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1 業務概要 1 業務概要 1 業務概要 1 業務概要 

 

1-1 業務名 1-1 業務名 1-1 業務名 1-1 業務名 

環境基本計画改定事業 

 

1-2 業務目的 1-2 業務目的 1-2 業務目的 1-2 業務目的 

本業務は、平成 15 年 3 月に策定した木更津市環境基本計画（以下「計画」という）の改定に

あたり、木更津市の環境の現状を把握するためのアンケート調査を行うことを目的とする。 

 

1-3 調査対象 1-3 調査対象 1-3 調査対象 1-3 調査対象 

市民  ：1,000 人程度（満 20 歳～80歳の男女） 

小中学校：850 人程度（市内の小学 5 年生、中学校 2年生の各 1クラス） 

事業者 ：300 社程度（市内の業者） 

 

1-4 委託期間 1-4 委託期間 1-4 委託期間 1-4 委託期間 

自：平成 24 年 8月 2 日 

至：平成 25 年 3月 31 日 

 

1-5 発注者 1-5 発注者 1-5 発注者 1-5 発注者 

木更津市 生活環境課 

 

1-6 受注者 1-6 受注者 1-6 受注者 1-6 受注者 

一般財団法人 千葉県環境財団 

 

1-7 業務内容 1-7 業務内容 1-7 業務内容 1-7 業務内容 

本業務では、下記の内容について行った。 

・市が作成したアンケート項目の修正・加筆 

・アンケート用紙の印刷 

・アンケート用紙発送の準備 

・返信用封筒の準備 

・アンケート結果のとりまとめ 

・報告書作成・製本 
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2 調査方法 2 調査方法 2 調査方法 2 調査方法 

本業務における調査項目別に調査方法を以下に示す。 

 

2-1 市が作成したアンケート用紙の修正加筆 2-1 市が作成したアンケート用紙の修正加筆 2-1 市が作成したアンケート用紙の修正加筆 2-1 市が作成したアンケート用紙の修正加筆 

市が作成したアンケート項目について、項目の確認及び加筆修正を行い、アンケート用紙を作

成したアンケート調査を実施した。アンケート調査は①市民用、②事業者用、③小中学生用の 3

種類あり、各対象に対して、設問に現在の社会的背景を設問に盛り込むことや、回答しやすいレ

イアウトを考慮して作成した。修正・加筆を行ったアンケート用紙（案）については市に提出し

て内容の確認をおこなった。 

アンケートの対象者は表 2-1-1に示すとおりである。 

 

表 2-1-1 アンケートの対象 

対 象 備 考 

市民 市内在住の 1,000 人程度を対象（20 歳～80歳の男女） 

小中学生 
850 人程度（市内の小学校 5 年生、中学校 2年生の各 1

クラス） 

事業場 300 社以上 

 

2-2 アンケート用紙の印刷 2-2 アンケート用紙の印刷 2-2 アンケート用紙の印刷 2-2 アンケート用紙の印刷 

内容の確認が取れたアンケート用紙については印刷を行い、市に提出した。趣意書は A4 片面印

刷、アンケートは A4 両面印刷とし左上をステープラ留めとした。 

 

 

2-3 発送の準備 2-3 発送の準備 2-3 発送の準備 2-3 発送の準備 

アンケートの発送については、市民用・事業所用については郵送での対応であったが、送付先

の選定、送付用の封筒の手配・ラベリングについては市が実施するため、内容物を送付用の封筒

同封の上、所定の部数を市に提出した。なお、発送用の封筒は木更津市の角 2 号の封筒を使用し、

封筒の中には、趣意書、アンケート用紙、返信用封筒を同封した。宛名の準備が完了後、ゆうメー

ルにてアンケートを発送した。 

小中学生用のアンケートは市が直接依頼を行うため、アンケート用紙のみ市に提出した。 

趣意書は当初アンケート用紙と一緒であったが、アンケートとは別の用紙とした。趣意書につ

いて、図 2-3-1～図 2-3-3に示すとおりである。 
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図 2-3-1 趣意書（市民用） 
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図 2-3-2 趣意書（小中学生用） 
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図 2-3-3 趣意書（事業者用） 
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表 2-3-1 送付物一覧（市民・事業者） 

送付物一覧 備 考 

送付用封筒 木更津市の封筒を使用 

趣意書  

アンケート用紙  

返信用封筒 (一財)千葉県環境財団の封筒を使用 

 

 

2-4 返信用封筒の準備 2-4 返信用封筒の準備 2-4 返信用封筒の準備 2-4 返信用封筒の準備 

返信用封筒は、（一財）千葉県環境財団の住所を印刷した長 3型封筒を準備し、料金受取人扱い

とした。 

 

2-5 アンケート結果のとりまとめ 2-5 アンケート結果のとりまとめ 2-5 アンケート結果のとりまとめ 2-5 アンケート結果のとりまとめ 

返送されたアンケート結果については、市民用・小中学生用・事業者用に分類し、アンケート

項目の項目別に集計を行った。 
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3 調査結果の整理 3 調査結果の整理 3 調査結果の整理 3 調査結果の整理 

3-1 市が作成したアンケート用紙の修正加筆 3-1 市が作成したアンケート用紙の修正加筆 3-1 市が作成したアンケート用紙の修正加筆 3-1 市が作成したアンケート用紙の修正加筆 

市が作成したアンケート用紙について、項目やレイアウト等を修正した。修正したアンケート

用紙については、市民用を図 3-1-1～図 3-1-4、小中学校用を図 3-1-5～図 3-1-7に、図 3-1-8

～図 3-1-10に示すとおりである。 

 

 
図 3-1-1 アンケート内容（市民用） 
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図 3-1-2 アンケート内容（市民用） 
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図 3-1-3 アンケート内容（市民用） 
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図 3-1-4 アンケート内容（市民用） 
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図 3-1-5 アンケート内容（小中学生用） 
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図 3-1-6 アンケート内容（小中学生用） 
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図 3-1-7 アンケート内容（小中学生用） 
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図 3-1-8 アンケート内容（事業場用） 
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図 3-1-9 アンケート内容（事業者用） 
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図 3-1-10 アンケート内容（事業者用） 
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3-2 アンケート用紙の印刷 3-2 アンケート用紙の印刷 3-2 アンケート用紙の印刷 3-2 アンケート用紙の印刷 

アンケート用紙については、表 3-2-1に示す枚数で印刷を行った。 

 

表 3-2-1 アンケートの対象 

対 象 印 刷 枚 数 

市民 1,000 枚 

小中学生 900 枚 

事業場 300 枚 

 

3-3 発送の準備 3-3 発送の準備 3-3 発送の準備 3-3 発送の準備 

各アンケートを所定の枚数印刷の後、市民用・事業者用は送付用の封筒に入れて、市に提出し

た。小中学生用のアンケート用紙はアンケート用紙のみ市に提出した。なお、市民用・事業者ア

ンケートは発送準備の終わったものからゆうメールにより発送した。 

 

3-4 返信用封筒の準備 3-4 返信用封筒の準備 3-4 返信用封筒の準備 3-4 返信用封筒の準備 

返信用封筒はアンケート用紙と同数あることを確認したのち、送付用の封筒に同封した。なお、

返信用封筒は平成 24 年 12 月 31 日まで有効の料金受け取り人払いとした。 
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3-5 アンケート結果のとりまとめ 3-5 アンケート結果のとりまとめ 3-5 アンケート結果のとりまとめ 3-5 アンケート結果のとりまとめ 

アンケートの回答結果は対象別に整理して、別添資料としてとりまとめた。以下、対象別のア

ンケート結果にについて述べる。 

 

3-5-1 市民アンケート結果について 3-5-1 市民アンケート結果について 3-5-1 市民アンケート結果について 3-5-1 市民アンケート結果について 

(1)回答数 (1)回答数 (1)回答数 (1)回答数 

アンケート用紙は発送部数 1,000 部に対して、回収されたアンケート枚数は 387 枚で、回答

率は 38.7 %であった。 

(2)回答結果 (2)回答結果 (2)回答結果 (2)回答結果 

回答結果については以下の通りである。なお、各設問において回答があった数で集計を実施

した。 

① 「1-1．木更津市全体の自然環境や生活環境に関して、下表の 1～20のすべての項目につ

いて、「満足」、「やや満足」、「どちらともいえない」、「やや不満」、「不満」のうち、該当

するものを 1 つ選び、番号に○をつけて下さい」 

 

 問 1-1の集計結果を表 3-5-1、図 3-5-1に示す。設問の 1～20の項目のうちで、「満足」、「不

満」と感じている項目が最も多い設問は 1 つもなく、「やや満足」は「風通しの良さ」、「どち

らともいえない」は「環境に関する学習・交流機会の得やすさ」、「やや不満」は「海や川に

おける水のきれいさ」と回答した項目が最も多かった。 

 

表 3-5-1 問 1－1の集計結果 
番号  設問項目 満足 やや満足 どちらともいえない やや不満 不満 全体数

1 空気のきれいさ 9.1% 35.2% 38.7% 12.3% 4.8% 375
2 海や川における水のきれいさ 2.4% 15.3% 31.2% 37.8% 13.2% 378
3 緑の環境の豊かさ 7.6% 29.7% 33.9% 20.5% 8.4% 381
4 野鳥や昆虫等が生息する自然の豊かさ 7.7% 36.2% 35.2% 15.9% 5.0% 378
5 自然との親しみやすさ 5.3% 20.9% 39.4% 24.3% 10.1% 378
6 自然の景観のよさ 5.3% 29.3% 37.7% 20.6% 7.1% 379
7 まちなみの景観のよさ 2.1% 13.6% 32.8% 36.8% 14.7% 375
8 見晴らしのよさ 8.4% 31.5% 35.3% 18.9% 5.9% 371
9 高い建物等が少ないことによる日照障害のなさ 24.0% 42.1% 28.5% 3.7% 1.6% 375
10 風通しのよさ 25.5% 47.5% 22.3% 3.4% 1.3% 377
11 車による公害のなさ 4.5% 28.3% 37.3% 22.9% 6.9% 375
12 工場等の事業所による公害のなさ 9.5% 28.0% 38.0% 15.0% 9.5% 379
13 台風・大雨時の風水害の危険性のなさ 16.4% 33.2% 31.7% 14.0% 4.7% 379
14 公共用地のきれいさ 2.4% 16.9% 34.8% 33.2% 12.7% 379
15 循環型社会への取り組み 5.0% 28.3% 52.1% 11.9% 2.6% 378
16 バス、鉄道等の公共交通機関の利用しやすさ 5.0% 16.6% 24.5% 32.1% 21.8% 380
17 人にやさしい交通環境 1.1% 12.6% 32.4% 34.7% 19.2% 380
18 自転車の利用しやすさ 1.3% 8.8% 35.4% 34.3% 20.2% 376
19 環境に関する学習・交流機会の得やすさ 1.3% 9.6% 68.0% 16.0% 5.1% 375
20 環境情報の得やすさ 1.3% 9.5% 59.9% 21.5% 7.7% 377  
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図 3-5-1 設問 1-1 の集計結果 

 

「満足＋やや満足」の順位別回答数を表 3-5-2に示すが、1 位は「風通しの良さ」、2 位が

「高い建物等が少ないことに寄る日照障害のなさ」、3位が「台風・大雨等の風水害の危険性

のなさ」であった。 

 

表 3-5-2 問 1-1「満足＋やや満足」の回答状況 

満足+やや満足

回答数

1 風通しのよさ 275 72.9% 10

2 高い建物等が少ないことによる日照障害のなさ 248 66.1% 9

3 台風・大雨時の風水害の危険性のなさ 188 49.6% 13

4 空気のきれいさ 166 44.3% 1

5 野鳥や昆虫等が生息する自然の豊かさ 166 43.9% 4

6 見晴らしのよさ（良い眺望場所の存在等） 148 39.9% 8

7 工場等の事業所による公害（騒音・大気汚染・悪臭等）のなさ 142 37.5% 12

8 緑の環境（丘陵地、農地、街路樹、公園等）の豊かさ 142 37.3% 3

9 自然の景観のよさ 131 34.6% 6

10 循環型社会への取り組み（資源のリサイクル等） 126 33.3% 15

11 車による公害（騒音・大気汚染等）のなさ 123 32.8% 11

12 自然との親しみやすさ（身近な自然の保全、自然とふれあう場の整備等） 99 26.2% 5

13 バス、鉄道等の公共交通機関の利用しやすさ 82 21.6% 16

14 公共用地のきれいさ（たばこやごみのポイ捨て等） 73 19.3% 14

15 海や川における水のきれいさ 67 17.7% 2

16 まちなみの景観のよさ 59 15.7% 7

17 人にやさしい交通環境（交通事故の危険性の回避、安全で快適な歩道等） 52 13.7% 17

18 環境に関する学習・交流機会の得やすさ（自然観察会等の開催等） 41 10.9% 19

19 環境情報の得やすさ 41 10.9% 20

20 自転車の利用しやすさ（駐輪場の使いやすさ、安全で快適に走行できる道路空間） 38 10.1% 18

順位 設問項目 回答率 項目番号
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一方、「不満＋やや不満」の順位別回答状況を表 3-5-3に示すが、1位は「自転車の利用し

やすさ（駐輪場の使いやすさ、安全で快適に走行できる道路空間）」、2 位は「バス、鉄道等

の公共交通機関の利用しやすさ」と「人にやさしい交通環境（交通事故の危険性の回避、安

全で快適な歩道等）」であった。 

 

表 3-5-3 問 1-1「不満＋やや不満」の回答数 

不満+やや不満

回答数

1 自転車の利用しやすさ（駐輪場の使いやすさ、安全で快適に走行できる道路空間） 205 54.5% 18

2 バス、鉄道等の公共交通機関の利用しやすさ 205 53.9% 16

2 人にやさしい交通環境（交通事故の危険性の回避、安全で快適な歩道等） 205 53.9% 17

4 まちなみの景観のよさ 193 51.5% 7

5 海や川における水のきれいさ 193 51.1% 2

6 公共用地のきれいさ（たばこやごみのポイ捨て等） 174 45.9% 14

7 自然との親しみやすさ（身近な自然の保全、自然とふれあう場の整備等） 130 34.4% 5

8 車による公害（騒音・大気汚染等）のなさ 112 29.9% 11

9 環境情報の得やすさ 110 29.2% 20

10 緑の環境（丘陵地、農地、街路樹、公園等）の豊かさ 110 28.9% 3

11 自然の景観のよさ 105 27.7% 6

12 見晴らしのよさ（良い眺望場所の存在等） 92 24.8% 8

13 工場等の事業所による公害（騒音・大気汚染・悪臭等）のなさ 93 24.5% 12

14 環境に関する学習・交流機会の得やすさ（自然観察会等の開催等） 79 21.1% 19

15 野鳥や昆虫等が生息する自然の豊かさ 79 20.9% 4

16 台風・大雨時の風水害の危険性のなさ 71 18.7% 13

17 空気のきれいさ 64 17.1% 1

18 循環型社会への取り組み（資源のリサイクル等） 55 14.6% 15

19 高い建物等が少ないことによる日照障害のなさ 20 5.3% 9

20 風通しのよさ 18 4.8% 10

順位 設問項目 回答率 項目番号
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② 1－2．木更津市で生活する上で、あなたにとっての“快適な自然環境・生活環境”とし

て特に改善を期待する項目を、下表から 3 つ選び、回答欄に○をつけて下さい。なお、

その他（項目以外のもの）の場合は、次ページの「その他」の欄にご記入をお願いしま

す。 

 

問 1－2 の回答状況を表 3-5-4、図 3-5-2に、順位別の回答状況を表 3-5-5に示す。 

回答のうち、特に改善を期待する項目としては、1 位が「バス、鉄道等の公共交通機関の

利用しやすさ」、2位が「人にやさしい交通環境（交通事故の危険性の回避、安全で快適な歩

道等）」、3 位が「自転車の利用しやすさ（駐輪場の使いやすさ、安全で快適に走行できる道

路空間）」であった。 

 

表 3-5-4 問 1-2 の回答状況 
番号 設問項目 回答数 全体数 割合

1 空気のきれいさ 17 4.5%

2 海や川における水のきれいさ 71 18.8%

3 緑の環境（丘陵地、農地、街路樹、公園等）の豊かさ 54 14.3%

4 野鳥や昆虫等が生息する自然の豊かさ 10 2.6%

5

自然との親しみやすさ（身近な自然の保全、自然とふれあう場の整備

等） 44 11.6%

6 自然の景観のよさ 18 4.8%

7 まちなみの景観のよさ 62 16.4%

8 見晴らしのよさ（良い眺望場所の存在等） 3 0.8%

9 高い建物等が少ないことによる日照障害のなさ 2 0.5%

10 風通しのよさ 1 0.3%

11 車による公害（騒音・大気汚染等）のなさ 38 10.1%

12 工場等の事業所による公害（騒音・大気汚染・悪臭等）のなさ 32 8.5%

13 台風・大雨時の風水害の危険性のなさ 36 9.5%

14 公共用地のきれいさ（たばこやごみのポイ捨て等） 69 18.3%

15 循環型社会への取り組み（資源のリサイクル等） 14 3.7%

16 バス、鉄道等の公共交通機関の利用しやすさ 92 24.3%

17

人にやさしい交通環境（交通事故の危険性の回避、安全で快適な歩道

等） 89 23.5%

18

自転車の利用しやすさ（駐輪場の使いやすさ、安全で快適に走行できる

道路空間） 78 20.6%

19 環境に関する学習・交流機会の得やすさ（自然観察会等の開催等） 9 2.4%

20 環境情報の得やすさ 12 3.2%

21 その他 47 12.4%
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図 3-5-2 問 1-2 の回答状況 

 

表 3-5-5 問 1-2 順位別集計結果 

順位 設問項目 回答数 全体数 割合 項目番号

1 バス、鉄道等の公共交通機関の利用しやすさ 92 24.3% 16

2 人にやさしい交通環境（交通事故の危険性の回避、安全で快適な歩道等） 89 23.5% 17

3 自転車の利用しやすさ（駐輪場の使いやすさ、安全で快適に走行できる道路空間） 78 20.6% 18

4 海や川における水のきれいさ 71 18.8% 2

5 公共用地のきれいさ（たばこやごみのポイ捨て等） 69 18.3% 14

6 まちなみの景観のよさ 62 16.4% 7

7 緑の環境（丘陵地、農地、街路樹、公園等）の豊かさ 54 14.3% 3

8 その他 47 12.4% 21

9 自然との親しみやすさ（身近な自然の保全、自然とふれあう場の整備等） 44 11.6% 5

10 車による公害（騒音・大気汚染等）のなさ 38 10.1% 11

11 台風・大雨時の風水害の危険性のなさ 36 9.5% 13

12 工場等の事業所による公害（騒音・大気汚染・悪臭等）のなさ 32 8.5% 12

13 自然の景観のよさ 18 4.8% 6

14 空気のきれいさ 17 4.5% 1

15 循環型社会への取り組み（資源のリサイクル等） 14 3.7% 15

16 環境情報の得やすさ 12 3.2% 20

17 野鳥や昆虫等が生息する自然の豊かさ 10 2.6% 4

18 環境に関する学習・交流機会の得やすさ（自然観察会等の開催等） 9 2.4% 19

19 見晴らしのよさ（良い眺望場所の存在等） 3 0.8% 8

20 高い建物等が少ないことによる日照障害のなさ 2 0.5% 9

21 風通しのよさ 1 0.3% 10
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「その他」項目については、具体的に書かれたものは表 3-5-6に示したのみであった。 

 

表 3-5-6 問 1-2 「その他」回答状況 

回 答 

台風がこわい 

畑沢に住んでいるが君津市の方がいろいろな面で良く利用している。 
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③ 1－3「最も満足している環境」及び「最も不満に思う環境」として、それぞれ 1 つ選ぶ

としたら、どのような点でしょうか。例えば、「△△地区の豊かな緑」、「○○川がくさい」、

「○○地区にごみの不法投棄がある」等と、具体的に記入して下さい。 

 

問 1-3 の「最も満足している環境」の回答結果を表 3-5-7～表 3-5-11に示す（なお、同じ

項目でも内容が微妙に異なるため、集計せずそのまま記載する）。 

 

表 3-5-7 問 1-3「最も満足している環境」の回答結果（1） 

回 答 

請西地区の里山 

8 月後半ロックダウンより市の矢那霊園に行く道が全面舗装され有り難う御座います、ただしこの

間高速道路の陸橋より霊園まで電柱が 35本位ある中で途中に 1本民家の前に街灯があるのみ、不

法投棄が非常に多いので夜間のみ点灯の街灯が（防犯灯）設置されていればと思う。 

アウトレット、ベイシア、都心まで行かなくても気に入った服が買える。 

アウトレットなど遊ぶところがふえてきた。 

赤い橋周辺の公園。 

アカデミアパーク内の緑化整備・公園整備。 

アカデミアとか大江戸温泉とか。 

アカデミアの公園整備がきれい｡ 

アカデミアパーク近辺の景観の良さ、アクアライン近くの海岸の景観の良さなど｡ 

アカデミアパーク周辺｡ 

アカデミアパーク周辺の自然景観のよさ｡ 

アカデミアパーク地区の豊かな緑｡ 

アカデミアパークの豊かな自然｡ 

アクアマラソン、木更津を PR する。出ない人も心から応援します、しました。ぜひ毎年やってほ

しい。県も市もよくやってくれている。 

アクアラインがあり、高速バスが便利である。 

アクアライン等、高速道路の利便性｡ 

アクアラインによる交通の便のよさ｡ 

アクアラインの開通とそれに伴う高速バスの運行｡ 

アクアラインの整備｡ 

あさりがおいしい。魚貝がゆたか｡ 

アビタの通りに街路樹がとってもきれいな事。街全体に広げてはどうでしょうか！ 

家の近くには公園と名の付く所があって、うれしい！！ 

家の近くの公園がいつも整備されている｡ 

田舎暮らし｡ 

牛袋地区水田｡ 

請西からの海の眺めは最高｡ 

馬来田地区の自然｡ 

馬来田地区の自然（いっせんぼく）｡ 

海、緑がある。 

海、山が身近な事｡ 

海沿いに公園がたくさんある｡ 

海ほたるからの眺望｡ 

大鐘地区の緑豊かな環境｡ 
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表 3-5-8 問 1-3「最も満足している環境」の回答結果（2） 

回 答 

オークラ周辺の公園緑地｡ 

太田の川にたくさんコイがいる｡ 

太田のきみさらずタワーからの眺めが良く桜がきれいな所｡ 

キミサラズタワー｡ 

太田山｡ 

太田山｡ 

太田山、四季の変化を感じる野鳥等が生息する。 

太田山からの景観｡ 

太田山からの景色がキレイ｡ 

太田山からの眺望｡ 

太田山公園からの眺めが最高に良い。素晴らしい。 

太田山公園の自然｡ 

太田山公園の緑｡ 

太田山の緑｡ 

オシャレで、かつ自然にあふれた街並み。 

買い物が近くになった。 

かずさアカデミア付近の整備された緑｡ 

かずさ鎌足～矢那地区、花木が多い｡ 

かずさ鎌足地区の豊かな緑｡ 

かずさ地区の緑化（ですが、市民のいこいの場を整備して欲しい）。 

風が気持ちよく温暖な気候｡ 

風が少し強いくらい感じられるほど風通しが良い。 

鎌足地区のほたるが生息している地区環境｡ 

木更津駅の高速バスの充実度｡ 

木更津市全体として言えることだが緑と町の調和が素晴らしい。 

木更津図書館｡ 

季節を感じられる環境が日常生活の中にある（浅間神社の裏の雑木林）｡ 

清川、中尾、伊豆島、矢那等の昔から姿があまり変わらない、自然と人工物の調和がとれている地

域（ローソン木更津中尾店からミニストップまでの道の東側（清川中方面）に見える景色は、この

あたりの開発が進んだ中ではマシな景色）。 

清見台から見おろす、海、アクアラインの景色が良い。 

空気がきれい｡ 

空気がきれい 自然が豊かなところ｡ 

空気がきれいだと思う。 

空気のきれい。 

空気のきれい。 

空地がきれいである。 

久津間地区の豊かな緑｡ 

クリーンセンターがゴミの持込みを許している｡ 

公園が多い｡ 

公園等の整備などで緑が多い点｡ 

公園とかわりとある｡ 

公園のきれいさ。 

公害が少ない｡ 

工場の大気汚染｡ 
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表 3-5-9 問 1-3「最も満足している環境」の回答結果（3） 

回 答 

高速道路等の交通機関｡ 

高速バス等行き先もふえていてとても便利になっている。 

高速バス等で都内にすぐ行ける。 

高速バスの利便性｡ 

公民館の存在で情報が色々聞かれる。 

個人の所有ではありますが神社や寺がきれいな所。桜とか花、紅葉など｡ 

子供が遊べる公園の多さと広さ｡ 

これといって思いつきません｡ 

コンクリート建築による高い建物が少ない｡ 

災害（こう水など）が少ない。 

災害が少ない｡ 

最近金田海岸に花を植えたりして、ボランティアさん中心にとてもきれいにしています。 

幸町は町がきれい｡ 

桜井運動場周辺の桜｡ 

桜井地区の風通しの良さ｡ 

桜井地区春になると桜が多くとてもきれい｡ 

桜のきれいな場所がたくさんある。 

潮浜公園｡ 

潮浜公園、潮干狩り場のある中野大橋の景観｡ 

潮浜公園…だけど平日はガラン｡ 

潮浜公園の子供を遊ばせる環境、スポーツができる環境｡ 

潮浜公園の緑化、グランド etc｡ 

潮浜公園付近の緑と海がきれいな所｡ 

潮浜緑地公園｡ 

潮干狩りのできる海｡ 

静かで安心て生活が出来る｡ 

静かで空気もいい。 

静かで暮らしやすい｡ 

自然環境（海、山、川）の豊かさ｡ 

自然との共生｡ 

自然の多さ｡ 

自然の環境、桜堤｡ 

自然豊か｡ 

自宅の周辺に野鳥や昆虫が多い｡ 

市内全体的に空気がきれい｡ 

市内のいたる所で見られる好天時の富士山の姿｡ 

住宅地が静かなところ｡ 

住宅地にも緑が多く残っている｡ 

住宅地もあり畑や森が近にある事｡ 

首都方面の交通の便｡ 

小びつ堰公園の緑化｡ 

食品や日用品を買える店が増えて買い物が楽しい｡ 

ショッピング たくさんの店があるところ。 

数ヶ所ある公園の緑｡ 

少し丘の上に住んでいるので静か｡ 

袖ヶ浦市公園環境が良く整備されている。 
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表 3-5-10 問 1-3「最も満足している環境」の回答結果（4） 

回 答 

台風や大雨の時の災害が少ない｡ 

高い建物が少ない｡ 

高台からの景色が良い｡ 

他県に比較して、自然災害が少ないと思う。 

多少昔ながらの自然が残っている請西の一部地区。 

田んぼが豊か｡ 

近くに森みたいな緑がたくさんある場所がたくさんあっていいと思う。 

近くに山があるので緑が多いです。 

地区の環境 静かで人との交流がある｡ 

千葉だけでなく、東京、横浜などの景観が見られて満足｡ 

駐輪場の整備は大変素晴しいです。 

ちょっと足を伸ばせば、豊かな自然に触れあえるところ｡ 

出島の風景｡ 

富来田地区、いっせんぼくの水源｡ 

特に目立った騒音もなく、緑も比較的多い事｡ 

特化している所がない｡ 

都内へ近いのに自然が多い。 

富岡地区の自然の多いところ｡ 

富来田地区ですが空気がいい。 

富来田地区の自然がとても豊か｡ 

富来田地区の武田川。 

富来田地区の豊かな緑｡ 

夏場になると草刈りが公共の場所で（回数は少ないです）行われています。 

日照障害のなさ｡ 

日照障害の無さ｡ 

畑沢：大雨時も安心｡ 

羽鳥野では、日照、通風はとても良い。店、病院もあり、まあまあ。 

羽鳥野地区の安全で自然のある環境住みやすさ。また、都市等の高速バス。 

東口、矢那川沿いの桜並木景観が素晴らしい。拡張乞う！ 

人や車が過剰にならず静かな住環境｡ 

風水害の危険性のなさ｡ 

風水害の危険のなさ｡ 

富士山が時々見える港出島｡ 

富士見大橋からの海、アクアライン、富士山、夕焼け、大寺浄水場の桜｡ 

普通と思います｡ 

別にありません｡ 

ほたる野、請西、羽鳥野にかけての住宅地の整備｡ 

ほたる野地区などの新しい地区の整備状況｡ 

ほたる野地区の整備された街並｡ 

ほたる野のアピタの裏のかわず桜の並木道がきれいです。 

ほたる野の自然、街並み｡ 

ほたる野の道路側の植木（花木）｡ 

町はのどかな感じで住みやすい。アクアラインを利用すれば都心に近い｡ 

緑があり、のどかである｡ 

緑が多いところ｡ 
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表 3-5-11 問 1-3「最も満足している環境」の回答結果（5） 

回 答 

緑の多さ｡ 

緑の環境の豊かさ｡ 

港の釣り場、公園等子供の遊び場所等｡ 

もう今はなし｡ 

矢那、富来田地区の豊かな緑｡ 

矢那川周辺の豊かな緑｡ 

矢那川沿いの自然の豊かさ（野鳥、魚）｡ 

矢那川ダムの豊かな緑｡ 

矢那川の桜｡ 

矢那川の上流地区の自然｡ 

矢那地区の豊かな緑｡ 

山・海が近くにある。 

大和、東中央、木更津）地区公園の豊かな緑｡ 

有志の方々が道路脇の空地の除草をしてきれいにしている。その部分は常に花が見られてきれいで

す。 

八剱八幡神社｡ 

 

問 1-3 の「最も不満に思う環境」の回答結果を表 3-5-12～表 3-5-18に示す（なお、同じ

項目でも内容が微妙に異なるため、集計せずそのまま記載する）。 
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表 3-5-12 問 1-3「最も不満に思う環境」の回答結果（1） 

回 答 

木更津駅付近の街並み｡ 

（木更津駅前）活気がない、淋しい街の感じ…。バス本数増便してほしい。 

（八幡台、はとり野地区の犬のふん）｡ 

JR 木更津駅周辺｡ 

JR 木更津駅周辺沿線のゴミ｡ 

アウトレットが出来て車が多い。邪魔｡ 

空き地のまわりにゴミが捨ててある。 

あじさい通りのどぶ川くさい｡ 

雨の夜時々北側ガラス戸に紙くずが付着する。 

荒地（草が生えたまま）のところが多い。 

いなげや請西店前のごみ置場のちらかり。 

いろいろな所にゴミ、不法投棄｡ 

巖根駅に快速電車が停車しないこと｡ 

牛込地区の水路がきたない。 

牛袋地区に不法投棄がある｡ 

請西、木更津中央霊園南側、粗大ごみ及び異臭｡ 

海、川のみずのきれ（い）さ。 

海が汚い｡ 

海や川の水の汚さ｡ 

江川・小櫃堰公園の管理｡ 

江川公園が汚ない｡ 

駅から木更津港にかけての利用（整備）方法｡ 

駅周辺 特に落書きが目立ち、治安が悪く見える 

駅周辺（特に西口）の活性化！ 

駅周辺すたれてる｡ 

駅周辺の活気のなさ。 

駅周辺の車の混雑。その割に閑散としている｡ 

駅周辺の整備｡ 

駅前ゴーストタウン｡ 

駅前通りのシャッター街｡ 

駅前通りの樹木に草 etcがひどい｡ 

駅前になにもいない。 

駅前の汚さ｡ 

駅前の東口のロータリーがせまい｡ 

駅まわりがさびしく、もっと活性化してほしい｡ 

太田山公園の整備｡ 

同じ羽鳥野でも、きちんとゴミ捨て場があり、コンテナがある所もあるのに、自分の所はなくて、し

かもマナーが悪い。駐車場があっても、路上駐車も多く、ゴミのポイ捨ても多い。売り地の土地のガ

スの栓のくいを子供がひっこぬてしまう。 

小櫃川・小糸川両河川への紙プラスチック類の投げ捨てによる汚れ。これは海岸でもゴミの不法投棄

が見られ、共通性を感じる｡ 

おびつ川がきたない｡ 

おびつ川が汚い｡ 

街灯の数が少ない｡ 

街灯の少なさ｡ 
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表 3-5-13 問 1-3「最も不満に思う環境」の回答結果（2） 

