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 自由意見欄には、全回答者の 34.7％にあたる 231 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、299 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・環境など）に関する分野の 81 項目で、全体の 27.1％を占めています。

次いで、「計画の実現に向けて」（内部管理、地方創生など）に関する分野が 49 項目

（16.4％）、「安心で健やかな暮らしを創る」（保健・福祉、防犯・防災など）に関する分

野が 42 項目（14.0％）となっています。  

特に意見が多かったのは「生活と産業を支える道路整備」「生活に適応した公共交通網の

再編」などの施策です。市政の中でも、特にこれらの分野に対して市民の関心が高いこと

が分かります。  
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１ 子どもたちの今と未来を創る                   22 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  

11 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  

4 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  

5 項目  

 【成長を支える地域・社会づくりの推進】  
◆次世代を担う子どもたちを守り育てるための体制づくりや様々な担い
手の育成・活動の支援を図るための仕事に関する意見・要望  

2 項目  

 

２ 稼ぎ・にぎわうまちを創る                    41 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  

3 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  

9 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  

10 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関する意見・要望  

18 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関する意見・要望  

1 項目  

 

３ 街・道・自然が織り成す市域を創る                81 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  

8 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  

32 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  

7 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  

3 項目  
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４ 安心で健やかな暮らしを創る                   42 項目  

 【健康保健施策の充実】  
◆市民一人ひとりが健康で暮らし続けるためのきめ細かな保健サービス
の提供に係る仕事に関する意見・要望  

1 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  

14 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  

1 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  

4 項目  

 【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  

3 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関する意
見・要望  

19 項目  

 

５ こころ豊かなひとを創る                     14 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  

8 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  

 【グローバル化への対応と地域間交流の推進】  
◆多文化共生を実現するための国際交流活動や国内の地域間交流活動に
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                       49 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  

19 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  

1 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  

5 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  

24 項目  
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7 まちづくりの基礎・土台                      5 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  

3 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                    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（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・脱字等を除き、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：22 項目  

 

施策 1-１  子育て支援の充実  

【自由意見：11 項目】  

1 
高校生までの医療補助があると助かる。近隣の市に比べると東金市は遅れている

と感じる。（男/30 歳代/城西) 

2 

給食費を無料にするなど、もっと子育て支援を明石市のように充実させたら、も

っと若い世代に魅力を感じるよう PR した方が若いファミリー層を取り込めれば

市の活性化を図れるのではないか。それが少子化対策につなげるのではないか。

（男/60 歳代/豊成) 

3 
今よりもっと子供たちの住みやすい街づくりや活気ある街にしてほしい。今のま

までは高齢化がもっと進み若者がいなくなってしまいます。（男/20 歳代/豊成) 

4 

子育てしやすいまちとして、２０代～３０代の夫婦が移住したくなるようなまち

づくり。その先に教育機関等の充実した環境がそろっている。そんな東金市にな

ってほしい。（男/60 歳代/正気) 

5 子育て支援が弱い。（男/40 歳代/田間) 

6 

子育て世代が東金に移住したいと感じるような施策が重要。首都圏への通勤がよ

り便利になる施策。子供が遊べる場の整備、教育の充実と全体的な補助などで差

別化。（男/60 歳代/大和) 

7 

私は千葉市から転居し、ひとり親家庭になりますが、千葉市のひとり親に対する

支援と、東金の支援の差を感じますし、幼稚園、学童の在り方もとても遅れてい

ると思います。こども園、ユニヴァーサル、仕事をする親に対する配慮がとても

足りない。千葉市では学童を利用しつつ、習い事もできるシステムがあります。

人数が少ないのもあると思いますが、とても良いシステムだと思います。  

（女/30 歳代/田間) 

8 子供が遊べる施設が少なすぎる！（女/20 歳代/豊成) 

9 
低価格有料でいいので、０～３歳くらいの小さな子供が遊べる施設を作ってほし

い。（女/20 歳代/田間) 

10 
母親が安心して子を預けられて、働きやすい環境を作ってください。  

（女/20 歳代/豊成) 

11 茂原市や旭市のようにもっと子育て世代を優遇すべき。（男/30 歳代/田間) 
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施策 1-２  幼児教育・保育の充実  

【自由意見：4 項目】 

12 
公立幼稚園、保育所を廃止して、民営化を推進して、財政の合理化を図ること、

子どもたちの質向上にもつながる。（女/60 歳代/丘山) 

13 
市内の幼稚園の送迎バスの再開をしてほしい。車がない人にはかなりの重労働！

（女/50 歳代/豊成) 

14 
私立の幼稚園が少ないので、選択肢がない中での保育園利用になりました。  

（女/30 歳代/東金) 

15 

孫が保育園に通っているのですが、土曜日の迎え時間が早いのがきつく感じま

す。フルタイムで土、日関係なく働く人たちにとって優しくないのでは。  

（男/60 歳代/丘山) 

 

施策 1-3 学校教育の充実  

【自由意見：5 項目】 

16 

いろいろなお知らせを（子ども向け）学校に配布するよう頼むことがよくない。

教員の負担をもっと考えてほしい。学習を教えることが仕事なのに、それ以外の

業務が増えるだけで減ることがない。教育の質を向上させたくても時間が足りな

い。学級担任の負担を減らしてほしい。（女/50 歳代/嶺南) 

17 せめて学校のＩＴの整備又施設を整えてください。（女/30 歳代/東金) 

18 

型にはまった小学校教育ではなく、考える力、自由な発想ができる教育を考えて

ほしい。夢みる小学校（きのくに子どもの村学園）の教育を参考に、取り組んで

ほしい。（女/80 歳以上/豊成) 

19 若い人が住みたいと思う街づくり。教育の無償化等。（男/70 歳代/源) 

20 
小中学校のリモート学習環境整備は、感染症対策だけでなく、不登校や不就学な

どの子どものためにも重要になるのではないでしょうか。（男/20 歳代/大和) 

 

施策 1-4 成長を支える地域・社会づくりの推進  

【自由意見：2 項目】 

21 家庭相談できる人員を整えてほしい。住みやすい東金市になってほしいです。  

（女/30 歳代/東金) 

22 小学校給食施設が古く、とても衛生的とは言えません。働く人材も少なく、根付

きません。施設の整った中学給食室を残し、建て替え、あるいはセンター給食室

を作ってほしい。（女/60 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：41 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：3 項目】 

23 
テナント募集中の看板をよくみるのでそういった場所に魅力的な企業を誘致し

てほしいです。（男/10 歳代/正気) 

24 企業の誘致。（女/60 歳代/嶺南) 

25 

千葉市（市街地）、都心まで高速で一時間以内という立地で地価が安いという利

点を生かして、企業誘致で東金市がもっと活気にあふれるといいですね。  

（女/20 歳代/福岡) 

 

施策 2-2 農業経営の強化・安定と森林の整備  

【自由意見：9 項目】 

26 

環境配慮のスタバが国内第２号店（皇居前第 1 号に次いで）オープンしたのは

うれしかったです。みのり（道の駅）は魅力的になっていると思います。でも焼

き菓子をもっとおいしくしてくれるとうれしいです。財政状況は苦しい中頑張っ

ていると思います。応援しています！（女/60 歳代/日吉台) 

