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自由意見欄には、全回答者の 31.6％にあたる 194 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、266 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 69 項目で、全体の 25.9％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 47 項目（17.7％）、「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 42 項目（15.8％）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」「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。

4.1%

15.8%

5.3%

14.3%

25.9%

17.7%

16.9%

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 11 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

3 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

5 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

3 項目

２ ぬくもりのあるまちづくりー健康・福祉ー 42 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

23 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

1 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

11 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

３ うるおいのあるまちづくりー自然・環境ー 14 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

8 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

1 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

5 項目

４ 活力あるまちづくりー産業・雇用ー 38 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

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

13 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

2 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

17 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

3 項目
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５ 安全で快適なまちづくりー都市基盤ー 69 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

29 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

7 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

8 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

4 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

3 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

18 項目

６ 計画の実現に向けて 47 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

18 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

12 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

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

10 項目

市政運営全般及びその他の意見 45 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①（上宿・岩崎・新宿・谷）、東金②（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・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：11 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：３項目】

1

図書館を広くキレイに充実させてほしい。他の市町村に見劣りする。さんぶの森元気

館のようなジム、プール、温泉、スタジオ施設があったら通います。（男/20 歳代/

嶺南）

2 東金アリーナが遠すぎる。（女/70 歳代/公平）

3 アリーナを利用して J リーグや高校サッカー。（男/40 歳代/豊成）

施策２ 豊かなこころを育む学校教育の充実

【自由意見：５項目】

４
子どもが東小学校に通っているのですが、人数が多いのに送迎のスペースがなく困っ

ています。近隣からのクレームも多いようです。（女/30 歳代/田間）

５
市内の小中学校の老朽化が進み、見栄えが悪いので、早急に対策をとっていただきた

い。（男/60 歳代/丘山）

６

市内の小中学校の部活動に、市民の技術指導ができる人材を採用してほしい。特に、

高齢者や退職した人たちの経験を生かす場となり、地域の人との繋がりが深まる。東

京都や県内の都市部では実施しているところがある。教員の過労も少しは解決するは

ず。（男/60 歳代/城西）

７ 学校給食について、旬のものを地産地消を心がけたらよいと思う。（男/70 歳代/源）

８
給食費等を払わない身勝手な保護者に対しては、先生方ももう少し強く出ていいので

はと思う。（女/50 歳代/正気）

施策４ 地域に根ざした文化の振興

【自由意見：３項目】

９
徳川家ゆかりの何々とか、歴史があるのに生かせてない気がします。（男/50 歳代/

福岡）

10 歴史はいいまちだと思う。（男/60 歳代/東金①）

11

（市は関係ないかも知れないが）日吉神社の祭典が休祭となりました。通行止め等の

対応など、いろいろ大変なことも多いかもしれませんが、長い歴史のあるものを大切

にすることも必要だと思います。唯一他の市やまちに誇れるものだと思うのですが

…。（女/40 歳代/城西）
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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：42 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：23 項目】

12

本アンケートで「東千葉メディカルセンター」について広く市民の声を聞くべきだっ

たのではないでしょうか。開業丸３年、マイナス経営による赤字の累積が膨らみ、公

的資金の投入が無ければ途方もない額になると聞いております。一体何が経営を圧迫

しているのでしょうか。更にその公的資金の大半をも既に消化されている状況を耳に

します。市民に重く負担を求めるのではないかと危惧することもさることながら、自

治体の財政破綻まで懸念する市民の一人です。どうでしょうか、市長さんは市民に対

して「一銭も負担させない」と宣言してもらってはいかがでしょうか。市政に対する

「意見」として記載しました。健全な経営となるよう経営方針を改め、ご尽力いただ

けるよう願います。（男/70 歳代/丘山）

13 市の医療体制をしっかりと充実させてください。（男/50 歳代/豊成）

14
患者さんが安心できる大きな総合病院の運営。救急医療センター。（女/30 歳代/城

西）

15
東千葉メディカルセンターを市民のために活用して欲しい。救急でないと受けてくれ

ない。職員も態度が悪い。県立病院を無くした意味がない。（女/40 歳代/城西）

16 東千葉メディカルセンターの有効活用。負担を軽くする。（男/50 歳代/嶺南）

17
東千葉メディカルセンターをどうにかしてほしい。新しくできたけど評判が悪すぎて

行こうと思いません。（男/30 歳代/嶺南）

18

東千葉メディカルセンターの件について検討をお願いします。他の病院と比べると、

受診の際の手続きに時間がかかりすぎる気がします。また、一部の職員の方（看護師）

の対応が粗雑に感じます。他の病院での研修などはいかがでしょうか。（女/30 歳代

/東金①）

19 東千葉メディカルセンターの赤字解消。（男/50 歳代/嶺南）

20
東千葉メディカルセンターをはじめ、午後にやっている大きな病院がない。CT や

MRI 等を持つ病院を増やし、未然に防げるようにしてほしい。（女/40 歳代/田間）

21
東千葉メディカルセンターの活用ができていない。東金市と九十九里町だけで大丈夫

ですか？（女/50 歳代/豊成）

22
東千葉メディカルセンターの赤字はどうするのか。市民は負担したくない。（女/50

歳代/豊成）

23
東千葉メディカルセンターの救急の受け入れを少し考えて欲しい。小児だと全然受け

入れてもらえない。税金を払っているのだから、東金市の住民くらいは受け入れて欲
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しい。（男/30 歳代/公平）

