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１．今後のまちづくりに関する自由意見 

① 木更津地区 

 記述内容 性別・年齢 

〇駅前の発展（特に西口）、木更津アウトレットの道路整備 男性 

10歳代 

〇燃えるごみを出すことができる日をもう少し増やしてほしいです。木更津駅周

辺（時に西口）でイベントがある時以外、いつも閑散しているイメージがある

ので、難しいことではありますが、企業を積極的に誘致したり、商店街を復興

すべきだと思います。 

男性 

10歳代 

〇街灯が少なく、暗いところがあるので、増やしていただきたいです。 女性 

10歳代 

〇イオンタウン木更津朝日までの無料送迎バスを、午後６時から午後８時くらい

までにせめて延ばしてほしい。 

男性 

20歳代 

〇アクアラインが通って、たくさんの方が木更津に来るようになりました。海も

あり、アウトレットもあるのに、海の見える眺めのよいカフェやレストランが

あまりにも少ないように思います。もったいないです。ぜひつくってほしいで

す。地元のおいしい魚や野菜、スイーツが食べられて、眺めのよいレストラン

を待っています。 

男性 

20歳代 

〇木更津市に、大人や子どもが楽しめるような大型レジャー施設をつくってほし

い。つくることによって、今の木更津よりも観光者等も増え、発展していくと

思う。今の木更津市は、全く発展しているとは思えない。 

男性 

20歳代 

〇娯楽施設の増加 男性 

20歳代 

〇木更津駅東口前の交通状況の改善をお願いします。バス等が入り乱れて、事故

にならないか、冷や冷やしながら運転しています。 

男性 

20歳代 

〇こちらに来て３か月程度なので、よく分かりません。あまり協力できなくて、

すみません。もう少しバスの便があるとよいなと思います。 

男性 

20歳代 

〇広報などをよく見ていないこともあり、木更津市の活動がわかっていませんで

した。初めて聞く言葉もありました。町内会、班長を通して「高齢者見守りキ

ーホルダー情報」を知りました。興味や必要があって調べたりするので、対応

をよろしくお願いします。親世代は、まだまだ「紙」での情報収集と思います。

多岐に渡り、市民のために働いていただき、ありがとうございます。弱者（賢

い人もいますが…）のためにも、考慮をよろしくお願いします。「ＫＩＳＡＲＡ

ＺＵ」を改めて見て、活動がよくわかりました。 

男性 

20歳代 

〇一時保育してくれる施設がもっとあればよいと思う！子どもと親が遊びに行け

る場所がもっと増えてほしい！ 

女性 

20歳代 

〇木更津市を走行しているバスの最終時刻が早く、タクシー等を利用しなければ

ならないので、非常に不便です（特に土・日、祝の時刻が早すぎます）。木更津

駅までの距離があるので、改善していただけると幸いです。 

女性 

20歳代 
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 記述内容 性別・年齢 

〇木更津市は周辺地域と比べて、地方税が高額なわりには、景観の美化や道路整

備、子育て支援、商業施設等、市民生活に目に見える形で還元されていると思

えない。地方税が安くなることを最も望むが、それが不可能なのであれば、市

民が実感できる形で、そのお金を意義あることに使ってほしい。無駄な経費は

削減し、市民の意見を反映した政策を考えてほしい。自然も多く、少しずつ美

しい住みやすい木更津になってきていることは感じているので、さらに魅力あ

るまちになるよう、期待している。 

女性 

20歳代 

〇休日のアクアライン付近が混雑しすぎ。２４時間スーパーや、２１時くらいま

でオープンしているスーパーや薬局があれば、もっと暮らしやすいです。 

女性 

20歳代 

〇歩道がでこぼこで、自転車が走行しづらいです。友人が車と接触する事故に遭

ったので、まっすぐきれいになると安心できます。 

女性 

20歳代 

〇アクアラインの通行料にはとても助かっているので、このまま継続していただ

けると嬉しいです。西口側のお店が居酒屋ばかりなので、もう少し違ったジャ

ンルのものがあったりすると、バスの待ち時間など、楽しく解消できるかもし

れません。いろいろなジャンルで最近はグッズ化されているのがアクリルキー

ホルダー（スタンド付き）です。キーホルダーとして使ってもよし、スタンド

に差しておいてもよしで、グッズを増やしていくつもりなら、おすすめです。

木更津市がよりよく発展できるよう、お祈り申し上げます。 

女性 

20歳代 

〇県外から人は週末来ますが、県内（木更津市内）の人たち、特に若い人は、逆

に週末都内で遊んだり、買い物をすることがほとんどです。もっと若者向けの

ファッションのお店等があればよいなと思いました。 

女性 

20歳代 

〇私が思ったのは、夏や秋にアウトレット木更津内で、モデルを招いてランウェ

イを実施（お金はかかるかもしれないが、さらなる人数をアウトレットに呼び

込むため）。そういうのをホームページ、アプリ、掲示板にのせたら、日本人の

みならず、日本に来ている外人の目にもとまって、さらなる来客が期待できる

のではないかと思います。さらに、アプリがこれからできるのであれば、そこ

に子育て情報、例えば、そのお店に行く前に、イオンだったら、イオンのペー

ジをタッチすると一目で分かるような授乳室、おむつ台、ベビーカーのまま入

れるトイレはあるのかをのせることによって、初めてそこに行くお母さんも安

心するし、行きやすくなるのではないかと思いました。授乳室は、お湯がある

のかなど。まちづくりは、いろいろな人の協力と労力などがありますが、いろ

いろイベントをしたり、地域活性化のために、そこでしかできない限定感を出

して盛り上げていけば、どんどん変わっていくと思います。 

女性 

20歳代 
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 記述内容 性別・年齢 

〇“オーガニックなまちづくり”の推進には、あまり期待していません。木更津

市は近隣３市と比較して、財政を堅実に（あまり市民サービスにお金をかけず

に）運営していると思いますが、オーガニックというよく分からない概念のた

めに予算を割いてほしくありません。そのような付加的なものは、財政力指数

の高い都市か、民間で進めるものだと思います。これからの木更津市には、施

設の耐震化、高齢者支援、子育てサービス、アクアラインをいかしたアクセス

整備などに期待しています。 

女性 

20歳代 

〇最近、ブルーベリーなどの特産品が取り上げられているのを見聞きします。ア

ウトレットやイオンができて、木更津にないもの（飲食店等）が少なくなって

きましたが、駅前には居酒屋しかない。木更津には何もない。木更津が嫌いだ

と言う人が周りにいたり、都会の人に馬鹿にされがちなのも事実です。全ての

市民が、木更津が大好きになるのは難しいと思いますが、少しでも多くの人が

そうなれるような木更津の売り出しところ？が増えたらよいなと思っていま

す。身近な人が木更津のために動いてくれるのを知っているので、ひそかに応

援しつつ、自慢の木更津ができることを期待しています。私は何だかんだ木更

津が好きな人間の１人です。 

女性 

20歳代 

〇木更津から２０年以上も「ファッション」がなくなっている。イオンモールも

廃れてきている。まだ２年くらいなのに…。ショッピングも力を入れてほしい

けれど、もう少し「スポット」的なところがあってもよいと思う。住みやすい

まちだけど、また行きたいと思うスポットもない。「木更津」はドラマや映画で

ある程度の知名度があるのに、肝心な駅には、カラオケ、居酒屋しかない。駅

直結のショッピングモールとか、コストコ的なものがあってもよいと思います。

ＳＯＧＯ跡は、あれはひどい。カラオケ、１００均…無駄遣い。 

女性  

20歳代 

〇金田地区にお金をたくさんかけているけれど、木更津市民が日常でよく使う道

路等の整備に気を配っていただけないかと思います。雑草がすごく、舗道を歩

いている人の姿が見えないので、防犯にもなっていないし、せっかく外灯があ

っても、周辺の木がかぶさっていて、意味をなしていなく、夜道が真っ暗で危

ないと思います。アクアラインがあって、高速バスが走っても、県外からの人

が見て、まちがきれいじゃないと何も魅力に感じないと思います。「オーガニッ

クなまちづくり」も、市民からしたら理解しがたいです。 

男性  

30歳代 

〇高速の木更津南インター出口付近に、一般道に出られる出口をつくってほしい。

木更津潮浜公園に遊具をつくってほしい。子ども用と大人用（運動用）。ファミ

リー層で遊べるところをつくってほしい。燃えるゴミ袋（大）の値下げ。 

男性  

30歳代 

〇財務状況の改善、正しい財源の活用、活気のあるまちづくり 男性  

30歳代 
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 記述内容 性別・年齢 

〇木更津＝田舎のイメージをなくしてほしい。袖ケ浦市の方が住みやすいまちに

なっているので、負けないようにしてもらいたい。遊園地をつくってほしい。

バスの本数を増やしてほしい（駅までの交通が不便）。駅前の商店街が暗い雰囲

気。住民税を下げてほしい。市長がどんな仕事をしているのか不明。太田中を

新しくしてほしい。木更津市の魅力について、自信を持って言えることがない

し、あまり住みやすいまちではない。今後に期待してます。 

男性  

30歳代 

〇安心・安全に暮らせる町。不審者や暴走族のいない町。子どもに優しい、子ど

もを育てる町。 

男性  

30歳代 

〇西口の開発にもっと力を入れてもらいたい。シャッター商店街は寂しすぎませ

んか？元そごうの建物をもっと活用してもらわないともったいないと思う。駅

前なのですから、活用法はあると思います。市役所が２か所にわかれていて、

とても不便です。なぜ１か所にすることができなかったのでしょうか。 

男性  

30歳代 

〇夜、会社（東口）で仕事をしている時や帰宅している時に、暴走族のバイクが

いつもうるさく、危険運転を繰り返している。一度は、近づいてきて襲われそ

うになった。木更津は治安の悪さが、他県から見て有名である。早急に警備体

制を確立し、中心部の駅周辺は特に改善して下さい！ 

男性  

30歳代 

〇騒音対策に力を入れて下さい。特に自衛隊のヘリコプターが騒がしくて困って

います。羽田へのジェットも音が大きく、夜はやめてほしい。税金が高くて、

サービスが悪いと聞きます。サービスは市役所窓口での間違いを減らしてほし

い。小学生が自由に遊べる場所を増やしてほしい。市内各地にごみが落ちて（捨

てられて）いるので、きれいになるとよい。水道の水の質が悪いのを、どうに

か少しでもよくして下さい。 

男性  

30歳代 

〇住所変更等が生じた場合、どこか１か所で手続きすれば済むようにネットワー

ク強化してほしい。市民課、健康保険、国民年金、それぞれ個別にやらないと

いけないのが面倒だし、時間がとれないから。連携されていないので、マイナ

ンバー制度の意味がない。空き物件（富士見通り）を、若く起業される方に提

供して、賑わいのある通りにしてほしい。カフェや雑貨店など、もっと増えた

ら嬉しい。 

男性  

30歳代 

〇道路整備や街灯の設置等のインフラの改善を早急に求めています。車社会のま

ちなのに、道はボコボコで走りづらいし、白線が消えていて、夜間や雨の日は

走っていて怖いです。街灯が少ないことも危険だと感じています。道路の側溝

にフタがないので、脱輪している車を見かけることも多いです。こちらも改善

を求めます。 

男性  

30歳代 

〇レコード店を増やしてほしい。子育てに優しい市にしてほしい。とにかくお金

がかかって大変です。あと、福祉事業を充実してほしいです。 

男性  

30歳代 
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 記述内容 性別・年齢 

〇駅前の活性化。神奈川県の海老名市は木更津と同等の人口だが、最近は駅前開

発が進んで成功しているので、木更津も参考にして、駅前の賑わいを見せてほ

しい。実現は難しいかもしれませんが、駅が一番人が集まりやすい場所なので、

ＪＲと協力して、駅ビルや駅ナカなどがあれば木更津は人が集まり、栄えると

思います。千葉駅が明るくなり、お店なども充実しているので、少しは真似を

してでもよいので、駅周辺の活性化は急務だと思います。 

男性  

30歳代 

〇広くて、きれいで、整備された公園がないため、君津、袖ケ浦のように目立つ

公園がない。遊具、夏には水遊びできるような公園をつくっていただきたいで

す！ 

女性 

30歳代 

〇木更津魚市場など、活気がないので、もう少し頑張ってもらいたいです。子ど

もの遊べる公園が少ない。小櫃堰公園や潮浜公園などは、子どもだけでは行か

せることができないので、車で行っています。小さくてもよいので、公園の数

をもう少し増やしてほしいです。 

女性 

30歳代 

〇木更津が大好きです。他県から引っ越してきた人たちにも好きになってもらい

たいので、まちづくりに力を入れてもらえればよいなって思います（わかりや

すく）。 

女性 

30歳代 

〇図書館の改築（四市の中でも、大きさ、建物、サービス、設備全体的に劣って

いる）。公園の整備（劣化した遊具を撤去しただけで、新しい遊具が設置されな

いため、遊具の少ない公園ばかり）。請西地区に派出所の設置。市役所の窓口職

員の対応改善（他県から移住してきた方からも同様の声があがっている）。駅前

通りの街灯増設（店舗が増えてきているのに、通りが暗く、活気のない印象）。 

女性 

30歳代 

〇県内出生率が高いようですが、子どもを遊ばせる公園の少なさにビックリして

おります。木更津には、駐車場が完備していて、おもいっきり遊べる公園は小

櫃堰公園のみ。もっと年齢幅のある公園が増えることを期待します（遊具が増

えてほしい）。公園の他にも施設も増えてほしいですね。自然豊かなまちでもあ

るので、家族で楽しむ時間、友人と楽しむ時間をつくれる場所もあるとよいで

すね。バーベキューができるところ、花火のできるところがあればよいなとも

思います。ワンオペ育児のため、万が一、私が入院等になってしまった場合の

子どもの２４時間預かり対応施設もあるとよいです。妊婦タクシーの普及。預

かり保育の普及。 

女性 

30歳代 

〇安心して子育てできる環境、施設、サービス等の一層の充実をお願いします。 女性 

30歳代 

〇信号機の設置場所（子どものための安全の配慮）、子どもの予防接種無料化 女性 

30歳代 
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 記述内容 性別・年齢 

〇子育て議事録を見ているが、待機児童対策の見通しが甘すぎるように思うし、

実際に悩まされた。住民税等も、以前に住んでいた自治体よりも高いのに公共

交通機関も充実しておらず、車必須のようで、全くメリットを感じなかった。

道路（特に歩道）の状態も悪く、車のマナーも悪いため、何度も危ない目にあ

った。数年住んだが、居心地がよくならないので転出するつもりだ。ファミリ

ーサポートを利用したい時に、全く機能しておらずに困った（市が民間より引

き継ぐとしていたのに、１年近く放置していたようだ）。 

女性 

30歳代 

〇活気があり、車がなくても生活しやすい、美しいまちになってほしいです。 女性 

30歳代 

〇駅前にスーパーがほしい。 女性 

30歳代 

〇木更津市のまちづくりをよくしたいなら、木更津市の窓口である職員の対応を

できれば、もう少し気持ちのよい対応をしてほしい。 

女性 

30歳代 

〇今後市役所を建設するなら、市民が気軽に集まれて、明るい場所にしてほしい

（手続き以外に行きたくなるような）。そうするともっと市のことに興味が出

て、活性化されそう。 

女性 

30歳代 

〇医療体制がひどいと思う。個人病院から紹介され、君中に行っても、医師不足

や経験不足なのか、安心して君中へ受診することができない。４市で支えてい

るわりには、充実した医療を受けることができない。地域では高齢者が増えて

いるにも関わらず、安心して暮らせない。私は地元の人間ではないのですが、

都心に近い郊外のわりにはひどいと感じます。もっと田舎の方が連携が充実し

ていると感じます。子どもが少ないという世の中で、このあたりは子どもが多

いと思います。次世代を担う若い子どもたちがもっと伸びよく遊んだり、交流

が持てるように、体育館、校庭を開放すべき。また、中・高生の学習が、より

よくできるように図書館を立て直し、きれいにし、広くしてほしい。あれは図

書館とはいわない。田舎よりもひどい。お金をかけるところを間違えている。 

女性 

30歳代 

〇東京などからアクセスしやすいが、アクアラインは混みすぎ。最近、駅前など

にホテルができたが、もっと多くの人に泊まってほしいので、ロッジのような

簡単な宿泊施設（キッチン、トイレ、シャワー等）がついているところが多く

ほしい。ホテルは、シーズンオフは安いが、家族にとっては、やはり休みは土・

日。高すぎ。下水工事に料金がかかりすぎ。変な事件・事故が目立つので、学

校などにも防犯カメラを多くつけてほしい。一番は道の溝を埋めてほしい。道

路がでこぼこすぎて、自転車が通りにくく、老人が転びやすい。 

女性 

30歳代 

〇必ず必要となるごみ袋。使用量の多い可燃ごみの袋の値段がもう少し下がると

よい。もしくは、プラスチック容器の袋の代金を下げたら、分別をより意識す

る人が増えるのではないかと思う。 

女性 

30歳代 



７ 

 

 記述内容 性別・年齢 

〇まちづくりの透明化（予算の公表など）。昔から住んでいる人と他市・他県から

来ている人の割合が変わってきていると思うので（特に金田や羽鳥野など）、交

流の場や昔からの慣習にこだわらない、幅広い意見を取り入れていくことに期

待する。オーガニックシティのフレーズはあまり浸透していないと感じる。地

元の中高生や子育てサークル、シルバー世代のサークルなどを巻き込んで盛り

上げていけたらよいのではないかと思う。 

女性 

30歳代 

〇木更津は都内から近く、また、アクアラインバスは海を越えるアクティビティ

のような移動もできて、近くて素敵なちょい観光エリアという好位置。また、

魚介、野菜もたくさんとれるのに、それらを気軽に楽しめる場所が少なく、Ｐ

Ｒできておらず、とてももったいないと感じています。理想としては、①木更

津駅西口の海沿いを、都内などから観光客と地元市民と両方に利用されやすい、

レストラン、カフェ、直売所、雑貨などのお店をつくってほしいです。イメー

ジは館山の“なぎさ駅（なぎさ食堂）”です。店内からは海が見え、ウッドデッ

キで子どもや犬も遊ばせられる。地産を使ったセンスのよい料理。料理でいえ

ば“ｈａｎａｈａｃｏ”も木更津のイメージアップにもなっていてよいと思い

ます。駅から徒歩、もしくはバスを出してもよいかもしれません。②西口の古

い建物、まちなみをいかし、お店などを入れてほしいです。今ある“金田屋リ

ヒトシューレ”のようなお店に続いて、カフェやお店が入るとよいなと思いま

す。③“オーガニック”に特化した野菜の販売なども期待しています。 

女性 

30歳代 

〇木更津駅周辺の賑わいを取り戻してほしい。 女性 

30歳代 

〇子育てが大変な世の中です。子どもが泣くから窓が開けられず、換気扇をつけ

れば隣のお爺さんに文句を言われる。子どもがおねしょをして、夜中に夫がお

風呂に入らせると隣のお爺さんが夜中にチャイムを押す、暴言を吐いたり、警

察を呼ぶ。これが自分一人だったら怖い。戸建てでこのような状況なので、ア

パートに住んでいる人はもっと大変だと思います。のびのびと子どもができな

い。玄関で子どもが転んで泣いただけで児童相談所がくる。こんなことばかり

で、木更津が大嫌いだ。匿名希望で通報するシステムはやめた方がよい。嫌が

らせ行為で、何度も通報する人もいるでしょう。本当に困っている家庭に手を

差し伸べてほしい。 

女性 

30歳代 

〇陣痛タクシーができるとよいな。 女性 

30歳代 

〇木更津西口駅前がゴーストタウンのように寂しい。明るいまちになるとよい。 

男性 

40歳代 



８ 

 

 記述内容 性別・年齢 

〇駅周辺の寂れ具合の改善。昭和の時代の活気あふれる駅前になるように期待し

たい。 男性 

40歳代 

〇アクアラインが通り、大変よい環境であるのに、通過点でしかない感が残念に

思う。私は釣りが好きなので、漁港以外の海釣り施設ができたら、漁師、船員

の方々に迷惑をかけることなく、安心・安全に遊べると思う。 

男性 

40歳代 

〇風によるアクアライン通行止めの低減。金田バスターミナルの都心へのハブ化

と市内線の充実化。アクアラインバスの運賃の割引制度。特に深夜バスの運賃

が高すぎる。また、終バスの時間繰り下げ。 

男性 

40歳代 

〇子どもたちが安心して遊べるまちづくりをお願いします。 男性 

40歳代 

〇歩道をもっときれいにしてほしい。植えてある花や樹木が雑草に埋もれていま

す。車の運転にも支障があります。曲がりたい時に見えません！防災無線が全

く聞こえません（真舟小近く）。 

男性 

40歳代 

〇道路の舗装状況が悪い（東口ロータリーや請西東の道路、請西東・南付近での

暴走バイクがうるさい）。道路で遊んでいる子どもが多すぎ。アウトレット付近

の道路が混雑しすぎる。いろいろなところへ税金を使っていると思いますが、

市民の意見に対して、最優先に税金を使っていただきたいです（特に上記のこ

と）。 

男性 

40歳代 

〇治安が悪いので、どうにかしてほしいと思います。ふるさと納税を充実させて

ほしいと思います。車の事故等、運転も含め、道路の整備。街灯の充実（町内

会で対応しきれていないため、市からの援助）。 

男性 

40歳代 

○房総半島のポータルとして、様々な情報や特産品が集まるところをつくって、

都心から最も近くて、自然を体験できる地域をアピールしてほしいです。アク

アラインを使えば、通勤・通学がとても便利で、座って楽にバスに乗れること

を都心の人はあまり知らないので、都内を走る電車などに広告を出してほしい

です。 

男性 

40歳代 

○企業誘致などによる雇用の増進、それによる増税収。それによる地域の活性化。

それによる、さらなる市の発展。 

男性 

40歳代 

〇木更津市には遊具の充実した大きな公園がないのでつくってほしい。子どもの

人数に合わせた子育て補助にしてほしい。所得制限があったりして、十分な補

助が受けられない。子どもが多ければ家計はそれだけ苦しくなる。子育て世代

に優しいまちづくりに期待します。 

女性 

40歳代 



９ 

 

 記述内容 性別・年齢 

〇市役所が朝日に来て以来、とても便利になりました。おかげで、潮見の夕方の

渋滞がかなり減ったように思います。建て直すことなどはせず、あるものを有

効に使って下さい。税金、水道代が高すぎます。人口が増えているのに…。か

なり不満。新興住宅街はとてもきれいに整備されて、何かあればすぐ直してく

れるのに、古くからの地区はＵ字溝のフタのキャップ？すらつけてもらえない

…。公園、図書館・公民館など、壊れたり、古いまま使えない等、多々ありま

す。子育てしやすい市とはほど遠いと思います。税金の使い道を、もっと市民

レベルにしてもらいたい。オーガニックというなら、なおさらです。今のまま

では期待することはないかも。 

女性 

40歳代 

〇街路樹を整備してほしい。剪定もせずに乱れている街路樹が多い。「まちづくり」

防犯のためにも死角のあるような場所の木は早急に整備してほしい。歩道を歩

いていて、枝がぶつかることもある。子どもたちの安全のためにもお願いしま

す。公園付近の道路に駐車しっぱなしの車があると危険です。事故が起こる前

に、駐停車禁止にするべきでは。子どもが安心して遊べるまちこそ、木更津が

目指すまちづくりだと思います。 

女性 

40歳代 

〇子育て世代の育児支援（金銭面）の強化、働く主婦の環境づくり 女性 

40歳代 

〇いろいろなものが新しく変わっている時代に、小・中学校はいつまでも昭和の

ままな気がします。エアコンのない教室、夏も冬も同じ体操服。特に中学生は、

１教科につき何冊も教材があり、学校に置いて帰ることを許されず、何ｋｇも

あるカバンを下げて、肩が変形しそうです。市の活性化や福祉サービスも大切

でしょうが、もっと子どもたちのことも考えてほしいと思います。 

女性 

40歳代 

〇これからのまちづくりは、もちろん大切だと思います。今ある、できることも

大切だと思います。安心・安全に暮らしていけるよう、交通ルールの順守周知

徹底を期待しています。また、近年は行政サービスを始め、ペーパーレスにな

ってきていますが、まだまだ丁寧な説明をお願いすることも期待しています。 

女性 

40歳代 

〇駅（西口）の活性化。イベントがある時は賑わっていると感じるが、普段は寂

しい印象を受けるので。 

女性 

40歳代 

〇防災無線に無料Ｗｉ－Ｆｉを整備して、市内のどこでも利用できるようにすれ

ば、各家庭の通信料がもっと自由に使えることで市が活性化する。 

女性 

40歳代 

〇ここ最近、公園整備が進んでいる様子をよく目にしました。しかし、実際に行

って、初めて気づくことで、行かなければ、そのような変化に気づかなかった

と思います。新聞を取っていないので、広報きさらづはほとんど見ることはな

く、情報が入ってくることはありません。やはり木更津の玄関ともいえる駅周

辺に関しては、もう少し魅力のある景観を期待します。太田山をもっと魅力の

ある公園に変え、人が集まる場所にできたら、そこからまた次へ繋がっていく

のではないでしょうか。 

女性 

40歳代 



１０ 

 

 記述内容 性別・年齢 

〇路線バスが、駅までだけでなく、市内循環のバスを増やしてほしい（コミュニ

ティバス等）。木更津バル等、イベントをもっと大きく告知してほしい。興味は

あっても、気がついたら終わっていることがあるので。駐車場ばかり増えてい

るけれど、昔の木更津駅前まではいかなくても、もう少し活気や人の賑わいの

あるまちになってほしい。 

女性 

40歳代 

〇駅前の活性化。体育館、ホール等、イベント会場が欲しい。 女性 

40歳代 

〇アウトレットがあり、アクアラインを利用する千葉県外の車で渋滞に巻き込ま

れて、とても迷惑。地元のみ通れる道がない。マナーの悪い県外ナンバーの車

にうんざり。県外からの方たちもこんなに不便な道…そのうち嫌になって足が

遠のくでしょう。早く改善した方が…と思います。アクアライン行き専用、地

元専用の道路をお願いしたいです。 

女性 

40歳代 

〇道路の整備。雨が降ると歩けないくらい、水がたまる歩道があります。車道に

出ないと通れず、危ない。朝日バーミヤンの脇です。今はもう直っているので

しょうか…。 

女性 

40歳代 

〇福祉、医療、教育の充実。観光地としての集客、充実、安定。 女性 

40歳代 

〇日常生活を送る上では、特別に不便を感じないが（これはとてもありがたいこ

とです）、市外へ出掛けなくても楽しめる場所、イベントがあってほしい。子ど

もとワクワクしながら遊びに行けるような公園や、参加型の体験イベントがも

っとあると嬉しい。ナチュラルバルや地元出身のアーティストの方のライブに

参加したことがあるが、毎回の変化に乏しく、来ている人も同じ人ばかりに感

じる。転居して日が浅いこともあるが、あまり誇れるような文化や自然の豊か

さに接していない。全国の他のまちや市で、特別なものがなくても魅力や愛着

を感じるようなまちづくりを行っているところは多くあると思う。木更津市も

取り組んでおられると思うが、あまり実感として感じとれず、外に目が向いて

いる市民は私だけではないように思う。 

女性 

40歳代 

〇共働きで、親が近くに住んでいない場合など、子育て支援として、習い事の送

迎や預かりなど、ファミリーサポートを充実させてほしい。 

女性 

40歳代 

〇アイドリングストップの徹底（特に民間バス・学校バス、大型車） 女性 

40歳代 

〇側溝や水路で、水の流れが悪く、見た目が悪く、悪臭がする箇所が少なくない

と思う。細い路地まで整備の手が行き届いてないように感じる。条例等を整備

し、市民の美化意識を高めてほしい。 

男性 

50歳代 

〇住みやすく、住民・市民が増える環境をお願いします。 男性 

50歳代 



１１ 

 

 記述内容 性別・年齢 

〇市役所は建て替えずに、現在の朝日庁舎のままの方が、利用する側にとっては、

とても便利です。用事が１つのフロアで済み、とても助かっています。木更津

市の生活保護の基準は、とても甘いんですね。持ち家があっても、同じ敷地内

に子どもがいても、生保になっている人がたくさんいます。車だって、よい車

に乗っていますが。年金生活の人の方が苦労してますね。税金はもっと大事に

使って下さい。 

男性 

50歳代 

〇図書館の充実（質、量、建物を含めて） 男性 

50歳代 

〇人口増か。企業誘致。交通安全（通学路の安全確保）。木更津駅前ロータリーの

改善。 

男性 

50歳代 

〇特にありません。ごめんなさい。 男性 

50歳代 

〇特になし 女性 

50歳代 

〇結局、東京ありきの都市。木更津独自の何かがない。それを見つけて売り出さ

ないと、その都市の魅力と呼べないと思う。 

女性 

50歳代 

〇駅東西口ロータリーの整備。例えば、バス発着場を今とは別の場所に統一する

（違法駐車の車両とバスでロータリーは危険な状態である時間帯によって）。も

しくは、違法駐車車両の取り締まりを強化する。 

女性 

50歳代 

〇図書館の環境がよくない。建物が古くても、蔵書をもっと工夫した方がよい。

駅前および商店街をもっと活性化して、海まで行けたら。ハザードマップはも

っとみんなが知るべき。 

女性 

50歳代 

〇今、千葉は地震が多いので心配！新しい市役所が元の場所にたてられることに

不安を感じる。もっと中心部にあった方がよい！今の場所で満足！ 

女性 

50歳代 

〇福祉、防犯に力を入れてほしい。木更津市民だけでなく、観光客や転入居者も

守ってもらいたい。また、平等を願います（税金について）。高齢者、介護が必

要な方だけでなく、健康で頑張っている方には、ご褒美的（介護保険、使わな

かった分を少額でも返金）な考えを持ってほしい（使わなくちゃ損だという考

えの方もいます）。子育て支援、病気等で、子どものいない方もいます。税金は

国民のために使われていることは理解しておりますが、すみません。 

女性 

50歳代 

〇木更津だけのお葬式のあり方。台湾のように、ある地区なのか国なのかはよく

分りませんが、ＮＨＫでも放送したと思います。台湾のように無料ではできな

いかもしれないが、低料金でいろいろなタイプの形があると思います。貧相な

雰囲気を出さずに、木更津で最後でよかったと思えるように。木更津だけのお

葬式のあり方。 

女性 

50歳代 



１２ 

 