27 

（道の駅について）野菜農家が多いので、売れない野菜を決まった曜日、時間に

販売。三里塚の空の駅のバイキングを参考にするとか、野菜サラダを多くすると

か。九十九里のいわしの天ぷらもおいしいですよね。できたら行きます。  

（女/60 歳代/正気) 

28 
道の駅のスターバックス誘致は市の活性化の起爆剤にもなるのでは。  

（男/30 歳代/正気) 

29 害獣の駆除、対策。（男/60 歳代/源) 

30 

行政施策が商工者に偏りすぎている。農政課は現実をとらえていない。農業農地

の在り方、JR、農地開業事業等が一次産業の発展の公正公平の障害になってい

る。（男/70 歳代/正気) 

31 

日吉台に住んでいるのですが、家の隣が森林で、個人の土地なので雑草が処理さ

れずそのままになっているのがとても不快です。子供もいてその草であったり木

の実などを食べてしまうので、どうにかしてほしいです。森林の木も少し切って

いただけると助かります（日吉台ローソン付近）。（男/30 歳代/日吉台) 

32 農業の共同運営を推進して農地の休耕地化防止対策。（男/60 歳代/福岡) 

33 
農道の道普請は市が業者に頼んでやってほしい。男手がない家は女性も参加なの

で重荷です。（女/60 歳代/嶺南) 



8 

34 農業の後継者づくり。自給率３０％位、将来不安。（男/70 歳代/大和) 

 

施策 2-3 東金商圏の維持・発展  

【自由意見：10 項目】  

35 ショッピングモールやパスタ屋さんができたらうれしい。（女/30 歳代/田間) 

36 

つぶれた店や土地に何の店が入ったら良いか希望を取り、活用する店を積極的に

たててほしい。ベイシアの隣のパチンコのあとに、室内の遊ぶ所がほしい。ファ

ンタジーキッズみたいなショッピングモール（映画）など。（男/30 歳代/田間) 

37 レジャー施設を増やしてほしい。（男/20 歳代/田間) 

38 旧市街地活性化のアイディアの募集（予算をつける）。（男/70 歳代/源) 

39 空き地空き店舗の活用のセミナーを開く。（男/70 歳代/東金) 

40 
市内の国道沿いか駅の近くにスーパー銭湯やサウナ施設があるといいなと思い

ます。映画館ができたらうれしいです。（男/20 歳代/正気) 

41 東金の商店街に活気がない。（女/20 歳代/豊成) 

42 

東金市の商業施設の活気がない。サンピアなど行っても、人が集まり、買い物を

したいと思える魅力がない。そのため買い物するとなると他市へわざわざ行くこ

とになる。近隣の町でも大きな商業施設がないので、東金に作れば集客になる。

（女/40 歳代/公平) 

43 

東金市の魅力を若い人たちにも知ってもらう。ずっとこの街に住み続けたい、住

んでみたいと思う街づくりをお願いします。若い人たちにも市内で遊んだり、食

べ歩きできるような店舗を誘致して、駅近くの空き店舗に活気を取り戻す（例え

ば川越のような）。（女/50 歳代/福岡) 

44 
閉まっている店のシャッター等にスプレーアートをし（プレバトに応募）、明る

くしてほしい。（女/50 歳代/東金) 

 

施策 2-4 魅力的な観光コンテンツの創出  

【自由意見：18 項目】  

45 お祭、イベント、花火などに助成する。（男/70 歳代/東金) 

46 

ケーズデンキやカスミのある通り、みのりの郷等にスタバを呼ぶなど、大きく金

の動く店や動きだけでなく、旧道でのイベントに力を入れてほしい。八鶴湖も桜

まつりだけでなく、通年を通して人が集まる取組を願います（ハロウィンで百鬼

夜行等）。（女/30 歳代/大和) 

47 

コロナが増えてる中さまざまな行事の中止もあり残念におもいます。分野ごとに

日々働く方々に日々感謝です。東金はとても住みやすいと思います。  

（女/70 歳代/城西) 
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48 メディアにもっとＰＲしてロケ地等に東金市に来てもらう。（男/60歳代/日吉台) 

49 

やっさ祭などお祭で花火をあげるとき、東金市の YouTube を使って花火の生中

継が見たいです。コロナで密になるのが怖いので、中継で良いので花火見たいで

す。（女/10 歳代/田間) 

50 
やっさ祭りが２日間だと助かります。土曜の盛り上がり、日曜の静けさ…日曜ま

であると休日を満喫できる気がします。（男/40 歳代/東金) 

51 
外の地域から人が来やすいようなイベント施設（例：幕張メッセ）があると地域

活性化にテコ入れがしやすいのではないかと思う。（男/30 歳代/福岡) 

52 
観光客を呼べる街づくりが重要と思う（旧１２６号沿いの街並み、八鶴湖・雄蛇

ヶ池の整備、コンサート・スポーツ等のイベント開催）。（男/60 歳代/田間) 

53 

九十九里に行く人が通り過ぎる場所ではなく、観光ができる場所や、大型商業施

設ができるのが理想。実際に住んでみると物価が安く買い物が便利などいいとこ

ろがいっぱいあるので、もっとみんなに知ってほしい。東金に住んでほしいです。

（女/50 歳代/福岡) 

54 

自然豊かな環境を生かした情報の発信、街、市の共通のイベント等で東金市を知

ってもらう。一か所集中ではなく、自然体に点在させることで、観光地としても

人が集まる市にしてほしい。山林等を生かした施設を作って下さい。  

（男/60 歳代/日吉台) 

55 

新型コロナウイルス感染拡大は、確かに脅威ですが、もう充分に一人一人が感染

対策に対して身体に染みついていると思います。コロナを理由にしてイベント

（祭り等）中止にしてばかりでとても悲しい。活気も勢いもなくなると思います。

市政を行う方たちの腰が重くなっているだけなのでは…？（女/50 歳代/田間) 

56 

千葉ロッテマリーンズの２軍を東金市に招致してほしい。千葉のチームなのにい

まだに浦和にいるのはおかしい。市全体で盛り上がればすごくいいなあと思う。

（男/40 歳代/嶺南) 

57 
東金が名産となる物や目玉がない。商業施設は成東、茂原より劣るし、特にない

気がする。ただ、交通（車のみ）の便は良いと思う。（男/30 歳代/豊成) 

58 
東金の特色がほしい。教育の面で以前は東金教育がリードしていた。行事面等で

特色がほしい。（男/80 歳以上/大和) 

59 
東金市の財産である自然を整備し、情報の発信をしてほしい。活気あるまちづく

りをお願いしたい。（男/70 歳代/東金) 

