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第１編  アンケート調査の概要 
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１．調査の目的 

 

平成 28 年 10 月 10 日に市制移行する富谷町において、新生富谷市の新たなまちづくりの方向

性を示す総合計画の策定に向け、町民の意向に十分配慮した計画とすべく、広く一般町民の意

見を収集して分析し、総合計画に反映するために行ったものである。 

 

２．調査の概要と集計方法 

 

①調査の概要 

調査期間    ： 平成 28 年 4 月  1 日 ～ 5 月 25 日 

回収期間    ： 平成 28 年 4 月 29 日 ～ 5 月  9 日 

調査対象者  ： 富谷町内にお住まいの 18 歳以上の町民 

抽出方法    ： 住民基本台帳より無作為抽出 

配布数      ： 2,000 票 

※注） 統計学上、52,000 人の人口に対しては、サンプル数 410（有効回答数）あれ

ば信頼度が 95％以上確保できる（95％以上の信頼度が推奨されている）。今

回は回収率を 25％と想定し、有効回収数 500 票を目標として 2,000 票配布し

たものである。 

配布回収方法： 郵送による配布及び郵送による回収 

回収数     ： 953 票 

有効回収数  ： 953 票 

有効回収率  ： 47.65％ 

 

②集計方法 

アンケートの集計分析の方法は、以下の３点による。 

１．単純集計 

・各設問に対する回答数を集計し、全有効回答数に占める比率（構成比）を求めた。 

２．クロス集計 

・各設問に対する性別・年齢階級別・居住地域別等に伴う意識傾向の相違性を把握す

べく、全有効回答数に占める比率（構成比）を求めた。 

３．自由意見分析 

・すべての回答いただいた自由意見を記載する。 

・意見や提案等を一定のカテゴリーに分類して概要を整理するものとする。 
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第２編  アンケート集計分析 
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第１章  アンケート全体単純分析 
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第１章 アンケート全体単純分析 

１．回答者属性結果 

（１）性別 

 

No. 性別 回答数 % 

1 男性 428 44.9% 

2 女性 520 54.6% 

  無回答 5 0.5% 

  全体 953 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者の性別では、男性より女性の方が若干上回っている。 
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（２）年齢 

 

No. 年齢別 回答数 % 

1 10 代 19 2.0% 

2 20 代 66 6.9% 

3 30 代 163 17.1% 

4 40 代 211 22.1% 

5 50 代 134 14.1% 

6 60 代 207 21.7% 

7 70 歳以上 153 16.1% 

  無回答 0 0.0% 

  全体 953 100.0% 

 

 

 

年代別で見ると 40 歳代の方の割合が 22.1%を占め、最も高い回答率となっており、ついで 60 歳

代の 21.7％と続いている。 

10 歳代、20 歳代の方々の回答率が低くなっている。 
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（３）居住地 

 

No. 居住地区別 回答数 % 

1 熊谷 6 0.6% 

2 町上 13 1.4% 

3 町中 10 1.0% 

4 町下 20 2.1% 

5 一ノ関 14 1.5% 

6 二ノ関 6 0.6% 

7 三ノ関 9 0.9% 

8 太子堂 26 2.7% 

9 志戸田 7 0.7% 

10 穀田 5 0.5% 

11 原 3 0.3% 

12 大童 4 0.4% 

13 今泉 5 0.5% 

14 大亀 5 0.5% 

15 石積 5 0.5% 

16 明石 7 0.7% 

17 西成田 6 0.6% 

18 ひより台地区 46 4.8% 

19 とちの木地区 20 2.1% 

20 富ケ丘地区 78 8.2% 

21 鷹乃杜地区 47 4.9% 

22 あけの平地区 78 8.2% 

23 大清水地区 35 3.7% 

24 日吉台地区 52 5.5% 

25 杜乃橋地区 37 3.9% 

26 東向陽台地区 57 6.0% 

27 明石台地区 161 16.9% 

28 上桜木地区 35 3.7% 

29 成田地区 154 16.2% 

  無回答 2 0.2% 

  全体 953 100.0% 
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回答者の居住地を見ると、明石台地区と成田地区が突出して多く、あけの平地区や富ヶ丘地区

なども多くなっている。 

ただし、この結果は現状の人口構成とほぼ比例する結果であり、居住地別の回答割合に偏りが生

じているものではない。 
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（４）居住年数 

 

No. 居住年数別 回答数 % 

1 2 年未満 44 4.6% 

2 2 年以上 5 年未満 82 8.6% 

3 5 年以上 10 年未満 111 11.6% 

4 10 年以上 20 年未満 255 26.8% 

5 20 年以上 30 年未満 215 22.6% 

6 30 年以上 244 25.6% 

  無回答 2 0.2% 

  全体 953 100.0% 

 

 

 

回答者の居住年数を見ると、10 年以上お住まいの方が 3/4 以上を占めている。 

富谷町民として定住されている方の回答が多いことが伺える。 
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（５）同居家族の状況（複数回答） 

 

No. 同居家族の状況 回答数 % 

1 6 歳未満の子 133 14.0% 

2 6 歳以上 18 歳未満の子 318 33.4% 

3 65 歳以上の方 401 42.1% 

4 介護を要する方 46 4.8% 

  無回答 236 24.8% 

  全体 953 100.0% 

 

 

 

重複しているものもあると思われるが、65 歳以上の高齢者や介護を要する方と同居されている方

が 447 世帯、18 歳未満のお子様をお持ちの世帯が 451 世帯ある。 

比較的に要介護者を抱える世帯は少なく、6 歳未満の子どもを持つ子育てに負担の大きい世帯

が 133 世帯ある。 

 



- 15 - 

 

（６）職業 

 

No. 職業分類 回答数 % 

1 農林漁業 11 1.2% 

2 会社員・団体職員 289 30.3% 

3 自営業 50 5.2% 

4 公務員 61 6.4% 

5 パート・アルバイト 171 17.9% 

6 専業主婦 149 15.6% 

7 学生 26 2.7% 

8 無職 169 17.7% 

9 その他 23 2.4% 

  無回答 4 0.4% 

  全体 953 100.0% 

 

 

 

定職に就かれている方は全体の 43.1％で、パート・アルバイトを含めると全体の 61.0％ととなる。

専業主婦や無職、学生など職を持たない方が 36.0％であり、パート・アルバイトを含めた定職に就い

ていない方が全体の 53.9％ととなる。 

比較的定職を持たない方が多い結果が示されているが、女性の回答者が過半数を超えていたこ

とや、60 歳代以上及び 10 歳代の回答者が合わせて約 40％を占めていたことを考え合わせると妥

当な傾向であるといえる。 
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（７）通勤・通学先 

 

No. 通勤・通学先 回答数 % 

1 富谷町内 144 15.1% 

2 仙台市内 317 33.3% 

3 県内その他 123 12.9% 

4 県外 25 2.6% 

5 通勤・通学していない 300 31.5% 

  無回答 44 4.6% 

  全体 953 100.0% 

 

 

 

通勤・通学先として、富谷町以外に流出している方が実に約 50％を占めるのに対し、富谷町内に

通勤・通学している方が約 15％程度となっている。 

実際に通勤・通学されている方のみ

で集計すると、富谷町内で通勤・通学

されている方は全体の 24％となってお

り、学生及び勤労者の実に４人に１人し

か富谷町内で活動していないことにな

る。 

通勤・通学先としては仙台市内が

52％と多く、仙台市のベットタウンとし

ての位置づけが垣間見られる。 
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２．富谷町の暮らしやすさに関する回答結果 

 （１）富谷町での継続的な居住意思 

 

No. 今後の居住意思 回答数 % 

1 今後も暮らしたい 852 89.4% 

2 暮らしたいとは思わない 87 9.1% 

  無回答 14 1.5% 

  全体 953 100.0% 

 

 

 

今後とも継続的に富谷町で暮らしたいと考えておられる方は、全体の実に 90％を占める。 

近年の東京都市圏一極集中傾向や、産業構造・社会構造の変化に伴う全国的傾向と比較すると、

地域に非常に愛着を持ってもらえている特異なまちといえる。 
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 （２）今後も富谷町で暮らしたいと思う理由（複数回答） 

 

No. 今後も暮らしたいと思う理由 回答数 % 

1 自然環境が良い 302 35.4% 

2 住環境が良い 393 46.1% 

3 医療･福祉サービスが充実している 95 11.2% 

4 子育てをしやすい 77 9.0% 

5 買い物や外食、娯楽に便利 385 45.2% 

6 都市基盤が整っている 19 2.2% 

7 交通の便が良い 77 9.0% 

8 公共施設が充実している 14 1.6% 

9 子供の教育環境が良い 52 6.1% 

10 安全だから 132 15.5% 

11 地域での人間関係が良い 118 13.8% 

12 学校や仕事、家族の都合 138 16.2% 

13 住みなれていて愛着がある 345 40.5% 

14 その他 27 3.2% 

  無回答 0 0.0% 

  非該当 101 0.0% 

  全体 852 100.0% 
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「住環境が良い」「買い物や外食、娯楽に便利」「住みなれていて愛着がある」「自然環境が良い」

が、住み続けたい理由の圧倒的なトップ４を飾っている。 

住みなれていて愛着があるといった理由は、富谷町に限らず全国的に見受けられる傾向である

が、住環境・自然環境の良さと日常生活の利便性が高く評価されている点は、富谷町の優れた特性

が反映されているといえる。 
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 （３）富谷町で暮らしたいとは思わない理由（複数回答） 

 

No. 暮らしたいとは思わない理由 回答数 % 

1 自然環境が良くない 5 5.7% 

2 住環境が良くない 13 14.9% 

3 医療･福祉サービスが充実していない 19 21.8% 

4 子育てをしにくい 5 5.7% 

5 買い物や外食、娯楽に不便 15 17.2% 

6 都市基盤が整っていない 13 14.9% 

7 交通の便が良くない 62 71.3% 

8 公共施設が充実していない 15 17.2% 

9 子供の教育環境が良くない 4 4.6% 

10 安全でない 3 3.4% 

11 地域での人間関係が良くない 9 10.3% 

12 学校や仕事、家族の都合 14 16.1% 

13 愛着が沸かない 16 18.4% 

14 その他 11 12.6% 

  無回答 2 2.3% 

  非該当 866 0.0% 

  全体 87 100.0% 
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「交通の便が良くない」と回答された方が圧倒的に多い。今後とも暮らしたい理由で「交通の便が

良い」と回答された方が比較的少なかったこととある程度整合する結果といえる。 

富谷町で暮らしたいとは思わないと回答された方は全体の 9.1％、87 名と少ないサンプルではあ

るが、「医療・福祉サービスが充実していない」が、他の理由より若干多いことには留意する必要があ

る。 

また、「公共施設が充実していない」も他の理由よりも若干多いが、今後とも暮らしたい理由で「公

共施設が充実している」と回答された方が非常に少なかったことと相関すると思われる。 

一方、「買い物や外食、娯楽に不便」や「住環境が良くない」も他の理由よりも若干多いが、今後と

も暮らしたい理由で「買い物や外食、娯楽に便利」や「住環境が良い」と回答された方が圧倒的に多

かったことを考え合わせると、町内でも地域によって生活環境に対する意識に相違がある可能性が

あると思われ、地域別分析や年齢階級別分析の結果と比較しながら原因分析を行う必要がある。 
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３．まちづくりに対する評価に関する回答結果 

 （１）既定計画の施策に対するポートフォリオ分析結果 

以下に分析結果のみ掲載し、今後の重点改善項目と重点維持項目等について抽出・整理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 施     策 

重点改善項目 

重要度○高 満足度○低  

○公共交通機関の利便性 ○税金使用の適正化 ○行政への町民意向の反映 

○働く場等の環境整備 ○障がい者が自立できる暮らし 

※公共交通機関の利便性に対する重要性をあげる方が圧倒的に多い 

重要性の高い項目 

重要度○高 満足度○中  

○緊急医療の体制化 ○休日診療などの受診しやすさ ○自然災害への対策化 

○防犯の対策化 ○消防の体制化 ○子育てのしやすさ ○交通安全の対策化 

○徒歩等の安全な道路通行 ○安全な道路通行 ○高齢者が安心できる暮らし 

○小中学校の教育の充実 ○行政情報の公開・発信 

※「安全・安心」に関る施策項目が多い 

重点維持項目 

重要度○高 満足度○高  

○日常生活の営みやすさ ○水や緑などの自然の親近さ ○ごみ減量化などの充実 

○幹線道路の移動しやすさ ○暮らしやすい住環境整備 ○街なみや景観の美しさ 

○下水道の排水処理 ○公共施設の利用しやすさ ○身近な公園空間の充実 

※身近な生活環境に関る施策項目が掲げられている 
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４．まちづくりの方向性に関する回答結果 

 （１）目指すまちづくりの方向性（複数回答） 

 

No. 目指すべきまちづくりの方向性 回答数 % 

1 防災･防犯に優れたまち 327 34.3% 

2 自然豊かで潤いある環境にやさしいまち 267 28.0% 

3 安心して暮らせる福祉の充実したまち 645 67.7% 

4 地場産業が充実した活気のあるまち 160 16.8% 

5 宿場町の歴史と文化を誇れるまち 62 6.5% 

6 芸術･文化･ｽﾎﾟｰﾂ活動等が盛んなまち 112 11.8% 

7 子供たちを育む教育の充実したまち 378 39.7% 

8 生活基盤が整った利便性の高いまち 626 65.7% 

9 まちづくりに参画できる住民協働のまち 75 7.9% 

10 その他 20 2.1% 

  無回答 19 2.0% 

  全体 953 100.0% 
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新生富谷市が目指すまちづくりの方向性として望む声は、「安心して暮らせる福祉の充実したま

ち」と「生活基盤が整った利便性の高いまち」の２つの方向性が圧倒的に多くなっている。次いで「子

どもたちを育む教育の充実したまち」「防災・防犯に優れたまち」「自然豊かで潤いある環境にやさし

いまち」が続く。 

福祉、生活・自然環境、教育、安全・安心を求めていることが見て取れる。 
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 （２）新生富谷市として必要な施策（複数回答） 

 

No. 新生富谷市として必要な施策 回答数 % 

1 仙台市泉中央までの交通利便性の確保 711 74.6% 

2 幹線道路の整備 179 18.8% 

3 再生可能性ｴﾈﾙｷﾞｰの利活用の推進 62 6.5% 

4 宗派を問わない公営墓地の整備 134 14.1% 

5 

国際姉妹都市･友好都市実現による国際交流促

進 31 3.3% 

6 富谷オリジナルの特産品開発 78 8.2% 

7 特産品の情報を発信する道の駅の整備 133 14.0% 

8 しんまち地区の整備･活性化 65 6.8% 

9 待機児童ゼロを含めた子育て支援の充実 196 20.6% 

10 保育園･幼稚園の夜間休日預かりの実施 90 9.4% 

11 

障害を持つ方が働く事の出来る通所施設等の整

備 85 8.9% 

12 病院などの医療施設の誘致 392 41.1% 

13 中学生の海外修学旅行の実施 9 0.9% 

14 図書館の整備 158 16.6% 

15 文化会館の整備 71 7.5% 

16 公園など憩いの場の整備 74 7.8% 

17 パークゴルフ場の整備 19 2.0% 

18 大亀山森林公園の利活用の推進 26 2.7% 

19 スポーツ施設の整備 65 6.8% 

20 その他 36 3.8% 

  無回答 11 1.2% 

  全体 953 100.0% 
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「仙台市泉中央までの交通利便性の確保」を求める声が圧倒的に高くなっている。次いで「病院

などの医療施設の誘致」を求める声が高くなっている。 

そのほかでは、「待機児童ゼロを含めた子育て支援の充実」「幹線道路の整備」「図書館の整備」

「宗派を問わない公営墓地の整備」「特産品の情報を発信する道の駅の整備」を求める声も比較的

に高くなっている。 
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第２章  アンケート男女別分析 
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第２章 アンケート男女別分析 

１．回答者属性結果 

（１）性別 

 

No. 性別 回答数 % 

1 男性 428 44.9% 

2 女性 520 54.6% 

  無回答 5 0.5% 

  全体 953 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者の性別では、男性より女性の方が若干上回っている。 
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（２）年齢 

 

No. 年齢別 回答数 % 

1 10 代 19 2.0% 

2 20 代 66 6.9% 

3 30 代 163 17.1% 

4 40 代 211 22.1% 

5 50 代 134 14.1% 

6 60 代 207 21.7% 

7 70 歳以上 153 16.1% 

  無回答 0 0.0% 

  全体 953 100.0% 

■男性                             ■女性 

 

 

男女別回答者の年代別割合で見ると、男性の場合 60 歳代及び 70 歳以上の高齢の方々がそれ

ぞれ全体の 23％、合計 46％を占め、高齢者の回答率が高くなっているのに対して、女性の場合は

30 歳代及び 40 歳代の方々だけで全体の 45%を占め、子育て中の方々の回答率が高くなっている。

よって、男性の場合は高齢者或いは近々高齢者になろうとしている方々の意見、女性の場合は子育

て世代の方々の意見が、今後の回答に若干の重きを成す傾向を示すことには留意する必要があ

る。 

また、男女ともに 10 歳代、20 歳代の方々の回答率が低くなっている傾向にある。 
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（３）居住地 

■町内別 

No. 居住地区別 回答数 % 

1 熊谷 6 0.6% 

2 町上 13 1.4% 

3 町中 10 1.0% 

4 町下 20 2.1% 

5 一ノ関 14 1.5% 

6 二ノ関 6 0.6% 

7 三ノ関 9 0.9% 

8 太子堂 26 2.7% 

9 志戸田 7 0.7% 

10 穀田 5 0.5% 

11 原 3 0.3% 

12 大童 4 0.4% 

13 今泉 5 0.5% 

14 大亀 5 0.5% 

15 石積 5 0.5% 

16 明石 7 0.7% 

17 西成田 6 0.6% 

18 ひより台地区 46 4.8% 

19 とちの木地区 20 2.1% 

20 富ケ丘地区 78 8.2% 

21 鷹乃杜地区 47 4.9% 

22 あけの平地区 78 8.2% 

23 大清水地区 35 3.7% 

24 日吉台地区 52 5.5% 

25 杜乃橋地区 37 3.9% 

26 東向陽台地区 57 6.0% 

27 明石台地区 161 16.9% 

28 上桜木地区 35 3.7% 

29 成田地区 154 16.2% 

  無回答 2 0.2% 

  全体 953 100.0% 
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■新旧地区別 

No. 新旧居住地区別 男性 女性 無回答 回答数 

1 旧地区 60 63 2 125 

2 昭和 40～50 年代団地 90 118 0 208 

3 昭和 60～平成初め団地 86 109 1 196 

4 平成～の新団地 192 228 2 422 

  無回答 0 2 0 2 

  全体 428 520 5 953 

 

■男性                             ■女性 

 

回答者の居住地を見ると、男女とも明石台地区と成田地区が突出して多く、あけの平地区や富ヶ

丘地区なども多くなっている。新旧居住地でも平成以降造成の団地の方々が全体の 44％を占めて

いる。 

ただし、この結果は現状の人口構成とほぼ比例する結果であり、居住地別の回答割合に偏りが生

じているものではない。 

男女とも、昭和60 年以降に造成された団地にお住まいの方々が全体の 2/3 近くを占めていること

から、比較的に新しい居住者の意見が若干重きを成す傾向が示されることに留意を要する。 
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（４）居住年数 

 

No. 居住年数別 回答数 % 

1 2 年未満 44 4.6% 

2 2 年以上 5 年未満 82 8.6% 

3 5 年以上 10 年未満 111 11.6% 

4 10 年以上 20 年未満 255 26.8% 

5 20 年以上 30 年未満 215 22.6% 

6 30 年以上 244 25.6% 

  無回答 2 0.2% 

  全体 953 100.0% 

 

■男性                             ■女性 

 

 

回答者の男女別居住年数を見ると、男性の方が若干多いが、10年以上お住まいの方が3/4を占

めている。 

富谷町民としてしっかり定住されている方の回答が多いことが伺える。 
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（５）同居家族の状況（複数回答） 

 

No. 同居家族の状況 回答数 % 

1 6 歳未満の子 133 14.0% 

2 6 歳以上 18 歳未満の子 318 33.4% 

3 65 歳以上の方 401 42.1% 

4 介護を要する方 46 4.8% 

  無回答 236 24.8% 

  全体 953 100.0% 

 

■男性                             ■女性 

 

 

重複しているものもあると思われるが、65 歳以上の高齢者や介護を要する方と同居されている方

が 447 世帯、18 歳未満のお子様をお持ちの世帯が 451 世帯ある。 

比較的に要介護者を抱える世帯は少なく、6 歳未満の子どもを持つ子育てに負担の大きい世帯

が 133 世帯ある。 

これらは男女ともに似通った傾向を示している。 
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（６）職業 

 

No. 職業分類 回答数 % 

1 農林漁業 11 1.2% 

2 会社員・団体職員 289 30.3% 

3 自営業 50 5.2% 

4 公務員 61 6.4% 

5 パート・アルバイト 171 17.9% 

6 専業主婦 149 15.6% 

7 学生 26 2.7% 

8 無職 169 17.7% 

9 その他 23 2.4% 

  無回答 4 0.4% 

  全体 953 100.0% 

 

■男性                             ■女性 

 

 

男性で定職に就かれている方は 65％で、パート・アルバイトを含めると 69％ととなる。無職や学生

など職を持たない方が 31％であり、パート・アルバイトを含めた定職に就いていない方が 35％ととな

る。 

男性回答者の 60 歳以上の方が 46％であったことを勘案すると、60 歳以上の方でも定職に就い

ている方が多いことが伺える。 

女性で定職に就かれている方は 26％で、パート・アルバイトを含めると 56％ととなる。女性の半数

以上が何らかの形で仕事に就いていることが伺える。 

女性回答者の 45％が 30 歳代、40 歳代の子育て世代であることを勘案すると、相当数の子育て

世代も仕事に就いているだろうことが伺える。 
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（７）通勤・通学先 

 

No. 通勤・通学先 回答数 % 

1 富谷町内 144 15.1% 

2 仙台市内 317 33.3% 

3 県内その他 123 12.9% 

4 県外 25 2.6% 

5 通勤・通学していない 300 31.5% 

  無回答 44 4.6% 

  全体 953 100.0% 

 

■男性                             ■女性 

 

 

男性の場合、通勤・通学先として富谷町以外に流出している方が実に約 60％を占めるのに対し、

富谷町内に通勤・通学している方が約 9％程度となっている。 

女性の場合でも、冨谷町内に通勤・通学している方が男性よりも多いものの、冨谷町内での通勤・

通学者は 21％に止まり、冨谷町外への通勤・通学者が 38％にも上る。 

実際に通勤・通学されている方のみで集計すると、男性の場合、富谷町内で通勤・通学されてい

る方は全体の 12％であり、学生及び勤労者の実に 10 人に１人程度しか富谷町内で活動していない

ことになる。 

女性の場合は、富谷町内で通勤・通学されている方は全体の 35％となっている。 

通勤・通学先としては、男性は仙台市内が 59％、女性も仙台市内が 44％と多く、仙台市のベット

タウンとしての位置づけが垣間見られる。 
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２．富谷町の暮らしやすさに関する回答結果 

 （１）富谷町での継続的な居住意思 

 

No. 今後の居住意思 回答数 % 

1 今後も暮らしたい 852 89.4% 

2 暮らしたいとは思わない 87 9.1% 

  無回答 14 1.5% 

  全体 953 100.0% 

 

■男性                             ■女性 

 

 

今後とも継続的に富谷町で暮らしたいと考えておられる方は、男性の場合で92％、女性の場合が

88％であり、若干男性の方が町に愛着を持っておられる方が多い。 

ただし、近年の東京都市圏一極集中傾向や、産業構造・社会構造の変化に伴う全国的な人口流

出傾向の町と比較すると、地域に非常に愛着を持ってもらえている特異なまちといえる。 
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 （２）今後も富谷町で暮らしたいと思う理由（複数回答） 

 

No. 今後も暮らしたいと思う理由 回答数 % 

1 自然環境が良い 302 35.4% 

2 住環境が良い 393 46.1% 

3 医療･福祉サービスが充実している 95 11.2% 

4 子育てをしやすい 77 9.0% 

5 買い物や外食、娯楽に便利 385 45.2% 

6 都市基盤が整っている 19 2.2% 

7 交通の便が良い 77 9.0% 

8 公共施設が充実している 14 1.6% 

9 子供の教育環境が良い 52 6.1% 

10 安全だから 132 15.5% 

11 地域での人間関係が良い 118 13.8% 

12 学校や仕事、家族の都合 138 16.2% 

13 住みなれていて愛着がある 345 40.5% 

14 その他 27 3.2% 

  無回答 0 0.0% 

  非該当 101 0.0% 

  全体 852 100.0% 

 

■男女別投票割合 
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今後とも暮らしたい理由としては、男女とも似通った理由を掲げる傾向にある。 

「住環境が良い」「買い物や外食、娯楽に便利」「住みなれていて愛着がある」「自然環境が良い」

が、男女ともに住み続けたい理由の圧倒的なトップ４を飾っている。 

住みなれていて愛着があるといった理由は、富谷町に限らず全国的に見受けられる傾向である

が、住環境・自然環境の良さと日常生活の利便性が高く評価されている点は、富谷町の優れた特性

が反映されているといえる。 

「住環境が良い」「買い物や外食、娯楽に便利」のトップ２に関しては、男女で１位と２位が逆転して

おり、男性は「住環境が良い」、女性は「買い物や外食、娯楽に便利」がそれぞれ１位となっている。 

富谷町以外に通勤・通学し、勤務時間も長いであろう男性にとっては、休日等に家族とゆっくり過

ごす時間が焦点となり、住環境の良さが好まれていると思われ、一方、平日から比較的に富谷町で

過ごす時間が長い人が多い女性の場合は、日常生活の利便性を焦点として評価しているケースが

多いのではないかと推察される。 
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 （３）富谷町で暮らしたいとは思わない理由（複数回答） 

 

No. 暮らしたいとは思わない理由 回答数 % 

1 自然環境が良くない 5 5.7% 

2 住環境が良くない 13 14.9% 

3 医療･福祉サービスが充実していない 19 21.8% 

4 子育てをしにくい 5 5.7% 

5 買い物や外食、娯楽に不便 15 17.2% 

6 都市基盤が整っていない 13 14.9% 

7 交通の便が良くない 62 71.3% 

8 公共施設が充実していない 15 17.2% 

9 子供の教育環境が良くない 4 4.6% 

10 安全でない 3 3.4% 

11 地域での人間関係が良くない 9 10.3% 

12 学校や仕事、家族の都合 14 16.1% 

13 愛着が沸かない 16 18.4% 

14 その他 11 12.6% 

  無回答 2 2.3% 

  非該当 866 0.0% 

  全体 87 100.0% 

 

■男女別投票割合 

 



- 40 - 

 

 

男女ともに「交通の便が良くない」と回答された方が圧倒的に多く、特に、女性の場合は 78％で、

住みたくないと回答された方の実に５人のうち４人が上げている。これは、今後とも暮らしたい理由で

「交通の便が良い」と回答された方が比較的少なかったことともある程度整合する結果といえる。 

男性で「交通の便が良くない」と回答されたのは 57％と、女性から比べると少ない結果であったが、

その分得票に回ったものとして、「医療・福祉サービスが充実していない」と「都市基盤が整っていな

い」が女性と比べると非常に多い結果となっている。 

男性の場合は、60 歳以上の高齢者及び高齢者予備群の回答割合が高いことから、医療福祉サ

ービスや都市基盤に関する不満が高いのではないかと推察される。 

富谷町で暮らしたいとは思わないと回答された方は全体の 9.1％、87 名と少ないサンプルではあ

るが、こうした稀少な意見や傾向も十分留意していく必要がある。 
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３．まちづくりに対する評価に関する回答結果 

 （１）既定計画の施策に対するポートフォリオ分析結果 

以下に分析結果のみ掲載し、今後の重点改善項目と重点維持項目等について抽出・整理する。 

■全体（再掲：参考） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 施     策 

重点改善項目 

重要度○高 満足度○低  

○公共交通機関の利便性 ○税金使用の適正化 ○行政への町民意向の反映 

○働く場等の環境整備 ○障がい者が自立できる暮らし 

※公共交通機関の利便性に対する重要性をあげる方が圧倒的に多い 

重要性の高い項目 

重要度○高 満足度○中  

○緊急医療の体制化 ○休日診療などの受診しやすさ ○自然災害への対策化 

○防犯の対策化 ○消防の体制化 ○子育てのしやすさ ○交通安全の対策化 

○徒歩等の安全な道路通行 ○安全な道路通行 ○高齢者が安心できる暮らし 

○小中学校の教育の充実 ○行政情報の公開・発信 

※「安全・安心」に関る施策項目が多い 

重点維持項目 

重要度○高 満足度○高  

○日常生活の営みやすさ ○水や緑などの自然の親近さ ○ごみ減量化などの充実 

○幹線道路の移動しやすさ ○暮らしやすい住環境整備 ○街なみや景観の美しさ 

○下水道の排水処理 ○公共施設の利用しやすさ ○身近な公園空間の充実 

※身近な生活環境に関る施策項目が掲げられている 
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■男性 

 

 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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■女性 

 

 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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■項目別回答傾向男女比較 

●健康づくり機会等の充実 

 

 

●休日診療等の受診しやすさ 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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●高齢者が安心できる暮らし 

 

 

●障がい者が自立できる暮らし 

 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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●子育てのしやすさ 

 

 

●地域の助け合いの風土 

 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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●小中学校の教育の充実 

 

 

●多様な学習活動のしやすさ 

 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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●趣味等の活動のしやすさ 

 

 

●文化活動のしやすさ 

 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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●水や緑等の自然の親近さ 

 

 

●街並みや景観の美しさ 

 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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●環境保全対応の充実 

 

 

●ごみ減量化等の充実 

 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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●土地利用のバランス 

 

 

●街なかの魅力や活力 

 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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●暮らしやすい住環境整備 

 

 

●幹線道路の移動しやすさ 

 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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●徒歩等の安全な道路通行 

 

 

●公共交通機関の利便性 

 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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●下水道等の排水処理整備 

 

 

●河川やため池の安全性 

 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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●身近な公園空間の充実 

 

 

●自然災害への対策化 

 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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●消防の体制化 

 

 

●救急医療の体制化 

 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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●交通安全の対策化 

 

 

●防犯の対策化 

 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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●農業振興の取り組み 

 

 

●工業振興の取り組み 

 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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●商業等の振興の取り組み 

 

 

●日常生活の営みやすさ 

 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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●観光等での来訪者の状況 

 

 

●働く場等の環境整備 

 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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●地域活動等の活発な取り組み 

 

 

●男女共同参画社会の取り組み 

 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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●国際交流の活発な取り組み 

 

 

●外国人の暮らしやすさ 

 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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●行政への住民意向の反映 

 

 

●行政情報の公開発信 

 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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●町民のまちづくり参画 

 

 

●連携した広域行政の取り組み 

 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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●行政サービスの充実 

 

 

●公共施設の利用しやすさ 

 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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●税金使用の適正化 

 

 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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４．まちづくりの方向性に関する回答結果 

 （１）目指すまちづくりの方向性（複数回答） 

 

No. 目指すべきまちづくりの方向性 回答数 % 

1 防災･防犯に優れたまち 327 34.3% 

2 自然豊かで潤いある環境にやさしいまち 267 28.0% 

3 安心して暮らせる福祉の充実したまち 645 67.7% 

4 地場産業が充実した活気のあるまち 160 16.8% 

5 宿場町の歴史と文化を誇れるまち 62 6.5% 

6 芸術･文化･ｽﾎﾟｰﾂ活動等が盛んなまち 112 11.8% 

7 子供たちを育む教育の充実したまち 378 39.7% 

8 生活基盤が整った利便性の高いまち 626 65.7% 

9 まちづくりに参画できる住民協働のまち 75 7.9% 

10 その他 20 2.1% 

  無回答 19 2.0% 

  全体 953 100.0% 

■男女別投票割合 

 

新生富谷市が目指すまちづくりの方向性として望む声は、男女ともに「安心して暮らせる福祉の充

実したまち」と「生活基盤が整った利便性の高いまち」の２つの方向性が圧倒的に多くなっている。次

いで「子どもたちを育む教育の充実したまち」「防災・防犯に優れたまち」「自然豊かで潤いある環境

にやさしいまち」が続くが、子育て世代の回答率が高かった女性が教育を重視していることが見て取

れる。全体的に福祉、生活・自然環境、教育、安全・安心を求めている傾向が読み取れる。 
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 （２）新生富谷市として必要な施策（複数回答） 

 

No. 新生富谷市として必要な施策 回答数 % 

1 仙台市泉中央までの交通利便性の確保 711 74.6% 

2 幹線道路の整備 179 18.8% 

3 再生可能性ｴﾈﾙｷﾞｰの利活用の推進 62 6.5% 

4 宗派を問わない公営墓地の整備 134 14.1% 

5 国際姉妹都市･友好都市実現による国際交流促進 31 3.3% 

6 富谷オリジナルの特産品開発 78 8.2% 

7 特産品の情報を発信する道の駅の整備 133 14.0% 

8 しんまち地区の整備･活性化 65 6.8% 

9 待機児童ゼロを含めた子育て支援の充実 196 20.6% 

10 保育園･幼稚園の夜間休日預かりの実施 90 9.4% 

11 障害を持つ方が働く事の出来る通所施設等の整備 85 8.9% 

12 病院などの医療施設の誘致 392 41.1% 

13 中学生の海外修学旅行の実施 9 0.9% 

14 図書館の整備 158 16.6% 

15 文化会館の整備 71 7.5% 

16 公園など憩いの場の整備 74 7.8% 

17 パークゴルフ場の整備 19 2.0% 

18 大亀山森林公園の利活用の推進 26 2.7% 

19 スポーツ施設の整備 65 6.8% 

20 その他 36 3.8% 

  無回答 11 1.2% 

  全体 953 100.0% 

 

 

 

 

 

■男女別投票割合 
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男女ともに似通った施策の必要性を感じている傾向が見受けられる。 

「仙台市泉中央までの交通利便性の確保」を求める声が男女ともに圧倒的に高くなっている。次

いで「病院などの医療施設の誘致」を求める声が高くなっている。 

そのほかでは、「待機児童ゼロを含めた子育て支援の充実」「幹線道路の整備」「図書館の整備」

「宗派を問わない公営墓地の整備」「特産品の情報を発信する道の駅の整備」を求める声も比較的

高くなっている。 

この中で、「幹線道路の整備」を求める声が男性側に多く、「図書館の整備」を求める声は女性側

に多い傾向を示している。女性の場合は 30 歳代、40 歳代の子育て世代の回答率が高かったことも、

図書館を求める声が高かったことと関係しているのではないかと推察される。 
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第３章  アンケート年齢別分析 
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第３章 アンケート年齢別分析 

１．回答者属性結果 

（１）性別 

 

No. 性別 回答数 % 

1 男性 428 44.9% 

2 女性 520 54.6% 

  無回答 5 0.5% 

  全体 953 100.0% 

 

■10 歳台                           ■20 歳台 

 

■30 歳台                           ■40 歳台 

 

■50 歳台                           ■60 歳台 
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■70 歳以上 

 

 

回答者の性別では、男性より女性の方が若干上回っており、50 歳代及び 70 歳以上の回答者以

外は全て、女性の回答者の方が多くなっている。 
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（２）居住地 

■町内別 

No. 居住地区別 回答数 % 

1 熊谷 6 0.6% 

2 町上 13 1.4% 

3 町中 10 1.0% 

4 町下 20 2.1% 

5 一ノ関 14 1.5% 

6 二ノ関 6 0.6% 

7 三ノ関 9 0.9% 

8 太子堂 26 2.7% 

9 志戸田 7 0.7% 

10 穀田 5 0.5% 

11 原 3 0.3% 

12 大童 4 0.4% 

13 今泉 5 0.5% 

14 大亀 5 0.5% 

15 石積 5 0.5% 

16 明石 7 0.7% 

17 西成田 6 0.6% 

18 ひより台地区 46 4.8% 

19 とちの木地区 20 2.1% 

20 富ケ丘地区 78 8.2% 

21 鷹乃杜地区 47 4.9% 

22 あけの平地区 78 8.2% 

23 大清水地区 35 3.7% 

24 日吉台地区 52 5.5% 

25 杜乃橋地区 37 3.9% 

26 東向陽台地区 57 6.0% 

27 明石台地区 161 16.9% 

28 上桜木地区 35 3.7% 

29 成田地区 154 16.2% 

  無回答 2 0.2% 

  全体 953 100.0% 
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■新旧地区別 

No. 新旧居住地区別 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 上 無回答 回答数 

1 旧地区 1 10 16 15 25 29 29 0 125 

2 昭和 40～50 年代団地 3 14 27 31 13 51 69 0 208 

3 昭和 60～平成初め団地 2 16 27 20 32 74 25 0 196 

4 平成～の新団地 13 26 92 145 64 52 30 0 422 

  無回答 0 0 1 0 0 1 0 0 2 

  全体 19 66 163 211 134 207 153 0 953 

 

■10 歳台                           ■20 歳台 

 

