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Ⅰ 調査の概要                         

１．調査目的 

   将来の登米市を担う中学生の考え・意見を、本市全体のまちづくりやコミュニティ組織が取り組

む地域づくりの参考資料とするとともに、中学生が本アンケート調査に取り組むことを通し、登米

市の魅力や課題を再発見することで、地域を愛する心を養い、まちづくりに対する関心を高めるこ

とを目的に実施したものです。 

 

２．調査対象及び調査方法 

   登米市立中学校(10 校)に在籍する 1 年生から 3 年生までの全学年の生徒を対象とし、令和 3年 6

月に各中学校にて配布・調査・回収をしていただきました。 

なお、豊里小･中学校においては 7年生から９年生を対象とし、各校との共通化を図るため１年･

２年･３年と記載しています。 

   

３．配布数及び回答数  

学 校 名 配布数 回答数 回答率 

佐沼中学校 423 404 95.5% 

新田中学校 65 64 98.5% 

登米中学校 96 94 97.9% 

東和中学校 116 115 99.1% 

中田中学校 429 409 95.3% 

豊里小･中学校 172 155 90.1% 

米山中学校 229 218 95.2% 

石越中学校 100 97 97.0% 

南方中学校 210 204 97.1% 

津山中学校 84 82 97.6% 

合  計 1,924 1,842 95.7% 

 ※配布数は令和 3 年 5 月 1 日現在の生徒数 

 

４．報告書の見方及び数値の取扱い 

 ①割合はすべて百分率（％）で表し、小数点以下２位を四捨五入しています。従って、合計が 

  100％を上下する場合もあります。 

 ②複数回答の問に関しては、回答総数に対する割合を示します。 

 

※今回の登米市まちづくりに関する「中学生アンケート調査」は、市内全中学校の協力
を得て、登米市まちづくり推進部市民協働課、とめ市民活動プラザ(中間支援組織)の
協働事業として実施しました。 
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Ⅱ 回答者の属性                        

Ｑ１．あなたについて教えてください。 

１．学校名 （①学校名を教えてください） 

学校名 件数 割合 

佐 沼 404 21.9% 

新 田 64 3.5% 

登 米 94 5.1% 

東 和 115 6.2% 

中 田 409 22.2% 

豊 里 155 8.4% 

米 山 218 11.8% 

石 越 97 5.3% 

南 方 204 11.1% 

津 山 82 4.5% 

合 計 1,842 100.0% 

  

２．学年 （②学年を教えてください） 

学校名 １年 ２年 ３年 

佐 沼 143 134 127 

新 田 20 23 21 

登 米 21 34 39 

東 和 44 37 34 

中 田 147 121 141 

豊 里 48 64 43 

米 山 71 79 68 

石 越 30 28 39 

南 方 63 72 69 

津 山 20 30 32 

合 計 607 622 613 

学年割合 33.0％ 33.8％ 33.3％ 
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３．居住について （③いつから登米市に住んでいますか？） 

（１）全体集計 

選択肢 件数 割合 

生まれた時から 1,483 80.5% 

小学校に入る前から 245 13.3% 

小学校の時から 80 4.3% 

中学生になってから 10 0.5% 

登米市以外に住んでいる 11 0.6% 

無回答 13 0.7% 

回答者合計 1,842 100.0％ 

 

 

（２）学校別集計 
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Ⅲ 今の登米市について（暮らしやすさは？）               

Ｑ２．あなたは登米市についてどのように感じていますか？ 

 ①登米市は暮らしやすいですか？ 

（１）全体集計 

選択肢 件数 割合 

暮らしやすい 950 51.6% 

まあまあ暮らしやすい 722 39.2% 

ちょっと暮らしにくい 108 5.9% 

暮らしにくい 21 1.1% 

無回答 41 2.2% 

回答者合計 1,842 100.0％ 

 

 

（２）学校別集計

 

 

回答結果の概要 

・「暮らしやすい」が最も多く 51.6％、次いで「まあまあ暮らしやすい」が 39.2％を占め、あわせ  

 て 90.8％となっており、９割を超える生徒が暮らしやすいと評価しています。 
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Ⅲ 今の登米市について（魅力を感じるか？）               

 ②登米市に魅力を感じますか？ 

（１）全体集計 

選択肢 件数 割合 

感じる 652 35.4% 

まあまあ感じる 849 46.1% 

あまり感じない 246 13.4% 

感じない 55 3.0% 

無回答 40 2.2% 

回答者合計 1,842 100.0％ 

 

 

（２）学校別集計

 

 

回答結果の概要 

・「まあまあ感じる」が最も多く 46.1％、次いで「感じる」が 35.4％を占め、あわせて 81.5％とな 

っており、８割を超える生徒が魅力を感じると評価しています。一方で、「あまり感じない」「感

じない」はあわせて 16.4％となりました。 
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Ⅲ 今の登米市について（満足度・重要度・ニーズ）               

 ③あなたが感じる満足度と重要度はどのくらいですか？ 

  「満足度」と「重要度」において、回答集計・分析を割合(％)で比較するとともに、各スコアを

算出し数値化した分析方法もあわせて行いました。 

 

  満足度と重要度の点数化  

   ➡満足度スコア 

     重要度スコア   

※スコア計算は 7ページ上段を 

参照してください。 

 

（１）満足度及び重要度の割合集計 

【満足度の割合】現状の暮らし、環境、取組、利便性などにおける満足度   

 

満足の傾向 不満の傾向 

無回答 合 計 
満足度 
スコア 

順 位 

満 足 
まあま
あ満足 

計 
ちょっ
と不満 

不 満 計 

史跡や文化財、伝統文化な
どが大切にされている 

62.8% 33.1% 95.9% 3.3% 0.3% 3.6% 0.5% 100.0％ 7.78  1 

登米産のお米や牛肉などの
ブランド品がある 

60.0% 33.8% 93.8% 5.0% 0.9% 5.9% 0.3% 100.0％ 7.38  2 

子ども・お年寄り・障がいの
ある人が大切にされている 

56.5% 35.1% 91.7% 6.5% 1.4% 7.9% 0.4% 100.0％ 6.97  3 

地域の人達が助け合い、つ
ながりを大切にしている 

55.0% 37.0% 92.0% 6.4% 1.4% 7.7% 0.3% 100.0％ 6.92  4 

山や川、沼などの自然が大
切にされている 

51.7% 38.5% 90.2% 7.9% 1.6% 9.5% 0.3% 100.0％ 6.55  5 

学校以外でも、学習や習い
事など学べる環境がある 

48.0% 40.4% 88.4% 9.5% 1.8% 11.4% 0.2% 100.0％ 6.17  6 

交通事故や犯罪、災害が少
なく安心である 

51.5% 34.2% 85.7% 11.6% 2.4% 14.0% 0.3% 100.0％ 6.05  7 

お祭りや芸術活動など行事
が多い 

39.3% 44.6% 83.9% 12.8% 2.8% 15.7% 0.5% 100.0％ 5.26  8 

一人ひとりの個性や能力を
伸ばす教育が充実している 

38.9% 42.7% 81.6% 14.2% 3.8% 18.0% 0.4% 100.0％ 4.96  9 

登米市外の人も楽しめるイ
ベントがあり、活気がある 

37.8% 40.7% 78.5% 16.7% 4.6% 21.3% 0.3% 100.0％ 4.53  10 

健康づくりやスポーツ活動
などが盛んである 

31.3% 47.5% 78.8% 17.8% 3.0% 20.8% 0.4% 100.0％ 4.33  11 

いろいろな病院がそろって
いる 

31.7% 45.4% 77.1% 18.6% 3.8% 22.4% 0.4% 100.0％ 4.15  12 

スポーツ施設や文化施設が
整っている 

30.1% 42.3% 72.4% 21.9% 5.2% 27.1% 0.5% 100.0％ 3.53  13 

お店や工場、企業などが多
くある 

25.4% 42.4% 67.8% 24.2% 7.5% 31.7% 0.5% 100.0％ 2.71  14 

道路やバス、鉄道などの交
通面が充実している 

25.5% 40.4% 65.8% 25.2% 8.2% 33.5% 0.7% 100.0％ 2.50  15 

全体の平均 43.0％ 39.9％ 82.9％ 13.4％ 3.2％ 16.7％ 0.4％ 100.0％ 5.32  

満足度 点数 重要度 

満足 10 重要 

まあまあ満足 5 ちょっと重要 

ちょっと不満  －5 あまり重要ではない 

不満 －10 重要でない 
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  ※（例）満足度スコアの計算「史跡や文化財、伝統文化などが大切にされている」 

評価項目 点数 回答数 
得点 

（点数×回答数） 

満足 10 1,156 11,560 

まあまあ満足 5 610 3,050 

ちょっと不満  －5 60 －300 

不満 －10 6 －60 

無回答  9  

合計  1,841 14,250 

合計－無回答  1,832  

 

    満足度スコア＝14,250(合計得点)÷1,832(無回答を除く回答数合計) 

          ＝7.78 

 

【重要度の割合】今～これからの暮らし、環境、取組、利便性などにおける重要度   

 

重要度の高い傾向 重要度の低い傾向 

無回答 合 計 
重要度 
スコア 

順 位 

重 要 
ちょっ
と重要 

計 
あまり
重要で
はない 

重要で
はない 

計 

交通事故や犯罪、災害が少な
く安心である 

80.6% 12.6% 93.2% 2.0% 0.9% 2.8% 4.0% 100.0％ 8.86  1 

子ども・お年寄り・障がいのあ
る人が大切にされている 

79.4% 14.0% 93.4% 1.8% 0.7% 2.5% 4.1% 100.0％ 8.84  2 

山や川、沼などの自然が大切
にされている 

76.6% 17.3% 94.0% 1.8% 0.3% 2.1% 3.9% 100.0％ 8.75  3 

いろいろな病院がそろってい
る 

76.4% 16.8% 93.2% 2.3% 0.4% 2.7% 4.1% 100.0％ 8.67  4 

史跡や文化財、伝統文化など
が大切にされている 

73.3% 19.0% 92.3% 2.8% 0.8% 3.6% 4.1% 100.0％ 8.41  5 

一人ひとりの個性や能力を伸
ばす教育が充実している 

71.4% 20.7% 92.1% 2.9% 0.9% 3.7% 4.2% 100.0％ 8.29  6 

地域の人達が助け合い、つな
がりを大切にしている 

69.3% 21.5% 90.8% 3.6% 1.5% 5.1% 4.1% 100.0％ 8.00  7 

道路やバス、鉄道などの交通
面が充実している 

66.3% 25.3% 91.6% 3.5% 0.7% 4.2% 4.2% 100.0％ 7.98  8 

登米産のお米や牛肉などのブ
ランド品がある 

65.0% 24.7% 89.7% 5.1% 1.2% 6.2% 4.1% 100.0％ 7.68  9 

お店や工場、企業などが多く
ある 

62.7% 27.9% 90.6% 4.8% 0.7% 5.5% 3.9% 100.0％ 7.65  10 

登米市外の人も楽しめるイベ
ントがあり、活気がある 

60.7% 28.4% 89.1% 5.2% 1.7% 6.9% 4.0% 100.0％ 7.36  11 

スポーツ施設や文化施設が整
っている 

53.6% 34.9% 88.5% 5.9% 1.4% 7.2% 4.3% 100.0％ 6.97  12 

学校以外でも、学習や習い事
など学べる環境がある 

55.2% 32.6% 87.9% 6.4% 1.6% 7.9% 4.2% 100.0％ 6.97  13 

お祭りや芸術活動など行事が
多い 

54.2% 33.3% 87.5% 6.9% 1.7% 8.6% 4.0% 100.0％ 6.84  14 

健康づくりやスポーツ活動な
どが盛んである 

48.4% 35.8% 84.2% 9.6% 2.0% 11.6% 4.2% 100.0％ 6.22  15 

全体の平均 66.2％ 24.3％ 90.5％ 4.3％ 1.1％ 5.4％ 4.1％ 100.0％ 7.83  
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「その他」の記述と、それに対する【満足度】と【重要度】         （ ）内は件数 

