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 自由意見欄には、全回答者の 31.1％にあたる 184 名の方から回答がありました。  

 これらの意見のうち複数の意見が記載されているものを分割した結果、191 項目となり、

これを分野ごとに分類したのが下の表です。  

 

 

分類の結果、もっとも意見が多かったのは、「第５章  安全で快適なまちづくり」（都市基

盤など）に関する分野の 57 項目で、全体の 29.8％を占めています。次いで、「第６章  計

画の実現に向けて」（内部管理など）に関する分野が 37 項目（19.4％）、「第４章  活力あ

るまちづくり」（産業・雇用など）に関する分野が 27 項目（14.1％）となっています。  

特に意見が多かったのは「市民生活を支える公共交通の充実」「効果的で効率的な行政運

営の推進」などの施策です。市政の中でも、特にこれらの分野に対して市民の関心が高い

ことが分かります。  
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１ こころ豊かなまちづくりー生涯学習・教育・文化・国際交流ー     3 項目  

 【いつでも学び親しめる生涯学習・生涯スポーツの振興】  
◆市民一人ひとりの生きがいを支援するとともに、健康の保持と体力の増進
を支援するための仕事に関する意見・要望  

2 項目  

 【地域に根ざした文化の振興】  
◆文化団体との連携やイベントの開催、貴重な書籍・史料の記録、保存を通
じて、伝統文化・芸術を時代に継承するための仕事に関する意見・要望  

1 項目  

 

２ ぬくもりのあるまちづくりー健康・福祉ー              21 項目  

 【市民の健康を支える保健・医療の充実】  
◆地域医療を充実するとともに、市民の健康づくりを支援するための仕事に
関する意見・要望  

6 項目  

 【安心して生み育てる子育て支援の充実】  
◆市民が安心して子育てができる環境を整備するための仕事に関する意見・
要望  

10 項目  

 【生きがいと安心の高齢者施策の充実】  
◆元気な高齢者を支援し、住み慣れたまちで暮らし続けることができる地域
をつくるための仕事に対する意見・要望  

4 項目  

 【安心して暮らせる社会保障の充実】  
◆社会保障制度の適切な運営を行い、安心して暮らせるまちをつくるための
仕事に対する意見・要望  

1 項目  

 

３ うるおいのあるまちづくりー自然・環境ー              15 項目  

 【豊かな自然の保護と新たなみどりの空間の創出】  
◆市民が親しめる公園緑地を整備するとともに、東金の豊かなみどりを守り
継ぐための仕事に関する意見・要望  

7 項目  

 【水質汚染と公害の防止】  
◆公害や不法投棄、公共用水域の汚濁を防止し、快適な生活環境を整えるた
めの仕事に関する意見・要望  

6 項目  

 【環境にやさしい社会システムの確立】  
◆家庭ごみの適正処理を促し、ごみの減量化・リサイクルを推進するための
仕事に関する意見・要望  

2 項目  

 

４ 活力あるまちづくりー産業・雇用ー                 27 項目  

 【生産性の高い農業経営の確立】  
◆効率的かつ安定的な農業経営を支援するとともに、優良農地を保全するた
めの仕事に関する意見・要望  

2 項目  

 【魅力とにぎわいのある商業・サービス業の振興】  
◆商業・サービス業の振興により地域経済を活性化するとともに、消費生活
を支援するための仕事に関する意見・要望  

8 項目  

 【社会経済の変化に対応した新たな産業の展開】  
◆社会経済の変化に対応した新たなサービス産業の導入を促進するための仕
事に対する意見・要望  

9 項目  

 【魅力ある観光レクリエーションの振興】  
◆観光資源を活用し、地域経済の活性化を図るための仕事に関する意見・要
望  

3 項目  

 【安心して働くための勤労者対策の促進】  
◆雇用の促進を図るとともに、働く人が安心して仕事ができるよう、企業の
就労環境の整備を図るための仕事に関する意見・要望  

5 項目  
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５ 安全で快適なまちづくりー都市基盤ー               57 項目  

 【市民生活を支える公共交通の充実】  
◆鉄道やバス交通などの公共交通の充実を図るための仕事に関する意見・要
望  

26 項目  

 【暮らしと産業を支える道路の整備】  
◆市民の日常生活を支える道路の安全性・利便性の維持強化を図るための仕
事に関する意見・要望  

11 項目  

 【良好な市街地の形成】  
◆暮らしやすい市街地をつくるために、市民の主体的な取り組みを支援する
ための仕事に関する意見・要望  

6 項目  

 【快適な暮らしを支える都市基盤の整備】  
◆ガス・水道などのインフラを整備し、市民の暮らしを支援するための仕事に対す
る意見・要望  

2 項目  

 【安全な暮らしを支える防災・防犯・交通安全体制の確立】  
◆防災・防犯・交通安全を推進し、市民が安全に暮らせるまちを保つための
仕事に関する意見・要望  

12 項目  

 

６ 計画の実現に向けて                        37 項目  

 【交流と連帯のまちづくり】  
◆市民が主体的にそれぞれの役割を果たせるような交流と連帯のまちを築
くための仕事に関する意見・要望  

2 項目  

 【市民参画による行政の展開】  
◆市民に分かりやすい行政を市民参画のもとで進めていくための仕事に関
する意見・要望  

12 項目  

 【効果的で効率的な行政運営の推進】  
◆財政の健全化を確保しつつ、効果的で効率的な行財政運営を進めるための
仕事に関する意見・要望  

17 項目  

 【広域行政の推進】  
◆広域的な行政運営により効率的な事務を行っていくと同時に、更なる自治
体間の連携を強化するための仕事に関する意見・要望  

1 項目  

 【情報化への対応】  
◆情報通信技術の発展に的確に対応し、効率的な行政運営を進めるための仕
事に関する意見・要望  

1 項目  

 【地方創生の実現に向けて】  

◆人口減少を克服し、将来においても活力あるまちとして発展していくための仕事

に関する意見・要望  

4 項目  

 

市政運営全般及びその他の意見                    31 項目  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 文末の（ ）内は、性別・年代・居住地区をそれぞれ表しています。 