■30 歳台                           ■40 歳台 

 

■50 歳台                           ■60 歳台 
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■70 歳以上 

 

 

回答者の居住地を見ると、各年齢とも明石台地区と成田地区が突出して多く、あけの平地区や富

ヶ丘地区なども多くなっている。新旧居住地でも平成以降造成の団地の方々が全体の 44％を占め

ている。 

ただし、この結果は現状の人口構成とほぼ比例する結果であり、居住地別の回答割合に偏りが生

じているものではない。 

10 歳代、30 歳代、40 歳代において、平成以降の新しい団地にお住まいの回答者が過半数を超

えており、20 歳代、60 歳代は回答者の地区的なバランスが良くなっている。70 歳以上になると、昭

和 50 年までに造成された地区の回答者が圧倒的に多くなっている。 

生産年齢の方の場合は比較的新しい団地にお住まいの回答者が多く、60 歳以上の方の場合は

古くからの地区にお住まいの回答者が多いことは、以降の分析にて留意していく。 
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（４）居住年数 

 

No. 居住年数別 回答数 % 

1 2 年未満 44 4.6% 

2 2 年以上 5 年未満 82 8.6% 

3 5 年以上 10 年未満 111 11.6% 

4 10 年以上 20 年未満 255 26.8% 

5 20 年以上 30 年未満 215 22.6% 

6 30 年以上 244 25.6% 

  無回答 2 0.2% 

  全体 953 100.0% 

 

■10 歳台                           ■20 歳台 

 

■30 歳台                           ■40 歳台 
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■50 歳台                           ■60 歳台 

 

■70 歳以上 

 

 

10 歳代は勿論 20 年未満の方々が該当するが、約 8 割の方が 10 年以上お住まいであり、幼少の

ころから富谷に慣れ親しんだ方が多いことが伺える。 

20 歳代は、20 年以上暮らしてる方が 5 割を占めていることから、富谷で生まれ育ったこと、また、

10 年以上 20 年未満の方も 30％弱を占め、子どもの頃に移住してきてそのままお住まいの方が多い

ことが伺える。 

30 歳代になると急に居住年数に大きなバラつきが出てくる。子どもの頃に移住してきたり、成人し

て移住してきた人、仕事の都合で移住してきた人など、流動性の高い年代であることが見て取れ

る。 

逆に 40 歳代になると急に、10 年以上20 年未満の居住年数の方が大きく増える。これは、30歳代

からのマイホームの購入等で移り住んできた方が占めているものと推察される。 

そして 50歳代以降から定住傾向に落ち着きを見せ、居住年数がどんどん増えていくといった傾向

になる。 
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（５）同居家族の状況（複数回答） 

 

No. 同居家族の状況 回答数 % 

1 6 歳未満の子 133 14.0% 

2 6 歳以上 18 歳未満の子 318 33.4% 

3 65 歳以上の方 401 42.1% 

4 介護を要する方 46 4.8% 

  無回答 236 24.8% 

  全体 953 100.0% 

 

■10 歳台                           ■20 歳台 

 

■30 歳台                           ■40 歳台 

 

■50 歳台                           ■60 歳台 
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■70 歳以上 

 

 

10 歳代、20 歳代は小さな子どもから 65 歳以上の方の同居が見られ、この世代は三世代同居の

家庭が比較的多いのではないかと推察される。 

一方、30 歳代、40 歳代になると、18 歳未満の子どもだけの同居が多く、この世代でマイホーム購

入等で核家族化が進んでいる傾向が見受けられる。 

60歳代以上になると逆に、高齢者のみと同居する家庭が増え、独居高齢者や高齢者夫婦世帯が

多くなっていることが伺える。 
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（６）職業 

 

No. 職業分類 回答数 % 

1 農林漁業 11 1.2% 

2 会社員・団体職員 289 30.3% 

3 自営業 50 5.2% 

4 公務員 61 6.4% 

5 パート・アルバイト 171 17.9% 

6 専業主婦 149 15.6% 

7 学生 26 2.7% 

8 無職 169 17.7% 

9 その他 23 2.4% 

  無回答 4 0.4% 

  全体 953 100.0% 

 

■10 歳台                           ■20 歳台 

 

■30 歳台                           ■40 歳台 
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■50 歳台                           ■60 歳台 

 

■70 歳以上 

 

 

10 歳代はほぼ学生で、20 歳代も学生がある程度存在することから、若干 30 歳代から 50 歳代ま

での世代とは職業構成は相違する。 

30 歳代から 50 歳代は、構成割合が多少前後するが、大きな違いは見られない。 

60 歳以上になると定年退職を向かえ、パート・アルバイト、専業主婦、無職といった職種が占める

ウェートが高まる。 

性別での職業の違いと合わせて検討していくことが望まれる。 
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（７）通勤・通学先 

 

No. 通勤・通学先 回答数 % 

1 富谷町内 144 15.1% 

2 仙台市内 317 33.3% 

3 県内その他 123 12.9% 

4 県外 25 2.6% 

5 通勤・通学していない 300 31.5% 

  無回答 44 4.6% 

  全体 953 100.0% 

 

■10 歳台                           ■20 歳台 

 

■30 歳台                           ■40 歳台 
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■50 歳台                           ■60 歳台 

 

■70 歳以上 

 

 

各年代ともに、富屋町内への通勤・通学者が非常に少ないのが見て取れる。。 
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２．富谷町の暮らしやすさに関する回答結果 

 （１）富谷町での継続的な居住意思 

 

No. 今後の居住意思 回答数 % 

1 今後も暮らしたい 852 89.4% 

2 暮らしたいとは思わない 87 9.1% 

  無回答 14 1.5% 

  全体 953 100.0% 

 

■10 歳台                           ■20 歳台 

 

■30 歳台                           ■40 歳台 

 

■50 歳台                           ■60 歳台 
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■70 歳以上 

 

 

今後とも継続的に富谷町で暮らしたいと考えておられる方は、各年代ともほぼ 9 割前後を占める

が、10 歳代、20 歳代で若干低くなっている。特に 20 歳代の場合は 8 割を割り込んでいる。 

10 歳代の学生の 84％から支持を得ていることは歓迎すべきことではあるが、20 歳代で実際社会

人となる前後の方々からの支持が下がることには留意する必要がある。 

 



- 86 - 

 

 （２）今後も富谷町で暮らしたいと思う理由（複数回答） 

 

No. 

今後も暮らしたいと思

う理由 回答数 % 

1 自然環境が良い 302 35.4% 

2 住環境が良い 393 46.1% 

3 

医療･福祉サービスが

充実している 95 11.2% 

4 子育てをしやすい 77 9.0% 

5 

買い物や外食、娯楽に

便利 385 45.2% 

6 都市基盤が整っている 19 2.2% 

7 交通の便が良い 77 9.0% 

8 

公共施設が充実して

いる 14 1.6% 

9 

子供の教育環境が良

い 52 6.1% 

10 安全だから 132 15.5% 

11 

地域での人間関係が

良い 118 13.8% 

12 

学校や仕事、家族の

都合 138 16.2% 

13 

住みなれていて愛着

がある 345 40.5% 

14 その他 27 3.2% 

  無回答 0 0.0% 

  非該当 101 0.0% 

  全体 852 100.0% 
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■年代別投票割合 

 

 

今後とも暮らしたい理由としては、男女では似通った理由を掲げる傾向が見られたが、年代別で

は振れ幅が大きくなっている。 

若い世代では少ないが、高齢になるにつれ得票の多くなる項目であったり、その逆の傾向を示す

項目、また、若者と高齢者には指示されているが働き盛りの 40 歳代ぐらいの年代に支持されない項

目であったり、その逆を示す項目など、様々な傾向が見られる。 
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住みたい理由トップ４で比較してみると、「住み慣れていて愛着がある」の場合、10 歳代の 62.5％

を皮切りに 20 歳代 54.9％、30 歳代 29.0％、40 歳代 18.7％と、歳を追うごとに急激に支持率が下落

し、最早 40 歳代の支持率は他の項目と比較しても低い支持率に止まっていると言える。そこから 50

歳代になると 34.5％に回復し、60 歳代で 56.6％、70 歳以上で 58.3％とＶ字回復を見せる。 

これは、30歳代や40歳代の時に、冨谷で住宅取得したことによる居住年数の短さが影響している

のではないかと思われ、逆にその年代から居住年数が長くなっていくにつれて愛着が増してくるので

はないか、また、30 歳代、40 歳代の親世代が移り住んだことによる子ども世代が、幼い頃から富谷に

住みなれ、愛着を感じてくれているのではないかと推察される。 

「自然環境が良い」に関しても、「住み慣れていて愛着がある」と同様のＶ字傾向を示しているが、

40 歳代を谷として、歳を追うごとに着実に支持率が急上昇していく。これは、30 歳代や 40 歳代が平

成以降造成の新興住宅街で暮らす方々が多いのに対し、高齢になるほど古くからの自然環境豊か

な旧地区居住者が多いことも要因にあるのではないかと推察される。 

一方、その逆の傾向を示すのが「住環境が良い」であり、40 歳代を頂に、歳を追うにつれ、若くな

るにつれ支持率が低下していく。こちらも新しく住み着いた新興住宅地と旧団地、旧地区の住環境

の違い等が現れているのではないかと推察される。 

「住環境が良い」と似たような傾向を示すのが「買い物や外食、娯楽に便利」であり、これも住環境

と表裏一体のものと考えられるが、居住地区の要素が色濃く出るものと判断される。40 歳代を頂に

歳を追うごとに支持率が大きく低下していく。一方、40 歳代に比べて 30 歳代や 20 歳代はそれほど

大きな支持率の低下は見られないが、10 歳代が大きく落ち込む。これは、絶対的な利便性と言うよ

りも相対的な観点が大きいのではないかと推察され、学生の回答者が圧倒的に多い 10 歳代は、仙

台等の大都市と比較した相対評価の結果が現れているのではないかと思われる。 

その他、得票割合がそれほど高くなかった項目でも特徴的なのは、「地域での人間関係が良い」

の場合、10 歳代から 70 歳以上まで歳を追うごとに得票率が高まる。「子どもの教育環境が良い」や

「子育てしやすい」などは、30 歳代や 40 歳代から大きく支持されるなど、特徴的なものがある。 
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 （３）富谷町で暮らしたいとは思わない理由（複数回答） 

 

No. 

暮らしたいとは思わな

い理由 
10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 上 無回答 回答数 

1 自然環境が良くない 0 0 1 3 1 0 0 0 5 

2 住環境が良くない 0 1 4 0 1 4 3 0 13 

3 

医療･福祉サービス

が充実していない 
0 0 1 0 6 10 2 0 19 

4 子育てをしにくい 0 1 3 1 0 0 0 0 5 

5 

買い物や外食、娯

楽に不便 
0 2 3 2 2 1 5 0 15 

6 

都市基盤が整って

いない 
1 3 1 3 1 2 2 0 13 

7 交通の便が良くない 1 8 11 12 11 12 7 0 62 

8 

公共施設が充実し

ていない 
0 2 0 3 2 7 1 0 15 

9 

子供の教育環境が

良くない 
0 0 1 1 0 1 1 0 4 

10 安全でない 0 0 1 1 1 0 0 0 3 

11 

地域での人間関係

が良くない 
0 2 0 1 3 2 1 0 9 

12 

学校や仕事、家族

の都合 
2 6 2 2 1 0 1 0 14 

13 愛着が沸かない 1 1 3 3 3 4 1 0 16 

14 その他 0 0 3 4 0 3 1 0 11 

  無回答 0 1 1 0 0 0 0 0 2 

  全体 3 14 16 15 12 17 10 0 87 

 

No. 暮らしたいとは思わない理由 回答数 % 

1 自然環境が良くない 5 5.7% 

2 住環境が良くない 13 14.9% 

3 医療･福祉サービスが充実していない 19 21.8% 

4 子育てをしにくい 5 5.7% 

5 買い物や外食、娯楽に不便 15 17.2% 

6 都市基盤が整っていない 13 14.9% 

7 交通の便が良くない 62 71.3% 
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8 公共施設が充実していない 15 17.2% 

9 子供の教育環境が良くない 4 4.6% 

10 安全でない 3 3.4% 

11 地域での人間関係が良くない 9 10.3% 

12 学校や仕事、家族の都合 14 16.1% 

13 愛着が沸かない 16 18.4% 

14 その他 11 12.6% 

  無回答 2 2.3% 

  非該当 866 0.0% 

  全体 87 100.0% 
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■年代別投票割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各年代ともに「交通の便が良くない」と回答された方が非常に多い。今後とも暮らしたい理由で「交

通の便が良い」と回答された方が比較的少なかったことともある程度整合する。 

特徴的なところでは、「学校や仕事、家族の都合」といった理由が 10 歳代と 20 歳代に極端に多い。

現在学生である方などが、就職先として他地域を検討していることが反映されているのではないか

と思われる。 
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逆に、「買い物や外食、娯楽に不便」といった理由では 70 歳以上の方が抜きん出て多くなってい

る。 

高齢者予備群、或いは後期高齢者を抱えている可能性が高い 50 歳代、60 歳代では、他の年代

に比べ「医療・福祉サービスが充実していない」と答えている方が多くなっている。 

また、60 歳代の方で「公共施設が充実していない」と答える方が、他の年代の倍以上となっている

ことも特徴的である。 

富谷町で暮らしたいとは思わないと回答された方は全体の 9.1％、87 名と少ないサンプルではあ

るが、こうした稀少な意見や傾向も十分留意していく必要がある。 
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３．まちづくりに対する評価に関する回答結果 

 （１）既定計画の施策に対するポートフォリオ分析結果 

以下に分析結果のみ掲載し、今後の重点改善項目と重点維持項目等について抽出・整理する。 

■全体（再掲：参考） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 施     策 

重点改善項目 

重要度○高 満足度○低  

○公共交通機関の利便性 ○税金使用の適正化 ○行政への町民意向の反映 

○働く場等の環境整備 ○障がい者が自立できる暮らし 

※公共交通機関の利便性に対する重要性をあげる方が圧倒的に多い 

重要性の高い項目 

重要度○高 満足度○中  

○緊急医療の体制化 ○休日診療などの受診しやすさ ○自然災害への対策化 

○防犯の対策化 ○消防の体制化 ○子育てのしやすさ ○交通安全の対策化 

○徒歩等の安全な道路通行 ○安全な道路通行 ○高齢者が安心できる暮らし 

○小中学校の教育の充実 ○行政情報の公開・発信 

※「安全・安心」に関る施策項目が多い 

重点維持項目 

重要度○高 満足度○高  

○日常生活の営みやすさ ○水や緑などの自然の親近さ ○ごみ減量化などの充実 

○幹線道路の移動しやすさ ○暮らしやすい住環境整備 ○街なみや景観の美しさ 

○下水道の排水処理 ○公共施設の利用しやすさ ○身近な公園空間の充実 

※身近な生活環境に関る施策項目が掲げられている 
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■10 歳代 

 

 

10 歳代は、かなり多くの項目で重要性の高さを感じている傾向が見受けられる。 

満足度に関しては半々に分かれている。 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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■20 歳代 

 

 

10 歳代と打って変わって、20 歳代は多くの項目での重要度の低さを指摘する方が多くを占めている。 

更に、満足度においても、多くの項目で満足していないといった傾向が見受けられる。 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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■30 歳代 

 

 

30 歳代は、20 歳代よりは多くの項目での重要度の高さを指摘する方が多くなっている。 

更に、満足度においても、比較的多くの項目で満足していないといった傾向が見受けられる。 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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■40 歳代 

 

 

40 歳代は、30 歳代よりもより多くの項目での重要度の高さを指摘する方が多くなっている。 

満足度の分布は、30 歳代よりも若干満足側に振れている傾向が見受けられる。 

 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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■50 歳代 

 

 

50 歳代は、それ以前の年代よりも重要度が中央側に収束する傾向が見受けられる。 

満足度ののバラつきは他の年代とそれほど相違しない。 

 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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■60 歳代 

 

 

60 歳代は、50 歳代よりも更に重要度が中央側に収束する傾向が見受けられるとともに、重要度の高さ

を指摘する声が極端に少なくなっていく。 

満足度ののバラつきは他の年代とそれほど相違しない。 

 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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■70 歳以上 

 

 

70 歳以上になると、各種施策の重要性を指摘する声も低くなっていく。 

 

 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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■項目別回答傾向年代別比較 

●健康づくり機会等の充実 

 

 

●休日診療等の受診しやすさ 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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●高齢者が安心できる暮らし 

 

 

●障がい者が自立できる暮らし 

 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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●子育てのしやすさ 

 

 

●地域の助け合いの風土 

 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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●小中学校の教育の充実 

 

 

●多様な学習活動のしやすさ 

 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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●趣味等の活動のしやすさ 

 

 

●文化活動のしやすさ 

 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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●水や緑等の自然の親近さ 

 

 

●街並みや景観の美しさ 

 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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●環境保全対応の充実 

 

 

●ごみ減量化等の充実 

 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 



- 108 - 

 

●土地利用のバランス 

 

 

●街なかの魅力や活力 

 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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●暮らしやすい住環境整備 

 

 

●幹線道路の移動しやすさ 

 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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●徒歩等の安全な道路通行 

 

 

●公共交通機関の利便性 

 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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●下水道等の排水処理整備 

 

 

●河川やため池の安全性 

 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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●身近な公園空間の充実 

 

 

●自然災害への対策化 

 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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●消防の体制化 

 

 

●救急医療の体制化 

 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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●交通安全の対策化 

 

 

●防犯の対策化 

 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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●農業振興の取り組み 

 

 

●工業振興の取り組み 

 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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●商業等の振興の取り組み 

 

 

●日常生活の営みやすさ 

 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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●観光等での来訪者の状況 

 

 

●働く場等の環境整備 

 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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●地域活動等の活発な取り組み 

 

 

●男女共同参画社会の取り組み 

 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 



- 119 - 

 

●国際交流の活発な取り組み 

 

 

●外国人の暮らしやすさ 

 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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●行政への住民意向の反映 

 

 

●行政情報の公開発信 

 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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●町民のまちづくり参画 

 

 

●連携した広域行政の取り組み 

 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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●行政サービスの充実 

 

 

●公共施設の利用しやすさ 

 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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●税金使用の適正化 

 

 

 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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４．まちづくりの方向性に関する回答結果 

 （１）目指すまちづくりの方向性（複数回答） 

 

No. 目指すべきまちづくりの方向性 回答数 % 

1 防災･防犯に優れたまち 327 34.3% 

2 自然豊かで潤いある環境にやさしいまち 267 28.0% 

3 安心して暮らせる福祉の充実したまち 645 67.7% 

4 地場産業が充実した活気のあるまち 160 16.8% 

5 宿場町の歴史と文化を誇れるまち 62 6.5% 

6 芸術･文化･ｽﾎﾟｰﾂ活動等が盛んなまち 112 11.8% 

7 子供たちを育む教育の充実したまち 378 39.7% 

8 生活基盤が整った利便性の高いまち 626 65.7% 

9 まちづくりに参画できる住民協働のまち 75 7.9% 

10 その他 20 2.1% 

  無回答 19 2.0% 

  全体 953 100.0% 
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■男女別投票割合 

 

新生富谷市が目指すまちづくりの方向性として望む声で、各年代からコンスタントに得票を得たの

は「生活基盤が整った利便性の高いまち」であった。若い世代の得票数が若干減っていくものの、

「安心して暮らせる福祉のまち」も各年代から多くの得票を得ている。 

その他、「子どもたちを育む教育の充実したまち」や「防災・防犯に優れたまち」、「自然豊かで潤い

ある環境にやさしいまち」も多くの得票を得ているが、中でも特徴的なのは、「子どもたちを育む教育

の充実したまち」が 30 歳代から圧倒的に望まれている傾向があげられる。 
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 （２）新生富谷市として必要な施策（複数回答） 

 

No. 新生富谷市として必要な施策 回答数 % 

1 仙台市泉中央までの交通利便性の確保 711 74.6% 

2 幹線道路の整備 179 18.8% 

3 再生可能性ｴﾈﾙｷﾞｰの利活用の推進 62 6.5% 

4 宗派を問わない公営墓地の整備 134 14.1% 

5 

国際姉妹都市･友好都市実現による国際交流

促進 31 3.3% 

6 富谷オリジナルの特産品開発 78 8.2% 

7 特産品の情報を発信する道の駅の整備 133 14.0% 

8 しんまち地区の整備･活性化 65 6.8% 

9 待機児童ゼロを含めた子育て支援の充実 196 20.6% 

10 保育園･幼稚園の夜間休日預かりの実施 90 9.4% 

11 

障害を持つ方が働く事の出来る通所施設等の

整備 85 8.9% 

12 病院などの医療施設の誘致 392 41.1% 

13 中学生の海外修学旅行の実施 9 0.9% 

14 図書館の整備 158 16.6% 

15 文化会館の整備 71 7.5% 

16 公園など憩いの場の整備 74 7.8% 

17 パークゴルフ場の整備 19 2.0% 

18 大亀山森林公園の利活用の推進 26 2.7% 

19 スポーツ施設の整備 65 6.8% 

20 その他 36 3.8% 

  無回答 11 1.2% 

  全体 953 100.0% 

 

 

 

 

 

■年代別投票割合 
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各年代とも「仙台市泉中央までの交通利便性の確保」を求める声が圧倒的に高くなっている。次

いで歳を追うごとに増える傾向で、「病院などの医療施設の誘致」を求める声が高くなっている。 

特徴的なのは、10 歳代の方が圧倒的に図書館を求める声が高いこと、保育サービスや子育て支

援を求める声が20 歳代、30 歳代からあがっていること、歳を追うごとに墓地を求める声が高くなって

いくことなどがあげられる。 
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第４章  アンケート地区別分析 
 

 

 

 

※資料中「旧地区」とは、昭和 40 年以前から集落として存在した地区 

「団地（古）」とは昭和 40 年～昭和 50 年代に開発整備された地区 

「団地（中）」とは昭和 60 年から平成の初めに開発整備された地区 

「団地（新）」とは平成以降に開発整備された地区を言う 
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第４章 アンケート地区別分析 

１．回答者属性結果 

（１）性別 

 

No. 性別 回答数 % 

1 男性 428 44.9% 

2 女性 520 54.6% 

  無回答 5 0.5% 

  全体 953 100.0% 

 

■旧地区                           ■団地（古） 

 

■団地（中）                          ■団地（新） 

 

 

回答者の性別では、男性より女性の方が若干上回っており、各地区とも若干女性の回答者の方

が多くなっている。 
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（２）年齢 

 

No. 居住地区別 回答数 % 

1 熊谷 6 0.6% 

2 町上 13 1.4% 

3 町中 10 1.0% 

4 町下 20 2.1% 

5 一ノ関 14 1.5% 

6 二ノ関 6 0.6% 

7 三ノ関 9 0.9% 

8 太子堂 26 2.7% 

9 志戸田 7 0.7% 

10 穀田 5 0.5% 

11 原 3 0.3% 

12 大童 4 0.4% 

13 今泉 5 0.5% 

14 大亀 5 0.5% 

15 石積 5 0.5% 

16 明石 7 0.7% 

17 西成田 6 0.6% 

18 ひより台地区 46 4.8% 

19 とちの木地区 20 2.1% 

20 富ケ丘地区 78 8.2% 

21 鷹乃杜地区 47 4.9% 

22 あけの平地区 78 8.2% 

23 大清水地区 35 3.7% 

24 日吉台地区 52 5.5% 

25 杜乃橋地区 37 3.9% 

26 東向陽台地区 57 6.0% 

27 明石台地区 161 16.9% 

28 上桜木地区 35 3.7% 

29 成田地区 154 16.2% 

  無回答 2 0.2% 

  全体 953 100.0% 

 

■旧地区                           ■団地（古） 
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■団地（中）                          ■団地（新） 

 

 

地区ごとの年齢構成を見ると、旧地区、団地（古）、団地（中）の高齢化傾向の著しさが垣間見ら

れ、団地（新）では 30 代、40 代、50 代といった働き盛りの年代が多くを占めている。 

高齢化現象に関しては、旧地区よりも団地（古）、団地（中）の方が進行していることが伺える。 
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（３）居住年数 

 

No. 居住年数別 回答数 % 

1 2 年未満 44 4.6% 

2 2 年以上 5 年未満 82 8.6% 

3 5 年以上 10 年未満 111 11.6% 

4 10 年以上 20 年未満 255 26.8% 

5 20 年以上 30 年未満 215 22.6% 

6 30 年以上 244 25.6% 

  無回答 2 0.2% 

  全体 953 100.0% 

 

■旧地区                           ■団地（古） 

 

■団地（中）                          ■団地（新） 

 

基本的には地区の成立過程に比例するような形で居住年数が構成されていると言える。 
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（４）同居家族の状況（複数回答） 

 

No. 同居家族の状況 回答数 % 

1 6 歳未満の子 133 14.0% 

2 6 歳以上 18 歳未満の子 318 33.4% 

3 65 歳以上の方 401 42.1% 

4 介護を要する方 46 4.8% 

  無回答 236 24.8% 

  全体 953 100.0% 

 

■旧地区                           ■団地（古） 

 

■団地（中）                          ■団地（新） 

 

 

旧地区、団地（古）、団地（中）において高齢化の進行の著しさが伺えるが、相当数の子どもとの同

居の様子も垣間見られ、三世代居住もある程度一般的である様子も推測できる。 

団地（新）については、核家族化の傾向が伺える。 
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（５）職業 

 

No. 職業分類 回答数 % 

1 農林漁業 11 1.2% 

2 会社員・団体職員 289 30.3% 

3 自営業 50 5.2% 

4 公務員 61 6.4% 

5 パート・アルバイト 171 17.9% 

6 専業主婦 149 15.6% 

7 学生 26 2.7% 

8 無職 169 17.7% 

9 その他 23 2.4% 

  無回答 4 0.4% 

  全体 953 100.0% 

 

■旧地区                           ■団地（古） 

 

■団地（中）                          ■団地（新） 

 

 

旧地区に農林漁業者が多く、団地（新）に会社員・団体職員が多いこと、団地（古）に無職の方が

多く、団地（新）に無職の方が少ないといった傾向意外では、地区によっての職業の大きな違いはな

いと言える。 
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（６）通勤・通学先 

 

No. 通勤・通学先 回答数 % 

1 富谷町内 144 15.1% 

2 仙台市内 317 33.3% 

3 県内その他 123 12.9% 

4 県外 25 2.6% 

5 通勤・通学していない 300 31.5% 

  無回答 44 4.6% 

  全体 953 100.0% 

 

■旧地区                           ■団地（古） 

 

■団地（中）                          ■団地（新） 

 

 

旧地区にお住まいの方が、他地区より若干富谷町内で働く方が多く、団地の方々が仙台市内に

通勤・通学している傾向が伺える。 
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２．富谷町の暮らしやすさに関する回答結果 

 （１）富谷町での継続的な居住意思 

 

No. 今後の居住意思 回答数 % 

1 今後も暮らしたい 852 89.4% 

2 暮らしたいとは思わない 87 9.1% 

  無回答 14 1.5% 

  全体 953 100.0% 

 

■旧地区                           ■団地（古） 

 

■団地（中）                          ■団地（新） 

 

 

地区ごとでの大きな相違は見られないが、他地区より団地（新）にお住まいの方が、継続的な居住

意思において上回っている。 
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 （２）今後も富谷町で暮らしたいと思う理由（複数回答） 

 

No. 今後も暮らしたいと思う理由 回答数 % 

1 自然環境が良い 302 35.4% 

2 住環境が良い 393 46.1% 

3 医療･福祉サービスが充実している 95 11.2% 

4 子育てをしやすい 77 9.0% 

5 買い物や外食、娯楽に便利 385 45.2% 

6 都市基盤が整っている 19 2.2% 

7 交通の便が良い 77 9.0% 

8 公共施設が充実している 14 1.6% 

9 子供の教育環境が良い 52 6.1% 

10 安全だから 132 15.5% 

11 地域での人間関係が良い 118 13.8% 

12 学校や仕事、家族の都合 138 16.2% 

13 住みなれていて愛着がある 345 40.5% 

14 その他 27 3.2% 

  無回答 0 0.0% 

  非該当 101 0.0% 

  全体 852 100.0% 
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■地区別投票割合 

 

 

今後とも暮らしたい理由としては、地区によって特徴的な傾向が見られる。 

住みたい理由トップ４で比較してみると、「住み慣れていて愛着がある」の場合、古くからの地区に

なればなるほど得票率が高くなる傾向にある。長く暮らすことによって愛着が沸く傾向と推察される。 
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「自然環境が良い」に関しても、旧地区の方々から多くの得票を得ている。宅地造成地域より、旧

地区の方が自然環境が豊かなまま残っていることに起因すると思われる。 

一方、その逆の傾向を示すのが「住環境が良い」であり、新しい住宅地になるほど住環境の良さ

をあげている。 

「住環境が良い」と似たような傾向を示すのが「買い物や外食、娯楽に便利」であり、これも住環境

と表裏一体のものと考えられるが、新興住宅地になるほど新しく大規模な商業施設が立地する状況

が伺える。 
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 （３）富谷町で暮らしたいとは思わない理由（複数回答） 

 

No. 暮らしたいとは思わない理由 旧地区 
団地

（古） 

団地

（中） 

団地

（新） 
無回答 回答数 

1 自然環境が良くない 0 0 3 2 0 5 

2 住環境が良くない 4 4 3 2 0 13 

3 

医療･福祉サービスが充実していな

い 
6 4 5 4 0 19 

4 子育てをしにくい 1 1 0 3 0 5 

5 買い物や外食、娯楽に不便 3 4 2 6 0 15 

6 都市基盤が整っていない 2 1 3 7 0 13 

7 交通の便が良くない 8 14 20 20 0 62 

8 公共施設が充実していない 3 2 4 6 0 15 

9 子供の教育環境が良くない 1 1 1 1 0 4 

10 安全でない 1 0 1 1 0 3 

11 地域での人間関係が良くない 2 2 3 2 0 9 

12 学校や仕事、家族の都合 0 6 3 5 0 14 

13 愛着が沸かない 2 4 4 6 0 16 

14 その他 4 0 1 6 0 11 

  無回答 0 0 0 2 0 2 

  全体 14 20 21 32 0 87 

 

 

No. 暮らしたいとは思わない理由 回答数 % 

1 自然環境が良くない 5 5.7% 

2 住環境が良くない 13 14.9% 

3 医療･福祉サービスが充実していない 19 21.8% 

4 子育てをしにくい 5 5.7% 

5 買い物や外食、娯楽に不便 15 17.2% 

6 都市基盤が整っていない 13 14.9% 

7 交通の便が良くない 62 71.3% 

8 公共施設が充実していない 15 17.2% 

9 子供の教育環境が良くない 4 4.6% 

10 安全でない 3 3.4% 

11 地域での人間関係が良くない 9 10.3% 

12 学校や仕事、家族の都合 14 16.1% 
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13 愛着が沸かない 16 18.4% 

14 その他 11 12.6% 

  無回答 2 2.3% 

  非該当 866 0.0% 

  全体 87 100.0% 
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■年代別投票割合 

 

 

各地区ともに「交通の便が良くない」と回答された方が非常に多い。今後とも暮らしたい理由で「交

通の便が良い」と回答された方が比較的少なかったことともある程度整合する。 

特徴的なところでは、「医療・福祉サービスが充実していない」が旧地区に多く、「住環境が良くな

い」が良いの場合と反対で、古い地区になるほど得票が多くなっている。 
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３．まちづくりに対する評価に関する回答結果 

 （１）既定計画の施策に対するポートフォリオ分析結果 

以下に分析結果のみ掲載し、今後の重点改善項目と重点維持項目等について抽出・整理する。 

■全体（再掲：参考） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 施     策 

重点改善項目 

重要度○高 満足度○低  

○公共交通機関の利便性 ○税金使用の適正化 ○行政への町民意向の反映 

○働く場等の環境整備 ○障がい者が自立できる暮らし 

※公共交通機関の利便性に対する重要性をあげる方が圧倒的に多い 

重要性の高い項目 

重要度○高 満足度○中  

○緊急医療の体制化 ○休日診療などの受診しやすさ ○自然災害への対策化 

○防犯の対策化 ○消防の体制化 ○子育てのしやすさ ○交通安全の対策化 

○徒歩等の安全な道路通行 ○安全な道路通行 ○高齢者が安心できる暮らし 

○小中学校の教育の充実 ○行政情報の公開・発信 

※「安全・安心」に関る施策項目が多い 

重点維持項目 

重要度○高 満足度○高  

○日常生活の営みやすさ ○水や緑などの自然の親近さ ○ごみ減量化などの充実 

○幹線道路の移動しやすさ ○暮らしやすい住環境整備 ○街なみや景観の美しさ 

○下水道の排水処理 ○公共施設の利用しやすさ ○身近な公園空間の充実 

※身近な生活環境に関る施策項目が掲げられている 
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■旧地区 

 

 

旧地区は、比較的重要度・満足度が中央付近に集約される傾向が見える。 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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■団地（古） 

 

 

旧地区に比べ、重要度の指標に若干バラつきが生じている。 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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■団地（中） 

 

 

満足度も重要度も、団地（古）以上に振れ幅が大きくなっている。 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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■団地（新） 

 

 

どの地区よりも、重要度・満足度ともに大きく分散し、特に重要性を訴える声が高くなっている。 

 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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■項目別回答傾向年代別比較 

●健康づくり機会等の充実 

 

 

●休日診療等の受診しやすさ 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 



- 149 - 

 

●高齢者が安心できる暮らし 

 

 

●障がい者が自立できる暮らし 

 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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●子育てのしやすさ 

 

 

●地域の助け合いの風土 

 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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●小中学校の教育の充実 

 

 

●多様な学習活動のしやすさ 

 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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●趣味等の活動のしやすさ 

 

 

●文化活動のしやすさ 

 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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●水や緑等の自然の親近さ 

 

 

●街並みや景観の美しさ 

 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 



- 154 - 

 

●環境保全対応の充実 

 

 

●ごみ減量化等の充実 

 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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●土地利用のバランス 

 

 

●街なかの魅力や活力 

 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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●暮らしやすい住環境整備 

 

 

●幹線道路の移動しやすさ 

 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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●徒歩等の安全な道路通行 

 

 

●公共交通機関の利便性 

 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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●下水道等の排水処理整備 

 

 

●河川やため池の安全性 

 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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●身近な公園空間の充実 

 

 

●自然災害への対策化 

 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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●消防の体制化 

 

 

●救急医療の体制化 

 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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●交通安全の対策化 

 

 

●防犯の対策化 

 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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●農業振興の取り組み 

 

 

●工業振興の取り組み 

 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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●商業等の振興の取り組み 

 

 

●日常生活の営みやすさ 

 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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●観光等での来訪者の状況 

 

 

●働く場等の環境整備 

 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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●地域活動等の活発な取り組み 

 

 

●男女共同参画社会の取り組み 

 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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●国際交流の活発な取り組み 

 

 

●外国人の暮らしやすさ 

 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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●行政への住民意向の反映 

 

 

●行政情報の公開発信 

 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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●町民のまちづくり参画 

 

 

●連携した広域行政の取り組み 

 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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●行政サービスの充実 

 

 

●公共施設の利用しやすさ 

 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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●税金使用の適正化 

 

 

 

 

重点改善エリア 重点維持エリア 

維持エリア 観察エリア 
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４．まちづくりの方向性に関する回答結果 

 （１）目指すまちづくりの方向性（複数回答） 

 

No. 目指すべきまちづくりの方向性 回答数 % 

1 防災･防犯に優れたまち 327 34.3% 

2 自然豊かで潤いある環境にやさしいまち 267 28.0% 

3 安心して暮らせる福祉の充実したまち 645 67.7% 

4 地場産業が充実した活気のあるまち 160 16.8% 

5 宿場町の歴史と文化を誇れるまち 62 6.5% 

6 芸術･文化･ｽﾎﾟｰﾂ活動等が盛んなまち 112 11.8% 

7 子供たちを育む教育の充実したまち 378 39.7% 

8 生活基盤が整った利便性の高いまち 626 65.7% 

9 まちづくりに参画できる住民協働のまち 75 7.9% 

10 その他 20 2.1% 

  無回答 19 2.0% 

  全体 953 100.0% 
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■地区別投票割合 

 

 

新生富谷市が目指すまちづくりの方向性としては、各地区ともそれほど大きなブレはない。 

各地区からコンスタントに得票を得たのは「生活基盤が整った利便性の高いまち」と、「安心して暮

らせる福祉のまち」であった。その他、「子どもたちを育む教育の充実したまち」や「防災・防犯に優れ

たまち」、「自然豊かで潤いある環境にやさしいまち」も各地区から多くの得票を得ている。 

特徴的なのは、「生活基盤が整った利便性の高いまち」が新しい地区になればなるほど得票率が

上がっていることであり、今後とも暮らしたい理由として多くの得票を得ていた「生活基盤が整った利

便性の高いまち」と同じ傾向を示している。すなわち、見方を変えると現状において利便性の高い地

区こそが、より利便性の高さを欲している傾向にあるということが垣間見られる。 

「子どもたちを育む教育の充実したまち」も、新しい地区になるほど得票率が上がる。新たな住人

になるほど教育環境への関心が高まることが伺える。 
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 （２）新生富谷市として必要な施策（複数回答） 

