
来場者数 466人
アンケート回答数 330人

ブロック別回答者数
参加者 回答数

上部・東部 20 15
西部 21 18
南部 23 15
日滝 33 24
豊洲 72 42
旭ケ丘 47 35
日野 29 26
井上 46 34
高甫 35 19
仁礼 46 37
峰の原 24 15
豊丘 70 50
　計 466 330

アンケート結果

回答数 構成比
男性 265 80.3%
女性 54 16.4%
無回答 11 3.3%
　計 330 100.0%

回答数 構成比
10代 0 0.0%
20代 1 0.3%
30代 2 0.6%
40代 31 9.4%
50代 44 13.3%
60代 198 60.0%
70代 45 13.6%
80代 8 2.4%
無回答 1 0.3%

F3.参加した理由
回答数 構成比

区の役員なので 235 71.2%
市政・地域に関心がある 59 17.9%
その他 24 7.3%
無回答 12 3.6%

平成29年度 地域づくり市民会議　アンケート結果
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参加した理由 【その他】 の詳細 
・協会役員だから 

・前年質問の結果を知りたかった 

・市役所や関連施設の職員だから 

・区の役員をやっているから、元役員だったから 

・ＰＴＡの役員だから 

・参加依頼の手紙が配布されたから 

1



F4.地域づくり市民会議の参加回数
回答数 構成比

初めて参加した 149 45.2%
2回目以上 129 39.1%
ほぼ毎年参加 41 12.4%
無回答 11 3.3%

問1.本日の会議について

問1-1.会議の全体的な感想
回答数 構成比

有意義だった 81 24.5%
まあまあ有意義だった 122 37.0%
普通 82 24.8%
やや不満だった 14 4.2%
不満だった 7 2.1%
無回答 24 7.3%

問1-2.市の回答や説明した内容について
回答数 構成比

理解できた 72 21.8%
普通 214 64.8%
理解できなかった 15 4.5%
無回答 29 8.8%

問1-3.会議の内容について
回答数 構成比

現在の内容でよい 130 39.4%
市の政策をもっと説明すべき 77 23.3%
地域から市への要望を中心にする 51 15.5%
無回答 72 21.8%
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問1-4.今後も参加したいと感じましたか？
回答数 構成比

はい 153 46.4%
いいえ 27 8.2%
わからない 85 25.8%
無回答 65 19.7%

問1-5.今日の市民会議の情報を何で知りましたか？（複数回答可）
回答数

広報すざか 53
市ホームページ 6
ツイッター 0
フェイスブック 0
隣組回覧や各戸配布物 106
同じ区の役員や区民 203
その他 16
無回答 24

問2.市の取組みなどの情報を得る手段を教えてください。（複数回答可）
回答数

広報すざか（広報紙） 285
広報すざかかわら版 22
須高ケーブルテレビ 62
その他テレビ 7
ラジオ 5
市ホームページ 74
いけいけすざかホームページ 36
ブログ・ツイッターなどのSNS 12
メールマガジン 7
須坂新聞 143
新聞（信毎・朝日・読売・日経） 161
その他新聞 5
隣組回覧や各戸配布物 173
ポスターやチラシ 36
その他 5
無回答 16