 東金地区については、東金（上宿・岩崎・新宿・谷）、日吉台（日吉台・八坂台）、

田間（１区・２区・３区）、嶺南（北之幸谷・堀上・川場・押堀）、城西（砂郷・台

方・大豆谷）に分類しました。 

 あきらかな誤字・脱字を除き、原文のまま転載しました。 

 個人名については、個人情報保護の観点から伏せ字「××」としました。ただし、

公的機関・職名などについてはそのまま記載してあります。 

 一番左に付されている自由意見の番号は通し番号です。 
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１ こころ豊かなまちづくりー生涯学習・教育・文化・国際交流ー       

自由意見：3 項目  

 

施策１  いつでも学び親しめる生涯学習・生涯スポーツの振興  

【自由意見：2 項目】 

1 
観客席を増築し、多種多様なスポーツイベント等ができるように東金アリーナの活性

化を図り、多くの人が訪れる町作りを！！（不明/不明/不明）  

2 

中央公民館を使用するのに朝早くから待ち申し込みをしなくてはならない。そして使

用料も高い。もっとよいシステムを作ってほしい。サークル活動を金銭面でも支援し

てほしい。施設は古くてもよいが、もっと使いやすさを追求してほしい。（不明/60

歳代/日吉台）  

 

施策４  地域に根ざした文化の振興  

【自由意見：1 項目】 

３  

徳川家康が立ち寄った町という事がほとんど知られていないので（東金市在住以外の

人達）、上手くアピールできれば観光客が増加するかも知れません。（男/40 歳代/田

間）  

 

 

２ ぬくもりのあるまちづくりー健康・福祉ー                

自由意見：21 項目  

 

施策６  市民の健康を支える保健・医療の充実  

【自由意見：6 項目】 

４  
メディカルセンターを、もっとスタッフを入れて医療をきちんとして下さい。今のま

までは、まったくダメだ！（男/40 歳代/豊成）  

５  
東Ｍｅｄｉｃａｌ  Ｃｅｎｔｅｒは、高額投資の割に地城に定着されていないので

は！！（男/60 歳代/正気）  

６  

83 歳の女性です、健康維持のため食事、身体の面倒等、毎日機械等を使用して暮ら

しています。外部の行動は持に取り入れるものは今はございません。（女/80 歳以上

/大和）  

７  
東千葉メディカルをもっと一般外来が行きやすいように見直すなど、できるだけ黒字

化することや医療の便利さを向上させてほしいです。（男/40 歳代/正気）  

８  医療体制の充実を急いでほしい。（不明/60 歳代/城西）  
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９  千葉東メディカルセンターでの赤字解消策。（不明/60 歳代/公平）  

 

施策８  安心して生み育てる子育て支援の充実  

【自由意見：10 項目】  

10 

保育料が無償化になる一方、子ども医療が 200 円→300 円へ値上がるという、矛盾

していると思います。子どものいる家庭にもう少しどうにかならないのでしょう

か！！（女/30 歳代/豊成）  

11 
保育園を増やしてほしい、くだらない物なら増やすな。東金は住みにくい。もっと住

みやすいようにしてほしい。（女/20 歳代/東金）  

12 子持親の住みやすい町。（男/70 歳代/公平）  

13 子供を持つ親が安心して働ける市政にして下さい。（男/50 歳代/田間）  

14 働く母親への対応（幼稚園など）（不明/40 歳代/豊成）  

15 

人口が減っている事に危機感を抱くべきだと思う。子育て教育に力を入れ、本当に「住

みたい町」にならなければいけない。他の真似でなく、オリジナルの市政でがんばっ

てほしい。（不明/30 歳代/東金）  

16 
子供が遊べる場所が少ないです。夜間電話相談（＃8000）があるが実際は全然頼り

にならない。（男/30 歳代/公平）  

17 

プレミアム商品券は、２歳までの子を持つ親や市民税非課税世帯だけでなく、高校生

の子がいる世帯ぐらいまで買えるようにしてほしい。子育てはお金がかかる。（男/40

歳代/豊成）  

18 

若い家族が東金に住みたいと思えるような移住者の募集や空家の賃貸、耕作放棄農地

の地域住民への貸出しなどを行うとよいと思います。人口、特に子供が増えるような

対策をしてほしい。（女/４0 歳代/福岡）  

19 
こども園の早急な整備。子育てができる若い世代の流入を図る。（不明/60 歳代/正

気）  

 

施策９  生きがいと安心の高齢者施策の充実  

【自由意見：4 項目】 

20 

認知症等による行方不明者の放送を聞いています。認知症防止対策の身近な事として

マージャンが最適とされています。遠くには出かける事はできないので、地区の会館

等が最適かと思います。奨励と道具の補助など。（男/60 歳代/丘山）  

21 介護予防者にごほうびとして、商品券割引券の発行。（男/70 歳代/日吉台）  

22 
生活支援金を毎月二万円をお願いします。下流老人より。東金市長ならできます。（男

/70 歳代/日吉台）  
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23 

市全体に若い夫婦が多い印象だが、老後の安心を考えて、農地を利用した簡単な作業

ができる仕事、場所づくりが必要だと思います。ボランティアはお金に余裕があれば

できますが、少しでも生活の足しになるように収入があれば良いと思います。（女/40

歳代/嶺南）  

 

施策１０  安心して暮らせる社会保障の充実  

【自由意見：1 項目】 

24 

生活保護は本当に困っている人に支給してください。事件、犯罪をくり返す人達に支

給すべきなのですか。一度調査が必要ではないか。窓口でどなる人にはなぜ受給させ

ているのか考えてほしいです。（男/50 歳代/城西）  

 

 

３ うるおいのあるまちづくりー自然・環境ー  

               自由意見：15 項目  

 

