に配慮してほしい。

６０歳代 丸子地域

120
市内の他の文化的施設との機能分担して使用したら良いと思います。（４～６項
目について）

６０歳代 上田城南

121 市民がきがねなく、行きき出るような、場所にしてほしい。 ３０歳代 神科豊殿

122

市民が集まってくる、特に親子づれの利用できる所がなさすぎる。大人などは車
ででかければよい。（遠くても）未来科学館のようなものの設置を望みます。（塩
田のマルチは遠くて不便。上田市内に移してもよいと思う。人なんて利用してな
い。職員の方が多い）

４０歳代 上田中央

123 市民のためのものなら４．５．６．施設がある方がいい。 ６０歳代 塩田

124
市民のみを対象と考えるのはもったいない。市街地の活性化につながるような
ものを選びました。

３０歳代 塩田

125 市民の活用が第一として考える設置。 ６０歳代 上田城南

126
市民会館を建てかえるのは知っていたが、美術館もですか？美術館は、あまり
行った事がないので、よくわからないが、今のままでもいいと思います。

４０歳代 丸子地域

127
市民規模の様な物でなく、一流の物を観られる施設を希望。中途半ぱは一番良
くないと思う。

５０歳代 上田中央

128
市民参加を基本とし、自分たちの施設のような感覚になれば、その場所が親し
みのある所となり活気づくと思います。そういう場所がほしいです。

５０歳代 塩田

129

市立博物館等の施設の意義を再確認していただきたい。今回設置する必要が
あるのか疑問。また何の歴史もない場所に美術館とは？無言館で十分なので
は？（観光面では）東御市のムダな例を参考に！

３０歳代 丸子地域

130 施設内ばかりでなく、建物の周辺の環境整備も重要と思います（参池田町美術
館）

６０歳代 上田西部

131
私としては美術館は必要ないと思う。近隣にもあるし、美術品を収集するにも多
額なお金がかゝる。

６０歳代 塩田

132 私はあまり美術館には興味がありません。 ２０歳代 塩田

133
私自身も手作り関係の仕事をしているので、特に４を希望します。今まで何度も
作品展をやっていますが会場費が安ければもっと利用しやすいのにと思いま
す。

４０歳代 上田中央

134

時には、海外の有名画家などの企画展ができるようなものがほしい。自前で絵
画を買って目玉にするのはむずかしいと思うので、それがなくても運営できるよ
うにしてほしい。

無回答 無回答

135
時々は１・２の様な事もやって欲しいのですが、普段は４・５・６の様に市民参加
できる施設にして欲しいです。建物だけがりっぱどいうのは絶対さけて欲しい。

６０歳代 上田城南

136

自治体が経済的によゆうがあれば美術館などあれば理想であるが、地方の美
術館がいかに貧弱であるが大変のこと。集客を望むことは非常にむづかしい。
大都市であってもその内容にあっては集客出来ない。６に子供のことを考える
施設にして欲しい。

７０歳代 丸子地域

137 写真の展示、コンテスト ３０歳代 丸子地域
138 写真美術館（土門拳記念館の様なもの）が良い。 ４０歳代 塩田
139 若い人が興味をもつ様な作品の展示 ２０歳代 真田地域

140
主都県まで行かなくても納得できる内容。また、有名な芸術作品を年間を通して
常設展示されていたらうれしいです。（上田市で所蔵しなくても良い）

４０歳代 塩田

141
将来に向け、若手の美術大、芸術大卒の若者を館長職員に迎え、将来の長野
県の子供達の才能をのばす舞台であってほしいです。

５０歳代 丸子地域



内容 年代 地域

142
小さな子供でも遊びながら体験できる物があれば、ひんぱんに行ってみたいと
思います。

３０歳代 上田城南

143 小中学校でも見学に行かれるような場であってほしいです。 ３０歳代 上田中央

144

松本の美術館がいい例では。地域性を出しつつ企画展ができるといいと思う
〔問２〕のホールで、展示会や博覧会の機能を持たせることができなかった場
合、「美術館」の機能だけにとどまらせず、広くイベントが行える施設ができると
いいと思います。つまり、ホールと美術館ときっちり施設のもつ機能を分けない
でやれるといい。

４０歳代 上田城南

145

松本市民美術館のような雰囲気はとても良いが、今の上田市のイメージには合
わない。また、「いかにも」というような郷土資料館のような施設は、目に見えて
利用機会が少ないと思う。池波正太郎氏の真田太平記館も場所や名称は知っ
ていても、実際に足を運んだ人がどれだけいるのか、疑問に思う。

２０歳代 上田中央

146
障害者の方がリハビリの一貫で作成した作品を展示し、できれば販売できる場
所がほしいと思います。

３０歳代 塩田

147 上記１は１ヶ所に集めて展示していただければと思います。 ６０歳代 上田中央

148

上記の２，３，４は運営上の課題です。初めから目的ワクを設定すべきではな
い。（企業方針課題）５はそれなりの施設（部屋や備品など）の目的となにより本
格的ということを大切にしてほしい。形だけの体験ということにならない創意が望
まれます。

７０歳代 上田中央

149
上田が生んだ芸術家の作品の展示は必要だがこれからの３、４、５、６も活動の
できる施設も議題にして十分な検討をされたい。

７０歳代 上田中央

150
上田には、余り美術館が無いと思います。私等は東京迄行き、観賞してくる亊が
多々あります。もっと近間にあれば良いと思っています。

６０歳代 上田中央

151

上田には小規模な美術館が多すぎるので、それを１つにまとめるような美術館
を作るか、それができないならＪＴ跡地に無理に美術館を作る必要はないと思
う。作るくらいならホールをその分大きくするか、アニューズメント施設を広げて
ほしい。上田には子供が遊べたり、映画を見たり、アーティストを呼んで楽しく過

２０歳代 塩田

152
上田にも美術館は欲しいが創造館があるでしょう。どうしてもというなら創造館を
改造すれば良い。市民会館を。美術館を造る費用があるなら立派な市民会館を
造ってもらいたい。

６０歳代 塩田

153

上田の個人所有でも、あずけて管理してもらえばありがたいという人のものを、
博物館、美術館レベルで管理しますといったら、まだまだ文化遺産のお宝がうず
もれています。須坂の田中本家博物館位だってすごいことです。

５０歳代 上田西部

154
上田の文化水準が県下では特に低くその向上の為、美術館をはじめ総合的文
化施設が欲しい

６０歳代 上田中央

155
上田公園中心に、郷土の画家、駅周辺に近代美術と、住み分けるのはどうで
しょうか？

２０歳代 上田西部

156
上田市が活気付くような美術館をして欲しい。知的障害者の作品などを展示し
て欲しい。だって人間だもの。

４０歳代 上田中央

157
上田市が所蔵する作品の展示や、有名な芸術家の作品の企画展示や、市民の
皆さんの作品展示など、いつも何か展示をしている美術館にしてもらいたいと思
います。

５０歳代 塩田

158
上田市が文化の中心となれるようなさまざまな企画を立案してくれる外部の専
門家などをやとってほしい。（松本芸術館の館長のようなかた）どんな展示を
やっているのか積極的にピーアールしてほしい。（ＴＶやラジオ・インターネットな

３０歳代 塩田

159

上田市だけではなく、長野県の芸術家の作品を希望したいです。色々なジャン
ルの方々がいらっしゃるので、その土地に行かなくとも観れたら嬉しいですね。
これからの子供達の為に、沢山良い物を見て学び体験をする場所を造っていた
だきたいです。

４０歳代 塩田

160 上田市と言えば観光の一つとして回る（山本鼎）等常設展示を ７０歳代 上田城南

161

上田市にある、美術館だからといって、上田市の芸術ｅｔｃを中心に展示しても人
は、集まらないと思う。他県の人でも、行ってみたいと思う、美術館（例えば金沢
の美術館みたいに、空間もアートにして、市民やそこに来る人に癒しの場所を提
供するみたいな）行ってみたい美術館、気軽に入れる美術館にしてほしい。

３０歳代 上田中央

162
上田市には、無言館などの有名な美術館もありますが、市民が創作が出来、指
導して致だける専門家が常駐していればと思います。

５０歳代 上田中央



内容 年代 地域

163

上田市にはお年寄りが多いと思うので、ちょっと座れるようなベンチが必要だと
思います。美術館に来る人はゆっくり見たい人が多いと思うので、ベンチや休む
場所があれば、来やすくなると思います。街の中にもベンチや休憩所をもっと設
置して欲しいという声は多いはずなので、よろしくお願いします。

２０歳代 上田中央

164

上田市の特徴を生かした美術館は欲しいと思うが、このＪＴ跡地には要らないと
思う。武石の美ヶ原にある巨大美術館群、これも上田市であることを考えれば、
もっと利用方法を考えたらどうか。ちまちました美術館は不要。上田城やぐらの
博物館など、何もないではないか。既存の博物館をもっと充実させるベきで箱も
のばかり作っても意味がない。

６０歳代 川西

165
上田市の美術の素晴らしさを伝えるということが今とても大事なことなのではな
いでしょうか。これは街の活性化にもとてもリンクする内容だと思います

３０歳代 上田中央

166

上田市は新幹線も通っているし、駅から近い事もあるので、人が集まる様な展
示。普通に展示されているものを見ているだけでは、あまり興味が沸かないの
で、注目を集められる様な、展示法，解説，案内方法など。作品の製作している
場面、又は体験スペースなど（上田紬）

２０歳代 上田中央

167
上田市より都市規模の小さい市町村でもよい美術館のある所が全国には結構
ある。上田市も長期スパンで検討していってほしい。

６０歳代 上田城南

168
上田市らしさの出る展示品又、たまには有名な絵画も展示できるような施設。
（受け入れられる）

４０歳代 上田中央

169
上田市民を対象にしているのであれば必要ないと思います。作るのであれば、
有名な芸術家などの作品を展示しないと、利用者も少ないと思います。

２０歳代 上田城南

170
上田小県教育会所蔵し石井鶴蔵の作品も一緒に展示されると良いなァ！！と
思います。

７０歳代 上田城南

171 上田城の歴史を詳しく資料集めしたものを、常設的に展示して欲しい。 ７０歳代 上田中央

172
常に一貫したメッセージを発信しつづけられる施設がない。ｅｇ．日本に農業を残
す意味を伝えるとか問いかけるとか、ｏｒ子供の教育についてとか。河川のことで
もいい。

４０歳代 上田中央

173 常に多目的用途に応じられる事が好しい。 ５０歳代 真田地域

174

常設でなくても、なるべく沢山の作品にふれる機会がふえると子ども達の為にも
良いと思います。写真展なども行ってほしいです。※テーマを決めて、あきさせ
ずに工夫をこらしてリピーターを増やす事が大事！！

４０歳代 川西

175
常設というよりも、いろいろな企画に対応できるようにした方が活用の幅が広が
りよいと思う。

４０歳代 上田城南

176 常設はしない方が良い ６０歳代 上田城南
177 常設は郷土のもの、企画は斬新なもの ２０歳代 塩田

178
常設展であれ企画展であれ、一流の美術に接する機会が上田地域ではなかな
かないので、大規模でなくてもいいが、中味の濃い美術館を設置してほしいで
す。

４０歳代 真田地域

179

信濃デッサン館、無言館の方向性と異なった方向かあるいは、類似した方向か
となると思います。文化都市“上田”ということをはっきりと形で表現できる美術
館が望ましいのではないでしょうか。山本鼎をぬきにしては考えられないと思い
ます。

６０歳代 上田城南

180
信濃美術館、小諸高原美術館、小布施ミュージアム等魅力有る作家の常設展
が出来る様なら良いと思うが、真田太平記館、創造館は中途半端。４、５、６等
は今有る施設で考えたら良い。

６０歳代 上田中央

181
信濃美術館の様な感じ。時々、有名な作品が来て本物に触れる機会があったら
良いと思う。

４０歳代 上田城南

182

信濃美術館等ではコーナー等に人がいて、子供が騒ぐと注意されます。従来子
供は騒ぐもの、家族揃って行って楽しめる雰囲気ではありません。もっと小さい
子でも楽しめる様な施設、又は運営方針を考えてほしいと思います。

４０歳代 真田地域

183

真田宝物館、城跡公園など合併して、広くなり、市内に点在する真田氏ゆかり
の品々を、集めて展示したら。観光客のためにも。全国の幸村ファンは、せっか
く上田へのバス旅行に参加したのに、小規模のお城を見ただけではもの足りな
いと云う。

７０歳代 丸子地域

184
親しみのもてる、公園と一体となった美術館にしてほしい。（自然（木，水，風）と
の一体感）

４０歳代 塩田



内容 年代 地域

185
人の出入りが多くなる美術館がよいです。周辺も公園のように美しく（楽しく）して
ほしいです

５０歳代 上田中央

186 人を集められるイベントを ３０歳代 塩田

187
世界や日本の有名な画家等の個展などは、東京などへ行かなければ観られな
いので上田でも見学出来ればいいと思います。

６０歳代 塩田

188
世界的有名な画家の作品を企画するか、そうでなければ最初から美術館をつく
らないかどちらかにしたほうが良い。そうでなければ誰も利用せず、結局財政負
担になるだけ。

３０歳代 上田中央

189

星野富弘氏のような障害があっても一生懸命努力して絵や詩を書いている人と
か人に感動を与えるような作品展をお願いします。ちなみに星野さんの展らん
会は７月に軽井沢にきましたので見に行ってきました。

６０歳代 上田城南

190 石井鶴三美術館にあった作品も展示して頂けるとよいと思います。 ５０歳代 上田西部
191 赤字になるようではこまる。 ３０歳代 塩田
192 設置するのであれば特徴のあるものにして欲しい。 ３０歳代 上田中央

193
千本桜が少しずつ全国に知れわたってきたので、県外の方が上田の美術館は
良かった…と言ってもらえるものが良い。

４０歳代 上田城南

194 全く必要ない ８０歳以 丸子地域

195
全国の美術館の取り組みを参考にし、最も市民から愛されている、場や施設の
取り組みを取り入れてはどうか。

２０歳代 上田中央

196 創造館が有るので必要はないと思います ５０歳代 川西
197 創造館とマッチングした資設とし一日楽しめるような考慮をしてはどうか。 ７０歳代 塩田
198 綜合的な美術館を早くつくるべきだ。すでに内容等々は決まっている。 ７０歳代 神科豊殿

199
他県から来た方を案内するのに良い場所と（又来てみたいと思えるような）作品
をおいてほしい。（一回来て、「もういいかなァ」と思うようなものは必要としない）

５０歳代 上田城南

200
体験スペースなどで話題のものや普段あまり体験ができないもの（陶芸とか）の
教室みたいなイベントがあると入りやすく親しみがもてる。子どもや親子を対象
にしたものもたくさんあると嬉しい。

２０歳代 上田城南

201 体験学習や ３０歳代 上田中央

202
大きくなくていいから、市民むけのイベント等を行い、一般に開放されている入り
やすいかんじの美術館で、バリアフリーでユニバーサルデザインをとりいれても

３０歳代 神科豊殿

203 大きくなくてよいと思います。でも、特徴のある安っぽくない物を造ってほしい。 ５０歳代 上田中央

204
単なる展示施設でなく、そこでゆったり時を過ごせるような空間にして欲しい。例
えば“いわさきちひろ”美術館のようにその施設、そのまわりの風景などすべて
を含めての美術館のようなもの。

５０歳代 塩田

205
中途半端なものを作ると人が集まらず赤字経営になるので、世代を超えて人が
集まるような美術館にしてほしい。そうでなければ資本の無駄使いなので作らな

２０歳代 上田中央

206

中途半端な箱物を作るよりも郷土の歴史を生かした物にするべきだと思う。無
言館は市民より県外の人間には評価されているのにやる事や考えが中途半端
すぎ。芸術に触れるなら、Ｍウェーブで開催出来るもの以上の事を考えて欲し
い。

３０歳代 武石地域

207
著名な画家の絵を常設展示し「あそこへ行けば、あの画家の、あの絵が見れ
る」という形にしてほしい。上田市民の文化レベルのアップに役立つようにしてほ
しい。

４０歳代 塩田

208

長野には水野美術館、北野美術館、諏訪にはサンリツ美術館など、行ってみた
いな、そこにしかない特色ある美術館がありますが、上田には池波正太郎記念
館、上田公園内にもありますが、特色ある美術館が少ないように思います。市
民はもちろん、市民以外の人にも行ってみたい、そこにしかない特色あるもので
あってほしいと思います。又、市民同士芸術の交流の場であってほしい。姉妹
都市、市民交流の場であってもと思います。

４０歳代 上田中央

209 長野の水野美術館のすばらしい美術館がほしい。 ７０歳代 上田中央

210

長野県に移住して絵をかく方の多いのにびっくりしました。有名な絵もよいです
が、それより個人の発表の場も作って下さればうれしいです。お金があればドル
箱になるような絵人を吸いよせる力のあるものがあればよいと思います。例え
ば甲府では県知事がミレーの“種まく人”を買った時、市民から無駄な買物と責
められ知事をやめさせられましたが今ではそれがドル箱となり世界からも国中
からもあの絵を見に来て観光客日本１の長野県に継いて２番目の観光県になり
ました。

７０歳代 武石地域



内容 年代 地域

211
定期的に展示品や、作者を入れ替えて欲しい。常設だとあきるので入館者も増
えないと思う。

５０歳代 丸子地域

212
展示するための作品買入の為の予算などは他へ使った方が良いと思う。上田
はその様な文化にあまり興味ナシと感ずる。

７０歳代 神科豊殿

213 展示するならいいもの。または市民、子どもが創作する所。 ３０歳代 塩田
214 展示だけでなく市民が創作や活動を行える施設にして欲しい。 ５０歳代 上田西部
215 展示品が季節ごとに変わるように、変化があるものが良いと思う。 ３０歳代 川西
216 伝統美術を大切にして、子供達に伝えていかれるような施設を希みます。 ４０歳代 神科豊殿
217 特になし ６０歳代 神科豊殿
218 特になし ３０歳代 塩田
219 特に必要ない気がする。 ２０歳代 上田中央
220 特色ある美術館づくりを研究して下さい。 ４０歳代 上田城南

221
特定の芸術家の展示は、その係統の人達だけの利用となり集まる人が限られ
るので反対である。多勢の人が利用出来る施設であって欲しい。

８０歳以
上

上田城南

222
特別に美術館を作る必要を感じません。絵画などは常に多くの人の目にふれる
場所（ホールなど）に飾ることが好ましい事と思いますし、３，４，５，６などは創造
館でできると思います。

５０歳代 上田中央

223
日本の伝統的な芸術や工芸を子供をとうして親も体験できればいいなと思いま
す。そしてそれが後継者の発見になるとなおよいことだと思います。

３０歳代 上田城南

224
日本全国から見に来てくれるような美術館をめざし、又上田ではの地区美術品
の常設展示場を作ってほしい

７０歳代 上田中央

225
入場料、使用料等の収入によって運営出来るようなものを考えて設備すべきと
思うか？市民の創作、子供の…等は既存のものを活用を考えるべき

６０歳代 丸子地域

226
農民美術とか、活動している方々は沢山いると思うので、意欲持って活動出来
ように、ハンマープライス的な展示品にして、有名人が育つ形態会場もおもしろ
いかなと思います。

６０歳代 神科豊殿

227 箱物は出来れば作らな方が良い。大金がかゝる ８０歳以 真田地域
228 費用がかかりすぎないものを作ってもらいたい。 ３０歳代 丸子地域
229 非日常的空間で特別な時間を過せる場所 ３０歳代 神科豊殿

230

美術のみに滞らず、美術館、歴史館、産業館など総合された交流・文化施設児
童、生徒、一般（多様な）美術活動ができるＰｒａｃｅ（蚕都上田（丸子）（問４）例え
ば求める美意識もいっそう多彩多様な時代にますます拍車をかけていくと考え
られる。

７０歳代 上田西部

231 美術愛好者だけのために、税金を使うのは、不合理。設置不要。 １０歳代 上田中央

232

美術館あれば良いかもしれないけど、維持費は？“将来の子供の為”とか“過去
の遺産を”という前に現実、美術館を作ってどんな人がどういう風にうごいて、ど
う感じ？育っていくのか。どういう使われ方をして、どうとらえられるのかなど、す
べての疑問を解決してからつくってほしい。解決できないならいらない。

２０歳代 上田中央

233
美術館だけでなく、花の美術館とか図書館、博物館などの関連施設の併設も考
えてほしい。

６０歳代 上田中央

234
美術館といえるような美術館を持たぬ市は、県下の中で上田市ぐらいである。
行政にしろ市民にしろ文化的気風が少い。特にその気力が行政に少い。この際
是非美術館の建設を強く望む。

７０歳代 上田西部

235
美術館についてはあまり行かないのでよくわかりませんが、オープニング等原
田泰治さんの企画展などやっていただければ行きたいと思います。

５０歳代 川西

236 美術館の建物自体がアート的だと良い。 ２０歳代 川西
237 美術館の自立となる展示を考える。例えば山梨は「ミレー」がある ６０歳代 上田城南
238 美術館の集客力に疑問。 ２０歳代 上田中央

239
美術館の設置は、現存する施設で十分だと思います。（今現存する美術館に、
どれだけの入場者がいらっしゃるのでしょうか？売り上げは？単に、作品の展
示場のみでしたら、必要はないと思いますが。

３０歳代 上田西部

240 美術館の設置は必要ない。無駄使いだ。 ５０歳代 真田地域

241

美術館の設置は必要ないと思います。無言館の様に、この人のこんな絵をぜ
し、皆さんに見てもらいたいと言った。ぜし、展示する場所が必要で美術館を建
てるのであればいいのです。個性的であるし、館の特性も出ます。そうでなく、
合併に市が大きくなったので、美術館も必要かな？と言った発想であるならば、
箱物の必要は、まったくないと思います。私達はいい絵は、東京へ見に行きま
す。

６０歳代 上田西部



内容 年代 地域
242 美術館の中にもカフェを作ってほしい。障害者対応の美術館を。 ５０歳代 上田中央

243
美術館の必要性が理解できない。郷土の芸術家というが、そのための美術館
は意味がない。現在ある地域の施設を利用することを考えるべき。

５０歳代 上田中央

244 美術館は、軽井沢や上田市にも無言館などあるので、それよりもホールがよい ３０歳代 上田城南

245

美術館は、再来場してもらうにはかなり難しいところがあると思う。学生の社会
科見学などの万人受けにするか、マニア的なものにするか、ハッキリしたほうが
いいと思う。

３０歳代 上田中央

246 美術館はいらない ５０歳代 上田中央

247
美術館はどこにもあるので地元出身の高名者の方（広い分野で）の展示を一同
に集めたらどうだろうか。その中に併設したら如何だろうか。市民も他地区（観
光客含む）の皆様が共に楽めるものを建設したらどうか。

６０歳代 上田西部

248
美術館は既存のもので充分ではないかと思います。そのスペースを中ホールか
小ホール設置に使うべきだと思います。

３０歳代 上田西部

249 美術館は金食いである。 ７０歳代 上田西部

250
美術館は経費がかかり、絶対にペイできませんが、上田市の文化・芸術向上の
ため、という明確な目的を持つのでなければ、安易に造るべきではありません。

５０歳代 真田地域

251
美術館は県内各地にあり他地域から人を集めるとなると展示品等費用も多額に
かかる、同じような施設を競うことは上田の財政か考えても無駄である。

５０歳代 上田中央

252
美術館は集客力があってなんぼの世界ですから、この人ときめつけてしまうと
後々市民に迷惑をかけるおそれもあるので、よく考えてほしい。

３０歳代 塩田

253
美術館は他の静かな場所に設置してほしい。美関館が予定される場所は市民
会館用の駐車場にとってほしい。駐車場は一台も多くとられるよう希望します。

６０歳代 上田中央

254

美術館は当初費用やランニングコストを考え、慎重にすべき。設置するなら、市
民本位の使えるものにすべきで、常設展示館をあらためて造るようなことはす
べきでない。ましてや、有名な芸術家などの作品をわざわざ購入することには
反対。

６０歳代 上田城南

255
美術館は同じ作品を何度も見る人は限られた人だと思うので普段は自由にして
おき、年に何回か特別展が開催できればいいと思う。建物は、維持管理費にか
なりの金額が必要なので検討が必要だと思われる。

５０歳代 上田中央

256 美術館は特に必要ないと思う。 ５０歳代 上田城南
257 美術館は必要と考えない。（維持費等も高額となると思われる為） ３０歳代 上田中央
258 美術館は必要ないと思います。 ３０歳代 塩田
259 美術館は必要性に欠けると思う。 ３０歳代 丸子地域
260 美術館より博物館の方が子どもや子づれにはうけると思います。 ２０歳代 丸子地域

261

美術館をつくるのであれば穂高にあるように美術館通りみたいな町全体を見直
した方がよいと思います。長野県には小さくてもとてもよい美術館がたくさんあり
ます。わざわざ上田でつくる必要があるのでしょうか（広告もあまり出さないのに
…）いつ開催されているのかもわからない

３０歳代 丸子地域

262
美術館を作ることを前提としているようだが現在ある施設の充実をはかるべき。
一度大きなものを作ると人も維持費もずっとついてまわることをお忘れなく

６０歳代 神科豊殿

263
美術館を新設した場合、収入と支出のバランスでマイナスになる可能性がすこ
しでもあるなら建設しない。

６０歳代 塩田

264
美術館を設置するにあたって、市民や観光客が来なくては、はなしにならない。
つまり、県展規模の施設にするより、細々と部屋を区切って、たくさんの展示を
できるようにしたら、いいと思う。また、その区切りをとりはらえるようにしたら、県

１０歳代 塩田

265
美術館を設置する必要はない。経費のムダ。多目的ホールの一部に小さなス
ペースがあれば十分。

２０歳代 真田地域

266 美術館設置は必要なし。 ３０歳代 丸子地域
267 美術館的な箱物施設は必要ないと思います ５０歳代 真田地域

268 美術館等を作る前に、市域の文化水準を上げる、日頃の努力が先決と思いま
す。

６０歳代 神科豊殿

269
美術館必要なし。今の市民会館を美術館にしたらどうか。前の方の客席はその
ままにして、その絵画を大写しにして、説明ほしい（月一回位）。少し無理かな。

７０歳代 塩田

270
美術品の保官について昭和３９年前后小諸の小山美術館を見ていて、（しつけ
け対策として壁との室間を作る事とで長期保ぞん出来る。

６０歳代 上田中央

271 必要ない。 ５０歳代 上田中央



内容 年代 地域

272
必要ない。市内には池波正太郎記念館や無言館をはじめ、他に誇るものがす
でに幾つもある。それらを充実させたり援助してゆけばよい

５０歳代 丸子地域

273
必要ないと考えます。作ったけど、利用者が少なく維持費だけかかるような施設
は新たに作る必要はないと思います。既存の施設を利用する等で対応できるよ
う考えるべきと思います。それより、市民が利用できる施設が良いと思います。

５０歳代 武石地域

274 必要なし ３０歳代 川西
275 必要性を感じない ４０歳代 川西
276 不要 ６０歳代 神科豊殿
277 壁の色合い等明るくしてだれもが親しみやすい建物に。 ６０歳代 神科豊殿
278 魅力ある作品等が展示出来る施設にしてほしい。 ５０歳代 上田中央

279
無言館のような何か特色を持つ施設でないと、人が集まらないのではないかと
思います。

３０歳代 川西

280 木を植えた公園風にして。 ８０歳以 川西
281 問２は有名な美術館が出来ており、今からでは作品の購入が大変だと思いま ７０歳代 上田中央
282 優秀な学芸員をおく。 ４０歳代 丸子地域
283 有名な画家、作家の展覧会を上田市で沢山やってほしい。 ３０歳代 上田城南
284 有名な芸術家など高価なものを新たに購入してはほしくありません ４０歳代 神科豊殿

285
有名な芸術家の作品などに触れる機会があまりないので是非やってほしいで
す。月ごとに展示品がかわると毎月様々な作品を見て楽しめるので作品の更新
率は高めが良いと思います。

１０歳代 上田城南

286 有名な芸術家の作品一展を時々換えて展示されたら良いな（無理？） ６０歳代 塩田

287
有名な芸術家の展示等を希望しますが、美術館には多額の資金が必要と聞き
ます。造るのであれば、中途半端な物はいらないと思います。それなら、他の施
設にお金をかけた方が良いのではと思います。

４０歳代 上田中央

288

有名な芸術家や作品という枠にしばられず、有能な人材（学芸員、キュレー
ター）を招聘することが重要だと思います。地域性や既存の評価にとらわれず、
確かな審美眼を持ち、展覧会のために、作品や作家を選び、面白い企画を立ち
上げることのできる人材がいれば、遠くからでも人は来るし、またリピーターも増
えると思います。内外でも専門家の評価が高まれば、今まで美術館に足を向け
ることのなかった人でも足を運ぶきっかけにもなり、体験活動にも期待をもち望
めるのではないでしようか。

２０歳代 上田中央

289
有名な芸術家や美術館の作品は必要なし！！お金の無駄。美術館を作る必要
はないと思うが、どうしてもというなら、郷土の芸術家を中心としたものにしたらと

６０歳代 上田中央

290
有名な作品を通年観償出来る施設にして欲しい。地元の文化資料、作品を集合
させる。東京の美術館に負けない内容にして下さい。

６０歳代 川西

291
利用者が後にプラスになる展示、催しであれば良い。美術大生作品や、趣味の
発表の場など

４０歳代 上田城南

292

歴史や地元の文化も大切だと思いますが、観光や子どもたち、幅い年代の多く
のお客さんがくるようしないと発展しないと思うので、科学館のような、子どもが
実際に工作できるような場があったり、現代アートが展示してあると私たちのよ
うな年代でも行きたいと思います。また絵ではなくて、立体作品であったり、絵本
やトリックアート、などなにか統一された、詳しくない一般の人でもおもしろいと思
えるものがある美術館がいいと思います。

２０歳代 神科豊殿

293
同じ作品が常に同じ場所や何か月も常設するのはさけて欲しい。（小規模で良
いと思う。広い場所は望まない）

６０歳代 真田地域

294 金沢２１世紀美術館のようなレベルの高さと参加型の美術館 ３０歳代 真田地域

295
金沢２１世紀美術館を見本にしてください。 ４０歳代 神科豊殿

296
子供がな作成したり、学生さんが学習するスペースがあるとよい。図書館が古
いので困る。学習するスペースだけでなく、１０人位が集って会合できるスペー

３０歳代 上田中央

297 ジミー大西や片岡鶴太郎など、県に関係しなくても良いものを見せられること。 ４０歳代 丸子地域
298 世界規模の美術品などの展示 ２０歳代 神科豊殿

299
せっかく利便性のよい場所に作るのだから、東信地区で最大規模の企画展示
ができる施設がよい。長野、松本に次ぐ企画展示が行えるとよい。

３０歳代 上田城南



内容 年代 地域

300
展示品に金をかけて有名な作品を集めるのも良いが、そんな事をした所で上田
の町が栄えるとも思えません。

３０歳代 上田中央

301

美術館の設置はむずかしいと思います、興味がある人にはいいかと思います
が、人を集めるにはあまり意味がない気がします。身近な美術館も一度足を運
ぶとそれ以上は行きません。

４０歳代 上田西部

302 美術館は興味のない人が多くいると思うので、必要ないと思います。 ３０歳代 神科豊殿
303 子供が体験出来るコーナーが欲しい。 ４０歳代 上田中央



問４　意見・要望
内容 年代 地域

1

・カフェ等を造るなら、スーパー等にあるようなありきたりな内装でなく、外の緑と
一体となって、このカフェがあるからそこの行きたいという“おしゃれな”造りにし
てほしい。ただ飲むだけのスペースならいらない。・若手で起業したいという人を
何ケ月間とか決め、お店を出店させるスタイルも経済の活性化につながると思
います。

４０歳代 上田西部

2 ・よけいな付帯設備はいらない。 ５０歳代 上田中央

3
・学校、地域など、例えば、あまり部員の集らない部活や文化活動の交流の場
になれば、良いと思う。

４０歳代 上田中央

4

・小さい子どもが雨天でも親子で遊べる施設がほしいと思う。（長野市の門前プ
ラザ内にあるような施設）・多目的フリースペースで子育てサークルのような事
をやってもらいたいと思う。現在、各公民館でもやっていると思いますが、中心
地で年齢別などでやっていただきたいと思いました。

２０歳代 上田中央

5
・詫児室を作ってほしい。できないのなら、この施設を利用しなくなると思う。上
田市が子供に対してどう思っているかが、よくわかることだと思う。

３０歳代 上田中央

6
１，２はカルチュアーしいて貸し出すのでしょうか。いろいろの講座が今市の中に
なり教室が足りない様ですが、総てに平等なら良いのですが、１，２の様に決
まってしまうのなら必要ないと思います。

６０歳代 上田城南

7
１．について、特に若者がダンス、ストリート系パフォーマンス等の練習ができる
場（特定の開かれた場所があれば他で発散する事もないと思う。）街の活性化
には若者は不可欠。上田に若者が集う場所を。

４０歳代 神科豊殿

8 １．企業の直売、農産物卸し売り市場（直売所）２．基本的に反対です。 ５０歳代 塩田

9
１．文化交流施設（１）絵画サークル（２）文学サークル（３）福祉サークル等２．ス
ポーツ交流施設（１）野球（２）サッカー等

６０歳代 上田城南

10
１～４が可能な他目的フリースペースがあれば必要なスペースが有効利用が出
来ると思う。

３０歳代 武石地域

11 ２、３に併設したら如何がか ６０歳代 上田西部

12
２．の和室に書道とあるが会議室形式で机の部屋が望ましい書道が行えるとし
たら、篆刻や刻字等も出来るので考えてほしい

８０歳以
上

武石地域

13 ５．ほしいです ７０歳代 川西

14
５のレストラン、売店は、アリオが同敷地にあるので必要ないと思います。その
分７の多目的フリースペースはいかゞと思います。

７０歳代 上田城南

15 ６．イベントがある時は保育氏さんが欲しいね ６０歳代 神科豊殿

16

６の託児室は必要。場所はアリオ上田の１階を提供してもらい、市も補助金を出
せばよい。ホール利用者等の事も考えて夜１０時までやる。５はカフェのみでよ
い。ホールのロビーにつくり、公園の木々が見えるようにする。ホールで公演の
ない時も営業する。軽井沢の大賀ホールもそうです。私はホールの名称を「上
田蚕都ホール」と考えました。なので４はホールの一部分にパネルで紹介するく
らいでよいと思う。

５０歳代 上田西部

17 ７、で１，２，６等が利用できるようにしていただければと思います。 ６０歳代 上田中央
18 あがたの森みたいな所になればいいです。 ５０歳代 神科豊殿
19 アリーナ、運動施設が必要です。今の体育館は狭すぎます。 ５０歳代 武石地域
20 いくつもの施設でなく、綜合的な文化会館の充実で良い。 ７０歳代 神科豊殿

