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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 

○ 私も含めて車を運転していない／できない人々が暮らしやすい都市にしていただきた

いと思います。 

バス等の公共交通機関だけで生活することが、難しいと感じる時があります。 

男性 

10 歳代 

○ 遅れてすみませんでした。 男性 

10 歳代 

○ 自然環境を壊さずに人々が笑顔で暮らせるまちづくり、歴史的建造物や文化を壊さず

に残してほしい。 

男性 

10 歳代 

○ 海や川にごみが捨てられているのを見ます。また、道路上にもごみが多くあります。木

更津では５月３０日に「ごみゼロ運動」を行っていますが、年に１回ではなく、月に１回か

らでも良いので、市民全体でやるようにすると良いと思います。ごみがなくなるまでやり

続けます。おそらくごみ拾いに時間をかけたくないという人もいるでしょう。ごみを捨てな

ければごみ拾いをしなくて良いのです。心がけ１つです。また、街路樹や中央分離帯の

雑草が気になります。雑草がなくなれば、ポイ捨ても減ると思います。 

もう１点は、駅前の駐輪場を夜利用するのが気分があまり良くないです。防犯はどのよう

になっているのでしょうか。 

ボランティア活動に参加してみたいので、告知していただけるとありがたいです。 

西口の活性化にも力を入れてほしいです。若いので以前の活気を知りません。父の話

を聞いたりすると木更津は活気に満ちた街です。現在は市外からの住民も増えている

と思うので、「以前の木更津」を！といっても難しいかもしれませんが、駅周辺の催し物

を継続、増加していくのも良いのではないかと考えます。若者の意見であり、実行する

には困難な点があると思いますが検討していただけるとありがたいです。よろしくお願い

いたします。 

女性 

10 歳代 

○ 町中にお店が少ない。 

交通の便が悪い。（バスの本数を増やしてほしい） 

女性 

10 歳代 

○ 駅周辺の充実（スーパーなど） 

車がなくても生活ができるような街づくり 

バス利用のしやすい環境 

車社会からの決別 

女性 

10 歳代 

○ これからも木更津でたくさん撮影してください！ 女性 

10 歳代 

○ スパークルシティ（木更津駅前）６Ｆ 中央公民館前の自習室は継続頂きたいです。 男性 

20 歳代 
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記述内容 性別・年齢 

○ 駅から１㎞圏内は、街路樹を植えたり、アーケードを作るなど、暑さ対策をしてほしい。

田舎なのだから緑が多い方がいい。 

市庁舎は建てなくてよいから、現在の朝日庁舎のように駐車場が広く、買い物ができる

場所を借りればよいのではないか？市民の利便性を第一に考えて、少ない財源を無

駄遣いしないでほしい。 

リモートワークができる仕事はどんどん導入して、コンパクトな市役所を目指してほし

い。建物の電気代など維持管理費の節約もしてほしい。 

議会もリモート会議にして、議場の節減、交通費、エネルギーの削減につとめてほし

い。 

男性 

20 歳代 

○ 学生で木更津に住んで３年目になりますが、車などの移動手段があれば本当に住みや

すい町です。約半年後には木更津を就職で離れることになりますが、転職や家庭を持

つなど機会があれば、また木更津に戻りたいとも思っています。３年という短い間でした

が、実家のある船橋より愛着が持てました。いつか戻って来る時によりよい町になって

いることを祈っています。 

男性 

20 歳代 

○ 妊娠時、出産時のアクアコイン給付等の直接的経済的支援の充実 

妊娠期間中における経済的支援、物品支援等の充実 

公園の整備（遊具の設置、人工渓流（水遊び、川遊び）、動物との触れ合い、アスレチ

ックなど、子どもが自然の中で自由に遊べる場所の確保、整備） 

男性 

20 歳代 

○ 信号機が草で見づらい。 男性 

20 歳代 

○ ・ロフトとクリスピー・クリーム・ドーナツのお店を建てて欲しいです。ご検討よろしくお願

い致します。 

男性 

20 歳代 

○ アクアライン周辺、金田周辺はアウトレット、コストコなど活性化されてきましたが、本丸

である駅周辺がさびしく感じます。今後、駅の発展を期待しています。 

男性 

20 歳代 

○ 車がなくても市内を移動できる公共交通機関の充実。特に太田地区にある飲食店から

木更津駅までの夜間バス等が充実していると多くの飲食店に行きやすくなり、木更津市

内での飲酒を含む飲食をしようという気持ちになる。市内の経済が回るきっかけになる

と感じる。 

男性 

20 歳代 

○ 子育てなどの情報が素早くわかるツールが欲しい。（例：木更津市民のアプリ等）このア

プリには保育園や幼稚園などの情報もあったら便利なのでは？ 

男性 

20 歳代 

○ 率直に言うと、寂れている。東京から程近く、まだまだ発展の余地はあるように思う。特

に駅前等、中心になる場所は「田舎」に見えないようなエリアになって欲しい。アウトレッ

トに大挙して押し寄せる人達を見る度に、増収の可能性を感じる。うまく活用し、財政を

強化し、市民に還元して欲しい。ポテンシャルは有ると思う。期待している。 

男性 

20 歳代 
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記述内容 性別・年齢 

○ 土日祝日のアクアラインの渋滞緩和 ・神納交差点（袖ヶ浦ＩＣから交差点に出るまで）

の渋滞緩和、車線増加 

高速バスの本数増便 

高速バス利用時、金田バスターミナルに寄ってほしい場合のボタンを押すことの徹底

（降りる人が誰もいないのに寄ると、渋滞にはまる） 

回数券（高速バス）の統一（１万円分買ったら、どこの区間の高速バスにのれるように）、

定期券の統一 

防災無線が聞こえない。聞き取りにくい（特に女性の声） 

市役所職員の横柄な態度 

女性 

20 歳代 

○ 木更津って良いよね～。と言われる町でいてほしい。（住みやすい）という意味で！よろ

しくお願いします。 

女性 

20 歳代 

○ 昨年冬に引っ越してきました。車に乗れないので、木更津駅周辺に住めば不便はない

だろうと、駅から徒歩１０分のアパートに入居しましたが、駅の静けさにびっくりしました。

西口にある庁舎が入っているビルも閑散としており、寂しさを感じます。駅周辺にスーパ

ーなどができるととても便利だと思います。 

女性 

20 歳代 

○ 駅前（特に西口側）の発展、賑わいを望みます。特に夜になると、賑わいが少ない分、

暗く感じるので、もう少し１人でも歩きやすいような街並になると良いなと思います。 

女性 

20 歳代 

○ 他の周辺市街地に比べ、街灯の数が少ないように感じます。防犯対策のためにも街灯

の数を増やして頂ければ、安心して夜道を歩けます。ご検討の程よろしくお願いいたし

ます。 

女性 

20 歳代 

○ 以前、君津市に住んでおりましたが、比べるのも何ですが、木更津の方は活気があり、

お店や買い物をする場所も充実しており、住みやすいです。家庭の事情で１年半後に

は木更津から出てしまうのでとても名残り惜しいです。これからも活気ある街づくりに期

待しております。 

女性 

20 歳代 

○ 木更津駅周辺の充実。店が少なすぎる。何故あんなに空きが多いのか。 

主人が高速バスで東京へ通勤しており、東京からの終バスが早すぎて困っている。アク

アラインに電車は通らないのか。開通すれば永住しても良いと言っている。 

自宅から駅までの道は歩道がなく危険。三好屋前の道です。 

ドブ臭い。 

女性 

20 歳代 

○ 給付金配布の際に改めて感じましたが、市役所の対応が後手に回る事が多いような気

がします。職員の方々の処理能力というより、住民データの管理の仕方に問題があるの

ではないかと感じました。（木更津に限った話でもないですが）税金等に関しても払った

にも関わらず下請け業者から電話がくる等、情報のやり取りができていない印象があり

ます。毎日手間をかけ、膨大なデータを処置していて大変かと思いますが、少しずつで

も改善していって頂けたら、木更津の嫌な噂も無くなっていくのではないかなと期待し

ております。 

女性 

20 歳代 
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記述内容 性別・年齢 

○ 祖母が買い物の足に困っている。（貝渕）無料の巡回バスなどあると便利なのにとぼや

いていた。 

西口のシャッター街はどうにかした方がいいと思う。（レトロ感なのはそのままが好きなの

で残してほしい） 蔦屋書店（※ＴＳＵＴＡＹＡではない）が駅前にほしい（大規模な本屋

がほしい） 駅がボロイ 

女性 

20 歳代 

○ 子育て支援の充実を主眼として各事業に取り組んでいただきたい。乳幼児期でいえ

ば、医療や保育園の充実、都市公園という位置づけではなく、子育て支援を主とした公

園の整備をしていただきたい。児童期でいえば、学校教育の充実（タブレットの早期導

入など）。図書館の整備、歩道の整備、青年期でいえば、放課後、安全安心に過ごせ

る公共施設があると共働きの両親も安心することができる。 

男性 

30 歳代 

○ 駅前の休憩スペースを充実してほしい。特に東口。カフェを増やしてほしい。 

低床バスを増やしてほしい。老人やベビーカーなど、車での移動が出来ない人の移動

をしやすくしてほしい。 

信号のない横断歩道があるので、不安に感じる。・歩道が狭いところを広くし、子供が安

全なようにしてほしい。 

男性 

30 歳代 

○ 道路沿いに雑草が繁っていて美観を損ねている気がします。もう少しこまめに整備、清

掃を行ってもよいかと。 

男性 

30 歳代 

○ 住みやすい町、町の活性化。 男性 

30 歳代 
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記述内容 性別・年齢 

○ アクアラインバスで金田の乗り換えができると便利（東京から君津行に乗り、金田で木更

津に乗り換えるなど）。アクアラインバスの東京木更津駅間が少ないので増便してほし

い。アクアラインバスで金曜や土曜（休みの前の夜）は深夜便の木更津行が少なく、終

わる時間が早いので、東京駅発１０時５０分以降の便を増やしてほしい。金田バスターミ

ナルのレイアウトを整えてほしい。乗客の動線や駐車場、案内所の配置がよくない。 

文化水準、教育水準は、隣接市と比較するのではなく、東京、神奈川地域に近づける

よう努力してほしい。 

東京の人から見ると木更津は治安が悪く、ヤンキー暴走族が多い町のイメージがある

（氣志團や、Ｃ－Ｓｔｙｌｅの影響による）メディアの影響でも氣志團や、Ｃ－Ｓｔｙｌｅにより、

木更津市のイメージが悪くなっている。東京からの移住を進めているのになぜ、暴走族

や不良の衣装をしているタレントを（これほどまでコンプライアンスが行政だけでなく企

業にも重視されている世の中で、）木更津市は警察署１日警察官や木更津ふるさと応

援団に起用しているか疑問（地域で暴走族やヤンキーを黙認しているように感じられ

る）文化水準が低い地域と外部から判断されている。 

医療を充実してほしい。君津中央病院など受診できる人数及び君津中央病院の医師

の数を増やしてほしい。深夜や休日医療の受け入れ増加も君津中央病院に強化して

ほしい。 

そごうの跡地の整備を進めてほしい。 

図書館の整備（特に自習室は若者の自習より老人の集まりが優先され、休日に使用が

出来ないことやマイクの音漏れがある。自習室も少ないので） 旧そごうの中の自習でき

る場所も音や声などあり、自習の場所としての整備は未完成である。図書館の書物の

整理や建て替えなど、進めてほしい。また閲覧できる場所が少ない。図書館の建て替

えも含めて考えてほしい。 

木更津駅西口の景観がよくない（古い店が潰れそのままに放置されている）。またアー

ケードは災害で倒れると危険な状態でないかと不安 

水道水において上水の塩素が多い（他の地域に住んでいた時は給湯ポットに塩素が

付着しなかった）。塩素によってうま味も少ない。 

木更津駅前のデジタルサイネージ音量が大きく、朝聞くと不快なときがある。 

アクアラインバスの路線である、木更津駅と金田バスターミナル間が以前より信号が増

え時間もかかり、交通の円滑さがなくなった。 

男性 

30 歳代 
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記述内容 性別・年齢 

○ 待機児童問題（保育園の定数に空きがあるのに入園できない。３年以上待ち、１人は入

園できたが保育料が高い。市外から引っ越してきてすぐに入園している人もいる（我が

家よりポイントが低いはずなのに基準がよくわからない）  

環境問題、道路、側溝の老朽化（道路の砂利が側溝にたまる。側溝が傾き水が排出さ

れづらい、清掃は市民まかせ）いたるところに雑草（見た目が悪い、虫が増える・市の対

応が遅い）  

ゴミ問題 ゴミ袋が高い（値段）、すぐ破れる、分別しても業者は持っていかない（可燃に

入れさせたがる）→高いので外人は袋が買えずゴミ捨てのマナーが悪い→カラス荒ら

す→ゴミの飛散 

市民の質 年寄りと外人のマナーが悪すぎる→不法侵入（多数）、犬の糞尿の処理（敷

地内にされる）リードをしないで大型犬の散歩、外人の騒音、ゴミ等のマナー等。 

木更津には何も魅力を感じないし、全てが中途半端に感じる。市外に住宅を購入すれ

ばよかったと後悔している。魅力ある町づくりをしたいなら税金を有効に使い市民の意

見を多く取り入れるべき。アクアラインマラソンとトライアスロンは迷惑なので今後開催し

ないでほしい。 

男性 

30 歳代 

○ ハザードマップを配布してほしい。駅前の商店街の活性化 男性 

30 歳代 

○ 以前あったような屋外プールがあると良い。袖ヶ浦や君津のような大型遊具のある公園

があると子供の遊びに困らないので、あったら嬉しい。 

男性 

30 歳代 

○ 駅周辺が昔のように発展してほしい。 男性 

30 歳代 

○ 木更津の文学をもっとクローズアップ！！！ 男性 

30 歳代 

○ 市民税が若干高く感じる割に、恩恵を受けている実感があまりない。 

広く整備された芝がある、大きな公園（青葉の森公園のようなもの）ができると嬉しい。 

女性 

30 歳代 

○ 生まれた時から木更津なので、今のこの現状が当たり前だから、どうこうしてほしいとか

はとくに思いつかない。他地区に木更津アピールしても駅前のシャッターの多さ。名前

は知ってもらえても、観光するのはオススメできない。徒歩では無理。やっぱ駅前周辺

がもっとキラキラしないと。金田に力入れすぎ？ 

ゴミ袋安くならないのですか？住民税も高いのに。 

女性 

30 歳代 

○ 子供が遊べる場所や施設を充実させて頂けたらと思います。又、公園の遊具も増やし、

小さい子から大きい子まで遊べる様にして頂けたら嬉しいです。子育て世代の為、子育

てに関することが手厚くなることを希望します。 

女性 

30 歳代 
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記述内容 性別・年齢 

○ 企業誘致や移住・定住の推進を期待します。都心アクセスや住みやすさをアピールす

るべき。 

個人的には働きたいけど魅力的な企業がなく都心へ雇用が流れてしまっている。若い

世代が住みたいと思えて、雇用創出を進めないと、また一昔前の廃れた木更津に戻っ

てしまう。せっかくの最近の盛り上がりをキープしたい。 

木更津駅前（駅舎の外観含む）ダサくてＴＶで映るとがっかりします…。 

女性 

30 歳代 

○ ０才児の子どもがいますが、予防接種（ロタウィルスなど）が高額です。令和２年度中に

助成されるそうですが、もう少し早めて欲しかったです。子育て支援センターネウボラで

は赤ちゃん広場など利用させてもらい、育児の疲れが少し癒えました。子育て支援、重

要です！ 

コロナウイルスの発生状況、地域など細かく知らせて欲しいです 

助成金や補助金、手当てなど君津市や袖ヶ浦市と異なる場合がありますが、四市（袖ヶ

浦、富津、君津、木更津）で足並みをそろえて不公平なく市を活性化させていってほし

いです。 

女性 

30 歳代 

○ 図書館の資料を充実させてほしい。 

近隣市を比較して、がん検診の負担額が高いと思うので見直してほしい。 

市内を循環するシャトルバスなどがあると便利だと思う。 

女性 

30 歳代 

○ 市からのお知らせがとても聞きとりにくい、内容がわからない（ゆっくり話してはいるが声

が割れている）。 

コロナ感染が心配な時‥まだまだ対策不足を感じます。 

観光地化を目指しているのでしょうが…どこも中途半端に見えます。 

個人商店＋市の協力などが見えてこない。 

先日母は病気（ガン）の為、医師にすすめられ肺炎球菌ワクチンをしたが６５才になって

なかった為、市からの補助金はなしと言われました。コロナ時代の今…持病ある人への

対応があっても良いと思います。 

女性 

30 歳代 

○ 毎年毎年新しい発見と人の温かさを感じる魅力的なまちである事は間違いないと思い

ます。子供から大人、障害のある人、高齢者、みんなが気軽に声をかけ合い思いやりに

あふれたまちづくりを期待します。新型コロナウイルスの対応など、日々の業務に追わ

れ忙しいと思いますが、このような機会を設けて下さりありがとうございます。一市民とし

て皆さまのご活躍を期待しております。 

女性 

30 歳代 

○ 駅前のシャッター街をどうにかした方がいいと思います。行きたいと思えないので。 

住宅の税金が高すぎると思います。 

女性 

30 歳代 

○ 医療の充実、特に土日の個人病院がもっとやってくれると、平日勤務で夕方間に合わ

なくても行けると思います。 

東京・神奈川へ１ｈ程で行ける便利さを利用して地域活性化をアピールしたいです。 

女性 

30 歳代 
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記述内容 性別・年齢 

○ 木更津の名はとても有名ですが、駅前に降りた時に、シャッター街になっているのがす

ごく気になります。車で観光している人は、特に分からないかもしれませんが、公共交

通機関を利用している人は、活気の無さにびっくりするのではないでしょうか？木更津

という名ばかりが、１人歩きしている感じがします。もう少し、駅前の開発をした方が良い

と思います。 

女性 

30 歳代 

○ 図書館をもっと充実してほしい。 女性 

30 歳代 

○ 図書館の蔵書を増やして文化的な充実も検討してほしい。 女性 

30 歳代 

○ 子育てしやすい環境づくり（支援センター充実、保育園の環境整備、救急医療体制の

見直し、医療費無料、公園の整備、図書館充実）をお願いします。 

女性 

30 歳代 

○ 道路の整備（ボコボコの道が多い） 

団地内等のカーブミラー増設 

女性 

30 歳代 

○ 子育てのしやすいまちづくりに期待したいです。陣痛タクシーの設置（破水した私は内

緒でタクシーに乗り（（汚さないかと））不安な道のりで病院へ）、出産祝いでゴミ袋の配

布（オムツでたくさんゴミでるのにゴミ袋が高い）、小さい子供優先の避難所（台風で避

難した時、８ヶ月の子をつれて行き動くし、騒ぐし…ゴキブリもでて…小さい子のいる所

ならそこまで気にしないのにと思いました）、水あそびのできる公園（君津や袖ヶ浦には

あるのに…コロナで支援センターも人数制限している今、こういう公園があったらいいの

にと…）、保育園不足の解消 

女性 

30 歳代 

○ 安心、安全に暮らせる街づくり、災害に強い街づくり ・人が集まる、活気のある街にし

ていただきたいです。 

男性 

40 歳代 

○ 街中探検等の子供が参加出来るイベントの充実。 

金田に集中しすぎている、お店の分散。 

男性 

40 歳代 

○ 特にありませんが、防災の放送が全く聞こえません。改善してほしいです。 男性 

40 歳代 

○ 現在、市内で十分生活できる木更津市。巨大ショッピングモール・巨大アウトレット・コス

トコやネットショッピング等で市内を出ることなく十分である。市内に不足しているのはモ

ータースポーツを観戦する施設、イベントの企画・施設、オスプレイが嫌いな人もいる

が、好きな人もいるので自衛隊航空祭等のイベントを年２回実施。マニアックな趣味を

持っている人々が集まる場所を作る。 

新市庁舎を建てないで、駅前のアクア木更津を市役所にする。その役所の人たちだけ

でも駅前が賑わう 

男性 

40 歳代 
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記述内容 性別・年齢 

○ 交通に対する安全対策として、信号機の設置、信号機の変更（歩車分離式へ）、歩道

のガードレール設置、自転車レーンの整備。 

健康促進対策として、ランニングのモデルコースを作る、サイクリングのモデルコースを

作る。 

駅前ロータリーの再整備として、西口と東口で機能を分ける。高速バスは西口に集約。

東口のバス降口付近が一般車両の待機と重なり危険。 

男性 

40 歳代 

○ 金田地区の更なる発展と木更津駅前（特に西口）の再開発に期待しています。 

アクアコイン事業やオーガニックシティ事業は期待できないため、早めに中止した方が

よい。 

このアンケートも紙で行うと経費もかかり、集計にも人手と時間がかかるので、Ｆｏｒｍｓを

使うなり、電子化した方がよい。 

男性 

40 歳代 

○ 市民が多様化してきて、市のあるべき姿、求められる姿も変化する必要があると考えま

す。多岐に渡る支援を日々検討され、ありがとうございます。 

男性 

40 歳代 

○ 図書館の蔵書の充実。 男性 

40 歳代 

○ 木更津ではもう１０年ほど暮らしていますが、仕事、旅行、買い物など色々アクセスしや

すいので暮らしやすいです。気になるのは車での運転マナーの悪い方が多いと感じて

おり、夕方の市街地で危険な目にあった事が多々あります。木更津イオンにより、涼しく

快適な買い物が出来るようになりましたが、木更津駅周辺、特に西口から海沿いまでが

特に魅力が無く、道も細く通りづらいです。今後木更津西口が賑やかになって欲しいと

思っています。 

男性 

40 歳代 

○ 基本的に期待していないが、税金をまちづくりの為に有効活用はしてほしいとは思う。

まちづくりに対して、ポイントを絞って実施していってほしい。ボランティアをやっている

が、正直お金もないのに何故そんなところに金を使うのか意味がわからないと感じること

がある。 

男性 

40 歳代 

○ 人としての振る舞いを大切に。 男性 

40 歳代 

○ 木更津駅港口の空き店舗など、さびしい感じがします。駅前をもっと充実させてほしい

と思います。 

女性 

40 歳代 

○ 子供が安心して遊べる場所が少ないので公園の整備と自転車と歩道を分ける、もしく

は歩道を広げる等登下校の道の整備をお願いしたいです。朝、一人で登校は危険過

ぎてできないのが現状です。 

女性 

40 歳代 

○ 安心して暮らせるまち、活気のあるまち、どの年代の人も暮らしやすい町づくりをしてい

ただけたらと思います。 

女性 

40 歳代 
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記述内容 性別・年齢 

○ 西口や駅前のシャッター街を再生してほしい。若い人でも独立しやすい環境を作って

盛り上げていけたらいいと思う。東口もロータリーが狭くバスやタクシーの運転が怖いの

で、広く整備して一般車と分けてもらえたら観光客も走りやすいと思う。ホテルもできて

いるからもっと木更津の良さが伝わる店や情報発信できるＳＮＳなど活用していくと更に

良くなると思う。子供を育てやすい街であってほしい。文具などの店が駅前になくなりさ

みしい。 

女性 

40 歳代 

○ 公園のトイレ、ドアが壊れているなど、ずっと使用禁止のテープが貼ったままで、そのま

ま。気味が悪いので早く直してほしい。子供たちが怖がってトイレに行かず、我慢して

帰ってくる。貝渕公園です。 

女性 

40 歳代 

○ 情報発信が薄いし、面白み、関心事が少ない。言葉の羅列で意味がなく感じる。（ＨＰ

やＳＮＳ系）木更津市を変えたい、潤したいと役所や団体が思うのであれば、市民に寄

りそった情報を提供してもらいたい。周りをみても仲良しこよしで、その場に生きている

だけで市の活性化とはほど遠く、一部の人間だけが一所懸命取り組んで情報に取り残

されている人は蚊帳の外な気がする。若い世代が活動、活躍できる事の大幅強化が必

要だと思う。 

女性 

40 歳代 

○ 木更津駅前のロータリーの改善をお願いします。車社会にも関わらず、自家用車の送

迎車の停車場所がないため、バス・タクシー・自家用車が入り乱れて危ないです。 

女性 

40 歳代 

○ 一斉放送が聞きとりにくいです 

特別定額給付金の振込時もそうでしたが、何に関しても近隣の市よりも対応が遅いと思

います 

女性 

40 歳代 

○ 色々な店が出来ていて、市外や県外のお客で少しは市の財政が以前より良くなってい

ると聞きました。市民への還元などあるといいと思う。 

それと、市民税が上がるのでは？というのをよく聞くのですが、どうなのでしょうか？ 

子どもを産みたいと思っているのですが、安心して育てていけるのか不安もあります。

子育て支援は、十分なのかとかも気になります。どんどん良い市にしてください。 

女性 

40 歳代 

○ 更に住みやすい町になってはほしいですが、自然を壊してばかりは、避けてほしいで

す。自然もあった上での便利さや、快適な木更津市であってほしいです。大都会になる

必要はないと思っているので。 

女性 

40 歳代 

○ うちの近所で燃やす人がいてすごく困っています。お年寄りの方なので、何度注意して

もわからないみたいなので、広報で罰金などを載せてほしい。 

女性 

40 歳代 

○ 移住して３年目です。木更津市へ越して来て本当に良かったと日々思っています。 女性 

40 歳代 
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記述内容 性別・年齢 

○ 鳥居崎のプール（百目木のような）がなくなったので代わりの市民プールを作ってほし

い。 

君津や袖ヶ浦のような子供が遊べる大きな公園がほしい。 

東高の前の道を利用して子供が登下校しています。歩道が狭く、帰宅時は路上駐車も

多くそれを避けるため子供が車道に飛び出します。ガードレールを作るなど子供の安

全への配慮をお願いしたい。 

第１小学校通学路のみよし団子屋さんの踏み切り、横断歩道（信号なし）は狭いし、危

ない、整備してほしい。 

木更津郵便局前の路上駐車が多くて困ります。 

支援センターが少ない。 

君津中央病院にかかりたくても断われる、忙しいのはわかるが…。病床の増加や、同等

の病院を作ってほしい。 

このようなアンケートを実施していただくのはありがたいです。 

女性 

40 歳代 

○ 空き地の草がぼうぼうですごく嫌だ。学校が近くに多くあるが、マナーが悪すぎる。ポイ

捨て（学生に限らず大人も含めて。）や、飛び出し等。ほんの小さな事だが、小さいこと

も必要かと思い書かせていただきました。 

女性 

40 歳代 

○ 交通網の整備、バス代を安くしてほしい。駅前に無料、もしくは１日２００円とかの大型駐

車場を造ってほしい。市内に無料Ｗｉｆｉスポットを増設してほしい。 

女性 

40 歳代 

○ トラブルを抱えた時に、お役所の流れ作業ではなく、きちんと相談でき、解決に希望を

見出せるような窓口や機会を作って欲しいです。もし、市役所のお仕事が弱者である市

民寄りなのであれば、様々な被害で苦しんでいる人達が救われるような窓口を広くして

欲しいです。そのような場所があれば、救われる人が沢山いると思います。 

女性 

40 歳代 

○ 障害者・高齢者の方が通院、買物、人工透析等々に行く為の交通の便を充実させて欲

しいです。困っている人が沢山いる。 

ポイ捨が多く道路や空地等がゴミで汚く、「汚い街」だと思う。もっとキレイで住むのに気

持ちが良い街になってもらいたい。※他県から来る親戚も汚い街で驚いている。 

女性 

40 歳代 

○ 災害が増えていますので、防災ハンドブックなどがあると良いかも知れません。（ハザー

ドマップは持っています）よりよい木更津市になるよう、ご尽力の程よろしくお願い致しま

す。 

女性 

40 歳代 

○ 下品なイメージが減ると良いと思う。 
女性 

40 歳代 
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記述内容 性別・年齢 

○ 駅周辺（東口・西口）は飲み屋が充実していると思いますが、全体的に活気がなくバス

や電車を利用するだけの場所に成り果てているように思えます。元そごうのような土台

をもっと積極的に活かしてほしいです。あと駐車料金が高いので気になるカフェがあっ

ても気軽に寄れないです。お店を利用した際、駐車料金を負担してくれる等（もちろん

店側に負担かけず）対策してもらえると助かります。 

女性 

40 歳代 

○ 山が削られ、緑がなくなり、木更津の景色が変わりとても残念に思います。外に出れ

ば、（信号がすぐに変わるので）車に気をつかって横断歩道を走らなくてはいけない場

所が多すぎます。子供達が安心して遊べる場所が本当に少なくなりました。大切な事は