回 答 

飼い猫。野良猫が放置され、迷惑している。 

買物が不便。車がないと動けない。 

風が強い｡ 

金田地区の新日鉄の大気汚染と降灰被害｡ 

金田のバスステーションに行く途中の小櫃川ぞいの自転車の廃車が山ずみになっている場所｡ 

鎌足地区に行くまでの道中（山中）の不法投棄。中尾地区にもあり。公園のみりょくの無さ。 

上島田～小糸、ごみ不法投棄が多い｡ 

カラスが多すぎる｡ 

硝子戸を開け放つと家の中まで黒くなる。 

川にゴミなどがすてられ、きたない。 

川のよごれ、道路の横の草｡ 

祇園 3丁目 2～8の前空地に不法投棄がある｡ 

祇園地区の下水道の不整備｡ 

木更津・富津線は道幅がせまいうえ、所々の雑木林の枝、つる草等がおおいかぶさり、うっとおしい

感じがする。 

木更津駅周辺が整備が悪い｡ 

木更津駅周辺のさみしい町並、すたれている。 

木更津駅の周辺のシャッター通りが淋しすぎる｡ 

木更津駅東口のターミナルが狭く、自家用乗用車での迎え等不便である｡ 

木更津駅前の商店街あたり、廃墟あと。 

木更津駅前の廃墟感｡ 

木更津市では車で走行又は歩いて良い環境が少なすぎます。車社会だからこそ車で快てきな移動が出

きれば幸せを感じるので。畑沢地区のソニーら辺の朝じゅうたいをもっと改善してほしい。理想：自

えいたいきちの一部を東京の昭和記念公園なみにしてほしい｡ 

木更津図書館（浮浪者の様な方々が入り浸っていて、使用しづらい）、おびつぜき公園（水質、噴水

等の汚れ、不審者らしき人がちらほら奥の方にいる）｡ 

木更津にも 60 年程前はきれいな海と豊かな自然があった。それ等を取り戻したいと痛切に感じる。 

木更津霊園の山のゴミが気になります。 

君津方面に行く交通機関がほしい｡ 

居住地の岩根に緑が少ない。 

清見台地区の幹線道路の側溝に蓋がなくて危ない。 

清見台南地区の歩道の草、歩きにくい。 

近所でゴミや刈草を日常的に燃やす人がいる（大久保地区）｡ 

近所の庭でゴミを燃やす煙・におい｡ 

近所を歩いているとすぐ下水のにおいがして嫌だ。 

空気｡ 

クリーンセンターの深夜-明け方の焼却処置は残念です。 

車、自転車、人の明確な通行路の確保がない。 

車がないと生活出来ない。（君津市にはコミニュティーバスがある。） 

車の運転が下手過ぎ。特に歩道を越えて駐車スペースに出入りする時に歩行者に気を配ってないドラ

イバーが多い。歩道を走る車やバイクを何度か見たこともあります。 

車を駐車していると黒い粉がつく。たぶん煙煙｡ 

久留里線の排気ガス（沿線在住の為）｡ 

下水道の整備｡ 

下水道の整備ができていない。 

厳根駅に快速が停まらないこと｡ 

-29-



 

 

 

表 3-5-14 問 1-3「最も不満に思う環境」の回答結果（3） 

回 答 

公園。君津の中央公園のような、花もありトイレもあり、常に人が集まるような公園が木更津にもほ

しい。 

公園・街路、空地等の雑草｡ 

公園等の公共施設へのマナーの悪さ｡ 

公園の公衆トイレが汚い｡ 

公園の少なさ、歩道の車イスの使用に不向きさ｡ 

公園の整備（ゴミ、樹林の枝がのびすぎている等）｡ 

公園の整備がなされていない。 

公共交通機関の不便さ｡ 

公共交通機関の利便性｡ 

公共交通機関の利用のしやすさ｡ 

公共施設の古さ｡ 

公共の交通機関が使いづらい｡ 

航空機からの騒音｡ 

航空の騒音｡ 

交通環境、歩道の狭さ、木の枝がのしかかっている。 

交通機関（岩根駅に快速列車が止まらない事）｡ 

交通渋滞 プラザ Do前と周辺｡ 

交通の便（車以外）が悪い。 

交通の便が悪い（市内バス）｡ 

交通の便が悪い（路線バスが不便）｡ 

交通の便が悪い。バスが少い｡ 

交通量が多くなったため、事故が多くなった。 

公道全体に草ののびが目立つ（国・県・市道）｡ 

国道 16 号脇のゴミ、落書き（請西辺り）｡ 

国道沿いの道などにゴミが捨てられている｡ 

国道にクソダンプが多すぎ｡ 

子供が自然に楽しくふれあえる場所が少ない｡ 

子供たちの遊べる緑、自然、安心の出来る公園がない。 

子供の通学路に飼い犬によるフンが多数あります。飼い主のマナーが悪すぎます。 

子供を連れていける大きい公園が少なすぎる｡ 

小浜地区に新日鉄の鉄粉が風で飛んでくる。 

ゴミステーションについて。生ゴミの回収が遅い！ 

小道などにゴミが散乱している事｡ 

ゴミの不投棄（21その他）｡ 

ごみの不法投棄｡ 

ゴミの不法投棄。東太田 4 丁目｡ 

ゴミの不法投棄がある。 

ゴミの不法投棄はいたる所にあります｡ 

ゴミのポイ捨てがめだちます｡ 

ゴミ袋が近隣市の 3倍？4倍？これは何が原因なの？ 

ごみ不法投棄、タバコ、ゴミのポイ捨て｡ 

ゴミをきめられた日に出さない｡ 

幸町地区のゴミ収集箇所の未整備｡ 
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表 3-5-15 問 1-3「最も不満に思う環境」の回答結果（4） 

回 答 

桜の季節には花はきれいな矢那川がもう少し整備されていたら｡ 

桜町と幸町をはさむ川、住民では清掃のしようがない事。 

桜町の空地にゴミの不法投棄がある｡ 

雑草がそのままの土地が多い｡ 

自衛隊から松葉や枯れ草が飛んでくる。 

自衛隊の航空機による騒音。特に真夜中民家の上の飛行はさけるべきではないのか？何故、この時間

にと思う時が時々ある｡ 

自衛隊の騒音（ヘリコプター）｡ 

潮干時に来た時車の中からゴミを投げて行く人がいるので（田んぼの中に）、とても悲しいです。 

市全体の道路が悪い｡ 

自宅付近のゴミ処理業者のマナーの悪さ｡ 

自転車の道路がない｡ 

市内、市街地においての歩道や見通しの悪さが全体に気になる。 

市内のいたる所に雑草が放置。特にせいたかあわだち草は早目に処理・処分願いたい。 

市内を流れる川の汚なさ。海につながる所も｡ 

市民会館が古くて地震等が心配｡ 

車道歩道、下水の整備がいきとどいていない｡ 

周囲に子供達が安心して遊べる公園がない｡ 

収集日以外のごみ出し｡ 

住宅地の緑の不足（新しい住宅）｡ 

住宅地へのダンプ通過や通学路での車の行き来など危険を感じるところ（八幡台・羽鳥野地区）。信

号もないので、子どもが危ないです。 

住宅と商業施設とを計画的に整備した方が良と思う。 

上記、自宅の前の道路、下水道整備｡ 

商業地区が閑散としている｡ 

請西地区の不法投棄｡ 

請西東三丁目のレオパレス前の公園のゴミの不法投棄｡ 

請西東地区にごみの不法投棄がある｡ 

請西東地区のごみの不法投棄、公園の整備｡ 

請西南地区 山側の道路にテレビ、便座など大きなゴミが多くすててある。 

小びつ川等、川が汚れている。 

人口減少地域の住環境（特に交通手段など）｡ 

新日鐵からの空気の悪さ｡ 

水源地の近くに放射能の高い廃棄物を埋めたてている事｡ 

製鉄所から年中黒い煙が出ていて大気汚染も甚しい。隣の市とは言え、強く抗議すべき。（駐車場の

屋根がすぐに真黒になる）｡ 

製鉄所の大気汚染｡ 

送迎の為に少しの間駐車するスペースが木更津駅に欲しい｡ 

側溝が多い｡ 

そのあたりの田んぼの中に建物を建てている所、土壌汚染や水質汚濁による作物への影響が心配（伊

豆島）｡ 

その公園の砂場はイヌ・ネコのトイレになっていて、いつもくさい。その上、草がボーボーとして気

持が悪い。 

高柳小・岩根中周辺の道路がせまい。本郷・高砂地区に公園がない。 

高柳小のわきのドブ川がくさくてきたない。 
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表 3-5-16 問 1-3「最も不満に思う環境」の回答結果（5） 

回 答 

高柳地区旧道沿い。16 号沿い雑草の除草作業が遅く見通し悪く危ない｡ 

館山道、アクアライン下（近辺）の落書｡ 

ダンプやトレーラー等の大型車両のマナーの悪さ、住宅街を平然とスピードを出し走行している。 

近くの家が毎日ビニールやダンボールを燃している。くさいし心配。 

畜産、養鶏場の悪臭問題｡ 

ちょっと行きたいところがない、例えば袖ヶ浦公園みたいな所。木更津は太田山くらいだから。 

通学路（徒歩、自転車）の安全｡ 

通学路の整備｡ 

津波の危険性｡ 

でも、この海の水がくさいからイヤです。 

電車バス等の本数が少なく、障害者などが一人でも外出できる道路の整備の悪さや車イス駐車場の少

なさ。 

道路側にゴミが多くすてられている。 

道路行政で（真舟 1丁目→トンネル工事完成→請西東 4 丁目ラインの）工事進捗が悪く迂回する（自

宅前の）交通騒音に悩まされている。 

道路整備｡ 

道路に不法ビラや立看板が多く、不快になる。舗道の雑草や植え込みに雑草が繁茂し、環境美化には

ほど遠い。 

道路の側に高くのびほうだいの草木。どこへ走っていても目につく。おひろ川のヘリに捨てているゴ

ミ。 

時々市に対し忠告しているが対応なし｡ 

とくに夕方近くになると悪臭がする。 

年寄が孫を家で守りする時、外でたくさん遊ばせようと思うと、車で遠くまで行く図書館や公民館も

…。いずれ、車にのれない時がくるので、やさしくないなと思う 

ドッグランがない｡ 

土手の林の中にゴミを不法に投棄する人がいる（高柳地区辺り）｡ 

ドブ板が車が通るたびにガタガタし直してほしい。 

長須賀から久津間に抜ける道と空地にゴミが袋ごと沢山すててある。場所が｡ 

長須賀地区の用水路の悪臭｡ 

七曲川、清水川（武田川支流）共に富来田地区｡ 

波岡地区林道の不法投棄がある。すぐに草がはえてしまい、車で走りづらい｡ 

西口駅前｡ 

西口の開発、港の整備等｡ 

西口の旧ダイエーふきん｡ 

二中下の道路が危険｡ 

野焼きは煙害｡ 

バス・電車の不便｡ 

バス等の交通機関の不便さ。 

バスのほんすうがすくない｡ 

畑沢：航空機からの騒音｡ 
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表 3-5-17 問 1-3「最も不満に思う環境」の回答結果（6） 

回 答 

畑沢川（？）臭いなど川の整備が必要｡ 

畑沢川がきたない｡ 

畑沢川の中の木や竹がしげっている｡ 

畑沢川の水の汚れ・臭い｡ 

畑沢南 5丁目 21A,22 の空地が荒れ地に見通し悪い。 

羽田空港に着陸うする飛行機の騒音がうるさい。眠れない。 

東中央、大和地区の公園遊具、設備の古さ、少なさ（他市に比べてあまりにひどい）｡ 

飛行機の騒音。 

風水害の危険性。 

富士見通りに花を植えて美しい街にしようとしても自分の店の前なのに水をかけない商店主のセンス

のなさ｡ 

普通と思います｡ 

不法投棄が多い伊豆商信金入口｡ 

不法投棄が所々見受けられる｡ 

ふんは各自持ち帰る様空地に立看板をとりつけてもらいたい。悪い見本を大人が作ってしまいました。

お願い致します。 

ポイ捨てや不法投き、自転車ドロボー等｡ 

ほたる野の溜池に流れ込む川とそれと並行した道路の景観（雑草の多さが大変不満）。 

ほたるのはまったく公園がない。 

歩道（街路樹）等の管理、川の遊び場がない｡ 

歩道が全体的に悪すぎる（ベビーカーが通れない、歩道に車がとまっている、道がでこぼこしすぎて

いる）。車道との境界を明確に安全に通行できるようにしてほしい。 

歩道の整備や自転車が通行する場所がない（子供が自転車であそびに行くのが不安）｡ 

舗道脇の雑草や樹木の手入れ（含、公園）｡ 

街が暗い（街灯）｡ 

町自体がきたない。 

街全体にゴミの不法投棄が多い｡ 

まちなみの景観｡ 

町に散乱ゴミが多い。 

真舟、島田地区 山林などの不法投棄が多いこと、行政の整備が不足（街路樹などの雑草が放置）｡ 

真舟～八幡台へ通じた事に車の騒音｡ 

真舟のセブンイレブンの交差点が通勤・通学時渋滞。 

峯薬師のバス停にゴミが多い｡ 

民意の低い多数の市民（ポイ捨てやら責任がなさすぎる）｡ 

もやせるゴミの集めるのが遅くカラスやネコにちらかされる事｡ 

矢那川、島田川、畑沢川の汚染｡ 

矢那川が汚い｡ 

矢那川が汚い！ 

矢那川が汚い。桜の時期のせっかくの舟も台無し。 

矢那川が汚くて鯉が大量にいて気持ちが悪い｡ 

矢那川下流の水質｡ 

矢那川周辺か｡ 

矢那川に不法投棄が多い。 

矢那川のきたなさ（ゴミ、自転車などが捨ててある）｡ 

矢那川の草、川はばがせまい。土砂等。太田山の景観、環境の悪さを直す。 
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表 3-5-18 問 1-3「最も不満に思う環境」の回答結果（7） 

回 答 

矢那川の土手の整備が悪い（請西小付近の川）（大和町辺りは良く整備されているのに対称的で困る）｡ 

矢那川や畑沢の川など、きたなくてゴミがすてられている。 

矢那ダムのトイレ手洗い所は手を出すと自動で水は出るが洗面台下のバルブを全開にされている事が

たまにある出水を調整しバルブを金具で固定したら水の無駄と胸から下と靴が濡れない。 

矢那地区に不法投棄が多い｡ 

山に住むカラスがゴミをあさる。 

山も川もきたない｡ 

護美のポイ捨て｡ 

ロイヤルクリニック前のゴミステーションのゴミの不法投棄およびその横の空き地（草刈りが数年さ

れていない）｡ 

路線バスが少なく自転車無しでは大変不便。老後が心配。 

自然環境の整備｡ 
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④ 1－4．木更津市の自然環境や生活環境を全体的に見た場合、次のどれにあてはまります

か？あてはまるものを 1つ選び、番号に○をつけて下さい。 

 

問 1－4 の回答状況を表 3-5-19、図 3-5-3に示す。木更津市の自然環境や生活環境につい

ては、「どちらともいえない」という回答が全体の 53.2 %であり、ついで、「よい」が 26.3 %

であった。 

 

表 3-5-19 問 1-4 回答状況 

番号 設問項目 回答数 全体数 割合

1 非常によい 3 0.8%

2 よい 99 26.3%

3 どちらともいえない 200 53.2%

4 悪い 65 17.3%

5 非常に悪い 9 2.4%

376

 

 

 

木更津市の自然環境や生活環境の全体的評価

非常によい

0.8%
悪い

17.3%

非常に悪い

2.4%

どちらともいえない

53.2%

よい

26.3%

 

図 3-5-3 問 1-4 の回答状況 

 

⑤ 問 2．あなた自身は環境問題についてどのように考えていますか。新聞記事やニュース

などで、注目している事項は何ですか？下の 1～27 の中から、3 つ選び、番号に○をつ

けて下さい。 

 

問 2 の回答状況を表 3-5-20、図 3-5-4に、順位別回答状況を表 3-5-21に示す。 

環境問題に関して最も注目している事項の 1 位は「地球環境問題（地球温暖化、二酸化炭

素の排出抑制、オゾン層の破壊、熱帯雨林の減少、海面上昇等）」、2 位は「エネルギー問題

（原油や天然ガスの枯渇、原子力、自然エネルギーの活用等）」、3 位は「放射性物質などに

よる人体への影響、除染等の問題」であった。 
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表 3-5-20 問 2 回答状況 
番号 設問項目 回答数 全体数 割合

1  地球環境問題（地球温暖化、二酸化炭素の排出抑制、オゾン層の破壊、熱帯雨林の減少、海面上昇等） 153 58.8%

2  広域的な環境汚染（酸性雨、広域大気汚染、タンカー事故等による海洋汚染） 29 11.2%

3  エネルギー問題（原油や天然ガスの枯渇、原子力、自然エネルギーの活用等） 140 53.8%

4  地球上の貴重・稀少な動植物及び生態系の動向 23 8.8%

5  ダイオキシン、有害化学物質、環境ホルモンなどによる人体への影響 53 20.4%

6  産業廃棄物問題（不法投棄、不適切な焼却行為、水質・土壌汚染、住民訴訟等） 92 35.4%

7  一般廃棄物問題（家庭ごみの分別・処理問題等） 24 9.2%

8  資源のリサイクル（ペットボトル・ビン・カン・古紙等のリサイクル） 37 14.2%

9  自動車等の利用抑制に関する問題(交通渋滞緩和等) 20 7.7%

10  工場、廃棄物処理施設等からの環境汚染の問題 25 9.6%

11  飲料水に関連する環境問題 74 28.5%

12  河川・海岸・湖沼等の水に関する環境問題 49 18.8%

13  里山の保全、斜面緑地や水辺緑地の保全など、緑の環境に関する問題 43 16.5%

14  ビオトープ（生物が生きるための環境を整えた地域）等の身近な生態系に関する問題 17 6.5%

15  まちなみ景観、都市景観に関する問題 40 15.4%

16  埋め立て、ダム、高速道路、空港等の大規模公共事業に関する問題 7 2.7%

17  土地の開発に関する問題（マンション、商業店舗、工場等） 8 3.1%

18  国際機関や国による環境に関する法制度の動向 6 2.3%

19  タバコの吸殻やごみのポイ捨てに対する条例等 40 15.4%

20  NGO、NPO等の国内・国際的なボランティア活動 3 1.2%

21  清掃、緑化、リサイクル活動等の環境ボランティアの活動 14 5.4%

22  ISO１４０００シリーズ（環境管理・監査の国際規格）に関する取り組み 2 0.8%

23  節電・節水・省エネルギー問題 52 20.0%

24  放射性物質などによる人体への影響、除染等の問題 125 48.1%

25  震災がれき広域処理 52 20.0%

26  容器包装削減（レジ袋削減・エコバック使用等） 12 4.6%

27  環境税（地球温暖化対策のための税） 25 9.6%
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 地球環境問題

 広域的な環境汚染

 エネルギー問題

 地球上の貴重・稀少な動植物及び生態系の動向

 ダイ オキシン、有害化学物質、環境ホルモンなどによる人体への影響

 産業廃棄物問題

 一般廃棄物問題

 資源のリサイ クル

 自動車等の利用抑制に関する問題

 工場、廃棄物処理施設等からの環境汚染の問題

 飲料水に関連する環境問題

 河川・海岸・湖沼等の水に関する環境問題

 里山の保全、斜面緑地や水辺緑地の保全など、緑の環境に関する問題

 ビオトープ等の身近な生態系に関する問題

 まちなみ景観、都市景観に関する問題

 埋め立て、ダム、高速道路、空港等の大規模公共事業に関する問題

 土地の開発に関する問題

 国際機関や国による環境に関する法制度の動向

 タバコの吸殻やごみのポイ捨てに対する条例等

 NGO、NPO等の国内・国際的なボラ ンティア活動

 清掃、緑化、リサイ クル活動等の環境ボラ ンティアの活動

 ISO14000シリーズに関する取り組み

 節電・節水・省エネルギー問題

 放射性物質などによる人体への影響、除染等の問題

 震災がれき広域処理

 容器包装削減

 環境税

 

図 3-5-4 問 2の回答状況 
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表 3-5-21 問 2 順位別回答状況 
順位 設問項目 回答数 全体数 割合 項目番号

1  地球環境問題（地球温暖化、二酸化炭素の排出抑制、オゾン層の破壊、熱帯雨林の減少、海面上昇等） 153 58.8% 1

2  エネルギー問題（原油や天然ガスの枯渇、原子力、自然エネルギーの活用等） 140 53.8% 3

3  放射性物質などによる人体への影響、除染等の問題 125 48.1% 24

4  産業廃棄物問題（不法投棄、不適切な焼却行為、水質・土壌汚染、住民訴訟等） 92 35.4% 6
5  飲料水に関連する環境問題 74 28.5% 11

6  ダイオキシン、有害化学物質、環境ホルモンなどによる人体への影響 53 20.4% 5

7  節電・節水・省エネルギー問題 52 20.0% 23

7  震災がれき広域処理 52 20.0% 25
9  河川・海岸・湖沼等の水に関する環境問題 49 18.8% 12

10  里山の保全、斜面緑地や水辺緑地の保全など、緑の環境に関する問題 43 16.5% 13

11  まちなみ景観、都市景観に関する問題 40 15.4% 15

11  タバコの吸殻やごみのポイ捨てに対する条例等 40 15.4% 19
13  資源のリサイクル（ペットボトル・ビン・カン・古紙等のリサイクル） 37 14.2% 8

14  広域的な環境汚染（酸性雨、広域大気汚染、タンカー事故等による海洋汚染） 29 11.2% 2

15  工場、廃棄物処理施設等からの環境汚染の問題 25 9.6% 10

15  環境税（地球温暖化対策のための税） 25 9.6% 27
17  一般廃棄物問題（家庭ごみの分別・処理問題等） 24 9.2% 7

18  地球上の貴重・稀少な動植物及び生態系の動向 23 8.8% 4

19  自動車等の利用抑制に関する問題(交通渋滞緩和等) 20 7.7% 9

20  ビオトープ（生物が生きるための環境を整えた地域）等の身近な生態系に関する問題 17 6.5% 14
21  清掃、緑化、リサイクル活動等の環境ボランティアの活動 14 5.4% 21

22  容器包装削減（レジ袋削減・エコバック使用等） 12 4.6% 26

23  土地の開発に関する問題（マンション、商業店舗、工場等） 8 3.1% 17

24  埋め立て、ダム、高速道路、空港等の大規模公共事業に関する問題 7 2.7% 16
25  国際機関や国による環境に関する法制度の動向 6 2.3% 18

26  NGO、NPO等の国内・国際的なボランティア活動 3 1.2% 20

27  ISO１４０００シリーズ（環境管理・監査の国際規格）に関する取り組み 2 0.8% 22
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⑥ 3-1．あなたが市に取り組んでほしいことは何ですか？下の 1～20から取り組んでほしい

事項を 3 つ選び、番号に○をつけて下さい。なお「21．その他」については、1～20 以

外で市に取り組んでほしいことがあった場合に、その取り組み事項を記入して選んでく

ださい。 

 

 問 3－1 の回答状況を表 3-5-22、図 3-5-5に、順位別回答状況を表 3-5-23に示す。「市に

取り組んで欲しい事項」については、1 位が「公園等自然とのふれあいの場の整備」、2 位が

「不法投棄に関する対策」、3位が「街並み等の景観美化推進」であった。 

 

表 3-5-22 問 3－1の回答状況 

番号 設問項目 回答数 全体数 割合

1 大気環境の汚染に関する対策 50 13.2%

2 水（地下水も含む）土壌等の汚染に関する対策 87 22.9%

3 航空機からの騒音に関する対策 46 12.1%

4 工場・工事現場・自動車等からの騒音・振動に関する対策 22 5.8%

5 悪臭に関する対策 21 5.5%

6 ダイオキシン類などの有害化学物質に関する対策 28 7.4%

7 放射性物質に関する対策 65 17.1%

8 廃棄物の野焼きの防止 34 8.9%

9 公園等自然とのふれあいの場の整備 141 37.1%

10 湧水や森林、稀少動物・生態系等の保全 36 9.5%

11 駅や路上でのポイ捨て等、ごみの散乱防止 100 26.3%

12 街並み等の景観美化推進 111 29.2%

13 適正な土地開発の誘導 61 16.1%

14 不法投棄に関する対策 113 29.7%

15 環境学習、環境教育の推進 19 5.0%

16 環境ボランティアの育成、活動支援関する対策 10 2.6%

17 環境保全に向けた市民・事業者・行政の連携 43 11.3%

18 太陽光や風力などの再生可能エネルギーの活用 107 28.2%

19 容器包装削減（レジ袋削減、ｴｺﾊﾞｯｸ使用）の推進 12 3.2%

20 その他 24 6.3%
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0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

大気環境の汚染に関する対策

水（地下水も含む）土壌等の汚染に関する対策

航空機からの騒音に関する対策

工場・工事現場・自動車等からの騒音・振動に関する対策

悪臭に関する対策

ダイオキシン類などの有害化学物質に関する対策

放射性物質に関する対策

廃棄物の野焼きの防止

公園等自然とのふれあいの場の整備

湧水や森林、稀少動物・生態系等の保全

駅や路上でのポイ捨て等、ごみの散乱防止　

街並み等の景観美化推進

適正な土地開発の誘導

不法投棄に関する対策

環境学習、環境教育の推進

環境ボランティアの育成、活動支援関する対策

環境保全に向けた市民・事業者・行政の連携

太陽光や風力などの再生可能エネルギーの活用

容器包装削減（レジ袋削減、ｴｺﾊﾞｯｸ使用）の推進

その他

 

図 3-5-5 問 3－1の回答状況 

 

表 3-5-23 問 3－1の順位別回答状況 

順位 設問項目 回答数 全体数 割合 項目番号

1 公園等自然とのふれあいの場の整備 141 37.1% 9

2 不法投棄に関する対策 113 29.7% 14

3 街並み等の景観美化推進 111 29.2% 12

4 太陽光や風力などの再生可能エネルギーの活用 107 28.2% 18

5 駅や路上でのポイ捨て等、ごみの散乱防止 100 26.3% 11

6 水（地下水も含む）土壌等の汚染に関する対策 87 22.9% 2

7 放射性物質に関する対策 65 17.1% 7

8 適正な土地開発の誘導 61 16.1% 13

9 大気環境の汚染に関する対策 50 13.2% 1

10 航空機からの騒音に関する対策 46 12.1% 3

11 環境保全に向けた市民・事業者・行政の連携 43 11.3% 17

12 湧水や森林、稀少動物・生態系等の保全 36 9.5% 10

13 廃棄物の野焼きの防止 34 8.9% 8

14 ダイオキシン類などの有害化学物質に関する対策 28 7.4% 6

15 その他 24 6.3% 20

16 工場・工事現場・自動車等からの騒音・振動に関する対策 22 5.8% 4

17 悪臭に関する対策 21 5.5% 5

18 環境学習、環境教育の推進 19 5.0% 15

19 容器包装削減（レジ袋削減、ｴｺﾊﾞｯｸ使用）の推進 12 3.2% 19

20 環境ボランティアの育成、活動支援関する対策 10 2.6% 16
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なお、「その他」の項目については表 3-5-24に示したとおりであった。 

 

表 3-5-24 問 3－1「その他」の回答状況 

回 答 

家の廻にノラネコがウヨウヨいて庭も植木バチもネコのフンダラケ。ものすごくこまっています。

ビニールや紙、ダンボールを燃す家があり廻の人達でどうすればいいの？とヒソヒソ話し、風の強

い日もどうどうと火をもやしています。この様な時はどうすればいいのでしょうか。ネコも何びき

もその家でかっています。近所は大変めいわくしています。 

市原市のように買い物袋を統一して市のごみ袋を買い物した時にくばってほしい。 

犬のフンの始末を飼い主に徹底してほしいので朝夕のアナウンスをしても良いのではと思います。

通学路などは子供達が可愛想です。私は見ればひろって捨てます。 

医療費が 200円になるシステムが（子供の）しょっちゅう変わり、いちいち市役所に行って 3割分

の支払った医療費の返戻手続きをしないといけない。（現在、小学 4年生の子がいて、ころころ市

の方針で 200円になったり、3割になったり困る！！）。 

街路樹は、落葉するものを選ばないでほしい。 

環境情報や活動などの情報開示と発信。 

環境等はボランティアだけでなく、予算組んでもっと本格的に。 

木更津自えい隊きちの東京方面の昭和記念公園風にしてほしい。 

休耕田の草刈り強化。 

下水処理（マンホール等）。 

下水道整備、道路整備。 

下水道の整備。 

下水道の普及。 

交通安全。 

交通網の整備。 

国民健康保険をコンビニ納付できるようにしてほしい。 

ゴミ・灰皿の設置。 

ごみ処理の高度化。埋立地の確保。 

地震・津波に対する安全な避難場所の確保（確保が今だ不十分であるし、確保されている場所が少

ないがゆえ、市民に徹底された指導等がなされていない。） 

請西東 1丁目～木二中学童路が狭く車両との接触の危険が多い。 

総合バスターミナルの早期実現化。 

駐車スペースを考慮したサイクリングマラソンコースの整備。 

道路整備。結果的に安全な交通への近道だと思う。 

風力は×。 

街が暗いので夜安心して歩けない。 

 

⑦ 3－2．あなた自身の取り組みについてお答え下さい。あなた自身が日頃取り組んでいる

ことはなんですか？下の 1～9 の中から取り組んでいるすべての番号に○をつけてくだ

さい。また 1～9の選択肢以外で、参加している活動がありましたら「10．その他」へ記

入してください。 

 

問 3－2 の回答状況について表 3-5-25、図 3-5-6 に、順位別回答状況を表 3-5-26に示す。

環境に対して日頃取り組んでいることについては、1 位が「容器包装削減に協力している」、

2 位が「資源回収などのリサイクル活動に参加している」、3 位が「地球環境にやさしい生活
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のしかたを学習し、実行している」であった。 

 

