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１．居住地区別  

  
 

（１） 木更津１地区 

（新田、富士見、中央、新宿、吾妻、朝日、木更津、東中央、大和）   
 

記述内容 性別・年齢 

○ 歩道がせまい場所やガタガタの道路の補修を進めてほしい。乗客が少ないため

仕方がないが、バスの本数が少ない。距離制のため料金が高い。 

女性 

２０歳代 

○ 駅のまわりが充実すると町としての活気が出ると思います。木更津の魅力は都

市部のアクセスの良さと大型施設があるため。子育てしやすいかと思い移住し

てきました。しかし公園の整備は不十分な場所が多く、幼稚園も入るのが大変

でした。 

男性 

２０歳代 

○ とくにありません。 男性 

２０歳代 

○ 木更津は東京都心へのアクセスが良く、コロナ禍で更に人気が高まっていま

す。「意外に近い」ことをより広く発信すると共に、バスの料金を値下げすれ

ばより活気が出ると思います。（特に駅前） 

女性 

２０歳代 

○ 子育てがしやすい街にしてもらえると大人も住みやすい街になると思う。 男性 

３０歳代 

○ これからも木更津市がより良い魅力ある町になることを願っています。コロナ

で大変だと思いますが頑張って下さい。 

女性 

３０歳代 

○ 土地が高くて家が建てられない。アクセスが良い木更津駅の近くにアパートを

借りて住んでいるが、せっかく住みなれたこの地域には、家を建てる土地は無

いし、あったところで高くて手が出せない。千束台とか開発しているが、あそ

こは駅から遠いし、アクセスが良くないわりには土地が高いと聞く。将来のこ

とを考えると一体どこに住むのが正解なのかわからなくなる。もっとりアルに

住みやすい街作りを展開していただきたい。木更津市が好きだから今後に期待

している。気候とかから見ると、子育てはしやすい街だと実感している。それ

では、よろしく頼む。 

男性 

３０歳代 

○ 窓口での職員の態度が悪い。 男性 

３０歳代 

○ 空き地を有効に使用し、学校、企業を多く誘致し、多くの人が働ける市にして

ください。生涯仕事を現役で行えるような就業支援をお願いします。年金、終

身雇用はあてにならないので働く場所がほしいです。 

男性 

３０歳代 

○ これからの木更津市に期待しています 

次世代を担う子供達が安心して暮らせる魅力ある街になってほしいです 

女性 

４０歳代 
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○ 車が無くても生活しやすいようにして欲しい。今現在はバスも少ないし、運賃

は高いし、買い物行くにも車があるのが前提の街づくりになっていると感じ

る。 

40 年前木更津に住んではいなかったけど、親戚の家に遊びに来た時、木更津駅

前はもっと栄えていて暮らしやすかったと思う。 

今の袖ヶ浦駅前を見習って、スーパーや病院など、駅前で用事が出来るよう木

更津駅前をもっと充実させて欲しい。 

君津文化ホールを見習って、イベントのできる市民ホールを作って欲しい。 

女性 

４０歳代 

○ いつもお世話になっております。40 年前の木更津駅周辺の賑わい、活気が戻っ

たらなあと思いますがなかなか難しいですね。すぐにではなく、何年間か先を

見据えながら、都市計画・住みやすさを考えていただけたらと思います。協力

していけるところは協力したいと思います。 

男性 

４０歳代 

○ マンション建設を促進されていますが、代々土地を守る人間たちの居住空間を

劣化させている現実に目を向けて頂きたいです。マンションにより景観の悪

化、電波障害、強風被害は泣き寝入りです。中心市街地は用途地域としても確

認申請による許可も何も間違っていない事ですが、人口増加はマンション建設

でなくてもできるはずです。木更津の景観をマンションで失いたくないです。

駅周辺の戸建住宅建設計画の推進を希望します。(街並みとして地区計画の見直

し） 

女性 

４０歳代 

○ 廃墟になっている建物を早急に取り壊して欲しい 男性 

４０歳代 

○ 交通事故が多いので早急に道路の整備をしてほしい。路線図では木更津は大き

い字で表記されている割には都心への時間がかかりすぎる。京葉線のように内

房線にも通勤快速を作ってほしい。 

女性 

４０歳代 

○ 駅前周辺にあまり行かないので活気ある駅前になって欲しいです。引越してき

てから、まだ「きさぽん」を身近で見た事がないので、「くまもん」みたいに

イベントなどで登場機会があると良いと思います。よろしくお願いします。 

女性 

４０歳代 

○ 木更津大好きです。人口がふえつつありますが、正直あまりふえるのは個人的

にはうれしくなです。 

女性 

４０歳代 

○ 駅前を活性化して欲しい。 男性 

４０歳代 

○ 市役所の場所を前の潮見の場所に新しく建ててほしい。（今の場所に店舗を借

りているみたいで…（古い））他市の市役所と比べると恥ずかしい。駐車場も

少ない。公園の整備、子供が遊べる遊具付の公園が全くない。おかしいと思う 

女性 

４０歳代 

○ ・図書を借りたいことがあったが、袖ヶ浦や君津、市や県の図書館まで行くこ

とがほとんどで、不満だった。子どもの教育面にも影響していると考える。 

男性 

５０歳代 
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・最近、体を壊して駅のエレベーターを利用することが多いが、利用者の利用

の仕方であるとは思うが、衛生管理が不十分。 

・色々な取り組みを充実させようとすると財源が必要になると思う。税収を増

やすには、住みやすい地域であることを現住民が胸を張ってアピールできるこ

とが必要だが、20 年住んでいて大きな変化は見られない。東京へアクセスする

場合の高速バスは、充実してきているので、そのような面を更に充実させると

共に、都内で生活すると同等の生活のしやすさや街のおしゃれさも必要。 

○ 木更津駅周辺の活性化 男性 

５０歳代 

○ 道端にゴミが散乱しているのを見かける。 男性 

５０歳代 

○ 特にありません。 女性 

５０歳代 

○ 大雨が降るとあちこちの道路が浸水してしまうので改善してほしい。潮浜公園

を有効活用してほしい 

女性 

５０歳代 

○ 自治体運営を会社経営として「黒字化」を目指すこと。企画部門はマーケティ

ングに根ざして木更津市が黒字経営できることを考えてほしい。せっかくアク

アラインがあるのに「通過点」にしかなってない。滞在型リゾートになる余地

が大きいはず。雇用もリゾート系に特化すると創出できます。 

男性 

５０歳代 

○ 楽しい町木更津。 男性 

５０歳代 

○ 住みやすい街 男性 

６０歳代 

○ アクアライン効果と、テレワークの普及により、首都圏からの移住を呼び込む

チャンスと考えます。積極的に PR されてはどうですか？ 

男性 

６０歳代 

○ 情報をいろんな方法で無料でインターネットやＳＮＳなどの電波を使って発信

してくれているみたいてですが受け取る側がインターネットなどの受信料を払

っていない（申し込んでいいない）などで情報を得られていません。少数かも

知れませんが、情報弱者？も居ることを知っていて下さい。コロナ禍で大変な

時ですが安心安全なまちづくりよろしくお願いいたします。 

女性 

６０歳代 

○ 年寄りにやさしい街づくり スポーツ施設の充実 公民館の有効活用 道路を

含むバリアフリーの促進 市の指導、行政による年金の補助 

男性 

６０歳代 

○ オーガニックという理解にむずかしい施策をやらず、もっとわかりやすい施策

を実行すべきだと思う。土曜日は訳のわからない花火など打ち上げずに学校の

為に税金を使ったらどうだろうか。自治会等の要望について速みやかに調査し

対応してほしい。市のサービス向上の為、人件費を増やし、職員をもっと採用

したらどうだろうか。（市会議員等減らして）（安全のためにも） 

男性 

６０歳代 
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○ 現在、ＬＰガス利用（吾妻地区）だが、都市ガスを使用したい。これからどう

なるのか教えて欲しい。広報などで！市街化調整区域だが、家がかなり建って

きており、将来は？ 

女性 

６０歳代 

○ インターネット、スマートフォンなど、使用してない人にも確実に情報収集が

出来るようにしてほしい。新型コロナの予防接種の時は大変でした。 

男性 

６０歳代 

○ 駅（東口、西口共に）周辺の活生化。ゴーストタウン化しているので、他の地

域を参考にして造り変えて欲しい。 

男性 

６０歳代 

○ 今、木更津市の財政は良い方向ですが厳しい時代が必ず来ます。長期的な計画

を浮かれず、本気で考えていかなければなりません。宜しくお願いします。真

逆な話しで申し訳ありませんが私はヨットに乗っていますが、横浜のベイサイ

ドマリーナまで行っています。神奈川県と千葉県の対応の違いを実感していま

す。木更津だけがではありませんが、近づけていただけると助かります。 

男性 

６０歳代 

○ 市役所庁舎が無いこと、木更津駅の老朽化、市民会館等公共施設の新設等お願

いしたいと同時に、木更津駅西口、東口の活性化をお願いしたい。 

女性 

６０歳代 

○ ３０年前に結婚した家内の実家が木更津市で実際に居住している期間は短いで

すが、昔から木更津市とは関わりがありました。海に面しており、山林もあり

豊かな自然に恵まれていると思います。また、アクアラインにより羽田空港や

都心部とのアクセスも良好です。これらの優位性を活用しながら、今後訪れる

少子高齢化社会に向けて弱者に優しいまちづくりに取り組んでいただけたらと

期待しています。 

男性 

６０歳代 

○ 未整備下水道の完全完備 男性 

７０歳代 

○ ①木更津駅西口の活性化に向けた開発（東京から交通利便性を考慮した起業

家、業者等誘致）②尾張屋さん、せんどうさんなどに買い物に来る人達は高齢

者が多く、足腰が悪い方が多いです。バス停（コミュニティバス等含め）が近

所に無いこともあり、又、バスに乗ることが困難な方はやむなく車を運転して

います。杖をついている方が多く運転してるが、生きる為に必死で買物をされ

ている姿は考えさせられます。市の財政は厳しいと思いますが、検討いたたけ

たらと思っております。 

男性 

７０歳代 

○ 私は木更津が一番活気があった頃、東京から来ました。アクアラインがある事

は大変便利でうれしいですが高齢者が多くなって来ていますので千葉市のよう

に市内循環バスを走らせてほしいです。又おかげ様で１１月５日にきました

が、駅周辺お店がなくｃｏｆｆｅｅｓｈｏｐもなくなってしまいお店をもっと

出してほしい。資金等足りない分助成するとか、都会人が木更津へ来たくなる

よう活気あるまちづくりをめざして各自協力してほしいと思っています。コロ

ナ収束願います。良いお年をお迎え下さい。 

女性 

７０歳代 
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○ 西口駅前の有吉通りは数十年前から道路拡張の話を聞いていました。現在駐車

場通りになっており、道路に面して住んでいる人は少いです。市の計画にすぐ

賛同出来るようニ階の面を揃え、引っこめて建築されています。歩行者は下水

フタの上を歩いていますが駅前の角地一帯は歩きにくく、一日も早く拡張工事

をし、木康津市の顔として駅前を整えていただきたい。 

女性 

７０歳代 

○ 税金等を安くしてほしい。がん健診等を無料にしてほしい、又は個別健診の方

を同等の金額で受けさせてほしい。 

女性 

７０歳代 

○ 木更津駅西口は駐車場の確保が難しいので、住宅地以外は開発は難しい。商業

開発にお金をかけても無駄だと思う。 

男性 

７０歳代 

○ 路線バスの本数を増やして欲しいです。街灯の数を増やしてほしい。 女性 

７０歳代 

○ 今コロナの時代、若い人も多く収入の面で苦しんでいる。もう少しゆるやかな

支払い方をしてほしい。お願いいたします。税金が高すぎる、政治の人たちは

領収書なしの毎月交通費１００万もとっている、税金で。ふざけている。 

男性 

８０歳代 

○ このアンケートでよりよい町づくりにガンバッテ下さい 女性 

８０歳代 

○ 良い街づくりにがんばって下さい。期待しています。公園の整備（市民が集ま

れる場）・下水道・駅前再開発（老朽家屋の整理など）・市バス等の交通整備 

コロナ状況の発信 

未回答 

未回答 
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（２）木更津２地区 

（文京、貝渕、潮見、幸町、桜町、桜井、桜井新町、潮浜、木材港）   
 

記述内容 性別・年齢 

○ 治安に不安があります。加えて防災対策（自然災害への対応）を強化していた

だくことで、住む、ということにおいて重要なポイントである、安心安全が守

られると考えます。この点を改善いただき、住みよい街にしていただきたいで

す。 

女性 

２０歳代 

○ JA 真舟支店から木更津つくし幼稚園方面への市道が、降雨時に冠水してしま

い、非常に危険です。雨水管が機能していないと思われるので、改善していた

だきたいです。 

男性 

３０歳代 

○ 道路わきや中央分離帯など、雑草が生い茂っている場所が多く景観が悪いので

改善してほしい。 

アクアコインを使える店が少ないので、使える店が増えてくれるとありがた

い。 

男性 

３０歳代 

○ 便利になる事は良いけど、あまり高いビルや建物で自然はこわさないでほし

い。色んな人が市外から来てゴミで汚れたり、治安が悪くなるのは嫌です。 

女性 

３０歳代 

○ 物を大切に･･･のと、ハンドメイド品が好きなので、そういったフリーマーケッ

トやイベントがあるとうれしい。子供にもお金の使い方を教えることのできる

キッズフリマもあるといいと思う。 

男性 

３０歳代 

○ ①市民への情報提供、情報開示。HP などに情報が載っていても、見づらく探し

にくいので結局市民に届いていない。 

②DX、AI 化。一番身近に感じるのは、市役所窓口での申請などいまだに紙なの

で時間も手間も掛かっているし、証明や情報連携でマイナンバーがまだ活用で

きていない部分。それに、申請に必要な持ち物を忘れたり、働いてる人がそも

そも開庁時間に行けないなど、こういった問題はもう解決できる時代だと思

う。渋谷区の「区庁舎には誰も来ない、来庁者ゼロを目指している」に追随し

て欲しい。行政のためだけでなく市民のための DX と認識して推し進めて欲し

い。 

男性 

４０歳代 

○ 木更津のナンバープレートができたらいいな袖ケ浦より地名度があるし…。 

もっと緑が増えて欲しい 

第２の杜の都とか…。 

公園にバーベキューができるような何かあったら、安心かも…、万が一用 

果樹を植えるのもいいかも 

何事もないときは地域の住人で食べるとか 

震災があったらどこに避難すべきか 

もっとわかりやすいといいと思う 

女性 

４０歳代 



10 

 

避難してくださいの放送があっても 

パニックだと「何処に？」ってなると思う 

 

○ 港を活性化するビックプロジェクトをすすめてほしい。木更津にしかない世界

から人が集まる場所を目指してほしい。政治家次第かな？行政はもう少し頭を

やわらかくしないと未来はない。いいかげん縦割行政を打破してほしい。 

男性 

４０歳代 

○ 西口を昔の様に活気ある街に戻してほしい。切に願います。 男性 

４０歳代 

○ 子ども医療費を無料にしてください。オーガニックより大切だと思います。子

どもは次世代の納税者です。 

女性 

５０歳代 

○ 特にありません。 男性 

５０歳代 

○ ゴミ回収は無料にすべき。プラスチックの分別など市民に負荷をかけることは

止めるべき。公務員、議員などの人員は減らすべき。税金を減らすことを１番

の義務とすべき。 

男性 

５０歳代 

○ 市民会館の早期建替え 市役所の早期建設 内房地区の中核都市として恥ずか

しい。 

男性 

６０歳代 

○ 他市などからの転入者に対し、積極的な町内会入会の支援をお願いするととも

に、町内会活動のＰＲと重要性の理解活動をお願いしたい。 

男性 

６０歳代 

○ 木更津駅の回りが今は寂しい。昔のように活気があり、にぎやかな駅周辺に期

待する。 

女性 

６０歳代 

○  

1)障害者支援について  ①意識がなく全介助が自宅で困難な［若い世代］の支

援  ②療養型の病院が木更津に少ない  ③毎月の療養費などの補填策 

男性 

７０歳代 

○ 高齢になると買物が大変です。タクシー券を市からいただいていますがとても

ありがたいです。これからも続けていただきたく思います。 

女性 

７０歳代 

○ 希望者に防災無線を１台貸して頂けたら嬉しく思います。なぜなら雨の日、何

を言っているか分からないので、窓を開け、耳をすませた時には内容がつかめ

ず放送が終わってしまいます。残念ですといつも思っています。 

男性 

７０歳代 

○ 大雨でも川が氾濫しないようになるといい、 女性 

８０歳代 

○ 老人用のコミュニティバスを多くした方がありがたいかも。老人は足が悪い方

がたくさんいます。長く歩く事ができず、不自由な方も多いと思います。便利

なものができたらもっと良い町になるのではと思います。今若い方も、いづれ

は老い行くのです。先の事も宜しくお願い致します。 

男性 

未回答 
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（３）木更津３地区（請西、請西東、請西南、真舟、千束台、太田、東太田）   
 

