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3  集計結果 

(1)  転出者アンケート 

問１ 今回転出されるのは単身ですか、世帯ですか。 

(一つ選択回答=99) 

単身で

73.7%

二世代世帯（親

と子）
13.1%

夫婦で

13.1%

三世代世帯（親

と子と孫）
0.0%

その他

0.0% 無回答

0.0%

 

 

問２ 転出される方の年齢は。 

(一つ選択回答、回答者数=99) 

２０歳未満

0.0%

２０～２９歳

49.5%３０～３９歳

32.3%

４０～４９歳

9.1%

５０～５９歳

7.1%

６０～６９歳

2.0% ７０～７９歳

0.0%

８０歳以上

0.0%

無回答

0.0%

 

 



転出者アンケート回答集計 

 

 12 

問３ 転出される方の職業は。 

(一つ選択回答、回答者数=99) 

会社員（パート

含）
49.5%公務員（教員

含）
23.2%

無職

10.1%

学生

5.1%

家事

5.1%

商工業者

3.0%

団体職員

1.0%

農林業

0.0%

その他

3.0% 無回答

0.0%

 

 

問４ 転出先はどちらですか。 

(一つ選択回答、回答者数=99) 

県外（三大都市

圏）
29.3%

長野市

28.3%

その他の県内

24.2%

その他の県外

12.1%

須高地区

6.1%

無回答

0.0%

 

 

長野市, 37.0%

その他の県

内, 26.0%

県外（三大都市

圏） , 24.0%

その他の

県外, 8.4%

須高地区, 4.5%
無回答, 0.0%

 

平成 20年度調査 
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問５ 須坂市から転出されるときの気持ちはどれですか。 

(一つ選択回答、回答者数=99) 

どちらかといえ

ば、仕方なく転

出した（もっと長

く住みたかっ

た）
33.3%

どちらともいえな

い

32.3%

仕方なく転出し

た（もっと長く住

みたかった）

26.3%

どちらかといえ

ば、早く転出し

たかった

4.0%

早く転出した

かった
2.0%

無回答

2.0%

 

問６ 須坂市から転出される理由は何ですか。 

(一つ選択回答、回答者数=99) 

仕事の関係（就

職・転職・転勤）
44.9%結婚・親の介護

など家庭の事

情

33.6%

住宅の関係（家

の新築・借家の

借り換え）

11.2%

学校の関係（進

学・転校）
3.7%

その他

4.7%

無回答

1.9%

 

仕事の関係（就

職・転職・転

勤） , 43.8%

結婚・親の介護

など家庭の事

情, 29.0%

住宅の関係（家

の新築・借家の

借り換

え） , 16.7%

学校の関係（進

学・転

校） , 4.9%

その他, 4.9%
無回答, 0.6%

 

平成 20年度調査 
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問７ 仕事の関係で須坂市から転出する理由は何ですか。 

問６で「1仕事の関係」と答えた方に伺います。 

(一つ選択回答、回答者数=50) 

転勤を命ぜら

れたため
36.0%

須坂には働き

たい会社（事業

所）がなかった

28.0%
須坂で働きた

いが、求人がな

かった

16.0%

須坂の会社（事

業所）よりも条

件の良い会社

へいくため

8.0%

その他

12.0%

 

転勤を命ぜら

れたた

め, 44.6%
須坂には働き

たい会社（事業

所）がなかっ

た, 23.0%須坂の会社（事

業所）よりも条

件の良い会社

へいくた

め, 10.8%

須坂で働きた

いが、求人がな

かった , 8.1% その他 , 13.5%

 

平成 20年度調査 
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問８ 住宅の関係で須坂市から転出する理由は何ですか。 

問６で「4 住宅の関係」と答えた方に伺います。 

(一つ選択回答、回答者数=13) 

今払っている家

賃が高いため
23.1%

須坂は土地が

狭いため
15.4%

須坂は土地が

高いため
7.7%

今住んでいる借

家の間取りが気
に入らないため

0.0%

その他

53.8%

 

その他の主な意見 

 家を新築したため 

 ペット可物件に住みたいから 

 親と同居のため 

 須坂でアパートを借りようと思ったが、小布施のほうが安かったため 

 長野市に住みたかったから 

 

問９ 将来須坂市にもどってくるつもりはありますか。 

(一つ選択回答、回答者数=99) 

もどる可能性は

ない
32.0%

もどる可能性は

ある
25.0%

いずれもどるつ

もりである
13.0%

わからない

28.0%

無回答

2.0%
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問 10 もどるとしたらどういうきっかけが考えられますか。 

