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 自由意見欄には、全回答者の約 40％にあたる 576 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、667 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、最も意見の多かったのは、「第５  章安全で快適なまちづくり」（都市基盤な

ど）に関する分野で 210 件、全体の 31.5％を占めています。次いで、「第 6 章 計画の

実現に向けて」に関する分野が 128 項目（19.2％）、「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 105 項目（15.7％）となっています。  

頂いた自由意見を分類した表が、次のとおりです。  

特に自由意見の多かったのは「市民生活を支える公共交通の充実」「市民の健康を支える

保健・医療の充実」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。  

  

5.8%

15.7%,

6.1%

12.7%

31.5%

19.2%

8.8%

第１章

生涯学習・教育・文化など

第２章

健康・福祉など

第３章

自然・環境保全など

第４章

産業振興・雇用促進など

第５章

都市基盤など

第６章

内部管理

その他市政運営全般

自由意見 
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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      39 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  

19 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  

8 項目  

 【次代を担う青少年の健全育成】  

◆たくましく人間性豊かな青少年を育成するための仕事に関する意見・要望  
1 項目  

 【地域に根ざした文化の振興】  

◆文化芸術活動に親しめる機会を提供するとともに、東金の文化を次代に継承するた

めの仕事に対する意見・要望  

8 項目  

 【市民の国際理解を深める交流の促進】  

◆多文化の共生と平和意識の高揚を図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              105 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  

60 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  
5 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  
22 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  

13 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関

する意見・要望  

5 項目  

 

３  うるおいのあるまちづくりー自然・環境ー               41 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  

16 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 - 

 

４  活力あるまちづくりー産業・雇用ー                  85 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  

6 項目  

 【豊かなまちをつくる工業の振興】  

◆企業誘致を推進し、工業による地域経済の活性化を図るための仕事に関する意見・要望  
6 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  

21 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  

7 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  
31 項目  

 【安心して働くための勤労者対策の促進】  

◆雇用の促進を図り、就労環境の整備を支援するための仕事に関する意見・要望  
14 項目  

 

５  安全で快適なまちづくりー都市基盤ー                210 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  
97 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  

39 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  

17 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  
8 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  

43 項目  

 

６  計画の実現に向けて                        128 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  

10 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  

34 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  

40 項目  

 【広域行政の推進】  

◆近隣自治体との連携を深め、一体的な地域づくりに努めるための仕事に対する意見・要

望  

5 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  

3 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  

36 項目  



- 5 - 

 

 

市政運営全般及びその他の意見                      59 項目  

 

■自由意見等一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

≪自由意見≫ 

 自由意見欄には、全回答の約 40％である 576 人の方から回答を頂いています。こ

のうち、複数の意見が記載されているものを分割するとともに、カテゴリーが重

複するものをそれぞれの施策に分け 667 項目に分類しました。 

 文末の（ ）内は、性・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、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・民間企業名については、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：39 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  

 図書館の蔵書や施設の拡充、市民体育祭についての意見がみられました。  

【自由意見：１９項目】  

1 図書館等学習スペースの拡充。（男/30 代未満/城西）  

2 図書館の時間を長くしてほしい。（女/40 代/正気）  

3 図書館をもっと充実させてほしい。施設拡充希望。（男/60 代/公平）  

4 図書館の本の充実、または他市町村との連携などを希望します。（男/40 代/田間）  

5 図書館内に、飲食可のスペースをつくってほしい。（女/40 代/東金）  

6 こどもの習い事をする場所を多くしてほしい。（女/40 代/日吉台）  

7 図書館が小さいし古い。（女/40 代/日吉台）  

8 図書館の拡充。（男/40 代/田間）  

9 図書館の本が他市と比べて少ない。（女/60 代/豊成）  

10 図書館の蔵書の充実をお願いしたい。（男/30 代/東金）  

11 公民館を利用した活動団体のコミュニティの徹底（拠点化、サークル活動の宣伝）。（男/60 代/東金）  

12 
いつも図書館を楽しく利用している。高齢者を対象として、書評会を 3 ヶ月に１度くらいの頻度で開催

してほしい。（男/60 代/田間）  

13 

①図書館に新刊の書籍を充実させてほしい。全体的に古い本が多く、常に新しい情報を収集したい人に

とっては、足を運ばない場所になっている。また、②親子連れなどが気安いよう、カフェ等が併設され

た居心地のよい市の象徴的な建物への改築をしてほしい。（女/40 代/田間）  

14 図書館の書籍購入予算を増額してほしい。（男/60 代/公平）  

15 図書館も小さいし古い。（女/40 代/日吉台）  

16 図書館の充実。（男/70 代以上/日吉台）  

17 アリーナを拡充してほしい。（男/40 代/田間）  

18 市民体育祭は廃止してもいいのではないか。参加者も少ないようである。（女/30 代/公平）  

19 地区の運動会があるのだから、市民体育祭はいらない。（女/40 代/正気）  

 

施策２  豊かなこころを育む学校教育の充実  

 市内の教育施設の教育レベルの向上、こども園に関する意見が多くみられました。また、無

料学習施設の整備や私立小学校・中学校の誘致といった意見もみられました。  

【自由意見：8 項目】 

20 家庭の事情で塾にいけない子どものための、無料学習施設を。（女/40 代/正気）  
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21 

一部の保護者に左右されることなく市としての方針である認定こども園に早急にすべきである。説明会

もいってるし幼稚園と保育所のいいところをあわせればよりよい幼稚教育ができ住民も引き寄せられる

と思います。（男/40 代/公平）  

22 
限られた税収の中では全て満足できるようにはできないと思いますが子供の教育に力をそそいでほし

い。（女/70 代以上/東金）  

23 
認定こども園を設置して、幼稚園の定員割れ、保育園の待機児童解消につなげてほしい。（女/60 代/田

間）  

24 
①小学校・中学校の教育レベルを上げてほしい。高校等で市外にでるとレベルの差を感じる。②私立小

学校中学校の誘致をしてほしい。（女/30 代/正気）  

25 
教育についても中途半端。子どもの養育のためのに、東金市を選んだが、実際は知人や親戚に自慢でき

るものではない。（女/50 代/豊成）  

26 保育所の建て替えを計画的にしてほしい。（不明）  

27 教育現場（保育所含む）やその他公共施設等の耐震工事を早急に行ってほしい。（女/30 代/公平）  

 

施策３  次代を担う青少年の健全育成  

 ジュニアリーダーズクラブについての意見がありました。  

【自由意見：1 項目】 

28 ジュニアリーダーズクラブの意義がわからない。（女/40 代/不明）  

 

施策４  地域に根ざした文化の振興  

 歴史資料館や博物館の整備に対する要望がみられました。  

【自由意見：8 項目】 

29 図書館に併設して東金市の歴史遺産を保存する資料館や博物館を。（男/70 代以上/日吉台）  

30 
歴史民族資料館、街並交流センター等、市の歴史・文化活動の中心となるべき施設を空店を活用して設置

してほしい。（男/70 代以上/嶺南）  

31 

①日吉神社連合祭の中止は、文化活動の低迷。②市の活性化（町おこし）のためには、市民からの知恵・

アイデアの募集や、地域の優秀な人材の発掘等を行い、市民による文化活動を発展させてほしい。（女/60

代/東金）  

32 東金市の文化・風景はすばらしいと思う。（男/50 代/田間）  

33 
NHK の大河ドラマ等で徳川家康の存在が大きくなっている。日吉神社までの御成街道を PR してみては

いかがか。（女/70 代以上/日吉台）  

34 
文化財を保存できる施設（博物館等）をつくり、歴史ある東金の文化財を保存してほしい。（男/70 代以

上/東金）  

35 
①歴史のあるまちだと思う。②家康ゆかりの地なのに御殿跡をなぜ東金高校にするのか。（男/70 代以上

/日吉台）  
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36 

文化会館を利用する際、椅子等は利用者自身が移動等を行わなければならないが、高齢者にとっては負担

であり、利用を取り止めることになった（特に文化展への出展の際の、小ホールの三連の椅子等の移動）。

市民の文化活動への参加に、協力や支援をしてほしい。（女/70 代以上/丘山）  

 

施策５  市民の国際理解を深める交流の促進  

 城西国際大学の外国人留学生との交流に関する意見がみられました。  

【自由意見：3 項目】 

37 JIU があるので、国際都市として発展すべきであると考える。（男/60 代/大和）  

38 外国人学生と地元市民とのふれあいの機会があれば良いと思う。（女/40 代/城西）  

39 

①住民レベルの留学生等との交流、現在の PR 不足？②市長・市議レベルで語学力 (最低限の会話位）の

必要性。③短期でもホームステイの実施（受け入れ等）市民・中高生の海外留学支援・老人ホームの見

学参加などを実施してはどうか。（男/70 代以上/丘山）  
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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：105 項目  

 

施策６  市民の健康を支える保健・医療の充実  

東千葉メディカルセンターの医療体制の整備や交通アクセス改善、産婦人科の増設等が多く

みられました。また、乳幼児健康診査の休日実施や訪問医療の充実等の意見もありました。  

【自由意見：60 項目】  

40 

東千葉メディカルセンターの経営が赤字と聞いています。当初は、救急医療センターが近くにできるという

ことでとても安心していました。しかし、利用しづらいためもう利用したくないと思っています。まだ東金

病院の方が利用しやすかった。夜間は救急車でないと受け入れできないというのはどういうことでしょう。

自分たちは結局夜中の受診は千葉まで行っています。成田の病院は救急車以外も受け入れてくれます。現在

の病院の体制をどうにかしてほしい。大きい赤字のツケが市民にくるのは納得がいきません。（男/40 代/大

和）  

41 高齢者としては、医療が心配である。東千葉 MC は、足のない高齢者には利用しづらい。（男/60 代/正気） 

42 

①東千葉メディカルセンターの対応で、年に 1 度のＭＲＩの検査でよくなった私が電話での予約ですむと思

っていたが、受診しなければ予約が取れないと言われ、メディカルセンターは遠いし、気軽に行ける病院で

あって欲しい。②次回の診療までに 3 ヶ月過ぎると新たに料金がとられてしまうのも納得しない。（女/50

代/豊成）  

43 東千葉 MC 運営費削減を考えて欲しい。（男/30 代未満/東金）  

44 東千葉 MC の使い勝手をよくしてほしい。（男/30 代/嶺南）  

45 東千葉 MC の運営をしっかりとしてほしい。（女/50 代/豊成）  

46 東千葉 MC が遠すぎて使えない。（女/60 代/田間）  

47 
メディカルセンターに友人・知人が入院した時に場所が分かりづらい面や中に入って一度外に出て又入った

時、壁だらけで案内版等があまりなく困ってしまいました。（女/60 代/嶺南）  

48 県立東金病院の消滅により不便を感じる。（女/70 代以上/城西）  

49 ①東千葉メディカルセンターの医療体制の充実。②医療・技術の優れた医師の確保。（男/60 代/丘山）  

50 
①精神障害者のためにもっといろんなことをしてほしい。②夜間にみてくれる病院が東金にほしい。（女/30

代未満/東金）  

51 
東千葉メディカルセンターフルオープンできない。市長の約束違反（市の累積赤字がふくらみすぎ）。（男/50

代/嶺南）  

52 東千葉メディカルセンターの廃止。（男/50 代/東金）  

53 東千葉メディカルセンターは気持ち的にいきづらい。（女/60 代/嶺南）  

54 高齢者が多くなるため医療体制の整備が重要だと思う。（男/60 代/公平）  

55 
東千葉 MC について。もっと柔軟に患者を受け入れていただきたい。病院に知り合いがいる人は優先的に診

てもらえたと聞いた。もっと市民のことも考えて欲しい。（女/50 代/公平）  
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56 医療の充実を早く願う。（男/40 代/豊成）  

