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 自由意見欄には、全回答者の 31.5％にあたる 212 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、272 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、「街・道・自然が織り成す市域を創る  」（都

市基盤、自然・環境保全など）に関する分野の 83 項目で、全体の 30.5％を占めていま

す。次いで、「安心で健やかな暮らしを創る」（健康・福祉、防犯・防災など）に関する分

野が 48 項目（17.7％）、「計画の実現に向けて」（内部管理など）に関する分野が 40 項

目（14.7％）となっています。  

特に意見が多かったのは「生活に適応した公共交通網の再編」「厳しい時代に適応した行

財政運営」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。  

 

 

 

 

 

  

5.5%

11.8%

30.5%

17.7%

1.8%

14.7%

2.2%

15.8%

子どもたちの今と未来を創る

子育て支援、教育など

稼ぎ・にぎわうまちを創る

産業、雇用など

街・道・自然が織り成す市域を創る

都市基盤・自然・環境など

安心で健やかな暮らしを創る

健康・福祉、防犯・防災など

こころ豊かなひとを創る

生涯学習、スポーツ振興など

計画の実現に向けて

内部管理、地方創生など

まちづくりの基礎・土台

自治活動など

その他市政運営全般

自由意見 
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１ 子どもたちの今と未来を創る                  15 項目  

 【子育て支援の充実】  
◆妊娠期から子育て期まで切れ目のない子育て支援体制を一層充実させるた
めの仕事に関する意見・要望  

9 項目  

 【幼児教育・保育の充実】  
◆共働き世帯の増加など、多様化する保護者のニーズに対応し得る充実した
幼児教育・保育の環境を整備するための仕事に関する意見・要望  

3 項目  

 【学校教育の充実】  
◆時代の変化に対応した教育内容の充実や、学校施設の整備・充実を図るた
めの仕事に関する意見・要望  

3 項目  

 

２ 稼ぎ・にぎわうまちを創る                    32 項目  

 【既存事業者の持続・発展と新たな企業誘致の推進】  
◆関係機関との連携により、企業を誘致するための支援策の拡充や既存事業
者の持続・発展に係る環境整備をするための仕事に関する意見・要望  

2 項目  

 【農業経営の強化・安定と森林の整備】  
◆農業の基盤整備や経営、また森林整備を推進するための仕事に関する意
見・要望  

4 項目  

 【東金商圏の維持・発展】  
◆市民のニーズに対応した商圏を目指し、地域経済の活性化に取り組むため
の仕事に関する意見・要望  

16 項目  

 【魅力的な観光コンテンツの創出】  
◆交流人口の増加と地域活性化に向けた取組みや、多様化した観光ニーズに
即した多面的な取組みを推進するための仕事に対する意見・要望  

9 項目  

 【雇用・勤労者施策の推進】  
◆各関係団体との連携により、新たな就職機会の創出や、職業能力の開発支
援等を進めるための仕事に対する意見・要望  

1 項目  

 

３ 街・道・自然が織り成す市域を創る                83 項目  

 【豊かな自然と利便性の高い市街地の形成】  
◆中心市街地のまちづくりや、丘陵部、平野部の土地利用など、自然景観と
共生するまちづくりを計画する仕事に関する意見・要望  

10 項目  

 【生活と産業を支える道路整備】  
◆市道の維持管理や整備をするための仕事に関する意見・要望  

16 項目  

 【生活に適応した公共交通網の再編】  
◆電車や路線バスに加え、循環バスやデマンドタクシーなどの二次交通の整
備により、少子高齢化などの社会状況をに沿った公共交通体系を整備する
ための仕事に関する意見・要望  

31 項目  

 【都市基盤 (下水道、ガス、公園・緑地など )と河川・水路の維持・管理】  
◆快適な市民生活維持のため、都市基盤や河川・水路の維持管理をするため
の仕事に関する意見・要望  

17 項目  

 【住環境の整備と生活環境への配慮】  
◆公営住宅の適正管理や空き家対策、公害防止や環境汚染対策に係る仕事に
関する意見・要望  

9 項目  

 

４ 安心で健やかな暮らしを創る                   48 項目  

 【医療体制の充実】  
◆地域医療体制の充実や感染症対策等に係る仕事に関する意見・要望  

20 項目  

 【地域福祉の推進と社会保障制度の充実】  
◆地域福祉活動の推進や社会保障制度の運営に係る仕事に関する意見・要望  

7 項目  

 【高齢者福祉の充実】  
◆いつまでも住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、高齢者の社会参加と
介護予防、生活支援サービスの充実を図るための仕事に関する意見・要望  

2 項目  
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 【障がい者福祉の充実】  
◆障がい者福祉サービスの充実や共生社会の実現に係る仕事に関する意見・
要望  

2 項目  

 【自然災害や犯罪などへの対策】  
◆安全安心な生活のための防犯、防災、交通安全等に係る仕事に対する意見・
要望  

17 項目  

 

５ こころ豊かなひとを創る                      5 項目  

 【世代を通して学び活動できる環境づくり】  
◆生涯学習のための講座や施設の運営等に係る仕事に関する意見・要望  

2 項目  

 【心身共に健やかな生活を営むためのスポーツ振興】  
◆ライフスタイルに合ったスポーツの推進やスポーツ施設の維持管理運営
に係る仕事に関する意見・要望  

3 項目  

 

６ 計画の実現に向けて                       40 項目  

 【厳しい時代に適応した行財政運営】  
◆時代に順応していく行財政運営や職員の資質向上に係る仕事に関する意
見・要望  

23 項目  

 【広域的な連携によるまちづくり】  
◆市の課題、資源の制約等に対応する観点から、広域的な連携による課題解
決を推進するための仕事に関する意見・要望  

3 項目  

 【技術革新を踏まえた新しい行政運営】  
◆今後の技術革新に対応した行財政運営を行っていくための仕事に関する
意見・要望  

1 項目  

 【市民との積極的な情報共有】  

◆広報とうがねやインターネット等を活用し、市民との情報共有化を推進するため

の仕事に関する意見・要望  

13 項目  

 

7 まちづくりの基礎・土台                      6 項目  

 【自治活動の維持活性化】  
◆地域の課題を解決するための仕事に関する意見・要望  

4 項目  

 【様々な主体との協働の推進】  
◆ボランティアグループや市民活動団体などの様々な主体と協働による行
政活動を行っていくための仕事に関する意見・要望  

2 項目  

 

市政運営全般及びその他の意見                    43 項目  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 文末の（ ）内は、性別・年代・居住地区をそれぞれ表しています。 

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

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

方・大豆谷）に分類しました。 

 あきらかな誤字・脱字を除き、原文のまま転載しました。 

 個人名などについては、個人情報保護の観点から伏せ字「●●」としました。ただ

し、公的機関・職名などについてはそのまま記載してあります。 

 一番左に付されている自由意見の番号は通し番号です。 
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１ 子どもたちの今と未来を創る（子育て支援、教育など）  

自由意見：15 項目  

 

