
グループ１

小タイトル 項目

住む場所ありますか？

空き家をどうにかして欲しい

良い賃貸物件が欲しい（だから住めない）

アパートが汚くて古いのばかり（だから住めない）

良質のアパートが少ない

住みたいと思えるアパートがない

アパートが少ない（あっても汚い、古い）

若い人が住みたいと感じない

空き家を利用してシェアハウスを作る

松園に住もうキャンペーン！！

こんな松園どうでしょう(^.^)？！

夜を明るく

夜を安全に

夜静か…

道が広い割には夜くらい

街灯が少なく、夜歩行者等が見えない

静かでよい（トラックや、電車が走らない）

星がきれいに見える（夜静かで暗い）

夜、暗く、怖いイメージがある

走りやすい冬、怖くない道

除雪が下手

除雪を綺麗に早く

除雪を綺麗に丁寧に

冬の道路を安全に（すごく滑る所が有る）

除雪の雪山が邪魔（駐車場から出にくい）

雪山があり、影の子供や人が見えない（隠れていてキケン）

坂のプロデュース（今年のセンターは誰だ？）

バスが利用しやすくなれば良い

バス路線を分かり易く

バスのアクセスが悪い

バスの外部からの交通の便が悪い（一度市内の中心部にアクセスしなければな
い）

車がない世代には住みにくい

盛岡駅から遠い

坂が多い

坂が多くて大変

街をバリアフリーに

みんなが集まる公園

桜並木のある公園

ドックランがあれば良い

広い土地を生かして雨の日でも利用できるドックランが欲しい

ペットと入れるカフェ

遊園地が欲しい

フェスがあればいい

ライブがあればいい

イベントが無い

イベントの出来る場所

キャンプ場

グランピングの出来る場所

自然を活かしたアスレチック（自然が豊かなのに遊ぶ場所が無い）

子供が遊べるアスレチック

室内でも遊べるアスレチック（青森にあるようなやつ）



みんなが集まる公園

公園が整備されていない

公園が多いのに整備されていない

公園の入り口を分かり易くしてほしい

入りやすい、行きやすい公園（閉鎖的、外から見えない）

公園が多いが駐車場が無い

公園に駐車場を完備して欲しい

公園に駐車場が無いため、松園外から行きづらい

みんなで作ろう！センター街！！

色々な施設が入った複合施設

オシャレな図書館

1か所で色々なことが出来る若者向けの施設

色々な店等が併設された施設

カインズホームのようなお店（オシャレなホームセンター）

西松屋・バースデイのような子供育て向けのお店

遊ぶところが無い

1日ゆっくり過ごせる場所（スパ＋マンガがあるような場所）

食事する場所が無い

飲食店が欲しい

デリバリーしてくれるお店が欲しい

キッチンカーの集まれる場所

カフェ

みんなが集まるような場所で趣味を生かして教えあいが出来るような場所

人が集える場所

大規模商業施設

おガール紫波的な施設

トヨタシティ（Woven City）を目指す

働く所を造る

働くところがあるから仕方なく来る松園（裏を返すと、働くところがあれば来る）

無題

四十四田ダムをレインボーに

観光するところを造る

「○○へ行こう！」と言う場所が無い（来る目的としての場所が松園にはないex.湯ピ
アス）



グループ２①

小タイトル 項目

スポーツができて見られるまち

ｅスポーツスタジアム

プロのホームスタジアム

松園ドーム

柔道場を増やしてほしい

プロ野球の球団

１００面テニスコート

松園のプロサッカーチーム

松園プロレス

ラリーｏｒモトクロスコース

松園トレイルコース（キャンプ場付き）

VRのあるまち うみ

遊び心があるまち

ラウンドワン

展覧会（車など化石）

映画館

バッテングセンダー

ライブハウスがほしい

ゲーセン

ハウスクラブ

アニメの聖地

アンパンマンミュージアム

遊園地

ポケモンセンター

買い物に困らないまち

イオン

XEBIO

書店

ゲオ

CD、DVD貸し出し屋

勉強したくなるまち

日本一頭のいい大学

日本一頭のいい小学校

日本一頭のいい中学校

日本一頭のいい高校

外食店が多いまち

松園食べ放題

ビックリドンキー

マック

便利なまち 駅

いやしのあるまち
温泉

松園４８

働く場所があるまち

農家

