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東公園の池

Ｇ Ｇood arden計画

これが

池の水が汚い

泥みたいな茶色に濁っていることから

泥・鯉のフンなどがたまっていると考えられる

視覚

聴覚

• ライトアップ
• 看板

•水の音
→ししおどし・水琴窟

看板の製作

善光寺からの道から公園が見えない

↓

道中に看板を製作

例えば、

ししおどしの絵をかくことで

カクテルパーティー効果を期待

引用文献

• https://tabijikan.jp/misotsuchi-no-tsurara-icicles-16794/
• フリーイラスト素材集 ジャパクリップ

• https://item.rakuten.co.jp/y-square/tw-521/
• 山崎正和 『混沌からの表現』 筑摩書房

• https://www.c-odekake.net/benten/
• https://ihoku.jp/ishikawa/kanazawa-city/38517.html
• https://tabizine.jp/2019/06/27/269114/
• https://alis.to/tomatochem/articles/Kyq7DRJpNn51
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Ｇ Ｇ 計画
～善光寺横の憩いの場～

once

長野吉田高等学校

休憩所、憩いの場として

地域の方々、観光客が心地よく利用できるようにしたい

東公園とは

•夏目漱石句碑、鳩ぽっぽ歌碑など

• 『善光寺びんずる市』のイベント会場

•休憩所がある

•主に松が生えている

池の水をきれいにする ・ 維持する方法

•水をぬく

•フィルターを使って、土をとる

•炭素繊維を使う

• フィルター付き循環ポンプ設置

• パイロットフィッシュを導入

水の音

「我々は水を実感するのに

もはや水を見る必要さえない」
山崎正和 『混沌からの表現』より

• ししおどしを設置

• 高低差、小石を活用して、
流れる音を強調

旅・一日の最後に

この池を見てどう思いますか？

この池を見てどう思いますか？

• 地域に、より自然を感じる場所を提供
し、住みやすい場所にする。

• 鯉、植物の生態系の保護。
• 透き通った水にし、
自然の豊かさを感じさせる。

•日帰り客が大半である
•長野県に来訪、三割が夫婦
•５０～６０代が４０％を
占めている

目的地に行って、すぐに移動してしまう

→目的地(善光寺)近くの休憩所は、行きやすい

観光客の年代別構成

２２．０％
２０．５％

善光寺の統計データを分析

Q.池をきれいにしただけで

人が来るでしょうか？

池をライトアップさせる

• 展望台から見える

• 西側で夕方、目に入る

• 松、灯籠、もみじ、つらら
をライトアップ

まとめ

様々な方法で池をきれいにし、維持する

↓
視覚・聴覚に注目し

水の音、ライトアップ、看板で東公園の存在を示す

↓
四季を感じられるような場所にし、

観光客、地域の方々が満足できるような休憩所

にする

ご清聴ありがとうございました。



政策アイディア作品

長野吉田高等学校
グループ名：チーム弓道girls

＜理由＞

①元々耕作放棄地が多いにも関わらず、少子高齢化によって
農用地の維持管理や担い手の減少が起こり、耕作放棄地の
増大が予想されている。

②コロナウイルスの影響により景気が悪化傾向にある。

長野市の現状が

耕作放棄地を活用できるようになれば、
①、②のどちらの問題も解決に近づくと思うから。

長野市 長野県 全国
経営耕地面（A） ７１１３ ９８０６６
耕作放棄（B） ７９４ ９５４８
耕作放棄率B/（A＋B） １０.０４ ８.８７ ３.９

平成7年度の農地の状況

＜１つ目の理由の根拠 その１＞

＜１つ目の理由の根拠 その２＞

長野市の人口推移のグラフ

＜2つ目の理由の根拠＞
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景気動向調査集計結果
・製造業 業界の業況