問９で「1 いずれもどるつもりである」「2 もどる可能性はある」と答えた

方に伺います。 

(複数選択回答、回答者数=38) 

就職や転職を

きっかけに
27.8%

親などとの同居

をきっかけに
20.4%

住宅の取得を

きっかけに
14.8%

定年退職など

をきっかけに
11.1%

結婚をきっかけ

に
11.1%

子育てをきっか

けに
5.6%

その他

3.7%
わからない

5.6%

 

 

問 11 自由記述 

最後に須坂市に住んで良かったところ、悪かったところなど、自由にお書

きください。また、須坂の好きな場所、思い出に残るイベントなどがありま

したら記入してください。 

須坂の好きな場所、思い出に残るイベントなど（いくつでも結構です） 

 

【記述内容の分類】 

自由記述の回答内容に応じ、項目別に分類しました。内容が複数項目に

わたる回答は、それぞれの項目に分類しています。 

 ※回答者属性：（世帯構成、年代、職業、転出先） 

 

(ア) 健康 (回答者数=1) 

 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負担してい

ただけると嬉しい。【思い出に残るイベント】カッタカタ祭、臥竜公園桜祭（夫婦,30 歳代,会

社員,その他県内） 

(イ) 福祉 (回答者数=1) 

 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負担してい

ただけると嬉しい。【思い出に残るイベント】カッタカタ祭、臥竜公園桜祭（夫婦,30 歳代,会
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社員,その他県内） 

  

(ウ) 子育て (回答者数=4) 

 子育て環境も良く、公園、病院、スーパーも何ヶ所もあり便利だった。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） 

 子育て支援センターが側にあってよかった。カッタカタ祭りが良かった。版画美術館のあるア

ートパーク、ひな人形展、五月人形展、クラフト展も良かった。須坂市に 10年近く住んでいま

した。良い所です。離れるのは淋しいです。また遊びに来ます。（二世代世帯,50歳代,公務員,

長野市） 

 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） 

 

(エ) 教育 (回答数=2) 

 須坂の人が好きです。須坂高校での思い出がとても強く残っていて、りんどう祭の素晴らしさ

は県外の人にもよく話していました。私の周りにも地元の好きな人が多くて地元須坂に対する

想いは強いと思います。ただ須坂で遊べる所、ゆっくりできる所が少なく、最近活気がなくな

ってきてしまっているのが残念です。夏の花火もぜひ続けてほしいと思います。（単身,20歳代,

その他,三大首都圏） 

 高校生活で沢山の友人が出来たこと。友人達と楽しかった学校生活です。就職したくなるよう

な企業がないので県外に出ます。（単身,20 歳代,,学生,その他県外） 

 

(オ) 環境 (回答者数=20) 

 四季がはっきりしていて、自然豊かなところ。公共機関があまり発達していないところ。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） 

 須坂の人が好きです。須坂高校での思い出がとても強く残っていて、りんどう祭の素晴らしさ

は県外の人にもよく話していました。私の周りにも地元の好きな人が多くて地元須坂に対する

想いは強いと思います。ただ須坂で遊べる所、ゆっくりできる所が少なく、最近活気がなくな

ってきてしまっているのが残念です。夏の花火もぜひ続けてほしいと思います。（単身,20歳代,

その他,三大首都圏） 

 臥竜公園がいつもきれいに清掃されていて良いです。（単身,30歳代,公務員,その他県内） 

 四季折々の風景が素晴らしい。春・桜の名所の臥竜公園で花見が楽しみでした。夏・登山で美

しい草花を見て楽しめる。秋・収穫の季節でリンゴの実がなっている畑の景色。冬・厳しい自

然ですが晴れた日に望む雪をいだいた山の景色が素晴らしい。（単身,50 歳代,家事,三大首都
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圏） 

