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(2)  転入者アンケート 

問１ 今回転入されたのは単身ですか、世帯ですか。 

(一つ選択回答、回答者数=129) 

夫婦で

34.9%

単身で

28.7%

二世代世帯（親

と子）
28.7%

三世代世帯（親

と子と孫）
0.8%

その他

5.4%

無回答

1.6%

 

 

問２ 転入された方の転入時の年齢は。 

(一つ選択回答、回答者数=129) 

２０歳未満

1.5%

２０歳代

20.8%

３０歳代

33.1%

４０歳代

14.6%

５０歳代

16.9%

６０歳代

10.0%

７０歳代

1.5%

８０歳以上

0.8%
無回答

0.8%
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問３ 転入された方の職業は。 

(一つ選択回答、回答者数=129) 

会社員（パート

含む）
53.4%

公務員（教育含

む）
22.1%

無職

9.9%

家事

4.6%

商工業者

1.5%

団体職員

1.5%

学生

0.8%
農林業

0.0%

その他

5.3%
無回答

0.8%

 

 

問４ どちらから転入されましたか。 

(一つ選択回答、回答者数=129) 

その他の県内

34.9%

長野市

29.5%

県外（三大都市

圏）
14.0%

その他の県外

13.2%

須高地区（小布

施町・高山村）
7.0%

無回答

1.6%

 

長野市

31.8%

その他の県内

30.0%

県外（三大都市

圏）
17.7%

その他の県外

14.8%

須高地区（小布

施町・高山村）
5.7%

無回答

0.0%
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問５ 須坂市に転入されたときの気持ちはどれですか。 

(一つ選択回答、回答者数=129) 

どちらかといえ

ば、仕方なく転

入した

23.3%

どちらかといえ

ば、早く転入し

たかった

18.6%

早く転入した

かった（須坂市

に住みたかっ

た）

7.8%

仕方なく転入し

た（他市町村に

住みたかった）

7.0%

どちらともいえ

ない
40.3%

無回答

3.1%

 

 

問６ 須坂市に転入された理由はなんですか。 

(世帯で転入された場合は、世帯の理由をお選びください） 

(一つ選択回答、回答者数=129) 

仕事の関係（就

職・転職・転勤）
41.7%

住宅の関係（家

の新築・借家の

借り換え）

25.8%

結婚・親の介護

など家庭の事

情

13.6%

学校の関係（進

学・転校）
3.0%

その他

12.1%

無回答

3.8%

 

 

結婚・親の介護

など家庭の事

情

39.9%

仕事の関係（就

職・転職・転勤）
27.2%

住宅の関係（家

の新築・借家の

借り換え）

17.0%

学校の関係（進

学・転校）
3.5%

その他

11.7%

無回答

0.7%

 

 

平成 20年度調査 



転入者アンケート回答集計 

 34 

その他の主な意見 

 新規事業 

 ご先祖からの住宅、土地を守る為 

 病気治療の為 

 別居 

 家族が須坂にいるから、転勤先から戻った。 

 子供が近くに住んでいる。他。 

 家の事情 

 

問７ 仕事の関係で須坂市に転入された理由は何ですか。 

問６で「１．仕事の関係」と答えた方に伺います。 

(複数選択回答、回答者数=55) 

転勤を命ぜら

れたため
61.1%

須坂で働きた

く、求人があっ

たので

9.3%

須坂に働きた

い会社（事業

所）があった

5.6%

以前の会社（事

業所）よりも条

件の良い会社

にくるため

3.7%

その他

20.4%

 

 

転勤を命ぜら

れたため
47.1%

須坂に働きた

い仕事があっ

た

11.5%

以前の仕事よ

りも条件の良い

会社にくるため

4.6%

須坂で求人が

あったので
2.3%

その他

34.5%

 

 

その他の主な意見 

 定年退職 

 長野に職場があるから。 
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 会社が須坂にあったので 

 起業 

 ホテル廃業となりまして、緊急な事で 3 日の内にホテルを退社して下

さいとのことで住宅も無く、就職支援センターで紹介された。急に言

われたものでハローワークで。 

 

問８ 住宅の関係で須坂市に転入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。 

(複数選択回答、回答者数=34) 

須坂は土地が

安いから
14.3%

須坂は土地が

広いから
11.4%

以前払ってい

た家賃が高

かったから

2.9%

以前住んでい

た借家の間取

りが気に入らな

かったから

2.9%

その他

68.6%

 

その他の主な意見 

 妻の実家 

 職場からの通勤がしやすかった為。 

 実家の母家の隣に家を建てるため。 

 親の面倒を見るため、親の敷地内に新築。 

 須坂市出身で須坂市が永住地だから。 

 須坂は家賃が安く、希望にあう物件が見つかったので 

 親と同居のため 

 ホテル側、緊急で 3 日の内にホテルから(廃業する)退社してくれのこ

と。わけもわからず友達の雇用促進住宅を紹介された。 
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問９ 将来須坂市を転出するつもりはありますか。 

(一つ選択回答、回答者数=129) 

転出する可能

性はない
28.5%

転出する可能

性はある
25.4%

いずれ転出す

るつもりである
14.6%

わからない

28.5%

無回答

3.1%

 

 

転出する可能

性はある
26.9%

転出する可能

性はない
26.5%

わからない

26.5%

いずれ転出す

るつもりである
17.7%

無回答

2.5%

 

 

問 10 転出す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いずれ転出するつもりである」「２転出する可能性はある」と答え

た方に伺います。あてはまるものをすべて記入してください。 

(複数選択回答、回答者数=52) 

就職や転職を

きっかけに
20.7%

住宅の取得を

きっかけに
20.7%

子育てをきっか

けに
12.6%

定年退職など

をきっかけに
12.6%

親などとの同居

をきっかけに
11.5%

結婚をきっかけ

に
4.6%

わからない

2.3%

その他

14.9%
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就職や転職を

きっかけに
27.0%

住宅の取得を

きっかけに
18.7%親などとの同居

をきっかけに
12.6%

子育てをきっか

けに
10.9%

結婚をきっかけ

に
10.0%

わからない

4.8%

定年退職など

をきっかけに
3.5%

その他

12.6%

 

 

 

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、以前住んでいた所

との違い、須坂市に望むことなど、ご自由にお書きください。 

【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。 

 

(ア) 健康 (回答者数=4) 

 住んで良かった所はまだ見つかりません。悪かったところですが、越してきた者には何処にど

んな店があるとか、どこに病院があるとか、詳しく書かれた地図等があると、とても助かると

思います。お店(若者向け)が尐ないので、長野・中野まで足をのばさなければならないのが残

念です。以前、栃木県小山市と長野県上田市にいました。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。最後にアンケート返送遅くなり申し訳ありませんでした。（二世代世帯,30

歳代,会社員,その他県外） 

 【良】加配が必要な子がいればつくところ 【悪】障害者手帳や補償医療の更新に市役所から

連絡がないこと(以前の市ではあった)。（二世代世帯,30歳代,会社員,その他県外） 

 自然豊かで良いのですが、子供が遊べる公園がもっとあるとよいです。新しい住宅地にはある

ようですが古い住宅地にはないのが残念です。あと、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） 

 市の財政上からも言えることであるが、医療費の倹約が大切である。国民に２人に１人が癌に
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なり、３人に１人が癌で死ぬと云われる。１００年前には癌は珍しい病気であったこと医療評

論家の本に書いてあり、三大成人病は殆ど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。もしご要望であれば専門家(医師)を招き、

講演も可能。（夫婦,60 歳代,無職,無回答） 

 

(イ) 福祉 (回答者数=9) 

 ゴミ袋の大きさ(小さい)。保健セミナーが尐ない（二世代世帯,30 歳代,会社員,長野市） 

 カメムシが沢山いて気持ち悪いです。ゴキブリは出てこないので良かったです。カメムシを駆

除してほしいです。盛進堂のあたりの新しい道路の計画は本当に必要なのか？須坂市は長野県

内でも一番求人が尐ないと言われましたが雇用対策や福祉にも力を入れてもらいたい。高速道

路の「須坂長野東 IC」は「須坂 IC」ではいけないのですか？名前がわずらわしいです。（単身,20

歳代,会社員,三大首都圏） 

 住んで良かった所はまだ見つかりません。悪かったところですが、越してきた者には何処にど

んな店があるとか、どこに病院があるとか、詳しく書かれた地図等があると、とても助かると

思います。お店(若者向け)が尐ないので、長野・中野まで足をのばさなければならないのが残

念です。以前、栃木県小山市と長野県上田市にいました。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。最後にアンケート返送遅くなり申し訳ありませんでした。（二世代世帯,30

歳代,会社員,その他県外） 

 子供・１医療機関に支払う手数料 500円は高いと思う。病院、薬局で各 650 円くらいの額なの

で感覚的には全額支払っているのと同じ。東京では(杉並区)窓口で支払う事も無かった。注射・

新型インフルの時に特に思ったが幼児の集団接種検討して欲しい。今後の話だが日本脳炎ぜひ

集団接種を！！。飯綱町は新型も集団でしたし日本脳炎も検討中との事。（二世代世帯,30歳代,

会社員,長野市） 

 【良】加配が必要な子がいればつくところ 【悪】障害者手帳や補償医療の更新に市役所から

連絡がないこと(以前の市ではあった)。（二世代世帯,30歳代,会社員,その他県外） 

 1,自然が豊かで空気が綺麗。2,毎年いろいろなイベントが開催されていて身近に参加できそう。

町歩きに事欠かない。3,隣組の名称が変更され旧町名で現住所表示と同じでないため転入後尐

し戸惑いました。4,粗大ゴミの町内回収日を半年に一度くらい欲しい。5,清掃センターがかな

り山の中で冬場は利用しづらい。もう尐し近くが利用しやすいと思う。6,丸菅電球などの資源

回収はとても良い事だと思う。7,スーパーなどでペットボトル、アルミ缶回収を行っている事

も良い事だと思う。以前住んでいた所ではあまり行われていなかった。（夫婦,50歳代,公務員,

三大首都圏） 
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 自然豊かで良いのですが、子供が遊べる公園がもっとあるとよいです。新しい住宅地にはある

