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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=283) 

単身で

50.2%
二世代世帯（親

と子）
24.4%

夫婦で

21.9%

三世代世帯（親

と子と孫）
0.4%

その他

3.2%

無回答

0.0%

 

 

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=283) 

２０歳未満

1.8%

２０歳代

35.3%

３０歳代

34.6%

４０歳代

13.4%

５０歳代

6.7%

６０歳代

4.2%

７０歳代

2.1%

８０歳以上

1.8%
無回答

0.0%
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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=283) 

会社員（パート

含む）
53.7%無職

15.9%

公務員（教育含

む）
10.6%

家事

5.7%

団体職員

2.8%

学生

2.8%
農林業

2.1%

商工業者

0.4%

その他

5.7%
無回答

0.4%

 

 

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=283) 

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=283) 

どちらともいえ

ない
43.1%

どちらかといえ

ば、仕方なく転

入した

23.7%

どちらかといえ

ば、早く転入し

たかった

13.4%

早く転入した

かった（須坂市

に住みたかっ

た）

11.0%

仕方なく転入し

た（他市町村に

住みたかった）

7.4%

無回答

1.4%

 

 

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=283) 

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%

 

その他の主な意見 

 施設入所の 

 主人の入院、介護など 

 退職し実家に戻った 

 県営の空きが少ししかなかった 

 店が閉店になった為とりあえず住む所 
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 里帰り出産を終えて帰宅 

 体調が悪い 

 実家がある 

 妻の仕事の関係 

 土地と家があったから 

 定年で自宅へ戻った 

 離婚 

 病気になった 

 実家に戻ってきました 

 会社の寮 

 

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=77) 

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 

 就職先が県内で、実家が須坂 

 結婚前から職場が須坂 

 会社に近かった 

 長野市村山に農地があり近いから 

 会社が自宅からの通勤が条件なので 

 勤め先が近くになる 

 家庭の事情もあり須坂に転入し、長野市に働きたい会社があったので 

 就職試験に専念する為 

 元々職場があったので 
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 実家のある須坂から通勤した方が近距離のため同居することに 

 定年退職、単身先より家族と合流 

 仕事が変則勤務のため、子育ての協力を得るため実家のある須坂へ転

入 

 宿舎が須坂となった 

 

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=48) 

須坂は土地が

安いから
20.0%

以前住んでい

た借家の間取

りが気に入らな

かったから

10.0%

以前払ってい

た家賃が高

かったから

6.7%

須坂は土地が

広いから
3.3%

その他

60.0%

 

その他の主な意見 

 気にいった土地だったので 

 実家があったから 

 親と同居、新築したので 

 実家の土地に家を建てた 

 以前住んでいた家だから 

 住んでみたかった。 

 長野に通うのに便利だった 

 自宅がある 

 長野市近郊で便がよいから 

 条件に合った土地があった（学校等） 

 気に入った借家があったので 

 ペットＯＫの賃貸に住みたかったので 

 他県に持ち家がある為 

 他市の借家になかなか入れなく、仕方なく 

 長野市の土地が高かったから 

 適当な土地があったたため。長野市への通勤に支障がないため 

 須坂で手頃な賃貸住宅が見つかったので 
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 会社の寮 

 

 

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=283) 

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=126) 

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



転入者アンケート回答集計 

 37 

る回答は、それぞれの項目に分類しています。 

※ 回答者属性：（世帯構成、年代、職業、転出先） 

 

(ア) 健康 (回答者数=13) 

 役所、病院など立地的に集まっていて生活しやすく感じた。須坂病院にて出産を 7 月にした総

合病院での出産は安心できる。産科の継続、安心できるお産の場を今後もお願いしたい。(単

身,30 歳代,団体職員,県内他) 

 子供の予防接種について、記入する用紙を最初にすべて配布するのではなくて、0 歳～1歳～2

歳～みたいに分けて配付してほしいです。交通の便はいいのですが、道路の状態をもう尐しよ

くしてほしい。ゴミシールをなくしてもらいたい。シールを貼ってある紙がもったいないと思

う。須坂病院の産婦人科を残してほしい。(夫婦,20歳代,会社員,県内他) 

 水道料金が高い。子供の医療費控除明細を送って欲しい。市民の健康診断をもう尐し充実させ

て欲しい。燃えるゴミ週 2回の収集尐なすぎるのでは？(二世代世帯,30歳代,会社員,県内他) 

 結婚で須坂市に来ることになったので、今回須坂病院の機能縮小には非常にショックを受けた。

長野市に頼り過ぎない自立した自治体としての主体性を守ってほしい。市民講座がたくさんあ

って面白そう。今は参加してないが、時間が作れたら行ってみたい。科目が魅力的。(単身,20

歳代,無職,県外他) 

 【良】自然が多い。空気が綺麗。野菜が安い。【悪】交通の便が悪い→（環境に良くない。車を

使う頻度が高いので）。救急指定病院の須坂病院に脳疾患、心疾患、産科の医師が尐なく（また

おらず）救急指定である意味がわからない。不安です。県立とは言え市も協力すべきです。若

い人が働ける所が尐ない。【希望】安心して住める街づくり。医療、福祉の充実。観光も盛り上

げてほしい。（ハッチに頼りすぎ。長期的に成り立つ観光を。トレッキングコースにわかりやす

い看板の設置）。小布施のように綺麗で昔ながらの街並みで市民も観光客も須坂にきて良かった

と思えるように。(単身,20歳代,無職,三大都市圏) 

 市役所や病院が近いので市民サービスなどを受けやすいと感じた。人口は尐ないと思うが、逆

に色んな面で混雑がなくて良いと思う。【要望】学校や公園周辺道路の歩道整備を進めてもらい

たい子供が多く集まる場所などで特に。(二世代世帯,30 歳代,会社員,長野市) 

 自然がたくさんある。公園などの設備が悪い。車でないと買い物に行けないのが不便、自転車

でも動けるといい。電車代が高い。医療費を払うのがめんどう。(二世代世帯,30 歳代,商工業

者,三大都市圏) 

 道路が狭く自転車での移動が危険な印象です。子供たちにも安全で安心して自転車に乗せてや

れる場所がありません。長野市に比べても自動車以外の道路整備に問題があると思え、まち、

子供、老人にやさしい道の整備が望まれます。また、昨今須坂病院における産科再開のニュー
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スが大きく取り上げられましたが、必要なのは産科だけでしょうか？最も患者数の多い内科が

定数を満たしていません。特定の科のみに援助することが本当に正しいのでしょうか？(二世代

世帯,30歳代,公務員,県内他) 

 ・須坂市の乳児検診で 3ヶ月検診のあと本を頂けたのが良かったです。・長野市で 3歳未満に歯

の検診時の時に 1,000 円でフッ素をしてくれたので須坂市でもあったらいいと思う。・保育園の

利用時間で長野市は 4：30～5：30まで延長保育は無料ですが須坂市は有料になるので負担が大

きくなってしまった。(二世代世帯,30 歳代,会社員,長野市) 

 子供の医療費控除が小学校 6 年生までにしてほしい。住民票が市役所でしかとれない、不便で

す。須坂病院は子供が入院できない。(二世代世帯,30歳代,会社員,県内他) 

 出産後、保健師さんが自宅訪問してくれたり子育てのサポートをしていただいていてとてもあ

りがたいです。子供をつれて遊べる公園などが尐ない。道路が運転するにしても歩行するにし

ても「怖い」と思う箇所がとても多い。(夫婦,20 歳代,その他,長野市) 

 子育てするのはいい環境のように思いますが他にたよるひとがいないため自分の（親の）通院

時に預かってくれる場所がほしい。地区の仕事が多く負担に感じる事があります。(二世代世

帯,40 歳代,会社員,三大都市圏) 

 本人は病気のため長女がかわりに書いてます。健康な時は時々遊びに来て湯っ蔵んどへ行きま

した。お風呂が大好きな母でしたのでとても喜んでおりました。昨年 11月に栄村の施設に入れ

ました。実家が中野市で弟夫婦が共働きで私が夫の了解を得て見ていたのですが足がいたくて

見れなくなったんです。いろいろと大変でした。須坂の事は一生忘れないと思います。ありが

とうございました。(その他,80 歳代,無職,県内他) 

 

(イ) 福祉 (回答者数=6) 

 水道料金が高い。子供の医療費控除明細を送って欲しい。市民の健康診断をもう尐し充実させ

て欲しい。燃えるゴミ週 2回の収集尐なすぎるのでは？(二世代世帯,30歳代,会社員,県内他) 

 とても住みやすく人も温かく本当に気に入っていますが、もっと子供に対する事、例えばイン

フルエンザの脳症、死亡等はお年寄りも多いのですが、小さい子供も多いと思います。学校に

上がる前の子供はお年寄り同様低額料金で受けられるなどあると大変助かると思います。(二世

代世帯,40歳代,会社員,長野市) 

 市役所など市の職員の方が以前住んでいた所に比べると対忚が悪い方が多く窓口に行っても

「何か用ですか」みたいな態度だったり手があいているように見えるのに対忚してくれなかっ

たりと、もう尐し態度を良く対忚してほしいです。財政が厳しいのはわかりますが、無駄な職

員を減らすなどしてもっと福祉など本当に困っている人が住みやすいようにしてください。(単

身,30 歳代,会社員,長野市) 
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 【良】自然が多い。空気が綺麗。野菜が安い。【悪】交通の便が悪い→（環境に良くない。車を

使う頻度が高いので）。救急指定病院の須坂病院に脳疾患、心疾患、産科の医師が尐なく（また

おらず）救急指定である意味がわからない。不安です。県立とは言え市も協力すべきです。若

い人が働ける所が尐ない。【希望】安心して住める街づくり。医療、福祉の充実。観光も盛り上

げてほしい。（ハッチに頼りすぎ。長期的に成り立つ観光を。トレッキングコースにわかりやす

い看板の設置）小布施のように綺麗で昔ながらの街並みで市民も観光客も須坂にきて良かった

と思えるように。(単身,20歳代,無職,三大都市圏) 

 税金を有効に使って、活気有る町づくりを望みます。商店街の活性化、福祉や子育ての支援な

ど。子供の出生率を上げられるような金銭面の支援など。あと極端に広い道と狭い道があるこ

と（一方通行が多い）が須坂の特徴だと思います。よく須坂の道はわかりづらいと聞きますが

本当にそうだと思います。（市外の人に道案内するのが本当に大変です）何とかならないものか

と思うことが多いです。(夫婦,20歳代,会社員,長野市) 

 本人は病気のため長女がかわりに書いてます。健康な時は時々遊びに来て湯っ蔵んどへ行きま

した。お風呂が大好きな母でしたのでとても喜んでおりました。昨年 11月に栄村の施設に入れ

ました。実家が中野市で弟夫婦が共働きで私が夫の了解を得て見ていたのですが足がいたくて

見れなくなったんです。いろいろと大変でした。須坂の事は一生忘れないと思います。ありが

とうございました。(その他,80 歳代,無職,県内他) 

 

(ウ) 子育て (回答者数=47) 

 ゴミ袋が小さいです。子どもがいるため、ゴミが沢山出てします。しかし、市役所の窓口で無

料のゴミ袋をいただけたのでとても助かりました。動物園の入園料が安くてうれしかった。(二

世代世帯,30 歳代,家事,長野市) 

 子育て支援に力を入れていると聞いていたので、子どもを育てるには良い場所だと思った。た

だ、空気が臭いと感じるし、水も汚いと思う。事実なのかもしれないが、何かにつけて”予算

がない”というのが耳につきます。(二世代世帯,30歳代,会社員,長野市) 

 育児環境が良さそうに感じました。市役所の対忚がとても親切、土日でも警備室の方が快く対

忚してくれた。出会いの場を広げて欲しい。民間で長野市で行われているのがあるが、料金が

割高に感じる。(単身,20歳代,会社員,県外他) 

 上田市は未就学児は市民プールが無料でした。いたるところに公園があり、子どもたちが元気

に遊んでいました。須坂で外で遊ぶ子供たちをあまり見かけません。これから大きくなって、

須坂を盛り上げる子どもたちのために、気軽に楽しく遊べる公園をもっと増やしていただきた

い。(夫婦,30歳代,会社員,県内他) 

 役所、病院など立地的に集まっていて生活しやすく感じた。須坂病院にて出産を 7 月にした総

合病院での出産は安心できる。産科の継続、安心できるお産の場を今後もお願いしたい。(単
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身,30 歳代,団体職員,県内他) 

 【良】子育てしやすい環境（子育て支援センターのあり方やＮＰＯ法人へそのお等）。市全体で

いろんなことに取り組んでいる。（エコサポートやまなびーず等）【悪】市役所のあり方（市役

所の人の対忚の悪さ→電話対忚など感じがよくない。この規模での人員の多さ）。【希望】駅前、

市全体の活性化（仕事を探しても働ける場所が長野市まで出ないとない。店もいろいろ尐なく

長野市まで出なければならない）。(二世代世帯,30歳代,団体職員,県内他) 

 子供を遊ばせる場所が尐ないので住みにくい。(二世代世帯,20歳代,会社員,須高地区) 

 ゴミの分別が細かくされていて良いと思った。産婦人科の充実を望みます。(夫婦,20 歳代,会

社員,三大都市圏) 

 上下水道料金が高い。乳幼児医療を先払いしないといけないのが良くない（愛知では払わなく

て良い）。臥竜公園があるのは良いが、その他の小さい公園が尐ない整備されていない。産婦人

科（出産できるところ）がない。唯一の須坂病院でも産めなくなるのはヒドイ。大きいショッ

ピングセンターが欲しい、駅前のジャスコでは小さい。川があるのに子供が遊べるような所が

ない川遊びができるように整備できないのか、せっかくの自然がもったいない。(二世代世帯,30

歳代,家事,三大都市圏) 

 子供の予防接種について、記入する用紙を最初にすべて配布するのではなくて、0 歳～1歳～2

歳～みたいに分けて配付してほしいです。交通の便はいいのですが、道路の状態をもう尐しよ

くしてほしい。ゴミシールをなくしてもらいたい。シールを貼ってある紙がもったいないと思

う。須坂病院の産婦人科を残してほしい。(夫婦,20歳代,会社員,県内他) 

 以前は中野市にいましたが、長野の街へ行くのが近くなったこと、会社が近くなったことが一

番良かったです。子育てをしていても市の対忚が厚いなと感じます。ただ須坂病院の産科が無

くなることが非常に残念で、何とかしてもらいたいです。図書館を利用するのですが、古く狭

いのでもっと広くゆったりした新しい建物にしてもらえるともっと皆さんに利用いただけると

おもいます。(夫婦,20 歳代,会社員,須高地区) 

 子育てしやすい町にしてほしい。(単身,30 歳代,家事,県内他) 

 水道料金が高い。子供の医療費控除明細を送って欲しい。市民の健康診断をもう尐し充実させ

て欲しい。燃えるゴミ週 2回の収集尐なすぎるのでは？(二世代世帯,30歳代,会社員,県内他) 

 とても住みやすく人も温かく本当に気に入っていますが、もっと子供に対する事、例えばイン

フルエンザの脳症、死亡等はお年寄りも多いのですが、小さい子供も多いと思います。学校に

上がる前の子供はお年寄り同様低額料金で受けられるなどあると大変助かると思います。(二世

代世帯,40歳代,会社員,長野市) 

 長野市に生まれ育って結婚して子供が小学校に入る年には主人の親が持っている土地に家を建

てるつもりでいました。やはり長野市と比べてしまうところはあります。しかし子供はすぐこ
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ちらになれて友達とても仲良くしています。私の気持ちの中ではいずれまた長野市に行きたい

気もあります。(二世代世帯,40 歳代,会社員,長野市) 

 産婦人科を充実させてほしい。子供ができたら転出しなければならなくなります。道がすごく

わかりにくいです。お買い物マップや病院、医院、飲食店マップのようなものがほしいです。

今 17 時になっている笛の放送をやめてほしいです。(その他,20歳代,会社員,長野市) 

 長野のもんぜんプラザにあるじゃんけんぽんのような食事や昼寝もできる遊び場があると嬉し

いです。子供が遊べる公園が欲しい。（小布施のハイウェイオアシスや長野の城山公園、中野の

一本木公園のような）オムツ使用の子供も条件付きで良いのでプールを使用させてもらえない

でしょうか。（スイミングパンツ及び水着の着用、幼児プールのみなどの条件で）市民プールの

更衣室の床にスノコか人工芝などを敶いてきれいにしてほしい。動物園せっかくのハッチくん

人気なのだからもっと明るくきれいになるといですね。託児付きで資格が取れる講座があると

嬉しいです。ブックスタートをはじめて欲しい。図書館が新しくなると良いですね。(三世代世

帯,30 歳代,会社員,長野市) 

 【良】子育てするのに良い環境。児童センターなどの親子での遊び場などの充実。サークルな

どがたくさんあること。子育て支援などの母親のケア充実。私は須坂にＨ18 年 11 月に 2 歳の

娘と生後 2ヶ月になる息子と転入しました。というよりもＨ18年 7月までは須坂に住民票があ

り、第 2 子の出産の為に住民票を実家の熊本県宇城市に移しました。というのも当時 1歳 9ヶ

月だった娘を保育園に入園させようと手続きをしたところ住所が長野県のままでは入園できな

いとのことでした。しかし入園の委託方法（お互いの市同士の契約）があることを知り頼んだ

須坂市ではやってくれないとの答えでした。宇城市に相談したところそういう市があることに

もびっくりされ電話での対忚でしたが親身になって考えてくださいました。もう一度足を運ん

で須坂市に頼みましたが「そういうキマリなので…」とあっさり断られました。結局私と娘は

住民票を移し乳幼児医療の手続きと児童手当の手続きまでして熊本に帰省することになり、熊

本でも同じような手続きをし、4 ヶ月後に須坂に戻るときにも再び同じことをしなければなり

ませんでした。市役所では会議、会議と日々会議が行われている様ですが、私のように窓口で

の市民の声は届いているのでしょうか？？ 娘が 3ヶ月だけ熊本県の保育園に通ったのですが

違いがすごくありました。①保育時間：月～金 7：00～18：00（～19：00延長保育、30分 100

円ジュース付）、土 7：00～12：00軽い昼食（～18：00 希望保育、無料）②登園の時間が 7：00

～9：00、16：00～18：00 とゆっくりあったので、働く③お母さんには、うれしいし、先生と

のコミュニケーションもよく取れていた。④給食は毎日違うメニューで子供もよろこんで食べ

ていた。⑤毎週絵本の貸し出し⑥お誕生会には母親も出席し給食も一緒に食べて帰る。⑦須坂

では保育理由に産後 6 ヶ月まで該当するが、実際 6ヶ月から入園できる園は限られている。熊

本では生後 6ヶ月から入園できる所も多く生後 2 ヶ月からのところもある。⑧連絡帳は必ず、

子供の様子、体温、便の様子が書かれていて、子供の成長がよくわかった。 私が須坂に転入

してまず思ったのが、よそ者に冷たい。あいさつをしても返してくれない。（特にお年寄り）小

さいことから（保育園、小学校）あいさつ運動を地域、学校で取り組んでほしい。(二世代世帯,20
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歳代,家事,県外他) 

 良いと思ったことがほとんどない。申し訳ないくらい。唯一保育園の先生の対忚の良さは非常

に感謝している。・国民保険税？が高すぎる。同じ規模の赤字の市から転入してきたがびっくり

した。トータルかなり違う。・福祉課の対忚が悪い。法が変わったといえど把握するのは当然。

（一般の会社ならたたきこまれスタートしてすぐのトラブルは多尐あれど）数ヶ月たっても把

握しきれていないのはどうなのでしょうか。又舛添要一のいった通り、役所の福祉課の対忚（他

の課ではなかった）は非常に不親切。・水道料金が高い。・税金を払っている市民（お客さん）

という意識が低い（女性の方は割りと柔軟に対忚してくれる方もいる）。公務員体質から抜けき

れていない！特に男性職員。ささいな事で課同士で話をせず、市民をそちらに行けと言う。課

同士で話せばすぐ済むことを。サービスを提供するという感覚が一般の企業に比べうすい。・長

野市の方が住みやすいという声が多いと思う。・子供が遊べる公園が尐ない。・運転のマナーが

ひどく悪い。何度も事故になりそうになった。（家族は一度も事故歴がない）正直マナーの悪さ

にいつもハラハラする。・環境問題についても市がもっと率先してＣＯ2を抑えるように市民に

問いかけてはどうですか。・公務員の人達の給料形態を評価によって差がでるようにした方が良

いのではないですか。自衛隊ではやっている。・我が家は、共産党ではないが、チラシを見るた

びうなずける事が多いのに地域住民の意識が田舎だからのんき。・できれば他市に引っ越した

い。家族の意見。(単身,60歳代,無職,県外他) 

 子供を保育園に預けるにあたって、0 歳児の受入や延長保育等で、長野市と比較してサービス

に差があることを実感した。これでは新たに住む人は尐ないだろうと思う。税収を考えると厳

しい面があることは理解できるが、今の須坂市を考えた場合、住環境としての魅力を高め、新

たに住む人を増やしていくことが、活性化を図る現実的な手法ではないかと考える。例えば近

隣市町村を上回るサービスで“子育てのしやすい町”を PR するというような政策を検討してい

ただきたい。いつかの須坂新聞に、蔵の町並みを通り過ぎてきた観光客から「蔵の町並みはど

こにあるのですか」と訪ねられ情けない思いをした、という投稿があったが、私もその観光客

とほぼ同様の印象をもった。町のイメージづくりは観光面だけでなく、住環境としても非常に

重要だと思うが、蔵の町を名乗るのであれば地区を限定し徹底した景観整備を行うなどの対策

も必要ではないだろうか。あれもこれもの市政ではなく、選択と集中で魅力あるまちづくりに

つなげていただくことを切に願うものである。(二世代世帯,30歳代,会社員,長野市) 

 ・子供、妊婦に特典を与えるようなサービスをしてほしい。例えばカード提示でお店など 5％

オフとか（月一回）。消費を促すようなサービスを市、商店、店舗ぐるみで行ってほしい。・大

型ショッピングモールを作り市の活性を図ってほしい。・道路整備を行い歩道の拡幅をして、安

全な道路にしてほしい。・街灯の増設により明るい道路にしてください。・子供の遊び場を増や

してください、公園とか。・道に迷う！覚えにくい。(夫婦,30 歳代,会社員,長野市) 

 道路が狭く自転車での移動が危険な印象です。子供たちにも安全で安心して自転車に乗せてや

れる場所がありません。長野市に比べても自動車以外の道路整備に問題があると思え、まち、

子供、老人にやさしい道の整備が望まれます。また、昨今須坂病院における産科再開のニュー
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スが大きく取り上げられましたが、必要なのは産科だけでしょうか？最も患者数の多い内科が

定数を満たしていません。特定の科のみに援助することが本当に正しいのでしょうか？(二世代

世帯,30歳代,公務員,県内他) 

 以前住んでいた市町村では、児童センター利用料は無料でした。須坂市ももう尐し安くしてい

ただけるとうれしいです。エコサポートは休日にまとめてごみが捨てられて大変便利です。利

用させていただいております。(二世代世帯,30歳代,会社員,県内他) 

 ・須坂市の乳児検診で 3ヶ月検診のあと本を頂けたのが良かったです。・長野市で 3歳未満に歯

の検診時の時に 1,000 円でフッ素をしてくれたので須坂市でもあったらいいと思う。・保育園の

利用時間で長野市は 4：30～5：30まで延長保育は無料ですが須坂市は有料になるので負担が大

きくなってしまった。(二世代世帯,30 歳代,会社員,長野市) 

 山に囲まれていて自然が多く子育てにはとても良い環境です。皆さんとても親切です。（知らな

い方でも）土地観が無いという事もあり不便に感じる事もあります。（衣類を買いに行く時など

近くにない為）(二世代世帯,30 歳代,会社員,三大都市圏) 

 子供の予防注射を市の方で取りまとめ集団で受けられる様、整備して欲しい。（以前住んでいた

所は集団で受けていたので、医者への連絡などしなくて楽だったため。）(夫婦,30 歳代,農林業,

県内他) 

