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 自由意見欄には、全回答者の 3６ .７％にあたる２１３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、２９３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９０項目で、全体の３０ .７％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４４項目（1５ .０％）、「第４章 活力

あるまちづくり」（産業・雇用など）に関する分野が３４項目（1１ .６％）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。  

 

 

 

 

 

  

5.8%

10.6%

7.5%

11.6%

30.7%

15.0%

18.8%

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 



- 2 - 

 

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     17 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  

6 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  

11 項目  

 

２ ぬくもりのあるまちづくりー健康・福祉ー              31 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  

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

10 項目  

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

2 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  

3 項目  

 

３ うるおいのあるまちづくりー自然・環境ー              22 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  

5 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  

9 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  

8 項目  

 

４ 活力あるまちづくりー産業・雇用ー                 34 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  

 【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  

4 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  

10 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  

15 項目  
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５ 安全で快適なまちづくりー都市基盤ー               90 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  

34 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  

18 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  

2 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  

8 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  

23 項目  

 

６ 計画の実現に向けて                        44 項目  

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

2 項目  

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

14 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  

16 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  

2 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                    55 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・八坂台）、田間（１

区・２区・３区）、嶺南（北之幸谷・堀上・川場・押堀）、城西（砂郷・台方・大豆

谷）に分類しました。 

 あきらかな誤字・脱字を除き、原文のまま転載しました。 

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

公的機関・職名などについてはそのまま記載してあります。 

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

自由意見：１７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：6 項目】 

1 
毎年１月に行われるマラソン大会ですが、農道ではなく、公道で行う様にならないで

すか？応援する人間も増えると考えます。（女/７0 歳代/嶺南）  

2 
社会教育について勉強している身としては、東金市は公民館を利用した社会教育が木

更津などに比べて不十分だと感じます。（女/２0 歳代/城西）  

3 スポーツをもっと盛んな市にしたいです。（男/３0 歳代/公平）  

4 

ときめきを毎号楽しみにしています。特に郷土資料に関する連載が興味深く、こうい

った内容の企画展示が既存施設（文化会館や図書館、駅や商業施設など）で見られれ

ば、市民はより深くふるさとへの親しみを感じ、来訪者には市に興味を持ってもらう

きっかけになるのではないかと思います。（女/２0 歳代/田間）  

5 
図書館の充実化も希望します。大学と提携するなど、民間委託も考えてみたら？（女

/４0 歳代/田間）  

6 
公民館のサークル活動などの使用料をほんの少しでも徴収したほうがよい。（女/７0

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：11 項目】  

7 小・中学校の耐震。空調設備の完備を早急にお願いします。（女/４0 歳代/嶺南）  

8 
学校教育施設について東金市には古い校舎がまだある。一部で改修しているようです

がまだ古い建物が目立つ。（男/４0 歳代/嶺南）  

9 

現在娘が市内の保育所でお世話になっています。保育所には冷房が設置されていて、

日中も快適に過ごすことができているようです。何年か後には小学校に入学します

が、市内の小学校には、教室内に冷房の設置がされていないと聞きました。近隣の市

ではすでに冷房の設置がされていたり、設置に向けての動きがあるようです。子ども

達の学習、生活のためにも市内の小・中学校の教室への冷房設置を強くお願いしたい

です。どうぞよろしくお願いします。（女/３0 歳代/東金）  

10 幼稚園、学校にエアコンを設置してほしいです。（女/３0 歳代/田間）  

11 小学校のエアコン設置。（女/４0 歳代/城西）  

12 
子供が少なくなってきたなかで小、中学校までが遠距離になる方への交通手当てが欲

しい。またはマイクロバス等の運営など田舎は危ない。（男/３0 歳代/公平）  
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13 

現在、幼稚園に通わせているのですが、早急に冷暖房の設置をお願いします（学校等）。

幼稚園バス新しくしてください。運転手さんが、かわいそう…パワーがなくて坂道こ

わいですよ。（女/３0 歳代/田間）  

14 
以前、子供が幼稚園で熱中症で帰ってきたことがありますので、エアコンもしくは、

それなりの対処をしてほしいと思います。（男/４0 歳代/東金）  

15 東金中女子の制服を新しくすること。Ｈ３０年を機に…ダサすぎ（女/４0 歳代/嶺南） 

16 

小学校まで子供の足で１時間近くかかります。近年の熱中症の多さや歩道も整備され

ていなく事故が心配です。親による送迎も仕事に支障をきたします。スクールバスを

出していただきたいです。（女/３0 歳代/福岡）  

17 

小・中教育のゆとり脱却、勉強の強度がぜんぜん足りていない感じがする。宿題の量・

質の向上に併せて教諭側のみならず保護者側も有無を言わさない俗にゆう「モンスタ

ーペアレンツ」の徹底排除に限る。そのための教諭側の１人１人の質の向上を求めた

い。例えば子供の後の親ばかり見てる教員は退職処分、強い先生がほしい（保護者に

対して）（男/４0 歳代/正気）  

 

 

２ ぬくもりのあるまちづくりー健康・福祉ー                

自由意見：３１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】  

18 
わが国 (日本 )はがん (病気 )の死亡率が非常に高い。当地域でも知人にがんによる死亡

者が多いので、行政でも対策 (健診等 )を考慮したらよいと思う。（男/70 歳代/大和） 

19 東千葉メディカルの赤字をどうにかしてください。（男/４0 歳代/嶺南）  

20 
がん検診が１日で済むのがよい。乳がん健診は、他の市町村は２年毎に実施している

がここは１年毎でありがたいです。（女/４0 歳代/丘山）  

21 東千葉メディカルセンターをもっと充実させてほしい。（男/４0 歳代/正気）  

22 医療の充実（高齢者）を希望。（男/６0 歳代/大和）  

23 
住みやすい町作りにとって東千葉メディカルセンター重要だと思う。もっと充実して

ほしい。安心に暮らせる要素の一つだと思う。（男/８0 歳以上/正気）  

24 
東千葉メディカルセンターをもっと経営の柱とするくらいに活用した方が良いと思

う。（女/40 歳代/田間）  

25 
東千葉メディカルセンターを中止して、その費用を市民の健康にまわして欲しい。脳

ドックをやっていればクモ脳下出血は防げる。体幹ＣＴで防げる病気もある。学生及
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び薬剤師活動を増やすと、生活習慣病は減らせる。結局元気な人間、元気な市になる。

××市議にそのような話はしました。（男/６0 歳代/丘山）  

26 総合病院（救急医療センター）の設立。（男/４0 歳代/田間）  

27 高齢者が多い中、医療行政の充実。（男/７0 歳代/大和）  

28 

東千葉メディカルセンターが３次救急としての役割をしていない。テレビのスタジオ

化しているのには疑問にしか感じない。県、山武市、大網白里市にも負担を求めるべ

き。経営が破綻する前に、早く決断しなければいけないと思う。（男/６0 歳代/豊成） 

29 人間ドックへの補助金、非常にありがたかったです。（女/６0 歳代/丘山）  

30 
東千葉メディカルセンターは東金市民にとって使いづらい病院である。普通に行ける

病院でなければ、意味がなく感じる。（男/４0 歳代/丘山）  

31 

時間外に急病で診察を受け付けてくれるか電話をしてもまず断られる病院など必要

ない（東千葉メディカルセンター）。救急車をできるだけ使わないようにしようとし

ても個人の連絡では見てもらえないのが現状です。四街道、千葉市、大網などの病院

では見てくれます。（女/７0 歳代/東金）  

32 

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

しい。（女/30 歳代/正気）  

33 

東千葉メディカルセンターを夜間救急対応にしてほしい（乳児～）子育てしている者、

子供同士のコミュニティの場をもっと増してほしい。楽しいイベントなど。パン屋、

ざっか屋、カフェ、ごはんやさん、ショッピングセンターや映画館など。日々の小さ

な楽しみがいろいろとある町であってほしい。かわいいお店を増やしたり、見た目に

気をつかう町であってほしい。生え放題の道路わきのやぶ、たくさんありますがちゃ

んときれいに整備した方が犯罪も防げると思います。（女/２0 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：10 項目】  