ようですが古い住宅地にはないのが残念です。あと、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） 

 市役所の皆さん色々お世話様になりましてお礼申し上げます。須坂市に来て色々な所があり、

人がらも良く特に役所のみなさんは市長さん、課長さんが良いから他の人もよいのでしょうと

思った。何の物をきいても年の事で聞き取れない、物忘れする。挨拶もしてくれてありがたい

ことです。お預かりしたいこと、いっぱい程あるが皆、金のかかる事ですから。金のかからな

いように、初めてのボランティア講座も行きたいと思った。私も体に健康で年のことで就業つ

くにしても断られ、65 歳過ぎても体力に自信あり、だけどハローワークに行っても断られ、65

歳過ぎても何の仕事をあればなぁと思っています。3月初頭に雇用促進住宅に来て私 1人の色々

な事を知せしたが、どのように考えたのか、人の悩み、友達いない、仕事がなく、私の所にき

て、がんばりなさいと話をかけ 2日位で中野地区内で自殺をしてしまったのです。皆助けてや

りたいが仕事がなく、金も底をついてしまったらしく私にどうすればよいのでしょうと言われ

市役所の福祉課に行って相談をした方が良いとしたら所、終りでした。今年の 2月 4日頃同じ

所で働いておりました所、仕事が断られ、金も無くとうとう又 1人軽五沢で自殺しました。私

助けることも相談のこと働いておればお金を借りをするのであれば社会福祉協議会しようばん

情聴い耳に聞こえている。苦しい時、人を助け一人でいる男の方でも訪問にきて言葉をかけて

歩いたらどうでしょうか。1 人でいる人間はいつ急に倒れるか死をするか巡回してもらいたい。

（単身,60歳代,その他,その他県内） 

 

(ウ) 子育て (回答者数=14) 

 良い所はやはり自然がある事。都会と違い見渡す限りの山々は素晴らしい！子供ものどかな所

でのびのびと育てたかったので良かったです。年配の方もやさしく声をかけてくれて、とって

もあたたかい気持ちになれます。（その他,20歳代,無職,その他県外） 

 保育園、幼稚園の受け入れが充实していること。受け入れに柔軟性があることがとてもいいと

思います。子供を育てやすい環境や子供にとってよい教育環境があることは子育て世代にとっ

てはとても重要な居住条件でもあると思います。（二世代世帯,30 歳代,家事,三大首都圏） 

 子育て中ですが、子育て支援センターが使いやすい(利用しやすい)のはありがたいです。今冬

は雪が多かったが、普段は積雪が尐ないせいか、除雪体制は不十分だと感じました(市民の意識

も含め)。ゴミ収集に伴う「ゴミシール」は事務量が多くなり、人件費がかさむのでは？と心配

していましたが、来年度から有料化とのこと。時代の流れからも止むを得ないのかなと思い、

協力していくつもりですが不法投棄など、マナー違反や不公平感が出ないように制度の整備を
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お願いしたいです。（二世代世帯,30歳代,公務員,その他県内） 

 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。これから沢山の人が須坂に住んでもらうためには、や

はり子供を育てるのに良い環境が整っている町を作る事が老後の保障より先に考えて行政は予

算等を立てる事が良いと思います。子供を育てるにはお金がかかる。母親が安心して働ける様

な環境作り(一時的な現金のばらまきではなくて)長期的な対策が必要だと思います。大学語教

などで若者を呼び寄せる事はもうすでに考えられた事でしょうか。色々な事情もわからず一方

的に書かせていただきました失礼いたしました。（二世代世帯,40 歳代,会社員,その他県内） 

 子供・１医療機関に支払う手数料 500円は高いと思う。病院、薬局で各 650 円くらいの額なの

で感覚的には全額支払っているのと同じ。東京では(杉並区)窓口で支払う事も無かった。注射・

新型インフルの時に特に思ったが幼児の集団接種検討して欲しい。今後の話だが日本脳炎ぜひ

集団接種を！！。飯綱町は新型も集団でしたし日本脳炎も検討中との事。（二世代世帯,30歳代,

会社員,長野市） 

 市内に子供用品量販店が無い。バスの便が悪い。子育て教审等のイベントが平日に行われてい

るので土日に開いてもらいたい。交差点にミラーをつけてもらいたいと市長に手紙を出したら

すぐに対応していただきありがとうございました。学童保育を夜 7 時までにしてもらいたい。

（二世代世帯,30 歳代,公務員,その他県内） 

 仕事の関係で辰野町、塩尻市、諏訪市にも住んだことがありますが、こういうアンケートが来

たのは初めてで更に須坂にいい印象を持ちました。1 年だけ須坂に勤めたこともあり、そのと

きから須坂に好感をもっていました。長野市ほどゴミゴミしていないし、交通の便はいいし、

街おこしをがんばっているように思ったからです。緑あって須坂出身の主人と出会い、永久に

須坂に住むことになりそうで安心しています。今、気になるのは駅前が尐し寂しいのでは…と

いうことです。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实してい

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） 

 須坂に来る前は伊那と飯田に住んでました。場所によって子育ての支援がありますが、飯田で

は、0 歳児、1歳児、2 歳児、3歳児の学級が地区別にありました。月齢が近い、同じ地区の同

学年の子と会う機会になったのでありがたかったです。須坂は地区の集まりはありますが年齢
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もバラバラ、名前もわからないので声がかけにくいです。せめて名前がわかるようにガムテー

プ等で名前をつけるとかしてもらうといいです。でも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） 

 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

どを更に充实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） 

 【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(工作教审とか、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(「…の出前講座」というのがよくあるが、出前？

って何？)。（二世代世帯,20 歳代,家事,その他県内） 

 保育料を安くしてほしい。共働きで税金を納めているのに所得が高いだけで高い保育料はおか

しいのでは…。保育園は基本的に働いている(両親)のが条件ですが、あきらかに働いていない

母親がいるのに保育園へ預けている。きちんと調査するべきだと思います。市役所の窓口の時

間帯を長くしてほしい(須坂市だけとは限らないが)。（二世代世帯,30 歳代,会社員,その他県

内） 

 須坂市は長野に近いし、高速に近いし、ごみごみした感じがなく子供を育てる環境はいいと思

う。私は土地が安く、長野への職場に近いため今の所に決めました。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。今住んでいる五上・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。そう

すればもっと若者は須坂へ来ると思います。（二世代世帯,30歳代,会社員,長野市） 

 自然豊かで良いのですが、子供が遊べる公園がもっとあるとよいです。新しい住宅地にはある

ようですが古い住宅地にはないのが残念です。あと、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） 

 須坂市へ移り住む人が増えるような子育て補助税制、空地(畑)の把握、賃貸の斡旋(南信のある
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村のように) （夫婦,60歳代,無職,無回答） 

 

(エ) 教育 (回答数=8) 

 地域環境(自然)を大切にしている。町並みが整然として、きれいである。人情の厚い人が多い。 

教育に力を入れている。（単身,50歳代,公務員,その他県内） 

 道が分かりにくく迷ってしまうことがあります。近隣の市町村には近く便利だとは思います

が、商業は物足りないと感じております。高校など学校が多くある須坂市ですので学生などが

くつろぐことができる施設とショッピングが楽しめる空間ができればと考えてます。（二世代

世帯,40歳代,会社員,長野市） 

 市内に子供用品量販店が無い。バスの便が悪い。子育て教审等のイベントが平日に行われてい

るので土日に開いてもらいたい。交差点にミラーをつけてもらいたいと市長に手紙を出したら

すぐに対応していただきありがとうございました。学童保育を夜 7 時までにしてもらいたい。

（二世代世帯,30 歳代,公務員,その他県内） 

 須坂に来る前は伊那と飯田に住んでました。場所によって子育ての支援がありますが、飯田で

は、0歳児、1 歳児、2歳児、3歳児の学級が地区別にありました。月齢が近い、同じ地区の同

学年の子と会う機会になったのでありがたかったです。須坂は地区の集まりはありますが年齢

もバラバラ、名前もわからないので声がかけにくいです。せめて名前がわかるようにガムテー

プ等で名前をつけるとかしてもらうといいです。でも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(工作教审とか、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(「…の出前講座」というのがよくあるが、出

前？って何？)。（二世代世帯,20 歳代,家事,その他県内） 

 須坂市は長野に近いし、高速に近いし、ごみごみした感じがなく子供を育てる環境はいいと思

う。私は土地が安く、長野への職場に近いため今の所に決めました。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。今住んでいる五上・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。
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そうすればもっと若者は須坂へ来ると思います。（二世代世帯,30 歳代,会社員,長野市） 

 12 月に引越しをしてきまして、早 4 ヶ月が経ちました。近所の方々にも良くして頂いて、大変

ありがたく思っております。先日、北部児童館へ出掛けた所、小学生が春休み中ということで、

4 歳(年尐)の息子は中で遊ぶ事が出来ず、帰って来ました。児童館は地域の子供の遊ぶ所だと

思っていたのですが、小学生だけの物になっているのでしょうか？。私は小学生と園児が一緒

に遊んでも良いと思うのですが、大人の都合で小学生と園児が一緒に遊べない事、大変残念に

思います。尐子化で兄弟も尐なくなっている中、色々な年の子と関わりの持てる場所としても

尐し児童館も開けた場所になればいいなぁと思いました。息子がこの事で泣いていましたので

書かせていただきました。ありがとうございました。（二世代世帯,20歳代,会社員,その他県内） 

 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） 

 

(オ) 環境 (回答者数=12) 

 交通機関が不便。（単身,60歳代,無職,長野市） 

 以前住んでいた所は買物は不便でした。大型店スーパー等、皆郊外へ出てしまい町中はひっそ

りで困りました。須坂の方は其の点良いのではないかと思いますがまだ馴れていないのではっ

きり分かりません。唯ＴＥＬの須坂版が欲しいです。（二世代世帯,80歳代,無職,その他県内） 

 須坂市に住んで良かった所 空気と水、静か。以前住んでいた所との違い 不便な所が多い。

(例)ショッピング、通院。須坂市に望むこと もう尐し明るく、元気な町に。片寄りが有。（夫

婦,60 歳代,無職,その他県内） 

 カメムシが沢山いて気持ち悪いです。ゴキブリは出てこないので良かったです。カメムシを駆

除してほしいです。盛進堂のあたりの新しい道路の計画は本当に必要なのか？須坂市は長野県

内でも一番求人が尐ないと言われましたが雇用対策や福祉にも力を入れてもらいたい。高速道

路の「須坂長野東 IC」は「須坂 IC」ではいけないのですか？名前がわずらわしいです。（単身,20

歳代,会社員,三大首都圏） 

 私は野沢温泉村に住んでいて須坂市に転入しました。野沢温泉と比べると雪が尐なくてびっく

りしました。その点で生活は楽だと思います。雪が尐なくて良かったです。（単身,20 歳代,会

社員,その他県内） 

 住んで良かった所はまだ見つかりません。悪かったところですが、越してきた者には何処にど

んな店があるとか、どこに病院があるとか、詳しく書かれた地図等があると、とても助かると

思います。お店(若者向け)が尐ないので、長野・中野まで足をのばさなければならないのが残
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念です。以前、栃木県小山市と長野県上田市にいました。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。最後にアンケート返送遅くなり申し訳ありませんでした。（二世代世帯,30