問3.「広報すざか」をどの程度ご覧になりますか
回答数 構成比

毎号読む 218 66.1%
ときどき読む 76 23.0%
あまり読まない 27 8.2%
全く読まない 3 0.9%
無回答 6 1.8%

はい, 

46.4% 

いいえ, 

8.2% 

わからな

い, 25.8% 

無回答, 

19.7% 

53 

6 

0 

0 

106 

203 

16 

24 

0 50 100 150 200 250

広報すざか 

市ホームページ 

ツイッター 

フェイスブック 

隣組回覧や各戸配布物 

同じ区の役員や区民 

その他 

無回答 

285 

22 

62 

7 

5 

74 

36 

12 

7 

143 

161 

5 

173 

36 

5 

16 

0 50 100 150 200 250 300

広報すざか（広報紙） 

広報すざかかわら版 

須高ケーブルテレビ 

その他テレビ 

ラジオ 

市ホームページ 

いけいけすざかホーム… 

ブログ・ツイッターなどのSNS 

メールマガジン 

須坂新聞 

新聞（信毎・朝日・読売・日… 

その他新聞 

隣組回覧や各戸配布物 

ポスターやチラシ 

その他 

無回答 

毎号読

む 
66.1% 

ときどき

読む 
23.0% 

あまり読

まない 
8.2% 

全く読ま

ない 
0.9% 

無回答 
1.8% 

3



問4. 「須坂市ホームページ」をどの程度ご覧になりますか
回答数 構成比

常に見る 13 3.9%
ときどき見る 115 34.8%
あまり見ない 100 30.3%
全く見ない 90 27.3%
無回答 12 3.6%

回答数 構成比
記述有り 99 30.0%
無回答 231 70.0%
　計 330 100.0%

問6.本日の会議でご説明したことや市政全般に関するご意見などがありましたらご記入ください

回答数 構成比
記述有り 91 27.6%
無回答 239 72.4%
　計 330 100.0%

問5. 「須坂市の好きなところ（場所に限らない）」や「須坂市外の人にPRしたほうが良いこと」、「須坂市民として自
分ならばお金をかけずに須坂市のためにできると思うこと（してみたいこと）」などを教えてください
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全く見ない, 
27.3% 

無回答, 
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記述回答の詳細 

 

【問１－２】市の回答や説明した内容について「①理解できた」と回答した方

への質問 

具体的にどの内容が理解できたか教えてください。 

 

・高齢化にかかわる問題については、全国的な問題であり、直近に解決することなど

ないと思っております。個人的な感想ですが、日本人は一体に不安を多く感じやすい

国民性があると思います。あまり不安がることなく、元気に毎日を過ごすことが大事

ではないかと思っております。 

・交通手段については、工夫して対応していくということでしたが、自動運転も平行

して検討してください。 

・当地の観光、生活、基盤（水道、空き家問題）他の関心の深さを感じました。今後

ともよろしくお願いしたい。 

・全部理解できました。須坂市民に平等に税金が使われるようにお願いします。峰の

原が特別ということではないと思います。 

・議題の内容について順応されていて良かった。 

・インターチェンジ周辺の開発について、詳しく説明していただき良く理解できまし

た。 

・須坂の現状 

・須坂温泉について市報で知っていたが、経営改善のためのフローチャートは表で一

目で内容がわかるので良かった。 

・広報すざかや市議会報を読んでいれば理解できる内容だと思う。市議会があるのだ

から、そこでの決定を尊重してほしい。須坂温泉は料理が今一で、親戚などもリピー

ターにはならない。（湯っ蔵んどがあるのだからそれでいい。） 

・市長の仕事に対する姿勢が聞け良かった。 

・駆け引き等をせず職員との信頼関係作りが理解できた。 

・役所での考え方がよくわかった 

・市政をよりよい方向へ導こうとする姿勢が見える。 

・須坂長野東インターチェンジ周辺地区開発について。 

・松川、住居表示、須坂温泉。 

・松川町の河川敷アンダーパス整備を検討していくという事、また長野県に要望して

まいるという事、期待しています。 

・須坂温泉の件と災害への備え等 

・いろいろな法律があり、その中で私たちの生活があることを再確認いたしました。（そ
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んな法律もあるのかと驚きもありました。） 