表 3-5-25 問 3－2の回答状況 

番号 設問項目 回答数 全体数 割合

1 NPO等の環境ボランティア活動に参加している 9 2.4%

2

快適な環境づくり（花いっぱい運動、ごみゼロ運動等のイベント）
に参加している 116 31.4%

3

資源回収などのリサイクル活動に参加している

（フリーマーケット、空き缶・ビン・新聞紙等の回収への協力等）
209

56.6%

4

地球環境にやさしい生活のしかたを学習し、実行している（照明を
こまめに消す等）

195
52.8%

5

水環境にやさしい生活のしかたを学習し、実行している

（節水を心がけ、水の無駄使いをしない、とぎ汁や食べかす、油等
をそのまま流さない等）

191

51.8%

6

身近な海や川、生物等を観察し、身の回りの環境の現状を確かめて

いる
63

17.1%

7 木更津市の自然環境を学習している 11 3.0%

8 木更津市の環境について、時々家族と話し合っている 74 20.1%

9 容器包装削減（レジ袋辞退・エコバック使用）に協力している 226 61.2%

10 その他 15 4.1%

369

 

 

 

図 3-5-6 問 3－2の回答状況 

 

表 3-5-26 問 3－2の順位別回答状況 

順位 設問項目 割合 全体数 回答数 項目番号

1 容器包装削減（レジ袋辞退・エコバック使用）に協力している 61.2% 226 9

2

資源回収などのリサイクル活動に参加している

（フリーマーケット、空き缶・ビン・新聞紙等の回収への協力等） 56.6% 209 3

3

地球環境にやさしい生活のしかたを学習し、実行している（照明を

こまめに消す等） 52.8% 195 4

4

水環境にやさしい生活のしかたを学習し、実行している
（節水を心がけ、水の無駄使いをしない、とぎ汁や食べかす、油等

をそのまま流さない等） 51.8% 191 5

5

快適な環境づくり（花いっぱい運動、ごみゼロ運動等のイベント）

に参加している 31.4% 116 2

6 木更津市の環境について、時々家族と話し合っている 20.1% 74 8

7

身近な海や川、生物等を観察し、身の回りの環境の現状を確かめて

いる 17.1% 63 6

8 その他 4.1% 15 10

9 木更津市の自然環境を学習している 3.0% 11 7

10 NPO等の環境ボランティア活動に参加している 2.4% 9 1
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「その他」の回答については表 3-5-27に示したとおりであった。 

 

表 3-5-27 問 3－2「その他」の回答状況 

回 答 

ライオンズクラブ。 

近所の道路のゴミ拾い（バス停等）。 

庭に花や木を育てている。 

生ごみを一年中出さず、庭にうめる。花のひりょうとなす。 

自動車の使用は最小限にして、徒歩や自転車を使います。 

交通安全隊への参加。 

取り組んでいることはありません。 

物を大切にし、ゴミを出さない様にしている。 

ペットボトルのフタ、ベルマーク等集めて協力。 

地区単位で、月 1回の缶拾い、ゴミ拾いをしております。参加は自由ですが、都合のつく時は出ま

す。都合の悪い時は参加しなくても誰も何も言いません。 

自治会等の清掃活動。 

私は電球を順次 LEDに替えた。玄関の外、内、廊下、浴室、トイレ。室内用は値段が高いので取替

えない予定。とぎ汁は植木にやる。 

役がくれば、子供の登校時 1時間は旗振り誘導に参加している。大風の後は通学路を歩き落ちた枯

枝や竹を切り拾い、子供の安全に協力している。朝早く子供達へ登下校の声がけ、バザーへ協力、

時にはトイレ貸し。 

快適な環境づくり、団体に参加の形でなく個人的に自宅周辺で心がけている。 

道路排水口を塞ぐ土砂や草木をこまめに取り除いたり街路樹の植えてある所の雑草取りや花を植え

美化に努めている。 

 

 

問 4．あなた自身のことをお尋ねします。あてはまる番号を 1 つ選び○をつけて下さい。 

⑧ 4－1．性 別 

 問 4-1 の回答状況を表 3-5-28、図 3-5-7に示す。回答における男女の比率では、女性が

55.8 %で回答率が高かった。 

 

表 3-5-28 問 4－1の回答状況 

番号 設問項目 回答数 全体数 割合 

1 男性 169 
382 

44.2% 

2 女性 213 55.8% 
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性別

女性

56%
男性

44%

 

図 3-5-7 問 4－1の回答状況 

 

⑩ 4－2．年 齢 

 問 4-2 の回答状況を表 3-5-29、図 3-5-8に示す。最も回答数が多かった年齢は 60～69歳

であり、ついで 50～59歳であった。 

 

表 3-5-29 問 4－2の回答状況 

設問項目 回答数 全体数 割合

20～30歳 35 9.2%

30～39歳 53 13.9%

40～49歳 68 17.8%

50～59歳 75 19.6%

60～69歳 95 24.9%

70歳以上 56 14.7%

382

 

 

年齢
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図 3-5-8 問 4－2の回答状況 
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⑪ 問 5．あなたが本市の環境について、普段感じていることや思っていることを自由にお

書きください。 

回答結果を表 3-5-30～表 3-5-43に示す。 

 

表 3-5-30 問 5「本市の環境について、普段感じていることや思っていること」の回答状況（1） 

回 答 

里山の保全をお願いしたい。原発事故以降の放射能測定など独自の対策を願いたい。国はあてにな

らない。 

・木更津市は自然に恵まれた土地だと思います。海もあり川もあり森もあります。せっかくの自然

が生かされていない気がします。市が保全しなければならないところと個人が意識し守っていくべ

きところを整理し予算を決めるべきです。大型商業スペースも生まれ、観光にも力を入れなければ

なりませんが、作られた自然ではなくあるがままの自然を美しく見せる努力をしてください。・小

さなゴミがひとつあればどんどんゴミは溜まっていくものです。逆に、いつもきれいになっている

ところには捨てにくいものです。ゴミの回収方法にも、ひと工夫してください。我が居住地は、不

法投棄が多い。以前は休日のたびに拾って歩いたが有料になってこれをしていたらにではとんでも

ないことになる。どうにかならないのでしょうか。・街並みの景観＋安全について もう住んでい

ない家がたくさんあり屋根、壁、看板等が風に舞っている。見苦しく、それより危険です。又、建

設会社の資材置き場についても指導をしてほしい。 

・古い建物の解体の伴うアスベストの処理 （例）西口中央のみほし（八幡屋の前）のこわれた部

分よりアスベストが飛散していないのか等の調査。・港の整備に伴う港公園、ライニングコース、

ドッグラン等々の整備。砂舟を他にうつして、ヨット、モーターボート等の係留施設を作ったり｡ 

・朝日町には公園がありません。・アウトレット重視により、バスの運行時間が変わり不便になり

ました。・クリーンセンターの深夜から明け方にかけてのゴミの焼却は残念です。星空はかき消さ

れ、風向きによっては鳥居崎や木更津市街にまで漂ってきます。・旧市街の空洞化に歯止めがかか

りません。・駅周辺のガムを踏みつぶした跡は市の面汚しです。 

・街路樹が少ないと思います。・暑い時に木陰がありません。・自然とふれ合うフォーラム、セミ

ナー等の開催を希望します。 

・河川の整備に力を入れてほしい（合わせて大雨・洪水対策も津波の対策も） ・駐輪場を広くし

てほしい（盗難防止にも力を入れてほしい）。・ゴミ袋が高価である。無料にしてゴミの分別を巣

新させる。 

・木更津周辺では土砂の採取や家庭ゴミや産業廃棄物などの廃棄により、自然環境が失われるのが

目立つ。・下水処理が遅れ、家庭排水が浄化槽で処理されて近くの川に流されているので、川の水

が汚れ、悪臭を放っている。団地などの人口密集地域では下水処理が必要で、下水処理地域を拡げ

て欲しい。 

・暗い所には、多くの蛍光灯を付ける。・台風や大雨時の川の水位が多く上る（川幅が狭い）。・

あまり車の通らない場所（ヒビ割れ、でこぼこ）。・もう少し年配者にやさしい歩道（次たし、な

なめな場所が見られる）。・草の伸びた川の回りの散乱ごみ（川の中のごみ、ペットボトル、？）｡ 

・公園を充実して欲しい。（袖ヶ浦公園の様な公園） ・使われない建物が廃墟となって、見た目

が美しくない所がある。・ゴミの分別は、皆がきちんとされていると思います。・このようなアン

ケートもとても良いと思います。 

・このようなちょうさをしてなにかかわるのだ。・コピ－その他郵便けっきょくはぜいきんむだ。・

もっと税金をただしく使ってくれ。・環境ちょうさわかるけど空気がきれいになって、車の公害そ

の他言ってどうなるものか。・これおまとめてどうかわるのかなんたるちょうさ公務員だといわれ

る。・税金＿老後のことをしんけんかんがえてくれ。 

・市内の道路脇や空地等に缶ビンの投げ捨てが多い（ゴミ等）。地主が草刈りをせずカヤ、ヨシが

伸び冬には枯草火災が心配される。道ハバが狭くなる（草の為）。地主に注意してほしい。・新し

い道路等にガードレールが置いてあるのもかえって見通しが悪く危険に感じる。・自転車専用道路

を作ってほしい。・下水道を完備してほしい。 
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表 3-5-31 問 5「本市の環境について、普段感じていることや思っていること」の回答状況（2） 

回 答 

・歩道の整備（歩きにくいです）。※歩道が狭いのに段差が多い。・公園の落葉等、掃除を自主的

にしたいですが、ゴミ袋は市から出して欲しい。・飛行機の騒音測定をして欲しい。テレビの音が

聞こえない。特に“くもり”の日。（畑沢地区）｡ 

・リサイクル回収の徹底化。資源回収やゴミの回収はちょっとゆるいと思う。・アクアラインによ

り都内の通勤も可能になった。調整区域の市街化や道路、用水路の整備。 

1、ゴミ回収作業（車両）が計画的に進められていることは、環境美化に大きな貢献をしているとお

もいます。 2、市民 1 人ひとりが環境美化の意識を高められるようなけいもう活動を更に進められ

ると良いと思います。 

1．下水がくさいので、早く整備をしてほしい。2．町が暗いのでもっと街灯をつけてほしい。 

10 月 21日に行われるアクアラインマラソンに向け道路脇や回りの雑草の刈り取り、ゴミの収集とき

れいに整備されているが、いつもこうでありたいと思う。市民個人個人の考えも改めなければなら

ない事だと思う。ゴミの運動の日のみ行動するのではなく、日々の積み重ねが重要ではないでしょ

うか。 

10 年前他県より越してきましたが、公共交通機関の不便さを実感。又、町なみの景観にも力を注い

で欲しい。町・街がきれいだとポイ捨ても減ると思います。こちらに来て一番泣いたのが風の強

さ！！これは市役所には関係ありませんが…市役所に行って思うこと…住民に対して職員が多いの

では？これも環境には関係ありませんが、とても不満に思います。 

①環境とはちょっとちがいますがガードレールについてお願いしたい事があります。最近アウト

レッドやベーシアが出来て車の数がふえて来ました。整備を良くして頂いた事はとてもうれしいで

すがそれにともなって道路の中心と外側にガードレールがふえました。安全の為には良いと思いま

すが、ガードレールの事故が最近とてもふえました。良く監察して見ますと、せまい道路にガード

レールがある場合事故がふえていますので、ガードレールの石を道路の左がわ（外側）になってい

る場合は事故がありませんが、内側になっている場合にその石に前のタイヤの左側にあたって事故

になっていますので、これからつくる（せまい道路の）ガードレールは（先を）少し外側にして頂

きたいと思います。②理由：アウトレッドが出来、車の数がふえたうえ、農協の建物で左が見えに

くい上事故が多発しているそうですので、信号を配置して頂きたいと地元の人の切なるお願いです。

よろしくお願いします。 

①下水道の整備が成されておらず、月 1回とはいえ側溝清掃の負担がある。市内でも整備されてい

る地区があり、その負担がないことに不公平感を覚える。 ②道が細く、側溝に「ふた」がなく、

歩道がない。ダンプカーが通学路を通り、児童の通学が大変危険である。 

①自然の破壊を止めて欲しい。（山砂の販売、住宅地・道路の建設等） ②飛行機の騒音の削減。

（夜間飛行の禁止、高度飛行化、海上飛行化、東京湾飛行化、本数削減等） ③犬、猫の管理強化。

（大声で朝早く目覚める。庭など家のまわりにふん、家の中に入り込み等）｡ 

①焼却灰対策を積極的に推進して下さい。 

①路肩の雑草繁茂で十字交差点（信号無し）で左右の視界が悪く危険な場所あり。雑草は公園中心

だけでなく、路肩にも年 2～3回実施すべき。 

②旧道は道巾が狭い所が多く、一方で車両の増加による交通量の増加の為、歩行者が危険と隣合せ

の状態。（請西東 1丁目～木二中の間）提案として車両通行禁止の時間帯設置実施。 

③散歩圏内の近さにある雑木林に不法投棄物がある事にビックリ！、市民の一人として意識・マナー

の悪さに恥じ入ると共に、罰則を強化して安易な不法投棄に厳正に対応して欲しい。 

2 年前まで横浜市に住んでいたのですが、歩道、街路樹の整備が行き届いていないと感じています。

雑草が多く場所によっては草で歩道が歩けないような状態になっている所や自転車で歩道に端を

走っている時に枝にぶつかったりする場所が多く危険だとおもいます。あと映画館が欲しい。こう

いうアンケートを実施することには好感が持てますが、返信用封筒のり付だったらスキが無くて良

かったかな？ のりがすぐに見つからなくて・・・。 

 

-44-



 

 

表 3-5-32 問 5「本市の環境について、普段感じていることや思っていること」の回答状況（3） 

回 答 

30 年前に本市に住むようになりました。当時にくらべますと、交通機関も整い、交通機関のみ便利

な環境になりました。子育てをしていた頃に特に感じた事ですが、子供を自由に伸び々と遊ばせる

公園が少ないと思いました。自転車を走らせても大丈夫な大きな砂地の場所もなく、子供に覚えさ

せる時、場所もなく困りました。校庭以外にも、自由に遊べる安全な場所があったらよいと思いま

す。子供に変わり高齢化の社会になりますので、お年寄が安全できがるに運動し、つどえる場所も

あったらと思います（各地区それぞれ身近な場所に）｡ 

6年前に君津から来て、ゴミ出しと自治会パック（ゴミを出したければ自治会に入る事）でビックリ。

人が悪く、意地悪あり。子供も野放し、集団でつるみやすい。外が暗くなっても、たむろす。犬も

放しっぱなし。外でボール遊びをして、車にぶつけても逃げてしまう。ゴミ捨て場がきちんとあり、

コンテナがある所とない所あり。損した気分。高速バス付近は待つ人の車あり。通りにくい。高速

バス上の橋に放置してる自転車増えたね。家が増えマナー悪化。バーベキュー時の大人、子供の大

声、奇声、魚（サンマ）など生臭くてツライ。人の駐車場前に自転車をとめる。注意されてもムシ。

ゴミを食べ散らかす。いやがらせされて出て行った人もいるので、ここでの生活は最悪ですね。お

ススメはできません。 

78才の女性です。交通の不便で病院通いに困っている事です。又交通量が高いので 75才以 000円で

木更津迄にする様御願いします。環境以外ですみませんが御願いします。市役所土日 1日でも良い

ですが利用出来れば非常に良いと思います。市の窓口に御願いして下さい。 

80才と 70才の二人暮らしなので災害の時など心配です。いざという時の連絡等どうしたらよいかい

つも思っています。 

JR 木更津駅ロータリー内東口せまい。人待ちの一般駐車のスペースをもう少し確保した方が大型バ

スもスムーズに通れる（例 JR五井駅の様な）。東口商店街の活性化。閑子鳥が鳴いています。 

U 字溝のふたのない所がある。西岩根に住み始めて 12 年目に入っているが、家の周辺ではほとんど

変化ない。 

アウトレットも出来て、他県の人が来るようになり、まわりの自然をいかした公園などがもっと充

実できれば、街への人も集まるのではないと思います。 

空地、空家がふえている。持主を市が把握して除草や修理などを地主に整備させることを義務づけ

できないか。火災危険や美観からも何らかの手段で地主に責任をとらせてもらいたい。 

空き地や道路わきに捨ててあるゴミ（粗大ゴミ）等をそのまま放置してあるのを目にする事が多い。

自転車等の放置も多いので美化に注意してもらいたい。 

アクアラインによって東京・横浜との交通も便利になりましたが、向こうから来る（若い人）に対

してもっと魅力ある街になってほしい。アウトレットは一歩前進した感はあるが。映画館のある大

きなショッピングモール等があれば、もっと地元の人も上りに行かず、地元で楽しめるはず。老人

が多い世の中で、バリアフリーの街づくりも大事ですが、これからを担う若者達をこの市にとどめ

て、活性化していくことが重要だと思います。 

アクアラインを利用して木更津市へ入った時、路上にすててあるゴミが目に入り、他県からおとず

れた方々にいやな印象を残してしまうと思います。また人通りのかなり少ない請西地区の路上（森

林の中）への不法投棄も、年々ひどくなっていると思います。 

一度失った良き環境（水、空気、土壌）を取り戻すには数十年以上かかると思います。そうならな

いように行政の目を更に厳しくして取り組んでほしいと望みます。また、本年自宅前の農水路と久

留里線の土手に百匹近くの蛍を見つけました。（例年は 20～30匹位）年々増えて来ております。少

しずつ環境も良くなって来ているかなとおもいます。 

一般ゴミと事務所ゴミの収集が同じであること（一部）。タバコのポイ捨てが駅前や公道に多いこ

と。 

犬のフンが処理していなくて困る（歩道等に）｡ 

犬のフンが道路に落ちたままだ。道路の端を歩くのは恐い。 

犬を散歩しながら路上でフンをさせる人がまだ目につきます。私は家の前に「フンをさせるな 始

末すること」をはり板にかいています。かい主の良心ある行動をしてほしい。 
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表 3-5-33 問 5「本市の環境について、普段感じていることや思っていること」の回答状況（4） 

回 答 

今、問題になっている生活保護受給者について、生活保護受給者に社会奉仕作業への義務付をする

こと。働くという事を理解してもらう為に義務付が必要だと思う（体が不自由な方には別の事をし

てもらう）。体が動かせての生活保護受給者については、公共機関、公園のゴミ拾い等の作業を義

務付すること。 

今の時代、何をしても大変ですが西口開発に力を入れてください。木更津の町々が死んでいます。 

海、山、川、自然に恵まれた木更津市は理想的な街だと思っています。大きすぎづ、小さすぎづ特

に新住民の街清見台は町内活動も自然体で暮して行けるし参加も出来る。肩に力を入れずに暮せる

毎日が高齢者にとっても幸だと思っています。旧市街が 35 年前に戻れたらと思います。成田空港、

羽田空港どちらのエアポートへのアクセスも理想的です。君津中央病院までのバスが不便です。 

海がもっときれいになってほしい！ 

海や山など自然豊かであり、山海の幸がおいしい。人口が増えることは良い事であるが、山が住宅

地になっていく寂しさも感じる。住む人と自然の調和をはかりながら、南房総への玄関口として発

展することを期待しています。木更津は放射性物質の値が高いと言われています。他からのがれき

の受け入れなど、木更津の市民を守る為にも安易に考えてほしくありません。食料品、野菜や魚な

どの検査もお願い致します。 

駅周辺がさみしい感じがする｡ 

駅の西口も東口も活気なくて淋しい限りです。以前の様な活気をとり戻して戴きたい。遠方から来

られた方もほっとできる様な休める場所もありません。早く活気ある明るい駅周辺になってほしい

ですね。中心がこう暗くては困ったものです。 

駅付近がゴーストタウンのようでさびしい。空き家や空き店が目立つので、きれいにして活気ある

街にして欲しい｡ 

駅前等の活気のなさ、ゴミのポイすて。関係がないですが、JR 内房線の中、電車の中も食べっぱな

し、ゴミが多い、品がない。 

駅前の再生活性化をしてほしい！ 

駅前の道路の駐車場ですが、10時から有料の券を発行していますが、無断駐車が多すぎるので 9時

から発券してはいかがですか？ 

エネルギーを作るために各々の家で太陽発電を利用するのはいいと思うが、市内にある大きな設備

を有す建物から、まず実行してほしいと思う。それより前にエネルギー自体を使わない生活を促進

する方がもっと良い。又、市内に同じような商業施設が（コンビニ、家電、ドラッグストア等）建

設されていくようだが、それ自体を規制してエネルギーの無駄使いをやめたら良いと思う。今の日

本は便利すぎます！これ以上進化を求めません。環境保全を本気で考えるのなら根本の無駄をてっ

てい的に省いてからリサイクルや自然の事を教えるようにしてほしい（市民にできること）。 

大型ダンプによる大気汚染や運転マナーの悪さが目立つ。猫の放し飼いは迷惑。ペットのフンの後

始末をしていない。 

夫の病気のため、車を手放しました。自分自身と夫の病院通いにバスを利用していますが、君津中

央病院へ行くのに一旦、駅に出てバスを乗り替えて、片道 1時間かかります。バスの本数が少なく、

乗り替えの時間かかったり、無い時はタクシーを利用しています。清見台方面から君津中央病院へ

の循環バスが有ったら…と思います。買い物はイオンがネットショップを始めて大変助かっていま

す。 

大人どころか子供が使える鉄棒すらない。小さな公園にも鉄棒くらいほしい。清見台の団地に住ん

でいますが近くに公園があるのに、子どもたちは駐車場で遊んでいます。親の目の届く場所として

はいいのかもしれませんが、車が多い中で遊んでいるのは、やはり心配です。安全の面から公園の

遊具の撤去があるのかもしれませんが、そのことが逆に危険を産んでいるのかもしれないです。周

辺は大学生の寮や新しいアパート等が出来ていますが、ゴミや騒音等のトラブルが多いようです。

他所から越してくる人への対応を。 

お願い。民家の草木空き地の雑草、家の木は道路側に覆いかぶさるように伸びている。通行不能に

なる場合もある。垣根の木々が 50～80cm位もとび出してる家もある。道幅もせまく車のすれ違いに

支障がある。行政にて指導出来無い物でしょうか！（空地雑草等）。是非お願い致します。 

街灯が少ない為、夜道が怖いと感じる時がある。 
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表 3-5-34 問 5「本市の環境について、普段感じていることや思っていること」の回答状況（5） 

回 答 

街路樹、公園内の樹木等に、雑草の草刈り等子供達が外で楽しく遊べる様にしてほしい事。太田山

の桜も山全体を桜を植えるとか？矢那ダムの周辺の整備、草花を樹木と検討してほしい｡ 

街路樹の下に草がのび放題で、右・左折をする時に、車が見えずらい所が多々ある。緑を多くしよ

うとすれば、草はつきもの、それを退治しないと… 本市大好きです。がんばって下さい。 

学校の通学路が狭くて危険なので、もっとミラーをつけてほしい。子育て支援をもっとしてほしい

です。財政資金がないが、ボランティアでスクールソーシャルワーカーをおいたり、学習塾の場所

を設けたり、田舎の良い所・民家に体験学習で泊まりにいったり（農業を学ぶ）、漁業を学ぶ、仕

事の面を「子どもの生きる力」を身につけさせる。「いきいき館」、「夏のプール」など、県の施

設を子ども達に月に 1～2回でも開放（地域別に人数もあるので順番制）、小さい子どもが小学校・

中学校などに行きやすく、縦の割ふり、上級生に学ぶ場所がもっと必要。公園の遊具も少ない。 

家庭でのゴミを外で燃やすのをやめて欲しい。煙がすごく洗濯物に匂いが付くし体の調子も悪くな

る（頭痛、頭重、気分悪し）｡ 

家庭のゴミ袋が高いと思います。（分別しないで出す人が居るからなのか理由が理解できないです） 

布団などの捨てるシステムがないのは困るし、捨てるのに費用がかかるので不法投棄してしまうの

ではないかと思います。環境保護の為にもゴミ収集の改善を希望します。 

金田地区にて現在土地開発が行われているが、地方から買い物に来た人が多くて、出勤時混雑して

いてすごい迷惑している。道路の開発、湾岸線の設計等をしないと地元住民の生活が苦になる。地

方から来た人の一瞬の買い物の為の木更津市の開発より、何十年住んでいる地元住民の生活性の向

上を図ってもらいたい。 

環境以前に市民のマナーが悪いのでそこから改めないといつまでも良くはならない。付近の通りと

かを見ても責任、意識の足りない人が多すぎる。 

環境についてのアンケートなので仕方ないが、健常者だけのアンケートである。障碍者への配慮が

何一つない。町中バリアばかりで出歩くこともできない。人工を増やせば良いと言うことではない

だろうが公園にしろ工場にしろ市の指導で改善出来そうなものはいくつもありそう。たとえば公園

で簡単なもよおしと共に整備のボランティアを集めるとか、なんでもお手伝いします会等環境科の

女性一人先頭に立たせたら数ヵ月を待たずに一定の効果が出るでしょう。アンケートとってデータ

を集めて整理したら報告しそれまで？ 体を動かし先頭に立ち音頭取る人はいないですか｡ 

環境より、経済をたてなおして下さい。 

議員が多すぎる。ほぼいらない。そのお金で優秀な若い職員を雇いなさいよ。特にクリーンセンター

にゴミを捨てに行ったら人員を減らされ手が足りないと困っていた。本当に市民に役立つこういう

所こそ大事にして欲ばかりの議員の数なんて少しでいい。聞くとクリーンセンターの人数とかを減

らしているのは一部の議員だとか、いらないよそんな奴。 

気候温暖、生活しやすい。（40 年前のイメージ）とこの地に嫁ぐが、現在カラッとした澄んだ青空

を見る事は少ない。又、本市を含む近隣地域の農作物、海産物に放射能の不安を感じている。特に

今年産まれた孫の食べ物は相当気を使っております。安全宣言の出ている米、果物、水、牛乳その

他本当に大丈夫なのか？新生児に本当に安全な食物を求めています。 

木更津駅（東口、西口）バスターミナルのみで何もない…… 木更津のよい旅のイメージがわかな

い。バス交通機関増便してほしい。夢のある風景を… 駅前開発してほしい。活気がない。暗い町

のイメージ。もっと明るい素敵な街木更津！！にしてほしい。 

木更津駅周辺がさみしい感じ。岩根駅だけ快速とまらないなんてふべんだ。 

木更津駅周辺のシャッターがおりていること。くらい。トラックの多さ。スピード危ない。お年寄

りの車の運転、歩行。 

木更津駅の周辺は昔とすっかり変わりました。人の出入りがなくいつもヒッソリしています。東口

も店舗が少なく、西口のアクアビルも空店舗が目立ち客気がありません。だからどんどん足が遠の

いてしまっています。車社会の時代は店舗もどんどん遠くにかまえて不便です。市役所、市民会館、

警察署も離れていますので生活には不便を感じています。市にはスポーツする球場が少ないと思い

ます。 

木更津駅東口から総合高校の間に自転車専用レーンを作ってください。この間は商業施設も多く、

自転車での買い物、駅までの通勤・通学で、自転車利用者が増えているためです。 
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表 3-5-35 問 5「本市の環境について、普段感じていることや思っていること」の回答状況（6） 

回 答 

木更津駅前（東、西とも）と、その近辺の再開発に着手して、商店街の活性化を図ること。街並み

整備を。100 年計画を樹立し、少しずつ前に進むべき。 

木更津駅前がどんどんさみしくなっていきます… 以前のように、駅前がにぎやかになるといい

なぁー。 

木更津駅を整備し、きれいな駅に お花をいけても心に響かないね。残念です！！ 

木更津市内の山々は、手入れができておらず、荒れていると思う。歩道にポイステのタバコが多い。

車の違法駐車が多い。歩道の管理ができておらず草が多い。 

木更津市に来て数年ですが、道路の不便さ（信号が見づらい、道路表示のわかりにくさ、作り方）

が大変に不満に感じています。慣れればいいんでしょうが・・・。道路脇や中央分離帯の雑草、ゴ

ミ。 

木更津市西口の開発について広く市民からの意見を聞き再開発のきっかけを作る。以前にも何かの

機会に提案した西口んの駐車場の整備を進め袖ヶ浦に一方的に駐車場を支配されない工夫をし活性

化につなげる。例 旧そごうビルの 1階 2階を駐車場にし 1日 300円位で市民に提供されれば失地

をばんかい出来るし 3階以上は Shopping Areaを拡充して西靴の活性化をはかる。私の名前が規夫

なのに則夫になっている。不愉快である。 

木更津市には町が（街並）がないと他県の方々の声です。丘も海・自然も沢山ある町、歴史も有り

ます。どうして古い建物が消えて行くのですか。広い道が出来ても動く人影が消えています。新し

いことも良いことですが、大切な物は守ってください。消さないで下さいお願いします。いつも笑

い声、老人達の語り合い 明るく安心して暮らせる町木更津に。 

木更津市の団地は緑がない。ほ道やあまった土地などに木を植えるべきです。また、矢那川などは

自転車があったりうば車があったりすごく汚いです。 

木更津市の土地をもっと有効利用して観て楽しい環境づくりをしていってもらいたいと思います 

木更津市は、空気汚染の少ないところと思われますのでこの環境を維持され、時代にあった発展を

期待します。私は地方の出身でいずれ戻る立場ではありますが、私自身にとって第二の「ふるさと」

と思える場所であってほしいと願うものです。 

木更津市は公園が汚れている。特にトイレ。花火大会の時潮浜公園ではどのトイレもトイレットペー

パーがなくて困る（毎年）。君津市の方が公園がきれいで使いやすい。子供の遊具が木更津は少な

い。もっと子供があそべる公園があると外に出てあそぶのではないか。市役所が移動するかもらし

いが、車が今みたいにたくさん止められるか心配。行きづらくなるのはこまる。 

木更津市も郊外にも人口が増えていると思うがやはり駅は市の心臓部だし中心であると考えます。

人が集まるような核がほしいですね。 

木更津には海があるにもかかわらず海辺がなく海を子供に感じさせる環境のない事がとても残念だ

と思います。自然環境の見直しをお願いしたい。 

木更津農園を NHKで見て感心しました。もっと多くの農園が出来て安心できる肉や玉子野菜や、空

気、水までが出来たらいいなあと思います。 

木更津はアクアラインで他県から来る人もふえ、アウトレットモールのおかげで木更津の知名度も

上がってきているのだから、沿岸部を観光地化するとかの努力をした方がいい。今は、個人商店な

どが SNSなどを使い頑張ってはいるが限界がある。行政が本腰で「木更津活性化計画」を打ち出さ

ないと、それぞれが統一性のない事をやって街並みが更に汚く仕上がってしまう。海・山・山里・

川・ごこでも楽しく遊んでもらえる環境づくりは必須でしょう。 

木更津は田舎らしい所は大すきです。最近近場に色んなショッピングが建ち初めてうれしいです。

見遠しがいい所は、これからもずっとそうであってほしいです。海だけはキレイに鴨川とか外房み

たいに楽しめる海水浴場ができるといいなぁ。 

木更津はかつて、きれいな海や豊かな自然の中にあった。戦後の復興時代の生活優先の地域開発が

きれいな水や緑を犠牲にした。人の手によって犯したものである以上、何年至っても、これを取り

戻す為の施策は優先されるべきと考える。（海の水も一時の汚れよりきれいになっている） ・下

水道の整備推進。 

君津市、袖ヶ浦市の工場からの公害に対する不満｡ 

君津市では小人の病院費用は無料なのに木更津市では毎回 2000円かかっているので不満です。 
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表 3-5-36 問 5「本市の環境について、普段感じていることや思っていること」の回答状況（7） 

