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自由記述（転出者アンケート） 

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 

・学童保育どんぐりクラブがあって、仕事を続けながら子育てすることができました。あり

がたかったです。（二世代世帯,30歳代,会社員,その他県内) 

・福祉や子育てに力を入れていてとてもよかったと思います。臥竜公園は子どもといっしょ

に何回も遊びに行きました。アートパークのイルミネーション、とてもきれいでした。ま

た見に行きます。（二世代世帯,40歳代,公務員,長野市) 

・須坂市は子育て支援にとても力を入れて頂いているので、子どもを育てる親にとってすご

く良いと思います。今後も続けて頂けると嬉しいです。（単身,20歳代,公務員,須高地区) 

・井上地域公民館は小さい子供がいるのでよく利用させて頂きました。遊びの広場や、その

他、仲良しの親子で集まりを作り、公民館の一部屋を開放してもらって遊んだり交流の場

に。本も貸して頂きました。本当に良くして下さいました。ありがとうございました。（二

世代世帯,30歳代,商工業者,その他県内) 

●教育・文化・スポーツ 

・「くらのまち」須坂に住んだことによって、伝統を身近に感じることが出来たことが良か

ったです。須坂市とは直接関係はないかもしれませんが、長野電鉄の運賃がとても高く、

また電車の本数が尐ないことが不便でした。（単身,20歳代,会社員,長野市) 

●環境 

・須坂市は山や緑に囲まれ、とてもいい環境で生活することができました。ハッチのサンド

バッグにパンチする姿も見られたし。ただ新しく越して生活する者にとって、地元の人同

士のつながりが強すぎて入るのに苦労しました。学校の役員とか町の行事とか…決めるの

にも大人のいじめみたいなものもありました。その点ではもう尐し新しい考えを入れてい

くのもいいと思います。（二世代世帯,30歳代,会社員,三大首都圏) 

・【良】旧市街地の町並み、臥竜公園の桜、くだもの、生活（風土や文化）。生活するには

この上ない町であった。【悪】市のＰＲ戦略、文化継承に統一感が弱い。観光資源である

文化継承は生活そのものであると私個人の考えではあるが、官と民が共に作っていかない

と半端で終わると感じる。思いを持っている市民の力は大きい。（単身,20歳代,会社員,

その他県外) 

・空気がきれい。大きな公園がないのが残念。（単身,30歳代,会社員,長野市) 

・自然が豊か（単身,20歳代,公務員,その他県内) 



自由記述（転出者アンケート） 

 

・須坂は臥竜公園や百々川など自然も多く大好きです。これからも須坂が活気あふれるよう

頑張って下さい。（単身,20歳代,会社員,その他県外) 

・【良】山、水、自然へのアクセス。臥竜公園、花火、友人、犯罪が尐ない。【悪】ファッ

ション関係の店がない。衣料、小物、雑貨、バッグ・・（単身,20歳代,会社員,三大首都

圏) 

・良かったのは自然が沢山残っていること。駅前がどんどん活気がなくなっているのがとて

も寂しい。（単身,30歳代,団体職員,長野市) 

・自然が豊かで子育てがしやすかった。須坂市内だけでは、生活においての選択肢が尐ない

のは残念だが、長野市、小布施、中野市へと行動範囲を広げると、子育てを中心に生活が

充実した。今後は車がなくても便利に生活できるような町づくりをめざして、老人、子供、

観光客が集まる市になってほしい。（二世代世帯,30歳代,家事,三大首都圏) 

・親が年をとったので、仕方なしに実家に帰ることになりました。16年間過ごした北信にと

ても愛着があります。須坂は田舎過ぎず、スーパーなどもたくさんあったのですごく住み

やすくて気に入ってました。どこからも山が見えて、空気もきれいだし、果物もおいしい

し、都会育ちの私には、その何もかもが貴重で、できればずっと須坂で過ごしたかったで

す。（単身,30歳代,会社員,三大首都圏) 

・自然がいっぱいで子供がのびのびと育った。坂が多くて自転車が大変。駅が不便。市民バ

スが走る範囲をもっと広げた方がいいと思う。車の無い人やお年寄り身体の不自由な人も

住めるように。（二世代世帯,30歳代,無職,三大首都圏) 

・閑静豊かな住み良い所でした。（単身,80歳以上,無職,長野市) 

・【良】臥竜公園の桜。緑が多くて住みやすい。【悪】若い人が遊ぶ所（店）がない。家族

で行けるショッピングモールが無い。（単身,20歳代,会社員,長野市) 

・【良】空気が澄んでいて緑が多くて住みやすいです。美味しいラーメン屋やオムライス屋

（ホームラン亭、かねき）さんがあって、とてもいいです。【悪】須坂駅近辺が栄えても

らいたい。映画館があれば良かった。（単身,30歳代,家事,三大首都圏) 

・【良】自然の多いところ（環境が良い）。【悪】飲食店が尐ない。チェーン店がもっと多

いといい。（単身,20歳代,会社員,長野市) 

・【良】山や果樹に囲まれているところ。【悪】お店がバラバラで車での移動が多く、用を

足そうと思うと時間がかかる。家賃が高い。（夫婦,20歳代,会社員,長野市) 

・自然が近くに感じられ転入して来た時は田舎っぽいと思っていましたが、せわしなく過ぎ

ていく中とても癒されました。飲食やパチンコ、他倒産してしまった店舗のまま残ってい

るのは、あまり良い印象はしません。撤退、又は、地域繁栄の為次の店舗が建ちやすいよ

う配慮して欲しい。倒産のままの店舗を見かけるたび、地域の活性化に欠けている気がし

ました。（夫婦,30歳代,公務員,その他県外) 
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・自然が豊かでのんびりしていて良かった。商店がほとんどインターに集中して、商店街と

駅前が寂れてしまったのが残念です。（単身,20歳代,家事,三大首都圏) 

●都市基盤 

・臥竜公園の秋に行われる菊花展がとても良かった。自然が多く住みやすかった。（単身,20

歳代,団体職員,三大首都圏) 

・須坂東 ICに近く遊びに行くのが便利だった。水道料金が他の県に比べて尐し高いと思う。

桜の時期の臥竜公園。（単身,20歳代,公務員,長野市) 

・碁盤の目のようになっていないため道がわかりにくい。臥竜公園の桜はきれい。クリスマ

スのイルミネーションは毎年楽しみにしていた。（単身,30歳代,公務員,その他県内) 