・具体的に分かりやすい回答だったので。 

・除雪対策の回答がよかった。 

・須坂温泉の問題について、経過を含め、今後の対応策について理解した。 

・国保税 

・市民の考え方に基づき対策を講じている点が理解できました。 

・農地法、農振法 

・市長の説明はわかりやすかった。 

・インター周辺について理解できました。 

・インター周辺の開発促進計画 

・全て。 

・イオン進出に関して、市長さんからの説明が良かった。（千曲市の動向が気になりま

す。） 

・須坂東インター周辺開発とマスタープランの見直し。 

・須坂長野東インター周辺開発 

・インター周辺開発について 

・406号周辺の通学路の安全確保、高速道の側道における不法投棄についての具体的

な市の考え方、対策について。 

災害への備えと対策、健康スムージーの普及等全体的に。 

・須坂温泉の経営改善について 

・健康スムージー普及について 

・ゾーン 30について 

・須坂温泉の経営改善について 

・防災と須坂温泉について 

・提案に関しての回答 

・須坂温泉について 

・市の具体的な取り組みがよく理解できた。 

・普段、市の職員と直接話しをする機会がないため有意義である。 

・須坂温泉について 

・インター周辺地区の開発について 

・須坂温泉、新聞によく出ていたが、今日よく理解できた。 

・インター、前にも話しがあり、無くなったと思っていたのだが復活したのですね。 

・区のほうでも一体となり取り組んで欲しい 

・市の回答資料がよかった。 

・市長の決断 

・地域からの提案に対しての市の説明 
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【問１－２】市の回答や説明した内容について「③理解できなかった」と回答

した方への質問 

具体的にどの内容が理解できなかったか教えてください。 

 

・対応策にあたっているとは思いますが、具体的な提案もなく熱意が感じられない。 

・水害の地域の追跡調査等は行っているのかが不明。 

・財政難を主張されたが、地域の問題点は財政不足で何も出来ない事と感じられる。 

・資金が無い！に終始したが、資金をひねり出す考えを示すことが無く終った。 

・消防器具置場だけ建てても、消防団員の意気は上がらない！ 

・八幡町の分団建物 2,000万円、第 4分団 2部の 700万円は詳細を示してもらわな

いと理解できない。（高すぎると思う） 

・須坂温泉の補助金は 6 月市議会定例会において否決となったのに、なぜこの場でま

た説明されるのか理解できない。（絵画購入にあてた 300 万円をあてれば良かったの

では？） 

・安全・安心の基準が不明（確認不足） 

・通り一辺で無難にのり切ろうとの答えで建設的・生産的な考え方が聞かれなかった。 

・市の回答に前向きな姿勢が感じられなかった。 

・自然災害、相之島県道の交通量。 

・全般的に項目・説明が多すぎ。殆んどは自分で読まなければならず、短期では頭の

中で処理するには課題が多すぎます。 

・インター開発は保全する立場の農政の考え方を聞きたかった。 

・市の基本的な考え方は理解できるが、スケジュールが不明確。 

・須坂温泉を市民にとって不可欠なものとしたいというが、そのための具体的なスケ

ジュール（10年後）が明示されていない。 

・町中だけお金をかけて、我々の地区の後回しはやめて欲しい。 

・毎回同じ回答でぜんぜん進んでいない。 

・具体的な数値、時間軸が明確でない 

・お役所的な回答、例えば予算がないから前へ進めない、予算的に順番がある・・・

そこで「順番の見直しはないのか」と質問すれば答えは「地域それぞれ違った状況」

等・・・全く建設的な答弁がない。納得するには程遠いのが私の感じ方。断片的な回

答が多く見られた。未来志向な回答が不足。 
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【問５】「須坂市の好きなところ(場所に限らない)」や「須坂市外の人にＰＲし

たほうが良いこと」、「須坂市民として自分ならばお金をかけずに須坂市のため

にできると思うこと(してみたいこと)」などを教えてください。 

 

