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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 

・食育にも力を入れている所、郷土料理を大事にしている所が素晴らしいと思いました。医療でイン

フルエンザ補助金はとても助かりますが申請をしなければならない所が小さな子供さんをもつ方は大

変だと思います。福祉もあまり力が入ってないように感じます。（二世代世帯,40歳代,公務員,その他

県内) 

・公立保育園の土曜日の保育について、長野市は土曜日も通常保育をしているのに対して、須坂市は

土曜は大きな保育園で集まって、料金も別料金(半日)なので不便さを感じます。長野市に比べ子供の

数も尐ない為仕方がないのかもしれませんが、もう尐し改善していただければと思います。働く親た

ちを支援していただけるよう宜しくお願い致します。（二世代世帯,30 歳代,会社員,長野市) 

・予防接種(子どもの)を受ける病院を自分で選ぶことができる点が大変よいと思います。定期の予防

接種は保健センターで行うところもあるので･･･(それはそれで、子どもに目を向けて頂ける機会が増

えるのでいいのかもしれませんが。)（単身,20歳代,会社員,その他県内) 

・市民健診がこまめにあって良い。健診のときの対応もよく親切で良いです。（夫婦,30 歳代,会社員,

長野市) 

・保育園の延長保育を、どこでも 19：00までみてほしい。（二世代世帯,30 歳代,その他,その他県内) 

・子育て(入園前)をしている中で、子どもが安心して遊べる場、親がコミュニケーションをとれる場

がない。他の市町村(以前いた)ではあったのでショッピングセンターの空き店舗地などを改装するな

どして、ぜひ作ってほしい。子どもが育てやすい市へ。（二世代世帯,30歳代,公務員,その他県内) 

・市民健康診断の自己負担金が高い。（夫婦,50歳代,会社員,その他県内) 

・保育園入れてから妻が学校へ通い始めたが、半年で仕事をしなくては保育園に入れないのは難しい。

親が学校行く事も対象にするべきでは･･･。前の市ではＯＫだった。（二世代世帯,30 歳代,会社員,そ

の他県内) 

・子どもの医療費を無料にしてほしい。（二世代世帯,20歳代,団体職員,須高地区) 

・中野市にいた時は子育て支援センターで赤ちゃん広場とかあそびの広場というイベントがあって、

まだ幼稚園や保育園に通っていなくても、赤ちゃん連れのお母さんと知り合ったり、保母さんが子ど

もと関わってくれた。須坂市でも、そういうのがあるといいなと思います。（二世代世帯,30 歳代,会

社員,その他県内) 

・子供の予防接種時期に、その都度お知らせがあると本当に助かります。うっかり時期を逃し、任意

接種になってしまったりしたものもあり…。（二世代世帯,30 歳代,その他,その他県内) 

・子育て支援施設を充実させ、利用しやすいように情報を提供してほしい。（夫婦,30歳代,会社員,長

野市) 
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・小児科が尐なく、選択肢が尐ないため、通院に時間がかかる。（二世代世帯,40歳代,会社員,長野市) 

・以前住んでいた安曇野市、松本市、長野市に比べると幼児以下の子供を遊ばせる屋内施設が尐ない

ように感じますが、臥竜公園は良いと思います。（三世代世帯,30 歳代,公務員,その他県内) 

・保険料の段階の幅が広すぎて保育料が高い。延長保育は長野市は無料なのに有料で見直してほしい。

予防接種のインフルの助成は助かる。肺炎･ヒブのワクチン年度末になると未定になるのは困る。（二

世代世帯,30 歳代,会社員,長野市) 

・初めて、子どもの健診で保健センターに行った時、誰も知らないので、なかなか、他のお母さんと

話ができませんでした。せっかくの交流の場なので、待ち時間の間など、グループにわけてもらって

話せる機会を作ってほしかった。(長野市はやってくれました)特に仕事をしているので、そういう機

会がないとなかなか、支援センターなどに行けないので、尐し工夫していただけたらなと思いました。

（二世代世帯,30 歳代,無回答,長野市) 

