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1  アンケート実施概要 

(1)  転出者アンケート 

アンケート対象者：平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの間に転出届の

あった者（転出届提出時に手渡しでアンケート用紙を配布し、返信用封筒により回収） 

転出届出件数： ...................... ５６６件 

アンケート回収数：............... ９９件 

アンケート回収率：............... １７．４９％ 

調査項目：転出者に 11 項目の問に対し、選択式と記述式で回答していただいた。 

 

(2)  転入者アンケート 

アンケート対象者：平成２１年１月１日から１２月３１日までに転入届のあった世帯主

（平成２２年３月に対象者へ郵送でアンケート用紙を送付し、返信用封筒により回収） 

転入届出件数： ...................... ５２９件 

アンケート回収数：............... １２９件 

アンケート回収率：............... ２４．３９％ 

調査項目：転入者に 11 項目の問に対し、選択式と記述式で回答していただいた。 

 

2  調査結果の概要 

(1)  転出者アンケート 

転出者の世帯構成は、「単身者」が 73.7％と過半数を占め、次いで「２世代世帯」が 13.1％

で、全体の 86.8％を占めています。年齢構成は、「20 歳代」が 49.5％、「30 歳代」が 32.3％

で、全体の 81.8％となっています。また、職業は、「会社員（パート含む）」が 49.5％で

ほぼ半数となっています。 

転出の理由は、「仕事関係（就職・転職・転勤）」が 44.9％、「結婚・親の介護など家庭

の事情」が 33.6％で、全体の 78.5％となっています。「仕事関係」と答えた方の理由は、

「転勤を命ぜられた」が 36.0％で、その他「須坂に働きたい会社がない」、「須坂の会社よ

りも条件の良い会社へ行く」、「働きたいが求人がない」など雇用・求職などについての回

答の合計が 52.0％となっています。 

転出先は、「長野市」が 28.3％で、「その他の県内」が 24.2％であり県内への転出は過半

数を超えています。「県外(三大首都圏)」「その他県外」をあわせた県外への転出が 41.4％

となっています。平成 20 年度調査では「県外(三大首都圏)」「その他県外」をあわせた県

外への転出が 32.4％でしたが、平成 21 年度調査では 41.4％と大幅に増加しています。 

将来須坂市に戻る可能性については、「戻る可能性はない」が 32.0％、「いずれ戻るつも

り、戻る可能性がある」が 25.0％となっている。「いずれ戻るつもり、戻る可能性がある」

と答えた方で最も多い理由は、「就職や転職をきっかけに」が 27.8％で、次いで「親など

との同居をきっかけに」が 20.4％、「住宅の取得がきっかけ」が 14.8％となっています。 

このことから、須坂市からの転出者の傾向をみますと、若者が仕事の都合や結婚、親の
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介護など家庭に事情で仕事がある三大首都圏を中心とした県外や長野市を中心に県内へ

転出し、仕事があれば親などとの同居をきっかけに須坂に戻ってくる可能性があると考え

ていることが伺えます。平成 20 年度と比較してみると、経済状況に応じ、比較的仕事の

ある地域(県外、主に首都圏)に人が流れてしまう傾向が読み取れます。 

 