＜まとめ＞

長野市には少子高齢化の影響によって耕作放棄地が多い、
景気が悪化傾向である、などの問題点がある。

しかし、耕作放棄地がたくさんあることをアピールして若者が
畑やお店を始めたり、研究者を誘致してリンゴ開発のための
土地として利用してもらうなど工夫すれば、耕作放棄地を
有効活用することができ、経済成長も期待できると考えます！

土地の有効活用を
してほしい！！

＜私たちの提言＞

長野市はもっと

メンバー：吉越 ゆら
吉沢 春香
保谷 成美

これらの問題はSDGsの８．１１．１５に関連する

＜これらのグラフよりわかること＞

・長野県全体と全国の値に比べ、長野市の耕作放棄地の
値がとても大きい。

・平成7年と平成１２年のデータから耕作放棄地が
増加傾向である。

＜このグラフからわかること＞

・長野市は少子高齢化が進んでおり、そのことから
耕作放棄地の増大の原因である『担い手の減少』が
起こっている。

・今後も少子高齢化が進み、生産年齢人口が減少
していくことが読み取れる。

＜このグラフからわかること＞

景気はもともと悪化傾向にあったのに加えて、
コロナウイルスの影響により、さらに大幅に
悪化していることが読み取れる。

（日本でコロナウイルスが流行しだした時期：令和元年～令和２年）

ご清聴ありがとうございました。

＜参考サイト＞
長野市ホームページ、長野県ホームページ、RESAS

＜メンバー＞
吉越 ゆら 吉沢 春香 保谷 成美



政策アイディア作品
動機
ここ数年自然災害の発生が増えてきている
例）地震、大雨・台風による洪水、土砂災害など

大きな理由として・・・
一昨年の台風１９号が衝撃的だった。

実際どんなことを行ったのか
「自分の命や体を主体的に守れる子供」という願いの
もと

「地震・大雨等自然災害に関する防災教育」

１年目・・・避難訓練ではなく防災教育に
・防災教育のポイントは、「３つのない」、「３つの
ポーズ」のみ
・週に1回、10分～15分程度のショート訓練
・防災便りを地域に回覧

一昨年の台風１９号について
台風１９号が１２日夜に県内に最接近し、１３日、
千曲市から飯山市にかけての千曲川流域で氾濫被害
が広がった。長野市穂保では堤防が約７０メートル
にわたって決壊。家々が濁流にのまれ、２階近くま
で水に漬かった住宅も出た。

防災の重要性
・防災は僕たちの生活と何らかの形で関わっている︕︕
・防災と強い関わりをもっているのは、SDGｓ
・防災とSDGｓと関わり

長野市に提案

災害はどこにいても出遭う可能性がある
防災教育を行って損をすることは一切ない

↓

防災教育に失敗なんか存在しない＝防災は生きるために行う

他人事として捉えていては時代遅れ
当事者意識をもつことによって、長野市を今以上に素敵な町（誰
一人取り残されず、傷つくことがない町）を実現するために

長野市に住む僕たちはこ
れからの自然災害にどう

備え・何をすべきか
文化学園長野高校

小林 徳亮

もう１つ大きな理由・・・
小学校からの防災教育の影響

小学校の際、慶應義塾大学准教授の先生の防災教育を受けた
↓

防災教育受けそのままにしてしまうのは何か物足りないと感じ、
長野に住む市民の方にも理解をしていただき、次世代にも引き継
がれるようにしたいと考えた。

「３つのポーズ」 「３つのない」とは︖

１ おちてこない
２ たおれてこない
３ いどうしてこない

人的被害

河川被害

計１０河川で被害が出
ている

新たな防災教育を行うことにより、教えられた生徒
（子供）の防災意識が高まり今まで発生していた自
然災害と同等又はそれ以上のレベルのものに対応す
る能力が養われることになる

防災教育を受けたことにより、意識向上が見受けら
れ、防災教育を受けた人中心に災害から強くなる長
野市を創作することが出来る

防災教育を受けることは、共に考え・悩みコミュ
ニケーションの場であるほかに、避難所で一人に
なることを防ぎ安心できる場となる。そして、共
に考えSDGｓ11番解決につながる