21 イトーヨーカ堂の集客を上手く利用できる何かを置く事ができればいいと思う １０歳代 神科豊殿

22 いろいろありすぎても利用する方法がない。 ５０歳代 塩田

23
いろいろなサークル、団体が、希望すれば借りられるような、部屋があるとよい
です。

５０歳代 上田西部

24 うつわがあっても内容が共なわない。まったく不要。 ５０歳代 上田中央

25
お年寄りが確定申告し易い設備。１階またはエレベータ付とする。（今まではエ
レベータ無しでお年寄が階段を昇っていた）

４０歳代 川西

26 かたくるしい、入りずらい健物にしないで下さい ５０歳代 丸子地域

27

カフェのみでよい。レストラン，売店はいらない。余計なのものは極力作らず、そ
れによって人件費などを節約してほしい。市の施設は、民間のものに比べて受
付などに人が多過ぎると思います。（例えばささらの湯は、受付が上下２ヶ所あ
り、人数も２人くらいずついるが、１か所で充分。人数も１人で充分ではないか。
理由者皆さん同じ意見です。その分入浴料金を安くしてほしい。）

３０歳代 上田城南



28

カフェやレストランは待ち合せにも必要だが、近くにイトーヨーカドーが出来れば
それらの施設はイトーヨーカドー内に作ってもらえば良いのでは。他の項目の施
設も近隣施設でできる所があれば新らたに作る必要はないと思う。今までに無
いものを作ってもらった方が良いと思う。

２０歳代 上田中央

29
カルチャースクールを多種類開けるような施設を作っていただき、同時にスクー
ル受講者を募ってほしい。

３０歳代 神科豊殿

30
ここには多くの世代が気楽に行ってみたいという雰囲気が醸成された空間でも
ありたい。固い一方ではなく、息ぬきの場として集まれる場も欲しい。

８０歳以
上

塩田

31
この施設には、新しく企業したい人々にまかせて欲しい。今までないアイデア
や、行動力に期待したい！

５０歳代 塩田

32 これからの時代、託児は必要。 ３０歳代 丸子地域

33
サークルなどが充実するといいなと思います。時間も土日や夕方～夜にかけて
と仕事をもっている人も通えるといいです。

３０歳代 上田城南

34 シネマコンプレックス。ライブハウス、クラブイベントなどのしせつ。 ２０歳代 神科豊殿

35

スキルアップ購習会やトレーニングセンターなど、企業も利用出来る部屋を多
く！７多目的フリースペースは、練習室と同じであえて、練習室は必要ないと思
います。東京・大井町駅前にある「品川区立総合区民会館・きゅりあん」を参考
にしてみてください。研修会など、東京の施設を利用してるので、こういう所が欲
しいです。例）夜７時～始める料理教室やＳＰＩ（勉強会でもＯＫです。）や公務員
試験など問題の問き方などを教えてくれる場所。

３０歳代 丸子地域

36

スタジオやもっと大きなライヴハウスがあると良いですね。レストラン・カフェ・売
店などがあれば人も沢山集まり活性化するのでは…文化資料などは美術館の
中に置くのでも十分なんではないかと思います

３０歳代 上田中央

37

スポーツのできる体育館が全くたりない。どこかのクラブチーム等に入いらない
と体育館が使えない。有志でクラブチームを作っても体育館を確保できない。年
齢でクラブチームに入いれないがボールを使って遊べる場所がない。

４０歳代 上田中央

38
スポーツ施設（とくに総合体育館）を作るべきである。塩田は遠い。東御市など
周辺都市にある同等の施設が上田にない（お城の中の体育館は古くて問題が
多い）

５０歳代 丸子地域

39

せっかく作るんだから、アレもコレもと作る必要はない。ワザワザ金かけて本当
に必要なものなのか、他の市の施設で代用できないかマジメに考えてほしい。
これ以上市民に税金を背負わせるのはやめて下さい。

４０歳代 真田地域

40
せっかく素晴らしいホールを作っても、小さな子供連れでは入場できないですか
ら。多目的フリースペースにしておけば、融通が効いてよいと思う。

４０歳代 神科豊殿

41

そこに行けば子供も何かやっているし、お年寄もいるという横も縦も広くつなが
れる交流施設がいい。物だけでなく市民の中の人材センターの要となる場所が
いい。建物を作りました。誰～れも利用しないでは困る。

４０歳代 丸子地域

42 だれでも気軽に利用出来、明るく楽しい雰囲気のある施設 ８０歳以 上田城南

43
だれでも自由に使える場所を作ってほしい。ダンスやバンドの練習場所になるよ
うな所も作ってほしい（若者が気軽に立ちよれて自由に使えるようにしてほしい）

３０歳代 塩田

44 だれもが気軽に使用できる雰囲気にしてもらいたい。 ３０歳代 塩田
45 できる限り多くの交流施設がほしい。 ５０歳代 上田城南
46 とくになし ４０歳代 上田西部

47

とにかく上田は、親子，家族が１日あそべる場所が、まったくない。人が上田市
以外に出かけてお金を使っている！！※商業的にも使える様なレストラン・カ
フェ・売店，託児室，多目的フリースペースなどを作って、家族づれが１日ゆっく
りとあそんで帰れる様な場所に！！

４０歳代 川西

48
どのくらいの利用頻度、必要性があるのかよく調査して作ってほしい。私として
は今のところ利用する予定はないので必要性がわかりません。

３０歳代 塩田

49 なし ３０歳代 丸子地域
50 なし ３０歳代 神科豊殿
51 なし ３０歳代 上田中央
52 ぬくもりのある外観と材質を工夫してほしい ４０歳代 川西
53 パソコンの勉強あるいは講習する場所が欲しい。 ４０歳代 上田中央
54 パソンコ設置。図書室。 ３０歳代 神科豊殿



55
バリアフリーで車イスでも気軽に行けるようにお願いします。多目的フリース
ペースど市民の皆さんの作品を展示したりとか…。

５０歳代 神科豊殿

56 ふだんから気軽に遊びに行ける様に ３０歳代 上田城南
57 フリーマーケットがいつでも開催できるスペースがほしい ５０歳代 上田西部

58
フリマや自分が作った物を自由に販売できる施設があればいいと思います。道
の駅のようなものもいいかも…。

２０歳代 上田西部

59 ホールでイベントが開催されている間利用可能な託児室 ３０歳代 塩田

60

ホールで発表することを前提に作ればいいと思う。上田市は広くなったのだか
ら、全員がそこでいろいろできるわけではないし、今あるものを使えばいいと思
う。和室や会議室（練習室と兼ねてもいいのでは？）は庁舎でも、公民館でもあ
るし、文化資料を飾りたければ、新しくする美術館や、ホールの通路（催しもの
のあいまにちょっと見られる様な感じ。）だっていいと思う。レストランはイトー
ヨーカドーにできるのでは？

４０歳代 丸子地域

61 ホールの中に、リハーサル室とか壁一面に鏡を付けたリハーサル室。 ６０歳代 上田西部

62
ホールや、美術館で特別展などある時だけで良いので、カフェや売店など充実
してほしい。夜の演劇などはアルコールの販売などあってほしい。

３０歳代 上田中央

63

ホール等の設置については反対。このような施設を創っても利用者が限られる
のではないかと思う。誰もが利用できるような大きな図書館を創ってもらいた
い。そして、図書館の一部として、多目的ホール等を設置してほしい。

２０歳代 真田地域

64
もし音楽もののホールにするなら託児室は絶対あるべき！！今、いろいろな
アーティストがライブをやるときにチケット会社と取り組むような動きを目にする

３０歳代 上田中央

65

もし作るのなら中央公民館の様な閉鎖的な設計の物は作らないで欲しい。設計
の決定前に公開すべきだと思う。４の様なものは、無駄と思います。現在ある施
設だけでは利用する人が多すぎて施設が足りないのですか？もし、足りている
なら建てる必要はないと思います。ホール以外のものをなぜ建てるのか説明が
あるべきと思います。市民会館以外の既存の建物をもっと大切に利用する考え
があった方が良いと思います。

５０歳代 上田中央

66
ゆっくりと時間をかけて鑑賞できるように、一日を不便なく過ごせるような施設を
設けてほしい

４０歳代 上田中央

67 ランニングコストのかかる箱物はいらない ３０歳代 塩田

68
レストラン、カフェ、売店は、常に営業しているようにしてほしい。レストランにつ
いては、千曲川がながめられる場所に作ってほしい。

５０歳代 塩田

69
レストラン、カフェ、売店等あれば交流施設が利用し易いと思います。近くに大
型デパートができる予定ですけど。

２０歳代 上田中央

70 レストラン、カフェなどあってもよいが品がわるいものなら無いほうがよい ５０歳代 真田地域

71
レストラン・カフェ・売店は単に食べ物を出せばよいというのではなく、センスのよ
いものを作ってほしい。

５０歳代 上田中央

72
レストランについては、横浜中華街みたいな形でいろいろなものが食べられるよ
うにしてほしい。体育館を作って値段を安くし、道具もレンタルしてくれるような所
を作ってほしい。

２０歳代 塩田

73
レストランやカフェと一緒になったような売店があれば、気軽に立ち寄えると思
います。上田市特産の食品を出すとか、サービスエリア、道の駅的な施設など
あれば良いかと思います。

４０歳代 上田西部

74

レストラン等は外部からも常に入れるようにしておけば広い大きな駐車場のある
所は出入りが楽なので人が集まるし、普段音の出る物の練習をする所がなかな
かないのでおもいっきり練習出来るスペースは欲しいです。

４０歳代 上田城南

75 わからない ５０歳代 塩田
76 維持費の抑制を。 ６０歳代 上田中央

77
一般企業から民間人まで利用できる会議室を多く設置してほしい。（上田市には
少なすぎます。）

４０歳代 上田中央

78 映画館のような設備が欲しい。 ２０歳代 上田中央
79 駅をずらして広いロータリーにする！ ３０歳代 上田城南

80
演劇の練習室というようなものは、ありそうでない。（簡単な照明設備を有するよ
うな室）そういうものがあれば面白い。

４０歳代 真田地域

81
音楽等サークル活動ができる場所がほしい。また、美術館、音楽ホールをつくる
なら、５のレストラン、カフェは必須条件

４０歳代 上田城南



82

何かを強勉したいときに参加できるような、会合が多くもたれ、市民の要望が達
せやすくなるような総合的で、いつも、他人に接し学び、生活に活力を与えられ
る場がほしいと思う。施設へ行けば、活力が得られるようなところにしてほしい。

８０歳以
上

上田中央

83
何と何が、誰と誰が交流する施設なのか、目的がわからないのに機能は語れま
せん。

５０歳代 真田地域

84
何を目的とするホールにするかで、あまりごちゃごちゃとせず、ホール中心なら、
ホールを充実させてほしい（コンサート用、講演会用）。文化会館も今はあるの
で中途半端になる。

４０歳代 上田中央

85 夏はジャズフェスティバル。県出身の活動してる方たちの発表の場。 ６０歳代 上田城南

86
華道を稽古していますが花器などに水を入れる場所流しを広くして頂だきたい。 ７０歳代 神科豊殿

87 会議室も必要だと思いますが、３つまでなので外させてもらいました。 ３０歳代 上田中央
88 絵画研修室、各種サークル活動が行えるような部屋、又は展示室。 ６０歳代 上田西部

89
外出した時に気軽に立ちよれるカフェ風の場所がほしいです。私たちの年代
が、コーヒーや、緑茶、抹茶等をのみながらゆっくりと話が出来る場所が上田に
は少ないので。

５０歳代 上田城南

90
各地域それぞれに公民館があるので、交流施設と云ってもどの程度の物なの
かわかりません。

６０歳代 上田西部

91
核家族化しているので託児室を設け、足を運びやすくするのは時代のニーズだ
と思います。

４０歳代 上田城南

92
学生の自主活動で気軽に使えるようなミーティングルームがあると良い。プロ
ジェクタ、マイク、インターネット利用可だと良い。

２０歳代 川西

93 活動的な市民をターゲットにする。買物の前後に立寄れるようなイメージ。 ３０歳代 神科豊殿

94

寒い時や天気の悪い日に大型店のゲームコーナーに子供がむらがっている。
そしてお金をそんなに大切な物としてではなくゲームにつぎこんでいる。そんな
所を見ていると恐ろしさを感じる。子供がゲームではなく楽しく遊べる施設をぜ
ひ考えて頂きたいと思います。

６０歳代 神科豊殿

95 環境にやさしい設備。また身体障害者などに配慮した設備。 ３０歳代 塩田

96

既在の公民館施設の利用率はどれくらいなのでしょうか？利用率が高く、様々
な団体が順番待ちのような状態であれば、練習室の数を多くして欲しいもので
す。もちろん、同時利用が可能なように、防音設備は不可欠です。

４０歳代 上田中央

97 気楽に入れる様に。 ６０歳代 上田城南

98
鏡のある練習室を設置してほしい。遅い時間や隣の練習室利用者に迷惑にな
らない防音設備のしっかりした練習室を設置してほしい。道具の搬入がしやす
い導線にしてほしい。

２０歳代 上田中央

99
勤労会館でヨガをやっているのですが狭いので、新しい施設にヨガやピラティス
のできる会場がほしいです。

２０歳代 上田西部

100
近くに、商業地区もあるとしたら５のレストラン等はそこで…ちょっとしたきゅうそ
く場でよいのでは？

４０歳代 上田城南

101
県外から来られる人の為にも、駐車スペースの広さと、一寸、一息休める場所
が必要です。

６０歳代 上田中央

102
県内の各地での市民活動などの情報やグループの連絡先などを紹介し、ネット
ワークづくりをたすけるようなスペースかしくみ。器だけでは交流への強い力に
はなりえない。

４０歳代 上田中央

103 現在ある施設で代用できるようなものは造らないほうが良い。 ４０歳代 塩田
104 現在ある施設を有効利用する事を心掛け、箱物施設を増やさない様お願いした ２０歳代 上田城南
105 個人の発表の場もあった方がよい。ほっと出来る公園広場水花緑がほしい ７０歳代 武石地域

106
交流という意味であればこのような施設よりも、公園をもっと広くして、憩いの場
とする方が良いと思う。

２０歳代 上田城南

107
交流施設だけだとなかなか若い年代の人達が行かないかもしれないので、若い
人達も楽しめる施設にして下さい。ライブハウスなども作ったらいいんじゃないで

１０歳代 上田城南

108
交流施設といっても本当に交流の場所になるのか。市の自己満足であって市民
にはあまり利用価値がないものでできてしまうのが今までの箱物なのではない
でしょうか。

３０歳代 丸子地域

109
交流施設といわれても？？？市役所のための会議室ということ？何でもアリは
何も生まないと思う。「多」目的→「無」目的。

３０歳代 丸子地域



110

交流施設は、行政がする時代は終った。各地域自治会単位で、補助金増額で、
地域に任せて行くべき。一部のサークルの利用施設では、税金で運営するのは
おかしい。上田市は考えが古すぎる。もっと全国の自治体経営を職員が勉強す
るべき。

１０歳代 上田中央

111
交流施設は市民の為だけでなく、上田の文化の体験できるような施設（上田紬
の体験など）観光客も呼べるようなものにするべき。

３０歳代 上田中央

112
交流施設は本当に必要なのでしょうか？建れば使うだろうと言う考え方はやめ
て頂きたい

５０歳代 上田中央

113
交流施設も大変結構ですが、それよりも病院（市民）の充実をお願いします。高
玲で病気になり遠方迄行くのは家族全員が大変です。上田市には、是非病院
に力を入れて下さい。

７０歳代 上田中央

114 公園に遊びに来たついでに、気軽に休める、おしゃれなカフェを作ってほしい。 ３０歳代 上田城南
115 高級感ある落ちついたレストランカフェ ６０歳代 塩田

116
合唱団の練習では、パート練習が欠かせないので、広くなくても良いがピアノの
ある部屋を複数必要とする。

８０歳以
上

上田城南

117 合併した町村は税金を取られるだけで何もよかったと云う物ない ８０歳以 丸子地域

118

今、ママさんブラスなど子どもがいるお母さんたちが活躍していたり、インター
ネットでつどったバンドがたくさんあったりするので、練習室と託児室はあるとい
いと思います。そこで一日中いれたり、コンクールを行った場合でもいれるように
飲食に関しても充実しているといいと思います。

２０歳代 神科豊殿

119

今や、総合芸術の施設にレストラン・カフェ・売店は付きもの。あってあたりまえ
で、なくてはならないと思います。託児室も、同様です。練習室と出来れば小
ホールも、大きな催しの時に（例えば市や県の大会、全国大会等）各団のリハー
サル室としても必要ですし、小さな催しの為の小ホールはとても需要が高いと思
います。是非、小ホールと練習室をお願いします。

４０歳代 上田城南

120
今現在上田にはこういった施設はないので、この施設ができることで、小さな子
ども～お年寄りまでがいろいろな事ができるようにしてほしい。

１０歳代 真田地域

121 災害時に備えて、フリースペースを検討して下さい。 ５０歳代 丸子地域
122 災害時に役立つ設備を設置してほしい ４０歳代 無回答

123
作品展示。オペラなど催しものに関する、品物、カードなどの販売、来場者の休
憩、軽食場所も必要であると思う。海外のオペラハウスに於いては、休憩時間
には飲物などを楽しみ。最度、演劇、オペラを楽しんでいる。（心に癒しを）

６０歳代 塩田

124 蚕から機織り体験まで出来ればいいなと思います。 ４０歳代 丸子地域

125
子育てしている親子がお弁当をもっていって食事ができ交流できるような場所
がよいと思います。

５０歳代 塩田

126
子育てでがんばるママ達が、ちょっと息ぬきのできる時間（コンサート、講座な
ど）として、託児室があれば大助かりだと思います。また、施設内にお茶のでき
るお店があればのんびり仲間どうしで利用できると思います。

３０歳代 上田城南

127 子育て世代も、安心して交流できる託児室があると良いと思います。 ６０歳代 丸子地域
128 子育て中の若い親達の参加。観賞等を願うと託児室は必要と思う。 ６０歳代 上田中央

129

子供を連れて学ぶ事は大変なので、託児室があれば、子育て中のお母さんも
趣味が続けられ、他の人との交流も出来、良いのではないでしょうか！！ストレ
スの解消にもなるかと思います。

４０歳代 塩田

130 市内外の人が集まる施設にしてもらいたい ６０歳代 丸子地域

131

市民が気軽の利用できる、いつも訪れる市民がいるようにして欲しいです。施設
を使用しない人もレストランやカフェを目的として足を運ぶような。そして、イベン
トなどの時にはたとえ有料であっても（低額で）もうけて下さい。広さにゆとりを
持って作って欲しい。

３０歳代 神科豊殿

132
市民が郷土の歴史や文化と学ぶ場所とこれ等の資料が自由展示し観られる施
設が欲しい。又レストラン等友人と歓談出来る場所があれば良いと思う。

８０歳以
上

上田中央

133
市民が集まって何かしたいとき、時間ごとでレンタルできるスペースが何部屋か
あればと思います

３０歳代 上田中央

134 市民の施設として一部の人のみの利用とならない事を望む ６０歳代 上田城南

135
市民会館をはじめ、美術館その他の充実した施設は、常々出来れば良いと思っ
ていましたが、此の処の不況で予算面がどうなのか、心配でもあります。

７０歳代 上田城南



136
市民会館以外の施設は必要ない。上田市内には、いろいろな建物があるでしょ
う。この際とばかりに重複するような施設は無駄です。

６０歳代 塩田

137
市役所等の移転が無理であれば、上田市でもう１つ作りたいと言われているク
リーンセンターを新たに作ったらどうでしょう。

４０歳代 丸子地域

138
思いわ大きくともあれも、これもと手を広げても永久監理に行き詰り（余計なこと
かも）最初わ小規模でも立波な方え（力）を入れて程しいと思います

７０歳代 上田城南

139
施設ありきからの議論はやめて、なぜ箱物が必要なのか、上田市にこの施設が
なければ市として成立しない以外は、不必要な箱物はいらない

６０歳代 塩田

140
施設利用者が急に気分が悪くなった時診てもらえる医療施設があればいいと思
います。

２０歳代 上田中央

141

私の現状について話します。川西公民館で英会話教室とエアロビ教室を週１回
づつお借りしていますが、老朽化建物にもかかわらず清潔で使用料無料、しか
も予約が取りやすく、利用者が非常に多い。有がたく思っています。一方、木彫
教室の山本記念館は、ひとことの説明もなく追い出され、現在は中央公民館を
借りていますが、借料高く、しかも予約がとれにくく、利用日は朝夕あいさつをし
て管理室の前を通りますが、”おはよう”などと返事が返ってきたことがなく、気
分的にも良くありません。主役は市民であることを忘れて欲しくありません。

６０歳代 川西

142 自由な時間に小さな子供を連れて遊びに行かれる物があればいいです。 ３０歳代 上田城南
143 自由に使える部屋が欲しいです。値段も安く、授乳室も必須です。 ５０歳代 上田城南
144 若い人達の元気と熱気がほしい。 ６０歳代 塩田
145 習い事などもできたらいいと思う。 ３０歳代 神科豊殿

146

住宅地区もあるので、会社帰りなどで立ち寄る事が出来るレストランやカフェ
（小規模）なものや、深夜でも立ち寄れるコンビニの設置。フリーマーケット，屋
外ライブ（ストリートライブ）などのできるスペース。

２０歳代 上田中央

147
小さいもので、分散しないと、ここに人が多く集ってしまいます。上田市全体を考
えて、それぞれの地域で楽しむことができるようにしてほしい。大きくなくてい

７０歳代 塩田

148
小さな子どもづれや特にトイレトレーニング中の子やお年よりの方のためトイレ
スペースは広くせいけつで明るいトイレがよい

３０歳代 神科豊殿

149
小さな子どもを預けてカルチャースクールのようなものに参加できれば小さな子
どもをもつ母親としてはとても嬉しい。息抜きにもなるし、平日昼間の利用も増え

２０歳代 上田城南

150
小さな子供がいても利用しやすい様に授乳室や、ベビーカーなどのかし出しな
どをしてくれるといい。

２０歳代 神科豊殿

151
小さな子供がいるお母さんも気をつかわず、ゆっくりコンサートなど楽しめれば
いいと思います。きれいな公園の緑を見ながら、おいしいコーヒーがのめるカ
フェがほしい。おいしいランチがあるような。

２０歳代 塩田

152
小会議室（２０名位）の部屋をいくつか設け、学習会等に使えるようにして欲し
い。１０部屋位。

６０歳代 神科豊殿

153 障害者が自由に参加・利用できるような施設。 ６０歳代 丸子地域
154 障害者対応の施設を望みます。 ５０歳代 上田中央
155 上田にカフェやレストランが少く不自由な所（さみしい所）と思います。 ７０歳代 上田城南
156 上田の人は新しい物が好きで、すぐにあきる。いらない。 ４０歳代 神科豊殿

157
上田は観光地上田城周辺にもこれといったおみやげやさんもなく、又、お店がで
きてもすぐに閉店してしまいます。客量にかかわらず、上田市で維持してほしい
と思います。

４０歳代 神科豊殿

158
上田を映画の街として観光産業に活かせてゆくためには、上田市での資料展
示、また真田十勇士の郷土としての展示アピールをしていけばいいと思う。

５０歳代 塩田

159
上田市としての特色を十分取り入れたレストラン、だれもが気軽に利用できる施
設の設置を希望します。

７０歳代 神科豊殿

160 上田市の文化や歴史の展示できるスペースもほしい。 ７０歳代 上田城南
161 上田市の文化を訪れた人が感じることができる施設 ３０歳代 神科豊殿

162
上田市は多目的ばかりで、ゲートボールじょうが、ほしいです。上田市と、いって
も、前の上田市です。上田はあまりゲートボールじょうがありません

６０歳代 上田城南

163
上田市民であれば誰でも無料で使える練習室（防音）が複数部屋あると良い。 ３０歳代 上田西部

164
上田市民体育館が古いので大きな新しい体育館がほしい。駐車場がかなり狭
いし！自然運動公園だけじゃ足りない

１０歳代 塩田



165

上田城に観光客（バス）が桜の時期だけでも１，０００台来ているのに、食堂、売
店等なく、他地域に金が降りている。バス５～１０台分の客が入れる食堂をぜひ
作って上田市にお金が入るようにすべきである。名古屋城には市営の大食堂が
あり、大繁昌していた。

６０歳代 川西

166
上田創造館の展示室，丸子文化会館の和室の稼動率はどんなでしょうか？も
てあましているようだったらいらない。某科学館のフリースペースも問題視され
ていた。

４０歳代 丸子地域

167
上田発の長野、日本、世界に誇れるような、発信的な場所が望ましい。（展望的
に…）

３０歳代 上田中央

168 城下町上田として落ち着きのある外観で、市民が誰でも利用出来る施設。 ４０歳代 上田城南

169
場外馬券売り場を作ってほしい。佐久に対抗するにはこれしかないと思います。 ３０歳代 川西

170 常に多目的用途に応じられる事が好しい。 ５０歳代 真田地域
171 情報施設の整った図書館等もあれば便利 ３０歳代 川西

172
食べ物を売る所はおいしいものがいいなぁ、と思います。食べ物がおいしいと人
が集まるし、寄ってくると思うので。

５０歳代 丸子地域

173 信頼の出来る託児室。 １０歳代 武石地域

174
森のような環境。町中でも又いきたいと思えるような所にしてほしいなど…思い
ますけど。他にそのような所が多いので、その点よくわかりません。

５０歳代 上田西部

175
真田、丸子、上田にそれぞれ文化会館があるので、それらとは異なった施設が
よいと思う。

５０歳代 上田中央

176
人々が集合して来るからには、飲食等はかゝせないと思っています。ぜひこの
様な憩いの場がほしいと思います。○印はしませんでしたが、託児室も設備して
あればと思います。

６０歳代 上田中央

177
図書館。どうして上田市の図書館はあんなに使えないんですか？マルチメディ
ア化してもっと使えるようにしてほしい。

２０歳代 上田中央

178
図書館も併設されているともっと良いと思う。（茅野市の駅前には、市民会館
ホールにつづくフリースペース、図書コーナーがありいいと思う。）

２０歳代 神科豊殿

179
図書館や料理教室もできるような調理室もあったら、きっと多くの人の利用がで
きると思います。

２０歳代 丸子地域

180
吹奏楽部や軽音楽部の人が気軽に手軽な値段で使える、防音の練習ルームが
あったら良いと思います。

２０歳代 塩田

181 水族館，ビアガーデン，映画館 ２０歳代 上田西部

182
赤ちゃんがハイハイしても、あぶなくないような、ママ達の交流が安心してできる
施設があってほしい。

３０歳代 丸子地域

183 設備機材等あまり金をかけない事。 ７０歳代 上田西部
184 前問と同じ ７０歳代 上田中央

185
総合文化都市をめざし、観光・産業・教育を含め、ゆとりと充実したセンター施設
となって欲しい。

６０歳代 上田中央

186
多方面で使用出来るスペースがあるとよいと思います。出来るだけ多くの市民
が使用出来るよう、広さ，部屋数，借り安さを考慮していただきたい。

４０歳代 上田城南

187
多目的フリースペースは室内スポーツ施設の機能を備えたもので大小多種類
のスポーツが出来ること。将来オリンピック種目が予想されているボウリング・Ｋ
－１・弓道が出来る場所を作って欲しい

６０歳代 川西

188
多目的フリースペースを、小さい子供（０～３才）までの子供のイベントを、たくさ
んそこで行ってほしい。そうすることによって、たくさんの育児をしているおかあさ
んと仲よくなったり子供も、ストレス発散や伸び伸びと遊べるから。

２０歳代 上田城南

189 多目的ホール、中、小ホール会議室も多い方がよい。 ７０歳代 上田中央

190

多目的ホールで、例えばコンサートをする場合、コンサートの前に多目的フリー
スペースで何か小さな催しをするようなこともできると思います。家族で上田にき
て、家族みんなで楽しめつつ、さらに大人だけでも楽しむことができる。その間
は子供を託児室に預けておけばよい。このように家族でも、大人でも楽しめる上
田をコンセプトに交流施設・催しを行っていくのが今後の上田のために良いので

２０歳代 上田中央

191 多目的ホールで充分。いろいろなことに対応出来る空間で良いと思う。 ６０歳代 真田地域
192 多様な交流施設におけるｍａｎｍｅｒが十分学ベるような配慮 ７０歳代 上田西部
193 体育館がない。恥ずかしいです。１０万人都市なのに！ ５０歳代 塩田



194
体育館がほしい。バスケットコート２面で観客席が広い建物。大会が上田で開ら
かれればうれしい。駐車場も広い場所があればほしい。

５０歳代 上田西部

195
大きなイベントに耐えられる練習室。（また、学校機関で使用でき、各コンクール
にむけた練習室）

４０歳代 塩田

196 大型スクリーンの設置。 ４０歳代 上田中央

197
大人から子供まで利用できるような、フリースペースがよいです。合間に、お茶
ぐらい飲めたらいいナと思います。

４０歳代 塩田

198 大勢の市民が使い易い場となるよう徹底して考えていただきたいと思います。 ５０歳代 神科豊殿

199
大勢の人が集まる所。有料の喫茶、食事所は必要ではないか。イトーヨーカドウ
とタイアップする。

７０歳代 丸子地域

200

託児室は特に必要と思います。子育て中の母親が参加出来るイベントが上田に
はあまりにも少なすぎます。私自身２人の子育て中は託児がなければ、参加出
来ないイベントが多くストレスを感じる事が多かったです。現在も何人かの子供
を抱え会ギなど参加している母親を見かけると何とかならないものかと思いま
す。こういった企画に是非、子育て経験のある女性の方に担当して頂きたいとさ

４０歳代 丸子地域

201
単に一部の人の練習室ということではなく、講習、啓蒙活動など、一般に広く活
動できるように企画してほしい。

２０歳代 上田城南

202 地域の特産物を発売する売店等もあれば良い。落ち着けるカフェ等。 ２０歳代 真田地域
203 中高年の人が気がねなく習う事が出来る施設 ６０歳代 上田中央
204 駐車場 ４０歳代 川西
205 駐車場を広く取ってほしい。 ５０歳代 川西
206 長野市の「じゃんけんぽん」みたいな託児施設があるといいなと思う。 ３０歳代 上田中央

207 都会へ出なくても、技術を手にする事が出来るように、将来性を考えてほしい。 ５０歳代 丸子地域

208
都心部の施設なので、大人だけの活用場所だけではなく、生徒（児童）さん達も
自由に活用できる使いやすい場であると良いと思います。

４０歳代 上田城南

209 特にありません。 ５０歳代 上田中央
210 特になし ６０歳代 神科豊殿
211 特になし ３０歳代 塩田
212 特に託児施設は充実すると、利用者（来場者）が激増すると思います。 ３０歳代 上田城南
213 特に必要ない気がする。 ２０歳代 上田中央

214
販売が可能な多目的フリースペースが欲しいです（例、手作りマーケットｅｔｃ…） ４０歳代 上田中央

215
美術館とレストランは切り離せないと思うので、ちょっとこじゃれたレストランｏｒカ
フェがほしいです。

無回答 無回答

216 美術館は規模を縮小してでも１，２，３，６，７を充実させるべきと思います。 ６０歳代 上田城南

217
美術館は必要ない気がする。上田市に作る必要があるのか？お金をかけて
作っても見てくれる人が少ないと思う。

３０歳代 丸子地域

218 美術館有りきを前提の質問はおかしいのでは？ ５０歳代 川西
219 必要で、多くの人が使えることを有先 ４０歳代 塩田
220 必要と思います。 ８０歳以 上田中央
221 必要ナシ ７０歳代 丸子地域
222 必要なし ３０歳代 川西
223 必要ナシ ６０歳代 神科豊殿
224 必要なし ５０歳代 上田城南

225
必要な機能として、レストランやショップを考える理由。レストランやショップな
ど、今後常に入館者の満足度を高める努力が必要になるため。

６０歳代 上田中央

226
文化会館、公民館等との関連や上田市全体の中での役割りのようなことを考え
てほしい

５０歳代 上田中央

227
文化交流の意味でも日頃から、人が気軽に集まれるスペースとして、計画して
いただきたい

４０歳代 塩田

228
文化資料館、美術館は、現存する施設で十分だと思います。多目的に使用でき
る施設を望みます。

３０歳代 上田西部

229

文化資料展示室で上田の文化財を一同に集めた展示会等を是非開催していた
だけたらと思います。書画、仏像、彫刻‥‥等々市内にまだ埋まれている個人
所有の美術品も是非発堀して発表していただけたら市民の郷土に対する愛着も
増すでしょう。美術館では敷居が高すぎて展示が困難なものでも文化資料展示
室なら展示が可能だと思います。

６０歳代 塩田



230
文化資料展示室は理想だが参観者が一順すれば火が消えたようになることま
ちがえなし。レストラン、カフェも希望したいが参入業者はいないはず。いたとし
ても稼動率悪く撤退される可能性高く、余計な設備はせずイトーヨーカ堂を利用

６０歳代 上田中央

231

目的や内容にあわせて料金や時間を分けて、一部の人たちに占有されるような
ことがないようにしてほしい。小中学生の使用は無料、保育関連は無料、コーラ
スやスポーツは○○○○円～など、社会人だけでなく、子供やこれからの上田
市を代表するような人たちに使用できる機会を増やしたい。

２０歳代 上田中央

232
問２で書いたように必要な施設は別棟木造として城下町上田らしい施設にする
べき。コンクリート，鉄骨はなじまない！！

６０歳代 上田中央

233
問２に書きましたが、防音の音楽練習室（スタジオ）が安く利用できたら良いです
ね。カルチャースクールにも利用ができると思います。

５０歳代 上田中央

234 役員会議が出来る場が欲しいです。 ３０歳代 上田中央

235
幼い子連れで練習やお勉強に来られた人も託児して自分の目的を充分に達せ
られると良いですよネ。

７０歳代 上田城南

236 利用時間はＡＭ７時～ＰＭ１１時位とする。 ４０歳代 丸子地域

237
練習室、会議室には展示パネル、スポットライトを併置（移動式）する。飲食はさ
せないこと。

６０歳代 上田中央

238
練習室→一番、人との交流が出来る場になる気がする。レストラン・カフェ・売店
→時間をつぶせて、この場がないとつまらない。託児室→子供がいる人は行き
たくても行けないため必要。

２０歳代 無回答

239 練習室だけでなくリハーサル室がほしい。 ２０歳代 上田城南
240 練習室は個人で使える様な部屋もあればいいなぁと思います。（楽器） ４０歳代 上田中央

241
練習室をもうけることによって、一般の人たちが、多くつかえた方が便利。また、
売店等で上田にしかないものを売ったり観光客目当てに、託児室があれば、子
ども連れの親も文化的な体験ができるのではないだろうか。

