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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 23 年４月１日から平成 24 年４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。ただ

し、配布は届出件数のうち半数程度、全員には配布していない。） 

転出届出件数： ...................... １，１３８件（世帯） 

アンケート回収数：............... ６９件 

転出届出世帯のうち回答者の割合： ................ ６．０６％ 

調査項目：転出者に 12 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 23 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 24 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） 

転入届出世帯数： .................. ５００件 （転入件数は９８１件） 

アンケート回収数：............... ２６６件 

アンケート回収率：............... ５３．２％ 

調査項目：転入者に 17 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 63.8％と全体の６割を占め、次いで「二世代世帯（親

と子）」が 21.7％で、この２つの家族構成で全体の８割を超えている。年齢構成は、「30

～39 歳」が 29.0％、「20～29 歳」が 24.6％で、この２つで全体の過半数を占めている。

また、職業は、「会社員（パート含む）」が 44.9％、｢公務員（教員含む）」が 26.1%と、こ

の２つで全体の７割を超えている。転出者がこれまで住んでいた地区では、「須坂」が

18.8%と最も多く、次いで「仁礼・峰の原」の 15.9%となったが全体的にそれほど大きな

バラつきは見られなかった。 

転出先は、（長野市、須高地区を除く）「その他の県内」が 33.3％で最も多く、次いで「県

外（三大都市圏）」が 30.4％だった。「長野市」への転出も 21.7%だったことから、県内へ

の転出が半数以上であることがわかる。一方須高地区（小布施町・高山村）への転出者は

わずか 4.3%にすぎなかった。「県外(三大都市圏)」「その他県外」をあわせた県外への転出

が 37.6％となっている。 

転出の理由（複数回答可）は、「仕事の関係（就職・転職・転勤）」が 59.4％、「結婚・

親の介護など家庭の事情」が 15.9％で、全体の 75.3％となっている。「仕事の関係」と答

えた方の理由は、「転勤を命ぜられた」が 56.1％で、その他「須坂に働きたい会社がなか
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った」、「須坂の会社よりも条件の良い会社へ行く」、「須坂で働きたいが求人がなかった」

など雇用・求職などについての回答があわせて 26.9％となっている。 

須坂市において、住みよいと思った点（複数回答可）については、「緑や水辺などの自

然が多い」との回答が 52.2%と最も多かった。逆に住みにくいと思った点（複数回答可）

については、「まちのイメージがよくない」が 40.6%で最も多かった。 

これらの結果から、須坂市からの転出者の傾向をみると、転出者の年齢は若年層（20～

39 歳）が過半数を占め、主に仕事の都合で転出していることがわかる。その他の転出理

由として、結婚、親の介護など家庭の事情、家の新築など住宅の関係で須坂市から転出し

ている。主な転出先としては、県内各地や近隣の長野市、仕事がある三大都市圏を中心と

した県外へ転出している。 

 