 記述内容 性別・年齢 

〇江戸時代からの文化を守りつつ、アクアラインでの他県、都との行き来をさら

に盛んにし、海の交通も、もっと充実し、発展していってほしい。オーガニッ

ク等、新しい事業もよいが、防災にもっと取り組んでいただきたい。西口開発

も期待します。潮干狩りに来て下さった人たちが疲れきったあげく、駅でしゃ

がんでいる姿を見ると忍びない。申し訳ない気持ちになります。 

女性 

50歳代 

〇交通の便がよくなった分、住宅が増え、道も整備され、便利にはなりましたが、

そのため、抜け道となり、朝・夕の車の渋滞で、地元の人が通りづらい地区が

あることを知ってもらいたいです。 

女性 

50歳代 

〇高い理想を設定して、その目標に向かって、行政と市民がともに努力すること

を望み、また、協力しますが、今、木更津市の空には一つの問題があります。

今年に入ってから、救急ヘリと米軍ヘリとが３０秒～６０秒ほどで交差したの

を見かけたことがあります。そして、ここにきてオスプレイの問題です。今の

米軍ヘリが我が物顔で市街地の上空を飛ぶように、オスプレイが市街地上空を

試験飛行するようなことがあれば、木更津市は関東地方で一番住みたくないま

ちになるでしょう。昨夜も暗くなってから米軍ヘリが訓練のために飛んでいま

した。 

女性 

50歳代 

〇駅周辺にスーパーなどのお店が全くなくなり、車がないと買い物にも行けない

ところとなりました。便がよいようで悪い木更津駅周辺です。来年からさくら

祭りもなくなるそうですね。それも寂しい世の中となりました。できたら、防

犯カメラなど（何が起こるか分らない世の中）を増やしてもらえたら、安心し

て生活できるように思います。犬・猫のボランティアができたらよいのですが

…？もしくは、殺処分される動物に対して考えていただきたい。 

女性 

50歳代 

〇駅前の活性化を期待します。長い歴史がある土地にも関わらず、観光都市とし

て駅前を活用し、人を集約していただきたいです。アウトレットから木更津市

内の観光地への誘導などに取り組んでいただきたいと思います。木更津市街地

ばかりが開発され、車所有者前提で形成されている気がいたします。車に乗れ

ない人たちのための交通手段の充実や便利さを考慮したまちづくりをお願いし

ます。駅前がシャッター街化され、由緒ある観光地が忘れられていくのは悲し

いし、もったいないと思います。駅前の商店街をいかしたまちづくりをよろし

くお願い致します。 

女性 

50歳代 

〇最近、パソコンやらスマホでの使用で情報発信が多いが、高齢者には分かりづ

らく思われる。もっと分かりやすい方法はないだろうか…？高齢者で、パソコ

ンやスマホを使用していない人たちもいることも考えてほしい。 

男性 

60歳代 



１３ 

 

 記述内容 性別・年齢 

〇市役所、警察、消防（本部）が海のすぐ近く、もっと高台につくってほしい。

津波５ｍ予想は、何倍かして危険を考えてほしい。３月１１日でこりているは

ず。避難所に行けば何かある、もらえると考えて、何も持たない、用意もして

いない方が結構いる。啓蒙を。避難する時は、できる範囲で必要なものを持参。

自治会の必要性をアピールしてほしい。抜けたり、入らなかったりしていて、

恩恵を受けるだけの方もいる。「まちづくり」を進めているとは思えない。自治

会や市民任せにしているだけでは、まちづくりはできないと思う。高齢者にな

って免許を返したら…足がなくて、お金もなくて不便。東京や横浜のように、

パスポートで便利に乗り物に乗れたり、便の数を増やしたりしてもらわないと、

返したくても悩むのでは。 

男性 

60歳代 

〇都心にも近く、田園や森林などの自然もある木更津市ですが…。木更津市の中

では、沿岸部と里山部での基本的状況が真逆となっているようです。下郡の富

岡小学校の廃校（方針）や鎌足小学校の併設学級間近（人数減少）など、里山

部での若い人たちへのサポート体制や魅力的な政策推進がないと、人口減少⇒

小中学校の廃校⇒人口減少の更なる進行。農家などの跡継ぎ不足、良質な賃貸

物件や農家跡継ぎ以外の者には買えない（家や土地）、法律問題など、根本的な

政策の策定を考え、各種特例措置の推進による、若い人たちの里山地区への誘

致を図るべきでは！ 

男性 

60歳代 

〇若い世代の人が安心して子育てできるまちづくりで、活性化してほしい。その

ためには、教育、医療、子育て支援、文化レベルの向上で、住みやすいまちづ

くりを目指してほしい。幸いアクアラインバスの利用により、通勤範囲が広が

り、都内への通勤者も増えている。木更津市の強みは今、アクアラインをいか

にうまく利用するかにかかっているとも思われる。県南、首都圏の若年を中心

とした世代に木更津の魅力を発信し、人口の増加に繋げてほしい。そのために

も、さらなるアクアラインの有効利用方法を検討してほしい（バスよりも安定

した輸送力のある鉄道路線の開設とか）。 

男性 

60歳代 

〇私は自転車で、休日は散歩がてらにあちこちに行きますが、自転車で安全に走

れるところがないです。できたら、自転車が安全に走れるところがほしいです。

無理ですか？ 

男性 

60歳代 



１４ 

 

 記述内容 性別・年齢 

〇最近、アクアライン、オーガニック、ワークライフバランス等、横文字の事業

がたくさん。６０代になると、そんな事業に参加することより、もっと医療等

に力を入れて、せっかくアクアラインがあって、横浜、東京など、高齢でも遠

くに行くことができると思っているのに、アクアラインのバスに乗るまでの市

内のバスがなく、若いうちは車でということがあるが、それもままならない。

そう思うと木更津市への愛着も薄れてしまう。せっかく自然豊かで、美しいま

ちなのに、市内を見て回るバスさえ少ない。市でたくさんのイベントをやるの

もよいが、イベントよりも暮らしやすいまちにしてほしい。医療も、小さな病

院はたくさんあってよいと思うが、総合病院となると半日がかり。何とかなら

ないか。いろいろな事業も、短い期間で終わって忘れられてしまうものでなく、

長期に渡り、しっかりした事業を考えてほしい。 

男性 

60歳代 

〇木更津駅西口・東口とも、いまだ殺風景である。まちなみを横浜等のように、

まずは景観をよく整備すれば、訪れる人たちも増え、シャッター通りも少しず

つ解消されるのではないでしょうか。他の地方都市などの成功例をさらに分析

して、参考にしてもらいたい。企業誘致による法人税の確保など、資金源の開

拓に努めてもらいたい。 

男性 

60歳代 

〇①アクアラインは、木更津発展の生命線。今後も８００円特例を維持してもら

いたい。ただし、単なる通過点にならないよう。②市のドーナツ化の解消。駅

周辺地区の固定資産税調整等により、大型商業施設の誘致促進等。 

男性 

60歳代 

〇市民に対する情報の提供のあり方については比較的親切であり、また、親身な

対応が感じられると思います。パソコンや携帯、スマホ等による情報は非常に

重要ですが、人と人とのコミュニケーションを通じた情報の提供のあり方も、

多少時間がかかっても重要なことだと思います。現在では、様々な方法で情報

を得られることは十分に承知ですが、介護、青少年の健全教育（常識ある行動

や非行防止）、以前に賑やかであった木更津駅西口が少しでも元に戻れることも

大切かと思います。便利な機器はこの上なく重要で、必要不可欠ですが、ハー

トフルであることも重要だと思います。 

男性 

60歳代 

〇港湾事業（産業、観光）の充実と拡張（海釣り公園、キャンプ場、海の駅、ボ

ートレンタルなど）。老朽化住宅・老朽ビルの撤去（特に西口周辺の旅館）。 

男性 

60歳代 

〇市長の噂が耳に入ってきますが、大丈夫ですか？ 男性 

60歳代 

〇税負担の少ないまち。 男性 

60歳代 

〇①太田山公園にアスレチック広場やハイキングコース等、スポーツ関係施設の

新設。②中の島公園および潮浜公園周辺にビーチ新設。アウトレットや海ほた

る以外の観光地を新設して、木更津市の活性化を図る。 

男性 

60歳代 



１５ 

 

 記述内容 性別・年齢 

〇木更津駅の西口・東口の両方ともに商店街がなく、昔は駅に行けば何でも揃う

状態だったのですが、西口にできたスーパーも、中はダイソーとか、上に衣服

などがあるが、寂れた感じで、なかなか買い物するのに、イオン（朝日）まで

車で行って買い物するとか、駅前なのに用が足りない、靴１足買うにしても、

靴屋さんがないとか…。せっかく西口に大きな建物があるのに、何とか中を改

装して、何でもそこに行けば用が足りるようにしてもらいたい。まして、車が

乗れない私にとっては、自転車かバスで行くことになる。結局、コンビニとか

で用を済ますようになってしまいますので、改善してもらいたい。 

女性 

60歳代 

〇公園の草刈りの回数が少ない、砂場は草が生え、砂が少ないなど、管理が十分

でなく、子どもを遊ばせることができない。袖ケ浦市のような子ども館など、

もっと子育てしやすい環境をつくってもらいたい。保育は入ることができない

し。これで子育てしやすいのか？このようなアンケートで本当に変わってくる

のか？木更津が変わってくるのか？形だけで終わってしまうのなら、アンケー

トをやる必要はないと思う。本当に木更津が住みたいと、住み続けたいと思え

る市になっていってもらいたい。 

女性 

60歳代 

〇マスメディアを活用し、木更津の名前を全国に広める。木更津特産物をいかし

た料理屋を軒並み集め、ＰＲして活性化を図る。證誠寺等、全国的に有名なと

ころを観光ＰＲして集客を図る（観光地を巡るバスの運行）。デパートの誘致（駅

前の活性化）。車のナンバープレートを木更津にする（きさポンをつける）。ふ

るさと納税の充実とＰＲをする。電車に合わせたバスの運行をする。税金を安

くしてほしいです。 

女性 

60歳代 

〇家の周りは、ほとんど６５歳以上の住民です。だんだん高齢化が進む中、年一

度のドブ掃除もできなくなっている現状です。また、私の家の隣は、持ち主が

東京の方で、古いマンションを経営しています。ただ、町内でドブ掃除をして

いることさえ知らず、何年もドブ掃除をしていません！料金プランはよく分か

りませんが、１軒あたり３５００～５０００円くらいでしたら、ドブ掃除をし

てくれる業者を斡旋してくれれば助かると思います。検討していただければ助

かります。 

女性 

60歳代 

〇空き家が多く、災害面や火災面等の危険あり。市としてどうか？ 女性 

60歳代 

〇アクアラインで、高速バスの普及で、市外・県外へのアクセス向上を喜んでい

ますが、市内の生活路線バスを、もっと確保をお願いしたい。今後は高齢者も

増えてくるので、木更津から、おもいきった政策でアクセスの向上を目指して、

全国に広げてほしいです。できれば、市営バスの促進に取り組んで下さい。 

女性 

60歳代 



１６ 

 

 記述内容 性別・年齢 

〇４０数年前、川崎から富津市に引っ越してきた時は子育て中。今のこのまちと

同じでした。朝・夕方の子どもたちの遊び回る様子はとても楽しいものです。

市の活動に関しては、子育て親も中堅で、仕事も大変になり、そちらまで手が

回らないのではないかと思っています。高齢の方たちは、サークル活動などで

健康維持に努めているようです。これからの木更津市に期待するものは、公害

が進まず、危険な場所が少なくなり、環境が整っていけば（子どもたちの心を

豊かに育んでいけば）、さらによいまちになっていくと思います。 

女性 

60歳代 

〇市役所、社会保険事務所等の受付時間の延長（時間外）が必要では（希望する）。

または、土・日曜日の開設。イベントや催し物の情報が自然に入ってこない。

選挙の事前投票箇所を増やした方がよい。広報きさらづの企画サイズが変わり、

配布されたファイルが使えない。税金の無駄遣い。木更津駅を改善した方がよ

い。市の窓口でもある。ただの駅。もっと魅力のある駅にしてほしい。 

女性 

60歳代 

〇木更津駅前の整備（市の玄関としてはいまいち！）。市の総合案内が脆弱。文化

が感じられない。 

男性 

70歳代 

〇高齢者専用（７０歳以上）市内循環無料バスの施行 男性 

70歳代 

〇港湾計画は何年も前から計画されていますが、いまだに進んでおりません。県

外から訪れる人たちも、買い物だけでなく、潮浜公園で遊んでいかれるように

なりました。休日には駐車場が、県外からの車でいっぱいになるようになりま

した。砂船を移動して、港を拡張整備して、外国のような、しゃれたレストラ

ンや店があればもっと賑わい、本市の経済効果にもなると思います。 

男性 

70歳代 

〇花火大会を含め、イベントのＰＲが全くされていないと同様、もっと派手にＰ

Ｒすべし（人が集まれば金も動く）。各公民館等でのバスハイク等が減っている

（４回／年→２回／年）。もっと増やすべし。バスの距離制限もなくすべし。 

男性 

70歳代 

〇市民人口が少しでも増えていることがよいと思います。 男性 

70歳代 

〇第一に、木更津の駅西口通りの寂しさがたまりません。 男性 

70歳代 

〇道路が悪い。 男性 

70歳代 

〇私は学生時代、会社勤めの期間を除き、木更津で暮らしています。慣れ親しん

でいるせいか、木更津のよさをあまり感じませんでした。他の地域出身の友だ

ちは木更津の持つ歴史や自然、ロケーション等に魅力を感じ、いかしきれてい

ないことを残念がっています。学生時代の友が来た時は、必ずといってよいほ

ど、名前は有名だが、この程度のまちかとガッカリされます。他県からの転入

者からの忌憚のない新鮮な意見を取り入れることも考えられたらいかがでしょ

うか。今、ある物・事をアイデアで有効活用できる。今回、初めて「まちづく

り」に努力されていることを知りました。私見ですが「オーガニックな町」は

あまり感心しません。 

男性 

70歳代 



１７ 

 

 記述内容 性別・年齢 

〇なし 男性 

70歳代 

〇①交通渋滞の解消、②運転マナーの向上、③乱暴運転の取り締まり 男性 

70歳代 

〇目先の困っていることは、月１回、汚水が流れる側溝の重いフタを持ち上げる

清掃です。下水が完備されるとなくなるかと思います。 

女性 

70歳代 

〇東京の海の玄関口に面する地域としては、アクアラインの通過のみに終わらせ

るのではなく、人の動きを木更津の港にとめるよう港湾の開発（対岸の横浜の

ように）に努力するべきだと思います。一過性のものでなく、ホテルなどを誘

致して、一大リゾート地を目指して…。江戸末期より、明治初期頃に運行した

五大力船の渡航によって木更津のまちが発展したように…。 

女性 

70歳代 

〇免許証返上も考える年齢となりますが、車があればこのまちは大変便利ですが、

歩くとなれば本当に心配です。足腰が弱ってきている現状で希望することは、

市の無料バスを日に何便か出していただき、買い物や病院行き、公共施設等へ

の足に考えていただければ本当にありがたいと思います。バス停をなくし、通

りすがりで乗車できれば夢のようです。みなさまの大切な市税で、勝手な思い

とは承知しておりますが、年々老いていく身体のことが気にかかり、ボケない

ように、毎日犬の散歩に行ったり、スーパーに毎日の食品の調達、庭の草取り、

植木の手入れ等々で、できる限り身体を動かすように頑張っております。どう

ぞよろしくお願い致します。 

女性 

70歳代 

〇請西東（ローソンの下の方）から千束台に抜ける道路を早急につくってほしい。

防災無線放送が、案内では聞きとれにくいので、個別無線電話の取り付けをし

てほしい。他県から来たが、まちらしいところがない。駅前など、もっと誘致

したら、おしゃれなまちづくりができるのでは。 

女性 

70歳代 

〇横断歩道について、年寄りが渡る時間に対して、信号の変わる時間の短いとこ

ろがあるので考えてほしい。下水の汚れがひどいところが、そのまま長い間ほ

ったらかしになっているのを何とかしてほしい。我々の公園は草刈りがいつも

きれいなので、このまま続けて下さい。 

女性 

70歳代 

〇君津中央病院をもっと安心してかかれるよう、名医師等を確保してほしいと思

います。 

女性 

70歳代 

〇新しい市役所をつくらないで、西口の旧そごうビル跡地に利用したらよいと思

います。駅にも近いしね。お願いします。 

女性 

70歳代 

〇免許を返納した場合の交通機関の充実したまちづくりを望みます。特に買い物

および公民館活動に行けなくなります。高齢者が生き甲斐を持って暮らせるま

ちであってほしい。 

女性 

70歳代 

〇広報きさらづは、以前の小さめの方が読みやすかった。また、知りたいことを

読むと、詳しいことはホームページとありますが、困ります。防災行政無線方

法が聞き取りにくい。災害時には考えてほしい。 

女性 

70歳代 



１８ 

 

 記述内容 性別・年齢 

〇駅前の路線バス・高速バス、タクシー、車と全て同じ場所なので、朝や帰り時

間の時等はすごく混雑していて危険。整備を早急にしてほしい。図書館の充実。

君津市のように広く、ＤＶＤ等も欲しい。自習室や閲覧席の増設、きれいな施

設にしてほしい。矢那川のごみがひどい（自転車等）。 

女性 

70歳代 

〇私は７０歳の女性ですが、真舟に住んでいますが、これから車の運転もできな

くなると、買い物や病院へ行くのが大変ですので、乗り合い車などを出しても

らえるようにお願いしたいと思います。宜しくお願いします。 

女性 

70歳代 

〇駅前をもう少し活性化してほしいです。日常の生活用品を買うこともままなら

ず、買い物難民に高齢者はなっています（無作為でも抽出されてラッキーでし

た）。宜しくお願い致します。 

女性 

70歳代 

〇年を取って、側溝の掃除が大変なので、早く下水道工事をして下さい（真舟地

区）。 

女性 

70歳代 

〇スポーツでも何でも、お稽古事をしたいけれど、高くてとてもできません。も

う年金で生活をしているので、したくてもできません。もっと安く、もしくは

無料でできるところをつくってほしい（公民館とかで）。公園とかも少ないです。 

女性 

70歳代 

〇住民税を安くする。若い人に住みよい町にする。 男性 

80歳代以上 

〇木更津駅前の活性化。周りや通りに、もう少し何かあってもよいように思いま

す。 

女性 

年齢不明 

〇活気のあるまちを取り戻して下さい。アンケートは木更津市でまとめるのでは

なく、お金をかけて委託なのですね。 

女性 

年齢不明 

〇花火大会を年２回。やっさいもっさいの参加者を増やす。線路の混雑をなくす。 性別不明 

40歳代 

 

<木更津地区 市民意見概要> 

・ 「大人や子どもが楽しめるような大型レジャー施設」や「子どもの遊べる公園」等、子育て関

連施策の充実を求める声が多くみられた。 

・ 「駅（西口）の活性化」や「駅前にスーパーが欲しい」等、駅周辺のにぎわいや利便性の充実

を求める声も多くみられた。 

・ 「高齢者専用（７０歳以上）市内循環無料バスの施行」等の免許証返上後の交通利便性の確保

を求める意見が多くみられた。 



１９ 

 

②清川地区 

 

 記述内容 性別・年齢 

〇市民の声を実現しながら、木更津市が今以上に発展していくことに期待してい 

ます。 

男性 

20歳代 

〇木更津からアクアラインに乗る道の混雑の減少。特に休日の１６時～１８時く

らいの間。 

男性 

20歳代  

〇下水工事のせいか、悪臭に困っています。 女性 

20歳代 

〇育児費用の軽減。妊婦検診の助成はあるものの、全額ではないので、ちょこち

ょことお金がかかり、困った。保育園や幼稚園にかかるお金をもう少し安くし

てほしい。待機児童が多いので、保育園に入れずに困っている。 

女性 

20歳代 

〇子育てしやすい、子どもも安心して暮らせるまち。大きくなくてよいので、手

軽に行ける公園を増やしてほしい。 

女性 

20歳代 

〇駅周辺の活性化を行ってほしい。 男性 

30歳代 

〇交通結節点であることをいかした、駅中心のまちづくりの復活（木更津駅前に

商店らしい商店が一つもない現状は最悪）。 

男性 

30歳代 

〇市のバスを通学時間帯に増やしてほしい。ほたる野に郵便局がないので、郵便

局ができてほしいです。 

男性 

30歳代 

〇他市から転入してきた人の木更津への愛着は低いと思う。まちづくりをして行

く上で、愛着をもってもらえるような工夫が必要だと思う。住んでいる場所に

対する愛着がなければ人は動かない。木更津の情報発信力は低いと思う。市の

取り組み、ＮＰＯ、ボランティア団体の活動等を知っている人、理解している

人は、全住民の内、２０％～、よくても３０％ではないか。木更津を知ること

は、住民がまちづくりに協力する気持ちを持てるようになるということだと思

う。情報発信は、力を今以上に入れるべきである。 

男性 

30歳代 

〇末永く愛着や誇りを持って住み続けるように、過去の歴史や文化を継承しつつ、

それに見合った政策や実行をしていただいて、今後も木更津がオーガニックな

まちとして、発展、成長してくれたらなと思っています。 

男性 

30歳代 

〇まだ住み始めたばかりなので、これから良いところ・悪いところが見えてくる

と思いますが、住みやすいまちづくりを期待します。 

男性 

30歳代 



２０ 

 

 記述内容 性別・年齢 

〇昔のように、木更津駅前がもっときれいに、盛んになればよいと思います。道

路の整備がよくなく、ガタガタだったり、白線が消えていたり（横断歩道等を

含む）、歩いて生活する人にとってはとても不便だったりするところもあるの

で、優先順位を考えて税金を使用してほしいと思います（金田バスターミナル

をあんなに広くする必要があったのか？）。育児がしやすいまち、支援が手厚い

まちになれば、他からも、もっと人が集まり、木更津が栄えると思います。木

更津は都内からもアクセスがよいですし、アクアラインをもっといかしていっ

てほしいです。生まれてから、ずっと木更津に住んでいるので、みんなにも、

木更津っていいよ～って分かってもらえたらよいと思います。 

女性 

30歳代 

〇アクアラインは、今の割引料金でずっと続けていただけるとありがたいです。

割引をずっとは難しくても、８００円は継続してほしいな～と思います。また、

袖ケ浦バスターミナルの駐車場のように、木更津金田も“木更津市民なら５０

円引き”のようなサービスがあると嬉しいです。お金のことばかりですみませ

んが…。 

女性 

30歳代 

〇駅の改修工事（汚い、臭い）。市役所は新築せず、このまま空テントを利用した

方がよいのでは？「いきいき館」を、もう少し広くきれいにしてほしい（市民

の健康増進）。公共バスを、もっと時間を増やしてほしい（高齢化対策）。公園

や川が汚い（草や野良猫がすごい）。矢那川の桜が見頃なのに、草が生えていて

もったいない。ライトアップをする等、もっと木更津のよいところに力を入れ

て下さい（目黒川はとてもきれいでした）。空き家対策。 

女性 

30歳代 

〇そもそもアンケートがアナログすぎ。これらの内容でデータ分析できるのでし

ょうか…。高齢者向け施策にせよ、医療にせよ、原資を確保するため、移住者

や商業施設、企業の誘致を行うべき。そのための施策として、ナチュラルバル

等の魅力発信、若年層向け施策から着手すべき。情報公開について、本アンケ

ート結果やそこから繋げた施策の公開、市議会の様子や市長からの説明をＹｏ

ｕｔｕｂｅ等で発信する等、市から市民へのプッシュ型の情報公開をしてほし

い。 

女性 

30歳代 

〇小学校のエアコン設置を優先してほしい。予算がなければ、ＰＴＡ会費で出し

ても設置してほしい。毎日汗だくで帰ってきて、小さい体なので心配になりま

す。道路の整備もしてほしい。君津、袖ケ浦と比べると、デコボコで整備され

ていないイメージがあります。あと、最近は犯罪が多いので、防犯カメラも設

置希望。カメラがあると行方不明者も見つけやすいし、車の盗難等、犯罪抑制

もできると思う。 

 

 

女性 

30歳代 

〇もっと大手商業施設を呼び込んでほしい（コストコ、イケア等）。いつも他県・

他市まで足を運んでいる人が多くいます。木更津にあれば、もっと雇用を含め

て、木更津市に活気が出ると思います。バスもそろそろ増やしてよいのではと

思っています。 

女性 

30歳代 



２１ 

 

 記述内容 性別・年齢 

〇長須賀に家を建てて住んでいます。どこに行くのにも便利で、住みやすいと感

じていますが、１つだけお願いしたいことが…。子どもが３人いるのですが、

公園が近くになく、新しい家も増えて、子どもも増えてきているので、あった

らよいなといつも感じています。この思っていることを市役所へ電話しようと

考えていましたが、なかなか行動に起こすことができず、今に至ります。この

市民アンケートが私の手元に届き伝えられることができて、すっきりしました。

ぜひ、いろいろな問題はあると思いますが、議題に挙げていただけたら嬉しい

です。宜しくお願い致します。 

女性 

30歳代 

〇車道と歩行者のための歩道の境にガードレール等を設置してほしい。歩道が狭

く、道路（車道）にはみでて、歩行していて危ない。柵等があることにより、

急な横断や車道にはみでず、安心して歩行ができるかも。 

女性 

30歳代 

〇スポーツ施設の充実、大きい公園の充実と整備、ごみの不法投棄について、市

民会館の再開 

女性 

30歳代 

〇道路わきの草、公園の雑草の管理が不十分だと思います。事故防止のため、ぜ

ひお願いしたいです。ビンとカン、ペットボトルは個人で分別し、税金の無駄

遣いを減らしたい。予防接種問診票はカラーでなくてよい。各病院で配布する

か、ホームページで印刷できるようにするとよい。今すぐには期待できません

が、道路が、昔ながらのところが多く、事故が多いため、見通しがよく、車が

走りやすい道路へ変えていってほしいです。 

女性 

30歳代 

〇保育園に子どもを通わせているが、預けている保育園は、保母さんの数が少な

いのか、朝の登園の時間に受け入れる人が１人しかいない。泣いていく子等は

どうにかしてほしいと思うのに、どうにもならない状態で、帰りの園庭での遊

びの時にも、子どもの人数のわりに見守ってくれる人が少なく、うちの子はケ

ガをしてしまいました。どうにかならないのでしょうか？保護者会の役員も知

らない間に決まってる状態ですし、連絡帳というものがなくなって、その日に

あったことなど、全くわからない状態です。 

女性 

30歳代 

〇駅周辺の活性化 女性 

30歳代 

〇駅前に本屋が欲しい。 女性 

30歳代 



２２ 

 

 記述内容 性別・年齢 

〇国民健康保険料の負担が大きくてつらいです。一時は失業していた時期があり、

貯えもわずかだったのですが、国保料の減免制度には当てはまらず、借金をし

て国保料の支払いに充てました。現在も返済中です。前年度の収入から計算さ

れますが、失業した時点で、余裕を持って、その支払いができる状況にあると

は限らないので、支払い猶予期間を設けるなど、少し柔軟な対応をしていただ

ける仕組みがあるとありがたいと感じました。それと、現在の状況は分かりま

せんが、数年前は学校給食行政が非常に滅茶苦茶であったと感じました。率直

に言うと、当時の担当者の方の意識が非常に足りないと感じました。仕組みも

整っていなかったと感じます。現在は、少しでもよい状況へ変わっていってい

ることと願っております。子どもたちの命に関わることですので。もう１つ、

金田付近で起こる交通の混雑の解消を期待しています。 

女性 

30歳代 

〇空き家対策を何とかしてほしい思いがあります。家の前にも、古い空き店舗の

倉庫があるのですが、持ち主の管理が行き届いておらず、老朽化のため、トタ

ンがパカパカしてきていて、強風の続く日等は、そのトタンが飛んでくるので

はないかとヒヤヒヤしています。持ち主の連絡先も分からず、困ってます。最

近は、そのパカパカしている隙間から、動物、鳥が中に侵入している形跡もあ

るようで、物音が建物内でしていて、不安です。ここにこのことを書いてよか

ったのか分かりませんが、書いてしまいました。よりよい木更津市となるよう、

期待します。 

男性 

40歳代 

〇路上駐車が多い。運転しやすい、歩きやすいまちになってほしい。 男性 

40歳代 

〇まずは人口の増加策。宅地造成。子育て支援の充実。他市と違うレベルの市内

の職場の確保。木更津駅周辺の整備。シャッター通りを復興か撤去。市役所は

現状か、お金をかけず、統廃合の学校を使用するのもよい。旧そごうを更地に

して、公園にするのも可。オークラアカデミアホテルの活用。 

男性 

40歳代 

〇スポーツの大会が開けるように、立派なスポーツ施設が欲しい。 男性 

40歳代 

〇クリーンセンターの職員の感じが悪すぎる。それに、あんなに大人数は必要な

い。人件費のムダだ。職員が勤務時間中に喫煙場所に行くのもやめた方がよい。

税金で給料をもらっている最中にさぼるな。 

男性 

40歳代 



２３ 

 