57 
東千葉 MC は３次救急以外は対象外といわれ、何のための病院建設だったのかわからない。山武郡市の医療

過疎はまったく改善していない。（男/40 代/公平）  

58 東千葉 MC の患者を増やす対策、宣伝などが足りないのではないか。早急な対策が必要。（男/60 代/嶺南） 

59 メディカルセンター等の医療の連携を進めてほしい。（女/50 代/田間）  

60 
我が家のように、医療ミスで息子を死なせたら、お詫びの言があってもいいのではないでしょうか。東金病

院はもうなくなってしまったけれど、自分たちのミスはミスと認めてほしい。（女/60 代/大和）  

61 メディカルセンターの売却。（男/40 代/城西）  

62 メディカルセンターの利用価値を高めてほしい。（女/60 代/城西）  

63 

①東千葉メディカルセンターを紹介状なしでも外来でいけるようにしてほしい。遠く、紹介状が面倒で、行

きづらい。②広報に東千葉メディカルセンターの情報発信のコーナーを作ってほしい。（女/60 代/豊成）  

64 
安心できるような医療体制をつくって欲しい。税金をかけてつくった東千葉メディカルセンターも人手不足

なのかあまり機能してないように思われる。（女/50 代/豊成）  

65 産院がまだ不足しています。市外の病院も受け入れ先から不満をいわれます。（女/40 代/田間）  

66 東千葉 MC の整備が急務。（男/70 代以上/田間）  

67 
東千葉 MC を利用しやすいようにしてほしい。救急車を呼んでも東金市内に搬送する病院がない。（男/60

代/公平）  

68 
医療の充実を心から願う。東千葉 MC をもっと有効活用できるような取り組みがあれば、どんなことでも協

力したい。最優先に考えて欲しい。（男/40 代/大和）  

69 東千葉 MC の赤字はどうなるのか。（男/70 代以上/正気）  

70 東千葉 MC が不便。（女/70 代以上/東金）  

71 東千葉 MC の膨大な赤字をどうにかしてほしい。（女/50 代/東金）  

72 

①婦人科と産婦人科がなく、市外に行かなければならないことは問題。②東千葉メディカルセンターは重病

でないと見てもらえない。一日も早く信頼できる先生に来てもらって充実した医療を確保してもらいたい。

（女/50 代/大和）  

73 東千葉メディカルセンターの運営の現状の改善を。（男/30 代/正気）  

74 医療に力をいれてほしい。（男/40 代/東金）  

75 東千葉 MC の利用者を増やしてほしい。（女/50 代/大和）  

76 地域医療の充実を望む。（男/50 代/大和）  

77 夜間救急診療所は常に小児科を診れる医師がいるといい。（女/30 代/公平）  

78 

①東千葉 MC は大切な施設だと思う。しかし、三次救急も大切ですが、二次医療も検討していただきたい。

②東千葉 MC へ協力してくれるボランティア団体を結成してはどうか。（女/60 代/城西）  

79 産科が少なすぎる。（女/40 代/城西）  

80 
①東千葉 MC は場所が遠くて気軽に受診できない。身近でいつでも受診できる総合病院が必要。②さんむ医

療センターの組合から抜けたのはおかしい。（男/60 代/公平）  
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81 病院は必要だが、東千葉 MC は場所が不便すぎる。（女/40 代/城西）  

82 東千葉 MC についてもっと PR してほしい。（男/40 代/丘山）  

83 医療に税金を投入しているのに病院が不便である。（女/70 代以上/豊成）  

84 
救急病院（東千葉メディカルセンター）はできたが、市民病院や一般総合病院が必要だと思う。（女 /70 代

以上/田間）  

85 
東千葉メディカルセンターができて安心できると思っていたが、医師や病院側の対応が悪すぎる。周りの評

判を聞くと、本当に悪いものしか聞かない。（男/60 代/正気）  

86 以前の東金病院に比べ、東千葉メディカルセンターへのアクセスが悪い。（男/30 代/嶺南）  

87 
県立東金病院は改修を行い、その場所で運営を続けるべきであった。交通の便の悪い場所にメディカルセン

ターを作っても、市民の気持ちに反し、悪い感想しかでてこない。（女/30 代/公平）  

88 東千葉メディカルセンターの赤字解消と医療の充実。（男/60 代/嶺南）  

89 産婦人科が少ない。（男/30 代未満/城西）  

90 産婦人科を充実させてほしい。（女/30 代/不明）  

91 東千葉 MC はあるが、診てもらえなくて困る。（女/70 代以上/東金）  

92 東千葉 MC が遠すぎる。（女/40 代/東金）  

93 医療体制の充実。（男/30 代/公平）  

94 訪問診療の充実をして下さい。（男/60 代/正気）  

95 ふれあいセンターの草刈りをしてほしい。（女/40 代/田間）  

96 
子どもの健診は、平日だけでなく予備日（土日）や他の施設などでできるようになると、働く人にとっては

いいと思う。（女/30 代/東金）  

97 
高齢者や子育てに対する支援はもちろん充実していてよいと思うが、それらの世代を支える３０～６０代へ

の健康面や収入面への支援（健康診断一部無料化等）があってもよいと思う。（女/50 代/嶺南）  

98 
医療施設はあるが、診察を断られることが多く、実質的には無医地域となっている。改善してほしい。（男/70

代以上/丘山）  

99 子どもを生める病院を増やして欲しい。産婦人科が少なすぎる。（女/30 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  

民生委員への要望・意見等がみられました。  

【自由意見：5 項目】 

100 民生委員の活躍が分からない。もっと目に見えて分かるようにしてほしい。（女/40 代/不明）  

101 
ＮＰＯ法人へのサポート（新規事業、障がい者対策、成年後見人養成講座、認知症サポーター等の高齢者対

策を）（男/60 代/東金）  

102 民生委員の人が何もしてくれない。（女/70 代以上/大和）  

103 民生委員の質の向上、増員、活用改善を望む。（女/50 代/日吉台）  

104 介護タクシーを充実させてほしい。（男/50 代/東金）  



- 12 - 

 

施策８  安心して生み育てる子育て支援の充実  

こども園に対する意見や仕事と子育ての両立がしやすい環境づくり、保育所の土日祝日の利

用を求める意見が多くあった。また病児保育や学童の充実、児童虐待への早急な対応といった

意見もみられました。  

【自由意見：22 項目】  

105 育児しながらも働きやすい等、子どもが成長する上で不安のない市であってほしい。（女/30 代/嶺南）  

106 児童虐待の可能性を感じたら、一時保護等早急な措置をお願いしたい。（男/40 代/正気）  

107 土日祝日預けられる認可の保育所等がほしい。（女/30 代/福岡）  

108 
少子高齢化が進んでいる。子育てしやすい環境作りは住民で助け合うことが必要だと思う。有償ボラン

ティア体制の充実が必要ではないか（保険代、ガソリン代程度は支払う）。（女/50 代/豊成）  

109 
学童の充実をさせて、アピールし、市外からも引っ越す人が増えるように取り組むべきだと思います。

（男/40 代/田間）  

110 

一部の保護者に左右されることなく市としての方針である認定こども園に早急にすべきである。説明会

もいってるし幼稚園と保育所のいいところをあわせればよりよい幼稚教育ができ住民も引き寄せられる

と思います。（男/40 代/公平）  

111 
限られた税収の中では全て満足できるようにはできないと思いますが、子育て支援・子供の教育・防犯

体制・災害時の支援体制・働く場所が多くあることなどに力をそそいでほしい。（女/70 代以上/東金）  

112 
東金市内保育所の土曜利用を平日と同じ時間にしてほしい。東金は 16 時までに対して山武市こども園

は通常保育と同じ時間の保育をしてくれる。（女/30 代未満/日吉台）  

113 認定こども園を設置し、幼稚園の定員割れ、保育園の待機児童解消につなげてほしい。（女 /60 代/田間） 

114 

①認定こども園反対。②保育所の建て替えを計画的にしてほしい。企画課で情報を管理し、財政的にも

他部署に共有できるような体制を。（女/40 代/不明）  

115 

①子育てしやすい環境づくりで、市外からの転入者を増やし、人口を増加させる事業を行ってほしい。

②子供たちの生活支援事業を行ってほしい。（男/50 代/公平）  

116 ①子どもを育てる世代に優しい街づくり。（女/30 代/正気）  

117 

移住定住の促進のため、子育てと仕事の両立をはかるための政策を行ってほしい。（病後児保育だけでな

く病児保育のできる施設の開設、認定こども園の早期実現、待機児童の減少、保育時間の延長等のサー

ビス・ファミリーサポート・産前産後のサポートの充実）（女/40 代/東金）  

118 学童 8 時開始では就労が難しいです。（女/40 代/公平）  

119 
保育所の預かり時間を 17：00 から時間外扱いがいい（16：00 では無理）。他の市では 17：00～18：

00 が通常である。（女/30 代未満/田間）  

120 
①子育てをしやすい環境をつくってほしい。②こどもと高齢者がお互いに刺激し合える場所や施設をつ

くってほしい。（男/40 代/丘山）  

121 病児保育が不足している。対応をお願いしたい。（女/30 代/城西）  

122 子育てと両立しやすい職場づくりを、行政からサポートして頂きたいです。（女/30 代未満/東金）  
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123 他の市町村と比べると子育て支援がまったくできていない。（女/30 代/豊成）  

124 子育てしやすく、出産後も仕事ができるようなまちにしてほしい。（女/30 代/正気）  

125 子育て支援の充実。（女/50 代/田間）  

126 子育て環境の整備をしっかりとしてほしい。（男/70 代以上/公平）  

 

施策９  生きがいと安心の高齢者施策の充実  

高齢者施設の整備、老後の生活支援を求める意見が多くみられました。  

【自由意見：13 項目】  

127 老後の施設が多くて安心である。（女/40 代/源）  

128 介護施設を増やして老後も安心にしてほしい。（女/70 代以上/公平）  

129 
少子高齢化が進んでいる。高齢者の見守りは住民で助け合うことが必要だと思う。有償ボランティア体制の

充実が必要ではないか（保険代、ガソリン代程度は支払う）。（女/50 代/豊成）  

130 
東金市の発展を祈ります。認知症になってもならなくても安全に暮らしていける市であるように願っていま

す。（女/70 代以上/正気）  

131 介護施設が不十分。（男/50 代/丘山）  

132 高齢者の買い物支援のために、移動スーパーの誘致をしてほしい。（女/50 代/東金）  

133 高齢者が住みやすいまちづくり。（女/40 代/田間）  

134 高齢者施策を充実させてほしい。（男/70 代以上/田間）  

135 特別養護老人ホームを増やしてほしい。（女/70 代以上/東金）  

136 
ＮＰＯ法人へのサポート（新規事業、障がい者対策、青年後見人養成講座、認知症サポーター等の高齢者対

策を）（男/60 代/東金）  

137 介護タクシーの充実。（男/50 代/東金）  

138 こどもと高齢者がお互いに刺激し合える場所や施設をつくってほしい。（男/40 代/丘山）  

139 
行政のことは分からないことばかり。介護認定されていない人が、怪我や病気でケアが必要になった時、ど

こに相談すれば対応してくれるのか、もっと分かりやすくしてほしい。（女/70 代以上/田間）  

 

施策１０  安心して暮らせる社会保障の充実  

国民健康保険が高いという意見がみられました。  

【自由意見：5 項目】 

140 健康保険が高すぎる。（女/60 代/嶺南）  

141 国民健康保険の未納者を減らして欲しい。（男/30 代/東金）  

142 国保の 3 割負担を廃止してはどうか (赤字がなくなるまで )。（男/60 代/正気）  

143 税金が高いと感じるが、特に健康保険税が高い。他の市町村もこんなにとるのか。（男/70 代以上/田間）  

144 生活保護者をつくらない働く人に明るい市にしてほしい。（女/70 代以上/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：41 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  