施策１１  豊かな自然の保護と新たなみどりの空間の創出  

【自由意見：7 項目】 

25 
やすらぎと静けさがほしい。賑わいと発展、発達だけが人々の望む全てではないと考

えます。立ち止まり、振り返ると緑の景色に和むわが街。（男/70 歳代/城西）  

26 
行政と民間が協力して、東金の四季を楽しむ集いの企画があれば嬉しいです。老若男

女の協同で。（男/70 歳代/正気）  

27 
公園にテントの設置（毎年夏）、テーブル、イス（ベンチ）を増やす。（女/30 歳代/

嶺南）  

28 

アンケートを実施し、目に見えた変化は感じられません。変化があればもっと市政に

関心もってくれるのでないかと思います。しかし、無駄なものでなく、老若男女が喜

んでくれるような、広く、ゆったりとした公園あればよいです。毎月散歩に行きたい

です。自分の身近にないことについてのアンケートの選択は戸惑いがありました。（女

/60 歳代/嶺南）  

29 景観条例の導入。（女/50 歳代/正気）  

30 

東金市は花が少ない。たまに草刈もしているのを見かけるが、もっと頻繁に実施し、

花を植えて、きれいな街にした方が良い。いつまでも古いイメージがある。（女/40

歳代/豊成）  

31 

公園などの管理など、あまり予算を削らない方がよいと思う。樹木剪定などこまめに

行い、市民が安心して暮らせる治安のよい東金市にしてほしいと思う。（男/40 歳代

/豊成）  
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施策１２  水質汚染と公害の防止  

【自由意見：6 項目】 

32 
悪臭や植木の道路へのはみ出しなど、自分で対応することができない人への援助。（女

/50 歳代/東金）  

33 

緑豊かな東金は女の年寄りが働いて頑張っています。枯葉、枯枝を燃やさないと盆、

正月が迎えられない。すぐ消防駐在さんが来てハンコを押させる。少し大目に見て下

さい。枯葉、枯枝を燃やす事を許して下さい。（女/70 歳代/豊成）  

34 
道路にはみ出した木を切って下さい。陽当たりが悪くなる程の背の高い木のある山林

や雑木林が多いので整備して下さい。（不明/80 歳以上/正気）  

35 
□田の回りが雑草が伸び放題、枯れ草剤が撒き放題、とても不満です。きちんと草刈

をしてきれいな景観にして頂きたい。（不明/70 歳代/正気）  

36 
東金市の小公園、空き地に植えられている高い木を剪定してほしい。（雨どいが葉で

つまってしまうため）。（男/40 歳代/公平）  

37 

□ゴミのポイ捨ててや不法投棄への取り諦まり強化。（毎年、ゴミゼロ活動に参加し

ているが、ゴミを捨てない人がゴミを拾っているという矛盾を感じる。）（男/50 歳

代/正気）  

 

施策１３  環境にやさしい社会システムの確立  

【自由意見：2 項目】 

38 

車がなく足が悪いため外出せず、市についてあまりわからないので、解答できない項

目がありました。ダンボール、雑誌などの回収があると便利だと思います。持参でき

ないので。（女/70 歳代/福岡）  

39 
道路補修等に土嚢が使用されますか？材料の化繊の劣化は早いようです。廃プラと同

じような自然界へのダメージはありませんか？（女/80 歳以上/正気）  

 

 

４ 活力あるまちづくりー産業・雇用ー   

                自由意見：27 項目  

 

施策１４  生産性の高い農業経営の確立  

【自由意見：2 項目】 

40 道の駅、東金市の農家の場が少ない。（男/80 歳以上/嶺南）  

41 
市による営農の企画と指導の提案、軌道にのったら農協への引続き。（不明/不明/不

明）  
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施策１６  魅力とにぎわいのある商業・サービス業の振興  

【自由意見：9 項目】 

42 

駅前のシャッター通りを更地にして、新施設を作る。(現 )一部のカフェなどを開店し

ても、行きづらい、入りやすい店舗施設が必要。お花見の花火がなくなったのは残念。

（男/60 歳代/嶺南）  

43 

１つの例として、市外の人々を市内に呼び込み観光客を増やすアイデアです。市内に

は美味しいラーメン屋さんが多数あります。ラーメンめぐりできそうです。東金線を

利用してもらい、レンタルサイクルでめぐる、店舗には小盛りのメニューの協力をあ

おぎ、１日に数店舗めぐるのです。マップ等を作り、１つのアトラクションとして、

町の名所や自然を満喫しつつ、“東金市”を知ってもらいたいです。（男/40 歳代/田

間）  

44 
車のない者は買物に困っております。国道（126）内にお店が昔のようにあると大

変助かります。宜しくお願い致します。（不明/80 歳以上/田間）  

45 シャッター街をなくして下さい。（女/70 歳代/大和）  

46 
駅西側のさびしさは東金の顔としてふさわしくないと思う。橋上駅にして、周辺を商

業化して活性化できないものか。（女/80 歳以上/東金）  

47 

旧道沿いの商店街はまったく閉ざされ、車のある方は効外大型店へ行けますが、いず

れ老人となれば車運転は無理、バス運行を広げてほしい。街中心に緑も少なく散策・

外出したいと思えない、活気のない街です。住み心地が良ければ自然と人は集まると

思います。（女/80 歳以上/田間）  

48 

今更だがふるさと納税になりうる特産品作りやブランド作り、人口の若がえり化、大

型の商店街（駐車場付）の整備等による結果的な税収の up、その他にもイオンモー

ル等で人が市外からも来るようにし、商店街等で購買してもらうようにする等…でも

財源がないですね・・・。（男/30 歳代/豊成）  

49 デパートなどできると人口が増える気がします。（女/30 歳代/城西）  

50 

東金駅と周辺を若い人達が気にいるようなおしゃれな駅、おしやれな商店街作りをし

てほしいと思っています。今のままだと、活気もなく、老人化してしまう。東金が誇

れる駅、周辺作りをしてほしい。デザイナーに頼み、企画してもうらうのも案、若い

人が住み続けてくれるような東金をめざし、駅から改革を望みます。（男/70 歳代/

日吉台）  

 

