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Ⅰ まえがき 

 

「長野県自動車販売店協会」は、昭和３１年３月、県内で国産車を販

売する１５社のディーラーが集まり、経営やサービスの改善を図ること

を目的に設立。当時の県下自動車保有台数は、僅か２万２千余台であり

ました。現在では、自動車メーカー１２系列のディーラー３０社が加盟

し、約４００の店舗と約６千名の従業員により、登録車と軽自動車を含

め年間約５万台を販売、約１８０万台の車両整備をさせて頂いておりま

す。 

車社会の進展に伴い、環境保全・交通事故対策が深刻な社会問題とな

り国民の関心が高まる中、これらの課題に積極的に取り組みながら、少

しでも地域社会に貢献したいとの願いを込め、平成３年６月、長野県知

事認可による「社団法人長野県自動車店協会」を設立。平成２３年４月

に「一般社団法人長野県自動車販売店協会」へと移行し、自動車の販売

事業と併行し、“地球環境の保全”と“交通安全活動”を二本柱に据え、

公益事業活動を積極的に展開しております。 

 

さて、「ユーザーの意見を聞く懇談会」は、交通安全・環境保全問題並

びに行政機関・自動車販売業界に対する要望・意見を直接
．．．．．．．．

自動車
．．．

ユーザ
．．．

ーの皆様に聞かせていただく懇談会
．．．．．．．．．．．．．．．．

として平成４年から毎年実施して

おり、本年で２４回目を数えることになりました。今年は、昨年に引き

続き信州大学と清泉女学院大学・短期大学の皆さんに加え、自動車整備

を学ぶカレッジオブキャリアの皆さんにも参加していただき、昨今の

「若者の車離れ」に対し意見していただく機会として開催いたしました。 

なお、皆様方から頂きましたご意見・ご要望は、冊子に編集し、会員

や自動車メーカー、行政機関等に広く周知し、より良い車社会の実現を

目指してまいります。 

終わりに、ご参加いただきました皆様と懇談会にご協力いただきまし

た皆様に対し、心から感謝と御礼を申し上げます。 
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Ⅱ 開催概要 

 

１ 日 時 平成２８年１１月５日（土） 

懇談会 15：30～17：00 

夕食会 17：30～18：30 

 

２ 場 所 長野市 

ホテル国際２１ ３階「千歳の間」 

 

３ 出席者  ４１名（詳細は付則資料に掲載） 

 

（1）ユーザー代表 

信州大学工学部     ７名 

清泉女学院大学・短大  ６名 

カレッジオブキャリア  ５名 

（2）オブザーバー          １名 

 （3）協会役員           １１名 

（4）会員          ５名 

 （5）司会進行            １名 SBC 信越放送㈱ 中澤佳子アナウンサー様 

（6）協会事務局           ５名 
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Ⅲ 懇談会テーマ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ 主催者あいさつ 

   信州大学の中山准教授、信州大学、清泉女子大学、短期大学、 

そしてカレッジオブキャリアの皆さん、本日はお忙しい中、ご参 

加いただきありがとうございます。また、ＳＢＣの中澤アナウン 

サーご協力ありがとうございます。 

 

   私ども長野県自動車販売店協会は、長野県下の自動車販売店３０社で構成され

ており、平成４年にこの懇談会をスタートして早２４回目となりました。 

 

今日はどうしたら車を楽しんで乗れるのかというご意見、また私どもディーラーがど

んな仕事をしているのか、どうしたらディーラーというものに興味をもつのかというこ

とも踏まえてご意見をいただければ、今後の参考になりますのでぜひ屈託のないご意見

をいただきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1） 「若者の車離れ」と言われているが、あなたの日常生活の      
中で、または、近い将来において自動車の必要性について

どう考えますか。 

あなたは自動車を持ちたいと考えていますか。その理由は
何ですか。 

 

（2） 若者が興味を持つ近未来カーとは何ですか。 
   （環境問題に優れた自動車、安全運転支援機能充実など） 
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Ⅴ 意見交換 

≪ 表示上の説明 ≫ 

○ 信州大学工学部を「信州大学」、清泉女学院大学・短大を「清泉大学」、カレッ

ジオブキャリアを「カレッジ」とし、個人名はアルファベットによる表記とする。 

○ 信州大学工学部（７名）は、Ａ君 ～ Ｇ君で表わす。 

◯ カレッジオブキャリア（５名）は、Ｈ君 ～ Ｌ君で表わす。 

○ 清泉女学院大学・短大（６名）は、女性：Ｍさん ～ Ｒさんで表わす。 

○  司  会 : 緑字 

○  男子学生 : 青字（中山准教授を含む） 

○  女子学生 : 赤字 

○  協会役員 : 黒字 で表わす。 

 

    発言者          発  言  内  容 

司会  これから意見交換に入りたいと思います。本日は、自動車に

関するテーマであれば自由に討論していただきますが、事前に

皆さんに簡単なアンケートをさせていただきましたので、先ず

はそれに基づきながらいろいろな意見を伺って生きたいと思い

ます。 

 

 

 

        車をなぜ持っていないの。 

司会 現在、皆さん長野にお住まいということで車の所有率も非常に高く、

車を現在持っていないという方はＧさんとＭさんです。なぜ持っていな

いのか教えていただけますか。 

信州大学Ｇ君 自分の経済的な問題もありますし、現在原付は持っていて少しの移動

はそれで済ませている状況です。学生中はあまり必要性を感じない。な

ので、持っていないです。 

司会 いずれ持ちたいなという気持ちはありますか。 

信州大学Ｇ君 はい、あります。原付ですと個人的な理由ですが冬場はすごく寒いで

すし、やはり車のほうが快適です。原付だと自動車から軽く見られがち

で、すごく危険な状況に陥りやすくて、やはり車のほうが快適な移動が

出来ると思います。いずれは持ちたいと考えております。 

司会 Ｍさんも今お持ちではないということですが、理由はどんな理由です

か。 

清泉大学Ｍさん 私は、自分の車は持っていないのですが、親の車でたまに運転するこ

とがあります。ほとんどは公共交通機関で移動することが多く、実際そ

んなには車を使う機会はないと思っているので、今、車は持っていない
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です。 

司会 将来的にはどうですか。 

清泉大学Ｍさん 来年からは社会人になるので、必要になると思うので車を買おうかと

思っています。 

 

 

 

        今の車に不満を感じる点は。 

司会 そうなんですね。現在車をお持ちの方でも自分の持っている車に不満

だという方も結構いらっしゃるのですね。 

 現在自分の車を持っていても今の車に不満だという方で、ここが不満

だと言いたい方いらっしゃいますか。 

 Ｂさん、不満というふうにアンケートではお答えですがどうでしょ

う。 

信州大学Ｂ君 年式が古い車に乗っていまして、新しい車に買い換えられれば買い換

えたいと思っています。 

司会 年式が古いというのは、見られたときに古い車に乗っているなと思わ

れるのがいや。 

信州大学Ｂ君 そういうわけではなく、友達とか新しい車に乗っている人の車に乗る

と、最新の車はすごいなと感じることが多いので、どちらかというと新

しい車に乗りたいと思っています。 

司会 どんなところで新しい車の方がいいなと思いますか。 

信州大学Ｂ君 エンジンをボタンでつけられたりとか、開いているドアがメーターの

所にでる機能とかをすごいと思っています。 

司会 それは機能的にですか、それともかっこよさとか。 

信州大学Ｂ君 どちらもです。もちろん機能のほうが気になることが多いです。 

司会 Ｄさんも今の車に不満だとありますが、それはなぜなのでしょう。 

信州大学Ｄ君 私は、軽自動車を乗っていまして出身が兵庫県です。四駆の車が必要

ないので二駆の車を乗っているのですが、二駆だと雪道を走るとき不安

だったりします。 

 後は、軽のなかでも小さい車に乗っていまして、荷物があまり載らな

い。遠出するには負担が大きい車になっているのが不満です。 

司会 荷物は結構積む方ですか。 

信州大学Ｄ君 そうですね、佐久に遠征に行くときサッカーボール等を運ぶには後ろ

のシート、座席を潰してでも荷物を載せなくてはいけないので、少し狭

いかなと感じております。 

司会 そうですか、もし今度買い換えるとなったら少し広い車が良いと。 

信州大学Ｇ君 最悪でも普通車にしたいと思っております。 

司会 最悪でも。わかりました。ありがとうございます。女性にも話を聞い



 