 

No. 新生富谷市として必要な施策 回答数 % 

1 仙台市泉中央までの交通利便性の確保 711 74.6% 

2 幹線道路の整備 179 18.8% 

3 再生可能性ｴﾈﾙｷﾞｰの利活用の推進 62 6.5% 

4 宗派を問わない公営墓地の整備 134 14.1% 

5 

国際姉妹都市･友好都市実現による国際交流促

進 31 3.3% 

6 富谷オリジナルの特産品開発 78 8.2% 

7 特産品の情報を発信する道の駅の整備 133 14.0% 

8 しんまち地区の整備･活性化 65 6.8% 

9 待機児童ゼロを含めた子育て支援の充実 196 20.6% 

10 保育園･幼稚園の夜間休日預かりの実施 90 9.4% 

11 

障害を持つ方が働く事の出来る通所施設等の整

備 85 8.9% 

12 病院などの医療施設の誘致 392 41.1% 

13 中学生の海外修学旅行の実施 9 0.9% 

14 図書館の整備 158 16.6% 

15 文化会館の整備 71 7.5% 

16 公園など憩いの場の整備 74 7.8% 

17 パークゴルフ場の整備 19 2.0% 

18 大亀山森林公園の利活用の推進 26 2.7% 

19 スポーツ施設の整備 65 6.8% 

20 その他 36 3.8% 

  無回答 11 1.2% 

  全体 953 100.0% 
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■年代別投票割合 

 

 

各地区とも「仙台市泉中央までの交通利便性の確保」を求める声が圧倒的に高くなっている。次

いで、全地区 40％前後の得票率で「病院などの医療施設の誘致」を求める声が高くなっている。 

特徴的なのは、生活基盤の整った利便性の高い新興住宅地で図書館を求める声が高いこと、旧

地区の方々が「しんまち地区の整備・活性化」を求める声が高いこと、旧地区の方々が幹線道路の

整備を求めていることなどがあげられる。 
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第１章  自由意見傾向まとめ 
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第１章 自由意見傾向まとめ 

１．多かった意見のポイント整理 

道路・交通 

・地下鉄或いは新交通システムの泉中央駅乗り入れの早期実現 

・バスルート、運行頻度、運行時間、運賃見直し等バス交通の相対的改善 

・慢性的な渋滞緩和策と歩行者交通安全策の徹底 

・富谷ＩＣからの東北自動車道乗り入れ実現 

スポーツ・文化環境 

・多賀城の図書館ような魅力的で蔵書数の豊富な図書館の整備 

・音楽ホール等大規模で専門的な文化施設の整備 

・多世代が憩えるレジャー施設（特にプールを要望、ボールを扱える広場） 

住環境・緑環境 

・富谷らしい自然の維持・保全（宅地開発との良好なバランス） 

・子どもが安心して遊べる公園、健康増進のための公園、一日中楽しめる大規

模公園（東根市「あそびあランド」のような公園）整備 

・身近な外食、買い物環境の充足（特に高齢者が利用しやすい施設配置） 

・防災・防犯体制強化（特に交通事故対策、駐在所配置、災害対応等） 

・住宅団地の高齢化に対応した施策の推進 

・公営墓地の早期整備 

・住宅用地の低廉化、住宅取得助成、空き家・空き室の積極活用等 

・人口増加に見合ったインフラ整備・充実 

医療・福祉 

・市立病院等総合病院の整備と救急医療体制の強化・充実 

・夜間・休日診療病院、眼科、耳鼻科、産婦人科、小児科の設置 

・介護保険制度、予防介護の充実と健康増進施策の充実 

・低所得者対応の公設老人ホーム増設と高齢者の集いの場の確保 

子育て・教育環境 

・富谷で育った子どもが住み続けたい、Ｕターンしたいと思える環境整備 

・保育施設の増設と機能の充実（待機児童０、一時預かり・休日預かり、保育時

間延長、病児・病後児保育等仕事と子育てが両立できる環境整備） 

・全国から注目される独自教育の実践（特に学力向上と情操教育） 

・児童クラブ・児童館の充実（特に休日学童保育、休日子ども預かり等） 

・通学環境、子供外出環境の改善（交通事故危険回避施策推進等） 

・子ども医療費助成対象年齢拡大と助成対象年収制限の排除等 

産業振興・活性化 

・職住近接の職場環境整備（幅広い企業誘致、若者就労、高齢者雇用） 

・独自の特産開発の促進（道の駅整備と情報発信、ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰのﾌﾞﾗﾝﾄﾞ化） 

・地域交流、多世代交流の推進 

自治体運営 

・避けられない高齢化を見据えた健全経営の徹底と歳入確保 

・税負担の軽減と使途の適正化 

・職員のクオリティの向上と市民相談に対する親切な対応を目指した教育強化 

※赤字は突出して多かった意見 
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２．具体的自由意見の要約・抜粋 

 

ア）道路・交通環境 

 ・地下鉄の富谷までの延伸（将監トンネル渋滞対策、モノレール、路面電車敷設等含む） 

 ・泉中央駅までのバス運賃の低廉化（高齢者パス、バス代援助、通学交通費補助等） 

 ・仙台行きバスの増便（富谷市営バスの開設、始発・最終時間見直し、仙台中心部直通バス運行等） 

 ・富谷～泉区間の渋滞緩和（通勤時間の短縮化、ベッドタウンの意味無し） 

 ・道路整備（歩道の確保、仙台へのアクセス網、街灯整備、渋滞対策、危険な交差点への信号設置、側溝の

蓋がけ、舗装改良、幅員拡幅、段差解消等バリアフリー、初めての人でも分りやすい道路案内表示、通学路

の歩道にガードレール、街路樹の植樹に行政も責任を等） 

 ・富谷ＩＣからの東北自動車道への乗り入れ 

 ・仙台市と同等程度の共通乗車証導入（敬老乗車証等） 

 ・町民バスの利便性向上（小中学生・高校生も使えるように、休日こそ利用できるシステムへ、停留所増設、

路線拡大、増便、クーポン券発行などバス利用促進（渋滞対策）、店舗経由のバスルート編等） 

 ・泉中央を経由せずに公共交通で町外に行けるような取り組み（仙台～古川間鉄軌道、アクセスルート等） 

 

イ）スポーツ・文化環境 

 ・図書館設置（学生の勉強スペース、蔵書数の増加、公園の併設、書店の誘致、多賀城のような施設、

子どもと大人の利用空間が別の施設等） 

 ・大規模な文化施設やホール（災害時の避難場所としても、イズミティやまほろばホールのような機能・

規模のもの） 

 ・公民館機能の充実（休日利用含む、蔵書の入替等） 

 ・音楽の町“富谷”の発信（オリジナル音楽フェス、ライブ施設設置、中学校に金管バンド、マーチング会

場、本格的音楽ホール等） 

 ・歴史資料館整備 

 ・スポーツ大会の実施（小学校対抗等、町民体育祭の競技会への昇華、全員参加型体育祭等） 

 ・トップクラスのアスリートづくり環境 

 ・国際色を高める行事（映画祭、スイーツフェス等） 

 ・レジャー施設整備（スポーツ体験、温水プール、野球場、サッカー場、（特に子どもの）心が豊かになる

施設（サイクリングコース・巨大迷路・釣堀・庭園等）、治安を見据えた施設整備、スポーツもお料理教

室もお茶飲みもでき託児施設もある集いの体育館等） 

 

ウ）住環境・緑環境 

 ・緑を残す（西川の清浄化、花見の名所の整備、自然との共生、バランスよい土地利用、川・池遊び、ビ

オトープ等緑地自然公園、ロハスな暮らし方ができるまち等） 

 ・水道料金の低廉化 

 ・富谷の顔・中心部が不明確 
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 ・美しい町（街路樹や並木の整備、町の推奨植物を決めてみんな一斉に栽培、その他） 

 ・公営住宅の充実 

 ・歴史・伝統・文化の維持 

 ・公園の充実（遊具増設、大規模公園、子どもたちが安心して遊べる環境、知育に資する公園、休日子

どもたちとゆっくり過ごせる公園、大亀山森林公園の多世代が憩える場の整備、パークゴルフ場、各公

園への時計設置、滞在型観光の拠点となる遊園地規模の公園、中高年の健康維持の場、） 

  ※山形県東根市『あそびあランド』、『けやきホール』『べにっこ広場』、岩手県『いわてこどもの森』、茨

城県笠間市『笠間芸術の森公園』、青森県八戸市『子供の国』、福島市『こむこむ』等が参考となる一

日中家族で憩い遊べる施設 

 ・外食・買い物環境の充実（一定エリアに集中させない、商業施設積極誘致、特に旧富谷地区、古い団

地の地区、大型商業施設は周辺環境を混乱） 

 ・防災・防犯体制の充実（駐在所、防犯カメラ、災害復興の体制強化、長期避難施設、被災時の迅速な

水道復旧、人口増加対応の消防署増設、被災後を含めた電気・水道・ガスの安定供給、土砂崩落の

回避、ブロック塀対策、交通事故対策の徹底、コミュニティＦＭ開局等） 

 ・住宅団地の高齢化対策（福祉集合住宅の確保、空き家の居住促進等） 

 ・市営墓地の整備（ペット共同墓地も含む） 

 ・住宅用地の低廉化（多世代居住への支援、空き家の再利用、公的なお手伝いの制度で格安アパート

提供、農園付き住宅の提供と農家交流、景観を損ねない分譲マンション等） 

 ・新旧富谷の交流（生活環境的格差是正、新団地造成でなく旧団地を埋める施策等） 

 ・環境衛生（犬の糞の処理、粗大ゴミ回収、烏対策、リサイクル製品回収・販売、ゴミステーションの衛生

環境向上等） 

 ・多様な行政情報発信ツールの適用（ＨＰに「提案箱」、ＩＴ技術活用等） 

 ・エネルギーの地産地消（災害対応再生可能エネルギー普及含む） 

 ・都市ガスの整備 

 ・娯楽施設の整備・充実 

 ・人工増加に見合ったインフラ整備 

 ・きめ細かい除雪 

 

エ）医療・福祉 

 ・医療施設の充実と医師の充実（救急指定病院、夜間・休日診療、耳鼻科・眼科・産婦人科・小児科不

足、高度な医療・福祉でブランド化等） 

 ・健康保険のいらない高齢者福祉（元気な高齢者、介護保険基準緩和、予防介護への尽力、高齢者向

け給食制度、デイサービス以外の行事、介護保険内での買い物・外出支援、国保・介護保険の低廉化、

地域包括ケアシステムの構築、健康保険を使用しなかった高齢者の表彰制度等） 

 ・独居老人対策（緊急電話、高齢者世帯への税率軽減、地域の見守り等） 

 ・健康増進（パークゴルフ場整備、仙台市泉区の健康増進センターのような施設、高齢者の集いの場確

保等） 

 ・老人ホームの増設（低所得者対応、訪問介護の充実等） 
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 ・高齢者施設と保育施設の一体化 

 ・疾病者及び老介護への補助金 

 ・障がい者が働き、集う場所の整備（グループホーム、ショートステイ等整備等） 

 ・高齢者、障がい者のタクシー利用料の軽減化 

 ・不登校児や母子家庭への支援の強化 

 

オ）子育て支援・教育環境 

 ・50000 人都市にふさわしい高等学校の増設（普通高校への特別支援学級の増設含む） 

 ・短大・専門学校・大学の誘致（「学都－富谷」の確立：若者の集客装置） 

 ・子どもが住み続けたい、Ｕターンしたいと思える環境 

 ・保育園、病後児保育の充実（バス送迎、給食、待機児童０政策、病時及び病後児保育施設、乳幼児

の一時預かり、預かり時間延長、休日預かり等、保育内容の充実等） 

 ・育児相談の場に子供の遊び場を（その他雨の日でも遊べる屋内の遊び場整備） 

 ・全国から注目される教育づくり（保育・教育の独自カリキュラム、デイサービスと子育て広場一体化、体

験学習環境の充実（炭焼き等）、その他） 

 ・給食費の無料化（子ども手当て分の振り替え、通学費等も無料化が望ましい等） 

 ・武道館整備 

 ・地区毎の小中一貫校への再編成（通学距離、通学児の交通安全への配慮等） 

 ・児童ｸﾗﾌﾞの充実（学校との近接化、町内年配の方々の協力、休日学童保育、就学後の休日子ども預

かり、児童館の先生の増員等） 

 ・公的結婚相談所設置 

 ・小中学校へのエアコン設置 

 ・子ども医療費助成 18 歳まで（収入制限の排除、小学校入学まで通院無料等） 

 ・子どもが無料で遊べる屋内施設 

 

カ）産業振興・地域活性化 

 ・身近で働ける職場環境（高齢者雇用環境、企業誘致、若者の雇用、裾野の広い基幹産業 

 ・自慢したくなる特産品開発（道の駅整備、ブルーベリーのブランド化、観光農園、役場屋上蜂蜜のブラ

ンド化等） 

 ・ゆるキャラ製作（１０代の若い人達からの意見） 

 ・地域交流、国際交流、多世代交流の充実（お祭り、イベント等の充足等） 

 ・しんまち地区の振興、整備、観光施設化 

 ・企画、広報の積極的展開（特産品・名所等の情報発信、食べ歩きマップ等の作成等） 

 ・集客機能の強化（複合スポーツ施設、公営ギャンブル、テーマパーク、大型医療機関、教育施設、地域密

着型飲食施設、目玉施設（キッザニアなど）の誘致等） 

 ・身近な大学とのまちづくりコラボ 

 ・ハローワークの設置 

 ・農業の高齢化対策、後継者不足解消 
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キ）行政運営 

 ・行政は各区長に依存しすぎ 

 ・町内会のしっかりした金銭管理の徹底 

 ・市議会の公開 

 ・市民税の負担軽減（将来を見据えた健全経営、高齢化社会を見据えた歳入確保等含む） 

 ・官民で話し合う機会の充実と住民参加体勢への展開 

 ・もっと親切な窓口対応を 

 ・職員教育と職員クオリティの向上（計画的に実行する指導力の向上、平等な情報提供の徹底等） 

 ・お金のかからない広報の発行（現時点では紙質等が贅沢すぎる） 

 ・今まで良かったことを見直していく施策の展開 

 ・携帯・スマホ向けＨＰ開設 
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第２章 自由意見 

 

NO 属性 自由意見 

3 
30 代女性, 

明石台 

公共交通機関の充実。泉中央駅までの交通手段がバスしかないのは不便。 

将監トンネルが混むので、結局、自分の車を使っても同じ。地下鉄が富谷まで延びる

ことを期待したい。 

4 
20 代男性, 

成田 

泉中央までのバス運賃の価格調整。 

学生が共用で使える勉強スペースを作ってほしい。図書館の中などに。近隣の施設

で利用しようとすると断られたり、注意されることが多い上に、中学生には最寄の宮城

県図書館はかなり遠く感じる。公民館の利用もあまり快く思われない部分がある。(図

書館の中も勉強用の長時間利用は遠慮するよう言われる。) 

5 
20 代女性, 

明石台 

平日の仙台行きのバスの本数、平日休日のバスの本数をもっと増やしてほしい。買い

物が便利になり住みやすくなるのもいいが、緑は残してほしい。 

9 
60 代男性, 

上桜木 

国際センター、アエルで開催される講演会への参加。市立及び県立図書館の利用。

川内萩ホール、宮城県美術館、仙台市科学館での観賞に行きますが、富谷市にも同

様の施設とあらゆる病気の治療講演会の実施を希望しています。そのためにも泉中

央駅～富谷間の交通手段の確保も期待しています。 

富谷町内の医療施設から仙台市内の施設へ紹介状が発行され通院・治療に苦労し

ているので、医療施設の整備と先生の充実を希望します。 

富谷町職員の現場確認を願い、各行政区長等に依存しすぎる。 

10 
30 代男性, 

大清水 

富谷警察署の新設。富谷～泉区（七北田交差点）の渋滞を緩和して欲しい。特に 4

号線と成田～大清水。 

11 
70 以上男性, 

明石台 

泉中央までのアクセスを充実してほしい。仙台市の様に無料パスを出してほしい。会

館での利用をもう少し利用したいです。いろんな催しを持ってきてほしいです。図書

館も泉区みたいな大きいのがほしいです。 

富谷市になるのでもう少し色んな面で充実した市にしてほしいです。 

地下鉄を持って来て下さい。 

年寄りが活き活きとした生活にしたいです。仙台市は健康保険を使用しないで生活

出来ます。皆さんが活き活きとした暮らしをしています。富谷は孤立した生活をしてい

ます。 

富谷町役場を見学に行った時に受付の人に今日は見学は出来ませんと言われ、がっ

かりしました。 

13 
50 代女性, 

あけの平 
地下鉄が富谷まで延びてほしいです。 

15 
30 代女性, 

成田 

水道代が高いので、もっと安くならないのか。 

泉中央駅までの利便性が低い。どこに買い物に行っても駐車場が混んでいる。 

富谷のメイン(観光とか)がどこなのか分からない。 

歩道がせまい。高校がほしい(男子が行く高校がない)。 

16 
40 代女性, 

太子堂 

総合病院が少ないので、救急指定病院があると安心して生活出来る。 

泉中央まで行くのでバスを使うが、料金が高いので何かもう少し安くなる方法を考え

てほしい。 

18 
50 代男性, 

成田 

公民館の図書室ではなく、まともな図書館が必要だと思います。 

富谷町のうち、仙台市と接する地域とそれ以外の地域の人々の富谷町に対する意識

はかなり異なると思うので、町(市)としての一体感をもてるような方策が必要ではない

でしょうか。 

19 
40 代男性, 

明石台 

富谷町の現状は、仙台市のベットタウンであり(特に明石台、成田地区)、仕事場が仙

台市内にあり、通勤している方も多勢いるため、交通機関の充実または幹線道路の

整備(特に仙台市に通る道路)について強く要望したい。 

市へ移行した場合、市立図書館、文化ホール等の施設について計画的に整備でき
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たら良い。また、防災対策として市役所に防災のスペシャリスト(防災鑑)の配置をして

はいかがでしょうか。 

20 
40 代女性, 

上桜木 

音楽の町富谷というのをもっと全国に発信したい。各地で開催されている JAZZ フェス

のような音楽フェスティバルを富谷町でオリジナルの音楽フェスを町全体で開催した

い！ 

マラソン、リレーマラソンなど富谷町で開催してほしい。 

21 
70 以上男性, 

町中 

役場の窓口・電話対応等、皆様いつも親切・丁寧でいつまでも維持して欲しいです。 

町内各地区ごとの金銭管理等を出来れば時々して欲しい(個人出資等)。 

小学校～中学校までの街路樹の木蓮(白い花？)が毎年とてもきれいです。将監は桜

並木が素晴らしいです。富谷市ももっと花や毎年楽しみになれる事が増えれば良いと

思います。 

26 
60 代男性, 

鷹乃杜 
町営(市営)住宅の充実。 

27 
40 代女性, 

明石台 

通勤・通学での泉中央までの交通のアクセスを良くして欲しい。例えば、時間帯に応

じてバスを増便するなど。地下鉄が出来れば、すごく便利なのですが。 

公約どおりに老人のバス乗車券を配布することになり、ありがとうございました。 

泉中央にある、のびすく(4 プラ)みたいなのを、富谷にも作って欲しいです。子供たち

が利用できる場所があると良いと思います。図書館等もないので勉強できる場所を

お願いします。 

29 
40 代女性, 

成田 

新しいものに取り組むことも大切ですが、今あるもの、代々受け継がれてきたものの良

さを見直し、大事にすることは財産だと思います。古いものを使い続ける、また修繕す

る技術をレベルアップさせ、活気ある街づくりができると、富谷らしいのではと思いま

す。 

仙台ではできないことを、仙台には真似できないことを探し、訪れたい場所富谷、住

みたい場所富谷になるよう期待しています。 

33 
30 代女性, 

杜乃橋 

杜乃橋地区で日吉台小まで通学するのが大変なので、近くに小学校を建ててほし

い。 

公園の使用が多い子供たちの為にも遊具を増やしてもらいたい。 

外食できるお店を増やしてほしい。(有名店) 

暮らしが豊かになるのは良いが、自然豊かでのどかな町であってほしい。 

35 
50 代女性, 

一ノ関 

子ども達が多い町との印象があります。夜になると外灯の少ない箇所などもあります

ので、安全にくらせる！町づくりをお願いします。 

自然も多く、かといって田舎でもなく住み心地の良い町と感じています。 

37 
50 代女性, 

日吉台 

富谷はとても住みやすい町(市)として注目されていると思います。実際に住んでいて

不便も無く、良い所だと思います。しかし、震災の時は水以外の救済はまったくありま

せんでした。冷たい町と感じました。普段暮らしている分には快適ですが、いざという

時には、何も無い町と感じました。 

子供が小さい時は住みやすい町でした。しかし、大きくなるにつれ、高校・大学選び

に困りました。どこも遠くて行きたい学校へ通うのが困難です。交通の便にも問題が有

るのでしょう。今まではそれで田舎だからしかたないとの気持ちがありましたが、町か

ら市になることが決まると、段々ともっと良くなるのでは？との期待がふくらんできてし

まいました。もちろん、地元に学校ができてくれたら嬉しいです。 

夜間・休日に診察してくれる病院が少ないのも不便です。人口が増えても、皆が健康

に暮らせる町でなければ意味がないのではないでしょうか。 

40 
60 代女性, 

あけの平 
高校や専門学校、大学を誘致し、若い人が集まる街に「学都-富谷」になると良い。 

41 
60 代女性, 

熊谷 

昔からの行事の見直し、カット。(例えば、町民運動会は学区ごとにすると顔が分かる) 

高齢者がいつまでも元気でいられるような事業の展開・施設の充実。 

43 
20 代女性, 

熊谷 

昔は緑がたくさんあって、東京から帰省した時、その風景を見て「懐かしい」と帰って

きた気分になっていたが、今はその緑がほとんどなくなっていて寂しい。「ちょっと田
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舎」な富谷が好きだったのに都会にしようと力を入れすぎ。大清水の人たちや新しく

出来た団地の人たちはキレイになった富谷に満足しているかもしれないが、昔からの

団地に住んでいた私たちは富谷が「市」になることは別に望んでいなかったし、同世

代の友達とは「市にならなくてそのままでいいのにね」と話すくらい。 

49 
60 代男性, 

ひより台 

設問 11 の項目が全て実現可能であれば、富谷市として全国に誇れるのではないで

いか。市民が身近で仕事が出来る環境も必要かと思われる。 

50 
40 代女性, 

一ノ関 

富谷市になるのにあたって、川又山という地名はないかと思います。グリーンヒルズと

いう地名にしてほしいと思います。 

51 
30 代女性, 

町上 

必要な事柄は人それぞれで、置かれている状況によっても求める違いは出てくると思

うので、皆一概ではないと思うが、個人的にはどうにもならない事について、広い見識

を持って助けてくれるところが行政だと思う。 

もっと住みやすい町を考えればやはりこの町に鉄道の駅は必要不可欠で、交通の利

便性は重要だと思う。自家用車を使い生活出来ている人でも渋滞の不満はあると思

う。通勤通学時間の削減や渋滞を気にせず定時制で行動できる乗り物は、予定も立

てやすく気持ちにもゆとりが持てる。特に運転免許を取得できない学生や運転の危

険が高くなる高齢者にも行動の幅が生まれ活き活きと生活出来、様々な交流の機会

や興味も育まれることだろう。 

また、最近は大きな地震の様な災害や様々な犯罪のニュースを耳にする。その度に

不安に襲われる世の中になって来ていると思う。まだ起きぬ災害や犯罪に恐怖を感

じるのはその人の感じ方ではあるが、常に備えておく事は大切である。救助や医療は

もちろんライフラインの普及は一刻を要すると思われる。その時の行政の采配は重要

である。普段よりその時に備えて緊急時のマニュアルを理解し、その時々で臨機応

変に対応できる体制を常に取っていて欲しい。また住民にも常に注意喚起を促すこ

と、相談しやすい庁舎である事が必要である。 

ニュースなどで自分の住んでいるところが映ると嬉しく思う。他の地区に住んでいる人

と話をして、自分の住んでいるところが自慢できることは喜ばしいことである。友人に

贈って自慢できる富谷のオリジナル特産品が少ないので、もっと開発に力を入れて欲

しいと思う。道の駅が富谷に出来ればそこで販売し富谷の美味しいところ、良いところ

をもっと伝えられる場所になってもらえればと思う。 

地域みんなで子供を大切に育てると言う事は大切なこと。子供が成長してもこの町に

住み続けたい、就学・就職の都合で生まれ育った場所をいったん離れなくてはならな

くなってもいつか戻ってまた住みたいと思ってもらえる故郷つくり、住民サービスを今

後も進めて下さい。 

53 
70 以上男性, 

町中 

町長さんは常に市制が目的ではなく、これからが大事なんだと言っていられました

が、全く同感です。ややもすると、大仙台市に飲み込まれ埋没してしまう恐れもありま

す。ここで私が提案したい事は 400 年の歴史に育まれた文化・芸術と標榜し、富谷市

を運営して行く事です。具体的には以前より、町当局議会にもお願いして居りました

が、旧庁舎を解体し、富谷市の歴史資料館を建設する事です。私達の先達には内ヶ

崎作三郎をはじめ、北目春月、内ヶ崎贇五郎、菅野千代夫と言った錦を飾る人物が

居ります。資料邸を建設し、その功績を顕彰し市民に知って頂き、自信と誉を自負し

て頂き、更に対外にも伝播して行く事が富谷市の存在感をアピールする要因と思い

ます。 

55 
30 代男性, 

明石 
地下鉄などバス以外でスムーズに仙台駅、泉中央に出られる様にしてほしい！！ 

56 
30 代女性, 

明石台 

私の出身は南三陸町(旧志津川町)です。小学生の頃は町内の小学校対抗のスポー

ツ競技がありました。男子は野球、女子はフットベースボール。夏から秋に年に一度、

大会があり、優勝チーム、準優勝チームにそれぞれ賞状･メダル(金・銀)が贈られまし

た。さらに最優秀選手賞、優秀選手賞などの個人賞もありました。 

田舎町でしたので、数が多くはなかったため出来ていた企画なのかもしれませんが、

ドッチボールでもなわとびでもなんでもいいと思います。子供たちが一致団結できる機
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会が学校対抗という形もいい思い出だと思います。 

今後とも富谷の発展を影ながら応援しています。 

61 
30 代女性, 

成田 

成田地区に住んでいます。今は、自分と同世代も多く、若い人や子供も多く、活気が

あると思いますが、住宅地というのは何十年か経つと、年齢層が高齢化してしまい、

だんだん子供も少なくなりがちです。それに対しての対策を今の段階から考えていて

ほしいなぁと思います。新しい小学校も何年か経つと、少子化となってさびれてしまう

のは悲しいです。 

一時期に集中して住宅地を販売するのではなく、少しずつ拡大していくような感じの

ほうがいいのかなぁと思います。 

土・日の道路、混んでいるのが気になります。人口の増加や商業施設が多いことが影

響しているのだと思いますが、年々ひどくなっていると思います。抜ける道路を増やす

とかできないですか？ 

道路が混んでいるから出かけるのをやめよう・・・という気持ちになってしまいます。天

気がいい時は自転車ででかけるよう、心がけもしていますが、皆がそんなふうに車を

できる限り使わない努力も必要なのかな？ 

64 
50 代男性, 

明石台 

町民体育祭の見直し。従来の小学校の運動会的な内容を見直し、真の意味でのス

ポーツ振興は図るべく、競技会的な内容としてほしい。町内会単位での参加の取り止

め。 

町内会活動の見直し。秋祭り等の行事は各自の負担が大きい割には、内容が陳腐

化(屋台中心)しており、町内会費の無駄遣いになっている。 

65 
30 代男性, 

明石台 

富谷から通勤通学しやすいよう泉中央へのアクセスを向上させてほしい。また保育園

の拡充をしていただけると、もっと子育てと仕事の両立がしやすくなる。 

病児保育室も保育園と同じような時間帯で預けられると助かります。 

68 
40 代女性, 

町中 

富谷町内にモトクロスのトップクラスの方が数名いるのに練習施設が町内にないの

で、富谷町外へ行っているみたいです。その他のスポーツのトップクラスにいる人も同

じです。できればその方面(エクストリームスポーツ)の施設を充実させてください。そ

れに憧れる子供達も増えると思います。又、メジャーではないスポーツでの活躍は応

援する方にも力が入ります。 

仙台駅にあった「ZEPP 仙台」のようなライブ施設が富谷にできると嬉しいです。モン

キーマジックだって富谷在中です。泉中央からのアクセスもいいです。これは絶対お

すすめです。 

70 
40 代女性, 

成田 

泉中央まで行くバス代が高すぎる。 

誰でも気軽に乗れる富谷町内での無料バスなどがあると助かります。大きなスーパー

や病院前など成田から出てると嬉しいです。 

71 
70 以上男性, 

東向陽台 

東向陽台三丁目を仙台向陽台三丁目に変わる道路に信号機を県として早く設置し

て頂きたい。(事故多発地であり、町内会で町長も発表しているのにいつまで待ちま

すか？目の前で事故を行く度に見ており、我家では通っていけないことになっていま

す。) 

働く意欲と技術技能をもつ 65 歳以上の住民が地域貢献出来る相談窓口を設けて、

働くチャンスを頂きたい！ 

74 
30 代女性, 

成田 

町から市へ住所が変わるのを他見に住む人などにも知らせる機会があるので、「あの

富谷市に住んでいるんだ！」と分かるような魅力的な市になってほしいです。 

77 
40 代女性, 

杜乃橋 

交通の利便性が良くないので、もう少し充実してもらえると助かります。 

病院ももう少し増えて、しっかりとした休日診療が受けられるといいと思います。 

どうぞよろしくお願い致します。 

78 
40 代男性, 

成田 

泉中央までの交通機関がもっと便利になってほしい。 

道路をもっと渋滞のないように工夫してほしい。 

79 
40 代女性, 

成田 
泉中央までのモノレール等の整備をお願いしたい。(成田間～泉中央) 

81 60 代男性, 市営墓地を希望します。 
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とちの木 公共の福祉施設の充実、お願いします。 

82 
30 代女性, 

あけの平 

自然災害への備えや対策がしっかりした町。 

車・自転車・歩行者、それぞれが安全に通行出来る道路。 

街灯をしっかり整備して、夜間でも安心して歩ける道路。 

商業施設を同じような場所に集中させず、どの地域の住民でも買い物をするのに困ら

ない町。 

町民バスや宮城交通のバスを充実させ、町内の各地域の移動を便利にしたり、泉中

央との往復を便利にする。(泉中央からの最終のバス時刻が早いと思います。)(バス

の本数にもかたよりがあると思います。) 

せっかく宿場町としての歴史があるので、それを生かしてお客さんが来る町に。 

年金が少ない高齢者も安心して住めるような公営の住宅を整備する。 

公営墓地があっても良いと思います。(宗教・宗派を問わない。散骨も出来ると良いと

思います。)・・・などを望みます。 

84 
70 以上男性, 

富ケ丘 

東北自動車道の乗り入れ。 

地下鉄の延長。 

85 
30 代女性, 

あけの平 

富谷まで地下鉄がくるようにしてほしい。 

車がスピードを出しやすいところには、危険なので信号をつけてほしい。特に、あけの

平入口(コンビニ側)からのぼって最初の十字路につけてほしい。 

86 
40 代女性, 

成田 

耳鼻科・眼科は不足していると思います。眼科は予約をとろうとすれば１ヵ月後。人口

に対して圧倒的に数が足りていません。 

図書館の整備については、広くアンケート調査をした上で造ってほしいです。大規模

にすれば注目を集めますが、中規模+分館の方が使いやすいように思います。 

育児の相談をしながら、子供の遊び場となるスペースがあると良いと思います。前に

住んでいた所で、保育士さん２名程度がいる子供広場のようなスペースを利用してい

ました。雨の日も行ける所があるのは、育児中の母親にとても重要です。 

88 
40 代女性, 

成田 

町内小学校には金管バンドがあるが、中学校には吹奏楽部しかない。中学校でも続

けようとするならば、エコーズや他団体に入らなければならない。ぜひ中学校にも金

管バンドのようなものがあればいいと思う。秋田県大曲のように。 

92 
50 代男性, 

成田 
市議会を公開する。 

97 
60 代男性, 

あけの平 

国内外の観光客誘致(仙台･松島との中間地の位置としての連動)を長期計画で考え

ていくべき。 

設問 11 の中身は 3 つに限らず関連している部分が多い。 

国際映画祭や現在企画されているスイーツフェアなど、国際色を高める事で子供達

が世界に羽ばたいていける夢がある都市(農産業も含め)づくりを希望。富谷高校の

国際課を拡大・充実させていくよう働きかけてほしい。 

99 
50 代男性, 

成田 

富谷から泉中央までのモノレール等の鉄軌道の整備をぜひともお願いしたい。(成田

間) 

107 
30 代男性, 

あけの平 

・引っ越しをしてきて１年間位になりまだまだ富谷町を知る必要がありますが、仙台市

にも、とても近く利便性は満足しています。自動車が移動には必要ですが、バスやタ

クシーの充実をもっと向上していけば、さらに交通利便性は上がると思います。 

 現在、マイホームを考えており、明石台を土地として見てきましたが、とても高額で

手が出ませんでした。富谷に継続して住めないのが残念です。 

108 
40 代男性, 

上桜木 

・人もペットも住みやすい町 

・駅が欲しい（地下鉄） 

・レストラン、モールなど商業の充実 

110 
60 代男性, 

あけの平 

 地区毎の年令分布にかたよりが生じはじめているような気がします。 

 若い人が多い地区はそれなりにいいのですが、じじ、ばば地区との格差が気になり

ます。 

 オールラウンドな年代の人がいる地区にそれぞれがなっていくような工夫が必要で
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す。 

112 
70 以上女性, 

富ケ丘 
 緑豊かな、誰もが幸せに暮らせる富谷市にしていきましょう。 

113 
40 代女性, 

上桜木 

 たくさんの人に来てもらうためにも公共交通機関の設備を早急に希望します。 通

勤、通学が便利になれば、もっともっと富谷が豊かになり、「住みたい市町村№１」も夢

ではないのかもしれません。 

114 
10 代女性, 

明石台 

・図書館が欲しい。（県立くらい大きい） 

・地下鉄か電車を通して欲しい。（せめて公営のバス） 

・ただのベッドタウンとしてではなく、もっと特色のあるような市にする必要があると思

う。ex）ブルーベリーを県外にも名産として広めるような活動 

・高校や大学がなさすぎるので、増やしてもいいと思う。 

117 
70 以上男性, 

鷹乃杜 

・県との調整もあると思うが交番駐在所の数を増やしてほしい。 

・各町内に防犯カメラを設置してはどうか。 

118 
40 代女性, 

成田 

 先ずは仙台市泉中央までの交通利便性の確保を最優先に考えていただきたいと

思います。 

 ここ近年、住宅が増え、通勤に通学に泉中央までバス、車を利用している人が多い

様ですが、朝夕の渋滞が多いように思われます。 

 町長の公約でもある、モノレールの実現を最優先に取り組んでいただきたいと思い

ます。 

 町から市へと移行するにあたり、文化施設の整備も必要だと思います。 

 税金、雇用の面からは、企業の誘致をもっと積極的に行っていく必要があると思い

ます。 

120 
50 代男性, 

上桜木 

 仙台市泉中央駅までの地下鉄を 1 日でも早く完成させてほしいです。交通の便が

悪いように感じます。 

121 
50 代男性, 

今泉 
 新富谷（成田、大清水、明石）と旧富谷の交流 

123 
30 代男性, 

杜乃橋 

・東北自動車道へも入れるＩＣの整備 

・病院の整備 

・富谷のゆるキャラを作る 

127 
50 代男性, 

鷹乃杜 

 総合病院等、福祉やその他に充実した町（市）作りを望みます。人口増加は利便性

が良いからで、町の努力と思っていません。市への移行にあぐらをかく事の無き様、

取り組んでいってもらいたい。 

 引き続きこの町で暮らして行きたいので、あまりの変革は私自身、望んでいませ

ん。治安の整った安全な暮らしを切に望んでいます。宜しくお願いします。 

128 
50 代男性, 

成田 

 成田地区の緑道に犬のフンが落ちており、安心して散歩ができない。フンの始末を

徹底させてもらいたい。 

129 
30 代女性, 

町下 

 明るく、活気のある暮らし。過疎地域がゼロになる取り組み。税金の無駄にならない

様、住民の意見を取り入れたインフラの整備。旧役場周辺が観光スポットになる様な

まちづくりをしていただきたい。外国人も安心して暮らせるまち。行政からの情報発信

は若い方からお年寄りまでしっかり届くようなツールをどんどん取り入れてほしい。 

 今、本当に不便なのは泉中央から自宅までの交通利便性です。車、バス以外ない

ので、本当に不便です。バスは高いし（値段）、夜遅い時間は少ない。車を使うと、お

酒も飲めない。タクシーを使うとホテルに泊まった方が安い時もあります。「富谷の中

にいれば全て事（こと）足りる」と言うくらい、更に住みよい街になることを願っていま

す。 

132 
50 代男性, 

大清水 

 商業施設が充実していくのはよいが、週末の道路の込み具合がひどく近所へ買い

物に行く際にとても時間がかかったりするので、現状を把握した上で計画やシミュレー

ションを行なってほしい。その場に住んでいる住民の目線で考えていただきたい。 

133 
50 代男性, 

成田 

 今後は高齢化が進む。その高齢化対策はすすめてほしい。 

 例えば、街の主要施設への移動網など。また、高齢者に必要な施設や設備の充実
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など。 