集英社

プレミアが付く全国一の名産品をつくる、考える（第一次ｏｒ第二次産業）



グループ２②

小タイトル 項目

本に親しみやすい町

図書館が欲しい

冊数が多い図書館があるといいな

本屋

大きな本屋がほしい

古本屋がほしい

移動しやすい町

電車の駅があったらいいな

バス停を増やしてほしい

バスだと不便

自転車の練習場所がほしい

レンタル自転車があるといいな

水族館

誰でも遊べる町 小さな子や大人があそべるようなあそび場があるといいな

誰でも来やすい町

パン屋がほしい

花やさん

スポーツ店がほしい

ダイソーがほしい

イオンがほしい

アウトレットがあるといいな

ローソンがほしい

カフェがあればいい

猫カフェがほしい

大きいCDショップがほしい

レンタルビデオ店がほしい

映画館がほしい

こわくない町 街灯増やしてほしい



グループ２③

小タイトル 項目

移動・交通手段 スポーツ・遊びの時、自由に使える車

あったらいいな、施設・建物

プール

ゲームセンター

遊園地

野球場

バッティングセンター

スポーツジム

何でも好きな遊びができる場所

イベントができる広場・公園

お化け屋敷

Wi-Fiがどこでも使える

イベント
運動会

クリスマス会

習い事ができる街 野球を習いたい

いろんな食べ物屋さんがある街

お餅が食べたい

ピーナツが食べたい

ジュースが飲みたい

バニラアイスが食べたい

いっぱいアイスが食べたい

うどんが食べたい

餃子が欲しい

ラーメンが食べたい

メガネが欲しい

跳ねるトランポリンが欲しい



グループ２④

小タイトル 項目

イベントを増やしたい

松園をランニングの聖地にしよう

道路だけは大きいからマラソン大会

タイアップ　大学の駅伝チームの合宿、映画、TVドラマ、アニメの舞台に

祭り

イベント(マラソンとか、野球大会とか)

全国のランナー、ランニング愛好家が集まる

松園のB級グルメの開発

松園のイメージ
松園のイメージキャラクターの作製

松園のイメージ(PR)キャラクターを考えたい

教育の充実　文化の伝承

韓国語や中国語などの外国語の塾を早く造って欲しい

日本の民話や神話、伝説などをさいげんされた施設

たいこの伝承

アパートなど色々な人が住めるところが欲しい

ペット可のアパート的な所、非常に格安なアパートを作って欲しい。

つむ家を作ってほしい(安い家)

子どもと老人が共に過ごせるような場所(楽しめる)

働く場所を増やしたい
はたらくところをふやしてほしい

ハローワーク、労働基準官督署を造って欲しい

交通の便を良く

交通の便をよくして欲しい(バスの量を増やして欲しい)

バスの量を増やしてほしい

トイレ水飲み場が所々にあればいい

ガソリンスタンド

空港をつくってほしい

高速道路を作ってほしい

電話ボックスのリモートばん

新幹線の駅をつくる

ショッピング施設が充実するといい

散歩でもOK　途中で休めるカフェ、休けい場があればいい

レストラン(中華)

スタバがほしい

旨いラーメン店

イオンのような大型ショッピングセンターを造ってほしい。

ショッピングセンターがほしい(イオンモール)

100均がほしい　文具店を造って欲しい　ドンキホーテを造って欲しい

レンタルショップ(TSUTAYA ) を造って欲しい

CD,DVD屋を作ってほしい

ツタヤがほしい　新しいツタヤ

大形書店を造って欲しい

本屋

スポーツ屋がほしい

ユニクロを作ってほしい　古着屋があったらいい

AUやドコモのような携帯ショップを造って欲しい★お年寄りの方もガラケーから
スマホに変えている人も多いから

ケーズでんきを作ってほしい

ナイキ専門店　ジョーダン専門店　アディダス専門店

レジャーを松園でできるように！

温泉

パチンコの店



レジャーを松園でできるように！

USJみたいな　東京ディズニーランドのようなリゾート地を造って欲しい

水族館をつくってほしい

水族館　※※※をできるだけ使った光とかの立体ホログラフィなどを、自由に
利用できる施設

動物園を創って欲しい

映画館を造って欲しい

大きい公園

自然公園(サバイバル、キャンプ、自然との交流)

