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自由記述【転出者アンケート】 

※ 寄せられた自由記述を以下に記載します。なるべく関連するカテゴリーごとにまとめていま

すが、意見の内容が広範囲にわたり、分野が違う内容を含む場合があります。 

※ できる限り原文のとおり記載していますが、個人情報等について一部削除・修正しています。 

※ 記述末尾は、回答者属性：（世帯構成、年代、職業、転出先） 

 

●健康・福祉・子育て 

・【良】買い物や病院など日常生活に不便を感じることはありませんでした。子育てについても、公

民館を集まりや、サークルで快く利用させて頂きました。【悪】アパート住まいでしたが、毎月区

費を払っていました、けれど区のお祭りやイベントのお知らせがこなくて、ただお金を納めてい

るだけという感じでした。（二世代世帯,40歳代,会社員,その他県内) 

・Hibやﾌﾟﾘﾍﾞﾅｰなどの無料化が早かったと思います。インフルエンザの補助もあったので、須坂市

は子育てしやすい、子どものことを考えてくれていると思えました。駅の近くに住宅地があれば

いいのにと思います。（二世代世帯,30歳代,公務員,その他県内) 

・子育てするには不便を感じました。市自体の活気を感じない。がんばって下さい（二世代世帯,30

歳代,会社員,その他県内) 

・子育て支援が手厚かったと思います。保健センターの保健師さん･栄養士さん･児童ｾﾝﾀｰの保育士

さんなどとてもよく相談にのってくださりたすかりました。皆親切で住みやすいところでした。

（二世代世帯,30歳代,公務員,三大首都圏) 

●環境 

・自然豊かで住んでいる人たちもあたたかく親切でした。（二世代世帯,60 歳代,団体職員,長野市) 

・自然に満ちているところ（単身,30歳代,会社員,長野市) 

・自然、食べ物が良い。（夫婦,60歳代,無職,三大首都圏) 

・田舎といわれるけど、自然の中で、静かでとても住みやすかったです。長い間お世話になりまし

た。ありがとうございました。（単身,30歳代,会社員,長野市) 

・臥竜公園での家族とのふれあいが楽しかった。桜にはいつも子供達とハッチを見に行きました。

通勤途中、バスの都合でよく一人で朝の公園に行きました。四季折々とても美しく感じました。

老人(おばあさん)パワーもすごいですね。皆さん頑張り屋さんでした。（二世代世帯,30歳代,会

社員,その他県内) 

・自然豊かな地で若い時代暮らせたことを幸せに思います。ありがとうございました。（単身,20

歳代,学生,三大首都圏) 

・小学生･中学生が道を歩いていても挨拶する点はすばらしいです。自然が豊かな点印象深いです。

米子･五味池など･･･通年･祭りやイベントの多さ･･･どんど焼きなど（夫婦,50歳代,公務員,その

他県内) 
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・山がすばらしいです。須坂にずっと住んでるとわからなかったけど、県外から帰ってくると改め

てよさを感じます。（単身,20歳代,その他,三大首都圏) 

●都市基盤 

・大型トラックの走行が多いわりに道幅が狭いので、すれ違いや渋滞で車の運転がしづらい。（単

身,30歳代,会社員,三大首都圏) 

・長野からの道が良くないので、村山から駅までの道をもっと大きい道にしてほしい。ハッチに続

く人気キャラ、スポットで観光をさかんにすべき。工場が立地しやすい条件を提示して、人口を

増やしたり、求人を増やして、発展させてほしい。（夫婦,30歳代,公務員,その他県内) 

・市民として誇れるものが、ないとはいえないが弱い。「蔵のまち」はビミョーすぎる（単身,30歳

代,その他,長野市) 

●産業・経済 

・雪が多く大変でしたが自然も多く長野市に比べて住みやすいところだった。公共施設、役所サー

ビスなど夜間も利用できればいいなぁと思いました。小布施のとなりもっと町を歩いて楽しめる

観光を整備したら観光客で町が発展できると思った。（単身,30歳代,会社員,三大首都圏) 

・花火の夕べ。書店が全然無かった（単身,20歳代,無職,その他県外) 

・生まれた町なので永住したかったが、雇用がない為転出します。（夫婦,40 歳代,会社員,三大首都

圏) 

・全般的に暮しやすいところ。地域性がよい。食べ物に更なる工夫があればもっとよい。果実はと

ても美味しかったと思います。これからも、須坂市にエールを送ります。（単身,50歳代,公務員,

その他県内) 

・須坂市としてのアピールが足りない。(何をアピールしたいのか?観光?工業?)病院(特に産婦人科

に不安を感じる。)が不足している。優良企業がなく、雇用に不安を感じ、長く住んでられない。

年金をもらっている人間、公務員にとっては問題に感じていないのだろう。（二世代世帯,40歳代,

会社員,三大首都圏) 

・もう尐し観光で見ることのできる所が近くに多くかたまっていると、観光のお客様達が歩いて見

て回り観光客もふえて多尐なり発展するのではないかと思う。カッタカタまつり、花火の夕べは

思い出に残ります。駅前がもう尐し発展すると良いです。（単身,20歳代,会社員,その他県内) 

・～“道の駅”の新設を～ 観光施設が市内に分散しているため、来館者が尐ないと思います。交通

の便が良い所に道の駅を新設し、その周辺に新しい観光施設を集めて、観光客を呼び込むことが

必要と思います。（単身,50歳代,公務員,その他県内) 

・須商に通っていた為『かねき』さんにはお世話になる機会が多かったです。峰の原スキー場は安

くていいが、コース数、エリアがせまかったので改善してほしかった。（単身,20歳代,会社員,三

大首都圏) 

・カッタカタ祭りはとても楽しかった。花火の夕べ、臥竜公園の花見はきれい。もっと買物に便利

な、大型スーパー、モール店、電化製品などの店舗が無くて若者には不便さを感じる。公共機関

が不便。（単身,20歳代,会社員,三大首都圏) 
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・スーパーが多いところがよい（二世代世帯,40歳代,公務員,その他県内) 

・静かで生活しやすいが商店などに活気がない。自然が身近に感じられる。空気と水（水道水）が

おいしい。（単身,20歳代,公務員,三大首都圏) 

●安全・交通・生活基盤 

・須坂(長野)は道路の白線が薄い。夜は見えない所が多すぎる。車の運転がヒドイ、怖い、メチャ

クチャ、自分勝手。自動車学校の先生も言ってますよ。野焼きが多すぎる。近所の迷惑考えろ。

ｽｰﾊﾟｰ(特に綿半)で自分勝手、下品な人が多すぎる。すごい場面、いっぱい見ました。｢なんなの

この人｣を沢山見ました。須坂は好きになれませんでした。ゴメンナサイ。（その他,40歳代,その

他,その他県内) 

・臥竜公園のお花見やイルミネーションなど、きれいでよかったです。雪があまり降らない所なの

で、尐し多く降った後の片づけなどには、困りました。（二世代世帯,30歳代,会社員,無回答) 

・バスの本数が尐なく、運賃も安くないため、車の乗れない身としては交通手段に困ってしまうこ

とが多くありました。自然に恵まれていて良かったです。（単身,20歳未満,学生,三大首都圏) 

●住みやすい・満足 

・生まれ育ったところなので全てありのまま、当たり前として過ごしてきたので特別不便など感じ

ませんでした。市を活気づけようと色々と工夫されていたことが良かったと思います（単身,20

歳代,公務員,その他県内) 

・長らく住んでいたので馴染んでいたので住み良かった。ある程度のことの勝手もわかっていたし、

そういった意味でいい街だった。また帰りたいと思う。（単身,20歳未満,学生,その他県外) 

・好きな場所･･･春の臥竜公園 ｲﾍﾞﾝﾄ･･･①夏の花火②冬のイルミネーション 住みにくくなく、住

みやすい所でした。（単身,30歳代,会社員,長野市) 

●地域活性化 

・カッタカタ祭りは昔より屋台が尐なく活気が無い様に思いました。パチンコ(ギャンブル)系のお

店を尐なくし地域に役立つお店を増やして欲しい。（単身,20歳代,無職,三大首都圏) 