60 

東金市は歴史ある街です。旧道沿いにはまだ昔の面影が残っています。佐原を参

考に旧道沿いの街並み保全で東金市の観光保全にできないでしょうか？  

（女/70 歳代/嶺南) 
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61 

東金駅西側を小旅行ができるスポットに。東側は再開発。若者が憧れる、暮らし

やすい街に。東金駅西側について、歴史あるお寺が二寺と八鶴館・八鶴湖を観光

スポットにしてはいかがですか？JR の電車の到着にあわせ、ガイドが案内する、

昭和レトロな小型のバスで散策。バスを利用しない方も、ガイドマップ、観光マ

ップ等を手に小旅行が楽しめる街に。そして東側へ進み、、、東金駅東側について、

民間企業と共同で市役所付近を再開発。商業施設を造る。例えば老朽化が進んで

いる市役所・商工会・税務署・サンピア・イオン・郵便局・いくつかの医療機関

などの施設を建て直し。これらの施設の建っている場所が近いことから、跡地も

有効利用できる。施設や街並み散策の駐車場にもなる。東金市の活性化・地元で

の雇用・避難場所として整備する。※ただし、甘い計画ではテナントが埋まらず、

閑古鳥が鳴く事態になりかねない。税金のみで賄うのではなく、民間からの出資

及び知恵を貰うべきである。（女/60 歳代/豊成) 

62 
道の駅にもうひとつ何か誘致をし、さらなる活性化を！八鶴湖、ときがね湖、雄

蛇ヶ池を花等で整備し、集客を！（女/60 歳代/公平) 

 

施策 2-5 雇用・勤労者施策の推進  

【自由意見：1 項目】 

63 働く場所（企業）があればいい。（男/20 歳代/城西) 

 

 

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：81 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：8 項目】 

64 
営利の追求のために自然を壊してソーラーを作ったり、宅地開発をするのは絶対

にやめてほしいです。（男/60 歳代/大和) 

65 
駅周辺の整備（東金、求名）。城西国際大学があるのにあの駅。東金といえば？

なにもないですね。（女/70 歳代/豊成) 

66 
駅前にまったく活気がない。明るい大きな商業施設がない。住んでいて楽しくな

い。（女/40 歳代/東金) 

67 駅前のシャッター街をどうにかしてほしい。（男/20 歳代/嶺南) 

68 
求名駅の大学側でない方の作りが悪い。物騒な感じがして、子供一人で利用させ

ることにやや不安を感じる。（女/30 歳代/田間) 
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69 
住宅地をむやみに広げないで、再開発を中心に、エリアは狭く手厚くという方向

を望みます。（男/40 歳代/田間) 

70 
人口減少を止めるため、台方地域の都市整備を考えてはどうか。また、農振地域

の見直しをして、宅地開発の推進を図ってはどうか。（女/60 歳代/丘山) 

71 

東金駅前のシャッター通りをもっと活用したら良いと思う。高校生も多いため、

利用する人も多いと思う。駅前（東金高校側）にコンビニがほしい。  

（女/10 歳代/田間) 

 

施策 3-2 生活と産業を支える道路整備  

【自由意見：32 項目】  

72 道路にかぶさっている樹木の伐採。（男/60 歳代/源) 

73 

１人でも多くの人が暮らしやすいと思える町づくりができたらいいなと思いま

す。みのりの郷は活気があっていいですが、国道側の出入り口や横断しようとす

る徒歩の方が多く見られるので危険だなと思います。（女/30 歳代/嶺南) 

74 

おとなりの山武市に比べ道路の整備が遅れている。たとえば第一片貝踏切。交通

量も多く中学校の通学路にもなっているのに車がすれ違えない。早急に改善をお

願いしたい。（男/60 歳代/豊成) 

75 
でこぼこ道の道路の舗装。ガソリンが高いので感知式信号設置を（警察に打診）。

（男/50 歳代/大和) 

76 

バイパスの中央部分のツツジから、雑草がたくさん出ていたり、ほぼ雑草だけの

ところもあり、通るたびに気になっています。管理できないようであれば、土の

部分に防草シートを敷いたり、ツツジの間隔をあけて、防草シートを敷いたりし

て、管理しやすいようにした方がよいのではと思うのですが…（これが市の仕事

かどうかわからないのですが）。（女/60 歳代/田間) 

77 

家徳中橋の工事が遅々として進まない。行政の無能をさらしているとしか思えな

い。着工から完成までのシステムの中に根本的な欠陥があるとしか思えない。一

生懸命さが全然伝わってこない。もし何かの理由で遅れているのなら市民に説明

すべきではないか。行政、市長はいったい何をしているのかと言われても仕方あ

るまい。橋一本さっさと直せないで、行政改革どころの話ではないだろう。  

（男/70 歳代/豊成) 

78 

見渡せば、高齢者がほとんど。健康のために外に出たい、歩きたい。豊かな自然

の中を歩く場合、基幹道でなく側道を歩きたいが、道路が整備されていないので

残念。その地域、地域のウォーキングコースがほしい。自然に触れたくて東金の

町へ引っ越してきた。何かを主催してほしいとは思わない。高齢者向けの何か…

ではない。（女/70 歳代/田間) 
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79 狭い道の拡張、道路の保全。（男/20 歳代/嶺南) 

80 

国道１２８，１２６の４車線化を進めてください。東金有料から九十九里有料を

つなげてください。道路が変われば、企業や人の動きが変わると思います。  

（女/40 歳代/田間) 

81 

三尺道（赤道）も車が通れる様に広げて使用させているのに、気候の激変で枝が

下がったり、倒木、時には土砂流出もあります。今まで、手助けをいただきなが

ら、自分たちでかたづけてきました。が、今はすぐ通れるようにと手伝うでなし、

見て見ぬふり、全く悲しいです。木は年々大きくなり、伐採には大金がかかりま

す。年老いて、どうしたらいいか思案しています。（女/80 歳以上/丘山) 

82 

子育てをしているのですが、歩道が整備されていない、狭い、ない道が多く、ベ

ビーカーで散歩しづらいです。公園も整備されていないことが多いです。  

（女/30 歳代/東金) 

83 
子供が遊ぶ公園、通学路の整備をきちんとしてほしい（雑草等）。  

（女/20 歳代/豊成) 

84 市道の維持管理をスピーディーに行って下さい。（男/70 歳代/公平) 

85 

市内にはあまり見かけないが、少し市街地をはずれると道路幅の白線や中央線が

消えかかっている。交通事故防止の観点からも、早急に補修が必要だと思う。  

（男/40 歳代/豊成) 

86 自転車専用道路が少ない。車中心。（女/30 歳代/田間) 

87 

小学校、中学校への通学路を整備してほしい。とても危ない道を歩いたり、自転

車で通学してる。事故も多く、何よりも先にやるべきだと思う！お年寄りの車の

運転が、周りを見ないでウィンカーも出さずに運転する方が多く、危ないため市

からも注意を呼び掛けてほしい。（男/50 歳代/福岡) 

88 
小中学生が安全に通学できる歩道をもう少し確保してほしい。八街市での小学生

死傷事故などもあり、東金市も同様になりかねない。（女/20 歳代/田間) 

89 信号、カーブミラー、監視カメラの設置又は増やしてほしい。（男/40 歳代/大和) 

90 生活道路の整備、特に交通量の多い農道を拡幅。（男/60 歳代/城西) 

91 通学路の点検、整備をしていただきたい。（男/40 歳代/豊成) 

92 

東金市と書かれているミラーを立てるお願いをしたのですが、順番待ちといわれ

ました。事故が起きてからでは遅いです。東金市の堀上の●●●さんの道路を挟

んだところに東金市のミラーを設置してください！お願いいたします。  

（女/50 歳代/嶺南) 