記述内容 性別・年齢 

○ 県外通学している学生に対する交通費補助をして欲しいと常々思っています。

駅まで行くバスが少ないので自力で行くのが大変です 

女性 

１０歳代 

○ レジャー施設を増やす 男性 

２０歳代 

○ 市政の IT 化 男性 

２０歳代 

○ 市役所、警察、消防が高台にあり、大地震・津波（想定以上でも）でも避難・

救助がしやすくなるように期待。確実に来ると想定して。スマートフォンあり

きすぎてスマホない人、扱いが得意でない人には配慮がない。何でも使えなか

ったら援助なくても電話などでもできるようにしてほしい。文化財や自然への

表示札（他市ではもっと歴史的なものや植物への表示札（すぐよんでわかるの

がある）がとても少ない。教育の機会なのに…。 

男性 

２０歳代 

○ 学生が積極的に勉学に励めるように、自習室を増やしていただきたいです。駅

は多くの学生が立ち寄る場なので、学生むけのカフェやレストランがあれば便

利だと思います。、 

女性 

２０歳代 

○ 普段生活していて自分の住んでいる市について思う事を発信する機会がなかっ

たのでアンケートを取ってもらう機会に参加ができまして良かったです。昔か

ら住んでいるので大好きな場所が友達と過ごした場所やお店が閉まっていく事

に寂しさを感じています。木更津駅やＫＡＳＵＭＩがあるお店の活気が少ない

と思います。そのような所もあれば、金田は土日に道が混んでいます。場所に

よって差が激しい気がします。インスタで木更津の魅力発信するのはいかがで

しょうか？フォロワー数が多い方ではなく、一般の方にお願いするのも良いと

思います。子どもが欲しい方への支援、不妊の方への給付や対策を作ってほし

いです。木更津市役所での情報提供の場は、すごく生活の参考になります。食

に対しての所もすごく助かります。遊びに来て下さった方、木更津へのお店ど

うしのサービスがあったら「このお店時間があるし行ってみる？」となると思

います。道の駅におでかけの場所を提案するスポットを作ってほしいです。 

女性 

２０歳代 

○ 千束台に住んでいますが、現在小学校が請西小学校のため通学が大変です。真

舟小に通えるように整備するか難しいのならスクールバスの導入を検討いただ

きたいです。 

女性 

３０歳代 

○ インフラ整備、子育て支援 男性 

３０歳代 
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○ もっと子育て支援に力を入れてほしい。共働きでもあんしんしてあずけられる

ように。あずけ先ないと大変。（協力してくれる両親がいないため）施設をつ

くってほしい。勤務地が遠く早朝だとギリギリのため。 

男性 

３０歳代 

○ 街並みが汚ない。住みたくなる街としての魅力がない。市民のモラルが低すぎ

る。（非常識な人が多い）→良い街になる訳がない。→子供の頃からの教育が

必須（親に期待できない） 

女性 

３０歳代 

○ 全市民への情報発信を強化してほしい（防災、コロナ、、らづナビなど、必要

な情報を）仕事で木更津に来たが、行政の取組みに対して個人の関わりが薄く

感じる。少し遠い感じがするので、必要な情報を積極的に発信してほしい。 

男性 

３０歳代 

○ 木更津駅（東口）のロータリを車が一周まわれるように道路整備してほしいで

す。西口みたいに・・・送迎車両が多い時間帯とかに歩行者がタクジープール

内またはその前後を横断してタクシープールとバス乗り場の間の車道上に停め

ている車両にきたりするからです。 

男性 

３０歳代 

○ アミューズメント施設の充実（温泉・ゲームセンター等一体型） アクアライ

ン付近の混雑緩和 駅前の再開発の方針がよくわからない。 

男性 

３０歳代 

○ 道路脇のゴミ、砂利等が目立つ。街灯が少ない。 男性 

３０歳代 

○ 交通事故等が無い様に交通パトロールの強化飲酒運転が無い様夜間パトロール

の強化 

男性 

３０歳代 

○ 千束台には、公園の遊具がなく、子どもたちが安心して遊べる場所がなく不便

です。バスも本数が少なくとても不便に感じます。朝の通勤通学、帰りの時間

帯だけでも駅に行くバスを増やして欲しいです。バスの本数が増えれば利用者

が増えていくと思います。駅前は有料の駐車場ばかりで、駅が開発されないま

まだと思います。駅の開発にも、駅に人が簡単に行けるようにしないと人が集

まらない。実際、駅前のお店に行きたくても、バスの本数がなさすぎてやめよ

うという結果になっています。もう少し公通機関の充実を望みます。どうぞよ

ろしくお願いします。こどもたちの通学のためにもよろしくお願いします。 

女性 

３０歳代 

○ 現時点で千束台の学区がとても遠く、子どもを通わせることに関して不安があ

ります。子どもが毎日安心して通学できるような環境作りをお願いいたしま

す。千束台公園をいつも楽しく利用させていただいております。もっと子ども

があそべるように遊具などの設置を期待しております。 

男性 

３０歳代 

○ 木更津をより活性化していけるようによろしくお願いします。 男性 

４０歳代 

○ 年配、車を動かせない人の為にマイクロバスタイプの様な１００円バスを走ら

せてほしい。 

木更津駅前を充実させたい。せっかくの大きな高速バスターミナルなのに寂れ

た印象が非常にもったいなく感じる。 

女性 

４０歳代 
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まちづくりではないが、かずさエフエムの電波をもっとよくなると嬉しい（希

望場所が違うとは思いますが・・・）。車で得やすい情報元だけに聞き取れな

いのが残念。 

○ 近所の方々もお年寄が多く、自治会に参加してもお年寄が中心となって色々な

事を行っている感じがしました。もっと若い方もそのような活動に参加できる

又はしたくなるような行事等があるといいと思います。 

女性 

４０歳代 

○ 木更津駅を刷新して頂きたい。 女性 

４０歳代 

○ 私が子供と住んでいるのは新しい住宅街ですが非常に街灯が少ないです。夕方

に歩いて子供を帰らせたくない程、冬では１７時には真っ暗です。景観だけで

なく住宅街の防犯にも配慮した街づくりに期待します。 

女性 

４０歳代 

○ 居心地が良く、人中心の空間を創ってほしいです。木更津駅周辺の空き店舗の

活用など（カフェ、ドックカフェ）高齢者の車事故防止など、福祉の充実タク

シーバスの利用。公園の整備や遊具の充実。駅の格安駐車場を作ってほしい。

犬を飼っているのですが小型犬、大型犬と分かれた広い緑の多いドックラン、

カフェ併設してほしいです！ドックランは袖ヶ浦公園にありますが年会費等支

払うので月や１回券など利用したいです。 

女性 

４０歳代 

○ 学校の設備を充実させてほしい。子どもたちが安心安全に過ごせる設備投資を

してほしい。老朽化している箇所を早く改善してほしい。後回しにしないでほ

しい。歩道と道路の境など草木が茂り見通しが悪いところがある。家の前なら

ば自分でできるが、集合住宅（アパート等）の近くは、誰も手をつけず、草ぼ

うぼうで車で走っていても触れることさえある。安全面で心配である。ゴミだ

けでなく公道の草の処理なども公的な力でしてほしい。個人の力では限界があ

る。 

女性 

４０歳代 

○ 高齢者が免許証を返納できるようにコミュニティバスなどを充実させて、病院

や買い物に困らないようにして欲しい 

女性 

４０歳代 

○ コロナ予防接種、コロナ給付金が他の市より１ヶ月位遅い。迅速な対応をお願

い致します。 

男性 

４０歳代 

○ 子どもの通学の安全を確保するため、歩道と車道の境界や交差点付近で伸びて

しまっている雑草の刈り込み、伐採をもっと対応してほしい。 

男性 

４０歳代 

○ 子どもが多い街です。子どもが安心して成長できるよう、まずは、交通安全対

策をしっかりしてほしいです。（右折信号やカーブミラー、歩道の整備な

ど）。図書館やスポーツ施設が新しくなったり増えたりすると嬉しいです。駅

やバスなどの公共交通機関や公園の充実も望んでいます。何卒よろしくお願い

致します。 

女性 

４０歳代 

○ 県外から転勤の為転入して１０年弱、物価の安さ、穏やかな気候、豊かな自

然、都心へのアクセスの良さですっかり気に入り、定住に至りました。子供が

男性 

４０歳代 
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小さい頃は児童館（寺町、清川）でも大変お世話になり、またこどもまつりも

今も毎年楽しみにしています。町の発展には子育て世帯の取り込みが必要不可

欠だと思います。現状満足していますが、これからも若い世代を魅了するよう

な町づくりに期待しています。 

○ 木更津行政の取り組みがあまり見える化していない。市民も自分から情報を取

りに行かないといけないとは思うが、情報をしっかり配信してほしい。木更津

市議会でどんなことが話し合われているかわからないが子供老人が住みやすい

地域を目指して欲しい。 

私の住まいの周囲は空き地が多いが空き地が利用活用できるように市が取り組

んだ方がいいと思う。 

 

女性 

５０歳代 

○ 公共機関の充実、違反車両の取り締まり、道路整備、ビン・カン・ペットボト

ルをケースによる回収 

男性 

５０歳代 

○ 何にも期待していません。 女性 

５０歳代 

○ 近所にスーパーがなかったり、今後、車が乗れなくなった時など（老後）生活

が不安です。病院・買い物等 

男性 

５０歳代 

○ 新旧の町なみが調和した全ての人が住みやすい市になってほしいです。福祉や

教育の充実や公民館、図書館などの文化施設を新しくしてほしいです。千葉市

生涯学習センターなど魅力的な施設があると住民は潤いのある生活ができるの

ではと思います。 

女性 

５０歳代 

○ 千葉県三角構想や業務核都市の指定など、上位の重点施策と関係の深い当市で

すが郷土自体が豊かになったのか、アクアラインなどによってより東京に接近

して便利さが増した程度なのか、効果が推し回りかねる感じがします。今後港

まつりや集客イベントの開催の体にもよるでしょうがクルース船の更なる誘致

や交易、江戸前の海に面しての地場での飲食食材流通からも、もっと海の有難

さを生活の中に感じていけたらと思っております。 

男性 

５０歳代 

○ 高齢の親（８２）がおり、現在も自動車の運転をしています。数年前から免許

の返納をしてもらう為話合いをしていますが、足が無くなると困るという理由

で説得に応じません。バスの数も減っているのでしょうか、タクシーも容易に

利用できません。生活保護ギリギリの収入です。安心して免許返納を考えられ

るよう高齢者が利用しやすい交通機関が増えてほしいです。足に障害があるの

で、いきいき館のプールに通いたいのですが、清見台・清川方面への送迎バス

の範囲を広げてほしいです。 

女性 

５０歳代 

○ ＩＲカジノを誘致して欲しい。治安を良くして欲しい。アカデミアパークを発

展させて欲しい。経済の発展と環境の保護→区分する。野球やサッカーを強く

男性 

５０歳代 
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して欲しい。教育を高めて欲しい。東大に５～６人入るくらい。請西から東京

へのバス路線を作って欲しい。 

○ 海を有する県から木更津に来て感じた事は、海に面した施設の少なさ。ステキ

なレストランもホテルもレジャー施設も無く、なんてつまらない街だろうと思

いました。あれからホテルは出来ましたが、まだまだ活用できる場所はあると

思います。せっかくのロケーションがもったいないと思います。対岸の夜景、

富士山、スカイツリーを眺めながらの食事やお酒。私なら少し高くても行くと

思います。 

女性 

５０歳代 

○ 街路樹の整備がほとんどされず、雑草もすごい。移住者を増やしたいなら、ま

ずは街の美化を充実されては？植えられている花達がかわいそうです。我ヶ家

の脇も２年前の台風で木が折れてしまい、始末はしてくれたものの、根っこは

そのまま。何ともみすぼらしい、淋しい外観です。 

女性 

５０歳代 

○ 新しく転入してくる方々と地元市民との多様な人々が協力していけるようなコ

ミュニティ作り 

男性 

５０歳代 

○ 私は中途難聴者（聴覚障害者）です。一人で（同伴者なく）市役所で用件を済

ますことは現在不可です。聴覚支援機器（ボイス筆談機（言葉を文字化する装

置））等を導入して頂くことでそれが可能となるはずです。今後、ますます高

齢化していくこと、さらには（コロナ禍での）マスク着用必須で聞き取りの不

自由（程度の様々）な方が増加してくることが、予測されます。是非、福祉の

充実化をお願い致します。 

男性 

５０歳代 

○ 車を運転しないので路線バスの充実。高齢者へのタクシー利用補助など。車あ

りきの地域だと、高齢化に対応できないのでは？と思います。 

女性 

５０歳代 

○ 太田に住んでいますが、ノラ猫が多く庭に糞をされたり生ゴミをあさられたり

して困っています。行政の力で去勢をしたりすることは可能でしょうか。太田

山公園とか堂々とエサをあげていますが、エサをあげている人が責任をもって

飼っていただけるような社会にしてほしいです。基本的には木更津大好きで

す。応援してます！来年こそみなとまつりできるといいですね。 

女性 

５０歳代 

○ 駅周辺（東口、西口）の活性化、昔ながらの商店街が復活すればよい。 男性 

６０歳代 

○ 駅前の再開発に期待します。空きビルがおおい、公衆トイレめっちゃ汚い、地

方から来る方にお土産屋、食事等何もない、沢山開いてるのにもったいないか

な? 

毎日駅前利用しているので駅前に活気が欲しい…高速バス停留所も改善して欲

しい…遅延の電光掲示板の案内とか… 

女性 

６０歳代 

○ 現在、真舟から木更津駅行き又木更津駅から真舟行きのバスが木更津駅から真

舟まで行くのにシーアイタウン、八幡台経由で行くコースがあるため料金がか

わらないが到着時間がかかってしまい時間にロスが生じてしまう為、今後改善

男性 

６０歳代 
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してもらえないか？今後高齢者にとってはコミュニティバスの運行を含め車の

乗れない人にとっては大変負担を生じる。買い物をするためにバスをうまく使

えるよう補助してほしい。又、コロナの中生活に困っているかたの収入が少な

い方の補助をしてほしい。社会福祉協議会に融資の問合せをしても受け付けて

もらえなかった。市民が困っている事の声を市がもっともっと耳を傾けて聞い

てほしい。税金や公共料金の支払い等は毎月まったなしなので援助をもっとも

っと充実してほしい。 

○ 長く住んでいる割に知らない事の方が多いですので木更津市にもっと興味を持

ち色々な事に参加しようと思います。木更津の顔？玄関である木更津駅とその

周辺がとても寂しくいつも残念に思っています。駅ビルがあっても良かったの

に立体交差の道路があったら良かったのに。多くのバスが木更津駅をただの通

過点としているのは本当に残念です。バスを待つ間にカフェやショッピングで

きるところがあれば木更津駅周辺も多くの人を呼び込む事ができるのにと思っ

ています。駅のロータリー（東口、西口）にも工夫が必要ではないでしょう

か？木更津が好きになる様な工夫が。木更津に影響力のある方はきっとおられ

ると思います。木更津の良い所をバス待ちの人にアピールできれば良いです

ね。 

女性 

６０歳代 

○ 市街地と山側地区での各種インフラの格差を少なくして欲しい。山側地区での

小学校等の閉校問題解消の為、地道な活動（特色ある小学校、中学校、オリジ

ナル教育や交通インフラの充実等）で、人口の流出から流入に流れを変えて欲

しい。 

男性 

６０歳代 

○ アクアコイン、なぜ地域でしか使えない電子マネーが必要なのか、きちんと市

民の声を聞いてしてほしかった。私は絶対に使わないと思う。市民が求めてい

るところに税金が使われていないのは、とても残念。木更津西口のアーケート

をきれいにしても市民がどれほど利用するか、観光客が訪れるか、もったいな

い。 

女性 

６０歳代 

○ 駅前、駅周辺の整備と以前のようなにぎわいを期待します。 男性 

６０歳代 

○ 市民に向けた放送が良くあるのですがあまり必要でない内容で何度も土日の早

朝などにあり、特に緊急な事以外要らないと思う。騒音に思う。特にコロナ禍

においては毎日毎日定刻に同内容を流し意味がないと思う。内容が具体的でな

いものは止めるべきと思う。 

男性 

６０歳代 

○ ダンプカーで道路がいつもデコボコになる（規制して欲しい）。道路の幅がせ

まい、直進、右左折（請西交差点、バスターミナル）。海ほたるに車で買物な

どするのに片道料金とも無料にして欲しい。低木、高木の切断したものがいっ

ぱいあって、お金がかかる。労力がかかるし、燃すことが出来ない現状であ

る。今後、車を運転することが出来なくなるので食料、ゴミ出しの強化を考え

女性 

６０歳代 
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て下さい（現状クリーンセンターまで捨てに月１回行っています）。人工養殖

