中軽井沢まちづくり事業報告書
「食とまなびの里

くつかけ」

－ コロナ禍でのまちづくり事業報告 ―

軽井沢町商工会中軽井沢支部
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1. 令和２年中軽井沢まちづくり事業の実施報告
（１）目的
(1) 主催団体より
当事業は軽井沢町商工会中軽井沢支部が主催した中軽井沢のまちづくりのための事業で
す。軽井沢町商工会は支部制をとっており、中軽井沢、新軽井沢、軽井沢（旧軽井沢）、西
（借宿、追分等）の４支部で事業を行っております。中軽井沢支部では、今回、中軽井沢地
区の活性化を進めるうえで、今後どのような施策を実施していくべきかを探るため、住民の
皆様に対して意識調査と地域をより深く知るため事業を実施致しました。具体的には住民
アンケート調査、中軽井沢まちづくりワークショップの開催、また、地域の郷土史を学ぶ事
業などです。
(2) コロナ禍の中での取り組み
当事業は、本来は、若葉まつりや紅葉まつりに合わせて茶店の開店など郷土史の実感をア
ピールするイベントもする予定でしたが、コロナ禍の中でこれらの事業を中止せざるえな
くなりました。
また、郷土史の講演やまちづくりワークショップも、人が集まっての教室講義やグループ
ディスカッションなども実施は困難となり、これらをオンラインで実施することに変更し
ました。しかしながら、これらはコロナ禍への対応とアフターコロナを踏まえて、今後の地
域でのコミュニケーションのあり方を考える貴重な機会になったと思います。
(3) 地域を知ること
今回の事業では地域を知ることを重視しました。地域を知るには、住民、歴史、地勢を知
る必要があります。地勢については実際に地域内の史跡などを歩いて訪れるイベントも予
定していましたが、コロナ禍で中止せざるえなくなりました。このため、今回は住民意識の
アンケート調査と地域の郷土史の学習に焦点をあてました。
私たち住民も自分の住んでいる地域のことを意外と知らないことが多いです。地域には
いろいろな顔があり、住民にも様々な職業と立場があり、そのニーズや地域内で重視すると
ころは違います。私たち商工会中軽井沢支部の会員は事業者として地域を見てしまいます
が、より多くの人が参加できるまちづくりのためには多くの住民の皆様のニーズを知る必
要があると思います。また、郷土史は先人が積み重ねてきた地域文化の土台であるであると
思います。当事業はこうした住民ニーズと地域の文化を知るために実施したものです。

（２）実施事業と目的
(1) 中軽井沢まちづくりアンケート
実施期間 令和２年 11 月６日～11 月 20 日
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中軽井沢地域住民の地域に対する意識調査とニーズ把握を目的にまちづくりアンケート
を実施しました。中軽井沢地域の各種団体に配布したのと目安箱と称する箱をくつかけテ
ラスとルルグラスに置いて不特定多数の方にも記入してもらい回収しました。また、くつ
かけテラスとルルグラスにおいて QR コードをプリントしたＰＯＰを貼って Web サイト上
でも入力してもらいました。
(2) くつかけヒストリア講演（オンライン講演会）
実施日時：令和２年 11 月 20 日（金）
19 時～20 時 30 分
Zoom を使って、オンライン郷土史講演会を行いました。地域の
ことを住民の方に知っていただく機会として郷土史の講演を中
山道 69 次資料館館長の岸本豊先生にしていただきました。
(3) 中軽井沢まちづくりワークショップ（オンラインワークショップ）
実施日時：令和２年 12 月８日（火）
・令和２年 12 月 13 日（日）
ともに 19：30～21:00
中軽井沢地区の皆さんに参加いただいて、
「中軽井沢まちづくりワークショップ」をオン
ラインで２回実施しました。ワークショップの方法としては「ワールドカフェ」というグル
ープ討議の方法を用いて実施しました。
(4) 広報について
これらの参加者の募集については右のような折り込みチラシを配布
して募集しました。
チラシの枚数は、3,310 枚で中軽井沢より西の地区に配布致しまし
た。
(5) 報告書の作成
当報告書を作成です。なお、当事業は長野県より長野県地域発元気
づくり支援金を受けて実施致しました。

（３）具体的な実施内容
(1) 中軽井沢まちづくりアンケート
① アンケートの設問内容と配布先
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・アンケートの設問内容

上記のように地域のよさや知識、商店街に対する考えや状況、中軽井沢のまち

づくりに対する考え方をアンケートしました。
・配布先及び目安箱、WEB 回答の回収状況
依頼団体・置き場

依頼枚数

回収数

中軽井沢区

５部

５部

商工会中軽井沢支部

５部

５部

軽伸会

５部

５部

中軽井沢商店サービス会

５部

５部

軽井沢町消防団第５部

５部

５部

（一社）軽井沢青年会議所

５部

５部

中部小学校ＰＴＡ

５部

５部

図書館友の会

５部

５部

軽井沢混成合唱団

５部

５部

目安箱 ルルグラス

－

７部

目安箱 くつかけテラス

－

０部

WEB 回答

－

４部

－

56 部

合計
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② アンケートの回答内容
1) 回答者の属性（回答者数：56 名）

お住まい

年代
70代以上 20代
1.8%
7.1%

大日向
借宿
2% 南軽井沢
2%
2%
旧軽
西 2%
2%
西側
5%

40代
26.8%

50代
17.9%

30代
21.4%

無回答
2%

中軽井沢
(中軽駅よ
り南側)
48%

中軽井沢
(中軽駅よ
り北側)
35%

60代
25.0%

性別

回答者の属性は中軽井沢地区の各種団体の
役員が多いということを前提にする必要があ
ります。年齢層は 40 代、60 代、50 代の順と
なっています。住所は中軽の駅南の人の方が

女性
46.4%

北側より多いです。性別はほぼ半数ずつです。

男性
53.6%

39

2) 設問２-１ あなたの好きな中軽井沢の場所を、2 つお答え下さい。
好きな場所は湯川ふるさ
と公園、長倉公園、ハルニレ
23

テラス、湯川の順となって
15

18

います。共通するのはいず

1

0.9%

3.6%

4

3.6%

4

だということです。
7.1%

13.4%

16.1%

20.5%

34.8%

8

れも湯川が関係するところ

3) 設問 2-2 以下の中でよく利用するところはどこですか? 3 つお答え下さい。
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34