回 答 

行政・議員とも考えがいなかの考え方である。都会の水準、あるいは千葉、市原と比べても行政の

レベルはすごく低レベルだと思う。現状、永住するには全く魅力のない町である。（税に対するコ

ストパフォーマンスが低い）｡ 

近所でビニール、プラスチック製品をもやしてこまっています。 

近所に公園があり、毎年秋から冬にかけて大量の枯葉が落ちます。市民として清掃することに関し

ては当然のことと思っておりますが、何年か前よりゴミ袋の有料化となり、多くのゴミ袋が必要と

なっています。近隣の市では、公共用ゴミ袋というものに入れて清掃をする市民の方を見かけたこ

とがあります。大量の枯葉を袋に入れながらふと疑問を感じることがあります。ごみ袋が有料でな

ければ、何とも思わないことなのですが・・・ 

近年、金田地区の再開発等により他県から来られる方々が増加傾向にあると考えられます。そんな

なかで、もう一度木更津市の玄関口の一つである木更津駅周辺の再開発をがんばっていただきたい

と願っております。 

草木の野焼きが無制限に行われており、風向きによっては室内の空気や洗濯物に影響があります。

呼吸器系の病気で悩まされたことがあるため、いつも不快になることがあります。燃やすものの中

には、家庭ゴミと思えるような場合もあります。それがプラスチックであれば、ダイオキシン等の

有害物質発生の可能性もあります。農家に与えられている特権の一つかもしれませんが、風向きや

風の強さ（つよさ）などを考え、マナー向上を勧めていただけると助かります。 

区長を通じて嘆願しても、なかなか実行されない！ 

車と自転車の接触事故防止に歩車道分離の信号をもっとふやして頂きたい。 

下水環境を改善して欲しい。こちらに引っ越してきて蚊の多さに驚きました。きっと、そこら辺に

どぶみたいのがたくさんあり、そこから繁殖していると思います。子供が外遊びするとまるで水疱

瘡のあとみたいに虫に刺されてひどいです。 

現在住んでいる所では、市役所から住民への拡声機からの通報が常日頃、聞き取れないことが多く

困っています。室内にとどく音は弱く、チャイムが鳴って窓を開けてきくと、話しの途中で状況の

判断をしなくてはならないのです。こんな訳で拡声機をもう少し増して下さるようお願い申し上げ

ます。 

県でベスト 8クラスのバレーボール部のある高校を作ってほしい。現在ある高校で、もう少し力を

入れて指導してもらいたい。県南部に住む人は、君津、木更津市でベスト 8 クラスの学校があれば

行けるが、その様な学校が無いので県北部の遠い商校に行くことになる。 

公園が少ないですし、他の市に比べてきれいで広い公園がないので、増やしてほしいです。 

公園が多いのは良いのですが、整備してほしいです。安心して利用できればと願っています。 

公園等があまり良く整備されていない。君津市、富津市、袖ヶ浦市等の公園は良く整備されていて

利用している市民が多い。 

公園等の整備が周りの市と比べると劣っていると思う。雑草がはえたまま放置されており、子供た

ちが遊ぶのに適していないと思われる。 

公園の整備が遅れている。1 年半前の大地震の教訓から日頃の防災訓練に力を入れる地区が増え、公

園（避難先）（集合先）にまず集合し、公民館や学校などに避難する経路となっているが、昔（い

や、少し前までは）木々が繁っており指定先とは思えない状態であり、また、遊具等もやや甘い点

検である。外から見える公園でなければ防犯上、最悪である。本市は、たくさんの公園が緑豊かで

いいかも知れないが、住宅の中にあっては、震災に向けた取り組みも必要だろうと思う。 

公園の設備、手入れが行き届いていない。雑草が生えたままになっているところが多いと思います。 

公園をもっと利用しやすくしてほしい。たとえば草がすごくはえてしまっていたり、ごみがおちて

いたりすると、安心して利用できない。 
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表 3-5-37 問 5「本市の環境について、普段感じていることや思っていること」の回答状況（8） 

回 答 

公園をよく利用します。もう少しまめに芝をかったりできると良いのになーと思う。ゴミを捨てる

人をとても悲しく思う。タバコのポイすてなど、あれは人間性としか思えない。山の奥にすてる人

にも市の役員さん大変だと思いますがなんとか対策を… むずかしいですよね… 

広報の放送が聞きとりにくい。道路の白線がうすい。空地の草刈りと街路樹の整備メンテがされて

いない。 

国道 16 号と 127号線の交差点の渋滞（下）プラザ Doパチンコ周辺です。高架工事が一方通行なの

で、これを 2車線にして渋滞をなくして欲しい。新団地、学校バス、トラックなど右左折直進と渋

滞にイライラします。 

国道沿いには不法投棄が多いと思う。ひどい時には家電製品が捨てられていたのを目撃したことが

ある。あとタバコのポイ捨てには腹立つので、市民 1人 1人が、もう少し環境について考えていか

なければ、清潔な町にはならないと思う。 

心得ない一部の人間によるポイ捨て、不法投棄によるゴミが目につく事がしばしばあるのが残念だ。

市民のモラルの高揚が必要である。 

個人的には当市の環境取組み状況はまずまずかなと思っております。 

子供が 1 歳前でまだ公園では遊べない為、遊ばせる場所が木更津にはなく不便（君津支援センター

のようなものがほしい）｡ 

子供たちが、公園等で安全に楽しくあそべて学べる場所を増やしてほしい。今はゲームばかりで、

外で活動する事が少ない。外で活発に動けるスペースが必要でないか？ 

子供に対しての教育、又、体を使って遊べる施設等に、力を入れて頂きたい。特に、雨の日に子供

達が遊べる所がどこにもありません。教育に関しても、市が主催のイベントがもっとあってもよい

のではないですか。芸術的な事に関しては、あまりにも無関心に思い（市が）悲しくなります。木

更津の子供達がかわいそうです。追伸…ドックランもないこともどう思っていますか。ペットを飼っ

ているお宅はかなりいます。 

この何年かでアクアライン開通やアウトレット・東京方面の高速バス等木更津の活性化が進んでき

ました。でも、木更津駅周辺はかんさんとしていてさびしいです。映画をみたり、買い物というと

千葉や東京に行っています。駅周辺にも商業施設等作って欲しいなぁと思います。あときれいな町

を目指していきたいです。 

ゴミの収給箇所の整備や車いすの安全な通行確保などの整備についてスピード感が不足している。

目に見える形で実施してほしい。特に、矢那川公園付近の整備は特に遅い。 

ごみの分別がきびしすぎるため不法投棄が多いのではと思う｡ 

ゴミのポイ捨てが多く見られるので改善してもらいたい。 

最近、木更津市の街が廃れてきているので、アウトレットやその周辺を活性化させているのはとて

も良いと思います。また、そこから木更津駅周辺まで活性化を期待しております。また、甲子園出

場を果たした木更津総合をもっと盛り上げて、選手の士気を上げて頂きたかったと思います。 

最近はドラマ等のロケに利用される機会が増えているように思います。ロケ地としての魅力を更に

高め、便宜を図るようにすれば利用される機会が増えて、市の活気につながるのではないでしょう

か。 

桜町公園がとてもきれいになり、使いやすく今頃うれしいです。市の草刈もていねいです。住民も

負けない様一部を清掃しておりますが、住民の意識が高まってきているのを感じます。やっと下水

道も完備されつつあり、U 字溝もきれいになっています。町をきれいにすると犯罪も少なくなるそう

です。トイレや水飲み場の手入れなどもっと考えていいかなと思います。下水道工事の前の市の説

明会はとても有意義でした。あの様な小さな集まりが市役所と市民をつなぐと思います（私達は市

の職員の方の名前を覚えましたよ）。うまく書けませんが、東京からこんなに近い木更津市ですが

海があり山も近く、町は静か、田舎気分を味わえる、きれいな環境に手を入れながら暮らす。安心

して住めるように思います。 
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表 3-5-38 問 5「本市の環境について、普段感じていることや思っていること」の回答状況（9） 

回 答 

里山というか町外れを歩くと、あちこっちに規ぼは小さくても家庭ゴミ、フトン、家電製品、家具

等の不法投キされているのを多く見かけます。むずかしいこととは思いますが、警察等、ボランティ

ア等とも連携し、根絶に取り組んでほしいと思います。これが無くなると、他も必然的によくなる

のではないでしょうか。 日頃感心がないためか、質問内容が難しすぎます。答えるのもむずかし

かったです。 

淋しい…暗い町で、何とも言えない。 

散歩コースといった場所が少ない。ゴミを集めにくる市の車が、本やダンボールを指定日なのに持っ

ていかない。何回もです。ゴミ袋の質が悪いし高い。近くの海に生ゴミを捨てに行っている人がた

くさんいます。また、家の庭でビニールを毎日燃している。市の人が各市町村に注意するように言っ

てほしい。人の家のさかいにゴミを置くといったことには、きびしく対処してほしい。 

塩浜公園周辺の雑草対策をきちんと行えば、市の印象を向上させられると思います。 

市が本市の環境問題に取り組んでいるイメージが全くない。必要最低限の公園等の草刈りをしてい

るのを目にするだけ。どこの市よりもゴミ袋が高く、しかも取り組みは全くしていないイメージ。

もう少し木更津自民がこの市に住んでいて良かったと思えるようにしっかり市民のために取り組ん

で下さい。 

地震や津波のときの避難場所となる高い建物や高台が近くに無く不安である。金田地区の土地利用

の中に観覧車を設置するという案があったと思うが？絶対に反対。そのお金を他の物に利用してほ

しい。 

市税など、君津市、袖ヶ浦市などに比べて高く、公共の施設など整っていないように感じます。で

もアクアラインの宣伝のおかげや、アウトレットモールの影響のおかげで日本に知れ渡る“木更津

市”有名になったと思います。一時的な物ではなく継続して、人気を保って、特に潮干狩りでたく

さんの県外からの観光客をアクアラインを使って利用して頂ければ活気が出ると思います。ゴルフ

場もたくさんあるので、都心からのお客さんを集めてアクアラインを使ってどんどん木更津のゴル

フ場が有名になればいいと思います。市税がもう少し安くなるとうれしいです。子供の医療につい

て小学六年生まで、もしくは中学生 3年間は、200円で受診できるような市になって欲しいです。 

自然が多く、星がきれい。自分好みの半田舎暮らしをさせてもらっている。転入者なので昔の事は

知らないが、30 年程前に発展した後さびれた所は今、ひどい場所になってしまっていないか？と感

じる（JR沿線）。昔ながらの里山がある場所や、これからのエリアは住みやすいが、これからも継

続するか疑問。子供が多いと聞くが、20～30代は定住しづらい。長期的な視野で、市の環境を整え

ていって欲しい。いつもお世話になっています。直接お礼を言えるくらい、もっと近寄って来て下

さい。 

自然環境が良いのだから、子育てをするのにもっと良い環境が整備されたら人が増えて町が活性化

するのではないかと思う｡ 

自然環境については、川の水が汚れていると感じています。矢那川の下流の整備は少し進んでいる

ようですが、きれいな桜をより映えるようにも、整備を進めたら良いと思います。生活環境につい

ては、住宅地域と商業施設をうまく区分わけし、商業地域の利便性を上げるのが良いと思います（車

での移動でないといけないような距離に点々としています）これにより、自然環境改善につながる

と思います。木更津市を良くするため、自然環境を良くし、住み易い街にして、観光とスポーツを

基軸して待ちの改善を進めて欲しい。 

自然環境については広い公園もあり、緑が多く残っている所もあるのでおおむね満足している。が、

生活環境という意味では、公共交通機関が利用しづらいとか、信号があったら～と感じる交差点が

あるとか、駅周辺が閑散としてしまっているとか…不満をあげればキリがない。 

自然環境の保全・整備と資源リサイクルに関する啓蒙活動の普及推進に取り組んでほしい。 

自然環境の保全と地域活性化にもっと力を入れて欲しい。 

自宅周辺でゴミの不法投棄が多い（ペットボトル、缶、コンビニ袋、食品や包装紙など）。気づい

たらすぐに清掃している。モラルのない人が多すぎると思っている｡ 
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表 3-5-39 問 5「本市の環境について、普段感じていることや思っていること」の回答状況（10） 

回 答 

市道等への樹木の「ハミダシ」があり、車通行に支障があるので、地主に剪定、伐採等の義務を強

く伝達してもらいたい。場合により、罰金も考慮してもよいのではないでしょうか。 

市に予算がないということで、いつまでも道路の白線が消えたままだったり、穴があいたままだっ

たり、大きな側溝にフタをしなかったり、下水道がいつまでも整わなかったりということがとても

気になります。もっと細かく見回りをして（市民からの苦情が出る前に）小さな予算で出来るもの

は対策して頂きたいとおもいます。清見台の大通りの溝に大きなドブネズミがいます。何度も見か

けました。 

市の人口を増やす為に、景観をよくする必要があると思う。人がいない建物や住居は撤去して下さ

い。 

市は家庭のごみを無料で回収しているが、すべて有料にして下さい。青少年に教育の場で、物を大

切にする心をうえつけて下さい。自然にごみが少なくなって行くと思います。 

市民に意見を聞くアンケート調査でなく、サラリーをもらう行政のプロとしてやらなくちゃならな

い事があるんじゃないですか？人の意見を聞いてやるんであれば誰でもやれるんじゃ！！はずかし

いと思わないの！！市税からの給料はもらわない方が良いかも！！ 

市民に対し、満足できる対策は何一つやっていないと感じる。他市に比べゴミ袋だけ高いが決して

リサイクル事業が進んでいるようには思えない。むしろ市民からは金をとり、それを業者に委託す

るだけ。自然環境や公園等の整備もまだまだ他市に比べ遅れている（図書館も改善すべき）。市が

何をやっているのか全く見えず、市民の為には何もやっていないように思える（見える）。木更津

市が周辺の市より最先端でありたい。しかし現状は袖ヶ浦・君津市より 30 年は遅れている。現状に

は不満だらけだが今後巻き返すことを期待している。 

車道歩道の整備をもう少し…子供の自転車と車がぶつかりそうなところが通学路にも多く見受けら

れます。木更津生活も 11月で 9年目を迎えます。とても住み心地良く私は好きです。 

市有地の木や草の処理をやらずきたない。環境に対する意識がうすい。 

請西地区、羽鳥野は全てを宅地にしているが、大災害への避難場所や遊び場として林を合間に残し

てほしかった。全てを人工の建物にする事は子供の発育に悪く、木更津の子供は自然の中で育たな

いのでひ弱わである。心のいこいの場、避難場所、いろいろな意味をこめて自然を住まいの近くに

残してもらいたい。 

小中学校の通学路の狭さ、自転車通行帯の確保。ゴミに対する子供たちへの教育（ポイ捨て等を拾

わせるなど）。規模の大きい公園の整備、開発が他市に比べかなり劣っている。人々が増えつつあ

る中、早急に人を育てる環境作りを望みます。（空き地だけの公園予定地など放置しすぎ） 

信号が多すぎる。運転マナーが悪い。公園の整備がきちんとしていない。道路の路面がでこぼこし

すぎ。通学路が安全でない（交通面のみだけでなく、犯罪にまきこまれる心配）。税金を本当に必

要な所に使うべき！！ 

新日鉄から黒い粉（鉄粉？）が飛んでくるので、困る。小浜の交番から中央板金車検センターまで

の区間（16 号の旧道）に街灯が 1つも無いので危ないし、治安上良くないので、いくつか街灯をつ

けて欲しい。早急にお願いします。 

住まいがアカデミアパークの近くにあり、広い土地がそのままになっている事が、残念におもわれ

ます。太陽光や風力などの再生可能エネルギーに役立てることができたらよいと思います。 

住みやすい木更津にしてほしいです。 

住みやすい町づくりをしてほしい。前の質問でも書きましたが、子供の遊べる公園や保育施設に力

を入れてほしい。それと健康に対する問題として、市営のトレーニングジムの整備や運動施設を増

やしてほしいものです。P.S.環境とは関係ないですが、木更津市のごみ収集の人たちが道端で大声

で文句を言いなが走っていました。市の職員と思いますがひどすぎると思いました。 

せっかく、海・山があるのに活用されていないと思う。もっと自然と調和のとれた町並みにしてい

き、市民が市に対して愛着がもてるようになってほしい。 

せっかく市の人口が増加しているので、バスの整備等で 1人 1 台自家用車がなくても良い環境にし

てほしい。又、最近自転車も増えているが、車を運転していると時々ヒヤリとする事がある。自転

車専用道路があると良いと思います。 
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表 3-5-40 問 5「本市の環境について、普段感じていることや思っていること」の回答状況（11） 

回 答 

全国的な動きとして、外国人による土地、山林等の買取りが問題になっている。特定の県では条例

を厳しくする等その対策を取っている自治体も数多くあるが、本市の実態はどうなのか心配してい

る。自然環境については水資源にも関わる問題なので管理体制と法的な整備の充実を望みたい。 

先日、友人数人と水上公園を散歩していたら若いアベックが仲良く何かをのんだり食べたりして、

ゴミはそのままで車ズブーと帰ってしまいました。私達は若い人がネェとガッカリしていたら、3才

ぐらいの子供達 2 人が、ゴミはゴミカゴに入れましょうと、ゴミをかたづけました。自分達もハイ

ハイそうしましょうネ等々言いながら小さい子供の善行を見てなみだが出ました。若い母さんバン

ザイ！！でした。長く生きていくのには色々ありますネ。皆様も元気でガンバッテ下さい。ありが

とうございました。 

ぜんそくをひきおこす工場排気（新日鉄等）を何とかしてほしい。ぜんそくをひきおこす植物（せ

いだかあわだちそう）の駆除、絶滅をお願いしたいです。黄色い花粉をつける今の時期は、病院と

薬代に月 1万円ほどかかり、こまっています。 

大気汚染です。南風が吹く夏場は新日鉄のコークスの臭いがひどい。それと降灰です。家の壁、網

戸が真黒く汚れるのもこの降灰だと思う。金田地区はアウトレット、大型スーパーと開発が進んで

いますが、公園の整備をお願いします。 

台風の時に近所のミラーが動くので動かないよう点検願う。信号機の連動が長く、同方向が赤青こ

んざいし止る度ガソリンによる環きょうおせんが多くなると思うのである程度同方向は同じ色にし

てほしい。 

タバコの吸殻やごみのポイ捨てに関しては、マナーを心得ない人が多いことに滞りを感じる。駅の

周辺に花がいっぱいあるのを見ると、心が和みます。ごみゼロ運動など、もっと市民が協力して取

り組む姿勢があっても良いと思います。木更津市は美観という点から言うと、かなり淋しい限りで

す。 

東京から木更津に移り住んで 5年になります。西口に関してしか分りませんが、富士見通り商店街

をもっと魅力的にできないでしょうか。ブラブラ 10分程であの“カニ橋”まで行き登って港を見て、

又、島をもっと花などうえてきれいにし出店など出してと、楽しい散策になりそうですが・・・。

“木更津”というひびき、すごくノスタルジックで良いです。ひと工夫で、良い商店街になること

を祈ってます。アクア木更津の別館、以前は、市民の為の展覧会ができたのですが、こうゆう場を、

又、使用できると良いと思います。今、開いたままで、使用できなくて公民館の暗いホールでの展

覧会をよぎなくされています。 

道路の整備・開通が遅すぎる。駅周辺の活用（特に西口）方法。バス代が高すぎる。 

道路の中央部の白線がきえている部分が多い。又、川の横の両側の草が多く水が汚い。 

道路や駅など市外の人々が利用する場が他市に比べキタナイ！印象が強いと思います。小マメなそ

うじや手入が必要でしょうが予算が無いのかな？ 

道路わきの雑草が人間の背丈より高くなっている。プラスチックのゴミ袋の値段が高い。洗ったり

して工夫して出しているのだから安く（透明のビニール袋なら何でもよいとか…）してほしい。 

都心に比べれば緑も多く充実していると思いますが、都市整備の点、特に道路等の整備については

まだまだ遅れていると思います。20ヵ年くらいの長期的視点での都市計画で環境問題も取り組んで

いかないと人口が増加しているにもかかわらず魅力にとぼしい街になるのではと危惧しています。 

都内への交通が便利なのに自然も多い。もっとその点を楽しめるスポットとしていただきたい。 

隣市の袖ヶ浦市に比べると町づくりをはじめとして環境づくりが下手なように思います。駅前の廃

墟は目立つし、自然や環境づくり以前の問題だと思います。また、公園といった公共施設も数が少

なく子育てするにもやや生活しづらいと感じます。請西地区の開発も進み、清潔感ある町と感じま

すが、交通事情も決して良いとは思えないし、これから先の木更津市の町づくり、環境づくりに期

待します。 

富来田地区には、公園がありません。子供達がのびのびと遊ぶ場所がないのでぜひ計画して下さい。

お願いします。 
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表 3-5-41 問 5「本市の環境について、普段感じていることや思っていること」の回答状況（12） 

回 答 

長須賀地区（西清小学校学区）に住んでいますがこの地区には子供達が歩いていける距離に公園が

ありません。ぜひ新しい公園を小さくても良いので作って下さい。都内から転居してきたので静か

でのんびりしている点は満足していますが、街灯が少なく夜は怖いです。またゴミ袋が高すぎて驚

きました。少しずつ改善していってほしいです。 

仲の良くない隣人と生活しています（近所にて）。 環境問題・・・・国がやるものと思っていた

が県が進んで取り上げて感謝です。北極圏の氷が半分になっているのはコクなのか、心配しなくて

良いか 

なし｡ 

生ゴミ（もえるごみ）回収の、4月から 9月までは週 3 回にして欲しいです。 

生ゴミ袋高すぎる（他市と比べても）。プラ、ビンカンの袋はしばる部分が無く全く不便、改善を。

公園、市道の整備不足。雑草多く、快適さを感じない。水はカルキ多く、ポット、やかんにカルキ

（？）が残る、改善を。市役所の職員で一生ケンメイやっている人もいるので救われます。是非リ

スポンスお知らせ下さい。 

日常生活を今の所、車を使って暮らしていますが、年を重ねるといずれ運転出来なくなるり、もし

一人暮らしで生きていかなければならなくなると、近くにスーパーや病院、ショッピングが出来る

街に暮らせる環境を望んでいます。富士山の見える港を大切に守りたい！！。 PS 津波による安

全対策をお願いします。 

のどかな町でありなおかつアクアライン等ですぐ都会へ出られる。木更津駅近くの活性化の遅れが

淋しくその他の地区の発展の活性化は良いと思うが、障害者等の外出時の不便な所が残念に思う。

もっとお年寄りなどが歩きやすい道路等の整備を進めてほしい。花草木などの整備ももっともっと

ふやしてほしい。 

東口商店街の空洞化｡ 

飛行機の騒音に日々不快を感じています。まだ、子供が小さく、ぐずってやっと寝たと思いきや飛

行機の音で起こされ大泣きしたり、節電のためエアコンをつけずの窓を開けたくても、開けられず、

こまっています。公共の場（図書館や公園その他市の施設）の利用のしやすさがどうしても他の市

と比べてしまい、設備整った。又、衛生的な市外へ行ってしまいます。（袖ヶ浦の公園や図書館、

君津の図書館など）魅力の感じる施設だといいなぁと思います。 

飛行機の道路が変わったことにより、自宅上空で飛行機が通過する機会が増えたので、その騒音対

策及び調査を積極的にやっていただけるとありがたいです。 

人が住みたい、暮らしたいと思える土地の有効利用。木更津で子育てしたいと思える自然と街の融

合。八幡台、清川、中郷など高齢者が多いが、買い物できる店が少なく不便。民間企業に土地を誘

致するなどの対応をしてみたらどうか？ 

人々の意識の低さをすべてにおいて感じている。環境を整え住み良い地域作りを推進するためには

…… 具体案は難しいですが、もっと PRをした方が良いと思います。 

ヘリコプターと飛行機がとびすぎ｡ 

変質者が多発しているわりに、おまわりさんの見回りや街灯が少なく、車がない学生やお年寄りは

不安だと思います。もっと細い道ほど明るく、バスも多くなるといいと思います。にぎやかで明る

い街になるとうれしいです。 

他の市に比べて公園などをもっと充実させてほしい。自然ともっとふれあえるようにしてほしい｡ 

ほたる野や請西南など新しい所は道も広くお店もたくさんできて良いと思います。昔からの道はキ

ケンな所も多いです。いい公園がない。君津中央公園の様ないろいろな年代の人が集まれる公園が

あったらいいなぁ。きれいな川も。（入れる様な）｡ 

歩道が少し広く歩きやすく｡ 
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表 3-5-42 問 5「本市の環境について、普段感じていることや思っていること」の回答状況（13） 

回 答 

歩道がでこぼこでして、狭いし老人には危険です（高専裏バス停付近特にひどい）。ほたる野の病

院方面への交通がなくて老人には（車に乗れず…）不便。バスの行先等の検討（祇園小通が病院方

面に行くととても嬉しいです。市からの伝言放送がこの辺はとても聞き取りにくいです（祇園 3丁

目）。道路の側溝にフタが無いので老人には（視覚障害がある為）とても危険です。車がすれ違い

よけた時先日足を取られ、けがをしてしまい通院致しました。 

歩道沿い、公園の雑草の処理を早めに。少し大きい運動公園の施設がほしい（無料で使用できる）。

各家庭のゴミ収集をある区画ごとに集積所をつくり、まとめて収集できると良い（道路のゴミ散乱

を防ぐ）｡ 

本市の環境の良し悪しは、比較するものによって違いが出ます。対岸の川崎や東京都内の人たちか

らみたら、非常に良い所だと思います。私は現状に大満足しています。 

本市は環境問題を起こすような大企業や工場が少ないことによる環境保全のできやすい環境にあ

り、好ましいと思っています。環境問題は一人ひとりの問題であり、一人ひとりの活動をお隣に広

げていく活動だと思っています。普段からそうした意識を持って、実際に活動し実践していくこと

が大切だと思っています。小さな一歩がいつか良い効果を発揮してくれるものと信じています。君

津市役所が発行している封筒（今回の案内依頼と同じ大型の封筒）ですが下半分に返信用の封筒に

できるエコが行われています。ご存知でしょうか。小さな一歩ですがこういうことからスタートで

はないでしょうか！！まず行政サイドが見本を示す好例だと思います！！ 

毎月 1回道路のゴミ拾いをして居ます（地域公明グループ）10人～15人。1ヶ所にてポイすてカン、

燃えるごみ、燃えないごみ、7袋～10袋とあります。県外からこられる旅行者の方が見たら、木更

津市の街のあり様が良い気持になるとは思えません。草ものびほうだい。木更津に行くととっても

きれいで、花の街で、もう一度、何度でも旅行で行きたいねと言える所がない。計画的に街づくり

をと強く感じる。せっかくの海、若者が楽しめる何かが必要ではないでしょうか！（やっさいもっ

さい）（夏、花、花火）だけでなく。 

孫達に歩道を歩きなさいと言っていますが白線が消えて全然見えない場所があります。大人でも目

見当で歩いています。雑草が生えている所に散乱ゴミがよくあります（空き地）。ネコの放し飼い

に不満が、玄関に干して置いた長ぐつ等にオシッコ、フンが・・・。 

まずは木更津駅周辺を元気にし、木更津ならではの特長を生かし、木更津市全体を元気な市になっ

てくれたら、いいなと思います。 

町並みの整備、ファサート等の統一性が場所性を強くするのではないかと思う。 

全く個人的な意見で申し訳ありませんが、我が家には小さな子供がいて、公園で遊ばせたいのです

が、近くの公園が野原状態で遊具が一つもありません。子供が多くいる地域の割には何もないので、

市の場所によっては多く遊具のある公園を設けている場所と全く無いの差が大きくあるようなの

で、まんべんなく設置して頂けたら有難いです。 

真舟地区の下水道の整備｡ 

道も広くて、車の数も比かく的少ないと思う。どこに買い物に行っても駐車場が広いところはいい

と思う。 

緑と海に囲まれた自然豊かな市だと思っています。近年は開発が進み｡ 

緑は多く、自然環境には恵まれているのに公園、遊歩道等の整備がなされていない。せっかくの公

園も草だらけでは、さびしく思います。また、駅前の商店のなさ、昔の活気はどうなってしまった

のか？。海・山に恵まれ、自然を生かし、活気のあふれる街に！。市全体の開発を望みます。 

港周辺の海があまりキレイではない。港湾であるのである程度は、どうしようもないが、周辺（袖ヶ

浦、君津等）自治体と協力して、海水の浄化に取り組んでほしい。 

港の大型の船がないと見はらしがいいんじゃないかと港をとおるたびに思ってしまう。（花火大会

の時はないのでとっても見はらしがいいと思ってしまう）｡ 

目の前が東京湾である木更津市は、海からの自然、海を利用した環境を整備する必要があると思う。

例えば、マリーナを設置・整備して海からの訪問客を多く受け入れる環境を整え、活性化させる。

産業の発展につながる海という自然にふれあうことも必然的に多くなる。 

もう少し、緑が多い街で、草もきれいに取ってあるきやすい街並みいいです。 
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表 3-5-43 問 5「本市の環境について、普段感じていることや思っていること」の回答状況（14） 

回  答 

燃えるゴミ袋が近隣の市にくらべ、値段が高い。値段が高いことで袋を購入せずに不法に捨てる人

が出てくると思う。 

矢那川のそばに住んでいますが、この川には鯉が放流されていて市の職員の方が水質検査をされて

いるのを目撃したこともあります。春には川ぞいに桜の花が咲いてまことに美しい景色となります

が残念に思うことがあります。朝夕、犬の散歩に来て糞の始末をしないで放置していく困った人が

いるのです。歩いて買物に行く時も注意して歩いているのです。 

夕刻になる童謡はとても心あたたかくうれしい。（防災無線） 私は買物難民です。車に乗れない

人間も生きている。免許のないものは人間に非ずのようで悲しい。 

夜、星がキレイに見えて、素晴らしい土地だと思いました。また、アクアラインのおかげで都内へ

のアクセスもよく、市内の公共交通機関（バスなど）が充実すれば、他の都市からの観光客も増え、

さらなる活気へつながると思います。もちろん、現在の景観の良さ、というメリットものばしてい

くとなお良いと考えます。 

若い年代には住みやすいと思うが、高齢者には住みづらい。 

我家の周辺は突発的な出来事以外の公害問題等は日常、気にせず生活出来ますがアフターケアが行

き届かない施設や公園等があったり、市（町）全体がゴミ、緑でも雑草が多く美しくない感じがす

る。 

私は木更津市で産まれ育ちましたが」、いつまでも木更津が住みやすくて良い場所であってほしい

です。ゴミ等、平気で捨てる人がいますが、一人一人が心がければキレイで生活しやすい町になる

と思います。大人がこれから大人になっていく子供達の為に手本になるような生活をしなければい

けないと思います。 

私は結婚して木更津に来ましたが、ずっと感じていることは、とてももったいないなぁということ

です。西口の八幡様の辺りですとか、とても風情があり素敵です。西口がシャッター通りになって

しまい人の足が遠のいている現状を何とか出来ないのでしょうか？今月行われますアクアラインマ

ラソンやアウトレットなど、こういうもの事を媒介してもっと沢山の方々に木更津の良さを知って

ほしいです。再開発というよりも、今あるものを利用し、木更津本来の味を引き出してもらいたい

です。 

私は山間部に住宅があり、市街地に仕事場があります。通勤途上の道路の路肩の草刈りがこまめに

行われない為伸び放題です。人の背丈ほどになって初めて機械が入るようですが、人や自転車の通

行が危険です。市内の公園も案外と草丈がはえている所が多いようですね。草刈りや草取りには費

用がかかるのでしょうか？道端にあき缶（ジュース等）やビニール袋の落ちていること、まあ多い

ですね。草刈りをして下さった後などいっぱいあらわれます（これは個人的なマナーとなるでしょ

うが）。車の窓からの投げ捨てゴメン！！ 

私は他人よりもハナがきくらしく、いやなにおいにはとくに弱いようです｡ 

私は通学の為、毎日駅を利用しています。厳根駅では駅構内では禁煙となっていると思いますが、

時折、喫煙している方をお見かけします。そのため、吸いがらが落ちて駅が汚れているように感じ

ます。また、吸いがらだけでなく、ペットボトルやゴミがゴミ箱に入れずに放置されていることが

あります。多くの方が利用する駅で、利用者皆のきれいにしようとする意識が低いように思います。 

私は農業を営んでいますが全体の環境についてはほぼ満足していますが、市に予算があれば水路の

整備をもう少しお願いしたい。 

私は万石区に住んで 2 年ですが少し道路から離れているのでしずかでとても過しやすいです。ただ

この間木更津市役所に行ってある事を相談に行ったのですが、その時の対応が全然ダメでした。何

で自分たちが私々の税金でまかなわれている事を思えばサービス業である事である事がわからいの

か不思議でなりませんです？？これをなおさないと（教育問題）千葉しいては日本がダメになると

思います（いまもう下がっています！！）。 
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3-5-2 小中学生アンケート結果について 3-5-2 小中学生アンケート結果について 3-5-2 小中学生アンケート結果について 3-5-2 小中学生アンケート結果について 