場（魚を安く購入、釣場、大型客船の接岸） 

○ 歴史ある町なので、より駅から港、駅から内陸側、線でつなぐ個性的な通りに

力を入れてほしい。アカデミーの方はかなり良くなって来たと思う。住宅地の

歩道が凸凹して電柱も歩行しずらい所に立っている。その点気になっている。

新しい住宅地はこれから道路幅、緑地、貯水池をもっと充実してほしい。 

女性 

６０歳代 

○ 昭和４９年より木更津市民となり、現在の木更津の発展を喜ばしく思い、テレ

ビメディア等で我が木更津がとりあげられ誇らしい気持ちです。木更津住民で

良かったと思える昨今、私共も高齢になり不安材料もありますが今の木更津を

見てワクワクするところもあります。古き良き街、と商業都市（コストコ、ア

ウトレット等）の調和、コロナ禍の中、皆様方の御尽力に感謝申しあげます。

ありがとうございます。合掌 

女性 

６０歳代 

○ 昨年、父母の所有する休耕地（高柳地区）に対して、木更津市環境部より、近

隣住民等からの苦情申立により、市条例に基づき、除草依頼がございました。

父母の介護をするため東京から引っ越したばかりで草刈機の使い方もわから

ず、市が業者指定するシルバー人材派遣センターに依頼したところ、除草範囲

に古木が数本あり、かつ雑草（多年草）は幹が木化しており、その高さは人の

背たけを超えており、共同で利用する農業道及び水路も人の背たけ程の雑草が

おい茂り、該当地区までたどりつく道もなく、同センターからは危険を伴うた

め、その除草作業は引き受けることができない旨の回答がありました。結局、

その他の業者は高額なため、一人で作業しました。最初は道を作るため、手刈

作業に３日間、その後、木を伐採、剪定。境界線を明確にし、区分け、境目区

域（中２～３ｍ）を手刈するのに５日間かかりました。最後に１人雇い、２人

で草刈機で刈取作業し終了し、その旨、市に報告しました。しかし、市の判定

は「草刈り不十分」との判定でした。私は理由が判らず抗議しましたが、受け

付けて頂けませんでした。当該地の周りは周りの方がそのまま放置してあり、

共同利用の場所は他の協力を得られませんでした。市は市民に一方的に命令す

るような文書を出すのではなく、苦情を受ける側にも寄り添って相談に乗って

ほしいと思います。今年は冬、春先、春、夏、秋、冬とその都度除草し、他の

方も協力頂き、今のところ除草依頼は来ていません。 

男性 

６０歳代 

○ 防犯灯をもっと多く設置してほしいです。木更津がもっと住みやすい場所にな

っていきます様に期待しています。 

女性 

６０歳代 

○ 防犯カメラの設置を早急に願います。主要道路以外に住宅街にも、必要です。 女性 

６０歳代 

○ 無職なので税金（市民税や介護保険料）を安くしてほしい。自然環境が少ない

ので充実させてほしい。（太陽光パネルは作りすぎていないか？）教育の充実

をお願いする。いじめのない教育体制を図る。３０人学級にしてほしい。社会

男性 

６０歳代 
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施設や文化施設を充実させる。大きな図書館がほしい。木更津市で何に？アク

アラインマラソン必要？（いくらかかるの。費用効果？）大きなイベントはい

らない。地域を大切にしてほしい。自然を大切に。そして木更津市を大切に。

ゆっくり進んでください。一緒にがんばって木更津！ゴーゴー 

○ 防災無線が聞こえ難い、増設して欲しい。 男性 

７０歳代 

○ わくわくするような図書館、音響の良いホール、美術館、心豊かにする施設が

あるといいです。 

女性 

７０歳代 

○ Ｓ５３年千葉市から転居して来ました。こんなに長く住む予定ではありません

でした。特に好きな町では有りませんでいたが、年齢を重ね、コロナを恐れて

生活していて最近つくづく木更津は良い町だな…。と感じ、大好きな場所にな

りました。適当に田舎で、なのに便利。空気は良いし、夏は涼しく冬は暖か

い。ほんとに人情も厚く、素晴らしい町です。今後共どうぞよろしくお願い致

します。 

女性 

７０歳代 

○ 魅力的な観光が少ない。農業・山林等自然が破壊されている。木更津市中心街

が寂れているので、お店はなくなり高齢者には住みにくい。遠くまで買物に行

かなければならない。伝統的行事が無くなってきた。 

女性 

７０歳代 

○ 子供祭りが大好きな主婦です。今年も参加するのを楽しみにしていましたのに

登録ができなくて参加することが出来なかったのが大変残念に思っています。 

女性 

７０歳代 

○ 主人が亡くなり息子は東京に住んでいます。１人所帯で今現在は健康ですが、

この先は少し不安です。 

女性 

７０歳代 

○ 新庁舎の建設 男性 

７０歳代 

○ 木更津駅周辺がさみしい、バスや電車で来る人達は買物する場所がないと思い

ます。買物はすべて車で郊外に行く事になります。何とかしてほしいです。 

女性 

７０歳代 

○ 町の活性化に期待します 女性 

７０歳代 

○ 中高生時代をすごした木更津に５０年ぶりに帰って来たとき、まずびっくりし

たのが子どもたちからの「こんにちわ」「おはようございます」というあいさ

つでした。すごくうれしかったのです。人と人とをつなぐ自ら発するあいさ

つ。いい町だなあと感激しました。何が魅力かというと人の和合する力です。

そこなくして何もわいて来ません。このことを木更津の子どもたちが教えてく

れたんだなあとつくづく思い、今は家族の中でまず私から実践しています。あ

りがとうございます。 

女性 

７０歳代 

○ 自然科学分野の知的好奇心を育み、満たすような施設あるいは企画等を希望し

ます。 

男性 

７０歳代 
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○ 将来は人口が減っていくばかりでさみしい限りです。これからは市職員を筆頭

に市民が協力して子育て世代が暮らしやすい特典を考えてどんどん子育て世代

が引越して来てくれる様な事を考えていかなくては市はさびれていくばかりで

す。 

女性 

７０歳代 

○ 国道を挟んで流れる矢那川の汚さに県外の親せきの者が、また、袖ケ浦の友達

からも、なんでもっときれいにしないといわれ、以前、矢那川の土手をきれい

に参加しましたのを思いますがこの頃業者が清掃するようですが完全に水のと

おりを良くはしていないようです。あの程度で作業の賃金を払っているのがね

ぇと住民同志話しています。考えて下さい。桜はきれいに咲きます。来年以降

きれいな矢那川堤をみたいので協力出来ればと思います。市長さんしっかりみ

て下さいね。出来れは現地で頑ばりましょう。市職員の方々もよろしく。出て

ください。 

女性 

８０歳代 

○ ＪＲの高架化 男性 

８０歳代 

○ 現在の居住地に住んで４５年。今だに下水道が完備していない！早急に 男性 

８０歳代 

○ 在宅医療が出来、歩いて行ける範囲内に買物、運動も出来、一人でも過ごせ

る。自立した生活が出来る町にしてほしい。 

女性 

８０歳代 

○ 防災無線が非常に聞き取りづらい。特に大雨、台風等のときは窓、雨戸を閉め

ているので、抜本的な対策が必要ではないでしょうか。イベントや公演等が開

催できる設備があればと思います。ある程度の人数、駐車場が収容できるもの

になると思います。 

男性 

８０歳代 

○ アウトレット、イオン、クルックフィールズ、ポルシェ東京、コストコ本社

等々…誘致活動に精力的な点は大いに評価できる。特に矢那地区にサスティナ

ブルパーク、クルックフィールズを誘致した事はすばらしい。文化のない所に

人は集まらない。西口周辺の古い建造物や川沿いの街並みを佐原市のように生

かしてほしい（現香取市）。アウトレットやイオン等、どこにでもある商業施

設ではない文化的な街並みに取り組むべきである。これだけの税収をもっと市

民に還元するべきであろう。ゴミ袋等が袖ケ浦市と比べて高すぎる。税収の使

いみちにまだまだ課題が残る。あとは西口や金田地区など湾岸地区は早急に災

害時の避難所、高台等を作ったほうがよい。防災意識の向上、推進に期待す

る。 

未回答 

未回答 

○ 母子手帳交付時から受けられる医療福祉費支給制度（マル福）を、木更津市に

もお願いしたいです。入院や通院がある妊婦が、安心して出産に望めるよう

に。中学校までの道のりが遠い。徒歩では通えない位、離れています。アップ

ダウンが激しい地形なので、スクールバスを運営して欲しいです。請西南セン

イブン・ミニスップ・ジョイフル・温野菜の交差点での事故多発。人口増加で

未回答 

未回答 
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交通量が、かなり増えたので、矢印信号や道路に色を入れるなどの早急な対応

を、どうかお願いしたいです。木更津市のオーガニックなまちづくり、ステキ

です。これからもっと広がっていくと思います！ 

○ 公園をきれいにして下さい。循環バス（コミニティバス）を出して下さい。 未回答 

未回答 

○ 最近の激甚災害等に対応すべく防災環境を整えてほしい。コロナ等の災難も予

想不能な事態も早急に対応出来るような特別な体制も必要不可欠と思う。 

未回答 

未回答 
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（４）清川１地区 

（長須賀、永井作、清見台、清見台東、清見台南、衹園）   
 

記述内容 性別・年齢 

○ 駅前の渋滞の緩和。バス、電車の本数の増加。小・中学校の教育レベルの上

昇。図書館の本の予約、借りている本の確認、貸出期限の延長等がインターネ

ット上でできるようになる。 

女性 

１０歳代 

○ 高速バスにより県外を移動するには便利だと思いますが、市内を移動するにあ

たって市内バスの本数がとても少なくて不便に感じます。自分自身の移動もあ

りますが、全国の高齢者の交通事故件数増加抑制という点でも市内巡回バスが

増えて欲しいです。 

女性 

２０歳代 

○ ないです 女性 

３０歳代 

○ 地域活性化の為の地域振興券など市民に優しい取り組みをたくさんしてほしい 女性 

３０歳代 

○ 木更津市に住む子ども達が、行きたくなるような市立図書館をめざしてほしい

です。 

ある小学生が、探している本を 1 階カウンターの人に尋ねたとき、その対応が

とても冷たく、残念に思いました。せっかく子どもの本のコーナーは素敵に陳

列されているので、窓口対応も子ども達に寄り添ってほしいと思います。 

女性 

３０歳代 

○ 駅前にスーパーがほしいです 女性 

３０歳代 

○ 家はたくさん建つのに、その近くに公園がなく、遊ばせるところがなくて困る

ことがあります。潮浜公園の遊具が小さい頃大好きでしたが、イベント等で使

われることが多く、少し淋しさがあります。（イベントはイベントで楽しめま

すが…）駐車場ありの大きな公園がもう少し欲しいのと、地域の子が近場で遊

べる公園が欲しいです。又、雨の日に遊べる無料の公共施設を建てていただけ

ると、子育て世代としてはとても助かります。アウトレット近くの渋滞がすご

く困ります。夕方にあの周辺を通ると渋滞にひっかかるので、もっとスムーズ

に進めるようにして欲しいです。保育園を利用する保護者の意識改革をして欲

しいです。受け付けの時点でお子さんの体調が優れない時は休む、仕事が終わ

ったらすぐに迎えに行く、そういう施設なのだということを説明して欲しいで

す。シングルマザーだった時、母子手当がすごく助かり、生活できました。あ

りがとうございました。ただ仕事量を増やせばもらえる手当が少なくなり、ギ

リギリの生活は変わらないんだなと当時感じました。緑や花等、自然豊かな場

所がもっとあると癒されます。 

女性 

３０歳代 

○ 駅前がもっと活発になってほしい。 女性 
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３０歳代 

○ 現在住んでる所の交通の便が悪いので、免許返納後の買い物等、用事を足すた

めの交通、公共サービス向上を。今後コロナなど、もっと違うウイルスなどが

流行しても、また、病気等の医療サービスの向上、福祉サービス等、特に願い

ます。なるべく市内の医療を受けたい。福祉サービスの充実。仕事についてい

る方も大変でしょう、その方々のしっかりとした教育、人数の確保、大事です

ね。今後、高齢者も多くなるので、その方達の住みよい町づくり、サービス、

願います。また町内の下水道の整備宜しくお願いします。住みよい町をもっと

望みます。 

女性 

３０歳代 

○ マイカーがないと移動しづらいので、公共交通機関をもっと充実（バスの時間

帯を増やすｅｔｃ）したものにして欲しいです。大きな病院が限られているの

で、受診しづらい。百貨店が一つもないので、とても不便。木更津駅が閑散と

しているので、活気づくように商店街を盛り上げて欲しい。 

女性 

３０歳代 

○ 公民館主体のまちづくり協議会ですが、団体の代表者の負担が多くて、他の一

般市民も参加して貰えるようにしてほしい。 

都市ガスの整備をもっと進めてほしい 

中小企業の特に個人営業の支援をしてほしい、個人店がみんな潰れていってし

まって寂しい街になっている 

男性 

４０歳代 

○ 子供が誇りを持ち、木更津を土台に世界に飛び立てる、そして、いつでも帰っ

てこれる街になって欲しい。 

男性 

４０歳代 

○ 観光で来られる方が増えてきており、市としては大変ありがたいとは思います

が、地元住民にとっては、交通渋滞が発生し移動に不便さを感じることが多

い。赤い橋付近では抜け道があるので何とかなるが、土日における市内の交通

事情の改善をしてほしい。日中に自宅の庭などで何かを燃やしており、その煙

の臭いで洗濯物が臭くなり、全て洗い直しすることがある。また、風がある日

でも平気で燃やす人（長須賀地区）もおり、火災の原因にならないか不安であ

る。市役所の方に何とかしてほしい。火災が起きてからでは遅い。早めの対策

をよろしくお願いします。 

女性 

４０歳代 

○ １１月のオーガニックシティフェスティバルは２年続けて行かせていただきま

した。素晴しく早くも来年が楽しみです。水質がとても悪く感じます。改善を

切実に望みます。家の立地かも知れませんが、行方不明者等のスピーカーの放

送が聞き取り難いです。アンケート自体はとても良かったと思います。ただ１

２月は年度末同様忙しい時期なので、次がありましたらこの２つの時期は外し

て頂けたら幸いです。 

女性 

４０歳代 

○ これから年を重ねていき、老後の事を考えた時、車がない生活になるので地下

鉄を作ったり、バスの本数を増やしてくれたら買い物も安心してできると思

う。 

女性 

４０歳代 
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○ 下水道と都市ガスの普及率を上げて欲しいです。図書館の老朽化、書籍数の少

なさ、図書館の狭さ等そろそろ改善して下さい。駅前の寂れ方が酷いのでもう

少しなんとかして欲しいてす。バス便が少ないので高齢者は免許を返納すると

生活に困まってしまいます。市がコミュニティバスを提供する等交通面の充実

をお願い致します。 

女性 

４０歳代 

○ 徒歩や自転車が通る歩道の雑草が生い茂ってる所が多いので通りづらいし街が

きれいに見えません。ゴミもポイ捨てが多いので市民の意識高く街の環境作り

に取りくむべきだと思います。 

女性 

４０歳代 

○ 西口・東口駅のバスロータリーを広く整備、高速バスのアピール、大企模な病

院の誘致 

女性 

４０歳代 

○ 休日の金田地区の交通渋滞が酷く、周辺の道路にも影響が出ている。木更津に

人を呼び込むのは良いが、地域住民の生活に不便があるのは困る。何か考えて

ほしい。 

女性 

４０歳代 

○ 税金を安くし、個人所得を上げ、消費を促す。税の種類を減らし一本化する。

（例）国の消費税を上げ、だれからも均等に徴収し、滞納をなくす。他の税を

全部なくす。子育て世代の負担となる出費を減らす、もしくは無償とする。一

般企業の先行投資のようなもので収入を得てから徴収する。障がい福祉の給付

金を上げる。障がい内容に応じて高額支給する。障がいの方も暮らしやすい街

を推奨し、企業などに働きかける。一般企業と業務提携し、独自に起業し、市

の財源とする。 

男性 

４０歳代 

○ まず、このアンケートの質問内容と回答の表現がぼんやりしていて困りまし

た。細部まで聞いて頂けるのはありがたく思いますが、結果的に声の大きい意

見しか聞いて頂けないようにも感じます。「まちづくりに期待すること」とあ

りますが、幼少の頃より不便はあり、時を経て変化したこともありますが、

「何故そこに費用や手、時間をかけるのか？」と疑問に感じることは多々あり

ます。他の自治体が行っている良い事を取り入れる事は大切とは思いますが、

それが「木更津」に合うかといったらそうとは限らないとも感じます。最後に

度々記入しましたが、質問の仕方や窓口がわからず、また漠然と不安に感じて

いる人やそこへのアクセスが困難な人達に是非、適切な支援が行き渡りますよ

うよろしくお願い致します。 

女性 

４０歳代 

○ 市内の公共バスがもっと便利になればいいと思う。車社会すぎる。車の運転が

出きなくなる高齢者の為にも（これから多くなるのだから。）街頭が少ない、

暗い。と思う所が多い。 

女性 

４０歳代 

○ 老人にやさしいまち。単身でも、夫婦でも、子どもと一緒でもそれなりに大変

なことがたくさんある。個にならないように。木更津に住んで良かったと想え

る最後の場所になるようにしてほしい。 

男性 

４０歳代 
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○ 古い街になってきてますので老朽化している設備や住宅の補修や整備に力を入

れていただきたいです。 

男性 

５０歳代 

○ 共同溝を積極的に市街地整備に取り入れ、電線の地中下と上下水道、ガス管を

纏めることが出来ると良いですね。 

景観も良くなる。公共工事で道路を掘り起すのも無くなるのでは… 

女性 

５０歳代 

○ 活気のある街づくりに期待します。 女性 

５０歳代 

○ 駅前周辺を今後どうするか期待する 男性 

５０歳代 

○ もっと、情報を発信して欲しい。  

もっと、市民の協力を仰いで欲しい。 

もっと、市民活躍の場を作って欲しい。 

そして、もっと役所と市民の交流が盛んになって欲しい。 

そして、もっと市全体と外部との交流が盛んになって欲しい。 

そして、木更津市全体が、以前の様に元気になって欲しいです！ 

男性 

５０歳代 

○ 木更津駅前かさびしすぎる。空き店舗を若い人達に安く貸すとか出来るとい

い。駅前マルシェとか日曜日に開いて、手作り市とかすると賑やかで人が集ま

ると思う。「広報きさらづ」はカラーである必要はないと思う。白黒で十分。

そこにお金をかけるのはもったいない。街灯にＬＥＤ照明をするのはやめても

らいたい。見た目も冷たい光だし微生物か死滅してしまう自然破壊する光なの

で、それが広まってしまうことを懸念している。自然を大切にする気持ちかあ

ればＬＥＤは使えない。 

女性 

５０歳代 

○ 交通事故を防ぐため、バス停の前の横断歩道が木更津市には現在あるか確認し

てほしい。急な飛び出しや、重大事故になりやすい。 

男性 

５０歳代 

○ 県道か市道か分かりませんが、駅（東口）に向かう信金の信号付近の特に右折

レーンの道路のガタガタと千葉銀行の手前、元三越の信号、交差点の段差を直

してほしい。横断歩道が擦れ過ぎ（色んな地点で） 

女性 

５０歳代 

○ マンション等など多く健康に関する事で人々が多くなる事でそれを支える病

気・急病で救急車等の緊急車が毎日走っていますが、とても入院手術等の病院

があまりに少ない。大学病院など大きな病院がマンション及び人々が多くなっ

ても人々全員いずれは年をかさね高齢者になっていくなかで人々が多くなる事

と安心できる大きな病院が大学的な総合病院をその数を多く出来てくれたらい

いと思う。魅力あふれる安心な木更津を作ってくれたらと思う。今問題となっ

てる新型コロナの病も大きな問題です。 

男性 

５０歳代 

○ 田舎だけど田舎すぎない所か気に入ってます。 男性 

５０歳代 
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○ 二人親世帯への状況をしっかり把握してほしい。給料も家賃、光熱費、通信費

