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Ⅰ 懇談会の概要   
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１．懇談会の目的 

  令和３年度からの本市の次期総合計画を策定するにあたり、市長の目指す「市民ととも

に進めるまち」を基調として、市民の皆様の意見・要望等を広く聴き取り、次期総合計画

案の作成に反映させることを目的として開催いたしました。 

本懇談会は、基本構想骨子作成に際し参考とする市民の皆様の意見を聴き取ること

を目的とします。 

 

２．懇談会の方法 

 （１）開 催 期 間 平成３１年１月２９日～２月２２日 

 （２）開 催 場 所 市内を１２地区に分けて各地区公民館等で開催 

 （３）参 加 対 象 全市民を対象とした任意参加 

 （４）周 知 方 法 市広報・ホームページへの掲載及び区長回覧 

 （５）当局出席者 市長、企画政策部長、企画課長、企画課主幹、企画課副課長 

          企画課担当職員、都市整備課職員 

 

３．懇談会の内容 

 （１）東金市の現状等の説明 

   ・意見交換をするにあたり、参加者と当局が共有しておきたい事項（「総合計画と

は？」、「東金市を取り巻く現状」及び「策定スケジュールなど」）について説明を

いたしました。 

 （２）参加者との意見交換 

   ・「東金市の強み・弱み」及び「東金市の将来像」を主たるテーマとして、参加者か

ら自由な発言を求めました。また、時間的制約等により全参加者からの発言を求め

ることができない場合等も考慮して、無記名での書面による意見聴取も行いまし

た。 

 

 

 

 



2 

 

４．実施結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．意見等の整理に当たって 

  会場で発言いただいた意見及び書面でいただいた意見を要約したうえ、関連する行政

の分野ごとに分類して掲載しました。 

    

     Ａ 道路整備に関するもの 

     Ｂ 上下水道等の整備に関するもの 

     Ｃ 市街地整備に関するもの 

     Ｄ 公園等整備に関するもの 

     Ｅ 電車・バス等交通網整備に関するもの 

     Ｆ 生活環境に関するもの 

     Ｇ 教育・文化に関するもの 

     Ｈ 福祉・保健に関するもの 

     Ｉ 将来都市イメージに関するもの 

     Ｊ 産業に関するもの 

     Ｋ 国際交流に関するもの 

     Ｌ 市民活動の充実に関するもの 

     Ｍ 行政機関の誘致に関するもの 

     Ｎ 行政への要望に関するもの 

     Ｏ 適正な情報の提供に関するもの 

     Ｐ その他 

 

地区名 開催日 開催場所 
参加者数 

男性 女性 計 

公平 １月２９日 公平公民館 １５ ２ １７ 

日吉台 １月３１日 日吉台西が丘会館 １４ ４ １８ 

源 ２月 １日 源公民館 １６ １ １７ 

嶺南 ２月 ４日 北之幸谷公民館 ３８ ９ ４７ 

正気 ２月 ６日 正気公民館 ５６ ３ ５９ 

豊成 ２月 ９日 豊成公民館 ２４ ２ ２６ 

福岡 ２月 ９日 福岡公民館 ２４ ３ ２７ 

城西 ２月１２日 台方公民館 ３５ ０ ３５ 

丘山 ２月１４日 丘山公民館 ２５ ０ ２５ 

大和 ２月１８日 大和公民館 ３６ ２１ ５７ 

田間 ２月２０日 ふれあいセンター １８ ３ ２１ 

東金 ２月２２日 中央公民館 ３５ ５ ４０ 

合 計 ３３６ ５３ ３８９ 

＜分類区分＞ 
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＜参加者からいただいた意見＞ 

Ａ 道路整備に関するもの 

○ひのくちから東金商業までの道は学生が使う道なので、歩道を作って欲しい。県道なので

県と交渉して子ども達の安全確保のために歩道を整備して欲しい。[将来像] 

○道庭の歩道でＵ字溝の上を歩き、段差もある。東小学校の生徒達が、家之子あたりから道

庭を通り学校に行くがとても歩きづらい。事故が起きてからでは遅いので早急に整備し

て欲しい。[将来像] 

 

Ｂ 上下水道の整備に関するもの 

○意見ではなく質問になるが、下水道の件、各個人は浄化槽で処理しているのが現状だが、

下水道の実施状況を教えてもらいたい。昭和４８年以降整備されると人づてに聞いてい

るが、いつ整備されるのか、今はどうなっているのか疑問に思っている。 

田間地区まで下水道が整備されているようだが本当なのか。松之郷は全体を進めている

とも聞いている。どれくらい進んでいるのか。他市と比べ遅れているのではと感じる。 

下水道計画がひろげられないのはなぜか？ [強み・弱み] 

 

Ｅ 電車・バス等交通網整備に関するもの 

○まず交通アクセス（ＪＲ、各社バスの本数が少ない）が悪くて不便で困っている。昔から

国に陳情していることもわかっているが、まだ実現されていない。バスもいろいろなとこ

ろで廃止になっており高齢者が困っている。循環バスがあるがそのエリアが狭すぎる。も

う少しエリアを拡大し、自由に乗降できるようにして欲しい。[強み・弱み] 

○高齢者になると、自動車運転免許証を自主返納するようになっているが、自主返納した後

はどうしたらいいのか。農村地帯の人達は車がなくては生活はできないため、自主返納後

のフォローを実現して欲しい。みなさん自主返納のことは考えていると思う。高齢者の事

故も増えており、いろいろな形で実現してほしい。（Ｆ・Ｎにもあり）[強み・弱み] 

○城西国際大学にくる外国人も増えているが、東金は成田空港からも近いので山武市役所

まできている直通バスを東金まで伸ばしてみてはどうか。東金に外国人が増え、そこで民

泊をする。そこで利益を得た事業者が納税する。無い税金を使うのではなく、税金を作り

出す、生み出すことを考えてみたほうがいいのではないか。[将来像] 

 

開  催  結  果 

開 催 日 開 催 場 所 
参 加 者 数 

男性 女性 計 

平成３１年１月２９日 公平公民館 １５ ２ １７ 

公 平 地 区 
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Ｆ 生活環境に関するもの 

○私の世代からすると遊び場が無い。他地域から遊びに来る人がいない。来ても通過するだ

けで山武市、九十九里町や蓮沼に行ってしまう。[強み・弱み] 

○人口が少ない中でどうしたら市民の質の高い生活を維持できるかを考えるべき。その「強

みは何か」にいく。先ほどでた文化的な蓄積、緑豊か、海が近い、そこそこ交通の便が良

い。その辺を考えていけばよい。[強み・弱み] 

○高齢者になると、自動車運転免許証を自主返納するようになっているが、自主返納した後

はどうしたらいいのか。農村地帯の人達は車がなくては生活はできないため、自主返納後

のフォローを実現して欲しい。みなさん自主返納のことは考えていると思う。高齢者の事

故も増えており、いろいろな形で実現してほしい。（Ｅ・Ｎにもあり）[強み・弱み] 

○遊ぶ施設が無いと意見が出たが、市は多少の補助金を交付し、管理は利用者がすることで

経費を抑えられる。（Ｊにもあり）[将来像] 

○総合計画の５本の柱のうち、「快適なまちづくり」を謳っているが、松之郷にはごみ焼却

場があり、１０年稼動延長が決まったが、総合計画中に焼却場の問題は入れたほうがいい

と思う。地元からの反対意見なども出ているという。現在の状況について聞きたい。 

[将来像] 

 

Ｇ 教育・文化に関するもの 

○強みといえば、吹奏楽が盛んである。市内に３高校あり、城西国際大学もある。よく文化

会館で発表会を行っている。それに基づいたマーチングパレードなどで人集めができる

と良いと思う。[強み・弱み] 

○郷土を愛するには郷土を知らなければならない。郷土を知る手がかりとしては市内の歴

史愛好家の方々だ。これらの方々が発表する場が私の知る限り文化会館の狭い展示室し

かない。常設展示が無い。他市をみても郷土資料館がある。郷土を知ってもらうにはその

ような施設も必要だと思う。既存の施設と一緒でもいいし、中央公民館を改装して作るの

もよいと思う。[強み・弱み] 

○みのりの郷が道の駅になり人が集まって盛り上がっているようだ。売り上げも順調に伸

びているそうだ。みのりの郷の施設内にオリーブオイル工場ができるようで、今後産業と

して発展させていくという話を聞いている。先日、オリーブの苗を栽培する農家を探して

いるという回覧版を見たが、オリーブということを前面に出していくのであれば、今小学

校入学時に木の苗を配っているそうで、それに替わって生徒へオリーブの苗をあげては

どうか。そうすれば東金がオリーブの街というイメージになっていく。（Ｊにもあり） 

 [強み・弱み] 

○出生する子どもが減っている中で環境問題について（話したい）。昨年はかなり気温が高

く熱中症になる方も多かった。その中で市内教育施設の熱中症対策（エアコン設置）はど

うなっているのか？千葉県では議員達が要請し県立高校にはすべてエアコンを導入する

ことが成立したが、東金市の今と将来どうなるのか、全部の学校にエアコンを入れるのか、

具体的にわかったら教えてほしい。強み、弱みとは違うが。私達の世代だと孫が学校に入

学する。これからの将来の子ども達の環境について、幼稚園や学校などで熱中症で倒れた

子どもがいるのかどうか、わかる範囲で教えて欲しい。（Ｈにもあり）[強み・弱み] 
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○１１月にプロ野球ＯＢの方々が来て頂いた。あれだけのメンバーがくるのはたいしたも

のだ、と話をしていた。私も昔、草野球をやっていて、施設を利用していた。現在の市内

スポーツ施設のあり方、使用の基準について、小、中、高校生が簡単に市内スポーツ施設

を使用できるようになれば、スポーツ振興の底上げにつながると思う。[強み・弱み] 

○学校の先生に聞くと、スポーツの指導者を確保するのが難しいという。東金市の強みとし

て、城西国際大学には立派なスポーツ施設があり、プロ野球選手も輩出している。市全体

でスポーツ振興に力を入れてくれるとよい。（応援、協力、世話）[強み・弱み] 

 

Ｈ 福祉・保健に関するもの 

○市の HP を見ると緑豊かな都市というのは良いのだが、一方で遊休地、耕作放棄地はどう

なっているのか。そのような土地を整備するのはそんなにお金がかからないと思うが、年

配者向けであればグランドゴルフ会場やペタンク会場などを整備する。ちょっとした広

さがあれば管理は行政がやるとしても、元気な高齢者を増やして医療費を削減するとい

う施策があってもよいのではないかと思う。（Ｊにもあり）[強み・弱み] 

○高齢者向け施設が無い。高齢者が先々行く場所が無い。人々に優しい街にするなら、まち

なかに高齢者向け施設があっても良いと思う。[強み・弱み] 

○昭和４０年頃交通事故が起きたとき東金病院があっても充分な対応がなされなかった。

近所の人が交通事故にあったとき、東金市内の病院では救急でみてもらえず、蓮沼まで搬

送されたことがあった。医者は「あと５分遅かったら失血死だったろう。なぜ、東金は医

者が沢山いて応急処置もしないでこんなところへ送ってくるのか。納得できない。医者で

ある以上は止血ぐらいできるはずだ」と聞いた。それぐらい市内の病院事情は悪かったが、

それから東千葉メディカルセンターができて良かった。経営面が厳しいらしいが、ぜひな

くさないで欲しい。（Ｎにもあり）[強み・弱み] 

○東金市には高齢者施設が無いという意見があった。まったくそのとおり。人口比率からみ

ても確かに非常に難しい。埼玉県の飯能市を見るとかなり多く施設があり余裕があるそ

うだが、千葉県は足りない。最期まで看取ってくれる施設が無い。予算が無い中難しいと

は思うが。東千葉メディカルセンターも維持していかないといけないと思うが人口に対

し予算がかなりかかっている気がする。[強み・弱み] 

○出生する子どもが減っている中で環境問題について（話したい）。昨年はかなり気温が高

く熱中症になる方も多かった。その中で市内教育施設の熱中症対策（エアコン設置）はど

うなっているのか？千葉県では議員達が要請し県立高校にはすべてエアコンを導入する

ことが成立したが、東金市の今と将来どうなるのか、全部の学校にエアコンを入れるのか、

具体的にわかったら教えてほしい。強み、弱みとは違うが。私達の世代だと孫が学校に入

学する。これからの将来の子ども達の環境について、幼稚園や学校などで熱中症で倒れた

子どもがいるのかどうか、わかる範囲で教えて欲しい。（Ｇにもあり）[強み・弱み] 

○少子化問題だが、若者にとって東金市の魅力はなんだろう、と考えたとき若者がどんどん

東金市に住んで、福祉面（保育所等）の充実や東金市だったらこんなことがあるから住ん

でみたいというような「魅力のある街」、「住みたい街ナンバー１」ではないが東金市に住

みたいと思わせる施策が必要。今子どもを産みたくても産めない、産んでも保育所がいっ

ぱいで預けられない、という人はいっぱいいる。若者が住み、子どもを産んで、充実した
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福祉施設があって、安心して働ける環境整備にかかる施策が必要。[強み・弱み] 

○公平地区については、城西国際大学があり、道路には東京行き、千葉行き直通バスが通っ

ている。そこで、農業大学校を有効利用できないか。そこに福祉複合型の施設（老人ホー

ム、保育園等）をつくり、運営する。２０～３０年後はその時代にあった施設に転換して

運営してはどうか。[将来像] 

 

Ｉ 将来都市イメージに関するもの 

○人口が少ない中でどうしたら市民の質の高い生活を維持できるかを考えるべき。その「強

みは何か」にいく。先ほどでた文化的な蓄積、緑豊か、海が近い、そこそこ交通の便が良

い。その辺を考えていけばよい。そんな立地条件だと住民登録をしていなくても東金市に

深い関わりがある生活をしてくれる人達が出てくる方向を模索すべき。住民登録が無い

ので市民ではない、私は「準市民」と呼んでいるが市民的な活動を東金市でしてもらう、

東金市の文化的なものや、経済活動をやってもらう。もっと発展すれば、週末東金に来て

ください、となる。東金市から出て行った人も結構いる。でも東金市はいいところだとい

っている、でも東金では生活できないよね、と。そういう人は週末に東金に来てください、

もしくは定年になったら東金に帰ってきてください、と。そのために住みやすい、質の高

い、楽しい東金をつくってほしい。（Ｎにもあり）[強み・弱み] 

○東金市だけの自己完結型事業はあきらめて、広域連携、例えば他市町村の施設を市民同等

で利用できるとか、ハード面ではなくソフト面で東金市を伸ばしていければいいと思う。

地域の個性も大事、ひとりひとりに目が行き届く、きめ細やかでハイレベルに意見を吸い

上げられるような東金市になって欲しい。（Ｎにもあり）[将来像] 

 

Ｊ 産業に関するもの 

○市の HP を見ると緑豊かな都市というのは良いのだが、一方で遊休地、耕作放棄地はどう

なっているのか。そのような土地を整備するのはそんなにお金がかからないと思うが、年

配者向けであればグランドゴルフ会場やペタンク会場などを整備する。ちょっとした広

さがあれば管理は行政がやるとしても、元気な高齢者を増やして医療費を削減するとい

う施策があってもよいのでは。（Ｈにもあり）[強み・弱み] 

○みのりの郷が道の駅になり人が集まって盛り上がっているようだ。売り上げも順調に伸

びているそうだ。みのりの郷の施設内にオリーブオイル工場ができるようで、今後産業と

して発展させていくという話を聞いている。先日、オリーブの苗を栽培する農家を探して

いるという回覧版を見たが、オリーブということを前面に出していくのであれば、今小学

校入学時に木の苗を配っているそうで、それに替わって生徒へオリーブの苗をあげては

どうか。そうすれば東金がオリーブの街というイメージになっていく。（Ｇにもあり） 

 [強み・弱み] 

○人が集まる場所を目指すなら、東金の立地条件は海に近く、鉄道もあり高速道路もあり人

が集まりやすい場所だと思う。テーマパークなどを誘致すれば人が集まり、お金が落ち活

気がでると思う。 [強み・弱み] 

○東金の良さは、東京に近いこと、空港に近いことである。箱物は予算がないため作れない

ので、例えばいちごなど輸出する事業者を誘致するのがいいと思う。 
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20 年という長いスパンをみるのであれば、計画をしっかり立て誘致し、東金市に来た企

業には税金を５年間免除し、東金市を去る企業には税金をもらう。一旦税収は減るがのち

に増える。企業にとっても良い。（例）「千葉県が川崎製鉄を誘致 赤字から黒字へ」 

このような方策を長期計画に盛り込んではどうかと思う。（Ｎにもあり）[将来像] 

○城西国際大学にくる外国人も増えているが、東金は成田空港からも近いので山武市役所

まできている直通バスを東金まで伸ばしてみてはどうか。東金に外国人が増え、そこで民

泊をする。そこで利益を得た事業者が納税する。無い税金を使うのではなく、税金を作り

出す、生み出すことを考えてみたほうがいいのではないか。（Ｅ・Ｋにもあり） 

○遊ぶ施設が無いと意見が出たが、市は多少の補助金を交付し、管理は利用者がすることで

経費を抑えられる。（Ｆにもあり）[将来像] 

 

Ｋ 国際交流に関するもの 

○城西国際大学にくる外国人も増えているが、東金は成田空港からも近いので山武市役所

まできている直通バスを東金まで伸ばしてみてはどうか。東金に外国人が増え、そこで民

泊をする。そこで利益を得た事業者が納税する。無い税金を使うのではなく、税金を作り

出す、生み出すことを考えてみたほうがいいのではないか。（Ｅ・Ｊにもあり） 

[将来像] 

 

Ｎ 行政への要望に関するもの 

○人口が少ない中でどうしたら市民の質の高い生活を維持できるかを考えるべき。その強

みは何か、にいく。先ほどでた文化的な蓄積、緑豊か、海が近い、そこそこ交通の便が良

い。その辺を考えていけばよい。そんな立地条件だと住民登録をしていなくても東金市に

深い関わりがある生活をしてくれる人達が出てくる方向を模索すべき。住民登録が無い

ので市民ではない、私は「準市民」と呼んでいるが市民的な活動を東金市でしてもらう、

東金市の文化的なものや、経済活動をやってもらう。もっと発展すれば、週末東金に来て

ください、となる。東金市から出て行った人も結構いる。でも東金市はいいところだとい

っている、でも東金では生活できないよね、と。そういう人は週末に東金に来てください、

もしくは定年になったら東金に帰ってきてください、と。そのために住みやすい、質の高

い、楽しい東金をつくってほしい。（Ｉにもあり）[強み・弱み] 

○昭和４０年頃交通事故が起きたとき東金病院があっても充分な対応がなされなかった。

近所の人が交通事故にあったとき、東金市内の病院では救急でみてもらえず、蓮沼まで搬

送されたことがあった。医者は「あと５分遅かったら失血死だったろう。なぜ、東金は医

者が沢山いて応急処置もしないでこんなところへ送ってくるのか。納得できない。医者で

ある以上は止血ぐらいできるはずだ」と聞いた。それぐらい市内の病院事情は悪かったが、

それから東千葉メディカルセンターができて良かった。経営面が厳しいらしいが、ぜひな

くさないで欲しい。（Ｈにもあり）[強み・弱み] 

○高齢者になると、自動車運転免許証を自主返納するようになっているが、自主返納したし

た後はどうしたらいいのか。農村地帯の人達は車がなくては生活はできないため、自主返

納後のフォローを実現して欲しい。みなさん自主返納のことは考えていると思う。高齢者

の事故も増えており、いろいろな形で実現してほしい。（Ｅ・Ｆにもあり）[強み・弱み] 
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○東金の良さは、東京に近いこと、空港に近いことである。箱物は予算がないため作れない