１０歳代 塩田

242
カフェというよりも、城下町という事を意識した茶店（抹茶を飲ませてくれるよう
な）がよいと思います。

３０歳代 上田中央

243 子供が楽しめるスペースを作ってほしい。 ３０歳代 上田中央

244
子供を見てもらえるところがほしい。小学校のこども館は高学年は入りにくい状
況なので放課後子供が過ごせる場所がほしい。

３０歳代 上田中央

245 小・中・高生の交流の場所 ２０歳代 神科豊殿

246
託児室には、幼児書などの図書館ようなものがあると良いと思います。 ４０歳代 上田中央

247
他の公民館やささらの湯、あいそめの湯にならないようなもので、ニーズの高い
ものがあれば・・・。

３０歳代 上田城南

248
男性用トイレにもおむつ交換台が欲しい。または身障用トイレの充実。（ジャスコ
上田店は良い。）

４０歳代 神科豊殿

249 とにかく駐車場を確保してほしい。 ３０歳代 神科豊殿

250
バー、鏡の設置と床のリノリウムやコンパネを敷ける仕様にしてほしい。ダンス
用の施設がなく、不便なので。

２０歳代 川西



問５　意見・要望
内容 年代 地域

1
“上田には、すごい公園、広場があるそうだよ。”特急あさま、信濃鉄道からも見
える広さを体感できる緑の公園が理想です。

６０歳代 上田城南

2

「静」と「動」対象な物をねらう方がいい。ホールがにぎやかなら公園は静かに過
ごしたい。美術館の後にゆったり過ごすかにぎやかに過ごすかその時の気分に
よるが、中心地に住む人だけが楽しめる公園の考えも必要だが落ちつきのある
公園がいいと思う。

３０歳代 武石地域

3

『真田幸村忍者村』というような、子どもが遊べるような施設がほしい。県外の人
に「上田って何があるの？」と聞かれるが、「上田城」と言えるくらいで他に何も
知らない自分が悲しく思うことがあります。子どもの時から上田について学べる
施設が必要だと思います。

２０歳代 真田地域

4
・「東御市」の公園は、参考にする価値はあると思う。（特に、子供連れの親の、
休日の姿はいい）

４０歳代 上田中央

5
・トイレの充実・小さい子供と親が楽しめる公園（安全で）・東御市民公園にある
ような公園の中のモニュメント（よくわからないもの）などはおかないでほしい。意
味がわからない。その分、スペースを広くしたり、遊具を増してもらいたい。

３０歳代 丸子地域

6
・ドッグラン等があるとよい。（子供のいる場所や芝生の場所には犬は入れない
で欲しい。）

３０歳代 塩田

7
・子どもが楽しめるような公園・広場はよいが、何か事故・ケガが起きると今はす
ぐ徹拠してしまうので必要最低限の遊具でよいと思う。・親も子も行きやすい公
園・広場がよい（子どものたまり場にならないような）

３０歳代 神科豊殿

8 ・子供を連れて遊びに行ける、行きたいと思う公園にしてほしい。 ３０歳代 上田中央

9
・暑い夏など小さな子供が水着とサンダルであそべるような川、水がふきでる池
などが本当に欲しい。・野外コンサートのできるスペース芝が欲しい。（トイレも

４０歳代 上田中央

10 ・特に必要ないと思う。・自然が豊富であり、改めて、造ることない。 ５０歳代 上田中央
11 ・遊具等があった方が、子供連れには嬉しいし、行きたくなると思います。 ３０歳代 上田城南

12
１，２のように自然が一杯の公園の中にホールを含めいろいろな施設を作る方
が良いと思います。

６０歳代 上田中央

13
１，４の空間があるべき。スペースが広いとこであれば、若者が使いやすいし、４
があれば子どもも使いやすい。つまり、全ての市民に使ってもらうことを意図す
るのであれば、遊具重視にしてはいけない。

１０歳代 塩田

14 １．基本的に反対です。 ５０歳代 塩田

15

１は芝生のみの広場のまわりにベンチを置く。木製のベンチにする。２はイメー
ジとしては林の中を歩いているような感じの公園。遊歩道はぬかるまないように
コンクリーとにして、直線ではなく、山の小道のように、ゆるやかに曲がってい
る。道の両側には落葉樹の木が続き、ツツジなどの花木もある。花はフクジュ
草、スイセンなど手入れをしなくても毎年自然に咲く花に限る。パンジーやマリー
ゴールドなどのカラフルな花はやめてほしい。犬の散歩は禁止し、上田城址公
園の方で犬の散歩はしてもらう。

５０歳代 上田西部

16 １番～４番全てふくまれている公園がいいと思います。 ２０歳代 無回答

17
２と３は矛盾しているが、花や緑を適度にあしらい、ホール等と関連付けて催し
ができる公園広場が良いかなと思った。２番を完壁に満たしているのが、上田公
園だと思うので、ほどほどでいい（自然は）４も、上田公園に既にあるので、いら

４０歳代 神科豊殿

18

２番の緑が多いのもいいのですが、あまり多すぎてしかくになり、若者のたまり
場になるのは賛成できません。見とおしの良い公園にしてほしいのと、遊具等が
多いと上田城にある公園の様に一部の公園デビュー的なかたいイメージになら
ない造りにしてほしい。

３０歳代 上田中央

19

あづみ野国立公園はとてもよかったので参考にできるのなら、あづみ野公園の
ような場所にしてもらいたい。水あそびができ遊具であそび混虫観察もできる、
そんな自ぜんいっぱいの場所が本当の公園だと思っています。

３０歳代 丸子地域



20

いくらよい公園を作っても、使う人間のマナーが悪ければ何にもならない。特に
犬などを散歩している人間のマナーの悪さには耐えられないものがある。犬の
フンをそのままにしたり、少し砂をかけたり、植木の中にかくしたり、そういう人が
あまりにも多く、どこもかしこも汚く感じる。真剣に犬のフンの後しまつについて
取りしまり強化や罰を与えていくべきだ。

３０歳代 上田城南

21
いずれにしても千曲川の川べりにあり、水害の恐れあり。それを計算に入れて
施設を作って欲しい。

７０歳代 上田中央

22
いつも散歩に行かれる様なフンイキのある空間があれば必然と人も集まって来
ると思う。

５０歳代 上田中央

23

イベント（上田市の物産店的な）のようなものができる広場がほしいと思う。４番
に○したが、大人も子どもも楽しめる公園、広場がいい。

２０歳代 上田中央

24

ウォーキングができ、木の下にベンチを多く設置しゆっくりした時間が過せるよう
に。花や緑は充分に必要だと思います。建築物が周囲の緑の木々にマッチする
ように。

６０歳代 神科豊殿

25
ウォーキングコース。子供の遊園地。ピクニックや読書の出来る広場等。コース
毎に整備してほしい！！

５０歳代 川西

26 ウォーキング等が出来るようにして欲しい。 ３０歳代 上田西部

27
お散歩や、ランニングするスペースがあればいいと思います。また、子供達が自
転車で遊べるスペースもあるといいと思います。

４０歳代 神科豊殿

28
お城下の駐車場では、ちょっと狭いようなので、ジョイントができる広いしばふの
公園がほしい。

２０歳代 塩田

29 カフェを作るのであれば、公園や広場にテラスがほしい。 ２０歳代 塩田
30 カンチガイ致しました。済みません ８０歳以 上田中央

31
きれいな公園、広場を保つためにも、マナーを徹底できるような、環境を整えて
欲しいです。

２０歳代 真田地域

32
これからは、お年寄りも気軽に利用できる公園やストレッチ等ができるような遊
具があったらよい。日常的に寄れる場になるような広場であってほしい。

４０歳代 上田城南

33 コンクリート敷をなくす ６０歳代 上田城南

34

サッカーやバドミントンなどが、みんなで楽しくできるようなスペースを作ってもら
いたい。また、桜などを植えて春には花見ができるような感じもいいのではない
かと思う。

２０歳代 塩田

35 サッカーやフットサルができるコートが欲しい。 ３０歳代 上田中央
36 ジョギングコースをつくってほしい。 ４０歳代 丸子地域
37 シルバーマークの老人でも気軽に駐車できる広い駐車場。オシャベリの出来る ７０歳代 丸子地域

38

すぐ近くに上田城があり、花見等の時期以外は静かで広々しており、児童遊具
も充実してきたので、それと似たようなコンセプトの公園は必要ないと思う。

３０歳代 上田中央

39
スペースは可能な限り広く屋外の催しやイベントが開けること。子どもは勿論、
大人や老人たちが１日中楽しめる公園・広場、リサイクル広場・フリーマーケット
のスペース作って下さい。

６０歳代 川西

40 すべての、年代の人達が楽める公園、広場であってほしい。 ６０歳代 塩田
41 そもそも市民公園，広場のスペースがせますぎる。４，４００ｍ２では何も出来な ４０歳代 上田中央
42 ただただ樹木と里山の植物があれば十分。 ５０歳代 上田中央

43
ただ芝の広場とかではなくきれいな水と緑があり木かげがありベンチがあり…で
ないと人はこない。小さな森のようにしてバーベキュースペースがあるともっとい
い。

３０歳代 上田城南

44

ただ単に広々としたスペース、というのも魅力的。しかし、ここは施設と関連付け
たい。ストリートパフォーマンスの延長のようなものの開催も、イメージしたい。

４０歳代 真田地域



45

だれでも参加が出来る手作りタコ揚げ大会、季節はずれのハネつき大会、ファミ
リーをまきこんで楽しい場所にしてほしい。河川じき等を利用してのタコ揚げ手
作りしたものを使用。季節なしのハネつき大会、メンコ、こままわし等、ファミリ、
若者が参加する。

６０歳代 塩田

46

デイキャンプ、キャンプ、オートキャンプなどできる自然な空間がほしい。たとえ
山の中でなくても自然環境が整っていれば良い。無理な開発など必要ない。市
の体育館も古く不便です。Ｖリーグが呼べるくらいの体育館を作って下さい。

４０歳代 神科豊殿

47 できる限り人工物を排除し、自然、生物の順環が体験できる様な公園がほし ２０歳代 上田城南

48
トイレの充実（シルバートイレやウォシュレット機能、ジェットタオル）。敷地内無
制限禁煙！！

４０歳代 上田中央

49 ドーム型トランポリンが上田市にも欲しい。 ３０歳代 上田中央
50 とかく若者のたまり場になりがち。そうなると利用しにくい。治安を良くして！！ ３０歳代 丸子地域
51 とくになし ５０歳代 塩田
52 どこの市町村にもありますが専用のゲートボール場をぜひお願いします。 ６０歳代 上田城南
53 ドッグランなどがあると良い ４０歳代 塩田
54 ドッグランの様な広場があると良いと思う。 ３０歳代 真田地域

55
とにかく、子供が楽しく遊べる公園にしてほしい。（水辺や遊具の充実）スポーツ
が出来る場所（サッカーやテニスなど）があると良いです。

３０歳代 上田中央

56 とにかくもっと公園を広くしてほしい。木（緑）を多く植えてほしい。 ２０歳代 上田城南

57

とにかくゆったりとできる施設。上田の街は空も山も空気もとても美しいと思いま
す。千曲川の河川敷との一体開発も視野に入れていいのではないでしょうか？

５０歳代 塩田

58 なし ３０歳代 丸子地域

59
バスケットボールコートやテニスコートなど自由に使える公園を利用できたらよ
いと思います。公園の周囲には、トラック（ウォーキングやラニングのできる）を
作ってみるのもよいと思います。

２０歳代 神科豊殿

60 バリアフリー車イスでも行きやすいようにしてほしいです。 ５０歳代 神科豊殿

61

ヒートアイランド効果を視野に入れ、環境都市を目指すと、目的意識が見えると
考える。子ども向け遊具はあるに越したことはないが、それは催し物でカバーし
たい。是非子ども向けのイベントを。

４０歳代 上田城南

62 ペットの出入りがＯＫというスペースもほしいです。 ４０歳代 塩田
63 ベンチ（イス）を置いてもらいたいです。 ６０歳代 上田城南

64
ホールの（入る）入場列が長くなっても解りやすい広場になれば良いと思いま
す。公園は、別の場所にし、分散した方が良いと思います。公園は無くし、ホー
ルや交流施設を大きくしてください！

３０歳代 丸子地域

65 もっと広くてもいい。 ３０歳代 神科豊殿
66 もっと灯を。 ８０歳以 川西

67
ゆっくりと落ち付ける場所が、街中にはあまり無いので散策したり、周辺で軽い
ランニングが出来る広場が良いですね。東御市に芝生広場がありますが、あの
様な感じが良いです。

４０歳代 塩田

68 ゆったりとしておちつける公園がいいと思います。 １０歳代 上田城南
69 ランニングが出来るコースがあるといいと思います。 ２０歳代 上田中央

70

愛知県春日井市の落合公園のような公園がいいです。スペースが広く、池もあ
り、お花見もでき、緑も多く、すごく心が癒される公園です。バーベキューができ
るスペースもあります。ベンチに腰かけ池でもながめながら、のんびりゆったり
できる公園ができると嬉しいです。

３０歳代 上田城南

71 安心して子どもから、お年寄りまであそべる広場に。 ３０歳代 神科豊殿

72
安全第一。小さい子供からお年寄りまで、みんなが居心地良く感じられる場所で
あって欲しい。（イス、トイレ、水道の充実も必要。）又、授乳室もあると大変助か
る。

３０歳代 神科豊殿

73 安全面にも配慮された公園が良いですね。あとバリアフリー。 ３０歳代 丸子地域

74
以前ＪＴにあった桜の木が多く切られてしまって本当に残念。大きな木々と美し
い花々のあふれたような、あまり人工的でない、自然な公園であってほしい。

２０歳代 上田城南

75
以前は緑がたくさんありました。今は以前の姿はなく、モグラが穴をほっている
ような気がします。少しさみしいです。

４０歳代 上田中央



76

以前創造館横の芝生公園でやっていた「クラフトフェア」のようなイベントに利用
出来るような公園。音楽村の野外ステージのように公園にステージを作って「う
えだジョイント」（県外の野外フェス）のような野外音楽イベントが出来ると若者も
盛りあがるのでは

４０歳代 上田中央

77 維持にお金や手間があまりかからないように作ってほしいです。 ３０歳代 上田城南
78 維持費の抑制を。 ６０歳代 上田中央

79
一年中美しく保てる公園にするには、草花の様なものは、なかなか手入れが大
変なのでしょうか、あまり常に美しい草花を見たことがないので花木の様なもの
を植えられると良いと思います。

５０歳代 上田中央

80 一般的，平均的もので良い。 ７０歳代 上田中央

81
一面芝生の広いスペース以外無もいらない。災害などに対応出来るよう希望し
ます。貯水、トイレ、ヘリポートなど。

４０歳代 上田城南

82 雨が降っても子供と楽しめる様な公園 ３０歳代 上田城南
83 雨の日や寒い時期でも遊べるような場所が欲しい ３０歳代 上田中央
84 雨天でも雨をしのげる場所、芝生の上で楽しめるスペース等あるとよいです。 ５０歳代 上田西部
85 屋外ステージを設置してほしい。 ２０歳代 上田中央

86
屋外ホール等を設けて欲しい。３，０００名位。東御市の中央公園も参考にして
欲しい。

４０歳代 上田城南

87
屋外演奏ができるような公園はどうでしょうか？（近くに住宅があるので難しい
かもしれませんが）駐車場のスペースも広く必要と思うので、バランスよく確保し

４０歳代 上田中央

88 屋根がついていて夏は涼しい休憩場があったらいい。 ３０歳代 塩田
89 何年か後には、森になる位の木を植えてほしい。 ６０歳代 上田中央

90
夏のイベントに屋外ステ―ジ等、あったらどうかと思います。回遊式な庭園、水
の流れに落差のあるように配慮。

６０歳代 上田中央

91
夏場の日よけとして木立は望みますが、余計な建物を一斉建てない緑地帯を望
みます。どこにでも腰をおろせるような。

５０歳代 神科豊殿

92 河辺なことを活かしてつくれないか？ ４０歳代 上田中央

93
花がたくさんあり、みんながゆっくりできる様な所。ただ、心ないほんの少しの人
のせいで公園があらされたり、夜花火をやってゴミを片付けない若者のたまり場
になったりしない様にしてほしい。

４０歳代 上田西部

94
花の咲く木を植えるなら、桜－○－○と次々に楽しめるようにしたらどうでしょう
か。クラフトフェアやフリーマーケットなど、人が集まる企画。

５０歳代 上田中央

95
花屋さんで販売している季節花を植えてあるようなものでなく全体に季節を感じ
させる里山のような緑豊かな公園。

５０歳代 上田中央

96
花見ができると良い。せせらぎ等をつくり、水あそびのスペース。駐車場を多くし
てほしい

３０歳代 神科豊殿

97
花壇等作くるは簡単ですがあとの維持管理が大変です。特に夏場の水枯れで
枯れる事がないよう充分な配慮が必要だと思います。時々街路樹などでみかけ
ますが心苦しいものがあります。花壇の設計段階から考慮する事が大事だと思

６０歳代 塩田

98 花木のせん定なども定期的にして頂いて、いつも美しい公園にしてほしいです。 ４０歳代 真田地域
99 皆が気楽に立寄れる場所 ６０歳代 丸子地域

100
外で催しものができたり、軽く運動ができるような自由につかえるスペースであ
るといいと思います。

２０歳代 神科豊殿

101 各、地区にある公園等広場の整備に力を入れてほしい。 ７０歳代 神科豊殿

102
各地で災害等があるので、上田市としても市民がひなんできる広いスペースが
必要ではないか？（例えば仮設住宅を建てるような）学校や校庭は、子ども達
の場所として確保した方がよいと思う。

５０歳代 上田中央

103 管理しやすければいい。管理に多額の費用がかかるようでは困る。 ４０歳代 丸子地域
104 危険な遊具・さびる様な資材料ははぶいて安全を考えて下さい ６０歳代 神科豊殿

105
器具の安全や花等の育成の継続には人が必要。となると資金も必要なのでム
ダな投資だと思う

１０歳代 神科豊殿

106

基本方針は決定されていて、工事も９月から始まる予定であったのに、今このア
ンケートというのは何故なのでしょうか？遅いのではないでしょうか。実は何も決
まっていなかったの？と感じてびっくりしました。公園と住宅だけでも良かったの
かなとも思いました。本当に必要なのかなと考えています。

５０歳代 上田中央

107
季節的に特徴のある花などを植えてみては。巨額の投資をしても一部の人しか
歩いていない施設とならない様にしてほしい。

５０歳代 真田地域



108
休めるベンチを沢山作ってもらいたい。水の音にはいやされるので、手で触れら
れる様な仕組みの場所をお願いしたい。障害者にやさしい整備を望む。

５０歳代 上田中央

109
休日に家族や友人とゆっくり過せる広～いスペースって上田市にはありませ
ん。休みの日にお弁当食べたり散歩したり、子供も遊べたりそんな場所があれ
ば素敵じゃありませんか？必らず上田市のシンボル的場所になると思います。

４０歳代 上田城南

110 弓道場。特に遠的の道場。 ７０歳代 上田中央

111
近くの住民だけで、わざわざ車で行く事は無い。行くからには、それ相当の施設
でないとなかなか行けない。

５０歳代 上田城南

112
近隣住民が気軽に散歩したくなるような公園が欲しい。立地的に松本の県の森
公園みたいなのがよいと思う。維持費とかも考えて、無駄にこったものにはせ
ず、シンプルなのが良い。

２０歳代 上田中央

113 金のかからないように。芝がほしい。 ４０歳代 丸子地域
114 景観美しく整え、上田のシンボル公園としてほしいと思います。 ６０歳代 丸子地域
115 警察署が近くに出来るので、子供が安心して遊べると思います。 ３０歳代 丸子地域
116 犬などを散歩できるスペース。ドッグランなどもあるとよい。 ４０歳代 上田城南
117 犬も連れて行けるような、広場にして頂きたいと思います。 ３０歳代 塩田

118
現在ある施設の使用頻度から考えて、ホール・文化施設は必要ないと考える
為、アンケートの回答として、とくにないを選びました。

５０歳代 上田中央

119 現在ある樹木をなるべく残して欲しいです。 ６０歳代 上田中央

120
現存する樹木を多いに利用しこれからの高令化社会に向けて木かげで本でも
読めるようなゾーンがあればと思っています。

６０歳代 上田西部

121
現存の木を残しつつ、木陰のたくさんある公園、広場。人工的でなくありのまま
を利用して。上田も市街地の気温が上っているはず。

４０歳代 上田城南

122
交通機関（車）２４時間駐車出来る大駐車場を（５００台）設けて下さい。有料で、
人を集めるには駐車出来る場所があれば、集って来る

７０歳代 塩田

123
交流、文化施設は新たに作る必要はなし。市民公園・広場にすべてのスペース
を使ってほしい。充分な駐車場を確保し、気軽にピクニックやバーベキューを楽
しめるような設備が有ると良いと思う。

３０歳代 川西

124
公園、広場のスペースを、できるだけ大きく、とって欲しいです。木がたくさん
あったらうれしいです。施設は、市民会館のみでよいと思います。

５０歳代 塩田

125
公園・広場に行くにしても、車の使用が見込まれます。十分な駐車スペースも考
えていただきたいと思います。

５０歳代 塩田

126 公園が少ないので、子供があそべる公園にしてほしい。 ３０歳代 上田中央
127 公園には長い々いスベリ台がほしい。食事が出来る所がほしい ６０歳代 塩田

128

公園はあってもいいと思いますが、どうせなら中途半端なものを作らずに、ロン
ドンのハイド・パークのようなものをＪＴ跡地そっくり使って作ったらどうでしょう。
新幹線で都会の人が来て、一日中何もしないでボゥーとしていられ、精気をやし
なって都会へ戻っていく、くらいな。

５０歳代 真田地域

129
公園は維持に委託料がかかりすぎる。アクアプラザの横公園見ればわかるだ
ろ！

１０歳代 上田中央

130
公園も広場も結構だがやはり維持管理は大変だと思う。市民からボランティアを
募って草取り、清掃とかやって頂いたらいいと思う。

６０歳代 塩田

131
公園や広場に遊びに行く為だけにはでかけていかなので。上田城跡公園も近く
にあるし。

３０歳代 上田中央

132
公園や広場は作ったら、何もしない事が多い。（典型的な箱物行政）これからは
１年の中で４テーマ位もうけて、そのテーマにそった変化をつけていく。そうすれ
ば常に市民の憩いの場になると考えます。

４０歳代 川西

133 公園広場の管理をしやすい設計にしてもらいたい。 ５０歳代 塩田

134

公園等のデザインを投票でしてほしい。コンテスト方式。上田市に素敵な公園が
あるから行きたいと他市からも来るようなものを希望したいです。（資金がかか
るかもしれないが長い目でみれば、いい物はいい。となってくれると思う）

４０歳代 上田西部

135
公共用地全部を落葉樹の森林公園とする。北側を流れる用水から水を引き中
央を清流の川とする。とにかく子孫に借金のつけをまわさないこと。

６０歳代 神科豊殿

136 広く、緑がある環境にして下さい ２０歳代 上田中央

137
広くのんびりと家族でも癒されるような芝生のある公園が良いです。また、屋外
コンサートができるように、舞台もあれば良い。

１０歳代 神科豊殿



138
広くゆっくりと落ち着いて過ごせる公園が上田市にはないので、作ってほしい。
家族でのんびりとピクニックができるようなものが良い。遊具は、あえてなくて良
い。

４０歳代 上田中央

139
広く自由な場所は快適だと思う判明子供たちが遊ぶなか誘拐なども考えられる
し公園をよごす者などがいる。監視カメラなどはつけられないものでしょうか？

３０歳代 丸子地域

140 広く大きいプールなども整備してもらえるとうれしい ３０歳代 神科豊殿
141 広場はそんなにいらないので体育館がもっとほしい。 ４０歳代 上田中央

142
広大な土地だからこそ芝生、木影が多く、憩える場所であって欲しい。（年齢を
問わず）上田市内にも多くの子ども、家族連れが集まるように！

３０歳代 上田中央

143

国や県などの管理上のワクを越えた「千曲川」の活用（浦野川合流点にもある
が大屋～下半過，塩尻までの全面的な水の美しさの拠点となる市民公園であり
たい）。

７０歳代 上田中央

144 今、必要なのは「いやし」の空間だと思う。 ４０歳代 上田城南

145
今ある樹木をできるだけそのままに緑の公園。維持管理費が少なくても気持ち
良く過ごせる公園を望む

５０歳代 上田中央

146
今の上田公園みたいな感じが好きです。街中なのに静かで、昼間はなんとなく
子供の声が聞こえて…。木かげにすわって本が読めるような空間がいいです。

４０歳代 丸子地域

147
今は車社会なので駐車場の出入口をいくつも作ってもらいたいと思います。何
でも公演が終ると出口にとても車が並び、あぶないです。

６０歳代 丸子地域

148
今も夜中の上田駅周辺には、残念な若者たちが沢山たむろしています。そうい
う輩が溜まらない工夫をしていただけたらと思います。

３０歳代 川西

149 昆虫等などが生息できる森林に近い整備。 ５０歳代 上田城南

150

催しものを開催できるようなスペースがあると嬉しいです。スペースが広く自由
に過ごせる…というのは少し首をかしげました。やはり２ばんのように自然を大
切にすべきではないでしょうか。自由に使えば当然ゴミのポイ捨てや不法投棄と
かいうものの問題も避けられないのではないでしょうか…と思います

３０歳代 上田中央

151
最近、大型店舗の遊具で子供を遊ばせている姿をよく見かけます。健全ではな
いなと感じています。安全で安心な公園が欲しいと思います。（市内には少ない
と思います）

３０歳代 上田中央

152
最近ペットづれでもなかなか遊ばせる所がありません！！ドックランを作って頂
けるとありがたいです。

５０歳代 塩田

153 最後のページに書いてしまいました。 ６０歳代 上田中央

154
災害時の仮設テント及び仮設住宅用地としても利用できる様広場として整備の
御願いしたく思います。

５０歳代 丸子地域

155 災害時の避難等にも利用出来るよう広いスペースを ６０歳代 上田城南

156
災害時の利用、衣・住・食の管理倉庫も建設してあればよいのではないでしょう
か？

５０歳代 丸子地域

157 作った後の点検整備等はおこたらないようにしてほしい。 ３０歳代 塩田

158
作られた公園ではなく、問４にもある様に新しく参加する市民や団体等が、少し
づつでも整備して行き、完成のない永続的な事業展開を希望します。

５０歳代 塩田

159 桜の木をもっと植えてほしい。今の木は切らないで。 ５０歳代 上田城南

160
散歩に行って楽しい場所になると良いと思う。駐車スペースも、沢山確保して欲
しい。

３０歳代 川西

161 仕事サボッて昼ねできるような場所 ２０歳代 上田西部

162

子どもが安全に遊べる清流（地下水を使い）を（せせらぎビオトープ）緑を…各年
代年齢層癒しの空間が望ましい。多様な嗜好に対応できる構想に基ついた…
整備が必要。近隣、遠方（首都圏）から、人が来る（集まる集める）多彩、多様な
ｅｖｅｎｔも可能な、総合的な整備。

７０歳代 上田西部

163
子どもが自転車・三輪車など自由にこげる平らで整備された広場がほしい。ベ
ビーカーの乗り入れもスムーズな方が良い

３０歳代 神科豊殿

164 子どもの遊具は、安全面を重視したものであって欲しい。 ５０歳代 上田西部

165
子どもも、お年寄りも集える公園、イベントもできる、例えば…東部中央公園の
ような公園がいいです

３０歳代 塩田

166
子どもを大切にした設備や遊具をふんだんに取り入れた公園・広場の設置、そ
して、親もともに楽しめるような設備の設置を望みます。

７０歳代 神科豊殿



167
子ども達が水遊びをしたり緑の中で遊んだりと、自然の中で安全に伸び伸びと
遊べるスペース。大人がのんびりとくつろいだり散歩をしたりすることができるス
ペースと子どもから大人までが楽しめる公園にしてほしい。

４０歳代 真田地域

168
子ども達が不安なく心から楽しめる様な公園。又、広場では犬が散歩出来る様
な家族が思いきり楽しめる様にしてほしい。

３０歳代 塩田

169 子供が安全で安心してあそべる公園にしてほしい。 ２０歳代 川西

170
子供が来れば、親も来る。子供に好印象を与えれば、２度３度と来るし大人に
なっても来る。又子を連れて来る。遊具等多くし楽しい広場がほしい。

６０歳代 川西

171 子供たちが安全に伸々と遊べる所。中・高年の散歩コース…。 ５０歳代 神科豊殿
172 子供の遊園地を目的としたものではなく、１、２を中心に整備してほしい。 ４０歳代 上田西部

173

子供を安心して遊ばせられるだけでなく、年齢を問わず、気楽に立ち寄る事が
出来る様な公園。夜間でも安全性を考え、明るく、見通しが良い事。鳥などの動
物に対しての苦情が出ない事。お年寄でも歩き易い様、舗装設備がされている
事。（段差，ベンチ，障害物など）ゴミを不法投棄されない対策など。

２０歳代 上田中央

174
子供を連れて公園に行く時に思いつくのは東御中央公園、坂城の公園です。上
田公園へわざわざ遊びに行くということはありません。他の地域の様に大きな公
園がほしいです。

３０歳代 上田城南

175
子供達が遊具で楽しく遊べる施設がよい。今、沢山遊具が危険だといってなく
なってきていて、自分が子供の頃より、遊び場が少なくなっている気がする。安
全な遊び場を作ってほしい。（お金のかからない）

２０歳代 塩田

176
子供達が力いっぱいボール投げ等しても、周囲に迷惑がかからない位広いス
ペースを上げられるように、つくって戴ければうれしいです。

６０歳代 塩田

177
子供達を連れて行って楽しい公園広場が上田にはないです。雨天でも行かれる
ような点も配慮していただきたいです。

４０歳代 神科豊殿

178
子供中心の公園・広場の整備ではなく、大人から年寄り迄がいやされるような、
のんびりできる公園・広場を望みます。

７０歳代 丸子地域

179
子供中心の公園にしてほしい。あと、公園に噴水を作ってほしい。暑い夏など子
供が遊べるし涼しげがある。緑と花もたくさんあれば心が和む。道はコンクリート
じゃなく、子供が転んでも危なくないように暑いけど、アスファルトは？

２０歳代 上田城南

180 子供連れで行くには自家用車の駐車スペースがないと無理。 ４０歳代 無回答

181
市をいくつかのブロックに分けて周期的に年何回の清掃、整備活動をするよう
に企画するのが好ましいと思う。

６０歳代 上田城南

182 市民の税金を必要として整備するなら、市民全員が利用できる、芸だけの広場 ６０歳代 塩田
183 市民も遠来の客も楽しめるものにしたい ６０歳代 上田西部

184

市民会館の移転が前提であるのであれば、市民会館にお金をかけ公園などは
敷地はかくほしておき、市民会館の運営が起動に乗ってからその場に合った公
園を作ってもいいのではないか。あらゆる所にお金をかけて、市民会館自体が
中途半端なものができても人は集まらないと思う。市民会館は今までになく（本
格的）立派なものを市民がよろこぶものを健てて欲しい。

２０歳代 上田中央

185
市民公園・広場は市の中の名地域にあるので不自由はしていないのではない
か。施設の充実に力を入れた方が良いと思う。

８０歳以
上

上田城南

186
市民公園としては、現在の市民会館施設を取り壊してこの一帯を整備し、今回
の広場は駐車場を思いきって広く取って欲しい。

８０歳以
上

塩田

187
市民全体（特に高令者）が癒されるような公園（緑地多い）が望ましい。特に遊
具等の大規模施設は不可。広々とした緑地。

７０歳代 上田城南

188
死角の少ない、たまり場になる事なく、催しのない日にも、明るく健全で保たれる
ようお願いします。近くに上田公園や、その下の広場もありますので、同じような
ものは必要ないと思います。

４０歳代 上田城南

189

私の家では孫達が来ると、東御市の公園か松本市のアルプス公園へ行きま
す。広々として遊具もあまりなく、子供が自由に芝の上を走ったりして遊びます。
自然の樹木も多く鳥の声も聞こえて来ます。でもＪＴの跡地のスペースではそん
な広い公園はむりの様に思います。市民の森も、塩田自然公園も作っても市民
はあまり利用していません。他の市のまねごとの様な事をチョコチョコ盛りだくさ
んにするのではなく、これが上田市だと言った特長のある事を何か一つでもよい

６０歳代 上田西部

190

私の住んでいる所からは距離もあるので、気軽にちょっと行く、と言った感じで
はないので、多少の距離でもわざわざ行ってみたくなるようにして欲しい。整備
された、このような大きな公園もすてきですが、上田市には小さな公園がないで
すね。とても残念に感じています。

３０歳代 神科豊殿



191
自然に満ちあふれる、いこいの場作りが重要だと思います。信州らしい長野県ら
しい山や川とマッチングする、市民公園を望みます。一部の者しか使わない、行
く場ではなく、誰もが行きたいいこいの場を望みます。

５０歳代 真田地域

192
自然環境がよく、家族、親子で安全で楽しめる場所スペースが広くとれればマ
レットゴルフ、テニス等出来ればいいですね。

６０歳代 上田中央

193 自然災害の避難場所としての考慮もお願いしたい。 ６０歳代 神科豊殿

194

自動車や自転車などは中に入れない様に。造園業者や市の職員が、机の上や
利益のためだけで設計施工しないでほしい。あくまでも自然に近いいこいの場
所に。色々なタイルや、コンクリートを張りめぐらした様なものはすぐいたんでき
ます。欠けたり浮いたりしてくると本当にガッカリです。

６０歳代 上田中央

195
七色に変る噴水があるといいかな。足の裏を刺激するような石をしきつめた道
のような物。

６０歳代 上田城南

196
室内テニスコートの需要が多く、毎年ものすごい人が並んで予約をとる状況が
続いています。他にもあるかもしれませんが、テニスコートのように塩田，古戦
場ともに３００人以上が並ぶような市民に需要ある施設を増やすことも大切かと

４０歳代 上田城南

197 芝と樹木が茂る広場を中心に ７０歳代 川西

198
芝のある広場で自由に、みじかに出来る。キャンプ、バーベキユウ場、（市内で
も出来ること。）

６０歳代 上田中央

199 芝の生えた広い公園がほしいです。（東御市のような） ３０歳代 上田中央
200 芝生が一面に整備され、イベントで利用可能な広場 ２０歳代 川西
201 芝生にスペースを十分に取る ５０歳代 丸子地域

202
芝生のスペースがあったり、ウォーキングやサイクリング用に整備された所が
あったり、遊具等も多いと、家族連れでいっても楽しめる。また噴水があると、夏
場は楽しめていいと思う。

２０歳代 神科豊殿

203 芝生やふん水など、気軽に遊べるスペースが良いと思います。 ３０歳代 武石地域
204 芝生やベンチを設置していただきたい。あづまやなど日影の場所も欲しい。 ５０歳代 神科豊殿

205
芝生を一面にしきつめて昼寝や犬のさんぽなどができる公園にしてほしい。千
曲川の水を公園に引き入れてそこでみんなが遊べるような一角を作ってほし

３０歳代 塩田

206
芝生公園の周りに少し子どもたちが遊べる木の遊具（アスレチック的なもの）が
ある様な、お弁当を持って家族で出掛けられたら一日すごせる様な場所にして

４０歳代 神科豊殿

207 芝布公園 ６０歳代 神科豊殿

208
車イス、ベビーカーでも楽に通れる道。子供用トイレ、おむつ替えスペースの充
実を要望します（着替えスペースがあるとなお良い）

３０歳代 上田中央

209
車や自転車で行っても、駐車、駐輪場が整備されていて欲しい。できれば、屋根
つきの駐車場（夏は暑くなるから、車内が）。トイレも、おむつ替えのできるス
ペースや、子供用の便座の用意してほしい