24
東千葉メディカルセンターの赤字運営により、今後福祉サービス等の低下が心配で

す。（女/50 歳代/公平）

25
大網病院が、６月から午後の診察を始めた。東千葉メディカルセンターもできれば午

後、内科、整形科くらいの診察をしたらいいと思う。（女/50 歳代/福岡）

26

東千葉メディカルセンターの解体を行うべきではないでしょうか。一般市民が自由に

診察できなければ、意味がないように思えます。私の知人は、親が気軽に市営病院に

行けないため、市外に引越しをしたと聞きました。赤字続きで、市から若者と老人を

住みづらくしている要因である以上、考えなければならない問題だと思います。（女

/20 歳代/田間）

27
東千葉メディカルセンターの利用等を推進し、積極的に PR した方がいいと思う。（女

/60 歳代/丘山）

28

東千葉メディカルセンターが出来て、医療面で安心できると思っていのに、いざ困っ

たときに医師が不在等で受診できず困りました。せっかくつくったのだから、市民が

利用することができるようにしてほしいです。（女/30 歳代/嶺南）

29
東千葉メディカルセンターの財政を含め、将来どうなっていくのか心配です。（男/60

歳代/東金②）

30
東千葉メディカルセンターの運用状況および財政の明確化と健全化。（男/20 歳代/

東金①）

31

東千葉メディカルセンターを千葉東テクノグリーンパーク内に建設したことは、今で

も違和感を感じます。近隣の交通量（特に朝夕）が激増してしまいました。（男/50

歳代/丘山）

32
健康寿命を大切にして、隣り同士声を掛け合い、元気に笑い合える関係作りをしてほ

しい。（男/60 歳代/正気）

33

『第２次とうがね健康プラン２１』の総合目標である「健康寿命の延伸」達成に向け、

他市町村を参考にし、仕組みづくりを進めて欲しい。

例：愛知県東海市「健康診断結果に基づく個別の運動メニュー作り」

：長野県松本市「地元大学と連携した筋力測定と筋肉を鍛える体操実施」

（男/60 歳代/東金②）

34
住民健診の際の対応や検診車の不衛生はどうにかなりませんでしょうか？（女/30

歳代/公平）
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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：１項目】

35

福祉サービス、社会保障等市民が使えるサービスや制度の情報発信が不十分。知って

いる人のみが使えるようでは不平等だと思います。市役所で働いている方々に聞かな

いと教えてもらえない印象があります。（女/20 歳代/福岡）

施策８ 安心して生み育てる子育て支援の充実

【自由意見：11 項目】

36
保育所に入れず（市内）、市外の保育所に通っているのでもっと保育園を重要視して

ほしいです。（女/20 歳代/田間）

37
児童館の雰囲気が悪いので良くしてください。育児施設を増やしてください。子ども

が遊べる公園の増設。（女/30 歳代/東金①）

38
病児保育が充実すると、もっと仕事と育児が両立しやすく、子育てもしやすくなりま

す。（女/20 歳代/田間）

39

学童クラブに入りやすい（希望した学童に）状態にしてほしい。保育所も学童も受け

入れ体制が悪すぎる。希望人数が多くて入れないのも分かっているが、働かないと家

庭を支えることも税金を払うこともできない。税金が払えなくて督促状が来なら、も

っと安心して働ける状態を作って欲しい。生活が安定すれば、もっと地域に協力した

り、気持ちにも余裕ができるのにと思う。（女/30 歳代/東金①）

40
孤独に育児している若い母親と独居の老人等とのコミュニケーションができる場の

提供。（女/30 歳代/正気）

41 保育所が少ない、入れない、保育料が高い。（女/30 歳代/豊成）

42

市役所に、赤ちゃんを乗せて移動できるベビーカート（スーパー等によくある）があ

ると、手続きをする際に便利なので置いて欲しい。赤ちゃんを抱っこしながらの書類

記入は大変でした。（女/40 歳代/東金①）

43
安心して出産、子育てできる環境を整える必要あり。新しい命を育むことが東金市の

繁栄につながると思う。（女/60 歳代/公平）

44
少子化の折、子どもを出産しても保育園等が充実しておらず、結局待機児童ができて

しまい、子育てと仕事の両立は不可能！何とかしてください。（女/50 歳代/公平）

45 仕事ができるように保育所を安くして欲しい。（女/30 歳代/福岡）

46

アンケートをみて、東金市についてよく理解していないことが分かり、自分の行動範

囲の狭さを実感しました。若い人たちが住みやすい生活環境を整えてあげてほしい。

一人親家庭への援助等。保育施設を利用しやすく。保育園の利用料等も援助してあげ

てほしい。（女/60 歳代/豊成）
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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】

47

老人センターを使用している者ですが、入室に時間規制（９時入室）があったり、使

用にあたり他の公民館と違い規制がありすぎです。老人が使用するのですから、もう

少し簡素化してほしいです。（女/60 歳代/福岡）

48

高齢の方の健康、コミュニケーションの場の創出のため、高齢の方も公園を利用でき

るよう、簡単に運動ができる用具を作るとともに、ソフト面での対応を。（男/70 歳

代/公平）

49
高齢化が進んでいることから、高齢者の安全対策、車の運転、通路の転倒防止等が整

備されるといい。（男/50 歳代/公平）

50
孤独に育児している若い母親と独居の老人等とのコミュニケーションができる場の

提供。（女/30 歳代/正気）

51
老人の姿が多く見受けられるので、これからの施設、健康面、生活面等の必要性が感

じられる。（女/70 歳代/正気）

52

老人ホームを建ててほしい。毎日の食事、身の回りのことが加齢と共に出来なくなり、

近くのクリニックに行くのも大変です。医師、介護、食事つきの老人ホームの整備を

お願いします。（男/70 歳代/東金②）

53
高齢者同士の介護はかなりキツイし、金銭的にも施設への入所は難しく、何のために

介護保険を払っているのか先々不安で心配です。（女/50 歳代/公平）

３ うるおいのあるまちづくりー自然・環境ー

自由意見：14 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：８項目】

54
高齢の方の健康、コミュニケーションの場の創出のため、高齢の方も公園を利用でき

るよう、簡単に運動ができる用具を作ってほしい。（男/70 歳代/公平）

55
地区に公園がなく、子どもがのびのび遊べるところがない。子どもが気軽に遊べる公

園が近くに欲しいです。（女/40 歳代/嶺南）

56
日吉台の木戸公園と丸山公園で、コケ等で滑りやすくなっている部分があるので、注

意書き等の対策をしてほしい。（男/30 歳代/東金②）

57
規模の大きい公園。散歩、マラソン、子どもたちが遊べる、花、木の多い公園。（男

/50 歳代/豊成）
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58 全ての公園にトイレとゴミ箱を設置していただきたい。（男/60 歳代/東金①）