・臥竜公園の桜祭りはとてもきれいで良かったです。クラシック美術館はすてきでした。着物を着

たくなりました。（夫婦,40歳代,公務員,三大首都圏) 

・町に活気が全くない。さびれていく一方。（単身,30歳代,会社員,長野市) 

・住民主催の花火大会に感動しました。（単身,50歳代,公務員,須高地区) 

・7月にある花火大会がよかったですね！（単身,20 歳代,会社員,その他県外) 

●市職員、市議員 

・役場の税務課の窓口にて対応する人によって答えが違うしなっとくのゆく応対が無いし又話をわ

かりやすく説明してくれる人がいない。他の部署にも同じ事が言えます。そのためたらい回しに

されたりする事もあり役場内のコミュニケーション不足に疑問を感じます。（単身,60歳代,無職,

三大首都圏) 
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●その他 

・妻が産まれも育ちも須坂ということがあり、いろいろ思い出の場所に行き見ることができて楽し

かったです。（二世代世帯,30歳代,会社員,その他県内) 

・通勤、通学、買物と町からはなれていたので不便だった。花火は間近にみれてとても良いと思う。

（単身,30歳代,その他,長野市) 

・すざかし動物園の大盛況は、大変嬉しく思いました。幼い頃から足を運んでいた場所で、大好き

でした。（単身,20歳代,学生,三大首都圏) 

・住めば、そこの良い所が浮かんでくるようでありたいといつも思って、その地域の良い所を伝え

ていこうと思っています。どこにいてもふるさとの大切さを伝えていけたらと思います。（単身,40

歳代,会社員,その他県外) 
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自由記述【転入者アンケート】 

※ 寄せられた自由記述を以下に記載します。なるべく関連するカテゴリーごとにまとめていますが、意

見の内容が広範囲にわたり、分野が違う内容を含む場合があります。 

※ できる限り原文のとおり記載していますが、個人情報等について一部削除・修正しています。 

※ 記述末尾は、回答者属性：（世帯構成、年代、職業、転出先） 

 

●健康・福祉・子育て 

・名古屋市では電話機(68 才以上 1人住いの人に)は無料で設置してくれた。福祉の方より、毎週月･

木曜日にお変わりありませんかと電話を掛けて下さるなど何かと充実していました。時々自宅にも

顔を見に来て下さったりした。あくまでも 1人暮らしに対してですが。 

（単身,80歳以上,無職,中京圏) 

・保育料が以前より高いため負担が大きい。先天性の病気に対して以前の所は見舞金があったが、な

くなり補助があれば良い。（二世代世帯,30歳代,会社員,長野市) 

・小さな子供が居るので、ベビーカーで移動しやすいよう、歩道を広く高低差ないようしていただけ

るとありがたいです。授乳施設もあるとうれしいです。原発事故による放射線物質の汚染が心配で

す。公共の場(学校･保育園･公園等)などを調査、情報公開して下さるとうれしいです。よろしくお

願いします。（二世代世帯,30歳代,会社員,長野市) 

・７６才の 1人暮らし老人なので民生委員さんに訪問してほしい（単身,70 歳代,無職,その他県内) 

・以前住んでいた地域は子どもの医療費が無料であった。須坂市は一医療機関で 500円の負担がある。

以前住んでいた地域は大型の公園が多くあり整備もきちんとされていて、初対面のほかのお母さん

達との関わりを公園でもつことができた。（二世代世帯,20歳代,無職,その他県外) 

・保健センターが混雑しやすく、(予防接種など)もう尐し工夫ができれば良い。 

（二世代世帯,30歳代,会社員,長野市) 

・須坂は公園がなく、支援センターも日曜休み。子育てする環境が悪く、(全てにおいて）小布施を見

習ってほしい。若い保健師の知識不足も頭にきます。（二世代世帯,30歳代,会社員,須高地区) 

・子どもの医療費で窓口負担なしでお願いしたい。それと、一時的に支払っていつ口座へ戻ってくる

のか説明して欲しかった。公園に大きなバルーンみたいなトランポリン欲しい。（緑地などに)雪

の多い富山でも何ヵ所かあった。富山市の公園より近代的でない。アスレチックの遊具が欲しい。

(ハイウェイオアシス的な公園)母子手帳 こちらは有名キャラクター使用していてうらやましか

った。割と前住んでいて神戸市、富山市は地味でかわいらしさがなかった為。 

（二世代世帯,30歳代,無職,その他県外) 

・子供が小さい為、児童ｾﾝﾀｰをよく利用させていただいて頂いてます。先生方がとても親切で、子供

はもちろん親(母)の話まで聞いて頂き、ストレス発散できて、とても心強い存在です。とても感謝

しております。これからも、素敵な先生方が増えますように願います。子供の医療費負担は考えて

頂きたい問題です。若い力をもっと増やしていかなければ、街(市)がどんどん高齢が進み、長野市

の方へ土地を買い家族(家庭)が流れてゆく気がします。医療も含め、街づくりをする為にも会社
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(店)、人を増やす事、若い世代にも住みやすく、便利にする事も考えて頂きたい。須坂独自を作る

べきです!!このアンケートはとても素敵な事だと思います!!転入者だけでなく、いろんな世代から

もアンケートしてみてはいかがでしょうか？（二世代世帯,40歳代,会社員,首都圏) 

・車を持たない老人にとって日々の買物が問題。宅配業者の充実を期待している 

（単身,70歳代,無職,首都圏) 

・今後、一人住まいの高齢者が多くなると思います。市としての各町ごとのケアー(今もしていると思

いますが)一段と必要だと思います。（二世代世帯,60歳代,無職,首都圏) 

・信頼できる医療機関がない。県立病院、市民病院としての機能を果たすべきであると思うが、本当

に地域で安心してかかれる医療か大いに不満。須坂市以外の医療を受けることになっていること。

（夫婦,50歳代,団体職員,須高地区) 

・今後も子育てしやすい環境づくりなど、ちからを入れてもらえればありがたい。 

（夫婦,20歳代,会社員,須高地区) 

・転入して４ヶ月位ですので回りの事はあまり良く分からない為正確に記入してあるかは不明です。

国保特定検診は前住所(長野)と同じかどうか?心配、不安点が有ります。 

（単身,60歳代,無職,長野市) 

・病院の数が前住んでいた長野市より尐なめかなと感じてます。（夫婦,20 歳代,家事,長野市) 

・須坂らしさを大切にしてほしい。子供、福祉、お年寄りが安心して生活が出来るまち作り、市の取

組みを求めます。（夫婦,30歳代,会社員,長野市) 

・障害者のケアホームで生活していますが、火災報知機をいただいたり、共同募金助成金をいただい

たりと、とてもありがたいと思います。福祉についてこれからも充実している所は継続して欲しい

です。（単身,60歳代,無職,長野市) 

・健康保険料の引落口座が都銀等が使えない。転入する事でわざわざ指定銀行に口座を作らせるのは

いかがなものか。⇒依頼しても木で鼻をくくった様な応対等あった。（単身,50歳代,無職,首都圏) 

・幼児･乳児がすごせる公園が尐ない。（二世代世帯,30歳代,会社員,長野市) 

・歩いていける範囲に幼稚園などがない。小さすぎる公園。遊び場にならない。子供も行きたがらな

い。若向けの町ではない（三世代世帯,30歳代,その他,長野市) 

・乳児が居るので乳児サークルやｲﾍﾞﾝﾄがもう尐しあるといい(気軽に参加できる)買い物が不便･･･。

近くに安いスタンドや、本屋さんがない。また、図書館が小さくて本が尐なく、びっくりした。も

っと種類があると思ったのだけど･･･。（二世代世帯,30歳代,会社員,その他県内) 

・医師も専門医が尐なく、結局、足がある人は皆長野市の開業医へ受診するようです。 

（二世代世帯,20歳代,団体職員,その他県内) 

・児童ｾﾝﾀｰ等の子育て施設を日曜も利用できるようにしてほしい。 

（二世代世帯,30歳代,公務員,その他県外) 

