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２� 特集　市制に関する住民意向調査�集計結果報告

５� 創生

６� 富谷町市制移行地区懇談会を開催します！

７� 平成27年度がスタートしました !!

８� 平成27年度住民検診のお知らせ

10� 甲子園出場おめでとう！

11� 私たちの町内会vol.13�あけの平三丁目町内会

12� TOMIYA�イベントハイライト

14� 子育て情報コーナー

18� とみやスポーツちゃんねる

19� 情報ひろば

24� わくわくとみや商品券�
予約申込期限延長のお知らせ

c o n t e n t s

富谷町で８校目の小学校として開校した明石台
小学校と、小学校の隣にある明石台公園に咲く
桜の花です。明石台小学校は４月８日（水）に開
校式と入学式が行われ、411名の子ども達が、
新たな学び舎で学校生活をスタートしました。

今月の表紙

まちの人口（4/15現在）

今月の納期限／6月1日㈪
問 税務課　徴収担当（☎358-0519）

4月 5月 6月 7月 8月 9月
町民税・県民税 1期 2期
固 定 資 産 税 1期 2期 3期
軽 自 動 車 税 全期
国民健康保険税 1期 2期 3期 4期 5期
介 護 保 険 料 1期 2期
後期高齢者医療保険料 1期 2期 3期

人　口
男
女

世帯数

市 制 に 関 す る 住 民 意 向 調 査

集計結果報告
　富谷町では、平成27年４月15日現在の人口が51,973人となり、
今年の10月に実施される国勢調査においても、市に移行するため
の「人口５万人以上であること」の要件をクリアすることが見込
まれています。
　この度、市制移行に関して、町民の皆さんからご意向やご意見
を伺い、国に申請する際の参考資料とさせていただくため、「住民
意向調査」を実施しました。今回の調査結果を踏まえ、市に向け
た行政運営を行っていきます。

住民意向調査概要

市への移行について

市制に対し「よいと思う」理由（複数回答）

　今回の調査の内容については、単独で市に移行した愛知県長久手市
などの先例のほか、宮城県等にご意見をいただきながら「市制移行へ
の意向に関すること」や「新市の名称に関すること」などの項目につ
いて伺いました。

対象

実施
期間

回答数

町内にお住まいの全世帯（18,100世帯）
町内企業100社

１月28日（水）～２月28日（土）

住民…6,269人（回収率34.6％）
企業…63社（回収率63.0％）

住民

住民

企業

企業

　回答者6,269人に対し、「よいと思う」が
5,458人（87.1％）、「今のままでよいと思う」
が565人（9.0％）、複数選択回答および意向に
関して複数に理由を記載している方が146人
（2.3％）でした。

　市制に対し「よいと思う」理由の回答状況を見ると、
有効回答数5,618人に対し、「地域の発展や活性化」が
4,095人（72.9％）と最も高く、「町以上の独自の公共
サービスが期待できるから」が3,637人（64.7％）、「「黒
川郡」の表記がなくなり、都市的なイメージが高まる
から」が2,614人（46.5％）、「住所の表示が簡単にな
るから」が1,751人（31.2％）となっています。

　回答数63社に対し、「よいと思う」が34社
（54.0％）、「今のままでよいと思う」が29社
（46.0％）となっています。「よいと思う」と回
答した数がやや上回る結果となっています。

　市制に対し「よいと思う」理由の回答状況を見ると、
有効回答数57社に対し、「地域の発展や活性化」が40
社（70.2％）と最も高く、「企業のイメージアップにつ
ながるから」が29社（50.9％）、「「黒川郡」の表記が
なくなり、都市的なイメージが高まるから」が30社
（52.6％）、「住所の表示が簡単になるから」が17社（29.8
％）となっています。

特集

よいと思う
5,458人
（87.1%）

よいと思う
34社

（54.0%）

今のままで
よいと思う
565人
（9.0%）

今のままで
よいと思う
29社

（46.0%）

複数回答
146人
（2.3%）

無回答
100人（1.6%）
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地域の発展や
活性化 4,095人（72.9%） 40社（70.2%）

29社（50.9%）

30社（52.6%）

17社（29.8%）

2社（3.5%）
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2,614人（46.5%）

1,751人（31.2%）

298人（5.3%）
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その他
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26,397� 21
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Column コラム