34 
サンピアなど、室内に子どもが遊べる所がほしい。市原のアリオやユニモ、銚子のイ

オンにあるようなもの。（女/３0 歳代/田間）  

35 
児童館の施設・職員の方の対応の向上を再考していただきたいです（親が目をはなし

てもいいように見てあげる、遊んであげるなど）。（女/４0 歳代/嶺南）  

36 
公立の保育園が延長しても 16 時までなのが理解できない。仕事をしているから預け

ているのに土曜日仕事をしている人のことを全く考えていない。（女/４0 歳代/大和） 

37 

保育所の利用時間の延長－平日と同じように土曜も１８：３０まで預けられると良い  

また日・祝でも預けられる施設があると良い。子どもが遊べる屋内施設→東金アリ

ーナ等公共施設で。無料だとありがたいが、多少お金を払っても構わないので走った
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り、体を使ってあそべる遊具があると良い。（女/30 歳代/田間）  

38 
児童館をもっと増やしてほしい（学区外だと子供だけでは行けない）（女/30 歳代/

公平）  

39 保育施設の充実。働きたくても働けない母親がたくさんいます。（女/30 歳代/嶺南） 

40 
子育て世帯への保助や援助制度のよりよいシステムにして欲しい。（男/２0 歳代/田

間）  

41 

市外から越してきましたが、待機児童の多さにびっくりしました。働きたくても働け

ないお母さんのために早急の解消を望みます。学校、幼稚園へのエアコン導入も早急

に必要だと思います。（女/５0 歳代/公平）  

42 

子育てがもっと気軽にできる相談ができるよう民間のカウンセラーに（チケット制←

老人のマッサージみたいに子育てママに配布する）みてもらえる制度（男/４0 歳代/

東金）  

43 
こども園の話はどうなったのですか。母親が働くための施設が不十分です。遅れてい

ます。困っています。（男/30 歳代/正気）  

 

施策９  生きがいと安心の高齢者施策の充実  

【自由意見：2 項目】 

44 
高齢者に優しい街づくりを期待しています。高齢者施設と幼稚園を一緒にするとか？

（女/４0 歳代/嶺南）  

45 

特別老人ホームの待機者が多数いますので増設をお願いしたい。国民年金支給者は有

料老人ホームに高額すぎて入居できません。速やかに特老の施設を増加してほしい。

（女/70 歳代/嶺南）  

 

施策１０  安心して暮らせる社会保障の充実  

【自由意見：3 項目】 

46 国保、介護保険料の徴収額が高いです。（女/６0 歳代/城西）  

47 
介護保険の件ですが、介護保険は使用していない人からは金額をとらないでくださ

い。（女/８0 歳以上/丘山）  

48 
介護保険利用者へのタクシーチケットの利用を福祉タクシーにも利用できる様にし

て下さい。（男/５0 歳代/豊成）  
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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：22 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：5 項目】 

49 

山王台に展望台を整備してほしい。夜景がきれいな場所を活用しないのはもったいな

い。木更津市や旭市は市街地を展望できる場所が公園として整備されている。（男/

５0 歳代/嶺南）  

50 

正気地区に公園を作って欲しい。田間公園まで子供を車にのせ遊ばせにいってます。

せんどうやアリーナのあたりに安全面も配慮された公園があると子供が友達と一緒

に自転車でいけると思います。（女/40 歳代/正気）  

51 
公園をもう少しなんとかならないのか？シルバーで草かりしても、とらがりだし、管

理人は、どこを見てる。もう少し、歩ける公園にしてほしい。（女/７0 歳代/東金）  

52 
子どもが安心して遊べる死角のない大型の公園を増やしてほしい。（女/３0 歳代/公

平）  

53 
豊成小付近は公園がなく、子供達はどこで遊ぶの？車で行かないと遊べないので作っ

てほしいです。（男/３０歳代/豊成）  

 

施策１２  水質汚染と公害の防止  

【自由意見：9 項目】 

54 

道路、交通などのインフラは最悪。首都圏に近いのに下水等の設備がないのは信じら

れない。田んぼには普通に下水が流れ込んでいる。農業の千葉などと良くいえると思

う。東金、千葉の米はこの状況を見れば、絶対食べたくない。（女/60 歳代/豊成）  

55 
浄化槽の新設について、もっと市への負担金を軽減して全地区に普及して欲しい。（男

/８0 歳以上/嶺南）  

56 
近隣の土地の持ち主に草刈りの依頼を何回もお願いを市役所にしているのにやって

もらえない。どうにかしてほしい。（女/４0 歳代/豊成）  

57 
空地に雑木が生い茂り虫の発生源となっている。（ゴミも捨て放題）（女/６０歳代/

正気）  

58 下水道の完備（水洗トイレ用の下水、側溝の完備）（女/７０歳代/正気）  

59 

生活保護世帯に浄化槽の費用や、プロパンガスの補助費用を出すべき。本下水にして

いなかったり、市営ガスにならないのは市の責任だから（東京では水道代も無料）（女

/６０歳代/豊成）  

60 
県道から折れて細道に入った時、道路に面した空き地が草だらけで、防犯や通学にと

ても危険なので、市から土地の持ち主に言ってください。宣しくお願いします。（女/
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４０歳代/正気）  

61 
公平地区はまだ本下水道の完備は出来ないのですか？砂押県道まで行なっているそ

うですが？（女/７０歳代/公平）  

62 
最近の東金市、余りにもオートバイの騒音がひどすぎる。とても住めるところではな

い。（男/７０歳代/東金）  

 

施策１３  環境にやさしい社会システムの確立  

【自由意見：8 項目】 

63 

空き缶は販売できます。アルミ缶と他の缶を分別して市の財政にするなど財政に少し

でもプラスになる身近で簡単な事から市民に少し協力してもらったら、財政も少しず

つ良くなるのでは？市民の負担にならないように…。（不明/４0 歳代/豊成）  

64 ゴミ袋、小と大があるが中サイズを作って欲しいです。（男/６0 歳代/田間）  

65 

ペットボトルやビン・カンなどの収集は市の方がネットや色別に分ける容器などを用

意してほしい。（袋の購入はお金がかかるしあまり入らないので辞めてほしい。）（女

/60 歳代/東金）  

66 
名古屋市のようにゴミは戸別収集がよい。収集所があると不法投棄が増える。管理に

費やす労力は無駄。（男/４0 歳代/嶺南）  

67 

東金市外から田間地区へ引っ越した友人が、自治会に加入しないなら、収集所にゴミ

を出さないでくれと言われ困っています。自治会に入る、入らないは任意のはずです。

ゴミ収集とはまったく別の問題のはずです。このような圧力をかけるやりかたを見過

ごしていてよいものでしょうか。不法投棄につながりかねない問題です。事実関係を

調査して改善していただけますようお願い申し上げます。（女/40 歳代/豊成）  

68 ゴミ捨て場が近くにない。山にゴミ捨てられる。（男/６0 歳代/東金）  

69 リサイクルＢＯＸの充実。（男/６0 歳代/公平）  

70 

夜間にゴミ収集して  パトロールにもなる。ゴミ収集もスムーズになる。どこだかの

県がやっているのをＴＶで見た。すごく良いと思った。トータル的にガソリンもエコ

になるような気がする。スタッフも給料上がる。（特にパトロール強化にも繋がり、

環境も良くなる動物にも荒らされずにすむ！夜間にゴミ捨てるやついるから腹立つ

が、夜間収集なら腹も立たないですね。ルールを守って欲しい！！（不明/40 歳代/

公平）  
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４ 活力あるまちづくりー産業・雇用ー   

                自由意見：3４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】 

71 
農業の大企模化…農地を集約化、今までの個人の兼業農家の考えをなくすことが重

要。（男/70 歳代/城西）  

72 年に３週間行なわれるカラス殺しがとても悲しい。残酷です。（女/７0 歳代/公平）  

73 
農産物を生かした産業の振興に期待したい。若い農業経営者を育て、営農者が増加す

るような取り組みをして欲しい。（女/６0 歳代/公平）  

 