59 正気地区に公園がないのでつくってほしい。（女/30 歳代/正気）

60 正気地区に公園をつくってほしい。（女/30 歳代/正気）

61
台風、嵐の後の丸山公園前の枝葉が大量に家に飛んできて大変です。業者さんが回収

するとき、近隣の家の辺りも一緒に回収してほしい。（男/40 歳代/東金②）

施策１２ 水質汚染と公害の防止

【自由意見：１項目】

62 下水道の設置が２０年たっても改善なし。（男/60 歳代/城西）

施策１３ 環境にやさしい社会システムの確立

【自由意見：５項目】

63
資源ごみの回収頻度が少なすぎる。他の自治体のように分別しなくていいのか？（女

/50 歳代/丘山）

64
家庭ごみの出し方は大きな課題であると思う。違反がひどい区には防犯カメラを設置

するなど、区や市ぐるみでの対策が必要。（女/50 歳代/正気）

65 ゴミ袋を安くして欲しいです。（女/60 歳代/豊成）

66
歩道に粗大ゴミと思われる物が放置されていることがあるので、巡回しながら処分し

てほしい。（男/50 歳代/東金①）

67
街中にゴミが多い。ゴミは市のバロメーターです。汚い街は発展しない。罰金するな

りしたらいいと思う。（女/40 歳代/正気）

４ 活力あるまちづくりー産業・雇用ー

自由意見：38 項目

施策１４ 生産性の高い農業経営の確立

【自由意見：３項目】

68

農業用水路の周辺管理について。市の管理下にあると聞きましたが、雑草の処理等

30 年以上実施されておらず、仕方なく個人で処理している家を多数見聞きします。

（男/70 歳代/城西）

69 農村地域ではあるが、農業に対する意気込みが感じられない。（男/50 歳代/福岡）

70 耕作放棄地の活用を！（男/70 歳代/豊成）
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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：13 項目】

71
駅前をにぎやかにし、××（市内商業施設）などの商業施設の増築や有名店を誘致す

る。（男/20 歳代/大和）

72 空き店舗を活用して子ども食堂を作れたら良いと思います。（女/70 歳代/嶺南）

73 大型ショッピングセンターの誘致。（女/40 歳代/嶺南）

74 市への産業振興として企業等の取り込み。（男/50 歳代/公平）

75 大型ショッピングモールの取組。（女/30 歳代/東金）

76 駅の近くの活性化（スーパー、コンビニ等）希望です。（女/20 歳代/公平）

77

行政と民間企業がコラボして、もっと元気で活気なあるまちづくりをして行きたい。

「東金市民会議」としてまちを活性化させたい人たちが集まり、意見交換をできる場

を作りたい。旧東金市街（旧道沿い）を活性化させたい。（女/50 歳代/公平）

78 市の中心の商店の活性化を望みます。（女/50 歳代/城西）

79

街中に空き店舗が目立っている。例えば、そこに若い人がおしゃれなカフェでも

OPEN したとしても、街全体が活性化されなくては結局長続きしない。若い人、特

に柔軟なアイデアを持った女性が活躍できる、まとまった商業施設や街並みがあれ

ば、どんどん活性化されていくと思います。旧道のシャッター街、もと××（市内商

業施設）があった店舗、××（市内商業施設）など、もったいない。個人では手の届

かない家賃であろうと、工夫市第で活用できるのではないかなど、前を通るたび考え

させられます。（女/30 歳代/嶺南）

80

昔から商業の街として発展してきたが、昨今、周りの市の方が人口が増え、発展が著

しく、東金市は遅れている感じがする。シャッター通りの店や、空き地等の利用を推

進し、積極的に PR した方がいいと思う。（女/60 歳代/丘山）

81

もっと商業、産業、イベントが盛んな魅力あるまちにしてほしい。外食産業は多いが、

洋品店が少なく、市外に出てしまう。メインストリートがない。もっと音楽、芸術、

スポーツが身近に感じられ、若者離れしない活気あるまちになってほしい。（女/60

歳代/東金②）

82
地域振興についての情報が少ない。購入の時期や購入場所をもっとわかりやすく、市

民に伝えて欲しい。購入できる期間を増やして欲しい。（女/50 歳代/公平）

83

××（市内商業施設）クラスのショッピングセンターをもう一件つくり、商業を活性

化する。また、買い物弱者への支援システムも早々につくるべき。（女/40 歳代/嶺

南）
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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：２項目】

