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 自由意見欄には、全回答者の 37.0％にあたる 260 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、366 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 107 項目で、全体の 29.2％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 49 項目（13.4％）、「第２章  ぬくも

りのあるまちづくり」（健康・福祉など）に関する分野が 43 項目（11.7％）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」「安全な暮らしを支える防

災・防犯・交通安全体制の確立」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     13 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  

７項目  

 【豊かなこころを育む学校教育の充実】  
◆安全で快適な教育環境を整備し、子どもたちの成長と未来を支援するため
の仕事に関する意見・要望  

3 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  

3 項目  

 

２ ぬくもりのあるまちづくりー健康・福祉ー              43 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  

16 項目  

 【地域で支えあう思いやりのある社会福祉の推進】  
◆地域ぐるみでつくる共生の社会づくりを支援するための仕事に関する意
見・要望  

3 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  

15 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  

7 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  

2 項目  

 

３ うるおいのあるまちづくりー自然・環境ー              31 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  

6 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  

13 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  

12 項目  

 

４ 活力あるまちづくりー産業・雇用ー                 36 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  

1 項目  

 【豊かなまちをつくる工業の振興】  
◆企業誘致に引き続き取り組んでいくとともに、企業間の連携を促進し、市
内の工業の活性化を図るための仕事に関する意見・要望  

3 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  

5 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  

18 項目  
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 【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  

1 項目  

 

５ 安全で快適なまちづくりー都市基盤ー               107 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  

40 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  

17 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  

10 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  

1 項目  

 【総合的な治水対策の推進】  
◆浸水被害、がけ崩れから市民の生命と財産を守るための仕事に関する意
見・要望  

5 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  

34 項目  

 

６ 計画の実現に向けて                        49 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  

5 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  

20 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  

14 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  

10 項目  

 

市政運営全般及びその他の意見                    87 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。 

 個人名などについては、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：13 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：7 項目】 

1 
市内に通学する学生や居住する学生も多いので、図書館の蔵書や閲覧スペースを増や

してほしい。（女  /20 歳代/城西）  

2 図書館の本が、最新刊や話題の本などもっと増えると良いです。（女/30 歳代/公平） 

3 
文化会館やアリーナの催し物を事前に防災無線でお知らせできませんか？（男/60

歳代/嶺南）  

4 

東金アリーナの利用について、４月初めに年間使用団体代表者との懇談会開催、２時

間単位→１時間単位に、夏時間（アリーナのみ）8:00～20:00 の利用を。（男/60

歳代/東金）  

5 図書館の本が古すぎる。（男/50 歳代/東金）  

6 図書館の充実など個人の能力を高められる施設提供を求めます。（女/40 歳代/正気） 

7 
各地区公民館活動の使用方法（利用状況）使用料等を検討してほしいです。利用グル

ープの（内容）について子供会・財政厳しい中（男/80 歳代/公平）  

 

施策２  豊かなこころを育む学校教育の充実  

【自由意見：3 項目】 

8 

教育面  市内小学校で「バレーボール」の普及（部活）をしているものの、中学（東

中）によっては部活を立ち上げてもらえず、、、「継続は力なり！！」  納得いきませ

ん。（男/40 歳代/田間）  

9 
東小、東中学校を東金中学校の様に外壁だけでもきれいにして下さい。（女/40 歳代

/田間）  

10 
保育所、学校等の建物が古すぎて心配です！！耐震工事などやっているのかもしれま

せんが何かあってからでは遅いと思います。（女/30 歳代/豊成）  
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施策４  地域に根ざした文化の振興  

【自由意見：3 項目】 

11 
歴史建造物をより活用した方がよいと思います。（レトロ感をアピール）（男/50 歳

代/東金）  

12 
市内各地域の歴史資料、文化財、民俗行事などを保存（保全）かつ活用していく取組

み。「東金市史」の修正及び加筆。（男/40 歳代/公平）  

13 

文化は市のバロメーターといわれます。展示は公民館活動の部と東金市の文化として

もう少し文化的に市外の展示方法を見習うべき（ずっと言い続けておりますが・・・）。

その場合出品料を支払うべき、なんでも無料、統一性がない。舞踊もしかりです。何

でもやればよいは発展性がない。（女/70 歳代/東金）  
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２ ぬくもりのあるまちづくりー健康・福祉ー                

自由意見：43 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：16 項目】  

14 東千葉メディカルセンターの有効活用。（男/60 歳代/嶺南）  

15 

乳幼児や学童に対する予防接種の各家庭への葉書による連絡がほしい。  広報を見て

今迄は接種を受けに行っていたが、もれ落ちがあるのではないか。東金市は税金が高

いのにサービスが悪い。税金の使い方が間違っていると思います。医療や教育を充実

させないとどんどん市から人が離れていくと思います。（女/50 歳代/大和）  

16 メディカルの初診料を安くして行きやすくしてほしい。（女/30 歳代/城西）  

17 

東千葉メディカルセンターは大丈夫ですか？利用者を増やす取り組みはしているの

ですか？敷居が高いイメージがありますが、初診でも見てもらえるのですか？紹介状

が必要なのですか？無料バス etc 公共交通機関はどうなっているのですか？情報発

信が少なすぎの気がしますが・・・。せっかく大きな箱を作ったのだから有効活用し

ていただかないと宝の持ち腐れですよね！（男/40 歳代/田間）  

18 
東千葉メディカルセンターの運営については非常に不安を感じる。（男/50 歳代/嶺

南）  

19 

予防接種がコロナで自宅待機中に期間が過ぎてしまい、自費で受けるように言われま

した。年長さんの１年間のうちに受けさせられなかったこちらも悪いのですが、せめ

て、申請すれば補助が受けられるなどの措置があったら良かったです。（女/40 歳代

/東金）  

20 とにかく医療（病院）がないので心配です！（女/60 歳代/嶺南）  

21 

夜間・休日の救急医療体制が不十分。何の為の東千葉メディカルセンターか？まずは

旭中央病院のように、東千葉メディカルセンターを２４時間受入体制にして下さい。

（男/30 歳代/田間）  

22 

市外から転入してきて思ったのは医療機関があまり充実していないなと感じました。

数はあっても時間帯や曜日が合わず、診てもらえた所であまり信用できる内容ではな

く、結局市外の大きな病院や評判の良い病院に行ったりと二度手間です。（特に婦人

科と整形外科）（女/20 歳代/正気）  

23 東千葉メディカル  一般患者の受け入れを。（女/60 歳代/嶺南）  

24 

乳児健診の時に待ち時間が長く子供がぐずりました。時間帯が午後からなのもあり眠

たいし自由に動けず「ここで待っていてください。」は、乳児には難しいです。子供

が好きな音楽を流すなど、気が少しでも紛れる工夫をして頂けたら嬉しいです。（女

/30 歳代/豊成）  
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25 

メディカルセンターが赤字続きとの事。せっかくの大きな病院、無くてはならない病

院。何とかお金を集める方法はないものでしょうか！私の孫もメディカルの小児科へ

定期的にお世話になっていますが、先生・看護師さん達も大変よく看て下さるそうで

安心しています。市も今一度断捨離をして、必要な事、そうでない事の見直しをして

みてはどうでしょうか。東金は住みよく大好きです。応援しています。（女/50 歳代

/正気）  

26 
メディカルセンターのあり方、３次医療だけにこだわらず、健康診断設備を設置した

り、レストラン（一般向）を作ったり、幅広い経営を望む。（女/60 歳代/丘山）  

27 
人間ドックの助成金の減額、出来れば何とかして欲しいです。財政難とコロナ禍は認

識しております。よろしくお願いいたします。（女/80 歳以上/正気）  

28 
東千葉メディカルセンターの発展（救急受け入れ、市民の優遇措置等→高い税金で建

てた割に稼働率が低すぎるのでは？）（女/30 歳代/田間）  

29 

医療充実・公共交通機関の充実。  

例：大学の誘致（医学部・看護）→地元で働けば奨学金の返済免除とか？（女/40

歳代/田間）  

 

施策 7 地域で支えあう思いやりのある社会福祉の推進  

【自由意見：3 項目】 

30 難病をもった人に対する市独自の支援。（男/30 歳代/田間）  

31 
障害者の方が安全にすめるように病院と施設が一緒になった場所があればいいと思

います。（男/40 歳代/公平）  

32 障害者の活動する場が少ない。（女/50 歳代/東金）  

 

施策８  安心して生み育てる子育て支援の充実  

【自由意見：15 項目】  

33 

とにかく子供を育てるのに優しくない環境！  保育園、待機児童が多い。子供園の計

画、中途半端！  病院遠い。産院がない。産後のサポートうすい。 他の市、県外と比

べると子育て環境格段に低い。（男/50 歳代/正気）  

34 
保育所と幼稚園がこども園として、幅広く多様性をもって子育て支援にとりくんでほ

しいです。（男/70 歳代/丘山）  

35 
２人目、３人目の保育料を上の子が小学校に上がっても安くしてほしい。（男/30 歳

代/田間）  

36 医療費助成を高校生までにしてほしい。（男/30 歳代/田間）  

37 
３人目以上の子どもを育みたいと思うような支援をお願いします。（男/30 歳代/田

間）  
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38 子育てしやすい町づくり（男/50 歳代/東金）  