こどもの遊び場や高齢者の憩いの場として、公園の整備を求める意見が多くみられました。 

【自由意見：16 項目】  

145 公園がない。（女/30 代/福岡）  

146 子どもの遊ぶ場所がない。公園を増やしてほしい。（女/60 代/嶺南）  

147 公園や空き地の草刈等が非常に粗雑である。作業後は土が散乱していて、汚い。（男/70 代以上/日吉台） 

148 公園等の憩いの場をつくってほしい。（男/60 代/公平）  

149 公園を増やして欲しい。（女/30 代/田間）  

150 
①緑のある森林浴のできる公園が田間地区（交差点付近）の徒歩範囲に欲しいですね。年寄りの憩い場所

がない。②歩いていると犬の糞だらけです。何とかなりませんか？（男/70 代以上/田間）  

151 台方地区にも公園をつくってほしい。（女/40 代/城西）  

152 
市街地には公園があるが、海側には公園がなく、子どもたちを遊ばせる場所がない。作って欲しい。（女

/30 代/正気）  

153 昭和の森のような憩いの場を。（男/70 代以上/大和）  

154 
ときがね湖を中心とした散歩道・花壇の整備、周辺果樹園・畑と連接した食の観光、遊具を整備した自然

公園等を整備した総合公園化による観光客の誘致。（男/60 代/公平）  

155 
公園の整備がゆきとどき子育て世代としては非常にありがたいです。大きい木は管理が必要ですが草取り

ならボランティアでいきます。（女/40 代/公平）  

156 バイパスより海側に公園がないので整備してほしい。（男/50 代/嶺南）  

157 地区に安心して遊べるような公園がほしい。（女/60 代/福岡）  

158 公園を増やして欲しい。また、管理をしっかりして、遊べるようにしてほしい。（女/30 代/豊成）  

159 丘山地区に、こどもが安心して遊べる公園をつくってください。（女/60 代/丘山）  

160 公園や遊歩道を整備してほしい。（男/40 代/田間）  

 

施策１２  水質汚染と公害の防止  

 ゴミのポイ捨てや不法投棄、下水道の整備等に関する意見が多くみられました。  

【自由意見：13 項目】  

161 ポイ捨ての撲滅。（男/60 代/正気）  

162 草が茂り、車からのポイ捨てや犬の糞などが多く汚い印象がある。（女/40 代/正気）  

163 通学路の緑地帯が草だらけで危ない。不審者も多いのでなるべく手入れして欲しい。（女/30 代/日吉台） 

164 
自然や田園風景をまもるための努力をしてほしい。空き地の整備がたりない（草刈りなど）。（女 /40 代/

不明）  
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165 
田間の国道１２６号線陸橋下の資材置き場と川岸の不法投棄と雑草がひどい状況になっているので、どう

にかしてほしい。近所に妊婦もおり、感染症など衛生面が心配。（男/30 代/田間）  

166 ゴミのマナーを守らない人がいる。（女/70 代以上/田間）  

167 
下水道をすべてに（ダイアパレスの様に多くの住民がいるのに大きな溜め込み式である）。（男/60 代/田

間）  

168 下水道整備が整っていない地域がある。同じ税金を払っているのに不公平。（女/60 代/正気）  

169 下水、排水溝の整備をお願いしたい。（女/60 代/源）  

170 上下水道未整備地域を再調査・公表し、順次整備を進めて欲しい。（男/70 代以上/丘山）  

171 下水道を設置するのに補助金が欲しい。（男/40 代/福岡）  

172 下水道の整備。（男/50 代/福岡）  

173 年々地下水の水質が悪くなっている。距離に応じた助成等を検討していただきたい。（男/40 代/公平）  

 

施策１３  環境にやさしい社会システムの確立  

ゴミ袋の金額が高い、ゴミ袋の小さいサイズがほしいといった意見が多くみられました。  

【自由意見：１2 項目】  

174 
段ボール、古紙を燃えるゴミですてるのはいかがか。資源ごみの日をつくったらどうか。（女 /30 代未満/

城西）  

175 
東金はゴミ袋が高いと思います。これから先高齢になったときの不安を感じます。このままだと本当に移

住も考えなければと思います。（女/30 代/日吉台）  

176 不燃用ゴミ袋の小さいものがあるといいと思う。（女/70 代以上/嶺南）  

177 カン・ビン等のゴミ袋が一人世帯では大きすぎるので小さいものを作ってほしい。（女/70 代以上/城西） 

178 自然を破壊してまでのソーラー発電は必要か。（男/70 代以上/日吉台）  

179 ごみの集積所が遠い。（女/40 代/公平）  

180 太陽光発電は進めるべきとは思うが、設置場所は検討すべき。（男/70 代以上/丘山）  

181 カン、ビン等のゴミ袋が大きい。小さい袋を販売してほしい。（女/50 代/東金）  

182 資源ごみの袋を無料回収にしてほしい。（男/40 代/城西）  

183 ゴミ袋が高いのはなぜか。（女/30 代/田間）  

184 ゴミの分別が他の都市より１０年以上遅れている。環境に良くない。（男/40 代/福岡）  

185 ゴミ袋の値上げは止めてほしい。（女/40 代/田間）  
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４  活力あるまちづくりー産業・雇用ー   

                自由意見：85 項目  

 

施策１４  生産性の高い農業経営の確立  

 農地の更なる振興や後継者不足に対する意見等がみられました。  

【自由意見：6 項目】 

186 野菜が安くておいしい。（女/40 代/源）  

187 農業や果樹経営を法人化し、働く場の提供をしてほしい。（男/50 代/福岡）  

188 TPP で厳しい経営になるので、農地振興をしっかりしてほしい。（男/70 代以上/東金）  

189 米に農薬をまきすぎ。これでいいのか。（男/30 代未満/城西）  

190 農業者への支援、補助があまりにも多すぎる。（男/70 代以上/福岡）  

191 農家の後継者不足をどうにかしてほしい。（男/70 代以上/公平）  

 

施策１５  豊かなまちをつくる工業の振興  

企業誘致の促進に関する意見が多くみられました。  

【自由意見：6 項目】 

192 丘山は東金市の西口で、企業が進出しやすく、もっと発展させるべき。（男/60 代/丘山）  

193 企業誘致を積極的に行って欲しい。（男/70 代以上/東金）  

194 テクノパークの企業誘致・丘山地区は圏央道の開通に伴い物流拠点となりつつある。（男/60 代/丘山）  

195 企業誘致をした方がよい。（女/70 代以上/東金）  

196 千葉東テクノグリーンパークの企業誘致を。（男/30 代/正気）  

197 企業の誘致。（女/30 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  

 東金駅周辺の商店街に対する要望や、大型商業施設の誘致等の意見が多くみられました。  

【自由意見：21 項目】  

198 
個人商店が無くなっているのが寂しい気がします。空店舗を活用して、学生と高齢者が互いに学びあえる場

を作って貰いたいです。（男/70 代以上/嶺南）  

199 
①東金駅前及び旧１２６号線のシャッター街 (旧多田屋等 )の利活用を。②駅前に年寄りの集まる安価なカフ

ェ及び定食屋の開店等、集まる場所の開設を。（男/70 代以上/田間）  

200 駅前の空き店舗対策をお願いしたい。（男/50 代/東金）  

201 
大型商業施設の勧誘。安いものは東金でもかえますが贈答品、高いものは東金市以外になってしまいます。

（女/40 代/田間）  

202 商店街等の PR が不足している。（男/70 代以上/丘山）  
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203 大型商業施設を作るべき。（男/50 代/嶺南）  

204 
市外から人を呼び込める総合商業施設（アウトレット等）の誘致を積極的に行ってほしい。（男/60 代/嶺

南）  

205 
黒豆みそ鍋を名物にしようとしていたが、市民も「？」となるようなものを流行らせても意味がない。元々

あるゆずや金山寺みそを使った料理やデザートを作ったら良いと思う。（女/30 代未満/田間）  

206 ①駅の周辺をにぎやかにすべき。②大型のショッピングモールも作るべき。（女/40 代/豊成）  

207 旧商店街をどうにかしてほしい。（男/70 代以上/公平）  

208 
××（市内商業施設）もさびれ、大型の郊外型店（××等）に代わり、町の空洞化がひどい。（女 /50 代/

田間）  

209 まともな居酒屋が１軒もない街は魅力がない。（男/60 代/田間）  

210 
××（市内商業施設）の空き店舗にシニアたちのサロン、もしくはやりがいのある場所を提供したらどうか。

老後は長いので、活力、健康、意欲、助け合いが必須である。（男/60 代/豊成）  

211 歩いていけるところにコンビニもスーパーもない。（女/30 代/福岡）  

212 東金駅周辺にスポーツジムや娯楽施設を。（男/50 代/豊成）  

213 話し合いができるサービスセンターを作ってほしい。（男/70 代以上/嶺南）  

214 駅の近くにコンビニがあると便利だと思う。（女/70 代以上/公平）  

215 
××（市内商業施設）は年中無休にしてほしい。市外の人が訪れたときに休みだったという話をよく聞く。

（男/70 代以上/嶺南）  

216 東金駅周囲の店の発展。（女/40 代/田間）  

217 東金駅周辺のシャッター通りはどうにかならないか。（女/40 代/城西）  

218 警察署跡地の活用を早く考えて欲しい。スーパーとか。（男/70 代以上/田間）  

 

施策１７  社会経済の変化に対応した新たな産業の展開  

「みのりの郷東金」に関する意見が多くみられました。  

【自由意見：7 項目】 

219 「みのりの郷」ついて、形のわるい野菜についても販売してほしい。（女/60 代/田間）  

220 
東金市は植木のまちだと思う。そこで、庭園等のスポットを作って、低額で観光させてはどうか。（女/70

代以上/正気）  

221 
①みのりの内装に工夫が必要。②特産品や朝どれ野菜、ふるさと納税品の提供などの工夫も。（女/40 代/

不明）  

222 
みのりの規模を拡大して遊び、見学、買い物の要素をそろえ、人を集める方法を考えたら。（男/70 代以上

/大和）  

223 特産品がない。（女/不明/不明）  

224 せっかく道の駅ができたのに、イベントの周知ができていない。（女/30 代未満/田間）  

225 みのりの郷が他のスーパーと差別化できるよう、市の特産品を置くなど工夫を。（男/70 代以上/日吉台）  
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施策１８  魅力ある観光レクリエーションの振興  

 八鶴湖の整備、やっさ祭りなどのイベントやその PR 方法についての意見が多くみられまし

た。また、豊かな自然を活用した新たな観光資源の創出に関する意見もみられました。  

【自由意見：31 項目】  

226 

東金市は関東平野の東の端にある丘陵と平野からなる自然豊かな所です。とても住みやすく満足しています

が、市外から人を呼び込み込むイベントがない。例えば、八鶴湖、雄蛇ヶ池、ときがね湖を巡るウォーキン

グ、マラソン、ロードレース等を開催してみてはどうか。人を呼び込むイベントは、主催する側も結束が高

まり、相乗効果が期待できる。（男/60 代/公平）  

227 近隣市町と連携した観光客確保に努めてほしい。（男/30 代未満/城西）  

228 
花火大会を盛大に実施して欲しいです。これからの東金市の交通の便の発達・イベントの発展に心から期待

しています。（女/30 代未満/日吉台）  

229 市外・県外からの観光客。（女/40 代/丘山）  

230 八鶴湖を今後どうしていきたいのかの方向性が見えない。（男/60 代/日吉台）  

231 駅前の旧道側の雰囲気がとてもさみしい。（女/40 代/大和）  

232 
やっさ祭りの盛り上がりが年々下がっているように思います。また土曜日だと仕事の関係上参加することが

出来ません。（男/30 代未満/城西）  

233 何か目新しいイベントが必要だと思う。（男/60 代/丘山）  

234 
九十九里への通過点のイメージよりも東金と売り込める何かが必要。飲食店の特徴をいかした宣伝をしては

どうか。（女/60 代/嶺南）  

235 やっさ祭り、さくら祭りをもっと盛大にやってほしい。（女/40 代/城西）  

236 
やっさ祭りの活気がない。昔はもう少し盛り上がりがあった。今はわざわざ駐車場を探してまで見に行こう

と思わない。（不明）  

237 東金の目玉となるものがあれば観光も活気付くと思うが、今はまったくない（女/40 代/丘山）。  

238 
①八鶴湖の桜の植栽整備強化、東金高校上の？殿山山林遊歩道の整備。②八鶴館の有効活用⇒郷土資料館に

する。（男/70 代以上/東金）  

239 イベントができる場所、若い人たちが来るような場所もない。（不明）  

240 各種お祭り（日吉神社、田間神社  他）と観光協会との連携の強化。（男/40 代/城西）  

241 ①市内ホテルやちょっとした旅館がない。②東金市は特徴がないように思う。（男/70 代以上/城西）  

242 
若者やファミリーが集まってくるようなスポットを八鶴湖に作ってみてはどうか。桜の時期だけではもった

いない。夜間のライトアップ、遊具の整備等。（男/40 代/城西）  

243 
NHK の大河ドラマ等で徳川家康の存在が大きくなっている。日吉神社までの御成街道を PR してみてはい

かがか。（女/70 代以上/日吉台）  

244 日吉神社のお祭りややっさまつり、桜まつりなど、もっと PR が必要ではないか。（女/50 代/大和）  

245 
東金市の観光はコレといったものがないが、太平洋を見渡せる高台を利用して観光を考えたらいいと思う。

（女/60 代/正気）  
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246 
①古い町並みが残っているのに、活かされていない。②祭りも歴史があるのに、一部の人だけに限られてい

