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「第２期山田町まち・ひと・しごと創生総合戦略」 
策定に関するアンケート調査結果 

 

 

転出者アンケート調査結果 
 

０．結果概要                             
 
【結果概要】 

実施目的 
過去３年間で山田町から転出された世帯に対するアンケート調査を行い、転出の実

態や出に当たっての考え・意識、今後の帰郷意向等を把握する 

実施期間 
令和 2年 9月 11 日（金）～令和 2年 9月 25 日（金） 

※ただし、9/25～10/12 の返信票も回収・集計 

配付・回収方法 
配付：郵送配布 

回収：返信封筒による郵送回収 

配付数・回収状況 

送付数：1,351 枚 

回収数：315 枚 

回収率：23.3％ 

 
【アンケート設問】 

 設問 

１．属性 問１．回答者属性 

・性別 

・年齢 

・出生地 

・職業 

・東日本大震災の影響 

２．転出前と転出後

のお住まい 

問２．山田町に何年住んでいたか 

問３．現在住んでいる市町村はどちらか 

問４．転出前のお住まいと現在のお住まいの携帯及び世帯構成 

３．山田町から転出

された理由 

問５．転出された最も大きな理由は何か 

問６．現在のお住まいを決定した際に重視した条件は何か 

４．今後のお住まい 問７．今後のお住まいについてどのように考えているか（居住継続意向） 

問８．山田町に戻りたいとした人は、山田町がどのようなまちになれば戻りたいか 

５．自由意見 問９．山田町にお住いの際に感じていたこと、山田町に対して思うこと 
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１．あなた⾃⾝のことについておたずねします               
問１ あなた⾃⾝のことについておたずねします。（各項⽬で１つだけ○） 

 
①  性別 

・⼥性回答者の割合が 49.8％で、男性回答者を上回る結果となっています。 
 

 
  
 
 
②  年齢 

・「20 歳から 29 歳」の割合が 29.5％と最も多く、次いで「30 歳から 39 歳」の割合が 22.5％、
「40 歳から 49 歳」の割合が 14.6％と多くなり、⽣産年齢⼈⼝の回答者数が多く、⽼年⼈⼝の
回答者が少ない結果となっています。 

 
 

 
 
③  出生地 

・「⼭⽥町内」の割合が 55.2％と最も多く、次いで「（⼭⽥町を除く）その他岩⼿県内」の割合
が 21.6％と多い結果になっています。 

 

 
 
  

区分 回答数 構成比

男 152 48.3%

女 157 49.8%

無効回答 0 0.0%

無回答 6 1.9%

合計 315 100.0%

区分 回答数 構成比

15～19歳 10 3.2%

20～29歳 93 29.5%

30～39歳 71 22.5%

40～49歳 46 14.6%

50～59歳 33 10.5%

60～69歳 26 8.3%

70～79歳 17 5.4%

80歳以上 18 5.7%

無効回答 1 0.3%

無回答 0 0.0%

合計 315 100.0%

区分 回答数 構成比

山田町内 174 55.2%

その他岩手県内 68 21.6%

岩手県外 60 19.0%

無効回答 0 0.0%

無回答 13 4.1%

合計 315 100.0%

男

48.3%
女

49.8%

無回答

1.9%

n=315

15～19歳

3.2%

20～29歳

29.5%

30～39歳

22.5%

40～49歳

14.6%

50～59歳

10.5%

60～69歳

8.3%

70～79歳

5.4%

80歳以上

5.7%

無効回答

0.3%

n=315

山田町内

55%その他岩手

県内

22%

岩手県外

19%

無効回答

0%

無回答

4%

n=315
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④  職業 

・「公務員」の割合が 15.9％で最も多く、次いで「無職（年⾦⽣活の⽅も含む）」の割合が 13.8％、
「医療・福祉」の割合が 11.7％となっています。 

・「学⽣」は 7.6％と⽐較的少なくなっています。 

 

 
 
 
 
⑤ 東日本大震災による影響 

・⾃宅が被災していない⼈の割合が 55.9％と過半数を占めています。 
・対して、⾃宅が被災した⼈の割合は 31.1％となっています。 

 
 

 
  

区分 回答数 構成比

農林業 2 0.6%

漁業 5 1.6%

水産・食品加工業 1 0.3%

建設業 24 7.6%

製造業 14 4.4%

運輸業 6 1.9%

卸売業・小売業 6 1.9%

金融・保険業 8 2.5%

不動産業 0 0.0%

宿泊業・飲食業 6 1.9%

教育関連 17 5.4%

医療・福祉 37 11.7%

情報通信業 5 1.6%

その他サービス業 16 5.1%

公務員 50 15.9%

アルバイト・パート 19 6.0%

家事専業 6 1.9%

学生 24 7.6%

無職 42 13.3%

その他 21 6.7%

無効回答 2 0.6%

無回答 4 1.3%

回答者数計 315 －

区分 回答数 構成比

自宅が被災した 98 31.1%

自宅は被災していない 176 55.9%

無効回答 1 0.3%

無回答 40 12.7%

合計 315 100.0%

1% 2%

0%
8%

4% 2%

2%
3% 0%
2%

5%

12%

2%
5%16%

6%

2%

8%

13%

7%

1%

1%

農林業 漁業

水産・食品加工業 建設業

製造業 運輸業

卸売業・小売業 金融・保険業

不動産業 宿泊業・飲食業

教育関連 医療・福祉

情報通信業 その他サービス業

公務員 アルバイト・パート

家事専業 学生

無職 その他

無効回答 無回答

n=315

自宅が被災

した

31.1%

自宅は被災

していない

55.9%

無効回答

0.3% 無回答

12.7%

n=315
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２．あなたの転出前と転出後のお住まいについてお伺いします。    
問２ 転出前の⼭⽥町には何年間お住まいでしたか。（１つだけ○） 

・「11 年以上」の割合が 60.3％と過半数を占めており、次いで「1〜２年」が 10.5％、「５~10
年」が 9.8％となっています。 

 

 
 
 
 

問３ 現在はどちらにお住まいですか。（１つだけ○） 
・「岩⼿県外」の割合が 43.2％と最も⾼くなっており、次いで「（宮古市･⼤槌町を除く）その他

県内」が 40.0％、「宮古市」が 13.3％となっています。 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

区分 回答数 構成比

１年未満 14 4.4%

１～２年 33 10.5%

２～３年 23 7.3%

３～５年 24 7.6%

５～10年 31 9.8%

11年以上 190 60.3%

無効回答 0 0.0%

無回答 0 0.0%

合計 315 100.0%

区分 回答数 構成比

宮古市 42 13.3%

大槌町 10 3.2%

その他県内 126 40.0%

岩手県外 136 43.2%

無効回答 0 0.0%

無回答 1 0.3%

合計 315 100.0%

１年未満

4.4%
１～２年

10.5%

２～３年

7.3%

３～５年

7.6%

５～10年

9.8%

11年以上

60.3%

n=315

宮古市

13.3%

大槌町

3.2%

その他

県内

40.0%

岩手県外

43.2%

無回答

0.3%

n=315
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問４ 転出前のお住まいと現在のお住まいについて、お住まいの形態及び世帯構成につい
て、それぞれお訪ねします。（１つだけ○） 

・住まいの形態では、転出前は「持ち家（⼾建て）」が 56.8％と過半数を占めている⼀⽅で、転
出後では「⺠間賃貸（集合）」が 38.4％と最も⾼くなっており、「持ち家（⼾建て）」は 26.0％
に留まります。 

・世帯構成では、転出前は「夫婦と⼦ども」（核家族）の割合が 31.4％と最も⾼くなっており、
次いで「⼀⼈世帯」が 24.4％、「三世代同居」が 22.9％となっていますが、転出後では、「⼀
⼈世帯」が 37.1％と最も⾼くなっており、次いで「夫婦と⼦ども」（核家族）が 21.7％となっ
ています。 

 

 
 

  

問４－１　転出前のお住まいと現在のお住まいの形態

回答数 構成比 回答数 構成比

持ち家（戸建て） 179 56.8% 82 26.0%

持ち家（集合住宅） 1 0.3% 14 4.4%

民間賃貸（戸建て） 19 6.0% 18 5.7%

民間賃貸（集合） 36 11.4% 121 38.4%

災害公営住宅 17 5.4% 7 2.2%

その他公営住宅 8 2.5% 1 0.3%

社宅･官舎･寮 38 12.1% 40 12.7%

その他 7 2.2% 20 6.3%

無効回答 1 0.3% 1 0.3%

無回答 9 2.9% 11 3.5%

合計 315 100.0% 315 100.0%

区分
転出前 転出後

持ち家

（戸建

て）

56.8%

持ち家（集合住宅）

0.3%

民間賃貸（戸建て）

6.0%

民間賃貸（集合）

11.4%

災害公営住宅

5.4%

その他公営住宅

2.5%

社宅･官舎･寮

12.1%

その他

2.2%

無効回答

0.3% 無回答

2.9%

n=315

転出前(⼭⽥町)

持ち家

（戸建

て）

26.0%

持ち家（集合住宅）

4.4%

民間賃貸（戸建て）

5.7%

民間賃貸（集合）

38.4%

災害公営住宅

2.2%

その他公営住宅

0.3%

社宅･官舎･寮

12.7%

その他

6.3%

無効回答

0.3%
無回答

3.5%

n=315

転出後
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問４－２　世帯構成

回答数 構成比 回答数 構成比

一人世帯 77 24.4% 117 37.1%

夫婦のみ 13 4.1% 44 14.0%

夫婦と子ども 99 31.4% 68 21.6%

ひとり親と子ども 22 7.0% 18 5.7%

三世代同居 72 22.9% 29 9.2%

その他 20 6.3% 20 6.3%

無効回答 0 0.0% 1 0.3%

無回答 12 3.8% 18 5.7%

合計 315 100.0% 315 100.0%

区分
転出前 転出後

一人世帯

24.4% 夫婦のみ

4.1%

夫婦と子ども

31.4%ひとり親と

子ども

7.0%

三世代同居

22.9%

その他

6.3%

無回答

3.8%

n=315

転出前(⼭⽥町)

一人世帯

37.1%

夫婦のみ

14.1%

夫婦と

子ども

21.7%

ひとり親と

子ども

5.8%

三世代同居

9.3%

その他

6.4%

無回答

5.8%

n=315

転出後
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３．あなたが⼭⽥町から転出された理由についておたずねします。    
問５ 現在のお住まいに転出された最も⼤きな理由は何ですか。（１つだけ○） 
・「仕事の都合」が 44.8％と半数近くを占めており、次いで「家庭の事情」が 18.4％となってい

ます。 
 

 
 

 
 
 
  