３０歳代 上田中央

210 手入れがゆきとどいた安全な環境 ５０歳代 上田中央
211 樹木が多く、ベンチ（石）がいろいろ設置してある事。（春夏秋冬） ６０歳代 上田中央
212 樹木の多い中散歩の出来る場所 ６０歳代 丸子地域

213
樹木を多く植えてほしいです。ただ芝生や池ばかりでなくお願いします。今後、５
０年、１００年先を見すえた構想をお願いします。

６０歳代 上田西部

214 出来得れば上記の１～４までを含めた巾広い公園や広場であって欲しい。 ８０歳以 上田城南

215
春は桜が楽しめ、夏は噴水と緑の芝、秋冬は家族で軽くスポーツなど楽しめる、
広い自由なスペースが良いです。

４０歳代 塩田

216
商業地区があるなら、ファミリー層に目を向け、子供も楽しめるようにするといい
と思う。

３０歳代 上田中央

217
小供用遊具等が片隅（広場等の）に散見されるか、遊具等の各地域に集中して
高度専門的施設が必要。

６０歳代 丸子地域

218
少子化が進む今、子供が楽しめる、又は子育てしやすい地域にした方が、将来
を考えた時に有意義だと思います。

２０歳代 上田中央

219
松本のアルプス公園や、東御市中央公園みたいにアスレチックや小川（カニ等
いたりする）や緑があり、自由に飛び回れる公園を望みます。

３０歳代 上田城南

220 松本市あがたの森公園のような芝と木のバランスのとれた公園がいい。 ２０歳代 無回答
221 上記１～４のすべてに○をつけたいです。 ４０歳代 上田中央

222
上記の１、２が満たされれば十分です。よくをいえば、芝生のある広場で犬や猫
が入らないようになっている公園、広場であってほしい。

６０歳代 上田中央



223
上記の家族で交流施設で楽しむなら、きっと家族でご飯を一緒に食べたいと思
うはずです。少しの遊具は必要だと思いますが、大きなスペースに綺麗な芝生
だけでも、充分過ごせると思います。

２０歳代 上田中央

224
上田には誇れる公園がひとつもない。子供のことを何も考えていないのかと思
う。子供の施設→親同伴→にぎわい，活気，経済効果，交流を理解して。

３０歳代 丸子地域

225
上田には芝ふの植えられている広い公園がないのが残念。東御みたいな。ふ
んすいもないし。

３０歳代 神科豊殿

226
上田は公園が少ないと思います。車でもでかけられ、自由に遊べる（お金などか
からない）公園が欲しいです。

３０歳代 塩田

227

上田橋の上下の千曲川石岸はマンションやつぶれたカラオケボックス等立って
いてイメージが悪い。それを補うには緑を増やすしかないと思う。季節によって
色のかわる木々、桜等をうえると春は花が咲き、夏には緑、秋は紅葉と冬は黒
い樹となり、いいと思う。またはつつじなど。

４０歳代 塩田

228
上田公園の遊具も数が少なく感じます。アスレチックコースなどもあれば楽しめ
ると思います。

３０歳代 上田中央

229
上田市には本当に公園広場が少ないと思います。子供達が楽しみながらゆっく
り遊べる公園広場がぜひほしいと思います。

６０歳代 神科豊殿

230 上田市は花壇等緑が少なく感じられます ４０歳代 川西

231
上田市内のテニスコートが充実していないのでテニスコートを造ってもらいた
い。（特に西コートは、大会を行うようなテニスコートではない。）

５０歳代 上田中央

232
上田市民が天気の良い日に子供づれで遊びに行けるような芝生の公園等が良
いのではないでしょうか。また、イベントも出来るようなスペースもあればと思い
ます。

５０歳代 川西

233
上田城と尼ヶ淵（公園）との一体感がとれるように設計されたい。（上田の個性を
つくる。）

７０歳代 塩田

234

上田城のやぐら下広場とさほど離れた場所ではないので、お互いの立地を有効
的に生かし、うまく住み分けさせた利用ができれば尚良いと思う。ｅｘ．千曲川に
近いことから水を使って遊べる噴水や、ホールを利用し屋内外両方を使ったイ
ベントなど。

３０歳代 上田城南

235

上田城の花見に行った時ですが、駐車スペースが全くなくて夕方は城の下の駐
車場が半分くらい空いていたのに入場させてもらえませんでした。公園北側の
特別駐車場も５時までということで大型バスなどは入っていかれたのに、地元の
市民が気軽に花見にいくことができないというのは、どうなんでしょうか。風林火
山人気で、すっかり観光地化した今、駐車場の確保にも気を使って欲しいです。

４０歳代 塩田

236

上田城跡公園の整備と合わせて考えてほしいです。子どもが安心して遊べる場
所、のんびり過ごせるスペース、ホールでの催しがあった際には、ホール外の公
園でも一緒に楽しめるような利用のできるスペースになってくれたらいいと思い
ます。

４０歳代 丸子地域

237
上田地域には芝の公園がないような気がします。親子で遊びまわれるような広
場があるといいです。

３０歳代 真田地域

238 常にきれいで、賑わいのある、公園、広場にしてほしいです。 ３０歳代 上田城南

239
常に整備されていることが重要と考える。公園等造った時はきれいだが、時間
がたつと草だらけ→旧上田市は特にひどい。

５０歳代 上田西部

240
常に整美されていると、心が癒されます。あまり無理をせずにいつもきれいで使
えるような程度の自然環境、水、花、緑があるとよいと思います。

４０歳代 上田中央

241
色々な目的で集まると思うので風雨に対応できて、千曲川の四季を感じ取れる
河川敷活用も有りかな？

６０歳代 神科豊殿

242

信州に住む私達は、青い空、白い雲、緑の山、おいしい空気と素晴らしい環境
にかこまれています。このことではお金をかけることはない。せっかくＪＴの跡地
が、大部分もイトーヨーカ堂や住宅にとられ、残念だ。広い駐車場、立派な市民
会館が夢だった。

６０歳代 塩田

243
親が子供を自由に遊ばせる安全性（不質者、危険な動物が進入しない。）警備
員、託児所（保育士の在中）

３０歳代 神科豊殿

244 親水広場やフリーマーケット、バーベキュー等水事などできると楽しい！ ５０歳代 上田城南



245
水と花と緑といった環境作りのほかに、近年、高齢者の孤独死の多い世の中
で、老人の憩いの場として、老人と子供達のふれあいの場作りを検討してほし
い。

６０歳代 上田中央

246
水花緑を多くすると維持費が大変になる。そのことをよく考えてほしい。“自由空
間”がこの場所にはふさわしい。

６０歳代 上田城南

247 水辺があると良いと思います ２０歳代 塩田
248 水辺も（せせらぎ）など ７０歳代 上田城南
249 水辺を感じることができる広場。グラウンドははだしで歩ける仕様に。 ３０歳代 神科豊殿
250 整備されすぎた公園は望みません。 ５０歳代 上田城南

251
整備された公園も必要でしょうと存じますが土地が広く使えるのなら植物園を
作って欲しいです。併し、小規模なら止めた方が良いと思う。

７０歳代 上田中央

252
清潔で、緑が多く、芸術性があり、癒される公園にして欲しいです。休日に行き
たくなるような公園を。

２０歳代 上田中央

253 静かで落ち着ける場所に ６０歳代 塩田

254

先日東京で行った公園にあったように、緑の芝生広場で自由に親子連れが体を
動かし、となりの水道がいくつかある広場ではグループでバーベキューが楽し
め、そのとなりには花や木を中心にした植物園、そのとなりには子供たちが夢中
で遊べるアスレチックやバスケットゴール…そんな巾広い利用で、休日大にぎわ
いの公園がぜひほしいです。

５０歳代 上田城南

255 千曲川がずっと見える様にして下さい ６０歳代 上田中央

256
千曲川の水を取り込みめだかがおよぎ、ホタルがとぶ様な川。ジョギング等でき
ること。

４０歳代 塩田

257

千曲川を利用した（川水）、錦鯉や、塩田鯉の泳ぐ日本庭園。それらを見ながら
美術館を利用したり（遠くの山々が映える公園）できれば真田一族にゆかりのあ
る風情で整備されていて和室から茶道をしながらくつろげる庭園。庭園内には、
上田特産の名菓が味わえたり上田紬での応対だったり、県外者が庭園を利用し
たことで上田市内の宿泊施設や老舗和菓子店等に寄ってゆきたくなるような趣
向があるといいかと…。そうすることで、市民も利用しやすく、又、伝統・歴史・誇
りを感じることができるかと思います。上田駅からは、かわいいミニバス（小布施
町で運行中）が出るといいかと思います。

４０歳代 塩田

258
川が近いので、川遊び（つり、バーベキュー等）が安全にできる整備がされてい
れば、楽しそうです。

４０歳代 上田中央

259

全体の大きさのわりに公園の割合が小さいように感じます。木陰が多く芝生が
多く休めるスペースがあり、ちょっと出かけたくなるような場所にしてほしいで
す。せっかくの広い場所があるのに、芝生のある公園が小さいと、あまり行かな
くなってしまいます。（旧丸子町のカネボウ跡地の公園のように、おまけのような
場所にならないようにしてほしい。）

３０歳代 丸子地域

260
全天候型の屋外ステージがあると便利だと思います。広場はホールでもよおし
がある時は駐車スペースとしても利用できるようにして欲しい。

３０歳代 上田西部

261
創造館隣りの長池公園のように夜間不良少年のたまり場にならないようにして
欲しい。

６０歳代 上田城南

262
他の施設があるので駐車場の心配りはしなくていいと思うけれどその分とびだし
など安全面に心配がでてくるので、出入り口は少なく柵をしっかりしてほしいし、
溝や段差などもなるべくなくしてほしい。

２０歳代 上田城南

263

他県にくらべ、大きな緑地の多い公園が非常に少ないと思う。屋外催事のため
に年間を通してただの駐車場になるよりは、何もなくても散歩できるふれあいの
場となるスペースを設けてもらいたい。あがたの森公園や昭和記念公園のよう
な整備は難かしいかもしれないが、市街地に「そのようなスペースがあることに
意味があると思う。

２０歳代 上田中央

264 多勢の市民が利用できる場所にしてほしいと思う。 ５０歳代 神科豊殿

265
大きい公園が中心に地区に小さい公園が点在している形がのぞましい ３０歳代 神科豊殿

266

大きなアスレチックで、子供達がいろいろ遊べる公園にしてほしい。（坂城びんぐ
し公園のような）ツリーハウスもあるとステキです。子供が遊んでいる時、大人
が休める、木陰もたくさんあるといいと思う。トイレは充実させてほしい。オムツ
がえもちゃんとできるように。（男性トイレにも）

３０歳代 上田城南

267 大きなふんすいを作ってほしい。 ２０歳代 神科豊殿
268 大きな木が有る公園がいい。 ３０歳代 塩田



269
大型の建物のおかげで上田中央の気温が上がるので、緑を多くしてもらいた
い。ペットのフンなど衛生面の注意。

４０歳代 塩田

270
大人と子供が同じスペースにいるのは無理がある。子供は楽しく、大人は静か
に過ごせるように区分してほしい

４０歳代 上田中央

271 誰もがのんびりゆっくりできる公園がいい。 ３０歳代 上田城南

272

地区の公園はなかなか整備されず古い遊具草ははえ遊べなくいつも東御市の
中央公園やお城の公園に行っている。子供も少ないので、大きな公園にたくさ
んの遊具があれば子供も集まってくると思うので、ぜひ子供達のために子供が
喜んで遊べるものにしてほしい。

３０歳代 神科豊殿

273
中国の公園のように市民が集ってそれぞれの運動（太極拳、ヨガなど）ができる
広場。子供が走れるスペース

５０歳代 上田西部

274 中心だけ良くなるような計画はやめて欲しい ８０歳以 丸子地域
275 駐車スペースの確保と、それにともなって安全の確保をお願いしたい。 ３０歳代 神科豊殿
276 駐車場，スペース等も充実してほしい。 ５０歳代 上田中央
277 駐車場スペースが広いと良いと思います。 ４０歳代 真田地域

278
駐車場などにスペースを取られると思うので、あまり広くはできないと思うので、
見て楽しめる庭と休けいできる場が有ればよい。

５０歳代 丸子地域

279 駐車場のスペースも広くしてもらいたい ６０歳代 丸子地域
280 駐車場の件は心配ありませんか。 ７０歳代 川西
281 駐車場の整備・場所をしっかり検討してほしい。 ３０歳代 塩田
282 駐車場を広くほしい ８０歳以 丸子地域
283 駐車場を広く確保して欲しい。千曲川提防道路を拡幅して欲しい。 ６０歳代 川西
284 駐車場を多くとっていただきたい ６０歳代 神科豊殿

285
長野南運動公園のように芝生の多い公園。花とかあまり金のかかるものは必要
ないと思う。遊具は少なくても良いが小さい子供が動き回れる公園。

５０歳代 上田城南

286
低迷している上田市の活性化を図るように全体バランスを考慮した整備をお願
いしたい。

４０歳代 塩田

287
定期的に上田物産展ができるようなスペースをつくった方がいいか、それとも自
然豊かな公園にするなら、上田物産を売る店は施設内に常施するか。

３０歳代 上田中央

288
都会の公園・広場との差別化を考えて整備して下さい。できるだけ自然を残し豊
かに！！どこにでもあるものだけは是非回避願いたい

６０歳代 上田中央

289

土日はフリーマーケットが催けるスペースがほしいです。お昼寝やバドミントン
ができる芝生のスペースがほしいです。ソフトクリームやたこ焼を買って、芝生
の上で食べたりできたら楽しそうだと思います。サイクリングコーズがあって、自
転車で公園を一周できたらいいと思います。野外イベントのできるステージが
あったらいいと思います。

２０歳代 上田西部

290
冬の間も使えるように。サンルーム、テラス、ひなたぼっこなどできるとよい。子
どもが楽しめるために遊具は必ずしも必要ではありません。小さな山、林、芝す
べりのできる坂など。トトロの「メイとさつきの家」のような休憩室。

５０歳代 丸子地域

291

東京から来た友人から「上田は緑の少ない街だね」と、よく言われました。確か
にその人の住んでいる場所は緑が多く、歩行者やサイクリングも楽しめる道が
ある。木々に囲まれたその道は、夏涼しく、多少の雨も平気、車道との間には木
が植えてあるので何となく安心な道で、「上田にもこんな道があったらいいのに」
と行くたんび思いました。

５０歳代 上田中央

292

東御市，長野市，坂城町，佐久市，松本市などへ出掛けて、公園で遊ぶ事を考
えれば、逆に、そちらから上田市へ来る事も十分考えられる！！芝公園，アス
レチックや遊具，水辺公園，小動物園，サイクリングロード，バーベキュー設備。
広い駐車場，多目的トイレは必須条件と思われる。

４０歳代 川西

293 東御市にある芝生公園みたいのがとても良いと思う。 ２０歳代 上田西部

294
東御市の中央公園によく行くのですが、あのような芝生と樹木で構成された、
ゆったりとできる公園を希望します。公園の下に駐車場や、倉庫（災害対策用
の）などの設置は考えていますか？

無回答 無回答

295
東御市の中央公園のように、水遊びが出来る場所（ふんすいなんかがいい）
や、のんびりすごせるように芝がよい。

３０歳代 神科豊殿



296

東御市の文化会館のそばにありますあれは公園でしょうか、緑地が多くそのま
わりはマラソンも出来る位の周うらやましくみてきました。周囲は桜に囲まれて
いました。中央は芝生です。また行ってゆっくりしたいと思いました。そんな公園
を希望しています。

７０歳代 塩田

297 動物とのふれあいの場がないのでそういう施設を作ってほしい。例，ドッグラン １０歳代 上田城南
298 動物ペットも連れていける場所がほしいです。ドッグラン等の施設。 ５０歳代 上田中央
299 特になし ６０歳代 神科豊殿
300 特になし ５０歳代 丸子地域

301
特に子どもが安全にすごし、楽しめる公園。子がころされない（死亡）管理体制
を作るべきだ。

６０歳代 上田西部

302
特に幼ない子が遊べる公園が上田には少ないので安全な遊具の沢山ある公園
が必要だと思う。トイレなどもオムツや手洗いに重要なので子供も使いやすい配
慮が欲しい。

２０歳代 丸子地域

303
日かげスペースもあるとうれしいです。大きな木の下にベンチでもあるとゆっくり
できます。

３０歳代 上田中央

304 日影が多く、清潔感溢れる公園・広場 １０歳代 武石地域
305 日除けのあるスペース ４０歳代 川西

306
日曜日、家族でバトミントンしたり、ランチしたり、芝が広い範囲であるような、そ
んな広場があったらいいな。

３０歳代 丸子地域

307
入口あたりに道の駅があったら、いつも利用でるきし催物の時も駐車場が両方
とも便利に使える。

５０歳代 上田西部

308
買い物を兼ねて、ゆっくり過ごせる様な広場、公園がいいですね。家族で、友人
で、高齢者にもやさしくて…

６０歳代 上田西部

309 美術館とかいらないから。公園を大きくしたらいいと思う。 ２０歳代 上田中央

310
富士ロックとまではいかなくても、野外ライブ、フェス等も行えると集客につなが
ると思う。

２０歳代 川西

311 幅広い年代の人が楽しく過ごせるような公園や広場ができたら、良いと思う。 １０歳代 真田地域

312
噴水などもあり、夏に子供達が水着でも遊べるようなスペースのある広場がほ
しい。また、季節の花がたくさん咲いていて、人物のバックにして写真を撮りたく
なるような公園。

３０歳代 神科豊殿

313
文化施設としても、公園的なスペースがとれるのであれば、広々とした芝の広場
もあっていいと思います。

４０歳代 塩田

314
豊殿地区でよく市民の森を利用するが、わしば山荘のたてかえを考えてほし
い。かなり古く、きたない為、ぜんそくの方は宿泊できない現状である。とても良
い施設なのでもっと整備をきちんとしてほしい。

４０歳代 神科豊殿

315
無闇に水花緑を多くするより、人が使うことを最優先にして欲しいなぁ、と思いま
す。

５０歳代 丸子地域

316 明るく死角のない公園にして下さい。 ４０歳代 神科豊殿

317

木があり日陰がある場所がほしいです。保育園や幼稚園入園前の子どもたち
が遊べるスペースが特にほしいです。（長池公園の遊具は小学生用なので）家
族や小さなこどもをつれて行き、お昼をたべながら一日すごせるような場所を、
本気で考えて下さい。

５０歳代 上田城南

318
木かげがあちらこちらにある、風が通り抜けると気温が下がるような木の小路が
ある、広場を期待します

３０歳代 上田中央

319 木かげのたくさんあるような広場にしてほしい。 ４０歳代 上田城南
320 木が多く、日かげある公園 ４０歳代 上田城南

321

木や緑が多く、夏場は噴水など水涼があって落ち着いた公園であって欲しいで
す。また、夏場の公園は暑く、避け気味になるので日よけのある場所があるとよ
いと思います。公園内に遊具が多いと何となく落ち着かないので、遊具等の場
所とは分けた方がいいと思います。（子どもは、自然の中でも充分遊ぶことはで
きます。）小さい子どもからお年寄りの方まで、いろんな世代の方が気軽に楽し
め集える公園であって欲しいです。

３０歳代 神科豊殿

322 問４同上。安全第１！！！信頼第１！！！ ３０歳代 上田中央

323

問５では、２，４に○をしましたが、１も加えてほしいです。また、せっかくの木を
切ってしまったので、木を植えてほしい。これから老人が増えるので老人がゆっ
くり散歩できるよう緑を多くし木陰を作ってほしい。また、そのような老人と幼児
が一緒に楽しめるような、優しい公園にしてほしい。

３０歳代 上田城南



324

夜、犯罪さえおこらなければ良い。高校生がたむろしたりするのはＮＧ。夏の花
火も！！かわらでやらないようにしてほしい。夜中１時、２時、３時までかわらで
花火。市役所に言っても、警察に行っても、きく耳もたず。市民のためってなんな
んですか？結局自分たちでゴミを処分したりで、市役所の方、一体何されてるん
ですか？いつも。仕事されてます？

２０歳代 上田中央

325 野外の催しができる公園を特に望みます。 ４０歳代 神科豊殿

326
癒しの場も必要ですが言い出したら切りがありません。未来の為にも子供優先
に考えて頂いて良いのでわ無いでしゃうか？

７０歳代 上田城南

327

遊園地（規模は小さくても…）的な遊び場があれば、理想的ですね。今、休日に
近く出かけるとなると、せいぜいジャスコ（上田店）しか思いあたりません…。ジャ
スコの遊戯場は、子供達であふれてます…。小諸には遊園地があるのに、上田
には、何故無いのかしら？

３０歳代 上田西部

328
遊具がなくても、広い芝生の公園があれば、子どもから大人まですごせる場とし
て、利用者は多いと思います。

３０歳代 上田城南

329 遊具で遊ぶ場と、子供たちが自由な発想で遊べるようなちょっと工夫された広場 ３０歳代 上田中央

330

遊具などはあまりなくても自然に恵まれていてとび回ったり、ボールなげしたり、
また川など流れていたら思いきり遊べると思います。親子がふれ合える場とな
れば最高ですね。遊具があればアスレチックのような物少しあればよいと思い
ます。

５０歳代 塩田

331

遊具などは置かない方が良いと思う。強いて言えばアスレチックくらいなら良い
かも…。芝生が生えていて、寝ころがったり、ボール遊びしたり、自転車でまわ
れる様な道を整備したり、ジョギングできたり、大きな木の下でベンチで休んだり
…。そんな公園が良いです。

５０歳代 丸子地域

332
遊具の安全にも気をつけて欲しいです。たまにニュースで見かける遊具の事
故、そうゆうコトの起こらないような遊具を

２０歳代 丸子地域

333
遊具はシンプルで丈夫なものを多くし、巨大なもの、こわれ易いようなものは避
けた方がよいと思う。

８０歳以
上

上田中央

334 遊具は一切置かない。東御市の“市民の森”公園が好例。 ８０歳以 上田城南

335
遊具は健康な人しか使えないですよね。障害児でも遊べるような公園を考えて
ほしい。東御公園は大きい子供向けなので、もう少し小さい子や、あまり体が動
けない子でも遊べるようなタイプをのぞんでいます。

３０歳代 神科豊殿

336 遊具も多少あったらいいかと思います ６０歳代 上田中央

337
遊具を設けながらも、自由散策ができる様な、大人も子どもも楽しめる。また、
健康づくりができるスペースであったら良いなと思います。小川や木々があり、
木浴ができると気持ちが良いです。

４０歳代 上田城南

338
遊具等はあまりおかないほうが良いと思う。遊びばというよりみんなが落ちつい
てすごせる様な公園がよい

５０歳代 真田地域

339
遊具等はなくても芝生や広場で子供達・幼児達も危険を感じる事なく遊べる場
所が欲しい。（ボール投げ程度で）大人達も遊びに行きたくなる様な場所にして
欲しい。（お弁当でも持って）

６０歳代 上田城南

340 幼児や小学生の低学年の子供が安全に自転車に乗れる場所がほしい。 ４０歳代 上田城南

341
利用したり参加するとき資格や規側（制限）などがあり気持ちがあっても行きにく
いと云うようにしないでほしい。◎奇抜をねらって目立つ外観にしない。内部に
工夫と金をかけてほしい。

８０歳以
上

上田中央

342 緑が多く、ベンチを多めに置いてもらいたい。 ７０歳代 上田中央
343 緑が多く、気軽に休めるスペースがあればよい。 ５０歳代 川西

344
緑が多く、自然環境、心がいやされる公園。だれでもがベンチで本を読めるよう
な、静かな所がいいと思います。上田にも１つぐらいあってよいと思う

５０歳代 上田西部

345 緑を多く、ゆっくりできる公園がよい。 ４０歳代 川西
346 緑地と駐車場のバランスのとれた配置ができるように。 ７０歳代 上田城南

347

緑地は上田公園や公園南側に充分ある。施設を利用したい人々を多くするに
は、まず駐車場、そして使用料無料の施設があることです。新しい施設を色々
作ってみても、高額で、駐車も出来ないようでは、二階を作って梯子をはずすよ
うなもの、巨大なモニュメントも不要。スペースがあるなら駐車場を広く。

６０歳代 川西

348 老人、子供が安全にゆったり過ごせる広場にしてほしい。 ７０歳代 上田城南

349
新たに設置するのでなく、上田城（上田公園）を整備し、市民のいこいの場、観
光客の観光地として再活用すればよいと思う。（予算削減のためにも・・・）

３０歳代 塩田



350
今は車で行動する人が多いので、広くて、使いやすい駐車場が必要だと思う。 ３０歳代 上田中央

351

上田市内には、遊具の充実した公園がなし。長野市城山公園や小諸懐古園の
ような低料金で遊べる遊園地施設と自由に過ごせる広い広場の両方を兼ねそ
なえた公園が理想。必然的に子供達が集まるのでは・・・（フリーマーケットなど
も開かれると良いですね）

３０歳代 塩田

352
上田には、あまり子供が遊べる様な広い広場がないので、出来れば柴の広い
公園があるといい。

３０歳代 上田西部

353
買い物がてら子どもを遊ばせる施設があるとありがたいような・・・・。それでいて
上田を象徴するようなつくりだとよいのでは。

３０歳代 上田城南

354
子供が芝で遊べたり、野球やサッカーが家族でできるスペース。ドッグランなん
かもどうか？

４０歳代 丸子地域

355
駒ヶ根市のように川を上手に利用して、そこにいるだけでHAPPYになれる場所
がよいと思います。公園にピクニックに行こうかな！！と思えるような気持ちの
よい場所にして下さい。

３０歳代 神科豊殿

356
最近遊具があぶないとほとんどが撤去されているが、安全に遊べば大丈夫と思
うので増える。

２０歳代 神科豊殿

357

市内や千曲川を見渡せる展望台、展望デッキ等があれば良い。 ４０歳代 神科豊殿

358 動物を連れて歩けるようにして欲しいです。ドッグランのような。 ２０歳代 川西
359 ペットも自由に散歩ができると良いですね。 ４０歳代 塩田

360
遊具は少ない方が望ましい。明るい見通しの良いシンプルな広場を！！小さい
子供さんが楽しめるようカラー（色づかいを工風した）楽しい広場を！！

６０歳代 真田地域

361 ドッグランをつくってほしい。 ４０歳代 上田城南



問８　意見・要望
内容 年代 地域

1

（仮）アリオ上田内に支所設置。上田市役所老朽化が進むので、３０年後を見す
えて、全移転を進める。駐車場もアリオと併用できる。移転すると、塩田方面か
らも便利。現在市役所場所を売却。（マンション建設には適地）積水ハウスには
利用させない。（１３５区画は不要。民間より、もっと国県大学等、公的なものを
ゆう地するべき）草地で持っていれば良い。将来、都市計画上土地が必ず必要
になってくる時まで。草地で良い。無償、格安で、土地を貸与しても、充分メリット
はある。土地があれば、何か造らなくては…この考えは今の現況経済に逆らっ
ている。もう１度すべて白紙にしないと、３０年後の上田市民税は、負担増にな
る。人口が急増しているわけではない。合併したのに、他の市町村の施設が、
全々ゆうこうに利用されてない。上田市企画担当職員は、もっと勉強しないと…
上田市財政大変な事になるヨ！

１０歳代 上田中央

2 ［問６］－５ ７０歳代 上田城南

3
“これぞ上田”Ｔｈｉｓ　ｉｓ　上田．というような施設づくり。“映画のまち上田”を象徴
するような展示館の設営。上田市のイメージキャラクターの創設。昔の上田駅の
再現。ノスタルジック！

４０歳代 上田中央

4
「アリオ上田」の名称かっこ悪い、ヘン。「サント上田」等もっとセンスのある名称
にしてはどうか

５０歳代 上田城南

5
「ハコモノ」を作ることで、現状でも赤字財政であるのに、市民にそのツケをかぶ
せて土建業者がもうかって終り、とならぬようにしてほしい。長野オリンピックで
県民はこりているのだ、ということを忘れるな、といいたい。

５０歳代 丸子地域

6

「無駄」だけはやめて下さい。市役所の職員の方は、自治会の仕事を何ひとつさ
れない方もいらっしゃいます。あいさつすらされません。自分は何様？と感じま
すが、得に何も言いません。よい市、街を作るなら、市役所の方々から、もっと
声を上げて自治会にも参加いただきたい。今いち市役所に信用がない。こういう
方がいるので。

２０歳代 上田中央

7

【問６】の８モニュメントはいいと思うがデザインへの配慮は、財政面で厳しくなる
ばかりでやめた方がいい。しかも建物の外観なデザイン重視の建物は、外観は
いいが、利用（管理）する側としては、デメリットが多きいことがなり、お金をかけ
た割には、使いずらいと思う。中庸がいい。あと、メセナホールで開催されている
信州岩波講座のように、運営にボランティア団体がそれにたずさわれるよう方向
づけし、市民と運営側が一体となったイベントを多数開催できるといい。マラソン
もそうですが、市民の活力が生かされる場でありたい。

４０歳代 上田城南

8
○センスの良い服屋を！○全国うまいもの市等やってほしい。○有名なミュージ
シャンのコンサートを開いてほしい。

３０歳代 丸子地域

9

◎無料の駐車場のスペースを多くとってほしいです。どこへ行くにしても、いつも
車でいっぱい。行きたくても、こんでいていやだということのないよう、入りやす
く、出やすい駐車場を作ってほしいと思います。

４０歳代 上田中央

10
・アクセス道路の整備。・上田市内の他のホールの運営費等を削らないでほし
い。

３０歳代 丸子地域

11

・スペース上無理かと思いますが文化・芸術・スポーツ施設（例えば総合体育
館・テニスコート（全天候））が共存共栄し上田市民が誇れる総合施設として利
用できればすばらしいですが…。・市の財政が厳しければ、例えば、この目的の
ための市債を発行して、市民意識を高める方策も決して無駄ではないと思いま
すが。（２０～３０年先を見通して子供達にも夢を与えてやりたいですね）

７０歳代 上田西部

12

・マレットゴルフ場は絶対いらない。・公園、広場の敷地面積が少ない様に思わ
れます。・ホールや施設は用がなければ使いませんが公園は子育て中の親が
常に使える様にもっと広い面積をとって下さい。

５０歳代 丸子地域



内容 年代 地域

13

・維持費、人件費など極力かからないようにしてほしい。・上田公園と連絡道路
をつくってほしい。・上田市でつくった施設、最近ではあいそめの湯、昔のもので
は創造館などはとても評判が悪いです。今回の施設は他の施設を参考によく研
究検討してつくってほしい。・施設の維持、管理する従業員はシルバー人材セン
ターの方達にお願いしてほしい。お年寄が生き生きと働く場になるし、人件費も
おさえられる。・市の職員の天下り先にしないでほしい。・すぐにつくりかえられる
ものではないので、よくよく研究して他市町村他県の成功例などを参考に、いい
ものをつくってもらいたい。・若者にとっても「行ってみたい」と思えるような魅力
ある場にしてほしい。・映画館ができると聞いて、友人、知人含め大勢の人が楽
しみにしていました。映画館はつくらないと聞いて大変がっかりしています。これ
では今までどおり、佐久や長野に人は流れて行ってしまいます。私だけでなく、
多くの人の意見としてお願い申し上げます。映画館は絶対つくってください。よろ
しくお願いします。（他の部分で経費を削っても）

３０歳代 上田城南

14

・一部の人の利益の為だけの施設にならない用にしてほしい。・今の上田市は
豊かな財政なんですか？民間の所有地であるならば、所有者にまかせて政治
は１５０億を他のことに使ったらいかがですか？老人は増え続け、子供は減り続
けるこの現状をきちんと見つめて下さい。（美しい言葉を使ってごまかしています
ね！）

５０歳代 上田中央

15
・何を作るにしても駐車場も充分なスペースが必要。・子供の科学館やトリック
アート美術館の様な子供から大人まで利用できる施設。

５０歳代 上田中央

16
・各種会議ができる施設がほしい（駐車場も完備して）・映像や録音もできる施
設　その他・ごみ処理施設でもめているが、ここに持ってきたら・住宅用地とした
事はもったいなかった。住宅はここでなくともよかった

５０歳代 真田地域

17

・完成したとしたら、上田市にもこんなに立派なホールが出来たんだという老若
男女を問わず誰もが集い利用できるような公共のスペースがあり、施設となる
よう望んでいます。・市外の方も県外から観光で訪れる方も上田市の名産品な
どを買うことができる店もあったら便利だと思います。・運営にあっては民間委託
ではなく、公共施設としての運営をお願いしたい。

５０歳代 上田西部

18
・広い広場に広い無料駐車場で障害者でも行かれる所。子供といっしょに行って
利用出来る所。・長いスベリ台はぜしほしい。水辺で足を入れてあそべる公園。
東部にあるような場所。・食事の出来る場所。

６０歳代 塩田

19

・合同庁舎横の旧一中跡地を長野県に売却し、県民文化会館を誘致したらどう
か。売却代金をＪＴ跡地の再開発予算に充てたらどうか。・公共地区１、２に面す
る提防道路の拡幅整備をしないと交通の流れに支障をきたす恐れがあると思
う。

４０歳代 上田西部

20
・子供から大人まで幅広い世代が活用できる施設であってほしい。・有名なアー
チスト等も呼べるホールであれば更にいいと思う。・身体が不自由な人であって
も活用しやすい設計。

５０歳代 塩田

21

・市民会館、中央公民館は子供が小さい頃音楽の発表でよく利用致しました。そ
の子供達も成人となり、時間の流れを感じますが、両会館は大部老朽化が目立
ちます。ぜひ新しい市民会館を建設してほしい。そして本物の音楽等を小さい頃
から聞く事ができたらすばらしいと思います。

５０歳代 神科豊殿

22
・施設が出来あがった際、その利用活用には、交通道路の整備が必要である。
施設に入る道路の整備は、最重要課題になるのではないかと思う。

７０歳代 上田中央

23
・将来的な維持・管理面まで見据えて十分に検討してもらい、上田市のシンボル
施設になるようなものにしてもらいたい。

５０歳代 塩田

24
・上田城跡そばなので、個の建物の外観だけでなく、全体としての外観を考えて
整備してほしいです。（ハデや新しさだけを感じる物にはしないでください）

４０歳代 丸子地域

25

・前述しましたが、駐車スペースは、重要なことと思います。天神三丁目では、
他のスペースや、路上駐車の車がズラリ並ぶというわけにはいかないですか
ら。・上田橋のあたりの「信号機」と「交差点での信号待ちの車」が気になりま
す。渋滞の解消と、交通のアクセス（自家用車、シャトルバス、路線バス）が重要