施策 1-１  子育て支援の充実  

【自由意見：9 項目】 

1 子ども優先の優しい市をつくってほしい。（女/30 歳代/田間）  

2 
子どもの医療費が 200 円から 300 円に上がったのがちょっと不満。  

（女/30 歳代/豊成）  

3 
東金市で生まれ育ちましたが、同級生（特に結婚して子どものいる方）は東

金市で子育てしたいという話はあまり聞きません。（女/20 歳代/公平）  

4 子どもを少しの時間でも預かってくれる場所がなさすぎる。（女/30 歳代/大和） 

5 

子育てに関し、自分が住んでいる地区の担当を聞いたら、紹介されなかった。

地区担当の人がいないのか？他市に住んでいる時は、担当の人と密に連絡を

取り、子育ての相談もしやすかったので、残念に感じた。（女/40 歳代/田間）  

6 

小学校の学童保育利用料が高いと思います。高学年になると預かる時間も短

くなるので、4 年生以上は利用料を下げるなどしていただきたいです。  

（女/30 歳代/福岡）  

7 

生活保護や介護保険認定をもっと厳しくした方が良いと思う。高齢者の事ば

かり考えられていることが多く、子供への生活環境作りがまだ少ない。例え

ば学童の利用料金が高い。結局アルバイトなどをしても毎月 9 千円を払うと

意味がない。小学校の給食費等も無料にすべき。少子化対策をこれからして

いくべき。（男/30 歳代/嶺南）  

8 

高齢者が増え市政に携わる人も高齢の為、高齢者中心の考えが多く、子供や

若者をないがしろにしがちに感じる事が多い。高齢者にばかり目を向けるの

ではなく、子育てのしやすい町作りを中心に市政を行ってほしい。生産性の

ある人を大切にして欲しい。（男/40 歳代/東金）  

9 
今は、子どもの教育等は恵まれている。私が子育てしている時は、何も援助

などなかった。（女/60 歳代/豊成）  
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施策 1-２  幼児教育・保育の充実  

【自由意見：3 項目】 

10 

都より教育のレベルが低い。保育園、幼稚園で過ごし学ぶことは、大人にな

る上でとても大切な時期。そのレベルを上げる必要があります。接遇もでき

ていない。（市役所も含む）（女/30 歳代/丘山）  

11 

先日、こども課へ電話をしました。うちの子は 2 人保育園に通っています。

東金市で認可している園はたくさんあると思います。それぞれのやり方も違

います。うちの園は、土曜日保育をするには毎月シフト提出、勤務証明書が

必要です。でもそれは、働く親にとって大変な事です。うちは土曜まできち

んと市に申請し、お金も払っています。そんな負担をかける必要があります

か？そんな事ばかりで、親が安心して預けられる環境ではないと思ってしま

います。市に問い合わせしたところ、何も言えない（それぞれのやり方があ

る）との返事でした。親のアラを探すのではなく、保育にあたって何が一番

重要なのか考えて頂きたいです。（男/40 歳代/福岡）  

12 
幼稚園年少児の預り保育を始めてほしい（2、3 学期だけでもいいので）。  

（女/30 歳代/豊成）  

 

施策 1-3 学校教育の充実  

【自由意見：3 項目】 

13 

小学校や中学校の老朽化でトイレ等が不衛生なので、コロナや感染症が流行

している事もあり、新しくする事はできませんか？掃除しても古いので綺麗

になりません。（女/40 歳代/丘山）  

14 無駄に道路を直すなら、教育へ力を入れてほしい。（女/20 歳代/城西）  

15 
中学校の生徒数が少なく、部活動が縮小傾向等活気がないので、統廃合した

方がよいと思います。（女/50 歳代/城西）  
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２ 稼ぎ・にぎわうまちを創る（産業、雇用など）  

自由意見：32 項目  

 

施策 2-1 既存事業者の持続・発展と新たな企業誘致の推進  

【自由意見：2 項目】 

16 

東金有料道路周辺の道路整備及び土地の有効活用にもっと力を入れても良い

のではないかと思います。（企業誘致、商業施設誘致、大規模な公園の造成、

観光スポットの造成等）東金市と言えば○○だ！と強く言えること（もの）

がほしいです。（男/30 歳代/日吉台）  

17 
若い世代が地元で就職できるように、企業を誘致していただきたいです。  

（女/20 歳代/公平）  

 

施策 2-2 農業経営の強化・安定と森林の整備  

【自由意見：4 項目】 

18 
市の特産物があまりない。ふるさと納税に出せる魅力ある商品等を育てても

らいたい。（男/60 歳代/嶺南）  

19 田んぼ、農道のコンクリート整備。（男/60 歳代/豊成）  

20 耕作放棄地の有効活用。（男/70 歳代/正気）  

21 地元産の農作物を取り扱うスーパーが増えてほしいです。（女/30 歳代/正気）  

 

施策 2-3 東金商圏の維持・発展  

【自由意見：16 項目】  

22 

東金市の町なみを見ると商店が閉まっています。歴史のある東金の町なみを

よくしたいと思います。企業を迎えたり、市と市の協力を用い、少しでも明

るい町になっていくと嬉しいです。コロナで皆さん大変ですががんばって下

さい。（女/70 歳代/公平）  

23 
学生などが学校帰りに遊べる施設（スポーツなどができる施設）がほしいで

す。（男/10 歳代/嶺南）  

24 

旧道沿い、東金駅周辺に、オシャレなカフェやハンドメイドイベントなど、

若い人たちが楽しめるようなスポットを作ってみてはどうでしょうか？  

（女/40 歳代/嶺南）  

25 駅周辺、旧道沿いの商店街の活気を戻したいですね。（男/70 歳代/田間）  

26 
街の商店街の為には大手スーパーを増やさない事（税金対策でなく）。  

（男/70 歳代/東金）  

27 東金市をもっと活性化してほしい。（女/40 歳代/丘山）  
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28 

他県の人からすれば、東金市は何もない町で魅力がない（知らないと）。家族

で来て遊べる何かが必要か？レクリエーション施設が何ひとつない。歴史あ

る町なのに、わざわざ住みたいと思えないから人口が増えない？  

（男/60 歳代/日吉台）  

29 
屋内プール＆スポーツセンターがあったら、人気になると思う。  

（女/40 歳代/田間）  

30 
飲食店は充実していますが、大型ショッピングモールなどがあまりないので、

不便かなと思いました。（女/20 歳代/正気）  

31 

近隣地域に比べ、東金市は飲食店が多く、活気があると思いますが、欲しい

ものを購入できるお店が無い。スーパーはありますが、衣類、雑貨、くつな

どが購入できる、イオンモールのようなものがあったら、わざわざ千葉市や

成田市まで行かなくても良いし、もっと人の流れもできて、街全体が活性化

するのではと思います。財政は大変だと思いますが、個人消費は必ず活かせ

ると思います。ぜひ、この機会に東金市が活気ある、自慢できる街になって

ほしいと思います。頑張って下さい！！（女/40 歳代/田間）  

32 

東金の魅力は、都内や都市に比べて、買い物が便利、安価、スーパーが多い

ことである。町の活性化に、都内や都市部から買い物客向けの無料バスと、

買い物用のスーパー、道の駅等をまわる無料バスで、好みの買い物場所に行

ってもらう。各買い物するスーパー等では、安価な宅急便料金で、買い物品

を届ける、また、都内都市部に帰るバスには、買い物したものを置けるよう

にする。（例えば、低温の冷蔵庫を備える等）買い物客は、観光客としても、

食事等の収益対象ともなり、町おこしとなる。東金市の買い物の便利さを知

ってもらえば、移住してくる人も出てくる可能性あり。（男/70 歳代/東金）  

33 
若者が集まるオシャレな町にしてもらいたい、リゾートみたいな。他県から

足を運ぶようなレジャー施設を。（男/40 歳代/丘山）  

34 
東金にもスターバックスがあると嬉しいです。最近、バイパス沿いに空き店

舗が目立つので、、、。駅前にイオンモールを作るとか。（女/50 歳代/豊成）  

35 
以前住んでいた所々は商店街に活気がありましたが、東金にはそれが無いの

がとても残念です。（女/50 歳代/大和）  

36 
シャッターの多い旧道を、東金レトロ商店街として復活させるのはどうでし

ょうか？（女/40 歳代/公平）  

37 公園や、雨の日でも遊べる所がほしい。（女/20 歳代/城西）  
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施策 2-4 魅力的な観光コンテンツの創出  