 7 歳と 5 歳の子を持つ子育て世代ですが、須坂市は大変子育てしにくい町です。近隣の市町村

では医療費福祉受給を小学 3 年生 6年生と延長しているのに須坂ではその兆しなし。児童クラ

ブも保育料金も高く、保育時間を 1 分でも過ぎればお迎えのテラスで延長保育料を現金集金！

長野市では延長保育料はないし、中野市も緊急ならば無料で見てくれます。町には公園も子供

が遊べる施設もないし。高い税金を納めているのに、正直須坂にはガッカリです。子供にこの

ままでこの町で生活して欲しいとは思えないのです。この市の税収はどこに消えているのか不

思議です。(二世代世帯,30歳代,会社員,県内他) 

 子供（長女 3歳次女 1 歳）が 2人いるんですが、子育て支援センターがとても充実しており助

かります。(二世代世帯,20歳代,団体職員,県内他) 

 お願いがあります。須坂市の保育園は 4時 30 分ぴったりから延長料金がかかります。長野市で

は現在午後 7時まで延長料金がかからずに預かってもらえます。須坂市での働き口はあまりな

く市外に働きに出ているとどうしてもお迎えが遅くなります。もう尐し働く人の為にせめて午

後 5時までは無料にしてもらえたらありがたいです。よろしくお願いします。(二世代世帯,30

歳代,団体職員,長野市) 

 子供の医療費控除が小学校 6 年生までにしてほしい。住民票が市役所でしかとれない、不便で

す。須坂病院は子供が入院できない。(二世代世帯,30歳代,会社員,県内他) 

 良かったことは、市長がほがらかで明るいこと。悪いことは、国の政策の恩典は他の市町村と
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比べ遅く（国保税、高額医療費、特別交付金）、負担は一番早い。保育料が高い。緑のある公園

が尐ない。国保税が高い。固定資産税が高い。市県民税が高い。市民の声が上に届きにくい。

（審議会、審査会に老人が多いので市民の声を聞き入れてくれない）(二世代世帯,20 歳代,学

生,県内他) 

 出産後、保健師さんが自宅訪問してくれたり子育てのサポートをしていただいていてとてもあ

りがたいです。子供をつれて遊べる公園などが尐ない。道路が運転するにしても歩行するにし

ても「怖い」と思う箇所がとても多い。(夫婦,20 歳代,その他,長野市) 

 税金を有効に使って、活気有る町づくりを望みます。商店街の活性化、福祉や子育ての支援な

ど。子供の出生率を上げられるような金銭面の支援など。あと極端に広い道と狭い道があるこ

と（一方通行が多い）が須坂の特徴だと思います。よく須坂の道はわかりづらいと聞きますが

本当にそうだと思います。（市外の人に道案内するのが本当に大変です）何とかならないものか

と思うことが多いです。(夫婦,20歳代,会社員,長野市) 

 小さな子供と一緒に遊べる場所や安全な遊具が全体的に尐なく感じました。子供服を買う場所

がほとんどありません。特にベビー服など。長崎屋、西松屋やジャスコ中野店等遠方まで行っ

ています。買い物もできるだけ須坂市で済ませたいので、市内の品揃えが充実しほしいと願い

ます。須坂市の育児指導（離乳食、検診など）はとてもていねいで、相談しやすいのでありが

たいです。現在共働きで二人共市外へ働きに出ています。早く須坂市内で働けると嬉しいです。

親にとっては尐々不満もありますが、子供のためには須坂に来て良かったと思います。(二世代

世帯,30歳代,会社員,長野市) 

 【良】自然が多い。地場食材がある。【悪】イオンなどの大型ショッピングセンターがない。【望

む事】子育てをサポートするような制度（将来のため）。街灯をもっと多く。交通の便をよくし

てほしい。(単身,20歳代,会社員,県外他) 

 子育てするのはいい環境のように思いますが他にたよるひとがいないため自分の（親の）通院

時に預かってくれる場所がほしい。地区の仕事が多く負担に感じる事があります。(二世代世

帯,40 歳代,会社員,三大都市圏) 

 以前は中野市に住んでいましたが、中野市はお店が充実していましたが、須坂市は電気屋、大

きなショッピング店もなくこのままでは生活していくなかで不自由を感じ須坂住人は減尐して

いくのではないでしょうか？もう尐し活気がある市となるよう頑張ってください。子育て支援

センターの駐車場が狭い。中野市はもっと広い。(単身,20 歳代,その他,県内他) 

 今回のようなアンケートを送って下さったことに感謝しますが主に望む事を幾つか挙げたいと

思います。・子育て支援の充実→市外より転入した家族が参加しやすいサークルの充実や子供が

遊べる公園（家族でも出かけられる大規模な公園）の設置、あるいは今ある施策をより満足で

きるよう望みます。・ゴミ処理について→シール制にはゴミを減らそうとする気持ちが働く一方

で非常に窮屈な気持ちも働きます。処分に責任を感じるには有料化（ゴミ袋に課金するなど）
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も一案と考えます。・都市計画について→現実としては難しいですが市内の道の狭さ（渋滞の生

じやすさ歩行者への危険等にもつながるかと）。大型店の誘致など生活のしやすさといった視点

を全面に出していただきたいです。(二世代世帯,30歳代,会社員,県内他) 

 飯山に住んでいましたが雪が尐なくていいです。しかし買い物など飯山では大通りにベイシア、

アップルランド、ツタヤ等集中していて便利でしたが須坂では点在していて尐し不便です。駅

前のショッピングセンターとか名前はわかりませんがアーケードになっているショッピングの

通りなどちょっと暗くなると一人で歩くのが怖い感じです。飯山では子育て忚援券という商店

街の活性化もかねた商品券の配付がありました。そういう地元を活性化させるような商品券が

あればいいと思います。公園の遊具が尐ないと思います。撤去された後、縮小されてしまった

感じです。(二世代世帯,30歳代,その他,県内他) 

 ・子供の医療費、以前の甲州市は 6 歳まで自己負担 0円で申請すると口座に振り込まれました

が須坂市のような手数料（1 ヶ月 1 機関 300 円）はとられなかったです。引っ越す直前には窓

口負担 0 円に変わっていた。須坂もそのようにしてほしいです。・ゴミの収集について、可燃ご

みは週 3 回新聞、ダンボール、ペットボトル、衣服等の資源ゴミは地区ごとにリサイクルステ

ーションがあり、ルールを守りながらいつまでも自由に出すことができた。1 ヶ月に 1 度だけ

だとたまってしまい、アパートや団地等に住む人は置き場所がなくて困ります。・以前のところ

では、出産してすぐ市主催で子供の生まれ月の一緒のお母さんを対象に子育て教室を 1年間通

して 1．2 ヶ月に 1回開いてくれました。同じ位の子を持つお母さんとの交流も持て 1年後には

自分たちでサークルを作る等、子育てサークルや支援が活発に行われてよかったです。須坂市

でも子育てお母さんのために何か交流のための支援をしてくれると良いなと思います。(二世代

世帯,30歳代,公務員,県外他) 

 長野市では不妊治療に補助が出ていましたが、須坂ではどうだったのかわからなかったです。

子供のいる世帯の子どもそうですがほしい夫婦の子ども考えてもらえたらと思います。(夫

婦,20 歳代,会社員,長野市) 

 図書館をよく利用するのですが、以前住んでいた所よりも利用できる時間が長いことがいいで

す。以前住んでいた所は、エアロビやフラワーアレンジメントや料理講習など種類が多かった

のですが、須坂市は尐し尐ない感じがします。メセナホールでもっとイベントを入れてほしい

です。まだ、子供はいないのですが、子育て支援の充実を望みます。(単身,20 歳代,会社員,県

内他) 

 長野市から転入しました。ゴミの分別がしっかりしていて関心しました。乳児検診がもう尐し

沢山あればよいと思いました。臥竜公園がとても活気づいていて驚きました。動物園の中の通

路がガタガタでベビーカーでは大変です。もう尐しだけ入園料を高くして整備したらどうでし

ょうか？子供を連れて安全に安心してハッチを見に行きたいです。(その他,30歳代,その他,長

野市) 

 須坂市は買い物が不便に感じることが多い。街に活気がない。子供の医療費を小学校卒業まで
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戻るようにして欲しい。道が狭くてわかりずらい。(二世代世帯,30歳代,会社員,長野市) 

 子育てに対しての支援が尐ない。地域クーポン券の配付等があるとうれしいです。小児医療費

の返金システムが面倒、医療証を見せれば初めからすべて無料にしてほしい。（以前住んでいた

地域はそうでした）(二世代世帯,30歳代,農林業,三大都市圏) 

 ゴミシールのアバウトなところが困る（○～○人までの家族が○枚）。子育て出産に対し子育て

しやすい環境がよい、もっと検討お願いします。(夫婦,20 歳代,会社員,長野市) 

 【良】雪が尐ない。スーパーへのアクセス良好。フルーツ多い美味？【悪】保育料高い。チャ

イルドシート等子育て支援補助が尐ない。市外へ行くとき橋で渋滞する。(夫婦,30 歳代,会社

員,県内他) 

 

(エ) 環境 (回答者数=50) 

 ゴミ袋が小さいです。子どもがいるため、ゴミが沢山出てします。しかし、市役所の窓口で無

料のゴミ袋をいただけたのでとても助かりました。動物園の入園料が安くてうれしかった。(二

世代世帯,30 歳代,家事,長野市) 

 【良】 人情が細やか、皆親切であること。何かにつけて尐しづつ分かってきました。自然の

美しさ、桜、梅、桃の花、今までこんなに多く見たことはありません。野菜が自宅の庭でとれ

る物、新鮮この上ないもの、体に良く元気になりました。【悪】不便なことは駅の付近に喫茶店

がないので、待ち時間がたっぷりあるのに手持無沙汰。ゴミの分別が細かい。駅から駅のバス、

もう尐し小さいバスで間隔を短くして欲しい。(夫婦,70 歳代,無職,三大都市圏) 

 長野市はゴミ出しのルールが厳しくないです。折角シルキーがあるのでもう尐し広く活用でき

るように、市民の声をもっと聴く機会があったらと思います。(単身,40歳代,会社員,長野市) 

 山やりんご、自然にいかされている。人々がやさしい。空気が違う。住みやすい。交通の便が

悪い。若い人は良いが年寄りにはつらい。ハッチなどせっかく有名なところがあるのに宣伝し

なさすぎ。せめて駅前に看板を立てるとか。のんびりしていて良いが。(二世代世帯,30 歳代,

無職,三大都市圏) 

 他の自治体と比較して、補助金対象事項が尐ない。クリーンエネルギーを主体に考えていくべ

きだと思う。長野市では補助金対象になっているのに、須坂市ではなぜ対象にならないのか。(二

世代世帯,30 歳代,公務員,県外他) 

 お水がおいしい。山にかこまれ空気もおいしく自然が多い。バスの回数を多くしてほしい。（須

坂駅→豊丘方面）(夫婦,60歳代,無職,三大都市圏) 

 【良】自然がゆたかである。車の交通などもさほど多くなく住みやすい。近隣の市街地（長野

市）へのアクセスも良く娯楽の利便性も高い。行政区が多すぎず須坂市として一体感を感じる。

【悪】一人暮らしや、核家族向けのアパートやマンションの数が尐なく（気のせいかもしれな
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いが）加えて家賃なども高めである。（単身の転入を躊躇わせる）市内を案内する看板や案内表

示板の数が尐なく、地形上、一つの道を間違えると全く分からない所へと行ってしまう。（数の

尐なさに加え、目立たない看板が多い）(単身,20 歳代,公務員,県内他) 

 ＨＰでイベントカレンダーを作りサークル活動などリアルタイムで更新してほしい。（山梨県北

杜市のＨＰのように）デザインも使い易くしてください。特に子育て中で外出できない母親の

ためのページなど。臥竜公園を一年中観光地として安心して楽しめる場所に。池の清掃（環境

のための水質向上をＰＲする）、ボランティアに公園の整備「花いっぱいの公園へ」県内外の人

が足を運べる地元の産直品を集める週末の市場を作り、ハッチくんのグッズ販売でかわいくて

子供向けのキャラクター募集。アートパーク自然の森に子供たちが集めるイベントを行い森の

活用、市民に知ってもらう。大学生などをボランティアに呼びかける。湯っくらんどへの運営

や維持に資金がかかるのでこれ以上設備投資せずコミュニティーセンターとして使う。須坂市

は町の道路状況が良くなく分かりづらいので観光客がポイントを回りにくい。点と点を結んで

線につなげる努力をしなければならない。迷路の町のウォークラリーを年一回行ってスタンプ

を集める。子供たちや家族で楽しむイベント作り。坂田山展望台から一望できる須坂市の景色

をより多くの市民にも知らせる。例えば「坂田山へあほの坂田と登ろう！」イベント企画で市

民と活動する。登山マップ作り観光客にも知らせる。動物園へ来る県内外のお客さんが足をの

ばせるような場所作り。おいしいレストランやカフェを公園内やアートパークに。（バラクライ

ングリッシュガーデン・小布施フラワーガーデンのレストランのように）市民も日頃行ってみ

たり食べてみたい憩いの場所にする。中央公民館を使いやすくしてほしい。暗いイメージから

明るいイメージに変える。須坂自慢の募集、美しい風景、写真（携帯ＰＣ）自然・散歩道を広

く募集広報。新聞社とタイアップＰＲ力と宣伝力で市民にも情報伝達。産み育てる町須坂市宣

言（子供たちが安心して育てられるように。自治体で連携してサポート体制作り）。(単身,30

歳代,公務員,県内他) 

 18 歳で東京に出てから 40 年ぶりに古里に帰りホットしています。北信五岳、古里の風景は落

ち着きを感じ、生まれたところであるのにこんなに良いところ良い所だったのかと再度確認し

ています。ただ自然は素晴らしいのですが、旧須坂の町（蔵の町）はさびれていて、本当に寂

しさを感じずにはおれません、どうした事でしょうか？須坂らしい特徴を打ち出した町になる

様努力してみてください。小布施も高山村もそれぞれ頑張っていると思いますので。須坂駅か

らクラッシック美術館までの道のりはもう尐し花で飾っても良いと思います。（町民に協力して

もらうとか…）駅からローソン前の広場（メイン通り）はお花公園にするとか、蔵のイメージ

を保つとか現状では寂しすぎる。(夫婦,50 歳代,無職,三大都市圏) 

 ゴミステーションがしっかりしているので汚れなくて良いと思います。（猫、カラスなど）公共

の施設、市役所や図書館が古くて狭い感じがしました。(夫婦,50歳代,会社員,県内他) 

 緑が多く自然が豊かなところで人柄の良い人も多く気持ちよく生活することができるのが良い

ところ。ただ、若い人が遊ぶことのできるところが尐なく、コレと言って特徴がないのが欠点

だと思います。私の友達の中にもいずれ長野で須坂で暮らしたいと思っている人が多いです。
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大好きなふるさと須坂が今後さらに良い市になっていくことを願っています。高校の卒業式の

時にメセナホールをお借りしたことがありますが、以前と比べてだいぶお金がかかるようにな

りました。市民の為のホールならば、もっと安価に提供してくださればと思います。(単身,20

歳未満,学生,三大都市圏) 

 図書館が近くて雑誌も多いし新刊も多く入るので便利で良かった。今度の新しい利用券も私は

便利です。スーパー等も近くにあり便利。ゴミの分別等分かりやすくて前住んでいた所より細

かいので環境に優しい気がして良かった。広報？というか外で何か放送していることが反響の

せいか聞き取れないので大切なことを言っていれば困ると思いました。まちづくりにもとても

力を入れていて好感がもてます。まだ仕事が忙しく市の活動に参加できないでおりますがリタ

イアした折にはいろいろ参加したいと思います。(単身,30 歳代,団体職員,須高地区) 

 上下水道料金が高い。乳幼児医療を先払いしないといけないのが良くない（愛知では払わなく

て良い）。臥竜公園があるのは良いが、その他の小さい公園が尐ない整備されていない。産婦人

科（出産できるところ）がない。唯一の須坂病院でも産めなくなるのはヒドイ。大きいショッ

ピングセンターが欲しい、駅前のジャスコでは小さい。川があるのに子供が遊べるような所が

ない川遊びができるように整備できないのか、せっかくの自然がもったいない。(二世代世帯,30

歳代,家事,三大都市圏) 

 缶やペットボトルのゴミ収集回数を増やして欲しい。月一回だと尐なすぎる。小学校、中学校

の学区制を見直して欲しい。すぐ近くにある学校に通えない場合がある。バスが不便。だから

自然と利用も尐なくなるのでは？！(単身,20歳代,会社員,三大都市圏) 

 ゴミの分別シールなどがしっかりとしていて、とてもいいと思います。(単身,20歳代,会社員,

県内他) 

 子供の予防接種について、記入する用紙を最初にすべて配布するのではなくて、0 歳～1歳～2

歳～みたいに分けて配付してほしいです。交通の便はいいのですが、道路の状態をもう尐しよ

くしてほしい。ゴミシールをなくしてもらいたい。シールを貼ってある紙がもったいないと思

う。須坂病院の産婦人科を残してほしい。(夫婦,20歳代,会社員,県内他) 

 現在は他市町村に移り住んでおりますが、須坂市で暮らしていた頃、ゴミの袋が足りずに苦労

したことを覚えています。枚数も尐なく袋も他市町村と比べて小さめでした。友人に頼んでゴ

ミを他市町村に出してもらっていました。(単身,50歳代,会社員,長野市) 

 果樹園が多く心が和む(単身,30 歳代,会社員,長野市) 

 水道料金が高い。子供の医療費控除明細を送って欲しい。市民の健康診断をもう尐し充実させ

て欲しい。燃えるゴミ週 2回の収集尐なすぎるのでは？(二世代世帯,30歳代,会社員,県内他) 

 ジャスコから北信自動車学校まで歩道を設置していただきたい。井上城跡、竹ノ城跡、遊歩道

の整備をお願いします。(単身,40歳代,会社員,県内他) 
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 以前は長野市に住んでいました。長野市に比べるとごみの回収が尐ない。粗大ごみを出す機会

が尐ない。ルールに沿っていないごみを回収しない。回収されないごみがいつまでも残ってい

る以上の点について改善を要望します。(単身,30 歳代,会社員,長野市) 

 良いと思ったことがほとんどない。申し訳ないくらい。唯一保育園の先生の対忚の良さは非常

に感謝している。・国民保険税？が高すぎる。同じ規模の赤字の市から転入してきたがびっくり

した。トータルかなり違う。・福祉課の対忚が悪い。法が変わったといえど把握するのは当然。

（一般の会社ならたたきこまれスタートしてすぐのトラブルは多尐あれど）数ヶ月たっても把

握しきれていないのはどうなのでしょうか。又舛添要一のいった通り、役所の福祉課の対忚（他

の課ではなかった）は非常に不親切。・水道料金が高い。・税金を払っている市民（お客さん）

という意識が低い（女性の方は割りと柔軟に対忚してくれる方もいる）公務員体質から抜けき

れていない！特に男性職員。ささいな事で課同士で話をせず、市民をそちらに行けと言う。課

同士で話せばすぐ済むことを。サービスを提供するという感覚が一般の企業に比べうすい。・長

野市の方が住みやすいという声が多いと思う。・子供が遊べる公園が尐ない。・運転のマナーが

ひどく悪い。何度も事故になりそうになった。（家族は一度も事故歴がない）正直マナーの悪さ

にいつもハラハラする。・環境問題についても市がもっと率先してＣＯ2抑えるように市民に問

いかけてはどうですか。・公務員の人達の給料形態を評価によって差がでるようにした方が良い

のではないですか。→自衛隊ではやっている。・我が家は、共産党ではないが、チラシを見るた

びうなずける事が多いのに地域住民の意識が田舎だからのんき。・できれば他市に引っ越した

い。→家族の意見。(単身,60 歳代,無職,県外他) 

 ごみの出し方の違いについて、シールが半分に分けられるので、使用量によって分けられて良

いと思います。ごみステーションも皆さんきれいに使われていて良いと思います。(夫婦,20歳

代,会社員,長野市) 

 自然がたくさんある。公園などの設備が悪い。車でないと買い物に行けないのが不便、自転車

でも動けるといい。電車代が高い。医療費を払うのがめんどう。(二世代世帯,30 歳代,商工業

者,三大都市圏) 

 【【良】山々に囲まれていて景色がよいところ。【悪】歩道がガタガタしていて危険だと思う。

夜開いている飲食店が尐ない（せめて 21時まで営業してもらいたい）。家の景観が悪い（統一

感がない）。無駄な道を作りすぎ。(夫婦,20歳代,農林業,三大都市圏) 

 ・ごみの分別が分かりずらい。ごみカレンダーも見にくい。ごみ袋の名前シールには抵抗があ

る。ごみの収集日が多すぎる（プラごみ、可燃ごみを日があってもよいのでは？）粗大ごみも

最寄のステーションに出せればよいのに。・冬の雪道について融雪剤散布を小まめに頻繁にお願

いしたい。・駅周辺、活力なく寂しいです。自宅周辺も店、スーパー、コンビニまるで無く病院

も無く不便です。バスも本数が尐なく運転しない方は不便だとおもいます。(単身,40 歳代,会

社員,長野市) 
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 ごみの出し方に一番とまどった。指定のゴミ袋を買うところまではどこも一緒だと思いますが、

シールを貼り出さなくてはならないことに驚いた。シールが無くなれば役所等に 1 枚 100円？

で買いに行かなければならないのはどうかと思う。ゴミの減量は大切で趣旨も理解できない子

どもないが、この不便さは色々な自治体の中でも珍しいのではないかと思う。他は住みやすく

て良い街だと思っています。(単身,30歳代,公務員,県外他) 

 ・公園（トイレ）がほとんどない。・道路（403 号）が細くデコボコだ、小布施も含めて。・五

味池へわざわざ行って駐車料金を取られた、引き返そうかと思った。・お知らせの放送は一回で

よい。2 回はうるさい。・臥竜公園が近くにあってラッキー。桜が楽しみ。・四方の景色が素晴

らしい。・もっと身体に良い農薬はないものか、散布時期にはけっこう厳しかったです。(その

他,50 歳代,無職,県外他) 

 【良】市役所の方々はみな親切でした。ごみのシールが有料なのもごみを減らそうとする良い

きっかけになった。【悪】町会費が何の説明もなく取られている、会計報告もない。住所が古い

ものと新しいものが混在しておりわかりにくい。(夫婦,30 歳代,公務員,三大都市圏) 

 【良】スーパーが沢山ある。【悪】就職先がない。ごみ袋がどれも大きすぎる。（特にプラゴミ）

(夫婦,20 歳代,会社員,三大都市圏) 

 【良】職場が近くなった。【悪】銀行がどこにあるのかわかりづらい。【須坂市に望むこと】住

んでいるアパートだけなのか、ごみを出してはいけない日のお知らせが来ない。連休や祝日な

ど時々出してはいけない日と重なった時は嫌な思いをするので通知なり徹底してほしい。(単

身,20 歳代,その他,長野市) 

 以前住んでいたトコと似た住環境だったので安心した。道路が全般的に狭いので、自転車でも

尐し怖いなと思う時がある。ごみ分別の簡略化のために役所からの封筒関係につける宛名シー

ルははがしやすくしてほしい。(単身,20歳代,会社員,県内他) 

 大学進学を機に地元の須坂を転出し昨年 6 月に 18年ぶりに戻ってきました。市のシンボル的な

存在である臥竜公園をはじめ 18 年前と変わらなぬ豊かな自然環境を保っている点は素晴らし

いと思います。一方で、結果的には存続になりましたが昨年末に浮上したジャスコ須坂店の閉

店の話が示すとおり、経済状況は寂しい限りに感じています。長野や中野に須坂市民が買い物

に出てしまう理由も理解できるきがします。国内企業、外資系企業という枠にとらわれずに、

思い切った大型商業施設の誘致も必要であると感じます。(単身,30歳代,無職,三大都市圏) 