・坂が多くて何かと大変でした。子育てする上で、自転車を使うのが若干怖いし、歩道が狭

くて危ない所が多く感じます。事故も多い気がします。しかし、花火やイルミネーション

など長野市に負けないイベントがあるのでもっと須坂を知ってもらえればよいと思いま

す。いがいと探せば遊ぶとこもありますし、自然を感じられる所なので。私は、桜木町通

りや銀座通りなどが、もったいない気がします。蔵町の須坂なのに、あの通りを知らない

人が多いですし、本来なら、デパートよりあの通りを散歩しながら親子で過ごすのもいい

と思いますし、イベントなどして須坂全体を活性して欲しいと思います。（単身,20歳代,

団体職員,三大首都圏) 

・町が暗い。外灯を増やしてほしい。（単身,20歳代,学生,三大首都圏) 

・自動車を運転するようになってから、舗装のひどいのには驚きました。生まれてからずっ

と住んでいた所なので、他は悪かったところは思いつきません。これからも通院等でも須

坂にはしょっちゅう参りますので、気分的には須坂市民のままでいるのかもしれません。

（単身,40歳代,無職,長野市) 

・道路の幅がせまい。百々川の河川敶はきれいで過ごしやすく良かったです。（夫婦,20歳

代,会社員,その他県内) 

・臥竜公園の土手の公園を散歩したり、ボーっと川を見ていたりと、とっても好きな場所で

した。桜の季節には、また見に来たいと思います。（単身,30歳代,会社員,長野市) 

・臥竜公園のお花見はすばらしいです。（二世代世帯,20歳代,無回答,その他県内) 

・【良】公園が多く、子どもと遊びやすいまちだった。周辺に長野市、中野市などあるので、

色々な所に行くのにもちょうどよかった。【悪】町会のあり方です。アパート住まいだっ

たが、組長等の役を回されてもアパートは転居したりするので順番がくるったりうまくい

かないので、アパート住まいの人は大役は外して手紙配布等のみにしてもらわないと機能

しないと思う。もしくは大家さんに管理してもらうべきです。実際うちの組では毎年もめ

ていました。アパート住まいの人は元々町会に関わりたくない人も多いので、そのあたり

も考慮して市から指示して欲しい。（二世代世帯,30歳代,公務員,その他県内) 
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・百々川の河川敶で散歩やバーベキューができて良かった。臥竜公園の夜桜が毎年楽しみだ

った。（単身,30歳代,会社員,その他県外) 

・臥竜公園の桜は、素晴らしいと思います。毎年の春が楽しみです。製糸が盛んだった須坂

市ですから、蔵の町並はもちろんですが、マスコットやグルメなど須坂市をＰＲできるも

のを考案し、発売し、経済効果を上げていってはどうですか。（単身,30歳代,無職,その

他県内) 

・臥竜公園の桜はすごくキレイで毎年お花見に行きました。おでんもおいしい。湯っ蔵んど

はのんびりできて好きでした。ホタルが見れる川があって自然が豊か。駅前が寂しい。こ

れと言った遊べる所がない。（単身,30歳代,無職,三大首都圏) 

●産業・経済 

・【良】果物が安く簡単に手に入ることが良い（スーパーの地域のものコーナー）。代行・

タクシーが安い。臥竜公園の桜がきれい。【悪】ガソリンスタンドが尐ない。道がわかり

にくい。小学校で土曜に出勤するＰＴＡ行事が多すぎる。（単身,20歳代,公務員,その他

県内) 

・お店が尐ない。道がわかりづらい。遅くまでやっているお店もない。（単身,20歳代,会社

員,長野市) 

・悪い印象を持つことはありませんでした。坂が多いので自転車での移動は大変でしたが、

果物（りんご・ぶどう）はおいしくいただきました。米子の滝もよかったです。（単身,40

歳代,公務員,その他県外) 

・臥竜公園も桜やハッチのおかげで観光客も増えてよかった。けれどその付近をバラ公園に

する話があったのに実際できなかったのはもったいなかったと思う。年を通して観光客が

着てくれたら嬉しいです。（単身,20歳代,公務員,その他県外) 

・臥竜公園の桜。アートパークのイルミネーション。（単身,20歳代,団体職員,長野市) 

・便利な店がたくさんあったり、尐し行くと長野市がありとても都合が良いのに、自然も豊

かで過ごしやすかった。（単身,30歳代,公務員,その他県内) 

・自然が多く店も適度な距離にあり生活しやすかった。ゴミシールについて毎年たくさん余

ったので余った分を買い取って頂いたり、削減した側のメリットがあると良い。課によっ

てだと思いますが、市役所の窓口に行ってもなかなか応対をして頂けないことがあります。

（電話、接客などしていなくても窓口に誰も出てこない）（夫婦,30歳代,会社員,その他

県外) 

・臥竜公園の花見、毎年楽しみでした。夏の花火の夕べ、臥竜公園内の散歩、毎日空気がき

れいで幸せを感じています。残念です。（単身,60歳代,無職,その他県内) 

・【悪】店がインター付近に集中しているので買い物に行くのが遠い。須坂駅前が何もなく

悲しい。【良】道がすいている。（単身,20歳代,会社員,長野市) 
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・長野へ行くにも近くて良かった。食事をするところがもっとあれば良かった。図書館が狭

かったので、もっと広い方がいいと思った。（二世代世帯,30歳代,会社員,須高地区) 

・いつも地元の野菜がどこでも売られているのがとても良かったです。自然もすごく良くて、

その割には生活に困らない。スーパーなど充実していて、初めて須坂市で生活してみて、

私にはとても良いところでした。（夫婦,30歳代,家事,三大首都圏) 

・須坂で買い物をするならインターの辺りぐらいであまりなく、駅前がとてもさみしい感じ

がする。（単身,20歳代,団体職員,その他県外) 

・故郷ですので須坂は好きです。ですので、ショッピングセンターを見ますと、子どもの時

と比べてシャッターが下りている店が多いので、さみしく思います。（単身,20歳代,公務

員,その他県内) 

・【良】臥竜山の桜がキレイで春になるとたくさんの人が集ってにぎやかになる所。【悪】

店が尐ない。特にベビー用品、子供用品がなかった。遊ばせる公園が尐ない。もっと活気

のある町にして欲しい。（単身,30歳代,会社員,その他県内) 

・果物がおいしい。米子周辺の自然が良い。駅前周辺に活気がないのは残念。（単身,40歳

代,会社員,三大首都圏) 