【自由意見：9 項目】 

38 
現行の「やっさ祭り」イベントもそろそろ終了に！！もう盛り上がりにくい。

パレードは特になしで良い。（男/60 歳代/公平）  

39 

活気が感じられない。東金は人口が減っているのでしょうか？まあまあ住み

やすい街だと思いますが、これといって目玉となる観光も店もイベントも名

所もない。今はコロナですが、人が集まる街にしてほしい。独居になっても

高齢でも障害があっても安心して住み続けることの出来る市にしてほしい。

（女/60 歳代/田間）  

40 

八鶴湖を観光名所として蘇らせるための整備（①神社から、公営駐車場に向

けて、木造のアーチ橋をかける。②周囲の桜の植えかえ。③周囲のサツキの

整備。④公営駐車場のトイレを歴史を感じさせる木造建築で作る。⑤東金御

殿の歴史を感じさせる整備。⑥市営による木造のボートの運営。）  

・YASSA フェスティバルにかわる、東金市の歴史（東金御殿）を感じさせる

祭りの企画実施（場所は八鶴湖周囲）  

・多田屋跡地に全天候型の屋台村の開設（市営）  

・真亀川の川沿いに桜並木の整備（開花時期の屋台の出店）（男/60 歳代/東金） 

41 
東金市をもっと有名に。例えば、勝浦市の様なひな壇みたいにお金をかけず、

少しでも東金市の名前が出る様な事をしてほしい。（男/70 歳代/福岡）  

42 
雄蛇ヶ池という絶景を利用して、自然を活かした有料の森林公園を造り、観

光客を呼べる公園があってもいいのでは？（男/70 歳代/正気）  

43 

東金市で行われるイベントの中で八鶴湖の桜祭りは、駅前付近の駐車場の確

保、地元の名産品の販売等、盛り上げたらもっと東金市のアピールになると

思います。桜の木の殺虫、殺菌もお願いします！（女/50 歳代/城西）  

44 
八鶴湖やその近隣の寺社など観光しやすくする。外国語の説明などつける。  

（男/40 歳代/田間）  

45 

東金は自然豊かで良いところですが、商業、観光 etc...全て町に活気を感じま

せん。若い子達が地元離れしないような、魅力的な町にしてほしい。  

（女/60 歳代/日吉台）  

46 
●●さんにたまにイベントとして来て頂けると、東金市も活気が出てくると

思います。（女/30 歳代/城西）  

 

施策 2-5 雇用・勤労者施策の推進  

【自由意見：1 項目】 

47 シルバー対応の人材派遣の窓口があるとうれしい。（女/60 歳代/大和）  
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３ 街・道・自然が織り成す市域を創る（都市基盤、自然・環境など）  

               自由意見：83 項目  

 

施策 3-1 豊かな自然と利便性の高い市街地の形成  

【自由意見：10 項目】  

48 
市の中心部以外の人にとって、せっかくの施設を利用できない。  

（男/70 歳代/丘山）  

49 交通、医療等、地域利便性格差を是正出来れば良いと思う。（男/60 歳代/豊成） 

50 
車がないと困る社会じゃなく、住宅地近くに買い物ができる場所をつくって

ほしい。歩きたくなる自然をつくってほしい。（女/60 歳代/大和）  

51 
東金市は市街地中心に運営するものではない。海側に近い東金もあることも

忘れないでほしい。（男/40 歳代/福岡）  

52 

・東金線（本数は少ないですが）や東金インター、また、山武市や成田市な

ど、もっと利用していくことが出来るのではないかと思います。  

・八鶴湖の桜の寿命が短くなっている気がします。海も山もあり、都心から

の便も良いのに、とてももったいないと思います。（女/20 歳代/公平）  

53 

市中央部、商業地に学校がある為に、繁華街が栄える事が無くさびれ、ゴー

ストタウン化している。中心部の再生・再開発と市内での消費増加を目指す

べき。（男/60 歳代/城西）  

54 
無造作にある電柱の電線が町の外観を悪くしている。無電柱化も行っていい

と思う。（男/50 歳代/田間）  

55 東金駅（旧市街地域）周辺の再生、発展策の立案。（男/70 歳代/嶺南）  

56 
東金駅周辺がさみしすぎる。階段を上らないで、サンピア側から八鶴湖側に

行けるようにして下さい。（女/70 歳代/大和）  

57 
もっと豊かな自然を増やすために、植林などのイベントがあると良いと思い

ました。（女/30 歳代/城西）  

 

施策 3-2 生活と産業を支える道路整備  

【自由意見：16 項目】  

58 
舗装の凹凸を直してほしい。側溝の土砂の取り除きをしてほしい。  

（男/70 歳代/東金）  

59 市内危険道路が多数あります。整備に力を入れてほしい。（女/40 歳代/豊成）  

60 道路を広くしてほしい。（女/60 歳代/豊成）  
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61 

通学路の見直しを早急にしてほしい。歩道だけでなく、自転車通学の通学路

も見直し。先日、水田、水路に落ちてしまった中学生を見たので、ガードレ

ールか棒を立てるなど、対策を早急にやってほしい。（女/40 歳代/正気）  

62 

八街での交通事故もあり、通学路の整備も視野に入れてほしい。それが無理

なら、ボランティアの増員等を行い、安全に通学できるような案がほしい。  

（女/30 歳代/嶺南）  

63 
事故、渋滞を引き起こす様な道路に対して、立ち退き含めて、整備の必要も

感じるところが多い。（男/50 歳代/田間）  

64 

求名駅から千葉市内の高校へ通っているが、朝と夜に券売機が使えないのは

不便。高校生がテスト期間になり早帰りになると大学生と時間がかぶり、ホ

ームの半分近くまでスイカのタッチに並んでいる。歩道橋はボロボロで、少

し風が吹くと揺れて怖い。早急に建て替えていただきたいです。  

（女/10 歳代/公平）  

65 直すべき道路の工事を早く終えてほしい。（女/50 歳代/正気）  

66 

脱炭素エネルギー。健康増進の為に、歩くこと、自転車利用が増えると思う

が、現状は市街を離れて歩こうとしても、安全な歩道（自動車と分離されて

いる）が全く無い。また、歩道の緑化整備もされていない状況。安全な通学

路とあわせて検討すべきと思う。（男/70 歳代/日吉台）  

67 道路が狭い。（男/80 歳代以上/豊成）  

68 交通量の多い通学路に安全な歩道を作ってほしいです。（女/40 歳代/正気）  

69 

抜け道が数多く存在しスピードを出す車が多い為、交差点へチャッターバー

の設置、通学路にはガードレールの設置を進めてほしい。特に東中学校から D

ステーションあたりまでの道。（男/40 歳代/田間）  

70 車道と歩道との段差をもっと平らにしてほしいです。（女/60 歳代/東金）  

71 通学路が危ないと感じる場所があるので、改善してほしい。（女/40 歳代/城西） 

72 
歩道の設備を見直して下さい。危ない歩道がたくさんあります。一度歩いて

みて下さい。（男/30 歳代/嶺南）  

73 

八街の事故の件があり、道路整備に努力して頂きたい。東金は道路が暗い、

街灯が少ない、歩道が少ない、白線が消えて見にくい、特に雨は全くだめだ。

力を入れて努力お願いします。（不明/不明/不明）  
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施策 3-3 生活に適応した公共交通網の再編  