歳代,会社員,その他県外） 

 【良】静かで住みやすい。蔵の町の雰囲気。スキー場等へのアクセスが良い。長野市が近い。

【悪】コンビニが尐ない。飲食店が尐ない。バス、電車など交通機関が整っていない。新築な

ど築年数の浅いアパート等の物件がない。パルムの存在が疑問。道が狭く、不便と思われる信

号機が点在している。駅前が閑散として淋しい。（夫婦,20 歳代,その他,長野市） 

 子育て中ですが、子育て支援センターが使いやすい(利用しやすい)のはありがたいです。今冬

は雪が多かったが、普段は積雪が尐ないせいか、除雪体制は不十分だと感じました(市民の意識

も含め)。ゴミ収集に伴う「ゴミシール」は事務量が多くなり、人件費がかさむのでは？と心配

していましたが、来年度から有料化とのこと。時代の流れからも止むを得ないのかなと思い、

協力していくつもりですが不法投棄など、マナー違反や不公平感が出ないように制度の整備を

お願いしたいです。（二世代世帯,30歳代,公務員,その他県内） 

 ゴミ捨て場が遠い。飲食店が無い。パルムがせつない。駅が汚い。長電が高く利用したくない。

静かで良い。住みたいと思う良いアパートがない。長野市が近い。道が狭くムダな信号機が結

構ある。駅前がひどい。（夫婦,20歳代,公務員,その他県内） 

 会社が長野市北部にあり、会社に近いので便利です。今住んでいる所は近くにドラッグストア

等があり、便利です。（単身,40 歳代,会社員,須高地区） 

 以前はちょっとした買物など自転車で行けたが、どこに行くにも車が無いと不便になってしま

った。その変わり夜はとても静かに眠れるようになった。（二世代世帯,30歳代,会社員,長野市） 

 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） 

 

(カ) 居住環境 (回答者数=31) 

 会社が近くになって良かった。（夫婦,20歳代,会社員,長野市） 

 ゴミ袋の大きさ(小さい)。保健セミナーが尐ない（ 二世代世帯,30歳代,会社員,長野市） 

 可燃ゴミが無料で出せることが良いです。ただ 7 月より有料化されるのが残念です。（夫婦,30

歳代,会社員,その他県内） 

 水道の開栓料をとられたこと(長野市、中野市は無料だった)。市役所が日曜日やっていない事
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(長野市は月一度、日曜日にやっていた)。可燃ゴミ袋のサイズが小さい。区費が高い(長野市は

区の入会費がなかった。毎月の区費だけでした)。又、神社 etc寄付金を取られる事(長野市は

無かった)。須坂市は交通の便利が悪い。お店が尐ない。（二世代世帯,30 歳代,会社員,長野市） 

 町がこじんまりしていて住みやすい。おいしいお店がある。虫が多い。屋内へ害虫が入ってく

る被害が引っ越してすぐに起こり困った。（単身,20歳代,公務員,その他県内） 

 住民税が高いと思った。もう尐し安くても…。冬の除雪が悪いと思う。（夫婦,20歳代,会社員,

須高地区） 

 須坂市に住んで良かった所 空気と水、静か。以前住んでいた所との違い 不便な所が多い。

(例)ショッピング、通院。須坂市に望むこと もう尐し明るく、元気な町に。片寄りが有。（夫

婦,60 歳代,無職,その他県内） 

 水道代が高い。市内で買物等、ほとんどの用が足せる(１つの場所で買い物ができるような、シ

ョッピングセンターがあると便利)。思ったより雪が降る(以前住んでいた所より)(以前はもう

尐し北の方に住んでいた)。（夫婦,30歳代,会社員,その他県内） 

 須坂市は人情細やかで居住地としては長野市にも近く良い所だと思います。村山橋の片側２車

線化が効果大だと思います。長野市に居住する人々が綿半やインター付近の店に買物に来てい

るのをよく見掛けました。（夫婦,50歳代,公務員,長野市） 

 私は野沢温泉村に住んでいて須坂市に転入しました。野沢温泉と比べると雪が尐なくてびっく

りしました。その点で生活は楽だと思います。雪が尐なくて良かったです。（単身,20 歳代,会

社員,その他県内） 

 須坂動物園が近くて良い。長野電鉄を将来も運用できるようお願いします。（二世代世帯,30 歳

代,会社員,長野市） 

 【良】徒歩圏内でなんでも揃うのがありがたいです(市役所、コンビニ、スーパー、駅等)。【悪】

市役所や行政施設の使いにくさや福祉の手薄さにがっかりしました。道路(歩道)もほとんど整

備されていなくてベビーカーなど赤ちゃん連れにはとっても不便です。（二世代世帯,30 歳代,

会社員,長野市） 

 以前住んでいた所より買い物など行きやすい。でも道が分かりにくいし信号がない所が多く右

折しにくい所が多々ある。より住みやすい市にしていってほしいです。（単身,20歳代,公務員,

その他県内） 

 住んで良かった所はまだ見つかりません。悪かったところですが、越してきた者には何処にど

んな店があるとか、どこに病院があるとか、詳しく書かれた地図等があると、とても助かると

思います。お店(若者向け)が尐ないので、長野・中野まで足をのばさなければならないのが残

念です。以前、栃木県小山市と長野県上田市にいました。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
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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。最後にアンケート返送遅くなり申し訳ありませんでした。（二世代世帯,30

歳代,会社員,その他県外） 

 【良】海の家の無料優待券が使えたところ。会社、子供の学校が近くなったところ。【悪】道路

工事などで子供の通学で危険な所をこうして欲しいと頼んだが、市の担当の職員は返事だけで

対応、対処してもらえなかった。適当に返事だけしておけば良いという考えはやめて欲しい。

すぐに対応できなければその理由を言ってもらえれば良いのだから！。須坂市に望む所 もっ

と県内外から注目を浴びる様な施設などを考えるべきです。色々な蔵やモニュメントなどがあ

るが、今一観光の目玉になっていない。ＰＲが弱いのでは？（二世代世帯,40 歳代,会社員,そ

の他県内） 

 【良】静かで住みやすい。蔵の町の雰囲気。スキー場等へのアクセスが良い。長野市が近い。

【悪】コンビニが尐ない。飲食店が尐ない。バス、電車など交通機関が整っていない。新築な

ど築年数の浅いアパート等の物件がない。パルムの存在が疑問。道が狭く、不便と思われる信

号機が点在している。駅前が閑散として淋しい。（夫婦,20 歳代,その他,長野市） 

 子育て中ですが、子育て支援センターが使いやすい(利用しやすい)のはありがたいです。今冬

は雪が多かったが、普段は積雪が尐ないせいか、除雪体制は不十分だと感じました(市民の意識

も含め)。ゴミ収集に伴う「ゴミシール」は事務量が多くなり、人件費がかさむのでは？と心配

していましたが、来年度から有料化とのこと。時代の流れからも止むを得ないのかなと思い、

協力していくつもりですが不法投棄など、マナー違反や不公平感が出ないように制度の整備を

お願いしたいです。（二世代世帯,30歳代,公務員,その他県内） 

 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ず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。これから沢山の人が須坂に住んでもらうためには、や

はり子供を育てるのに良い環境が整っている町を作る事が老後の保障より先に考えて行政は予

算等を立てる事が良いと思います。子供を育てるにはお金がかかる。母親が安心して働ける様

な環境作り(一時的な現金のばらまきではなくて)長期的な対策が必要だと思います。大学語教

などで若者を呼び寄せる事はもうすでに考えられた事でしょうか。色々な事情もわからず一方

的に書かせていただきました失礼いたしました。（二世代世帯,40 歳代,会社員,その他県内） 

 交通の便が悪すぎます！！。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,
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家事,三大首都圏） 

 ゴミ捨て場が遠い。飲食店が無い。パルムがせつない。駅が汚い。長電が高く利用したくない。

静かで良い。住みたいと思う良いアパートがない。長野市が近い。道が狭くムダな信号機が結

構ある。駅前がひどい。（夫婦,20歳代,公務員,その他県内） 

 会社が長野市北部にあり、会社に近いので便利です。今住んでいる所は近くにドラッグストア

等があり、便利です。（単身,40 歳代,会社員,須高地区） 

 私は須坂市で 25才まで暮らしておりました。結婚と同時に主人の仕事の都合であちらこちらに

転居し、もう須坂に戻ってくる事が無いかもと思っていましたが。子供の進学の関係で家族が

バラバラに生活する事となり思い切って私はふるさと須坂での生活を選びました。22年ぶりの

須坂は町並みも変わったところもあり(特に須坂病院付近)蔵づくりは気に入ってます。そして

近くにインターもでき他県へ行く事も他県から入る事もとても便利になりました。須坂に住ん

で一年になりますが、とても満足しています。それは美味しい空気と水と長野県民の持つ人柄

です。これからの須坂に期待する事は富士通が無くなってしまい須坂全体が元気なく思えるの

で他場産業など、みんなで頑張れるものや事で活気あふれる町づくりができたらいいですね。

「住みたい町」のベスト 50(全国ランキング)ぐらいに入れると最高!。その為に市民ひとりひ

とりが考え取り組むその中の 1人に私もなりたいと思います。（二世代世帯,50歳代,会社員,そ

の他県外） 

 1,地区の公園が無く不便。2,町のせいか隣同士の付き合いが無い。3,ゴミの出し方のモラルが

悪すぎる(分別の仕方、ゴミの出す日を守らない等)。4,犬のフン等後始末がされていない(人の

敷地の中へ入って来てまで平気で用を足して行く)。5,スポーツ施設(特に年配向けのマレット

等の)が尐なくつまらない。6,交通ルールを守らない人が多い(街中でも猛スピードで走る車が

多い)。全般に一生住む所ではないと感じた。（二世代世帯,60歳代,会社員,須高地区） 

 1,自然が豊かで空気が綺麗。2,毎年いろいろなイベントが開催されていて身近に参加できそう。

町歩きに事欠かない。3,隣組の名称が変更され旧町名で現住所表示と同じでないため転入後尐

し戸惑いました。4,粗大ゴミの町内回収日を半年に一度くらい欲しい。5,清掃センターがかな

り山の中で冬場は利用しづらい。もう尐し近くが利用しやすいと思う。6,丸菅電球などの資源

回収はとても良い事だと思う。7,スーパーなどでペットボトル、アルミ缶回収を行っている事

も良い事だと思う。以前住んでいた所ではあまり行われていなかった。（夫婦,50歳代,公務員,

三大首都圏） 

 いつも間近に山々を眺める事が出来て、静かに暮らせることを何よりも幸せだと思います。身

近に何でも揃い、何処へ行くにも交通機関が発達していて不自由なく外出できる便利さは無い

ものの、その代わり得られるものが大きいと多尐の不便さは我慢です。この地へ来て道ですれ

違う方々、何方も挨拶して通り過ぎられ、親しみさと共に感心することしきりです。上下水道

代が今迄より 2 倍近いことには尐々驚きましたが、これもこの地の水道源の事も有るのかと考

えたりします。未だ各地区、町名などよく分からず、市の公のもので市街地図、或いは防災マ
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ップ等があれば嬉しく思います。観光用の市内を廻る地図はよく目にしますが、町名、番地な