 記述内容 性別・年齢 

〇若い世代が魅力を感じ、子育てしやすい環境と制度を整えてほしい。歩道整備：

ベビーカーが押しづらい。車道と分離されていない場所が多い気がする。街灯

の整備：街灯の数が少なく、全体的に暗くて危険。雨天でも遊べる屋内型テー

マパーク等の整備：水族館、防災体験、職業体験等ができる施設が欲しい。子

育て世代への財政的支援拡充：税金の優遇、誕生日月等にアクアラインのポイ

ント付与、タクシーの料金割引等。子育てサポーター等の制度：買い物支援、

ベビーシッター、習い事等の送迎等をお願いできる人とのマッチングを行う。

災害：人災、天災問わずに強い人づくりを制度化する。小学生から中学生まで

成長の段階に応じたカリキュラムを作成し、授業の一環として実施する。観光

都市として成長する：ドラマ、映画ロケ地のさらなる誘致、観光施設建設誘致、

陸・海・空自の拠点が３つ揃っているのは珍しいので。広報館：車両、装備、

潜水艦、航空機等の展示、建設等。中の島大橋のライトアップはやめた方がよ

いと思います。担当者は見に行ってますか？球切れ多数、点滅サイクルが早す

ぎ！この声が市の担当者に届くとよいと思いますが、問９の設問は、一つの問

いの中に複数の施策が含まれており、回答に対して何が問題なのか、浮き彫り

にしにくい構造的不備がある。税金を使って行う調査であるのなら、市民に不

快感を与えないような設問を精査すべきである。優先度の回答を求めたところ

で、何を優先すべきなのか市は把握できるんですか？役人は、自己満足から次

の段階へステップアップして下さい。期待しています！ 

男性 

40歳代 

〇歩道の植えこみや空き地がいつも草ボウボウなので、もっとこまめに草刈りを

してほしい。 

男性 

40歳代 

〇アクアラインバス（新横浜行きの新設）、内房線の減便防止。君津中央病院の混

雑緩和。サッカースタジアムの新設。木更津駅前の再整備。袖ケ浦市との合併

（無理なら連携）、大学の誘致、下水道普及。道路の整備（国道１６号の東西が

行き来しにくい、渋滞が多い）。木更津駅付近の立体交差化。金田バスターミナ

ルへの土産店新設。ほたる野地区の路線バス拡充（清見台線の延長、袖ケ浦駅

－袖ケ浦町－ほたる野－請西南のバス路線設置）、図書館の新設（木更津市図書

館が、袖ケ浦、市原、君津に比べて、大幅に見劣りする）。車に依存しないまち

づくり（木更津は車なしで生活しにくい）。岩根駅への総武線快速停車。 

男性 

40歳代 

〇このままでよいです。 男性 

40歳代 

〇明るく、きれいなまちにしてほしいです。ひとり親世帯への援助金はとてもあ

りがたいのですが、支給される額の線引き（年収）をもう少し引き上げてほし

いです。まだまだ、現在の学費からしたら足りないくらいなので…。いただけ

るだけありがたいのですが、仕方なくひとり親になってしまう家庭も多いと思

います。 

女性 

40歳代 

〇市民のみんなが自分の町をよく知り、励まし合い、協力し合いながら、力を合

わせて取り組むことができる、よりよいまちづくりを実現して下さい。求めら

れていることは多種多様かと思いますが、頑張って下さい。 

女性 

40歳代 



２４ 

 

 記述内容 性別・年齢 

〇駅周囲に、高齢者が安全に公共機関を待てる場所があったら便利かと思います。

天気の悪い日等、特に心配です。バスの本数も少し多くしてもらうと、安心し

て病院受診もできるかなと思います。 

女性 

40歳代 

〇海の周りに、もっと観光できるようなスポットがあるとよいと思います。夕焼

けや快晴時の富士山、本当に素敵な木更津をアピールできると思います。中の

島大橋のイルミネーションも寂しく、残念な感じです。図書館が古く、木更津

に１つしかないのも残念です。新しく建設するのが大変なようなら、既存の施

設をリフォームするとか、君津のような、多目的に使用できるナチュラル感の

あるタイプがよいなと思います。オーガニックで進めていることはよいと思い

ます。地域や学校で「花いっぱい活動とかもできるとよいね」って友人と話し

ていました。東京や神奈川にない、自然をもっとアピールできるとよいですね

（海でシーカヤックとか、バーベキュー場とか、山の自然公園とか）。 

女性 

40歳代 

〇駅周辺で催し物（バル等）が多くありますが、そちら側ばかり盛んになってし

まっていて、アピタ周辺、清川、請西方面は不便な気がします。バル専用乗合

バス（マイクロバス）とか、市内を循環できるように工夫していただけると、

もっと木更津の飲食店が活性化すると思うし、交流場所も多くなり、広がると

思います。まちづくりを急ぐのではなく、まずは住んでいるまちがどんなとこ

ろか、どんなものがあるのか知ってもらうことにも目を向けて意識してみても

よいのでは…。期待しております。 

女性 

40歳代 

〇家を建てるのに引っ越してきて１０年目ですが、とても住みやすい市だと思い

ます。木更津の花火大会が毎年楽しみです。 

女性 

40歳代 

〇これから１００年世代といわれる時代と言われてます。定年後は車を手放し、

公共交通機関を利用することも増えてきます。その時のためにも、バスの便を

ぜひ増やしていただきたいと思います。もっともっと他県からの観光客を呼ぶ

ために、木更津市だけというより、房総観光スポットを検索しやすく、木更津

の穴場スポットもすぐ見れる。そして、木更津市民も利用できる、使いやすい

ホームページを作成していただきたいです。 

女性 

40歳代 

〇道路の整備、ミラーの設置などをして、交通事故、トラブルを減らしてほしい

（安心して自転車に乗れるように）。 

女性 

40歳代 

〇清見台東２丁目付近の交差点、コインランドリーとお好み焼き屋、アパートの

あるところ（十字路）、夕方になると右折・左折しづらいし、渡りづらい。信号

機をつけてほしい。また、自転車や歩行者がなかなかとまってくれず、渡れな

い。子どもが塾へ行く時など、信号がないために危ない。 

女性 

40歳代 

〇駅前がシャッター街になっているのが残念。あとは飲み屋さんばかり。もっと

センスよく、利用しやすくなってほしい。病院が終わる１８時頃から、夜間の

始まる２０時過ぎまでの間に看てもらえないのが不便。夜の駅前は少し恐いの

で、安全で、治安がよいまちになるよう、期待しています。 

女性 

40歳代 

〇中心地ばかり優遇されているので、それ以外の地区にも気配りをしてほしい。 女性 

40歳代 



２５ 

 

 

記述内容 性別・年齢 

〇海ほたる、アウトレット以外にもよいところはあるので、もっと観光に力を入

れて、木更津をアピールしてほしい。映画やテレビドラマのロケに最適な場所

もあるので、そういうスポットをアピールしてほしい。また、今後は名所とな

るような場所をつくってほしい。 

男性 

50歳代 

〇東口と西口を行き来しやすくしてほしい。木更津駅周辺を、もっと整然とした

魅力ある空間としてほしい。 

男性 

50歳代 

〇住宅地への街灯の増設（いまだに暗い場所はいっぱいあります）。公園の公衆便

所に電灯がありません（野際公園など）。清川公園には、電灯もなければ便所の

ドアも閉まりません。汚い公衆便所は木更津の恥です。特に清川公園の便所は

ひどいです。 

男性 

50歳代 

〇駅周辺の開発（ロータリーや道路の整備）。古い駅を新しくして、駅ビルなどに

してもらいたい。朝のバスの本数が少なすぎる。とても不便です。車を運転で

きない人が移動しやすいように、交通の便をよくしてもらいたい。 

女性 

50歳代 

〇駅前の開発 女性 

50歳代 

〇全国的にも、木更津の知名度は上がっていると思いますし、多くの旅番組、バ

ラエティー等で訪れる方や紹介される機会も増えています。しかし、木更津駅

周辺は、決して、その知名度に相応しい賑わいや整備がありません。特に東口

（太田山口）には、高校や大学が集まっているにも関わらず、若者の賑わうま

ちには程遠いものがあります。開発の失敗と強く感じます。バスターミナルの

整備とともに、若者が駅前に集うような再開発を強く望みます。もっと活気を！ 

女性 

50歳代 

〇外（地域外）から来る人の流れも大事だとは思いますが、住んでいる人の流れ

も滞ることがないようなまちづくりを期待したいと思います。 

女性 

50歳代 

〇木更津駅西口を、映画村のような、映画も撮れて観光もできるまちにしたらど

うでしょうか？西口がドンドン閑散していくのが寂しいです。清見台の水道水

が臭いのですが、何とかできないでしょうか。お願い致します。 

女性 

50歳代 

〇ＩＴ企業誘致（ＡＩビジネス）：小学生や中学生にプログラミング授業。ＩＴ大

学を創る（ＡＩビジネスに向けて）：若者を増やす。木更津はマンションが少な

いのがよく、高齢者時代になる上に都会も近いので、タイムスリップしたよう

なまちづくりをする。これから高齢者時代なので、昭和時代のようなまちなみ

や商店街（街道）やコミュニティをつくる。老人と子どもが触れ合う優しいま

ちづくり（ロケ地を目指せ）。空き家を安く売ったり貸したりして、犯罪を防止

したり、移住希望者を増やす。 

女性 

50歳代 

〇港周辺をおしゃれに開発してほしい。７０歳を過ぎても働ける環境と、年金が

少なくても安心して暮らせるまちづくり。里山の整備（君津の三舟の里のよう

な、ホタルが見られる場所）。 

女性 

50歳代 

〇高齢者支援も必要だけど、子どもを産んで育てる環境（産婦人科などの医療、

保育の充実）に力を入れてほしいです。 

女性 

50歳代 



２６ 

 

記述内容 性別・年齢 

〇花火大会、アクアマラソン、ゴールデンウィークなど、他県からの人が多く来

るようになった。よいところだな、また来たいなと思って帰ってほしいと思っ

ています。これからも“木更津”の名前を広めてほしいと思っています。 

女性 

50歳代 

〇一人暮らしの高齢者（希望者）の見守りサービスをやってもらいたい。茨城県

水戸市役所がやっているような「在宅見守り安心システム」のようなものがよ

いと思う。他県や他市からの移住者の生活保護を受け入れないでもらいたい。

税金を無駄に使わないで。木更津に１０年以上住んで、きちんと税金を払って

きた人が生活保護を受けられるようにするなど、審査を厳しくしてもらいたい。

木更津市は審査が甘すぎ。 

女性 

50歳代 

〇他市から転入してきました際に、道路脇の草が伸び放題なのが大変気になりま

した。市運営の図書館やスポーツジム、プール等、世代を越えて集えるような

施設づくりをお願いしたいと思います。 

男性 

60歳代 

〇住みよいまちづくりにご尽力を。 男性 

60歳代 

〇旅行等で夜遅く木更津に戻ると、家に帰る術が限られ、タクシーを利用するこ

とになる。年金生活者の自分には負担となるため、外出の機会や回数が制限さ

れる。できるならば、ＪＲに連絡便利なバス（夜遅い時間）の拡充を望みたい。 

男性 

60歳代 

〇木更津市に住んで３０年以上になりますが、市内にスポーツ施設が少ないのに

ビックリしています。アクアラインを取り込んだ誘致、例えば、野球、テニス

等を開催できる施設があってもよいと思う。また、野球のスタジアムは、お金

がかかるのであれば、テニスコートであれば、現在、学生が白子へ合宿に行っ

ているが、木更津の旅館やホテルと提携し、相互に潤う計画もありだと思いま

す。生涯スポーツを通して、健康な市民づくりが医療費低減になればと考えま

す。よろしくお願いいたします。 

男性 

60歳代 

〇それぞれの年代の市民が、それぞれの地域で活躍できる仕組みが構築できたら

よい。 

男性 

60歳代 

〇市民活動のための施設の充実。四市合併など、行政の合理化。市民サービスを

第一とする行政の構築。 

男性 

60歳代 

〇一部の旧住民や地元企業、自営業者優先の市政ではなく、多くの一般の生活者

への行政サービスの充実を希望する。 

男性 

60歳代 

〇アクアライン、金田地区の開発は目覚ましいものがあると思いますが、旧市街

地が残念な感じです。道路も必要ですが、下水道の充実が海へも繋がる大きな

問題かと思います。継続的に行っているイベントはとてもよいことだと思いま

す。 

男性 

60歳代 

〇有害鳥獣対策（特にカラス）をお願いします。住宅地のため、駅前の活性化。

安心して受診できる君津中央病院にしてほしい。 

男性 

60歳代 

〇ごみ出し日を守らない人、または指定のごみ袋に入れずにごみ出しをする人が

いて、ごみ収集場所がいつも汚いので、市で何か対策があったらよいと思いま

す。注意書きの札は貼られてありますが、守られていないのが現状です。 

男性 

60歳代 



２７ 

 

記述内容 性別・年齢 

○西口の再開発、全国に対してのアピール（Ｂ級グルメ、観光スポット）、道の駅

などを利用できる（車が駐車できる）場所づくり 

男性 

60歳代 

〇子ども、学生、若者、中高年、各世代に優しいまちづくり。 女性 

60歳代 

〇ほたる野地区 女性 

60歳代 

〇今回のアンケート調査に関わり、いろいろ勉強になりました。 女性 

60歳代 

〇自宅周りの道路の整備をしてほしいです。ゴツゴツしていて、転倒しやすいで

す（数回転倒しています）。もう少し調査をして下さい。ちょっとしたゴツゴツ

に躓きます（ケガもしています）年齢の重ねた方が多いですから…。 

女性 

60歳代 

〇３０年以上、木更津に住んでいますが、あまり変わらない。下水道も１１０年

以上前にできているはずなのに、ちっとも進んでいない。予算がないとのこと

だけど、優先順位が間違っているような気がします。駅の周辺もゴーストタウ

ン。せっかくアクアラインができているのに、木更津市内に活用されていない。

土・日の交通渋滞はすごい。小手先だけの改革はもうやめたら？これから高齢

化社会になるのに、高齢者に優しくないです。車がないと生活ができないとい

うのは疑問です。 

女性 

60歳代 

〇木更津駅前が閑散としていて、活気がなく、寂しく思います。何かまちおこし

のよいアイデアがあればよいのですが…。テレビや映画のロケによく使われて

いるようなので、ロケ地巡りとか…。金田のアウトレットまでは若い人たちが

たくさん来ているのですから、「ついでに木更津まで」という動きになればよい

ですね。木更津でないと食べられない何か（スイーツでも）とかあれば集客で

きるかも。 

女性 

60歳代 

〇よく分からなかったです。具体的に関係のある人とない人の問題が…。どうし

てほしいかはたくさんありますが、その通りにはなかなかならないものです。

１つずつ変えていって下さい。 

女性 

60歳代 

〇特に感じるのは道路整備の悪さです。また、下水Ｕ字溝は特に悪いです。フタ

のないＵ字溝はごみが捨てられ不衛生です。１日も早いまちづくりに期待しま

す。 

男性 

70歳代 

〇木更津広報サイズが大きすぎて、保存できずに捨てている。 男性 

70歳代 

〇最近、Ｊアラートのテストがあったようですが、聞こえませんでした。緊急時

においては不安になる。検討が必要かも！不審者情報等は意外に多い。安心は

まちづくりからも、防犯カメラの設置をしては！将来的に、きれいなまちづく

りのために、また、歩道にある電柱の地中化。 

男性 

70歳代 

〇現在１回／月、市の広報「きさらづ」を発行しているが、以前は保管するよう

に穴あきがあり、綴じて保存していたが、現在は冊子が大きくなり、穴あきが

なく、綴じて保存することができない。以前のようにできないものか。 

男性 

70歳代 



２８ 

 

記述内容 性別・年齢 

〇道があるのですが、自動車で通行できません。幅≒２ｍで、反対側に田で、拡

張可能。反対側に線路があり、直線道路にすれば旧１６号線に接続可能。人や

車が通っているのに、いまだ砂利道。雨が降る度、深さ２０ｃｍの水たまりが

でき、非常に歩きにくい！側溝なし。犬の散歩で、フンはそのまま。フンをビ

ニール袋に取って、それを道路脇に投げ捨ててある（公報で放送したらよいと

思う）。ちなみに小学生の通学路です。 

男性 

70歳代 

〇ＪＲ木更津駅、バスターミナル、商店も含めた大開発。自動車免許の返還に伴

うバス無料券の発行。バス路線の拡充。市の目玉となる観光地をつくり出す。

ナンバープレートの袖ケ浦→木更津の推進。 

男性 

70歳代 

〇観光名所をお願い致します。場所は、鹿野の展望台からスカイラインまで直線

で、よい環境が一望できる鹿野山まではトロッコ電車、鹿野かスカイラインま

では平行エスカレーターを設置する、スカイライン着はエレベーターを設置す

る、観光バスに乗る。 

男性 

70歳代 

〇木更津市に住んでいても、よいという実感がわかない。 男性 

70歳代 

〇独り言として、テレビ等の報道の仕方に納得できないし（言っても…しょうが

ない）、何でも機械化・自動化、コンピューターなどの発展の結果が今の社会（現

状）だし、ニュースを見て、何が起こっても…。今の子どもさんたちの将来が

大変だな～と思っている今日この頃です。 

女性 

70歳代 

〇木更津市。人の温かさ。市のみなさま、市民の見て見ないふり、虐待、いじめ、

貧富の差が広すぎ。貧民アパートに住んでいるが、家が借りられない。住民の

パトロール等もない。市役所が防犯カメラを貸すことも、パトロールに回るこ

ともない。現在では、体の悪い人間、年寄り、障がい者、老いも若きも行くと

ころもない。病院に行くには、車もなければ、貧乏のため、自分の自由は全く

ない。病院にかかるのも制限される。これから少しでもよい社会になるとよい。

願ってます。 

女性 

70歳代 

〇後期高齢という年ですので、世の中の進み、変化に自分の頭の中が文明の機器

に追いつかず、考慮しているところです。よって、アンケートの案にも理解で

きないので（世の中から隔離じゃなく）、自分から遠退いていて（自分の世界だ

けで十分）、そんな状態ですので、ごめんなさい。十分な回答もできず、役立た

ずで…。私たちの年代になると、終活だの断捨離だのって言われるし、昔のよ

うな人情・愛情のある老後を望んでも、無理の時代のようで動けなくなったら

介護保険で十分な生活していかれるホームがあればよいのに…。この先、いつ

その時がくるのか…。不安で、頭の中は迷いごとでいっぱいです。夢のような

介護ホームができたらよいなと望んでいます。そういう情報もあったらよいな

と思う次第です。 

女性 

70歳代 



２９ 

 

記述内容 性別・年齢 

〇木更津もお年寄りが増えて、車に乗れなくなり、交通手段がなかなか大変です。

日本のあちこちで、市のバスを１００円くらいで市内を回ってくれるところが

増えています（普通のバスの時間に年寄りだけ１００円です）。ここはバスが高

くて、年金でのお年寄りは住むのに大変です。イオンなど、企業がバスで回っ

てくれたりしていますが、市がもっと力を入れてほしいと思います。市会議員、

市長などが本気でやってくれないと…。市民の人全てが満足と思える木更津

に！次の市会議員、市長選挙には、これを約束してくれる方をお願いしたいで

す。 

女性 

70歳代 

〇バブル崩壊後に日本の優秀な人材が非正規採用者となり、生活すらままならず、

結婚もできない４０代が、木更津市にも、私が知っているだけでも、娘や息子

の同級生がいます。芥川賞を取った木更津在住の若竹千佐子さんも私と変わら

ない年代なので、言っておりましたが、その年代の人材を三中だけでも木高４

１名合格し、息子たちも１７名おりました。この年代の１０年間くらいの市の

人材を、何かの形で掘り起こして、まちづくりに参加ができないでしょうか。

とても優秀な子どもたちでした。私はこの問題が、今の日本の少子高齢化に繋

がっていると思われます。木更津市も引っ張っていく人材を見つけて下さい。

市長さんにも期待しています。 

女性 

70歳代 

〇明るい住みよい木更津であり続けますよう、祈念しております。頑張って下さ

い。 

女性 

70歳代 

〇①木更津港の開発。ガット船の係留は見苦しい。ヨットハーバーなど、近代的

な港の賑わいがほしい。②下水道の排水整備が進んでいると思うが、一戸建て

の持ち家では、まだまだ協力度が低い。強力に推進してほしい。木更津市が環

境衛生充実の手本になってほしい。③少子高齢化がますます進む中、市政にお

いて、若い方々の迷惑にならないよう、終活できること希望する（①在宅医療

の充実、②在宅介護の充実、③看とり特養老人ホームなど）。④空き家対策。 

女性 

70歳代 

〇①他県で行われている無事と書かれた黄色のタオルの話をテレビで見て、これ

だったら個人的にも負担が少ないかな？と。②よいと思った考えがあったら、

公民館等のポストへと、気軽に意見が出せたらと思います。ポストがあること

はわかっているのですが…。 

女性 

70歳代 

〇現在、市役所は借り住まいということでしょうが、今後、建て替えする場合、

以前の場所では、大地震による津波などで心配です。あまりにも海に面してい

るので…。できれば、アカデミアの方に、これからの公共の建物や大病院など、

移転を考えた方がよいと思います。また、大学等、教育の場をつくり、今でき

ているアカデミアホールや会議室をもっともっと利用することを考えていただ

きたい。現状、立派な建物ができていても、ほとんど利用されていない状態で、

税金の無駄遣いだと思います。木更津の中心を安全な場所に移転していただく

ことを、次世代の子どもたちの未来の発展のために希望します。 

女性 

70歳代 



３０ 

 

記述内容 性別・年齢 

〇アクアラインの値下げとともに人口増が続き、まちが少し活性化してきたよう

に思いますが、駅前が寂れているように感じられます。駅周辺（西口）がもう

少しきれいになったら素敵だなと思います。 

女性 

70歳代 

〇閉じこもりがちな高齢者が、気軽に催し物に参加したり、まちに買い物に出ら

れるよう、交通割引券等があれば楽しみも増えるかと思いますが。 

女性 

70歳代 

○木更津駅前を、もっと活気のあるまちに。特に西口のシャッター街を見ると寂

しいです。電車、バスの乗降客だけでなく、ぶらりと散歩のできる商店街をつ

くってほしい。 

女性 

70歳代 

〇若干ピントはずれの回答になり、申し訳ありません。 男性 

80歳代以上 

〇①大手企業の協力誘致。②東口車（バス、タクシー、一般車）の駐車場の拡大、

整備。③市役所を駅の近く、または国道に沿うようにできないか。④各町会と

の連携について、公民館でいろいろな行事をしていただき、感謝しております

が、他に自宅に近い町内の集会所における気楽な交流行事（ゲーム、体操、カ

ラオケ、おしゃべり等）に対する相談、指導、援助等をしていただけたら、近

くの人たちとの横の繋がりがもっとできるかなと思いますが？どうでしょう

か？ 

男性 

80歳代以上 

〇木更津駅周辺では、昔と違ってシャッター街化し、駐車場等が多く、商店とし

ての活気がなく、電車で行っても買い物ができず、手ぶらで帰ってくるといっ

た今の状況をどうにかしていただきたいと思います。 

女性 

80歳代以上 

〇私はこの市に愛着を感じています。気候は穏やかで、今のところは大きな災害

もなく、どちらかというと、みんなのんびりと暮らしています。今でも木更津

という知名度は昔からあり、この地を観光としていかさなければと長年思って

います。太田山公園も、歴史的には古く、文化の施設もありますが、もう一歩

飾る美しさがほしいです。また、木更津文化ホール等も早くつくって、市民の

娯楽教養の場所をつくっていただきたい。公園等、馬来田方面のいっせんぼく

あたりに四季の花や歩く遊歩道等も考えて下さい。岩根駅にＪＲの快速が停車

できるようにして下さい。 

女性 

80歳代以上 

〇身近に商店がないのが不満です。交通の便がよくないので少し考えてほしいで

す。年とともに住みづらいまちと思います。 

性別不明 

年齢不明 

 

<清川地区 市民意見概要> 

・ 「道路整備の悪さ」や「車道と歩行者のための歩道の境にガードレール等を設置してほしい」、

「歩道の植えこみや空き地がいつも草ボウボウ」、「空き家対策」等、地域環境の整備の充実を

求める意見が多くみられた。 

・ 木更津地区と同様に、「駅前に本屋が欲しい」、「駅前がシャッター街になっているのが残念」等、

木更津駅周辺の活性化を求める声が散見された。 



３１ 

 

③波岡地区 

 

 記述内容 性別・年齢 

〇木更津駅周辺の活性化、消防団員の増加 男性 

20歳代 

〇近年、木更津アウトレットや木更津イオンなどが建ち、木更津は発展してきて

いると思います。アクアラインもあり、首都圏とのアクセスもよい木更津は、さ

らなる発展、可能性を秘めたまちだと思うので、より住みやすく、明るいまちづ

くりを期待します。 

男性 

20歳代  

〇子どもからお年寄りまで、幅広い世代が住みやすい木更津市によりなっていっ

てほしいです。自然も大切にまちづくりができたらと思います。 

女性 

20歳代 

〇八幡台から木更津駅に向かうバスの運賃が高すぎます。バスを小さくする等、

工夫して値下げしてほしいです。八幡台⇔木更津駅４５０円に対し、羽鳥駅⇔千

葉駅６００円はおかしいと思います。２０代にも積極的に定期検診を受診させる

ような働きかけをした方がよいと思います。ＳＮＳ等で情報提示してほしい。 

女性 

20歳代 

〇東日本大震災があった後のまち全体、もしくは地域で行う避難訓練等が少ない

と思う。実際に行った時、想像がつかない。せめて、自分たちの住んでいる地区

での訓練くらいはあってもよいと思う。そして、地域の役員をしているが、公園

や市の管理する場所の老朽化が多すぎて、いつ子どもたちが事故に繋がるか不

安。もっと木更津市の公園の管理をしてほしい。隣の君津市は子どもの医療費が

無料なのに対して、木更津市は２００円というのも納得がいかない人が多く、家

を建てる人がみんな君津を希望している。少子高齢化が進んできている今、子ど

もや老人への対策をしていくべきだと思う。このアンケートが少しでも木更津市

を改善の方針へ繋がってほしいと思います。 

女性 

20歳代 

〇羽鳥野地区に住んでおりますが、路上駐車や道路遊びが多い印象が羽鳥野地区

に見受けられます。羽鳥野地区に関わらず、路上駐車や道路遊びは交通の妨げに

なり、子どもが急に飛び出すなど、とても危険であると感じます。路上駐車の危

険性を呼びかける、道路ではなく、公園で遊ぶよう呼びかけるなど、事故を起こ

さないためにも安心して暮らせる支援を行ってほしいと思っております。 

女性 

20歳代 

〇君津市・富津市のように、学校統合などで困らないようにしてほしい。学区割

りをうまく使い、無駄な学校の建設などはしないようにしてほしい。 

男性 

30歳代 

〇駅前や公共の施設、または観光地の二輪車駐車場が少ない。１２５ｃｃ程度の

スモールモビリティの活用。朝晩の慢性的な渋滞の解消。ツーリングライダーな

どの観光客の誘致。駅前のシャッターが閉まりっぱなしの店のリノベーション。

若い世代に提供し、昼も遊べるまちにする。 

男性 

30歳代 

〇駅周辺の再開発。木更津から横浜、川崎へのモノレール開通。 男性 

30歳代 

〇他の市で成功していることは取り入れてみるべき。 男性 

30歳代 



３２ 

 

 記述内容 性別・年齢 

〇アクアラインマラソンをやるのはよいが、市内の交通規制の範囲が広すぎる！

その日は市内をまともに車で移動できなく、非常に困りました。本来なら開いて

いる病院も、アクアラインマラソンを理由にしめてしまってたし…。１日だけの

ことといえばそうですが、参加しない大半の市民にとっては、不便を強いられる

イベントでしかないです。木更津市の情報アプリにはとても期待しています。上

記イベントの交通規制情報やハザードマップを掲載してほしいです。小学校等の

臨時休校の情報も欲しい。 

女性 

30歳代 

〇アクアラインマラソンの継続を希望します。木更津へ他県の方々が来られ、地

域が活性したと思います。木更津警察署、木更津市役所は、海岸地区の設置で本

当に大丈夫ですか？震災時に大津波がきた時、どのように機能を果たすのです

か？絶対に今の場所だと大津波に流されると思います。流されはしなかったとし

ても、道が使えなくなり、いざという時に動けないのではと心配しています。何

かあってからでは遅いのです。何かしら対策をし、情報提供して下さい。どうか

よろしくお願いします。 

女性 

30歳代 

〇昔に比べて、公園がきれいになったと思いますが、まだ袖ケ浦市や君津市の公

園と比べると、草が伸びていたり、トイレの清掃が行き届いていなかったりと、

不十分な部分もあるので、子どもたちがのびのび遊べるように整備してほしい。

子育て世帯が多いので、それに向けての福祉を充実させてほしい。 

女性 

30歳代 

〇西口のシャッター街がもう少し明るくなるとよいです。西口は夜のお店が多く

て怖いです。休日の金田渋滞を緩和してほしい。 

女性 

30歳代 

〇交通に不便なところがあるので、木更津～君津間に駅ができればよいと思いま

す。 

女性 

30歳代 

〇自分に関係のあることだけになってしまいますが、君津市や袖ケ浦市と比べて、

なぜ保育園代が高いのでしょうか。しかも、第２子の半額は、第１子が小学生に

なるとなくなってしまいますが、君津市は違うそうです。医療費も子どもは無料。

待機児童のこともあるかと思いますが、家を買って子どもができて、住んでみて

わかって、ガッカリしました。新日鉄が君津から木更津にきたこと、家がたくさ

ん建って、人口が増えてきていること等があるのに、そろそろそのあたりも隣の

市と足並み揃えようとしてくれてもよいのではないですか？ずっと不満に思っ

ていました。そのようなことを変えてほしいと期待します。隣接する市と比べて、

何かとお金がかかるわりには還元されている実感がありません。でも、市役所を

新しく建てるのではなく、今のスタイルにしたのはすごく共感が持てました。今

あるところを利用してくれてよかった。昔は学校の給食がなかったそうですが、

今はそれも変わり、よかったと思います。そのように少しでも変えていってほし

いです。住んでいる以上、子育てに関して、木更津市を自慢できるようにしてほ

しいです。 

女性 

30歳代 



３３ 

 