・子育て支援センターの駐車場を広くして欲しい。乳児検診をもっと増やして欲しい。 

（二世代世帯,20歳代,会社員,須高地区) 



自由記述（転入者アンケート） 

 

 31 

・私が前住んでいた東京都世田谷区では６０歳以上の住民に福祉施設を利用するに当たり、入会金 500

円それ以降 1回 200円で利用する事ができました。福祉施設{入浴･娯楽(カラオケ,囲碁,将棋等)｝

が須坂にもあればお年寄りの憩いの場になり健康に良いと思います。飲食もできれば最高ですネ。

（単身,60歳代,無職,その他県外) 

・子供の医療費を中学生くらいまでに引き上げてほしい。小布施や高山は 18 歳までに引き上げるらし

いので格差が大きい。（二世代世帯,40歳代,公務員,その他県内) 

・子育て支援センターも市販のおもちゃばかり･･･松本市の子どもプラザの施設、ｲﾍﾞﾝﾄ、先生方はす

ばらしかったです。子供を連れて行くところない！（二世代世帯,30歳代,会社員,長野市) 

・子育て施策の充実を望みます。(保育料の引き下げ、延長料金の引き下げ、第２子以降の優遇など。)

以前の自治体では実施していたので、子どもの医療費の窓口負担無料化もすすめてほしい。年齢拡

大も。（二世代世帯,30歳代,団体職員,その他県外) 

・福祉医療費給付金の明細が無い。（二世代世帯,30 歳代,団体職員,長野市) 

・保育料が高すぎる。子供の医療費振込手数料が高すぎる。子供を連れて遊びに行ける公園がない 

（二世代世帯,30歳代,公務員,その他県内) 

・高齢者の福祉を良く考えてください。とくに７０代後半と８０代の人達は戦争時代の人で、年金制

度がありませんでした。退職金だけです。いまの時代の人達は幸せです。市長さんも若いものにゆ

ずる事が必要です。老いては子に従い。若いものに市長を（その他,80歳以上,無職,その他県外) 

・今ある施設や自然を大切にした町づくりをして欲しい。安心して子育てできるよう水辺や公園の整

備、施設利用サービス等充実して頂きたい。蔵の町並み、恋人の聖地という知名度は全く無く、無

理があります。ただ、臥竜公園や近くの山々の自然はとても素晴らしいと思います。 

（夫婦,20歳代,会社員,長野市) 

・市内に有料老人ホームが欲しい。（夫婦,50歳代,会社員,その他県外) 

●教育・文化・スポーツ 

・図書館をもっと充実して欲しい。産業･観光の確立（二世代世帯,30歳代,会社員,その他県内) 

・子育て､教育に対する親の関心が低いように思う。学校教育と社会教育が連携して、若い保護者の啓

発を行うべきではないか。市立須坂図書館の施設､蔵書の更なる充実を望む。 

（単身,50歳代,公務員,その他県内) 

・市内には文化財等多数ありウォーキングによる探訪等楽しみがある。特に寺等は最高に良いロケー

ションにあり、案内板等大きな物と整備することにより来客が増えるのではないかと思える。 

（単身,50歳代,公務員,首都圏) 

・公民館等の女性対象のいろんな企画試みに感動しました。講師の先生･内容等もよく、無料であるこ

とにもびっくり。もっと参加者が増えたらと思いました。（二世代世帯,50 歳代,会社員,近畿圏) 

・もっと緑や自然を増やして欲しいです。また、美術館、カルチャー教室、自然農法、有機農業等を

充実させれば他市町村との差別化が図れると思います。 

（二世代世帯,20歳代,団体職員,その他県内) 



自由記述（転入者アンケート） 

 

 32 

・須坂中央公民館を利用させてもらっていますが、駐車場、会場、冷暖房までも全て無料は他にはな

いと思います。ありがたく利用させてもらっていますが、ガス暖房を使いたい放題で無料で良いの

ですか？その割に須坂市の文化の普及にはつながっていないのではないでしょうか？ 

（夫婦,40歳代,会社員,長野市) 

・各児童クラブの設備や仕組みや料金が、中野市より劣るので、便利さを感じない。天候が悪いとき、

子ども達が自由にあそべる所や施設が全くない。（二世代世帯,30歳代,会社員,その他県内) 

●環境 

・冬は雪で大変だけど、スキー場や温泉も近く、楽しめました。自然を大切にした町づくりを期待し

ています。（夫婦,30歳代,公務員,首都圏) 

・里山、北信五岳、北アルプス、長野市街地の眺望、千曲川をはじめとする河川の自然環境、歴史的

町並み、建物等、里山の田園環境、これはすばらしい、周辺市町村にはない須坂らしいもの。まち

づくりに活かして是非(日本一、長野県)住んでみたい街をつくっていただきたい。絶対できます。

期待しています。（夫婦,60歳代,会社員,首都圏) 

・40年以上ラグビーをやっておりまして、学生の頃より菅平になれしたしみ、教員の時も生徒の合宿

で毎年こちらに来ておりました。いつかこちらで住めたらというのが夢で、菅平よりさらに夏涼し

く快適な峰の原の選択しました。素晴らしい所です。（単身,50歳代,無職,近畿圏) 

・塩川地区大型回転寿司店前の通り渋滞がひどく事故が多い。かなめ町が臭い(ドブ臭い) 

（二世代世帯,20歳代,会社員,その他県内) 

・ごみを捨てるために地域の組に入らなくてはならず、組費を徴収される上に、休日の朝から組の用

事にかり出され、困っています。東京では地方自治体でごみの収集をしっかりやってくれていまし

たので、改善して下さい。また、八町あたりのｲﾝﾀｰ線沿いのプラスチック処理工場だと思いますが、

夜になると異常な悪臭を出しています。井上でも仁礼でもかすかに感じられるくらい臭いです。是

正を求めます。（単身,20 歳代,会社員,首都圏) 

・昔に比べ町並みがきれいになった気がします。（単身,20歳代,会社員,首都圏) 

・値段の割には、指定ゴミ袋の大きさが小さいのではないか。（単身,50歳代,公務員,その他県内) 

・ごみ袋が小さいのに、ゴミ袋代金が長野市と比べて高い。道路が意外とうるさく前のほうが静かな

環境でくらせていて良かった。（二世代世帯,30歳代,会社員,長野市) 

・ゴミ袋に名前を書く事も、プライバシーの侵害だと感じる。 

（二世代世帯,30歳代,会社員,須高地区) 

・太陽光発電に関し以前の所より補助金がだいぶ尐ない。（二世代世帯,30 歳代,会社員,長野市) 

・ｺﾞﾐの回収で空ｶﾝ、ペットボトルの回収日が尐ないと思います。せっかくの美しい蔵の町並みがある

ので、その町並みでｲﾍﾞﾝﾄや祭りなど人が集まる事をやれば良いと思います。(旧車のｲﾍﾞﾝﾄ等)やは

り、蔵の建ち並ぶ風景がこの町の一番の自慢だと思います。須坂市役所の対応はとても良いと思い

ます。（単身,30歳代,会社員,首都圏) 

・私、天気の良い日には毎日千曲川の土手を松川の遊歩道を散歩していますが犬の糞が大変目立ちま

す。気分良く有りません。今月の広報にも注意がのっておりますが毎月のせた方が良いと思います。
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それから松川の遊歩道が小布施側は舗装して有りますが須坂側は草ぼうぼうです。ぜひ舗装してく

ださい。お願い致します。（夫婦,60歳代,無職,その他県外) 

・水曜日毎に搬出するﾘｻｲｸﾙ資源ｺﾞﾐの搬出置場が尐々遠いと云う思いがあります。と云うのは近くに

別の地区の集積場所があるけれど、そちらには持ち込めないだろうと思っているからです。 

（単身,70歳代,会社員,その他県内) 

・不燃ｺﾞﾐ袋が大でも長野市とくらべて小さいです。家族が多い家はｺﾞﾐも多くなるのでプラスチック

の袋と同じ大きさがありがたいと思います。（二世代世帯,50歳代,会社員,長野市) 

・ｺﾞﾐの分別がしっかりしていることは良いが、名前の記入は不必要。 

（夫婦,30歳代,会社員,長野市) 