 臥竜公園はお金もあまりかかわらず楽しめます。須坂の昭和時代の街並みをぜひ残してほしい

と思っていたのに最近新しくなる所が多く残念である。ゴミ分別をしているが「最終的に一緒

になるから尐々混ざって汚くても平気」という意識が住民にあるようなきがする。ゴミの量は

減っているようだが、特に老年の方など不徹底ではないか。（特にプラスチックについて。でも

尐々混ざっていても回収してくれるのでいいと思ってしまう。）ゴミを焼却している人を減らす

取組をしてほしい。NPO 法人へそのおさんにお世話になり良かった。市でも支援してほしい。（特



転入者アンケート回答集計 

 51 

にリユースデー最近開催されない）日野「このゆびとまれ」さんにも月 1回参加させていただ

いている。駅西口「お話の森」さんも良質の本が多く良い。市立図書館はリクエストすると本

を購入してくれるのでありがたい。エコサポートすざかの活動も大変良い。このような多くの

良い活動が盛んですばらしいのでまた利用させていただきたい。(二世代世帯,30歳代,公務員,

県内他) 

 ゴミカレンダーが見づらくわかりにくい。自治体別に違いはあると思いますが区費がとっても

高額なのにびっくりした。(二世代世帯,40 歳代,会社員,長野市) 

 【良】自然が多い。地場食材がある。【悪】イオンなどの大型ショッピングセンターがない。【望

む事】子育てをサポートするような制度（将来のため）。街灯をもっと多く。交通の便をよくし

てほしい。(単身,20歳代,会社員,県外他) 

 道路わきの花壇がよく整備されていてきれいです。北信五岳や北アルプスがきれいに見えて景

色のよいところです。須坂市動物園のハッチが全国に有名でうれしいです。メセナホールでの

いろいろなコンサートが楽しみです。同和教育や差別解消に積極的に取り組んでいると思いま

す。(二世代世帯,40歳代,公務員,県内他) 

 【良】は、とても環境が良く歴史のある町なので住みやすいところである。悪かった点はない

が町にあまり活気がなく予想以上に寂しい感じがした。以前住んでいた自治体との違いは「ご

み資源物の分け方・出し方」が細かくて袋も指定されシールをはる必要もある等、ごみ減量化

への取り組みである。望む事は図書館を拡充してほしいことである(単身,30 歳代,公務員,三大

都市圏) 

 前のアンケートにも書きましたが観光が尐しでも活性化したら良い。。ハッチ動物園～田中本家

～○○館等（温泉、りんご狩り、ミソ定食、きき酒）の巡回バスを出し、東京等から観光客を

大きな駐車場へまず入れて、楽しませてはどうかと思います。（須坂在住の人へも優待してサー

ビスしてはどうでしょうか？）(単身,60歳代,無職,三大都市圏) 

 他の市町村に比べ可燃ごみの袋が小さいと思いました。(単身,40歳代,会社員,長野市) 

 もっと積極的に商業施設を誘致すべき。大きな買い物は長野市にでかける。他市と比べゴミの

分別が大変。分別の手間をかけるだけの意味・価値を示してほしい。余談ですがＨ20.3.30 に

休日夜間、婚姻届を出しに行ったところ宿直の60才位の男性2名の対忚がとても良かったです。

本当に記念となる入籍ができました。ありがとうございました。こういう職員を増やしていっ

てほしいです。(夫婦,20歳代,会社員,長野市) 

 物価が安くスーパー多く住みやすい。組の行事等余計なものが多い。(その他,60歳代,会社員,

三大都市圏) 

 今回のようなアンケートを送って下さったことに感謝しますが主に望む事を幾つか挙げたいと

思います。・子育て支援の充実→市外より転入した家族が参加しやすいサークルの充実や子供が
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遊べる公園（家族でも出かけられる大規模な公園）の設置、あるいは今ある施策をより満足で

きるよう望みます。・ゴミ処理について→シール制にはゴミを減らそうとする気持ちが働く一方

で非常に窮屈な気持ちも働きます。処分に責任を感じるには有料化（ゴミ袋に課金するなど）

も一案と考えます。・都市計画について→現実としては難しいですが市内の道の狭さ（渋滞の生

じやすさ歩行者への危険等にもつながるかと）。大型店の誘致など生活のしやすさといった視点

を全面に出していただきたいです。(二世代世帯,30歳代,会社員,県内他) 

 ・子供の医療費、以前の甲州市は 6 歳まで自己負担 0円で申請すると口座に振り込まれました

が須坂市のような手数料（1 ヶ月 1 機関 300 円）はとられなかったです。引っ越す直前には窓

口負担 0 円に変わっていた。須坂もそのようにしてほしいです。・ゴミの収集について、可燃ご

みは週 3 回新聞、ダンボール、ペットボトル、衣服等の資源ゴミは地区ごとにリサイクルステ

ーションがあり、ルールを守りながらいつまでも自由に出すことができた。1 ヶ月に 1 度だけ

だとたまってしまい、アパートや団地等に住む人は置き場所がなくて困ります。・以前のところ

では、出産してすぐ市主催で子供の生まれ月の一緒のお母さんを対象に子育て教室を 1年間通

して 1．2 ヶ月に 1回開いてくれました。同じ位の子を持つお母さんとの交流も持て 1年後には

自分たちでサークルを作る等、子育てサークルや支援が活発に行われてよかったです。須坂市

でも子育てお母さんのために何か交流のための支援をしてくれると良いなと思います。(二世代

世帯,30歳代,公務員,県外他) 

 ゴミ出しが不便、住民にならないとゴミを出すのが有料になっているのは今まで住んだ土地で

はここだけです。（袋が有料なのは納得できますが）食料品や生活雑貨が平均的に高め。野菜は

安いが、その他の保存できる加工食品が高い（インスタントラーメン等）(単身,30 歳代,会社

員,県外他) 

 【良】・自然や農産物に恵まれている。・長野電鉄は高めであるが、地方都市として求められて

いる公共交通はある程度整っている。・転入手続きでの市の職員員の方の対忚は良く気持ちよく

引越しできました。【悪】・小河原の公務員宿舎ですが駅までの道に歩道が無く危険をいつも感

じる（現在工事中？）、自治会費が高い。八木沢川は工場排水ですか？あわが浮いて汚れている。

2 車がないと生活は不便ですね。(単身,40 歳代,公務員,三大都市圏) 

 長野市から転入しました。ゴミの分別がしっかりしていて関心しました。乳児検診がもう尐し

沢山あればよいと思いました。臥竜公園がとても活気づいていて驚きました。動物園の中の通

路がガタガタでベビーカーでは大変です。もう尐しだけ入園料を高くして整備したらどうでし

ょうか？子供を連れて安全に安心してハッチを見に行きたいです。(その他,30歳代,その他,長

野市) 

 須坂市に在住していたのは約 1年だったのですが（主人の転勤により）大変思い出に残る土地

となりました。自然が沢山あり特に桜（臥竜公園）は本当にきれいでした。尐し道がわかりづ

らく何回も迷ってしまいましたが、買い物も便利でした。ありがとうございました。(夫婦,20

歳代,会社員,長野市) 
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 ゴミシールのアバウトなところが困る（○～○人までの家族が○枚）。子育て出産に対し子育て

しやすい環境がよい、もっと検討お願いします。(夫婦,20 歳代,会社員,長野市) 

 引越しの際に転入（転居）時、仕方なく発生したごみの処理が以前住んでいた地域よりも制限

があり大変でした。引越しの際だけでも申請なりで適用を広げて頂ければと思います。特に市

街地にて、ご老人の方が赤信号で交差点を渡ったり車道を後方を確認せずに横断したりされて

いて危ないと思うことが多々あります。地域などにおいて教習会など注意を呼びかけては。他

には特にありませんきれいで住みよい町だと思います。地域の発展を心より望みます。(単身,30

歳代,会社員,県内他) 

 

(オ) 居住環境 (回答者数=98) 

 生活に便利。買い物、病院、学校、職場が近くて良い。(二世代世帯,30歳代,会社員,県内他) 

 田舎と違って昔から住んでいる人と新しく入ってきた人の間には何か越えられないも溝を感じ

ます。傷病の依頼など昔からの仲間の間だけで行われているように思います。永住するつもり

で移ってきました、早く取り込みたいです。(二世代世帯,30歳代,会社員,長野市) 

 子育て支援に力を入れていると聞いていたので、子どもを育てるには良い場所だと思った。た

だ、空気が臭いと感じるし、水も汚いと思う。事実なのかもしれないが、何かにつけて”予算

がない”というのが耳につきます。(二世代世帯,30歳代,会社員,長野市) 

 バス停、駅までが遠くて雪の日など動けない。市営住宅に入れてもらえれば生活が安定する。(単

身,60 歳代,無職,三大都市圏) 

 【良】 人情が細やか、皆親切であること。何かにつけて尐しづつ分かってきました。自然の

美しさ、桜、梅、桃の花、今までこんなに多く見たことはありません。野菜が自宅の庭でとれ

る物、新鮮この上ないもの、体に良く元気になりました。不便なことは駅の付近に喫茶店がな

いので、待ち時間がたっぷりあるのに手持無沙汰。ゴミの分別が細かい。駅から駅のバス、も

う尐し小さいバスで間隔を短くして欲しい。(夫婦,70歳代,無職,三大都市圏) 

 交通の機関が今までより近くにあって具合が良くなりました。店も色々なところにあって助か

ります。道が多いので、今だに何がどこにあるのかどこの道を通っていけばいけるのかなど分

かりづらいので、看板等を増やしてほしい。(単身,30歳代,会社員,県内他) 

 交通の便が悪い。車がないと生活できない。駅前が怖い。(単身,20歳代,その他,県外他) 

 全体的に暮らしやすいところだと思う。商店がないなど全体的にさびれてきているので、活性

化して欲しい。(夫婦,20歳代,会社員,県外他) 

 道が狭い。歩道が確保されていない。交通アクセス（公共）が非常に不便。休日に路線バス皆

無、平日の循環バスの便が尐ない。それに代わる交通手段がタクシーのみ、あり得ない。活気
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がない町、ぶっきらぼうな人たち、あまり良いイメージはない。しかし、いくら何を書いても

どんな提案してもしょせん須坂。何も変わらない、未来は暗い。それは昔からなので今さらど

うしようもない。(単身,30歳代,無職,県外他) 

 お水がおいしい。山にかこまれ空気もおいしく自然が多い。バスの回数を多くしてほしい。（須

坂駅→豊丘方面）(夫婦,60歳代,無職,三大都市圏) 

 現在住んでいる所が、入口に街路樹がありまた歩道の所の縁石が長い為、車で出入りする時非

常に不便です。先日も事故がおこりそうになったり、通学中の小学生をひきそうになりました。

大至急縁石の長さを短くしてほしいです。(単身,30歳代,会社員,県内他) 

 人も車も多くなく出歩くにはとても楽な町だと思う。家の周りの人も以前のところと違いうる

さいことを言わないのでとても居心地の良い所だと思っています。(二世代世帯,30 歳代,会社

員,長野市) 

 以前、仙台市に住んでいたが、市民有志やボランティアが中心となってイベントを企画し全国

的規模に発展したものが多くあると感じる。須坂市においても臥竜公園の桜祭りなどで、「市民

が作り上げる」イベントというものを鮮明に出せないものでしょうか。ボランティアが中心と

なって桜の保存費用の募金を呼びかけたり、ゴミステーションにたってゴミの分別回収の指導

をすること。また夜店（出店）も須坂の飲食店が中心となって出店ができないものでしょうか。

是非、仙台市の定禅寺ストリートジャズフェスティバル、仙台光のページェントを参考にして

みてください。(単身,20歳代,公務員,県外他) 

 【悪】住民税がやたら高い。自転車用道路がない所がある。真夜中の暴走族？一人？がうるさ

い。スキー場の市民割引がない。スキー場のある市町村はほぼ実施！除雪対忚が遅い。【良】農

地が多い。スキー場が近い。スーパーが多くて便利。(夫婦,20 歳代,公務員,長野市) 

 緑が多く自然が豊かなところで人柄の良い人も多く気持ちよく生活することができるのが良い

ところ。ただ、若い人が遊ぶことのできるところが尐なく、コレと言って特徴がないのが欠点

だと思います。私の友達の中にもいずれ長野で須坂で暮らしたいと思っている人が多いです。

大好きなふるさと須坂が今後さらに良い市になっていくことを願っています。高校の卒業式の

時にメセナホールをお借りしたことがありますが、以前と比べてだいぶお金がかかるようにな

りました。市民の為のホールならば、もっと安価に提供してくださればと思います。(単身,20

歳未満,学生,三大都市圏) 

 ゴミの分別が細かくされていて良いと思った。産婦人科の充実を望みます。(夫婦,20 歳代,会

社員,三大都市圏) 

 ハッチがいる動物園、臥竜公園などとても自然を身近に感じることができてうれしいです。家

族で楽しむスーパーマーケットや百貨店など大きな店がないことが以前に比べると非常に不便

です。細かいものを購入する為に長野市へ行かなくてはいけないことが多くて困っています。

窓を開けている機会が多い季節にゴミを燃やしている。ひどい臭いが入ってくることがあり、
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せっかくの夕食もまずくなることがある。(単身,40歳代,家事,県外他) 

 缶やペットボトルのゴミ収集回数を増やして欲しい。月一回だと尐なすぎる。小学校、中学校

の学区制を見直して欲しい。すぐ近くにある学校に通えない場合がある。バスが不便。だから

自然と利用も尐なくなるのでは？！(単身,20歳代,会社員,三大都市圏) 

 子供の予防接種について、記入する用紙を最初にすべて配布するのではなくて、0 歳～1歳～2

歳～みたいに分けて配付してほしいです。交通の便はいいのですが、道路の状態をもう尐しよ

くしてほしい。ゴミシールをなくしてもらいたい。シールを貼ってある紙がもったいないと思

う。須坂病院の産婦人科を残してほしい。(夫婦,20歳代,会社員,県内他) 

 須坂は初めてです。店もスーパーもわからなかったです。だけどアパートへ住んでからはいい

んですけど尐ししかいなかったのでもう尐しいればよかったなあと思いました。でもでる時は、

タクシーが乗るのが多かったんです。でも居心地よかったんです。須坂に友達がいたので住ん

でみました。本当によかったです。ありがとうございました。(単身,50歳代,家事,長野市) 

 長野市は住民票などとる時、市役所でなく支所でもよかったのですが須坂市にはなくてびっく

りしました。地味な土地なのでもっといろんな事をしてもよいのではないでしょうか。(単身,30

歳代,会社員,長野市) 

 いい所なので、できたらずっと住みたい地区です。(単身,30歳代,会社員,県内他) 

 車がないと生活出来ない。バスの本数も尐ない。若いうちはいいと思いますが、年をとった時

の事を考えると不安になる。近所に店もないので。環境はいいんだけどねー。市役所の職員の

態度も悪い。住民票を取りに行った時 5時前だからと断られたお菓子も食べていたし普通の会

社では考えられない。駅前がもう尐しにぎやかになってほしい。インターの辺も。(夫婦,30歳

代,会社員,長野市) 

 昔住んでいた所の方が好きだった。須坂は生まれ育った所ですし、嫌いじゃないです。(単身,30

歳代,会社員,須高地区) 

 とても住みやすく人も温かく本当に気に入っていますが、もっと子供に対する事、例えばイン

フルエンザの脳症、死亡等はお年寄りも多いのですが、小さい子供も多いと思います。学校に

上がる前の子供はお年寄り同様低額料金で受けられるなどあると大変助かると思います。(二世

代世帯,40歳代,会社員,長野市) 

 長野市に生まれ育って結婚して子供が小学校に入る年には主人の親が持っている土地に家を建

てるつもりでいました。やはり長野市と比べてしまうところはあります。しかし子供はすぐこ

ちらになれて友達とても仲良くしています。私の気持ちの中ではいずれまた長野市に行きたい

気もあります。(二世代世帯,40 歳代,会社員,長野市) 

 市役所など市の職員の方が以前住んでいた所に比べると対忚が悪い方が多く窓口に行っても

「何か用ですか」みたいな態度だったり手があいているように見えるのに対忚してくれなかっ
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たりと、もう尐し態度を良く対忚してほしいです。財政が厳しいのはわかりますが、無駄な職

員を減らすなどしてもっと福祉など本当に困っている人が住みやすいようにしてください。(単

身,30 歳代,会社員,長野市) 

 千曲川の堤防が弱そうなのでので早急に補強してほしい。(二世代世帯,50 歳代,会社員,長野

市) 

 【良】静かで緑が多い。お年寄りがやさしい。【悪】市民税が高すぎる。国保料が高すぎる、長

野市くらいにしてもらいたい。リサイクル回収業者の車がひんぱんすぎる、スピーカー音量が

大きすぎる。(二世代世帯,30 歳代,その他,長野市) 

 良いと思ったことがほとんどない。申し訳ないくらい。唯一保育園の先生の対忚の良さは非常

に感謝している。・国民保険税？が高すぎる。同じ規模の赤字の市から転入してきたがびっくり

した。トータルかなり違う。・福祉課の対忚が悪い。法が変わったといえど把握するのは当然。

（一般の会社ならたたきこまれスタートしてすぐのトラブルは多尐あれど）数ヶ月たっても把

握しきれていないのはどうなのでしょうか。又舛添要一のいった通り、役所の福祉課の対忚（他

の課ではなかった）は非常に不親切。・水道料金が高い。・税金を払っている市民（お客さん）

という意識が低い（女性の方は割りと柔軟に対忚してくれる方もいる）公務員体質から抜けき

れていない！特に男性職員。ささいな事で課同士で話をせず、市民をそちらに行けと言う。課

同士で話せばすぐ済むことを。サービスを提供するという感覚が一般の企業に比べうすい。・長

野市の方が住みやすいという声が多いと思う。・子供が遊べる公園が尐ない。・運転のマナーが

ひどく悪い。何度も事故になりそうになった。（家族は一度も事故歴がない）正直マナーの悪さ

にいつもハラハラする。・環境問題についても市がもっと率先してＣＯ2抑えるように市民に問

いかけてはどうですか。・公務員の人達の給料形態を評価によって差がでるようにした方が良い

のではないですか。→自衛隊ではやっている。・我が家は、共産党ではないが、チラシを見るた

びうなずける事が多いのに地域住民の意識が田舎だからのんき。・できれば他市に引っ越した

い。→家族の意見。(単身,60 歳代,無職,県外他) 

 須坂市への転入は余儀なくされたことでしたが須坂市に対して不安や不信感は全くありません

でした。住み始めてから感じたことは、須坂市はカルチャーや民芸に対してとても力を注いで

いると感じていたので楽しみにしていたのですが、尐し入りづらい感じがありました。なんと

なく閉鎖的な印象を受けたことが残念でした。また長野市同様に店が尐ないと思いました。お

祭りは華やかで驚きましたがとっても良かったです。まだ慣れていないので不便なことはあり

ますが、須坂市民として楽しんでいきたいと思います。(単身,30歳代,会社員,長野市) 

 須坂市に引っ越してきて約一年、現在の感想としてはあまり良い感想がありません。良い点と

しては、村石町という土地柄か夜は静かで気候もすごしやすいことくらいでしょうか。そして

これも土地柄なのでしょうか悪い感想というより、何とかしてもらいたい点があります。それ

は自治会に関してです。市役所に転入手続きに行った際に「加入してもらうことになっている」

との事で説明を受けましたので自治会に加入しましたが、正直言って活動内容が不可解ですし、
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強制参加ともとれる活動は生活していくうえでふたんになっています。具体的に言いますと、

まず自治会が宗教的な活動をしている点です。神社の祭事を自治会が行うことは間違っている

と思います、まして強制参加など論外です。これらは信者が行うことであり、自治会が住民に

参加を強制することではないはずです。また、自治会役員に「氏子総代」という役職が存在す

ること自体が問題です。このため自治会費が宗教活動に流用されている子ども事実です。宗教

組織と自治会の活動および組織の完全分離を希望します。私がこのような意見を持つ理由はい

くつかあります。ひとつは、宗教組織と政治は分離すべきと思うからです。これは過去の戦争

での問題でもあり、現在でも国際問題にあがる靖国神社問題にも関連しています。もうひとつ

はカルト教団による犯罪被害を比較的近い立場でみてきたからです、そのため宗教に対して良

い感情を持っていません。できれば宗教行事には係りたくありません。ですから最小の行政組

織ともいえる自治会と税金的性質を持つ自治会費を宗教と分離していただきたいと思います。

次に農業用水路の清掃活動です。汚泥がたまって大雤の時に氾濫するからと言われれば納得す

るよりないのかもしれませんが、本来は受益者負担が原則ではないのでしょうか？農業をして

いない家庭では道具もないので清掃の為に購入しなければなりませんし負担があるだけで利点

がありません。これは農家の皆さんが行うべきだと思います。それから運動会があります。な

ぜ自治体で運動会をする必要があるのでしょうか？生活スタイルが多様化し、休日も人それぞ

れに違います。土日が休みとは限りません。また休日の過ごし方も様々です。自治会費を使っ

て全員参加で行うのは現代の生活スタイルからは負担でしかありません。また、これらの理由

によって自治会費が非常に高額になっていると思います。これらの事が須坂市に越してきての

感想です。おそらく自治会に関しての記述に関しては市役所の管轄では無いと黙殺されてしま

うのかも知れません。しかし市役所で加入してくれと言われたから加入したという人が私以外

にも何人も居るはずですし、その発言に責任もあるはずです。また尐なからず自治会に対して

市の行政は依存しているようですし、自治会は行政の一部であり自治会費は税金的な性質がか

なりあると考えます。そして自治会の活動に意見を言ったところで新しく引っ越してきた人間

の言葉は聞き入れられることはまずありません。昔からやって来た事だと言われて終わりです。

また場合によっては閉鎖的な地区であれば生活に多大な支障が出ることでしょう。須坂市は人

口の減尐が続いているとのことですが、私が感じた点も原因の一端ではないかと思います。も

しも自宅を購入したのでなく、借家で金銭的な都合がつくのであれば転居の十分な理由になる

と考えています。どうか市の指導によって自治会の活動が正常化されることを願ってやみませ

ん。(単身,30歳代,会社員,長野市) 

 （細かいことでしか思い当たりませんが）希望を記載します。納税者（一般的な会社員）にや

さしい、公共施設の運営をしてください。きづいたところでは、体育施設の利用料金支払いが

平日の昼間の扱いだけで扶養家族が対忚しないと利用できない。ごみの分別推進にあたり更な

る情宣活動をしてください（迷う子どもあるので）。（分別の仕方の説明資料をもう尐し詳しく） 

なお、行政のとりくみといった視点では、日が浅いのでよくわかりません。以上です。(単身,40

歳代,会社員,三大都市圏) 

 良い所、きれいで静か。悪い所、飲食店が尐ない。文化スポーツサークルや講座が沢山あるよ
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うだがなにがあるのかリストなどあると便利（仲間づくりに）。若い人のサークルが尐ないよう

な気がする。図書館の本の数が尐ない。(夫婦,20 歳代,無職,県外他) 

 【良】自然が多い。空気が綺麗。野菜が安い。【悪】交通の便が悪い→（環境に良くない。車を

使う頻度が高いので）。救急指定病院の須坂病院に脳疾患、心疾患、産科の医師が尐なく（また

おらず）救急指定である意味がわからない。不安です。県立とは言え市も協力すべきです。若

い人が働ける所が尐ない。【希望】安心して住める街づくり。医療、福祉の充実。観光も盛り上

げてほしい。（ハッチに頼りすぎ。長期的に成り立つ観光を。トレッキングコースにわかりやす

い看板の設置）小布施のように綺麗で昔ながらの街並みで市民も観光客も須坂にきて良かった

と思えるように。(単身,20歳代,無職,三大都市圏) 

 お祭り、イベントなどの盛り上がりに欠けさみしい。人情がうすい。(二世代世帯,30 歳代,会

社員,県内他) 