活の必要から利用するのは
5

3.0%

6

3.6%

7

4.2%

7.7%

9.5%

13

16

18

園がトップです。役場は生
10.7%

10.7%

14.3%

16.1%

20.2%

18

24

27

ここでも湯川ふるさと公

当然だと思います。次は長
倉公園でした。商店街はも
う少し上位に行けるように
しないといけないと思いま
した。

4) 設問 2-3 くつかけテラスの「くつかけ」という名前の由来を知っていますか?
知らない
14%

半数の人は「知っている」
で、
「聞いたことはある」と
いう人を合わせると 86％と
かなりの人が知っていると
知っている
52%

いう状況です。郷土史の基
本知識は理解されていると

聞いたこと
はある
34%

感じました。

5) 説明 2-4 郷土の歴史（中山道や沓掛宿、中軽井沢になってからなど）に興味あります
か？
全くない
5%

無回答
2%

「興味がある」、「少し興

あまりない
12%

味がある」を合わせると
興味ある
45%

81％となり、全体として郷
土史に興味をもつ人がかな
りいることがわかりました。

少し興味あ
る
36%
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6) 設問 2-5 テレワークやワーケーションを推進されてますが、それについてどう思われ
ますか?
あまり賛成でない
9%

反対
2%

「大いに賛成」、
「賛成」
で 73％とテレワークやワ

わからない
16%

ーケーションを肯定的に
みている人が多いことが
賛成
55%

わかりました。

大いに賛成
18%

7) 設問 2-6 あなたはデジタル活用(オンライン会議、テレワークなど)の研修や相談会に
参加したいですか?
無回答
2%

実際に研修や相談会に

ぜひ企画して欲しい
7%

参加となると上記の肯定
あれば参加したい
39%

わからない
25%

意見よりも少し減少しま
すが、それでも「ぜひ企画
して欲しい」と「あれば参
加したい」が 46％と、か
なりのニーズがあること
がわかりました。

参加しない
27%

8) 設問 2-７ 湯川ふるさと公園をハルニレテラス付近まで延長して 、中軽井沢と星野エ
リアの周遊性を高める案についてどう思われますか？
「賛成」及び「どちらかと

どちらかといえ
ば反対…

いえば賛成」を合わせて

反対
5%

82％と強い支持がありま
した。少数ですが、
「反対」

わからない
11%

賛成
48%

や「どちらかといえば反
対」の方の意見も汲み取
りつつ、推進することが

どちらかとい
えば賛成
34%

できるのではないかと思
います。
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9) 設問 3-1 あなたは「軽井沢グランドデザイン」の中の中軽井沢エリアデザインについて
知っていますか？
「知らない」という人が

冊子で見て知っている
15%

38％と多い状況なので、
知らない
39%

認知度を高める必要があ
ると思われます。

聞いたことはある
23%

絵は見たことがある
23%

10) 設問 3-2 下記の図のような中軽井沢のエリアデザインについてどう思われますが？
無回答
7%
賛成
7%

反対
4%

実際のデザイン図を見
た感想では肯定的な人の
割合が多い状況です。

どちらかとい
えば反対
23%

どちらかとい
えば賛成
59%

軽井沢町グランドデザイン
中軽井沢エリアデザイン
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◎グランドデザインについての自由記述
「グランドデザインについてご意見のある方は記載して下さい。」ということで、自由に
記述していただいた意見を以下にあげます（順不同）。
 オシャレでいいと思いますが、人が増えると混雑が心配。
 せっかく、ハルニレテラスがあるのだから、中軽井沢駅から、ハルニレテラスまでの商店
街を散策しながら歩けるようなお店の招致や商業施設にした方が良いのではないでしょ
うか。
 街並みより中軽井沢の活性化の方がいまは重要、今何かを考えておかないと将来たいへん
な事になると思う。町は真剣さを欠いている。
 １００年先ではなくて、今現在、すぐに町づくりを真剣に考えるべきだと思います。中軽
井沢はどこも、まったくおもしろみがない。
 軽井沢本通りのような歩道に幅を持たせられれば歩きやすさや自転車の通行などもスム
ーズになり商店街の活性化につながるように思うけど道路は道路、商店街は商店街に分け
られればより安心して楽しめるかな。
 １００年後の中軽井沢のビジョンを語るのは勝手だが、何らかの制約がかかると街の健全
で自由な発展がのぞめなくなるので、いいかげんにしてほしい。
 高齢者にも判るようにしてもらいたい。
 今のままが良い。
 緑を多くしてほしい。
 住宅地としての整備。
 住民に対しての意見聴取がたりない。
 １００年先のデザインを考えるよりも、今現在の軽井沢を考えてこそのデザインではない
でしょうか。軽井沢は町としての一貫性がなく、商店街もまとまりがなく、みなで、なん
とかしようという姿勢が感じられない。
 いまをどうするかが重要で将来のことは今が良くなってからで遅くないと思う。いまの町
長が実績をつくりたいだけではないか。
 足もとを見ないで長い将来のことを考えてもあまりにも短絡的であると思う。また、これ
に縛られてしまうのは行動や思考を制限しかねないので気をつけた方がよい。
 多くの住民に意見を聞いてもらいたい。
 立派な駅があるのだから、図書館も良いのですが、ファーストフードや飲食店など、気軽
に皆が利用できるような面白味のある駅にしてほしかったです。
 緑、自然を活かした町並み形成。
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11) 設問 4-1