どのある普通の須坂市の地図があればと、思います。又、街角に地名、番地があれば良いかと

思います。（単身,70 歳代,家事,三大首都圏） 

 【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。【望

む事】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） 

 【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。旧上高五支所

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。【悪】スーパーは多いのに、もう尐しという店がない。ジャスコがかろうじて残

っているのはありがたいですが、子供用品を含めた衣料品、電気店、ホームセンター(綿半はあ

りますが)欲を言えばもう尐し須坂に近いところ、運転して行きやすい所にあるとありがたいで

す(小さな子供がいる身では地理の不案内な長野の大型店までは恐くて行けません)。図書館が

小さい。松本、塩尻等に住みましたが周辺市町村の図書館も利用できて便利でした(小布施以外

にも須坂市民が利用できる市町村があるのでしょうか？)また松本、塩尻とも各分館が小さいな

がらもあるため、インターネット予約で分館に取り寄せてもらい、貸し出し返却が行えて便利

でした。町の規模も違うし、人手の問題もあるのかと思いますが。図書館のインターネット政

策、塩尻、松本、伊那に比べ利用しにくいように感じます。中央の支援センターがあまりに混

んでいて利用しにくいです(北部が空いているそうなので、いずれ行ってみようと思いますが

…)。建物も古く、せまいし、子供のトイレも利用しにくいです。職員の皆さんはみな感じが良

いのですが…。生ゴミ処理にダンボール推肥が推奨されてますが、どれだけ取り組まれている

方がいるのか疑問です(アパートで失敗すればそれがゴミになり、においも心配で。かつて多か

ったゴミ処理機の助成は経費が大きい問題があるとは思いますが)。ポリオの予防接種をもう尐

し尐人数に分けて欲しい(塩尻は地図毎 1ｍくらいに設定され都合の良い会場に行けた)。小布

施・中野もそうですが、市役所のＨＰを充实してほしい(手続き、施設の概要、利用方法や対象

など)。【その他】市役所の緑化のとりくみ、手入れもセンスもいいと思います。玄関の寄せ植

えは来庁時の楽しみです。（二世代世帯,40歳代,公務員,その他県内） 

 以前はちょっとした買物など自転車で行けたが、どこに行くにも車が無いと不便になってしま

った。その変わり夜はとても静かに眠れるようになった。（二世代世帯,30歳代,会社員,長野市） 
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 踏切が暗くわかりづらい為、遮断機を光らせるなどして目立つようにしてほしいです。实際に

須坂市に来て間もないころ、夜、踏切に気づかず一時停止なしで進入してしまい、ヒヤリとし

たことがあります。住宅の間に線路や踏切がある為"いきなり踏切が出現する"という印象を受

けました。スーパーやコンビニ、飲食店などが充实とはいかないまでも、一通り揃っており暮

らしやすい街だと思いました。夜まで営業してくれる Cafeなどあると更に嬉しいのですが…。

（夫婦,20歳代,会社員,三大首都圏） 

 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） 

 須坂市へ移り住む人が増えるような子育て補助税制、空地(畑)の把握、賃貸の斡旋(南信のある

村のように) （夫婦,60歳代,無職,無回答） 

 

(キ) 安心・安全 (回答者数=13) 

 村山から市内への道路が片側一車線で狭く、歩道も貧弱。刑務所から村山へ向かう道が警察署

の西から狭くなる。須坂インター～警察署～小布施方面に抜ける大きな一本道が欲しい。臥竜

公園以外に大きな公園が無い。（その他,50 歳代,団体職員,その他県内） 

 水道代が高い。市内で買物等、ほとんどの用が足せる(１つの場所で買い物ができるような、シ

ョッピングセンターがあると便利)。思ったより雪が降る(以前住んでいた所より)(以前はもう

尐し北の方に住んでいた)。（夫婦,30歳代,会社員,その他県内） 

 市内散策も歩道が大変歩きにくく高低があり、点字ブロックは大変危険です。車椅子は通れな

い所が多く感じます。（夫婦,60 歳代,無職,三大首都圏） 

 1,地区の公園が無く不便。2,町のせいか隣同士の付き合いが無い。3,ゴミの出し方のモラルが

悪すぎる(分別の仕方、ゴミの出す日を守らない等)。4,犬のフン等後始末がされていない(人の

敷地の中へ入って来てまで平気で用を足して行く)。5,スポーツ施設(特に年配向けのマレット

等の)が尐なくつまらない。6,交通ルールを守らない人が多い(街中でも猛スピードで走る車が

多い)。全般に一生住む所ではないと感じた。（二世代世帯,60歳代,会社員,須高地区） 

 市内に子供用品量販店が無い。バスの便が悪い。子育て教审等のイベントが平日に行われてい

るので土日に開いてもらいたい。交差点にミラーをつけてもらいたいと市長に手紙を出したら

すぐに対応していただきありがとうございました。学童保育を夜 7 時までにしてもらいたい。

（二世代世帯,30 歳代,公務員,その他県内） 

 【良】地元自治会が大変親切で早く順応できました。本当に感謝しています。割りと人間関係

は良好な地域です。【悪】市内全体に道が狭く、特に「歩道」が狭くて危険と感じます。大型ト
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ラックの通行も制限できないでしょうか!。【望む事】須坂市は扇状地で坂がきつい町なので移

動に疲れる。縦方向の道路整備よりも移動し易い横方向の道路設備を整備して欲しい。こうい

うアンケートは今までありませんでした。市の皆様の尐しでも良くしようという気持ちに感動

し、嬉しいです。（夫婦,60歳代,無職,その他県外） 

 色々なスーパーがあり、とても便利です(須坂市)。子供が生まれてベビーカーでおさんぽに行

きたいのだが、なかなか危険な道しかなく、ちょっと外に出にくいです。公園も小学校が近い

せいか近くに無くちょっと･･･。（夫婦,30歳代,会社員,三大首都圏） 

 静かで治安が良い。綿半が近くて便利。長野市に近い。中野に行くにも近い。子供の頃は高山

村にいたんですが、須坂はなれ親しんでいた所なのでとても住みやすいです。4～5年、長野に

いたんですが、須坂は支所がないとこが尐し不便。かっぱ寿司の上の踏み切りの尐し手前のＴ

字路の交差点、いつも通るたび危ないなぁと思います。信号つけても、すぐ踏み切りがあるか

ら渋滞になりそうだけど･･･。長野に比べて町内会?みたいなことが多い。尐し面倒。（夫婦,20

歳代,会社員,長野市） 

 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） 

 明徳町に住んでおりますが、家の隣の道路は大型車の通行があります。通学路(小学校の)でも

あり大変あぶないと思っておりますが、トラックがものすごい速度で走っていきます。できれ

ば(通るのであれば)バスのみにして頂きたいと思います。（夫婦,20歳代,団体職員,長野市） 

 踏切が暗くわかりづらい為、遮断機を光らせるなどして目立つようにしてほしいです。实際に

須坂市に来て間もないころ、夜、踏切に気づかず一時停止なしで進入してしまい、ヒヤリとし

たことがあります。住宅の間に線路や踏切がある為"いきなり踏切が出現する"という印象を受

けました。スーパーやコンビニ、飲食店などが充实とはいかないまでも、一通り揃っており暮

らしやすい街だと思いました。夜まで営業してくれる Cafeなどあると更に嬉しいのですが…。

（夫婦,20歳代,会社員,三大首都圏） 

 転入手続きに市役所に行ったところ、すぐ声をかけていただいて須坂市の案内もしてくださっ

た。とても親切で驚きました。助かりました。ゴミ出しのルール等、徹底されていて住民の皆

さんもきちんと整然と守られていて素晴らしいと思います。車の運転をしていてヒヤッとする

事があります。赤信号でも高速で入ってきたり、歩行者も横断歩道以外の車通りの多い車道を

渡られたり「須坂は運転が荒い」という話を聞いてきましたが、实感してしまいました。市全

体で交通ルールを再確認されたらと思います。（夫婦,40 歳代,会社員,その他県内） 
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 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） 

 

(ク) 文化振興 (回答者数=3) 

 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。軽五沢から湯田中まで「ワイン列車」を走らせれば軽五沢のお実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） 

 交通の便が悪すぎます！！。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） 

 ゴミ捨て場が遠い。飲食店が無い。パルムがせつない。駅が汚い。長電が高く利用したくない。

静かで良い。住みたいと思う良いアパートがない。長野市が近い。道が狭くムダな信号機が結

構ある。駅前がひどい。（夫婦,20歳代,公務員,その他県内） 

 

(ケ) 生涯学習 (回答者数=4) 

 助け合い推進大会良かったです。（二世代世帯,50 歳代,会社員,その他県外） 

 昨年(21年度)10月に須坂市にお世話になり須坂ハイランドに移って来ました。特に感心したこ

とは各市内整備は大変と思います。また蔵の町通りふれあえる所が多くありすばらしいと思い

ました。私は年を取っており毎日百々川マレットゴルフ場に行き健康を求めに行っています。

ありがとうございます。（その他,70歳代,無職,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、
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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。旧上高五支所

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。【悪】スーパーは多いのに、もう尐しという店がない。ジャスコがかろうじて残

っているのはありがたいですが、子供用品を含めた衣料品、電気店、ホームセンター(綿半はあ

りますが)欲を言えばもう尐し須坂に近いところ、運転して行きやすい所にあるとありがたいで

す(小さな子供がいる身では地理の不案内な長野の大型店までは恐くて行けません)。図書館が

小さい。松本、塩尻等に住みましたが周辺市町村の図書館も利用できて便利でした(小布施以外

にも須坂市民が利用できる市町村があるのでしょうか？)また松本、塩尻とも各分館が小さいな

がらもあるため、インターネット予約で分館に取り寄せてもらい、貸し出し返却が行えて便利

でした。町の規模も違うし、人手の問題もあるのかと思いますが。図書館のインターネット政

策、塩尻、松本、伊那に比べ利用しにくいように感じます。中央の支援センターがあまりに混

んでいて利用しにくいです(北部が空いているそうなので、いずれ行ってみようと思いますが

…)。建物も古く、せまいし、子供のトイレも利用しにくいです。職員の皆さんはみな感じが良

いのですが…。生ゴミ処理にダンボール推肥が推奨されてますが、どれだけ取り組まれている

方がいるのか疑問です(アパートで失敗すればそれがゴミになり、においも心配で。かつて多か

ったゴミ処理機の助成は経費が大きい問題があるとは思いますが)。ポリオの予防接種をもう尐

し尐人数に分けて欲しい(塩尻は地図毎 1ｍくらいに設定され都合の良い会場に行けた)。小布

施・中野もそうですが、市役所のＨＰを充实してほしい(手続き、施設の概要、利用方法や対象

など)。【その他】市役所の緑化のとりくみ、手入れもセンスもいいと思います。玄関の寄せ植

えは来庁時の楽しみです。（二世代世帯,40歳代,公務員,その他県内） 

 地元、郷土に愛着を持てるように地名研究(大字小字)会や方言、郷土文化研究会を立ち上げる。

（夫婦,60歳代,無職,無回答） 

 