等で食費が捻出できない家庭がある事実を受け止めてほしい。 

男性 

５０歳代 

○ 近くにある公園について、除草は年２～３回やっていただいているが、照明の

不点灯、施設の老朽化等の不具合は改善されていない。近隣の住民が数多く利

用しているので、もっと充実してもらいたい。市内全体が、車社会ありきにな

っていて、公共交通機関の利便性は低い。高齢者が住みやすい町へ、もう少し

シフトしてもらいたい。オンデマンド交通等の活用検討なども進めてもらいた

い。 

男性 

５０歳代 

○ 街灯をもっともっと増やして下さい、そうすれば必ず犯罪は減ると思います。 男性 

５０歳代 

○ ゴミの分別は不要です。全部何でも持っていって下さい。ゴミ置き場の管理が

一部の人の善意によるのはおかしいです。外国人を入れないで下さい。 

男性 

５０歳代 

○ 運転出来ない人の為のまちづくり。市営バスの本数を増やしてほしい。コニュ

ニティバス、一定料金のバス。運転しない人にとって、住みづらい町だと思い

ます。お医者さんに行くのにもとても不便です。運転出来ない人、お年寄りに

もっと優しい町にしてください。よろしくお願い致します。 

女性 

５０歳代 

○ 大変だと思いますが歳を取っても住みやすい町づくりをしてほしい、自由に自

分で動けるようにこれから、車に乗れなくなっても困らない様にお願いしま

す。 

女性 

６０歳代 

○ 特にありません。 男性 

６０歳代 

○ (1)昨今、金田地区の開発は順調に進んでおり、とても素晴らしいと思う。さら

に、高速バスによる東京他エリアへのアクセスは、対岸との時間短縮を促進し

都心への通勤圏となった。 

そのような中、本来の木更津市の中心である駅周辺はさびれる一方でさみしさ

を感じている。マンションの建設でにぎわいつつもあるが、ショッピング施設

も遠く生活にはとても不便に思う。木更津駅西口エリアの抜本的な再開発を進

めて頂きたい。そのために木更津駅舎の早期な建て替えから開始すべきと思

う。 

(2)図書館・体育館などの公共施設は、私が引っ越してきた 40 年前からの状態

で、近隣市町の中で一番劣っていると思う。10 万人を超える中核都市にふさわ

しい施設の充実をお願いしたい。 

男性 

６０歳代 

○ 医療体制の充実、病院によって看護の差が出ないようにしてほしい。市民が安

心して生活出来る環境作りをこれからも進めていただきたい 

女性 

６０歳代 

○ なぜネットにつながらないのですか。ＵＲＬはまちがっていないですよね。 男性 

６０歳代 
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○ 市庁舎が自前ではない。また分散化により利便性が悪く分かりづらい。市民会

館や体育館、図書館の老朽化、名ばかりのスポーツ施設等を充実してほしい。

一般会計歳入は年々増加しているが公共施設等の整備が後回しになっている現

況が見られる。アクアコイン，オーガニック、冬花火をするよりも優先するも

のが山積みである。 

男性 

６０歳代 

○ 期待しております。 男性 

６０歳代 

○ 私が住んでいる清見台の大通り（朝日からほたる野へ伸びている）の歩道の改

修工事が進められてとても良いと思います。長い間深くて広い水路（歩道端に

ある）に蓋がなく歩道の伸びた雑草が交通の視野の妨げになってとても危険で

した。また、未改修の場所も多いので、是非これからも進めていただけたら良

いです。 

女性 

６０歳代 

○ 交通の便が悪いので、買い物や病院へ行く為の、コミュニティバスを作ってほ

しい。 

女性 

７０歳代 

○ 当地区は下水道が整備されているが、下水道を利用せづ浄化槽で側溝に流して

いる所がある。 

不衛生で汚れた側溝を定期的に掃除をしています。[ 当人は無関心？] 

下水道完備地域に住むすべての人は下水道を利用するようにしていただきた

い！！ 

 

男性 

７０歳代 

○ まちづくりは都市計画とは異なり、様々な方面（自治体、機関など）及び市民

が連携し合い進めるものと云え、いわば住民参加が前提となるものと云える。

ハード面の整備だけではなく、様々にわたり豊かな生活をするうえでの必要な

整備を網羅することを時間をかけ実施してもらいたい。 

男性 

７０歳代 

○ 交通機関（特にバスの本数）高齢者がこれからは多くなる（その他免許の返還

など）。 

男性 

７０歳代 

○ １６号長須賀交差点から４１０号線第三中学校までの間に早く歩道を取付けて

ほしい。事故が起きてからでは遅い！ 

男性 

７０歳代 

○ ゴミステーションの利用について市側で囲いものを設置して欲しい。アパート

等では鍵のついたゴミボックスを設置している。各町内会でネット等で散乱

（カラス被害等）防止している。アパート居住者は各町内会（自治会）に入会

しているのが少ない。情報が入らなくコミニティがとれない。市側からアパー

トのオーナー等に設明して自治会の入会を勧めて欲しい。お互いに不信感が募

るから。５０年前に比較すると全てにおいて良くなっているが、自然環境に配

慮しつつ、企業の誘致をして欲しい。若者が多く住める町にして欲しい。発展

のため。 

女性 

７０歳代 
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○ 高齢化社会で一番の問題は買い物と病院です。コミュニティバス、タクシーの

補助、往診医療の充実を是非お願いしたいと思います。車の免許証の返納を考

えてますが、現実的には出来かねます。ラスパイレス指数によれば、市の背丈

に合った状態では無いと思う。 

男性 

７０歳代 

○ 誰もが安心して住める住まいと地域のある市にして欲しい。防犯まちづくりの

推進。空き家対策の強化 

女性 

７０歳代 

○ 年々猛威をふるう自然災害やウィルスの対応、市の職員の皆様は、大変な事と

思います。身体に気をつけて、これからも住みよい市になるようご尽力をよろ

しくお願いします。 

女性 

７０歳代 

○ 今さら変えることは難しいでしょうが、オーガニックな町づくりは何のことか

判らないし、具体的な木更津らしい向う方向が不明です（説明を聞いても具体

的に？です）（オーガニックとは市民に判らせるのではなく、これが木更津の

力だ！という向う方向をお願いします。） 

男性 

７０歳代 

○ 税金の無駄つかいをしない市づくり 隣県より子育て支援の充実 高齢者の買

物（コミニティバス） 免許返納後の支援の充実（交通の便が悪い） 市独自

で高齢者（２００万円）以下の援助 医療・福祉の充実（介護施設増す） 災

害時に必要な物資が迅速に届くシステム作り、※ブルーシートの配布が隣町よ

り遅かった事 

男性 

７０歳代 

○ 駅西口の再開発を推進して下さい。西口周辺の歴史散歩をもっとＰＲして下さ

い。古い建物を保全するための資金を出して古い木更津をＰＲして欲しい。年

輩を的にしてＰＲする。年輩者は「ヒマ」「お金あり」「古い物が好き」よろ

しくお願いします。 

男性 

７０歳代 

○ 今は夫婦で生活をしてます。もしどちらかが亡くなり一人になったら、不安な

く生活できるよう、気楽に相談できるような木更津市に期待してます。 

女性 

７０歳代 

○ 高齢者が外出しやすいようにバスをもっと利用しやすいようにして欲しい。路

線とか本数を増やすなど。小学校の空教室を利用して運動できるようにトレー

ニングマシンなど置いて欲しい。いきいき館は市のはずれにあり車を止めたら

行くことが出来ない。歩いて行ける所にトレーニングする場所があったらと思

う。有料でいいのでトレーニングと共に軽いランチやお茶をする所が併設され

ていれば１人暮しでも人に会ったり食事できたり生きがいの場所になります。

お持ち帰り弁当もあれば夕食になります。散歩していても休む所が無いので広

い店（コンビニ等）の駐車場などにひと休み出来るベンチがあるとうれしい。

若い方には考えられないことが高齢になるとあります。私も若い時には思いも

よらないことがいろいろ出てきました。すべて出来るとは思いませんが、年寄

りの話を聞いて１つでも少しでも良い方に向って欲しい。 

女性 

７０歳代 

○ 市会議員の金を下げるとか職員の金も下げて下さい。大変ですが一般のパート

労働者や出かせぎ的労働者と比べたらどうですか。 

男性 

７０歳代 
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○ 市の職員の方々の地域でのボランティア活動参加を推奨して欲しい。一例、町

内清掃、地域のイベント手伝い 

女性 

７０歳代 

○ 高齢者の車の免許書返納後の通院買い物等の方法と優先的に考えて欲しいです

（コミニュティバスの利用、タクシーケット等の負担）早急に検討して欲しい

です。 

女性 

７０歳代 

○ コロナ禍にあって医療体制をしっかりと確立してほしい。子供への支援が未来

に対する投資的な施策を願いたい（いかに人口を確保するか）空家空地が少な

くなる様な施策を願いたい。 

男性 

７０歳代 

○ 郊外に立派な施設が次々と出来、近県からの往来も多くなりましたが中心部

は？市役庁舎（二ヶ所）を移転することなく、それを核として交通網を整え車

がなくても老人でも日常生活に支障がない町作りをしていただきたいと思いま

す。病院、役所、買物等、免許返納してしまった老人はタクシー頼みにも限度

があります。移動スーパーを小さな入り口として弱者が暮らし易い町づくりを

お願いします。港等観光施設整備も大切ですがそこに住む人々の幸せが一番で

は？これからも私は家のまわりをきれいに掃除しようと思います。 

女性 

７０歳代 

○ ・木更津市は市政になって何年ですか？・今だに「し尿」はくみ取りですか。

いつ迄続くのですか？・生活用水が普通の側溝へ流していますか？いつになっ

たら完備するのですか？ 

男性 

７０歳代 

○ 不更津駅周辺は相変わらず閑散としています。ホテルや市役所があり、少しは

変化するかと思いましたが…。高校生、大学生の乗降客が多いのですから、若

者が集いやすいお店が出来ればにぎわいが増すのではと思います。昔は西友、

ダイエー、本屋さんもありよかったです。 

女性 

７０歳代 

○ いちょうの木など街路脇に植えないでほしい、毎年そうじが大変ですよ。水に

つまる。 

女性 

７０歳代 

○ 駅前通り（西口）から港までの大通りの活性化（店が少なく活気がない） 男性 

７０歳代 

○ 木更津駅前の活性化を目指してほしい 男性 

８０歳代 

○ 木更津市に住んで５５年。子供達も都会に出て今は１人生活、地域の人々にお

世話になるばかり、デジタル社会にはついて行けません。 

女性 

８０歳代 

○ 木更津に引っ越してちょうど１年になります。側溝の落葉に悩んでいます。１

０月で８０才になりましたが、気持良く住みたいので、週２回ゴミの日の早朝

自主的に側溝のそうじをしています。（１０月の豪雨で自宅の停車場が水とゴ

ミであふれたため）予算の関係もあり、側溝にフタというわけにも？道路には

み出た木は切るように徹底してほしいです。船橋で木が道路にでていると何か

事故になった時には責任が問われる事があると回覧したところ、皆協力してく

れて、町会が明るくなったと喜んでくれました。（もちろんうるさいと言う人

女性 

８０歳代 
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も一部いましたが）自宅、空家にかかわらず、庭木の手入れをするように「う

るさい位」広報等で徹底して下さい。お願い致します。 

○ ①住宅街にも防犯カメラ設置②住宅街の年配者は免許証を返納した際には医者

に行くにもショッピングに行くにもバス停を歩いて行くにも大変なのでバス会

社さんのお力を借りて日中バス利用する時間帯が少い間ワゴン車で毎月の契約

金でドアツウドアで利用出来たら幸いです何台かの車で行く方向、時間、曜日

等を割り振って決めれば利用する人もそれに合わせて予定をたて、行動出来、

人々の活性化してつながるのではと考えました 

女性 

８０歳代 

○ 高齢者住宅が沢山出来るといいと思います。私の周りも単身非常に多いです。 女性 

８０歳代 

○ 市が進めようとしている活動、企画の市民に対するＰＲが不足している気がす

る。 

女性 

８０歳代 

○ 特になし 男性 

８０歳代 

○ まず、自分の住んでいる地域を大切にすることが一番だと思います。また、東

京・神奈川などから移住してくる方々も多い木更津。窓口となる市役所など、

わかりやすく、こまやかな対応が必要であると思います。子育ての世代の方々

には、特にいろいろなサービスを活用していただけるように、対応していただ

けるとよいでしょう。「オーガニック」のまち、アピールするには、アクアラ

イン金田や袖ケ浦に「オーガニックのまち木更津にようこそ」とアピールして

はいかがでようか。 

未回答 

未回答 

○ 全てが中途半端、金田中心の町づくりなのかアカデミア中心なのか分からな

い。何かに特化してＰＲすべき。細かい点での不満は下記の通り①防災無線が

聞こえない。「安心安全メール」があるとこのアンケートで初めて知ったがそ

んなもの聞く余裕がない場合もある。まず防災無線で注意喚起できるようにす

べき。高齢者住宅には戸別無線を配布すべきでは。②以前商工会議所に可愛ら

しい狸のマスコットを置いてあったので「これどこで売っているの？」と聞い

たら「分りません」とのこと、観光行政の基本がなってない③千葉県のどこか

の町では避難所に太陽パネルを設置して災害時に停電しないようにしていると

のこと。災害時の停電、水の確保はどうなってるの？④うちの前の道路が同じ

時間帯に舗装で全面通行止め、下の道路はガス工事で片側通行。これじゃ通れ

ない。⑤下水道の自己負担金が高すぎる。⑥市民会館はどうなってるの？ 

未回答 

未回答 
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（５）清川２地区 

（菅生、清川、椿、笹子、日の出町、犬成、中尾、伊豆島、ほたる野）   
 

記述内容 性別・年齢 

○ 全ての道路の整備、電線類の地中化、久留里線のｉＣカード導入、久留里線の

増便。場所によっては道路がガタガタな場所があるので、改善してほしいで

す。 

男性 

１０歳代 

○ 赤ちゃんがふれあえる場をもっと増してほしいです。初めての子育てでわから

ない事が多いので赤ちゃん広場などの案内を手紙やハガキ等で知らせてほしか

ったです。 

女性 

２０歳代 

○ 木更津と言えばこれ！って言うものがあるといいですね。例えば、袖ヶ浦と言

えば子育てがしやすいとか！ 

女性 

３０歳代 

○ 近所に高齢者の１人暮らしが増えているので防犯が心配。台風で家がダメージ

を受けたまま修理もできずに何もできずに住み続けている人もいる。１軒ずつ

まわるのは大変だとは思うが、手をさしのべてあげて欲しいと思う。補助金な

んて高齢者には申請することも難しいし、そもそも補助金の存在も知らなかっ

た人もいると思う。市民に、平等で優しい市であってほしいと思う。 

女性 

３０歳代 

○ 「木更津と言えばこれだ！」というものを決めて全面に打ち出して欲しい。駅

前、商店街、もっと活気あふれる市にできればと思う。後世の子ども達のため

にも。 

男性 

４０歳代 

○ 子供を安心してあそばせられる公園、施設をもっと増やしてほしいです。子供

を育てやすい環境、制度、親子にやさしい町いろんな手続きが面倒。状況を確

認する為には仕方がないが、（現況届、就労証明書、無償化ｅｔｃ）もっとシ

ンプルにしてほしい。シンプルでわかりやすい町、木更津になれば、もっと外

からも移住すると思う。とにかくシンプルでわかりやすいは、人に伝わりやす

いと思います。 

女性 

４０歳代 

○ もっと若者向けなデパートを作ってもらいたい。交通ルールを守らない車、バ

イク、自転車等が多い為、カメラを設置してもらいたい。年関係なく楽しめる

テーマパーク、アウトレットモール等ができてもらいたい 

男性 

４０歳代 

○ 地域公園の整備「子供達が安心安全に過ごせる場所」 道路整備→交通事故防

止のために消えかかっているラインの引き直し、防犯対策のための街灯整備 

男性 

４０歳代 

○ ・子供を育てやすい町に。・道路に穴があてたりするのでキレイに０・公園の

遊具が壊れてたり、さびてたりしている。・学校の水はけが悪い。・学区の見

直し。（中学の） 

男性 

４０歳代 

○ 都市部に近いことをアピールし、住みやすい環境作りに力を入れて欲しいで

す。 

女性 

５０歳代 
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○ ＴーSITE 柏の葉（柏市）のような複合施設を誘致して若い人達が集まれるよう