・ディズニー柄の母子手帳がかわいくて嬉しかった。妊婦健診のときのチケット制度がありがたかっ

た。東京では、子どもが病院にかかった際、お金を払わないが須坂は１度病院へお金を払うのが嫌だ。

面倒だ。（単身,30 歳代,無職,首都圏) 

・松本市との大きな違いは子育てのしにくさです。施設も尐なく不便で残念。講座や情報も尐ない。(子

育て支援センター数も１つしかなく。松本は多くあり、ランチタイムも長く、部屋も広い、キレイ)

トイレ１つというのは･･･。公園が尐ない。狭い。子どもを広く走り回らせる公園や遊び場を作ってほ

しい。妊婦に対する支援も考えてほしい。松本は、障害者Ｐに停められるカードを渡してくれたり、

講座もたくさん。（二世代世帯,30 歳代,公務員,その他県内) 

・全体的に、子育てに対する支援が尐ない。同じセンターでも高山のチャオルや長野市に及ばない。

特に、市の保健センターのボランティアスタッフの中で、とても良い方がいる一方で、とても態度の

悪い方もいる。子どもに対して｢○○しなさい｣などの命令口調、センターのおもちゃ等をカゴに投げ

入れて片付ける。子どもの目の前で、とても大人として見せたくない姿で不快です。例えボランティ

アとはいえ、子どもを見る責任と自覚をもっと持って欲しい。一緒に見て下さっている他のボランテ

ィアさんにも迷惑だと思います。市の健診に行くのを子どもも嫌がっています。（二世代世帯,30歳代,

会社員,長野市) 

・子供を遊ばせる施設が尐ないと感じます。以前住んでいた松本市や伊那市は公園や広場が充実して

いました。（二世代世帯,30 歳代,団体職員,その他県内) 

・休日夜間祝日の救急は須坂病院となっているが小児のことを把握している先生がいなくて困ったこ

とがある。小さい子どもを連れて行ける小さな公園がほしい。長野市はわりと公園があり、引越して

きて困った。（二世代世帯,20歳未満,無職,長野市) 

・小学校などの登校時間に、果樹の農薬散布をしているので、不安です。以前住んでいた横浜市は、

福祉医療の体制が整っていて、子育てしやすかった。病院での窓口医療費の支払いが 0 円だった。銀

行などへの振込みは、手間がかかりすぎではないか？（二世代世帯,30歳代,会社員,その他県内) 

・とにかく、大きく広い公園が尐ないせいか、子供をあまり見かけない。長野市には広い公園がたく

さんあり、子供達が野球をしたり走り回ったりという姿が見られた。（二世代世帯,20 歳代,会社員,長

野市) 
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●自然・景観・住環境 

・長野市に比べ住民税が高く、上下水道代が、高すぎる。同じ生活をしているのに･･･。ゴミ袋に名前

を書き、長野市に比べ小さい(質が悪い)不便です。詳しい説明を。（二世代世帯,30 歳代,会社員,長野

市) 

・百々川の河川敶(特にグランドより上の方)の整備が全然やってない。整備をしたらもっと景観がよ

くなるはず。散歩もしたくなる。（単身,60 歳代,無職,その他県外) 

・ゴミ袋に｢マチ｣がなくて使いにくい。（二世代世帯,30歳代,会社員,その他県内) 

・ゴミ袋に名前を書くのは、個人情報を出しているのと一緒でやめてもらいたい。あと、もう尐し大

きくしてほしい。（夫婦,30 歳代,会社員,長野市) 

・スーパーのレジ袋削減は、有料化でスッキリ解決します。ぜひ各店で３円～３０円位の有料化をす

るべき。袋不要者に－２円ではなく、袋要者に袋代を請求するべきです。たちまち皆袋持参します。

そういう店舗をいくつも見てきましたよ。（二世代世帯,50 歳代,会社員,中京圏) 

