
木更津市役所本庁舎の建て替えに関する市民アンケート 

（アンケート票） 

 

本アンケートは、木更津市役所の本庁舎の建て替えに関して、市民の皆様のご意見を

お伺いするものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケートに回答される際のご注意 

① 回答は、宛名のご本人がお答えください。 

② 回答は、質問ごとに選択肢の中から、あてはまる番号に○印をつけてください。 

なお、質問文にある（○は 1つ）、（○は 3つまで）などの指示に従ってください。 

間違えたら二本線で抹消してください。 

③ 回答が、「その他」にあてはまる場合には、（ ）内に具体的な内容をご記入ください。 

④ ご記入は、ボールペン・鉛筆・シャープペンシル・万年筆などでお願いします。 
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現在の本庁舎の利用状況や印象について伺います 

 

問１． これまでに木更津市の本庁舎(潮見１丁目)を利用したことがありますか。 

（○は 1つ） 

  １． ある         ２． ない （ → 問６へ ） 

 

問２． 問１で「ある」と答えた方に伺います。最近、概ね１年間に何回ほど本庁舎を訪れましたか。

（○は 1つ） 

  １． １回          ２． ２～３回         ３． ４～６回  

  ４． ７～９回       ５． １０回以上        ６． ０回 

 

問３． 問１で「ある」と答えた方に伺います。主にどのような交通手段で本庁舎を訪れましたか。 

（○は 1つ） 

  １． 徒歩     ２． 自転車     ３． バイク     ４．自家用車     ５． バス 

  ６． 電車     ７． タクシー     ８． その他 （                     ） 

 

問４． 問１で「ある」と答えた方に伺います。主にどのような用件で本庁舎を訪れましたか。 

（○は３つまで） 

  １． 戸籍、住民票、印鑑登録に関すること 

  ２． 国民健康保険に関すること 

  ３． 国民年金に関すること 

  ４． 税証明の発行等、税金(市民税、固定資産税等)に関すること 

  ５． 保育園の入園や児童手当等、子どもの福祉に関すること 

  ６． 高齢者や障がいのある人の福祉に関すること 

  ７． 学校の手続き等、教育に関すること 

  ８． 建築確認申請や都市計画、道路等に関すること 

  ９． 市民相談に関すること 

 １０． 自治会や地域の活動に関すること 

 １１． 市議会や各審議会等への参加・傍聴に関すること 

 １２． その他 （                                               ） 
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問５． 問１で「ある」と答えた方に伺います。本庁舎を訪れて、主にどのようことを不便に感じました

か。 （○は３つまで） 

１． 駐車場・駐輪場が少ない 

２． 周辺道路が渋滞・混雑している 

３． 公共交通の利用が不便 

４． 本庁舎だけでは用事が済まず、分庁舎などにも行く必要がある 

５． 窓口や担当部署の位置がわかりづらい 

６． 廊下、階段、ロビー、窓口の待合スペースなどが狭い 

７． 窓口スペースにゆとりが少なく、プライバシーの確保が十分でない 

８． 市民が自主的な活動で利用できる場所がない 

９． 多目的トイレ、授乳室、相談スペースが足りない 

１０. 段差や階段が多く移動しづらい 

１１. その他（                                                ） 
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本庁舎の建て替えについてお伺いします 

本庁舎について、下記の状況であることから、建て替えを検討しております。本庁舎の問題点な

どを参考にして、問６から問１０の質問に回答してください。 

 

 

本庁舎の現状と課題について 

 

本庁舎は、建築後４０年を迎えようとしており、老朽化や狭隘化、高度情報化への対応、バリアフ

リーへの対応等において市民サービスや行政効率の低下を招いております。 

また、２０１１年３月１１日の東日本大震災後に、耐震診断を行い、Iｓ値が０．１弱～０．１強（震度６

強程度以上の大地震によって倒壊・崩壊の危険性が高い）の結果となるなど、安全性の確保に向

けて早急な対策が求められています。 

 

本庁舎の問題点 

 

① 耐震性の欠如 

現在の本庁舎は旧耐震基準による建築のため、大規模地震の際には倒壊の危険性がありま

す。 

② 施設・設備の老朽化 

給排水や冷暖房などの設備の老朽化が進んでいます。 

③ 狭隘化による執務効率の低下 

執務空間の狭隘化のほか、市民交流スペースや行政情報コーナーなどの空間が不足して

おり、市民協働による自治の実践に対応できる施設となっていません。 

④ バリアフリー対応への不足 

公共施設は、誰もがわかりやすく利用しやすいものとしての配慮が求められますが、古い基

準で建設された本庁舎では、バリアフリーへの対応ができていません。 

⑤ 環境への配慮 

低炭素社会の動きに対し、自然エネルギーの活用等の環境負荷低減策が講じられていませ

ん。 

 

 

 

 

 

問６． 本庁舎については、これまでの診断結果により耐震基準を満たしていない状況であり、震

度６強程度以上の大地震に遭遇すると倒壊もしくは崩壊する危険性が高いという現状がありま

す。このことについては、平成２４年６月の広報・ホームページなどで報告をしてまいりましたが、

ご存じでしたか。 （○は 1つ） 

  １． 知っていた         ２． 知らなかった 
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問７． 木更津市で新庁舎の建設を進める場合、あなたはどのようなことが重要と思いますか。 