39 
18 歳以下の子供達の医療費無料、給食費全員無料。高校生の援助、３人以上の子育

て家庭への援助、子育てしやすい街を！！（男/10 歳代/豊成）  

40 
出生率を上げていく施策が欲しい。例えば、第３子の出産で祝い金百万円など。（男

/30 歳代/大和）  

41 室内での子どもの遊び場がほしい。（男/30 歳代/正気）  

42 

若い世代が住みやすい町にすることが東金市の発展につながる。その為にも安心して

子どもを育てられる環境を充実させることが大切。医療に関しても小児科の拡充は必

要不可欠かと思います。  東金市のことをしっかり考えて生活をしていないことがあ

らためて認識いたしました。満足度に対しても、どのように判断してよいかよくわか

りませんでした。ただ一貫して、現状維持では発展しないことは確かかと思いました。

（女/60 歳代/田間）  

43 「取組の重要度」の「３１」の少子化対策に尽きる。（男/80 歳以上/公平）  

44 子育て世代への支援をもう少し増やしていただきたいです。（女/30 歳代/田間）  

45 

これまでの慣例、習慣をやめて、政治界のように新しい改革を新しい風がふくように

と願っています。  子育て環境の福祉充実を図る。長い目でみて、将来、子どもが大

人になった時に市税を納めて東金市に住みたいと思えるように。（女/60 歳代/豊成） 

46 

東金市民が優先的に利用できる子どもと高齢者のための施設があるとよいと思いま

す。保育士さん etc の専門職の方がお世話してくれることは安全だし、保護者にとっ

ても何よりの安心につながるとは思いますが、デイサービスやショート、ロングステ

イを利用するほどではないけれど、日中１人にさせるのは心配というような高齢者の

方が、あずけられた子供のお世話をシッターさんや保育士さんと一緒に行う施設のよ

うな場所はいかがでしょうか？様々な年齢の子供や高齢者が、大きな家族のようにす

ごせる施設があったら、お互いによい刺激となってくれるのではないかと思います。

利用したい時に予約をして、その都度払い、または定額制など、費用の面でも利用し

やすい制度にしたり、働いているママだけではなく、少し息抜きしたい時やリフレッ

シュのために子どもを預けられたりなど、子育て世代にとっても利用しやすい施設で

あったらよいと思います。もちろん、介護者にとってもリフレッシュタイムを作るた

めに高齢者をあずけることができたら、精神的な負担も少なくなると思います。あず

けられた高齢者の方も、誰かのお世話をしたり自分の役割を持ち、感じることができ

ることは、よい影響になってくれると思います。（男/40 歳代/城西）  

47 
もっと保育園をふやしたほうがいいとおもう。とくに０歳児が入りやすくするため

に。（女/20 歳代/城西）  
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施策９  生きがいと安心の高齢者施策の充実  

【自由意見：7 項目】 

48 介護施設の充実。（男/50 歳代/田間）  

49 

自宅に居る高齢者が気軽に遊びに行ける介護施設があるといいと思います。（要支援

とか要介護とか関係なく。）介護職員の補助として、各地区のボランティアが交代で

お年寄りのお世話をするのも良いのではないでしょうか。（女/60 歳代/福岡）  

50 高齢者に対しての医療費支援。デイサービスの充実。（男/50 歳代/田間）  

51 
後期高齢者への弁当配りは大変ありがたく思いました。又お願いいたします。（女/70

歳代/豊成）  

52 
市長さんが変わり、お弁当の宅配、防災時の必需品配布など大変感謝申し上げており

ます。遅くなりましたが心より御礼を申し上げます。（女/70 歳代/東金）  

53 
高齢者にやさしい市政をめざしてください。車の免許を返納した後でも住み続けられ

る町（市）をめざしてください。（男/60 歳代/大和）  

54 

自分も含め高齢化に向かっていると思います。介護タクシーが利用できなかったり、

理不尽な料金体系だったり。（車イス乗せるのに千円、降ろすのに千円。車イスを押

すだけの操作です。）求名駅が足が悪い人には全く利用できない。（女/50 歳代/公平） 

 

施策１０  安心して暮らせる社会保障の充実  

【自由意見：2 項目】 

55 

生活困窮者の正しい支援を！！本当に困っている人に支援がされずにいるので各個

人宅への訪問。現金でなく実物支給で！！一般納税者より良い生活をしている家庭が

あり、おかしいです。（女/70 歳代/城西）  

56 

東金市民の質が低い。近隣の市の人間が「東金市なら保護認定してもらえる。」「東金

市なら・・・」と転居してくるケースが多く感じる。働いている世代、子育て世代に

はとても心配である。（女/30 歳代/田間）  
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３ うるおいのあるまちづくりー自然・環境ー  

               自由意見：31 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：6 項目】 

57 公園の整備がされていない。（男/60 歳代/東金）  

58 公園を増やしてほしい（駐車できる）。（女/30 歳代/城西）  

59 
親子で楽しめるレジャー施設をもっと作ってほしい。公園の遊具をもっとふやしてほ

しい。（女/30 歳代/嶺南）  

60 駐車場がある公園の増加。（男/30 歳代/正気）  

61 
八鶴湖、山王台公園等の整備。地域の人達やボランティアの人達に協力をお願いする

のはどうですか。（女/80 歳以上/正気）  

62 

自然が豊かであることが魅力なのだから、それを生かしてみては？自然を生かしつ

つ、遊び場の充実した大きな公園などがあったら良いですね。子どもから大人まで集

える憩いの場が充実していたら、市民だけでなく他県からも集まるのでは？PR にな

ると思います。（経営など大変かと思いますが。）自然公園のような所＋今流行りのキ

ャンプ場があると良いです。（女/30 歳代/豊成）  

 

施策１２  水質汚染と公害の防止  

【自由意見：13 項目】  

63 

道路に不満があったら、おしらせ下さいと、公報にも知らせていたのに、市役所にで

かけて申し出ましたが、なんにも連絡がなく、家も揺れる程なのに、このまま、あき

らめるしかないのかと思っています。道路で排管工事などを家の前でみていました

が、税金を使っているのですから、完全な後処理をする業者を使ってやってほしいと

思ってます。（女/70 歳代/正気）  

64 下水道の整備をお願いします。（男/70 歳代/正気）  

65 
西中をきれいにしてほしい。庭でゴミを燃やす人を取締まってほしい。（女/30 歳代

/城西）  

66 海へ行く有料道路のバイク等の騒音がひどい（女/60 歳代/大和）  

67 下水道の整備をお願いします。（男/60 歳代/公平）  

68 道路等公共施設へのゴミ捨て禁止の PR。（男/60 歳代/公平）  
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69 

JR 東金駅を利用していますが、ベンチの汚れや落書きがそのままになっていたり、

トイレの薄暗い雰囲気が気になります。また、ホームや連絡橋に屋根がついていれば、

より利用しやすくなるのではと思います。駅は東金市の玄関なので、みんなが利用し

やすいよう、きれいにした方が良いと思います。市内の歩道や空き地、植え込みにゴ

ミ（ペットボトルやコンビニ弁当のゴミ）が多く捨てられているのも気になります。

（女/20 歳代/東金）  

70 下水道の整備。（男/60 歳代/豊成）  

71 

焼却について、民家がないからと焼却していますが煙は遠くまで来ます、又この季節

もみがらの焼却目の前に民家があっても朝から夕方まで１日もやしてます。窓を閉め

ても臭いがこもって洗濯物を干すこともできません。全くの迷惑です。回覧板等で周

知してください。  子育て世代にはけっして東金すすめません。せんたくもままなら

なくなります。（女/60 歳代/田間）  

72 １０月のゴミゼロ運動は実施して欲しい。（女/80 歳以上/正気）  

73 生活用排水路の整備をお願いいたします。（男/70 歳代/大和）  

74 

大雨が降ったとき冠水がすごかったので、下水の処理機能をもっと整備してほしい。

高台や立体駐車場が少ないので自家用者の一時避難場所がなく、車が水没しかねない

ので、何かしてほしいです。（女/30 歳代/城西）  

75 
東金に住んで２年にもなりませんが私事で申しますと住宅地の排水路整備してほし

いと思います。落ちました。（男/40 歳代/嶺南）  

 

施策１３  環境にやさしい社会システムの確立  

【自由意見：12 項目】  

76 
ごみ袋が家の中のゴミ箱に設置出来ず使いにくい。  缶やペットボトルの回収が隔週

しかない上、祝祭日回収がないので家の中にあふれて困る。（女/30 歳代/東金）  

77 

・「保存版家庭ごみの出し方」のリーフレットがわかりにくいと思います。特にビン

とカンは資源ゴミとして出しやすい方法を考えて下さい。表記が不十分なためか、回

収されずに積み残しされる袋を多く見かけます。責任ある出し方を広報で呼びかけて

はどうでしょうか？  

・使用済み天ぷら油の回収場所を本庁舎のロビー又は受付内に設置することは不可能

なのでしょうか？（女/70 歳代/大和）  

78 
段ボール等と一般のゴミ収集と同じように毎週収集し、資源を財源にすればいいと思

う。今は、スーパー等の回収 box 等で資源がうばわれている。（男/40 歳代/公平）  

79 

資源ごみ、不燃ごみ用の袋が現在（大）サイズ１種しかないのでサイズの違うものを

作って欲しいです。特に小さめサイズのものがあると大変助かります。（女/50 歳代

/大和）  
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80 ごみ袋が安くて良い。（女/20 歳代/田間）  

81 リサイクルのしわけ。（男/50 歳代/田間）  

82 

草、ゴミは、常に目につき、掃除についても予算ありき、市民の中にはまわりの掃除

を自主的にしている人多々見かける。せめてボランティア用ゴミ袋の配布はして欲し

い。（女/60 歳代/丘山）  

83 家庭ごみの処理  東金市可、不ごみの袋の強度を考えてほしい。（女/50 歳代/大和） 

84 
ゴミ袋、捨てる燃やす袋は何故購入するのか。転居して来た時から不満。他の方法を

考案して欲しい。（女/50 歳代/公平）  

85 

祭日はゴミ収集もお休みでいいと思う。ゴミを減らす取り組みをしてほしい。庭のあ

る人は生ごみは土へかえすとか。そのやり方を紹介したり、ミミズがいると分解早い

とか、それを肥料にする場合やスーパーは協力できないかななど。野菜くずは大量に

でるのでそれを火で燃やすのは無理ではと最近思います。私は土にうめています。プ

ラスチックはスーパーでひきとってくれるので助かります。（男/50 歳代/東金）  

86 資源のリサイクル環境を整える。（女/50 歳代/丘山）  

87 

県条例「千葉県良好な景観の形成の推進に関する条例」（H20.4.1 施行）、県政総合

計画「輝け！ちば元気プラン」（H22.3.30 決定）の中核である「豊かな自然環境の

保全」を念頭に良好な景観及び豊かな自然環境を内外にアピールする。上記を中心と

して、地球環境にも配慮した循環型の生活環境を整える様、リードしていただきたく

お願い致します。（女/50 歳代/丘山）  
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４ 活力あるまちづくりー産業・雇用ー   