・観光に関わる立場として、自分の仕事にまじめに向き合う事がおのずと市の PRにな

ると思います。 

・峰の原サンセットテラスからの北アルプスの全景 

・米子大瀑布の絶景 

・須坂市の好きなところは、オープンガーデンに力を入れているところ。峰の原のお

水がおいしいところ。 

・峰の原高原はとても良い所で永く住み続けたいと思います。 

・市街地、峰の原の風景、人間関係 

・峰の原が大好きです。もっと須坂市民に峰の原を知ってほしいと思います。 

こもれび広場の利用を！保育園のバス遠足をこもれび広場へというのはどうでしょう

か？市のバスを活用しながら。 

・災害の少ないところ。緑豊かでくらしやすいところ。 

・須高ケーブルテレビとの連携をもっととってはどうか。防災対策としてのネットワ

ークづくりをしてはどうか？ 

・須坂は全国でも有数の「フルーツ王国」なので、これをもっと前面に押し出して PR

してほしい。 

・米子大瀑布、臥竜公園 

・ボランティア活動（各種） 

・市内で物品を必ず買うこと（市内で買えるもの）。インセンティブをつけて Buy 須坂

市運動！を。 

・安心・安全で住み良い街が一番。自分たちが問題意識をもって、できるところから

行政と共に取組んでいく。 

・小池千枝コレクション「世界の民俗人形博物館」を全国に発信する。 

・自然・景色が良い。臥竜山、坂田山共生の森。 

・臥竜公園 

・コンパクトシティで市民の皆さんがまとまりやすいと思う。そのまとまりの良さで、

力を出して須坂をもっと PR できるのでは？ 

・臥竜公園と動物園 

・坂田山遊歩道 

・臥竜公園一帯の整備が重要。優先度を上げて欲しい。 

・生活環境が良く住みやすい。果物が多く四季を通じて食べられる。 

・臥竜山は外の人にお勧め出来ます。 
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・自分の住んでいる日滝（須坂温泉、サマーランド等）を県外（友人、親戚）にもっ

とアピールする。 

・まず自分の身近な県外の人たちから、くだもの等のおいしい食べ物等も積極的に自

分自身でアピールする。今まで以上にアピールし、須坂に来てもらうよう努力したい。 

・臥竜山の桜 

・米子の滝（自然の豊かさ）、くだもの 

・「りんご、ぶどうの産地」を PR して欲しい。県外から大勢秋になると買いに来るの

で、もっと工夫して観光地が少ない分特長を出せればよいと思う。 

・水道水が 20年前と比べると、おいしくなりました。 

・須坂市が長野県でほこれる事を増やして PRをされたい。 

・全部（生まれた所だから） 

・住みやすい所。 

・歴史的資産が多く残されています。保存されているのに「展示期間が短く次に来た

時に観られなかった」などが聞こえて来ます。常設展示会場、博物館などの連携を多

くし活用してほしい。 

・動物園がある事 

・米子の滝 

・母が要介護 5になった時、おむつ券や理容券は大変ありがたかった。（ふとんのクリ

ーニング券も。）タクシー券は、豊丘からは初乗り分しか出ないと、医者に通うのに多

額の交通費（タクシー代）がかかるので使わなかった。 

・地震は少ないし、災害も少ないいい所だと思う。特に果物がおいしい所で気に入っ

ています。 

・豊丘ダム 

・現在、駐車として使用している（芝宮近く）場所の有効利用を考える事！例として、

（1）開放して各イベント会場にしたり、（2）個人商店などの軽トラ市、（3）時期を

決めて子供の遊びの広場、（4）地面に絵を描く又は物を作る祭典。 

・臥竜公園の桜、味の染みたおでん（黒い）PR。 

・百々川緑地の上流拡張と整備強化 

・桜を五味池にもどうか 

・自然災害が少ない事をアピールして、たくさん須坂市に住んでもらう。 

・須坂温泉でのおまつりとか実施。菅平でマレットをやって、須坂温泉に入ってくる

ツアーとか。 

・須坂まつりをもっと盛大にするとか。 

・自然があること。農産物が豊富なこと。 

・須坂の商品をネット通販で売り込む。 

・松川橋からの北信五岳・北アルプスの景観。 
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・近所の草取り（きれいな街） 