・近所の方にも良くしていただき住みやすいです。以前住んでいたのは長野市だったので須坂はとて

も静かで環境が良いと感じています。（夫婦,40歳代,会社員,長野市) 

・町並みがきれいにされているが笠鉾会館の通りの●●さんか？家の廻りに物が積まれて景観を悪く

していて残念と思う。（単身,60歳代,家事,須高地区) 

・ゴミの回収・廃棄がしづらいです。電球の廃棄が出来ないので、エコサポートまで行かないといけ

ないのが嫌です。地元の者ではないので、場所が分からず、毎回実家に帰って廃棄しています。（夫婦,30

歳代,無職,首都圏) 

・臥竜山の展望が悪すぎる。百々川の渡り石２ヶ所は年寄向きでない。臥竜公園内の店の管理悪い(ゴ

ミなどが片付けられていない)。墓地(坂田)空きがあるのに公募しない…何を考えているのか？（夫

婦,50 歳代,無職,首都圏) 

・夫の転勤の為、県内をいろいろ移って来ましたが、元々二人共須坂生まれ育ちなので、地元の空気

が一番と感じております。子供も、この環境でのびのび育って欲しい。（二世代世帯,40歳代,会社員,

その他県内) 

・須坂駅前はキレイとは言えない。須坂＝ヤンキーのイメージがある･･･。（単身,20 歳代,無職,長野

市) 

・下水道は工事も多いようなので、是非下水道の推進を希望いたします。住みよい住環境に、汲み取

りの臭いは公害です。集中力の妨げとなり、良い仕事はできません。もし？平気なら、美的センスの

ある人種が、住めない街となります。我家、周囲３棟汲み取りアパートに囲まれています。（夫婦,40

歳代,商工業者,首都圏) 

・近所にごみを燃やす家が多く、洗濯物、ふとんが外に干せない。今までにごみを自宅の焼却炉で燃

やす家がある所で住んだ事がないので戸惑いがあります。近所づきあいもないので、誰も言わないし

言えない。（三世代世帯,30 歳代,会社員,長野市) 
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・家の前の緑地に犬か猫の糞がしてある。立て札がほしい。今朝もしてあった。（二世代世帯,60歳代,

無職,長野市) 

・ゴミ袋３０Ｌと書いてあるけど長野市の３０Ｌと大きさが全く違う。ゴミ袋小さすぎ!（二世代世

帯,30 歳代,会社員,長野市) 

・これから町の中を見学したいと思います。近くに太子堂の屋根が見え何となく落ちつく感じがする

良い場所です。ゴミの出し方が長野と尐し違う所がある。不燃物が残された。（二世代世帯,30 歳代,

会社員,長野市) 

・77年間東京から出た事がなかったので須坂のすべてが新鮮です。自然のすばらしさに感動している

ところです。今迄春から秋にかけての須坂しか知らなかったので雪には尐し驚きでした。東京との空

気の違いが何よりです。長生きしそうですみません。どうぞよろしくお願い致します。（単身,70歳代,

無職,首都圏) 

・住みはじめて特に不便さを感じた事はありません。自然が豊かで良い所だと思います。水道水がま

ずい。とても飲めたものではない。（単身,40 歳代,会社員,長野市) 

・歩道に犬のフンがよく落ちています。隣のお宅の前には毎日のようにフンがしてあるそうです。街

路樹のそばにゴミが置かれていたり、やきとりの串が落ちていたり･･･旭ヶ丘って団地のせいもあるの

か知らない人にはあいさつしないのかなって思いました。（二世代世帯,40 歳代,会社員,長野市) 

●道路・交通 

・須坂市自体はいいところだと思うけど、車がないと、交通の便がすごく悪い。バスもあまり時間が

ないし･･･（二世代世帯,20 歳代,無職,長野市) 

・道路が複雑で、一方通行が多く、人に説明できない。（夫婦,40歳代,会社員,須高地区) 