な「まちづくり」を。 

男性 

５０歳代 

○ デジタル化で便利になって来ていることは実感している。しかし、取り残され

ている年代もいるのではないか。 

救急医療についてもう少し詳しく知りたい。 

女性 

６０歳代 

○ 空家を安く売家、安く賃貸して防犯・防災に役立てる（木更津市は田舎の割り

には高額）ＩＴ関連の大学設置や企業誘致を行う。ＩＣＴ教育地域活性化（医

療・健康・介護・防災）日本は遅れているので、その先端を木更津市が担える

よう人材や企業を積極的集めて欲しいし、見本となれる市を築きあげてもらい

たい！！ 

女性 

６０歳代 

○ 小櫃川や小川が近くにあり、洪水情報は気になります。小櫃川は浅くなり、中

洲には流木等がたまり危険度が増していると思われます。河川の清掃などして

いただきたいと常々思っております。袖ケ浦市などに比べて公園が充実してい

ないように思います。草取りなど、シルバーの方や地域の方の協力とかでもっ

ときれいに整備したりできないものでしょうか。宜しくお願い致します。 

女性 

６０歳代 

○ 息子家族が近くにいるので安心ですが、自分たちでできることはやるようにし

ています。 

車も運転しますが、のちのち自主返納したら不便になるので、自家用車に近い

移動手段があれば便利だと思います。 

女性 

７０歳代 

○ コミニュティバスを走らせてほしいです、 女性 

７０歳代 

○ 市内の公園を訪れ、自身のブログに載せる為、花木の写真を撮るのだが、雑草

がたくさんで管理が成されていないと感じることが多い。管理されていないと

変質者等も懸念される為、きちんと整備されていることを望みます。 

女性 

７０歳代 

○ 交通の便。例、駅→地区の便。ＪＲ＋アクアラインの時刻表は有ですが細かい

地区の時刻（バス）が記された（広報が有）可能であれば？（年輩に、免許返

納を呼びかけるのであれば。） 

男性 

７０歳代 

○ ７３才の夫との２人暮らしで、若い頃より自分達の住む地域を良くしたいと思

い、出来る役員などは出来る限りして来ました。町内にありました、たった１

件あったスーパーは１０年以上前になくなり、コンビニに頼る生活をしていま

す。私達はまだ車に乗れますので遠くのスーパーにも行けますが、免許返納後

はどう暮らして行けるか不安は大きいです。子供は２人共遠くにいて、頼る事

はできません。高齢者１人の暮らしになってもこの地域で生きて行けるよう

に、行政の支援が必要と思います。元気な高齢者が弱い方の支えになったり

と、地域での支え合うしく 

女性 

７０歳代 

○ 西口の港が素晴らしい眺め、そこに素敵なビルの中にカフェ、レストランが海

に向かって出来きたら、最高の港になる。港町に夢見ています。 

女性 

７０歳代 
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○ この世に生を受け死を迎えるまでの〇〇年間を誰もが「木更津市に産まれて良

かった」「木更津市で育って良かった」「木更津市に住んでいて良かった」と

思えるような一生を送れたら何と幸せなことでしょう。「困っていること」

「困ったこと」が解決できる木更津市を目指して欲しいと思います。弱者の心

に寄り添い、意見・要望に耳を傾ける中で「私に出来ること」「あなたに出来

ること」「行政に出来ること」などがはっきりと見えて来るのでは、そんな気

がします。困っていることがひとつでも解決できれば、ひとつ笑顔が増えま

す。おのずと教育、経済、福祉、防災等々の基盤が充実し潤いを感じられるよ

うになるのではと思います。 

女性 

７０歳代 

○ 交通の便。老人は足腰が弱って歩けない。店へ買物や病院に行くのにコミュニ

ティバスのような身近に利用出来る乗り物があったら良いと思う。 

女性 

８０歳代 

○ 文化施設の更新（市民会館、各公民館）など。もっとたくさんの市民交流の場

を作ってほしい。他の３市にくらべると一番進んでいると思っています。で

も、いつも一つ上の考えを持って、市の公務についている皆様に激を入れてほ

しい（頑張っている方もたくさんいますが）私達の木更津をもっと全国に宣伝

し、コロナがおさまったらたくさんの人にこの土地（木更津）に来てほしいで

す。宜しく御願い致します。 

未回答 

未回答 

○ 田、畑、空き地を宅地にできるようにしていただきたい。調整区域ではどうに

もならない。草刈りばかりで大変です。 

未回答 

未回答 

○ 太田山公園の活性化。太田山には、古代よりの文化財が色々あります。ほとん

どの市民はこれを知りません。もったいない話です。特に地下壕は終戦時の歴

史の宝です。これを調査すれば木更津の終戦時の実態が明らかになります。最

も身近な歴史を放置しています。そしてこれを公園化すれば、横須賀の猿島戦

跡公園と同じように年間２５万人の観光客を呼べます。更にここには太田山古

墳があり、また、これも放置しっぱなしです。文化財を反故にしています。更

に太田山公園は標高４４ｍの山にあります。万一東海地震が起きたら一溜まり

もありません。絶好の避難場所です。これも無視しています。 

未回答 

未回答 
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（６）波岡１地区（畑沢、畑沢南、港南台、小浜）  
  

 

記述内容 性別・年齢 

○ 以下、経験談となりますのでご参考までに。 

私自身２年前まで品川駅前の企業で働いており、現在は木更津市内で働いてお

ります。 

市内の実家から通勤しておりましたが、やはり高速バス料金がバカになりませ

んでした。 

入職前には、自宅から高速バスで通勤したい旨をお話した際に、初めてのケー

スなので社内検討させてくださいとも言われました。 

結果、「初めての例を作ってみましょう」という事で OK をいただき、交通費全

額支給していただけましたが、「交通費至急額は間違いなくトップです笑」と

人事の方もおっしゃっていました。 

東京・新宿・品川等、都市部へアクセスし易い環境ではありますが、市内から

通勤するとなると現実問題としてお金がかかり過ぎます。 

交通費支給に上限のある企業へ就職した場合には、まず市内から通勤という選

択肢が消えます。 

条件付きでも構わないので、木更津市在住の方は高速バス料金を減額できる仕

組みがあると定住率が少し上がる要素になるのかなと考えております。 

※「通勤・通学者」かつ「定期購入者者限定」等 

男性 

２０歳代 

○ 「小学校での詳しい性教育の充実」自分が子供の頃は、教育が少なく知識がな

いため、問題があった。 

女性 

２０歳代 

○ 公式ＨＰが簡素すぎる。特にゴミ・リサイクル等について詳しく書いてほし

い。 

男性 

２０歳代 

○ 駅前の再開発、再活性を期待しています。 男性 

３０歳代 

○ 都会からも一目置かれるようなおしゃれさを取り入れながらも、美しい自然に

溢れたまちづくり 

女性 

３０歳代 

○ 幼い子どもがいるのですが、家の近くなどに近所の子どもと出会える場所がな

く子どもの友達ができません。使用していないテナントや公民館などでもいい

ので、集まれるイベントなどのようなものがあるといいな、と思います。 

女性 

３０歳代 

○ 今、特にこれ以上期待することはありません。 

市をより良くするために頑張っていただき、ありがとうございます。 

ここに書かせて頂くことは大変恐縮ではありますが、現在療養中のため、この

アンケートに取り組むことは少し大変でした。働かれている方、家事・育児を

されている方、色々な方がいらっしゃいますので、少々一人への負担が大きい

かと思います。 

女性 

３０歳代 
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取り組むことを選ばなければ良かったのかもしれませんが、催促のお葉書も届

き、応えねばと思いました。もしできることならば、次回からは一人への負担

を減らすか、アンケートですので自由な選択をさせてほしいと思います。 

どうぞご理解頂けますよう宜しくお願いいたします。 

○ バリアフリー化。車のマナーの改善に期待したい。（路上駐車、障害者用スペ

ースの利用など）医療体制の充実や健康診断、がん検診の充実や促進など。 

女性 

３０歳代 

○ 市役所に手続きをしたあとの対応が他の市に比べて遅く感じる（例：コロナワ

クチンの接種券配布等）。情報発信も遅いので、もう少し市役所での対応を改

善してほしい。畑沢南での子育て環境も充実しているとは言えないので、改善

を求める。 

女性 

３０歳代 

○ わからないところは書きませんでした。ごめんなさい。 女性 

３０歳代 

○ 港南台の道路を完成させて下さい。 

よろしくお願い致します。 

男性 

４０歳代 

○ 市道の白線が他市より薄いままのところが多く雨の日の夜間など危険度が増し

ていると思います。 

金田エリアの開発や整備に集中し過ぎているせいか、金田以外の地域の街路樹

や歩道の雑草が荒れている目立ちます。バランス良く整備して欲しいです。 

住宅街の路上駐車がやたらと多いのも気になります。 

回答しない 

４０歳代 

○ 公園の遊具を袖ケ浦市の公園のような大きく、たくさんの人が遊べるものを設

置してほしい。 

児童館のような、雨の日でも子供たちが遊べる施設があると嬉しい。 

 

女性 

４０歳代 

○ 駅前の活性化。店が居酒屋ばかりで治安が悪くなる。酔っ払いなど。市営自転

車置き場の整備。古くて不安がある。塾等の近くにも市営自転車置き場がある

と良い。 

女性 

４０歳代 

○ 回覧板をなくしてほしい。猫の餌やりを取り締まってほしい。 女性 

４０歳代 

○ どの世代の方も住みやすい市になると良いです。市内のバスの便が増えると助

かります。よろしくお願い致します 

女性 

４０歳代 

○ ごみの分別について：びん、かん、ペットボトルのごみ袋に３つ違う種類のも

のを入れるのはなぜ？もっと細かく分別して電池なども不燃ではなく分別した

らどうか？クリーンセンターで君津市はダンボール、本・新聞などを無料で回

収してます。見ならってはどうですか？保育園について：袖ヶ浦市は民間企業

の保育園を次つぎとオープンしてます。木更津市は両親ともにフルタイムで働

かないと保育園にはほぼ入れません。保育園の入園は入りたい人と保育園の数

が全然あってない。両親ともにフルタイムで働いていないと保育園には入れな

女性 

４０歳代 
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いと思って下さいと入園の申込時に言われた。民間の保育園の設立。木更津市

立の保育園の建て替えなど子育てと仕事の両立ができるようにしてほしい。ご

み袋の値段について：他の市と比べて異様に高い。もっと安くして住みやすい

町にして下さい。・危機管理について：袖ヶ浦市はいち早く新型コロナウイル

ス感染者の自宅療養者に物資を届けるのを行っていた。木更津市は対応が遅

い。台風などについても、ホームページにて情報を発信するのを早く対応して

ほしい。市役所の建て替えについて：予算がないので新しく建てられないよう

ですが、人口は増えていると思います。お金はどこにまわっているのでしょう

か？袖ヶ浦市役所は新しく建てています。危機管理を市役所で対応するにも市

役所を１つにまとめるのは重要だと思います。早く建設できるようにすすめて

下さい。 

○ 市役所を建ててほしい。個人的には公園にドックランを作ってほしい。また、

ゴミが多いのでゴミ箱を作った方が、ポイ捨てがなくなると思う。 

女性 

４０歳代 

○ 犯罪の無い町づくりをお願いします。 男性 

５０歳代 

○ 木更津市で育った子ども達も、社会人となり、今は県外に就職して生活してい

ますが、皆、木更津が好きで、また、戻って暮らしたいとも言ってくれます。 

これからも、このように言い続けてもらえる安心安全な暮らしやすい木更津市

でありますよう、よろしくお願いします。 

女性 

５０歳代 

○ コロナ禍が長引く昨今で、『通常』の生活じゃないままの状況下での今回のア

ンケートの返答にとても悩みました。 

女性 

５０歳代 

○ 駅周辺の活性化。港に行けば少し活性化していると思うが、行くまでさみし

い、キャバクラが怖い、特に西口。結婚式場もあるので、他県からの人がみる

とさみしいと思う。カフェやお店を増やしてほしい。 

女性 

５０歳代 

○ 日曜日、祝日渋滞が少なくなる（アクアライン、金田周辺）議員さんにもっと

がんばってもらう。木更津にしかない良いもの、ことを作ってほしい。 

男性 

５０歳代 

○ まちづくりには関係ない事で申し訳ありません。木更津市内で持ち家を建て大

好きな主人と楽しく過ごしてます。私にとって木更津市は小学校２年から結婚

するまで住み、その後君津市の社宅に住み、また木更津市で生活しています。

独身に出会いのある場を設けて欲しいです。今は現在２０代３０代が世の中を

動かし明るい木更津市にして欲しいです。こんな事しか書けませんが、私は気

候にも恵まれた木更津市が大好きなので若い人の出会いを多くして欲しいで

す。 

女性 

５０歳代 

○ 福祉の充実を望みます。高齢化が進む中、運転免許の自主返納を推進する声が

ありますが、実際に返納してしまったら、日常生活に支障が出ます。買物、通

院他、徒歩圏内にはコンビニやドラッグストアなどが数箇所ありますが、全て

を満たすことは難しい状況です。気軽に利用できるコミュニティバスやタクシ

女性 

５０歳代 
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ーが充実すればいいのかもしれませんが、自己責任で人様に迷惑をかけずに生

活するには、自由に動ける足は必要不可欠です。全てが満たされる生活拠点に

転居すればいいのかもしれませんが、現実的には厳しい面もあります。高齢者

にも優しいまちづくりを期待します。 

○ 畑沢南に住んでいます。坂道の多い街です。将来、免許証を返納した時に車無

しでの生活では買い物、通院等,不便になるのではと心配です。また、交通の便

でも日東交通のバスの本数も少なく料金も高い、内房線の接続もうまくいかず

不便です。 

女性 

５０歳代 

○ 自然が豊かな久里線沿線や矢那方面など誰でも気軽にその自然や施設に触れる

ことのできるように交通網を便利にしてほしいです。コミュニティバスや、廃

止路線の復活等。 

女性 

６０歳代 

○ 「木更津港港湾計画」活気のある港町になることを期待しています。木更津駅

周辺（西口）に、にぎわいのある町が戻ってくることを楽しみにしています。 

女性 

６０歳代 

○ 行っている事の情報が伝わってこない。 男性 

７０歳代 

○ 木更津市庁舎の今後について知りたいです。 女性 

７０歳代 

○ 今後、齢を重ねて行くにつれ、車の運転もむずかしくなり、病院や買物、楽し

みの為の外出しやすい交通手段が整備されてほしいと願います。年を取って楽

しめる場所があり、行きやすい環境なら元気も出て病院のお世話にならない生

活が出来るのではと考えます。 

女性 

７０歳代 

○ 新市役所にいつかなる。私は見る事が出来るかな？それとも天国からかな？み

なさんごくろうさん。 

女性 

７０歳代 

○ １下水道の整備、２行ってみたくなる駅前商店街・港、３中の島の活性化、４

市場の一般客利用活性化、５高齢者が利用したくなるバス、交通機関 

男性 

７０歳代 

○ 木更津に住んで２１年半が過ぎましたが、駅前の「そごう」や「ダイエー」が

無くなり「みずほ銀行」も無くなり、バスの本数も少なくなり、老人には住み

にくくなってきました。人口も増えて若い人達も増えたと思いますが、高齢者

にとっては、何も出来ない（車の運転をやめたら）住みにくい町になってきま

した。駅前の活性化やコミュニティバス（マイクロバス）など利便性を考えた

町づくりを期待します。 

女性 

８０歳代 

○ 今後、高齢者が増えていく中で、車を手放す人が増えるので、コミュニティバ

スの検討をお願いします。 

男性 

８０歳代 
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（７）波岡２地区（大久保、上烏田、中烏田、下烏田、八幡台、羽鳥

野） 
 

  
 

記述内容 性別・年齢 

○ 鳥居崎公園の開発完成も楽しみにしています。 

また計画されている、駅西口側アーケード街の開発が順調に進み、賑わいを取

り戻す事を願っています。 

木更津は本当に住みやすくて、大好きなのですが、公園設備が他市に比べて極

端に良くない様に思います。移住者が増え、子供のいる家庭も増えているの

で、安全性が高く、楽しく充実して遊べる遊具を増やしていただけたら嬉しい

です。 

女性 

３０歳代 

○ お忙しいとは思いますが、魅力的な街作りをお願いします。 男性 

３０歳代 

○ 君津や袖ヶ浦市は、中学生までの子供が医療機関を受診した際、負担金なしと

のこと。木更津も負担金なしになりますか。ゴミ袋が高い。公園の管理（草が

すごい）なんとかなりますか。遊具が少ない。ハローワーク、人が少なくて、

いつ行っても待ち時間が長い。 

女性 

３０歳代 

○ 動物愛護に力を入れてください。 女性 

３０歳代 

○ 提出期限を超えてしまい申し訳ありません。今後も木更津市の発展に期待して

おります。ご苦労が多いと思いますがこれからもよろしくお願い致します。 

男性 

３０歳代 

○ 君津市のように格安で乗れるコミュニティバスを運行してほしいです。 女性 

４０歳代 

○ 観光や商業、イベントなどについては非常に満足しており、以前と比べると他

市に出かけなくても十分市内で足りています。それと比べると、医療や教育と

いう点では、まだまだ他市や他県から見ると十分とは言えない印象がありま

す。子育て支援を充実してほしいです。 

女性 

４０歳代 

○ シヤッター街の削減 女性 

４０歳代 

○ 個性を伸ばすような特色のある型破りな小学校、中学校があれば良いなと思い

ます。 

中学生は、保健室登校の生徒が多いと思います。何か解決策は無いのでしょう

か。 

中学生は一番不安定な時期でもあり、そこで躓いてしまうのは可哀想だと思い

ます。 

女性 

４０歳代 

○ 子供の世代が暮らしやすいように、雇用を増やして欲しい。 女性 
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４０歳代 