・補助制度が尐ない(太陽光補助)。（二世代世帯,30 歳代,会社員,長野市) 

・須坂市の様に農産物に恵まれ、北アルプスや北信五岳が美しく見える土地はないと思います。食や

景観の美しさは人にとってほんとにすばらしいものだと思うのでもっとアピールしていっていい

と思います。（単身,30歳代,農林業,長野市) 

・もやすごみをお金を出して復路に名前を書いて出す。又プラもあらう。豊橋市ではよごれたプラは

もえるごみ、あらうと水がよごれるとのことです。足こし悪い人は出せませんので、家の前におく

と持っていってくれます。安心して住めるように心がけて下さってます。 

（単身,80歳以上,無職,中京圏) 

・長野市から転入して来たのですが、可燃ごみの指定袋３０ℓが長野市の３０ℓより小さくて、かなり

びっくりしました。（単身,30歳代,無職,長野市) 

・須坂市のｲﾒｰｼﾞは、古くこわれた家が点々とあったり、あまり良い景観ではない。 

（単身,30歳代,無職,首都圏) 

・ｺﾞﾐの分別は良いが、こまかすぎる。長野市を見習ったほうがいい。新聞、チラシ別で紙ひもでない

とダメ。可燃ｺﾞﾐ袋の大(３０ℓ)が小さい。プラは長野市と同じになって良かった。プラのｺﾞﾐに名

前を書くのもいかがかな？（二世代世帯,40歳代,会社員,長野市) 

・長野市と比べてサービスが悪い。ｺﾞﾐ袋が３０ℓというが、長野市の３０ℓと比べて小さい。 

（二世代世帯,30歳代,団体職員,長野市) 

・ｺﾞﾐ袋が高すぎる(どう努力しても出てしまうｺﾞﾐは今の時代沢山あるので、もっとｺﾞﾐをすてる事の

できる環境にしてほしい)（単身,20歳代,会社員,その他県内) 

・自然や伝統･文化･風習をずっと守り続けて欲しい。山岳道山道を整備して欲しい。山頂にスズメバ

チが群れていて恐かった。(破風岳)整備されすぎているのも嫌だ。(人工物)自然な山道がいい。 

（単身,40歳代,その他,首都圏) 

●都市基盤 

・須坂市へ転居して 1年目です。良い所はたくさんありますがやはり毎日仕事に通勤に時間がかかっ

てしまいどうしても環境が良くても不便と感じてしまいました。長野市に居住していた頃も毎週末

は必ず来ていました。又長野市へ転居する予定です。是非長野市への道路の整備や、住みよい須坂

市にして下さい。（二世代世帯,50歳代,会社員,長野市) 
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・不動産会社から購入し、住んでいます。自宅のまわりには、ｽｰﾊﾟｰ･医院があり･･･北須坂の駅も近い

ので、生活するには、とても便利です。でも一つ市から不動産会社に依頼して欲しいことがありま

す。見通しの悪い交差点(分譲地内及び接続道路へ出る)に対し、ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ等設置する様指導してほ

しいです。（夫婦,60歳代,団体職員,その他県内) 

・もっと道路を整備してください。（単身,40歳代,会社員,その他県外) 

・道路整備が悪いと思います。（二世代世帯,20歳代,無職,首都圏) 

・道がややこしい。休日などに過ごしやすい所が尐ない。(行きたいと思う所がない。) 

（単身,30歳代,無職,その他県外) 

・道路整備を中途半端にしないで欲しい。新規に道路を作るのは良いが、途中で工事が終わっていて、

通行止めになっている所がある。須坂市をどうしていきたいのか、ビジョンが見えてこない。 

（単身,30歳代,会社員,首都圏) 

・一方通行が多かったり、道幅が狭かったりするのが残念。特にいつも渋滞になる交差点などは、改

善して欲しい。（二世代世帯,30歳代,家事,首都圏) 

・市内の歩道が波打っていて、斜めになっています。ご老人にとって非常に歩きづらいと思います。

私達でさえ、足首をひねりそうなのに･･･。早めの改善をお願いします。・市営の Pをもっと増や

した方がいいと思います。やはり観光に影響があります。野焼きと畑の焼きを禁止して欲しい。駅

前の廃れ方が心配です。（夫婦,40歳代,会社員,長野市) 

・より蔵の町を全国にアピールすべく、町並みをもっと蔵のようにしたりするとよいと思います。ア

ンケートの中で同じような質問をしないでほしい（単身,40歳代,公務員,その他県内) 

・市内のあちこちの道路がくぼんでいたりゴツゴツしているので、なめらかに通行できるよう整備し

ていただきたいです。(例えば、村山橋～横町交番の間や、県道須坂高山線等)須坂東高校グラウン

ドの東側にある分譲地内に公園を作っていただけたら、子供の散歩がしやすいです。 

（二世代世帯,30歳代,会社員,須高地区) 

・歩道が狭い所が多いので、歩いていて危険を感じるし、車を運転していても、歩行者との距離が近

く怖いと感じることが多い。（単身,20歳未満,学生,その他県外) 

・道路が複雑。信号が多過ぎる。幹線道路の慢性的渋滞。街に魅力が無い。静かで良い所ではあるが、

人が集まる場所では無い。道路の整備は時間がかかるのでせめて歩いて移動しても楽しい、美しい。

どちらかでも特化してほしい。目に見える方向性を提示してほしい。ただ以前住んでいた所と比べ

て静かで本当に良い所です。それだけに＋αが欲しい!色んな人を呼びたいから。 

（夫婦,30歳代,会社員,長野市) 

・玄関前の道路に水がたまるので直してほしい。（二世代世帯,30歳代,会社員,長野市) 

・歩道が狭い箇所が多い。車の走行について、割り込みが多い、右折･左折時が危険 

（夫婦,30歳代,会社員,その他県内) 

・須坂市内は道路がわかりにくく、慣れるのに時間がかかる。（夫婦,50歳代,団体職員,須高地区) 
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・高橋町の交差点付近が狭くすれ違いが危険。除雪してない。（夫婦,30歳代,会社員,その他県内) 

・須坂市と言うより、長野県全般(全てを知っているワケでは無いが･･･。)道路が狭く良く無い。以前

住んでいた所は沖縄県の離島で観光地だったので道路は良かった。山道が多く､恐い。 

（夫婦,60歳代,無職,その他県外) 

・公園が尐ない(街区,地区)（二世代世帯,30歳代,会社員,長野市) 

・信号が多いし、主要道路は混みまくりだしとても運転しにくい。そして雪が降ったときは対応がや

っぱり遅いです。高山村の雪かきの仕方を見て頂きたい。米子の山歩きは道が悪すぎ。ﾄｲﾚもない

し、観光名所とは言えない。車での道のりも悪い。（単身,20歳代,公務員,長野市) 

・同じ所ばかりやっていると感じる道路工事をなんとかしたい。地域と連携した教育ができるとよい。

（単身,30歳代,公務員,長野市) 

・生活環境や子育て環境は(公園や学校もたくさんあるため)とても充実していて良いと思うが、学校

や保育園がたくさんあり、車の交通量も多い割に、横断歩道や歩道の整備ができていないと考える。

歩いている子供が多いので心配に思う。須坂市の役所の方の対応がとても事務的で、分からなくて

行っているにも関わらず、説明が“分かっている”を前提として不親切に感じることが多々あり不

愉快に思う。（二世代世帯,20歳代,無職,その他県内) 

・袋小路が多すぎ道に迷う。湯っ蔵んど玄関前の４差路の標識がみにくい。城下町で仕方のない事だ

が道が分からない。特に農村地帯に入ると東西南北で教えられて他県からきた人には不便この上な

し。（単身,70歳代,商工業者,須高地区) 

・小布施のハイウェイオアシスにある公園のような大きな(子供を遊ばせられる)公園が欲しい。以前、

松本市に住んでいたこともあるが、町の中に小さな公園も尐ないと感じる。 

（二世代世帯,30歳代,会社員,長野市) 