図書館や本屋がある【不満】【重要】(6) パチンコ店がある【不満】【重要ではない】（4） 

ゲームセンターがある【不満】【重要】（3） 遊ぶ場所が少ない【不満】【重要】 

楽しく遊べる【満足】【あまり重要でない】 レジャー施設がある【不満】【重要】 

子どもの遊び場（公園など）【不満】【重要】 遊べる場がある【ちょっと不満】【ちょっと重要】 

豊里の遊ぶところ【不満】【重要】 信号機のない交差点での一時停止【不満】【重要】 

横断歩道で車が止まってくれる 【不満】【重要】  お菓子屋さんを増やす【不満】【重要】 

大きなショッピングモールがある【不満】【重要】 本やゲームの店がある【不満】【重要】 

たくさんの種類の店がある【不満】【重要】 需要がある建物が多い【不満】【重要】 

釣り具がいっぱいある店【満足】【重要】 
雷魚がいっぱいいて、釣り具がいっぱいある店 

【まあまあ満足】【重要】 

中学校がとても楽しい 【満足】【重要】 Wi-Fi 環境が整っている【不満】【重要】 

小中学生の人数「多い」「少ない」【不満】【重要】 学生が暮らしやすい【まあまあ満足】【重要】 

登米市は好きですか【満足】【重要】 ゴミが多い（ポイ捨て）【不満】【重要】 

空気がうまい【満足】【重要】 一人ひとりが自然を守っている【不満】【重要】 

自然が多く暮らしやすい【満足】【重要】 野菜づくりが盛んである【満足】【重要】 

食べ物がおいしい【まあまあ満足】【ちょっと重要】 交通整備がされている【まあまあ満足】【重要】 

登米市に鉄道を作ると良い【満足】【重要】 自然災害時の緊急の対策【ちょっと不満】【重要】 

歩く道が狭くて危ない【不満】【重要】 登米市のまちは安全か 【満足】【重要】 

地震などに耐えられる家がある 

【まあまあ満足】【重要】 

コロナ対策をしっかりしている 

【まあまあ満足】【重要】 

道路がきれい【不満】【無回答】 街灯がある【不満】【重要】 

通学路の信号機や電灯が設置されている 

【ちょっと不満】【重要】 

なかよし公園のバスケのバックボード 

【不満】【重要】 

陸上競技場がある【不満】【重要】 体育館【不満】【重要】 

テニスコートがある【不満】【重要】 野球ができる【満足】【重要】 

一人ひとりが生きやすい環境である 

【ちょっと不満】【重要】 

いろんな人にあいさつをする 

【ちょっと不満】【重要】 

人が優しい【不満】【重要】 みんな良い人【満足】【重要】 
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（２）満足度・重要度レーダーチャート 

 

 

 

回答結果の概要 

・満足度の高い項目は１位「史跡や文化財、伝統文化などが大切にされている」、２位「登米産の

お米や牛肉などのブランド品がある」、３位「子ども・お年寄り・障がいのある人が大切にされ

ている」となりました。 

・満足度の低い項目は 15位「道路やバス、鉄道などの交通面が充実している」、14 位「お店や工

場、企業などが多くある」、13 位「スポーツ施設や文化施設が整っている」となりました。 

・重要度の高い項目は 1位「交通事故や犯罪、災害が少なく安心である」、2 位「子ども・お年寄

り・障がいのある人が大切にされている」、3 位「山や川、沼などの自然が大切にされている」

となりました。 

・重要度の低い項目は 15位「健康づくりやスポーツ活動などが盛んである」、14 位「お祭りや芸

術活動など行事が多い」、13位「学校以外でも、学習や習い事など学べる環境がある」となりま

した。 
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※「ニーズ」分析 

  15項目の設問ごとに算出した「満足度」「重要度」の各スコアから偏差値を求め、縦軸に重要度  

 の偏差値、横軸に満足度の偏差値をプロット(位置づけ)した「ニーズマップ」を作成しました。 

 

偏差値を求める計算式  偏差値＝10×(スコア－スコア平均値)÷(標準偏差)+50 

STEP１ スコアの平均値を求める 

     満足度と重要度毎の各スコアを合計し設問項目数の 15 で割る 

STEP２ 偏差を求めて 2 乗する 

     全てのスコアの偏差(スコアからスコアの平均値を引く)を求め、各々2 乗する 

STEP３ ｢分散｣＝偏差の 2 乗の平均値を求める 

     偏差を 2 乗した値を 15 項目分合計し 15 で割る 

STEP４ ｢標準偏差｣を求める 

分散の正の平方根を計算➡STEP３の値に 0.5(1/2)乗する 

STEP５ ｢平均値との差｣を｢標準偏差｣で割る 

     各スコアからスコアの平均値を引き標準偏差で割る  

STEP６ ｢偏差値｣を求める 

     STEP５で求めた数値を 10 倍し 50 を足す  

 

  そのプロットの位置によって、各設問項目に対する中学生の捉え方が「維持分野」「改善分野」 

 ｢重点維持分野」「重点改善分野」のどの分野に位置するかを把握することができます。マップ上 

のプロットした点が右上になるほど改善（ニーズ）度が高いこととなります。 

 

＜ニーズ値の算出方法、ニーズマップの見方＞ 
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＜維持・改善の分野区分及び優先度＞  

優先度 分野区分 平均値比 項目分析 

□1  重点改善 
平均値より満足度が低

く、重要度が高い項目 

・重要と感じているが、不満傾向にある項目 

・取組に対するニーズが特に高く、優先的に改善し

ていく必要がある項目 

□2  重点維持 
平均値より満足度、重

要度ともに高い項目 

・重要と感じていて、かつ満足傾向にある項目 

・取組に対する成果が表れており、今後も重点的に

維持していく必要がある項目 

□3  改  善 
平均値より満足度、重

要度ともに低い項目 

・不満傾向にあるが、重要と感じていない項目 

・改善ニーズはあるが、必要性の認識が低く、 

理解を得ながら改善していく必要がある項目 

□4  維  持 
平均値より満足度が高

く、重要度が低い項目 

・満足傾向にあるが、重要と感じていない項目 

・取組に対する成果が表れており、今後も理解を得

ながら維持していく必要がある項目 

 

 

（１）ニーズマップ 
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（２）ニーズ分析結果 

優先度 分野区分 設問項目 ニーズ値 順位 

1 重点改善 いろいろな病院がそろっている 32.00  1 

1 重点改善 道路やバス、鉄道などの交通面が充実している 30.62  2 

3 改    善 お店や工場、企業などが多くある 22.22  3 

1 重点改善 一人ひとりの個性や能力を伸ばす教育が充実している 12.47  4 

2 重点維持 交通事故や犯罪、災害が少なく安心である 8.87  5 

2 重点維持 山や川、沼などの自然が大切にされている 2.60  6 

2 重点維持 子ども・お年寄り・障がいのある人が大切にされている 0.52  7 

3 改  善 スポーツ施設や文化施設が整っている 0.50  8 

3 改  善 登米市外の人も楽しめるイベントがあり、活気がある -0.73  9 

2 重点維持 地域の人達が助け合い、つながりを大切にしている -12.33  10 

2 重点維持 史跡や文化財、伝統文化などが大切にされている -13.33  11 

3 改  善 お祭りや芸術活動など行事が多い -15.94  12 

3 改  善 健康づくりやスポーツ活動などが盛んである -16.67  13 

4 維  持 登米産のお米や牛肉などのブランド品がある -24.27  14 

4 維  持 学校以外でも、学習や習い事など学べる環境がある -26.82  15 

 

 

（３）学校別ニーズ分析結果 上位 3位  

学校名 1 位 2 位 3 位 

佐 沼 
道路やバス、鉄道などの交通面が

充実している 
いろいろな病院がそろっている 

一人ひとりの個性や能力を伸ばす

教育が充実している 

新 田 いろいろな病院がそろっている 
道路やバス、鉄道などの交通面が

充実している 

スポーツ施設や文化施設が整って

いる 

登 米 いろいろな病院がそろっている 
道路やバス、鉄道などの交通面が

充実している 

一人ひとりの個性や能力を伸ばす

教育が充実している 

東 和 いろいろな病院がそろっている 
道路やバス、鉄道などの交通面が

充実している 
お店や工場、企業などが多くある 

中 田 
道路やバス、鉄道などの交通面が

充実している 
いろいろな病院がそろっている お店や工場、企業などが多くある 

豊 里 
道路やバス、鉄道などの交通面が

充実している 
お店や工場、企業などが多くある いろいろな病院がそろっている 

米 山 
道路やバス、鉄道などの交通面が

充実している 
お店や工場、企業などが多くある いろいろな病院がそろっている 

石 越 いろいろな病院がそろっている お店や工場、企業などが多くある 
道路やバス、鉄道などの交通面が

充実している 

南 方 
道路やバス、鉄道などの交通面が

充実している 
いろいろな病院がそろっている お店や工場、企業などが多くある 

津 山 いろいろな病院がそろっている お店や工場、企業などが多くある 
道路やバス、鉄道などの交通面が

充実している 
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Ⅲ 自身の将来について（登米市に住み続けたいか？）              

 Ｑ３.あなたの将来のことについて教えてください。 

  ①あなたは登米市に住み続けたいと思いますか？ 

（１）全体集計 

選択肢 件数 割合 

ずっと登米市に住みたい 279 15.1% 

進学・就職などで一時的

に離れるが戻ってきたい 
529 28.7% 

登米市以外のところに 

住みたい 
650 35.3% 

わからない 350 19.0% 

無回答 34 1.8% 

回答者合計 1,842 100.0％ 

 

（２）学校別集計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答結果の概要 

・「登米市以外に住みたい」が 1 位で 35.3％、「一時的に離れるが戻ってきたい」が 2位 28.7％と 

なりました。また、まだ「わからない」が 19.0％でした。 
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Ⅲ 自身の将来について（ずっと住みたい・戻ってきたい理由は？）               

  ② ①で「ずっと住みたい」「戻ってきたい」を選んだ理由を教えてください 

（１）全体集計 

選択肢 件数 割合 

生まれ育った愛着のある

地域だから 
394 46.5% 

家族や友人が住んでいる

から 
314 37.0% 

登米市に希望する職場・

職業があるから 
45 5.3% 

家や家業をつぐため 31 3.7% 

その他 54 6.4% 

無回答 10 1.2% 

回答者合計 848 100.0％ 

  ※複数回答した場合も集計をしたため、回答者合計が 13ページ（１）の件数を上回っています。 

 

 

（２）学校別集計 
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～「その他」の自由記述～                        （ ）内は件数 

・自然がたくさんある(12) ・登米市が好きだから(4) ・落ち着くから(3) 

・環境が好きだから(2) ・住みやすいところだなと思ったから(2) ・安心できるから(2) 

・家があるから(2) ・登米市の雰囲気が好きでもあり住みやすいから(2） 

・老後にはのびのび暮らせそうだから(2) ・自分の故郷だから最後は生まれたところで… 

・暮らしやすいから ・楽しい ・夢フェスタに出演し登米の歴史の良さを知れたから 

・8年くらいこの町にいて気に入ってるから ・まず他の所で色々学びそれから仕事をやるため 

・一度戻ってきて親孝行がしたいから ・登米市に帰ってきた時に懐かしいと思えるから 

・とよまの文化財などを残していきたいから ・農業をやりたいと思っているから 

・登米市以外の所には行きたくないから ・静かでいい町だから ・居心地が良い 

・登米市から離れる理由がないから ・都会がうるさくて嫌だから ・思い出があるから  

・穏やかだから ・そこが自分の人生の始発点でもあり、終着点でもあるすばらしい町だから 

・自然が豊かで景色がきれいだから ・都会が苦手だから ・地域のお祭りを大切にしたいから 

・空気がおいしい ・災害などが少ない ・空気がきれいで地域の人が親切だから  

・いい所だから ・他の町とかに行くとそこの町を理解してないから不安になるから  

 

 

回答結果の概要 

・「生まれ育った愛着のある地域だから」が 1 位で 46.5％、「家族・友人が住んでいるから」が 2

位 37.0％となっており、「希望する職場・職業があるから」「家や家業をつぐため」はあわせて

9.0％と 1割に満たない結果となりました。 
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Ⅲ 自身の将来について（登米市以外に住みたい理由は？）               

  ③ ①で「登米市以外のところに住みたい」を選んだ理由を教えてください 

  （１）全体集計 

選択肢 件数 割合 

親から離れ自立したい 86 12.8% 

都会での生活にあこがれる 214 31.9% 

登米市に希望する職場・職

業がないから 
150 22.4% 

違う環境で自分の力を試し

たい 
145 21.6% 

その他 66 9.9% 

無回答 9 1.3% 

回答者合計 670 100.0％ 

  ※複数回答した場合も集計をしたため、回答者合計が 13ページ（１）の件数を上回っています。 

 