 - 6 - 

てみます。 

Ｎさんも今の車に不満ということですが、どういったことが不満でし

ょうか。 

清泉大学Ｎさん 私自身の車ではないのですが、行動するときにいつも借りる年式の古

い母の車です。乗って 10 年ほど経つのですが、寒くなってくるとエン

ジンがかからない。最近車を買った友人の軽自動車に乗ると、私のいつ

も借りている軽自動車よりも広いと感じます。 

10 年で色々進歩して変わってきているところがあるので、そういう

ことを考えると新しい車の方が、車のせいで事故とかにならないという

ところを考えてもいいなと感じます。 

司会 ありがとうございます。Ｐさんも不満がある。教えていただけますか。 

清泉大学Ｐさん 私が運転している車は軽自動車で両親と共用です。先ほどとかぶって

しまう部分があるのですが、中古車として購入した少し型が古い車で

す。最新の自動車に比べると坂道が少し登り難く、後ろの車にすぐ追い

つかれてしまうことがあります。そういう部分が今の車に対して不満が

あります。 

司会 ありがとうございます。では、男性に。Ｅさんどういうことが不満で

しょうか。 

信州大学Ｅ君 僕も軽自動車に乗っています。先ほど皆さんがおっしゃっている機能

面ではそんなに不満はないです。ただ、夜運転することがあるのですが、

眠くなったりするときに音楽をかけたいのですが、ブルートゥースの

FM トランスミッター調子が悪くなると無音で運転するようになってし

まう。 

また、都会に行ったときに圧倒的に普通車のほうが多く、軽自動車だ

となめられがちに感じるので、やはり普通車のほうがよいなと思いま

す。 

司会 乗っているときはやはり音楽が欲しい。 

信州大学Ｅ君 音楽がないと眠くなっちゃいますね。長野県は景色があまり変わらな

いので音楽がないと眠くなってしまいます。 

司会 ありがとうございます。女性のＲさん。Ｒさんも今乗っている車に不

満があるとのことですが、どのあたりでしょうか。 

清泉大学Ｒさん 現在私も軽自動車を祖父と共同で使っています。友人と出かけたとき

に高速を利用しました。その時あまりスピードがでなくて後ろの車に煽

られてしまいました。車にパワーがない。そういう所が不満に感じてい

ます。 

司会 そうじゃない車を今後は欲しいという。 

清泉大学Ｒさん そうですね。 
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        若者の車離れの理由は。 

司会 はい、ありがとうございます。いよいよ本題ですが、今色々なところ

で“若者の車離れ”、進んでいるといわれています。そのことについて、

こんなことを感じるということをお話いただける方いますか。 

まずは、「私に意見を言わせて。」という方は。このことに関してもア

ンケートを実施していますが、色々な意見があります。 

 そもそも、車に興味がないという方も何人かいました。Ｈさん。若者

はそもそも今車に興味はないでしょうか。どうでしょう。 

カレッジＨ君 私は自動車関連の専門学校なので、学校の中の友達とかは皆車に興味

があるのですが、実家に帰った時旧友とかに会うと、「足で使えればよ

い。」という話とか車に興味のないということをよく聞きます。ですの

で、興味がないのかなというのは感じます。 

司会 今回、カレッジオブキャリアの皆さんは車関係のお勉強をされている

ということで、今後は整備士さんとして働かれる方が多いということで

すが、実際にそういう勉強をされていてやはり耳に入ってくると、関心

がないというふうに思われるということですね。 

カレッジＨ君 そうですね。 

司会 ありがとうございます。では、もうお二人くらい。Ｉさんお答えいただ

けますか。Ｉさん、ご実家がおやき屋さんとのことです。皆さん買いに

いってあげてくださいね。 

 では、お願いいたします。 

カレッジＩ君 自分も意見が同じ感じです。自分も今専門学校で学んでいて、自分の

周りでは車が好きで自分の車を乗っているという友達がほとんどです

が、そうではなくて高校の時の友達だったりすると、男子でも車が好き

で自分でこういう車をのっているという友人はそんなに多くはないで

す。 

車自体に興味がないというか、最近他の趣味も色々増えてきて、そち

らの趣味の方が多くてあまり車に興味が向かないこともあるのかと思

います。 

司会 他の趣味というのは皆さんどんなところに目が向いているのですか。 

カレッジＩ君 インターネットで色々できることがあったり、カメラが好きだとか、

釣りが好きだとか、色々あります。 

司会 釣りに行くにも車が必要ですよね。でもそちらにお金を掛けるほうが

多いということでしょうかね。 

カレッジＩ君 足としての車ということになってしまう方が多いのかなと思います。 

司会 ありがとうございます。Ｌさんもそういうふうに感じられるというこ

とで、お話伺えますでしょうか。 

カレッジＬ君 私もカレッジオブキャリアで車の勉強をしていて、私自身車がとても
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大好きです。高校の友達とよく遊びに行ったりするときに、車を持って

いない友達もいます。車の話をすると皆全然興味がなくて分からないよ

うです。 

結局僕の車で移動したり、「車買わないの？」とかの話をしても「興

味がない。」ということが多いので、どうすれば興味を持つのかと思う

のですが。 

 

 

 

        車に興味を持った理由は。 

司会 カレッジオブキャリアの皆さんは本当に車に興味があって勉強され

ていると思うのですが、そもそも車に興味を持ったのはどうしてだった

のか教えていただけますか。 

カレッジＬ君 僕が車を好きになったのは幼稚園とかすごく小さい時だったのです

が、街中で見た車に一目ぼれというか、心が惹かれてその車が好きにな

って今その車に乗っています。そういうきっかけがありました。 

司会 何の車ですか。大丈夫ですよ、皆さんそこは耳を塞いでいると思いま

すから。 

カレッジＬ君 スバルのインプレッサです。 

司会 どんなところに一目ぼれしたのですか。 

カレッジＬ君 まず音です。専門用語になってしまうのですが、昔のスバル車ってエ

キマニが不等長なので、その音に惹かれて車好きになっていたのです。 

司会 まったく私にはわからないのですがそういう音があるのですね。分か

りました。ありがとうございます。 

Ｋさん。カレッジオブキャリアで車の勉強をされているのですが、そ

もそもご自身がこういう道に入りたい、車で仕事をして行きたいと思わ

れたきっかけはあったのですか。 

カレッジＫ君 自分は飯山市に住んでおります。近くに野沢の全日本のダートラ（ダ

ートトライアル）をやっている会場がありまして、中学校のときに見に

行きまた。その時の車の格好よさに惹かれ、将来そういったことに携わ

る仕事がしたいと思い整備士の道を選びました。 

司会 やはり皆さん、小さい頃、若い頃からの経験、体験が今に繋がってい

るということですね。もう一人、カレッジオブキャリアのＪさん。Ｊさ

んも車好きになったきっかけをお話いただけますか。 

カレッジＪ君 僕も小さい頃から車が好きで、親の話を聞く限りずっと小さいころか

らミニカーで遊んでいたり、車をじろじろと見ていたり。 

そのまま中学校、高校と上がってきて、段々と現実的に車を見るように

なって、車に携わることをすれば自分の好きなことを仕事に出来るので

はと考えてカレッジオブキャリアに行きました。 
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司会 実際にそういう仕事に来年から就くのですか。 