施策１５  豊かなまちをつくる工業の振興  

【自由意見：4 項目】 

74 企業誘致をもっと積極的に行って欲しい。（男/４0 歳代/正気）  

75 工業の誘致を積極的に検討。（男/６0 歳代/大和）  

76 工業団地への企業の誘致…若者の就業場所の拡充（男/７０歳代/城西）  

77 
大型ショッピングモールの誘致－イオンモール、７＆ｉ（アリオ等）（女/３0 歳代/

田間）  

 

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：10 項目】  

78 商店街の活性化、にぎやかにと。（女/６0 歳代/田間）  

79 
１２６号線は店が多いですが、内部は少ないと思います。茂原にある“蔦谷書店”み

たいな場所があるといいですね。（女/２0 歳代/田間）  

80 

学生が多くもっと街に活気があっても良いと思うが商業等発展していない。財政面等

で厳しい点も多々あると思うが活性化して欲しい。厳しいアンケートになったが頑張

って下さい。（男/４0 歳代/公平）  

81 
商店街がさびれてる。東金に転居してきたときのほうが活気があった。（女/４0 歳代

/嶺南）  

82 
駅前の旧商店街の整備、改そうを早急に進めてほしい。駅前に喫茶店やフリースペー

スを設けて、交流の場とし、活性化につなげてほしい。（女/４0 歳代/田間）  

83 

東金は大きなスーパーが多い割には個人店の開閉がめだちます。商店街（旧道）の方

に力を入れてほしいと思います。気軽に立ち寄れる様な飲食店も多くなると良いと思

います。ファミレスが東金は多いです。人口の割には…（女/６0 歳代/公平）  

84 東金駅西口のシャッター商店街を何とかしてほしい。通るたびにさびしく感じます。 
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（女/60 歳代/嶺南）  

85 

旧道（１２６号）の商店街の有効活用と駐車場、高齢者は、商店街をなつかしがって

いるが、そこに行く交通手段や駐車場がないので、離れてしまう傾向あり。  

（女/60 歳代/丘山）  

86 
東金駅の充実（商店街等も含めた、駅ビル化等）。八鶴湖の桜祭りの際の、桜花を引

き立てる上にも、屋台は通りの一番外側にしてほしい。（女/７０歳代/東金）  

87 

東金駅前の雰囲気がレトロでとてもすてきなのに、商店のほとんどが閉まっていて寂

しい感じなのがもったいないです。空店舗を一般の人や学生に貸出すなどして、もっ

と活気のある駅前にしたらいかがでしょうか。（女/３０歳代/大和）  

 

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】 

88 

みのりの郷、あんなにお金かけて加工場作るなら、子供が遊べる遊具がほしかった。

道の駅にはほとんど子供が遊べる所があるのに、なぜ、東金にはないのですか？田間

中央公園も良いですが、他県から来た方、家族づれの方、つまらないと思いますし、

公園等あれば、ゆっくり買い物もできます。子供はいつも、つまらなそうにしてます

よ。あんな広いのに…（女/３０歳代/田間）  

89 
東金の名産品を作ってください（例：オリーブを使った物や、イチゴや東金名産のぶ

どう等を使って。他の市町村より乗り遅れてんぞ～～～！！（女/６0 歳代/東金）  

 

施策１８  魅力ある観光レクリエーションの振興  

【自由意見：15 項目】  

90 

東金は成田に近い有名な九十九里浜に隣接、この条件を生かし特産物を紹介し（ぶど

う、いちご、地引網、ガラス製品）体験型リゾートを世界中の人を呼び込むアイディ

アは満載だと思います。（ぶどう狩り、イチゴ狩り、地引網、ガラス製品の作成等）

ツアーの中に検討出来るよう発信して下さい。（男/６0 歳代/丘山）  

91 
街に賑わいを・・・歴史ある八鶴湖周辺の観光の充実とＪＲ東金駅の橋上化でサンピ

ア側への流れを提案します。（女/７0 歳代/正気）  

92 

観光等・素敵なイベントがある中、大型バスが駐車ができるところがないと大イベン

トは無理な所が残念です。春の桜、夜のライトアップ沢山の方にはと・・・駐車場確

保難しいと思いますがイベント中だけでも毎年思ってます。（女/４0 歳代/東金）  

93 
観光スポットが少ないので広いアスレチックをつくったり映画館を作ったりしたら

良いと思う。（男/７0 歳代/正気）  

94 
東金市も田んぼアートを作ったほうが良いと思う。（観光と市民参加のため）（男/７

0 歳代/田間）  
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95 

近隣からの客誘致に果樹栽培の観光巡りのバスをシーズン中に案内。例（山田・丘山・

地区のプラム団地、松之郷ブドウ、ブルーベリー、道の駅）等など、災害も少ない土

地なのですが中心部以外の土地に人がこなければ人口増にならないと思います。もっ

と景観、産物のＰＲをしたら良いと思います。。（女/８0 歳代以上/公平）  

96 
やっさ祭りが毎年盛り上がりきらない。東金に転居してきたときのほうが活気があっ

た。（女/４0 歳代/嶺南）  

97 自然（海）を活かしたイベント企画（夏休みの家族旅行）（男/４0 歳代/田間）  

98 
東金市は九十九里より目玉になる魅力的なものがないので何かないと観光客は足を

運ばないと思う。電車の乗り換えも不便なので。（女/３0 歳代/嶺南）  

99 
「やっさまつり」「桜まつり」が少しマンネリ化している感がある。（女/６0 歳代/

丘山）  

100 八鶴湖を広める！（男/１0 歳代/豊成）  

101 
もっと街灯を増やしてほしいです。特に八鶴湖の所。電車の本数を増やしてほしいで

す。（女/４0 歳代/東金）  

102 小さい子供でも楽しめるようなイベント等をやってほしい。（女/２0 歳代/正気）  

103 
観光客をもっと集められるイベントを行ったほうがよいと思います。（女/５0 歳代/

嶺南）  

104 

Ｙａｓｓａまつりを行なう範囲が狭すぎると思います。せっかくのやっさおどりも、

往復より、長い距離をおどり歩いた方が良いと思います。少し地味に感じてしまいま

す。（女/１0 歳代/東金）  

 

 

５ 安全で快適なまちづくりー都市基盤ー  

                自由意見：９０項目  

 

施策２０  市民生活を支える公共交通の充実  

【自由意見：34 項目】  

105 
東京方面への高速バスをより充実して（便数や乗り場の設備充実等）都心に出やすく

なるといいなと思います。（男/５０歳代/東金）  

106 

乗り合いタクシーに登録していて大変助かっていますが…もう少し流動性のある車

があると良いです。たとえば病院に行くのに終わってから２時間も待つこともあり、

若い人でも具合の悪い時は早く帰りたいのに年寄りがタクシーを待っていることが

あるからシステムを良くしてほしいです。キャンセルが出てしまうのも少しは関係が

あると思います。（男/２0 歳代/公平）  
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107 
買い物が不便、近くに楽しむ所がない。一人ぐらしでさびしいです。車がないとどこ