・私の地元は秋田県の内陸で、雪が積もるところです。秋田市等と比べて除雪がしっかりしています。

須坂市はあまり積雪がないですが、大雪が降った場合どう対処するのか懸念するところです。道路

が狭いところがあり、通勤通学時間帯は恐いです。道路と歩道をしっかりわけてほしいです。 

（単身,20歳代,商工業者,その他県外) 

・須坂の道はわかりにくい事は以前から知っていて覚悟していましたが、道案内がなく不親切に思い

ます。もっと街の中に地図の看板の設置をすべきです。例えば、他県や他市の方が来る機会がある

メセナホールへの道順ですが、かんばんは小さく車では見すごす。たとえかんばんに添って右折な

どできても、曲がったとたん何の案内もありません。信号の｢メセナ北｣その先で迷子です。対応を

お願いします。フタのない側溝が目立ちます。雪が積もると危険です。この冬家族が溝に落ちてケ

ガをしました。対応お願いします。（夫婦,40歳代,会社員,長野市) 

・道路状況が悪すぎると思う(マンホールが多い)（単身,20歳代,会社員,その他県内) 

・須坂市は一方通行の道などが多く初めて訪れる人には運転しづらい。観光客をもっと呼ぶためにも

道や駐車場の整備、観光客向けの循環バスの運行などが必要だと思います。 

（夫婦,30歳代,会社員,須高地区) 
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・道路が狭く、渋滞がひどい。（夫婦,20歳代,会社員,長野市) 

●産業・経済 

・自分が学生だった頃、駅周辺はもっと活気があったように思います。尐子化等により、どこの自治

体も同じような問題をかかえていると思いますが、ちょっと駅の方へ出掛けてみようと思えるよう

な施設・店等があるとうれしいです。（二世代世帯,40歳代,会社員,長野市) 

・･町全体に活気がなく暗いｲﾒｰｼﾞ･旧市街地(商業施設)はｼｬｯﾀｰ通り化して閑散としている･製糸産業→

電子産業(富士通)→？ 大きな産業(雇用先)があれば･･･（二世代世帯,50 歳代,公務員,首都圏) 

・以前住んでいた所とは、冬場の寒さが違い驚きました。買物に行くお店が近所にない(ｽｰﾊﾟｰ)と感じ

ました。ちょっとしたｽｰﾊﾟｰがほしい。長野市まで買物に行かなくてもすむように、須坂市で皆さ

んが買物をするように、お店を増やしてほしい。（二世代世帯,30歳代,無職,長野市) 

・松本にくらべ不便(買い物、店の品ぞろえの尐なさ)（二世代世帯,40歳代,会社員,その他県内) 

・職場、駅、買物をするところが近くなり、大変便利です。又、ｽｰﾊﾟｰ等でも農家さんの新鮮な野菜を

買うことができ、嬉しいです。味噌だけでなく小布施のようなお菓子が有名になるといいですね。

蔵の町並みも素敵です。まだ歩いた事がないので車窓からでなく、歩いてゆっくり見たいです。今

ある景観と食べ物が須坂をもっと良くしていくのではないかなと思います。 

（夫婦,20歳代,会社員,長野市) 

・子供用品(服など)が尐ない。ぜひ子供用品大型店舗を増やしてほしい。 

（二世代世帯,20歳代,会社員,長野市) 

・高原ドライブが好きなので山田牧場から志賀高原(笠岳を通って)に抜けるドライブコースをよく利

用しますが、須坂市の五味池(破風高原から反対側の毛無山(小串鉱山))へ抜けて、草津･万座へ行

けるルートを開通させてもらえたら、もっとドライブ好きな人たちが観光に来ると思います。五味

池は｢つつじ｣がキレイだと伺いますが、その先に抜けることができないと思うと、足を運ぶ気にな

れません。やはり、須坂市をもっと知ってもらいたいなら流通しやすい(通行しやすく)ルートや観

光地を(道路整備)開発するべきだと思います。車社会になっていますから車で行きやすく、また他

の村･市につなげて行き来できるようにしなければ(様々な観光地とハシゴできないなら）人々も決

して集まらないと思います。多くの人に気軽にお得な気分を味わってもらえなければもったいない

ような気がします。宝の持ち腐れです。例:上田→菅平→破風高原→小串→志賀→草津万座が抜け

られたら(一気に)春から秋まで最高のドライブコースになると思います。(臼田(佐久)→望月(大河

原高原)→茅野→白樺湖ビーナスライン→松本)のようなスカイラインを期待しています。予算の関

係でムリなのでしょうけれど、夢を書かせていただきました。（単身,30歳代,会社員,その他県内) 

・昔は栄えていたが近年、お店は閉店街も活気がなくさみしい。駅前や商店街などをもっと活性化す

るとか、お年寄りがこれからたくさん増えてくる社会になるので、お年寄りにもやさしい街作りが

重要になってくると思う。（三世代世帯,20歳代,無職,首都圏) 

・買物はｽｰﾊﾟｰしかないので生活は楽しくない。長野市内のように百貨店､専門店などで充実した買物

をしたい。（二世代世帯,20歳未満,会社員,長野市) 

・須坂に企業を誘致し市の活性化を図る･起業者への援助による市の活性化を計る 
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（無回答,60歳代,会社員,長野市) 

・スーパーが多く買物は便利だが、大型のｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙなど何か１つ拠点ができれば良い。 

（二世代世帯,30歳代,会社員,長野市) 

・大型のショップ(ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ)などがあれば良いと思います。食品などのｽｰﾊﾟｰはたくさんあります

が、衣類・インテリアなどを買うお店がなく、とても不便を感じています。 

（二世代世帯,40歳代,会社員,長野市) 

・須坂市は市の PRが｢ヘタ｣だと思う。東京では須坂や中野は知らなくても小布施を知っている人は多

い。それは栗菓子が有名デパートに売っていたり、北斎画が有名だからだ。又、町並み(一部では

あるが)も女性には魅力的だ。須坂にも負けないくらいの観光資源はあると思うのですが。まず、

駅前がパッとしない。せっかく園芸高校があり全国造園コンクールですばらしい成績を修めている

のだから“学生たちに駅前の造園デザインを任せる”というような事はできないものでしょうか？

もし実現できれば学生達にとっては｢須坂駅前は自分達がデザインした｣と自信になり、やりがいも

あるでしょう。又、市は｢駅前は市内にある園芸高校の生徒がデザインしたものです｣と PRできる

でしょう（単身,50歳代,無職,首都圏) 

・ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰの復活。（単身,20歳代,会社員,長野市) 

・自然はあるが、美しさをアピールする観光が必要。大きなｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ等がない。長野市に行かな

ければならない。（夫婦,50歳代,団体職員,須高地区) 

・須坂駅前を開発してほしいです。シルキーもあまり多くの人は通ってないと思いますが、もっと人

がくるようなお店を入れたりとか、駅前が発展していないのが気になります。 

（夫婦,30歳代,会社員,その他県外) 

・道路、整備、自転車走る事。60才を過ぎた人の働くところがない。65才まで働きたくてもない。 

（二世代世帯,60歳代,無職,首都圏) 

・ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰﾊﾟﾙﾑのさみしさはいかがなものか。再開発が望まれる。蔵の町をもう尐し、整備した

方がよい(小規模)（二世代世帯,30歳代,家事,その他県外) 

・ｽｰﾊﾟｰやコンビニなど近所にたくさんあるので助かっています。果物が美味しいので嬉しいです。 

（夫婦,20歳代,家事,長野市) 

・24時間営業のｽｰﾊﾟｰ等が須坂市の入口(長野から)村山、屋島橋付近にあったらもっと沢山の人が須

坂市に移ってくると思う。（夫婦,30歳代,会社員,長野市) 

・ｽｰﾊﾟｰなどは沢山あり食料品の買物には困らないけど子供用の洋服、若向けの洋服などの店が尐なく

いつも長野市中野市の方に出ることになってしまう。小さな店が多くて何回も車で移動･･･なんで

もそろう大きなｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙがあったらいいと思う。家族ででかけられる店が尐ない。古い店が多

いせいかオムツ替えができるような店がほとんどない。（三世代世帯,30歳代,その他,長野市) 