 記述内容 性別・年齢 

〇車を運転することができない住民が安心して暮らせるように、路線バスやタク

シーのサービスの充実をお願いしたいと思います。 女性 

30歳代 

〇どの世代も平等に住みやすいまち。地域格差があってはいけない。公共施設の

充実。西口（木更津駅）のリノベーション（活性化）。無駄な施設建設をやめて、

今ある施設を有効活用する（市役所、学校等）。木更津のナンバープレート。木

更津アピール（目玉商品、ご当地商品、食べ物など）。アクアラインに電車を通

す。 

女性 

30歳代 

〇観光を誘致している場所に落書きがあり、汚い。一度行くと、二度行きたいと

思わない。木更津には、袖ケ浦公園や君津中央公園等、木更津だったらここ！と

いう公園がない。図書館が残念（本の種類が少ない、勉強できる場所が少ない、

年配の方しかいない）。羽鳥野地区は、子どもが多いわりに道の整備が遅れてい

る。とても危ないと感じる。横断歩道だけでもあった方がよいと思う。古い街灯

が勝手に撤去され、そのままの状態になっている。家の敷地内の電柱に街灯が説

明のないまま取り付けられ、夜中でも家が眩しい状態となった。市は説明をしな

いまま進めるのか。疑問を感じる。 

女性 

30歳代 

〇子どもが遊ぶ大きな公園がない。市民会館を整備して、ライブができるように

すればよいと思います。西口駅前の改革。 

男性 

40歳代 

〇限られた人だけが情報を知るのではなく、全ての人が情報を共有できるような

まち。 

男性 

40歳代 

〇福祉関係（特に医療費と高齢化に向けた取り組み）。キャッシュレスへの取り組

み（市民のみならず、外国客へ向けた決済手段の導入）。子育てへのさらなる支

援。きさポンのアピール。 

男性 

40歳代 

〇木更津市は、今は周辺に比べて人口が増えているが、日本全体では減少してい

て、一極集中の流れは変えられないと思います。住宅地が郊外に広がっていて、

若い人が多いので、不便さを感じることが今は少ないが、将来は大きな不便さに

なると考えられます。そうなる前に、公共交通の充実を計画した方がよいと思い

ます。公共交通が少なく、車で移動する人が多くなり、採算がとれず、公共交通

がますます減っているように感じるから。 

男性 

40歳代 

〇コストコができればよい。無料で楽しめる場所。 
男性 

40歳代 

〇駅前の商店街を活性化してほしい。 男性 

40歳代 

〇市内の循環バス（少人数地区）の充実、宅配サービスの充実 

男性 

40歳代 



３４ 

 

 記述内容 性別・年齢 

〇東京（自身）、札幌（妻）から移住してまいりました。医療従事者です。現在は、

小学生の男の子と犬７頭を育てており、まちづくりに関して意見させていただき

ました。どうしても、まだ東京の方が…札幌の方がよかった…と思ってしまう。

交通事情や運転の荒さ、危険な場所に信号がない箇所が目についてしまいます。

接客業においても、郵便局、銀行、コンビニオーナー、大手チェーン店の地元の

方の仕事のスピード（遅い）や親身さに欠けるところも、何となくこの地に定着

してしまっているものなのかしら？と思ってしまうところが根本にありますが、

移住してきた以上、今よりもよいまちづくりに少しでも貢献したく、自身の職業

の連携、発展、妻の職業（犬のトリマー、単犬種ブリーダー、ハンドラー、ドッ

グトレーナー）も（今は子育てのため、少しの活動ですが）地域の人のために。

そして、自分たちの生活のために、まずはご近所から助け合っていきたいと思っ

ております。希望は羽鳥野付近。不審者防止、暴走運転防止のため、街灯、信号

の設置を早急にご検討いただけたらと願います。 

男性 

40歳代 

〇生まれてから、ずっとこのまちに暮らしてきました。私が小さい頃は、とても

活気のあるまちでしたが、だんだん寂れてきて、とても寂しく思っていましたが、

アクアラインも開通し、イベントや映画やドラマの撮影もいろいろなところでや

っていて、何だか嬉しいです。ただ、息子がやっている少年野球で使っていた野

球グランドを、説明もなく、いきなり取り上げられ、野球をする場所を奪われ、

とてもかわいそうです（畑沢グランド）。ひどいことをする木更津に怒りがこみ

上げてきたのも事実です。代替グランドを用意するなどの心遣いを期待していま

す。 

女性 

40歳代 

〇君津市のような低額のコミュニティバスを運行してほしい（高齢者、学生向け

に）。免許証を返納した人向けに、タクシーも半額など、優遇してほしい。貝渕

や江川のテニスコートを電話予約で取れるようにしてほしい。潮浜公園に遊具を

再び設置してほしい。潮浜公園テニスコートにナイター設備を（市民を優遇料金

で）。 

女性 

40歳代 

〇無駄を省く。このアンケートも必要と思えない。 女性 

40歳代 

〇必要と思われる信号機の設置（地区の要望を聞き入れること）。映画、ドラマの

撮影へのアピール（木更津市は海も山もあり、いろいろなシチュエーションが撮

れることをもっとアピールする必要あり）。 

女性 

40歳代 

〇指定ごみ袋、燃やせるごみ専用が、他の市と比べて高いと思います。もう少し

安くならないですか？ 

女性 

40歳代 

〇高度な医療を受けられる病院の誘致。レベルの高い私立の小・中・高校の誘致。

上記に伴う有名な受験塾。図書館の充実。小学生の通学路にガードレールの設置

（危険な道が多すぎる、車が突っ込んだら大変）。スピード違反、あおり運転な

ど、運転マナーの向上。認知症による徘徊が減るような支援。災害時の防災の強

化。アクアライン高速バスが、土・日、祝日の渋滞に巻き込まれないために優先

車線をつくる。 

女性 

40歳代 



３５ 

 

 記述内容 性別・年齢 

〇市役所職員の対応が悪い。分からなければ他の人に聞く、または分かる人に変

わるなど、臨機応変な対応が必要だと思う。間違われて、二度手間・三度手間に

なってしまったことがある。書類の記入で分からない箇所があり、未記入にして

おき、その場でわざわざ聞き記入したにも関わらず、間違っていて、その後に他

の件で連絡した際に分かり、また出向いた。受理証をもらい、その後に連絡があ

り、何かと思えば受理証の種類が間違っていたらしい。お粗末すぎる対応に呆れ

た。 

女性 

40歳代 

〇委託ばかりで、最後まで人任せで、責任感がない。いろいろな取り組みを、最

後は役所の人の確認が必要だと思う。 

女性 

40歳代 

〇市民がゆっくり過ごせる場所がない。君津には中央公園や内みのわ公園など、

広くて設備のしっかりした公園があるが、木更津は小さくて、誰もいない公園ば

かりで意味がない。図書館もＤＶＤやＣＤや漫画もないし、座る場所も少ないの

で、勉強もできない。立派な市役所なんていらないから、市民がゆっくり過ごせ

る場所をつくってほしい。八幡台小も波岡中も、子どもが多いのに学校は古くて

汚い。体育館のトイレは最悪。もっときれいに直してほしい。医療費も、高校生

まで２００円にしてほしい。人口は増えているが、渋滞が増えるだけで、何もよ

いことはない。もっと市民のために税金を使って！、ごみ袋が高すぎる！ 

女性 

40歳代 

〇活気あふれる木更津になってほしいと思います。子どもがのびのび生活できる

ように生活保障を充実させて、その子どもたちに木更津のことを担ってほしいと

思います。 

女性 

40歳代 

〇小学生の時に東京から引っ越してきました。その頃は、駅前の商店街やデパー

トもあり、活気がありました。今の駅前は、ほとんどが居酒屋で、観光施設や大

型の百貨店など、地域活性化のためにも駅前開発をまずは進めていただきたいで

す。駅中（千葉駅みたいな）商業施設を充実させて、もっと木更津市を住みよい

魅力のある市にしていただきたいです。次世代、少子化の今、まずは地元が住み

やすく、東京へ出向くことなく、快適な生活がこの木更津で送れることを切に願

います。 

女性 

40歳代 

〇関係ないことですが、市役所の方の態度が気に入らない。昔はよかったですよ

ね。仕事ですよ。 

女性 

40歳代 

〇税金が高いので下がるよう。生活保護者へ適正に配当。いい加減すぎ。 女性 

40歳代 

〇木更津駅前に活気がほしい。駅の周りに駐車場やマンションが増えるばかりで、

集客施設がない。 
女性 

40歳代 



３６ 

 

 記述内容 性別・年齢 

〇金田地区の開発にはとても期待しています。素晴らしい立地だと思うので、お

台場や横浜のような雰囲気にもできると思います。ただ、土曜・日曜の渋滞緩和

対策をお願いしたいです。自然もまだまだ残っているため、それをもっと活用し

てほしいです。遊具やアスレチックなどのある大きな公園があればと思います。

また、最近のブームの、きれいでおしゃれなキャンプ場を大自然の中でつくるの

はどうでしょうか。農園カフェとキャンプ場のコラボとか…。波岡駐在所近くの

信号と、そこを真舟方面へ向かって１つ目の信号機に「右折専用矢印」の設置を

希望します。時間帯によってはとても渋滞するので。 

女性 

40歳代 

〇防災対策に関して、努力が見られない。備蓄品の数、種類等が少ない、約１３

万人も人口がいるのに何をしているのか？市長はもっと市民の生活に対して目

を向けるべき。最低レベルの底上げにもっと力を入れた方がよい。市役所を建て

直すらしいが、なぜ同じ場所に建てようとするのか？東日本大震災時に、東京湾

で一番津波が高かったのではないか？もっと木更津のことを考えてほしい。 

女性 

40歳代 

〇首都圏に近いので、交通の便をよくしてほしい。首都圏から房総への通過点だ

けでなく、木更津の名所を増やしてほしい。例えば、金田アウトレットのように

木更津に訪れる人が増えるような場所がほしい。ただし、交通の便をよくしない

とリピータが増えない。 

男性 

50歳代 

〇スポーツ施設の充実。テニスコート・オムニコートなし。江川運動場の場所が

悪い。もっとよい場所はないかな？袖ケ浦、富津市は立派なオムニコートがあり

ます。木更津市も欲しいですね。 

男性 

50歳代 

〇新興住宅地域における信号の未整備。信号の待ち時間（赤信号の）の調整（明

らかに交通量が多い方向が緑信号の時間が短い）。旧住宅地における公園は、も

はや時代に合っていない。少子化やネットの発達で子どもが公園で遊ぶことは少

ない（子どもの遊具は必要なくなっている）。大人が散策したり、ジョギングで

きる運動公園の形に変えてほしい。芝生広場を基調とした現代型の公園に改修し

てほしい。ガードレールで車線規制したままの道路（交差点）の整備。 

男性 

50歳代 

〇今の若い人たちが木更津に残ってくれるように、仕事もしやすく、住みやすい、

子育てが十分にできるまちになってほしいと思います。市民が納めている税金の

使い道をもっと知る方法があればよいと思います。 

女性 

50歳代 

〇木更津港の改修を急ぐ！観光資源確保の第一歩です。行政情報の徹底した市民

への開示。公共施設の使いやすい改修、拡充（公民館の諸施設、公園の総合的な

市民要望の取り入れ）。財政の見直しを（税の使い方、使われ方の市民サイドに

立って）。特に補助金等の詳細実態の開示。決算項目における特別損失の解析周

知。市トップの見える形での活動する姿など。 

女性 

50歳代 



３７ 

 

 記述内容 性別・年齢 

〇子どもに優しいまちづくり。通学路が草で歩きにくかったり、見通しが悪かっ

たりするので、常にそんなことのないように指導してほしい。空き家の整備など。

我が家はナンバーディスプレイにしているため、迷惑電話がかかってきません。

また、知らない番号には出ないようにしてます。お年寄りのお家には（一人暮ら

し）無償で設置してあげてほしい。各地で発生しているような痛ましい事件が木

更津市で起きないように、事前に対応していってほしい。 

女性 

50歳代 

〇引っ越してきた時に比べると、だいぶ栄えてきて、まち全体が活性化してきた

ように思います。もっと交通の利便性を優先に考えてもらいたい。電車の本数の

少なさ、天候でとまるバスや電車を考えると、地下鉄などがあるとよい。地下鉄

ができたら、もっと人口も増え、まち全体に活気が出てくると思う。 

女性 

50歳代 

〇路線バスやコミュニティバスの充実をお願いしたいです。 女性 

50歳代 

〇認知症を専門的に診て下さる先生がいないようです（私が知らないだけかもし

れませんが…）。これから高齢化が進み、老人医療に特化した医療が増々必要に

なってくると思われますので、整備していただきたいです。認知症介護者への情

報提供や交流の場を多く提供するなど、フォローもお願いします。 

女性 

50歳代 

〇大型スーパーが郊外に点々とあり、車がないと移動に大変です。高速バスを利

用しない限り、木更津駅周辺を利用しないので、すっかり寂れたまち感がして寂

しい。君津、木更津、富津にイオンモールがあり、スーパーとしては助かるが、

同じテナントばかりで代わり映えしない。それぞれ、もう少し特化した方がよい

のでは…。休日にケガをした時に、外科の当番医が分からず、消防に電話したら、

自分であたって下さいと言われ、袖ケ浦まで行く羽目になった。外科の当番医を

つくって下さい。 

女性 

50歳代 

〇木更津駅利用者のお迎え時の車の乗り降りの場所をつくってほしい。タクシー

を待つスペースはたくさんあるのに、一般車両を待つスペースがない（ちなみに

君津駅にはあります）。西口に行くのにぐる～っと回らないといけないのも不便。

駅周辺を使いやすくすれば人が集まるのでは？ 

女性 

50歳代 

〇全ての世代がいきいきできたら素晴らしい。優しいまちになってほしい。 女性 

50歳代 

〇木更津市では漁業者が少なくなり、空きが目立つ漁港の活用を考えては？いか

がでしょうか。 

男性 

60歳代 

〇道路（歩道に樹木が成長して、枝が頭上に垂れ下がり、当たるため、少しカッ

トしてもらいたい） 

男性 

60歳代 



３８ 

 

 記述内容 性別・年齢 

〇木更津市街の整備は、特にではありませんが、それなりに整っているかと思い

ますが、一歩市街を出ると、草は伸び放題、道路は壊れており、修復する様子も

伺いみえない。きれいなまちにしてもらいたい。旧市役所も、町の玄関口なのに、

草は伸び放題となっていた。業者に委託して、きれいにしてもよいが、少しでも

職員さんたちが立ち上がって、率先して除草等をする等、市民の立ち位置で仕事

をしてほしいと思う。このような意見が反映されれば幸いです。市民はきちんと

見ています。 

男性 

60歳代 

〇駅周辺の開発（再？）は大変なのは分かるが、簡単な（手をつけやすい）場所

に力を入れるのはどうかと。観光に力を入れると、いつでも分散しているものを

どうやって繋げるのかな？金田地区は、まだこれから開けてくると思うが、その

分、当地域等は置いてきぼりになってしまうのでは？病院も中央病院だけとは。

他に大きな病院を誘致。 

男性 

60歳代 

〇買い物難民地域のないまちづくりに期待します。 男性 

60歳代 

〇①飛行機騒音の軽減：病気時の日中、騒音でゆっくり眠ることができない。極

力、海上ルートで着陸するように働きかけてほしい。②駅前商店街の活性化：以

前は、デパート、スーパーもあり、賑わっていたが、現在はシャッター通りとな

っており、寂しい状態にある。再開発で、おしゃれなまちづくりに取り組んでほ

しい。③港の停泊船の配置の見直し：木更津港には作業船が多く停泊しており、

景観が悪い。そこで、作業船を遠くに、ヨットを近くに停泊させるようにしては

どうか。 

男性 

60歳代 

〇３６年住んでいますが、港は何とかならないものかと気をもんでいます。いつ

も木更津の港に行きますが、美しい赤い橋は素晴らしい。停泊しているジャリ船

は何とかならないかと思います。木更津が港を整備して、県外からヨットの停泊

など、たくさん呼び込めるのでは。 

男性 

60歳代 

〇高齢化社会の到来で、高い年齢の方が今後も増えると思うし、従って、また、

子どもの声があふれるような都市にならないと考えます。生活的な弱者、高齢者

と子どもらが住みやすいような医療、福祉、生活を支持するようなまち、そして、

子どもらが育ちやすく、若い夫婦が住みやすいまち、特に保育園や小学校の充実、

子どもの医療に無料化など、促進すべきである。 

男性 

60歳代 

〇木更津港付近の公園の充実。植樹や景観の充実。海から矢那川へとの歩道や植

樹（松・桜等）を増やし、潮浜公園と鳥居崎海浜公園を繋ぐ歩道橋をつくってほ

しい。 

男性 

60歳代 



３９ 

 

 記述内容 性別・年齢 

〇アクアラインが開通してから人と車の流れが変わり、木更津市も駅周辺がいま

ひとつ活気に欠け、住みたいまち・生活しやすいまちとは、残念ながらほど遠い

感があります。バブル以降は人口増・税収増が望めぬ状況かと。そのような中で

は、市政も大変と思いますが、堅実に、必要なところに使用して、費用対効果が

アップするようにしていただきたいと思います。印鑑証明書、住民票等の書類は

平日に市役所の方へ申し込んで、本人確認ができた場合、受け取りは土・日にで

も公民館等の開いているところで受け取れるようにしてもらいたい。 

男性 

60歳代 

〇木更津駅周辺の開発を早急に行ってほしい。商業施設がイオンモールしかない

のですが、若者が集まる場所を提供してほしい。 

男性 

60歳代 

〇木更津港基点とした商業施設の充実 男性 

60歳代 

〇小さなことを（不具合、小さな提案、お願いごと等）放置しない。きめ細やか

で、おもいやりのある（スピードとコミットメント、責任の明示、実態把握力）

行政を期待します。「割れ窓理論」、防犯カメラの増設、街路灯の増設、道路の整

備、交番の増設、いろいろみなさん頑張って下さいね。 

男性 

60歳代 

〇特になし 男性 

60歳代 

〇アンケートに答えられるほどの市の活動、仕事の情報を持っていません。質問

項目も、具体的な仕事の例をもっと挙げて下さらないとイメージがわきません。

これから災害の時代になることを考えれば、Ｘデー・Ｚデーに向けた具体的な対

策が必要です。これからを担う子どもたちの教育も大切かと思います（学校教育

だけでなく）。木更津にも、食事に困る子、親がほったらかしの子がいるという

話も聞きます。しっかりした価値観を持ち、社会を支えてくれる大人に育ってほ

しいと思っています。それには、大人の態度、努力（市の社会教育、その他）を

期待します。 

女性 

60歳代 

〇今は種々な犯罪が多いため、公園にも防犯カメラを設置してほしいです。 女性 

60歳代 

〇アンケートの１～４６は大きすぎて答えようがない。〇を付けるのに困る。も

う少し分かりやすい質問にしてほしい。まちづくりは、人づくりだと思う。子育

て支援（お母さん・お父さん）から学校教育（教師）、そして、介護（見守る人）

まで、みんな大変だが、それを担う、お母さん・お父さん、教師、見守る人たち

をきちんと支えることが、よい子どもたちをつくり、安心して老いることができ

ると思う。支えている人たちを支えることにお金を使ってほしい。形やうわべを

整えるのではなく、現場の人たちの意見をよく聞いて進めてほしい。 

女性 

60歳代 

〇木更津駅付近の開発 女性 

60歳代 

〇防災行政無線で、高齢者の不明情報の他、空巣などが起こっていた場合、その

地域に注意を促す放送を望みます。最近は近くで空巣がありましたが、近所の

方々は何も知りませんでした。もっと無線の有効活用をお願いしたいです。 

女性 

60歳代 



４０ 

 

 記述内容 性別・年齢 

〇木更津市は立地がよいので、住みよいと思います。しかし、工業地帯が近いの

で、空気が悪いのが残念です。 

女性 

60歳代 

〇羽田への飛行機が上空を分刻みで飛んでいく。そして、自衛隊にはオスプレイ。

木更津も沖縄と同様に、うまく国に利用されている気がする。飛行機の騒音、ヘ

リコプターの音、さらに同地区には中央病院からのドクターヘリの飛行もあり、

とても静かなのんびりとした田舎ではない。生活環境はいたって田舎なのに。車

を運転できない方々にはとても不便な場所である。子育てと、年寄の共存は難し

いことなのだと思わせるまちである。図書館・博物館・公民館をもっとうまく活

用できるとよい。充実を望む。 

女性 

60歳代 

〇こちらは木更津市役所ですという広報が流れますが、この言葉が聞き取れず、

何を言っているのかわかりません。ほとんど言葉が聞き取れません。もう少しわ

かるようにして下さい。 

女性 

60歳代 

〇木更津市はとても歴史のある町だと思います。でも、住んでいても知らないと

ころ、知らないことが多く、もっとＰＲしたらよいのにと思うことが多いです。

活動されているのは知っているのですが、何か特別の人のみという感があり、も

っと一般の人にも参加できるようなスタイルはないでしょうか？君去らずの地

が、市民去らずの地になるように期待しています。ものではなく、人情や歴史や

繋がりが光るような市であってほしいと思います。 

女性 

60歳代 

〇波岡地区に居住していますが、常々、波岡小学校の通学路について、危険を感

じています。山や田の際を身体を斜めにしないと、すれ違うこともできないよう

な道です。通学路といえるかな？と思います。通学路の整備を早急に希望します。

宜しくお願いします。 

女性 

60歳代 

〇木更津駅周辺の商業施設を充実させ、活性化していただきたい。 女性 

60歳代 

〇ボランティア等、いろいろありますが、車の運転ができないので、参加するこ

との不便さを感じています。転居して、まだ２年くらいなので、わからないこと

が多いですが、住む地域にも関係あるのかな？と思います。 

女性 

60歳代 

〇袖ケ浦公園のような、広大な、常に整備され、安全な遊具があり、常に花があ

り、特に桜がある。駐車場も常に利用できて無料。外灯も常備などなど…。木更

津にもあったらよいと思っています。休日には袖ケ浦公園にウォーキングなどに

行っています。 

女性 

60歳代 

〇木更津はとっても好きなところです。よいところや歌など、たくさんあります

が、まだ知らない人たちが多いですね！もったいない気がします。最近は交通の

便もよくなって、住みよくなりました。 

女性 

60歳代 

〇木更津駅周辺再開発を。市役所よりも最重点課題です。駅周辺が非常に暗い。

活気のあるまちに。 

男性 

70歳代 



４１ 

 

 記述内容 性別・年齢 

〇①交通の利便。アクアライン、圏央道のインター以外に出入りができる箇所を

増やし、商業施設、住宅地を開発する。首都圏からの移住を広げるべきだ。②文

化施設の充実。音響がしっかりしたホールが市内になく、他市の施設を借用する

状況は情けない。③房総の中核都市の位置付けをしっかり考えてもらいたい。昔

からの田舎意識は政治面でなくして、新しい若い人材を登用すべきだ。 

男性 

70歳代 

〇①本アンケートに答えるにあたって、一般市民の多くは「普通」と回答を寄せ

る場合に、市が本当のところ「何をどのように、どこを目標にして活動している

のか、その実態は、課題は？」等、十分理解していないがゆえに「普通」と答え

ているのが大半と思われます。行政と市民の「お互いの顔が見える広報活動」の

充実を期待します。②木更津はアクアラインの通過地点になっているのが誠に残

念。駅前のシャッター通りや、あるのは駐車場だけ。もっと豊かな魅力に輝く観

光開発で、活性化と大発展を期して下さい。アウトレットだけではなく、第２の

ディズニーランドや自然をいかしたハーブやローズガーデン等々。 

男性 

70歳代 

〇ＪＲ木更津駅および駅周辺の線路の高架化。特に東口と西口との車往来の自由

度アップと駅周辺の道路幅の拡張。これにより、駅はＪＲだけでなく、バスター

ミナルとしての機能向上を目指す。また、踏切でのロスをなくす（時間、経済性）

ことが可能。大通りから一歩内側に入ると、その道路幅の差がありすぎ。整備す

る必要あり。 

男性 

70歳代 

〇木更津駅前を、散歩や買い物等ができる、明るく魅力ある場所に。三井アウト

レット、木更津イオンの行き帰りに寄れる場所に。木更津の顔になる場所に。 

男性 

70歳代 

〇自然環境（山、林道等）をいかした遊歩道、スポーツ施設等を充実し、アクア

ライン利用して、外部からの観光力をアップし、市民の体力アップにも繋げる。

路線バス維持確保（小型化を図り、商業、病院、駅、公共施設を周回する）が最

重要と思います（利便性がよいまちになれば定住者も多くなる）。 

男性 

70歳代 

〇①アカデミアパーク、潮浜埋め立て地区等への企業誘致を促進する誘致をＰＲ

しているのか？現状の維持、管理はどうしているのか？経費は誰が負担している

のか？②木更津の立地条件等、判断するとアクアラインの活用が得策である。潮

浜地区に大型バスターミナルをつくり、首都圏への往来の利便性を高める。バス

ターミナル～港～駅を一体化させ、港湾を整備して、東京湾クルーズで首都から

の観光客を呼び込む。③市役所の一括化。 

男性 

70歳代 



４２ 

 

 記述内容 性別・年齢 

〇木更津駅と市役所の一体化。バスを何度も乗り換えないと行けない市役所は、

本当に住民のためのものなのか。駅を高架にして、西口・東口の利便性を高め、

高速バスの利用も高めていく、東京大田区では、駅そのものが区役所として利用

された成功例もあります。環境の整備。矢那川、鳥田川等の小河川の整備。今か

ら５０年ほど前、大都市東京は公害問題で行政の手詰まり状態の頃、東京、江戸

川区で、ヘドロの小川を見事親水公園として再生に成功。その一波が全国に広ま

り、名古屋でも金沢でも、もちろん東京の主だったまちでは当たり前のように親

水公園が整備されています。未来を担う子どもたちが、山を駆け、野に遊ぶ、そ

んなまちであってほしい。高齢化対策について、本市は他に類を見ないよう、急

速な高齢化が現実の問題となっています。受け入れる施設をつくり続けるわけに

も、そこで元気なご老人を一人でも多く増やすことを始めるべきと考えます。今

ある各地域の公民館をもっと充実したものとして、今こそ英知を絞って、言葉は

悪いですが、“誉めて、おだてて、毎日元気”。一案としては、元気なご老人には、

無料バス券や入浴券、心のこもった小さなサービスのプレゼントも考えてもよい

のではと思います。市役所の新庁舎の建設が始まるそうですが、駐車場を利用す

る市職員からも駐車料金を徴収すべきと考えます。 

男性 

70歳代 

〇交通安全の面から、各交差点（裏通り）、信号などの見直しや整備歩道の確保に

期待する。 

男性 

70歳代 

〇①財政基盤の確立のため、企業の誘致（長期的にいてくれる企業）。②駅を中心

とした交通。駅を高架として、東西で行き来できるようにし、その下にバスター

ミナル（路線バス・高速バスなど）、駐車場をつくる。また、現在のバス路線は、

駅を中心に放射状なため、横の連絡がなくて不便。コミュニティバスでもあった

ら便利。これからの高齢化のためにも、路線バスの料金が、他の自治体に比べて、

非常に高額。もっとみんなが気楽に乗れるようになれば、高齢者の車の使用も減

ると思う。③市民みんなが憩える公園があったらよい。ジオパーク的な、自然を

いかした、例えば、千葉市の青空の森公園のような。 

男性 

70歳代 

〇駅前の整備（他県から来た人が駅前でお土産を買う店がなく、バス待ちの時に

入る店がない）。バス代が高い（路線）。バスの便が悪い（路線）。高齢者が運転

できなくなって、一度駅まで出て、乗り換えていかなければならない不便さ。今

まで通っていたバスの廃止ですごく不便。他県では、高齢者は、年間いくらか払

えば無料パスがあるが…。自然があって、よいところなので、交通の便が悪いと、

便のよいところへ行かなければと思うこともある。大型バスでなく、小型バスを

多く走らせてほしい。市役所は駅の近くにするべきだと思う（例えば、そごうの

ビルなど）。 

女性 

70歳代 

〇あまり交通手段が乏しいので、この先の生活がおもいやられます。今も、車を

使えない時はタクシーを頼んでいますが、木更津市の老人はどうなるのでしょう

か？こんな状態では、電車の切符さえ買えない老人が増えてしまうのではないで

しょうか。木更津市も個人もマイカーに頼りすぎ。交通網を蔑ろにしていると思

います。 

女性 

70歳代 



４３ 

 

 記述内容 性別・年齢 

〇安心・安全なまちづくり。２０１７年１０月２３日の台風の朝の午前４時２０

分頃（有料老人ホームへ朝調理の為通勤中）、県道真舟を走行中、突然の街路樹

の倒木にあい、命の安全を考え、倒木の先端部分を通過した。急ブレーキでは危

険を察知したため、しかし、後続車に対する配慮のため、１１９番・１１０番に

連絡。１１０番は千葉県警へ。「事故証明の発行をいたしますので、いつでもい

って下さい」とのこと。市役所土木課には、倒木を１ｍと報告されてしまった。

県道の中心線までの倒木が、なぜ「１ｍ」と誤った報告なのか不思議でならない。

報告は市土木から県土木へ。幸い身体への問題（病院へは行っていない）はなか

ったが、車が合計８万円ほどの修理代がかかった。５か月かかった日、ある日、

県土木（○○氏）から「災害認定されましたから、事故証明を持ってくるように

とのこと」（昨年、○○氏に「事故証明を取ってきましょうか」と言ったところ、

「お金がかかるからいらない」と言っていたのに）。転勤で△△氏に代わったが、

今度は事故当時の写真にクレームをつけてきた（２０１８年５月２７日）。この

日は初めて主人も同席した。また、議会の予算委員会が７月（年４回のこと）と

のこと。真面目に生きて、車もゴールド免許を１０年続けていた矢先であった。

自ら介護される側にならないように、自治会、公民館のサークル、郷土料理（房

総太巻き寿司）の講師として、東京の同級生、イタリア人、中国人、東京ガスで

講義もしている。有料老人ホームでの調理は今までにない（週３回５時間）充実

感を感じている（この件は市民として戦い続けます）。 

女性 

70歳代 

〇花火大会とかは、子ども、孫たちが楽しみにしているので、なくさないでほし

いです。続けてほしいです。シニアが自由に行ける施設が近くにできるとよい

な！例えば、温泉施設とか近くにあればなと思います。 

女性 

70歳代 

〇港街木更津にこだわりすぎていると思う。昔、開けたところは、そこにこだわ

り、抜けきれないよう。もっと他に目を向け、過去から抜け出してほしい。全て

中途半端のような気がする。市民の散策の場として、袖ケ浦公園のように特徴の

ある公園がほしい。高齢者は、いろいろなイベントがあっても、その場所まで行

く足がないので、各地区で催すように考慮願いたい。 

女性 

70歳代 

〇ソフト面での充実を！サービス業など「どうかな？」と思うことが多々ありま

す。県外からの人たちがガッカリするのではと心配です。 

女性 

70歳代 

〇高齢者の車なしの生活環境。高齢者の多い地域です。現在、ＮＰＯの方たちの

協力で「菜の花号」の地域バスが出ていますが、ＮＰＯの方たちも高齢者です。

免許証返納後の生活対策。 

女性 

70歳代 

〇長年（４０年）住んでいるので、マンネリ化していることです。今後、真剣に

考えてみたいと思います。 

女性 

70歳代 



４４ 

 