る気がする。（女/50 代/丘山）  

247 
雄蛇ヶ池？の蓮の花や桜は、引っ越してきた当時すごく綺麗だったが今はまったく。どうにかしてほしい。

（女/70 代以上/田間）  

248 観光にもう少し経費をかけても良いと思う。（男/70 代以上/田間）  

249 池等を整備し、観光に注力してほしい。（男/70 代以上/大和）  

250 八鶴湖の桜祭りも、テントや音楽がふさわしくないものになっている。（男/70 代以上/日吉台）  

251 みのりの郷や八鶴湖など、観光に力を入れるべき。（男/50 代/大和）  

252 
緑豊かで気候も穏やかという住みよい東金市の魅力を、観光やイベント等で発信することが大切だと思う。

（女/60 代/日吉台）  

253 

昔ながらの「やっさまつり」は、「盆踊り」で町があふれ、家族連れもにぎわっていた。最近は一部の団体

のオンステージになり、名前も変える必要がなかった。連もかなり減りつまらなくなった。（女/30 代/公

平）  

254 

①豊かな自然をいかし、オートキャンプ場やバーベキューのできる公園等の整備をしたらどうか。交通の要

衝なのに、人が素通りしてはもったいない。②広い土地をいかし、ヒマワリ畑やコスモス畑など、手入れは

大変だが、東金には農家のプロフェッショナルがたくさんいるので、考えてみて欲しい。宝のもちぐされは

もったいない。（女/40 代/嶺南）  

255 
「やっさ踊り」、「みのりの郷」、「マスコットキャラクター」など、マンネリ化してきている気がする。もっ

と東金独自のものはないか。（女/60 代/丘山）  

256 東金市はもっと世間に魅力を PR すべき。桜まつり、ぶどう狩り、イチゴ等。（女/30 代/日吉台）  

 

施策１９  安心して働くための勤労者対策の促進  

若者や高齢者の雇用の場の創出という意見が多くみられました。  

【自由意見：14 項目】  

257 高齢者の雇用を確保してほしい。年金では生活できない。（男/60 代/田間）  

258 
限られた税収の中では全て満足できるようにはできないと思いますが働く場所の整備に力をそそいでほし

い。（女/70 代以上/東金）  

259 雇用の場がない。（女/60 代/田間）  

260 ①働く場所をもっと増やして欲しい。②職業相談所が小さくて入りづらい。（女/30 代/日吉台）  

261 雇用の場がまったくないため人が定着していない。（不明）  

262 
市の業務のうち、第三者機関等に任せられるものは任せ、市民の雇用をうみだしてほしい。（男/60 代/正

気）  

263 お店を持つときの支援などがあれば、もっと起業しやすい。（女/30 代/日吉台）  

264 若者が市内やその周辺で働けるように、雇用を作ってほしい。（男/40 代/大和）  

265 若者を雇用する場をつくってほしい。（不明）  
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266 若者の働く場所を作ってほしい。（女/60 代/源）  

267 
子育て支援や高齢者支援、社会福祉（障がい者サービス）は他の市町村並に充実していると思うが、若者支

援が少ない。シルバー人材センター等で高齢者が元気な一方、若者が仕事経験を増やせずにいる。（不明）  

268 高齢者の働き口の増加。（男/60 代/日吉台）  

269 シニア世代の仕事が市内にない。（女/60 代/正気）  

270 高齢者の雇用を確保してほしい。年金では生活できない。（男/60 代/田間）  
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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：210 項目  

 

施策２０  市民生活を支える公共交通の充実  

JR への要望（改札口、本数、終電の時間）、市民循環バスの休日運行、駅周辺の整備、乗合

タクシーの利便性向上等の意見が多くみられました。  

【自由意見：97 項目】  

271 
①東金駅の改札口が２箇所欲しい。②電車の本数少ない。③エスカレーターを設置して欲しい。（男/30 代

未満/東金）  

272 JR 東金線の本数が少ない。１時間に４本は欲しい。（男/50 代/東金）  

273 公共交通について、料金を改善して欲しい。（男/40 代/正気）  

274 

①移動交番は良いと思います。また、パトロールもしてくださるので安心しています。②日吉台は上下水

道・電気・ガスがひかれているということで家を持ちましたが、買い物がちょっと不便なのと、バスの本

数が減らされて不便しています。（女/70 代以上/日吉台）  

275 東金線の終電を大網止まりの終電にあわせてほしい。（男/30 代/日吉台）  

276 市民バスを土日も運行させてほしい。（女/60 代/福岡）  

277 ①JR 東金線の本数が少ない。②大網駅行きのバスを増やしてほしい。（女/60 代/嶺南）  

278 乗合タクシーをさんむ医療センターまで行くようにしてほしい（女/40 代/嶺南）。  

279 
東金市は非常に交通の便が悪いです。始発も遅く、終電も早すぎます。又、バスもすぐ終わってしまい、

誰かに送迎を頼まないと通勤、通学、出かける事もできません。（女/30 代未満/日吉台）  

280 

昼間の電車が１時間に１本しかないのは、田舎すぎると、他市在住の方に言われます。あまりにも東金線

の本数が少なすぎて、本当嫌になります。机上で数字やデータばかりで話を進めず、現場を確認してから

市政に活かしてください。（女/30 代未満/嶺南）  

281 ＪＲ等、公共交通が悪い。（男/60 代/田間）  

282 市バスは休日も運行してほしい。（男/70 代以上/福岡）  

283 
①駅周辺の道路や踏切の拡張。②東金線利用者の迎えの人の駐車場の確保などに取り組んでほしい。（女

/50 代/田間）  

284 

①乗り合いタクシーは予約が困難なので、市内循環バスの土日の運行をしてほしい。②車の運転が困難な

高齢者が増えているので、市内の民間バスの運行を復活してほしい。③現行だと駅・バス停についても次

の便を待たなければならない状況なので、市内循環バスの到着時間等を公共交通機関の運行時間とリンク

させてほしい。（男/40 代/豊成）  

285 
東金線はとても便利になったと思います。昼間の時間帯に東金線間のバスの運行があればさらによくなる

と思います。（男/60 代/大和）  

286 
①東金駅の整備をしてほしい。②東金発の電車をつくり、本数を増やしてほしい。③駐車場をつくり、東

金駅の利用者を増やす。（男/70 代以上/正気）  
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287 交通網の整備（男/50 代/豊成）  

288 高速バス、東金線の本数を増やして欲しい。（女/30 代/豊成）  

289 東金線とバスの本数を増やして欲しい。（女/40 代/正気）  

290 鉄道の東京方面へのアクセスが悪い。（男/30 代/田間）  

291 ①東金駅ではなく成東駅止まりの電車を多く出してほしい。②東金線の終電が早い。（女/30 代未満/公平） 

292 
①市内循環バスの活用についてもっと PR して欲しい。乗客が少なく、無駄になってしまっているような

気がする。②バス停を探して時刻表を見ても、あれではお年寄りには分かりづらい。（女/50 代/東金）  

293 

学生の頃から東金線に乗り小旅行のような気持ちを味わえる良い路線です。先日久しぶりに駅に行き聞き

たいことがあったのですが窓口も閉まり人影も見えず少々がっかりです。駅前の寂れが気になり何か変化

が欲しい所です。（女/60 代/嶺南）  

294 
①東金駅東口側にも改札をつくって欲しい。②電車の本数を増やしてほしい。若いひとは不便に感じてい

ます。現に今通勤で帰りが遅い主人が不便に感じています。（女/30 代未満/正気）  

295 
JR がローカルなため不便。東京方面からの仕事帰り東金駅に着けない（終電が早すぎる）。（男/50 代/嶺

南）  

296 駅周辺がもっと活性化されるとよいと思います。（女/30 代未満/嶺南）  

297 帰りの時間が少し遅くなると終電がなくなります。JR 東金線の充実をお願いします。（男/50 代/日吉台） 

298 交通面でバス等を利用しやすくしてほしい。（女/60 代/嶺南）  

299 東金線、路線バスもっと便利にしてほしい。（男/50 代/福岡）  

300 JR 下りの最終時間をもっと遅くしてほしい。（男/60 代/公平）  

301 

八街市から転居し 20 年以上になりますが東金市の住みやすさをいつも実感し感謝しています。自然が豊

かで病院やスーパーも多く便利です。東京などにでるのに交通の便が悪いのだけが残念です。（女/60 代/

日吉台）  

302 東金線の整備をしてほしい。（女/60 代/田間）  

303 夜遅くなると東金線が走っていない。（女/60 代/公平）  

304 
東金に住んで２ヶ月だが、とても住みやすくて満足。ただ、都心への足が不便。東金線が少ない。（男/30

代未満/田間）  

305 
①東金線が全て千葉行きになれば通勤、通学圏として人口増加にも繋がる。②大網～東金間のバスをつく

ってほしい。（女/40 代/田間）  

306 東金駅東口に改札がほしい。（男/30 代未満/東金）  

307 
交通面をより充実させてほしい。バスの本数が増え、移動しやすくなったが、より市の支援があると助か

る。（女/50 代/田間）  

308 交通網等、住みやすい環境づくりをしてほしい。（男/50 代/公平）  

309 
中心市街だけでなく、他の車がないと生活できない地域の環境をどうにかしてほしい。幼い子どもがいる

家や、高齢者だけの家にとっては、生活しにくい。（女/30 代未満/丘山）  
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310 
①住んでいる地区の交通の便が悪く、買い物や通院がしづらい。（特に土日祝日）②乗り合いタクシーを利

用しているが、予約センターがつながりにくい。（女/40 代/公平）  

311 バス、東金線の本数を増やしてほしい。（女/40 代/日吉台）  

312 
東金市に移住してよかったことは、空気がきれいなことと洗濯物の色が映えること。大変なことは、交通

の便が悪いことと買い物が不便なこと。（女/70 代以上/日吉台）  

313 
ＪＲ東金線の①運行面（乗り継ぎ環境）②設備面（橋上化）。③民間高速バスの充実（東京駅との往復）。（男

/60 代/豊成）  

314 ①交通施設の整備や②バスや電車の本数の増加をしてほしい。（女/30 代未満/東金）  

315 
循環バスをもっと便利なものにしてほしい。福岡地区という大きなくくりではなく、もっと小さいくくり

で回り駅まで、もっと早く着くにしてほしい。（女/30 代/福岡）  

316 東金バイパス側に住んでいるので交通が不便です。車を運転できないので。（女/60 代/城西）  

317 東金線の便数をふやして欲しい。（女/50 代/豊成）  

318 

①東京まで勤めにでていますが最終電車が 23 時台っていうのが大変不満です。残業も接待もできません。

市民の経済活動をも交通の便が悪いことで制限されています。将来的には引っ越しを考えています。②バ

スも電車も不便なところだと余計にお金がかかるので本当に生活していて辛いです。（女/30 代/正気）  

319 電車の夕方便が少ない。（女/30 代未満/日吉台）  

320 

人口はますます減少していきます。私も長い間東金に住んでいますが、昔のほうが人口も多かったせいか

活気がありました。東金線の増便・何年たってもかわらず学校に行くのも不便なのでどんどん他の市に移

動してしますよ。（女/50 代/東金）  

321 東金駅の改修。（女/40 代/田間）  

322 車があれば困ることはないが、東金線等を改善しないと人の呼び込みは厳しいと思う。（男/40 代/大和）  

323 JR 東金線の複線化により多くの人の交流が生まれると考える。（男/70 代以上/田間）  

324 
①東金駅前にバスターミナルがあると便利。羽田空港行きのバスはとても利用しやすくて助かる。②東京

行きのバス等もバス停が駅前にあると便利だと思う。（女/50 代/東金）  

325 駅にバス、乗り合いタクシーを。（男/60 代/大和）  

326 交通の便がとにかく悪い。終電、終バスがはやい。（女/30 代/城西）  

327 大網乗り換えなしで千葉方面への直通電車を増やして欲しい。（女/30 代未満/田間）  

328 アリーナまでのバスの運行。（女/50 代/東金）  

329 
①移動が不便なので若い人も戻らない、帰らない。②JR 東金線の増便、乗り継ぎ改善等お願いしたい。  

③警察署跡地の活用を考えて欲しい。（女/60 代/嶺南）  

330 交通の便が悪い。九十九里鉄道が特に。（男/50 代/日吉台）  

331 
乗り合いタクシーの予約は使用１週間前と聞いたが、これでは体の調子が悪いときなどに対応できず、利

用者が不便だと思う。（女/70 代以上/源）  

332 交通機関が不便。①循環バスの増便や②乗合タクシーの利用簡易化をお願いしたい。（男/50 代/豊成）  

333 産業発展や企業誘致が難しければ、千葉や東京からの距離を活かしベットタウン化してほしい。そのため
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には、東金駅の複線化や大網駅からの乗り継ぎの改善を。（女/40 代/公平）  

