
1 

 

２０２１年栗原市長選公開討論会 事前アンケート 結果の分析 
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Ｑ２．その他 文章欄 

バリアフリー、グローバル化 

政策が市民に伝わっていないとおもうし、イベントなどの広報活動を積極的に行なって欲しい 

保育 
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Ｑ３．その他 文章欄 

期待感がないから 

求めているものがないから 

仕組みがあまりよく分からないから 

自分が投票しても何も変わらないしどうせ政策とかが良くなる訳では無い、政治家なんて寝てるだけ

の感じがするから 

選挙の時に選ばれそうなことを話して、実際に選ばれた時にその仕事をしてくれるか分からないか

ら。そう考えると選びたくない() 

選挙公約を掲げても、それを実現できるかどうかが不透明であることや掲げた公約がこれから先の

栗原に役立つとは考えにくい部分があるため。 

誰が選挙に当選しても大きな変わりわないと思う。栗原市で大きいことはできないと思うのでこのま

ま栗原市を続けると思う。 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

何が大事かよくわからないから

自分が投票しなくても、変わりはな…

面倒くさいから

自分に関係なさそうだから

その他

まわりの人が行かないから

Ｑ３．Ｑ１で「あまりない」または「全くない」と答えた方にお聞きしま

す。あなたが選挙に興味を持てない理由は何が原因ですか？ ※

Q1の回答者107名



4 

 

 

 

    Ｑ４．栗原市にどうなってほしいですか？ 

22 活気 自然を有効に活用した誰に対してもあたたかい地域 

22 活気 
明るく、活気があり、他の県や市、町から栗原市に行きたいと思ってもらえるよう

な市。 

22 活気 行事などが活発になって欲しい 

22 活気 スポーツや観光などで活気のある街になってほしい。 

22 活気 緑を残しつつ活発になって欲しい 

22 活気 少しお店を増やして賑やかにして欲しい。でも余り変わらなくてもいい。 
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22 活気 さらに活気あふれる市になってほしい。 

22 活気 さらに活性してほしい 

22 活気 シャッター商店街が無い町 

22 活気 みんなが明るい街 

22 活気 もっと活気があってほしい 

22 活気 もっと活気のある市になってほしい 

22 活気 もっと賑やかになってほしい 

22 活気 活気のあるくりはら 

22 活気 活気のあるまち 

22 活気 活気のある街になって欲しい 

22 活気 活発に 

22 活気 元気 

22 活気 元気でいてほしいです 

22 活気 明るく、活気のある都市になって欲しい。 

22 活気 明るく元気な街になって欲しい 

22 活気 明るく賑わいのある街 

22 住みやすく 市内のより田舎であるところの交通手段等の改善 

22 住みやすく 
市民が街づくりに参加できるように市民自身が住みやすい街を作りやすい環境

になってほしい 

22 住みやすく よりすみやすくハイテクな市 

22 住みやすく 商業施設などが充実し、更に住みやすくなってほしい。 

22 住みやすく 
豊かでカメムシのいないところにする。 

観光客の方が住みやすい栗原市をつくる 

22 住みやすく 
若い人がわざわざ休みの日などに仙台にいかなくても楽しめる、過ごしたいと思

えるような街をつくってほしい 

22 住みやすく 
できるなら、今以上に住みやすい町にしてほしいです。今でも十分だとは思います

がより住みやすい町なると嬉しいです。 

22 住みやすく もっと住みやすくなって欲しい 

22 住みやすく より一層暮らしやすい市にして欲しい 

22 住みやすく 過ごしやすくなればいい 

22 住みやすく 公共交通機関や交通の便がもっと便利になってほしい 

22 住みやすく 更に住みやすい街になって欲しい 

22 住みやすく 今より住みやすくなって欲しい 

22 住みやすく 住みやすい市 

22 住みやすく 住みやすい市に 

22 住みやすく 住みやすい市にしてください 

22 住みやすく 住みやすい地域になってほしい 

22 住みやすく 住みやすい町になって欲しい 

22 住みやすく 住みやすくなってほしいです 

22 住みやすく 住む側の気持ちを考えた市 
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22 住みやすく 抽象的ではありますが、より市民への利便性に長けた地域になって欲しいです。 