キャンプやBBQができる場所

公園を作ってアスレチックがほしい

体育館を作ってほしい

誰にでも気軽に走れるランニングコースがあればいい

プールをつくってほしい

外にバスケットコートを作ってほしい

室内遊ぎ場またはアスレチック(雨の日に動けないから）

ゴルフコース場

グラウンドがほしい

松園の地形凸凹をうまく生かしたユニークなランニングコース

四十四田の東家を早く直して欲しい

自然の豊さを守り続けて欲しい



グループ２⑤

小タイトル 項目

みんなが楽しめる町

お店がたくさんある町

遊園地を建ててほしい

くだもの畑になってほしい

啄木記念館がほしい

行事がいっぱい

OutDoorが楽しめる町

キャンプ場を作ってほしい

スキー場を作ってほしい

運動場がほしい

ジムがほしい

夢がいっぱい

雑草がなく花がたくさんある町

自然が豊かな町

松園は坂が多い

下り坂にしてほしい

がいとうをふやしてほしい

ジャングルをつくってほしい

トイレがつまりやすいので色んなところにトイレが欲しい

学校にのときりょうにいたい（ふろおみやげ一人一人の部屋公園図書館）

都会にすれば若い人も住みにくると思う

けんかのない町

みんなが気持ち良くすごせる町
エコをする

笑顔いっぱい

自分たちの夢　Dream

アイドルに会いたい

高級なお城に住みたい

豪邸に住みたい

ほしい町ランキング

宿泊温泉がほしい

イオンを建てる

カラオケがほしい

クラゲ水族館を建ててほしい

エムズをつくってほしい

大きな勉強のできる図書館がほしい

DAISOをつくってほしい

服屋さんや雑貨屋さんがあるといい　韓国

その他の町

シャーロックホームズのおみやげ屋さんがあるといい

無料の交通手段方法があるといい

古い家をリフォームしてきれいな家がある町

DIYがしたい

温泉が広くなってほしい



グループ３①

小タイトル 項目

空き家がないまち

空いた住居を伝承館みたいな身近な施設にする

室内あそび場（トランポリンなど体を使って雨でもあそべる）

空き家の有効活用（子供のあそび場）

心を整えるまち
神社orお寺（心のよりどころ）

心霊的なうわさをなくす

スポーツを楽しめるまち

（外）運動施設　バスケット　バレーコート etc.

学校跡地にスポーツ施設　東小体育館　野球　サッカー場

ランニングコース提案　サイクリング etc.

ツールド松園　自転車レース

花と緑で映えるまち

花のあるまち　あじさい園　ラベンダー園　つつじ　ぼたん

自然はそのまま残してほしい

今あるロケーション生かしてインスタスポット

アウトドアが楽しめるまち

四十四田ダムキャンプ場　岩手山の夕焼け　散策　etc.

しいたけ　ハーブ園　販売も

天体観測　UFO!!

子供が伸び伸び遊べるまち

長時間でも利用出来るフリースペース

とにかく駐車場が広く　どんな場所も

小中学校統合

交通公園

味覚が楽しめるまち おいしーところ　カフェ？パン？レストラン

人材を活かすまち 人材豊富　ホームヘルパー　働くママサポート　家事　お迎え etc.