ので、例えばいちごなど輸出する事業者を誘致するのがいいと思う。 

20 年という長いスパンをみるのであれば、計画をしっかり立て誘致し、東金市に来た企

業には税金を５年間免除し、東金市を去る企業には税金をもらう。一旦税収は減るがのち

に増える。企業にとっても良い。（例）「千葉県が川崎製鉄を誘致 赤字から黒字へ」 

このような方策を長期計画に盛り込んではどうかと思う。（Ｊにもあり）[将来像] 

○各地区公民館に主事が１人配置されているが、中途半端である。配置するなら５～６人等

ある程度職員を増やして地域を理解し地域振興（産業、景観、観光）していくのはどうか。

経費もかからないと思う。[将来像] 

○小、中学生へ将来東金市にどういったものがあったほうがいいのか等のアンケートは実

施されているのか。どんな希望を持っているか調査をしてみては。[将来像] 

○人口減少、予算が無い中どうするか、ハードではなくソフト、量から質へという、１９７

０年代から同じことを言っているが、東金市だけの自己完結型事業はあきらめて、広域連

携、例えば他市町村の施設を市民同等で利用できるとか、ハード面ではなくソフト面で東

金市を伸ばしていければいいと思う。地域の個性も大事、ひとりひとりに目が行き届く、

きめ細やかでハイレベルに意見を吸い上げられるような東金市になって欲しい。（Ｉにも

あり）[将来像] 

 

Ｏ 適正な情報の提供に関するもの 

○今の総合計画は２０年間の計画ということだった。総合計画とは、私達には非常に漠然と

した話であるが、さきほど人口問題や高齢者問題など数値をあげて示していただいて参

考になったのであとでペーパーでもらいたい。[強み・弱み] 

○今回の懇談会の内容を発言者の名前は伏せた形で公表して欲しい。[将来像] 

○平成１３年からの基本構想の進捗状況を知りたい。[将来像] 
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＜参加者からいただいた意見＞ 

Ａ 道路整備に関するもの 

○強みは交通アクセスが良い、圏央道が全線開通すればどこにでもいける。東金の存在が大

きくクローズアップされると思う。[強み・弱み] 

○神奈川、大網、東金と回ってきた。地方に行くと和歌山市は道路を広くして自転車道を青

線で引いて作っている。東金にも作って海岸にいけるような観光スポット、レクレーショ

ンコースを作ればもっと若者も来ると思う。（Ｊにもあり）[強み・弱み] 

○車を運転していると旧道は狭い、高校生が自転車で走っていると危ない。学芸高校のとこ

ろなど電信柱が車道に出ているところもあり大型車が来ると危ない、改善が必要と思う。 

 [強み・弱み] 

 

Ｃ 市街地整備に関するもの 

○市役所から保健所がある通りは中心部なのに夜まっくらである。街灯が少ない。衰退して

いるのが分かる。街灯増設して明るくならないのか。市長の「駅を中心とした魅力的な街

づくり」を自分も望む。[将来像] 

○東金駅の東口、西口の跨線橋を渡るのが大変だ。高齢者や、重い荷物を持っていく等非常

に大変である。雨の時は危険だ。ホームはエレベータがあり助かる。エレベータつけても

らえればと思う。（Ｆにもあり）[将来像] 

 

Ｅ 電車・バス等交通網整備に関するもの 

○ＪＲが単線なのが弱み。大網、成東からは千葉までいける。単線であることで不便である。

神奈川から引っ越してきて、空気が良くて住みやすい、日吉台がもっと発展すると聞いて

引っ越してきたが、バスの便も減って東金駅に出るのも不便になってきた。[強み・弱み] 

○生活者、観光客の交通手段が脆弱である。[強み・弱み] 

○将来像といっても、住んでいる身としては、市全体がどうであれ自分が快適に暮らせると

いうことが大事。公共交通機関（バス）がこんなに無くなる約束ではなかったのになくな

ってしまったのでとても不便である。東金駅に行くにしても不便。３０年前の利便性があ

ってほしい。[将来像] 

○人が動くと発展し活性化につながる。交通の便が非常に悪い。日吉台はいろいろ見比べて

みてもインフラが整備されており、千葉駅にもバスで直結している。当時東金駅への便も

開  催  結  果 

開 催 日 開 催 場 所 
参 加 者 数 

男性 女性 計 

平成３１年１月３１日 日吉台西が丘会館 １４ ４ １８ 

日 吉 台 地 区 
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充実していたので選んだが今は本数が減っている。土日祝日は千葉行きが２本、東金駅へ

行くのは１本しかなく、東京方面に行っても帰ってこられない状況だ。公共交通が整えば、

住民だけでなく観光客も（たとえばぶどう郷など）東金に来てくれるのではないか。交通

の便をそれぞれの地区でよくしてもらえれば住み続けられる。高齢者が、用事はないけど

天気がいいので外出する、ということもできる。健康・元気につながる。公共交通の充実

を。[将来像] 

○デマンドタクシーには不満の人が多い。市外には使えない。山武医療センター、大網病院

等、通勤通学にも使えない。時間帯も限られている。予約もなかなかできない（話中でつ

ながらない）。台数も少ない。それなのに一般タクシーは駅前であぶれている。タクシー

会社と連携しもっとデマンドタクシーにまわして台数を増やし、交通手段改善をしては

どうか。[将来像] 

 

Ｆ 生活環境に関するもの 

○東金駅近辺が汚い。駐輪場が雑で、盗難もあるという。建屋を作ることも必要と思う。 

[強み・弱み] 

○日吉台ができてすぐに１０歳のとき引っ越してきた。成田で就職、結婚を機に帰ってきた。

東金の強みは静かな環境で子育てに良い。のびのび育てられる。[強み・弱み] 

○東金の駅舎について。千葉県の駅舎の映像が出ていたのだがどこにあるのかわからない、

びっくりするような駅舎。冷房、暖房なし、ふきっさらしで待合室は寒く、なんとかなら

ないのか。[将来像] 

○東金駅の東口、西口の跨線橋を渡るのが大変だ。高齢者や、重い荷物を持っていく等非常

に大変である。雨の時は危険だ。ホームはエレベータがあり助かる。エレベータつけても

らえればと思う。（Ｃにもあり）[将来像] 

 

Ｇ 教育・文化に関するもの 

○千葉から引っ越して１６年目。確かに住みやすい。強みは、近くの文化会館でいろんなイ

ベントやっている。もっとＰＲするといい。[強み・弱み] 

○大学を活かすべきである。[強み・弱み] 

 

Ｈ 福祉・保健に関するもの 

○東千葉メディカルセンター、中核病院でありひとつの強みであろう。[強み・弱み] 

○年末、体の調子が悪くなって市内の病院に行った。２８日だったのでその日で病院は終わ

り。紹介状書くからすぐに東千葉メディカルセンターへ行ってと言われた。結局、東千葉

メディカルセンターに行けたが、三次救急ではないのか？三次救急の意味がわからない。 

東金市の貯金が東千葉メディカルセンターに大分食われている。県から当初の８５億円

に加えて３０億円の支援が決定したようだ。そもそも東金と九十九里が貯金を使ってま

で東千葉メディカルセンターを運営する必要があるのか。東金駅からより大網駅からの

方がバスの本数も多く運賃も安い。東千葉メディカルセンターができて数年経つが、そん

なこともあり、なんで・そもそもの話が理解されていない。[強み・弱み] 
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○子育てについて。待機児童が多いといわれているが、東金は幼稚園の園児が少ないところ

があり、広い園庭、園舎がある。一方で国の施策ではあるが企業内保育所や住宅地やビル

の一角等の狭小地に設置されている保育所を利用せざるを得ない保護者もおり、預ける

側から見ると平等ではない。ぜひ幼保一元化を実現してほしい。子育ては百年の計、未来

を担うこどもを育てやすい環境が若い人を呼び込む、東金にいてくれることにつながる。 

[強み・弱み] 

○東千葉メディカルセンターは１年前より人がいるなという感じがした。昼時行ったが、食

事するところがない。コンビニ１件のみあるだけ。財政事情によるのだろうが、逆にカフ

ェでもあれば集客になるのでは。お金を使わないのではなく、使うところは使う、削ると

ころは削るなどお金の使い方にメリハリがあればよい。箱物なので赤字が伴うことはみ

んな覚悟していたと思うが、長期的にみれば地域医療には必ずプラスになると信じてい

る。[将来像] 

○東千葉メディカルセンターの経営問題、大分改善されているとは思うが、もともとは近隣

市町村が一緒にやっていくという計画が、最終的に東金と九十九里のみで、県の協力もい

まいち。山武市、大網等、山武いすみ近隣の市町村ともう一度話合いはできないのか。九

十九里と東金だけでは今後つぶれてしまう。[将来像] 

○健康寿命を伸ばすのは大変良いこと。健康寿命を伸ばすと同時に、若い人達も住んでもら

うようにすべきだと思う。[将来像] 

 

Ｊ 産業に関するもの 

○東金から物流など発信するものが少ない、通過するだけで終わってしまう。立地条件はよ

いが産業拠点、物流拠点がない。成田にもっていかれている。成田が空港拡張などによっ

て大きくなるが、そこに東金がどこまで食い込めるかがポイント。[強み・弱み] 

○神奈川、大網、東金と回ってきた。地方に行くと和歌山市は道路を広くして自転車道を青

線で引いて作っている。東金にも作って海岸にいけるような観光スポット、レクレーショ

ンコースを作ればもっと若者も来ると思う。（Ａにもあり）[強み・弱み] 

○強みは自然環境が豊かの一言に尽きる。あまり工場等もないので空気もとても良い。ただ

し、裏を返すと若い人が魅力に思うような産業がないので人口減少し、高齢化が進んでし

まう。高齢化率が進む要因のひとつは若い人が出て行ってしまうこと。引き止める施策が

必要と思う。[強み・弱み] 

○自然環境を観光資源として活かしきれていない。[強み・弱み] 

○弱みは、働き口が少ない。職を探していたとき、東金の企業はほぼない状況だったので結

局成田に勤めた。[強み・弱み] 

○ぶどう郷をうまく観光資源としてはどうか。シーズンになるとけっこう車で来ている。観

光会社と連携して、他の観光資源と抱き合わせるなどするといい企画になるのでは。ぶど

う狩りの後九十九里に行くこともできる。[強み・弱み] 

○昔は商業で栄えた。商店街にいっぱい店があり、歩くのが楽しかったが、今は小売店舗は

シャッターがしまり、街の中が空洞化し、大型商業施設が台頭している。もっと昔のよう

に商業にがんばってほしい。昨年湖月堂もなくなったので寂しい。商工会がイベントをや

ってがんばっているが、それでも追いつかないのが現状。かつての強みを掘り起こしてほ
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しい。[強み・弱み] 

○地方交付税不交付団体が県内に７つあり、そういった団体に聞いたりしていると思うが、

人口が増えなければ税収も増えない。健康寿命も大事だが若い人たちを呼び込む取り組

みが必要。ボーリング場、映画館がなくなってしまった。城西国際大学生が遊ぶところが

ない。地方からきている学生に「東金いいよな」と思ってもらえるようにしないといけな

い。手伝えることは手伝う。とにかく市役所の人にがんばってもらいたい。[将来像] 

○一番心配していることは税収が少ないこと。税収が少ない中では豊かな暮らしができな

い。税収を上げるには、企業誘致、首都圏の会社を訪問して工場なり、会社などをこちら

に持ってくる。若い人がそこで就職し、定住する。若者は就職のため市外へ出て、年寄り

だけになるという典型的なパターンになっている。企業誘致が第一だと思う。[将来像] 

 

Ｎ 行政への要望に関するもの 

○今までの総合計画の２０年計画は企業で働いている身としては長すぎると感じた。もっ

と短いスパンでよいと思う。[強み・弱み] 

○弱みについて。発展性、活気がないので人口が減ってくる。みんなの気持ちに活気がない。

このまちはどうやって暮らしているのか、よくやっていけるなと思う。魅力のある計画を

作ってもらって、若者がたくさん住む町にしてもらいたい。[強み・弱み] 

○東金の強み、弱みというが、こういう場所で吸い上げるのも大事だが、強みが分かったら

それをやってください。弱みが分かったら克服してください。[強み・弱み] 

○市長がどうしたいのか、住民に分かるように説明するのが先じゃないのか。財政赤字だと

将来もない、現状を変革をして将来はこうしたいというのを述べてもらったほうがいい

のではないか。[将来像] 

○いろいろなニュースで他自治体の成功事例をやっている。必ずしも施設を作ったり、機械

を入れるというのではなく、アイディアで成功している。東千葉メディカルセンターにお

金がかかっているのはわかるが、行くと受付もどよんとしている。いかにして患者を獲得

するかというのがまずあって、それで高度な医療がなされるという発想がなければどん

なにお金をつぎ込んでも失敗するのでは。東千葉メディカルセンターだけでなく、すべて

アイディア次第でお金を使わずとも何とかなると感じている。[将来像] 

○市庁舎が古くなってきている、分散している公共機関を集中させるのもよいのでは。無駄

である。市庁舎を大きくきれいにすれば東金市のイメージもあがる。あずみの市庁舎は立

派。[将来像] 

○将来像ということで、予算の使い方。財政悪い中で、浅く広く使うのか、重点的に使うの

か。重点的に使うのであれば住民理解を得るのが大変だが、それをやることによって明る

い東金に持っていけるのではないか。[将来像] 

○市役所の中、市民目線で対応してくれるところと、そうでないところと極端。所属長のし

つけの問題だろうか？東金市の将来を思うならもう一度原点に戻ってやってもらいたい。

区長と名乗っていったのに鼻先で笑われた。これはお金のかかることではない。 

 [将来像] 
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Ｏ 適正な情報の提供に関するもの 

○今の総合計画が始まってから１７、８年経って何が変わったのかまったく見えない。[強

み・弱み] 

○収入があって増やし支出を減らせば貯金ができる。一般会計で収入を上げるというとこ

ろはどうなのか。住民税は人が増えないと入ってこない。過去の推移はほとんど変わって

いない。支出を見ると何がムダなのか、それを市長がこれから精査されるということだと

思うが、この１年間何が無駄で何を削ろうとしたのか、なんで収益が上がらないのか、見

えてきたものがあるのでは。[将来像] 

○住民税の収納率は高いのか。[将来像] 

 

Ｐ その他 

○弱みについて。日吉台に来て３０年。東金の場所が都会では知られていない。会社で東金

に移ることを伝えたとき、どこにあるんだ、通勤できるのかと言われた。「東金とはこれ

だ」というものがない。東金市を挙げての行事が少ないのが一因では。体育祭、やっさま

つりはあるが市内の連携が弱い。区長会も１２地区あるが、地域が一緒になってなにかや

る機会がない。東金全体としての連携、絆が弱い。市を大きくまとめあげる必要があると

思う。古い神社仏閣があるところは行事があるが。全体的に盛り上がらない。[強み・弱

み] 

○日吉台に引っ越してきて１７年目。まちおこしのような企画がない。現状維持。一歩前に

進んでいこうとするような努力が見えない。全体としての力、結束して何かを成し遂げよ

うというものがない。日吉台の３区でさえもない。夏のお祭り以外、区ごとの活動のみ。

すごく保守的。東金駅のほうに降りて行くと、元から住んでいる人達はこちらの意見を聞

いてくれない。 [強み・弱み] 
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＜参加者からいただいた意見＞ 

Ｅ 電車・バス等交通網整備に関するもの 

○交通の利便性が悪い。近場（市内）の公共交通を充実できると良い。[強み・弱み] 

 

Ｆ 生活環境に関するもの 

○若い人が住みやすい町が良い。源小学校休校という話があるが、学校がなければ若い人は

住まない。親の立場として（他市に住むことを）とめることもできない。極楽寺に住んだ

のは先代からで歴史は浅いが農地があり私は受け継いで生活している。しかし子どもに

はここに住めと言うことができない。これが現実だ。もうひとりの子どもは独身で今は千

葉市に勤めている。千葉は市内に入ればすぐ学校がある。人は東金に住むより千葉へ流出

してしまう。なぜか。それは住みづらいから。もっと住みやすく改善してもらわないと人

口減少する。地域活性化は無理だ。[将来像] 

 

Ｇ 教育・文化に関するもの 

○源小学校の統合問題は今どうなっているか。[強み・弱み] 

○ドローン、ＡＩが話題になっているが、そういうものの研究所や学ばせるための施設を源

に持ってきてもいいと考えている。ドローンは農業でも使われていると聞く。これからの

稲作、畑作に重要な位置をしめていると思う。源に来ればドローン技術が学べるというよ

うになるとよい。[強み・弱み] 

○源小学校をどうするかは、将来的に外国人に日本語を教えたりといった利用も考えられ

る。寄宿等、家族で泊まれるところを設け、一緒に農業をやったりもできるのでは。 

[強み・弱み] 

○極楽寺は既婚者は２人、こどもは３人程度。あとは独身、お年寄りだ。学校がなくなる、

幼稚園は行けないとなるとどうするか。すごい勢いで高齢化、人口減少進んでいる。１０

年後には地区の組解散の危機感を持っている。[将来像] 

○東金市は歴史が古い。教育も千葉県で先駆けて高等学校や小学校、寺子屋も発展してきた

のでそれらを活かせないか。[将来像] 

○将来の夢は教育だと思う。田園調布は文教都市として教育水準が高い。それを求めて人々

が集まる。海外、特に新興国で国をよくするために重要なのは教育と考えている。教育は

地域を活性化する。日本に留学して祖国に戻り祖国に貢献したいと考える。新興国は日本

開  催  結  果 

開 催 日 開 催 場 所 
参 加 者 数 

男性 女性 計 

平成３１年２月１日 源公民館 １６ １ １７ 

源 地 区 
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と比べ所得水準が低いが教育して底上げしていくことが一番大事だと考えている。学校

は児童生徒がいないとなりたたないが逆に学校をどう活用するかというのも教育のひと

つの手立てと考える。[将来像] 

 

Ｉ 将来都市イメージに関するもの 

○東金市で育ち東金市外に就職先を求め現在活躍されている方やそのお孫さんが地元に帰

ってくるには、魅力ある東金市でないといけない。私は長男だからあとを継ぐ、という刷

り込みで地元で仕事場を求めたが、大学で学んだ専門的なことで働くには一番近いのが

県庁だった。しかし県庁でも自分が学んできたことが活かせず、地元で活かせる職業を選

んだ。退職して再雇用で同じ仕事をするよりも他に仕事がないかと思いシルバー人材セ

ンターで活躍できたらと思う。高齢化、特に源は進んでいく。[将来像] 

 

Ｊ 産業に関するもの 

○私見だが、東金市の強みは大都市への出荷が可能な近郊農業である。大都市あての近郊農

業として発展させるという大きな戦略を掲げる。その場合どういうものづくりをするべ

きかというと、従来の生産方式から変えて集約的な仕組みをつくり農産物を生産する。道

路網を活かして大都市へ出荷する。都市を発展させるには工業・商業化もいいが、農業都

市でも十分成り立つ。デンマークは酪農で国の生計を立てている。東金は自然に恵まれて

おり、先代が努力し開墾した田畑がある。今までの手法を変えて付加価値を高めた農産物

をつくる方法を考える必要がある。人間にとって食べることは一番最初にあることであ

り、良いものをつくれば生活は成り立つ。道路網の整備により新鮮な農産物を流通させる

ことができる。決して工業化、商業化をなくせといっているわけではない。[強み・弱み] 

○弱みについて、就職先の規模が小さい。将来性を考えると大きい企業のほうがいい。 

 [強み・弱み] 

○育児環境について。就労人口が増えれば自然増も望める。[強み・弱み] 

