
須須坂坂市市のの取取りり組組みみにに関関すするる満満足足度度とと重重要要度度アアンンケケーートト結結果果  （平成１８年度）  
 
１ アンケート実施概要 
 
（1）実施時期  平成 19 年２月 15 日～３月８日（２月 28 日までに投函依頼） 

（2）対 象 者  700 人 

（3）抽出方法  須坂地区、日滝地区、豊洲地区（旭ヶ丘地区含む）、日野地区、井

上地区、高甫地区、仁礼地区（峰の原地区含む）、豊丘地区の８地

区の市内在住 20 歳以上の市民を無作為抽出した。 

（4）調査方法  郵送調査  

（5）回収結果  回答数 267 件（前年 272 件）、回収率．38.1％（前年 38.9％） 

                         
 20～29 歳 30～39 歳 40～49 歳 50～59 歳 60～69 歳 70 歳以上 回答なし 合 計 

男 ６ １２ １６ ２７ ２０ ２３ ０ １０４ 

女 １６ ２４ １７ ２７ ３１ ２４ ０ １３９ 

回答なし １ ０ １ ２ ３ ５ １２ ２４ 

合 計 ２３ ３６ ３４ ５６ ５４ ５２ １２ ２６７ 

                  
（6）調査項目  須坂市が取り組む 20 の施策に対する満足度、重要度と、市の施策

の総合満足度について、事務事業評価より導き出された各事業のコ

スト（人件費含む）を表記し、４段階評価により実施 

  ※満足度、重要度についての評価を下記のとおり得点化し、施策ごとの満足度、重要度の平均点を算

出した。 

満足度：満足・30 点 やや満足・10 点 やや不満・－10 点 不満・－30 点 

重要度：とても重要・30 点 重要・10 点 やや重要・－10 点 重要でない・－30 点 

   （回答者全員が「満足」だと 30 点、回答者全員が「重要でない」だと－30 点となる） 

   なお、満足度、重要度の判断基準は以下のとおり。 

「満足していますか？」 あなたの印象に最も近い回答を選んでください。 

１ 満 足 あなたにとって適度な、ちょうどよいサービスだと思う 

２ おおむね満足 あなたにとって不満な点もあるが、満足の方が多いと思う 

３ やや不満 あなたにとって満足する点もあるが、不満の方が多いと思う。 

４ 不 満 あなたにとってサービスが足りない、効果が不十分だと思う 

  ※「あなたにとって」に該当されない方は、地域全体やご家族でお考えいただくなど広い意味でお考

えください。 

 「重要度だと思いますか？」 あなたの印象に最も近い回答を選んでください。 

１ 重 要 市としてこのサービスに、もっと多くの力を注ぐ必要がある 

２ やや重要 市としてこのサービスに、力を注ぐ必要がある 

３ それほど重要でない 市としてこのサービスに、あまり多くの力を注ぐ必要がない 

４ 重要でない 市としてこのサービスに、力を注ぐ必要がない 



２ 調査結果の概要 
（総 括） 

  例年に比べ特異な状況となった前年に比べると満足度は低下しましたが、平成 14

年度の調査開始時点と比べると総体的には向上している。 

特に「人・物が集まるにぎわいにあふれた商業・観光の振興」は、調査開始以来「や

や不満」が継続していますが、年々、その値は改善傾向にあります。これは、ハッチ

ファミリーの人気（平成 18 年度、動物園入園者数過去最高記録 23 万人に達成）、

パブリシティや宣伝の効果などにより信州須坂の知名度が向上し、観光客 112 万人

を達成するなどの成果が要因となり、徐々に満足度を上昇させているものと思われる。 

また、市民の声を反映させた施策や事業を実施していることにより、緩やかではあ

るが、着実に事業成果が市民へ伝わり、総体的な満足度の向上につながっているもの

と思われる。 

重要度は、「１健康、２福祉、３安全」から「１健康、２環境、３福祉」に変化し

ています。この背景としては、少子高齢社会における市民ニーズの高まりや市民の環

境問題への関心の高まりが要因と思われる。 

また、前年に比べ重要度は総体的に上昇しており、市民の市政への関心が高まって

いる。 

この調査結果を参考に、実施計画や予算編成に活かすとともに、「住んでよかった

須坂市」「持続的発展可能な須坂市」を目指して、更なる柔軟で効率的な行財政の推

進を図り、より一層市民の声を大切にし、市民とともに考え歩む共創のまちづくりに

取り組み、満足度と重要度の向上に努める必要がある。 

なお、詳細については、以下のとおりです。 

 