 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） 

 幼少より育ってきた町なので、市内のあらゆる場所に思い出があります。大学、大学院在学中

の帰省時には、良い意味で変わらない須坂の町並みがとても嬉しいです。（単身,20 歳代,その

他,三大首都圏） 

 【良】高いビルが無いので夕日、朝日がキレイ。周りを見渡すと山々が美しい。水道水が飲め

る。【悪】方言が恥ずかしい(おばさん達のしゃべり方がうるさい)頭の固い人が印象悪い。（単

身,40 歳代,会社員,その他県外） 

 基本的に住民は良い人ばかりなのだが、妙なプライドを持っている様に思う。例えば長野市よ

り自然が豊かだとか、小布施より人口が多いとか、そういう事を考え過ぎているのではないか。

須坂は須坂の良さがあるのだから、もっと誇りを持てば良いのにと思ってしまう。（夫婦,40歳

代,公務員,その他県内） 

 華やかさが足りない気がします。正直組長が懲りました。道が分かり辛い。３年間ではなじま

なかった。スーパーはたくさんありますが、これといった食べ物屋さんがないのが残念です。

（夫婦,30歳代,会社員,須高地区） 

 【良】百々川緑地公園、湯っくらんど、くだもの街道。【悪】駅前の衰退、大型店の誘致→長野

市郊外へ流出。長期的な政略不明確。三大都市における知名度希薄。（夫婦,30歳代,会社員,そ

の他県内） 

 【良】両親がいる。自然が沢山ある。【悪】小学校が汚い。ゴミの分別が大変。（単身,20 歳代,

会社員,その他県外） 

 仕事の都合で須坂へ来て、最初は田舎の寂しい町だというイメージが強く、早く転勤したいと

思ってましたが、臥竜公園や蔵の町等、住んでいるうちに須坂のいい所が分かって来ました。

（単身,20歳代,公務員,その他県内） 

 自然が多かったのでよかったです。夏の花火大会。（単身,20歳代,会社員,長野市） 

 静かで良い場所です。長野電鉄は是非残してください。（単身,50歳代,公務員,須高地区） 

 家からちょうど花火が見えるので毎年楽しみでした。（単身,20歳代,会社員,その他県内） 

 【良】窓から見える景色、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)【悪】交通マナー(細い道でのスピード出しす
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ぎ、ウィンカーを出さない 信号待ちで少しでも発進が遅れるとクラクションを鳴らす 右折

優先といわんばかりに突っ込んで来る等) （二世代世帯,40 歳代,公務員,その他県内） 

 生まれ育った所なので全てが好きです。須坂小唄、市民歌大好きです。（夫婦,20歳代,会社員,

長野市） 

 臥竜公園へは毎年花見に行きました。とてもすばらしい桜だと思います。花火も大好きです。

駅前が寂れているのが残念です。ご飯を食べる所も少ない。（単身,30 歳代,会社員,須高地区） 

 都市部に転入してしみじみ感じましたが須坂に住んでいる方々は大変人情味があると思いま

す。決して須坂が嫌になって出て行く訳ではありませんので、これからも良い市政を続けてく

ださい。宜しくお願い致します。（単身,20 歳代,会社員,三大首都圏） 

 スーパーが近くに沢山あたので食料品購入するのにとても便利でした。臥竜公園の桜、カッタ

カタ祭り、ハッチ等沢山の思い出が出来ました。空気もきれいでとても住みやすい場所でした。

（単身,30歳代,公務員,三大首都圏） 

 

(カ) 住環境 (回答者数=22) 

 豊洲の風景、人々の積極性がとても好きでした。（単身,20 歳代,公務員,三大首都圏） 

 四季がはっきりしていて、自然豊かなところ。公共機関があまり発達していないところ。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） 

 須坂の人が好きです。須坂高校での思い出がとても強く残っていて、りんどう祭の素晴らしさ

は県外の人にもよく話していました。私の周りにも地元の好きな人が多くて地元須坂に対する

想いは強いと思います。ただ須坂で遊べる所、ゆっくりできる所が少なく、最近活気がなくな

ってきてしまっているのが残念です。夏の花火もぜひ続けてほしいと思います。（単身,20歳代,

その他,三大首都圏） 

 もともと３歳までは須坂で生まれ育ったので、なじみもあり住みやすい所でした。主人の仕事

の関係で、またこちらの方へ戻ってくるかもしれません。（夫婦,30歳代,公務員,長野市） 

 市営住宅で犬を飼っている人がいて、とにかくうるさかった。近所迷惑でした。体調をくずし

てしまった。良い所は思い当たる所無しです。（二世代世帯,40歳代,会社員,長野市） 

 子育て環境も良く、公園、病院、スーパーも何ヶ所もあり便利だった。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） 

 【良】両親がいる。自然が沢山ある。【悪】小学校が汚い。ゴミの分別が大変。（単身,20 歳代,

会社員,その他県外） 

 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
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(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） 