○６次産業的な取組を。工業製品的なものも作って売っていけば就職先も増え、農業者の収

入も増えるのでは。[強み・弱み] 

○農業で生き残るなら、ブランド化が必要。富里ならスイカ、八街なら落花生、山武ならい

ちごなど。農産物に関しては山武地域のなかで東金の名前は出てこない。近隣の人に聞い

ても東金って何があるんだろうかといわれる。ブランドイメージがないと６次産業化は

難しい。[強み・弱み] 

○八街と比べるとスーパーが少ないと思う（感覚的に）。販売できるところが沢山あれば新

鮮な野菜を取ったその足でスーパーに届けることができる。良くて安いものを消費者に

届けることができる。販売経路を増やす必要がある。[強み・弱み] 

○みのりの郷はアンテナショップとしてどのような傾向かを知るためにつくられたもので

はないのか？[強み・弱み] 

○生産と販売をセットでできないか。生産者はしっかりといいものを作り、販売者は組織を

作って対応することでコストを抑えることで時間的制約も無くなる。SNS でＰＲして東

京から買いに来てもらうなどもある。[強み・弱み] 

○源地区の場合は八街に行ってしまう。自分は大多喜まで行ってトマトを買ってくる。おい
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しいものであれば遠くても買いに行く。消費者の求めているもの、日本人は味に肥えてい

る。そういうものを作らなければいけない。それがひとつのブランドの始まりではないか。

源地区の人は八街が生活圏。東金の街なかには行かない。妥協して味が落ちると消費者は

買わない。[強み・弱み] 

○昔、当時の県議が、テクノパーク等に尽力された。現在の誘致率はどれくらいなのか？企

業を誘致できれば残る人もいるし入ってくる人もある。[強み・弱み] 

○企業等があれば、東金で生まれた子息が他へ流出せず留まってくれるのでは。 

人口が下がってきているが、城西国際大学、警察学校で東金に住所を移す人がいれば、若

い世代の人達が高齢化率を押し下げるのではないか。そういう人たちが魅力を感じ東金

に留まる場、就職口が必要。市内に企業の本社がない。本社がないと市になかなかお金を

落とさない。旧来からの源部分の高齢化率、人口減少は激しい。抜本的に変革していくに

は相当魅力あるものをかかげないと若者は出て行ってしまう。東金市の将来像を考えた

ときに、やはりお金になる企業がたくさんあることが基本ではないかと思う。先を見たと

きにきれいごとではない。ボートピアは市原に行ってしまったが、年間５億地元に落ちる。

結果論だが教育都市だからと（ボートピアを）蹴った。お金の入りのある施策、まちづく

りをすべき。[強み・弱み] 

○源のみなさんが大事にしてきた林業でいえば、ただ荒らしておくのではなくきれいにし

てサイクリングコースを作るなど活用するとよいのでは。４～５年前、丸山池に行ったこ

とがあり、きれいな水が轟々と流れている。上布田にはホタルがいるところもある。そう

いった場所を利用したら素敵な良いところになるのでは。山武市と合併すればいろいろ

なことが解決され楽しみにしていたが、とうとう合併しなかった。 

[強み・弱み] 

○源で一番魅力があるのは山林ではないか。第１次植林計画で山武杉を扱い高額な材木が

都心部に流通していったが、第２次植林計画で頓挫した。その後残った山林は台風にやら

れ倒木や病気も発生しているが、これだけの山林を有するのは他に類ないのでは。うまく

利用できると良い。昔から模範村（植林計画、銀行、子ども貯金）等誇れるものが探せば

沢山ある。旧家も沢山ある。映画撮影に場所を提供したりできるところが源にはあるので

は。[将来像] 

○人口減を食い止めようとする施策を行政はどう考えているか。入りや出生数を増やすこ

とが大事だがそれだけ魅力がないと人は入ってこない。東金に流入してくる人は東金の

周辺の人たちが多い。その人たちが東金に魅力を感じて入ってきているとは考えづらい。

都会からくるなら話しは別。１万５千人の九十九里から、山武市から入ってきたというの

は、そこよりちょっと交通の便が良かったとか、たまたま職場があったとかではないか。

まずはここで生まれた子息を留まらせる、それには働く場が必要。生活していくベースを

まかなえる場所が近くで済むかどうかにかかっている。企業がたくさんないといけない。

（企業があれば）市に税が落ちてくる。年寄りの年金からいただく税収なんてたかがしれ

ている。生産性のある人たちがいないと税収は上がらない。それがないと何の施策も将来

像も描けない。志賀市政でも策定はやっていた。その時と比べたら時代も変わり、当時は

道路を作って人の往来を活性化するなどといろいろ話していたが、そういう事業を行う

には金がいる。地域の主力的なものが落ちてくれば（将来像を）いくら描いても先立つも
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のがなければできない。家庭でも懐が豊かになればいろいろできるように、行政を１軒の

家と例えるなら収入をいかに増やすか。高齢化がすすみ、社会保障の費用が増えるのはわ

かっている。入りがなければ当然パンクしてしまう。私たちよりもみなさんはプロなんだ

から、知恵をだしてもらったほうが早いのでは。座談会から吸い上げたもので決めていく

ところもあると思うが、小さいところの話をしたって先は見えている。高齢者がどれだけ

生産性があるか。この中で２０年先、健康で生産性をもち東金市のために少しでも税金を

納めようという人がどれだけいるか。大学、警察学校が高齢化率を引き下げているが実際

はもっと逼迫しているはず。どうしたらお金が入ってくるか、その１点につきる。病院、

焼却場等お金がかかることはどんどん増えていく。ここにいる人たちも一生懸命働いて

東金市のために少しでも税金を払うようにしなければ、受ける側の人間がどんどん増え

ていってしまうわけだから。出さない自分としてはいろいろこうしてほしいという話は

申し訳なく思いながら話をしている。[将来像] 

 

Ｎ 行政への要望に関するもの 

○一番困っているのは猪。一番の悩み。いい方法があれば。獣の種類によって対応が変わる。

電気柵は草が触れると放電してしまうので草刈りが大変。補助はないのか。[強み・弱み] 

○自分は第１次ベビーブームの人間だが、その子ども達は仕事を求めどうしても都心部へ

流れていってしまっている。魅力あるもの、例えば食べ物、自然、農業等の一大改革的な、

そんなのは無理という大改革的なことを視野にいれた１０年後、２０年後、３０年後を考

えるべき。成田空港は３０年、４０年かかっている。総武本線の複線化も３０年経って実

現しなかった。当時人が流れてこなかったから。人が流れてくる魅力あるものは何か、自

分達も考える。東金市外で生計をたてている人に戻ってきてもらうには何が必要なのか、

意見を集約する必要がある。[将来像] 

 

Ｏ 適正な情報の提供に関するもの 

○民間は減価償却して設備なり修理代をそこから捻出するが、行政の場合そういうものが

ないのか。[将来像] 

 

Ｐ その他 

○２０年後といったら、はっきり言って上布田は老人クラブではないかと思う。今住んでる

人間はじいちゃんばあちゃん、結婚しても子どもは１人か２人という状況だ。それで未来

を語れといわれても何が出てくるか。林業やっている人何人いる？林業を生業にしてい

る人はゼロ。自分の山に行くにも道をつくるために倒木など片付けないといけない。誰も

山に行かなくなっている。美しいサンブスギというがそれを守る人は現実的に誰もいな

い。森林税などと新しい税をもうけて森林を維持するという話があるが、誰がそれをやる

の？サイクリングコースの話がでたが、今は倒木で歩けない状態だ。もう少し現実を見る

と悲観的になる。[将来像] 
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＜参加者からいただいた意見＞ 

Ｃ 市街地整備に関するもの 

○質問がある。セントラルパーク計画と言うのを聞いたが、それはあるのか。また、東金に

は３つ駅があるが、駅前が整備されていない。駅が暗い。ウォーキングすると山王台のあ

たりは整備されるととても良いと思う。[強み・弱み] 

○色んな長期計画、総合計画、切り口があると思うが、２０年後は正直誰にもわからない。

目指す方向性として、都市計画には法的な拘束もあるため、線引きを明確にすると却って

首を絞めることになるのではないか。地理的な要件、とりわけ道路網に関しては非常に良

い条件がそろっている。みのりの郷についても、交通の結節点が活きている。人口減少も

あり長期計画は非常に夢のある話で、現時点では話をしづらい面があるが、見識あるみな

さんで取り組めればよいと思う。[将来像] 

 

Ｅ 電車・バス等交通網整備に関するもの 

○朝、東京に行く電車に人がすごい乗っている。企業を誘致するのではなく、交通の便を良

くする方がよいのでは。働き盛りの人を呼べば収入が増える。ベットタウンのような街づ

くりもひとつの案なのではないか。[将来像] 

○通勤するのに東金線では無理かな、と。千葉市に通勤するのに車を使っていたが、車はや

はり渋滞が厳しい。電車がないと。一ノ宮は人口が増えているらしいが、理由は東京行き

の快速の始発駅となっているからのようだ。東金からも電車に乗ってしまえば東京に着

くといったような始発電車を目玉にしても。「住めば都」とわかってくれれば。[将来像] 

 

Ｆ 生活環境に関するもの 

○東京で働く人が住みやすいような街にしていけば強みになる。[強み・弱み] 

○人口がどんどん減るのだろうが、過去３万から６万まで増えてきたわけです。農業も観光

も八鶴湖、雄蛇ヶ池とか。今はみのりの郷があるが、誇れるようなものはなかった。なの

に増えてきたのは、住みやすいからではないか。大きな工場や企業も無い。 

この人口を維持するのは、住民サービスが要因。例えば銚子は、茨城県の神栖のほうに人

が流れている。住民サービスがよくないと人口は減少していく。一方で地域、地区におい

ても人口が少ないほうが却ってまとまっている。中途半端な地域はバラバラ。人口減も悪

いだけではない。[強み・弱み] 

開  催  結  果 

開 催 日 開 催 場 所 
参 加 者 数 

男性 女性 計 

平成３１年２月４日 北之幸谷公民館 ３８ ９ ４７ 

嶺 南 地 区 
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○新潟の雪深いところから越してきた。こんなところは住むところではない、とにかく関東

に行けば仕事がある、ということで千葉に来た。いざ子どもが生まれたときに千葉県内を

色々探したところ、千葉市は高いし、それで東金に来た。東金は住みよい。雪は降らない

し環境は良いし災害も少ない、子どもは自由に遊べる。歴史もある。 

住むには最高の場所だということを、住んで始めて知った。[将来像] 

 

Ｇ 教育・文化に関するもの 

○昨年、受験生だった子がいた。受けられる高校のエリア的に不便を感じた。[強み・弱み] 

○７０歳を前にして、野球の審判をしている。昨年から小中学生を対象にした、高校野球を

誘致しようという活動がある。館山市で全国少年野球大会があったが、大変な人の入りだ

った。南房総市、館山市にあれだけの人が集まるのはすごい。東金市は少年野球チームが

２チームしかないし、北中にいたっては野球部がない。スポーツでも立ち上がれる、元気

になれるような街を。[将来像] 

○後継者がいない農業では先に進まないし 、旧道はコインパーキングしか新しいものがな

い。建物は壊されていく。高校も大学もあるし、城国は人口減の歯止めになっているから、

うまくコラボして活用すべき。空き校舎の活用（住民に開放できるような）。植木の手入

れなどは奉仕作業として生徒も活用。親も子も地域も巻き込んでいくのも市政だと思う

し、永住する人がでてくるのでは。[将来像] 

○学校施設も充実していると思うので、市外の方を呼び寄せるための宣伝をどんどんして

いくべき。佐原、大原の祭りは有名だが、日吉神社大祭は見てみて驚いた。友人らも呼ん

で祭りに参加してもらったりしたがとても驚いていた。宣伝が少なく感じる。[将来像] 

 

Ｈ 福祉・保健に関するもの 

○教育環境が素晴らしいと聞いたし、そういった歴史がある。社協でも１００歳まで生きよ

うといった活動があるが、それは人口減少を遅らせるだけ。人口減少対策のためには子ど

もを育てる、東金市は子どもが育てやすい、という施策を一点集中でしたほうがよい。借

金でダメになった県や国はあまり聞かない。負債を抱えても借金してでも子育ての強化、

そういった施策がほしい。[強み・弱み] 

○国の施策で就学前児童３～５歳が無料になるとのこと。東金市は並。ずば抜けた施策があ

るとは言えない。東京はその発表を受けて、０・１・２歳も無料にした。松戸市、野田市、

浦安市に住む人は川を越えれば東京なので転居してしまう。医療費の無料化なども然り。

施策をしないと人は流れてしまう。生産年齢人口をどう取り入れるか、ここに出席してい

る多くは年金生活。支出増になるかもしれないが使い方の上手い比率を考えてみる。何か

すれば生産年齢人口を抱え込めるのでは。保育所が５つあるが、こども園的なものがある

といいのでは。こどもを長く預けられるようにして働きやすくするための施策を。財政的

な問題があるとは思うが。[強み・弱み] 

○質問。東金市の財政を圧迫しているのは東千葉メディカルセンターの財政では。県の３０

億の支援では２年しかもたない。夕張市になるのでは。[将来像] 
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Ｉ 将来都市イメージに関するもの 

○キャッチフレーズは希望と夢にあふれた東金、しかし現実には厳しい。市の職員も市民も

一緒に頑張っていかなければならない。孫が保育園、上の子は学校に通っているが、奉仕

作業も人が集まらなく、最終的には市がやらなきゃいけなくなるかもしれない。[将来像] 

 

Ｊ 産業に関するもの 

○弱みは、東金市で有名なものは？となったときに観光地、特産品なし。[強み・弱み] 

○東金から転出した人たちの理由はわかっているのでしょうか。おそらく働く場所がない

からだと思う。自分が習ったもの、勉強してきたものを活かそうと思うと、職場がないか

ら転出してしまう。東金は住みやすいが、それをさらに活かすために働く場所を作って欲

しい。[強み・弱み] 

○昔は子ども等が一緒に住んでいたが今は独居のおばあちゃん、田んぼを事業としてやる

人がいなく委託している等色々話を聞く。あいている畑が多くて、田んぼをやる人も減っ

ていて、委託されてやっている人たちも高齢になってきている。都会のほうに畑をやって

みたいと思う人がいるはず。ネットなどを利用して PR し、空き地の有効利用を。[強み・

弱み] 

○ふるさと納税などをよく見ているが、魅力的なものがある他自治体は歳入がすごい。そう

いった特産品を開発してほしい。[将来像] 

○八鶴湖など桜が有名。春だけなので、夏や秋など他の花を植えたりしては。[将来像] 

○近隣だけでなく、遠くからやっさ祭りやさくら祭りなどへ来てくれる人もいるが、よそか

らお金を落としてもらう必要がある。[将来像] 

○農地の話もあったが、住みついてやってくれる人がいないと。房州のほうでは古民家に移

り住んでもらって農業やってもらったりしている。土地や道具等農家をやめる方から供

給してもらうなど、方法があると思う。[将来像] 

○私もじつはふるさと納税のサイトに乗っておりまして、昨年は１件リクエストがあり、今

年はもっと頑張り市税に貢献していきたい。[将来像] 

○圏央道、千葉東金道路など交通網の拠点でもある。物流関係の倉庫をおき、そこからの収

入を見据えた都市計画もあり、伸びしろはたくさんある。[将来像] 

○各分野色々な意見も出たが、教育、産業など、これについては一緒について回るものだが、

社会資本、いわゆる田畑の占める割合も多く、営農、定住を若い人がどうできるかを計画

に盛り込んでいただきたい。ハード面（産業、工場等）で進出していくのは中国しかない

と思う。国内は厳しい。国際的な受け皿を。[将来像] 

 

Ｎ 行政への要望に関するもの 

○強みをどう生かすか、一点集中でやっていく必要があるのでは。40 数年前に他県から川

場に来た。東金市は素晴らしいと思うが、一点集中の強みがない。[強み・弱み] 

○東金のイメージといえば「不安」。不安しかない。広報を見ても財政難、どこから収入が

ある、といった話がない。広報などにしても、夢のある安心できる内容のものにしてほし

い。[将来像] 
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○質問。市内の小中学校、高校、大学、農大含む若者に総合計画策定のアンケートをとる予

定があるか。作文や絵もよいが、やはり直接がよいのではないか。「東金市に愛着はあり

ますか？」「どんな街になってもらいたいですか」など問いかけが必要だと思う。これか

ら先東金で生活する子どもたちに問い、数値的にも分析しながら、掘り下げてやっていっ

てほしい。[将来像] 

○地方創生に関しては、東金市の目標を見失わないように飛びつくべき。農業の特区など、

型にはまらないで施策を。[将来像] 

 

Ｐ その他 

○強みは自然環境。空気がきれいだし、自然災害が少ない。 

これといったものはなくても、米をはじめ、いろいろな農産物がある。交通の便（東金有

料、圏央道）も良い。電車は便数が少ないが市内に３つの駅がある。何でもそこそこある。 

 [強み・弱み] 
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＜参加者からいただいた意見＞ 

Ａ 道路整備に関するもの 

○通学路の安全確保について話したい。この件につきましては、計画的に予算計上をお願い

したい。総合計画にもぜひ組み入れてほしい。正気地区では平成２２年にも取り上げ、市

にお願いし道路交通標識や U 字溝などを設置してもらった。しかし歩道の整備や水路の

柵の設置は予算がないということで出来なかった。公民館の通りについても NTT にお願

いして電柱を６本、道路の内側に移動してもらい道路を広く利用できるようになった。通

学時の安全度も幾分かはよくなったのではないかと思う。現在アリーナ～堀上間、豊成地

区の歩道整備を行っているが今後も計画的な予算計上をお願いし、安全に通学できる正

気地区、ひいては東金市になってほしいので、計画に盛り込んで欲しい。[強み・弱み] 

 

Ｃ 市街地整備に関するもの 

○生まれてから東金以外に住んだことがない。発展性で言うと、市役所のあたりが一番発展

している。線路から向こう側は廃れている。またバイパスから上は発展している。川から

上は発展しているなどランクがある。私は九十九里に勤めているが、東金と九十九里の境

が発展性がない。東金と九十九里の境、東金と大網の境など端の方からやっていってほし

い。[将来像] 

 

Ｅ 電車・バス等交通網整備に関するもの 

○私は転入組である。８年ほど前、埼玉県の坂戸から、老後のことを考えて引っ越してきた。

以前住んでいたところよりもとても住みやすい。現在６５歳だが年をとってきて不安と

いうのが、田舎に住んでいて車があれば大丈夫かと思っていたが、このまま車を運転でき

るのか、個人差はあると思うが。この点は東金の弱みではないか。ここに移り住んできて

一番不安なのは、そこ。東金線の本数が少ないというのは知っていたが、駅まで出るのも

車しかなく、もしくは１時間に１本のバスを使うしかない。息子が２７歳で稲毛まで車で

通っているが、結婚して子どもを長時間預けるといったときに、無理がある。朝早く預け

られないし夜も遅い。[強み・弱み] 

○私も高齢であり、自動車免許更新の際いろいろとチェックを受けるが、交通網をしっかり

して街に出たり、病院へ行ったりできることが住みやすい街になると思う。今は自動運転

機能のある自動車も急速にできあがりつつあるので、その点も含めて交通網の整備する

開  催  結  果 

開 催 日 開 催 場 所 
参 加 者 数 

男性 女性 計 

平成３１年２月６日 正気公民館 ５６ ３ ５９ 
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必要がある。[将来像] 

 