84

道の駅が出来たのは良いことであるが、東金にしかないモノを作り、上手にアピール

する必要がある。松之郷ぶどう園、東金いちごなど、市外の人が知らない。海に近い

文化のまち東金を素敵なまちにしたい。（男/60 歳代/嶺南）

85
地域産業の育成には、年単位の時間と継続が必要なので、微力でも手伝って行きたい

と考えています。（男/30 歳代/東金②）

施策１８ 魅力ある観光レクリエーションの振興

【自由意見：17 項目】

86
東金市の観光名所である八鶴湖の草がすぐに伸びてきて散歩しにくいです。夏場は二

週間に一度くらいのペースで草刈りをお願いします。（女/50 歳代/東金②）

87

圏央道全開通に向けて、モーニングツーリズム（朝をテーマにした観光、レジャー、

農林産物の活用）により、通過点にならず、滞在目的地としての施策の展開。（男/60

歳代/東金①）

88
雄蛇ヶ池を中心としたグリーンツーリズム（オートキャンプ、関東ふれあいの道の再

整備）（男/60 歳代/東金①）

89
八鶴湖浚渫後の有効活用（遊水空間の整備、ボート乗船実施活用）（男/60 歳代/東

金①）

90
祭り及びイベント等の強化（巨大モニター映画の上映会とか）。やっさ祭りの場所が

窮屈だと思う。（女/30 歳代/東金①）

91

民間団体と協力して、観光 PR（市内の文化財、伝統的な祭礼）などをもっと積極的

にやったほうがいいと思います。日吉神社の祭礼など、もっと PR する価値があると

思います。（男/30 歳代/東金①）

92 八鶴湖を少しキレイにしてほしい。花を植えるなど。（女/60 歳代/東金①）

93
観光案内が東金駅にあった方がよい。八鶴湖のところでは分かりづらい。（女/70 歳

代/公平）

94
東金市の観光、イベントと言えばやっさ祭りだと思います。８月のお盆前にいった方

が良いと思います。（女/70 歳代/豊成）

95

海外の千葉県のイベントに参加すると他の市町村のパンフレットは置いてあるが、東

金市のパンフレットは置いていない。主催者にどうして東金市のものは置いていない

のかと聞くと、東金市は持ってきていないとの返答。たかがパンフレットであるが、

もう少し積極的にアピールしてほしいと思った。（女/50 歳代/田間）

96
何かを観光地化し発信し、食彩又はおみやげ物の PR が必要。みのりの郷のようにも

っと他ドライブイン他県への PR。（男/70 歳代/東金①）
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97 桜まつり等を利用してもっと PR してほしい。（女/50 歳代/田間）

98
やっさ祭り、日吉大祭などのイベントの、他市他県への周知が不足していると思う。

（男/40 歳代/丘山）

99

東金インターを降りて、九十九里に行くのに、東金を素通りしてしまう観光客が多い

と思う。そうならないよう、大型店舗を誘致するなどして、観光客誘致に力を入れた

方がいいと思う。（男/40 歳代/丘山）

100 やっさ祭りを盛り上げたい。（男/60 歳代/東金①）

101

旧道沿いには、古い店舗や家を大事に手入れしておられる方がいらっしゃいます。と

ても魅力的で心惹かれます。昔からの建物やまち並みを保存、利用して、後世に遺し

たいと感じます。（男/50 歳代/丘山）

102

八鶴湖の桜、そんなに綺麗ですか？他のまちに比べたら全然…。東金市には、他にも

桜が綺麗な隠れスポットが多いはずです。桜マップみたいなものを作ってもいいと思

いますが…。（女/40 歳代/城西）

施策１９ 安心して働くための勤労者対策の促進

【自由意見：３項目】

103

市内の雇用先は、スーパー・飲食・小売業のパートやアルバイトが多く、若者のモチ

ベーションを高めるような大企業が少ない。そこで、もっと大型企業を誘致し、若者

の雇用を促進し人口増加をはかり、企業税収を増やしまちの活性と発展に努めてほし

い。（男/70 歳代/嶺南）

104
東金のハローワークの職員の対応が悪いという評価が多いようです。茂原のハローワ

ークの職員の方は、仕事がはやく、親切、丁寧だと評判。（女/50 歳代/福岡）

105

若者の人口が減少していく中で、いかに若い人たちが働ける場を確保するか、魅力あ

るまちにするかが難しい課題です。城西国際大学の卒業生が東金で活躍できるように

なるといいです。（男/60 歳代/東金②）

５ 安全で快適なまちづくりー都市基盤ー

自由意見：69 項目

施策２０ 市民生活を支える公共交通の充実

【自由意見：29 項目】

106
東金線や路線バス等の運行を増やして欲しい。東金駅東口の歩道橋をなくして、脚の

悪い方が東口からも駅を利用しやすい様にしてほしい。（男/30 歳代/正気）



- 13 -

107 東金線の複線推進。（男/60 歳代/豊成）

108
市内循環バスが季美の森に来ないので、季美の森から東金市内に出る手段がありませ

ん。東金市全体の利益に繋がるような市政を望みます。（女/70 歳代/丘山）

109
バス停から遠い地域は特に交通の便が悪い。これらの対策を検討。（男/50 歳代/公

平）

110
市の公共交通、施策、医療体制をしっかりと充実させてください。（男/50 歳代/豊

成）

111 学生で電車を使う機会が多いので、東金線の本数を増やしていただきたいです。（女

/10 歳代/大和）

112 電車の本数を増やして欲しいです。直通も（京葉線と総武線）。（女/30 歳代/城西）

113 若者を呼び込むためには交通の利便性が重要である。（女/70 歳代/公平）

114
市内循環バスの土日祝日運行があると助かります。住宅の多い田間、上宿地区からの、

通勤時間帯のバス運行を望みます。（女/20 歳代/田間）

115 JR 東金線の夜の運行を延長してほしい。（男/50 歳代/嶺南）

116 活気、公共交通充実。（女/70 歳代/東金②）

117 バスの本数を増やす（男/50 歳代/東金②）

118 JR 東金線の運行面が悪すぎる。直ちに改善せよ。（男/20 歳代/田間）

119 乗合タクシーの運行を市外にも拡大してほしい。（女/70 歳代/公平）

120

最寄の駅は「求名駅」なのに通勤利用者専用？のため車をとめることができない。そ

のため、「成東駅」または「東金駅」近くの有料駐車場を利用している。一般の人も

利用したいです。（女/60 歳代/豊成）

121
交通の便、タクシー増加、下水道、ガスの設置が２０年たっても改善なし。これが住

みにくい原因です。（男/60 歳代/城西）

122

東金に住んで不便だと思うことは、車がないと何もできないこと。JR 東金線の本数

増や、終電を遅くするなどしてほしい。また、循環バスの増便を望む。（男/50 歳代

/大和）

123
JR の終電時刻が早すぎて困っています。将来的に、通学や通勤に不便を感じ、市か

ら離れていく人が増えてしまうのではないでしょうか。（男/10 歳代/田間）

124 成田空港へのバス路線を設置してほしい。（男/30 歳代/田間）

125 東金線の本数を増やし、最終電車の時刻を遅くして欲しい。（男/30 歳代/田間）

126

市内の場所にもよるのでしょうが、高齢になり、車の運転ができなくなったら、今の

住まいに住み続けにくいと感じています。バスもかなり減ってしまい、使いづらいで

すし…。交通の便がもっと良くならないでしょうか？（女/40 歳代/東金②）

127 終電を遅くして欲しい。（女/20 歳代/豊成）

128 ・車がないので、公共交通機関の充実が大切。これが不便だと引越しを考える。
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・終電が早い。直通が少ない。乗り換え待ちが３０分以上のときがある。