施策１７  社会経済の変化に対応した新たな産業の展開  

【自由意見：8 項目】 

51 
東金らしさのものが何もない。オリーブの木を植えるだけ？！もっと東金らしさを発

信すべき！！（男/60 歳代/豊成）  
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52 

人を集める、他県からの名物食品バザーを定期的に実施し、野外バーベキューを山の

台の展望台を新しく少し高くする、道路に水を流し夏に灯明流しイベントをやる、東

金全体のアイディアをもっと大きく集める。賞金を出す。（男/70 歳代/豊成）  

53 

東金は名産もないと、キャラも市のやる気を感じられないし（グッズを集めたくなる

様なキャラクラーじゃないと意味がないのでは？）、駅の利便性も悪いし、良いこと

がないので何か作り出していかなければならないと思う。例えば、最近はやりのクラ

フトフェアとかを実施する等。（不明/40 歳代/正気）  

54 

東金有料道路と名前がせっかく冠についているのに東金インターが死んでいる。東金

インターを降りた地域を観光客相手や大型スーパー等、東金の入口として活気ある街

として表現してほしい。NHK の土曜朝のちこちゃん番組にて東金有料道路が取り上

げられ人気は出るはず！！（男/40 歳代/丘山）  

55 

九十九里の帰りに立ち寄れるアウトレット等の複合商業施設や大人から子供まで楽

しめる大きな公園（エンデルヒン公園のような）があると、生活が充実する（そうい

った施設が遠かったり、道が混みやすく行きづらいため）。（不明/30 歳代/田間）  

56 スーパー銭湯のようなお年寄りも若者も集まれる施設がほしい。（女/40 歳代/大和） 

57 

リタイア後の居住地として東金市を選び夫婦で転入してきました、少しずつ東金のこ

とを学び、長所を発見している日々です。東金市の持っている利点を最大限に活かし

て、まだどこも目をつけていない事業や施設、イベント、観光等のアイディアを出し

推進していけば、きっと魅力ある街として飛躍していけると思っています。（不明/60

歳代/丘山）  

58 

東金市は、本当に遅れている。最新の設備の公園を作って下さい。田間中央公園はよ

いと思うけれど、そこしかない。××（市内商業施設）の前の公園を新しくするなど、

子供達の居場所を作って下さい。みのりの郷に大きい公園を作って、多くの家族連れ

の集客、公園等があるのは普通です。なぜ、意味のない加工場にお金を使ったのか本

当に疑問です。皆が失敗だと言っています。我が家はみのりの郷が近いのでいつも利

用しています。野菜もおいしいので、野菜を買いに行きます。でも、子供達は、あま

り楽しそうではないです。プールも実施して頂いてるのですが、一部の人で利用され

ている感じがします。郊外から来た人にも、楽しく利用して頂けたらよくないです

か？とっちーのレストランの裏側など、スペースは十分に確保できるはずです。今年

は盆踊りです。行きます！！お祭りランドは 500 円購入したレシートではなく、お

金を払ってでもできるシステムにして下さい。ママ友達がみんな言っています。（両

方できたらよいですよね。）頑張って下さい！！期待しています。みのりの郷の野菜

コーナーのブースもう少し通路を広くして下さい。カート２台がすれ違うことができ

ず、ベビーカーが通れないです。車椅子は絶対通れないと思います。（不明/30 歳代

/田間）  
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施策１８  魅力ある観光レクリエーションの振興  

【自由意見：3 項目】 

59 

やっさ祭りの締め括りの花火の数を増やしてほしい。東金市のマスコットキャラクタ

ーを他県や他市のように愛嬌のあるキャラクターにしたらよいと思います。例えばク

マゴンやチーバ君、ラナリ君のよな着ぐるみに入る人（バイト？職員？）が可哀想に

思います。（男/70 歳代/城西）  

60 

やっさこまちの必要性を疑問に思います。まつりの時に見た事があるが MC など怒

った口調で話しているように見える。東金市の顔としてまつりに出ているのだから

「東金市が好き！」と伝わるようなやる気をみせてほしいです。（女/40 歳代/東金） 

61 公園でのイベントを催してほしいです。（女/70 歳代/田間）  

 

施策１９  安心して働くための勤労者対策の促進  

【自由意見：5 項目】 

62 
東金市内に優良企業を誘致し、若者が市内で働く場所を作ってほしい。私には 30 代

前半の男の子が３人おり、皆東京で働いている。（男/70 歳代/嶺南）  

63 東金市内での就職。（男/50 歳代/嶺南）  

64 
静かで落ち着いた町であると思いますか？若い人が定住できるような仕事が沢山あ

るとよいと思います。（男/70 歳代/嶺南）  

65 

息子夫婦と暮らし、わりと恵まれていますが、（70 歳台）元気が取り柄です。でも

この先、確実に老い不自由な体に…老人町になり、少しでも若者が生活仕事のできる

環境が最優先ではないでしょうか。（女/70 歳代/正気）  

66 
千葉メディカルセンター関連（薬、ホテル、ｅｔｃ）製薬会社（雇用を生む）。（男/60

歳代/日吉台）  

 

 

５ 安全で快適なまちづくりー都市基盤ー  

                自由意見：57 項目  

 

施策２０  市民生活を支える公共交通の充実  

【自由意見：26 項目】  

67 

ベイシア、季見の森病院等への交通の便があればよい。年金暮らしで１人なので、タ

クシーは使えない。病院が遠い場合、市外に住んでいる子供と一緒にデマンドに乗れ

ないので困る。（女/70 歳代/大和）  

68 
土、日は、ほとんどバス便がなく、出かけるにしても、帰ってくるにしても不便。せ

めて駅までの便がほしい。車がないと家から出られない。（女/60 歳代/日吉台）  
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69 