あなたは中軽井沢のまちづくりに積極的に関わっていきたいと思

いますか？
関わりたくない
積極的に関わりた 4%
い
14%

「興味がある分野に
は関わりたい」が 61％
と多数を占めました。
こうしたそれぞれの関
心の高い分野の意見を

よくわからない
21%

興味がある分野には
関わりたい
61%

いかに集積し、関連づ
けていくかが重要と思
います。

12) 設問 4-2

あなたは中軽井沢のまちづくりを進めるうえで、なにが重要だと
32

32

思いますか？

18

と「街なみ景観の向上」
が高い割合を占めまし
4.2%

3.0%
3
1.8%
1
0.6%
1
0.6%
1
0.6%
1
0.6%

4.8%

5.4%

5

8

た。また、「渋滞対策」
7

9

9

5.4%

5.4%

7.1%

10.7%

11.9%

19.0%

19.0%

9

12

20

「魅力ある商店街」

がそれに継いでいます。

13) 中軽井沢のまちづくりについての自由記述
以下に「中軽井沢のまちづくりについてご意見ありましたら、以下にご自由にお書き下さ
い。
」との設問で、記入いただいた意見です（順不同）。
 place making と言われるコミュニケーションを生む場所づくりの考え方を新しい役場の
スペースや公園に取り入れてほしいと思います。また、くつかけテラスの「交流施設」は
名前だけになってしまっているので、もっと地域の人が交流できる楽しい施設にしてほし
いです。
 せっかく、立派な駅があるのだから、図書館は、あっても良いが、飲食店とか、雑貨店と
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か、商業施設を取り入れた方が、活性化するのではないでしょうか。駅に対しては、期待
していましたが、ガッカリしました。もう一度、考えてみてはいかがでしょうか。
 とにかく、中軽井沢商店街を何とかしたほうが良いと思います。駅は立派ですが、内容が
ない。がっかりです。もっと、気軽に立ち寄れるような、飲食店や商店を入れて、ハルニ
レテラスまでの中軽井沢商店街をシャッター街ではなく、いろいろな商店を招致するなり
して、まとまりのある魅力的な街にしてはどうでしょうか。
 星野エリアとの連携は賛成。中軽井沢駅からほしのエリアまで楽しく苦なく歩ける、歩き
たくなる様に、木陰のできる場所や休憩スペース、トイレ、気軽に買える、歩きながらで
も食べやすいフードやドリンク、知識のない人や、パッと見でも分かりやすいデザイン・
アートなどうまく組み合わせて歩く人を増す
 まちづくりというとどうしても駅を中心に考えるが、その中に入っているのが現在では図
書館で、図書館・朗読で中軽井沢の活性化を図ろうと単純に考えている。考えているのは
町であり、そんなことをするから旧館長を名誉館長にしたりして、多大な金を払い続けて
いる。問題はそれが町の税金ということです。これ以上、払わないよう中軽井沢としても
要望しても良いと思う。ほとんどいない人に金を払う、いわゆる虚数の政策が行われてい
ます。まずは何より図書館から脱出して、商業施設を駅に入れることがまず大事だと思う。
そして商業施設（駅）とハルニレテラスを結んでゆく努力が必要と思います。
 駅が中心となるが、いまは文化施設が入っているので休んでばかりで不便さがある。駅と
同じ時間、無休にしてほしい。できないのなら他の施設を入れてほしい。いまが決定する
ときです。
 街づくりに魅力があれば、より皆が参加すると思います。
 区会への加入率低下。コミュニティの維持。
 空き店舗対策してにぎやかな商店街にしていただきたい。
 軽井沢は各エリアで行うことがあるので、中軽井沢は住居系が良いと思います。
 高齢者が安心して生活できる町。
 商店街の活気を是非とも。
 多様な意見、アイデアを聴取する方法と参加を促す仕組み作り。
 地元の若い人も楽しめるようなエリアが欲しい。
 中軽井沢のために建てられたのに正月など休んでばかりで図書館は中軽井沢のためにな
っていない。年中無休にするべきでそれができないのなら商業施設にした方がよい。朗読
なんかも役にたたない。多額の金を支払うのはこれ以上やめるようにまちに働きかけてく
ださい。図書館は離山で再構築した方がよい。商業施設を考えるときはハルニレテラスに
協力を求めたらどうか。
 中軽井沢の商店街は、バラバラで、やる気が全く感じられません。後継者の問題もあるの
かもしれませんが、商店街として一貫した街づくりをした方が良いのではないでしょうか。
 中軽井沢駅ができた時は、とても期待していたのに、がっかりしました。図書館も良いの
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ですが、広いにもかかわらず、商業施設がほんの少ししかなく、まったくおもしろみがな
い。もったいないと思います。
 中軽井沢駅の中に図書館を作ったのはまちの活性化を図る事であったがそれがなされて
いないと思う。その検証も 10 年経った今もされていない。図書館を作る時、まちが活性
化されなかったら見直すとしていたが、もうその時期にきていると思う。中軽井沢として
町に意見を述べた方がよいとも思う。駅はやはり食べ物やお土産屋があったのがよい。駅
とハルニレを結ぶ事を考えたらどうか。色々あって言い切れません。
 駐車場の整備。自由に止められる場所がないので、買い物に行きずらい。
 日頃より、中軽井沢のまちづくりに力を入れていただき素晴らしいと思います。昔の町の
良いところを残しつつさらに美しい自然あふれる町を町民で力を合わせて努めていかれ
たらと思います。
 文化では街は活性化しない。駅にはお店をおいたほうがいい。また、時次郎まんじゅうだ
けでなく、グループで商品開発が必要。教会を（星野）めざして、商店街があれば（作れ
ば）いい。

③ アンケート全体を通じて
まず、設問 2-1 の「あなたの好きな軽井沢の場所」及び設問 2-2 の「よく利用するところ
はどこですか？」で、湯川ふるさと公園がトップであり、設問 2-7 の「湯川ふるさと公園を
ハルニレテラス付近まで延長して、中軽井沢と星野エリアの周遊性を高める案についてど
う思うか」という回答が賛成とどちらかというと賛成を合わせて 82％というのは商工会中
軽井沢支部としてもより強力に取り組む必要があると思います。
次に設問 2-3 の「くつかけテラスの『くつかけ』という名前の由来は知ってますか？」で
すが、
「知っている」
、
「聞いたことがある」が 86％で、認知度が高いことがわかりました。
また、
「郷土の歴史（中山道や沓掛宿、中軽井沢になってから）に興味ありますか？」では、
「興味ある」と「少し興味ある」で 84％という高い回答となりました。郷土や郷土史に対
して強い思いを持っている人が多いのだと感じました。
3 番目として、コロナ禍の中で、テレワークやワーケーションについて推進されてますが、
それについてどう思われますか」で、
「大いに賛成」と「賛成」で 73％と高い比率であった
ことはコロナ禍のなかでのこうした仕事のあり方について支持が強いことがわかります。
なお、
「あなたはデジタル活用（オンライン会議、テレワークなど）の研修や相談会にさん
かしたいですか？」では「ぜひ企画して欲しい」と「あれば参加したい」で 46％でしたが、
ニーズとしては十分あると感じました。
次に「軽井沢グランドデザイン」の中軽井沢エリアのデザインについてですが、「中軽井
沢エリアデザインについて知っていますか？」について「知らない」が 39％は認知度が低
いといえます。冊子で見て知っているが 19％でした。当アンケートは地元の各種団体から
の回答が中心で、一般町民よりはまちづくりに関与している人の割合が高いと思われるの
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で、そのうえで考えると認知面は低いと考えざるえないと思います。
最後に回答者のまちづくりに対する意識ですが、
「積極的に関わりたい」が 14％、
「興味
がある分野には関わりたい」61％とというのは地域のまちづくりに関心を持っていただい
ている人が多く、心強く感じました。また、
「興味がある分野には関わりたい」が多いこと
から、関心のある分野ごとのグループでネットワークを組んで提言できるような仕組と組
織作りが必要だと思われます。
「あなたは中軽井沢のまちづくりを進めるうえで、なにが重
要だと思いますか？」に対して、
「魅力ある商店街」と「街なみ景観の向上」が上位だった
のは、商工会中軽井沢支部にとしてもしっかり商店街活性化に取り組む必要を感じました。