・車社会に重点を置いた地域だと感じる。ただ交通量に反して車道が狭過ぎる気がします。大笹街道？

は２車線あってほしい。また、車に乗らない、乗れない人や近場の買い物で自転車を利用するが、歩

道が狭過ぎて危ない。学生さんがいるのを忘れないで下さい。（単身,20歳代,会社員,首都圏) 

・道路の案内がなく、迷ってしまう。（夫婦,50歳代,公務員,その他県内) 

・自宅近くのカーブミラーが小さく、安全確保しにくい。もっと大きいものにしてほしい。｢東横町｣

の信号は、右折しやすくなる様に、時差式にしてほしい。（二世代世帯,30 歳代,その他,その他県内) 

・娘が、今年から日滝小学校に通います。須坂小学校が、すぐ近くにあるのにわざわざ遠い日滝小学

校まで通うのは不思議です。町とかで決めるのではなく、半径何ｋｍ以内とかで考えてほしいです。

また、万座道路？を渡りますが、信号がなくとても危険です。尐し考えてほしいです。（二世代世帯,40

歳代,家事,須高地区) 

・長電が不便、運賃が高すぎる。何にコストがかかっているか公共性がある事からも、第三者機関か

ら点検すべき。本当に高すぎると思います。（二世代世帯,40 歳代,公務員,その他県内) 

・夜、道が暗い。（夫婦,40 歳代,その他,その他県外) 

・道路がとても狭い所が多いと感じます。住宅事情等もあると思いますが、努力してほしいと思いま

す。（夫婦,30 歳代,会社員,その他県内) 
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・中野市から転入しましたが、雪の多い中野と比較し、除雪対策が行き届いていないと感じました。

（単身,40歳代,会社員,その他県内) 

・高校時代須坂にお世話になり、須坂で暮らすことを楽しみにしていました。長野市と交通の便をも

っとよくすれば、もっと人口が増えると思います。（二世代世帯,20 歳代,会社員,長野市) 

・交通マナーが悪い。特にウィンカー出すのが遅い、コーナーの減速不足で曲がる。金をかけた場所

の維持管理ができていない…道路立派→壁危険など。（夫婦,50 歳代,無職,首都圏) 

・道路の道幅が狭く、運転しづらい。道が狭いため、路肩への駐車が多い。歩道が狭く、恐い。車が

ないと不便なため、高校などの通学が不便そうである。バスの本数が尐ないと思う。（二世代世帯,40

歳代,会社員,長野市) 

・道路が狭く、道の両側に家がぎっしり建っているので日当たりが悪く、雪も溶けないので車で走り

づらい。（単身,60 歳代,会社員,その他県内) 

・塩川の晴屋の前のＴ字路は信号か何かつけた方がいいと思う。あと、駅周辺は運転マナーが悪すぎ

る。関西に住んでいた時もここまでではなかった。（単身,20 歳代,団体職員,長野市) 

・県道５４号の除雪が出来ていない。いつまでも雪がある。家の前の側溝にふたがほしい。大きな穴

がいくつも空いている。（二世代世帯,60 歳代,無職,長野市) 

・あまりにも交通機関が不便すぎ、娘の卒業後、車の免許をとる迄、転居を見送りました。土･日にバ

スが無い事、バスの本数をもう尐し考えてほしい。（二世代世帯,40 歳代,会社員,長野市) 

・道路が狭く、渋滞しやすい。（二世代世帯,50歳代,無職,その他県外) 

・須坂市自体はいいところだと思うけど、車がないと、交通の便がすごく悪い。バスもあまり時間が

ないし･･･（二世代世帯,20 歳代,無職,長野市) 

●産業（農業・商業・工業・観光） 

・新鮮な果物が多くありおどろきました。（二世代世帯,40 歳代,公務員,その他県内) 

・もっと観光産業に取り組んだら良いと思います。（単身,40 歳代,会社員,長野市) 

・娯楽施設や家電屋が市内にないのは不便。○○するのに××行かなきゃはキツイ(キョリもあるので)