 道路事情が良くない。街灯が尐ない。歩道が狭い、尐ない等。野焼きをしている人が多く体調

に影響したり洗濯物が臭くなったりして困る。(夫婦,20 歳代,会社員,三大都市圏) 

 結婚してこちらに転入したのですがスーパーも多く銀行も近くにあり町の人も親切で家賃も安

くとても住みやすい所だと思います。希望（不便）といえば衣類などのお店が尐ない（駅前の

充実）のと交通が不便なところでしょうか。以前長野市の清掃センターで行っているフリーマ

ーケットに何回か行かせていただいたのですがこちらでもフリマが定期的にあるとうれしいで

す。せっかくの須坂に暮らしているので須坂に貢献（買い物）したいと思います。(単身,30 歳

代,会社員,長野市) 

 本来なら長野市村山にて専業農家として親と別居しても一人で頑張って農業経営を昭和 33 年

からやっていましたが、所得財産があったために平成 4 年に父が投資に失敗して約 18 億円の財

産不動産（国道 18 号線）西濃運輸、アップルパチンコ、小賀坂スキー中沢石工所、長野電鉄、

宅地として約 5,000 坪保有、村山 201旧自宅地 500坪は坪 47万円で売却して現在は 7棟 7家族

が買い取って農地だけ残して…須坂市村山が近くだから。ところが平成 18年 10月農産物を産

地直送にて昭和 45 年ごろより続いているが、31日にホテル宿泊中、夜中 10時頃だとの事でし

たが、ベットの上にて倒れ（脳腫瘍）4 日半意識が無く以前のように体力も回復せず今は農業

もできなくなってしまい、この時以来住所も須坂市に親のある居住地に移し福祉のお世話にな

り、税金も納めない住民が申し訳なく本当にありがたく感謝しています。いつか又昨年 10月ま

では北アルプスの山案内するほど達者で…仕事をフルにて頑張ってきた農夫です。いずれ復活

してこの恩返しはできるのではと…。仕事のできぬ無所得の男で須坂市に対して本当に申し訳

有りません。(二世代世帯,50 歳代,農林業,長野市) 

 市役所や病院が近いので市民サービスなどを受けやすいと感じた。人口は尐ないと思うが、逆

に色んな面で混雑がなくて良いと思う。【要望】学校や公園周辺道路の歩道整備を進めてもらい

たい。子供が多く集まる場所などで特に。(二世代世帯,30 歳代,会社員,長野市) 
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 静かで夜寝るには良かったです。道がとにかくわかりにくかった。(単身,30歳代,無職,県内他) 

 自然がたくさんある。公園などの設備が悪い。車でないと買い物に行けないのが不便、自転車

でも動けるといい。電車代が高い。医療費を払うのがめんどう。(二世代世帯,30 歳代,商工業

者,三大都市圏) 

 新築の為長野市から転入してきました。もともと須坂で生まれ育った為、やっぱり須坂が安心

します。実家も近いし、夫の実家も高山村なので好都合でした。若い頃はあまり須坂が好きで

はなく（ぱっとせず）都会（長野）にあこがれていましたが子供ができ 30代になり、すざかの

街並みの良さを再確認できるようになりました。もう尐し子供が大きくなったら市街地（劇場

通りや中町の辺り）を散策してみたいなとまちわびています。近年の小布施町の発展はめざま

しいものがあり、須坂ももっと栄えてほしい。ＰＲなどもっとなにかないものかと感じていま

す。小布施の影にかくれるところがくやしいです。(夫婦,30歳代,公務員,長野市) 

 子供を保育園に預けるにあたって、0 歳児の受入や延長保育等で、長野市と比較してサービス

に差があることを実感した。これでは新たに住む人は尐ないだろうと思う。税収を考えると厳

しい面があることは理解できるが、今の須坂市を考えた場合、住環境としての魅力を高め、新

たに住む人を増やしていくことが、活性化を図る現実的な手法ではないかと考える。例えば近

隣市町村を上回るサービスで“子育てのしやすい町”を PR するというような政策を検討してい

ただきたい。いつかの須坂新聞に、蔵の町並みを通り過ぎてきた観光客から「蔵の町並みはど

こにあるのですか」と訪ねられ情けない思いをした、という投稿があったが、私もその観光客

とほぼ同様の印象をもった。町のイメージづくりは観光面だけでなく、住環境としても非常に

重要だと思うが、蔵の町を名乗るのであれば地区を限定し徹底した景観整備を行うなどの対策

も必要ではないだろうか。あれもこれもの市政ではなく、選択と集中で魅力あるまちづくりに

つなげていただくことを切に願うものである。(二世代世帯,30歳代,会社員,長野市) 

 買い物に不便。市内の飲食店の閉店が早い。目ぼしい商店施設が無い。街灯が尐なく暗い。車

の運転マナーが悪い。(夫婦,30 歳代,会社員,県内他) 

 【良】どんな果物でもできて、大変美味しいところ。景色が美しい。野菜も自給自足できてう

れしい。雪も尐なく住みやすい。【悪】一日に何回もいやな臭いが山から出され窓が開けられな

い、外にも出られない臭い。せっかくの空気も最低になってしまう。いつまでも住みたくない。

頭まで痛くなってしまう。長野市ならばこんな臭いがあれば行政で必ず取り組んでくださると

思います。子供たちがこんな臭いの所に家を建ててかわいそうです。(単身,80歳代,無職,長野

市) 

 自然が良い。仕事がほしい。(単身,20歳代,その他,三大都市圏) 

 はっきり言います。休日はのんびりできます。以前の所は自治会の仕事などアパートに住んで

いても強制的にやらなければならず大変苦痛でした。現在の所はそのような事もなく生活でき

ます。望むことは、・観光地、食事のできるお店などのガイドマップなどが各家庭に配布されな
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いでしょうか？・市としてはきびしい気がします。大型店の出店は無理ですか？(二世代世帯,40

歳代,会社員,須高地区) 

 【良】山々に囲まれていて景色がよいところ。【悪】歩道がガタガタしていて危険だと思う。夜

開いている飲食店が尐ない（せめて 21 時まで営業してもらいたい）。家の景観が悪い（統一感

がない）。無駄な道を作りすぎ。(夫婦,20 歳代,農林業,三大都市圏) 

 ・ごみの分別が分かりづらい。ごみカレンダーも見にくい。ごみ袋の名前シールには抵抗があ

る。ごみの収集日が多すぎる（プラごみ、可燃ごみを一緒に出せる曜日があってもよいのでは？）

粗大ごみも最寄のステーションに出せればよいのに。・冬の雪道について融雪剤散布を小まめに

頻繁にお願いしたい。・駅周辺、活力なく寂しいです。自宅周辺も店、スーパー、コンビニまる

で無く病院も無く不便です。バスも本数が尐なく運転しない方は不便だとおもいます。(単身,40

歳代,会社員,長野市) 

 以前住んでいた市町村では、児童センター利用料は無料でした。須坂市ももう尐し安くしてい

ただけるとうれしいです。エコサポートは休日にまとめてごみが捨てられて大変便利です。利

用させていただいております。(二世代世帯,30歳代,会社員,県内他) 

 店が尐ない、洋服店、子供服など。交通の便が悪い。(二世代世帯,30 歳代,会社員,長野市) 

 ごみの出し方に一番とまどった。指定のゴミ袋を買うところまではどこも一緒だと思いますが、

シールを貼り出さなくてはならないことに驚いた。シールが無くなれば役所等に 1 枚 100円？

で買いに行かなければならないのはどうかと思う。ゴミの減量は大切で趣旨も理解できない子

どもないが、この不便さは色々な自治体の中でも珍しいのではないかと思う。他は住みやすく

て良い街だと思っています。(単身,30歳代,公務員,県外他) 

 山に囲まれていて自然が多く子育てにはとても良い環境です。皆さんとても親切です。（知らな

い方でも）土地観が無いという事もあり不便に感じる事もあります（衣類を買いに行く時など

近くにない為）。(二世代世帯,30 歳代,会社員,三大都市圏) 

 須坂市民の方と交流を持ちたいのですが、いろいろな活動の募集が尐なく初心者でも入りやす

くしてほしい。市の木くますぎですが、この木は杉花粉は大丈夫なのでしょうか。(単身,60歳

代,無職,三大都市圏) 

 可燃ごみ回収が週 2回でプラごみが週 1回ですが、個人的には逆にしてもらいたいと思います。

雑紙類をビニールひもではなく、紙ひもで結んで出すことになっていますが、重みで切れ易い

（ダンボールも同様）ので、以前のビニールひもでも可にしてほしい。処分場ではずすのもそ

れほど手間でないと思います。(単身,40歳代,会社員,県内他) 

 【良】銀行がかたまってあるところ。【悪】楽しいお店、飲食店がない。以前住んでいた長野市

はすべてにおいて充実していた。(単身,20 歳代,家事,長野市) 

 地区の行事が多く、働いている世代としては交流できるのは良いことですが、休みもそこそこ
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働かざるを得ない人も大勢いるように思い、複雑な気持ちです。(夫婦,30歳代,会社員,長野市) 

 子供を遊ばせられるような公園が近くにない。立派なものでなくていいのですが…。歩いてい

けるスーパーがない。町の中の街灯が暗い。比較的町の人同士の声かけやあいさつなど気軽に

してくれる気がする。(二世代世帯,40 歳代,会社員,県外他) 

 【良】市役所の方々はみな親切でした。ごみのシールが有料なのもごみを減らそうとする良い

きっかけになった。【悪】町会費が何の説明もなく取られている、会計報告もない。住所が古い

ものと新しいものが混在しておりわかりにくい。(夫婦,30 歳代,公務員,三大都市圏) 

 以前住んでいた所より静かで良い。スーパーやドラッグストアなどは沢山あるけど、大きい量

販店が全然ないのでちょっと不便。例えばイオンとかなどのその店に行けばほしい物が全部そ

ろう様な店ができると助かる。(単身,30歳代,家事,県内他) 

 【良】職場が近くなった。【悪】銀行がどこにあるのかわかりづらい。【須坂市に望むこと】住

んでいるアパートだけなのか、ごみを出してはいけない日のお知らせが来ない。連休や祝日な

ど時々出してはいけない日と重なった時は嫌な思いをするので通知なり徹底してほしい。(単

身,20 歳代,その他,長野市) 

 須坂動物園や田中本家など何度か訪れ楽しんでいます。長野市も近く都内へも出やすい為住ん

でみて居心地は良いと感じてます。(夫婦,20歳代,会社員,県内他) 

 住んでいる人が閉鎖的で、他県からの人をなかなか受け入れようとしない。自分は大阪から来

たのですが、関西の人はオープンで人情が厚いんです。寒いところかもしれませんが心を開く

人が尐なく感じます。新しい事をなかなか受け入れない、その反面干渉するのが好きな人が多

いのも感じます。又運転マナーの悪い事にはオドロキました。免許をとった運転とはとても思

えませんレベルが低すぎます。まだまだ意見はありますが、もう尐し新しい事を取り入れ頭で

吸収すること、考える事が必要ではないでしょうか？ですから若い人が都会に流れてしまうの

ではないでしょうか？私もあと尐しで東京へ出ます、ガッカリした土地でした。(単身,50歳代,

会社員,三大都市圏) 

 【良】有名になった動物園がある。子育て支援が充実している。【悪かっところ】道路が狭く一

方通行が多い。(夫婦,30歳代,公務員,県内他) 

 今は転出の予定は有りませんが年を重ねることにより交通の便が悪い子どもあり車が使えなく

なると便の良い首都圏にと考えています。須坂の中心部と言っても観光客が足を止めたくなる

様な魅力ある街、そしてもっと来て下さる方への配慮や趣向をこらしてほしい。勝手に観てい

けばと言う様なよそ者を見る様な目つきとても残念です。(夫婦,60歳代,無職,三大都市圏) 

 結婚の為、群馬県から 200km 離れた須坂市に来ました。そこで 1つ困った点があります。それ

は住所です。住民票は大字日滝なのでそれが正しいと思うのですが、郵便番号「382-0016」で

検索すると大字日滝でなく高橋町と出てきます。以前知人が 382-0016、大字日滝と住所を書い
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て小包を送ってくれたのですが、クロネコヤマトの方が大字日滝なんていう住所はありませ

ん！といって小包が知人の元に戻ってしまったというトラブルがありました。今後このような

トラブルがないように、住所を高橋町にするなど統一していただきたいです。須坂市に転入さ

れた方は、みな困惑していると思います。住所の解決を 1日も早くお願いいたします。(単身,20

歳代,無職,県外他) 

 須坂の文化、伝統を生かし住みやすい子育てしやすい安全快適な街づくりをしてほしい。産業

の発達も必要でしょうが長野市のベットタウンとしての道も考えてもらたい。長野よりも住み

やすい地となれば仕事は長野、住むなら須坂という道もあるのでは。(単身,50歳代,公務員,県

内他) 

 生まれた所でもあり友人、知人がたくさん居る。交通の便が悪い。水がうまい。(単身,20歳代,

会社員,県外他) 

 須坂市には結婚を機に転入しました。今まで実家から出た事のない私にとっては、手続きなど

やらなければいけないことばかりで悩みました。しかし市役所に行くとすべての担当の方々が

親切に教えて下さってスムーズに処理が出来、安心したことを覚えています。今では市役所に

行くのも安心です。それだけで住む環境が良いと思えてきます。(その他,20歳代,家事,県内他) 

 【良】静か、周りの住民があたたかい。【悪】雰囲気が暗い。妻宛に届いたアンケート用紙の名

前の漢字が間違ってました。誤送の可能性等もないとは言えないと思うので厳格な事務手続き

をよろしくお願いします。（気分的にも良くないです。）(夫婦,20 歳代,会社員,県内他) 

 以前住んでいたトコと似た住環境だったので安心した。道路が全般的に狭いので、自転車でも

尐し怖いなと思う時がある。ごみ分別の簡略化のために役所からの封筒関係につける宛名シー

ルははがしやすくしてほしい。(単身,20歳代,会社員,県内他) 

 交通機関の不便さと就職の種類や募集の尐なさ！住民税が高すぎる。活気のなさ。有名なのは

動物のハッチだけ。町は殺風景。土曜日の午前中だけでも役所をやってほしい！以前住んでい

た所とくらべものにならないくらいつまらない町。市役所の職員が威張りすぎ。(単身,20歳代,

会社員,三大都市圏) 

 気持ちのやさしい人々に接して毎日安らかに暮らしています。年をとって足腰がもろくなった

為か歩行道路のでこぼこがつらく歩きにくくて困ります。(単身,70歳代,無職,県内他) 

 隣組の活動がおおいような気がします。親切な方ばかりで住みやすいです。(二世代世帯,20 歳

代,家事,長野市) 

 松本市に転入した時、市の博物館や施設の無料券をもらえた。市内の見所の紹介等、観光や生

活サポート等の充実ぶりがうかがえた。保育園にしても活動内容や先生の作ってくれるものが

こっていた。税収の差があるかもしれないが、明らかな差を感じる。民間は厳しい時なので市

も削れる費用は極力削って税金をむだにせず、市民をサポートして欲しい。回答がほしいと思
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います。市長の MIXI でもよいです。(二世代世帯,30歳代,会社員,県内他) 

 蔵の町ということで町並みが違う。住みやすいところでもあると思う。私は好きです。ただ最

近は、道が分かりにくいという欠点はあったと思います。慣れてきてだんだんわかってきまし

たけど。私が住んでいた所とは似た感じのところでもあります。山の方であまり遊べる所とい

うのはない気がします。(単身,20歳代,無職,県外他) 

 ゴミカレンダーが見づらくわかりにくい。自治体別に違いはあると思いますが区費がとっても

高額なのにびっくりした。(二世代世帯,40 歳代,会社員,長野市) 

 自宅（明徳団地）に入ってくる道幅が狭く、車一台が通るのがやっとであるところが良くない。

長野電鉄の運賃が高くて困る。インターネット（光）の回線や地デジ（ワンセグ）対忚が遅れ

てる。静かで良い。(夫婦,20 歳代,公務員,県内他) 

 【良】自然が多い。地場食材がある。【悪】イオンなどの大型ショッピングセンターがない。【望

む事】子育てをサポートするような制度（将来のため）。街灯をもっと多く。交通の便をよくし

てほしい。(単身,20歳代,会社員,県外他) 

 道路わきの花壇がよく整備されていてきれいです。北信五岳や北アルプスがきれいに見えて景

色のよいところです。須坂市動物園のハッチが全国に有名でうれしいです。メセナホールでの

いろいろなコンサートが楽しみです。同和教育や差別解消に積極的に取り組んでいると思いま

す。(二世代世帯,40歳代,公務員,県内他) 

 子育てするのはいい環境のように思いますが他にたよるひとがいないため自分の（親の）通院

時に預かってくれる場所がほしい。地区の仕事が多く負担に感じる事があります。(二世代世

帯,40 歳代,会社員,三大都市圏) 

 市街地に行きやすい(夫婦,20 歳代,会社員,長野市) 

 以前住んでいた若穂に比べると人間関係が気楽な気がする。地域活動も強制されることが無く

楽に思う。その分地域の情報とか知り合いができにくい。須坂は 20年前に比べて活気が無くな

ってしまったと思う。過疎に向かって加速を始めている様に思える。どうしてこんな須坂にな

ってしまったのかと残念に思う。自分はＮＰＯの様な活動を通じて活気のある須坂を取り戻す

お手伝いが出来ればと思う。(二世代世帯,40歳代,会社員,長野市) 

 交通の便が悪い。意外と近所との交流ができにくい。(夫婦,70 歳代,家事,長野市) 

 飯山に住んでいましたが雪が尐なくていいです。しかし買い物など飯山では大通りにベイシア、

アップルランド、ツタヤ等集中していて便利でしたが須坂では点在していて尐し不便です。駅

前のショッピングセンターとか名前はわかりませんがアーケードになっているショッピングの

通りなどちょっと暗くなると一人で歩くのが怖い感じです。飯山では子育て忚援券という商店

街の活性化もかねた商品券の配付がありました。そういう地元を活性化させるような商品券が

あればいいと思います。公園の遊具が尐ないと思います。撤去された後、縮小されてしまった
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感じです。(二世代世帯,30歳代,その他,県内他) 

 【良】町並みがきれいな所がある。【悪】歩行者用の通路がない所が多い。(単身,20 歳代,公務

員,県内他) 

 住みやすいと思います。(二世代世帯,30歳代,農林業,長野市) 

 【良】・自然や農産物に恵まれている。・長野電鉄は高めであるが、地方都市として求められて

いる公共交通はある程度整っている。・転入手続きでの市の職員の方の対忚は良く気持ちよく引

越しできました。【悪】・小河原の公務員宿舎ですが駅までの道に歩道が無く危険をいつも感じ

る（現在工事中？）、自治会費が高い。八木沢川は工場排水ですか？あわが浮いて汚れている。・

車がないと生活は不便ですね。(単身,40歳代,公務員,三大都市圏) 

 隣組の無い地域から転入したので、システムが全く分からず、又こちらでは当たり前のシステ

ムであるから説明が無く 1年経っても理解できていません。近所の方々は私の親世代の方が多

くとても親切で日々の生活は過ごしやすいです。(二世代世帯,30 歳代,無職,三大都市圏) 

 【良】公園やお宮がたくさんあるところ。【悪】ゴミがたくさん多い所。ビックリした事、昔の

遊びで糸電話をしていた事。お願い、これは須坂市だけだとは思わないけど、街灯をぜひつけ

てもらいたいんです。市長さんお願いします市民のお願い。(単身,40 歳代,その他,県内他) 

 都会に近いのでもう尐しひらけた感じかと思ってきたら、何も無く買い物に困りました。やた

らと祭りや行事が多く役をすると大変だと皆さん話しています。伝統を大切にする子ども必要

ですけれどほどほどにとも思います。(夫婦,50歳代,会社員,県外他) 

 須坂市は買い物が不便に感じることが多い。街に活気がない。子供の医療費を小学校卒業まで

戻るようにして欲しい。道が狭くてわかりずらい。(二世代世帯,30歳代,会社員,長野市) 

 東京から戻り自然がいっぱいでのんびりしていて生活するのにはやっぱりこっちの方がいいな

あと思ったけど、もっと遊ぶ場所があってもいいと思う。こんなたくさん自然があるんだから

ならではの遊び場作ればどうでしょう。バーベキューできる施設をつくるとか。あと須坂のい

ろいろなお店へ行きますが接客の悪さにはいつも驚きます。あれでは県外から来た方が嫌な思

いをすると思います。もっと須坂市が元気になるといいなあと感じます。(単身,20 歳代,その

他,三大都市圏) 

 市役所の職員の方の対忚がとても親切で丁寧で最初の須坂市の印象がとても良かったです。我

が家は転勤族で須坂市で 4ヶ所目になりますがこんなに丁寧に対忚していただけるところはな

かったので感動しました。郵便局やお店などの対忚もよく町全体に温かさを感じます。(二世代

世帯,30歳代,公務員,長野市) 

 県外からの転入だった為何がどこにあるかさっぱりわからなかった。須坂の案内図（スーパー、

食事処、郵便局、銀行等）生活する上でよく行く場所の地図のような物があったらいいと思っ

た。(二世代世帯,20歳代,会社員,県外他) 
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 買い物にいい。墨坂に住んでみていいところです。区の掃除その他協力していきます。サービ

ス業 23年山田温泉にいましたので、だんだんと須坂市民としていろいろ協力しあっていきたい

と思います。今のところコミニケーションがありません、これから。(夫婦,50歳代,会社員,須

高地区) 

 【良】雪が尐ない。スーパーへのアクセス良好。フルーツ多い美味？【悪】保育料高い。チャ

イルドシート等子育て支援補助が尐ない。市外へ行くとき橋で渋滞する。(夫婦,30 歳代,会社

員,県内他) 

 

(カ) 安心・安全 (回答者数=7) 

 交通の便が悪い。車がないと生活できない。駅前が怖い。(単身,20歳代,その他,県外他) 

 【良】インターが近くにあるのでお店が多いため便利です。【悪】今の若い子に悪い子が多い、

特に須坂は多いように思います。(単身,40 歳代,無職,県外他) 

 千曲川の堤防が弱そうなのでので早急に補強してほしい。(二世代世帯,50 歳代,会社員,長野

市) 

 須坂市に住んでよかった所、子育てするのに良い環境。児童センターなどの親子での遊び場な

どの充実。サークルなどがたくさんあること。子育て支援などの母親のケア充実。私は須坂に

Ｈ18年 11月に 2歳の娘と生後 2ヶ月になる息子と転入しました。というよりもＨ18年 7 月ま

では須坂に住民票があり、第 2子の出産の為に住民票を実家の熊本県宇城市に移しました。と

いうのも当時 1 歳 9ヶ月だった娘を保育園に入園させようと手続きをしたところ住所が長野県

のままでは入園できないとのことでした。しかし入園の委託方法（お互いの市同士の契約）が

あることを知り頼んだ須坂市ではやってくれないとの答えでした。宇城市に相談したところそ

ういう市があることにもびっくりされ電話での対忚でしたが親身になって考えてくださいまし

た。もう一度足を運んで須坂市に頼みましたが「そういうキマリなので…」とあっさり断られ

ました。結局私と娘は住民票を移し乳幼児医療の手続きと児童手当の手続きまでして熊本に帰

省することになり、熊本でも同じような手続きをし、4 ヶ月後に須坂に戻るときにも再び同じ

ことをしなければなりませんでした。市役所では会議、会議と日々会議が行われている様です

が、私のように窓口での市民の声は届いているのでしょうか？？ 娘が 3ヶ月だけ熊本県の保

育園に通ったのですが違いがすごくありました。①保育時間：月～金 7：00～18：00（～19：

00 延長保育、30分 100円ジュース付）、土 7：00～12：00軽い昼食（～18：00希望保育、無料）

②登園の時間が 7：00～9：00、16：00～18：00とゆっくりあったので、働く③お母さんには、

うれしいし、先生とのコミュニケーションもよく取れていた。④給食は毎日違うメニューで子

供もよろこんで食べていた。⑤毎週絵本の貸し出し⑥お誕生会には母親も出席し給食も一緒に

食べて帰る。⑦須坂では保育理由に産後 6 ヶ月まで該当するが、実際 6ヶ月から入園できる園

は限られている。熊本では生後 6ヶ月から入園できる所も多く生後 2 ヶ月からのところもある。

⑧連絡帳は必ず、子供の様子、体温、便の様子が書かれていて、子供の成長がよくわかった。 
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私が須坂に転入してまず思ったのが、よそ者に冷たい。あいさつをしても返してくれない。（特