・須坂の果樹（リンゴ、ブドウ、もも等）を活かした PR。果樹の販売。（大きな「道

の駅」のようなもの） 

・山紫水明の地として、水が美しく、空気も美味しい。 

・空き家が多く見られるので、それらの有効利用を考えて欲しい。特に若年層が多く

集まる場所にしたい。 

・米子不動滝、峰の原、須坂温泉、仙仁温泉（洞窟風呂） 

・北部体育館付近より見た北アルプス・北信五岳の眺めは最高だよ。 

・ナガノパープル・シナノゴールドは PRしている。 

・ボランティア活動をもっと広めていく。方策を市としてもっと取り組めないでしょ

うか。 

・良い温泉があるので利用したいと思います。須坂温泉も利用しているので、これか

らも利用していきたいです。 

・「果実がおいしい」をＰＲ。農村の良さをＰＲ（自然）。 

・主要道に農産物直販場を開設する。（道の駅） 

・迷路 

・健康寿命の更なるＰＲ。 

・農業 

・豊洲のモモ 

・農業、農村、農産物 

・福祉の行き届いた市だと思います。 

・クラウドファンディングで事業の応援をしてもらう。市外・県外からでも応援した

い企画をする。県立こども病院の救急車は目標を 1,000 万円超える金額が集まったと

思います。 

・ボランティア活動に積極的に取り組んでいる方が多い。 

・居住者の募集。都会から交通の便はまずまずですし、都会すぎず田舎すぎずなので！ 

・須坂の果物をもっとＰＲすればいいと思います。 

・米子と千曲川を大事にしたい。 

・果樹農家であり親戚、知人より桃・リンゴを贈答で送った時に須坂市を産地として

宣伝したい。 

・米子の滝 

・平穏な日々を送れます。自然豊か。 

・須坂の PRの件ですが、数年前ですが青森の下北駅のホームの休憩所に須坂の米子の

滝の大きなポスターが貼ってあり驚きましたが、良いことだと思いました。 

・個人的にも努力したい。 

・イベント時の交通誘導 
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・静かな町である。ゆったりしていてよい。 

・農作物がおいしいところをもっと PR すべき。須坂ってといわれると、何も出てこな

いので、農作物を魅力あるようにＰＲして欲しい。 

・新鮮な農産物のＰＲ 

・須坂のお土産ではプルーン等の羊羹が須坂物産館に売っていてとてもうまく、他県

の人にも送ってあげたところうまいと言われましたが、もう少し安くなるよう数量増

大に検討してほしい。 

・臥竜公園、百々川緑地公園、田中本家、米子大瀑布はおすすめの場所。果物、野菜

はおいしい。 

・果物、野菜が取れる→大量産地であることの PR にさらに力を入れていただきたい。 

豊かな自然、蔵のまちなみ、人情等は須坂の好きなところです。 

・須坂小唄はご当地ソングの全国第１番目の曲のはず。（昭和 60 年頃の NHK 番組）、

活用できるのでは？ 

・自然災害等（地震・水害）に強い町、地域である。 

・各種美術館などの文化資産がたくさんあります 

・菊花展 

・臥竜公園、健康スムージーのマスコミ（TV）での PR 

・米子の滝（紅葉）が最高です。 

・峰の原高原・米子の滝 

・Livingcostが低く住みやすい 

・自宅近くの高齢者（買い物に不自由な方）に買い物や頼みごと等を代行してさし上

げられるようなボランティアができればいいと思う。 

・素晴らしい公園があります。もっと池の水をきれいにして欲しい。きれいな水にす

れば、もっと PRできると思う。 

・地元野菜の直売所 

・米子滝 

・宿泊施設（須坂温泉）→湯っ蔵んどに二日間送迎して温泉を楽しむ→国の名勝へマ

イクロバスで送迎する。 

宿泊施設（須坂温泉）では各部屋の枕元灯や廊下の足元灯などに須坂を撮影した写真、

行灯などを設置しおもてなしのお手伝いはできる。 

仁礼地区は須坂の宝物が多い。活かすことを考え、子どもたちに希望をもてるような

須坂にしたい 

・静かなところ。人柄がよい。自然が多い。 

・土地の借地料を下げて多くの企業を須坂へ呼び寄せる 
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【問６】本日の会議でご説明したことや市政全般に関するご意見などがありま