 

（２）学校別集計
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～「その他」の自由記述～                        （ ）内は件数 

・自分に合った場所や環境を選びたいから(4) ・前に住んでいた町に戻りたい(3)  

・登米市に魅力を感じないから(3) ・県外に進学したいから(3) ・つまらないから(3) 

・登米市を出たいから(3) ・親が嫌いだから(2) ・違う環境でも生活してみたい(2) 

・登米市では自分がやりたいことを学べないし活かせないから(2) ・何もないから(２) 

・会社やお店が少ないから(2) ・他の所のことも知りたい(2) ・つらいから  

・プロ野球選手を目指すから ・外国へ行き文化や歴史を学びたい ・外国に住みたいから 

・人口が多いと色々な人と触れ合えるから ・広い土地で動物と暮らす ・虫が多い 

・単純に行ってみたい ・アニメイトがないから ・都会は魅力があり住みやすいから 

・知っている人があまりいないところに行きたい ・登米市以外の人とも交流を持ちたいから 

・将来子供を産んだりした時に、楽しい所があまりなく、車がなければ全て不便だから 

・登米市に飽きた ・登米が嫌いだから ・都会の方がやりたい職種が充実しているから    

・登米市では生活しづらく職場がない ・人が少ないから ・バスケがしたいから 

・登米市で働かなくても都会の大きい会社で働いた方が自分のためになると思ったから 

・もっとおもしろいところに行きたい ・遠くの学校にしか学べない場所がある  

・登米市でやりたいことがないから ・生まれ育った愛着のある地域が他だから  

・登米市ではやりたいことがないから ・登米市はせまいから都会へ行きたい 

・好きなアーティストが都会でイベントすることが多いから ・寒すぎるし不便なことが多い  

・登米市にも希望する職場があるが違う県の職場で働きたい ・同級生に会いたくない 

・もっと色々な自然があり充実した場所が良いから   

 

 

回答結果の概要 

・「都会での生活にあこがれる」が 1 位で 31.9％、「希望する職場・職業がないから」が 2 位で

22.4％となりました。 
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Ⅲ 自身の将来について（将来やってみたい仕事は？）       

④将来どのような仕事をやってみたいですか？（複数回答 ２項目以内）   

 （１）回答件数順位 

選択肢 件数 割合 順位 

まだ決まっていない 276 9.6% 1 

医療関係（医師・看護師など） 261 9.0% 2 

公務員 238 8.3% 3 

理容・美容・ファッション関係 221 7.7% 4 

教育・保育関係 207 7.2% 5 

スポーツ関係（プロ選手・コーチなど） 205 7.1% 6 

飲食業・販売業関係 174 6.0% 7 

動物・ペット関係 173 6.0% 8 

情報・通信・IT関係 164 5.7% 9 

報道・芸能・広告関係 146 5.1% 10 

学術・芸術関係 136 4.7% 11 

建築・建設関係 112 3.9% 12 

工業・製造業関係 104 3.6% 13 

農林水産業関係 97 3.4% 14 

その他 87 3.0% 15 

福祉・介護関係 83 2.9% 16 

専門職系（弁護士・税理士など） 43 1.5% 17 

観光・旅行・ホテル関係 36 1.2% 18 

起業家・個人事業主 34 1.2% 19 

航空船舶・運輸関係 32 1.1% 20 

金融・保険関係 28 1.0% 21 

団体職員（農協・商工会など） 4 0.1% 22 

無回答 23 0.8%  

回答総数 2,884 100.0％  

 

 

～「その他」の自由記述～                        （ ）内は件数 

・ユーチューバー関係(14) ・イラストレーター(9) ・声優関係(7) ・ゲーム関係(2)  

・ウェディングプランナー(6) ・政治家(2) ・インテリアデザイナー(2) ・舞台関係(2) 

・スーツアクター（特撮） ・カーデザイン ・鷹匠 ・番組制作 ・専業主ふ ・歌い手 

・e スポーツ ・家政婦 ・ガンプラ製作者 ・水族館の飼育員 ・人を助ける仕事 

・キャラクターデザイナー ・NASA の職員 ・食品サンプルの職人 ・発電所 ・ネット関係 

・カラーコーディネーター ・落語家   
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（２）回答割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答結果の概要 

・1位「まだ決まっていない」9.6％、2位「医療関係」9.0％、3位「公務員」8.3％となりました。 
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Ⅲ 自身の将来について（登米市が今以上にどんなまちに？）              

  ⑤大人になったとき、登米市が今以上に「どんなまち」になっていたら良いと 

思いますか？（複数回答 ３項目以内） 
 

（１）回答件数順位 

選択肢 件数 割合 順位 

買い物できる店がたくさんあり、にぎわいのあるまち 873 16.3% 1 

災害や犯罪などが少なく、安全で安心して暮らせるまち 671 12.5% 2 

自然を大切にし、環境保全に取り組むまち 512 9.5% 3 

映画館やコンサートホールなど、芸術鑑賞が充実したまち 454 8.5% 4 

子どもを産みやすく、育てやすいまち 439 8.2% 5 

道路や公園、市内巡回バスなどが整備されたまち 395 7.4% 6 

働くところや職種がたくさんあるまち 318 5.9% 7 

登米市外から多くの人に移り住んでもらえるまち 253 4.7% 8 

いろいろな競技場など、スポーツ施設が充実したまち 247 4.6% 9 

病院や福祉施設が充実したまち 236 4.4% 10 

地域の歴史文化を大切にし、次世代に伝えるまち 214 4.0% 11 

子どもからお年寄りまで、一緒に協力してまちづくりに取り組むまち 214 4.0% 11 

外国の人を含め、たくさんの観光客が訪れる魅力的なまち 200 3.7% 13 

農業・林業が盛んなまち 165 3.1% 14 

学校や教育活動が充実したまち 115 2.1% 15 

その他 30 0.6% 16 

無回答 34 0.6%  

回答総数 5,370 100.0％  

 

 

～「その他」の自由記述～                       （ ）内は件数 

・電車やバスなどで市外や県外へのアクセスがしやすい町(2) ・事故なし  

・若い人 8 割その他 2 割のまちで活気がありにぎやか ・ラーメン店が多い 

・マンガ、アニメ文化が活発な町 ・シングルマザーや片親の人が楽に暮らせるまち 

・来て楽しいと思ってもらえる町 ・みんなが言いたい事を言える ・毛虫がいない町 

・鉄道博物館があるまち ・全部大切で選べない ・北海道よりでかく生き物の多いまち 

・有名人が来るような充実したまち ・一人一人の個性などを見つけやすい店を増やす 

・少年野球をもっと盛んにして野球人口が多い町 ・ごみがそこらへんに落ちていない町 

・変わらないでほしい ・子供の気持ちを考える先生が多い町 ・皆がお菓子を好きなまち 

・自然と両立ができて発達している町 ・何も変わっていない ・スポーツなどが充実した町 

・公園などがいっぱいある町 ・SDGｓを実践している ・めっちゃ楽しい登米市   

・知的障害や身体的障害のある方ができるだけ優先されるまち 
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（２）学校別回答件数 上位 3位  

学校名 1 位 2 位 3 位 

佐 沼 
買い物できる店がたくさんあり、

にぎわいのあるまち 

災害や犯罪などが少なく、安全で

安心して暮らせるまち 

映画館やコンサートホールなど、

芸術鑑賞が充実したまち 

新 田 
買い物できる店がたくさんあり、

にぎわいのあるまち 

自然を大切にし、環境保全に取り

組むまち 

映画館やコンサートホールなど、

芸術鑑賞が充実したまち 

登 米 
買い物できる店がたくさんあり、

にぎわいのあるまち 

災害や犯罪などが少なく、安全で

安心して暮らせるまち 

地域の歴史文化を大切にし、次世

代に伝えるまち 

東 和 
買い物できる店がたくさんあり、

にぎわいのあるまち 

自然を大切にし、環境保全に取り

組むまち 

災害や犯罪などが少なく、安全で

安心して暮らせるまち 

中 田 
買い物できる店がたくさんあり、

にぎわいのあるまち 

災害や犯罪などが少なく、安全で

安心して暮らせるまち 

自然を大切にし、環境保全に取り

組むまち 

豊 里 
買い物できる店がたくさんあり、

にぎわいのあるまち 

災害や犯罪などが少なく、安全で

安心して暮らせるまち 

自然を大切にし、環境保全に取り

組むまち 

米 山 
買い物できる店がたくさんあり、

にぎわいのあるまち 

災害や犯罪などが少なく、安全で

安心して暮らせるまち 

自然を大切にし、環境保全に取り

組むまち 

石 越 
買い物できる店がたくさんあり、

にぎわいのあるまち 

災害や犯罪などが少なく、安全で

安心して暮らせるまち 

道路や公園、市内巡回バスなどが

整備されたまち 

南 方 
買い物できる店がたくさんあり、

にぎわいのあるまち 

災害や犯罪などが少なく、安全で

安心して暮らせるまち 

自然を大切にし、環境保全に取り

組むまち 

津 山 
買い物できる店がたくさんあり、

にぎわいのあるまち 

子どもを産みやすく、育てやすい

まち 

登米市外から多くの人に移り住ん

でもらえるまち 

 

（３）全体の回答割合 
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回答結果の概要 

・1 位が「買い物できる店がたくさんあり、にぎわいのあるまち」16.3％となっており、全ての中

学校で 1位を占めています。 

・2位が「災害や犯罪などが少なく、安全で安心して暮らせるまち」12.5％、3 位が「自然を大切

にし、環境保全に取り組むまち」9.5％となりました。 
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Ⅲ 登米市をどんなまちに                    

 Ｑ４．もしあなたが登米市の市長だったら！ 

 ※テキストマイニング 

   テキストマイニング（語句関連性分析）とは、大量のテキストデータから「隠れた」情報や特徴

傾向、相関関係を探し出す手法で、自由記述された文字列を対象に行うデータマイニングです。 

   中学生の自由記述を分類整理し、全体や集団ごとにまとめ、短い言葉でその傾向や特徴を表現し

重要語キーワードを抽出して、その出現頻度や同時出現関係等を分析しています。 

なお、自由記述は 26 ページから記載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答結果の概要 

・回答の傾向は多岐にわたっていますが、『町(まち)』に関して「自然」＝「豊か」「大切」、「安心・

安全」＝「暮らせる」などが付随しており、他にも「店」＝「増やす」、「施設」「病院」＝「充

実」、「犯罪」「災害」＝「少ない」、「ゴミ」＝「きれい」「ポイ捨て」などがあげられます。 
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Ⅲ 参加してみたい活動                     

Ｑ５．あなたは、今後どんな活動であれば参加してみたいと思いますか？ 

（複数回答 ２項目以内） 

（１）回答件数順位 

選択肢 件数 割合 順位 

まちをきれいにする活動 641 19.9% 1 

自然を守り花や木を植える活動 513 15.9% 2 

地域のイベントなどのお手伝い活動 501 15.5% 3 

小学生が行う活動へのサポート 326 10.1% 4 

お年寄りや障がいのある人を手助けする活動 269 8.3% 5 

農作業などを体験する活動 249 7.7% 6 

登米市以外のまちの人との交流活動 207 6.4% 7 

地域の情報を発信する活動 182 5.6% 8 

伝統芸能を伝える活動 179 5.5% 9 

その他 80 2.5% 10 

無回答 79 2.4%  

回答総数 3,226 100.0％  

 

 

～「その他」の自由記述～                       （ ）内は件数 

・スポーツ関係(18) ・やりたくない(8) ・職業体験(5) ・お祭り(3) ・募金活動(2) 

・ゲームなどの大会(2) ・外国人との交流活動(2) ・みんなで楽しめる活動 ・e スポーツ 

・メンタルケア ・犯罪を減らす ・交通安全を守るように呼びかける ・スーパーを増やす 

・地域の草取りを一回やってみたい ・密になるようなことをするな ・フィッシング大会 

・音楽を利用した交流活動 ・コミックマーケット ・旅行 ・町を都会にする活動  

・他校の人たちと交流会 ・災害時の対策を知ってもらう活動 ・助け合い  

・県内だけでなく他県にも登米市の魅力を伝えられる活動 ・同じ年頃の人の相談にのりたい  

・東京の店などを登米市にもつくる活動 ・自動販売機を置く ・良い環境をつくる活動 

・お菓子を食べる活動 ・他県の名物を食べる ・たくさんあり過ぎる ・芸術関係 

・3×3などのバスケ大会 ・川をきれいにする ・登米市のブランドを食べる活動  
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（２）学校別回答件数 上位 3位  