(2)  転入者アンケート 

転入者の世帯構成は、「夫婦」が 34.9％と過半数を占め、次いで「単身世帯」が 27.8％

で全体の 62.7％を占めています。年齢構成は、「20 歳代」が 20.8％、「30 歳代」が 33.1％

で、全体の 53.9％となっています。また、職業は、「会社員（パート含む）」が 53.4％で

過半数を占め、次いで「公務員(教員含む)」が 22.1％となっています。 

転入の理由は、「仕事関係（就職・転職・転勤）」が 41.7％、「住宅の関係」が 25.8％で

全体の 67.5％となっています。平成 20 年度調査では、「結婚・親の介護など家庭の事情」

「仕事関係（就職・転職・転勤）」「住宅の関係」の順でしたが、経済状況の影響もあって

か、「仕事」「住宅」の関係が上位となっています。 

転入理由で「仕事関係」と答えた方の理由は、「転勤を命ぜられた」が 61.1％で過半数

となっています。これは平成 20 年度と比べ、47.1％から 61.1％と大幅に増加しています。 

転入元は、「その他の県内」が 34.9％、「長野市」が 29.5％、次いで「三大都市圏」が

14.0％となっています。平成 20 年度調査では、「長野市」が 31.8％、「その他の県内」が

30.0％でしたが、「長野市」からの流入より「その他県内」からの流入が上回りました。 

将来転出する可能性については、「転出する可能性はない」が 26.5％で、「転出する可能

性がある」が 25.4％となっています。「いずれ転出するつもり」、「転出する可能性がある」

と答えた方で最も多い理由は、「就職や転職をきっかけに」が 20.7％で「住宅の取得をき

っかけに」が 20.7％、「子育てをきっかけに」が 12.6％となっています。 

このことから、須坂市への転入者の傾向をみますと、若者が仕事の都合のほか、結婚や

子育てなどの家庭の事情で長野市を中心に県内から転入し、就職や転職、住宅の取得、親

などとの同居をきっかけに転出する可能性があると考えていることが伺えます。 

 

(3)  転出者・転入者アンケート自由記述からみる施策等に対する意見 

転出者アンケート「問 11 自由記述」（その他の自由記述回答は 14 ページ参照）、転

入者アンケート「問 11 自由記述」（その他の自由記述回答は 35 ページ参照）で、行政

サービスの充実や施策として取り組むべき事業を検討する際、参考となると思われる意見

の主なものを抜粋しました。 

 

① 子育て 等 

 子育てネットワークは素晴らしい 地域性は固定（二世代世帯,40 歳代,家事,三大首

都圏） 

 子供が産みやすい環境をつくってほしい。（単身,20 歳代,会社員,三大首都圏） 

 比較的、妊婦検診補助等が充実しており助かった。できれば超音波検査費用も全額
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負担していただけると嬉しい。（夫婦,30 歳代,会社員,その他県内） 