(1)回答数 (1)回答数 (1)回答数 (1)回答数 

回収されたアンケート枚数は 802 枚であった。 

(2)回答結果 (2)回答結果 (2)回答結果 (2)回答結果 

① 問 1 あなたは身のまわりの環境について、どのように思いますか。下の 1～1０の項目

全部について、「満足」、「やや満足」、「どちらともいえない」、「やや不満」、「不満」の 5

つの中から当てはまるものを 1つ選んで、番号に○印をつけてください。 

 

問 1 の回答結果を表 3-5-44、図 3-5-9に、「満足＋やや満足」の項目ごとの順位を表 3-5-45

に、「不満＋やや不満」の項目を表 3-5-46に示す。「満足＋やや満足」を示した回答は、1

位が「電車の利用しやすさ」、2位が「森や林などの緑地の豊かさ」、3位が「空気のきれい

さ」であり、「不満＋やや不満」の項目は、1位が「海や川の水のきれいさ」、「公園や遊び

場などの利用のしやすさ」、「事故や公害がなく安心して暮らせること」であった。 

 

表 3-5-44 問 1 の回答状況 

番号 設問項目 満足 やや満足
どちらとも

いえない
やや不満 不満 全体数

1 空気のきれいさ　 19.1% 35.5% 34.5% 7.8% 3.1% 800

2 海や川の水のきれいさ　 6.0% 19.5% 28.3% 30.8% 15.3% 798

3 森や林などの緑地のゆたかさ　 24.7% 30.3% 29.2% 12.2% 3.6% 795

4 鳥や魚、虫などの生き物とふれあい　 20.8% 26.4% 36.6% 11.2% 4.9% 794

5 まちなみやけしきのうつくしさ　 18.9% 31.0% 30.5% 15.5% 4.2% 794

6 商店街やまちの便利さ　 21.1% 30.3% 29.4% 13.5% 5.8% 793

7 事故や公害がなく安心してくらせること　 21.2% 27.9% 30.0% 15.5% 5.4% 799

8 公園や遊び場などの利用のしやすさ　 22.6% 27.2% 28.9% 14.9% 6.4% 797

9 電車の利用しやすさ　 23.2% 32.7% 29.9% 9.6% 4.6% 799

10 バスの利用のしやすさ　 22.6% 28.8% 35.8% 8.9% 3.9% 796  

 

 

図 3-5-9 問 1の回答状況 
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表 3-5-45 順位別問 1の回答状況（満足＋やや満足） 

順位 設問項目 回答数 全体数 回答率 項目番号

1 電車の利用しやすさ　 446 799 55.8% 9

2 森や林などの緑地の豊かさ　 437 795 55.0% 3

3 空気のきれいさ　 437 800 54.6% 1

4 バスの利用のしやすさ　 409 796 51.4% 10

5 商店街や街の便利さ　 407 793 51.3% 6

6 街並みや景色の美しさ　 396 794 49.9% 5

7 公園や遊び場などの利用のしやすさ　 397 797 49.8% 8

8 事故や公害がなく安心して暮らせること　 392 794 49.4% 7

9 鳥や魚、虫などの生き物とふれあい　 375 794 47.2% 4

10 海や川の水のきれいさ　 204 798 25.6% 2  

 

表 3-5-46 順位別問 1の回答状況（不満＋やや不満） 

順位 設問項目 回答数 全体数 回答率 項目番号

1 海や川の水のきれいさ　 368 798 46.1% 2

2 公園や遊び場などの利用のしやすさ　 170 797 21.3% 8

3 事故や公害がなく安心して暮らせること　 167 799 20.9% 7

4 街並みや景色の美しさ　 156 794 19.6% 5

5 商店街や街の便利さ　 153 793 19.3% 6

6 鳥や魚、虫などの生き物とふれあい　 128 794 16.1% 4

7 森や林などの緑地の豊かさ　 126 795 15.8% 3

8 電車の利用しやすさ　 114 799 14.3% 9

9 バスの利用のしやすさ　 102 796 12.8% 10

10 空気のきれいさ　 87 800 10.9% 1  

 

②  問 2．木更津市の環境をよりよくするためには、何をすればよいでしょう。下の 1～15

の中から 3つ選んで、番号に○印をつけてください。また 1～15のほかに必要なことが

ありましたら、「16．その他」へ記入してください。 

 

問 2 の回答状況を表 3-5-47、図 3-5-10に、順位別問 2 の回答状況を表 3-5-48に示す。回

答のうち、1 位が「海や川の水の汚れをなくす事」、2 位が「お年寄りや体の不自由な人が、

安心して暮らせる様にする事」、3位が「生き物のすみかを守り、鳥や魚、虫などがすめるよ

うにする事」であった。 
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表 3-5-47 問 2 の回答状況 

番号 設問項目 回答数 全体数 回答率

1 自動車の排気ガスや騒音などの公害をなくす事　 181 23%

2 工場の有害な煙や騒音などの公害を無くす事　 128 16%

3 海や川の水の汚れをなくす事　 485 61%

4 工事現場からの騒音や振動を少なくする事　 35 4%

5 外でたくさんのごみを燃やさないようにする事　 115 14%

6 近くのお店などからの騒音をなくす事　 14 2%

7 嫌な臭いを無くす事　 135 17%

8 駅や道路や広場などのごみをなくす事　 199 25%

9 緑や水辺の環境を整え、自然とふれあえる様にする事　 153 19%

10 生き物のすみかを守り、鳥や魚、虫などがすめるようにする事　 241 30%

11 建物などの街並みを美しくする事　 154 19%

12 お年寄りや体の不自由な人が、安心して暮らせる様にする事　 297 37%

13 公園や広場をつくり、遊び場を増やすようにする事　 159 20%

14 電車やバスなどを増やして、交通が便利になるようにする事　 119 15%

15 市の環境を勉強し、話し合い等により良い環境になるようにする事　 51 6%

16 その他 39 5%

799

 

 

 

図 3-5-10 問 2 の回答状況 

 

表 3-5-48 順位別問 2の回答状況 

順位 設問項目 合計 回答数 回答率 項目番号

1 海や川の水の汚れをなくす事　 485 60.7% 3

2 お年寄りや体の不自由な人が、安心して暮らせる様にする事　 297 37.2% 12

3 生き物のすみかを守り、鳥や魚、虫などがすめるようにする事　 241 30.2% 10

4 駅や道路や広場などのごみをなくす事　 199 24.9% 8

5 自動車の排気ガスや騒音などの公害をなくす事　 181 22.7% 1

6 公園や広場をつくり、遊び場を増やすようにする事　 159 19.9% 13

7 建物などの街並みを美しくする事　 154 19.3% 11

8 緑や水辺の環境を整え、自然とふれあえる様にする事　 153 19.1% 9

9 嫌な臭いを無くす事　 135 16.9% 7

10 工場の有害な煙や騒音などの公害を無くす事　 128 16.0% 2

11 電車やバスなどを増やして、交通が便利になるようにする事　 119 14.9% 14

12 外でたくさんのごみを燃やさないようにする事　 115 14.4% 5

13 市の環境を勉強し、話し合い等により良い環境になるようにする事　 51 6.4% 15

14 その他 39 4.9% 16

15 工事現場からの騒音や振動を少なくする事　 35 4.4% 4

16 近くのお店などからの騒音をなくす事　 14 1.8% 6

799
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表 3-5-49 問 2「16．その他」の回答状況 

回 答 

昔のおかしがほしいし、だかし屋をつくってください。 

なるべく、自然を残すようにすること。 

だれでも入りやすく、見えやすいところで遊んで、草など

をカットして、人が見えるようにしてほしい。 

人寄せになるような名物をつくる。 

道路整備してほしい。 

 

③ 問 3．環境をよくするために、あなたがしていることは何ですか。下の 1～10の項目全

部について、「いつもしている」、「時々している」、「あまりしていない」、「これからして

いきたい」の 4つの中から 1 つ選んで、番号に○印をつけてください。なお、1～10の

ほかに、あなたがしていることがありましたら、「11．その他」へ記入してください。 

 問 3の回答状況を表 3-5-50、図 3-5-11に、順位別問 3の回答状況（いつもしている＋時々

している）を表 3-5-51に、順位別回答状況（あまりしていない+これからしていきたい）を

表 3-5-52に示す。 

「いつもしている＋時々している」の回答では、1位は「遠足やハイキングなどでは、ご

みを家に持って帰る」、2位は「水や電気を無駄に使わないように気をつける」、3位は「道路

や公園などに、ごみをポイ捨てしない」であり、「あまりしていない＋これからしていきたい」

の回答では、1位が「家族や友人などと環境問題について話し合う」、2位が「学校や市役所

などの行事に参加する。（エコクラブ等への参加、環境ポスターへの応募など）」、3位が「花

や木を育てる」であった。 

 

表 3-5-50 問 3 の回答状況 

番号 設問項目
いつもし

ている

時々して

いる

あまりして

いない

これからし

ていきたい
全体数

1 水や電気を無駄に使わないように気をつける 36.1% 52.3% 10.0% 1.6% 790

2 花や木を育てる 17.8% 27.9% 41.8% 12.5% 782

3

テレビや、ピアノなどの音に気をつけ、周りに迷惑をかけないよう

にする 41.7% 35.9% 18.7% 3.7% 786

4 ごみをできるだけ出さないようにする 21.1% 42.9% 28.3% 7.7% 788

5 空きカンや古新聞などのリサイクルに協力する 27.0% 28.8% 33.7% 10.6% 786

6 清掃、美化活動に参加する 15.4% 31.3% 38.9% 14.4% 779

7 道路や公園などに、ごみをポイ捨てしない 61.4% 20.3% 14.3% 4.1% 784

8 遠足やハイキングなどでは、ごみを家に持って帰る 71.9% 18.8% 7.5% 1.9% 789

9 学校や市役所などの行事に参加する 14.7% 25.5% 42.0% 17.9% 784

10 家族や友人などと環境問題について話し合う 4.6% 17.2% 49.7% 28.5% 779  
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図 3-5-11 順位別問 3の回答状況（いつもしている+時々している） 

 

表 3-5-51 順位別問 3の回答状況（いつもしている+時々している） 

順位 設問項目 回答数 全体数 回答率 設問番号

1 遠足やハイキングなどでは、ごみを家に持って帰る 715 789 90.6% 8

2 水や電気を無駄に使わないように気をつける 698 790 88.4% 1

3 道路や公園などに、ごみをポイ捨てしない 640 784 81.6% 7

4

テレビや、ピアノなどの音に気をつけ、周りに迷惑をかけないよう

にする 610 786 77.6% 3

5 ごみをできるだけ出さないようにする 504 788 64.0% 4

6 空きカンや古新聞などのリサイクルに協力する 438 786 55.7% 5

7 清掃、美化活動に参加する 364 779 46.7% 6

8 花や木を育てる 357 782 45.7% 2

9

学校や市役所などの行事に参加する（エコクラブ等への参加、環

境ポスターへの応募など） 315 784 40.2% 9

10 家族や友人などと環境問題について話し合う 170 779 21.8% 10  

 

表 3-5-52 順位別問 3の回答状況（あまりしていない+これからしていきたい） 

順位 設問項目 回答数 全体数 回答率 設問番号

1 家族や友人などと環境問題について話し合う 609 779 78.2% 10

2

学校や市役所などの行事に参加する（エコクラブ等への参加、環

境ポスターへの応募など） 469 784 59.8% 9

3 花や木を育てる 425 782 54.3% 2

4 清掃、美化活動に参加する 415 779 53.3% 6

5 空きカンや古新聞などのリサイクルに協力する 348 786 44.3% 5

6 ごみをできるだけ出さないようにする 284 788 36.0% 4

7

テレビや、ピアノなどの音に気をつけ、周りに迷惑をかけないよう

にする 176 786 22.4% 3

8 道路や公園などに、ごみをポイ捨てしない 144 784 18.4% 7

9 水や電気を無駄に使わないように気をつける 92 790 11.6% 1

10 遠足やハイキングなどでは、ごみを家に持って帰る 74 789 9.4% 8  

 

④ 問 4.あなたは、市の環境や、市にいる動物や植物のようすなどについて、どのようにし

て知りますか。あてはまる番号すべてに○印をつけてください。また、1～11 のほかに、

知る方法がありましたら、「12．その他」へ記入してください。 
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 問 4の回答状況を表 3-5-53、図 3-5-12に、順位別問 4の回答状況を表 3-5-54に示す。問

4 の回答で、1位は「テレビ・ラジオ」、2位は「学校」、3位は「家族や親戚」であった。 

 

表 3-5-53 問 4 の回答状況 

番号 設問項目 回答数 全体数 回答率

1 新聞 262 33.9%

2 テレビ・ラジオ 517 66.9%

3 市の広報誌 175 22.6%

4 市の広報以外のお知らせ 48 6.2%

5 雑誌・資料 155 20.1%

6 学校 458 59.2%

7 家族や親戚 376 48.6%

8 友だち 289 37.4%

9 学習塾 87 11.3%

10 講習会や展示会 32 4.1%

11 インターネット 305 39.5%

12 その他 53 6.9%

773
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図 3-5-12 問 4 の回答状況 

 

表 3-5-54 順位別問 4の回答状況 

順位 設問項目 回答数 全体数 回答率 項目番号

1 テレビ・ラジオ 517 66.9% 2

2 学校 458 59.2% 6

3 家族や親戚 376 48.6% 7

4 インターネット 305 39.5% 11

5 友だち 289 37.4% 8

6 新聞 262 33.9% 1

7 市の広報誌 175 22.6% 3

8 雑誌・資料 155 20.1% 5

9 学習塾 87 11.3% 9

10 その他 53 6.9% 12

11 市の広報以外のお知らせ 48 6.2% 4

12 講習会や展示会 32 4.1% 10

773
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「その他」の回答状況は表 3-5-55のとおりであった。 

 

表 3-5-55 問 4「その他」の回答状況 

回 答 回答数 

自分で見て知る｡ 16 

図書館｡ 5 

みのまわりにある。 2 

本｡ 2 

習い事 1 

おじいちゃん森へいく（かめやまへいく）｡ 1 

ゴミを 2ヶ月に 1回ひろう。 1 

チャレンジでしる。 1 

つりなどに行ったとき見かける。 1 

家のうら山。 1 

家族。 1 

公民館など。 1 

市からのメール。 1 

自分。 1 

自分でさがす。 1 

知人から聞く。 1 

通りすがり。 1 

動植物のこと。 1 
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⑤ 問 5．あなたの通っている学校はどこですか。下の番号から選んで、○印をつけてくだ

さい。 

 問 5の回答数を表 3-5-56に示す。回答の最も多かったのは、木更津第一小学校と祇園小学

校の 38件、ついで波岡小学校と岩根中学校、畑沢中学校の 35件であった。 

 

表 3-5-56 順位別問 5の回答状況 

番号 学校名 回答数
1 木更津第一小学校 38
2 木更津第二小学校 33
3 東清小学校 10
4 西清小学校 22
5 南清小学校 26
6 岩根小学校 21
7 波岡小学校 35
8 鎌足小学校 11
9 金田小学校 15
10 中郷小学校 10
11 清見台小学校 25
12 高柳小学校 26
13 馬来田小学校 28
14 富岡小学校 7
15 祇園小学校 38
16 畑沢小学校 28
17 請西小学校 29
18 八幡台小学校 28
19 木更津第一中学校 34
20 木更津第二中学校 31
21 木更津第三中学校 29
22 岩根中学校 35
23 鎌足中学校 16
24 金田中学校 27
25 中郷中学校 17
26 富来田中学校 33
27 太田中学校 30
28 畑沢中学校 35
29 岩根西中学校 21
30 波岡中学校 33
31 清川中学校　 31  
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⑥ 問 6．あなたが市の環境について、いつも感じていることや思っていることを自由に書

いてください。 

 問 6の回答状況については、表 3-5-57～表 3-5-86のとおりである。なお、回答について

はキーワード毎に整理した。 

 

表 3-5-57 問 6 の回答状況（1） 

回 答 
キー

ワード 

生き物がたくさんいて、いいと思います。公園のゆうぐを増やして、ほしいです。ごみ収集車が多く

て、たすかります。 
良好 

緑がある場所とあまりない場所の差があるけれど、木更津市はけっこう便利だと思う。 
良好 

とても海がきれいで気持ちいい。 
良好 

自然が多い。 
良好 

自然豊かなとこ。 
良好 

緑がたくさんあり、きれい。 
良好 

公園でゴミがあっても、せいそうしてくれている人がいるので、いつもとてもきれいです。 
良好 

とてもすみやすい街です。 
良好 

公園によくゴミがすててある。公園や広場などが少しすくないと思う。公園などでそうじをしている

人がよくいて、とてもいいと思う。 
良好 

海がきれいでいい。 
良好 

緑が多くていいと思う。 
良好 

アウトレットやベイシアなどができて、とても便利になっていると思う。けれど、交通事故が増えて、

事故がおきないか心配。 
良好 

自分の市はあまり住みやすい環境とは、言えないけど自然豊かな良いところだと思いました。 
良好 

私の住んでいる中郷はお店が少なく、とても不便だと感じていましたが、その反面、田んぼがとても

多く、すごく住みやすいなと思いました。これからも、まわりの環境に気を配りたいです。 
良好 

私の住んでいる富来田は自然が豊かで、空気がきれいで生き物とも触れ合えます。だから、この環境

でいいと思います。 
良好 

木更津市の自然は初めて最近ふれられた。 
良好 

家にいると季節の虫や鳥の声が聞こえて、自然が豊富の場所。 
良好 

自然が多い。 
良好 

雰囲気があって、とてもいい所だと思う。けど、ちょっと買い物施設などが薬局しかないので、不便。

環境的には断然いい。 
良好 

景色とかが美しいこと。 
良好 

空気がおいしい。 
良好 
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表 3-5-58 問 6 の回答状況（2） 

回 答 
キー

ワード 

けっこう雰囲気があっていい所だと思う。けれども、ゴミが落ちていたり、川などが汚れていている

のが、気になってくる。でも、人々は暖かい心をもっていていい所だと思う。 
良好 

お店がいっぱいあって便利。 
良好 

緑がたくさんあっていいなと思います。 
良好 

自然がいっぱいあって、すごくいいと思います。でも、もう少し交通を便利にしたほうがいいと思い

ます。 
良好 

駅はけっこうきれい。 
良好 

そこまで環境が悪いわけではないから普通に快適に生活ができているから、そんなにすごい気にしな

くてはいけないと思う程ではないと思う。 
良好 

田や畑がいっぱいあること。自然がいっぱいのこと。 
良好 

友達いること、家族がいることがくらしやすい。 
良好 

空気がきれいで、森や林がいっぱいあっていいと思いました。南清小は、周りに森や林が多くて、す

ごくいいところだと思います。 
良好 

緑がいっぱいで、いつも静か。静かだから、少しの音でも目立つので、そこをもうちょっと、良くし

ていきたい。 
良好 

とても通学路におちているごみが、すくなくいいと思う。110 番が通学路にあるので安心できる。生

き物のすみかがすくないから多くなってほしい。 
要望 

もっといろいろな生き物と遊べるところがあるといいと思う。畑沢川をきれいにして、生き物がすめ

たり、およげたりできる川にしてほしい。 
要望 

だがし屋のおかしをたべてみたい。ぼくの公園の近くにつくってください。いっぱいいきますから。 
要望 

ほた野は、自然や森や海がたくさんあり、それで森や海にゴミをすてないでほしい。 
要望 

近くに、だがしやがあるといい。近くに、アピタなど大きいお店しかないから。 
要望 

だがし屋のおかしをたべてみたい。公園などの近くに、だがし屋を作って、友達と食べると楽しいか

ら。 
要望 

学校の周りの森がなくならないでほしいです。家の周りに店はたくさんありますが、だがし屋がない

ので、だがし屋がほしいです。前よりも、車やトラックがたくさんなので、白さぎなどの生き物がい

なくなってしまって悲しい。道にゴミがすててあると、きれいではないので、すてないでほしい。 

要望 

しずかで、空気がおいしい。もうすこし、コンビニをふやしてほしい。だがし屋がほしいです。海に

ゴミをすてないでほしい。 
要望 

周りにたくさんの自然に囲まれていて、とてもすごしやすいと思います。自然で遊ぶこともできるの

で、とても楽しいです。ゴミがたまに落ちているので、そこを直してほしいです。それと、近くにだ

がし屋さんが、ほしいです！ 

要望 

だがし屋がほしい。とても、近くにだがし屋ができたら、べんりだとおもいます。だがし屋サイコー。 
要望 

このとちは、すごくゆたかでいいです。自然がいっぱいで楽しいです。ゴミをもうすこし、へらした

いです。あと、家の近くにだがし屋がほしいです。すごく、やくにたつと思います。ほたる野でも近

くに公園があってべんりにつかっています。 

要望 

近所で小さな子供たちが道路や空き地で遊んでいます。あぶないので、遊び場をふやしていただける

とうれしいです。だがし屋などがあると、子供達も楽しめると思っています。木更津市には電車が少

ないと思っております。少しでも働いている大人達の交通が便利になると良いと思います。 

要望 

 

-66-



 

 

 

表 3-5-59 問 6 の回答状況（3） 

回 答 
キー

ワード 

南清小学校はとてもすごい緑にかこまれていてゆたかですが、中尾はライトが少なくて夜はとてもこ

わくて不安です。なので、もう少し多くライトをおいてほしいことと、南清小の周りにだがし屋がほ

しいです。近くになくて、とてもふべんになっています。なので、ぜひつくってほしいです。 

要望 

南清小の周りは森林、自然が多くてとても良い学校だと思います。南清小の近くに、だがし屋さんが

ほしいな～と思います。 
要望 

海や山のゴミのぽいすてをやめる運動をしたほうが、良いと思います。うちの前は車通りが多いので、

横断歩道をつくってほしいです。 
要望 

ゴミ収集車が来てくださるから、助かる。お店などがいっぱいあって、助かるし、楽しい。もう少し、

図書館の本を多くしてほしい。 
要望 

無人販売があり、いちいち買い物に行かなくてもいいのですむと思います。信号をふやして、ほしい。 
要望 

公園などたくさんあって、とても楽しいです。木更津市には、海や森などがたくさんあり、いいと思

います。図書館をもっと、増やしてほしいです。 
要望 

木更津は自然があふれている。図書館の本を増やしてほしい。いじめなどに目をつけてほしいです！ 
要望 

ごみ収集車がいつもきてくれて、とても助かります。図書館があるのはいいけれど、もっとたくさん

の本があるといいとおもいます。 
要望 

ゴミ収集車がきてくれるので、たすかります。公園が近くにあって便利です。公園の遊具がこわれて

いることがあるのでなおしてください。 
要望 

ぼくは、海にごみがあって、ぼくも協力したいと思っています。公園がたくさんあって、たすかりま

す。図書館の本をもっと調べられるように、もっと本をふやしてください。 
要望 

森がふえてほしいです。ゴミを拾ってくれています。しんごうが早くて、人々が通れないので、なお

してほしいです。 
要望 

プールをつくってほしい。店が少ない所に店をつくってほしい。川をきれいにしてほしい。 
要望 

自然がたくさんある。ゴミ箱をかえてほしい。 
要望 

道路や川などへのポイ捨てを減らしてほしい。ポイ捨て無しや、リサイクルなどに協力する様に店な

どによびかけてほしい。森林を残して工事などで空気をよごしたりしない。 
要望 

プールをきれいにしてほしい（ひろくしてほしい）。 
要望 

自然が多くて良い。リサイクルをやる。ゴミをすてないでほしい。 
要望 

プールを作ってほしい。木更津に有名なものをつくってほしい。 
要望 

森や木がいっぱいあって、きれい。ゴミがたまに道路に落ちているときがあるからひろってほしい。 
要望 

もっと、海や干潟をもっときれいにした方がよい。金田はいなかなので、おとしよりが安心して、く

らせるようにしたほうがいい。 
要望 

道路のゴミやかんが、おちているからすてないでほしい。 
要望 

事故が多いからへらしてほしい。 
要望 

もっと、自然をふやしたほうがいい。 
要望 

川とかがきたないし、かべとかに、落書きなどがあるから直した方がいい。 
要望 
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表 3-5-60 問 6 の回答状況（4） 

回 答 
キー

ワード 

道ばたに落ちているゴミを拾っていても、拾いきれないので、ポスターを作って、はってほしいです。

夜、駅の前が、ほかの駅より暗いので、子供達が危ないので電灯をもう少し増やし、パチンコ屋は駅

の近くにない方が良いかと思います。 

要望 

もうすこし、自然を増やしてほしい。生き物の環境をもっと増やしてほしい。CO2について考えてほ

しい。交通機関はしっかりしてほしい。 
要望 

ぼくのとなりの家がよくゴミをもやすのでやめてほしい。 
要望 

スクールバスをだしてほしい。 
要望 

電車やバスをふやしたりしてほしい。田んぼを大事にしてほしい。しもごうりに商店がほしい。コン

ビにをふやしたい。 
要望 

ゴミを捨てないでほしい。スクールバスをだしてほしい。大きい店をふやしてほしい。 
要望 

遊べる所をもっとふやしてほしい。でっかいスーパーがもっとあるといいなと思います。スクールバ

スをだしてほしい。 
要望 

電車やバスなどをふやしてほしい。 
要望 

公園や電車、バスをふやしてほしい。買い物がしやすくしてほしい。スクールバスを出してほしい。

他の学校との交流を増やしてほしい。緑を守っていきたい。 
要望 

もっと、緑（自然）をたくさんふやすといいと思います（生き物）。 
要望 

木更津駅の西口が寂しい。アウトレットまでの道を通してほしい。富士見通りの活性化。木更津～金

田、木更津～君津、木更津～久留里、国道 127・16号の整備。 
要望 

木更津市が全体的にもっと、きれいになったらいいなと思う。 
要望 

畑沢川がすごくきたなくて、くさいです。市のほうでどうにかしてください。 
要望 

木更津市は、もっと商店街や、町を明るくして、そしてもっと街をきれいにして、他の県の人にもき

てもらったりして、観光もやっていくといいと思います。 
要望 

お年寄りや体が不自由な人のためにも、もっと安心してくらせるようにすることが大切だと思いま

す。あと、生き物や植物などが住みやすい環境にすることも大切だと思います。 
要望 

川や海がきたないと思います。だからゴミをすてないように、「かんばん」とかを作っておいとけば

いいと思います。「ポイ捨て」をしないようにゴミ箱をどこにでもおいとけばいいと思います。 
要望 

どうぶつむし。そういう、きけんなどうぶつでも、ぜつめつきしゅとかでも、もうちょいみたいし、

そういうことをもっとしてもらいたいです。おねがいします。 
要望 

駅によくゴミがあるので、見つけたらゴミ箱にすてたほうがいいと思います。あと、ゴミ箱をもう少

しふやしたほうがいいと思います。海岸にあるゴミをひろう活動をしたほうがいいと思います。 
要望 

空き地に草がすっごくのびていて、歩道にはみだしているから、じゃま。八幡台のほうの山下公園が、

暗くて危ないから（木もはえていた、たくさんだからはいりやすくてみえにくい）なんかしたらいい。 
要望 

ゴミが落ちていたり、それを見逃したりしているから、人の心からきれいにしていけばいいと思って

いる。ゴミが出ると、ゴミ箱がなくて、ポイ捨てすると思うから、各地にゴミ箱をふやせばいいと思

う。 

要望 

木更津市は、海にゴミなどがすててあるから、海をもっときれいにしたほうがいいと思う。 
要望 

きれいな川をつくる。ポイ捨てをやめる。いま、たくさん魚をとりすぎないで、みらいのぶんがなく

ならないようにする。 
要望 

公園ではできるだけ、ボール遊びができたほうがよいと思います。子供にも、大人にも楽しめるお店

がほしいです。（雑貨やさんなど） 
要望 
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表 3-5-61 問 6 の回答状況（5） 

回 答 
キー

ワード 

公園にゴミ箱をつくったら、ポイ捨てしないですむと思う。公園の遊具をふやしたほうがいい。川と

かのゴミをへらしたほうがいい。お店をもっとふやしたほうがいい。（ようふく、くつ） 
要望 

草むらのなかにゴミがあったり、たてものなどにいたずらがきや海にたくさんのゴミがあったので、

海の中にはいりずらかっので、ゴミやいたずらがきをなくしてもらいたいです。 
要望 

もっと、行事を増やして、いろいろな人が参加してほしい。市役所からの放送し、行方不明名をなく

してほしい。不審者が多いときは、学校下校と同じ時に見回りをしてほしい。夜は特にこわいです。

よろしく願いします。 

要望 

もっと木更津市を全国、全世界にアピールする。空き地や市有地をもっと、公園やしばふや公共施設

を作ったり、有効活用する。 
要望 

環境をよくするために、生き物の住みかをまもる。山とかをけずって家を作らないで、魚とかも海を

うめたてないようにする。 
要望 

ポイ捨てなどがかなり目立つので、直して行くと良いと思います。店なので（スーパーマーケットな

ど）子供がふざけている。それも、注意。入りにくく、見えにくい所は近くの人が、草をかったりし

てほしいです。ガードレールをふやしてほしい。道はばが小さいところを大きくし、事故をへらして

ほしい。（危険なので）ヘルメットをかぶって自転車に乗ってほしい。 

要望 

人々がゴミをすてないように意識をすること。木をじゃまにして切りたおさないようにするなどの工

夫をして、ポスターなどをはり、自然を大切にしたら良いと思います。 
要望 

自然をまもることをしたほうがいいと思う。命をまもることをしたほうがいいと思う。一軒家をつく

るより、マンションをつくって、山をできるだけ、けずるのを少なくする。 
要望 

年寄りや体の不自由な人のために電車などのすわりばとかする。 
要望 

お店を羽鳥野とかにつくってください。たとえば、雑貨や、だがしやなど。なんでも、いからお店を

作ってください。おねがいします。 
要望 

もう少し木をふやしてほしい。 
要望 

あんまり、木更津市についてわからないコトが多いので、号外でこんなコトがあったよとか、新聞み

たいなものを発行してほしいです。 
要望 

郵便局前に路中している人をどうにかしてほしい。家から車を出せない時がある（月末とか年末）。 
要望 

市役所の放送の声のがかつぜつが、悪くて聞き取りずらい。（もごもごしてる）。 
要望 

道路を直す前に、学校を直すようにしてください。意味のないところに、信号をつけないでください。 
要望 

生活に不便があり、駅前（西口や東口）に店がなく遠くまで行かなければないので、どうにかしてほ

しいと思います。 
要望 

もうすこしまわり見て、どこがどう悪いのか、なにをしたらいいのか考えてほしいって思いました。 
要望 

すごく田舎。もう少し都会に。 
要望 

安心して遊びやすいところをつくってほしい。 
要望 

アニメイトやジャンプショップが近くにない。アウトレットの近くに作ってほしい。 
要望 

公園や道、いろいろな場所から、ゴミが前は多かったけど、だんだんへってきて環境はよくなってき

ているので、もっと心がけることと、排気ガスをなくした方が一番地球には、いいと思います。 
要望 

木更津市ではないですが、宮崎県など、東日本大震災で災害のあった市を早くきれいにして、暮らし

やすい市を作ってほしいです。特に、瓦礫などを早くなくすなど。 
要望 

公園などにゴミを捨てる人がいるから、ゴミ箱をおいたほうがいいと思う。 
要望 
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表 3-5-62 問 6 の回答状況（6） 