・れんげつつじももっと PR すべきだと思います。（二世代世帯,20歳代,団体職員,その他県内) 

・駅前の活性化をして欲しい。駅前店舗が暗い。（二世代世帯,20歳代,会社員,須高地区) 

・名を聞けばだいたいどの辺に住んでいるのか昔はわかったのに、今は新しい人が増え“くるわ”み

たいのが通じなくなってきたのだと感じます。年寄り世帯が多く、若い世帯では隣にどんな人が住
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んでいるのかもわからない。仕事は長野市という人も多い。時間に追われた生活をしている人が多

い事を感じる街です。須坂市内にもっと雇用を増やし、若い子達がそこに職を求められるような街

づくりをしていただきたい。富士通さんが長野へ行ってしまって、一つ核となる企業が消えてしま

った。ｲﾝﾀｰがせっかくあるのだから、その利点をもっと活かして有力企業の誘致に力を入れて欲し

い。教育県の名の元、長野にはウィンズがありません。他県の利益になってます。パチンコ屋より

ずっといいです。公園もつくってもらえます。JRA の誘致も人を呼ぶだろうし、これから考えて下

さい。（三世代世帯,40歳代,家事,その他県内) 

・観光も施設が点在していて、まとまりがない。蔵をアピールしたいなら、岐阜県の高山のように歩

いて、見て、食べて、楽しく工夫できないのでしょうか？（二世代世帯,30 歳代,会社員,長野市) 

・大きな家電量販店が失い事に残念 長野市に行かないとない（夫婦,50歳代,無職,その他県外) 

・ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙなど百貨店が近くにあると便利。（二世代世帯,20歳代,会社員,その他県外) 

・観光客向けのお土産を総合的に扱う施設が必要。（単身,20歳代,会社員,その他県内) 

・市をあげて観光地としてさかえるように何か PR した方が良いと思う。ウリを作る。 

（夫婦,20歳代,会社員,長野市) 

・以前住んでいたことのある長野市に比べると、やはりお店が尐ないのと、同じ店でも品ぞろえが悪

い気がする。須坂市の中心にｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙがあればいいのにと思う。長野市境にあって須坂市に住

んでてもやや遠い。（夫婦,20歳代,会社員,須高地区) 

●安全・交通・生活基盤 

・水道料金を尐し下げるようにして下さい!!亀倉地区に都市ガスを入れて下さい。 

（二世代世帯,50歳代,会社員,長野市) 

・公共機関が整っていない。車がなければ移動できない。雪が降った日、除雪がされていず、道路が

こおっていて運転がこわいです。しかし、子育てをしやすいと聞きました。長野市と比較して？待

遇が良い？ようなお話を伺い、出産後楽しみです（夫婦,30歳代,会社員,長野市) 

・駅までの道が夜は暗く怖い。信号が多く、近くへ用事に出るのも面倒くさい。もう尐し活気があれ

ばいいなぁ、と思います。（夫婦,30歳代,会社員,その他県内) 

・神奈川県は交通の便がとても良かった。（単身,30 歳代,無職,首都圏) 

・廃止となる屋代線の有効的な活用。長野駅行屋島線の増便。（単身,20歳代,会社員,長野市) 

・小型の巡回車が近くにあるとよい。（単身,50歳代,会社員,長野市) 

・老人の為の市民フリーパス(料金 100円千曲市では現に行っている)のような物を発行してほしい。

することによって足の無い老人等が公共施設(湯っ蔵んど等)に気軽に行けるのではないでしょう

か。（単身,70歳代,無職,その他県内) 

・多くの自然があり、住民の皆様、優しい方ばかりで、県外から来たものからしたら、とても住みや

すいです。強いて言うなら、水道水がとても白くにごっているので、尐し心配になります。半年以

上使っていて特に問題は出ていませんが･･･。（単身,20歳代,会社員,首都圏) 
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・主人が消防団に入っているが、もう尐し効率よく活動ができないのか。(季節や役職によるが、週末

に時間をとられることが多く、家族としては複雑。消防団に対する印象を、もっと良くしないと、

消防団に入る人は減るばかりだと思う。回りの人間は消防団はわずらわしく、めんどくさいだけだ

と思っている人が多い。（夫婦,30歳代,無職,長野市) 

・夜、人通りが尐ないうえに道も暗い。（夫婦,30 歳代,会社員,長野市) 

・若い人が尐なく活気がない。ボロボロで空いている市営住宅が多く治安が悪いと感じる。長野市、

小布施町の様にきれいな公園が周りにあると良い。（二世代世帯,40歳代,会社員,長野市) 

・須坂駅前で自転車盗が多発していることから同所に交番を設置してもらいたい。 

（単身,50歳代,公務員,長野市) 

・須坂に住んで一番驚いたことは、防災無線放送のキメの細かさ。昨年の地震は特別だったとは思い

ますが、住民(市民)の安全を守る姿勢が伝わり、とても感心いたしました。ひとつ注文したい事は

歩道が狭く感じる事です。例えば墨坂神社北側の道路は片側のみの歩道ですので、人がすれ違う事

がありますが、充分な歩道の幅がないため、場所によっては車道に出てしまう事もあります。他に

も段差のある歩道も多いので、整備して頂ければ安全に安心して街歩きができると感じます。 

（夫婦,30歳代,会社員,長野市) 

・防災等の放送が聞えない。（二世代世帯,30歳代,会社員,長野市) 

・交通の便が悪いし、長野電鉄が長野駅まで片道 520円もかかるのは高すぎる。また、長野市への国

道が混雑しすぎているので片側２車線にしてほしい。（単身,20歳代,会社員,首都圏) 

・須坂駅から離れている為バスの充実のお願い。須坂駅までのバス･長野駅までのバス 

（単身,50歳代,商工業者,長野市) 

・バスの本数を増やしてほしい。（二世代世帯,40 歳代,会社員,その他県内) 

・除雪にもう尐し力を入れて頂きたい（夫婦,20歳代,会社員,その他県内) 

・公共交通の利便性はすこぶる悪いと思います。（単身,40歳代,無職,その他県外) 

・防犯灯が尐ないので、住宅街を歩くのに不安を感じます。町中に街路樹が尐なく、緑が尐ない。車

中心の道になっているので、町歩きの魅力が乏しいと思います。首都圏ではよく駅ビルに図書館が

入っていますが、須坂の図書館は駅から遠い所にあります。文化的な都市にするなら産学連携ｾﾝﾀｰ

より、駅ビルに図書館を置いた方が良いと思います。そうすれば駅前に幅広い年代の人が集まると

思います。以前環境都市武蔵野市に在住していた事があります。議員さんはじめ、市の職員の方も

是非武蔵野市など視察されて緑多い都市作りを一から学んで下さい。 

（二世代世帯,20歳代,その他,首都圏) 

●交流・コミュニティ 

・都会で生活していた人が癒される生活環境と思う。小自治体(組など)の取組み、活動は過去に居住

した地域では経験したことがない位多い。良い面が多くある一方で地区のやり方伝統を守り続ける

ために負担も大きいのではないかと感じる事もある（単身,50歳代,無職,長野市) 

・須坂市は、いくつかの地域に分かれているが転入当初より、自分の住宅がどの地区に属しているの
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かよくわからなかった。又、地元の方々には当たり前の事が、地区の行事を始め、不明な事が多々

あった。又、地域のつながりは重要と思うが、行事等が多すぎると感じた．桜まつり、動物園、花

火大会、冬のイルミネーションなど市内におけるｲﾍﾞﾝﾄは多く、とても活発であると感じた。市民

や観光客が楽しむことができる地域資源は数多いと思う。（夫婦,30歳代,公務員,その他県外) 

・以前住んでいた所(実家)では、地区の行事への参加の義務(強制参加的な)や消防団の勧誘がうるさ

く、住みにくい環境だったので、結婚を機に須坂へ引っ越してきました。以前長野市のアパートに

住んでいた時には地区の行事の参加などには自由な面があり、須坂はどうなのか？と心配していま

したが、今住んでいる所もうるさくなくてとても住みやすい環境で、須坂に引っ越して来て良かっ

たと思っています。（二世代世帯,30歳代,会社員,須高地区) 