・東口側ロータリーが、送迎車と路線バスがごちゃごちゃしている。送迎車が待つ場

所をつくってほしい。タクシープールが多すぎる。

・東金駅の出口を東口側にも作って欲しい。

・成田空港に行きづらい。 （男/20 歳代/嶺南）

129 東金線の本数を増やして欲しい。（女/30 歳代/東金①）

130 総武線経由の東京直通列車の運転。（男/20 歳代/東金①）

131
コミュニティバスが成東駅（または求名）～東金駅までを日中走っていれば、車を運

転できなくなっても安心できると思います。（女/50 歳代/公平）

132

東金駅に、東口側にも改札をつくってほしい。階段がきつい。または、２番線ホーム

に連絡通路をつくり、２番線にあるエレベーターに乗れるようにする。その際、無賃

乗車できないような仕組みをつくる。（女/40 歳代/嶺南）

133 JR 東金線の本数を増やしてください。（男/10 歳代/丘山）

134
交通の便の悪さは実感します。そのため、若者の東金離れが進んだり、自動車を利用

する高齢者、それに伴う事故が増えてしまう気がします。（女/20 歳代/豊成）

施策２１ 暮らしと産業を支える道路の整備

【自由意見：７項目】

135

東金駅から日吉台に行く安全なルートをつくってほしい（特に女性にたいして）。若

い OL さんや女子高生が暗い山道を歩いている姿を見かける。また、急な坂道で大変

と聞いている。道幅を広し、夜間でも明るくするなどの対策をしてほしい。（男/50

歳代/東金②）

136

とにかく歩道を整備してほしい。自動車、歩行者、自転車ともに危ない。この有様で

交通事故を減らせといわれても無理がある。市で対応できないならば、県や国にも働

きかけてほしい。（男/20 歳代/嶺南）

137
もっと歩道を作れるよう道路を開発してほしいと思いました。工場が近くにあるので

トラック等も通り、道路が傷みそうです。（女/50 歳代/正気）

138 とにかく早く道路整備を。（男/60 歳代/城西）

139 車の交通量に対して歩道が狭い。（女/30 歳代/豊成）

140 正気地区の通学路の整備。（女/30 歳代/正気）

141
東金文化会館から日吉台への道路（歩道）の雑草を刈ってもらいたい。（男/60 歳代

/東金②）
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施策２２ 良好な市街地の形成

【自由意見：８項目】

142 空き家、空き地対策に力を注いで欲しい。（男/70 歳代/東金①）

143
近所に空き家が多くなっていて心配です。何とか対策をお願いします。（女/70 歳代

/大和）

144

これからは東金も空き家や人が少なくなって、広い土地が草だらけになって放置して

いる所が多く見られます。そういう所をうまく利用して、もっとキレイな東金にして

ほしいです。でも、あまりいい加減な人に土地を貸すのは困ります。（女/70 歳代/

豊成）

145
台風等で倒木が目立ちます。家の前の空き地にも高い木がたくさんあり、いつ倒れて

くるのか不安です。日当たりも悪いです。（女/30 歳代/福岡）

146

街路灯がメインストリートにも少なく、暗いまちに見える。まして、一歩住宅街へ足

を運ぶと若い人はもとより、年配者でも夜間の歩きは不安である。（男/60 歳代/嶺

南）

147 街灯を増やしてほしいです。（女/60 歳代/豊成）

148 街灯が少ない（中心地から離れた場所）。（女/30 歳代/豊成）

149
砂郷地区のアンケートを行ったが、その後の取り組み状況はどうなったのか。（男/60

歳代/城西）

施策２３ 快適な暮らしを支える都市基盤の整備

【自由意見：４項目】

150
水道水が非常にまずいです。風呂水もピリピリします。何とかなりませんでしょうか。

（男/50 歳代/丘山）

151 耐震化への取り組み。（男/30 歳代/田間）

152
ガスの設置が２０年たっても改善なし。これが住みにくい原因です。（男/60 歳代/

城西）

153
市ガスは東金の宝です。絶対に手放してはいけないです。市民のものです。（男/50

歳代/丘山）

施策２４ 総合的な治水対策の推進

【自由意見：３項目】

154

東金市の地域が広くて把握するのは大変だと思うが、住宅地の中にある田畑部分のと

ころに U 字溝がなく大雨時の冠水に悩まされています。U 字溝の充実をお願いした

い。（女/50 歳代/豊成）

155 用水路に１部家庭用排水が流れてきているのに、まったく水の流れが無く、蚊の発生
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につながる。見回りをしてほしい。また、福俵に U 字溝がない。（女/60 歳代/大和）