                自由意見：36 項目  

 

施策１４  生産性の高い農業経営の確立  

【自由意見：1 項目】 

88 
近隣市町並の農業への関心を市長はお持ちなのでしょうか？全く感じられません。

（男/60 歳代/東金）  

 

施策１5 豊かなまちをつくる工業の振興  

【自由意見：3 項目】 

89 テクノグリーンパークへの企業誘致（男/50 歳代/東金）  

90 企業誘致し雇用確保に力を注いでほしい。（男/50 歳代/大和）  

91 工場誘致を積極的に行う（男/70 歳代/大和）  

 

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：8 項目】 

92 商店街の活性  東金市の目玉商品。（女/60 歳代/嶺南）  

93 

東金には空き店舗が多く、さびれた町の印象があります。空き店舗を利用して起業す

る人を応援する取組が出来ればお店も人口も増え、活気が出るのではないかと考えて

います。（女/40 歳代/東金）  

94 
空き家、空き店舗、耕作放棄地等を活用し、若い人達が増えるような政策をとってほ

しい。（女/40 歳代/丘山）  

95 
観光地や駅などの市内の施設で安全に自由に使える Wi-Fi があると仕事でも観光で

も便利だなと思っています。（男/40 歳代/豊成）  

96 娯楽施設を増やして欲しい（男/20 歳代/東金）  

97 
駅前や旧道側の空き家の利用。陶芸、手芸、地域産業に興味のある方々に場所を提供。

工芸街道を作る。（男/70 歳代/豊成）  

98 
２りんかん東金にほしいです。できたらお願いします。できたらお客様きますよ。（男

/20 歳代/公平）  

99 

スーパーはとても充実していてとても助かっていますが、衣服や雑貨を扱っているお

店が少なく、商品も乏しいなと言う印象があります。映画館もなくなってしまったと

のことなので、若者が集まる場所も理由もないように思えます。すべてのお店が離れ

ていて駅からも遠く、車がないと移動は難しいですし、せっかくサンピアがあっても

テナントが微妙なのでもったいないなぁと思います。小さな店舗をちょこちょこ造ら

ず、大きなショッピングモールを造って頂いた方が嬉しいです。（女/20 歳代/正気） 
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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：5 項目】 

100 みのりの郷はとても良い。（女/20 歳代/田間）  

101 
みのりの郷に足湯かなんかあるといいと思う。名産品の開発とふるさと納税を増や

す。（現状の状況では難しいとは思いますが）（女/80 歳以上/正気）  

102 
みのりの郷のレストランを夕方になったら居酒屋にしてほしい。足湯とか温泉施設を

併設してほしい。（男/20 歳代/東金）  

103 

アニマルシェルターの設置を希望します。ボランティアは集まります。この事で心を

痛めている市民はたくさんいます。街中で、いつもの日常の中で見捨てられた犬猫を

無視できる大人の中で生活している子供達。子供達は、産まれたばかりの赤ちゃんが

自然に肺呼吸をする様に自分が生きている社会には大切な命と見捨てられた命があ

る事を自然に受け入れてしまいます。学校や家庭でいくら命の大切さを教えても、い

じめ等が無くならない原因の１つでもあると考えられています。嫌いな相手でも動物

でも皆同じ大切な命だと受け入れられる大人になって欲しいです。こういう人間が増

えれば東金市の未来も明るいのでは？（女/60 歳代/東金）  

104 
地域の特性を生かし、農林水産業に重きを置き、食料自給率の向上及び地産地消を目

指す。（女/50 歳代/丘山）  

 

施策１８  魅力ある観光レクリエーションの振興  

【自由意見：18 項目】  

105 

東金市がいつまでも住んでいたい街であるように願います。八鶴湖の桜は東金観光の

中心なので駅から八鶴湖までの街並が整備されれば人がもっと来るのにといつも思

っています。むずかしいし、お金もかかると思いますが。よろしくお願いします。（女

/60 歳代/城西）  

106 

・やっさ祭りの花火が無かったのが非常に残念だった。祭りのフィナーレの花火は１

つの目玉になっているのになぜ中止したのか？規模を縮小して人が集まらなくなり、

またさらに規模が縮小していく事が目にみえている。  

・東金アリーナから真亀川沿いに桜を植樹し遊歩道を整備して観光の目玉にしてみて

はどうか。（男/30 歳代/正気）  

107 観光、イベントのアピール推進（城西大学とも連携したり）（男/50 歳代/東金）  

108 
やっさ祭りいつも楽しみにしています。とっちーも好きなのですが、やっさくんがも

う少し見たいです。（女/20 歳代/東金）  

109 
雄蛇ヶ池を整備し観光スポットとする（池の中も１回全部ぬいてきれいにする）（市

長がテレビ局にお願いしている番組を見ました）（男/50 歳代/大和）  
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110 

東金市独自のイベントなどたくさんしてほしいです。（今はコロナできびしいですが）

楽しい、みんなが参加（小さい子～お年寄りまで）できるイベントお願いします！！

（女/30 歳代/田間）  

111 
定期、プロレスラー永田裕志選手の協力をもらい、イベントをおこす。（男/30 歳代

/豊成）  

112 
めぐまれた自然をもっている東金市だが、桜の季節等に見るべき桜の少なさにはとて

も残念であると思っています。（女/70 歳代/田間）  

113 観光面で九十九里町との連携し海をテーマにした（男/70 歳代/大和）  

114 

毎年桜の時期になると八鶴湖を PR していますが、PR するならもっと八鶴湖をきれ

いにして欲しいです。福俵という地名がありますが、福俵駅前に俵を担いでいる大工

の源さん見たいな農夫の男性を作成して街おこしをした方が良い。（男/70 歳代/正

気）  

115 

花火大会がなくなってとても残念です。以前旅行先で花火高いの中で個人のお祝い事

（例えば）この花火は○○さんの還暦のお祝いの打ち上げですとアナウンスがあり近

くの人にきいたら人生の大事なことがあると寄付をして上げているとのこと。いかが

ですか？（男/60 歳代/嶺南）  

116 

観光、イベントの魅力的なものは何もない。花火大会もないし、お蛇ヶ池は整備され

てなくて安心して行けない。道の駅は多くのお客さんがいるが、見物や食事は市外を

利用する人が大半のようで残念。何かもったいない。（女/50 歳代/公平）  

117 

八鶴湖の桜が子どもの頃から大好きです。毎年花見に行っています。これからもずっ

と守っていってほしいです。生まれた時から東金市に住んでいます。職場は市外です

が、東金市を大切に思っています。これからも応援しています。がんばってください。

（女/20 歳代/城西）  

118 

以前東金市ではフラフープがさかんだったが今は聞かない。イベントをやっていた時

も市民が東金市の名物を知らないなんて変だなと思った記憶があるので、イベントを

やることや名物などはもっと宣伝しても良いと思う。（女/20 歳代/大和）  

119 

今の時代、オタクの方々が経済を回しているところがあると思うので、桜祭りややっ

さまつりにかぶせてコスプレイベントを開くのはどうでしょうか。（女/30 歳代/東

金）  

120 
若い人が住みたいと思う環境を整えてほしい。イベントや活気のある市にしてもらい

たい。まずは千葉県内での知名度を高めてほしい。（男/30 歳代/豊成）  

121 イベントが縮小してしまい、さびしい。（女/40 歳代/丘山）  

122 

昨年の災害で、お蛇ヶ池の遊歩道が全く使えない残念です。災害のある前は多くの人

の散歩する人がいました。予算もおりたとのことです。早く皆様が歩ける用にお願い

します。（男/70 歳代/城西）  
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施策１９  安心して働くための勤労者対策の促進  

【自由意見：1 項目】 

123 雇用の場が少なく若い人達が住まない事が問題です。（女/80 歳以上/正気）  
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５ 安全で快適なまちづくりー都市基盤ー  

                自由意見：107 項目  

 