Ｆ 生活環境に関するもの 

○住みやすいというのは、住居費が安い。おそらく高齢者が終の棲家を考えたときにひとつ

の選択肢になる。また買い物に一切困らない、大きなショッピング通りがある点は住みや

すい点である。混雑したところで暮らしたくなかったので、車で１０分で田園風景、１０

分で繁華街、といったところは面白い。[強み・弱み] 

○東金に住んで６５年。非常に住みやすい。住みやすさと言う事を考えれば、衣食住。それ

と、災害が少ない。災害が少ないというのは住みやすさに繋がる。しかし何かあったとき

に脆弱ではないか。[強み・弱み] 

○後期高齢者であるが、この地区に来て１０年。それまでは九州の福岡にいた。なぜ東金に

来たかというと、適切な家があったということもあるが、まず田園風景。海も山も川もあ

る、東京が近い。これだけそろった街は他にないのではと思い移ってきた。何か一つのこ

とが良いというのではなく、トータルでよいのが東金市なのではないか。住んでみると、

非常に空気が良い。空気が良いというのは、人口増と反比例。産業が発展すると市の財政

も豊かになるが空気も水も汚れてしまう。私はそうなるのはあまり好ましくないと考え

る。しかし、行政は若い人口を増やし、産業を起こすべきという街の活性化を目指す。そ

うすると若い人が減っている現在、海外から若者が入ってくる。この人達を市民のベース

に考えながら新しい将来像を考えなくてはならない。その後、子どもが生まれれば東金の

学校に入るわけで、それに対する手当というものを考えることが大事である。現在無就学

児が大変多いようだが、決してそのようなことがあってはならないし、そのような街にな

ると、住みにくい街になってしまうのではないか。[将来像] 

 

Ｇ 教育・文化に関するもの 

○ひとつの弱みは、文化的なイメージがありそうで、あんまりない。文化の中心は図書館か

なと思う。他地域を見ても図書館に色々集まり文化を発信する場になっている。もちろん、

子どもたちの情操面、生涯学習の場、ＩＴ等情報関係が集まって発信している。山武市に

は３つの大きな図書館があり、人がたくさん入っている。横芝光町にもきれいな図書館が

ある。東金はどうかというと、場所は良く、人が入っているのかもしれないが、暗くせま

い。文化の発信ができているようなイメージはない、耐震の問題もあるようだがそこにお

金をかけても新しいものはなかなかできない。アピールできるような文化的なイメージ

をつけて欲しい。財政面を立て直して、文化的な町にしていければ人が増えるのではない

かなと思う。[強み・弱み] 

 

Ｈ 福祉・保健に関するもの 

○旧正気小跡に幼稚園がある。幼稚園は預ける時間が短いので保育園と幼稚園が合体した

ような子育て支援をしてほしい。女性の働き方、社会進出、少子化にかかわってくる。子

どもを預かる場所を検討していく余地がある、という要望として出させていただく。[強

み・弱み] 
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○保育園に関しては、子育てをしていた時代から、朝７時から夜７時まで預けたら通勤はど

うなるだろう、自分や奥さんはどうなるだろう、もっと早く預けなければ育てられないだ

ろう、と思いながら今に至る。[強み・弱み] 

○平均寿命というところ、記憶の範囲だが、東金市は全国と比べて非常に短い。住みやすい

のに平均より短いのはなぜか、そこに若干の問題があるのではと思っている。 

 [強み・弱み] 

○少子高齢化というのを聞いて、歳を取るのって悪いことなのかなと思っている。しかし４

０年前から高齢化はわかっていた。わからなかったのは、少子化のほう。高齢化について

は、交通の便を良くしていただければどうにかなるのではと思う。しかし少子化はどうな

のか。私は男の子を３人育てた。今の人達が子育てしたくないというのは、実感としてわ

かる。家を買ってローンを組んで、そのために夫婦で共働きし、子どもを保育園に預けて

大変です。私自身は、今となっては良い思い出だが。 

高齢化ではなく、少子化をどう止めるかを考えたほうが良いと思う。東金市で子どもを生

んで育てて楽しいと思えるまち。職場が市外にあったとしても、「東金で子育てしていく

のは楽しい」ということになれば、次の世代も東金市に暮らすのは良いという感覚になり、

住みやすいというイメージがみなさんの頭の中に定着するのではないかと思う。高齢化

は悪いことだと思ってない。当たり前のことである。少子化が進行した理由は大人に責任

がある。現状は確かに子育てしにくい、私の子どもも大変だった。高い不動産を買い、保

育園に子どもを預けた。あとで振り返ったときに「楽しかったよ」「良かったよ」と思え

るような東金市になってもらえればと思う。非常に抽象的な話で恐縮だが、限られた資金

をどこに投入するかは重要だと思う。少子化対策はある意味「投資」、お金を使ったらす

ぐに子どもが増えるわけではない。[将来像] 

○今日、JA の福岡支所で健康診断を受けてきた。スタッフから、年々受診する人が減って

きていると聞いた。病院で受ける健康診断より安いのに、受ける人が何故少ないのか。病

気になる人が減れば市の財政上の負担をかけなくてすむ。病気にならないための努力を、

みなさん、特に高齢者にしてほしい。健康で長生きする、１０１歳の母は自分の足で家の

中を歩いている。施設や病院に入って寝たきりになる人を減らす努力を自分自身も含め

もっと工夫する余地があるのではと感じた。市の健康診断に係る PR はやっているが、ま

だ足りない。もっと進めるべきだと思う。[将来像] 

○私はシルバー人材センターに登録し活動しているが、年々高齢化している。６０歳で会社

を辞めても生活できないという世の中。定年の延長措置をとる会社も増えつつある。高齢

者の中にも元気な人がいっぱいいる。その人たちの能力をもっと活用するためにシルバ

ー人材センターの強化が必要だと思う。年取った人でも地域のために貢献できることが

ある。市のシルバー人材センターへの予算も年々減少傾向にあるが、例えば公民館の掃除

など、草刈や植木の手入れを手伝ってもいいと思う。 [将来像] 

 

Ｉ 将来都市イメージに関するもの 

○今まで出た話から、長生きするなら東金市、子育てするなら東金市、遊びにくるなら東金

市といったところかと思う。平均寿命より早くお年寄りが亡くなっている。お年寄り自体

にお金がかかっているという実態があり、健康なお年寄りを増やせばお年寄りにお金が
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かからない。もちろん移住住民を多くし、観光も必要だし、若い人の住みやすい街にする

ことも必要。東金市のダム等、桜ゾーン、紫陽花ゾーンといったものがあるが、紫陽花な

んて少ししかなかった。市民にボランティアで苗を植えてもらうとかお金をかけなくて

も出来ると思う。 

観光でいえば、九十九里ではスガハラ→ハーブガーデンといったものがある。来る人は

「何かを作りたい」という思いもあるはずなので東金も焼き物や黒豆味噌鍋など組み合わ

せてツアーにして売り込んでも良いとおもう。 

例えば私は「観光ロゲイニング」をしたことがある。地図をたよりに方位磁石を使ってま

わって歩く。写真があり同じ場所の写真をとっていくというオリエンテーリングのよう

なゲームである。東金にも家康の鷹狩りとか、切り通しとか、観光名所とあわせて行うの

はどうか。また、埼玉でシャッター街にサッカーの絵を描いて人を呼び込んでいる。考え

付くことを市民のみなさんで一緒にいろいろとやったりしてほしい。 

あと、市役所のみなさんで「踊ってみた」をやってほしい。今なら「USA」などを踊りな

がら東金市の観光や特産を紹介して楽しくアピールしてほしい。そういったことを通し

て長生きできる東金市、子育てするにも楽しい東金市、遊びにきて楽しい東金市につなが

ればよいと思う。[将来像] 

 

Ｊ 産業に関するもの 

○３０年前、津田沼から引っ越してきた。バイパスにラーメン屋、少しいけばイチゴ屋が多

い。これは面白いと思っていた。喜多方や勝浦などのようにラーメン・いちご街道はどう

かという考えを持ちながら、みのりの郷は真ん中だから、やれるのではないかと思う。[強

み・弱み] 

○弱みということについて、人が集まって豊かな生活ができる東金にしたいと思う。だが財

政難。東金市の特徴は何か、人に聞くと、東金のイメージは「買い物」。大きい店舗がい

くつかあること。特産について聞いても、浮かばない。本当は東金には植木がある。盆栽

も世界的に注目されているところである。観光についても、本当はあるのではないか。何

がいいたいかというと、ふるさと納税の件である。ホームページを見たときに、東金市に

納税したいと思う人がどれくらいいるのかと思う。逆に東金市から他市へ納税している

人がどれだけいるのか、考えてしまう。これは大きな問題ではないか。 

東金市にいてどうかというと、東金市の老舗が閉めてきてしまっている。名産の羊羹を買

っていた店がなくなってしまった。特産物をアピールできるよう商工会や市で支えてい

く、強みを発信していけるようにできないか。本当は強みがあるのにそれを発信できてい

ない、そこが弱みではないかと思う。[強み・弱み] 

○５５歳から転入してきた。６７歳まで第二の人生で働いた。農家の息子だが、私は経験な

し、サラリーマンである。特に感じるのは東金市は、私のように後期高齢者で、跡取りが

おらず農地を貸したりという農家が多いのではないかと思う。農業政策をどうするかが

市のひとつの方向性を示すものになる。農協が主体となってやるのかはわからないが、圧

倒的に農家が多いと思うので、それと町内会活動をいかに組み合わせていくのかが住み

やすいまちづくりの課題ではないかと思う。班長を１回だけやったが、その中身は農業組

合とかで、我々サラリーマンにはまったく関係ない。町内会の一員といっても我々は何を
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するのか。集金やゴミ拾いしかない。退職後からボランティアなどしておけばよかったと

反省している。農家の方、気分を悪くされたら申し訳ない。悪く言うつもりはない。 

 [将来像] 

○東金市内をどのようにしていくか。東金市の外にどのように PR するか。人から聞いた話

だが、東金市を魅力的にするには、東金市だけでは出来ない。市町村連携をした中でやっ

ていく。オリンピック２０２０に向けて、ハーフマラソンをやると聞いたが、個人的には

大賛成。富里のスイカのマラソンや東京マラソンのように有名になるといい。いちごも山

武市と連携したり、みのりを中心として大網や芝山との連携なども考えていけば充実す

ると思う。[将来像] 

○昨年亡くなった友人の計画がある。真亀川の改修工事が始まる前に、両岸に桜の木を植え

る。白子で川津桜を植樹している。いつまでも八鶴湖と言ってられない。八鶴湖の代わり

をつくる。山武の土木事務所に陳情に行ったが、桜の木の根が張って土手が崩れるという

ので断られた。今でも疑問に思っている。[将来像] 

 

Ｌ 市民活動の充実に関するもの 

○私は正気小学校の見守り活動のボランティアを行っているが、そこに見守りの男性がい

っぱいいる。その３分の１でもよいので朝、通学路に立ってほしい。今、正気小学校を含

め各学校でも「働き方改革」といわれている。先生達が今は朝立ってくれているが、「働

き方改革」でそういったことも無くなっていくと思う。そうすることで地域の実態（子ど

もの減少、保護者の車での送迎など）がわかる。[将来像] 

 

Ｎ 行政への要望に関するもの 

○東金市は伝える力が弱い。発信力がない。ユーチューブもあるが面白くない。るるぶも知

らない人が多いのではないか。観光力も低く、他の人が来てお金を落としてもらえる機会

ができていないのではないか。伝える力がなく現状を市民も知らないのではないか。現状

を市民に伝えていき、一体となって市を良くしていく必要がある。[強み・弱み] 

○これまでの第１～第３総合計画はどうだったかのか？非常にうまくいってある程度余力

を残してこれから先へ進めるのか、あまりうまくいかなかったとなるとかなりマイナス

の面を持って次にいかなくてはいけないのか。[強み・弱み] 

○将来像を言うまえに、市の財政基盤をお聞かせ願いたい。例えば金融機関であれば、自己

資本比率というのが何％以下になると危険水準となる。市の財政であれば、予算を作成す

るに当たって、国、県からの交付金の割合が一つの基準、指針になるかと思う。これが県

下でどれくらいに位置しているのか。厳しいとは聞くが、夕張のようになってはいけない。

首長ともなれば、職員のこともあるので、中・長期的なスパンの中で長く運営できるよう

な人づくりをしていってほしい。[将来像] 

 

Ｐ その他 

○ハード面の話は色々出たが、やはり少子高齢化という状況のなかで、心の面。地域の人材

活用について、市に提案してもらう。発信力が弱いという意見があったが我々が見てない
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（広報しか見てない）、ということもあるかと思うが。先輩たちの得意なところを市民、

子どもたちにどう還元していくかを考えてもらい、きめ細かく募集して企画していけば

いいと思う。[強み・弱み] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

 

 

 

＜参加者からいただいた意見＞ 

Ｃ 市街地整備に関するもの 

○求名がまずい。このままでは成東のほうが発展してしまうのではないか。求名駅の豊成側

が特に発展していない。外からお金を持ってきてくれる人がいないといけない[強み・弱

み] 

○私自身が働いていたときはバブルを経験した。東京に住む人からも、東金は地価が一番上

がってるところだ、という認識があった。東金には土地がある。住宅として開発、人を留

めておく施策を考える。[将来像] 

○コンパクトシティというのがいわれるなかで、全部ではなくどこかにモデル的な、実験的

な地区を作って市民に受け入れられるか試してみてはと思う。私の住んでいる周りでは

子どもの声が聞こえない。家も古くなっている。住宅の準備もしてモデル地区があれば、

そこに転居する人も出る。[将来像] 

 

Ｅ 電車・バス等交通網整備に関するもの 

○交通の便について。強みとすれば、東京・千葉が近い。圏央道もある。色々な面で今後便

利になってくる。逆に、弱みは JR。通勤時間帯、東京行きの直通が少ない、帰りが少な

い。終電が求名まで行かない。大網なら快速が出ている。結婚したら大網とか千葉とか便

利なところに住みたいと思ってしまう。[強み・弱み] 

○グローバルにやっていく中で、成田空港もあり、2020 東京五輪もある。一ノ宮がサーフ

ィンの会場になるが、そのなかでみすみす東金有料道路から東金を素通りさせてよいの

か。JR がダメならどんどんバスを整備すればよい。東京まで１本で行けるとなれば、人

が来る。併行して東千葉ディカルセンターのあたりに企業も誘致する。[将来像] 

○古い話も触れさせてほしい。東金市は閉鎖的と感じている。前回の総合計画から時代の変

化が凄まじい。そのあたりのことを考えなくてはならない。閉鎖的というのは、交通網。

房総のほうは不便であったが、館山とかその辺は今は東京圏にすぐ行ける環境に変わっ

た。東金市は遅れている。[将来像] 

 

Ｆ 生活環境に関するもの 

○強みと言うと、災害が少ないこと。そして災害に強い。地震もそこまで影響がない。 

ということは住みやすいということで、やはり住宅都市としてのインフラ整備が必要。 

開  催  結  果 

開 催 日 開 催 場 所 
参 加 者 数 

男性 女性 計 

平成３１年２月９日 豊成公民館 ２４ ２ ２６ 

豊 成 地 区 
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通勤基盤が必要、続いて産業が発展する。[強み・弱み] 

 

Ｈ 福祉・保健に関するもの 

○この間サンピアに行ったが、お年寄りが５００円の弁当とお茶を買っていった。お節介で、

「今は宅配の弁当もありますよ」と話しかけてしまった。しかしそれは大きなお世話で、

サンピアに来ると人がたくさんいる。そこにもしかしたら知り合いがいるかも知れない

と思って来るのだ、と思った。お年寄りの孤独がやはり問題で、お年寄りが寂しさを感じ

ない施策が必要。そういった機会や場所をつくってあげること。そういったことが伝わる

と、外から退職金を持った人が来るのではないかと思う。[将来像] 

 

Ｊ 産業に関するもの 

○強みとして、観光地化できるものがある。御成街道、古い寺、神社。しかし西口は大型の

バスが通れないということで人を呼べない。それはおかしいのではないか。努力をしてい

ないのではないかと思う。東口を使えば可能だと思う。[強み・弱み] 

○企業がない。近くに勤務先がない。[強み・弱み] 

○収入が減るのであればビジネスを増やせばよい。城西国際大学があるのだから、そこから

情報を得る。それが第一。テクノグリーンパーク、ターゲットはワールドワイドに。城国

を上手く使って、東金というのはいい名前。イースタンゴールド。先に上手く発信してほ

しい。[強み・弱み] 

○地域に外からお金が入ってきて、それが地域でグルグル回ること。それこそが発展ではな

いかと思う。観光・産業などそれぞれの強みを生かしてお金を落としてもらう。東金は中

途半端。そういうところの中で、一番は住民を呼ぶこと。頑張って外で働いて、外で飲ま

ず東金で飲んでもらう。そういう話になると、残念ながら造り酒屋がない。住宅都市とし

ての発展をしてほしい。[強み・弱み] 

○独自の電源。燃料はともかくとして、東京電力がダウンしたとしても最低限の供給ができ

るようする。国内の得意なところのあとを追いかけるのではなく、引っ張っていく。独自

の電源があれば目をつけて企業も来るのではないかと思う。[将来像] 

 

Ｌ 市民活動の充実に関するもの 

○区長をしていて３年が終わるところだが、東金は合併して６０年。区長をやっていて思う

のが、地域コミュニティが希薄化している。若い人は出て行き、帰ってきても定年後。来

年から区長は委嘱でなくなるということで、ますます希薄化する。 

豊成でいえば、社協の方々が高齢者の見守りしてくれているが、後継がいない。 

今後は地区まちづくり協議会などを設立し、まとまりを強化していきたい。 

職員が地域に入って地域と連携する必要がある。[将来像] 

 

Ｎ 行政への要望に関するもの 

○今回、総合計画を作るということで、先ほどの説明を聞くと人口が減っていく、税収も減

っていく、去年までできたことが今年はもうできないということになると、２０年の総合
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計画を作っても意味があるのかと思う。今日は総合計画の是非の話ではないが、総合計画

に指標などは求めないと思うが我々が求めるのはそういうところである。データという

のはきちんとしたものを使わなければならないため国勢調査のものを使うと思うが、そ

のデータは 2010 年のものを使わなければならない。それに意味があるのか。そこで、2

つ作ってはどうか。羅針盤を作るのがひとつ。もうひとつ、事業なり責任を持たせるもの

を作っていけばよいのではと思う。[強み・弱み] 

○東金市が発展するというのは、具体的にどういうことをいうのか。まずそういうことを最

初に考えるべきである。発展は市民のため、市民の幸せのために発展が必要であり、その

文言が総合計画に入ってくるのではないかと思う。前書きの部分にそういうことが書い

てあるのかもしれないが、作成の前に、発展とはどういうことかをよく議論してもらいた

い。[強み・弱み] 

○NHK を良く見るが、若い人の意見が良く出てくる。若い人の意見を聞きながら、市政を

進めていくべきである。[強み・弱み] 

○AI 化をしたらどうか。静岡の伊東市から来たが、防災無線が文字化されていたからわか

りやすかった。ケーブルテレビ２９６もそういったシステムがある。提携してはどうか。

人も少なくなってくるなかで、働き手の観点でもよいと思う。これからも世界各国を相手

にするような東金になってほしい。[将来像] 

○住宅都市にするのか、農業都市にするかなど、どこに視点を向けるかハッキリさせたほう

がよい。[将来像] 
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＜参加者からいただいた意見＞ 

Ｂ 上下水道の整備に関するもの 

○下水道が未整備なのは移住してから知った。[強み・弱み] 

 