・須坂に住みついてまだ数年ではありますが、住み慣れてきた今、離れることにとても淋し

い気持ちも正直言いましてあります。公園、花火の夕べ、河川敶等の散歩等、それぞれ思

い出がいっぱいあります。おひな祭り、沢山のイベント、本当にお世話様になりました。

（単身,60歳代,会社員,その他県内) 

・須坂市に住んで良かった所は、須坂動物園のハッチに会えたことです。今は亡くなってし

まいましたが、全国的に有名となるものを探し出していって欲しいです。（単身,20歳代,

会社員,その他県内) 

・須坂駅周辺が閑散としている点が残念だと感じている。（単身,20歳代,学生,その他県外) 

・気候もいいし過ごしやすいが、大きなデパートがないため買い物は長野市へ行くことが多

かった。臥竜公園は春、秋とても美しいので好きな場所です。学生の時に、竜の里マラソ

ンに参加したりイルミネーションも学校のクラスで参加した。いい思い出になっている気

がします。（単身,20歳未満,学生,その他県内) 

●安全・交通・生活基盤 

・長野電鉄の踏切事故があり、住民の対話がすすまずいやな思いだった。子を持つ親として、

4種踏切は早くなくしてほしいが、なかなかなくならない。行政も思い切って行動してい

いのではないか。（単身,40歳代,公務員,その他県内) 

・電車などの公共の交通機関があまりなく、移動は車が主で色々と不便を感じた。小さな子

供がいるので、子育て支援センターでよく遊ばせてもらいました。外でなかなか遊べない

冬は特に重宝させていただきました。子供が気兼ねなく遊べる場所があるということが、

須坂市の良い所だと思います。（二世代世帯,20歳代,会社員,その他県内) 
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・【良】水がおいしい。スーパーが多くて便利。ファミリーレストランが１件もないような

ので、友人と長話できるような場所が欲しい。個人経営のカフェや喫茶店はありますが気

をつかってしまい 30分位しかいられない。あと、市民プール（室内プール）があったらう

れしいです。（夫婦,20歳代,公務員,その他県内) 

●住みやすい・満足 

・須坂は良いところだと思います。花火の夕べはやってほしいです。須坂は全部好きです。

（単身,20歳未満,学生,その他県外) 

・静かなところが良い。百々川の河川敶。花火。（単身,20歳未満,学生,三大首都圏) 

・私は須坂市が大好きなため、できれば須坂から出たくありませんでした。須坂は果物の宝

庫ですし、臥竜公園もあり、いやされる市であります。車で尐し走れば長野市にも行け、

東京など行くにも便利ですし、高速インターも近くにあり、住むには最高の場所です。お

いしく安い飲食店もたくさんあり、事あるごとに私は須坂のグルメをＰＲしてきました。

市長さんも色々なイベントには必ず顔を出され、いつもにこやかで素晴らしい市長さんで

す。いつまでも頑張って下さい。（単身,30歳代,団体職員,その他県内) 

・静かで住みやすい。（単身,30歳代,会社員,長野市) 

・生まれ育った場所なので、最高です。（単身,30歳代,会社員,長野市) 

・小さい頃から住んでいるので、町がけっこう好きでした。（単身,20歳代,公務員,長野市) 

●地域活性化 

・生活する上で、程よく便利。スーパーやドラックストア、美容院、学校などが多い。ショ

ッピングセンター、駅周辺をもっと活気のある街にして欲しい。（単身,20歳代,会社員,

長野市) 

・若い人にとって魅力のない市だと思った。（単身,20歳代,その他,三大首都圏) 

・他の市に比べて、市全体にあまり活気がない様な気がする。どんどん廃れているイメージ。

（駅周辺とか）臥竜公園の桜や花火大会は良かった。（単身,20歳代,無職,その他県内) 

・活気のない須坂は好きになれなかった。 親のお墓がある為、もっと良い市になる事を祈

りつつ、いつか戻って来たい。応援しています。（単身,40歳代,会社員,その他県内) 

●市職員、市議員 

・私は転勤族で、東日本の各地に住んだが、転入した時に、市役所の人に、町内会に挨拶に

行けとか、今日転入した人に、町内会の組を記入しろとか、須坂市役所の住民課はバカか

と思ったのが、一番の思い出です。（例えば、このアンケートの封筒も、自分でノリを付

けないと送れない。この不親切さが須坂市民なんだなと思います。）（単身,50歳代,会社

員,その他県外) 

・３年間暮らしたのですが、嫌いになるばかりで良かったなどと思えなかった。市役所の対

応、市民の対応、ぜんぜんあたたかみがないと思いました。税金の無駄遣いなど、まあ、
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きたないやつらが多い。へんなプライドすてろ。何もない町。（夫婦,30歳代,会社員,そ

の他県外) 

・市役所の方々がとても親切でよかった。冬の除雪がとてもしっかりしてると思った。大雪

のたびに、須坂市から長野駅などへ行くときに、橋の向こうとこっちで大違いで、須坂は

すごいと思った。（単身,20歳代,無職,その他県外) 

●公共施設管理、充実 

・須坂市図書館が近隣の自治体のものより規模が小さい。街灯の数が尐ないと思いました。

須坂駅前駐輪場が無料で使用できて良かったです。須坂駅前でのカレンダー配布は良かっ

たです。（単身,60歳代,公務員,その他県内) 

●広報、ＰＲ 

・情報提供の良さ（防災防犯メール、メルマガ）。花火大会の際、路上駐車が多く通行困難、

交通整理を望みます。（単身,20歳代,会社員,長野市) 

●住んでよかったと思える市に 

・街がとても穏やかであり、安心感、安定感を得られるところであり、ストレスが尐ないの

で、とても快適であった。反面、もっと賑やかな場所があれば、バランスが取れて、永く

住んでいこうと思ったかも知れません。（単身,20歳代,学生,三大首都圏) 

●その他 

・生まれてからずっと住んでいたので愛着がある。臥竜公園の写生大会。（単身,20歳未満,

学生,その他県外) 

・【悪】駅前の飲み屋（外系のスナック）の治安の悪さ、不法滞在な外国人の多さ等。（二

世代世帯,20歳代,会社員,その他県外) 

・親切な人が多い。（単身,20歳代,公務員,その他県内) 

・住んでいる方々の人柄がよかった。（二世代世帯,30歳代,団体職員,その他県内) 
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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 

・冬の寒さ、雪の多さが病後の体にこたえる。市街地の道路の狭さとわかりにくいこと。市役所の出

張所が地域ごとにあったらいい。市街地から離れると遠くて不便な地が多い。車に乗れない人は大

変だと思う。バスも尐ないので。現在は車を使っているが、乗れなくなったら一人暮らしは無理。

（単身,50歳代,無職,その他県外) 