施策２０  市民生活を支える公共交通の充実  

【自由意見：40 項目】  

124 

田舎に住みたい方にとって医療は一番重要。  東メディカルは、大網からの方がバス

が多くあり便利で東金からは不便。  乗り合いタクシーも市に予約しないとすぐに乗

れない不便。１時間に１本でもマイクロバスがあれば良いと思う。（女/60 歳代/東

金）  

125 
私たちは今は車を運転していますがもう少しでのれません。今はビックにいっていま

すが？村市には近いですが少し高いのでこまっています。（女/80 歳以上/田間）  

126 

中学校の頃から電車通学に憧れており、高校入試をがんばり千葉市内の高校に進学し

ました。しかし通学はとても不便でした。テスト期間中はお昼に終わるのですが、１

本のがすと１時間後。いつも駅まで全力疾走、まに合わないとファミレスで時間をつ

ぶす。１１時～２時までの間なぜこんなに電車が少ないのかわかりません。せめて大

網駅からバスを出すなどしてほしいと思います。（女/10 歳代/田間）  

127 

高齢化の進む中で東金線駅の整備改善についてのお願いです。求名駅においては南北

の住民の他、大学生も多く、１日約４０００人が利用しています。エスカレーター及

びエレベーターの設置や跨線橋老朽化の改善について東日本旅客鉄道（株）への要望

をお願いいたします。（男/70 歳代/公平）  

128 
都心とのアクセスは鉄道が弱い、バスターミナルの整備することにより都心や他

の・・・（男/40 歳代/公平）  

129 

公共交通（電車、バス）の運行本数が少ない。運転ができるうちは良いがもう少しで

免許返還する年齢になると思うと不便になるなぁと切実に感じています。（女/60 歳

代/東金）  

130 
東金線が充実しておらず、交通の便が非常に悪いと思うので改善を早急にお願いした

いと思っています。（男/10 歳代/城西）  

131 東金線の最終便が早すぎる。（女/20 歳代/田間）  

132 バスの運行本数を増やしてほしい。（女/20 歳代/城西）  

133 

JR の快速に乗るためには市外に行かなければいけないのは大変不便です。東金線は、

便数、乗り継ぎが不便でバスも少ないし、市の発展には、不可欠なものが東金にはな

いので、人口を増やすには、ぜひ行政の努力を望みます。（女/60 歳代/大和）  

134 
上り方面への通勤者の為にも高速バス、電車の乗り継ぎ本数などの改善をお願いしま

す。（女/50 歳代/城西）  
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135 

私の住んでいる地区は、交通の便が悪すぎるので車に乗れないと生活ができない。乗

合タクシーがあっても、便数も少なくて、東金に出かけられない。東金で買い物する

よりも他の地域に出かけて買い物をしなくてはならない。もう少し、田舎の地区に力

を入れていただきたい。税金を払っているだけであって、東金には出かけない。私事

ですが、もう少し、交通だけでも、力を入れていただきたい。（女/40 歳代/源）  

136 

公共交通機関が充実していないので、子育て世代は住みにくい。千葉の塾に通わせた

いと思っても、電車、バス等の本数が無く、自分で通塾出来ず、送迎しなくてはなら

ない。交通機関が整わないと人口は増えない（県外や市外から東金に引っ越す人はい

ない）。都内の学校に通わせたくても、電車の本数がない。何とかして下さい。（女/40

歳代/嶺南）  

137 
東金線、外房線なみに本数が増えると良いと思います。交通、特に JR の利便性が高

いことも、住人を増やす対策につながると思います。（女/30 歳代/東金）  

138 

公共交通機関が充実していないので、子育て世代は住みにくい。千葉の塾に通わせた

いと思っても、電車、バス等の本数が無く、自分で通塾出来ず、送迎しなくてはなら

ない。交通機関が整わないと人口は増えない（県外や市外から東金に引っ越す人はい

ない）。都内の学校に通わせたくても、電車の本数がない。何とかして下さい。（男/70

歳代/源）  

139 

今はマイカーが当たり前の時代なので、仕方ないのかもしれませんが、バスの本数が

少なすぎて困っています。車の運転ができず、車も持っていませんので、バスの本数

がもっと増えて、移動（東金への買い物や通院など）がもっと楽になるとありがたい

です。（女/30 歳代/公平）  

140 
免許返納後に買い物難民や病院通いに困る事なし。市内巡回バス等の充実をお願いし

ます。（女/70 歳代/公平）  

141 
東金駅周辺の活性化、JR 東金線の運航便数増を強く希望致します。義務教育以降（高

校以上）、市外への流出が増える一方だと思われます。（女/30 歳代/田間）  

142 
ＪＲ東金線の終電時間の延長又は便数の増加は今後、重要な課題であると感じる。（男

/20 歳代/正気）  

143 

公共交通の整備は今後高齢者がますます増えることを考えると必須ではないか。（免

許返納が現状難しい状態）若者の車離れも進んでおり、学生などが動きやすい環境が

整備されれば少しは市の活性化につながるのでは。（男/20 歳代/東金）  

144 

定住の為に公共交通機関の改善に市をあげて取り組んで欲しい。東金線の始発からの

直通の東京行き（通勤に２時間、会社の人に驚かれる）駅前の駐車場が確実にかりら

れない為、抽選にはずれたら通勤出来なくなり以前、東金市をはなれた。（男/40 歳

代/豊成）  

145 通勤に関しての東金線は「×」（男/40 歳代/豊成）  
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146 

他市から引っ越してきたの第一印象は「交通が不便」（電車）、「街灯が少なくて、夜

とても暗い」といったものでした。子どもが大きくなって、高校、大学と進んだ場合、

通学が大変そうだなと思います。（男/30 歳代/大和）  

147 
私達は高齢の為障がいもあります。通院するのも大変です。何とか交通の便が良くな

りますよう、お願いいたします。（女/80 歳以上/東金）  

148 

千葉県のなかでも”東金市”は知られていません。県外にもっと”東金市”の存在を

周知し、高齢者が安心して暮らせるよう、病院、交通網の整備をお願いします。（女

/80 歳以上/豊成）  

149 

わが地区では買い物、通院、その他のことで車がなければ用がたせません。運転でき

なくなったら循環バスや乗合タクシーを利用せざるをえなくなります。利用しやすい

運営をお願いいたします（今循環バスは通っていない）。（女/70 歳代/大和）  

150 東金線の電車本数増加。（男/30 歳代/正気）  

151 市内巡回バスの土日祝日利用（歴史、文化、観光等）（男/60 歳代/東金）  

152 
東金（JR)の運行面、便数などの充実、東金駅に車を駐車するスペースがあると助か

ります。（送迎などで立ち寄った場合）（女/40 歳代/嶺南）  

153 東金駅を含む外房線、総武本線の環状線にしてほしい。（男/40 歳代/正気）  

154 

公共交通に関しては鉄道がバスより主体になります。東金線の直通化を進め。日中１

時間 1 本を２本にする事。将来駅を橋上化並びに東口つくる事。市民に鉄道を使う

よう広報紙にのせる。（男/70 歳代/田間）  

155 

学校へ行くのにすごくこまっています。車で送り迎えをする家が多く私の家は主人し

か車はありませんので、大雨でも歩いて行かなければなりません。タクシーを使った

事もあります。スクールバス、循環バスなどを朝、夕方に走らせていただけるとすご

く助かります。いつも一人で学校から帰って来ます。事件にまきこまれたり、誘拐さ

れたらどうするんですか？●● (地区名 )から日吉台小学校です。（男/40 歳代/東金） 

156 

高齢者の移動（買い物・病院）のためのバス etc をもっと多くしてほしい。又、バス

停までが大変なので、もっと多くのバス停と回数でないと免許返納出来ず無理して運

転してしまう。乗合タクシーよりも大きなバスを！！（女/70 歳代/正気）  

157 
東金線の本数が少ないのが残念です。せめて朝と終電近くの本数を増やして、外房線

や京葉線と直通を希望します。（女/20 歳代/城西）  

158 

アンケートでわからないがあれば、ほぼわからないに○するくらい日々の生活でこれ

らの情報が入ってこない。東金に住み続けたいが、高齢になりもし一人になったら、

車の運転が出来なくなったら無理だと思う。（女/40 歳代/東金）  

159 
運転免許証を返納した後の市内交通利用方法の充実として、丁寧なサービスの提供を

望みます。（女/70 歳代/正気）  
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160 

市道の改良及び整備ができていない。公共交通、JR が不便すぎるし、デパートや若

者が遊ぶ（集まる）施設がないので、市が発展しない。都心に近い市などを参考にし、

どうやったら若者が集まるか（住んでくれるか）を考えて、実行するべきだと思いま

す。若者が住まなければ、市は衰退していくだけだと思います。（市税が入らないた

め）（女/10 歳代/東金）  

161 

求名駅の歩道橋がサビついて柵が倒れないか心配です。大学生も多く使っているよう

ですし、直していただけませんでしょうか。（市の管轄ではなく JR の物でしたら失

礼しました。）（男/40 歳代/豊成）  

162 
市内循環バスの小型化。無人のバスが走っていることがよく見かけられるのでもった

いないと思います。（女/30 歳代/東金）  

163 
JR 東金線が不便すぎる。運航数を増やしたり、駅の改装を行ってほしい。（男/20

歳代/城西）  

 

施策２１  暮らしと産業を支える道路の整備  

【自由意見：17 項目】  

164 道が歩行者や自転車を利用することを考えられていない。（女/30 歳代/東金）  

165 道路整備がおくれている。（男/60 歳代/東金）  

166 

正気地区より東金アリーナを経由して東金中学校へ通う迄については、生徒の主な通

学路となっており多くの学生が利用している。広瀬橋の手前（正気小学校側）は歩道

部分がなく、さらに道路幅員が狭く、事故の危険性が高い道となっている。事故が発

生してからでは遅い。用地買収等で大変と思いますが整備をお願いしたいと思いま

す。（男/70 歳代/正気）  

167 
東金市は歩道が整備されていて、大変助かっています。ただ、東金踏切の道路が狭く

通りにくいので、改善お願いいたします。（女/20 歳代/東金）  

168 

豊成地区の歩道整備ですが、まわりが田んぼなのでしかたがないのでしょうか？進む

のが（何年もかかりすぎでは？）遅いと思います。もっとはかどらないものなのかな？

と思いました。あのあたりは道もくねくねして、車の人達もゆっくり走ってくれるわ

けでもないし、歩いて登下校している子達はあぶない思いを何度もしています。（男

/40 歳代/豊成）  

169 農道等古くなった道路の補修や歩道の拡大。（男/30 歳代/豊成）  

170 

昨年の台風 15 号、19 号と２つの台風の時に避難先として、八街市から東金市へ来

ましたが、電気が通っており、水も確保できて大変助かりました。ただ、道路が国道

から一本道に入ると車一台が通れる幅の道路が大変多い事に驚きました。道路の整備

を早急にして頂けることを切に願います。（女/40 歳代/田間）  
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171 
歩道の整備をすすめてほしい。段差が多くお年寄りや車椅子などの人への配慮が抜け