【自由意見：31 項目】  

74 
JR 東金駅の市役所側の改札口の整備を要望します。高齢者にとって階段はき

つい。（女/80 歳代以上/大和）  

75 

季美の森に在住の者です。千葉駅までバスで行く場合現在は、バスの本数が

少なくバス停も、メディカルセンター↔麦わら公園↔南センターのみです。千

葉↔成東のバスは季美の森東を通っているにもかかわらず、１ケ所も停まって

くれません。バス会社どうしの利害関係もあり、陳情をきいてもらえない！！

せめて、東金市内（季美の森東）のさくら公園あたりで１ケ所バス停を作っ

てほしいです。高齢者からのお願い！！（男/80 歳代以上/丘山）  

76 

80 才過ぎても車の運転をしなくては不便なのでは、住みごこちが良くても移

転を考える時が来ると思う。日吉台は特に坂が多く、マイクロバスの循環を

丸山公園又は南が丘ローソンのあたりまで延長して頂けると助かります。  

（女/70 歳代/日吉台）  

77 
買い物に行くのに市にバスがあれば。地区ごとに週に 1 回でも。  

（男/70 歳代/嶺南）  

78 少子高齢化に伴い、交通（公共、民間）の利便性の向上。（男/70 歳代/嶺南）  

79 

居住地区により交通機関の利便性は異なります。東金市全体の整備も重要で

すが、過疎地帯のお年寄りや学生の方が使い易いバス等があると助かります。

（女/50 歳代/源）  

80 交通面では、電車の数を増やしてください。（男/10 歳代/嶺南）  

81 電車の本数が少ない。（男/10 歳代/日吉台）  

82 
JR 東金線をなんとか改善し、路線、本数を増やしてほしい。30 年ちっとも変

化なしです。（女/60 歳代/公平）  

83 電車の本数を増やしてほしい。（男/10 歳代/田間）  

84 
駅付近と地区とを結ぶ交通の整備が全く進んでいない。ぜひ改善を要求しま

す。（女/60 歳代/日吉台）  

85 高齢者が過ごしやすい交通機関や運用整備をしてほしい。（女/40 歳代/豊成）  

86 
東金駅東口から直に入場出来ればもっと便利になるのではと思う。  

（男/60 歳代/東金）  

87 高齢化に伴い、丘山地区の交通の便を良くしてほしい。（女/40 歳代/丘山）  

88 バス・JR の本数が少なすぎる。（女/30 歳代/日吉台）  

89 東京へ通勤しやすい交通手段をお願いします。（男/50 歳代/田間）  

90 
JR の千葉・東京へ直通電車を増やしてほしいです。大網駅乗り換えは、特に

高齢者にとっては非常に危険です。（女/70 歳代/田間）  
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91 
JR 東金線の本数を増やしてほしい。バスも同様、バス停をもっと広く、わか

りやすくしてほしい。（男/40 歳代/城西）  

92 利用しやすいデマンドタクシーにしてほしい。（男/80 歳代以上/田間）  

93 求名駅のエレベーター整備。（男/80 歳代以上/公平）  

94 
免許返納した高齢者のための交通整備（循環バス等）の充実を。（高齢ドライ

バーが多いので事故が心配）（女/40 歳代/正気）  

95 ぜひ、市民バスを増やしていただきたいです。（女/60 歳代/豊成）  

96 
一番に思うが、高齢化が進み、市外地方の人々の交通の便が悪い。考えてほ

しい。（男/40 歳代/正気）  

97 

乗り合いタクシーが東金市以外に行けるように。（さんむ医療センター等病

院）タクシー代が高いので、タクシー券かタクシー代の割引券等あれば。  

（男/80 歳代以上/豊成）  

98 今後、年をとった時の交通手段が不安です。（女/60 歳代/東金）  

99 JR、バスの本数を増やしてほしい。（男/50 歳代/東金）  

100 交通の便を良くしてくれると、人も集まると思う。（女/10 歳代/嶺南）  

101 
家の近くに買い物できる所が無い。駅へのアクセスが困難。電車の本数が少

ない。バスの運賃が高い。（女/10 歳代/福岡）  

102 

東金駅改札が一か所だけで非常に不便を感じています。市役所方向から駅に

向かう道順として、上り階段から下り階段までかなりの距離で苦労していま

す。是非改良をお願いしたい。（女/70 歳代/大和）  

103 

自然が多くのどかで、日常生活では住みやすいと感じますが、将来の子ども

の教育についてや、老後の医療、車が運転できなくなったら住み続けること

が辛くなるのではないか不安があります。都会へ出やすくなっていると解決

するのではと思っています。大網駅のように、東京や千葉へ直通する電車が

増えてほしい。（女/40 歳代/城西）  

104 
乗合タクシーが、なかなか空いてなくて利用できません。もう少し増えると

嬉しいです。（女/80 歳代以上/大和）  

 

施策 3-4 都市基盤(下水道、ガス、公園・緑地など )と河川・水路の維持・管理  

【自由意見：17 項目】  

105 （下水道）汚水、排水の整備。（男/70 歳代/嶺南）  

106 

自然災害特に雨水処理の整備。私達の東金市は平面なので、最近の大雨等対

策として下水道の充実及び掃除（現在有るもの）が必要と考えます。  

（男/80 歳代以上/東金）  

  



13 

107 
東金市内と市外とでは同じ税金を払っているのですが環境が違いすぎる。上

下水道の整備。道路の整備。（女/60 歳代/源）  

108 生活排水路の整備が悪いため、道路のかん水がある。（男/70 歳代/嶺南）  

109 
大型商業施設の誘致とか、問 37 にあった家族で遊びに行けるような大きな公

園などで集客して、東金市を活性化してほしい。（男/50 歳代/田間）  

110 

少しの雨でも道路が冠水するので、メイン道路だけでも道路脇の泥を掘り上

げてほしい。線状降雨帯や台風などでどうなるか心配。側溝に傾斜がなく、

いつまでも水がたまっている。排水機能をあげることは可能ですか？  

（女/70 歳代/東金）  

111 
土地活用。広い土地を活かして、総合スポーツ公園や木をふんだんに使うア

スレチック施設も視野に入れての物作り。（男/50 歳代/源）  

112 公園が充実していない。（女/30 歳代/大和）  

113 

・田間でも、公園が近くに 1 つもない田間なので、作ってほしい。（砂押）  

・水遊びできる場所がないので、学校のプールを開放するか、プールの施設

を作ってほしい。みのりの郷に公園か水遊びできる場所を作って下さい。  

（女/30 歳代/田間）  

114 
公園に樹木を増やし日陰をたくさん作り、ベンチを置いて！  

（男/70 歳代/大和）  

115 

まず身近なところからの改善を。子どもが利用する公園内の整備がなってい

ない。ベンチがいつまでも壊れたままで、修理されていない。（フェンスも）

（男/30 歳代/正気）  

116 公園などにもう少し花を植えてほしい。（女/70 歳代/田間）  

117 広い公園がほしい。（女/40 歳代/豊成）  

118 

公園の清掃強化をしてほしい。砂場に動物のフンがある時があり困る。フェ

ンスなどで囲ってみてほしい。公園でのゲートボールが原因で子どもが遊べ

ないことがある。どうにかしてほしい。（男/30 歳代/田間）  

119 

下水処理の整備を改善してほしい。場所によって、下水処理が出来ていない

為、くみ取りで臭いがたまらない。衛生面も考え、財政で厳しいかと思いま

すが、せめて浄化槽でも工事出来るように努力をしてほしいです。くみ取り

式のご家庭にも声を掛けて、何とか少しでもくみ取りがなくなる事を希望し

ます。（女/80 歳代以上/城西）  

120 

大雨のたびに、水路（自宅横）があふれる。市役所に相談した際、地区の班

長に言ってくださいと言われた。言えません。言えないから相談しに行って

ます。回覧板で報告されても（個人名で）困るので。（女/30 歳代/●●）  
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121 

