
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自由記述編 

 

 

 



 

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 

・今まで住んでいた所より物件の価格が高いのと子供の医療費助成が高いのが気になりました。（二

世代世帯,20歳代,会社員,その他県外) 

・須坂でずっと育ってきました。医療・福祉も充実していると思います。（夫婦,20歳代,会社員,長

野市) 

・出産、子育てに際し親切にアドバイスを下さる機会が多く良かった。小児科も多く、近くて行き

やすかったので良かった。（二世代世帯,20歳代,会社員,その他県内) 

・子育てしやすい。子供達の教育環境が良い。（単身,60歳代,会社員,その他県内) 

・上の子が幼稚園に通っていますが、バスがあちこち走っているので通園しやすかった。また、託

児つきの育児講習会や勉強会が沢山あり気分転換ができとても良かった。（二世代世帯,30 歳代,会

社員,須高地区)  

・国民健康保険料が高い。（単身,30歳代,無職,首都圏) 

・子育てにおいて保育園小学校は近くて良かったのですが中学が遠くて大変でした。でも運動会の

ある中学で、行事もたくさんあり楽しかったです。臥竜公園のお花見、動物園など子供が小さい時

はよく行きました。子供を育てるには良い所だと思います。（単身,50歳代,商工業者,長野市) 

・給付金（幼稚園の医療費の関係）で助かった。湯っ蔵んどが近くにあり子供と付近で遊んだり施

設内も子供にも人気があった。中野のイオンのような規模のショッピングモールが有れば、さらに

子育て世代に有り難く人気が出ると思った。（二世代世帯,30歳代,公務員,その他県内) 

・私は大谷町に住んでいましたが須坂小学校の方が近かった。（私は特別に須坂小だった）高橋町な

ど須坂小学校区分をもっと増やせばいい。範囲がおかしい。他の区分も。とても安全な市だと思い

ます。小中高も充実している。ただ､太陽誘電は何だったのか。もっと上手く対応できたのではない

か。亓味池～豊丘ダムの循環道路を整備すれば魅力ＵＰで観光客が多くなるのではないか？須坂温

泉の裏側にカタクリがあり、増やせば喜ばれるのではないか。（単身,20歳代,会社員,長野市) 

・須坂市動物園、須坂駅、本当に子供がいたので楽しく過ごさせて頂きました。墨坂神社の公園の

滑り台が取り壊されてしまったのは残念でした。子どものいる人にとって須坂は最高です。あと、

保健センターでいつでも相談でき、体重など測れるのはありがたいです。長野はそんなにいつでも

ＯＫとはいきません。（二世代世帯,30歳代,会社員,長野市) 

・教育機関（塾・予備校）が尐ない。（単身,20歳代,会社員,その他県外) 



 

●自然、景観、住環境 

・コンパクトに必要最低限のものがそろっているので、良い街だと思っていました。（単身,20歳未

満,学生,その他県外) 

・須坂市は自然の多い素晴らしい市だと思います。今後の益々の発展を祈ります。お世話になりま

した。（単身,70歳代,会社員,須高地区) 

・臥竜公園の四季は、とてもよかったと思います。（単身,30歳代,無職,その他県内) 

・町の風景や生活のしやすさ、子育てのしやすさはとても良く、行く行くは戻って来たいと思う。

（二世代世帯,30歳代,会社員,長野市) 

・引越しに当たって粗大ごみが出しにくい。（単身,20歳代,その他,その他県外) 

・自然に囲まれた静かな場所で、生活が穏やかにできました。（二世代世帯,20歳代,会社員,その他

県外) 

・一番よい所は百々川両岸の緑地帯。風景も良く広範囲で散歩や運動に適していてこれだけのもの

は他に類がないと思う。（夫婦,80歳以上,無職,長野市) 

・須坂百景に挙げられた通り須坂の街の良い所が数多くあると思いますので宣伝活動を継続的に取

り組まれて全国に向けて発信して下さい。小布施町に負けない良い所が数多くあると思います。（夫

婦,60歳代,公務員,その他県内) 

・坂が多いのは大変だが、その分山からの景色は素晴らしい。30年以上毎日見ても飽きなかった。

しかし駅前や商店街など寂しくなってしまって尐し悲しかった。最近はイベントなども増えてきて

とてもうれしい。イベントなどをやるのにもっとおしゃれなランドマーク的な建物があると良いと

思う。ハード面を変えるのは難しいかもしれませんが。市外の人からは必ず「道がわかりにくい!」

と言われます。（単身,30歳代,会社員,長野市) 

・ずっと須坂で育ってきたので、正直離れるのは嫌ですが、また戻ってこれるような機会があるの

なら戻って来たいです。自然の雄大さがあり素晴らしい故郷だと思います。（単身,20歳代,会社員,

首都圏) 

・白馬連峰や信州亓岳が非常によく見え、自然が豊かで本当に須坂に住めて良かったです。猿やカ

モシカ、タヌキ、キツネ等々様々な動物が動物園に行かなくても見られた事は感激でした。（単身,50

歳代,会社員,その他県内) 

・住んでよかったところは景色が美しい所です。冬景色はとてもきれいだと思います。（単身,20歳

代,会社員,その他県外) 

●道路・交通 

・大学を除きずっと須坂だったので、暮らしやすかったです。逆に不便さを感じるのは、車を所有

していないととても不便な事。バスや電車は運賃が高く本数も尐ない。良い所は緑が多く子供を遊

ばせる場所が沢山。(私に子はいないが子がいる友達のことば）（夫婦,30歳代,その他,須高地区) 

・歩いて行ける(近場の)スーパーやコンビニがないので車がないと(運転できないと)不便です。（夫

婦,40歳代,商工業者,その他県外) 

・車社会なので、歩道がない場所など、ベビーカーでの移動が尐し煩わしかったです。（単身,20歳

代,会社員,首都圏) 



 

・ただ、バス・電車等尐なく学生時代は尐し大変でした。長野市のぐるりん号の様に須坂市をぐる

っと周れて、本数も出ているバスがあれば学生も、また観光に来る人も利用しやすいのでは？と思

います。須坂市が好きなのでこれからもよりよい街づくり頑張って下さい。（夫婦,20歳代,会社員,

長野市) 

・他県の人に須坂のアピールポイントがない。道路が迷いやすく、渋滞個所が決まっていて不便。

（単身,30歳代,会社員,長野市) 

・季節ごとの行事は大変素晴らしかったと思います。交通の便がもっと良くなれば今よりもさらに

住み易い市になると思います。ありがとうございました。（単身,20歳未満,学生,首都圏) 