提案します︕
防災安全都市宣言をしませんか︖

防災意識向上のため僕と協力し定期的に市民の方に向け講
義や研修会・交流会（SDGｓ17の目標達成のため）のよう
な形を行いませんか︖
具体例）

・月に一度（第三土・日曜日など）防災デーとし長野市芸術館で行う
・自然災害が年々増加してきているので、高齢の方がいつ避難すべきなのか再度確認

→学生・現役世代は︖
・地震・台風・洪水・竜巻などが発生したときに我々はどのように安全を確保すべきか

（危機管理防災課のかたへ）

構成
１ 動機
２ 小学校の頃の活動について
３ 長野市が目指していること、そして今までどの
ような災害援助として行ってきたのか
４ 一昨年発生した台風１９号を振り返る
５ 防災の重要性
６ 提案

小学校の際なぜ防災教育を行おうと思っ
たのか
ケガをしている友達を囲い、僕たち私たちのせいじゃないと言っ
ている子供の姿を見てこんな風に言わせてしまったのは職員の責
任だと感じ、自分や大切な人の命について一緒に考えたいと思っ
たのがきっかけ。

↓

慶応義塾大学 准教授 大木聖子先生にメールをした

「学校づくり、地域づくり、町づくりをしていくのに防災はいい
媒体になる。そして防災を通していい学校、地域、町になってい
く」
と先生から返信が来て始まった。

２年目
学校・子供・家庭がつながる防災おたよりの配布
①おたより→学習カードの扱い
②おたよりは安全点検日に防災ミニ指導として行う
③感想を記入し、家に持ち帰り、お家の方のコメントをもらって
学校へ提出
④教師もコーナーを持つことで防災に積極的参加
⑤お家の方の実践をコーナーにして、他のお家の方のヒントに。
うちもやらなきゃ︕という気持ちに

継続したほうがいい︕︕

長野市が今までどのような目的で災害援
助を行ってきたのか
長野市地域防災計画(長野市防災会議作成)による危機
自然災害（地震災害、風水害、雪害、火山災害etc）

市域の災 害予防、災害応急対策及び災害復旧等を総合的・
計画的かつ有効的に実施することにより、住民の生命、 身
体及び財産を保護するとともに、風水害、地震等による被
害の軽減を図り、社会の秩序の維持及び公 共の福祉に資す
ることを目的とする。

建物被害

自分も台風１９号の後、親の関わりでリンゴ畑の片付けに行った。
結構高いところまで汚れていたので、この被害を経験した人はか
なり恐怖を感じたと思う。自分の住んでいる場所は千曲川と犀川
に囲まれているが被害がなく奇跡だっ部分も多いが、被害がなく
申し訳なかった気になった

参考文献
mca1910140500006-p1.jpg (1024×654) (sankeibiz.jp) （2021年8月22日 最終確認）
https://www.1242.com/lf/asset/uploads/2019/10/10000000000000062846_20191015101837004489_P19101
3000193-2.jpg （2021年8月22日 最終確認）
https://pbs.twimg.com/media/EGuFFT_W4AAxreb.jpg （2021年8月22日 最終確認）
https://www.nhk.or.jp/ashitanavi/images_210512_05.jpg（2021年8月22日 最終確認）
https://www.nhk.or.jp/ashitanavi/images_210512_06.jpg（2021年8月22日 最終確認）
https://www.nhk.or.jp/ashitanavi/images_210512_04.jpg（2021年8月22日 最終確認）
363617.pdf (city.nagano.nagano.jp) 広報公聴課（2021年5月31日更新）令和元年東日本台風 長野市災害
記録誌 長野市ホームページ
327776.pdf (city.nagano.nagano.jp) 危機管理防災課（2014年 8月）長野市危機管理指針 長野市ホーム
ページ
361380.pdf (city.nagano.nagano.jp) 危機管理防災課（2019年 ７月）長野市地域防災計画 長野市ホーム
ページ
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交通の利便性の向上による都市の活性化