334 ＪＲの本数や乗り換え時間を、学生や高齢者が利用しやすいよう、整えてほしい。（女/30 代未満/田間）  

335 

国道 126 号線があるが、ただ通り過ぎるだけの町になっている。みのりの郷以外にも、「留まれる」スポ

ットが必要。（男/50 代/嶺南）③ＪＲ東金駅前の活性化が必要。単線で使いづらいというのは仕方ないと

思うが、東金市の玄関としてはあまりにもみすぼらしいので、整備してほしい。（男/50 代/嶺南）  

336 
東京直通のバスを日吉台にも通してほしい。交通面の不便さで子どもが上京せざるを得ない状況は、親世

代にとっても深刻です。（女/50 代/日吉台）  

337 

日吉台の交通の便が悪い。現在は車があるので移動できているが、高齢になり運転できなくなったときの

交通手段が心配。同世代の友人間では、老後このまま日吉台で生活できるだろうかという話がよく出てお

り、将来に不安を抱いている人が多くいる。（女/50 代/日吉台）  

338 乗合タクシーの休日運行。（男/50 代/正気）  

339 
東金駅の陸橋、求名駅の陸橋について、何か対策をお願いしたい。乳母車を押している人やお年寄りには

きつい。（女/50 代/公平）  

340 

①東金線の乗り継ぎをもっと良くしてほしい。東京方面への本数をもっと増やしてほしい。②東金市は車

がないと不便。市内循環バスをそれぞれの地区に通したらどうか。車がない人にも便利にしてほしい。大

網の方が便利。（女/30 代/丘山）  

341 求名駅に、届出が必要なく駐車 OK の場所があれば、急な用事のときに便利。（男/60 代/豊成）  

342 終電が早すぎる。（女/40 代/城西）  

343 各地から東金駅へ向かうバスの便が悪い。（男/70 代以上/日吉台）  

344 循環バスを、ハイエースではなくマイクロバスにしてほしい。（女/30 代/豊成）  

345 丘山地区にバスターミナルをつくってほしい。（男/40 代/丘山）  

346 バスが１時間に１本あればよいと思う。（女/60 代/公平）  

347 高齢者の買い物や通院への足の確保（交通手段の充実）に力を入れてほしい。（男/70 代以上/正気）  

348 
市外勤務者は税金だけ納めて、恩恵がない。無理に東金線を使わされるより、大網駅に東金市民専用の駐

車場を安く提供してくれるほうがよい。（不明）  

349 

①東金線、特に求名駅の運営について。朝の通勤通学時や夕方の帰宅時、豊成地区等にバスが１～２本で

れば、車での乗り付けや駐車場の利用者が減るのではないかと思う。②休日お出かけパスを前日に購入で

きるようにしてほしい。当日朝早くに出かけるときに、駅の窓口が開いておらず購入できないことがある。

（男/50 代/豊成）  

350 

①東金市の中心市街地から主要なスポットへのアクセスが悪い。本数だけでなく、利用者の乗り換えや送

迎ができるようバス停の整備をしてほしい。②東京方面からのアクセスがよくなるよう、各交通機関 (九十

九里鉄道やシーサイドライナー等 )の接続時間の調整をしてほしい。（男/30 代/嶺南）  

351 求名駅にエレベータがないため、電車を利用したくてもできない。（女/50 代/公平）  

352 ＪＲの増便。（男/60 代/嶺南）  

353 問２５ (「市の公共交通」)については、すべて実施してほしい。自家用車を持たない家庭にとっては、とて
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も不便。老後市内で生活するのは難しい。（女/50 代/豊成）  

354 ＪＲ東金線の増便。通勤の際、大網駅まで車で行っている人が多い。（女/60 代/正気）  

355 
求名駅にはエレベータがないので、高齢者にとっては不便でならない。重い荷物を持っていると、階段が

上れない。（女/30 代未満/公平）  

356 ①市内バスの本数を増やしてほしい。②バス停の増設。（女/50 代/正気）  

357 

東金駅について、ツバメの巣などのよさは残しつつ、市の入り口として今の時代にマッチしたものにして

ほしい（利用している学生さんも多くいるので愛着をもてるものに）。隣の成東駅は、売店や区切られた待

合室もあり、比べ物になりません。（女/70 代以上/公平）  

358 
自然の豊かさと歴史的要素を感じる地域で気に入っている。こういった良い面を残しつつ、高齢者、子ど

もに優しい交通機関の整備に期待したい。（女/50 代/丘山）  

359 成田空港へのアクセスをよくしてほしい。（男/30 代未満/東金）  

360 市内の移動を助けてくれる足（公共交通）の充実。（女/50 代/東金）  

361 電車の本数を増やしてほしい。（女/50 代/東金）  

362 JR 福俵駅の改修。（男/30 代未満/田間）  

363 バスが不便。（女/40 代/東金）  

364 ①東金駅の改札口増設。東口の利便性向上をお願いしたい。②東金線の増本も。（男/30 代未満/田間）  

365 JR 東金線の本数増加。（不明）  

366 高齢者向けの公共交通サービスの強化を。（女/70 代以上/公平）  

367 駐車場が少なく、電車に乗るのに不便。（女/40 代/正気）  

 

施策２１  暮らしと産業を支える道路の整備  

 歩道や自転車道の整備に関する意見など、道路の安全性に関する意見が多くみられました。 

【自由意見：39 項目】  

368 
横断歩道や一時停止など、消えかけているところが多い。子どもの安全を守るため、見えやすくしてほし

い。（男/40 代/東金）  

369 東金駅からアリーナに行くまでの歩道がなく、子どもが歩くときにあぶない。（男/40 代/正気）  

370 
街路樹や雑草の手入れをしてください。せっかくの自然が活かされていないと思います。（女/70 代以上/

日吉台）  

371 自転車が安全に走れる道路をお願いします。（女/40 代/田間）  

372 道路に街路樹が飛び出ているところが多く危ない。（男/40 代/豊成）  

373 
街路樹の剪定作業後の点検・清掃が非常に粗雑である。歩道の手入れ（草刈・清掃）は指示されたところ

だけで、歩道全体ではない。作業後は土が散乱していて、汚い。（男/70 代以上/日吉台）  

374 整備されていない道路が多い。（女/60 代/正気）  

375 市道の整備が不十分であると感じる。樹木等で道中が狭く、交通に不便。（不明）  

376 東金から九十九里までの自転車道を整備してほしい。（男/70 代以上/正気）  
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377 東金駅からアリーナまでの道に歩道を！危険である。（男/60 代/嶺南）  

378 車を気にせずに歩ける歩道の確保。（女/70 代以上/城西）  

379 道路及び私土地への樹木の伐採をして下さい。（男/60 代/正気）  

380 U 字溝の蓋の不具合による原因から車による騒音がひどい。（大豆谷区）（男/70 代以上/城西）  

381 
上宿の三角公園からマツモトキヨシまでの歩道がでこぼこで危険である。整備してほしい。（男/70 代以

上/東金）  

382 歩行者用道路の整備。（男/70 代以上/田間）  

383 

学校や公共施設（特にアリーナ）の周辺道路において歩道の整備がされておらず歩く側も車を運転する側

も危険を感じます。また水路等においても柵がなく、危険な場所が多くみうけられます。（女/40 代/大和） 

384 アリーナまでの道路の整備。（女/50 代/東金）  

385 

田間交差点の陸橋が老朽化で階段が斜めになっている部分や欠けている部分がある。低学年の子はそのた

めに転んでしまうことがあるため心配である。その他、通学路となっている陸橋等についても、確認をお

願いしたい。（女/40 代/公平）  

386 道路の整備をしてほしい。危険。（女/60 代/豊成）  

387 道路をきれいにしてほしい（せめて子どもの通学路くらいは）。（男/40 代/日吉台）  

388 

①県道をはじめとした市内の道路が狭い。かつ、②木や雑草がはみ出ている場所が多い。③歩道のない狭

い道路などは自転車で走るには危険で、高齢化により車が使えなくなった際、身動きが取れなくなる。高

齢者にも移動しやすい町にしてほしい。（女/60 代/嶺南）  

389 ①自転車の人の交通マナーが悪い。②歩道と自転車利用の道を整備してほしい。（女/30 代未満/田間）  

390 家徳から関口にかけての市道の拡張を行ってほしい。（男/60 代/豊成）  

391 通学路の整備の実施をお願いしたい。（男/40 代/豊成）  

392 道路の排水が悪い。（男/30 代/嶺南）  

393 道路が狭く汚い。（男/40 代/豊成）  

394 アリーナ近辺の道路の整備を早急にしてほしい。（女/40 代/豊成）  

395 歩道や自転車道を整備してほしい。大変危険な箇所が多い。（女/70 代以上/公平）  

396 文化会館に向かう道の雑草がひどい。防犯のためにも整備してほしい。（女/50 代/城西）  

397 道路網の整備について、道の凸凹等最低限整備してほしい。（女/30 代未満/東金）  

398 

里山棚田地域に住んでいますが、道路や信号のない交差点の草刈などは、年１回では追いついていない現

状です。現在は近くの住民の好意に甘えていますが、限界があり、事故が多発している場所もある。道路

の樹木の枝の伐採と併せて、自治会との改善協議をしてほしい。（男/70 代以上/公平）  

399 
自然の豊かさと歴史的要素を感じる地域で気に入っている。こういった良い面を残しつつ、高齢者、子ど

もに優しい道路の整備に期待したい。（女/50 代/丘山）  

400 アリーナ近辺の道に歩道をつけてほしい。（男/70 代以上/正気）  

401 アリーナまでの道が危険。整備をお願いしたい。（女/60 代/正気）  

402 歩道、自転車道の整備を。（女/30 代未満/東金）  
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403 市内道路に歩道を整備していただきたい。（男/30 代未満/田間）  

404 道路に歩道や自転車道を整備してほしい。（男/60 代/公平）  

405 朝夕の道路状況が悪い。道は狭く、混雑する時間帯の交通規制もない。（男/40 代/豊成）  

406 自転車道の整備。（男/50 代/豊成）  

 

施策２２  良好な市街地の形成  

 空き家への対策や、宅地の景観整備等の意見がみられました。  

【自由意見：6 項目】 

407 市内の店舗の看板、広告の色を規制してほしい。たくさんの色が溢れており美しくない。（女/60 代/東金） 

408 立地はいいと思うので、外観を大事にしてほしい。（女/40 代/正気）  

409 空き家の管理。（女/60 代/城西）  

410 空き家問題への対応。（男/50 代/大和）  

411 
廃墟のような使用されていない建物を早急に取り壊してほしい。目の届きにくい空家等の場所を見直し、

安全に暮らせる市にしてほしい。（女/30 代/大和）  

412 宅地の景観整備。（女/30 代/大和）  

 