22 住みやすく 田舎の中でもとても過ごしやすい市になって欲しい 

15 お店 魅力的な店を一つでも作り、栗原市に来てくれる人を増やしてほしい 

15 お店 

商業施設の発展、増設 

公共交通機関の増設(築館新田付近にもバス停が欲しい、学校の帰宅時間帯に

あったバスを出して欲しい) 

15 お店 多少飲食店や雑貨店を増やし、子供を育てるのに便利な街にしてほしい。 

15 お店 女子高生向けとかのお店が欲しい！ 

15 お店 商業施設などが充実し、更に住みやすくなってほしい。 

15 お店 
大きいショッピングモール作ってください！ 

そしたら、栗原にいます 

15 お店 
子供からお年寄りまで生活しやすい環境を整える。お店を増やしてもっと楽しめる

場所を増やして欲しい 

15 お店 少しお店を増やして賑やかにして欲しい。でも余り変わらなくてもいい。 

15 お店 
若い人がわざわざ休みの日などに仙台にいかなくても楽しめる、過ごしたいと思

えるような街をつくってほしい 

15 お店 お店もっと増やして欲しい 

15 お店 お店を増やしてほしい 

15 お店 もっとお店が増えて欲しい 

15 お店 もっとお店を多くして欲しいです。 

15 お店 商業施設の活性化を図って欲しい 

15 お店 商店街が活性化してほしい 

10 発展 
道路の整理がなっていなくて、地面がぼごぼこしているので、それをなおすなどし

て、綺麗な街作りをして欲しい。 

10 発展 よりすみやすくハイテクな市 

10 発展 豊かな自然を残しつつ、栗原市全体の町内の発展を両立させて欲しいです。 

10 発展 もっと発展して欲しい。 

10 発展 もっと良い街にして欲しい 

10 発展 よりよい地域になったらいいなと思っています。 

10 発展 更に発展してほしい 

10 発展 前年に住みたい田舎ランキング 1位だったのでもっと豊かになって欲しい 

10 発展 都会化 

10 発展 良く 

9 環境 緑を残しつつ活発になって欲しい 

9 環境 田舎を残した、古き良き町であって欲しい。 

9 環境 平和、自然的 

9 環境 豊かで自然が溢れる町 

9 環境 自然を有効に活用した誰に対してもあたたかい地域 

9 環境 豊かな自然を残しつつ、栗原市全体の町内の発展を両立させて欲しいです。 
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9 環境 環境がいい街 

9 環境 
環境問題、保証などちゃんとしてほしい、税金の振込すぎなどそういう事がないよ

うにしてほしい 

9 環境 空気の綺麗な町 

7 そのまま 田舎を残した、古き良き町であって欲しい。 

7 そのまま 少しお店を増やして賑やかにして欲しい。でも余り変わらなくてもいい。 

7 そのまま いままでどおりで 

7 そのまま そのままでいいです 

7 そのまま 現状維持 

7 そのまま 今のままでいいと思う。 

7 そのまま 今のままで良い 

6 安心 
子供からお年寄りまで生活しやすい環境を整える。お店を増やしてもっと楽しめる

場所を増やして欲しい 

6 安心 
万が一再び新型コロナウイルスのような大規模な感染症が起こってもすぐ対応で

き安心して生活できるような街づくりを進めてもらいたい 

6 安心 変わらず安全で豊かであって欲しい 

6 安心 安心に住みやすい市 

6 安心 安心して暮らせる地域 

6 安心 安全な市 

6 チェーン店 子供が遊べるような公園やファーストフードなどを作って欲しい 

6 チェーン店 チェーン飲食店を増やしてほしい(リンガーハットなど) 