２－３ 大山 毅
田島 大樹
石坂 善
山口 穣

SDGs探求学習

公共交通機関を便利にすることのメリット

富山県の＊「不二越・上滝線活性化支援事業」より

1.電車一本の増加により人口増加率0.0013%

2.都心部での固定資産税8%上昇

3.固定資産税の上昇により土地代が安価な郊外に住む人が増加

＊2011年から2012年に帰宅時間を中心に7本の増便を行った事業

公共交通機関の利用状況

バスの利用減少を考えると公共交通機関の利用率の減少は
不便さが原因ではないのではないか

電車、バスを増やすことのデメリット

1.営業収入が少なくなってしまう
2.季節によって利用者数が変わる

経営が不安定になってしまう

長野電鉄の営業収益

SDGsにおける影響

不二越・上滝線活性化支援事業のようになるならば…

・各駅の周辺人口が増える→地域が活性化する

ＳＤＧｓ目標１１住み続けられる街づくりをの
達成に貢献できる

長野吉田高等学校

２－３来てください

政策内容

公共交通機関を便利にすることで利用者を増やして
地域を活性化する。

具体案・電車、バスの本数を増やしたりすることで、
公共交通機関を便利にする。

長野市における交通手段の割合

年々減少傾向

公共交通機関のどのようなところが不便なのか

インタビュー
Aさん【会社員】・・・通勤時間に合うバスがない。
Bさん【高校生】・・・料金が高い。

・本数を増やせばいいのではないか
・運賃を安くすればいいのではないのか

では、どうすればいいのか

電車、バスの利用状況より梅雨の時期や雪が降る冬の時期は
通常時に比べて利用者が多い

・特定の時期で本数を増やせば利用者も増え魅力が上がる

だんだん利用者も増えていき経営がよくなる

参考資料

https://www.navitime.co.jp/congestion/prediction/

https://ediunet.jp/company.php/E04099/

http://www3.grips.ac.jp/~up/paper.html

ご清聴ありがとうございました

メンバー
大山 毅 山口 穣
石坂 善 田島 大樹
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道を開けろ！！
（お願い）