沢山ありますが、子供達や高齢者の立場（目線）をよく考え、木更津市に住むみんなが

人にやさしく、安心して過ごせる様な町づくりにもっと力を入れて頂けたらと思います。

よろしくお願い致します。 

女性 

40 歳代 

○ 子供達が楽しく遊べる広大な公園整備。 男性 

50 歳代 

○ 木更津に住んで木更津は割と有名な事をＴＶや情報誌等で知りました。近隣に対して

はメディアを中心に情報発信されている様に思いますが、正直、市自体の発信力（全

国に向けて）は弱い気がします。正直、「観光、商業施設」など県外から集客できる要素

はあるのに、発信力不足で発揮されていない気がします。他任せにせずにもっと積極

的にするべきです。あと防災に対して危機感があまり感じられませんので大きく活動す

るべきだと思います。 

男性 

50 歳代 

○ たくさんの商業施設ができて住みやすい町になってきました。子供たちがずっと住み続

けたいと思えるような町になるようがんばって下さい。 

男性 

50 歳代 

○ 木更津市内、まだ街灯の少ない場所などあるので、防犯、交通事故など未然に防ぐ為

多く設けたら良いと思います。 

男性 

50 歳代 

○ 下水道の普及が進んでないように感じる。 

防災無線について 防災情報がほとんど自宅では、聞き取れない。ＦＭ無線等を利用

した、防災ラジオを市民に配布しては、どうだろうか？ 

男性 

50 歳代 

○ 昨年度は台風により、本年度はコロナ等で職員の皆様方には、毎日大変な日々でお

疲れの事と思います。ありがとうございます。私の両親も近年、年をとりまして、買物、病

院は私が仕事の休みに送迎しています。西口に昔の様な、小さなお店が近くにあった

らと、いつも思っています。親の理想ですが！！ 

男性 

50 歳代 

○ プラスチックのリサイクルを促進できるように、プラスチック種の分別の加速、プラスチッ

ク再利用のしくみ作り、サーマルリサイクルではなく、マテリアルサイクルを実現、加速で

きる、活動に力を入れていただきたい。 

市内の交通事故を減らせるように、ミラーの設置、一時停止線の設置＆更新を強化し

てほしい。 

男性 

50 歳代 
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記述内容 性別・年齢 

○ 広域公園の設置及び既存公園の遊具の充実。 

金田地区以外の開発。（特に木更津駅前の発展） 

コミュニティーバスの新設（小さくてよいから運行本数の増） 

街灯の増設、公番の増設。（特に新興住宅地への設置） 

男性 

50 歳代 

○ 運転マナー 男性 

50 歳代 

○ 今、伊豆島の方で大規模な工事をしているが…。何ができる？この様な情報はどこで

入手するものか？請西南のマックスバリューの下にできた大きな建物も何だろう？コロ

ナに関しても、もっと詳細な情報を発信できないのか？市長の声明は何ひとつ聞こえて

こない。オスプレイについても、いったいどうなっているのか？町づくりも大事だが、開か

れた情報発信にもっと期待します。現状は不十分で大いに不満、不安です。 

昨年の台風の復旧も遅い。道路標識がいまだに倒れたままのところが多い！ 

住宅の保障も、もっと手厚く、市独自のものを出してほしい！ 

男性 

50 歳代 

○ 市はスポーツ少年団等（サッカー野球バスケットｅｔｃ）の充実にまったく力を貸してくれ

ない。 

男性 

50 歳代 

○ 市内の交通を充実させてもらい、早期免許の返却に助力してほしい。市営など。 

災害（地震、台風等）に強い市の確立。 

男性 

50 歳代 

○ 市道等の周辺の除草をしっかりしてほしい。 

防犯の強化。 

男性 

50 歳代 

○ アクアラインを起点に、通勤、通学、アウトレット、コストコ、観光が飛躍的に進歩してい

ると感じます。住み易さもそれに伴って高まりつつあると思います。強いて言えば、相変

わらず、自衛隊と製鉄会社の街というイメージが残っているので、第３の起業を進めて

いければと思います。アカデミアがその目標を揚げていたのでしょうが、うまくいってい

るとは言い難いと思います。コロナ、在宅の期間に対応した宅配、通販などを呼び込む

のも１つだと思います。コストコ、アウトレットは来てもらう施設ですが、木更津から関東圏

さらには航空アクセスを利用した全国ネットワークが成功する可能性としては高いと思

います。→偉そうにスミマセンです。 

男性 

50 歳代 

○ 木更津市は観光事業が弱いと思います。他県から知人が遊びに来ても、案内する所が

少なすぎてすぐ飽きてしまう（行く所がない）。せっかく自然があるのだから、自然を使っ

たアクティビティーや施設を増やした方が良いと思います。食事も、観光地値段で美味

しければ良いが、たいした事がない店が多い！！（味覚は人それぞれだが）他県から

遊びに来た人達に自信をもって紹介できる店が少ない。 

なぜ市営プール（屋外）をなくしたのでしょうか？このままでは泳げない子供達が増える

と思う。（みんながスイミングスクールに行ける訳ではない） 

男性 

50 歳代 
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記述内容 性別・年齢 

○ 木更津駅前の商店街を、増やす。 

芸能人を呼ぶ。 

スポーツイベントを増やす。 

男性 

50 歳代 

○ ゴミの分別は適正か？焼却を考えるとプラごみは燃えるゴミに含めたほうが良いという

話も聞く。 

市役所は建設するのか？正直、今の形が使いやすい。 

市役所職員の正規雇用を増やすなど、安定した行政に取り組んでほしい 

男性 

50 歳代 

○ 考え方の視点を「若い世代に住んでもらえるように」としては？それには出産から子育

て、教育（付帯）環境、スポーツや文化活動施設等々、それらが公的だけでなく民間誘

致も合わせて充実してほしい。 

それと、木更津を代表するものの多くは「みなと口」にありますよね、潮干狩りにしても八

釼も証城寺もキャッツアイも、そして何と言っても内港、年間を通して一日中滞在できる

ような憩いの場に整備したら、廃れた駅からの道すがらも徐々に街並みも良くなってい

くと思います。たいした意見ではありませんが、調査結果報告書のためのアンケートで

はなく、本当にまちづくりにつながることを祈念いたします。 

男性 

50 歳代 

○ 大雨になると水路があふれるのが心配です。低い所に今のうちに何か対策をして欲し

いです。 

農家の高齢化で田畑がそのままになってしまわないように、グループでお米や野菜を

作るような活動をして欲しいです。 

女性 

50 歳代 

○ ゴミの分別収集について。富津市の５０音順品目別一覧表が具体的でわかりやすかっ

たです。スミマセン 

女性 

50 歳代 

○ 木更津を魅力あるまちにするために文化施設、図書館などを充実させることも必要であ

ると思います。イベントの充実ばかりに偏っているように感じます。木更津が魅力あるま

ちになるよう期待しています。協力できることは協力しようと思っていますのでよろしくお

願いいたします。 

女性 

50 歳代 

○ 祇園にもスーパーを！ 女性 

50 歳代 

○ 木更津駅周辺活気のある町 女性 

50 歳代 

○ 君津市などが既に対応している“寡婦みなし控除”に他市同様に対応してもらいたい。 

市のホームページへ高速バスについての掲載をするのであれば市民への運賃割引な

ど更なる連携をすべきでは？現状広告状態に見えてしまいます。 

女性 

50 歳代 

○ 都市機能分散ニーズに対して、非常に有利な立地と考えている。コロナ後の生活スタイ

ル、仕事のスタイルに積極的な対応をし、魅力ある都市にして欲しい。 

男性 

60 歳代 

○ 西口を昔のように花街にして下さい。西口の復活、発展はそれしかない！ 男性 

60 歳代 
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記述内容 性別・年齢 

○ 全国的に行政と市民が一体化する事業計画が成果を出してないように思える。行政と

市民が乖離している。市民アンケート調査結果に基づいて街づくりを希望いたします。 

男性 

60 歳代 

○ コロナの時ですが、市長におかれましては、充分体に気を付けて御仕事を頑張ります

様に。 

男性 

60 歳代 

○ 高齢者の福利厚生の充実…他自治体で実施している、バス・タクシー（介護タクシー）

の無料化等 

地区の市政活動者の活用…民生委員、市政協力員、防犯委員の活動がほとんどされ

ていない（誰なのかもわからない） 

男性 

60 歳代 

○ 町全体を市民が参加して手を加えた町づくりにできたらと思う。市民全員が家の回りだ

けでもきれいにしたら木更津市がいい町になってくれると思う。全員でやらなくても家の

回りをきれいにしよう運動があってもいいのではないかと思う。少しの時間市民一人一

人が心がけて雑草のない町にしていきたいと思う。 

男性 

60 歳代 

○ 町づくりを発展させるにあたって案がないのか、動かないのか、市内の動きが感じられ

ません。たとえば富士見通りがゴーストタウン通りなのに何かの工夫をするとか、日曜日

軽トラ朝市を行うとか、せっかくアーケードがあるのに、それと港町なのに市場が活性し

ていない。茨城のなかみなとの市場のようにすれば他県よりたくさんの人が訪れると思

いますが、とにかく工夫がなく、交通の動線も中途半端ですね。動いて下さい。工夫し

て下さい。他の自治の町づくりを木更津まちづくりに変えて発展させて下さい。 

男性 

60 歳代 

○ まだ、木更津市に引越しして日が浅い。これから期待する事を発信します。 男性 

60 歳代 

○ 若者が地元で働ける環境づくり及び就活イベント情報発信 男性 

60 歳代 

○ 川や道路脇などの草刈などが少ない。歩行者などが草影などで見えない。 

他県ナンバーの車が増える事はいいが、ほとんどマナーが無い。 

公園などの遊具が少なすぎる。公園などにおいて、ペットの糞の始末がなってない。ま

だまだ他にもありますが次回に！ 

男性 

60 歳代 

○ 木更津市の多様な取り組みの内容をもっと積極的に市民に伝えてほしい。私としては、

今まで必要感がそれ程無かったのですが、定年を迎え、時間に余裕ができるようにな

り、木更津市の中で何かやりがいを持ってやれる事があればやりたいと思っています。

ただ、どういうものがあるのかがわかりませんし、正直調べるのもおっくうなところがありま

す。勝手ですが、もっと市の方でアピールしてもらえればと思っています。 

男性 

60 歳代 

○ 市役所は今のままで良い。 

空き家の徹去。空き地（所有者不明）の整備。 

男性 

60 歳代 
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記述内容 性別・年齢 

○ パソコンが普及している現在だが、全ての人が活用出来るわけではない。広報誌など

での情報を受けたい人は多く居るはずです。（自分もインターネット環境はありません）

自分は市政協力員としていろいろお世話になっていますが、ますます近くに感じられる

市政を宜しくお願いします。自治会からの要望としていろいろ提出しています。是非、

市民の声として取り上げていただくことを望みます。 

男性 

60 歳代 

○ 木更津市に居住して、十年強、余りに無知すぎてアンケートに協力できたか、疑問で

す。 

ただ、気付いた事は街中に緑（公園等）が少なく、道路は外灯が少なく、街が暗い様に

思います。 

市施設においては、今後更新（建て替え）される物件がいくつかあると思うのですが、立

地・構造等、専門家の意見を取り入れて、市民に愛される施設にしてほしいと思いま

す。 

男性 

60 歳代 

○ 図書館を充実させてほしい。 女性 

60 歳代 

○ 長い間住んでいますが、あまり変ったように思えません。年齢とともに不便を感じることも

多くなりこの先が気がかりです。 

女性 

60 歳代 

○ 芸術文化の施設がないので早急に作ってほしい。 

島田川が、土砂や流木、ゴミ等で川幅が狭く、草、木が繁茂して、林のようになっている

為、災害の発生の恐れあり。 

防災無線が聴きとれないので、機器の交換を希望します。 

バスの本数を増やしてほしい（富津線） 

駅前駐車場の無料化 

オスプレイ配備反対 

おいしい水の供給 

街灯が少ない 

女性 

60 歳代 

○ 木更津は文化的な素要が低い。文化人、文明人と言える人が少ないし、重要視されて

いない。音楽や歴史的な書籍の著作者など大切にしていない。木更津出身の音楽家

や小説家、アスリートを育成する努力をしていない。才能ある子供達を伸ばす場を作ろ

うとする努力をしない。役所の人間が木更津在住の人が少ない。他市の人ばかりだか

ら、木更津の人間の事なんて、どうでもいいのでしょうね。 

女性 

60 歳代 

○ 木更津市役所がいつまでも仮の建物のままなのは、どうなのでしょうか？大きな災害が

いつ発生するのかわからない今、木更津市の中心となる場がまず必要な「まちづくり」

だと思います。 

木更津市民会館は、大ホールは、どうなっているのでしょうか？建物はあるが、空き家

状態では良好な景観とは言えないと思います。 

女性 

60 歳代 
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記述内容 性別・年齢 

○ もっともっと人口増加（転入、企業誘致など）を図るべく、目先の事にこだわらず、一つ

ずつやれる事をやり、つぶして、より良い木更津市、住み良い環境作りを期待します。 

女性 

60 歳代 

○ 少し前のことですが、新潟県の小さな市（当時は人口３万、今は合併してもっと増えて

いる）の図書館に行ったことがある。木更津より小さな市であるのに、施設が充実してい

た。通いたくなるような立派な図書館であった。木更津市もゆったりと本が読める施設を

ぜひ考えて頂きたい。 

女性 

60 歳代 

○ 私の交通手段は自転車か徒歩です。いつでも自由にちょっと遠くまで行動できるように

市内循環バスがあると便利でありがたいと思っています。 

私の住んでいる幸町地区は、大雨が降るとドブが雨水であふれ道路が冠水してしまい

ます。先日ドブの砂を大掛かりに取っていましたが、どこの砂を取ったのかさっぱり効果

がなく、がっかりでした。小学校の通学路なので、これから大雨が降ると心配です。 

女性 

60 歳代 

○ 金田の開発はとても良いと思います。海ほたる、三井アウトレットモール、コストコをよく

利用させていただいています。アウトレットモールについては造ってくれてありがとうと言

いたいです。私はよく障害者福祉課を利用していますが、職員がとても優しく親切なの

で市役所は大好きです。いつもありがとう！！ちなみにキャラクターのきさぽんが大好き

です。とても可愛いと思います。 

女性 

60 歳代 

○ 木更津市に市民文化ホールが無いと言う事が不満です。予算が無いと聞きますが、近

隣にあるので初めからカットされているような、やる気を感じません。他はどこも不便で

す。未使用の形ばかりの建物をいつまでも残しておくな！と日々思っています。 

女性 

60 歳代 

○ 環境整備…公園や道路、歩道などの雑草※きれいな木更津市・「ゆずりあいの精神」

の涵養 

右折車に道を譲る。横断歩道に人がいたら停止 ※やさしい木更津市 

女性 

60 歳代 

○ 新聞を取るのをやめたら、広報きさらづが入らなくなりました。毎月見たいと思います

が、どの様にすれば見られますか？ 

大きい商業施設もよろしいですが、駅前がさびれて長くなり、電車から降りても何かさび

しいです。早く駅前通りを賑やかに（木更津の中心です）してほしいです。 

女性 

60 歳代 

○ 都内から木更津市に転居して来て、一番驚いた事は、道路に雑草が生えていた事で

す。道が狭くなる程伸びている状態に『田舎』を感じました。おしゃれな街路樹があって

も雑草がイメージダウンになります。市民一人一人が街を整えようとする気持ちになって

ボランティア活動などで処理していけたら素敵な街並みになると思います。子供たちに

も幼少期からこの感覚を身につけてもらいたい。 

女性 

60 歳代 
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記述内容 性別・年齢 

○ 江戸前の港町をコンセプトにアピール。 

商店街の他、星空観測、生涯学習、コンサート等が出来る明るく開けたバリアフリーな

ホールがほしい。（街中に）  

クルーズ船も定期的に安価で運航（ナイトクルーズ等）  

道路整備や街灯設置等で交通事故を減らす。 

発電用風車でイメージアップ。 

高齢者の雇用の場創出。 

避難所の整備及び周知。 

女性 

60 歳代 

○ 質問事項が多すぎます。これでは誰も回答しないと思います。簡単な質問にお願いし

ます。 

ＰＲ不足 

ＩＴによる申請簡略化、業務のスピード化。 

女性 

60 歳代 

○ 木更津港ですが、ロケーションの良い場所に砂利船があるのは観光客の見映えも悪

い、ヨットとかクルーザーを置くほうが、観光客映えすると思います。横浜の逗子マリー

ナ、葉山マリーナのように、砂利船は見えない奥におくべきだと思います。 

女性 

60 歳代 

○ 図書館の充実を。近隣の市と比べても木更津市の図書館は狭く、蔵書も少ないです。

年代を問わず図書館は教育にとても大切なところです。もっと充実させてください。 

小学校周辺の交通安全の確保。例えば二小前の通りをバスが通っています。迂回でき

ないでしょうか。 

広くて安全な市役所を市民が活用する場です。借用を続けて費用はどうなのでしょう

か？警察署、消防署の近くにしっかりした市役所を建ててほしいと思います。 

女性 

60 歳代 

○ 私とも木更津に移り住み４０年近くになります。その頃に比べるとかなり街並みの風景も

変わりました。駅前近辺の活気のなさに驚きを感じております。今住んでいるところも道

幅が狭く、車の出入が不自由で事故も起したことがあります。農道がそのまま使われて

いるからです。広くなるとのお話で２３年前に購入した家でしたが、何の進展もなく町内

は空き家が増えています。このような狭い道が広くなる日はあと何年待てば実現できる

のでしょうか。３５年前に市民アンケートに答えるチャンスがあり書きこんだ覚えがありま

す。そのころは市街地の歩道の危険性を感じる子育ての最中でしたので一言書いた覚

えがあります。今度は、老後を考える年になり、進展のないまま空き家になってしまうの

かと思うと残念で仕方ありません。子供達と住むはずの家が道幅の狭さのため、大きな

車が入れないと不便さの為に残念しなければならないのです。朝日２丁目の迷路のよう

になっている道を一刻も早く広げてほしいです。 

女性 

60 歳代 

○ 交通信号機の（時差信号）の右折時間が短い（２～３秒で変わる場所が多い（車が２～

３台ぐらいで変わる）） 

取り締り、影で見張っている。特に一旦停止 

男性 

70 歳代 
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記述内容 性別・年齢 

○ 特にありません。宜しくお願い致します。 男性 

70 歳代 

○ 中心市街地の活性化を早急に進めてください。 

木更津のふるさとナンバーの取得。 

男性 

70 歳代 

○ 全国的に自慢できる木更津市、又、いきいきとした生活できる市に努力していただきた

く思います。 

男性 

70 歳代 

○ 首都・東京に近い上、海や山に囲まれて自然豊かで住みよい所だと思います。 

少子高齢化は進んでいますが、若者達が子育てしやすい環境づくりに力を入れてゆけ

ば、人口も増えていくと思います。 

政策をスピーディーに進めてほしいです。１年があっと言う間に過ぎていくからね。さす

が「木更津市役所、職員」と言われるように！ 

男性 

70 歳代 

○ 交通公園の海側の柵がテープで補修されていて、貸し出している自転車が古くてここ

で交通安全の指導しているのを見ると、ガッカリします。子供達の為にぜひ整備してほ

しいと思います。近くに住んでいるので早く整備される事を願っています。 

男性 

70 歳代 

○ 排水、道路が整備されないままになっている。予算がないのかもしれませんが、市民会

館、公民館（中央公民館）危険といいながらずっと手付かずになって居り、道路も無駄

に作っているように見えます。市長の存在が明確ではないように思えます。古い議員に

押されているのでは…。 

女性 

70 歳代 

○ 税金を安くしてほしい。（固定資産税他高齢者） 

袖ケ浦のようにスポーツ施設を充実してほしい。 

農業も活発化して自給率を上げてほしい。（日本全体） 

高校生以上の医療費も安くしてほしい。 

女性 

70 歳代 

○ まちづくりには程遠いと思いますが、散歩中の犬の「フン」どうしたらきれいな「道」になり

ますかね。気持ちよく散歩がしたいです。 

女性 

70 歳代 

○ ますます高齢化が進むので、健康で長生きを目指せるよう、公民館や体育館を使って

（空ビル）健康体操教室を定期的に開いてほしい。 

女性 

70 歳代 

○ 漁港の周りにペットボトル、プラスチックのゴミが散乱しています。 女性 

70 歳代 

○ 木更津は、地元意識の強い町だと思います。（特に年輩者） 外から来た人間にもっと

寛容の精神を持つべきです。 

女性 

70 歳代 

○ 大型トラックが多い為、道路がガタガタで、自転車に乗った場合、車道を走るのは危な

い。歩行者専用道路を広くして、自転車も一緒に使えるようにして頂きたい。 

近くの排水溝が雑草や土砂で塞がっている所が多く、大雨の時は床下まで入ってきそ

うで怖いです。 

違法駐車を取り締まって下さい。特に交差点角周辺に駐車しているものについて。 

女性 

70 歳代 
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記述内容 性別・年齢 

○ 木更津は住み良い街です。福祉も細かく行き届いていて安心して生活しています。車

で街を走っていても迷惑運転している人にも暴走車にも遭ったこともなく、お互いに譲り

合って走っています。人のやさしさを感じます。ただ一つ、道路のゴミはほとんど落ちて

いませんが、道路沿いの雑草が背高く茂っていて歩道にはみ出しています。電動自転

車のお年寄がいました。別の所で盲導犬と歩いている人は電柱があるため狭くなった

歩道を通っていました。盲導犬と人間が並列出来ない狭い道でした。とても気になりま

した。清見台東あたり？ 

女性 

70 歳代 

○ 住んでいる年があまり長くなく社会に出ていないので良いアンケートが出来ませんでし

た。 

女性 

70 歳代 

○ 木更津市は、コロナの感染が多いのでとても心配しています。私どもはほとんど家にお

り、外出は控えています。市では対策を放送していますが、市長さんの声が伝わってき

ません。（犯人捜しではありませんが、感染した場所が知りたいです。気をつけることが

できます。） 

女性 

70 歳代 

○ ホームページを見て！！と言われても、パソコン、スマホが自由に出来ず、取り残される

感大。これが、世の流れで、仕方ないことかな？ 

女性 

70 歳代 

○ 防犯パトロールを強化してほしい 女性 

70 歳代 

○ 今の木更津市は希望の持てない市です。変化の激しい時代、発想の転換、２０年３０年

先の先見の明を持って駅回りの発展を希望します。 

女性 

70 歳代 

○ 多目的な公園、庭園、バラ園。みんなが楽しめる、自然にふれ合える大人も子供も遊べ

るところ。そこにはレストランや、屋外ステージ、音楽が楽しめるところがあるといいなと

思います。とにかく遊ぶところがない 「コロナ」で心配な事が多いですが、密にならない

ような空間が出来ると良いです 

女性 

70 歳代 

○ 災害の前後の市役所からのスピーカーが全々聞こえない時があります。 女性 

70 歳代 

○ 真舟郵便局の前に小型のバスでも通してほしい。 女性 

70 歳代 

○ 木更津駅周辺の廃れ様、街の顔だと思うので、活気の有る市街地にして欲しいです。 女性 

70 歳代 

○ 本家本元にあたる「木更津地区」が、空洞化していく流れを抑止する亊業が極めて重

要であると思います。 木更津駅を中心とするＪＲ内房線の高架を実現し山側と海側の

往来自由化を図ることを最優先課題とすべきです。木更津の名祢が泣いています。 

男性 

80 歳代 

○ 人口１３５，８４２人（７月１日現在）の木更津市には他市に比べて、駅前が（特に西口）

が飲食する所が少なすぎる。木更津駅も、袖ケ浦駅や長浦駅の様に改造して総合ビル

にして欲しい。 

男性 

80 歳代 
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記述内容 性別・年齢 

○ 今後の医療機関の充実を期待しています。私事ですが重大な状況が有ったことを記し

ておきます。平成２６年８月東邦病院にて内臓にリンパ腫の異常が判明した。診断書を

頂き君津中央病院に持って診察を受けた。某医師の診断の結果は速度が遅く進む病

気だから安心して良い診断だった。９月、１０月と進みリンパ腫の腫れが現れてきた。１１

月４日入院を命じられました。中央病院には施設がないので鴨川の亀田病院に入院し

ました。その時はステージⅢの終わりに近かった。ステージ（Ⅰ）で発見されてⅢ～Ⅳで

入院し一命をとりとめました。今後の医療の有り方を願う重大な件は、命は急がなけれ

ば（治療を）救われない事を体験しました。 

男性 

80 歳代 

○ 空地や道路に雑草が有り困ります。 

道路の歩道がでこぼこでとても歩きにくいです。 

女性 

80 歳代 

○ 駅前通りが淋しい。改善してほしい。 女性 

80 歳代 

○ 時代の流れで、マンションも仕方ないとは思うが、少しは古くから住んでいる人達の事も

考えてもらいたい。ビル風、本当に迷惑。 

女性 

80 歳代 

○ 災害の時は、音の案内で知せてほしいです。風で何を言っているか、わかりません。 

文化都市を目指す、木更津市、市民会館を一日も早く完成させてほしいです。又、他

都市の会館を借りる時、完成するまで少し（援助）をしてほしいです。 

女性 

80 歳代 

○ 愛着の誇りを感じて居りますので！！今後の木更津の発展してくれる事を希望して居り

ます。 

女性 

80 歳代 

 
＜木更津地区 市民意見概要＞  

・ 「西口の活性化」や「駅周辺の充実（スーパーなど）」等、駅周辺の賑わいや利便性を求める声

も多く見られた。 

・ 「道路沿いに雑草が茂っている」「道路の歩道がでこぼこでとても歩きにくい」「街灯の数を増

やして欲しい」「公園のトイレ、ドアが壊れているので早く直してほしい」等、地域環境の整備

の充実を求める声も多く見られた。 

・ 「子供達が安心してあそべる場所」「大型遊具のある公園」「子育てしやすい環境づくり」「自

然を使ったアクティビティーや施設を増やした方が良い」等、子育て関連施策の充実を求める声

も多く見られた。 
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②清川地区  
   

記述内容 性別・年齢 

○ 交差点等の信号の増加 

若者に人気の商業施設の増加 

紙でのアンケートではなくインターネットを使ったアンケートにした方が１０代にとっては

答えやすいです 送る封筒が小さいです。 

男性 

10 歳代 

○ 木更津に来てからイオンモール・アウトレット・コストコ等市民にも嬉しい施設が増え、木

更津が盛り上がってきて非常に良いと思います。アウトドアが流行っているので、キャン

プ場等が増えると私個人としても嬉しいです。これからもよりよいまちづくりをよろしくお

願いします。 

男性 

20 歳代 

○ 先日オープンしたコストコの話題が盛り上がっており、今後、開業する新昭和の施設も

大変楽しみに思っています。都内・横浜から来る人を金田だけでなく木更津市街でも

お金を使ってもらえるような取組みにも力を入れてほしいです。 

公民館の建て替えや市民会館を使用できるようにもしてほしいです。 

子どもを遊ばせる際に袖ヶ浦に行くことが多いので、木更津にも一日遊べる公園がある

ともっといいです。 

男性 

20 歳代 

○ すごく遊べる場所がない。ドライブコースがない。島忠がない。西友がない。 女性 

20 歳代 

○ 小櫃川の川幅がとても狭く、台風や豪雨の際にあふれそうで怖い。最近は川が決壊し

て災害になっている所もあるので、整備をして欲しいです。 

女性 

20 歳代 

○ 今アウトレットやコストコを造り、木更津に人を戻していこうとする方向性にとてもうれしく

思っています。港にまた新しく施設ができるようなのでこれからが楽しみではあるのです

が、駅前通りのシャッター街が本当にさびしく思います。もっと色んなお店が増えて欲し

いなと思っています。駅前には多くの空き家があり、通ると本当に不気味で夜歩くのが

怖いため、まず、敷地の整理をして欲しいなと感じます。２０代の私からするとやはり華

やかな町を歩いていきたいと思っていますので、できれば改善してほしいなと思ってい

ます。いつもありがとうございます。頑張って下さい！ 

女性 

20 歳代 

○ 木更津駅にエスカレーターを設置していただきたいです。 女性 

20 歳代 

○ 子育てのしやすさ（補助金、袖ケ浦と比較すると劣る） 

医療の充実（休日、緊急時）税金の使い方 

女性 

20 歳代 