93 
東金市をもっときれいに、道路の草など、きれいにして花を季節ごとにかえる。

（女/60 歳代/嶺南) 
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94 
東金文化会館からエストーレのホテルまで豪雨の時とか冠水がおきます。他の場

所もありますが直してほしいです。（女/60 歳代/日吉台) 

95 

道幅が狭い場所やカーブが多い道があり、スピードを出している車が多く、通学

路でもあるため、見ているのも自分が運転するのも怖いため、カーブミラーをつ

けるなどしてほしい。（女/20 歳代/公平) 

96 道路が悪すぎる。（女/70 歳代/豊成) 

97 

道路に草や木がはみ出していたり、歩道に草が生い茂っていたりするので、通行

の邪魔になっているところが多いと思います。ご対応お願いします。  

（女/50 歳代/正気) 

98 道路や公共施設周辺の雑草繁茂対策。（男/80 歳以上/田間) 

99 道路整備。（女/60 歳代/豊成) 

100 道路整備が遅れている（凸凹が多い）。（男/50 歳代/豊成) 

101 

日吉台に住んでいます。私は一人暮らしで自転車での日々生活です。八坂通り、

文化会館を下って役所、買い物に行く日々です。道の両脇草丈が伸び又道路は凸

凹とても危険で怖いです。整備をお願いしたいです。（女/70 歳代/日吉台) 

102 
歩きやすい歩道、きれいな道路、散歩したくなるような小道。自慢できるような

都市を目指してほしい。（男/60 歳代/城西) 

103 歩道を広くしてほしい。（女/30 歳代/田間) 

 

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】  

104 
７０歳代の女性で足、腰が悪いため、乗合タクシーの時間に不便を感じています。

（女/70 歳代/田間) 

105 
バスターミナルの検討をお願いしたい。田間地区に始発となる拠点があると、利

用者も多いのでは？（男/30 歳代/豊成) 

106 
まだ東金に住んで３か月なので何もわかりません。千葉から引っ越してきて、駅

の階段が高齢者には大変です（特に雨の時）。（女/70 歳代/嶺南) 

107 駅舎が今時、使いづらすぎる。歩道を整備してほしい。（女/40 歳代/東金) 

108 駅舎をきれいにしてほしいです。（女/60 歳代/東金) 

109 

近くの道路にバスが通るというタレコミで移住したが、１日コミュニティバスが

３本という状態。ガラガラなのだからスクールバスとして利用できるといいのに

と思う。（女/50 歳代/福岡) 

110 
九十九里鉄道バス、海まで行くのに利用しました。朝早い時間の運行があるとい

い。車を気にせず田んぼを散歩したい。自然を大切にしたい。（女/30 歳代/田間) 
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111 

交通の便がとにかく悪い。車の運転ができなくなったら現在のところには住めな

い。都内など狭くても引っ越さなければならないのかと不安。  

（女/50 歳代/日吉台) 

112 
交通の便が悪いところを改善することが市外への人の流出を減らすことにつな

がると思います。よろしくお願いします。（男/30 歳代/東金) 

113 交通の便が悪すぎなのでよくしてほしい。（女/40 歳代/正気) 

114 交通をもっと便利にしてほしい。（女/30 歳代/田間) 

115 交通手段の拡充を。（女/20 歳代/豊成) 

116 
公共交通機関運営の広域行政（福岡地区においては大網白里市）を実施して、コ

ミュニティバスの運営の共同化（例：大網駅へのルート他）。（男/60 歳代/福岡) 

117 公共交通施策に力を入れてほしい！（男/50 歳代/源) 

118 

高齢者が増加し、免許返納の方も多くいらっしゃると思います。私もいずれそう

なるでしょう。そういった方の生活環境はどのように守れるのでしょうか。私の

知人で８０代の方がタクシーを頼むと「お迎え賃」として４００円支払うという

話を聞いています。子育て支援も重要だとは思いますが…近いうちに高齢者の仲

間入りをする私自身はどうなるんだろうと不安が先立ちます。（女/60歳代/田間) 

119 
市民の数（人口）が多くならないのは鉄道の不便なことが一番大きい。大網と比

べとても住む気にならない。（男/60 歳代/大和) 

120 将来的には巡回バスの利用ができたらと思っています。（女/70 歳代/大和) 

121 
乗合タクシーが５日前では予約が取れなかった。急用に対応していただくことが

難しい。（女/80 歳以上/福岡) 

122 成田へのアクセス、不便。（女/30 歳代/嶺南) 

123 大型バスは必要ないのでワゴン車に変更した方が良い。（男/60 歳代/源) 

124 
電車が一時間に一本しかなく、通学に不便です。東金線を増やしてほしい。１７

時台が特に不便。（女/10 歳代/田間) 

125 電車の便数を増やしてほしい。（女/20 歳代/嶺南) 

126 

東金アリーナの通りの先の住民は、交通手段が自家用車、もしくはタクシーにな

ります。浅井病院経由でのバスがあるといい。正気地区は乗り物手段がない。  

（女/60 歳代/正気) 

127 
東金駅の改修工事をしてほしい。東口にも改札口を作ってほしい。  

（女/70 歳代/田間) 

128 東金駅をリニューアルしてほしい。（女/40 歳代/嶺南) 

129 

東金駅舎の改築を切に希望します。サンピアからお年寄りや障がい者、乳幼児を

連れた方にとって最悪なつくりです。なんとかしてあげてほしいです。東金市大

好きです。（女/20 歳代/東金) 
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130 

東金駅中心部は生活しやすく、買い物もしやすいのですが、車の運転ができない、

車のない人にとってバスなどがないため、大網に行くしかない現状。少しバスが

通ると良いなと思います。（女/50 歳代/丘山) 

131 
東金市には、JR 駅が３か所もあります。いずれかに高速バスターミナル駅を作

ったらどうでしょう。（男/70 歳代/公平) 

132 特に買い物が大変。（男/80 歳以上/正気) 

133 

問 20・21 に関して、民間バスの発着に合わせたダイヤにしてほしい。循環バス

の本数を、朝夕時間各１本ずつ増便してほしい。乗合タクシーはまだ占有して使

用している人がいて、予約がなかなか取れない。（男/50 歳代/豊成) 

134 
路線バス、東金―大網一日一本乗車 0 である。時間帯の工夫。  

（男/80 歳以上/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：7 項目】 

135 インフラ整備の充実。（女/60 歳代/嶺南) 

136 
公園が汚く、遊具も古く魅力がない。室内で遊べる場所を作ってほしい。  

（女/50 歳代/東金) 

137 公園の遊具の見直し。（男/40 歳代/田間) 

138 子供たちが安全に遊べる大きな公園を作ってほしい。（女/30 歳代/田間) 

139 
周りに子育て世代が増えてきている。大きな公園を作ってほしい。  

（女/30 歳代/嶺南) 

140 
大雨が降ると、河川の流れが悪く地域全体水浸しになります。河川改修を希望し

ます。（男/70 歳代/公平) 

141 

東金市民が誇れるもの（例えば花畑など…）を意図的に作り、もう少し活気があ

る良いなと思います。山王台もとてもすさんでおり、怖くていけません。苔や手

入れされない木々…どうにかできないでしょうか。（女/60 歳代/東金) 

 