(2)  転入者アンケート 

転入者の世帯構成は、「単身」が 35.7％で最も多く、次いで「二世代世帯（親と子）」が

31.6％、「夫婦」が 24.8%となった。この３つで全体の９割を占めている。年齢構成は、「30

歳代」が 33.5％、「20 歳代」が 21.4％で、この２つで過半数を占めている。また、職業は、

「会社員（パート含む）」が 45.9％と最も多く、次いで「無職」が 26.3％となっている。 

転入元は、「長野市」が最も多く 30.8%、次いで（長野市・須高地区を除く）「その他の

県内」は 24.8%、「首都圏」18.4%の順となっている。なお、平成 22 年度調査では「長野

市」が 33.5％、「その他の県内」が 27.2％となっており、今回の調査とほぼ同水準となっ

ている。県外からの転入は「首都圏」、「その他の県外」、「近畿圏」、「中京圏」を合わせて

37.2%となり、平成 22 年度調査の 28.5%を 10 ポイントほど上回った。 

転入の理由は、「仕事関係（就職・転職・転勤）」が 30.8％で最も多く、次いで「親や子

と同居、親の介護など家庭の事情」が 20.3％、「住宅の関係」が 16.5％となっている。 

「転入するにあたって、須坂市以外の市町村でもお住まいを探されましたか」の設問に

対しては、「最初から須坂市に住もうと考えていたので、他市町村は探さなかった」が

36.8%と最も多く、「須坂市にしか住む余地がなかった」が 28.2%で続いた。 

転居先として須坂市を選んだ理由（複数回答）では、「家庭の事情から」が 58.4%で圧

倒的に多かった。次いで、「生活環境が良いから」が 20.4%、「住宅事情が良いから」が

19.0％と続いた。回答者の多くは、生活環境や住宅事情よりも家庭の事情を理由に須坂市

を転居先に選んでいることがわかる。 

今後も須坂市に住み続けたいと思いますかという質問に対しては、「今の場所で住み続

けたい」が 48.1%で最も多く、「転居するかもしれないが、その時も須坂市に住みたい」

の 15.4%と合わせると、須坂市に住み続けたいと考えている人が６割を超える。 

須坂市に住んでみて住みよいと思われる点（複数回答）は、回答者が選択した項目が多

い方から「緑や水辺などの自然が多い」が 40.2％、「買い物など日常生活の便利さ」が 35.7％、

「通勤・通学の便利さ」が 25.2％の順となっている。また、住みにくいと思われる点（複

数回答）は、「公共交通の利便性が悪い」が 42.9%で、次いで「道路などの都市基盤の整

備がよくない」が 25.6％、「買い物など日常生活が不便」が 21.1％となっている。 
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(3)  アンケート結果考察 

● 転出者アンケート 

      転出者アンケートの転出する年齢構成は、20 歳代が 24.6％、30 歳代が 29.0％で、全体 

の 53.6％を占めており、設問７「須坂市から転出される理由は何ですか」の回答結果よ

り、20 代から 30 代の世代が、「仕事関係（就職・転職・転勤）」(59.4％)を主な理由に、

県内や県外へ転出する人が多いことが伺える。また、仕事の関係で須坂市から転出する

理由としては、転勤を命ぜられたためという回答が多い。 

 

● 転出者アンケートの「須坂の好きな場所、思い出に残るイベントなど」(設問 12) 

【好きな場所】 

「臥竜公園」、「百々川、緑地、河川敶」、「須坂市動物園」、「須坂の山々」、「湯っ蔵んど」、

「飲食店」の順で登場し、中でも「臥竜公園」との回答が多く、回答者の３割以上が好き

な場所として回答している。なお、「百々川、緑地、河川敶」、「須坂の山々」などの自然

景観も好きな場所とした回答者も多かった。 

【思い出に残るイベント】 

「花火大会」、「カッタカタ祭り、夏祭り」、「臥竜公園桜祭り、お花見」、「イルミネーシ

ョン」の順で登場し、「花火大会」が須坂で過ごした思い出のイベントとして最も多くの

方が回答している。また、カッタカタ祭り、夏祭りも思い出のイベントとする方も多かっ

た。 

 

● 転入者アンケート 

転入者アンケートの転入してきた年齢層では 20 歳代が 21.4％、30 歳代が 33.5％で、

全体の 54.9％を占め、設問７「須坂市に転入された最も大きな理由は何ですか」の回答結

果より、20 代から 30 代の世代が、「仕事関係（就職・転職・転勤）」（30.8％)」や「家庭

の事情」(20.3％) 、「住宅の関係」(16.5％)を理由に、長野市を中心に県内から転入が多い

ことが伺える。 

 

これらアンケート集計結果及び自由意見より、歩道や一般道路などの都市基盤整備を求

める意見や駅前を中心とした市街地の活性化を要望する声が多く見受けられる。一方で、

肯定的な意見として、山や河川等の自然環境が良く子育てしやすい点、スーパーが多く買

い物しやすい点、治安の良さ等が寄せられている。 

 

 