(2) くつかけヒストリア（オンライン講演会）
① 実施内容
1) 講師
岸本 豊 氏
徳島県小松島市生まれ
広島大学・鳴門教育大学大学院卒業
県立高等学校（地理）教諭を経て、
現在 中山道６９次資料館長
住所 長野県北佐久郡軽井沢町追分 140

2) 内容
岸本先生から中山道の歴史についてと沓掛の名前の由来、史跡の説明や当時の絵画と現
代の写真との照合などの説明があり、大変興味深いものでした。続いて岸本先生と支部会員
で郷土史に造詣の深い瀧上直弘氏との対談などで郷土史の楽しみ方など参考になることの
多い対談でした。また、他の支部会員より長倉の牧についての話がありました。講演後、質
問も多数あり、活発な議論が行われました。
場

所：中軽井沢コワーキングスペース「ルルグラス」

日

時：令和２年 11 月 20 日（金）19:00～21:00

 参加人数：13 名
 講演方法：Zoom によるオンライン講演会及び対談

ルルグラスでの収録の様子
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② 郷土史の写真等
以下に中軽井沢を中心に中山道と関連のある写真で話題になったものをいくつかあげま
す（撮影：瀧上直弘氏）
。

沓掛宿昔の街並み（複写）

髭題目碑１

長倉 弁天宮１

沓掛宿入り口

道標

髭題目碑２

左浅間の街道１（令和版）

草津道

道標１

沓掛時次郎碑

追分宿分かされ

(3) 中軽井沢まちづくりワークショップ
① 実施概要
1) 実施日時
第１回 令和２年 12 月 ８日（火） 19：30～21：00
第２回 令和２年 12 月 13 日（日） 19：30～21：00
2) 参加人数
第１回 15 名
第２回 13 名
3) 実施場所
コワーキングスペース「ルルグラス」
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左浅間の街道２（令和版）

草津道

道標２

街道と浅間山（追分宿前）

4) 会議の方法
Ｚｏｏｍを使ったオンラインリモート会議としました。参加者を３グループに分けて、ワ
ールドカフェ方式でグループ討議を行いました。
5) 実施方法
第１回、第２回とも同じ内容となります。テーマは以下の３つのラウンドからなります。
 ラウンド１：今ある中軽井沢の魅力とは？私が中軽井沢に関わる理由
 ラウンド２：グランドデザインの中軽井沢、どう思う？
 ラウンド３：あったらいいな、こんなもの・こと。この町で私がしたいこと・できる
こと。
総合ファシリテーターの指示のもと、テーマが切り替わるごとにグループのメンバーが
入れ替わります。
会議はテーマに沿って行われますが、特に結論を求めるものではありません。進め方とし
ては、人の意見を否定しない、人のアイディアに乗るのもＯＫ、発言の機会はできるだけ均
等に、というブレーンスト―ミング方式で進めました。

支部長挨拶

会議前画面

リモートの様子

② 議事録
以下、ワークショップの議事録です。議事録をとった人によって多少まとめ方に差があり
ます。
◎12 月 8 日議事録
(ｱ) ラウンド１：今ある中軽井沢の魅力とは？私が中軽井沢に関わる理由
 中軽井沢にもともと住んで家業を継いでいる。何が魅力か分からない。外から来た方か
ら教えていただいていることが多い。
 古き良き中山道を復活したい、沓掛宿の発展を期待している
 駅が魅力的。住民に愛されている湯川と駅からの物語を作ってほしい。
 公的機関が集中している。町の中心という存在
 中山道はキーワードとしてとらえる。69 次のなかで唯一宿場の名前がなくなってしま
った。くつかけという名前を大事にしていきたい。
 人が魅力的。団結力がある。宿場根性が受け継がれている。
 前沢の左浅間の魅力を聞いたときにロマンを感じた。小諸も街道沿いにあり。