Ｃ 市街地整備に関するもの 

○東金市の旧市街の活性化がなんとかならないか。先日、老舗が店を閉めた。大変ショック

である。シャッターが閉まっているところが大変多い。北海道の歌手（松山千春）が文化

会館に来た際、旧道を通してしまった。そこで、「あの商店街しっかりしろよ」と言われ

てしまった。母が旧道沿いの商店街をとても好んでいた。[強み・弱み] 

 

Ｄ 公園等整備に関するもの 

○弱みは、魅力がない。なぜか。豪商や東金を発展させた先人たちを継承したまちづくりを

していない。東金には歴史のある街並があって発展してきた。現在はだいぶ変わってきて

しまっているが、あまりにもまちづくりが正直過ぎる。八鶴湖に金閣寺、銀閣寺、詩仙堂

と繋がる、菖蒲を植えるなどしてみては。そうした付加価値を与えるという動きがされて

いない。東京の六義園に行ってみると佐瀬家（柳沢吉保の母の家）という表示がある。関

寛斎、家康など、歴史的なものを現在につなげていない。歴史の紹介が単なる点にすぎな

い。川越市などのパンフは上手く載せている。[強み・弱み] 

 

Ｅ 電車・バス等交通網整備に関するもの 

○交通網。東金有料道路があり、物流には東京に近く利便性が良い。圏央道は今後成田のほ

うとも繋がるし、倉庫などを建ててもらって活用できる。[強み・弱み] 

○強みとして、東金というのは昔から商売の拠点として発展してきた。これは交通網が良く

地の利から来ている。（Ｊにもあり）[強み・弱み] 

○JR の利用率が低い。列車本数、直通本数を増やしても、立地条件が弱いので難しい。別

ルートで千葉まで引けば別問題だが。人口、利用者が少ないので、JR に改善の要求をし

ても無理だろう。[将来像] 

 

開  催  結  果 

開 催 日 開 催 場 所 
参 加 者 数 

男性 女性 計 

平成３１年２月９日 福岡公民館 ２４ ３ ２７ 

福 岡 地 区 
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Ｆ 生活環境に関するもの 

○弱みとして、福岡地区は何も無い。郵便局も銀行も、大きなコンビニがなければ医者もい

ない。東金地区の方に行かなきゃいけない。運転できなくなったら、この地を離れなきゃ

いけない。いろいろなものが東金市役所あたりの市の中心に集まってしまって、地域が取

り残されている気がする。横の連携というか、JA も撤退すると聞いて、年金の受け取り

もできなくなる。年寄りが住めなくなってしまう。福岡も空き家が増えてきた。若者がい

ない。年寄りもいない。九十九里、大網などと行政間の連携というものはできないのか。

バスにしても便が悪い。[強み・弱み] 

 

Ｇ 教育・文化に関するもの 

○古いものも大切だが、新しく来た住民が持ってきた新しい文化を吸収できていない。歴史

を交え、新しい住民からも情報を得ながらまちづくりができればよい。[強み・弱み] 

 

Ｈ 福祉・保健に関するもの 

○東金市の会社に勤務する人は、東金に住んではいないのかなと思う。私自身も５年前は大

網に住んでいた。転居当時産院がなく、土気や茂原に行かなければ子どもを産めなかった。

私も大網に戻ろうかと思った。今は東千葉メディカルセンターに産科ができ、だいぶ力を

入れてきているが。保育関係、小学校など子育ては茂原、長生村がよいと聞いて、移住を

考えている。子どもは今１人しかいないが、そうした環境があれば２人目を考えるのに。 

 [強み・弱み] 

○福岡地区長寿会の代表で老人福祉センターに行ったことがある。駐車場もなく、崖にある

ので怖い。建物も古くなっており、どうにか駐車場等整備をしてほしい。[強み・弱み] 

○「住んでみたい街づくり」がテーマだが、ここにいる人も２０年後にはほとんどいないだ

ろう。福岡地区にはスーパーや病院がないという意見があったが、「子どもを育てやすい

まちづくり」しかないのでは。その一点にしぼって施策を行うのが良い。東金市にくれば

医療費、教育費が安いとか、若者が東金市を選んで来るようにするにはそういったことし

かない。年寄りはまた別の方向で考える。循環バスで子どもから１００円取る、障がい者

からお金を取る、それは逆行しているのではないか。[将来像] 

○民生委員の立場から福祉面について話したい。高齢者を支えていくにはどうしたらよい

か。現在生活支援コーディネーターが１人しかいない。人件費の面もあるかと思うが高齢

者を支援していくには、各地区から１名ずつ選出するなどしたほうが良い。民生委員が担

当するには、１人で複数の地区を担当しているので難しい。自分の地区のことはわかるが

他の地区のことはわからないので。民生委員、社協と一緒になって支援していく。そうし

ないと１人では支援しきれない。[将来像] 

 

Ｊ 産業に関するもの 

○強みとして、工業団地が小沼田と小野山田にある。色んな企業が来ている。もう少し誘致

して会社を増やす。従業員が住むし、市民が雇用される。そうすれば、税収が増えると思
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う。東千葉メディカルセンターのあたりの工業団地に企業が入っているが、もう少し誘致

する。[強み・弱み] 

○強みとして、東金というのは昔から商売の拠点として発展してきた。これは交通網が良く

地の利から来ている。（Ｅにもあり）[強み・弱み] 

○強み 私自身東金の運送会社に勤めている。工業団地内の工場には本社機能があるとこ

ろが少ない。税金のこともあるので、誘致できているのは強みだが、本社機能がない企業

が多いのは弱みなのかな。[強み・弱み] 

○東金に住み、東金市内の会社で働く人が増えればより強みになる。[強み・弱み] 

○松本から来た。冬でも悠々と農産物が育っている。このすぐれた農産物の生産環境は魅力。

いかに活かすかを考えていただきたい。信州で色んな産物があります。りんご、野沢菜、

安曇米・・・わさびなど。信州では年に１作しかやらないため、これらの産物をいかに地

域の外に売り出すかをみんなで考える。東金にきてもったいないと思うのはこれだけ広

い九十九里の平野で、お米を年に１作しかやらない。米のあとに蕎麦を育ててはどうか。

２作、３作やれば農業でも常住し生活していけるのでは。[強み・弱み] 

○企業の誘致について。税金はたいした事ないはずだから、従業員に住んでもらい子どもを

産んでもらう。子どもが少ない。東金市が近隣の市町村より高齢化率が低いのは、城西国

際大学の学生がいるからでは。城西国際大学の学生を抜けば、人口・高齢化の数字も変わ

ってしまうだろう。そのあたりきちんと説明してほしい。[強み・弱み] 

○東金に住んで３０年。生まれは静岡、浜岡原発があるところである。源の方にゴミ焼却セ

ンターあるが、養殖業はできないか。海があるので、市町村と連携して塩はとれないか。

交通の便もいいので、将来的にはそういったことも検討してほしい。[将来像] 

 

Ｋ 国際交流に関するもの 

○また、私の勤めている会社には外国人がいる。外国の方が隣に住んでいると不安な方もい

るかと思うが、労働人口を増やすという意味では必要。城西国際大学にも留学生がいるし

外国の人達が住めるような方向で施策を進めたほうが良い。[将来像] 

 

Ｌ 市民活動の充実に関するもの 

○福岡地区には福祉ネットがある。高齢者のボランティアである。私は８０歳を過ぎている

が、高齢だと思っていない。気持ちの問題だ。高齢者ボランティアの奨励、支援をしてほ

しい。高齢者が何か目的を持って活動するのは大切だと思う。ボランティア活動をしてい

れば医者にかかることも忘れてしまう。[強み・弱み] 

○高齢者の活動への助成をもう少し行ってほしい。３年で助成が終わってしまったことが

ある。[強み・弱み] 

 

Ｎ 行政への要望に関するもの 

○弱みとして、民生委員をやっているが、６５歳以上の一人暮らしの調査をしている。しか

し、もはや６５歳は高齢者ではない。調査に行っても仕事等で家にいない人が多い。国で

定めたかわからないが、基準を７０歳、７０歳で厳しいなら６８歳とかにしては。調査対
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象者数が年々増えているため大変だ。基準年齢を上げれば民生委員、市役所の仕事の軽減

になると思う。人生１００年時代ですから、私は７０歳でよいと思う。基準年齢を変えた

ほうが良い。[強み・弱み] 

○昔、市役所の仕事に関わったことがある。東金市が若者を誘致するという事で、警察学校、

青年の家、城西国際大学など建設して積極的に呼んだはいいが、若者を誘致しても、卒業

後にいなくなってしまう。どうして市はそういった若者をそのまま住んでもらうように

しないのか。旧道沿いの商店街の整備の話があったが、空き家が増え、若者もいなくなる。

若者をひきつける、留める、そういうような施策を実施しなくてはならない。[強み・弱

み] 

○将来像を考える際、東金市だけ、日本だけで考えるのは難しいのでは。妻は九十九里、私

は大網。その中間の東金に住んでいる。これが非常に良い。近隣の地域との連携はどうな

っているか。街コン（婚活）などそういった広い地域でやっていくといい。[将来像] 

○東金は地の利に恵まれている。災害が少ない。東京・都心から近くて季節を感じられ、文

化に触れられて、安全なまち、仕事もできる。しかし持っている魅力、隠れている魅力を

発信する力が足りない。あまり格好つけないで古いものを継承し、新しいものも学ぶ。点

じゃなく線にしてほしい。[将来像] 

○九十九里町との合併を視野にいれてほしい。大網白里市が東金に勝っている部分、海があ

るところだと思う。[将来像] 

○具体的な提案として、総合計画策定時に SDGｓ（持続可能な開発目標）を取り入れてほ

しい。取り入れたほうが良い理由は、どちらに進むべきか参考になるのでは。日本は先進

国で貧困国とは違うが、日本にも関係ないということなく、児童虐待にしても国連で取り

上げるぐらい重要なこと。ジェンダーにしても、私の職場では女性のほうが多いぐらいだ

が、この場はどうか（参加者、主催者・・・）。問題に気づける、という点があるので、

ぜひ SDGｓを。[将来像] 

 

Ｏ 適正な情報の提供に関するもの 

○今日という機会も持ってくれたことが嬉しい。市政座談会もいつの間にかなくなってし

まったし、市民の意見を市政に反映させるということで、感謝している。[強み・弱み] 

○特に今日の強み弱みについて、事前に周知がなかったので準備が出来なかった。 

[強み・弱み] 

○PDCA のサイクルで考える必要があるが細かくみていくと時間も無いので、現時点で考

えて、現計画は何点ぐらいか教えてほしい。[将来像] 
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＜参加者からいただいた意見＞ 

Ａ 道路整備に関するもの 

○①城西小学校の通学路の安全確保について 

東金市の交通安全プログラムに基づいて積極的な対策が望まれる。 

これは台方三差路から旧ヒノミまでの７-８００メートルが通学路であり、大豆谷、台方、

谷の児童が通学路として利用しているが歩道分離もされていない。国道下り車線を走行

してくる車も多くスピードを上げて進入している実態があり危険である。見守り隊でみ

ていると、不規則な行動をとる小さい子がいる。ドライバーがそういった不規則な行動に

対応した運転ができるか不安である。区内には高齢者用電動カー使っている高齢者もい

る。実際ヒヤリハット事例が多発していたため区で一昨年教育委員会にお願いして集会

所の前の電柱に看板をつけていただいた。昨年は建設課にいって看板を３枚もらい取り

付けた。しかし効果が以前とかわらない。前述のプログラムには、この道路が改善を要す

る箇所として指定されていた。その結果、看板設置をもって平成２９年度解決済みとされ

ていたが、まだ状況が変わらないことから、今一度現状を把握してプログラムに基づく積

極的な取り組みを望む。 

②小学校から山側に向かっていったところに電気屋さんがありそこに信号、交差点があ

るが、その交差点から学校へ３～４０ｍくらいの距離に、歩車分離されているが必要な路

側帯がない道路を児童が通学している。朝は見守り隊がいるのでさすがに児童を追い越

していく車両は見受けられないが、夕方の下校時間帯は各学年で下校時刻も違うため見

守り隊での対応が難しいのでなんらかの対策が必要ではないか。[将来像] 

 

Ｃ 市街地整備に関するもの 

○市の計画の中に「都市計画マスタープラン」というのが平成１４年ごろ出来ていると思う。

これはその後どうなったのか。まだ生きているのか。[強み・弱み] 

○強みは、八坂台に家がどんどん建っている。家をつくる、会社を作って雇用する、保育所

をつくる、といった条件で人が集まってくる。今は出る方が多いが、これは魅力のある市

町村に（人を）取られているということ。これから宅地造成や会社をよびこむための工業

団地つくるなど、今までやってきたことの繰り返しになるが、これを地道にやっていくこ

とで人口減少を抑える。これまでの宅地造成が恩恵となり強みとなっている。 

開  催  結  果 

開 催 日 開 催 場 所 
参 加 者 数 

男性 女性 計 

平成３１年２月１２日 台方公民館 ３５ ０ ３５ 

城 西 地 区 
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[強み・弱み] 

○東金駅周辺の活性化、再開発ができていないことが弱みでは。[強み・弱み] 

○東金市はインフラの整備も出来ている。人を呼び込むためにはベットタウンの政策が必

要ではないか。若者に住んでもらって子育てにやさしい、高齢者にもやさしい街にする。

高齢者の健康維持政策目標をたてて、東金市に住めば健康で長生きできますよと、こんな

魅力ある東金市にしていく。バランスをとった形で、若者が入ってきて、なおかつ、お年

よりも健康を保てる街となれば人が入ってくるんじゃないか。[将来像] 

○必ずしも東金に勤め先がなくとも、東金に住みたいと思う環境をつくっていただくため

の施策は３つある。すべて都市整備の面から言う。 

①中央公園から東金市役所のところは非常に整備されている。もっと充実してほしい。 

ジャスコ、千葉銀行などあるが、これが市の表玄関かというとちょっと雑然としている。 

私は京葉銀行もくればよかったと思う。銀行があつまると、東金の商店街の看板のような

一角になる。県の施設、国の施設など公共機関が一角にあつまっていると新住民が住みや

すい。せっかく東口が上手に区画整理できているのだから、もう一度うまく再整備できな

いかと思う。 

②バイパスには電線がなく良い通りである。近隣から食事にきていると思う。衣料品店な

らここ、食料品店ならここ、食事するならここ、などとある「地区」「コーナー」ができ

ていると利用しやすい。出店においては各企業の考えもあるとは思うが。利用者からする

と、もう少し街路樹があったり、憩いの緑や花があったりすると市外から来た人たちは

「この街に住んでみようかな」と思うのではないか。そういう魅力あるバイパス通りにし

てほしい。バイパスのセンターラインには草が生い茂っている。各企業の協力が必要にな

るため、どこまでできるかわからないが３０～５０年計画で進められればいいと思う。こ

の地区はこういう特色のある地区にする、という青写真を描いておく。 

③東金の旧道沿いは完全にシャッター通りとなっている。東金地区の人はプライドある

だろうが、よそから来た人からしたらあまり歩きたくない。イギリスのナショナルトラス

トのように何か上手な資金の集め方、行政の指導が及ぶ範囲で城下町のようにうまい通

りにできたら。あそこの土地を離れていく人もいると思うので、上手に公共的なもので、

みんなの持ち物としてかこっていき、シャッター街にならないように３０～５０年スパ

ンで設計図を描いておくとよい。[将来像] 

 

Ｆ 生活環境に関するもの 

○強みは首都圏に近いこと。[強み・弱み] 

○東千葉メディカルセンターは強みだと思う。病院があって、大学があって、アリーナがあ

って、鉄道が通っていて、高速道路が通ってて、道の駅もあり、空港近くて・・・極めて

インフラが整っている。こんなに強みをもっているところはない。弱みは、その強みを活

かせていないマネジメント力だと思う。[強み・弱み] 

○東京に近い、千葉市に近い、強みであって弱みでもある。東金に住んで東京や千葉に通え

ることは強み。茂原からみても東金は東京に近い印象があるとのこと。[強み・弱み] 

○東金は旧住民にしたら住みやすい。自然があって、地の利があって、縁のある人にとって

みれば昔からの伝統があり住みやすい。ところが新住民からしたら、身のおき方がわから
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ない。浦安や幕張等のほうがずっと住みやすい。ちょっといけば食事するところなどがあ

る。新住民がうまく暮らせるコミュニティ、場所がない。祭り等のコミュニティに途中か

ら入りにくい。そういう人たちをどういう風に受け入れるのか。新住民特別区をつくって

入りやすくするなど、そういう用意がないところが弱みでは。東金市の良さが裏目に出て

いる。[強み・弱み] 

 

Ｇ 教育・文化に関するもの 

○私の意見ということで言わせてもらうと、強みは歴史遺産が多く、知識人が多いこと。 

 [強み・弱み] 

○単発的だが、クラウドファンディングというのがあり、以前は東金市では「とっちー」を

修復した件がある。寄付型、利益配分型、購入型など１億まで資金をあつめられる。 

東金市の資金を出さないで、一般から資金をあつめる方法だが、東金市には歴史遺産がた

くさんある。江戸時代の東金御殿などの仮想映像をつくって教育費用や環境費用にする

のはどうか。[将来像] 

○このところ全国的に健康寿命、認知症予防が課題となっており、その対策のひとつとして

本を読むことが大事とされている。図書館の利用率を上げるために、本の貸し出し数や利

用者数等を広報に挙げるなど情報を公開して利用率をもっとあげる方策を考えたらどう

か。[将来像] 

○本のリサイクル方法だが、現状では１年間に２日間のリサイクル期間があり大変ありが

たい。特に「ブックオフ」が閉店したので古書マニアにとっては非常に人気があるようだ。

当日は先着順に整理券をもらって１０冊持ち帰ることができるが、先着２０名くらいが

良さそうな本を先に持っていってしまうのであとの人に良い本がいきわたらない。 

１人５冊までにしてもらえれば、より多くに市民にいきわたる。朝早くから並ぶのが辛い

高齢者にとっても、認知症予防に対しての配慮のある本のリサイクル方法になる。 

なお、参考までに東北地方のある村では図書館をつくるのに民間を活用して成功してい

る例がある。[将来像] 

 

Ｈ 福祉・保健に関するもの 

○今後、社会保障費はどれくらい膨れ上がるのか。シュミレーションがあれば、教えてほし

い。総合計画に組み入れなくてはならないことだと思うので教えてもらわないと。 

[強み・弱み] 

○社会保障費は、急激に跳ね上がるという予測はしていないのか。例えば、何年後かには跳

ね上がるとか、そういう予測があるのではないか。[強み・弱み] 

○弱みは東千葉メディカルセンターの経営の課題があること。[強み・弱み] 

○少子高齢化ということで、高齢化の問題を話していたが、少子化の問題もある。九十九里

町、山武市にしても、他の地区はこども園に移行してきている。子育て世代に対する近々

の将来像が見えないと問題があるのでは。東金市はどの方向に進んでいくのか。魅力ある

東金市にしなければならない。社会増減の話があったが東金市から出て行く現状を、抑え

なくてはいけない。それが人口減少のスピードを遅らせる形になるのでは。その辺の魅力

もつくっていかなくてはならないのではないか。先を見越した話を教えてほしい。 
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[強み・弱み] 

○砂郷では１５人くらいでラジオ体操をしている。東金市のあらゆるところで増やせない

か。「健康○○東金」という言葉がどこだかに看板で掲げてあるが、これに対する施策が

見えない。我々は月１回、東金市内をウォーキングしている。かれこれ１１年ほど続いて

いる。それはふれあいセンターの保健師の指導のもとに行っている。一時は城国大の先生

の指導もいただいたこともある。あちこちでウォーキングできれば、老人の活性化ができ

るのでは。家にこもっている退職者がいっぱいいる。特に男性。女性は元気。そうすれば

人が集まるのでは。参考に長野大学の先生のウォーキング指導がある。市として、こうい

う施策ができたら健康な人が増え、使われる税金も減るのでは。[将来像] 