 若い世代が活性化を図るスポーツ、文化施設の拡充も必要。 

134 
60 代男性, 

明石台 

・年に一回開催されている町民体育祭について 

 町単位の行政として行なわれている内容は市になった場合、検討する余地がある

と思います。 

 各町内会での年間行事が行なわれているが、体育祭は町内会の役員、班長の

方々に負担が多いように思います。体育祭は運動会の延長になっているので、市に

なった場合はもっと思慮する必要があるのではないでしょうか。たとえば、市民祭り等

のイベントを企画し、老若男女、全年令が参加、興味を持つような内容にしたら市民

意識が高まるように思います。 

・イベントホールの新設 

 現在の体育館は、位置的にも旧町内の近くにあり現在の人口分布から離れすぎて

いるように思います。 

135 
10 代女性, 

明石台 

仙台市内の学校に公共交通機関で通っているので、もう少し泉中央までのアクセス

が楽になると助かります。 

136 
70 以上女性, 

富ケ丘 

 交通の利便性でお願いしたい事は仙台市のように収入に応じてバス券の発行をし

て頂ければ。町民バスを泉中央迄のばしてほしいと言っている方々がいらっしゃるよう

ですが宮城交通にも迷惑をかけないで実現出来ませんか？運転免許証を持ってい

ない身としてはとても助かります。 

 年金で暮らしていますので、どうしても出掛ける事が少なくなっています。出来るだ

け外出して身体を整えて、健康寿命をのばしたいのです。 

 富谷市になる事を楽しみにしています。 

137 
50 代女性, 

明石台 

・高齢者にとって住みよいまちづくりをめざしてほしい。例えば、仙台市、泉区、泉ヶ丘

あたりに住んでいる高齢者は、バスやタクシーを利用するにあたり、とても安価な金

額でチケットを買い利用できる。 

・ゴミステーションは、とても衛生的で良いと思います。 

・富谷市に住みたい…と思われる目玉商品は、子育てのしやすさや、産業に活気が

あることや、病院、福祉の充実、教育等いろいろありますが、まずイメージだと思いま

す。すぐには無理でも、○年後こういうことが充実します!!と宣言しておけば、どんどん

人々も寄ってくるでしょう。 

・公共交通機関の充実 

・高齢者の上手な雇用 

142 
50 代男性, 

一ノ関 

一番重要と思うのは交通の利便性だと思うので、その点を整備していただきたいと思

います。 

144 
30 代女性, 

明石台 

 将来的に若い世代が増え続け、住み続けたくなるような便利で魅力的なまちづくり。

また、年をとっても住みやすく生活しやすい環境づくり。 

 １つは仙台に隣接しているけれどバス以外の公共交通機関がなく車が不可欠な状

態。子供が高校、大学へ通う際、また仙台から富谷へ来る際に地下鉄の延長が必要

だと思っています。車の移動だけでは渋滞が発生し移動しにくいし、子供、年寄りにと

っても交通機関の充実は必須です。ライトレールによる代替案も中途半端になりそう

で微妙に不便になるのでは？ 

 多少コスト、時間がかかっても将来的に成功だと思える選択をしてほしいです。 

“地下鉄”により富谷の更なるステータス UP になると思います。 

150 
40 代女性, 

明石台 

・レジャー施設（スポーツ体験、温水プール他）の整備 

・市立図書館整備 

・町民バスを料金増でも良いので泉中央まで走って欲しい 

153 
60 代男性, 

明石台 

 幹線道路の整備を行い「明石台、成田地区」から「しんまち地区」への公共交通機

関の運行を実施してもらいたい。 

 平日は町民バスを利用できるが土日曜は運休となり、上記地区間の移動は１．自

家用車２．バス利用は「明石台、成田地区」から「泉中央」まで行き、乗り換えで「しん
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まち地区」へ行かざるを得ない現状です。 

 公共交通機関は宮城交通を意味します。 

155 
70 以上男性, 

東向陽台 

 市へのイメージアップは必要不可欠ですが、あまり背伸びせず地道に発展するよう

努めてほしいと思います。 

 増税以前に無駄遣いを洗い出し、市民税の負担軽減に努めてほしい。 

 日本一魅力ある“富谷市”の実現に官民一体で邁進するよう祈念いたします。 

156 
70 以上女性, 

富ケ丘 

１．教育について 

 全国から注目される教育街作り 

２．市にふさわしい環境整備 

 例：道路沿いにビニールのゴミ袋が捨てられているのが目立つ 

３．安全、安心出来る街作り 

４．老若男女、命を大事にする街 

５．市民に愛される職員の意識改革（市民の目線） 

 今からどんな市になるか楽しみにしています。 

160 
30 代女性, 

大清水 

・富谷はマーチングが盛んで大きな魅力の１つだと感じています。マーチングの演奏

には体育館が適しているのでスポーツと兼用できます。その点では素晴らしいと思い

ます。関連して、オーケストラ等の演奏が開けるホールは…？というと富谷にはない

のが残念です。泉区のイズミティや大和町のまほろばホールのような施設があればよ

り充実するのではないかと思います。 

・現在は人口が増え、新しい住宅が増え活気づいているように思いますが、今後もあ

らゆる世代が等しく増加もしくは現状維持できるような市であってほしいと思います。

「100 年間ひとが増え続けるまち」の実現を!! 

161 
30 代男性, 

杜乃橋 

 子供たちが富谷幼稚園に通っています。教育費は安くていいのですが、毎朝車で

送るのが大変です。駐車場も狭く、園児が飛び出して来ないかとヒヤヒヤします。町

立の園を増やしてほしいという思いがあるが、今ある園の環境の向上をしてほしい。

バスの送迎や夏場はお弁当じゃなく給食にするなど。 

 近々コストコオープンしますが、住居街からコストコに向かう人たちがいると思いま

す。小さな子供が多い地区なので危険ではないでしょうか？大和町方面からの道も

あっても良かったのではと思います。商業施設が増える事は良い事なのですが、周辺

の環境について住民ともっと話し合う機会を増やしてほしいです。広報だけでは周知

しきれないと思うので、何か他にもあっていいとおもいます。メルマガとかいいと思うの

ですが。 

 町長の一番したい事は何ですか？色々な事をして施策が進んでいないように感じ

ます。優先順位を決めて一つ一つ確実に行なってください。町民の意見を聞いて一

緒に町づくりする考えもいいのですが、私はこうする、と強引にやってもいいのではな

いでしょうか。 

163 
10 代女性, 

明石台 

・地下鉄をひいてほしいです。交通が便利になると仙台方面の人も富谷まで来てくれ

たりして、もっと賑わうと思うからです。富谷に来るのに泉中央で一回降りてからバス

に乗るとなると大変で、なかなか富谷に来てくれる人が少ないです。 

・ドームができると多くの人が富谷に足を運んでくださるため、帰り際に富谷で買い物

したりと発展すること間違いないと思います。利府のグランディだと交通が不便である

ため、行きたくても行けない人もたくさんいると思います。 

169 
70 以上男性, 

とちの木 

①時間短縮、料金の安価、ライトレール大賛成 

 早期実現を切に望みます。 

②産直品、各店に入っていますが、せっかくＲ４号が有り、沿道に広地を確保、特産

品と共に旧宿場町の良さを発信、交流の場が富谷市の発展、老若男女の活躍につ

ながる。 

③身近で気軽に地域、国際活動、交流に参加、ふれる事、富谷市民の意識の向上

に期待出来る。 

172 20 代女性, 地下鉄などが富谷町まで来ると、便利だなと感じています。 
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ひより台 

175 
30 代男性, 

日吉台 

・蜂の巣の撤去の助成 

・東北自動車道へ富谷インターから入れるようにする 

・各家々にソーラーパネルを設置し市で電気を共有 

・商業施設の積極的な誘致 

177 
60 代男性, 

熊谷 

的確な固定資産税の評価 

町有地は町で草を刈って下さい 

184 
40 代女性, 

ひより台 

・富谷市になる前に、町を綺麗にするためにも行政区ごとに粗大ゴミ回収をして欲し

いです。（お金を支払っても良いので） 

・町にある西川をきれいにして欲しい。 

・給食費を払わない家庭が多くなっているなら、子供手当分を給食費無料化には出

来ないのか。 

・道の駅を４号線沿いに作って欲しい。 

・市になるので各小中の制服や体操着を別のデザインにしてはどうか？ 

・富谷出身の有名人を呼んでパレードをする。 

 自慢出来る市になれば良いな～と思います。 

185 
70 以上女性, 

鷹乃杜 

 町から市へ移行するにあたって単なる人口増だけではなく「市」としての格とでも言

うのでしょうか、文化的施設、例えば大きなホール（交響曲など演じられる喜劇など）、

図書館（今の公民館にあるのでは全く物足りないです。子供用ばかりです）等を市民

が楽しめるようなものを作ってほしい。 

 現在は全て仙台市に依存している。美術館など毎回そちらに見にいっている。全て

直ぐには出来ないが、いつか実現してほしい。 

186 
40 代女性, 

明石台 

泉中央から、仙台駅からのアクセス（地下鉄やモノレール）の利便性が整えば、もっと

もっと町（市）が活性化まちがいなし！と思います。 

バスだけではない、公共交通を切に願います！ 

188 
60 代女性, 

あけの平 

・まず、教育教養のレベルを上げる為には、図書館の整備。 

大人、子供を問わず本を読んでいる姿が少ない。多賀城の図書館のように、市外か

らも人が集まる図書館建設を望みます。役所的ではなく、年末や正月等、市民が休

みの時にも利用できるような、又それを基点に交流の場となる様な催し物企画。 

・一人暮らしの高齢者には順次、緊急電話設置。 

実家のある埼玉県保谷市では、一人暮らしの高齢者が受話器を外した時点で、救急

につながると同時にあらかじめ登録している息子や娘、親族に連絡されます。 

 高齢者が健康に暮らす為にパークゴルフ場等、安価で楽しめる場所も必要。楽しく

ない体操や痴呆防止のボール遊び等続きません。 

・泉中央、仙台駅まで交通便が悪いです。老人の運転は今後、様々な意味で問題で

す。少しでも公共交通を利用してもらう方向にシフトする為に努力して下さい。 

 若い人達が集まる様な富谷祭にして下さい。現在は少し古い。泉に行きます。 

189 
60 代男性, 

あけの平 

何故、富谷町がここまで人口が増加して来たかを顧みれば、近隣のベッドタウンとし

ての役割が大きい。但し、世代交流（高齢化）が進み若い世代が二世帯居住もある

が独立し、移り住む傾向（特に課題は町外へ）この現況から 

１．富谷町に住んで近隣の仕事場やレジャー等に交通の利便性を感じ、将来も定住

したいと思う交通網の整備は最重要 

２．古い団地を歴史のある住み易い将来性のある住環境整備を中、長期ビジョンを

持って課題解決して行くこと（町内会単位での取り組みには限界が有る） 

※１～２を大きくとらえて取り組まないと、若い世代はより利便性の高い所に移り住み、

古いそして利便性の悪い地域は廃れて行き富谷町自体が古い団地の行く末と同じ

道をたどるのでは？ 

３．総合計画にある、市の充実への各機能を新しい団地等に集約しがちであるが、新

旧の団地（地域）に機能分割し、そして地域毎に分割した機能を交通網の充実で「つ

なげる」を重点取組みするべきではないでしょうか。 
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190 
40 代女性, 

大清水 

１．地下鉄を延ばして欲しい 

２．大亀山～利府方面、セキスイハイムスーパーアリーナ方面へのアクセス 

191 
60 代男性, 

あけの平 

１．仙台市への接続を考えて欲しい 

 ①富谷市自身のバスを泉中央（地下鉄）まで運行してもらいたい。日中、土日、祭

日含めて１時間毎に８回、往路４回位（17:00～21:00）復路（7:00～15:00） 

２．長期間避難可能な大規模施設の確保（2000 名以上） 

 学校や体育館等は一時期で有り、長期への対応は指定避難所として重要である。 

３．文化、イベント開催施設を作る。例えば、イズミティ 21 程度。音楽コンサート、宝塚

等、広くイベントを誘致できる。 

192 
50 代男性, 

日吉台 

 防犯を兼ねて富谷市に移行する際、日吉台地区に警察官派出所を常駐で作って

もらいたい。 

196 
30 代男性, 

鷹乃杜 

安心安全の町（市）づくりとして、富ヶ丘・鷹乃杜方面の防犯対策として交番を設置希

望です。又、４号線への事故・事件への即対応出来ることも理由です。子供・お年寄り

の今後の安全対策としてもぜひ、成田交番に追加して富ヶ丘・鷹乃杜地区に設置検

討お願い致します。 

199 
70 以上女性, 

富ケ丘 

１．仙台（中心部）によく出掛けますが、バスの本数が少なく不便を感じています。 

２．子供達がバスで通学していますが、バス代が大変だと聞きます。少しでも援助して

もらえると良いと思います。 

205 
40 代男性, 

大清水 

富谷市になる以上、地下鉄の早期延長は必要と考える。人口も増え、大清水付近の

利用客が増え、交通渋滞もおきている。渋滞回避と近隣の町からもっと富谷へ来て頂

く為に、交通機関を早急に充実させるべきと考えています。 

209 
50 代男性, 

町下 

児童の貧困、生活苦の高齢者など格差の拡大は現在進行形でますます拡大してい

るように思います。格差是正に緊急に取り組んでいただきたい。国、県まかせでなく町

独自になにがしかの支援を恒久的に確立していただきたい。救いを待っている人は

多々います。本当に救い出すべき人達に手を差し向けるべきです。 

いろいろなインフラ等についてはあまり前のめりではなく、財政状況を町民のニーズ

を多方面に渡り勘案し、将来の担い手に負の遺産など残す事のなき様お願いしま

す。 

10 月 10 日より市制施行されます。富谷が独自に発展を成し遂げたのは先人達の努

力の賜物と考えますと、富谷の歴史を考慮する事なく、富谷市の発展はないものと思

います。そのためにも新町の振興発展は不可欠です。南部地域の開発は今後ストッ

プし新町周辺を中心に開発、整理を急ぎ進めていただきたい。一町民(市民)として

富谷のために微力ながら力になりたいと思っております。行政は決して方向性を誤る

事なく、住民のために奮励努力する事をお願い致します。 

210 
20 代女性, 

成田 

今すぐは難しいと思いますが、富谷まで地下鉄が開通したら、交通も便利になるので

はないかと思います。 

211 
30 代男性, 

ひより台 

・交通の便を良くしてほしい。(電車・バスなど)（ひより台のバス停が少ない） 

・休日に利用でき、1 日中過ごせる図書館がほしい。 

・保育園や幼稚園を独自のカリキュラムによって選べるようにしてほしい、(モンテッソ

ーリ系やシュタイナー系など) 

・夏など公園の雑草がすごくて遊びにつれていけないので、整備してほしい。 

・お年よりのデイサービスと子育て広場が一緒になったエリアがあると良い。(町でお

年よりに声をかけてもらうと子どもが喜ぶ)(両親の実家が遠方なので、子どもをお年よ

りと触れ合わせる機会があるといいなと思う) 

・カフェの路面店(ドライブスルーのような)がほしい。 

212 
60 代男性, 

富ケ丘 

町長の公約で有る仙台地下鉄の延伸は富谷町だけでなく、黒川地区の発展にはか

かせないと思う。できる限りの知力・資力をつくして、ぜひとも実現してほしいです。 

213 
50 代女性, 

とちの木 
24 時間対応の急患受付の病院があればと思う。 

214 60 代女性, 市になるのもあと少しですね。市になると同時に町長はじめ担当の方には知ってても
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東向陽台 らいたくて書きました。 

富谷町内の中学校には、武道館というのがありません。仙台市出身の私はじめ仙台

市の中学に通っているものにとってはありえないことです。 

よって部活動なども限られてきます。中学3年間自ら活動したい場所もなく部活ないと

いうのは大変かわいそうです。そういう生徒さんたちを毎年見てきました。 

富谷町も「市」になるということで、これを機にきっちり整備してもらえたらと思います。 

すでに知っていることかもしれませんが、毎年「武道館」の話は、お母さん方の話から

でて、「仙台市」「黒川郡」というので線引きでしたのでよろしくお願いします。 

216 
40 代女性, 

大清水 

先日開店した多賀城の図書館の様な、住民が憩える場所がほしいと思います。 

交通手段にしても土曜日・日曜日の時間帯の少なさには、休日に働いているサラリー

マン・OL などもいるのにどういう事なのか？ 大型バスではなくマイクロバスの様なコ

ンパクトなバスでの運行でもいいのではないでしょうか？ これだけ人の増えた団地な

のにおそまつすぎます。 

218 
30 代女性, 

鷹乃杜 

個人的な意見ですが、自分の両親と同居をしております。今、住んでいる地区は徒

歩でも車でもイオンなどが近く、大変便利です。しかし、今現在ある町営住宅は富谷

町内でもかなり不便なところにありますよね？ 車があっても遠いし、学校等も近くは

ない。(商業施設など) 

人口が 5 万人もいて町営住宅の数が少なすぎでは？ 

母子家庭のため、自立したくても富谷は家賃相場が高く、なかなか厳しいのです。成

田や上桜木、大清水か富ヶ丘、鷹乃杜方面に町営住宅を作っていただけると、なに

かと便利で助かります。少し今ある町営住宅より高くてもいいので、ご健闘して下さ

い。町営住宅が少ないから募集もほとんどない状態ではないでしょうか？ 

今、住んでいるところに 10 年くらしているので、有る程度近くの人たちと交流もあるの

で、あまり遠い場所には行きたくありません。宜しくお願いします。 

219 
40 代男性, 

鷹乃杜 

今では富谷町民もすっかり高齢化。私の家でも祖母を老人ホームへ入れています。

でも金額面でどうしても安い所を探すと遠い所しかありません。 

面倒見る方も高齢になれば大変です。富谷町は若い人には“うける”でしょうが、これ

から直面する高齢社会も本腰で対応していただきたいと心より願います。公共老人ホ

ームの検討を是非御願い致します。 

222 
60 代女性, 

上桜木 

富谷町は旧宿場町としての古くからの地区と郊外の住宅地の大きく二つにわけられ、

それぞれの特徴を生かして、地区の皆さんががんばっていると思います。私はここに

来て日が浅いため、勉強不足もあり、まだ富谷町をよく知りませんが、人には優しい町

だと思っています。 

人口が急増していて活気のある町ですので、施設や会館なども大切ですが、それら

をあまり多くすることより、その活用(or 利用)が充実される(利用しやすい)ことを望みま

す。 

新世代、旧世代が交流できる、または、それぞれの世代が交流できる市、人(赤ちゃ

んから寝たきり老人まで)に優しい市になることを期待したいです。 

(※町役場の皆さまの対応がとても易しく妙な緊張をせず、色々手続きをしていただ

いたことに感謝しています。) 

市に移行しても市民を大事にしていただくことを願うばかりです。 

226 
30 代女性, 

あけの平 

四号線を通らないと移動できないのに、明らかにストレスになりそうな場所にコストコ

ができます。今後も仙台に住む人達が休日に訪れる遊び場扱いになるのではないか

と街作りに不安を覚えます。街も富谷市にだけでなく、宮城県全体の一部ともとらえつ

つ、もう少し広い目で見た街作りをお願いしたいです。このままでは色々と中途半端

になりそうな気がします。 

227 
30 代女性, 

富ケ丘 

富谷町はレジャー施設がないので、近くの市町村へと遊びに行く事になるので、あっ

たらいいなぁと思います。例えば、プール、大きい公園、野球やサッカーができるよう

な施設が足りないと言う話も聞いた事があります。スポーツができる環境が少ないと

思います。メタボが多い県1位になってしまった宮城県です。子供も大人も健康でイキ
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イキできる町であってほしいです。富谷町は買い物など不自由なくできます。 

働く場所もたくさんあり、充実していますが、子育て世代には不満があります。保育所

の預けられる日が平日・土曜のみとなると難しいです。日曜・祝日休みの会社は今で

はほとんどありません。子供だけを置いて働きに行かなければいけない現状です。ま

たは、働くのを諦めるかのどちらかです。安全・安心な富谷であってほしいと思いま

す。 

229 
50 代女性, 

あけの平 

自然豊かな富谷町なので四季折々、住民が参加しながら楽しく交流できる機会(お

祭り・イベントなど)が増えると良いかな？ と考えています。又、富谷町のバイパス沿

いに道の駅や商店など増えると良いと感じています。泉中央に向かう交通利便(バス

など)直接、各々団地経由ではなく、泉中央に行ける便があれば、もっと利用する人が

増えるのでは？ と思います。町内会においても、班長となる方が住民の事ももっと理

解して災害の時などの声がけや援助など、根深い町内会を希望します。ただ、会費

を納め、夏まつり等で終わる事のない様にしてほしいです。新しい新町長様（未来の

市町様）に、ぜひお願い申し上げます。 

231 
40 代女性, 

鷹乃杜 

鷹乃杜、富ヶ丘地区の中学校統一してほしいです。小学校でせっかく仲良くしても中

学校がバラバラでは友達作りも難しいので。どちらか選べる方法でもいいのではない

でしょうか？ 

幼稚園の休日預かりがあると助かりますね。 

みんなが遊べる駐車場がある公園があるといいですね。 

233 
30 代女性, 

東向陽台 

・ゆるキャラ 

・とみや商品券 

・雇用の場、増やす。 

234 
70 以上女性, 

鷹乃杜 
高齢者なので総合病院がほしい。 

236 
30 代女性, 

杜乃橋 

仙台市泉区から富谷町に越して来て、2 年目になりますが、泉区に住んでいた時は

富谷と言えば、イオンまでしか来たことがなく、どのようなお店や施設があるのかよく知

りませんでした。結婚を機に富谷に越してきましたが、夫が自営と言うこともあり、もっ

とたくさんの方に富谷を知ってもらいたい、来てもらいたいと言う気持ちが大きくなりま

した。以前の私のような富谷まで”足を運ぶ”機会がない方は沢山いると思います。コ

ストコが出来るのはそういった意味で喜ばしいことですね。他にも魅力的な施設やス

ポットが増えたら嬉しいです。プールがあまり無いなぁと感じているので、大人も子供

も楽しめるような大きいプールが出来るといいです。 

杜乃橋は若い世代の方が多く、子供たちが沢山います、子供たちが安心して外で遊

べるような環境整備も望みます。又、子供をもちたいと願っていますが、保育園に預け

られるかとても不安です。杜乃橋に保育園が出来ると聞いていますが、こんなに子供

の多い地域で１つでは足りるのかが心配です。共働きではないと生活が困難なご時

勢ですし、高齢者の問題と同じくらい子育て支援についても力をいれて頂きたいで

す。 

237 
50 代男性, 

杜乃橋 

自然豊かな杜乃橋へ越して来たらコストコが隣接し、目の前の(自宅前の)道路がコス

トコへつながってしまい、今後の渋滞が懸念されます。つながったからと言って近くな

った訳でも無く、国道から入るしかありません。一部の住民の迷惑を軽視しないで下

さい。質より量の様な店舗は不要です。 

富谷町の農家さんや農家さんが作った特産品を使ったレストランのある「道の駅」を

早急に希望します。富谷町民が明るく楽しく働ける元気な町づくりで潤って行けたら

良いと思います。更に「大和町まほろばホール」の様なホールも必要だと思います。 

富谷宿の蔵を改造してジャズが聴けたら最高です。 

239 
40 代女性, 

杜乃橋 

・医療施設の充実化をお願いします。 

現在、富谷に住んでいながら病院は大和町に通っている状況。 

急患を見てくれる病院など必要です。 

・年金で住める老人ホームのような市営住宅のような施設の設立をお願いします。今
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はまだ若いので一戸建で良いですが、子供がいない夫婦にとって老後は大変不安で

す。老後見てくれる人もいませんし、一戸建も処分していかなければなりません。年金

で住めるようなホーム＆市営の住宅でもあれば、富谷に住み続けられますが、現状は

無理に近いのかもしれません。 

・今、今の事と同時に 20 年後、30 年後の事も考えて住みたくなる市にしていただきた

いです。若い世代が多い富谷で今は子育ての充実はしていますが、しかし老人の支

援充実は欠けているように思います。 

240 
40 代女性, 

ひより台 

・パークゴルフ場は、大和町にあるので必要ないと思う。 

・人口増加している分、子どもも増加しているので、市立幼稚園・保育園が必要であ

ると思う。近くのひより台、たかの森、みやのもり幼稚園は、定員を大幅に増やしてくれ

ているが、限界だと思う。2 年保育の富谷幼稚園に働く母親に不人気で定員割れ状

態だが子どもの立場にたった目線で保育をしてくれていてとても良い幼稚園だと思

う。私立の幼稚園では受け入れてくれない障がいを持つ子どもを受け入れて、手厚

い保育を行っている。頭の下がる思いである。この様な幼稚園を増やしていけば、小

学校での学級崩壊などの問題も減少するのではないだろうか。 

働く母親に不人気：(送迎バスがない。給食回数が少ない。2 年保育であるという理由

か。しかし、同じにする必要はないと思う。市立幼稚園の特色にすればよいのだ。) 

・図書館は近くに県立図書館があるので必要ない。 

・利府町の近くにグランディ21の公園や加瀬沼公園の様な、バーベキューができる様

な大きな公園、大型遊具のある公園があると良いと思う。 

・小中学生が放課後や休日に利用できる施設が少なく、イオンや西友に集まっている

のが現実。非行指導する前に彼らのエネルギーを向けさせるような施設をつくって欲

しいと思う。(例えば、泉、旭が丘の青年会館のような) 

243 
60 代男性, 

町下 
役場下を流れる河川をきれいに整備してほしいです。 

245 
70 以上男性, 

富ケ丘 

1.｢100 年間ひとが増え続けるまち｣とあるが、新規の宅地が無くなると人口増は見込

めないと思う。 

2.人口増へ向けて、具体的な施策を計画に実現すべきと思われる。 

3.ふるい住宅地で空家が多く見受けられる。空家対策を行って再び人が住めるように

考える。 

4.人が多く利用できる施策、専門学校・私立高校か大学誘致が出来れば、人口増と

なる。 

5.ブルーベリーを特産として生産農地をもっと増やして、ジャム工場等の生産と観光

農園を整備する。 

6.高校生と大学生は就職とかで町外へ出て、人口減となるため地元に残れる対策が

必要。 

7.「住みたくなるまち日本一」とあるが、何を称してそう言えるのか？ 目玉は何か？ 

8.富谷市の特徴は何か、外へ向かって何があるのか、何を言えるのか、目玉は何

か？ 

9.維持費の掛かる箱物施設は不要と考える。富谷町オリジナルを考えるべきと思う。 

10.富谷市政へ向けてムダな財政支出は極力慎むべきと思います。 

「住みたくなる町」から「住み易い町」へ向けて子育て・教育・就業から老後まで、それ

ぞれバランスが取れた生活の場となるように望みます。 

以上、よろしくお願いいたします。 

248 
30 代女性, 

成田 

アパート住まいですが、プロパンガスではなく都市ガスも導入してもらいたい。 

泉中央までのバスが料金高いので、町民バスなど使用できたらうれしいです。 

桜の木を植えて、お花見の名所になるような所ができたらいいです。 

249 
50 代男性, 

明石台 
仙台市との合併 

252 
30 代男性, 

杜乃橋 
泉中央までの交通利便性をもっと上げてもらいたい。 



- 196 - 

NO 属性 自由意見 

子育て世代がたくさん住んでいる杜乃橋地区からの泉中央までの利便性が悪すぎ

る。 

子供が高校に進学する際に利便性が良くなっていれば、高校選択の幅が広がると思

う。 

地下鉄延伸が無理ならば、路面電車のようなものがいいと思う。 

258 
60 代女性, 

富ケ丘 

県の図書館も近いですけど、富谷市に大きい図書館があったらいいなと思います。障

がいがある人も働くことができると思います。公園なども同じ敷地内にあるといいです

ね。 

262 
40 代女性, 

明石台 

バスの本数が少なく、あまり利用しないせいもあり、どこで停まるかなどわかりづらい。

そうなると子供も何かにつけて車で送迎しなければならず、過保護になる気がしま

す。一度、泉中央から最終バスに乗ってみたのですが、バスからはみ出しそうなほど

でした。ニーズに対して台数が合っていないのかなと思いました。また、乗っている方

同士でも「すみません。次ってどこにとまるんですか？」「○○に一番近いところだと、

どこで降りればいいんですかね？」とよくわからないけれど、とりあえず、富谷のほうに

行くバスに乗った、という感じでした。(実は私も)。宮城交通さんから富谷に特化した

路線図みたいなものが配られたら嬉しいです。 

268 
60 代女性, 

日吉台 

今後、富谷市政になるという事は、泉中央までの幹線道路を作り、私達の老後の足

になって頂くモノレール等の推進等が必要だと思います。27 年富谷町に住み、とても

良い町だと思いますが、老後の足が心配です。ぜひ、よろしくお願い致します。 

次に、大型病院の誘致が必要です。年齢が若い方が多く、皆さん、仙台泉中央に流

れていくと思われます。早急の実現に向けて、ご努力をお願いします。富谷市発展の

為によろしくお願い致します。 

270 
60 代男性, 

東向陽台 

①しんまち地区が道路が狭いので大胆な都市計画で市にふさわしい町に。どうみて

も町にしか見えない。あんなりっぱな役場があるのに、町全体が古くさい。暗いイメー

ジがあるのでは・・・。 

②泉中央からの地下鉄の延長は可能性はあるのかな？ 考えはあるのかな？ 

③市になるので、市にふさわしい町に。道路を広く明るい町。都市計画が必要。きれ

いな町つくり(大胆に)。必ず何かやろうとすると反対する人は付きものでありますよ。

名ばかりの市ではダメ。 

272 
30 代女性, 

成田 

「富谷市」に決まり？ 

いつの間にぃ。知らなかった。 

274 
50 代女性, 

成田 

15 年前に仙台から越して来ました。町内の方々との交流が少ないせいかどうか分か

りませんが、何故か富谷に愛着がまだ沸きません。私のような方が多いのではないで

しょうか？ 住民が若いからなのか、何となく落ち着きを感じられず、ショッピングセン

ターのような所ばかりが目立ってガチャガチャした印象です。 

とは言え、もともと歴史のある宿場町ですし、住民の方々の平均年令も高くなって行く

ので、これからが楽しみです。 

しかし、30年後は高齢者が多くなるでしょうから、今から健康増進の働きかけも重要と

考えます。 

275 
30 代女性, 

杜乃橋 
地下鉄・電車の充実をぜひともよろしくお願い致します。 

277 
30 代女性, 

成田 

①蚊がとにかく多い為、駆除対策強化して欲しい。草むしりも安心して行うことができ

ない。 

②沿道の草や根が張っていて、町内の清掃活動がひと苦労。 

③病気の家族への補助金を考えていただきたい。 

④無料で楽しめる子供の遊び場を作って欲しい。 

⑤暗い場所への外灯が欲しいと思います。 

278 
40 代男性, 

成田 

＜1＞現状の高齢化率は低位であるも、20 年後には 65 歳以上の高齢者が大量に発

生する。長期的には高齢者に優しいまちづくりも少しずつ進めていていっていただき

たいと思います。具体的には、医療・福祉期間の整備が本格的に必要となってくると
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思います。 

また、同様の観点からマイカー利用が高齢化により出来なくなった方々が、公共交通

機関を利用して活動的に行動が出来るよう、交通機関の充実化についても進めてい

ただきたいと思います。 

279 
30 代女性, 

富ケ丘 

電車 or 地下鉄の開通。とにかく交通の便が悪い。 

パチンコ以外の娯楽の充実。パチンコ店はもう要らない。 

例）カラオケ、漫画喫茶、大きな図書館、ビリヤード場 etc 

282 
20 代女性, 

ひより台 

・町長への意見が全く反映されない。 

・水道料金が他の市町村より高い。 

・税金が高い。 

・早く BRT の実現をお願いします。 

・主婦の働き易い環境にしてほしい。 

・男女差別(男尊女卑)が著しい。 

287 
70 以上男性, 

明石台 

富谷町内の小学校・中学校を地区ごとに小中一貫学校再編成したら良いのでは。 

交通安全、義務教育の充実。 

いじめ、暴力などの防止。(保護者の眼がとどく範囲) 

地区の小学校←地区の中学生 

地区の中学校←地区の小学生 

289 
50 代女性, 

町下 

現在は高齢化率、県内 35 位という事ですが、将来的には高齢化率は上昇すると予

想されるため、年老いても自由に豊かに暮らせる町づくりをめざしていただきたい。 

291 
60 代男性, 

あけの平 

高速富谷インターを東北道に乗り降りできるようにすることが、より発展につながるも

のと考えます。 

292 
40 代女性, 

富ケ丘 

障がい者が働き、憩う、集まる場所を作ってほしい。デイサービスが全く使えない。見

学しかできないのはおかしいと思います。利用したくても全く足りていない。若い障害

者のことをもっともっと考えてください。他の市町村に頼るしかありません。 

294 
60 代男性, 

成田 

・水道料金が高い。 

・泉中央までの交通料金(バス)高い。 

・人口の増加とともに、あちこちで交通渋滞が激しくなっている。(道路事情) 

・充実した医療施設。警察署、郵便局。スポーツ施設、音楽ホール等、総合運動場、

体育館等、全国的に誇れるような(注目されるような)規模の施設は？ 

・より安全で暮らしやすい活気あるまちづくりを期待します。 

298 
30 代女性, 

東向陽台 

・高齢者の病院への通院が困難で、歩くのもままならない人はタクシー代がとてもか

かるため、タクシー使用料の軽減化。又、自立してる人のためのバス路線や病院等ま

での本数の増加。老夫婦だけで生活している人が多いため、買物ができない等の声

があります。ちょっとしたことでも利用できるサービス←気軽に申し込めるような。があ

るといいと思います。 

・子育て面では、一度会社をやめた方の仕事への再復帰がむずかしい。というのも一

時預かりの時間が短い。通勤時間も考えると 8 時間きっちりフルタイムで働けなかった

り、夜間や休・祝日預かってくれるところがない。産休の方は月額ですぐ復帰しやすい

が、諦めてしまうと優先順位が下がり、入れない。実際に私は仙台市の遠い民間保

育園を使ったり、富谷に保育園が増えてからは保育園を 2 ヶ所使い、一時保育をか

けもちでつかっていて、とてもきつい状況でした。空きがなければ、一時保育もつかえ

ません。両親の手がかりられない人こそ、公共サービスを利用したいのですが、実際

はつかいにくいです。今も子供が病気やかぜをひくと、病時保育園の数が少なく(←

冬は特にインフルが流行るとなかなか入れない)、働かなくてはいけない状況なのに

働けません。夜間、病気になった時の医療サービスも仙台の急患センター(北仙台か

舟丁)までいかなければならず、考えてほしいと思っています。救急車も住所が富谷

なだけで、泉の救急隊の方が近いのですが、富谷又は黒川ＱＱからくるので、時間が

かかり急性の場合は間に合わないのではと心配です。 

300 60 代女性, 泉中央から成田・富谷経由で、たとえば、利府運動公園までモノレールを通す。(将監
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成田 トンネルが朝に混雑するので) 