施策２３  快適な暮らしを支える都市基盤の整備  

 水道料金の改善に関する意見が多くみられました。また、住宅の耐震化やガスについても意

見がみられました。  

【自由意見：17 項目】  

413 

大震災が起こる確率が高くなっている。築３０年を経過している木造住宅に対して耐震に向けた政策を行

うべきである。対策として、耐震補強工事費に利子補給をつけた公共融資等が考えられる。市内には３０

名以上の耐震診断士もいるので利用してはどうか。（男/70 代以上/嶺南）  

414 
スーパーが近くにあり、駅にも近いところに集合住宅を建てていただきたい。高齢者用住宅を作っていた

だきたい。（女/60 代以上/正気）  

415 上下水道の料金が非常に高すぎる。（男/60 代/田間）  

416 
①水道も来ていないため、インフラが不十分。知っていたら来なかった。②老後の施設が多く、その点は

安心である。（女/40 代/源）  

417 高齢者にとって、水道料金が高すぎる。（男/70 代以上/東金）  

418 家之子に住んでいるが、水道が来ておらず、将来が不安（現在は地下水）。（男/40 代/公平）  

419 水道料金が安くなってほしい。（女/50 代/嶺南）  

420 水道料金を減らしてほしい。（男/50 代/東金）  

421 上下水道の料金が非常に高すぎる。（男/60 代/田間）  

422 水道行政が悪い。井戸水を使っている地域が多すぎる。（男/60 代/福岡）  
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423 上下水道未整備地域を再調査・公表し、順次整備を進めて欲しい。（男/70 代以上/丘山）  

424 水道料金が高い。（女/30 代未満/嶺南）  

425 水道代が高い。（女/60 代/大和）  

426 水道料金が高い。（女/40 代/田間）  

427 水道料金が高い。（女/70 代以上/大和）  

428 
電力自由化後、来年ガスの自由化に伴い分割される小売事業の民営化、若しくは水道事業同様に広域化を

検討し、効率的で健全なガス事業の発展を検討してはどうか。（女/30 代未満/大和）  

429 都市ガスは売らないでほしい。（女/40 代/田間）  

 

施策２４  総合的な治水対策の推進  

 用水路や道路の排水等についての意見がみられました。  

【自由意見：８項目】 

430 用水路に危険なところが多い。（女/40 代/正気）  

431 用水路の水が汚い。（女/70 代以上/公平）  

432 
東金工業団地の裏は、大雨が降ると排水がなく、溝に水がたまる。建設課には、「区長から要望書を出して

ください」といわれましたが、要望書は出ているか。（男/70 代以上/福岡）  

433 用水路に危険なところが多く、通学路にも不安がある。（女/40 代/正気）  

434 大雨が降ると上宿は排水が悪く、浸水被害の不安がある。対策をお願いしたい。（女/70 代以上/東金）  

435 道路整備と排水路整備の状態が非常に悪いので、改善してほしい。（男/60 代/正気）  

 

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  

 防犯対策についての意見が多くみられました。また、災害対策や防災無線の改善等の意見も

みられました。  

【自由意見：43 項目】  

436 災害発生後の対応の情報共有（震災時の危険エリアなど）。（男/30 代未満/城西）  

437 地震等の災害に強い地形なので、安心して暮らせる。（女/40 代/源）  

438 治安をよりよくしてほしい。安心して暮らせる環境があるとよい。（女/30 代/豊成）  

439 
防災、行政無線でのしゃべり方が下手。隣接の大網白里市や八街市の放送のほうが上手い。（男/60 代/丘

山）  

440 東金は事故が多く、治安が非常に悪い。これを考えると、引っ越したくなる。（女/50 代/田間）  

441 
防災・行政無線で、その日の市内でのイベント等を知らせていただければ、周知ができ、市民の楽しみも

増えるのではないか。（女/60 代/嶺南）  

442 治安に対する不安がある。（女/40 代/城西）  

443 街灯を増やして欲しい。（男/30 代/嶺南）  
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444 町の広報の声が聞き取れないのでもっとはっきりとゆっくり。（女/70 代以上/田間）  

445 
限られた税収の中では全て満足できるようにはできないと思いますが防犯体制・災害時の支援体制に力を

そそいでほしい。（女/70 代以上/東金）  

446 高齢者が多くなるため自然災害の対策が重要だと思う。（男/60 代/公平）  

447 城西国際大学との連携をもっとしてほしい。（防災面等）（女/60 代/田間）  

448 
空き巣や不審者等防犯面で少し心配なことが多い。実際子どもが怖い目にあっているので、公園などにも

パトロール（特に子どもが遊ぶ夕方や土日）を増やしてほしい。（女/30 代/日吉台）  

449 
災害時の行政の対応は遅く、災害への認識が甘い。年一回の防災訓練では意味がないのでは。（男/40 代/

福岡）  

450 
災害時等の緊急事態のためのオフィシャル Twitter を開設してほしい。市内なら防災無線があるが、市外

にいると市民でありながら一切情報が入ってこない。（女/30 代/正気）  

451 
アパート住まいの大学生がおり、治安が悪い。（夜中の大騒ぎや改造バイクの乗り回しによる騒音、路上駐

車、コンビニ等のゴミの放置）（男/40 代/公平）  

452 
防犯や治安維持を強化してほしい。夜間のコンビニや路地、公園にうるさい暴走車やバイクがとまってい

ることがあり、怖い思いをしている。（女/30 代未満/東金）  

453 街灯を増やして、夜道の安全を高めてほしい (特に通学路 )。（女/60 代/城西）  

454 町が暗いので、夜間でも安心して歩けるようにしてほしい。（女/50 代/田間）  

455 消防行事・訓練等の見直し。（男/50 代/丘山）  

456 防災無線で東金市に行事など細かくお知らせください。（女/70 代以上/嶺南）  

457 災害が起きたときようの防災ガイドブックがほしい。（女/70 代以上/東金）  

458 防災無線がぜんぜん聞こえない。（女/60 代/源）  

459 安心安全に対する課題を最優先にしてほしい。防犯面が不安。（男/70 代以上/田間）  

460 防災無線が聞こえない。はっきり放送してほしい。（男/60 代/公平）  

461 
広報に消防団員の写真を載せるときがあると思うが、本人の承諾なしに載せてもよいのか。肖像権の侵害

にならないか。（男/30 代/正気）  

462 
防災ガイドブックを配布するだけでなく、各家庭へ防災無線が届くように機器の配布をすべき。（女/60

代/豊成）  

463 大きな災害も無く生活するには良いところだと思う。（女/60 代/正気）  

464 

①地区内で年に 3 度も泥棒が入っています。安全に暮らせるようにしてください。②市内の自転車のルー

ルについて。千葉市では既に「自転車は自動車と同じ左側通行です」といった看板があるが、東金市では

見たことがない。どうなっているのか。③道路網の整備と交通安全の向上を。市内の道路で、自転車が通

れる道は片側のみなうえに、道が狭すぎる。結果、自転車は左側通行のはずが、違反が多く、他の人の迷

惑になっている。（女/30 代/公平）  

465 防犯に力をいれてほしい。（男/40 代/東金）  

466 交通量が多いので交通安全に気をつけてほしい。（男/70 代以上/正気）  
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467 防犯の重視。（男/50 代/大和）  

468 道路の危険な箇所にはカーブミラーを設置してほしい。（女/40 代/正気）  

469 防災無線がまったく聞こえない。（男/40 代/福岡）  

470 
①災害や犯罪、気象警報、特別警報等の市発信のメールがあるといい。②事故、犯罪が多い。（男/40 代/

豊成）  

471 街灯を増やして欲しい。（女/40 代/城西）  

472 市の大雨洪水対策が不十分。（女/70 代以上/田間）  

473 
①市内に街灯が少なすぎる。引ったくり防止などの防犯面からも増やしてほしい。②草むらが多く危ない

ので、奉仕作業の強化をしてほしい。（女/30 代/大和）  

474 街路灯が少なく、夜間困っている。（男/70 代以上/正気）  

475 

●災害ボランティア予備隊のデータベース化  市内在住の災害ボランティア予備隊をデータベース化し、

市内、市外、県外で災害が起きた際はこのデータを活用し、直ちに災害市町村と連絡を取り合い、一週間

を目安に東金市ボランティアとして派遣する。  

【災害ボランティア予備隊の募集条件】⑴ボランティア予備隊登録職種（職歴）または希望職種（例：接

客業務、PC による資料作成事務補助業務、土木建築設計、施工、監督など）⑵ボランティア予備隊登録

の有効期間は１年間とし、１年後に更新、希望職種変更、登録抹消の意思をメールなどで再確認する。⑶

派遣先の要望を聞き取り、ボランティア予備隊員に派遣先の場所、職種、人数などを印刷物で周知し、参

加の有無を確認し、最終派遣人員が決定したら東金市役所でボランティアとしての簡単なガイダンスと結

団式を行い、バスで送り出す。⑷ボランティア派遣期間は１週間程度とし、派遣に関するバス使用料金、

生命・傷害保険は東金市が負担するが、宿泊費は本人負担とする。本人の希望で１週間を超える場合も考

えられるので帰りのバス等の交通費は自己負担とし、１週間を過ぎた時点で東金市の関与は消滅する。⑸

派遣１年後に災害復旧支援を兼ねて自費の宿泊ツアーを開催する。⑹災害ボランティア予備隊の募集継続

が困難な事態になった場合は、参加経験者などをとおして友人・知人から紹介してもらう。その場合、個

人情報保護法に配慮して必ず「あなたの知人を介して、あなたの技能が災害ボランティアに役立つと推薦

されましたので、ご連絡しました」と明記する。（男/70 代以上/日吉台）  

476 防犯を充実し、治安を直すことが住みやすさに繋がると思う。（女/30 代/不明）  

477 治安を改善してほしい。（男/30 代未満/田間）  

478 治安が悪すぎます。（女/30 代/正気）  
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６  計画の実現に向けて    

                      自由意見：128 項目  

 

施策２６  交流と連帯のまちづくり  

 自治会など、地域のコミュニティに関する意見が多くみられました。  

【自由意見：10 項目】  

479 

自治会費はやめてほしい。必要なものは、市でやってほしい。（所得に応じた会費ではなく、一定のため、

低額所得者にとっては負担で住みにくい。）消防団費も同様です。自治会や地区でお金を集めるのは、やめ

てほしいです。（男/50 代/丘山）  

480 

地域の祭りについて、古くからの住民とそうでない人との意識が大きい。祭りが存続しているのはいいこ

とだと思うが、その準備のための負担が大きい。自治会に入らない、脱退している地区もあり、不公平に

感じている。（女/40 代/田間）  

481 

①高齢化以外の理由で、区会を脱退する方が増加しているので、市のほうで働きかけてほしい。②区会に

加入していない方で、街灯やごみ置き場の使用でモラルのない方が増えている。市の条例もなく、区でも

強制できないので、困っている。（女/50 代/公平）  

482 
ただ人口が増えるだけで地域とのコミュニケーションが取れないようなひとばかりが転入するような市に

はなってほしくない。（女/30 代/丘山）  

483 町会費の納めすぎ防止（先住民の飲み食い）。（男/70 代以上/田間）  

484 
自治会に加入していない人は、回覧板を回さないし地域のゴミ拾いや掃除もしない。災害時に不安。（女/60

代/大和）  

485 
区費徴収の改善を願う。市内一斉清掃を欠席すると、午前 2,000 円、午後 3,000 円の懲罰金を支払うし

きたりを考え直して欲しい。（男/60 代/福岡）  

486 地区同士の人が関われるようなつながりがほしい。（男/30 代未満/丘山）  

487 
地域のコミュニティーが崩れつつあります。各地区毎の住民同士のふれあいやかかわりがなくなり、みな

さん自分のことで精一杯なようです。（男/60 代/城西）  

488 世帯主が病気等で働けない場合の自治会費の減額。（女/50 代/正気）  

 