－14－

 デートと言えば軽井沢。
 人口が多くて軽井沢の中心地。
 人が集まれる憩いの場がある。
 昔は学校帰りの学生が中軽井沢の商店街で歩いて買い物をしていた。今は学生が歩いて
いない。多くの学生が歩く町に戻れば活気が出てくるのではないか。
 病院や役場があり、人口は軽井沢の中では多いが今は人が商店街を歩いていない状況が
続いている。
 観光客が歩ける地域にしていければ。ふるさと公園は観光客に多く使われている（特に
夏）が、中軽井沢の商店街に流れていない。
 ふるさと公園にある役場の前の駐車場を利用する観光客が中軽井沢の商店街に流れて
くれば。
→ 魅力
 湯川と公園のうるおい。
 主要な施設(図書館・病院・役場等)が集まっていて利便性が高い。
 地元向けの施設がそろっている。広々とした環境、夏場が涼しい。
 星野リゾートなど観光客向けの場所もできている。
 図書館が好き。(図書館の周りが寂しいが。
 長倉神社の周辺は自然の残っていていい。
→ 中軽井沢にいる理由・課題
 商工会の中での人とのつながり。生まれ育った場所。
 駅前がさびれていることが気になる(空き店舗の有効活用等できれば)。
 駅の近くに溜まり場のような場所ができるといいのでは(日常的な集まりの場所)。
→ その他
 湯川沿いにハルニレテラスまで整備する構想を聞くが、自然が壊されないようにして
ほしい。
(ｲ) ラウンド２：グランドデザインの中軽井沢、どう思う？
 素敵だと思う。景観はもちろん、自転車道が整備されていてよい。ハルニレまでにも
整備されるとよい。
 フワフワしている。
 グランドデザインの冊子を読んでも分かりづらい。変えていこうという意識は大事。
たたき台とするなら。
 中軽井沢の住民の意見を取り入れて進めていくのがよい。
 高原保養都市として、中軽井沢の立ち位置は真逆と書かれているが、そう思わない。
むしろ、生活の主体が大事なのではないかと思う。
 中軽井沢らしさは何なのか。正解が分からない。
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 居住区、中心としての立場、星野エリアは観光としての場所でもある。
 用水路はあるが、見た目はよいが、治水として考えるとどうなのか…。
 道路の幅も気になる。道路の幅も歩道の幅もあって、オープンカフェができるような
道幅が欲しい。
 歩行者に優しくない作りになっている。
 電柱を埋めてもいいのではないか。
 道路と歩道の段差がないと使い勝手がよい。
 川を中心としたデザインは今は難しい。
 街並みのバランスがとれたものにする。
 サイクリングロードの設営、整備。
 星野エリアに足湯を作り、徒歩で歩く人が使いやすいように観光客が歩けるように道
路（１４６号）を整備する。各箇所に休憩所を設置。
 中軽井沢駅図書館のイルミネーションがきれい、雰囲気がいいので何か活用できない
のか。
 道路整備は行政の仕事であるが、中軽井沢の住民で何かイベントを企画。
 高齢者の方が安心して暮らせる住宅を作る。
 安く借り入れる住宅を作り、それを活用して中軽井沢の人口を増やす。
 例えば古い家を改修して使うことができないのか。
 バブル期にこうしたらいいんじゃないか、と考えたような絵のようにも感じる。
 まちの特徴を考えながらやらないと、どこにでもある町になってしまう。
 街並みそろえるイメージ(屋根の色まで)、いざ何十年先を考えると、こういう風にす
るから活気がでるわけではないのでは？
 人が集まってくるような”色”のあるような街並みにした方がいいののでは？
 くつかけテラスが出来て数年経っているが、まだ拠点にはなっていないのでは。くつ
かけテラスを拠点にどういう人の流れをつくっていくか考える必要があるのではな
いか。
 くつかけテラスをうまく使えていないといわれても仕方ないという状況。
 街並みについても、
「歩く」ことに触れているが、そもそも人が歩いていない。歩いて
楽しい街並み、通りをどういう風に創出していくかがキーポイントではないか。
 くつかけテラスを活用して、どういう風にしていくかを真剣に考えていく必要がある
のでは？
 歩くのは大切。車ではピンポイントの訪問になる。歩いてこそ、長い時間の滞在にな
る。(駐車場も必要であって、必要でない。)
 寄り道は歩く。歩いてもらうためには、歩いて楽しくないといけない。そういう街づ
くりを今までしていなかった。
 観光とビジネスをしっかり分けて考えないといけない。
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 観光としての歩く町をつくるのか、生活者が便利な歩く町をつくるのか、どちらかで
方向性がかなり違う。
 中軽井沢はどちらを選択するのか。中軽井沢は軽井沢の中心部なので、観光客にも地
元のひとにも歩いてもらえる町であってほしいと思う (交通インフラが変わってか
らかなり状況が変わった) 。
 全国の中心市街地活性で実際に人が増えた例ばかりではない。結果として、投資回収
ができず苦しんでいる例もある。
 街並みをきれいにすることは悪いことではないが、町民や来軽者に周遊してもらうこ
とが大事である。手段と目的を混同しないようにして欲しい。
 どういう人たちに、どういう価値を感じてきてもらうか。
(ｳ) ラウンド３