・長野市へ通学していましたが、電鉄沿線に住んでいないと駅までが大変だったと思います。その

代りのバスですが、何年も住んでいても使う機会が有りませんでした。マイカー利用が多いと思い

ますが、路線や料金、乗り方の周知がもっと必要だったと思います。（単身,20歳代,会社員,首都圏) 

・交通機関も発達していない。そして道路の街灯が尐なく怖い経験もしました。（単身,20 歳代,会

社員,その他県外) 

●産業（農業・商業・工業・観光） 

・新鮮な野菜、果物が手頃な価格で手に入り、とても良かったです。農家の皆様には今後も美味し

い野菜、果物を作り続けて頂きたいと思っております。（二世代世帯,40歳代,会社員,近畿圏) 

・転入時に周辺にある店(飲食店やスーパー、自転車屋等)の場所がわかると助かる。小さい店は営

業しているかどうか分かりにくいので特に。（単身,20歳代,その他,その他県外) 

・大型ショッピングセンターやモールがあると良いと思います。（二世代世帯,20歳代,会社員,その

他県外) 

・店が昔に比べ尐ないのが残念。仕事ができるような会社があってほしい。求人を増やしてほしい。

(人口が流出してしまう)（単身,20歳代,会社員,首都圏) 

・もっと駅前を整備したり大型商業施設を建設したりしてほしかった。昔に比べてさびれた感があ

る。（単身,30歳代,会社員,長野市) 

・大型スーパーも尐ない。（単身,20歳代,会社員,その他県外) 

●公共施設 

・墨坂中学校で大変良くして頂きました。先生方が真剣に取り組んでいる。（二世代世帯,40 歳代,

公務員,その他県外) 

・臥竜公園は年パスで公園と動物園が行き放題になります。なかなか動物園に週に何回も行くこと

ってないので、子供にたくさん動物を見せられてよかったです。（二世代世帯,30歳代,会社員,中京

圏) 

・文化施設があまりにもバラバラになっていてあまり行く気になれない(美術館、博物館等)。図書

館をもっと大きくして(蔵書も尐ないので人が集まらないと思う)ほしかった(塩尻のエンパークの

様に)（単身,60歳代,会社員,その他県内) 



 

●住みやすさ・満足度 

・住宅街が多く、静かで日常生活にはとても心地よい市でした。（二世代世帯,40歳代,会社員,長野

市) 

・とても住み心地が良かった。人情が有りのどかさが有り須坂は良い処です。（単身,60 歳代,会社

員,その他県内) 

・離れてみるとコンパクトに衣食住の施設がそろっていたなあと感じる。(が、中心部まで出るのが

やや大変。車がないと)小さな市ゆえの温かみはあると思う。観光面などもう尐し洗練された方向で

頑張ってほしい。クラシック美術館～田中本家まで歩いて楽しめる街づくりがあると良いのでは。

かわいらしくセンスの良いお店が増えているので建物を生かしつつもう尐し点在していくと良いと

思います。Ｓ級グルメも良いがエンタテイメント性よりも生糸の街として古き良き建物を生かした

シックな方向になったらいいのになあと思います。流行りばかり追いかけてないで腰を据えてじっ

くりと取り組んで頂きたい。（単身,30歳代,会社員,長野市) 

・狭い行動範囲の中で生活ができた。（二世代世帯,30歳代,会社員,長野市) 

・小さなころから春になり桜が咲くと臥竜公園に行っていました。家族や友達と一年に何回か行き、

よくおでん食べました。楽しい思い出です。結婚して住宅や子育ての支援がもっとあれば須坂に戻

りたいとも思います。（夫婦,20歳代,会社員,長野市) 

・街の造りがコンパクトで買い物はしやすかったです。ただ、水道代が高いのと大きな道が混み過

ぎてて通学路をものすごいスピードで車が抜けて行って怖かったです。あとゴミの袋が小さすぎて

出しづらく、また記名の必要性が本当にあるのでしょうか?ストーカーには天国だと思いました。(荒

らされたので)生理用品もあるゴミに記名するのがただただ気持ち悪かったです。（二世代世帯,30

歳代,会社員,長野市) 

・須坂駅周辺に郵便局、銀行、スーパーが有りコンパクトに用事が済んでよい。市民課の出張所等

長野市のような支所が駅前にあるとよい。悪かった所は交通の便の悪さ。須坂駅までのバスが尐な

く利用が不便。買い物も綿半が出来てまだ良くなったがイオンも昔に比べて品物がなく結局長野に

行くしかない。須坂病院は常勤がいなくかかるに不安が有り、長野の病院へ行っていた。市役所の

対応は親切で良い。（単身,30歳代,公務員,長野市) 

・どこへ行っても須坂の方は人が良く、気持ちよく接していただきとてもうれしく思いました。今

まで何回か引っ越しを繰り返しましたが、須坂が一番住み易い場所でした。また戻って来たい場所

の一つです。（夫婦,50歳代,公務員,その他県内) 

・須坂に住んでよかったのは長電スイミングが楽しくて良かった。悪かった所は交通の便が悪い。

服や本が手に入らないので通販を利用していた。あと、自治会がめんどくさい。人が減っているな

ら係の人数も減らせばいいのに…。（二世代世帯,40歳代,家事,首都圏) 

・良かった所:学校ＰＴＡや地域交流等の活動が盛んな所、山々の景色や果樹園等自然が豊かな所。

⊡悪かった所:公共料金の高さ（二世代世帯,30歳代,公務員,首都圏) 

・安心・安全な街で住みよかったです。（二世代世帯,30歳代,公務員,その他県内) 

・住宅街が多く、静かで日常生活にはとても心地よい市でした。（二世代世帯,40歳代,会社員,長野

市) 



 

●観光地・イベント 

・ツーデーウォーキングが楽しかったです。ひなかざりはりっぱでした。（単身,20歳代,会社員,長

野市) 

・手作り感あふれる動物園がとても癒されて須坂市に住んで良かったと思いました。冬になればイ

ルミネーションもとても良かったです。中心地以外に、お店が出来てとても便利になって良かった

と思う反面、悪い所でもないかもしれないが駅前が淋しくなってしまった事。（単身,30歳代,無職,

その他県内) 

・カッタカタ祭りは職場(パート先)の人に言われて参加してからなので 2 回行きました(2 年間)子

ども達も楽しんで踊りも踊ってました。今でも歌ってあげると踊ってますよ(笑)市全体でのお祭り

は良いと思います。桜まつり(臥竜公園)は住んでいる間毎年行きました。（二世代世帯,20 歳代,会

社員,首都圏) 