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記述内容 性別・年齢 

○ 木更津を住み良いまちにする為、昔に比べ、定期開催のイベントが増えた気がします。

それは、まちづくりとして、とてもいい事だなと感じます。（港まつりのイメージしかなかっ

たけど） 

駅近くが栄えた昔に比べ、アウトレット、イオンと分散して栄えているのは、今の車社会

の木更津にあっていると思う。アクアラインの活用はもっと木更津の発展になると期待し

ます。アクアラインに電車を通すと聞いたことがあります。実現すれば、木更津はもっと

ベットタウンとして、人口も増え、税収も増えると思うので、期待します。 

男性 

30 歳代 

○ かずさのお風呂屋さんと高山台ハイツの坂の十字路に信号機取り付け希望！（昨年は

死亡事故があり、歩行者も渡って危険！） 

男性 

30 歳代 

○ 木更津市内の公園設備の整備が行き届いていない様に思われる。小さな子供を安心

して遊ばせることが出来る公園が少ない。遊具の整備や草刈り、遊歩道の整備など。 

自動車メインの道路造りであり、歩行者や自転車の通行が行いにくい。児童が通行す

る道路には信号機をもっと設置して欲しい。 

自転車通勤を行っているが、安全に走行出来る道路が少ない。自転車専用道路の設

置を考えてもよいと思う。大気汚染への対策のアピールとなり、都内からサイクリストを呼

び込むきっかけになり得る。 

男性 

30 歳代 

○ 税金のムダ使い（アクアコイン等）はやめてほしい。 

子育て支援や図書館などの教育文化に税金を使って充実させてほしい。 

市役所の新設は止め、現在の駅前と朝日で十分である。 

公園など整備が行き届いていなく袖ヶ浦市の公園を利用している。 

小学校の教育備品が買えないとのことでＰＴＡや教育後援会費で賄っており適切な税

金投入を願いたい。 

男性 

30 歳代 

○ 新たな釣り場の開拓。 男性 

30 歳代 

○ 大型商業施設や企業を誘致して活気のあるまちづくりをして欲しい。 男性 

30 歳代 

○ 商業、工業、子育て、介護、研究都市など 男性 

30 歳代 

○ 木更津は好きだが、まちづくりが何をしているか分からない。余計な発展は求めていな

いので住みやすい街であれば良い。 

男性 

30 歳代 

○ ゴミ袋が高すぎる。これだけでも他市に引っ越したい理由。 

子供の医療費や大人の検診系の自己負担も大きい。新日鉄の本社（ＭＡＸ）も木更津

へ移り、税収が増えているはずなのに。なぜ君津よりも負担が大きいのか… 

消防署は立派になったが、なぜまた海の近くに建てたのか？警察署もそうだが、市役

所も元の場所に建設予定？主要な物が海のすぐ近くにあり、災害があった時とても不

安。早急に改善してほしい。 

女性 

30 歳代 
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記述内容 性別・年齢 

○ 子育て中の家族が楽しめる場がほしいです。（ｅｘ．プール、水遊び場、遊具のある公園

…） 

ファミサポの充実 

子どもの医療費￥０にしてほしいです。 

お祭りやイベント事の充実 

女性 

30 歳代 

○ 木更津市というより、国ですが、児童扶養手当の所得制限を拡大して欲しいです。現

在、ひとり親で高校生２人を育てていますが、わずかに所得制限を超えて、何も受けら

れない状態です。この制限は、一般的な会社員の収入を考えたものでしょうが、正直、

一人の収入で家計を支え、子供２人を養っている状況と、夫婦共働き家庭を比較した

ら、格差が大きく、子供にも無理を強いる状態になります。高校生になると、子ども手当

もないので、せめて児童扶養手当の支給をお願いしたいです。もはや、まちづくりの興

味より、ひたすら働くことにしか興味と時間を使えないので、アンケートはほとんど普通

に回答しました。 

女性 

30 歳代 

○ 木更津駅西口の賑わいを取り戻して活気のある街に期待します。 女性 

30 歳代 

○ ほたる野から山道の方へ行く方の山はなぜ崩しているのですか？かなりの広さで崩し

ていますね。山桜がとってもきれいで毎年見に行っていたので残念です。木更津霊園

の周りの桜もなぜ切ったのですか、家族でお墓参りに行くと桜の時期キレイだったので

なくなりとても残念でした。 

女性 

30 歳代 

○ 木更津駅西口のアーケード街の復活をして下さるとうれしいです。 

オスプレイが来ることが全く市民に伝わっていない。こういった重要な情報こそ、もっと

大いに認識させていくべきです。 

コロナの感染者も大分増えてきています。 

観光地の発展、市民のお得なイベント、木更津ならではのグルメなどを開発していただ

きたいです。 

女性 

30 歳代 

○ 教育関係の仕事をしています。子どもたちが、「ずっと、この町にいたいな」と思えるよう

な、そんな存在に木更津がなってくれると嬉しいです。コロナ禍で大変なときですが、

ぜひ地域とのつながりをもっと強くできるような取り組みをお願いします。 

女性 

30 歳代 

○ 企業誘致。 

地元で企画するＢ級グルメフェス。 

市民講座のｗｅｂ化。 

港周辺の景観の整備（商業施設、ボードウォーク等、ヨットバーバーｅｔｃ） 

山間部にも体験型施設（企画、誘致、支援） 

（診療所ではなく）病院等への支援。 

アクアラインマラソン、ブルーベリーマラソンの様な運動、スポーツイベント。 

男性 

40 歳代 
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記述内容 性別・年齢 

○ 自衛隊に感謝。国防の為、オスプレイの常時配備希望。 男性 

40 歳代 

○ 図書館を木更津駅付近のみならず、ほたるの地区付近に建設していただきたい。学習

スペースがなさすぎる。 

場所にもよるが…公民館もあるが、置いてあるものも大したことはなく、暗くて利用する

気にはならない。 

木更津全体的にいまいち活気がない…。 

男性 

40 歳代 

○ 税金を安くしてほしい。 男性 

40 歳代 

○ 中郷中、小の無駄な公共事業をやめるべき。うちの周りの人は、皆、工事自体に疑問を

持っています。木更津市民の為になる事にだけ、税金を使うべき。 

袖ヶ浦市のテニスコートがほとんどオムニコートでナイター設備も整っているので木更

津市も見習うべき。 

清川中は古くて汚いのに放置され、一部の小、中学校だけ設備や環境を優遇されす

ぎ。もっと公平にして下さい。 

男性 

40 歳代 

○ 東口のバスターミナルの改善、バスが連なると車が通れない。 

みまち通り商店街を今後復活、西口に港までのアーケードを作り、雨の日でも買い物が

出来て、安心で遊ばせられる商店街を考えてほしい。 

男性 

40 歳代 

○ 子育て支援とシニア支援が求められる時代ですが、ニーズがなければ動かない行政で

はなく、ウォンツに対応する行政であって欲しい。子どもは、最長２０年で大人になりま

す。仕事を求めて、都会に移住するのではなく、「木更津に住みたい」「木更津で働き

たい」「木更津で次世代に継ぎたい」と思う若者が沢山集まる、木更津のまちづくりを期

待したい。今、木更津に住んでいる現役世代とシニア世代は、少なくとも、木更津が大

好きで集った人達です。大人だけでなく、子どもの意見を聞いてあげて欲しい。小学校

中学校に出向いて子どもの声に耳を傾けて欲しい。ＴＥＬ窓口よりも、出向いて下さい。

現役→シニア→次世代と住み続けられるまちづくりをお願いします。私も協力致しま

す。 

アンケート項目が多過ぎて、手書では負担が大きいのでネットで回答できるようにして

欲しい。 

男性 

40 歳代 

○ 可燃ごみ袋の１０ℓサイズ（最小化）を作ってほしいです。他の市ではごみダイエット作戦

などの取組がされています。ゴミを減らす目的として作ってもらいたいです。 

男性 

40 歳代 

○ 質問の内容について知らない事があるため、無回答とさせていただいた箇所がありま

す。 

女性 

40 歳代 
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記述内容 性別・年齢 

○ 長須賀には公園がないので、子供達が住宅付近、袋小路の道路、駐車場でボール遊

びなどや騒音で迷惑です。その子供達が遊んでいるということは、親も他人の迷惑を考

えないで遊んでいいと思っていると思うので、市や学校を通して周知してほしいです。 

燃やせるゴミ袋ですが、単身世帯や、ゴミがあまり出ない家庭のために１０ℓのゴミ袋を

販売してほしいです。週に１回で出せばいいのではと思うかもしれませんが、臭いと虫

がわきます。 

女性 

40 歳代 

○ 車がなくても生活ができるように交通の便が良くなってほしい。 

いろんな形でまちづくりに力を入れているようですが、実際に生活をしていても、まるで

実感が沸いてこないくらい市との繋がりがありません。朝が早く、帰りは遅く、休みは不

定期なので街のイベントも参加できず、町内の行事にも参加できないので市からの情

報が少なすぎる人は、何かあった時に不安です。子供を産めない人への支援や配慮も

ないので、ひとり親の家族も大事ですが、４０代、５０代でも１人暮しの支援や生活環境

の充実、市とのつながりを考えてほしい。下水道の整備も結局はお金。工事するにも１

人暮しでは出せません。 

女性 

40 歳代 

○ 南長須賀の道路は、舗装されているのに、北長須賀の道路は舗装しないのですか？ 女性 

40 歳代 

○ 私は普段バスを利用しているのですが路線が少なすぎます。行きたい場所にかなりの

遠回りで時間をかけて行っています。バスの本数も１時間に１～２本と少ないので増や

して欲しいです。 

木更津でもライブイベントをやって欲しい。（フェス）経済活性化しますよ。 

女性 

40 歳代 

○ 清見台南の小学校から川清への道の川清のすぐ手前の交差点の事故の数はとにかく

すごい！市長さんに見てほしい。５、６年で１０回以上車の事故があるのに何故ミラーも

つけず、警察が見張らないのか？市民の安全よりも、摘発件数をかせげる国道１２７号

と竹岡ラーメンから下った道の三角州で何十件もおじいさん、おばあちゃんを摘発する

のを優先するのかわからない。そこで事故は起きていますか？高専の子と車でも時折、

ぶつかっています。でも多分、軽くひっかけているから警察を呼んでないと思います。

危険箇所をしっかりパトロールしてほしいです！！！！ 

女性 

40 歳代 

○ 木更津市の道路等、雑草やゴミなどで汚いと思います。まめに草刈をする等、道路や

街などきれいにして欲しいです。 

また、街灯が多くあるところと、そうでないところの差が大きいと思います。街をつくるとい

うことは、もっと、きれいで住みやすいことだと思います。 

最後に、防災無線も、聞きとりやすいように話し方を（スピードとか）変えて欲しいです。 

女性 

40 歳代 
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記述内容 性別・年齢 

○ 街の美化は１０年以上前に比べたら大分いいと思います。 

もっとＳＮＳなどで情報を発信し、ｔｗｉｔｔｅｒなどでも、災害時はもちろんだけど平時でも、

たくさんつぶやいてほしい。ここでこんなイベントあります。とか、知りたい人だけが開い

て（ＨＰなど）知るというより、とにかく防災メールも知らない人もいたくらいだから、若い

人からミセスまでが見られる様。自分に関係なくてもお隣さんや知り合いが欲しい情報

かもしれないし。 

あと駅前が…なんとか盛り上げてほしいです。 

女性 

40 歳代 

○ 木更津は車社会でバスの利用者が少なく、その為バスの本数が少ない。車の運転ので

きない子どもが駅などに行く際不便を感じる。コミュニティバスなど運行できたら、利用

者も増えるのでは。特に朝の通学時。なかなか難しそうですが…。 

大規模なアウトレット・コストコなどができて楽しめ、うれしいが、金田付近の大渋滞がど

うにかならないかと。これから更にと。なかなか大変ですが、少しでも改善できたらと思

います。とても木更津市内でいろいろ楽しめるようになっているのはうれしいです！！ 

女性 

40 歳代 

○ 国道１６号の木更津二中の前で歩道が一時的に途切れて無くなるので、自転車で走行

していると危ないし、不便だと思います。せめて白い線だけでも引いてほしいです。 

駅前（特に西口）の活気のなさがひどいと思います。市で全体的に開発できないもので

しょうか。 

女性 

40 歳代 

○ 下水が臭いので歩いていると気分が滅入るので直してほしいと２０年思っています。 女性 

40 歳代 

○ 駅周辺施設の充実（空きビルの有効活用等） 

高齢化社会への備え（福祉サービスの充実） 

女性 

40 歳代 

○ 南清小通学路の伊豆島橋交差点は、道路幅が広く、坂道から下ってきた所にあるた

め、車がスピード出して来る事が多く、登下校時の事故を不安がっている保護者が多く

います。以前から、市へ信号を坂道に（下ってくる途中に）１箇所追加出来ないか、

色々保護者がお願いした事があると聞いています。信号が難しいようでしたら、他の方

法でも何か出来ないものでしょうか？それと、請西小の交差点のように時差式信号にし

て頂けませんか？子供が渡る時すべての車が停止するようにして頂けないでしょうか？

宜しくお願いいたします。 

女性 

40 歳代 

○ オスプレイ暫定配備について、詳しい情報提供を求めます。市民の安心安全な生活の

ために、また盤洲干潟などの自然豊かな環境を守るためにも、ぜひお願い致します。 

女性 

40 歳代 

○ 未来に夢が持てるまちづくりをしてほしいです。 男性 

50 歳代 

○ 土休日に市役所を開けてもらいたい。（仕事などで平日に行けない人が多い為、行く場

合は休みを取得しないと行けない為） 

男性 

50 歳代 
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記述内容 性別・年齢 

○ 高齢社会なので、市内の交通のアクセスを良くして欲しい。免許返納した方達への補

助も必要だと思います。買い物難民を作らない様に。 

木更津駅周辺がパッとしない。西口も東口も、初めて来た人には、「木更津」の名の知

名度に対して淋しい町のイメージ。せっかくアクアラインがあるのに「時々遊びに来る

所」でしかなく「住みたい！！」と思わない。 

昔に比べると市役所の方達はとても親切で良くなったと思います。特に、住民票や戸籍

の発行の窓口の方達はいつも忙しいのにとても丁寧。少し残念なのは、他の窓口の方

達で、一部、内輪のおしゃべりに夢中で待っている人に気づかないこと。マスクで話が

聞きとりづらいので、マイクやスピーカーも考慮して欲しい。 

男性 

50 歳代 

○ 高齢により車が持てない方々、障がいをお持ちの方々も多い中、コミュニティバスも走ら

ない、路線バスの現在の人の流れ、居住に即さない運行状況は１０年経過しても変化

がない。行政は何をどうしたいのかが全く理解できない。市議会とやらは古い時代から

の権力者だけで運用しているのかとも思える。つまりは他県からの移住者などの意見な

ど聞く耳が無いと言うことだろうと。本当に木更津を人のため、人口を増加させ未来へ

向かうまちづくりを考えるなら頭を柔軟にし、スピード感を持って現在の木更津を見直

すべきでは？今のままでは、木更津が住み良いなどとは、とても他人には勧められな

い。 

男性 

50 歳代 

○ 市役所の新設、山間部の移転。 男性 

50 歳代 

○ 学生が駅を利用する事が多い中、駅周辺の整備が不十分に思います。駅ビル、駅へ

の送り迎えの時の駐車場の確保などもう少し充実した方がいいかと思います。 

男性 

50 歳代 

○ イベントを年間たくさんやってほしい。 

サラリーマン減税をお願いしたい。 

男性 

50 歳代 

○ 教育の町にしてほしい（高専などを売りにして）※理数系を学ベる町（算数、数学検定

などを活用して‥） 

男性 

50 歳代 

○ 君津市のようにリサイクルに力を入れてほしい。プラスチックやビン、缶などを、ごみ袋

に入れて出すのではなく分別して出せるようにしてほしい。 

女性 

50 歳代 

○ 木更津駅前の寂しい感じが気になります。自分が学生の頃はとっても賑やかで人々が

沢山いたのに、今は朝・夕の学生しかいないようで。アウトレットやイオンなどできました

が街中がさびれているように感じます。 

女性 

50 歳代 

○ 金田料金所付近の渋滞の改善と情報をアプリで知りたい。情報が少なすぎる。バスの

情報も少ない。利用がとても不便である。 

風の強い日などの街路樹の揺れに不安を感じます。本当に必要なのか、別の風よけは

ないのか、子供たちの通学路の見直しが必要だと思う。日除けにもならない。別なもの

を考えた方がいいのではないかと思います。ほたる野地区など学生が大変そうに見え

る。 

女性 

50 歳代 
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記述内容 性別・年齢 

○ 情報を得る為に市公式アプリを携帯に入れてみたいと思います。知らなかったので（ア

プリの事を） 

女性 

50 歳代 

○ 老人独居になった時、住みやすい街でいてほしい。 女性 

50 歳代 

○ 木更津駅東口ロータリーをもう少し広げてほしいです。 女性 

50 歳代 

○ 広島から転勤で木更津に転居しました。初めて木更津駅に降り立った時、駅前の商店

街の閑散とした様子に「この街で大丈夫なのか」と不安になったのが印象強く残ってい

ます。最近はアウトレットやイオンモールなどで集客がありますが毎日の買い物は自宅

付近になります。普段、車で移動していますが、バス以外の交通手段がなく、以前住ん

でいた仙台、広島と比べて不便が多いです。 

女性 

50 歳代 

○ 木更津はアクアライン開通以降、暮らしていてとても便利で魅力的な街になりました。こ

の時世に人口も増え、頼もしい限りです。ただ、たくさんの問題があるため滞っているの

は承知しておりますが、西口駅前の閑散とした状態を何とかできないものでしょうか。と

てももったいない事だと思います。対外的なパフォーマンスはもう十二分だと思うので、

新しい街を作るより、今あるものに目を向けていただきたいです。 

女性 

50 歳代 

○ イベントなどで盛り上がることも必要だが、個々が充実した生活を送れるように、各部署

で取り組んで頂きたい、災害などで被災された方がいて、被害にあった方には迅速に

対応してほしい。（情報収集を迅速に）市長の存在感が薄い（県からの発令を待たず、

市独自で発令があっても良いと思います） 

女性 

50 歳代 

○ 政策への取組状況を数値化して市民の協力を得ることで共感してもらうことが不可欠。

継続したＰＲ戦力を期待します。（世代別のＰＲ手法を駆使してほしい） 

木更津市の生命線は「アクアライン」の有効活用方策再度、見つめ直してはどうか。 

コロナ過の中で経済システムは大きく変わるのでＩＣＴを活用したビジネスの街づくり（都

内から若者を誘導する取組）を創造してほしい。 

男性 

60 歳代 

○ アクアラインに鉄道を通して下さい。 

一定料金で市内を循環するバス運行システムを構築してほしい。公共施設病院など高

齢者が安心して使えると思います。高齢者が運転免許を返納しやすくなります。 

男性 

60 歳代 

○ 現在持病がありながら市内の病院で診察を受けていません。病気発症時に市内病院

では診察・治療が不可能とわかり市外で長期間入院・診療を受けざる得ない状況で

す。高度な医療が受けられる環境が不十分と考えられます。君津中央病院も私の持病

に対応できない事に残念に思っています。私個人の最大の関心は高度医療の拡充で

あり、可能ならば大学病院の誘致を始め、千葉県の中央部の中核となる病院が必要と

思っております。 

男性 

60 歳代 
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記述内容 性別・年齢 

○ 太田循環などの市内バスの運行回数が少なすぎる。最終便の時間も２２時台が必要。

市内の交通インフラに力を入れて欲しい。バスが１０～１５分間隔でくれば木更津駅前

等へのアクセスが改善し、バスの利用者も増えより良い交通インフラが出来、駅前の再

開発に役立つと思います。東京等への通勤、高校への通学、年寄の買い物・医療機関

への受診に公共機関の交通インフラの拡充が必要です。そうすれば移住者も増えると

思います。また、お金を持っているお年寄の方々が良いものを買い物できる中心市街

地の再開発をお願いいたします。 

男性 

60 歳代 

○ 木更津市民という意識があまりなく、只、その地で生活しているのが正直な話です。地

域で役員等が廻って来ると、嫌々ながら「役」を次年に廻す、そんな中でも木更津がだ

んだん衰退している様で悲しくも思います。昔を話しても過去ですが、子供の時、木更

津に行く事はまるで千葉か東京に行く様に心踊り、楽しかったものです。「アクアコイン」

にしても地元の活性化、元気がなくては魅力がありません。「木更津」ならではの他県

等からもお客様が来る様な地元名産（安く購入出来たら尚可）皆に参加してもらい、考

え、盛り上げられる物が欲しいです。 

市役所等用事で行っても、敷居高く、親切さ（全ての人ではないが）がない様に思いま

す。質問で電話しても、たらい回しで、「こちらではありません…」等で流されてしまった

事が多々ありました。どうぞ「市」の一市民でも職員の意識も高く向上して欲しいと思い

ます。宜しくお願いします。 

女性 

60 歳代 

○ 「ちばアクアラインマラソン」で本市に来られた方が「木更津ってこんな街だったのだ、昔

は駅前通りにお店があり、人がもっと歩いていた。今は死んでいる街と話をしており、本

当にガッカリしました。イベントの街中ですよ、最中ですよ。港町木更津のイメージも感

じず残念です。今回のアンケートが、『絵に描いた餅』にならないように願っています。

また魅力あるまちになりますよう、今後共にご尽力に感謝します。 

女性 

60 歳代 

○ 毎日市民に向けて、市役所からの放送がありますが、もっと、皆が必要としている的確

な情報を流していただきたい。 

現在なら、コロナウイルスの患者が市内で急に（７月末より）増加していることなど知らせ

て、注意するよう呼びかけてもらいたい。 

昨年の台風時の停電についても、必要としている放送が何もなかったように思う。（停電

の原因や大停電である事や復旧の見通しなどについて） 

ベランダの手すりが、風の弱い日でも、ざらざらと媒じんのような物が付着している。人

体に悪い物ではないか？と心配です。（特に朝です。） 

女性 

60 歳代 
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記述内容 性別・年齢 

○ 市運営の市民バス（循環、１００円程度）が利用できると助かります。希望します。（高齢

者の事故対策、利便性に） 

市役所庁舎の移設の場所、現在の仮の位置は利用しやすい。 

街灯がない所が多いので増やして欲しいです。 

自治会保険を市全体で加入し、保障していただけると活動しやすいと思います。（市原

市参考） 

女性 

60 歳代 

○ 町、全体が高齢者が多いので高齢者にとってやさしい住みやすい町になってほしい。

未来の宝、若者（児童）を大切に育む街になってほしいです。 

女性 

60 歳代 

○ 木更津駅周辺の開発、特に西口はとてもさみしいです。昔の活気があるといいですね。 女性 

60 歳代 

○ 東清小統廃合について、区域の保護者、地元住民の希望を宜しくお願い致します。 女性 

60 歳代 

○ 「広報きさらづ」や「市議会だより」は一通り読んでおりますが、問１３「行政サービスに関

する満足度、今後の優先度について」に関しては、私自身関わっていない内容や、理

解できていない内容が多く解答しかねる項目が多くありました。市の広報無線のアナウ

ンスですが、雨、風、車等の音で聞きとりづらいことが多く、内容が理解できないことが

多いです。（「こちらは木更津市役所です」「ご協力をお願いします」の部分は聞きとれ

ます）中間の肝心な部分が聞きとれるよう方策をお願い致します。 

女性 

60 歳代 

○ １４年前に福島県郡山市より移住した者ですが、一番感じた事は街全体がとても汚くて

公園や道路の両脇が車や袋等のゴミが多い事です。郡山は街全体がとてもきれいにさ

れていました。もう少しきれいな街づくりに力を入れて戴きたいと思います。個人差はあ

りますが、東北に比べると人間性がとても悪いと感じています。 

男性 

70 歳代 

○ 更に安心、安全なまちを望みます。 男性 

70 歳代 

○ ・オーガニックなまちづくり（？）意味不明、子供、年寄りにももっと分かり易い言葉があ

るはず。何故片仮名語なのか？ オスプレイ配備の経緯不明。もっと細かな交渉があっ

たはず、木更津基地の将来構想は？ 

男性 

70 歳代 

○ 先日、厚生水産から富士屋ホテル近くの海岸へ散歩してみました。石碑が建立されて

いる場所は草だらけ、ゴミ０運動は当り前だが、観光までは行かなくても、ちょっと、ぶら

り散歩と思い。車を止めて美しい木更津であって欲しいです。 

女性 

70 歳代 
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記述内容 性別・年齢 

○ 木更津駅周辺の活気を取りもどすために商店街の充実を早急にやるべきです。昔のよ

うな賑やかな木更津にしてほしい。そのため１つ案として立体駐車場を作り多くの車が

停められるように工夫する、高齢者のための相乗りタクシーや市内を巡回するお年寄り

を乗せて自由に買物ができるようにする。もっと行動力、多目的にアタックし１日も早い

改善を願います。「オーガニックなまちづくり」って何ですか、そんなことよりももっと活気

のあるまちづくりを望みます。※賑やかさを取り戻した市や町などを視察し研修すること

も大切です。 

女性 

70 歳代 

○ 道路が悪い、嘆願していたが、取り上げられなかった。 女性 

70 歳代 

○ 駅前のビルを建て変えて商業施設にしてほしいです。今、暗くて汚い。 女性 

70 歳代 

○ 特養入所やその他市行政に於て、えこひいきなしで公平に行ってもらいたい。近所で

即特養入所等の例があるからです。 

女性 

70 歳代 

○ 道路脇の草が伸び放題になっており、どこも草だらけということで車輪がふくらんで走っ

ているという状況で事故にもつながるのではないかと強く思います。環境も整えていくと

いうこともその市の取り組み対策・考え方が見えるものと思われます。 

女性 

70 歳代 

○ ２０３０年に向けて。地元の学生さん、若い方を積極的に巻き込んで「魅力ある木更津

市」にしてほしいです。孫達が安心してステキな木更津市で生活できる社会になります

ように。 

女性 

70 歳代 

○ 私は、年齢的についていけません。若い人達で木更津の町づくりを希望します。 女性 

70 歳代 

○ この様な市民アンケートを、気軽な事業事にも簡易な方法で各市民が自分の得意（知

見のある事など）分野で参加出来るようして頂いたら？市有施設を積極的に貸出して、

その代り、その施設を利用者に管理義務を付し責任を負わせる？ 

男性 

80 歳代 

○ 全部不満にしていますが。私も東口で２８年商売をしていましたが。その時代の事が胸

の中に残っています。閉店したのももう少し、市で何んとかとの思いもあります。これから

息子達の時代、不安は一杯です。希望とお願いで全て不満になりました。皆様の御努

力をよろしく、おねがいします。 

男性 

80 歳代 

○ 老々生活に対する安心感 男性 

80 歳代 

○ 限られた財源のもとでの市政・職員の方々真摯な対応に深く感謝をしています。 

希望としては、更に市内外から人を呼び込むための事業・プロジェクトを進めて頂きた

いと思います。 

市内の足としてバスが駅を起点として放射線上となっています。これから車を手離す人

が増大しますので、朝、昼、夕３回だけでも円状横断的（含中央病院）バスを考えて貰

えないかと思います。高齢者の意見多（金額高も可）。 

男性 

80 歳代 
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記述内容 性別・年齢 

○ 旧木更津市街の活性化（魅力化）をお願いしたい。 男性 

80 歳代 

○ やはり、木更津駅周辺に活気がないと寂しい。朝、夕の通勤、通学の時間帯以外は閑

散としていて大型スーパーとかは郊外型になっているし、駅周辺に行く用事が何もな

い。魅力的な店舗を作って欲しいと思います。 

女性 

80 歳代 

○ 広報の放送が聞き取れない事（増設の希望） 

日常の買い物のバスなどの便がない事 

女性 

80 歳代 
   

＜清川地区 市民意見概要＞  

・ 「「木更津駅周辺の活気を取りもどすために商店街の充実を早急にやって欲しい」「立体駐車場

を作り多くの車が停められるように工夫する」「木更津駅西口のにぎわいを取り戻して活気のあ

る街に期待します。」「木更津駅西口のアーケード街の復活」等、駅周辺の賑わいや利便性を求

める声も多く見られた。 

・ 「もう少しきれいな街作りに力を入れて戴きたい」「道路が悪い」「雑草やゴミなどで汚ない」

等、地域環境の整備を求める声も多く見られた。 
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③波岡地区  
   