へも行けません。（女/８0 歳以上/福岡）  

108 

ＪＲ東金線福俵駅の利便性向上対策の必要性を感じます（東金駅中心アンケートだっ

たようで）。加えて東金線の本数増便と最終便の１時間遅い時刻の設定化。県立東金

病院が至近なので市外から転入してきたが、今や大きな安心できる病院は近所にな

い。公共交通機関が充実してなく、病院通い自体が苦痛、負担大。（男/50 歳代/大

和）  

109 
巡回バスはメディカルと東金駅の巡回をお願いしたい。民間バスが少ない。（男/７0

歳代/公平）  

110 
昼頃の東金線、成東から大網方面の本数を１，２本増やしてください。（男/10 歳代

/公平）  

111 

高齢者で二人暮し又一人暮しの人が開業医で済む時は良いけれど総合病院など通院

されるとき一番交通が不便なこと。乗り合いタクシーは市外まで行かないし、タクシ

ーで通院するほど余裕は高齢者には無いので一番の不安です。（女/７0 歳代/田間）  

112 利用者が少ないのもあると思いますが、東金線本数少ないです。（女/２0 歳代/田間） 

113 
東千葉メディカルセンター、東金駅間のシャトルバスをお願いしたい（無料、低価）。

面会時間が午後３時ですが、もう少し早い時間にして頂きたい。（男/７0 歳代/正気） 

114 

7/1 テレ朝放映（愛知県  ワタナベ芳子さん）山の中の一軒家８０歳？高齢者のた

めに週２回のバス運行（買物と医療診療所に行く）を１軒のためだけにバス停を作る。

東金市も過疎飛地の交通不便が生じ他所（市外居住）に移る。空家が多いのも一因か！  

（男/７0 歳代/大和）  

115 

JR 東金線の運行数が少なすぎます。自分のように東金から都内へ毎日通うひとは大

多数ではないのかもしれませんが、少なくはないはずです。難しい話なのは承知の上

ですが各時間＋1 本していただけたら交通の便としては相当よくなると思っていま

す。正直、電車が少ない早い等の要因により将来的に東金市に留まろうという気持ち

はほとんどありません。ごく一部かもしれませんが若者の切実な問題です。ご検討の

ほどよろしくお願いいたします。（男/２0 歳代/嶺南）  

116 交通面が不便であり車がないとでかけることができない。（男/４0 歳代/公平）  

117 

都会から来られた方々はまず東金駅のみすぼらしさに驚くそうです。駅は街の顔なの

で予算割いて建て替えるといいと思います。駅前に活気があればまた足を運びたくな

ります。（女/４0 歳代/嶺南）  

118 JR 東金線本数、乗り継ぎ改善（男/２0 歳代/豊成）  

119 東金駅の橋上歩行をエレベータにしてほしいです。（女/７0 歳代/豊成）  

120 
東金線の増便、東金駅の橋上化を行ってほしい。東金市は東京や千葉へ十分通勤通学

が可能な場所なのだから、転出者を減らし、転入者を増やせるのではないか。（男/
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５0 歳代/嶺南）  

121 
求名駅の整備、高齢者、足の悪い人が大変、階段を苦労されているのをみかける。防

災東金の放送が聞き取りにくい。（女/50 歳代/豊成）  

122 
中心部から離れている施設への交通網の整備向上をお願いします。現在車がないとい

けません。良いところにありながら利用できない不便です。（女/８0 歳以上/公平）  

123 
問 26 に記入したとおり東金線の最終時間を遅くして頂きたい。またタクシーの時間

も見直して欲しい。（男/30 歳代/公平）  

124 

福俵地区の買物、交通ＪＲ、バスの増、乗合タクシーの利用拡大と増。土日も必要で

ある。（若い人と同居していないので）ゴミ捨て場が家の近くになく、福俵区民会館

まで行くのは高齢者には大変、夏の掃除も週３回と大変である。（女/６0 歳代/大和） 

125 
市内循環バスの運営強化。（男/６0 歳代/大和）  

126 
市の人口減が気になる。東金線や各地バス路線の充実により人々の定着を！（男/７

0 歳代/丘山）  

127 
千葉、東京へのバス、電車の本数が少なすぎる。特にバスは満員で乗れないことが多

い。増便または２台での運行希望。（男/３0 歳代/丘山）  

128 
駅の階段等、子供やお年寄りにはとても大変。衛生的にも不安。大網や成東で３０分

以上待つのはあまりに接続が悪い。（女/30 歳代/公平）  

129 
公共交通の不足が特に感じられる。メディカルセンターを建設、維持する為に過大な

る財政が使われ、一般市民の生活向上に使われるべきであった。（男/７0 歳代/大和） 

130 高齢者が多い中、公共交通の利便性の向上。（男/７0 歳代/大和）  

131 
交通の便が悪すぎる。１本のがすと出先きに行くのも帰宅するのも大変！！。（女/40

歳代/嶺南）  

132 

ＪＲ東金線は１０時→１５時の間、１時間に１本しか来ない。ＪＲに市が要望を出し

ているようだが、これではいつまで待っても増便は期待できない。市が主体となって

第３セクターの鉄道会社を作って（富山ライトレールのように）東金線の運行をその

会社が引き受けるようにすべしと思います。（男/６0 歳代/大和）  

133 循環バスにとり残されている地区がある。（女/６0 歳代/大和）  

134 特に八鶴湖の所。電車の本数を増やしてほしいです。（女/４0 歳代/東金）  

135 
ＪＲなんですが…下り千葉発→成東行きの直通を！！（午後は大網乗換えばっかり） 

（女/６0 歳代/東金）  

136 

近くにスーパーもコンビニも無く、生活の足として自家用車が欠かせません。高齢に

なり運転ができなくなると循環バスと乗合タクシーが頼りになると思うので、今後も

事業を継続していただけるようにお願いします。（女/５0 歳代/豊成）  

137 メディカルセンターへ行くバスの本数が少なすぎます。（男/４0 歳代/東金）  
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138 駅への道路整備  東口はＯＫ（男/５0 歳代/田間）  

 

施策２１  暮らしと産業を支える道路の整備  

【自由意見：18 項目】  

139 第一  市道の整備が重要です（パトロールして下さい）。（男/８0 歳以上/公平）  

140 歩道の整備（老人、子供の通行量に応じて整備する。）（男/６0 歳代/公平）  

141 道路整備状況が悪い。（男/４0 歳代/豊成）  

142 

豊成地区に他県より転入して２４年になりますが、東金警察学校から片貝県道へ出る

道は、細いうえ整備されておらず、朝夕は危険な思いを度々しています（浅井ケアセ

ンター、ゆりの木苑、介護の車、工業団地等への車 etc）。忘れ去られた地域とあき

らめていますが、にがにがしい思いです。  

道路に設置されているミラーには、木が茂って見えません。もしかしたらわずかでも

使用料を支払っているのでしょうか。タダなのか危ない！  

道路整備が遅すぎ！！バイパスから、県道から、少し入ったらひどい所が多すぎると

思う。（女/60 歳代/豊成）  

143 
東金市に引っ越してきて１０年未満ですが、道路が狭くて不便を感じています。狭く

て一方通行も多く、運転しにくいです。（女/30 歳代/田間）  

144 
通学路で登下校時間、車の数が多く、道幅が狭い場所にも歩道を付けてほしい。歩道

を付けられそうなスペースがあるが、整備されていない。（女/30 歳代/正気）  

145 道路の舗装を随時行って欲しい。歩行者道を大きく（旧道）。（男/３0 歳代/公平）  

146 
市道の通学路の歩道の整備をきちんとしてほしい。子供達が危ない。（女/６0 歳代/

公平）  

147 
特に老人にとっては、道路整備、排水等は生活にとって重要だと思う。民間を活用し

ては。（男/８0 歳以上/正気）  

148 
道路を広げ、通勤、通学、お年寄りの自転での買物が道を広げ歩いやすくして欲しい。

安心して歩ける道を！！！！！（女/７0 歳代/正気）  

149 
保育所から大きい通りに出るまで道がせまく、くねくね曲がりで見通しも悪い。（女

/30 歳代/正気）  

150 

側道が塞がってない所をどうにかしてほしいです。（車で落ちそうになったことがあ

る。）歩道にある木などをもっと低くするべき。視界が悪い。（ちかん防止）（男/４0

歳代/東金）  

151 
市道の整備（とまれのペイントの補修等）。谷地区の道路の補修  Ｕ字溝の設備を良

くする。（男/６0 歳代/東金）  

152 
歩道のある所とない所があり、自転車になかなか乗ることが出来ない。（男/６0 歳代

/不明）  
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153 
歩行者の歩道の整備。上宿、踏切の歩道の整備。多忙、予算等大変だと思いますが、

宜しくお願い致します。（女/５0 歳代/城西）  

154 東金駅の東口と西口のバリアフリー化。（男/６0 歳代/公平）  

155 自動車が安全に走れる道路整備が必要だと思います。（女/５0 歳代/嶺南）  

156 

家の前が市道という事で、道路幅がせまい所なのに近くの交差点で事故が起きたこと

で、通りぬけ道にされた事で、住宅住人は毎日朝夕、４トン以下のトラック、スピー

ドを出してくる車等に恐い思いをさせられ、毎日を暮らしている地域の問題を解決し

て下さい。（女/５0 歳代/丘山）  

 