○ 交通、観光、生活環境の充実 女性 

４０歳代 

○ 街路樹の剪定と整備、道路の白線の補修 男性 

４０歳代 

○ ゴミ袋が高い。市民に対しての還元がない（君ナビと同様なもの）（ＰａｙＰ

ａｙの君津市最大付与など） 国からの特別給付などの対応が遅い。市民プー

ルがない。もっと子供達の公園や遊べる所がほしいです。 

女性 

４０歳代 

○ 防災力の高いまち、子育てしやすいまちにしていきたい 女性 

５０歳代 

○ 袖ケ浦市や君津市の様に公園の整備、美化、子供を安心して遊ばせられない所

が木更津市は多いと思います。 

女性 

５０歳代 

○ 市の職員の給料の見直しが必要だと思います。全般的にコロナの事になると無

責任になってる。仕事無くして困ってる人もいるのに対応が雑な職員もいます

ね。 

男性 

５０歳代 

○ 朝夕の通勤時間は渋滞がヒドイ！１６号、１２７号にかかる交差点が特にヒド

く、一車線の為右折車がいると進まない。右折レーンの拡充や道幅を広げてほ

しい。裏通りも交通量が多く、南北への道路整備も検討してほしい（畑沢港南

台～桜井）（下烏田セブイレブン～真舟）（君津ＩＣ～ほたる野〈館山道側

道〉） 

男性 

５０歳代 

○ 税金が高い。ゴミ袋が高い。不正に生活保護を受けている人がたくさんいる。

その様な人を排除し税金を安くしてほしい！！市長の態度が良くない！！つん

けんしている！！そんな人が市長なのか！！がっかりです。 

男性 

５０歳代 

○ 治安が悪い。まちにゴミが多い。（ポイすて）市税が高く。市がお金をかせげ

ない！！港まわりの開拓。ダンプ、トラックだらけでなにも無いくらいまち。

（この何十年何も発展のないまち。）買物、食事する店、場所がまったくな

い。 

男性 

５０歳代 

○ 市役所、市民会館、図書館の整備！！ 女性 

５０歳代 

○ 図書館やその他文化的施設はもちろん、行事等の文化的質の向上をめざしてほ

しい。 

女性 

５０歳代 

○ 空き家対策 住民特典 老人問題 防犯 

買い物難民 

気軽に色々な事を相談できる場所 

女性 

６０歳代 

○ 駅、駅前の活性化（シャッター通りにしない）、交通機関の充実、市内外から

人を呼ベる街づくり（その道のプロに依頼する等）、収入増になればいろいろ

な事に使える。木更津の知名度を上げる。 

女性 

６０歳代 
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○ 先の見える町作りを構築する事が若い人達の流入を呼び人口減に歯止めをかけ

てより良い市になる事を希望致します。 

男性 

６０歳代 

○ コロナワクチンの予約が直接病院で取りにくい。ワクチンがまだ届かないと言

われた事があったので、３回目もすぐに受けられるか不安です。電話でも予約

が取れるようにお願いします。 

女性 

６０歳代 

○ 弱者や救われる町づくりをして頂きたく思います。 女性 

６０歳代 

○ 借地の分譲農地を増やして欲しい。安い値段で会社員が定年退職して趣味と実

益を兼ねて小規模でいいです。農業指導者を市で行ってくれると良いと思いま

す。地産地消できるシステムがあるとやりがいに繋がります。６５才～８０才

までしかできないと思いますので、次の方に移譲するシステムがあると良いと

思います。それなら貸す方も助かると思います。 

男性 

６０歳代 

○ 災害時の対策や備蓄等、市民が困る事のない様シミュレーションで備えていて

欲しいです（家庭での備蓄は３日程です） 

女性 

６０歳代 

○ ８０・５０問題の取り組み引きこもり支援子供支援外国人居住支援、技能実習

生情報、状況 

男性 

６０歳代 

○ ①高齢社会ですが車がないと生活が厳しいです。車がなくても買物はネットや

宅配でなんとかなります。しかし、努力しても病院通いが増えます。幼稚園バ

スがあるように、各病院がバスを手配していただけると行きやすいと思いま

す。②散歩していると人のあまり通らないところに生活ゴミが散乱していると

ころがあります。皆の知恵と工夫で気持ち良く暮らせたらと思います。 

女性 

６０歳代 

○ まず公共施設・公園にあるトイレを明るくきれいにして下さい。どこのトイレ

に入ってもはずかしくない木更津市にしてほしいです。 

女性 

６０歳代 

○ アンケート問２１木更津市羽鳥野がはいっていない。ごめんなさい波岡にはい

っていました。 

女性 

７０歳代 

○ ・コロナ対策、予防接種迅速化、接種場所検討、・高齢者、オレオレ詐欺対

策、電話、訪問対応、・道路整備、地盤強化、・介護保険料値下げ 

女性 

７０歳代 

○ 市中へ出かけるにもバスの減便は困ります。 男性 

７０歳代 

○ いつもご苦労様です。木更津の町づくりとは少し違ってしまうかもしれません

がこちらに越して来て１０年と少く経ちましたが最初から感じていることはう

っそうとした森は魅力なのですか、それが不法投棄の温床にもなっていると感

じました。また、歩道の草も多く歩きづらい所もあり車道を歩く事もありま

す。子供の通学路も特に気になります。事故にもつながる事もありますので、

歩道を安心して歩ける様になったらと思っております。 

女性 

７０歳代 
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○ 動きのない市民会館はどうなるのか？どうするのか？木更津駅…壁画で…明る

くする。数年前の１００周年のＳＬにチーバ君、たぬき君、おとみ与三郎さん

を乗せて。とにかく色を使って明るく明るく。 

女性 

７０歳代 

○ 市の予算（税金）を有意義に使って欲しい。 女性 

７０歳代 

○ 高齢化が進み、空家が増々増え、衛生上・防犯上で問題が多い。空家対策を積

極的に進めて欲しい。高齢化に伴い、運転免許証を返納した場合の交通手段の

足がなくなり、公共交通の利用が必要となるが、一方で便数などが減る傾向で

ある。対策を？ 

男性 

７０歳代 

○ 調査票いただいてびっくりしました。波岡に住んで７３年です。もう年なので

アンケート用紙いただきましたが、やっと書きましたので宜しくお願いしま

す。 

女性 

７０歳代 

○ 安心して子供が産み育てられ、母となった女性が安心して働く事が出来る町と

なり、市民の生活に潤いが出ると良い。高齢者となり、体が心配。お陰さま

で、病院、診療所と在りますが、自動車が使えるうちは良いのですが、免許を

返納するととたんに不便が生じ、バス１時間に１本とか、運賃の高さに２の足

をふむ。コミュニティバスの情報や他にあるであろう情報は欲しいです。バス

の運賃、年齢により無料パスを出す地方もある一方、その様な情報もほしいで

す。 

女性 

７０歳代 

○ ワクチン接種で近隣他市より数ヶ月準備が遅れ、接種券が配布されていないの

で、君津、市原市などから木更津にはワクチンが余っていると、なだれ込んで

来てみんな接種をしていた。市民の命を守るという覚悟が見えない。 

男性 

７０歳代 

○ 歩道の街路樹の根が太くなり、デコボコが増えてこける方が多くなり、手足の

骨折をよく聞く様になりました。年を取ったと言えばそれまでですが、環境の

変化も考えて欲しいです。中央病院の入院で病気が治ったら介護の受皿がない

と聞いたのです。老人は病気と介護セットだと思います。スムーズに介護の所

へ行ける様なシステムを願いします。 

女性 

７０歳代 

○ 市街地の主要道路だけでも道路の雑草管理。主要道路の隣接・商業地管理者に

雑草管理させる条例を作成し、市街地全体で他県からのお客に「きれいな街木

更津」を根付かせてほしい。 

女性 

７０歳代 

○ 意見が違いますが、６～１３頁は取り組んでいます、行っていますって、市が

書いてるだけで市民には見えない。３０番の公園・緑地の充実で更新工事を実

施と書いてあるけれど前の公園は、遊具を撤去して、そのまま何十年とたって

いる。市民アンケート調査票を配布して市が何かやっていますのアピールとし

か見えないです。保健の充実は、良と思われますが、病気が確認されたら、本

人任せではなく市として何かしてほしい。 

男性 

７０歳代 

○ 新しくなった江川グランドの低額での使用を考えて欲しい。 女性 
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８０歳代 

○ 電気車化、ルート化（何種も）運行→（病院、店、公共施設等に行く）※均一

料金、車は無人化。高齢施設の大充実（数、料金、病院関係者の充実） 

男性 

８０歳代 

○ 駅前の朝夕の混雑の解消のための整備、道路の拡大（タクシー、バスを他の場

所に移す） 

男性 

８０歳代 

○ 緑、山を大事にし、ゴミ置場等は駄目 上水道の安全 地域のバス路線が不便

（時間帯）利用できない。仕方ないかなとも思う。公民館は近くて利用しやす

い。料金は暖房、冷房使った時に徴収することにして欲しい．図書館の駐車場

は広くならないか。個人タクシーがあるといいなと思います。燃えるゴミに道

路のゴミと一緒に土、砂も入れている人が多いと思う。半年に一回ぐらい土砂

だけを回収してはどうか。土嚢は１枚売りのにする。 

女性 

８０歳代 

○ 木更津市に住んで４１年。若い時は東京の友人・知人を呼んで木更津を宣伝し

たものです。都庁近郊の自然豊かな街だってこの地が今は、か、今でも、か、

私には寂れゆく街に見えてしまいます。木更津駅西口のハナミズキの木、東口

通りクロガネモチの木、水の流れの美しいはずの矢那川、烏田川、畑沢川等、

草は繁茂、うっそうと竹のはえている所。市の霊園への道など歩道は草ボウボ

ウ。ケチばかりつけて申し訳ありませんが、宅地造成で人口が増えても、何で

木更津市は良くならないのか。市議会の先生方や職員の皆さんの力量の限界か

ら反省して頂き、市民の中からそれぞれの専門家を結集して、昔の名前で生き

る木更津ではなく新しい２１世紀の本市の発展を願うものです。 

未回答 

未回答 

○ 最近は金田とか港の方に力を入れるのも観光によって資金を得ることも必要だ

と思います。しかし、木更津に引越しをしてきて良かった、安心して住み続け

られるまちがいいです。小さい子供、高齢者、障がい者など生活弱者にとって

住み易いまちがだれにとっても住み易いところです。住んでいるところは買い

物が不便ですが、まだ車で買い物にいけますし、生協生活クラブなど宅配も整

っています。病院がなくなり不便を感じていますが、車があるうちは大丈夫で

す。しかし、車が利用できなくなった時には病院がないと不安です。なにか不

測の事態が起きても対処できるようなシステムがあると安心です。一つ一つ安

心なまちづくりを期待します。多くの人々にこのようにアンケートをし、意見

をきいてくれて感謝します。 

未回答 

未回答 
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（８）巌根地区 

（岩根、西岩根、高砂、本郷、高柳、若葉町、万石、久津間、江川、中里）   
 

記述内容 性別・年齢 

○ 図書館の設備の充実化 男性 

３０歳代 

○ 移住者や企業誘致を増やすならば、それに伴って道路も整備して渋滞を解消し

て頂けると生活しやすくなります。 

女性 

３０歳代 

○ 高齢者になっても不安のない福祉体制、60 歳以上でも働ける環境づくり、安心

安全に暮らしていけるように防犯カメラの設置や道路照明・街灯、地域の防犯

パトロール等をもっと増やしてほしいです。 

これからもずっと木更津市に住み続けたいと思えるようなまちづくりをお願い

します！ 

女性 

３０歳代 

○ シングルマザーだけでなく、シングルファザーへの支援も拡充していただきた

い。今の社会は大多数の企業、会社はシングルファザーに対して理解がない。

木更津市だけではない問題ですが意見させて頂きます。 

男性 

３０歳代 

○ 道路がガタガタしすぎていて汚いので舗装してほしい。洪水になりやすい場所

が多いので排水溝の整備をしっかりしてほしい。 

女性 

３０歳代 

○ ごみ処理費用（有料ゴミ袋）が高い。新築一戸建てを建てる時の補助制度が頼

りない。他市、他県に比べてひどかった。くやしい。移住と賃貸で人口増加し

ている（もしくは見込める）のに何故有効に使えていないのか（税収）。電車

とバスの乗り継ぎが悪い。車が必須できつい。市の政策が他市より悪い。魅力

がない。運転が荒い人が多い。取り締まり等はないのか。アクアライン渋滞を

改善してほしい。駅前が寂れていてかなしい。 

女性 

３０歳代 

○ 不妊治療の負担が大きいため、助成金の拡充をお願いしたいです。それが少子

化への一番の対応だと思います。いわね駅に快速電車が止まらないのが不便。

アクアラインの交通渋滞問題。ゴミ袋の値段が高い。焼却炉の性能が悪いので

ゴミの分別が多い。朝の１６号の渋滞がひどい。君津中央病院前、新日鉄住金

ｅｔｃ。図書館の設備が古すぎる。君津市の中央図書館を見習ってほしい（書

籍の充実、医学書（民間療法レベルのものしかおいていない））感染症が流行

している時に他県からの出入りをしっかり制限して欲しい。 

女性 

３０歳代 

○ 岩根地区に公園を作って欲しい。 男性 

４０歳代 

○ 18 歳まで子育て支援と医療費の控除等を充実して頂きたい 男性 

４０歳代 

○ 15 年前に木更津に越してきました。青い空、海 綺麗な景色 ヤシの木、全て新

鮮ですぐに木更津が大好きになりました。 

女性 

４０歳代 
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温暖な気候 都心へのアクセスの良さなど魅力がたくさんある町だと思います 

ぜひ木更津の魅力を全国に発信して頂きたいです。 

※個人的には「木更津 LA 化計画」（車や音楽 やスポーツイベントの開催、緑

地のドライガーデン化、学校の海外交流など） 

○ 八幡神社を通りかかった時 観光トイレなるものを市で作っていたようだが そ

のような所に我々の血税を使ってもらいたくない。神社も賽銭がアクアコイン

で決済できるなどととても馬鹿げたことをしている。市が観光名所として便乗

するのもいい加減にしてほしい。 

女性 

４０歳代 

○ 税金を見直してほしいです（納める事は義務ですが高いと感じるので。） 女性 

４０歳代 

○ 水路の整備（フタや囲いなど）して欲しい。 男性 

４０歳代 

○ 税金の使い方を考えてほしい。以前に比べれば、税金の落ちどころは増えてい

ると思いますが？全く改善されていないような気がします。無駄なお金は一切

ありません。千葉県内でも木更津市に住みたいと思う人はどれくらいでしょ

う？短期的に改善してほしいです「住みたい街、木更津に」 

男性 

４０歳代 

○ お店の活性化 女性 

５０歳代 

○ ヤクザのいない町 無料巡回バス等の整備 福祉の充実 年を取っても安心し

て暮せるようにして下さい 

男性 

５０歳代 

○ 「木更津市はオーガニックな街づくりを推進しています。」とありましたが、

具体的にどういうことなのか、よくわかりませんでしたのでアンケートには素

直にそう書きました。ただ自分なりに想像してみると、以前、通勤の際に横切

る矢那川公園のことが浮かびます。春になると川沿いの桜の木に花が咲いて、

とても美しい光景です。こういった素敵な場所を守っていくことではないでし

ようか。この他にも自分の知らないそういった場所が市内にはあるのでしょう

ね。「郷土博物館金のすず」もリニューアルされて開館しました。どんな特別

展が催されるのか楽しみです。 

男性 

５０歳代 

○ 「オスプレイ」についての情報が断片的で分かりずらい。木更津市にどんな利

害が生まれているか知りたいし、発信してほしい。通学路の整備、安全対策を

明確に実施してほしい。 

男性 

５０歳代 

○ 近くの川沿いにある産廃が、たくさん積み重なっています。ご存知でしょう

か？火災とがあった場合。誰が責任を取るのでしょうか。事前に防ぐこと、是

非お願いしたいです。まちづくりも大切ですが、今住んでいる人達の住みやす

い安心して暮らせる、に先に力を入れてほしい。 

男性 

５０歳代 
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○ お知らせ等で放送する時があるが、すごく聞きづらく何を言っているか全くわ