ていると感じています。（男/50 歳代/東金）  

172 

西福俵から城西小への通学路（線路横）は、子供達が安全に通学できる道とは思えな

いため、整備を望みます（かなり危険！）電車からの景観も良くなり、高齢者の散歩

コースとしても活用されると思います。（男/60 歳代/大和）  

173 農道の整備を強化して欲しい。（女/70 歳代/嶺南）  

174 安心して自転車に乗れる場所がない！（男/20 歳代/正気）  

175 
道路が壊れていても直してくれない。５年以上経過しているが、どれくらいで直せる

か？すぐやる課でも作ってみてはいかがか？（男/40 歳代/豊成）  

176 道路や公園の整備をして欲しい（男/70 歳代/豊成）  

177 
通学路の歩道の整備が何年待っても進む印象がありません。子供の安全を考えると住

みたくなくなります。（女/40 歳代/正気）  

178 
新極楽寺・・・大仙からの通路が私有地とは大変おかしい。いつも道路が凸凹で事故

もおきかねないと思います。（女/60 歳代/源）  

179 
街路樹の整備や道路清掃など回数を増やし整備してほしい（子供達の通学路に当たる

所）（女/60 歳代/正気）  

180 踏切の歩行者用スペースがある所を増やしてほしい。（男/20 歳代/城西）  

 

施策２２  良好な市街地の形成  

【自由意見：10 項目】  

181 買い物の楽しみが少なく、市外へ行ってしまう。（女/40 歳代/丘山）  

182 

一定の地区への施設の集中が目立つので、分散化や移動式を検討していただきたい。

図書館でのほんの貸し出しや市役所への資料提出・受け取り等、活用したい制度が

あっても、中心地区への移動が困難で利用できないのが現状であり非常に残念に思

う。（男/60 歳代/源）  

183 

東金市の活性化の無さは、駅周辺がもう少し活気が出たなら少しは良いと思います

し、サンピアが昔からありますが、昔のままの状態で現代風にリニューアルするとい

うのは大変かもしれませんが、変わらなければ人は遠ざかって行きます。お店って進

化していかないとダメですよね。お年寄りとか子供達が来て安全でゆっくりとお買物

が出来るように変えて欲しいです。（女/60 歳代/公平）  

184 
東金駅を中心とした市の活性化（市長選時の表明）。対策が全く見えてこない。どう

なっていますか。（男/60 歳代/公平）  

185 余暇を楽しむ施設などが整っていない。駅前商店街の活性化。（女/20 歳代/城西）  

186 
東金駅前の商店街、もっと活気が欲しいです。東金駅自体の改修、改装されればステ

キな町の入口のイメージが湧くと思います。（女/50 歳代/城西）  
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187 
旧道側まちづくり。駅周辺駐車場だらけでは味気がない。一部でも魅力的な場所であ

ったらと思います。（女/50 歳代/田間）  

188 駅周辺に活気が無い。（男/40 歳代/豊成）  

189 
旧道の商店街東金市の衰退の見える化になっていて悲しい。東金市内のメイン、中心

街が見えない。計画的な街づくりを望む。（女/60 歳代/丘山）  

190 
調整区域を見直しし、経済発展について、考えていく必要性あり。（女/50 歳代/嶺

南）  

 

施策２３  快適な暮らしを支える都市基盤の整備  

【自由意見：1 項目】 

191 
ガス料金がとても安いので助かっています。ありがとうございます。（女/40 歳代/

田間）  

 

施策２4 総合的な治水対策の推進  

【自由意見：5 項目】 

192 避難する場所が低い位置にあり心配（洪水など）（女/40 歳代/丘山）  

193 

・自然災害（台風等）時の排水施設の整備（道路の冠水で毎回、困っている）  

・道路脇で陥没している所があり危ない。川の脇は特に注意が必要。（男/50 歳代/

大和）  

194 豪雨で水がたまらないようバイパスを変える。（女/30 歳代/城西）  

195 

去年の台風１９号の様にこれからお雨は増えて行き、浸水は増えると思います。用水

路があふれると１２６号等も車がつかってしまう。本当にどうにかしてほしいです。

早急な対策が求められていると思います。自然災害に強い市というのも魅力になって

住みたいと思えると思います。（女/30 歳代/東金）  

196 

市内のいたるところで、雨が増量すると、排水が悪く、道路が冠水する。市街地（中

心地）では、上下水道が完備しているが、市内中心からはずれると、側溝などいたる

ところ、排水の状態が非常に悪い。一にも早く中心以外の地域の整備を希望します。

（女/50 歳代/正気）  
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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：34 項目】  

197 

部活後帰宅しようと駅から帰るわけですが、街灯が少なく暗すぎです。街灯があるの

についていないのが一番不思議です。千葉市内に通学したことは、後悔していません。

しかし、これから通う高校生、私たち大学生のことを考えてほしいです。活気あふれ

る明るい街づくりも大切だと思いますが、まず、本当に明るい街にしてほしいです。

お願いいたします。乱文・長文失礼致しました。（女/10 歳代/田間）  

198 
停電時に使用できる発電機を購入する場合、補助金を受けることができるとありがた

い。（女/70 歳代/嶺南）  

199 子ども達が歩く自転車道路が草が多く、通りずらい事に困る。（女/40 歳代/丘山）  

200 一人暮らしが多くなるので防犯対策を徹底してほしい。（不明/不明/不明）  

201 
先日市の方から防災用品が届きました。感謝しております。ありがとうございました。

（女/80 歳以上/城西）  

202 警報放送が聞こえない。受信機を各家につけてほしい。（女/70 歳代/嶺南）  

203 

・用水路にゴミ、雑草、ドロがたまっている所がほとんどで大雨が降るなどの自然災

害が起きた時、水が流れずにあちこちで洪水が発生するのでは。整備してほしいです。 

・街灯を増やして下さい。（女/60 歳代/城西）  

204 

これから毎年起こりうる自然災害に対して、とても不安に感じています。今年の台風

も１０号も今まで経験した事のない雨や風とのニュースを聞いて、いつ自分の住んで

いる地域に来てもおかしくない中で広報の中でもかまわないので、防災についてもう

一度特集してほしいです。去年の台風の際はペットボトルの水をいただきとても助か

りました！！（女/40 歳代/福岡）  

205 

以前、エアコン室外機の窃盗が多発したり、千葉東テクノパークで自販機あらしがあ

ったりと市の管轄ではなく警察の問題かもしれませんが、安全面で不安をおぼえる事

があります。（女/40 歳代/田間）  

206 
「東金市消防防災課」の Twitter でのツイート内容をわかりやすくしてほしい（そ

のツイートだけでわかるように）。（女/20 歳代/城西）  

207 市街地以外の場所での街灯が少なく、夜間暗く危険。（男/30 歳代/豊成）  

208 

防災対策、避難所の備蓄品（水、食料、発電機等）十分とは思えないので充実してほ

しい。市の防災メールの内容（同じ内容の発信がしつこい）もっと役立つ内容を発信

してほしい。（男/50 歳代/田間）  

209 防災に関しては不安がいっぱいです。（女/70 歳代/嶺南）  

210 
防災無線でのアナウンス、聞きとり易さを意識するあまり逆に何を言っているのかわ

かり難しくなっています。もっと普通にしゃべった方が良い。（男/70 歳代/大和）  
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211 
家族に対して安心防災用品が届いて、東金市は、市民の事を考えてくれているんだと

思いました。（女/30 歳代/公平）  

212 災害時の備蓄の内容の開示。（女/70 歳代/嶺南）  

213 防災パトロールアナウンスがきこえない。（女/60 歳代/公平）  

214 防災無線が聞きとりにくい（東上宿）（男/70 歳代/東金）  

215 

通学路の道路の整備、歩行スペースがないのにドブの蓋がなく危ない。通学時間、通

勤と重なるのかスピードを出す車が多いので見回りや取り締まりを希望。スーパーカ

スミ・ビッグなど周辺の道の出入が危ない。（女/50 歳代/東金）  

216 
正気地区（関下）排水は最悪です。又、夜間に街灯が少なく、子供、女性にはこわい

ものです。安心して生活できる環境整備は急務です！（女/50 歳代/正気）  

217 

問２１の災害時の敏速な支援望む。例えば、停電時予備バッテリーの活用、又、断水

時高齢者が近所で給水出来るようなシステムを強く望む（以前消防ポンプ車が公民館

まで来てくれた事が有った）（女/60 歳代/公平）  

218 
ベビーカーや高齢者にも歩きやすいほどの管理。危険な場所の信号設置。（女/40 歳

代/城西）  

219 

アンケートに答えながら、どの分野も重要だと思いました。でも限られた予算で執行

していかなければなりません。昨年の台風では、ここは停電一週間、断水４日でした。

市役所に問い合わせても「いつ復旧するかわからない」とのことでした。せめて、「今

この地域をしているので、だいたいこの位かかる」と情報を集約しておいていただけ

ないでしょうか。今日こそは～ととても長い一週間でした。台風も大型化ゲリラ豪雨

と災害対策をお願いします。（女/70 歳代/公平）  

220 
交差点で右折車が多いところに右折信号がなく渋滞になってしまうので、交通量など

調べ直してほしいです。（男/40 歳代/嶺南）  

221 福俵はずれの方面は防災無線全く聞こえません。今一度確認を。（女/60 歳代/田間） 

222 有線が聞こえない。以前あった家庭内用望む。（女/50 歳代/田間）  

223 

防災について、昨年の台風被害の大きさに各自、地域、市のなすべきことを学びまし

た（自助、共助、公助の必要性）。改善すべき点は改善し、よりよい市にしていって

ほしいです。（女/70 歳代/大和）  

224 

数年前に転居してきましたが、とにかく車の運転が荒いと思います。特に私の住まい

周辺（福岡）は信号が少なくカーブが多いので、速度を上げて走行する車が多すぎま

す。どうか対策をお願いします。（男/40 歳代/福岡）  
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225 