息子達３人は東金線終電が早く（23：18）大網まで迎えに行く回数が多く、結局３

人とも東金から出て行きました。人口減少の原因の１つだと思います。（女/60 歳代

/公平）  

70 市全体が汚れている。鉄道の歩道橋など（求名駅）等。（男/70 歳代/公平）  

71 

介護の身にいます。このせまい東金でふれあいタクシーを広めてほしいと切に切に願

う。東金、九十九里、大網、白里等へといつでも利用できる乗りものバスなどがほし

い。（不明/80 歳以上/正気）  

72 

Ｈ12 年この地日吉台に住みはじめました。当時はバスが１時間１本はあり、買物も

便利で、すごく気に入っていましたが、現在は乗者数が少なくなり、車社会の中、バ

ス利用者の生活は思うようになりません。（男/80 歳以上/日吉台）  

73 

団地内に住居する人間の千葉方面へのバスの運行回数の増加こそが、団地に住居する

人間の増加にも繋がるものと考えています。事実団地内住民は、高齢化に伴い運行機

関がないため、引越した人間が多数います。（男/70 歳代/日吉台）  

74 東金線（JR）の複線化をぜひ実現させて下さい。（男/70 歳代/公平）  

75 
スーパーへの買物巡回バスの運行。（車に乗れなくなったら不便になるのでお願いし

たい）（男/60 歳代/東金）  

76 東金線をより使いやすくしてほしい。（男/20 歳代/城西）  

77 JR 東金線の複線化運動（土地提供含む）。（男/70 歳代/正気）  

78 交通機関（電車も含む）の利便性（不明/40 歳代/豊成）  

79 

東金線を１時間２本にしてほしい、高齢な人達がこれから不便になり、車を利用しな

くなり、列車に乗る機会も多くなりつつあるので、それだけお願いしたいです。他は

東千葉メディカルまで行くのがとても不便です。バスをもっと出してほしいです。（女

/60 歳代/大和）  

80 東金線の本数を増やしてほしい。終電が早すぎる。（女/20 歳代/城西）  

81 
何でも便利な方を望むけれど、日常に使えることの方が助かります。例えば高速バス

より路線バス。（女/70 歳代/嶺南）  

82 

高齢になって免許返納した方はとても不便です。東金市は特典が少ないようですが、

バス乗車券（タクシー券）クーポンなどの特典、その他のサービスを増やして下さい。

（不明/60 歳代/嶺南）  

83 
福俵駅周辺も設備を整えてほしい。フラワーライナーもこない。駅なのに。（男/30

歳代/城西）  

84 

循環バスで学区域の遠い所は各小、中学校まで、朝と帰り周っていただけたら少しで

も不登校の子どもが、減ったり、防犯的にも安心だと思います。車がないと不便すぎ

ます。運転できなくなったらどのように生活できるのか不安です。（女/50 歳代/福

岡）  
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85 
東京に働きに行く車ができる JR の改善、本数、車輌数、東金駅の建て直しをして、

駅を中心に人々が行きかう環境づくり。（男/50 歳代/東金）  

86 とにかく、東金線！！（男/70 歳代/豊成）  

87 東金線の本数を増やしてほしい、終電が早い。（女/30 歳代/田間）  

88 東金線を環状腺化にし町全体の活性化。（男/70 歳代/丘山）  

89 市内循環バスの便数増加。その代わり車両は小さくてよい。（男/50 歳代/正気）  

90 

市内巡回バスの増設をお願いしたい。公平地区、源地区は大変不便です。公平地区は

山武市に近い家之子奥地の方々は国道に出るまで、距離が大変あります。今一度検討

して下さい。求名駅までは大変です。もう少し考えてほしいです。私達も市民です、

税金も払っています。市長をはじめ関係者も実際に歩いてみて下さい。老人は市役所

まで出掛けるのは大変です、不公平です。公園もないし、子供、老人はくつろげる所

がありません。毎日家の中だけと田んぼ道の散歩だけです。社会に遅れてしまいます。

お願いします。（女/70 歳代/東金）  

91 交通便、バス停、駅前等の標示整備（判りやすく）。（男/60 歳代/東金）  

92 
東金線の鉄道を有意義に活用できるように成田空港と成東駅鉄道、または路線バスを

運行していただきたくお願いします。（男/70 歳代/公平）  

 

施策２１  暮らしと産業を支える道路の整備  

【自由意見：11 項目】  

93 通学路になっている道路の歩道整備。（不明/60 歳代/日吉台）  

94 路肩が崩れているのに直さない、農道を舗装していない。（男/60 歳代/大和）  

95 
車道に段差をなくす～図は撤去してほしい、自転車等が道進より右側に出て来る際、

自動車直進と衝突するおそれがある。（男/70 歳代/東金）  

96 

小学校の通学路には全て歩道を設置してほしい。中学生も自転車通学であり、自転車

が安心して学校まで通学できる（自転車歩道通行可）の歩道を整備すべきである。水

路を利用した凹凸の歩道はやめて整備をやり直してほしい。（男/60 歳代/正気）  

97 道路の拡幅（不明/40 歳代/豊成）  

98 

高速道路の東金 ICを山武成東 ICの間に、スマートインターチェンジを作ってほしい。

道路脇の雑草をなくして、きれいな街のイメージにしてほしい。（女/40 歳代/日吉

台）  

99 歩道の改善。（女/70 歳代/公平）  

100 
高齢化に対し運転免許返納が多くなると自転車、歩行等による移動が増えるので道路

整備をして頂くとありがたいと思います。（女/70 歳代/嶺南）  

101 歩道を歩きやすいよう整備してほしい。（女/80 歳以上/田間）  
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102 
東金市の山間部はバスが通るための道路幅がせまい。少子高齢化が進む中バスの運行

は大切な移動手段である。道路整備をしてほしい。（不明/60 歳代/公平）  

103 

毎日ニュース、ラジオ、テレビなどで放送していますが、高齢者の方が車での事故死

テレビで見ると怖くなり自分も車の免許証返納したいと思いました。そして車も処分

して、今は自転車でスーパーマーケットなどで買物しています。また病院に行きます

が、自転車道が少ないため、危険を感じます。自転車道の改修をお願いします。（男

/70 歳代/豊成）  

 

施策２２  良好な市街地の形成  

【自由意見：6 項目】 

104 

西福俵区画整理時に区民会館の寄付を旧往人は払っているが、新住人は払っていな

い。区画のフェンス工事もいいかげんで、工事終了させないで区画整理が終わってし

まった。許せない。（男/50 歳代/大和）  

105 

高齢者で一人住まいの方が亡くなると、住居の所有者や親族身内の方で管理する者も

なく、放置されたまま空き家となっている家が、東金市でどのくらいあるか実態を調

査して、対応、対策、東金市としての方策を市政レベルの課題としてもらえたらよい

と思います。（男/70 歳代/東金）  

106 耕作放棄、空家、空地などの活用をお願い致します。（男/70 歳代/嶺南）  

107 
シャッター通りを何とかしてほしい、区画整理して新しい街づくりを考えてほしい。

（不明/70 歳代/丘山）  

108 

東千葉メディカルを中心に様々な施設を誘致し、東金副都心的な街づくりはできない

ものでしょうか、このままで病院、空地とも活用されないままでもったいないように

思います。（不明/50 歳代/公平）  

109 
空地が手つかずで目につきます。市の介入で有効利用して下さい。（女/70 歳代/大

和）  

 