からない時がある。最近大雨被害が多く発生しているが、ダムの放流により河

川が氾濫した時は、市はどれくらい保証してくれるのかが知りたい。 

女性 

５０歳代 

○ 金田インターの周辺だけ栄えているので、駅前商店街を活性化してほしい。私

もそうですが、他県からの移住者のコミュニティの場を作ってほしい。 

女性 

５０歳代 

○ 公共公通の便が悪くて、車が無いと生活出来ないので改善願う。スーパー等の

店も少ないので不便です。高齢者になっても暮らしやすい町になる事を期待し

ています。 

男性 

５０歳代 

○ セーフティネットの充実やコロナの様な特殊の事例への対応、防災施設や被災

のイメージの情報の共有、空き家や空き地の有効な活用や休耕地の市民農園的

なものや畳ケ池水路付近の野鳥や鯉・亀の生息地保全、治水や津波に備えた対

策のアップデート、昼働いて夜寝るだけなので活動的ではありませんが市が活

性化していくのはいいと思います。望んでばかりで申し訳ないですが、自然豊

かな木更津市が発展していく事に大賛成です。 

男性 

５０歳代 

○ 駅前の活性化を期待しています。特に西口駅前から港にかけて寂れた店やアー

ケードなど見た目だけでなく、危険など（強風や台風の時壊れるのではと不安

になる）を感じる事が多々あります。東口駅前のロータリーがバス・タクシ

ー・自動車で混んていて不便を感じる事が多々あります。整備し、もっとスッ

キリした方が使い勝手も良いし安全性も確保できると思います。 

女性 

５０歳代 

○ まずは、下水道・公園などを整備して木更津市民を優先的に考えて欲しいで

す。観光地などはその次に考えれば良いと思います。税金の使い方などもくわ

しく教えて欲しいです。 

女性 

５０歳代 

○ コミュニティバスの運行、免許返納がしやすくなる 男性 

６０歳代 

○ 時間を使って貰えるアクアのポイントですが私は使用出来ませんので、商品券

か何か誰でも使える物に変えて欲しいです。 

男性 

６０歳代 

○ コロナを考慮しながらのまちづくり、市民活動は制限があると思いますが、明

るく、力強く前進して行けますようによろしくお願いします。 

女性 

６０歳代 

○ 特にありません 男性 

６０歳代 

○ 木更津市内でも安心して働ける会社がたくさんあってほしい。 女性 

６０歳代 

○ 大きな医療体制の整った病院をもういくつか増やして欲しい。今の状態では選

択の余地がない。 

女性 

６０歳代 

○ 福祉、安心して年をとれる様にしていただきたい。 女性 

６０歳代 
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○ 木更津がとんな町が多くの市民が一言で表現できるようなインパクトのあるネ

ーミングを望みます。文化面の充実図書館の改築、文化ホールのような会場、

美術館の設営等木更津の更なる発展をよろしくお願いします。 

女性 

６０歳代 

○ アンケートの質問が抽象的で理解しにくく答えづらい。また、本当にこんな事

やってるの？と思う事が多くあり、良く分かりませんでした。木更津の魅力は

何かを考え、木更津市にしかないものを作ったり、多くの人にＰＲしたら良い

と思います。私は６０代なので、今後を考えますと交通体系の充実や介護施設

拡充をして住みやすくして欲してす。何より多くの企業を誘致し税収を上げる

事が大切だと思います。アクアライン、きみさらずタワー、中の島大橋などを

もっと利用したら良いと思います。 

女性 

６０歳代 

○ 空家の活用。若い人達の参加（地域の大学生などにも参加してもらう）→消防

団など。水田など耕作地が住宅地などに変わり減少していく事が心配→後継者

や担い手の確保が大事だと思う。豊かな自然が守られていく環境で生活した

い。ＳＤＧＳは大切だと思う。オーガニックなまちづくりの推進に期待してい

ます。 

女性 

６０歳代 

○ 今回の質問事項は、すべてなんら実行されているものであるとは思いますが、

私の情報の収得方法が悪いところが有り、知らないことも有り、市民に報告し

ても良い事はどしどし公表してほしいです。 

男性 

６０歳代 

○ 主人が５年ほど前に他界してから本郷にひとりで住んでいます。子供は、ほた

る野と東京に家族をもっています。２年前の台風の時などは、ほたる野の長女

の所に停電が回復するまでいっていました。避難場所も岩根小学校なのでかな

り遠いです。当然車でも行けなくなることも考えると不安です。岩根公民館や

高柳小、岩根中もすぐ後ろに小櫃川が流れているので不安です。町づくりに期

待もありますが、私のような不安をもっている方もいらっしゃるのではないで

しょうか？今は元気に働いていますが。 

女性 

６０歳代 

○ 高齢で免許を返納したいと思っても交通（足）が不便です。清見台のような循

環バスがあると助かります。 

女性 

７０歳代 

○ 快通、うるおいのある空間のまちづくりに期待、応援しております。 男性 

７０歳代 

○ 現状は車を運転しておりますが、将来運転が不安になり、免許証を返納した場

合の交通手段を心配しております。新しい道路ができて以前のバス停が新い道

路に変ってしまった。 

女性 

７０歳代 

○ 木更津駅～港までの交通手段の確保 中野畑沢線の早期完成（県と協力して） 

岩根駅まで道路整備の早期着工・完成 木更津駅～金田地区への交通手段の確

保（例：多額の予算が必要となるがモノレールの整備等交通手段の手立てが必

要と考えます。）アクアライン周辺の交通渋滞（土・日）の解消対策の検討。 

男性 

７０歳代 
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○ 市公式ホームページが数年前に比べて見づらくなった。必要な情報を探すのに

苦労する。市役所の組織を十分理解している人でなければロジックを追って行

けない。 

男性 

７０歳代 

○ ゴミ処理分別の仕方、犬の糞処理（暗い道で糞を踏んづける）を徹底させる罰

金とかの処罰に処す。 

男性 

７０歳代 

○ 木更津の中心地木更津駅周辺の再開発は市が率先して行なわなければ出来ない

こと、お役所的な発想では木更津の発展は期待出来ない。駅周辺をシャッター

街の観光などと口学が耳に入るが真逆難しいことは承知しているが、知恵・知

識・意欲に欠けるように思います複数の市会議員にも具体的な方法も提案し評

価も得ましたが何も変わりませんでした。 

男性 

７０歳代 

○ この殺伐とした時が過ぎ、皆が心豊か暮らすことの出来る市、町に成る事を願

っております。 

女性 

７０歳代 

○ 子供のいじめ、大人同士のいじめ、肉親のいじめ、いじめの元は、羨ましい→

嫉妬→憎しみ→恨み→自分より強い人に対してはいじめない。社会的地位のあ

る人から幼児に至るまで、いじめはあります。私の希望は幼稚園、保育園の頃

から相手（友だち）の長所を認めていく。個性を認め合う。日々の生活の中

で、世の指導者であっても、好き嫌いで責め立てると聞きます。木更津市のま

ちづくりに期待することは、いじめを無くす。からかいから言った一言が命を

奪うことになる。ニュース等で。お互いが許し合える。協力し合えるまちづく

りが。がんばります。 

女性 

７０歳代 

○ 街が汚れている。整理清掃を期待します。 男性 

７０歳代 

○ 動物を飼う人が多くなっている今、江川の運動公園に有料の市営のドッグラン

を作って頂きたいと心より思います。よろしくお願い致します。町作りに何も

不満は有りません。老後の一時、動物に癒されながら、生きたいと思います。 

女性 

７０歳代 

○ いきいき館について利用者の声が届いていない。 男性 

７０歳代 

○ ゴミ袋無料か、安く値下げしてほしい！ 女性 

７０歳代 

○ 岩根地区在住者としての意見です。１．市道県道等の保守が不充分、又、歩道

自転道が狭い。２．子供が安心して遊べる場所（公園、広場）が全く無いに等

しい。子育て環境としては不適と思う。３．老朽化した岩根公民館は段差、階

段、旧式トイレ等高齢者や身障者は利用不便、結果として利用者減となる。

４、下水道整備の遅れ。５、公共交通の整備、路線バスは運行本数が少ないた

め利用者も少い。路線バスを廃止、オンデマンドバスやシェアタクシー等実用

的公共交通の整備を望みます。免許返納促進の為にも。 

男性 

７０歳代 
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○ 燃えるゴミ袋を小さいの作って下さい。今のは小（２０Ｌ）が１番小ですが、

分別をきちんと実行していたら、夫婦２人暮らしだと大き過ぎます。他県（私

は北海道で経験）では５Ｌ、１０Ｌ、１５Ｌとあったと思います。夏だと生ゴ

ミが臭うし、２０Ｌだと大き過ぎ、ムダで非常に困っています。魚は内臓の関

係で臭うので買えず、切り身だけの選択になっています。他県で実行している

のです。木更津でも、せめて１０Ｌの燃えるゴミ袋を作って下さい。燃えるゴ

ミ袋１０Ｌ作って下さい！ 

女性 

７０歳代 

○ ①朝日３丁目（ホンダわき）～旧さつき園までの市道（延伸）整備②長須賀～

中郷大橋～中郷出張所～曽根～平成通りの都市計画通りの整備。袖ヶ浦市の平

成通りは３０年前も前に完成していて木更津市からの道路を待っている③長須

賀地区の田んぼには民間住宅が乱立して、都市計画的にどうにもならなくなっ

てきている④市役所の職員が閉鎖的になってきている。職員はもっと市民の役

になるようになってほしい。先日、市役所に知人の職員を尋ねて行ったとこ

ろ、窓口で名前を聞かれ姓を言ったら名も聞かれ、フルネームを言ったらさら

に住所も必要とのことであった。職員に面会するのになぜ住所まで確認しない

といけないか。住所申し出なかったので面会できずにそのまま帰った。 

女性 

８０歳代 

○ カートを押しながらスムーズに歩ける道（歩道）を作って下さい。 女性 

８０歳代 

○ 木更津に医者へ行くのにバスの数が急になくなり困ります。駅近くにちょっと

お茶する所や買物する所がなくなりさびしい！ 

女性 

８０歳代 

○ 私の孫の話です。（私達夫婦も昭和生まれです）東京の大学生活を４年行い木

更津の職員となって居る中で市民会館のない市は木更津だけで仲間として恥ず

かしい。千葉県民として市川の次、袖ケ浦の次木更津市にもほしいものですと

言っておりました。水田の休耕田について市の取り組方、今後の進め方につい

て意見を致します。非農耕地の雑草とその花の（特にガポウの花粉）の飛散が

非常にひどい。今年も昨年も区長を通して市に対して要望したが効果なしで

す。今すぐに現場を見て下さい。ひどいです。 

女性 

８０歳代 

○ 情報弱者に対する発信が悪すぎる。皆が皆、ＷＥＢやＳＮＳを使いこなせるわ

けではありません。 

女性 

８０歳代 

○ 西口を「木更津の顔」とすべく、横浜の「みなとみらい」を見習って、思い切

った総合開発を計って下さい。 

女性 

８０歳代 
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（９）鎌足地区（矢那、草敷、かずさ鎌足）  
  

 

記述内容 性別・年齢 

○ 専門的な指導により、生活習慣や食生活の改善に力を入れ、病気を未然に防

ぐ。健康診断やガン検診をもっと気軽に受けられる様にして欲しい。その事に

より、病気、ガン等の早期発見が出来、医療費を抑える事で健康保険料の負担

を少くして欲しいと思います。将来的に健康寿命の誇れる様な市になる様、推

進をお願いします。今、木更津には様々な企業が進出していますが、その割に

は他と比べると、市民税が高過ぎると思います。今後の市長の手腕に期待しま

す。 

女性 

６０歳代 

○ 道路整備、白線も消えている所も多く、デコボコ道、車のカメラが衝撃録画を

します。そんな道が多い。直進のいい道も途中でなくなる。 

男性 

２０歳代 
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（１０）金田地区 

（中島、瓜倉、畔戸、牛込、中野、北浜町、金田東） 
 

  
 

記述内容 性別・年齢 

○ 自然を活かしながら国際的な都市を創って欲しい 男性 

２０歳代 

○ 水道料金の支払い方法について、現状特定の銀行口座又はコンビニ支払いしか

出来ないがクレジットカード払い、その他の銀行口座(ネット銀行含む。)等の

幅広い支払い方法の拡充を希望 

男性 

２０歳代 

○ 街灯を増やして欲しいです。 

家の前の歩道はとても暗く、大人の私が歩いていても怖いです。今はまだ子供

が小さいので、夜遅くに帰ってくることはありませんが、成長すれば帰宅時間

は遅くなると思います。 

安全面からも、増やしてもらえると嬉しいなと思います。 

また、近くに公園の予定地がありますが、いつになったらできるのかまったく

わかりません。 

予算の都合などもあるのでしょうが、早くできるといいなと子供と話していま

す。 

遊具も、どこの公園も同じようなものばかりなので、もう少し工夫のあるもの

ができると嬉しいです。 

女性 

３０歳代 

○ 小児科医療の質をあげて欲しい。 女性 

３０歳代 

○ 君津市より木更津市へ転居しました。都心へのアクセスや日常生活の利便性を

考え金田に住んでおりますが、近年アウトレットやコストコ、観光等により、

特に週末の渋滞により、不便が生じています。以前花火を渋滞緩和のため行っ

ていたのは承知していますが、その他にも施策をとっていただけるとうれしい

です。また今日のアンケートの中にもありましたが、木更津市の情報発信につ

いて、いくつかの媒体で行うのはよいと思いますが、すべて同じ、もしくは同

時に更新をされているのでしょうか？市について気になることがあった場合，

今までは市の公式ホームページを見るようにしていました。推奨されるもの

や、よい使い方等あれば、周知していただけると必要な情報にスムーズにアク

セスできるかと思います。地域の飲食店について、昔ながらの店や個人経営さ

れている店はホームページがなく、インターネットで検索しても、チェーン店

や比較的若い経営者の方が運営されている店が多いように感じます。地元や観

光客に適切に利用してもらえるよう支援されるとよいと感じています。また、

スポーツや健康づくりに関してですが、アクアラインマラソンを楽しみにして

いた１人です。アクアラインマラソンは抽選で外れ出走したことはないです

が、他県の様々な大会には参加しております。本格的なタイムを争うようなマ

女性 

３０歳代 
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ラソン以外にも最近は３km、５km、1０km、ハーフ等様々な距離で企画されてお

り、ウォーキングという種目もあり、興味深く感じています。コロナ禍におい

ては、オンラインで参加できるものもあり、参加すると参加費として地域の特

産品が自身で選べたり、地域によってかなり工夫されているように感じていま

す。市民ランナーとして私は、金田周辺、木更津市内を走ることが多いです

が、同じように走っている方、ウォーキングされている方を多く見かけます。

企画や運営は予算を含め大変かと思いますが「アクアライン」を使用せずとも

かなり需要があると思います。木更津の魅力を発信する機会として地域経済を

活性化する取組みとしてご検討いただけるとうれしいです。 

○ 地域によっては、開発中もあり道路、交通が危険を感じる事があります。子供

やお年寄りも増えていく中、今後、安全な暮らしが送れる様、期待していま

す。木更津市の財政状況も以前と比べ変化があると思いますが、市民が生活す

る上での変化はあまり感じられませんので、今後、市民に寄り添った環境作り

にも期待してます。 

女性 

３０歳代 

○ 子育てしながら働ける環境（子育て世代の雇用の充実、保育園に預けやすい）

医療施設（地域によって、片寄っている印象。昔からある住宅街周辺にはクリ

ニックが沢山あるけれど、新興住宅街には少ないと感じる） 

女性 

３０歳代 

○ アクアラインの近くの道が渋滞しないようにして欲しい。 女性 

４０歳代 

○ 現状に満足している。特段の不満はない。 男性 

４０歳代 

○ 外から来る人むけの町になっている気がします。住んでいる人の町を作ってほ

しい。公園なども、もっとしっかりと楽しめるところがほしい。むだに感じな

い住んでいる人がこれからも住みたい町でいてほしい。町の建物が、ボロボロ

すぎるのでキレイにしてほしい。交番がほしい。（人がいる交番）せっかく木

更津に家を建てたが、残念なことが多いです。 

女性 

４０歳代 

○ 先を見通したまちづくり。地域住民に考慮したまちづくり。 男性 

５０歳代 

○ 道路の舗装を綺麗にしてほしい。交番を増やし、治安の良い街に。通報からパ

トカー到着まで時間がかかる！飲酒運転の撲滅。全く取締をしてないと思う！

信号機の増設。歩道の設備。 

男性 

５０歳代 

○ 素晴しい自然を有効活用するためのインフラ整備。特に道路が整備されると更

にこの木更津が素晴らしく思います。その他、目を引く様な大きな施設がある

とよいですね（内外にアピール出来る様な目玉スホット的な施設、名物で民間

でないもの？) 

男性 

５０歳代 

○ 情報の発信を常にお願いしたい。今、仕事をやめ家にいるがネットで調べるし

か市の情報を知るすべがない。集合住宅だと市の広報も来ないし、まして、老

女性 

５０歳代 
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若とわず１人暮らしとなると孤立してしまうだろうと思う。自分が数年後、１