(コ) 農業 (回答者数=1) 

 今迄、山口県、広島県、兵庫県、大阪府、新潟県と移り住みましたが他県と比較して人情的に

魅力ある市だと思います。施設的には道路幅の狭い事、自転車歩行者の道路帯が無く、危険を

感じます。今迄住んだどこの地よりも道路事情が悪いと思います。特に 403 号線。観光的には

小布施のネームバリューは高く、西国まで聞こえてきます。それも魅力的に。一方須坂は？。

春から秋にかけての果实、紅葉等豊かな文化の須坂市。もっと上手くアピールできたらなぁ…

と思っています。（夫婦,60歳代,会社員,その他県外） 

 

(サ) 商業 (回答者数=5) 

 道が分かりにくく迷ってしまうことがあります。近隣の市町村には近く便利だとは思いますが、

商業は物足りないと感じております。高校など学校が多くある須坂市ですので学生などがくつ
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ろぐことができる施設とショッピングが楽しめる空間ができればと考えてます。（二世代世

帯,40 歳代,会社員,長野市） 

 長電やＪＲの実車にラッシュ時を避けて自転車を同乗させられるようにする。観光実として又

健康的にも好ましいと思われる。階上駅は土産物やレストラン？或は喫茶店等に利用し、昔通

りに戻すとか出来ないか。家族で休日に県内を走りたい人も多いと思う。須坂市は道が狭いの

で危ないかもしれないが。（夫婦,60歳代,無職,無回答） 

 市の南北両側を鉱毒(亜硫酸水)川が流れている所など全国的に珍しいと思うので逆転の発想で

赤松、石南花、アジサイ、ツツジ等酸性土壌に適した植物で臥竜山や四囲の山をバックに大庭

園を造り、観光に一役買ってもらう(園芸高校造園課生徒や庭師さんにもボランティア精神で安

賃金で協力してもらって造ったり、手入れをする) （夫婦,60歳代,無職,無回答） 

 農産物直売所や上記の盆栽や鉢植等販売する大きな店、飲食店を設ける(中野市のオランチェの

ように大型バスが何台も入るようにする) （夫婦,60歳代,無職,無回答） 

 名物や特産品の一層の開発。（夫婦,60歳代,無職,無回答） 

 

(シ) 観光 (回答者数=4) 

 買物する所がなく不便。公共施設が充实していない(図書館)活気が無く暗いイメージ。市役所

の出張所(土日利用できる)がほしい(公的書類取得、各種届出ができるため)。（二世代世帯,30

歳代,会社員,その他県内） 

 今迄、山口県、広島県、兵庫県、大阪府、新潟県と移り住みましたが他県と比較して人情的に

魅力ある市だと思います。施設的には道路幅の狭い事、自転車歩行者の道路帯が無く、危険を

感じます。今迄住んだどこの地よりも道路事情が悪いと思います。特に 403 号線。観光的には

小布施のネームバリューは高く、西国まで聞こえてきます。それも魅力的に。一方須坂は？。

春から秋にかけての果实、紅葉等豊かな文化の須坂市。もっと上手くアピールできたらなぁ…

と思っています。（夫婦,60歳代,会社員,その他県外） 

 市長さんと一部の方々そしてカンガルーの一家が町おこしで頑張っておられることは情報発信

でよく判るのですが、他は竜ヶ池の桜と田中本家しか知られていません。どこの街もそうです

が須坂は特にさびれている感があります。（夫婦,60歳代,無職,無回答） 

 観光資源を整備(路等)し不動尊や不動滝、ゴミ池破風高原等、楓やシャクナゲ植裁(国立公園内

は除く)アジサイ、ツツジ 実を呼べないか。（夫婦,60 歳代,無職,無回答） 

 

(ス) 道路 (回答者数=26) 

 水道の開栓料をとられたこと(長野市、中野市は無料だった)。市役所が日曜日やっていない事

(長野市は月一度、日曜日にやっていた)。可燃ゴミ袋のサイズが小さい。区費が高い(長野市は
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区の入会費がなかった。毎月の区費だけでした)。又、神社 etc寄付金を取られる事(長野市は

無かった)。須坂市は交通の便利が悪い。お店が尐ない。（二世代世帯,30 歳代,会社員,長野市） 

 村山から市内への道路が片側一車線で狭く、歩道も貧弱。刑務所から村山へ向かう道が警察署

の西から狭くなる。須坂インター～警察署～小布施方面に抜ける大きな一本道が欲しい。臥竜

公園以外に大きな公園が無い。（その他,50 歳代,団体職員,その他県内） 

 須坂市は人情細やかで居住地としては長野市にも近く良い所だと思います。村山橋の片側２車

線化が効果大だと思います。長野市に居住する人々が綿半やインター付近の店に買物に来てい

るのをよく見掛けました。（夫婦,50歳代,公務員,長野市） 

 市内散策も歩道が大変歩きにくく高低があり、点字ブロックは大変危険です。車椅子は通れな

い所が多く感じます。（夫婦,60 歳代,無職,三大首都圏） 

 カメムシが沢山いて気持ち悪いです。ゴキブリは出てこないので良かったです。カメムシを駆

除してほしいです。盛進堂のあたりの新しい道路の計画は本当に必要なのか？須坂市は長野県

内でも一番求人が尐ないと言われましたが雇用対策や福祉にも力を入れてもらいたい。高速道

路の「須坂長野東 IC」は「須坂 IC」ではいけないのですか？名前がわずらわしいです。（単身,20

歳代,会社員,三大首都圏） 

 【良】徒歩圏内でなんでも揃うのがありがたいです(市役所、コンビニ、スーパー、駅等)。【悪】

市役所や行政施設の使いにくさや福祉の手薄さにがっかりしました。道路(歩道)もほとんど整

備されていなくてベビーカーなど赤ちゃん連れにはとっても不便です。（二世代世帯,30 歳代,

会社員,長野市） 

 混むわりに道が狭いところが気になる。（二世代世帯,30 歳代,会社員,長野市） 

 以前住んでいた所より買い物など行きやすい。でも道が分かりにくいし信号がない所が多く右

折しにくい所が多々ある。より住みやすい市にしていってほしいです。（単身,20歳代,公務員,

その他県内） 

 【良】海の家の無料優待券が使えたところ。会社、子供の学校が近くなったところ。【悪】道路

工事などで子供の通学で危険な所をこうして欲しいと頼んだが、市の担当の職員は返事だけで

対応、対処してもらえなかった。適当に返事だけしておけば良いという考えはやめて欲しい。

すぐに対応できなければその理由を言ってもらえれば良いのだから！。須坂市に望む所 もっ

と県内外から注目を浴びる様な施設などを考えるべきです。色々な蔵やモニュメントなどがあ

るが、今一観光の目玉になっていない。ＰＲが弱いのでは？（二世代世帯,40 歳代,会社員,そ

の他県内） 

 【良】静かで住みやすい。蔵の町の雰囲気。スキー場等へのアクセスが良い。長野市が近い。

【悪】コンビニが尐ない。飲食店が尐ない。バス、電車など交通機関が整っていない。新築な

ど築年数の浅いアパート等の物件がない。パルムの存在が疑問。道が狭く、不便と思われる信



転入者アンケート回答集計 

 55 

号機が点在している。駅前が閑散として淋しい。（夫婦,20 歳代,その他,長野市） 

 長電やＪＲの実車にラッシュ時を避けて自転車を同乗させられるようにする。観光実として又

健康的にも好ましいと思われる。階上駅は土産物やレストラン？或は喫茶店等に利用し、昔通

りに戻すとか出来ないか。家族で休日に県内を走りたい人も多いと思う。須坂市は道が狭いの

で危ないかもしれないが。（夫婦,60歳代,無職,無回答） 

 道路が判りにくい、狭い、尐ない。（例 案内板やＬＥＤ等で色別矢印等の工夫。メセナへ４回

も行ったがその度に迷った等々。広域農道本郷交差点の不便。特にすごい遺跡でも無いのに(こ

の程度のものは全国に無数にあると思われる)駐車場も無ければ横に資料館も無くただ不便。大

型車がすれ違い出来ない。国道４０３号、４０６号とも渋滞しやすい上に工事をすると廻り道

が尐ない。道路計画をもう尐ししっかりやって欲しい。（夫婦,60歳代,無職,無回答） 

 交通の便が悪すぎます！！。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） 

 生まれ育った須坂市はやっぱり落ち着きます。今リハビリの毎日ですが元気な体になったら、

もう尐し須坂市を歩いて見てまわりたいと思います。その為にも歩きやすい歩道や車イスでも

通れる歩道にしてほしいです。それから以前、リハビリを兼ねて臥竜公園に行ったのですが雤

の後で道が水たまりだったり、ぬかっていたりと、とても歩ける所ではありませんでした。し

かたなく小布施のハイウェイオアシスに行ったのですが、とてもよく整備されていました。須

坂市も臥竜公園のまわりがあんなふうであったらと思います。桜の時期だけでなくいつでもに

ぎやかだといいですね…。（単身,50歳代,公務員,その他県内） 

 ゴミ捨て場が遠い。飲食店が無い。パルムがせつない。駅が汚い。長電が高く利用したくない。

静かで良い。住みたいと思う良いアパートがない。長野市が近い。道が狭くムダな信号機が結

構ある。駅前がひどい。（夫婦,20歳代,公務員,その他県内） 

 道が分かりにくく迷ってしまうことがあります。近隣の市町村には近く便利だとは思いますが、

商業は物足りないと感じております。高校など学校が多くある須坂市ですので学生などがくつ

ろぐことができる施設とショッピングが楽しめる空間ができればと考えてます。（二世代世

帯,40 歳代,会社員,長野市） 

 駅前なのに閑散としているのが、とても残念です。駅前がにぎやかになる様にせっかく果物や

野菜がおいしい須坂市ですから朝市や地元の野菜、果物を売ったり、それを使って作ったカフ

ェや定食屋さん等を作ったらどうでしょうか？。地元のシェフと地元の農家とで手を組んだイ

ベントなんかも面白そうですが。須坂の果物はどこに行って買えばいいのかわかりません(野菜
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も)。道が急に狭くなったりわかりづらい。（単身,30歳代,公務員,須高地区） 