・近所に子どもが尐なく近くに公園など集まりの場も尐ないので寂しく感じる。もっと子どもが増え

るように子どもを産みやすく育てやすい環境づくりをしてほしい。子どもはたくさん産みたいけど

子どもの未来を考えると経済的理由で断念してしまう。周りでも同じ人が多い。子ども 3人目から

は何か優遇があると産みやすくなるのではないかと思います。（二世代世帯,30歳代,会社員,その

他県内) 

・①岡谷市は子育て支援が充実していた。市が主催の半年期間（週一）での育児講座では子どもから

離れてリラックスできる、友達が増えるなど情報交換が盛んである。広くてきれいな子育て広場。

駐車も 5時間無料で外の公園も遊具が多く広く整備されている。町単位の子育て講座（月一）や町

の有志の月一講座。保育園・幼稚園がそれぞれ特色があり、入園前のサークルも充実している。②

須坂市は以前からいた人や地元の習慣があり、打ち解けられない。うるさい。年寄りが町の中心と

いう感じ。若い人と接するチャンスがほしい。近所のことがわかりにくい。（二世代世帯,40歳代,

会社員,その他県内) 

・以前住んでいた長野市と比べると良い点は健康診断の案内や市報などがきちんと配布されてくるこ

と。不満な点は乳幼児の健診で 9～10ヶ月の健診がないこと、ポリオや健診の際の待ち時間が長い

こと（月齢だけでなく町ごとなどもっと細かく分けて行うと良いのでは）、歩道が狭かったり整備

されていないところが多くベビーカーを押して出かけられないこと。転入の手続きの際、市役所内

の課をいくつか回ったが、応対が良かった方とそうでない方の差を感じました。事務的な笑顔がな

い、冷たい感じがする応対の方が多いと感じました。（二世代世帯,30歳代,会社員,長野市) 

・子育てサークルなどお母さん同士のつながりができるようもっとサポートしてほしい。支援センタ

ー以外にもそういった場所がほしい。野菜や果物が取れる時期は新鮮で安く手に入れられるのがい

いと思います。（二世代世帯,30歳代,公務員,その他県内) 

・子どもの医療費、後から振込ではなく、窓口払いをなくしてほしい。埼玉県ではそのようになって

います。（二世代世帯,40歳代,会社員,長野市) 

・公立の幼稚園がないのが残念。一つ一つの幼稚園の規模が小さく建物が古い。市役所の職員が暇そ

うに雑談していたりゴルフの素振りをしていたりしている。職員の削減が可能では。（二世代世

帯,30歳代,会社員,長野市) 
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・以前の住所では子どもが病院にかかると薬代込みで一律 510円だったかと思います。須坂市は後で

返金されるにしても子どもは病院にかかることが多いですし、緊急も多々あるので支払額を一律に

してくれると病院へも行きやすくなると思います、（二世代世帯,40歳代,会社員,その他県内) 

・以前住んでいた市では市民健診がとても充実しており、健康指導も積極的でした。また、図書館の

蔵書も豊富で子どもも図書館に行くのを楽しんでおりました。（二世代世帯,30歳代,公務員,その

他県外) 

・3歳以上児の保育料が以前の県より高くびっくりした。せっかく須坂市に大きく、建替えられた病

院があるのに、たくさんの人が別の市にある病院へ通ったり、近くにある交通公園も草だらけで整

備されていない。自然ですばらしい場所がたくさんあるのに、整備されていない。観光客呼べそう

なところがあると思うがもったいないと感じた。以前住んでいたところは住民がトラスト運動し、

川を掃除したりそこに住む生物観察会をしたり尐年団を作り活動していた。（二世代世帯,40歳代,

会社員,その他県外) 

・須坂市に住みたいとみんなが思えるような安心して子育てができる独自の支援制度を望みます。た

とえば保育料の補助など。以前住んでいた町は雪が多く大変でしたが、除雪はすぐに動いてくれて

いました。大きな道だけでもすぐに除雪してほしいと思った。もこもこの道は歩くのも運転するの

も非常に危ない。（二世代世帯,30歳代,会社員,その他県内) 

・本籍地であれば子宮頸がんワクチンを私の年齢(29歳)でも無料でできます。須坂市はまだ成人女性

に対して無料サービスは行っていないので早く取り組んでほしい。この点については仲間内でよく

話題になります。このようなアンケートをとり改善しようとされる姿勢に好感を持ちました。（単

身,20歳代,会社員,三大首都圏) 

・今年出産予定ですが子育てしやすい環境を望む。子どもを育てる母親同士のふれあいの場があれば

いいと思います。（須坂に知り合いがあまりいないので）（夫婦,20歳代,家事,長野市) 

・若い世代がずっと住みたいと思えるような、子育て教育関係が充実してくると人口も増えていくと

思う。千曲川の河原に広い公園や、大きな大型デパート、スーパーなどがあるともっと便利。須坂

ICの周辺も高速バスや駐車場があったら利用者も増え、住みたいと思えるのでは。長野に出るには

長野市にいなくても便利であると良い。（二世代世帯,30歳代,その他,その他県内) 

・高齢者・障がい者福祉の充実。日野地区で防災無線が聞き取りにくい。屋外スピーカーが聞こえに

くく、何を言っているかわからない。先日の栄村の地震の時も全然分からなかった。緊急の放送の

ときなど聞き取れないと心配です。（二世代世帯,40歳代,会社員,長野市) 

・1歳の子どもがいるので毎日児童センターに行っています。子どもが安心してのびのびと遊べる施

設があって本当に良かったと思っています。そこで行われる講座や行事なども役に立っています。

また保健センターで育児や食事の相談にものっていただけるので助かります。行政サービスが細か

く行き届いていると思います。（二世代世帯,30歳代,公務員,三大首都圏) 

・須坂病院など小児に対しての医療体制が十分でない。（二世代世帯,20歳代,会社員,須高地区) 
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●教育・文化・スポーツ 

・学校と地域が連携していて良いと思いますが、学区域が厳密に区切られていて学区外通学の融通が

きかないのが不便と感じています。給食センターに食器類の洗浄スペースを増築して確保し、家庭

より箸、弁当箱を持参しないですむようにしてほしい。（箸と弁当箱の持参にとても驚きました）

給食費も千円くらい高いです。須坂市のいいところもたくさんありますが、これらのことがショッ

クでした。マイホームを考えていますが学区域の問題で話が進んでいません。（二世代世帯,40歳

代,公務員,その他県外) 