区分 回答数 構成比

仕事の都合（就職･転職等） 141 44.8%

あなたの学校の都合（進学等） 37 11.7%

住宅の事情（広さ・家賃等） 11 3.5%

家庭の事情（結婚・子供の進学等） 58 18.4%

生活環境（買い物等の利便性） 8 2.5%

健康事情（通院等） 18 5.7%

親・子等との同居 12 3.8%

親・子等との別居 3 1.0%

その他 19 6.0%

無効回答 2 0.6%

無回答 6 1.9%

合計 315 100.0%

「その他」の具体的内容

要介護

山田町には土地がなかった為

高校卒業後、進学のために仙台へ→2年後、就職のため盛岡へ

収入

復興が完了していないため

里帰り出産終了のため

施設入所のため

住む場所がないから

震災後本当は山田町に住まいは希望していましたが都合により

家族の勤務地の関係

自分の事情です

同棲するため

職場までの通勤（短時間）、夜間帯呼び出しあるため

1人になった為、娘に世話になる

歳をとり子供と同居する事にした

仕事の都合

44.8%

あなたの学校の都合

11.7%

住宅の事情

3.5%

家庭の事情

18.4%

生活環境

2.5%

健康事情

5.7%

親・子等との同居

3.8%

親・子等との別居

1.0% その他

6.0%

無効回答

0.6% 無回答

1.9%

n=315
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問６ 現在のお住まいを決定した際、特に重視した条件は何ですか。（３つまで○） 
・「通勤・通学の利便性」が 47.6％と最も多くなっており、次いで「⽇常⽣活(買い物や娯楽等)

の便利さ」が 36.8％、「実家がある、家族や友⼈が近くにいる」が 18.4％となっています。 
 

 
 

 

区分 回答数 構成比

通勤・通学の利便性 150 47.6%

地価・家賃相場 49 15.6%

土地や住宅の広さ・設備 45 14.3%

日常生活（買い物や娯楽等）の便利さ 116 36.8%

子育て・教育環境 16 5.1%

医療・福祉環境 57 18.1%

防災・防犯に対する安全性 12 3.8%

自然環境の良さ 12 3.8%

実家がある、家族や友人が近くにいる 58 18.4%

まちのイメージや雰囲気 21 6.7%

その他 52 16.5%

無効回答 0 0.0%

無回答 9 2.9%

回答者数計 315 －

「その他」の具体的内容

施設入所のため（５人）

特になし（５件）

主人の実家がある（４件）

自宅があるため（４件）

親族との同居

同居を無理強いされた

結婚により住居は決定していたため

結婚相手の家に入ることが必須だった

結婚の為

結婚の為　特になし

家族がすぐ会える時間、距離にいる

官舎住まいのため（３件）

住む場所が寮しかないから

寮

仕事の都合により、自分で選定していない

仕事の都合

仕事がある（就職）

条件はありません。指定された場所に住まなければなりませんでした。

主人の転勤先だった為

転勤なので条件は特に考えていません。

主人の先祖の土地を管理しなければいけないため。必然的に…。

大学が近くにあるため

里帰り終了のため

配属先が一関市だったため。

派遣のため

イヌの件

もともと居住していた。仕事の都合で山田町へ転出し、その後もとの居住地へ戻った。

山田町転居前の自宅に戻った

新築

土地代建築費用が予算内

金があっても学がない田舎、学があれば金が得られる都会と思わないけど勉強して自分で人生を切り拓き
たかった。

家の前に行く為の道路を使用できないので生活が出来ない。家の前の仮設住宅が、1ｍ位高くなっていて
台風や大雨の時、雨水が家に入り込んで床下浸水になったため

47.6%

15.6%

14.3%

36.8%

5.1%

18.1%

3.8%

3.8%

18.4%

6.7%

16.5%

0.0%

2.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

通勤・通学の利便性

地価・家賃相場

⼟地や住宅の広さ・設備

⽇常⽣活（買い物や娯楽等）の便利さ

⼦育て・教育環境

医療・福祉環境

防災・防犯に対する安全性

⾃然環境の良さ

実家がある、家族や友⼈が近くにいる

まちのイメージや雰囲気

その他

無効回答

無回答

n=315
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４．あなたの今後のお住まいについておたずねします。        
問７ 今後のお住まいについてどのようにお考えですか。（１つだけ○） 
・「現在の住まいに住み続けたい」が 50.2％と半数近くを占めていますが、「条件等が合えば⼭

⽥町に戻りたい」は 19.7％、「⼭⽥町に戻りたい」は 9.5％となっており、前述２回答を合わ
せると 29.2％が、将来的に⼭⽥町に戻ることを意識しています。 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

区分 回答数 構成比

現在の住まいに住み続けたい 158 50.2%

山田町に戻りたい 30 9.5%

条件等が合えば山田町に戻りたい 62 19.7%

山田町以外に引っ越したい 19 6.0%

その他 36 11.4%

無効回答 0 0.0%

無回答 10 3.2%

合計 315 100.0%

「その他」の具体的内容

転勤次第（８人）

仕事の都合による（３人）

未定（２人）

仕事の都合で転居をくり返すことが多いが、将来的には実家へ戻りたい。

異動などがあるため考えていない

進学先による

今年山田町に戻った

公営住宅に移りたい。

このまま施設入所

10月から戻る　仕事都合

夏涼しい処へ引越しの予定

宮古市に自宅を建てる

北海道内での就職を考えている

札幌の自宅がありますので、将来的には札幌市へ

結婚のため現在の住まいを離れ仙台へ引越す

特になし

岩手県に戻りたい

岩手県には戻りたいが、山田町に戻りたいとは思わない。

地元に戻る

いずれは実家のある福島県に戻りたいです。

いずれは神奈川へ戻りたい

まだ今後について考えていない

引っ越したばかりなのでまだ今後のことはかんがえていないです。

現在の住まいに

住み続けたい

50.2%

山田町に戻りたい

9.5%

条件等が合えば

山田町に戻りた

い

19.7%

山田町以外に

引っ越したい

6.0%

その他

11.4%

無回答

3.2%

n=315
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問８ 問７で「戻りたい」「条件が合えば戻りたい」と回答した⽅に質問します。⼭⽥
町がどのようなまちになれば、戻りたいと思いますか。（３つまで○） 

・「近隣で雇⽤が確保されたまち」が 51.6％と最も多くなっており、次いで「⽣活利便性が⾼い
まち」が 42.1％、「保険医療・福祉が充実したまち」が 40.0％となっています。 

 

 
 
 

 
  

区分 回答数 構成比

近郊で雇用が確保されたまち 49 53.3%

生活利便性が高いまち 40 43.5%

子育て支援が充実したまち 26 28.3%

保健医療･福祉が充実したまち 38 41.3%

防災など安全性の高いまち 13 14.1%

住宅補助等の支援が充実したまち 20 21.7%

自然環境が豊かなまち 25 27.2%

住民同士のつながりがあるまち 10 10.9%

その他 11 12.0%

無効回答 3 3.3%

無回答 0 0.0%

回答者数計 92  －

「その他」の具体的内容

実家があるが、収入面できびしい

自分が生まれ育った場所で、住みやすく、思い出の場所がいっぱいあるから

内陸へのアクセス道路の充実

山田町には50年住みました。状況が合えば戻りたいと思います。

子育てが終わり定年退職したら

ある程度社会を経験したら、戻りたい

復興が完了して大型車等の往来が減少したら

勤務状況によるため。

現状でも良いと思います。あくまでも、仕事、進学の場合

戻りたいが住む所がない。賃貸が高い所ばかりで借りられない

教育、女子供の安全、治安

東日本大震災を機に、妻の実家（被災した）のある山田町に移住し、家を借りて倉庫が付いていたのでボラ
ンティア活動をしたいと思い、水道をひいたり住める様に自力でリフォームをしました。家の前には道路があ
り、そこを通らないと生活ができないのですが、道路の持ち主さんの許可がおりず通れませんでした。大雨
や台風で家の前にある仮設住宅（我が家より1ｍ位高く建っている）から流れて来る雨水で何度も床下浸水
になり、県や役場にも相談したが、なかなか難しかったので、やむなく引っ越しをしました。もし、道路を通る
事が出来れば、床下浸水がなければ、一生住みたいと考えていたので、とても残念でした。（生活道は、弁
護士さんに相談したところ、袋小路になっているので囲繞権がありますと教えて頂きました）最低限の生活
ができる町づくりをお願い致します。

自身の仕事を出産後も続けるために、山田町を離れましたが、町独自で0～2歳児の保育料も無償になった
り、乳幼児健診の内容が現在住んでいる所より丁寧だったりすると、子育てする環境としてはいろいとと手
厚く感じました。

53.3%

43.5%

28.3%

41.3%

14.1%

21.7%

27.2%

10.9%

12.0%

3.3%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

近郊で雇⽤が確保されたまち

⽣活利便性が⾼いまち

⼦育て⽀援が充実したまち

保健医療･福祉が充実したまち

防災など安全性の⾼いまち

住宅補助等の⽀援が充実したまち

⾃然環境が豊かなまち

住⺠同⼠のつながりがあるまち

その他

無効回答

無回答

n=92
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５．⾃由意⾒                             
問９ ⼭⽥町にお住まいの際に感じていたことや、現在お住まいの市町村と⽐べて、⼭⽥

町に対して思うこと等がございましたらお書き下さい。 
・現時点での全回答 315 件のうち、⾃由意⾒の記述があったのは 172 件です。 
・⼭⽥町の良い⾯については、⾃然の豊かさ、海産物の美味しさ、⼈の優しさに関する意⾒が⽬

⽴つ結果となっています。 
・加えて、震災からの復興への感謝の意⾒や、復興まちづくりにより三陸鉄道陸中⼭⽥駅周辺に

各種施設を集中させたことへの評価に関する意⾒も複数⾒られます。 
・⼭⽥町の改善すべき点については、仕事の少なさや給与の安さ、賃貸住宅の家賃の⾼さ、交通

の不便さ、町⺠の少なさ（活気の無さ）、地⽅特有の⼈間関係のわずらわしさ等を指摘する意
⾒が⽬⽴っています。 

 

番号 ⾃ 由 意 ⾒ 

１ 
飲みの喧嘩が多い。未成年が飲んでいる。スクールバスを出すべき。お祭りの会場を元の⼤
きさに戻してほしい。他の市では市からの給付⾦が出ているのに⼭⽥町は学⽣に対しての給
付⾦がない。働く場所がない。進学する場所もない。 

２ 早く⼭⽥に帰りたいです。 

３ 

⼭⽥町は夏場、海⽔浴で思う存分楽しめるところが魅⼒です。うわさではあるのですが、⼩
学⽣等の中でいじめがあると聞きました。教育委員会等は、そのいじめの報告を隠蔽するこ
となく真に⽴ち向かって欲しいと思います。どうか、平和で楽しい⼭⽥町になりますよう
に！ 