6 チェーン店 ファストフード店や若者のお店が欲しい。 

6 チェーン店 マクドナルド作ってください 

6 チェーン店 マックが欲しい 

6 チェーン店 マックのチェーン店がありつつ観光名所がある所 

4 観光 魅力的な店を一つでも作り、栗原市に来てくれる人を増やしてほしい 

4 観光 
明るく、活気があり、他の県や市、町から栗原市に行きたいと思ってもらえるよう

な市。 

4 観光 
豊かでカメムシのいないところにする。 

観光客の方が住みやすい栗原市をつくる 

4 観光 観光客が増えて欲しい 

4 豊か 変わらず安全で豊かであって欲しい 

4 豊か 豊かで自然が溢れる町 

4 豊か 豊かな自然を残しつつ、栗原市全体の町内の発展を両立させて欲しいです。 

4 豊か 
豊かでカメムシのいないところにする。 

観光客の方が住みやすい栗原市をつくる 

4 若者 若者が残りやすい街になってほしい 

4 若者 
若い人がわざわざ休みの日などに仙台にいかなくても楽しめる、過ごしたいと思

えるような街をつくってほしい 

4 若者 若い人が溢れる所になって欲しい 
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4 若者 若者が栗原に住みたいって思える街づくりに精一杯取り組む。 

3 帰省 

高校生まで医療費がかからないのはすごく大きなことだと思います。また、若い人

が進学してまた栗原市に戻ってきたいと思うようなところになればいいと思いま

す。 

3 帰省 帰ってきたくなるような市になってほしい 

3 帰省 帰ってきたくなる地元になってほしい 

3 コロナ 
コロナ禍で貧富の差が大きくなっているので給付金を生活のために恵んでほし

い 

3 コロナ 
万が一再び新型コロナウイルスのような大規模な感染症が起こってもすぐ対応で

き安心して生活できるような街づくりを進めてもらいたい 

3 コロナ クラスター発生を抑えてほしい 

2 奇麗な 
道路の整理がなっていなくて、地面がぼごぼこしているので、それをなおすなどし

て、綺麗な街作りをして欲しい。 

2 奇麗な 美しくなって欲しい 

2 交通 

商業施設の発展、増設 

公共交通機関の増設(築館新田付近にもバス停が欲しい、学校の帰宅時間帯に

あったバスを出して欲しい) 

2 交通 市内のより田舎であるところの交通手段等の改善 

2 人口 少子高齢化減少 

2 人口 人口が増えて欲しい 

2 平和 平和、自然的 

2 平和 平和で助け合える町 

2 わからない よくわからない 

2 わからない わからない 

1 遊べる所 大人も子供も遊べる所をつくって欲しい 

1 アピール 
アピールすべきものを増やしたり、市議会ではこんな風景ですみたいに政治家の

人達が仕事しているのか寝ているだけなのかを見せて欲しい 

1 医療費 

高校生まで医療費がかからないのはすごく大きなことだと思います。また、若い人

が進学してまた栗原市に戻ってきたいと思うようなところになればいいと思いま

す。 

1 変える 市長を変えてほしい 

1 給付金 
コロナ禍で貧富の差が大きくなっているので給付金を生活のために恵んでほし

い 

1 行事 行事などが活発になって欲しい 

1 公園 子供が遊べるような公園やファーストフードなどを作って欲しい 

1 子育て 多少飲食店や雑貨店を増やし、子供を育てるのに便利な街にしてほしい。 

1 子供 子供が遊べるような公園やファーストフードなどを作って欲しい 

1 市議会風景 
アピールすべきものを増やしたり、市議会ではこんな風景ですみたいに政治家の

人達が仕事しているのか寝ているだけなのかを見せて欲しい 

1 自給自足 自給自足の生活ができる市になって頂きたい 

1 市長 市長を変えてほしい 
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1 市民参加 
市民が街づくりに参加できるように市民自身が住みやすい街を作りやすい環境

になってほしい 

1 女子高生 女子高生向けとかのお店が欲しい！ 

1 スポーツ スポーツや観光などで活気のある街になってほしい。 

1 住みやすい 安心に住みやすい市 

1 地域活動 
多くの地域活動があると良いと思いますもっと、地域との関わりが増えて欲しいで

す。 

1 残りやすい 若者が残りやすい街になってほしい 

1 半年講習 
高齢者の免許返納をして欲しい。 

または、半年ごとの講習 

1 免許返納 
高齢者の免許返納をして欲しい。 

または、半年ごとの講習 

1 モール 
大きいショッピングモール作ってください！ 

そしたら、栗原にいます 

1 有言実行 有言実行する市になって欲しい 

1 有名 もっと有名になって欲しい 

    なし 

    
回答になっていないかもしれませんが、どうなってほしいかを考えるつもりはあり

ません。 

    大崎市民だからどうでもいい 

    登米市民です 

    特にない 

    特にない 

    特になし。 

 