 今住んでいる場所が駅も近く、スーパーなども近く便利だが、反面バイク等の騒音が気になる。

（単身,30歳代,会社員,その他県内） 

 生まれてから約 30 年間暮らしてきたので全てです。特に臥竜公園の桜。（単身,20 歳代,会社員,

長野市） 

 道が悪く、分かり辛かった。不便な事が特に無く住みやすかった！（単身,20 歳代,会社員,長

野市） 

 実家が須坂だったので昔から住んでいるから特に良い悪いと感じることがなかったけど、長野

市にもまあ近いし店もちょこちょこあるから生活するには不便ということはなかった。須坂に

映画館があればいいなーと思う(小さいのがあったかもしれないけど)グランドシネマズみたい

のが。（単身,20 歳代,会社員,その他県外） 

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

市） 

 静かで治安が良く住みやすかった。自動車の運転マナーがあまり良くない。（単身,20 歳代,会

社員,三大首都圏） 

 雪があまり降らなくて住みやすい。臥竜公園の桜がきれいだった。今年は花火大会がなくて残

念だった。（単身,20 歳代,会社員,三大首都圏） 

 長野市への通勤で村山橋、屋島橋が整備され、交通渋滞が少なくなった。静かな町でよかった。

市の独自性、特徴が少ない様な気がする。（二世代世帯,50 歳代,無回答,長野市） 

 静かで住みやすい（単身,20 歳代,会社員,その他県外） 

 須坂は蔵のまちや美術館、博物館などの文化的側面と、山、川、畑などの自然、おいしい食べ

物、お酒があるという面、長野市にも近いなど、ベットタウンとしては最高だと思う。（単身,20

歳代,会社員,その他県外） 

 スーパーが沢山あって便利だったです。道路が迷路の様で初めは戸惑ったが他の地域ではあま

りない特徴なので、それを活かしたら面白いかも知れないです。約 5 年程住みましたが良い所

でした。ありがとうございました。（夫婦,30歳代,会社員,須高地区） 

 【良】長野市の隣【悪】服が買えないので長野市まで行かなければならない（単身,30 歳代,無

職,長野市） 

 スーパーが近くに沢山あたので食料品購入するのにとても便利でした。臥竜公園の桜、カッタ

カタ祭り、ハッチ等沢山の思い出が出来ました。空気もきれいでとても住みやすい場所でした。

（単身,30歳代,公務員,三大首都圏） 
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 四季折々の美しさがある。果物が美味しいし沢山ある。人が良く住みやすい。（単身,20 歳代,

公務員,その他県内） 

 

(キ) 安心・安全 (回答者数=9) 

 仁礼の山にゴミ捨て場を増設してしまうので、景観が失われるし、農作物に悪影響を及ぼす可

能性があるので、出来ることなら、中止していただきたい。菅平に向かう道が直線すぎる(山道

なのに)なので、下ってくる車が、もの凄いスピードで下って来るときがあり、恐い。（単身,20

歳代,公務員,その他県内） 

 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） 

 横町の銀座通りの魚屋の十字路に信号を取り付けて欲しい。一時停止を無視して通行しようと

する車両が多く危険と思います。（単身,20 歳代,会社員,三大首都圏） 

 今住んでいる場所が駅も近く、スーパーなども近く便利だが、反面バイク等の騒音が気になる。

（単身,30歳代,会社員,その他県内） 

 静かで治安が良く住みやすかった。自動車の運転マナーがあまり良くない。（単身,20 歳代,会

社員,三大首都圏） 

 長野市への通勤で村山橋、屋島橋が整備され、交通渋滞が少なくなった。静かな町でよかった。

市の独自性、特徴が少ない様な気がする。（二世代世帯,50 歳代,無回答,長野市） 

 臥竜公園、駅前のシルキィというお店屋さん。市役所の方々の優しい対応してくれた。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,家事,その他県

外） 

 【良】窓から見える景色、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)【悪】交通マナー(細い道でのスピード出しす

ぎ、ウィンカーを出さない 信号待ちで少しでも発進が遅れるとクラクションを鳴らす 右折

優先といわんばかりに突っ込んで来る等) （二世代世帯,40 歳代,公務員,その他県内） 

 街路灯が暗い（単身,50歳代,会社員,長野市） 

 

(ク) 文化振興 (回答者数=2) 

 子供が保育園に行く前は年間パスポートを購入し、よく臥竜公園に遊びに行きました。クラフ

ト展(版画美術館のまわり)に毎年楽しみで行かせて頂きました。（二世代世帯,30歳代,会社員,
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長野市） 

 生まれ育った所なので全てが好きです。須坂小唄、市民歌大好きです。（夫婦,20歳代,会社員,

長野市） 

 

(ケ) 生涯学習 (回答者数=1) 

 毎年、春と秋にやってくる創造の家でのサークル活動(スポーツや茶道、着物の着付けなど)に

毎回参加していました。年齢制限はあるようですが、すごく楽しめました。（夫婦,30 歳代,公

務員,その他県内） 

 

(コ) 農業 (回答者数=3) 