 昨年出産をし、一才未満の娘がいますが、須坂では子育ての環境が充実していると

思います。子育て支援センターに気軽に通って遊んだり、保健センターで体重を量

ったりしていることを他市町村の友人に話すと、無料だったりそんなに混んでなく

てきちんと使えたりすることに驚いていました。広報や健康カレンダーも読みやす

く楽しみにしています。市の施設で働いている人の対応もよく、嫌な思いをしたこ

とがありません。動物園や雛祭りのほかに、みそすき丼など新しいものを作るので

はなく、今あるものをもっと PR して更に自慢できる須坂市になってほしいです。

（夫婦,20 歳代,公務員,その他県内） 

 いつも子育て支援センター、児童センターを利用させていただいていますが、各種

イベントなどを更に充実させていただけるとありがたいと思います。（二世代世

帯,20 歳代,公務員,その他県内） 

 須坂は支援センターが無料イベントもあるのでとてもうれしいです。昨年、ピアマ

マサロンにも参加しました。一度参加した人はもう参加できないのがとても残念で

す。他にもそういうのがあるとうれしいです。（二世代世帯,30 歳代,会社員,その他

県内） 

 【良】保育園の体制がよい(延長保育が利用しやすい。色々相談しやすい。給食が良

い。保育士が良い)。雰囲気が良い(町並み、空気がいい)。【悪】児童センターが利

用しづらい。図書館が尐ない。子供向けの体験会が尐ない(工作教室とか、演劇、歌

などの体験。スポーツなど)。配布されるパンフ類の言い回しが分かりづらい。（二

世代世帯,20 歳代,家事,その他県内） 

 子供が 3 人いる今、須坂市に望むことは、保育園の延長料金(7:30～18:00)の無料、

児童館の無料、児童センター、公園(広い)など、もっと子供を育てやすい環境にし

てほしい。今住んでいる井上・幸高方面は公園がない。保育園、小学校からかえっ

てきて遊びに行くところがない。近くに児童センターもないので小さい子供を遊ば

せるところもなく、小学校から帰ってきて友達と遊ぶところもなく、すごく不便を

感じている。長野にいたころは(大豆島)小さい頃は児童センターや広い公園で遊び、

親もいろいろなお母さんと育児相談ができたが、今はひきこもり状態です。せっか

く家も建てて老後まで暮らす予定なのだから、もっと子育てしやすい町づくりをお

願いします。（二世代世帯,30 歳代,会社員,長野市） 

 保育園の数が尐ないと思います。特に私立が。長野市には新しい園、古い園、様々

な保育園がり、バス通園もありました。須坂市も人口は多いと思いますし、もっと

様々な保育園があれば良いのにと思います。バス通園も希望される方は多いと思い

ますので公立でも導入していただけないでしょうか。あと保育料が長野市より月

5000 円程高かったので、もう尐し安くして欲しいです。お願いします。（二世代世

帯,20 歳代,その他,長野市） 
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② 健康、福祉 等 

 子供の予防接種や健診等の知らせも市報だけでなく、郵送で送られてきたので忘れ

ることなく行かれて良かったです。また健診の記入用紙をその時に送ってもらうと、

なくすことが尐なく助かりました。転入時にもらうよりもいいと思います。（二世

代世帯,30 歳代,会社員,その他県外） 

 習慣病であることは間違い無さそうである。強要は出来ないが試験的に或は希望者

を募って食事療法等やってみたらどうか。予防は治療より勝る根本療法であり、よ

り効率の良い治療法でもある。（夫婦,60 歳代,無職,無回答） 

 子供の医療費が小学 3 年生まで、しかも 1 医療機関につき 500 円は大きいです。以

前の県では中 3 まで無料で、支払いも自分で立て替えることなく済んでいました。

小布施や高山では中 3までだそうなので、是非須坂もそうなることを願っています。

子供の医療費に関しては「須坂は子供を育てづらい」と感じてしまいます。（二世

代世帯,40 歳代,会社員,三大首都圏） 

 

③ ゴミ収集 等 

 ゴミの分別が大変。（単身,20 歳代,会社員,その他県外） 

 ゴミの分別の線引きが理解不能なところ。（単身,20 歳代,公務員,三大首都圏） 

 百々川でいつも散歩していました。百々川は散歩するのにとても気持ちよかったで

す。ゴミが落ちてなかった！（二世代世帯,30 歳代,会社員,その他県内） 

 以前、長野で生ゴミ処理機を購入したところ須坂では補助金が出ないと言われた。

長野市役所にもう一度聞いてみたところ長野では購入した市が違っても長野市民

であれば補助金が出ると言われ、須坂は出ないのか？と驚かれた。何故須坂市は補

助金が出ないのですか？（単身,20 歳代,家事,須高地区） 

 ゴミ出しについてよく分からない。厳しいと思った。長野市はカレンダーだったの

で連休や祝日のゴミについても分かりやすかった。カレンダーにしてくれると親切

だと思う(地域ごと作って)。須坂市も長野市にある「じゃんけんぽん」や「このゆ

びとまれ」などのように無料で安心して子供達が遊べる施設があるといいなぁと思

う。子供達のために是非作って欲しい。家の前の道路が通学路になっているのだが

トラックの通り道らしく昼間からすごいスピードで走っている。安全面でどうなの

か？また騒音もうるさくとても迷惑している…。（夫婦,20 歳代,その他,長野市） 

 

④ 道路整備、交通 等 

 道路が地図で見ても分かりにくいのは困った。住んでいる自分はすぐに慣れても友

人や両親に説明するのが４年経った今でも難しい。観光地の標識も分かり辛い。（二

世代世帯,30 歳代,公務員,長野市） 

 長野市への通勤で村山橋、屋島橋が整備され、交通渋滞が尐なくなった。静かな町

でよかった。（二世代世帯,50 歳代,無回答,長野市） 

 市役所へ行く途中"市役所西"交差点にも案内標識が欲しいと思った。（単身,20 歳代,
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家事,その他県外） 

 公共機関があまり発達していないところ。（単身,20 歳代,公務員,三大首都圏） 

 バスの便を増やして欲しい。小型バスにすれば？。街路樹は必要ないが街灯は人が

歩いていないので絶やさないで。車を持ってない人の生活も考えて欲しい。幅のあ

る歩道、行きやすい施設。長電にせめて警報機はつけさせてください。危なすぎま

す。（二世代世帯,40 歳代,会社員,その他県外） 

 静かで夜、星がよく見えるのが良い。街灯が尐なく(点灯していない街灯が多いため)

安全、安心面、防犯面から見ても危険に思える。省エネや経費節減からだと思うが

夜道は明るく照らして欲しい。太陽光等ソーラー街灯を入れられないでしょうか(一

晩中でなくても深夜 1～2 時位まで)。長野では夜間ジョギングをしていたが、暗さ

と歩道の尐なさ、歩道の段差、坂道などで足元が怖くて走れない。市民がもっと気

軽にウォーキングやジョギングができる環境も是非お願いしたい。（二世代世帯,50

歳代,無職,長野市） 

 