したら記入してください。 

 

・市政と市民の距離が近いように感じています。 

市民が市政・役所に気軽に相談できる空気は須坂市ならではかと思います。 

・峰の原は標高 1300～1500m の高地にあり、スポーツ合宿に最適です。峰の原全体を

スポーツ公園化し、スポーツ合宿を中心とした誘客をできるよう、リニューアルしていく

ことを一緒に考えていきたいと思います。 

・「旧青年の家（天空のスポーツアイランド（仮））」は須坂市の宝です。有効利用及び利用

拡大（須坂市・県・全国ユーザー）を目指し、ご支援をお願い致します。 

・峰の原は、陸上合宿ばかりが目立つ感じになっていますが、そういったペンションだけ

ではありません。登山や避暑などでゆっくり過ごせる場所もあります。クロスカントリー

（陸上）に力を入れすぎないでほしい。 

・イオンモールできるなら、その一画に観光案内所を兼ねた須坂の大きな産直所を企画し

てほしい。ここに行けば、果物や野菜、須坂のお菓子、ワイン、ジュース、フルーツビー

ルが何でも買えるようなものがあると、住民も観光客も喜ぶと思う。 

・これ迄の区民からの要望を良く聞いていただき感謝しております。これから高齢化に伴

ない、市役所とも相談して生活していきたい。 

・形式的で区役員と市との会議の延長であって、広い意味で市民会議とは言えない。 

・各部・課の横の連携をもっととるべきでは。 

・日本一の市役所をめざす、あいさつの励行（あいさつ課）、たまに本庁へ行きますがほと

んど変わっていない感じがする。 

・インター周辺の開発を促進し成しとげてください。 

・毎年同じ話しで第三者（社）に対する進捗が進んでいない。何年も同じ事を要請し、進

展がなければ次の手段を考えるべき。 

・根本的な解決策が出て来なかった。 

・回答が毎回おなじ回答である。 

・時間がかかることが多いと思われた。いろいろな意味でスピーディーに取り組んでくだ

さい。 

・言いっぱなしで終わらせないで！市職員がこの会議をどう運営するか、形にとらわれず

論議して欲しい。 

・市長と地域の対話集会と思い参加しました。 

・市の説明をもう少し具体的に。 

・小・中学校へのエアコンの設置をお願いしたい。 

・臥竜公園一帯の整備が重要。優先度を上げて欲しい。 

・もう少し具体的提案が欲しかった。 
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・給食センターのことを詳しく。 