・須坂の皆さんはお祭りが好きです。各イベントには驚くほど人が集まります。お祭りの主催の皆

さんの賢明さも伝わります。Exイルミネーションの時の美術館無料開放では、思った以上のスケー

ルを知り、その後須坂住民として誇りを持ってたくさんの方を招待しました。（単身,20歳代,学生,

その他県内) 

・もっと須坂が元気になるイベントを開催して欲しい。小布施に負けない知名度アップの施策をお

願いする。（単身,20歳代,学生,首都圏) 

・2012年の花火大会は霧（小雤?）で花火が全く見えず順延して欲しかった。マレットゴルフ（百々

川緑地）が出来て良かった。峰の原高原スキー場は安いので何回も行きました。臥竜公園の桜は本

当にキレイでした。広報すざかの 4コマ漫画が面白かった。（単身,30歳代,無職,首都圏) 

●住民参加 

・区費が高い。神社は別物のはず。（単身,50歳代,公務員,その他県内) 

・町の役、ＰＴＡの役を楽しくやらせてもらった。受け入れられた感じを得る場面が多かった。悪

かった所はなし。（二世代世帯,50歳代,公務員,その他県内) 

●市職員、市議員 

・市役所の人の対応がいつも事務的・無愛想で残念。市民課窓口の女性、用紙の記入方法も教えて

くれず困りました。小さな市なのでもう尐しやさしい親切な対応を望みます。市役所の方から是非

変わっていって下さい。（二世代世帯,30歳代,会社員,長野市) 

・須坂市独自でオリジナリティとして誇れるものが尐ない(地域資源は色々あるのに)．市役所職員

の対応が人によって差がある(対応が悪い)サービス業ではないが移住者が最初に訪れる場所であっ

たりもするので、市のイメージも良くなくなる。このアンケート自体、無記名で行われているが転

出月・新旧の住所(地区)で回答者がほぼ割出せるようで良くない。（単身,30歳代,家事,首都圏) 

・税務課が対応が悪い!!（夫婦,30歳代,商工業者,その他県内) 



 

●その他 

・生まれ育った故郷なので大好きです。いろんな地域を見て思う事は、もっとアピール出来る物が

多々あるので工夫次第ですごく（よりよく）良い地域になると願っています。お願いします!!安全

な地域性を今後も大切にして欲しい。（単身,20歳代,無職,首都圏) 

・スーパーが多い。夜景がきれい。臥竜マラソンの質が低い、飲み物、景色、坂ばかり。お互いの

良いスポットが協力せずバラバラに遠い。（夫婦,30歳代,商工業者,長野市) 

・特にこれだという特徴はない。普通に生活が出来ていた。これが一番良かった事かもしれません

（単身,40歳代,会社員,首都圏) 

・見ず知らずの近所の人が仕事帰りの私に「お疲れ様」と声をかけてくれたこと。神仏習合時代の

面影がよく残っている土地だと思うので、この点をもっと活用すべきだと思う。（単身,30 歳代,公

務員,その他県内) 

・生まれてからずっと須坂で暮らしていました。良い友達をたくさん作れたことに幸せを感じてい

ます。それには両親、姉妹、隣人、地域の方々の支えがあったからこそだと感謝の気持ちでいっぱ

いです。人を大切にし、つながりを大事に生きることを須坂で学ばせて頂きました。（単身,30歳代,

団体職員,首都圏) 

・住所が大字小河原だったのですが、郵便番号をどうしたらよいのか困りました。例えば保険の手

続きなど住所が 2つある状態で説明に困っています。住所の整備をお願いしたいです。（単身,20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 

・出産の為に里帰りし、須坂病院に通院していましたが、ＮＩＣＵの設備がない為に、市外の病院へ

転院し、出産、その後も赤ちゃんが通院しています。須坂病院も転院先の病院もお世話になり、とて

も感謝していますが、須坂市にもＮＩＣＵの設備があると、より嬉しいです。「西松屋」や「赤ちゃん

ホンポ」のようなお店がもっとあると助かります。（夫婦,20歳代,無職,その他県外) 

・須坂市は、0～3歳児の子育てがしにくいです。児童館は 10時から開館では遅すぎます。それでは 0

～3 歳児は朝早く遊びますので、10 時～だと昼寝してしまう事が多々あり、運動させてからの昼寝が

できません。松本市ではこどもプラザ(床暖房付です。)という所があり、8:30～17:00まで 0～3歳児

が自由に遊べます。(小学生を気にせずに!)そういう施設が欲しいです。須坂は観光に力を入れるだけ

でなく、長野市勤務の人達などのベッドタウンとして発展させてたくさんの人に住んでもらう須坂市

にすることが重要だと思います。そのために子育ての施設をもっと充実してほしい。また須坂市に住

むといい特権があるなど、須坂市民を増やし税収を増やす対策を立てて欲しいです。是非よろしくお

願いします。（二世代世帯,30歳代,団体職員,その他県内) 

・子どもと公園に行くのにも、公園が尐なくこまった。（二世代世帯,30歳代,会社員,長野市) 

・子供が遊べる室内の施設があるといいなぁと思います。（二世代世帯,20歳代,無職,長野市) 

・駅前をもっときれいに作り変えて欲しい。赤ちゃん連れや幼児連れでも来やすい食べ物屋さんを作

ってほしい。（二世代世帯,20歳代,会社員,その他県内) 

・子どもの医療費を無料にしてもらいたい。高山、小布施は無料（夫婦,30歳代,会社員,須高地区) 

・以前の学校は安全だと思う対応がされていたが、今回は田舎のせいか誰でも好きに学校に入れ、通

学路も狭くとても不安に感じました。他から転入すると勉強の内容も違い学校からのフォローがある

と思っていたがほとんどなくびっくりしました。そのあたりは何か改善した方がよいと思います。（二

世代世帯,20歳未満,会社員,その他県外) 

・支援センターで未就園児向けの体操教室のようなものが週一回あった。支援センターの先生方が母

親目線で対応していただき安心感がある。（二世代世帯,30歳代,公務員,その他県内) 

・すべり台、ブランコ、砂場、鉄棒、アスレチック、広場、小さくても十分なのですが、小布施オア

シス、臥竜公園以外に住宅街に囲まれた公園を見かけない。外で遊ばせたいが、わざわざ小布施とか

臥竜公園まで行かなくてはならないのが残念。近所でという身近な公園が子供にも安心で楽しめる。

（三世代世帯,30歳代,会社員,首都圏) 

・過去に住んでいた町と比較すると、子育て支援が充実していない様に思う。子供の医療費や保育園・

幼稚園の保育料をもっと支援して欲しい。（二世代世帯,30歳代,会社員,その他県内) 
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・子育てもしやすく利便性は悪いですが住みやすい町だと思います。（二世代世帯,20歳代,公務員,首