記述内容 性別・年齢 

○ コロナウイルスで大変な時期ですがこれからもよろしくお願いします。 女性 

10 歳代 

○ 木更津駅西口のシャッター街を活性化してほしいです。木更津駅を利用する学生も多

く、港まつりではとても賑わう場所でもあるので、商業施設が入ると、便利です。 

また、去年の台風では停電や倒木などの被害が広範囲であったため、利用できる施設

やボランティア活動の情報がほしいです。 

木更津駅付近の不審者情報は未だに多いため、安全面には不安があります。 

最近ではコロナウイルス感染者の情報が重きを置かれていますが、詳細が記載されて

いないために、正しくない噂が広まっているので、職場や行動歴の情報を知りたいで

す。 

女性 

10 歳代 

○ 木更津市を舞台とした映画やアニメが増えると木更津に対する愛着が増すと個人的に

は考えます。他の市や県に対するアピールポイントがもっとあれば良いと思います。 

男性 

20 歳代 

○ まちづくりの活動には、若者の力が必要不可決だと思うので、若年層の人たちがそうい

った活動に興味を持ってもらう機会が多くあればよいと思います。特に、１０代の小中高

生の参加を促すために、市内の学校との連携を積極的に図って、配布物や実際に活

動に参加してもらう時間をつくるなどの行動をしていただきたいです。 

男性 

20 歳代 

○ バスの本数が少ないし、料金が高いから市内循環バスがあったらいいなって思います。 

街灯が少なくて夜外を歩くのが怖いです。あと所々電気がついていない街灯がありまし

た。 

女性 

20 歳代 

○ 東口に住んでいるので市役所を西口に建てると不便です。朝日にあるのでとても便利

です。 

男性 

30 歳代 

○ アクアライン無料！！ 男性 

30 歳代 

○ 自治会に市の活動の肩代りをさせるのはやめてほしい。（配布物等）高齢化が進んで

動ける人が少ない。また、若者はドライ化しており興味はない。 

郊外型の都市だが車以外の交通手段が弱い。 

木更津に住むメリットを創出して欲しい。（税金、利便性等。） 

男性 

30 歳代 

○ 夏場に水遊びができる公園が増えるとうれしい。 男性 

30 歳代 

○ 何故、交通事故が多いのか？特に夕方の時間帯など。これから盆休みで交通量より、

速度超過信号無視が多くなるので取締強化などできないものか。統計的に少ないと思

うが、今年は不安である。良い町づくりのために安全運転を心掛けしたい。 

男性 

30 歳代 
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記述内容 性別・年齢 

○ 昔のような活気ある駅に戻ってほしい。 

車で行けるような公園がもっとあるとうれしい。 

潮浜公園の遊具を作ってほしい。 

作り途中の道路を完成させてほしい。 

女性 

30 歳代 

○ 子供が遊べる公園が整備されていない。草が多かったりする為、もう少し整備して欲し

い。 

防犯灯を点検して欲しい。切れたままの所が多い。 

女性 

30 歳代 

○ アンケートに関して、どのくらいの時間を要するのか目安を記載すべきです。（大学や

国からのは記載ありました）紙媒体でのアンケートの時点で、２０代からの返信は少ない

のではないでしょうか？高齢者が多いのは分かりますが、あらゆる年代からの意見と名

目で結果は高齢者が多いデータになりそうです。また、時間のない女性、子育て世代

にも紙媒体は不向きです。この結果が差別を無意識に助長させるコトも考えて頂きたい

です。今の社会が「一般男性」を基準、中心に回っていることが感じられるアンケートで

した。 

女性 

30 歳代 

○ 公民館での防災講習に参加した所…木更津市は財政難なので、公民館には、備蓄し

ている食料や水はほとんどありません！各ご家庭でご用意下さい！と言われ…不安し

かない！自分（家族）を守る心の準備は出来たが、子育て世帯が多い地域（高齢者の

多い地域ならなおさら！）は何とかしてほしい！ 

あと…市役所…まあ不便ではないが、見た目が…。残念です。 

女性 

30 歳代 

○ 子どもから老人まで、すべての世代が暮らしやすい町づくりが大切だと思います。２０２

５年問題までもうカウントダウンを切っているのだと日々感じています。国は多分何もし

てくれないと思います。市の力で何ができるのか考え、対策を立て実践してほしいと思

います。 

また、災害に強い町づくりを行ってほしいと切に願います。 

君津中央病院のコロナウイルスに関連する赤字を何とかしてほしいと思います。地域拠

点病院がなくなると私たちはどうすれば良いのでしょうか？ 

女性 

30 歳代 

○ 子育て支援（ファミリーサポート） 

ゴミ袋が高いので、子育て世帯に配布して欲しい。 

女性 

30 歳代 
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記述内容 性別・年齢 

○ 袖ヶ浦市に住んでいた事がありましたが、とても住みやすかったです。また、子育てもし

やすかったです。今は君津市の公園や袖ヶ浦の公園にわざわざ行っています。木更津

市の公園はとてもさみしく、子育て支援なども薄く感じます。（つい、袖ヶ浦や君津は良

いですよねとママ友に話してしまいます。市原も良いと思っています）私自身も子育て

ママの助けになるような活動はしたいと思いますが、なかなか実行できずに居ます。 

図書館ももう少しきれいになったら利用したいです。どうぞよろしくお願いします。（やは

り木更津は好きなので離れたくないです） 

追加 息子が八幡台のバスケに入っています。入る前は自宅でゲームばかりでした。今

は身体も鍛えられ、人との関わり方も学んでいます。先輩ママは紙面にて募集をかけて

いますが、人数は少ないです。そこでお願いがあります。もっと身近に感じられるように

また八幡台中央公園にリングを設置して頂けないでしょうか。サッカーや野球はメジャ

ーです。（屋外のスポーツですので）どうぞよろしくお願いします。 

女性 

30 歳代 

○ 駅前が栄えてほしい 

子供が遊べる場所（屋内）がほしい 

コミュニティバス（広域）があるといいな 

女性 

30 歳代 

○ 道路沿いの木が見通しを悪くしているのでしっかり切って欲しい。公園などが遊べない

くらい草がすごくなっているのでちゃんと利用できるように刈ってほしい。 

女性 

30 歳代 

○ 木更津駅前の再開発、金田の方だけ栄えても意味がない。 

市内バスの充実。本数が少なすぎ。 

女性 

30 歳代 

○ 木更津市は独自路線でまちづくりしていけばいいと思います。地域通貨だとかよそで流

行っているものに飛びついたりせずに、今住んでいる住民のニーズをよく把握してみて

は。どこの地域でも「海があって山があって住みやすいまちです」とＰＲしていますが、

日本中だいたい同じ景観。外に向けて必死に来て下さい。移住定住して下さい！と言

っても日本全体が人口減なのに人を取り合っても仕方ない。今いる住民の満足度を高

めて、「人を呼びこむ」のではなく「人を外に出さない」方向に舵をとっては？川崎市か

ら移住した私からみた木更津は、都会っぽさ（商業施設などの充実・交通アクセス）と田

舎っぽさのバランスがちょうどよくて、それだけで充分魅力的なまちです。これ以上、金

田を無理に発展させないでほしい。 

女性 

30 歳代 

○ 公園がキレイに整備されていると思います。 

トイレを新しくキレイにしてほしいです。 

女性 

30 歳代 
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記述内容 性別・年齢 

○ バスが少ないので近くのおじいさん、おばあさんが食料を買いにいけず、代理で若者

が車を出してなんとか暮しています。無人バスなど視野にいれ、交通の改善をお願いし

ます。 

ＩＴ化を進めてほしいです。たとえば土、日しか休みがなく市役所に用事があっても行け

ません。有給休暇を使うのももったいないので土日も平日もオンラインで申請可にして

下さい。マイナンバーで使用可能にして下さい。 

木更津＝ヤンキーの危険な町というのが千葉以外のイメージです。イメージアップのた

めにもＩＴベンチャーを誘致しまくって下さい。 

コロナの感染経路不明が多いのでマイナンバーに、病院の履歴、パスポートの履歴、ク

レジットやペイの店の名前のみの履歴など紐付けてマイナンバーから経路を調べるよう

に政府に訴えると同時に木更津でも実行して下さい。 

おじいちゃんおばあちゃんがお金を出しにくそうだからＮＥＣの顔認証の支払い（クレカ

やチャージなどで可能）を導入して日本の手本になって下さい。（停電対策済みで） 

女性 

30 歳代 

○ 木更津駅西口の開発を進めて欲しい。駅周辺にお店があまりなく、もう少し便利になっ

てほしい。 

女性 

30 歳代 

○ 上下水道料金の減額 

災害対策（台風、地震対策） 

駅前の観光整備（足湯や古民家風な商店街→箱根駅みたいな感じ） 

男性 

40 歳代 

○ 納税が高い（納税者へのメリットが全く見えない）使い道を見直し、減らすべき。当方も

含め、周りでは多くの人がふるさと納税で他市へ貢献している状況。人口も減少してお

り、破綻してしまうのでは？早急に税の使い道を見直し、不要分をカットしないと、住み

たいとも感じられなくなる。 

男性 

40 歳代 

○ 大規模な災害が増えてきているので、災害時の早期対応、災害への備えを優先してお

願いします。 

アクアラインマラソンは過去３回出場しているので、市民の健康づくり、地域の活性化の

ためにも、引き継ぎ実施をして頂きたい。 

男性 

40 歳代 

○ 市内の道路は走行しづらい。変則的な箇所もあり、地域住民以外の人がはじめて走行

する場合困惑する。（特に国道周辺、長須賀郵便局付近、マクドナルド付近、オートバ

ックス付近等）。中野畑沢線の早期全線開通。桜井工区は何年かかるのか？墓地移転

で時間がかかるのはわかるが、時間がかかりすぎる。片側１車線でも開通させてほし

い。そこが開通すれば国道１２７号中央病院前の朝の渋滞も少しは解消されるのでは。 

男性 

40 歳代 

○ 市民を最優先に考えた財政、町づくりをお願いしたい。渡辺市長に期待しています。現

在の国会のような不透明なことがないようにして頂きたい。よろしくお願いいたします。 

男性 

40 歳代 

○ 封筒にこれが入らない。 

木更津の駅前に商業施設を作って欲しい、本屋があるとうれしい、ＣＤ屋があるとうれし

い、多くの人が安心して来るまちにしてほしい 

男性 

40 歳代 
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記述内容 性別・年齢 

○ 地域によっては高齢化している所もある。高齢であっても安心して住める街づくりを望

む。（今後高齢化は益々進むと考えられる。）また高齢者の健康福祉増進を検討してほ

しい。（健康診断・人間ドッグの補助をもっと延長してほしい。）１０年・２０年・３０年先の

未来を見据えた街づくりを望む。 

男性 

40 歳代 

○ 土曜日も平日と同じように子供を預けられる学童を増やして欲しいです。安心・安全の

まちづくりに期待しています。 

男性 

40 歳代 

○ 新しい住宅街に住んでいるが市役所の放送が全く聞こえない。放送の機械が無いと思

う。ものすごく遠くから聞こえてくるけど何言っているのかさっぱり分からない。万一の時

が不安 

男性 

40 歳代 

○ 駅前の活性化 

子供を育てやすいまちづくり（保育園待機児童問題等）（毎年開催されているこどもまつ

りは、小さい子供にとってはもちろん、親も楽しめるイベントなので続けてほしいと思いま

す。） 

女性 

40 歳代 

○ 市役所からの放送がとても聞こえづらく不便です。いつも大切な放送を聞き逃してしま

っています。 

女性 

40 歳代 

○ 木更津市内には、色々な取り組みですばらしい成績や成果を出している小・中・高生が

たくさんいます。その次世代の子供たちの成績や成果などをもっと市内に情報として発

信してほしいです。そういう事がモチベーションを上げることや、やってみたいと始める

きっかけにもなると思います。 

女性 

40 歳代 

○ 私は発達障害、身障者、帰国子女なので生意気にポンポンと意見をいいますが、お聞

きください。 

現在、父母はちゃんと生活しており、私も対人恐怖と戦いながら外やデイケアへ出かけ

ていますが、周りに人が待ってくれているという実感があまりありません。福祉にもっと力

をいれれば、やる気をかえってなくす人もいるでしょう。デイケアは少し集まりにくい場所

となり、作業所も荒れています。ボランティアや行政への関心が、私たち障害者にもっと

肌で感じとれるよう、クリーンな街、健全な街が理想です。学生が安心して過ごせる町で

ありますよう。 

女性 

40 歳代 

○ 市の放送が聞きとりにくい。 

災害時の訓練がきちんと行われていない。 

バスの本数（日東交通）が減り、地域住宅特に高齢者が困っている。 

住民税が他より高いので安くしてほしい。 

女性 

40 歳代 

○ 観光スポットが増えることは良いと思いますが、渋滞問題の方が深刻な気がします。な

かなか難しい問題だと思いますが…住んで良かったと思えるまちづくりに期待しており

ます。 

女性 

40 歳代 

○ お子さんの給食、ご老人の給食に市で力を入れて頂きたいです 女性 

40 歳代 
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記述内容 性別・年齢 

○ コロナの影響で木更津の夏まつり、やっさいもっさい、花火大会が中止になってしまっ

たので来年こそは開催してほしいと思います。花火大会は毎年楽しみにしていて観に

行っています。２尺玉は音も花火も大迫力なので大好きです。早くコロナが終息して安

心、安全な生活が戻りますように願っています。 

女性 

40 歳代 

○ アクアラインによって通勤範囲も広がり、昔から住む人だけでなく他の都県からの移住

者も多いと思います。世代によっても考え方が合わない人たちも多い。多種多様な人た

ちが誰でも気持ちよく暮らせるような木更津市であってほしい。マナーの悪い若者は、

自分本意で生きてきたから周りの人の迷惑がわからないのか、助け合えれば気持ちも

かわるのか、その方法はわからないけど子育て支援、介護も充実してそうですし、職員

皆様の心配りには感謝しています。いつもありがとうございます。 

女性 

40 歳代 

○ 道路や歩道の雑草の除草、山の竹をどうにかして綺麗なまちづくりをしてほしいです。 女性 

40 歳代 

○ 何年前かも書きましたが木更津から君津、君津から木更津へ行くバスがなく、波岡地区

から君津へ行くとなると、バス→電車を乗り継がなくてはなりません。高校生も君津に行

くなら、乗り継ぎをするため、自転車で行くか自家用車の人がほとんどです。高校生の

通学のためにもバスを検討してほしい（市をまたぐので大変だと思いますが）  

又、最近自然災害が多いため、電車だけでなくバスを通してもらって移動手段を増やし

てほしいです。 

女性 

40 歳代 

○ 子供に障がいがあるので大きくなった時に市のサポートや生活する為の環境など 女性 

40 歳代 

○ 災害対策の強化。 男性 

50 歳代 

○ 船で大島などへ行けるようにしてほしい。 

駅前の整備。西口駅ビルの再利用。 

遠地への高速バス（関西方面とか） 

まちカフェが増えてほしい。 

男性 

50 歳代 

○ 「木更津って何が有名だっけ？」と聞かれて、すぐに、コレッて答えられないのが現状と

思う。何か、それに当るものが欲しい。ＰＲ頑張って下さい。 

男性 

50 歳代 

○ 子供達が大きくなっても、この町で暮らしたいと思うまちづくりに取り組んで下さい。 男性 

50 歳代 

○ 木更津が発展していってほしいと思います。自分からボランティアに進んで参加はハー

ドルが高いので、半強制の地域役員になって、少し人との繋りが出来た時くらいに役員

とボランティアで共同の催し物などで、役員→ボランティアと、移行していけるようなシス

テムが出来れば地域が活性化していくのかなと思います。 

男性 

50 歳代 
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記述内容 性別・年齢 

○ 市議会の議員さんの人数も減らす！ 

ごみ袋の代金の高いこと！ 

空き家認定の推進！ 

変な時期に市役所の移転をしたりした事！ 

不満は沢山あります！ 総て税金の無駄使いです！ 

駅前のロータリーに駐禁が多いのも駅迄の家族の送迎の為、その為の駐車場を作る等

よく考えて載きたいです。例えば宮崎県の宮崎駅前のロータリーの様な創りを参考にし

て造る等、有効な税金の使い方をして載きたい。 

尚、木更津の火葬場の古い事、周りの市も使用しているのですから、しっかり話し合っ

て、市原市の火葬場の様に建て直しをして載きたい。市役所の建て直しよりもそちらが

先だと思う。 

男性 

50 歳代 

○ 今後を考えると、若い世代の活躍が大切と考えます。小・中学校の義務教育の段階に

おける教育の充実、大切なのは、人に迷惑をかけない。相手を思いやる心でしょうか、

その観点からの指導、教育が大切と思います。 

男性 

50 歳代 

○ ・産業の活性化を切望しております。木更津でベンチャーを起業する際の事務所があ

まりに少ないので、このような小規模オフィスのオフィスビルなどができる事を望んでい

ます。 

男性 

50 歳代 

○ 木更津ナンバー（車）がほしい。 

就職先を増やしてほしい。 

鴨川までの高速道路がほしい。 

木更津市に住んでいる人に、たまに何か特権等あるといい。 

木更津西口駅前を活気ある町づくりにしてほしい。 

君津中央公園みたいのが、木更津にもほしい。 

富津プールみたいのが、木更津にもほしい。 

古く住んでいない住宅が多い様な（整備をしてほしい）。 

男性 

50 歳代 

○ 千葉県全体ではあるが木更津市内夜間街灯が少ない。特に住宅街の中は、街灯が昭

和の様な電柱についているＬＥＤ（蛍光灯型）、これでは防犯の効果も薄い。駅前の様

な街灯（水銀灯の様）とまではいかないが、雪国の例を見習い、雨天時や降雪時の視

界の良好性を配慮した「明るい街」「安心して歩ける街」等、関東圏で一番犯罪の少な

い安全な明るい街造りをお願いします。これが人が集まる（移住、集客等）に繋がる基

本策と考えます。 

男性 

50 歳代 

○ 運動公園が富津、君津に比べると劣る。江川地区にこだわらずに。鎌足地区あたりに

でも広大な場所を取り、富津のふれあい公園に負けない様な運動施設を希望する。テ

ニスコートに関してオムニコートがないというのは、なさけない。どの市もある。潮浜公園

は県の施設ですよね。 

男性 

50 歳代 
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記述内容 性別・年齢 

○ 市役所を早く元の場所に戻してほしい。 女性 

50 歳代 

○ 木更津観光といったら、ここだよねと言ってもらえるような町並みに西口から港までの道

が変わるといいと思います。お祭りの時だけ賑わうのではなく、町として観光できる、人

が目的なくてもそぞろ歩いて楽しめるような空間になればいいと思います。 

女性 

50 歳代 

○ ロケ地カードなどの独自のカードを発行して、木更津市の魅力を全国に広めてほしいと

思います。 

女性 

50 歳代 

○ ゴミの回収が遅くて困っています。 女性 

50 歳代 

○ ３０年前に市民になった時は、そごうがあり近隣の市に比べて一段上の暮らしができる

街だなと思っていました。その後いろいろ厳しい面もあったと思いますが、今とても充実

した生活ができる街に戻ってきていると感じています。職員の皆様ありがとうございま

す。ＳＮＳなど発信しやすくはなっていますが、使うことのできない高齢者の方がわかり

やすい参加しやすい１人きりにならないように、細やかなご配慮を宜しくお願いします。 

〆切近くで急いだもので乱筆乱文申し訳ありません。 

女性 

50 歳代 

○ 君津市などは道路の整備や公園などが充実しているが、木更津市は目に見える環境

の良さがないと思います。「オーガニックなまちづくり」や「アクアライン」など文字だけ見

て何の事か分からない内容よりも誰もが分かる様なシンプルな住み良さをアピール出

来るまちづくりを期待します。 

女性 

50 歳代 

○ 車を運転していると道路の両端や中央分離帯の生い茂った雑草が気になります。通学

や通勤で使用されている歩道も雑草が多く通りづらくなっている所があります。（２６９

号、大鷲木更津線～真丹の信号のあるＴ字路から羽鳥野に向かう道）昨年の台風１５

号のがけ崩れでコーンが置かれたままで直されていないのも心配です。（また台風シー

ズンとなります…）安全で、美しい街づくりを期待しています。関係機関との兼ね合いも

あるかと思いますが、よろしくお願いいたします。 

女性 

50 歳代 

○ 実体験や質問されている事に遭遇したことがあまりなく、アンケートに記入できません。

やられている所を見たこともないのでわかりません。 

男性 

60 歳代 

○ 直近、気候変化による台風、大雨等の防災面で防災放送はありますが、聴きにくく情報

が伝わらないのが困っています。各家庭へのラジオで伝達することを提言します。検討

をお願いします。「きさらづ安心・安全メール」でも同じ情報が配信されていれば、上記

のラジオと共に有効と考えます。 

男性 

60 歳代 

○ 木更津駅周辺の活性化 西口：スパークルシティ用地の有効利用（イベント広場化）に

より、周辺の活性化誘導。東口：バスロータリー化により、周辺の活性化誘導。 

構成年齢変化に対応した、高齢者による社会参画の仕組み作り。 

ＣＩならぬＣｉｔｙ Ｉ ｄｏｎｔ ｃｉｔｙ構築（市民参加の議論）により木更津の再認識と発信。

出来たら文化都市への脱皮。 

男性 

60 歳代 
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記述内容 性別・年齢 

○ 市役所から公園などに設置してある広報スピーカーから流れる声が、まったく聞きとれ

ません。高齢者宅には個々に自宅にスピーカーを設置してほしいです。不安でなりま

せん。 

男性 

60 歳代 

○ 駅周辺の悲惨な状況を何とかしてほしい。 

自治会から強制的に社協費支出を求めていないか。 

男性 

60 歳代 

○ ＩＣＴ活用の強化・推進を期待しています。 

図書館の内容充実（蔵書数）お願いします。近隣市と比べかなり見劣りします。 

近隣市と協力して、内房エリアの活性化施策をお願いします。（昔は内房＞＞外房だっ

たのに、今は逆転ＪＲの内房線本数は少なくなるし大変不便、沈下してきたと感じていま

す。） 

男性 

60 歳代 

○ 市民の要望を行政は良く聞いて対応して下さっていると思います。 

引越して９年目住みやすいですが、税金（住民税）については他地区との比較で決し

て安い方ではないと思います。 

女性 

60 歳代 

○ スピーカーから発信する言葉がよく聞きとれない事が多々あります。改善していただき

たいと思います。 

女性 

60 歳代 

○ 木更津に来て３０年が過ぎました。木更津がこれほど発展するとは思いもよらなかったこ

とです。アクアラインが完成してからではないかと思います。これからは、アカデミアパー

ク、ホールの活用をもっと考えて、若い人たちが住み続けていける街になってほしいと

思います。木更津の歴史と文化を大切にしつつ、明るく元気な街づくりに応援していき

たいと思っています。 

女性 

60 歳代 

○ 現在、車で買物をしています。近いうち免許証返す事は確実です。市の補助による、足

の確保（タクシー券、あるいはバス）を是非お願いします。 

最近、災害等が多発しています。復旧に若者（中学生以上、大学生まで）の力を借りる

事は出来ないかしら…と常に考えます。教育現場との兼ね合いもありますが、教育の一

部として取り入れてはいかがでしょうか？ 

コロナの中、やはり地産地消が一番です。効率化よりも大切と考えます。（農・水・林・

業） 

女性 

60 歳代 

○ 木更津市民会館のホールを何とかしてほしいです。使用できなくなってどれだけ時間

がたつのでしょうか。今は世の中が停滞していますが、それが解けた時、必ず文化活動

の場が必要となります。木更津市が、これだけ首都圏の中核都市として発展を期待され

る中、ホールがないのはありえません。 

女性 

60 歳代 

○ 車社会なので走りやすい道幅と渋滞の起きない交差点、右折車線の十分な長さなど考

えてほしい。 

女性 

60 歳代 

○ 犬の排泄を家の前でしてほしくない。臭いもあり、特にフンの後始末をしない人もいる。

ある人は住人がいるにもかかわらず平気で排泄させる。困ったものです。 

女性 

60 歳代 
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記述内容 性別・年齢 

○ 市に期待する事は何もしない。期待しても何も変わらない。木更津イオンが出来て、期

待したが空テナントばかりでがっかり。（市の仕事ではないが） 

女性 

60 歳代 

○ 新木更津市役所庁舎が、無駄なく、これからの防災やコロナ禍（他の感染症）にも対応

できるものにして頂きたい。 

３５年程木更津にお世話になっています。時代と共に、各地域の人口の変動の移り変

わりを実感しております。高齢者も多くなり、住宅街は閑散としており、将来の交通手段

が不安です。 

女性 

60 歳代 

○ 市役所からのアナウンス放送のボリームが小さい事と語句の間隔が長すぎて何を言っ

ているのかよくわからない。ゆっくりと切れ目なく話した方がよくわかると思うのですが

…？！（特に男性の声の時が多いです） 

女性 

60 歳代 

○ 平和で安全な町、オスプレイはいりません。 

市民が楽しく利用できるコミュニティーの充実。特に図書館を魅力ある場所にしてほし

い。 

女性 

60 歳代 

○ 八幡台に住んでいます。本団地内は法定速度３０ｋｍとなっていますが、ほとんどの車

がスピードを出しています。曲がる時にウインカーを出さず又は、曲がるのと同時に出し

ている状況です。パトロールの強化を強く希望します。 

問１３は、知らないことばかりです。もう少しピーアールしてはいかがでしょうか。知らない

のが悪いのでしょうか。 

男性 

70 歳代 

○ 高齢者に優しい街づくりを目指して欲しいです。 男性 

70 歳代 

○ 大久保シーアイタウンに４０年近く住んでいますが、高齢になり車で外出出来なくなった

ら買い物に困ります（特に食品）。スーパーがなくて不安です。 

男性 

70 歳代 

○ 防災、警報等の放送が良く聞きとれない地区が多い。スピーカー設置を増やして欲し

い。 

男性 

70 歳代 

○ 都市計画の推進は特にバランスを必要とし、優先順位が大事と考える。テーマの設定と

議論に適切な場を設定、又は意見の収集に工夫を行ない、皆が協力し実現出来るよう

に推進して頂きたい。 

男性 

70 歳代 

○ きれいな街づくりに注力願いたい。特に道路インフラの整備。南北をつなぐ道路が不整

備で、渋滞が多い。産業道路ではなく、散歩のできる道路。また、幅広い歩道、街路樹

などの道路景観に配慮。雑草の生い茂った道路が多い。この結果、田舎臭い街並み

が出来上がっている。 

男性 

70 歳代 

○ 市民への市からの知らせ方を一考願います。回覧板の活用など新聞未読者の人は

今、市では何をしているのかがわからない。 

男性 

70 歳代 

○ 年齢が上がるにしたがって今の世の中について行けないと思います。年寄りが住みや

すい行政をよろしく。 

女性 

70 歳代 
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記述内容 性別・年齢 

○ 行政は市民に対する平等な役割をしてもらいたい。 

汚れている町は、どんどん悪い状態になってしまう。 

すべての子供が安心して学校で学べる環境作りこそ基本です。 

女性 

70 歳代 

○ 市内のあちこちの空地があるが草がぼうぼうと生えて、防犯・防災に危険な状態の場所

がかなりあると思うので、市で草刈等を行ってほしい。 

女性 

70 歳代 

○ 個人の空地の管理をもう少し徹底してほしい。近所に住んでいる住人はとても困りま

す。夏になれば雑草がのびすぎ、蚊の発生もすごいです。何度も土木課に連絡しても

強制ではないとの事、それと、畑沢の宅地、空地には大谷石が使われています。年数

がたち、道路の方に落ちて雨が降れば泥が流れて下水に詰まります。空地の調査をも

っとやってほしいと思います。 

女性 

70 歳代 

○ 市道の白線をきれいに（他の市や県外に比べ劣っている） 

街路樹の整備 

市の運営によるコミュニティバスの活用・運転免許証返上に伴う利用価値が少ない。 

木更津市としての「核」を作って欲しい。これといったもの、例えば木更津しかない土産

品とか。 

女性 

70 歳代 

○ 空き家を早急に処分又は整理してほしい。 女性 

70 歳代 

○ 昔（昭和６０年頃）のように、駅前が賑やかな町になってほしいです。すてきな中の島大

橋前、フェリーが着岸したあたりの開発、オシャレなお茶を飲める様な町 

女性 

70 歳代 

○ 高年齢者が多くなる当市ですが、今は車の運転はできますが、年齢制限などで年間数

千円乗り放題の民間バスがあればとても助かると思います。一例ですが九州のある市

では６５才以上年間５０００円で市内乗り放題の所もあります。証明書があれば乗れると

か、木更津はバス代が高く、ほとんど人が乗ってないようです。たまに乗るとしてもほと

んどの人が契約するのではないでしょうか（年間５０００円位だったら）無人状態のバス

はもったいないですよ。 

女性 

70 歳代 

○ 木更津は私立高もあり、若い人の集まる所だから駅近辺は安全で、明るく自慢出来る

町であってほしいと切に願います。高校だけではなく美容、調理、デザイン、服装、建

築、その他の学びの場の誘致を。（一・二年の専門学校）関東近辺の大学の行かなか

った人達が学び、その作品展を開き、若い方々の将来につながる木更津になれるので

はと妄想しています。赤ちゃんからシニアまで住みやすい木更津でありますように。 

女性 

70 歳代 

○ 木更津市役所の建替えの考え方について質問します。市民サービスの点で言えば今

のままでも充分ですが、どうも市役所職員や議員の方は自分のお金でない為に金銭感

覚がマヒしているように思われます。市民ファーストであれば税の負担を市民に被せる

のはどうかと思います。頭を使って新しい木更津のスタイルを全国にアピールすること

が本当ではないでしょうか？ 

女性 

70 歳代 
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記述内容 性別・年齢 

○ 初め、東京町田から木更津に移った時、本当に何もない寂しい町で、すぐに町田に帰

りたい気持でいっぱいでした。小学校４年の長男と、幼稚園の年長の長女と主人と、一

時は何もわからないシーアイタウンの新築でしたが、公共施設、市役所も不便な所にあ

り新興住宅で他県からの人達でしたので知り合いもなく、不安でした。子供を通して学

校から幼稚園のお母さんと知り合いとなりましたが、スーパー、病院も少なく苦労しまし

たが４５～５０年住んで行くうちにアクアライン、高速バスと便利になりましたが木更津駅

付近は前より寂しい町になりました。息子も娘も大学を出て大手の企業に入り、住居は

東京に移り、主人もいなくなって、１人住まい生活になり、ますます東京に戻りたい気持

ちが強く感じられます。もう少し高齢者にやさしい町になるとありがたいと思います。 

女性 

70 歳代 

○ 市営墓地の拡充 男性 

80 歳代 

○ 広報きさらづの用紙はあんなに良い用紙でなくてもいいのではないでしょうか。少しでも

原価を下げた方がいい。 

火葬場、狭い木更津の、それも団地が３つもある近くにもってくる事はよくなかったと思

う。まして四市の合同となれば、尚更。もっと広い山あいにもっていくべきだったと思う。 

オスプレイ、安易に受け入れすぎたのでは。 

生涯学習バス、ある程度、受益者負担。（ガソリン代、継持費ｅｔｃ）にした方がいいと思

う。利用出来ない事情の人が多いのでは。 

男性 

80 歳代 

○ 今はコロナで仕方ないですが、老人の娯楽施設が少ない。 男性 

80 歳代 

○ 私は木更津市に来て４０年以上になり、会社を定年退職して２０年程近くの小川や山の

上にある公園を散歩していますが、最近になってやっと散歩コースの素晴しさに気づき

ました。具体的なことは省略しますが、あちこちにこのようなことがあると思いますので発

掘して欲しいと思っています。 

男性 

80 歳代 

○ 市内を周るバスがほしい。（１００円、２００円）出来る事なら無料にしてもらいたい。 女性 

80 歳代 
   

＜波岡地区 市民意見概要＞  

・ 「市内の道路は走行しづらい」「市内のあちこちの空地があるが草がぼうぼう」「市道の白線を

きれいに」「道路や歩道の雑草の除草」等、地域環境の整備を求める声も多く見られた。 

・ 「駅前の活性化」「西口駅ビルの再利用」「木更津の駅前に商業施設を作って欲しい」「木更津

駅西口のシャッター街を活性化してほしい」等、駅周辺の賑わいや利便性を求める声も多く見ら

れた。 

・ 「市内循環バスがあったらいいな」「コミュニティバスの活用」「市内バスの充実」等、市内の

公共交通の充実を求める声も多く見られた。 

  