カレッジＪ君 そうです。 

司会 夢が叶ったということですね。がんばってください。 

カレッジＪ君 ありがとうございます。 

 

 

 

        価格・維持費が高い。 

司会 カレッジオブキャリアの皆さんは小さい頃から車が本当に好きで、仕

事に就きたいということで勉強されて、もちろん友達が車離れというこ

とも切ない気持ちで考えていらっしゃるということですが、それ以外の

方で車離れが起きている理由、価格や維持費が高いからという理由を感

じていらっしゃる方がかなりのパーセンテージでいらっしゃるので聞

いてみます。 

 Ｃさん、価格、維持費が高いと感じていらっしゃる。そのあたりを具

体的にお話いただけますか。 

信州大学Ｃ君 自分が、大学 2 年生になってから車を持ち始めたのですが、自分が高

校時代のときは大学生で車を持つという概念がなく車は高いものとい

う感じがあったので、大学生で車なんて持てないだろうと思っていまし

た。 

でも長野県に来て必要だと感じました。自分で買おうとなった時、価

格や維持費を見ると自分ひとりでアルバイトをして稼ぐお金では到底

足りないと思って、親の援助を受けて車を持っています。 

 “若者の車離れ”が起きている原因としては、やはり価格や維持費が

あるということが一番の理由だと自分は思っています。 

司会 そうですか。どれ位に価格が下がると持ちやすいなあと思われます

か。 

信州大学Ｃ君 そうですね、自分が一番かかっていると思うのが車検です。車検にか

かるお金が「どん」と感じています。あと、保険関係のお金も下がって

くれるとありがたいです。 

司会 叶わないと思うのですが、どれ位まで下がるとうれしいですか。 

信州大学Ｃ君 どれ位か分からないのですが、普通車に今乗っています。普通車です

と今 10 万を超えてくるのですが、一桁にしていただければと思ってい

ます。 

司会 願わくは半額くらいになればいいなと。そうなると持ちやすくなる。 

信州大学Ｃ君 そうですね。そう思います。 

司会 分かりました。ありがとうございます。女性の方いきましょうか。Ｑ

さん。Ｑさんも価格や維持費が高いと思っていらっしゃるということ

で、どう思いますか。 
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清泉大学Ｑさん 私自身は今母親と兼用で車を使っているのですが、先日父の車を買い

替えました。新しい車になったのですが、機能性に重点をあててオプシ

ョンを付けたりすると、やはりもとの設定金額よりもどうしても高くな

ってしまう部分があるので、最終的に買う値段は高くなってしまいま

す。 

車検も個人的な話なのですが、農家をやっていまして、父と母の車以

外に祖父母の車と軽トラックがあります。その車検の値段もバカになら

ないので、学生の私が持つというと家計的に苦しくなってしまいます。

ですので、先ほどにも有りましたが車検の金額を下げていただければ、

学生の私も持ちやすくなるのではと思います。 

司会 ありがとうございます。もう一人女性のかた。Ｏさんも同じご意見で

しょうか。 

清泉大学Ｏさん 価格や車検のお金も高いと感じます。私も母親と兼用で車を使ってい

ます。購入するときも高い買い物をするので、そんなに早く決断は出来

ないわけです。アルバイトをしていますが、車の維持費・保険を払える

ほど稼いでいるわけでもありません。やはり学生のうちは車は必要ない

と思っています。 

実際に電車で通っています。趣味レベルで持っていくには非常に高い趣

味だと思うので、私はやはり高いと思います。 

司会 ありがとうございます。男性のＦさん。Ｆさんも維持費が高いという

ことですが。 

信州大学Ｆ君 私も車、普通車を持っています。持った理由は、私は愛知県出身で、

愛知県で暮らしている間はあまり車を必要と感じていなかったのです

が、大学で長野県に引っ越してからは、親も長野に来ると車がないと不

便だということで車を買いました。 

先ほどからも意見が出ていますが、維持費、ガソリン代が最近高くな

っている。車に関するお金が高くなっているので若い人が車を持つのが

減っているのだと思います。 

司会 もう少し突っ込ませてください。自分が本当に欲しいもの、Ｆさんで

あったら今、サッカーやスノーボードをやっていらっしゃるということ

ですが、ものすごい良いスノーボードがある。でも自分には今お金がな

いという時。借金をしてでも買いたいと思うサッカーボールやスノーボ

ードがあったとします。それは手に入れるけれども車はそこまでして

も、そこまで借金してでも、ローンを組んでまでとは思わないですか。 

信州大学Ｆ君 そうですね。今現時点での私の意見は、車は移動手段と思っている。

車がなくても交通機関が発達しているのでそちらに頼ってしまう。スノ

ーボードでしたら自分が買わないと出来ないものですので、趣味の面に

お金を費やしてしまう。 

司会 他に代わりになるものが車以外にも公共交通機関があるからという

ことですね。 

信州大学Ｆ君 はい、そうです。 



 

 - 11 - 

 

 

 

        公共交通機関の発達で車は不要。 

司会 その公共交通機関の発達で車はそんなに必要がないと思っている方

も何人かいらっしゃるので、ご意見を聞かせていただきたいと思いま

す。 

Ａさん、Ａさんはそう思っていらっしゃる。“若者の車離れ”。やはり

公共交通機関の発達に要因があるのではと。 

信州大学Ａ君 長野県ですとそこまでなのですが、東京、大阪とか都会に行くと、電

車がすごく発達していてむしろ車より早く着く。長野県ですとそういう

ことはないのですが、都会だとそういうこともあるので、結局車を持た

ないで公共交通機関を利用したほうが便利なので、”若者の車離れ”が

進んでいるのだと思います。 

司会 もう一方、Ｍさんもそのようにお考えということですが。 

清泉大学Ｍさん そうですね、大学生の面からですが、実際車がなくてもバスや電車で

学校に行くことができます。どこか出かける場合も新幹線であったりバ

スであったりを使えばよいと思っています。 

友達と話をする中でも車の話はあまりでてこないです。どこかに行こう

となった時でも、バスで行くか電車で行くかという話になっていて、車

の話はそこまで出てこないという印象を受けています。 

司会 では、女性の方だけに聞かせていただきますが、やはり彼氏にするな

ら車を持っていて欲しいと思う方は挙手いただけますか。 

      全員挙手 

全員そう思う、けれどもご自身は車には関心がないですかね。そんな

ことない、彼氏が興味があったらそんなことない。首を振られた堀内さ

ん、別に彼氏に持っていて欲しいですが、なくても良い。 

清泉大学Ｎさん そうではなくて、実際すごく車が好きな方とお付き合いしていたこと

がありまして、すごく専門的なことを話す人で、「エンジンがこうでな

くて、水平だと何が違うかわかる？」ときかれても分からないのですよ。

でも乗せてもらっている手前興味がないとも言えず、「そうなんだ。」と

かそれもよく分からない、話しても分からないだろうと言いながらずっ

と続くのです。 

本当に嫌いではなかったのですが、本当に車が好きすぎるとひいてし

まう。そういうことがありました。 
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        車に興味を持ってもらうには。 