 仁礼の山にゴミ捨て場を増設してしまうので、景観が失われるし、農作物に悪影響を及ぼす可

能性があるので、出来ることなら、中止していただきたい。菅平に向かう道が直線すぎる(山道

なのに)なので、下ってくる車が、もの凄いスピードで下って来るときがあり、恐い。（単身,20

歳代,公務員,その他県内） 

 四季折々の風景が素晴らしい。春・桜の名所の臥竜公園で花見が楽しみでした。夏・登山で美

しい草花を見て楽しめる。秋・収穫の季節でリンゴの実がなっている畑の景色。冬・厳しい自

然ですが晴れた日に望む雪をいだいた山の景色が素晴らしい。（単身,50 歳代,家事,三大首都

圏） 

 四季折々の美しさがある。果物が美味しいし沢山ある。人が良く住みやすい。（単身,20 歳代,

公務員,その他県内） 

 

(サ) 商業 (回答者数=8) 

 花火の夕べ是非復活させてください。（単身,30歳代,会社員,長野市） 

 花火の夕べは毎年行っていたイベントだったので大変思い出に残っています。できる事があれ

ば毎年やってもらいたい行事でございます。（単身,20歳代,会社員,長野市） 

 実家が須坂だったので昔から住んでいるから特に良い悪いと感じることがなかったけど、長野

市にもまあ近いし店もちょこちょこあるから生活するには不便ということはなかった。須坂に

映画館があればいいなーと思う(小さいのがあったかもしれないけど)グランドシネマズみたい

のが。（単身,20 歳代,会社員,その他県外） 

 雪があまり降らなくて住みやすい。臥竜公園の桜がきれいだった。今年は花火大会がなくて残

念だった。（単身,20 歳代,会社員,三大首都圏） 

 生まれ育った須坂の地にずっといたいと思っておりました。しかしながら本人の仕事も、又結

婚相手(県外)と思っている方の仕事も長野を含めずっと探しておりましたが見つからず二人と
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も県外に仕事を見つけ、多分将来に渡って帰って来れないと思います。とても残念です。（単

身,20 歳代,会社員,三大首都圏） 

 花火の夕べは今まで楽しみでしたが、今年は中止という事で残念に思います。（単身,30 歳代,

無職,長野市） 

 【良】長野市の隣【悪】服が買えないので長野市まで行かなければならない（単身,30 歳代,無

職,長野市） 

 臥竜公園へは毎年花見に行きました。とてもすばらしい桜だと思います。花火も大好きです。

駅前が寂れているのが残念です。ご飯を食べる所も少ない。（単身,30 歳代,会社員,須高地区） 

 

(シ) 観光 (回答者数=23) 

 臥竜公園の桜、花火（単身,30歳代,公務員,その他県外） 

 須坂の温泉はとてもよかった。大滝を初めて見に行ったが、とてもきれいな紅葉でもう一度行

きたいと思う。（夫婦,30歳代,公務員,その他県内） 

 子供が保育園に行く前は年間パスポートを購入し、よく臥竜公園に遊びに行きました。クラフ

ト展(版画美術館のまわり)に毎年楽しみで行かせて頂きました。（二世代世帯,30歳代,会社員,

長野市） 

 臥竜公園の桜が大好きでした。（単身,20歳代,会社員,その他県内） 

 四季折々の風景が素晴らしい。春・桜の名所の臥竜公園で花見が楽しみでした。夏・登山で美

しい草花を見て楽しめる。秋・収穫の季節でリンゴの実がなっている畑の景色。冬・厳しい自

然ですが晴れた日に望む雪をいだいた山の景色が素晴らしい。（単身,50 歳代,家事,三大首都

圏） 

 臥竜公園の桜（単身,20歳代,学生,三大首都圏） 

 子育て環境も良く、公園、病院、スーパーも何ヶ所もあり便利だった。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） 

 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） 

 花火大会は素晴らしい！。あと米子不動尊という素晴らしいスポットをもっと県内外の人に伝

わるといいと思った。（単身,20 歳代,会社員,三大首都圏） 

 ハッチに頼りすぎていたと思う。そこまでメジャーではなかった。動物で町おこしするのは反

対。いずれは死んでしまうから。蔵の町というほど蔵も無い。臥竜公園の桜は立派だと思うし、
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峰の原高原というスキー場もあるのだから国内でなく海外に売り込んでみてはどうかと思う。