あったらいいな、こんなもの・こと。この町でしたいこと・できること。

 歩いて楽しい通りとか道が欲しい。人の気配が少ない。
 交通弱者への対策をとったほうがよい。
 高齢者でも中軽井沢からツルヤまでは歩ける。20 分程度。歩ける町づくりを希望する。
 中軽井沢駅に足湯を作る。温泉は星野からひく。人の賑わいをつくる。
 駅前が閉店したまま。空き店舗を借りてたまり場をつくる。コインランドリーなどを
つくる。
 星野までの自転車道などを整備して、歩く人を増やす。
 まちにおしゃれ感がない。
 湯川ふるさと公園をこどもだけでなく、大人も歩いて楽しめる公園になるといい。
 まちを歩くなら、ベンチなど休憩するスペースがあるといい。
 通りに椅子やテーブルがあって、だれとでもチェスなどができるスペースを提供する
と知らない人との交流でわくわくが広がる。
 空き地を沿道ぞいに借りて休憩場所をつくる。そこに屋根があって、卓球などができ
ると楽しい。花壇でもバラでも植えると人が訪れてくる。
 ビューポイントをつくる。
 知らない人同士でも交流できる仕掛けを創出する。通りが明るくなる。管理は周辺の
人たちが協働で行うことで、近所との交流が増える。
 歩く距離の目安がわかる目印などがあれば、歩く人が増えるし、健康的。
 自己実現のためにチャンスがある中軽井沢。
 おいしいコーヒーが飲めるカフェ、夜はバーになる。
 地元の人、観光客、移住者などいろいろな人とつながれる場所。
 空き家を利用して人が集まることができる場所。
 情報が集められる場所。例えばチラシを置き放題、ポスターを張り放題。
 子育てや生活に役立てるような情報を発信できる場所。
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 軽井沢に来た人たちが、そこに行けば軽井沢の情報がわかる場所。
 地元の人が楽しめるお店。若い人たちが集まるお店。
 軽井沢で経済を回せるように。
 女性の皆さんに好まれるようなお店。
 若い人が活躍できるような場所、若い人が集まれる場所 若い人が仲間を作れる場所
 対面販売で商品の魅力が伝わるお店。
 高齢者が多い町になってくる。中軽井沢は高齢者に優しいまちづくり (病院・役場・
かかりつけ医等) 。
 大型商業施設にはできないようなことを、商店街のお店ができるといいのでは。より
密接に等。 歩道などの整備も。
 簡単なおしゃべりができるお店も少なくなってきている。
 認知症の方も増えてきている。空き家対策の一環として、認知症カフェなどあるとい
いのでは。
 図書館を中心としたまちづくり(例：一宮市)。一宮市の駅前。子供があずかれる。い
ろんなイベントができるスペース。学生が勉強をしにくる施設がある。
 軽井沢町内に図書館が 2 つある。静かに勉強したいなら離山に行った方がいい。
 ある程度にぎわいのある、子供が多少騒いでも怒られないような図書館の方がいいの
では？
 もともとの本企画もお茶屋さんやストリートピアノの企画もあった。
 軽井沢のイルミネーションは特別に見える。図書館のイルミネーションもきれい。
 例えば、クリスマスの時期だけ夜図書館を開けると人手も出るのでは。
 ハルニレテラスまでの、湯川沿いなどでの歩きながら楽しめる、歩けるまちづくりが
できるといいのでは？昔の中軽井沢は、商店も多かったが人も多く住んでいた。中軽
井沢に行けば誰かいて、何かを買える。
 現状は、毎日の必要なものが買える場所がなくなっている。
 生活の町としての中軽井沢が戻ってくるといいのでは (観光としての街並みよりも)
⇔生鮮食品を商店でそろえるのは難しい？お惣菜メインのようなお店があるとい
い？
 住んでいるひとがいいところだと思うと、観光客も良さを感じていくのでは。
 まずは住民にとって住んでいて楽しい町。
◎12 月 13 日議事録
(ｱ) ラウンド１：今ある中軽井沢の魅力とは？私が中軽井沢に関わる理由
 ここで生まれ育っている。
 湯川は大事に思っている。ハルニレテラスまでの延長はぜひ実現したい。
 こどものころからよく行っているのは中軽井沢駅。子供にとっても大人になっても駅
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を中心に。
 人が集まっている。駅から魅力を発信していきたい。駅から歩いて買い物ができるこ
とが魅力だった。
 今は図書館があるので、そこを中心にまちづくりを進めていきたい。
 生活圏。中軽井沢の商店街だけでなく、作家の方が面影がある魅力。
 文学的な要素、野鳥の森の場所も含めて魅力に感じている。景観も含めて広く検討し
ていただきたい。
 水辺もあり、湯川周辺、公園が魅力的。コミュニティもり、人とのつながりも魅力
 セゾン美術館、田崎美術館もあるので文化的な要素もある。
 アンケートにくつかけテラスにシビアな意見はあるが、これから利用の仕方はいくら
でも考えられる。
 湯川は中軽井沢のシンボル。昔は深かった。
 中軽井沢には別荘も含め作家の方で住んでいる方が多いので、その魅力も発信してい
ったほうがよい
 生活拠点として移住しているひとも多いが無秩序に建てられてはいけないので、景観
面でおしゃれな街がつくれるようにしたほうがよい。
 中軽井沢はおしゃれなイメージがある。また、買い物といえば中軽井沢という生活中
心の場所でもある。
 駅と図書館という人が集まる施設と湯川中心にまちづくりを行っていきたい。
 実家が中軽井沢にあり、26 歳の時に戻ってきた。
 人口の 25％が中軽井沢。仕事場が中軽井沢。
 駅や商店街と自然が共存している土地。
 町の中心的な施設がある。
 浅間山や湯川の流れの風景が変わらないところ。
 役場などの施設や位置的にも中心的。
 離山が見やすい。四季おりおりの表情が美しい。
 別荘と定住者がいる地域。
 軽井沢でしか会えない人に会える。
 中軽井沢のヒト（人情味があふれている）。
 多様性に富んでいる（移住者や元から地元の人、別荘や永住など）。
 コミュニティが形成されている。
 様々な人が来ている中でまとまりが今後より出てくると良い。
 体験型が今後必要になる。
 魅力的なお店がもっと増えるといい。もっと便利な街であれば。
(ｲ) ラウンド２：グランドデザインの中軽井沢、どう思う？
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 軽井沢の中心、石尊や離山から俯瞰しても中心にある。他の地域と違い面でつながっ
ているのは中軽井沢だけ。
 GD を今後地元の方たちが検討していくにはいい資料と思う。
 これを踏まえて、色を付けていくのは地元の役割と思う。
 今の状況から考えても住宅化していく。町全体が森の中にあるという風に言われてい
るが、景観に統一感がない。
 屋根などでも形は違えど材質を統一することで一体的に統一感がでる。
 くつかけのイメージは少しくらいので、明るいイメージにしていきたい。
 まちづくりを考えていくうえで、補助金などをどう活用していくか考えていきたい。
 まちづくりは教育が重要と考える。
 家が増えていく中で緑をどのようにして取り入れていくのがいいのか。
 環境条例が施行となり基本計画を策定される中で、環境は保全すべきではあるが、開
発する立場の方とのバランスをどうとるのか。森、緑をどうするのか、切るべき木と
切ってはいけない木があるが、それを判断することが難しい。今後の話し合いが重要
になる。
 風土フォーラムの委員でありながらもあまり意識はしていなかった。でも水のうるお
いや中軽井沢の魅力の一つである湯川は活かしていくべき。
 中軽井沢は生活の中心のため生活しやすいことが必需。
 これをたたき台にして活用していくべき。
 地元の住民も軽井沢らしさを感じられるようなデザインであることがいいのではな
いか。
 河川の中のニセアカシアなどは間引いて、子供たちが水辺で遊べたり整備するべき
 先のことを見越してデザインしていくことが必要。
 軽井沢は観光の町ではあるが、生活者との住み分けも必要である 水害が架線に巻き
込まれないようにするような対策も必要ではないか。
 奈良井宿などのような観光チックな宿場町のデザインではなく、もう少し生活感のあ
るデザインのほうがいいのではないか。
 中軽井沢の水路を活かすのは、地元の人々を癒す存在にもなるためいいアイディア
（現在はただの用水路になってしまっている）。
 親水公園からふるさと公園まで遊歩道を繋げられたら理想的。
 親水公園をもう少し活用していく必要があるのではないか。
 散歩しながらお店を訪ねることができるようなまちづくりのデザインのほうがいい
のではないか。
 湯川の川岸に石段で川に降りられるようになっているのに利用されていない。
(ｳ) ラウンド３

あったらいいな、こんなもの・こと。この町でしたいこと・できること
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 ボラセン運営委員、情報市庭（情報交換の場）を運営している。
 対話の市場を実施していきたい。中軽井沢図書館の多目的室で定期的に参加自由で継
続的に話し合い。
 そこで得た情報を発信していきたい。
 移動手段利便性が高くない。気軽に飲めて、気軽に出歩ける公共交通手段を検討して
いきたい。
 対高齢者、環境面においてもメリットがあるのではないかと思う。
 現状の施設、場所、湯川公園が分断されている場所が 3 か所あるが、分断されている。
場所場所による利用が分けられていない。それぞれの使い方を分けるのはいいのでは
ないのか。
 BBQ、静養ゾーン等。
 中軽図書館の使い方、駅の図書館は小さい子供が集まれるなど離山の図書館との使い
方やすみわけをしてもよいのではないか。
 コロナの影響でマイナス面はあったが、Zoom での会議が開くなど対面以外で行う機会
が増えた。
 オンライン形式の対話、交流を併用した交流が促進されるといいと思う。
 こういった機会を増やしていくといいのでは。
 コミュニケーションの多様化、まちづくりに活用していきたい。
 移動手段が車が必然になっている。公共交通機関を利用しつつ、周辺を散策するよう
になる。
 自家用車を利用しないことは環境面においてもメリットになり、周辺を散策したくな
るのではないか。
 バスの本数を増やしてもらえるといいのではないか。
 富山市の LRT には花を持っていると無料で乗車できる。かっこいい富山市民を育てる
という意味で中軽井沢にも生かしていけるとよいのではないか。