松之郷にあるため池をフェンス等で囲ってほしい。小さい子どもが入る危険

性が高く、安心して外で遊ばせることができない。もちろん、遊ぶ際は大人

が付き添っているが、他の中高生が釣りをして遊んでいるのを見ると、危な

くて仕方ない。（男/30 歳代/公平）  

 

施策 3-5 住環境の整備と生活環境への配慮  

【自由意見：9 項目】 

122 

ビンごみのポイ捨てがとても多く困っています（他のごみもありますが）。ご

み袋が大きいサイズのものしかないのも原因ではないでしょうか。小さめの

サイズがあれば、とても良いと思います。（女/30 歳代/福岡）  

123 

空き地の管理、除草の依頼を通年でお願いしたい。近隣住民からの毎年の苦

情を待たずに、持ち主への連絡をお願いします。虫・鳥・雑草の侵入など大

変迷惑しております。（女/50 歳代/豊成）  

124 
これ以上、建売の家を売るために土地や緑を減らさないでほしい。（空き家の

管理）（女/50 歳代/正気）  

125 
松之郷に住んでいますが、倒木の危険がある林が多い。持ち主は何も管理せ

ず、大きくなっているので、市できちんと指導してほしい。（女/40 歳代/公平） 

126 I ターン者支援（空家有効活用等）（男/50 歳代/嶺南）  

127 
可燃ゴミのうち、ビニール、プラスチック等の資源ゴミをもっと区別して、

可燃ゴミをもう少し減らせないでしょうか。（男/80 歳代以上/東金）  

128 
空地や空家において、雑木や雑草が多く茂っており、道路や付近の住宅が困

っている。（男/60 歳代/正気）  

129 
一斉清掃がなくなり、道沿いにゴミが沢山捨てられています。年末には、一

斉清掃出来れば良いと思います。（男/50 歳代/嶺南）  

130 
管理放棄の空き家、空き地が多く心配。なんとかしてほしいです。市の方か

ら、何らかの事をお願いしたい。（女/50 歳代/豊成）  
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４ 安心で健やかな暮らしを創る（保健・福祉、防犯・防災など）  

                自由意見：48 項目  

 

施策 4-2 医療体制の充実  

【自由意見：20 項目】  

131 

コロナワクチン接種について、近隣やニュースを見て、インターネットや電

話予約が混乱しているので不安だったのですが（インターネットが使えな

い）、東金はかかりつけに電話ですぐ予約できましたし、かかりつけは顔見知

りで安心でした。集団で受けた人も、すぐに対応してもらえたとの事、スム

ーズな対応で東金の方法はすばらしかったです。感謝しています。  

（女/70 歳代/正気）  

132 東千葉メディカルセンターへの無料送迎バスが必要です。（女/60 歳代/丘山）  

133 

公務員の方がそう多くなさそうですのに、給付金やワクチンの接種等のシス

テムがすばらしいと思います。ありがとうございます（高齢者が先というの

は申し訳ないと思っております）。（男/70 歳代/豊成）  

134 専門医が少ない。入院施設のある第 2 次病院が少ない。（男/70 歳代/嶺南）  

135 
コロナの中で回答するのは難しい。はやく良い薬が出来れば良いと思います。

（不明/80 歳代以上/大和）  

136 

赤字財政脱却なしでは市の発展なし。東千葉メディカルセンターの経営計画

の大幅な誤算、赤字経営の速やかな改革が市政の最重要課題として取組され

ないといけないと考えられます。（男/80 歳代以上/公平）  

137 
医療過疎といわれている地域でもあり、医療の充実をもっと推し進めてもら

いたい。（男/60 歳代/日吉台）  

138 ワクチン接種がスムーズにできるように願いたい。（女/60 歳代/日吉台）  

139 

東千葉メディカルセンターの利用をだれでも（紹介状などなしで）できるよ

うにしてほしい。一応緊急病院なのでね！！不正の回答も詳しくお願いしま

す。（男/50 歳代/公平）  

140 東千葉メディカルセンターがあり、とても助かっています。（女/70 歳代/豊成） 

141 ワクチン接種の対応が遅すぎる。（男/70 歳代/田間）  

142 
東千葉メディカルセンターをもっと自由に（オープンに）診察受診できるよ

うにして下さい（緊急患者だけでなく）。（男/70 歳代/東金）  

143 
財政負担の多い東千葉メディカルセンターの抜本的見直しと改革。撤退もあ

りうる。（男/30 歳代/東金）  

144 
メディカルセンターができたことにより、安心して住むことができます。  

（女/50 歳代/源）  
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145 
東千葉メディカルセンターの対応を良くしていただきたいです。市民がもっ

と活用できるようにしてください。（女/70 歳代/公平）  

146 東千葉メディカルセンターを県営へ。（男/70 歳代/東金）  

147 
信頼できる町医者がなく、もっと医療の充実を検討してほしい。  

（女/30 歳代/嶺南）  

148 メディカルセンターの診療科が少ない。（女/40 歳代/豊成）  

149 
コロナワクチン接種について、今回の対応は良かったと思います。  

（男/80 歳代以上/公平）  

150 10 年、20 年後の医療が心配。（女/50 歳代/豊成）  

 

施策 4-3 地域福祉の推進と社会保障制度の充実  

【自由意見：7 項目】 

151 
将来、介護施設が不足すると思うので、これを充実させてほしいです。  

（男/40 歳代/城西）  

152 
老若関係なく定期的に現状確認し、訪問をつくるのはどうでしょうか。大変

ですが。（女/60 歳代/大和）  

153 

生活保護者たちの見直しをすべきだと思う。一人一人を、もっと近隣の人た

ちから話を聞いて判断すべきだと思います。一生懸命に生きる為に働いてい

るのに、毎月１日と年金支給日にはどんちゃん騒ぎして、イタズラし放題！

証拠が取れないから通報も出来ず！余計な金ばかりかかっていて、やってら

れません！（女/50 歳代/東金）  

154 

介護で支給されている紙おむつについて、支援の段階でも紙おむつの使用が

あり、負担を軽減して頂きたく、1 ヶ月 1 袋だけでも支給があると助かります。

もちろん、紙おむつを使用されていない方も多くいらっしゃると思うので、

使う方には、支給券等配布して頂けると助かります。全額が無理であるなら

ば、割引券の発行があると、たいへん助かります。よろしくお願いいたしま

す。（女/80 歳代以上/正気）  

155 老老介護は大変です。自分の時間がほしいです。（不明/不明/不明）  

156 独居や生活困難の人への対応や支援などの心配りなど。（女/50 歳代/豊成）  

157 介護施設を増やす。（男/50 歳代/嶺南）  
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施策 4-4 高齢者福祉の充実  

【自由意見：2 項目】 

158 

高齢者の方から、時間はあるが、人と会って訪れる場所がないとよく聞きま

す。一日が短く楽しく感じられる場所、毎日行きたくなる場所をつくって頂

きたいです。（女/60 歳代/東金）  

159 

東金市に住んで何十年もたちましたが、今度車に乗れなくなったらどこに行

くのも動きがとれないと、すごく不安に思っています。日常の買い物が楽に

出来る様に便利になる事を願っています。（女/70 歳代/嶺南）  

 