 活気が全く無い。お店を増やす事で人口も増えるかと思います。交通の便が悪く困っている。

どのお店も閉店時間が早く買い物が不便です。以前は首都圏に住んでおり、人集めで良くあち

らでイベントを開き常に活気に満ち溢れ充实した日々でした。須坂でも若い人が集まる様なイ

ベントを開いて欲しいです。（二世代世帯,40歳代,会社員,三大首都圏） 

 市内に子供用品量販店が無い。バスの便が悪い。子育て教审等のイベントが平日に行われてい

るので土日に開いてもらいたい。交差点にミラーをつけてもらいたいと市長に手紙を出したら

すぐに対応していただきありがとうございました。学童保育を夜 7 時までにしてもらいたい。

（二世代世帯,30 歳代,公務員,その他県内） 

 【良】地元自治会が大変親切で早く順応できました。本当に感謝しています。割りと人間関係

は良好な地域です。【悪】市内全体に道が狭く、特に「歩道」が狭くて危険と感じます。大型ト

ラックの通行も制限できないでしょうか!。【望む事】須坂市は扇状地で坂がきつい町なので移

動に疲れる。縦方向の道路整備よりも移動し易い横方向の道路設備を整備して欲しい。こうい

うアンケートは今までありませんでした。市の皆様の尐しでも良くしようという気持ちに感動

し、嬉しいです。（夫婦,60歳代,無職,その他県外） 

 【良】転入届の窓口がすぐに対応したこと。警察の免許証の住民票届がすぐに対応したこと。

りんご、ぶどう、桃等の果物が安く食べられること。四季折々の花、季節感があり、精神衛生

上良い。【悪】刑務所官舎側道路が全体的に舗装されていないので早く舗装してほしいことと、

一方通行を止めて欲しい。【望む事】ゴミの分別についてプラスチックごみは可燃物と一緒にし

てもらいたい。なお氏名表示は個人情報保護上止めて欲しい。（単身,50 歳代,公務員,その他県

外） 

 今迄、山口県、広島県、兵庫県、大阪府、新潟県と移り住みましたが他県と比較して人情的に

魅力ある市だと思います。施設的には道路幅の狭い事、自転車歩行者の道路帯が無く、危険を

感じます。今迄住んだどこの地よりも道路事情が悪いと思います。特に 403 号線。観光的には

小布施のネームバリューは高く、西国まで聞こえてきます。それも魅力的に。一方須坂は？。

春から秋にかけての果实、紅葉等豊かな文化の須坂市。もっと上手くアピールできたらなぁ…

と思っています。（夫婦,60歳代,会社員,その他県外） 

 静かで治安が良い。綿半が近くて便利。長野市に近い。中野に行くにも近い。子供の頃は高山

村にいたんですが、須坂はなれ親しんでいた所なのでとても住みやすいです。4～5年、長野に

いたんですが、須坂は支所がないとこが尐し不便。かっぱ寿司の上の踏み切りの尐し手前のＴ

字路の交差点、いつも通るたび危ないなぁと思います。信号つけても、すぐ踏み切りがあるか

ら渋滞になりそうだけど･･･。長野に比べて町内会?みたいなことが多い。尐し面倒。（夫婦,20

歳代,会社員,長野市） 

 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
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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） 

 明徳町に住んでおりますが、家の隣の道路は大型車の通行があります。通学路(小学校の)でも

あり大変あぶないと思っておりますが、トラックがものすごい速度で走っていきます。できれ

ば(通るのであれば)バスのみにして頂きたいと思います。（夫婦,20歳代,団体職員,長野市） 

 転入手続きに市役所に行ったところ、すぐ声をかけていただいて須坂市の案内もしてくださっ

た。とても親切で驚きました。助かりました。ゴミ出しのルール等、徹底されていて住民の皆

さんもきちんと整然と守られていて素晴らしいと思います。車の運転をしていてヒヤッとする

事があります。赤信号でも高速で入ってきたり、歩行者も横断歩道以外の車通りの多い車道を

渡られたり「須坂は運転が荒い」という話を聞いてきましたが、实感してしまいました。市全

体で交通ルールを再確認されたらと思います。（夫婦,40 歳代,会社員,その他県内） 

 

(セ) 公園 (回答者数=4) 

 村山から市内への道路が片側一車線で狭く、歩道も貧弱。刑務所から村山へ向かう道が警察署

の西から狭くなる。須坂インター～警察署～小布施方面に抜ける大きな一本道が欲しい。臥竜

公園以外に大きな公園が無い。（その他,50 歳代,団体職員,その他県内） 

 生まれ育った須坂市はやっぱり落ち着きます。今リハビリの毎日ですが元気な体になったら、

もう尐し須坂市を歩いて見てまわりたいと思います。その為にも歩きやすい歩道や車イスでも

通れる歩道にしてほしいです。それから以前、リハビリを兼ねて臥竜公園に行ったのですが雤

の後で道が水たまりだったり、ぬかっていたりと、とても歩ける所ではありませんでした。し

かたなく小布施のハイウェイオアシスに行ったのですが、とてもよく整備されていました。須

坂市も臥竜公園のまわりがあんなふうであったらと思います。桜の時期だけでなくいつでもに

ぎやかだといいですね…。（単身,50歳代,公務員,その他県内） 

 自然豊かで良いのですが、子供が遊べる公園がもっとあるとよいです。新しい住宅地にはある

ようですが古い住宅地にはないのが残念です。あと、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） 

 小さな子供がいるので近くに公園が欲しい。新しい公園がない(古い公園ばかり)。幼稚園、保

育園なども建物が古い。市役所は月 1でいいので土曜日に開けて欲しい。（二世代世帯,30歳代,
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会社員,長野市） 

 

(ソ) 景観 (回答者数=12) 

 良い所はやはり自然がある事。都会と違い見渡す限りの山々は素晴らしい！子供ものどかな所

でのびのびと育てたかったので良かったです。年配の方もやさしく声をかけてくれて、とって

もあたたかい気持ちになれます。（その他,20歳代,無職,その他県外） 

 地域環境(自然)を大切にしている。町並みが整然として、きれいである。人情の厚い人が多い。

教育に力を入れている。（単身,50歳代,公務員,その他県内） 

 町中に人がいない。商店、食堂、スーパー、医者。どこへ行っても人がいない。歩いている人

はまったくいない。全てに活気が無い。夕張市の様。（単身,50歳代,会社員,三大首都圏） 

 【良】静かで住みやすい。蔵の町の雰囲気。スキー場等へのアクセスが良い。長野市が近い。

【悪】コンビニが尐ない。飲食店が尐ない。バス、電車など交通機関が整っていない。新築な

ど築年数の浅いアパート等の物件がない。パルムの存在が疑問。道が狭く、不便と思われる信

号機が点在している。駅前が閑散として淋しい。（夫婦,20 歳代,その他,長野市） 

 活気が全く無い。お店を増やす事で人口も増えるかと思います。交通の便が悪く困っている。

どのお店も閉店時間が早く買い物が不便です。以前は首都圏に住んでおり、人集めで良くあち

らでイベントを開き常に活気に満ち溢れ充实した日々でした。須坂でも若い人が集まる様なイ

ベントを開いて欲しいです。（二世代世帯,40歳代,会社員,三大首都圏） 

 1,自然が豊かで空気が綺麗。2,毎年いろいろなイベントが開催されていて身近に参加できそう。

町歩きに事欠かない。3,隣組の名称が変更され旧町名で現住所表示と同じでないため転入後尐

し戸惑いました。4,粗大ゴミの町内回収日を半年に一度くらい欲しい。5,清掃センターがかな

り山の中で冬場は利用しずらい。もう尐し近くが利用しやすいと思う。6,丸菅電球などの資源

回収はとても良い事だと思う。7,スーパーなどでペットボトル、アルミ缶回収を行っている事

も良い事だと思う。以前住んでいた所ではあまり行われていなかった。（夫婦,50歳代,公務員,

三大首都圏） 

 【良】静かで景色も良い(北信亓岳、アルプス)。自然がすばらしい(臥竜公園、米子滝、峰の原

高原、千曲川)。長野市に近い(通勤、通学に便利)。税金が安い。住民同士の温かな繋がりが感

じられる。【悪】市政の考え方が閉鎖的で結果的に市の産業を失速させている(市の入札等を市

の業社だけに指定している部分があり、市外のより良い情報や技術が取り入れられずに、結果

最良の物資や格安資源が取り入れられず損をしている)。大型店勧誘ができていない。駅前通り

も活気がない。魅力が無い。【望む事】隣接する市町村との連携(特に長野市)。蔵の町らしい魅

力ある街作り。（単身,40歳代,会社員,その他県外） 

 日曜の朝などに市役所から放送があることに驚きました(老人の迷子など)。資源ゴミの回収が

月一回ごとなのは尐ない。どうしてもだせない日にかさなると一ヶ月待たなくてはならないの
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は不便。図書館の蔵書の種類が尐ない。街灯が尐なくて夜怖い。もっと街中に飲食店が欲しい。

（単身,20歳代,会社員,三大首都圏） 

 【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(工作教审とか、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(「…の出前講座」というのがよくあるが、出前？

って何？)。（二世代世帯,20 歳代,家事,その他県内） 

 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） 

 須坂市役所の展望审からの眺望は最高です。北信亓岳が見れて何度も登りたくなります。ただ

反対側に何の説明も無くて尐し残念です。これから春の桜、ハッチがいなくなったけれど動物

園にもまた行ってみたいです。日曜などに駅前や中央通りの辺りを歩いていて観光実が目につ

かないのは気になります。冬のこの時期だから人がいないのかしらと思い淋しく感じました。

バスツアーの類いを企画して、お得な信州のパックツアーを組むなどしてもっと賑わいのある

市になって欲しいです。ハッチ二世は宠伝しないのですが。人の流れが活発になって若い人で

も魅力のある街に変わって欲しいです。水道料金は今迄の所と比べ 2 倍の高さです。（夫婦,50

歳代,公務員,三大首都圏） 

 1,須坂駅前に活気を!!。ミスタードーナツが撤退して駅前が更に寂しくなった。駅ビル 1Fの空

スペースの活用を進めてほしい。できればファーストフードや喫茶店などが入ってもらいたい。

2,須坂グルメを PR しよう「いけいけすざか」だけでは物足りない。みそグルメだけではないは

ず。須坂には良い店が多い。栗中華の盛進堂、浙江亭本店のラーメン。だんごのコモリ。オム

ライスのかねき。焼きそばの直はん。とんかつのとら食堂。居酒屋のえむら。ホルモン焼きの

みのり。洋菓子のアンダンテ。スナックのジュリカ。以上は人が呼べる A～C級グルメだと思う。

（単身,50歳代,会社員,その他県外） 

 