46 
 

④岩根地区  
   

記述内容 性別・年齢 

○ 持病、心の病を負った人への気遣いや、理解そして支援などの強化をお願い致しま

す。防犯カメラ増設、道路幅の拡大、お年寄り、子供達が安心して道路を歩ける様に街

灯の増設を期待し住みにくい街から住みやすい街づくりを期待しています。 

男性 

20 歳代 

○ 厳根駅に快速電車が停まるようにしてほしい。 

アクアラインの通行料をもう少し下げてほしい。 

内房線の電車の本数を増やしてほしい。 

高速バスの運賃がかなり高い。下げてほしい。 

男性 

20 歳代 

○ 土日祝にアクアライン付近の渋滞、また事故の多さがとても気になります。子供とでかけ

たいのに、道路の車線の少なさが渋滞につながり、アクアラインや、コストコ、アウトレット

と大型商業施設で混雑するとわかっているのになぜ広くできないのか、もっと解決に向

かって動いてほしい。 

女性 

20 歳代 

○ 住みやすい街にして欲しい。 

ゴミ処理や医療費など、安くして欲しい。 

資金はどこに使われてしまっているのか、これから未来ある子ども達へ積極的にまわし

て欲しい。 

ゴミ処理場に自ら運んだリサイクルは無料。 

子どもの通院、入院費無料。 

公園とまでいかなくとも散歩コース、整備され、木や花が植えられ、自動車の入ってこな

い道。 

女性 

20 歳代 

○ 木更津市の図書館は汚くて狭く本も少ないので、いつも君津市まで行っています。もっ

と綺麗で快適な図書館を作ってほしいです。今は利用しませんがプールや公園なども

近隣市の方がいい気がします。 

大型のショッピングセンターが増え以前よりは便利になりましたが、もっといろいろな施

設が増えたらいいと思います。 

女性 

20 歳代 

○ ゴミ袋が高いのでポイ捨てが多いと思います。ゴミ袋（可然ゴミ）の値下げは、これから

の木更津に必要だと思います。 

あと、公園の遊具のなさに県外の人もビックリしています。 

男性 

30 歳代 

○ 防災について（地震、水害など）の対策 

金田地区の渋滞緩和 

木更津駅前の活性化（岩根駅も） 

木更津市高柳ファミリーマート付近Ｔ字路に信号をつけてほしい。県道２７０号線（旧

道）に右折レーンを設置してほしい。 

子育て世代への支援 

男性 

30 歳代 
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記述内容 性別・年齢 

○ 岩根に快速の電車が停まるようにしてほしい。交通が不便。 男性 

30 歳代 

○ 神奈川県からの移住者です。田園風景を見ながらの暮らしに満足しています。もっと活

性化するために昔ながらの漁場や商店街の再活性化ができないものかと勝手に考えて

おりました。都心から近い田舎を活かして、都心部の人々の誘致の仕方をもっと工夫で

きればと考えます。例えば、都市部で人気のｃａｆｅ経営企業と協力して古民家を改造し

てｃａｆｅを設立するなど、もっと都市部で成功している企業とタッグを組んで木更津の田

舎としての良い部分を残しつつ、現代にマッチするような施設の設立や、イベントの開

催を行うとより素敵な地域へと変化していけるのではないかと思います。言いたい事が

上手にまとまらず意図が伝わりづらいかもしれません。 

江川海岸についてです。近年、ＳＮＳをきっかけに電柱の風景（もうないですが）が話題

になり観光客が増えているにも関わらず、漁業組合自体は台風やコロナで大変厳しい

状況だと聞いています。とても素敵な景色の場所なのでどうにか漁組を支援する方法

はないでしょうか。観光客により組合が少しでも潤う仕組みがあればと思っています。 

女性 

30 歳代 

○ 公園を増やしてほしいです。小さい子どもも使えるような、大小２つのすべり台が付いて

いるような遊具があると、嬉しいです。 

小櫃川の金木橋辺りは新しく区間整備始まっているし、この際、川の木々がジャングル

化しているところをキレイにして、散歩できるようになったら素敵だなぁと思います。 

女性 

30 歳代 

○ アウトレットやコストコなど商業施設の拡大。 

子育て支援の充実 

女性 

30 歳代 

○ 以前も似たようなアンケートが届きましたが、より多くの方から意見を集めるのでしたら、

一度答えた人にもう一度行うより、他の方に聞けるとよいと思います。 

女性 

30 歳代 

○ 自治会の区割り、再編について、新たに移住した方と旧来から住んでいる方との橋渡し

となるような、施策（情報発信等）をお願いしたい。木更津に住みはじめた当初、自治会

の情報が無く、ゴミ捨てや、回覧での情報を得るのに困った経験があるため。 

男性 

40 歳代 

○ 厳根駅に快速電車を停車させてほしい。 

空き家が多く、土地が有効利用させていない。 

金田西エリアの道路工事で、同じ箇所を何度もやり直ししており、計画性がない。 

木更津駅の周辺に活気がなく、さびしい。 

公園の遊具が壊れ、どんどん無くなっているので、再整備してほしい。子育て世代が増

えないと、人口は増えず、活気もなくなってしまう。将来に投資すべき。 

男性 

40 歳代 

○ 交通インフラの整備。 

まちおこし（特産品、Ｂ級グルメ…） 

男性 

40 歳代 

○ 木更津は住み良いまちです。今後のまちづくりにも期待しています。ありがとうございま

す。 

男性 

40 歳代 
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記述内容 性別・年齢 

○ ゴミ袋が木更津だけ高い事に不満があります。図書館のクオリティなど、袖ヶ浦や君津

とついつい比べてしまいます…安らげません。アウトレット、コストコ、イオンが来たのは

とても嬉しいけど、バスの本数が少なく、木更津駅周辺がさびしい感じです。少しの大

雨でも岩根地区は水浸しになるので今後が不安です。生まれてからずっと木更津で生

活（学校も就職も）していますが、今後も親子でも楽しめる木更津であり続けて欲しいと

思っています。 

女性 

40 歳代 

○ キャットランを作って欲しい 

サイクリングロードを作って欲しい 

渋滞緩和できるようにして欲しい 「とんでん」の交差点周り 結婚式場アクア交差点周

り。坂戸市場辺り。 

女性 

40 歳代 

○ 仕事が無いと若い方は都へ働きに行かないと収入確保、生活が難しい状況です。実家

暮しや扶養に入っているのなら、時給９００～１２００円で生きていけるかもしれないが、

結構厳しいと思います。緑や海が近く吹きぬける風は気持ち良いのですが、転勤とか

一時的には良いですが、一生となると厳しい。年代関わらず生活が成りたち、住みやす

いまちづくりにしてほしいです。 

女性 

40 歳代 

○ ガン検診の定員の数を増やして欲しい。 

市内巡回バスを作って欲しい。（お年寄りになって車の運転免許を返納しても生活でき

るように） 

スパークルシティ木更津を活性化したい。（駅前が元気ない。） 

学生が勉強できるところや、テレワークの方用の個室などに活用？ビルの一部をホテル

にするなど？ 

駅前に人が集まる駅ビルなど作って欲しい。 

女性 

40 歳代 

○ 安全で安心で住みやすいまちづくりに期待しています。 女性 

40 歳代 

○ 人口規模の割に運動施設や図書館、文化施設が充実していない。従って、魅力ある都

市にするため１００年後を見据えたまちづくりを念頭に、次世代に負担をかけないよう配

慮願いたい。 

男性 

50 歳代 

○ 身の丈に合った、選択・集中でまちづくりが行われることを希望します。 男性 

50 歳代 

○ 田舎でいいから住みやすい町。 

都会に負けない教育レベル、質。 

安全な道路、歩道（歩きやすさ、安全性の向上）。 

男性 

50 歳代 

○ 共に頑張りましょう！ 男性 

50 歳代 
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記述内容 性別・年齢 

○ 岩根地区は、若い世代の住人が増加しているが、幼児・児童の人数の割合に対して、

安全に遊べる公園等の施設が不十分だと感じています。公園の新設・遊具の充実を希

望します。（近隣の方々からもそういった意見があります） 

歩行者の安全確保の為、歩道の整備・ガードレールと街灯の増設を促進して欲しいで

す。特に小・中学生の通学路、夜間の独り歩き時は危険を感じます。 

男性 

50 歳代 

○ 昨年より特に小櫃川の氾濫に不安を感じています。避難場所も避難区域の為、大丈夫

なのでしょうか？小櫃川の氾濫する恐れのある箇所は想定されているのでしょうか？整

備はされているのでしょうか？ 

男性 

50 歳代 

○ 中心市街地に人が定着するような施策を考えて下さい。 

新庁舎の建設は１０年～２０年延期し、袖ヶ浦市のようにコンパクトな街づくりを積極的

に進めて下さい。 

市の予第１５地区別の人口構成を見て配分して下さい。 

公立の小中学校にオンラインで授業できるように整備に取り組んでもらいたい。 

市民全員にＰＣＲ検査が実施できるような体制の整備に取り組んでもらいたい。 

男性 

50 歳代 

○ 駅周辺は、シャッター街、昔の様な商店街の復活があれば良い 

広報のスピーカーが反響して何を言っているのか分からない。防災情報を市のホーム

ページで迅速に公開してほしい。 

袖ヶ浦中島木更津線を整備したのは良いが、中央分離帯のせいで、Ｕターンや迂回し

ないと目的の方向に出られない、細い道を整備して車が通れる様にしてほしい。 

節税して税金を安く。 

男性 

50 歳代 

○ まだまだ閉鎖的、旧・新の市民の壁を何とかしなければ何も変わらない。旧の人達の意

識改革が必要だが、１００％近く無理だろう。 

女性 

50 歳代 

○ 金田地区の交通、週末や長期休みの時の渋滞。 

海側は発展してきているが、山側は何も変わっていない。イノシシやハクビシンどうする

のか？ 

小、中学校の統廃合の実施。 

女性 

50 歳代 

○ 昨秋オープンしたクルックフィールズについて、何度か訪れましたが、このような施設が

市に出来たこと、一市民として大変嬉しく感謝しています。オープンと同時に台風、そし

て年明けからコロナと、恐らく経営的にも大変な状況にあると思いますので、市としても

今後様々な面でバックアップして頂ければと願っております。 

女性 

50 歳代 

○ 巌根駅の周辺をもっと開拓して、ＪＲの利用を増し、快速が停車するようにしてほしい。

特に西口方面の開発をしてほしい。 

下水道の設備を整えてほしい。近辺で側溝などから悪臭がしている場所があちらこちら

うかがえるので。もっともっと気持ちよく住めるまちづくりを期待します。 

女性 

50 歳代 
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記述内容 性別・年齢 

○ 車で出かけられるので不便を感じていませんが、買い物、病院等に困っている近所の

老人の買い物代行をする事も多い。乗り合いタクシーの充実やミニバス等の公費投入

を希望します（今後不安です） 

市役所を現在のカスミ２階のままにしてほしい。新築は不要だと思うし新築の際は市民

投票するべきと思います。 

生活保護世帯の病院通院回数制限や集合住宅化を考えていくべき。権利を主張しす

ぎて年金受給者との平等に欠けると思う。税金を払っている人より良い生活をさせるべ

きでない。恵み・施しのし過ぎです。 

女性 

50 歳代 

○ 歩道に電柱があり買物時危ない。道巾が狭いのに樹木の枝の整理がされていない（市

の方で各家の方へ、回覧板等でアピール） 

男性 

60 歳代 

○ 下水道の整備について、地域差が大きいように思えます。新興住宅地は、良く整備さ

れていますが、岩根地区のような古い住宅は、３０年以上変わらず個人浄化槽が多い

のが現状ではないでしょうか。少しずつでも進めてもらいたいものです。都市開発につ

いても、木更津市は金田地区だけではありません。 

男性 

60 歳代 

○ 生活保護について。本当に困窮している人には厚く、そうでなく充分働ける人との見分

けをしっかりと。一生懸命働いている人の方が報われないのは考えものです。 

男性 

60 歳代 

○ オスプレイを受け入れた事は納得できません。市民の安全を第一に考えていただきた

いと思います。 

感染症対策に力を入れて頂きたいと思います。医療体制の充実を願います。 

木更津は便利な面と（都内等へのアクセス）のんびりとした田舎の部分があります。この

バランスを保ちつつ安心して住みよい街になる事を希望します。 

男性 

60 歳代 

○ 防災対策の推進強化を早急に進めてほしい。 女性 

60 歳代 

○ 交通安全の為、ガードレールの整備、歩道橋の確認（通学路） 

防災体制の強化、災害情報のわかりやすい伝達 

農業の発展、農地活用改善、担い手不足の為担い手育成 

観光、開発→シャッター街をなくす 

医療体制の充実 

女性 

60 歳代 

○ 空き家が多すぎ。 

小売店を大事にしてほしい。駅前が何もない。 

免許を返納するのであれば、それに変わるサービスを充実してほしい。 

女性 

60 歳代 

○ 新型コロナ、もっと自由にＰＣＲ検査ができるように。 

木更津駅の回り、昔に比べて活気がない（駅ビルでも作って欲しかった） 

市役所も災害があっても水が入らない場所に建設して下さい。 

女性 

60 歳代 
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記述内容 性別・年齢 

○ 規制、規定、法定が市民の希望に最大限どこまで許せるかを常に追求した行政に努め

て欲しい。 

例：市収集ゴミ置場の設定条件の柔軟性等…千葉県内某市の場合、老齢夫婦家庭で

は門前で可となっているとかｅｔｃ 

男性 

70 歳代 

○ 市街地の活性化。空き地（田んぼ、空家等）の再利用。 男性 

70 歳代 

○ 久津間金木橋の横に廃棄物が広範囲に山ほどあります。魅力ある木更津は景観も必

要です。 

男性 

70 歳代 

○ クリーンセンター職員の態度が横柄です。（一部の人）“オレ達がオマエらのゴミを処分

してやっているのだ！”という態度がありありと伺えます。終活をしている人間にとってこ

の様な態度をとられると、終活そのものが“もういいや”という気になってしまいます。もう

少し言動に注意して頂きたい。 

男性 

70 歳代 

○ 病院の帰りなどに木更津駅前でバス、電車を待っている時間に買い物が出来たら良い

なと思います。 

女性 

70 歳代 

○ 誰にでも愛される木更津になって欲しい。魅力ある木更津（老若男女）が満足出来ると

いいですね。 

女性 

70 歳代 

○ 木更津駅周辺の開発をしないと…駅と市役所を一帯化、駅ビルにして中心地として、

周辺の人々、高齢化のことも考えて下さい。駅周辺に毎日の買物の出来るスーパーが

一店もない市は考えられません。駅周辺が動いていない寂しい町では観光も何も発展

出来ないと思う。金田方面ばかり人々集めてもダメ。木更津は高齢者、歩行自転車、バ

スでの動く人を考えて下さい。 

女性 

70 歳代 

○ 若者が定着するような町づくり（商業、農業、工業） 神奈川県はかなり充実しているの

で若者がいっぱい。学校や、病院の充実（大学、高等） 病院は亀田病院のような医

療、医師、看護師等の充実した病院が欲しい 

男性 

80 歳代 

○ 報道（送）の音が最初（木更津市からの）までは良く聞きとれるのですが、後は何を言っ

ているのか聞きとれなくなり困っています。 

万石に行く道ですが周りが高く埋め立てしているため水が流れて来て困ります。道路が

砂利だった頃、一番早く家が出来たため道路から雨水が滝のように入り砂が無くなりど

んどん低くなります（最近、雨がすごく多く、怖い位です（Ｕ字溝）を入れてください。お

願い致します。 

男性 

80 歳代 
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＜岩根地区 市民意見概要＞  

・ 「道巾が狭いのに樹木の枝の整理がされていない」「防犯カメラ増設」「ガードレールの整備」

等、地域環境の整備の充実を求める声も多く見られた。 

・ 「厳根駅に快速電車を停車させてほしい」「駅前が何もない」等、岩根駅周辺の発展を望む声も

多く見られた。 

・ 「公園の遊具が壊れ、どんどん無くなっているので、再整備してほしい」「子育て支援の充実」

「安全に遊べる公園等の施設」等、子育て関連施策の充実を求める声も多く見られた。 
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⑤鎌足地区  
   

記述内容 性別・年齢 

○ 裁判所の人事見直し 

駅前の更なる活性化 

道路環境整備推進 

男性 

30 歳代 

○ このご時世なので、コロナの事を書かせて頂きます。安心できるまちづくりの為に。ここ

最近、感染者が増えてきています。市民が危機感を持ちつつ落ち着いた行動が取れる

ような発信をしてほしいです。接客等をするお店が感染予防・対策をするのにどのよう

な事をしたら良いかを動画にして発信し、お客として来る人がお店に入る際に必ずして

ほしい事（特にマスク）をメールや防災無線でもっと分かりやすく発信するなど。広報誌

でももっと詳しく伝えてほしいです。医療機関がパニックにならないようにする為にも市

民の理解と協力が必要です。それを発信できるのは市役所の方々だと思っています。

今まで以上の発信を宜しくお願いします。 

女性 

30 歳代 

○ アクアラインができてから交通の便は良くなったが、移住者が増加しているにもかかわら

ず、市民税が他市に比べ高く感じる。 

また自然が多く残る山野のゴミの放置や残土の問題も増加していると思う。 

商業施設もイオン、アウトレットと分散化しているが駅周辺ももっと力を入れて欲しい。 

男性 

50 歳代 

○ 無汰な消防団の廃止を望みます。 男性 

60 歳代 

○ 今は、コロナ対策をお願いしたい。安全な木更津市を希望します。日々の活動ご苦労

さまです。 

女性 

80 歳代 
   

＜鎌足地区 市民意見概要＞  

・ サンプル数が少ない（５件）ため、割愛。 
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⑥金田地区  
   

記述内容 性別・年齢 

○ 金田地区周辺の公園はいつ頃完成する予定でしょうか？３年程前に公園ができる予定

と聞いていたので残念です。私だけではなく近所の方々も公園を楽しみにしています

ので早急な対応をお願いしたいです。近隣の公園を利用したいと思いますが、雑草が

たくさん生えており、子供が安全に遊べる状態とは言い難いです。そのあたりの管理も

踏まえてなるべく雑草が生えにくい公園にして頂けると利用しやすいと思います。 

金田の地域交流センターの絵本のラインナップがいまいちなので、もっとメジャーな絵

本などを取り揃えて欲しいです。 

男性 

20 歳代 

○ 金田東地区から袖ヶ浦駅方面に向かう途中の交差点で、袖ヶ浦自動車教習所方面に

右折する車が対向車待ちで停止することで、慢性的な渋滞が発生しているので、同交

差点の改善を望みます。 

男性 

20 歳代 

○ アクアライン金田周りの土日の渋滞がひどく、コストコも出来て家に真っすぐに帰れない

ので、道路をなんとかして欲しい。住民優先など。公園が少ないですし、さざなみ公園

をもう少し整備してきれいにしたら良いと思います。街路樹も少ないです。金田に店が

少ないです。バイパスの近くの交差点は、曲がる所や表示がわかりづらいです。 

男性 

30 歳代 

○ 市政に不安が残ります。このアンケートにしてもＱＲコードで案内すれば良いし、きさら

づ安心安全メールを使えば良いのではないでしょうか？金銭感覚が時代錯誤と言わざ

るを得ない。 

広大な土地しか優位性がないのだから、大型商業施設や大規模データセンターなど、

誘知活動に注力して下さい。袖ヶ浦の市政はたいへん優れていると思います。 

男性 

30 歳代 

○ 盛り上げるというと簡単かもしれませんが、市民一人ひとりが木更津市に興味が出て、

知りたいと思えるようにすることが大切なのではないかと思います。楽しそう！便利！お

得！助かるね！ＳＮＳもフル活用しつつ、選べる楽しさがあったら市民のまちづくりへの

参加につながるように思います。私自身、何か参加できるものはないかなと思っていま

す。こういったアンケートをネットを使って行うのも良いかもしれません。 

女性 

30 歳代 

○ これから子供をこの地で育てていく予定なので子育てしやすい街になるといいなと思い

ます。もう少し市民が気軽に集まれ利用できる施設などがあったらいいのになと思いま

す。 

女性 

30 歳代 

○ オスプレイの配備は反対！市民の声を国に伝えて実践してほしい。 男性 

40 歳代 

○ アクアラインができて、アウトレット、もうすぐコストコもできます。木更津市がますます発

展していってもらいたいです。活気ある木更津でいてもらうように、私も、木更津のため

に頑張ります。 

女性 

40 歳代 

  



55 
 

記述内容 性別・年齢 

○ 燃えるゴミの回収が週２回なのが不満です。家族が多いとゴミの量も多く、袖ヶ浦のよう

に週３回の回収だと夏場も快適に家で過ごせると思います。隔週でも、夏だけでも、回

収が増えると良いと感じていました。検討して欲しいです。 

女性 

40 歳代 

○ このようなアンケートを集める事で、市がやる気が有る事を感じます。 男性 

50 歳代 

○ 自然災害に対応したまちづくりの期待 男性 

50 歳代 

○ 金田東・西地区の事業を迅速に進めて行く事。そうすればもっともっと県外からの人を

呼びこむ事が出来ると思う。 

男性 

50 歳代 

○ 金田に住んでいます。いろんな商業施設ができることはいいと思うのですが、それに伴

って他県からの車との事故とか、渋滞とかに巻き込まれてしまうことに苛立ちを感じてい

ます。初めてでもわかりやすい道路など、地元の人にも優しい環境を望みます。 

女性 

50 歳代 

○ 市役所職員の対応（電話、窓口等）が非常に親切、丁寧で安心しております。感謝いた

します。今後も市民サービスに期待致します。 

土日、休日等三井アウトレットパークに来られる都内、横浜などのお客を、市内へ誘致

するための、目新しい物を期待します。ドラマ、映画の舞台（木更津キャッツアイに次ぐ

もの）になれば巡礼地にもなり盛り上がるのでは？と思います。 

男性 

60 歳代 

○ 他市と比較して県市民税が高いと思います。 

市民の多くの人が利用する市役所を現状の２ケ所にせず、１つにまとめ新庁舎を建て

てください。（◎４市の合同を待たずに！！）もっと利用しやすいようにお願いします。 

ＪＲ木更津周辺の再開発が必要です。 

市内に自衛隊の土地があるので、致し方ありませんが、オスプレイや他のヘリコプター

が上空を飛んでいます。安全性の確認、騒音の対応も必須です。 

交通渋滞が起こっているので中野畑沢線を早急に通してください。工事が遅い！！ 

男性 

60 歳代 

○ 安心、安全な生活環境。災害時に寝たきり老人の避難場所 女性 

60 歳代 

○ 時代についていけないのが悪いのですが、パソコンなどを持っていない人の伝達方法

はどうしたらよいのでしょうか？ 

女性 

60 歳代 

○ 台風などの災害対策をしっかりお願いしたい。 女性 

60 歳代 

○ 最近での、風水害の多発に伴い、津波ハザードマップ（平成２５年２月末作成）、地震

防災マップ（平成２３年３月作成）現在とだいぶ現況が変化している。避難所等明確で

はないので回覧文書等で周知されたい。予算があれば、津波や増水時等の避難箇所

を各地区に作ってほしいが無理ですか？ 

男性 

70 歳代 
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記述内容 性別・年齢 

○ 金田地区に住んでいますが、都市計画によって大型産業・商業施設が出来てくる。造

ることには反対はしないが出来るたびに道路が土日、休日は動くことが出来ないほど道

が混み、仕事に行って帰りはわざわざ遠回りして帰ることが多くなる。畑・道にゴミを捨

てて行くし、見慣れない人が庭など見てくる、押し売り、訳のわからない人がうろうろす

る。せっかく作った野菜などがなくなる時もあるし、ハクビシン、イノシシ、アライグマ、タ

ヌキ、カラスが多くなり、空は騒音でうるさい。子供達にあとを継いでくれとは言うことが

出来ない。とにかく１日にいろいろなことがおこりやすい。多い。 

男性 

70 歳代 

○ 今、住んでいる所は、車のない人、運転が出来ない人には、大変不便です。そのため

人に頼まないといけないので。４０年もこの状態です。年寄りには不便です。 

女性 

70 歳代 

○ 夜間などに来て大きなごみを捨てて行く人がいます。見たことはありませんが、冷蔵庫

など、テレビもとても困っています。 

女性 

70 歳代 
   

＜金田地区 市民意見概要＞  

・ 「他県からの車との事故とか、渋滞とかに巻き込まれてしまうことにイラだちを感じています」

「土日の渋滞がひどい」「慢性的な渋滞が発生しているので、交差点の改善を望みます」等、渋

滞の緩和等の道路交通問題の改善を求める声も多く見られた。 
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⑦中郷地区  
   

記述内容 性別・年齢 

○ 防災の対応で、その後の支援などを充実させてほしいです。昨年の台風で木更津も大

きな被害を受け、現状をなかなか知ってもらうことも難しく、苦労した世帯もたくさんあっ

たので、今後はもっと良くなることを願っています。 

女性 

20 歳代 

○ 木更津市公共施設の建設、運営に対しての公募について情報開示の方法が木更津

市ホームページまたは、広報きさらづが主というのは視野が狭いという気がいたします。

各商業施設などあらゆる目に付く処に設置されても宜しいのではないかと思います。 

男性 

30 歳代 

○ ゴミのない町、未来へ引き継げる町づくりを心がけ、子供達が住みやすい、又安心・安

全な町になることを期待します。 

男性 

40 歳代 

○ 市民みんなが木更津大好きと思ったり言ったりできて、一部で盛り上がるだけでなく、み

んなで愛着あるまちづくりに期待します。 

女性 

40 歳代 

○ オーガニックなまちづくり次世代に続く取り組みはとても良い政策だと思います。 

ただし、現在不安に思う事は、災害時の避難場所、対応についてです。実際、昨年の

台風、大雨の時は、一部地域（中郷）８日間の停電があったのですが、市からのその時

の支援等が遅く不安がありました。（小櫃川を越えて避難はできません）避難所も無く、

平屋の多い地域ではどこに行ったら良いか、高齢者のいる家庭はどうすれば良いかな

どの点にも力を入れていただき、高い建物を確保するかも含め、安心、安全な街にして

いただきたいと思います。 

又、コロナに対する医療体制や宿泊施設等に対する、情報提供などもっとしていただ

けると安心です。 

女性 

50 歳代 

○ 今、お年寄りの車の事故が多くなってきています。私の住む地域は、やはりお年寄りが

多く、私自身もいつまで運転が出来るのか…。一人暮しの方もいらっしゃる中、買い物

に行くにも、バス停が遠すぎ乗ることが出来ません。学校に通う子達も親が駅やバス停

まで車での送迎。本数が少なくても朝昼夜とバスがあれば車がないと生活できなく無理

やり乗る人が少なくなるのではないかと思います。 

女性 

50 歳代 

○ オスプレイのないまちにしたい。 女性 

60 歳代 
   

＜中郷地区 市民意見概要＞  

・ サンプル数が少ない（７件）ため、割愛。 

  