 

Ｉ 将来都市イメージに関するもの 

○総合計画を５年ごとに実行中であり、２０２０年終了する。現在人口減少しているといわ

れているが、２０２１年以降５年ごとに実行される計画を策定する上で人口は増えるの

か、今後の人口推計等をどう見ているか教えてほしい。[強み・弱み] 

  

Ｊ 産業に関するもの 

○事業を起こそうとしたら、事業をはぐくむ環境は東京や千葉に勝てない。インフラだけ整

っていればいいのではない。秋葉原の電気街のようにいろんな事業者があつまって化学

反応をおこして事業が成り立つ。東金で事業を起こそうとしたら、かなりの数が集まらな

いと相乗効果が起こらずうまくいかない。そこが弱み。[強み・弱み] 

○東金市の資金を出さないで、一般から資金をあつめる方法だが、オリーブ栽培や加工、製

品化、セールスプロモーションなどを行い新しい東金ブランドをつくる。オリーブの木は

東金市内に相当数植えられていると聞く。オリーブオイルは健康志向ブームで非常に人

気である。オリンピックに向けたインバウンド需要や、ふるさと納税の返礼品に対応でき

るのでは。こういった形で事業化すれば少しでも街の活性化に寄与できる。八鶴湖の桜の

植え替えなどもある。いろいろあると思う。東金市の資金を出さずにうまく街を活性化す

るにはクラウドファンディング、ソーシャルファンディングをぜひ投入し、人を呼び込む

元気のある街にしてほしい。[将来像] 

○砂郷区でも田んぼやってる人多いが、そのうちの半数が後継者がいない。お店も後継者が

おらず続けられない。[将来像] 

○TPP、規制緩和、大規模経営のための国家政策がとられているが、市民の経済生活、いわ

ゆる小さな事業が成り立たなくなっている。ここ２０年くらいずっと。農業経営について

も大規模じゃなくても小さな農業を支援してほしい。親子で引き継がなくても、大きな事

業じゃなくても、集団などで引き継げたりいろいろあると思う。小さな事業で企業化しよ

うという若者もいると思う。そういう人達を支援してほしい。それが特徴のある地域にな

り、そこで成長する可能性があると思う。[将来像] 

○丘山地区で１０年ほど前、窪地を埋め立てたとき、残廃を埋められては困るという話がで

ていた。あそこは滝川と小野川からの雄蛇が池の水元だという話があり業者が「残廃は入

れない」ということになった。だいぶ埋め立ててから経ったが、あの埋め立てた土地を何

か活用できないか。何か案があるならわかる範囲で教えてほしいのですが。東金市の東側
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はみのりの郷や城西国際大学、各種大型店舗ができ活気ある街づくりができているが、西

側も東千葉メディカルセンターができた。圏央道、アクアライン、千葉東金道路によって

人が東金を素通りしてしまってはいけないのでは。[将来像] 

 

Ｎ 行政への要望に関するもの 

○脅威としては人口が減少していること。地方消滅についての増田レポートというのがあ

るが、東金市は２０４０年に４万６千人になるという。２０～３９歳の女性がいるかいな

いかが人口減少に歯止めが効くという。人口減少は避けられない。東京でもあと５年する

と減少に転じるという。人口減少をいかに抑えるかというより人口減少ありきで考えな

ければならない。[強み・弱み] 

○増田レポートと東金市の現状人口推移は同じ動きをしているのか、違うのか。 

２年ぐらい前に石破さんが地方創生大臣のころに「市町村の計画を一覧でつくれ」という

ことで出され、どうなっているのか東金市に確認したが、いつやるかわからないと明確な

回答がない。出来ているのか。新しいものやいろいろなものを作るのではなく、きちんと

したものが１つあるほうがいいと思う。[強み・弱み] 

○総括というのは毎年度やるもので、３月に終わったものを１０月に総括してたら計画に

反映できないと思う。[強み・弱み] 

○日本の人口が幕末から１億人増えた。２１００年、８０年後には１億人減ると言われてい

る。その時東金市は１万３千人になる計算。２０年位前の東金市の人口は国内市町村ベス

ト５位の増加率だった。理由は城西国際大学が出来て若者人口が増えたこと。このままで

は日本滅亡の危機と言っていいくらいの状態だ。大学生がそのまま残っていれば３千人

くらいいると思うので、生粋の東金市民は１万人弱になる。その時に東金市が合併などし

て存在しているかわからないが、今結婚しない若者が増えているので結婚を援助して、若

者人口を増やしたらどうか。ふれあいセンターでお見合いをやったそうだが、そういった

もので結婚を援助できたらいい。[強み・弱み] 

 

Ｏ 適正な情報の提供に関するもの 

○経営戦略を立てる際は必ず、内部環境の機会や脅威をだして、分析し方針をきめる。 

「強み、弱み」だとどういう方向に持っていけば良いのかわからない。[強み・弱み] 

○２０年前に出た強み弱み、２０年前に立てた計画の達成率をおしえてほしい。結果がわか

らないと新しい計画たてられないのではないか。当時も同じような課題がでて、目標がで

きて計画を立てたんだろう。例えば少子高齢化の問題が当時出たのであれば今回も継続

してやっていかなければならない。そういうことがわからないとプランの立てようが無

い。何年ごとに見直しているんだろう。見直さなきゃ次のプランは出てこない。人口減少

傾向にあった２０１５年に見直すことはしなかったのか。今ここで２０年後の計画を立

てるとき、例えば５年後に人口が増えるとする。そうした場合見直しはしないのか。 

 [強み・弱み] 

○当時参加していた方もいると思うがこういったことが上がっていた、ということがわか

ればスムーズに進むのでは。[強み・弱み] 

○転入数、転出数の傾向に２０年前と変化はないか。中身に特色はあるか。[強み・弱み] 
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Ｐ その他 

○弱みは、新旧の住民がいろいろ考えたが、それが事業として成り立たなかったということ。

行政として住民の意見をつかみきれていなかったのでは。[強み・弱み] 

○介護について、２、３年前、民生委員の研修会で要支援１～２、介護１～５の認定がある

人にはヘルパーがいるが、介護を受けようとする人は増えている。ヘルパーは減っている。

どうするかというと要支援１～２の人の対応は地域移行（地域の人は勝手にやれ）という

話が国県から降りてきている。地区におろされたら「誰がやるの？」ということになる。

地元の社協で話し合った際、そういうことを依頼されたら「即脱会、即解散する」と言っ

ていた。高齢者支援課に「組織作りをしてくれ」と、誰がやるのか、民生委員、社協、区

長、部長、やる気のある人に時給９００円くらいでヘルパーをしてほしいと言われていた。 

その後、社協会長がボランティア的に５０円でやってくれといったと聞いたが、本当だろ

うか。[将来像] 
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＜参加者からいただいた意見＞ 

Ｃ 市街地整備に関するもの 

○旧商店街側は、空き店舗が目立ち見苦しい。昔は賑わっていた。何か対策はしているか。 

 [将来像] 

 

Ｅ 電車・バス等交通網整備に関するもの 

○市の中心から離れると足がない。車がないと生活できない。バスなどあるが１時間に１本

である。また高齢者になると免許証返上も増えていく。一部福祉タクシーもあるが。子ど

も世代の対策もあるがやはり高齢化については急速に進む。その辺は何か対策している

か。[将来像] 

○東金は高速道路が発達していて、東京、幕張、千葉、羽田などへの高速バスもある。しか

し残念ながら、最後の１マイル、駅から自宅までの交通手段がない、というのが弱み。タ

ーミナル、バスセンターがない。パークアンドライドなど関東にも成功事例はあるし、そ

のあたりの整備を早急にするべき。人口社会増が見込めるのでは。勤務地から１時間くら

いなら、千葉市などに住まなくても住宅環境は良い。自然もいっぱいある。[将来像] 

○丘山振興会というものがあり、その会長を務めていた。そこで出たのが、鉄道の複線化。

仮称だが「千葉の手線」などという名前にして、大網から東金、成東～千葉まで山手線の

ようにぐるぐるまわるといったような鉄道があったら活気付く。[将来像] 

○千葉東金道路を一旦降りて、九十九里有料に乗るが、東金で降りるときに１車両あたり１

０円ずつプラスしてそのあがりが東金市に入らないかなと考えたりもした。[将来像] 

○市長や議員さんも何かに書いていたが、モータープール、バスの件。丘山の日産プリンス

の前、東京から来て最初に泊まるバス停が、丘山小学校で、便利なようだが１時間に１本

のバスだ。しかしそこまでの交通手段、車を置く場所がない。もし可能なら東千葉メディ

カルセンターなど大きな駐車場があるところを利用するとかできると良い。 

あと、事業展開については、財源がどうなるのか。人口が減っていき、高齢者が増えてい

く中で、私もあと２０年したら車に乗れるかわからない。大きな企業もないところでどう

やって財源をみつけるのかちょっと不安なところがある。[将来像] 

 

 

開  催  結  果 

開 催 日 開 催 場 所 
参 加 者 数 

男性 女性 計 

平成３１年２月１４日 丘山公民館 ２５ ０ ２５ 

丘 山 地 区 
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Ｆ 生活環境に関するもの 

○私は東京の文京区に３０年いた。だがもう東京に戻るつもりはない。こちらのほうがとて

も住みやすい。[将来像] 

 

Ｇ 教育・文化に関するもの 

○強みとしては、歴史と伝統があること。[強み・弱み] 

○具体的には歴史資料館を作ること。関寛斎、徳川家康と御成街道、近世は東金商人が活躍

したということだが、そういったものを常設展示をすることで、市民が誇りを持てるよう

になる。資料館を核として研究団体の活動が活性化できるのでは。近年、テンプル（寺院：

拝むだけ、ものを見るだけ）としての博物館からフォーラム（集まった人達が議論を始め

る場所）としての博物館、という展開がなされている。そういうことから市民、市を活性

化する核となりうる場所だと言える。正月の市長の挨拶には「市民が夢と希望を持てるよ

う、東金の誇りを取り戻せるよう」とあった。施設を作ることで、東金に核をつくり、そ

こを中心に活性化していくことが良いと考える。[強み・弱み] 

○小学校、幼稚園の児童数・園児数がだいぶ減っている。他の地区でも統合の話を聞いてい

る。源も少ないし、ここ丘山も少ない。学校も減っているようだ。その今後の見通し、計

画などあれば教えてほしい。[将来像] 

○歴史資料館の話が出たが、ハコモノの話になるとまた財政を圧迫するため、空き店舗など

活用して、徳川の御殿のあった場所などと動線に結んだり、そういったところを再活用し

てそこに歴史的な展示物を置くなどできればと思う。[将来像] 

○まちづくりの観点からも小博物館をつくるのはどうか。旧商店街の空いたところには街

づくりグループがいくつもある。その辺がコラボしてそこを借りて小博物館をつくると、

八鶴湖までつながってよいのでは。[将来像] 

 

Ｈ 福祉・保健に関するもの 

○まず、財政の合理化について。扶助費が増加しているということだったが、公立保育所、

幼稚園を４～５箇所のこども園化し、民営化していく。現在人件費を含め保育園で４～５

億、幼稚園で３～４億使われていると思う。保育士の体制もあるのでなかなか進まないと

思うが民営化することで効率的な運営になる。 

習志野などは子育て支援施設の検討委員会などを設置し、民営化に向けてすすめている

ようだ。参考にしてみては。 

もうひとつ子育て、待機児童に関して。第１・第２保育所が混む。第１・２保育所じゃな

いと嫌だ、とか、第３・４・５保育所は遠いなどという保護者もいる。それを解消する案

として駅前の空き店舗などを利用して、送迎ステーションを作ってはどうか。東金線を利

用して千葉方面へ行く方の子どもを朝行く前にそこで預かり、そこから第３・４・５保育

所などに送る。帰りはそこに連れて行き保護者に引き渡す。それも民間に任せてはどうか。 

また、空き家対策として、子育て世帯が住んだら５年間固定資産税免除、保育料免除やリ

フォーム代を補助するなど、税制面、経済面での優遇措置をして子育て世代を呼ぶのはど
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うか。子育て世代は税金を納めてくれる世代だと思う。 

次に健康づくりについて、雄蛇が池をうまく利用する、遊歩道にウッドチップなど敷いて、

そこで健康づくりをしてできるだけ医者にかからない高齢者を増やせば扶助費も少し減

るのでは。おらが幼稚園、おらが保育所というのはやめてもらって、東金市の将来を考え

て住みよい東金、子育てしやすい東金にしていければなと思う。[将来像] 

○東千葉メディカルセンターが赤字だと色々言われているが、丘山にできたことは誇りに

思う。すばらしい病院にしないといけないと思う。[将来像] 

 

Ｉ 将来都市イメージに関するもの 

○将来像というと、魅力ある東金、ということで色々な施策を進めていってほしい。 

[将来像] 

 

Ｊ 産業に関するもの 

○東金市の特産物、八街なら落花生、富里ならスイカというような、みんなで知恵を出し合

って特産物を広く何かを知らしめた方が良い。[強み・弱み] 

○アグリパーク構想といって、雄蛇ヶ池近辺に農場、酪農、学校、病院、介護施設など世代

を超越した素晴らしい環境づくりをして「東金にはそのようなところがあるんだ」「住み

よい街」だと思ってもらうというのはどうか。[将来像] 

○丘山地区の最大の強みは、千葉東金道路、圏央道などが集合し、いわば東金の出入り口と

なっているところ。五輪の一ノ宮サーフィンもここを通る。東金で飲食してお金を落とし

ていってもらえる。テクノグリーンパークも完売ということで、私の地区もモータープー

ルが足りないということで一部、山田地区に入っているが空き地に自動車を置くなどま

でしている。それでも足りない。今後、工業団地のさらなる誘致はするのか？市だけでは

厳しいので県と行うのはどうか。道の駅（みのりの郷）が今向こうにあるが、ここでお土

産を買って帰る、といったような最後の拠点としてこちらにも商業施設を作ってはどう

か。[将来像] 

○道の駅についてあったが、公的につくるとなると大変なので、房の駅というのはどうか。

ただ、加曾利にあるので１２６号をずっと行かないとない。あのようなものを誘致しては。

そこに東金の産物も置いてもらうということを考えてみては。[将来像] 

 

Ｎ 行政への要望に関するもの 

○魅力ある街というのは、様々な環境が整備されていること。いわゆる住環境、美観、教育

環境、医療福祉環境などを新たに整備するとなるとお金がかかるが、そこに知恵を出して

構想を作るべきだと思う。[将来像] 

 

Ｏ 適正な情報の提供に関するもの 

○３期総合計画の現状の出来栄えはどうか。２０年のうち１８年ぐらいは終わっているの

だから、現状での評価を教えてほしい。４期の計画策定にあたり目標は数値化しないとわ

かりにくい。[強み・弱み] 
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○さきほど人口が減っているという話があったが、このなかに外国籍はどれくらいいるか。

最近はテレビでも技能実習生を大量に呼び寄せると言っているが、どれくらいいるのか。

実際の数より少ないと思うが、わかれば数字を教えてほしい。[強み・弱み] 

○意見と言うか質問。扶助費が３～４倍に増えているが、市の財政はどのようにそれをまか

なっていたのか。それだけ人口が増え、税金が増えているとは思えない。いわゆる市の貯

金である財政調整基金からか？[強み・弱み] 

○弱みは、東金市は魅力がない。魅力とは何か、といったときにこれから考えていかなくて

はいけないが、個人的には、やはりお金。私は子ども子育て会議の委員をやらせてもらっ

たときに感じた。国の幼児教育の無償化の政策が出る前に無償化を唱えていたが、計画の

中に財政面を考慮していたのかを知りたい。[強み・弱み] 

○当然予算というものがある。費用対効果。「新しい基本構想は１０年スパンで検討したい」

という言葉が出たが、今は１０年ではない。１事業ごとに収支が変わっていく、人口が変

わっていく、状況が変わっていくというなかで企画をたてている。何年か後の見直しも１

０年単位なのか。[将来像] 

○例えば今言っていることは全部繋がっている。歴史館にしても、ターミナルにしても。同

時進行でやっていくのか、１個ずつやっていくのか。その時の予算をどう考えているのか、

逆にそれが見えないとこちらからの意見がなくなってしまう。だいたいの予算を示して

もらわないと。もちろん市側は把握していると思うが我々市民はその絶対値がわからな

いと、意見も出てこない。[将来像] 

○絶対ということはない。私の女房は長野の上田市出身だが、ご存知のように真田ブームが

あった。その真田ブームが去ったら人が来なくなる。しかしブームのときのそのままの予

算を組んで進んでいってしまう。ところがブームはもう終わっている。立案から実現まで

に５年かかっているので、今いろいろ出来てきて、上田の税金がどんどんあがってきてい

る。こういったタイムラグも考慮すべき。１０年というくくりでもいいが、社会情勢の変

化があったときに案を見直す作業をし、その都度それを発表してもらわないといけない。

それがないのに、無知の人間が必死に考えても無理だ。どこにものを入れるかわからない

のにものを入れろといわれても。まず市が案を出し、それに対する予算を発表する。そう

しないと連結ができない。[将来像] 

 

Ｐ その他 

○弱みは、市民の誇りがハッキリしないこと。[強み・弱み] 

○強みは、人的資材。東金市には素晴らしい人がいる。具体的に誰がどうとは言えないが、

人的資源は素晴らしいものがあると思う[強み・弱み] 

○目指す将来像のなかで、「ターミナル」というのが１つのキーポイントになるのではない

かと思った。[将来像] 
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＜参加者からいただいた意見＞ 

Ａ 道路整備に関するもの 

○国道１２８号、福俵駅西口から下へ降りていく道路は整備してもらい立派な道路になっ

た。福岡の広域農道まで今の広さで作ってもらう要望を４～５年前出した。正気福岡線ま

では１００％同意をもらっている。平成３１年度早々に説明会があると聞いている。下の

ほうは整備が進んでいるが、今でも救急車が通るのに狭い道がある。福俵駅の信号までく

ると右か左に行くしかできない。重症患者は１分１秒がモノを言う。せっかく立派な病院

ができたのだから西福俵から東千葉メディカルセンターまでまっすぐの１本道をつくっ

てほしい。[将来像] 

 

Ｃ 市街地整備に関するもの 

○ダイドウ電気さん脇の用地が中途半端に整備されている。山側、海側にきちんとロータリ

ーを整備してもらえるよう長期計画の中で考えてほしい。山武郡の中心都市としてのイ

メージアップ、たくさんの若々しい住民が住めるような福俵になれるのでは。東金の副都

心、福俵がもっともっと繁栄してもらいたい。[強み・弱み] 

 

Ｅ 電車・バス等交通網整備に関するもの 

○東金線が不便だなと感じているので利便性を良くしてほしい。私も通勤で東京まで行っ

ているが、大網で時間をロスしている感じがある。私も以前やっていたが東金市民が車で

大網駅まで行って電車を利用している人も多い。そのような潜在的利用者が多いと思う。

それらの人が東金駅を利用してくれるようになれば利用者増になるのでは。また、駅周り

が少しさびしいので商業施設を誘致して明るくしていただきたい。[強み・弱み] 

○鉄道の利便性が悪い。だから他市へ人口が移っていく。[強み・弱み] 