⑤ まちの活性化 等 

 街路灯が暗い（単身,50 歳代,会社員,長野市） 

 決して派手で活気があるわけではないけれど動物園があって公園があって風物詩

なイベント(花火 etc)があって、ささやかではあるけど住みやすかった。（単身,30

歳代,会社員,長野市） 

 花火大会中止など、企業、人、そして街に力がない。蔵のまちと言いながら、それ

に対する力の入れ方が薄い。長野市へのベッドタウンとしての位置づけをするにも

暮らしが豊かで楽しいものではない。犯罪、治安が良いのはいいが、活力のない街

に犯罪はおきない(イイトコロを書いたつもりです) （夫婦,30 歳代,会社員,その他県

内） 

 臥竜公園の桜。小布施や高山村は観光名所など沢山あるが、須坂はあまり…アピー

ルが下手なだけでしょうか？（単身,20 歳代,公務員,三大首都圏） 

 須坂市に住む前に須坂市出身の友達に須坂市内の場所を聞くとほとんどの人が出

身地にも関わらず首をかしげて教えづらいなぁーと言う人が多かった。アパートを

探して大手不動産に案内してもらったところ、やはり担当の男性が「須坂って難し

いんですよ」と道が複雑な事を言っていました。今から区画整理ともいかないと思

うのでこの複雑な地形をいかしたイベントなどやったら楽しいのではないでしょ

うか。（二世代世帯,40 歳代,会社員,その他県内） 

 長野電鉄による渋滞どうにかなりませんか？。地区による行事も個人のせっかくの

休日がつぶされています。地域のコミュニケーションもわかりますが、恐らく何十

年も前からのしきたりを受け継ぐのも今の時代無理があると思います。冬の雪かき

も朝何時と決まっており、老人が多い地区は負担が大きすぎます。若者が県外に行

くのも住んでみてよく解ります。県外から来ると時間が止まったままの須坂市です

よ。（二世代世帯,30 歳代,家事,三大首都圏） 
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 【良】町内放送で細かく連絡されるので防犯中安心である。祭りなど伝統的な所が

残っている。環境が良い。百々川沿いの整備。パチンコ屋が目立たない etc。【悪】

町内会に入らないと広報が来ないので村八分的である。粗大ゴミは有料化して、い

つでも出せるようにして欲しい。（二世代世帯,40 歳代,会社員,その他県外） 

 須坂は非常に美しい町だし、個人商店さんもまだ頑張ってらっしゃるので、日常の

買い物も便利です。ただ、継ぐ世代がいないのでこの先どうなるのだろうと心配で

す。もうすぐ壊れてしまいそうな蔵も多々あり、何かに使用できれば、と思います。

市の商業課とかで外に広く門戸を開いて、貸したり売ったりする事はできないでし

ょうか？商店街の横のつながりも非常に薄く感じられます。いろんな商店がお互い

にコラボしあえばもっと活性化するのでは、と思います。観光に関しても、須坂だ

けで考えるのではなく、北信一帯、長野県全体でコラボし合うべきです。軽井沢か

ら湯田中まで「ワイン列車」を走らせれば軽井沢のお客様をこの地域に呼込めま

す！！とにかく外の目で見た時信州は信州なんです。狭い地域だけで考える発想は

無意味です。（夫婦,40 歳代,無回答,三大首都圏） 

 よくＴＶで須坂が取り上げられていて、色々なことに取り組んでいる街なのだなと

思いました。自分の住んでいるところを知ることができ、愛着が湧いて来ました。

（夫婦,20 歳代,公務員,その他県内） 

 【良】街全体がコンパクトで機能が短距離圏に集中している(県立病院、頼りになる

小児科、子連れで行ける歯科院、多すぎるくらいのスーパー、ボランティアの絵本

館、幼稚園、郵便局、銀行など)便利です。お年寄りのボランティア活動が盛んでみ

んな生き生きしている。若い人との交流もあり、とても良いと思います。鉄道の駅

がある点が田舎ではありがたい。乗り合いタクシーのとりくみも工夫されていると

思います。ゴミの分別が徹底されている。旧上高井支所での資源物等回収も便利で

ありがたい。全体に子育て中の身が生活しやすい街だと思います。ほどよい田舎。

（二世代世帯,40 歳代,公務員,その他県内） 

 自然豊かで体を動かせる運動場もあるうえ、都市的利便性も十分に持ち合わせてい

る所がすばらしい。私はスキーが趣味だが近隣にすばらしいスキー場も多く大変満

足している。歴史的な事跡も多い。気候も私に合っている。ぜひ長く住み続けたい

と思っている。高齢化が進み市の運営も大変だとは思うが、頑張って欲しい。（単

身,40 歳代,公務員,その他県内） 

 