施策２３  快適な暮らしを支える都市基盤の整備  

【自由意見：2 項目】 

110 

源地区には水道がありません、通勤通学に不便循環バスも通っていません。市長様の

力で早くお願い致します。市内で源地区だけです、次の世代のためにも水質も良くな

いです、孫たちのためにも切にお願い致します。（女/60 歳代/大和）  

111 高額な水道料金はどうにかなりませんか。（男/30 歳代/城西）  
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施策２５  安全な暮らしを支える防災・防犯・交通安全体制の確立  

【自由意見：12 項目】  

112 
東金市は、事件の多い市です。安全に住める所を目指してほしい。（不明/70 歳代/

豊成）  

113 
木などが大きく育ちすぎていて、大雨などの時、風などで木が倒れてこないか心配で

す。地滑りもおきないか怖いです。（女/40 歳代/東金）  

114 
自然と防災が重要です。安心安全に暮らせる市を心から望みます。子どもの未来を守

って下さい。お願いします。（男/40 歳代/大和）  

115 

道の駅みのりの郷近くに在住。公平地区に住んでいますが、放送の声が小さくて聞き

取れません。スピーカーが壊れているのでしょうか？災害時の緊急の放送がないと不

安です。（不明/40 歳代/公平）  

116 
防災無線がきちんと機能しているのか、見直す必要有り。１度も聞きとれたためしが

ない。市役所に申し入れたが改善されていない。（女/60 歳代/田間）  

117 
正気地区ですが、災害時の避難場所がわかりません。ハザードマップはどこで手に入

りますか。（不明/70 歳代/正気）  

118 
子供の通学路等へ監視カメラの設置、街灯の設置等、環境整備充実化（女/60 歳代/

嶺南）  

119 
文化会館から日吉台にかけて道路の雑草を早めに刈ってもらいたい（安全のために）。

（男/60 歳代/日吉台）  

120 

駅周辺以外の道路制備に力を入れてほしい、高齢化が進む程、駅から遠い人達は、車

を運転できなくなり取り残される。また、不便から車を手放せなくなり高齢ドライバ

ーが増える危険が高くなる。  

通学の自転車  市内→九十九里や山武は自転車事故が多い。（女/40 歳代/豊成）  

121 自然災害が少なく、住みやすい町だと思います。（男/70 歳代/田間）  

122 
近所でも一人暮らしが多いので、警察の方の夜廻りなどして頂くとうれしいです。（女

/70 歳代/田間）  

123 
防災無線が聞こえにくいので何とかしてほしい、（屋外、家の外でも聞こえにくい）。

（女/60 歳代/正気）  
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６ 計画の実現に向けて    

                      自由意見：36 項目  

 

施策２６  交流と連帯のまちづくり  

【自由意見：2 項目】 

124 
皆んなで協力して魅力ある町にしてほしい、そのためには人と人のつながりが大切！

（不明/70 歳代/城西）  

125 
地域に埋もれている情報を幅広く発信して、住民同士の交流が持てるようになると良

いと思います。（男/60 歳代/日吉台）  

 

施策２７  市民参画による行政の展開  

【自由意見：12 項目】  

126 

行政として費用対効果を求める前提として、すべて公費負担を前提とせず、市民の協

働を目途に、一部負担でも良いので職員のアイデアに期待する。市職員の市民のため

の気質の高場を期待しています。（男/70 歳代/田間）  

127 
広報を丁寧に読むようにしています。町内（回覧板）は少なくしてほしいと感じます。

（男/70 歳代/田間）  

128 

市民参画による市政運営に代表されるように、主体客体を上手に巻き込んで（活用し

て）目的を達成する方法が下手。もっと市側から弱味（苦手）を見せて、協力を呼び

込んで下さい。（男/40 歳代/嶺南）  

129 

集計後内容の発表をお願いします。報告書で終了しないで下さい。高齢者も大事です

が、若者を大事にする事が、一番だと思います、新しい市政頑張って下さい。（男/60

歳代/大和）  

130 

仕事を離れた高齢者や年金生活で時間のある人、各区長に意図を理解させ何人かを選

出させ、無償にて市に、市長に協力とする形をとり、アンケートにある問題や市の財

政の問題をフリーに討議させ、参考にする。（私は死の寸前まで仕事がある事が幸福

と思います。）老人をうまく使ってください。区長もうまく使って下さい。市は手当

を出していますよね。（男/70 歳代/公平）  

131 自治会に頼らない市政運営。（男/50 歳代/東金）  

132 
行政と市民の連携がスムーズにとれるよう、間に入る民生委員、区長の考え方が大切

かな？（男/80 歳以上/丘山）  

133 

私達は 80 歳代と高齢になりました。スマホも持てていますが、利用できません。市

の情報等を見たいのです。講習会などを実施してもらいたいのです。今は広報と無線

だけです。（女/80 歳以上/嶺南）  

134 IT 弱者である高齢者はどのように市政情報を受け取ればよいですか。目も足も衰え
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るばかりです。近隣市町との連携についての回答はできません。取り組みについて具

体的内容を全て知らないからです。どこで情報公開しているのですか？（女/80 歳

以上/豊成）  

135 

市内で、なぜ、北之幸谷地区だけ「道普請」を夏の暑い中に行うのか？殆んどの人が

サラリーマンなので、昔の考えは変えて道をきれいにしてほしいです。車の通りも非

常に多い時代に合わないと思いますのでよろしくお願い致します。（男/50 歳代/嶺

南）  

136 アンケートが生かせる施策を期待します。（男/70 歳代/大和）  

137 
満足度について、市政を十分に理解するに至っておりませんので、お答えできません。

情報発信（だれにでもわかる）お願いします。（不明/80 歳以上/嶺南）  

 