施策 4-5 障がい者福祉の充実  

【自由意見：2 項目】 

160 

親が身体に障がいがあったので、介護に関しては、たいへん親切にお世話に

なりました。ですが、ケアマネジャーさんを探す時、どうやって探せばいい

のかがよくわかりませんでした。（女/60 歳代/東金）  

161 

障がい児の放課後支援が 20 年前と比べて格段と進み大変感謝しております。

障がい者が就職できる会社、入所施設ができるといいなと思います。福祉作

業所も規模を拡大し、もっと定員を増やさないと卒業後の進路が市外しか見

つからない人も多いのではないでしょうか。（女/５0 歳代/東金）  

 

施策 4-6 自然災害や犯罪などへの対策  

【自由意見：17 項目】  

162 
防災無線放送は 2 回位くり返して放送してほしい。（聞きとれない時もある）

（男/70 歳代/嶺南）  

163 
油井は放送が大豆谷や田中、小野から全然聞こえない。16：30 は時々聞こえ

る。まさしく陸の孤島だと思っている。（女/80 歳代以上/丘山）  

164 

東金市防災メールの形を変えてほしい。千葉市のようにならないですか。い

くつもあけていかないと内容がわからない。声が聞き取りづらい。  

（女/60 歳代/日吉台）  
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165 

最近県内でも子どもと自動車の事故が多発していると思います。東金市の学

校は長い距離を通学する子どももいて、ガードレールや、通学路の整備など、

気になります。まだ子どもはいませんが、東金で子育てできたらいいなと考

えているので、ぜひ改めて確認していただけたらなと思います。コロナ対策

など、お忙しいと思いますが、よろしくお願いします。（女/20 歳代/田間）  

166 

東金市内にも歩道が無いところが多い。八街市の事故もあったので早急に通

学路を見直ししてもらいたい。また、田間方面には登下校時間帯にシルバー

さんが何名か立ってくれているが、求名方面、家之子方面にも数名立っても

らえるとありがたいです（求名駅付近で小学生が交通事故にあったり、不審

者情報があるので）。よろしくお願いいたします。（女/30 歳代/公平）  

167 

子どもの通学路の道の整備が出来ていない。八街市の事故の様な事がこの東

金市でも起きぬ様に、市内バスの停車場を、手を挙げたら停まるというのだ

けでも早急に取り入れてほしい。せめて車量の減少化を！！  

（女/70 歳代/豊成）  

168 防災無線の個別受信機を取り付けてほしいです。（男/70 歳代/田間）  

169 
大網は津波の避難訓練をしているようで、防災意識が高いと思われるが、ど

のようにお考えか？（男/40 歳代/福岡）  

170 
大雨の時など、防災無線が聞こえません。高齢者でも情報を得やすい手段が

必要。（女/40 歳代/東金）  

171 
東金市は怪しい外国人が多いと聞く。車の盗難なども多く話を聞く。対策を

してほしい。（男/20 歳代/田間）  

172 

数年前に千葉市から移住しました。特に感じている事が、防犯に甘い。いな

かだからだと思って住んでいますが、時折り防犯に力が入っていないと感じ

ます。お金が無いのか、街灯が消えているのを見ると（ずーっと消えたまま）

情けなく思う。役所にも連絡したが、いまだ消えてる。（女/50 歳代/東金）  

173 

災害発生時、市職員及び議員さん等の市中見回りが 1 回もなく、一人住まい

の老人方やその他の住民の状況を調査すべきだと思います。  

（女/80 歳代以上/福岡）  

174 
他の町の様に、防災無線を個人宅に取付けてほしい。高齢者は聞きにくい。  

（女/70 歳代/豊成）  

175 
以前の房総の台風の時の停電、水不足には大変困った！今後の為にも準備を

お願いします。（女/60 歳代/日吉台）  

176 ウエックスの所に信号機をつけてほしいです。（女/40 歳代/正気）  
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177 

私は小学生の子どもがいるのですが、登下校の時、東金中付近で変質者が出

たとよく耳にします。ご近所付き合いが減ってきている今の時代、子どもた

ちを見守る事が難しい様に思えます。何か事件が起きた時だけでなく、子ど

もたちが安心して登下校できる様、日数・場所・見守って頂いている方を増

やして頂けると、もっと安心できると思います。警察の方がいれば尚良いと

思います。（女/30 歳代/嶺南）  

178 

当地区の防災無線がデジタル化との理由で撤去された。市当局は、スマホ、

パソコン、電話等で発信しているとの理由づけをしているが、最近の全国各

地で発生している大規模災害での緊急避難等の呼びかけには不充分であると

思われる。こんなにも防災対策に理解を示さない行政には不安を感じる。大

変重要なものを廃止し、単に新しいことを始めることが改革ではない。  

（男/60 歳代/嶺南）  
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５ こころ豊かなひとを創る（生涯学習、スポーツ振興など）  

                自由意見：5 項目  

 

施策 5-1 世代を通して学び活動できる環境づくり  

【自由意見：2 項目】 

179 
図書館の分館（広くて新しい本）がほしい。公民館が狭くて古く、災害の時

不安。（女/40 歳代/豊成）  

180 スポーツ施設、文化施設をインターネットで予約したい。（男/40 歳代/田間）  

 

施策 5-3 心身共に健やかな生活を営むためのスポーツ振興  

【自由意見：3 項目】 

181 
催事のあるときは、東金駅からアリーナまで市のバスを運行したらどうです

か。（女/70 歳代/嶺南）  

182 野球場やプール（市民）の建設。（男/70 歳代/嶺南）  

183 

トレーニング施設（東金アリーナ等）の高齢者割引をお願いしたい。現行は

現役と同額、学生割引あり、障がい者は無料。フレイル防止のためにも高齢

者割引を。（男/70 歳代/田間）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

６ 計画の実現に向けて（内部管理、地方創生など）  

                      自由意見：40 項目  

 

施策 6-1 厳しい時代に適応した行財政運営  

【自由意見：23 項目】  

184 

とっちーを、自力で躍動感を表現出来る（例えばふなっしー）ようにしてほ

しい。産業祭で 2～3 人の補助による歩行では情けない。再公募もありか。躍

進東金、ガンバレ。（男/80 歳代以上/大和）  

185 市内をロケ地に利用する。メディアを活用する。（女/30 歳代/田間）  

186 市議会議員の定年制度。（男/50 歳代/田間）  

187 市長の資質、職員大丈夫ですか？（男/70 歳代/嶺南）  

188 

市役所の住民票等を発行している窓口の対応がとても悪い。特に昼時、どん

なに人がたくさん並んでいようと、見て見ぬふりをして、ずっと昼ご飯を食

べている。休憩を取るように言われるのもわかるが、臨機応変に対応してほ

しい。基本的に平日しか窓口がやっていないので、仕事を休むなどして、忙

しい中時間を作って書類を取りに行っている人がほとんどだということを考

えてほしい。（女/30 歳代/豊成）  

189 行政管理している土地（荒地）の整備と有効活用の強化。（女/40 歳代/東金）  

190 
他の市町村役場と比べると、建物が見劣りします。建て替えの予定はないの

でしょうか？（女/70 歳代/豊成）  

191 

不具合と思われる事項に対する改善策の積極的推進を行えるよう、人事異動

のサイクルを長くすべき。2 年で異動では、何一つ良い仕事はできない。それ

ぞれ、その道のプロになれる程度の期間を継続してほしい。（男/70 歳代/田間） 

192 

予算の使用内容は、1 円まで透明にして下さい。市民に関係のある決定事項は、

いつ、どこで、だれが決めたかを透明にして下さい。それが成熟した社会の

役所のあり方だと思います。（男/70 歳代/城西）  

193 自民・公明の市長・議員はいらない。（男/30 歳代/福岡）  

194 
市役所の仕事が遅い。普通の会社ならクビレベル。よく言われるお役所仕事

に思う。（男/40 歳代/大和）  

195 
外部より専門職の人材を採用して、対応の幅を広げてほしい。  

（女/50 歳代/福岡）  

196 

議員を減らすべき。あれだけの人数がいて、ほとんどが高齢者。やっさ祭り

をはじめ、市の活気は減り、人口も減っている。意味のない議員はやめるべ

き。（男/20 歳代/公平）  
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197 
抜本的な行財政改革と、市民サービスのあり方に関する、積極的かつ前向き