○福俵に７０年ほど住んでいる。ＪＲの利便性改善について話したい。先ほども JR が利用

しにくいという話があったが、東金線は外房線と総武本線、この間をつなぐ支線扱いの状

況。上りは比較的大網に向かって連絡がいいが、千葉、東京から帰ってくるとき７０本下

り線がある中、大網駅で５０分待つ電車が４本、４０分待つ電車が７本とかあり、冬の時

期など待つのがつらい。東金市としてＪＲに積極的にモノを申してもらいたい。ダイヤ改

善、福俵駅の駅舎の改善についてもだ。下り線は少なくとも大網駅で１０分くらいで電車

開  催  結  果 

開 催 日 開 催 場 所 
参 加 者 数 

男性 女性 計 

平成３１年２月１８日 大和公民館 ３６ ２１ ５７ 

大 和 地 区 
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に乗れるといい。福俵駅は４年ほど前に駅舎が風雨で飛んでしまい、改修後は半分の広さ

になってしまった。寒さよけの囲いもない。 

また、スーパーカワグチの海側に市が借り上げて JR 利用促進駐車場が整備されてあった

がいつのまにかなくなってしまい民間駐車場になってしまった。これらもぜひまた考え

てもらいたい。今スーパーカワグチも閉まっているが、あの辺のスペースをカワグチさん

とタイアップして安価に借り上げたりとかできないだろうか。私も子ども達を迎えに駅

に行くが、ダイナムの駐車場にいっぱいとまっていて、ダイナムの社員が見回ってチェッ

クしているらしい。いつまでもダイナムの善意にしたがうのではなく、以前やっていたＪ

Ｒ利用促進駐車場の借り上げをまた考えてほしい。[強み・弱み] 

 

Ｆ 生活環境に関するもの 

○強みとしては、自然環境が豊かで空気もいい。千葉東金道路、圏央道があり交通の便が良

い。[強み・弱み] 

○大型商業施設のせいで身近な小売店やスーパーがなくなってきており、近くで買い物が

できなくなったのが問題。[強み・弱み] 

○退職して年金暮らしである。地域の役員をしており回覧を配っているが、山口の農村地区

に独居老人が増えていることに驚いている。家 60～70 代のおばあさんが家に行ってもい

ない。しばらく待っていると自転車で帰ってきた。どうしたのか聞くと「買い物に行って

いた」と。この辺はスーパーもなくなってしまった。ビックハウスあたりまで自転車で行

っていたようで、雨も降っていた。これは大変なことで、自分もすぐそういう状況になる

のかと危機感を覚えた。いわゆる買い物難民、通院難民が増えている。どういう状況なの

か、行政としてどうするのか。お金がないならないなりにお互いに助け合うような NPO

を立ち上げるとか組織化していく必要があると感じている。[強み・弱み] 

 

Ｇ 教育・文化に関するもの 

○強みは、城西国際大学があること。東金市が先行投資したという認識がある。しかしあれ

だけの規模の大学を活用できているのか、それを肌に感じられない。大学設置の歴史を考

慮しもっと強みとして活用できないか。[強み・弱み] 

○東金を良く知っているベテランのみなさんが子ども達に東金の良い所を教える先生にな

るのはどうか。子ども達に夢を持って生活してもらえるような形ができたらいいと思う。 

 [将来像] 

 

Ｈ 福祉・保健に関するもの 

○弱みとしては、県立病院がなくなり、東千葉メディカルセンターが出来たが親近感がわか

ない。存在がわからずイメージがわかない。車を使わないと行けない場所なので公共交通

の利便性を上げていただきたい。[強み・弱み] 

○東千葉メディカルセンターは立派だが、東金市はお金がない。県から億単位の融資がある

という噂があるが、これからそういったお金がくるにせよ病院を維持管理するには大変

なこと。まだそろっていない診療科があり完全オープンになっていないことも含めひと
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つの弱みではないか。東千葉メディカルセンターを利用している市外の方がたくさんい

ると何かの資料で読んだ。恩恵を受けている人がそれなりの金額の負担をするのは当然

のこと。特に大網白里市から結構な人数の方たちが利用している。県からの支援があった

としても東金市と九十九里町だけでは不安である。このことに関してお聞きしたい。[強

み・弱み] 

○高齢化対策ということで、お願いしたいことがある。先ほどのデータで６５歳以上人口が

２８．１％とあるが、６５歳というのはまだまだ現役である。７５歳以上になると１２～

１３％になると思う。地域包括支援センターというものが何年か前にでき、地域グループ、

サークルを利用する。それにより地域の老人福祉の強みを持っていくとのことだが、実際、

具体的に市が施策を行っているのか私達はわからない。旭市、匝瑳市は現に対策を行って

いると聞く。高齢化が進む社会が財政を圧迫していることもあり数年前に掲げたスロー

ガンをもう少し具体的に高齢者から意見を聞くなどして取り組んでほしい。城西国際大

学に若者がたくさんいる。地域の年寄りのサークルにひきいれて、若者のエネルギーを間

近にすると高齢者の病気や医療のプラス面もでてくると思う。高齢者対策により東金市

の強みを出してほしい。[強み・弱み] 

○安心して住める、老後を楽しく全うできるような「福祉都市宣言」というようなものを肝

に大きな目標を構築してもらいたい。民生委員をしていて感じたことは、これから高齢者

が最期を迎えるのに施設をつくってそこで全うするというのは無理があると思う。最近

話題の在宅医療、在宅福祉に見られるように最期は自宅で全うしたいと思う人達はいっ

ぱいいると思う。そういう人達を支える施策として２つ提案する。 

１つ目は要介護者が在宅で２４時間生活できるサービス（看護、介護ともに切れ目無く提

供できるしくみ）を用意する。 

２つ目は、訪問診療の必要性。かつては往診が当たり前にあった。現在市内では１箇所の

み。医療機関と相談して訪問診療が２４時間サービスで利用できるような医師ネットワ

ークを構築してほしい。[将来像] 

○独居老人の増加の件に関しては、高齢者が外に出て活躍できる場を提供してもらえたら

もっと高齢者が明るくなる。４０、５０歳より６０、７０歳の方のほうが元気があるよう

な気がする。市を良くしようと思う方がここに集まっている。前向きな方がもっと活躍で

きるような市の体制にもっていけるといいのではないか。子どもも高齢者も元気になれ

るような街を希望する。[将来像] 

○高齢者支援課、ふれあいセンターなどで認知症の予防とか元気になれる体操とか骨粗し

ょう症の勉強とか何回かあるが、参加者が非常に少なく、こんないい話があるのになんで

参加者少ないのか、もったいない。講座開催時の呼びかけをもっと大々的にＰＲしたほう

が参加者が増え、元気に過ごせる高齢者が増えるのでは。[将来像] 

 

Ｊ 産業に関するもの 

○弱みは、工業団地は完売しているのか？私が現役のころ企業を誘致しようと業者と算段

していたが、工業用水が出来ていないのが問題だった。他市は完備している。法人税収が

少ない、財政が弱いというのは企業が少ないのが原因だと思うので将来的に企業誘致に

力を入れていただきたい。[強み・弱み] 
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○東金市は観光地が結構あると思う。しかし私が引っ越してきて２０年以上経つが、雄蛇ヶ

池や八鶴湖などぜんぜん状況が変わっていない。特に雄蛇ヶ池などは遊歩道が少し整備

されたかなと思うが、子どもが遊ぶにはちょっと危ないところかなと。子どもひとりでは

すべったりすることが多いので散歩させられない。もう少し整備してもらえばみんなが

行けるようになる。住みよい街づくりのひとつの観点である。観光地の整備に力を入れて

もらって人が呼べるととお金が入ってくるだろうから、そういった人を呼べるような観

光地を造り上げてほしい。[強み・弱み] 

○企業誘致の件は私も必要だと思う。東金市には遊休地が多い。それらを活用して、企業を

呼んで税収を増やす。税収が減っているが市は何か対策をとったのか。ただ、ただ減って

いくのを見ているだけでなく何か手を打たなければ。[強み・弱み] 

○私は九十九里出身で、東金にくるとお店がいっぱいあり来るのが楽しみだったが、今は老

舗が無くなり、働くところも少ない。産業がもっと多くほしいと思う。子ども達が（働き

口があり）帰ってこれるような産業を増やしてほしい。[将来像] 

○今、農家は大規模経営になっているが、地域で単体で行っている家族農家の存在は貴重で、

地域の集落を守ってくれている。その方々への対応を忘れないでほしい。[将来像] 

 

Ｌ 市民活動の充実に関するもの 

○千葉から福俵に引っ越してきて２０数年になる。最近田んぼ道を歩くがゴミが多い。どこ

を見てもゴミが落ちている。それがすごく気になる。今年誕生日がきて７０歳になるが、

まだ元気なつもりだ。高齢者が増えるという話がありマイナス思考でみなさん話されて

いるが、まだまだ元気な人はいっぱいいる。お願いするばかりだけでなく、住民ひとりひ

とりがボランティアとして市を盛り上げていく方向に持っていけないのかすごく感じる。 

ゴミの件に関しても、みなさんなんとも思わないのか。自分ひとりで拾うにしてもなかな

か勇気がでない。市が音頭をとってもらうのがいいと思う。ボランティアとして有志が集

まりできることをしていくことが良い東金市になるのでは。先ほどから市へ要求ばかり

している。財政難で市長も前向きに頑張っている。市民ひとりひとりがボランティアとし

て支えていきたい。モラルが低下しているのか、学校など教育方針として社会モラルを教

育するような授業があったらいい。今の若者はジュースなどを飲んでその辺へポンと捨

ててしまう。心が痛まないのか。学校教育にも責任があるし、親の責任もある。[将来像] 

○有害鳥獣対策。ボランティアの方が大変よくやってくれている。そういう方々への支援を

お願いしたい。[将来像] 

 

Ｎ 行政への要望に関するもの 

○市の職員育成について「プロ」を作ってほしい。３年くらいで担当がかわってしまう。住

民により良いサービスを提供するための職員の育成、研修が必要。住民により良いサービ

スが提供されれば住民は喜ぶし職員もやりがいが出てくる。喜びをもって働ける職場、ち

ょっと市役所は暗い。活き活きしていない。もっと活発に意見交換ができ、なごやかに、

前向きに市政に取り組める雰囲気づくりをお願いしたい。[将来像] 
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Ｏ 適正な情報の提供に関するもの 

○弱みとして、市長は財政健全化ということを政策目標にかかげ当選され、今東金市の予算

編成にご尽力されていると思う。確かに東金市はお金がない。ない中でどうやって予算を

組んでいくか、その辺を聞きたい。[強み・弱み] 

○増田レポートによると東金市も消滅都市の中に入っている。２０４０年までに子どもを

産む女性の数の減少が非常に大きい。市長も財政調整基金を取り崩さないでやっていく

といっているが、その辺の見通しが市民には見えていないので、市として把握しているも

のがあれば課題など教えてほしい。[強み・弱み] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

 

 

 

 

＜参加者からいただいた意見＞ 

Ｅ 電車・バス等交通網整備に関するもの 

○強みとしては、市外への高速バスが便利だと思っている。弱みは鉄道交通が不便なこと。

以前東金線を複線化するという夢みたいな話をしていたが、私はそれに将来はないと思

っている。公共交通、特にバスの便がいいのでその点を伸ばしていってほしい。例えば「バ

スタ東金」のようなものがこの先５～１０年くらいかけてできたら、市民にとって便利な

街になるのでは。東金から出るだけでなく、来る方も便利になる。[強み・弱み] 

○もちろん、バス路線の充実は必要だと思っている。反面、鉄道路線の充実が必須だと考え

る。なぜなら会社から支給される通勤手当はどうしても鉄道路線でのペイになっている

からだ。バス路線で通勤するというのはかなり自己負担が伴ってしまうのが現状。東金市

から緑区（千葉市）へ流出している住民がいるというのは、鉄道路線が充実しないという

裏側の背景もあるのでは。鉄道路線が充実すれば環境も変わると思う。[強み・弱み] 

○東金の強みは、都心からのアクセスが凄く良いところ。高速を使って空いていれば１時間

ちょっとで来られる。[強み・弱み] 

 

Ｆ 生活環境に関するもの 

○私は中学のとき旧道をずっと下駄を履いて今の城西小学校まで通った。その頃いつも感

心していたことは、旧道の商店のみなさんが毎朝道路を清掃していること。東金のいいと

ころはここなんだと見ていた。今、街なかを見てみると、あまりそういう姿はみかけずゴ

ミもいっぱい落ちている。東金市民がゴミを拾う街にしたい。ゴミを拾う街ということは

清潔な街ということだから、きっと移住したくなるような街がつくれるのでは。[将来像] 

 

Ｇ 教育・文化に関するもの 

○東金はやはり観光、文化の街だと思う。それを活かしていない。東金高校周辺にそういう

ものの一大施設をつくってもよいのでは。いろいろな面での「宣伝」が弱いと感じる。 

[強み・弱み] 

○強みは、城西国際大学を誘致してあるということ[強み・弱み] 

○東金は住みよい地域で素晴らしいところだと思うが、逆に言うと文化の香りが、はたして

今の状況でしてくるのか。博物館、美術館というものがそろそろできてきてもいいのでは

ないか。[強み・弱み] 

開  催  結  果 

開 催 日 開 催 場 所 
参 加 者 数 

男性 女性 計 

平成３１年２月２０日 ふれあいセンター １８ ３ ２１ 

田 間 地 区 
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○関寛斎と伊能忠敬の出生地が直線距離で約１ｋｍと大変近いのが東金の強みだと思う。

伊能忠敬は全国的に有名だが関寛斎はまだまだ一部しか知られていない。両方の立派な

方がたった１ｋｍぐらいの近くで（時代は違うが）生まれているということが大変強み。

伊能忠敬は日本全国を歩測で見事に日本地図をつくったわけだが、一歩が７０ｃｍで歩

いたそうだ。それを訓練してあれだけの精緻な地図をつくられたと聞いている。私は年寄

りの歩こう会を行っているが伊能忠敬の出生地から関寛斎の出生地まで一歩７０ｃｍで

歩くよう練習したことがある。実際はできなかったが、この道のりはあまり車も通らない

道が何本もあるので、そこへ７０ｃｍの区切りを何箇所か作り歩く訓練をしてもらい、何

分で歩けたか、というような今までにない観光コースを作ったらどうか。大勢のお金を落

とすような人は来ないかもしれないが、そういうもので売り込みができないだろうか。関

寛斎の出生地は駐車場がないが、伊能忠敬の出生地は大きな駐車場がある。東金と九十九

里がタイアップしながら町おこしができないか。両総用水の円筒分水もそうだが今まで

出ていないような、しかし私たちの過去の生活に密着した素晴らしい遺跡があるという

のも東金の強みとして発信できれば良いと思う。[強み・弱み] 

○東金は客観的に見ると大学、高校、警察学校を含め一定規模の学校がある。高齢化が間違

いなく進んでいく中で、税収の割には固定費は削減しにくい。であれば、東金の強みであ

る学校群（を活かす）。歴代の市長さんが行政と市民の共同作業と言っているが、具体的

に何をどうしたらいいのかが伝わってこない。行政が大学と積極的に、市民とボランティ

ア活動ができる基盤を積み上げていく必要がある。現に消防関係でも大学の中でできつ

つある。できるところからひとつずつ深めていければ。[将来像] 

○城西国際大学は地域とともに展開していくことは間違いない。なぜかというと私の当時

の職場で「花の東金再構築」をテーマに展開してきたがなかなか実を結ばなかった。桜の

苗を植えたりもした。その時は城西国際大学の硬式野球部に手伝ってもらった。当時の理

事長先生も「どんどん学生を使ってほしい」と言っていた。そのような企画、アイデアを

取り込む必要がある。[将来像] 

 

Ｈ 福祉・保健に関するもの 

○高齢化はなぜいけないのか、という話があったが私は高齢化は悪いとは思わない。今は高

齢化はどうしようもない時代であり、それを行政がやっていくのが当たり前。税が減る、

出費が増える、福祉にかかる予算が多い、これらは言ってはいけない。退職後、民生委員

等をやったがお年寄りが多い。そういった方をいかに使ってみんなで仲良くやるか。今、

社会福祉協議会に対し市から離そうという空気があるようだ。ぜひ市から離さず社会福

祉協議会を運営してそれを強みにしてもらいたい。[強み・弱み] 

○強みは東千葉メディカルセンター。東千葉メディカルセンターについてはこれから経営

状態を確立していくというところにきているのだと思うが、やはり３次医療ができるの

はこの辺では旭中央、亀田総合以外にない。どうやって総力をあげて地域に密着した大学、

病院にしていくのかを具体的に提案しなくてはいけない時期に来ている。[強み・弱み] 

○さきほど高齢化が進むという話があったが、ほとんど日本中の市町村が高齢化に直面す

るわけで、長い人生を経験してきた人達の知恵と英智、決断力が決め手になる。どこでも

苦しい。あるものを再確保して新しい価値を生み出す。無いものねだりをしてもだめ。い
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かに表へ出していくようなプロセスをとって住民に提案できるかどうかが重要な要素に

なる。[強み・弱み] 

 

Ｊ 産業に関するもの 

○企業の誘致をしているのか、していないのか我々には見えてこない。そういったところが

弱みなのでは。[強み・弱み] 

○具体的な数字はわからないが、東金市のガスは非常に安いと聞いている。それを活かした

取り組みはどうか。もっとうまく宣伝しながら活かせる方法があるのではないかと思う。 

 [強み・弱み] 

○人口減少、高齢化によって税収が減ってきている。これを一般家庭に置き換えると家庭も

収入が減ると「これを節約しなさい、我慢しなさい」となるが、我慢できる部分とできな

い部分が出てくる。どうしたらいいかといったら、次は収入を増やすことを考える。行政

も、ここを減らそう、カットしようというのではなく、何か収入を増やすことを考えるべ

き。発想が突拍子もないことだと思うが、大型レジャー施設の誘致やアウトレットなどは

評判を呼ぶと都心から若者がどっと流れ込んでくる。市外から落としてくれるお金が東

金市の税増収につながると思う。結構夏場などは東京から帰ってくるのにはスイスイ楽

に帰ってこれるが上りは山田の料金所あたりからずっと渋滞だ。そういった方々はこち

らにレジャーに来ている方達だ。それらが東金市に留まらないで、東金市は通過地点で他

へ流れていくとしたら、こんなにもったいないことはない。レジャー施設などがあれば東

金に留まってそれが収入につながる。みんなで知恵を出し合って増収することを考える

べき。[強み・弱み] 

○観光についてはすばらしい資源があるが、人を引きつけるという面では少し足らないの

ではないか。具体的には、ＪＲ東金駅で降りて、西口、東口に観光案内所がないというの

はどうなのか。確かに八鶴湖に行けばあるが、観光に力を入れているところであれば（電

車から）降りたらすぐあって、来てくれた方にサービスするというのがある。[強み・弱

み] 

○商業施設の件だが、昭和５３年１１月１０日にサンピアがオープンした。当時はすごいエ

ネルギーがあり山武郡市一帯から人を集めていた。開館後１０年間はサンピアの一人勝

ちという状態。現在は地域間競争が激しくなり、見ると非常にもったいない状態になって

いる。バイパスと一体化し、新しい中心市街地を再検討すべきでは。[強み・弱み] 

○観光にしても、東金文化会館と行政、商工会議所、大学を含めスピード感をもって、セッ

トで東金の名産ということで送り出せれば素晴らしい。[強み・弱み] 

○みのりの郷も道の駅の指定を受けてから来場者数が増えている。加工所もつくって多大

な投資といえるが、もう少しネットワークというか連携をとっていろいろなことを進め

ていったらいいのでは。逆にいうとそれが強みであり弱みでもあるということ。 

[強み・弱み] 

○例えば、東金市に来ればこういうことができるというような独自のものをもって転入者

を増やすということが必要ではないか。先ほどの話の中で、転入の状況において東金市周

辺から転入してくる数が多いとのこと。それ以外から来るというのは、余程の状況、例え

ば会社が東金にあったからなど。つくばエクスプレスが運行されたとき、おおたかの森は
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若者の転入者を増やすのに効果があった。そういう力を借りてまちづくりを展開した。現