施策 3-5 住環境の整備と生活環境への配慮  

【自由意見：3 項目】 

142 

ぼろぼろの空き家から木や竹が伸びているのを見ると、東金市を盛り上げていこ

うという考えとは反するような気がします。植木の街でもあると思います。各家

からの樹木の枝、道路にあふれ出しています。ちょっと違うと思えます。  

（女/60 歳代/嶺南) 
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143 

空地（地主所有）の草刈りを環境保全課に相談するも、地主さんに声かけしてい

るのでしょうか。人の身長より高くなっている。防犯対策や、冬はかれて火災な

ど心配です。（女/60 歳代/嶺南) 

144 早急に空き家対策を！（男/60 歳代/源) 

 

 

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：42 項目  

 

施策 4-1 健康保健施策の充実  

【自由意見：1 項目】 

145 健康診断を無料でやってほしい。（女/30 歳代/田間) 

 

施策 4-2 医療体制の充実  

【自由意見：14 項目】  

146 メディカルセンターはどうなっているか。（男/60 歳代/豊成) 

147 
意味のあることにお金を使ってほしいです。東千葉メディカルセンターの問題。

（女/20 歳代/東金) 

148 
医療もせっかくメディカルがあるのに診てもらえないが多すぎ。  

（女/40 歳代/正気) 

149 
大きな病院がもう少し近くにあれば通えるのに、年を取ると遠くは通えなくなる

ので、不便だ。一人住まいなら、なおさらです。（女/60 歳代/福岡) 

150 東金の皮膚科休業が多すぎ、、、新医院を望む。（男/40 歳代/正気) 

151 
東金市は今何を力入れているのか？東千葉メディカルが赤字経営になっている状

況で今後どうするのか？（女/60 歳代/豊成) 

152 

東千葉 MC、赤字経営を一刻も早く健全な形にするための取組を実施してほしい。

三次救急の存在（東金市）は安心だが、借金経営にはいささか疑問を呈す。  

（女/50 歳代/正気) 

153 
東千葉メディカルセンターが身近でない！もっと多くの人々が活用できる、市民

の病院となるように努力してほしい。（男/50 歳代/福岡) 

154 

東千葉メディカルセンターに関する不正問題等があやふやなままであり、市長や

市議会に不信感を持っている人も多いのではないでしょうか。市政の透明化を図

るべきだと思います。（男/60 歳代/嶺南) 

155 東千葉メディカルセンターの改革。（男/20 歳代/豊成) 
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156 
東千葉メディカルセンターの赤字改善。コンサル会社の不備やトップの権力がま

ちの医療体制を悪化させている。（男/40 歳代/福岡) 

157 

東千葉メディカルは、三次救急病院といって受け入れを拒否することがあります。

市民の求める病院の体制とは違っていると思います。このままの状態で運営はで

きるのでしょうか。（女/50 歳代/大和) 

158 特に医療施設の充実を願いたい。（男/60 歳代/田間) 

159 

役所にお願いがあり、行くことが多々あります。各課の事務の方がよく仕事をし

ております様子、感謝しております。特にお願い、メディカルセンターの利用を

考えてほしいです。赤字増える一方？（女/80 歳以上/東金) 

 

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：1 項目】 

160 

子育てや高齢者、事業者など「不満や不自由はあるがとりあえず現状維持が可能」

な方々への支援もいいが、失敗、挫折した者への政策もほしいところ（就職、事

業、地域になじめないなど）。（男/30 歳代/豊成) 

 

施策 4-4 高齢者福祉の充実  

【自由意見：4 項目】 

161 
ますます増加する高齢者の認知症、孤独死などの防止のための高齢者の居場所を

設置、確保が必要になってくるのではないかと思われる。（男/80 歳以上/城西) 

162 
高齢者にやさしい市にしてほしい！訪問検診などあるとよい！  

（女/50 歳代/嶺南) 

163 信頼し、安心して入居できる施設の充実を願います。（男/70 歳代/大和) 

164 
年金とかお金ある、なしにかかわらず、困った人たちがスムーズに入れる介護施

設がほしいです。（男/70 歳代/福岡) 

 

施策 4-5 障がい者福祉の充実  

【自由意見：3 項目】 

165 障がい者も住みやすい暮らしを願う。（女/30 歳代/田間) 

166 

聴覚障害者に対する理解や支援を充実させてほしい。福祉課の窓口の人ですら、

知識が乏しく、毎回同じ質問をされ不愉快。もっと勉強してほしい。  

（女/30 歳代/日吉台) 

167 

児童手当はもらえたのに、なぜ特別児童扶養手当がもらえないのでしょうか？ど

う考えても、障がい者の方が負担は大きいと思います。そもそも限度額が両方と

も違うことに違和感があります。（女/30 歳代/日吉台) 
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施策 4-6 自然災害や犯罪などへの対策  

【自由意見：19 項目】  

168 
自然災害時の避難場所が充実していない。津波等に対して建物が低い。  

（女/60 歳代/正気) 

169 
家に固定電話しかないので、放送がよく聞こえるようにしてほしい。  

（女/80 歳以上/大和) 

170 街灯を増やしてほしい。（女/20 歳代/嶺南) 

171 
広報無線のアナウンス、男性が行っているが、女性の方がいい。ほかの市はほと

んど女性。（男/60 歳代/源) 

172 

災害で車椅子の生活をしている方で、家族が世話をしている方々の避難所を考え

てあげてほしい。ペットを飼っている家族の方々が、ペットも家族の一員なので、

一緒に避難生活が出来る様に考えてあげてほしい（ペットも家族が世話してあげ

ないと、病気で看病している方々もいるので。）。市民が良好な生活が出来る様に、

暮らしやすいようになればと思います。（男/70 歳代/豊成) 

173 災害時など無線が少ない。大網はどんどん流している。（女/60 歳代/福岡) 

174 
場所によって電柱がなく暗いので、もっと立てるべき。警察の強化。  

（男/20 歳代/東金) 

175 

地震、台風の時の食料、水などの配布があまりよくなかったようです。高齢者は

配布場所に行けず、いただけないというのが現実です。良い方法があれば…。  

（女/50 歳代/丘山) 

176 
町の放送のスピーカーが聞きづらく、何を言っているのかわからない。  

（女/70 歳代/正気) 

177 

田舎ながら、なぜこんなに治安が悪いのか。根本的な原因解明と対策をお願いし

たい、他地域でも東金の治安の悪さは有名です。殺人事件、空き巣、車上荒らし。

（女/50 歳代/田間) 

178 

東金での事件が多すぎる。毎日、パトカーのサイレンを聞いている。女、一人で

の生活に防犯対策は必須。もう少し市と警察で防犯面を協力してほしい。  

（女/20 歳代/東金) 

179 

東金市における、津波への取組状況を発信してほしい。東金市のみでなく、山武

地域全体での発展計画、政策を長期的に考えてほしい。熊谷知事への直接の進言

もしてほしい。（女/70 歳代/正気) 

180 

防災について広報やらほかの資料やらでお知らせくださっていますが、市と区の

連携や体制作りなどお話を聞きたいと思っています。講演会などで。最終的には

自己判断になりますが、知識としてあれば違うと思うからです（台風１９号の被

害から）。（女/70 歳代/大和) 
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181 防災アナウンスが全く聞こえない！（女/50 歳代/公平) 