・芸術的・文化的な人が多い町だと思います。町並みや文化財も多いのでそういう方向に伸ばしてい

くといい町になると思います。（単身,30歳代,家事,その他県内) 

・尐子化が進んでいる。学校の統廃合など今ある地区割を変えるなどして新しいこれからのまちづく

りに対応した形を考えてほしい。ゴミ分別の冊子があるものの、別の市町村と比べると内容が薄く、

実際生活していて知りたい分別がわからない。他の県内市町村ではしっかりしたカラー版で細かい

内容まで書いてありわかりやすい。せっかくゴミ袋が変わり分別もしっかりしてゴミを尐なくする

よう市全体でやっているのにこれを機に新しく作り変えてもいいのでは。他の市町村ではゴミ袋が

変る時には新しいものが配布された。ずっと住んでいるとゴミの分別に疑問を持たないが新しく引

っ越してくると市によって全く違う。（二世代世帯,40歳代,会社員,その他県内) 

●環境 

・ゴミの収集所が所々にあってとても便利だと思います。（単身,20歳代,その他,須高地区) 

・太陽光発電設置の助成金や子どもの医療費の無料化等近隣地域と比べて遅れている。観光客にアピ

ールできるまちづくりの推進の強化（特産品のイメージアップ活動等）駅周辺の美化や活性化、飲

食店が尐ない。（夫婦,30歳代,会社員,三大首都圏) 

・山々に囲まれ景色や空気が良い。買い物（特に日用雑貨、衣料品）は不便。個人でしている眼科に

2軒通ったがろくな病院ではなかった。定食屋がたくさんあるとうれしい。（二世代世帯,30歳代,

会社員,その他県外) 

・ゴミの分別が細かすぎる。ここまで細かくする必要があるのか。（夫婦,30歳代,会社員,長野市) 

・街に歴史を感じ風情がある。皆親切ですがはじめは尐し閉鎖的に感じた。保育園の入園に際する条

件が他の市町村に比べ厳しい。でも全体的には素敵な街だと思います。（二世代世帯,30歳代,公務

員,その他県内) 

・イベントが多い。冬のイルミネーションはとても良かった。臥竜公園も引っ越した時に行きとても

良かった。緑やりんご畑、山に囲まれてとても心が落ち着く。もっとイベントに参加してみようと

思う。以前は海の近くだったので山に囲まれなれるまで尐し大変だったがとても満足しています。

（夫婦,40歳代,会社員,その他県外) 

・ゴミの分別が細かすぎる上にわかりにくい。改善してほしいです。粗大ゴミの収集が年 1回という

のは尐なすぎます。月 1回程度にするべきです。（単身,20歳代,公務員,三大首都圏) 

・ゴミ回収に当たり、あまりに融通がきかない。月 1回しか回収日がないのに、回収不可品が一部含

まれているからといって一切回収しないのは誠意がない。せめて確認した回収不可品を除いて他の

回収か納品は回収するのが誠意ある対応だと感ずる。（夫婦,50歳代,公務員,その他県外) 
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・以前の居住地では、ゴミを出す場所（物置）が大きくいつでも出せたので便利でした。（夫婦,40

歳代,会社員,その他県内) 

・活性化ばかり追い求めてはいけない静かな町、人情人道を大切にする町に。市民の声と称して直ち

に直ちに組織を立ち上げるで済ませているのは良くない。間違った方向に向かう事もあるし予算要

求もやがて出てくる。財政を小さくし税を 70%にしてほしい。（単身,30歳代,会社員,須高地区) 

・とても山がきれいに見えていいところだと思います。（二世代世帯,30歳代,公務員,三大首都圏) 

●都市基盤 

・公園が尐ない（小さい子どもの遊び場が尐ない）。除雪をもっと丁寧にしてほしい（大きな道路で

も午後あるいは次の日になってようやく雪がきれいに除雪されている状況だった。もっと早く除雪

してほしい）。（二世代世帯,30歳代,会社員,長野市) 

・外灯が尐ない（夫婦,70歳代,会社員,長野市) 

・歩道を含めて道路の整備をきちんとしてほしい。住民税を安くしてほしい。子どもが遊ぶ公園を増

やしてほしい。（夫婦,30歳代,会社員,長野市) 

・子どもの安全のため道が狭いので歩道などの整備を望みます。（夫婦,30歳代,団体職員,長野市) 

・雪が降ったときの除雪が、中野や飯山に比べると下手だと思う。（二世代世帯,30歳代,会社員,そ

の他県内) 

・車がないと生活が不便。雪が降った後の除雪が公道なのにあまりされていない。道路が複雑で覚え

にくい、細い裏道が多い。図書館が一つしかないが、幸い近所だったのと開館時間が長くて利用し

やすいところは良かった。習い事などしたいが公共施設のものは平日昼間などが多いのでいけな

い。（単身,30歳代,無職,三大首都圏) 

・道路状況が自転車で走りづらい。道幅が狭く歩道部分も段差が多い。（単身,60歳代,会社員,三大

首都圏) 

・須坂市の道路について尐しわかりづらいように思います。時々迷ってしまうことがあります。その

他は大変素敵な住みやすいところだと思っています。（単身,50歳代,公務員,その他県内) 

・歩道の整備（ベビーカーで散歩や買い物に出かけにくい）。須坂駅西口にもエレベーターがほしい。

町内会費の使い道がいまいち不明な点（こちらが理解していないだけかもですが）。子育て支援セ

ンターの冷暖房完備。（二世代世帯,30歳代,会社員,三大首都圏) 

・道が狭い。信号機の数が多すぎる。市税が高い割には住み心地が悪い。ゴミ袋が小さい。活気がな

い。（単身,20歳代,会社員,その他県内) 

・信号機の時間間隔がおかしいのでは。感知してからの時間が長い。せめて早朝夜間だけでも改善で

きないか。（二世代世帯,30歳代,会社員,長野市) 

・国道片側 2車線化、歩道の拡大整備を望みます。（夫婦,30歳代,会社員,長野市) 
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・子どもが安心して遊べる広い公園がほしい。ハイウェイオアシスまでは尐し遠いので須坂市内にも

あると良いと思う。バス・電車の本数がもう尐し増えればよいと思う。自然が多くてよいと思う。

子どもにとっては良いことだと思うので大切にしていきたいと思う。（二世代世帯,20歳代,会社員,

長野市) 