昨年の台風被害で断水や停電になった時、水の配布など情報がなく、また給水車も徒

歩で移動できる場所にもなく、とても困りました。  千葉市は Yahoo!などで常に情

報が発信されていたので、東金市も同じレベルになると良いと思います。また、災害

情報は、親世代は見れないので、E メールでの発信か地域の回覧板なども活用できる

システムになっていると助かります。（停電時でも連絡できるシステムづくり）（女

/40 歳代/正気）  

226 

東金市の一斉放送について申し上げてみます。私は１５年前に東金市に移住した者で

すが特に災害等が起きた場合は市の一斉放送は聞き取れません。野外にいれば何とか

主旨はわかりますが家の中に居る時は窓を開けても放送があることは判りますが聞

き取れません。そこで個人の電話機と同じものの市内各家にとりつける方法をご考慮

して下されば就寝時間帯でもわかりますので今の一斉放送では何の役にも立ちませ

ん現況です。夜中での（つなみ）各人に知らしめる方策が大事です。非常食配布等は

あとの処置だと思います。夜中に各家、各人に知らしめる方法の考慮！今の一斉放送

は反響のみで聞きとれません。心配しながら書きました。失礼をばかへりみず！（男

/80 歳以上/城西）  

227 
防災無線のアナウンスですが現在聞きにくく改善して欲しいと思います（女性の声で

もっとスマートに）（女/80 歳以上/正気）  

228 
防災の放送が聞こえないので、防災連絡器の取り付けをお願いしたい。近所となり高

齢化が進んでいますので。（男/30 歳代/嶺南）  

229 

応援給付金、図書カードの配布、大変助かりました。給食費の支援もして頂きとても

うれしかったです。ただ、なくならない不審者情報が気がかりです。街灯の少ない所、

パトロールよろしくお願いします。（女/30 歳代/正気）  

230 
災害ゴミの収集場所を確保して多種類の災害ゴミを収集してもらいたい（布団など）

（男/50 歳代/大和）  
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６ 計画の実現に向けて    

                      自由意見：49 項目  

 

施策２６  交流と連帯のまちづくり  

【自由意見：5 項目】 

231 
それぞれの地域内での交流  地域内での交流（話し合い）が特に必要だと思います。

以前はもっと地域内の交流があった様に思います。（女/70 歳代/田間）  

232 あずみの市との市民交流（夏：東金市→、冬：あずみの市→）（男/60 歳代/東金）  

233 

高齢化のため自治会への加入はどんどん減ってきている。役員のやり手がない。昔行

われていた行事もほとんどなくなり、子供たちも地域で暮らしている感がなく東金の

良さを見つける学習（３年生）でも苦労していた。子供に伝えたいことがなく残念。

中堅の方々の市民参画意識がほしい。飛び地の地域では自治会への加入がなく高齢者

の見守り等、大変不自由している。市では地域にまかせて現状がわかっていないので

困っている。（女/60 歳代/豊成）  

234 自治会・田間神社の祭の廃止。（男/40 歳代/田間）  

235 
今の時代、回覧板は撤廃させて頂きたい。不潔ですし、別荘の住人は回せません。メ

ール配信や高齢者へは郵便を。（女/40 歳代/正気）  

 

施策２７  市民参画による行政の展開  

【自由意見：20 項目】  

236 
アンケートの質問項目を子育て世代と高齢者と分けてした方がより具体的な現実を

知った解答が出来ると思います。（男/70 歳代/福岡）  

237 広報とうがねを自治区回覧で全戸へ配布してほしいです。（男/50 歳代/城西）  

238 
設問３１の各事項は、市が問題提起していると思うのに取組み重要性を問うのはどう

かと思う。（男/60 歳代/正気）  

239 
アンケートは無駄のような気がする。集計の手間とか経費とか他にやる事があるので

は！！（女/60 歳代/丘山）  

240 アンケートの内容がよくわからないものがあり、満足度の答えが選べない。  

241 
イベント等が東金市の HP に出てこない。災害時の支援状況が分からない。広報を発

行しているが読む気にならない。（女/20 歳代/田間）  

242 
若者に魅力のある町づくりが大切と思います。このアンケートも若い方の人数を多く

取材すると良いと思います。（女/70 歳代/公平）  
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243 

市民参画などについて、いつも同じような方が参加されていて、一部の人だけでやっ

ているような印象です。興味のある方も気軽に参加できるようなしくみを作っていた

だきたいと思います。行事なども義務感で「やらされている」・・だれのため？と思

うことが多いです。（女/60 歳代/東金）  

244 
LINE 公式アカウントの周知＆活用により市民の声が届きやすくなることで市の活性

化につながるといいです。（男/50 歳代/福岡）  

245 
ネットを活用し、テーマに添って市民の意見が反映できるようにしてほしい。問３２

はテーマが大きすぎ。（女/60 歳代/丘山）  

246 
定年者や子育てが終わった方を各分野でボランティア（交通員等支援）で活動できる

場所作りを市で始める。（人材発掘や能力を発揮できる場作り）（男/60 歳代/正気） 

247 

定期的に各地区の回覧板等で情報要望アイデア等を記入できる機会を設け、市民の声

を聞くシステムを取り入れたら、より地域の実態に合った市政ができると思います。

（男/60 歳代/丘山）  

248 
広報とうがね、ゴミの出し方等の各家庭への届き方など周知する方法を考えて欲しい

（新聞購買者数減少のため）（女/80 歳以上/正気）  

249 
自治会費が高い。町から転居して来た者にはビックリです。自治会に入らないとゴミ

出しは出来ない制度は変です。（女/70 歳代/正気）  

250 

私は普段ホームページを観ないので市がどのような取り組みをしているのか分から

ず、アンケートに答えるのが難しかった。これからはもっと自分の住む街について興

味を持とうと思う。（女/20 歳代/大和）  

251 
現在の満足度、現在の状況がわからず、「わからない」という解答欄ほしかった。（女

/50 歳代/城西）  

252 

他のまち同様いろいろな課題がありますが、行政だけでは解決できないことばかりだ

と思います。もっと市民や市民グループ、団体で努力されている方と協力し、支えて

いっていただけたら共によいまちづくりができると思います。市民の意見や手、力を

もっとうまくつかって下さい。バックアップして下さい。共にまちづくりしていける

といいと思います。空き家バンク、自然や田畑を守る、人育て、子どもの居場所づく

り、高齢者や人材の活用など（女/60 歳代/大和）  

253 
新型コロナウイルス感染時の対応について、普段から心配でなりません。今まで以上

にわかりやすい情報発信を期待申し上げております。（女/70 歳代/東金）  

254 

東金市はすべてにおいて情報発信能力に欠けていると思います。いろいろな事をやっ

ているのなら、もう少しうまく情報の発信が出来れば、市民も市の対策に足を向け、

聞く耳をもち参加するのではないでしょうか？（女/50 歳代/正気）  
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255 

今、行政に求められているのはサスティナビリティーである。今すぐにでも東金市が

持続可能と思えるビジョンを示し、それを具現化していかないと自治体の経営は危う

い。このことを念頭に入れたアンケート調査なら積極的に協力するが市民の要望を聞

くようなアンケートは財政負担を強いるだけである。  時代の最先端を切り開くもの

は、常に少数者であり、独立不羈の精神が要求される。時代を担う東金市の職員の知

恵と勇気に期待したい。（女/60 歳代/田間）  

 

施策２８  効果的で効率的な行政運営の推進  

【自由意見：14 項目】  

256 
市民課の待ち時間が長すぎです。効率化、職員の増員などが必要かと思う。（男/60

歳代/正気）  

257 

市役所の対応は一昔前と比べて非常によくなったと思うが、やはり市内近隣在住の職

員がいるため、日頃の様子が見えることも多く適格性に欠くと思われる職員がいるこ

とが残念。（男/50 歳代/嶺南）  

258 市職員の教育・勉強会の促進。（男/60 歳代/東金）  

259 市役所宛の書類持込用のポストが無い。（女/50 歳代/公平）  

260 
行政の中心となるべく市役所内が暗い、汚い印象がある。市役所敷地内も未整備草だ

らけ。職員は親切ていねいで対応が良いのに働く環境が悪すぎ。（女/60 歳代/丘山） 

261 
市役所の窓口にて職員の皆様が親切に対応していただいておりますことに感謝申し

上げます。（女/80 歳以上/公平）  

262 

市政に対するものではないのですが、住民課の証明書の発行まで時間がかかりすぎま

す。住民票１通発行してもらうのに１時間はかかりすぎです。改善をしてください。

（男/50 歳代/嶺南）  

263 

若い職員がアイデアを出し、前面に出て、何事もやるべきである。商工会議所だけが

若者の集まりの場な状況と思われる。市役所の各課・係の若者の活用、暮らしやすい

市を作るにはどうしたらいいのか。今後は若い人が東金に来てもらうような少子化対

策が一番重要である。高齢化対策も・・・（男/60 歳代/嶺南）  

264 市役所職員の態度が良くない。（めんどうくさそうな感じ）（女/60 歳代/豊成）  

265 

・年功序列の排除（市外の職員が多い。不親切だ。）→窓口で若手の職員は活躍して

いる。もっと優秀な若手を伸ばすべき。  

・必要性の高い部署の人員を増員、不要な部署の人員削減  

・議員が多い。選挙の時ぐらいしか市内で見ることがない。（女/30 歳代/田間）  

266 役所などの横柄な対応の改善から市民の協力も得られるかと！！（女/70歳代/城西） 

267 
新型コロナなど今後の事を考えると印鑑登録・住民票の写しの交付は、他の市などで

行っている自動交付機を設置して下さい。（男/20 歳代/大和）  
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268 
週に１日もしくは月に２回程度でいいので、閉庁時間を平日１８時にしてほしい。（女