③ 全体を通じて
このワークショップは一つの方向性をだすことを求めず、多様な意見をあげてもらい、ま
ちづくりのヒントを得ようというものです。また、様々な人とコミュニケーションをとるこ
とによって、新たなまちづくりのネットワークをつくるキッカケにもしたい目的もありま
した。あげていただいた意見は多様で貴重であり、まちづくりに向けて、様々なヒントがで
ております。ぜひ、一読いただけたらと思います。
ただし、ランダムにでた意見なのですが、そのなかには会議で何度もでた考え、意見、ア
イディアがありました。ここでは、テーマごとにそのような意見、アイディアを抽出して例
として、あがった意見の一部を記載して整理しました。

－21－

ラウンド１【今ある中軽井沢の魅力とは？私が中軽井沢に関わる理由】
(ｱ) 湯川、公園、長倉神社（長倉公園）
 湯川と公園のうるおい。
 湯川は中軽井沢のシンボル。昔は深かった。
 湯川は大事に思っている。ハルニレテラスまでの延長はぜひ実現したい。
 長倉神社の周辺は自然が残っていていい。

他

(ｲ) 中山道、郷土史
 古き良き中山道を復活したい。沓掛宿の発展を期待している。
 中山道はキーワードとしてとらえる。69 次の中で唯一宿場の名前がなくなってしまっ
たのが中軽井沢。沓掛という名前を大切にしたい。

他

(ｳ) 公共施設の集積、人口の多さ
 人口が多くて軽井沢の中心地
 公的機関が集中している。町の中心という存在。

他

ラウンド２【グランドデザインの中軽井沢、どう思う？】
グランドデザインについては、デザインそのものについては全般的に肯定的な意見が多
かったと思います。しかし、事業化やその運用、取り組み方法については、様々な意見があ
りました。なお、ここでの議論はグランドデザインとはあまり関係のない提案的な意見も多
数、見られましたので、それらはラウンド３で扱います。
(ｱ) デザインについての意見
 素敵だと思う、自伝車道が整備されていてよい。ハルニレまでにも整備されるとよい。
。
 今後地元の方たちが検討していくのはよい資料。
 電柱の地下埋設もいいのではないか。

他

(ｲ) 構想の骨子、運用、取り組み方法についての意見
 グランドデザインの冊子を読んでもわかりずらい。変えていこうという意識は大事。
 高原保養都市よりも生活の主体が大事なのでは。住民の意識を取り入れて進めていっ
たほうがよい。
 用水路は見た目はよいが、治水として考えるとどうなのか…。
 街並みをきれいにすることは悪いことではないが、町民や来軽者に周遊してもらうこ
とが大事である。手段と目的を混同しないようにして欲しい。

他

(ｳ) 歩いてもらうことが重要
 街並みについて「歩く」ことに触れられているが、そもそも（中軽井沢は）人が歩い
ていない。歩いて楽しい創出していくかがキーポイントではないか？
 歩いてもらうためには、歩いて楽しくないといけない。そういう街づくりを今までし
ていなかった。
 歩くのは大切。クルマではピンポイントの訪問になる。歩いてこそ滞留時間が長くな
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る。消費も生まれる。

他

(ｴ) くつかけテラスのあり方
 くつかけテラスが出来て数年経っているが、まだ拠点にはなっていないのでは。くつ
かけテラスを拠点にどういう人の流れをつくっていくか考える必要があるのではな
いか。
 くつかけテラスをうまく使えていないといわれても仕方ないという状況。

他

ラウンド３【あったらいいな、こんなもの・こと。この町でしたいこと・できること】
(ｱ) 交流
 知らない人同士でも交流の場を創出する。
 地元の人、観光客、移住者などいろいろな人とつながれる場所。
 情報市庭をくつかけテラスにつくる。
 子育てや生活に役立てるような情報を得られる場

他

(ｲ) 図書館のあり方
 離山との役割分担をしたほうがよい（離山では静かに勉強のように）
。
 一宮市の図書館を参考に（子どもを預かれる。イベントスペース等）
 オンライン形式の対話、交流を併用した交流が促進されるといいと思う。

他

(ｳ) 公園
 施設と商店街、湯川公園が分断されている。連携できれば人が集まる場になると思う。
 湯川ふるさと公園が子どもだけでなく大人も楽しめる公園にして欲しい。
(ｴ) 商店街と景観
 駅と商店街と自然が共存する土地。
 オープンカフェができるような道幅が欲しい。
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他

2. 中軽井沢をめぐる提案・構想と調査等
以下は、これまで各種団体等や行政が中軽井沢活性化の為に策定した提案・ビジョン、調
査を紹介します。

（１）商工会中軽井沢支部「中軽井沢商店街のビジョン」より
この構想は平成 27 年に国の「にぎわい補助金」の支援を受けて策定
したものです。この中で中軽井沢のまちづくりコンセプトを「食とまな
びの里 くつかけ」としました。食というのは中軽井沢の飲食店は顧客
を集められる有力な店舗があり、そうしたお店を核にまちづくりを進め
たいということ。また、
「まなび」はくつかけテラスの図書館の存在か
ら。そしてくつかけという言葉を復活させたいとことで、このようなコ
ンセプトとなりました。この構想で提案した内容をいくつか紹介します。

① 湯川河川敷の公園延長及び遊歩道化、146 号線の整備
このなかで湯川ふるさと公園の北側への延長及び遊歩道化、国道
146 号線の歩道の整備を提案しました。これによって星野エリア（ハ
ルニレテラス）と中軽井沢の商店街、さらにくつかけテラスのあいだ
で周遊性が生じます。また、中軽井沢に子育て世代を吸引する力にな
るとともに別荘客に訪れてもらうよい機会となります。

② くつかけ時事論（交流基地化）
中軽井沢に情報交流の場をつくることを目的にしています。今回のワークショップでも
「軽井沢情報市庭」という名称で、こうした交流の場の提案がありましたが、名称はともか
くとして、くつかけテラスでこうした交流の場を作るという構想です。これによって、従来
からの住民、移住者、別荘者、ワーケーションに訪れた人たちなどとの交流の場が生まれる
ことを目的としてます。