（単身,20歳代,会社員,三大首都圏） 

 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） 

 雪があまり降らなくて住みやすい。臥竜公園の桜がきれいだった。今年は花火大会がなくて残

念だった。（単身,20 歳代,会社員,三大首都圏） 

 臥竜公園の桜は毎年楽しみです。米子大瀑布を一年中楽しめる様にしてＰＲして観光客を呼べ

ないか？（単身,30 歳代,会社員,長野市） 

 自然が多かったのでよかったです。夏の花火大会。（単身,20歳代,会社員,長野市） 

 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負担してい

ただけると嬉しい。【思い出に残るイベント】カッタカタ祭、臥竜公園桜祭（夫婦,30 歳代,会

社員,その他県内） 

 子育て支援センターが側にあってよかった。カッタカタ祭りが良かった。版画美術館のあるア

ートパーク、ひな人形展、五月人形展、クラフト展も良かった。須坂市に 10年近く住んでいま

した。良い所です。離れるのは淋しいです。また遊びに来ます。（二世代世帯,50歳代,公務員,

長野市） 

 臥竜公園、遠藤酒造場の蔵開きが思い出深い。バス等の交通の便をもっと整備してほしかった。

（二世代世帯,30 歳代,会社員,三大首都圏） 

 好きな場所は臥竜公園。花火のイベント（単身,20歳代,無職,三大首都圏） 

 須坂は蔵のまちや美術館、博物館などの文化的側面と、山、川、畑などの自然、おいしい食べ

物、お酒があるという面、長野市にも近いなど、ベットタウンとしては最高だと思う。（単身,20

歳代,会社員,その他県外） 

 臥竜公園へは毎年花見に行きました。とてもすばらしい桜だと思います。花火も大好きです。

駅前が寂れているのが残念です。ご飯を食べる所も少ない。（単身,30 歳代,会社員,須高地区） 

 スーパーが近くに沢山あたので食料品購入するのにとても便利でした。臥竜公園の桜、カッタ

カタ祭り、ハッチ等沢山の思い出が出来ました。空気もきれいでとても住みやすい場所でした。

（単身,30歳代,公務員,三大首都圏） 

 とても住みやすかったです。臥竜公園の花見や花火もきれいでした。（単身,20歳代,無職,その

他県外） 

 【良】花火大会やイルミネーション等イベントが豊富な事と、市役所の防犯放送等必要な情報

をすぐ発信してもらった事です。【悪】臥竜公園動物園が小さくせっかくハッチという人気者が
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いるのだから大きく綺麗に整備すればいいなと思ったことです。機会があればまた須坂に住み

たいです。良い所でした。（単身,30歳代,公務員,その他県内） 

 

(ス) 工業・労働 (回答数=3) 

 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） 

 もともと３歳までは須坂で生まれ育ったので、なじみもあり住みやすい所でした。主人の仕事

の関係で、またこちらの方へ戻ってくるかもしれません。（夫婦,30歳代,公務員,長野市） 

 高校生活で沢山の友人が出来たこと。友人達と楽しかった学校生活です。就職したくなるよう

な企業がないので県外に出ます。（単身,20 歳代,学生,その他県外） 

 

(セ) 道路 (回答者数=10) 

 四季がはっきりしていて、自然豊かなところ。公共機関があまり発達していないところ。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） 

 仁礼の山にゴミ捨て場を増設してしまうので、景観が失われるし、農作物に悪影響を及ぼす可

能性があるので、出来ることなら、中止していただきたい。菅平に向かう道が直線すぎる(山道

なのに)なので、下ってくる車が、もの凄いスピードで下って来るときがあり、恐い。（単身,20

歳代,公務員,その他県内） 

 横町の銀座通りの魚屋の十字路に信号を取り付けて欲しい。一時停止を無視して通行しようと

する車両が多く危険と思います。（単身,20 歳代,会社員,三大首都圏） 

 道路が汚い(ドロ、砂利)。＋凹凸(マンホール、グレーチングすら段差大) （単身,30 歳代,三

大首都圏） 

 自然が素晴らしい。高速道路ＩＣが近い。（単身,20歳代,会社員,長野市） 

 子育て環境も良く、公園、病院、スーパーも何ヶ所もあり便利だった。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） 

 華やかさが足りない気がします。正直組長が懲りました。道が分かり辛い。３年間ではなじま

なかった。スーパーはたくさんありますが、これといった食べ物屋さんがないのが残念です。

（夫婦,30歳代,会社員,須高地区） 

 道路の状態が良くない。（単身,30歳代,会社員,長野市） 

 道が悪く、分かり辛かった。不便な事が特に無く住みやすかった！（単身,20 歳代,会社員,長
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野市） 

 道路整備は十分に公正に検討して本当に市民の望むことを把握してから行って欲しい。浮世通

り等絶対に残して欲しい。逆に 406 号の村山(綿半付近)～須坂駅～中町の幹線の拡張を望みま

す。（単身,40歳代,会社員,三大首都圏） 

 

(ソ) 公園 (回答者数=15) 