(タ) 行政経営 (回答者数=53) 

 可燃ゴミが無料で出せることが良いです。ただ 7 月より有料化されるのが残念です。（夫婦,30

歳代,会社員,その他県内） 

 区の活動が面倒くさい。越してきていきなり組長になったので、状況がよくわからない。（夫

婦,30 歳代,会社員,長野市） 
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 水道の開栓料をとられたこと(長野市、中野市は無料だった)。市役所が日曜日やっていない事

(長野市は月一度、日曜日にやっていた)。可燃ゴミ袋のサイズが小さい。区費が高い(長野市は

区の入会費がなかった。毎月の区費だけでした)。又、神社 etc寄付金を取られる事(長野市は

無かった)。須坂市は交通の便利が悪い。お店が尐ない。（二世代世帯,30 歳代,会社員,長野市） 

 ゴミ袋が小さい。シールは必要なのか？（二世代世帯,30歳代,会社員,その他県内） 

 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） 

 以前住んでいた所は買物は不便でした。大型店スーパー等、皆郊外へ出てしまい町中はひっそ

りで困りました。須坂の方は其の点良いのではないかと思いますがまだ馴れていないのではっ

きり分かりません。唯ＴＥＬの須坂版が欲しいです。（二世代世帯,80歳代,無職,その他県内） 

 住民税が高いと思った。もう尐し安くても…。冬の除雪が悪いと思う。（夫婦,20歳代,会社員,

須高地区） 

 須坂市に住んで良かった所 空気と水、静か。以前住んでいた所との違い 不便な所が多い。

(例)ショッピング、通院。須坂市に望むこと もう尐し明るく、元気な町に。片寄りが有。（夫

婦,60 歳代,無職,その他県内） 

 祝日にもゴミを回収してほしい。（二世代世帯,30 歳代,会社員,その他県内） 

 水道代が高い。市内で買物等、ほとんどの用が足せる(１つの場所で買い物ができるような、シ

ョッピングセンターがあると便利)。思ったより雪が降る(以前住んでいた所より)(以前はもう

尐し北の方に住んでいた)。（夫婦,30歳代,会社員,その他県内） 

 ゴミ袋に名前を記入する所が嫌。６月から有料になるなら尚更。（夫婦,30歳代,会社員,長野市） 

 【良】海の家の無料優待券が使えたところ。会社、子供の学校が近くなったところ。【悪】道路

工事などで子供の通学で危険な所をこうして欲しいと頼んだが、市の担当の職員は返事だけで

対応、対処してもらえなかった。適当に返事だけしておけば良いという考えはやめて欲しい。

すぐに対応できなければその理由を言ってもらえれば良いのだから！。須坂市に望む所 もっ

と県内外から注目を浴びる様な施設などを考えるべきです。色々な蔵やモニュメントなどがあ

るが、今一観光の目玉になっていない。ＰＲが弱いのでは？（二世代世帯,40 歳代,会社員,そ

の他県内） 

 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
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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。軽五沢から湯田中まで「ワイン列車」を走らせれば軽五沢のお実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） 

 子供の時の楽しかった思い出は一生の宝。郷土愛に繋がるので各所(区)にそれぞれ自慢の祭り

やイベントを奨励し市より補助金を出す。（夫婦,60歳代,無職,無回答） 

 須坂市へ移り住む人が増えるような子育て補助税制、空地(畑)の把握、賃貸の斡旋(南信のある

村のように) （夫婦,60歳代,無職,無回答） 

 定年後より余った時間、或は技術、知識のある方々もおられる筈、それらの方々に一般より安

い賃金換算でお金の代わりに技術、知識を提供して頂き点数(ポイント)で貯蓄してもらう。も

ちろん素人でも介護なり草取りでも食事作りでも良い訳で、年老いて自分が欲しい時に点数に

応じて返してもらう。つまり労働貯蓄のようなものは考えられないものか。（夫婦,60 歳代,無

職,無回答） 

 「知恵を出せ、ズクを出せ、口を出せ」をスローガンでアイディアやシステム etc 多いに市民

から出るものを出し切ってもらい、査定して買い上げたり報償金を与えるなり、代りに特許申

請したり専門家にも加わってもらい皆のやる気を引き出すようにする。（夫婦,60歳代,無職,無

回答） 

 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。これから沢山の人が須坂に住んでもらうためには、や

はり子供を育てるのに良い環境が整っている町を作る事が老後の保障より先に考えて行政は予

算等を立てる事が良いと思います。子供を育てるにはお金がかかる。母親が安心して働ける様

な環境作り(一時的な現金のばらまきではなくて)長期的な対策が必要だと思います。大学語教

などで若者を呼び寄せる事はもうすでに考えられた事でしょうか。色々な事情もわからず一方

的に書かせていただきました失礼いたしました。（二世代世帯,40 歳代,会社員,その他県内） 

 交通の便が悪すぎます！！。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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 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） 

 長野市のベッドタウンのためか、大型商業施設や観光スポットに乏しい気がします。隣接の中

野市は飯山等を含む北信地域の拠点のためか、発展が著しい気がします(私が須坂市に居た 20

年以上前ですが…)。須坂はまだ発展の余地があると思います。「日本で 1 つ」「世界で 1 つ」の

オンリー・ワンを作り、頑張って欲しいと思います。（二世代世帯,40歳代,公務員,その他県内） 

 【良】加配が必要な子がいればつくところ 【悪】障害者手帳や補償医療の更新に市役所から

連絡がないこと(以前の市ではあった)。（二世代世帯,30歳代,会社員,その他県外） 

 組の加入金が高すぎる。小布施町は加入金は無い。加入金を払わないとゴミが捨てられないの

はおかしい。（二世代世帯,40 歳代,会社員,須高地区） 

 昨年(21年度)10月に須坂市にお世話になり須坂ハイランドに移って来ました。特に感心したこ

とは各市内整備は大変と思います。また蔵の町通りふれあえる所が多くありすばらしいと思い

ました。私は年を取っており毎日百々川マレットゴルフ場に行き健康を求めに行っています。

ありがとうございます。（その他,70歳代,無職,その他県内） 

 買物する所がなく不便。公共施設が充实していない(図書館)活気が無く暗いイメージ。市役所

の出張所(土日利用できる)がほしい(公的書類取得、各種届出ができるため)。（二世代世帯,30

歳代,会社員,その他県内） 

 駅前なのに閑散としているのが、とても残念です。駅前がにぎやかになる様にせっかく果物や

野菜がおいしい須坂市ですから朝市や地元の野菜、果物を売ったり、それを使って作ったカフ

ェや定食屋さん等を作ったらどうでしょうか？。地元のシェフと地元の農家とで手を組んだイ

ベントなんかも面白そうですが。須坂の果物はどこに行って買えばいいのかわかりません(野菜

も)。道が急に狭くなったりわかりづらい。（単身,30歳代,公務員,須高地区） 

 活気が全く無い。お店を増やす事で人口も増えるかと思います。交通の便が悪く困っている。

どのお店も閉店時間が早く買い物が不便です。以前は首都圏に住んでおり、人集めで良くあち

らでイベントを開き常に活気に満ち溢れ充实した日々でした。須坂でも若い人が集まる様なイ

ベントを開いて欲しいです。（二世代世帯,40歳代,会社員,三大首都圏） 

 私は須坂市で 25才まで暮らしておりました。結婚と同時に主人の仕事の都合であちらこちらに

転居し、もう須坂に戻ってくる事が無いかもと思っていましたが。子供の進学の関係で家族が

バラバラに生活する事となり思い切って私はふるさと須坂での生活を選びました。22年ぶりの

須坂は町並みも変わったところもあり(特に須坂病院付近)蔵づくりは気に入ってます。そして

近くにインターもでき他県へ行く事も他県から入る事もとても便利になりました。須坂に住ん

で一年になりますが、とても満足しています。それは美味しい空気と水と長野県民の持つ人柄
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です。これからの須坂に期待する事は富士通が無くなってしまい須坂全体が元気なく思えるの

で他場産業など、みんなで頑張れるものや事で活気あふれる町づくりができたらいいですね。

「住みたい町」のベスト 50(全国ランキング)ぐらいに入れると最高!。その為に市民ひとりひ

とりが考え取り組むその中の 1人に私もなりたいと思います。（二世代世帯,50歳代,会社員,そ

の他県外） 

 水道料金が高い。ただでさえ高いのにプラスチックゴミで捨てる物まで洗って出さなければな

らないので料金を下げるか洗わなくても良いようにしてほしい。（夫婦,30 歳代,会社員,その他

県外） 

 ゴミ袋にシールを貼らなくてはいけないのが面倒くさい。そのシールもなくなったら買わなく

てはいけないのが大変だと思います。（夫婦,30歳代,会社員,須高地区） 

 1,地区の公園が無く不便。2,町のせいか隣同士の付き合いが無い。3,ゴミの出し方のモラルが

悪すぎる(分別の仕方、ゴミの出す日を守らない等)。4,犬のフン等後始末がされていない(人の

敷地の中へ入って来てまで平気で用を足して行く)。5,スポーツ施設(特に年配向けのマレット

等の)が尐なくつまらない。6,交通ルールを守らない人が多い(街中でも猛スピードで走る車が

多い)。全般に一生住む所ではないと感じた。（二世代世帯,60歳代,会社員,須高地区） 

 【良】静かで景色も良い(北信亓岳、アルプス)。自然がすばらしい(臥竜公園、米子滝、峰の原

高原、千曲川)。長野市に近い(通勤、通学に便利)。税金が安い。住民同士の温かな繋がりが感

じられる。【悪】市政の考え方が閉鎖的で結果的に市の産業を失速させている(市の入札等を市

の業社だけに指定している部分があり、市外のより良い情報や技術が取り入れられずに、結果

最良の物資や格安資源が取り入れられず損をしている)。大型店勧誘ができていない。駅前通り

も活気がない。魅力が無い。【望む事】隣接する市町村との連携(特に長野市)。蔵の町らしい魅

力ある街作り。（単身,40歳代,会社員,その他県外） 

 いつも間近に山々を眺める事が出来て、静かに暮らせることを何よりも幸せだと思います。身

近に何でも揃い、何処へ行くにも交通機関が発達していて不自由なく外出できる便利さは無い

ものの、その代わり得られるものが大きいと多尐の不便さは我慢です。この地へ来て道ですれ

違う方々、何方も挨拶して通り過ぎられ、親しみさと共に感心することしきりです。上下水道

代が今迄より 2 倍近いことには尐々驚きましたが、これもこの地の水道源の事も有るのかと考

えたりします。未だ各地区、町名などよく分からず、市の公のもので市街地図、或いは防災マ

ップ等があれば嬉しく思います。観光用の市内を廻る地図はよく目にしますが、町名、番地な

どのある普通の須坂市の地図があればと、思います。又、街角に地名、番地があれば良いかと

思います。（単身,70 歳代,家事,三大首都圏） 

 【良】地元自治会が大変親切で早く順応できました。本当に感謝しています。割りと人間関係

は良好な地域です。【悪】市内全体に道が狭く、特に「歩道」が狭くて危険と感じます。大型ト

ラックの通行も制限できないでしょうか!。【望む事】須坂市は扇状地で坂がきつい町なので移

動に疲れる。縦方向の道路整備よりも移動し易い横方向の道路設備を整備して欲しい。こうい
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うアンケートは今までありませんでした。市の皆様の尐しでも良くしようという気持ちに感動