４ ⼭⽥に居住していて、不便だと感じたのは、鉄道が不通だったことくらいでしたので、本数
が増えると良いのではないでしょうか。 

５ ⼭⽥町に雇⽤の場を！！ 
6 仕事が少ない 

7 

⼭⽥にどんな⽀援があるかわかりませんが、現在住んでいるところは町のマルフクで中学卒
業まで医療費タダなので助かっています。雇⽤なども安定するのであれば、主⼈の家を出て
⼭⽥に戻ってもいいかな？と思います。あと、⼭⽥に帰って思うのは、震災前より⼦供が遊
べる場所が少ないのかな？と思います。⼭を切り拓き住宅地にするしかなかったかもしれま
せんが、少し淋しいですね。 

8 
⼩学校⼊学になり、学童を利⽤したかったが、18 時までに会社から学童に⾏くのは無理だっ
たので、もう少し遅くまでやっていてほしかった。学童に間に合う地域で、家を建てると補
助が出る⼤槌に転⼊しました。 

9 町内の交通の充実 

10 
⽥舎ならではなのか？個⼈情報がすぐ広がる。娯楽施設が少なすぎる（楽しめる場所がな
い）。三陸道が実家に近いのに、乗り降り出来ない。何故宮古⽅⾯から降りられないのか？
不便でしかない。何故そういう作りにしたのか？（⼭⽥北だけ） 

11 

⼦育て⽀援については、保育所での休⽇保育も充実して、⽣活利便についても銀⾏さんやス
ーパーなど中⼼部にあり、宮古と⽐べればすごく良くて買い物などはわざわざ⼭⽥町へ⾏く
ほどです。ただ、45 号沿いに⾞も少なく、三陸道路で⼭⽥を通り過ぎて宮古から釜⽯へ⾏く
という⼈も実際はいたりして、ますます街中がさみしいな…とは思います。今は⾼齢者も⻑
⽣きして、元気いっぱいで。若い⼈から年寄りまで楽しめるように、宮古にあるようなミス
ド、マクドナルド、すきやとかドライブスルーなんかもあっていいのかな？と思います。せ
っかくびはんさんでセルフのガソリンスタンドもつくってくれたり（けっこう利⽤します）、
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番号 ⾃ 由 意 ⾒ 
今流⾏りを取り⼊れて（釜⽯のイオンではないけれど）⽴ち寄りやすいお店をぜひ希望した
いです。早く、⼭⽥のキクコーあたりに道の駅！楽しみにしていますよ！あとは⼩児科さん
…。昔は宮古市まで⼦どもを連れていきました。今は三陸道路のおかげで便利になりました
が…。 

12 

⾼い堤防が出来た為、きれいな⼭⽥湾を⾒ることが出来なくなり年２回帰省する楽しみが減
ってしまいました。⾮常に残念です。どこか、⼭⽥湾を⼀望できる場所がほしいですね。ま
た、⼭⽥はすばらしい場所です。美味しい物もたくさんあります。もっとＰＲすべきです。
⻘森のように。是⾮ご検討下さい。 

13 

現在浜松市に住んでいますが、交通、医療、その他⽇常⽣活において便利が良いです。⼭⽥
町で⽣活していた時は⾞を所有していたので不便だとは思いませんでしたが、⾞を持ってい
ない⽅が⽣活するには不便を感じると思います。バスや電⾞の利⽤については⼈⼝の違いも
あるのですが本数、⾏先の案内は分かりやすく今どこにいるのか分かるようになっていて驚
きました。病院もたくさんあり安⼼感があります。今住んでいる地域は、スーパー、薬局、
コンビニ、銀⾏、郵便局など歩いて⾏ける距離にあり、スーパーには、タクシーをすぐ呼べ
るよう電話が設置してあり⾼齢の⽅の利⽤を多く⾒かけます。回覧板のまわる回数が多く市
の活動状況、地域のイベントや状況など知ることができ⽉ごとに何があるのか把握できま
す。⼦供が成⼈するまでは、住む予定でいます。 

14 
改めて、⼭⽥の環境の良さ、⼈柄の良さを実感しております。のびのびとした⼼の広さ、情
のある⼭⽥町の出⾝ということに誇りを持っています。遠くからですが、応援しておりま
す！コロナが落ち着いたら、まずは⾥帰りしたいです！ 

15 
内陸への交通の便が悪いので、何かと不便であった。紫波のオガールプロジェクトを参考に
プロジェクト計画の⽴案を⾏っては？良い⾒本が岩⼿県内にあるのであれば進んで研修に
⾏くべきでは？ 

16 

現在仙台に住んでいます。⼭⽥町に⽐べて仕事の幅も広いし、⽣活に不便することはないで
す。しかし、今後結婚、出産となった時には、⾃然豊かな⼭⽥町で⼦育てしたいと思います。
ただ仕事の有無や利便性を考えると仙台の⽅が良いのかなと思う部分もあります。もう少し
だけ仕事の種類や⼦育てがしやすい町になってほしいです。私も⼭⽥町で⽣まれ育ったの
で、⼈の良さや⾃然豊かなところが好きです。今後も復興やますますの発展に少しでも貢献
できることがあれば、⼒になりたいです。 

17 

現在、三沢市と⽐較しますと、⼭⽥町の⽅が⼈情、⾃然、海産物（ウニ、カキ）がおいしい、
やりがい（ボランティア）など、また住みたいと思います。転勤族なので、いろいろな町に
⾏っているので⼭⽥町には住めませんが、また旅⾏で⾏きたいと思います。家族も札幌から
数回来て、また⼭⽥町に⾏きたいと気に⼊っていますので…。⼭⽥町には平成 29 年 4 ⽉〜
令和元年 12 ⽉まで⼤変お世話になりました。航空⾃衛隊⼭⽥分屯基地の副隊⻑として、⼭
⽥町の官舎に居住して、町⺠の皆様にはいろいろとお世話になり、感謝しております。特に
町⻑の三選おめでとうございます。役場の河村さんには⼤変お世話になりありがとうござい
ました。⼭⽥町のご発展をお祈りしております。 

18 

町内に⼩児科があれば良かった。豊間根にも公園や⼦供の施設、⾬でも気軽に⾏ける屋内施
設等あれば助かる。おもいっきり体を動かし、沢⼭の⼈と交流をもてる場所。ケビンハウス
がカメ⾍だらけ。お⾵呂に⻲裂があり、お湯がぬけていた。⽼朽化が⽬⽴つ。⼭⽥町ふれあ
いセンター「はぴね」は何度も利⽤した。息⼦が当時 3〜4 歳頃、⾏動がおちつかない時期
であったため、⺟親なりに静かに過ごす様に⼼掛けたが、何度か注意を受け悲しくなった。
図書館機能を持ち合わせた公共施設だから、仕⽅がないのか…。ワークショップにも参加し
た。ジャブジャブプールも利⽤した。⾞がないと⼤変。せめて、町中⼼部に徒歩でも⾏ける
遊べる噴⽔広場を造って欲しい。お祭りでは、びはん前の町駐⾞場に停められず、スーパー
に買い物にきても⼤変だった。どうにかして欲しい。マルシェを開催して欲しい。野菜、果
物、花、⼯芸、海の物、ハンドメイド作家さん、コーヒーショップ、パン、ピザ、占い、⼤
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番号 ⾃ 由 意 ⾒ 
道芸⼈、ダンス、クイズラリー等、町内外から参加して頂いて楽しい場所を作って欲しい。
クジラ館も何度も⾏きました。⾼齢者施設、充実させてほしい。船越⼩、豊間根⼩にもクー
ラーつけて。急いで書いたため字がきたないです。すみません。⼭⽥町出⾝で良かったと想
える様な町になって欲しいです。 

19 

⾎縁や地縁など何かしらのゆかりがないと、コミュニティが広がらない。また、そのような
機会があるところもない。その反⾯、⼀⼈で楽しめたり過ごせるところもあまりないので外
から来た⼈は住みにくい⾯があるかもしれません。しかし、海や⾷べ物は本当にきれいでお
いしかったです。ゆっくりした時間も好きでした。 

20 「⼭⽥⼈」と⾔われる理由が良く分かった 

21 

夏になると毎年のように荒神に⾏っています。⾏く途中の道路をきれいに安全にした⽅がい
いです。⾞ですれちがった時、⼤変です。タブの⽊荘からでも⾏けるようになれば、もっと
たくさんの観光客がいらっしゃると思います。宿泊施設とかつくればいいと思う。もう少し、
若い⼈達の意⾒もきいてほしいです。 

22 
内陸在住の⽅は、「⼭⽥町は遠くて気軽に⾏けないところ」という印象もあるようです。宮
古に市道路開通後はそれを⽣かせるような、または「多少遠くても⾏きたい町」となるよう
な町づくりが出来れば良いと思います。 

23 復興が着実に⾏われており、帰省のたびに驚かされています。住みやすい町づくりがんばっ
てください。 

24 

バスの本数が少ない。⼦供を乗せてだったのですが、運転⼿さんや周りの⽅々がとても優し
かったのでとても助かり感謝しています。ショッピングモールみたいな複合施設があったら
買物やリフレッシュなどできただろうなと思いました。現在がどういう町並みになったのか
分からないのですが、よりよい町になる事を願っています。 

25 ⼭⽥町は⼭や海が近く、⼤きな公園もあり、買物も便利でとても良い町だと思います。 

26 

「現在の住まいに住み続けざるを得ない。」と⾔うのが正しい回答です。内陸⽣まれの私に
とって”海の町・⼭⽥町”は⾵光明媚であり、海から昇る朝⽇が⾝近に⾒られることは住む⾃
然環境としては⼤きな魅⼒です。⼭⽥町に住みたい願望はあるのですが、間もなく後期⾼齢
者を迎える私達夫婦には⼭⽥町へ新たな住宅の取得は経済的に不可能です。 

27 ⼭⽥町はコンパクトに多種のお店がそろっていたので、買物、⽣活等に不⾃由はありません
でした。 

28 
実家のある⼭⽥町に戻りたい。住みなれた場所だから、宮古と近いけど、やっぱり⼭⽥が良
い。今は銀⾏も近い所に集まっていて、⽤⾜しするなら宮古より楽。保健センターの機能を
みても、宮古より、⼭⽥が充実している。（⼦育ての⾯で） 

29 

⼭⽥に住んでいた時には⼀⼈住まいで⾃分の⾼齢の事も考えて現在の場所を選択しました。
同居している⼈が 9 ⼈である事は⾃分に合っているように思います。これからも今の場所で
の⽣活を望んでいます。時々は⼭⽥に帰宅したい気持ちになる時もあります。⼭⽥はやっぱ
り私の故郷と思っております。 

30 

病院の数や診療科が少なく、⻭科医院を予約してもスタッフの⼈⼿不⾜ですぐには診察でき
ないと⾔われたこともありました。また、⼭⽥病院を予約して⾏ったのに医療事務の⽅のミ
スで担当医の⽅が外出していたりと、仕事をしながら通うのにすごく不便を感じました。野
⽥村に住む知⼈は⼦育て世帯に⼿厚いことが気に⼊っていて、たまたま仕事の転勤で住むこ
とになったものの、しばらくは野⽥村に住む予定と⾔っていました。⼭⽥は⼦育てしにくい
環境だと思います。給⾷費（⼩中学校）の兄弟で 3 ⼈⽬からの無償より、医療⾯の充実など、
何かあっても安⼼できる環境でなければあまり住みたいと思いませんでした。 