グループ３②

小タイトル 項目

外の人も住民も楽しめる色々なものがある街

デカ盛り　名物料理

おいしいレストラン

美味しい店

子供たちが最新の技術にふれられる所

新しい博物館

温泉

遊び場　ラウンドワンなどが来て欲しい

フィットネスジム

イオン出店

毎日音楽やパフォーマンスができる場所があるといい

フェスができる大きい公園

自然を生かしたアクティビティで楽しめる街

坂を活かす　スキーやスノボの練習場

キャンプ場のある街

ボルダリング場

自然を生かした施設　あそびば

キャンプ　サイクリング　スケートボード　スケート　ローラースケート

日帰りでレジャーできる場所　カヌー　つり　キャンプなど　手ぶらで行ける

アスレチックができる場所がほしい

住んで楽しい遊べる街 松園で生活が完結出来るように

最新技術のあふれる街
発電システム

自動運転

働くスペースがある街

仕事ができるカフェ

シェアオフィス

仕事道具がシェアできる所

得意分野が活かせる町（農業　清掃　草取り　食事）

シニアが働ける場所

施設の清掃　食事処

お年寄りが働く場所が多くほしい

松園ブランド 下北沢みたいに松園に住む事がステータスになればいいな

移動が楽々な出やすく入りやすい街

乗り合いできる交通手段

ロードヒーティング　雪かきしない

マイカーがなくても暮らせる町

松園循環バスの充実（本数増やす）

〈バス〉自宅←→目的地（病院　買い物　あそび　まなび）

松園から直通で各大学、高校に行ける交通手段がほしい

学生が住みやすい実は空家対策にもなっている
街

学生が（得意な事　特技）アルバイトできる場所

大学の先生（バイト）→地域の子供たちの教育支援

学生が多く住む町になってほしい　学生のベッドタウン

ホームステイで異文化交流できる町



グループ４①

小タイトル 項目

人が集えるまち
坂を楽しめるまち（マラソン大会など）

高校がある町

楽しむ施設のあるまち

ボーリング場があるまち

おんせんがあるまち

縁側のある集まれる場

魅力ある公園のあるまち

各地にトレーニング遊具があるまち

バスケットコートがあるまち

子どもがあそべる場所

水が流れる公園

見はらしの良い公園がある町

移動が便利なまち

誰でも乗れる自動運転タクシーがある街

路面電車又はモノレールが走るまち

除雪がスムーズにできる町

いろいろな施設があるまち
1か所で買い物、病院等が行える場所

小さなスーパーが各地にある

働く人が助かるまち 色んなテイクアウトができる町

若者が住みやすいまち 空き家を安くかりれる町



グループ４②

小タイトル 項目

空き家が少ないまち

空き家に学生を安く、無料で住ませる。一高、三高、岩大、盛女近い。若い
人呼び込める

若い人が「松園好き」と感じられる店が多い松園

日本一広い、怖いお化け屋敷など大きなイベント

移住しやすいまち 若い世代が新築住宅をつくりやすいまち（土地が安い）

渋滞がないまち （市街地にでるとき）朝の渋滞がないまち

発信力のあるまち

SNSで広告

発信のためのアイコンをつくる

高齢化のイメージがなくなるSNS

助け合いがあるまち
多少元気な高齢の方が働ける環境（ボランティア活動の補佐）

近所同士が助け合うのが当たり前

イベントがあるまち 道路広く木陰あるならマラソン大会

楽しみがあるまち

立ち寄る所がある松園

近くに安いスーパーがあるまち

道の駅的なスポット（廃校を活用、テーマパーク的な）

繁の「乗り物広場」みたいな所

移動しやすいまち
LINE予約で簡単乗り合いタクシー

フリーバスがある

歩きやすいまち 休憩できる場所。イスｗ置くだけでも。