182 防災東金の無線が聞こえない。（女/70 歳代/田間) 

183 防災無線が聞き取りづらい。（女/80 歳以上/城西) 

184 
防災無線は今まで通り家庭内に設置してほしい。外での放送ではまったく聞き取

りにくい。（女/70 歳代/豊成) 

185 
防犯カメラ、市街灯の設置。少なすぎるため、子供の安全が守れない。  

（男/60 歳代/源) 

186 

問２５で防災無線について書きましたが、今までラジオ等がありましたが、廃止

になり放送のみとなり風の関係で聞こえないのでマイクを多くするか場所を多

くするかにしてください。（女/70 歳代/大和) 

 

 

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：14 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：8 項目】 

187 学生を主役に。大学、高校の有効活用。（女/50 歳代/豊成) 

188 図書館が使いづらい。（男/40 歳代/田間) 

189 
図書館の設備をもっとなんとかしてほしい。小学生、中学生くらいから親子で

大学見学のイベントがあるといい。（男/20 歳代/城西) 

190 
図書館を充実してほしい。著者が偏っている。同じ人の本ばかり。  

（女/70 歳代/日吉台) 

191 

東金市の歴史の中に「芸術の街、東金」というのがあったと思いますが、今は

全く感じられません。公共の施設等を利用して、アーティストを目指す若者を

集い、ペイントをしてもらう等して YouTube やインスタで宣伝できると思う。

モニュメントのようなものが必要だと思う。（男/40 歳代/城西) 

192 東金図書館の充実、、、新刊書、CD 等。（男/40 歳代/正気) 

193 

東金青年の家がジャクサに興味が持てるようなイベントをやってくれていま

す。星に興味を持てる（宇宙に）環境はなかなかないので何とか盛り上げて存

続できる環境になればと願います。（女/40 歳代/田間) 

194 
文化教育施設のさらなる充実（ファミリー向け）もっと若者が喜んで利用でき

る、来たくなる明るい図書館に変えてほしい。（男/60 歳代/大和) 
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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】 

195 
サッカー等が自由にできるサッカー場を整備してほしい。アリーナは規制多し。

（女/80 歳以上/豊成) 

196 フィットネスジムの新設。（女/60 歳代/豊成) 

197 
東金アリーナの交通機関をもう少し考えてください。駅から結構遠いのでその時

間くらいだけでも（試合があるときだけでも）。（女/70 歳代/正気) 

 

施策 5-4 グローバル化への対応と地域間交流の推進  

【自由意見：3 項目】 

198 

「国際都市東金」を目指してほしい。市内にある城西国際大学をもっと有効活用

し、東金といえば「国際交流が盛んで、外国人も住みやすく、多様性のある市」

というイメージができる施策をお願いしたい。姉妹都市リュエイユ・マルメゾン

との交流も復活させ、国際文化都市東金を作っていただきたい。  

（男/60 歳代/嶺南) 

199 
グローバルな地域づくり。グローバル人材の育成、英語教育の強化。  

（男/30 歳代/日吉台) 

200 
東金市の人口を増やすために積極的に外国人を受け入れ、外国人が暮らしやすい

ようにできるといいと思う。（女/50 歳代/福岡) 

 

 

６ 計画の実現に向けて（内部管理、地方創生など）  

                      自由意見：49 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：19 項目】  

201 70 代の市長では改革は望めない。（男/70 歳代/東金) 

202 
おじいさん議員ばかりだといい考えないですよね。サポートに若い女のひと入れ

るとか。（女/60 歳代/正気) 

203 

どこかの市にあったような「すぐやる課」を希望する。市民が主体的に活動でき

るようなかけはしを市に担っていただきたい。周知はわかりやすく、それぞれに

合った方法で情報を伝える。（女/50 歳代/正気) 

204 
ふるさと納税の返礼品、もっと東金で PR できる品がいいと思います。例えば、

ブドウ、苺、ゆず、落花生等々。（女/50 歳代/福岡) 



21 

205 

やってくれているかもですが、市民の思いや考え、意見も大事だが、それに対応

してくれる市役所の職員、市政に携わる方々の働き方、やりがいなどにもしっか

り耳を傾けてほしい。（男/40 歳代/城西) 

206 議員の数を減らし、教育に予算をあてる。（男/40 歳代/田間) 

207 

議員定数の削減、議員報酬の減額。議員の品位と質の向上。市職員の身だしなみ

がみだれている。市民に開かれた議会を望みます。市長の２期目に期待する。  

（女/60 歳代/丘山) 

208 最新の手続きの届けは市役所職員も知ってください。（男/70 歳代/正気) 

209 
市長の辞任。高齢者の人達や障がい者の人達に対しての理解等全般。市民の目線

に立った市政及び役所づくり。（男/20 歳代/豊成) 

210 市長給与カット。（女/50 歳代/東金) 

211 

市役所の職員と仕事上連携することがあったが、対応がほかの市町村より悪い。

個人の問題かと思うが、職員の一部の人の対応が悪いことで悪い印象を与えるこ

とがあり残念だった。（男/50 歳代/嶺南) 

212 
市役所の利用時、昼の時間帯の職員の対応が悪すぎるといろいろな人からよく聞

く。（男/50 歳代/嶺南) 

213 
市役所や関係者の施策ではなく、第三者、専門家等の意見を取り入れるべき。も

っと開放的な風土構築が必要。（男/50 歳代/嶺南) 

214 市役所職員が多すぎる。（女/70 歳代/正気) 

215 若い市長が出やすい環境。（女/60 歳代/嶺南) 

216 若い方への代替わり（議員さんなど）。（女/50 歳代/日吉台) 

217 

人口減少の流れにしっかり対応しながら財政運営をしてもらいたい。ほかの行政

区と比べて、職員の比率が多ければ、数そのものを見直す必要がある。  

（男/40 歳代/豊成) 

218 

生き生きとした東金市を目指し、市役所の各部署から２０代～３０代の職員を選

抜し、若い方の意見や目標を推進するような取組を行い、活気ある東金市を希望

する（東金市が主体となり、魅力ある PR を図ってほしい）。（女/60 歳代/正気) 

219 
留学や特殊ケースに対する対応が悪すぎる。パスポート申請場所も残すべきだと

思う。（男/20 歳代/福岡) 

 

施策 6-2 広域的な連携によるまちづくり  

【自由意見：1 項目】 

220 
若者に魅力の街づくりのため農業大学、城西国際大学、高校教育の充実、そのた

めに近隣の市町など総合的に連携。（男/70 歳代/大和) 
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施策 6-3 技術革新を踏まえた新しい行政運営  

【自由意見：5 項目】 

221 

行政ソフトの充実と市民相互のハードタッチが大切だと思う。私自身の例では、

行政手続きでスマホ利用が全くないというのはおかしな状態だと思う。住民が予

約、利用証、支払い手続きで各自３つくらい利用している状態になるよう、１０

くらいの手続きを考えてほしい。（男/60 歳代/福岡) 

222 

住民票をコンビニで取得できるようにするなど、ほかの市町などでできることは

すぐにでもできるようにしてほしいです。なぜできないのか知りたいです。よろ

しくお願いします。（女/30 歳代/日吉台) 