304 
70 以上男性, 

明石台 

「住みたくなるまち日本一」のまちづくりは結構なことであるが、極端な背伸びは慎む

べきである。財源も良く考えずに議員・町長の票集め対策を思わせる施策も見え隠れ

する。仙台市の二の舞を踏まないように心がけて欲しい。くれぐれも次世代に負の遺

産を残さぬようにしてください。 

何も「日本一」にこだわる必要はない。行政がやるべきことと町民がやるべきことの区

分けを、今からはっきりしておくべきである。市に移行することで、はしゃぎすぎること

なく身の丈にあったまちづくりでよい。 

307 
30 代男性, 

明石台 

・仙台市地下鉄と富谷市が手を組み、明石台、成田方面、富谷イオン方面まで路線

を延ばして欲しい。 

・私の住む明石台は閑静なベッドタウンではあるが、もう少し遊び（飲食店 etc）があっ

てもよいと思う。 

・キャンプ場・施設の充実。 

308 
60 代男性, 

富ケ丘 

・学校のプールを室内プールにする。（屋根をつけるということでも良い） 

・学校が古く、廊下のタイルがはがれて危ないので、学校をきれいにする。 

・学校から児童クラブが採っても遠い。（道がわからない） 

・道路をきれいにする。（デコボコしているので平らにする） 

310 
40 代女性, 

明石台 

会館に非常食をおくようにし、期限前に新しく非常食を購入したら、古いものは町内

清掃時に各世帯に配布すべきかと思います。「備えあれば！」です。 

316 
60 代女性, 

日吉台 

・散策を趣味としているので、花の咲いた時期に出かけたりしたいのですが、公園の

中が整備されていない気がします。 

・文化的施設に関してはあきらめているので、東京、京都、大坂方面に時々出かけ

て、旅行中に博物館、美術館などに行っています。 

320 
50 代女性, 

明石 

①病院など、安心できる医療の充実。（市立病院など） 

②泉中央からの地下鉄の延長。 

上記 2 つはまちにとって実現が難しいことですが、逃げずにがんばって欲しい。実現

できれば富谷市は素晴らしいまちになると思います。他の問題は必然です。 

321 
60 代男性, 

成田 

人口が年々増加傾向にある富谷町において、市に昇格後も当分の間は人口増加が

見込まれる。将来の魅力ある街、防災対応向上の街の一環として、財政上の予算を

伴いますが、図書館等を併設した文化会館等のホール（仮称、富谷市文化ホール）

の施設の新設を望みます。 

現在、各地区に公民館を有するが、将来的に人口の増加等を考えると市民が一同に

会せる場所及び大規模災害時の収容能力の大きい施設が必要と思います。5 年前

の東日本大震災、昨年の茨城県の大水害、そして現在発生している熊本大地震が

続いている。また、新聞報道で長町～利府間に断層があり、将来、災害が発生する

可能性を否定できないことを考えると、普段は文化、娯楽等の施設として使用し、万

が一の大災害発生時は多数の市民の避難、救護（将来高齢者、病弱者等が増加す

る）の施設として活用する。将来のため、是非、新設を検討して頂きたいと思う次第

です。 

332 
30 代男性, 

杜乃橋 

・泉中央まで出るのに、電車等の公共交通機関を充実して欲しい。 

・産婦人科等の医療機関をもっと充実して欲しい。 

335 
70 以上男性, 

日吉台 

①民間活用した文化会館、図書館を望む。 

②通院地利便性を考えた医療施設の誘致を望む 

③障害者が自宅から通える場所、働くことの出来る施設を誘致していただきたい。 

④国道沿いに道の駅の整備・設置を望む。 

336 
60 代女性, 

日吉台 

①高齢者が安心して暮らせる市制になるよう切にお願いします。 

②未来の子供達が富谷市に定着して住んでもらえるように、仕事ができるようにして

ほしい。 

③若い人達が結婚後も富谷に住めるよう、住環境が充実するようにして欲しいと思い

ます。 
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337 
30 代女性, 

成田 

・地下鉄があるといい。 

・泉中央までのバス代が高すぎる。 

・町民バスをもっと活用すればいい。（小中学校で使うとか…） 

・小学校や中学校でも結構お金がかかるので、補助金などがあるとうれしい。 

338 
50 代男性, 

成田 

・富谷町(市)単独では限界があるのでは？ 

・今後人口増加は、自然と増加するだろうけれど、インフラ整備が先決では？ 

・将来的には仙台市との合併を視野に入れて、行政を行なっていくべきでは？ 

・仙台市との合併を条件に、様々なインフラ整備を仙台市に委託する（過去の泉市の

ように！） 

339 
70 以上男性, 

明石台 

・富谷町へ居住したい為に住んでいるのではない。仙台市に近接しているので住ん

でいる。公共文化施設はほとんど仙台へ出向いている。富谷町は各団地への分散展

開であり、中核市街地がないので、中央的な文化施設を建設しても人の集まりは良く

ないと思う。町役場、体育館等へはほとんど行ったことがないので、ハコ物を立てても

意味はなさない。（ただし、中央病院は別である。）仙台とのアクセスの充実が大切。 

・「日本一住みたいまち」にするには、日本一の高福祉か日本一税金の安いまちにす

べきだろう。税金を安くするのが簡単な方策である。何しろ、諸公共公益の施設は仙

台市の施設で代替できるのであるから。 

・仙台市と同等とは条件付けしないが、共通の乗車証(敬老)があればよい。宮城交通

のバス代は高すぎる。 

346 
40 代男性, 

日吉台 
仙台市地下鉄が富谷だけでなく、他の大和町や大衡まで来て欲しいです。 

350 
40 代男性, 

東向陽台 

・子供達が自由にサッカーボールを蹴られるグラウンドや公園が欲しい(無料の施設)

→理由として、現在各公園ではボールを蹴ることが許されないことになっているよう

で、近所の方々から注意を受ける子供たちを良く見かけます。 

私もサッカー経験者として、もっとボールを楽しみ、その楽しみを友達と共有し、成長

してもらいたいと願っています。ぜひ、ご検討願います。 

354 
40 代女性, 

町下 

・子供たちの通学の安全を守るため、町中、町下を通るクルマの速度制限を厳しく監

視し、交通事故から子供たちを守るようにしよう。 

356 
30 代女性, 

日吉台 

・電車が開通してくれるのを願っています。 

・道路をきれいに整備して欲しい。 

358 
10 代男性, 

ひより台 

・私が一番この町で不便だと感じるのは交通の便についてです。仙台の大学に通うと

き、泉中央に行く手段がバスか自転車しかないのは不便だと感じます。だから、他の

便利な交通機関を増やして欲しいです。 

・また、人口が増えて子供たちも増えてきたので、教育の場についてもう一度見直し

たほうがいいと思います。とくに今日では教育の場での問題が社会的に多いので、今

の時代にあった教育をしてもらいたいと思います。 

・私が小さい頃は、夏になるとトンボなどの虫が良く飛んでいるのを見ましたが、今で

はほとんど見ません。だから、自然を大切にし、自然と共生できるような町にして欲し

いです。 

・また、ひより台方面に本屋がないのが不便だと思います。図書館はあるけれど蔵書

もあまり多くないので、読みたい本を入手するには遠方に行くしかありません。だか

ら、近場に本屋が欲しいです。そうすれば子供たちも本に触れる機会が増えて学力も

上がり、教養を身につけることが出来ると思います。 

359 
40 代女性, 

日吉台 

・HP に「提案箱」を設置する。（危ない場所に信号をつけて欲しい等、気軽に声を発

信できるし、回答をもらえる） 

・町民バスを利用しやすくする。（個人的ですが、高校生の通学手段があると良い。

（黒川高校、松稜高校、富谷高校など） 

360 
70 以上女性, 

成田 

・文化センターの建設について。こちらに引越してきてから7年を経過。これまで「イズ

ミティ 21」「まほろばホール」「仙台の各ホール」と慣れない土地を探し歩きながら文化

の香りに身を置いて来た。“文化は人の心を育む”何年か前に成田公民館での演奏
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会を聴いた。児童たちの鑑賞の態度のマナーの悪さに唖然とした。仮設の階段であ

ろうが、児童たちは気配りもせず、足音を高く、お喋りし、食べながら、何度も出入りす

る。注意したらやっと止まった。よく考えたら、子供の問題ではない。演奏会場が本物

のホールではないから、オープン過ぎて自由な気分になってしまうのだろう。少しでも

早く本物の文化センターでの音楽、踊り、演劇他などを味あわせたいものだと思っ

た。味わうだけではない。子供たちや学校の創造したものの発表の場にもしてやりた

い。その繰り返しが“人の心を育て”自分はどう生きねばならないのかを学んでいくで

あろうと思う。 

倫理観、正義感、想像力等を鍛える場となる「文化センター」を、そしてそれが富谷

市の誇りとなり、有能な人材に育成の場となるであろう。また、なって欲しいと願って

やみません。 

需要と供給のバランスを心配するかもしれないが、文化で金儲けしようとするのは“愚

の骨頂”ではないか、不足分は税金で補填する方針を持たなければいいものは出来

ない。また、建設の際には“音楽や証明”にも金を惜しまずいい品を設置して欲しい。

「箱よりも中身」の吟味を…。 

町長(市長)さん、そして関係者の皆様、どうか企業にばかり思いを寄せず、一日も早

い文化の施設を実現させていただきたい人間の一人です。ご高配をお願いいたしま

す。 

361 
40 代女性, 

明石台 
泉中央～明石台のバスをもっと増やして欲しい。 

365 
40 代女性, 

明石台 

明石台のイメージがスマートハウス(積水ハウス)となっているような気がする。富谷市

独自で電力の安定供給、低価格できるように取り組んでもらいたい。 

むすび丸、ざおうさまに続くキャラクターがあるといい。インパクトがあるもの。 

366 
40 代女性, 

成田 

・町内に小中学校があるため、子供が小さい頃は不便を感じなかったが、高校生にな

ると、富谷高校以外に進学すると、交通の便が悪いと感じる。バスは朝の時間帯は本

数も多いがそれ以後は本当にバスの本数が少ない。宮城交通だけでなく、町営バス

も走って欲しいと思う。 

・そして、図書館を建設して欲しいと思う。各公民館別に図書室を作るより、１ヶ所に

大きな図書館を作るほうが住民に大きなメリットがあると思う。広報と共に公民館の図

書室に入る新書の案内も入るが、他の図書室には何の本が入ったか分からない。読

みや本は取り寄せ可能とあっても、子どもなら、自らの目で見て、読みたいかどうかを

判断すると思う。図書室指導員を学校に配置しているくらい力を入れているなら、図

書室ではなく、図書館になるよう希望する。 

370 
40 代女性, 

大亀 

現在、交通機関など、高速道路などは利用しやすくなりましたが、高校生などの通学

には不便であり、家族の送迎が必要といった家庭も多いと思えます。地下鉄、市バス

などといったものが発展してもらえれば、これから子育てをしていくうえで暮らしやすい

まち「富谷市」となるでしょう。 

372 
30 代女性, 

杜乃橋 

仙台駅前までの通勤が、とにかく不便。特に夜、富谷まで帰ってくるバスが少なすぎ

て、泉中央で３０分は時間をつぶさなくてはならなくて困っています。 

374 
30 代女性, 

成田 

・まったく車を運転しません。高齢者の方も多いと思います。町民バスの充実をお願い

します。乳児や幼児など、小さな子どもがいると出かけるのに大変助かります。 

・若者や高齢者の雇用があるまちづくりをお願いします。 

・世間でも問題になっていますが、待機児童やイジメのない明るい希望のあるまちづく

りをお願いします。 

・市になると税金が上がると耳にしたことがあります。出来る限り住民が多く負担する

ことがないようにお願いします。 

375 
40 代女性, 

成田 

・よく話しに出る泉中央までの交通利便性は重要であるが、長いスパンの話しになる

と思う。現実的には現在の宮城交通の増便・運賃問題を早急に対応してもらいたい

し、泉パークタウンのバスのようなものを取り入れてもらいたい。 

・現在新興住宅地等で若い人達が多く住んでいる中、パークゴルフ場整備等、一定
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の年齢の方たちの意見が多く、施策に偏りが見られるような気がする。 

377 
30 代女性, 

富ケ丘 

・車があれば、生活するのにとても便利な町だと思います。 

・地下鉄が伸びれば、もっと人が集まってくる町になると思います。 

・また、学区の学校の風紀・学力が向上すれば、もっと魅力的な町になると思います。 

381 
60 代女性, 

東向陽台 

・仙台市から移り住み４０年以上となります。道路を境に泉区があり、何かと比べ、同じ

バス停から敬老乗車パスをうらやましく思っていましたが、富谷町にも実現しうれしく

思っています。住み慣れ、愛着がわき、年齢的にもこう思うようになりました。 

・「住みたくなるまち 日本一」を目標にするのであれば、「ゆりかごから墓場まで」の

安心のみです。選挙公約の１つ、公営墓地を是非実現していただきたいものです。 

・何年か前にしんまち地区の内ヶ崎様のお庭を眺めながら、「お茶とお菓子があれば

なおよし」と、勝手に思い旧宿場町を歩いてきました。 

・新生「富谷市」にむけ、何かと大変でしょうが、私もボランティア等で協力していきた

いと思っております。 

385 
70 以上男性, 

三ノ関 

このアンケートは「住みたくなるまち日本一～１００年間ひとが増え続けるまち～」を目

標にしている趣きですが、目標が大きすぎ「100 年間人口が増え…」はムリな目標だ

と思います。なぜなら、日本全体の人口そのものが、人口構成（増加率）を見ても、下

辺が先細り、減る一方です。仙台市ですら別添新聞資料にあるとおり「今後 5 年ほど

で減少に転ずる」とあります。東京・大阪とて期間の長短があるにすれ、同じだと思い

ます。（ベットタウンに頼っていては、早急に破綻することが目に見えています。） 

そこで①差し当たっての目標と②人口減でも長期にわたり住みたくなるまちの 2 段階

に分けたらいかがでしょうか。 

①について、アンケートの別紙「人口の流出入状況」を見てビックリしました。仙台市

のベットタウンであることは分かっていましたが、大郷町を除きすべて流入が多いの

には驚きました。これは当町に大きな工場・企業がないからで、私の案として三次～

六次産業を発展させる方策を早急に確立すべきだと思います。そこで新開拓地はす

べて大規模工業・企業団地とすべきと思います。大和町、大衡村より仙台市に近く、

企業誘致も有利に働くと思います。 

②については、①が成功することにより、まち全体に活気が出、福祉・教育・環境もま

ちの発展とともに自然に充実し、住みたくなるまちに発展すると思います。富谷市民と

して、ますます発展することを期待します。 

387 
30 代女性, 

成田 

若生町長さん、役場の職員の方、いつもお世話になっております。近くの公園で危険

な木があり、電話で相談したところ、すぐに整備して下さり、富谷町の誠実な対応にと

ても感謝しております。小さな子どもたちも安心して公園で遊ばせられるので、些細な

ことですが大事だと思いました。富谷市の発展と住民の暮らしが豊かになるために必

要だと思うことは沢山ありますが、老若男女誰でも利用する（大きな）図書館がある

と、子どもたちの学力向上や住民の満足度につながる一歩になるのではないでしょう

か。富谷高校にも近い成田、明石台、大清水周辺にあれば、高校生も電車やバスが

なくても、学ぶスペースが充実していることで、利便性も高くなり、良いのではないかと

思っております。是非ご検討お願いします。 

392 
20 代女性, 

富ケ丘 

大企業のある地域だけでなく、古い商店街も賑わうような企画や町おこしが必要だと

思います。外から人を呼べるような観光スポットや公共交通機関も考慮しなければな

らないと思います。また、企画の広報も弱い部分があると思います。大手企業目当て

に富谷に来た人へのアピールや、特産物の展開等、町と商店とで協力して取り組む

ことが出来ればいいと思います。富谷市としてますます繁栄できるよう期待しておりま

す。以前開催していた富谷産ブルーベリーを使用して、各ケーキ屋さんが特別商品

を出す企画、「すごくいいなぁ」と思いましたので、今年も是非開催して欲しいです。 

393 
70 以上男性, 

明石台 

現時点で、富谷町は高齢化率16.50％で県内で一番低いとのこと。それでも9,000人

近い高齢者が生活をしている。今後徐々に増加するでしょう。したがって、今のうちか

ら病院など医療施設の誘致と併せ高齢者が老後安心して生活できる老人ホーム（公

共）等の施設拡充が必要と思われる。 
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富谷町民バス無料乗車証について、非常に利用価値が少ない。せめて仙台までの

アクセスに活用できる方策を考えて欲しい。 

396 
40 代女性, 

明石台 

・富谷市が豊かで居続けるためには、仙台市との合併はせず、仙台に近い豊かで都

市化されない町であること。また、高齢化社会に向けて、介護保険の基準の緩和と予

防介護に力を入れるべきかと思います。医療の充実も大切ですが、健康で長生きを

目指すためには、負担の軽減された健康サービス、食事など作れない高齢者に弁当

の低価格での提供、スーパーなどで惣菜やカップメンを買う高齢者も多い。ボランティ

アの範囲で、昼食、夕食などの提供が出来れば理想的である。冬になると外出が困

難な方も多いのが現状である。 

・高齢者、子育て世代対象向けに、富谷市のサービスを記載した冊子を配布し、情

報の発信も必要かと思う。サービスを知らずに利用しない方もいるかと思う。 

・明石台地区は富谷の中心発展地として、今後まちづくりをするべきである。病院、

店、コンビニ等があることで、夜の街灯→安全につながると思われる。 

397 
60 代男性, 

ひより台 
ライトレールの実現を望みます。 

398 
30 代男性, 

明石台 

今の子どもたちが、将来富谷市に帰ってきたくなるような環境づくりに取り組んで欲し

い、 

399 
20 代女性, 

大亀 

私には0歳児の子どもがいます。設問11でも答えましたが、待機児童ゼロ政策に力を

入れて欲しい。保育園や幼稚園に子どもを預けなければ母親は働けません。それな

のに共働きが必須条件というのは困難なことです。保育園や幼稚園の新設、保育士

の確保は容易なことではないでしょうが、どうぞよろしくお願いします。 

400 
30 代女性, 

成田 

・市民プールを作って欲しい。 

・地下鉄を延ばして欲しい。 

401 
30 代男性, 

明石台 

 子供が３人いる家庭ですが、公園に対して改善してほしい気持ちです。 

 公園そのものはありますが、どれも似たり寄ったりで休日に行くことはほとんどありま

せん。 

 その代わり、山形県の東根市の「ひがしね あそびあランド」「さくらんぼタントフルセ

ンター」天童市の「道の駅 天道温泉」に隣接した公園によく行きます。いずれも駐車

場には宮城・仙台ナンバーの車がたくさん停まっています。 

 富谷町にもそのような公園があれば、子育て世代を含め住民の満足度がもっと上が

るように思えます。是非一度、上記の山形県の施設をご覧いただきご検討いただけれ

ば幸いです。 

403 
30 代女性, 

成田 

 仙台市泉中央までのバスの本数が少なく不便。本当に電車は出来るのか？出来る

のであればそれまではバスの本数を増やしてほしい。 

 土日になるとイオン富谷店、カインズホーム、西松屋がある十字路周辺の道路が渋

滞するのでスムーズに流れるようにしてほしい。 

404 
60 代男性, 

大亀 

 大亀山森林公園の周辺にパークゴルフ場等、趣味、スポーツ活動する所とし、子供

から高齢者まで集える憩いの区域として整備してはどうか。 

415 
40 代女性, 

東向陽台 

 救急医療を含めた医療施設を充実させていただけると何かあったとき、とても安心

だなと思います。 

 自然災害時も心強いですし、地域の連携にもつながるのではと思います。 

 夜、子ども（赤ちゃん）を受け入れてくれる病院がなく、とても大変でした。 

420 
60 代男性, 

明石台 

 まず、アンケートの補足。満足度の「わからない」は他に比較しようもなく、未体験、

不勉強から来るもので満足か不満足かわからないとう事。 

 さて、富谷町は小さなエリアの町。仙台のベットタウンであり近隣に就業、就学の場

がある。また、整備された住宅地、適度の商業施設、田園、山林と自然環境も良く、

優れた住環境にある。今の住環境を維持し、極度の人口減少や高齢化を防ぐため若

い世代が移り住みやすい環境を整える必要がある。そのため 

①通勤、通学のためのアクセスの充実 

②住宅の取得（戸建の再利用）しやすくなる支援 
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③２世代居住への支援 

④１～２人住まいの高齢者のための福祉集合住宅の地域毎の確保 

などを推進すべき。 

421 
10 代男性, 

明石台 

 障がい者にとって住みやすいような「まち」にすべきだと思います。彼らにとって本当

に住みやすい「まち」とは何か？という事についてしっかり考えてほしい。現在の富谷

町内の小中学校の障がい者に対する反応や扱いには非常に残念に思っています。

教師がそんなことでいいのかと思います。なので教育委員会と学校の関係を密なも

のにし、利己的な教師がいなくなるようにして欲しいです。医療・福祉に重きが置かれ

ている今、全国に福祉や医療が充実している市としてＰＲできる市というのは誇りに

思います。 

 あと、鉄道はしかなくていいです。そこにお金を費やすようであれば、もっと他のこと

に使うべきだと思います。（例えば子育て関係）市民の高齢化を防ぐためにも若い世

代に注目した方がいいと思います。もちろんご老人にも目をかけるべきでもあります

が、現在の高齢者サービスはよくできていると思うのであまり問題ではないと思いま

す。鉄道や道路にお金をかけるのは分かるけど、そこまでの必要性は感じないし、そ

んな必要性のないものに対して税金を納めることほど馬鹿馬鹿しい話はないと思いま

す。十代後半の者にこのような事を言わせていることを考えて欲しいです。 

423 
70 以上男性, 

あけの平 

・あけの平地区に生鮮食品等も扱う商店がなく、日常生活をするのにタクシーかバス

で隣近辺の団地まで買い物に行かなければいけない。あけの平団地住民は 60 歳以

上の住民が多くなった。今後も増える。自家用運転出来なくなる。 

・○○市には、ほとんど駅があるが富谷市には「ない」それだけ不便で市の中心が判

らない。 

・その他、種々希望がありますが、上記だけでも判って下さい（団地住民としてお願い

します） 

 新町長さんに期待しています。お願いします。 

425 
70 以上男性, 

太子堂 

・仙台まで（駅）地下鉄 

・富谷町営の墓地 

・道の駅があれば活気が出ると思う 

・造成され河川が不安 

426 
40 代女性, 

ひより台 

 積極的な世代間交流が必要だと思います。例えば小・中学生と長生会との合同の

お祭りなどで、お互いを理解していくことは子どもたちにとって大切な経験となるでしょ

うし、お年寄りの引きこもり、ボケ防止にもなると思います。富谷町民は用がない限り、

公民館や福祉健康センターに行きません。そこで、ひより台２丁目のグランドに図書

館を作ってみてはどうでしょうか。図書館なら、大人も子供も障害のある人も自由に気

軽に出入りするので、世代間交流や自分とは異質な人とも接することが自然にでき、

思いやりの心も育つのでは、と思います。福祉健康センターから近いので、町民バス

の路線も延長しやすいと思います。 

427 
30 代男性, 

ひより台 

・富谷中学校脇のサンクス大清水へ抜ける道の歩道はいつになったら全面開通する

のか？ 

・大衡まで車ですぐなのに、全く同じパークゴルフ場を作る必要があるのか？年寄りし

か利用せず雇用も見込めない施設を税金で作る意味とは？ 

・泉中央から富谷方面へのバスが土日祝だと最終が 21:30 と早すぎるので、宮城交

通へ働きかけてほしい。 

428 
50 代女性, 

日吉台 

 東日本大震災の時、水道が復旧するのに時間がかかり、初めて釜房かどこか遠く

から水を引いているからだと知りました。水源がないからという理由でしたが、同じ団

地内で（日吉台）ルートが３つあるという事でした。 

 整備してもっと便利に、心配ないように対策してほしい。 

429 
70 以上女性, 

とちの木 

 富谷市になる。おめでとうございます。 

 小さい事から皆さんで協力し合って良い町民にするのは何といっても行政と役場の

役割だと思っています。 
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 富谷市になる事に皆さん（町民）が大喜びです。それには地区毎に声をかけあって

協力しながら笑顔がある町民にしないと、子供達、又高齢者が安心して暮らせたら良

いと思います。 

 福祉に関しては本当に頭のさがる思いでいます。自分では出来ない事だらけです。

皆さんと協力し福祉の担当者には感謝しています。 

 「富谷町まちづくりアンケート」に参加させて頂き大変有りがたい事です。 

434 
60 代男性, 

ひより台 
高齢者が安心して暮らせる町作りをしてほしい 

436 
60 代女性, 

東向陽台 

 自分自身の心の豊かさを高められたらもっと楽しく暮らせると思っております。人の

中の交流、でも仲良くやっていかなければと考えております。 

438 
30 代女性, 

明石台 

 泉中央駅までバス以外で（自家用車を除き）移動できる手段があれば、今後尚住

みやすく、ずっと定住したいと思います。車ありきの生活は普段は便利ですが、外か

らの来訪者には不便です。 

441 
40 代女性, 

大清水 

 泉中央までの交通で、もっと安く行けるようになるとよいと思います。仙台市バスと地

下鉄のフリーパス１万円のように、高校や大学、専門学校に通うのに１番授業料がか

かる時に交通費が高いからです。 

 宮城交通だと８時台のバスは大清水から泉中央まで１本しかありません。富谷町の

バスで泉中央まで利用する人がどの位いるかわかりませんが、町主体のバスがあれ

ばいいなあと思っています。 

 また、宮城県内にコンクールやコンサート用の大きなホールを持つ施設がないの

で、ぜひ作ってほしいと思います。 

 細かいことですが、お年寄りで行方不明の方の放送（防災無線）がありました。１日

に何回か耳にしたのですが、見つかったかどうかは聞けなかったので気になりました。

放送があったかどうかわかりませんが、見つかったらぜひ見つかった放送もして下さ

い。 

443 
30 代女性, 

成田 

 交通などの利便性はとても大事ですが、もともとあった自然・緑を大切にした環境に

暮らしたいです。 

 近くにそういう豊かな場所があれば遠方に行かなくてもリフレッシュでき、健康的な

生活ができそうな気がします。 

445 
70 以上男性, 

大清水 
市内の交通渋滞の緩和（一方通行・高架橋の施工等） 

446 
30 代女性, 

上桜木 

 このようなアンケートをしてくださりありがとうございます。 

 富谷町はいつも住民の声をよく聞いてくれると思います。市として取り組んで頂きた

い事はやはり泉中央へのアクセスです。今はどうしても一人一台車が必要です。地下

鉄は難しいようですが、明石台・成田・富谷ジャスコに駅ができたら最高です。 

 町が活性化するのは良いのですが、緑を失うのは残念です。まだ 10 年も住んでい

ませんが、近所の緑がどんどん減っています。町全体としてもそうですが生活の中に

自然が多いことも魅力だったので、バランスが大事だと感じます。 

 20 年、50 年先のことを思うと、近隣市町村と協力しつつも自給自足できる市であっ

たらいいなあと感じています。 

 どうぞよろしくお願いします。大亀山公園大好きです。 

447 
50 代男性, 

日吉台 

・高速 富谷ジャンクション入口から東北道に入れるようにしてほしい！ 

・渋滞緩和 

448 
70 以上女性, 

日吉台 

１．夜間等は救急車を利用することはできますが「子供」を大切にする町（市）として夜

間診療がもっと近くにあれば、今以上に住み良い町（市）となり安心して子育てができ

ると思います。 

２．公共交通機関（例：バス）の運行が前より本数が少なくなっていると思います。自宅

にマイカーがある年代はいいですが、マイカーの運転ができなくなった時に感じること

が不安です。対策として、町民バスの運行経路を再検討も一例と思います。 

449 30 代男性,  率直な意見としては、人口の増加に見合ったインフラが遅れているイメージです。私
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日吉台 は富谷に越してきて 10 年になりますが決して住みやすくなっているとは思いません。

まだ市になる器とは思っていませんが、これからに期待しています。 

450 
30 代男性, 

ひより台 

 地域によって高齢化率が違うと思われる。新しい団地は若い世代が多く、高齢者は

少ないが古くからある団地は、高齢者が多く高齢者だけの世帯も多くなってきている

と思われる。 

 子どもたちも、継続して住み続けていきたいと思うような市になって欲しい。今現在

若いと言われている世代もいずれ高齢者となり、その子ども達が地元で生活をしたい

と思わなければ高齢化はとめられないと思うからである。 

 地元特産品による収入についても検討して欲しい。 

452 
30 代女性, 

西成田 

・昔からの地域に住んでいるので仕方ないのですが、歩いて買い物したり遊べる公園

がありません。小さな子供をもつ親は休日、他県の施設に連れて行き遊んでいます。

無料の子供たちへの施設がほしいです。山形は、べにっこひろばやひがしねあそび

あランド、岩手はいわて子どもの森、仙台市は三居沢交通公園があります。大亀山森

林公園のような外で体を動かす所以外のものがあると、私のような人が他県からも訪

れると思います。 

・数日前に役場の屋上でみつばちを実験的に設置したニュースを見ました。特産品

をとのことですが、富谷のスーパーなどで売るのですか？道の駅とまではいわないで

すが、お土産屋さんのようなお店（産直市場、イートインなどがあるような）できるとい

いですね。 

・多賀城市の図書館が最近新しくなりました。すごくすてきでした。図書館は公民館に

ありますが、どちらかというと子供たち向けな気がします。どの世代も利用しやすい図

書館が富谷にあってもよいと思います。 

453 
60 代女性, 

成田 
 地下鉄路線を富谷まで延ばしてほしいです。 

454 
30 代男性, 

成田 

・泉中央までのアクセス向上 

 路線バスの増便、新規輸送システム構築による利便性の向上 

・治安維持の向上 

 富谷市内の交番、（判読できず）の増員による治安のサービスの拡大。大和警察署

の増員。 

・救急医療体制の構築 

 救命救急センター設立による体制の強化。 

・老後も安心して暮らせる都市 

 今は若い町でもいずれは高齢化になる。先を見据えた対策を。 

・富谷市の特産品、名所等を発信する構築を確立 

 ベットタウン化しており、他から訪れる客が少ないのではないか。 

・全ての世代が安心で訪れるまちづくり 

456 
10 代女性, 

成田 

 泉中央に行くための交通が不便なので、バスの本数を増やして欲しい。また、バス

代も高いので安く利用できるようにして欲しい。 

457 
40 代女性, 

成田 

 警察署、消防署、公立大病院がなく、市になっても郡のものの使用、借りることとな

るのは市としてどうでしょうか。 

 独立するのなら、市としてやらなければならない事がたくさん残っていると思いま

す。 

町から市になるメリットが何か全く見えません。もっと市になると具体的なこんないい

事、便利な事があるというアピールをして下さい。そうでないと、富谷町で良かったの

にと思います。 

459 
30 代男性, 

あけの平 

 これまで以上に“子育てのまち”として“仙台市等のベッドタウン”として、特徴を出し

ていっていただきたい。 

460 
70 以上女性, 

あけの平 

・町の施設（テニスコート、体育館など）を利用する場合、他の市町村の人たちでも富

谷市民と同じ値段にして大いに利用してもらった方が良い。 

・胃ガン検診は胃カメラにしてほしい。 
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・未婚の男女のために公の結婚相談所のようなものを作ってはどうでしょうか？会社

組織のものには行きにくくても公共の組織だと安心感があると思う。今後の発展につ

ながると思う。 

461 
40 代女性, 

成田 

・公園に時計を設置して欲しい。何度も要望は出しているが、実現していない。子ども

たちが時計を見て帰宅出来るようにして欲しい。 

・小中学校にエアコンをつけて欲しい。夏場の教室は暑すぎて勉強どころではない。

学習に集中出来るよう、また熱中症予防のためにもお願いしたい。 

・病児および病後児預かりの施設を作って欲しい。働く母親も増えてきているが、子ど

もが度々熱を出したりすると辞めざるを得ないこともある。 

 女性が活躍できるようお願いしたい。 

462 
70 以上男性, 

明石台 

・誰にでもやさしい町である事を望んでおります。 

・施設入居中で書ける所だけ書きました。宜しく。 

463 
30 代男性, 

成田 
ゆるキャラまたは萌えキャラの作成。 

465 
30 代女性, 

明石台 

 子供の医療費助成が、収入に関係なく 18 歳までケアしてくれると子育て世代が多

い町では重要だと思います。 

 最近、道路がどこも車がいっぱいで交通量が増えた事が残念です。市になるんだっ

たら、もっと交通の面で考えてほしいです。 

 富谷町は、とても緑も多く子育てするにはいい町だと思います。 

 市になりこれからもっと人口も増えて大きい町になると思いますが、これからも住み

やすい町でいてほしいです。よろしくお願いします。 

466 
50 代女性, 

二ノ関 
 地下鉄の富谷までの延伸を期待しています。 

467 
20 代女性, 

富ケ丘 

 富谷町は現在、仙台市内やその近郊に通勤通学される方の居住地区として人口が

増えてはいますが、自動車での移動が可能な方には便利だと思いますが、公共交通

機関に頼らざるをえない方にとっては暮らしづらい街であると思います。 

 商業施設などが増え、発展しているのは確かですが都市計画の基盤となる部分の

整備が遅れているように感じられます。 

 また、街づくりに対する評価の項目にもありましたが、環境保全を街の施策としてあ

げるのであれば、自動車での個々の移動を減らす取組みとしても、公共交通機関の

整備は必要不可欠であると言えます。 

 広報等で街のＰＲの為にスイーツをメインにした企画を行なうとの記載がありました

が、スイーツ自体が特に街に根ざしたものではないと思いますし、「富谷ならでは」感、

独自性がないと思いました。何か特産品を開発して街の知名度をあげる、というより

は教育や住民への暮らしのサポートの充足という面で、県内外での認知度をあげた

方が良いのではないのでしょうか。 

 また、このような意見が町政、今後の市政にどの程度反映されているのか分かりづ

らいので、明確化して欲しいと思います。 

469 
70 以上男性, 

富ケ丘 

 今、如何なものかと感じている事は、子供の医療費を高校生迄無料化というのは、

遠い将来必ず財政圧迫の元となると思います。多賀城市の友人に聞きましたら小学

校３年生迄無料化で４年生からは有料だそうで、近隣の他の市町村は知りませんが

あまりにも行き過ぎたサービスだと思います。唯、無料だからと喜んでばかりいられな

いと思います。今は若い世代が住まい選びのポイントとして高校生まで無料だったら

と選んで住まい決定する人も大勢いるかもしれませんが、やがて高齢者が増え増収も

ままならなくなる時が必ず来ますので、将来を見据えて健全な税金の使い方をしても

らいたいと思います。 

 もし、高校生迄とするなら生活保護世帯にするのが常識的に考えて妥当だと思いま

す。親は子供を養育する義務があるのですからこの高校生迄全員医療費無料には

考え直す必要を感じます。 

 町民（市民）を楽にと思ってもやがてそのツケが将来の市民に廻る事になったら本
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末転倒になりかねません。本当に必要な事にはどの様に支出しようとも文句は言わな

いと思いますが…いつ迄も富谷市は他市町村からうらやましがられる様な健全な市

制であってもらいたいと願ってます。これからどの様に発展して行くのか楽しみにして

ます。目先の事よりも長い目で見てやがて良かったと思える様にしてもらいたいです。 

474 
40 代女性, 

太子堂 

・役場の案内をする方は必要と思いますが、銀行のような番号札（紙かカード）が必要

と思います。いつも、誰も対応してくれず、他人任せで仕事してますから。比較的、男

性の方が親切に対応してくれてますね。 

・多賀城に出来たような図書館が欲しいです。子供達も飽きない工夫が沢山ありま

す。（親子で利用できそうです） 

・小学校の運動着や中学校の運動着をイオンやヨークベニマルでも購入できると助

かります。仕事でなかなか行けずにいたので、成田のように（ヨークベニマル）9:30～

22:00 まで開いているのはとても助かります。 

・子供の少子化ですが、やはり待機児童があり急な用事があった場合の受け入れ先

がなくて困った事がありました。役場での対応もたらい回し。泉区に Tel したらと言わ

れ、すると富谷町の方は利用できませんとか… 

・住みやすい町で、子供達も伸び伸びと生活しています。医療も、費用に関してはと

ても助かり高校生まで拡大してほしいです。子供達が大人になっても富谷に住みたい

と言っている今日この頃が、たのもしく聞いてます。 

475 
40 代男性, 

富ケ丘 

・富ヶ丘のインフラ整備をお願いします。 

 （側溝のフタ、街灯整備、道路の路面品質、公園） 

・泉中央の深夜バス便が無くなり、不便です。 

 先日は泉中央最終地下鉄を利用して、そこから徒歩で１時間半かけて帰宅しまし

た。宮交に交渉していただくか、町民バスを走らせて下さい。 

・富ヶ丘から子供を日吉台中学校に通わせるのは遠過ぎます。送迎バスがあると助

かります。 

・泉ヶ丘と富ヶ丘は隣接しているので合併していくのもいいと思います。 

477 
60 代男性, 

東向陽台 

１．富谷町は仙台市のベットタウン化しており朝夕のラッシュ時には、４号線はすごく混

雑しており、特に雨や雪の日などは仙台方面へは殆ど進まない。４号線の片側３車線

化や、泉中央までの公共交通機関のライトレールの早急な実現の推進を願いたい。 

２．若い人達の働ける工場（例：トヨタ自動車等）の高屋敷工業団地への誘致促進 

３．人口が増えれば、ますます救急車輌が足りなくなり、富谷消防署の成田地区への

早急な新設をお願いしたい。 

４．事故が起きてからでは遅いので、東向陽台公民館の危険な交差点（泉区との境）

の早急な信号機の設置をお願いしたい。 

478 
40 代男性, 

杜乃橋 

 富谷市民が富谷市内で“お金”“時間”を消費させる。また、他の地域からも人々を

集められる施設の拡充。具体的には複合スポーツ施設、公営ギャンブル、テーマパ

ーク、大型医療機関、教育施設など。 

 希望としては地域密着型の飲食施設がいいと思う。 

480 
20 代女性, 

鷹乃杜 

・富谷市になってのメリットがいまいち分からない。市になって税金があがるならそれ

は町民にとって負担以外の何ものでもないではないか。 

・仙台市近辺の地区と大和町近辺の地域差が大きすぎると思う。同じ町内で格差が

あるのはいかがなものか。 

・障がい者施設をもっと充実させては？デイサービスは所々あるも、就労支援などが

少ない。就労があれば町のアピールにもなるのでは？ 

・道路の渋滞が多い。大型ショッピングモールが多いのに対し、道路の整備配慮が少

ない。交通事情を把握し県等と協議するべき。 

483 
40 代女性, 

杜乃橋 

 泉中央駅までの地下鉄が出来ればとても便利でよいと思います。 

 バスだと本数も限りもあり、時間帯によっては乗り継いで行くようになったり、朝の通

学通勤する方は大変だと思います。 

 息子は泉松陵高に通学していますがある時、朝あけの平のバス停から乗った時、
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人もけっこう乗っていたらしいのですが、学校に着く時間はいつもギリギリに着くようで

す。バス時間も１本しかないようで、学生は大変だと思います。せめて通学通勤時の

本数を考えていただけるとよいと思います。 

 特に天気が悪い時などは、利用する子も多いのでは？近くの学校に通学できる子

はよいのですが、学生は自転車又はバス、地下鉄を利用する子が多いと思うのでぜ

ひ交通の便がよくなればよいと思います。 

484 
40 代女性, 

町下 

・富谷市のキャラクターがあるといいなと思います。ブルベリッ娘ちゃんと、ブルピヨち

ゃんというキャラクターは今、活動されていないのが残念です。 

・音楽を楽しむコンサートホールがあってほしいと思っています。 

485 
60 代女性, 

あけの平 

 市の発展は何よりも大事だと思いますが…まずその手前の町内会が中々運営が難

しいと実感。新しい住人が増え、町内も新しい若い家族と古くからの町内の年令が高

くなり、バランスというか、同じような運営の経緯が大変になってきたと思います。 

 大きな枠組としての市には期待しているが、身近な町内の問題が厳しい現状です。 

488 
60 代男性, 

明石台 

・富谷町のお花見スポットがあるといいと思います。 

・地下鉄の駅の延長はもっと活発に取り組んでほしいと思います。 

・文化的な施設やホール又、富谷町独自の行政機関（警察署、消防等々）があると住

民としては安心感が増すと考えます。 

491 
60 代男性, 

鷹乃杜 

①町内全般に言えますが、道路整備及び舗装道路の質の向上に努めて走りやす

い、歩きやすい安全な道路整備に努めてほしい。 

②新しい道路を作るときは、路幅の充実を願いたい。（道路が狭すぎる）車と人の安

全を考えて！ 

③防災及び減災計画の見直しと交通渋滞の解消。 

492 
30 代男性, 

明石台 

 仙台市のベッドタウンである富谷であるため、独自の街づくりも大切だが先ずは仙

台市へのアクセス改善を切に願います。 

495 
30 代女性, 

日吉台 

 富谷に住む人達と、今後市になる富谷がｗｉｎ ｗｉｎにならなければ意味がないと

思うので、住む人達とそれ（市）に向けて動いている人達との話し合いなどもっと行っ

ていった方がいいかと思います。具体的な案とかはないですが、アンケート調査は今

後もやっていったほうがいいと思います。 

496 
40 代男性, 

杜乃橋 

 生まれてから死ぬまで一生暮らせること。そのために必要なものが整備されてほし

い。 

497 
20 代男性, 

成田 

 住民のみんなが集まって話せる空間（道の駅やイベントが活発な公民館等）を設備

して、その声が聞こえるような体制を整えるのがよいと思う。また、富谷は面積が少な

く人口が多いまちなので、子どもの教育施設、老人施設の充実、通勤通学のための

交通機関の充実が必要だと思う。 

500 
50 代男性, 

成田 

・イベント事→町民（市民）が参加できる。ボランティア含め。 

・マラソン、自転車等々のスポーツ 

501 
50 代女性, 

西成田 

・富谷市から出て行く生活態勢を見直し、富谷市に呼び込む様な市づくりをしてほし

い。 

・他県から喜んで富谷市に住みたいと言われる市づくりをお願いします。 

 老両親、廻りに老人が多く生活していますので、安心して老介護を補助して頂ける

ような政策を考えてほしいです。 

502 
70 以上男性, 

あけの平 

 あけの平地区は、１丁目から３丁目まで約 1000 戸の住宅がある。 

 大型店（イオン、Ｂｉｇ、カインズなど）も近くに有るが、これから多くなる高齢者世帯は

徒歩、自転車等では通行車両が多く危険である。 

 高齢者、小学生などが利用しやすいように「あけの平中心部」に「中型店」のスーパ

ーマーケットを誘致できれば、今後、高齢者等が今よりは生活しやすく事故も未然に

防ぎ安心して暮らせる町に成ると思う。 

503 
30 代女性, 

明石台 

・子育て支援 

 ・子供医療費助成 

  小学校３年生以上は収入によって通院の助成がなくなってしまうので、収入制限



- 209 - 

NO 属性 自由意見 

をなくしてほしい（高校３年生までのばすのではなく全員公平にするべきだと思いま

す!!） 

 ・各認可保育園での子育て支援、イベントの実施 

  仙台市の認可保育園で行われています。保育園に通っていない人達の交流の場

になるのでは!? 

