
小学生（木更津第一小学校６年生）
1 男 35
2 女 35
計 70

問１　木更津駅周辺の良いところ（好きなところ）は何ですか？

にぎやかな所 10 【その他の意見】
しずかな所 0
イベントを多く実施 2 ・交番が近くにあること
娯楽施設があるところ 1 ・スパークルシティ無料ＷｉＦｉ
専門店があるところ 25 ・勉強するところがある
公共交通が充実している 4
飲食店がある 10
コンビニがある 9
その他 16
無回答 1
計 78

問２　木更津駅周辺の悪いところ（嫌いなところ）は何ですか？

活気がない 16 【その他の意見】
治安が悪い 8 ・駐輪場の数が少ない
まちが汚い 17 ・夜の道が暗い
行きたいお店がない 5 ・踏切が危ない
遊べる所がない 2 ・車が多くて危ない
その他 33 ・座れる場所がない
無回答 5
計 86

問３　木更津駅周辺にあれば良いなと思うお店や、施設は何ですか？
【その他の意見】

飲食店 14 ・街灯などもっと増やして暗いところをなくす
飲食店（カフェ） 3 ・遊ぶときに置く場所がないので、駐輪場が欲しい
飲食店（ファストフード） 2 ・大きくて緑豊な公園
飲食店（レストラン） 1 ・子供向けの洋服屋さん
スーパー・ドラッグストア 11 ・ＣＤショップ
ショッピングモール・デパート 2 ・若い子が楽しめる、流行のお店を増やして欲しい
病院 2 ・ＷiＦiをもっと沢山飛ばしてほしい
遊べる所 24
その他 45
無回答 1
計 105

飲食店計 20
問４　もし、あなたが木更津市の市長だったら、木更津駅周辺をどのようなまちにしたいですか？

【その他の意見】
明るいまち 5
楽しいまち 3
キレイなまち 14 ・人々が住みやすいまち
緑が多いまち 5 ・いろいろな人が通る木更津駅にする
安全なまち 10 ・市民が気軽にこれるまち
活気があるまち 19 ・みんなが笑顔になれるまち
その他 18 ・いろいろな人が行きたいと思うまち
無回答 1 ・にぎやかで、お店が沢山あって、皆が使える便利なまち
計 75

問５　上記の④のようなまちにするためには、何をしたら良いと思いますか？
【その他の意見】

イベントを実施する 16 ・「みらいラボ」のような、夜子どもが達がふれあえる施設
市のPR活動 14 ・空き地を緑に変える
美化活動 13 ・昔の施設を利用して、どの世代も楽しめる施設をつくる
お店を増やす 10 ・電灯をつける
その他 17 ・流行の食べ物や飲み物を取り入れる
無回答 1 ・日替わりの"なにか"を作ってお楽しみにする
計 71 ・エレベーターや改札入口を広くして便利にする

・駅前に行けば色々なものがそろう、便利なお店が沢
山あるまち

資料２



中学生（木更津第一中学校2年生）
1 男 40
2 女 45
計 85

問１　木更津駅周辺の良いところ（好きなところ）は何ですか？
にぎやかな所 8
しずかな所 3 【その他の意見】
イベントを多く実施 3 ・田舎でもなく都会でもないところ
娯楽施設があるところ 9 ・みらいラボがあるのがいい
専門店があるところ 10 ・自然がたくさんある
公共交通が充実している 2 ・色々なことに取り組んでいるところ
飲食店がある 11 ・警察官がよくとりしまっていて安全なところ
コンビニがある 12 ・イルミネーションがある所
その他 16 ・ロータリーがきれいなデザインで良い
無回答 16
計 90

問２　木更津駅周辺の悪いところ（嫌いなところ）は何ですか？

活気がない 22 【その他の意見】
治安が悪い 7 ・富士見通り
まちが汚い 13 ・人が多く静かに過ごせる場所がない
行きたいお店がない 15 ・インスタ映えしない
遊べる所がない 7 ・駅が古い
その他 12 ・居酒屋が多い
無回答 16 ・車が多くて通りにくい
計 92

問３　木更津駅周辺にあれば良いなと思うお店や、施設は何ですか？

飲食店 17 【その他の意見】
飲食店（カフェ） 6 ・CDショップ
飲食店（ファストフード） 12 ・図書館
飲食店（レストラン） 6 ・原宿のような多くの店
スーパー・ドラッグストア 12 ・体育館くらいの本屋
ショッピングモール・デパート 5 ・学生でも入りやすい雑貨店
病院 3 ・大きい公園
遊べる所 21 ・服屋
その他 29
無回答 5
計 116