娯楽のあるまち
見守り付きの温泉施設

キャンプ場があるまち



グループ４③

小タイトル 項目

交通に便利気軽に出かけられるまち

わかりづらいバス路線のサポートがあればよい

小さいバスでお店や病院もぐるぐるまわる

移動が楽にできるまち

道路に雪が降ってもすぐ溶けるまち　雪かきしたくない

除雪団体が多いまち

道路を整備して歩きやすいまち

生活を楽しめるまち

運動場・プールがある

居酒屋がある

様々な年代の人が集まれる場があるまち

本屋・ＤＶＤができてる

近所で（歩いてゆける）カフェができるまち

つながるまち　助け合えるまち

オンラインの掲示板（松園住民のための）情報交換ができる

頼みたい事が電話一本でお願いできる

どこにいてもネットフリー

独居高齢者同士の寄り合い世帯シェアハウスのような

認知症に理解があるまち

活気のあるまち

大きな企業を誘致して人口を増やす

若い世代がたくさん住んでいるまち

空き家を子育て世代に安く提供

子育て世代、若い方が多くなっている

自然を生かした産業や商品の開発をすすめる



グループ５①

小タイトル 項目

アクティビティを楽しめるまち

野球ができる場所がほしい

建物があるアウトドア施設が欲しい

人工しばのサッカーコートがほしい

とうごうスポーツ施設

人が集まるまち

GU（服屋）

松園だけでサッカー用具がそろうようにサッカー用具専もん店がほしい

整骨院が近くにほしい。

松園展望台らへんになんか（店や施設がほしい）

若者むけの施設をもっとふやしたい。（マクドナルド、服屋）

若い人が住みたくなるまち

カフェほしい

リモートでしごとしやすく

オシャレな道

夏まつりもっと大きくしてほしい

植物あたらしく

まちの良いところをみんなが知れるまち
松園のいいところが分かる看板があればいいと思う。

松園のPR　Youtubeツイッターインスタ→SNSかチラシ

安心して暮らせるまち

明かりが道に欲しい（通路の安全）

学校新しくしてほしい

学校の校舎内をきれいに！

学校の校庭がもっとほしい。



グループ５②

小タイトル 項目

学べる町

先人の知恵を教えてもらいたい

ヒビの入っていない学校がほしい

学校を新しくしてほしい

屋内の勉強スペース

人を呼ぶ町

松園フォトスポット、食べ物などインスタ映えをねらう

道に木や花を植える

ドラマなどのロケ地に活用

テーマパークを増やす

松以外の花がたくさん咲く町

駐車場を多く

安全な町
電灯が多くて夜でも明るい町

冬　除雪の強化

利用者と一体化する町

コンビニやスーパーを松園内にたくさん設置してほしい

カフェなど休める場所が多い町

大きな本屋

文房具屋がほしい

遊べる町

ボウリング場がほしい

遊べる施設がたくさんある（ゲームセンターがほしい）

ジムがほしい

外にバスケットコートがほしい

レンタサイクルでサイクリング　←　坂がキツイけど

大きなライブ会場が欲しい

運動施設を増やす

夏　水遊びなど　すずしい

交流が多い町

幼児とひたすらあそびたい

クイズや百人一首で地域のひとと交流したい

他学校や地域の人と同じ曲を吹いてみたい



グループ６①

小タイトル 項目

人が楽しめる街

お祭りがあれば・・

美味しい水はいまのままでいてほしい

ボルダリングの施設があると人が集まるのでは

キャンプができる所があれば人が集まってくるかも

お年寄りのおさんぽコース

教育の多様性

インターナショナルスクールを廃校跡に呼ぼう

若者達がふえてほしい

各種学校を作ろう　園芸・ペット関係

雪かきがいらない街

客家庭のフロの廃水を利用しロードヒーティングする(冬の道がとける)