⑥ 行政運営 等 

 市役所の窓口(転入時にゴミの出し方や子供の予防接種のパンフレットをたくさん

もらい、面食らったものの転出して他の市では須坂ほど手厚くなかったので、やは

り最初が肝心だと改めて須坂の良さを感じた)（二世代世帯,40 歳代,公務員,その他

県内） 

 市役所の職員の対応、市民に対しての対応にかなり横柄な職員も見られます。自分

がその場に置かれた時は本当に親方日の丸と思っているね。給料がどこから出てい
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るのか、わかっているかしらと思いました。（単身,50 歳代,会社員,三大首都圏） 

 須坂市役所の職員のやさしさ等、非常に気持ちの良い町でした。（夫婦,60 歳代,無回

答,長野市） 

 まだ住み始めて浅いですが、最初に転入届を出す際に市民課？受付の職員の方に大

変親切にご説明いただきとてもありがたかったです。転入する者の一番初めの手続

きをする、いわゆる市の玄関でとても好感が持てました。（単身,30 歳代,会社員,長

野市） 

 【良】市役所の案内の方が良く目を配ってくれて、転入届を提出しに行った際、妊

娠中で体調の優れなかった私を気遣って声をかけに来てくれました。（単身,20 歳代,

家事,その他県内） 

 3 月～4 月の転出入の多い時期に、土日も市役所の窓口が開いていてとても助かっ

た(転入前に住んでいた自治体は土日が閉庁で仕事を休んで手続きをしなくてはな

らず不便だったので)。また手続きに行った窓口で他に手続きが必要な窓口等を一覧

にした紙をもらい、次に何をどこですればよいのか分かりやすかった。（単身,40 歳

代,公務員,その他県内） 

 

(4)  アンケート結果考察 

転出者アンケートの転出する年齢構成は、20 歳代が 49.5％、30 歳代が 32.3％で、全体

の 81.8％を占め、設問「須坂市から転出される理由は何ですか(11 ページ参照)」の回答及

び、転入者アンケートの転入してきた年齢層では 20 歳代が 20.8％、30 歳代が 33.1％で、

全体の 53.9％を占め、設問「須坂市に転入された理由はなんですか (33 ページ参照)」の

回答結果から以下の点が読み取れます。 

20 代から 30 代の世代が、「仕事関係（就職・転職・転勤）(転出者アンケート問 6－44.9％、

転入者アンケート問 6－41.7％)」や「住宅の関係(転出者アンケート問 6－11.2％、転入者

アンケート問 6－25.8％)」、「結婚・親の介護など家庭の事情(転出者アンケート問 6－

33.6％、転入者アンケート問 6－13.6％)」を理由に、県外(三大首都圏)へ転出する人が多

く(転出者アンケート問 4－29.3％)、その他県内(長野市、須高地区を除く)から転入(転入

者アンケート問 4－34.9％)してきていることが伺えます。また、今後就職や転職、住宅の

取得、子育て、同居などのきっかけがあればいずれ転入・転出すると考えていることも伺

えます。 

転出者及び転入者へのアンケート結果から、転入転出者の傾向をみますと、若者が仕事

の都合のほか、結婚や子育てなどの家庭の事情で長野市を中心に県内から転入し、就職や

転職、住宅の取得、親などとの同居をきっかけに主に首都圏を中心とした県外へ転出して

います。 

 

これらアンケート集計結果及び自由意見から、須坂市に定住しやすい環境づくりを図る

ため、雇用の拡大や子育てしやすいまちづくり、住環境の整備、賑わいのあるまちづくり、

市民ニーズに的確に対応した行政サービスの充実などに取組む必要があると考えられま
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す。 

これら施策に取組むことにより、一人ひとりが創り出すまちの暮らしが安心感、安定感

を生み、そうして生まれる地域の魅力が新たな活力を生み、須坂に住み続けることを誇り

に思うことがまちの魅力を高めます。そして須坂の魅力にひかれ、須坂に住みたい人､訪

れたい人々をより魅せる力となります。新たな人々の連携が新たな活力を生み、人と人と

が創り出す地域の魅力を更に高めることができます。 
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