223 
東金市は近隣市町よりＩＴ化が遅れていると聞いています。東金市広報は貧弱！

（女/30 歳代/東金) 

224 

防災無線や学校からのメール、教育委員からの連絡を一括でアプリ等にできない

か。近隣の市では導入しているようだが。コロナ関連も情報が探せない。  

（男/30 歳代/嶺南) 

225 

様々な媒体を活用して、行政、事務手続きのスピード化、スリム化を図ってほし

い。役所は時間がかかるというイメージをなくしてもらいたい。  

（男/60 歳代/豊成) 

 

施策 6-4 市民との積極的な情報共有  

【自由意見：24 項目】  

226 
HP をリニューアルした方がよい。情報が読み取りにくい。山武市の HP は見や

すい。（女/30 歳代/嶺南) 

227 

SNS の登録者数にもよりますが、Web 上でもっと簡単にできるアンケートもあ

ったらと思う。より多くの市民の人に声を聞くことと、記入ベースのアンケート

をまとめるのも手間だと思うので、ソフトウェアを使っていくのもひとつの手段

として取り入れていくべきだと思いました。紙ももったいないかなと。  

（女/30 歳代/日吉台) 

228 
アンケート報告書のホームページ掲載。これはおかしい。みんながネットをして

いるわけではないので全世帯に配布すべき。（男/70 歳代/丘山) 

229 

お疲れ様です。市役所のみなさんには頭が下がります。今回思ったことなのです

が、せっかくイベントを実施するのであればもっと周知徹底した方がいいかと思

います。来年の波乗りマラソン等のイベント、みのりの郷等のイベントは、知ら

ない方がとても多く感じます。暑い日が続きますので、ご自愛くださいませ。  

（男/40 歳代/正気) 
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230 
コロナ対策で防災放送していますが、いつも内容が変わらずマンネリ化している

と思います。時には市長自ら放送で訴えてほしい。（男/30 歳代/正気) 

231 ホームページが見にくい。（男/20 歳代/豊成) 

232 

わかりやすい情報発信や、施策をしていただきたい。誰もが参加しやすく、「東

金といえば市民のみんなが参加する」といったようなものはいかが？  

（男/30 歳代/田間) 

233 一般市民と市の方たちとの意見交換の機会を持ってほしい。（女/70 歳代/嶺南) 

234 
企業と同様に中期計画立案の上あるべき姿を市民と共有しながら市政を進める

べき。ＰＤＣＡを回しながら市を成長させてほしい。（男/50 歳代/東金) 

235 
広報の工夫。大網白里市に隣接しているので両方の広報誌が見られる。大網のは

素晴らしいです。（男/80 歳以上/大和) 

236 広報をやさしく充実する。（男/70 歳代/豊成) 

237 
山武市と同様に、広報の全戸配布（by シルバー人材）を検討していただきたく存

じます。（女/40 歳代/城西) 

238 
市で YouTube をやるのなら、「Yassa Wave」など活用してアウトソーシング

した方がよいのでは？（男/30 歳代/豊成) 

239 

市政だよりやいろいろなお店を紹介するようなチラシをもっと積極的に作った

方が良い気がする。グローバル化の前にまちをもっと活性化させてほしい。  

（女/40 歳代/東金) 

240 市長さんの顔が見えないです。（女/70 歳代/正気) 

241 

市長の住民へのアピールがまったく感じられない。市の目玉（重要施策）をどこ

において進めているのか、広報等で積極的に発信する必要がある。また、住民の

困っていること、不安に感じている点を市がアンテナ高くして収集し、対応する

姿勢を高めてほしい。市に直接相談したことは、担当者が常に親切に対応してく

れ、感謝しています。（男/70 歳代/福岡) 

242 市民の声をよく聞いて。（女/70 歳代/豊成) 

243 

若い人たちの意見を聞き、それらを取り入れていく方法。例えば、市内の高校生

などを対象に、いろいろなアンケートに協力してもらい、将来に向けた貴重な意

見があれば、それらを積極的に取り上げ、検討していく方法。  

（男/80 歳以上/城西) 

244 
情報の発信は、YouTube より文字化した SNS のほうが活用しやすい。  

（男/50 歳代/嶺南) 

245 
東金市（街）を活性化してくれる若者の意見を積極的に取り入れて、新しいこと

にチャレンジしてほしいと思います。（女/60 歳代/日吉台) 
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246 

東金市が 10 年後に目指す形が市民に知らされていない。強いリーダーシップを

とり、先を見た指針を示してほしい。老後に不安のない街づくりを望みます。  

（女/60 歳代/公平) 

247 
東金市のこと何も知らない。広報みたいなものも見たことないです。  

（女/50 歳代/不明) 

248 
東金市民アンケートが市の運営に活かされているのか？アンケート内容を改善

する？（女/50 歳代/日吉台) 

249 
隣の人との交流もない時代、やはり選挙以外でも、市民に寄り添って、市政の活

動を見せてくれるよう望む。（男/70 歳代/嶺南) 

 

 

 

施策 7-1 自治活動の維持活性化  

【自由意見：3 項目】 

250 自治会は入会自由なので、入会しなくても責めないでほしい。（女/60 歳代/田間) 

251 

地区のコミュニティセンターを市民が管理運営することに疑問、以前住んでいた

横浜市は市が管理していた。区費が高すぎるため、新しい住民は入会しないし、

脱会する者が増加している。（男/60 歳代/福岡) 

252 
新しい住人や新興住宅地が参加しやすい工夫が必要（イベント、祭、消防団）。

人手不足が深刻だが、新住人が参加しにくいのが現状。（男/50 歳代/東金) 

 

施策 7-2 様々な主体との協働の推進  

【自由意見：2 項目】 

253 
市に少しでも貢献したいので、シルバー人材センターに、ボランティアの情報を

より多く出していただきたい。（男/70 歳代/東金) 

254 
市民活動をして行政に要望書を提出しても、なかなか受け入れてもらえないこと

が、とても残念です。（女/50 歳代/福岡) 

 

 

 

 

 

 

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

自由意見：5 項目  
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8 市政運営全般及びその他の意見                   

自由意見：45 項目  

 

255 

エストーレホテル＆テニスクラブの再建に市としても応援支援をお願いしたい。

東金市のセントラル構想にエストーレも入っており、気に入って日吉台に引っ越

してきたが、エストーレがホテル閉鎖になっているので市としても支援をお願い

します。（男/70 歳代/日吉台) 

256 
（市政に対するアイディアや意見を出すのは）自分たち（税金で収入を得ている

方）の仕事です。（男/30 歳代/日吉台) 

257 
がんばるお店応援クーポンは購買意欲をそそります。ぜひ第三弾もやってほし

い。（女/40 歳代/福岡) 

258 
がんばるお店応援クーポン券の配布、いいですね。東金市を応援です。  

（女/50 歳代/丘山) 

259 

クーポンの発行（配布）はとてもよかったです。これを毎月配布することを検討

してください。必ず東金市の活性化につながり、財政も win-win な結果的にな

ると思います。衰退していくしかない街を救うには、「日本初の毎月クーポンが

配布される町」として注目され、移住者も増えるはずで、これくらい思い切った

ことをしないといけないと思います。（女/40 歳代/城西) 