・渋滞の緩和 

504 
50 代女性, 

ひより台 
地下鉄が通ったらいいなあ。 

506 
70 以上女性, 

あけの平 

特別支援学級への提案 

 特別支援学級への入学校は希望すれば、普通学校への入学を受け入れていただ

いています。小中学校では本人主導での教育を受けられ、のびのびと楽しく生活して

いる様子です。 

 しかし、高校進学の問題を考えると通学、将来への展望を考える時、不安を感じま

す。当地から他所への通学は家族に大きな負担になりかねません。知的障害者が増

えつつある現状で学校は満様の状態です。 

 そこで郡内には公立高校が２校あります。いろいろな特色ある学科があると聞いて

います。知的障害には色々な分野があり、個性の持ち主とも言われています。物事に

対するこだわりなど、特性を生かし、手仕事の好きな子、絵を描くことの好きな子、家

庭科の好きな子、農業園芸が好きな子とそれぞれの特性を生かした授業に参加出

来る様な方法はいかがでしょうか？ 

 障害者の仕事は箒ではき出されてしまいそうな単純作業しか与えられません。これ

ではいつか保護者の手を放れる時が来た時、はたして自立した生活が出来るでしょ

うか。その様な時の為にも、未来が明るくなる様な環境を作っていただきたいと思い、

公立高校への受け入れを提案します。 

 保育、老人問題と多忙ですが、なんとなく取り残された様な子供等に未来を与えて

下さい。 

老人問題に関して提案です。 

 いつまでも元気な、介護保険のお世話にならない老人を目指しています。 

 最期まで自力でトイレに行く事が私の目標です。今 75 歳。第一の趣味はトレッキン

グです。その為にスイミング、ウォーキング、筋トレ、旅行等々、今出来ることを一生懸

命がんばっています。仙台市、プールを利用していますが、病後のリハビリ、足腰のリ

ハビリと色々な方でいつも満杯です。歩くことが楽になった、足腰の痛みが和らいだ等

と好評です。寝たきりを作らない為にもぜひプールの設立を考えてほしいと思いま

す。 

510 
60 代男性, 

とちの木 

１．富谷市立病院を早急に。 

２．仙台市地下鉄の延長。 

３．学生の給食費全額負担。 

４．学生の通学費負担。 

511 
30 代女性, 

成田 
 子供の遊び場（室内の遊び場）があると、いいなあと思っています。 

514 
40 代男性, 

成田 

 南北線の延長、町民バスの充実（泉中央までの路線）により利便性を高めて更に暮

らしよい環境にして欲しい。 

515 
60 代女性, 

日吉台 

①小学生が安全に生きられる様、土・日・学校帰りの預かりをもっと町内の年配の

方々の協力をもらい勉強できる場所、遊べる場所を作ってあげてほしい。 

②シルバーの方に協力してもらって、リサイクルの回収・販売 

 町内の粗大ゴミを安い価格できれいに直して売ればゴミもなくなり物を大切に使用

する心が出来るのでは!! 

③先日、テレビで見たのですが若い家族が生活出来るアパートを安い価格（３万円

位）で貸し、町内の仕事を、消防とか協力する仕組みで若い人と子供達が楽しく住む

事が出来てとてもいいなと思いました。 
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④あとこれもテレビで見たのですが千葉県でした。体験農業みたいな物です。１ｋの

小さな家と庭で農園を出来る場所を５年間貸して野菜づくりをしている方々がたくさ

んいらっしゃって活き活きとなさっていたのを見て、富谷は仙台から近いので空いて

いる農地をうまく活用出来て農業をなさっていた方々が教えてくだされば皆でうまく生

きがいを見つけられるのでは!! 

516 
50 代女性, 

町上 

 介護してる家族の交流会を設けてほしい。又は介護保険内で良いので買い物に連

れて行ってくれたり、公園に連れて行ってほしい。デイサービス以外での行事を作成

してほしい。（介護認定を受けている人たちの憩いの場所を設けてほしい） 

517 
70 以上男性, 

明石台 

Ⅰ 施設・設備等について 

 ①図書館及び複合文化施設の早期建設を望む。 

※色々な機会や色々な人達が声を出しているが、町当局は必要ニーズは理解して

いるも遅々として進まない事に不満である。 

②大亀山森林公園の有効活用について 

道路拡張整備をし、無形文化財として榊流神楽等を広める事と併せて公園、レジャ

ーランド等の機能を主体にした町民憩いの広場としての集客を企画して戴きたい。 

③ライトレールは費用対効果の面から不必要と考える。 

現予定のとみパスの活用、現況交通手段の有効活用によって、利便性は十分に図れ

るものと見料される。 

Ⅱ 企業誘致と人口流出について 

 現在、仙台、大和、大衡、多賀城等多くの流出人口を 1/3 でも富谷町内（市内）へ

引き込む為にも企業誘致を積極的に、特に第二次産業と第三次（サービス業）の囲

い込み策を検討すべきと見料する。 

Ⅲ 各種町税収納率の向上による不公平感の払拭について 

 現在は比較的余裕のある町財政運営であっても将来に渡って安定財源としての町

税収納率を向上させるべきである。（特に国民保険税が悪い） 

Ⅳ 職員は多岐にわたって宝物であり、長期的ビジョンに立った職員教育に対し金を

かけ、職員のクオリティー向上に努めるべきである。 

523 
40 代女性, 

明石台 

 市民の声を聞いての施策はとても大切と思いますが、現場の実情を十分に知った

上で展開してほしいと考えます。 

525 
50 代女性, 

成田 

・自然が多く感じてこの町に家を建てましたが、どんどん山がなくなり工業、商業地と

なり自然が減ってきていると思います。暮らしが豊かになるというのは心の問題でもあ

るので、発展も自然を残しながらのものにして欲しいです。 

・犬や猫などペットを飼っている住民が多くいると思います。仙台市のようにペットを火

葬してくれる施設、共同墓地を造って下さい。 

・富裕層対象の有料老人ホームではなく、低所得者でも安心して入所できる公営の

施設がなければ、老後の不安が増してしまいます。 

 何卒よろしくお願い致します。 

531 
70 以上男性, 

明石台 

 我が家は障がい者、高齢者を含む４人家族だ。家族で要介護者をみている。それ

には行政の担当者や町内会、近所の方々の理解や協力の支えがあっての生活だ。

家族己から声を出して満足とは言えなくても、なんとかふんばって懸命に生活してい

る。若い町＝富谷…とコピーしているが、近い将来の富谷町（市）が、我が家の構成

にみてとれる。住民の安定した生活環境を整えるには、人、もの、金 etc 揚げたら切り

がないが、支える太くて確実性の高い歳入の確保（税金）は大きい要素だ。裾野の広

い基幹産業がほしい。大型ショッピング施設は一時的には人集めに有効だが、周辺

環境（たとえば道路）を混乱させて、そこに住む住民にとっては安定したものではなく

なる。 

 現在の富谷町の施策は、なんとなく中の中、良くもなく悪くもない様に周辺＝近隣市

町村からは見られているのではないでしょうか。仙台市という政令都市と、大衡・大和

の間にあって難しい舵取りが求められているに違いありません。これからの施策には

あまり既存なものにとらわれず、さりとて無駄にせず生かし、創造性に富んだ町づくり
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を望みます。行政関係者の更なるブラッシュアップも望まれます。現場（住民の日常

生活）の声をすくい上げている職員の中には優秀な方がいますよ。想像力は日々の

鍛錬の中から生まれてくるように思える。一朝一夕ではないことだけは確かだ。 

534 
40 代女性, 

ひより台 

・人口を増やすのは良いが、どんどん仙台市にアクセスしにくくなっている現状を何と

かしてほしい。毎朝、泉中央までの道路が渋滞し、どれだけ早く家を出てもキリがな

い。町内での雇用という事を全く考えていない（仙台に働きにいかせると割りきってい

る）のであれば、交通渋滞対策は街づくりの基本では？ 

・正直人間ばかり増えて、富谷ならではの文化がよくわからず全く魅力のない自治体

だな、という印象。造成前の自然豊かな富谷の方が良かった。これ以上自然を壊す

のはやめてほしいけど、きっと無理なんでしょうね。 

・仙台へのアクセスもアレですが、北部（大和より北）へのアクセスの方法が自家用車

以外ないことに驚く。あと、休日こそ町民バス利用できないものか。成田方面に行く方

法がないため、土曜日に病院に行く際苦労する。 

・今後、急速におとずれるであろう高齢化対策はどうするつもりなのか。富谷は坂だら

けだから、外出は簡単ではないと思う。病院、交通、きちんと整えてもらえるの？ 

535 
50 代男性, 

明石台 

 この町は、交通機関の発達が遅れていると思います。私は仙台市内に勤めに出て

いますが、通勤手段が宮城交通で泉中央駅に出るしかなく、正直不便を感じていま

す。私が乗るバス停では、毎日時間通りにバスが来た事はなく、常に混んでいる為、

バス停に並んでいる人が全員乗れずに次のバスを待たなければならない時がよくあ

ります。冬季の雪が降る時期なら話はわかりますが、通常期でもその様な状態です。

その為、私は本来のバス停よりも２つ前のバス停まで歩き、そこから乗っています。こ

んな不便な生活ってあるでしょうか？毎日の事です。これからも人口が増加すればも

っと前のバス停まで歩かなければならないのでしょうか。私は富谷市の中に軌道鉄道

の早期建設を願っている一人でありますが、昨今の町長の発言は公共交通機関の

整備に消極的であり、むしろ後ろ向きでもあります。議員の皆様も発言内容が消極

的、否定的であり結局何一つ前進していません。町の発展の基盤は環境整備や工

場・企業誘致ではなく、まずは人の流れです。富谷町の南から北の地域まで人の流

れが活発になれば、産業は発達し、企業誘致も容易になるのです。是非行政を司る

皆様には本気で取り組んでいただきたい。ちなみに私見といたしましては、公共交通

機関として懸架式モノレールが最適と考えております。（千葉や湘南にて採用） 以上 

536 
40 代女性, 

富ケ丘 

・ブルーベリーの町としてのイメージが強いのでもっと特産品（オリジナル商品）を幅を

広げていって欲しい。 

・泉中央までの交通の利便性は、以前からバス・電車の不便さを感じていたのでぜひ

とも検討して下さい。 

540 
70 以上女性, 

杜乃橋 

１．とりあえず富谷までの地下鉄延長 

２．多目的ホール（劇場）建設 

３．しん町旧街道のアピール 

４．図書館建設 

541 
30 代女性, 

杜乃橋 

 子育て中、預けるにあたって本当に困っていたのに、窓口の対応がイマイチだった

ので、きちんと対応できる方がいてくれると不安も少なかったと思います。また、別件

で窓口での対応が雑でした。私が先に来ていましたが、慌てて入ってきたおばちゃん

が椅子に座ってそちらを対応され、それだけでも不快なのに待てと言われ、こちらも

何かと疲労もしていますから役場・出張所の対応は住民が気持ちよく受けられる所で

あって欲しいです。 

 今後、暮らしが豊かになるためには、何でもかんでも住民が求めすぎるのではなく、

求めるには住民も協力しなければならないところがあることをわかるよう、でも税金を

大切にする町の姿勢も大事で、具体性がなくて申し訳ありません。 

 今は、目新しい物もあるし、色々、困りませんが今後町として目玉となるブランドや

観光地があるといいと思います。永い目で住んでよかったと思えて、子供も育ってよか

ったと思える町づくりをできたらいいです。よろしくお願いします。 
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542 
30 代女性, 

成田 

 利府高や松陵高、榴ヶ岡高校へ通う学生達が自転車で行く姿を多く見かけます。

安全に通学できるよう、道路の整備（道幅が狭い所や外灯がないところがあります）を

お願い致します。 

 又、一度泉中央に出なくとも済むようにバスが通って頂けると良いと思います。 

543 
60 代女性, 

あけの平 

 今は何とか自分の事は出来ますが今後、低年金者でも入れる様な施設が出来たら

いいなと思います。 

548 
30 代女性, 

富ケ丘 

 最近、宮城交通バスの本数が減っています。新しい団地も出来て、富ヶ丘は乗る人

も減りましたが、富ヶ丘→泉中央の朝、泉中央→富ヶ丘の夜を増やして欲しいです。

お願いして下さい。 

549 
60 代女性, 

富ケ丘 

 富ヶ丘北部のバス通りの舗装はきれいですが？中に入ると道路がパッチワーク状

態でお年寄りには歩きにくい道路です。 

550 
50 代男性, 

明石台 

 泉中央駅までのアクセスの充実を望みます。現状、宮交さん頼りですが、本数が少

ない、最終時間が早いなど、いま一つに感じます。第三セクター方式などで市営バス

のようには（のようなバス会社）ができないものでしょうか？ 

553 
20 代女性, 

鷹乃杜 

・バス・地下鉄等のアクセスが悪い。 

 町内で生活するのであれば車を利用するので不便はないが、仙台のベッドタウン

でもあるのでバスの本数を増やしてもらうだけでも助かります。 

・特産物やゆるキャラで市を盛り上げる!! 

 ブルーベリーは限界が…。他に新しい物を!!あと、カワイイゆるキャラがいるといいな

と♪ 

 富谷好きなので、これからもずっと住みたいです!! 

556 
30 代女性, 

明石台 
 富谷市民がみんな挨拶を交わして安全安心な市。いじめや暴力をしない子供達。 

557 
50 代女性, 

明石台 

 泉中央までの交通機関が渋滞にあうと動かなくなるので、自動車での移動になるた

め大変になる。泉中央までモノレールのようなものがあると良いのですが。 

558 
50 代男性, 

明石台 

・人口が増加しているのに福祉施設が少ない。 

・小・中学校に本は多いが教育のレベルは低い。底上げ必要。 

・障がい者は移動しにくい。段差、点字ブロック。 

・小・中学生が日本の文化に触れる機会が少ない。茶道、華道、能など。 

559 
20 代女性, 

明石 

・税金の使い方の見直し 

・町民バスの運行見直し 

・第三セクターの増進 

560 
30 代女性, 

成田 

 基本的に富谷は住みやすく満足しています。 

 ただ、人口の急激な増加に対し、保育施設が追いついていない（待機児童が多い

為、出産を躊躇する又は、これから子供を預けて働きたいと思ってもなかなか実行で

きない…という方が周りにいます）、交通量が増えて慢性的に渋滞している（成田～

大清水～４号線）という印象を受けます。 

 現在は子供の数がどんどん増えており、働き盛りの世代が多く人口を占めているの

でしょうが、長期的に見るとどんどん高齢者の割合が増えていくと思いますので、高齢

者が利用できる（入所含）施設や公営の墓地等、整備が必要と考えます。 

 子供にとっては富谷は都会すぎず田舎すぎず、恵まれた環境の様に感じています。

せっかく子供の数も多いので、他の地域が参考にしたいと思う様な教育モデルを確

立したり、富谷の子供達がたくさん地元に残って地域を活性化できる様な就業環境

の整備が“長い目”で見たら富谷の発展につながると思います。 

561 
40 代男性, 

成田 

 泉中央までの交通利便性を改善して欲しい。 

 また、一部の道路の渋滞が激しいので改善を希望する。 

562 
60 代女性, 

成田 

・広報とみやで「とみぱす」交付事業を見て高齢者が元気に外出できる事を嬉しく感

じました。 

・国保や介護保険が高いので苦しんでいます。 

566 60 代男性,  人が健康を維持していく為には、適度に働き続け、人様の役に立っているという充
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日吉台 実感を持って、日々生活することが最善と考えます。それは、そのまま医療費の増加

を少なくすることに繋がり、健康都市富谷の実現に直結します。 

 求人情報等を見ると、65 歳の壁が大きく、就業の機会が狭められているのが現状

です。そこで、高齢者と呼ばれる世代に入った人でもその人の身体状況や意欲に応

じて、シルバー人材センターとは別に働くことのできる機会・職場を増やす努力をして

いただきたい、と考えます。 

 市役所が「隗
かい

より始める」という精神で取り組んでいただければ、と期待しておりま

す。 

567 
60 代女性, 

あけの平 

 公営墓地建設の早期実現を希望します。 

 そして未来の子供達の為に屋内プール建設も必要だと思います。 

 ※公営墓地も、一代限り（後継者の無い人の為）の期限付墓地があってもいいので

はと思いますが…。 

571 
40 代女性, 

明石台 

 震災時、水道の復旧に約 20 日もの時間がかかったことを今でも忘れることができま

せん。すぐ隣の泉区（明石南）が出ているのに…。聞くところによると、白石、七ヶ宿等

から水を供給しており、明石台はその末端だったとか。 

 外見の充実よりも、災害に備えた電気、水道、ガスの安心した供給の確保や、再生

可能エネルギー推進に強い市をつくっていってほしいと思います。 

572 
20 代男性, 

明石台 

・若い世代の流出を防ぐこと（就職先の確保、教育や子育てのしやすい環境づくりな

ど） 

・子どもが自由に遊べるグラウンド 

・仙台市のベッドタウンという感覚が強い。人口が現段階で増加していて、若年層も

比較的多いという強みを生かして今後も若い人々、高齢の人々が共に住みたいと思

う街になってほしい。 

575 
30 代女性, 

大亀 

・仕事をするために夜間まで預けられる（乳児、幼児）施設がもっとあったら良いと思

います。 

・子供が通学するのに自転車専用レーンがなく、とても心配です。 

・町民バスの本数を増やしてほしいです。（防犯や近隣にクマが出るため） 

・親が高齢になり、親と子の二人暮らしになった時、子が働きに出ると親が一人となり

心配です。（特に足が不自由なので）何か、そういう不安をなくす方法があると良いと

思います。 

 近隣住民の声がけだけではなく、何か対策があると良いと思います。 

577 
30 代女性, 

成田 

 泉中央駅までの交通の便が悪すぎる。バス代が高すぎて、あんまり使いたいと思わ

ない。 

 子供が高校生になった時、毎日バスに乗るのかと思うと近くの高校か自転車で通っ

てもらうようになると思う。バスで通うだけで日々の支払いが高くて、入る高校を考え

てしまう。 

 今の子供達は教育にお金がかかりすぎる。 

学校の授業だけではまったく受験に勝てない。運動も（水泳）スイミングスクールに行

かないと授業の役に立たない。 

 塾代や習い事だけで、家計は厳しいです。それに高校の交通費がプラスされたらや

っていけません。少子化だというけど、こんなに子育てにお金がかかったら、子供を産

みたいとは思いません。 

578 
60 代男性, 

あけの平 

 泉中央までの地下鉄をぜひお願いしたい。地下鉄ができることによって交通渋滞が

緩和されることを希望します。 

579 
30 代女性, 

成田 

 先日、保育園の入園式で富谷町は 12 歳以下だったか 15 歳以下だったかの人口に

占める割合が全国で６番以内に入るとか入らないとか聞きました。近隣市町村に住む

友人たちからも「富谷って子育てしやすい町なんだねー。」という声をよく耳にします。

人口のバランスが偏り過ぎてしまうのも危ない気もしますが、ぜひ富谷町にはこの“子

育てのしやすい町”を更にアピールし、力を入れていただきたいと思います。新しい

団地も多く、核家族で共働きで子育てしている家庭も多いと思います。うちもそうで
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す。 

 保育園に入園してから子どもが体調を崩すことが多く、実家も遠方のため保育園に

行けない時どうしよう…また 19:15 までに仕事を終えて迎えに行けない時どうしよう…

近くに頼れる人もおらず本当に本当に頭を悩ませています。先日さくら保育室を利用

させてもらいましたが、定員は３人…少ないです。季節によってはすぐにうまってしまう

でしょう。また、自分は 6:00～22:00 の間の変則勤務をしているので、現在の 7:15～

19:15 では厳しく、富谷にも 21 時や 22 時までだったり、24ｈだったり、夜間保育をして

くれる所があれば!!とすごく思います。 

 病児病後児保育施設の充実、夜間保育施設の充実、ぜひぜひご検討下さい!!（保

育園内に一部屋でも病児対応してくれるクラスがあったらなーと思うことも…）  

580 
50 代男性, 

日吉台 

 富谷市はこれが宮城県で一番だ、東北一、日本一と自慢できるものが欲しいです

ね。 

581 
70 以上男性, 

富ケ丘 

 高齢者は今、放っておいても増加していく。 

 高齢者が住みづらい!!と言って、他の都市に移動して行く。現状は今の所、無い。 

 「町づくりアンケート」においても子供から高齢者まで、あれもこれもと広範囲に施策

を求めずに、他の都市から若者達、若い夫婦達、子供達が移り住んで来るような施

策にしぼり、長期的な目標を掲げ、少しずつ達成、充実させて行く事が重要だと考え

ています。 

 仙台には東北大学、宮城教育大学等々、世界的にも優秀な大学があります。その

隣町に在る富谷市なのですから。私の子供達が東北大学を利用、活用して世界に

羽ばたいて行けるような町づくりをしていくべきだと考えています。富谷市に国立大学

を創設しなくても充分なのですから楽な提案だと思います。 

586 
50 代女性, 

明石台 

 住民が増し、車の台数も増し、交通量が多くなり道路渋滞があちらこちらで多くなっ

てきているので何とかしてほしいです。 

593 
60 代女性, 

あけの平 

・富谷町は沢山の山を崩して団地が出来ているので、これからは自然を保護し、人と

自然が共存していけるやさしい町づくりをお願いします。 

・今は近隣の市町村の施設を利用させていただいておりますが、後々には歩いて行

けるような公民館が頼りになると思います。公民館活動の充実をお願いします。 

・武道館があるので、日本古来の武道に力を入れるのもいいかと思います。 

・仙台市泉区の健康増進センターは、現在一週間に２日の利用はできますが、募集

する講座には参加資格がなく残念に思っています。大震災前のような、健康増進セン

ター（のような施設）が、富谷町にもあったらいいのにと以前から思ってました。検討お

願いします。 

597 
50 代女性, 

上桜木 

 仙台市泉中央からの地下鉄延長宜しくお願い致します。 

 これから新生富谷市がより良い町、住みやすい町になるのが楽しみです。 

 若生町長様、役場の皆様、頑張って下さい。 

598 
40 代男性, 

成田 

 泉中央までのアクセスの向上。 

 行政については苦労が多々あると思いますが、よりよい町づくりを目指してよろしく

お願いします。 

601 
30 代女性, 

富ケ丘 

西成田コミニュティーセンターで実施している炭焼きや農業体験を希望者だけでな

く、子どもたちが好きな時に体験できるような環境整備。 

小さな子どもを安心して遊ばせることのできる遊び場がほしい。 

602 
50 代男性, 

日吉台 

地域に必要とされる公共交通の創造 

・提案 交通局の新設 

通学、通勤、娯楽に適応したバス運行を実現し、富谷市と他地域と人の往来を活発

化させる。 

未来志向があり、若く新鮮で斬新な思考を持つ新卒者を採用し交通局新設事業を

邁進させましょう。 

仙台市地下鉄泉中央駅への運行路線ばかりが重要視されている、現状のバス路線

を、富谷市から高校、大学への通学、通勤、通院、日曜休日の余暇や娯楽といった
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富谷市を中心とした地域に生活する人の動向に注視してみました。 

役場、出張所、公民館の在る主要住宅地を基軸に運行する停留所型、富谷ジャス

コ、ヤマザワ、みやぎ生協、西友、コストコなどを乗降地として駐車場を使用するター

ミナル型などが私の頭でも思いつきます。 

例えば・・・ 

停留所型 

○県道 264 大衡仙台線から仙山線北山駅往復 

 富谷市を出たら県立図書館、環状線交差点、宮城学院、立ち寄り後は直行北山駅

往復 

○富谷 IC から北部道路経由、三陸道を多賀城 IC で降り仙石線陸前山王駅往復 

富谷 IC からは直行陸前山王駅 

○第一、第二北部中核団地、大和流通工業団地往復、などの路線を運行できたとし

たら・・・ 

通学、通勤、通院可能地域を大幅に広げることができ、人の往来を増加させられるで

しょう。 

(住民アンケートなどを実施し、より確実な裏付け調査が必要と考えますが) 

 

ターミナル型 

現状週末は、仙台市内から富谷市内へのバスは、20 時ころ(行先にもよる)の最終バ

スで終わります。 

働く世代も学生も毎週土日が週休二日制ではありません。 

週末は、仙台駅、仙台市役所前、泉中央駅などから富谷主要地区へのバスを運行さ

せましょう。この週末便は先に記述した停留所型よりも実現しやすいと考えられます。 

スマートホンや、携帯端末から事前乗車予約ができるシステムを構築すれば、無駄

の少ない高効率運行も創造できるからです。バスと言っても大型の 28 人、50 人乗り

ではなくても十分に富谷市民に役立ち採算性も上がるでしょう。 

「僕は 23 時の富ジャス行きを予約してある」とか「夕べのバスは 12 人乗りのワンボック

スだった」などと実現できると思いませんか。 

私では、数値化もできていない全くの空論までですが、若い未来を創造する人財達

は更に、魅力的な公共交通を創りだすでしょう。 

今日の町民バスの利用状況、必要状況、市民の評価は、お世辞にも高いとは言えな

い実績と実感しています。自動車運送事業に参入し業績を残せとも言っていません。

未来も繁栄する富谷市を創るのは、若い思考と公共交通の充実でしょう。 

交通局の新設を、若い人財に希望を持って任せましょう。 

震災後、女川町では、「還暦以上は口出すな」を実行して若い力で着実に復興を実

現させています。 

困った時は助けているようですがね。 

603 
60 代女性, 

あけの平 

車が無いとまだまだ不便な町です。町民バスも利用しますが、便数・行き先・・・もっと

こまやかな場所にもいけるよう期待します。泉中央行も成田・大清水等々が優先され

ているような気がしております。 

604 
40 代女性, 

明石台 

高齢者になって運転免許を返還しても、自由自在に動けるよう、町民バスをもっと充

実させるとよいのかなぁと思います。 

明石台地区は街並みもきれいで施設もそろっていますし、とても暮らしやすい街で

す。ここに住んでよかったと心から思います。ありがとうございます。 

606 
60 代女性, 

東向陽台 

せめて古い団地の外灯だけでも今風ので明るいのをお願いしたいです。 

小さい子、お年寄りが安全に出かけられる様に・・・。 

607 
30 代女性, 

成田 

子供達の育成に力を入れて欲しい。“子は宝”勉強、団体活動、他参画する桟会を

多く持てるよう。 

608 
30 代女性, 

上桜木 

夜間救急センターの開設を強く希望します。以前、夜、こどもが体調をくずした時に近

くに診てもらえる病院がなく、仙台市内まで車で行かなければならなく不安でした。 
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地下鉄を富谷まで延長してもらえると朝の交通渋滞も緩和され、利便性も向上すると

思います。 

しんまち地区の整備が進むとイベントなどがより活気づくのではないかと思います。 

609 
10 代女性, 

あけの平 

私が最も考慮していただきたいことは「交通の利便性」です。特にバスについては通

学時に大変困っております。もちろん泉中央までの交通利便性も大変重要ですが、

仙台市と同じく富谷町に隣接しております大和町へのアクセスでは、わざわざ泉中央

を経由せねばなりません。時間と宮城交通さんの高い運賃を考えると相当な悪天候

でない限り、バスは使うことができません。私は現在、宮城大学に在学しております

が、この大学が大和町にあるため、上記のような点で困っております。せめて町外の

公共施設へ泉中央を経由せずに行けるように見直していただけると幸いです。 

もう一つ。「交通の利便性」に関して意見がございます。同大学生の友人や先輩は映

画を見によく大学帰りなどで富谷町に来ることがあります。町外から遊びに来る大学

生は、特に「映画館(109 シネマズ)」・「ラーメン屋」・「友人・先輩の家」の目的が多いよ

うに感じます。この3つに向かうための交通手段を考えると上記の問題もあり「車」しか

ございません。学生が初めて来るまで富谷に来ても分かるような案内標示を考えて下

されば、富谷町のイメージアップにもつながると思います。最後に私達、富谷町出身

の宮城大学の学生もぜひ町づくりに貢献したいと考えております。富谷町と宮城大学

の町づくりに関する連携があればよいなと思います。頑張って下さい！！ 

611 
70 以上男性, 

成田 

記念すべき市制移行を迎えるにあたり、「住みたくなるまち日本一」「遊びにゆきたく

なるまち日本一」を目指して、老若男女を問わずファミリーや仲良しグループで一日

中楽しく遊べる東北一の公園造りをしてみたらどうか。公園の他、アスレチック施設や

超ロングのスベリ台、キャンプ場等を備えた施設、その「富谷ちびっ子公園(仮称)」の

周辺には、富谷周辺で採れた野菜やフルーツ、食材等を販売する「富谷道の駅」を

開設し、地産地消の拡大を図り、レストランやカフェ、スイーツ等のショップを誘致し町

(市)全体での雇用の拡大や市の活性化を図る。幸いなことに富谷町内には大亀山公

園という絶好のスペースがあるので、これを全面的にリニューアルし、各施設の充実

を図ってゆく。 

東北一の公園(遊園地)としてＰＲすることにより、近隣市町村はもとより、近県からの

観光客も誘致可能となり、通過型のまちではなく、滞在型のまちづくりにも期待が持て

るものと思う。これからの時代は箱物行政に重きをおかず、家族、ファミリーの絆を強

める事が長期的には支持されてゆくのではないかと思う。そのちびっ子公園の具体例

として、小生が今年の正月に孫と遊びに行った茨城県笠間市の笠間芸術の森公園

がとても印象に残り、又、何度でも行ってみたいと思っています。参考迄にインターネ

ットで検索した印刷物を同封したのでご参照下さい。又、町議会等でも検討頂き、政

務活動調査費を有効活用し、見学されてきてみてはどうかと思っています。中途半端

な施設に投資するより、記念行事として未来永劫に継がれる明るく楽しいまちづくりが

「住みたくなるまち日本一富谷」を造ってゆくものと確信します。 

※添付資料あり 

616 
30 代男性, 

成田 

都市開発＝自然(環境)破壊という一つの考え方があると思います。また、一度都市

化してしまった場所に自然を取り戻すことは、なかなか難しい事だと思います。これか

ら都市化を推進していく上で、”自然との共存”というものを強く意識して町づくりに取

り組んでもらえたら幸いです。 

再生可能エネルギーや農業や酪農などを観光やレジャーと結び付けて考えて見るの

も面白いと思います。 

自然とふれ合い、自然を通して様々なことを学ぶ"重要性”。大人であれ子供であ

れ、とても大切な事だと思います。"自然を通しての人間育成”という面でもモデル都

市として発展してもらえたら素晴らしいと思います。 

623 
60 代男性, 

町上 

仙台市のベットタウン化している現状をふまえ、仙台市に合併し富谷区として、仙台

市と一体化のうえ交通、文化、教育等を考えた方が無駄のない施設。施策を打てる

ことで、経費の効率化、税、福祉の向上がはかれると思います。 
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624 
60 代男性, 

明石台 
多賀城市のような図書館を作って欲しい。 

629 
30 代女性, 

太子堂 

現在、通勤で自動車を活用していますが、高齢になった両親や将来の自分が移動手

段として自動車運転を続けられるのか不安なため、ライトレイルの整備に期待してい

ます。 

631 
40 代男性, 

富ケ丘 

地下鉄東西線開業以降、泉中央駅発着のバスの本数が減ったために、朝のバスが

混み合い遅延している(慢性的に)。 

地下鉄泉中央駅発の最終バス時間が 1 時間も早まったため、非常に不便である、改

善してほしい。 

要望事項 

①朝 6 時台のバス本数の増 

②地下鉄泉中央駅発のバス時間の延長(最終バス) 

632 
40 代女性, 

成田 

子育て世代のための支援が行われていると感じる。一方、高齢者の方々が入所でき

る施設が少ないように感じます。義父も入所することができません。相談窓口の方の

対応はとても優しく適切ですが、入る施設そして働き手不足は解消されません。 

人を育てることは時間とお金がかかります。また、せっかく介護職や教育職に就く能

力を持っている方々が育っても、町や働き場に力がなければ、貴重な人手は外部へ

流出してしまいます。今回のような、又、町長が時折行っている住民の話を聞きとる

会を生かしていただきたいと思います。 

633 
70 以上女性, 

富ケ丘 

車の運転が出来ない人間にとって、買い物が不便です。前住地では移動図書館が

あり、とても有難く思いました。(文化関係に不満) 