入 学、入社といった新しく一歩を踏み
出した時期から１か月が過ぎ、日増

しに暖かさを増し、木々の緑も色めく季節
となってきました。
　町では、来年度中の確実な市制移行に向
けて、新たに設置した「市制移行・地方創
生推進室」を中心に、より実務的な準備作
業を全庁で進めているところです。
　私は、町民の皆さまとともに総力を挙げ
て「オール富谷」の体制で「住みたくなる
まち日本一」の実現を目指しています。そ
の実現に向けて、町長として重要な舵取り
役を任されたのだと決意しています。そし
て今、5万2千人の町民の皆さまの熱い希
望と想いを乗せて「新生とみや丸」は大海
原へと新たな一歩を踏み出したのです。
　時には嵐に遭うかもしれません。その時
は、町民の皆さまの生命と財産を預かって
いる身であるという強い意志を持って、皆
さまの安心安全な生活のため、どんなこと
があってもあきらめず快適に過ごせる環境
をつくっていきます。
　燃料が切れる心配もあります。その時は、
町の財源は、町民の皆さまからいただく大
切な血税であるという強い覚悟を持って、
役場職員一人ひとりが日頃から節約し、将
来も発展し続けるまちづくりを進めていき
ます。
　航路に迷いそうになることもあるかもし
れません。その時は、町民の皆さまの想い
を実現するという強い信念を持って、皆さ
まからいただく貴重な声を輝く灯台として
「住みたくなるまち日本一」という港に向
かって一歩ずつ近づいていきます。
「新生とみや丸」は、町民の皆さまの希
望と想いを乗せて大きな一歩を踏み出しま
した。大海原の航海には、様々な難所が待
ち受けているでしょう。その一つひとつを
確実に乗り越えていくためには、「町民・
議会・行政」全員の力が必要です。互いに
向き合い、励まし合い、支え合って、深い
信頼関係のもとに「オール富谷」でしっか
りと進めていかなければならな
いと思っています。
　皆さまのご理解とご協力
をよろしくお願いします。

新しい市の名称について

市制に関してのご意見（自由記載）
富谷町市制移行地区懇談会開催のお知らせ

市制に関する住民意向調査にご協力いただき、
ありがとうございました。

市制に関する住民意向調査 集計結果報告 特集

住民

　回答者6,269人に対し、「「富谷市」がよい」が4,788
人（76.4％）と最も高く、「他の名称にしたほうがよい」
が562人（9.0％）となっています。

　今回の調査では、市制に対する意見や要望、質問等を自由に記載していただく欄を設けました。ここでは、市制に対
して出されたさまざまな意見、質問の中から一部をご紹介します。　町では市制移行に向け、今回寄せられたご意見等を踏まえ、

住民の方を対象にした市制移行地区懇談会を開催しますので、
ぜひお越しください。日程等詳細についてはP６に記載してい
るほか、町ホームページでもご覧いただけます。

　この度は多くの住民の方にご協力いただき、ありがとうご
ざいました。町では今回の調査結果を踏まえ、今後も慎重に
検討を重ねながら、住民の皆さんのご要望に沿った、スムー
ズな市制移行を行っていきます。
　なお、調査結果の詳細は、町ホームページでもご覧いただ
けますので、ご覧ください。
町ホームページ　http://www.town.tomiya.miyagi.jp/

　回答数63社に対し、「「富谷市」がよい」が53社（84.1
％）、「他の名称にしたほうがよい」が5社（7.9％）と
なっています。

とみや市（242件）	 十宮市（84件）	 北仙台市（71件）	 黒川市（30件）
十の宮市（17件）	 十三夜市（17件）	 仙台市富谷区（14件）	 新富谷市（12件）
仙台北市（12件）	 ブルーベリー市（11件）	 富市（10件）	 富宮市（９件）
大富市（７件）	 宮城市（６件）	 成田市（６件）	 新富市（５件）

富谷市以外の意見（一部抜粋）

企業

お金に関する意見

教育に関する意見

まちづくりに関する意見

合併に関する意見

その他

交通に関する意見 施設に関する意見
●市になることによって
税金や水道料金など負
担が増えるかが心配

●子どもを抱える世帯への負担を軽減してほしい
●独自の教育環境を整えてほしい
●認可保育園を増やしてほしい

●子育て環境や福祉サービスを向上、充実させてほしい
●子どもだけでなく、高齢者も住みやすい市に
●経済的に自立できる都市になってほしい　

●仙台市と合併して富谷区になってはどうか
●大和町と合併して「まほろば市」へ改名
●黒川郡内の町村と合併して黒川市にする

●住民にメリット、デメリットがあるのかはっきりしてほしい
●日本一の「市」になるように期待している
●市になることを期待している

●泉中央へのアクセスを
良くしてほしい　
●地下鉄を富谷まで延長
してほしい　
●仙台への公共交通のア
クセスが不便なので、
改善をお願いしたい

●図書館や文化ホールな
ど公共施設を充実させ
てほしい　
●役場や児童クラブを土
日も利用できるように
してほしい　
●共同墓地を建設してほ
しい

「富谷市」
がよい
4,788人
（76.4%）

「富谷市」
がよい
53社

（84.1%）他の名称に
したほうがよい
562人（9.0%）

他の名称に
したほうがよい

5社
（7.9%）

複数回答
10人（0.2%）

無回答
909人（14.5%）

無回答
5社

（7.9%）

富谷町長

若 生  裕 俊