・去年 3月まで国交省運輸安全(委)におりました。定年後実家に戻るという予定のパターンです。40

数年ぶりの須坂ぐらしですが、近所、町内の皆様に助けられ、何とか無事に暮らしています。公務

員時代は全国を点々として、子供も落ち着きませんでしたが、ようやく故郷ができたということで

す。都会生活からみると町内の各種付き合い等で面倒なことも多いですが、それも田舎暮らしのい

いところと割り切っています。（二世代世帯,60歳代,無職,首都圏) 

・町内会がわずらわしい。特定検診の案内など、市から郵送すればよい物を町内会の係が持ってくる

とか、どうしても町内会にかかわらざるをえなく、地域から監視されている気分になる。 

（単身,40歳代,商工業者,長野市) 

・町ごとの近所のつながりは、大変良いと思うが、町会費が高い。そう感じて入会しなかったら、市

報が届かない。一応、市民であるのに･･･と不思議に感じる。（夫婦,30歳代,公務員,その他県内) 

●市職員、市議員 

・市役所の土日祝日ｵｰﾌﾟﾝ。特に国保･年金･税務等の部署を１週間開庁で。ローテーションで仕事をす

れば出来ます。是非やってください（夫婦,30歳代,会社員,その他県内) 

・昨年 3月はじめから 6月まで仮住居しました。現在は小布施に居ます。役場の男性職員がスリッパ

で仕事をしている姿が、一昔前の役所独特の役人を思わせて印象深かったです。役所の仕事は足元

きちんとしなくてもできる仕事なんだと思わざるを得ないですね。一般社会の職場ではスリッパで

ズルズルしていたらはじき飛ばされます。（単身,60歳代,無職,その他県外) 

・駅前に活気がなくさみしい限り。須坂市の向かうべき方向性が見えてこない。市長、議員から須坂

市を何とかしようという志が見えてこない。市長のリーダーシップが全く見えない。今の須坂市を

変える市長のリーダーシップを見せてほしい。まずは行動してほしい。(黒門で酒を飲んでいる場

合ではない。)（三世代世帯,30歳代,会社員,その他県内) 

・尐し前の事ですが、東庁舎の教育課かこども課の男性職員がﾊﾟｿｺﾝでゲームをしているのを見た。(何

回か)。市役所駐車場(庁舎前)に自家用車･公用車を置いているのを見る。市役所の放送が場所によ

っては何を言っているのか分からない。庁舎前駐車場の南側?(島田ビルのほう、雪の置いてある角)

に階段があると便利。西友前の R403の整備、わだちができて雤の日に歩行者に水がかかる。他に

も所々ある。村山橋メモリアルパーク?を作った意味があまり分からない。記念碑のようなものだ

けで十分では?住宅も近くにないし、橋を渡ってきて曲がろうとする車がいると尐し危険。市長選

の投票率が低い。それぞれの候補の話を聞く時間も尐なかったし、市民に伝わりにくい。三木市政
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の成果もいまいち、分かりづらい。相手候補が市役所前で演説した時、止めに入ったのは誰でしょ

うか。職員でしょうか。その付近で働いている一般市民もいるのだから、どちらも公平に聞けるよ

うにしてほしい。（単身,20歳代,その他,その他県内) 

・｢ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ｣に取り組んでいると良いながら、何をやっているのかも言わず、安直なアンケートを行

うあたりが市長はじめ政策推進課の無能さを表していると思う。又、問 13の項目全てにおいて、

須坂市にあてはまっているとは、到底思えず、感覚のズレを痛感する。更に問 15も同じ。須坂市

が市である理由がわからない。村や町レベル。仕事として行っているアンケート用紙ですらキレイ

に半分に折れないあたりが｢いい加減な仕事しかしない｣とは思いませんか? 

（単身,30歳代,無職,その他県内) 

・公共施設(市役所 etc)の職員がとても親切で、安心しました。転勤の為引っ越しはしますが、自然

に恵まれとても良い所だと思います。もう尐し出身地に近ければ、定住したいと思う地です。 

（夫婦,50歳代,公務員,その他県外) 

・失礼ですが、市役所の方の対応がもの凄く悪く、それが市へのｲﾒｰｼﾞにつながってしまいました。市

役所は市の顔でなければいけないと思います。（単身,20歳代,公務員,長野市) 

・転入の手続きの際に須坂市役所の福祉課にお世話になる事があったのですが、家庭の事情が複雑な

事もあり、今まで長野市･松本市･千曲市等の福祉課の方ともお世話になっていたのですが、初めて

須坂市役所の福祉課の方とお話をした時に、制度について理解されている方が尐ないのかな。と多

尐不安になりました。千曲市での対応が非常に良かったので、残念でした。今後もお世話になるか

と思われますが、もう尐し頼れる場所であって頂ければと思います。 

（その他,20歳代,家事,その他県内) 

・市役所の方が娘の健診について個別に事前連絡を下さって本当にうれしく思いました。ありがとう

ございました。きめ細かい心配りをしてもらえて感謝しました。まだ転入後間もないこともありま

すが今後とも須坂市の方に親切にしてもらえたら大好きになりそうですよね(･･･と厚かましい 

笑）（その他,30歳代,無職,長野市) 

・除雪作業車の出動が早くて良いと思いました。市役所の方の対応がとても良かった。 

（二世代世帯,40歳代,会社員,その他県内) 

・須坂市役所も含め商業施設公共施設等、対応の悪さが目立つ。質問をしても不親切だったり、言葉

づかいが悪く不快な事が多い。ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰはどうなっているのか？ほとんど営業していない場所

を放置している気が知れない。あの場所が今の須坂をすべて象徴しているかのようだ。建物も新し

くして一日も早い有効利用を願う。駅前も同じ。（単身,40歳代,無職,その他県外) 

・転入手続きの際、市役所での案内が親切だった。（二世代世帯,30歳代,公務員,長野市) 

●地域活性化 

・須坂駅前が廃れていると感じる。若い人間が尐ない。⇒活気がない。 

（二世代世帯,20歳代,無職,首都圏) 
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・元気がないです。福祉医療(18才まで)の拡大、ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙ(須坂 IC近く)の建設･雇用の拡大につ

ながる、駅前活性化の拡大(市営を立体駐車場へ)、歩道の整備、観光名所･農産物のｱﾋﾟｰﾙ、高齢者

に住みやすい環境作り(障害者福祉も含め)、保守的すぎる行政体制を変えて下さい。元気な町づく

りをお願いします!ｱﾋﾟｰﾙﾎﾟｲﾝﾄ作りです!（夫婦,30 歳代,団体職員,長野市) 

・お町に活気がない。子供のころ住んでいたときよりもひどい。今は独身なのですが、将来的には子

供のことを考えますので、子供にやさしい行政をお願いします。（単身,30 歳代,会社員,首都圏) 

・町を盛り上げるｲﾍﾞﾝﾄ、祭り等、定期的にあれば良いと思う。（夫婦,30 歳代,会社員,長野市) 

・1．須坂市は、静かで平穏な良い街だと思います。買物は市内に店が尐なく、尐し不便ですが、長野

市や中野市の方に足を伸ばせば良いので、それ程不便というものでもありません。2．ただし｢蔵の

町｣と銘うっている割りには、それ程のものと思われません。小布施町の様に、統一感のとれた町

並み･観光スポットを作れれば、観光面においてもっと良いのではないかと思います。3．商業的に

は、私の生まれた古里は上田市なのですが、最近駅近くに大型ﾃﾅﾝﾄが出来て、凄くにぎわっている

様子です。須坂ｲﾝﾀｰ近くに商業パークがありますが、いま一つ地味だと思いますので、再開発を考

えてみても良いかと思います。4．ただしこれからの尐子高齢化の時代を考えますと、無理な再開

発はせず｢長野市のベットタウン｣として閑静な住宅街作りを目指すのも良いかと思われます。住ん

でみて、良い町だと思っています。（二世代世帯,40歳代,公務員,その他県内) 