（1）総合的満足度（市の取り組み全体について） 

  市の施策の総合的満足度は 1.2 点（前年比△3.1 点）で、どちらかといえば「やや満足」

を示しているが、前年に比べて満足度は低下した。 

年齢別では、20 歳代 1.30 点（前年比△3.14 点）、60 代 3.20 点（前年比△2.57 点）、

70 歳代以上 7.96 点（前年比△0.26 点）で、「やや満足」を示しているが、30 歳代△3.14

点（前年比△6.03 点）、50 歳代△2.83 点（前年比△9.16 点）で、「やや不満」を感じてい

る。 

なお、20 歳代は「やや不満」の「発展を支える都市基盤の充実」「人・物が集まるにぎわ

いにあふれた商業・観光の振興」以外は、「やや満足」を示している。30 歳代は「市民の生

命財産をまもる防災・安全都市の形成」ほか 12 項目で「やや満足」を示し、「人・物が集ま

るにぎわいにあふれた商業・観光の振興」ほか 6 項目で「やや不満」を示している。40 歳

代では「地球環境時代に対応した環境都市の形成」ほか 13 項目で「やや満足」を示し、「発

展を支える都市基盤の充実」ほか 5 項目で「やや不満」を示している。50 歳代は「差別の

ない社会の形成」ほか 15 項目で「やや満足」を示し、「柔軟で効率的な行財政の推進」ほか

3 項目で「やや不満」を示している。60 歳代は「市民が主体となった多様な交流都市の形成」

ほか 13 項目で「やや満足」を示し、「人・物が集まるにぎわいにあふれた商業・観光の振興」

ほか 5 項目で「やや不満」を示している。70 歳代以上は「誇りある須坂市の創造」をはじ



め、全ての項目で「やや不満」を示している。 

 

（2）施策別満足度（市の施策 20 項目について） 

  市の施策別満足度の平均は 3.3 点（前年比△2.4 点）で、施策 20 項目中 16 項目が、ど

ちらかといえば「やや満足」を示している。 

また、施策別満足度の上位３位は、「市民が主体となった多様な交流都市の形成」7.9 点（前

年比＋1.1 点）、「市民の生命財産をまもる防災・安全都市の形成」6.5 点（前年比△2.9 点）、

「心のふれあう地域社会の形成」6.5 点（前年同比）、「差別のない社会の形成」6.1 点（前年

比△2.5 点）で、下位３位は、「人・物が集まるにぎわいにあふれた商業・観光の振興」△4.4

点（前年比△0.1 点）、「発展を支える都市基盤の充実」△1.8 点（前年比△3.0 点）、「柔軟で

効率的な行財政の推進」△0.5 点（前年比△0.4 点）となっている。 

なお、最高点（7.9 点）の「市民が主体となった多様な交流都市の形成」は、前年に比べ更

に満足度が向上している。 

 

（3）施策別重要度（市の施策 20 項目について） 

  市の施策別重要度の平均は 13.0 点（前年 12.8 点）で、施策により差はありますが、重要

度は年々高まっている。 

施策別重要度の上位３位は、「超高齢化時代に対応した健康づくりの推進」23.0 点（前年

比＋0.7 点）、「地球環境時代に対応した環境都市の形成」22.6 点（前年比＋4.0 点）、「少子

化と超高齢化に対応した福祉社会の構築」22.3 点（前年比＋0.4 点）で下位３位は、「地域

性豊かな景観の創造」0.4 点（前年比△1.0 点）、「市民が主体となった多様な交流都市の形成」

1.5 点（前年比＋0.5 点）、「差別のない社会の形成」3.4 点（前年比△4.0 点）となっている。 

なお、重要度が前年度を上回ったものは、１位の「超高齢化時代に対応した健康づくりの

推進」ほか９項目で、下回ったものは、下位３位の「差別のない社会の形成」ほか９項目と

なっている。 

 

（4）満足度と重要度の相関関係 

  満足度と重要度の相関関係は、今後取り組むべき重点施策や検討を要する施策の判断の指標

となる資料である。 

例えば、「満足度が低く重要度が高い」いわゆる優先的に事業手法を再検討するグループＡ

と「重要度が低い」いわゆる必要性・事業のＰＲ手法等を再検討するグループＢに分けるこ

とができる。 

グループＡに属する項目は、「発展を支える都市基盤の充実」「新たな時代に対応した工業

の振興」「人・物が集まるにぎわいにあふれた商業・観光の振興」「柔軟で効率的な行財政の

推進」で、グループＢに属する項目は、「地域性豊かな景観の創造」である。 

満足度と重要度の相関関係で特徴的な現象は、重要度が高い項目は、満足度が低く、満足

度が高い項目は、重要度が低いことであり、時代の変化や事業実施に伴い満足度と重要度の

相関関係に変化が生じている。しかし、重要度４位、満足度３位と双方が高位置にあるのは、

「市民の生命財産を守る防災・安全都市の形成」である。 

 