・須坂市内の一部分のみが整備されてまちづくりを行っているよう見られる。それ以外は整備されて

いない気がする。また、町内を歩いていて気づいたが、歩道の段差、傾斜等が多くお年寄りには不

便ではないか。（単身,50歳代,無職,須高地区) 

・公園を増やしてもらいたい。子どもが遊ぶところがあまりない。（二世代世帯,30歳代,会社員,長

野市) 

・冬期積雪があるが、除雪の対応に疑問を感じる。予算の問題もあるだろうが高齢者が多いこともあ

るので改善を望みます。（夫婦,40歳代,会社員,その他県外) 

・道路幅が狭く入り組んでいて道に迷う。狭い道を抜け道として使う住人が多く、警官、安全協会な

ど定期的に配備してほしい。住人の交通マナーが悪すぎなので安全標語看板などを配置するか道路

幅を広くする。一時停止などの標識、白線などを設置してほしい。（単身,30歳代,会社員,その他

県内) 

・子どもの遊べる公園が充実していない、遊具が尐ない。ゴミ袋が小さく、大きい袋のときに用意し

たゴミ箱ではサイズが合わなくなってしまった。保健センター等で 乳幼児、同年代が集まる交流

会のようなものがない（知らない）。（夫婦,30歳代,会社員,長野市) 

・学生が通学する道に歩道もなく危ない。高齢のドライバーが驚くような運転をする、市街地ではあ

りえない。蔵のような建物を推奨しているようだが、景観の改善にはつながっていない。統一感が

なく魅力的な町並みになっていない。除雪が行き届いていない（特に歩道）。（二世代世帯,30歳

代,その他,長野市) 

・工事期間が長く道路が混雑している。わき道の下水道工事後の道路の舗装状態がとても悪い。（単

身,40歳代,会社員,須高地区) 

・道路、交通量が多い場所に信号機を設置してほしい。特にツルヤから村山へ行く途中の踏切を越え

た丁字路のところ。（単身,30歳代,会社員,須高地区) 

●産業・経済 

・小布施町は無理でも高山村との合併を進め、観光資源を広域的にしたい。（単身,50歳代,公務員,

その他県内) 

・尐子化問題・人口減問題においてこうしたアンケートをとったりする割りにはいま一つ真剣味が伝

わってこない。減尐を心配するより増やす方法を考えるべき。夫婦とも非常に大好きな町である。

良い所は多々あるが、もう尐し手を加えるともっと良くなる。具体的には臥竜公園…立派な割には

何となくくつろげない。臥竜山…史跡が多い割には登りにくく活かされていない。長野が好きで転

居してきたが、長野の代表的な名所である千曲川が全く活かされていない。もう尐し開放的にして

人を呼べるようにしたらどうか…。須坂駅のさびれ方がひどい。コンビニ程度は入れたらどうか。

（夫婦,60歳代,無職,三大首都圏) 
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・衣類・おもちゃ等は市内のお店では揃えにくく、他市へ行きます。以前住んでいたところは自治会

の行事や市民が参加するお祭りが多く、転入者でも近所の方たちと顔見知りになりやすかったで

す。（二世代世帯,30歳代,会社員,その他県内) 

・長野市からの転入です。日常生活での買い物では近所の店ですみますが、その他は長野まで買いに

行かないといけないのが不便。宅配ピザがない。外灯が尐なく夜暗い感じがあり安心面が不安。初

めての街でどこで買い物してよいかわかりづらい。また店と店が離れていて買い物が大変。（夫

婦,20歳代,団体職員,長野市) 

・外食するところが尐なく、長野市に行くしかない。車で出かける以外に街に出にくい。子育てしに

くい。（夫婦,30歳代,公務員,その他県内) 

・町としては終わっていて発展発達という点では現状望めない。ショッピングセンターやシルキーな

どの街の空洞からくる治安のイメージが悪い。新規の会社やデパートの誘致等明るい話題が何もな

く未来を感じさせない。これ以上何もしないのは後退の一途であるので頑張ってください。（単

身,40歳代,無職,その他県外) 

・買い物という点で食料等のスーパーやホームセンターは十分あるが、大型電器店、大型ベビー用品

店、ユニクロ等があれば長野市まで行かなくても須坂市内で経済が流通すると思われる。また、各

銀行・ゆうちょ・各信用金庫のＡＴＭを 1ヶ所に集めたＡＴＭコーナーがあると非常に使い勝手が

良いです（イオン新中野店にあるようなもの）。須坂駅から JRの駅（豊野・三才等）に繋がるバ

スがあると便利です。他線を結ぶのは難しいと思いますが。（二世代世帯,30歳代,会社員,その他

県内) 

・大きな複合施設があったらないいなと思います。食べ物屋さんが尐ないと思います。（夫婦,30歳

代,会社員,その他県外) 

・食料、洋服などの店がなくてつまらない。衣料店を多くしていただきたい。（二世代世帯,30歳代,

会社員,長野市) 

・衣服、家電製品等買い物をするのに長野市にいかないとならないのは不便です。美術館や映画館な

どの場がないので残念。若者がいません。特にお願いしたいのは市立図書館の充実です。本が尐な

い。個人的には岩波文庫、中公新書を揃えてほしいです。（二世代世帯,30歳代,会社員,その他県

内) 

・駅前がさびれていて残念です。もっと店を出したり、活気のある雰囲気にしたほうがいいと思いま

す。大型施設（イオン）を作ってほしい。（夫婦,20歳代,会社員,須高地区) 

・市の規模がちょうどよくて一体感があるような気がしています。イベント（マラソンやクラフトフ

ェア）や臥竜公園、オープンガーデンなどがあり、住みやすい町でよいと思います。のんびり季節

を感じながら生活できるのである意味とても贅沢なことだと感じています。もっと他県の人にも知

ってもらえたら良いのにと思います。公共の安価なスポ-ツ施設（ジムのような）があったらうれ

しいです。（夫婦,30歳代,公務員,三大首都圏) 

・駅前の様子がなんとも寂しく侘しくなります。駅前なのに喫茶店も見当たらず交番もなく時として

高校生のたまり場になっている状況も見受けられます。蔵造りという素材を活かした落ち着きと品

格がある憩える街になることを期待しています。（夫婦,50歳代,会社員,長野市) 

・須坂長野東 IC付近に巨大ショッピングタウンを長野県で始めて実現できるよう要望します。（単



自由記述（転入者アンケート） 

 

身,40歳代,会社員,長野市) 

・大型店舗がなく須坂市にお金を使う機会がない。活気がない。駅前が寂れている。（夫婦,20歳代,

公務員,長野市) 