 記述内容 性別・年齢 

〇今はどこの地方都市もそうなのでしょうが、郊外に大型店ができて、駅周辺は

寂れ果てています。車に乗らない高齢者は、日常生活の買い物に不便を感じてい

ます。木更津は文化文芸に関心がないのか、図書館もひどいもので、劇場もなく、

まちづくりが雑然としています。散歩によい公園、道路もなく、高齢者は何の楽

しみも生きがいもなく、一人家にこもっている人が多くなっています。地域によ

っては公民館も遠く、行くのが大変です。車に乗らない人は、置いてけぼりです。 

女性 

70歳代 

〇特にありません。 女性 

70歳代 

〇交通体系の要望：路線バスに市から補助が出ているようですが、バス料金が非

常に高いこと。特に高齢化に向かっている市民が利用しやすい安価なコミュニテ

ィバスを出してほしいことと、例えば、横浜に行くのに、高い料金を払って木更

津駅まで行かなくてはならない。これだけ人数が住んでいる羽鳥野から横浜線に

乗れるようにしてほしい。東京線ぐらいの便利を望む。路線バスと高速バスの乗

り継ぎの悪さ。道の駅も遠距離で、簡単に利用できない場所にある。 

女性 

70歳代 

〇駅前が寂しいです。パッと、若者の音楽、歌に変えてみてはどうですか？ 女性 

70歳代 

〇私は木更津に嫁いで、今年で５０年になります。昔は道路が狭いけれど、きれ

いな道でした。今は新しい道がいっぱいあるけれど、どこに行っても道路の端の

方は草が伸び放題に伸びて、ちょっとガッカリです。それから、このアンケート

はこれで最後にして下さい、私も７１歳になりますので、他の方を選んでくださ

い。私はこれで２回目なので、よろしくお願いします。 

女性 

70歳代 

〇バス会社に、市で補助金を出してでも、各地域にバスの運行（便数）を増やし

てほしい。車の免許を返上したい。免許を返上すれば生活にならない区域が多々

ある。 

男性 

80歳代以上 

〇車の免許証を自主返納して２年が過ぎた。交通不便さを感じている。また、交

通費が非常に高い。自分はノーカーサポートで、バス代は半額で助かっているが、

妻の買い物（食料）の店が、バス停付近に１店しかない。コミュニティバスのよ

うなものを走らせてほしい。木更津駅西口の再開発と言っていたが、ますます寂

れてきている。寂しいかぎりである。 

男性 

80歳代以上 

〇若い頃、木更津は住みよいと言われ、越してきました。年々、まちは寂れ、子

どもたちは離れて、老夫婦になり、買い物、病院すら行くに不便。バス代も高く、

夫は難病福祉のお世話になってます。駅前をご存知ですか？老人には買い物すら

できません。車の運転など、できません。誰が助けてくれるのですか。自力でも、

８０歳過ぎれば必死で生活してます。私ども老人には希望はありません。木更津

が一番悪いと聞いてます。市長さんはじめ市の役員さん、考えて下さい。お願い

致します。 

女性 

80歳代以上 



４５ 

 

 記述内容 性別・年齢 

〇街中からは離れた地区に住んでいます。交通機関の不備。せっかく新しい路線

ができても、使用する者の側に立っては考えられないダイヤ。とても不便です。

乗車したい時間にはなく、また、本数も非常に少ない。循環バス（市内への）を

考えてほしい。医療機関の不備。団地には、内科・歯科のクリニックのみで、他

を受診する場合、わずかの本数のバスを利用して、街中の医療機関を利用する不

便さがあります。近隣の君津市へ高速バスが利用できればと思うことがありま

す。一度、木更津駅に出て、電車を使用しなければなりませんが、高速バスなら、

１本で時間も短いのです。 

女性 

80歳代以上 

〇若い時は自家用車で用事を済ませましたが、８０歳を過ぎると車にも乗れず、

バスの便もなくて困っております。循環バスがもう少しほしいです。 

女性 

80歳代以上 

〇多くの木更津市民の中から抽出させていただき、ありがとうございました。よ

く分からない点もありましたが、○印で表現いたしました。参考にしていただけ

れば幸いです。これからも木更津市を、もっと素晴らしい市にしていただけるよ

う、期待しています。協力できることがありましたら、ぜひ協力したいと思いま

す。 

女性 

80歳代以上 

 

<波岡地区 市民意見概要> 

・ 「車を運転することができない住民が安心して暮らせるように、路線バスやタクシーのサービ

スの充実」「市内の循環バス（少人数地区）の充実」、「路線バスやコミュニティバスの充実」等、

市内の公共交通の充実を求める意見が特に多く見られた。 

・ 「新興住宅地域における信号の未整備」、「通学路の整備」等の交通安全対策の充実を求める意

見も散見された。 

・ 「空きが目立つ漁港の活用」、「港を整備」、「木更津港付近の公園の充実」、「木更津港基点とし

た商業施設の充実」等の木更津港付近の開発を望む声があった。 



４６ 

 

④岩根地区 

 

 記述内容 性別・年齢 

〇なし 男性 

10歳代 

〇夜歩いていると暗いところがあるので、電気を増やして下さい。 女性 

10歳代 

〇木更津駅前の開発を行ったらよいと思う。昔「ガイアの夜明け」の番組で、木

更津再生を行おうとしていたが、それをもう一度行ってはどうか？木更津市に

て「深夜２４時を過ぎた木更津駅の治安が悪い」という意見を、違う市に住ん

でいる同期から聞いたことがある。木更津に住むメリット（子育て金や施設）

がわかりづらいので、アプリで解消してもらいたい。 

男性 

20歳代 

〇老人保健施設、特別養護老人ホーム、サービス付き高齢者住宅がもう少し増え、

そこに入居できる人が増えてほしい。木更津駅前の活性化をお願いします。 

男性 

20歳代 

〇子育てしやすいまちづくりに力を入れてほしい。道路がガタガタなので直して

ほしい。近くに児童館が欲しい。３～４ヶ月検診（子どもの）の時間帯の見直

し。お昼寝時間とかぶっていて大変。泣いている赤ちゃん、大変そうなお母さ

んが多数だった。 

女性 

20歳代 

〇知名度はある方だと思うのに、駅前のシャッター通りとかは寂しいなと思いま

す。やっさいもっさいや花火大会の時だけじゃなくても、自然と人が集まれる

ような場所になるようにお店や施設があると賑やかになるのかなと。子どもと

過ごせる場所がもっとほしいです。公園は近いところでも２５分（歩き）かか

るし、子育て支援センターなどもあるのか？保育園なのか？そういう情報やイ

ベント等がすぐ目に入ってくるとありがたいのですが。 

女性 

20歳代 

〇雨が降っても楽しく遊べる公園ができたら嬉しいです。 女性 

20歳代 

〇家の前にある用水路が、上にフタもなく、子どもを遊ばせるのにとても危険で

不安。また、臭いもひどく、窓を開けられない時もある。そして、コバエのよ

うなものも多く、ベランダにたくさんいるので、洗濯物についたり、窓にすご

くて困る。歩いて行ける距離に公園がない。歩道がなく、車の通りも多いので、

子どもとの散歩が困る。街灯が少ない。車上荒らしに遭い、犯人も見つからな

いままで、まちの治安と警察のやる気になさにガッカリ。これらが改善される

ことを期待します。 

女性 

20歳代 



４７ 

 

 記述内容 性別・年齢 

〇どんなに“私たちはこんなことまでやっている”と言っても、それが市民の“木

更津はよいまち”という感覚には直結しません。犯罪検挙≠体感治安の向上の

式と同じと考えます。駅前のシャッター街、週末の夜の駅前の雰囲気、土・日

のアクアライン、アウトレット付近の大渋滞。本当に木更津は、隣接市よりも

住みやすい、よいまちでしょうか。木更津で生まれ育ち、一度離れ、再度戻っ

てきたからこそ、木更津市は何をやっているんだと怒りを覚えます。公務員は

与えられた仕事をこなすだけで、何かを新しく生み出す、現状を変える能力に

乏しい人物が多いと感じます。仕方がないといえば、もうそこから何も変わり

ません。でも、周りの環境は変わっていきます。市の職員全員が、自分が木更

津を変えたい、そのためにはどうすればよいかを本気で考え、市民に投げかけ

なければ、今の“昔はよかった木更津”のままです。私たち市民には何も伝わ

っていません。 

男性 

30 歳代 

〇利用できるサービスを分かりやすくして下さい。 男性 

30 歳代 

〇岩根駅はアクアラインも近く、とても便利な場所なので、岩根駅の発展を期待

しています。金田住民が袖ケ浦駅（袖ケ浦市）よりも岩根駅を利用してくれる

ようなまちづくりをしないと袖ケ浦に人口を持っていかれてしまうと思う。 

女性 

30 歳代 

〇なし 男性 

40 歳代 

〇高速バスの充実、公立学校教育の充実、子育て支援 女性 

40 歳代 

〇私自身が生まれ育った木更津のまちが暮らしやすく、大好きです。しかし、以

前から暮らしている高齢の方には、今でも空き地などでごみや草を燃やす方も

いらっしゃいます。数年前、近所のおじいさんがごみを燃やし始めたので市役

所に電話を入れたところ、この番号じゃない！とか、こちらの電話にかけ直し

て！等、たらい回しにされました。仕方なく主人が注意したところ、罵声をあ

びせられ、以前よりもごみを燃やすようになりました。恐くなり、それ以降は

注意できません。ごみを燃やしている方を見かけたら通報できるＳＯＳダイヤ

ルみたいなものをつくっていただいて、通報があったら市役所の方や警察の方

から直接指導していただけるシステムがあったら、燃やす回数が減り、環境に

もよいと思います。 

女性 

40 歳代 

〇学校近くに公園がないので、放課後駐車場で遊んでいる子どもを見かけます。

大通りの公園は遠く、集まりづらいのだそうです。学校周辺ならば住宅地なの

で、大人の目も行き届き、子どもの声を聞けばお年寄りも少し元気をもらえる

と思いますよ。住宅地の用水路ですが、においもあるし、大雨で増水します。

できればフタをして下さい。夏は虫にも悩まされます。 

女性 

40 歳代 



４８ 

 

 記述内容 性別・年齢 

〇都内に通勤していますが、金田バスターミナルにくるバスが、数人乗車して満

車ということがあるので、金田バスターミナル始発バスを、７時～８時だけで

よいので検討してほしい。下水道の普及の推進。全世帯の合併浄化槽の義務化

（水路の汚れがひどい）。有料ごみ袋を安くしてほしい。 

女性 

40 歳代 

〇岩根地区には、袖ケ浦公園のような、子どもが遊べる大きな公園がないので、

金田地区など、近隣につくってほしい。 

女性 

40 歳代 

〇道路の補修、雑草、ごみ拾い、花を植えることで、まちの美化に繋げてほしい。

市役所。スーパーなどでの買い物。道路などで、アジア系など、外国人の数が

多く見られ、風紀が乱れるのではと不安に感じています。 

女性 

40 歳代 

〇自転車走行の時に、店の入口の段差があるため、危険を感じることが多い。転

倒しましたよ。歩道からは段差が少ないが、自転車は車道の走行なので、もう

少し段差を減らしてもらいたい。側溝のフタがないところが多すぎる（子ども

は危険）。歩道、自転車、障がい者に優しい整備をしてもらいたい。自転車に乗

ると段差が多すぎる。すごく危険ですので、一番に進めてもらいたいです。大

きな事故に繋がりますよ！ 

男性 

50 歳代 

〇調査票の項目にある木更津市の活動（取り組み）について、ほぼ知りません！

アンケートに答えて、今後、木更津市にどのように反映されるのか？市政の優

先順位が不明確で、何をしたいのかよく分からない。 

男性 

50 歳代 

〇安全なまちづくりをお願いします。安心して住める木更津であってほしいです。

小学生の登下校や夜間の帰り道など、都心部に比べると人通りが少なく、暗い

と感じます。街灯、防犯カメラ、防犯パトロールなどの増設。また、これらを

アピールすることによって、犯罪のない木更津を目指してほしいです。 

女性 

50 歳代 

〇木更津駅から赤い橋まで（赤い橋は夕日など、とても素敵な場所）、鎌倉小町通

りを見本とし、シャッター通りとなってしまっているのがもったいない。希望

店舗を集い、いっせいにオープン。海までも歩く距離もほどよく、食べ歩きに

グッド（木更津の特産物）。素敵な木更津を！いかして下さい。年寄りが公園を

１周すると、健康増進できるような器具を江川運動場などに設置してほしい。

ぶら下がる→足を使う→腰をねじる→みたいな！ 

女性 

50 歳代 

〇アンケートに参加させていただきまして、木更津市もいろいろな取り組みをし

ていることがわかりました。オーガニックなまちづくりをしていること等、も

っとたくさんの市民の方に情報が知らされることに期待します。知らないこと

がたくさんありました。活気があり、安全なまちづくりになるように願ってい

ます。木更津市の駅の周辺が賑やかになるとよいですね。 

女性 

50 歳代 



４９ 

 

 記述内容 性別・年齢 

〇金田バスターミナルについて、東京へ行くのに時々利用させてもらっています。

とてもありがたいです。バスロータリーのスペースの広さにビックリしました。

でも、家族をバスターミナルへ迎えに行くのに、自家用車の駐車スペースが狭

く、時々困る時があり、残念です。岩根駅前のロータリーも、とてもきれいに

なりましたが、以前に比べて、狭くて使いづらいです。いろいろ書いてしまっ

て、すみません。木更津市のために大変だと思いますが、みなさん力を合わせ

て頑張って下さい。そして「健康」が第一です。 

女性 

50 歳代 

〇木更津港口（旧西口）地区の再開発に期待します。木更津駅から木更津港まで、

また、中の島大橋までの経路を、食事や買い物、娯楽施設などで、港まで楽し

みながら散歩できるようなものになればよいなと思います。 

女性 

50 歳代 

〇下水道の整備を進めていただけたら嬉しいです。 女性 

50 歳代 

〇南房総への中継地としての性格が強く、木更津を目的地として訪れ、観光する

人が少なくないのではと思っています。１日を、木更津で楽しく過せる施設、

食、イベントが必要。 

男性 

60 歳代 

〇岩根地区が置き去りにされている感がある。快速も岩根駅だけとまらない。駅

前のスラム感。海岸線の活用（レジャー、産業等）が貧弱。マリーナ設置。鎌

倉のような、品位のあるまちづくりが欲しい。アクアライン等、好アクセスに

よる、徐々なる充実感を活発にしてほしい（経済、文化、観光）。アクアライン、

袖ケ浦・木更津インター（木更津入口）にて、夜、横浜あたりから帰った時の

虚しさは大きい。 

男性 

60 歳代 

〇防犯 男性 

60 歳代 

〇市長、市議会議員の活動に期待します。人口の少なくない町に。 男性 

60 歳代 

〇商業施設の活性化と水産業のＰＲや観光漁業の推進 男性 

60 歳代 

〇特になし 男性 

60 歳代 

〇商売をしているのに、家の前の草が伸びているところをたくさん見ますが（清

見台）、自分の家の前の道路脇の草を取ったらと思うことが多いですが、どうで

しょうか？そうすれば、もう少し外観はきれいになるのではないでしょうか？ 

女性 

60 歳代 

〇自衛隊のヘリがうるさい。その上にコブラやオスプレイ等、騒音と墜落事故の

危険があるものを置いてほしくない。国保税等が高い。耳鼻科・泌尿器科等の

医院が少ない。 

女性 

60 歳代 



５０ 

 

 記述内容 性別・年齢 

〇道路整備が進み、今までなかった歩道ができたし、サッカー場も建設中。また、

ＳＮＳなどで、外国人、若者たちが徒歩で、スマホマップで、江川海岸、海の

中の電柱のインスタ映えで訪れ、その後、日本一を目指しているアウトレット

へマップで！歩道の脇に南国風の樹木の定植、外灯（道が暗いので）、美しいま

ちなみ木更津。また、きさポンの目印で道案内は。人の温かさ、マップ（スマ

ホ）よりもスムーズにアウトレット、駅に行けるので。西口の活性化、人が集

まるまちに！新大久保コリアンタウン、これを利用し、きさポン通り出発→ア

ウトレットまで。おばさま方、若者たちに人気のきさポンコリアタウンなどは

どうでしょうか。駅を降りてコリアンタウンがある木更津なんてＳＮＳでしょ

う。賑わいます。知名度アップになると思います。要望になってしまい、すみ

ません。でも、「美しいまち木更津！」「発展のまち木更津」期待しております！ 

女性 

60 歳代 

〇私の家の周りにもアパートや空き屋が増えてきて、また、空いている土地の草

が伸び放題で困っております。市の環境課や土木課も一生懸命に対策をしてい

るみたいですけれど、いっこうに進んでおりません。お願いします。 

男性 

70 歳代 

〇ＪＲ岩根駅に、快速電車を早く停車するようにお願いします。京葉線の快速電

車は朝と夕方は停車するようになりましたが、東日本地震で、ＪＲ東日本での

予算の関係だと思いますが。 

男性 

70 歳代 

〇文化的な催事については、市民会館の活用がないため、耐震のためとはいえ、

君津会館や袖ケ浦会館で催されることが多い。木更津市内にできるだけ早く再

築され（市民文化ホール）、市民の心の糧となる場ができればと思います。 

男性 

70 歳代 

〇最近、日本列島で地震が頻繁に続いています。最近、最も記憶に残っている大

阪地震で５名がなくなっています。関東地方も、いつ襲ってくるかわかりませ

ん。そこで、木更津市も危険区域をチェックして、取り組んでほしいと思いま

す。 

男性 

70 歳代 

〇道路整備と市内全域の下水道整備を強く希望します。 男性 

70 歳代 

〇退職を機に、妻の故郷の木更津に東京より移住して８年になります。７０歳前

後の兄弟姉妹５人と姪１人の６人で共同生活しております。物価が安く、海の

幸・山の幸が豊富で、まずは平穏で、快適で、移住してよかったと満足してお

ります。ただ、市の財政状態が悪いせいもあり、まちづくりは手つかずの状態

です。玄関である木更津駅と駅前通りの商店街周辺は寂れて、活気がなく、外

来者がビックリするような寂しい状態です。アクアラインを出てからの道路や

周辺が汚く（雑草、ごみ散乱）、観光都市にするのでしたら、本腰を入れて、計

画的なまちづくりに腐心してほしいです。地元の商人は勉強不足で、サービス

精神が欠如して残念です。仮市役所は立地がよくて便利です。旧市役所地に新

庁舎を建てるのは大反対です。津波の心配や財政難を考えると、その選択は民

意に逆行し、中止を希望いたします。木更津は私たちの終の棲家の土地です。

宜しくご検討下さい。 

男性 

70 歳代 



５１ 

 

 記述内容 性別・年齢 

〇特にございません。 女性 

70 歳代 

〇交通体系の充実を一番にしてほしいです。公共のバス等が、１日の便数が少な

く、病院等に行くのにタクシーでないと行けない現在です。車の運転のできる

人ばかりではありません。木更津市のバスとか考えてみて下さい。 

女性 

70 歳代 

〇７０歳を過ぎて、そろそろ運転免許証を返納することを考えていますが、でも、

これからが病院へ行くこと等が多くなると思うと…。コミュニティバス等を走

らせて、年間パスのようなものを出してくれたら、ありがたいと思います。 

女性 

70 歳代 

〇別になし 女性 

70 歳代 

○自然に恵まれたまちです。高齢者利用するのはいかがですか。素敵な山、土、

水を上手に利用するのは。肌の温かさを人生の先輩たちに子育てのみ手伝い

は？人生の（先輩）高齢者は生きる楽しみ、目的ができ、元気で健康な日々が

送られるのでは。健康で、美顔、大声で、山、海に語り、流れる水、吹く風と

一緒のまちを信じています。ありがとうございました。 

女性 

70 歳代 

〇医療の充実、防災対策、交通安全対策、その他、諸々の施策には大変感謝して

います。今のところは、ご近所の８０歳代のご夫婦を病院へ送り迎えをさせて

いただいていますが、自分も高齢期になり、事故の恐れ、体力的な衰えも感じ

ております。早い時期に免許証を自主返納したいと考えています。バス停や駅

が遠くて、スーパーや病院へは車を運転しなければ行けません。そこでお願い

です。まちなかの発展のみならず、隅々まで住みやすい、安心して暮らせる木

更津に、まずは交通手段を考えていただけましたら、ありがたいです。ずっと

住み続けられますように。 

女性 

70 歳代 

〇アクアラインを利用して、東京方面、神奈川方面からの文化的なところを取り

入れてほしい。文化的な知識を身につけやすい場所、建物をつくってほしい。

高齢者が若者と触れ合って楽しめる工夫等をしてほしい。明るく活発に育って

いく子どもたちが多くなるよう、いろいろなレクリエーション等を多く行って

下さい。 

女性 

70 歳代 

〇岩根より木更津まで、駅まで行くバスが、あじさい通りも欲しいです。 女性 

70 歳代 

〇独居老人が安心して住めるまちとして、シェアハウス、特老の施設充実を整え

てほしい。 

女性 

70 歳代 

〇バスの本数が少ない。乗っても帰りが待つようになる。今は自転車でカスミま

で行ってバスに乗る。 

女性 

70 歳代 

〇なし 男性 

80 歳代以上 

〇駅西口が寂しいので、昔のようなまちになるとよいです。 女性 

80 歳代以上 



５２ 

 

 記述内容 性別・年齢 

〇私は木更津で生活して、生まれてから８０年になります。特に懐かしく思うの

は、昭和３０年代の木更津のまちです。駅西口から海岸に向かっていく大通り

の一つ一つが、親しみやすいお店の思い出があります。もう一度、あの親しみ

やすい、懐かしいまちに出会いたいと思います。 

女性 

80 歳代以上 

〇特になし 女性 

80 歳代以上 

〇税が年々上がり、高齢者にとって、生活がだんだん苦しくなってきています。

財源が必要なこともわかりますが、市政の紙質、カラーインク等、少し考えて

いただきたいと思います。とてもきれいで、カラー入りだとわかりやすいとこ

ろもありますが、もっとお金をかけない方法もありそうに思います。小さなと

ころから無駄を省いてほしいと思われます。日常生活でわからないところは、

適当に○をしてしまいました。 

性別不明 

70 歳代 

〇なし 性別不明 

年齢不明 

 

<岩根地区 市民意見概要> 

・ 波岡地区と同様、「コミュニティバス等を走らせて、年間パスのようなものを出してくれたら、

ありがたいと思います」、「病院等に行くのにタクシーでないと行けない現在です」、「岩根より

木更津まで、駅まで行くバスが、あじさい通りも欲しいです」、「バスの本数が少ない」等、地

域交通の充実を求める意見が多く寄せられた。 

・ その他、「岩根駅の発展を期待しています」、「ＪＲ岩根駅に、快速電車を早く停車するようにお

願いします」等の岩根駅の発展を望む声、「下水道の整備」「市内全域の下水道整備」等の下水

道の充実に関する意見や、「子育てしやすいまちづくり」や「子育て支援」、「子どもが遊べる大

きな公園がない」等の子育て支援を求める声がみられた。 



５３ 

 

⑤鎌足地区 

 

 記述内容 性別・年齢 

〇子どもを育てやすい環境にしてもらいたい。市街地だけでなく、郊外を利用し

てもらいたい。保育園や病院や市役所などを、土地の広い場所につくってもら

いたい（防災の観点から）。 

男性 

30 歳代 

〇木更津市には大きな公園がなく、子どもと遊べる施設もあまりなく、子育て世

代には不便。隣の市（君津、袖ケ浦）にはあるのに、何でないのか…。時間を

かけて、百目木、袖ケ浦、君津中央公園まで行くのが大変。図書館が狭くて古

い。駐車場も狭くて不便。市役所、消防署、金田の公民館をつくる前にどうに

かしてほしい。 

女性 

30 歳代 

〇猪などの害獣を何とかしてほしい！田んぼや畑が荒らされたり、農作物を食べ

たり、大変困っています。早急に対策を！よろしくお願い致します。 

女性 

40 歳代 

〇周辺４市の合併推進、市街化調整区域の廃止 男性 

60 歳代 

〇人が集まれば悪口ばかりで辟易。とにかく、みんな仲が悪すぎ。それを助長す

るのがボランティア活動。会話もなく、嫌な空気が充満。人が楽しく暮らせる

ことが一番。今のうちに手を打つべき。行政はそれ一つだけに集中してもよい

と思う。 

男性 

60 歳代 

〇車の運転ができなくなった時、買い物や病院などに行くのに、バスが１日何本

もなく（利用者が少ないため）、また、家からバス停まで距離があると困難にな

るため、送迎バスがあると便利だと思う。毎日ではなく、週２～３日ほどで曜

日を決める。 

女性 

60 歳代 

〇駅前に商店街ができますように。 男性 

70 歳代 

 

<鎌足地区 市民意見概要> 

・ サンプル数が少ない（７件）ため、割愛。 



５４ 

 

⑥金田地区 

 記述内容 性別・年齢 

〇まちづくりについて、積極的に取り組まれているように感じられ、今後の動向

をいつも期待しております。ただ、交通マナーはよくないと思うので、取り締

まり等で向上に向けていただきたいと思います（速度違反や黄色信号時の通行

の仕方等、以前に住んでいた地域よりもひどいと感じます）。金田地区在住です

が、診療所や図書館が整備されるとよいと思います。金田バスターミナル始発

の高速バスの増便やハブ化（金田バスターミナル乗り換えで各地に移動できる

仕組みづくり）が実現できるとよいと思います。木更津市に住み始めて１年に

なりますが、愛着がわいており、今後も住み続けたいと感じております。今後

とも宜しくお願い致します。 

男性 

20歳代 

〇子育て環境がもっとよくなると嬉しいです。子どもが（未就学児）遊べる施設

がもっとあればと思います。 

女性 

20歳代 

〇なぜアンケートの回収所が東京なのか？市のアンケートは市内で処理するべき

ではないのか？ 

女性 

20歳代  

〇金田東４丁目の公園の整備をお願いします。信号機の設置をお願いします（金

田オートバックスから大通りに抜ける道）。 

男性 

30歳代 

〇歩道がないところの作成と、狭いところを広げてほしい（歩行者の安全確保）。

金田東の交通事故が多発する交差点の信号機設置。トレーニングジム増設によ

る市民の健康促進。プロ野球の開催（年１度２連戦ぐらい）。 

男性 

30歳代 

〇金田地区は現在、住宅が増え、それに伴い人口も増えているが、医療機関や銀

行、公共施設等が近くにないため、不便である。人口の増加に伴い、子どもの

数も増えているので、それに合わせた環境の整備をしてほしい。特に小児科の

医療機関ができると安心して暮らすことができます。また、ボックス型のよう

な、ごみステーションが設置されていないことも不便で、非常に困っています。

クリーンセンターに問い合わせても、見解が統一されておらず、困ります。ご

みステーションの設置に関しては、新しく越してきた人たちはみんな困ってい

ます。早急に対応していただかなければ、また新たに建物が建ってしまったり

して、場所の確保が難しくなる可能性もあります。早々に対応をお願いしたい

です。よろしくお願いします。 

女性 

30歳代 

〇謎の草むらが多くて、死体とか見つかりそうで怖いので、道の草定期的に刈っ

てほしい。つくった後に放置しすぎ。道で動物がよく轢かれていて、かわいそ

う。整地して、動物が住みづらくなったせいで、市のイメージキャラクターの

狸が被害を受けていて、本末転倒。もっと動物に優しいまちにしてほしい。ア

クアラインをもう一本通して、電車を通してほしい。土・日のアウトレット渋

滞をどうにかしてほしい。信号のタイミングはどうにかならないのか。 

女性 

30歳代 



５５ 

 

 記述内容 性別・年齢 

〇金田地区に病院をつくって下さい。小さな子どもがいるので、市外や木更津駅

は行かねばならず、不便です。子どもの習い事も、清見台や請西まで行かない

とクラブや塾がないので、非常に不便。教育意識が都会に比べると低いと思い

ます。これからの未来を担う子どもたちには、高い教育レベルで学ばせてあげ

たいです。 

女性 

30歳代 

〇不妊治療の女性や子育て支援など、より充実してもらえることを期待します。 女性 

30歳代 

〇木更津の先住民は良い・悪い意味でもプライドを持っています。移住してこら

れた市民や年配の方とのコミュニケーションをうまくとらないと、ますます二

極化が進んでしまうと思います。あまりしゃれくさくない程度で、交流イベン

トなどを増やすなどしていただきたいと思います。いろいろな方々が増えてい

るのは、市として、よいことだと思いますが、あまり光と影が出るようなこと

のないまちづくりを進めてほしいと願います。 

男性 

40歳代 

〇木更津駅周辺の寂れ具合がひどいと思います。テレビで何かと撮影されるよう

になったのに…。 

女性 

40歳代 

〇全国に知名度が広がることを期待し、木更津に住みたいと思う人が増え、市外・

県外からの移住者が増える、人口が増えることを期待します。 

女性 

40歳代 

〇金田西に早く企業誘致をしてほしい。金田５号線が、空き缶、ごみで困ってい

ます。 

男性 

50歳代 

〇まちづくりを提案して、そこに住みたい。木更津に住みたい、全国の人に木更

津を配信する。若者の地元離れを考える。災害対策の強化 避難経路の配信な

ど。 

女性 

50歳代 

〇金田地区に住んでいるのですが、連休時の道路混雑の解消、歩道がところどこ

ろ途切れて、行き止まりになっていること、信号のない交差点が多いことなど

が気になります。 

女性 

50歳代 

〇金田東地区の土・日の道路渋滞を解消してもらいたい。 女性 

50歳代 

〇金田バスターミナルをハブバスに。 男性 

60歳代 



５６ 

 