31 どこも同じですが、過疎化対策と地域の存続であるように思います。国全体が⼈⼝減少して
いるから、⼭⽥町の⼈⼝減少を停める事は不可能でしょう。⽣活に必要な最低限の規模で住
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番号 ⾃ 由 意 ⾒ 
⺠が安⼼して暮らすことのできる⽅向を探ることかと思います。持てる有利な資源を⽣かし
⽣活の安全、教育、⽂化の豊かな社会の構築を進め、都市にない⽣活（精神的豊かな）を全
国に発信できる地域になれば他の地域からも移住者が来るでしょう。しかし現実の⼭⽥町は
不動産価格が⾼い、都市の連中は過疎でも古⺠家、⼟地付きを購⼊して、⾃然と親しみ⾃活
する道を求めると思うので、不動産物件が今のまま⾼いと他県からの移住者には⼤きなハー
ドルになります。ここが解決するといいですね。 

32 商業施設が少ない。バスの本数が少ない。店の営業時間が短い。 
33 地震が多い。厳しい⼈々。はぴねの優しさ。カキ⾙が⾼級で買えない。⼿厚い⽀援の数々。 

34 

病院がない、夜間の通院が宮古になる。給⾷がない。交通マネーが悪い。検診の案内が広報
にしか出ていない→広報を⾒落とすと検診が受けられない。役場の窓⼝の受付対応がいまい
ち（不親切）。休⽇や時間外の対応（平⽇にしか住⺠票が取れなかった）。ガソリンスタンド
の閉店が早い→残業すると間に合わない 

35 若くて元気なうちは⼭⽥町にいつまでも住んでいたいが⽼後になり、⾃分の⼦供達に先にお
世話になりそれから施設を考えた場合、施設の数が不⾜のため何年も待ち続けるのが⼤変 

36 

給料が低い。仕事が少ない。買い物、仕事、学校、病院どこに⾏くにも遠い。⾞が無いとど
こにも⾏けない。病院が少ない。産婦⼈科、⼩児科、⻭医者はもっと欲しい。通院で１⽇つ
ぶれる。待ち時間⻑い。イオンみたいな⼤型ショッピングモールがない。ラーメン屋以外の
店が少ない。遊ぶところが無い。⼩さな⼦供連れて⾏くと、ミルク⽤のお湯、⽔が無い。オ
ムツを替える場所が無い。ミルクを飲ませる場所、⺟乳を飲ませる場所が無い。離乳⾷が売
っていない。何をあげよう…何を⾷べさせようかと悩む。店のトイレ汚い。オムツ替えシー
ト汚い。⾷事屋さんの⼦供⽤イスを、置いてないとこ多い。公園の遊具少ない。夏は暑いか
ら遊べない。公園の⽇かげ増やして。役場や税務署など、⼿続きに⾏きたいのに仕事で平⽇
⾏けない。⼟⽇も役場を開けて欲しい。平⽇、⽉、⽊あたり休みにすればいい。⼟⽇を営業
すれば⼿続きしやすい。⼦供を育てやすく。保育無償化だけでなく、通園カバンや制服など、
おさがりを欲しい⼈にゆずってほしい。外国では、おさがりをボランティアで集めて、主婦
などがつくろいなおして中古で売る店があるそうです。せめて、広報にゆずりますコーナー
を作って下さい。ゆずりたい⽅、もらいたい⽅は役場へ連絡してください。と載せれば良い
のに。 

37 就労場所（職種）が少ない。 

38 岩⼿県の賃⾦が安いのに家賃が⾼すぎる。建売住宅を徒歩で買い物が出来る範囲に建ててほ
しい。 

39 

医療、福祉すべてにおいて、他の市町村に遅れをとっている気がする。不妊治療の助成も宮
古に住めば 100 万円まで出されますし。出産をするためには⼭⽥ではできない。この環境は
問題にならないのか？⼥性が安⼼して住める町とは程遠い。防災のために防波堤を建ててい
るがうすっぺらいので⼤丈夫なのか。全体的にかさ上げをもっとするべき。親は公営住宅に
住んでいますが、⾬の影響でななめになっています。そこにずっと住んでいます。次の⾬で
崩れるかもしれないといつもヒヤヒヤしていますが私も嫁いだ⾝で、お⾦もないので家を建
ててあげることはできません。⼤きな⼟嚢を積んで⼯事が終了です。本当に⼤丈夫なのか。
出来れば他の公営住宅へ引っ越すとか、たかが住⺠ 1 ⼈と思っているかもしれませんが…そ
ういった提案もフォローもなしなので不満です。アパート家賃も⽥舎なのに⾼いし。こんな
こと訴えても変わることはないのでしょう…。⼭⽥じゃないとだめ！！ということもないの
で、ゆくゆくは宮古や釜⽯などに皆が移住したくなる気持ちも分かります。 

40 今すぐにでも⼭⽥町に帰りたい。とてもいい町なのでこれからもっと保障などが充実すれば
もっといいと思います。 

41 東⽇本⼤震災以降、岩⼿県に注⽬が集まるようになった。しかし、⼭⽥町という観点から考
えると、⼈⼝減少や⼩中学校の統廃合が進んでいるのが現状である。その⼀⽅で 2019 年 3
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⽉ 23 ⽇に全線開通した「三陸鉄道リアス線」や復興道路の建設により、⼭⽥町外からの観
光客の増加を期待できるようになった。これからの⼭⽥町を考えるにあたって、地域に根ざ
した教育の充実、観光客に対して⼭⽥町が魅⼒を発信することの 2 点が重要なのではないか。
⼈⼝減少の理由の⼀つとして、⼭⽥町に魅⼒を感じない、そもそも魅⼒を知らないというこ
とが挙げられる。⼭⽥町には世界に誇れる漁港があり、⾼品質で栄養豊富なカキやホタテが
養殖されている。地域で働く⼈々と関わるという観点から、社会⾒学や地域との交流を促進
し、⼭⽥町だからこそある仕事について⼦どもたちの認識を深め、興味が芽⽣える⼦どもが
増え、⼈⼝流出を抑制できるのではないか。観光客はＳＮＳを利⽤し、旅⾏の計画を⽴てた
り、情報を得たりするようになった。ある市では、市がアカウントを作成し、市の観光名所
やグルメ、地元ならではの情報を発信している。ＳＮＳは情報が拡散されればされるほど、
多くの⼈がそれを⽬にすることができる。⼭⽥町は…。終わりに、⼭⽥町には魅⼒がたくさ
んある。しかし、それを⼗分に発信できていないのが課題である。町がよりよくなるように
願うとともに、拙稿に⽬を通していただいたことに感謝する。 

42 閉鎖的、排他的な印象は最後まで変わらなかった。 

43 震災時もその後も町⺠の⽅々の情があり、⽣活しやすかった。退職後には⼭⽥で⽣活したい
と思っています。 

44 飲⾷店が密集しており、良い町でした。海産物もおいしく良い思い出です。 
45 ⼭⽥町は⾷べ物が新鮮で安くて美味しい 
46 遊ぶ場所が少ない 

47 

震災後、⾼校⼊学ということもあり、町外への移動がとても不便だった。汽⾞もなく、バス
だけで時間も限られていたため。現在は盛岡市に住んでいるが⼤きい市でもあるのですべて
において便利は良いと思う。けれど、⻑年⼭⽥町で⽣活していたため海や⼭などの⾃然を求
めて帰省することが多いし、海の幸は 1 番だなと感じているので、⼭⽥は⼭⽥なりのいいと
ころをもっと PR していってほしい。 

48 

家賃は⾼めで、若い世代の単⾝者⼀⼈で暮らすのは厳しい条件の賃貸が多いと感じました。
住める所がなければ、その地区で働くこともできません。⼈を呼びこみたいとお考えであれ
ば、単⾝者、独⾝でも⼊居しやすく、働き先のある町を⽬指していただきたいと思います。
⼜、ペットも飼いやすいとなお良いです。良い町ですのでぜひ、⽣かしてください。 

49 

⼩さい町ではあるが、⼦供の頃から住んでいた町なので住みやすい所でした。豊間根に住ん
でいましたが、コンビニが無くなってしまい少し不便を感じていました。三陸道路の整備が
進み遠⽅に⾏く際には便利になりましたが、逆に遠⽅から来る⽅は何か⽬的が無ければイン
ターを降りて⼭⽥町に来る事が少なくなるのではと感じています。⼭⽥町からの更なる情報
発信を望みます。 

50 ⼭⽥町は⾃然が豊かで、静かで落ち着く⼤好きな町です。今ある⾃然を守り続け、活発で明
るい街であり続けて欲しいと願っています。 

51 ⾃然が美しくとても住みやすかった。交通の数が少なく、他から⼭⽥へ⾏く事が不便でした。
2 年間とても楽しく過ごす事ができました。 

52 

私は札幌市在住の 20 代です。⼭⽥町の印象としては⾃然豊かで、地域交流もあり、地域全
体で⼦供を⾒守る、育てるというような町だと認識しており、地元愛の強い若者も多いと思
います。ただ、若者が住むには娯楽が少ない、休⽇集まって遊べるような⼤型商業施設が無
い、選択できる職業が少ない等、転出の原因は多く⾒受けられると思います。理想としては、
⼭⽥町の豊かな⾃然を残しつつ、⼈々の往来が盛んな町だと思います。その為には、若者の
積極的な雇⽤と、働き先の充実、防犯・防災の徹底された町づくりが必要だと思います。 

53 港町の⼈々の普遍的な気質かとも思うが、早とちり、短気、気性が荒い地元⺠が多いように
感じた。また、当⽅は⽇勤と夜勤がめまぐるしく変わるシフト勤務で借家を空けがちであっ
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たが、不在にする度にガス会社を呼んで⽔抜きをすることを強要される等、寒冷地とは思え
ない粗末な賃貸ばかりで、シフト勤務で頻繁に家を空けることへの家主の無理解もあり、と
ても住み難い⼟地であったように思う。典型的な「村社会」体質を感じた。当⽅、仕事で⽇
本全国様々な場所に住んだ経験があるが、地元⺠の排他的な雰囲気は指折りのものであると
感じた。転勤先が⼭⽥であれば住むのもやむなしであるが、選べるのならもう住みたくはな
い。 