メンバー
高野 駿佑 芦原 和樹 丸山 智也

なぜこの２つにしたのか。

一例として
栃木県１２６ｋｍに対して、

長野県は３７ｋｍしかありま
せん。

長野県は自転車の道に関
して後進県となっています。

例としてフランスでは観光のための自転車の貸し出しが
行われています。

このテーマの意味は
自転車の道を整備して欲しい
いうことです。

そもそも自転車を使うメリットは

•歩きよりも早い
•化石燃料を使わなくてよい
•CO2が出ない
などがあります。

安全に走れる道に関しては
整備されている道と安全な道
に格差があります。

これらのことはSDGｓの住み続けられる町づくりに
関わっています。

長野吉田高等学校
ぱぴこ

具体的には
・整備された道を増やす
・安全に走れる道を作る

まず道を増やすとい事については

自転車専用の道は平成３０年度末時
点１３ｋｍしかありません。

また、自転車が安全に走
れる道を増やすことによっ
て観光の発展につながると
思います。

ご清聴ありがとうございました



政策アイディア作品

長野市立長野高等学校
ブランチプロジェクト

現状・課題

• 大学進学等の理由で、長野県を離れ東京などの
都会の企業に就職してしまい、長野県に戻って
くる人が少ない。

• 一方都会では、人口の過密化が問題となってお
り、待機児童問題などが深刻化している。

政策アイディアの提案

•今の若者がもう一度地元に戻ってこよう
と思わせるものは何なのか。

自然 交通のアクセス

•今の若者が、長野県の魅力ある人を知れるよう
な場所や媒体を使った発信などをすればよくな
ると思った。

•若者がこのような活動を主体的に行っていくこ
とで、若者にもこの活動が届きやすく、関心が
高まるのではないか。

若者の地域意識を高め
過密化を防ごう

市立長野高等学校 １年 水品 翔馬

つまり、
今の若者（中高生）が県の魅力をもっ
と知っていれば、県外の大学に進学し
た際でも、また長野県に戻ってこよう
と思ってもらえるのではないか！

具体的な政策のアイディア
例えば、、

長野県にはこんな魅力ある人が
いる。

そのようなことを今の若者が知
れば、こんな人がいる長野県に
戻ってこようと思ってもらえる
のではないか。

ご視聴ありがとうございました。
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テーマ設定理由

地域によってお店の数が極端に少ない所がある

高齢者の方々が大変そうだと思ったから

自分たちも不便に感じることが多い

改善したい！！

インタビュー概要

どこに コンビニ系 セブンイレブン ファミリーマート

スーパー系 デリシア イオン

内容 ・どこからきてるのか ・利用者の方の年代

・交通のアクセスについて（時間、手段）

・商業施設の設置状況について感じること（要望、意見）

コンビニ編 ご協力店舗様 セブンイレブン長野浅川店様
ファミリーマート長野SBC通り店様

車で5分 入りやすい （40代のお客様）

平日は50代～60代の年配のお客様がご来店
↳ 行楽地（ゴルフ場など）が多いため

週末は若い世代が利用 （店員さん）

高校が近くにあるので高校生が多い

フラッと立ち寄っていかれるお客様が多い 店員さん

インタビューした方が利用されていたCOOPについて調べてみました！

正式名称・・・生活協同組合コープながの（移動店舗）

内容 ・ コープ長野稲里店から約20㎞の範囲内での団地等で開設
・ 約700品目の商品を提供
（鮮魚・精肉・野菜・惣菜・その他食品・日用品等）

実施日・・・週５日

実施場所
信更地区・川中島地区・松代地区

停留所には、１０人以上
の利用者がいないと
止まってくれない、、、ｔ

チーム名 カルテット

SDGｓ

デリシア
若槻店

•平安堂

・ダイソー
吉田高校

ファミリー
マート

イオン
モール

インタビュー場所
デリシア若槻店
ファミリーマートSBC通り店
イオンモール長野三輪店
セブンイレブン浅川店
ツルヤ長野

スーパー編 ご協力店舗様 デリシア若槻店様
ツルヤ長野南店様
BIG長野三輪店様

車で10分 富竹から スーパーが少ない（60代のお客様）

車で10分 駐車場の整備が悪い（40代のお客様）

バイパス沿いのため1回で買い物が済む （30代のお客様）

車で40分 信州新町から
平日はCOOP（宅配サービス）、土日でまとめて買う
近くにスーパーが欲しい （60代のお客様）

考察

・ 移動販売をスーパーから離れた地域の公民館などで行う

↳ ・ 停留所よりも立ち寄りやすい

・ 週に２～３回最寄りのスーパーからの商品を販売する

地域が活性化され、交流を深められる

メンバー
伊藤明里 伊藤ゆきの 倉島真由佳 坂本彩葉

調べ方

インターネット

インタビュー

たくさんの方々にインタビューさせていただきました!!!

地区別事業所数 ～卸売業・小売業～

地域 事業所数

吉田 154/4685
浅川 14/4685
更北 533/4685
芹田 462/4685

長野県長野市の公式統計データより
https://www.city.nagano.nagano.jp/site/kikaku-toukei/

わかったこと・気づいたこと

自宅付近にスーパーなどの商業施設がないと不便
→宅配サービスに頼る（手数料がかかってしまう）

地区別事業所数から、地域によって差がある
→吉田から浅川まで約2㎞なのに差が大きい

50代～70代の高齢者な方々を中心に不便な思いをしているという
声が多かった

まとめ・感想

・ 同じ長野市でも地域によってお店の数違いが大きくて驚いた

・ 車で時間をかけてきている方々の負担を軽減するための

方法を考えていきたい

・ 自分たちで考えている以上に問題があることを

再確認できてよかった