４０歳代 上田中央

26 ・早期完成希望 ６０歳代 上田城南
27 ・駐車スペースの十分な確保・木を植える ５０歳代 丸子地域



内容 年代 地域

28

・駐車場・バス停・タクシー乗り場・上田駅新幹線の改札から直通に近い通路・
遊具はなくてよいが子供が遊べるように・センスのある人に計画をやってほし
い。都会的？

３０歳代 上田西部

29 ・駐車場のスペースを広く確保してほしい ４０歳代 上田城南
30 ・駐車場のスペースを立体化するなど十分確保したい。 ７０歳代 上田中央

31

・駐車場はとめやすくスペースをとってほしい。・長野の少年科学センターへよく
行くのですが、子供が大すきで何度でも行ってしまいます。地球のこと、科学の
こと、自分達の生活と関連しての学習、そして、地域の町のこと未来のことが、
考える場となりとてもいい施設だと思います。上田にもあれば楽しめ、何度でも
子供をつれて行きたくなるのでは。そして隣には動物園があり、大きい規ぼでは
ないですが生きものがいるといやされます。

３０歳代 神科豊殿

32
・駐車場を広くとること。・上田駅等からの送迎バス（催しがある場合） ７０歳代 真田地域

33

・立派な施設もよいが、一番は、維持・管理において市民の負担がふえる事の
ない様、要望したい。・他の市町村に対して、当上田市の施設はこれといった特
色がないので“上田市ならでは“な施設を設置して頂きたい。・シネマコンプレッ
クスの計画が頓挫したとの事だが、当市で、映画館の数が圧倒的に少なく感じ
るので、もう一度再考して頂きたい。

３０歳代 真田地域

34

・緑の多い公園にして下さい。出来れば日かげも多い方がよい。・ウォーキング
コースとかもあればいいと思う。（マレットゴルフコースとか）・お金のなるべくか
からない運営をお願いします。太陽電池とか。水力風力発電とか。・商業用地
（住宅地）より公園を広くしてほしいです。←あの絵を見てると、小さく見える。

６０歳代 上田中央

35

・老人が多くなるから、座席機能、トイレの位置や数量に配慮してほしい。・施設
内に階段や坂道を少なくしてほしい。・案内板などに日本語を使ってほしい。・玄
間・入口の外側に屋根つきの広場がほしい〔雨天を考えて〕◎施設職員が私物
化したり、利用者に「きまり」を前面に出して対応しないことが大切。二度三度と
いきたい「みろく」のある運営をしてほしい。

８０歳以
上

上田中央

36
※イトーヨーカ堂を作る予定で有れば、駅前は閉鎖するべきだと思う※現在、佐
久、塩田の方へ人が流れる（商店）行く傾向が有るので全員が上田市に魅力を
持てる様な物に施設をしていただければ良いと思います。

３０歳代 丸子地域

37

１）一般の団体が気軽に利用できるような運営を望みます。（利用手続き、料金
等）２）ホール自主運営のコンサートが開催できるようなスタッフを配置して、良
質な音楽をより多く発信して欲しい。３）ホール常設の楽器（楽器庫）があれば市
民オーケストラや市民吹奏楽団が活発に活動できるのでは。

４０歳代 上田中央

38

１．元気な人達ばかりが利用できる各場所ではこまります。これからの将来、若
者が、どんどん少なくなります。（都会へ出てゆく為、少子化でもある）弱者（お年
寄り、子育て中の生活苦）が多い中、過剰な負担とならない、将来を良く考え、
維持、管理費の事をもっと良くみつめてほしいです。２．施設整備をしている人
達ばかりが目の先の利益にとらわれ、作り上げた、後しまつ（将来の運営）が出
来なければ、最てい、最悪だと思います。３．上田市が大きくなり、施設の出来る
近所住民の利用は多いと思いますが、遠い所に住む人々の足となる交通（市営
バスの運行）に良き運営がなければ、ガソリンの代金往復の料金で、近くのつる
や、マツヤ、Ｄ２で、買い物も出来てしまい、広場、公園も時間をかけて往復し、
利用したいとは、あまり思いません。大きな施設は、ありがためいわくです。市民
の税金で、運営できるのでしょうか？

５０歳代 丸子地域

39
１．事業の見直し（５０億以上ものお金をかけて施設をつくる必要はないと思う）
２．何故旧上田市ばかり充実させていくのか？？３．対等合併ならば他の地域
でも…！！この整備事業計画には反対です。

３０歳代 真田地域

40
１．時間と金を充分にかけて下さい。完成までには１０年はかけるつもりで。２．
維持・管理の容易さと徹底さが両立できるような建物に。県営上田球場のような
ご粗末な施設にならないようにお願いします。

７０歳代 川西



内容 年代 地域

41

１．将来維持管理に負担が重くなる様な事が決して有ってはならないことが望ま
しい。２．新たらしく箱物を造ったら、古い箱物は取りこわす覚悟を持ってほし
い。（兀を大きくしない）３．上田市の文化とは何んなのか、ハッキリ示してほしい
ので、税金のムダ遣いにだけはしてほしくない。４．上田市は広い。一ヶ所だけ
良くなっても、意味なし。大金を一ヶ所に投資する事が本当に良い事かも議論し
て頂きたい。５．小さな昔からの店が消え村の中は、夜などは寂し所が多い事も
忘れては、いけません。

５０歳代 塩田

42
１．小部屋を沢山作って、市民がグループ活動等出来るようにしてほしい。（無
料で使用出来る様に）

７０歳代 神科豊殿

43

１ケ所にあれこれ集中して施設を建てるより、既存の建物をより良く利用する事
で人の動きが中央以外にも多くなる様に利用者の少ない施設利用を増やした
方が良いと思いますよ。そうする事によって市全体が活気づいてゆくと思いま
す。交流文化施設建設準備室の皆様はどんな心がまえでこのプロジェクトに望
んでいらっしゃるのかぜひ（広報などで）聞かせていただきたいと思います。本当
に御苦労様です。

５０歳代 上田中央

44

１施設整備に当たっては５０年～１００年の上田市（日本の国及び関東、中部、
近縣などの近隣の変貌等々も考えた上の）を考えた上の施設整備をすること
…。２尚、万一の大災害の拠点ともなるような配慮３未来を想定した斬新な企画
運営を英知を結集して考え出すこと。４幼児、児童、生徒、一般多様な体験が出
来るような構想を基に整備運営

７０歳代 上田西部

45 １上田市民会館の近代的建設２上田市内に駐車場が少ない ７０歳代 上田中央
46 １日いても乾きない様なショッピングモールを作って欲しい。 ２０歳代 神科豊殿
47 １日も早く完成させて下さい。 １０歳代 上田中央

48

１番は道路です。どの方角からもアクセスしやすい道づくりをお願いします。市
民会館，山本かなえを移転した跡地は「お城のグレードアップ」を希望します。

３０歳代 上田城南

49
６０才以後でも元気で居る（老人）人達が沢山います。そうゆう人達の力を上手
に利用する事が大切です。運営等は柔軟に、皆が利用しやすい事も大切です。

６０歳代 上田中央

50
８０才過ぎた人よりも若い人これからの人達の意見を夛く聞いてほしいと思いま
した

８０歳以
上

塩田

51

ＪＴの跡地を市が確保できないとしたら大変勿体ないことと感じます。財政的にき
びしいけれども、ぜひ取得するべきと思います。しかし、このアンケートにもある
通り、最初に新市民会館、公園ありきになっています。合併してセレスホールが
上田市となりました。上田市民会館が古いのはよくわかりますが例えば旧真田
町には体育館に毛の生えた様な文化会館しかありません。文化を拡げる事は
大事なことですが、松本市民芸術館のような税金を喰いっぱなしの施設を当然
の様に建設するという行為にきちんと収支計算をした上でのことなのかギモンに
感じています。上田市民会館を作るのならセレスホールや、旧働く婦人の家
ホール等と絡んだムダのない建物にして欲しいし、旧となる市民会館の跡地利
用もきちんとつめて頂きたい。警察の移転はやむを得ないかも知れません。ム
ダな装飾や、ライトアップ等、税金のムダ使いや、環境に負担をかけるものは一
切反対致します。

４０歳代 真田地域

52

ＪＴの跡地利用に対する上田市の決断が遅すぎる。シャッターの街と化した松尾
町，海野町，原町の努力もしない商工会の顔色ばかり気にしていては、増々上
田をサビレさせてしまう。せっかく来たチャンスをにがさないように！！施設整備
はスピーデに行って欲しい。

６０歳代 上田城南

53 ＪＴ上田工場跡地には市民会館と市役所を造るべきだと思っています ５０歳代 上田城南

54

ＪＴ跡地にこの様な商業施設などが出来るとはまったく知りませんでした。市民
の意見を聞きながら検討したと書かれていましたが、一部の市民の間だけであ
り、市民全搬の意見を聞いていないのではないでしょうか。多少は税金が使わ
れるのであれば、ムダにならないような施設にしてもらいたい。問６の１のような
ホール貸し出しみたいな施設はやめてほしい。図書館の本の種類をふやしてほ
しい。もっと大きくしてほしい。公共地区に図書館を入れてほしい。

２０歳代 上田城南



内容 年代 地域

55

ＪＴ跡地の場所も広さ（面積）もいいと思うが、まず、一番心配されるのは、周辺
の交通渋滞！今でも上田橋→ＬＩＶＩＮ，ＬＩＶＩＮ→上田駅は常に混雑しているのに
これ以上の混雑・渋滞はまっぴらだ！！周辺の道路拡張も是非検討していただ
きたい。又、施設内の駐車場完備も併せてお願いしたい。

４０歳代 上田中央

56

ＪＴ跡地全体を上田市で購入して長い時間を見て市役所、焼却場、老人ホーム
（施設）、公園、集約して市民が全員で楽めて気軽に利用出来る所にしてほし
い。アリオ上田は必要ないと思ひます。市街地の無料駐車場の充実をして商店
街え人を呼び込むことの方が大切と思ひます

７０歳代 上田中央

57
あくまでも要望として書かせて頂きましたが、近くが住宅外なので、住む人のめ
いわくにならない様にすることと、青少年の非行防止当など完成後の課題にし
てほしいです。

３０歳代 上田中央

58

あの土地は、たばこ産業が、地域の労働力をもってたばこの生産をし、それなり
の利益を得て来た土地であり市民としては忘れられない場所であると考える。
從ってＪＴたばこ産業会社は、そっくり全部、上田市に寄付をし、市民のために活
用してゆくべきである。と云う運動を立ち上げたい。

７０歳代 上田中央

59

あまり景観を害すような大きな建物が建たなければいいなと思います。アリオ上
田に映画館ができなかったのは残念です。上田ではあまり本数をやってないの
で、みんな長野や佐久まで行ってるようです。シネコンができればお客さんも集
まるのではと思ってました。

３０歳代 上田城南

60

アリオ上田店のような人のにぎわう施設が建つというのに立体駐車場ができな
いというのは…いくら予算が増えたとはいっても駐車場が少なければ当然混雑
してしまいますから行きたくなくなってしまいます。市外の方・郊外の方・県外の
方もいらっしゃるでしょうに車がとめられなければとても困ってしまいますので
もっと駐車場は確保するべきだと思います。そうでもしなければ行くに行けない
ようになってしまうのでは？長野・松本・上田は人口の多い都市なのですからに
ぎわって当然なはずのこの上田の市街地でさえも昼間のスクランブルのガラガ
ラさを見ると正直この先の上田市の活気の低下が目に見えてきます…もっと上
田市には活気が必要です。今の若い人たちは地元に関心を持たず上田市外に
よく出掛けていますがそれはきっとこの市に魅力が少ないためにの結果なのだ
と思います。この施設の建設を機に上田の街が元気に明るくなることを祈ってお
ります。私もこの先がとても楽しみです。期待しています。

３０歳代 上田中央

61
アンケートをとったので、いろいろな意見をよく検討し、よりよいものができますこ
とを願っています。

５０歳代 塩田

62
イトーヨーカドー住宅地区（積水ハウス（株）になるような計画はよくない。広範囲
に将来に向けて、必要となる時期があるので残すべきであり、市民の利益と市
の収入になるような事業をすべきである

６０歳代 上田城南

63

イトーヨーカドではすぐつぶれると思います。お年よりや大人の方にうけるしせつ
だけでなく、若者にもうける施設にしてほしい。ジャスコに対抗またはこえるよう
な充実した施設を作ってほしい。記念モニュメントなど実用性のないものに過度
の投資をせず、みんなが利用したくなるような楽しい施設にしてほしい。若者の
意見もバカにせず、少しは参考にしていただきたいと思う。上田のジャスコにな
いものを福合施設に入れることが大事である（例：大人も子供も楽しめる大規模
なゲーセン、センスのよい洋服のセレクトショップ、オシャレインテリアなどを売る
店）

２０歳代 神科豊殿

64

イベント開催時や日祝日における車のじゅう帯のかん和の為に道路整備も行
なってほしい。閉さされているような地域である為公園の下のＰ前の道などから
ＪＲしなの鉄道線路を越えて行き来できるような何本もの道路を作ってほしい。
その方がいいと思う。

７０歳代 神科豊殿

65
イベント等で混雑時に車の渋滞の解消。施設の運営、管理等は、市職員がやる
のでなく、民間委託するのが良いと思います。

６０歳代 真田地域

66

いろいろのボランティア部門を作り、大勢の方々が自然に施設に係わりを持ち、
施設での楽しみをみつけていければと思います。６０才以上の方々には、まだま
だ元気な底力が男女共あります。それを見て若い方々にも引き継いでいければ
素晴しいと思います。管理者の物ではなく本当に市民の物にして経費のかから
ない、これからの経営方々を是非確立して欲しいです。

６０歳代 上田城南



内容 年代 地域

67
いろいろ考えて下さっているとは思いますが、出来れば警察だけでなく法務局、
検察庁など公共機関が全て１ケ所にまとまってもらえれば最高ではなかったか
と思います。

６０歳代 塩田

68

オリンピック競技施設の二の舞いにならない様に。年に何回もない大規模な催
しに見合う施設を作り、その維持運営に四苦八苦する懸念がある。サンテラス
やセレスよりやゝ規模の大きい程度で充分ではないか。当地にホール規模に応
しい集客力があるのか。又地域文化レベルがそこ迄高いのか疑問。松本、長
野、岡谷に既に定評のあるホールが存在する中、後発の当地での設置理由が
薄弱。駐車収容台数を多い目に見ておかないと、大ホール使用時の県文と同じ
事態になる。立体駐車場は絶対必要と思う。現在の道路規模から、渋滞対策は
充分考える必要がある。

８０歳以
上

上田城南

69 お金だけ沢山かけて、じつようせいのない施設だけはつくらないでほしい。 ２０歳代 川西

70

お金を気にして小さいホールを作るくらいならいりません。（上田公園の所で十
分）みんなが気軽に入れるような催し（ＬＩＶＥやコンサート）ができる規模へ。ア
ミューズメント施設（映画館やカラオケや飲食店等）を是非作ってほしい。市経営
でやるのであれば、接客重視で運営してほしい。市の施設は全てにおいて対応
が悪すぎる。不愛想。お金がなくて市民が求めるもの（映画館等の施設）が作れ
ないのであれば、初めから市でＪＴ跡地を買う必要がなかったし、民間で買った
方がよほどいい施設ができたと思う。また、アンケートをとるのであれば、市民
の意見を十分に活かした施設を作ってほしい。

２０歳代 塩田

71
お仕事、ご苦労様です。将来上田市民のために、充実した施設になります様、
願っています。

４０歳代 上田城南

72

ここの計画には反対です。全体を医療関係のホスピススペースにすべきでし
た。樹木の中に平屋で点在する棟。老人達が集い、静かに最後の時を雄大な
千曲川のある場所で過すことができたらどんなに良いでしょう。山極勝三郎氏の
出身地上田を世界に誇ることのできる医療施設を考えるべきでした。いつまでも
舎田ではあるまいし、世界の中の上田、１０年２０年先の上田をみすえる力が行
政には必要です。未来の子どもたちに誇ることのできる「上田」を考えて下さい。

５０歳代 上田中央

73

このような不景気に市民の税金を使って（資材も高値）なにもかも着手する時で
はない。アリオはもっと不必要。母袋市長大人ならばやめる勇気をもちなさい。
商業地区は特に考えなおしが必要。市民交流の場をつくる事が優先です。アリ
オ必要ですか？死んでいる街中の対策はどうするんですか？

４０歳代 上田中央

74
この一ヶ所にたくさんお金をかけるのではなく、上田市内の外の公園なども同時
に整備していただきたいです。未来の子供たちのために、緑をたくさん残して下
さい。

４０歳代 神科豊殿

75
この催しにしか使えないのでわなく、色々の催しに使える様の施設でないと宝の
もちぐされになるのでその様にならない施設に十分な駐車場の確保。

６０歳代 塩田

76

この施策（施設）について考えを記します。周辺地域住民として、合併３年たらず
してこうした施策は反対です。１特に、合併特例債１５０億円（３割借金）を投入
する点があります。この間（合併以来）真田地域へ使われた特例債は２０００万
円たらずで、全体の比率にしてコンマ数％です。アンバランスがあることを、真
田等周辺住民がまず知る必要があると思います。当然、小牧トンネル１９０億な
どの件も合せ、住民に知らせて下さい。２自治会の「地域作り委員会」等で、毎
年毎年お願いしている冠水する道路等「どぶ板的」要求なども、行政的いいまわ
しで先送りされています。先日の大雨で床下浸水が発生したセンゲも、毎年お
ねがいしていた要望です。こうした行政経費の切りつめが、中央への施策へもっ
てゆかれると考えるのは、私１人でないと思います。３上田桜まつりでの集客は
大変多く、よろこばしいかぎです。しかし１日市内へ回遊し泊った客数は、数％
にとどまったと聞いております。段丘下からの１日市内への回遊は正直無いと
考えられます。時間をかけて急がず、この施策を合意する方法をおすすめしま
す。４ＪＴとアリオの話し合いで出店が延期となったニユースをおどろいて聴いた
市長が、民間同志の話し合いで我関せずという姿勢。これでこの施策のゆく先
が見えます。私も情報不足で、的確な内容判断ができませんが、色々と地域で
の説明会には出て行きたいと思います。

５０歳代 真田地域



内容 年代 地域

77

この問題がいちばん重要な事です。箱物を作るにあたっていかに活用が出来て
市民に負担のかからない運営が出来るか、使用するにあたって赤字にならない
ような、又大いに活用が出来る施設を望みます。

６０歳代 丸子地域

78
ゴミ処理場が塩田に来るように言われていますがこれこそ今の処理場の横（ＪＴ
後地）千曲川にそった場所が最適と思います。

６０歳代 塩田

79

ゴミ焼却場の問題がありますが、今の焼却場を見学して、いろいろな条件を満
たされるのがＪＴ上田工場跡地ではないかと思います。商業施設とか、他の施
設とか考える前に、上田市民にとって今一番に考える施設だと思います。（株）
イトーヨーカ堂の出店が一年遅れる様ですが市民にとって重要な施設ではない
と思います。この先、景気が良くなる保証もなくこのまま出店しないのではと思
います。

６０歳代 上田城南

80 ご苦労様です。 ８０歳以 塩田

81

ささいな事乍らアクアプラザ（入場料￥７５０）ささら温泉（￥５００）など支配人が
地元だからタダ券もらう、とよく聞きます。不公平だな！と腹立しい事何度も有り
ます。市民に公平な事！！ボランティアのガソリン代、エプロンも自前で買って
ます。そんな処へこそお駄賃に振る舞はれたら？

７０歳代 上田中央

82 シルバーの雇用。増税なき運営。 ５０歳代 塩田

83

シンボルとか記念モニュメントとか外観を重視すると中身のない軽いものになっ
てしまって作った人の自己満足でしかないものになりがちであるので留意して下
さい。市の自己負担額５０億円あればもっと優先順位の高い校舎の耐震化、危
険な通学路の整備などに使える。１００億円もらわなければ損だという考えは捨
てた方が良い。夕張市の二の舞にならない為に

６０歳代 神科豊殿

84

すべてにおいて車社会ですから駐車場の充分な確保をお願いします。デザイン
や外観等にとらわれ、使い勝手の悪いものにならない様に小さな子どもからお
年寄りまでが気持ち良く使える様な施設にして頂きたいです。

４０歳代 神科豊殿

85
せっかく、新らしく、すばらしい施設ができても、内容がおそまつだと価値が無い
と思う。県内外からも来訪されるような意義高いものを内容に取り込んでほし
い。

４０歳代 上田中央

86

せっかくの施設なので、市民が気軽に利用できるようにしてほしい。→予約状況
がネットで確認ができ、ネットから予約が可能。→利用料が安い。（学生でも借り
られる）→プロジェクタやマイク、ネット等の設備。（電源）→施設情報をネットで
広く公開。

２０歳代 川西

87
せっかく造る施設ならば上田市民全員が運営に系われるような、市民参加型の
施設を考えるベきだと思います。

６０歳代 上田中央

88
せっかく立派な施設ができてる有効に利用されなければ何にもならないので、
魅力的な催し物が活発に行われるよう、努力をしていただきたいです。

４０歳代 真田地域

89

ただお金をかけるのではなく、みんなが、時々でも行きたい場所にしてほしい。
公園にしたら心ない一部の人がゴミをちらかしたり、夜中までさわいだりしたら、
せっかくのものが台無しになる。何を作るにしても作った後も管理や維持をする
のは大変。新しいものには人が集まり、あきると来なくなる。流行をおってしまう
とその時だけ良くて後は困る。公園広場にしても管理するのも大変だし…。何を
作ったら良いかは良く分からないけど治安もよくみんなで利用できる楽しいス
ペースがあるといいなと思う。

４０歳代 上田西部

90

ただでさえ赤字の財政を考えると、建設会社のためのハコモノ施設は絶対に反
対です。施設の維持、管理費を考えると、モトがとれる様な施設は現実的では
なく、貴重な税を補填されてはたまりません。また、既に大型の複合商業施設の
建設が予定されているとも聞きました。もし本当ならばこの様なアンケートは一
体何のためでしょうか。アンケートをとったという実績をタテに情報操作をする様
なことはしないで頂きたいです。また、私は旧真田町の出身ですが、合併後肥
大した自治体の末端が死んでしまわない様、税のムダ使いをせず、有効に活用
して下さい。その為にも役に立たない施設は不要です。

２０歳代 塩田



内容 年代 地域

91
ただ作るのでは無く、いかに飽きられずに使い続けてもらえるかを考えて欲し
い。

４０歳代 川西

92
たばこ（ＪＴ）跡地の買収活用は絶対反対。統合町村の人達にはおん恵皆無で
ある。市民会館、庁舎も補強したら使えば今資金の無い時に税金を増税しない
で下さい。物価高で年金は上らないのは市長さん知っているでしょう

８０歳以
上

丸子地域

93 テニスコート、プールなどの施設の更新を希望します ４０歳代 川西
94 トイレは一ヶ所ではなく多めにほしいですね。 ８０歳以 上田中央

95
どうせ作られるなら、誰がみてもいいと思えるような、華美ではなく、永く残って
いくような良いものを建てて欲しいと思います。これからの上田の観光にむすび
つくような施設となればもっとよいと思います

７０歳代 丸子地域

96 とくになし ５０歳代 塩田
97 とくになし ３０歳代 塩田

98

とにかく金をかけないで見たくれより内容のある施設を造ってほしい。旧丸子町
のセレスホール旧東部町のホールとは違ったホールを造ってほしい。◎千曲川
堤防道路を４車線化（上田橋～古舟橋間）（常田新橋）するくらいの周辺交通関
係整備を急いでもらいたい。

５０歳代 上田城南

99 とにかく親子が気軽にお金をかけずに楽しめる様な場所にしてほしいです。 ３０歳代 上田城南
100 どのような催しをする場合に於いても、充分な駐車場は整備して欲しいと思いま ３０歳代 上田中央

101
どのような施設ができたとしても、安心、安全な場所（ヤンキーのたまり場とか不
法駐車ｅｔｃ）で、管理がしっかりして欲しい。

３０歳代 上田中央

102

どんなにすばらしい建物が出来あがっても、それを利用する人々が集まらない
ようではまたどこかの都市のゴースト施設と同様になってしまうでしょう。それに
は、料金の問題やその他、一般の我々が本当に安く、気軽にいつでも出掛けら
れる為の設定して欲しいです。もっともっといろんな事を市民に問い掛ける事が

５０歳代 上田城南

103

どんなによい施設が出来ても武石からあまり行けません。高令化した村の人々
も行かれるような武石内に１つ博物館を作って頂きたいと思います。近くの他町
村には幾つも文化施設があります（音楽ホールや博物館）古い伝統ある生活用
具や貴重な品々がどんどん新の新築時に失われて行ってしまいます。ですから
次世の子供達の為にも文化の伝承されい行くためにも是非上田ばかりでなく武
石にも立派な建物でなくてもよろしいですので博物館を作って頂きたいと思いま
す。上田に立派な施設が出来ましても武石からはとても行かれません。利用者
は若者たちか近隣の人のみになってしまいます。

７０歳代 武石地域

104
どんな面にも柔軟な対応のできる人、施施であって欲しい。市民が気楽に行くこ
とのできる場所に。

５０歳代 神科豊殿

105 ない ２０歳代 神科豊殿
106 なし。 ８０歳以 武石地域
107 なるべく植物をたくさん植えてほしい ３０歳代 塩田

108

ハコだけ立派な物を作ってもやっている催しがつまらなかったり、そこで働いて
いる人達の態度が横柄だったりしたら今までとなにも変わりません。やる人のあ
る人達を集めて（外部をふくむ）上田市を県内の、日本の文化の中心にしようと
本気で思って事業を進めてほしいと思います。財政面は市民に分かりやすく収
支をふくめて全て公表してください。

３０歳代 塩田

109 バスを中まで通るようにして頂きたいです ６０歳代 上田城南

110

バブル時代のような大きなハコモノは必要ない。大きなイベントをやって市外か
ら客をよびこもうなどということは、あまり考えない方がいいのではないか。もっ
と日常的に、様々な人が集まれる場、「とりあえず何か楽しいことがある場所」が
今の上田には必要だと思う。中心商店街に行っても、公園に行っても、人影まば
らで何となくさみしい。「にぎわいのある場所」は、そこにいるだけで、なんとなく
楽しくて、元気が出て、また行ってみようという気になるもの。華やかで、でも下
品でなく騒々しくなく…注文が多いけれど。

３０歳代 上田中央

111
バリアフリーを考えてほしい。設計には一流のプロをやとい、すぐれた「ハコ物」
にしてほしい。

４０歳代 上田城南



内容 年代 地域

112

ホール、美術館については、既存の施設を残して建設費の軽減も検討していく
べきではないでしょうか。（または、コンパクトな形の複合施設にするなども）公
園・緑地としては、緑が多く日陰や水場も十分確保されたものが望ましく思いま
す。アリオ側の計画なのでどうにもできないとは思いますが、シネコンの計画の
中止はとても残念です。ホールや劇場の中に映画を上映する設備を入れてほし
いと思います。

３０歳代 上田中央

113

ホールで発表したり、見に行くことを目的に作ってほしいので、あまり余計なとこ
ろにお金をかけないでほしい。市民が行ってみようかな？と思うような催しもの
をやって下さい。ＴＶＣＭを見ていると、周りのホールにはいろいろなアーティスト
が来てうらやましいです。カノラホールは、１階で聞くのと、３階で聞くのでは音が
全然ちがいます。３階はとてもひびいて聞こえ、１階はこもっている感じです。で
もきれいで上品なところが好きです。あと…女性トイレはどこでもすぐ混み合うの
で、多い方がいいです。自販機もゴミのことなどあるので、なくていいです。車の
ない方もいるので、シャトルバスもあるといいですね。私もあのホールに立ちた
いなと思わせるようなホールにして下さい。それから、今の市民会館は壊わすと
思いますが、その後はどのようになるのでしょうか？上田城跡の一部になるの
ですか？駐車場とかはやめて下さい。できれば今ある市民会館横の駐車場も
やめてほしいです。市街地のオアシスになってほしいなぁ…。

４０歳代 丸子地域

114

ホールや美術館、全体的に、館内はできるだけ、段差のないバリアフリーであっ
て欲しいと思います。詳しいことは情報不足で申し訳ないのですが、図書館も近
くに新築、移転はできないのでしょうか…？

３０歳代 神科豊殿

115

ホールを作るとして駐車場はどのくらいを想定していますか？県文や松文クラス
のホールでもちょっと人数が集まるとすぐ満車でいつも不自由しています。最低
でも１，０００台はないとこれからはいくらホールが良くてもだめです。公園は上
田城址公園があるのだから、あらためて作ることはないと思います。ホール以外
のスペースを全部駐車場にす、全国から「あのホールは駐車スペースが広くて
良い！」という評判も得られて、県文・松文をおさえて長野県Ｎｏ．１のホールとし
て利用してもらえると思います。

３０歳代 上田西部

116

ホール機能の規模と設備のととのった物が必要です。大きな駐車場は絶対必
要です。公園はあまり必要ないと思います。今の上田公園をさらに良いものにし
て、今の市民会館の後を美術館などにしたら良いのではないかと思います。御
手洗の数も、大くしてほしいと思います。

５０歳代 上田西部

117

ボランティアによる運営、各施設にて公募で人財確保。施設運営に市民の意見
を反映、不用な所にお金を掛けない。施設整備、維持管理、公開入札にし明確
に運営していてほしい。税金投入するわけですので大切に使って下さい。※市
民が２０，３０年後に良かったと思えるよう期待しています。

４０歳代 上田城南

118

まず、今回のアンケートが「ガス抜き」，「証拠作り」にならないように。上田公園
の施設を全て移転しようとする意図が見え見えだが、その後の利用計画は？桜
を植えまくるつもりなのか？さらに魅力の無い公園になる。観光資源としての上
田城は今が限界。今はごみ処理施設の方が優先では？市役所としての優先順
位を明確にし、実行すべき。外面の良い仕事だけなのか？防災拠点機能のな
い市役所も移転してはどうか。

３０歳代 丸子地域

119 まず人が集まる事が大事。 ２０歳代 真田地域

120
まず第一に丸子の図書館はどうなったでしょうか。市中心の施設もよろしいので
すが、地域の交流の場を充実してほしい。はやく作ってもらえないと年老いて行
かれなくなってしまう。

６０歳代 丸子地域

121

マラソンコース（ウォーキング）を作ってほしいです。（上田は走る所がない）夜も
走れるように電気もつけてほしい。駐車スペースを広くて、車がとめれないこと
がないようにしてほしい。鯉のいる池がほしい。（子供がエサをあげれる）ホール
は“木”の香りのするような音響のいいものにしてほしい。

４０歳代 上田中央

122
やはり過剰な投資、負担とならない財政面を考えてほしい（維持費についても同
様です）

４０歳代 神科豊殿

123
ゆったりと、かつ充実した生活空間の場となることを期待し、とても楽しみにして
います。子供を連れてひんぱんに遊びに行きたくなるようなワクワクする施設を
是非お願いします。頑張ってください！

３０歳代 上田城南

124 よい活用をお願いします。 ４０歳代 上田城南



内容 年代 地域

125

ロンドンの街には、大きな公園があって、犬の散歩をする人や散歩をしている人
がたくさんいて、そんな風に上田もなったらいいなと思います。映画館ができると
いうウワサですが、シネコンができてほしいと思います。（せめて１０９シネマズと
か…）予算もあると思いますが、中途半端ではなく、後生に遺せるような立派な
施設にしてほしいと願っております。

２０歳代 上田西部

126

わが家の芝ざくらについては、現地との“やりとり”を同封します。（「氏名は不
要」というのでカット）ピンクの地に白い花文字の「姓」を浮き彫りにした庭一面の
作品はＮＨＫ、信毎、朝日、市広報ｅｔｃに。現地から入手したパンフレットを“６キ
ロも走って”“カラーコピーし”市長や市議に送っているのに、いまさら、無作為抽
出のアンケートを求められるとは…。せっかくの善意・努力が“無駄な”“おせっ
かい”だったと、深く反省しています。一日遅れで配達される北海道新聞の記事
にも百合が原公園（札幌）滝野すずらん公園（同）ラベンダー園（中富良野）
チューリップ公園（上湧別）芝桜公園（大空町）などが掲載されていますが…。※
白文字は「うえだ」「六文銭」にすれば？※無作為抽出より、自治会長を通じて
“よそ者”とか“然るべき人”を選ぶのが効果的と思うのですが…。小生の持論で
ある「“よそ者”の生活体験生かせ」も同封しました（これも指示に従い、肩書き、
氏名はカットしています）。

７０歳代 塩田

127
安全、清潔に保てる様な構造、管理。展示品が定期的に新しくなること。更新頻
度を高く。展示品に触れること。体験できるものがあること。

４０歳代 川西

128

以前上田市出身の画家林倭衛の個展が市主催で山本記念館であり、林は生
前文部省の審査員であり、また戦前思想家の絵を出品して警視庁から撤回され
た事件は今も日本の絵の歴史として残されているが、作品は国立美術館、信濃
美術館に入っている。我が家にも林の作品があり、前記の個展に出品したが個
展が終了しても返してもらえないため催促したところ、山本記念館の物置の中に
あったことや、市内の人が林の絵を市に寄付したところ高価な絵とのことで寄付
した人に黄綬褒章を贈られた（在井市長時代）が絵も市のどこにも見られないほ
ど上田市出身者に対する姿勢に今も疑問を感じている。（林は上田市誌人物編
に）上田には他の都市等に比べ芸術やスポーツなど特徴のある催し物やそれ
にふさわしい建物や設備がない。市外の人達も集まる特徴のあるものが欲し
い。

８０歳以
上

上田城南

129

維持・管理を充分考え、上田市の身の丈に合った施設とすべきである。最近は
奇抜さ、新規性などが話題になるが、それらは５年、１０年経った時、管理が充
分でなく、陳腐化が目立つものも多い。質素でも建築当時の価値を維持しやす
い設備は、後世につけを回さないものである。

６０歳代 上田西部

130 維持するのになるべく費用がかからないように。 ４０歳代 武石地域

131
一人でも多くの市民が足を運ぶことのできる施設を望みます。幅広い年代層や
様々な種類の催しのできる所であってほしいです。

４０歳代 丸子地域

132

一日中楽しめるような施設でなければ人は集まらないので赤字経営になってし
まう。それは税金の無駄使いなので土地があって、金があって、企画が他にな
いから作るというのであればやめていただきたい。打算で税金を使ってほしくは
ない。ただし、本当に良いものができれば、経済的にも商業的にも活性化すると
思うので、計画の段階から専門家に頼むなど、大事なところにお金をかけて、良
いものを作っていただきたい。

２０歳代 上田中央

133
一部の企業や人に利益が集中しないよう、上田市民全体のことを考えてくださ
いね。箱物は、作ることより、整備・運営の方が問題だと思いますので１０年先に
どうなっているか、よく見据えてください。

５０歳代 上田中央

134 運営，管理，維持等に費用がかかると思います。税金を上げないで…。 ４０歳代 丸子地域
135 運営は、バリアのない市民のものにしてほしい。 ６０歳代 塩田
136 運営は市でやればお金がかかるので考えた方がよいと思う。 ７０歳代 塩田