町民バスの本数がもう少し多いと買物、通院と高齢者にいいと思います。 

634 
40 代女性, 

上桜木 

高校を増やしてほしい。富谷高校に何割の富谷にお子どもが入学できているの

か・・・。仙台市から通学してくる子が多い様に思えます。 

周りから話を聞くと私立に進学する割合が多いとか・・・富谷高校以外の高校だと長

距離の自転車通学、仙台市内の学校はレベルが高い。一定レベルの学力がないと

公立高校に行けないため、みな中学になると塾に行くそうです。「市」になるのなら、

高校 1 つというのはいかがなものでしょう・・・。子ども達はどんどん大きくなり、その人

数も増えます。対策は必要だと思います。 

635 
30 代女性, 

杜乃橋 

・泉中央までのアクセス(今は宮交バスの本数が少ない) 

・富谷 IC から東北道への乗り入れが早く実現してもらえるととても助かる。便利になる

と思う。 

・教育にもっと税金をつかってほしい。新しい学校にだけでなく、古い学校にも整備に

税金をつかってほしい。 

・子どもの医療費助成もせめて小学校入学までは通院は無料にしてもらいたい。まあ

まだ風邪など引きやすい 3 歳児から初診時に 500 円かかってしまうのは厳しいです。 

・杜乃橋二丁目からも町民バスが利用できるようになるといい。(町民バスのバス停を

杜乃橋二丁目にもつくってもらいたい) 

637 
50 代女性, 

ひより台 

・山の団地開発をせず、自然を守り、古い団地の空地がうまる様に住みたくなる団地

に整備してほしい。 

・公園を中高年者が健康維持できる(器具を備え)場所にしてほしい。 

641 
50 代女性, 

日吉台 

児童クラブの環境が劣悪と聞いております。子どもがあふれかえっており、のびのびと

過ごせていないようです。低学年の子どもが安心・安全に過ごせるよう環境作りをお願

いいたします。 

642 
70 以上男性, 

太子堂 

・新生富谷市は今後共に住環境はとても住みやすい市であること。 

・富谷市から近隣仙台市に出掛けるのにバス利用のバス賃が、とても高いと考える。

住みやすい市制の発展の為、交通機関の再考を望みます。 

645 
40 代女性, 

成田 

以前、署名を集めましたが、高校へ通うための交通費支援をぜひ実現してほしいと

懇願します。 

646 50 代男性, 富谷市ならではの特産品や文化の発信をしていって下さい。 
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上桜木 東京からの文化ばかりではない地方からの発信もしていくと良いと思います。 

650 
40 代男性, 

成田 

・子どもの医療費無償に所得制限をなくしてほしいです。 

・子どもが高校に通う時の交通の利便性が改善されてほしいです。 

651 
60 代女性, 

日吉台 

弱い立場にある人たちに寄り添った社会づくりをしてほしい。皆が安心して平等間を

感じて心豊かに暮らせたらと思います。 

シニア世代(介護施設)と子供たち(保育園)が一緒に過ごせる施設造り。認知症の人

の徘徊を地域全体で見守り協力し合う町づくりなど、全国の中でもモデルとなってい

るような良い点を取り入れていけたらとも思います。 

また、皆が介護施設など利用できたらいいのですが、自宅での介護などを望む人に

訪問介護をしてくれる制度があればいいと思っています。 

652 
70 以上男性, 

東向陽台 

本年十月に町制から市制に移行する事が確定する事、富谷町民の一人として誠に

喜ばしく思います。その布石としての富谷市政の方向性を訪ねるアンケートと認識し

て回答しましたが、設問はすべて市政の柱を成す重要なものばかりと思います。その

観点に立って評価した結果、回答の大半を 5～4 としました。 

その上で市としての発展を考えると、次の事に着目して市政を進めることが肝要にな

ってくるのではとの視点から、その着眼点を列挙します。 

・富谷市民としての意識の醸成(産業振興による勤住一致が肝要) 

町は、これまで市制への移行を目指して人口 50,000 人クリアに重点を絞りあらゆる

手立てを講じてきた事と思いますが、その目標もクリアでき、十月には念願の市制移

行が現実のものになろうとしています。ただ、問題は、急速に膨れ上がった新住民の

意識にあります。 

生活の本拠は富谷にありながら、経済的には、仙台市を中心に他の市町に生活の糧

を託しています。恐らく新町民の大半が、その収入を富谷以外の経済圏から得てい

るものと察せられます。そのような環境の中で、市民としての意識を自覚せよと言って

も中々難しいのではと考えます。その解決策のポイントは、可能な限り勤住一致が可

能な町づくりが肝要と言う事と思います。 

私が住まう地域は、団地としては、最も古い地域と思いますが、現在第一世代である

私達は、高齢化し、しかも第二世代の相当数が、富谷以外に勤務し、町内会活動に

も少なからず、支障をきたしています。この事は、決して富谷の一地域の問題だけで

なく、いずれは各団地すべての大きな関心事というよりは町全体の問題となる事柄と

考えます。 

・町づくりの中心を成す市街地の策定 

上述したように富谷の人口の大半は、団地造成によって形成された街の集合体と言

って過言ではないでしょう。 

そのために現状では、富谷の中心となる繁華街は、ここだと言える所は見当たりませ

ん。 

細かい事は省きますが、富谷が市として将来的に発展する為には富谷市全体に効

果を及ぼす事のできる中心となる市街地を作る事が重要と考えます。 

そこには、行政・交通・治安・防災・医療・法務・郵便その他住民の普段の生活の営み

を安全に、効率的に・経済的に豊かに行える諸機能を備える方策が必須と考えます。 

現状は、治安・法務は、大和町に、郵便・防災は、仙台市泉区に等々に依存している

のが実態と思います。なお、仙台地下鉄の延線は、富谷住民の切望であると共に中

心市街地策定と密接に繋がる重要な世策と言えるのではないでしょうか。 

まだ種々成すべき施策はあろうかと思いますが、今回はアンケートへの回答と併せて

以上二点に絞り私見を述べさせて頂きました。 

655 
40 代女性, 

東向陽台 

若い世代が多くなってきているので、スポーツが盛んになるような取り組み。体力向上

につながる取り組み。活気ある町づくりのためのスポーツ活動。 

マーチングに力を入れている町なので、そのことを良く伝える活動。広報を行い、音

楽を通しての町外・県外との交流。その活動を支えるための活動場所(体育館等)の

建築。整備。 
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若い世代も多いが、高齢者も増えてきているので、病院等の医療施設の整備や泉中

央までの交通利便性の確保。予防に対しての取り組みを行い、老後、安心して住め

る町づくりを行う。 

旧宿場町のよさを残し、観光地として整備していく。県内外の人が「富谷に行ってみ

たい。遊びに行ってみよう。住みたい。」という町に市になればいいと思います。 

657 
60 代女性, 

鷹乃杜 
障がいを持つ方のグループホーム、ショートステイの充実、整備。 

659 
60 代女性, 

明石台 

町としての基盤(図書館、消防署、警察署、文化会館等)がぜい弱だとつねづね感じ

ておりました。市となるからには、他市町と同じ様に、施設を充実させている事も必要

かと思われます。 

そして市としての中心部(公共施設)の機能を充実させて欲しいと思います。 

664 
60 代男性, 

東向陽台 

広報「とみや」は金をかけすぎ。 

仙台市報便りの紙質でよい。カラーページも多い。(減らしてよい) 

666 
30 代女性, 

明石台 

治安が良くなること。人の心が豊かになることのために発展していってほしい。パチン

コ･ゲームなどは不要なので、子供も楽しめるようなサイクリング場や巨大迷路や釣り

ができる場所など自然を活かした遊び場や桜や花やハーブなど季節ごとに見られる

庭園や公園、見晴らしの良い図書館があったら嬉しい。 

東京にあって仙台にないお店など新しい感動と発見があると子供からお年寄りまで、

家族が毎日安心して外出することができ暮らすことができるよう、治安がどうなるかを

施設やお店や建物を作るときに思って頂きたい。また、飼っているペットの放し飼いを

禁止にしてほしい。飼っていない人たちがフン尿や物の破損で困って防止策にお金

をついやしている状況。病気のこともあるので市で放し飼い禁止としてほしい。 

668 
60 代男性, 

成田 

富谷市民として、この地域に住んで本当によかったと思えるようなまちづくり。他市町

村に誇れるような富谷市。目標倒れにならないように、計画的に実行する指導力の向

上と住民が積極的に参加できる地域作り。たとえば、「あいさつ通り」と言っているが、

子供達はあいさつしない。大人とあいさつしないのが常で、中には大きい声で「おは

ようございます」「こんにちは」「さようなら」と言う子供もいますが、昔はあたりまえの事

が今はない。 

新しい事のみを採用するのではなく、今までで良かった事を見直していく事も大切だ

と思います。 

670 
60 代女性, 

ひより台 

・温水プールや図書館がほしい。 

・眼科に通うのにタクシーを利用しているが(泉区高森)、バスを利用すると中央まで行

って、又、乗り換えをするようになるので、町民バスを活用出来ればありがたい。路線

を作ってほしい。 

671 
40 代男性, 

ひより台 

先ず住民あっての自治体であると思うので、住民が生活しやすい環境を整えることが

一番重要。全てを満たそうとすると画一的な個性のないどこにでもありふれた自治体

になるのではと思う。他の自治体にまかせられる分野は他にまかせて、富谷市にしか

できないもの(魅力)をどんどんアピールし発信していくことで、それを求めて外から人

が集まってくるのではないかと思う。それをどう外にアピールしていくのかが重要。 

また、現在住んでいて不便に感じるのは、総合運動公園の交通事情です。催しの後

の車の渋滞がひより台の住宅地前の道路でおこるので、不便を感じています。 

673 
50 代女性, 

あけの平 

富谷町に住んで 30 年位たちました。仙台市から移り住んだ頃は、タクシーは呼ばな

いと乗れず、ただバスは今より便が多く便利でした。これから富谷市に望むことは、皆

さん多々限りなくあることと思います。自分が高齢者に近付くにつれて、まず、公共交

通の利便性をよくしていただきたいこと。多方面へのアクセスをよく考えていただきた

いと思います。ややもすると当団地は、高齢者が買物難民になる可能性もあります。

どうか、そのようにならないようにお願いしたいと思います。 

富谷市になることに多くの住民の方々が希望をいだいていると思います。どうか期待

にそうように発展していただけるようにお願いいたします。 

675 30 代男性, 地下鉄南北線が泉中央から富谷まで延長できたら便利になると思う。バスや車では
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成田 便利でも駅がないので。 

676 
60 代女性, 

あけの平 

介護医療等にお金がかからない様に、その前の対策として、身近な所に体を動かし

たり、おしゃべりが出来る場所があればいいと思う。お年寄りが出掛けていく場所をい

っぱい作ってほしい。 

678 
50 代男性, 

明石台 

富谷町は元々面積が小さいので、企業(工場等)誘致は難しく、団地開発等も現状で

一杯ではないだろうか。これ以上増やすと自然破壊や人口急増の弊害(すぐに高齢

者人口が急増したり)が出ると思われる。したがって、「住みたくなるまち日本一」は不

要である。これから人を増やすのではなく、富谷で生まれ育った若者が富谷に住みな

がら、富谷町又は県内に就職できるような状況、即ち、現在住んでいる人、これから

生まれて来る人が満足して働き生活出来る町作りをすべきと思う。地下鉄を延長して

仙台市の赤字を背負い込んだり、若者を仙台市に送って仕事をさせるのは間違って

いると思う。完全には無理だろうけど、基本的な考えとしては、富谷に住んで富谷で

働けば、また老後は環境の良い富谷でのんびり暮らせれば最高である。 

679 
40 代男性, 

大清水 

身近に自然が感じられる町。 

子供の川・池遊びが出来ると、もっと昔ながらに生活できると思います。 

交通利便性。仙台-古川の間で駅ができれば、更に人口が増加する。 

大きな店が出来て商業が盛んになるのは良いが、道路整備がおいついていない。 

680 
50 代男性, 

明石台 

富谷は若い人がおおいので、元気のある町だと思いますので、これからも若い人の意

見をどんどん取り入れて行ってもらいたい。子育て時代は、隣の仙台市と比べて各面

で遅れている様に感じたので、もっと教育面にも力を入れてもらいたいと思います。町

がどんどん発展してきましたが、商業施設がどんどんふえる一方で自然を残してもい

いのではないかとも強く感じました。 

20 年後、30年後は誰もが高齢へと続く道です。福祉面にももう少し予算を増やした方

がいいと思います。 

681 
40 代女性, 

太子堂 

・夜間救急対応してくれる総合病院があると安心します。 

・富谷市内に道の駅がほしいです。 

・名取イオンくらい大きなショッピングセンターがほしいです。 

富谷が大好きです。富谷市になり、もっと発展することを願います。 

683 
40 代女性, 

杜乃橋 

共働き世代が多くなっている今、待機児童ゼロを目指すことは大変良いことだと思い

ますが、子ども達が過ごす施設の環境(スペース、遊び道具、衛生上の面。子ども達を

見守る保育士、指導員などの質の向上や待遇など)をもう少し見直す必要があると思

います。子どもがいなくなったら未来の富谷市もありません。富谷市で生まれ育った子

ども達がずっとこの地で安心して住み続けていけるよう、子育て事業にはもっともっと

力を入れてほしいと思います。 

子ども時代に楽しい思い出ができれば、必ず子どもはこの富谷に恩返しをするはずで

す。10 年後、20 年後、30 年後・・・とその先の富谷市を考えた施策を実行していただ

きたいです。 

684 
50 代男性, 

明石台 

・最近、富谷にも不審者が出る事が多くなりました。カメラの設置は一考していただけ

ないでしょうか。プライバシーの問題はあるかと思われますが。 

・街灯が少なく夕方暗い住宅地が多く、子供達の安全性を考えて増やしてほしい。 

・高齢化に伴い、町内活動の世話人の負担を少なくしてほしい。 

・樹木の伸びすぎ、住宅地周辺の土手の刈りあげ、年数回では少ない。 

バスが 1 時間に 2 本では、出かけるのに不便である。 

687 
60 代女性, 

東向陽台 
高齢者が暮らしやすい交通機関の整備と医療施設の充実に期待しております。 

688 
30 代男性, 

富ケ丘 

・家族で遊べる施設の充実！！ 

大亀山公園はとても不便です。子供向けではない気がします。山の中過ぎるし、安全

ではない。青森県八戸市に「こどものくに」という施設がありますが、とてもすばらしい

です。 

宮城県自体にも楽しく遊べるところは少なく、他の県からも人を呼べる、皆が憩える安
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全で、子供の知育にもなる施設があると良いと思います。 

689 
60 代男性, 

今泉 

地域における要望 2 つ 

①今泉地区の一部に県道 56 号線が通っています。この県道はセンターラインが無

い、歩道も無く、狭い県道なのに交通規制が掛かっている。子供や老人には危険す

ぎる。毎年 2～3 件の事故が起きているので、地域の安全のため県道の拡張を願う。 

②今泉字深苗代の用水路及び排水路として使用している場所で 5 年前の地震以

降、山側の土手が崩れてくる。毎年、町から杭や板を支給して戴いているが、地元で

工事をするのも高齢者が多く大変である。土砂の崩落を防ぐためにも毎年少しずつ U

字溝を入れるとか対策を講じてほしい。 

690 
50 代女性, 

ひより台 

この前、TV を見ていたらカンボジアでは公園にストレッチが出来る機器が設置されて

いて、皆さんそこに運動に気楽に集まってこられ、交流があり、又、健康に気をつけて

いるとの事。富谷町の公園すべてみなおし、各エリアに 1 ヶ所ずつでも作ったらいい

のではないでしょうか？ 

すべり台、ブランコだけの発想ではなく、大人も自然にあつまりやすい公園いいと思い

ます。 

同じ 5 万人ぐらいの市の視察をして、市になってからでも出来ると思うので、独自の発

想ではなく、いい所をよりすぐり、本当に日本一住みたくなる市をめざしてもらいたいと

思います。 

691 
40 代男性, 

上桜木 

・泉中央までのアクセス鉄道の新設 

・学校教育の強化(学力向上) 

695 
70 以上男性, 

日吉台 

富谷市として今後発展し、住民の暮らしが豊かになることは住民誰でも望むことです

ので、夢の実現に向けて期待しています。富谷の歴史を見ると、昭和 45 年以後、毎

年 1000 人ほどの人口増加が続いていますが、60～70％は仙台市からの移転であ

り、仙台市のベッドタウンの位置づけとなる。その現実を見ると、将来、仙台がどのよう

に発展するかに依存することとなる。富谷町の人口増も今後期待するが、限界があ

る。したがって、今後 20～30 年の富谷市の歳入･歳出がどのようになるかを予想し、

どこに投資するか集中すべきと考える。私は 2 点を考える。 

①企業誘致などの産業振興 ②長寿福祉と子育て支援である。 

①は企業側から考えるとメリットが何か疑問が残るので②に集中する。②について

は、長寿福祉と子育て支援を分散型にしてコミュニティーを作る。場所としては団地

に於いては、公園の敷地又は学校の敷地を使い、相互の支援努力により予算を低減

し、また老齢者のいきがいを引き出す。1 億総活躍の実現の 1 つの案と思います。図

書館は県の図書館も近いし、文化会館などは現在のものを利用すれば良い。箱だけ

を作っても市民の暮らしが豊かにならない日本の歴史が示している。パークゴルフな

ども賛成出来ない。今の運動場をうまく活用すべきです。ハードも必要だが、もっとソ

フト面の戦略を考えて欲しい。フリーに話せる機会があれば参加したい。又は、公募

したら良いのでは？ 

697 
70 以上男性, 

日吉台 

税について 

近年、若い人が結婚と同時に独立し、残された主として高齢世帯が増加しておりま

す。子供夫婦と同居している高齢者は経済的に恵まれていますが、高齢者のみの家

族は税(家屋・土地)と併せて電気・ガス等、生活に必要な出費で最低の生活をしてお

ります。 

私案として 

1.高齢者のみの家族に対する税率の考慮 

2.高齢者夫婦の死去の後の財産(土地・家)家は町に贈与し活用してもらう。高齢者は

喜んで賛同します。議会等でも検討して下さい。古い団地の者の痛々たる声を汲ん

で下さい。 

702 
40 代女性, 

成田 

 どの小学校もマーチングのクラブがあるのに中学校になるとなくなってしまうのが残

念です。全国にマーチングの市として胸を張れるような、騒音を気にせず誰でも使用

できる練習室や場所があったらなあと思います。 
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 学校行事がかけ足で過ぎ去っていくので土曜日の授業をして他の行事などに時間

があてられたら、子どもたちももっと深く学校に愛着を持ってくれるのかなぁー。 

703 
50 代男性, 

鷹乃杜 

１．「住みたくなるまち日本一 ～100 年間ひとが増え続けるまち～」について 

 国連事務局経済社会局や国立社会保障・人口問題研究所が発表している推計人

口のデータ等をふまえれば、100 年間ひとが増え続けるということはありえない状況で

す。首都圏であっても減少が想定されています。たとえスローガンであったとしても、

また一部都市の話と仮定しても、現実味を感じさせません。ひとが増え続けるまち、と

いう言葉はいいですが、「100 年間」という言葉は削除すべきではないか、と考えま

す。町もしくは市としての見識が疑われるようなスローガンに感じます。 

 現状の少子高齢化や大都市圏への人口集中等の人口問題についてどのように認

識しているのでしょうか。 

２．総合計画の施策の方向性について 

 人口増減の２つの要素である自然増減と社会増減について、どのように分析して、

今後どのようにしたいか、ということについて、いただいた資料では読み取れません。 

 住民の意向調査とはいえ、これでは一般的なイメージによる要望調査となります。 

 富谷市総合計画の策定にあたっては、そのあたりの施策について、議論いただくと

ともに、住人に開示し意見を求めるように希望します。 

３．重点施策について 

 今後 10 年間のなかでは、以下の２点を要望します。 

①生産年齢人口が居住できるよう職場に便利であることが大切です。富谷市内への

産業の誘致を考えるとともに、現実的には仙台圏内への交通アクセスの良さがポイン

トとなると考えます。公共交通機関の整備をはかり、仙台広域都市圏での交通利便

性をはかることを希望します。 

②住みやすい環境としていくために、自然が豊かな環境を守るとともに医療・介護サ

ービスが受けられやすい都市としていくことが重要と考えます。 

706 
20 代女性, 

成田 

 高校や現在の大学の通学の際に、金銭面で仙台市の交通機関より大きな負担が

かかっている。自動車を持っていない身としては交通手段が公共交通機関しかない

ため、もう少し負担を減らしてほしい。 

708 
30 代男性, 

鷹乃杜 

１．まちづくりの方針として、交通の利便性と安全性は重要な課題の１つと考えます。

富谷は仙台市に隣接する市としてこれからも益々人口が増えていくと予想されます。

これまでの町としての機能のままの交通インフラでは、深刻な渋滞あるいは交通事故

の多発が心配です。年齢も若い層が多い地区だけに交通の問題は必須の課題と考

えます。泉中央への交通利便性は課題として挙げられていますが、その他にイオン富

谷、黒川消防署の交差点には常にハラハラさせられます。たとえば近くの小学校に登

校するのでしょうか？小さな小学生が４号線を横断している姿を見て、危険を感じる

のは私に限ったことではないはずです。ぜひとも、利便性と安全性が両立した交通機

能を整備することを考えていくことが大事と考えています。 

２．コミュニケーションは人として生まれたからには生涯にわたって行う活動です。この

地区は幅広い世代が住んでおり、世代を超えて多岐にわたるコミュニケーションがで

きる点で魅力的であると考えております。 

 これから市となり、他の地域より転入されてくる人が、あるいは今、住んでいる人が

公的なサービスを受けるために情報を仕入れることができるようにして頂きたいで

す。具体的なイメージでありませんが、よりＩＴ技術を活用して、情報へのアクセスをし

やすく、且つセキュリティー教育の充実など“ＩＴを活用する市民”のような大きな目標

を掲げても良いのではないでしょうか？ 

709 
40 代女性, 

東向陽台 

 仙台市への通勤、通学の人が多い中、宮城交通一社でのバス運行には無理があ

る。雪が降った日には満員で素通りされ、何の対策もなされない。（臨時便もなし!!）通

勤、通学時の時間帯も細い、運行も必要なのにまったくない。とにかく５万人都市なの

に、交通が不便です。車ありきの考えはおかしいです。時刻表見て下さい。１時間に１

本とかおかしいですよ。AM８時台０本とか、PM６時台は特に本数がなくてはおかしい
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ですよ。宮城交通だけに頼るのはおかしいですよ。 

711 
20 代男性, 

とちの木 
 泉中央までの公共交通方法の充実 

712 
60 代女性, 

大童 

 もう少し地元で働ける企業誘致をがんばってほしい。それにより市がうるおい市民に

もうるおい、教育、福祉の充実にもつながると思う。 

716 
60 代女性, 

あけの平 

 富谷オリジナル特産品が知られていないと思います。そして買いたいと思っても値

段が高い気がします。このごろイオンにブルーベリーを使ったケーキ、お菓子を販売し

ているのを見て「ヤッター」ぜひ買いましょうと思ったのが初めてでした。もっと皆さん

に知ってもらいたいと思います。 

 富谷町から市へ職員の皆様の頑張りに期待しております。よろしくお願い致します。 

718 
60 代男性, 

あけの平 
 是非“ゆりかごから墓場まで安心して住めるまち”を創造して下さい。 

719 
70 以上男性, 

三ノ関 

 富谷小学校脇の道路の交通渋滞を緩和させるため、役場脇の道路から富谷自動

車学校付近に新道路を作りアクセスを良くする。 

 富谷から東北道へアクセスできるようにしてほしい。 

720 
70 以上女性, 

富ケ丘 

 敬老乗車証の件、大変有難うございます。 

 以前はあまりにも便利な所に住んでいましたので、本当にありがとう。 

 仙台市では今、豊齢カード等有る様です。その内に宜しくお願い致します。 

721 
40 代女性, 

大清水 

・自治会や町内会が住民の負担になりすぎないように市で指導すべきだと思います。 

・仙台市地下鉄南北線の富谷への延伸でより便利な富谷市になってほしいです。 

724 
60 代女性, 

ひより台 

 夢ですが、仙台市泉中央まで町民バスで行くことができたら良いのになあと思って

います。 

725 
40 代女性, 

成田 

 開発を終えた住宅街の高齢化対策にも力を入れて欲しい。または、その防止対策

の検討。 

726 
30 代女性, 

あけの平 
 市になるというのに、車がないと生活が難しい。 

730 
40 代男性, 

成田 

 仙台市までのアクセスを良くすることは、今後の市の発展において必要不可欠な施

策であり、地下鉄の延長を含め、ぜひ実現に向けて全力で取り組んでいただきたい

と考えております。 

731 
50 代女性, 

明石台 

 町内にも高齢者の１人暮らしが増えている現状がある。地域が見守りつつ、高齢者

も安心して暮らせるまちづくりが求められる。 

742 
60 代男性, 

あけの平 

１．住民に対する各種サービスや給付等のお知らせが平等に得られるような情報関係

の徹底。 

 （役所からは発信しない、聞かなければ教えない、知る人は知る、知らない人は知ら

ない） 

２．俗にお役所仕事と言われないような業務にあたる姿勢。 

 （業務体制の見直し、改善） 

 （役所の者は偉いと勘違い） 

３．住民誰でも気軽に遊び感覚で行けるような役所内または施設の充実（歴史資料

館や博物館のような所も含めて） 

４．アンケートを文章にするとなると、なかなか思いつかなく、うまく書けません。この、

まちづくりアンケート調査を市政づくりに活かせるよう願います。協力出来る事があれ

ばやりたいと思っています。 

743 
20 代男性, 

明石台 

 日本、東北を代表する何かがあると良いと思います。 

 例．図書館、産業、観光地など 

 若年層が多く未来のある町だと思うので、将来、廃れていかないようにしていただき

たいです。 

744 
40 代女性, 

町上 

 公共の交通機関が不便な気がします。バスは泉中央に行くだけで片道 600 円ほど

かかり、通勤・通学には時間と費用がかかるので交通機関の充実を行ってほしいで

す。 
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747 
30 代男性, 

上桜木 

 仙台市のベッドタウンという自覚を忘れずに、慎ましく、市制を整え大きな事はしな

いでほしいです。市になるだけでも充分です。 

748 
10 代女性, 

富ケ丘 

 富谷の特産品はブルーベリーだと思っていたのですが、正直その認知度は町内だ

けだと思っています。そんな状況の中で、新たにはちみつを特産品にしようとしている

と知り、中途半端だなと思いました。まずはブルーベリーの認知度を上げるのが優先

ではないでしょうか。 

 また、富谷町民の最寄駅が泉中央駅というのはとても不便であり、地下鉄を通せな

いのなら、その代わりになるバスを手配してほしいと思います。 

752 
50 代男性, 

成田 

 今後、行政に望む点は高齢化が進む中、高齢者の健康づくり、ひきこもりの防止等

の観点からも、泉中央までのアクセスの整備を早急に進める必要があると思います。 

 年金生活者が増える中で、現在のような交通費負担では生きがいのある都市とは

言いにくいと思います。 

755 
50 代男性, 

日吉台 

 重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを、人生の最後ま

で続けられるよう住まい、医療、介護、予防、生活支援が一体的に提供される地域包

括ケアシステムの構築を実現して下さい。 

・富谷町は 2025 年以降も 75 歳以上の高齢者が増加します。その方々の多くは要介

護であり、医療を必要とする方々です。 

→・早期に介護予防の充実を図って下さい。 

 ・地域に集いの場をたくさんつくる。子どもも女性も高齢者も元気な方々が集う場所

をつくっておくと、５年・10 年経ちその中に「支え合い」が生まれるのではないでしょう

か。 

・我々、現役世代が享受している暮らしを、子や孫の世代に残す努力を住民の方々

と共に考えましょう。 

 →・町内の社会福祉法人と協働し、福祉の学びを実践しましょう。 

  ・小・中学校生徒の福祉教育を充実して下さい。「キャップハンディ体験」は止めて

下さい。 

756 
30 代男性, 

町下 

 役場から旧４号線につなぐ道路を早急に進めて欲しい。 

 役場業務を土日関わらずお願いしたい。 

 本当にできる事、役に立つ事に税金を使って欲しい。 

759 
70 以上女性, 

明石台 

 私達の地区は、街灯も明るく街路樹や家の垣根も緑が豊かで住みやすい恵まれた

地区だと思います。少し早く造成された地区では、街灯も小さく全体的に薄暗い地区

も有り、少しずつでも改善されれば良いと思います。 

 個人的には夜の玄関灯等少しでも明るくしたいと思っています。 

 震災の折には、荒浜地区の子供二人も預かっていた我家では（宮城沖地震が来る

との備蓄）もすぐ底をつき、町に助けられ感謝致しました。今は備蓄もしっかりと考えて

しています。あと、町を通っていると今でもブロック塀の家を見かけると心配になりま

す。助成が出る時に変更されなかった方達にも今一度取り組んでいただきたいと思い

ます。 

760 
70 以上男性, 

富ケ丘 

 ４号国道 仙台～三本木間に道の駅がありません。富谷地区に道の駅の設置をぜ

ひお願いします。 

761 
60 代女性, 

明石台 

・富谷町、敬老者、富谷町民バス無料券がきても足がないので、時刻表も一緒に同

封してもらうとありがたい。 

・仙台市の様にバス（宮城交通）と地下鉄の敬老乗車証があると助かる。交通費が高

いので。 

763 
10 代男性, 

一ノ関 

 泉中央までの地下鉄をつくった方がより良い市にでき、市民も泉に行き来できると

考える。 

 それと、事故などのない市にしたい。 

 誰もが安全に安心して暮らせる市にしてほしい。 

766 
60 代男性, 

成田 

 富谷市の地域構成が旧市街地（富谷市街）と明石台、成田地区の振興団地の二極

化となっているのが現状です。 
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 文化施設は旧市街地に従前の施設（建物は古いもの）がある程度整備されておりま

すが、振興団地の方には在住人口の割合から考慮すると少ないような気がします。

図書館、文化会館等の建設を行い、地域住民への行政サービスを拡充するのが急

務では。 

 又、泉中央駅からの交通利便性の確保は重要ですが、富谷高校から４号線迄の幹

線道路が土日祝日は常に渋滞しており、抜本的な対策が必要です。 

 成田地区から富谷市役所へ東北道と並行に幹線道路の整備を行い、交通渋滞解

消を行ったらいかがでしょうか。 

770 
70 以上男性, 

二ノ関 

 昔、高齢者（80 歳以上）で１年間、健康保険を使用しなかったものを表彰しておった

が、いつからか無くなった。その制度、復活を要望する。 

772 
20 代女性, 

ひより台 

 富谷町は仙台市のベッドタウンとして成長した背景があります。 

 そのため、弱点として挙げられるのが働く環境の少なさだと私は考えております。こ

こ２・３年正社員として働ける就業場所をハローワーク大和さんの方が探しております

が、富谷町の求人は月に２、３件しか出ません。（仙台は 1000 件以上出ます） 

 また、公共交通機関を利用して「富谷」のバス停から就業すると（途中で渋滞がある

ため）片道１時間半ほど交通費も３万弱、上桜木からでも２万弱程度かかり、交通費を

全額負担してくださる企業となると就業場所がかなり限定されてしまいます。富谷市

へ移行するにあたって重要となるのは、生活の基盤となる働きやすいまちづくりだと

思います。（通勤時間の削減は共働きの多い現代において家事への負担軽減にもつ

ながります） 

ハローワークの設置、仙台方面への就業支援（直通のバスの運行など）働く環境の整

備をぜひして頂きたいです。 

 中学生や高校生でも考えられる話ですが、高齢化が進んでいくものと考えていま

す。そうなると、税収が減り、赤字となってしまうのではないでしょうか？ 

 ぜひ、働く環境の整備に力を入れて、未来につながるまちづくりを期待しておりま

す。 

775 
60 代女性, 

日吉台 
 総合病院の設立 

776 
40 代男性, 

日吉台 
 仙台市地下鉄を富谷市まで拡大して欲しい。 

781 
50 代女性, 

成田 

・富谷町は自然に恵まれ大型商業施設もあり、住みよい町だと思います。現在住んで

いる成田地区は泉中央までも近いので便利なのですが、朝の渋滞があるのと、宮城

交通の運賃がとても高いと思います。バスを利用しようと思っても運賃が高いのでや

はり車を利用してしまいます。もう少し安くならないものかと思います。 

・町のお祭りについてなのですが、年に行われるお祭りの参加者は旧宿場地区周辺

の方は近いので参加しやすいと思うのですが、振興住宅地の人は参加しづらいので

はないかと思います。お祭りも年齢問わず参加できるイベントなので必要かな？とも

思うのですが、個人的にはいくつか減らして、その分、子育て支援、福祉の充実など

に使ってはどうかなと思います。 

・町民運動会も参加者を集めるのに苦労する事があり運動会というのではなく、小さ

い子から大人まで自由に参加できるスポーツイベントなどにしてみてはどうでしょう。 

 昔からある伝統を守っていく事も大切ですが「市」に移行する今年、新たな“富谷

市”が発展していく事を願います。 

783 
40 代女性, 

明石台 

 救急医療体制の整備が不十分：特に小児。 

 総合的に診てもらえる病院が近くにほしいと思われる。 

雨の日でも子供が遊べるような施設があるといいと思う。例えば、こどもの国のような

屋内外で遊べる施設があるとよいと思う。 

784 
20 代女性, 

成田 

・都市機能は充実していると思うので、外へ外へと情報を発信することに力を入れす

ぎるのではなく、充実している機能を今すんでいる町民の方々のために、これから移

りたいと思っている方々のために向上して欲しいと思いました。充実はしていても、そ
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れが成熟していないように感じました。町民からの評価をもって次の富谷町になるべく

活性化を行ってほしいです。 

・“黒川郡”としては警察、消防、病院などの施設があると思うが“富谷町として”は警

察もないし、大きな病院（救急など）もないので安心・安全面で万全を整えて欲しいで

す。人口を増やし、発展を目的とするなら住民の安全を第一にしないと何かおきてか

らの対策を考えるのでは遅いと思います。 

・道路や街並みの質問が多数ありましたが、道路には各所に通っていて十分あると思

いますし、街並みも綺麗だと思います。 

 目を向ける所を子育てだったり“人”中心で考えて欲しいです。 

786 
60 代女性, 

明石台 

 夢、豊かな暮らしも大事です。 

 あまり自然環境を壊す事の無い様に考えて欲しいものです。 

787 
60 代女性, 

成田 

・公園に駐車スペースを。 

・スポーツクラブとは違い、お年寄りや身障者が利用できる、歩く温水プール等の施

設があると良い（震災前、七ヶ浜にあった）。 

・黒川病院をもっと利用しやすくしてほしい。（休日に消防署から当番医で黒川病院

を教えてもらい電話したら、整形外科医はいるがレントゲン技師不在と断られた） 

788 
50 代男性, 

東向陽台 

 市になると大きな施設を持ちたくなるが、それは福祉施設に限定すべきである。現

在の財政状態がいつまでも続かないのは明白である。各団地はいずれ高齢化し、市

の大きな負担となる。そのため維持費のかかる施設（公共交通も含む）はひかえるべ

きである。 

 現状を維持するためには、市の年齢構成を若者が多い状態にしなければならな

い。よって、学校（大学、専門学校等）、医療機関をおき、また、雇用を増やさねばな

らない。 

 仙台市のおかげで財政が良いことを忘れず、教育、医療、福祉（研究機関もよい）

で、人が集まるようにしてはどうか。 

 市外から人が集まる特色を作ることが、市の維持に必要と考える。 

794 
30 代女性, 

杜乃橋 

 魅力的な市立図書館の建設、運営をお願いします。 

 書店やカフェのような図書館は望んでいません。（近くの泉区にもそういう場所はあ

りますし。） 

 子どもから大人まで、利用のしやすい図書館が良いです。 

 利用のしやすい＝開館時間は平日夜 20:00 頃まで、または土日開館、乳幼児用の

プレイルームまたは託児サービスがある。 

 子どもと大人の空間が分けられていて、子連れでも利用しやすい、駐車場が十分に

ある、などです。 

795 
70 以上女性, 

成田 

①泉中央まで出る宮城交通のバスの便数が少ないので、何らかの形で交通の便を

良くして下さい。 

②成田地区の広い道路にバンプがついているため、車がこれを嫌ってほとんど通ら

ず脇道に流れて、脇道の交通量が増えて危ないです。バンプのある広い道路は、駐

車場代わりに使われています。バンプを除去して下さい。 

797 
70 以上女性, 

石積 

 富谷市として「松島」の様に見物する所がほしいです。 

 又、「仙台の牛たん」の様に富谷市として他に誇れる食べ物があれば良いと思いま

す。 

801 
20 代女性, 

明石台 

 泉中央が近いこともありますが、少し規模が大きな病院や図書館は仙台市内を利

用することが多く、富谷町が富谷市になるのであれば、市立病院や市立図書館があ

ってもいいのではないかと思います。公立黒川病院は町の南部の住民にとっては遠

く、また公共交通機関で向かうには不便であり、つい仙台市内を目指しがちです。 

 宮城交通の新富谷ガーデンシティ行きのバス路線がありますが、成田の団地内に

入る前に明石南、明石台を通る関係上利用者が多く、時間帯によってはバスが満員

状態で運行されるのをよく目にします。高齢者や子ども、障害者、体調不良の人には

とても辛いのではないかと思います。町内からの泉中央までの交通利便性のさらなる
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向上と工夫を期待しています。 