パチンコ屋を隔離してあるのはそのままで良いです。(柄の悪い人間の増加が治安低下になるので)（単

身,20 歳代,会社員,首都圏) 

・須坂駅前の商業施設の充実に力を入れて欲しい。電車を利用する人はまだしも、車を使う生活を送

る人にとって須坂駅前に車を停めてわざわざ買い物に行くほど魅力ある施設がない。(結局市外へ買い

物に行かざるを得ない)立派な建物が沢山あるのだからもっと生かして欲しい。（二世代世帯,20 歳代,

会社員,長野市) 

・空き店舗空き家の活用をもっと積極的に行うべきかと思います。須坂にもたくさん良い所はあるの

に PR されておらず、なかなか足を運ぶ人がいない。インター付近の開発や、市街地の開発をもっと行

って下さい。（二世代世帯,20歳代,公務員,その他県内) 

・郊外に大きい、ショッピングモール(アリオやイオン)を誘致して欲しい。子育て世代には、大変助

かる。ぜひ、ショッピングモールの誘致を。（二世代世帯,30 歳代,会社員,長野市) 
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・もう尐し衣料品、大型スーパーなどを検討してほしい。（二世代世帯,30 歳代,会社員,長野市) 

・住んで感じた事の一つに、パルムの商店街が非常にもったいないと感じます。立地も造りもとても

いい場所だと思うので上手く使えば、町の人のコミュニティの場、観光客への対象の場となり、より

活性すると思います。（夫婦,30歳代,会社員,長野市) 

・臥竜山より尐し豊丘寄りの方にスーパーが欲しい。買物が不便。（単身,60 歳代,無職,その他県外) 

・スーパーはあるが衣料品店などがないのが残念。インター近くや駅周辺を見直してほしい。（二世代

世帯,30歳代,公務員,その他県内) 

・長野市に出ないと買い物ができない。ショッピングモールがない。外食がしづらい。大きなビルが

ない。ＪＲが通っていない。（夫婦,20歳代,会社員,長野市) 

・須坂市の｢みそ｣などと小布施町の｢ワイン｣などとセットにして｢和風ワインセット｣として日本全国

に発信していくなどの簡単な工夫をするだけで現状は変わってきます。（単身,20歳代,無職,首都圏) 

・子供服のお店がなくて不便（二世代世帯,30歳代,会社員,その他県内) 

・都会でもなく田舎でもない?!おいしい外食屋さんが尐ない。須坂ならではのカラー＆ブランド性が

ない気がする。駅前が活気がない。蔵の町並とか雰囲気をもっと生かしてほしい。須坂ブランドカラ

ーを大切にしてほしい。最近ヤンネ,ゲストハウス,ハイパーバラッドなどの古い家屋のおしゃれな店

が増えていて雰囲気がいい気がします。（二世代世帯,30歳代,会社員,長野市) 

・長野市のベッドタウン的ではあるが店が尐な過ぎ(特に飲食店)（二世代世帯,40 歳代,公務員,その

他県内) 

・スーパーが近くて便利（二世代世帯,20 歳代,団体職員,須高地区) 

・望むことは蔵の町並みの通りにもっと素敵なお店、カフェや雑貨屋さんが増えると若い人が須坂に

訪れるのではないでしょうか。（夫婦,40歳代,会社員,長野市) 

・もう尐しお店が増えると良い。買い物となると長野市へ出ることが多い。大型ショッピングセンタ

ーを作ってください。（夫婦,20歳代,会社員,須高地区) 

・スーパーはいくつかあるが、総合的なショッピングセンターのような店がない。（二世代世帯,40 歳

代,会社員,長野市) 

・びっくりしたのはお店が尐なくて、電化製品等長野市まで買いに行かなければならない。（単身,60

歳代,会社員,その他県内) 

・農業、もっと力を入れてください。耕作放棄地は、農地へ復興させて欲しい。（二世代世帯,40歳代,

会社員,その他県内) 

・近隣の病院に勤めていますが、スーパーも多く買い物に不便はありません。（単身,20 歳代,会社員,

その他県内) 