在は相当若者が転入してきている。東金線の今後の状況がどうなっているのか、何かを利

用して人を増やすというのもひとつの考えではないか。魅力あるまちづくりということ

でみなさんに来てもらって、東金が元気になってほしい。[将来像] 

○かつて、人口増があったという話だが、これは多分城西国際大学、警察学校、東金女子校

（学芸高校）の生徒が大勢来たことが関係していると思う。東金市の予算を考えると、ハ

コモノなどいろいろはできない。一時東金線を複線化する話もあったが、今は企業を誘致

することが大切ではないか。 

少子化なので城西国際大学の短大を作れということはできないが、何か民間企業を誘致

するのが大切ではないか。[将来像] 

○観光ボランティアを育成する必要がある。東金の観光協会も一緒に一生懸命やって、そう

すればまた違う高みが見える可能性もある。夢ばかり描いていても、夢は理想だが１０年

は厳しいものがある。[将来像] 

○東金を代表するような名産はあるのか。例えばどこかにお土産を持っていく際、湖月堂の

ゆず羊羹やゆずジュースを持っていくと相手方に非常に喜ばれた。ところがそれが無く

なり、近郊だと全国的に知られているのは八街の落花生、九十九里のごま漬け、味醂干し。

でもこれは他市町である。東金にぜひ「これは」という食べ物、名産はないのか。食べ物

以外でいうと「スガハラ硝子」は東京などで喜ばれるがあれも九十九里だ。今はネット社

会なのでテレビで取り上げられると注文がすごいらしい。お酒の銘柄もこれといって東

金を代表するものもない、ないないづくしだ。ぜひ女性議員の方、商工会議所と連携する

などして頑張ってほしい。こういう感覚は男性にはピンとこないと思う。[将来像]  

 

Ｌ 市民活動の充実に関するもの 

○３年前区長代理、昨年の４月から区長ということで様々な地域時事に参加させてもらっ

ている。一番の危惧は地域の担い手がいなくなること。高齢化の中で労働基準法上は６５

歳で定年となっており、その後７０歳までは嘱託で働く。そうすると７０歳までは地域の

ことになかなか参加できない。７０～８０歳になったら地域のために汗をながして働い

てもらうというシステムをつくる必要がある。健康寿命にもつながる。 

地方公務員法が４月１日からかわり、区長、区長代理の位置づけが変わる。今までは首長

から辞令を受けて行っていた。これから区長会連合会を通して話し合いをするらしいが、

果たしてどれくらいできるのかを危惧している。 

区長制度は行政からの上意下達になっていて、田間区で区長になると（生活の）３分の２

は区のために仕事をしている。地域のために協力するのはやぶさかでないが、３分の２も

関わっていると自分の時間がなくなる。これはボランティアとしていかがなものか。 

このような状況だと区長や区長代理の受け手がいなくなってしまうのでは。行政も一生

懸命やっていると思うが、現場に下りてきて顔の見える対応をしないとうまくできない。

これではどこへ行っても地域自治が確立できるかどうか。やはり地域が動かなければど

うしようもないということがある。次期長期計画の中で検討してもらいたい。 

[強み・弱み] 

○一般の住民の方で協力を得られるものは「安全・安心」。防犯パトロールは各地で展開し
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ている。防犯パトロールという捕らえ方でなく、年配の方は時間があるなら参加してもら

うと、健康増進という切り口で取り入れるのも良い。田間地区には中央公園に防犯ボック

スが設置され展開される。 

また学校との関連も出てくる。学校運営懇談会に出席すると、学校と生活者、保護者とい

うのは先生方の努力もあり双方向で情報交換できているのがわかる。働き方改革で先生

方も苦しい立場にあるようだが。地域がその中でどうやって参画したらいいかを考えた

らどうかということを進言した。やっているが連携がないのでもったいない。「種まき」

とさきほど言ったが、子どもをどれだけ地域が目をかけて育成、強化していくかが大事だ。

切り口や考え方を変えることでソフト面はいろいろあるのでは。これが東金の将来像と

いうことで発言させてもらった。[将来像] 

 

Ｎ 行政への要望に関するもの 

○市税減少については、お金がないと事業が展開できないと聞いたが、どんな施策でも満足

するにはお金がかかる話。それを市税がないからその範囲でしかできないということで

は、今言っている将来像が言いづらい。まったく意味がない。もっと現実的に行政が考え

ている人口規模、市税とか、足らないけどこれくらいは頑張って収入を増やそうというこ

とでないとなかなか展開が難しい。行政から話を聞かないと議論、計画は絵に描いた餅に

なってしまう。そうならないために情報公開をしてやってもらいたい。[将来像] 

○これから議会が始まるが、２割の予算削減という話を聞いた。最初からそれありきではな

く、税収を増やすということは必ずしも人を多くするということではない。他にも税収を

増やす方法はあると思う。市税の中で泳がせているのなら、もうやることが決まってしま

う。社会保障の費用がだんだん上がってきている。義務的経費があがっており臨時的費用

がないという話も出てくる。そういったところを努力してほしい。[将来像] 

○東金の将来像１０年ということで、結論から言うと、夢を語るのは結構だがこの１０年を

種まきの時期にしたらどうか。次のステップを展開できるような種まきの時期というこ

とにしたら良い。[将来像] 

 

Ｏ 適正な情報の提供に関するもの 

○東金市には外国人登録はどれくらいあるのか。[強み・弱み] 

○第三次の基本構想について、心ゆたかなまちづくり、ぬくもりのあるまちづくりなど、ど

こでも見かける魅力あるまちづくりがならべられており、いろいろ事業に取り組んでい

ると思うが、市の名前を変えれば同じような総合計画になってしまう。東金独自というか、

東金でしかみられないまちづくりの指標は東金市として持っているのか教えてほしい。 

 [将来像] 

○総合計画というのは２０年の計画の中であり、先のことはわからない、日進月歩で進んで

いくものなので、それを分けて１０年にしたということで、これは基本構想というか実施

計画の段階で随時変わっていく、ということであろうかと思う。１０年先というのは、今

の時代必要なのか。１０年というくくりは何かで決まっていることなのか。昔は１０年一

昔といったが今は５年も経てば相当かわってくる。非常に長い先のことを見ているよう

な気がする。住民としてはそんなに急がなくても徐々にで良いが住みやすい街になって
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くれればと願っている。[将来像] 

○人口が６万から５万９千人に減少しているそうだが、行政としてはどの程度の規模の人

口が適正であると考えて計画を立てているのか教えてほしい。[将来像] 

○東千葉メディカルセンターについて、３０億円の支援決定ということで市民としては安

心している。市長の努力の成果と聞いている。これまで県との交渉内容と今後の対応、対

策を聞きたい。[将来像] 

○東千葉メディカルセンターについて。大網白里市や長生地域の首長との話し合いはない

のか。救急には大網や長生のほうから良く来るらしい。なるべく東金や九十九里に協力し

てほしい旨の話を周辺自治体にしてほしい。[将来像] 

 

Ｐ その他 

○弱みは、「東金市の市民性」。わりと保守的で、薙刀をふるってなにか冒険しようというよ

うな市民性ではない。[強み・弱み] 

○東金には良いところがいっぱいある。気がつかないだけ。なければ作り出せば良い。そん

な土壌は東金のみなさんは持っている。[強み・弱み] 
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＜参加者からいただいた意見＞ 

Ｃ 市街地整備に関するもの 

○市街地整備を実現するには建ぺい率や容積率を変えたり、高さ制限をはずすといった用

途地域の変更などをいち早くやってほしい。なぜそんなことを話すかというと、サンピア

を造るときここは第一種住居地域だった。そこに 60 人駐車場を作るため商業地域にする

のに大変苦労した。県の都計審がうまくいかなかった。革新系の委員の自宅まで行き「小

さい商人の夢を叶えてほしい」とお願いしたことがあった。そういったことを市の力でど

こへ建設するのか？ビィー・トランセという会社は、千葉市内の主要な団地の自治会と提

携して、小さなバスで最寄駅へ行くなど交通網を整備した。市長の公約にあるバスターミ

ナルをつくるためにはそういった積極的な会社と取り組んでバス部門をつくってもらい

たい。将来的には市役所の第１庁舎など耐震の問題もあると思うので、ここ一体（市役所、

図書館、中央公民館あたり）を見直してバスターミナルを含めた将来改革にのってくれる

企業がのりやすくするための事前準備をしてもらいたい。[将来像] 

 

Ｅ 電車・バス等交通網整備に関するもの 

○強みは、成田空港と千葉港が等間隔で非常にいい位置にありすばらしい。私の友達に運送

業者がいるが、千葉市の（総合運動場のある）園生町のあたりから千葉港に荷物を運ぶの

と、東金から運ぶのでは時間的にほぼ同じだそうだ。今ＴＰＰを初めとして自由貿易、関

税をなくそうとしているが現在は importtax、輸出、両方課税されている。例えば import

で言うと入ってくるとかかるが、保税地区というのがあり、そこへ置く分には税金が発生

しない。成田周辺にはかなりの数の保税地区がある。例えば輸入車を持ってきて日本仕様

に工作するなど、その地区で行えば関税を払わなくて良い。そういうもので千葉港と成田

空港の両方使えるのではと思う。[強み・弱み] 

○圏央道が開通すれば非常に利便性が高い。アクアラインなどロジスティックセンターを

作るのには都合が良い。大網にスマートインターができる。東金でも一時期スマートイン

ターの話があったが単にスマートインターを造るのではなく、大きな通販業者、例えば楽

天や Amazon などと組み適地にスマートインターチェンジを造る。経由地でなく大型ト

ラックが出入りできるものを造る。現在、大和ハウスがロジスティックセンターに非常に

積極的に取り組んでいる。私の商売柄、ロジスティックセンターにいったことがあるが、

大変な量の物資を運んでいる。まだまだ東金には強みがある。成田空港では航空貨物が年

開  催  結  果 

開 催 日 開 催 場 所 
参 加 者 数 

男性 女性 計 

平成３１年２月２２日 中央公民館 ３５ ５ ４０ 

東 金 地 区 
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間 200 万トンぐらい動いており、あと 15 パーセントぐらい増える予定があるときいた。

第３滑走路もできれば、今でも貨物においては世界有数の空港だが世界一の空港になる。

そういう意味では東金には好立地がたくさんある。これは強みである。[強み・弱み] 

○近くに大変良い条件のビジネス街、東京や船橋や千葉などがある。今より、高速バスをも

っと便利にしたらよいと思う。20 分に 1 本ぐらいあれば大変便利だ。そのためには、バ

ス会社やパークアンドライドのためのバスターミナルなどがないとできない。一時、商工

会議所でみんなで出資してやろうかとシュミレーションした。そのときはシーサイドラ

イナー、フラワーライナーなどがあった。また、飛行場へアクアライン経由で行く新路線

開拓などについて話し、３千万円の資本金で１億２千万円を借り入れたとして、２千坪、

６千平米くらいのところで一日一台３００円で設定、２年据え置きで１３年資金ショー

トしない。一日置いて３００円、通勤者は定期２ヶ月３千円で設定し、１日 100 台留め

ると資金ショートしない。今はふるさと納税やクラウドファンディングなどがある。花巻

温泉はクラウドファンディングで３億円調達した。ふるさと納税もひとつの手段、民間資

本を入れながら手を打てばよいのではないか。福岡が世界的に注目されている。あそこは

大変コンパクトシティである。狭い地所に高密度の人口集中がある。中心は天神。西鉄は

高速バスを運営し、佐賀や長崎など周辺から集客する高速バス路線を構築し、そのターミ

ナルを天神につくりキャナルシティという商業施設をつくりあげた。[強み・弱み] 

 

Ｈ 福祉・保健に関するもの 

○東千葉メディカルセンターを活用すればよい。老人ホームや人間ドックをやればよい。今

鴨川市はシーワールドと亀田病院である。今あるものを最大限活用すればよい。[強み・

弱み] 

○弱みは県立病院がなくなってしまったことである。地域では頼りにしてる人がたくさん

いた。そういう人達から病院を取り上げてしまったのはひどい話だ。亀田病院の話が出た

が、公的と民間では違うかもしれないけど、いまさら公的だ民間だの区分ではなく、市民

の福祉となったら、税金をとっている以上一番大事なのは医療と福祉である。もうちょっ

と身をいれてやってほしい。福祉に係る費用が年々増えるという話が先程あったが、それ

は当然のことである。だから国がちゃんと税金を集めている。納める人達も四苦八苦して

税金を納めている。[強み・弱み] 

○今直面している問題はこの地域は障がい者が多い。その人達がこれまで家族になんとか

見てもらえてたのに今や障がい者も高齢、見る兄弟もどんどん高齢化していて、現実にこ

んなことがあっていいのだろうかと毎日仕事をしながら思う。人間には命がある以上、生

まれてからから亡くなるまでもっときちんとした責任を取る向き合い方をするというの

が大事。[強み・弱み] 

○東千葉メディカルセンターが赤字で厳しい。新聞に出ていたが 30億の融資の話は本当か。

当分赤字だと思うが今後も補填してくれるのか？また救命救急センターと一般病棟の受

付は別はにすべきだと思う。救急で赤字を作る。先生方、看護師さんも手一杯だという。

救命救急は県で持ち、一般病棟は市町で持つことができないかと思う。[強み・弱み] 

○「健康長寿日本一」の話があったが、福祉関係は高齢者も多くなる中、病気予防に力を

入れてほしい。市民が病気にならないような健康づくり、予防について力を入れてもら
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いたい。「東金市は病気予防に力を入れている」ということを有名にしてほしい。税収

があがらない、国保税収入も上がらない、しかし医療費はあがっている。できるだけき

りつめるには予防について市民が認識し意識をもてるよう行政がひろめてほしい。 

 [将来像] 

 

Ｊ 産業に関するもの 

○やはり税収があがらないとどうにもならない。本当に金がないとどうにもならない。いか

に税収をあげるかを考えてもらう。大企業にお願いして東金にきてもらうなどしてほし

い。流山市の夢のような話をしていたが、東金に私鉄を引いてもいいと思う。引けるよう

な環境を整備すればいい。東金も素晴らしい部分があるよと大きな鉄道会社に夢のよう

な住宅環境をつくって楽しいまちづくりをしよういうモデルケースになっても良い。ぜ

ひ実現性のある 10 年プランをたててほしい。[将来像] 

○先だってごみの焼却場が豊成にという話を聞いたが、商工会議所では４年前にいろいろ

研究をし、ゴミ焼却関係の業者を呼んで勉強会をした。ごみを焼却するのではなく、ごみ

を資源として発電する、という風にかわってきている。しかも非常に良い機械が出てきて

おり、わりと市街地に近いところでも昔のような公害の発生は抑えられるという。雄蛇が

池にやったらどうかと思う。うまれた電気とお湯を使って、例えば、大江戸温泉のような

ところを誘致、あるいは１年中体験農業ができるハウス農業、冬でも春でも農業ができる、

そういったものを大量にうまれるお湯を使ってやるのはどうかと思う。あそこは２７町

歩ぐらいある。場合によってはハイウェイオアシスなど（圏央道から）のプランが生まれ

てくる。一つに特化するだけではなく総合的にジョイントさせ、各課が横断的に知恵を出

し合ってぜひやっていただければ素晴らしい東金になると思う。[将来像] 

 

Ｎ 行政への要望に関するもの 

○この地域は本当に良い。生活しやすい地域であり宝物だと思うのでぜひ力を入れて考え、

今までから方向転換してもらってなんとか考えてみてほしい。[強み・弱み] 

○先ほど事務局のお話を聞いて、若い人はあんな考え方をしていたんだなと思ったが、もう

少し冒険というか突飛なことを考えてほしい。[将来像] 

○東金市民からまちづくりのためのアイデアなどを積極的に募集してほしい。年に１回で

も２回でもこういう会合を持ったとしても６万人近い人口があり、若い人達の意見も取

り入れて知恵やアイデアをもっと提供してもらえるような行政をしてほしい。[将来像] 

 

Ｏ 適正な情報の提供に関するもの 

○税の未収がどれくらいあるのか？多いと聞いている。これが財政を厳しくしているので

はないかと思う。[強み・弱み] 

○人口が伸びた原因は何だったのか。その原因をもう一度つくれないかと思う。ひとつ気に

なったのは 20 年前の計画の検証はされているのか。20 年前に計画してその後人口が減

って、このような悪しき状態になったということはプランをたてていたのか。もし、たて

ていなかったのなら何が原因でどこがマイナスの方向に変わっていったのかそれを検証
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し、まずいところは直していかないいけない。せっかくこれから 10 年のプランをたてて

も自分達の力の及ばないところが原因で、結果やっぱりだめでしたということでは、みな

さんが時間をかけても無駄になると思う。ぜひどうしても 10 年後のプランを実現するん

だ、バラ色のプランを新しい市長さんのもとでつくっていく。夢のような計画でも構わな

い。夢がなくては本当に実現できない。そのかわり市民の我々も大変なことをしなくては

ならない。市民が協力しなければいけないことがあるなら言ってほしい。みんなでもう一

度「花の東金」になるぐらいポジショニングを上げていく。今まさに市民が一丸となって

知恵を、汗を出し合わなければいけない時ではないかと思う。[将来像] 

○現在のプランの検証をお願いしたい。公務員のみなさんは配置転換とか部署が変わって

しまう。継続して業務を行うことは難しいとは思うが引き継いでもらい、様子がかわって

しまったところを把握し、反省するところは反省し、直すところは直してもらう。ぜひ実

現性のある 10 年後の東金を、東京まで近いし空気はきれいで緑も多い。素晴らしい環境

があるので、それを実現できるようなプランをたててほしい。[将来像] 

○まちづくりのための市民会議を積極的にやってほしい。地区の会合にも集まる人数が少

ないのが残念。[将来像] 

 

Ｐ その他 

○東金も沈滞している。全国的に沈滞しているだけだから今手を打つのが良い。それには各

界で活躍している東金出身の方に知恵を借りればよい。例えば三越近くの再開発は大林

組が行ったが、その責任者が現在引退して東金にいる。東金には土地だけではなく、人材

もいる。[強み・弱み] 

○強みは風水害が少ないところ。それ故バブル時代に素敵なゲストハウス、避暑地が造られ

た。今ヘルパーをしていていろいろな家を見るが、いろんな地域の素敵な家が余っている

状態である。市でそこを借り上げ、改修するなどして東京のコンクリートジャングルに住

んでいるような住人に貸与し、長期賃貸後良ければ東金に住んでもらうとか再利用の方

法があると思う。大網のクラウドファンディングのようにしてしまうと、結局民間の人達

が責任をとらなくてはいけないことになってしまうので、やはり市が管理し、人口を増や

すためにそういう面で工夫してほしい。[強み・弱み] 

○若者の件だが、城西国際大学の学生がこの辺のアパートにおそらく３千人くらいいる。当

然そこで生活しているのでお金をうむ。しかし住民票を移していない。その人さえいれば

人口がもっと増えるのでそれは強み。若い人が入ってくるような政策を考えてもらいた

い。[強み・弱み] 

○民間資本を使わないと市の予算ではできない。民間が乗りやすくするためのものを総合

計画に入れ、いち早く規制的なものはパスするなど、ぜひお願いしたい。[将来像] 

○こういった将来像の話をする際、将来像に関するプロセスについて話すことだと思うが

できればもう少し若い人たちがまちづくりに関わっていけるような仕組みが何かないか

なと思っている。ここに来ている人は私よりはるかに年上の方が多く、10 年後を作って

いくのは 30 代 40 代の方である。[将来像] 
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