156
道幅が狭くて交通に困る。野道は雨のときにすごく走りづらい。危険である。（女/60

歳代/豊成）

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：18 項目】

157
福俵駅～上谷へ繋がっている道の T 字路でいつも事故が起こっていて危険です。何

か対策をお願いします。（女/30 歳代/福岡）

158

東金駅から日吉台に行く安全なルートをつくってほしい（特に女性にたいして）。若

い OL さんや女子高生が暗い山道を歩いている姿を見かける。また、急な坂道で大変

と聞いている。道幅を広くし、夜間でも明るくするなどの対策をしてほしい。（男/50

歳代/東金②）

159
防災無線のとき、１度だけだと聞き逃すことがあります。何度も繰り返し放送してく

ださい。（女/70 歳代/正気）

160

警察と連携した防犯対策、通学路ほか、住宅地における暴走車騒音などの取り締まり

が足りないと思う。警察の活動として、以前はもっと行われていたように思う。（男

/40 歳代/嶺南）

161 防災無線がよく聞こえず、非常連絡が分からない。（女/60 歳代/田間）

162

高齢者の運転（車、自転車）のマナーが悪い人がいます。車へ高齢者マークをつける

呼びかけ、信号なし、自転車の逆走行、傘をさしての走行など。教習所や警察との連

携で事故を防ぐことができると思います。（女/40 歳代/城西）

163 防災の放送が聞き取りにくいです。（女/60 歳代/豊成）

164 防災無線がまったく聞こえないので、メール配信してほしい。（男/10 歳代/田間）

165 市の防災無線が聞きづらい。（男/70 歳代/公平）

166
大災害の際、消防署だけで対処はできないため、消防団は必要であると思う。（男/60

歳代/福岡）

167 防災無線が聞き取りづらい。何を言っているのか分からない。（女/60 歳代/大和）

168 災害時の市民参加の訓練。（女/60 歳代/東金）

169
駅周辺や公園などの防犯活動をしてほしい。自転車のいたずらや盗難が多く、不良の

たまり場になっている。（女/50 歳代/田間）

170
避難訓練や地震時安否確認訓練を、地区ごとにやった方が良いと思う。（女/60 歳代

/田間）

171
駅前の駐輪場、放置自転車が多すぎる。あと、有料でも屋根つき、人有りの駐輪場が

あると安心する。（男/20 歳代/嶺南）

172 安心、安全で住みやすい市にしてください。（女/40 歳代/福岡）
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173
不審者情報のメール配信をしてほしい。学区ごとに分けるのは無理でも、市全体には

周知してほしい。（女/40 歳代/正気）

174 防犯カメラの設置（男/40 歳代/豊成）

６ 計画の実現に向けて

自由意見：47 項目

施策２６ 交流と連帯のまちづくり

【自由意見：5 項目】

175

福岡地区に住んでいますが、区費が 13,000 円／年と高いです。殆どが消防団の人

たちの飲食代に消えているようです。市で区費の限度額を決めて欲しいです。あとは

全て、とても住みやすい東金市で満足しています。ボランティア等も協力したいので

広報には目を通すようにします。これからも、東金市に住み続け、東金市で死にたい

です。（市川市出身だけど。）（女/50 歳代/福岡）

176

毎年２回区費を徴収されますが、その区費をどのように使用しているのか公開してほ

しいと頼みましたが拒否されました。不正に使用しているのではないかと疑います。

市で区に指導する等の対応をとっていただきたいです。（女/20 歳代/福岡）

177

いまだに「新住民」という言葉を使い、区長も土着の長男のみという状態では、東金

に住むことを薦めるのは難しい。また、若者を呼び込むためには交通の利便性が重要

である。（女/70 歳代/公平）

178
自治会に入らない人、入ったのにやめる人。このようなことができる地域に今まで住

んだことがありません。これでは運営が不安です。（女/70 歳代/田間）

179
家庭ごみの出し方は大きな課題であると思う。違反がひどい区には防犯カメラを設置

するなど、区や市ぐるみでの対策が必要。（女/50 歳代/正気）

施策２７ 市民参画による行政の展開

【自由意見：18 項目】

180 アンケートの選択肢に「知らない」が必要。（女/20 歳代/豊成）

181
満足度も分かりますが、関心が年代によって違うので回答が難しい。身近な、具体的

なアンケートが欲しい。（男/60 歳代/豊成）

182 老齢により、黒っぽい面に黒字はみづらいです。（女/70 歳代/公平）

183
アンケートについてだが、これだけ多くの項目に答えるには無理がある。（男/50 歳

代/大和）
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184
農業、工業、サービス業、医療 etc..、専門分野の人たちから抽出してアンケートを

した方が良かったのではないでしょうか。（女/60 歳代/東金①）

185

アンケートの問 27 に関して。市の取組について詳細を把握していない、もしくは実

感している事柄が少なく、評価が難しいと感じた。「取組について知らない」などの

項目があればいいと思う。（女/40 歳代/東金②）

186
アンケートの内容、アンケートに対しての回答の選択がしにくい。（女/50 歳代/正

気）

187
80 歳に近い人にはこのようなアンケートは分からないので、今後はなるべく控えて

ください。（女/70 歳代/福岡）

188
前回のアンケート結果をどのように生かしたのか。インターネットを活用すれば、費

用も安くもっと多くの意見が集まるのではないか。（男/20 歳代/田間）

189

東金市の中でも、地区によって問題は大きく異なります。このアンケートでは捉えき

れない部分も市で把握してほしいです。源地区は、高齢者世帯が非常に多く、日常生

活の問題のみならず、災害時の問題も多いと思います。高齢者対策は急務です。（女

/50 歳代/源）

190
わからない質問もあるので、「わからない」という選択肢があると良かったと思う。

（女/50 歳代/東金①）

191 広報等を、高齢の方でも分かりやすくなるよう努めて欲しい。（男/70 歳代/公平）

192
東金市の広報がみづらいので、横芝光町のようにカラーにしてほしい。（女/30 歳代

/東金①）

193 広報が読みにくい。大網の広報は大変読みやすい。（女/50 歳代/福岡）

194
新聞を取らなくなったので、広報が届かず情報不足です。回覧板等で配布される資料

がアパートの住民にも分かるようにしてほしい。（男/70 歳代/嶺南）

195
新聞をとっていない人にも、東金市の取り組みや催しが広く知られるようにしてほし

い。（女/60 歳代/大和）

196 地域コミュニティに参加したいと思う。（男/30 歳代/田間）

197

市の行財政については、良いことも悪いことも全てオープンにして、市民も一緒に東

金を守り、育てていかなくてはいかないと呼びかけてほしい。そのためには、市民が

東金の現状を知らなければならない。情報開示をしっかりお願いします。市民も市も

厳しい財政ですが、官民一体となり、お金が無くても知恵で住み続けたい東金市を実

現したいと思います。（男/50 歳代/丘山）
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施策２８ 効果的で効率的な行政運営の推進