施策２２  良好な市街地の形成  

【自由意見：2 項目】 

157 

空き家対策・耕作用の土地について、他の土地から来る際に安い価格で貸したり、売

買出来るよう若い人に配慮したりしてほしいです。倒壊の危険のある家などのとりこ

わしの必要のあるものは調べて持ち主に連絡するようにしてほしいです。（女/６0 歳

代/丘山）  

158 
空家の有効利用  （短期別荘など）生活用品もすべて有り？（実家へ帰ってくる感じ）

（子供にとって一軒家のあじわい）（女/６0 歳代/豊成）  

 

施策２３  快適な暮らしを支える都市基盤の整備  

【自由意見：8 項目】 

159 

何と言っても水道代が高すぎる。他市町村住民と比較しても倍額以上の格差あり、水

質も、翌朝になると風呂水が臭い。これでは移住者増加（増収）は見込み薄。（男/50

歳代/大和）  

160 
東金市のガス（都市）は売出さないこと。市の財産として永久に市の財産とすること。 

（男/７0 歳代/公平）  

161 

東金市は水道料金が高いと思います。市政の力で少しでも安くできますようにお願い

します。市政は中で任事を、町や村にいって、今何が困っているのか見てきた方がよ

いと思います。（西郷隆盛のように）（男/７0 歳代/公平）  

162 
水道料金がたいへん高いです。何とか安くしてください。（東京から転居して１６年、

ガス（LP）が東金は高いです。）（女/６0 歳代/城西）  

163 

下水道の料金が他市に比べると高く設定されているのは何故でしょうか。直営ではな

く、民間に委託しているのでしょうか？理由がわかりません。また、国民健康保険も

高く設定しているのは何故でしょうか。東千葉メディカルの赤字が市民生活に重くの

しかかっているのでしょうか？保育所、幼稚園などのクーラーの設置も早くやって欲

しい。（女/６0 歳代/田間）  
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164 水道代が高すぎる。ゴミ袋も高いと思う（女/８0 歳以上/東金）  

165 
現共産党（××議員）も取り上げましたが他市町村とくらべると水道料金があまりに

も高すぎます。この点を考慮下さい。（男/６0 歳代/丘山）  

166 
都市ガス化、下水道化の推進について、ご努力お願いいたします。（女/７0 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】 

167 
市街地なのに NTT 施設と近りん道路の水路があれており、水利がなく、なるべく早

く水路の整備が望まれる。（男/７0 歳代/東金）  

168 
排水路の草刈に高齢者も参加させるのはいかがか。又、高齢により今まで出席してい

た人が欠席したら、寄附を要請するのも同様。（女/６0 歳代/正気）  

169 

治水対策を十分に、道路脇の排水溝に枯葉やゴミがたまって水の流れをじゃましてい

ることもあるので、市民が参加しての小さな治水対策の呼びかけを始めては。（女/

６0 歳代/丘山）  

170 

浸水被害に対する排水整備をお願いします。地球温暖化により、短い時間で雨の降る

量が増加する傾向に見受けられます。家の周囲の側溝が浅いためか、雨が続くと側溝

から水があふれています。側溝を深いのに交換してほしいです。（男/４0 歳代/東金） 

171 
排水路にはフタが必要であると思います。危険を知らせる看板や、フェンスだけでは

不十分だと思います。（子どもや小動物が落ちるため）（男/６0 歳代/田間）  

 

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：23 項目】  

172 
交通量の多い交差点（市道でも）防犯カメラをつけてほしい。（男/８0 歳以上/嶺南  

）  

173 防災放送が聞きにくい。（女/６0 歳代/嶺南）  

174 
夜でも安心して歩けるように街灯を増やしてほしい。全体的に街が暗い。（女/６0 歳

代/東金）  

175 市内主要道路と住宅地に防犯カメラの設置をお願いします。（男/６0 歳代/大和）  

176 
砂郷と押堀の交差点の信号機がない（子供の交通事故）。その他城西地区の信号機が

少なく、事故が起こる（交通事故が起こる）。（男/７0 歳代/東金）  

177 
防災無線の声、女性では聞き取れにくい。歯切れの良い男性の声でお願いします。雨

音、風音でかき消されてます。意味がありません。（女/６0 歳代/田間）  

178 街頭が少なすぎて夜危険。（男/４0 歳代/豊成）  

179 住宅地に住んでいるのですが、同じ家の人が路上駐車していて緊急車両が通りずらい
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ので、巡回してほしい。（女/４0 歳代/豊成）  

180 防災無線受信機に雑音が入り聞こえにくい。（女/６0 歳代/正気）  

181 

今時の時代にしては街燈が暗すぎ。昔と違って交通量も多いし、危険が多すぎる。路

肩の整備も狭いし、車の数も増えているのに、すれ違うのが大変な通路もたくさん（福

俵の所等）。小学校の通学路も疑問！！神社の所を通るとか？下校時に誰もいないと

か。（女/６0 歳代/福岡）  

182 

防災灯など灯りが少なく夜道などは怖いイメージが強い。自然豊かな街なので夜など

でも家族や恋人、スポーツを楽しむことの出来るような場所、施設などがあれば若者

やご老人などの交流もふえるのでは。今あるアリーナを有効活用するべきです。海も

近いのでスケートボードパークなどもよいかと思います。そして市民のパトロールも

よいですがもっと警察など連帯すべきだと思います。（女/３0 歳代/正気）  

183 田舎の外灯を明るく多くして欲しい。（男/３0 歳代/公平）  

184 

子供達が使用している通学路にガードレールが使われている所が少ないように感じ

ます。バイパスなど多くの子供達が使用しているのに車の量は多くいつ事故があって

もおかしくない状態です。（女/４0 歳代/嶺南）  

185 消防の消化栓などさびあり。メンテナンスなくて大丈夫なのか？（女/３0 歳代/正気） 

186 谷地区の災害対策の充実。（男/６0 歳代/東金）  

187 災害が発生した場合、早期復旧できる体制づくり。（男/４0 歳代/田間）  

188 街灯がなく、夜暗い。（男/６0 歳代/東金）  

189 
防災無線の伝達内容やスピード感、などの工夫。少し元気がないと感じています。（女

/６0 歳代/丘山）  

190 
小沼田の工業団地に行く途中の外灯が暗いです。学生が夜遅く帰ってきているのを見

て、あぶないです。対策してください。（女/４0 歳代/正気）  

191 

台風の時、広報車、消防車が回らないのにＮＨＫのテロップが流れるのはおかしくあ

りませんか？広瀬はどこに行けばいいのですか、車で行っても止められるの？（女/

６0 歳代/正気）  

192 
室内に防災ラジオがありますが、ドアを閉めていると聞き取りにくいです。２回放送

を希望します。外の防災無線はほとんど聞こえません！（女/６0 歳代/東金）  

193 
家族人としていわゆる災害等の避難はどのように…？（※９０歳寝たきりです）○印

の回答のない質問は出歩かないため無回答です（代筆  娘）（女/８0 歳以上/嶺南）  

194 
夜間が暗すぎるところもあります。防災無線が聞き取れないときがある。（女/５0 歳

代/嶺南）  
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６ 計画の実現に向けて    

                      自由意見：４４項目  

 

施策２６  交流と連帯のまちづくり  

【自由意見：2 項目】 

195 
区費が地区によって全然違っていて、その意味がわからない市だと思います。（女/

６0 歳代/福岡）  

196 

今年度も日吉神社連合祭典が台風のため中止になってしまいました。この祭りは山車

屋形をもみながら持ち上げるというとても珍しいお祭りです。これをもっとＰＲし観

光として売り込んだらどうでしょう。予算がなく区としては難儀していますので皆が

潤えるような形にしてくれたらいいなと思います。まずは資金を確保しなければなら

ないと思います。大変だと思いますが頑張って下さい。（女/４0 歳代/嶺南）  

 