学校名 1 位 2 位 3 位 

佐 沼 まちをきれいにする活動 地域のイベントのお手伝い活動 自然を守り花や木を植える活動 

新 田 
まちをきれいにする活動 

 地域の情報を発信する活動 
自然を守り花や木を植える活動 

登 米 地域のイベントのお手伝い活動 まちをきれいにする活動 自然を守り花や木を植える活動 

東 和 まちをきれいにする活動 地域のイベントのお手伝い活動 
お年寄りや障がいのある人を手助

けする活動 

中 田 まちをきれいにする活動 自然を守り花や木を植える活動 地域のイベントのお手伝い活動 

豊 里 まちをきれいにする活動 自然を守り花や木を植える活動 地域のイベントのお手伝い活動 

米 山 まちをきれいにする活動 自然を守り花や木を植える活動 地域のイベントのお手伝い活動 

石 越 まちをきれいにする活動 地域のイベントのお手伝い活動 自然を守り花や木を植える活動 

南 方 まちをきれいにする活動 
自然を守り花や木を植える活動 

 
地域のイベントのお手伝い活動 

津 山 まちをきれいにする活動 自然を守り花や木を植える活動 
伝統芸能を伝える活動 

地域のイベントのお手伝い活動 

 

 

（３）全体の回答割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答結果の概要 

・1 位「まちをきれいにする活動」19.9％、2 位「自然を守り花や木を植える活動」15.9％、3 位

｢地域のイベントなどのお手伝い活動」15.5％となっており、地域の美化や自然環境に係る活動

が高い結果となりました。 
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Ⅲ ※登米市をどんなまちに（自由記述）             

Ｑ４．もしあなたが登米市の市長だったら！ 

  記述内容により、第二次登米市総合計画の「登米市の将来像」（目標：まちづくりのキーワード）

ごとに分類しています。（複数の内容が記述されている場合は、主たる内容により分類、もしくは

「その他」の区分に分類しています。） 

 

まちづくりの目標 キーワード 

Ⅰ・そだつ 
生きる力と創造力を養い自ら学び

人が「そだつ」まちづくり 

子育て、教育、生涯学習、スポーツ活

動、文化・芸術活動、国際交流 等 

Ⅱ・いきる 
安心安全な暮らしが支える笑顔で

健康に「いきる」まちづくり 

健康づくり、医療、福祉、生活支援、

防災、減災、安心安全、暮らし 等 

Ⅲ・つくる 
地域資源を活かし魅力ある元気な

産業を「つくる」まちづくり 

農業・林業、起業・創業、商業、観光、

工業、雇用、市街地 等 

Ⅳ・くらす 
自然と生活環境が調和し人が快適

に「くらす」まちづくり 

自然、環境、保護、エネルギー、水、

ゴミ、土地 等 

Ⅴ・ともに 
市民と行政が「ともに」創る協働に

よるまちづくり 

市民、参加、参画、協力、男女共同、

行政、協働、連携 等 

その他 

 

 

 学校別 自由記述記入件数  

学校名 回答数 記入件数 記入率 

佐 沼 404 366 90.6% 

新 田 64 64 100.0% 

登 米 94 90 95.7% 

東 和 115 111 96.5% 

中 田 409 383 93.6% 

豊 里 155 130 83.9% 

米 山 218 184 84.4% 

石 越 97 90 92.8% 

南 方 204 188 92.2% 

津 山 82 78 95.1% 

合 計 1,842 1,684 91.4% 

 

 

 

※本報告書では、ほぼ同様の自由記述については要略し（ ）内に件数を入れています。 

 

 



27 

 

【Ⅰ・そだつ】生きる力と創造力を養い自ら学び人が「そだつ」まちづくり 

（子育て、教育、生涯学習、スポーツ活動、文化・芸術活動、国際交流 等）  

 

スポーツ活動が盛んで、施設が多いまち。（41） 

地域の歴史や伝統文化を大切にするまち。（20） 

小さな子どものためのまちづくり。（14） 

教育に力を入れる。（9） 

図書館の充実。（5） 

いじめのないまち。（4） 

文化を大切にする。農業を続ける。もっと魅力的にする。（キャラクターや取り組みなど） 

市民の要望などをできるかぎり実行して学生へもっと充実した教育を行う。 

登米市は自然や文化が多いと思うので、その整備や受け継ぐための行事にあふれているまち。 

登米市の伝統を次の時代へとつなげる町。良いところを生かす町。にぎわいが絶えない町など、せ

っかくあるものをちゃんと生かしてほしい。 

安心安全で芸術面にも力を入れているまち。 

登米市特有の文化があり、人的好意な接触が可能な町。（交流が盛んな町） 

勉強でも運動でも、都会（仙台など）の人達に負けない町。そのためにスポーツ施設や教育活動を

充実させる。 

自然豊かで昔ながらの町並みのような所を作って、歴史文化に触れられるようなまちにしたい。 

一人一人の個性を伸ばせるように、何が好きかのアンケートを各学校の一人一人からとる。 

子どもが話をしやすい人を連絡先にする。スクールカウンセラーを週に２～３回学校に配置し子ど

もと話せる環境づくりを積極的に行い、電話相談にも応じられるようにして、どんな子どもでも安

心して暮らせるまちにしたい。 

登米市から出なくてもいいような、大きな施設があるといい。のびのびと学習ができる市（教育に

不自由がないような） 

生徒の意見を聞いて学校の校則を変えるなど不満がない町。 

にぎやかで、自然もいっぱいあって、人もいっぱいいて、もし何かあっても周りの人に頼れたり、

助けられるようなまちにしたい。あと、子どもたちがもっと外で遊べるように、いっぱいアスレチ

ックがある公園がほしい。 

子持ちの人に支援する。 

e スポーツがとても盛んになって、世界１位とかがいる町。 

ロードレースをしたい。ママチャリとかでも参加できて、登米市の風景やグルメを堪能しながら走

りたい。自転車のレーンを作りたい。 

マンガ家が多く誕生した場所なので、芸術に特化させ、映画村的なのを設置。マンガを集めたマン

ガのみの図書館を設置。そのほか、映画館と図書館を大量設置。 

図書館を大きくする。本を増やす。集中して勉強できるようにする。宮城と岩手をつなぐ中継地の

役割を果たし、経済が潤うようにする。登米市に行けば何でもある！そんなまちにしたい。 

新婚夫婦などに祝い金などを出して「子どもを産みやすく育てやすいまち」ができるようにする。 

個人の考えを尊重し、子ども一人ひとりが選んで勉強を受けれるまち。（小学生・中学生）高校に

行くと音楽・美術は選択科目になるので、小・中学生のころからどちらか選べるようにしたい。 
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いじめがないか直接行って調査する。個人の特性、個性を再認識させる教育を学校で行う。登米無

双４を出す。 

年齢関係なく、スポーツ交流などができる所。伝統を守り、引き継げるようにアピールをする（で

きる）ところ。 

歴史や農業（特に木、野菜）、牛、スポーツ（特にバスケ、サッカー、バレー）が盛んな登米市に

したい。 

歴史や文化を学べる場所がある町。お店をもっと増やしてお客さんにいっぱい来てもらえる町。 

少子化が進んでいるため、母親が子供を産みやすい町にしたいです。そのためには、親同士が情報

交換したり、相談をできたりする設備があるといいと思います。 

他の学校と交流できるイベントがあったり、自転車で行ける距離で大きい店があるまち。自由な高

校などがあるまち。 

もし私が市長だったら、お店を増やし今よりも生活しやすくします。そして、子どもたちが遊べる

公園を増やし、子どもたちのストレスと保護者の負担を減らします。 

違う国の人も、違う県の人も大歓迎で、いろんな文化を大切にできる町にしたいです。 

皆が住みやすく快適で交通網もちゃんとしていて、お年寄りなどと仲良く、何よりも子どもたちの

育ちやすい町にしたい。 

歴史や文化を次世代に伝えるまち。（理由：その歴史や文化で他の県や国の人たちとも仲が深まる

と思ったからです。） 

タブレットやパソコンなどを使ったイベントなどを行う。 

登米市の豊かな自然を残しつつ、店や芸術鑑賞、スポーツ施設などが充実した活気あふれるまちに

したいです。 

登米市の伝統や文化を大切にして、農業などが盛んで安心できる町にしたい。 

保育施設をもっと増やす。 

世界に知られる文化財があり、たくさんの人が集まり、自然を大切にし、交通機関が発達し、にぎ

わいがあり、子どもからお年寄りまで優しい町。 

少子高齢化と、登米市の自然、歴史などに力を入れたい。少子高齢化ではできる限りの服、ミル

ク、ちょっと大きくなってからの離乳食だったりを援助したい。自然では、とにかく自然とふれ合

うことで、自然と自分との接点を多くし、歴史ではその時代に登米市に何があったのか明確に生徒

に教えたり、その時代の物を見せ、より関心を高める。 

自分から物事を考えられる学校を整備したい。 

映画館やコンサートホールなど、芸術鑑賞が充実したまち。いろいろな競技場などスポーツ施設が

充実したまち。 

一人一人の個性を大切にした、自然豊かだけどそこそこ進んでる町にしたいです。 
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【Ⅱ・いきる】安心安全な暮らしが支える笑顔で健康に「いきる」まちづくり 

（健康づくり、医療、福祉、生活支援、防災、減災、安心安全、暮らし 等）  

 

安全で安心して暮らせる登米市。（190） 

お年寄りや子ども、障がいのある人を大切に考える町。（34） 

病院関係の施設を充実させたい。（19） 

犯罪がないまち。（18） 

街灯をもっと増やす。（9） 

できる程度でいいので、外国や他の県の人に登米に少しでも興味を持ってもらいたいので、たくさ

ん買い物ができるお店を作ったり、安全で安心できる暮らしができるという魅力的な町になってほ

しいと思いました。 

自然を守りながらみんなが苦しまないようにしたい。 

宿題やテストをなくす。お年寄りの人のためにささえる所をいっぱい作る。 

よく帰る時、角から急に車が来て危ないからそこに鏡みたいなやつをつけてほしい。 

子どもからお年寄りまで安心して暮らせるまちにしたいです。また、戻ってきたいと思えるような

素敵なまちにしたいと思います。 

道路を広くし、Y 字路には信号を取り付け、福祉施設なども増やし、子どもからお年寄りみんなが

安心安全で暮らせる町にしたいです。 

自然があふれてて水の被害（水没）などが起きないように排水技術を取り入れる。 

いち早く人の命が助かるように近くに小さくてもいいので病院があると、大げさだけどナイフで刺

されたということがあっても命が助かると思います。 

必ずではないけれど、最近熊が出たという情報が多いのでもう少し人々の安全を守る町にしたい。 

まず、子どもと安全に暮らして公園とかいろいろなところに連れていきたいです。あと、子どもと

一緒に遊びたいです。 

みんな安心安全で楽しく笑い合え、農業を大切に、ほかの所からも登米市にきてもらいたい。 

登米市の税金を、薬などを買うお金にあてる（子供 18 歳まで お年寄り 60 歳から） 

ペット、野生動物に市民の一人ひとりが大切にお互いに命の大切さを尊重し合う町づくり 

狭い道や暗いところに電灯をつけて、犯罪をできるだけ減少させたり、自転車だけの道とかなど、

普段の生活で行ったりするところを集中して取り組みたい。 

人々が苦しい想いをせず、楽しく暮らせる町、少子高齢化が進まないように子どもを産み育てやす

くするために、もっと医療を発展させたい（病院などを増やしたい）。 

自然と街が両方ともあり、地球にやさしいまち。子どもやお年寄りも住みやすいまち。犯罪がな

く、全員が笑顔で楽しく過ごせるまち。 

助産師さんを増やしてください。 

全ての人が健康なまち。 

自然が豊かで病院などもたくさんあり、登米市外からも人が移り住んでこれるような充実した町。 

貧しい暮らしのない生活の充実した町。 

身近に買い物できる店がたくさんあり、お年寄りが増えているので病院も普及し、全世代の方々が

安心した暮らしができるような明るくにぎわいのあるまちにしたいです。 

自然を大切にしながら災害から住民を守るまち（便利さよりも安心さを重視）。 
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「日本一平和な町」犯罪ゼロ、事故ゼロ。安心して暮らせる町にしたい。人の心をきれいにする活