・消防団の詰所を作ってください。 

・須坂温泉の現状がよくわかりました。多くの市民に説明する機会を増やしていく。 

・相森町五差路について、「大規模な道路改良」は不可能であると決めないでほしい。どの

ような道路改良をすれば信号が設置できるか検討してほしい。資料を出してほしい。 

・須坂温泉については、市内に宿泊施設があまりないので、存続をお願いしたい。 

・高齢者の医療費削減のため長野市のサンライフのような施設を作ってほしい。（無理なく

運動し、健康を増進させるため。） 

・須坂市が市税収入で 19市の 18位だと聞いておどろきました。 

・確認不足から説明が理解出来なかった。 

・国や県の補助金がベースの方針が庁内全体にいきわたっていて、市民のための行政を感

じない。 

・市の財政がこんなに悪いとは思いませんでした。もっと知ってもらった方がよいのでは？ 

・大型ショッピングモールに具体的な企業が入ったら即お知らせください。 

・おいしい水を提供してほしい。（高山のように） 

・光ケ丘区に北旭ケ丘のような駐車場を作ってほしいです。 

・自動車産業の誘致。 

・市長からの補足説明には説得力がありました。 

・PR したい須坂の土産の販売がひとつの店（道の駅など）で揃うと買いやすい。店がバラ

けすぎていて買いにくい。 

・三木市長さんの答弁はとても好印象でした。（わかりやすい） 

・三条市の市民の声を須坂市では調べて、その上で三条市長と同様の考えなのか？ 

・「まともな人」という発言は問題があるが。 

・大型複合生活モールは、ぜひ実現させてください。 

・大変有意義な会合であったと思います。今後も継続的に行われる様お願いします。 

・須坂温泉の客に関東方面の中高年を米子不動滝等へ行く事が良いと思います。 

・須坂温泉のサービス向上。数年前に会社の人を宿泊させたところ、2回目以降は泊まりた

いと言わず他を希望した。 

・もっと分かりやすく説明してもらえればありがたい。 

・持ち込みマイク・アンプの音声ききにくい。（発声者にもよる） 

・須坂温泉についての説明の趣旨が良く分からなかった。 

・説明の担当者の話し方なのですが、下を向いてしゃべり、もう少しゆっくり話して欲し

いです。口をもう少し大きくあけて、伝える気持ちでして欲しいです。前を見て話をして

欲しいです。ただ文面を読んでいるだけのようでした。よろしくお願いします。 

・さすが市長の説明が一番わかりやすかった。 

・須坂温泉の経営見込みの判断根拠がよく分からない。 
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・小学校にエアコン（教室に）を付けて頂きたい。この暑い中では、授業にも集中できな

いと思う。長野県は学力も低下しているようなので考えて頂きたい。 

・特に市政についてではないが、各町の区長が毎年変わるのはマイナス。優秀な区長には

続けて何年もやっていただきたい。現状では市は発展しない。 

・雪かきの市長さんのお答えは、心があり、とてもありがたく思いました。 

・大雪の除雪についてお願い。相之島、小島の中学生は農道が通学路になっています。小

島～西町への道路の途中に小河原へ向かう農道がありますが、大雪の際は全く通れません。

ぜひ除雪をお願いします。 

・地域づくりに皆関心がありたのもしい。 

・須坂市も財政改革には力を入れていることは理解できます。頑張ってください。 

・鳥獣害対策についてもよろしくお願いします。 

・市政の全般を知ることができました。 

・観光に力を入れてもらいたい。 

・除雪費が多大とあったが、当然認識しておくべきである。 

・長野東インター周辺の開発がなされれば、須坂市は財政的にどのくらい豊かになるのか。 

・もっと住み良い須坂市に！高齢化対策を充実して欲しい。 

・インター周辺の開発で、C 地区について千曲市はライバルでないという説明があったが、

須坂と千曲の両方ができるのか不安。（業者の本音が知りたい。） 

・インター周辺の開発を強力に推進してください。 

・大型複合生活モールとして開発。（民間業者の予算と市の予算になるのか？） 

・インター周辺の開発については、道路事情をどの様にしていくのかよく分かりませんが、

どれくらいの交通量が見込まれているのかも解りませんが、農業売上も含めて検討をお願

いいたします。（道路の改善） 

・全戸配布や回覧物の精査をお願いしたい。 

・他の市町村の補助金対応など、参考にできることがあるのでは？ 

・とても有意義な会議であり、明日からの行動に活かせそうです。 

・宿泊施設が少なく、隣の長野市等へ県外・市外の観光客が流れている現状があります。

長期的見地にて再考していただきたい。 

・インター周辺の交通安全、一方通行等 

・市長の説明が解り易かった 

・時間が長い 

・せっかく地域会議を開催し地域の個別事情を説明し対応願っているのに回答が一般論に

なってしまい残念です。 

・本日の会議に出席する市の部長さんの名簿を添付したほうがよいと思う。 

・須坂温泉については「赤字」「修繕費支出」「委託」の説明がありましたが、市長から「も

っと須坂温泉を利用してほしい」と発言していただければ、又少しちがった展開になるの
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ではないでしょうか。 