 子供が保育園に行く前は年間パスポートを購入し、よく臥竜公園に遊びに行きました。クラフ

ト展(版画美術館のまわり)に毎年楽しみで行かせて頂きました。（二世代世帯,30歳代,会社員,

長野市） 

 臥竜公園がいつもきれいに清掃されていて良いです。（単身,30歳代,公務員,その他県内） 

 四季折々の風景が素晴らしい。春・桜の名所の臥竜公園で花見が楽しみでした。夏・登山で美

しい草花を見て楽しめる。秋・収穫の季節でリンゴの実がなっている畑の景色。冬・厳しい自

然ですが晴れた日に望む雪をいだいた山の景色が素晴らしい。（単身,50 歳代,家事,三大首都

圏） 

 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） 

 【良】百々川緑地公園、湯っくらんど、くだもの街道。【悪】駅前の衰退、大型店の誘致→長野

市郊外へ流出。長期的な政略不明確。三大都市における知名度希薄。（夫婦,30歳代,会社員,そ

の他県内） 

 ハッチに頼りすぎていたと思う。そこまでメジャーではなかった。動物で町おこしするのは反

対。いずれは死んでしまうから。蔵の町というほど蔵も無い。臥竜公園の桜は立派だと思うし、

峰の原高原というスキー場もあるのだから国内でなく海外に売り込んでみてはどうかと思う。

（単身,20歳代,会社員,三大首都圏） 

 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） 

 生まれてから約 30 年間暮らしてきたので全てです。特に臥竜公園の桜。（単身,20 歳代,会社員,

長野市） 

 仕事の都合で須坂へ来て、最初は田舎の寂しい町だというイメージが強く、早く転勤したいと

思ってましたが、臥竜公園や蔵の町等、住んでいるうちに須坂のいい所が分かって来ました。

（単身,20歳代,公務員,その他県内） 

 臥竜公園の桜が大好きです。（単身,20歳代,無職,その他県外） 

 【良】臥竜公園(ハッチ)見れた。夜の街灯が須坂のイメージに合っていた感じでなんか落ち着
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いた感じが好きでした。(須坂病院あたり) （単身,20 歳代,無職,その他県内） 

 臥竜公園、駅前のシルキィというお店屋さん。市役所の方々の優しい対応してくれた。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,家事,その他県

外） 

 臥竜公園、遠藤酒造場の蔵開きが思い出深い。バス等の交通の便をもっと整備してほしかった。

（二世代世帯,30 歳代,会社員,三大首都圏） 

 好きな場所は臥竜公園。花火のイベント（単身,20歳代,無職,三大首都圏） 

 臥竜公園へは毎年花見に行きました。とてもすばらしい桜だと思います。花火も大好きです。

駅前が寂れているのが残念です。ご飯を食べる所も少ない。（単身,30 歳代,会社員,須高地区） 

 

(タ) 景観 (回答数=20) 

 豊洲の風景、人々の積極性がとても好きでした。（単身,20 歳代,公務員,三大首都圏） 

 四季がはっきりしていて、自然豊かなところ。公共機関があまり発達していないところ。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） 

 仁礼の山にゴミ捨て場を増設してしまうので、景観が失われるし、農作物に悪影響を及ぼす可

能性があるので、出来ることなら、中止していただきたい。菅平に向かう道が直線すぎる(山

道なのに)なので、下ってくる車が、もの凄いスピードで下って来るときがあり、恐い。（単身,20

歳代,公務員,その他県内） 

 須坂の温泉はとてもよかった。大滝を初めて見に行ったが、とてもきれいな紅葉でもう一度行

きたいと思う。（夫婦,30歳代,公務員,その他県内） 

 臥竜公園の桜が大好きでした。（単身,20歳代,会社員,その他県内） 

 四季折々の風景が素晴らしい。春・桜の名所の臥竜公園で花見が楽しみでした。夏・登山で美

しい草花を見て楽しめる。秋・収穫の季節でリンゴの実がなっている畑の景色。冬・厳しい自

然ですが晴れた日に望む雪をいだいた山の景色が素晴らしい。（単身,50 歳代,家事,三大首都

圏） 

 幼少より育ってきた町なので、市内のあらゆる場所に思い出があります。大学、大学院在学中

の帰省時には、良い意味で変わらない須坂の町並みがとても嬉しいです。（単身,20 歳代,その

他,三大首都圏） 

 臥竜公園の桜（単身,20歳代,学生,三大首都圏） 

 何だかすさんでいる。というか荒れている？？ずっと一生大切な場所なので、もっとずーっと

キラキラしていて欲しいと思います。（単身,20歳代,会社員,三大首都圏） 
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 道路が汚い(ドロ、砂利)。＋凹凸(マンホール、グレーチングすら段差大) （単身,30 歳代,三