・町づくりを何とか活性化させようという意気込みが感じられて、よい印象をもっています。ここに

住む前から“果物”は買いにきていました。質の良いものがあって、とても嬉しく思いました。（単身,50

歳代,公務員,その他県内) 



 

 

39 

 

・須坂の特産品を売っている市営の店がほしい(ハイウェイオアシスのような)。子供の遊べる公園が

尐ない。松屋、西友、ツルヤ近くにあるが豊丘、仁礼、村石等もう尐し東側にスーパーがあってもい

いと思う。（二世代世帯,20 歳代,会社員,長野市) 

・以前、住んでいた小布施町よりスーパーや、ドラッグストアがたくさんあるので、とても便利に思

います。（夫婦,20 歳代,会社員,須高地区) 

・須坂市で斡旋をしている農地はないのか？野菜作りをしたい。（二世代世帯,60歳代,無職,長野市) 

・街全体がやや暗い感じがする。華やかな街並ネオンなど町全体が明るくなる物がほしい気がする。

商店街の整備も必要だと思う。（夫婦,50歳代,無職,その他県外) 

・今の須坂市には街に魅力がないです。ショッピングなど、立地的には悪くないのだから、長野市の

ようにトイーゴやパティオのように今風の店やテナントを入れてみるなどすると良いと思う。買い物

など、不便で、尚見どころが尐ないとなれば、市からどんどん人は離れていってしまいますよ。（二世

代世帯,30歳代,会社員,長野市) 

・スーパーマーケットは充実して便利だけど、それ以外の買物(特に赤ちゃん用品)を買える場所が思

い当たらず出産直後困った。（二世代世帯,20 歳未満,無職,長野市) 

・スーパーなどお店が多く、日常生活はとても便利で住みやすいと思います。（夫婦,30 歳代,会社員,

その他県内) 

・須坂駅前をもっと活性化してほしい。（二世代世帯,30歳代,会社員,その他県内) 

・デパートが尐ない。活気がない。（二世代世帯,50 歳代,無職,その他県外) 

・子供服のお店もない。100 円ショップに限らず･･･(セリア、ダイソーetc)の品揃え悪く、結局、長

野まで買い物に出る。町並など、良い部分は残しつつ、もっと改善すべき点はたくさんあります。お

願い致します。（二世代世帯,20歳代,会社員,長野市) 

●公共施設 

・市役所(というより、保健センター)の駐車場が狭く、不便に感じます。(保健センターで、何かある

時)（単身,50 歳代,会社員,長野市) 

・図書館をもっと充実してほしい(色々な種類の本を増やしてほしい。もっと明るい感じにしてほしい。

利用しにくい)。小布施のハイウェイオアシスのような、公園がほしい。（二世代世帯,40歳代,会社員,

長野市) 

・マレットゴルフ場がない。又、機会の情報不足。老人が集まれる情報がほしい。（二世代世帯,40 歳

代,公務員,その他県内) 

・冬の雪かきなどもっとしっかり行ってもらいたい。何か目的があったのかはわかりませんが、道の

端の雪をきれいにとっていた、意味がわかりません。予算もみたりしていないですが、もっと有効に

使ってもらいたい。車がこわれます。いろんな意見がどこまで考慮して頂けるのでしょうか??（夫婦,20

歳代,会社員,その他県内) 

・臥竜公園･メセナホール･百々川沿いの運動公園などの環境整備は大変良いと思います。昨年は出来
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ませんでしたが、今年はウォーキングやマレットなど公園で気持ちの良い汗を流したいと思います。

（単身,40歳代,公務員,その他県内) 

●住みやすさ・満足度 

・個人的な感想になるかもしれませんが、人(心)も町もすごいキレイで大好きです。（夫婦,30 歳代,

会社員,長野市) 