除雪がもう少しやりやすいようになってほしい

雪かきをもっと楽にしたい

いつでも移動できる楽しい街

バスとか乗物を短時間でいっぱい走らせてほしい

交通の便が良くなっていれば

小型バスを走らせる

何でも買える街
買い物が大変です　お年寄りにやさしくなるように

買物が楽しくできるように



グループ６②

小タイトル 項目

老人にやさしいまち 老人にやさしいまち

子どもいっぱいのまち

空き家に子どもたちが戻ってくるまち

子どもが増えて元気な声が聞こえるまち

カブトムシの林　都会から戻った孫と遊ぶ

人口が増える

希望があるまち

シニアのたまり場：チョイ飲みのの店、甘辛ひろば

シニアが集まるお店がある

おもちゃの修理工場　孫とふれあい

温泉リゾートがある

孫と遊べる場所がある

人が集まって活動する場のあるまち（仕事・サークル活動）

免許返納者援助事：ワンコイン産直めぐり（ツアーなど）

冬も安心なまち

ロードヒーティングが整備され冬も歩きやすいまち

まちの至る所　バリアフリー

坂のない道路（冬の雪道がこわい）

冬道も安全なまち

きれいなまち

ペットの糞のないまちに

空き家を花畑か公園にする

花のある家の訪問



グループ６③

小タイトル 項目

自然と共生しているまち

小鹿公園にアウトドア施設を（キャンプ場）

松園を自然に帰す（人を住ませない）

動物と共生出来る環境（家なき犬猫の街）

自然がいっぱいでも樹木の管理が大変。管理が可能な体制を。

自然がすばらしいので里山をアピール

香高い文化のあるまち

世界的芸術家の育成（ピアニスト等）

第二の「イトウフタバ」をつくる（世界的なアスリート）

一流の演劇、音楽ホールをあればいいな！

おしゃれ、第二の軽井沢のようなまち

岩手の別荘地をアピールしたい。

シンボルのある町

空き家を安くして貸す（市としてのシステム作り）

若い人が住めるように空き家のリフォームに助成を！！

体に優しい安心して住めるまち

医療・介護のセンターを作りその周りに住宅整備

専門医が欲しい

助け合える人達の出会い

リモートワークを創る

おひとりさまが友達と一緒に住める集合住宅が欲しい

交通の便が良いまち
松園、都南、滝沢へ地下鉄（市街地から飲んでのタクシー代が大変）

門口から門口までの交通機関が欲しい（デマンドバスのようなもの）

おいしい物が食べられるまち

街に出掛けなくとも衣料品店があればいい

貸しレストランを創りいろいろなシェフを呼ぶ

にぎやかな街づくり

近場においしいレストランが出来たら良い！！

若い人が集まる町



グループ７

小タイトル 項目

こじゃれたまち（つながるカフェ）

八戸にあるようなブックカフェ

今後テレワークやフリーランス増える。カフェ、おしゃれ、SNOW PEAKとか
の店とカフェ

色々な活動、相談ができるたまり場

家庭菜園、産直＋フリマ

公園でのマルシェ

リトリート施設（心を整える、身体を整える）

朝市、夕市

飲食店

まるごとキャンプ場（毎日アウトドア、くらしそのも
のアウトドア（野遊び））

南部片富士湖畔にウォータースポーツ拠点になるハーバー＆CAFÉ

水辺を利用した野外コンサートやキャンプ場、デートスポット

自然体験、イベント（あるけど）

小鹿公園と南部片富士湖畔にSNOW PEAKのCAMP場

small天文台

松園シリコンバレー

５GWiFi整備により、プログラマー要請キャンプを実施し、若者を集めて空
き家に住まわせる

今後テレワークやフリーランス増える。通信環境＋ビジネスセンター

バス自動運転システム

顔認証キャッシュス

遠隔医療システムを導入する

人口増→昼間人口→企業

空き家の錬金術師

造園専門家専門

若い人向けの貸家

取り壊し費用の補助

文化が香るまち

噴火活動、ミニシアター、伝統芸能など

どんな人もチャレンジできる場（学校？）

市民劇場

野外フェス

文化の香りする図書館

元気な高齢者の活躍の場（特に子供とつながる）

楽しいいイベントがあるまち
気軽にサイクリング（E-Bike）楽しめる自転車道（街中＋湖畔）

３校区対応駅伝

シニア万歳

融雪道路（歩道）

無料タクシー

世界一のリハビリセンター

消防団