【自由意見：12 項目】

198
消防署ほか、公共施設等に偏りを感じます。もう少し、住民への公平性に御高配を願

います。（女/60 歳代/源）

199

同じようなハコモノを多く作り、無計画に市役所、警察、消防は別々の場所にするな

ど、市民のことを考えているとは思えない。自分たち公務員のことばかり考えている。

東金市から一日でもはやく転出したいと思っている。（男/20 歳代/田間）

200

行政のスリム化・オープン化を促進させ、住民の生活環境を向上させる。「しばり」

がなく、住民が「参加したい」と思えるような事業を行ってほしい。（男/60 歳代/

丘山）

201
市役所の職員数が多すぎるのではないか。部署ごとに見直すべきでは？（男/60 歳

代/大和）

202

市に住んで 20 年ほどになりますが、市政は悪くなるばかりか、市長はじめ市議会も

市民に対する姿勢が悪い。おまけに、区長制度が機能していないため、新しく転入さ

れた市民の意見は全く取り入れぬほか、聞く耳がない。市の職員もやる気が無く、誇

りすら感じられない。東金在住は失敗だった。（男/70 歳代/大和）

203
職員教育（研修）は大事。女子職員に多いが、職員らしい服を着て仕事をしてほしい。

家ではないのだから、ズボン（G パン風）はいかがなものか。（女/60 歳代/公平）

204 職員の教育充実。（男/60 歳代/公平）

205
市の財政の件ですが、市長、市議会議員の給料を減らすか、定数を減らし、市の職員

も減らして、借金を早くなくしてほしい。（女/50 歳代/城西）

206
市の職員（窓口だけではなく）全員に関して、サービス業としての自覚が不足してい

る。意識改革を望む。（男/40 歳代/丘山）

207

１．過去の状況等にとらわれない行政改革の推進

①徹底した事務量等の把握による、適正な人員配置及び人員の削減

②事務量調査委員会（仮称）の設置

⇒各課から人選、任命することで権限を持たせる

⇒数チームを組織、調査事項を指示する

③すぐやる課（仮称）を設置、各課の繁忙時の対応とする

④事務の効率化、改善の提案制度の作成、優良提案者の優遇策の制度化

２．事務処理の厳正化対策

①チェック機能体制づくり（間違い処理が多い）

②処理担当、チェック担当の責任の明確化

③ベテラン職員の活用等 （男/60 歳代/正気）

208 税金を下げて。高すぎます。（男/50 歳代/田間）
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209 市職員の人員削減。（男/60 歳代/正気）

施策２９ 広域行政の推進

【自由意見：１項目】

210
九十九里町との合併を視野に入れた交流事業、連携、各種計画づくり。（男/60 歳代

/東金①）

施策３０ 情報化への対応

【自由意見：１項目】

211
山武市のように住基カード導入。コンビ二でも住民票等取れると便利。（男/30 歳代

/公平）

施策３1 地方創生の実現に向けて

【自由意見：10 項目】

212

東金市から発信できる世界一をつくる。市内で金を回しても活性化しない。外部から

資金が自然に入ってくるような価値を東金市にどうやってつくるか。また、つくった

としたら他者が真似できないようにどう保つか。（男/70 歳代/城西）

213 全国的施策の市内展開の早期化。（男/60 歳代/田間）

214
「とっちー」は栃木県みたいなのでやめて、例えば「とうがネコ♡」などはいかがか。

（女/30 歳代/東金①）

215 とっちーが可愛いのでもっと起用してほしいです。（女/30 歳代/城西）

216

「東金市に住みたい」と子どもたちが思えるようなまちづくりが必要。このままでは、

老人が住むまちになる。また、人口減少により過疎化が見えているのに、何の対策も

していないように感じる。（男/60 歳代/城西）

217

東金市が全国区になるような PR のしかた、メディアを有効利用した広報活動等、市

外から集客できるようにすることで、地域が活性化し、産業がより発展し、市の財政

が潤い、地域社会へのサービスや医療、介護施設の充実につながると思うので、積極

的に情報発信するべき。（男/40 歳代/正気）

218
私の息子は３人いますが、全員結婚しております。地区には結婚していない独身者が

多数います。市で婚活など計画してみてはいかがでしょうか。（女/70 歳代/正気）

219

海外の千葉県のイベントに参加すると他の市町村のパンフレットは置いてあるが、東

金市のパンフレットは置いていない。主催者にどうして東金市のものは置いていない

のかと聞くと、東金市は持ってきていないとの返答。たかがパンフレットであるが、

もう少し積極的にアピールしてほしいと思った。（女/50 歳代/田間）

220 東金に住んで 25 年になります。まわりがほとんど変わっていなく、高齢化が進んで
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います。もっと、若い人が住めるよう活性化をお願いいたします。（女/60 歳代/福