動を考え実行し、悪い心を持たせないようにする。 

自然を大切にし、誰もが笑顔で暮らせる豊かな町。犯罪が少なく安心して暮らせる町。笑顔で誰に

でも挨拶する町。スポーツなどで交流をし、他の町（都市）とも仲が良い町。 

暴力団をゼロにし、市民の人達が住みやすい登米市（まち）にしたい。 

次の市長に任せる。自然が多く災害や犯罪が少なく安心して暮らせる町。 

登米市に住んでいる人全員が安心・安全に暮らせるようなところにし、年に１回はイベントのある

にぎわいのある市にする‼ 

安心して暮らせる町。助け合いができる町。動物がたくさんいる町。 

もっと多くの人たちが幸せで、安全で、いろいろな人が来たいと思う町。 

誰もが住みやすく、安全に暮らせる自然豊かな町にしたい。 

皆が平和で過ごせる町にしたい。 

大人から子どもまでが安心安全に暮らせる町。目立つものがほしい！ 

買い物をする場所など増やして、高齢者の人たちが住み続けられるまちにしたいです。子供が少な

いので、他の場所からも移住してくれるまち。 

肥満度が少なく健康な町。農業がある町。 

犯罪や災害が起こってもすぐに対応できる町。障害者などを手助けできて、差別などがない町。自

然豊かな町。 

バスやタクシーの子供と高齢者の割引サービス。多くの人に移り住んでもらいにぎわいのある町。 

私なら、災害がきてもすぐ逃げれる準備と場所、放送が充実しているように準備する。年に１回や

月に１回避難訓練（地域の人たち）をする。子供がたくさん来るように娯楽場所を作る。病院がた

くさんあり、高齢者の死亡率を下げる。（町に５つくらいの病院） 

老人のためにスロープをつけて車いす移動を楽にできる町がいいです。さらに子供からお年寄りま

でが過ごしていて快適でかつ楽しめる公共施設がいい。あと街灯。 

小学校の近くに公園があり、交番の近くには老人ホームを置いて安全を示したい。 

様々な年齢の人が交流できて、この町で良かった、住んでいて良かったなど、毎日楽しく安全に過

ごせる素晴らしい町を作っていきたいです。 

信号機が必要な所にできるかぎり信号機を置きたい。 

このまま高齢化が進むのであれば、バスの通り（路線・便数）を増やしたり病院を増やしたりする

のが現実的だと思います。（お金どうこうは置いておいて） 

子ども、大人、高齢者の人達が、安心して暮らせるように病院や福祉施設が充実したまちを作り、

障害者や高齢者への差別をなくして誰もが楽しいと思えるまち。 

高齢化なども進んでいるから、楽に買い物などができたり、全年代の人が安心して楽しみながら暮

らせたりする町にしたい。 

登米市民が自然や文化を大切にし、災害や犯罪がない安全安心のまち。また、誰もが登米市を好き

になれるようなまちにしたいです。 

地震に強い建物を作って、子ども達を災害から守るまちにしたいです。 

登米市民の人々が安心して暮らせる町。世界中から注目される町。みんなが礼儀正しい町、思いや

りある町！ 

平和な町。震災などで崩壊しない町。 
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子どもからお年寄り、障がい者までの方が楽しく暮らせる町を目指すために、交流会を開く。 

人に寄り添えるまち。 

市民を不安にさせない町。 

事故や犯罪がない町。林業が盛んな町。 

ウイルスがいない町にしたい。 

子どもやお年寄り、障害がある人、みんなを大切にする町。自然や物を大切にし、命を大切にする

町。差別をしない町。 

自然と共存し、市民みんなが命を大切にする町。 

まず、交通事故死亡事故ゼロにするために、道路にはみ出ている木などを切り、ゆがんでいる道路

を直します。それができたら、お年寄りの方専用の歩道を作ります。横幅 1.5ｍくらいの。 

災害や犯罪が起きにくいようにするためにも、空き家などの危険な場所を減らしたい。空き家や古

民家を有効活用できるようなまちになったらいいと思う。 

自然や歴史文化を市民みんなで大切にし、習い事などの教育施設が近代的に充実しているようなま

ちで、知的な障がいのある方や、身体的に不自由な方が優先され過ごしやすいまちにしたい。 

安心・安全に暮らせて、子どもたちが元気に遊べるようなまち。様々な地域の人がまちを行き来

し、好きなことがすぐにできるようなまち。 
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【Ⅲ・つくる】地域資源を活かし魅力ある元気な産業を「つくる」まちづくり 

（農業・林業、起業・創業、商業、観光、工業、雇用、市街地 等）  

  

もっと買い物ができる場所や遊べる場所があるまち。（154） 

にぎわいのあるまち。活気のあるまち。（124） 

交通手段の充実したまち。（30） 

魅力的で観光客が訪れるまち。（28） 

自然も取り入れ、都会のようなまちにしたい。（26） 

誰でも参加できるイベントを増やす。（24） 

映画館を作る。（23） 

働く場を増やす。（21） 

公園を増やす。（18） 

道路が整備されているまち。（13） 

パチンコ店を減らし、代わりに施設や競技場をつくる。（13） 

移住したいと思えるまち。（11） 

農業・林業などが盛んなまち。（9） 

ゲームの専門店を置く。高校生 e スポーツ大会「STAGE:０」の大会会場を作る。 

世界を大切にする店（地球環境に配慮・世界とつながる）がたくさんある町がいいです。 

中古の本屋を増やし、アニメイトのような建物を増やす。 

大人と子ども、どちらも満足できる施設があるまち。 

住宅地などをたくさん作り、それぞれの住宅地の近くに気軽に行ける店やスポーツ施設などを作

り、つなぎ合わせながら人々の交流につなげたい。 

環境に気を付けて多くの建物を建てる案を出す。→登米市の人口があまり多くないから、活気があ

り自然を大切にする街にしたい。 

ドラマの撮影や、バラエティー番組などで有名な人たちが来てくれるような町。 

自然豊かで、交通整備、病院や学校、いろんなコンビニ、スーパー、おもちゃ屋があり、どんな人

でも優しく接してくれる町にしたい。 

同じようなお店じゃなくて、たくさんの色々なお店を置きたい。市の人皆で盛り上がるお祭りをた

くさんしたい。皆平等にしたい。 

登米市で盛んである農業や林業などの、就職率の少ない第一次産業を発展させると同時に、エコで

発達したきれいな町にしたい。 

遊園地や映画館など、他の市からも人が来るようなまちにしたい。登米市にしかないものや、仮面

ライダーをもっとアピールする。食べ物なども。 

子供、お年寄りの方、障害者など関係なく楽しめる大きなテーマパークを創る！ 

みんなが住みやすく、お店などがたくさんあり、歩いて行ける距離にあったら、車から出る有害物

質で空気が汚れることもないし健康になれると思う。 

自転車で通学してる時、段差が多いので歩道の段差が少ない町。自然がいっぱいある町。 

歩道を整備する。道が狭いのは仕方がないと思うが、不自然な段差があるのはいけないと思う。何

回も転びそうになったことがあるので、老人や子どもには危ない。 

自然を生かした建築が増えてほしい。 
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自然を守り、市民の意見もしっかり取り入れ、快適で暮らしやすい施設や建物を作る。外国人が来

ても登米市の魅力を表したポスターやパンフレットを作る。いろんな町で作っているものをたくさ

んの人に知ってもらえるような情報を発信する。 

お店やスーパーが多く、道路が整備されている町にしたいです。また、小さい子供からお年寄りま

で交流できる行事や外国の人と交流を増やしたいです。 

長沼のハスや雁や「おかえりモネ」を活用して、観光客を呼び込む町。あと、この前長沼フートピ

ア公園の場所が分からないお年寄りがいたので、案内の看板を立てるといいと思います。 

自然をこのままに、人が集まれるような映画館などがあり、なおかつ昭和の雰囲気が出るような町

にしたい。 

私は登米市をもっと暮らしやすい町にするために、草や木が成長しすぎている所は整えてきれいな

自然のある町にしたり、すべての町が同じくらい栄えるように、平等に公園などの公共の場を設備

していきたいです。 

登米市で起業する人や移り住む人にお金や生活用品を支給して、企業や移住をしやすくして人口を

増やし、活気を出す。 

スポーツやゲームなどができる融合施設を増やしたり、SNSなどを活用し、登米市のことを情報

発信し、登米市に移住したくなるようなまちにしたい。 

公園や大きい店などがあったり、フリーWi-Fiがどんなところでも使える町。 

観光施設や店があり、誰が来ても楽しめて住みたいと思う町。子どもが遊べる少し大きな公園な

ど。災害対策がしっかりしていて、災害時登米市は大丈夫と思う町。病院や交通整備がされてい

て、高齢者も安心できる町。スポーツができる施設があれば、肥満問題も解消していくと思う。 

今ある自然や伝統を大切にしながら、この町が発展できるように、県内だけではなく県外の人たち

にも知ってもらえるような企画を行う。（フェスやライブなど。はっトンの相棒を考える） 

仙台や利府町などにある鉄道博物館のように、写真を撮ったりランチやグッズなどが買える町。 

工業が盛んなまち。 

自然を保ちながら、お店などを増やして、登米市外の人や、海外でも有名な町にしたい。また、コ

ロナ感染者０人になるような、清潔で安心安全の町にしたい。 

登米市は高齢化が進んでいるし、このご時世だから登米市で生まれ育った人が、登米市に働きたい

と思うようなまちにしたい。例えば、地域ごとに地域の特徴や有名なものを生かしたイベントを開

催するなど。 

市民が楽しめるように、色々なお店がたくさんあるまち。デジタルとアナログを組み合わせ、古い

ようで新しいという便利なまち。 

市の外れに近いところにも買い物ができる場所を多くしたい。市外から来た人が住みやすいよう

に、家の値段を安くし、移動がしやすいように道の舗装などを徹底する。 

登米市ならではの遊園地を作り、観光客に喜んでもらえるようにしたい。映画館がないので２・３

軒映画館を作りたい。登米市だけのアスレチックを作りたい。 

世界にも届くような米ブランドなどの食文化と自然あふれる豊かな町にしたい。 

魅力ある自然豊かで、お年寄りや子どもが楽しめる遊具や施設がいっぱいある町にしたいです。 

若者を引き寄せる考えより、若者を引き留めるということをした方がよい。老人が利用する施設が

多すぎて、若者が利用する施設が少なすぎる。インターネット環境を良くしていきたい。 

IT関係が盛んな町。ゲームも盛んな町。 
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空き家が多くあると、町の印象が悪くなると思うので、登米市外の人を登米市に呼び寄せ、また、