し、嬉しいです。（夫婦,60歳代,無職,その他県外） 

 【良】転入届の窓口がすぐに対応したこと。警察の免許証の住民票届がすぐに対応したこと。

りんご、ぶどう、桃等の果物が安く食べられること。四季折々の花、季節感があり、精神衛生

上良い。【悪】刑務所官舎側道路が全体的に舗装されていないので早く舗装してほしいことと、

一方通行を止めて欲しい。【望む事】ゴミの分別についてプラスチックごみは可燃物と一緒にし

てもらいたい。なお氏名表示は個人情報保護上止めて欲しい。（単身,50 歳代,公務員,その他県

外） 

 日曜の朝などに市役所から放送があることに驚きました(老人の迷子など)。資源ゴミの回収が

月一回ごとなのは尐ない。どうしてもだせない日にかさなると一ヶ月待たなくてはならないの

は不便。図書館の蔵書の種類が尐ない。街灯が尐なくて夜怖い。もっと街中に飲食店が欲しい。

（単身,20歳代,会社員,三大首都圏） 

 【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。【望

む事】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） 

 【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。旧上高五支所

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。【悪】スーパーは多いのに、もう尐しという店がない。ジャスコがかろうじて残

っているのはありがたいですが、子供用品を含めた衣料品、電気店、ホームセンター(綿半はあ

りますが)欲を言えばもう尐し須坂に近いところ、運転して行きやすい所にあるとありがたいで

す(小さな子供がいる身では地理の不案内な長野の大型店までは恐くて行けません)。図書館が

小さい。松本、塩尻等に住みましたが周辺市町村の図書館も利用できて便利でした(小布施以外

にも須坂市民が利用できる市町村があるのでしょうか？)また松本、塩尻とも各分館が小さいな

がらもあるため、インターネット予約で分館に取り寄せてもらい、貸し出し返却が行えて便利

でした。町の規模も違うし、人手の問題もあるのかと思いますが。図書館のインターネット政

策、塩尻、松本、伊那に比べ利用しにくいように感じます。中央の支援センターがあまりに混

んでいて利用しにくいです(北部が空いているそうなので、いずれ行ってみようと思いますが

…)。建物も古く、せまいし、子供のトイレも利用しにくいです。職員の皆さんはみな感じが良
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いのですが…。生ゴミ処理にダンボール推肥が推奨されてますが、どれだけ取り組まれている

方がいるのか疑問です(アパートで失敗すればそれがゴミになり、においも心配で。かつて多か

ったゴミ処理機の助成は経費が大きい問題があるとは思いますが)。ポリオの予防接種をもう尐

し尐人数に分けて欲しい(塩尻は地図毎 1ｍくらいに設定され都合の良い会場に行けた)。小布

施・中野もそうですが、市役所のＨＰを充实してほしい(手続き、施設の概要、利用方法や対象

など)。【その他】市役所の緑化のとりくみ、手入れもセンスもいいと思います。玄関の寄せ植

えは来庁時の楽しみです。（二世代世帯,40歳代,公務員,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(工作教审とか、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(「…の出前講座」というのがよくあるが、出前？

って何？)。（二世代世帯,20 歳代,家事,その他県内） 

 保育料を安くしてほしい。共働きで税金を納めているのに所得が高いだけで高い保育料はおか

しいのでは…。保育園は基本的に働いている(両親)のが条件ですが、あきらかに働いていない

母親がいるのに保育園へ預けている。きちんと調査するべきだと思います。市役所の窓口の時

間帯を長くしてほしい(須坂市だけとは限らないが)。（二世代世帯,30 歳代,会社員,その他県

内） 

 須坂市は長野に近いし、高速に近いし、ごみごみした感じがなく子供を育てる環境はいいと思

う。私は土地が安く、長野への職場に近いため今の所に決めました。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。今住んでいる五上・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。そう

すればもっと若者は須坂へ来ると思います。（二世代世帯,30歳代,会社員,長野市） 

 静かで治安が良い。綿半が近くて便利。長野市に近い。中野に行くにも近い。子供の頃は高山

村にいたんですが、須坂はなれ親しんでいた所なのでとても住みやすいです。4～5年、長野に

いたんですが、須坂は支所がないとこが尐し不便。かっぱ寿司の上の踏み切りの尐し手前のＴ

字路の交差点、いつも通るたび危ないなぁと思います。信号つけても、すぐ踏み切りがあるか

ら渋滞になりそうだけど･･･。長野に比べて町内会?みたいなことが多い。尐し面倒。（夫婦,20

歳代,会社員,長野市） 

 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
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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） 

 【良】市役所の案内の方(コンシェルジェ?)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。転入前の中野市の

市役所では案内の方が入り口の外に駐在しているため、そこまでの対応が出来なかったので、

須坂市はとても良いと思いました。これから宜しくお願い致します。（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） 

 転入手続きに市役所に行ったところ、すぐ声をかけていただいて須坂市の案内もしてくださっ

た。とても親切で驚きました。助かりました。ゴミ出しのルール等、徹底されていて住民の皆

さんもきちんと整然と守られていて素晴らしいと思います。車の運転をしていてヒヤッとする

事があります。赤信号でも高速で入ってきたり、歩行者も横断歩道以外の車通りの多い車道を

渡られたり「須坂は運転が荒い」という話を聞いてきましたが、实感してしまいました。市全

体で交通ルールを再確認されたらと思います。（夫婦,40 歳代,会社員,その他県内） 

 以前住んでいた所は小布施町です。小布施町のど真ん中北斎館の前なので、とてもにぎやかだ

った。須坂市はとても静かでよい。生まれはもともと須坂市の南原町という所。須坂は私が育

ってきて何も変わっていない。なんかこの市は職員は顔が暗すぎる。もっと明るい顔で対応し

てもらいたい。職員でも須坂市生まれの人間だけではないと思うが?。こういうアンケートを回

答してもらうという事はあなた方が何か気づいている事と思う。それを我々に聞かせて欲しい。

（夫婦,50歳代,無職,須高地区） 

 小さな子供がいるので近くに公園が欲しい。新しい公園がない(古い公園ばかり)。幼稚園、保

育園なども建物が古い。市役所は月 1でいいので土曜日に開けて欲しい。（二世代世帯,30歳代,

会社員,長野市） 

 須坂市役所の展望审からの眺望は最高です。北信亓岳が見れて何度も登りたくなります。ただ

反対側に何の説明も無くて尐し残念です。これから春の桜、ハッチがいなくなったけれど動物

園にもまた行ってみたいです。日曜などに駅前や中央通りの辺りを歩いていて観光実が目につ

かないのは気になります。冬のこの時期だから人がいないのかしらと思い淋しく感じました。

バスツアーの類いを企画して、お得な信州のパックツアーを組むなどしてもっと賑わいのある

市になって欲しいです。ハッチ二世は宠伝しないのですが。人の流れが活発になって若い人で



転入者アンケート回答集計 

 67 

も魅力のある街に変わって欲しいです。水道料金は今迄の所と比べ 2 倍の高さです。（夫婦,50

歳代,公務員,三大首都圏） 

 市役所の皆さん色々お世話様になりましてお礼申し上げます。須坂市に来て色々な所があり、

人がらも良く特に役所のみなさんは市長さん、課長さんが良いから他の人もよいのでしょうと

思った。何の物をきいても年の事で聞き取れない、物忘れする。挨拶もしてくれてありがたい

ことです。お預かりしたいこと、いっぱい程あるが皆、金のかかる事ですから。金のかからな

いように、初めてのボランティア講座も行きたいと思った。私も体に健康で年のことで就業つ

くにしても断られ、65 歳過ぎても体力に自信あり、だけどハローワークに行っても断られ、65

歳過ぎても何の仕事をあればなぁと思っています。3月初頭に雇用促進住宅に来て私 1人の色々

な事を知せしたが、どのように考えたのか、人の悩み、友達いない、仕事がなく、私の所にき

て、がんばりなさいと話をかけ 2日位で中野地区内で自殺をしてしまったのです。皆助けてや

りたいが仕事がなく、金も底をついてしまったらしく私にどうすればよいのでしょうと言われ

市役所の福祉課に行って相談をした方が良いとしたら所、終りでした。今年の 2月 4日頃同じ

所で働いておりました所、仕事が断られ、金も無くとうとう又 1人軽五沢で自殺しました。私

助けることも相談のこと働いておればお金を借りをするのであれば社会福祉協議会しようばん

情聴い耳に聞こえている。苦しい時、人を助け一人でいる男の方でも訪問にきて言葉をかけて

歩いたらどうでしょうか。1 人でいる人間はいつ急に倒れるか死をするか巡回してもらいたい。

（単身,60歳代,その他,その他県内） 

 転入してもどこの組にはいるのかわからず誰が組長さんなのかもわからず回覧板も来ず、最初

ごみ出しの場所もわからず大変でした。（二世代世帯,50 歳代,会社員,その他県内） 

 1,須坂駅前に活気を!!。ミスタードーナツが撤退して駅前が更に寂しくなった。駅ビル 1Fの空

スペースの活用を進めてほしい。できればファーストフードや喫茶店などが入ってもらいたい。

2,須坂グルメを PR しよう「いけいけすざか」だけでは物足りない。みそグルメだけではないは

ず。須坂には良い店が多い。栗中華の盛進堂、浙江亭本店のラーメン。だんごのコモリ。オム

ライスのかねき。焼きそばの直はん。とんかつのとら食堂。居酒屋のえむら。ホルモン焼きの

みのり。洋菓子のアンダンテ。スナックのジュリカ。以上は人が呼べる A～C級グルメだと思う。

（単身,50歳代,会社員,その他県外） 

 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） 
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