施策２７  市民参画による行政の展開  

 市民アンケートへの意見や、市の広報についての意見が多くみられました。また、市民協働

事業等についての意見もみられました。  

【自由意見：34 項目】  

489 新聞をとっていなくても、広報が届くようにしてほしい。（女/50 代/正気）  

490 HP が魅力的でない。（女/40 代/不明）  

491 広報を回覧板で回してほしい。（女/30 代/正気）  

492 人口６万人程度のまちに、広報誌の月２回発行は本当に必要か。税収は増えたのか。（男/70 代以上/正気） 
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493 広報が月２回の発行となったが、魅力はあるのか。（女/60 代/豊成）  

494 知らないことが多い。広く情報を伝達してほしい。（男/30 代/東金）  

495 広報を全戸配布してほしい。（男/40 代/日吉台）  

496 広報が十分でない。（女/50 代/嶺南）  

497 
行政からの発案や計画を市民に流し実行するのではなく、市民サイドから発案された活動やボランティア

を行政が応援するといった流れの中でまちの活性化を図るべき。（女/70 代以上/日吉台）  

498 
住民同士がお互いに助け合って暮らす地域共生社会になるよう、まず行政が仕組みづくりをしてほしい。

（女/70 代以上/公平）  

499 市の協働は形だけになっている。（女/40 代/不明）  

500 企画課所管の協働事業の推進を希望する。（男/70 代以上/正気）  

501 
東金は栄えてはいないが、住みやすい町だと思う。市民が愛着をもてる市にしてほしい。（女/30 代未満/

日吉台）  

502 

東金市がどこを目指しているのか（市の方向性）が市民には分かりづらい点に不満を感じる。何を目指し

て、何を、いつまでに達成するのか、またその具体的な方法や、市民はどのように市政に参加、協力でき

るのかを示してほしい。（女/50 代/東金）  

503 
①市民の意見をくみ上げ。行政に確実に反映してほしい。②元気な退職者ボランティア活動への参加促進

を図って欲しい。（男/70 代以上/大和）  

504 地域貢献ができるようにしてもらいたい。（男/60 代/嶺南）  

505 情報開示制度の積極化。（男/60 代/公平）  

506 
アンケート結果の報告をしてほしい（資料作りで終わるのではなく、それをもとに改善してほしい）。（女

/60 代/嶺南）  

507 市民アンケートの他に、年齢層ごとの市民の声を聞く機会を設けてはどうか。（女/60 代/丘山）  

508 問２６の選択理由を書く欄があった方がいいのではないか。（男/30 代/田間）  

509 
問２７の分野１２～３１の満足度は、直接実生活に影響していない項目が多く、「どちらかといえば満足」

にせざるを得ない。（女/50 代/田間）  

510 問 26 は重要度だけでいいのでは？（女/60 代/田間）  

511 こうしたアンケートを企画して下さった市長をはじめ職員の方々に感謝いたします。（女/70 代以上/源） 

512 
満足度と重要度についてどうゆうことをやっているのかわからないので評価のしようがない。（男 /70 代

以上/城西）  

513 答えにくかった。（男/60 代/福岡）  

514 
アンケートの設問が抽象的である。もう少し具体的な表現を入れた方がよい。対象者を１８歳以上にした

らどうか。（男/40 代/正気）  

515 
このアンケートで何を把握しようとしているのかが分からない。満足度と重要度を回答するには、各項目

の内容が広すぎて答えようがない。（不明）  

516 このアンケートで何を把握しようとしているのかが分からない。満足度と重要度を回答するには、各項目
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の内容が広すぎて答えようがない。（不明）  

517 分野が細かすぎて迷ってしまった。（男/30 代/豊成）  

518 
もっと市民の声を聞いたほうがよいと思います。このようなアンケートをつくっても意見が反映している

とは思えません。（女/30 代/田間）  

519 分野ごとに関係する個人、団体等へアンケートした方がいいのではないか。（男/60 代/豊成）  

520 
市民アンケートに答えた人に何か特典はないのか。アンケートが役に立っている実感もない。催促のはが

きを送るくらいなら、市内で使える商品券なども送ってほしい。（女/30 代/大和）  

521 アンケートの回答として「わからない」という欄を作ってほしい。（男/30 代/日吉台）  

522 

①問いが曖昧すぎる。例えば、問２６分野１０「社会保障」とあるが、言葉の意味が広すぎる。「高齢者制

度」と「生活困窮者」は全くの別問題で、一括では答えられない。②アンケートの回答期限が短い。（男 /30

代未満/丘山）  

 

施策２８  効果的で効率的な行政運営の推進  

 市職員への意見や行財政改革、市税の改善等の意見が多くみられました。  

【自由意見：40 項目】  

523 企画課で情報を管理し、財政的にも他部署に共有できるような体制を。（不明）  

524 資金調達への道程をしっかり。計画だけが先行しているイメージ。（男/70 代以上/東金）  

525 市の中心部だけでなく、市の外側にもいきわたる行政をしてほしい。（女/60 代/大和）  

526 
市の運営について、無駄遣いが多すぎる。何をすべきか、何を後回しにすべきか、市の職員が分かってい

ないのではないか。「市の運営」という考えを、市長が持つべきである。（男/50 代/豊成）  

527 あらゆる相談に対応できる対応窓口を作っていただきたい。窓口の移動がつらい。（男/40 代/正気）  

528 
市職員の仕事に取り組む雰囲気が暗い。楽しいまち、明るいまちを、まず職員から作って欲しい。（女/30

代/豊成）  

529 
市の職員の対応が悪すぎる。市政より前に、市の職員としての対応をしっかり学んでほしい。交感都市だ

なんていうような市ではない。（男/30 代未満/田間）  

530 最近の職員はよい。相談しやすい。（女/60 代/田間）  

531 市役所職員が個人情報を配慮無く話していた。注意して欲しい。（女/50 代/東金）  

532 
住民からの相談や要望、苦情に対しての速やかな対応ができていないので、改善が必要だと思う。（男/70

代以上/城西）  

533 
市の職員をコネで採用しているため、新しい発展が見込めない。優秀な人材を採用し、よりよい東金市を

つくってほしい。（男/40 代/公平）  

534 選挙の投票所が遠く、毎回期日前投票で済ましている。（女/40 代/公平）  

535 市役所職員に丁寧に接客してほしい。サービスの活性化。（男/50 代/豊成）  

536 職員の方々話しばかりしていて残業しないでください。（女/50 代/東金）  

537 行財政改革の実施。（男/60 代/公平）  



- 34 - 

 

538 行財政改革が必要だと思う。（男/70 代以上/丘山）  

539 市役所の職員の対応が感じよく親切で、感心しています。（女/60 代/公平）  

540 市役所職員がもっと笑顔で活気があるといいと思う。（女/30 代未満/城西）  

541 市の財政が豊かになるよう努力してほしい。（女/60 代/嶺南）  

542 税金を安くしてほしい。（男/70 代以上/田間）  

543 市税が高額。（男/70 代以上/城西）  

544 
税金が高すぎる。（固定資産税等）千葉市より高い。資産価値が低い不動産なのに他の市（千葉市）より税

金が高い。（男/60 代/田間）  

545 他市町村と比べ、税金が高い様です。（男/50 代/田間）  

546 住民税が高い。（男/30 代/嶺南）  

547 税金が高い割に行政サービスがよくない。（男/50 代/豊成）  

548 税金が高いと言う印象しかありません。（男/30 代未満/東金）  

549 市民税が高すぎる。改善してほしい。（男/60 代/嶺南）  

550 市民税が高い気がします。（男/60 代/豊成）  

551 市・県民税関係等の明確にわかりやすい説明・PR をする。（男/60 代/大和）  

552 
住んで１２年になるが、固定資産税が少しも安くならない。成東に住んでいたころは１０年過ぎてから年々

下がっていた。これはどういうことか。（男/50 代/田間）  

553 税金が高い。（女/60 代/公平）  

554 税金が他の地域より高すぎる。（男/60 代/正気）  

555 東金市の税の徴収率が悪い。（女/40 代/東金）  

556 山武市が行っている、住民票のコンビニ交付をできるようにしていただきたい。（男/30 代/東金）  

557 
市役所で入手する書類（住民票など）、月に１回くらい土日で手続きできるといいと思う。（女/30 代/東

金）  

558 住民票を出すのが遅い。臨機応変な対応が悪い。（女/30 代/豊成）  

559 市役所の周りが草だらけ。（女/50 代/東金）  

560 建物のせいか、市役所の雰囲気が暗い気がする。（女/50 代/丘山）  

561 東金市役所の前が汚い。（女/60 代/豊成）  

562 イベントカレンダーを三か月分ごとに流すのはどうか。（女/30 代未満/豊成）  

 

施策２９  広域行政の推進  

 他市との連携の在り方についての意見がみられました。  

【自由意見：5 項目】 

563 近隣市町との合併を進めてほしい。（男/70 代以上/日吉台）  

564 
駅周辺が寂れている。利用者は多いと思うのでうまく再開発できれば街の印象も変わる。観光では財源確

保できないだろうから他の街と合併することも視野に入れてみるのはどうですか？（男/30 代未満/東金） 



- 35 - 

 

565 他市と連携した海岸の風力発電。（男/70 代以上/大和）  

566 
東金市に将来性を感じない。他地域との繋がりを作らない限り発展などない。東金市（の人）は閉鎖的す

ぎる。（女/40 代/公平）  

567 
近隣の市町村との協力共同が非常に欠けており、市の発展の障害になっている点があると思う。（男/70

代以上/城西）  

 

施策３０  情報化への対応  

 SNS やその他メディアの活用についての意見がありました。  

【自由意見：3 項目】 

568 
とっちーについて、ネット検索でしっかり出てくるようにしてほしい。神奈川のマスコットキャラなど、

似たような名前のキャラが多い中、ネット検索でちゃんとヒットしないと、他とまぎれてしまう。（不明） 

569 チバテレビのデータ放送を活用してほしい。（女/70 代以上/東金）  

570 ツイッターを有効活用してはどうか。（女/30 代未満/豊成）  

 

施策３1 地方創生の実現に向けて  

 婚活や移住施策、オリンピックへの対応など、将来を見据えた施策についての意見が多くみ

られました。  

【自由意見：３６項目】  

571 若い人のためにも、東金市が住みやすいまちになれば良いと思う。（女/70 代以上/丘山）  

572 
①駅を中心とするコンパクトなまちづくりを行って欲しい。②高齢者で介護が必要な方は市街地に転居し

ていただき、徒歩で買い物あるいは公共交通機関の利用を促す。（男/50 代/福岡）  

573 
東金市の目指すべき姿が市民に分かりやすく説明されていないと思う。コレという PR ポイントが見えて

いないのが弱みである。（男/60 代/大和）  

574 
もっと長期にわたり、10 年後 20 年後までを考えて、小手先のプランではないプランを考えて欲しい。

バッチをつけた人の顔色を見ず、本当の行政を行ってください。（男/60 代/大和）  

575 
市の政策について、何に力を入れているのかがわかりにくい。もっと市民にわかるようにしてほしい。（男

/30 代/丘山）  

576 
とっちーを特別名誉市民として住民登録したり、宣伝部長にしたりして、もっと売り出してほしい。かわ

いいから。（不明）  

577 若い方が少ないようですが、この点に力を入れてほしいです。（女/70 代以上/丘山）  

578 婚活等の取組の強化をお願いしたい。（男/60 代/正気）  

579 

①東金市には他にアピールできるものがない中途半端な市だと思う反面、農業や工業にしても粒ぞろいだ

とは思うので、同業者間での協力にお金をかけたほうがよい。②マスコットについては、「とっちー」より

も「やっさくん」のほうが知名度は高いのではないか。気持ち悪い路線だとしても、知名度は大事だと思

う。（男/30 代/田間）  
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580 東金市の魅力、PR ポイントが分からない。住みやすいとは思う。（女/40 代/城西）  