にお年寄り）小さいことから（保育園、小学校）あいさつ運動を地域、学校で取り組んでほし

い。(二世代世帯,20歳代,家事,県外他) 

 良いと思ったことがほとんどない。申し訳ないくらい。唯一保育園の先生の対忚の良さは非常

に感謝している。・国民保険税？が高すぎる。同じ規模の赤字の市から転入してきたがびっくり

した。トータルかなり違う。・福祉課の対忚が悪い。法が変わったといえど把握するのは当然。

（一般の会社ならたたきこまれスタートしてすぐのトラブルは多尐あれど）数ヶ月たっても把

握しきれていないのはどうなのでしょうか。又舛添要一のいった通り、役所の福祉課の対忚（他

の課ではなかった）は非常に不親切。・水道料金が高い。・税金を払っている市民（お客さん）

という意識が低い（女性の方は割りと柔軟に対忚してくれる方もいる）公務員体質から抜けき

れていない！特に男性職員。ささいな事で課同士で話をせず、市民をそちらに行けと言う。課

同士で話せばすぐ済むことを。サービスを提供するという感覚が一般の企業に比べうすい。・長

野市の方が住みやすいという声が多いと思う。・子供が遊べる公園が尐ない。・運転のマナーが

ひどく悪い。何度も事故になりそうになった。（家族は一度も事故歴がない）正直マナーの悪さ

にいつもハラハラする。・環境問題についても市がもっと率先してＣＯ2抑えるように市民に問

いかけてはどうですか。・公務員の人達の給料形態を評価によって差がでるようにした方が良い

のではないですか。→自衛隊ではやっている。・我が家は、共産党ではないが、チラシを見るた

びうなずける事が多いのに地域住民の意識が田舎だからのんき。・できれば他市に引っ越した

い。→家族の意見。(単身,60 歳代,無職,県外他) 

 道路が狭く自転車での移動が危険な印象です。子供たちにも安全で安心して自転車に乗せてや

れる場所がありません。長野市に比べても自動車以外の道路整備に問題があると思え、まち、

子供、老人にやさしい道の整備が望まれます。また、昨今須坂病院における産科再開のニュー

スが大きく取り上げられましたが、必要なのは産科だけでしょうか？最も患者数の多い内科が

定数を満たしていません。特定の科のみに援助することが本当に正しいのでしょうか？(二世代

世帯,30歳代,公務員,県内他) 

 自宅（明徳団地）に入ってくる道幅が狭く、車一台が通るのがやっとであるところが良くない。

長野電鉄の運賃が高くて困る。インターネット（光）の回線や地デジ（ワンセグ）対忚が遅れ

てる。静かで良い。(夫婦,20 歳代,公務員,県内他) 

 

(キ) 文化振興 (回答者数=7) 

 緑が多く自然が豊かなところで人柄の良い人も多く気持ちよく生活することができるのが良い

ところ。ただ、若い人が遊ぶことのできるところが尐なく、コレと言って特徴がないのが欠点

だと思います。私の友達の中にもいずれ長野で須坂で暮らしたいと思っている人が多いです。

大好きなふるさと須坂が今後さらに良い市になっていくことを願っています。高校の卒業式の

時にメセナホールをお借りしたことがありますが、以前と比べてだいぶお金がかかるようにな

りました。市民の為のホールならば、もっと安価に提供してくださればと思います。(単身,20
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歳未満,学生,三大都市圏) 

 良い所、きれいで静か。悪い所、飲食店が尐ない。 文化スポーツサークルや講座が沢山ある

ようだがなにがあるのかリストなどあると便利（仲間づくりに）若い人のサークルが尐ないよ

うな気がする。図書館の本の数が尐ない。(夫婦,20歳代,無職,県外他) 

 須坂の文化、伝統を生かし住みやすい子育てしやすい安全快適な街づくりをしてほしい。産業

の発達も必要でしょうが長野市のベットタウンとしての道も考えてもらたい。長野よりも住み

やすい地となれば仕事は長野、住むなら須坂という道もあるのでは。(単身,50歳代,公務員,県

内他) 

 長野市のように下らない合併を繰り返すようなことはせず、今住んでいる市民、古くからの文

化を大切にしてほしい。財政的な問題などもあるかもしれないが、小さいからできる子どもあ

るはず。まだ転入して一年ぐらいですが須坂市のこと結構好きだし（雰囲気など）引っ越して

きて良かったと思っています。(夫婦,30歳代,公務員,長野市) 

 松本市に転入した時、市の博物館や施設の無料券をもらえた。市内の見所の紹介等、観光や生

活サポート等の充実ぶりがうかがえた。保育園にしても活動内容や先生の作ってくれるものが

こっていた。税収の差があるかもしれないが、明らかな差を感じる。民間は厳しい時なので市

も削れる費用は極力削って税金をむだにせず、市民をサポートして欲しい。回答がほしいと思

います。市長の MIXI でもよいです。(二世代世帯,30歳代,会社員,県内他) 

 道路わきの花壇がよく整備されていてきれいです。北信五岳や北アルプスがきれいに見えて景

色のよいところです。須坂市動物園のハッチが全国に有名でうれしいです。メセナホールでの

いろいろなコンサートが楽しみです。同和教育や差別解消に積極的に取り組んでいると思いま

す。(二世代世帯,40歳代,公務員,県内他) 

 図書館をよく利用するのですが、以前住んでいた所よりも利用できる時間が長いことがいいで

す。以前住んでいた所は、エアロビやフラワーアレンジメントや料理講習など種類が多かった

のですが、須坂市は尐し尐ない感じがします。メセナホールでもっとイベントを入れてほしい

です。まだ、子供はいないのですが、子育て支援の充実を望みます。(単身,20 歳代,会社員,県

内他) 

 

(ク) 生涯学習 (回答者数=15) 

 ゴミステーションがしっかりしているので汚れなくて良いと思います。（猫、カラスなど）公共

の施設、市役所や図書館が古くて狭い感じがしました。(夫婦,50歳代,会社員,県内他) 

 図書館が近くて雑誌も多いし新刊も多く入るので便利で良かった。今度の新しい利用券も私は

便利です。スーパー等も近くにあり便利。ゴミの分別等分かりやすくて前住んでいた所より細

かいので環境に優しい気がして良かった。広報？というか外で何か放送していることが反響の

せいか聞き取れないので大切なことを言っていれば困ると思いました。まちづくりにもとても
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力を入れていて好感がもてます。まだ仕事が忙しく市の活動に参加できないでおりますがリタ

イアした折にはいろいろ参加したいと思います。(単身,30 歳代,団体職員,須高地区) 

 ホームページがあまり充実していない。広報のアップロードが古い。ボランティア情報があま

りない。障害者関係の市民活動がない。○○講座が尐ない（手話講座等）。趣味レベルでなく資

格取得を目的としたものがもっとあってもいいと思う。ＮＰＯ活動があまりない。(単身,40歳

代,会社員,長野市) 

 以前は中野市にいましたが、長野の街へ行くのが近くなったこと、会社が近くなったことが一

番良かったです。子育てをしていても市の対忚が厚いなと感じます。ただ須坂病院の産科が無

くなることが非常に残念で、何とかしてもらいたいです。図書館を利用するのですが、古く狭

いのでもっと広くゆったりした新しい建物にしてもらえるともっと皆さんに利用いただけると

おもいます。(夫婦,20 歳代,会社員,須高地区) 

 長野のもんぜんプラザにあるじゃんけんぽんのような食事や昼寝もできる遊び場があると嬉し

いです。子供が遊べる公園が欲しい。（小布施のハイウェイオアシスや長野の城山公園、中野の

一本木公園のような）オムツ使用の子供も条件付きで良いのでプールを使用させてもらえない

でしょうか。（スイミングパンツ及び水着の着用、幼児プールのみなどの条件で）市民プールの

更衣室の床にスノコか人工芝などを敶いてきれいにしてほしい。動物園せっかくのハッチくん

人気なのだからもっと明るくきれいになるといですね。託児付きで資格が取れる講座があると

嬉しいです。ブックスタートをはじめて欲しい。図書館が新しくなると良いですね。(三世代世

帯,30 歳代,会社員,長野市) 

 結婚で須坂市に来ることになったので、今回須坂病院の機能縮小には非常にショックを受けた。

長野市に頼り過ぎない自立した自治体としての主体性を守ってほしい。市民講座がたくさんあ

って面白そう。今は参加してないが、時間が作れたら行ってみたい。科目が魅力的。(単身,20

歳代,無職,県外他) 

 須坂市への転入は余儀なくされたことでしたが須坂市に対して不安や不信感は全くありません

でした。住み始めてから感じたことは、須坂市はカルチャーや民芸に対してとても力を注いで

いると感じていたので楽しみにしていたのですが、尐し入りづらい感じがありました。なんと

なく閉鎖的な印象を受けたことが残念でした。また長野市同様に店が尐ないと思いました。お

祭りは華やかで驚きましたがとっても良かったです。まだ慣れていないので不便なことはあり

ますが、須坂市民として楽しんでいきたいと思います。(単身,30歳代,会社員,長野市) 

 図書館の本が充実している。補助金が以前住んでいた所や他の市町村と比べて高い額になって

いるのがうれしい。スーパーなどは沢山あるがそれ以外の多くの人が集まるお店や遊ぶ場所が

あまりなく結局長野に行ってしまう。何か大勢の人が来てお金を落としてくれるものを作って

欲しい。須坂市がもっと栄えて活気ある町にしてほしいです。(単身,30歳代,無職,県内他) 

 良い所、きれいで静か。悪い所、飲食店が尐ない。文化スポーツサークルや講座が沢山あるよ
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うだがなにがあるのかリストなどあると便利（仲間づくりに）。若い人のサークルが尐ないよう

な気がする。図書館の本の数が尐ない。(夫婦,20 歳代,無職,県外他) 

 市の施設（市役所、図書館、公民館等）がバラバラで非常に不便、財政の問題があるだろうが

土地が余っている警察署周辺に合同庁舎として集めていただきたい。図書館の蔵書数が尐なく

活用しづらい。須坂といえば動物園にいるハッチファミリーが有名だが観光資源としてもっと

活用するべき。例えばＪＲ長野駅に集客ポスターを掲示するとか長電の協力で電車のラッピン

グ、バスのラッピングをする。動物園自体を民間委託してもっと経営努力をした方が良い。せ

っかくの観光資源も使わなければ宝の持ちぐされで、動物だからいずれ亡くなってしまいます

よ。危機意識をもってほしい。(単身,30歳代,無職,県外他) 

 須坂市民の方と交流を持ちたいのですが、いろいろな活動の募集が尐なく初心者でも入りやす

くしてほしい。市の木くますぎですが、この木は杉花粉は大丈夫なのでしょうか(単身,60 歳代,

無職,三大都市圏) 

 図書館の本の種類、数が尐なく物足りない感じがします。地産（農産物に限らず）の物を販売

する場所があればと思います。(夫婦,60歳代,無職,県内他) 

 臥竜公園はお金もあまりかからず楽しめます。須坂の昭和時代の街並みをぜひ残してほしいと

思っていたのに最近新しくなる所が多く残念である。ゴミ分別をしているが「最終的に一緒に

なるから尐々混ざって汚くても平気」という意識が住民にあるようなきがする。ゴミの量は減

っているようだが、特に老年の方など不徹底ではないか。（特にプラスチックについて。でも尐々

混ざっていても回収してくれるのでいいと思ってしまう。）ゴミを焼却している人を減らす取組

をしてほしい。NPO 法人へそのおさんにお世話になり良かった。市でも支援してほしい。（特に

リユースデー最近開催されない）日野「このゆびとまれ」さんにも月 1回参加させていただい

ている。駅西口「お話の森」さんも良質の本が多く良い。市立図書館はリクエストすると本を

購入してくれるのでありがたい。エコサポートすざかの活動も大変良い。このような多くの良

い活動が盛んですばらしいのでまた利用させていただきたい。(二世代世帯,30歳代,公務員,県

内他) 

 【良】は、とても環境が良く歴史のある町なので住みやすいところである。悪かった点はない

が町にあまり活気がなく予想以上に寂しい感じがした。以前住んでいた自治体との違いは「ご

み資源物の分け方・出し方」が細かくて袋も指定されシールをはる必要もある等、ごみ減量化

への取り組みである。望む事は図書館を拡充してほしいことである。(単身,30歳代,公務員,三

大都市圏) 

 図書館をよく利用するのですが、以前住んでいた所よりも利用できる時間が長いことがいいで

す。以前住んでいた所は、エアロビやフラワーアレンジメントや料理講習など種類が多かった

のですが、須坂市は尐し尐ない感じがします。メセナホールでもっとイベントを入れてほしい

です。まだ、子供はいないのですが、子育て支援の充実を望みます。(単身,20 歳代,会社員,県

内他) 



転入者アンケート回答集計 

 70 

 

(ケ) 農業 (回答者数=8) 

 果樹園が多く心が和む。(単身,30歳代,会社員,長野市) 

 主要道路の路面が凹凸していて車で走りにくい。地域の方々との交流の場が尐ないので考えて

欲しい。大型店が尐なく不便さを感じる。特産の果物をもっと全面にだしてほしい。(単身,30

歳代,会社員,県内他) 

 町が静かで住みやすいところ。美味しい飲食店が多いところ。色々な果物が美味しく食べられ

る。町の役員の仕組みがわからない。(夫婦,40歳代,会社員,長野市) 

 【良】どんな果物でもできて、大変美味しいところ。景色が美しい。野菜も自給自足できてう

れしい。雪も尐なく住みやすい。【悪】一日に何回もいやな臭いが山から出され窓が開けられな

い、外にも出られない臭い。せっかくにのくうきも最低になってしまう、いつまでも住みたく

ない頭まで痛くなってしまう。長野市ならばこんな臭いがあれば行政で必ず取り組んでくださ

ると思います。子供たちがこんな臭いの所に家を建ててかわいそうです。(単身,80 歳代,無職,

長野市) 

 図書館の本の種類、数が尐なく物足りない感じがします。地産（農産物に限らず）の物を販売

する場所があればと思います。(夫婦,60歳代,無職,県内他) 

 ・公園（トイレ）がほとんどない。・道路（403 号）が細くデコボコだ、小布施も含めて。・五

味池へわざわざ行って駐車料金を取られた、引き返そうかと思った。・お知らせの放送は一回で

よい。二回はうるさい。・臥竜公園が近くにあってラッキー。桜が楽しみ。・四方の景色が素晴

らしい。・もっと身体に良い農薬はないものか、散布時期にはけっこう厳しかったです。(その

他,50 歳代,無職,県外他) 

 【良】・自然や農産物に恵まれている。・長野電鉄は高めであるが、地方都市として求められて

いる公共交通はある程度整っている。・転入手続きでの市の職員員の方の対忚は良く気持ちよく

引越しできました。【悪】・小河原の公務員宿舎ですが駅までの道に歩道が無く危険をいつも感

じる（現在工事中？）、自治会費が高い。八木沢川は工場排水ですか？あわが浮いて汚れている。

2 車がないと生活は不便ですね。(単身,40 歳代,公務員,三大都市圏) 

 【良】雪が尐ない。スーパーへのアクセス良好。フルーツ多い美味？【悪】保育料高い。チャ

イルドシート等子育て支援補助が尐ない。市外へ行くとき橋で渋滞する。(夫婦,30 歳代,会社

員,県内他) 

 

(コ) 商業 (回答者数=55) 

 【良】 人情が細やか、皆親切であること。何かにつけて尐しづつ分かってきました。自然の

美しさ、桜、梅、桃の花、今までこんなに多く見たことはありません。野菜が自宅の庭でとれ

る物 新鮮この上ないもの 体に良く元気になりました。【悪】不便なことは駅の付近に喫茶店



転入者アンケート回答集計 

 71 

がないので、待ち時間がたっぷりあるのに手持無沙汰。ゴミの分別が細かい。駅から駅のバス、

もう尐し小さいバスで間隔を短くして欲しい。(夫婦,70 歳代,無職,三大都市圏) 

 長野市はゴミ出しのルールが厳しくないです。折角シルキーがあるのでもう尐し広く活用でき

るように、市民の声をもっと聴く機会があったらと思います。(単身,40歳代,会社員,長野市) 

 全体的に暮らしやすいところだと思う。商店がないなど全体的にさびれてきているので、活性

化して欲しい。(夫婦,20歳代,会社員,県外他) 

 遊ぶところがない。飲食店がない。魅力的なお店がない。(単身,20歳代,会社員,長野市) 

 家がインター近くという子どもあり、須坂の街中へ行くより長野市に出て行った方が何かと便

利なので、須坂市街には自然と足が遠のいてします。インターそばの西源や 100円均一で買い

物ができてとても便利でありがたいです。望むことと言えば尐し大きいデパート（ジャスコの

建て直しとか）があるともう尐し街中も発展するのではないでしょうか。駅周辺の道もせまく、

年末工事が始まると更に混むのでもう尐し工事の場所や時期をずらしてほしいです。(二世代世

帯,20 歳代,会社員,長野市) 

 良かったところはインターが近くにあるのでお店が多いため便利です。悪かったところは今の

若い子に悪い子が多い、特に須坂は多いように思います。(単身,40歳代,無職,県外他) 

 地域の活性化（商業）に期待したい。(夫婦,20歳代,会社員,長野市) 

 18 歳で東京に出てから 40 年ぶりに古里に帰りホットしています。北信五岳、古里の風景は落

ち着きを感じ、生まれたところであるのにこんなに良いところ良い所だったのかと再度確認し

ています。ただ自然は素晴らしいのですが、旧須坂の町（蔵の町）はさびれていて、本当に寂

しさを感じずにはおれません、どうした事でしょうか？須坂らしい特徴を打ち出した町になる

様努力してみてください。小布施も高山村もそれぞれ頑張っていると思いますので。須坂駅か

らクラッシック美術館までの道のりはもう尐し花で飾っても良いと思います。（町民に協力して

もらうとか…）駅からローソン前の広場（メイン通り）はお花公園にするとか、蔵のイメージ

を保つとか現状では寂しすぎる。(夫婦,50 歳代,無職,三大都市圏) 

 【悪い】住民税がやたら高い。自転車用道路がない所がある。真夜中の暴走族？一人？がうる

さい。スキー場の市民割引がない。スキー場のある市町村はほぼ実施！除雪対忚が遅い。【良】

農地が多い。スキー場が近い。スーパーが多くて便利。(夫婦,20歳代,公務員,長野市) 

 【良】子育てしやすい環境（子育て支援センターのあり方やＮＰＯ法人へそのお等）。市全体で

いろんなことに取り組んでいる。（エコサポートやまなびーず等）【悪】市役所のあり方（市役

所の人の対忚の悪さ。電話対忚など感じがよくない。この規模での人員の多さ）【希望】駅前、

市全体の活性化（仕事を探しても働ける場所が長野市まで出ないとない。店もいろいろ尐なく

長野市まで出なければならない。）(二世代世帯,30歳代,団体職員,県内他) 

 ハッチがいる動物園、臥竜公園などとても自然を身近に感じることができてうれしいです。家
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族で楽しむスーパーマーケットや百貨店など大きな店がないことが以前に比べると非常に不便

です。細かいものを購入する為に長野市へ行かなくてはいけないことが多くて困っています。

窓を開けている機会が多い季節にゴミを燃やしている。ひどい臭いが入ってくることがあり、

せっかくの夕食もまずくなることがある。(単身,40歳代,家事,県外他) 

 上下水道料金が高い。乳幼児医療を先払いしないといけないのが良くない（愛知では払わなく

て良い）。臥竜公園があるのは良いが、その他の小さい公園が尐ない整備されていない。産婦人

科（出産できるところ）がない。唯一の須坂病院でも産めなくなるのはヒドイ。大きいショッ

ピングセンターが欲しい、駅前のジャスコでは小さい。川があるのに子供が遊べるような所が

ない川遊びができるように整備できないのか、せっかくの自然がもったいない。(二世代世帯,30

歳代,家事,三大都市圏) 

 須坂は初めてです。店もスーパーもわからなかったです。だけどアパートへ住んでからはいい

んですけど尐ししかいなかったのでもう尐しいればよかったなあと思いました。でもでる時は、

タクシーが乗るのが多かったんです。でも居心地よかったんです。須坂に友達がいたので住ん

でみました。本当によかったです。ありがとうございました。(単身,50歳代,家事,長野市) 

 車がないと生活出来ない。バスの本数も尐ない。若いうちはいいと思いますが、年をとった時

の事を考えると不安になる。近所に店もないので。環境はいいんだけどね。市役所の職員の態

度も悪い。住民票を取りに行った時 5時前だからと断られた。お菓子も食べていたし普通の会

社では考えられない。駅前がもう尐しにぎやかになってほしい。インターの辺も。(夫婦,30歳

代,会社員,長野市) 

 もう尐しいろいろな店が出来れば明るいまちになると思います。(単身,20 歳代,会社員,長野

市) 

 産婦人科を充実させてほしい。子供ができたら転出しなければならなくなります。道がすごく

わかりにくいです。お買い物マップや病院、医院、飲食店マップのようなものがほしいです。

今 17 時になっている笛の放送をやめてほしいです。(その他,20歳代,会社員,長野市) 

 遊ぶ所がなくとてもつまらない。(単身,20 歳代,会社員,長野市) 

 須坂市への転入は余儀なくされたことでしたが須坂市に対して不安や不信感は全くありません

でした。住み始めてから感じたことは、須坂市はカルチャーや民芸に対してとても力を注いで

いると感じていたので楽しみにしていたのですが、尐し入りづらい感じがありました。なんと

なく閉鎖的な印象を受けたことが残念でした。また長野市同様に店が尐ないと思いました。お

祭りは華やかで驚きましたがとっても良かったです。まだ慣れていないので不便なことはあり

ますが、須坂市民として楽しんでいきたいと思います。(単身,30歳代,会社員,長野市) 

 図書館の本が充実している。補助金が以前住んでいた所や他の市町村と比べて高い額になって

いるのがうれしい。スーパーなどは沢山あるがそれ以外の多くの人が集まるお店や遊ぶ場所が

あまりなく結局長野に行ってしまう。何か大勢の人が来てお金を落としてくれるものを作って
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欲しい。須坂市がもっと栄えて活気ある町にしてほしいです。(単身,30歳代,無職,県内他) 

 【良】きれいで静か。【悪】飲食店が尐ない。文化スポーツサークルや講座が沢山あるようだが

なにがあるのかリストなどあると便利（仲間づくりに）。若い人のサークルが尐ないような気が

する。図書館の本の数が尐ない。(夫婦,20 歳代,無職,県外他) 

 結婚してこちらに転入したのですがスーパーも多く銀行も近くにあり町の人も親切で家賃も安

くとても住みやすい所だと思います。希望（不便）といえば衣類などのお店が尐ない（駅前の

充実）のと交通が不便なところでしょうか。以前長野市の清掃センターで行っているフリーマ

ーケットに何回か行かせていただいたのですがこちらでもフリマが定期的にあるとうれしいで

す。せっかくの須坂に暮らしているので須坂に貢献（買い物）したいと思います。(単身,30 歳

代,会社員,長野市) 