/40 歳代/田間）  

269 

まずは市役所内をもっとクリーンにして市民が頼れる役所になってほしい。例えば、

●●は上から目線で市民に向かうことが多々あり、不快である。親身になって耳を傾

けるのが本来のあり方と思うが、程遠く、何様かと常々感じる。これも含め、東金市

役所の全体のイメージは悪い。市政の前に市役所の改革も強く望みます。  

 

施策３1 地方創生の実現に向けて  

【自由意見：10 項目】  

270 

SNS を大いに活用すること。YouTube 等の投稿されているようですが、再生回数

が伸びていないのが現状です。誰に何を発信したいのかという観点がかけているかと

思います。今後の改善をのぞみます。（男/30 歳代/田間）  

271 

海に近いことをアピールした方がいいように思います。遊びだけでなく、食について

も。20 年以上住んでいて暮らしやすさ、活気、何も変わってないです。海に近くて、

そこそこ暮らせるので、それをアピールして経済回して住みやすくしてほしいです。

（男/30 歳代/大和）  

272 移住の特てんが無いので何か資源のえんじょ等ほしい。（男/40 歳代/公平）  

273 
都心や市外からの転入者が増えるような取組を積極的に行っていただきたいです。高

齢者世帯や空き家が多く、将来に不安を感じています。（女/40 歳代/福岡）  

274 シャッター街の活用。（女/40 歳代/城西）  

275 

東京駅から空いていればシーサイドで１時間、里山や田んぼの美しい村公平、自然が

いっぱいです。休耕地かどこかに女性の大好きなお花畑か色々な植物のガーデンを造

り、桜以外の季節も観光の呼び水にしたらいかがかと思います。（女/70 歳代/公平） 

276 

コロナ禍によりテレワークが注目され、普及速度が早まったように思います。テレワ

ークで働く人（テレワーカー）の誘致を行うべきだと思います。これにより空き家、

空き店舗などの活用もできると思います。（男/60 歳代/正気）  

277 
ドラマや映画の撮影場所の誘致を積極的に行って市の PR 活動をする。（男/30 歳代

/福岡）  

278 
可能ならば、睦沢町のような天然ガス自然エネルギーを理世すいた電力供給、電気の

地産地消システムを構築する。（女/50 歳代/丘山）  

279 
東金市は定住であり、別荘地としても発展の可能性があると考えます。リモートワー

クを推奨しスペースを提供する。（女/40 歳代/正気）  
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７ 市政運営全般及びその他の意見                   

自由意見：87 項目  

 

280 市の規模に対して市民税が高すぎる。（女/30 歳代/東金）  

281 
子育て世帯をもっと取り込んで増やしていった方がよいと思います。（男/30 歳代/

田間）  

282 道路周辺の草刈りがなされていない。（男/60 歳代/東金）  

283 

今は、コロナがあるのでなかなかできないとは思いますが、子供の自立を助ける活動

を少し増やして欲しいです。私が小さい頃は保育所や小学校でお泊り会がありまし

た。１日でも全く親に会わず頼らずの日を作ることで得られるものもあるように感じ

ます。お互いの大事さも理解できるし今の子達には必要なのかなと思うイベントで

す。（女/30 歳代/正気）  

284 
九十九里町はお食事券をいただいたそうですが、東金市は何もないのが残念です。（女

/60 歳代/正気）  

285 

片貝道路の一部で木が道路までのびてきており、通行に危険を感じる事があります。

持主がおとしよりの場合もあるので、処理が無理なのかと思いますが、市が間に入っ

てどうにかならないでしょうか（たとえば処理をする業者を紹介するとか）（女/70

歳代/嶺南）  

286 
私は去年６月末から実家に戻ったばかりなので、いまいち良くわからないのですが、

これからはもうすこし考えようと思っています。（女/50 歳代/正気）  

287 夏場の草刈等は高齢者には大変です。（男/40 歳代/嶺南）  

288 

市議が何を市民のために働いていただけたのか全体だとわかりにくいのでわかりや

すく知らせてほしいです。自宅の近くの議員の人はよく手紙をポストに入れてくれま

す。そして、何かあったら言って下さいと書いてあります。それが市民のための市議

ではないでしょうか。市民のための市議なので何もできなければ人員を削減して下さ

い。（女/60 歳代/正気）  

289 市長かわってから市役所内の雰囲気が良くないです。（女/50 歳代/大和）  

290 

東金市の魅力は自然環境の良さと歴史の積み重ねにあると思うが、台風・大雨の影響

後、山は荒れており、観光のための歴史的資材の開発も十分でない。（男/70 歳代/

東金）  

291 
市外からの転入者の申し込み等に資する魅力ある街づくりに向け、環境整備や安全安

心の確保に強力に取り組んでいただきたい。（男/50 歳代/東金）  

292 税収の有効活用。（男/80 歳以上/東金）  

293 コロナのせいで大変な方も多いです。給付金を考えて下さい。（女/50 歳代/公平）  
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294 

猫のふんに苦労しています。家庭菜園をしていますがひっかきまわされるし、ふんは

されるし。毎朝ふんを処理してからでないと洗濯物を干すこともできません。匂とハ

エの為に！（女/70 歳代/大和）  

295 
エストレーホテルのテニスコート利用料金を市内在住の割引制度があれば嬉しいで

す。（女/40 歳代/城西）  

296 
コロナ時代、また、コロナ後の市生活の向上に向けた取組を考えておいてほしい。（男

/60 歳代/大和）  

297 
道路にはみ出している木を何とかしてもらいたい。歩道がもう少し増えれば・・・。

（女/50 歳代/嶺南）  

298 高校、大学、専門学生へ給付型の奨学金制度の創設。（男/40 歳代/福岡）  

299 
東金市のマスコット、可愛いと言えない！全々良くない！変えて下さい！（女/70

歳代/公平）  

300 東金駅前サンピアをもっと盛り上げてほしいです。（女/20 歳代/大和）  

301 東金市プレミアム商品券を東金市民にくばる。（女/40 歳代/嶺南）  

302 
東金市がつまらなくなっているように感じます。廃れてきてる。楽しいことが減った。

（女/30 歳代/福岡）  

303 本当に困ってる人に目を向けて支援を！！（女/30 歳代/福岡）  

304 住民税などもう少し安くしてもらえたらと思います。（女/40 歳代/東金）  

305 
市議会議員の数を減らす。市の関係団体行政関係の職員の数を大幅カット。（男/10

歳代/豊成）  

306 水道料金が他市に比べ高い！（男/60 歳代/大和）  

307 

東金に移住して約２０年。当初は、とても気に入り（買い物が便利、病院が近く）今

にしてみれば、車に乗れる人にはいいが、年齢が重ねると東金では無理。  夜中に具

合が悪くなると、タクシーは動かなく、救急車以外に方法はなく、企業が少なく、若

者は市外へ流出し、年寄りばかりの街に活気なく、私も少しでも若い内子供の所へ（市

外）行く予定。  若い人が働ける場所等しない限り人口は必ず減少するでしょう。  

東金にくらべ茂原の勢いはなぜでしょう。東金は発展は望めず早々に引越しを考えて

います。年寄りがリサイクル場所までもっていけないし、古い町に昔から住んでる人

と付き合うというより仲間には入れる空気ナシ！！真剣に考え早く行動をしないと

大変になりますよ。（女/70 歳代/東金）  

308 
東金は、田舎の良い所もある便利な街（市役所、警察、税務署 etc）近くにまとまっ

てあるのはすごく良い所！（女/60 歳代/東金）  
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309 

ボランティア経験のない方を指導者に育てていくような広報活動や機会があったら

人材の有効活用に繋がるかと思います。  

例）・部活動の補助指導員募集（短期可）。・専門職、企業経験者、就職相談等のアド

バイサー募集（男/40 歳代/嶺南）  

310 
市議会議員の定数を削減してほしい。定数削減を選挙ポスターに書いておきながら、

議会で削減案に反対した議員がいた（男/40 歳代/嶺南）  

311 
東金駅舎をきれいに建替えてほしい。成東駅周辺は道路も整備されている。東金の顔

は東メディカルではなくて、市役所・駅だと思います。（女/60 歳代/東金）  

312 

市役所庁舎も古くて暗くて用足しに行くと気分が滅入る。茂原市役所は明るくて良

い。山武市役所も良い。職員の対応も良い。東金市役所住民課は昔に比べると少しは

良くなったと思うが、まだ横柄な態度をとる人はいる。（女/60 歳代/東金）  

313 

・マイナンバーカードの交付について、来庁予約は対人ではなく、機械等で自動音声

にしたほうが業務の効率化に役立つと考える。  

・問２でも触れたように、子どもたちを犯罪から守る大人達自身が見通しの悪いとこ

ろで飛び出しで横断する行為は交通事故の誘発につながり、結果として、防犯につな

がらない。子供は大人をみて育つ以上、周辺の大人が率先して交通ルールを遵守する

必要があると考える。  

以上２点が今後の市政に求めることである。（女/20 歳代/田間）  

314 東金独自での特別定額給付金を支給してほしい。（男/50 歳代/公平）  

315 
年金生活者のためコロナウイルス関係で給付金が２万～３万各人にほしいです。スー

パーでも食品が高くなっています。（男/80 歳以上/福岡）  

316 東千葉メディカルセンターに ATM を設置してほしい。（男/50 歳代/大和）  

317 コンビニ等に地域の野菜が置かれているのは良いと思う。（女/20 歳代/田間）  

318 とっちーはかわいい。（女/20 歳代/田間）  

319 
とっちー君は、とってもかわいいと思います。グッズを楽しみにしています。（女/60

歳代/東金）  

320 水道代が高い。（女/30 歳代/城西）  

321 

10 万円の給付、どこよりも早く振り込まれていました。ありがとうございます。SNS

を使って東金市エライ！！と発信したかったけど、私自身が東金在住とわかってしま

うので言えなかった。昨年の水害の時も一軒ずつ情報のプリントを届けてくれた

り・・・。東金市役所の方々は市民のために一生懸命だと感じています。（女/50 歳

代/丘山）  

322 東金市内に働ける所が沢山あるとよいと思います。（女/50 歳代/丘山）  

323 住民税の軽減。（男/30 歳代/豊成）  
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324 