司会 カレッジオブキャリアの皆さんが下を向いてどうしようと思われた

かもしれませんが、そこまで専門的にならなくても良いけれども、車を

持っている男性は彼氏にしたいなと女性陣は皆さん思われる。というこ

とですがそれでも今“若者の車離れ”が起きている。 

 では、皆さんがもしこちら側にいらっしゃるような、車関係の社長さ

んになられたとして、“若者の車離れ”何とかしなければうちの会社が

危ないというふうになった時、こういうことをすれば若者は車に興味を

持つのではないか。こういう戦略を立てていけばよいのではという意見

があればお願いいたします。 

 どうでしょう、目が合ってしまいました。お願いいたします。 

信州大学Ｇ君 そうですね、具体的なことは特に浮かんでいないのですが、やはり車

離れは興味の問題だと思います。興味を持ってもらうには、催し物、先

ほどのカーフェスタとかそういう関連のもの、車を表に出すような、車

メインの催し物が増えれば人の目に触れる機会が増えるので、興味を少

しは持ってもらえるのではと思います。 

司会 分かりました。ありがとうございます。カレッジオブキャリアの皆さん

にお聞きします。Ｈさん、何をしたら若者が戻ってきますか。 

カレッジＨ君 自分も具体的なことは分からないですが、イベントは大きいと思いま

す。やはり、若い人たちもそこのイベントに車とか展示してあれば見て

いくと思います。 

そういうことで遠出するときにこういう機能があれば楽だとかを知

ってもらうことが大事だと思いますし、機会を作ることは良いことだと

思います。 

司会 イベントがお二人からでましたが、こういったやり方がよいのではと

いう意見のある方いらっしゃいますか。ではＢさん、是非社長になった

として社員の皆さんに「こういうことをやるのはどうか。」というのを。 

信州大学Ｂ君 そうですね、むちゃくちゃ言ってもよいですか。私は地元が大阪でし

て、家族は車を持っていないのです。家族の中で私だけ長野にいるので

車を持っているのですが、大阪は都会で先ほどと同じで交通機関の発達

と駐車場の問題が多い。有料駐車場を毎回使っているとお金がかかるの

で、そこでなのですが持ち運べる車が欲しいです。 

 駐車場の必要ない車が今後できればな、と思います。多分話しと答え

があっていないと思いますが。 

司会 それは折りたたみの車ですか。 

信州大学Ｂ君 そうですね、折りたたみの車。すごい軽い車。 

司会 軽い車。それを持って歩くのですか。 

信州大学Ｂ君 持てるようになればと思います。駐車場の必要ない車を作っていただ

けたらと思います。 
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すみません。 

司会 いえいえ、昔は機械が動くと考えていなかった時代。家電製品、そん

な便利なものがない時代は今のような夢を語りながらそれが現実にな

ってきたのです。是非皆さん持ち運べる車の開発をよろしくお願いいた

します。 

 さて続きまして、どうでしょう。そんな意見でも良いので、これはど

うかな、これをすれば若者が戻ってくるのではという、何か考えのある

方いらっしゃいますか。女性の方どうでしょうか。Ｐさんどうでしょう。 

清泉大学Ｐさん 自動車の興味自体が女性より男性のほうが強いというイメージが私

の中にあるのです。今は女性に対して優しい車や、主に軽自動車なので

すが、空気がきれいになるとか車内の内装が女性向きだったり、いまそ

ういった車が多くあると思います。 

 女性のほうが自動車にあまり興味がない方が多いと思うので、若者っ

ていうと広いイメージですが、まずは女性を重視した車を増やしていく

と、女性の興味のある方も増えていくと思います。 

司会 女性の興味のある車というのは、具体的にもう少し踏み込むとどうい

う車でしょうか。 

清泉大学Ｐさん 女性自体も普通車に乗る人が少ない。家族がいるとまた別の問題なの

ですが、独身の女性だったり学生だったりすると、一人で乗ったりとか

友達を乗せたりとか大人数を乗せたりすることがないと思うので、一人

で運転していても楽しい車、車のエンジンを掛けると「おはよう」とい

ったり、そういう車があると一人で運転していても寂しくないという

か、楽しく運転できると思います。 

司会 今、若い方一人で行動される方も多いという中で、ちょっと車が話し

かけてくれて、会話が出来ると楽しいかもしれませんね。ありがとうご

ざいます。 

 他にどうでしょうか。皆さんが社長だとしてこういう車を出したい

な、こうすると若者がもうちょっと呼び込めるのでは。もちろん車自体

でもよいですし、サービスの面でもかまわないですが、ディーラーさん

がこういうことをやれば皆お店に来るのではないか、何かご意見はどう

でしょうか。Ｄさん。 

信州大学Ｄ君 私が唯一車を嫌いになった経験があります。それがタイヤ交換だった

り、何ヶ月点検だったりして色々ディーラーさんにお邪魔することがあ

るのです。その際に、お客様が座ってお茶を飲むスペースにずっと座ら

されているというイメージがあります。 

また、自分の車が何をされているのかが分からなく不透明な部分が多

い。いきなり見積書を持ってきて、「これもやらないとあれもやらない

と。」と言われると本当にそれが必要？と思ってします。 

丁寧にディーラーの方はご説明してくださるのですが、専門家でもな

いし整備士を目指しているわけでもないので分からない。説明の部分は

丁寧にしてくださっているので私の理解不足の部分があるのかもしれ
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ませんが、言いくるめられているのではという気がしてしまう。 

実際に自分の車が何を、どんなふうに点検して整備しているのか。具体

的に見せていただければ、僕自身車が分からないので、具体的に車が「こ

れがこうしてこうなったらだめだから、こうやって点検をしてここをき

れいにする。」ということを、少しでも現場に立ち会って見ることがで

きれば、もう少し詳しくなって話もつながりやすいのではと感じており

ます。 

司会 車の理解が深まると、また興味が出てくる若者も多くなってくるかも

しれないですよね。ありがとうございます。 

 では、Ｍさんもう 1 回お願いいたします。 

清泉大学Ｍさん 私はカタログについてです。親が車を前回買い替えたのですが、その

際私もカタログを見せてもらいました。それを見たときにどこを見てよ

いのか分からなく、専門用語が多いということに加えて、その車と他の

車とどこが違うのか。 

 形と色が違うのはわかるのですが、他にどういうことがポイントなの

かということも分かりづらいと思いました。その車のどこがポイントな

のかということがしっかり分かればよいなと思っています。 

 私はよくファッション誌を読むのですが、ファッション誌と同じ位の

レベルでその車のカタログも身近に手が取れるようになればよいと思

います。 

司会 聞いてメモもされているＫさん。どうですか、車に関わっていらっし

ゃってこれだけ”若者の車離れ”が進む中、俺が一肌脱ごうとするとど

うやって若者を引き止めましょうか。 

カレッジＫ君 自分がシンプルに思ったのは車本体の値段が高くなっていて、自分が

これ欲しいと思った車でも何百万してしまう。学生でアルバイトではど

うしようもならないお金なので、車ではなくて他の趣味にいってしま

う。 

免許取立てで若いと保険代も 21 歳以下で高くなっていて、自分も車は

保護者に援助をしてもらっているのですが、バイクは自分で買って自分

で保険も入っているので、21 歳以下で保険が高くなり、総合的な値段

の高騰でどんどん放れていっているのではと思います。 

 