回 答 
キー

ワード 

夏休みにクワガタ虫をとりにいくと、いままであったはずの木が切られていたり、その周辺に家が新

しくできて、すみかがなくなったりしているから、木を切ることや家を建てるのをやめてほしい。家

を建てるなら、うめたてしてたててください。 

要望 

ゴミ拾いの活動がいっぱいあっていいと思う。草がのびっきている。 
要望 

通学路がせまくて、車との距離が近くて怖い。この通学路はなるべく通らないでと学校にいわれるけ

ど、この道の方が早くつくからどうしても使う。道を広くしてください。 
要望 

なぜ、木更津市にはバスケットコートがある公園がないのかといつも感じています。 
要望 

何もやる気もなく、全く動こうともしない。行事に熱心なのはわかるけど、もうちょっと勉強につい

て考えてもらいたい。けれども木更津のよさもあるので、リニューアルのようなものをせず、木更津

のふんいきを残しておいてもらいたい。何だかんだいっても、木更津大好きです。がんばって下さい

ね。 

要望 

もっと町をきれいにしてほしい。遊べる所をつくってほしい。 
要望 

近くに図書館ができてほしいです。 
要望 

電車の本数がいい感じ。景色が良いところを増やしてほしい。 
要望 

学校の設備をよくしてほしいです。 
要望 

近くにもっと遊ぶ場所がほしいのと、安全に道をわたりたい。 
要望 

公園を広くしてほしい。 
要望 

岩根駅に快速を止める。 
要望 

川をきれいにしてほしい。学校の設備を新品かきれいにしてほしい。 
要望 

自分はアウトレットや様々な便利な公共施設が出来るのは人から見るととても良いと思いますが、環

境としてはあまりよくないと思いますが、環境としてはそのせいでゴミのポイ捨てなど、環境として

はあまりよくない状況だと思います。そのために市で年に 3 回の美化活動をおこなうなど全員で、取

り組んでやれる作業をして自然を守りつつも、安心して暮らせる町になれば良いと思います。 

要望 

最近いろいろな建物ができて、便利になったと思った。これからも、どんどん発展させていってほし

いと思う。 
要望 

まず、海のゴミをきれいにした方が良いと思う。海や干潟のゴミをきれいにしたら、少しはよくなる

んじゃないかと思う。 
要望 

海にゴミとかがあるから、それをボランティアの人たちや学校の先生や生徒が拾って、きれいにすれ

ばいいと思います。 
要望 

自然はいいんですけど、ゴミのポイ捨てがあるので、そこのところをみんなで直してほしいです。 
要望 

もっと、デパートとか買い物ができるところが近くにほしい。電車も増やしてくれたらいいなと思い

ます。 
要望 

外でゴミを燃やすのをやめてほしい。 
要望 

駅が少ないため、家から遠くに行くのに車で行かなければならないので、とても不便。もっと、交通

網を発達させてほしい。 
要望 

駅前にもう少し植物があってもいいと思います。景観を整備した方が、暮らしやすくなると思います。 
要望 
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表 3-5-63 問 6 の回答状況（7） 

回 答 
キー

ワード 

こんなんやっても、実際市は何もやってないじゃないですか！！そんなんだから絶滅動物を出したり

北極や南極の氷をとかしたりするんだよ！！一体、何を考えているんだよ！！ 
要望 

汚らしい。 
要望 

木更津駅前の商店街をもっと、活性化したほうがいい！木更津の特産物をふやしたほうがいい。 
要望 

たまに、公園や道路の脇にゴミが落ちているのが少し残念だな～と思います。もっと、ポイ捨てがで

きなくなるくらい、きれいな環境ならゴミも増えないと思います。あとは、みんなで美化作業をする

取り組みがこれからも、機会が増えることを望んでいます。きれいな町で暮らしていきたいです。 

要望 

駅までが遠い。川が汚い。遊び場、デパートなどができてほしいなどと思いました。木更津市をもっ

と、明るくキレイな町にしたい。 
要望 

神奈川から木更津に来たとき、製鉄所の影響で空気が汚れているのが気になった。仕方ないがないの

もわかるけど、もう少し変えてほしいと思います。 
要望 

川や水をもときれいにしてほしい。遊ぶ場所があんまりない。 
要望 

周りの人がきちんときれいにしてほしい。 
要望 

道路とかに落ちているゴミなどが多いのでへらしてほしい。川などにもゴミがたくさんあったりする

のでひろうように努力したい。 
要望 

木更津駅のにぎやかさが足りないと思います。ふつう、駅周辺が一番にぎやかだと聞くので・・・・。

塾などがたくさんそろっていいと思うのですが、空いている店舗をもっと商店街のように埋めようと

したほうがいいと思います。 

要望 

もう少し年寄りに気を配ると、この市がよくなると思う。 
要望 

市役所をもっと近代的にしたほうが良い。もっと、ショッピングセンターをゆうちしたほうが良い（特

にトイザウスなど）。 
要望 

よくタバコのポイ捨てを見るのでそこをなくしてほしい。 
要望 

私はみんなに木更津市をいい環境にしてほしいです。そのためには、ポイ捨てなどをやめればいいと

思います。 
要望 

かべに、らくがきがたまに書いてあるから、すごくいやな気持ちになっているから、木更津のみんな

にらくがきはやめてほしい。もっと、水や電気を大切に使ってほしい。 
要望 

空き地によく、ポイ捨てがあるから気をつけてほしい。 
要望 

環境が悪すぎること。ポイ捨てが多すぎ。安全にくらせるようにしてほしい。 
要望 

ポイ捨てをなくしてほしい。 
要望 

この学校のまわりは良いけれど、駅前は不良が多くて、あんまり行けない。そこらへんの人がポイ捨

てするから道がきたない。そう言うのをふつうにする人をなくしてほしい。大変ですけど。 
要望 

不審者が最近多く、事件にあう人が多いと思うので、見回りなどをしてほしい。 
要望 

私は夜寝て、ベットに入って、しばらくすると、よく公害（バイクの音）でねむれないことがあるの

で、木更津市のけいさつかんが、夜そのようなことがないように、パトロールしてほしいです。 
要望 

バイクのゴォーって音だったり、工場からでるガス。ちょっと、汚いかなと思います。もっと、住民

のことを考えて住みやすくしてほしい。協力してくれるというが、全く見られない。何かって言うと

いつもやってくれるのが遅いと思います。 

要望 

公園や町のゴミをなくしてほしい。もっと公園などの遊び場を増やしてほしい。 
要望 
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表 3-5-64 問 6 の回答状況（8） 

回 答 
キー

ワード 

川や海をもっときれいに、ゴミのない場所にしてほしい。 
要望 

ゴミを捨てずにきれいな木更津にしたい。出したゴミはポイ捨てせずにきちんと家にもって帰ってほ

しい。 
要望 

道路を広くしてゴミをなくしたい。植物をもう少しうめてほしい。 
要望 

ゴミをポイ捨てをして、ゴミがどんどん道路や海などに落ちているから、きちんとゴミ箱に捨てたり、

家に持ち帰ってほしい。 
要望 

いつも出かける時にゴミが、学校の近くにおちているときがあるので、ポイ捨てをしないでほしい。 
要望 

すこしゴミがおちていて、ちょっときたない。もうすこし、ゴミをおとしたりするのをやめてほしい。

あと、ゴミがおちているのに気がついたら、ひろってゴミ箱にすててほしい。 
要望 

やな川に近い、原だ公園では夏の夜に、たまにホタルがいます。駅前にタバコをおとさないでほしい。 
要望 

お店では、エコバックがうっていて、スーパーのふくろのゴミがでないようにしているので、エコバッ

クをつかえる店をふやしてほしいです。ゴミ収集ありがとうございます。 
要望 

川や海にゴミがすてられているので、ゴミをすてないでほしいと思いました。 
要望 

ポイ捨てしている人が多いので、ゴミをポイ捨てしないで、しっかりゴミ箱や家に持ち帰ってほしい。 
要望 

ゴミをへらしてほしい。 
要望 

海がすこしきたない。ポイ捨てをしている人がいるので、ポイ捨てをしないように、よびかけてほし

い。 
要望 

海の砂の上とかにゴミを捨てている人がいるので、捨てるのをやめてほしい。公園とか、いろいろ缶、

おかしのゴミビニール袋とかすてているのでやめてほしい。とくにポイ捨て。 
要望 

自分の近くでタバコをすわせないでほしい。公園とかには、ゴミをおいて帰らないでほしい。 
要望 

畑沢川にポイ捨てされたゴミがたくさんあるので、ゴミをあつめる運動などをしてほしいと強く思っ

ています。 
要望 

海がきたないから、魚が死んじゃって魚が食べられなくなくなるし、海水浴場までゴミが流れてくる

かもしれないから、ゴミをすてないでほしい。 
要望 

たまに、ゴミがおちているので、おとした人はちゃんと家にもって帰ってほしいと感じた。 
要望 

ゴミをすてないようにしたいです。たばこのすった後のしまつを、しっかりやってほしいと思いまし

た。 
要望 

アウトレットができてから、ゴミがとても多くなってきた。工事の人の昼食のコンビニ弁当のゴミが

多くて汚い。海が臭い、汚い（ゴミが多い）。もっと、遊ぶ場所がほしい。 
要望 

通学路で、いつも「矢那川」を通っている時に、ゴミが落ちていたりして、川が、少しにごっている

ような気がしました。きれいな川にしてほしいので、ゴミなどのポイ捨ては、やめてほしいです。 
要望 

ゴミも多く、設備があまり整ってないので、都市部のようにしてほしい。 
要望 

もう少し、駅周辺を発展させてほしい。久留里線の本数を増やしてほしい。 
要望 

交通網が不便なので、順時に改制してほしい。 
要望 

もう少し、電車やバスの交通をよりよくしてほしいと思います。 
要望 
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表 3-5-65 問 6 の回答状況（9） 

回 答 
キー

ワード 

6 時台にもバスを乗れるようにしてほしい。 
要望 

電車やバスなどをふやしてほしい。バスの本数が少ない、不便。年度末の水道工事のときの交通が不

便。 
要望 

たまみまち通りなどの駅近くの通りを通ると、シャッターが閉まっているのを見ます。なので何か

シャッター通りをどうにかしてほしいと思います。 
要望 

私は駅の回りの植え込みに花をうえてほしいです。 
要望 

公園をもっと作ってほしい。 
要望 

森がたくさんあって、自然にいいと思います。公園の遊具がこわれているので、なおしてほしい。図

書館をもっと、ふやしてほしい。ゴミすてばがきたないときがあるので、気をつけてほしいです。 
要望 

もう少し、公園などの遊び場をふやしてほしい。のびほうだいの草をかりとってほしい。 
要望 

安全に学校まで歩けるように、道の幅を広くしたり、歩道を作ってほしいと思います。 
要望 

もう少し道路の凹凸をなくしたり、事故防止で、信号をつけたりしてほしい。あとは、学校の設備を

便利にしてほしい。 
要望 

夜に外から大きな声が聞こえたりするので、注意してほしい。公園で安心できるように電気がきれて

いるのでつけかえてほしい。カーブミラーをつけてほしい場所がいくつかある。 
要望 

川や海がよごれているのできれいにしてほしいです。 
要望 

もっと商店街をふやすと便利になる。環境をもっと良くするため道に花などを植えてほしい。 
要望 

水がきたないのできれいにしてほしいです。 
要望 

もうすこし海をきれいにしてほしい。町をもうすこしきれいにしてほしい。 
要望 

排気ガスをなくしてほしい。 
要望 

川や海がきれいになってほしい。 
要望 

もうちょっと森を増やしてもらいたい。 
要望 

もっと、お年寄りが住みやすい環境にしてほしい。 
要望 

海がきたない。緑をもっとゆたかにしてほしい。 
要望 

木更津は自然がいっぱいだけど、暴走族がたまにいて、うるさいのでなくしてほしい。あと、だがし

やがほしい。 
要望 

田んぼにほたるがいて、水がきれいだなと思いました。空気もおいしいです。しかし、近くで野焼き

（ゴミを燃やす）をしているので気をつけてほしいです。 
要望 

もう少し、海をきれいにしてほしいです。 
要望 

海や川がもっときれいになって、魚や動物がもっとすめるようにしてほしいと思っています。ときど

き、くさいにおいがするのも、もしやとかんじてる。 
要望 

公園の利用が楽なので、いいと思います。歩道と車道のかんかくを広くしてほしいです。近くに映画

館のような物があるといいと思います。 
要望 
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表 3-5-66 問 6 の回答状況（10） 

回 答 
キー

ワード 

公園がたくさんあってたすかります。木更津は川や海が多いですが、海や川の水がきたないので、き

れいにしてほしい。 
要望 

ゴミを出して、しっかり時間どうりに来るからいいと思います。緑がたくさんあっていいと思います。

緑がもっとあったほうがいいから、木、苗などを植えてほしいです。夜、寝るとき、車の音が多いの

で、なくしてほしいです。 

要望 

公園にクギとかおちているので、そんなことのないようにしてほしいと思います。 
要望 

いろいろな建物ができて、木などを切りたおしたり、いろいろ自然をなくしているので、少しは減ら

ないようにしてほしい。 
要望 

となりの家の庭でゴミを燃やすのをやめてほしい。海にゴミをすてたりする人や生き物を捨てる人が

いるのでやめてほしい。 
要望 

生き物のすみかを守り、鳥や魚、虫などがすめるようにすること。人数が減っても富岡小をなくさな

いでほしい。 
要望 

川がきれいになって、山をけずらないでいてほしい。もう少し緑がふえて鳥や魚、虫がふえてほしい。 
要望 

畑沢川をきれいにしてほしい。もうちょっと空き地をへらしてちがうことに利用してほしい。 
要望 

畑沢川がきたないからもっときれいにしてほしい。 
要望 

いつも市役所の前をとおると、川がくさい。信号むしが多すぎ。おばあさんやおじいさんが一人で歩

いているところを見てあぶないと思う。いつも、公園にいくとたまに、前まであった、ブランコがな

くなってなにもない。駅とかのほうの小学校の子達がたまにあぶないと思う。道路のかんばんが、見

えない。自転車が、歩行者の道をはしっていいのか、看板がなくて、すごくこまる。畑沢川をきれい

にしてほしい。ほどうきょうがなくてこまる。川にゴミをすてるのが多くて、きたない。 

要望 

畑沢川は、くらくてせまいので、もっと明るくひろくしてほしい。 
要望 

畑沢川をきれいにしてほしい。 
要望 

汚いところがいっぱいある。人がいっぱいいるところは、ちゃんとしてある。あまり、治安はよくな

い気がする。安心してくらせるようにしてほしい。せいそうがいきとどいてない場所もちゃんとして

ほしい。 

要望 

海がものすごく、きたないです。もっと、きれいにしたほしい。 
要望 

国道などの交通量が多い所があるので、登下校の時の安全が心配。川や海をもっときれいにして、川

辺に草木を植えて生き物のすめる場所を増やしてほしい。公園などの安全について。 
要望 

最近、空気がきたないなと思いました。もっと、きれいな空気にしてほしいです。 
要望 

もっと、森をほしい。 
要望 

海や川など自然が汚いので、もっとキレイにしてほしいと思います。 
要望 

海や川がいつも汚い。あと、スポーツなどができる市のグランドが一つぐらいしかないことに不信感

を覚えた。木更津駅の西側は、はんぱじゃないほど人が少ないのでどうにかしてほしい。 
要望 

ポイ捨てをしないのが大切。 
マナー 

ポイ捨てしないで、きれいな町や市が続けられるといい。 
マナー 

お年寄りのために町をもっと便利にさせてあげたいし、ポイ捨てをやめてリサイクルをして町をもっ

ときれいにしたい。 
マナー 
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表 3-5-67 問 6 の回答状況（11） 

回 答 
キー

ワード 

ポイ捨てをやめる。 
マナー 

木更津はきれいな町なので、海をきれいにしたほうがいいと思います。あとポイ捨てなど、ほかの人

に害があることはやめたほうがいいと思います。とくに手足が不自由な方はゴミをふんだりしてし

まって、こけたら危ないのでポイ捨てはいけない事だと思います。 

マナー 

緑が多い！ゴミが多い、とくに…たばこのゴミが多い。どうして道路や道にポイ捨てするのかがふし

ぎ！ 
マナー 

元気いっぱいで、せいけつである。あいさつが多い。 
マナー 

ポイ捨てをしている人が多く、ゴミがいっぱい落ちている。川の中などがきたない。よごれている。 
マナー 

もっと道路などをきれいにしてほしい（ポイ捨てなど）。みんなに、ポイ捨てなどをしないでほしい。 
マナー 

ゴミのポイ捨てしている人がいる。 
マナー 

ゴミのポイ捨てしない。 
マナー 

自然があっていいと思う。らくがきや、ガムがすててあるのでいやだというきもちもある。 
マナー 

人にめいわくやうるさくするのがいやだ。そういう人を注意する子をふやす。 
マナー 

さいきん、公園にゴミを捨てている人が多くてポイ捨てをしちゃだめだよと言ってもゴミを捨ててる

人がとても多かった（0 人～6人）。 
マナー 

捨ててある自転車が多い。 
マナー 

年下や年上の人が自然の竹をおってポキッ。人が通る道をふさいでいる。その竹は畑沢川に、いつも

すてている。年上が特に、人の庭に入って『下校・遊び』などをしている。 
マナー 

ポイ捨てしている人がいる。 
マナー 

工事中の音がみんなのめいわくになっていたり、ポイ捨てをしたり、他人にとっていやな事なども、

市で協力しあい、よりすみやすい木更津市にしたい。 
マナー 

たまに、外でゴミを燃やしている人達を見かけるのですが、周りの家にめいわくで自然をきたなくし

ていると思います。それはやめてほしいです。 
マナー 

これから、みんなでできることを少しずつ行っていき、特にゴミのポイすてをなくすことを心がけた

いと思います。そして、よびかけをしたり、ポスターを作ったりしたいです。 
マナー 

ポイ捨てをしない。 
マナー 

虫などを見つけたらすぐ殺してしまう人は最低だと思う。あと、外でゴミを燃やしたりして、周りの

人にも迷惑だし、環境にも悪いと思う。 
マナー 

川の水と、海の水がとくにきたない。それと、ポイ捨てが町にすごく多くてこまってる。時々、犬の

フンを捨てていく人がいることにこまっている。 
マナー 

畑や田んぼもあるし、木などもあっていいと思うけれど、まだ川がきたないので、もっと川をきれい

にしたり、ゴミを捨てる人が少なくなるといいと思います。 
マナー 

これからは、ポイ捨てをしないようにしたい。環境についてもっと考えてみようと思う。 
マナー 

木更津市は、ゴミのポイ捨てがとても多いから、なくしたほうがいいと思う。あと、川などは、生き

物が生きていけないくらい、きたないから改善していかないといけない。交通整備が悪いと思う。よ

く、クラクションを鳴らす音を耳にする。 

マナー 
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表 3-5-68 問 6 の回答状況（12） 

回 答 
キー

ワード 

駅前や道路にゴミのポイ捨てが多く、あまりきれいではないと思います。植え込みの上や中にも空き

缶、ペットボトルがあって良くないと思います。他にも、海や川などにゴミがたくさん浮いていて、

そういった水辺の物は、自分は取り除けないので、どうしたらいいのだろうかと思います。 

マナー 

ポイ捨てが多い。たばこ一つでも、それを小さな子がさわったりしたら危ないんだから、そのときの

感情だけじゃなく、色々考えながら、環境を整えて欲しい。捨てたゴミを見る人がふかいな思いをす

るのは、絶対おかしいと思う。今からでも、気をつけていって欲しいです。見つからなければいいな

んて思うな！！！ 

マナー 

よくポイ捨てをしている人がいたりして、町が汚くなっていくので気づいた人がポイ捨てをした人に

注意したり、ゴミ拾いするなどしていくと良いじゃないかと思いました。 
マナー 

不審者がたまにでること。 
防犯 

木更津には、どろぼうがいると聞いたのではやく、つかまえてください。市のイベントをたくさんふ

やしてください。公園の草がぼうぼうなので、はやくきってください。 
防犯 

事故や事件がおきないこと。 
防犯 

雑草がすごくのびていて、あぶない。冬などに、がいとうが少ないため、夜道があぶない。いつも、

通っている道に時々、ハチがいて怖い。 
防犯 

金田～木更津駅までの、道が非常に暗い。トレーニングで走ってる時、ものすごく怖い。 
防犯 

汚い。治安が悪い。 
防犯 

外灯がすくない。道に草がでている。 
防犯 

暗いとき、道路とかで明かりがついていないところがあって危ない。 
防犯 

勉強の時間がながい。学校にいる時間がながすぎる。 
その他 

運動して元気にすること。 
その他 

私は、道とかに落ちているのを見て、どうして捨てて行くのだろうと思いました。それなのに見て見

ぬふりをしてしまったりしているので気をつけたい。 
その他 

公民館の館長がダメな人。 
その他 

店が少なくて、売っている物が少ないです。 
その他 

このアンケートで木更津市をどうするんですか？ 
その他 

私は、川について調べたりしていて、きれいな水にしかいない生き物などがいたりしているので、こ

れからもその自然を大切に守っていきたいと思っています。そのために、ボランティア活動をしてい

きたいです。 

その他 

夜、バイクの公害や車の騒音が気になって、夜ねにくいときがあり、めいわくだと思っています。 
騒音 

海がきたなくて、魚などがあまりいない。バイクの音がうるさくてねむれない。家のまえでもやして

いる人がいて、せんたくものなどがくさくなる。 
騒音 

いつも寝るときにバイクの音がうるさい。ガードレールのできるだけ近くによっているのに、プーと

ならされる。 
騒音 
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表 3-5-69 問 6 の回答状況（13） 

回 答 
キー

ワード 

バイクの音がうるさいときがあるので、いつもうるさいと感じている。公園にゴミをすてちゃいけな

いと思っている。 
騒音 

バイクうるさい。アニメイトを近くに作るべし。 
騒音 

トラックや大きな車、バイクがうるさい。 
騒音 

夜、バイクの音がうるさい。 
騒音 

大きな建物が増え利用しやすくなったことは良いけれど、道路が混んでいたり車の音がうるさかった

り道が変わっていたりして、利用しずらい。 
騒音 

近所の居酒屋がうるさい。 
騒音 

となりの家がとても、うるさいです。 
騒音 

夜中にバイクがメチャ聞こえて、たまに眠れない。ポイ捨てが多い（テレビとかソファー） 
騒音 

情報をもっと得られるようにしたい。 
情報 

いつも、一日一回は、事故や事件がおきると思っている。 
事故 

タバコの吸殻や空き缶を捨てないようにして木更津をきれいにしたい。 
ごみ 

海にポイ捨てをなくしきれいにすること。駅の周りの植え込みの中に、ごみをいれないこと。 
ごみ 

僕は海に釣り行ったときにゴミがたくさん浮いていたり、針や糸を捨てる人がいるので、しっかり

拾ってほかの人がつりにきても木更津はきれいだなと思ってもらいたいからです。 
ごみ 

わたしは、ゴミを捨てないようにしたり、花をもっと植えたりしたらいいと思う。 
ごみ 

ジャスコがあって、いろいろなところがあって便利。もっと遊び場をふやしてほしい。 
ごみ 

海にあるゴミをなくすようにしなきゃいけないから声をかけたり、ポスターを貼ったりしてほしい。

木や花をもっとうえてほしい。 
ごみ 

空気をもっときれいにしたい。ゴミがでないようにクリーン活動をふやしたい。 
ごみ 

私は、たばこのすいがらや空き缶などが、木更津の町のあちらこちらに落ちているので、もっとクリー

ン活動をして木更津の町をきれいにした方が良いと思いました。 
ごみ 

もっとゴミをなくした方がいい。 
ごみ 

たまにゴミがおちている。 
ごみ 

ゴミを減らすこと。 
ごみ 

公園にゴミが落ちていることがある。植物があらされている。いろいろ、お店（デパート）があって

らく。 
ごみ 

道にクッションとか落ちている。と何で落ちているかなと思います。 
ごみ 

ポイ捨てをしてあったら近くの家のゴミ箱にいれるようにしたい。 
ごみ 

 

-77-



 

 

 

表 3-5-70 問 6 の回答状況（14） 

回 答 
キー

ワード 

ポイ捨てされているゴミがそのままになっている。 
ごみ 

空気はあまり、気にならないが水や川、海がきたないと思う。ドブなどにタバコやゴミが落ちていて

きたない。公園のシーソなどが、さびていたりして、危ないと思います。 
ごみ 

町にゴミが落ちている。 
ごみ 

公園にゴミが落ちていたから、ひろった。 
ごみ 

ゴミやタバコがいっぱい落ちていて、きたないと思う。 
ごみ 

ゴミが道路に落ちているのでポイ捨てをしなければいいと思う。 
ごみ 

川や駅などにゴミが落ちていたりしてよくないと思います。ゴミをそのままにしておくと川や駅など

が、よごれてしまってきたなくなるからです。 
ごみ 

ゴミが多い。ドブにゴミがおちている。 
ごみ 

川にゴミがすててあって、きたないなあと思います。 
ごみ 

ゴミがたくさんある。 
ごみ 

たばこのポイ捨てがある。川や海は、ややにごっている。 
ごみ 

たまにゴミがおちている。 
ごみ 

ゴミを道にすてないでもっと、きれいな環境がいい。 
ごみ 

たまにゴミなどが公園や道路、ドブなどにおちているときに、市がよごれていっているんだなあと思

う。 
ごみ 

ゴミがたくさんおちている。 
ごみ 

ゴミが多い（おちている）。 
ごみ 

たばこのごみや、あきかんをすてないようにする。 
ごみ 

空き地にゴミが、落ちていることと、空き缶などが落ちていること。それらをなくすといいと思う。 
ごみ 

袋や空き缶などが、森にある。 
ごみ 

いつも、ごみしょりに協力していただき、ありがとうございます。ぼくが、おもったことは図書館の

本の冊数を増やしていただけたらいいと思いました。おとしよりが生活しやすいようにしてくれたら

と思いました。 

ごみ 

ゴミひろいをしてくださって、たすかります。海のゴミをひろった方がいいと思います。公園のゆう

ぐがこわれそうなので、直してもらいたい。もっと、森をふやした方がいいと思います。 
ごみ 

ゴミ収集車があり助かります。こんど、海岸のゴミひろいに参加したいです。 
ごみ 

学校にくるときに、ゴミがたくさんおちている。 
ごみ 
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表 3-5-71 問 6 の回答状況（15） 

回 答 
キー

ワード 

ゴミがいっぱい。きたない。空気がきたない。なにもない（遊ぶもの）。川が汚い。 
ごみ 

ゴミがいっぱい。なにもない。川や海がきたない。 
ごみ 

海や川などがきたない（川がとてもにごっていた）。ゴミなどが多くなっている。道とかにもゴミが

落ちている。 
ごみ 

海にゴミがいっぱいあってきたないと思う。木がいっぱいあっていいと思う。 
ごみ 

木がすくないと空気がおかしくなるし、道路やいろいろなところにゴミがあると、ひろっている人も

いるから、ぼくも歩いてあったらひろう。 
ごみ 

今は昔よりも空気がきれいになって本当に良かったと思いました。でも、たまに道にゴミがたくさん

ある時があるので、いやな気持ちになったりします。まちなみなどは、とてもきれいです。 
ごみ 

犬のフンが道によくおちている。 
ごみ 

道路のわきや、ゴミ箱の周りにゴミがちらばっている。水が汚い。えんとつから白煙や、黒煙が出て

いる所が多い。 
ごみ 

身の回りにゴミが多い。山が少ない。 
ごみ 

公園や川、海などにゴミが多いから、これからもっと、ゴミひろいとかをみんなでしていったほうが

よいと思います。 
ごみ 

道のはじなどに、たくさんのゴミが落ちています。 
ごみ 

よくポイ捨てのゴミを見て、いやです。 
ごみ 

公園に缶などのごみが多い。 
ごみ 

タバコのすいがらは、他の市より少ないと思う。でも、歩道橋などの上にゴミをすててあったりして、

市がよごれていってしまうなと思う。ポイ捨てをしない。という約束を一人一人が守れば木更津市は、

自然豊かで、キレイで美しい市になると思う。 

ごみ 

つりをする時に、つりざおなどがついたりして、もっとぽいすてをなくしていったらいいなと思いま

す。 
ごみ 

私は電車をよく利用するが、道路へのポイ捨てが多い。 
ごみ 

空気や森林などはとてもきれいなのですが、川や海の水の中に、ゴミが入っていたり、よごれていた

りして、自然はとてもきれいなのに、もったいないなと思うことがあります。よびかけや、自分から

ポイ捨てしないなどをしていきたいです。 

ごみ 

公園にゴミがすてられていたり、駄菓子屋にゴミ箱があるのにその周りにすてられてこまる。木がた

くさんあっていいと思う。 
ごみ 

特に、ポイ捨てが多いと思います。私の家の近くに、たまにレジ袋が落ちていたり。駄菓子屋にいく

とおかしのゴミがよく落ちています。私は、どうしてポイ捨てをするのか、いつも疑問に思います。 
ごみ 

ときどき道路の真ん中にゴミがあって、すごくきたないと思います。とても不満です。 
ごみ 

田んぼ等で、緑が多くてよいと思っている。川にたまにゴミがすててあることがあり、だれがやった

のだろうと思うことがある。道路にそんなに、ゴミがないことは、よいと思っている。 
ごみ 

みんなが、すみやすいようにゴミをなるべく家にもちかえる。 
ごみ 
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表 3-5-72 問 6 の回答状況（16） 