・飲食店等がもう尐し多いとありがたいです。道路がもう尐し分かりやすいとありがたいです。（単

身,20歳未満,公務員,その他県内) 

●安全・交通・生活基盤 

・車がないと多尐生活が不便に感じることがあります。学生時代のように自転車を利用しようかと考

えましたが、坂の多い町なので躊躇しています。バスの本数も尐ないので、今はどこへ行くにも歩

いていて尐し健康になりそうな気がします。時間と体力がないときはつらいですが。（単身,20歳

代,公務員,長野市) 

・先日の地震の際にすばやく放送をしてくれたので準備ができました。また、県のことかもしれませ

んが、支援物資を送るような準備も早かったので皆が協力できればいいと思いました。物資を集め

るときの（二世代世帯,30歳代,公務員,その他県内) 

・長野電鉄の回数券をもっと身近なところ（ジャスコ、西友など）でも買えるようにしてほしい。北

海道から来ましたが札幌では地下鉄をもっと利用してもらうために地下鉄駅の近くに公共施設を

造ったりしています。（単身,30歳代,学生,その他県外) 

・交通不便があり、買い物をする場所もあまりなかったので困りました。大きな県だけど空港がなく

羽田まで行かなければ行けないのも不便です。すごく田舎だと思いました。（単身,20歳代,会社員,

その他県外) 

●交流・コミュニティ 

・地域の役員や決まり事が多いと思う。赤ちゃんがいる場合祖父や祖母がいないと住みにくい。地域

の集金などが多い。前に住んでいた所は中学生まで子どもの医療費が無料だった。（二世代世帯,40

歳代,会社員,その他県外) 

・区費や自治会費などの費用が高い。（夫婦,40歳代,会社員,長野市) 

・転入先の地区（町）では住民が町の発展のためにそれぞれが考え知恵を出しそれを実行して発展さ

せていました。行政が裏方で指導する中で地域住民の市の発展に対する考え方が大切だと思いま

す。（夫婦,50歳代,公務員,その他県内) 

・町会費とは別に町内の加入金を取られた。今までなかったのでびっくりした。（単身,60歳代,会社

員,長野市) 

・若者たちはなぜかこの部落から離れていきます。差別をなくすという学習をすることはいいとは思

いますが静かにしてほしいと思っている人たちも多数います。（単身,60歳代,無職,三大首都圏) 
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・組への入会金が３万円でとても高い。そのほかに組費や区費もあり収入の尐ない年代の私たちにと

って苦しい。特に入会金は一体何に使うのかと思った。可燃ごみのゴミ袋が小さくて毎回出さなけ

ればならない。以前は大きかったので１週間～２週間に１回でよかった。（二世代世帯,30歳代,

会社員,長野市) 

●市職員、市議員 

・市議会議員が多い、10～12人位が適当だと思う。市役所職員の給与等明らかにし、大手上場企業で

はなく中小企業と同程度プラスアルファ程度の水準としてください。市役所職員の接客態度はだい

たい好感が持てている。（単身,50歳代,無職,三大首都圏) 

・思っていた以上に寂れた街だった。水道局の対応が最悪。道路が狭い。公園が尐ない。道がわかり

づらい。朝夕の時報の音楽がうるさい。1回でよいのでは。（二世代世帯,30歳代,会社員,長野市) 

・市役所職員等の挨拶対応が明るく迅速で気持ちが良い。須坂市活性化及び地の利をさらに活かした

取組みが望まれる。峰の原高原等の大自然のすばらしさ、スポーツ合宿の最適地であること等を、

三大都市圏にアピールすると共にスポーツ合宿をするための施設、温泉、プール、フィットネス、

野球グランド等を充実させてほしい。例：旧真田町にある真田温泉さなだ館と硬式野球のできるグ

ランド 3面くらい。（二世代世帯,40歳代,その他,三大首都圏) 

・市役所の案内の女性の方、また各課の職員の方の対応等とても好感がもてスピーディーで感心しま

したが、手続きの際の保険料の説明と後日郵送された金額が違っていましたので残念に思います。

手続き上の不備にも関わらず大変親切な方でした。感謝しております。（単身,60歳代,無職,須高

地区) 

●地域活性化 

・蔵の町すざかは昭和の香りを残す静かな町だと思います。以前は長野市北部の町で学校も多く、バ

ス路線も充実していたので不自由はありませんでした。須坂は車意外だと電車がライフラインだと

思いますが運賃が非常に高い。商業スペースも空きが目立ち活気が見られない。活気がないと若い

人が流出してしまいます。早めに手を打ったほうがいいと思います。（二世代世帯,50歳代,公務員,

長野市) 

・廃墟のようなたてものが目につくところがたくさんある。きれいになっている部分がたくさんある

のでもったいない。街灯が尐なく夜歩くのが物騒で怖い。近くにバス停がない。村山橋から須坂へ

の道の歩道が狭く、道が整備されていないため自転車で走るのが危険。休日に証明書類を受け取れ

るのは大変便利。町の活性化に力を入れているのが伝わってくる。（夫婦,20歳代,会社員,長野市) 

・須坂駅前をもっと活性化してほしい。ファミレスをもっと作ってほしい。（単身,30歳代,会社員,

長野市) 

・郊外の大型スーパーばかりが目立ち、町の商店に活気がない。もっと須坂市の飲食店の案内ブック

等紹介してほしい。小布施に負けない地域活性化を目指してほしい。（夫婦,30歳代,会社員,長野

市) 

・活気のある町にしてほしい。駅前の活性化。観光客を増やす。（夫婦,20歳代,会社員,長野市) 
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・観光地として"蔵のまち須坂"をもっと規模を拡大して建物や道などを区画整備し、アピールしたほ

うが地域の活性化に繋がると思う。臥竜公園も桜の時期以外でも景観を重視した渋みのある環境を

整えたほうが良い。中央の白い橋があまり周囲とマッチしない。近代的過ぎる。（単身,30歳代,

農林業,三大首都圏) 

・銀座通りは観光客対象ですか。住民がぶらぶら散策してちょっとお茶を飲んだり買い物をしたりす

る場所がなくて寂しいです。（単身,50歳代,会社員,三大首都圏) 

●税金、各料金 

・水道代が高いように感じます。歩道が狭かったり整備の不十分さを感じます。人が温かくてとても

いい出会いがたくさんあります。須坂市に移ってとても良かったです。（夫婦,20歳代,学生,三大

首都圏) 

・上下水道料金が高い気がする。（二世代世帯,40歳代,会社員,須高地区) 