な情報発信を期待いたします。（男/70 歳代/源）  

198 市職員の勉強会。東金市のきめ細かい市政運営。（男/70 歳代/日吉台）  

199 

とっちーは大好きです。ワクチン接種券の封筒にも印刷してほしかった。他

の市町村にはそれぞれのキャラクターが付いていましたよ。良い東金市にな

ることを望んでいます。よろしくお願いします。（女/40 歳代/嶺南）  

200 
市議会議員の給料はいらない。それを他に回せないのか。市議はボランティ

アでいい。（女/50 歳代/嶺南）  

201 予算をムダに消費する行政はやめてほしい。（男/60 歳代/豊成）  

202 
とっちーはよく見かけるが、、、。くまもんぐらい活動的でもいいのでは？  

（男/30 歳代/嶺南）  

203 PR 不足。そのうち山武市に負けてしまうかも。（女/10 歳代/嶺南）  

204 

東金市は千葉、東京、成田、そして海、それらを継ぐ鉄道路線や道路網との

位置関係に優位性がある。したがって、リモートワークとも相性が良く、移

住を推進すべきと考える。（男/60 歳代/田間）  

205 

コロナ、自然災害、都内へのスムーズなインフラ整備、市政の財政等への対

応は、自治体レベルでは限界がある。県や近隣自治体と連携し、政府や国に

対し交付税や補助金の増額、公務員の増員、IT インフラの充実等、交通イン

フラも含め強く訴えて頂きたい。また、既存の財源論等も再考して頂きたい。

（男/40 歳代/東金）  

206 
市職員の皆さん、優秀で言葉遣いも丁寧ですが、どちらかというと「上から

目線」ですね。市民を信用していないように思います。（女/70 歳代/源）  

 

施策 6-2 広域的な連携によるまちづくり  

【自由意見：3 項目】 

207 

源地区に住んでいるため東金市の現状はよくわかりません。九十九里地区と

して、近隣の自治体との関係をさらに密接にした方が、住民のメリットは大

きいです。（女/50 歳代/源）  

208 九十九里町との合併、観光発展の誘導。（男/70 歳代/東金）  

209 
クリーンセンターの方の態度（接客）が悪い。（パートのおばさん）周囲の方

も気になっている様です。市の職員としてどうかと思う。（女/20 歳代/源）  

 

施策 6-3 技術革新を踏まえた新しい行財政運営  

【自由意見：1 項目】 

210 業務効率化のための IT 化の徹底。時代に遅れないこと。（男/70 歳代/嶺南）  



23 

施策 6-4 市民との積極的な情報共有  

【自由意見：13 項目】  

211 市長が何をしているのかがまったく見えない。（男/50 歳代/福岡）  

212 
無駄をなくした、財政の効率化（例：市広報の内容と発行回数）。  

（男/30 歳代/東金）  

213 市民一人一人（少数）の意見に、丁寧に耳を傾けてほしい。（男/70 歳代/嶺南） 

214 
情報発信がされていない。もう少し、何をしているのか？、何をしてどのよ

うな効果があったのか？をわかりやすく発信すべき。（男/20 歳代/公平）  

215 
平日の夜間 22時以降に対応してくれる医療機関があるのかどうかもわからず

不安です。（女/40 歳代/東金）  

216 

コロナ禍で大変な中いつもありがとうございます。東金市の LINE もいつも

見させて頂いております。とてもよいと思います。ただ、HP に移るだけだと

何か面白みがない気がするので、とっちーのスタンプや塗り絵など、自由に

ダウンロードできるようにしたら、小さな子どもたちも喜ぶと思います。他、

東金の（四季折々の）スポットのマップなどの情報なども見られれば、ぶら

りと高齢の方まで楽しめるのではと思います。今後の東金市のご活性、ご発

展を期待、そして応援しております。（女/40 歳代/日吉台）  

217 
「わからない」に○が多いということは、市が何をしているのか市民に伝わ

っていないということです。（女/30 歳代/丘山）  

218 
パソコン、スマホを使用していない為、市の情報が入りにくい。  

（男/70 歳代/田間）  

219 

市民が気にしなくとも、市政が何をしているのかわかるぐらいアピールして

もいいと思う。今は何をしているかわからない。調べるような時間もない。  

（男/30 歳代/嶺南）  

220 

東金市 LINE 公式アカウント、大変良いと思うので、もっと広めて、アンケ

ートもそこで回答できると楽かと思いました。デジタルツールをもっと活用

していけると良いと思います。（行政手続きなど）（女/30 歳代/大和）  

221 

各分野での活動を発信するメディアをもう少し見やすく、関心を持つ魅力的

なものにしてほしい。（フリーペーパーでも、デザインに力を入れるなど）  

（男/40 歳代/東金）  

222 

市として何を大切にしているか、明確にしてほしい。子育て世代に住みやす

いや、高齢者への福祉が充実している、障害者支援、独立企業支援等、東金

市はここに力を入れていますと、市民や市外の方へ向けて発信していってほ

しい。（男/30 歳代/田間）  

223 中長期計画が見えるような情報発信が必要では。（男/50 歳代/豊成）  



24 

７ まちづくりの基礎・土台（自治活動など）                   

自由意見：6 項目  

 

施策 7-1 自治活動の維持活性化  

【自由意見：4 項目】 

224 
市内のお知らせは、広報とうがね、福祉だより等で十分です。今後、回覧板

の中止はいかがでしょうか。（男/70 歳代/田間）  

225 

自治活動の見直し・再編について御検討願いたい。区会に負担がかかり過ぎ、

参加者が減少、不公平感が充満しています。行政による指導を強化し、合理

的及び偏りのない地域活動を推進されたい。各区会に地域活動・ボランティ

ア等全てを押しつけている。区会の活動が嫌で転居している人達がいる。区

費は取られるは、強制的に働かされるはで、恐怖すら感じています。  

（男/60 歳代/嶺南）  

226 

各自治によって、自治会費や消防費を取られる所もあれば、全く取られない

自治もある。回覧板もある所と無い所がある。全て無くしてほしい。自治会

費を払わないと、ゴミも捨てる事ができなくなる。市民なら誰でも捨てる事

の出来るゴミボックスを作って！（女/60 歳代/豊成）  

227 

悩み事。（ゴミ捨てについて）地域の常会に入っていない者は、地域のゴミス

テーションにゴミを出せないのでしょうか？ゴミステーションについては、

区と市でお金を出し合って設置されている事は理解しています。賃貸に住ん

でいる者は皆、常会に入っているのでしょうか？終の棲家となれば、地区の

皆様との交流はしたいと思っています。（女/60 歳代/豊成）  

 

施策 7-2 様々な主体との協働の推進  

【自由意見：2 項目】 

228 市、県、市民が共同で河川、公道の美化活動を行う。（男/70 歳代/福岡）  

229 

きれいな街並みが好きです。街路樹の下草等は、そこの地区の方々やお店の

方達にボランティアとして清掃するように協力してもらいたいです。「整え

る」は大切です。（女/60 歳代/東金）  
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8 市政運営全般及びその他の意見                   