岡）

221

「これからの東金」はどうしていくのかという、確たる目標を持っていただきたい。

待っていてはダメなので、もっと積極的に具体性をともなって計画してほしい。また、

これから 65 歳以上の高齢者が増えるわけですから、これらの人々が、この東金で人

生の最期を迎えられ、幸せであったと実感できる様な市になってほしい。（女/60 歳

代/公平）

７ 市政運営全般及びその他の意見

自由意見：45 項目

222

色々なことをされているのだと頭の下がる思いです。アイデアは浮かびませんが、よ

い都市になりそうです。色々教えていただきありがとうございました。（女/40 歳代

/田間）

223
市政は大切です。真剣に取り組んで欲しい。議員さんたちにしっかりしてもらいたい。

（女/60 歳代/嶺南）

224

自分自身が精神障害者のため、このアンケートの意味がよく分かりませんでした。今

住んでいるところは猫が多く、いつも迷惑しています。何とかなりませんか？また、

朝のゴミだしは、朝起きれない人にとっては大迷惑です。（女/40 歳代/正気）

225
東金市民一人ひとりの心に元気と思いやる心が育まれることを願います。（女/70 歳

代/正気）

226 映画館がなくなってしまった。（女/20 歳代/東金②）

227

市民が幸せに暮らすということは、１件１件の家が幸せで平和であることが重要だと

感じます。著名な講師や性教育に取り組んでいる研究所などの講演会の開催を希望し

ます。（女/60 歳代/公平）

228

世代ごとの役割があると思う。高齢化社会といっても 65 歳以上の方でも元気な方も

多い。世代間をつなげる 50 代、60 代のリーダー育成が必要では。（男/50 歳代/大

和）

229 市が「暗い」ので、もっと「明るい」まちにしてほしい。（男/30 歳代/大和）

230
スローガンだけでなく、現実に明るく活発なまちづくりをしてもらいたい。子どもが

少ない。（女/70 歳代/城西）

231 山武医療センターの市民化。（男/50 歳代/東金②）

232 人口が増えすぎず、人口が横ばいの状態が持続すれば住みやすいまちになると思う。
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低収入でも生活しやすいまちづくりをお願いしたい。（男/50 歳代/田間）

233
東京に近い千葉だけが注目され、山武・東金の利点が広報されていない。“学生のま

ち”としてのアピール不足と感じる。（男/20 歳代/公平）

234

半分東京で生活していますが、住所は移動しない。東金に愛をもっています。住めば

都、帰ってきたくなる、そんなまちづくり、教育が必要だと思います。（男/30 歳代

/豊成）

235
どうして市長の地元ばかり開発が進むのか。どういうまちにしたいのか全く見えてい

ません。全て中途半端。（女/50 歳代/豊成）

236

市長や市議の定年制や任期期間制を設ける。市長はやって３期、議員は２期など。そ

の他、議員の通知表を市民がつけるなど。若手に譲る、多方面からの意見を取り入れ

る意味で実施してほしい。（女/10 歳代/東金②）

237 市民プールをつくってほしい。（女/70 歳代/公平）

238
外に向けてお金は不要。市内を充実させれば自然といいまちになる。（男/60 歳代/

正気）

239
もっと魅力のある東金市を希望します。賑わいのある、活気ある東金市。（男/60 歳

代/東金①）

240 行政がやっていることがよく分かりません。（女/60 歳代/東金②）

241

土手の草刈り等を業者にお願いする。行事が多すぎる。道を広げ、若者が都会に住ま

ないように（仕事、買い物）。農家の嫁は少ない。リラックス場所、都会的、便利。

（女/70 歳代/豊成）

242
学生がもっと発信していける場（イベント）をつくってあげてください。（女/40 歳

代/源）

243
市政についてはとくにありません。東金警察の事件対応がひどいので改善してほし

い。（女/10 歳代/田間）

244 住みよいまりづくりに期待しています。（男/70 歳代/嶺南）

245
市民の中にもとても良いアイデアを持った方がいます。そういう人たちの会合があっ

たら面白いと思います。（女/70 歳代/福岡）

246
安全・安心なまちづくりをさらに推進。便利で住みやすいまちづくりの推進。活気あ

るまちづくりの推進。（男/50 歳代/東金②）

247 誠実で持続可能な運営を望む。（男/50 歳代/嶺南）

248 中国人の声がうるさい。（男/40 歳代/正気）

249 市長が長い。（男/40 歳代/正気）

250 県立病院、市立病院がない。（女/70 歳代/福岡）

251
学園のまちを謳っているようですが、一度も感じたことはありません。東金は元気が

ない。行政も他市より遅れているような気がする。（女/50 歳代/田間）
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252
少しでも消滅都市化するのが遅くなればいいと思う。毎日遅くまでご苦労さまです。

ありがとうございます。（女/50 歳代/豊成）

253
東金が好きになり、茨城から引っ越してきたが、補助金の説明が無かったのが残念に

思う。窓口で説明があればよかったのに…。（男/40 歳代/丘山）

254
大変なことも多いとは思いますが、「東金市に住みたい」と思えるまちづくりに今後

も期待しております。（男/50 歳代/豊成）

255
投票した市議の活動内容を把握できない。実績など、市民一人ひとりが分かりやすい

ようになると良いと思う。（男/30 歳代/田間）

256 まちの中心が栄えていない。市役所、駅が暗く、魅力がない。（女/50 歳代/東金①）

257 人とのつながりが必要だと思う。（女/70 歳代/大和）

258
・夜の自警団をつくってほしい。

・団塊世代を大切にしてほしい。（男/60 歳代/東金①）

259

・子どもたちと交流がはかれる施設を建設して欲しい。例えば、小学校の中に老人施

設があるような。

・このまちにはプールやお風呂がないので作っていただきたい。（女/60 歳代/公平）

260 市の施策について知らされていない。（男/50 歳代/東金②）

261 生活環境がより良くなることに期待します。（女/60 歳代/東金②）

262
アリーナや文化会館、警察、消防署等、主要な施設が駅から遠すぎる。特に東千葉メ

ディカルセンターは遠くて不便すぎると思う。（女/50 歳代/東金①）

263 ふるさと納税等を積極的に運用、推進して税収アップをする。（男/60 歳代/福岡）

264 役場が古い、汚い。（男/30 歳代/公平）

265

公道に面した雑木林の枝は、地主が切って欲しい。年二回のゴミの日に、班の全員で

切るので時間もかかるし高齢者にはきつい。市のほうで地主に言って欲しい。（女/70

歳代/正気）

266 犬の糞をどうにかしてほしい。（男/40 歳代/正気）
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