いろいろな施設を建設し、活気ある登米市にしたい‼ 

登米市に誰でも楽しめるようなお店や映画館を作ってにぎやかにしたい。登米市の MV を作る。 

一人ひとりの個性を生かして楽しく活気づいた町にしたい。 

都会な場所と田舎での差が激しいので、買い物や病院に行きやすい(交通整備・近い)町にしたい。 

最初に何個か人気の建物を建てて、そこで稼いだ金でビルとか建物を建てる。 

佐沼あたりか中田に駅がほしい。 

登米市以外からも人が来てもらえる、魅力あるところ（映画・芸術などの鑑賞ができる。自然が美

しい）にする。ラブホテルを増やし、子作りのしやすい環境を整える。 

子どもの数が多く、未来が明るく活気ある町。佐沼病院の規模縮小。若者が暮らしやすい町。 

➡職業、交通機関、若者向けの店の充実化。 

空き家などを活用して、若者に移り住んでもらえる、自然の中でのびのびと遊べる町。 

アニメイトを作って、オタクに優しい町にしたい。電車や鉄道を整備する前に、お金を貯める。 

インスタ映えスポットがたくさんある町にしたい。大型ショッピングモールがある町にしたい。 

私はアニメや漫画が好きだし、海外のお菓子や流行りの食べ物にも興味があります。アニメイトが

あり、コストコやヴィレバンなどがあったら良いなと思います。今はコロナで大変ですが、大きな

病院があったら良いなと思います。なので、今よりも少し都市化したまちにしたいと思います。 

道路などが整備されていて、お店がいっぱいある町。なかよし公園のバスケットゴールを直す。 

ホテルを増やしたい。 

たくさんの笑顔があふれる町にしたいので、大きい図書館、モール、伝統の町なみなどがあると市

民の人も外から来た人も楽しめると思います。なにより、公共施設を増やすべきだと思いました。 

登米市全体をテーマパークのようなまちにする。建物の雰囲気を統一して風情あるまちにする。

（歴史的な景観を大切にする）山など自然が豊富なので、それを利用した大規模なアスレチック設

置。高齢の女性たちのミスコン。 

子どもからお年寄りまで楽しくにぎやかにできる施設。【例】買い物をすることができ、カフェみ

たいな休めるところがあり、子どもたちが遊べるようにテーマパークや公園をつくる。 

いろいろなお店を出したり、交通が不便じゃないように、どこの道路に必ず人が３人くらい並んで

も広い歩道がある町にしたい。 

できる限り人々の生活を豊かにするため、花を植えたり、にぎわいがある市にするため、建物（商

店街）を建てる。 

森林を大切にし、にぎやかな町にするために木を利用した大きなアスレチックや子供から大人が楽

しめる施設を作ったりする。  

活気があり、子供から高齢者まで住みやすく、買い物がしやすい町。夢や希望を叶えられる町。 

観光施設や登米市を PRしてもっと登米市を有名な場所にしたい。 

たくさんのお店があったり、映画館などもあってにぎわいのある町。事故などが少なく、小さい子

供や高齢者なども安心して暮らせる町。もっと今よりも伝統の食べ物などがある町。 

子どもから大人まで安心できる街。今は道路整備、交通網等が整っていないので完璧にしたい。 

みんなが住みやすい町。楽しく過ごせる町。（おみせがたくさんある、交通の便が良い、道路がし

っかり舗装されているなど） 

自然の加工品がたくさんあるまち。 
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交通の整備がされていて、いろんなお買物ができるようなにぎわい、安全、楽しい町にしたいと思

いました。（自然などが壊れないような町づくりにしてほしいと思います） 

子供の楽しめる場所やイベントがたくさんあるまち。屋内施設だけでなく、登米市の豊かな自然を

生かした屋外施設など・・・。 

テレビでの PR 等を行い、登米の認知度を上げ、産業を発展させる。 

まずコンビニやスーパーなどを多く建ててイオンなども作り、マンションなども作り、テレビで登

米市を PR して人を安心させてから登米市に移住したくなるようにする。 

地域の人たちと交流できる場を作りたい。 

登米市にたくさんの人が来てほしい。登米市の良さを発信する（ポスター、パンフレット、PR）。 

登米市甲子園球場を建てる。 

公共物の整備(修理）、施設の充実、治安の向上、地域の美化等。 

市民の人たちができるだけ苦労しないように、店や学校などの施設が整っている、今よりもっと住

みやすい町。 

施設が充実しているまち。登米市でできないことは無いまち。 

登米市外の人でも楽しめるようなイベントを増やしたい！”登米市ならでは”と思ってもらえるよう

なお店や場所を作りたい！お年寄りから子供、体が不自由な人でも参加できる活動を作りたい！ 

コンビニなどの買い物ができる店を、店が近くにない地域に設置したい。豊かな自然を守りたい。 

交通や商店や道路、公園などが整備されて利便性がいい町。 

住みやすい町にしたい。お年寄りの人から幼い子どもまで楽しめるように施設などを作りたい。 

道路の整備、色々な種類の店を建てるなどをし、住みやすい町にする。 

色々な施設が充実していて、住みやすい町。 

大人が暮らしやすくても子供も暮らしやすくないと意味がないので、子供が楽しめる施設を増やし

てほしい。 

自販機やコンビニをもうちょい増やしてほしい（自分の住んでいるところはガチで少ない）。公共

交通機関を増やしてほしい。 

いろんな施設が充実している活気のある町。総合施設とかがあれば良いと思う。自然とハイテクな

のを融合した町。 

治安が良く楽しそうで登米市ライフが充実するまち。登米市の少し有名なところと言ったら長沼く

らいしかないから、もう少し大きな施設を増やしにぎやかにしたい。（予算があれば） 

移動スーパーや、週１週２で佐沼に行けるバスを無料で運行する。 

仙台並みに盛んな町。日本で登米市が注目されるようなものをつくる。 

石越に駄菓子屋がほしい（お菓子が安い）。５Gの設置。もうちょっと買い物など店などを充実さ

せて、より暮らしやすくする。年中遊べる遊園地を増やす。会社や工場を増やし、よりよくする。

ホテルを増やして旅行者を迎えてあげたり、いろんな建物を作る。 

安定して見通しの良い道、子どもからお年寄りまで楽しめる施設を作る。公園を増やす。自然体の

誰でも参加できる行事を開く。５G。 

安全で町が整備されいて、住みやすく、病院やスーパーなど、生活しやすいまち。みんなで楽しく

暮らせるまち。地域の関わりを大切にするまち。 

秋葉原並みのアニメイトを作る。 

色々なものがそろっているにぎやかな町。いろんな人に来てもらえる町。宮城県の中で一番来て楽

しい町。住んで楽な町。また来たいと思う町。 

新しい魅力を生み出し、経済的にも観光的にもにぎやかにしたい。環境を守り、自然を増やす。 
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石越にカードショップを作る。次、いきなりステーキを作る。市を金持ちにする。給付金 50 万円

(一人）。日本から独立して国を作る。ゲーム大会を作る(賞金 100 万円）。イオンを増やす。 

外国人などが来て「すごい」「おもしろい」と言ってくれる、にぎやかな登米市にしたい。 

登米市はとても魅力のある地域だと思うので、もっと注目を集めるような PR をして、活気のある

町にしたいです。 

陸上競技場を作ったり、道路の整備（でこぼこした道をなくす）。自然を大切にする。神社や寺を

大切にするまちにしたい。 

小学生でも中学生でも楽しめるような施設をつくり、自然を大切に不便のない町づくりをしたい。 

外で遊べる所が限られているので、誰でも使える公園や広場を増やす。お年寄りの人でも立ち寄り

やすいお店をつくる。 

店や映画館、娯楽施設を増やし、市民はもちろん市外の人でも楽しめるまち。だけど増やしすぎず

に田んぼや森の自然を大切にしたい。 

動物や人が住みやすい町にしたい。例えば動物園を作って動物も住みやすいし、人も楽しめる所。

人では、映画館やスポーツができる店を建てること。 

たくさんの人を呼んで農業を盛んにして、外国人も増やして多種多様な関係を築きたい。 

自然を大切にしつつ、施設などを充実させ誰もが住みやすい町にする。 

交通網が整備され、商業施設などがたくさんあり、外国からたくさんの人たちがきて、新しい設備

を取り入れながらも、登米市ならではの自然を生かし、昔ながらの伝統も大切にする、登米市なら

ではの魅力を生かしきれるまち。 

登米市から都市部にアクセスしやすく、登米市外から観光に来てくれるようなまち。将来に役立つ

ような選択ができるまち。人材育成にいいまち。 
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【Ⅳ・くらす】自然と生活環境が調和し人が快適に「くらす」まちづくり 

（自然、環境、保護、エネルギー、水、ゴミ、土地 等）  

 

自然が豊かで大切にするまち。（102） 

ゴミのポイ捨てをしないまち。きれいなまち。（51） 

木や花をもっと植える。（10） 

ゴミ拾い活動をする。（9） 

ゴミ箱やゴミ捨て場をもっと設ける。（3） 

自分は気仙沼市と岩手県のように自然が豊かで住みやすい環境だし、活気があるので環境をいい方

に生かしていって、みんながにぎわうようなとても住みやすくて活気のあるところになるようにし

たい。犯罪なども起こりにくく思いやりのあるところにもなるようにしたい。そして道路の整備、

店などもたくさん作れるようにしたい。 

自然の事を考えて、観光地とのバランスを取りつつ生活基準がしっかりしている町。 

木が減り CO2 が増えているので、木を増やして自然を守りたい。 

人が多くにぎわいのある明るくて安全な町。自然についてよく考えきれいな町。持続可能な町。 

今よりもっと自然を大切にして、役に立つ策だけをたてて、どんな人でも住める登米市を実現した

いと思う。 

自然を大事にし、環境に配慮した町にしたい。そしてたくさんの人の個性を大事にした生きやすい

町にしたい。そして持続可能な登米市にしていきたい。 

自然がありつつも、暮らしやすいまちづくりにしたい。 

外来生物を駆除し、自然がいっぱいある町にします。 

自然がたくさんあってみんなが安心して暮らせる町にしたい。自然環境が良い町。元気な町。 

どんな人でも魅力を感じられるようなきれいなまちで住みやすい所にしたい。 

自然があって落ち着きのある町。実家に帰ってきた気分になれるような愉快な町。 

使わない建物をなくし、自然豊かにする。 

自然環境に配慮しつつ、住人の人たちが満足できるまちづくりをする町。 

子ども達にたくさん自然に触れてもらいたいので、自然に囲まれた公園を作り、祭りやイベントな

どの伝統行事的な物をもっとたくさん作りたい。 

みんなから「登米市は住みやすい」、「登米市はいいところ」、「登米市にぜひ来てほしい」などとい

う声がたくさん聞ける町。きれいで清潔感のある町。町のみんなが「笑顔」でいられる町。 

登米市らしさを出せるように木々を増やしたり、自然豊かな登米市を作っていきたいです。そして

お年寄りなどが買い物をしやすいようにもっと町を発展させていければいいと思います。また、早

急に借金を返済する。 

長沼、伊豆沼、内沼をきれいにしたい。きれいにしたらもっと自然豊かになるに違いないから。 

環境が良くてきれいな登米市にしたいし、外国の人もたくさん来てもらいたい。 

文化や環境を大切にし、観光客がこの町に住んでみたいと思われる町。 

今は汚いから、都会のようにきれいな町にしたい。 

みんなが楽しく農業などが栄えている町。自然がきれいな町。 

自然あふれる、川がきれいで、生物が安心して生き生きと暮らせるまち。 

季節をより感じられるまち。 
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沼をきれいにしたい。 

自然と建物のバランスがいいまち。 

もっと自然を身近に取り入れて、災害や犯罪が少なく、農業が盛んな町。 

自然が多く、動物たちが安心して暮らせる町。 

自然豊かでけんかのない町。 

主に自然を重視し、農業が盛んな町にしていきたい。 

たくさんの自然と隣り合わせになっている町。いろいろな年齢の人と関わりあう町。いろいろなお

店がある町。たくさんのものにふれ合える町。 

楽しく暮らせて緑がたくさんあるまち。 

いろんな施設、お店、公民館、公園などのトイレを全てきれいに保てるようにしたいです。 

たくさんの人でにぎわいがあり、自然保護もしっかりと取り組むまちにしたい。 

他の地域から、空気がおいしく自然豊かな町と言われるような美しいまちにしたい。 

自然豊かで、登米市以外や地元のみんなから愛されるような町。 

公衆トイレの整備をきちんとして、公園の遊具などをもう少し増やす。 

全ての道路が新しくて、道とかが他から来た人が「きれい！」と思われるような市。 

自然が豊かで子どもが自由に遊びながら自然とふれ合えるまち。外で好きなだけ遊べて様々な施設

も充実している都市と自然を融合させた持続可能なまち。 

リサイクルなどを強化する町。若者が行くような店を作る。 

とても安全でより多くの人に住んでもらえるまちにし、建物などを作り買い物などできるようにし

たい。それにもっと自然を大切に守っていきたい。 

自然を残し、子どもからおじいさん、おばあさんが楽しく住める町にしたいです。 

ゴミのポイ捨てが少なく、いつ何時もきれいな町にしたい。そのためにルールを作ったり、その他

対策を考えそれを 2050 年までに実践する。 

映画館があって、山が多く川の流れがきれいなまちにしたい。 

私は環境問題を第一に考え、美しく住みやすいまちにしたいです。美しい町なら移住者も増え、少

子高齢化問題を解決に導くことができると思います。 

店が多くあまり自然を破壊しない町。 

安心安全で買い物の施設もあるけど、自然もあって川や沢、山などがきれいなまち。 

自然豊かで、魅力あふれる画期的なまちにしたい。 

木を利用したまちづくりにしたい。 

自然が魅力的で見るだけでやすらぐまち。 

自然がいっぱいで、登米市に住んでいる人が親切で優しくて元気いっぱいな町。 

自然など自慢できることを増やしていく活動を登米市民みんなで行っていく。 

みんなが元気よく自然を大切にして、登米市の歴史が途絶えない町。もっと、田んぼとか木とか草

や花があって自然がいっぱいな町。 

川とか山とかがめっちゃキレイで、事故とか悪いことがあまりない、自然を大切にする。 

生き物を大切にしながら（自然も）、建物がたくさんあってにぎやかで外国の方も来やすい町。 

優しい人がたくさんのいい町。きれいな景色を生かしたいい町。 

自然を大切にできて、地球温暖化などの環境問題を解決する取り組みができるまち。 

環境を守って活気があるまち。 
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空気がきれいで住みやすいまち。 