都圏) 

・以前住んでいた所と違い病院、特に小児科、耳鼻科の数が尐なすぎる（夫婦,30 歳代,会社員,首都

圏) 

・近所に子供が遊べる公園がない。（三世代世帯,30歳代,会社員,長野市) 

・子供の用品売り場が尐ない。（二世代世帯,30歳代,商工業者,長野市) 

・住宅の近くに子供の遊べる遊具のある公園がなく、放課後子どもが(小学生)遊べる場所が無いのが

とてもよくないと思う。社会性が育たないと思うので、公園をもっと作ってほしい。（二世代世帯,40

歳代,公務員,その他県外) 

・子育てのしやすい町にして下さい。（二世代世帯,40歳代,会社員,長野市) 

・可燃ゴミの袋が小さい事。乳幼児のおむつ等の量の多い家庭にはもっと補助が有ってほしい。保育

園の延長保育に料金が掛かる事。長野市は申請書類の提出で料金は掛からなかった様に思う。(土曜保

育も含み)（二世代世帯,30歳代,会社員,長野市) 

・近所にあるのかもしれないですが公園が尐ない?ない?子供たちはどこで遊んでいるのでしょうか?

小布施公園まで大規模でなくてもそれの縮小された公園が欲しいです。せっかく自然豊かでめだかも

沢山いるところなのでその特色を生かしてほしいと思います。（二世代世帯,40歳代,無回答,長野市) 

●自然・景観・住環境 

・自然豊かで住みよい市だと感じます。（夫婦,20歳代,公務員,長野市) 

・ゴミ袋が小さくて不便。（二世代世帯,30歳代,会社員,長野市) 

・空家(持家)の放置されたかの景色多々見られるのが残念に思われます。（夫婦,70歳代,無職,首都圏) 

・同じ須坂市でもゴミを正しく出しているのに持って行って下さらなかったのがショック。何がいけ

ないんでしょうか!?(以上の事含めると)（単身,30歳代,公務員,無回答) 

・資源ゴミステーションの設置を希望(24時間)(スーパーの敶地内など)段ボール、瓶、缶、古紙・ス

ーパーの袋を有料化にしそのまま可燃ごみの袋として使える事(以上二つとも静岡県では実施されて

いてとても便利でした。)（二世代世帯,30歳代,会社員,その他県外) 

・ゴミの回収にお金がかかる。横浜市に住んでいたのだが、可燃ごみ・プラゴミ・金属類などの分別

はほぼ同じルールだったところ、横浜市は粗大ごみの他は無料でした。水道料金も尐々高めのように

思います。（単身,40歳代,公務員,首都圏) 

・1 ごみ収集について⑴指定袋の種類を追加 現在、単身赴任中であるが、一人暮らしだと可燃物の

ほとんどが生ごみであり、可燃物用の指定袋にたまるまでは 2，3週間かかる。冬期間は良いが、夏場

は腐敗が激しく臭いも気になることから、袋の半分くらいでも出すことになり不経済となる。そこで、

単身赴任者及び独身者の為にも、現在指定袋大(30L)と小(15L)の 2種類に 5Lの小袋を加え 3種類にす

ることを検討していただきたい。⑵プラスティック類の指定袋を廃止 プラスティック類はリサイク

ル可能であり資源ごみであることから、古紙と同様に無料にすべきである。有料の指定袋ではなく透
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明の袋で十分であると思う。⑶古紙について 新聞紙を束ねる紐及び紙袋に付いている紐は、紙紐と

なっている。各地を転勤してきたが、そのような取扱をしている自治体は初めてである。ビニールひ

もでも良いのではないか。（単身,50歳代,公務員,その他県外) 

・臥竜公園から百々川周辺は自然がいっぱいで環境的にもとても良い所だと思います。百々川はアル

プス北信亓岳が一望でき素晴らしい。散歩にレジャーに最適だと思います。ただ、市内は尐し淋しい

感じがします。温泉も近いし果物も豊富で住みやすいとは思いますが若い人達には、長野市に比べる

と尐し不便かと思います。（単身,60歳代,会社員,須高地区) 

●道路・交通 

・長野市へのアクセスがよくなるとよりよいと思います。（夫婦,20歳代,公務員,長野市) 

・市内の道路は入り組んでいて、自家用車の使いづらい街であるので、公共の巡回バス等をもっと整

備し、通勤者や観光客にとってもマイカーに頼らない街づくりを目指してほしい。（二世代世帯,40 歳

代,公務員,長野市) 

・須坂の街なかの道路で右折しづらい、しにくい所がたくさんある。右折レーンが狭い。道幅が狭い。

（単身,30歳代,会社員,その他県内) 

・道路が狭く複雑。清潔感がなく暗いイメージが強い。北信亓岳がとってもきれいに見えた日は、素

晴らしい所だと感じました。百々川ももう尐し整備し、この美しい景観を広めて欲しいと思います。

動物園と共に。（単身,60歳代,無職,その他県内) 

・(長野県全般だが)道路の整備、運転マナーが非常に悪い(一車線多い。暗い高速、強引な右折車)、

凍結の為かアスファルトのでこぼこも多い・須坂市のみなさんは当事者意識が足りないのでは？様々

なことを言うが、自力でやろうとする姿勢があまり感じられない。ゴミ出しのマナーやスーパー等の

リサイクルのマナーの悪さ、駅前のほったらかし状態・観光資源や名物は沢山あるのだから、もっと

上手くリンクさせるべき、また単独ではなく近隣の市町村、企業と連携するべきだと思います。（単

身,30歳代,商工業者,その他県内) 

・ただ道路整備が随一だった愛知から越してきたので、道路や街の区画のひどさには辟易してます。

特に国道 406 号線のツルヤ近くと高梨町の信号のないことによる右折渋滞。近所の道路が整備されて

いるのになぜか車通行不可だったりと道が狭いのは今更どうしようもないですが何とかして下さい。

折角だったら屋代線の線路跡は道路にしたらどうですか？（夫婦,40歳代,会社員,中京圏) 

・除雪が悪い。（単身,70歳代,無職,首都圏) 

・大雪の除雪もっと上手な会社にお願いします。市からお金が発生しているならもっとしっかりやる

べき!!（単身,30歳代,公務員,無回答) 

・仕方ないとは思うけど迷路のような道で、初めて来た方は迷ってしまう感じ。（夫婦,50 歳代,会社

員,その他県内) 