・とにかく、何もないです。他から来た人々に対するウェルカムな街の雰囲気が感じられません。終

わってる感が否めません。豊島地区は、家以外何もないし、市で造成したのにも関わらず、不便この

うえないです。交通･病院･スーパー等、特に不便です。住む人のこと考えて受け入れ態勢を整えて、

欲しかったです。どうやら、みなさん、長野へ流れてる様です。このままだと、長野と小布施の通過

地点で終わってしまいますよ!もっと、いろんな店があるといいのに。（夫婦,40 歳代,会社員,須高地

区) 

・ちょっと楽しめるスポットがそこそこあり、町の様子もオシャレなお店があったりして良い所だと

思います。病院もあちこちにあるので、心配しなくてすみそうです。様々なイベントも開催されてい

るようなので、参加してみたいと思っています。（夫婦,30 歳代,会社員,須高地区) 

・以前須坂駅近くのマンションに住みましたがエレベーターなどで人と一緒になるのが嫌でした。今

回不便な所ですが一軒家なので気楽に住めてありがたいです。近所づきあいを大切にして住みたいと

思います。（夫婦,70歳代,会社員,長野市) 

・駅のそばに公共施設があるので、生活にはとても住みやすいです。（夫婦,30歳代,無職,首都圏) 

・とても住みやすい街に感じました。これからも須坂に永住するつもりです。どこに行くにも便利で

す。（夫婦,50 歳代,会社員,長野市) 

・治安も悪くないと思います。（単身,20歳代,会社員,その他県内) 

・冬の雪の量がわりと尐ない所。（夫婦,60 歳代,無職,須高地区) 

・長野市よりずっとコンパクトの中で、便利に生活でき、越してきて良かった、とよく話しています。

電車代が高いのと、車の通行料の割りに、道が狭いのが、気になりますが今ののどかさは大事にして

いただきたいと思います。（二世代世帯,20 歳代,会社員,長野市) 

・中野市や小布施町と比べ、雪も尐なく感じるので、それが最大の住もうと思ったからです。（夫婦,20

歳代,会社員,須高地区) 

・町に住む人の良さや、蔵の町並みなどの雰囲気の良さが感じられました。（夫婦,30歳代,その他,長

野市) 

・アパートに回覧板は必要か。掲示板の活用で十分だと感じている。除雪して下さるのはありがたい

がアパートの出入口を完全にふさいでおりとても困った。（単身,20 歳代,団体職員,その他県内) 

・夕方ＰＭ５:００のチャイムをもう尐し明るいメロディーにしてほしい。広報の外部スピーカーの設

置場所を再度見直してほしい(音量)（単身,60歳代,会社員,長野市) 
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・転勤で須坂に住み、今後転出予定ですが、とても良い町なのでまた来たいと思える町でした。逢う

人ほとんどが優しく温かい人でしたのですばらしい町だと思いました。（二世代世帯,20 歳未満,公務

員,首都圏) 

・うちは県道沿いなので、車の騒音や防災無線もうるさいし(町中のおしらせはしつこいくらいにうる

さいです。音楽も子供が起きるのでやめてほしいです。せめて、1日 1回にしてください。)（二世代

世帯,40歳代,会社員,長野市) 

●観光地・イベント 

・イルミネーション等イベントが多いのは楽しめてとてもいいと思います。（夫婦,30 歳代,会社員,そ

の他県内) 

・冬のイルミネーションに行きました。須坂市なりの一生懸命さが伺えて温かな気持ちになりました。

人形、版画博物館に無料で入館できました。想像以上の楽しい博物館で、とても気に入り、あれ以降、

４回も有料で訪れています。良いきっかけを与えていただきました。←自信をもってお友達をつれて

いきたい。古い施設も、もっと明るくきれいにしていただけたら行ってみたいと思います。←臥竜公

園の博物館（二世代世帯,50 歳代,会社員,中京圏) 

・観光地として、もっとお客さんを集められれば良いのかもしれませんね。（その他,30 歳代,会社員,

その他県外) 

・スキー場リフトなんとかしてほしい。遅いし、料金高い。（三世代世帯,30 歳代,会社員,その他県内) 