 記述内容 性別・年齢 

〇広報誌は、袖ケ浦市の広報と比べ、必要な情報が少ないため、保存はしていな

い。あれだけ上質の紙を使う必要もないと思う（無駄遣いではないでしょうか）。

緊急放送がさっぱり聞きとれません。改善をお願いします。避難訓練に参加し

ましたが、集合場所に着いて、氏名を記入しただけで訓練なのでしょうか。も

っと何かよい話が聞けるのではと期待しましたが、いざという時は不安です。

学校に行くのか、津波を避けてアクア海方向の高台に行くのか。海に囲まれ、

自然に恵まれた「木更津」。昔から言われてきましたが、営利主義の企業の持ち

物で、子どもらと磯遊びも住民はできません。アクアラインやアウトレット、

便利になった反面、そこにいる住民は右も左も大渋滞に巻き込まれる生活を何

とかしてほしい。赤信号でも交差点に突っ込むドライバーが多く、青なのに進

めない。マナーの悪い人が多い。生活しづらい。 

女性 

60歳代 

〇小櫃川の土手の活用を。岩根地区の方は遊歩道になっており、きれいに桜並木

もありますが、金田地区の方は草だらけのようです。また、河川敷を、スポー

ツが自由にできるように整地されるとよいなと思っています。その前に、小櫃

川の河口には砂が川底にたまり、大水が出ると危険かなともふだん思っていま

す（ダムや堰が上の方にあるので心配がないのかもしれませんが）。 歩道を、

自転車も通れるような看板がほしいです。また、歩道に近くの人がいろいろな

ものを置いているのもみかけます。子どもたちや老人の安全のためにも点検を

お願いしたいです。係の方々、本当にご苦労さまです。 

女性 

60歳代 

〇アウトレット周辺の交通体系を、もっとスムーズに流れるようにしてほしいと

思います。 

女性 

60歳代 

〇子どもの下校時に、ボランティアの人が散歩がてらでも見守ってくれれば安心

ですね。 

女性 

60歳代 

○行政サービスの中で考えた案です。四国の○○市の市役所に最近足を運ぶ機会

があり、その時に嬉しかったことがありました。梅雨の気だるさのため、のど

の渇きが起こり、自動販売機を探していました。販売機は見当たらず、広々と

した事務所の片隅に給水器がありました。それは食堂に行くとセルフで飲料水

が飲めるやつです。お茶・湯・冷水の３種があり、紙コップが落下して、自動

に定量を注いでくれました。感激しました。もし木更津市役所でも同様の機械

があるなら、ごめんなさい。でも、なかったらどうでしょうか。検討して下さ

い。 

女性 

60歳代 

〇仕事柄、お客様によく尋ねられることですが、木更津はアクアラインとアウト

レットの他に何か楽しめるところとか、魚のおいしいお店がありますかと。特

別においしいものを食べさせてくれる、名前の知れているお店と言われても返

事ができませんでした。海があるのに。 

女性 

60歳代 

〇木更津市の発展は港からです。今までは行政が規制を自由にした、その結果が、

市街地が山の方に向い、旧町村は経済難民化しています。木更津市の行政も広

く目を向けて、公平なまちにしていただきたい。 

女性 

60歳代 



５７ 

 

 記述内容 性別・年齢 

〇期待と失望は相反する。すなわち、市は望むことを実現する気持ちがあるとは

思えない。能力も含む。ただ、今後、後世の木更津を担う子供たちが、我々が

老いて、残り少ない年月の者たちをどのように見ているか。何とかしてよと考

えているかもしれない。子どもたちのために、青年も壮年も老年も、少しずつ

頑張らなくてはならない。そのために今できないことが、将来は市が受け入れ

ることを期待し、私は木更津市のまちづくりに期待する言葉として、希望し、

また、締めくくりたい。 

男性 

70歳代 

〇住宅を欲しい人たちに、木更津では広い土地に家を建てることができることを 

ＰＲしてほしい。 

男性 

70歳代 

〇下水道の整備 男性 

70歳代 

〇アクアラインの海ほたるが見える、きれいな風景を見ながら遊歩道を散歩して 

いて、いつも気になるのが、ごみの不法投棄や犬のフンで気が沈んでしまいま 

す。厳しく取り締まることはできないでしょうか。 

女性 

70歳代 

 

<金田地区 市民意見概要> 

・ 「金田東の交通事故が多発する交差点の信号機設置」、「金田バスターミナルの都心へのハブ化

と市内線の充実化」、「連休時の道路混雑の解消、歩道がところどころ途切れて、行き止まりに

なっていること、信号のない交差点が多いこと」等、信号機の設置や渋滞の緩和等の道路交通

問題の改善を求める声が目立つ。 



５８ 

 

⑦中郷地区 

 

 記述内容 性別・年齢 

〇①がん検診時、検診バスに男女一緒に乗せられ、順番待ちを誘導された。男性

は下着であった方もいる。 

 ②子宮がんだったか、乳がんだったか、検診バス内に個々用カーテンがあるに

も関わらず、使用できぬように束ねられてあり、車両の中（３～５人くらい）

で下着を外さねばならず、不快であった。むしろ、カーテンを使えればスムー

ズにできるでは？と感じた。「数を効率的にこなす」こなされた対象である自分

が悲しく、集団検診は仕事を休んで行くのに不快で残念である。住みよいまち

づくりに通じると思います。人として、尊厳のある対応を望みます。切に。 

女性 

50歳代 

〇金田地区が土地開発され、これからも他県の方が来て下さる。また、木更津が

今以上に栄えることを期待します。 

女性 

50歳代 

〇「オーガニックなまちづくり＝持続可能なまちづくり」の推進とは、木更津市

内全域を対象としているのか？一部の地域では他の地域からの流入が多くあ

り、活気が再び戻ってきたところもあり、また、一部では学校が統廃合され、

地域の存続が危ぶまれているところも出てきている。「持続可能なまち」をつく

るため、市内のどの地域も各々の長所をいかし、盛り上げていくことが、「まち

づくり行政」としての姿勢（市政）で重要。市内の全ての地域に対して、各々

特有の課題を明確にし、援助、指導の手を伸ばしていただきたいという願いを

持っている。男女共同参画、共働きの昨今にあって、若い人たちが故郷に住み、

子育てをし、豊かに生きていきたいと思うようなまちが「次世代へ持続可能な

まち」であると思う。 

男性 

60歳代 

〇市庁舎を建てて下さい。 女性 

70歳代  

〇机上の考えでなく、足で歩いて木更津をよくしてほしい。浄化槽もない家があ 

る。１日も早く下水道工事をしてほしい。 

女性 

70歳代 

 

<中郷地区 市民意見概要> 

・ サンプル数が少ない（５件）のため、割愛。 

 



５９ 

 

⑧富来田地区 

 

 記述内容 性別・年齢 

〇①アクアラインの通学定期の割引を増やしてほしいです。②アクアラインのバ

スの数を増やしてほしいです。③木更津市にもっとショッピングできる場所（フ

ァッション、食べ物など）を建てた方がよい。④暴走族が音を鳴らしてうるさ

いので、少し改善した方がよい。 

男性 

10 歳代 

〇鳥獣駆除によって出た肉の活用（ジビエ）、無農薬野菜生産等への支援による食

の豊富な魅力あるまち、駅周辺の活性化（特に西口アーケード街） 

男性 

30 歳代 

〇いろいろな人がもっと住みやすくしてほしい。交通手段が車だけとか大変。も

っと子育てするのにいろいろと考えてほしい。もっと補助してもよいと思う。 

女性 

30 歳代 

〇君津中央病院の職員（看護師・医師が特に）の患者、付き添い（家族、支援者

など）に対しての接遇の悪さがとても目につきます。また、報告・連絡・相談

ができていません。他県、他市町村の人が急にかかられた時にガッカリされる

ことでしょう。看護学校も持っている病院なのに、どういう教育をされている

のか呆れてしまいます。恥ずかしい限りです。現代についていけていない病院

です。千葉大の先生も多いですが、報道を見ると仕方ないかと思うような有様。

なるべく使いません。よそへ行きます。住民にそわない病院はいりません。最

悪です！市役所も期待できることはないですし。「ここは住みやすくていいよ」

とすすめられません。努力が見られません。 

女性 

40 歳代 

〇自宅から最寄りの駅までの交通手段がほとんどなくて困っています。老人化が

進み、その老人も人口が減ってます。周り中、田んぼ、畑で、のどかでよいの

ですが、その反面、今後の生活が不安になります。 

女性 

50 歳代 

〇①アクアライン通学定期の割引を増やす。理由：東京の大学への通学が可とな

り、木更津に人口が増える。②草刈りを年１回から２回に（富来田地区）。理由：

事故が増え、通学路とは思えないほど治安が悪い。③イノシシ、鹿、きょんの

駆除、猿。理由：人の住む場所を電気柵で囲うしかない。人が檻に入っている

状況である。④農地が有効活用できない。理由：人口減少に伴い、農地が荒廃。

有効活用、または、市として、太陽光への補助金を検討してほしい。早急に。

木更津市として、いろいろな新しいことをやり始めている反面、過疎化が進ん

でいる地域に対しては、ますます住みにくくなって、対策が行なわれていない。

このままでは、まちに移動せざるを得なくなり、廃部落となるしかないのか？

まちだけが、まちづくりではない。特に土地の有効活用。一個人としては無理

なことも、市として、早急に補助、誘致を進めてほしい。 

女性 

50 歳代 

〇富来田地区に住んでいます。高齢になった時に不安なことが多く、住みにくい

地区だと感じます。買い物、病院へ行くのも車がないと不便です。久留里線は

ありますが、駅の周りは昔と違ってお店が減りました。この先、人口が減るこ

とによって、どう変わっていくのか？子どもやお年寄りが安心して住めるまち

を願っています。 

女性 

50 歳代 



６０ 

 

 記述内容 性別・年齢 

〇道路を何とかしてもらいたい。ダンプの取り締まりをもっと厳しくしてもらい

たい。狭い道路を我がもののように走ってるから危なすぎる。ダンプの取り締

まりを厳しくしてもらいたいです。危なすぎます。 

男性 

60 歳代 

〇アクアラインが強風等で通行止めになることがありますが、電車が開通されれ

ば多方面にプラスになると思います（通学・通勤、人口増加）。当地区は、田畑

の不耕作地が増しております。日本全国で同様かと存じますが、何かに利用さ

れればと。 

男性 

60 歳代 

〇木更津市内において、人口増地区と減少地区が発生し、小学校統合等せざるを

得なくなってきている。また、市内全域において、社会資本整備に関し、平均

的に整備されて、よい時期を迎えていると感じられる。このようなことからも、

都市計画区域、特に市街化調整区域の見直しが必要と考えられる。 

男性 

60 歳代 

〇木更津市は、今回のアンケートにあるような取り組みが市民に伝わってこない

（市は何をしているか・したかをわかるように市民に伝えてほしい）。人が集ま

る公園が少ない。また、公園にはドッグランがない（真里谷地区は自然豊かで

あり、水をいかした公園をつくってほしい）。猪による田・山・畑等の被害が多

いため、早急に対策を立ててほしい（№２０には取り組んでいるとあるが、不

足していると思います）。大雨が降るとすぐに河川が氾濫し、農地に被害を与え

ています（区長を通し、崩れた河川の修復を依頼するも、一向に進みません）。 

男性 

60 歳代 

〇もっと福祉に力を入れてほしいです。 女性 

60 歳代 

〇正直、木更津市に住んでいても何も知りませんが、医療サービス、公園サービ

スなどは、袖ケ浦よりも落ちると思います。そのわりに、国保、介護保険は高

額です。年金だけでは生活できない人がたくさんいるし、スーパーも減って、

買い物が不便な人も増えているのも事実です。都市部と田舎の差がはっきりし

てきている気がします。 

女性 

60 歳代 

〇子どもたちが健やかに、心豊かに育つ教育や環境づくり。一人一人の悩みに向

き合い、心の育成の取り組み。空き家対策、住む人がいなくなった家が荒れ地

となっている場所が多い。山間地域では山の木が育ち、電線や道路上にも伸び

ています。風雪等の時には道路上に落ち、通行の妨げとなってしまいます。伐

採していただきたいと思います。 

女性 

60 歳代 

〇来年には息子の家族が帰ってきてくれることになりました。核家族が増え、人

口がますます減り、これから先、孫たちが心配です。安全で住みやすいまちづ

くりを希望します。また、木更津駅前の開発も併せて活性化を望みます。富来

田地区にスーパーがなくなり、大変困っております。車を運転できるうちはよ

いのですが、一人暮らしの方も増えていますので、何かよい対策があれば宜し

くお願い致します。 

女性 

60 歳代 



６１ 

 

 記述内容 性別・年齢 

〇高齢者の免許返納推進と対策。交通機関の充実と、病院、買い物へのアクセス

の利便性。車社会の充実発展が生んだ弊害とでもいうのが適切なのか、利便性

に慣れ親しんだ結果、そのように考えるのか、人は生涯それを享受していたい

と思うもので、免許推進を加速させる意味でも対策となるもの（変わるもの）

が早急に望まれている。 

男性 

70 歳代 

〇公務員とて国民・市民です。そういう方々の発想、望むこと等、まずはその方

たちが自分の思いを土台に考えてから…。他には何があるだろうと考える必要

があると思います。職員その方々の考えを反映させてこそ、市民の声も理解で

き、尊重することもできるのではないでしょうか？基本的に、まず自分だった

ら？という発想です。 

男性 

70 歳代 

〇富来田地区に住んでいます。春にスーパーが閉店しました。買い物が非常に不

便です。小規模でもどうにかならないか。今の切実な悩みです。 

女性 

70 歳代 

〇スーパー、学校がなくなり、老人が住みよいところにしてもらいたいです。 女性 

70 歳代 

 

<富来田地区 市民意見概要> 

・ 「アクアラインの通学定期の割引を増やしてほしいです」、「アクアラインのバスの数を増やし

てほしいです」等、アクアラインの通学定期割引や便数等、東京との利便性改善を望む声があ

った。また、「交通機関の充実と、病院、買い物へのアクセスの利便性」といった公共交通機関

の不足に対する指摘がみられた。 

・ 「医療サービスは、袖ケ浦よりも落ちると思います」等といった、医療サービスに対する改善

を望む声があった。 



６２ 

 

地区不明 

 

 記述内容 性別・年齢 

〇シンボルである庁舎を早く建てて下さい。また、土・日に対応していただきた

い。 

女性 

30歳代 

〇ドブ掃除の廃止。ごみ袋が高すぎ。市役所職員の対応悪い。 男性 

40歳代 

〇まちづくりをしても、人が駄目人間だと何の意味もないと思う。駅前があんな

状況だと、まちづくりとはとも思います。行政サービスもそんなことをやって

いるんです。変わったと感じることはありません。 

女性 

50歳代 

〇駅前の人のリターン、カムバック（空洞化の解消）。木更津の観光等の人の呼び

込みを線とする工夫が必要。 

男性 

60歳代 

〇いろいろなことに財政が必要かと思いますが、他地域（都市）より転居してき

た時に、一番目立つのは道路の雑草です。整備されたまちなみにするためには

最優先に処理すべき。シルバー人材、ボランティア活動などで、市の姿勢、方

針を表現していくべきと思う。 

男性 

60歳代 

〇アカデミアパークにカジノを誘致すること。 男性 

60歳代 

〇買い物、通院が極めて不便。危険な場所もある。市の中でもムラがありすぎる

（スーパーなど、バス本数の極少）。特に波岡地域は置き去り。 

性別不明 

年齢不明 

〇まちづくりに期待することはありません。市庁舎が２ヶ所に分散して、大いに

不便を感じております。１日も早い市庁舎の建設を期待しております。 

性別不明 

年齢不明 

〇駅前から港周辺の公園化を進め、木更津が他市に比べ、強みとなる美しいまち

なみをつくるべき（お手本：サンフランシスコ）。 

性別不明 

年齢不明 

〇自分の住む町内は側溝にフタがなし。小学生が落ちてケガをしたり、車がすれ

ちがう時にタイヤを落としたり、フタがあればと思う。既にある古いものを改

善するのもまちづくりだと思う。 

性別不明 

年齢不明 

〇高齢になっても住みやすいまちづくりにしてもらいたいです。お店がなくなっ

てしまって、買い物が不便になりましたので、何とかして下さい。 

性別不明 

年齢不明 

〇木更津市がこれからも発展するよう、みなさんの活躍を期待しています。でき

れば、糊付け封筒にしてほしいです。 

性別不明 

年齢不明 

〇私の住んでいる港南台は、放送が聞こえません。何を言っているのか聞き取れ

ません。災害時など、逃げ遅れてしまうのではと不安です。この改善を市に求

めたが、優先順位が下にあるのか、全く改善してもらえていません。健康に関

するコミュニケーションを提供してほしい。君津市は割引で映画を観られたり、

健康（体や心）の無料で講師が来てくれたりした（市外からも参加できた）。駅

前のショップが充実していないので、もっと駅前を魅力あるまちづくりをして

ほしい。自然をできる限り残してほしい。このような意見を言える機会があっ

たこと、嬉しいと思います。 

性別不明 

年齢不明 



６３ 

 

 記述内容 性別・年齢 

〇木更津市は市役所を建設する意思はありますか。現在のままでよいと思ってい

ますか。市役所を建設する努力とか、方法を考えていますか。私は大いに現在

の状況に不満を感じています。前向きな姿勢を考えて下さい。市民の意見と市

長の取り組みを行って下さい。 

性別不明 

年齢不明 

〇①老人の町になっている木更津ですので、若い人の働く場所を増やすため、企

業誘致をぜひ取り入れてもらいたい。②水道管が古いところを、できるだけ早

く取り替えてもらいたい（清見台南５丁目）。 

性別不明 

年齢不明 

〇今は、子どもの安全が一番気がかりです。 性別不明 

年齢不明 

 

<地区不明 市民意見概要> 

・ 「シンボルである庁舎を早く建てて下さい」、「市庁舎が２ヶ所に分散して、大いに不便を感じ

ております」、「木更津市は市役所を建設する意思はありますか」等、市役所庁舎の建設に関す

る意見が散見された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



６４ 

 

２．木更津市オリジナルアプリに関する自由意見 

 

①10歳代 

 記述内容 性別・居住区 

〇同じ興味を持つ人々のグループをつくれる。 男性 

木更津地区 

〇細かいニュース。市というくくりでできる、ありふれたものから大きなものま

で…（木更津のイベントスケジュール、細かい天気等、木更津の店で使える広

告等。 

男性 

木更津地区 

〇木更津市の各所までの道路案内 男性 

木更津地区 

〇アクアラインバスの運行状況。 女性 

木更津地区 

〇救急の時の病院までの道案内 男性 

清川地区 

〇目的地までの音声案内（日本語だけでなく、他の国の言語も）、みんなの口コミ 

掲示板 

女性 

岩根地区 

〇災害が起きた時に情報が早くほしい。 女性 

鎌足地区 

〇通行止めの情報、停電の情報 男性 

富来田地区 

 

<10歳代 オリジナルアプリに関する意見概要> 

・ サンプル数が少ない（８件）のため、割愛。 

 

 



６５ 

 

②20歳代 

 

記述内容 性別・居住区 

〇最寄りの総合病院までの最短ルートと待ち時間 男性 

木更津地区 

〇木更津の交通機関の案内、市内の食事処や食品店の検索できるサービス 男性 

木更津地区 

〇行政に関する最新の問題や議題公表。行った政策の結果を分かりやすく表示し

たデータなど。市民個人が感じる不満や問題の感じ方と行政が重く見ている問

題等に差異があると思ったから。 

男性 

木更津地区 

〇イベントカレンダー（場所、内容等が詳細に掲載されたもの）。大地震、津波時

の避難所と経路。津波予測マップ。新施設などの紹介。 

男性 

木更津地区 

〇木更津市内のクーポン 男性 

木更津地区 

〇住民票の発行予約 男性 

木更津地区 

〇イベントスケジュールのカレンダー機能 男性 

木更津地区 

〇災害時の対応や避難所までの案内 男性 

木更津地区 

〇情報が届かないのか、民生員などの方が忙しいのか、やっとヘルパーが入るよ

うなところもまだまだあるので、よろしくお願いします（高齢者の二人暮らし）。 

男性 

木更津地区 

〇避難所までの道案内、小さい子どもと遊べるような場所の情報提供など、安い

スーパーの情報提供、他県から引っ越してきて、友だち（木更津の情報提供者）

がいない人に分かりやすく提供してくれるアプリ！ 

女性 

木更津地区 

〇各種検診のお知らせ機能 女性 

木更津地区 

〇木更津市における全交通機関の時刻表（主にバス） 女性 

木更津地区 

〇日曜当直医、祭りやイベント情報 女性 

木更津地区 

〇イベント（夏祭り）などの日付など。 女性 

木更津地区 

〇かかりつけ医のおすすめ、地域バスの拡充とネットでの時刻表公開 女性 

木更津地区 

〇お祭りの日時、道路工事の情報（通行止めなど） 女性 

木更津地区 

〇検診のお知らせ、イベントのお知らせ 女性 

木更津地区 



６６ 

 

記述内容 性別・居住区 

〇花火大会時、アプリで花火の打上げプログラムが確認できると便利かも。シー

ズン毎に、きさポンがおすすめの食べ物などを紹介してくれるコーナーなどあ

ると、木更津市のオリジナルアプリって感じがしてよい！ＧＰＳと連携したス

タンプラリーのようなもの（木更津市もおすすめの観光スポットなどをスタン

プ箇所に）。ＴＡＢＩＤＯというアプリを見てもらえると、言いたいことがうま

く伝わると思うので、チェックしてみて下さい。各種検診のお知らせや、献血

カーがどこにいつくるのかをパッと見れるようにするのもよいと思います。 

女性 

木更津地区 

〇イベントのお知らせ機能、クーポン機能 女性 

木更津地区 

〇検診のお知らせ 女性 

木更津地区 

〇病院（空いている時間や空き状況など）、電車やバス情報（出発時間やバス停の

位置など）、お店のクーポン（市民だけの）、コインパーキング等の位置情報 

女性 

木更津地区 

〇地域活性化にあたり、例えば、アプリで、毎日ログインするとポイントがもら

えて、それがクーポンになり、いろいろなところで使える（例えば、３００ポ

イント・５００ポイント貯めたら、いろいろなお店のクーポンが発行でき、そ

れをお店に見せるとコーヒー１杯無料とか、ケーキ１個無料とか）。それか、い

ろいろアプリに掲載されているお店に行ったら、ポイントをもらえ、上記のよ

うなことだったり、ポイントをもらったお店に何回か行くと○○円割引だった

り、○○％オフ、ドリンクサービスなどをして、また、再来店に繋げたり、イ

ンスタ映えするような写真をアプリ内で投稿すると、投稿した人の中から抽選

で何名様に地元のオリジナルグッズをプレゼントとか、お菓子だったり、食べ

物だったり、ドイツ村の入場無料券などをプレゼントしたら、見てくれる人は

多くなるんじゃないかなと思いました。いいね機能をつけて、そのお店に行っ

た人がつけ、私も行ってみようかなと思わせることで、賑わうんじゃないかな

と思いました。あと、アウトレット木更津で、例えば、アーバンリサーチが本

日５０～８０％オフなど、アプリでしか分からないことをのせて、ダウンロー

ド数を増やすのもよいかなと思いました。 

女性 

木更津地区 

〇講演会やイベントなどの開催状況。木更津うまいもんマップなどの耳より情報。

検診のお知らせ機能。高速バス・路線バス、電車の最新時刻表。 

女性 

木更津地区 

〇地元のお店のクーポン、新店情報 女性 

木更津地区 

〇求人情報、飲食店クーポン、イベント情報 女性 

木更津地区 

〇イベント情報、ゴミの日・資源回収の日のお知らせ機能 男性 

清川地区 

〇ログインや広告を見てもらい、ポイントを貯められるようにし、そのポイント

を木更津の名産や割引などに使えるようにする。 

男性 

清川地区 

  



６７ 

 

記述内容 性別・居住区 

〇休日、救急診療対応の病院の案内。各地区のイベント情報。 男性 

清川地区 

〇検診のおしらせ、木更津市でのイベント、災害時のおしらせ、ごみ捨ての日 女性 

清川地区 

〇火災や事故等の情報、イベントの日程や内容、スポーツ施設の開館情報や空き

情報 

女性 

清川地区 

〇検診のお知らせはよいと思う。木更津の飲食店（場末のところから新しいとこ

ろまで）の紹介やクーポンがあると嬉しい。 

女性 

清川地区 

〇花火大会までの天気予報 女性 

清川地区 

〇木更津市で今起きているニュース（犯罪、事故、伝染病等）、行事。道路の交通

情報。保育園等に申込める人数、待機児童の人数。チーパスが使えるお店の表

示。 

女性 

清川地区 

〇リアルタイムでの交通情報、お店の広告や提携などの情報、木更津での買い物

でのポイントカード的な機能 

女性 

清川地区 

〇ＡＥＤの設置場所。災害時の避難所。イベント、セミナーの情報。 男性 

波岡地区 

〇イベント。行方不明者の情報（放送を全員が聞いているわけじゃないので）。事

故、災害情報。天気、注意報。 

男性 

波岡地区 

〇防犯マップ（不審者情報）、観光（混雑状況）、行方不明者情報（見かけたら） 女性 

波岡地区 

〇事件・事故情報、グルメ情報 女性 

波岡地区 

〇検診の案内、地域でのイベントカレンダー、木更津市内のお店で使えるクーポ

ン配布 

女性 

波岡地区 

〇海があるまちなので、避難経路や、もっと避難訓練等を積極的に参加、実施で

きるように呼びかけてくれる機能があればよいと思う。チーパスもアプリに入

れてもらえたら便利。 

女性 

波岡地区 

〇木更津市の取り組みについて、相談窓口の電話番号一覧 女性 

波岡地区 

〇木更津市の本日のイベント、アクアライン交通情報の表示。アプリで気軽に相

談・報告する機能（外灯の電球切れ、けやきのはみ出し等）。木更津アプリによ

る特典（市内の店のクーポン等）。アプリ内ＳＮＳ等の市民圏での交流。 

男性 

岩根地区 

〇緊急避難情報の早期送信。夜間、休日の病院情報。求人、ボランティア、講演

会等の情報。 

男性 

岩根地区 

〇検診の案内、お知らせ。子育てイベント等のお知らせ。 
女性 

岩根地区 



６８ 

 

記述内容 性別・居住区 

〇地域ごとの子育て支援センターや公園などの場所や情報、子どもの予防接種の

時期のお知らせ 

女性 

岩根地区 

〇避難場所、津波の時の安全な場所（逃げ場）、子育て相談、子どもの遊ぶ場所、

集まれる案内、イベント情報 

女性 

岩根地区 

〇各種検診、予防接種の案内 女性 

岩根地区 

〇バス時刻表、運行情報の検索 男性 

金田地区 

〇防災無線の放送時、各場所から放送されるため、音声が重なり、内容が理解で

きないことが多いので、緊急情報を発信してもらえるとありがたいです。道路

開通情報や事故情報（特にアクアライン）があると便利と思います。高速バス

の運行状況。市内の人が思う「木更津のよいところ」をインタビューしていた

だき、聞いてみたいと思いました。 

男性 

金田地区 

〇防災、ごみ、イベント情報が容易に取得できる。 男性 

金田地区 

〇木更津にある遺跡（真武根陣屋遺城址等）や記念碑（きみさらずタワー等） 女性 

富来田地区 

 

<20歳代 オリジナルアプリに関する意見概要> 

・ 「最寄りの総合病院までの最短ルートと待ち時間」、「各種健診・予防接種の案内」、「休日、救

急診療対応の病院の案内」、「ＡＥＤの設置場所」等の保健・医療関係の情報を求める意見が目

立つ。 

・ 「木更津市内のクーポン」や祭りやイベント情報、花火の打上げプログラム等、観光関連の情

報を求める声も多く寄せられている。 

・ 「避難所までの道案内」「災害時の避難所」「津波時の避難所や経路」、「津波の時の安全な場所

（逃げ場）」「災害時の対応や避難所までの案内」等の災害時の避難情報取得を求める声も散見

された。 

・ その他、「高速バス・路線バス、電車の最新時刻表」等の交通情報や「行った政策の結果を分か

りやすく表示したデータなど」等の市政に関する情報、「木更津市で今起きているニュース（犯

罪、事故、伝染病等）」等の情報を求める意見が寄せられている。 

 

 



６９ 

 

③30歳代 

記述内容 性別・居住区 

〇木更津市のホームページの簡易版のようなもの。交通事故、火災、災害の発信。

市のイベントの通知。 

男性 

木更津地区 

〇市内交通情報。事故、災害情報。 男性 

木更津地区 

〇病院の情報（病院の評価、休日当番医情報等）、木更津市民限定クーポン、アク

アライン月１回無料化 

男性 

木更津地区 

〇防犯情報、イベント開催通知。いろいろな情報を提供し、利用者としては、そ

の中から必要な情報を選択し、それについて、ラインメッセージがきた時みた

いに通知が携帯の画面に出たら便利だと思う。例えば、不審者情報と新規飲食

店オープン情報を登録設定しておくと、都度、ラインのようにメッセージが入

るとか。不審者情報は、市のメルマガに登録すれば通知がくるが、ラインのよ

うに、通知がきた方が楽にチェックできてよい。 

男性 

木更津地区 

〇ごみの分別方法、ごみの日のお知らせ、天気、交通情報。市→市民の一方的な

情報でなく、市⇔住民⇔住民の意見。欲求や情報を交換できるツール。近くの

市（君津、袖ケ浦）の情報（イベントや施設）も欲しい。 

男性 

木更津地区 

〇災害時のＭＡＰ（給水所や避難所等、１つのＭＡＰで見れるように）、レストラ

ン等のクーポン（市民のみ）発行、勉強会や習い事の案内、資格取得等 

男性 

木更津地区 

〇おいしい店、病院情報 男性 

木更津地区 

〇ＪＲ高速バス、アクアライン、遅延情報、交通情報など、最新情報を知らせる

アプリ。木更津駅周辺は、居酒屋は増えているが、日中に食事をする場所が少

ない。ランチを食べたい時、すぐに見つけられ、営業中なのかどうか、混雑状

況などが分かれば便利です。 

男性 

木更津地区 

〇防災無線の内容を専用アプリで配信する（不審者などの情報も）。 男性 

木更津地区 

〇休日の病院状況 男性 

木更津地区 

〇津波がきた際の屋上開放施設の案内など。広報無線が聞こえづらいので、アプ

リ内でも知らせてくれるとよいと思います。 

女性 

木更津地区 

〇地区ごとのゴミ出しの曜日、ゴミの分別を詳しく。 女性 

木更津地区 

〇イベント等のワンクリック参加申込み、一時保育のワンクリック申込み 女性 

木更津地区 

〇新しくオープンするお店の情報。木更津のお天気予報、災害、事故。イベント

情報。保育園・幼稚園の情報。お店の広告（特売等）。お習い事情報。公園情報

（駐車場のあり・なし等含み）。リサイクルのやりとり。木更津市への意見投稿。

バス情報。 

女性 

木更津地区 



７０ 

 