 

 

        こんな車だったら。 

司会 ありがとうございます。少し具体的に車の話にいきますが、これから

の車、「こんな車があればいいな。」「こんなところに重点を置いて車が

作られればよいな。」ということを、少しお話してくださる方いますか。 

では、隣のＬさん。未来の車ってどうなるべきでしょうか。 

カレッジＬ君 今、世間的にエコ、燃費が良いということが第一に考えられていると
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思うのですが、ちょっと昔の車は各メーカーがパワーを競っていた。走

る楽しみに重点を置いていたと思うのです。 

今もそれがないというわけではないのですが、昔より今のほうが一般的

に当たり前なのですが、エコを第一に考えて作っているので車を好きに

なるきっかけが少ないと思います。 

司会 環境とかも大切ですが、車そのものの魅力、エンジンだったりパワー

だったりそちらはそちらであってほしいということですね。ありがとう

ございます。 

 では、Ａさんお願いします。こんな車があればと。 

信州大学Ａ君 これからは、自動運転とかが広まって自分が運転しなくても移動でき

る世の中になるかも知れないですが、個人的には運転するのが楽しいの

です。 

自分は今マニュアルを乗っていて、それが楽しいです。少数派かもし

れませんが、マニュアルを運転する人が増えればとは言いませんが、そ

ういう人が増えても良いのかと思います。 

自動運転だけでなく、運転する楽しさも知ってもらえれば”若者の車離

れ”もなくなり、良くなるのかと思います。 

司会 ありがとうございます。女性の方、Ｑさんどうでしょうか。こんな車

があればよいなと自分の中で思いますか。 

清泉大学Ｑさん 私、本当に車のことがよく分からないのですが、軽自動車はあまり燃

費が良いイメージがありません。普通自動車はハイブリッドとか電気自

動車とか良く聞くのですが、女性は軽自動車によく乗るので、金銭的な

面も考えてこれからより燃費の良い軽自動車ができたら嬉しいと思い

ます。 

司会 女性はコンパクトだと安心もしますしね。Ｒさんはどんな車が未来に

あれば良いなと思いますか。 

清泉大学Ｒさん 私自身もそこまで車に興味がないのですが、絶対に事故が起こらない

車を作って欲しいです。最近も小学校の登校の列に車が突っ込んで一人

亡くなられたという悲しいニュースがあり、そういうニュースが増えて

います。スクールゾーンを作ったとしても、歩行者と車の境はそこまで

作られない。車に乗っているということは常に危険と隣り合わせという

こともあります。実際に自動運転という機能もでてきましたが、もっと

事故の起こらない車があればと思います。 

 

 

 

        丁寧な接客をしてくれるディーラー 

司会 絶対事故の起こらない車は、車を運転する楽しみを求めている人と、

本当に安全を求めている人とこれから 2 極化されていくのかと思いま

す。お年を召したかたも免許を返納しなければならないという話もでて
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きます。 

でも、そうはいっても長野は車がないと移動ができないとなると、絶

対に事故の起きない車というのはあるとよいですね。ありがとうござい

ます。 

皆さんそれぞれ色々な意見を聞かせていただきましたが、今の車を売

っているお店、ディーラー、もうちょっとこうであったら入りやすいと

か、こんなスタイルだと良いと思うとか、意見はどうでしょうか。 

大丈夫ですよ、こちらの社長さんたちは大丈夫ですのでこれだけは言い

たいというのは。積極的にどうでしょうか。Ｉさんどうでしょうか。 

カレッジＩ君 私自身は普段、親といつもお世話になっているディーラーの店舗に行

って、別に行きづらいという感じが自分自身はしていません。 

いつものように丁寧に接客をしてもらい、そこに行くとちょっと好きな

飲み物も飲めるなということで行ったりしています。私自身はそんなに

ディーラーに不満があるかというと、それほど不満はないと思います。 

司会 ディーラーに行って、これって気持ちの良いサービスだなと思ったこ

とはいままでどうでしょう。 

カレッジＩ君 行ったところで、お店の皆さんで出迎えてもらえるというのは、はじ

めは親と一緒について行って迎えてもらえるというのが、自分だけで行

ってもディーラーの方が自分の名前を覚えていてくれていると、しっか

り出迎えられていると思い良いなと思っています。 

司会 名前を覚えてもらえるってうれしいですよね。その隣、Ｊさんはどう

でしょうか。 

カレッジＪ君 僕自身が、車検のできるガソリンスタンドでバイトをしています。デ

ィーラーとかでなくても、車検も結構オートバックスとか色々なところ

で受けられるような時代になっていて、例えばディーラーに行かなくて

も車検が取れればと思う方も結構いると思います。そうなった時に、具

体的なことはないのですが、ディーラーに来てもらえるような、例えば

代車にスポーツカーが選べるとか、行く目的ができれば気軽に行けると

ころになると思います。 

司会 なるほど、ありがとうございます。では、Ｇさんどうでしょうか。こ

んなディーラーのサービスがあるといいなと。 

信州大学Ｇ君 やはり、僕自身が車に詳しくないので、車を選ぶときはこちらの要望、

これがよいなというのはあるので、あまり堅苦しい感じだと言いづらく

なってしまう。 

自分が理解していないだけなのかな、というふうに自分の中で押さえこ

んでしまうということがあるので、堅苦しくない雰囲気で軽く話せるよ

うな、近所のおじさんみたいな、そうすれば意見交換とか気軽にできて

自分の要望通りいきやすいのかなと思います。 

司会 車以外の悩みも聞いてくれそうな、そんな近所のおっちゃんみたいな

人がいてくれたらよいということですね。 

信州大学Ｇ君 そうですね、そういう雰囲気だと気軽に意見交換が出来ると思いま
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す。 