・水道・ガス・高熱水費が高い。（単身,40歳代,会社員,須高地区) 

●マナー道徳 

・外から来た人に閉鎖的である。これではこの町にはお金は落ちない。住んでいる人がこの町をベッ

ドタウンというのに驚く。また手短なところで済ませようという文化を感じる。住みやすいところ

は図書館のシステムでわかる。ただ、生涯学習に関してはすごく力を入れていて町にあった内容で

素晴らしいといつも思う。（二世代世帯,30歳代,会社員,その他県内) 

・以前住んでいたところも人口がどんどん減ってどうしようもなくてでてきたが、共通する所を一つ

だけ言わせていただくと、言われたくないことをどれだけ聞く耳をもてるかの一点だと思います。

すごく人をばかにするところがある。（二世代世帯,40歳代,会社員,三大首都圏) 

・果樹園が多いためか住宅地であるのにそこを早朝 5時頃から消毒の車(SS)の往来が激しくうるさく

て寝ていられないことはとても苦痛です。とても住みよいとは思えません。それが全てのイメージ

を悪くしています。何とかならないものでしょうか。（夫婦,50歳代,無職,その他県外) 

・まだ 3ヶ月しかたっていないのでご近所のことも良く分かりませんが猫が多くて家の周りでフンな

どして困っています。今のところ雪があるので良いですが雪が消えたらどうなるのか頭を悩ませて

います。今までいたところではバスは 70歳以上市内 100円でした。交通災害の保険もただでした。

（夫婦,70歳代,無職,その他県内) 

・飲食店や公共浴場での地元住民のマナーの悪さが気になります。公共の場で自己中心的な人が多く

びっくりしました。市報などを使ってマナーの改善をやってください。（夫婦,20歳代,会社員,そ

の他県内) 

・農地以外での野焼きはもちろんですが、ご近所では生活ゴミを普通に燃やしている人が大勢いらし

て困っています。ダイオキシンもそうですが当方のどが弱くてむせてしまいます。（二世代世帯,30

歳代,会社員,長野市) 

●住みやすい 

・須坂市に住んで良かったです。（単身,30歳代,その他,三大首都圏) 
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・道に迷いやすくはありますが覚えてしまえば飽きない道だと思います。須坂に来て良かったと感じ

ています。（単身,20歳代,公務員,長野市) 

・夫の転勤で越してきたが、住みやすいところだと思った。また桜を見たい。（夫婦,20歳代,会社員,

長野市) 

・住みやすいと思います。（単身,30歳代,会社員,その他県内) 

・雪が尐ない分住みやすいです。日常生活で特に不便はありません。（単身,60歳代,無職,その他県

内) 

・静かで住みやすいと思います。（二世代世帯,30歳代,会社員,その他県内) 

●公共施設管理、充実 

・図書館の蔵書が尐ない。町内会費を取られたが市でやるべき。雪どけ時臥竜公園がぬかるんでいて

歩きづらかった。（夫婦,50歳代,無職,三大首都圏) 

・図書館は規模の割に選書能力が高く展示にも親しみやすい工夫が見られすばらしいと思いました。

今後も力を入れて整備されるよう望みます。（単身,50歳代,公務員,その他県外) 

・小布施に近いところということでここに転入しましたが隣組が１軒１軒離れすぎていたり、国道を

はさんでいるということもあってほとんど訪問したことがありません。長く住むにはとても不安で

す。人が集まる場所があればいいと思います。（夫婦,70歳代,会社員,須高地区) 

●その他 

・Webや須坂の冊子マップなどの乗せ方、情報が多すぎて、わかりづらい。いいところはいっぱいあ

るのに、うまくカスタマイズされていない感じがもったいないです。盛り込みすぎずに見やすくな

るともっと須坂の良さが伝わるのではないかと思います。（単身,30歳代,その他,長野市) 

・市役所（須坂市に限りませんが）は土日も利用できるようにするべきです。平日の 1日を休んでで

ももっと一般の休日に利用できればといつも思う。水道代も高いと感じます。（夫婦,30歳代,会社

員,長野市) 

・もともと須坂市出身ですが 10年ぶりに須坂に戻ってきました。転出する際は 1人でしたが今回家族

4人で戻ることができました。須坂を愛するものとして、地元の活動等を通じてまちづくりにもで

きるだけ参加していきたいと思います。（二世代世帯,30歳代,公務員,長野市) 

・市としての将来の発展が見込めない。市を将来どうして行くのか将来ビジョンが見えない(経済・文

化）。市民性として保守傾向が強く改革を望まない土壌がある。市議会は仕事をしているのか。選

挙に勝つことが目的になっており、議員活動や議員の主張が見えない。選挙期間中候補者の主張が

具体的ではなく結局縁故選挙になっている。市会議員の人数が多すぎる。（単身,60歳代,会社員,

三大首都圏) 

・須坂市単独とした行政ではいつまでも中途半端な状況でしかないと思う。長野市に編入するか飯山・

中野・小布施との広域行政区分に変更するかしかないと思う。市長と議員がとても同じ感覚を持っ

ているとは思えないから無理でしょうが。（単身,40歳代,無職,長野市) 

・雇用の関係で求人が尐ない。（二世代世帯,30歳代,会社員,長野市) 

・就職すると思っていたところに入れず、今後生活が不安。環境になじむのが大変である。（山人足
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や農地の管理等）相続に伴い税金の支払いなど今後心配。（単身,50歳代,その他,三大首都圏) 

・長野県民の理屈ぽいところ、ねちっこいところが大嫌い。（二世代世帯,30歳代,公務員,その他県

外) 

・住所と郵便番号の不一致に違和感。住所表記にない町名がそれぞれあるのも初めてでとても戸惑っ

た。運転さえできれば特に不便を感じず生活できる。（夫婦,30歳代,会社員,三大首都圏) 

・友人が須坂市に多いので気軽に遊びに行けたり来たりととても楽しいです。（二世代世帯,20歳代,

会社員,須高地区) 

・地域の行事などに参加できませんが今のところ不自由なく生活できています。（単身,20歳代,会社

員,長野市) 

・住民票の住所と郵便番号がリンクしていない。引越し後の各種手続きで大変だった。何とかしてほ

しい。以前の住所では大きな整備された公園があり毎週のように子どもをつれて遊びに行ったけど

須坂ではどこに行こうか悩んでしまう。道路では尐しわき道に入ると狭くて抜けられるかどうか分

からない。（二世代世帯,30歳代,会社員,その他県内) 
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