54 ⽥舎で不便なことが⼤きな原因ではなくて、町⺠や議会の⺠度の低さも少⼦⾼齢化の原因だ
と思います。しかし、⽣まれ育った町なので応援しています。 

55 ⿂以外の⾷料品（野菜や果物）が⾼い。⾃然に恵まれている。⼈⼯林が荒れているせいか、
わずかの⾬で災害が起きる。 

56 

未就学児への⽀援が⼿厚いと思います。保育園なども⼀⽣懸命活動していて、⼦どもにとっ
ては、とても環境が良いと思いました。今住んでいる所は、⼦どもや働く親への⽀援がきび
しいです。⼦育てをするには⼭⽥は良いと思います。医療については、⼭⽥は少し⼼細い所
もありますが、今住んでいる所は、病院がありすぎるためか、患者のたらい回し的なものも
あり、⼭⽥にいた頃の⽅が、少し安⼼できました。こちらは⼈と⼈とのつながりもなく、ド
ライです。⼭⽥はおいしい物や特産品もたくさんあるので、それらを上⼿に全国に広めてい
けたら良いのにな、と思います。やっぱり⾷べ物は（特に海産物）絶対おいしいです。 

57 

結論としては、⼭⽥町には仕事があまりないと考えています。どうしても⾃⼰実現や夢を叶
えるとなると選択肢が多い地⽅都市、⼤都市に⾏くのが良いと考えてしまうのだと思いまし
た（僕⾃⾝も）。現在、テレワークやニアショア開発など地域ならではの低コストを⽣かし
たビジネスモデルが増えています。⼭⽥町も IT サービス業のニアショア⽀部や、サポートセ
ンターの⽀部などテクノロジーを活⽤した仕事場を増やしていけるチャンスなのではない
かと思います。 

58 

⺟の出⽣地、本家のある第⼆の故郷と思っていた⼭⽥の復興のお⼿伝いができて何よりでし
た。町の任期付き職員としてはじめて公務に就きました。税務、福祉とやりました。未経験
の中、全⼒を尽くしました。任期半ばで町を去った悔いは残りますが、当初の夢だった⼭⽥
線が復活できてよかったです（まだ乗っていませんが）。海も⼭も⾷も素晴らしく、それま
での⼭⽥とのやりとりの少なさを⼗⼆分に埋めさせてくれました。もう少し、マイペースで
勤務できればよかったのですが、やはり現場は復興途上、公務である以上、好きな⼭⽥の⼈
達のお叱りを受ける場⾯が多々あり、⼈間関係にまいってしまいました。町⻑、副町⻑はじ
め、たくさんの皆様の⼿厚いサポートをいただき、感謝しきれません。ただ⼭⽥町の⼈達は、
少し⾔葉がきついときがあり、笑えない冗談（きつめ）も多いので、慣れないと受け流せな
い事があります。マグロの解体ショーのボランティアを紹介しても断られ、釜⽯で受け⼊れ
てもらったことがありました。断り⽅がよろしくなく（⼩⾺⿅にされたとお怒り）残念な思
い出です。釜⽯は広く、外の⼈を受け⼊れる気⾵があります。昔は⼭⽥の⽅が栄えていたと
聞きました。サヴァ⽸が好調ですが、県は本当はカキをやりたかったようですが断られたよ
うです。カキくんは⾮常によくできた商品ですがサヴァ⽸のようにブームにはなっていませ
ん、釜⽯の⼯場がうけたときいています。コミュニケーション・アピール・柔軟性・判断⼒・
⼭⽥の醤油・唐あげ屋のうどん・藤七屋のラーメン・お⾵呂好き・避難船の受け⼊れ・しい
たけ、まつたけ・カキ、ホタテ、アワビ・おだやかな海、つり、カヤック・オランダ島 乱
筆をお許し下さい。 

59 働ける所が少ない。 
60 アパートなどの家賃が⾼い。同じ家賃であれば、内陸は⼀⼾家屋が借⽤できる。 

61 ⼦育てのサポートがとても良かったと思います。（すくすくひろばなど、先⽣⽅がすばらし
かったです。）反⾯、学童の場所や時間が不便に思いました。 

62 主⼈の仕事で（転勤になった）⼭⽥町に住みましたが、もともと東北出⾝ではないので東北
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は寒くて雪も⼤変（私は雪がほとんど降らない県出⾝です）で住みにくかったです。私が⾞
を運転できないので電⾞、バス等公共の交通が便利な場所以外は住みたくないと思います。
今回のアンケート、主⼈の実家に届いてわざわざ郵送してもらいました。主⼈の両親に迷惑
なので今後はアンケートを送らないでください。 

63 
賃貸住宅に関しては、やはり家賃が他と⽐べて⾼いと感じます。もう少し、⾦額含め、すみ
やすい、暮らしやすくなるといいと思います。交通の便に関しては、今のままで⼗分だと思
います。（基本⾃家⽤⾞なので。） 

64 

交通不便、⼈が少ない。海が近いのが良かった。しのざわこうまが、寝ているのに、（演説
中）「○○はなんだっけ」と聞かれていたら「○○です。」と答えていて、天才すぎる。住所
かくとき、⼭⽥町と書くとかんたんすぎる。ポケストップが少ない。祭りが楽しい。番組数
が少ない。海産物は最強。店が少ない。岩⼿を出るのに、時間と費⽤と⼿間がかかる。宅配
便が、届くのがおそい。もう少し、遊ぶ場所がほしい。ボランティアの⼈たちのおかげで、
いろんな体験ができた。 

65 

住宅街の道幅が狭く、歩道も整備されていない場所が多く⼦供達に危ない。町の魅⼒が少な
いと感じた。多いのかもしれないが、2 年間住んでいて今⼀つ伝わって来なかった。宮古市
のフェリーがすぐに廃⽌になったため、とても⾏きにくくなった。宿泊場所も少ないと思う。
⼦供の遊び場所が少ないため、⼦育てしにくい。公園内に仮設を作ったのは失敗だと思う。
排⽔溝、⽤⽔路が⽬⽴ち、⼩さな⼦供に危険。ふたのない箇所もある。警察の数が少ない。
通学時、夜間等は巡回の数を増やすべき。コミュニティバスがない。（あったのかもしれな
いが、住んでいてわからなかった。） 

66 住みなれた地を離れた⼈の⼼の内がわかって欲しいです。どんなに時間がたっても⼭⽥の事
は忘れない。津波さえなければといつも思っています。住みよい町でありますように。 

67 仕事がない。公共交通の充実。 
68 住み易い場所でした。たまに⼭⽥町には⾏っていました。 

69 ⾞で 10 分程で海が⾒られる⼭⽥の⾃然はすばらしいです。でも通院や⽇常の買い物は現在
の町がとても便利です。 

70 

今いる有料⽼⼈ホームは、施設の⽅ヘルパー様は皆親切です。私は⽕曜⽇と⾦曜⽇はお⾵呂
にいれてもらい、その度着替えさせられます。脱いだものは洗濯して持ってきてくれます。
何も不服はありませんが、なぜか故郷が恋しいのです。どうすれば良いのかわかりません。
妹や、その⼦供達が会いにくる時は遠いので⾞の油代もかかるだろうし。バス代だってかか
るだろう。近くに⾏きたいと思います。故郷が恋しい、帰りたいです。⾜で歩けず⾞いすで
す。トイレはおむつです。夜にヘルパー様がおむつかえに来てくれます。コロナで来ないし
会えません。 

71 出産費⽤を充実してほしい！！（お祝⾦、2 週間・1 ヶ⽉健診等の⼿当）役場で時間がかか
らず⼿続き等が出来て良かった！！⼩学校・中学校の登下校を全員バスにしてほしいです。 

72 
今の住んでいる所に⽐べて⼭⽥町に住んでいた時の⽅が充実していたかなと最近思うこと
があります。（特に夏場、すぐ近くに海があるなど）ただ、⾞があったからなのかもしれな
いですけど。 

73 三陸道ができ交通の便が良くなったが、町の活気が前よりなくなったと思う。 
74 ⻑⼥の家に住んでいる。 
75 お仕事、お疲れ様です。 

76 
公共交通機関の利便性がよくない。バスの本数も少ない。⾞がないと移動が難しい。買い物
や娯楽の場が少ない。広域にわたって商業施設が充実してほしい。只今、学校教員を⽬指し
ており、⼤学に進学しております。就職する際は岩⼿、できれば⼭⽥へ戻りたいと思ってお
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ります。今後の活動に期待しております。 

77 ⼭⽥秋祭りは最⾼です！！ 
78 どこにいても”ふるさと⼭⽥”を想う気持ちは変わりません。ありがとうございます。 

79 若者がもっと働きやすい環境、⼭⽥に残りたいと思うような町づくり、⾼齢化重視にならな
いようにもっと若者が育つ、健やかに育つ町にしたい 

80 
⼭⽥町に住んでいたとき、休⽇に遊びに⾏く場所があまりなく、他の市町村へ⾏っていた。
⾷料品、⽇⽤品は⼭⽥町でそろうけれど、服や靴などといったものは他市で買っていた。休
⽇に楽しめる場所があれば良いなと思った。 

81 

宮古市より、⼭⽥町の⽅が、⼦育てや、何かの相談の時でも、気軽に相談しやすいと思った。
宮古市より⼭⽥町の⽅が、お店のにぎわいがあって元気でいいなと思った。役場の⽅の対応
も、とても親切で良いなと思った。初めて、⼭⽥町に住んだが、とても住みやすい町だと思
った。また、条件等が合えば、⼭⽥町に住みたいと思いました。 

82 ⾃分のしたい仕事を求めると⼭⽥町を出るしか選択肢がありませんでした。⼭⽥町はとても
好きです。 

83 

若い⽅々が転⼊して住む場所としては、⾮常に覚悟しなければならないと感じた。（利便性、
医療環境が不⼗分、娯楽等がないなど）現状では、⻑く住まう利点や魅⼒が感じられない。
他地区と連携が⾒えてこない。⼀部の地域のみで事業を盛り上げているように感じ、町をよ
くしていくという全体像が⾒えてこない。 

84 

⼭⽥町はとてもすてきな町だと思いますが、働く場所が充実していないと感じます。働く場
所がないという理由から⼭⽥町外で⽣活せざるをえない状況だと思います。⼜、交通の便が
とても不便でした。⾼校に通う時も電⾞が当時は震災の影響で通っておらず、往復 2 時間で
した。もっと、交通の便がよくなればよいなと思います。海もきれいで⾷べ物もおいしい⾃
然豊かな町なので、沢⼭の⽅に知っていただけるような町になってほしいです。 

85 

⼭⽥町に対して思う良さ 漁業に⼒を⼊れており、⿂が美味しい。⾃然豊かで静かに暮らせ
る。 今後の課題だと思う点 少⼦⾼齢化や⼈⼝減少に対して町⺠⼀⼈⼀⼈があまり危機感
を持っていない様に感じた。⼭⽥町役場の職員だけでなく、町⺠⼀⼈⼀⼈がこの問題をど 7
解決するべきか、考え⾏動しないと解決は難しいのではないでしょうか。⼭⽥町が⼒を⼊れ
ている漁業関係の仕事が、現代の若者向けの仕事ではないと思う。（早朝から仕事、漁師の
指導や⼝調が厳しい、⿂の臭いなど）交通⾯で不便な地域があり、買物は⾞がないと⼤変。 