司会 ありがとうございます。女性の方いってみましょう。Ｏさん、Ｏさん

だとどんな感じだと入りやすいと思いますか。 

清泉大学Ｏさん 実際のお話をさせていただきたいと思います。今母親と共同で車を乗

っているのですが、以前母親が乗っていた車は、今と違う会社で買った

車なのですが、そこのディーラーの方があまりサービスも良くないし、

愛想もよくなくていやだなと思い違う会社に変えました。 

そこの会社の車も欲しかったのですが、実際、今買った会社がすごく

サービスも良いし、お出迎え、お見送りも全てすごく丁寧にやってくれ

ます。 

車のことについて何も分からないので、「これはどういうことです

か。」と聞いても、一つひとつ丁寧に答えてくださってとても良い会社

だと思います。 

 もう一台車が家にはあるのですが、その車は以前対応があまり良くな

かった会社の車なのですが、どうしてそんなに悪いのか私自身よくわか

らなかったのですが、今成人してから一緒に会社に行ってみると、お出

迎えもなかったり、話をする態度とか会社によって違う、サービス自体

も悪かったです。 

今、母親の乗っている車の会社さんは、点検の案内の電話とか、車の

調子はどうですかとか常に電話をして聞いてくれます。前の会社はそう

いうこともなく、高い買い物をしたのにそういうことを聞いてもよいと

思うのですが、まったくそういうことがない。 

その会社は、飯山市に住んでいるのですが市内での評判も良くなく、私

の友達で車の会社に勤めている子がいるのですが、その子に話をしたら

「私のお客さんでもその会社の対応が悪かったから私のところの会社

に来たと怒っている人がいた。」と話をしていました。結構業界の中で

もあまり良くないといわれている会社さんらしく、もうちょっとどうに

かして欲しいと思っています。 

司会 やはり、女性はアフターサービスとか、本当に高い買い物をしたわけ

ですから。 

清泉大学Ｏさん アフターサービスって大切で、本当にそれを実感しています。今日は

それを言おうと思ってきました。 

司会 ありがとうございます。ではそのお隣のＮさん、ディーラーさんはこ

うあって欲しいと、今のお話も含めて感じることはありますか。 

清泉大学Ｎさん 父が今乗っている車は私が小学生ぐらいのときに買った車で、母の車

もそのくらいに買い換えています。ですので、大きくなってディーラー

さんに行ったことがないので分からないです。 

でも、道を走っていてここのお店に入ろうかとフラッと思って入るよう

なカフェとか色々あると思いますが、そういう感覚でディーラーには入

れないと私だけでなく皆さん思っていると思います。入ったら買わなく

てはならないという空気がどうしてもだめで、行くときは先に調べてお
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いて、もうこの車に興味があると言わないとだめなのかなと感じます。 

司会 気軽に入れるような、入ったらもう終わりという感じではなく、もう

少し気軽に雑貨屋さんに入るような気分だったり、スーパーに入るよう

な感覚で行けると良いですかね。 

清泉大学Ｎさん もしそういう感覚で入っていたらもうちょっと車の知識があると思

うのです。車屋さんですので、車を売らないと確かに車屋さんとしては

成り立たないと思うので、なんかあの人またお茶だけ飲みにきたと思わ

れないとは思うのですが。 

結果的に仲良くというか、一回勇気をだして入ったときに良い対応を

されたら、私歓迎されている。ここにしようかという気持ちになると思

います。でも、その第一歩を踏み出す勇気が私には今ないです。 

司会 そうですかありがとうございます。女性って本当にそういう気持ちは

私も良く分かります。男性はどうでしょうか。 

Ｃさんどうですか。こういうディーラーだと入りやすい。こうだったら

よいのにと思うことはあいりますか。 

信州大学Ｃ君 自分はその担当のディーラーさんが、めちゃめちゃきれいだったら買

うと思います。 

司会 それも重要ですかね。 

信州大学Ｃ君 例えば、女性のお客さんだったら好青年な担当の男性をつけるとか。 

司会 だからこそ女性は、身だしなみもキチンとしてほしいですし、男性も

もちろんそうですよね。そういう所も見る。あまり髪の毛が乱れていた

りとか。 

信州大学Ｃ君 容姿だけでなく、今言っていただいた身だしなみとか。 

司会 清潔感とか。 

信州大学Ｃ君 はい。 

司会 そうですね。女性でもちょっとネイルが剥がれていたりとか。そうす

ると雑なディーラーさんと思ってしまう。 

信州大学Ｃ君 はい。そうですね。 

司会 ありがとうございます。では、そのお隣のＤさんはどう思いますか。 

信州大学Ｄ君 ディーラーさんに行くとなった時まず思うのは、必ずカレンダーにデ

ィーラーさんにいく日。これをこうするから行くというのをちゃんとス

ケジュールにいれて、かなり大イベントという感じになってしまう。 

 もう一つは、ディーラーさんなので、車を売らなければならないとい

うので、最新の車を小奇麗において、部屋の隅までピカピカにしてとい

うのがあるのですが、車というのは汚いのが良いとは言わないのです

が、汚い部分も要はあるわけで、それを知った上で整備のところがショ

ールームよりかなり奥にあって隠されている。 

隠された部分でやっているというのが多いという感じのディーラーさ

んが多い。下手に小奇麗に見せすぎているのかなというのが、素人意見

で申し訳ないのですが。 
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司会 もうちょっと裏の部分も見てみたいと。 

信州大学Ｄ君 女性の方には申し訳ないのですが、確かにきれいなショールームが良

かったり、サービスが良かったりというのもあると思うのですが、車と

いうのは外見だけでなく汚い部分もあります。整備士さんががんばって

いる姿なんかもお客さんが見て気持ちの良いものだと僕は思うので、是

非そのへんの部分も押し出していただけたらと思います。 

お客様と接する部分の人だけががんばるのではなくて、裏の整備士さん

の姿ももっとお客様のほうに見せて欲しいなというのが率直な意見で

す。 

司会 ありがとうございます。ではその横のＥさんはどうですか。こんなデ

ィーラーさんがあったらと。 

信州大学Ｅ君 僕は車のことは親に任せていてディーラーに行く機会はなく、皆さん

が先ほどおっしゃっていたように、行き難いなという印象があります。

自分はもともと車に興味がなかったのですが、運転するようになって、

車にこういう機能が欲しいとか最近やっと興味が出てきました。 

やはり、もっと試乗しやすいというか、車を買わなくてもそのディーラ

ーさんにある車全部に試乗しても笑顔で対応してくれるような、それで

全部を比べた上でこういった機能があると思ったら買えるかなという

か、入りやすいと思います。 

司会 もうちょっと気軽に試乗ができるといい。はい、ありがとうございま

す。ではＦさんよろしくお願いします。 

信州大学Ｆ君 私もディーラーさんの雰囲気が入りづらいとかあったのですが、普段

私、服がすきで、服屋さんとかで人が入っている服屋さんには結構行き

やすいと思うのですが、人がいないと入り難いというのがあります。 

ディーラーさんも一緒で、店の中に人がいないというイメージがあり

まして、入りづらいというか、入ってからはサービスとか色々あると思

うのですが、入る一歩があまりでないというのが自分の意見です。 

司会 中で楽しそうなイベントをやっていて大勢いるとか、何人かいてくれ

たほうが入りやすい。 

信州大学Ｆ君 そうですね、わいわいしてくれたほうが入りやすいと思います。 

司会 そうですね、本当に学生さんたちの意見て面白いと思います。ここま

で聞いてきて中山准教授にも来ていただいていますが、何か感じること

はありますか。 

信州大学 

中山准教授 

みなさんがよく発表してくれていますので、私の方からは私の個人的

な意見を説明したいと思います。 

 私は家族がいて、ディーラーに行くとなった時に娘とか妻に一緒に行

くかというと、1 時間、2 時間待つのでいいやということになり、私は

いつも一人で行きます。先ほど誰かが言ったように、一人で座ってずっ

と待っております。 

非常に難しいことを今から言いますが、例えば車ができたことによっ

て郊外に大型店舗ができる。 
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 それは車社会になったからできたわけですが、もしこれからそういう