大首都圏） 

 【良】高いビルが無いので夕日、朝日がキレイ。周りを見渡すと山々が美しい。水道水が飲め

る。【悪】方言が恥ずかしい(おばさん達のしゃべり方がうるさい)頭の固い人が印象悪い。（単

身,40 歳代,会社員,その他県外） 

 自然が素晴らしい。高速道路ＩＣが近い。（単身,20歳代,会社員,長野市） 

 【良】両親がいる。自然が沢山ある。【悪】小学校が汚い。ゴミの分別が大変。（単身,20歳代,

会社員,その他県外） 

 仕事の都合で須坂へ来て、最初は田舎の寂しい町だというイメージが強く、早く転勤したいと

思ってましたが、臥竜公園や蔵の町等、住んでいるうちに須坂のいい所が分かって来ました。

（単身,20歳代,公務員,その他県内） 

 【良】臥竜公園(ハッチ)見れた。夜の街灯が須坂のイメージに合っていた感じでなんか落ち着

いた感じが好きでした。(須坂病院あたり) （単身,20 歳代,無職,その他県内） 

 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） 

 土蔵の町並みがきれい（単身,20 歳代,会社員,三大首都圏） 

 須坂は蔵のまちや美術館、博物館などの文化的側面と、山、川、畑などの自然、おいしい食べ

物、お酒があるという面、長野市にも近いなど、ベットタウンとしては最高だと思う。（単身,20

歳代,会社員,その他県外） 

 街路灯が暗い（単身,50歳代,会社員,長野市） 

 四季折々の美しさがある。果物が美味しいし沢山ある。人が良く住みやすい。（単身,20歳代,

公務員,その他県内） 

 

(チ) 行政経営 (回答者数=15) 

 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） 

 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） 

 【良】百々川緑地公園、湯っくらんど、くだもの街道。【悪】駅前の衰退、大型店の誘致→長野

市郊外へ流出。長期的な政略不明確。三大都市における知名度希薄。（夫婦,30歳代,会社員,そ
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の他県内） 

 ハッチに頼りすぎていたと思う。そこまでメジャーではなかった。動物で町おこしするのは反

対。いずれは死んでしまうから。蔵の町というほど蔵も無い。臥竜公園の桜は立派だと思うし、

峰の原高原というスキー場もあるのだから国内でなく海外に売り込んでみてはどうかと思う。

（単身,20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） 

 長野市への通勤で村山橋、屋島橋が整備され、交通渋滞が少なくなった。静かな町でよかった。

市の独自性、特徴が少ない様な気がする。（二世代世帯,50 歳代,無回答,長野市） 

 静かで良い場所です。長野電鉄は是非残してください。（単身,50歳代,公務員,須高地区） 

 道路整備は十分に公正に検討して本当に市民の望むことを把握してから行って欲しい。浮世通

り等絶対に残して欲しい。逆に 406 号の村山(綿半付近)～須坂駅～中町の幹線の拡張を望みま

す。（単身,40歳代,会社員,三大首都圏） 

 臥竜公園、駅前のシルキィというお店屋さん。市役所の方々の優しい対応してくれた。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,家事,その他県

外） 

 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？(須坂市のゴ

ミを減らしているハズなのに) （単身,20歳代,家事,須高地区） 

 【良】窓から見える景色、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)【悪】交通マナー(細い道でのスピード出しす

ぎ、ウィンカーを出さない 信号待ちで少しでも発進が遅れるとクラクションを鳴らす 右折

優先といわんばかりに突っ込んで来る等) （二世代世帯,40 歳代,公務員,その他県内） 

 スーパーが沢山あって便利だったです。道路が迷路の様で初めは戸惑ったが他の地域ではあま

りない特徴なので、それを活かしたら面白いかも知れないです。約 5 年程住みましたが良い所

でした。ありがとうございました。（夫婦,30歳代,会社員,須高地区） 

 都市部に転入してしみじみ感じましたが須坂に住んでいる方々は大変人情味があると思いま

す。決して須坂が嫌になって出て行く訳ではありませんので、これからも良い市政を続けてく

ださい。宜しくお願い致します。（単身,20 歳代,会社員,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） 

 【良】花火大会やイルミネーション等イベントが豊富な事と、市役所の防犯放送等必要な情報
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をすぐ発信してもらった事です。【悪】臥竜公園動物園が小さくせっかくハッチという人気者が

いるのだから大きく綺麗に整備すればいいなと思ったことです。機会があればまた須坂に住み

たいです。良い所でした。（単身,30歳代,公務員,その他県内） 
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