86 U ターンをもっとすすめてほしい 

87 
⼭⽥町は⾼度医療になると盛岡等遠⽅に⾏かねばならず、体⼒、経済⼒、時間等リスクが⼤
きいのが残念でした。海（⼭⽥湾）の穏やかさと美しさ、海産物の新鮮さと安さが魅⼒でし
た。 

88 

⾼校卒業後に⼭⽥から離れて仙台市に住んでいます。確かに仙台は⾮常に便利なところが多
く、とても住みやすい所ではありますが、⼭⽥は⾃分が⽣まれ育った町なのでいずれは⼭⽥
に戻って家族とまた⼀緒に住みたいと思っています。多⽅⾯で課題があるのかもしれません
が、今現在⼭⽥から離れてしまっている皆さま全員、「⼭⽥町」のことが⼤好きだと思うし、
私もその⼀⼈です。帰ってくる度に町が徐々に変化しているのも感じるので次に帰るときど
うなっているのかが楽しみです。コロナで思うように動けない時ではありますが、役場の皆
様どうかお体に気を付けて復興に向けて頑張ってください！！ 

89 他⼈の家に近所の⼈がズケズケと⼊って来る。意地が悪い⼈が多い。 

90 
健康なときに⽣活する分には住みやすい町でした。飲⾷店も、どこに⾏ってもおいしくて良
かったです。ただ、医療機関が少なかったので、いざというとき不便だったのと、外灯が少
なくて夜に徒歩で移動するのは怖かったです。駅が完成したので、さらに復興が進むことを
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期待しています 

91 今後も宜しくお願い致します。 

92 

「ガラ」「雰囲気」の悪い⼈が多すぎるので声をかけにくい。町の真ん中にしか店がないの
で⽣活に困る。病院が少ないのと、休⽇の対応がないので困る。⼭の⽅で暮らす⼈のための
無料バスを使いやすくしていない。相談したいことがあっても役場内が親族同⼠なので働い
ていたり、近所で話しにくい⼈ばかりが役場で働きすぎなので、相談に⾏く事すらできない。 

93 医療環境の不充⾜を感じていた。 

94 病院が少ない。祭りのときに、9 時すぎても騒いでいてうるさい。下⽔道の整備の遅れ。内
陸との交通の便がよくない。杉花粉が多い。駅前に施設を集約しているのはよかった。 

95 

⼭⽥は⾷のレベルが⾼い、おいしい⾷材、飲⾷店が多い。外れの集落に⾏くとじろじろ⾒ら
れて嫌な感じがある。仕事の幅がない、選べるほどない。遊べる所がない。役場の⼈たちが
いい⼈で助かった事がある（⼈による）。海も⼭もあり⾃然が豊か。⾃分の周りだけかもし
れないが意地悪な⼈が多かった。 

96 不便、⼈が少ない、さみしさを感じる 

97 

海に⾯している為、夏に出歩くと景観が素敵だといつも思っています。昔、知⼈に「⼭⽥町
の⼈は商売上⼿というか、発想が⾯⽩いよね、道の駅に⾏くと楽しい商品が並んでいるよね」
と⾔われたことがあり、嬉しかったです。ただ、震災後、住居の悩みを抱えている⼈たちの
話を⾝近に聞くと、もう少し柔軟な対応をしていれば、⼈が減らなかった（転出）のでは？
と思ってしまいました。今は、新しい商業施設が増えたり、道の駅が新しくなるそうで、同
時に福祉を充実させながらより良い町になっていってほしいと思います。海の産業やお祭り
もコロナの影響あるかと思いますが、頑張って欲しいです！ 

98 

今回の転出は仕事の都合であり、⼭⽥町を住みにくいと考えたことはない。⾃然が豊かであ
り発展した都市部と⽐較しのびのびと遊べたと思う。⾃然の豊かさと利便性はトレードオフ
の関係性が強いため、⼭⽥町は変わらずに⾃然豊かであってほしい。⼀点だけ挙げれば、働
き⼝が少ないことか。 

99 
 

本⾳を⾔えば、50 年以上住み慣れた町に帰りたい。けど家を建ててしまったので、借⾦もし
たし、後戻りはできないでしょう。戻らない理由はそれだけ。⼭⽥町は本当に好きだし、良
い町だと思っています。あの⽇（震災）で、⼈⽣も考え⽅も変わってしまいました。基があ
るので死んだら戻ることになるでしょうね。 

100 

現在の⼭⽥町について、雇⽤の場が少ないかと思います。雇⽤はあっても、上級資格を求め
ているのに賃⾦が⾒合っていないような求⼈もあります。建設系の求⼈は賃⾦も⾼いようで
すが、復興事業が落ち着けばこの先どうなるか分かりません。⼭⽥町の強みは、やはり⽔産
業と思います。⽔産業の維持や今後の発展に向けて事業主が投資をためらわないよう、⼭⽥
町で⽀援を続けて頂きたいと思います。⽔産業の雇⽤や投資が増えれば、町全体としても成
⻑していくのではないかと思います。簡単なことではないですが、皆で知恵を出し合い、安
⼼に暮らせる⼭⽥町にしてほしいと思います。⼭⽥の祭り等、皆が帰省し、集まれるような
イベントも⽋かさず開催して下さい。私も帰省した際、⼭⽥で飲⾷をし、微⼒ながら貢献し
ていきたいと思います。 

101 ⾷べ物もおいしく住みやすい町でした。 
102 たいへん住みやすく、震災でもなければずっと住み続けたかった 

103 中⼼部の町と郊外の町の距離が遠いため不便。⾞を持っていない⼈、⾼齢者の⽀援を考えて
ほしい。 

104 ⼭⽥町は元々閉鎖的で過⼲渉、⼀⼈に話すと地域の⼈に広がるというプライバシーがある意
味全くなく、⼈とのつながりをあまり求めない⼈からすると⼤変住みにくい⼟地のように思
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います。また、東⽇本⼤震災を機に医療環境の悪さが顕著になり、町内だけでなく県内に在
住であることが不安になるときもありました。私⾃⾝は過⼲渉な雰囲気がダメで県外への移
転を決意したというのが正直なところです。現在、⼭⽥町に戻るという選択肢は皆無と⾔っ
てもいいぐらいですが、町内に住む⽗がもし要介護者となった場合のことを考えると、まず
は医療設備ひいては福祉施設の拡充など、これからさらに少⼦化が進む中でいかに労働世代
を町内にとどまらせるか、雇⽤環境を整えるというのも必要かなと思います。私が 10 代の
頃までずっと住んできた⼭⽥町を嫌いなわけではありません。⼭も海もあり、⾏事の時には
親せきとか関係なしに他⼈同⼠も仲良く盛り上がれる気質の⼈々が多く住んでおります。特
に 9 ⽉の秋祭りは⼀年の中で特に⼤好きなイベントです。私は⼭⽥町の良いところはそのま
まに今後もさらなる発展をしてくださることを強く願っております。最後に、こういった新
しいことにチャレンジして⾏動してくださる役場の⽅々にお礼を申し上げます。職員の⽅も
ご⾃愛ください。⻑⽂失礼いたしました。 

105 

ほとんどの⼈が⾞の免許を持っているので公共交通機関を利⽤しないということもありま
すが、免許を持っていない⼈からすると、とても⾏動しにくい環境です。また、どこかに出
かけるという⽬的場所もあまりないので、夏は海に⾏きたいと思いますが、冬はできるだけ
外に出たいとは思いません。現在住んでいるのは関東ですが、帰省をするということがメイ
ンで、⼭⽥町に戻ろうとは考えていません。 

106 

私が⼭⽥町に引っ越したのは震災後だったので、震災前の⼭⽥町を知らないのですが、宮古
市まで⾃動⾞専⽤道路が出来たり、海産物もおいしかったし（ほたて、かき）、とても好き
な町でした。私が⼀番好きだった場所は、荒神海⽔浴場です。あそこで⾒る海は本当にきれ
いで、沖縄にいるみたいでした。気分が落ち込んだ時やリフレッシュしたい時によく⾏って
いました。また⾏きたいです。お店も⽣活には不⾃由しないくらいはそろっていたので不満
はありませんでしたし、特に業務スーパーに地元でとれた⿂を安く沢⼭売っていたのも良か
ったです。よく実家に送っていました。復興に向かって頑張って欲しいです。⼭⽥町⼤好き
です。 

107 
⼭⽥町に住んでいた頃、家の近くに⼭や海があって⾃然の中で姉妹やいとこたちと遊んでと
ても楽しかった思い出がたくさんあります。⾃分の⼦どもが⼤きくなったら育った⼭⽥町に
遊びに⾏きたいです。 

108 
全体を通して⼭⽥町の⽅が⼤槌町より活気があると思います。雇⽤の場があれば若者の流出
は少なくて進むと思います。若い⼈達が多く、⼦育てに安⼼な町なら将来性もあると思いま
す。 

109 

⼭⽥町で⼦育てをしましたが、⽀援を受けていると感じたことはありませんでした。収⼊も
それほど⾼くありませんが収⼊の限度額の上限が⼭⽥町は低いため、何の制度も利⽤できな
かった。医療費の助成もなかったし、何より⼩学校に給⾷がないのが⼭⽥町の⽋点だと思い
ます。税⾦だけ⾼くとられた印象しかありません。 

110 復興が良く進んでおり、引き続き地域活性化に努めて欲しいと思う。 

111 復興建設の仕事で 5 年くらい滞在しました。⼭や海の⾃然環境が豊かで海鮮物の味は忘れら
れません。 

112 保健医療や⾼齢者施設などすぐに⼊れる環境であれば安⼼して⼭⽥に帰れるのですが…育
った⼭⽥町に帰りたいとつねに⾔っております。 

113 ⾃然豊かで、⼈間性が温かかった。復興に⼀⽣懸命で皆で頑張っていた。とても良い時間を
すごさせて頂いたと思っている。 

114 
(⼭⽥町のステキなところ）海産物や⼭の幸が豊かで、⾃然いっぱいなところが魅⼒的だと思
う。それは今も、震災前も変わらずに、誇れるものであると思う。⼈と⼈とのつながりがと
ても温かく、助け合いが素敵な地域だと思う。 
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115 

私は復興のお⼿伝いで⼭⽥町に住みました。復興の仕事が終わったため実家に戻りました
が、3 年程の⼭⽥町の⽣活で感じた事を記します。⼭⽥町の強み①優れた⾃然環境が⾝近に
ある。②緊密な近所付き合いができる。③物価が安い。⼟地が安い。④⾷べ物が新鮮でおい
しい。⑤住⺠の⼈柄が良い（よそ者にも親切）。⑥治安が良い。過ごしやすい（夏：涼）（⑦
美⼈が多い。）⼭⽥町の弱み①⼦供の教育に対し脆弱②職業の選択肢が少ない。③⽇本史の
教科書に載るような歴史施設や逸話が少ない。④平坦地が少ない（坂が多く、移動が⼤変）。
H26 年から⼭⽥町に住み始めましたが、震災という⼤災難にあわれたにもかかわらず、住⺠
の皆さんは⼒強く⽣活されていました。是⾮、⾒習いたいと思いました。 