大型店舗が長野県内に出来るときに、どこかのディーラーがそこに一緒

に入っていただいて、先ほどありましたが服を見る感覚で、服の店舗を

見ていたらいつの間にかディーラーがあって、こんな車があるんだと、

家族で、皆で見る。私は車をディーラーに預けてくるから 2 時間くらい

買い物に行こうかという形で、家族で行けるようになると思います。 

今は難しいと思いますが今後店舗の計画とかあればそこに一緒に入

れていただけるとうれしいと思います。 

司会 ありがとうございます。お時間も近づいてきましたが最後に今日のま

とめでもよいですが、こんなお話しておきたいということがありました

が、最後ですどうでしょうか。 

どんなことでもかまいません、車に対しても、ディーラーさんに対し

てもでもよいですし、”若者の車離れ”の話。これを言い足りなかった

とか、こんな車が今後できると良いと思ったのにあててもらえなかった

とか、今後こんな会社に入りたいとか。 

学生さんですから、今後車関係でなくても「こういうところでこうい

う会社だったら働いてみたいな。」とかを含めていかがですか。どうで

しょう。女性陣どうですか。目が合いましたね。どんな話でもよいです。 

清泉大学Ｎさん 先ほど自分で入りづらいとか、買わされる空気がいやだとか言ったの

ですが、よく考えたら私も今アルバイトで接客をしていて、お客さんが

お店の前で入ろうかな、どうしようかなとやっているのを、「どうぞど

うぞ。」と中に入れているのを思いだしました。 

あんなになんだかんだと言ったのですが、私のアルバイトも同じこと

だと思ったので、金額の大きさは違うのですが、明日からのアルバイト

でお客さんが買わなくてもいやな顔をしないで、お見送りとかお出迎え

をしてあげようと思ったり、人がいなくて入りづらいと思われているの

であれば、声をだして「安いですよ。」といったりして、さも賑わって

いるかのように見せかけるのも手だと感じました。 

 車は、私はこれから買うと思います。長野県にずっといるつもりな

ので。ないと行動が出来ないので。最近思うのは、女性が乗ってかわい

いタレントさんがＣＭをしている車を素敵だと、そういうのを視野に入

れています。是非皆さんには女の子がときめくようなかわいい車が良い

なと思います。 

司会 ありがとうございます。この後の懇親会のなかでこう思うとお話をし

ていただいてもよいですが、最後にこの場で言っておきたいと思うこと

があればいかがですか。男性陣どうでしょう。これを言えないと一生後

悔するかもしれませんよ。男性が元気ないので女性どうでしょう。もし

なにかお話したいことがあれば、Ｍさんどうでしょうか。では最後にＭ

さんに締めていただきましょう。 

清泉大学Ｍさん やはり、最終的にというか、一番最初に見るのはやはり車の見た目だ

と思います。車でどこかに出かける時に車を見るのですが、やはり顔、
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車の正面の顔をよく見てしまって、その顔がかわいいか、かわいくない

かを見てしまう。 

やはり先ほどもお話をしていたのですが、女性がかわいいと思う車が

もっと増えたらよいと思います。やはり私も荷物をたくさん積みたいと

思いますし、軽自動車に乗りたいと思っています。軽自動車でもたくさ

ん荷物が入って運転しやすい車が普及してくればよいなと感じていま

す。 

司会 ありがとうございます。皆さん「お願いします。」と、あてると本当

に色々な意見がでてくるので、手を挙げてくださいというと中々でない

ので、後の懇親会のほうで積極的に言えなかった話、これから学生から

社会人になる上で、せっかく錚々たる皆様ですのでどういうことが心構

えとして必要でしょうかと聞くのも良いでしょうし、「こんな会社だと

私たち学生が良いと思うのです。」という意見を交換できれば今日の意

義があると思います。 長い時間皆さんのご意見を聞かせていただきま

して、非常に貴重なお時間になったと思います。 

同じ姿勢で疲れてしまったかもしれませんが、色々なご意見ありがと

うございました。どうでしょうか、皆さんの方で何かご質問ですとか、

お聞きになりたいこととか、個人的にこの後にお話を伺ってもよろしい

と思いますが、全員いる中で聞きたいということがあればいかがです

か。 

協会 

仁科副理事長 

多少ディーラーの営業マンとか、ユニフォームとか違うのですが、私

も古いほうに入るのですが、礼儀的には背広を着てネクタイを締めてお

迎えするというスタイルを基本的にはとっているのですが、皆さんから

見た場合、カジュアルな服装でいたほうが良いのか、専門的なサービス

で言えば「つなぎ」、あるいはＦ１に着るようなウェアでいたほうが楽

しくて入りやすいとか、その辺はどうでしょうか。 

司会 いかがでしょうか、先ほど身だしなみというお話がありましたが、こ

のあたりのご意見を言っていただける方。どうでしょう、ぱっと目のあ

ったＡさん。 

信州大学Ａ君 スーツという所では、堅苦しいというのがあって入りづらかったりし

ます。自分も実際あったのですが、自動車の購入というのは金額も高額

ですし、大きな買い物になると思いますので、その部分はしっかりと正

装でいてもらったほうが、こちらとしては良いと思います。 

ただ、つかみの部分では、入りづらいということがありますので、イ

ベントごとではもっとカジュアルな格好で対応してもらえれば入りや

すいと思います。 

司会 はい、ありがとうございます。女性の方も、Ｐさんお願いいたします。 

清泉大学Ｐさん 私はディーラーの方はスーツでいて欲しいと思います。あまりカジュ

アルな格好をしているディーラーの方というイメージが自分の中でな

い。夏はノーネクタイ、クールビズ。 

夏以外の季節はスーツのほうが私は良いと思います。 
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司会 それでは、皆さん挙手でいきましょうか、皆さんスーツでしっかり正

装して欲しいと言う方手を挙げてください。 

― 約半数挙手 ― 

いやいや、カジュアルでよいという方。 

 ― 約半数挙手 ― 

協会 

仁科副理事長 

つかみの部分ではカジュアルで入りやすいというのがあるのでしょ

うが、大きな買い物ですから信頼できる人、お店から買いたいという部

分もあると思います。そういう意味できちっとしていて欲しいという解

釈をしました。ありがとうございました。 

司会 他、いかがですか。 

協会 

和田副理事長 

ちょっとお聞きしたいのですが、皆さん学生さんですが、学校も授業

料とか大変とお聞きしています。ディーラーに勤めるかどうかは別とし

て、ディーラーでアルバイトをすると接客、技術、経営、色々勉強でき

ると思います。ディーラーでアルバイトをしたいという方いらしたら手

を挙げていただければありがたいと思います。 

司会 いかがでしょうか。ディーラーでちょっと 1 回はアルバイトをしてみ

たいという方いらっしゃいますか。 

― 挙手 4 名 ― 

やはり、カレッジオブキャリアの車を専門にされている方たちです

か。 

他よろしいですか。ということで、貴重なご意見ありがとうございまし

た。 

司会 それでは、予定の時間となりましたので、ここでユーザーの意見を聞

く懇談会、意見交換を終了させていただきたいと思います。 
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Ⅵ ユーザーアンケート 

このアンケートは、懇談会前にユーザー（大学生）１８名の皆様に“事前アン

ケート”としてご回答いただいたものです。参考にして下さい。 

（1） あなたは運転免許を持っていますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 免許を持っていると答えた方にお聞きします。 

車がほしいと思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  ほしい。 

②  今はほしくない。 

③  どちらともいえない。 

男１０名、女６名 計１６名 

男１名、女１名 計２名 

全員 １８名 

①  持っている。 

②  持っていない。 

③  取るつもりでいる。 

① 持っている

100%

① ほしい

89%

② 今はほしくない

11%
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（3） あなたは車を所有していますか。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4） 車を所有していると答えた方にお聞きします。 

所有している車について教えてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  名義を問わず車を所有している。 