・雪がたくさん降った時の対応の遅さ。（二世代世帯,20歳未満,会社員,その他県外) 

・今回の大雪の時、細い道には除雪車が入らず驚いた。（二世代世帯,20歳代,会社員,長野市) 

・バイク、自転車の運転が危ない人が多い。特に高齢者。車の運転もよそ見をしてスピードを落とす

など迷惑運転が多い。除雪が遅い。（夫婦,40歳代,会社員,長野市) 
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・主要道路が、一車線しかないので混む。村山橋に通じる道、屋島橋に通じる道を広くして二車線に

してほしい。（二世代世帯,30歳代,会社員,長野市) 

・通学路の安全性の改善。近所に小さな公園が尐ない。バスを便利に。（二世代世帯,20歳代,会社員,

長野市) 

・雪・寒さに対しての住宅環境や除雪状況が整っていない。（単身,20歳代,会社員,その他県外) 

・駅周辺信号が多すぎだと思いました。道路が狭いので不便ですが、逆にそのことが大規模な店など

が出来ないので治安は良いのではと思う。長野市が近いので今のままで良いと思います。治安の良さ

を売り物にしていけばと思います。（単身,40歳代,公務員,長野市) 

・長電料金がもう尐し安いと助かる。（単身,40歳代,公務員,その他県内) 

・除雪が不十分だと思う。長電の終電が早い。（夫婦,20歳代,商工業者,須高地区) 

・街灯が尐なく歩道を歩きづらい。比較的治安が良いのは良い事だが、車の往来が多い所があり交通

事故などは心配がある為、歩行者目線の対策が充実されればよいと感じた。（単身,30歳代,公務員,中

京圏) 

・森上小学校の横の道路はいつも工事を重ねていて疑問を感じる（二世代世帯,50歳代,無職,長野市) 

・大雪の時の車の運転がとても大変でした。除雪の対応をもう尐し早く行ってもらえるととても助か

ります。（夫婦,20歳代,会社員,長野市) 

・13 年ぶりに長野に戻りました。道路が整備されている面など便利になっている。（単身,30 歳代,無

職,その他県外) 

・交通量が多いのに道路が狭かったり、歩道がなく危険な所が沢山あるので改善して欲しい。（夫婦,30

歳代,会社員,首都圏) 

・道路が狭くデコボコしており車で走りにくい。そのような街には人は集まってこないと思います。

どうしてこの道とこの道がつながっていないのだろうと思う所もあります。結局企業も集まってこな

いので、みんな長野市中野市へ買い物へ行ってしまいます。（二世代世帯,30歳代,会社員,その他県内) 

・高山村から越して来ましたが、雪が降った時の除雪がよくないと思いました。（二世代世帯,40歳代,

会社員,須高地区) 

・街灯が尐ないので夜は暗い。（単身,20歳代,会社員,その他県内) 

・車中心の生活をしてる人が多いためか、公共交通の利便性及び歩道などの整備が悪く、非常に生活

がしづらい。それに尽きます…（二世代世帯,40歳代,会社員,長野市) 

・2 除雪体制について 本年度は大雪が 2 回あったが、市道脇の歩道は誰が除雪するのか。住民から

企業側に除雪していないとの苦情があり、その住民曰く隣接する個人・企業が除雪するのが須坂の慣

例・風習との事である。通常このような場合、自治体に苦情を言うものと思っていたが、どうなって

いるのか。長野県、北信地方の風習かと思ったが、須坂市以外から通勤している職員に聞いてみたが

須坂だけだという。予算の都合があり、数年で 1・2回の大雪の為に予算を組むのは無理、急に除雪業

者を確保するのは無理といわれるかもしれないが、それくらいの予算・体制を確保しておいた方がい

いのではないか。（単身,50歳代,公務員,その他県外) 

・脇道などの除雪に力を入れて欲しい。（夫婦,30歳代,会社員,その他県内) 
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・通学路の街灯が尐ない。歩道の整備がされていない。使用されていない水路に橋が架かっていない。

（夫婦,40歳代,会社員,長野市) 

・道路や歩道の整備をお願いします。（二世代世帯,40歳代,会社員,長野市) 

・歩道を整備して欲しい。自転車がもうかなり傷んできている。（単身,40歳代,会社員,その他県外) 

・道路の案内標識の点検見直し。南原町西→臥竜公園入口間の標識早急に手配し修理する事。市民と

して恥ずかしく百選の臥竜公園が泣く!除雪に対し二次災害防止(人に対し)をブルドーザーに考えた

指導を。横断歩道、交差点、車庫の出入り口等に除雪した雪をおいていかない様に。（夫婦,60 歳代,

無職,首都圏) 

・昨冬の除雪の対応が遅い。（二世代世帯,30歳代,会社員,長野市) 

・とにかく道がすいていてどこに行くにも安心です。実家の近くと言う事もあり、長野市にいる時よ

りもゆとりを持って過ごせています。（二世代世帯,20歳代,会社員,長野市) 

・豊丘地区は雪が多く斜面に面しての団地の為除雪が遅れると通勤に支障が出やすい。一部須坂市か

ら長野市に行く道路に渋滞が発生しやすい。中心部では逆に閑散としていて活気が無い様に思える。

（二世代世帯,50歳代,会社員,長野市) 

・移住してから一番困ったのは道が分かりづらかった事。（単身,30歳代,農林業,首都圏) 

●産業（農業・商業・工業・観光） 

・商業施設の充実。（夫婦,20歳代,公務員,長野市) 

・雇用の確保(特にパソコン関係やＩＴ関連)。（その他,30歳代,無職,その他県外) 

・須坂駅周辺に活気はあるのか?若年向けの店や施設がないから、さびれた印象がつく。大規模なショ

ッピングモールが 1 つで良い、あれば人が集まるし休日に長野市に行かずに済むだろう。食料品の店

(スーパー)はもういい。電気屋を建てろ。雑貨屋を呼べ。今のところ面白くもない。楽しくもない。

生活を満たせ。（二世代世帯,20歳代,会社員,長野市) 

・すてきな蔵の町並みをもっとＰＲした方がいい。観光にももっと力を入れたら良いのでは。若者に

とって古い家屋は非常に魅力的です。リノベートしてお店を出したり、そこに住みたいという人も多

いはず。実際須坂にもそういったお店が増えていると思うので、もっともっとすてきになっていくた

めに積極的にアピールして魅力を再発見してほしいです。（単身,20歳代,公務員,その他県内) 