 次の１～７の項目ごとにあなたの考えと近い「評価」に○をつけてください。 

１． 新庁舎建設において、市の財政負担が少ない方法であること 

・重要     ・やや重要    ・あまり重要でない    ・重要でない    ・不明 

  ２． 現庁舎の分散が解消できる方法であること 

・重要     ・やや重要    ・あまり重要でない    ・重要でない    ・不明 

  ３． 新庁舎の建設スケジュールが明確で、早期の建設が可能な方法であること 

・重要     ・やや重要    ・あまり重要でない    ・重要でない    ・不明 

  ４． 鉄道やバスなどの公共交通の利用が便利な場所であること 

・重要     ・やや重要    ・あまり重要でない    ・重要でない    ・不明 

  ５． 敷地が高度利用（建物が高層化）できる場所であること 

・重要     ・やや重要    ・あまり重要でない    ・重要でない    ・不明 

  ６． 敷地内に緑地や広場が確保できること 

・重要     ・やや重要    ・あまり重要でない    ・重要でない    ・不明 

  ７． 他の公共施設が近隣にあること  

・重要     ・やや重要    ・あまり重要でない    ・重要でない    ・不明 

 

問８． 新庁舎を建設する場合、「既存の市有地を活用」する方法と「新たに建設用地を購入」する 

 方法の二つの考え方があります。あなたはどちらが望ましいと思いますか。 （○は 1つ） 

１． 既存の市有地を活用する 

２． 新たに建設用地を購入する 

３． その他（                                                 ） 
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問９． 新庁舎を建設する場合、建設場所について、あなたが重視することは何ですか。 

（○は３つまで） 

１． 市役所周辺に公共施設があること               

２． 地理的に、市の中心地に近いこと 

３． 人口分布状況から、市の中心地に近いこと  

４． 公共交通の利用の便が良いこと 

５． 車・バイクでの利用の便が良いこと 

６． 将来の変化に対応できるように、敷地に余裕があること 

７． 用地購入費を極力抑えること 

８． 津波対策、液状化対策 

９． その他（                                                 ） 

 

問１０． これからの市役所本庁舎に望む機能として、主にどのようなものが必要と感じますか。 

（○は３つまで） 

１． 災害時に支援や復興活動の拠点（防災拠点）となる機能や備蓄倉庫があること 

２． 一度に様々な申請手続きや相談ができる総合受付窓口があること 

（ワンストップサービス） 

３． 市政や地域の情報を知ることができる情報閲覧スペースがあること 

４． 市民が発表、展示、交流などの活動ができるホールなどのスペースがあること 

５． 市民やボランティア団体などが自由に使える会議室やパソコン、印刷機などの機器を備え

たスペースがあること 

６． 市民が利用できるロビーや談話・相談ができるスペースがあること 

７． 誰もが利用しやすい施設であること（バリアフリーやユニバーサルデザイン（注１）） 

８． 駐車場や駐輪場が十分確保されていること 

９． 自然エネルギーの活用や省エネルギー等、環境に配慮していること 

１０． 食事や買い物ができる施設があること 

１１． その他（                                                ） 

（注１） 「ユニバーサルデザイン」 すべての人にとって共通に、安全で使いやすい製品や快適で不便のない      
生活環境をデザインしていくという考え方。
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最後に、あなたご自身のことについてお伺いします 

 

問１１． 性別 （○は 1つ） 

  １． 男性         ２． 女性 

 

問１２． 年齢 （○は 1つ） 

  １． １８～１９歳     ２． ２０～２９歳     ３． ３０～３９歳     ４． ４０歳～４９歳 

  ５． ５０～５９歳     ６． ６０～６９歳     ７． ７０歳以上 

 

問１３． 職業 （○は 1つ） 

１． 会社員       ２． 自営業          ３． パート・アルバイト 

  ４． 公務員       ５． 専業主婦      ６． 学生  

  ７． 無職         ８． その他 （                           ） 

 

問１４． 木更津市にお住まいの期間 （○は 1つ） 

１． １年未満             ２． １～５年未満         ３． ５～１０年未満  

４． １０～２０年未満        ５． ２０～３０年未満         ６． ３０年以上 

 

問１５． 家族構成 （○は 1つ） 

１． 単身                        ２． 夫婦だけ 

３． 親・子（２世代）                ４． 親・子・孫（３世代） 

５． 親・子・孫・ひ孫（４世代）        ６． その他（                     ） 
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問１６． お住まいの地区（下表左欄の該当する地区の番号に○を１つ） 

１． 木更津地区 

木更津・新田・幸町・中央・東中央・貝渕・吾妻・富士見・新宿・請西・ 

請西東・請西南・文京・真舟・大和・桜井・桜井新町・桜町・太田・東太田・

朝日・潮見・潮浜・木材港・新港・築地・中の島 

２． 岩根地区 万石・高砂・久津間・岩根・西岩根・江川・中里・高柳・本郷・若葉町 

３． 清川地区 
椿・笹子・犬成・日の出町・中尾・菅生・祇園・清川・永井作・伊豆島・ 

清見台・清見台東・清見台南・長須賀・ほたる野 

４． 波岡地区 
畑沢・畑沢南・港南台・小浜・大久保・上烏田・八幡台・中烏田・下烏田・

羽鳥野 

５． 鎌足地区 矢那・かずさ鎌足・草敷 

６． 金田地区 中野・牛込・中島・瓜倉・畔戸・北浜町 

７． 中郷地区 大寺・下望陀・上望陀・有吉・牛袋・牛袋野・曽根・井尻・十日市場 

８． 富来田地区 
真里谷・真里・下内橋・戸国・茅野・茅野七曲・山本七曲・大稲・田川・ 

佐野・下郡・下宮田・根岸・上根岸 

 

問１７． その他、ご意見・ご提案等をありましたらご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上で質問は終わりです。 

お忙しいところご協力頂き、誠にありがとうございました。 

お手数ですが同封の返信用封筒に入れて、 平成２４年１１月２３日(金) まで にご投函ください。 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%85%E8%A6%8B%E5%8F%B0%E5%9B%A3%E5%9C%B0