飲食店計 41
問４　もし、あなたが木更津市の市長だったら、木更津駅周辺をどのようなまちにしたいですか？

明るいまち 8 【その他の意見】
楽しいまち 11 ・色々な人がすごしやすいまち
キレイなまち 9 ・全国から人が訪れるまち
緑が多いまち 3 ・古い建物を新しくする（駅もふくめる）
安全なまち 7 ・みんなが来やすい所
活気があるまち 21 ・うるさすぎないまち
その他 17 ・誰もが知っているまちにしたい
無回答 14 ・インスタ映えする人がにぎやかになる町
計 90 ・公園でボール（野球）ができるようにしたい

・ルールを守れるしっかりとした町

問５　上記の④のようなまちにするためには、何をしたら良いと思いますか？

イベントを実施する 19 【その他の意見】
市のPR活動 18 ・シャッター商店街をなんとかする
美化活動 10 ・交通を便利にしてイベントをひらく
お店を増やす 7 ・インスタ映えスポットをふやす
その他 18 ・公園などを建てる
無回答 23 ・勉強しやすいきれいな図書館
計 95 ・交流の場をつくる

・明るいことをする



高校生（木更津高校2年生・木更津東高校2年生）
1 男 153 東校１４３件 木校 男 153
2 女 290 女 147
計 443 300

問１　木更津駅周辺の良いところ（好きなところ）は何ですか？

にぎやかな所 35 【その他の意見】
しずかな所 4 自然が多い
イベントを多く実施 3 店が多い
娯楽施設があるところ 32 大きい塾が数社ある
専門店があるところ 3 高校生が多いところ
公共交通が充実している 30 落ち着く・穏やか
飲食店がある 121 昔ながらのお店があるところ
コンビニがある 51 ドラマの撮影が多いところ
その他 141 人が多すぎないところ
無回答 71 学校が近いこと
計 491

問２　木更津駅周辺の悪いところ（嫌いなところ）は何ですか？

活気がない 78 【その他の意見】
治安が悪い 155 何もないところ
まちが汚い 40 バスの本数が少ない
行きたいお店がない 33 駐輪場に自転車を止めていない
遊べる所がない 21 ＡＱＵＡからプリ機がなくなったところ
その他 161 道のタイルがこわれているところ
無回答 44 タバコを吸っている人がいる
計 532 安くて気軽に入れるお店がほしい

時間をつぶす店がないところ
暗い（街灯が少ない、その街灯が暗い）

問３　木更津駅周辺にあれば良いなと思うお店や、施設は何ですか？

飲食店 64 【その他の意見】
飲食店（カフェ） 39 ・大きい本屋
飲食店（ファストフード） 36 ・ジム
飲食店（レストラン） 43
スーパー・ドラッグストア 50
ショッピングモール・デパート 44 ・ＣＤショップ
病院 2 ・ツタヤ
遊べる所 99 ・ひまつぶしできるところ
その他 137 ・中高生でも入りやすいお店
無回答 57 ・大きい公園
計 571 ・ライブハウス

飲食店計 182
問４　もし、あなたが木更津市の市長だったら、木更津駅周辺をどのようなまちにしたいですか？

明るいまち 21 【その他の意見】
楽しいまち 25 ・きれいな公園がたくさんある
キレイなまち 34 ・おちついた雰囲気があるまち
緑が多いまち 16 ・市外からお客さんが来てくれるまち
安全なまち 57 ・住みよい街
活気があるまち 102 ・フリーＷｉＦｉのある、情報化のすすむまち
その他 158 ・学生に優しい町にしたい
無回答 73 ・シャッター通りをどうにかしたい
計 486 ・自分のまちを愛せるまち

・学校帰り、少し寄れるところ

問５　上記の④のようなまちにするためには、何をしたら良いと思いますか？

イベントを実施する 79 【その他の意見】
市のPR活動 33 ・公園をつくる
美化活動 44 ・街灯を明るいものをつける
お店を増やす 57 ・商店街の再開発
その他 137 ・ＳＮＳを使って拡散！ＰＲ大作戦！
無回答 118 ・廃ビルとかをなくす
計 468 ・人があつまりそうな店を多くする

・西口向かいのビルの中により多くの多種多様な店
を（カフェ・雑貨。食事処等）