自然豊かで、たくさんの人（外国人や違う町の人）がいる市。植物を植える活動。文化（伝統）を

受け継いでいく。 

環境保全に取り組み、地域との交流がたくさんある活気あるまちにしたいです。 

自然を大切にしながら、日本の最先端をゆく町。 

森林保全をし、巡回バスの本数を増やしたいです。 

空き家がなく人が多いまち。 

自然を大事にして違う町から来た人や外国人が来ても、住みやすそうだなと思わせるような町。 

登米市は歴史的建造物があったり、米が有名なイメージなので、歴史文化を継承したり、自然を大

切にするまちがいいなと思います。また、アンケートのQ3-5にある、「環境保全に取り組むま

ち」はとても素敵だなと思いました。 

坂をなくす。 

風景などはいいと思うが、スーパーなどの店を増やすと暮らしやすいと思う。誰も住んでいない家

が多いから、なくしてほしい。 

自然豊かで近所の人と仲が良いまち。 

環境が良く老若男女が楽しく暮らせて、他の都道府県からも海外からも評判の良い町にしたい。 

今の日本にはあまり緑が少ないと思う。だからせめて登米市は緑にあふれていてほしい。ゴミがな

く空気がうまく元気であふれかえっている登米市であってほしい。 

とにかく土地を有効に活用したい。 

土地が広いので企業向けに土地を売る。 
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【Ⅴ・ともに】市民と行政が「ともに」創る協働によるまちづくり 

（市民、参加、参画、協力、男女共同、行政、協働、連携 等）  

  

協力し合えるまち。（53） 

いろいろな意見を大切にするまち。（29） 

あいさつ運動やコミュニケーションが多く行われるまち。（11） 

市民の人がどんなまちにしたいか調査をする。(5) 

人々の交流が盛んな町。 

自然を大切にして、お年寄りや知的障害者が暮らしやすく、ジェンダーの人を平等にしてる町。 

子どもからお年寄り達が充実し、みなが仲良く人と人の関わりを大切にしているようなまち。 

住む人に選ぶ権利がある町。（例：職業等） 

店や遊べるところをもっと増やし、便利な町にしたいです。それと「LGBTQ+」について積極的

に解決しようと取り組み、性別で悩む人を減らしたいです。 

地域全体が明るく一つとなって、一人一人が主体的となって活動していける街。 

子供から高齢者まで健康で元気な町。多様性を取り入れてどんな人でも平等に暮らせる町。病院や

福祉施設を増やし、高齢者や障害を持った人が幸せに暮らせる町。 

みんながみんなを大切にして明るく温かい町にしたい。 

登米市に住んでいる人が、住みやすいと感じることができるように市民みんなで取り組める町。 

どんな人でも分け隔てなく接してくれる町の人がたくさんいて、犯罪、事故の少ない町。 

登米市が今、まちのことを考えて行動してないからもっと考えて行動したい。 

みんな仲良く「住みたい！」と思えるまち。 

一人一人が自分から行事に取り組む。そして住んでいる方達に充実感を与えられるような町。 

差別がないまちや自然を大切にし、人や生き物が居心地よく住めるまち。年齢関係なく協力して住

めるまち。 

自然を残しつつ、お店や道路などを整備していき、観光客がたくさん訪れるようなイベントや取り

組みをしていきたいです。また、地域全体がまちづくりに取り組むようになってほしいです。 

障がい、お年寄り、子ども、外国人やどんな人も住みやすく、バリアフリーが多く差別のない町。 

年齢関係なくみんなが友達で地域の行事などとてもにぎわいがあって楽しいまちにしたいです。自

然を使った行事を増やしていく。（キャンプやサバイバル体験） 

様々な施設が充実していて、平等で差別なく、どんな人でも愛される町にしたいです。 

どんな人でも平等であり、「SDGｓ」に主体的に取り組むまち。 

登米市の昔からの良さを生かした町にしたいです。例えば自然を大切にし、環境を守る政策をとっ

たり、挨拶が日本一の町にしたいので、挨拶運動の新しい政策や改善をするなど。 

外国人を助けるために、看板などに日本語と外国語を書いたり、直接話しかけて手助けしたりでき

る町にしたい。 

災害や犯罪が少なく、地域内の交流や協力性が今まで以上にある、住んでいて心地よい町。地域活

動に積極で、一人ひとりが登米市をよくしようと考える町。 

いじめや精神崩壊による「自殺」がなくなり、他人との価値観を大切にしながらみんなが楽しく安

全に住めるようなまち。 

犯罪が起きないまち。人と人の関係が充実したまち。 
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誰かが困っていたら絶対に手を差し伸べてあげれる人たちを増やしたいから、声がけなどをしてに

ぎやかで笑顔いっぱいの町にしたいです。 

子供から大人、お年寄りまでがふれあえるようなまちにしたい。あとは障害者という言葉を禁止し

て、みんな平等なまちづくりをしたい。 

一人一人がいろんな活動で役立てられるような町にしたい。 

県から信頼されるまちにしたいです。 

自然を大切にし、人と人との関わりがある町。 

農家や自然を大切にし、人と人との関わりが強い市にしたいと思います。 

災害や犯罪などが少なく、子どもからお年寄りまで一緒にまちづくりに取り組んだりする、自然豊

かで安全で安心して暮らせる町。 

地域全体が仲良く笑顔あふれる町。 

自然を守りつつ、お店やバス、電車など、人々が暮らしやすく、一人一人を認め合うまち。（性差

別、偏見等をなくす） 

地域の人たちとの交流が多くなる町。 

一人一人が認め合い、個性を尊重できる町。 

大人、子ども関係なく仲よいまち。 

子どもたちが元気でお年寄りに優しい町。 

礼儀をしっかりしたうえで、みんな仲良く誰にでも助けを求められる町。 

みんな親切で住みやすい町にしたい。環境がきれいな町。 

もっとたくさんの人に登米市のことを知ってもらえるように大会を聞いたり、ふるさと納税を活用

するなど、、登米市の良さを伝えたい！良くない所は市民の方々の意見をたくさん聞いて、より良

くしていく‼公園などの施設も増やす。 

年齢差関係なく明るく元気な町。 

住みよいまち。市民のみんなが助け合えるまち。たくさんの人が「登米市に来たい‼」と思うよう

な魅力的なまち。笑顔であふれるまち。にしたいです。 

地域の人と交流しやすくする。 
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【その他】 

  

誰もが暮らしやすく、住みやすいまち。（56） 

明るく楽しいまち。（33） 

笑顔で過ごせるまち。（18） 

誰もが来やすく、行きたい！住みたい！と思えるまち。(16) 

有名なまち。（6） 

人口減少、少子高齢化を防ぐまち。(6) 

魅力的なまち。（5） 

平和なまち。(5) 

良いまちにしたい。(4) 

もっと豊かにしたい。(3) 

自由なまち。(3) 

みんな元気なまち。（3） 

やさしいまち。(2) 

すばらしいまち。（2） 

なかよし公園のバスケットゴールを直す。(2) 

何もかもが安い。 

色々な場所に住んでいる人が登米市に来て笑顔ある町。 

議員を減らす。（理由は給料が高いから少しでも減らして豊かにする）自然が豊か。 

本屋を増やしたい。女子の制服をズボン可に。 

都会に近い田舎にしたいです。（ビルが建っていたりショッピングモールはあるけど、しっかり田

畑や山、森のある町） 

お金を配ってホームレスがいないまちにしたい。 

重要な情報をいくつも話せるような市長になる。 

年に一回交流会がほしい。 

犯罪があったら犯人を刑務所に入れて釈放されたら町から追い出す。 

小中学校スマホ持ち込みあり。中学校ツーブロックあり。 

市民みんなが誇りと思えるまちにしたい。 

期末テストをなくす。 

学校のプールにウォータースライダーをつける。 

僕は市長になるほどのものではないのでノーコメントで。コメントするとしたら、今より良い町に

なってほしいかも！！ 

東京の都市と田舎が混ざったような町にしたい。 

画期的な町。 

すべてにおいて、地域のみんなに満足してもらえる環境。 

宮城と言ったら登米市とみんなから言われるような町。 

なるべく早く借金を返済し、時代についていけるようにいつまでも課題を先送りにしない。また、

年齢層に合わせて参加してもらえるような工夫をし、イベントを開催する。 

リフレッシュができる町。 
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遠山のモネのポスター１枚にする。あと全部はがす。 

天気が悪くなったら学校を休みにする。 

誰もが生活しやすい幸せな町にしたい。 

子供からお年寄りまで、みんなが仲の良いまち。 

一人一人が「個性」「能力」を活用することのできる町にしたいです。 

緑もありつつもうちょっと発展した町。 

地域の人みんなが仲の良いまち。 

どんな人でも「このまちに住んでいて楽しい。幸せだ。」と自信を持って言うことのできるような

まちにしたいなと考えました。 

子どもからお年寄りまで、気楽に暮らせるまちにしたい。 

若者が尊重される町。 

登米市の大きな町だけでなく、小さな町にも目を向けて活動したい。 

他の都市で行っているものをそのままやるのではなく、少しひねりを加えて「登米市らしい！」と

いう行事などを積極的に行い、活気あふれるまちにしたい。 

周りがあこがれるような町。 

登米市に足を踏み入れた人全員が、楽しく幸せな町にしたい。 

いろんな人がゆっくり生活を送れる町。 

にぎわいのある自分のやりたいことに我慢がなく、好きなことをできるまち。 

登米市以外の人たちに”豊里っていい町なんだな”と思えるような町にしたい‼ 

おいしい食べ物がたくさんある町。 

無理に観光客を集めようなんて、無精卵をふかさせるような事しないで、元々の住民が過ごしやす

いようなまちにしたいです。働く場所を増やす、生理用品など安くするなど。 

仙台より良いまち。 

不安がない町。 

宮城県住みたい町ランキング 1 位。 

便利なまち。 

建物がきれいなまち。 

小中学生などが、自由に未来を選べるような町。大人から子供まで楽しく過ごせるような町。 

市民の不満がないような市にする。 

ペットを大事にして犬や猫をひき逃げしたら、５年間刑務所に入れる。そういう命を大切にする町

を作りたい。 

いつでも戻ってきたくなるまち。 

みんなが明るく元気に誰とでも会話できるような、心の底から温まるような心優しい町にしたい。 

心地良い町。 

みんなが満足できる町。楽しめる町。 

市内の病院内の優秀な人材の確保をしてほしい。 

温かいまち。 

色々な活動を取り入れていくと思います。理由は登米市がよりいい町、いい活動を増やしていきた

いからです。 

いろんな県や外国との交流を活発にし、いろんな文化を取り入れ、いろんな人が誇れる街。 
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虫が全くいないまち。 