自由意見：43 項目  

 

230 施策のさらなる重点化。（男/30 歳代/東金）  

231 
まずはコロナの収束を。個人個人の意識調査とそれに向けて対策を提案。  

（男/30 歳代/城西）  

232 
有名な観光地になる事などは望んでませんので、幅広い世代の人が暮らしや

すい街づくりをお願いします。（男/30 歳代/田間）  

233 
私の周りでは、東京方面へお勤めの方が多いと思います。その点を考慮した

市政に期待します。（男/50 歳代/大和）  

234 

公共交通機関を充実させて首都圏のベッドタウンを目指すのか、地場産業振

興や企業誘致により地方小都市として生きていくのか、選択肢は少ないと思

いますが、若者が就職しても東金市に住み続けられるような取り組みをして

ほしい。（男/60 歳代/東金）  

235 
産業の目玉となるものがあると良い。高齢化に向けての備え。  

（女/40 歳代/豊成）  

236 
東金市の強みを打ち出してほしい。八街のピーナッツのような。  

（男/30 歳代/嶺南）  

237 
駅は玄関です。東金の顔として全面的に改修してほしいです。  

（女/70 歳代/田間）  

238 
東金駅がボロすぎます。成東駅よりボロイなんてみっともないです。駅は、

その町の顔です。（女/30 歳代/田間）  

239 
東金駅（構内、構外とも）が暗いと友人に言われました。町の玄関口です。

マイナスイメージはいたいですよ。（女/60 歳代/豊成）  

240 

人口の少ない東金市なので、もう少しきめ細やかに対応や運営が出来るので

はと思う。今後の東金市の向上を信じ、もう少し様子を見て暮らしてみます。

（女/50 歳代/城西）  

241 
少しでも、東金市を住み良い市にしてもらえるよう期待しています。みんな

が住みたい市にして下さい。（女/40 歳代/大和）  

242 柔軟にこれからの時代についていってほしいです。（女/30 歳代/源）  

243 
とにかく、市政そのものに古さしか感じない。もっと若い力や活気の導入を！

（女/60 歳代/東金）  

244 人口を維持できる施策をお願いします。（男/50 歳代/田間）  

245 
源地区は市街から離れている地区なので、行政をもっとスムーズに行ってい

ただきたい。（男/60 歳代/源）  
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246 

高齢化が進む今、東金市は「お年寄りにやさしい町」として生活環境を変化

させ、あわせて子どもの住みやすい町としても、教育や子育て環境の改善も

行うと良いと思います。頑張って下さい。よろしくお願いします！  

（女/40 歳代/公平）  

247 
若者が地元で働ける事業を増やし、子育てしやすく、魅力のある町作りを目

指してほしいです。（女/70 歳代/田間）  

248 

道路脇の雑草が伸びすぎており、防犯上もあまりよくありません。見た目も

悪く、汚らしい。毎年思いますが、もう少しさっぱりできないものでしょう

か？日吉台、文化会館周辺など。（女/40 歳代/正気）  

249 

東金文化会館方面に行く道の植え込みの雑草がすごい。歩道も、伸びた枝や

草がすごくて、通学する学生がかわいそうと思いました。除草作業してもす

ぐぼうぼうになるから、植え込みをなくしてもいいのでは？と思います。観

光客の目にもつくと思います。（女/40 歳代/田間）  

250 
横断歩道に雑草や植木の枝がはみ出していて、自転車で通る時、邪魔になり

困っています。切ってください。（女/70 歳代/福岡）  

251 
街路樹について、整備（草刈）の仕方が下手です。大網白里市を見習ってほ

しい。（女/60 歳代/東金）  

252 
市所有物周り、歩道、公園等、至るところに草がたくさん生えているので、

管理をしてもらいたい。歩道など危険です。（女/70 歳代/田間）  

253 
道路横に緑を増やすのは良いが、雑草がのび、放置され管理されていない。

しっかり草刈りしてほしい。（女/30 歳代/丘山）  

254 
健康保険料、介護保険料をもう少し安くしてほしい。固定資産税をもっと安

くしてほしい。（男/70 歳代/東金）  

255 税金下げてください。（不明/60 歳代/日吉台）  

256 市民税が高い。（女/30 歳代/豊成）  

257 東金市の水道料金が高いので検討してほしい。（女/80 歳代以上/公平）  

258 
住宅街、周辺道路はただでさえ狭いのに、路上駐車が多く、生活しづらい。

軽自動車にも車庫証明を！（男/50 歳代/正気）  

259 
一日一日大切に生活をしていくことでいっぱいで、アイディアが浮かびませ

ん。ごめんなさい。（女/70 歳代/東金）  

260 
いつも遅くまでのお仕事お疲れ様です。できれば長く東金に住みたいと思っ

ていますので、よろしくお願いします。（女/20 歳代/公平）  

261 

東金市自体の高齢化率はどうでしょうか。また、少子化の問題もあると思い

ます。少しでも改善できればと思います。市政に期待します。  

（男/60 歳代/豊成）  
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262 

実際に携わっている人達は、それぞれ行っていると思うけれど、一般市民、

特に私達みたいな住民は、こういう情勢を知ることもなく暮らしている現状、

いきなりこういうアンケートを渡されたところで答えようがない。ただ、他

県のイベント等を見ていると、東金も何かないものかと思ったりはするけれ

ど、昔のように、八鶴湖周辺、それ以前は盆踊り等懐かしく思い出される。

あの頃は小野に住んでいて、父のバイクに乗せられ東金まで連れてこられ、

風船を買ってくれたことなど、懐かしさが募る。今のこの世の中、何をする

にも制約がなされ、難しいご時世になっている。いずれにせよ小さなことで

もいい、子どもたちの懐かしい思い出になるような、長く伝え続けていける

ものはないものかと思う。インターネットが普通になっている時代に、取り

残されている私は、必死で学ぼうとしている一人です。たぶんそういう方達

もいるのでは？（女/60 歳代/日吉台）  

263 
力を持つ者、騒々しい者に対し、毅然たる態度で臨んで頂きたい。そういう

方は応援します。（男/70 歳代/公平）  

264 

いろいろな事情の家庭があると思いますが、コロナのことで、まわりが変わ

っていく中、特に高齢者の保険証など前のように、郵便配達員さんが、直接

ポストの中に入れていってほしいなあと思います。（家族が日中家にいること

が少ないので）（女/60 歳代/豊成）  

265 
市民にたいへんなる御指導を賜わりますことまことにありがとう存じます。

つつしみまして御礼申し上げます。（女/80 歳代以上/公平）  

266 

自分の置かれている立場は、現在さほど不満がない。だから、肯定的な回答

となった。年齢、収入等で意見はわかれると思う。一つ思うのは、社会的弱

者に「やさしい」東金市であってほしい。（男/40 歳代/城西）  

267 とりまとめ、報告で終わらせないでほしい。（男/70 歳代/日吉台）  

268 

世論より真実を貫く政治をしていたら、政治家生命は続かないだろうが、政

治家までもが世論に流されていたら、民衆は確実に迷走していくのだろう。  

（不明/30 歳代/田間）  

269 毎日生きていくのが精一杯です。（不明/80 歳代以上/福岡）  

270 
メリハリのあるものにしてほしい。全てが中途半端な感じを受けている。  

（男/60 歳代/正気）  

271 献血バスが来る回数を増やしてほしいです。（女/30 歳代/正気）  

272 九十九里の海の駐車場が有料なのはなんとかしてほしい。（男/50 歳代/豊成）  
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