つながりラジオ

マップ作製（おでかけ、便利）

ラジオ局設置

県外にいる松園出身者共有ネット



グループ８

小タイトル 項目

老人と障害者にやさしいまち

老人が自由に集える空き家利用

老人（障害者含む）と子供が一緒に集える平屋の建物

高齢者が歩いて集まることができる「たまり場」がある

校舎の有効活用を 学校の統合するなら早く校舎活用方策を

県営アパート有効活用 県営アパート有効に使う

除雪対策を 除雪ができない

歴史かおるまち 小鳥沢松屋敷縄文くらし館

病院がほしい 病院がほしい（眼科、耳鼻科、皮膚科）

いつでも乗れる小型バスが走るまち

小型電気バスが走るまち

交通。大型バス不要

小型バスで運転回数多く

自動運転。バス、タクシーがほしい

小回りの効くバスが走っている（車を運転しなくても松園内を動ける様に）

必要な時に来てくれるミニバスがほしい。

もっと自然を生かしたまちに

水辺公園、さわやかトイレ

ダム湖周辺と自然観察園を整備し公園にする

松園ホタル祭り（ゲンジ、小鹿、ヘイケ、西松園）

こども自然観察園、子供の家、木のブランコ

松園一周ウォーキング

助け合えるまち

町内会組織は機能しているの？どうしたらいいのかな。

町人どうしの連携

互いに助け合える松園

利用しやすい図書館、本屋のあるまち

学校の空き教室に寄付してもらった本で図書館を！

子供も大人も利用できる図書館

新刊図書が購入できる「本屋」があり、カフェも併設している

本屋さん、松園大図書館

街路樹が活きるまち
街路樹の整備

街路樹の案内がほしい



グループ９

小タイトル 項目

気軽に出かけられるまち

利用しやすいバス、交通手段

バスは昼間もう少しあるとうれしい

使いやすい小型タクシー（長・中）短距離対応

循環型タクシーがあればいいなー

年をとっても移動しやすい街に（小型バス運行など）

バスを待たずに行きたい時に行きたい所から乗れる乗りもの（団地内でよい）

駅、大通と直結する交通手段

イベントが多いまち ユニバース、生協で催し物をしてほしい

冬も安全なまち

主要道路に融雪施設を

除雪をしっかり（排雪含む）

日陰になる道路が凍らないように！雪が積もらぬような

雪かきがたいへん。狭い道路もかいてほしい

除雪・・・安全に歩けるように残っていないとか

誰もが集えるまち

アクティビティ、イベント（木工、絵画、おかしづくり、ゲーム、軽体操など）できる施設

年をとっても集えるように、身近に集える場所を！（空き家など利用して）

自然の中ですごす場、カフェ、図書館など、文化面を充実してほしい

立ち寄ってのんだりたべたりしゃべったりできるところを

どんな年齢でも集いたいと思える場がほしい（カフェ、図書、食事）

コミュニケーションがとれる施設空間

おしゃべりができるたまり場

雨雪いぬれることがない休憩、交流所（飲食物は自販機でもよい）

みんなが気軽に集えるカフェ風のスペース

文化が香まち

本屋の充実を！！

近くに図書館　子どもが立ち寄りやすい

図書館が欲しい　本がたくさんほしい（財源が多く）

学校帰りにだれでも立ち寄れる本・紙しばいの家　おやつのスペース

博物館の周りに縄文の生活体験小屋

博物館を活用（？）生かす

自然とともに生きるまち

自然を生かす

自然と文化を愛する人が集う街に！

貸農園があるといい

自然あそびの学校→松園

星空を見る会　なんかいいなぁ　北松園に来た時空がぐるりと見回せて嬉しかった

楽しめる公園があるまち

くり、どんぐり、くるみの林がまとまってあるといい

大小公園の整備　充実

小鹿公園を整備　子供も老人も楽しめる場所に！

運動できる広場がほしい

ささえ合うまち

パソコン、スマホの困りご事、故障に対応する安い事業所（上田など町にいくのは大変）

シェアハウス　一人暮らしを共にできる家　アパートみたいだけど共に食べられるホールなどあり

安全に歩けるまち

歩道がフラット　歩きやすいといいです。

歩道の草刈り　高齢でも歩きやすく

滝沢や玉山、桜台とつなげるロードがあって、自転車でも行き来できたらな～

歩道の整備（自転車を活用）

自転車でアネックスあたりまで行ける自転車道

自然のよさを心地よく味わえる・・・ゴミがない