116 

県外に１⼈暮らししている⼤学⽣です。新型コロナウイルスにより帰省できない、アルバイ
トを⾏うことができない⽇々が続き、経済的・精神的負担が⼤きいです。宮古市のように、
県外学⽣に対し⽀援を⾏ってほしかったです。また、帰省しやすいように、帰省学⽣へ無料
で PCR 検査を⾏うなど、何か対策を考えてほしかったです。福島県のある地域で⾏ってい
ました。私はお盆期間中に帰省し、2 週間⾃宅待機していましたが、その後も周囲からの偏
⾒がひどく、「県外」というだけで、周囲の⽬が気になりました。岩⼿県は感染者数も少な
く、新型コロナウイルスに対し緊張感が⾼まっていたことは理解していますが、誰でもかか
りうる感染症であることや、新型コロナウイルスへの理解について、より町⺠に伝えてほし
かったです。私は⼭⽥町が⼤好きですが、今回の新型コロナウイルスの時期を経て、その気
持ちが薄れました。今後の⼭⽥町の活動を応援しています。 

117 

町外から来た⼈は「よそ者」という意識が強いように感じました。震災を機に移住してきた
⼈があまりいないのにもおどろきました。（宮古市、釜⽯市、宮城県気仙沼市などは震災ボ
ランティア等をきっかけにした移住者が⼀定数いました）移住を進めていきたいのであれ
ば、ハード⾯を整えるだけでなく、外の⼈を受け⼊れる町⺠性や、新しいことを始められる
ような町の雰囲気を作っていくことが⼤事だと思います。⾃然が豊かで、他の町に負けない
魅⼒はあると思います。応援しています。 

118 

育児中のリフレッシュのため、⼀時的に住所をうつして⼭⽥町へ帰省していました。実家は
被災し、現在は⾼台移転しています。⼦育てサロンのオランダ島ハウスが職員や設備共に、
⼭⽥ならではの温かさを感じられ、居⼼地が良く、⼦どもたちも喜んでいました。⼩児科が
なく、予防接種を受けるのに宮古市まで⾏かなければならず不便さを感じました。体調不良
時に近くに⼩児科がないのは不安を感じます。 

119 

⼀時的に住居が無い状態（男性独り⾝）で役場に相談し町営住宅への⼊居をお願いしたが、
条件が満たしていないという事から、⺠間へ相談してとの事でした。勝⼿な意⾒だと思うが、
復興住宅にも空き部屋がみられる中、⼭⽥に住み、仕事を続けていくため相談したのに、相
談にもならない状態でした。いろんな状況に対して相談できる対応や環境であってほしい。 

120 

役場に⾏った際も丁寧な対応をしていただきました。また、町での買い物等でも町⺠の多く
の優しさにも触れることができ、感謝しております。我が故郷でもそうですが、東⽇本⼤震
災後の⼈⼝流出は町の繁栄を図るためにも、最⼤なる課題になるかと思います。町の特徴を
⽣かした産業の充実、それらを題材に未来を担う⼦どもたちが町づくりできる教育活動が必
要かと思います。何かと苦労されることが多々あるかと思いますが、⼭⽥の更なる発展を願
っております。 

121 
以前は合併槽を使⽤していたが、排⽔⼝よりにおいがあり気になっていた。今は下⽔が整備
されており衛⽣的で良いと思う。また⼭⽥の⼟地価格は近隣の市町村と⽐べないと解らない
が⾼いように思える。 

122 

賃貸が安い所があっても住みたくない地区だったり、新しい所は 4.5 万〜7 万、その他のお
⾦がかかる。そんなお⾦は無いので戻りたくても戻れない。家が被災したわけではないので
災害公営住宅にも住めない。被災者以外は賃貸が⾼いと聞いた。⾒つけたとしても引っ越し
費⽤も無い。１番お⾦の問題ばかりいろいろ有り借⾦もできない状態。ここに書いても意味
がないし、どうにもならない。戻りたくても戻れない、以上です。※若い⼦達の店が少ない
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から、⼭⽥に若い⼦がいっぱいいるわけではないですが。 

123 公務員以外で安定した⺠間の仕事があったら⾃分も⼭⽥町に残ったかも、と思っていまし
た。 

124 これからの新しい町づくりを楽しみにしています 

125 

⼭⽥町はやはり都会に⽐べると不便な所が多いです（お店が少ない等々…）。でもやっぱり
⼈が温かいと思います。実家の近所の⼈や飲み屋の⼈たちなど、家族ではないけど家族のよ
うな温かさというか、⼈と⼈との近さというか…そんな⼭⽥が今でも⼤好きです。そしてな
んと⾔っても海がとても綺麗です。海産物はどこよりも美味しいなーと思います。嫌なこと
があると⼭⽥の海が恋しくなるし、毎年夏になると⼭⽥の海の時期だなーと思います。今の
温かさを残しつつ、もっと住みやすい⼭⽥になるよう願っています。 

126 

現在、私は仙台で働いています。仙台は⼭⽥に⽐べれば、商業施設や交通も充実し、若者に
とっては楽しい場所です。⼀⽅で、⾷に関しては⼭⽥の⿂やカキ、海産物が恋しくなります。
帰省の度にびはんに寄り、⼭⽥の醤油を購⼊して仙台に戻ります。それだけ⼭⽥の味に魅⼒
があると思っているからです。残念ながら、⾃分の夢を叶えるためには、⼭⽥では実現が厳
しいを感じます。⼭⽥の復興、発展に直接かかわることはできませんが、少しでも町のため
になれるよう、協⼒したいと思います。⼀つお願いがあります。それは SNS の有効活⽤で
す。いくつか Twitter、Facebook、Instagram のアカウントを拝⾒しました。これは⼭⽥の
⼈が町を活気づけよう、盛り上げようと、前向きな気持ちから開設してくださったアカウン
トだと感じています。惜しいと思った点がありましたので、改善していただければ、より⼭
⽥の魅⼒が伝わるかと思いますので、これを機にどうかよろしくお願いします。 

127 

⼭⽥町がとても好きです。転出してから良さに気づきました。働きながら住むには職の選択
肢が少ないため戻る事は考えていませんが、たまに帰るふるさととして⼤切な場所です。海
はきれいで空気もおいしいし、⼈も穏やかで時間の流れもゆったりで⼼地いいです。⼭⽥町
のいい所を残しつつ、存続できるようにお願いいたします。 

128 ⽇常⽣活が不便、交通の便が悪い、娯楽がない、保健医療が充実していない、質の⾼い医療
を受けることができない。 

129 
⼭⽥町で 3 年お世話になり、仕事の関係で 2 年程、⼀関市で⽣活しました。2020 年 3 ⽉に
退職し、かねてよりの希望通り⼭⽥町⼤浦に 4 ⽉より住んでおります。⼤浦は勿論ですが⼭
⽥町⺠、⼭⽥町全てが GOOD！幸せです。 

130 

5 年間お世話になりました。内陸から全く縁のなかった⼭⽥町に引っ越すことになった時は、
不安が⼤きかったのですが、居住してみるととてもみなさんに温かく接して頂き、感謝して
います。親１⼈と⼦３⼈での⽣活でしたが、病院、保育園、学校、スーパー、ドラッグスト
ア、書店、図書館など、近距離に必要な施設があって、不⾃由なく⽣活できました。ただ、
⼟地的に厳しいのか、道路が狭いところや、駐⾞場に⼗分な広さを確保できない点などが気
になりました。 

131 ⼦育て⽀援がとても充実していると思います。役場の⽅はじめ町の⽅々もとても親切で暮ら
しやすかったです。買い物や遊べる場所がもう少しあると良いと思いました。 

132 若者が暮らしやすい町にしてほしい（施設を作るなど） 

133 現在⾞なしで⽣活できる環境にいるため、⼭⽥町に戻ったら⾞なしでは⽣活が不便になるだ
ろうと感じています。 

134 仕事がない。給料が低い仕事しかない。内陸に⽐べて、買物できる場所がない。 

135 
震災後の空き家が多く、有効利⽤を進めてほしい。⼭⽥湾を今の⾙類養殖の漁業以外に活⽤
してほしい。⿂の養殖にも適しているのでは。漁港の漁船が激減して空きスペースが⾒られ
る。レジャーボートなどに活⽤できるように規制をゆるめてほしい。 
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136 ⼭⽥町ではゴミの収集が不便だった。若い⼈が安定した収⼊で働ける場が少ない。 

137 

現在、盛岡で就職して住んでいますが、⼭⽥より⽣活利便性が良いのは、当たり前だと思い
ます。県庁所在地ですし。今でも年に数回帰省しますが、⼭⽥の海が⾒えると”あー、帰って
きた！”と毎回感動というか、嬉しくなります。そんな⼭⽥町でこれからもあってほしいと願
っています。両親と祖⽗⺟が⼭⽥にいるので、ぜひ今後の将来のために保健医療、福祉が充
実した、安⼼して暮らせるまちでいてほしいと思います。 

138 

私は地元愛が強く、本当に美しい⾃然と、働き者で負けず嫌いで⼈情深い⼭⽥⼈が好き。だ
けど「教育」を⾺⿅にする⼤⼈達。学校に⾏かなくても船に乗れる。船に乗れば、家族を養
って家を建てられる。もちろん素晴らしい。漁師の⽗や祖先を誇りに思って、海と共に⽣き
るつもりだった。でも、漢字も読めない、地理も知らない、歴史も知らない、教養のない、
単純な表現で⾔うと「無知」な町⺠が恥ずかしかった。町を出た友⼈たちと会ってよく話す
のは、「あそこ（沿岸）に残っているやつらは会話のレベルが低すぎて、合わせるのが⼤変
だ」ということ。本当に好きな町だし、ずっと住みたかったが、⼭⽥を変えられるのは、⼭
⽥に残る⼈間じゃないと思う。だから町を出た。⼒をつけて、既得権益の権化たる町議会や、
教育委員の変遷を待ちたい。必ず戻って、今の時代、これからの時代を⽣きる町に変える。
若いだけで、私には⼒も経験もない。想いしかない。無⼒だ。これからの時代は、学ぶ⼒の
ない者が⽣きられる世の中じゃない。 

139 

若い⼈に、⼭⽥町で働きたいと思わせるには、起業を歓迎するような施策が必要。商⼯会も
もっとオープンな雰囲気がほしい。個々に頑張っている事業者さんはそれなりにいるので、
観光、キャンプ、マリンスポーツなどをキーワードに連携をとりあって、グループパワーを
発揮する！祭り、郷⼟芸能のすばらしさを、内輪に固まらず、もっと外に向けて発信しよう！
⼭⽥町のみならず、三陸全体で年間イベントカレンダー（web サイト）を作って、祭りや芸
能の紹介と宿泊、ごちそう、予約もできる、ジオ的な⾒所などを⼀度にまとめて調べられる
サイトがあれば…県観光協会「岩⼿たび」サイトの機能強化でもいいです。 