（２）軽井沢テレワーク協会様の「空き店舗調査」より
当事業は、軽井沢リゾートテレワーク協会様が、「リゾートテレワー
ク拠点（商店街活用型）整備事業補助金」を申請する中で、補助金の趣
旨が商店街の空き店舗を活用するというものであったため、中軽井沢商
店街の空き店舗調査をさせていただくこととなりました。ただし、事業
の趣旨から調査分析的な内容が主ではありましたが、その分析内容と一
部に提案的内容も含まれていますので、それらを以下に紹介します。

－24－

① 中軽井沢商店街の状況
(1) 営業店舗と空き店舗の状況
中軽井沢の営業店舗及び空き店舗の状況（平成 31 年 2 月）は、以下のようになってます。

(2) 空き店舗の居ぬき状況
また、空き店舗の居ぬきで使えるか使えな
いかの状況は右のグラフのような状況です。
ただし、居ぬき可とされた店舗についても業
態によっては改装・改築が必要になります。
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② マーケティング分析
(1) 軽井沢町各区の人口
軽井沢町の地区ごとの人口について平成 27 年の国勢調査に基づいて分析します。中軽井
沢（大字長倉中軽井沢１＋中軽井沢）の人口が飛びぬけて多いことがわかります。
町名

人口総数

男

女

世帯総数

15

6

9

7

大字軽井沢旧軽井沢１

903

429

474

429

大字軽井沢新軽井沢１

711

332

379

313

大字軽井沢新軽井沢２

590

259

331

353

大字長倉南ヶ丘成沢

333

158

175

159

大字長倉塩沢１

253

123

130

114

大字長倉塩沢２

752

371

381

315

大字峠町

241

124

117

108

4519

2145

2374

1957

40

22

18

23

大字長倉千ヶ滝中区

227

90

137

126

大字長倉千ヶ滝西区

259

129

130

123

大字長倉古宿

648

322

326

257

大字長倉離山
大字長倉中軽井沢１
大字長倉星野塩壺

561

266

295

251

大字長倉大日向

1543

772

771

565

大字長倉鳥井原

461

220

241

198

大字長倉油井

367

186

181

139

大字長倉浅間台

181

84

97

80

大字長倉つくしヶ丘

711

336

375

268

大字長倉小瀬２

9

5

4

5

大字長倉小瀬４

15

7

8

8

大字発地南軽井沢

368

257

111

221

大字発地馬取

187

81

106

66

大字発地上発地

175

84

91

63

大字発地下発地

432

207

225

173

大字発地杉瓜

135

69

66

53

大字発地風越団地

210

90

120

75

大字発地ニュータウン

123

59

64

54

大字追分追分１

1500

674

826

605

大字追分三ッ石

545

274

271

214

大字長倉借宿

大字茂沢

203

96

107

83

軽井沢東

1118

521

597

563

軽井沢

109

53

56

48

中軽井沢

550

256

294

231

合

計

18,994
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9,107

9,887

8,247

(2) 軽井沢町と人口分布地図と年齢構成
軽井沢町の人口の状態を地図上に表記すると以下のようになります。地図の赤い色が濃
いほど人口が多くなります。これを見ると中軽井沢商店街を囲む地域の人口が軽井沢町で
もっとも多くなっています（平成 27 年国勢調査より）。また、右下は軽井沢町の年齢別人口
数（人口ピラミッド）です。

① 中軽井沢商店街の区域
② 中軽井沢周辺の長倉地籍の区域
軽井沢町の人口ピラミッド

(3) 地区の年齢構成
中軽井沢の商店街地区と商店街を囲む地区の
中軽井沢を囲む地区の年齢別人口構成

年齢構成ですが、中軽井沢商店街を囲む地区の方

0

が年齢構成が若く、30 代後半から 50 代までの人

100

150

200

70～74歳

144

口が多いことがわかります。つまり子育て世代の

198

65～69歳

184

174

60～64歳

145

159

55～59歳

120

人の割合が高いということです。これは上の軽井

132

50～54歳

172

154

45～49歳

185

沢町全体の人口構成と比べても当該世代の人口
比率が高いことがわかります。商店街としては、

141

30～34歳

97

108

女性
25～29歳

85

73

20～24歳

69

この周辺人口の人たちを顧客として取り込むこ

199

35～39歳

男性

75

15～19歳

119

とが重要な課題となります。このため、商店街と

123

５～９歳

105

104

4歳以下

83
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(4) テレワークの推進
中軽井沢のこの地区に住む人たちには、弁護士やその他士業などの専門職、創業した事業
者、都内へ通勤する大手企業の管理職クラスの会社員など様々な人たちが移住したり、別荘
に滞在しています。また、当支部が軽井沢テレワーク協会様とこの「空き店舗調査」を実施
して報告書を作成した時に比べて、テレワークはコロナ禍を経て、そのニーズは格段に高ま
っております。
こうした環境下、当支部でもテレワークやワーケ
ーション需要を見据えたまちづくりを推進しよう
としております。マーケティングを考えると、中軽
井沢にとっては観光を兼ねたワーケーション需要
よりも、中軽井沢周辺地区に住む専門職や管理職通
勤者、別荘客などにテレワークをしてもらう方がよ
り有効と思われます。現在、そのための基地となる
コワーキングスペースなども開業しています。
中軽井沢コワーキングスペース「ルルグラス」

（３）軽井沢グランドデザイン
すでにアンケートのところでもとりあげましたように、
軽井沢町では 2014 年に 50 年後、
100 年後のグランドデザインを発表しました。この構想は全町のグランドデザインと町内５
つのエリアのエリアデザインからなっております。このなかで、中軽井
沢は伝統様式の中にモダンなセンス、いわゆる和モダンのデザインが推
奨されています。快適な生活空間のなかに商業活動が併存することをコ
ンセプトとしています。また、湯川があることから水路を活かした親水
性のあるデザインを目指しています。具体的には以下のようなデザイン
です。
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（４）長倉公園ふるさとプロジェクト
長倉公園ふるさとプロジェクトは、これまで停止していた長倉公園のなかの池や水路を
水辺として復活させ、親水公園として多くの人に利用してもらおうという計画です。また、
増えすぎた樹木を適度に伐採して光を取り入れて明るくし、多くの人に利用しやすい公園
にする活動なども行っています。その結果、現在は写真のように池や水路に水が通るように
なり、同プロジェクトのメンバーが定期的に水路や池の清掃活動なども行っています。将来
的には蛍が生息できる環境を目指しています。
また、この運動も将来は湯川河川敷での親水公園＆遊歩道整備にもつなげられるよう努
力しているところです。

長倉公園の池と水路

水路
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3. 中軽井沢商店街の状況
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長野県 地域発元気づくり支援金事業

－31－

長野県 地域発元気づくり支援事業
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