802 
60 代男性, 

明石台 

 現在、住宅地の開発が拡大しており、若い世代が増加し、人口増加率が右肩上が

りである一方、高齢化率は、今のところあまり高くはありませんが、将来、富谷も間違

いなく「高齢化」が進行するはずですから、高齢者が増加することを踏まえ、計画的に

高齢化社会に対応できるような施策に取り組んでいただきたい。 

 また、高齢者と若者が共に生活できるような地域（富谷市）として存続できるような

環境整備も必要かと思います。 

804 
30 代女性, 

あけの平 

 保育園を利用していますが、土曜日利用時間が 17 時 30 分とは何でなのか。日曜

利用等考えてほしいと思います。今の時代におくれているとしか思えません。全てが

役所のようなシフトではないです。病院関係で働いている人に土曜日曜休みがある

わけありません。 

 子供といたいという気持ちは誰でもありますが、母親になるととても働きづらいのが

現状です。子育て環境を考えて下さい。 

805 
40 代女性, 

成田 

・泉中央駅までの交通が悪く、運賃も高いと思うのでこの改善。 

・収入に関わらず子供の医療費は無料費にしていただきたい。 

 よりよい富谷町になりますように！ 

808 
30 代女性, 

杜乃橋 

・未就園児が無料で遊べる所が少ない（屋内で） 

 公民館や西成田もよく行きましたが、もっと体を動かして遊ぶ遊具があると嬉しいで

す。例えば、泉中央ののびすくや泉ヶ丘のヤマザワの２階にある遊具や、松森にある

マクドナルドの遊具。冬の時期は外で遊べないので、そういうのが富谷にあればいい

のにとママ友とよく話してました。 

812 
40 代男性, 

明石台 

 町の特徴があまりないような感じがします。「富谷」ならではの何かがあると…。例え

ば「教育」等にスポットを当て、教育市としての特徴的な取り組みをするなどをしてもよ

いと思う。 

 観光名所も、富谷ならではのものがあるとよいと思う。 

814 
50 代男性, 

成田 

 泉中央までのバスの料金が高額なので学生に補助金を出してほしい。 

 家計が苦しく塾に行けない子供が集中して勉強が出来る図書館を作ってほしい。 

 県立図書館は試験時期や長期休み中は早朝からの席の取り合いで座れない。 

 市民税を安くして下さい。 

815 
60 代女性, 

ひより台 

 市になる前に総合病院や交通アクセスなど整えてからにしてほしかったです。富谷

町の住民から不満の声が出ないような市にして下さい。お願い致します。 

816 
50 代女性, 

あけの平 

 個人的ですが私の住んでいる所の道路は大清水とつながり便利になったのですが

歩道がなく、車が渋滞した時には自宅に車を停める時などクラクションを鳴らされたり

睨まれたりします。できれば道路状況を改善してほしいです。 

817 
40 代男性, 

大清水 

・大型図書館の建設 

 ＣＣＣへ委託して、利用時間や曜日の利便性を追及して欲しい。蔵書も、専門的な

ものは宮城県図書館に任せて一般的な小説、ベストセラー小説、子供小説に特化し

て欲しい。多賀城より大きく！ 

・子供の遊び施設（屋内型） 

 雨の日でも遊べる使節の建設。大型のもの。例を挙げると、福島市のこむこむや東

根市のけやきホールやあそびあランドなど。 

・大亀山に追加施設（室外） 

 いわてこどもの森のような施設。 

818 
50 代女性, 

大清水 

 マイホームを建てて住みたいと思える場所は… 

子供を育てる環境、そして自分が年をとり老後の暮らしを考えます。子供とお年寄り

に優しいまち造りをお願いしたいと思います。（※高校在学中まで医療費が初回 500

円負担はとても助かっています）お年寄りにもそのような助成金等があれば良いと思

います。 

 新しい商業施設が次々に建てられていますが、今ある商店等が閉店してしまっては

見た目もイメージも良くないと思います。共存できるように配慮は必要だと思います。 
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 便利になることはうれしいことですが、富谷は緑が多いやすらげるまちであってほし

いので、山や木は極力残して行くべきだと思います。 

 住む人間、自然、動物、環境に優しいまちにして下さい。よろしくお願いします。 

819 
40 代男性, 

成田 

①音楽ホールの建設 

 仙台市民の間で要望が上がっている音楽ホールを富谷に建設する。その際には必

ず、公共交通機関（地下鉄延伸が望ましい）とセットにして、アクセスの良いものにす

る。（利府のグランディの二の舞にしない） 

②コミュニティＦＭの開局 

 東日本大震災の時には地域密着の情報を伝えてくれるコミュニティＦＭの存在があ

りがたかった。防災無線では停電や豪雨の時には聞こえない。富谷単独で開局する

のが望ましいが、難しければＦＭいずみ等と提携し放送枠を得るのでも可。その際も

富谷全域をカバーするアンテナの建設は必要。 

③大清水・上桜木付近の渋滞の緩和 

 マイカーの使用を減らすために宮城交通・イオンの送迎バス・町民バス等を巻き込

んでバス利用者がお得に買い物ができるクーポン券等を発行。バス利用の促進を図

る。 

④大規模災害発生時の証明書発行手数料の無料化 

 私は震災後に富谷に移住してきたが、住民票を請求した際に被災地では無料だっ

た手数料を取られました。小さいことですが、被災地との温度差を感じました。その時

には「あったか富谷」を掲げていただけに。罹災証明書を持って移住してきた人には

もう少しケアを。 

⑤ケータイ・スマホ向けホームページの作成 

 いまやパソコンよりスマホでホームページを見る人が多くなっています。画像の簡略

化、文字の大型化したスマホ向けのホームページがあるといいと思う。ガラケー向け

もあれば尚可。 

822 
50 代女性, 

成田 

 この度はアンケートを送って頂いてありがとうございます。新しい富谷市にむけて職

員の方々、新しい町長にはますます活躍してもらって住民としては、他の地域に負け

ない町づくりをして頂きたいと思います。 

 いろいろな町民の意見があって大変だと思いますが、年令によって求める物も違う

し、理想とする行政も違うと思います。ただ１つここはどの町、市にも負けない利点を

作って頂けたらと思います。 

 お年寄りの希望するパークゴルフや公営墓地も大切かもしれませんが、やはり活気

ある町を目指すなら若い層（働き手）が満足する町づくりを第一に考えてほしいで

す。学校教育、図書館整備（中途半端ではなく充実した書籍数）etc…。そして、地下

鉄延長やモノレールなどあまり現実的ではない目標より、若い世代が富谷市に戻って

これるように大和町や大衡のように会社やそういったものも誘致して、税収の面でもう

るおいのある町づくりをしてほしいです。 

 長々と書いてしまいましたが、役所のみなさん、これからもがんばって下さい。期待し

ています。 

823 
30 代女性, 

成田 

・交通の利便性が悪すぎる。 

 公民館、病院、スーパーetc 

 町民バスと宮城交通のバスルートをもう少し見直して欲しい。 

・図書館 

 公民館が平日しか開いておらず不便。 

月に一度でもいいから土曜日などを開けて欲しい。 

何年かに一度、公民館ごと本を変えて欲しい。 

絵本などはほとんど読んでしまい、他の公民館から取り寄せて読んでいる。 

827 
40 代女性, 

大清水 

 土日でも両親が共働きの家庭は多いと思います。仙台では土曜日、学童保育があ

るそうです。富谷でも土日の学童保育があると助かります。 

 役場に相談に行った事がありますが、富谷では行っていない、民間へと言われまし



- 229 - 

NO 属性 自由意見 

た。富谷で学童を行ってほしいと相談だったのに、全然話になりません。民間では金

銭的な面でとても無理です。 

 就学前もですが、就学後の土日の子供の預かりにももっと力を入れて頂きたいで

す。 

 一番に、働く両親が子供を安心して金銭的にも不安なく預ける環境の充実を富谷

には望みます。そうする事がどんどん若い人達が富谷に住み、もっともっと富谷が活力

ある町になっていくと思います。 

830 
50 代女性, 

ひより台 

 古くからの住宅地と、新興住宅地とのバランスが取れてもう少し町（市）として綺麗に

なって欲しいと考えます。 

 面倒な事とは思いますが、町の職員の方だけではなく市民参加型で富谷市づくりを

すべきで、その為に取り組める人柄の良い職員の方がリーダーとして、そして少人数

ではなくチームとして携わって頂きたいです。 

 私個人としては、富谷が好きで生涯暮らしたいと考えていましたが、交通の不便さ

から定年後は泉近辺への移住を考えています。 

834 
60 代女性, 

町上 
 泉区地下鉄のアクセスを考えて下さい。 

835 
30 代女性, 

上桜木 

１．町の発展には住環境を整え就労と憩いの場を提供して、住民の日常生活の利便

性を向上させることです。 

２．そのためには、道路網の整備と交通機関を拡充し、人・物の流れを良くすること。 

３．意見・提案 

 高台と緑が豊富で空気の清らかな好立地を活かした、子育て世代が多く住みたく

なる町として 

 ①商工業等の企業誘致と就労場の提供 

 ②仙台市のベッドタウン化事業促進 

 ③薪ストーブの使用による、周辺住民への煙害防止対策 

  ※成長期子供の煙・悪臭による気管支喘息・頭痛の発生が懸念 

 ④仙台市地下鉄との交通アクセス良化と住環境の整備改善 

 ⑤上記③に対する行政指導の依頼 

  ア．薪ストーブからペレット燃料ストーブへの使用切替推奨 

  イ．エアコン又は蓄熱暖房器等電気暖房の使用依頼 

837 
50 代女性, 

成田 

 今、ここに住んでいる住人（子供達）が代々受け継いでいこうと思える市になってほ

しいです。（ある市町村では、何十年か前は人口が増えたそうですが、今では高齢化

が進みその次の世代を担う人が少なく、学校までもが休校になっている所があるそう

なので、今の事と一緒に 20 年、30 年後の事も考えていけたら良いと思います。） 

840 
40 代女性, 

成田 

富谷町企画部の皆さま 

市制移行に向け、数々のご準備、大変お疲れさまです。 

一町民として、僭越ながら、意見およびご提案をさせて頂きます。 

まず、設問 11 の１にもございますが、「仙台市泉中央までの交通利便性の確保」に関

連する事柄でございます。 

議会だよりにも成田の議員の方が提案されておりましたが、宮城交通バスのダイヤ改

正に伴い、泉中央発の最終バス時刻が早まり、大変不便だとの声を多数聞いており

ます。 

実際私も改正前の最終バスに乗車したことがございますが、予想以上に多数の乗車

があり、驚きました。成田二丁目、三丁目の宅地分譲によって、住民数も増加してお

り、何とか以前の時刻に戻して頂けないかと願っております。現状として宮城交通との

問題ではございますが、町からの働きかけを期待いたします。 

次に、「図書館の整備」についてですが、やはり議会だよりによりますと、県図書館に

近いという立地を加味し、どのような図書館が必要か、調査を進めるという内容が、書

かれておりました。 

最近、議会だよりや、議員の方個人で出されている活動報告書的なお便りに、参考
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写真として多賀城市立図書館の写真が使用されております。話題性、集客率におい

ても抜群の施設ではありますが、メリット、デメリットもございます。幸い、宮城県の自治

体では、名取市、利府町などで新設の予定が報道されております。様々な自治体を

ご参考にされまして、時間をかけて調査を進めて頂き、富谷の住民に適した施設を

お作り頂きますようお願いいたします。 

 また、当面の間ですが、県図書館までの往復を、町民バスにて走行してはいかがで

しょうか。但し、事前に予約というスタイルをとり、無駄な走行を避けることも必要かと

思われます。 

どんなに近いといいましても、小・中学生、お年寄り、自動車を運転出来ない方々にと

っては、行き帰りが不便で困難な場所です。 

以上です。 

何卒宜しくお願いいたします。 

841 
60 代女性, 

東向陽台 

 東向陽台公民館が古くなってきていますので、明石台地区に文化会館併設の公民

館ができると良い。 

843 
30 代女性, 

明石台 

・子供たちがボールで遊べる公園などがあると良いなあと思います。 

・子供たちが、雨の日に遊べる施設などがあるととても助かります。 

・歩いて行ける居酒屋さんなどがあると便利かなあと思います。 

847 
20 代男性, 

日吉台 

 富谷はとても住みよいまちであると思うので、今後も住み続けたいと考えています。 

 しかし、以前と比べると自然環境が減少してしまったように思います。私が幼い頃は

宅地の周辺に山々が溢れており、自然と触れ合いながらのびのびと成長することが

できました。それが今や開発が進み、自然と親しむことが難しくなってしまいました。で

すから、より自然環境に満ち溢れたまちとなって欲しいと思っています。（もちろん、開

発によってまちが発展したことにより利便性は向上したと思うので、それに不満がある

わけではありません。） 

 もう一つ思うのは、未来を見据えた施策を推進して頂きたいということです。現在は

高齢化率も低く、税収も多いでしょうが今後は全国的に高齢化が進んでいくことと思

います。富谷も例外ではありません。ですから、過剰に発展し過ぎてしまうことも危険

だと考えています。先を見据えた現実的な市政運営をして頂きたいと思います。 

 どうぞよろしくお願いします。 

848 
70 以上男性, 

東向陽台 
 ビオトープなど緑地自然公園的な所が有るといいと思います。 

850 
60 代女性, 

東向陽台 

 これから益々高齢化社会になると思うので、年金暮らしの私達が安心して入れるよ

うな老人ホームが多く出来ればいいなあと思っているし、友達同士でもそういう会話

が多いです。 

 これから私達の富谷が富谷市になり益々の発展と成功を願って出来るかぎりの協

力ができる事はしますので、他市町村の皆さんに自慢できる富谷市がスタートする事

を楽しみにしております。皆さん無理せず頑張って下さいネ。これからもどうぞ宜しくお

願い致します。 

853 
70 以上女性, 

今泉 
 今後の農業のあり方、高齢化対策、後継者問題。最大の“ナヤミ”です。 

855 
30 代女性, 

杜乃橋 
 とにかく交通が不便すぎる。 

859 
30 代女性, 

上桜木 

・私は関東から越して来たので、やはりバスなどの交通の便をもっと増やしてもらいた

いです。 

・小児科、耳鼻科、眼科なども住宅街付近にもっと数多く増やしてもらいたいです。 

861 
50 代女性, 

とちの木 
 道路の渋滞緩和（カインズ～富谷高校あたり） 

862 
60 代男性, 

日吉台 

・交番の不足。要増設 

・泉中央へのモノレール（例として）整備（主要団地経由） 

・情報発信の為、道の駅を国道沿いにつくる（大型施設） 
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866 
30 代男性, 

ひより台 

 自然災害への対策をしっかり行って頂き全国に発信出来る町づくりを構築してほし

い。 

868 
40 代男性, 

大清水 

 小さいうちから障がい者への理解が深まるような教育をしてほしい。支援学級のあ

る学校は特に力を入れてほしい。 

870 
60 代女性, 

日吉台 

要望 主要バスの整備。日吉台から将来、直接社会保険病院に行く事が出来るのを

希望 

871 
20 代男性, 

ひより台 

 現役場へのアクセスがしにくいと思われるので大きな通りからほぼ直接行けると分

かりやすいかなと感じます。 

 ※成田、明石台の方など、どう行けば良いのか分からない方よくいます。 

875 
30 代女性, 

明石台 

 仙台市内への交通がバスのみなので本数や電車等整備を急いでほしい。 

 幼稚園～小学校低学年の長期休み等の預かり保育について将来的に不安がある

ので充実していく事が希望。 

876 
40 代男性, 

明石台 

 現在は他市町に比べ高齢化率も低いかもしれないが、将来を見据え高齢化に対応

した施策の検討対応が必要。 

 老人ホームの整備、誘致等、訪問介護等の充実。 

 公共交通の高齢者の無料化又は補助等 

878 
50 代男性, 

明石台 

 元気のある街づくりを目標に掲げて市民みんなが活気があふれ人にやさしい思い

やりを持った生活が営んでいける街にしてほしい。 

 活気あふれるとは、色々な世代の人達が生き生きと日々の暮らしを過ごせること。

キーワードとしては、福祉と健康、文化とスポーツ、地産池消、防災と防犯といった各

分野に対しての市の向き方・考え方と市民の向き方・考え方の方向性が同じでないと

うまくいかないと思います。 

 市民参加重視の市政と市のイベント活動に興味をもっていただく発信力、実行力を

新たな街づくりの一歩として、市長へ大いに期待したいと思います。 

885 
40 代女性, 

富ケ丘 

富谷市誕生、楽しみです。 

 地下鉄、バス、カードに補助金を出してくれると議会で決まったこと、河北で知りまし

た。打ち切りのない様お願いします。 

 一つ不安は、冬の降雪で除雪が細部まで入ってくれないので、体力が弱って出来

なくなった時不安です。 

886 
40 代女性, 

成田 

 成田地区に住んで 10 年以上経ちました。高齢化が進んでいます。私は生涯スポー

ツのバレーボールを楽しんでいます。体育館がもっと必要だと思います。それも、調理

室や和室完備の施設。 

 近い将来、富谷町のどの団地も高齢化で年寄りばかりになるでしょう。そこでスポー

ツも出来て、お料理教室も出来て、お茶飲みも出来る施設があれば、少ない子供達

の託児も出来て、みんなが集う事ができると思います。  

今現在、体育館の数は足りていないと思います。成田公民館はサークルでいっぱい

です。スポ少も部活も使用できていない（余裕がない）と思います。今後も永く使用で

きるみんながいつでも集える施設を作ってください。 

887 
40 代女性, 

上桜木 
 あそびあ東根のような、子供達がのびのび遊べる無料施設を増やしてほしい。 

888 
50 代女性, 

とちの木 

 生活していて思う事は、自家用車（自分専用）がないと何をするにも不便であるとい

う事を痛感します。 

 とちの木発のバスはあっても本数に限りもあるし、せめてセブンイレブンにバス停が

あれば楽なのにと思います。 

889 
40 代女性, 

成田 

 これからの時代における「発展」とは利便性のみの追及ではなく、自然との共生や

世代を越えた人とのつながりなど、心の豊かさを伴うものであってほしいと思う。 

 即時的な目に見える効果に意見や票が集まりやすいとは思うが、長期的な視点に

基づいた本物の街づくりを期待している。 

892 
50 代女性, 

あけの平 

 団地内から買い物は便利ですが、車の台数が多く車道の方は不便さも感じていま

す。 
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 障害を持っている人の仕事が出来る場所が富谷町では少ない。 

895 
60 代男性, 

明石台 

 税金を有効に使って無理無駄のない施策をお願いします。 

 健診の申込みを忘れてしまったが救済措置はあったのだろうか？（本年度は私費

で受けるが…） 

896 
50 代男性, 

明石台 

・明石台地区に交番を!!不審者・空き巣等、常に耳にしますので交番ないのはおかし

いです!! 

・土日祝日のイオン大沢～ムサシまでの交通渋滞は、ありえないくらいひどいです。

交通整備をお願いします。 

897 
20 代女性, 

東向陽台 

 交通に関してより整備されることを期待します。現在は仙台駅・泉中央駅に向かうバ

スが少なく不便です。幼い頃から住んでいる大好きな場所なので、もっと素敵なところ

になってほしいです。 

898 
20 代女性, 

大清水 

 働く世代が住みやすいと感じられるまちづくりをしなければ、今後の発展はありませ

ん。 

 仙台市内への通勤利便性が上がれば、富谷はもっと魅力的なまちになると思いま

す。 

 仙台市と連携して、１日も早く交通利便性の確保をお願いしたいです。 

902 
50 代女性, 

鷹乃杜 
 ゆくゆくは仙台市との合併を望みます。 

903 
30 代女性, 

杜乃橋 

 子育てしやすい街ということで富谷に住むことを決めましたが、以前住んでいた仙

台市とさほど違いを感じないのが本音です。 

904 
30 代女性, 

あけの平 

 せっかく富谷ＩＣがあるのに、やはり東北道に行けないのは残念。 

 高速をよく利用しますが、富谷ＩＣを利用したのは１～２回しかありません。 

 将来、東北道にもつながることを願っています。 

905 
30 代女性, 

富ケ丘 

・市になることより、他の地域の方々から「富谷市になるんでしょ？」と話題になることが

多いです。若い人たちが多い町というイメージがあるようで、活気があるという反面、

保育所不足というイメージも強いようです。 

・これからも富谷に住みたいと思っています！ 

・やはり、車以外での交通がもっと便利になれば良いのにと思います。（バスの増便、

遅い時間等） 

907 
10 代女性, 

明石台 

地下鉄泉中央駅から延長、新たな新駅を作ってほしい。泉将監トンネルは渋滞が激し

く、こちらからもっと人口が増えていくと思うので、明石台や成田方面に地下鉄を延長

すれば、必ず人口は増加し、商業施設も増えると思う。働く人や高校生など、車を利

用できない人の為に、また、市の更なる発展の為にも実現に向けて検討してほしいで

す。 

908 
40 代女性, 

成田 

・インターネットサイト「ジモティー」の富谷版を作って、不要品の譲り合いや声を伝える

事を提供できたら良いと思う。 

・町内バスは使いたいが、コースが住民の生活に合っていないのではないか？富谷町

内あちこちに大型店が出来ているので、コースの中に店を入れつつ走るバスであれ

ば、乗る人も増えるのではないか？イオンバスは大勢乗車しているので！ 

・ラベンダーや芝桜など、誰もが好きで仁和に育ちやすい花を一種決めて、富谷町全

域や各家庭で植える。街路樹の根元にもその花の時期に咲いたら、町中美しい！ 

910 
40 代男性, 

明石台 

町長が新しくなり、行政に対するイメージがとても良くなりましたが、一部の町内会にお

いては、現町長に理解を示すどころか、根拠のない誹謗中傷しか出来ない輩を役員

にするような町内会長がいます。また、行政区長という立場を利用し、前町長から利

得を受けていたという話も聞かれます。市に移行する現在、その悪しき慣習を是正す

る必要があると考えます。区長の組織私物化を許してはいけないと思います。 

他の市区町村においても、外資を稼ぐ必要性は明確です。北海道新幹線が開通した

ら、宮城県富谷市にお金が集まる仕組みを作らなければ、年月を経て、結局過疎地

域になってしまいます。「キッザニア」「コンサートホール」等、町・市の目玉商品を誘致

すれば、周辺商業も盛んになり、雇用の各御、税収の増加が叶い、福祉の充実も図れ
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ると思います。 

高齢者、障害者、子供達、生活弱者を生まない理想を追求してほしいと強く願いま

す。町長の「優しさ」えお「強さ」に換え、他に負けない強い「行政」にして下さい。生意

気に意見をする事をお許し下さい。 

911 
30 代女性, 

富ケ丘 

・地下鉄を通してほしい。（泉中央～富谷まで）・夜間でも診療できる病院を増やして

ほしい。・土日のバスをもっと遅い時間まで運行してほしい。・コストコまでの道、４号線

以外でも行けるように。・団地の狭い道路も除雪してほしい。（特に日陰）・団地の狭い

道路も街灯を増やしてほしい。（少なすぎ、暗すぎる） 

・道路脇の側溝に蓋をつけてほしい。・道路の陥没を直してほしい。（ヴェルサンピア

脇～富ヶ岡公民館までの通り） 

912 
10 代女性, 

富ケ丘 

私は仙台市内の大学に通っていますが、自宅から泉中央までの交通の便が非常に悪

いように感じています。宮交を使っていますが、片道はさして感じませんが、往復の価

格をみると少し高いと思います。定期を利用するにも、大学に通う日数分で元が取れ

るか分からない金額です。富谷割のようなものがほしいです。また、富谷中心地に住

む方は、泉中央に出るのに 500 円以上かかると聞きます。もし、富谷の中心地を繁栄

させたいとお考えであれば、町民バスを端の方まで定期的に走らせてほしいです。 

そして、図書館についてですが、家の近所に図書館はありますが、20 代～50 代まで

が読むような専門書の類がまるでなく、座って落ち着いて本を読むスペースもありませ

ん。冷暖房は無くても構わないと思いますが、本もスペースも無いのは困ります。結

局、仙台市まで行かないといけないですし、そうなるとまた交通費がかかります。最後

になりますが、「富谷町」がこれから「市」として、より良い場所となることを心から願って

おります。 

914 
20 代女性, 

明石台 

自家用車を１人１台持っている訳ではないので、泉中央又は、仙台までのバスの本数

を増やしてほしい。 

916 
40 代男性, 

上桜木 

・町民バスの土日運行→市営バスを作れ。町民バスの泉中央の乗り入れ→仙台駅直

通便も。・産婦人科を増やす。公営の小児科がない！・仙台からの通勤が車しかな

い！・雪が降った時の仙台市へのトンネルの渋滞が半端なくすごい。住民が増加して

いるので、アクセス（信号機のつながり）等を真剣に考えてもらわないと大変な事にな

っているのを分かっていますか？ 

・通学路が危険すぎる。付けられるところは全てガードレールを付けて子供を守れ！

車が突っ込んだら一貫の終わりだ！ 

・児童クラブの週末利用を！・右折車線の所は右折→の信号を付けろ。 

・町内活動はいらない。（特に朝の掃除はやめろ）・何故上桜木だけバイパスの向こう

に通わせる？それなら、安全対策を徹底しろ！歩車分離信号。（R4） 

918 
30 代女性, 

無回答 

子供達が外で遊んでも安全で楽しい環境作りにもっと取り組んでいただきたい。他の

地域に住んでいる方に、富谷はお金が掛かる都会もどきと言われた事があるので、他

の地域からでも抵抗が少なく来られる様な、魅力ある町になっていってくれたら良いと

思います。 

923 
40 代男性, 

成田 

・パークゴルフ場は不要である。特定の人しか使わない。年齢を問わず利用できる施

設とすべき。 

・高齢者だけの市にならないよう、若者が住みたくなる住みやすいまちづくり。 

・泉中央までの交通利便性が悪い。せめてバス料金を値下げしてほしい。 

926 
30 代女性, 

富ケ丘 

不登校児や母子家庭への支援等が充実した町であってほしいです。時間を問わず

相談にのっていただける、又は、子育てをサポートしていただける方がいて下さったら

良いと考えています。 

学校に行くことが出来ない子供が、気が向いた時に自由に行く事が出来る場所（図書

館やフリースペースのような）があったら（子供が通える所に）嬉しいです。 

928 
30 代女性, 

成田 

成田に今後も住みたいと思っているが、あまり土地がない。景観を損ねない程度の分

譲マンションがあれば良いなと思う。車がないと仙台に通えない割に土地が高すぎ

る。 
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929 
50 代男性, 

あけの平 

・富谷町自前で泉中央まで地下鉄を作る。・あけの平から大清水までの道が狭すぎ

る。・成田の町がうらやましい。・富谷 IC から東北道が利用できるように！ 

・あけの平小学校前の道が開通（東の方向に）してほしい。 

933 
50 代女性, 

大童 

【例えば】 

・町民体育祭を市民体育祭とし、年１回は全員参加型の行事の取り組み。 

・食べ歩きマップ等、どこにどんな店があるのか、分かる地図。 

・特定の人が参加するのではなく、市民全員参加型の行事の取り組み。 

935 
10 代男性, 

成田 

大学生となった僕が最近感じている事は、果たして高い交通費と長い時間をかけて

仙台市内の高校通っていた人が、どれだけ富谷に残るのかという事です。 

成田から泉中央まで 360 円、泉中央から仙台まで 300 円、合わせて 660 円です。山

形から仙台が約 780 円で行けてしまう事を考えると、仙台市のベッドタウンにはふさわ

しくないような気がします。仙台に職場をもつ人が富谷に住宅をもたなくなると、富谷

に残る若者は、富谷または近隣の町村に職場をもつ人だけになり、当然高齢化率が

上昇します。仙台の便利さと仙台まで到達する困難さを知っている若者が多いため、

この事態はさらに悪化するかもしれません。では、どうすれば良いでしょうか。子供の

多い町から高齢者の多い市にならないようにするため、以下の２つを提案させていた

だきます。 

①市営バスなど、実現可能な範囲で、仙台市への交通費を減らすように模索する。②

スーパーや飲食店、コンビニ以外のチェーン店の誘致や、図書館・文化会館・スポー

ツ施設の整備によって、富谷市民の生活を向上する。 

富谷の更なる発展を願っています。 

936 
30 代女性, 

三ノ関 

・小さい子供を持った主婦でも職場復帰しやすい様、保育施設の増設をお願いしたい

です。待機児童が多いのは承知しておりますが、預けられる保育園が無く、大変困っ

ております。 

・役場の職員の方の対応が冷たく、あまり親身になって頂けませんでした。とても残念

でした。夕方５時前に行ったからなのか、早く帰れと言わんばかりの態度で、聞きたい

ことがまだあったにも関わらず、さっさと説明しただけで帰されました。富谷市になるに

あたって改善して頂けたら嬉しいです。よろしくお願い致します。 

938 
40 代女性, 

成田 

富谷市は仙台市のお隣のイメージだけではなく、若いファミリー層からお年寄りまで住

みやすい街として発展して行ければ良いと思います。 

PR 活動が必要だと思います。 

939 
40 代女性, 

杜乃橋 

・富谷市は、ロハスな暮らし方ができる場所だという事をアピール、目指してほしい。

子供達が自然を理解し、学び、自然を壊さずに共生していける人間になれるように。

働く場や市外からの人を誘致するには、一過性のものでは、作った→飽きられる→撤

退の商業的施設では困ります。 

子供をどの様な人に育てて行くかは、多くの親の関心事です。子供の土台を作る幼

稚園や保育所は充実してほしい。モンテッソーリやシュタイナーなどの教育の場と連

携してみてはいかがでしょうか？ 

・再生可能エネルギーは地区ごとにも行った方が良いと思います。災害時は勿論です

が、富谷にあるものを活かすという観点からも大切です。田園では用水路を使った水

力発電、町では人々の家やベランダでの太陽光か太陽熱などで屋根貸しをしてもら

うとか、間伐材を使用することで、森の手入れが出来ます。子供達へもツリーハウスな

どで、エネルギーをどの様に作るかなどの教育も出来ます・ 

・大震災での原発の最終廃棄物施設などが隣接する様な場所に選定されそうな時

は、富谷市としても反対して頂きたい。何かあった場合、必ず風評被害が起こります。 

・年を重ねた時の交通を考えると、やはり電車の駅がないと不安があります。そういう

意味で、富谷に暮らすことを選ばない人も多いのではないでしょうか。富谷市は、画一

化された市にはなってほしくないです。 

941 
30 代女性, 

町中 

・子供が生まれ、産後休暇のみで職場復帰しようと思ったが、６ヶ月未満の受け入れ

体制が整っていないことが判明。何のための保育園なのか･･･とがっかりしました。健
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診など行事についても、母親が働いていないのが前提としか思えないスケジューリン

グ。親子教室などに参加できなかったが、子育てに興味がないわけではない家庭も多

いと思います。役場側から使った資料を配付する、ネットから見られるようにするなど、

工夫してほしいです。医療費 500 円負担は直ぐにでも廃止して頂きたい！ 

・富谷で暮らし、富谷で働ける環境をもっと整えてほしい。 

・今後、小学校、中学校へ進みますが、学力、スポーツともに不安。私立を選ぶほどの

選択肢も無いですよね。 

・とにかく裏道、道路の整備、安全面に力を入れてほしいです。危なくて子供をおちお

ち遊ばせておけません。 

・お店など、他地域から人を呼び込む施策は素晴らしいと思います。次は住んでいる

人達が「富谷で良かった」と思える施策。他地域の良いところを真似するでも良いと思

います。期待しています。 

942 
70 以上女性, 

東向陽台 

①お風呂（湯ったり苑他）料金をもっと安く。②図書館は出来上がったら利用します。

③テーマパーク→子供から年配者まで楽しめる様な遊具が有り、体を鍛えて運動す

る様なのが良いかなと思います。 

943 
60 代女性, 

上桜木 

・上桜木一丁目、二丁目の道路の植樹について 

 昨年の春だったと思いますが、１ヶ所に６株植えたものの、１株がただ置かれた状態

で土をかけず、直ぐに枯れていました。その後半年くらいでだいぶ枯れて、赤くなって

いく場所がたくさん目に付きます。業者が丁寧に植えて下されば良いのに･･･といつも

思います。また植えるのにお金がかかるでしょうと思います。この植樹、私達の税金だ

としたら、腹が立ちます。大切なのは環境を整え、沢山の人に見てほしいのでは･･･。

また、私達も花や樹の成長で心が癒されますので、担当の方、きちんと自分の目で確

認して下さい。 

・富谷町の環境はとても素晴らしいと思います。毎日楽しく過ごしています。富谷市に

なっても、もっと素晴らしい市になりますよう、心から願っています。 

944 
40 代女性, 

明石台 

・スポーツ施設が少ない。中学生はグランドが限られており、隣町のグランドまで親が

送迎をして練習に行かなければならず不満。明石台グランドに時計を設置してほし

い。 

・ヨークベニマルの隣の空き地は草が生えっぱなしで、防犯上良くない。今後何に利

用されるのか、所有者が誰なのかも分からず、いつも疑問に感じている。 

・明石台のゴミステーションが不衛生。ネットで被せるタイプだが、カラスが留まるとカラ

スの重みでネットが沈み、荒らされる。 

・明石台小学校と明石台グランドを結ぶ階段が危険。明石台小学校側の塀が低く、小

学生でも登れてしまうため、ふざけて登り、誤って転落すれば大事故につながる恐れ

がある。 

・泉中央までの交通利便性については、早急な対策を希望します。 

948 
40 代女性, 

明石台 

今は若い町として注目を浴びていますが、今後、高齢化していくので、どう平均を保っ

ていられるかを考えていかなければならない。アイディアはありませんが。 

富谷マーチングエコーズが県内、全国でももっと有名になると良いです。 

949 
30 代女性, 

明石台 

一人の母として、児童館を利用していて、児童館の先生方には本当に感謝です。核

家族であり、祖父母がいないので、母親より年上の人に子供を見てもらっているので、

とても安心しています。宿題をさせていただき、体育館や校庭でも遊ばせてもらい、習

い事にも出してもらったりして、これ以上の事がないくらい満足しています。しかし、今

年利用する子供が増えたのに、先生が増えていない･･･。何か事故があってからでは

と考えてしまいます。現状でとても満足しているのですが、先生方の負担も考える

と･･･。直ぐには難しいとしても、来年度以降も子供は増えると思いますし、先生達の人

数増を（この為であったら、利用料金を払っても良いです）よろしくお願いします。 

950 
20 代女性, 

あけの平 

交通利便性が良くないのか、泉中央までの車の渋滞が、このところ激しく感じる事が

多い。人口が多くなったため、不便になることもあるので、その対策を考えるべきだと

思う。 
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951 
50 代男性, 

あけの平 

泉中央駅からの地下鉄延長の申し出を仙台市に話しかけないのは何故か。元々赤

字なのに、富谷まで延長するなんて夢物語と思っていたが、ポスターの後ろに現役の

国会議員を配置させれば実現するのではないかと思ってしまったのは、私だけではな

いはずです。とにかく公約ですので、仙台市に何らかのアクションを起こして下さい。

断られた場合は仕方ない。その他、高速道路富谷料金所から是非とも東北自動車道

に降りられるようにしてもらいたい。現在、パーキングエリアからも出入り自由な時に、

大金をかけた意味がないのではないか。 
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第４章 アンケート調査票 

 

平成２８年４月 

 

“住みたくなるまち日本一” を目指して 

富谷町まちづくりアンケート調査 
～富谷市総合計画策定に関する住民意向調査～ 

みなさまの声をお聞かせください 

    

 

   ●●● ●●● 様 

 

日頃より、町政にご理解・ご協力をいただきありがとうございます。 

さて、皆さまもご存知の通り、富谷町は本年１０月１０日、町から市へと移行し、『富谷市』と

なります。 

新たにスタートする“新生富谷市”は、『住みたくなるまち日本一 ～１００年間ひとが増え

続けるまち～』を目標に、皆さまと共にまちづくりを行っていく所存です。 

この度、「住みたくなるまち日本一」の実現のために、新たなまちづくりの指針となる『富谷

市総合計画』を策定することとなりました。 

このアンケート調査は、富谷町にお住まいの２，０００名のみなさまに、今後のまちづくりに

対するニーズやお考えをお聞きし、新市にふさわしい計画づくりに役立てるために行うもの

です。 

回答は無記名としています。性別や居住地等もお聞きしますが、男女別や居住地別の傾

向などを把握するためにお聞きするものであり、決して個人が特定されることなどはありませ

ん。 

お忙しいところ大変恐縮ではございますが、「オール富谷」でのまちづくりに、何卒ご協力

の程お願い申し上げます。 

 

富谷町長  若 生 裕 俊 
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