内容 年代 地域

137

運営は税金だけでまかなうのか、利益がでるようにするのか、又、市民第一か
観光客や他の市町村の人の事もみすえるのかで、すべてが違ってくると思う。
私は、ホールや美術館に統一性をもたせ、観光の目玉にするべきだと思う。堤
防道路を整備し、広い歩道を造る。土、日、祝日は堤防道路を歩行者天国にす
る。イス、テーブルなどを置き、千曲川や遠くの山々をながめられるようにする。
用具の出し入れは、市民ボランティアにお願いする。上田駅発着の循環バスを
運行する。観光客にも利用してもらえるコースを考えてみた。上田駅～アリオ上
田～上田城址公園～柳町入り口～原町～海野町～（旧北国街道）～イオンの
西側～常田新橋の手前～上田駅。ボランティアの活用…公園の草取り、ゴミひ
ろい、ホール内の案内係。上田市の観光マップを作り、駅、店、ホテルなどにお
いてもらう。美術館のオープン記念として、有名な絵を１枚レンタルする。たとえ
ば、北斎の絵。費用は上田城址公園の外堀跡のケヤキ並木のライトアップをや
めて、その分をあてる。以前からムダだと思っていたし、地球温暖化などの事を
考えると、今年からでも中止してほしい。ホールのオープンコンサートとして、さ
だまさし氏にお願いする。美空ひばりのカバーアルバムＣＤを出したので、ひば
りさんの歌とトーク中心なら広い年代の人たちが楽しめると思う。検討委員会の
方へ…お願いですが、検討委員会のメンバーとこのアンケートの結果を広報う
えだにのせてほしいです。これからも何度かアンケートをして、検討委員会での
議論の進み具合いを、広報で発表してほしいです。頑張って下さい。

５０歳代 上田西部

138
運営は民間で、できるところは民間にした方が良い。公務員はいばっていてダメ
です。

４０歳代 神科豊殿

139 運営は民間の方が活性化すると思う。 ７０歳代 上田中央

140
映画館が中止になり興味もなくなったし期待もしない。映画の町と宣伝している
のにどうしてかわからない。今まで市民会館で催しがあると全々車が停められ
ず固っていたので、今回は駐車場を充実してほしい。

４０歳代 上田城南

141
映画館の建設が中止になったとの事、非常に残念である。子供を連れ佐久の
映画館へ行くと、毎回上田の知人に必ずといっていいほど出会う。

４０歳代 神科豊殿

142
映画館や娯楽施設の整った佐久ａｍａｍのような、大きな施設やデパートなどの
充実をお願いします。

３０歳代 上田中央

143
駅から近いので徒歩での人も沢山いると思うが、車での移動が主になると思い
ます。上田橋の渋滞が予想される事は承知だと思いますが、何か対策を考えて
いるでしょうか？

３０歳代 塩田

144
駅から少し離れているので、駅から現地まで歩く間が単調で変わり映えしないと
つまらないと思います。車の利用ばかりでなく、もっと歩きたいと思えるような町
づくりを期待します。

２０歳代 塩田



内容 年代 地域

145

駅ビルも大宮の駅の様になったらと思っていたが残念だった。大宮は食品はい
ろいろあっておもしろいがファッションは女性が中心で男性ブランドが少ないの
で、男性ファッションのビルがあったらいいと思う。上田はホテルがあるのでにぎ
やかなスタイルの駅ビルは作れなかったのかとも思うが、ホテルと図書館という
愛称は良かったと思う。高級ホテルでは映画館も入っている所がある。市民も
旅行者も楽しめるよう周りとの愛称や、関連性も考えながら施設整備を進めて
行くと良いと思う。ホテルと美術館という愛称も良いのではないか。ホテルと映画
館の組み合せは長期滞在でなければ利用しないのではというデメリットも考えら
れる。もし今後男性ファッションの入ったビルを作る時があったらどこのブランド
に来て欲しいかのアンケートも取ってもらいたい。ＡＢＣクッキングスタジオが上
田市にもあったらうれしい。「世界中に笑顔のある食卓を」とスローガンをかかげ
ている会社なので、今注目されている食育などにもつながるのではないか。又、
教室がカラフルでとてもオシャレな空間なので、料理が楽しくできそうでいいと思
う。又、チケット制らしく好きな時に予約できるので忙しい人でも行きやすいので
うれしい。又、一二三庵の日本料理と和文化教室というのも興味がある。都会に
行かなくてはなかなか習えない教室が上田にあるとうれしい。食に関するイベン
トをやってもらえるとうれしい。長野県は農業もさかんに行われているし、塩田の
小学校では大豆１００粒運動をやっていると聞いた事があります。又、農業体験
も都会の人と地元の人が一緒にやる機会があれば、子供達も多くの人に出会
え、交流することにより視野も広くなると思う。又、東京ドームで行われている
テーブルウェアーフェスティバルなど食に関するイベントは考えればすごくいろ
いろな企画が出来ると思う。食に関するイベントを大々的にやっている市町村は
まだ少ないと思うので、企画内容によっては町おこしにもなるのではないか。
又、魯山人の器の展示会など企画によっては年配の方でも楽しめるのではと思
う。子供から大人対象のものまで幅広い企画が考えられるのでは。

２０歳代 上田中央

146

駅前通り、ＬＩＶＩＮの前の道路等まわりの道路は普段からとても混むし、ＬＩＶＩＮ前
の十字路の歩道は歩く人が車にぶつけられたりと、とても危険です。たしかに駅
から歩いていく人たちの事を考えれば、ＬＩＶＩＮ側は通らないけど、この土地の回
りの車道はほとんど混む所ばかりですね。子供の障害の事を考えると、車イス
の人やいろんな人が利用出来る場所作りに考えてほしい。一部の人しか使わな
いハコものはいらない。いろんな人とは目のみえない人や、障害児や老人、車イ
スの人などが来ても大丈夫という意味。

３０歳代 神科豊殿

147 遠いので利用不可能・・・現在の中央の方で計画して下さい。予定地は反対で ７０歳代 上田中央

148
遠い所まで行かなくても楽しめる場所。大きな駐車場。女性は話が好なので長
い時間かたれる所。

７０歳代 川西

149
塩田地区に住む我々特に老人である私達には現在の天神町ガード場所に（電
車に乗降する者はすべて温泉口を利用）其の爲スロープ付の跨線橋が附帶工
事として出来たら良いなァーと思っております

８０歳以
上

塩田

150

音楽、芸能、美術等の鑑賞、創作、発表、活動の場として、請集会の場として建
設が目的であってほしい。１ホール＝内壁は全面板張り、固定席１，５００席以
上、身障者席スペース確保残響可変装置を設け、可視距離に留意。２舞台＝舞
台面は間口５０ｍ以上、、奥行２０ｍ以上、プロセニアム（可変装置付）間口１８
ｍ以上、高さ１０ｍ以上、オーケストラピット１００ｍ２以上、反響板、迫り、回り舞
台、本花道、スライデングステージ、吊下げ物用空バトンをできるだけ多く、映写
装置、舞台上部通路等を設け、舞台操作は電動とする。３楽屋＝大小８室以上
用意。４リハーサル室＝舞台プロセニアム内と同程度のもの１室、その他２～３

６０歳代 上田中央

151
下之郷自然運動公園地域に上田クリンセンターが移転されると聞きましたが、
現在千曲川添にあるものを、日本たばこ産業上田工場跡地に移転すべきだと

８０歳以
上

塩田

152
何としても勢いを佐久から取り戻してほしいです。そのための象徴的な施設とな
ることを願って止みません。そして特色を出すためには場外馬券売り場は良い
アイディアだと思うのですが・・・。

３０歳代 川西

153

何年も前からＪＴ跡地の話しを聞いていましたが、今さらこんなアンケートをして
るとは驚きです。もうすでに計画が進み、工事が始まるのも近日かと思っていま
した。これじゃあ、まだまだ先の話しですね。そのうち、財政難で中止になるので
は…？？とても期待しているので早く進めて欲しいです。

１０歳代 神科豊殿



内容 年代 地域

154

夏休み都会より孫が来て公園に遊びに行きました。広い緑に喜ぶ子供芝、でも
そこには犬のフンが所々目についただけでも１０ヶ所以上、とてもガッカリしまし
た。従業員の人達もいらっしゃるでしょう。朝、一度見ていただきたい。出来たこ
ろには犬は入れていいけない等あったはず！！ボールを持って行ったのですが
使えず残念でした。

６０歳代 上田城南

155

家族の意見をまとめさせて頂きました。上田公園へ文化施設（美術館など）をま
とめ、ＪＴ工場跡地に市民会館を移転し、他には学校の施設が良いではないで
しょうか。行きづらい場所の様に思います。

５０歳代 神科豊殿

156
家庭介護に入ってしまえば外出もありません。市の住民として上田市の栄える
事を希望して止みません。

７０歳代 上田城南

157 過剰な整備費、個人（税金の）負担の返済にならぬ様にお願い申し上げます。 ７０歳代 塩田
158 過剰な投資は出来るだけさけて（ハデ）充実した建物にしてほしいです。 ７０歳代 上田城南
159 過剰投資は避けてほしい。他に必要な事があるはずです。 １０歳代 神科豊殿

160

回りの道路の混雑がない様にしてもらいたい。駐車スペースを多目にしてほし
い。（イトーヨーカ堂の駐車とは別々になる様に）映画館ができなくなったのはダ
メージが大きい。佐久で映画をみて、佐久ジャスコで買い物すると思う。

３０歳代 上田中央

161

改修したばかりの市民会館を移転する必要があるのでしょうか？その他に、そ
のお金でできることはないのでしょうか？上田市産院はとてもよい病院です。先
生をはじめ、スタッフの方々に、私はとても救われました。地元で子供をうみたい
と思う女性は多いはずです。安心して産める病院の改修・移転の方が優先では
ないでしょうか？交流・文化施設を作るかわりに、障害者・児のための施設を作
る方が優先ではないですか？ごく一部の人たちを犠牲にしてまで、意味のある
とは思えない市民会館の移転をする必要があるのでしょうか？

３０歳代 塩田

162
絵が好きなので県下の美術館に行っていますので上田にも出来るととてもうれ
しいです。

６０歳代 上田中央

163
各既存設備を連携、機能分担させることが重要。新設が計画されるものの運営
については収支独立を重点に考えるべきだ。

６０歳代 丸子地域

164
各施設は管理は市や管理団体がするものとしても清掃活動や整備、保護活動
等は自主的に利用者自からするのが望ましいと思う。

６０歳代 上田城南

165 各地で問だいになっているただのはこものにならないように ６０歳代 川西

166
完成までに時間がかかりすぎではないですか？お金の問題で大変だと思いま
すが人があつまれる場。あきられない場所作りができるといいですね。

２０歳代 川西

167
完成後、経費の（維持費、管理費等）負担の少ない方法、設計に心がけてほし
い

６０歳代 丸子地域

168
完成後に運営費をどの位計上できるのか。（当然住民のコンセンサスを経た上
で。）そりが勝負である。＝ハコはできたけれど中身がない、ということには、くれ
ぐれもならないようにお願いしたい。

４０歳代 真田地域

169
完成後の運営については民間へ委託する等で、効率的な運営が必要と思う。ま
た定期的に施設の稼動状況や費用対効果を公表し、無駄や不効率な施策、事
業があれば市民が参加して見直しができるようにしてほしい。

３０歳代 上田中央

170
官庁業務が集約してわかりやすい（他県からきても）ものを作っていってほしい
です。

３０歳代 塩田

171

環境に気を配った、そして、小川があり、そこには、春はメダカ、夏はホタル、昔
はあった原風景を再現できたら、どんなに良いことだろう。またその価値によっ
ては、有料にしても、いいのでは、ないだろうか…。物質的な、豊かさは、もうい
らない。

６０歳代 上田城南

172 環境整備に配慮して下さい。 ２０歳代 上田城南

173
管理維持が大変と思います。作るなら予算も多くてしっかりしたものができるとよ
いと思います。

７０歳代 上田城南

174
観覧席付き体育館が欲しい。全日本の大きな大会（バレーボール、バスケット
ボール）等を招致し（若者の競技力の向上に繋げる）

６０歳代 上田中央

175
関西方面、北陸方面より来客出来るような運営。大事なのは、周りの道路の整
備をしっかりやってもらいたい。イトーヨーカドーの協力を得ながら、健全な運営
をしてほしい。

４０歳代 塩田



内容 年代 地域

176
丸子・武石・真田方面からも気軽に来れる様な配慮が必要かと思う。整備、完成
祝、運営等とかかわって頂くと良いね

６０歳代 神科豊殿

177

丸子のカネボウ跡地も活気があるようですが、りっぱな施設が出来ても最初だ
けでなくいつまでも市民が活用できる施設であるように良く考えて取りくんで下さ
い。年金生活で毎日の生活も大変なので弱者に負担がかからないようにお願い
します。

７０歳代 上田西部

178
既設の施設との重複にならぬよう又、完成後のランニングコストがかからぬよう
御配慮願います。

７０歳代 塩田

179

既存のホールの良い点悪い点を充分検討し、最良の物にして頂けるようお願い
します。反面教師としては、五角形にした為に、響きがとても悪くなってしまった
大賀ホールや、床の構造が悪い為安っぽい響きしかしない若里の文化ホール、
逆にここらへんで響きの良いのは岡谷のカノラホール・上田女子短大の北野講
堂、松本ハーモニーホール等です。（又木を生かした田舎らしい外観では音楽
村や、ささらの湯も評判がいいですが大きくは無理？）運営も、カノラが関東で
活躍していた館長さんを呼んできて成功していますが、上田出身で企画運営の
専門家で、地元に来たい方もいるという話ですし、チケットを売る為には地元の
琴光堂や、隣りにできるイトーヨーカドーとも協力していくのが一番だと思いま
す。使ってこそのホールですので、是非可動率が高くなるよう、又使いやすい料
金で市民に還元されますよう宜しくお願いします。（モニュメントは不要だと思い
ます）

４０歳代 上田城南

180
期待しています！！ＪＴ跡地の信号（交差点）が危険なので整備してほしい。 ３０歳代 丸子地域

181
記念モニュメントなんて必要ない。今の上田市は中心が活気がなさすぎて行く
気もしない。集客力のある施設を検討してもらいたい。

３０歳代 神科豊殿

182

休日には、友達や恋人、家族と行きたくなるような、おしゃれできれいで、自然と
文化が共存しているような施設を目指してほしい。また、スポーツなどで体を動
かすことで、生活習慣病の予防や医療費削減にも繁がると思うので、スポーツ
ができるスペースは取り入れてほしいと思う。

２０歳代 塩田

183
旧市内にはもはや空地はなく、今回の２１Ｈａは天からの恵み。だが、商業も大
切。上田駅、上田城跡公園を結ぶ三角地帯を拠点にした展望を新しい発想のも
とで美しい街、上田市を築いてほしいです。

６０歳代 上田西部

184
旧上田市内の施設は、どこもなんとなく入りづらい雰囲気があります。近寄りが
たい土地柄・人柄があるのでしょうか。広く見識者の意見も取り入れて、完成さ
せて欲しいです。

５０歳代 塩田

185

共に整備される民営施設との連携を大切にしてほしい。（駐車料金やイベントな
ど）また、無駄に「上田市のシンボル」や「名所」「観光スポット」のような対外的
な概念はやめてほしい。上田市民の上田市への愛着はとても希薄になっている
と思う。市街地の再開発も利便性や店舗への配慮を欠き、初めて上田市を訪れ
た人や、駅からの「見た目」を意識しすぎたための失敗だと思っています。

２０歳代 上田中央

186
橋（川）の近くであり、イベントがある時は渋滞が予想される。道路整備も必要と
思います。（交通環境整備）赤字にならぬよう運営して下さい。

４０歳代 上田城南

187
郷土発展の為に清尽力下さりまして有難うございます。良い知識も持ち合はせ
ず申訳ありません。

８０歳以
上

塩田

188
近くにスーパーがあるため車等の出入りが困難になる恐れがあります。混雑が
予想されますので出来る限りのご配慮をお願いします。

６０歳代 上田中央

189

近くに交流・文化施設が出来ることは何よりです。期待しています。高齢者です
ので、バス停が気になります。三好町１丁目～専賣公社前と現在は止ります
が、今のままでしょうか？もっと新しい施設に行き易い場所に変更して頂きたい
と思います。

７０歳代 上田城南

190
近県にないような発想でユニークな誰でも立寄りたくなるような、設備、広場にさ
れたい。

７０歳代 丸子地域

191
金額が大きくかかると思いますので、市民がより多く利用できる施設の計画運
営をよろしくお願いします。市の発展を希望しています。

６０歳代 塩田

192
金沢２１のような特色があり、将来見とうし、採算がとれるような建物でなくては
ならないと思います。市民の税金が投入されるのですから。

４０歳代 真田地域



内容 年代 地域

193

係の皆様はなんとかこの機会に市民によろこばれる施設を造りたいと御苦労さ
れていることはよくわかります。何を造っても最初はもの珍らしく利用するでしょ
うが、長続きはしない。というよりも歴史ある上田市には同じような施設が方々
にあるでしょう。あれもこれもと考えても最后は市民会館一本にしぼって頂くこと
がよろしいかと思います。今の市民会館の前にある建物のように２～３の会ギ
室を設けるとか冬の寒風を防ぐためにロビーを広くとってもらうとか車の流れを
四方八方から出られるようにするとか。松本の市民芸術館のような、オペラを上
演出来る舞台を作るとか。音楽をＣＤ、ビデオ、テレビで聞くよりライブで聞く方
が人間の脳を活性化するといいます。上田の芸術文化の向上のために、生演
奏が聞ける立派な市民の会館を造って下さい。長野市、松本市をうらやむよう
な上田であってはならないと切にお願いします。

６０歳代 塩田

194 経費削減。 ５０歳代 上田中央

195
軽井沢のショッピングプラザのようなみんなが行きやすい場所があればいいで
すね。

５０歳代 上田中央

196

建て物のデザイン、外観も大事だと思いますが、市民が利用でき、又、市外、県
外からも人が集まるような、建て物にしてほしい。赤ちゃんから、お年寄り、又、
車イスや、点字の案内等、誰でも利用できる施設にしてほしい。レストラン、カ
フェ等は、たんに売れる物だけでなく、オーガニック、ローフード等安全性や健康
面でも安心して食ベられる物を提供してほしいです。

４０歳代 神科豊殿

197

建設に当たっては善く々じゅくじょされ１００年計画（そのぐらいの気構え）を持っ
て当たってほしい。全部公共地にするべきであったと思う。市財政（税の収入）
状況と思いますが捻出予算（ＪＴからの購入）市ＯＢ（財政エキスパート）の知恵
を借りなかったのか、ヒントにはなると思います。積水ハウス（株）の住宅地は市
で用地を買い上げるべき。特別な人達だけの区域にすべきでない。飽くまでも
公共用地とすべき。にどとＪＴの後地の様な広い土地は上田市ではないので積
水と話し合い買い上げるべきだと思います。千曲川を背景にした設計をしてほし
い。文化的な催しは長野、松本と開かれ上田市民はそこまで足を運ばなければ
ならず歯ゆい思いをする。市民の熱望する音響効果、全国一番ぐらいのものを
設備してほしい。諸派に関係無く茶会を催す部屋を実現してほしい。（文化都市
とめいうつなら是非熱望します。今は車社会大型バスが駐車する事が出きる
ペース、市民がどこに駐車するか頭を悩ませる事のない様に広くペースをとって
ほしい。それゆえに積水用地の買収を熱望する。

７０歳代 塩田

198 建物内に入らずとも、自由に楽しめるよう外側を公園式にお願いします。 ５０歳代 武石地域

199

県下３番目、東信地区の中心の都市にふさわしく活気ある町づくりを願っていま
す。同時にこれだけの市でありながら他市町村へ行かなければ安心した医療を
受ける事ができない事が切実です。総合病院の充実を優先課題として下さい。

５０歳代 神科豊殿

200 県内でも一番良くない市民会館。早く音楽が楽しめる会館を期待しています。 ２０歳代 上田西部

201
現在ある文化的施設との連携、機能分担をよく考え将来的に財政面で破綻、赤
字財政にならないよう、よく検討してほしい。

６０歳代 上田中央

202
現在の経済状勢を考慮し、過剰な投資をしない事。又、市民の負担とならない
様な財政面での配慮を御願い致しますと同時に、災害時に活用出来る整備を
強く御願い致します。

５０歳代 丸子地域

203

現在の市民会館のように駐車場不足があると非常に困るので、駐車スペース
はたっぷり欲しい。周辺の道路への出入がスムーズになるようにして欲しい。施
設の利用料は高くなり過ぎないように。利用の際の手続きは簡潔にして欲しい
です。企画はよく検討して、文化程度高く、かつ収益性も考慮して赤字を出さな
いようにして欲しいです。

５０歳代 丸子地域

204
現在の市民会館の老朽化と文化センターの駐車場の狭さ、創造館の使いづらさ
を考慮したホール機能・規模の施設を建設して欲しい。無駄なと思われる、美術
館は利用率を考慮して建設には慎重に対処して欲しい。

５０歳代 真田地域

205
現在の市民会館は時々利用しますが、一番のネックは駐車場の件です。重々、
ご承知の事と思いますが、その点宜敷くお願い致します。

７０歳代 上田城南



内容 年代 地域

206

現在の市民会館を良く見てほしいです。例えば、会議室の部屋数と事務所棟の
構成、そしてホールとして客席。一番は舞台装置・音響設備搬入される大道具
等の入口など。空調設備についても集合人員にて、大・中のホールの使い分
け。公園広場も良いと思いますが、その分駐車場と思います。近年、他県にて
市民会館を建設された場所を見学し、上田市の人口にふさわしい市民会館の
建設を要望します。

７０歳代 上田中央

207 現在の市民会館後地は、緑地にして箱もの建設はしないでもらいたい。 ６０歳代 上田西部

208
現在の生活水準と１０年後の生活水準と異なる今までより大変になると思う。そ
の時人は何を求めるか。文化的な事より生活を重視する方向へ進むので慎重
にお願いします。

７０歳代 塩田

209

現存するような施設をつくるなら、財政負担になるのだから最初からつくらない
方が良い。美術館にしてもゴッホ、シャガールレベルの作品がかざれないならい
らない。上田市民のみが利用することを考えるならあの立地がいい場所につく
る意味はないだろう。観光客や他市町村民が行きたいと思うような施設をつくる
か、最初から何もつくらないかのどちらかを選ぶのみである！！

３０歳代 上田中央

210
交通手段。駐車・輪施設の他にバスや電車降りたらどうやって行くのか足を考
慮して下さい。エネルギー対策。施設の電力は太陽光や風力発電で対応したら
いいと思う。

６０歳代 川西

211

交通渋帯にならず自転車、歩行者が危険でないように（迂回路が確保されてい
る等）環境破壊にならないように。治安を重視してほしい（大きな物が建てられ
てもこの問題は必ずあとまわしになると思います）

１０歳代 丸子地域

212
交通渋滞が予想されます。施設周辺のアクセス（バスの運行）や駐車スペース
の確保等を考えて頂きたいと思います。又、道幅も決して広くないので道幅の拡
張もお願い致します。

４０歳代 塩田

213

交通渋滞の無い様な工夫と中央商店街が活性化が出きる様な取り組みを節に
お願いします。現在も上田橋から駅前、リブィンまでの間の車の渋滞がひどいた
め改善工夫をして下さい。子供高齢者への配慮を充分検討され、駅から又他か
らの歩道自転車道等きちんと通れる様危くなく安全な道を確保してほしい。上田
市の農産物の直売と宣伝、又農民美術の経験が出きる様な所もほしい。上田
市が全国に発信し集まっていただける様な場所にしてほしい。

６０歳代 上田中央

214
交通量が増えることが予想されることから道路整備が重要であると思われま
す。

６０歳代 上田城南

215
交流、文化施設との調査ですが、一般的に市役所へ行く事がありますが、その
際、駐車場のスペースが無く、又市役所も狭く感じます。市役所の建て替えは、
考えておりませんか？希望したいです。

６０歳代 丸子地域

216

交流・文化施設が、本当に市民の為に必要な物だったのでしょうか？夜間や緊
急時にすぐに対応できる病院が上田市には必要だと思います。他にも、老朽化
している上田公園内の施設プール、テニスコート等、改善が必要だと思います。

４０歳代 上田城南

217
交流・文化施設よりも、スポーツ施設の方が、利用率が高いと思います。本調査
結果を確認したいので、ネット、公報等で公表願います。

３０歳代 丸子地域

218
公園でもホールでも、常に手入れがいき届いているように維持して欲しい。 ３０歳代 川西

219 公園にはベンチを沢山おいてほしい。 ２０歳代 上田中央

220

公共の施設は車社会についていけないのか市役所の駐車場も狭いしとても不
便である。他の役所を沢山見ても上田が一番遅れている。いろいろな面で近郊
の市町村より本当に遅れていると思う。被害の少い上田住みよい上田ですので
もっともっと人が増える市にしてほしいと思います。

３０歳代 上田城南

221 公共の敷地内には個人の銅像、石碑、モニュメントは造らない方が良い。 ６０歳代 上田城南

222

公共施設に隣接して、柔道・剣道・少林寺等の道場施設、少年・成人の修行の
場もあれば安全・安心の場として市民の憩い場所としてレベルアップされると思
います。

５０歳代 上田中央



内容 年代 地域

223

公共地区２の『上田警察署用地』についてですが、警察署の他に、裁判所や、
税務署といったものを統合したビルディングの建設をしてもらいたいと思います。
現在の税務署は、駐車場が狭くとても不便に感じています。将来のことを見据え
たうえで、この機会に検討してもらいたいと思います。予算についても、現在の
土地を売却することで十分賄うことができるのでないでしょう。市民の生活に携
わるものを設置することで、公共地区１の利用も増えるのではないかと思いま
す。

２０歳代 真田地域

224

公共地区には、市役所をもってくるべきだと思います。現在の市役所は狭いし、
手続きをするのに別の場所に行かないとできないのは不便です。できたら市役
所を移転し、そのあいた場所に文化施設をつくったらどうでしょうか。

６０歳代 上田中央

225
公務員に対する風当たりが厳しい世間であるので、派手さをひかえ目にした作
りにして下さい。

２０歳代 上田中央

226 広い駐車場がほしいと思います ６０歳代 上田城南

227
広い緑地とゆったりと眺められる木や花、少し位遠くてもまた行きたい気分にな
ると思います。駐車場をたっぷりと。

７０歳代 塩田

228
広々としてのんびりゆったり休み歩きすごせる広場公園にし、かつ緑木々花等
もふんだんに使いユートピアをつくってもらいたい。

５０歳代 塩田

229

高校～社会人になってしばらくの間は、クラシックのオーケストラ・ポピュラー
ミュージックのオーケストラの演奏を聴く機会に恵まれていましたが、今日では
全くその機会を得ることが出来ず大変残念に思っています。施設を用意すれ
ば、人集めをしなければ催し物は成立しない訳ですので、これは大変なことだと
思います。増して一つの自治体の中に複数の文化施設を持つことになればなお
さらです。しかし、これは知恵を絞ればなんとかなることだと思います。出来上が
るのを楽しみに待ちます。

５０歳代 神科豊殿

230 高齢化社会につれ市民の皆様に維持等負担がかゝらない様お願いしたい。 ７０歳代 神科豊殿

231
高齢者ですので特にはありませんが税金の有効に使われます事を願いつゝ上
田市のよりよい発展を祈っております。

８０歳以
上

上田西部

232

合併して、丸子にもセレスホールがあります。真田の文化会館は、音楽の様な
催には無理があります。ですから、上田市の中央にも他の市の様な立派なホー
ルが必要だとは思います。でも建物が立派でも文化活動が停滞していては、人
が集まりません。セレスホールは音楽会を、真田町のホールは講演会をと言っ
た様な特長づけをしてもいいと思います。旧、上田市に文化会館もあります。小
さなホールはそれなりに必要です。大きな施設を造るのであればきちんとした性
格づけが必要だと思います。

６０歳代 上田西部

233
今、このような時期に、上田市の負担額（５０億円を上限）を考えると施設整備
の必要性があるか疑問です。

４０歳代 上田中央

234
今、食料品は上がり、ガソリン代も上がっていく一方なので、個人一人当たりの
ぜい金を少しでも少なくしてもらいたい。

５０歳代 上田中央

235

今は車社会ですので車に乗られる方は、さほど苦にならないかと思いますが、
車に乗れない者にしては今の状況ではとても不便な場所ではないかと思いま
す。子供から高齢者の方までどの地域からでも気軽に行かれる様な交通の便
なども考えてほしいと思います。

６０歳代 上田中央

236
今まで、まともに利用できる施設等がなかったので、利用したくなる様な魅力的
なイベントや屋外コンサート等、音楽にふれられる施設。過剰な投資、負担とな
らない無駄のない施設。以上

１０歳代 武石地域

237 今行政は赤字であること考えて欲しい。 ７０歳代 丸子地域

238

佐久のアムアムのようなシネマ数店がイトヨーの中に入るというのでとても楽し
みにしていた所、経費の関係で縮少され、シネマはなしと決まり、がっかりです。
何とか復活できないでしょうか。また若者が集えるような所が上田にはなく淋し
い限りです。そうした商業施設やフリースペース、練習場のような場をつくってほ
しいです。建物のデザインに予算をかけすぎず、耐震性のあるしっかりした建物
が時節柄必要なのではないでしょうか。とにかく期待が大きいので早急に企画
推進してほしいです。

５０歳代 上田城南



内容 年代 地域

239

最近マレットゴルフがさかんです。健康のためにも老人向のスポーツです。小規
模なマレット場があって、スポーツ、美術観賞、買物、食事が一ヶ所で出来たら
いいなー。民踊、詩吟など芸能大会出演後、打ち上げ慰労会は、ヨーカドウの
食堂でゆっくり。食事処を広く作ってもらうよう、イトーヨーカドウに要請する。

７０歳代 丸子地域

240
最近無駄な箱物を作り赤字になるというケースがよくあるようですが、そのよう
にならない様にお願いします。

５０歳代 川西

241

最初１～２年間市で行い以降第３セクターに、または民間にまかせる。上田市だ
けで行うと、御役所仕事になり手ぬきが多い。（利益低い、環境がわるい（セイソ
ウ）、競争心がない。）約４０年前の上田市は文化的（音楽）は、県でも上位に
あった。しかし現在は、県でも最低となっている。何でも、箱ものだけではない
が、最低でも（最新の）箱がなければ、向上しない。上田市民会館、文化会館あ
まりに古く、中央では上田市にくる演奏者が好ましく思っていないようです。新し
いホールが出来、４０年前のように、県でも有数な文化的都市になるように大い
に希望しています。

２０歳代 上田城南

242 最初の段階でのアンケートが必要です。 ５０歳代 塩田
243 財政健全に務めていただきたい。赤字にならないようにして頂きたい ６０歳代 丸子地域

244
財政難の折柄、決して過剰な投資とならぬよう、將来的な維持管理面まで見据
えお取り計らい願いたい。

７０歳代 上田中央

245
財政面で、完成後の負担を考えたうえで、子供達にやさしい施設にしてほしい。
この施設のでき次第で、上田市に対する考えが決まると思うので、きちんと対応
してほしいです。

３０歳代 上田中央

246
財政面への配慮としてボランティア活動を活用するようにして下さい。これから
益々高齢者が増加しボランティア参加者が増加すると思います。私も将来是非

６０歳代 塩田

247

財団を設立して運営されることと思いますが、集客するには、世界的あるいは日
本で活躍している人（楽団）の演奏の実現。駅に近いが極力、公共交通機関を
呼びかけたとしても駐車場の確保は必要となるので、立体駐車場の検討。

２０歳代 真田地域

248 使用済核燃料廃棄処分場にするくらいの気持で取り組んでいただきたい。 ６０歳代 塩田

249

子ども・沢山の人々が集まる所は防はん面をしっかりとしてほしい。（防はんカメ
ラのせっち）死角のトイレも明るく、防はんをしっかりとしてほしい。私が高校生の
時にジャスコのトイレで変なおじさんにそうぐうしてとてもこわかった思いがある
ので。すべての面で見通しよく、明るく安全にが願いです。

３０歳代 神科豊殿

250
子どもやお年寄りが気軽に利用できるような場所。上田市にもっと公園とかほし
い…施設とかよりも。

１０歳代 丸子地域

251
子ども連れでも一日楽しめる施設ができれば嬉しいデス。そして、何か発見や
発想が思い浮かぶような、そこへ行けば、と頭にうかぶ施設。

２０歳代 丸子地域

252
子育て支援センターのような、小さい子供が楽しめるような施設があっても良い
と思う。お祭りなどのイベントができると良い

３０歳代 神科豊殿

253

子育て中には雨の日でも遊べる場が必要です。私は東御市から転入してきた
ので、東御市のすくすく広場がすごく良かったです。すごく今でも行きたいのです
が東御市しかいけないようです。ぜひぜひ見学してみて上田市にもそのような
施設を作っていただきたいです。その他創造館での科学教室など会場ももう１
施設ぐらいはほしいものです。子供にとってはすごく良い場所です。子育て真最
中でかたよってますが文化、芸術にも同時にふれあえたら素敵です。良い施設
が出来ることを期待しております。宜しくお願い致します。

３０歳代 上田中央

254
子供から大人まで皆が利用できるよう、いろんな事ができる施設。行ったら必ず
楽しかったり行ってよかったと思える場所にしていただきたいです。

２０歳代 神科豊殿

255 子供から老人までみんなが楽しめる施設をつくって下さい。 ３０歳代 上田中央

256

子供をのびのびと遊ばせる事のできる公園・広場を是非とも作っていただきた
い。車の駐車スペースもあると、なおさら良いと思います。広場はともすると夜間
は若者のたまり場となりやすいので、防止策も考えて欲しいです。

３０歳代 塩田



内容 年代 地域

257

子供中心とした施設にしてほしい。子供のイベント行う時は、１５０円を参加費と
もらいすこしでも運営の費用とすればどうですか？作るにあたっても、本当にそ
れが必要か？どうか見極めてから作った方が今後にイイと思う。施設は、お年
寄りか子供が満足できるようなのがイイと思う。利用する人はお年寄りか子供だ
と思う。誰が見てもキレイな上田にして、もっと観光客をふやし有名になればイ
イ。クリスマスには、イルミネーションをやったりどこにもない物を作ってみたりす
ればいいと思う。

２０歳代 上田城南

258

市のみで運営しようとしないで、定期的に市民の意見や県内外の学識経験者な
どの意見を取り入れ、財政的にも無理のない運営が行なえるよう、知恵を出し
あって皆んなで育てていける文化施設などを目指して欲しい。発展的スペース
を作っておくことも大切だと思う。

５０歳代 塩田

259 市の基本方針のもと魅力ある、施設、公園等ができる事を期待しています。 ６０歳代 上田城南
260 市の財政の負担にならない施設にして下さい。 ３０歳代 上田城南