施策２８  効果的で効率的な行政運営の推進  

【自由意見：17 項目】  

138 

予算が厳しい中で、行政ができる物にも制限あることから、小さな事柄でも相談にの

り、また提案し対応することが市民との信頼を得るのに重要と考えます。よろしくお

願いします。（男/60 歳代/豊成）  

139 
無駄な税金の使い方のチェックをきちんとしてほしい、他の市できちんとされている

が東金市はあまりにも無駄が多すぎる（ゴミ問題において）。（男/60 歳代/公平）  

140 

今まで投資した財源はおしい気がするが、将来を見つめ、メディカルセンターは城西

国際大学などに転売すれば（できない部分もあると思うが）今後超少子高齢化に対し

ても、今よりも厳しい、財政を乗り越えることができるのではないか？（税収見込め

ない。維持費膨大等々。）（不明/60 歳代/公平）  

141 

今年度より教育関係への補助等が急に無くなったと聞いています。山の上の病院にお

金がかかるためでしょうか？人口の減少や高齢化でこの東金市の財政はどうなって

いくのでしょうか…とても不安です。（女/40 歳代/嶺南）  

142 
市民が訪問しやすい庁舎、及び受入体制（職員）の確立、混雑時の受入体制ができて

いる市民課。（女/60 歳代/嶺南）  

143 職員達が偉そうに対応するのはなぜ？（不明/60 歳代/正気）  

144 市会議員の定数減。（不明/60 歳代/東金）  

145 
市の職員は常に見識を保つべき、退職税は悪い税に感じられる。市民のために尽力を

祈念する。（不明/70 歳代/丘山）  

146 

今、必要な建物、立派なお金をかけなくてもよいと思う。乳児から高齢者までスムー

ズに使いやすい施設がほしい。（例）ふれあいセンターのような使いにくい建物はい

らない。誰もが使える物。（男/70 歳代/豊成）  

147 必要なものと不必要なものをはっきりさせる、今までやってきた事が本当に正しいの
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か考える。（不明/40 歳代/公平）  

148 
財政が苦しいように聞いています、お金がなければ何もできませんので、まず出費を

チェックして無駄をなくして下さい。（男/70 歳代/東金）  

149 

学校のアンケート（市内の学校全部に配られるもの）などで、封筒が２枚（アンケー

トが入っているものと返信用）使われている。枚数は１枚でいいと思う。身近なとこ

ろで経費をおさえてほしい。（不明/40 歳代/田間）  

150 

東金アリーナを年に何回か利用するが、職員がいやがらせをします。例えば本日はシ

ャワーが使えない等（理由を問い正すと正当な回答も無く使用が認められた。）です。

第３セクターに問題があるのでは？使わせてもらう立場としてはどう対処すれば良

いか困ってます。（不明/60 歳代/正気）  

151 
市役所敷地内の雑草が景観を損ねます。施設管理をしっかりお願いします。（女/60

歳代/豊成）  

152 

市役所の庁舎に正面駐車場から入った時、樹木の下、回りの土手が雑草だらけの時が

あります。東金市の印象が残念に見えてしまいます。いつも清潔な市役所にしていた

だけたら大変嬉しいです。（女/70 歳代/公平）  

153 

一人暮らしの老人を自分の私利私欲に利用している職員がいる。その職員に何度も苦

情を言っても相手にしてくれない。施設に入れられ財産を取られてしまった。市長と

会って話をしたい。（女/80 歳以上/東金）  

154 

用事がほとんど伺いませんが、住民課の職員の方が対応が大変悪く感じます。相手の

立場になって頂きたい。特に若い女性職員。※他の課の方も笑顔がない、一番悪い事。

いやだったらやめれば。（女/60 歳代/東金）  

 

施策２９  広域行政の推進  

【自由意見：1 項目】 

155 
地域合併できたらよいと思います、無駄な市会議員が減った方がよい。（不明/50 歳

代/正気）  

 

施策３０  情報化への対応  

【自由意見：1 項目】 

156 ＡＩ、５Ｇの対応化。（男/４0 歳代/嶺南）  

 

施策３1 地方創生の実現に向けて  

【自由意見：4 項目】 

157 
源地区の活性化。市の人口が減少してきている。将来が心配。月々、30 人位ずつで

も移住する対策を！車で通行する度に寂れていくように感じます。（不明/70 歳代/
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丘山）  

158 

もう少し他地域から人が来る、インスタ映えするような工夫をしてはどうか。人が集

まれば、雇用が生まれる。山や森があるなら、それを活用しないと。他の県は（葉）

をお金にしている。（不明/50 歳代/正気）  

159 人口減少、少子高齢化について、力を入れてほしい。（男/40 歳代/嶺南）  

160 人口増加を実現するための取り組み。（男/40 歳代/嶺南）  

 

 

７ 市政運営全般及びその他の意見                   

自由意見：31 項目  

 

161 
一局集中はやめてほしい。丘山地区は何もない。メディカルセンタ－も土日が休みで

気軽に病院へ行けない。交通の便も悪い。（男/50 歳代/丘山）  

162 
道路、河川の整備、ゴミの収集等、市街地とはいえない地域で格差がある。住民税は

平等なのにおかしい。（不明/50 歳代/嶺南）  

163 

生活しやすい反面、全ての面で中途半端な発展をしていると感じる。海、山、川、池

など色々恵まれている環境を活かしきれていないと思う。東金市で働いていなければ

転居する人が多いのは残念だ。（女/50 歳代/田間）  

164 

東中駅西口ジャクタ通り、東金の一番の (一 )のイメージ駅舎とともに、学生の使用が

多い駅。さわやかに変えるべき。文化会館～日吉台に上る舗道、右に左に草がボウボ

ウ。足に絡み歩けない。雨の日は下半身びしょびしょです。植込を撤去し、フェンス

に変えたら、草刈の人件費も浮くでしょう。文化会館ももっと使用するよう考えて下

さい。（女/80 歳以上/日吉台）  

165 
東金市で売りに出した土地を買いましたが、崖などかあるので、建て替えができず困

っています。（女/70 歳代/城西）  

166 より良い東金市でありますように。（不明/40 歳代/日吉台）  

167 
源小学校廃校、競争原理がないとダメ。老人施設か文化施設にし、生涯学習施設に。

スマートシティを推進して下さい。（男/50 歳代/田間）  

168 

源地区の居住者が便利と思える交通機関の整備。医療、買物が便利な都市づくりを希

望する。発展性のない区会制度は廃止。連合自治会協議会を創設すべき。（男/70 歳

代/源）  

169 
他の市町村と比べると市税や国保税が高い、それが嫌で引越した方を知っています。

なんとかなりませんか？。（不明/50 歳代/正気）  

170 東金の野をあかるい野に。（女/80 歳以上/田間）  
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171 がんばって下さい、東金良いですよ！！（不明/50 歳代/城西）  