・素敵なまちですが素材を生かしきれていない気がします。これからがんばって変わってほしい!!FM

長野の須坂の番組がとてもおもしろいです。（単身,20歳代,会社員,首都圏) 

・駅前が活性化していなくむしろ寂しくなっていた。歩いて周れる観光場所もなく、ただの通過点な

市になっている。保守的な土地柄なので暗い雰囲気がある。市外から来てもらうにはもっと、住み

よくしないと無理がある。（二世代世帯,30歳代,無職,首都圏) 

・蔵の町とうたうなら、もっと力を入れてほしい。駅前が寂しい。町を活性化させてほしいです。 

（夫婦,20歳代,会社員,首都圏) 

・１.今の所２ヶ月で特にない２.外灯など尐なく不安３.住宅地の中に公園などがなく、孫を遊ばせる

所がない４.須坂市の商業地域はどこなのかわからない５.買物に行く所がない(長野市へ出て買う

しかない)６.介護保険料が高い７.もっと若い人達が住みやすい町にして人口を増やしてほしい。

（夫婦,60歳代,会社員,長野市) 

・須坂はとてもステキな場所もあるのですが、さつばつとした場所に消されてしまっているような気

がします。新しいｲﾍﾞﾝﾄづくりなど、良さをアピールできたらいいなと思います。以前は駅前にド

ーナツ屋さんがあり、待ち合わせや電車待ちで利用した事がありましたが、なくなってしまったの

ですね･･･駅前にファーストフード系の店が一軒も無いのは暗いし、若者ばなれの一因ではないで

しょうか？（夫婦,40歳代,会社員,長野市) 

・他の地域のマネでなく、もっと須坂オリジナルなものをｱﾋﾟｰﾙしていくといいと思う。｢どこかで聞

いたことある｣というｲﾍﾞﾝﾄや街のｱﾋﾟｰﾙが多いように思います。しかし、以前住んでいたイタリア

よりマシですが。（単身,40歳代,無職,その他県外) 
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・市独自の特徴をつき出したいのならば、住民自身の中から創意やｱｲﾃﾞｨｱをどう引き出すのかという

視点が大事だと思います。上からの押しつけではうまくいかない。その意味で、こういうアンケー

トは重要と思います。個人的には｢観光で他市から客を呼び込んで――｣というまちづくりよりも、

落ちついた暮らしやすい須坂のまちを希望します。（二世代世帯,40歳代,無職,首都圏) 

●税金、各料金 

・長野市に比べ固定資産税･都市計画税が高い。（単身,80歳以上,無職,長野市) 

・法人税率が高い。（二世代世帯,30歳代,団体職員,長野市) 

・とにかく自然や空気がとても良い。市役所の人も優しい。しかし、とにかく物価がメチャメチャ高

い。特に水道代･光熱費･ｶﾞｿﾘﾝ･灯油と日常の食料品と、いずれ須坂に住みたいと言っていたが、普

通の日常の水道光熱費、ガソリン、灯油、食品が高いので、経済的にすごい負担が多くなって、び

っくりしている。友人が大阪から子供と一緒に引越したいと言っていましたが、水道代、電気代さ

らにびっくりしたのが、区のｺﾞﾐとか袋代とかにびっくりして、引越しを悩んでいる。本当にｺﾞﾐ袋

が高すぎる!!（単身,50歳代,無職,近畿圏) 

●マナー道徳 

・なんとなく、運転が荒い気がする。自己中心的な運転する方が多く困る。 

（夫婦,30歳代,無職,長野市) 

・駅前の駐輪場のﾏﾅｰが悪すぎる。（二世代世帯,30 歳代,団体職員,長野市) 

・運転ﾏﾅｰが悪い。(スピードの出し過ぎ、わり込み、駐車場内で駐車場所以外でも駐車をする･･･)（単

身,40歳代,無職,その他県外) 

●住みやすい 

・以前飯山に住んでいたので冬雪の心配がなく、須坂に住んで良かったと思ってます。会社も実家も

近く、駅も近いのでとても良かったです。（二世代世帯,40歳代,会社員,その他県内) 

・都会に比べて空気や水がきれいであることが何より素晴らしいと思います。地震の影響もほとんど

なく安心して暮らせることに幸せを感じます。ただ全国にもっと須坂市の良さを PRするべきだと

思います。例えば①動物園のハッチの家族の PRなど②須坂産のワインを PR③八丁鎧塚などの遺跡

を PR（二世代世帯,30歳代,その他,首都圏) 

・臥竜公園の近所に住んでいます。毎年、大勢の花見客であふれかえる臥竜公園は、須坂市の誇りで

す。のどかで、住みやすく、医療施設も整っているので、いつまでもこの街に住んでいたいなぁ、

と心から思えるところです。（単身,20歳代,団体職員,長野市) 

・須坂は良い所だと思う。長野市(都会)に近いのに、自然も沢山残っている。晴れた日にはウチから

北アルプスが眺められ、それだけで嬉しい。東京の息子達も喜んでいる。 

（夫婦,60歳代,無職,その他県外) 

・静かでゆっくりとできる。空気もきれい。（単身,40歳代,会社員,その他県内) 

・約１年須坂で生活しているが、住みやすい環境と感じます。これからも今の所で住み続けたいです。

（夫婦,30歳代,会社員,その他県内) 
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●公共施設管理、充実 

・町並みも素敵ですが。須坂動物園のご努力は立派です。停滞しないイノベーション(客をもてなすソ

フト･ハード)を常にお願いします。仁礼豊丘に｢絶景スポットパーク｣はどうでしょうか。 

（単身,50歳代,公務員,その他県内) 

・図書館の資料を充実させてほしい･･(雑誌・DVD 等)（二世代世帯,30歳代,公務員,その他県外) 

・前に住んでいた所の友人達がよく遊びに来るのですが、銀座通りを歩くと、お茶をごちそうしてい

ただき(交流ｾﾝﾀｰ、まゆぐら、おかみさんショップ、ぶらり館等)感激していました。｢野菜や果物

が安くてうまい!｣と言う友人も沢山います。（夫婦,60歳代,無職,近畿圏) 

●その他 

・郵便番号については本当に戸惑っています。業者相手によっては、郵便番号が違うと言われたり、

町名では身分確認ができない場合もあります。金融機関など地元でないものは、事情の説明に大変

なこともあり、皆さんどうされているのか、ぜひ教えて欲しいと思います。 

（二世代世帯,50歳代,公務員,その他県内) 

・地域の良さが世の中に伝わりきれていないこと。（単身,20歳代,学生,首都圏) 

・里山、北信五岳、北アルプス、長野市街地の眺望、千曲川をはじめとする河川の自然環境、歴史的

町並み、建物等、里山の田園環境、これはすばらしい、周辺市町村にはない須坂らしいもの。まち

づくりに活かして是非(日本一、長野県)住んでみたい街をつくっていただきたい。絶対できます。

期待しています。（夫婦,60歳代,会社員,首都圏) 

・首都圏から Uターンしたけれども、過疎化が進んでいると思う。休日気軽にふらっと出かける場所

も無いためいろいろ見る事ができない。将来的には市外(長野市･松本)、または県外へと視野を持

って生活しています。Uターンを考えている友人もいるが、生活環境を考えると難しいと伝えるこ

としかできない。（単身,20歳代,会社員,首都圏) 

・人形博物館に人がいないのに、警備員を立たせたり、(花見の時の臥竜公園も）ムダな税金を使われ

ているイメージがあり、不愉快です。（二世代世帯,30歳代,会社員,須高地区) 

・もっともっと須坂を知りたいと思います。特に蔵の町並み･米子大瀑布･山歩き 

（単身,40歳代,会社員,その他県外) 

・須坂市に言いたいことを、ただ書いただけで何の改善もされないようでは困ります。このようなア

ンケートを実施したからには確実に住みやすいすざかしになるように望みます。正直あまり期待し

ていません。（夫婦,30歳代,無職,長野市) 

・郵便の住所と市役所での住所が異なるのは、本当になんとかしてください。インターネットで郵便

番号を入れて出るのは、本上町であり、正規の証明書とは異なるので、2度手間になります。 

（単身,40歳代,商工業者,長野市) 