記述内容 性別・居住区 

〇小さな子どもが楽しめる施設、イベントの最新情報 女性 

木更津地区 

〇事故・事件の報告他の情報提供 女性 

木更津地区 

〇イベント等のお知らせ、ニュース。不審者、犯罪情報。 女性 

木更津地区 

〇位置情報サービスを使った避難所までのナビ、ごみの分別検索機能、災害情報

の発信 

女性 

木更津地区 

〇今週のイベントなど、木更津市で行われている小さなイベントでも知りたい。 女性 

木更津地区 

〇イベントなど、知られていないことが多いので、分かるとよい。登録した人に

合う情報を主に濃く教えてもらえるとよい。３０代の女性だったら、子育て情

報など。アプリから、全て木更津での生活の情報が分かるとよい。バスの時刻

表を見れたり、無料で借りられる施設や病院やイベントや。今でもホームペー

ジで見れるけれど、アプリの方がだんぜん開きやすいと思うので。 

女性 

木更津地区 

〇バスの時間。各種検診。休日当番医。地域での催し物、お祭り。アクアライン

交通状況。 

女性 

木更津地区 

〇市役所の混雑状況、子育て支援センター等のイベント情報、事故・事件の情報。 女性 

木更津地区 

〇アプリの中でも細かくわけてほしい。小・中学校であったこと（いじめや行事

での出来事、運動に力を入れている学校など）。特産品（オーガニック食材）な

ど、とれたもの、おすすめなど。 

女性 

木更津地区 

〇検診のお知らせ機能、天気、交通情報、休日当番院、各種イベント（イベント

への申込みもできたらよいです）、警報、お店情報（割引とかあったら嬉しい） 

女性 

木更津地区 

〇木更津市のイベントのお知らせ。交通情報。天気。市民サービスについて、手

続きの仕方等。 

女性 

木更津地区 

〇火事、事故、情報 女性 

木更津地区 

〇休日当番医などが確認できる項目があるとよい。 女性 

木更津地区 

〇ごみカレンダー。自治会の行事関係。子育て支援センターの行事、イベント。

地域のミニコンサート（音楽鑑賞）。母子手帳、図書館システムとの連携。アプ

リでアンケート（コスト削減）。アンケート回答者に木更津ポイントみたいなも

の、もしくはきさポンのスタンプ。 

女性 

木更津地区 

 

 

 

 

 

 



７１ 

 

記述内容 性別・居住区 

〇①アプリは容量が重いので、ラインなどからも同じ情報、サービスを手に入れ

られるようにしてもらいたい（ユニクロなど、大手企業もその流れを感じます）。

②子連れ可能なお店、おすすめの遊び場などがわかる地図や情報。例えば、子

連れで行くと“おつかいポイント”がアプリ内に貯められるなど。丸亀のアプ

リのクーポンのような。③各お店や施設でのクーポンをアプリで発行（ＱＲコ

ードど）。加盟店などでポイントを集めるとクジが引ける。お買い物ポイントが

もらえるなど（キャッシュバック）。 

女性 

木更津地区 

〇天気予報、防災、年齢に応じた各種検診のお知らせ。バスの運行情報やルート、

料金。 

女性 

木更津地区 

〇特になし 男性 

清川地区 

〇市が行っている健診の情報案内機能（特に子どもの） 男性 

清川地区 

〇健康管理（歩いた歩数、消費カロリー、歩いたコースが分かる等）。歩いた歩数

によって、健康ポイントが貯まる等（市内の商店等で使える）。 

男性 

清川地区 

〇最近、世間が物騒な昨今、どのへんの地域で、どういった犯罪が発生している

かとか、重大事件が発生した時に、いち早く犯人を検挙するにあたって、犯人

の特徴の情報を知らせてくれたらと思っています。また、地元を盛り上げるた

めに市民参加型のって言われている今、そういった関連情報を知らせてみては

どうかと考えています。 

男性 

清川地区 

〇災害情報等の発信、イベント情報やアプリ提示でのサービス等 男性 

清川地区 

〇避難所までの道案内、各種検診のお知らせ機能（これはあった方がよいと思い

ます）、おすすめのお店の情報、季節ごとのイベント情報 

女性 

清川地区 

〇各種検診のお知らせ機能（あったら嬉しいです）。高速バスをよく利用するので、

バスの時刻表や遅延状況やアクアラインの運行情報等（渋滞、通行止め）、アプ

リでサッと見れたら便利かな。 

女性 

清川地区 

〇病院や歯医者検索機能、公共バスの時間検索、市民同士のチャット機能 女性 

清川地区 

〇アプリ開発自体を高専などの生徒と共同で行うことで、新鮮なアイデアを取り

入れるとともに学習機会を提供する。アプリで木更津にとどまらず、南房総の

店舗のクーポンを発行する。もしくはアクアラインの利用料割引する等で、ア

プリの利用を木更津市民外にも拡充し、移住情報等も発信する。 

女性 

清川地区 

〇不審者情報や災害、大雨情報。今やっているイベントなども知りたい。 女性 

清川地区 

〇電車、バスの運行状況が分かるようにする。路線バス・高速バス等の乗り継ぎ

案内。 

女性 

清川地区 

〇アクアラインの交通情報や渋滞回避ルートなど 女性 

清川地区 



７２ 

 

記述内容 性別・居住区 

〇休日当番医 女性 

清川地区 

〇検診のお知らせ。アクアライン情報。イベント情報。新しいレストラン、カフ

ェ情報。地域のサークル情報。予防接種問診票の印刷。 

女性 

清川地区 

〇地震などの緊急時に、家族や知人にすぐに居場所が連絡できるシステムができ

たら嬉しいです。 

女性 

清川地区 

〇特になし 女性 

清川地区 

〇まず、広報には載っていない情報を希望（重複してしまうので）。子連れで利用

しやすいお店を紹介してもらえると助かります（イベント等を含め）。情報が常

に新しいと嬉しいので、市民でつくっていける、書き込みができるアプリにな

るとよいです。 

女性 

清川地区 

〇緊急時に必要な情報（災害時等も）。自分自身に何かあった時（著しく体調が悪

い等）に、すぐに助けを求めたり、すぐに行ける医療機関に即アクセスできて、

迎えるための仕組み、サポート。アクアラインが使えない時の振替（他の）交

通手段の情報。金田付近の交通が非常に混み合っている時の迂回ルートの情報。

アクアラインが非常に渋滞している時の通知。資源ごみの日の通知等。 

女性 

清川地区 

〇特に災害時の避難経路 女性 

清川地区 

〇食事できる店をわかりやすく検索できる。 男性 

波岡地区 

〇マイナンバーと連携させて、役所での手続きの簡素化。市内の災害情報。市内

の病院の混み具合がわかるもの。図書館の本の予約。 

男性 

波岡地区 

〇軽自動車の税確認（車検などで必要な時にアプリで確認できるとよい）。 男性 

波岡地区 

〇木更津市で行われるイベントなどを載せていただき、各種申請方法を分かりや

すく。有事の際の避難所情報。 

男性 

波岡地区 

〇催し物の案内 男性 

波岡地区 

〇イベントカレンダー、防災情報 男性 

波岡地区 

〇高齢者向けにタブレットを配布。アプリにショッピングや病院までの送迎の予

約ができるものを作成。自立をさせるなら、お金はかかるが、必要なのでは？ 

男性 

波岡地区 

〇ここにカーブミラーを設置してほしいという意見を分かりやすく伝えるため

に、グーグルマップ等でピンポイントで伝えられるようなシステムが欲しい。

台風等による倒木などの通報も、上記のように地図を利用してアプリからでき

れば便利だと思う。 

女性 

波岡地区 



７３ 

 

記述内容 性別・居住区 

〇子どもが参加できるイベント情報、休日当番医、防災・災害情報 女性 

波岡地区 

〇休日当番医のおしらせ、各種手続き、申請等の必要書類や必要なもの（印鑑や

身分証明）がすぐわかるような機能 

女性 

波岡地区 

〇各種検診のお知らせ。休日でも市役所が開いてる日。新しくできたお店や子ど

もと遊べる公園、施設など。 

女性 

波岡地区 

〇施設の予約機能（テニスコート等） 女性 

波岡地区 

〇交通事故、火災、不審者情報、事件、自分のまちで起きたことがわかるとよい。

空き巣情報、車上荒らし、車の盗難情報。よいこと、楽しいことの発信と同じ

くらい市民に知らせて、意識を高める。アプリで難しかったら、回覧板で月単

位で報告してほしい。 

女性 

波岡地区 

〇地域安全（事故・事件、不審者情報）、交通情報（アクアライン含）、天気、病

院（休み、時間、当番院など）、イベント、飲食店情報 

女性 

波岡地区 

〇週末に開いている病院、イベント情報、割引クーポン 女性 

波岡地区 

〇市に関するニュース、情報等（各自が欲しい情報を選択できる機能）。防罪、火

災等、発生時のリアルタイムな情報。 

男性 

岩根地区 

〇使いやすく、分かりやすいものを希望。 男性 

岩根地区 

〇災害があった場合に必要な可能性はあるが、アプリを開発するより、市役所の

ホームページを見やすくするのが先かと思います。 

男性 

岩根地区 

〇保育園の空き状況や保育園ごとの特長を知りたいです。 女性 

岩根地区 

〇アプリから、住民票、印鑑登録証などの発行。 男性 

金田地区 

〇地震予測情報、アクアラインマラソンなどのスポーツ開催情報 男性 

金田地区 

〇近くの医療機関を教えてくれる（口コミなども掲載）。税金の納付が近くなった

ら教えてくれる（固定資産税等）。 

女性 

金田地区 

〇テレビ等で紹介、放送される予定を見れる（場所、店、メニュー等）。年間の全

てのイベントがカレンダーで見れて、申込みや応募ができる。開店・閉店情報

（今度、どこに何のお店や施設ができる等）。「ここをこうしてほしい」と簡単

に書き込めるツイッター。 

女性 

金田地区 

〇イベント情報 女性 

金田地区 

〇子どもの健診や予防接種などのお知らせ。 女性 

金田地区 



７４ 

 

記述内容 性別・居住区 

〇フェスなどのイベント情報 男性 

富来田地区 

〇地産地消的な、メルカリ的 女性 

地区不明 

 

<30歳代 オリジナルアプリに関する意見概要> 

・ 20歳代と同様、「休日当番医」、「近くの医療機関を教えてくれる（口コミなども掲載）」、「子ど

もの健診や予防接種」、「病院までの送迎の予約ができるもの」等、保健や医療に関する情報を

求める意見が目立つ。 

・ その他、20歳代と同様に、災害時の避難情報や、イベント情報やクーポンの掲載等の観光関連

情報、バスやアクアライン等の交通情報を求める声に加え、30代では「ごみの分別方法、ごみ

の日のお知らせ」や「ごみカレンダー」等、ごみの分別回収に関する情報を求める意見も寄せ

られている。 

・ 「子どもが参加できるイベント情報」、「子連れ可能なお店、おすすめの遊び場などがわかる地

図や情報」「保育園の空き状況や保育園ごとの特長」、「小さな子どもが楽しめる施設、イベント

の最新情報」等の子育てに関する要望も30代に特徴的な意見として散見される。 



７５ 

 

④40歳代 

記述内容 性別・居住区 

〇病院などの休日当番の見やすいもの 男性 

木更津地区 

〇大規模災害時の必要情報の提供（給水車や食事提供など） 男性 

木更津地区 

〇ぐるナビのような飲食に関する情報 男性 

木更津地区 

〇防犯、災害情報 男性 

木更津地区 

〇不要 男性 

木更津地区 

〇不審者情報。地震が起きた際の交通渋滞、危険な場所など。 男性 

木更津地区 

〇イベントの開催情報、防災掲示板、子ども１１０番地図、市民施設利用（予約）、

交通情報、市民コラム、木更津自身の電子化、各種申請書のダウンロード 
男性 

木更津地区 

〇ホームページを充実させればアプリは不要だと思います。 男性 

木更津地区 

〇市内の小・中・高のイベントなどの情報発信 男性 

木更津地区 

〇各家庭に合った情報が定期的に教えてくれる機能、証明書の発行の予約ができ

る機能（予約すれば、あとは市役所で受け取るだけ） 

女性 

木更津地区 

〇あまり利用する人はいなそう。今のメールだけで十分。 女性 

木更津地区 

〇おすすめのお店の紹介 女性 

木更津地区 

〇市内のことがすぐにわかりやすく提供してもらえるもの（病院、お店） 女性 

木更津地区 

〇災害時の避難場所および救援物資の配布場所、検診のお知らせとクーポン券の

発行 

女性 

木更津地区 

〇病院の診療時間や休日当番情報、市営バスや高速バスの時間や運行状況 女性 

木更津地区 

〇不審者情報、天気情報、人混み具合（病院、道、車）、店のタイムセール 女性 

木更津地区 

〇木更津がロケ地となった番組の放送日時等のお知らせ、災害時の避難場所の提

示や安否確認のできる伝言板 

女性 

木更津地区 

〇天気、道路情報 女性 

木更津地区 



７６ 

 

記述内容 性別・居住区 

〇海岸近くの家の避難所や対応や食料について。 女性 

木更津地区 

〇行政施設予約申込み、時刻表、クーポン 女性 

木更津地区 

〇子どもの予防接種を管理できるもの、母子手帳以降のものも全て、市内にある

病院の診療案内が見れるもの（診療科別に休診日や診療時間など） 

女性 

木更津地区 

〇各種検診、撮影情報、断水情報、イベント情報、通行止め情報 女性 

木更津地区 

〇イベントの案内。バス時刻表と運行リアルタイム情報。火事、災害情報。病院

情報。 

女性 

木更津地区 

〇特になし 女性 

木更津地区 

〇各情報誌の内容表示、各種イベント情報、災害情報、休日当番医情報（医療情

報） 

女性 

木更津地区 

〇交通情報（渋滞）。個人登録をして、免許の更新期間などを通知してくれる。 女性 

木更津地区 

〇夜間診療所の案内（診察してくれる医者名）、求人案内、無料交通方法（市役所

に行き、無料バスなど、他にあれば…） 

女性 

木更津地区 

〇犯罪の多い地域 性別不明 

木更津地区 

〇木更津市内の交通情報 男性 

清川地区 

〇現在、安心メールで送られてきている内容のものや、避難所までの道案内、各

種検診のお知らせ機能もよいと思います。 

男性 

清川地区 

〇不審者情報 男性 

清川地区 

〇ふるさと納税の案内。ゲーム（ポケモンＧＯのような）。鳳神ヤツルギのゲーム

でも。その日実施の市内のイベント。市内のお店の情報クーポン。体験型イベ

ントの申込み。 

男性 

清川地区 

〇病院の情報 男性 

清川地区 

〇オリジナルアプリは不要。ホームページの充実をお願いしたい。 男性 

清川地区 

〇なし 男性 

清川地区 

〇スマホを持っていない。 男性 

清川地区 



７７ 

 

記述内容 性別・居住区 

〇災害時は、最寄りの避難所の場所がわかればよいと思う。幼児や高齢者がいる

家庭では、支援物資の情報もあればよい。現在、不審者情報がメールで届くが、

地図に表示されれば、より気をつけるきっかけになると思う。 

男性 

清川地区 

〇休日に受診できる病院の案内や、アクアラインの渋滞の情報がすぐに見られる

ようにしてほしい。 

男性 

清川地区 

〇アクアライン、鉄道などの交通情報 男性 

清川地区 

〇今日の楽しみ方。四季によっても、いろいろなイベントがあったりしますが、

毎日タイムリーな明るく楽しい情報を得られるような（意見交換でもよいと思

いますが）、アクティブな情報の場を提供いただきたいです。 

女性 

清川地区 

〇図書館の本の貸出情報とか、お取り置きとか、新作リクエストとか。ボランテ

ィア募集とか、検診の予約もできるとよいですね（期日が決まっていて、３回

ほど通って、ようやく予約したりして、大変困ったので）。大雨の時避難勧告が

出たが、数件回っても満員で断られたと聞きました。勧告時の避難先の混雑情

報とかがほしいですね。 

女性 

清川地区 

〇木更津市内で行うイベントの情報を知りたい。 女性 

清川地区 

〇防犯、町内放送の内容（エコーが強すぎて聞き取れない、耳が悪い人は？） 女性 

清川地区 

〇木更津市の地図。潮見表。イベントマップ、時間等の情報。 女性 

清川地区 

〇アクアラインバスの運行状況。どこでどんな事件や事故が起きているのか。注

意すべきこと。不審者などの情報。新しいお店のオープン情報。テニスコート

などのネット予約。 

女性 

清川地区 

〇スマートフォンに、地震などの警告、情報とか…。 女性 

清川地区 

〇年間行事、イベント情報など、木更津市内の行事の全てを見られたら、参加で

きるものも増えると思います。農産物や海産物の情報もあったらよいかと思い

ます（旬なもの、イベント、販売等…）。 

女性 

清川地区 

〇思い浮かびません。 女性 

清川地区 

〇市内のイベント情報、市内の事件・事故の情報、中央病院の診察予約（無理か

な～） 

男性 

波岡地区 

〇イベント、ニュース 男性 

波岡地区 

〇災害時に情報を得られるようなアプリが欲しい。 男性 

波岡地区 



７８ 

 

記述内容 性別・居住区 

〇レストランの予約、病院検索、役所受付の予約、市政との交流、イベント参加

の申込み、イベントの個人発信 

男性 

波岡地区 

〇緊急災害情報、福祉関係情報、各種手当、補助金情報、休日診療、一人親世帯

への支援情報、アクアコインの導入、活用情報、観光情報、国際化取り組み状

況 

男性 

波岡地区 

〇市役所の窓口の混み具合の表示、手続きの案内（どの課に行けばよいとか）、相

談窓口（声を上げられない場合の相談） 

男性 

波岡地区 

〇現在行われてるイベントアプリ、ロケ現場アプリ 男性 

波岡地区 

〇休日対応病院 男性 

波岡地区 

〇各種検診のお知らせ、市内の病院の情報、災害に関する情報 男性 

波岡地区 

〇子どものワクチン案内（時期や不足など）。災害予想、家族での（各家庭）連絡

手段やＧＰＳ。習い事を検索できるもの（評判、金額など）。人材募集、就職、

求人。各小・中学校などの活動やイベント一覧、プールや遊び場の情報。特に

真夏、雨期に小学生が身体を動かして遊べるところ、遊具のあるところ。 

男性 

波岡地区 

〇イベント、観光、おすすめレストラン、割引クーポン、当番医 女性 

波岡地区 

〇グルメ情報、バス時刻表 女性 

波岡地区 

〇特に必要としていない。利用する手段のない人のことを先に考えるべき。 女性 

波岡地区 

〇映画、ドラマのエキストラ募集。防犯情報。イベント情報。 女性 

波岡地区 

〇必要な情報がピンポイントですぐ見つかる（見つけやすい）機能。地域ごとの

観光おすすめポイント機能。こんな楽しい場所があったんだ、おいしいものが

あったんだ！など、知らないことや知らない場所を知って、木更津に住んでい

ても知らなかったことを再発見できたらよいな。 

女性 

波岡地区 

〇不審者情報、天気、工事、おいしいお店、渋滞状況 女性 

波岡地区 

〇催し物のお知らせ、検診案内、交通情報 女性 

波岡地区 

〇流行っている病 女性 

波岡地区 

〇情報が乏しい。 女性 

波岡地区 

  



７９ 

 

記述内容 性別・居住区 

〇食事処。病院受付、休日当番制。毎月の行事。行政の手続き方法を選択して、

次にやることが分かるように。 

女性 

波岡地区 

〇木更津駅発着の高速バスの時刻表 女性 

波岡地区 

〇交通事故や渋滞情報。その日に受診可能な病院を科別に一覧で見れるとよい。 女性 

波岡地区 

〇市内やその周辺の事故、渋滞情報や災害、それに伴う停電状況などのリアルタ

イムな情報発信を希望。また、市民からの情報も受け取れるようにすると便利

では？上記に記した情報の他に、不審者情報や道路など、公共の場所での不具

合や直してほしい場所を写真付きで受け取れるようにするなど。 

女性 

波岡地区 

〇アウトレット付近の混雑情報。買い物に行く際、混んでいて、車が動かない時

があるため（土・日、祝）。 

女性 

岩根地区 

〇なし 女性 

岩根地区 

〇スマホ、タブレット、パソコンを使えない人（年寄りとか）はどうするのです

か？ 

女性 

鎌足地区 

〇防災情報、木更津のまち歩き、木更津検定、情報共有 男性 

金田地区 

〇市内の飲食店の情報、イベント情報、子育て支援の情報、高齢者支援の情報等、

広報きさらづの内容をアプリで見れるように。 

女性 

金田地区 

〇市が単独でやるには現状では難しいし、無駄が多すぎる。やるのであれば、房

総とか、県単位でやらないと無意味に終わる。 

男性 

中郷地区 

〇小・中学校（学校）の情報（木更津各校の連絡を統一するとか）。広報きさらづ

の機能を入れる。 

女性 

富来田地区 

〇木更津のイベント、木更津のおいしいお店とか 女性 

富来田地区 

〇アプリを利用しないので不明。 女性 

地区不明 

 

<40歳代 オリジナルアプリに関する意見概要> 

・ 20歳代・30歳代と同様、「休日に受診できる病院の案内」、「夜間診療所の案内（診察してくれる

医者名）」、子どものワクチン案内（時期や不足など）、「各種検診のお知らせ」等、保健や医療

に関する情報を求める意見が目立つ。 

・ その他、20歳代・30歳代と同様に、災害時の避難情報や、イベント情報やクーポンの掲載等の

観光関連情報、バスやアクアライン等の交通情報を求める声に加え、40代では「映画、ドラマ

のエキストラ募集」や「木更津がロケ地となった番組の放送日時等のお知らせ」等、映画・ド

ラマのロケ地に関する情報を求める意見も寄せられている。 



８０ 

 

⑤50歳代 

記述内容 性別・居住区 

〇市民が申告や申請をしないと受けられない制度等が多いと思う。市は掲示して

いるのだから、見てほしいと思っているようであるが、そのような受け身とな

っている部分をアプリで少しでも何とかしてほしい。 

男性 

木更津地区 

〇情報の提供や検診等のお知らせ。レクレーションや役に立つ情報をお願いしま

す。 

男性 

木更津地区 

〇医療情報、災害時情報 男性 

木更津地区 

〇手続き等、市役所のどこに行けばよいか。必要なもの等がわかるようにしてほ

しい。当番医がすぐわかるようにしてほしい。 

男性 

木更津地区 

〇防犯、ごみ捨て、イベント（教育）、検診、自然災害 男性 

木更津地区 

〇避難所までの道案内、行方不明者の情報 男性 

木更津地区 

〇防災に関するアプリ 女性 

木更津地区 

〇検診のお知らせ、ボランティア案内、サークル活動案内 女性 

木更津地区 

〇他市に比べるとゴミ袋の金額が高い。 女性 

木更津地区 

〇各種保険のお知らせ、お祭り情報 女性 

木更津地区 

〇今起きていることのリアルタイムな情報の発信（気象、事故など） 女性 

木更津地区 

〇アプリもよいが、お年寄りはアプリなど、できない人にとっては意味がない。 女性 

木更津地区 

〇木更津スイッチオン→小さな宇宙の案内人（木更津）。何でも質問ＯＫ→簡単！ 女性 

木更津地区 

〇防災全体（避難は特に）を特に充実してほしい。商店（個人店）、梨、ブルーベ

リー農家等の新しいニュース（お知らせ）が知りたい。 

女性 

木更津地区 

〇食に関することなど（このお店は○○がおすすめなど）、病院に関すること（時

間、休日等、細かいことがわかるとありがたい）。 

女性 

木更津地区 

〇地元の企業を支援できるような、買い物、グルメ情報のアプリはどうでしょう

か？市民以外の方が使用できるような環境案内情報等。 

男性 

清川地区 

〇お得なクーポンをまとめたもの。地元企業を業種別で検索することができ、比

較できるようなもの。地元の観光や名所を訪れることで、御朱印のようなもの

を集められるようにして、全て集めるとプレゼントがもらえる等。 

男性 

清川地区 

  



８１ 

 

記述内容 性別・居住区 

〇災害時における利用可能な道路の案内（通行の可否、渋滞の状況等、近隣の市 

と連携して詳しく）。 

男性 

清川地区 

〇休日、夜間受け入れ可能の医療機関、電話番号他、道案内（住所）をお知らせ。

不審者情報。木更津市の見所、お土産等の販売店等のお知らせ。 

女性 

清川地区 

〇交通渋滞（特に高速バス）。災害時の帰宅ルート、防災用井戸設置場所（生活雑

用水の確保）。災害用マンホールトイレの場所。津波避難ビル等を明確にしたア

プリ。夜間急病時以外にも対応可能な病院情報アプリ。君津中央病院はいつも

拒否される。他の病院で点滴治療で入院したことがあった。夜間の１９～２１

時以外に診てもらえる病院。 

女性 

清川地区 

〇河川の水位情報 女性 

清川地区 

〇木更津マラソン、花火大会の提供もしてほしい。 女性 

清川地区 

〇プッシュ型の情報発信、有事の際の情報発信 男性 

波岡地区 

〇木更津（周辺含む）の飲食店マップや割引クーポンが欲しい。市役所に行かな

くても、電話でなくてもメールなどで問合せしたい。 

男性 

波岡地区 

〇各種市民サービスの紹介、その利用方法、期限（締め切り）等のわかるアプリ。 男性 

波岡地区 

〇火災をはじめ、災害情報など。 男性 

波岡地区 

〇アプリ等だと年配の方が大変使いづらいと思います。子どもの健診等のお知ら

せなど、使いこなせる年代の方に向けた情報などがよいと思います。 

女性 

波岡地区 

〇病院の情報（時間や休日、電話番号等）、ＪＲ情報、路線バスの時刻表 女性 

波岡地区 

〇パート・アルバイトなどの求人情報 女性 

波岡地区 

〇不審者情報、防災無線の内容、休日当番医（特に外科）。ケガをした時など、ど

こで診てもらえるのか？ 

女性 

波岡地区 

〇交通情報、気象情報。予防接種について。ドラマのロケをやってるよとか。 女性 

波岡地区 

〇災害時の避難案内 女性 

波岡地区 

〇高齢者が使用できるのか疑問を感じます。行政のおしつけになるのでは？コミ

ュニケーションが感じられないと思う。人対人が大切！ 

男性 

岩根地区 

〇イベント情報 男性 

岩根地区 

  



８２ 

 

記述内容 性別・居住区 

〇例えば、女性の行ける理髪店（レディースシェービングなど）。直売農家さんの

情報（場所、生産物、販売時期、オンライン購入）。 

女性 

岩根地区 

〇アクアラインの通行止め予告・解除予告（例え、１０分前でも助かる） 女性 

岩根地区 

〇２６年、木更津に住んでいますが、地震災害時に（自分の家から）避難をすれ

ばよいか、全く知りません。海に近い人は自転車を使用せず、どこまで歩いて

避難すれば命の安全があるのか、地域住民は知らない人が多いと思います。高

齢化が進む今、「市民の安全」をもっと考えて、誰でもわかりやすい道案内をお

願いしたい。 

女性 

金田地区 

〇高速バス・路線バスの乗換案内 女性 

金田地区 

〇災害情報、避難所までの道案内 女性 

金田地区 

〇救急時の病院、地図（ナビ）。状況に応じた地域情報を時間単位でもっと詳しく。 女性 

中郷地区 

〇停電情報（復旧見込み）。水道の赤水情報。洪水（雪）による道通行止め情報。

特に広報での案内を希望します。停電になると電波が悪く、携帯、パソコンは

使用できません。電話も繋がらなくなり、情報が全く入手できません。あと、

広報車で案内していただけると助かります。ライフラインは大切です。地区を

指定していただければできませんか？ 

女性 

富来田地区 

 

<50歳代 オリジナルアプリに関する意見概要> 

・ 他世代と同様に、医療・保健関連情報をはじめ、災害時の避難情報や、イベント情報やクーポ

ンの掲載等の観光関連情報、バスやアクアライン等の交通情報を求める声が散見される。 

・ 一部では、「高齢者が使用できるのか疑問を感じます」という意見も寄せられている。 

 



８３ 

 

⑥60歳代 

記述内容 性別・居住区 

〇避難情報（大地震でも動くのか？）、避難した後でも必要な情報 男性 

木更津地区 

〇本人の不要となった物品情報を無料で提供する（欲しい人が取りに行く方式）。 男性 

木更津地区 

〇医療機関の情報 男性 

木更津地区 

〇緊急性のある避難所までの道案内等は、災害時に備えて、特に重要だと思いま

す。また、各種検診等、お知らせ等も重要だと思います。ほとんどのことは木

更津市の広報誌やインターネットから得られる情報でわかりますが、携帯、ス

マホ等で即時に得られることが、今後は重要性を増すと思います。また、振り

込め詐欺等に対する防犯に関する情報や、文化的行事に対する情報等の充実も

さらに必要かと思います。 

男性 

木更津地区 

〇夜間、休日担当病院。公共施設の開催情報。アプリ内での物販（木更津朝市場）

案内。アプリ内での求人募集等（アルバイト）。 

男性 

木更津地区 

〇①回覧板に記述されていること。②スポーツイベントの時期、参加要領等の案

内。③交通事故、火災情報。 

男性 

木更津地区 

〇イベント、休診日の当直医 女性 

木更津地区 

〇年間行事のお知らせ、各種検診のお知らせ 女性 

木更津地区 

〇緊急当番医、地震速報 女性 

木更津地区 

〇若者中心で情報を提供はよいのですが、高齢者にも分りやすい機器の提供をお

願いしたい。 

女性 

木更津地区 

〇都内のイベント情報。保育園などの空き情報がネットで見られる。病院の混雑

情報が見られる。 

女性 

木更津地区 

〇避難所までの道案内、各種検診のお知らせ機能 男性 

清川地区 

〇テレビ、映画撮影の予定 男性 

清川地区 

〇現在、木更津市は大きな災害もなく、平穏な生活を送っていますが、万一のた

めにも、現在、災害が発生している地域で活用されていたり、今後、このよう

なサービスがあればよいというような情報を行政側で収集し、情報提供してい

ただきたいと思います。 

男性 

清川地区 

 

 

 

 



８４ 

 