・折角の蔵づくりの建物も散在して建っているためかいまいち活かしきれてない気がします(小布施は

コンパクトに固まっているのが良い)「みそすき丼」も着目は良いですが、もう尐し市内で食べられる

よう(和・洋・中問わず)宣伝すれば面白いかも知れません。一応観光業に携わっておりますので気に

なってました。米子大瀑布大変気に入りました。また行きます。（夫婦,40歳代,会社員,中京圏) 

・外食が不便尐し気の利いた食事をしようと思ったら長野か小布施に行くことになる。ぱてぃお大門

のような企画が欲しい。やや雑然としている。観光で人を呼ぶならもう尐し洗練したい。（二世代世

帯,40歳代,会社員,長野市) 

・衣料品店が限られている。家電量販店がない。（二世代世帯,30歳代,公務員,その他県内) 

・駅前にもっと大きなお店がたくさんほしい。ラオックスが無くなってしまったので、ヤマダ電器の

ような大型家電店が欲しい。（二世代世帯,30歳代,会社員,長野市) 
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・観光事業に力を入れて欲しい(町に活気なくて残念!)←駅前とか…。お化け屋敶みたいな建物をどう

にかしてほしい。（単身,20歳代,学生,首都圏) 

・須坂市で生まれ育ち、結婚を機に市外へ移り住みましたが、また須坂に住む事ができて良かったと

思っています。ただ駅周辺が大変さみしく、ショッピングセンターもシャッターが下りている店が多

く、人通りがなくてもっと人が集まる施設が充実していれば良いと感じています。（夫婦,30 歳代,会

社員,長野市) 

・昔商人の町というイメージがあったが、お店(外食産業含む)が、他の市に比べて極端に尐ない町だ

と思う(人口の割に)結局これだけの人が居ても長野市や中野市で買い物をする(お金を使う)のはマイ

ナスだと思う。例えば複合商業施設や大手店舗を誘致するなどして、逆に市以外の人に須坂市でお金

を使っていただく街作りを行政主導で行ってほしい。（二世代世帯,30歳代,会社員,長野市) 

・町のイメージが暗い。歩いて買物に行ける場所が無い。（夫婦,60歳代,商工業者,長野市) 

・駅周辺がさみしいと感じる。コンビニが尐ないのもさみしい。駅前のシルキーの中にどんな店があ

るのか分かりづらい。（単身,40歳代,公務員,その他県内) 

・近くのアップルランドが閉店してしまい、最寄りのスーパーがなくなり不便。ジャスコが小さく内

容も尐ない印象。不便さの多い土地。（夫婦,20歳代,会社員,その他県内) 

・⊡ベビー・子供用品が買える施設が近くに欲しい。現在長野市に出ないとそういった施設がない。⊡

カフェ(サブウェイ、ドトール etc)が須坂市内に欲しい。須坂 I.C付近などにあってはどうか?(希望)

（二世代世帯,20歳代,会社員,長野市) 

・駅前やショッピングセンターのさびれ具合がさみしい限りです。わかりやすい名所や各町の売りが

あるとよいなと思います。（単身,30歳代,無職,その他県外) 

・市外まで行かないと衣料品を売っている店がほとんどなく不便。（夫婦,30歳代,会社員,首都圏) 

・スーパーが多いので食料品には困らないがその他の買い物に尐し不自由。（単身,20歳代,会社員,そ

の他県内) 

・スーパーがない地域があり、その周辺で住んだり仕事をしているのでとても不便です。まだ住み始

めたばかりなので他の事は良くわかりません。（夫婦,30歳代,公務員,その他県内) 

・ショッピングセンターを今後どうするか?小布施に負けている。（三世代世帯,30 歳代,会社員,長野

市) 

・居酒屋が尐ない。（二世代世帯,30歳代,商工業者,長野市) 

・外食産業が尐なく長野市内まで出なくてはならない不便さはありますが、住み易く満足しています。

（単身,40歳代,会社員,その他県内) 

・故郷である須坂市は今以上に良い町になってほしいと思っております。今の須坂も好きですが、シ

ャッターが閉じている店がほとんどの須坂ショッピングセンターを見ると尐し淋しい気持ちになって

しまいますので、人がにぎやかなショッピングセンターになればうれしいです。目指せ!ショッピング

センターのにぎわい!!（単身,20歳代,公務員,その他県内) 
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・歴史、自然、日本一美味しいブドウ･リンゴ等の果物をマスコミや芸能人の活用で全国に発信する企

画など出来ないでしょうか。(東京に住んでいた時も須坂の情報は尐なかった)臥竜公園の近くに大規

模フラワーガーデンを作り、地域の人達や観光客が公園周辺を散策しながら美味しい食事や、お茶(ス

イーツ)を楽しめる洒落たお店を誘致することで多くの人を呼び込む事が可能と思慮致します。現状、

私自身外食する時は長野か小布施に行っています。蔵の町並み、臥竜公園、米子大瀑布、湯っ蔵んど、

美術館、博物館の連携で須坂を訪れた人達が感動する町にして下さい。（夫婦,60歳代,無職,首都圏) 

●公共施設 

・図書館や子ども関連施設について、駅前のシルキーの空室等に集約した方が利便性がよい。（二世代

世帯,40歳代,公務員,長野市) 

・図書館での読み聞かせを平日にやってほしい。（二世代世帯,30歳代,公務員,その他県内) 

・坂田地区に公園がない。坂田町の信号の近くに市の土地が売出し中だがそこに公園の設置を検討し

てほしい。どんどん新築ができているし造成地もたくさん出来ているので絶対に必要。お願いします。

（二世代世帯,30歳代,無職,長野市) 

・(スポーツ施設について)長野市などは水泳施設(プール)なども充実しており、テニスコートも除雪

作業を行い冬季の使用も可能となっていますが、須坂はオムニコートになり施設の職員も出勤してい

ながら除雪作業も行わない為、まったく使用できない。又プール施設は全くなくお話にもならない。

（単身,40歳代,会社員,長野市) 

・箱物作りの行政はほどほどに。（夫婦,60歳代,無職,その他県内) 

・図書館を更に充実して欲しいです｡（単身,40歳代,公務員,長野市) 

・図書館をいつも利用させてもらっています。近くにあって利用しやすいです。今年は、明覚山や妙

徳山など里山に登ってみたいと思います。（その他,50歳代,無職,その他県内) 

・トレーニングジムなど、室内型の運動施設が市営であるとよいと思う。（単身,30歳代,公務員,中京

圏) 

・臥竜公園の駐車場が狭い。（三世代世帯,30歳代,会社員,長野市) 