施策２７  市民参画による行政の展開  

【自由意見：14 項目】  

197 有償ボランティアやボランティアプログラムの充実（女/４0 歳代/東金）  

198 体験・情報不足で回答できない分野があります。（男/７0 歳代/豊成）  

199 

今回のアンケートが今後の市政に生かされるとしたら、質問内容に答えを選べないな

がら○をつけたことに疑問が残った。新住民でしたので、住み良いと思っていても全

部把握できていないので、一般的な答え方であり、正しいデータとなるかわかりませ

ん。（女/６0 歳代/嶺南）  

200 
小学生や中学生にどんな未来になったら良いかを、意見を聞いたら良いと思う。（男/

６0 歳代/東金）  

201 
満足度や重要性は答えにくいです。具体的な質問の方が答えられます。（女/５0 歳代

/丘山）  

202 
問２８  ２，３，８についてはすでに子育てが終わりにて回答ができません情報も入

ってこないのでわかりません。（女/６0 歳代/田間）  

203 

高齢のため現況を知らないことが多く回答できないことが多く申し訳ございません。

余事ながら当地に郵便ポストがなくて不便をかんじております。ご一考いただければ

ありがたく思います。（女/８0 歳以上/嶺南）  

204 

※広報は毎号読み、保存もしている姿勢ですが、今回のアンケートの内容に正しく答

えられる程、市政について詳しく理解していません。個人の知る姿勢の問題か。広報

活動の不足なのか、このアンケートを集計しても、正しい結果につながるか疑問です。 

私は６０代ですが、若者が市内で生き生きと働く姿（働く場所の確保）併せて、若者

の呼び込み（定住者を増やす）が望まれます。専門家をお願いするのはいかがなもの
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でしょうか。私はこれといったアイディアを持ち合わせていませんので。（女/６0 歳

代/福岡）  

205 

元々この地にいた人間よりも、他地域から入ってきた人間の方が多いのではないでし

ょうか。時代は変わっていく中、変なところで昔からの体質が残る。田間リレーマラ

ソンなど行事が増えることは時代の流れに反しているとしか考えられません。この事

業に市から数十万円出していいものですか？異なる使い道はありませんか？今後、少

し突っ込ませて頂きたい。新市長に期待しています。（男/３0 歳代/田間）  

206 

情報公開で開かれた市政と行政をしてもらいたい。選挙中には病院はお金の心配がな

いと言っていた議員がいたけど赤字で大変だときいたので本当のことを教えて欲し

い。（男/１0 歳代/田間）  

207 
東金市のためと想っている人へアンケートしたら良いと思います。関心のなし人から

のアンケートは意味がないと思います。（男/２0 歳代/城西）  

208 
設問の内容がよくわからないものもあって、「わからない」も必要では。（男/８0 歳

以上/豊成）  

209 
毎回アンケートが来るんですけど？内容が事務的でわかりにくいです。（女/６0 歳代

/正気）  

210 良くわからない事もありましたが（上の質問）。（女/７0 歳代/大和）  

 

施策２８  効果的で効率的な行政運営の推進  

【自由意見：16 項目】  

211 

・住民税が高いのに行政サービスが良くない。  

・市役所の窓口へ行っても応対がえらそうにされることが多い。私達はあなた方の部

下ではない！！  

・市役所は何か言っても動いてくれない。  

・税金の使い道がおかしい。  

東金市の不満は病院と市役所！！もっと市職員が動かなきゃ変わりません！！他の

市を研究したほうが良い！！（男/５0 歳代/田間）  

212 市民税（国保税含む）負担が大きい。（女/４0 歳代/東金）  

213 
市役所の若い方々の対応は丁寧で感じがよいと思います。市の職員は東金市の顔です

から公私共に誠実であってほしいと思います。（男/６0 歳代/嶺南）  

214 

人件費削減と職員の市の業務把握のため、１週間交替で受付・案内業務を職員が行な

っている地方自治体が増えています。最近では山武市が実施しています。（男/６0 歳

代/正気）  

215 独身、未婚に対しての税を安くして欲しい。（所得税など）（女/４0 歳代/丘山）  
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216 
となりの市にくらべ、職員の対応（農業  ２年前の台風）が悪い。（男/５0 歳代/嶺

南）  

217 市税、国保税等高すぎる。（女/６0 歳代/田間）  

218 

税金が近隣２市（山武市、大網白里市）に比べ高い。又、金額の計算式の所得割が大

きすぎる。不公平である。税金は全体で公平に負担すべきである。（男/７0 歳代/正

気）  

219 

やる気と実行力のない東金市といったイメージです。部長、課長、どの方々がどのポ

ストが活気がないのか？“何でもやる課”でも作って市役所全体に喝を入れてほしい

です。（女/５0 歳代/東金）  

220 税金が高すぎる。（女/４0 歳代/嶺南）  

221 

現状の市政には、これまで住んだ自治体２ケ所と比べて  

①行政サービスの意識が低い（市役所全体のやる気がまったく感じられない）  

②市をより良くしていこうとする気概も方法論もない。まん然と決まったことだけし

ている。  

③職員に親切心も感じられない  

④箱モノだけに頼って、アイディアがなく、中途半端な田舎街。魅力を向上させる意

識がない。  

自然災害の少なさや、豊かな環境、都心とのほど良い距離感からサテライトオフィス

やインキュベーション施設、産学官連携施設などを誘致されたい  

（男/５0 歳代/田間）  

222 

市役所の方達はいつも親切で感謝しています。わからない事や疑問も嫌な顔せず説明

してくださいます。特に生涯学習課の方にはとても感謝しています。（女/３0 歳代/

公平）  

223 
市民税、都市計画税が他市町村に比べ割高である。税金がどの様に使われているか分

からない。病院等の施設をよくする様に努力してほしい。（男/５0 歳代/嶺南）  

224 

財政難といいながら、それに対する姿勢に危機感が感じられない。例えば、広報を２

回出す必要がありますか？やたらにイラストや必要のない写真で紙面をうめている

としか思えない。１回で充分ではないですか。嘱託職員さんがかなりいらっしゃるよ

うですが、ほんとうに正職員さんだけではまわせない仕事でしょうか。その採用も不

公平感がぬぐえません。（関係者同士で決めているような…）（女/６0 歳代/大和）  

225 

・「東金市第２次地域福祉計画・活動計画」の目標設定や取組み計画が何にも進んで

いない地域が多くある。本当にやる気があるのか？絵に書いたモチで経費のムダ使い

である。  

・各種の補助金や支援金を見直す必要あり（民生児童委員への２００万円補助  必要

なし、統一的な活動なしなのに県外研修の費用を支援、補助する必要なし）  
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・市財政が厳しいのに補助金などの見直しが進んでいないように思う。  

（男/６0 歳代/豊成）  

226 
市役所などで相談など個人的な話を窓口でする時に、周囲に配慮して、小さい声で話

するか、周囲に気を使って聞こえるように言わないでください。（女/４０歳代/正気） 

 

施策３０  情報化への対応  

【自由意見：２項目】 

227 
住民票、印鑑証明等はコンビニ自動交付を至急に対応してほしい。（男/４0 歳代/嶺

南）  

228 

会社で住民票等の書類が必要で、マイナンバーカードを作れば、コンビニで市役所に

行かなくても入手できるときいたので、マイナンバーカードを作ったのに、東金市は

そのサービスができない市長村でした…さすが田舎だな…とがっかりしてしまった。

やっぱり全てが遅れてる…（女/３0 歳代/田間）  

 

施策３1 地方創生の実現に向けて  

【自由意見：10 項目】  

229 源地区の活性化。（女/７0 歳代/源）  

230 

旧道商店街の活性化  新しい商店の（個人商店で個性的なおもむきのある町づくり、

東金のよさをアピールできるような軽井沢や色々なおしゃれな町をイメージした感

じが欲しい。スーパーばかりで何の趣もない。八鶴湖周りをもっと活かす方向、町の

中から考えたほうがいい。（女/６0 歳代/田間）  

231 

問２８の各項目への満足度や重要度についてはあまりわかりません。わからないとい

う点からは、基本的に満足度が高いと思いますが、唯一「地方創生」については少し

考えるところがあります。昨年市役所２F の担当部署にうかがいましたが、あまり作

業が進んでいるようには見えませんでした。いすみ市の××さん、横芝光の××、×

×さんの話しを聞く機会があり OB の××さんがまとめた「未来につながる地方創

生」をおおむね読みました。東金市は立地、インフラ、大学、アリーナ全てそろって

いて、人口減少のもさほどではない様なので冒険味に乏しいのでしょうか？ぜひ一度

「地方創生」の会議を傍聴させて下さい。（男/７0 歳代/城西）  

232 

もっとお祭りやイベントを増やしてみたり、東金が魅力的になるようなグッズや名物

を作成したり、それを、もっと多くの方に知って頂けるような広報活動があると、活

気だちそうだと思います。とっちーにふれ合える機会、場所、が増えるととても嬉し

いです。とっちーには申し訳ないのですけど、もっと、とっちーを動かしてあげると

良い宣伝になるのではないかと思います。とっちーのいろんなグッズ、良いと思いま

す。（女/２0 歳代/豊成）  
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233 
何事においても東金市はＰＲが少ない。マスコミに出る様なユニークなニュースがほ