記述内容 性別・居住区 

〇スマートフォン、タブレットを所持しておらず、知識がない。 男性 

清川地区 

〇早々の対応を望みます（わかりやすく、大きな文字で！）。 男性 

清川地区 

〇スマートフォン、タブレットのない人はどうしますか？ 女性 

清川地区 

〇交通情報（渋滞他）、公共乗物情報（時刻表、運行情報）、地図情報、医療機関

情報などに迅速にリンクできる環境。 

女性 

清川地区 

〇休日、夜間の当番医療機関。イベント情報（講演会、講習会、○○教室、○○

祭等）。現在のおすすめの観光スポット（市内近隣で）。不要品交換情報。募集

情報（ボランティア等）。 

女性 

清川地区 

〇特別なアプリに金をかけることはない。多くの情報はグーグルの方が上であり、

ホームページで十分である。 

男性 

波岡地区 

〇各種検診のお知らせ！ 男性 

波岡地区 

〇限られた地域への人口集中、商業集中から分散も必要では。 男性 

波岡地区 

〇病院の案内（土・日、祭）、各地域でのイベント紹介、各市民団体の活動案内 男性 

波岡地区 

〇趣味、集いの場所等 男性 

波岡地区 

〇夜間、休日の救急病院。自然災害時の避難情報。市内でのイベント情報。各種

証明書類の申込み（住民票、印鑑証明書他）。市民参加のまちづくりや市民への

市政情報。 

男性 

波岡地区 

〇交通案内（バス、電車、タクシー、マップ）。税務相談。イベントカレンダー。

年金相談。各種予約（お店、食事）。この指とまれ（趣味、同窓会）。うまいも

んガイド。Ｄｉｓｃоｖｅｒキサラヅ。お隣の市町の情報へのリンク。Ｓｕｉ

ｃａチャージ。詳細の気象リアルタイム情報。カメラの撮影ビューを見られる

機能。 

男性 

波岡地区 

〇スマートフォンを持っていない人や、外国語での標示を検討して下さい。周り

にスマホを持っていない人がいます。 

男性 

波岡地区 

〇上空の飛行機の往来が激しく、８０デシベル以上あるように思います。ルート

を変えるか、高度をもっと上げるように依頼してほしい。 

女性 

波岡地区 

〇身体や心のことで相談できる病院や相談窓口の紹介。子育てで困った時の対処

法を簡単にパッと見られる。 

女性 

波岡地区 

 

 

 

 



８５ 

 

記述内容 性別・居住区 

〇空巣などの情報 女性 

波岡地区 

〇高齢者は、買い物難民・デジタル難民。時代に取り残された感がとてもあり、

アプリなんて…と思う。どんなに便利になっても、やはり最後は人だと思う。

人と人を安心して繋げられるアプリがあればよいと思う。 

女性 

波岡地区 

〇行方不明者の放送が入りますが、あれではよく分かりません。アプリで写真等

を出してくださればよりわかると思います。 

女性 

波岡地区 

〇検診のお知らせ機能があると便利だと思います。 女性 

波岡地区 

〇情報を得るって、とても必要だしとは思っておりますが、わかりやすい言葉、

携帯でも、まあオリジナルアプリとかぐらいはわかりますが、横文字はわかり

づらいのが多いです。頑張って覚えようとしていますが、どの年代にも通用す

る言葉に…！と思いますね！私だけでしょうか？ 

女性 

波岡地区 

〇イベントに関する情報 男性 

岩根地区 

〇よくわからない 男性 

岩根地区 

〇イベント情報 男性 

岩根地区 

〇特になし 男性 

岩根地区 

〇なし 男性 

岩根地区 

〇できない人もいるので、そういう人のことも考えてほしいです。 女性 

岩根地区 

〇公民館などのサークル、シニア向けの趣味などの情報 女性 

岩根地区 

〇防災アプリ（災害時インフラ状況、医療体制状況 避難所案内）、観光アプリ（観

光地グルメ、宿泊地、商業施設） 

男性 

鎌足地区 

〇公開講座（イベント等）、資源ゴミ等の日程 男性 

金田地区 

〇アプリで、全市民が、平等、安全に情報を得られるとは思わない。 女性 

金田地区 

〇図書館の本は、古すぎ、汚い。トイレが古すぎ。市の建物の全てのトイレが古

すぎ。交通の便が悪い。市内行きのバスが少ない。 

女性 

金田地区 

〇発想を思い浮かべられません。 女性 

金田地区 

  



８６ 

 

記述内容 性別・居住区 

〇高齢者が多くなってきている現在、カタカナ語が多くなって、理解に時間がか

かって、（）して日本語記入できればと思っています。 

女性 

金田地区 

〇資源ごみリサイクル、健康診断、各種補助制度等々の手続き方法がすぐに閲覧

できるようなアプリがほしい。現状はホームページをたどっていって、迅速さ

に欠けている。 

男性 

中郷地区 

〇簡単で、高齢者が利用できるものにしてほしい。 男性 

富来田地区 

〇現在、木更津市が取り組んでいること。お店（飲食）情報。 男性 

富来田地区 

〇高齢者は分からないと思う。スマホもパソコンも使えない人もいるから、そう

いう人が取り残されないようにしないといけないと思う。持っている人でも、

興味がなければ見ないから、垂れ流しはよくない。 

女性 

富来田地区 

〇全公民館での情報（サークルの種類、活動方針など） 男性 

地区不明 

〇災害救助情報、交通事故情報、開店・閉店情報 男性 

地区不明 

 

<60歳代 オリジナルアプリに関する意見概要> 

・ 「身体や心のことで相談できる病院や相談窓口の紹介」等、医療・保健に関する関連情報をは

じめ、災害時の避難情報や、イベント情報等の観光関連情報、バス、電車、タクシー等の交通

案内、市政に関する情報を求める声が散見される。 

・ 一方で、「アプリで、全市民が、平等、安全に情報を得られるとは思わない」、「スマートフォン、

タブレットのない人はどうしますか？」、「スマートフォン、タブレットを所持しておらず、知

識がない」、「若者中心で情報を提供はよいのですが、高齢者にも分りやすい機器の提供をお願

いしたい」、「横文字はわかりづらいのが多いです」、「スマートフォンを持っていない人や、外

国語での標示を検討して下さい。周りにスマホを持っていない人がいます」等、アプリ開発自

体に疑問を呈する意見も多く寄せられているのが特徴的である。 

 



８７ 

 

⑦70歳代 

記述内容 性別・居住区 

〇障がい者用マップの整備。市のガイドマップの充実および小型化・多言語（英

文・中国・その他）。参考：東京都庁にある、ハンディタイプで充実している。 

男性 

木更津地区 

〇なし 男性 

木更津地区 

〇防災無線放送の内容（災害、火災、事件・事故、行方不明等）を見られるもの。

放送が聞きにくいことがある。 

男性 

木更津地区 

〇あまりにもカタカナが多いので分からない。 男性 

木更津地区 

〇現状で十分ではないかと思います。 男性 

木更津地区 

〇地域の高齢化に伴う種々の問題を解決してほしい。 女性 

木更津地区 

〇災害情報 女性 

木更津地区 

〇携帯もタブレットもない世帯もあるため、今まで通りの情報提供も必要だと思

います。 

女性 

木更津地区 

〇インターネット機器を持っていない人たちの対処法を知りたい。 女性 

木更津地区 

〇高齢者となると、歩行困難にて、いざとなったら避難所まで足を運べるかどう

か？ 

女性 

木更津地区 

〇交通機関の状況確認（バス、電車等） 女性 

木更津地区 

〇友人たちが来た時に、どこへ行けば喜んでもらえるところが知りたいです。 男性 

清川地区 

〇市内での諸行事の内容および日程 男性 

清川地区 

〇犯罪情報（窃盗、詐欺事件）。事件も心配だが、未然防止情報をもっときめ細か

く出すべき。 

男性 

清川地区 

〇町名・村名がはっきり分かる地図、木更津市の歴史（地図の変化等も含む） 男性 

清川地区 

〇現在の満足度、今後の優先度の質問の意味がよく分からないです。質問の中の

どれを一番優先にしてほしいかだったらよいのではと思いました。 

女性 

清川地区 

〇年齢的に、スマホやパソコンを使いこなすことができず、なかなか思うように

必要な情報が分からないことが多いです。 

女性 

清川地区 

〇災害時の対応 男性 

波岡地区 

  



８８ 

 

記述内容 性別・居住区 

〇市民に直接関係ある情報をきめ細かく（例えば、講座や教室の開催のお知らせ

等）、スピーディーに告知するために大変有意義と思います。どんどん推進して

下さい。 

男性 

波岡地区 

〇記入例の他に、市政案内、交通情報（陸・海・空）。強風事故等でアクアライン

の交通規制がある時。各マーケット、各病院の営業案内（時間）。 

男性 

波岡地区 

〇スマートフォン、タブレットの持ち合わせがないので、情報を知るすべがない。 男性 

波岡地区 

〇高齢者用入所施設サービスに関する情報 女性 

波岡地区 

〇避難所までの道案内 女性 

波岡地区 

〇年なので機械類は分からないけれど、各種の検診は月・日があるので助かって

います。 

女性 

波岡地区 

〇生活に密着したイベント情報の提供（スポーツ、買物、生産物、魚、野菜をき

め細かな）。市や警察からの情報伝達のスピーカーは、何をいっているのか、全

然わからない！ 

女性 

波岡地区 

〇特に現在はなし 男性 

岩根地区 

〇巨大地震が起こる可能性が現実のものとなりました。各地域の避難場所を具体

的に告知して、道案内や津波の避難場所を明確にしてほしいです。近くに高い

建物がないので、不安になってます。高いビルの所有者との受け入れ交渉など、

具体的に行動していただきたく存じます。 

男性 

岩根地区 

〇誰が見てもわかる、わかりやすいものをお願いします。 女性 

岩根地区 

〇なし 女性 

岩根地区 

〇歩行困難になりつつあるので、ごめんなさい。 女性 

岩根地区 

〇木更津のお知らせの広報のサイレンが鳴っても、何を話しているのかよく聞こ

えない。 

女性 

岩根地区 

〇７０歳以上ですので、アプリやツールなどと聞いても理解できません。 女性 

岩根地区 

〇高齢者はスマートフォンやタブレットを持っていない方が多いと思いますが、

それができる人だけがとなると取り残される方も多いと思いますが…。 

性別不明 

岩根地区 

〇計画倒れにならないことを望んでおります。市民が利用できてこそ価値のある

オリジナルアプリですので、どのくらいの人のニーズがあるか？ということが

第一ではないでしょうか？ 

男性 

富来田地区 



８９ 

 

<70歳代 オリジナルアプリに関する意見概要> 

・ 「高齢者用入所施設サービスに関する情報」等の高齢者福祉に関する関連情報や、「災害時の対

応」等の災害時の避難情報や、「市民に直接関係ある情報をきめ細かく（例えば、講座や教室の

開催のお知らせ等）」、「市や警察からの情報伝達」等の市政に関する情報を求める声が散見され

る。 

・ 一方で、60歳代と同様、「市民が利用できてこそ価値のあるオリジナルアプリですので、どのく

らいの人のニーズがあるか？ということが第一ではないでしょうか？」「携帯もタブレットもな

い世帯もあるため、今まで通りの情報提供も必要だと思います」、「年齢的に、スマホやパソコ

ンを使いこなすことができず、なかなか思うように必要な情報が分からないことが多いです」、

「高齢者はスマートフォンやタブレットを持っていない方が多いと思いますが、それができる

人だけがとなると取り残される方も多いと思いますが…」、「７０歳以上ですので、アプリやツ

ールなどと聞いても理解できません。」等、アプリ開発自体に疑問を呈する意見も多く寄せられ

ているのが特徴的である。 

 

⑧80歳代以上 

記述内容 性別・居住区 

〇清見台東１丁目～清見台１丁目の道路を横断する際、信号がないため、車がな

かなか停車しないため、点滅ランプの記号を設置したら助かります。 

男性 

清川地区 

〇災害時、一番近い避難場所の地図は、スマホ、パソコンに載せることができな

いか？ 

男性 

清川地区 

〇高齢で、スマートフォン等が使用できません。 女性 

清川地区 

〇私はアプリができません。みなさまが使えるように、スマホやタブレット等の

講習会を常設していただきたい。生活に必要な、老人でも簡単に知れる地域の

衣食住、レジャー厚生、医療の情報等のデータ配信サービスを受けられるよう

な生活総合アプリ等をつくっていただきたい。 

女性 

清川地区 

〇高齢者にとっては、情報の連絡等は携帯電話（メール）を使用することが現状

です。 

女性 

波岡地区 

〇わからない 男性 

中郷地区 

 

<80歳代以上 オリジナルアプリに関する意見概要> 

・ サンプル数が少ない（６件）のため、割愛。 
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⑨年齢不明 

記述内容 性別・居住区 

〇行政に関する意見の公募に活用すべき。市議会報告、予算執行状況のお知らせ。 性別不明 

地区不明 

〇なし 性別不明 

地区不明 

〇観光客用のページ（コインパーキングの場所等）、防災無線の内容、求人情報 性別不明 

地区不明 

〇アプリの充実はよいが、使いこなせるのか心配です。窓口でやり方を教えても

らえたり、広報などにやり方を載せていただけたら、ありがたいです。 

性別不明 

地区不明 

〇高齢のため、現在に満足しています。 性別不明 

地区不明 

〇検診のお知らせ 性別不明 

地区不明 

 

<年齢不明 オリジナルアプリに関する意見概要> 

サンプル数が少ない（６件）のため、割愛。 
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３．「その他」欄記述 

＜問2）あなたが感じる木更津市の魅力は、何ですか。＞ 

①木更津地区 

記述内容 性別・年齢 

○少年野球 男性 

50歳代 

○安全さ 男性 

70歳代 

 

②清川地区 

記述内容 性別・年齢 

○生まれ育った地だから。 女性 

30歳代 

○近隣にはないブランド力。例えば、有名洋菓子店とのコラボ商品やキャラクタ

ー商品などがある。 

女性 

40歳代 

○のどかな田舎暮らし 女性 

50歳代 

○災害の少なさ 男性 

60歳代 

○住めば都 男性 

60歳代 

○物価の安さ 男性 

60歳代 

○生まれ育ったから。 女性 

70歳代 

○海もあり、山もあり、東京や横浜にも行きやすい。 女性 

70歳代 

○温暖な気候 女性 

80歳代以上 

 

③波岡地区 

記述内容 性別・年齢 

○大きな自然災害がない。 男性 

40歳代 

○鉄道 男性 

40歳代 

○ゴルフ場が近い。 男性 

60歳代 
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記述内容 性別・年齢 

○ＮＰＯ生活バス 女性 

80歳代以上 

 

④岩根地区 

記述内容 性別・年齢 

○小さい頃から住んでいるから、住みやすい魅力。 女性 

20歳代 

○スーパー、コンビニが多い。生鮮品が安い（野菜、魚）。 女性 

60歳代 

○中央公民館の再築を早く！ 男性 

70歳代 

 

⑤鎌足地区 

※該当なし 

 

⑥金田地区 

※該当なし 

 

⑦中郷地区 

※該当なし 

 

⑧富来田地区 

記述内容 性別・年齢 

○映画館 男性 

70歳代 

 

＜問4）転出したい理由にもっとも近いのはどれですか。＞ 

①木更津地区 

記述内容 性別・年齢 

○このまちに魅力なし。 女性 

30歳代 

○植木が多く、庭の草取り、家が広すぎ（２階建て）。年齢的に無理になってき 

 た 

女性 

70歳代 
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②清川地区 

記述内容 性別・年齢 

○税金が高い。袖ケ浦の方がよい。住みたい。 男性 

40歳代 

○旧住民優先の市政 男性 

60歳代 

 

③波岡地区 

記述内容 性別・年齢 

○海外へ移住したい。 男性 

40歳代 

○飛行機の騒音がない土地。 男性 

60歳代 

 

④岩根地区 

記述内容 性別・年齢 

○より住みやすい地域が県内にあると感じるため。 男性 

30歳代 

 

⑤鎌足地区 

※該当なし 

 

⑥金田地区 

記述内容 性別・年齢 

○都市化が進み、木更津らしさが失われてきたため、区画整理などで渋滞やふる 

さと感の喪失。 

男性 

40歳代 

 

⑦中郷地区 

※該当なし 

 

⑧富来田地区 

※該当なし 
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＜問5）現在、木更津市は「オーガニックなまちづくり」を推進しています。この取り組みについて、

あなたはどのくらい理解していますか。＞ 

①木更津地区 

記述内容 性別・年齢 

○この方針は素晴らしいと思うけれど、それが“オーガニック”という名称に結

びつかず、どんな活動なのか情報がイメージしにくいし、頭に入ってこない。 

女性 

30歳代 

○カタカナ・英語は不快。 男性 

60歳代 

 

②清川地区 

記述内容 性別・年齢 

○オーガニックとまちづくりがどうつながるのか理解不能 

 

男性 

60歳代 

○経済ばかりに目を向けるのではなく、これからの子どもたちの教育、文化面に

も予算をつけてほしい。子どもの教育は時間がかかりますが、人を育てること

に力を入れなければ、これからの木更津はよくはなっていかないと思う。木更

津の広報誌には、必ず目を通しています、オーガニックなまちづくりは知って

いますし、賛成です。 

女性 

70歳代 

 

③波岡地区 

※該当なし 

 

④岩根地区 

※該当なし 

 

⑤鎌足地区 

※該当なし 

 

⑥金田地区 

※該当なし 

 

⑦中郷地区 

※該当なし 

 

⑧富来田地区 

※該当なし 
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＜問8）市民活動を市民の皆様に広めるために、今後どのような取り組みが必要だと思いますか。＞ 

①木更津地区 

記述内容 性別・年齢 

○インターネットの広告等 男性 

10歳代 

○スポーツ活動の充実 男性 

30歳代 

○スマホ等で気軽に情報を取得できるようにする。 男性 

30歳代 

○市長、議員、市職員が広報活動をしっかりとすべき。真剣に取り組めば広がる。 男性 

40歳代 

○町をきれいにするべき！（防犯のためにも）。 女性 

40歳代 

○働き世代が関われる環境づくり。 女性 

40歳代 

○動物などのボランティアが全くないのがガッカリ！ 女性 

50歳代 

○ボランティアについては、持ち出しばかりではなく、内容、負担によっては、 

有償ボランティアが考えられるべき。何でも「何にもなし（見返り？、お茶す 

ら）」や、予算がないからまけてくださいではどうか？。 

男性 

60歳代 

○何でもそうですが、一部の方だけで盛り上がっている感があります。 女性 

60歳代 

○多方面において、潜在能力の活用、定年退職者の生きがいと社会貢献の両立等。 男性 

70歳代 

○わからない 女性 

70歳代 

○お世話さまになっている身ではありますが、町内会の寄付金などはよいと思い 

ます。また、家の前を通る子どもさんに、必ず「おはよう」「お帰りなさい」 

の挨拶を心掛けております。悪いことを見た時は大きな声で注意します。喧嘩 

の時は２人の話を聞きます。 

女性 

80歳代以上 

 

 

②清川地区 

記述内容 性別・年齢 

○ユニフォームの提供 女性 

40歳代 

○よく分からない。 女性 

40歳代 
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記述内容 性別・年齢 

○木更津で育った子どもたちが、この市で育ったことに誇りを持てるような方向 

性を持って、運動面だけでなく、科学や文化面、大きくは教育に力を入れてい 

ってほしい。 

女性 

70歳代 

○身体的、年齢的に参加できない。 女性 

70歳代 

○公共施設（市民会館等）の早めの対策開始 女性 

70歳代 

 

③波岡地区 

記述内容 性別・年齢 

○自治会・町内会のまとまり、イベントの案内方法、告知の仕方、子どもの扱い 

 方 

男性 

40歳代 

○各小・中・高校で、子どもとともに参加できることを考え、呼びかける。 女性 

40歳代 

○介護保険を利用しない元気な高齢者に何かサービスがあっても。 男性 

70歳代 

 

④岩根地区 

記述内容 性別・年齢 

○何があるのか分からない。 女性 

20歳代 

○義理で参加していると限界がくる。 男性 

60歳代 

○市民会館の再築 男性 

70歳代 

 

⑤鎌足地区 

記述内容 性別・年齢 

○表彰などは公務員（元職を含む）を除いて、一般の方から選出すべきと思いま 

す。 

男性 

60歳代 

 

⑥金田地区 

記述内容 性別・年齢 

○世代、先住民、移住者の繋がり方をうまく考えないと、居住エリアのギャップ 

により、二極化が進んでいると思う。 

男性 

40歳代 

○まち中央で行わず、旧地域で開いてもらいたい。 女性 

60歳代 
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⑦中郷地区 

記述内容 性別・年齢 

○単発的でもできる時やできることをできるよう、日時の提示や参加の募集、呼 

び掛け。 

女性 

50歳代 

○貧乏な家庭に目を向けてほしい。 女性 

70歳代 

 

⑧富来田地区 

記述内容 性別・年齢 

○特別なこと、特別な人たちのすることの意識を取り除く必要があるように思い 

ます。 

男性 

70歳代 

 

⑨回答者属性不明 

記述内容 性別・年齢 

○公民館サークルに参加したいが、定員オーバーで入れず、一部の人にはよいが、 

新しい人の受け入れを考慮してほしい。 

性別不明 

年齢不明 

 

 

＜問10）あなたは普段、木更津市に関する情報をどのような方法で得ていますか。＞ 

①木更津地区 

記述内容 性別・年齢 

○家族 男性 

10歳代 

○特に得ていない。 男性 

10歳代 

○ＳＮＳ 男性 

20歳代 

○ない 女性 

20歳代 

○なし 女性 

20歳代 

○市からのメール 男性 

30歳代 

○木更津駅のポスター 男性 

30歳代 

○木更津市のメール 女性 

30歳代 

  



９８ 

 

記述内容 性別・年齢 

○地元の人の話 女性 

30歳代 

○知人 女性 

30歳代 

○一般個人の方が発信するＳＮＳ（インスタグラム、フェイスブックなど）、ブ 

ログなどを調べています。都内などに比べて、行政、企業、個人など、発信す 

る情報が少ない。 

女性 

30歳代 

○特になし 女性 

40歳代 

○家族からの情報 男性 

60歳代 

○特にない 女性 

70歳代 

○知人より耳にする。 女性 

70歳代 

 

 

②清川地区 

記述内容 性別・年齢 

○飲食店で 男性 

40歳代 

○ｋａｔｅ等のフリーペーパー 女性 

40歳代 

○テレビ番組 女性 

40歳代 

○アプリ（マチイロ） 女性 

40歳代 

○ホームページ（きさレポ） 男性 

50歳代 

○パソコンなし 女性 

70歳代 

○公民館等のパンフレット、ファミリア新聞 女性 

80歳代以上 

 

③波岡地区 

記述内容 性別・年齢 

○インターネット 男性 

20歳代 



９９ 

 

記述内容 性別・年齢 

○何もない。 女性 

30歳代 

○安心メール 女性 

40歳代 

○新聞 女性 

40歳代 

○キミツネット、幼稚園のママ友 男性 

40歳代 

○市会議員の広報 男性 

50歳代 

○千葉テレビデータ（木更津市のお知らせ） 男性 

60歳代 

○メール 女性 

70歳代 

 

④岩根地区 

記述内容 性別・年齢 

○ツイッター 女性 

20歳代 

○テレビ（わっしょい木更津改） 男性 

40歳代 

○口コミ 女性 

60歳代 

○テレビ木更津のお知らせ 女性 

70歳代 

 

⑤鎌足地区 

記述内容 性別・年齢 

○友人、親から 女性 

30歳代 

○新千葉新聞 女性 

40歳代 

 

⑥金田地区 

記述内容 性別・年齢 

○ホームページ「きさレポ」 男性 

20歳代 

 



１００ 

 

⑦中郷地区 

記述内容 性別・年齢 

○新千葉新聞 男性 

20歳代 

 

⑧富来田地区 

※該当なし 

 

⑨回答者属性不明 

記述内容 性別・年齢 

○一部の議員さんの広報活動による地域新聞。 不明 

○地元民のフェイスブック 男性 

60歳代 

 

 

＜問11）現在あなたがお持ちの、インターネットに接続可能な機器はどれですか。＞ 

①木更津地区 

記述内容 性別・年齢 

○携帯ゲーム機 男性 

20歳代 

○テレビ 男性 

30歳代 

○テレビ 女性 

30歳代 

○なし 女性 

60歳代 

○ない 女性 

70歳代 

○何も持っていない。 女性 

70歳代 

○１つも持っていないので、ありません。 女性 

70歳代 

○高齢のため「１」～「５」なし 女性 

70歳代 

 

 

 

 

 



１０１ 

 

②清川地区 

記述内容 性別・年齢 

○テレビ 女性 

30歳代 

○テレビ 女性 

40歳代 

 

③波岡地区 

記述内容 性別・年齢 

○テレビ 男性 

20歳代 

○テレビ 男性 

40歳代 

○なし 女性 

60歳代 

○機器なし 男性 

70歳代 

○なし 女性 

80歳代以上 

 

④岩根地区 

記述内容 性別・年齢 

○なし 男性 

70歳代 

○「１」～「５」は全て持っていません。 女性 

80歳代以上 

 

⑤鎌足地区 

※該当なし 

 

⑥金田地区 

記述内容 性別・年齢 

○持っていない。 女性 

70歳代 

 

 

 

 

 

 



１０２ 

 

⑦中郷地区 

記述内容 性別・年齢 

○全てに対応不能 男性 

70歳代 

○なし 女性 

80歳代以上 

 

⑧富来田地区 

※該当なし 

 

⑨回答者属性不明 

記述内容 性別・年齢 

○なし 性別不明 

年齢不明 

 

 

 

＜問15）あなたの職業は、次のどれに該当しますか。＞ 

①木更津地区 

記述内容 性別・年齢 

○浪人 男性 

10歳代 

○契約社員 男性 

60歳代 

○法人職員 男性 

60歳代 

○教論 女性 

60歳代 

○土建業 男性 

70歳代 

○５９歳、大型バスドライバーでした（１７年間） 女性 

80歳代以上 

 

 

 

 

 

 

 



１０３ 

 

②清川地区 

記述内容 性別・年齢 

○介護 男性 

70歳代 

○趣味の延長で、文化庁からの邦楽教室を公民館で指導しています。５人の先生 

で、邦楽スクールコンサートで演奏のボランティアをしています。 

女性 

70歳代 

 

③波岡地区 

記述内容 性別・年齢 

○契約社員（臨時講師） 女性 

20歳代 

○有料老人ホームの調理（週３回、朝食のみ）、５時～１０時（５時間） 女性  

70歳代 

 

④岩根地区 

記述内容 性別・年齢 

○設計 男性 

60歳代 

○介護施設の管理職 女性 

70歳代 

 

⑤鎌足地区 

※該当なし 

 

⑥金田地区 

※該当なし 

 

⑦中郷地区 

記述内容 性別・年齢 

○看護師 女性 

50歳代 

 

⑧富来田地区 

記述内容 性別・年齢 

○幼稚園教諭 女性 

30歳代 

○寺院 男性 

60歳代 

 

 



１０４ 

 

＜問16）問15で1～5、8とお答えの方（専業主婦、主夫、無職以外の方）に、おうかがいします。通

勤・通学先はどちらですか。＞ 

①木更津地区 

記述内容 性別・年齢 

○本社は千葉市で、１月ごとに木更津市と君津市にある営業所で勤務。 女性 

60歳代 

 

②清川地区 

記述内容 性別・年齢 

○埼玉県 男性 

30歳代 

 

③波岡地区 

記述内容 性別・年齢 

○木更津、君津、川崎、田園調布、山形（東根） 男性 

40歳代 

○栃木県 男性 

60歳代 

 

④岩根地区 

※該当なし 

 

⑤鎌足地区 

※該当なし 

 

⑥金田地区 

※該当なし 

⑦中郷地区 

※該当なし 

 

⑧富来田地区 

※該当なし 

 

 

 

 

 

 

 



１０５ 

 

＜問19）あなたのお住まいは、次のどれに該当しますか。＞ 

①木更津地区 

記述内容 性別・年齢 

○親と同居 男性 

20歳代 

○グループホーム 男性 

40歳代 

○グループホーム 女性 

60歳代 

 

②清川地区 

記述内容 性別・年齢 

○借家 女性 

40歳代 

○実家の古い建物を借りている。 女性 

70歳代 

 

③波岡地区 

記述内容 性別・年齢 

○戸建借家 男性 

20歳代 

○借家（一戸建て） 女性 

60歳代 

 

④岩根地区 

記述内容 性別・年齢 

○貸家 女性 

20歳代 

○借地での持ち家 男性 

40歳代 

○一戸建て借家 女性 

70歳代 

 

 

⑤鎌足地区 

※該当なし 

 

⑥金田地区 

※該当なし 



１０６ 

 

⑦中郷地区 

※該当なし 

 

⑧富来田地区 

記述内容 性別・年齢 

○寺院 男性 

60歳代 

 

＜問20）あなたの家族構成は、次のどれに該当しますか。＞ 

①木更津地区 

記述内容 性別・年齢 

○両親、母方のおばあちゃん、自分 女性 

20歳代 

○同居（友人） 男性 

30歳代 

○夫婦と親 女性 

30歳代 

○親、夫婦 男性 

50歳代 

○兄、甥の３人家族 女性 

60歳代 

○父と息子 男性 

70歳代 

○子どもと２人 女性 

70歳代 

 

②清川地区 

記述内容 性別・年齢 

○嫁、夫、姑の３人家族 女性 

30歳代 

○ひとり 女性 

40歳代 

○母と子 女性 

50歳代 

○３世代（親、自分たち、子） 男性 

60歳代 

○姉と２人 女性 

60歳代 



１０７ 

 

記述内容 性別・年齢 

○母と長女（夫は特養老人ホーム） 女性 

70歳代 

 

③波岡地区 

記述内容 性別・年齢 

○母と夫婦 男性 

60歳代 

○姉妹と同居 女性 

60歳代 

○夫婦、子、孫 女性 

80歳代以上 

 

④岩根地区 

記述内容 性別・年齢 

○夫婦と母親 女性 

50歳代 

○兄弟・姉妹６人で住んでいます。 男性 

70歳代 

 

⑤鎌足地区 

※該当なし 

 

⑥金田地区 

※該当なし 

 

⑦中郷地区 

記述内容 性別・年齢 

○親戚の子どもと二人暮らし 女性 

70歳代 

○夫婦、子ども１人 男性 

80歳代以上 

 

⑧富来田地区 

※該当なし 

 

 

 