 本来なら長野市村山にて専業農家として親と別居しても一人で頑張って農業経営を昭和 33 年

からやっていましたが、所得財産があったために平成 4 年に父が投資に失敗して約 18 億円の財

産不動産（国道 18 号線）西濃運輸、アップルパチンコ、小賀坂スキー中沢石工所、長野電鉄、

宅地として約 5,000 坪保有、村山 201旧自宅地 500坪は坪 47万円で売却して現在は 7棟 7家族

が買い取って農地だけ残して…須坂市村山が近くだから。ところが平成 18年 10月農産物を産

地直送にて昭和 45 年ごろより続いているが、31日にホテル宿泊中、夜中 10時頃だとの事でし

たが、ベットの上にて倒れ（脳腫瘍）4 日半意識が無く以前のように体力も回復せず今は農業

もできなくなってしまい、この時以来住所も須坂市に親のある居住地に移し福祉のお世話にな

り、税金も納めない住民が申し訳なく本当にありがたく感謝しています。いつか又昨年 10月ま

では北アルプスの山案内するほど達者で…仕事をフルにて頑張ってきた農夫です。いずれ復活

してこの恩返しはできるのではと…。仕事のできぬ無所得の男で須坂市に対して本当に申し訳

有りません。(二世代世帯,50 歳代,農林業,長野市) 

 主要道路の路面が凹凸していて車で走りにくい。地域の方々との交流の場が尐ないので考えて

欲しい。大型店が尐なく不便さを感じる。特産の果物をもっと全面にだしてほしい。(単身,30

歳代,会社員,県内他) 

 道が悪い。大規模店がない。道が混んでいる。市民税が高い。(夫婦,20歳代,会社員,須高地区) 

 町が静かで住みやすいところ。美味しい飲食店が多いところ。色々な果物が美味しく食べられ

る。町の役員の仕組みがわからない。(夫婦,40歳代,会社員,長野市) 

 買い物に不便。市内の飲食店の閉店が早い。目ぼしい商店施設が無い。街灯が尐なく暗い。車

の運転マナーが悪い。(夫婦,30 歳代,会社員,県内他) 

 はっきり言います。休日はのんびりできます。以前の所は自治会の仕事などアパートに住んで

いても強制的にやらなければならず大変苦痛でした。現在の所はそのような事もなく生活でき

ます。望むことは、観光地、食事のできるお店などのガイドマップなどが各家庭に配布されな

いでしょうか？市としてはきびしい気がします。大型店の出店は無理ですか？(二世代世帯,40
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歳代,会社員,須高地区) 

 ・子供、妊婦に特典を与えるようなサービスをしてほしい。例えばカード提示でお店など 5％

オフとか（月一回）。消費を促すようなサービスを市、商店、店舗ぐるみで行ってほしい。・大

型ショッピングモールを作り市の活性を図ってほしい。・道路整備を行い歩道の拡幅をして、安

全な道路にしてほしい。・街灯の増設により明るい道路にしてください。・子供の遊び場を増や

してください、公園とか。・道に迷う！覚えにくい。(夫婦,30 歳代,会社員,長野市) 

 大きいお店が尐ないと思った。特に洋服がなくて長野市まで行かなければいけないのが…(夫

婦,20 歳代,会社員,長野市) 

 ・ごみの分別が分かりずらい。ごみカレンダーも見にくい。ごみ袋の名前シールには抵抗があ

る。ごみの収集日が多すぎる（プラごみ、可燃ごみを一緒に出せる曜日があってもよいのでは？）

粗大ごみも最寄のステーションに出せればよいのに。・冬の雪道について融雪剤散布を小まめに

頻繁にお願いしたい。・駅周辺、活力なく寂しいです。自宅周辺も店、スーパー、コンビニまる

で無く病院も無く不便です。バスも本数が尐なく運転しない方は不便だとおもいます。(単身,40

歳代,会社員,長野市) 

 須坂市は長野市へ働きに行く人が多いと思います。買い物も長野市へ行ってします。観光とい

っても私も友達が来ると小布施に連れて行ったりして、これと言ってインパクトのない街だと

思います。だったら土地の値段が安く電車も通っているのだから、ベットタウン的なイメージ

をもっと広げて住みやすい街にしていけば人口も増え、活性化されるのではないのかと思いま

す。（子供の医療費が充実しているとか、きれいな公園を整備するなど）(二世代世帯,30歳代,

家事,県内他) 

 店が尐ない、洋服店、子供服など。交通の便が悪い。(二世代世帯,30 歳代,会社員,長野市) 

 図書館の本の種類、数が尐なく物足りない感じがします。地産（農産物に限らず）の物を販売

する場所があればと思います。(夫婦,60歳代,無職,県内他) 

 【良】銀行がかたまってあるところ。【悪】楽しいお店、飲食店がない。以前住んでいた長野市

はすべてにおいて充実していた。(単身,20 歳代,家事,長野市) 

 大型のスーパー、店などがない。店が非常に尐ない。活気がない。大勢の人が見に来るような

所が造られていない。市全体が明るさがなく希望（夢）が感じられない。(単身,50 歳代,団体

職員,長野市) 

 日常品以外で買い物をする場所がなく、どうしても長野市へ買い物に行ってしまう。市中心部

の活性化を何とかお願いしたい。(二世代世帯,30 歳代,会社員,県内他) 

 以前住んでいた所より静かで良い。スーパーやドラッグストアなどは沢山あるけど、大きい量

販店が全然ないのでちょっと不便。例えばイオンとかなどのその店に行けばほしい物が全部そ

ろう様な店ができると助かる。(単身,30歳代,家事,県内他) 
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 須坂動物園や田中本家など何度か訪れ楽しんでいます。長野市も近く都内へも出やすい為住ん

でみて居心地は良いと感じてます。(夫婦,20歳代,会社員,県内他) 

 郊外に大きなお店が出来、駅前が何もな感じがするので複合型のショッピングセンターがあれ

ばいいと思います。(単身,20 歳代,会社員,三大都市圏) 

 須坂市はカラオケやゲームセンターなど遊ぶ場所が尐ないと思います。もっと増やしてほしい

です。あと、除雪が余り良くないので雪道は大変です。もう尐し改善してほしいと思います。

須坂市民ならではの特権があるなら教えてほしいです。ほとんど認識してないので。(夫婦,20

歳代,会社員,須高地区) 

 大学進学を機に地元の須坂を転出し昨年 6 月に 18年ぶりに戻ってきました。市のシンボル的な

存在である臥竜公園をはじめ 18 年前と変わらなぬ豊かな自然環境を保っている点は素晴らし

いと思います。一方で、結果的には存続になりましたが昨年末に浮上したジャスコ須坂店の閉

店の話が示すとおり、経済状況は寂しい限りに感じています。長野や中野に須坂市民が買い物

に出てしまう理由も理解できるきがします。国内企業、外資系企業という枠にとらわれずに、

思い切った大型商業施設の誘致も必要であると感じます。(単身,30歳代,無職,三大都市圏) 

 税金を有効に使って、活気有る町づくりを望みます。商店街の活性化、福祉や子育ての支援な

ど。子供の出生率を上げられるような金銭面の支援など。あと極端に広い道と狭い道があるこ

と（一方通行が多い）が須坂の特徴だと思います。よく須坂の道はわかりづらいと聞きますが

本当にそうだと思います。（市外の人に道案内するのが本当に大変です）何とかならないものか

と思うことが多いです。(夫婦,20歳代,会社員,長野市) 

 小さな子供と一緒に遊べる場所や安全な遊具が全体的に尐なく感じました。子供服を買う場所

がほとんどありません。特にベビー服など。長崎屋、西松屋やジャスコ中野店等遠方まで行っ

ています。買い物もできるだけ須坂市で済ませたいので、市内の品揃えが充実しほしいと願い

ます。須坂市の育児指導（離乳食、検診など）はとてもていねいで、相談しやすいのでありが

たいです。現在共働きで二人共市外へ働きに出ています。早く須坂市内で働けると嬉しいです。

親にとっては尐々不満もありますが、子供のためには須坂に来て良かったと思います。(二世代

世帯,30歳代,会社員,長野市) 

 駅前の活性化(単身,20 歳代,会社員,県内他) 

 以前は中野市に住んでいましたが、中野市はお店が充実していましたが、須坂市は電気屋、大

きなショッピング店もなくこのままでは生活していくなかで不自由を感じ須坂住人は減尐して

いくのではないでしょうか？もう尐し活気がある市となるよう頑張ってください。子育て支援

センターの駐車場が狭い。中野市はもっと広い。(単身,20 歳代,その他,県内他) 

 もっと積極的に商業施設を誘致すべき。大きな買い物は長野市にでかける。他市と比べゴミの

分別が大変。分別の手間をかけるだけの意味・価値を示してほしい。余談ですがＨ20.3.30 に
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休日夜間、婚姻届を出しに行ったところ宿直の60才位の男性2名の対忚がとても良かったです。

本当に記念となる入籍ができました。ありがとうございました。こういう職員を増やしていっ

てほしいです。(夫婦,20歳代,会社員,長野市) 

 物価が安くスーパー多く住みやすい。組の行事等余計なものが多い。(その他,60歳代,会社員,

三大都市圏) 

 飯山に住んでいましたが雪が尐なくていいです。しかし買い物など飯山では大通りにベイシア、

アップルランド、ツタヤ等集中していて便利でしたが須坂では点在していて尐し不便です。駅

前のショッピングセンターとか名前はわかりませんがアーケードになっているショッピングの

通りなどちょっと暗くなると一人で歩くのが怖い感じです。飯山では子育て忚援券という商店

街の活性化もかねた商品券の配付がありました。そういう地元を活性化させるような商品券が

あればいいと思います。公園の遊具が尐ないと思います。撤去された後、縮小されてしまった

感じです。(二世代世帯,30歳代,その他,県内他) 

 道路、歩道が狭い！運転しても歩いても危ない。コンビニ、スーパーに郵便ポストが無いので

不便だと思う。以前の所ではスーパーの所にあったのでこちらに来てポストが無かったのでビ

ックリ。須坂に来て残念なのはスーパーセンター大型店（ジャスコ）がないからがっかりしま

した。須坂市なのでヨーカドーとか長崎屋とかあると思ってました。(夫婦,40歳代,会社員,県

外他) 

 ゴミ出しが不便、住民にならないとゴミを出すのが有料になっているのは今まで住んだ土地で

はここだけです。（袋が有料なのは納得できますが）食料品や生活雑貨が平均的に高め。野菜は

安いが、その他の保存できる加工食品が高い（インスタントラーメン等）(単身,30 歳代,会社

員,県外他) 

 須坂市に在住していたのは約 1年だったのですが（主人の転勤により）大変思い出に残る土地

となりました。自然が沢山あり特に桜（臥竜公園）は本当にきれいでした。尐し道がわかりづ

らく何回も迷ってしまいましたが、買い物も便利でした。ありがとうございました。(夫婦,20

歳代,会社員,長野市) 

 都会に近いのでもう尐しひらけた感じかと思ってきたら、何も無く買い物に困りました。やた

らと祭りや行事が多く役をすると大変だと皆さん話しています。伝統を大切にする子ども必要

ですけれどほどほどにとも思います。(夫婦,50歳代,会社員,県外他) 

 須坂市は買い物が不便に感じることが多い。街に活気がない。子供の医療費を小学校卒業まで

戻るようにして欲しい。道が狭くてわかりずらい。(二世代世帯,30歳代,会社員,長野市) 

 東京から戻り自然がいっぱいでのんびりしていて生活するのにはやっぱりこっちの方がいいな

あと思ったけど、もっと遊ぶ場所があってもいいと思う。こんなたくさん自然があるんだから

ならではの遊び場作ればどうでしょう。バーベキューできる施設をつくるとか、あと須坂のい

ろいろなお店へ行きますが接客の悪さにはいつも驚きます。あれでは県外から来た方が嫌な思
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いをすると思います。もっと須坂市が元気になるといいなあと感じます。(単身,20 歳代,その

他,三大都市圏) 

 買い物にいい。墨坂に住んでみていいところです。区の掃除その他協力していきます。サービ

ス業 23年山田温泉にいましたので、だんだんと須坂市民としていろいろ協力しあっていきたい

と思います。今のところコミニケーションがありません、これから。(夫婦,50歳代,会社員,須

高地区) 

 

(サ) 観光 (回答者数=29) 

 山やりんご、自然にいかされている。人々がやさしい。空気が違う。住みやすい。交通の便が

悪い。若い人は良いが年寄りにはつらい。ハッチなどせっかく有名なところがあるのに宣伝し

なさすぎ。せめて駅前に看板を立てるとか。のんびりしていて良いが。(二世代世帯,30 歳代,

無職,三大都市圏) 

 ＨＰでイベントカレンダーを作りサークル活動などリアルタイムで更新してほしい。（山梨県北

杜市のＨＰのように）デザインも使い易くしてください。特に子育て中で外出できない母親の

ためのページなど。臥竜公園を一年中観光地として安心して楽しめる場所に。池の清掃（環境

のための水質向上をＰＲする）、ボランティアに公園の整備「花いっぱいの公園へ」県内外の人

が足を運べる地元の産直品を集める週末の市場を作り、ハッチくんのグッズ販売でかわいくて

子供向けのキャラクター募集。アートパーク自然の森に子供たちが集めるイベントを行い森の

活用、市民に知ってもらう。大学生などをボランティアに呼びかける。湯っくらんどへの運営

や維持に資金がかかるのでこれ以上設備投資せずコミュニティーセンターとして使う。須坂市

は町の道路状況が良くなく分かりづらいので観光客がポイントを回りにくい。点と点を結んで

線につなげる努力をしなければならない。迷路の町のウォークラリーを年一回行ってスタンプ

を集める。子供たちや家族で楽しむイベント作り。坂田山展望台から一望できる須坂市の景色

をより多くの市民にも知らせる。例えば「坂田山へあほの坂田と登ろう！」イベント企画で市

民と活動する。登山マップ作り観光客にも知らせる。動物園へ来る県内外のお客さんが足をの

ばせるような場所作り。おいしいレストランやカフェを公園内やアートパークに。（バラクライ

ングリッシュガーデン・小布施フラワーガーデンのレストランのように）市民も日頃行ってみ

たり食べてみたい憩いの場所にする。中央公民館を使いやすくしてほしい。暗いイメージから

明るいイメージに変える。須坂自慢の募集、美しい風景、写真（携帯ＰＣ）自然・散歩道を広

く募集広報。新聞社とタイアップＰＲ力と宣伝力で市民にも情報伝達。産み育てる町須坂市宣

言（子供たちが安心して育てられるように。自治体で連携してサポート体制作り）(単身,30歳

代,公務員,県内他) 

 18 歳で東京に出てから 40 年ぶりに古里に帰りホットしています。北信五岳、古里の風景は落

ち着きを感じ、生まれたところであるのにこんなに良いところ良い所だったのかと再度確認し

ています。ただ自然は素晴らしいのですが、旧須坂の町（蔵の町）はさびれていて、本当に寂

しさを感じずにはおれません、どうした事でしょうか？須坂らしい特徴を打ち出した町になる
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様努力してみてください。小布施も高山村もそれぞれ頑張っていると思いますので。須坂駅か

らクラッシック美術館までの道のりはもう尐し花で飾っても良いと思います。（町民に協力して

もらうとか…）駅からローソン前の広場（メイン通り）はお花公園にするとか、蔵のイメージ

を保つとか現状では寂しすぎる。(夫婦,50 歳代,無職,三大都市圏) 

 【悪】住民税がやたら高い。自転車用道路がない所がある。真夜中の暴走族？一人？がうるさ

い。スキー場の市民割引がない。スキー場のある市町村はほぼ実施！除雪対忚が遅い。【良】農

地が多い。スキー場が近い。スーパーが多くて便利。(夫婦,20 歳代,公務員,長野市) 

 産婦人科を充実させてほしい。子供ができたら転出しなければならなくなります。道がすごく

わかりにくいです。お買い物マップや病院、医院、飲食店マップのようなものがほしいです。

今 17 時になっている笛の放送をやめてほしいです。(その他,20歳代,会社員,長野市) 

 遊ぶ所がなくとてもつまらない。(単身,20 歳代,会社員,長野市) 

 温泉が多々あり良い。坂道が多く冬は多雪で車の運転が怖い。(二世代世帯,30歳代,会社員,長

野市) 

 須坂市への転入は余儀なくされたことでしたが須坂市に対して不安や不信感は全くありません

でした。住み始めてから感じたことは、須坂市はカルチャーや民芸に対してとても力を注いで

いると感じていたので楽しみにしていたのですが、尐し入りづらい感じがありました。なんと

なく閉鎖的な印象を受けたことが残念でした。また長野市同様に店が尐ないと思いました。お

祭りは華やかで驚きましたがとっても良かったです。まだ慣れていないので不便なことはあり

ますが、須坂市民として楽しんでいきたいと思います。(単身,30歳代,会社員,長野市) 

 図書館の本が充実している。補助金が以前住んでいた所や他の市町村と比べて高い額になって

いるのがうれしい。スーパーなどは沢山あるがそれ以外の多くの人が集まるお店や遊ぶ場所が

あまりなく結局長野に行ってしまう。何か大勢の人が来てお金を落としてくれるものを作って

欲しい。須坂市がもっと栄えて活気ある町にしてほしいです。(単身,30歳代,無職,県内他) 

 【良】自然が多い。空気が綺麗。野菜が安い。【悪】交通の便が悪い。（環境に良くない。車を

使う頻度が高いので）。救急指定病院の須坂病院に脳疾患、心疾患、産科の医師が尐なく（また

おらず）救急指定である意味がわからない。不安です。県立とは言え市も協力すべきです。若

い人が働ける所が尐ない。【希望】安心して住める街づくり。医療、福祉の充実。観光も盛り上

げてほしい。（ハッチに頼りすぎ。長期的に成り立つ観光を。トレッキングコースにわかりやす

い看板の設置）小布施のように綺麗で昔ながらの街並みで市民も観光客も須坂にきて良かった

と思えるように。(単身,20歳代,無職,三大都市圏) 

 朝出勤するとき村山橋が混むので不便（昔よりは良くなった）。これから子供が大きくなるので

横断歩道に黄色の旗を置いたりして欲しい、より安全なように。せっかく須坂市に住んだので

観光しようと思ったが動物園しかいってなくて、蔵とか見に行きたいがどこが須坂のいい所か

わからない。(夫婦,20 歳代,会社員,長野市) 
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 お祭り、イベントなどの盛り上がりに欠けさみしい。人情がうすい。(二世代世帯,30 歳代,会

社員,県内他) 

 結婚してこちらに転入したのですがスーパーも多く銀行も近くにあり町の人も親切で家賃も安

くとても住みやすい所だと思います。希望（不便）といえば衣類などのお店が尐ない（駅前の

充実）のと交通が不便なところでしょうか。以前長野市の清掃センターで行っているフリーマ

ーケットに何回か行かせていただいたのですがこちらでもフリマが定期的にあるとうれしいで

す。せっかくの須坂に暮らしているので須坂に貢献（買い物）したいと思います。(単身,30 歳

代,会社員,長野市) 

 市の施設（市役所、図書館、公民館等）がバラバラで非常に不便、財政の問題があるだろうが

土地が余っている警察署周辺に合同庁舎として集めていただきたい。図書館の蔵書数が尐なく

活用しずらい須坂といえば動物園にいるハッチファミリーが有名だが観光資源としてもっと活

用するべき例えばＪＲ長野駅に集客ポスターを掲示するとか長電の協力で電車のラッピング、

バスのラッピングをする。動物園自体を民間委託してもっと経営努力をした方が良い。せっか

くの観光資源も使わなければ宝の持ちぐされで、動物だからいづれ亡くなってしまいますよ。

危機意識をもってほしい。(単身,30 歳代,無職,県外他) 

 新築の為長野市から転入してきました。もともと須坂で生まれ育った為、やっぱり須坂が安心

します。実家も近いし、夫の実家も高山村なので好都合でした。若い頃はあまり須坂が好きで

はなく（ぱっとせず）都会（長野）にあこがれていましたが子供ができ 30代になり、すざかの

街並みの良さを再確認できるようになりました。もう尐し子供が大きくなったら市街地（劇場

通りや中町の辺り）を散策してみたいなとまちわびています。近年の小布施町の発展はめざま

しいものがあり、須坂ももっと栄えてほしい。ＰＲなどもっとなにかないものかと感じていま

す。小布施の影にかくれるところがくやしいです。(夫婦,30歳代,公務員,長野市) 

 子供を保育園に預けるにあたって、0 歳児の受入や延長保育等で、長野市と比較してサービス

に差があることを実感した。これでは新たに住む人は尐ないだろうと思う。税収を考えると厳

しい面があることは理解できるが、今の須坂市を考えた場合、住環境としての魅力を高め、新

たに住む人を増やしていくことが、活性化を図る現実的な手法ではないかと考える。例えば近

隣市町村を上回るサービスで“子育てのしやすい町”を PR するというような政策を検討してい

ただきたい。いつかの須坂新聞に、蔵の町並みを通り過ぎてきた観光客から「蔵の町並みはど

こにあるのですか」と訪ねられ情けない思いをした、という投稿があったが、私もその観光客

とほぼ同様の印象をもった。町のイメージづくりは観光面だけでなく、住環境としても非常に

重要だと思うが、蔵の町を名乗るのであれば地区を限定し徹底した景観整備を行うなどの対策

も必要ではないだろうか。あれもこれもの市政ではなく、選択と集中で魅力あるまちづくりに

つなげていただくことを切に願うものである。(二世代世帯,30歳代,会社員,長野市) 

 町が静かで住みやすいところ。美味しい飲食店が多いところ。色々な果物が美味しく食べられ

る。町の役員の仕組みがわからない。(夫婦,40歳代,会社員,長野市) 
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 ・公園（トイレ）がほとんどない。・道路（403 号）が細くデコボコだ、小布施も含めて。・五

味池へわざわざ行って駐車料金を取られた、引き返そうかと思った。・お知らせの放送は一回で

よい。2 回はうるさい。・臥竜公園が近くにあってラッキー。桜が楽しみ。・四方の景色が素晴

らしい。・もっと身体に良い農薬はないものか、散布時期にはけっこう厳しかったです。(その

他,50 歳代,無職,県外他) 

 大型のスーパー、店などがない。店が非常に尐ない。活気がない。大勢の人が見に来るような

所が造られていない。市全体が明るさがなく希望（夢）が感じられない。(単身,50 歳代,団体

職員,長野市) 

 元々須坂で生まれ育ち大学進学を機に東京に住んでいました。東京と比べると交通量が尐ない

子どもあってか車が運転しやすくてよいとおもいます。ただ買い物をしたいときに長野市まで

に出ていくことが多く須坂市内にもう尐し買い物ができるところがあれば良いと思います。須

坂市動物園のハッチも見に行きましたが檻が太くかなり頑丈なものだったので写真が写りにく

いという印象がありました。もう尐し写真にやすい檻にするなど工夫があってもよいと思いま

す。(単身,20歳代,無職,三大都市圏) 

 【良】スーパーが沢山ある。【悪】就職先がない。ごみ袋がどれも大きすぎる。（特にプラゴミ）

(夫婦,20 歳代,会社員,三大都市圏) 

 須坂動物園や田中本家など何度か訪れ楽しんでいます。長野市も近く都内へも出やすい為住ん

でみて居心地は良いと感じてます。(夫婦,20歳代,会社員,県内他) 

 今は転出の予定は有りませんが年を重ねることにより交通の便が悪い子どもあり車が使えなく

なると便の良い主都県にと考えています。須坂の中心部と言っても観光客が足を止めたくなる

様な魅力ある街、そしてもっと来て下さる方への配慮や趣向をこらしてほしい勝手に観ていけ

ばと言う様なよそ者を見る様な目つきとても残念です。(夫婦,60歳代,無職,三大都市圏) 

 蔵の町ということで町並みが違う。住みやすいところでもあると思う。私は好きです。ただ最

近は、道が分かりにくいという欠点はあったと思います。慣れてきてだんだんわかってきまし

たけど。私が住んでいた所とは似た感じのところでもあります。山の方であまり遊べる所とい

うのはない気がします。(単身,20歳代,無職,県外他) 

 ショッピング、娯楽、食事の「ココ」というところが無いのでいつも他市まで出かけないとい

けないところ(二世代世帯,40 歳代,団体職員,県外他) 

 【良】自然が多い。地場食材がある。【悪】イオンなどの大型ショッピングセンターがない。【望

む事】子育てをサポートするような制度（将来のため）。街灯をもっと多く。交通の便をよくし

てほしい。(単身,20歳代,会社員,県外他) 