261
市の発展はよろこばしい事ですが膜大な金額で驚きます。市が１／３負担後の
運営費等市民税と云うる不安があります。

８０歳以
上

塩田

262 市街地と断絶するような開発はやめてほしい。 ６０歳代 上田中央

263

市中心部で駅にも近い場所で且つ広大な用地なので、将来この様な場所の確
保は困難と思います。従って市内外に誇れるような、又悔いのない施設にして
ほしいです。一方で巨額の税金を使うことでもあるので、使用料をしっかり徴収
するなど運営面も充実させ、永年の使用面にも配慮が必要と思います。又市民
公園・広場は清掃の面に十分配慮し、自然・環境の面でも楽しい場所にしてほし
いです。

８０歳以
上

上田中央

264

市内に同じ物は副数必要とは思わないが、新幹線の止まる効果を利用すれば
市内の財政や収益性も期待出来、将来的な維持、管理も、可能だと思うが、今
の所車利用が大半の市民には抵抗が強く、駐車場からシャトルバス上田駅から
徒歩でも交通渋滞のない利用を考えると中途半端なスペースになりそうなので
人を呼んでの渋滞も理解出来る有効な空間にして欲しい。上田市民が上田市
民で良かったと思える若物が増える、若物が県外に働きに出る等のない魅力の
ある場所になるようにお願いします。

３０歳代 武石地域

265 市内の催しの際には、駐車場の開放をしてもらえるとありがたい ４０歳代 上田城南

266
市内の他の文化的施設との連携、機能分担への配慮を特に検討していただき
たいと思います。

６０歳代 丸子地域

267

市内の文化的施設の機能分担を再検討して本当に必要な施設整備を望みま
す。現在有る施設を見ても市民の方々は年間どれくらい利用しているのか本当
に必要か再検討がなされるべきだと思います。補助金が有るため市の負担は１
／３程度とありますが１／３は借金となり市民に負担がかかる事を考え、今ある
施設の利用を考えながら必要最少退にすべき。

５０歳代 真田地域

268
市民が「行きたい」と思うような施設にして下さい。駐車場を大きく作ってほしい。 ３０歳代 上田中央

269
市民がかかわり合えるように、小・中・高学生なども参加できる施設にしてほし
いとともに、運営も協力してもらえるといいと思う。

２０歳代 上田中央

270
市民が気楽に利用できる施設を考えてほしい。緑が多い公園がほしい。町民税
が高くならないように、予算のむだづかいはしないようにしてほしい。最少限に
おさえてほしい。

５０歳代 真田地域

271 市民が自由に利用出来る事 ６０歳代 上田城南

272
市民が良いと思われるのは遠来の客も観光客も良いと思う。観光立市を考って
いるならそんなコンセプトも必要と思う。文化リゾート構想は大変い構想と思う

６０歳代 上田西部

273
市民にとって中心的な活動が広く行なわれるような施設でなるべく負担も少ない
よう望みたい

７０歳代 真田地域

274
市民に負担となる投資はやってもらいたくないです。施設をたてれば良い訳じゃ
ないので考えて作ってもらいたいです。使ってもらえる施設、イベントなど楽しめ
るものを提案してもらいたいです。

２０歳代 上田西部



内容 年代 地域

275

市民に負担をかけなければＯＫ。財政面に負が無い時、又今後も上小地区は発
展は大きく伸びない絶対に。「身分相応」背伸びに他府県で失敗していることを
思い出すべし。自然と人間の協同作業が基本を一番に考えよう。追・・・何の参
考になるのか理解に苦みます。計数的な反応を得られる質問とすべしと思いま
す。細かい質問はまだ多くさんある筈。

７０歳代 上田中央

276
市民に利用されない、管理するだけの建物はいらない。市民会館として中途半
ぱな会館ならばいらない。駐車スペース、トイレをしっかり確保して欲しい。

４０歳代 丸子地域

277
市民のお金を使って行う事なので、全員が良いと思えるように、運営をしてもら
えれば。

５０歳代 上田城南

278
市民の教育文化水準を高める為に、力をそそぐことが、新上田市発展の基底と
なります。目先にとらわれず百年の大計で進めて欲しい。

６０歳代 上田中央

279 市民の芸術発表の拠点になるような施設 ６０歳代 上田中央

280
市民の税金で創るのですから負担にならない様にお願いします。無理に施設を
創らなくても広い公園にして緑も多く残しておいても良いのではないでしょうか？
税金を大切に使って下さい。

５０歳代 丸子地域

281

市民の税金を、ムダ使いするくらいなら何もしないでいてくれた方がよい（民間
企業への売却を考えた方がいい）箱物を作るのに本当に１５０億円で足りるの
か？赤字経営になるのは最初からわかるような気がする。その時責任は誰がと
るのかも含めて考えてもらいたい。

３０歳代 丸子地域

282

市民の足が、ばかりでなく市内外の観光客も集客できるような上田市に向くよう
な、映画館，ショッピングスペース等の施設を充実していかなければ、経済効果
は望めないと考える。ｅｘ．信州らしい町並を作り、有名店，ワイナリー等に安く出
店をしてもらい観光スポットとして活用するなど。

４０歳代 川西

283 市民の方々に利用してもらえる施設にしてもらいたい。 ２０歳代 上田中央

284
市民の利用しやすい事と、上田市発展につながる様、考慮して頂き、施設整備
を進めて頂きたいと思います。

３０歳代 塩田

285 市民一人一人に負担なきよう、生活が苦しくならないよう開発して下さい ３０歳代 神科豊殿

286

市民会館だけでなく、現在の市役所も駐車場はせまいし、いつ行っても満車状
態だし、道路には車が平気で止まっているし、だったら役所も一緒に引越したら
どうですか？１Ｆ多目的ホールと市民会館で２Ｆ以上を市役所にして駐車場を広
くするとか、無理なら公園施設は広く駐車場からダイレクトに行かれるようなそ
んな使いやすい公園にしてください。その為にはホールの中に売店やレストラン
があるとすごく便利です。

４０歳代 上田城南

287 市民会館の移転も必要かもしれませんが、市役所を移転した方がよいと思いま ５０歳代 丸子地域
288 市民会館を早期建設を願います。 ７０歳代 丸子地域

289

市民全員が気軽に利用出来る設備のある施設にして下さい。数年前に上田に
引越してきてびっくりした事は市内に子供が安全に遊べる公園の少なさです。長
野市や長岡市にはその地域ごとに１か所か２か所は家の近くに公園があったの
で、上田市にもあると良いなと思います。

３０歳代 上田中央

290

市民誰もが利用できる事は第一に考えなければなりませんが展示作品につい
ては、格調や品位も大切にしたいので入場の際の注意やガード（セキュリ
ティー）、鑑賞する態度についてもある程度のレベルを維持しないと、なんでも屋
のような雰囲気になり（例えば子供が騒いだり、おしゃべりをしながら、携帯が
鳴ったり）静かな雰囲気にならないと思います。最初が大切だと思います。楽し
みに待っています。よろしくおねがいします。

５０歳代 丸子地域

291 市民誰れもが気軽に訪れて楽しめて美しい場所であってほしいです。 ２０歳代 無回答



内容 年代 地域

292

市役所、市民会館とも、老朽化しており新しい施設の必要性を感じます。できれ
ばＪＴ跡地すべて上田市で買いとって、市役所も造ってほしかったです。望むこ
とは大きな木々をいっぱい植えてほしいということです。先日東北の角館に旅行
しましたが、大きな木（特に角館では桜の木）が人に与える安らぎ感、癒しはとて
も大切です。ＪＴ地には桜の木がいっぱいあったのに残念です。ついでに角館の
有名な土手の桜並木は昭和の初期に植えられたとのこと。今、上田市でも千曲
川の河川敷整備などしていますが桜の木を植えていったらどうでしょうか。数十
年後には上田城と共に桜の名所となりますように…。奇抜なコンクリートのかた
まりにならないよう、人々に多くの安らぎと安定感を与えてくれるような、雰囲気
のある文化施設を望みます。成功を祈ります。

２０歳代 上田城南

293
施設が出来るのは良いが、中央に住んでおりますが、なかなか場所的に行く気
がしません。（交通の面）。施設整備に当っての中味が良くわかりません。

７０歳代 上田中央

294 施設が無駄にならないような運営を行ってほしい。 ２０歳代 丸子地域

295
施設の利用料、入場料等、皆なが使えるような金額で、出来るようにして欲しい
です。

６０歳代 神科豊殿

296
施設はただみる、聞くだけでは利用者は限られてしまいます。利用者の自発的
活動を生かす施設であって欲しい。そのため、足繁く通うには、何んといっても

６０歳代 川西

297

施設は華美にすることより、実をとることに重点を置いてほしい。“上田のシンボ
ル”にしたいなどと考える必要はない。完成後の運営は民間に任せるのではな
く、市が責任をもってすべき。市の職員の皆さんの運営能力と、ソフト面で力を
発揮されることを信じ、また期待しています。“いいもの”ができ、“よかった”と言
われるようがんばってください。

６０歳代 上田城南

298
施設は華美にならず、市民負担をできるだけ掛けないようにしていただきたい。
誰でもが利用できるよう公共性の高い施設となるようにお願いしたい。市民の憩
いの場となるよう、自然とのふれあいができるような施設を。

５０歳代 上田城南

299
施設は利用出来ない人も大勢いるので過剰な投資負担になら様お願いします ７０歳代 真田地域

300 施設を作るに金が掛りすぎる。金を掛けない設備等を考えた方が良い。 ５０歳代 上田城南
301 施設を作る必要はないと考えております。 ５０歳代 丸子地域

302

施設建設には、多額な工費を要するが完成後の運営、管理も多額の経費を必
要と思われるが、入場料の徴収等は、極力低く、押えを希望する。施設管理費
は極力ボランテアを利用し（希望者募集）軽減を斗り、市民が楽しく、利用される
ことを希望する。

７０歳代 上田城南

303

施設建設等については、投資効果を十分検討し、将来的に負担とならないよう
注意してほしい。施設について、誰もが気軽に利用できるよう配慮してほしい。
施設職員については、民間からも、登用してほしい。隣接する商業施設の補助
とならず、公共施設主体の開発を目指してほしい。

８０歳以
上

塩田

304

施設作って魂入れずにならないよう、運営管理等長い将来をみすえた有効的な
施設であってほしい。大きな施設を作るということは結局市民１人１人の負担が
伴いますが、市民の大多数が納得できるものであってほしいと思います。又既
存の中心市街地、他地域との関連も最も重要な課題です。こんなはずではな
かった…ということが、施設を作るたびにあるものです。市民に歓迎される施設
であることを願っています。

６０歳代 丸子地域

305

施設場所は、電車の窓からも見える場所ですので、派手でなく質素な雰囲気の
建物で、見ただけで暖かい気持ちと心を落着くような建物が出来たらいいなあと
思います。それに広場は全体に感じがすっきりしていて、心のいやされるふんい
きにしてほしい。・駐車場の有料ｏｒ無料について考慮して下さい。（私としては有
料賛成です。）どんな施設が出来るか期待しています。

６０歳代 上田中央

306 施設場所への道路があまりよくないのでそれも含めて考えてほしい ５０歳代 真田地域

307

施設整備についての市の基本方針に「市民公園広場」とは、芝生広場を中心に
～～→雑草ではないですよネ！！芝生は、人手と時間かかりますよ！！上田
市の働かない役員の方に管理できるのですか。→口は動くが体が動かない
方々頭でっかちの方々に！！

５０歳代 上田西部



内容 年代 地域

308

私は、美術館を作るより、商業施設をむかえた方が良いと思う。文化施設は上
田に数多くあるのに、またつくるべきなのであろうか。施設を作って、財政面に
悪影響を及ぼす施設をつくっても意味がない。上田には、若者向けの服等が
売ってる店がなく、私たちは、長野・松本・高崎に出て行ってしまう。上田にはた
くさんの学生がいるのに、若者向けの商業施設が少ないのは、おかしい。上田
を文化時にすばらしい市にしたい。と思っているのかもしれないが、大きな美術・
文化的設施を作るよりも、若者向けの商業スペースを確保しつつ、たくさんのよ
うそを含んだ施設をつくるべきだ。みりょく的な文化施設をつくらなくては、多くの
学生は、おとずれることはない。

１０歳代 塩田

309

私達、一生県命働いた中から、いろいろの税金がかけられております。大切な、
大切なお金です。皆さんは、給料もらいながら、このお金を湯水の様に使ってま
す。整備事業と称して１５０億の金を楽しみながら計画しているのではないでしょ
うか。もう、市、県民税も払わなくなった人、もともと払わないおばちゃん達、この
人たちの意見を取り上げて、そちらにお金を使っているように思えてなりませ
ん。今ある施設の運営費も多大なものと思われます。上田市の財政考えてほし
い。（検討委員の皆さんへ）

７０歳代 塩田

310
自家用車利用以外の人達の為に、施設の回りや、近くにぐるっと回る感じにバ
ス停を作ってほしい。高齢者も施設を常に利用しやすいように交通の面で心配
する事のない様に交通網を作って下さい。

５０歳代 上田中央

311
自然や緑地は、何も市街地に造る必要はない。丸子や武石、真田で考えれば
良い。そうゆう発想はないのでしょうか。旧市集中ではなく、地域の良さを生か
すような施策を展開しないと、旧町村住民の新上田市への思いや、期待感はさ
らに薄れていく。

６０歳代 真田地域

312 質の高い音楽会、美術作品が多く鑑賞できるような、文化的施設の建設を望み ４０歳代 上田中央

313
実行するなら、とことん計画を実行し、止めるなら、何もしない。中途半ぱな事だ
けはしない、勇気と決断をお願い致します。

５０歳代 塩田

314 車の駐車スペースなどよく考えて造ってもらいたい。 ４０歳代 川西

315
周辺の道路整備が必要になると思います。上田橋や三好町など。別所線の上
田駅としろした駅の間にＪＴ跡地の駅をつくると別所線の利用車も増えるのでは
ないかと思います。

５０歳代 上田中央

316 周辺地域の交通渋帯の配慮。アクセス（直通歩道等）。駐車場の問題。 ２０歳代 川西

317
充実と楽しみの施設完成後、活発な活動等行い、今度は近隣の市、町、村民を
上田市へ迎え入れてほしい。観光バス客が食事をとれる施設をぜひ作り、土産
品も簡単に買えるようにしてほしい。市に財源を降ろさせるよう工夫してほしい。

６０歳代 川西

318 充分駐車場を確保し、綜合的な文化会館（美術館）的な施設一本にしぼること。 ７０歳代 神科豊殿

319

宿泊施設も希望します。カウンセリングや教会、たましいをいやしてくれる場、個
人主義、誰もが孤独を感じる今の世の中で、誰もが気軽に立ち寄れる交流の
場、コミュニケーションの場が必要かと思います。手作品を販売できるスペー
ス、支援が必要な若者や５０才、６０才、７０才…代といくつになっても働ける場
や機会も欲しいです。

５０歳代 上田城南

320
所有主体は民間においたまま公共的役割も担っていただく市の役割はどうだと
いうのだか根本的に感え直す必要があるのでは

６０歳代 上田西部

321
商業に力が入った物でなく、市民が集えて、安心して楽しむことができる所をめ
ざして欲しい。箱物だけが目立つような物にはしないで欲しい。

５０歳代 上田中央

322
商業地区があることは知ってましたが、公共地区があるとは知りませんでした。
もう少しアピールしてみてもいいと思います。

２０歳代 上田中央

323
商業地区に予定されていた映画館が中止になりましたが、規模を小さくしてで
も、ぜひ映画館を作って欲しいです。

４０歳代 神科豊殿

324

商業地区の割合いが多すぎるような感じです。住宅地区も公園などになりませ
んか？雨でも子ども達が遊べるような施設がほしいです。子ども達が遊べる場
所があり、その近くに店があれば、入ることも増えるのでは…と思います。凝っ
た建物はいりません。誰もが行きやすい場所にして下さい。

３０歳代 丸子地域

325
商業地区はいらない。警察署だけでなく、上田中央消防署や、上田市役所、合
同庁舎も公共地区内に整備してほしい。

４０歳代 上田西部

326
商業地区は老人には不便を感じます。これからは若い人達が中心ですので良
いと思います。

８０歳以
上

丸子地域



内容 年代 地域

327

将来を見すえ、軽々に結論を出さず、そして、今の時代にふさわしい施設の建
設に当ってほしいと思います。税金を使っての建設となりますので、市民の意見
も十分取り入れ、公的施設としての機能を十分果たせるような施設を希望いた
します。現在の市民会館の移転には、大賛成です。

７０歳代 神科豊殿

328 将来的な維持、管理を見据え、過剰な投資、負担とならないようにお願いしま ７０歳代 塩田

329
少子化と言われる中、私も含めて働く女性が子供をつれて少しでも楽しめるよう
な、公園を望みます。今の上田公園は、整備がなされてなくて、管理されてなく、
汚いので、子供をつれていく気になりません。衛生面をきちんと管理して頂きた

３０歳代 神科豊殿

330
松本、長野は、かぶき、おわらい等のイベントがよく催されているが、上田はな
にもない気がする。もっと活気がある町、市にしていただきたい

４０歳代 上田中央

331

松本の立派なホールを見ると、維持費が大変であろうかと思われます。私達の
税金をあまりに大きな立派な施設の維持費にと思うと嫌だなと思います。駅から
近いということもあって新幹線に乗って県外の方々も来ることができます。どん
な大きなホールということよりも特色あるイベントや文化交流が何年も続いてい
くことが大切かと思われます。

４０歳代 上田中央

332
省エネ、エコに最大限の手を尽くして考えて作ってほしいです。週に１度は行き
たくなるような施設にして下さい。

３０歳代 上田中央

333 障害者（知的、身体）が、自由に楽しむことのできる場を望みます。 ５０歳代 丸子地域

334

上田で生まれ育ち、平成になって２０年近く、主人の転勤で県内を７ヵ所程引越
してまいりました。長野・須坂・木曽・松本など、どこにいても、子供を遊ばせるの
に良い公園があり、親子共に楽しませていただきました。上田に戻り、我家の子
供たちは成長して、親子で公園に行くという事もありませんが、回りの方々から
“遊ばせる場所がない”という声をよく聞きます。県内第３の都市でありながら、
いろいろな施設に関しては充分といえないので、今回の施設整備に大変期待し
ております。よろしくお願いいたします。

４０歳代 上田中央

335

上田で生まれ育ちました。年々変化して行く上田を感じます。上田城、桜等、有
名になった所もありますが、いまひとつ上田にはこれといった「楽しい場所」がな
いと思います。休日等結局、市外へ出かけるようになります。子供達と少し昼食
をもって出かける所もなく、上田公園等魅力に欠けています。この場所は新幹
線の窓からも見えるので、是非市外の方々も沢山来市するような施設を作って
下さい。

４０歳代 神科豊殿

336
上田には、１日中遊べるところがありません。長野や佐久に行かなくても楽しめ
る場を考えてほしいです。

３０歳代 上田城南

337

上田には、雨天に小さい子供と屋内で遊べるスペースがないと思います。長野
の科学館へよく家族で行き、“ボールプール”で思い切り遊んできます。遊具な
どたくさんなくても、子供達は足り回れるスペースがあれば、よろこんで足を運
ぶと思います。屋根にはソーラーパネルをおいて節電。自転車こぎやルームラ
ンナーみたいな物で発電し、蓄電などできたら、施設の電気に利用する。発電
は来場者に楽しんでやってもらい、ポイントなどあげて入場料を割り引いてあげ
る。駐車場は１ヶ所にまとめず、施設ことにとってほしい。噴水があったら、夏場
水あそびをしたい。春には桜を見に行きたいです。特設のビアガーデンとかあれ
ば、うれしいです。子供達が「また来たい！」と言えば大人はまた来ます。そんな
施設をお願いします。

４０歳代 塩田

338
上田には、幼児が遊ばす広い広場がない。又安全なものが必要だ。雨が降って
も市民がいつでも幼児をつれて遊びに行けるところ。子は宝です。お金をかけて
下さい。

６０歳代 上田西部

339
上田には有名な人を招けるような施設がないので長野や松本へ行かなくても良
いような施設が欲しい。

６０歳代 上田城南

340 上田のイメージアップにつながる新しい施設を作って下さい。 ２０歳代 塩田

341
上田の第１シンボルは上田城です。第２のシンボルになるような外観、充実した
ものがよいですね。維持、管理は大変になると思われますがしっかりお願い致し

８０歳以
上

上田城南

342

上田の文化、歴史、美術の集大成はいセンス象徴＋市民会館。ミニミニコン
サートみたいにロビーのようなところでできる場所もあると良い。ホールコンサー
トなどももう少し良いムードのところ。今の市民会館はコンクリート打ちっぱなし
でみっともない。心がうらさびしくなる。もっと安くても上田文化の心が伝わるやさ
しいあたたかいふんいきの総合ホール＋美術文化館ができてほしい。

５０歳代 上田西部



内容 年代 地域

343
上田は、唱歌“ふるさと”が、ピッタリのとても良い所だと思います。どうか、あま
り無機質な感じにしないで下さい。山や川になじむ景観にして下さい。

５０歳代 上田城南

344
上田は音楽イベントが盛んなので、もっと市民が音楽練習に打ちこめる場所が
ほしい。地元の商店街は元気になる工夫もしてほしい。

２０歳代 上田中央

345
上田は全体的に公的施設内に無料で駐車できる駐車場がほとんどないので、
利用する人数に見合った（できる限り）スペースを確保していただけると、行きや
すいと思います。

３０歳代 真田地域

346 上田駅との連絡通路があれば特に良いと思います。もしくは、シャトルバスなど ４０歳代 神科豊殿

347
上田駅ビルの３Ｆより上は行った事がありません。興味の持てる施設をつくって
ほしいです

５０歳代 塩田

348

上田駅至近で交通利便性が高く、中心市街地の一角として、市街地全体の活
性化につながる拠点施設の整備を目的としているようですが、今現在も原町や
海野町といった旧中心市街地の状態を見ると（そこに住む人達はどうかわかり
ませんが）この施設が整備されることによって、市街地全体がどう活性化するの
か疑問です。

６０歳代 真田地域

349 上田市がこれ以上赤字とならないような運営を第１に上田市の活性化！！ ４０歳代 真田地域
350 上田市が発展し、経済的に豊かになるようにお願いします。 ２０歳代 塩田
351 上田市が文化的な都市となるような運営をしていただきたい。 ５０歳代 上田中央

352
上田市シンボルとしての活性化策。是非人口増加するべく成功して欲しいと考
えます。

３０歳代 上田中央

353

上田市に５０年以上住んでいるが、施設を利用した事があまりない。アクアプラ
ザがもう少し安くなったらいいと思う。どんな建物になるのかわからないが、問６
の５、ムダにならなければ良いが。私はふれあい真田館に長年通っている。アク
アプラザと同じ金額なら多少遠くても真田館の方が温泉があって良い。

５０歳代 上田中央

354

上田市にこのような新しい建物が出来るということは未来の上田市のため、非
常に素晴らしいと思います。この上田市にもっと多くの人が来るようになり、内で
はもっと盛んに市民同士の交流が行われるようになれば、よりよい町になれる
のではないか、と思います。この施設を創っていくのはこれからとても大変苦労
するものであると思われますが、ぜひとも頑張って頂きたいと思います。

２０歳代 上田中央

355
上田市には特に文化に、たいして、とぼしい（ないにひとしい）所と思います。大
きな図書館がほしいですね。近所の人達の希望でもあります。

７０歳代 上田城南

356
上田市に交流文化施設が出来たらクラシック音楽を聞きに行こうと今から楽し
みにして居ります。私は車の運転はしませんが、駐車場を広く取って頂だきたい
です。車が止めれなく道路にある事のないようお願いします。

７０歳代 神科豊殿

357

上田市に在住していますが、他市で就労しているため上田市のことについては
なんら存じ上げていることがありません。大変申し訳ありません。「文化」とは、
「ハコ」から生まれるものではなく、生活の中から生まれるモノであると存じま
す。施設建設に反対させて頂きます。

３０歳代 無回答

358
上田市のイメージアップになるようにしてほしい。造ったはいいがだれもよりつか
ないようなものは金のムダ使いになる。あれもこれもとよくばると結極何にもなら
なくなる。的をしぼっていくべき。

４０歳代 塩田

359
上田市のカラにとじこもることの無い様、とにかく巾広く外から人が呼べる施設
にし、常に人がいる活気あるものにしたい。

６０歳代 上田中央

360
上田市のシンボル的施設で有ってほしいですが、誰もが気楽に足を運ぶことが
出来る所で有ってほしい。

７０歳代 上田城南

361

上田市の廻わりには色々魅力のある観光地が沢山あると思うので、それぞれ
の場所への発起地としての上田が大事かと思う。それは航空遊覧かな…と。現
在はヘリコプターが近隣と結ぶのが即決かなと思うが、安近快の安が問題かな
と思うので、上田交通や信濃鉄道と観光地の連けいで新規航空ルート事業もあ
りかな。機種構想は、飛行船コプター（集客数により、大、中、小型）発進基地と
しては上々の場所かなと。・空飛佐助号・ドラエモン号・真田幸村号・太郎山号。

６０歳代 神科豊殿



内容 年代 地域

362

上田市の公園は緑が多く、とてもきれいです。上田城がありすばらしいと思いま
す。市民会館も手いれをし、緑の中の会館はどこにもないと思います。外国でも
２００年、５００年とある建築物もあり、そのようにすれば良いと思います。町の中
も木々があり、だいぶきれいになったなあと思って通っておりますが、他から来
た人々に上田の街はすばらしい、きれいだ、又行ってみたいと思えるような街作
りをお願い致します。色も、緑、ブルーとか、とういつしたほうがいいと思います。

６０歳代 上田中央

363

上田市の将来にとり必要な投資とは思いますが昨今問題が夛い「官の行う箱
物」だけに過剰投資や採算無視がかならず出ると心配しています。検討委員の
皆さんは検討するだけの役目ですからどうしても見映えの良い予算いっぱいの
箱物を作りたい気持ちになりがちです。問題は完成後の運営であり検討委員の
皆さんは運営委員も引き続き担当され運営責任を背負っていたゞきたいと思い
ます。上田市財政を考えた場合５０億円の負担は少々重い。たとえ１億円でも削
減しようと云う検討委員が出ることを期待しています。親方日の丸にならぬよう
稼動率の低いものを作らぬよう孫子に負担かけぬようしっかり検討して下さい

６０歳代 上田中央

364
上田市の中心にあるので、上田市を３６０°見れる、展望台があれば、老若男
女問わず、上田の有名な、名所がわかると思います。

３０歳代 丸子地域

365
上田市の負担額およそ５０億円が無駄なく、あるいは建設費が節約できるよう、
細かなところまで気くばりしていただきたいです。

２０歳代 上田城南

366

上田市は、近年、他の市町村に比べて、何か特色的な事や様々な活動に遅れ
をとっているように思えます。市としてどういったコンセプトで進めているのか、い
まいち伝わってこない気もします。駅前や、街の開発もいまいちなので、今のよ
うなやり方で進めていくと、上田市民は他の市町村へ逃げてしまうのではないで
しょうか？子供やお年寄はもちろん、大人や学生も楽しめるような施設が望まし
いと思いますので、がんばって進めて下さい。期待しています。

３０歳代 神科豊殿

367

上田市は県間でも立地条件の良い住み良いところだと思います。是れからの前
途には文化の交流などは大事なことと思ます。必要に応じ建設となると多額な
費用がかゝる事で、設立の場合はむだのない様に市民に負たんのない様に委
員さんのお考えの程を高年齢の私からお願い致します。

８０歳以
上

武石地域

368

上田市は交通の便も良く、上田菅平インター，新幹線の開通など、県外からでも
立ち寄り易くなったため、多くの人を集められるスペースにして欲しい。上田のイ
メージを壊さず、お年寄でも落ち着けて温かいイメージの外観にして欲しい。（一
年を通しての障害も含めて），暑さ，雪対策など。市街中心には、アパート，マン
ションが建設され始めているため、ここに留りたい、近くにいたいと思える場所に
してほしい。（ショッピングモール内にアミューズメントも）昼も夜も明るく、防犯対
策がされている。シャトルバスなどの移動手段がある。できるだけ維持費がか
からず、環境に配慮されていること。

２０歳代 上田中央

369

上田市は他の地域とくらべ、ホールにしても、美術館にしても、これという目立っ
た施設がありません。他の地域の人たちも上田へ行きたい、行って見たいという
ような施設を期待しています。今回ＪＴ跡地の計画は上田にとって大変良い機会
ですが、限られた土地と予算の中であれもこれも総べてのものを盛り込むことは
無理と思います。中途半端にならないよう、全市内の他の施設との配分を考え
て、重点的な施設整備を考えてください。

７０歳代 真田地域

370

上田市街地、上田城、千曲川、しなの鉄道、別所線をつなぐための有力な土地
になりえるので、休日に何をしようかなー、と考えたら、この場所を思い出して、
足が向くような魅力ある計画となるように頑張って下さい

４０歳代 塩田

371

上田市西側の皆さんばかりが利用するのでは意味がないですし、税金のムダ
ずかい、と言われ、冷やかな目を注がれてしまいます。真田・武石・丸子地域の
皆さんも是非利用したい、行きたい、と思うようなイベントなどを定期的に考えて
もらいたい。上田市は外食産業が栄えない、と聞きます。失敗のないように、市
民性はもちろん、他県のことなども熟知したプランナの方など広く意見を取り入
れて下さい。長野市や松本市の方が、「いいなぁ」とうらやましく思うような、管
理・運営をして下さい。

３０歳代 神科豊殿



内容 年代 地域

372

上田市中心に今計画の施設など作ってどうプラスになると考えるのか？日本全
体を考えた計画。たとへば菅平高原のグランドを中心にした、スポーツのナショ
ナルセンター等計画すべきで小さな市の中心などの計画しかできない市長、市
議などもうすこし勉強しなさい。

７０歳代 真田地域

373

上田市中心部にだけ施設が集まっているのは不満。広場、公園の手入れはしっ
かりやり、清潔なイメージを。後々、赤字だけを残こす施設にはしないでほしい。
本音で言えば、こんな施設より、地域活生、企業誘地など、もっと他の使い方を
してほしかった。長年、あれだけの土地を空地のしておいた市の方針は正直、
理解しがたく、もっと早く手を打ってほしかった。

３０歳代 塩田

374
上田市中心部への交通アクセス、道路整備は、早急に改善が必要と思います。
特に、大屋駅周辺、赤坂交差点が通行量が多い時の渋滞。

５０歳代 武石地域

375
上田市内だけなく他の地域の方にももうすこし広い視野で見てむらいたい。今の
市長氏にはそんな感じがいたします。今後の為にもお願いします。

６０歳代 丸子地域

376
上田市内にこの様な広い土地をさがしても、もう他にはないと思います。上田市
民が一つになり、この場所は楽しくみりょく的…と思える施設になればと思いま
す。

４０歳代 上田城南

377

上田市民が心から安まる場所は、どこですか？アリオ上田の必要性は皆無で
す。商業地区６３，０００ｍ２全てを市民の憩いの広場にして下さい。（このままで
は小諸市より低レベル）仮にアリオを建設する場合、アクセス道路をどこに作る
のですか？そこまで考えていますか？今でさえ、塩田地区の人たちが、市内と
の往復の際、ＬＩＶＩＮ周辺が大渋滞しているのに、何を考えているのですか？塩
田地域の人たちからのクレーム間違いありません。ヨーカ堂の利益の為に市民
の憩いの場を提供することは止めて下さい。緑の多い上田市にしましょう！！自
然豊かな上田市にしましょう！！アリオじゃ実現不可です。

４０歳代 上田中央

378
上田市民の文化に対する意識を高めていくことが大切だと思います。市外・県
外の人々の刺激を受けることによって市民も変わっていくと思います。上田から
出なければ会えないものも上田から出くなても会える様になっていくといいと思

８０歳以
上

上田城南

379

上田市民会館の今の利用率は何％ですか。移転後は何％を見込んでいるので
すか。作る事だけが目的なら、移す意味はないと思います。公園にした方がま
だ良い。せっかく作るのであれば、上田市以外の外の地域から人を呼び込める
ものを作るべきです。集客力のあるものにして下さい。市の外からも人を集めれ
るものを作る事が上田の発展につながると考えています。

２０歳代 上田中央

380

上田市役所での運営ではなく、他企業に丸投げしたらと思います。他町村を見
ていても、他の運営などでも成功している例が多々あります。規約を作り、上田
市としてはずかしくない、素晴らしい運営が出来ることと祈ります。

６０歳代 塩田

381

上田城の千本桜のイベント等、本当に力を入れて県外からも来ていただけるよ
うになり、上田市も変わってきているなと嬉しく思っています。“シャーターマン”
もとても好評でしたね。“おもてなしの心”を考えていくと何が大切なのか見えてく
るんですね。ただとても…とても残念なのが、大人数で食事できるホールが…な
い。これではお金を落して市を潤す行為が他市に流れている気がします。市単
位では難しいのかもしれませんが、民営と協力して考える時期に来ているので
はないでしょうか。“経済活性化”よろしくお願いします。

４０歳代 上田西部

382
上田城を整備し、観光客のため伊勢の「おかげ横丁」のような土産店を近くに整
備設置。遅くなりすみません。

５０歳代 上田中央

383

上田城跡公園の周りには市民会館はじめ、プール、テニスコート、陸上競技場、
体育館、市営球場など多すぎる。５０年、１００年先の上田市発展のために、
徐々に他に移し、上田城跡公園を本来の姿に整備していってほしい。さびれゆく
上田の街並をみていると忍びない。鎌倉文化の史跡、海野宿と続く北国街道、
別所温泉、鹿教湯温泉、美ヶ原、菅平…と、たくさんある。途中下車の街のまま
でいいのか？せっかく真田幸村という全国的なブランドがあるのだから…

５０歳代 上田城南

384

上田地域は、県下で３番目の都市にもかかわらず、魅力的な店舗、施設がなく
他の地域へ消費が流れている。上田市の商店街は、閑古鳥が鳴いている現状
は、さびしい限りである。ＪＴ跡地に集客力が高い施設を作る事により、上田市
全体の活性化を期待したい。また、観光都市として、市外から訪れるお客様が
お金を落してくれるような観光も含めたトータル的な運営をお願いしたいと思い
ます。期待しています。よろしく御願いします。

４０歳代 塩田



内容 年代 地域

385
常に市民が活用したいと思うものをつくってほしい。（一部の人しか使うことの出
来ないものでなく）行ってみたいなァ…と思う所として下さい。上田駅からも近い
ので、他県の方も来たいと思える場所にしてほしい。

５０歳代 上田城南

386
新しい施設が出来ることは、うれしいです。でも今まで静かな場所が、多くの人
が入ってきます。心配です。今、上田市の商店街への影響が心配です。今でも
街に人が少ないのに、またそれ以上にいなくなる気がします。

４０歳代 上田中央

387 新しい施設を作るばかりで無く、既存の施設の有効活用を望む ５０歳代 上田中央

388
新しい上田の名所となるような魅力ある場所にしてほしい。観光客がみこめるよ
うな、ショッピング，遊び，文化に親しめるような場所にしてほしい。

３０歳代 上田城南

389
新しい箱物建設もよいのですが、たとえば先日のサイトウキネンオーケストラを
ＮＨＫが中継し長野と茅野でやったように上田市でもそのくらいのことはやって
ほしかったと思う。上田市の文化活動はあまりよくありません。