何もすることがなくて、飽きるまちじゃなくて、することがいっぱいで飽きないまち。 

「Q3-⑤」を全てできたらいい。 ※将来登米市が「どんなまち」になっていたら良いか？ 

地域の人々がきちんとマナーや礼儀を守っていて、とても温かみがあるまち。 

毛虫を駆逐してやる…登米市から一匹残らず‼ 

全ての町に全体的に人がいて、家や学校があって、全てが同じくらいになるようなまち。 

IT化を徹底する。 

色々な面白いネタを披露する。 

若者が集う若者視点のまち。お年寄りへの設備もしっかりしているまち。 

高速道路に乗りやすくする（近くにある）。登米市だけでなく宮城県が信号機のない道での一時停

止率が日本一低いので、それを直したい。 

みんなが笑顔になれて、色々な人々(外国人や登米市外の人など）と楽しめる町。登米市でしか楽

しめないイベントや体験などの活動を増やしたい。 

みんなが暮らしやすく、いろいろチャレンジできる町など。 

コロナがあったらすぐに１カ月ロックダウン（コンビニは除外）する。豊かなまちづくりをする。 

一人ひとりの市民を大切にし。子育てや大人からお年寄りまで楽しめる町。 

自然がけずられ、道路や工場などができると少しさみしいです。一番は登米市の人々が笑顔で暮ら

していればいいです。それが難しいんですけどね。 

今と変わらない。 

釣りをたくさんできる場所を作りたい。 

魚を放流します。 

県庁にします。 

みんなが充実した生活を送れるようにしていきたいです。 

静かな町。 

それぞれの世代にあった施設やイベントがあり、優しさであふれた誰が見ても明るいと思える町。 

市内のどの施設にもエアコンをつけてガンガンに涼しくしたい。 

中田中のジャージを新しいデザインにしたい。お店を少し増やしたい（服屋やカフェなど）。子ど

もから大人お年寄りまで、みんなで協力し合える町(市）。犯罪が少なく安全に過ごせる町。 

市中にお菓子があふれている町。 

誰でも気軽に住める町にしたい。【アイディア】受験、就職に落ちた人たちを助ける組合。【例】勉

学の手伝いをし、登米市内の学校への進学、登米市内の会社等に就職させるなど。 

 

 

※自由記述は、個人の人格や思想信条等に対する誹謗中傷や個人を特定できる表現、回答者個人の

利益にのみ関わる内容等についてはその部分を削除し掲載しています。 
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登米市の未来を考える！ 

中学生アンケート 
◆◆ 登米市のまちづくりについて、ご意見をお聞かせください ◆◆ 

 

中学生の皆さんへ 

 登米市では「あふれる笑顔 豊かな自然 住みたいまち とめ」を実現するため、市民の

皆さんとともに、まちづくりを進めています。そこで、将来を担
にな

う中学生の皆さんの考えや

意見・アイディアをお聞きしたいので、ご協力をお願いします。 

ぜひ、この機会に「登米市についてこう思う」「登米市がこんなまちだったらいいなぁ」｢将

来、こんなまちで暮らしたいなぁ」などと考えながらアンケートにお答えください。 

アンケート結果は、登米市全体のまちづくりや各地区の地域づくりの参考にさせていた 

だきます。 

※皆さんの記入した内容が、学校の成績や進路指導の材料に使われることはありません。 

 また、公表内容において個人を特定することもありません。  

 

                               企画：とめ市民活動プラザ        

所管：登米市まちづくり推進部市民協働課 

                             

 

 

Ｑ１．あなたについて教えてください。 
   （あてはまる数字に〇をつけてください） 

➀ 学校名を教えてください。 

１．佐沼中学校   ２．新田中学校   ３．登米中学校   ４．東和中学校    

５．中田中学校   ６．豊里中学校   ７．米山中学校   ８．石越中学校    

９．南方中学校   10．津山中学校 

➁ 学年を教えてください。 

１．第１学年    ２．第２学年    ３．第３学年 

➂ いつから登米市に住んでいますか？ 

１．生まれた時から住んでいる       ２．小学校に入る前に引っ越してきた 

３．小学生の時に引っ越してきた      ４．中学生になって引っ越してきた 

５．登米市以外に住んでいる 

登米市協働キャラクター「とめ丸」 
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Ｑ２．あなたは登米市についてどのように感じていますか？ 
   （あなたの気持ちや考えに近いものを選んでください） 

➀ 登米市は暮らしやすいですか？ （１つ選んで数字に〇をつけてください） 

１．暮らしやすい  ２．まあまあ暮らしやすい    ３．ちょっと暮らしにくい  ４．暮らしにくい 

➁ 登米市に魅力
みりょく

を感じますか？  （１つ選んで数字に〇をつけてください） 

１．感じる     ２．まあまあ感じる          ３．あまり感じない       ４．感じない 

➂ 次の項目
こうもく

について、あなたが感じる満足度と重要度(登米市にとってこれが重要！)はどのくらい 

ですか？（満足度と重要度、それぞれ１つ選んで数字・アルファベットに〇をつけてください） 

        

           

                       

                        評価項目 

 

暮らし・環 境
かんきょう

・取組み・利便性
り べ ん せ い

など 

 

満足度 重要度 

１ ２ ３ ４ A B C D 

満
足 

ま
あ
ま
あ
満
足 

ち
ょ
っ
と
不
満 

不
満 

重
要 

ち
ょ
っ
と
重
要 

あ
ま
り
重
要
で
は
な
い 

重
要
で
は
な
い 

１. 山や川、沼などの自然が大切にされている １ ２ ３ ４ A B C D 

２. 史跡
し せ き

や文化財、伝統文化などが大切にされている １ ２ ３ ４ A B C D 

３. 道路やバス、鉄道などの交通面が充実している １ ２ ３ ４ A B C D 

４. いろいろな病院がそろっている １ ２ ３ ４ A B C D 

５. 学校以外でも、学習や習い事など学べる環 境
かんきょう

がある １ ２ ３ ４ A B C D 

６. お店や工場、企業
きぎょう

などが多くある １ ２ ３ ４ A B C D 

７. 交通事故や犯罪、災害が少なく安心である １ ２ ３ ４ A B C D 

８. お祭りや芸術活動など行事が多い １ ２ ３ ４ A B C D 

９. 健康づくりやスポーツ活動などが盛
さか

んである １ ２ ３ ４ A B C D 

10. 地域の人達が助け合い、つながりを大切にしている １ ２ ３ ４ A B C D 

11. スポーツ施
し

設
せつ

や文化施設
し せ つ

が整っている １ ２ ３ ４ A B C D 

12. 登米市外の人も楽しめるイベントがあり、活気がある １ ２ ３ ４ A B C D 

13. 登米産のお米や牛肉などのブランド品がある １ ２ ３ ４ A B C D 

14. 子ども・お年寄り・障がいのある人が大切にされている １ ２ ３ ４ A B C D 

15. 一人ひとりの個性や能力を伸ばす教育が充 実
じゅうじつ

している １ ２ ３ ４ A B C D 

16. その他（                     ） １ ２ ３ ４ A B C D 
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Q３．あなたの将来のことについて教えてください。 

   （あなたが今考えていることに近いものを選んでください） 

➀ あなたは登米市に住み続けたいと思いますか？ （１つ選んで数字に〇をつけてください） 

1. ずっと登米市に住みたい ➡②の質問へ 

2. 進学・就職などで登米市から一時的に離れるが、戻ってきたい ➡②の質問へ 

3. 登米市以外のところに住みたい ➡③の質問へ 

4. わからない 

➁ ➀で「1. ずっと住みたい」「2. 戻ってきたい」を選んだ方は、その理由を教えてください。  

（1 つ選んで数字に〇をつけてください）  

1. 生まれ育った愛着のある地域だから      2. 家族や友人が住んでいるから 

3. 希望する職場・職業があるから        4. 家や家業
かぎょう

をつぐため 

5. その他（                                      ） 

➂ ➀で「3. 登米市以外のところに住みたい」を選んだ方は、その理由を教えてください。 

 （1 つ選んで数字に〇をつけてください） 

1. 親から離れ自立したい            2. 都会での生活にあこがれる 

3. 登米市に希望する職場・職業がないから    4. 違う環 境
かんきょう

で自分の力を試したい 

5. その他（                                      ） 

➃ 将来どのような仕事をやってみたいですか？ （2 つまで選んで数字に〇をつけてください） 

1. 農林水産業関係(農家・漁師・酪農
らくのう

家など)    2. 建築・建設関係(設計士・大工
だ い く

・左官
さ か ん

・測量士など) 

3. 工業・製造業関係(自動車製造・食品製造・電気機器製造・衣類製造・輸送機械組立
くみたて

・金属彫 刻
ちょうこく

など)   

4. 金融
きんゆう

・保険関係(銀行員・証 券
しょうけん

員・経営コンサルタント・ファイナンシャルプランナー・保険外交員など) 

5. 情報・通信・IT 関係(システムエンジニア・プログラマー・データアナリスト・Web
ウ ェ ブ

デザイナーなど) 

6. 航空
こうくう

船舶
せんぱく

・運輸
う ん ゆ

関係(パイロット・キャビンアテンダント・船長・航海
こうかい

士・電車やバスの運転士など)     

7. 医療
いりょう

関係(医師・看護
か ん ご

師・薬剤
やくざい

師・検査技師など)   8. 福祉・介護関係(言語聴 覚
ちょうかく

士・介護福祉
ふ く し

士など) 

9. 教育・保育関係(教員・セミナー講師・保育士など) 10. 動物・ペット関係(獣医
じゅうい

・トリマー・調教師など) 

11. 学術・芸術関係(研究者・漫画
ま ん が

家・画家など)     12. スポーツ関係(プロ選手・コーチ・トレーナーなど) 

13. 理容・美容・ファッション関係(理容師・美容師・モデル・ネイリスト・スタイリストなど)                                        

14. 報道・芸能・広告関係(記者・アナウンサー・俳優
はいゆう

・映画監督
かんとく

・歌手・編集者・カメラマン・イベント企画
き か く

など) 

15. 飲食業・販売
はんばい

業関係(調理師・栄養士・シェフ・パティシエ・接客員・バイヤー・販売
はんばい

員など)    

16. 観光・旅行・ホテル関係(観光ガイド・旅行コーディネーター・添 乗
てんじょう

員・ホテルスタッフなど) 

17. 公務員(警察官・消防士・自衛官・市職員など)   18. 団体職員(農協・漁協・商工会・NPO など) 

19. 専門職系(弁護士・税理士など「〇〇士」の仕事)   20. 起業家・個人事業主(社長・商店主など) 

21. その他(                )   22. まだ決まっていない 
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➄ あなたが大人になったとき、登米市が今以上に「どんなまち」になっていたら良いと思いますか？ 

(3 つまで選んで数字に〇をつけてください） 

 1. 子どもを産みやすく、育てやすいまち 

 2. 道路や公園、市内巡 回
じゅんかい

バスなどが整備されたまち 

 3. 農業・林業が盛
さか

んなまち 

 4. 働くところや職種がたくさんあるまち 

 5. 買い物できる店がたくさんあり、にぎわいのあるまち 

 6. 外国の人を含め、たくさんの観光客が訪れる魅力
みりょく

的なまち 

 7. 地域の歴史文化を大切にし、次世代に伝えるまち 

 8. 自然を大切にし、環 境
かんきょう

保全に取り組むまち 

 9. 災害や犯罪などが少なく、安全で安心して暮らせるまち 

10. 子どもからお年寄りまで、一緒に協力してまちづくりに取り組むまち 

11. 病院や福祉
ふ く し

施設
し せ つ

が充 実
じゅうじつ

したまち 

12. 学校や教育活動が充 実
じゅうじつ

したまち 

13. 映画館やコンサートホールなど、芸術鑑 賞
かんしょう

が充 実
じゅうじつ

したまち 

14. いろいろな競技場など、スポーツ施設
し せ つ

が充 実
じゅうじつ

したまち 

15. 登米市外から多くの人に移り住んでもらえるまち 

16. その他（                                      ） 

 

Q４．もしあなたが登米市の市長だったら！ 

   （登米市を「どんなまち」にしたいですか？意見やアイディアを書いてください） 

                                              

                                              

                                              

 

Q５．あなたは、今後どんな活動であれば参加してみたいと思いますか？ 

   （次の地域での活動の中から、２つまで選んで数字に〇をつけてください） 

 1. 自然を守り、花や木を植える活動      2. まちをきれいにする活動 

 3. 小学生が行う活動へのサポート       4. お年寄りや障がいのある人を手助けする活動 

 5. 伝統芸能を伝える活動           6. 農作業などを体験する活動 

 7. 地域のイベントなどのお手伝い活動     8. 地域の情報を発信する活動 

 9. 登米市以外のまちの人との交流活動    10. その他（                ） 

 

～質問は以上です。ありがとうございました。名前を書かずに担任の先生に提出してください～ 
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未来へ つなぐ まちづくり 
 

 

 

 

 

 

 

登米市協働キャラクター「とめ丸」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 3年 9月 

登米市まちづくり推進部 市民協働課 
  〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目 6番地 1 

  TEL：0220-22-2173 / FAX：0220-22-9164 

 

とめ市民活動プラザ（中間支援組織） 
  〒987-0511 登米市迫町佐沼字大網 390番地 15 

  TEL：0220-44-4167 / FAX：0220-44-4877 