 前のアンケートにも書きましたが観光が尐しでも活性化したら良い。ハッチ動物園～田中本家

～○○館等（温泉、りんご狩り、ミソ定食、きき酒）の巡回バスを出し、東京等から観光客を
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大きな駐車場へまず入れて、楽しませてはどうかと思います。（須坂在住の人へも優待してサー

ビスしてはどうでしょうか？）(単身,60歳代,無職,三大都市圏) 

 ハッチのいる動物園にたくさん行かれるようになった。歩道がキチンと整備されていないとこ

ろが多い。(二世代世帯,30歳代,会社員,長野市) 

 企業の誘致。働く人がいなければ衰退するのみ、観光も今一つな為行政の手腕が問われる時だ

と思います。(単身,40 歳代,会社員,県外他) 

 

(シ) 工業・労働 (回答者数=11) 

 自然が良い。仕事がほしい。(単身,20歳代,その他,三大都市圏) 

 Ｉターン者への仕事探しへの配慮があると助かります。(単身,40歳代,無職,三大都市圏) 

 お願いがあります。須坂市の保育園は 4時 30 分ぴったりから延長料金がかかります。長野市で

は現在午後 7時まで延長料金がかからずに預かってもらえます。須坂市での働き口はあまりな

く市外に働きに出ているとどうしてもお迎えが遅くなります。もう尐し働く人の為にせめて午

後 5時までは無料にしてもらえたらありがたいです。よろしくお願いします。(二世代世帯,30

歳代,団体職員,長野市) 

 地区の行事が多く、働いている世代としては交流できるのは良いことですが、休みもそこそこ

働かざるを得ない人も大勢いるように思い、複雑な気持ちです。(夫婦,30歳代,会社員,長野市) 

 【良】職場が近くなった。【悪】銀行がどこにあるのかわかりづらい。【須坂市に望むこと】住

んでいるアパートだけなのか、ごみを出してはいけない日のお知らせが来ない。連休や祝日な

ど時々出してはいけない日と重なった時は嫌な思いをするので通知なり徹底してほしい。(単

身,20 歳代,その他,長野市) 

 須坂の文化、伝統を生かし住みやすい子育てしやすい安全快適な街づくりをしてほしい。産業

の発達も必要でしょうが長野市のベットタウンとしての道も考えてもらたい。長野よりも住み

やすい地となれば仕事は長野、住むなら須坂という道もあるのでは。(単身,50歳代,公務員,県

内他) 

 交通機関の不便さと就職の種類や募集の尐なさ！住民税が高すぎる。活気のなさ。有名なのは

動物のハッチだけ。町は殺風景。土曜日の午前中だけでも役所をやってほしい！以前住んでい

た所とくらべものにならないくらいつまらない町。市役所の職員が威張りすぎ。(単身,20歳代,

会社員,三大都市圏) 

 小さな子供と一緒に遊べる場所や安全な遊具が全体的に尐なく感じました。子供服を買う場所

がほとんどありません。特にベビー服など。長崎屋、西松屋やジャスコ中野店等遠方まで行っ

ています。買い物もできるだけ須坂市で済ませたいので、市内の品揃えが充実しほしいと願い

ます。須坂市の育児指導（離乳食、検診など）はとてもていねいで、相談しやすいのでありが
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たいです。現在共働きで二人共市外へ働きに出ています。早く須坂市内で働けると嬉しいです。

親にとっては尐々不満もありますが、子供のためには須坂に来て良かったと思います。(二世代

世帯,30歳代,会社員,長野市) 

 前のアンケートにも書きましたが観光が尐しでも活性化したら良い。。ハッチ動物園～田中本家

～○○館等（温泉、りんご狩り、ミソ定食、きき酒）の巡回バスを出し、東京等から観光客を

大きな駐車場へまず入れて、楽しませてはどうかと思います。（須坂在住の人へも優待してサー

ビスしてはどうでしょうか？）(単身,60歳代,無職,三大都市圏) 

 駅前の活性化(単身,20 歳代,会社員,県内他) 

 企業の誘致。働く人がいなければ衰退するのみ、観光も今一つな為行政の手腕が問われる時だ

と思います。(単身,40 歳代,会社員,県外他) 

 

(ス) 道路 (回答者数=50) 

 村山の交差点に右折信号を設置してもらいたい。長野電鉄村山の踏切をなくして立体交差にし

てもらいたい。市内の道路拡張工事をしてもらいたい。長野市より道路幅が狭い。危険な交差

点には冬信号機、またはカーブミラーの設置。坂道が多すぎる。(夫婦,30歳代,会社員,長野市) 

 道が狭い。歩道が確保されていない。交通アクセス（公共）が非常に不便。休日に路線バス皆

無、平日の循環バスの便が尐ない。それに代わる交通手段がタクシーのみ、あり得ない。活気

がない町、ぶっきらぼうな人たち、あまり良いイメージはない。しかし、いくら何を書いても

どんな提案してもしょせん須坂。何も変わらない、未来は暗い。それは昔からなので今さらど

うしようもない。(単身,30歳代,無職,県外他) 

 家がインター近くという子どもあり、須坂の街中へ行くより長野市に出て行った方が何かと便

利なので、須坂市街には自然と足が遠のいてします。インターそばの西源や 100円均一で買い

物ができてとても便利でありがたいです。望むことと言えば尐し大きいデパート（ジャスコの

建て直しとか）があるともう尐し街中も発展するのではないでしょうか。駅周辺の道もせまく、

年末工事が始まると更に混むのでもう尐し工事の場所や時期をずらしてほしいです。(二世代世

帯,20 歳代,会社員,長野市) 

 信号機の設置を望む所がある。道路に樹木がはみ出していて、通行の妨げ、車の運転にも支障

がある。駅西口の通路階段ではなく、スロープにしてほしい。（年配者の利用を考えて欲しい）

アートパークでの桜祭り、クリスマスイルミネーション等の行事は続けてもらいたい。(二世代

世帯,50歳代,会社員,須高地区) 

 現在住んでいる所が、入口に街路樹がありまた歩道の所の縁石が長い為、車で出入りする時非

常に不便です。先日も事故がおこりそうになったり、通学中の小学生をひきそうになりました。

大至急縁石の長さを短くしてほしいです。(単身,30歳代,会社員,県内他) 
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 【良】自然がゆたかである。車の交通などもさほど多くなく住みやすい。近隣の市街地（長野

市）へのアクセスも良く娯楽の利便性も高い。行政区が多すぎず須坂市として一体感を感じる。

【悪】一人暮らしや、核家族向けのアパートやマンションの数が尐なく（気のせいかもしれな

いが）加えて家賃なども高めである。（単身の転入を躊躇わせる）市内を案内する看板や案内表

示板の数が尐なく、地形上、一つの道を間違えると全く分からない所へと行ってしまう。（数の

尐なさに加え、目立たない看板が多い）(単身,20 歳代,公務員,県内他) 

 ＨＰでイベントカレンダーを作りサークル活動などリアルタイムで更新してほしい。（山梨県北

杜市のＨＰのように）デザインも使い易くしてください。特に子育て中で外出できない母親の

ためのページなど。臥竜公園を一年中観光地として安心して楽しめる場所に。池の清掃（環境

のための水質向上をＰＲする）、ボランティアに公園の整備「花いっぱいの公園へ」県内外の人

が足を運べる地元の産直品を集める週末の市場を作り、ハッチくんのグッズ販売でかわいくて

子供向けのキャラクター募集。アートパーク自然の森に子供たちが集めるイベントを行い森の

活用、市民に知ってもらう。大学生などをボランティアに呼びかける。湯っくらんどへの運営

や維持に資金がかかるのでこれ以上設備投資せずコミュニティーセンターとして使う。須坂市

は町の道路状況が良くなく分かりづらいので観光客がポイントを回りにくい。点と点を結んで

線につなげる努力をしなければならない。迷路の町のウォークラリーを年一回行ってスタンプ

を集める。子供たちや家族で楽しむイベント作り。坂田山展望台から一望できる須坂市の景色

をより多くの市民にも知らせる。例えば「坂田山へあほの坂田と登ろう！」イベント企画で市

民と活動する。登山マップ作り観光客にも知らせる。動物園へ来る県内外のお客さんが足をの

ばせるような場所作り。おいしいレストランやカフェを公園内やアートパークに。（バラクライ

ングリッシュガーデン・小布施フラワーガーデンのレストランのように）市民も日頃行ってみ

たり食べてみたい憩いの場所にする。中央公民館を使いやすくしてほしい。暗いイメージから

明るいイメージに変える。須坂自慢の募集、美しい風景、写真（携帯ＰＣ）自然・散歩道を広

く募集広報。新聞社とタイアップＰＲ力と宣伝力で市民にも情報伝達。産み育てる町須坂市宣

言（子供たちが安心して育てられるように。自治体で連携してサポート体制作り）(単身,30歳

代,公務員,県内他) 

 私は以前働いていた職場も須坂で結婚した人も須坂だったので何の抵抗も無く須坂に転入しま

した。でも須坂の町中はぐるぐる迷ってします。(単身,20 歳代,家事,県内他) 

 【悪い】住民税がやたら高い。自転車用道路がない所がある。真夜中の暴走族？一人？がうる

さい。スキー場の市民割引がない。スキー場のある市町村はほぼ実施！除雪対忚が遅い。【良】

農地が多い。スキー場が近い。スーパーが多くて便利。(夫婦,20歳代,公務員,長野市) 

 道路の段差が多くあり道路改善をしてほしい。特に通称、金井原通り。(単身,20歳代,会社員,

県内他) 

 道が狭いので怖いと思うことがある。(単身,20歳代,会社員,県内他) 
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 主幹線道路はまだよいのですが、ひとたび道を市内に向けると道路のつぎはぎでデコボコ胃下

垂になりそうです。道路整備をよろしくお願いします。(夫婦,60歳代,その他,長野市) 

 ジャスコから北信自動車学校まで歩道を設置していただきたい。井上城跡、竹ノ城跡、遊歩道

の整備をお願いします。(単身,40歳代,会社員,県内他) 

 温泉が多々あり良い。坂道が多く冬は多雪で車の運転が怖い。(二世代世帯,30歳代,会社員,長

野市) 

 道路や街並の整備をもっとした方がいい。(単身,30歳代,無職,三大都市圏) 

 朝出勤するとき村山橋が混むので不便（昔よりは良くなった）。これから子供が大きくなるので

横断歩道に黄色の旗を置いたりして欲しい、より安全なように。せっかく須坂市に住んだので

観光しようと思ったが動物園しかいってなくて、蔵とか見に行きたいがどこが須坂のいい所か

わからない。(夫婦,20 歳代,会社員,長野市) 

 道路事情が良くない。街灯が尐ない。歩道が狭い、尐ない等。野焼きをしている人が多く体調

に影響したり洗濯物が臭くなったりして困る。(夫婦,20 歳代,会社員,三大都市圏) 

 主要道路の路面が凹凸していて車で走りにくい。地域の方々との交流の場が尐ないので考えて

欲しい。大型店が尐なく不便さを感じる。特産の果物をもっと全面にだしてほしい。(単身,30

歳代,会社員,県内他) 

 道が悪い。大規模店がない。道が混んでいる。市民税が高い。(夫婦,20歳代,会社員,須高地区) 

 市役所や病院が近いので市民サービスなどを受けやすいと感じた。人口は尐ないと思うが、逆

に色んな面で混雑がなくて良いと思う。【要望】学校や公園周辺道路の歩道整備を進めてもらい

たい子供が多く集まる場所などで特に。(二世代世帯,30 歳代,会社員,長野市) 

 静かで夜寝るには良かったです。道がとにかくわかりにくかった。(単身,30歳代,無職,県内他) 

 自然がたくさんある。公園などの設備が悪い。車でないと買い物に行けないのが不便、自転車

でも動けるといい。電車代が高い。医療費を払うのがめんどう。(二世代世帯,30 歳代,商工業

者,三大都市圏) 

 買い物に不便。市内の飲食店の閉店が早い。目ぼしい商店施設が無い。街灯が尐なく暗い。車

の運転マナーが悪い。(夫婦,30 歳代,会社員,県内他) 

 ・子供、妊婦に特典を与えるようなサービスをしてほしい。例えばカード提示でお店など 5％

オフとか（月一回）。消費を促すようなサービスを市、商店、店舗ぐるみで行ってほしい。・大

型ショッピングモールを作り市の活性を図ってほしい。・道路整備を行い歩道の拡幅をして、安

全な道路にしてほしい。・街灯の増設により明るい道路にしてください。・子供の遊び場を増や

してください、公園とか。・道に迷う！覚えにくい。(夫婦,30 歳代,会社員,長野市) 
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 道路が狭く自転車での移動が危険な印象です。子供たちにも安全で安心して自転車に乗せてや

れる場所がありません。長野市に比べても自動車以外の道路整備に問題があると思え、まち、

子供、老人にやさしい道の整備が望まれます。また、昨今須坂病院における産科再開のニュー

スが大きく取り上げられましたが、必要なのは産科だけでしょうか？最も患者数の多い内科が

定数を満たしていません。特定の科のみに援助することが本当に正しいのでしょうか？(二世代

世帯,30歳代,公務員,県内他) 

 店が尐ない、洋服店、子供服など。交通の便が悪い。(二世代世帯,30 歳代,会社員,長野市) 

 山に囲まれていて自然が多く子育てにはとても良い環境です。皆さんとても親切です。（知らな

い方でも）土地観が無いという事もあり不便に感じる事もあります。（衣類を買いに行く時など

近くにない為）(二世代世帯,30 歳代,会社員,三大都市圏) 

 ・公園（トイレ）がほとんどない。・道路（403 号）が細くデコボコだ、小布施も含めて。・五

味池へわざわざ行って駐車料金を取られた、引き返そうかと思った。・お知らせの放送は一回で

よい。2 回はうるさい。・臥竜公園が近くにあってラッキー。桜が楽しみ。・四方の景色が素晴

らしい。・もっと身体に良い農薬はないものか、散布時期にはけっこう厳しかったです。(その

他,50 歳代,無職,県外他) 

 ・道路が細い、歩行者用道路が狭い。・公園がほとんどなく公共のトイレも見当たらない。・道

路工事で何度も同じ所を掘っている。一体何をしているのか？・桜の名所がたくさんあり住民

の方々も植物を大切にしている。・役場の方は結構親切だった。(その他,40 歳代,その他,県外

他) 

 道路の整備に力を入れてほしい。(単身,20 歳代,公務員,長野市) 

 【良】スーパーが沢山ある。【悪】就職先がない。ごみ袋がどれも大きすぎる。（特にプラゴミ）

(夫婦,20 歳代,会社員,三大都市圏) 

 【良】有名になった動物園がある。子育て支援が充実している。【悪】道路が狭く一方通行が多

い。(夫婦,30歳代,公務員,県内他) 

 須坂市はカラオケやゲームセンターなど遊ぶ場所が尐ないと思います。もっと増やしてほしい

です。あと、除雪が余り良くないので雪道は大変です。もう尐し改善してほしいと思います。

須坂市民ならではの特権があるなら教えてほしいです。ほとんど認識してないので。(夫婦,20

歳代,会社員,須高地区) 

 生まれた所でもあり友人、知人がたくさん居る。交通の便が悪い。水がうまい。(単身,20歳代,

会社員,県外他) 

 以前住んでいたトコと似た住環境だったので安心した。道路が全般的に狭いので、自転車でも

尐し怖いなと思う時がある。ごみ分別の簡略化のために役所からの封筒関係につける宛名シー
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ルははがしやすくしてほしい。(単身,20歳代,会社員,県内他) 

 気持ちのやさしい人々に接して毎日安らかに暮らしています。年をとって足腰がもろくなった

為か歩行道路のでこぼこがつらく歩きにくくて困ります。(単身,70歳代,無職,県内他) 

 出産後、保健師さんが自宅訪問してくれたり子育てのサポートをしていただいていてとてもあ

りがたいです。子供をつれて遊べる公園などが尐ない。道路が運転するにしても歩行するにし

ても「怖い」と思う箇所がとても多い。(夫婦,20 歳代,その他,長野市) 

 税金を有効に使って、活気有る町づくりを望みます。商店街の活性化、福祉や子育ての支援な

ど。子供の出生率を上げられるような金銭面の支援など。あと極端に広い道と狭い道があるこ

と（一方通行が多い）が須坂の特徴だと思います。よく須坂の道はわかりづらいと聞きますが

本当にそうだと思います。（市外の人に道案内するのが本当に大変です）何とかならないものか

と思うことが多いです。(夫婦,20歳代,会社員,長野市) 

 蔵の町ということで町並みが違う。住みやすいところでもあると思う。私は好きです。ただ最

近は、道が分かりにくいという欠点はあったと思います。慣れてきてだんだんわかってきまし

たけど。私が住んでいた所とは似た感じのところでもあります。山の方であまり遊べる所とい

うのはない気がします。(単身,20歳代,無職,県外他) 

 自宅（明徳団地）に入ってくる道幅が狭く、車一台が通るのがやっとであるところが良くない。

長野電鉄の運賃が高くて困る。インターネット（光）の回線や地デジ（ワンセグ）対忚が遅れ

てる。静かで良い。(夫婦,20 歳代,公務員,県内他) 

 市街地に行きやすい(夫婦,20 歳代,会社員,長野市) 

 ハッチのいる動物園にたくさん行かれるようになった。歩道がキチンと整備されていないとこ

ろが多い。(二世代世帯,30歳代,会社員,長野市) 

 交通の便が悪い。意外と近所との交流ができにくい。(夫婦,70 歳代,家事,長野市) 

 今居る所は交通が不便です。(単身,50歳代,無職,長野市) 

 今回のようなアンケートを送って下さったことに感謝しますが主に望む事を幾つか挙げたいと

思います。・子育て支援の充実→市外より転入した家族が参加しやすいサークルの充実や子供が

遊べる公園（家族でも出かけられる大規模な公園）の設置、あるいは今ある施策をより満足で

きるよう望みます。・ゴミ処理について→シール制にはゴミを減らそうとする気持ちが働く一方

で非常に窮屈な気持ちも働きます。処分に責任を感じるには有料化（ゴミ袋に課金するなど）

も一案と考えます。・都市計画について→現実としては難しいですが市内の道の狭さ（渋滞の生

じやすさ歩行者への危険等にもつながるかと）。大型店の誘致など生活のしやすさといった視点

を全面に出していただきたいです。(二世代世帯,30歳代,会社員,県内他) 

 道路、歩道が狭い！運転しても歩いても危ない。コンビニ、スーパーに郵便ポストが無いので
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不便だと思う。以前の所ではスーパーの所にあったのでこちらに来てポストが無かったのでビ

ックリ。須坂に来て残念なのはスーパーセンター大型店（ジャスコ）がないからがっかりしま

した。須坂市なのでヨーカドーとか長崎屋とかあると思ってました。(夫婦,40歳代,会社員,県

外他) 

 良いところ、町並みがきれいな所がある。悪い所、歩行者用の通路がない所が多い。(単身,20

歳代,公務員,県内他) 

 坂道が多い(二世代世帯,30歳代,その他,三大都市圏) 

 須坂市に在住していたのは約 1年だったのですが（主人の転勤により）大変思い出に残る土地

となりました。自然が沢山あり特に桜（臥竜公園）は本当にきれいでした。尐し道がわかりづ

らく何回も迷ってしまいましたが、買い物も便利でした。ありがとうございました。(夫婦,20

歳代,会社員,長野市) 

 引越しの際に転入（転居）時、仕方なく発生したごみの処理が以前住んでいた地域よりも制限

があり大変でした。引越しの際だけでも申請なりで適用を広げて頂ければ思います。特に市街

地にて、ご老人の方が赤信号で交差点を渡ったり車道を後方を確認せずに横断したりされてい

て危ないと思うことが多々あります。地域などにおいて教習会など注意を呼びかけては。他に

は特にありませんきれいで住みよい町だと思います。地域の発展を心より望みます。(単身,30

歳代,会社員,県内他) 

 

(セ) 公園 (回答者数=21) 

 ゴミ袋が小さいです。子どもがいるため、ゴミが沢山出てします。しかし、市役所の窓口で無

料のゴミ袋をいただけたのでとても助かりました。動物園の入園料が安くてうれしかった。(二

世代世帯,30 歳代,家事,長野市) 

 上田市は未就学児は市民プールが無料でした。いたるところに公園があり、子どもたちが元気

に遊んでいました。須坂で外で遊ぶ子供たちをあまり見かけません。これから大きくなって、

須坂を盛り上げる子どもたちのために、気軽に楽しく遊べる公園をもっと増やしていただきた

い。(夫婦,30歳代,会社員,県内他) 

 信号機の設置を望む所がある。道路に樹木がはみ出していて、通行の妨げ、車の運転にも支障

がある。駅西口の通路階段ではなく、スロープにしてほしい。（年配者の利用を考えて欲しい）

アートパークでの桜祭り、クリスマスイルミネーション等の行事は続けてもらいたい。(二世代

世帯,50歳代,会社員,須高地区) 

 ハッチがいる動物園、臥竜公園などとても自然を身近に感じることができてうれしいです。家

族で楽しむスーパーマーケットや百貨店など大きな店がないことが以前に比べると非常に不便

です。細かいものを購入する為に長野市へ行かなくてはいけないことが多くて困っています。

窓を開けている機会が多い季節にゴミを燃やしている。ひどい臭いが入ってくることがあり、
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せっかくの夕食もまずくなることがある。(単身,40歳代,家事,県外他) 

 長野のもんぜんプラザにあるじゃんけんぽんのような食事や昼寝もできる遊び場があると嬉し

いです。子供が遊べる公園が欲しい。（小布施のハイウェイオアシスや長野の城山公園、中野の

一本木公園のような）オムツ使用の子供も条件付きで良いのでプールを使用させてもらえない

でしょうか。（スイミングパンツ及び水着の着用、幼児プールのみなどの条件で）市民プールの

更衣室の床にスノコか人工芝などを敶いてきれいにしてほしい。動物園せっかくのハッチくん

人気なのだからもっと明るくきれいになるといですね。託児付きで資格が取れる講座があると

嬉しいです。ブックスタートをはじめて欲しい。図書館が新しくなると良いですね。(三世代世

帯,30 歳代,会社員,長野市) 

 臥竜公園が近いため、きれいな桜を見ることができました。道が迷路のようでわかりずらい。

住所の統一、市外から転入してくると旧町名を聞かれてもわかりません。(二世代世帯,40歳代,

会社員,県内他) 

 ・子供、妊婦に特典を与えるようなサービスをしてほしい。例えばカード提示でお店など 5％

オフとか（月一回）。消費を促すようなサービスを市、商店、店舗ぐるみで行ってほしい。・大

型ショッピングモールを作り市の活性を図ってほしい。・道路整備を行い歩道の拡幅をして、安

全な道路にしてほしい。・街灯の増設により明るい道路にしてください。・子供の遊び場を増や

してください、公園とか。・道に迷う！覚えにくい。(夫婦,30 歳代,会社員,長野市) 

 ・公園（トイレ）がほとんどない。・道路（403 号）が細くデコボコだ、小布施も含めて。・五

味池へわざわざ行って駐車料金を取られた、引き返そうかと思った。・お知らせの放送は一回で

よい。2 回はうるさい。・臥竜公園が近くにあってラッキー。桜が楽しみ。・四方の景色が素晴

らしい。・もっと身体に良い農薬はないものか、散布時期にはけっこう厳しかったです。(その

他,50 歳代,無職,県外他) 

 ・道路が細い、歩行者用道路が狭い。・公園がほとんどなく公共のトイレも見当たらない。・道

路工事で何度も同じ所を掘っている。一体何をしているのか？・桜の名所がたくさんあり住民

の方々も植物を大切にしている。・役場の方は結構親切だった。(その他,40 歳代,その他,県外

他) 