●住みやすさ・満足度 

・東京から長野市→須坂と移り住みました。長野市よりのんびりとした環境で暮らしやすいです。も

っと若者向けのお店やカフェが増えるといいな。すぐにつぶれてしまうのはやはり若い人が尐ないか

らでしょうか？須坂に引っ越してやっと東京から出てきて良かったと思えるようになりました。（夫

婦,30歳代,会社員,長野市) 

・人事異動で仕方なく来たが、生活が不便で困っています。特にごみ収集が不親切です。早く他県へ

引っ越したい。（単身,40歳代,公務員,その他県外) 

・以前住んでいた所と比較すると、地方税は高くなりました。（二世代世帯,20歳代,無職,その他県内) 

・鮮明な四季の巡り、温厚な県民性移住選択最良としています。須坂駅前周辺の活気ある整備を望み

ます。（夫婦,70歳代,無職,首都圏) 

・おおむね環境には満足してます。（夫婦,40歳代,会社員,中京圏) 
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・住む事の条件としては良い面は多いけど、将来子供が勉強を終えて就職する時に須坂市には働ける

会社が尐なく、結果他県への就職になってしまい、人口が尐なくなってしまうのでは。(自分の子供含

め、知人の子供もそうである為)（夫婦,50歳代,会社員,その他県内) 

・のどかさと便利さのバランスが絶妙。これを崩してほしくない。・夫:富士見町、妻:平塚市出身だが

住むにはとても良いと感じる。（二世代世帯,40歳代,会社員,長野市) 

・須坂市は文化交流の面で非常に優れている点を第一にあげます。南部地域に属しますが、1回/月の

割合で教育、文化の催しがあり出来る限り参加しています。住まいは借家ですが、いずれは一戸建て

を考えています。空き家情報などがあると嬉しいです。空き家をなくしていく意味でも考えていきた

い。（夫婦,60歳代,無職,首都圏) 

・東京から越してきて、１年で２回市内で新生活を始めることになりました。最初の家は無駄に広く

てぼろいアパートで、市内のアパートはほとんど安っぽい１K アパートかぼろくて広いのどちらかで

した。品のイマイチなジャスコが 23 時まで頑張っているのに他いくつかの近所のは 20 時で閉店。仕

事帰りには閉まってる。ビジネスホテルが市内に 2 件のみ。学生がスーパーの椅子で話すほど行く所

がない。シャッター街の存在はデメリット以外無い。臥竜公園の周りの道が狭い上に夕方以降暗すぎ。

県外から仕事で来ると出会いがない。1 年経っても社外に知り合いがいない。長野に限らず田舎らし

さはウリにならないので変化が欲しい。公園でお祭りもっとやってほしい。（単身,20歳代,会社員,首

都圏) 

・色々他県にも住んでいましたが、一番感じた事はやさしい（おおらかな）人が多いなと思いました。

（単身,30歳代,会社員,その他県外) 

・住みにくいと感じたところは特別ありません。ただ今年の雪にはびっくりしました。（二世代世帯,50

歳代,会社員,首都圏) 

・問 14について “須坂市”だから住んだわけでないので回答に悩む問だった。住み続けたいほど魅

力もないが「住めば都」と思っている。不都合や不便を感じたら引越すと思うが今のところわからな

い。（二世代世帯,40歳代,会社員,長野市) 

・以前に住んでいた場所は長野市内の比較的交通の便の良い所に住んでおりましたので、こちらに越

してきて尐し不便に感じております。また、以前の住居は近所にスーパー・商店等が沢山建ち並んで

いたので買物がとても便利でした。こちらにも、もう尐しお店が増えてくれると嬉しいです。須坂市

に転入してから、季節の果物や旬の野菜等が安価でしかも豊富に手に入り、とてもありがたく思って

います。特にブドウやリンゴは本当に美味しいです。蔵の町並みも素敵だと感じています。（二世代世

帯,40歳代,会社員,長野市) 

・須坂に暮らし始めて初めに感じたのは、須坂に暮らしている人々がとても温かい事でした。須坂全

体にとても一体感がありますね。問 17の項目は、本当に全てが誇れるものだと思います。私自身、大

切な方へのお土産は須坂で生まれたワインと決めています。（二世代世帯,30歳代,無職,長野市) 

・須坂市は住みやすいと思います。自然が美しい上に買い物も便利で交通の便も良いと思います。住

むのには大変良いところだと感じています。（単身,50歳代,公務員,中京圏) 

●観光地・イベント 

・できればもっと活発な市になるように何かイベントを考えて欲しい。小布施に負けないくらい(?)
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お客さんが来てもらえる市にしてほしい。（二世代世帯,40歳代,会社員,長野市) 

・臥竜公園の桜は素晴らしいのでもっとアピールしても良いのでは(駅に大きなパネルを飾るなど)。

（単身,40歳代,公務員,その他県内) 

・町おこしが中途半端に思えます。蔵の町並み、イルミネーション、動物園どれも徹底さが足りない

と思います。須坂市は自然豊かな良い町だと思います。頑張って下さい！（二世代世帯,20歳代,公務

員,首都圏) 

・桜の名所や催し物をもっと市外にアピールしてＪＲの駅などにポスターを貼ってもらったりすると、

県外からも人が沢山集まると思う。市外の人達に意外と知られていません。（二世代世帯,40 歳代,公

務員,その他県外) 

●住民参加 

・住んでいる人たちが、「自分たちがまちづくりに参加している」という意識を持てるような仕組みが

あれば自分たちが作った街に愛着と誇りをもって毎日を過ごす事ができて、雰囲気も今より良くなる

のではないかと思います。（単身,20歳代,無職,その他県外) 

・仕事の関係で、朝早くから夜遅くまで仕事をしていて、ゴミステーションの当番や区の行事になか

なか参加できなくて、近所付き合いが不安です。（単身,30歳代,会社員,その他県内) 

・部落差別のせいか苗字を聞いて「どこの○○さんだい？」とさぐってくる。（夫婦,40歳代,会社員,

長野市) 

・本来市がやるべき事を区に任せている点は良くない。昔からいる人と新しく入って来た人とのコミ

ュニケーションが難しい。（夫婦,70歳代,無職,近畿圏) 

・近所付き合いが(尐し)あり、その点は良いと思う。（単身,30歳代,公務員,中京圏) 

・①長野市から転入したが須坂市は自治体運営が過度に区に依存しすぎる感が強い。区に入るにあた

り一時金(それも高額の)が必要になるというのはかなりの違和感を覚えるし、一つの区で公民分館だ

の公会堂だのといろいろありすぎで区の運営自身も無駄があるように思う。昔から住んでいる人が多

いので、区の自助努力だけで何とかなるように思えないので、市がある程度区の運営に介入する等し

て、適切な方向に(他の市町村から来ても違和感がない程度)なるようにしてほしい。（二世代世帯,40

歳代,会社員,長野市) 