６０歳代 神科豊殿

390

新しく画期的な施設になることを期待するとともに、今ある他の施設のことも熟
慮し、“もったいない”お金の使い方はしないで欲しい。色々な世代の市民すべ
てが納得するものは難しいかと思うが、ぜひ、この新しい施設が文化交流、世
代交流の場になってくれたらと思います。そのために、このようなアンケートは良
いと思うので、今後も度々やるといいかと感じました。

３０歳代 神科豊殿

391
新しく建てるのだから見た目に内容的にいい方がいいが、将来赤字になり運営
難になるようではこまる。

３０歳代 上田中央

392 身障者も職に付かれる様願います。 ３０歳代 塩田

393

人のマナーが悪いと汚なくて何をやっても無駄だと思う。とにかく犬をかっている
家への指導をまじめにきちんとやって頂きたい。公園、道、ていぼう道路など至
る所に犬のフンがあり、本当に汚く感じる。市（？）も看板をたてるだけで、やった
気にならないで見回りや、とりしまりを毎日おこなって頂きたい。犬のフンの後し
まつができなければ、犬なんかかわなければいいだけのことなので、厳しくとり
しまって頂きたい。

３０歳代 上田城南

394

人を集めることが一番重要なことと思います。アリオの規模縮小のニュースは非
常に残念です。がっかりしたと思われない様、ある程度の規模の充実をお願い
したいです。又、充実させすぎて過剰な物とならない様、バランスをとって作って
いただきたいと思います。

３０歳代 上田中央

395

図書館は今回の計画には入っていないのでしょうか？現在の図書館は規模も
小さく老朽化しているので是非新しくＪＴたばこ跡地に建設して頂きたいと思いま
す。その時には学習室を広くし、多くの学生や市民が学習に集中できる環境を
作って頂きたいと思います。

５０歳代 塩田

396

整備について、大きな建物や構想だと、たくさんの人力が必要になり人件費が
多大になるかと思われます。そのためには、是非、シルバーの方々や、（上田に
はたくさんの福祉施設がありそれも有名）障害者の方々にお願いするのもひと
つだと思います。いろんな方々がかかわって維持してゆくのもいいかと思いま
す。余計な外観にはお金をかけず、誰もが利用しやすい施設とそれを利用する
ための交通機関や道路の整備も一緒に行なっていただきたいと思います。

４０歳代 塩田

397
整備計画案を見ましたが跡地に住宅があるのは、どうかと思います。もっと意義
ある物に。駐車場はもっとひろびろと（上田市が大きくなったので）利用しやすく
していただきたいです。

１０歳代 神科豊殿

398

整備事業外と思いますが…１）公共地区１に隣接する千曲川の利用はどうか。
現在の上田橋下流左岸のような。中段に遊歩道をつける右岸にそして公共地
区と歩道で結ぶ。２）欲を言えば、上田橋から古舟橋までの右岸に中段の遊歩
道をつける

６０歳代 上田中央

399

整備終了したら準備室解散で責任はうやむや。引き継いだ課はウロウロすると
いうような展開は避けてもらいたい。長期の視点も完成までに打ち出してもらい
たい。市長のみならず、室長の引継ぎへの取り組み方も注視していく。健闘を祈
ります。

３０歳代 神科豊殿

400 整備予定地が有効利用できる様頑張って下さい。 ４０歳代 丸子地域

401
整備予定地周辺の道路整備はどのようになっているのでしょう。その点もふくめ
て計画が進められる事を希望します。

４０歳代 塩田

402 税を使うことになり、市民に過大な負担をかけることのないように。 ５０歳代 神科豊殿



内容 年代 地域

403
税金が多く使われると思うので、あまりお金をかけず市民のみなさんが楽しめ
る、またいきたい、何度もいきたいと思えるような施設にして下さい。

３０歳代 丸子地域

404 税金の無駄づかいだけは、やめて下さい。 ４０歳代 神科豊殿
405 昔、ほていやの屋上にあったような遊園地はできないでしょうか？ ３０歳代 神科豊殿

406

昔からの商店街をもっと大切にする気持ちが欲しいですね。余計なお金を使わ
なくても良いのではないでしょうか。気持ちがあれば、どこでも交流は可能なの
では…。実家のそばなので騒がしくなるのが？いやですね。施設整備、決まっ
てからじゃ、上記書いてもムダですね。

５０歳代 神科豊殿

407 赤字運営にならない要に ５０歳代 塩田

408
設問６の５将来的…云々の事項誰でも気軽に行ったり、交流できる場として育っ
て欲しい。常駐管理に過剰な経費の負担のない運営を目指して下さい。

７０歳代 上田中央

409
千曲市のあんずホールに半円のスペーが数ヶ所ありガラス越しに水が流れ植
栽も見事で大変すばらしいと感じました。このホールを見て勝るとも劣らない
ホールにして下さい。

７０歳代 上田中央

410 専門性が高い事柄なので一任します。 ７０歳代 上田中央

411

前にも書いたが、上田には今、大きなホールがなく、松本や長野、県外まで出な
いとコンサートに行けない。（ポップ、ロックなど）上田は東京から来る分にも新
幹線の停車駅内だし、長野駅に行くよりも近い。有名な人を呼ぶにはそれなりな
お金がいるとは思うが、完成後の上田の活性化にもつながると思うのでぜひ考
えてみてほしい。

１０歳代 真田地域

412 掃除をていねいにして（お花も含む）ほしい。文化的な雰囲気を保ってほしい。 ５０歳代 神科豊殿
413 早く整備してほしい。 ３０歳代 神科豊殿

414
他の地域に比べてひけをとらない程度の広さ、設備を備えたホールの整備（け
して華美とかいうことでなく）

４０歳代 塩田

415
他県から人が集まる様な観光地的なものがいいと思います。ラスベガスにある
様な噴水で映像を映しだす様な新鮮なイベントがいいと思います。ただ芝生だ
けとかつまらない。

２０歳代 上田中央

416
他市に比較して、文化的施設が劣っていると思います。文化のかほる町づくり
是非実現を望みます。

８０歳以
上

神科豊殿

417
他市町村と比べると運動施設が少なく劣っている。スポーツ宣言都市の看板を
下した方が良いと思います。

６０歳代 上田城南

418 他特になし。財政負担が余り大きくならないように。 ６０歳代 上田中央

419

多くの市民が利用出来る施設。スポーツ、文化、芸術面において、健康、創造
性豊かな人を育てる施設。スペースに建物、コンクリート面等をめいっぱいにと
らず、緑の芝生、植木等の自然を十分にとってもらいたい。

６０歳代 塩田

420

多く皆様の意見を取り入れて、将来の為に先を急ぐばかりでなく、時間の許す限
り、何度でも検討を重ねて下さい。又この計画実施が、当市のみならず、他県や
他市の対外の皆様にもほこれる、りっぱなものを実施する以上は念頭に入れて
宜しくお願いします。関係者の皆様のご活躍に期待をしております

５０歳代 真田地域

421 多少金額的にかかったとしても、後で栄える、充実した、発展的なものがほしい ２０歳代 神科豊殿
422 多数の人々が気軽に入場できるよう駐車場を広く確保して欲しい。 ８０歳以 川西

423
多目的ホールの場合、市民の皆様が利用出来るように、出来るだけ低コストに
して頂きたいと思います。又、完成の時の祝賀会にお金を使用するのではなく、
中身の部品にその分使用するようにして頂きたい。

６０歳代 上田西部

424
体の不自由な人達が気軽に行けるような施設作りを考えてほしいと思います
（スペースの広さ、歩道など）

３０歳代 上田城南

425
体育館が古いので新しい体育館がほしいですが、上田市も財政難のようですの
でＪＴの施設の中に運動ができるジムのような軽運動ができる施設ができれば
良いと思います。

５０歳代 上田西部

426

大きな施設を作ると、道路が混雑して困ります。通勤に（塩田→市街地→塩田）
を使う道路の近くなので、これ以上の混雑はさけられる様に、施設へ行く為の専
用道路なども考えていただきたいです。特に、川が近いので、必ず通勤には上
田橋か古船橋を渡らなければならないので、もう一本橋ができると便利だと思
います。（整備費の問題があるので無理だとは思いますが…）

３０歳代 塩田

427 大きな施設を作るのであれば中途半ぱなものは作らないでほしい。 ３０歳代 真田地域



内容 年代 地域

428
大ホールだけでなく、中、小規模のホールも設けてほしい。市民の皆さんが気軽
に利用するには、使用料も高額ではなく、申し込み手続きも簡単であってほしい
と思います。

５０歳代 塩田

429
大ホール内の音響をよくする事。駐車の場の事もよく考えていままでの施設の
ような事のないように。

８０歳以
上

上田中央

430
大型店はいらない。本当に市民が必要としているのかちゃんと考えてもらいた
い。もっと必要なものがあるはず。

４０歳代 上田城南

431

大勢が集まった時駐車場の出入りで、時間がかかったり、道路が渋滞したりす
ることのないように、道路整備も一緒の考えて頂ければと思います。市民会館、
陸上競技場、市営球場等の跡地利用についても、考えを公開して頂き、市民の
考えを取り入れて頂ければありがたいです。未来の上田市を支えてくれる子ど
もたちのことを、大切に考えていくべきだと考えています。１８歳未満の方の考え
は反映それるのでしょうか？新しい体育館を是非建ててほしい。（自然運動公
園、公園の体育館の老朽化の為）

５０歳代 上田西部

432
大変古い市民会館の充実や、市体育館の不便さを考えて欲しい。その際の駐
車場の充実は絶対に必要。交通の渋滞の緩和。

４０歳代 塩田

433
地方自治法の改正に伴う指定管理者制度導入を考えておられるな、サービス
面で、質的に落ちない方法を検討してほしい。運営管理面で、地元の住民やＮ
ＰＯの参画も考えてほしい。

６０歳代 上田中央

434

中心市街地で育ったせいか、街中が活気がなくなるのが、とてもさびしいです。
街中で営業されている方々を知っているだけに、新しい施備を作ることで、どん
どん活気がなくなるようにも思います。もっと、街中に投資し、今、商買されてい
る方々を利用して街中に活気を戻す方が、より人間性高い街作りになるのでは
…市民会館を移転するのは、賛成ですが、商業地区には反対です。

４０歳代 上田中央

435
中心部のことだけ考へないで、山間部のことも良く考へてほしい。老人の出掛る
には足がない。市街地へ何年も行ったことがない。収支のバランスがとれる様
でしたらやっても良いが、景気の良くない時期なので慎重にやって下さい

８０歳以
上

真田地域

436
中途半端な施設を整備してしまうと、後々の存続が難しくなるような程の財政難
になるので、よく考慮してもらい、一大事業となるそれなりの立派なものにして欲
しいです。人が常に集まる空間に。

２０歳代 上田中央

437 駐車スペースが充分にあり、一日中遊べる複合施設ができることを期待しま ２０歳代 真田地域
438 駐車スペースも必要かと思います。 ４０歳代 上田城南
439 駐車スペースを広く取ってもらいたいです。 ６０歳代 丸子地域
440 駐車スペースを広く取る。 ４０歳代 真田地域
441 駐車スペースを多めにして欲しい。 ３０歳代 上田西部

442
駐車場と周辺道路の混雑が心配です。今でも国道１８号は混むのにイベントや
大型商業施設に市内外から集まった場合にそれ以外の用事で中心部へ行く事
が大変になると更に駅前商店街がさみしくなるのでは。

３０歳代 上田城南

443
駐車場に十分な広さがほしい（現市民会館は使いにくい）。どちらかというときち
んとした医療施設がほしい。

４０歳代 上田中央

444 駐車場に不便しないようにしてほしいです。終わった時の出庫等も…。 ６０歳代 上田城南

445
駐車場のペースを広くとって頂きたいと思ます。誰もが気軽に訪れ、癒され、雑
草、ゴミのない清潔な施設を望みます。

６０歳代 上田城南

446 駐車場の場所、スペース。 ５０歳代 神科豊殿
447 駐車場を広くする。 ６０歳代 上田城南

448
駐車場を広くとってほしい。川西方向など遠くの人が駐車するのに苦労したり、
停める所がなくなってしまったりということがないように。

３０歳代 塩田

449 駐車場を多くとって下さい。 ５０歳代 川西
450 長野、松本、伊那等の運営を参考にして下さい。 ７０歳代 川西

451

長野県は北信、東信、中信、南信の４地区に分れておりますが、北信は長野
市、中信は松本市、南信は伊那市に夫々県立の文化会館があり、東信地区だ
けにありません。３会館とも行く機会がありましたが、立地条件の良いところに
建っております。この度立地条件の良いＪＴ上田工場跡地の「交流・文化施設」
及び「市民公園・広場」の整備に当っては是非共東信地区に県民文化会館を誘
致して頂きたくお願い致します。県下３番目の都市、上田市には県立の文化会
館がふさわしいと思います。

７０歳代 上田中央



内容 年代 地域

452
東京でも施設運営がうまく出来ずにいるので、財政面で市と切りはなして運営で
きるきぼに

６０歳代 神科豊殿

453
同時に道路の整備も行なわなくてはならないと思いますが、どう整備していくの
か、前もって公表しながら進めていってほしいです。浸水した場合にも備えた造
りにした方が不難なのではないでしょうか。（例、地下に絵画を収蔵しないなど）

４０歳代 神科豊殿

454 道路整備交通渋滞が心配です。 ７０歳代 上田城南
455 特にありません。 ５０歳代 上田中央
456 特になし ６０歳代 神科豊殿

457
特に移転する必要がないと思う。今ある市民会館で充分だと思うので。もし何か
造るとしても広すぎる。

２０歳代 丸子地域

458

特に思う事は完成後には上田公園の中に有る駐車場（現市民会館の）は廃止
し、観光会館側から橋を渡って櫓に向かった時全景が視野に入り「桜祭りのポ
スター」その物の様な感動がえられるように。車、自転車を避けながらの花見は
遠方から来た方はだまされたように思うのではないかといつも思っていました。
現に、ガッカリと言いながら歩いている場面良く見掛けました。

６０歳代 上田中央

459
特に上田市は保守的になりやすいので、若い方の意見を持いて（どんどんとり
入れて）あっとおどろく事をしてほしい。

５０歳代 上田中央

460
日本の建設業が受けおえるように。大手ゼネコンの落札はゼッタイいけない。上
田市内の業社で作ってほしい。

３０歳代 塩田

461
年寄りにはなにもいりません。それよりも国民年金で入れる施設が欲しいです
（養老園）

８０歳以
上

上田中央

462 年金は減り税金は上がる一方で財政面での配慮をお願いします。 ６０歳代 上田中央
463 年代物で御免ね ８０歳以 神科豊殿
464 博物館等現在あるものを活用して、これ以上は必要がない。商業施設だけでい ６０歳代 塩田

465
箱ものといわれる建物を造るのではなく、公園・広場として整備して欲しい。大型
複合施設が予定されているようなので、休日には公園⇔施設という流れをつく
るような計画を望みます。

３０歳代 上田中央

466 箱物ありきの考えはやめてほしい ３０歳代 塩田

467
箱物はいらない。上田城及び市内の見所を経て、上田の魅力を伝えられる様な
発想で、案内板、地図など工夫して頂きたい。既存の商店街を生かして、上田
市全体が活生化する様に是非、考えて下さい。

８０歳以
上

上田中央

468
箱物は必要ない。国、県、市の行政機関を一つにしてもらった方が、良いので
は！より良いものとなることを期待しています。

５０歳代 塩田

469
箱物や公園施設のみでなく、朝市やフリーマーケットなど、経済活動もできるよ
うな所にしてほしい。

４０歳代 上田城南

470 箱物を作っても赤字になるだけ。 ３０歳代 丸子地域

471
箱物造っても利用されなかったりする話をよく聞く。そういこと（税金の無駄遣い
比判）のないよう大勢利用する施設を造って欲しい。また、緑の空間、憩の場も
考えて木々を大切にする事。

８０歳以
上

丸子地域

472
美術館とかホールとか。どうせ大して使わないのに。あんまり必要性を感じな
い。出来たとしてもどうせいかないし。ＬＯＦＴとか東急ハンズとかほしい。

２０歳代 上田中央

473

必要なのは大きな駐車場のある施設である事を忘れずに。将来的に維持、管
理費に負担とならない様に特に考えて下さい。道路（アクセス）整備も必要では
ないですか。

５０歳代 丸子地域

474
百年後の上田市民が、市民の心の広場として集い、情報発信が出来るような、
過去と現在そして未来を継ぐ文化施設を作って下さい。充分企画を深めて下さ

５０歳代 上田西部

475

不景気，物価上昇，大量消費の反省の時代になぜ今（仮）アリオなのか良くわ
からない。この施設は１０年後、２０年後の上田のためになるのか、疑問を感じ
ます。公共地区の上田警察署ができるようですが、土・日・祝日年末年始等アリ
オの客が一杯の時交通はどうなるか心配です。対策は考えてあるのでしょう
か。パトカーが交通渋滞で動かないような事がないようにしてほしい。上田で生
まれることができず、死ぬこともできない今の医療状態のとき、アリオどころでは
ないと思いますが、この事を市はどう考えているか…１００億の半分で医療を良
くする事はできないのでしょうか？

６０歳代 上田中央

476 付近の交通渋滞が心配です ４０歳代 上田城南
477 敷居の低い施設、金をかけない事、と維持して行ける事。 ７０歳代 上田西部



内容 年代 地域
478 文化、芸術に十分浸れる施設を→多勢集まり入場料で運営の一部 ６０歳代 塩田

479
文化ホール、施設、整備を前提としたアンケート調査でなく、初期の段階から市
民の意見をもっと聞くべきであると思う。

５０歳代 上田中央

480

文化施設、公園、共に上田市は今、あるものは特に特徴がなく、何となく、広さ、
使いがっても、中途半ぱ。一つでも良いから、広く、機能的で、充実した設備の
ものがほしい。今のある施設についても、この先、どうしたら特徴を出せるか、考
えていくべき。（長池公園、市民の森、創造館、上田文化会館）。セレスホールは
良いと思う。

４０歳代 上田中央

481

文化施設ができても真田、丸子、武石方面の在住する人にとっては交通の便が
すこぶる不便と各地区の方達の声なき声がきこえますので定期便をお願いした
いと…折角の施設も旧上田市民有先という風に思われないよう合併の条件の
原点に戻って行政面の方々がよく検討して下さい。

７０歳代 丸子地域

482
文化施設だけでなく、運動ができるスペース（室内テニス、ダンス等）利用者か
ら収益がとれる施設づくりが必要では。

５０歳代 上田西部

483
文化施設などの整備に付いて、御配慮を頂き心から、上田市の将来が見える
様です。本当に有難うございました。

７０歳代 塩田

484
文化施設は多目的に利用出来るように、会館として上田市の顔となるようにし
て頂きたい。

無回答 無回答

485
文化施設は百年たっても、自慢できるような建物にしてほしい。公園は東御のよ
うに芝にして行ってすわっていたいような公園がいいと思います。

６０歳代 上田城南

486
文化施設も、商業施設も新たに必要だとは思えない。建て替えるにしても今の
場所でも良いのでは？

３０歳代 川西

487
文化施設等の整備も大切ですが、市民の爲には古くなった市役所、合同庁舎、
税務署、法務局、裁判所等の公共施設を、まとめて一個所に移転させる事が最
大のメリットと考えている。警察署だけでは駄目である！！

７０歳代 上田城南

488
平日にも子どもをつれてフラッと遊びに行けるような親しみのもてる施設や公園
になるといいなぁと思います。楽しみにしています。

２０歳代 上田城南

489

本日の信毎で、ＪＴ跡地のことについての記事を読ませて頂きました。当初の計
画から上田市民サイドにかたむいてきたように読みとらせて頂きましたが、もし
そうであれば、いいことと思っています。先日懇話会に出席させて頂きはなし合
いにも参加させて頂きましたが、“上田”がどんなことに力を入れて町づくりをし
ようとしているのか、それが不鮮明に思います。この際これからどんどん高令化
の波がおしよせてくの中で、医療安心都市“上田”と銘うって、リハビリの鹿教
湯、スポーツのメッカ管平、他、老いた人達が元気になれば、子供達も元気にな
ることのすばらしい、環境都市“上田”を全国にアピールしてはどうでしょうか。人
口が増加していく都市には魅力があるからです。上田はその条件を充分にみた
しています。あとは上に立つ人達の意欲と支える人達の連けいだと思います。

６０歳代 上田城南

490

本来ならＪＴ工場跡地は借金しても上田市が全部取得すべきだったと思ってい
る。中心部の一等地を有効活用するには最高な場所であった。大規模な商業
施設が出来ても街の中は益々シャッター通りになるし、イオンは潰れると多くの
人がいっている。イトーヨーカドーも上手くいくか疑問ある。いまさらこんな事言っ
てもどうにもならないが行政の立場に立つ者は広い視野で物事を見るべきあっ
た。

６０歳代 塩田

491
未来の子供達が活き活きと生活していけるような施設にしてほしいです。「上田
に住めてよかった」と思えるように。

３０歳代 上田中央

492 無駄金にならないよう、有効利用をして貰いたいものです。 ８０歳以 上田中央
493 無料の駐車場は必ず設置してほしいです。 ３０歳代 上田城南

494
目的をはっきり定め、シンプルなものにすること。あれもこれもというように欲ば
らないこと。（いろいろな要求をすべて受け入れることは無理）

７０歳代 武石地域

495
問５でも書きましたが、最近各地にある大勢の人々が集合する施設の評価の第
１は駐車場の広さが挙げられています。立派な施設も結構ですが、まずこの点
のご配慮を特にお願いしたいものです。

８０歳以
上

塩田

496
問６の５に尽きます。維持・管理費は直接市民にのしかかってくるのですから、
それを負担してでも造った方が良い、といえ市民合意を得てから造るべきです。

５０歳代 真田地域

497 問６の５のように市の財政に、負担をかけないように ６０歳代 丸子地域
498 問６の５を重要にと思っています。 ６０歳代 神科豊殿



内容 年代 地域

499
問６の５番の項目通り、維持費がかかるので、過剰な投資はいらないと思いま
す。あまりお金をかけずに施設整備してほしいと思います。

４０歳代 神科豊殿

500
問６の７が重要な観点と思います。国を治めるためには活山・活水が大切でしょ
う。四阿山～美ヶ原の水が上田盆地でひとつになるその拠点に新しい文化施設
がすわることを願っています。追伸小牧山トンネルの実現

７０歳代 上田中央

501
野放し状態でなく、時期を設けて自由に出入り出来るが動物等の入るは禁止
（糞尿問題）

６０歳代 上田城南

502 有事の際は、防災拠点となるような整備も必要。 ４０歳代 真田地域
503 夕張の二の舞にならない様な運営の仕方を考えて下さい。 ６０歳代 上田城南

504

予算があるので大変でしょうが、よいものを造ってほしい。運営する方は、市の
仕事とは思わず、利益を出せるように、単にその仕事に係替えになったからとい
うことでなく、情熱を持って打ち込んで下さる方にお願いしたい。すてきな建物が
完成することを家族一同願っております。

５０歳代 上田中央

505

予定地は立地条件に恵まれ、上田の中心だと思いますが、それだけに渋滞など
も心配なところです。今も時間帯によっては混雑しているのですから、道路の整
備、安全性は不可欠だと思います。多目的な総合アミューズメント施設を期待し
ています！

５０歳代 上田中央

506

幼い子どものいる母親世代の女性が集えるような施設になったらうれしいです。
託児設備が充実したり、お年寄りにも優しい設計になると、市民の憩いの場にな
ると思います。検討よろしくお願いします。Ｂｉｇなアーチストが訪れる上田市に生
まれかわるとうれしいです。

３０歳代 上田城南

507

幼少期は、自然の中で思い切り遊べ、年をしたら健康づくり憩いの場、青年期は
人との活動，観賞，学びの場がもてる。そんな多彩な活動の場に近付ける施設
づくりができる事を願います。企画，運営をされる方は、大変かと思いますが、
一市民として楽しみにしています。頑張って下さい。

４０歳代 上田城南

508
用地を取得するのに多額の税金がかかってます。そこに文化施設を作るには早
いと思います。今あるので（ホール、施設）で十分だと思います。世の中経済が
安定してから考えて下さい。

５０歳代 上田城南

509
利用する人がなく不用の箱物とならない様、充分検討して、施設を造って下さ
い。

８０歳以
上

上田城南

510

立地を踏まえ、上田城跡公園の施設との連続性。上田の文化施設の集合、中
心として発展していってほしいです。あと、気軽に行けること。家からは近いので
いつも足を運ぶ場所になると嬉しいです。上田の街の“ステキ”になりますよう
に！！◎景観を損ねることのないように配慮をお願いします。

４０歳代 上田城南

511
立地特性の中に上田駅を意識した利便性が強調されていると思いますので近
隣にも魅力を感じさせるような運営を考えて人が集まることを配慮されたい。

７０歳代 塩田

512
老朽化している上田市民会館の建設。駐車場の確保。過剰な投資、負担になら
ない財政面への配りょ。地域密着。（みんなから親しまれる施設）環境に配りょ。
託児室の充実。

３０歳代 上田城南

513
老若男女問わずに、みんなが楽しめ活用できる場になってほしい。無駄なこと
はしてほしくない。

２０歳代 上田城南

514

和太鼓をやっていますが、市民の皆さんに楽しんでもらう為に演奏できる様な広
場又は舞台があれば、どんなに良いかと思います！最近若くてもうつの人が増
えています！感動と勇気、楽しさを市民の皆さんに伝えたいので、そんな広場を
ぜひお願いします！

５０歳代 真田地域

515
・映画館が上田市は小さいため、佐久までいかなければならないので欲しい。・
犬の交遊場所があるとうれしいです。

２０歳代 神科豊殿

516

・市営球場、陸上競技場等駐車場が現状のものは大変不便です。利用しやす
いようにしてもらいたい。又、公園等は、小さい子供が利用したいのにトイレが大
人用の不衛生な物が多く、利用しにくい。水道や、オムツを変える所など、子供
の事を考えてもらいたい。・住宅地が必要でしょうか？せっかくの広い土地なの
だから、球場、競技場等、広いスペースを生かせるものを考えてほしい。現在の
設備で子供が使いやすいか、又、子供を連れて行かれるような所か、良く見て
頂きたい。

３０歳代 上田中央



内容 年代 地域

517

・新上田市全体（武石・真田・丸子）を考えて公共交通、アクセスなど、又、将来
的な維持・管理を充分に見据えて事業を進めてほしい。・将来的に、他の地域
（武石、真田、丸子）の人々が、この事業を進めて良かった思える様、充分配慮
していただきたい。

５０歳代 真田地域

518

10年前に上田に引っ越しましたが（松本→佐久→長野ときて）、文化的なことが
とても遅れていると感じました。まず、子供たちのピアノの発表会をやる場所が
ないです。文化会館は広すぎるし、音楽村は観客席が急で、幼児やお年寄りに
は不向きです。とにかく、県文の小ホール程度の施設が欲しいです。子供たち
の芸術的文化を高めるために。

４０歳代 上田中央

519

ＪＴ跡地には、公園はいらないと思います。子供が少ないところに作っても意見
がないし、上田城跡公園が近くにある。上田原、塩田地区に大きな公園がほし
い！！水で遊んだり出来る所がほしい。上田城跡は市民会館の跡地を整備し、
観光（土産屋、茶屋など）や散歩するのに良いふんいきにしてほしい。

３０歳代 塩田

520

ＪＴ跡地は工場跡地、千曲川に近い千曲川の汚水の問題という決して公共用地
としては望ましい土地とは思えない。中心市街地を更に空白化させることは誰
が見ても明らかである。美術館は小さな規模でも街中にひっそりたたずんでいる
方が今の時代に合っていると思う。

３０歳代 上田中央

521 新しい施設を天下りの受入先にしない事。 ３０歳代 上田中央

522

今、日本はどうなるかと思うと自分のことばかり考えていられない。いろいろ造っ
ても無だになったらもったいない、その分、困った人達に使用する方法を見つけ
たいと思う。１番は総合病院がほしいと思う。市内に無いが不思議とというかお
かしいと感じだぜ

６０歳代 真田地域

523

上田市がＦＣ等に力を入れるのであれば、人々が映画に多く触れられるシネマ
コンプレックスが是非必要である。上田市域には文化ホールや映画を含めて、
充実した施設がない。長野市域からも集客できる移設が必要。

３０歳代 真田地域

524

映画館は、中止になったのでしょうか？地域に住む人々の多くは上田には映画
館が少なく又上映期間の遅れもあるので、わざわざ遠くまで行かなければなら
ずなんとかならないでしょうか？地域に住む人の意見はこういういけん多数で
す。きき入れてはいただけませんか？

無回答 無回答

525 完成後も、市民の意見を聞き運営してほしい。 ７０歳代 丸子地域

526

後世に残る公共施設の設立の構想の研究本当にご苦労様です。１　若者から
老人まで巾広く活用出来る施設、つまり片寄らないよう、内容も含めてご検討を
頂きたいと思います。２　主婦の立場からすると、日常生活に密着した施設を第
一に頭に浮かびます。例えば、商業地区と公共地区の場所を反対にする。即商
業地区を前面に出す。３　老人のため、タクシーが利用出来るように会社の１部
を併設して欲しいと思います。・・老人社会を迎えての切望です。(個人の玄関迄
出迎えされるように）

７０歳代 上田城南

527

市長殿　文化交流施設も大事かと思いますが、とにもかくにも今、私達市民は
「病院」この問題の方を取り上げていただきたく切にお願いします。いい医師をそ
ろえること、２４時間対応の総合病院を（佐久並みの）持ってきていただくことを
皆願っていると思います。長野病院では余りに１６万市民も心細いと皆声をそろ
えて言っております。私も病もちで、２５歳から病院通いです。切に切にこの件を
市民の声として、お届けしたいと思います。健康問題は人生の最大の課題で
す。若者も老人も上田ばなれをしていると思います。

６０歳代 上田西部

528 全てシンプルであってほしい。 ６０歳代 真田地域
529 駐車場を広くとって欲しい。（有料可） ４０歳代 神科豊殿

530
とにかく無駄ものは作らず、シンプル＆機能性のある施設をお願いします。財政
負担のないようにして下さい。

３０歳代 神科豊殿

531
文化的な美術館やホールは本当に必要か？それよりも県下一のコンサート
ホールにしてはどうか?県民文化会館を超えるような。

４０歳代 丸子地域



内容 年代 地域
532 １．昨今の現状について　仕事の関係で全国各都市に行く機会があります。そ
の時に感じることは、最近の傾向として特に地方では、郊外への大型店舗の進
出により、駅前周辺の店舗に人々が出かける機会が少なくなり、閉店する店が
多くなっているようです。そのような状況が加速すると昼夜を問わずますます人
が集まらなくなる環境になってしまっているようです。この原因としては車社会の
近年においては、無料駐車場を有する郊外の大型店舗で用事（買い物・娯楽
等）を済ませる傾向があると思います。これらのことにつきましては新聞等のマ
スメディアでも取り上げられているため、皆さま方は既にご存知のことと思いま
す。２．今後の上田駅周辺のあり方について　１．で述べたような状況を作らな
いためにも、今回のプロジェクトを含めた駅前周辺を中心とした半径１キロ圏内
の街の活性化が必用であると思われます。新しく整備された施設（大型店舗）だ
けに人が集中するのではなく、昔から賑わっていた街にいかに人を集めるか、
魅力ある街づくりが大切ではないかと考えます。３．魅力ある街とは　　全国の
大都市は別として、規模が小さいながらも人々が集まる街はどこに魅力がある
のかを考えると、"ふらっと立ち寄れる街"ではないかと思います。カップルが
デートの場所に選ぶような街づくりが、広い年齢層の人々を集める街になるの
ではないかと思います。長野県内においては、長野、松本、小布施、諏訪湖周
辺など観光客を中心に人々が集まる街がいくつかあります。そこはどこも歩きな
がら街中を見てまわるそれぞれの魅力があるからではないかと思います。地元
上田においても観光・デート等に出かけたいと人々から思われる街づくりが重要

４０歳代 塩田

532
の
続
き

４．魅力ある街にするために　では、どのようにして人々を引きつける街にする
かですが、私の所見を述べさせていただきます。（法的な規制等は考慮しており
ません）①インフラ整備について　人々がそこに集まるためには、まずインフラの
整備が欠かせないと思います。現状の施設等を有効に活用し、できるだけお金
をかけずにその方法を検討する必要があると考えます。・駐車場の確保・・・既
存の駐車場をできるだけ有効に活用し割引サービス等を行い、消費者の負担を
なくす。・鉄道・バス等・・・しなの鉄道、別所線、バス会社等の協力を得て１日フ
リー切符等を導入する。可能であるなら自転車タクシー、人力車等人目を引くよ
うな交通手段を新たに導入する。②各種催し物等について　・イベントの開
催・・・駅前広場や上田城公園その他、大勢の人が集まれるような場所でのイベ
ントの開催も大切であると考えます。例えば、野外コンサート、地元団体のダン
スや太鼓、学校のクラスや部活の発表（合唱・合奏等）、フリーマーケットなどア
イデアを募ればいろいろな事が開催可能であると思います。　・屋台・露天等・・・
飲食の充実も欠かせない要素の一つであると考えます。既存の店舗と共存し、
お互いに競い合いながら客を集められる店を増やすことが大切であると思いま
す。例えば、屋台（ラーメンやクレープ、アイスクリーム、ドリンク、焼き鳥、焼きそ
ば等）を許可することによってそれを目当てに来る方もいるのではないかと思い
ます。又、露店を街中に出すことにより、街が活気づいたような雰囲気にも見え
る効果があると考えます。夏祭りに人々が集まるのは、神輿や踊りだけでは不
十分であると思います。そこで飲食や娯楽を楽しめる二次的な要因がなければ
成り立たないと思います。③地元の協力体制　・商工会の協力・・・さまざまな企
画等について上田市だけではなく地元商工会の協力を得て、地域皆がアイデア
を出して協力することが大切であると考えます。

532続き 532続き

533
本当に市民が利用できる施設になってほしいと思います。財政面においてです
が、投資しても利用されない施設ならいらないと思いますので、その点充分に考
慮し整備してほしいです。

５０歳代 塩田

534
交流・文化施設ができるのが良いか思いますが、大きな病院ができたらもっとあ
りがたかったと思います。

４０歳代 上田城南

535

赤ちゃん（ベビービクス）から高齢者まで、集団で体を動かせるフロア付トレーニ
ングジムに、メタボやダイエットに対応できるレストランを一体化したものがあっ
ていいと思います。人が自然に集まる所であれば、気軽に運動も提供できま
す。赤ちゃんのお母さんにとっても、体を動かす機会になる、すべての方に対応
できる空間になると思います。筋力トレーニングが必要な方には、ジムもある。
運動後には安心して食事できるところがある。全国的にアピールできるものにな
ると考えます。

４０歳代 上田西部

536 シネコンは絶対必要！！ ４０歳代 上田中央