58 
 

⑧富来田地区  
   

記述内容 性別・年齢 

○ 駅近辺や海沿いは活性化してきていると思うけど富来田地区の様な外れにある地域に

ついてはどう考えているのか？高齢者が多いのに大型の車、他県からのゴルフ客で交

通量が多い、スピードを出し過ぎな車が多いのに道路は整備されない。独居老人にし

ても、買い物とか不便なのにサービスを利用しようとしない人も多いのに、その辺りの改

善。若い人達が集まらない地域で人口も減っていくのに年寄りだけ増加傾向にある。今

のままだと富来田地区は過疎化する一方だと思います。中心街だけでなく、若い人を

呼びこめる様な、町づくりを支援して頂きたいです。 

男性 

20 歳代 

○ 金田地区周辺は、近年住宅も増加し商業施設も充実していると思います。私は、富来

田地区で真里谷に住んでおりますが、高齢化が進み、その高齢者でさえも運転できな

いと、とても不便な地域です。確かに馬来田駅前の道には、バスは走っています。近く

に店もない中、遠出（横田、小櫃）して買い物も行きます。高齢者も安心して利用できる

交通手段が増えればと思います。それから、県外、県内の人にもっと来てもらえる様に

木更津東ＩＣ周辺にも力を入れてほしいです。 

女性 

30 歳代 

○ 金田地区に今年コストコができ、土日更なる周辺道路の混雑が予想できます。バスター

ミナル利用時に、出発時刻にバスが来ない、バスのタミーナルまで行くことが出来ない

等の不具合が生じることを懸念しています。周辺道路の整備等、対策をお願いしたい。 

また、金田地区以外の開発、子育て支援等ハードソフト両面のバランスの取れた街づく

りにこれからも期待しています。 

女性 

30 歳代 

○ 強大化する台風、地震（南海トラフ、首都直下、千葉県東方沖）および津波等の大災害

に対する備え、（インフラ等）災害に強い街づくり。 

人の住みやすい街づくり。（大げさなものより、身近なものの整備） 

空き家廃校舎等の有効活用。向こう３年～５年程度はコロナウイルス等の疾病に対応

するため、集中化ではなく、小さく分散すること、インターネット等のネットワーク強化に

より、できるだけ外出せずに生活できるようにすること。東京、神奈川からの移住者動向

に注意。集中化を避けるため、場合により、交通網整備も視野に入れること。 

男性 

40 歳代 

○ 市民農園＝観光＝住みやすい ダーチャ、クラインカルデン等の取り組み 

アンケートのボリュームが多過ぎると思います。 

男性 

40 歳代 

○ 木更津まちづくりには特にありません。木更津市長さんと木更津市役所関係の人たち

にこれからも木更津市民のために頑張ってもらいたいです。毎日ごくろうさまです。 

女性 

40 歳代 
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記述内容 性別・年齢 

○ ＴＶでのロケで木更津が出るとうれしく思うので、どんどん撮影で使ってほしい。 

ボランティア活動も、何かお手伝い出来たらという気持ちで初めは参加するのだが、活

動の幅が大きく、時間を作るのに苦労する。ボランティアも手当金を少し考えなければ、

続けていけないと思う。 

木更津駅前、もっと都会的に整備をしてほしい。 

一人暮らしや高齢者が庭木の手入れや電球取替、家具の移動等どこでサービスを手

配できるのか、分かりやすいパンフレットがあるとよい。 

女性 

40 歳代 

○ 真里谷に住んでいます。夜道が暗くて、さみしいです。木更津市の山側も、少し整備し

て頂き、木更津市全体が魅力的なまちになれば良いと思う。今は、海側がとても魅力的

に感じます。きれいだし、便利だし、うらやましいです。 

女性 

40 歳代 

○ 公務員はすべての公務に精通し、国民のために働く地域のリーダーである。教育レベ

ルを上げるため、市職員は国内と海外のＭＢＡ資格を全員が取得し、一丸となって働

き、市民に知識を還元するべきである。市長は率先してＭＢＡを取って市政を運営する

ことが必要である。 

男性 

50 歳代 

○ 子供が少なくなり、お年寄りが多くなり、私が住んでいる地区は、久留線とバスしかなく、

以前にバスも廃止になるかもとの話もありました。スーパーも無くなり、お年寄りは、買い

物に出かける事も、少なくなったと思います。生活路線バスや移送サービス（ふくちゃん

バス）など足の確保を推進してほしいです。 

女性 

50 歳代 

○ 商業施設が建設され、他県からの人が来てくれている。魅力ある町として多くの方が認

めてくれている。 

更に交通網、公園、医療の充実を願います。 

居住地が、木更津中心地より離れている為、高齢化に伴い、すぐに対応してくれる大き

な病院が近くにあるとありがたい。中央病院の分院的な形でも良いと思います。 

竹林整備ボランティア（荒地） 

女性 

50 歳代 

○ 乳がん検診も、医療機関で受診できる様なクーポン券にしてほしい。なかなか日にちが

合わないのと、期限が過ぎてしまい見送ってしまう事が多い。 

女性 

50 歳代 

○ 富来田地区に大きな商業施設を造って欲しいです。現在、近くにスーパーも無く車を

使わないと不便です。車を所有しておらず、市内とかでの仕事も少なく、市外や県外へ

と出ている状況なので、市内で働ける場を増やして欲しいです。圏央道の脇の側道を

開けて、ツーバイホームからのどちらかを入口にどちらかを出口で使える様にして欲し

いです。 

女性 

50 歳代 

○ 住まいが山の中の為、生活用の道路がなかなか修理されず、これから不安。 

イノシシや猿、動物が頻繁に出没。怖いし、家庭菜園しても荒らされて、人口も減ると思

うと住むには…と考えてしまう。職場が市原市の為、ほとんど家にはいないので木更津

市について考えたことがありませんでした。申し訳ありません。 

女性 

50 歳代 
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記述内容 性別・年齢 

○ らづナビは、大変よい。更なる充実を願います。 

農村部の活性化 

木更津港を生かした街づくり 

市道の整備 

男性 

60 歳代 

○ 環境保全（未来の子供達に良い環境を！）  

安心、安全な地域 

人々が明るく働ける社会（地域） 

男性 

60 歳代 

○ ３０年近く住んでいるが、何も変わっていない。 女性 

60 歳代 

○ アンケートには市街地の方が多めにありました。が、私の住んでいる農村地域の人口減

少、空き家が多くなっている事が気になります。 

男性 

70 歳代 

○ 私達家族は馬来田に住んで８年になりますが、町にスーパーが無く、普段の買物に不

便を特に感じています。又、ガソリンスタンドが無く、農作業するのにも超不便です。コ

インランドリーなど商業施設が特に少なく困っています。 

男性 

70 歳代 

○ 空き家が多いです。空き家を利用して、テレワークの人を誘致しては…若い人が増える

と町も活性化すると思います。 

女性 

70 歳代 

○ 富来田地区に、スーパーが欲しい。単身では、人にお願いしないと不便。※アッシー君

は曜日が決まっているので、病院の予約に合わせる事が難しい。 

女性 

70 歳代 

○ かずさアカデミアパーク、郵便局、映画館、そして人口２０，０００人等、現在どうなってい

るのか？市の発展（人口の増加と、市街化調整区域の緩和が必要かと） 

男性 

80 歳代 
   

＜富来田地区 市民意見概要＞  

・ 「道路の整備」「空き家や廃校舎等の有効活用」「スーパーやガソリンスタンドなどの商業施設

が無い」等、地域環境の整備の充実を求める声も多く見られた。 

・ 「生活路線バスや移送サービス（ふくちゃんバス）など足の確保の推進」「交通網の充実」等、

公共交通の充実を求める声も多く見られた。 
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⑨地区不明  
   

記述内容 性別・年齢 

○ 西口の発展。西口の交通動線の充実。 男性 

40 歳代 

○ 高校生に対しての医療費助成を行ってほしい。 女性 

40 歳代 

○ 木更津駅前高速バスターミナルを作ってほしい 駅前のロータリーの路線バスと高速バ

ス、タクシー、学校のバス等で危険な時がある。東口と西口の利用量が違う駅前をもっ

と魅力ある街づくりをしてほしい 

女性 

50 歳代 

○ 木更津市の全体像が全て見えてきません。全体的に殺伐している気がします。田舎な

のか街なのか？最近都会から引越しして来られる方が多い様ですが、住宅ばかり増え

て自然が壊されているし、その割に街の中は漠然としている。公共的な物（図書館、大

きな公園、体育館等）は、少ないし古い！木更津市をどういう方向に持って行きたいの

か考えてほしいです。都会の人が移住してきて、良かった。住みやすい！と思ってもら

える街にしてほしいです。 

女性 

70 歳代 

○ 図書館の充実 女性 

年齢不明 

○ 町づくりとは、関係ないと思いますが、市役所を早く安全な場所に建ててほしいです。

警察も消防署も海の近くなので、中心部に出来れば良いと思う。いつまでも、スーパー

の二階では、他市に恥ずかしい。 

性別不明 

年齢不明 

○ 各種団体への負担金（社福協、まちづくり協、防犯、青少年安全協会、ＰＴＡ、小中学

校等）自治会費で負担している。新住民の自治会への加入は、任意でおります。しか

し、各団体の恩恵を受けているのは平等であり、不公平を感じます。 

性別不明 

年齢不明 

○ 家族生活が出来る様な社会を望みます。 性別不明 

年齢不明 

○ もっと活力のあるまちにして頂きたい。 性別不明 

年齢不明 

○ 道路の両端に延びた木々の枝や、雑草を除去して見通しがよく安全に歩行できるよう

にしてほしいです。（例、歩道橋）  

木更津港の駐車場に廃車されている車が数台置かれていますが、撤去されたらどうで

しょうか。又、釣り島に行く途中に橋げたが置かれていますが、かなり古く鉄板が錆つい

て危険だと思います。撤去したらどうでしょうか。 

性別不明 

年齢不明 
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記述内容 性別・年齢 

○ 木更津の魅力は海であるが、現在の海はなんとしたことか。海は県の管轄であるが、市

として海の魅力とは何か、提案したことはあるか。恐らくないだろう。そのため海の魅力

は消滅し、同時に駅前の西口は死滅化した。砂利船を顔である西口に停船させている

のもわからん。そのため西口は死んだ。砂利船の停船をよそに持って行き、港を整備す

れば観光客も、もっと増え、街は繁栄する。魅力とは何か？街の繁栄はどうしたら出来

るか、市民の税金で食っているのだから、もう少し頭を使ってほしい。それでなければた

だの税金泥棒だ。 

性別不明 

年齢不明 

○ 木更津市のその時々の情報を知るための市の広報などがポストに入るとよい。 

また、実家ではアベノマスクも配布されず、そういう苦情もどこへ伝えていいかわからな

い。 

市の放送も聞きとりづらく、何を言っているのかわからないので緊急時の時は困ると思

う。 

パソコンやスマホを全員が持っているわけでも使いこなせるわけでもないことを理解した

上で行政のサービスは行ってほしい。弱者にやさしい、わかりやすい形でのサービス、

町づくりであってほしい。 

性別不明 

年齢不明 

○ 私の回りはシルバータウンになってしまいました。防犯が心配です。安心できるように、

行政、防犯カメラをたくさん設置していただきたく思います。 

市の防犯無線が全く聞こえません。 

完全な住宅地ですが、通り抜ける、人達が猛スピードで車を走らせています。標識の設

置か、見回りをお願いします。 

性別不明 

年齢不明 

○ 町美化を進めてほしいです。（花を植えてきれいに！）道路の草が延びてしまわないよ

う定期的に管理し、ボランティアへの御願い等を実施してはいかがでしょうか！ 

駅前の活性化は何か進んでいませんが、何とか頑張ってほしい。 

性別不明 

年齢不明 

○ オーガニックや色々な取組は良いと思います。でも、まず市民（住民）が安心して通れ

る道路を優先して下さい！！新田～貝渕４丁目間のバス通り歩行者や自転車が非常

に危険である！！又牛丼すき家～貝渕２丁目の道は半分出来ているのに何年も開通

しない。優先せぬと無駄になる。住宅公園～若築（こかげ食堂）建設脇道が抜け道で歩

行者が（子供多く）危険です。 

性別不明 

年齢不明 

○ 暴走族がうるさい。時代じゃない。子供に悪影響。至る所の十字路にミラーが少なすぎ

る！！運転が危険な奴が多すぎる。東京から仕事の都合で引っ越してきたけど長く住

もうと思えない。 

性別不明 

年齢不明 

○ 当団地は高齢化が進み、年齢（高齢）を理由に自治会を脱会する者ならびに、役員辞

退者が増加傾向になり、今後、自治会の運営が成りたたなくなることが懸念される。市と

して自治会の運営について助言指導していただきたい。 

併せて、団地内で空き家が増加し、台風などで近所に飛散物の被害が発生しているの

で空き家問題の今後の指針を具体化して欲しい。 

性別不明 

年齢不明 
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記述内容 性別・年齢 

○ 高齢社会が現状ですが、市からの案内書等の字が小さすぎて内容を把握するのが大

変です。何かと言うと、ホームページをご覧下さいとのアナウンスも非常に不満です。便

利さに勝てない！！ 

今後も出来れば住み続けたいと思っておりますが、駅前に商業施設がほとんど無く、電

車利用者には不便です。 

性別不明 

年齢不明 

○ 千束台や真舟にも、沢山の新しい家が建ち、子育て世代が沢山います。交通整備お

願いします。いままで通らなかった道に、沢山車が通ります。ミラーを付けてくださ

い！！新都市税をとるなら、行って下さい。 

子育て支援、手当てを君津や袖ヶ浦のように、親切にして下さい。 

袖ヶ浦公園のように、広くて、動物のいる無料の公園をつくって下さい。魅力なさすぎで

す。よろしくお願いします。アンケートが活用されますよう願っています。 

性別不明 

年齢不明 

○ 市長は、もっと現場に出て、現状を自分の目で確認するべきでは？ 性別不明 

年齢不明 

○ 木更津駅周辺に商業（日常の買い物が出来る）施設をつくって欲しい 

馬来田に住んでいますが、近くに店舗がなくなり大変不便です。定期的に日用雑貨、

食品など販売する車が来てくれると有難いです。 

性別不明 

年齢不明 

○ もう少し下水道を整備してほしいです。台風や大雨の時の備えに！！ 性別不明 

年齢不明 

○ 木更津はとっても良い町です 私は木更津で生まれ８０年、もっと、もっと生きたい！こ

れからもよろしくお願い致します 

性別不明 

年齢不明 

○ 交通事故が少なくなる様な改革 性別不明 

年齢不明 

○ 馬来田は、スーパーもなし、ガソリンスタンドもなし、ドラックストアーもないので買い物に

困っています。店、スーパーだけでもあればいいと思います。 

性別不明 

年齢不明 

○ 駅前に店舗を増やし人が集まる様にして欲しい。（コンビニや学校関係のバスターミナ

ルばかりでなく。） 

人口は増え続けることはないと思うので、廃校を利用したりして、住民の集える場所や

市からの手伝いが欲しい。市民活動他があまり伝わっていない気がする。 

性別不明 

年齢不明 

○ 最近良く耳にする事があります。農家さんはもちろんでしょうが家庭菜園を楽しんでいる

方々が折角の作物をハクビシンにやられて困っている。とうもろこしが全て、落花生が

全てやられた、スイカがメチャメチャ等々と耳にします。ハクビシン、タヌキ、猿（馬来田

地区等）等の被害が無くなるような対策を考えて頂けたらと考えます。退職して老後を

菜園で楽しむ方々や農家さんが安心して農作物を作れるような対策も必要かな？これ

も一つの木更津の明るい社会形成かと思います。お願い致します。 

性別不明 

年齢不明 

○ 景観整備 空地整備 お疲れ様です。お身体に気をつけ、これからもよろしくお願いし

ます。 

性別不明 

年齢不明 
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記述内容 性別・年齢 

○ （木更津駅東口の整備）心無い自家用車が多く、高速バスの停車場や待機場所を完備

する必要性を感じている。 

・西口と東口を車で往復できると便利…？？？難しい？ 駅は家なら玄関、顔です。 

性別不明 

年齢不明 

○ 私たち夫婦はスマートフォンもパソコンもしないので良く分からない質問があり、回答が

違っていたらごめんなさい。 

性別不明 

年齢不明 

○ 近くに、スーパー、コンビニ等が無く、行き先々が不安 性別不明 

年齢不明 

○ 木更津駅前の再開発、活性化 

障害者専用の運動施設の設置 

性別不明 

年齢不明 

○ 八幡台から火葬場までの道路脇の草、木が道路まで伸びて、車のすれ違いの時、大

変危ない時があります。年に１回だけの草刈りで道路脇少しだけの草刈りなので、すぐ

に伸びてしまいます。もっと奥の方まで草を刈って下さい。木が伸びて、折れているのも

あります。車の上に落ちてきたら、大変危険です。 

性別不明 

年齢不明 

○ 波岡交差点の渋滞緩和（東線増幅ｏｒ延長、傾斜の改善、信号の長さ調整） 

児童館（小学生以下の子供の遊び場、施設）のような市営の施設、場所を造って欲し

い。 

木更津と言えば…ですぐ浮かぶような特産、Ｂ級グルメ等を確立し、街おこしを。 

市立の幼稚園や保育園・駅前（特に西口）とアカデミアパークの活性化、アカデミアパ

ークに企業誘致ができないのであれば娯楽施設や観光名所となりうるものを造ってほし

い 

性別不明 

年齢不明 

○ 高齢化が進む中、足腰も衰え、免許は返納したら医者に行く足もなく、不自由な人が多

勢います。ドアツウドアの様にコミュニティタクシーがあれば買物も通院も助かると思い

ます。 

木更津港は街の中心地なのに砂利船の様な船がたくさん停泊していて景観が悪い。

港の裏側の方に移動して、道路から見える場所はヨットハーバーの様にしたら、木更津

もおしゃれな街になり、人も集まると思います。 

性別不明 

年齢不明 

○ コロナの情報や、木更津市の情報、報告を市長さんの生の声でお願いします。 

市役所の現在の場所はとても便利で新しく作る必要はないと思います。 

大きなトラックや車が通る所の道路の整備や市道の周囲の草刈を更にまめにお願いし

ます。 

小櫃堰公園が草だらけで使いにくい。 

性別不明 

年齢不明 
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＜地区不明 市民意見概要＞  

・ 道路の両端に延びた木々の枝や、雑草を除去して見通しがよく安全に歩行できるようにしてほし

い」「市民（住民）が安心して通れる道路を優先して下さい」「いままで通らなかった道に、沢

山車が通ります。ミラーを付けてください」等、地域環境の整備の充実を求める声も多く見られ

た。 

・ 「木更津駅周辺に商業（日常の買い物が出来る）施設をつくって欲しい」「駅前に店舗を増やし

人が集まる様にして欲しい」「木更津駅前高速バスターミナルを作ってほしい」等、駅周辺の賑

わいや利便性を求める声も多く見られた。 
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２．「その他」欄記述  

   

＜問２）あなたが感じてい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 

○ 市の雰囲気 男性 

20 歳代 

○ 生まれ育った場所だから。 男性 

40 歳代 

○ 地元の仲間 女性 

40 歳代 

○ 公園が多い 女性 

40 歳代 

○ 仕事・職がある 男性 

50 歳代 