回 答 
キー

ワード 

ちょっと、ごみがある。 
ごみ 

公園とかにいくとよくゴミがいっぱいおいたりしている。 
ごみ 

海と川がきたない。道路とかのゴミをなくすこと。道路とかにある犬のフンをなくすこと。 
ごみ 

公園などが、きたない。ゴミなどがおちている。 
ごみ 

海にゴミが多くてきたない。 
ごみ 

海や川が少しきたなくて、水生こん虫などがへってきているから、これからふやしていきたい。公園

にゴミなどがたくさんちらばっているから、遊びにくい。 
ごみ 

川のまわりにゴミが多い。道路の工事が多い。 
ごみ 

公園にゴミがポイ捨てされている。虫をあんまりみない。公園を掃除している人が少ない。 
ごみ 

海にゴミがあったり、公園にゴミがある。 
ごみ 

海や川などがいつもよごれている。ゴミのポイ捨てや、道路の犬のフンがおちていたりするので、不

満に思います。 
ごみ 

最近の海や川にゴミのポイ捨てが、多くなっているので活動や取り組みをふやしてほしい。3 月 11

日の東日本大震災のときから、お店の電気を使いかたが減っていいと思う。公園のポイ捨てが多いの

で少しこまっている。 

ごみ 

海にゴミを投げ捨てる人がいるので魚もいなくなるし、サーフィンができない。（海遊び）バスなど

通りすがった後、すごく排気ガスくさい。 
ごみ 

海がなんだかとてもきたないな～と、海をみるたびに思いそれは、みんながゴミを捨てているからだ

と思います。このままでは、魚がすめないので、ゴミをすてないようにしたいです。 
ごみ 

時々、公園の周りにゴミが捨ててあって、あんまり環境によくないと思う。海や川にも、ゴミとか捨

てあってきたないから、環境をよくしていきたいと思う。 
ごみ 

ゴミを公園すてている人がいる。 
ごみ 

海や川にゴミがいっぱいあるなと思う。 
ごみ 

道にゴミが多い。 
ごみ 

みんながゴミを道路にすてているから、みんなが、ぽいすてしなくすればいい。 
ごみ 

川にゴミがおちている。 
ごみ 

ゴミを家に持ち帰って、環境を感じています。 
ごみ 

矢那川の川の回りは、がけくずれがあったりして生き物のくらしを悪くしているのかもしれない。ポ

イ捨てなど、自然の環境を悪くしてはいけない。 
ごみ 

なんで道路に落ちているゴミを拾わないのか。動物の死体などを市は処理してないのか。 
ごみ 

ゴミがたくさんすてられていてきたない。 
ごみ 
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表 3-5-73 問 6 の回答状況（17） 

回 答 
キー

ワード 

緑が少なくなってきている。動物や虫などがあまり見なくなってきた。駅にゴミがおちている。 
ごみ 

川がきたないし、公園にゴミがおちている。 
ごみ 

もっと、ゴミをひろう活動をふやす。 
ごみ 

ゴミがたまに公園におちているときがあるから、そのゴミをみんなでひろえばいい。 
ごみ 

ゴミをふやさないようにして、せつやく、節電をしたほうがいいと思う。 
ごみ 

自然環境をこわさず、湖や川、池、森などをたくさん増やしていけばいいと思う。ほかにも、ぼくが

湖や海に行って思うことで、水のよごれや、ゴミをとっていけばいいと思う。 
ごみ 

ゴミのポイ捨てをしないで、海や川にもゴミをすてない。 
ごみ 

道路や公園などに、ゴミなどがおちているのが、ふゆかい。 
ごみ 

駅前などのゴミや空き家が少し気になっています。 
ごみ 

駅の周りがきたない。ゴミがおちているからです。 
ごみ 

駅にポイ捨てされたゴミが集中している。 
ごみ 

水や電気など、あまり使わないで気をつけているゴミや川などには、ゴミを捨てないでもし、捨てて

あったら拾って捨てている。市の環境とかは、よく新聞などを見ている。 
ごみ 

ゴミが多い。施設が少ない。 
ごみ 

みんなの交通の少ない所にポイ捨てがとても多いと思う。あと、夜中に川に家庭ごみを捨てている

ホームレスがいる。つりを川でやるとゴミがつれる。 
ごみ 

ゴミは少ない方だと思います。自動販売機のまわりにおいてあるカンを無くした方が、いいと思いま

す。 
ごみ 

友達と遊んだりしているときに、コンビになどで買って食べた後に普通にポイ捨てとかしていて、あ

まりよくないなと思う。 
ごみ 

ゴミをなくす。 
ごみ 

ゴミのポイ捨てが多い。 
ごみ 

公園にゴミがいっぱいおちている。 
ごみ 

駅や公園などの人々が集まりやすい所にゴミが多い。 
ごみ 

海や川などの水がよごれているのがいやな感じがする。ゴミなどが落ちているのも目だっていると思

いました。 
ごみ 

ゴミをそこらへんに捨てない。 
ごみ 

川などにゴミがういていたりしていることが、とても気にかかります。ゴミを捨ててしまう理由を町

の人々や市の人々に聞いて、アンケートをとった方がいいと感じました。もっとすみやすく、動物が

良い環境で住めるように、みんなで努力が必要だと感じました。 

ごみ 
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表 3-5-74 問 6 の回答状況（18） 

回 答 
キー

ワード 

川にごみが多い。なるべくごみがない町。祇園駅の電車が少ない。 
ごみ 

ゴミを川や海にすてない町にしたい。 
ごみ 

通学路の畑で、ゴミを燃やしてくさいです。 
ごみ 

海があんまりきれいでない。よく、道にガムの紙が落ちていたり、空き缶がある。 
ごみ 

いつも、道などにゴミが捨ててあるから、それを無くした方が良い。 
ごみ 

公園に行くとゴミが捨てられている。みんな環境のことを考えてないと思う。 
ごみ 

木更津は、他の市よりも空気がきれいだと感じるけれど、外で物を燃やしていることが多く、臭いな

どでこまることがある。道路などには、ゴミ捨ててあり、きたない。 
ごみ 

場所によるが、ゴミがたくさんあるときがある。自然の水がきれいだったら自然と環境もととのって

くるものだから（いやな臭いとかもなくなるし、水がきれい＝水の近くにゴミがない）、花や木を植

えて行くことも大切だけど、それと同時に水をきれいにしていくほうがいいと思う。 

ごみ 

海や川をみると、いつもにごっていたり、ゴミが浮いていたり、ちょっと、きたないと思っています。

もっと、きれいにしたほうが海、川近くの住民も安心して住めると思います。私はできる範囲ですが、

節電や節水などのエコもするように心がけています。こらからも続けていきます。 

ごみ 

川や海など、ポイ捨てが多いこと、道路や道にも、ゴミが落ちていること。 
ごみ 

道路などにゴミが落ちている。道路のわきで燃やしている人がいて、自転車などで通りずらい。 
ごみ 

海などに遊びに行ったときは海をみていると、すごく汚くて、ゴミがあってとてもいやな気持ちにな

ります。なので、うみにゴミをすてないように気をつけています。 
ごみ 

ゴミがたくさんあって困る。 
ごみ 

ゴミが多いと思った。 
ごみ 

小櫃ぜきにゴミが浮いている。大人が車からタバコをすてている。 
ごみ 

私の住んでいるところはあまりないですが、少しゴミが目立つと思います。ポイ捨ても、けっこう見

るのでもっと環境に心がけてもらいたいです。 
ごみ 

川の汚れや空き缶やペットボトルがたまに落ちているのが気になります。 
ごみ 

自然や緑がとても多い。でも、ゴミなどが道におちていたり、川がとてもきたない。 
ごみ 

毎日、家の周りでゴミを燃やしていて、めいわくだし環境にも悪いことだと思う。 
ごみ 

ゴミをいがいと見るので、そのようなものを無くして行きたい。 
ごみ 

学校の周りには、あまりゴミは落ちていないが、駅にはゴミが落ちていることがある。テレビがたま

に落ちている。 
ごみ 

緑は多いほうだと思うが、ゴミなどは減らず、全て良いとは言い切れないと思う。これから気をつけ

ていけばいいと思う。 
ごみ 

川などにゴミがよくある。 
ごみ 
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表 3-5-75 問 6 の回答状況（19） 

回 答 
キー

ワード 

ゴミが多いのでゴミを見つけたら拾って、しっかりとゴミ箱に入れたい。公園が近くにないので不便。 
ごみ 

海や川の水が汚れている（ゴミが浮いている。水が汚い）。ダンプ（大型車）から出る排気ガスの量

がスゴイ。 
ごみ 

ゴミが落ちていて汚い。 
ごみ 

歩道が狭いと思います。いつも歩いていると、犬のフンが落ちていたり、雑草がしげっていたりして、

とても歩きずらいです。あと、街灯が少ないです。 
ごみ 

ゴミのポイ捨てがあったり、犬のフンが落ちていたりして、とてもよいといえる環境ではない。 
ごみ 

ゴミが落ちている。くさい。 
ごみ 

川や公園に落ちているゴミなどが汚い。 
ごみ 

公園とかにいくと、ゴミがとかが落ちているときがあったり、普通に歩いていると植物が少なかった

り、動物がいないなと思う。 
ごみ 

ゴミが多くて、海が汚い。 
ごみ 

ゴミを落ちているのをよく見かけるから、ポイ捨てをするのは絶対にダメと思います。もし、ゴミが

落ちていたら自分からゴミをひろい、ゴミ箱にすてる。 
ごみ 

ゴミがいたるところに落ちていて、汚い。 
ごみ 

いつも、川などを見ているとなんかゴミがいっぱいだし、汚い。 
ごみ 

ポイ捨てが多い。カラスがゴミ袋をやぶって、ゴミがちらかっている。川が汚い。 
ごみ 

木更津市は森林が多いと感じているので、なるべく自然を大切にしてゴミをなるべくださないように

したいです。あと、ゴミ袋を持参したいと思いました。 
ごみ 

ゴミなどがふつうに町に落ちていることが多い。木更津駅が遠くて、不便なところがある。 
ごみ 

歩道か道路に絶対、ゴミが落ちている。 
ごみ 

公園や川を見ると、ゴミがたくさん落ちていたり、あまり良い環境とは言えません。私たち子供がもっ

と、ゴミをポイ捨てしたりしないで、落ちていたら拾えるようにしていきたいです。そして、生き物

が住みやすい環境にしてあげたいです。 

ごみ 

最近、木更津市で騒音などがあって、すごい迷惑だなと思いました。それに平気でゴミを捨てる人が

多くよく困っています。そのためには町民が注意したりして、きれいな木更津になるといいと思いま

す。これから私もそうしていきたいと思いました。 

ごみ 

町の美化活動に参加すると色々なところからゴミがでてくるので、少し気を使った方がいいと思いま

した。 
ごみ 

海などにいくとゴミが落ちていることがあるので、そこがなくなればきれいな市になると思います。 
ごみ 

ゴミがすててあるのは、いけないと思います。 
ごみ 

木更津市は、それなりに緑があるのでいいと思います。でも、道にゴミとか落ちているときがあるの

で、そういうのがなくなるといいと思います。 
ごみ 

ゴミのポイ捨てが多くて汚い。 
ごみ 
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表 3-5-76 問 6 の回答状況（20） 

回 答 
キー

ワード 

木更津駅周辺に、ゴミが落ちていることが多いと思います。いろいろな地区にもゴミが落ちているの

で、各地区の自冶会かなにかで、もっと定期的にゴミ拾いをしたらどうでしょうか？ 
ごみ 

ゴミとかがけっこう落ちていたりして、暗いイメージがある。 
ごみ 

こらからアクアラインマラソンもあるので、それまでにはゴミなど減らし、環境をきれいにしていっ

てアクアラインマラソンのように大きい行事をもっと増やせばもっと千葉（木更津）の事をしってく

れると思います。 

ごみ 

動物が車にひかれて道路で死んでいるのをたまに見かける。 
ごみ 

なるべく、ゴミの量を減らしたり、リサイクルなどをしていきたい。 
ごみ 

ゴミが道に落ちていたり、川にゴミが捨てられていたりすることが多くて、それはすごく身近なこと

なので、自分も気をつけていきたいと思うし、これからも自分にできることをやって、もっと環境が

よくなっていけばいいと思います。 

ごみ 

森の方にゴミが多く落ちている。 
ごみ 

動物の死体とか、何日も放置されていることがある。 
ごみ 

ゴミがけっこうポイ捨てされている。公園などにゴミ箱がなかったり少なかったりしている。 
ごみ 

テレビなど家電製品やゴミなどが草原や道にすててあることはいけないと思う。 
ごみ 

この地域はいなかなので、生き物がたくさんいます。その中でゴミなどを燃やしたりして、周りのも

のにひがいをあたえるのはよくないと思う。 
ごみ 

草むらにゴミがいつも落ちているので、いやだなと思いました。 
ごみ 

電車の数が少ないこと。 
交通 

久留里線が一時間に一本しかないこと。 
交通 

道がでこぼこしていたり、バス停の場所がはっきりしないところが多い。 
交通 

木更津の金田に今は、いろいろ大きな店が建って、東京や離れた場所からも人が来るので、電車など

の本数を増やす。 
交通 

遊ぶ場所がない。交通が不便。 
交通 

スピード違反の車が多い。 
交通 

事故が多くなってきていると思う。 
交通 

交通の便が悪い。公共場がきたない。 
交通 

歩道や道路がせまい。 
交通 

交通がもっと便利になってほしい。 
交通 

交通機関が少ないと思います。バスとか。緑がたくさんあっていいと思います。 
交通 
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表 3-5-77 問 6 の回答状況（21） 

回 答 
キー

ワード 

道路がガタガタで危ない。電車の本数が少ない。 
交通 

交通の便が悪いと思う。交通事故はあまりなくて良いと思います。 
交通 

事故が多い。 
交通 

交通手段があまり無くて不便。けど、緑がたくさんあっていいなって思います。 
交通 

いつも、救急車などが鳴って事故がおこっているので、事故をなくしたい。 
交通 

道路わきの整備、自転車用の道路を少しでも用いる。 
交通 

バスや電車が少なくて移動が不便。川や空気もとてもきれいとは思えない。 
交通 

木更津は全体的に（特に西口）店がシャッターが閉まってたり、やっていないのに店だけあったり。

町が美しいとはあまりいえません。だから、もう少しペンキの塗り替えだけでもしてほしいです。も

うひとつ川に自転車が落ちていたり、つり道具が落ちていたりしているので、きれいにしてほしい。 

景観 

もっとクリーン活動を増やして町をきれいにしたい。 
景観 

商店街を増やしてほしい。公園をもう少し増やしてほしい。 
景観 

動物や虫の死骸が多い。公園の草がのびすぎている。 
景観 

遊具が少ない。体育館がせまい。虫の死体が多い。 
景観 

もうちょっと、店や家などを増やしたほうがいいと思う。 
景観 

虫の死骸が多い。線路の草がのびすぎている。 
景観 

不景気。きれいだなと感じている。虫の死骸が多い。 
景観 

病院が少ない。 
景観 

イオンタウンとかをつくるなら、どうせなら映画館とかをつくったほうがいいと思います。そのほか

の映画館にいくとなると車のガソリン代もかからず、安くなるからです。 
景観 

公園などが少ないし、少しきたないかと思います。 
景観 

私のおじいちゃんのお店とか、いろいろな場所にらくがきをしていて消してもまた、らくがきされて

しまうので「いやだなー」と思っているから、消したほうがいいと思う。 
景観 

木更津市は、海もあるし森もあるから自然にふれあえるからいい。公園とかが、さびていたりしてあ

ぶないところもある。 
景観 

ゴミ収集車がしっかり来てくれて、ゴミ捨て場がきれい。公園が近所にいっぱいあるが、遊具がこわ

れそうだし、草がボーボー。信号をもうスピードで走ってわたる車がいて、はねられそうで、こわい。

道がきれいになっている。商店街の店の数が少ない。木更津のシンボルがいて、ほこりをもてる。 

景観 

私たちがすんでいるところは、東京などにくらべて、自然がいっぱいあるので、いいと思います。もっ

と、公園を多くしたり、日陰なども多くしたり。自分たちが歩いて行けるような図書館などがあると

いい。 

景観 

公園がたくさんあって、たすかります。海などの自然がたくさんあって、たすかります。市のゴミな

どをひろいたいです。 
景観 
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表 3-5-78 問 6 の回答状況（22） 

回 答 
キー

ワード 

木更津市の町並みはとてもいいですが、あるところは、シャッターがしまっているところがたくさん

あります。このような店をなくしたほうがいいと思います。まつりなどの行事があっていいと思いま

す。 

景観 

公園が多くて遊びやすいです。バス停にベンチをおいてください。使われていない建物はじゃまなの

でどうにかしてください。 
景観 

家の近くに、グランドがあるから運動ができるからいいです。グランドが草がいっぱいだけど、かっ

てくれるからいいです。まえに、家の前に缶ビールがいっぱいおちていたから、気をつけてほしい。 
景観 

ゴミがおちていたりすることがあって、ゴミ収集車がもっていってくれるのでたすかります。木更津

市は森がいっぱいあるし、海もきれいなのでたすかります。公園の遊具をきれいにしてほしい。バス

停をふやしてほしい。 

景観 

川がよごれていて、川遊びができずこまる。商店街のシャッターがしまっている所があって、暗く感

じる。ひとけが少ない。学校のプールがきたない。 
景観 

馬来田小は夜おそくまで電気をつけていること。 
景観 

最近、木更津の空き地が家が建ったりして、空き地がなくなってきている。 
景観 

歩道がせまい（一般道の）。 
景観 

公園などが、あまりなくて、遊ぶところがない。もうちょっとキレイな町にした方が良い。住みやす

い場所でない。木更津、しっかり！！ 
景観 

見通しの悪い道路があって、わたりにくい。 
景観 

駅らへんが汚い。見栄が悪い。遊び場所がどんどん減っている。無駄なものにお金をかけすぎ。自分

たちだけじゃなくて住んでいる人の事を考えてください。パー線少ない。バスケットゴールを作って

ください。 

景観 

公園等の設備少ない。 
景観 

公園とかがないから遊ぶ場所がない。空気はすごくきれいだけれど川がきたない。公園がない。 
景観 

遊び場など、利用しずらい。 
景観 

商店街がさびれている。「さびれた街」と言われるままでいいでしょうか？ 
景観 

駅に近づくほど、汚くなる。シャッターなどが汚い。建物もらくがきなどで汚い。 
景観 

遊ぶ場所が少ない。 
景観 

海に行ったときなどに、海の周辺に落ちているゴミや落書きを見て嫌な気分になることがある。駅の

周辺もなんだかさみしいと思う。 
景観 

少し、環境が悪かったり、それを改善しようとする人が少ないのが問題だと思います。あと、しかた

ないことだけど、新日鉄の煙があまり良くないと思います。 
景観 

遠くから見ると、電線がじゃまなことがよくわかる。 
景観 

イオンタウンの近くに街灯が多すぎ。 
景観 

何で木更津の商店街はシャッターがしまっているのか？何で遊ぶところが少ないのか？ 
景観 

なんかさびれてしょぼい。 
景観 
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表 3-5-79 問 6 の回答状況（23） 

回 答 
キー

ワード 

家がいっぱい建ってきた。 
景観 

なぜ、金田にそういう建物をたてるのか。 
疑問 

動物や虫などがへってきているのは、なぜですか。植物で蚊、ハエなどを食べる植物はどうやって動

いているのですか。 
疑問 

お年寄りや体の不自由な人が安心して暮らせるようにするといいと思います。海や川の水を、もっと

きれいにする工夫をするといいと思います。 
環境 

もっと水と空気がきれいになって、木更津の町がきれいな町になるようにしたらいいと思う。 
環境 

川や海がきたないので、きれいにしていきたいです。それと道や野原に木や花を植えて自然をふやし

ていきたいです。私はじぶんから進んで落ちているゴミを拾いたいです。 
環境 

夜に星空を見れるように、自動車の排気ガスが減るようにしたい。つまり自動車を走らせないように

する。 
環境 

もっと身近に自然とふれあい、昆虫ともふれあいたい。 
環境 

海や川の水がきたない。駅のポイ捨てやタバコのゴミが多い（人がたくさん集まるところも多い）。 
環境 

車の中の音楽がすごくうるさいのでめいわく。ドブがくさくて通りたくない。 
環境 

みどり（自然）を大切にしたり、お年寄りにやさしくしたりするといいと思う。 
環境 

海にゴミがたくさんおちていて、きたないなと思いました。 
環境 

川や海がきたなさすぎる。お年寄りへの設備が、ととのっていない。 
環境 

散歩していると、川がきたない。 
環境 

もっと木更津市や、千葉に自然をもっとふやしていきたい。 
環境 

虫の死骸が多い。公園の場所が近い。 
環境 

車やバス自動車がふえるとガスがふえて、空気がきたなくなるから車の利用を少しずつ減らす。電気

のつけっぱなしや水のムダ使いなど、そういうのをやめてこまめにエコする。 
環境 

1ページ 2番は、海がきたないからです。5番は今、近くに工事中の家があってそこの公園に、テー

プやビニールがまだあったり、雑草がすごくめだちます（市民会館うら）。9、10番は、切符を買う

ところが高くて、やりづらいです。もし、おじいさんやおばあさんがきたとき、高くて届かなかった

りすると思うからです。問 2の 7番は、通学路にある細い道で、時々変なにおいがします。多分、両

端にあるドブが緑になったり、青っぽくなったりするからだと思います。 

環境 

おびつ川の水がきたないし、魚があんまりいない。 
環境 

山には、リスやイノシシなど、いろいろな動物や虫がいて環境のよいところだと思います。 
環境 

家とかたって、自然がすくなくなった。 
環境 

ゴミが少ないので、虫なども多く住み心地のよい環境です。 
環境 

いい環境だと思う。 
環境 
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表 3-5-80 問 6 の回答状況（24） 

回 答 
キー

ワード 

もっと自然を多くして、人を優先するのではなく、なるべく、べつの生き物をゆうせんしたほうがよ

い。海や川が山口などとくらべて、きたないのできれいにして生き物がすみやすいように、コンクリー

トなどしないようにしたほうがよい。 

環境 

海が少しよごれている。 
環境 

これからは、家族や友人などと、環境問題をよく話し合いたいなと思いました。これからも、家や外

などの環境を考えていきたいです。 
環境 

空気がきたない。くさい。道路が整備されていない。 
環境 

いやな臭いがしたり、ゴミが落ちていたりしているので、もう少し、市民が環境を思うといい。 
環境 

けむりがたくさん出ている。 
環境 

たまに公園に空き缶や、おかしのふくろが落ちている。時々けむりのにおいがする。バイクの音がう

るさい。 
環境 

暴走族が夜に寝ようとするときに走っていること。 
環境 

木更津駅周辺は、あまり自然がない。 
環境 

海がきたない。 
環境 

あつい。 
環境 

水がきたない。安全じゃない。 
環境 

公園がきたないとか、きもい生物がいる。 
環境 

川や海のゴミをなくす。 
環境 

きたない。 
環境 

水をきれいにして自然をふやす。 
環境 

駅が多い。コンビニ、公衆電話が多い。海が近い。下水道が多く、くさい。 
環境 

海や川が、きたなくくさい。 
環境 

海がきたない。 
環境 

森があったりして、自然が豊か。ごみをすてるところがきれい。自分家の近くの交差点での事故が多

い。 
環境 

波岡小学校に森があって、木更津市には、海も山もありいいとおもいます。たまに事故があったりす

るので、道路にミラーをつけたりした方がいいと思います。公園など遊ぶ場所がたくさんあっていい

と思います。 

環境 

海、森、山があって本当にいい市です。ただ、いつも、お父さんと、釣りに行っているんですが、海

に大変ゴミが多くて、空気がきたないです。拾っていってくれれば、とても嬉しいです。その他にも、

生き物を大切にして自然を守りたいです。 

環境 

公園の数が多く楽しくすごせます。海にゴミがけっこうあるようなきがします。羽田空港までいける

バスがあるので、旅行へ行くときなどべんりです。公園のゆうぐがこわれそう。 
環境 
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表 3-5-81 問 6 の回答状況（25） 

回 答 
キー

ワード 

自然がたくさんあり、いい環境だと思います。森が波岡小の前にあるので、自然がいっぱいあればい

いと思います。このまま、いい環境がつづいてくれるとうれしいです。 
環境 

海などに行ったら、きたないので、そうじをしてみたいです。ボランティアなどのように手伝いをし

てみたいです。よく公園などの、ブランコなどで立ち乗りをしているのでみんな気持ち良く遊べれば

いいです。 

環境 

みどりのくうかんがあるが、川がよごれているところがある。虫と鳥のなき声が聞こえる。 
環境 

川や水がきたない。緑、自然が多い。 
環境 

海の水が冷えていて、アジ、クロダイがいなくなって、えさもくわれなくて、つまらない。あと、そ

れから、ずっと続くとつめたい物に強いタラもいなくなる。 
環境 

アウトレットなどができているので、もっと生き物のすめる環境を守りたい。 
環境 

アウトレットなどができて事故などが多くなってきている。 
環境 

海をみると、ゴミなどがういているから嫌！いろいろ建物ができて、けむりなどがすごい。 
環境 

海をきれいにいていきたい。 
環境 

自然が少なくなってきているから、自然を大切にしたい。 
環境 

車など交通量が多く、排気ガスなどが出てたまに息苦しい。 
環境 

べんりになっているけれど、まえの金田の自然がすごくなっている。 
環境 

植物をもっと増やしていきたいと思っている。 
環境 

もうちょっと、海、川などをきれいにする。道をきれいにする。しぜんをふやす。 
環境 

川や湖などがにごったりしている。 
環境 

人口がふえて、木などがなくなってしまっていると思います。 
環境 

森が少なく、海がよごれていて町がきたない。 
環境 

水が少しきたない。 
環境 

動物が少ない。森林がない。暑い。水がとてもきたない。ゴミがとても多い。 
環境 

このさきいろいろと大変になるので、考えておかないといけない。 
環境 

川がきたない。川がにごっていて、魚たちがかわいそうだと思います。森林をふやしたり、木をたく

さん植えてもいいと思います。 
環境 

木更津市のみなさんが、少しでも気持ちよくすごせる環境をつくることを、いつも考えながら、生活

したいです。 
環境 

地球温暖化がすすまないように、みんなで協力して排気ガスをださないようにする。 
環境 
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表 3-5-82 問 6 の回答状況（26） 

回 答 
キー

ワード 

私はガスなどで今、地球温暖化になっていて、みんながふかいな思いをするのはいやなので、地球温

暖化や被害を無くしていきたいです。私も協力したいと思います。 
環境 

川がきたない。公園などの遊び場は利用しやすい。 
環境 

川がきたない。道路に本など落ちている。海もきたない。 
環境 

いつも、もう少し水のきれいさと、流れやすさなど。ポイ捨てはいけないと思っています。 
環境 

川や海がきたない。魚のすみかなど、なくなってしまう。工場の有害ガスなどを減らす。日本に害の

ないようにする。 
環境 

アンケートにでてきたとおり、海や川がちょっと、よごれていると思います。 
環境 

環境をよくするには、むだをなくすことです。たとえば、水のだしっぱなしとか。使ったものをすぐ

にすててしまうとかです。これからは、そういうことのないように環境をみんなで、よくしていきた

いです。 

環境 

僕は海に夏行くときにちょっと海や川がきたなくて、にごっているのでちょっとこまっています。 
環境 

川の水がきたない。 
環境 

自然が多い（緑が多い）。 
環境 

海や川がきたない。 
環境 

海がきたない（ゴミ）。 
環境 

川がきたないときがある。 
環境 

木が多い。鳥がいっぱい。 
環境 

川の水などがきたない。いやな臭いがする。 
環境 

植物を大切にしている。 
環境 

海や川がきたない。 
環境 

海や川がきたない。 
環境 

今の木更津は川や空気がきたないので、活動を作って街をきれいにしたいです。 
環境 

木更津は川や海などがきったねえっ。 
環境 

海や川が汚れている。自動車などの排気ガスが多い。 
環境 

海や川がきたない。 
環境 

木更津市の川とか海がとてもきたないと思います。 
環境 
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表 3-5-83 問 6 の回答状況（27） 

回 答 
キー

ワード 

外で燃やしている人が多い。川がきたない。 
環境 

空気のきれいさをいじする。 
環境 

畑沢川がきたないし、近くを通るとくさい。 
環境 

空気がきれい。川がきたない。店が多い。 
環境 

川や海をもっときれいにして魚やまわりの人たちがきれいと思えるようにしたい。とくに畑沢川。

もっとお年寄りがつかいやすい施設などをふやす。 
環境 

畑沢川をきれいにしたい。 
環境 

畑沢川をすきとうる位きれいにしたい。 
環境 

海はきたない。川きたないしくさい。 
環境 

川などがきたないから、きれいにしてみんなで遊ぶ。 
環境 

くじら橋の下の川（畑沢川）がきたないし、たまに臭いがする（いやな臭い）。 
環境 

畑沢川がきたない。 
環境 

畑沢川がきたない。 
環境 

畑沢川が臭い。きたない。ゴミがたくさんおちている（イス、ダンボールなど）。変な生き物しかい

ない。海とかもゴミがたくさんあって、きたない。 
環境 

林や森の枯れ木がふえていて、森を大事にしていない。海もきたなくて、よく魚がいきているなと思

いました。動物だってそう。よく森の中を歩いているときがとってもいやになりました。 
環境 

海の水が少し汚いと感じています。 
環境 

海や海岸がとてもきたない。空気などのにおいがくさいときがあったりする。ポイ捨てする人が多い

とかんじている。 
環境 

木更津の川をもう少しきれいにしたい。町のゴミを減らす。お年寄りに親切にする（市の人みんなが）。 
環境 

川や海などが他の県よりもきたないと思っています。もう少し虫などがすめる場所を作ったらいいか

なと思いました。 
環境 

車などを使わないようにして、排気ガスをなくす。便利になるのはいいと思うけど、使る時に（物）

でるけむりなどは環境に悪い。公園、家、山をけずったり、海をうめたりしてつくるのは植物や動物

にとっては人にはよくても他の生き物には良くない。 

環境 

もっと、木更津市に自然を作ったり、守ったら私は、自然いっぱいの木更津市になると思います。 
環境 

ドブがくさい。ポイ捨てがかなり多い。 
環境 

通学路に海が見えるのですが、けっこう汚いので、そこがきれいになれば、毎朝気持ちよく登校でき

ると思います。 
環境 

自衛隊前の川というか海がとてもきたくくさい。あじさい通りもくさかったりきたない。あと、公園

をふやし、木をたくさんふやし、みんながすみやすいようにする。あと、まがりかどのかがみを吾妻

地区にふやして、電球も道にふやさないと夜は、とても暗く危ないです。 

環境 
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表 3-5-84 問 6 の回答状況（28） 

回 答 
キー

ワード 

海や川がきたない。空気がきたない。 
環境 

ドブがくさいめちゃくちゃ。ゴミ収集車がくさい（あけないで）。 
環境 

電車が近くて便利。海をもう少しきれいにしたほうがいいと思う。 
環境 

川や海がきたない。道がせまい。バスケットゴールのある公園がない。 
環境 

木更津市は海はきれいですが、森が少なくて、虫などがあまりいない事がちょっと寂しいと思ってい

ます。また、車や工場から出るガスが多いので、森は必要だと思います。 
環境 

もっと、川と海をきれいにして、釣りなどのことに使えるようにしているといいと思います。 
環境 

水（海水とか）がきたない。土手がない。川であそべない。公園が少ない。遊具が少ない。 
環境 

川がきたない。 
環境 

海がきたない。川もきたない。とにかくきたない。 
環境 

もっと、自然を多くしていろんな動物がいっぱいいれば、いいなと思った。 
環境 

海や川が少しよごれていて、魚があまりいないこと。 
環境 

市役所の近くの道路がけっこうくさいと思う。 
環境 

自然を大切にしている。よく学校にいくときに畑をやっている人が燃やしていて、その煙が臭くてい

やだ。 
環境 

川が汚いと思う。どうにかできないだろうか。きれいな所はきれいだ。 
環境 

私は、地球温暖化が心配です。だから、これから、ムダのない生活を送っていきたいです。 
環境 

鎌足は空気がきれいですが、駅のほうは空気がきたなさそうなのでいやです。駅は自転車もたくさん

とまっているのでいやです。 
環境 

排気ガスとかが、くさい。 
環境 

海の色や臭いをきれいにする方法がしりたいです。 
環境 

家の近くの海に行くと、たくさんのゴミがあり、砂浜を歩いているとビンやガラスの破片があり、と

ても危ないです。なので小さい子供たちがけがをするリスクが高いのでどうにかした方がいいと思い

ます。 

環境 

前の金田のほうが良かった。 
環境 

海や川などがきたないと思う。道路わきにゴミが多いと思う。ゴミステーションがきれいに管理され

ていない。臭い。 
環境 

海がきたない。駅が遠い。事故が多い。 
環境 

このごろ金田はアウトレットやベイシアなどができて便利になってきているところがありますが、車

の交通量が増加し、排気ガスが多量にでて、空気が前よりもよくない気がします。 
環境 
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表 3-5-85 問 6 の回答状況（29） 