260 
クーポン券の配布や移動スーパー事業は、お店や市民にとってはとても良い支援

だと思っています。これからも続けてほしいです。（女/70 歳代/大和) 

261 

ゴミ０の日は放送してほしい。若い世帯はほとんど出席しない。溝の整備がされ

ていない。犬、ねこのこと、ペットショップでしっかり教えてほしい。ふんを溝

に捨てる人がいる。積極的に PR しているものといえば、春の八鶴湖の桜しかな

い。何か親しめるものはないでしょうか。コロナ感染症対策について、ひとり暮

らしの方へのお弁当券は不満でした。残りました。（女/80 歳以上/大和) 

262 

コミュニケーションが苦手な人が、いろんな人と話したり、発表したりする教室

や社会に参加できる市にしてほしいです。引きこもりの少ない市になるといいな

と思います。あと若者が多い市なので、映画館がほしいです。  

（不明/40 歳代/豊成) 

263 

コロナの国から県への助成金、東金市は二度ともがんばるお店クーポン券、よそ

の県や市のように別のことをやってほしい。同じことばかりしていないでもっと

市民の気持ちを考えてほしい。（女/70 歳代/田間) 

264 
コロナワクチン、コロナ騒ぎは世界的ねつ造。グローバル社会は終わる。食の安

全、除草剤の廃止。（男/60 歳代/豊成) 
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265 

コロナ禍で、物価上昇もあり、生活が苦しく、東金市クーポンはありがたいが、

他県の取組を見ると、現金給付をしている。東金市もあると助かる。子供がいる

家庭ばかりが苦しいと思われるのは、間違っている。（女/50 歳代/正気) 

266 サンピア設備を整えてほしい。（女/30 歳代/嶺南) 

267 
タクシー運転手のロータリーでの喫煙をやめさせてほしいです。特に朝はひどい

です。所詮、運転手と思って我慢していますが…。（男/40 歳代/東金) 

268 
テレビで市内放送はなくなると聞いたが、なくさないでください。ないと寂しい。

（女/30 歳代/東金) 

269 

とにかく生活しづらい町。両親の介護が終わり次第、すぐに引っ越しをしたい。

東金市大嫌いです。何の魅力も感じない。アンケートをとるにも、高齢者にはわ

かりづらい。もっと東金市を自分たちの目で見てほしい。どんなに生活しづらい

か。（女/40 歳代/福岡) 

270 
どんどん焼き？怖いのでやめてほしい。火事かと思ったことがある。  

（女/60 歳代/田間) 

271 パチンコ屋、トランクルーム、車屋を減らすべき。（男/10 歳代/公平) 

272 
プレミアム付き商品券を購入方式から配布になったのは良いと思うし、使ってい

る人も多く見かける。これからも積極的に使っていきたい。（女/30 歳代/日吉台) 

273 
マスク着用をなくしてください。特に保育園、幼稚園、小学校、子供たちが苦し

んでいます。（女/30 歳代/丘山) 

274 

外国人参政権認める。クーポン券ではなく現金給付。ウクライナ情勢で困った人

達（ウクライナの人達及び反プーチンさんのロシアの人達）への支援。外国人受

け入れ。（男/20 歳代/豊成) 

275 頑張るお店応援クーポンを毎月配布してほしい。（女/30 歳代/田間) 

276 
九十九里町、大網白里市と仲良くして、将来は東千葉市として発展したい。  

（男/80 歳以上/正気) 

277 
最近千葉テレビ東金おまつり部やみのりの郷東金のスタバ誘致やドミノピザ、く

ら寿司など若者世代に向けて頑張っていると思います。（男/60 歳代/豊成) 

278 市が死んでいる。千葉市と統合すべきです。（男/60 歳代/丘山) 

279 
市役所正面駐車場が停めにくいです。白線を引き直していただけないでしょう

か。広めにお願いします。（女/40 歳代/城西) 

280 若い人が定住できるような市にしてもらいたい。（女/70 歳代/東金) 

281 水道料金の高さが気になります。（女/20 歳代/東金) 

282 

千葉市のように花火禁止にしてほしい。近隣トラブルになり、とても住みづら

い！どうしても花火をしたい人は、許可された公園、海でやっていただきたい。

（女/50 歳代/公平) 
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283 

地域猫の不妊去勢手術費の一部助成が山武市など隣の市ではあるのに東金市で

はない。健診の案内がほかの市では対象年に来るのに来ない、さらに、無料の市

もあるのに東金は有料。（女/30 歳代/田間) 

284 
抽象的な質問ばかりで具現化しにくいアンケートですね！とりあえず、コロナ対

策と情報開示をするべきです。（男/70 歳代/嶺南) 

285 
貯水池の上に太陽光発電システムを作るとよいと思いますが？  

（男/80 歳以上/豊成) 

286 
東金「らしさ」、東金「ならでは」等、魅力あるコンテンツが少ない。海と山に

面していないが、ハブ機能を充実されては？（男/50 歳代/豊成) 

287 

東金で結婚して子育てなどしたいと考えているのですが出会いがありません。コ

ロナもあり出会いが難しくなってるのでそういった方面にも力を入れてほしい

です。それが少子化対策にもなるのかなと思います。（女/30 歳代/正気) 

288 

東金と言ったら思いつくグルメ、食品等、アピールできるものがあればもっと女

性や若い人たちで盛り上がれそうです！そういうのがあればいいなあと思いま

す。（女/40 歳代/公平) 

289 

東金を観光やイベントでアピールしても弱すぎる。ならばそれを逆手にとって

「たいしてないが、大体近い」という形でアピールしてはどうか。海も近い。デ

ィズニーも車で１時間ほど。東京でも高速バスで早ければ１時間。温泉も勝浦に

ある。幸い土地も安いから住むにはよい。（男/60 歳代/大和) 

290 
東金市に家を買ったが通いきれず東京に住んでいる。将来住むかもしれないが、

今のところ興味がない。（男/50 歳代/東金) 

291 
東金市に転居して２年経っていませんが、この先住み続けていきたいと考えてい

ます。充分な意見ではありませんが、お役立てください。（女/50 歳代/嶺南) 

292 
東金市の各方面での本当の実力が知りたい。住み続けて大丈夫？  

（男/60 歳代/日吉台) 

293 

東金市は首都圏から非常に近いものの、交通の便が悪く保守的な街となってい

て、発展がしにくい。新しい若手が街を変え、活気のあふれる街にしていくこと

を強く望みます。良いところが発信できていない。強みも深掘りする必要があり

ます。（女/40 歳代/正気) 

294 
東金市発展のため日々ご活躍ありがとうございます。どうかお体に気を付けてお

すごしください。（女/60 歳代/公平) 

295 鴇嶺小学校の周りの居酒屋などなくしてほしい。（男/40 歳代/田間) 

296 
夫婦だけだが収入が多いわけではない。コロナの影響もある。そういった場合の

給付金は考えてもらえないのか？（女/40 歳代/正気) 

297 老人のためよくわからない。（女/80 歳以上/丘山) 
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298 
老人引退（率先して自ら足るを知る）。若手抜擢。老人が責任を取る。市役所職

員、市議会議員が simcity をやってみる。（女/50 歳代/豊成) 

299 地域で生活する若者にＡＩを活用した結婚相談所を開設する。（男/70歳代/東金) 
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