○ 市民プール・いきいき館 男性 

60 歳代 

○ 都心に最も近い緑の豊さ 男性 

60 歳代 

○ 住みやすい 男性 

60 歳代 

○ 田舎くささ 男性 

80 歳代 
   

②清川地区  

記述内容 性別・年齢 

○ 證誠寺 男性 

30 歳代 

○ 出身地・市民性質 男性 

40 歳代 

○ 田園風景の美しさ 女性 

40 歳代 

○ 盤洲干潟 女性 

40 歳代 
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②清川地区  

記述内容 性別・年齢 

○ 東京に比べ夏涼しく冬暖かい。 男性 

60 歳代 
   

③波岡地区  

記述内容 性別・年齢 

○ 実家（養老渓谷）から最も近い都合 男性 

30 歳代 

○ イベント・企画が前向きに感じています。（新しい） 女性 

30 歳代 

○ かずさアカデミアエリア 女性 

30 歳代 

○ 人の優しさ 女性 

40 歳代 

○ １～２５にあげられるようにいろいろな機能や特長がＭＩＸされているところ 男性 

50 歳代 

○ 温暖な土地 女性 

60 歳代 
   

④岩根地区  

記述内容 性別・年齢 

○ アウトレットに近い 男性 

20 歳代 

○ 温暖な気候 男性 

50 歳代 
   

⑤鎌足地区  

※該当なし  
   

⑥金田地区  

※該当なし  
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⑦中郷地区  

記述内容 性別・年齢 

○ 木更津駅西口において昭和のレトロな食堂がたくさんあるところ。 男性 

40 歳代 

○ 福祉施設 男性 

40 歳代 

○ 都市に近い。 女性 

70 歳代 

 
⑧富来田地区  

記述内容 性別・年齢 

○ 不良、ヤクザ、反社会的勢力が千葉県一多い市。 男性 

50 歳代 
   

⑨地区不明  

記述内容 性別・年齢 

○ 都会と田舎の中間くらいの街。 男性 

40 歳代 

○ 自然が多い 性別不明 

年齢不明 

○ 生まれ育ったところだから 性別不明 

年齢不明 

○ 災害がもし起こったら水害はどこへどのように避難をしたら良いか、公民館は古くて人

数も入らないし…等々といざとなったら不安だらけです。台風１５号の時の傷跡も未だ

…というところもあるし。 

性別不明 

年齢不明 
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＜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 

○ 都会（東京）にぼんやりした憧れがある、あと特に日本！って感じのところもないし 女性 

20 歳代 

○ 文化的でないから 男性 

30 歳代 

○ 水道代、ゴミ袋、税金などが高い。 女性 

60 歳代 
   

②清川地区  

記述内容 性別・年齢 

○ 袖ヶ浦市の方がメリットが多いから。 男性 

40 歳代 

○ 後期高齢者になり、坂多いため。 男性 

80 歳代 

 
③波岡地区  

記述内容 性別・年齢 

○ 海外に出たいため。 女性 

30 歳代 
   

④岩根地区  

記述内容 性別・年齢 

○ 地味 男性 

30 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  
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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 

○ 木更津の風土に合わない。公費の無駄です。 女性 

70 歳代 
   

②清川地区  

記述内容 性別・年齢 

○ 聞いてすぐにわかるキャッチコピーじゃないとただの自己満足です。意味がわかりませ

ん。 

男性 

40 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  

記述内容 性別・年齢 

○ こんなことするなら、教育（特に市役所職員）のレベルを高めるべき。 男性 

50 歳代 
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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 

○ ＳＮＳでの若い世代への発信 男性 

20 歳代 

○ 文化的教養を市民が高めること。 

全国転勤の人に観光大使になってもらい全国の人に木更津の名刺を配りアピールす

る。 

男性 

30 歳代 

○ 市民が「いかに興味を持つか」を一番に計画・取り組めば、受け取る側も変わると思う。 女性 

40 歳代 

○ Ｔｗｉｔｔｅｒを補うようにＹｏｕｔｕｂｅを充実し、月～金毎日５分程度発信←（プロモチャンネ

ル）取材協力制度で一般の市民からデータをもらう。採用時の謝礼にアクアコイン 

男性 

50 歳代 

○ 市民活動のわかりやすい組織作り及び周知 男性 

60 歳代 

○ わからない 女性 

70 歳代 

○ 高齢者との時代（歴史観ｅｔｃ）感覚の違いを話し合いたい。 男性 

80 歳代 

 
②清川地区  

記述内容 性別・年齢 

○ 児童虐待について、ＳＯＳを捉えてからの対応では遅過ぎる。事後対応は、仕事（行

政）のやった感はあるかもしれないがそもそも、事後対応では、児童虐待は減らない。

現にこの１０年、国や行政の事後対応強化、法規制の見直しが継続しているが、児童

虐待件数は増加し続けている。児童虐待を本気で減らそうと思うなら行政は、未然予

防に最大の努力（人と金）を使うべきだと思います。相談窓口ばかりではなく、パパ、マ

マを対象としたシンポジウムか講演会など誰もが参加しやすいシステムづくり、ルール

づくりだけでなく、未然予防の効果が出るまちづくりをお願いしたい。 

男性 

40 歳代 

○ 時間帯、活動する時間帯が夜（１９：００以降）になってしまうので夜でも参加してみた

い。 

女性 

40 歳代 

○ ③に関して、活動に対し保険加入など 男性 

80 歳代 

  



73 
 

③波岡地区  

記述内容 性別・年齢 

○ 若年層にも伝わる広報（インターネット等） 性別不明 

20 歳代 

○ 市民活動団体の質を高めるような支援。補助金をほぼ無条件で配っていてはいつまで

たっても団体は補助金に依存し、その後の自立運営の力がつかない。補助金の審査

は今よりシビアにすべき。市内で活動する市民団体の半数は、実態は趣味サークル。

本気で取り組んでいる団体に然るべき必要な支援が届くよう、本質的な「市民活動団

体」と趣味サークルをふるいにかけて支援体制も分けてほしい。運営資金面は団体の

大きな悩みの 1 つ。収益源となる活動（非営利）も認め、単なるボランティア団体を強要

するのは質の低い団体を増やすだけ。市民団体は非営利・営利どちらも取り組んでい

いもの。 

女性 

30 歳代 

○ ＳＮＳなので若者に呼びかける。ＩＴ分野が木更津は遅れているから 女性 

30 歳代 

○ 地域で様々なフォーラムをすること。さらに知識層を作ること 女性 

40 歳代 

○ コロナの対策をしっかりしたうえで市民活動を行うべき。 女性 

40 歳代 

○ １～５を年代毎、性別毎、多言語で 男性 

50 歳代 

 
④岩根地区  

記述内容 性別・年齢 

○ 悩みがある人の支援や持病を持った人への活動など 男性 

20 歳代 

○ 情報の提供方法に工夫をしたら良いと思います。 女性 

30 歳代 

○ 自然に参加したくなるような活気のある市民活動 男性 

50 歳代 

○ 老齢の為活動してない 女性 

70 歳代 
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⑤鎌足地区  

記述内容 性別・年齢 

○ 企業、施設等へ参加案内 男性 

30 歳代 

○ 消防団の廃止 男性 

60 歳代 
   

⑥金田地区  

記述内容 性別・年齢 

○ とにかく始めやすい環境作り 女性 

30 歳代 
   

⑦中郷地区  

※該当なし  
   

⑧富来田地区  

記述内容 性別・年齢 

○ ＳＮＳでの呼びかけが最も効果的です。 男性 

40 歳代 

○ 市の職員がリーダーとなるべき。 男性 

50 歳代 

○ 発信の仕方に工夫が必要だと思います。 女性 

50 歳代 

 
⑨地区不明  

記述内容 性別・年齢 

○ 新住民の参加 性別不明 

年齢不明 

○ ネット発信だけではダメ 性別不明 

年齢不明 

○ 千葉テレビ等メディアでの活動内容の発表 性別不明 

年齢不明 
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＜問 10）アクアコイン利用促進のためには、今後どのような改善が必要だと思いま

すか。＞    

①木更津地区  

記述内容 性別・年齢 

○ アクアコインの存在を知らなかったのでもう少し宣伝したほうが良いと思います。（学校

などにポスター） 

男性 

10 歳代 

○ 理解が難しいため、回覧板のチラシや市のホームページ加盟店舗にポスターを貼るな

どしてどのように使うものなのか、利用することでどのような利点があるのかなどを示して

いただけると、関心が湧くと考えます。 

女性 

10 歳代 

○ 認知度を上げる 女性 

20 歳代 

○ 充電スポットで利用できる。 男性 

30 歳代 

○ スイカ・パスモなど統一して使用できるとよい。 男性 

30 歳代 

○ 利点がよくわからない。 男性 

30 歳代 

○ 存在を知らなかったので、宜伝していくと良いと思います。あと、名前がちょっとダサイ

…かもしれません。アクアラインと間違いそうです。 

女性 

30 歳代 

○ 使い方やメリットを説明するためのチラシを配る、地域新聞にＰＲを載せる 女性 

30 歳代 

○ 情報提供 女性 

30 歳代 

○ 必要性が感じられない。取り組みを中止すべき。（アクアコインは不要） 男性 

40 歳代 

○ 促進不要 男性 

40 歳代 

○ ポイント還元から地域貢献につながる仕組みがあってもいいかと思う。 女性 

40 歳代 

○ なぜアクアコインが木更津にとって必要なのかをもっと知らせてほしいです。 女性 

40 歳代 
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①木更津地区  

記述内容 性別・年齢 

○ シャッター街が継続して疲弊している木更津市にアクアコイン等メリットを感じない。自

分自身、経済的に潤っていないので利用したいとも思えない。基本的に日用品、食料

を購入する際クレジットカードやキャリアでうまみのある決済を利用してポイント還元され

るし通販で用が足りる。 

上記にある QR コードの読みとりに関し、加盟店でわざわざしたいと思えない。画面上

でリンクされていてクレカやキャリア決済でスマートにキャッシュレスできるならいいかも

…まあいったん、アプリダウンロードしないと使用できないから無理なことかな？ 

女性 

40 歳代 

○ アクアコインと現金の併用 女性 

40 歳代 

○ ＷＡＯＮみたいに使えるとよい 女性 

40 歳代 

○ 情報拡散。 男性 

50 歳代 

○ カード決済が無理 男性 

60 歳代 

○ アクアコインの必要性。目的をＰＲする 男性 

60 歳代 

○ アクアコインのＰＲ情報発信する 男性 

60 歳代 

○ アクアポイントを利用できる店の商品価格が高い メリットのＰＲ 男性 

60 歳代 

○ 地域通貨不要 男性 

60 歳代 

○ セキュリティー的に怖いので使いたくない。 女性 

60 歳代 

○ 他の電子決済を使っていて分散したくないので。 女性 

60 歳代 

○ 年配者にはむずかしい。 女性 

70 歳代 

○ わからない 女性 

70 歳代 

○ 高齢世帯のため、現金決済以外に拒否反応が強い。 男性 

80 歳代 
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②清川地区  

記述内容 性別・年齢 

○ アクアコイン使用時なら割引になる等しなければ、わざわざ多数ある電子マネー決済の

中から選ぼうと思わないと感じる。 

男性 

20 歳代 

○ 大手のキャッシュレス決済があるので、あまり普及しないと思う。 女性 

20 歳代 

○ 高齢者が多いため、お年寄りの方向けの説明も必要と思う。 女性 

20 歳代 

○ ポイント還元に税金を投入しないでほしい。市民全員に還元されなく不公平だ。アクア

コインは廃止すべき。 

男性 

30 歳代 

○ この政策は不要だと思う。 女性 

30 歳代 

○ シニアの方について、利用法の理解を広げる活動が必要と考える 男性 

40 歳代 

○ 一番思うのはやめた方が良いと思う。絶対に失敗します。 男性 

40 歳代 

○ ＳＵＩＣＡ、ＷＡＯＮ、ＮＡＮＡＣＯなど広く社会に普及されている電子マネーやポイントと

の連携ができると利用しやすい。アクアコインの使い道の選択肢が少なすぎる。普及

率、認知度が低く、使いたくなる人が少ない。 

男性 

40 歳代 

○ 利用したいと思わない 女性 

40 歳代 

○ 場合によってお釣りがある。 女性 

40 歳代 

○ よくわからない。 女性 

40 歳代 

○ 老人にわかりやすく！ 男性 

50 歳代 

○ 現金払いが好きなので興味なし 男性 

50 歳代 

○ 宣伝等 女性 

50 歳代 

○ 個人情報が守られること 女性 

50 歳代 

○ スマホ決済の利用はしない。君津信用組合の金融機関だけなのは、どうしてか？ 女性 

60 歳代 
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②清川地区  

記述内容 性別・年齢 

○ 利用促進のための情報提供 女性 

60 歳代 

○ アクアコインしらない 男性 

70 歳代 

○ 使わない。 男性 

70 歳代 

○ 使用する事を考えていない 女性 

70 歳代 

○ 高齢者で、現金使用が多い。 男性 

80 歳代 

○ スマホは所持しない主義。パソコンはあり。家内はガラケーを所持。 男性 

80 歳代 
   

③波岡地区  

記述内容 性別・年齢 

○ どういったものなのかわかっている人がとても少ないと思うので、説明が書いてあるポス

ターなどをもっといろいろな場所に掲示すべきだと思います。また、高齢の方が多いた

めスマホを持っていない人もいると思います。なので、カードなどでも可能にするべきだ

と思います。 

女性 

10 歳代 

○ スーパーや大型量販店での申し込みが可能、勧誘など 女性 

30 歳代 

○ 廃止も検討しては。地域通貨ブームにのっかってみたものの運用・ニーズともに難航し

ている。本質的にいいものでないシステムは市民に選ばれないと思う。少なくとも私に

は君信との癒着事業にしかみえない。アクアコインで得をするのは市民ではない。 

女性 

30 歳代 

○ 木更津以外でも使用可にする イオンなどグループと提携する 女性 

30 歳代 

○ 安全に使えるものなのか情報流出がないのか１００％の安全か分からないと使いたくな

い 

男性 

40 歳代 

○ 老人や子どもへの普及（使用法） 女性 

40 歳代 

○ 電子通貨は使いたくない。 男性 

50 歳代 

○ 地銀の参加 男性 

50 歳代 
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③波岡地区  

記述内容 性別・年齢 

○ 必要性があるか疑問 男性 

50 歳代 

○ よくわからない。 女性 

50 歳代 

○ スマートフォンが使いきれない 女性 

60 歳代 

○ このアンケートで初めて知りました。市民に知らせる方法を教えて下さい。 男性 

70 歳代 

○ よく知らないので答えられない 女性 

70 歳代 

○ 年配者には無理 女性 

70 歳代 

○ スマホは持っていません 女性 

70 歳代 

○ 使う所があまり無。海、市場があっても魚はまずい 男性 

80 歳代 
   

④岩根地区  

記述内容 性別・年齢 

○ アクアコインの知名度をあげる、利用方法などの説明を設ける活動など、ネットワークを

使った分かりやすい説明など 

男性 

20 歳代 

○ 使い易いシステムにすることや、利用することによる特典メリットの訴求が必要かと思い

ます。 

女性 

30 歳代 

○ よくわからないし、怖い 女性 

40 歳代 

○ 決済時に地区で頭を使い、使い分ける地域限定通貨の利便性が解らない。逆にキャッ

シュレス決済を複雑化にしている様に思える。 

女性 

40 歳代 

○ 木更津全店舗利用可能に 男性 

50 歳代 

○ 年寄りが利用出来る様なカード配付 男性 

60 歳代 

○ 携帯電話を持っていない 男性 

60 歳代 
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④岩根地区  

記述内容 性別・年齢 

○ 利用しない。 男性 

70 歳代 

○ クレジットカードなしガラケーです 女性 

70 歳代 

○ 老齢により使用は考えてない 女性 

70 歳代 
   

⑤鎌足地区  

※該当なし  
   

⑥金田地区  

記述内容 性別・年齢 

○ 利用金額の年度別の公開 男性 

30 歳代 

○ ＰＲやお得感が大切かと思います 女性 

30 歳代 

○ 期限を無くす 男性 

50 歳代 

○ ２、５、増加よりもそのお店が加盟店であるかどうかもっとわかりやすくした方がいいと思

います。ポスターを貼るとか、看板を掲げるとかそこで興味を持っていただくようにす

る。 

女性 

50 歳代 

○ スマートフォンなど持っていないので、よくわからない。 女性 

60 歳代 
   

⑦中郷地区  

記述内容 性別・年齢 

○ アクアコイン自体の情報提供アプリダウンロードしたら初回ポイント支給 男性 

40 歳代 

○ 利用できる範囲・地域を広げる。 男性 

40 歳代 
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⑧富来田地区  

記述内容 性別・年齢 

○ 知名度の向上とメリット 男性 

40 歳代 

○ 市民の個人取引 男性 

40 歳代 

○ わかりやすく使えるようにしてほしい。 男性 

50 歳代 

○ 加盟店の品質向上をお願いしたいです。 女性 

50 歳代 

○ この地域に利用出来る店がない 女性 

70 歳代 

○ 市民増加と加盟店の増加 男性 

80 歳代 
   

⑨地区不明  

記述内容 性別・年齢 

○ 割引キャンペーンｐａｙｐａｙなどのような。 男性 

40 歳代 

○ 携帯電話（ガラケー）の為、わからない 性別不明 

年齢不明 

○ よくわからない 性別不明 

年齢不明 

○ 年輩者等はチャージの方法等一人では出来ない（怖くて）ので使い方等の勉強会や、

もしくはやり方等を安心出来る方に指導が受けられたら嬉しいかな…と思います。 

性別不明 

年齢不明 

○ スマートフォンは使用してません 性別不明 

年齢不明 

○ スマホを使用しない人に無関係 性別不明 

年齢不明 
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＜問 12）「きさらづ安心・安全メール」を登録していな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 