回 答 
キー

ワード 

三井アウトレットパークやベイシアなど色々とできて、便利になったのはいいが、代わりに道路の整

備などで川や水路に住んでいた、メダカやドジョウがいなくなってしまったので、自然も少しは残し

てもらいたい。 

環境 

海がきたなく、臭いがくさいです。買い物もとても不便でこまります。 
環境 

公園などの設備がきちんとなっていない時がある。海が少しきたない。 
環境 

学校の近くにも緑が多いです。 
環境 

交通の多い所では、空気がくさい。生物の数が減ってきている。 
環境 

きれいな空気がすえる市にしたいです（なったらいいです）。 
環境 

川が汚い。 
環境 

排気ガスなどが多い。 
環境 

川がきたない。花がきれい。 
環境 

虫が多い。 
環境 

朝など通行時間にダンプが走っていたりして危ない。川があまりきれいでない。商店が少ない。 
環境 

海が汚い。 
環境 

海や川がにごっている。 
環境 

静かで住みやすい町だけど川はきれいだと思わない。公園は良く利用している。 
環境 

海が汚いし、虫がいっぱいいるし空が汚い。 
環境 

海や川が少し汚いように感じます。時々、臭ったり、ゴミが浮いていたりすることがあります。なの

で、もっと海や川の水をキレイにし、ゴミも捨てられていたりしないよう、呼びかけなどをしてみた

らいいんじゃないかと思いました。 

環境 

川が汚い。駅が遠い。 
環境 

川の水などが汚いのが気になる。公園など遊具がどんどんなくなっていると思う。あと、だんだん山

の木なども減っていて不安な所があります。 
環境 

近くにある川が汚なかったり、変な臭いがしたりする。駅が遠くて不便だと感じることがある。 
環境 

海が汚いと思います。 
環境 

川とか見るとけっこう汚い。 
環境 

川が汚い、海が汚い。新日鉄の煙がすごいところ。 
環境 

ドブが臭い。 
環境 
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表 3-5-86 問 6 の回答状況（30） 

回 答 
キー

ワード 

最近、海がきたなくなってきた。 
環境 

悪くはないけど、決して良いともいえないなと思います。水はきれいでも、海は汚いし、汚くなるの

は私たち市民のせいです。だから、一番変わらなくてはならないのは私たちなのです。 
環境 

杉林が多いので花粉症が大変である。 
環境 

地球温暖化が怖いと思う。 
環境 

水や道路などが、汚いのがいやだと思う。 
環境 

生き物が少ないと思った。川もきれいじゃない。道を歩いていると臭いにおいがたまに臭う。 
環境 

木が最近、減ってきているような気がする。トラックなどが、通った後のガスの臭い（空気）。 
環境 

水や電気の無駄使いしないように、こらからも気をつけていきたいと思いました。 
環境 

緑が多いのはとてもいいことだが、森の中の施設が整っていなかったり、緑が少なくなってきている

ので、家を建てていくのはいいが、しっかりと緑を残したほうがいいと思った。 
環境 

川がすごくきたない。空気がくさいところがある。（自動車のガス、ガソリンスタンド）。不審者か

ら安心にくらせるように。 
環境 
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3-5-3 事業者アンケート結果について 3-5-3 事業者アンケート結果について 3-5-3 事業者アンケート結果について 3-5-3 事業者アンケート結果について 

(1)回答数 (1)回答数 (1)回答数 (1)回答数 

アンケート用紙は発送部数 300 部に対して、回収されたアンケート枚数は 108 枚で、回答率

は 36.0 %であった。 

(2)回答結果 (2)回答結果 (2)回答結果 (2)回答結果 

① 問 1．近年の社会の環境問題における関心の高まりは、貴事業所の経営にどのような影

響を与えていますか。該当するものを 1つ選び、番号に○印をつけて下さい。 

 

問 1 の回答状況を表 3-5-87、図 3-5-13に、順位別問 1 の回答状況を表 3-5-88に示す。問

1 の回答では、1位が「影響は避けられないと思うが具体的な対応はしていない」、2位が「経

営に影響はない」、3位が「情報収集や対応を研究している」であった。 

 

表 3-5-87 問 1 の回答状況 

Q1 設問項目 回答数 全体数 回答率

1

環境対応型の製品や

技術開発を行っている 6 5.7%

2

ビジネスチャンスの

１つと考えている 7 6.7%

3 情報収集や対応を研究している 23 21.9%

4

影響は避けられないと思うが

具体的な対応はしていない 32 30.5%

5 経営に影響はない 30 28.6%

6 その他 7 6.7%
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図 3-5-13 問 1 の回答状況 

 

-95-



 

 

 

表 3-5-88 順位別問 1の回答状況 

順位 設問項目 回答数 全体数 回答率 項目番号

1

影響は避けられないと思うが具体

的な対応はしていない 32 30.5% 4

2 経営に影響はない 30 28.6% 5

3 情報収集や対応を研究している 23 21.9% 3

4

ビジネスチャンスの１つと考えてい

る 7 6.7% 2

4 その他 7 6.7% 6

6

環境対応型の製品や技術開発を

行っている。 6 5.7% 1
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「その他」の回答は表 3-5-89に示したとおりであった。 

 

表 3-5-89 問 1「その他」の回答状況 

回 答 

・取引先からエコ調達や環境マネジメントシステムなどの対応を求められる。 

・わかりません、ある 

・児童に草取り作業をさせられなかったり、野菜作り等の生産活動も自粛したり活動の幅を押さ

えながら実施している。 

・まだ具体的な話がなく対応がわからない｡ 

・営利目的の事業所ではない（地方公共団体）｡ 

 

 

② 問 2．貴事業所の環境に対する考え方について、該当するものを 1 つ選び、番号に○印

をつけて下さい。 

 

問 2 の回答状況を表 3-5-90、図 3-5-14に、順位別問 2 の回答状況を表 3-5-91に示す。問

2 の回答で、1位は「日常的に省エネ、省資源、廃棄物削減等に配慮している」、2位は「関

係する法律や規則等の基準を遵守するよう努めている」、3位は「環境問題は意識しているが、

事業所として、特別なことはしていない」であった。 

 

表 3-5-90 問 2 の回答状況 

番号 設問項目 回答数 全体数 回答率

1 日常の事業活動では、環境上問題となることはない 12 11.2%

2 関係する法律や規則等の基準を遵守するよう努めている 25 23.4%

3 日常的に省エネ、省資源、廃棄物削減等に配慮している 57 53.3%

4 環境問題は意識しているが、事業所として、特別なことはしていない 13 12.1%

5 その他 0 0.0%
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0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

日常の事業活動では、

環境上問題となることはない

関係する法律や規則等の

基準を遵守するよう努めている

日常的に省エネ、省資源、

廃棄物削減等に配慮している

環境問題は意識しているが、

事業所として、特別なことはしていない

 

図 3-5-14 問 2 の回答状況 

 

表 3-5-91 順位別問 2の回答状況 

順位 設問項目 回答数 全体数 回答率 項目番号

1 日常的に省エネ、省資源、廃棄物削減等に配慮している 57 53.3% 3

2 関係する法律や規則等の基準を遵守するよう努めている 25 23.4% 2

3 環境問題は意識しているが、事業所として、特別なことはしていない 13 12.1% 4

4 日常の事業活動では、環境上問題となることはない 12 11.2% 1

5 その他 0 0.0% 5
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③ 問 3．環境保全に対する経済的なコスト（費用等）について、どのように考えています

か。該当するものを 1 つ選び、番号に○印をつけて下さい。 

 

問 3 の回答状況を表 3-5-92、図 3-5-15に、順位別問 3 の回答状況を表 3-5-93に示す。 

問 3 の回答で、1位は「法律で定められている義務・基準を達成するためのコストは負担

する」、2位は「利益が減少しない範囲で、環境負荷低減のためのコストは負担する」、3位は

「利益は減少しても、長期的には企業イメージの向上等の効果が期待されるため、企業努力

で可能な範囲の環境負荷低減のためのコストは負担する」であった。 

 

表 3-5-92 問 3 の回答状況 

番号 設問項目 回答数 全体数 回答率

1
利益は減少しても、社会的責務として、企業努力で可能な範囲の環境負荷低減のため

のコストは積極的に負担する 8 7.8%

2
利益は減少しても、長期的には企業イメージの向上等の効果が期待されるため、

企業努力で可能な範囲の環境負荷低減のためのコストは負担する 12 11.8%

3
利益は減少しても、法律で定められた以上の努力として、地域社会や地球環境保全の

ための共通目標を達成するためのコストは負担する 8 7.8%

4 利益が減少しない範囲で、環境負荷低減のためのコストは負担する 25 24.5%

5 法律で定められている義務・基準を達成するためのコストは負担する 43 42.2%

6 その他 6 5.9%
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図 3-5-15 問 3 の回答状況 

 

表 3-5-93 順位別問 3の回答状況 

順位 設問項目 回答数 全体数 回答率 項目番号

1 法律で定められている義務・基準を達成するためのコストは負担する 43 42.2% 5

2 利益が減少しない範囲で、環境負荷低減のためのコストは負担する 25 24.5% 4

3
利益は減少しても、長期的には企業イメージの向上等の効果が期待されるた

め、企業努力で可能な範囲の環境負荷低減のためのコストは負担する 12 11.8% 2

4
利益は減少しても、社会的責務として、企業努力で可能な範囲の環境負荷低

減のためのコストは積極的に負担する 8 7.8% 1

4
利益は減少しても、法律で定められた以上の努力として、地域社会や地球環

境保全のための共通目標を達成するためのコストは負担する 8 7.8% 3

6 その他 6 5.9% 6
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なお、「その他」の回答については表 3-5-94に示したとおりであった。 

 

表 3-5-94 問 3「その他」の回答状況 

回 答 

・わからない。 

・負担しない。 

・環境問題化するような機械、物品は扱っていない。 

・3、4 の解は入口がちがう。21 世紀は、環境負荷低減、地域社会や地球環境保全を前提として

行動すべきだ。例：原発のコスト計算の方法の違い。リスク（A）とナチュラルディザスタ（B）

との違い。A は管理（計数）できる。Bはできない。 

 

④ 問 4．貴事業所で取り組んでいる、環境保全や環境に配慮する行動についてお伺いしま

す。以下の項目について、「実施中」、「計画中」、「実施予定なし」、「関係しない」の 4つ

の中から 1 つ選択し、番号に○印をつけて下さい。24 の場合は具体的に書いて下さい。 

 

問 4 の回答状況を表 3-5-95、図 3-5-16に、順位別問 4 の回答状況（実施中）を表 3-5-96

に、順位別回答状況（関係しない）を表 3-5-97に示す。 

問 4 の回答で、「実施中」と回答した項目で、1位は「敷地内及び周辺の清掃・美化・緑化」、
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2位は「ごみの分別・減量化」、3位は「節電・節水等の省エネルギーへの取り組み」であり、

一方「関係しない」と回答した項目は、1位が「ダイオキシン等有害物質の発生への対策」、

2位が「低硫黄燃料等のクリーンなエネルギーの使用」、3位が「代替フロン等の地球環境に

影響のある物質の使用中止」であった。 

 

表 3-5-95 問 4 の回答状況 

番号 設問項目 実施中 計画中 実施予定なし 関係しない 回答数

1 節電・節水等の省エネルギーへの取り組み 78.6% 8.2% 7.1% 6.1% 98

2 省エネルギー型ＯＡ機器等の積極的導入 24.7% 18.6% 38.1% 18.6% 97

3 太陽光・風力等の再生可能エネルギーの導入 5.1% 9.2% 67.3% 18.4% 98

4 ごみの分別・減量化 84.2% 7.9% 2.0% 5.9% 101

5 商品梱包の簡素化 34.7% 9.2% 7.1% 49.0% 98

6 エコマーク商品の再生紙の利用促進 53.5% 12.1% 12.1% 22.2% 99

7 使用済み原材料や副産物の有効利用 37.0% 8.0% 12.0% 43.0% 100

8 包装容器の回収 31.3% 5.1% 18.2% 45.5% 99

9 雨水の利用・水の二次利用 11.2% 5.1% 48.0% 35.7% 98

10 産業廃棄物処理の適正管理など、廃棄物管理体制の整備 35.7% 7.1% 12.2% 44.9% 98

11 ダイオキシン等有害物質の発生への対策 19.0% 3.0% 14.0% 64.0% 100

12 大気汚染・水質汚濁・騒音・振動への対策 22.7% 12.4% 14.4% 50.5% 97

13 代替フロン等の地球環境に影響のある物質の使用中止 28.6% 3.1% 9.2% 59.2% 98

14 低硫黄燃料等のクリーンなエネルギーの使用 11.3% 9.3% 16.5% 62.9% 97

15 アイドリングストップの実施 50.0% 16.3% 20.4% 13.3% 98

16 事業者車両への低公害車（エコカー・電気自動車等も含む）の導入 16.0% 20.0% 45.0% 19.0% 100

17 社員に対する環境教育の実施 37.5% 18.8% 31.3% 12.5% 96

18 環境対策に関する情報公開 17.5% 9.3% 42.3% 30.9% 97

19 敷地内及び周辺の清掃・美化・緑化 88.0% 4.0% 3.0% 5.0% 100

20 環境保全活動・清掃活動への協力 60.2% 10.2% 24.5% 5.1% 98

21 環境イベントの開催や協力、参加 21.3% 14.9% 46.8% 17.0% 94

22 環境に関する寄付等の実施 10.3% 10.3% 61.9% 17.5% 97

23 ＩＳＯ１４００１の取得 1.2% 10.7% 54.8% 33.3% 84

24 その他実施中の取り組み 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0  

 

 

図 3-5-16 問 4 の回答状況 
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表 3-5-96 順位別問 4の回答状況（実施中） 

順位 設問項目 回答数 全体数 回答率 項目番号
1 敷地内及び周辺の清掃・美化・緑化 88 100 88.0% 19

2 ごみの分別・減量化 85 101 84.2% 4

3 節電・節水等の省エネルギーへの取り組み 77 98 78.6% 1
4 環境保全活動・清掃活動への協力 59 98 60.2% 20

5 エコマーク商品の再生紙の利用促進 53 99 53.5% 6
6 アイドリングストップの実施 49 98 50.0% 15

7 使用済み原材料や副産物の有効利用 37 96 38.5% 17

8 社員に対する環境教育の実施 36 100 36.0% 7
9 産業廃棄物処理の適正管理など、廃棄物管理体制の整備 35 98 35.7% 10

10 商品梱包の簡素化 34 98 34.7% 5

11 包装容器の回収 31 99 31.3% 8
12 代替フロン等の地球環境に影響のある物質の使用中止 28 98 28.6% 13

13 省エネルギー型ＯＡ機器等の積極的導入 24 97 24.7% 2

14 大気汚染・水質汚濁・騒音・振動への対策 22 97 22.7% 12

15 環境イベントの開催や協力、参加 20 94 21.3% 21

16 ダイオキシン等有害物質の発生への対策 19 100 19.0% 11

17 環境対策に関する情報公開 17 97 17.5% 18
18 事業者車両への低公害車（エコカー・電気自動車等も含む）の導入 16 100 16.0% 16

19 雨水の利用・水の二次利用 11 97 11.3% 14

19 低硫黄燃料等のクリーンなエネルギーの使用 11 98 11.2% 9

21 環境に関する寄付等の実施 10 97 10.3% 22

22 太陽光・風力等の再生可能エネルギーの導入 5 98 5.1% 3

23 ＩＳＯ１４００１の取得 1 84 1.2% 23

24 その他実施中の取り組み 0 0 0.0% 24  

 

表 3-5-97 順位別問 4の回答状況（関係しない） 

順位 設問項目 回答数 全体数 回答率 設問番号
1 ダイオキシン等有害物質の発生への対策 64 100 64.0% 11

2 低硫黄燃料等のクリーンなエネルギーの使用 61 97 62.9% 14

3 代替フロン等の地球環境に影響のある物質の使用中止 58 98 59.2% 13

4 大気汚染・水質汚濁・騒音・振動への対策 49 97 50.5% 12

5 商品梱包の簡素化 48 98 49.0% 5
6 包装容器の回収 45 99 45.5% 8

7 産業廃棄物処理の適正管理など、廃棄物管理体制の整備 44 98 44.9% 10

8 使用済み原材料や副産物の有効利用 43 100 43.0% 7

9 雨水の利用・水の二次利用 35 98 35.7% 9

10 ＩＳＯ１４００１の取得 28 84 33.3% 23

11 環境対策に関する情報公開 30 97 30.9% 18
12 エコマーク商品の再生紙の利用促進 22 99 22.2% 6

13 事業者車両への低公害車（エコカー・電気自動車等も含む）の導入 19 100 19.0% 16

14 省エネルギー型ＯＡ機器等の積極的導入 18 97 18.6% 2

15 太陽光・風力等の再生可能エネルギーの導入 18 98 18.4% 3

16 環境に関する寄付等の実施 17 97 17.5% 22

17 環境イベントの開催や協力、参加 16 94 17.0% 21
18 アイドリングストップの実施 13 98 13.3% 15

19 社員に対する環境教育の実施 12 96 12.5% 17

20 節電・節水等の省エネルギーへの取り組み 6 98 6.1% 1

21 ごみの分別・減量化 6 101 5.9% 4

22 環境保全活動・清掃活動への協力 5 98 5.1% 20
23 敷地内及び周辺の清掃・美化・緑化 5 100 5.0% 19

24 その他実施中の取り組み 0 0 0.0% 24  
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なお、回答のうち「その他実施中の取り組み」の具体的回答は表 3-5-98に示すとおりであっ

た。 

 

表 3-5-98 問 4 の「その他実施中の取り組み」の回答 

回 答 

・国土交通省認定 環境にやさしい整備工場 取り組み中｡ 

・エコアクション 21の取得｡ 

・耕作放棄地や荒廃した山林及び原野の整備｡ 

・LED電球に取り替えた｡ 

・産廃は所定業者にお願いしております。                                       

・使用済バッテリーの回収。コピー用紙の裏紙利用。 

・顧客の設備に対する提言。 
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⑤ 問 5．行政（特に木更津市）に対し、どのような環境対策を期待しますか。該当するも

のを全て選び、番号に○印をつけてください。 

 

問 5 の回答状況を表 3-5-99、図 3-5-17に、順位別問 5 の回答状況（実施中）を表 3-5-100

に示す。問 5 の回答で、1位は「環境保全のための助成・融資制度の確立」、2位は「市民に

対するライフスタイル改善の提案などの環境学習の推進」、3位は「上下水道等の都市基盤の

整備」であった。 

 

表 3-5-99 問 5 の回答状況 

番号 設問項目 回答数 全体数 回答率

1 条例などの法規制の整備 26 28.3%

2 上下水道等の都市基盤の整備 29 31.5%

3 工業団地など産業基盤の整備 11 12.0%

4
環境保全に関する情報提供や事業者向

けの講習会の開催 23 25.0%

5
環境保全のための助成・融資制度の確

立 40 43.5%

6
市民に対するライフスタイル改善の提案

などの環境学習の推進 40 43.5%

7 その他 5 5.4%
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0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%

条例などの法規制の整備

上下水道等の

都市基盤の整備
工業団地など

産業基盤の整備
環境保全に関する情報提供

や事業者向けの講習会の開催
環境保全のための助成・

融資制度の確立
市民に対するライフスタイル改善の

提案などの環境学習の推進

その他

 

図 3-5-17 問 5 の回答状況 

 

表 3-5-100 順位別問 5の回答状況 

順位 設問項目 回答数 全体数 回答率 項目番号

1
環境保全のための助成・融資制度の確

立 40 43.5% 5

1
市民に対するライフスタイル改善の提案

などの環境学習の推進 40 43.5% 6

3 上下水道等の都市基盤の整備 29 31.5% 2

4 条例などの法規制の整備 26 28.3% 1

5
環境保全に関する情報提供や事業者向

けの講習会の開催 23 25.0% 4

6 工業団地など産業基盤の整備 11 12.0% 3

7 その他 5 5.4% 7
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その他の回答については表 3-5-101に示したとおりであった。 

 

表 3-5-101 「その他」の回答状況 

回 答 

木更津北 IC付近の整備。 

身近なところで、タバコ・ゴミなどのポイ捨て、飲食店・公共の場での喫煙。 

環境対策に関係ないが市職員が多過ぎる。 

市街地に残る大きな樹木の保全対策（固定資産税相続税のことも含め）。 

 

⑥ 問 6．貴事業所の概要についてお伺いします。該当するものを選び、番号に○印をつけ

てください。 

 

問 6の回答状況を表 3-5-102、図 3-5-18に、順位別問 4の回答状況を表 3-5-103に示す。

問 6の回答で、1位は「サービス業」、2位は「卸売・小売業・飲食店」、3位は「その他」、

であった。 

 

表 3-5-102 問 6 の回答状況 

番号 設問項目 回答数 全体数 割合

1 農林漁業 3 2.9%

2 鉱業 0 0.0%

3 建築業 13 12.6%

4 製造業 5 4.9%

5 電気・ガス・熱供給・水道業 2 1.9%

6 運輸・通信業 5 4.9%

7 卸売・小売業・飲食店 28 27.2%

8 金融・保険業 2 1.9%

9 不動産業 1 1.0%

10 サービス業 29 28.2%

11 その他 15 14.6%
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図 3-5-18 問 6 の回答状況
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表 3-5-103 順位別問 6の回答状況 

順位 設問項目 回答数 全体数 割合 設問番号

1 サービス業 29 28.2% 10

2 卸売・小売業・飲食店 28 27.2% 7

3 その他 15 14.6% 11

4 建築業 13 12.6% 3

5 製造業 5 4.9% 4

5 運輸・通信業 5 4.9% 6

7 農林漁業 3 2.9% 1

8 電気・ガス・熱供給・水道業 2 1.9% 5

8 金融・保険業 2 1.9% 8

10 不動産業 1 1.0% 9

11 鉱業 0 0.0% 2

103

 

⑦ 問 7．木更津市の環境について、事業者としての立場から感じることや思うことを自由

にお書きください 

 

 問 7の回答状況について、表 3-5-104～表 3-5-105に示すとおりである。 

 

表 3-5-104 問 7 の回答状況（1） 

回 答 

・市街地の外への不法投棄が目立つ 

1.矢那川を整備して「水の公園」化を図る。2.市街地隣接の荒廃した山林、原野の整備に対する

助成制度を創る。3.木更津港に係留している土砂運搬船等の移動。4.潮見・潮浜間の舟留りを

整備して公園化を図る。 

・1.雨水を有効利用するための設備の補助。2.市役所を建直すことより先に一般家庭が耐震補強

出来る為の補助金を考えるべき。 

・施業も的を得ていて、環境も比較的整備されているように思えます。事業者としての不満はあ

りません。 

・まだ々ゴミを再利用できると思います。しっかり分別して無駄のないようにすればもっといい

環境ができると思います。 

・環境問題は意識していて、弊社で一番関係してくるのは大気汚染への対策です。ディーゼル条

例により 5～6台買い替えをしてきました。今後もいろいろな法律が定められると思いますが、

事業者の経済的な負担がなるべく重くならないような配慮もお願いしたいと思います。 

・市として、太陽光、風力等の再生エネルギーを利用した取り組みを期待したいです。 

・木更津の環境は、この 20 年で大きく変わったと思う。川の近くに事業所があるが、川が少しず

つきれいになっていることに気づく。落ち込みに洗剤の泡がなくなり、カワセミが飛ぶように

なった。劇的に変わらなくても、少しずつ長く変わっていけば良いと思う。 

・バイパスなど道路脇の草刈は君津市に負けているかなと思います。港の出島が最近イベントが

多いようですが地元の人はあまり情報がないので看板等の設置で盛り上がりの輪を広げたほう

が良いかと、しかし木更津市の財政を考えると何もいえません。 

・不法投棄、野焼、違反の無いように。 

・市田・万石地区に住んで、40 年余り、下水道の整備を最初からお願いしておりますが、いまだ

に希望が、かなえられません。「市」としても、いろいろ事情があると思いますが、金田の立派

な整備もけっこうかと思いますが、私ども地区の下水道立派な設備は、のぞみません。（下水の

流れ）を良くしてほしく、節にお願いする次第です。大雨が降るとたちまち大水に、悩まされ

ております。この件も、環境に関係すると思い書いてみましたが、目的が違ったらお許しくだ

さいませ。どうぞ宜しくお願い致します。 
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表 3-5-105 問 7 の回答状況（2） 

回 答 

・車で走っている時気づく事ですが、雑草が所かまわず生えていてキタナイなと感じます。市の

職員、市議会議員など選挙の時だけ「お願いします！」と言ってないで自分の出来る範囲で草

取りすれば良いのに、と父が申しておりました。私もそう思っています。 

・私は喫茶経営であるが、事業者によるゴミの専従を業者へ依頼しているが、自営業（専業）以

外の家庭ゴミ専従の受付はできないものなのか。 

・上下水道環境が非常に不備。 

・廃棄物処理の適正管理を強化してほしい。野焼をもっと取りしまってほしい。 

・事業者は経営努力の一つとして、ある程度、意識を持っている方が多いと思います。どちらか

というと個人の意識が高くなったとはいえ、まだ、向上の余地があるのでは、と感じます。 

・放射能問題！！ 

・太陽光に対する助成金の受付件数が少ない。市の指定ゴミ袋が高い事と、ビニールの質が悪く

すぐにやぶれてしまう。 

・家庭排水の浄化が必要と思われます。アサリ、海苔を業とする水産業振興の為にも又それを食

するについて、安全、安心を求めます。近頃の放射能対策についても河川の琉沫付近の線量の

測定、開示が行われていますか？排水浄化について。下水道整備は運用が多額ですが、小型合

併浄化槽の普及増進補助、助成又その維持管理の徹底が解決策の一つと思われますが？又、安

定化物とは言え埋立処分にする産廃については、処分場の更なる検討をお願い致します。 

・緑の保全が意識的・体系的にされていると思えない。全く担当者は無関心かなと思ってしまう。

市街地の活性化のアイテムに水と緑の積極的な保全（武蔵野市とはいわないがせめて札幌並に）

駅前の緑化は町のイメージをガラッと変えるでしょう。「落葉を恐れ嫌う」思想は日本文明の滅

亡につながると愚慮します。 

・具体的な計画や、何をやるかよくわからない。 

・駅の近くに事業所があります。とても固定資産税がたかいこともあり大変です。このことによ

り駅前がガラガラで活気がなく、死にかかった街のようです。市としてもっと適当な税を見直

し、店が出しやすい状況を作ってほしい。このままでは全くむずかしいです。 

・道路わきにゴミが多く、草むらが多い。 

・事業者と言っても、一般家庭より廃棄物を排出しない業態もあるし、犬猫のフンや道路端、歩

道脇の雑草伸び放題の放置にも同等の比重で望んで欲しい。 
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4 4 4 4 まとめ まとめ まとめ まとめ 

4-1 市民アンケートの結果 4-1 市民アンケートの結果 4-1 市民アンケートの結果 4-1 市民アンケートの結果 

市民アンケートについては、1,000 部発送に対して 387 枚回収され、回収率は 38.7％であっ

た。 

問 1-1 について、「満足＋やや満足」の回答では「風通しのよさ」が最も多く、「不満+やや不

満」の回答では「自転車の利用しやすさ」であった。 

問 1-2 について、最も改善を期待する項目は「バス・鉄道等の公共交通機関の利用しやすさ」

であった。 

問 1-3 について、「最も満足している環境」はアカデミアパーク、アクアライン、太田山公園、

潮浜公園、富来田、ほたる野、矢那川などが具体的地名として挙げられており、「最も不満に思

う環境」具体的な地名より、駅、市内、交通機関、ごみの散乱など環境全般に関する不満が多

かった。 

問 2 について、「最も注目している環境問題」で最も多い回答は「地球環境問題」であった。 

問 3-1 について、「市に取り組んでほしい事項」で最も多い回答は「公園等自然とのふれあい

の場の整備」であった。 

問 3-2 について、「あなた自身の取り組み」について最も多い回答は「容器包装削減に協力し

ている」であった。 

問 4 では、回答者は女性が 56％で男性より多く、年齢は 60～69歳が最も多かった。 

 

4-2 小中学生アンケートの結果 4-2 小中学生アンケートの結果 4-2 小中学生アンケートの結果 4-2 小中学生アンケートの結果 

小中学校アンケートについては、802 枚回収された。 

問 1 では、「満足+やや満足」の回答は「電車の利用しやすさ」が最も多く、「やや不満+不満」

の回答では「海や川のみずのきれいさ」であった。 

問 2 の回答では、「海や川の水のよごれをなくすこと」が最も多かった。 

問 3 の回答では、「いつもしている+時々している」の回答では「遠足やハイキングなどでは、

ごみを家に持って帰る」が最も多く、「あまりしていない＋これからしていきたい」の回答では

「家族や友人などと環境問題について話し合う」が最も多い。 

問 4 の回答では、「テレビ・ラジオ」が最も多かった。 

問 5 の回答では、「木更津第一小学校」と「祇園小学校」の回答が最も多かった。 

 

4-3 事業者アンケートの結果 4-3 事業者アンケートの結果 4-3 事業者アンケートの結果 4-3 事業者アンケートの結果 

事業所アンケートでは 300 部発送に対して 108 枚回収され、回収率は 36.0％であった。 

問 1 では、「影響は避けられないと思うが具体的な対応はしていない」が最も多かった。 
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問 2 では、「日常的に省エネ、省資源、廃棄物削減に配慮している」が最も多かった。 

問 3 では、「法律で定められている義務・基準を達成するためのコストは負担する」が最も多

かった。 

問 4 では、「実施中」の回答では「敷地内及び周辺の清掃・美化・緑化」が最も多く、「関係

しない」の回答では「ダイオキシン類有害物質の発生への対策」が最も多かった。 

問 5 では、「環境保全のための助成・融資制度の確立」が最も多かった。 

問 6では、「サービス業」が最も多かった。 
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