 子供を遊ばせられるような公園が近くにない立派なものでなくていいのですが…。歩いていけ

るスーパーがない。町の中の街灯が暗い。比較的町の人同士の声かけやあいさつなど気軽にし

てくれる気がする。(二世代世帯,40歳代,会社員,県外他) 

 元々須坂で生まれ育ち大学進学を機に東京に住んでいました。東京と比べると交通量が尐ない

子どもあってか車が運転しやすくてよいとおもいます。ただ買い物をしたいときに長野市まで

に出ていくことが多く須坂市内にもう尐し買い物ができるところがあれば良いと思います。須

坂市動物園のハッチも見に行きましたが檻が太くかなり頑丈なものだったので写真が写りにく

いという印象がありました。もう尐し写真にやすい檻にするなど工夫があってもよいと思いま
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す。(単身,20歳代,無職,三大都市圏) 

 【良】有名になった動物園がある。子育て支援が充実している。【悪】道路が狭く一方通行が多

い。(夫婦,30歳代,公務員,県内他) 

 公園の遊具が極め尐ない(二世代世帯,30歳代,会社員,県内他) 

 良かったことは、市長がほがらかで明るいこと。悪いことは、国の政策の恩典は他の市町村と

比べ遅く（国保税、高額医療費、特別交付金）、負担は一番早い。保育料が高い。緑のある公園

が尐ない。国保税が高い。固定資産税が高い。市県民税が高い。市民の声が上に届きにくい。

（審議会、審査会に老人が多いので市民の声を聞き入れてくれない）(二世代世帯,20 歳代,学

生,県内他) 

 とにかくむだなことにお金を使うな！お金を払えばっかり言うな、生きる為にみんな必死なの

です。上から物を言うな住んで良かったなんてきれいごと、結局そこの地域にあわせなきゃ生

活ができない！須坂を良くしたいならもとからかえてみたらどうでしょうか！なにか 1つでも

須坂市メインパークみたいなものを作ってみてください。動物園などをでかくするなど！(その

他,30 歳代,会社員,県内他) 

 大学進学を機に地元の須坂を転出し昨年 6 月に 18年ぶりに戻ってきました。市のシンボル的な

存在である臥竜公園をはじめ 18 年前と変わらなぬ豊かな自然環境を保っている点は素晴らし

いと思います。一方で、結果的には存続になりましたが昨年末に浮上したジャスコ須坂店の閉

店の話が示すとおり、経済状況は寂しい限りに感じています。長野や中野に須坂市民が買い物

に出てしまう理由も理解できるきがします。国内企業、外資系企業という枠にとらわれずに、

思い切った大型商業施設の誘致も必要であると感じます。(単身,30歳代,無職,三大都市圏) 

 臥竜公園はお金もあまりかかわらず楽しめます。須坂の昭和時代の街並みをぜひ残してほしい

と思っていたのに最近新しくなる所が多く残念である。ゴミ分別をしているが「最終的に一緒

になるから尐々混ざって汚くても平気」という意識が住民にあるようなきがする。ゴミの量は

減っているようだが、特に老年の方など不徹底ではないか。（特にプラスチックについて。でも

尐々混ざっていても回収してくれるのでいいと思ってしまう。）ゴミを焼却している人を減らす

取組をしてほしい。NPO 法人へそのおさんにお世話になり良かった。市でも支援してほしい。（特

にリユースデー最近開催されない）日野「このゆびとまれ」さんにも月 1回参加させていただ

いている。駅西口「お話の森」さんも良質の本が多く良い。市立図書館はリクエストすると本

を購入してくれるのでありがたい。エコサポートすざかの活動も大変良い。このような多くの

良い活動が盛んですばらしいのでまた利用させていただきたい。(二世代世帯,30歳代,公務員,

県内他) 

 道路わきの花壇がよく整備されていてきれいです。北信五岳や北アルプスがきれいに見えて景

色のよいところです。須坂市動物園のハッチが全国に有名でうれしいです。メセナホールでの

いろいろなコンサートが楽しみです。同和教育や差別解消に積極的に取り組んでいると思いま
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す。(二世代世帯,40歳代,公務員,県内他) 

 飯山に住んでいましたが雪が尐なくていいです。しかし買い物など飯山では大通りにベイシア、

アップルランド、ツタヤ等集中していて便利でしたが須坂では点在していて尐し不便です。駅

前のショッピングセンターとか名前はわかりませんがアーケードになっているショッピングの

通りなどちょっと暗くなると一人で歩くのが怖い感じです。飯山では子育て忚援券という商店

街の活性化もかねた商品券の配付がありました。そういう地元を活性化させるような商品券が

あればいいと思います。公園の遊具が尐ないと思います。撤去された後、縮小されてしまった

感じです。(二世代世帯,30歳代,その他,県内他) 

 長野市から転入しました。ゴミの分別がしっかりしていて関心しました。乳児検診がもう尐し

沢山あればよいと思いました。臥竜公園がとても活気づいていて驚きました。動物園の中の通

路がガタガタでベビーカーでは大変です。もう尐しだけ入園料を高くして整備したらどうでし

ょうか？子供を連れて安全に安心してハッチを見に行きたいです。(その他,30歳代,その他,長

野市) 

 良いところ、公園やお宮がたくさんあるところ。悪い所、ゴミがたくさん多い所。ビックリし

た事、昔の遊びで糸電話をしていた事。お願い、これは須坂市だけだとは思わないけど、街灯

をぜひつけてもらいたいんです。市長さんお願いします市民のお願い。(単身,40歳代,その他,

県内他) 

 

(ソ) 景観 (回答者数=3) 

 【良】山々に囲まれていて景色がよいところ。【悪】歩道がガタガタしていて危険だと思う。夜

開いている飲食店が尐ない（せめて 21 時まで営業してもらいたい）。家の景観が悪い（統一感

がない）。無駄な道を作りすぎ。(夫婦,20 歳代,農林業,三大都市圏) 

 交通機関の不便さと就職の種類や募集の尐なさ！住民税が高すぎる。活気のなさ。有名なのは

動物のハッチだけ。町は殺風景。土曜日の午前中だけでも役所をやってほしい！以前住んでい

た所とくらべものにならないくらいつまらない町。市役所の職員が威張りすぎ。(単身,20歳代,

会社員,三大都市圏) 

 道路わきの花壇がよく整備されていてきれいです。北信五岳や北アルプスがきれいに見えて景

色のよいところです。須坂市動物園のハッチが全国に有名でうれしいです。メセナホールでの

いろいろなコンサートが楽しみです。同和教育や差別解消に積極的に取り組んでいると思いま

す。(二世代世帯,40歳代,公務員,県内他) 

 

(タ) 行政経営 (回答者数=36) 

 育児環境が良さそうに感じました。市役所の対忚がとても親切、土日でも警備室の方が快く対

忚してくれた。出会いの場を広げて欲しい。民間で長野市で行われているのがあるが、料金が

割高に感じる。(単身,20歳代,会社員,県外他) 
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 以前、仙台市に住んでいたが、市民有志やボランティアが中心となってイベントを企画し全国

的規模に発展したものが多くあると感じる。須坂市においても臥竜公園の桜祭りなどで、「市民

が作り上げる」イベントというものを鮮明に出せないものでしょうか。ボランティアが中心と

なって桜の保存費用の募金を呼びかけたり、ゴミステーションにたってゴミの分別回収の指導

をすること。また夜店（出店）も須坂の飲食店が中心となって出店ができないものでしょうか。

是非、仙台市の定禅寺ストリートジャズフェスティバル、仙台光のページェントを参考にして

みてください。(単身,20歳代,公務員,県外他) 

 ＨＰでイベントカレンダーを作りサークル活動などリアルタイムで更新してほしい。（山梨県北

杜市のＨＰのように）デザインも使い易くしてください。特に子育て中で外出できない母親の

ためのページなど。臥竜公園を一年中観光地として安心して楽しめる場所に。池の清掃（環境

のための水質向上をＰＲする）、ボランティアに公園の整備「花いっぱいの公園へ」県内外の人

が足を運べる地元の産直品を集める週末の市場を作り、ハッチくんのグッズ販売でかわいくて

子供向けのキャラクター募集。アートパーク自然の森に子供たちが集めるイベントを行い森の

活用、市民に知ってもらう。大学生などをボランティアに呼びかける。湯っくらんどへの運営

や維持に資金がかかるのでこれ以上設備投資せずコミュニティーセンターとして使う。須坂市

は町の道路状況が良くなく分かりづらいので観光客がポイントを回りにくい。点と点を結んで

線につなげる努力をしなければならない。迷路の町のウォークラリーを年一回行ってスタンプ

を集める。子供たちや家族で楽しむイベント作り。坂田山展望台から一望できる須坂市の景色

をより多くの市民にも知らせる。例えば「坂田山へあほの坂田と登ろう！」イベント企画で市

民と活動する。登山マップ作り観光客にも知らせる。動物園へ来る県内外のお客さんが足をの

ばせるような場所作り。おいしいレストランやカフェを公園内やアートパークに。（バラクライ

ングリッシュガーデン・小布施フラワーガーデンのレストランのように）市民も日頃行ってみ

たり食べてみたい憩いの場所にする。中央公民館を使いやすくしてほしい。暗いイメージから

明るいイメージに変える。須坂自慢の募集、美しい風景、写真（携帯ＰＣ）自然・散歩道を広

く募集広報。新聞社とタイアップＰＲ力と宣伝力で市民にも情報伝達。産み育てる町須坂市宣

言（子供たちが安心して育てられるように。自治体で連携してサポート体制作り）(単身,30歳

代,公務員,県内他) 

 役所、病院など立地的に集まっていて生活しやすく感じた。須坂病院にて出産を 7 月にした総

合病院での出産は安心できる。産科の継続、安心できるお産の場を今後もお願いしたい。(単

身,30 歳代,団体職員,県内他) 

 【悪い】住民税がやたら高い。自転車用道路がない所がある。真夜中の暴走族？一人？がうる

さい。スキー場の市民割引がない。スキー場のある市町村はほぼ実施！除雪対忚が遅い。【良】

農地が多い。スキー場が近い。スーパーが多くて便利。(夫婦,20歳代,公務員,長野市) 

 【良】子育てしやすい環境（子育て支援センターのあり方やＮＰＯ法人へそのお等）。市全体で

いろんなことに取り組んでいる。（エコサポートやまなびーず等）【悪】市役所のあり方（市役
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所の人の対忚の悪さ→電話対忚など感じがよくない。この規模での人員の多さ）【希望】駅前、

市全体の活性化（仕事を探しても働ける場所が長野市まで出ないとない。店もいろいろ尐なく

長野市まで出なければならない。）(二世代世帯,30歳代,団体職員,県内他) 

 ホームページがあまり充実していない。広報のアップロードが古い。ボランティア情報があま

りない。障害者関係の市民活動がない。○○講座が尐ない（手話講座等）。趣味レベルでなく資

格取得を目的としたものがもっとあってもいいと思う。ＮＰＯ活動があまりない。(単身,40歳

代,会社員,長野市) 

 長野市は住民票などとる時、市役所でなく支所でもよかったのですが須坂市にはなくてびっく

りしました。地味な土地なのでもっといろんな事をしてもよいのではないでしょうか。(単身,30

歳代,会社員,長野市) 

 車がないと生活出来ない。バスの本数も尐ない。若いうちはいいと思いますが、年をとった時

の事を考えると不安になる。近所に店もないので。環境はいいんだけどねー。市役所の職員の

態度も悪い。住民票を取りに行った時 5時前だからと断られたお菓子も食べていたし普通の会

社では考えられない。駅前がもう尐しにぎやかになってほしい。インターの辺も。(夫婦,30歳

代,会社員,長野市) 

 どこの市町村へ行ってもそうだが、役所の窓口に笑顔がなく暗い。対忚が悪い。とても残念。(単

身,20 歳代,その他,県外他) 

 市役所など市の職員の方が以前住んでいた所に比べると対忚が悪い方が多く窓口に行っても

「何か用ですか」みたいな態度だったり手があいているように見えるのに対忚してくれなかっ

たりと、もう尐し態度を良く対忚してほしいです。財政が厳しいのはわかりますが、無駄な職

員を減らすなどしてもっと福祉など本当に困っている人が住みやすいようにしてください。(単

身,30 歳代,会社員,長野市) 

 臥竜公園が近いため、きれいな桜を見ることができました。道が迷路のようでわかりずらい。

住所の統一、市外から転入してくると旧町名を聞かれてもわかりません。(二世代世帯,40歳代,

会社員,県内他) 

 【良】静かで緑が多い。お年寄りがやさしい。【悪】市民税が高すぎる。国保料が高すぎる、長

野市くらいにしてもらいたい。リサイクル回収業者の車がひんぱんすぎる、スピーカー音量が

大きすぎる。(二世代世帯,30 歳代,その他,長野市) 

 良いと思ったことがほとんどない。申し訳ないくらい。唯一保育園の先生の対忚の良さは非常

に感謝している。・国民保険税？が高すぎる。同じ規模の赤字の市から転入してきたがびっくり

した。トータルかなり違う。・福祉課の対忚が悪い。法が変わったといえど把握するのは当然。

（一般の会社ならたたきこまれスタートしてすぐのトラブルは多尐あれど）数ヶ月たっても把

握しきれていないのはどうなのでしょうか。又舛添要一のいった通り、役所の福祉課の対忚（他

の課ではなかった）は非常に不親切。・水道料金が高い。・税金を払っている市民（お客さん）
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という意識が低い（女性の方は割りと柔軟に対忚してくれる方もいる）公務員体質から抜けき

れていない！特に男性職員。ささいな事で課同士で話をせず、市民をそちらに行けと言う。課

同士で話せばすぐ済むことを。サービスを提供するという感覚が一般の企業に比べうすい。・長

野市の方が住みやすいという声が多いと思う。・子供が遊べる公園が尐ない。・運転のマナーが

ひどく悪い。何度も事故になりそうになった。（家族は一度も事故歴がない）正直マナーの悪さ

にいつもハラハラする。・環境問題についても市がもっと率先してＣＯ2抑えるように市民に問

いかけてはどうですか。・公務員の人達の給料形態を評価によって差がでるようにした方が良い

のではないですか。→自衛隊ではやっている。・我が家は、共産党ではないが、チラシを見るた

びうなずける事が多いのに地域住民の意識が田舎だからのんき。・できれば他市に引っ越した

い。→家族の意見。(単身,60 歳代,無職,県外他) 

 （細かいことでしか思い当たりませんが）希望を記載します。納税者（一般的な会社員）にや

さしい、公共施設の運営をしてください。きづいたところでは、体育施設の利用料金支払いが

平日の昼間の扱いだけで扶養家族が対忚しないと利用できない。ごみの分別推進にあたり更な

る情宣活動をしてください（迷う子どもあるので）。（分別の仕方の説明資料をもう尐し詳しく） 

なお、行政のとりくみといった視点では、日が浅いのでよくわかりません。以上です。(単身,40

歳代,会社員,三大都市圏) 

 道が悪い。大規模店がない。道が混んでいる。市民税が高い。(夫婦,20歳代,会社員,須高地区) 

 市の施設（市役所、図書館、公民館等）がバラバラで非常に不便、財政の問題があるだろうが

土地が余っている警察署周辺に合同庁舎として集めていただきたい。図書館の蔵書数が尐なく

活用しずらい須坂といえば動物園にいるハッチファミリーが有名だが観光資源としてもっと活

用するべき例えばＪＲ長野駅に集客ポスターを掲示するとか長電の協力で電車のラッピング、

バスのラッピングをする。動物園自体を民間委託してもっと経営努力をした方が良い。せっか

くの観光資源も使わなければ宝の持ちぐされで、動物だからいづれ亡くなってしまいますよ。

危機意識をもってほしい。(単身,30 歳代,無職,県外他) 

 須坂市は長野市へ働きに行く人が多いと思います。買い物も長野市へ行ってします。観光とい

っても私も友達が来ると小布施に連れて行ったりして、これと言ってインパクトのない街だと

思います。だったら土地の値段が安く電車も通っているのだから、ベットタウン的なイメージ

をもっと広げて住みやすい街にしていけば人口も増え、活性化されるのではないのかと思いま

す。（子供の医療費が充実しているとか、きれいな公園を整備するなど）(二世代世帯,30歳代,

家事,県内他) 

 7 歳と 5 歳の子を持つ子育て世代ですが、須坂市は大変子育てしにくい町です。近隣の市町村

では医療費福祉受給を小学 3 年生 6年生と延長しているのに須坂ではその兆しなし。児童クラ

ブも保育料金も高く、保育時間を 1 分でも過ぎればお迎えのテラスで延長保育料を現金集金！

長野市では延長保育料はないし、中野市も緊急ならば無料で見てくれます。町には公園も子供

が遊べる施設もないし。高い税金を納めているのに、正直須坂にはガッカリです。子供にこの
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ままでこの町で生活して欲しいとは思えないのです。この市の税収はどこに消えているのか不

思議です。(二世代世帯,30歳代,会社員,県内他) 

 ・道路が細い、歩行者用道路が狭い。・公園がほとんどなく公共のトイレも見当たらない。・道

路工事で何度も同じ所を掘っている。一体何をしているのか？・桜の名所がたくさんあり住民

の方々も植物を大切にしている。・役場の方は結構親切だった。(その他,40 歳代,その他,県外

他) 

 【良】市役所の方々はみな親切でした。ごみのシールが有料なのもごみを減らそうとする良い

きっかけになった。【悪】町会費が何の説明もなく取られている、会計報告もない。住所が古い

ものと新しいものが混在しておりわかりにくい。(夫婦,30 歳代,公務員,三大都市圏) 

 結婚の為、群馬県から 200km 離れた須坂市に来ました。そこで 1つ困った点があります。それ

は住所です。住民票は大字日滝なのでそれが正しいと思うのですが、郵便番号「382-0016」で

検索すると大字日滝でなく高橋町と出てきます。以前知人が 382-0016、大字日滝と住所を書い

て小包を送ってくれたのですが、クロネコヤマトの方が大字日滝なんていう住所はありませ

ん！といって小包が知人の元に戻ってしまったというトラブルがありました。今後このような

トラブルがないように、住所を高橋町にするなど統一していただきたいです。須坂市に転入さ

れた方は、みな困惑していると思います。住所の解決を 1日も早くお願いいたします。(単身,20

歳代,無職,県外他) 

 子供の医療費控除が小学校 6 年生までにしてほしい。住民票が市役所でしかとれない、不便で

す。須坂病院は子供が入院できない。(二世代世帯,30歳代,会社員,県内他) 

 良かったことは、市長がほがらかで明るいこと。悪いことは、国の政策の恩典は他の市町村と

比べ遅く（国保税、高額医療費、特別交付金）、負担は一番早い。保育料が高い。緑のある公園

が尐ない。国保税が高い。固定資産税が高い。市県民税が高い。市民の声が上に届きにくい。

（審議会、審査会に老人が多いので市民の声を聞き入れてくれない）(二世代世帯,20 歳代,学

生,県内他) 

 須坂市には結婚を機に転入しました。今まで実家から出た事のない私にとっては、手続きなど

やらなければいけないことばかりで悩みました。しかし市役所に行くとすべての担当の方々が

親切に教えて下さってスムーズに処理が出来、安心したことを覚えています。今では市役所に

行くのも安心です。それだけで住む環境が良いと思えてきます。(その他,20歳代,家事,県内他) 

 長野市のように下らない合併を繰り返すようなことはせず、今住んでいる市民、古くからの文

化を大切にしてほしい。財政的な問題などもあるかもしれないが、小さいからできる子どもあ

るはず。まだ転入して一年ぐらいですが須坂市のこと結構好きだし（雰囲気など）引っ越して

きて良かったと思っています。(夫婦,30歳代,公務員,長野市) 

 とにかくむだなことにお金を使うな！お金を払えばっかり言うな、生きる為にみんな必死なの

です。上から物を言うな住んで良かったなんてきれいごと、結局そこの地域にあわせなきゃ生
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活ができない！須坂を良くしたいならもとからかえてみたらどうでしょうか！なにか 1つでも

須坂市メインパークみたいなものを作ってみてください。動物園などをでかくするなど！(その

他,30 歳代,会社員,県内他) 

 【良】静か、周りの住民があたたかい。【悪】雰囲気が暗い。妻宛に届いたアンケート用紙の名

前の漢字が間違ってました。誤送の可能性等もないとは言えないと思うので厳格な事務手続き

をよろしくお願いします。（気分的にも良くないです。）(夫婦,20 歳代,会社員,県内他) 

 交通機関の不便さと就職の種類や募集の尐なさ！住民税が高すぎる。活気のなさ。有名なのは

動物のハッチだけ。町は殺風景。土曜日の午前中だけでも役所をやってほしい！以前住んでい

た所とくらべものにならないくらいつまらない町。市役所の職員が威張りすぎ。(単身,20歳代,

会社員,三大都市圏) 

 松本市に転入した時、市の博物館や施設の無料券をもらえた。市内の見所の紹介等、観光や生

活サポート等の充実ぶりがうかがえた。保育園にしても活動内容や先生の作ってくれるものが

こっていた。税収の差があるかもしれないが、明らかな差を感じる。民間は厳しい時なので市

も削れる費用は極力削って税金をむだにせず、市民をサポートして欲しい。回答がほしいと思

います。市長の MIXI でもよいです。(二世代世帯,30歳代,会社員,県内他) 

 税金を有効に使って、活気有る町づくりを望みます。商店街の活性化、福祉や子育ての支援な

ど。子供の出生率を上げられるような金銭面の支援など。あと極端に広い道と狭い道があるこ

と（一方通行が多い）が須坂の特徴だと思います。よく須坂の道はわかりづらいと聞きますが

本当にそうだと思います。（市外の人に道案内するのが本当に大変です）何とかならないものか

と思うことが多いです。(夫婦,20歳代,会社員,長野市) 

 以前住んでいた若穂に比べると人間関係が気楽な気がする。地域活動も強制されることが無く

楽に思う。その分地域の情報とか知り合いができにくい。須坂は 20年前に比べて活気が無くな

ってしまったと思う。過疎に向かって加速を始めている様に思える。どうしてこんな須坂にな

ってしまったのかと残念に思う。自分はＮＰＯの様な活動を通じて活気のある須坂を取り戻す

お手伝いが出来ればと思う。(二世代世帯,40歳代,会社員,長野市) 

 もっと積極的に商業施設を誘致すべき。大きな買い物は長野市にでかける。他市と比べゴミの

分別が大変。分別の手間をかけるだけの意味・価値を示してほしい。余談ですがＨ20.3.30 に

休日夜間、婚姻届を出しに行ったところ宿直の60才位の男性2名の対忚がとても良かったです。

本当に記念となる入籍ができました。ありがとうございました。こういう職員を増やしていっ

てほしいです。(夫婦,20歳代,会社員,長野市) 

 【良】自然や農産物に恵まれている。長野電鉄は高めであるが、地方都市として求められてい

る公共交通はある程度整っている。転入手続きでの市の職員員の方の対忚は良く気持ちよく引

越しできました。【悪】（改善してほしいところ）小河原の公務員宿舎ですが駅までの道に歩道

が無く危険をいつも感じる（現在工事中？）、自治会費が高い。八木沢川は工場排水ですか？あ
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わが浮いて汚れている。車がないと生活は不便ですね。(単身,40歳代,公務員,三大都市圏) 

 市役所の職員の方の対忚がとても親切で丁寧で最初の須坂市の印象がとても良かったです。我

が家は転勤族で須坂市で 4ヶ所目になりますがこんなに丁寧に対忚していただけるところはな

かったので感動しました。郵便局やお店などの対忚もよく町全体に温かさを感じます。(二世代

世帯,30歳代,公務員,長野市) 

 【良】転入時に市役所へ手続きに行った際、どのような手続きが必要か印刷されたプリントを

下さった点、他の市では個人の状況にあわせて必要な手続きを抽出し印刷してくださることが

なかったため。ゴミの分別方法の市役所職員の方が丁寧に教えて下さった点。【悪】既に須坂市

から転出しているのにこのアンケートが届いている点は、情報がどのように管理されているの

か不安に感じます。(単身,20 歳代,会社員,県外他) 
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