②  車は所有していない。 

③  その他。 

①  今の車に満足している。 

②  今の車に不満である。 

③  その他。 

男３名、女３名 計６名 

男８名、女３名 計１１名 

① 名義を問わ

ず車を所有して

いる

89%

② 車は所有していない

11%

男１名、女１名 計２名 

① 今の車に満足している

62%

② 今の車に不満である

38%

男１０名、女５名 計１５名 
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（5） 車を所有していないと答えた方にお聞きします。 

    その理由について教えてください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（6） 車を所有していると答えた方にお聞きします。 

 あなたは日頃車を運転しますか。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  経済的理由。 

②  ほしい車がない。 

③  車を持つ必要がない。 

男１名、女１名 計２名 

③ 車を持つ必要がない

100%

③  毎日運転する。 

④  週２、３日運転する。 

③  ほとんど運転しない。 

① 毎日運転をする

69%

② 週に2、3日運転する

31%

男１名、女３名 計４名 

男１０名、女１名 計１１

名 
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（７） 近い将来、車を購入する予定はありますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８） 車を購入するとすれば、どのような点に関心を持って選びますか。。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤  購入する予定がある。 

⑥  気に入った車があれば購入したい。 

③  購入するつもりはない。 

④  その他。 

① 購入する予定がある

33%

② 気に入った車があれば購入したい

44%

③ 購入するつもりはない

17%

④ その

他…

男１名 計１名 

男２名、女４名 

計６名 

男７名、女１名 計８名 

男２名、女１名 計３名 

⑦  販売価格、燃費・維持費。 

⑧  安全性能。 

③  販売店の信用度、アフターケア。 

④  その他。 

① 販売価格・

燃費・維持費

63%
② 安全性能

5%

④ その他

32%

女１名 計１名 

男７名、女５名 計１２名 

男５名、女１名 計６名 



 

 - 27 - 

（９） 通学に車を使用していますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（10） 若者の車離れが起きる理由は何だと思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨  使用している。 

⑩  使用していない。 

③  その他。 

⑪  そもそも車に興味がない。 

⑫  価格、維持費が高い。 

③  公共機関の発達で車は必要ない。 

④  車以外に趣味が多様化している。 

① 使用している

33%

② 使用していない

67%

男６名 計６名 

男６名、女６名 計１２名 

① そもそも車に興味がない

16%

② 価格、維持費が高い

58%

③ 公共機関の発達で車は必要ない

21%

④ 車以外に趣味が多様化している

5%

男３名 計３名 

男７名、女４名 計１１名 

女１名 計１

名 

男２名、女２名 計４名 
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（10） 交通安全、環境保全について感じることは何ですか。 

氏  名 交通安全、環境保全、その他感じること 

  交通安全について 環境保全について 

信州大学Ａ 
自動運転や、自動ブレーキの開発によ

り、余裕を持った運転ができる 
電気自動車の充電スポットの普及 

信州大学Ｂ 

近年の安全性能の向上はすばらしいが、

そこに甘えて運転をないがしろにしては

ならない    

電気自動車の更なる普及 

信州大学Ｃ 

運転マナーは、運転者本人が自覚し、改

善しようとしなければ、車の安全性能が

向上しても事故は減少しない 

ディーゼル車の普及 

信州大学Ｄ 
横断歩道での歩行者保護が守られていな

い 
電気自動車の更なる普及 

信州大学Ｅ 信号を守らない歩行者が多い 

ハイブリット車や電気自動車など環境に

優しいクルマの普及             

安価な車の普及 

信州大学Ｆ 車の安全性能が年々向上している 電気自動車の更なる普及 

信州大学Ｇ 

速度の出し過ぎは、いざというときに対

応できない                    

速度超過に十分気をつけて運転している 

環境に優しい車の開発利用者が増えなく

ても、車に対する関心が高まると思う 

清泉大学Ｈ 
自動運転車など安全性能が進化している  

交通ルールを守らないお年寄りが多い 

燃料電池車、水素自動車の実用化開発が

進んでほしい 

清泉大学Ｉ スマホ専用のイヤホンを使用している 燃料電池車、水素自動車の実用化 

清泉大学Ｊ 運転手としての責任、自覚が必要 環境に優しいクルマの普及 

清泉大学Ｋ 
自動ブレーキ機能の安全性能が不安        

運転手の交通マナーの悪さ 

女性でも乗りやすい小さいな車、環境に

優しいクルマが少ない 

清泉大学Ｌ 
車の安全性能が良くなっている      

運転手の交通マナーの悪さ 

高機能の車は高価で学生には手が出にくい                  

電気自動車はまだ一般化していない 

清泉大学Ｍ 自動運転車の安全性能が不安       
ハイブリット車、エコカーの効果が実感

としてわかりづらい 

カレッジＮ 高速道路における自動運転車の普及 燃料電池車、水素自動車の実用化 

カレッジＯ 危険運転の車が多い 
クリーンディーゼル車等の燃料の多様化

が進む 

カレッジＰ 
車の安全性能が年々向上している         

運転する楽しみも必要 

環境保全を強調しすぎて、楽しい車がない       

車の価格が下がれば、若者ももっと乗れる 
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カレッジＱ 
自動ブレーキ、自動運転車の普及         

歩行者用保護バックの普及 

環境性能や燃費が重視されすぎて、車両

価格に影響                

車本来の楽しさがない 

カレッジＲ ドライバー一人一人の気配りが大切 車に走る楽しさが欠けている 

 

Ⅶ 付則資料 

出席者の詳細は以下のとおりです。 

（1）ユーザー １８名 

信州大学工学部７名、清泉女学院大学・短大６名、 

カレッジオブキャリア５名 

 

（2）オブザーバー １名 

信州大学工学部 中山 昇 准教授 

 

（3）協会役員 １１名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4）会員 ５名 

  

 

  

 

 

 

 

（5）司会進行 １名 

ＳＢＣ信越放送㈱ 中澤佳子アナウンサー 

 

（6）協会事務局  ５名 

合計４１名 

理 事 長 宇都宮 進 一 長 野 ト ヨ タ 自 動 車 ㈱  代表取締役社長 

副理事長 仁 科 良 三 ㈱ホンダカーズしなの  代表取締役社長 

副理事長 和 田 晶 宜 ㈱長野ダイハツモータース  代表取締役社長 

理事相談役 宇都宮   保 長 野 ト ヨ ペ ッ ト ㈱  代表取締役社長 

専務理事 上 原 英 二 （一社）長野県自動車販売店協会  専 務 理 事 

理  事 関 本 一 男 長野三菱自動車販売㈱  代表取締役社長 

理  事 塚 田 哲 郎 長 野 ヤ ナ セ ㈱  代表取締役社長 

理  事 東 澤 勝 俊 ㈱ホンダカーズ長野中央  代表取締役社長 

理  事 小 松 治 夫 長野日野自動車（株）  代表取締役社長 

監  事 降 旗 憲 治 日産プリンス松本販売㈱  代表取締役社長 

監  事 小 澤   隆 小 澤 隆 税 理 士 事 務 所  税 理 士 

柴田 泰宏 関東三菱自動車販売 ㈱ 甲信営業本部長 

斉藤永二郎 トヨタカローラ長野 ㈱ 常 務 取 締 役  

花井 正明 トヨタカローラ南信㈱ 代表取締役専務 

甘利 憲治 ネッツトヨタ長野（株） 代表取締役副社長 

小山富史彰 長野ダイハツ販売（株） 取締役管理部長 