172 ※今のままでも。（男/70 歳代/正気）  

173 
人生の最後を簡単にむかえられる安楽死制度を作って下さい。また、動物（犬、猫）

などに税金をかける法律を作って下さい。（男/80 歳以上/大和）  

174 

教育、防災、観光等どれも柱となるものがない。コンパクトな街作りを柱として子育

て、高齢福祉の事業や防災への取り組みをもっと進めることで、結果として商業施設

やら医療が充実していく。アンケートも紙で続けるのかまたは徐々にでも PC になる

のかの検討も必要。16 ページ分の紙×抽出した 1500 人分の予算で何ができるか。

また市としてごみ処理（リサイクル）について考えているのであれば尚更早急に対応

すべき。全員からの対応がなければムダ。同様の仕事をするものとして、もっと今の

ニーズに合った方法を取る必要がある。何人回答があったか、また最後の質問に対す

る返答も併せて載せてほしい。（男/20 歳代/丘山）  

175 

私は東金に勤務していません。税金が高い、仕事は印旛や成田、匝瑳地区で東金は売

り上げがありません。近いうちに他県へふるさと納税でもと考えています。移住もし

たいと思っています。現在一人でボランティア等をしています。（男/60 歳代/城西） 

176 こんなアンケートをして何か変わるのですか？わかりません。（女/40 歳代/大和）  

177 

東千葉メディカルセンターへのバス等を充実させてほしい。駅周辺の改修、JA の所

の踏切の見直し。警察が隠れて交通の取り締まりをするのでなく、本当の安全を考え

てくれるならば、学校の登下校時のパトロール等に力を入れてほしい！！（女/70

歳代/東金）  

178 
東金市に転入してまだ２ヶ月、何も理解していません。これから色々教えてもらいた

いです。（女/80 歳以上/大和）  

179 

東金市には縁があり数年前に越してきました。現在、賃貸物件で暮らし、「住み続け

たいと思う所」を模索しております。駅近でも深い下水がむき出しになり、臭いと不

衛生さを感じています。この時期に限らず、蚊が多いのも驚きました。もし家を建て

ても助成金対象とならず残念です。空地も背の高い草（水たまり）で無法地帯のよう

になっており、下水同様リスクが高いです。どの道路にも片側に必ず歩道を設け、歩

行者にも運転手にも安全な道を整備してほしいです。特に公共物として設置される

（整備される）物、全てにおいてその後の手入れが怠っています。現役を退いた方、

働きたい方、働くことにサポートが必要な方が家から楽に通え、働ける（収入を得る）

システムも重要です。それこそ街づくりに貢献できるのではと考えます。この方達が

この部分を担って頂く事も視野に入れ、美しい東金市、桜色が映える活気あふれる優

しい町を期待しています。（女/50 歳代/正気）  

180 
気になること、（市、町によってずいぶん違っている）  

□母子家庭、父子家庭、独居の高齢者、障害者などに対し。  
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□雑草が伸ひている。中田、雑木、篠竹…今や地区、個人だけでは手が回らない。  

（女/80 歳以上/正気）  

181 

市政やこの質問に対して、理解できない内容もあって答えがはっきりしなくて提出が

心苦しいものがありました。意見になるかわからないけど近くに中国人がいて城西大

の学生のようには見えず何をしているのか不安になります。そのようなことは把握し

ているのですか？（女/50 歳代/東金）  

182 

東千葉メディカルセンターにおいては毎年巨額の赤字が出ているため、東金市はお金

がないとの事で環境整備等ができないと私は思ってしまうのですが、それがとても残

念です。（不明/70 歳代/正気）  

183 若い人の意見、活用を勧める。老人の力が強すぎる。（男/70 歳代/田間）  

184 

水道料金、国保税などの高さには不満があります。人口減少の折、もっと東金市の良

さ、（春の桜、水辺等の自然、自然災害の少なさ等）を意欲のある若者に発信しても

らえないでしょうか。（女/60 歳代/日吉台）  

185 

東金駅周辺の活性化を望んでいますが、福俵駅求名駅周辺も店舗を増やしてほしい。

福俵駅前××（市内商業施設）が再開不可能なら、優良企業を積極的に探して新店舗

の進出を働きかけて頂きたい。個人的には「××（市内商業施設）」のような物産店

か気軽に立ち寄れる飲食店、地域の方が寄りどころとなる場所がこれから高齢化が進

む地域には必要だと思う。そのためには循環バスの経路も広げるべきだと思う。アン

ケートもこういった漠然としてものだけでなく、具体的な施設や場所についてどうし

てほしいか等を月 1 回開かれる自治会の役員会で回覧板などを利用して全世帯の意

見を吸い上げる努力が必要だと思う。（女/50 歳代/大和）  

186 

高齢化社会により高齢者施設や福祉に目がいくのは仕方ないが、納税者や若者に対し

て、目を向けなければ、ますます市内に高齢者しかいなくなる。人口比率で若者が少

ないのはわかるが、若者達が住みやすい街作りも重要です。（不明/30 歳代/田間）  

187 
地目について、山森 2000ｍ余りが土地の所有者に連絡もなく山森と雑種地に２分

された理由をお聞きしたい。（不明/80 歳以上/嶺南）  

188 
千葉はよい街かと思っていたけど、住んでみると全然違う。千葉県には住みたいと思

わない。千葉県から離れたいと思います、以上。（男/40 歳代/東金）  

189 

□どの世代にも必要な支援が受けられるように整備してほしい（子育て、医療費、介

護、奨学金ｅｔｃ）  

□東千葉メディカルセンターの運営をもっと考えてほしい。３次なのか地域の病院な

のか、民間に売った方がいいのか、診療科の充実を。（男/40 歳代/城西）  

190 
駐車場が広くて便利だが、その分運転が自由すぎていて事故を起こしそうになる。駐

車する際は必ずハザードをたくなどもう少し周りを見てほしい。（女/20 歳代/正気） 

191 他の市町村に隣接している地域に対してあまり重要視していないように思う。（男
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/70 歳代/丘山）  
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