しいと思っています。メディアの活用を考えるべき。（男/８0 歳以上/正気）  

234 
災害の少ない町としてアピールすべき。災害が少ないことはすごい事だと思う。（女/

４0 歳代/大和）  

235 
海に来た人が立ち寄りたいレストランや体験遊び場、など観光に力を入れて、アピー

ルを。空き家を、上手に活用して、人口を増やす工夫を。（女/４0 歳代/豊成）  

236 
市の活性化のためにキャラクターやアニメ等で他県からの訪問客を集める。（女/５0

歳代/城西）  

237 

東金市をアピールし、県外他市町村からの来訪、来客数を増やす方法のひとつは、き

っかけはやはり歴史探訪が良いと思います。例えば（日吉神社の由来。御成街道等々

数多く有るはずです。商業に関しては東金市は山武郡市はもとより、もっと広範囲に

わたる地域の中心としてお江戸に勝るとも言われる程、繁栄した場所であったと親に

聞いております。（殿様商売という悪評も聞きました）現在やめてしまったお店もあ

ると思いますが、東金市の伝統ある、お店の復活、九十九里浜を背景とした独自の食

文化、色々あると思います。ほんの少しでも、この回答が反映されることを願います。 

（男/７0 歳代/東金）  

238 

子供や若者が定住できる町を創る必要があると考えます。東金市と…たずねられると

回答にこまります。シンボル的なものがないですね…一年３６５日これだという東金

がほしいですね。（男/６0 歳代/大和）  

 

 

７ 市政運営全般及びその他の意見                   

自由意見：5５項目  

 

239 

松之郷に移住しましたが、クリーンセンターから、地区にお金が出ているために、１

件あたりの取り分が減るとの理由から隣組に入れてもらえませんでした。回覧板等も

回らず情報が入りません。新規移住者に対して、最初から地区がこのような対応だと

移住しにくい町になります。議員の方にも相談しましたが、地区のことは地区まかせ

といった感じです。家の前を都市ガスが通っているのに、高額なお金を部落に払わな

いと使わせないことも変です。理屈はわかりますが、結果的に、新規の家はプロパン

を選びます。このような地区の矛盾には、市が対応するべきです。見てみぬふりは良

くないです。（男/５0 歳代/公平）  

240 

心身健康で力強いイニシアチブの取れる人、政治は有限実行、結果である。  

市の財政を豊かにすることにより、効果的な行政ができる。  

企業誘致、人口増加、東京への通勤圏内にすること。  
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今までの市長は可もなく不可もなく存在感なし。（男/６0 歳代/東金）  

241 元気な退職者の活用。（女/４0 歳代/東金）  

242 

ＴＸで発展中の流山市から移ってきましたが、流山市の乱開発にうんざりしました。 

東金市は豊かな自然と農業を生かしながらも何か特異な分野で発展できないものか

と思います。（男/５0 歳代/東金）  

243 
改めて分からないことが多かったです。暮らしやすい東金に、お願いします。（女/

７0 歳代/東金）  

244 

メディカルの運営ですが市民は本当の状況が良くわからない。選挙などでは赤字で続

かないという人がいたり、県からの予算があるから大丈夫と言う人がいたり、本当は

どうなのかをはっきりさせるべきだと思います。（男/４0 歳代/嶺南）  

245 
安心して生活（高齢者、障害者、子供）できる東金市であってください。（女/６0 歳

代/源）  

246 より良いまちづくり、期待しています！（女/３0 歳代/正気）  

247 

町全体に活気が無い、駅の周りは空店舗でシャッター街、又住宅街近くはソーラーシ

ステムだらけ、問２１の質問で「学生のまち」とあるが、まったく感じられない。考

え方のひとつとして、空店舗を学生に貸し出し、自由な発想で店作りをしてもらう、

そして東金が学生ショップタウンとして市外へのアピールをする。（参考、台湾にそ

のような所がある。）ソーラーシステムは多くなれば草はボウボウ、町全体の活性化

につながらない。（男/７0 歳代/丘山）  

248 

以前は埼玉県××市に住んでいました。移動手段は電車 or バス。車だと機動力が無

い。東金は自家用車は必至。１８年間育った町へもどってきましたが、旧道に並んだ

商店が閉店していて…閉店している店が多くてショックでした。今だにバイパス沿い

の飲食店は好調かな？ラーメン屋多いしね、ラーメン屋だらけにしてもオモシロそう

だけど。ステーキ店は、東金市民？集まりすぎでしょ！びっくり。話は変わりますが、

駅前、まったく変わりませんね。それもありかもしれませんが、宿泊施設少ない。滞

在者がいないから仕方ないよね。東金市じゃなきゃ味わえない事（物？）、なんだろ

う？年数を重ねて形になりて、年数をかけて、あなたの本気を実現してほしい。私は

見ています。みんなも見ていますよ。（男/３0 歳代/田間）  

249 

子育てをしていく中で、教育費の負担が心配。金銭面のことを考えると、子どもの人

数も本当は３人くらいほしいが、２人で限界かとも考えてしまう。市民一人一人で求

めていることは違い、教育費、介護費、医療費など生きていく為には、たくさんのお

金がかかる。全ての人に満足いく支援は難しいかもしれないが、未来ある子どもたち

が、東金市では健全に育ち、地域にまた帰ってきたいと思えるようにしてほしい。（女

/３0 歳代/嶺南）  

250 恵まれた気候、東京との距離など、生活の場所として、良いところはたくさんある。
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東メディカルを充実させ、医療や福祉、子育てのしやすさなどを誇れる街にして欲し

い。地に足のついた行政を望む。（男/５0 歳代/東金）  

251 市会議員を減らしてもいいのではないでしょうか？（女/７0 歳代/嶺南）  

252 
市を盛り上げることや、新しい（若い）人が住みたいと思うような活動をして下さい。 

（男/５0 歳代/嶺南）  

253 道路駐車が多すぎる。（女/６0 歳代/田間）  

254 スーパーなど外でのタバコも禁煙にすべき。（女/６0 歳代/田間）  

255 
子ども、高齢者の住みやすい町づくりをお願いいたします。東千葉メディカルセンタ

ーを千葉県を代表する病院として存続してほしい。（女/５0 歳代/大和）  

256 害虫（チャドクガ）が多すぎて困る。（男/４0 歳代/豊成）  

257 
新しい転入者の意見を聞こうとしないから、なにを言ってもムダ。転出しようと思っ

ています。（男/６0 歳代/東金）  

258 
市中心部に比べて、福岡地区の不便を感じる。お年寄りにやさしい街づくりを！！  

（女/６0 歳代/福岡）  

259 

このアンケートは税金を上げるためのアンケートにしか見えません。市公務員の給

料、ボーナス減少などで考えてみてください。低所得者が住みやすくなる様にしてく

ださい。（男/５0 歳代/正気）  

260 

・東金市はこれといった取り得がない。中途半端な市のように思えます。もっとひと

つひとつを充実させ、あれば良い、やれば良いではなく、中身のある事業を行って欲

しいです。  

・議員総出で市内清掃、草刈ボランティアの実施日を作ることを提案したいです。  

（女/６0 歳代/田間）  

261 年寄りにやさしい東金市にして下さい。期待しています。（女/６0 歳代/城西）  

262 

あまり実感の出来ることはなく（口達者な高齢者、やんちゃすぎる若者）のまちだと

思ってました。これからも何か変化のあることを期待しております。（女/２0 歳代/

田間）  

263 

今年の２月に埼玉から引越しました。東金市の価値を上げる方法はもっとあると思い

ます。市民の皆様は誇りを持てる施策を期待しています。私案ですがやはりもっと国

際化に注力すべきと思います。英語に特化した学校東南アジアとの姉妹都市等。（男/

５0 歳代/豊成）  

264 ぜひ魅力のある街に。（女/６0 歳代/嶺南）  

265 市役所窓口は土・日もフルタイム開設すべき。（男/４0 歳代/嶺南）  

266 
人口の減少や身の丈以上の医療施設建設による地域負担増が今後の心配事項であり

年々住みづらい市になってきている感がします。（男/８0 歳以上/田間）  

267 高速バス、電車、有料道路等、千葉や東京へのアクセスは他の市より多いがどうして
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も終電が早かったりバスも早く終わってしまうなどアクセスの良さを生かしきれて