○ らづナビを使ってます 男性 

10 歳代 

○ 情報漏洩されても困るから。ツイッターの方が情報が早いから。 女性 

20 歳代 

○ 以前登録していたが、特にメリットがないので（不自由ではないので）携帯の買い変え

後に登録していない。 

女性 

40 歳代 

○ これを機会に登録しました。 女性 

50 歳代 

○ 今から登録する 女性 

50 歳代 

○ 知らなかった。 男性 

60 歳代 

○ あること事体が知らなかった。 女性 

60 歳代 

○ 保管が面倒だからカードが多い。 男性 

70 歳代 
   

②清川地区  

記述内容 性別・年齢 

○ そこまで重要でないことも高頻度でメールが送られてくるので、しつこいから。どれが重

要か分かりづらい。 

女性 

20 歳代 

○ 自分自身で調べる事が多い。 女性 

50 歳代 

○ はじめて聞いた 男性 

70 歳代 

○ ＰＣを用い２回～３回／週、市ホームページを見ている。勿論、広報紙は必読してい

る。 

男性 

80 歳代 
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③波岡地区  

記述内容 性別・年齢 

○ 以前登録していたがアドレスを変えてから登録していない。今回しました！ 女性 

40 歳代 

○ 知らなかった 女性 

40 歳代 

○ 他のアプリの防災情報を利用している。 男性 

50 歳代 

○ らづナビに登録している。 男性 

50 歳代 

○ ＰＲが不足してると思います。これを機会に登録しました。 男性 

60 歳代 

○ 必要な情報は自分で得る 男性 

60 歳代 

○ 知らなかった 男性 

60 歳代 

○ らづナビを開く 女性 

70 歳代 
   

④岩根地区  

記述内容 性別・年齢 

○ らづナビを登録しているから 女性 

40 歳代 

○ ｙａｈｏｏで地区設定をすれば？その地区の防災情報など、上記の情報が届く為。 女性 

40 歳代 

○ 知りたい情報があれば自分から検索する。 男性 

60 歳代 

○ 今後考えている。 女性 

60 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  
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⑧富来田地区  

記述内容 性別・年齢 

○ 知らない 女性 

50 歳代 

○ 職場が市外の為今のところ関心が木更津市にない 女性 

50 歳代 
   

⑨地区不明  

記述内容 性別・年齢 

○ 「らづナビ」アプリを使っている。 性別不明 

年齢不明 

○ 家族がらづナビ利用中 性別不明 

年齢不明 
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＜問 14）あなたが普段、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。

（誌名）＞    

①木更津地区  

記述内容 性別・年齢 

○ ちいき新聞 男性 

30 歳代 

○ ｋａｔｅ 女性 

30 歳代 

○ ちいき新聞 男性 

50 歳代 

○ ちいき新聞など 男性 

50 歳代 

○ ちいき新聞、グッドニュース 男性 

50 歳代 

○ とことんかずさ 男性 

50 歳代 

○ ファミリア 女性 

60 歳代 

○ ニュータウン 女性 

60 歳代 

○ 新千葉新聞 男性 

70 歳代 

○ チイコミ、暮らすめいと 女性 

70 歳代 

○ 福祉きさらず、房総ファミリア 女性 

70 歳代 
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②清川地区  

記述内容 性別・年齢 

○ ちいき新聞、グットニュース 女性 

30 歳代 

○ グットニュース 女性 

50 歳代 

○ 房総ファミリア 女性 

50 歳代 

○ グッドニュース、ニュータウン、ちいき新聞 女性 

60 歳代 

○ スタイル 男性 

70 歳代 

○ 市議会だより 女性 

70 歳代 
   

③波岡地区  

記述内容 性別・年齢 

○ Ｇｏｏｄ ｄａｙｓ、ちいき新聞 女性 

30 歳代 

○ ｋａｔｅ 女性 

30 歳代 

○ 房総ファミリア、ニュータウン、ちいき新聞、Ｓｔｙｌｅ 女性 

40 歳代 

○ ちいき新聞 女性 

40 歳代 

○ ちいき新聞、グッドニュース 女性 

40 歳代 

○ きさらづ市民ネットワーク通信 女性 

40 歳代 

○ ｋａｔｅ 女性 

50 歳代 

○ Ｓｔｙｌｅ 女性 

60 歳代 

○ 房総ファミリア 女性 

70 歳代 
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④岩根地区  

記述内容 性別・年齢 

○ ｋａｔｅ 女性 

40 歳代 

○ グッドニュース 女性 

40 歳代 

○ 房総ファミリー 男性 

70 歳代 
   

⑤鎌足地区  

※該当なし  
   

⑥金田地区  

記述内容 性別・年齢 

○ ＴｏＫｏＴｏｎ ＫａＺｕＳａ 男性 

50 歳代 
   

⑦中郷地区  

※該当なし  
   

⑧富来田地区  

記述内容 性別・年齢 

○ ｋａｔｅ 女性 

30 歳代 
   

⑨地区不明  

記述内容 性別・年齢 

○ 房総ファミリア新聞等 性別不明 

年齢不明 
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＜問 14）あなたが普段、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。

（ラジオ）＞    

①木更津地区  

記述内容 性別・年齢 

○ かずさＦＭ ８３．４ＭＨz 男性 

50 歳代 

○ かずさエフエム 男性 

60 歳代 

○ ＦＭ 男性 

60 歳代 

○ かずさＦＭ 男性 

70 歳代 
   

②清川地区  

記述内容 性別・年齢 

○ かずさＦＭ 男性 

30 歳代 

○ かずさＦＭ 女性 

40 歳代 

○ 千葉テレビ 女性 

70 歳代 
   

③波岡地区  

記述内容 性別・年齢 

○ ｂａｙ ＦＭ 男性 

30 歳代 

○ かずさＦＭ 女性 

30 歳代 

○ ｂａｙ ＦＭ 女性 

40 歳代 

○ ＮＨＫ 男性 

80 歳代 
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④岩根地区  

記述内容 性別・年齢 

○ ｂａｙｆｍ 女性 

30 歳代 

○ ＢＡＹ ＦＭ 男性 

40 歳代 
   

⑤鎌足地区  

記述内容 性別・年齢 

○ かずさエフエム 男性 

30 歳代 
   

⑥金田地区  

※該当なし  
   

⑦中郷地区  

記述内容 性別・年齢 

○ ｂａｙｆｍ 女性 

20 歳代 

○ かずさＦＭ 女性 

50 歳代 
   

⑧富来田地区  

※該当なし  
   

⑨地区不明  

記述内容 性別・年齢 

○ かずさＦＭ 性別不明 

年齢不明 

○ かずさＦＭ 性別不明 

年齢不明 
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＜問 14）あなたが普段、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。

（その他）＞    

①木更津地区  

記述内容 性別・年齢 

○ 案内放送（早朝） 男性 

20 歳代 

○ 親や身内から 女性 

20 歳代 

○ ｙａｈｏｏ ｊａｐａｎ 女性 

20 歳代 

○ 市の放送（街のスピーカーから流れてるやつ） 女性 

20 歳代 

○ 人づてに聞く 女性 

20 歳代 

○ 特になし 男性 

30 歳代 

○ きさらづ安心・安全メール、きさレポ 女性 

30 歳代 

○ ネット、新聞など 女性 

30 歳代 

○ 口こみ 男性 

40 歳代 

○ きさレポ（木更津レポート） 女性 

40 歳代 

○ メール 女性 

40 歳代 

○ ググってヒットした記事 女性 

40 歳代 

○ 木更津安心安全メールもっと活用してほしい！ 男性 

60 歳代 

○ 職場の会話の中で。 男性 

60 歳代 

○ スマホのニュース 女性 

60 歳代 
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①木更津地区  

記述内容 性別・年齢 

○ 最近自治会をやめたので今はスマホに木更津市のきさらづ安心安全メールを開いて

見ています。つい２～３日前から。うまくスマホを使いきれてないです。 

女性 

70 歳代 

○ 市外の施設にいるのでわからない 女性 

70 歳代 
   

②清川地区  

記述内容 性別・年齢 

○ 家族から聞いている。 男性 

30 歳代 

○ インターネット 男性 

40 歳代 

○ 自分が住んでいる実感、近隣市との比較 男性 

40 歳代 

○ きさらづ安心・安全メール 女性 

40 歳代 

○ 登録してるからメール←防犯、コロナとか、不審者は、でも他の情報は、あまりわからな

い…。これをみればわかる！ってのがほしい。 

女性 

40 歳代 

○ 安心安全メール 女性 

40 歳代 

○ きさらづ安心・安全メール 男性 

50 歳代 

○ 全く得ていません。 男性 

50 歳代 

○ フリーコール 終戦ラジオ放送の様な。 男性 

50 歳代 

○ 市民安心安全メール 女性 

50 歳代 

○ 安心メール 女性 

50 歳代 

○ 新千葉新聞を取ってるから 女性 

60 歳代 

○ 木更津市議会 女性 

60 歳代 
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②清川地区  

記述内容 性別・年齢 

○ 放送が聞きとれない 男性 

70 歳代 

○ 新千葉新聞 女性 

70 歳代 

○ テレビなどへ積極的に情報してほしい。 男性 

80 歳代 
   

③波岡地区  

記述内容 性別・年齢 

○ メールを登録している家族 女性 

10 歳代 

○ ネットニュース 男性 

20 歳代 

○ 学校からの配布物 女性 

30 歳代 

○ Ｇｏｏｇｌｅ 女性 

30 歳代 

○ 地域の住民、知人。 女性 

40 歳代 

○ きさらづ安心・安全メール 女性 

50 歳代 

○ 友人・知人からの情報 女性 

60 歳代 

○ 房総ファミリア新聞（公民館だより） 男性 

70 歳代 

○ 必要な時インターネットで 女性 

70 歳代 

○ 家族等の会話などで。 女性 

70 歳代 
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④岩根地区  

記述内容 性別・年齢 

○ きさらづレポート（ｗｅｂサイト） 女性 

30 歳代 

○ マチイロ（アプリ） 男性 

40 歳代 

○ スマートニュースに出てくる木更津の記事 開店・閉店の情報など 女性 

40 歳代 

○ 友だち 男性 

60 歳代 

○ 読売新聞、新千葉新聞 女性 

60 歳代 
   

⑤鎌足地区  

記述内容 性別・年齢 

○ メール 男性 

40 歳代 
   

⑥金田地区  

記述内容 性別・年齢 

○ きさらづ安心・安全メール 男性 

30 歳代 

○ きさらづ安心・安全メール 男性 

40 歳代 

○ 新聞 男性 

40 歳代 

○ 銀行等の待ち合室の配布物置場 女性 

40 歳代 

○ 特になし 男性 

70 歳代 
   

⑦中郷地区  

記述内容 性別・年齢 

○ なし 女性 

80 歳代 
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⑧富来田地区  

記述内容 性別・年齢 

○ 防災無線の放送で聞く。 女性 

40 歳代 

○ 新聞に入る広告 女性 

40 歳代 

○ 地域についている広報スピーカー 男性 

70 歳代 

○ 広報きさらづ郵送してもらっていましたがこの数年届いていません 女性 

70 歳代 
   

⑨地区不明  

記述内容 性別・年齢 

○ 交流センター、市出張所 性別不明 

年齢不明 

○ ほとんど情報を得ていない 性別不明 

年齢不明 

○ 知人から 性別不明 

年齢不明 

○ 友人、お客さん 人と人 性別不明 

年齢不明 

○ ＬＩＮＥニュース 性別不明 

年齢不明 

○ メール 性別不明 

年齢不明 

○ ＳＮＳ 性別不明 

年齢不明 
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＜問 15）木更津市に関する情報を発信する媒体について、次の中から情報をより充

実してほしいものは何ですか。（誌名）＞    

①木更津地区  

記述内容 性別・年齢 

○ グッドニュース 男性 

30 歳代 

○ グッドニュース、ちいき新聞 男性 

50 歳代 

○ ちいき新聞 女性 

70 歳代 
   

②清川地区  

※該当なし  
   

③波岡地区  

記述内容 性別・年齢 

○ ｋａｔｅ 女性 

30 歳代 

○ 木更津ライフ 女性 

40 歳代 

○ ニュータウン、Ｓｔｙｌｅ、ちいき新聞 女性 

40 歳代 

○ ちいき新聞、グッドニュース 女性 

40 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  

記述内容 性別・年齢 

○ ＴｏＫｏＴｏｎ ＫａＺｕＳａ 男性 

50 歳代 
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⑦中郷地区  

※該当なし  
   

⑧富来田地区  

記述内容 性別・年齢 

○ ｋａｔｅ 女性 

30 歳代 
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＜問 15）木更津市に関する情報を発信する媒体について、次の中から情報をより充

実してほしいものは何ですか。（ラジオ）＞    

①木更津地区  

記述内容 性別・年齢 

○ かずさＦＭ 男性 

50 歳代 

○ ｂｙＦＭ 男性 

50 歳代 

○ かずさエフエム 男性 

60 歳代 

○ 日本放送 女性 

70 歳代 
   

②清川地区  

記述内容 性別・年齢 

○ かずさＦＭ 男性 

30 歳代 
   

③波岡地区  

※該当なし  
   

④岩根地区  

記述内容 性別・年齢 

○ ｂａｙｆｍ 女性 

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 

○ ニッポン、文化 男性 

60 歳代 
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⑦中郷地区  

記述内容 性別・年齢 

○ ｂａｙｆｍ 女性 

20 歳代 
   

⑧富来田地区  

※該当なし  
   

⑨地区不明  

記述内容 性別・年齢 

○ ｂａｙ ｆｍ 女性 

年齢不明 

○ かずさＦＭ 性別不明 

年齢不明 

○ カズサＦＭ 性別不明 

年齢不明 
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＜問 15）木更津市に関する情報を発信する媒体について、次の中から情報をより充

実してほしいものは何ですか。（その他）＞    

①木更津地区  

記述内容 性別・年齢 

○ 人伝い 女性 

20 歳代 

○ インスタ 女性 

40 歳代 

○ インスタ 女性 

40 歳代 

○ 防災放送（聞こえにくい！） 男性 

60 歳代 

○ 放送 女性 

60 歳代 

○ わからない 女性 

70 歳代 

○ 緊急広報等放送の声が割れて聞きづらく分かりづらい 女性 

70 歳代 
   

②清川地区  

記述内容 性別・年齢 

○ Ｉｎｓｔａｇｒａｍ、ＴｉｋＴｏｋ 男性 

10 歳代 

○ 木更津自身→廃止を求める。中身の無さに失望した。あんなくだらない冊子に税金を

使うな。 

女性 

30 歳代 

○ インスタ 女性 

30 歳代 

○ 発信側の満足ではなく発信した情報が皆さんに届くように、伝わるように、誰もが入手し

やすいようにして欲しい。 

男性 

40 歳代 

○ 回覧板をアプリ化 男性 

40 歳代 

○ イオンモールの２階のフードコート近くに近隣の市町村の情報誌などありますが、せっ

かく木更津に来てイオンに寄ったのなら、他の個人でやっているお店などの情報のパ

ンフレットや見られるＱＲコードなどを１階の入り口などに置かせてもらってもっと知って

頂ける様にすればどうかな？と思います。 

女性 

40 歳代 
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②清川地区  

記述内容 性別・年齢 

○ 特になし 女性 

40 歳代 

○ 特になし 男性 

50 歳代 

○ スピーカー情報、聞こえない。 男性 

50 歳代 

○ 年代により利用する媒体が異なります。 女性 

60 歳代 

○ 市役所からの市民に向けた放送 女性 

60 歳代 
   

③波岡地区  

記述内容 性別・年齢 

○ インスタ 

ＬＩＮＥ 

性別不明 

20 歳代 

○ 特にない 女性 

30 歳代 

○ 情報ツールより内容を見直すべき。 男性 

40 歳代 

○ 公民館の有効活用を望みます ＩＴには詳しくありません。 女性 

40 歳代 

○ らづ・Ｂｉｚ 男性 

50 歳代 

○ 新聞をやめたので広報を近くのお店などに置いてほしい。 女性 

60 歳代 

○ 広報きさらづは新聞折込み？回覧板にして欲しい。 男性 

70 歳代 

○ 特になし 女性 

70 歳代 
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④岩根地区  

記述内容 性別・年齢 

○ 市公式ＬＩＮＥ 女性 

20 歳代 

○ きさらづレポート 女性 

30 歳代 

○ 回覧板をなくしてほしい。ポストへの情報誌もなくして、スマホで見られるようにしてほし

い。 

女性 

30 歳代 

○ 新聞 女性 

60 歳代 
   

⑤鎌足地区  

※該当なし  
   

⑥金田地区  

記述内容 性別・年齢 

○ きさらづ安心安全メール 男性 

30 歳代 

○ 情報統一化や、ここにアクセスすれば簡単にほしい情報を見つけられるというシンプル

さ、市の情報を楽しみや生活の一部として当たり前のように得たいと思える充実さ。 

女性 

30 歳代 

○ 広報きさらづは費用をかけすぎています。カラーを減らしもっと簡素にしても良い。 男性 

60 歳代 

○ 特になし 男性 

70 歳代 
   

⑦中郷地区  

記述内容 性別・年齢 

○ 特になし 女性 

80 歳代 
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⑧富来田地区  

記述内容 性別・年齢 

○ 災害のとき、どこの地域で電気が通っていて買物、洗濯など出来るのか（食べもの調達

出来るところ） 

女性 

40 歳代 

○ 新聞に入る広告 女性 

40 歳代 

○ 各家庭に一台づつ有線放送の様なものがほしい。 男性 

70 歳代 

⑨地区不明  

記述内容 性別・年齢 

○ 友人、お客様とのつき合い！ 性別不明 

年齢不明 

○ 特になし 性別不明 

年齢不明 
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＜問 16）木更津市に関する情報で知りたい情報は何ですか。＞  
   

①木更津地区  

記述内容 性別・年齢 

○ ロケ地情報 女性 

20 歳代 

○ 住宅の解体ルール（アスベストの健康被害） 男性 

30 歳代 

○ カルチャークラブ 男性 

60 歳代 
   

②清川地区  

記述内容 性別・年齢 

○ 環境・自然 女性 

30 歳代 

○ 無駄な工事の予定 男性 

40 歳代 

○ 助成、補助 男性 

40 歳代 

○ コロナの医療体制、オスプレイの暫定配備について 女性 

40 歳代 

○ １～１６全てを読みやすく、わかりやすく説明してほしい。 女性 

60 歳代 

○ コロナ対策 男性 

70 歳代 

○ オスプレイ 男性 

80 歳代 
   

③波岡地区  

記述内容 性別・年齢 

○ どこまでスマートシティ化が進んでいるか 女性 

30 歳代 

○ 国際化するにあたっての具体的な案 女性 

40 歳代 

○ 電子化（リモート化）目標と進歩 男性 

50 歳代 
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③波岡地区  

記述内容 性別・年齢 

○ コロナの感染状況などについて 女性 

70 歳代 

○ すべて時により変化するので答えられない 女性 

70 歳代 

○ コミュニティバス君津のように交通用バスを作って欲しい。 女性 

70 歳代 

○ 市場の市民開放。 男性 

80 歳代 
   

④岩根地区  

記述内容 性別・年齢 

○ 市内のコロナ感染情報 女性 

50 歳代 

○ オスプレイ情報 男性 

70 歳代 
   

⑤鎌足地区  

記述内容 性別・年齢 

○ コロナ関係 女性 

80 歳代 
   

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 

○ 市政行政のトピックス 男性 

40 歳代 
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⑨地区不明  

記述内容 性別・年齢 

○ ペットに関する情報 性別不明 

年齢不明 

○ 町の変化を詳しく知りたい 性別不明 

年齢不明 
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＜問 19）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 

○ 派遣 女性 

40 歳代 

○ 大工 男性 

50 歳代 

○ 介護ヘルパー 女性 

70 歳代 
   

②清川地区  

記述内容 性別・年齢 

○ 育休中 女性 

30 歳代 

○ 医療 男性 

40 歳代 
   

③波岡地区  

記述内容 性別・年齢 

○ 曳船海員 男性 

20 歳代 

○ ピアノ講師 女性 

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  

記述内容 性別・年齢 

○ 運送業 男性 

50 歳代 
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⑧富来田地区  

※該当なし  
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＜問 20）問 19で１～５、８とお答えの方（専業主婦、主夫、無職以外の方）に、う

かがいます。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 

○ 埼玉県 男性 

20 歳代 

○ 色々な場所 男性 

30 歳代 

○ 市内もありますし、出張で、他県、市などに行きます。 男性 

40 歳代 
   

②清川地区  

記述内容 性別・年齢 

○ 埼玉県 男性 

40 歳代 

○ 在宅・東京。 女性 

50 歳代 
   

③波岡地区  

記述内容 性別・年齢 

○ 茨城県 男性 

40 歳代 

○ 福島県 男性 

50 歳代 

○ さいたま市 男性 

50 歳代 

○ ①都内 

②近隣市の工場（①２回／週、②３日／週） 

男性 

50 歳代 

○ 自営 女性 

60 歳代 
   

④岩根地区  

※該当なし  
   

⑤鎌足地区  

※該当なし  
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⑥金田地区  

※該当なし  
   

⑦中郷地区  

記述内容 性別・年齢 

○ 千葉県外が多い 男性 

50 歳代 
   

⑧富来田地区  

※該当なし  
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＜問 23）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  

※該当なし  
   

②清川地区  

記述内容 性別・年齢 

○ 老人ホーム 男性 

80 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  

記述内容 性別・年齢 

○ 福祉施設（入所） 男性 

40 歳代 
   

⑧富来田地区  

※該当なし  
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＜問 24）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 

○ 祖父母 男性 

20 歳代 

○ 彼女と同棲 男性 

20 歳代 

○ 独身 男性 

30 歳代 

○ 兄、甥 女性 

70 歳代 

○ 兄妹 女性 

70 歳代 
   

②清川地区  

記述内容 性別・年齢 

○ 友人 男性 

20 歳代 

○ 夫婦と同居人、３名 女性 

70 歳代 

○ 独身です 女性 

70 歳代 
   

③波岡地区  

記述内容 性別・年齢 

○ 同居 女性 

40 歳代 
   

④岩根地区  

記述内容 性別・年齢 

○ 独身 男性 

40 歳代 

○ 兄弟２人 男性 

50 歳代 
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⑤鎌足地区  

※該当なし  
   

⑥金田地区  

記述内容 性別・年齢 

○ 妊娠中（第一子） 女性 

30 歳代 

○ 母子家庭 女性 

40 歳代 

○ 姉と弟 男性 

50 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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