140 前例主義で改⾰意欲がない、保守的すぎる。外部から招集する⼈材の給与が低すぎる。給与
⽔準の低さに問題意識が少ないかまったくない。本質を全く考えない役場職員 

141 

買い物の場が内陸と⽐べると圧倒的に少ないので、⼭⽥町や周辺の市町村に買い物をする店
が増えればいいなと思っていました。カラオケ店などの娯楽施設があるといいです。⼭⽥町
は⿂介類が美味しいので、⼋⼾の⼋⾷センターのような施設が有ってもいいのかもしれませ
ん。最近では、インスタ映えを狙ったスイーツやカフェがブームなので、オシャレな雰囲気
のある飲⾷店やジェラート屋さんなどが⼭⽥町にもあれば、若い⼈達がたくさん訪れる町に
なると思います。 

142 
学校に⾏くまでが遠くなった。交通環境があまりよくなく、町中から少し離れると不便だと
感じる。あと、少し出掛ける時三陸鉄道を使ったことがあるが、もう少し本数がふえてほし
いと思った。 

143 

震災の影響で私の知っている町並みがすっかり変わってしまいました。皆で前向きに取り組
んだ結果、完全とは⾔い難いまでも将来に期待を持てる程、復興を遂げたと感じています。
できることがあれば、私も残ってその復興を⼿助けしたいのですが、それも仕事の都合で叶
いません。そんな⾝分で意⾒を書くのもおこがましいと思いますが、より良い町の創造の為、
今思っていることを羅列してみたいと思います。海や海産物をつかったレジャー施設やフー
ド施設。⼤⼿ファーストフード店や若者に⼈気のある店。家族で楽しめる公園（海浜公園等
も含む）。観光施設の整備。 

144 震災前の⼭⽥町の景⾊が好きでした。 

145 
不便な所に住んでいました。冬、雪が降っても除雪⾞は来ない。出勤できない事も多々あり、
管理者として、雪の為の有給はいかがなものか、ずっと悩んでおりました。今の住まいは呼
び出しがあっても数分で⾏ける場所なので夜間帯急変対応がスムーズに⾏えることにより、
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現住まいからしばらく動く事は出来ません。 

146 役場の皆様におかれましては、引き続きの激務になるかと思いますが、健康に留意され、業
務を⾏い、復興に向け対応されますことを御祈念申し上げます。 

147 ⽼者（定年者も含む）は何か趣味を持ち毎⽇⽣き⽣きと暮らせるような⼿助けになるような
アドバイスをしたり、⼜、参加型の研修計画型の催しをしたらいいと思います。 

148 産業がないので働く場所をどう作るかが課題だと思います。⼤変お世話になった地です。今
後の発展を⼼よりお祈りします。あのきれいな海を活かしてほしいと思っています。 

149 
⼭⽥町はとても良い町でした。⾷べ物（海の幸）が特においしく潮⾵が気持ちいい。リゾー
トにもとってもステキでした。孫や、⼦が遊びに来られる⾃慢の町でした。これからも時々、
遊びに泊まりに⾏きたいです。 

150 近所の⽅との交流が多く、とても過ごしやすいのが⼭⽥町だと思います。毎年のお祭りや花
⽕⼤会など。現在住んでいる所ではあまりないので、あのにぎわいがなつかしく思います。 

151 

⼭⽥町で⼦どもが２⼈⽣まれ、⼦どもを育てる環境については、現在住む盛岡市よりも良い
環境でした。親⾝になって⼦育て⽀援をしていただいた、町役場の⽅々、保育園、幼稚園、
⼩学校、近所に住む⽅々のおかげでより良い⽣活ができました。我が⼦達は⼭⽥町に愛着を
今でも持っています。なので、休⽇を利⽤して、コロナが落ち着いたころには旅⾏に⾏きた
いです。本当に暮らしやすい町でした。ありがとうございました。 

152 宮古市は、⼦育てしやすい環境。⼤⼈になってから、⼭⽥町に居なかったのでよく詳しくは
わからない。（すぐ宮古市に住んだため） 

153 

⼭⽥町での永住も考えましたが、震災で考えが変わりました。また、ここ数年は⼟砂災害も
増え、安⼼して⽣活できる⼟地が少なくなっていると思います。⼦育て⽀援も充実している
し、⾃然環境も豊かで、思っていたほど不便ではありませんでした。⼤きな災害さえ無けれ
ば、とても良い町だと思います。応援しています。 

154 
⾃然にたずさわれるようなイベントを増やした⽅がいいと思う。買い物の場があまりにも少
ない。⼭⽥町にしかない良さがあると思うので、その良さを広めるためにアピールをしてい
った⽅がいいと思う。 

155 

震災がなければ、⼤学卒業後は実家（⼭⽥町）に帰り、⼭⽥近隣の就職も考えていたのかな
…と思います。現在は医療福祉業務に従事していますが、今、⼭⽥に戻ったとして、近隣に
条件に合う仕事が無いのがネックです。⼭⽥を離れ、県内にいますが、「地元」と胸をはっ
て⾔えるほど、⼤好きなふるさとです。 

156 

震災前まではあった町⺠体育祭など今は場所的な問題やコロナウイルスの関係で開催は難
しいと思うが、もっと町⺠がふれあう機会があれば良いのかな…と思います。また、⼭⽥の
海はとても綺麗なので（特に荒神、オランダ島）、⼭⽥町以外の県内外の⽅々に写真付きの
広告で知らせるなどすれば夏の集客効果はありそうだと思います。今の⼭⽥町には若い⼈の
楽しめる施設が少ないと思う。なので宮古市や釜⽯市の⽅によく遊びに⾏く⼈が多いです。
釜⽯イオンの影響は結構でかいのではないかと思います。私は⼭⽥町が⼤好きなのでいつか
は戻りたいです。⼭⽥で過ごした学⽣時代は最⾼の思い出です。⼭⽥最⾼です！来年こそは
⼭⽥祭りに⾏きたいです！！ 

157 
⾞がない⼈は、バスや汽⾞を使って移動だったりするのに、バス停が遠い⼈だと歩いて何⼗
分とかかったり、家から病院や買い物スーパーなどへ⾏くのが⼤変だと思う⾯がありまし
た。 

158 
下⽔道がないので⽣活排⽔垂れ流しになっています。圏外でスマホが使えない。きれいな⾃
動⾞整備⼯場がないので宮古のディーラーに頼るしかないがディーラーは点検や消耗品以
外にもいろいろな商品をすすめてきます。知識が無いとわけもわからずとりあえずお願いし
てしまい、⾞にかかるお⾦が⾼くなります。町にきれいで⼊りやすい⼯場がほしいです。ス
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タバのようなおしゃれな時間を過ごせる店がほしい。オランダ島のような海で観光アピール
するのは良いが、⼭⽥で暮らす⼈、⽣まれた⼦が⽣活していて満⾜できる町にしてほしい。
ユニクロがほしい。しまむらでしか服が買えないのは悲しい。⽥舎町と思われようが⽥舎者
にはならなくてもいい。よそ者に優しい町になってほしい。町づくりに対する町⺠の意識を
⾼めましょう。 

159 ⾃然が豊かでいいと思う。 

160 公園の広さに対して遊具の少なさはどうなのかと感じていました。現在住んでいる所は⼭⽥
町の公園より広さはないですが、遊具は多いです。交通の不便さ。 

161 町の中⼼街から遠いと通勤も買い物も少し⼤変かなと思います。特に⾼齢の⽅は⼤変そうに
思います。（⾃宅からバス停や駅まで遠いと交通⼿段が限られる。） 

162 もっと補助⾦などを充実してほしい。 

163 移動距離の時間が⻑かった。ひとり親になったので、盛岡に住んだら勉強⽀援等と⼦ども⾷
堂等の⽀援が充実していた。 

164 バスがとても不便（本数が少ない。終バスの時間が早い。時間にルーズ） 

165 ⾃分は、⾼校から⼭⽥を離れ、現在は関東で仕事をしていますが、なんだかんだいって⼭⽥
が⼤好きです。帰省する度に復興が進んでいると感じて、感謝しています。 

166 
織笠にいたころは友達や古くからの知り合いは良かったんだけど、近所に悪さをする⼈がい
てほとほと困って⾊々な所に相談したけど、ある所ではボケ⽼⼈扱いされました。現在の所
は環境がよくて安⼼して暮らせます。余計な⼼配をしないで暮らす事ができる。 

167 娯楽施設が少ない。 

168 

⼭⽥町は⾮常に良い町です。郷⼟愛を強く持つ⼈が多く、地元に誇りを持っている⼈が多い
とも感じました。他⽅、インフラという点では課題も多いと思いました。特に、⽣活インフ
ラは整備が急務と感じています。その部分が整えば、魅⼒ある⾃然環境にプラスした要素が
加わり、I ターンや移住者が増えるのではないでしょうか。また、町内の地域間融和ができ
ると、さらに⼀丸となった新しい町づくりが可能になると思います。私も、インフラの視点
から引っ越しました。いずれは内陸の地元に戻りますが、⼭⽥町が⼤好きです。ぜひ、今後
の発展を願っています。 

169 

仕事で 1 年近く住んでいました。震災後ということもあり、店などあまりなかったけど、徐々
に復興してにぎわいを取り戻そうとしていました。震災で被災された多くの⽅々が⼀⽣懸命
に元の⽣活に戻れるよう努⼒されており感動しました。まだ仮設住宅で⽣活されている⽅も
早く安⼼できる⽣活ができるよう祈っています。⼭⽥町に対して思うことは、若い⼈が少な
いので、若い⼈が移住したくなるような町づくりをしてほしいと思います。 

170 実家があるので、年数回帰省しますが、海や⾷事がとても楽しみです。海⽔浴場等、⼦供と
たくさん遊べる所の整備をお願いします。 

171 

コロナの影響で各市町村が⼤きく若者⽀援に⼒を⼊れて動き出しているのに、⾃分の地元が
何かしてくれたわけではないので悲しかった。若者を殺す地元になって欲しくないと思う。
⾼校〜⼤学⽣の⽀援が他の町に⽐べて限りなく少ないし、福祉計画の作成もまだまだであ
り、少⼦化や⾼齢、障害者事業にもあまり積極的でないこの町は確実に取り残されていくと
思う。悪⼝とかではなく、もっと若い⼈の声、よそ者の声を尊重したらどうかと思った。⼭
⽥の未来を担う⼦ども・若者をもっと⽀える⼒がないと誰も⼭⽥を背負っていけないと思
う。⼤⼈たちは⼤⼈のことばかり⾒すぎていると他の町を⾒てきて感じた。 

172 震災後の対応が遅い（町の区画・⽀援）。町全体が落ち着いたら、戻りたいと思う。 
 