・人間味があるとは思いますが反面人を受け入れるという大らかさに欠けると思う。須坂に生まれた

者としてわかっているけれど、外から入ってみると閉鎖性で妙に近くの者と同調してよそ者意識をと

ても強く感じさせる割と住みにくい面あり（単身,60歳代,会社員,首都圏) 

・須坂に来て年間負担額。入会金(5,000 円)区費(11,000 円)組費(6,000 円)を納めるようになりまし

た。他の土地では松本 9,000 円長野市 6,600 円という経緯でありました。市民税も納めながら年間

22,000円では住む者の負担が大き過ぎます。その他にも育成会や募金等々合わせればかなりの負担と

なり永住するのも考え物です。あと追加で地元の行事もあり過ぎで負担になります。（夫婦,50 歳代,

会社員,その他県内) 

・近所のみなさんがとても親切で色々なものを頂いたり、町のイベント行事などでも楽しく過ごして

います。（二世代世帯,30歳代,商工業者,長野市) 
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・区費という制度が今まで一人暮らしを関東でしてきた時はなかった。過入金とか払うのはわかるの

だが何に使うのかとかしっかりとした説明がなかったし、聞いても「いいからそういう事聞かないで」

と流された。住む場所としては申し分なく良い所だと思う。（単身,30歳代,農林業,首都圏) 

●市職員、市議員 

・市役所職員の対応(特に市民課の職員)の改善。（その他,30歳代,無職,その他県外) 

・須坂市のＨＰは、長野市のＨＰよりわかり易いと思った。目当ての項目に割とすぐにたどり着けた。

でもそれは単に、長野市のＨＰがひどかっただけかもしれないが。（二世代世帯,20歳代,会社員,長野

市) 

・途中から転入届を提出したら市役所の方は地区長に「挨拶へ行かせましょうか?」と telをしていた。

何様でしょうか?（単身,30歳代,公務員,無回答) 

・転出転入や婚姻届について長野市にも須坂市にも電話で問い合わせをしたが、須坂市役所の方がと

ても丁寧で親切でした。その後用事で何度か須坂市役所に足を運んでいますが、何でも聞きやすい雰

囲気で転入して良かったと思っています。（単身,30歳代,会社員,長野市) 

・市職員全員が各地域の担当を持ち、地域の行事や問題解決に一緒になって取り組む体制づくりを。

（夫婦,60歳代,無職,その他県内) 

・須坂市に引っ越しの手続きに来た時から、市役所の方の対応の良さをいつも感じています。今まで、

県内を転勤でいろいろまわりましたが、須坂市はどこの課に行っても親切で感激しました。又、保健

センターなども利用する私達の目線で健診を進めて下さったりしているのがわかり、ありがたいです。

以前、乳児の健診を地区ごとに行っている所に住んでいた事があります。近所の同じくらいのお子さ

んと知り合える機会になり、安心した事を覚えています。その市は、予防接種も専用のノートのよう

なものがありわかりやすかったです。このようなアンケートを行う事…すばらしいと思います。より

住みやすい須坂になる事期待しています!大雪の日、夜中のうちに除雪して下さり大変助かりました。

ありがとうございました。（二世代世帯,30歳代,公務員,長野市) 

・市役所の職員の対応がよかったです。(転入手続きの時)（二世代世帯,60歳代,会社員,長野市) 

・市役所職員の態度が全体的に悪い。（単身,20歳代,会社員,その他県内) 

・須坂に来てまだ４か月程ですので特に云えば役場内が雑然としている感あり。高山に比して。（単

身,70歳代,無職,須高地区) 

・市役所でもいろいろと教えて頂き助かりました。自然を生かした町にしてほしいです。（二世代世

帯,50歳代,会社員,須高地区) 

●その他 

・市街化調整区域が上田市のように無ければ、分譲地も多くなり、入居者も増えるのではと思いまし

た。想像以上に申請が難しく感じました。時間も費用もかかるので、須坂市だけ調整区域が無くなれ
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ば、長野、小布施で建てることを考えている人も来るのではないでしょうか。（二世代世帯,40 歳代,

会社員,その他県内) 

・住所の表記の統一について、ぜひ検討をお願いします。(大字小河原ｏｒ旭ヶ丘)（二世代世帯,40

歳代,公務員,長野市) 

・高齢化、尐子化が進行する中(日本国内全体?)一市だけでは解決不可能であり、隣市町村との連携が

重要。もっと話し合いと協力体制強化を!小中学校と地域の子供育成との連携が薄い?（夫婦,60歳代,

無職,その他県内) 

・住んで感じた事/とにかく何もない。まとまりがない。(人、公園、公共施設、情報、子供の為の娯

楽、複合施設がない)望む事/地域の活性化(具体的に!)実用的に。以前と違う所/紙面じゃなくて現場

をちゃんと見て判断して欲しい。土地の活用、実用性の向上。空き地沢山あります。商業地のまとま

り感。若い人を取り入れないと潰れますよ。須坂。長野の人って頭固いです。特にインパクトないで

す。東京では全く須坂の話は出ません。雷滝は知っている人もいる(たまに)臥竜公園とかもっと世間

に知らせては?正直、蔵の町ってよくわかりません。いちいち中途半端な気がします。もっと、京都み

たく徹底的にやった方が…。（二世代世帯,30歳代,無職,首都圏) 

・②登記上の住所と郵便番号上の住所が不一致なので紛らわしい。同じ土地なのに住所が 2 つあるか

の状況は早急に解消する方向で市として動くべきではないか。（二世代世帯,40歳代,会社員,長野市) 

・3駐車場の確保 須坂駅前にイオンがあるが、店内を見るとそれほど客がいないのにもかかわらず、

そこの駐車場は満車状態に近いものである。と言う事は、そのほとんどの者が長電を利用する通勤者

と言う事か。本当に買い物をする客の駐車スペースがないほどであることから、長電とスイミングの

間の駐車場を無料開放してはどうか。（単身,50歳代,公務員,その他県外) 

・２０年ぶりに帰郷しました。迷路のようだった町が整備され、分かりやすくなりましたが尐々残念

な気がします。車社会なのでやむを得ないとは思いますが、町歩きするには尐々迷っていた方が楽し

い気もします。（夫婦,50歳代,公務員,長野市) 

・公共料金が前と違ってすごい高い!!せっかく温泉が沢山あるのに料金もっと安くして!市営住宅が古

い!!だけど須坂市に引越しして良かったですよ♡（夫婦,50歳代,会社員,近畿圏) 
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