・直接お話を伺い、より市政が身近に感じられてよかった。 

・須坂駅前ロータリーの除雪について、除雪だけでなく雪の片付け（持ち去り）も特にお

願いしたい。 

・自由闊達な意見交換ができない。一方的な市の説明が気になる。意見をお聞きする、と

いう姿勢が感じられない。 

・補助金がなければ事業を取り組まない、という姿は熱意が感じられない。 

会議の内容は行政を身近に感じてもらうためにも地域から市への要望を中心にしたほうが

よい。 

・インター周辺の開発をあきらめないでください。 

・須坂温泉の今後、期待しています。自分も利用してみたいと思います。 

・旧須坂商業後の取り組みが重要と考えます。 

・市の回答は具体的でない 

・やる気を持ってやって頂きたい。ただそれだけです。 

・もっともっと須坂をアピールして欲しい。おいしい果物もたくさん採れるし・・・。す

てきな町なので。 

・解りやすくお話しいただいた。 

・毎年同じ提案で、区長市民会議みたいで、市からの考え方も毎年変らず、予算がないと

いうことだけよく分かった。 

市内には 60 歳以上の方が入浴できる施設が 2 カ所、須坂温泉と湯っ蔵んどと小さい市と

しては温泉施設が多すぎると思う。高齢者入浴施設がいつもガラガラ空いています。それ

ぞれが足をひっぱって赤字をだしているのでは？ 

・区長の質問に対する市の回答は、まず法律論、予算がないなど、紋切型の回答で具体性

に欠ける。市民が聞きたいところを直接ぶつけての会議、時間がない中での論議、堂々巡

りで終わった感が強いのでは？意見を反映する状況を前向きに考えて欲しい。 

・時間がたりない 

・須坂市の活動をもっと広く市民にアピールする必要がある。良い行政活動をしているの

に知らないことが多い。（自分が知らなすぎなのかもしれないが） 

・（観光客に）須坂にとどまっていただく工夫（市のバスで観光ルートを作って案内するな

ど）を、お金をかけずに行うなど創意工夫ができるコーディネーターが欲しい。 

・市民会議など更に活発にし市民の声を集める場が欲しい。 

・＜単発の花火をスターマインにする力＞ 

・＜足を引っ張り合うより足し算の力＞ 

・町中（人口が多い）方に聞くと、山間部（人口が少ない）は住民の出役が多いと思う。

川掃除、鳥獣、農業用水路の出役等。町中の方々に協力願えればと思う。 

・一日も早く大型商業施設の施設をお願いします 


	平成29年度　地域づくり市民会議アンケート結果
	来場者数
	ブロック別回答者数
	性別
	年代
	参加した理由
	地域づくり市民会議の参加回数
	問1　本日の会議について
	会議の具体的な感想
	市の回答や説明した内容について
	会議の内容について
	今後も参加したいと感じましたか？
	今日の市民会議の情報を何で知りましたか？（複数回答可）

	問2　市の取組みなどの情報を得る手段を教えてください（複数回答可）
	問3　「広報すざか」をどの程度ご覧になりますか
	問4　「須坂市ホームページ」をどの程度ご覧になりますか
	問5　「須坂市の好きなところ（場所に限らない）や「須坂市外の人にPRしたほうが良いこと」、「須坂市民として自分ならばお金をかけずに須坂市のためにできると思うこと（してみたいこと）」などを教えてください
	問6　本日の会議でご説明したことや市政全般に関するご意見などがありましたらご記入ください