ない点もあるので、もっと都市にアクセスしやすい環境作りとそこから生まれる地域

全体への活性化につなげてほしい。千葉県全体のアクセスも良くしてハブ化してほし

い。（男/２0 歳代/城西）  

268 

下水溝の工事が一部地域に片寄っているのでは？下水溝のフタが不十分で風が吹く

とゴミが毎回つまる。地域の有力者が云うとやるのか？もっと公平にしてほしいと思

う。（男/７0 歳代/正気）  

269 

私は東金が大好きです。ですが、最近「東金は借金まみれなんだよ。」「東金やばいら

しいよ。」とよく耳にし不安になります。真偽のほどは不明ですが。一生家族と共に

楽しく東金で暮らせるために「いい情報」も「悪い情報」も市民と共有し、よい街づ

くりが出来ればと思います。（女/４0 歳代/田間）  

270 

日吉台小学校の近くにサンショウウオがいると言われている小川があるのですが、先

日初めて見に行ったところ、川がほぼ干上がっていてサンショウウオがいるようには

思えませんでした。珍しい生物ですし、ボランティアではなく、市政としても水を適

度に流すなど何か管理し、観光の地のひとつとして、活用できないものでしょうか。 

（女/４0 歳代/公平）  

271 活気が全く感じられない。思い切った市政を望む！！（男/８0 歳以上/東金）  

272 
高齢者や子育てに力を入れていることは良いと思う。けれど、若者にとってはあまり

魅力を感じるところがない。（男/２0 歳代/大和）  

273 

多分野の先進的な取り組み地域に状況把握と改善方策の積極的な取り組みの検討。中

央行政の追従、下儲けでない将来を見据えた独自性ある取り組みの創出。（男/７0 歳

代/公平）  

274 
嫌な所がない街（東金）というイメージを持っています。オープンで平安な街にして

下さい。（男/５0 歳代/東金）  

275 
自然を生かしたイベントやレジャー施設、企業の誘致で税政の向上を、社会保障の向

上で住みやすい街  東金に！！（男/６0 歳代/東金）  

276 

一つのアイディアですが「ピンクの原付オートバイ隊」もちろん女性陣にお願いし、

子供たちの見守りや防犯・適時に走行することで交通ルールへの警鐘にも。少し話題

性のある事を行なうことで他市町村や他県からも注目され、観光にやがて定住という

ことになれば最高。（男/７0 歳代/丘山）  

277 市役所の管理施設等の整備をする。（男/６0 歳代/東金）  

278 

先日、小学校にエアコンをと市長に提案したら、財政難との返事がありましたが、公

用車の買い替えや、市長室のリフォームなど、そちらの方が無駄ではないでしょう

か？前市長の使っていたイスがいやだとか聞きました。本当ですか？私は東千葉メデ

ィカルセンターは大変必要と思っています。赤字だろうが、仕方ないのではないでし
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ょうか。（女/５0 歳代/公平）  

279 もう少し安心して暮らせる町になってほしい。（女/３0 歳代/嶺南）  

280 

最近東金市独自性、特長  市の魅力が欠けてきている。幾度か見に行った美しいバラ

園、健康とレジャーの楽しみであった  ボーリング場、孫を連れ何度か利用した映画

館、単に利益追求の波にのれば、魅力に欠ける町になる…それには多少なりの支援協

力、知恵やアイディアをだせば、なくならずに済んだと思われた。壊すのは簡単、育

てるのは大変…東金市だけを考えるのではなく、九十九里町、山武市、大網白里を含

めた中核市を目指してほしい。東金の貴重な自然  房総の十和田湖雄蛇ケ池  都心か

らの呼び込みには、入り口に大きな案内看板が必要。（男/７0 歳代/嶺南）  

281 

各年代、多様な職種の者と市（市長）などが一同に集まり、今回のアンケートの分野

ごとに話す機会を何度も開催してはどうか。アンケート結果を知らせるだけではな

く、次のステップを。（女/６0 歳代/丘山）  

282 猪、ハクビシンを駆除してほしい（男/７0 歳代/源）  

283 
健康保険証の更新は、毎年するのはもったいない。３，４年に１回にして浮いた金は

他のことに使ってほしい。（男/７0 歳代/源）  

284 

７０才すぎてこの地に住みましたので子供夫婦にまかせております。少子化の問題は

４０年前よりいずれ来るとおもっていましたので、あまり驚かず、国の取り組みの方

がおかしかったのではと思っています。でもアンケートに協力できず申し訳ないと思

います。今は自分の体と生活を守るだけで一杯です。国会の方地方の方協力して遅す

ぎているのではと思いますが人々に協力を求めてガンバッテ下さい  高期高齢者よ

り（女/７0 歳代/正気）  

285 

市民と市政の思いがマッチしていない気がする。東金市のシンボルがない為アピール

ポイントがない気がする。東金市歴史・東金城についてなどのエリアを設ける。（男/

４0 歳代/丘山）  

286 

子育てについて。東金市だけに限らないと思いますが、高齢者を大事にし過ぎている

気がします。市外の人を呼ぶとかも、今の市民、これからの市民を大事にして欲しい。

待機児童の解消、企業誘致→企業保育所（託児）への支援→働く場所、人を増やす→

ママも働ける！（女/３0 歳代/正気）  

287 

市議会議員の数が多すぎる。例えば東金市を１２地区に分けるとすると、各地区１名

の１２名の定数とすればよいのではないか。無駄な議員をカットし、市の財政再建を

図らなければ、近々に東金市は破綻する。（男/６0 歳代/城西）  

288 

次世代に残したい東金市を作る為是非お願いしたいことが有ります  私共市民に一

番身近な市政に携わる、市議会議員の向上、改善を  人員数も一考の上、お願いした

いと強く思います。（私利私欲、我田引水）むかしから前市長迄の東金市の悪しき体

制を取り除き、市政に対し真面目に勉強し、真けんに取り組む人が当選するような仕



- 28 - 

 

組を作ってください。（知名度、親類関係、財産家）我々市民には全く関係有りませ

ん。（男/７0 歳代/東金）  

289 

人口は減少している中で今までより、税収が減ることが想定されている。出産し男と

女が共同で育児していくには社会的な助けが必要のため、どんな助けることが出来る

か検討してほしい。子供を２人から３人目を育児している環境を整備してほしい。婚

活を近隣市町と協力して、東金市に定住し、子孫を増せるような政策を１０年計画で

市の未来像をはっきり分かるものにしてほしい。（男/３0 歳代/豊成）  

290 

町に全く活気がなく楽しみがない町です。交通の便も悪く、引越しを考えてます。東

金は変化を求めない町なので、しょうがないとあきらめてます。若い人たちが楽しめ

る町つくりを期待しますが、リーダーシップをとれる方がいないのでこちらも無理で

しょう…ね（女/６0 歳代/東金）  

291 

周囲を八街市に近接している為八街市意識してしまう  ゴミ袋も近くのコンビニで

は無いです、防災無線も八街市が聞こえます。でも不満ではないです。（男/６0 歳代

/源）  

292 

東金に引越して、まだ１年たたずですが…政治の力は大事だと思いました。駅前の発

展、大きなキレイな公園、犬の狂犬病の手続きを動物病院で、できる様に。（男/４0

歳代/大和）  

293 私は年寄りのため良くわかりません。ゴメンなさい。（女/８0 歳以上/正気）  
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