●住民参加 

・庭などがあるので尐しは良いのですが交流の場が尐ない、近所のつきあいがない、都会とまるでち

がう、今は後悔しています。（単身,70歳代,無職,首都圏) 

・組、区など、数軒単位での近所付き合いが、とても非効率的、かつ制度疲労を感じます。なぜ、数

千万円もする公民館(区)を、過疎地域にあって、各家分担で建てる必要があるのか理解できない。（二

世代世帯,50 歳代,その他,長野市) 

・新しく住むにあたり町内会費の他に入会金制度というのがあるのには驚きました。特に持家の場合

の金額が大きく町により違うようですし、自分たちの周りでは初めての経験です。私共が住んでいた

所では町内会費月 200.-(年間 2,400.-)のみでしたので。（夫婦,70 歳代,無職,その他県外) 

・生まれてから一度も須坂から出た事がない方が多く、とても閉鎖的な感じを受けます。外から入っ

てきた者を受け入れやすくなればいいのですが。（二世代世帯,30 歳代,無職,その他県外) 

・高齢化が進んで、若い世代の負担が多いと感じます。若者がいないので消防団の入団者がいません。

また、家族が入団に対してサポートがなく、むしろ、親が入団をすすめない家があります。組織を見

直す必要があると思います。（二世代世帯,30 歳代,会社員,長野市) 

・書きづらいですが、須坂は人が親しみづらいです。（単身,60 歳代,会社員,その他県内) 

・地域の役や、小学校の役など、いきなりやらされて、めんどくさい。ヤンキー小僧が多くて、見て

ていやだ。（三世代世帯,30 歳代,会社員,その他県内) 

・アパートだからか、あまり近所づきあいがよくないです。引っ越ししてあいさつまわりをしました

が、8件中 3件しか出てきてくれませんでした。（夫婦,30 歳代,会社員,その他県内) 
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●市職員、市議員 

・このようなアンケートも須坂をよくしようという思いが伝わり、とてもいいと思います。（二世代世

帯,40 歳代,公務員,その他県内) 

・須坂市で人に誇れるようなもの；市の取り組みはしているのでしょうか？市役所に来る人にまとも

にあいさつもできない職員の方々がいるようでは良くなる訳がないと思います。民間の会社では考え

られない対応です。驚きました。（夫婦,20 歳代,会社員,長野市) 

・市役所のサービス(接客)が丁寧でした。（二世代世帯,30 歳代,会社員,長野市) 

・転入時の手続が長過ぎでした。分担制なのは仕方がないとは思いますが、もう尐し効率良くしてほ

しかったです。(小さな子連れだったため)全て終わるのに２時間くらいかかったので。（二世代世帯,30

歳代,会社員,須高地区)  

・アンケートの機会を与えて下さった事に心から感謝申し上げます。転入時、市役所の皆様の親切な

対応は、とてもありがたかったです。（夫婦,40歳代,商工業者,首都圏) 

●その他 

・日滝の表記なのだが〒番号だと高橋となるため、住所を統一して欲しい。（夫婦,40歳代,会社員,須

高地区) 

・明るいイメージの町を希望します。(町づくり･都市生活)（夫婦,30 歳代,会社員,長野市) 

・長野市の隣なので長野市と一緒になってもいいと思う。源泉を作ってもらいたい。（夫婦,50 歳代,

会社員,その他県外) 

・核エネルギーの実験施設(核融合など)の誘致など空いた土地の活用もあります。（単身,20 歳代,無

職,首都圏) 

・光熱費が高いため都市ガスにしてください。（夫婦,30歳代,会社員,長野市) 

・須坂市は、町のイメージづくりのために様々な事をしているが、｢蔵の町｣｢みその町｣等、何を売り

にしたいのかはっきりしないため、県外者に町の説明をする時、困る。（単身,30歳代,会社員,須高地

区) 

・住居表示(｢大字～｣と｢～町｣)がわかりづらかった。（単身,30 歳代,会社員,長野市) 