市民の声を聞いて行政に少しでも反映しようとしてくださっていることに感謝して

います。市民のために骨折ってくださってありがとうございます。（女/70 歳代/豊

成）  

325 

持主不在の空地に住む小動物が家庭菜園を荒らして困っています。なんとか駆除を検

討しないと近い将来大変に成るかも知れません。今の内に。（持主不在の森林が多く

成って来ています。管理不足）（不明/80 歳以上/正気）  

326 他の市より住民税が高い。（女/60 歳代/大和）  

327 地域振興券などをもっと積極的にやってほしい。（男/50 歳代/田間）  

328 
税金の流れが一部のところへ都合のよいように使われている気がする。（男/50 歳代

/嶺南）  

329 

パチンコ店が多く自粛期間中に営業しているのが放映される、事件も多い事、美しい

イメージがない。自然があり、みがけば光るという印象を持つ町なのにもったいない

気がする。（男/50 歳代/嶺南）  

330 

JR 東金線線路脇の野草等の草刈りを定期的に行って欲しい。子供、犬の散歩と車が

すれ違う際に大変危険だと感じています。草の背丈が高くなると、水路とのさかいめ

がわかりにくく、よく自転車ごと転落しているのを見かけます。骨折している子も見

かけたことがあります。ぜひ検討お願いします。（女/30 歳代/城西）  

331 将来ビジョンがほしい。将来の東金市のあり方（男/70 歳代/大和）  

332 

コロナウイルス関連の子供に対する給食費等の支援や高齢者に対する防災用品の配

布など、ありがたかったです。今後もこのような措置があると嬉しいです。（女/40

歳代/東金）  

333 

意見ではないのですが質問の意味がわからず、たとえば若い人の事とか、スポーツの

事とか、それで丸をつけられないので、ごめんなさい。今は一人で暮らしていても東

金でまんぞくして元気ですごしています。いつもありがとうございます。（女/70 歳

代/豊成）  

334 
コロナ禍、市民に支援の対策がうてない。非常に残念な市です。このアンケートも費

用はタダじゃない。なぜ今なのか？がっかりです。（男/40 歳代/田間）  

335 
国道、県道、私道、市道、草、雑草等、国への申請も含めて、雑草刈り処理、お願い

申し上げます。（女/70 歳代/丘山）  

336 
市議会議員の働きが市民に周知されていない。もっと頑張っている姿を見せてもらい

たい。（男/60 歳代/嶺南）  

337 
増々市が発展する様に、市政にたすさわっている方々が頑張って住みよい町づくりを

してほしい。（女/80 歳以上/城西）  

338 より良いまちづくり頑張って頂きたいです。（女/50 歳代/城西）  
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339 

東金在住、延べ３０年以上、愛着が無い訳ではありません。ですが、子供がいない（で

きなかった）我家には、子育てから知るような情報は一切ありません。また、高校卒

業後、東金市内で働いた事は、短期的なアルバイトのみ。東金＝ベッドタウンという

印象が強く、東金の魅力が一切浮かばないほど東金の事を知りません。東金市民の皆

さんが何を魅力に思っているのか知りたくなりました。（女/50 歳代/大和）  

340 不妊治療に対する助成・支援。（男/30 歳代/東金）  

341 とっちーがかわいい。やっさくんはいらない。（男/50 歳代/東金）  

342 

情報がわかりませんので無記入にしています。高齢になるにつれて耳が不自由になる

人が増えてくるとおもいます。病院の受付等にメモ用紙を置いて対応できる様になれ

ば良いかなと。（女/70 歳代/正気）  

343 
物忘れが多くなって新型コロナウイルスも早くおさまり、旅行や映画を観て楽しみ困

った時は助けあい、災害もなく日常が遅れる様に願っています。（女/60 歳代/大和） 

344 

自分はアパート住まいのため、正直市に愛着があるとは言えません。また、今回の満

足度のアンケートについては、評価できる程の実態がわかりません。市民全体に伝わ

っていない事が多いという事で、どちらか言うと不満にしました。（男/20 歳代/大

和）  

345 施設の充実をしてほしい。（女/50 歳代/東金）  

346 

国道があり、飲食店は割と多く、自然もあり、住みやすいです。医療費のサポートも

充実していると思いました。リサイクル倉庫は以前住んでいたところにはなく、とて

もよいなと思っています。車であれば、千葉市にも行きやすいと思うのですが、他市

の人から見ると「東金から来ているの！？」という遠い印象があるようで、その印象

がかわると東金市がもっと充実すると思います。東金市、好きになりました。引っ越

してきてよかったです。（男/30 歳代/大和）  

347 市長さんにお願い。市民の前にもっと出て下さい（広報等にも）（女/70 歳代/丘山） 

348 
水道料金、ほんとに高いです。日々節水していますが、全く不満。（女/60 歳代/田

間）  

349 

鹿間市長になり３年近くになります。しかし市長の公約は１つも守られていません。

このままでは、東金市はどんどん若者はいなくなり、町に活気もなくなり暗い町にな

って行きます。まずは東金の中心から開発をするべきだと思います。東金駅の建て替

えはするべきだと思います。駅は町の顔です。そして駅前大通りの街灯です。何年か

前に LED に変えたみたいですが、以前よりも暗く駅前大通りとは思えません。もう

少し、しゃれたデザイン、そして明るい LED に取り換えてみたらどうでしょうか。

このままでは、東金市は暗く、さびれた町になってしまいます。１日も早く対策を・・・

（男/30 歳代/東金）  
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350 
居住年数が１年未満のため回答できないかったところがあります。（男/30 歳代/東

金）  

351 
近年主人と義母を亡くし、やっと自立してきた身、地域や行政に通ずることのない現

実で一杯です。アンケートにお答えできず申し訳ありません。（女/70 歳代/福岡）  

352 

歩道、車道にはみ出した植栽等に管理罰金を課せてほしい。自転車がいきなり、車の

前に飛び出てこまる。そのような所、実際に自転車で走ってみてほしい。（男/50 歳

代/正気）  

353 議員定数の削減（女/80 歳以上/正気）  

354 
東金市に住みたいと思う事、住み続けたいと思う事、今現在どのような取組をしてる

のか教えてください。（女/60 歳代/田間）  

355 水道料金が高いです。数年前より水道水がおいしくなりました。（女/40 歳代/田間） 

356 

高額な住民税が徴収されている割には、還元されている感じが全くしない。コロナ禍

で景気の不安もしばらく続くと思うので地元で使用できる地域振興券のようなもの

を全住民一律ではなく、収めている税金によって差をつけて行ってほしい。地元にも

メリットがあると思う。（男/40 歳代/正気）  

357 将来を担う子供達の対応と自然環境の大切さ（女/70 歳代/城西）  

358 

未来への展望が見えません。未来ある子どもたちがこのまま住んでいたいと思える町

（市）でしょうか。衰退する一方だとしか思えません。どこをみても老人ばかりで活

気がなくサンピア通り（メイン）等も寂しい限りです。仕事もありませんので、近い

将来はこの市を出ていくつもりです。（この先の市の財政がとても不安です）。未来あ

る子ども達を大切にして下さい。（男/20 歳代/公平）  

359 
議員数の削減、東金線の本数増（終電はやすぎ）、病院経営の建て直し、市役所の庁

舎の建て替えをしてほしい。（男/20 歳代/東金）  

360 

今現在の最大の関心事  コロナ対策のためのふれあいセンターの役割  保健師さん

の充実、医師会との連携等どうなっているのか。様々な横の連携が必要と思われるの

ですが、市民が安心するような施策と情報の発信をお願いしたいと思います。この期

に通常の質問事項でよいのか？という疑問がうかびました。（女/60 歳代/福岡）  

361 

色んな項目を掲げても私たちの意見がとおるのですか！いつも聞く耳持たない役所

の現実  予算がない、順番待ちとか、テレビのニュース、回覧板くらいの生活、東金

市の行政事何も入ってこない。アンケートだけ出して意味がある？これこそコピー

代、印刷代無駄では？東金の財政の事は、悪い話しばっかり入ってくる。私たちも東

金市の役所の皆様に聞きたい。北海道の例に見直ししたい気持ちはないですか？病院

を移転した事に財政を圧迫しているのでは？自分自身にも怒りもあり、市民としてな

さけなさも感じている。アイディアが浮かんでこない。（女/60 歳代/城西）  
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362 

とっちーがとてもかわいらしくて好きなので、何かとコラボしたり、商品化されたり、

活用してほしいです。（冷感マスクをみのりの郷で買いました。売り切れていて１種

類しか買えなかったので、本当はもっとほしかったです。）（女/20 歳代/城西）  

363 
もっと、とっちーややっさ君の活躍する場を増やした方がいいと思います。ご当地ア

イドルなど。（女/30 歳代/城西）  

364 

サンピアの空いているスペースに０～３歳向けの無料キッズスペースと軽食が食べ

られるスペースを作れば飲食店も売り上げが少し上がって人も集まるのではないで

しょうか。（女/30 歳代/東金）  

365 現在の市政に不透明感を感じます。（男/50 歳代/東金）  

366 

・緊急の病気時の病院を増やして欲しい。・緩和医療に対する意識を家族と共に考え

てほしい。・介護保険を支払っているが、自立で使わなかった場合、返却して欲しい。・

税金が高いので考えてほしい。・何のためにメディカルセンターがあるのか理解でき

ない（最後の砦の意味が理解できない）。・感染者に対し、もっと勉強し正しい情報を

流して欲しい。・動物の殺処分に対し考えてほしい。・ホスピタルの施設があれば、命

の大切さが理解できるのではないかと思います。（女/60 歳代/公平）  
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