581 マスコットキャラクターが気持ち悪い。（女/60 代/正気）  

582 オリンピックを控え、外国人の増加が見込まれるため、都心へのアクセスを改善すべき。（不明）  

583 

市外からの転入者（特に若い人）を増やすためにも住みよい町に積極的に取り組まなければ将来・東金の

発展はありません。これから 5 年～10 年先を考えると恐ろしくなります。よろしく願います。人が集ま

るところには繁栄があります。（男/70 代以上/福岡）  

584 気軽に行ける婚活イベントを増やして欲しい。（女/40 代/城西）  

585 求名地区の学生街化。若い人を呼び込む施策を実施し、活気あるまちにしてほしい。（男/50 代/田間）  

586 
行うことが全てに「とりあえず」感がある。「とりあえず」Ｂ級グルメ、「とりあえず」ゆるキャラ…。他

で成功しているから、東金もやらなければの発想では進展がないのでは。（男/40 代/田間）  

587 町の中心地の活性化をはかってほしい。（女/50 代/田間）  

588 

子育ても終わり老親の介護が始まったところで自分の環境が変化しつつあります。子供達は市外へ移り住

み末は家庭もそちらになりそうです。子供達が地元で育って年を重ねることが出来ない現状になってきて

どうしようかと思案中。（女/60 代/福岡）  

589 
市全体を見渡しどうしたら住みやすいか？魅力を感じるか？市の財政面もありますが市民が満足できれば

協力も得られるでしょうし、どうか素敵な市を目指してほしいです。（女/40 代/大和）  

590 「とっちー」の顔が怖い。もっとかわいいキャラがいい。（女/60 代/東金）  

591 第一優先は人口を増やすこと。真剣に取り組んでほしい。（女/70 代以上/東金）  

592 市のＰＲとして、ロケ地として使ってもらう等で東金の景観に付加価値をもたせてほしい。（不明）  

593 駅前周辺からのシャッター通りの見直し。（男/50 代/大和）  

594 
特色あるまちづくりを希望する。そのためには、行政のアイデア出しと、教育の充実をお願いしたい。（男

/50 代/嶺南）  

595 とっちーをゆるキャラグランプリに出してはどうか。（女/30 代未満/田間）  

596 空き家の有効利用（民泊等）。（男/70 代以上/大和）  

597 
移住者呼び込みも重要だが、若者が東京に行かなくても市内で暮らせるような取り組みがあれば良いと思

う。（女/40 代/城西）  

598 
東金駅前の商店街が寂しい。地域振興の一環として、支援等があれば駅前もにぎやかになると思う。市外

の人からしたら、駅前の印象が市全体の印象となる。（男/30 代未満/嶺南）  

599 
すべてに対して及第点で済ますのではなく、時間をかけてでも何か東金市が特化したものをつくればいい

のではないかと思う。（男/40 代/田間）  

600 

①市の基本構想や基本計画がどのようなものかがわからない。②移住定住の促進を図る取組として、外人

の割合が増えた時には、文化の違いや日本のマナーを教える必要性もあると思う。③ただ単に、移住定住

の呼びかけをするのではなく、鉄道等の交通網の改善などで、住みやすい町にすることが大切だと思う。

（女/30 代未満/東金）  
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601 

移住定住促進について、東金市は災害の少なさや九十九里平野と山里の豊かな自然といった環境のよさ、

また空き耕地の手に入りやすさから、第二の人生を始めるための場が整っていることをアピールしてほし

い。（男/70 代以上/公平）  

602 
生活のしやすさを考えた都市計画や改革が必要ではないか。市街地を中心とした考え方では人口増につな

がる開発は難しいのでは。（女/60 代/大和）  

603 地方創生の実現のためには、婚活のまえに仕事で成功することが大切だと思う。（女/30 代/公平）  

604 
大学があることは大きな強みである。他県や海外から来られた大学生にとって住みよいまちにすることが

重要である。（男/30 代/東金）  

605 市のマスコットキャラクターをもっと PR してほしい。（男/30 代未満/城西）  

606 人口増加への PR。（女/30 代/大和）  
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７  市政運営全般及びその他の意見                   

自由意見：５9 項目  

 

607 若い人のボランティア精神でまちを動かせるような活力あるまちにしてほしい。（男/40 代/田間）  

608 市民が参加できる行事 (グリーンディのような )がもっとあってもいいと思う。（男/30 代未満/日吉台）  

609 
花のまちなのだから、桜の季節だけでなく、各自治体や子ども会などで花を植えるボランティアをしてほ

しい。（女/40 代/嶺南）  

610 

私は駅でスイカの入金や、いろんな買い物、外食は、東金市内でと考えて実行しています。東金市民とし

て、東金の発展の為に私達が出来ることは、何かと考えています。市政にお願いすることも大事ですが、

東金市民の一人一人が東金市を愛する東金にしていく心がけをもてば、スゴイ力となると思います。東金

が発展していく為、私達も、出来ることをしていきたいと思います。私達に出来ることがあれば教えて頂

きたいです。（女/60 代/豊成）  

611 
地方自治の重要性が増している現在、その地域で暮らす人々の心の持ち方が大切だと思う。時流にのるの

ではなく、何が大切かをよく考えたいと思う。（男/不明/城西）  

612 他の地域に比べ、部落の付き合い等々が面倒。（女/30 代/福岡）  

613 

東金市は田舎なので、住宅地は若者にとって魅力的なつくりでなければ入居者は増えない。おしゃれ街灯

や樹木などで高級感をもたせるなどの工夫で、若者がお洒落な町として発信してくれれば、移住者も増え

るのでは。（男/40 代/丘山）  

614 
遊歩道はいくつかあるが、シンボル的なものがない。高台に九十九里浜が一望できる大観覧車や展望台が

あるとよいと思う。（男/60 代/公平）  

615 

公園など緑の多い町として住宅が密集しすぎないゆとりをもつことや、新しいものをつくるより今あるも

のに目を向けて美しく整備することが、防犯や市民の心のゆとりにつながると思う。何かを増やすことよ

り、減らすことで、市民の幸せが見えることもあると思う。（女/40 代/田間）  

616 

①東金駅東口の象徴となるものがない。××（市内商業施設）がさびれないように、また公園通りを東口

の象徴となるように、活気のある町並みにしてほしい。②これからも災害が少なく住みやすい市であって

ほしい。（男/70 代以上/嶺南）  

617 やっさ君はどうなったの？？（女/50 代/公平）  

618 やっさくんを今後人前に出さないでほしい。会社でバカにされる。（男/40 代/豊成）  

619 
東金に住んで 23 年になり災害も少なく住みやすい所だと思いますが、友達や親戚が遊びに着た時に凄い

でしょう！と連れて行く所が余りないのが残念です。（女/60 代/公平）  

620 空き地が多すぎる。もっと有効活用してほしい。（男/70 代以上/日吉台）  

621 
①学生が多いのに、学生が遊ぶ場所が少ないように感じる。②東金市内で過ごせるスポットがあると良い

と思う。（男/30 代未満/東金）  

622 学生たちのマナーの悪さに苦痛を感じる。（女/30 代/東金）  
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623 外国の留学生のマナーが悪い。（女/40 代/嶺南）  

624 城西国際大学の外国人留学生の交通マナーが悪すぎる。（女/30 代/不明）  

625 
①求名駅、東金駅の駐車場、駐輪場が不便なので、コインパーキングや駐輪場を増やして欲しい。②××

（市内商業施設）まわりの路上駐車が多すぎる。（男/40 代/豊成）  

626 路駐の取り締まりを強化してほしい。（男/30 代/嶺南）  

627 市内中心部は買い物等便利だが、少し離れると不便である。（男/70 代以上/源）  

628 
①市の中心部はいいが、中心部から離れると生活面の不便さがかなりある。②車が運転できないと自由に

買い物や病院にいけないのはかなり不便で、いまから老後が心配である。（女/40 代/大和）  

629 東金駅周辺を活性化してほしい。（女/30 代/田間）  

630 東金駅周辺を中核としたまちおこし。（男/50 代/豊成）  

631 サッカーや野球のクラブチームを。キャンプ場の設置を。（男/50 代/豊成）  

632 駅付近に運動などに使える多目的スペースを作ってもらいたい。（男/30 代未満/城西）  

633 市内を移動しやすい活気のある街づくりをしてほしい。（女/30 代/正気）  

634 まだ 1 年しか住んでいませんが車がないと不便。（男/30 代未満/東金）  

635 
新極楽地区は陸の孤島で上下水道も通ってなく交通手段がなく必然的に車所有という形になる。高齢にな

ると運転が出来なくなり不便がまします。（女/60 代/源）  

636 
夜間に使用する施設の照明は効率よく使用。夜間に使用する施設の照明は使用者の一部負担を取り入れる

べき。割り増し料金を課すべき。（女/60 代/嶺南）  

637 市民プールの開設希望。（男/50 代/城西）  

638 市民プールをつくってほしい。（女/70 代以上/田間）  

639 
①移住してきたが、市民プールがないことに驚いた。②足立区のギャラクシティのような体験型複合施設

を作ってはどうか。（女/40 代/日吉台）  

640 
インターネット中心の世界になりつつありますがパソコンがなく縁遠い人もまだいますので直接あってお

話をし意見を言える機会を充実させてほしいです。（男/40 代/正気）  

641 小さい子どもが利用しやすい室内遊園地がほしい。（女/30 代未満/田間）  

642 子どもにやさしいまちにしてほしい。（男/30 代未満/田間）  

643 教育施設が多いということだけで「学園のまち」を謳うのはおこがましい。（男/50 代/東金）  

644 東金病院跡地は、救急救命士養成学校を誘致してほしい。（男/70 代以上/東金）  

645 市営墓地の造成をお願いしたい。（女/70 代以上/田間）  

646 求名に銀行がないことがとても不便である。（女/40 代/公平）  

647 庭木剪定枝の簡便な収集サービスを始めてほしい。（男/70 代以上/大和）  

648 無電柱化のまちづくり（景観が悪すぎる）。（男/40 代/田間）  

649 税金や公共料金をカード決済できるようにしていただきたい。（男/40 代/丘山）  

650 都市計画税については、使途を考えると不公平だと、常々不満を抱いています。市民が公平に負担してい
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るのだから、直ちに使途を是正してください。（男/60 代/豊成）  

651 プロパンガス・浄化槽代が高いです。（女/50 代/源）  

652 水素社会を目指し、水素エネルギー事業等に取り組む。（男/70 代以上/大和）  

653 福岡地区にも公共施設がほしい。市街地ばかりに目が向けられている気がする。（男/40 代/福岡）  

654 市の中心部の整備だけ進んでいるように感じる。全体を見直してほしい。（男/70 代以上/不明）  

655 市内の住民が利用できる制度や施設、サービスが分かりづらい。（男/30 代未満/城西）  

656 
国や県が支援している事業に積極的に手を挙げて利用してほしい。（地域クラウド交流会）（男/40 代/日

吉台）  

657 健康増進のためにも、ウォーキングコースを整備してほしい。（女/60 代/田間）  

658 ふるさと納税制度を設けてほしい。（男/70 代以上/豊成）  

659 ふるさと納税の充実させてほしい。お米以外の特産品。（女/40 代/豊成）  

660 
ふるさと納税の品物をもう少し考えたほうがよい。××（市内ラーメン店）やとっちーのぬいぐるみを貰

っても嬉しくない。（女/40 代/豊成）  

661 市の取組には概ね賛同している。（男/50 代/嶺南）  

662 議員定数の見直しを。なにもしてくれないならいらない。（男/40 代/豊成）  

663 議員報酬の大幅削減 (活動費、視察含む。（男/60 代/正気）  

664 貴重な税金大事に使ってください。志賀市長さんよろしくお願いします。（女/50 代/大和）  

665 
市議会議員はすれ違っても挨拶もしない。市職員はしてくれるのに。なにか勘違いしているのではないか。

（男/60 代/田間）  

666 

比較的交通量が多い正気線の道路拡張工事にあまりにも時間がかかりすぎて夜などとても危険です。いつ

大惨事がおきても不思議ではありません。よく調整をしていただいて優先順位を早めてください。（男/70

代以上/福岡）  

667 
①豊海県道、片貝県道沿いは街灯がなく、歩行者が見えなくて危険。また、②道幅も狭く危険である。（女

/60 代/正気）  
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