人暮らしになった時にひきこもりにならなくてすむような街であってほしいと

思う。 

○ 駅付近の活性化 男性 

６０歳代 

○ 木更津市は最低な市だと思います。まず、市役所がないこと、木更津駅前と駅

はさびれていて何もないこと、バスの時間までコーヒーとかも飲むところがな

いし時間をつぶすことができないです。市民会館も廃墟で使えないし、本当に

木更津市は最低な市だと思ます。木更津駅前もだれも歩いてないです。駅前が

閑散としていてさみしいし、活気がないです。いつになったら、市役所を建て

直しますか？ 

女性 

６０歳代 

○ 市の職員で各地域の下水および排水溝のチェックをし、各家の状況を把握し整

備する様に努めてほしい。市に相談に言っても他人事の様にもあしらわれま

す。市住民の意見を尊重してほしい。金田地区（中島）に住んでいますが、ア

ウトレット周辺ばかり整備し、他の場所は見ていません。道路渋滞が激しく不

便です。海岸沿いに広い道を作って、スムーズに高速道路に乗れる様便宜を図

ってほしい。 

男性 

６０歳代 

○ 毎日夕方流してくださっている市からの呼びかけ（子どもたちは気をつけてお

うちに帰りましょうｅｔｃ）ですか、毎日同じ言葉のくり返しでもう少し工夫

がほしいと思いました。季節感をあらわすとか、小学生の子どもたちからの呼

びかけ形式など、さまざまな呼びかけを取り入れたらと思いました。 

女性 

６０歳代 

○ 袖ケ浦市の様にごみ袋や予防接種の代金をもっと安くしてください。 男性 

７０歳代 

○ 今私の住んでいる所は道が狭く、消防車が入れません。事故があったらと心配

です。 

女性 

８０歳代 
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（１１）中郷地区 

（上望陀、下望陀、有吉、大寺、十日市場、井尻、曽根、牛袋野、牛袋）   
 

記述内容 性別・年齢 

○ 木更津市の行政施策に対して、市民がどのように関与しているかが見えず、行

政に対して期待をしてない市民が多いように感じます。市民の参画意識を高め

ていく活動が必要だと思います。また金田・鎌足地区の盛り上がりに比べて

年々さびしくなっていく駅前が心配です。継続的に官民連携でまちづくりをし

ていかないとますます衰退していくことを心配しています。 

男性 

３０歳代 

○ 明石市のような子育て世代に愛しい市になってほしいです。もう１人子供を産

みたいと思えるような市になってほしいです。 

女性 

３０歳代 

○ まちづくりではないかもしれませんが、防災無線の女性の声が聞きとりにくい

です。少しアクセントになまりがあったりするので、なおさらよくわからない

時があります。市役所は、今のままで充分だと思います。新しく建てないと聞

いたので安心していましたが、ホームページを見たら計画されていたので、が

っかりしました。多額の税金を他の事に使って欲しかったです。図書館を充実

させる等。今のは古くて、せまいので、皆が行きたくなる様な、おしゃれで、

駐車場が広い図書館がいいです。木更津市なのに残念な感じだと思っていま

す。 

女性 

４０歳代 

○ 防災行政無線がよく聞こえません。 

市のホームページにアクセスしたら、文章ですぐに読めるようにして欲しいで

す。 

これから益々高齢化が進みます。 

今の高齢者は子世代が同居している家庭が多いですが、団塊の世代の次の世代

は高齢者だけの家庭が増えると思います。家族の助けが得られなくても生活で

きる助けの方法を考えて欲しいです。 

女性 

６０歳代 

○ 現在、農業推進地区に住んでいるが、田畑（農業）の利用、変更が出来ず、ま

いっている。中郷地区の将来の町（村）づくりと言った計画はあるのか。大袈

裟に言えば死んだ村と言える。 

男性 

６０歳代 

○ 御尽力、御苦労様です。私の第一印象は「きたない町、上辺だけの町、木更

津」です。メインはきれいでも１つ横道に入れば、ゴミが捨てられ、凸凹つぎ

はぎの道、冠水の改善なし、他の市を参考にしてみてはいかがかと思います。

子育て支援について、妊娠しても残念ながらおりてしまう事を耳にします。産

休を増したり、その後、小学校高学年頃までは、仕事の時間調整（全額でない

にしろ時間給を払う）をするなど親と子供の心の支援を考えてほしいです。親

の時間のゆとりが必要かと思いますが…。市職員皆様、若き力のこれからの木

更津新風を期待いたします。 

女性 

６０歳代 
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○ 私は今は、年金生活者なので、魅力のある町と言われても、今の生活を維持で

きていけるかの方がとても気になります。スマホを持っていても、孫の動画や

写真を見たりラインで通話する位です。どんなに色々な情報が出ていても自分

が努力しないからですが受け取る事はとても少ないと思います。地区にあるス

ピーカーの公報もとても聞き取りにくいです。これからはネットなどを利用で

きないものは、どんどん取り残されるのでしょうか。 

女性 

６０歳代 

○ 現在、車を運転しているが、病院、商店等が無く交通の便が悪く、免許証を返

納したいが、それが出来ず心苦しい。子供達は早朝から夜遅くまで勤務してい

る為、孫達（小学生）の送迎も自身がしている。市道は穴だらけ、つまづかな

い様に、雨降り時は、雨水を走行車にかけられても我慢している。生活のしに

くい木更津と思っている。もうじき、あの世行きと考えているので、我慢の生

活です。 

未回答 

未回答 
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（１２）富来田地区 

（大稲、真里、下内橋、戸国、茅野、茅野七曲、山本七曲、真里谷、田川、佐

野、下郡、根岸、上根岸、下宮田） 

記述内容 性別・年齢 

○ 交通の便を良くしてほしい 男性 

１０歳代 

○ 富来田地区にも多くの人が来てくれるような充実したサービスなどを考えてほ

しいです。 

女性 

１０歳代 

○ 木更津には魅力的なスポットが沢山あると思いますので、もっとアピールをし

て今まで以上活気のある市になることに期待します。 

男性 

２０歳代 

○ 自然を大切にいつまでも共存して、住み良い街づくりをお願いします。 男性 

２０歳代 

○ ・木更津市は福祉分野について高齢化を見据えて、高齢、障がいを充実させる

べきである。高齢者、障がい者が安心して暮らせる街づくりを期待したい。子

ども施策については、児童館や子どもが安心して遊べる場所を多く作って頂き

たい。戸外で元気に遊べる場所が必要である。子育て施策を充実してほしい 

女性 

３０歳代 

○ 木更津市がオーガニックを重要視して取り組んでいることがすばらしいし誇ら

しい。 

市原市もアートというテーマでやっているので、木更津市もぶれることなくし

っかりとオーガニックを売りにして欲しい 

またイベントだけでなく、もっと関連の店など招致していかないと中途半端に

なってしまう。 

これからの時代はオーガニックであり、そこから発展しての子育てや、公園な

どの公共施設など一貫性を持って取り組んでいただきたいと思う。 

男性 

４０歳代 

○ 出会いを求めるための婚活イベントが少ない。低料金で年齢層も幅広くして街

コン等、数多く開催してほしい。 

女性 

５０歳代 

○ 木更津市の中でも田舎の方は何もないので、田舎の方まで、行き届くようにし

てほしい！最近では地元神社の屋根の銅板がすべて盗難にあったり、治安も少

し悪くなったような気がします！パトロール強化もお願いしたいです！ 

男性 

５０歳代 

○ 市役所庁舎、市民会館を今後新設するのか進捗状況の公表 有害鳥獣対策の強

化 

男性 

６０歳代 

○ 私が住んでいる地域では、極端に子供の数が少ないです。若い世代が住みよい

街になってほしいです。行政がいろいろな知恵を絞り、アイデアを募り、子供

が増えるようにしてほしいです。 

女性 

７０歳代 

○ 若い事業者を育成したり、企業を誘致し雇用を増やして若者が住み続ける活気

ある木更津市になるよう願っています。 

女性 

７０歳代 
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○ 富来田地区であり一番問題視していることは地域農業の実態、従来の農家が兼

業化また廃業して専業農家が無くなり、田が荒廃中、進行してきている中で、

再基盤整備も依然として進まず、真里、大稲地区の田は１日１反田で現在耕作

してくれない。タダでももらってくれない状態であります。武田堰土地改良区

理事方の動きが悪く荒廃化が今後益々増加する傾向が見るにしのびない。市を

あげて推進していただくことを切に望みます。 

男性 

７０歳代 

○ 年齢的に内容が良くわからず、すみません。 女性 

８０歳代 
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（１３）地区未回答  
  

 

記述内容 性別・年齢 

○ 木更津に住んでいて暮らしやすい所だし長年住んでいるから安心もあります。

木更津に住んでいてゴミ袋が高いなと思うようになりました。夫が元市原に住

んでいましたが市原のゴミ袋の金額を見ると木更津は高いなと思います。金額

に対しての枚数も少くなく、たまに袋が破けてるのもあります。もう少し安く

なるといいなと思いました。 

女性 

２０歳代 

○ 私共夫婦は２人共高齢者ですが、夫は８１才まで働いていましたが、年金生活

者として家賃等支払いすると生活に困窮しているのが現状です。今後は、国の

給付金の内、マイナンバーカードポイント付与の仕組みが早く実行されるのを

待っている現状です。市としてもすばやくポイント付与する様努力して下さ

い。 

女性 

７０歳代 

○ 特になし 女性 

８０歳代 

○ ※交通ボランティアに参加しているが、特に子供（小・中学生）の通学路の充

実（急いで）・※保育園（しっかりした）不足を解消して下さい。※駅前役所

の充実（市民課等の設置） 

未回答 

未回答 

○ 鳥居崎海浜公園の所にあったプールが無くなってしまったのが残念です。駅周

辺をどうにかした方がいいと思う。 

未回答 

未回答 

○ もう少しイベント会場を増やして欲しい。そして県外の人でも遊べる場所を作

り人を集めて欲しい。アカデミアの使用、木更津市民会館、イベント会場、高

齢者のレクリエーション会場等、海山等の自然の開発、アカデミアがもったい

ない。美しい海がもったいない。 

未回答 

未回答 

○ ＩＴ関連もう少しどうにかしてほしいです。 未回答 

未回答 
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２．基本政策別    

  

  

（１）保険・医療   
  

  

記述内容 居住地区 性別・年齢 

○ バリアフリー化。車のマナーの改善に期待したい。（路上駐車、障害

者用スペースの利用など）医療体制の充実や健康診断、がん検診の充

実や促進など。 

波岡 1 
女性 

３０歳代 

○ 現在住んでる所の交通の便が悪いので、免許返納後の買い物等、用事

を足すための交通、公共サービス向上を。今後コロナなど、もっと違

うウイルスなどが流行しても、また、病気等の医療サービスの向上、

福祉サービス等、特に願います。なるべく市内の医療を受けたい。福

祉サービスの充実。仕事についている方も大変でしょう、その方々の

しっかりとした教育、人数の確保、大事ですね。今後、高齢者も多く

なるので、その方達の住みよい町づくり、サービス、願います。また

町内の下水道の整備宜しくお願いします。住みよい町をもっと望みま

す。 

清川 1 
女性 

３０歳代 

○ 不妊治療の負担が大きいため、助成金の拡充をお願いしたいです。そ

れが少子化への一番の対応だと思います。いわね駅に快速電車が止ま

らないのが不便。アクアラインの交通渋滞問題。ゴミ袋の値段が高

い。焼却炉の性能が悪いのでゴミの分別が多い。朝の１６号の渋滞が

ひどい。君津中央病院前、新日鉄住金ｅｔｃ。図書館の設備が古すぎ

る。君津市の中央図書館を見習ってほしい（書籍の充実、医学書（民

間療法レベルのものしかおいていない））感染症が流行している時に

他県からの出入りをしっかり制限して欲しい。 

岩根 
女性 

３０歳代 

○ コロナ予防接種、コロナ給付金が他の市より１ヶ月位遅い。迅速な対

応をお願い致します。 
木更津 3 

男性 

４０歳代 

○ 観光や商業、イベントなどについては非常に満足しており、以前と比

べると他市に出かけなくても十分市内で足りています。それと比べる

と、医療や教育という点では、まだまだ他市や他県から見ると十分と

は言えない印象があります。子育て支援を充実してほしいです。 

波岡 2 
女性 

４０歳代 

○ 西口・東口駅のバスロータリーを広く整備、高速バスのアピール、大

企模な病院の誘致 
清川 1 

女性 

４０歳代 

○ マンション等など多く健康に関する事で人々が多くなる事でそれを支

える病気・急病で救急車等の緊急車が毎日走っていますが、とても入

院手術等の病院があまりに少ない。大学病院など大きな病院がマンシ

清川 1 
男性 

５０歳代 
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ョン及び人々が多くなっても人々全員いずれは年をかさね高齢者にな

っていくなかで人々が多くなる事と安心できる大きな病院が大学的な

総合病院をその数を多く出来てくれたらいいと思う。魅力あふれる安

心な木更津を作ってくれたらと思う。今問題となってる新型コロナの

病も大きな問題です。 

○ セーフティネットの充実やコロナの様な特殊の事例への対応、防災施

設や被災のイメージの情報の共有、空き家や空き地の有効な活用や休

耕地の市民農園的なものや畳ケ池水路付近の野鳥や鯉・亀の生息地保

全、治水や津波に備えた対策のアップデート、昼働いて夜寝るだけな

ので活動的ではありませんが市が活性化していくのはいいと思いま

す。望んでばかりで申し訳ないですが、自然豊かな木更津市が発展し

ていく事に大賛成です。 

岩根 
男性 

５０歳代 

○ コロナワクチンの予約が直接病院で取りにくい。ワクチンがまだ届か

ないと言われた事があったので、３回目もすぐに受けられるか不安で

す。電話でも予約が取れるようにお願いします。 

波岡 2 
女性 

６０歳代 

○ デジタル化で便利になって来ていることは実感している。しかし、取

り残されている年代もいるのではないか。 

救急医療についてもう少し詳しく知りたい。 

清川 2 
女性 

６０歳代 

○ 医療体制の充実、病院によって看護の差が出ないようにしてほしい。

市民が安心して生活出来る環境作りをこれからも進めていただきたい 
清川 1 

女性 

６０歳代 

○ 大きな医療体制の整った病院をもういくつか増やして欲しい。今の状

態では選択の余地がない。 
岩根 

女性 

６０歳代 

○ 専門的な指導により、生活習慣や食生活の改善に力を入れ、病気を未

然に防ぐ。健康診断やガン検診をもっと気軽に受けられる様にして欲

しい。その事により、病気、ガン等の早期発見が出来、医療費を抑え

る事で健康保険料の負担を少くして欲しいと思います。将来的に健康

寿命の誇れる様な市になる様、推進をお願いします。今、木更津には

様々な企業が進出していますが、その割には他と比べると、市民税が

高過ぎると思います。今後の市長の手腕に期待します。 

鎌足 
女性 

６０歳代 

○ 税金等を安くしてほしい。がん健診等を無料にしてほしい、又は個別

健診の方を同等の金額で受けさせてほしい。 
木更津 1 

女性 

７０歳代 

○ ・コロナ対策、予防接種迅速化、接種場所検討、・高齢者、オレオレ

詐欺対策、電話、訪問対応、・道路整備、地盤強化、・介護保険料値

下げ 

波岡 2 
女性 

７０歳代 

○ ワクチン接種で近隣他市より数ヶ月準備が遅れ、接種券が配布されて

いないので、君津、市原市などから木更津にはワクチンが余っている
波岡 2 

男性 

７０歳代 
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と、なだれ込んで来てみんな接種をしていた。市民の命を守るという

覚悟が見えない。 

○ 意見が違いますが、６～１３頁は取り組んでいます、行っていますっ

て、市が書いてるだけで市民には見えない。３０番の公園・緑地の充

実で更新工事を実施と書いてあるけれど前の公園は、遊具を撤去し

て、そのまま何十年とたっている。市民アンケート調査票を配布して

市が何かやっていますのアピールとしか見えないです。保健の充実

は、良と思われますが、病気が確認されたら、本人任せではなく市と

して何かしてほしい。 

波岡 2 
男性 

７０歳代 

○ 高齢化社会で一番の問題は買い物と病院です。コミュニティバス、タ

クシーの補助、往診医療の充実を是非お願いしたいと思います。車の

免許証の返納を考えてますが、現実的には出来かねます。ラスパイレ

ス指数によれば、市の背丈に合った状態では無いと思う。 

清川 1 
男性 

７０歳代 

○ コロナ禍にあって医療体制をしっかりと確立してほしい。子供への支

援が未来に対する投資的な施策を願いたい（いかに人口を確保する

か）空家空地が少なくなる様な施策を願いたい。 

清川 1 
男性 

７０歳代 

○ 在宅医療が出来、歩いて行ける範囲内に買物、運動も出来、一人でも

過ごせる。自立した生活が出来る町にしてほしい。 
木更津 3 

女性 

８０歳代 

○ 母子手帳交付時から受けられる医療福祉費支給制度（マル福）を、木

更津市にもお願いしたいです。入院や通院がある妊婦が、安心して出

産に望めるように。中学校までの道のりが遠い。徒歩では通えない

位、離れています。アップダウンが激しい地形なので、スクールバス

を運営して欲しいです。請西南センイブン・ミニスップ・ジョイフ

ル・温野菜の交差点での事故多発。人口増加で交通量が、かなり増え

たので、矢印信号や道路に色を入れるなどの早急な対応を、どうかお

願いしたいです。木更津市のオーガニックなまちづくり、ステキで

す。これからもっと広がっていくと思います！ 

木更津 3 
未回答 

未回答 
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（２）社会福祉   
  

  

記述内容 居住地区 性別・年齢 

○ ・木更津市は福祉分野について高齢化を見据えて、高齢、障がいを充

実させるべきである。高齢者、障がい者が安心して暮らせる街づくり

を期待したい。子ども施策については、児童館や子どもが安心して遊

べる場所を多く作って頂きたい。戸外で元気に遊べる場所が必要であ

る。子育て施策を充実してほしい 

富来田 
女性 

３０歳代 

○ 近所に高齢者の１人暮らしが増えているので防犯が心配。台風で家が

ダメージを受けたまま修理もできずに何もできずに住み続けている人

もいる。１軒ずつまわるのは大変だとは思うが、手をさしのべてあげ

て欲しいと思う。補助金なんて高齢者には申請することも難しいし、

そもそも補助金の存在も知らなかった人もいると思う。市民に、平等

で優しい市であってほしいと思う。 

清川 2 
女性 

３０歳代 

○ 現在住んでる所の交通の便が悪いので、免許返納後の買い物等、用事

を足すための交通、公共サービス向上を。今後コロナなど、もっと違

うウイルスなどが流行しても、また、病気等の医療サービスの向上、

福祉サービス等、特に願います。なるべく市内の医療を受けたい。福

祉サービスの充実。仕事についている方も大変でしょう、その方々の

しっかりとした教育、人数の確保、大事ですね。今後、高齢者も多く

なるので、その方達の住みよい町づくり、サービス、願います。また

町内の下水道の整備宜しくお願いします。住みよい町をもっと望みま

す。 

清川 1 
女性 

３０歳代 

○ 高齢者になっても不安のない福祉体制、60 歳以上でも働ける環境づ

くり、安心安全に暮らしていけるうに防犯カメラの設置や道路照明・

街灯、地域の防犯パトロール等をもっと増やしてほしいです。 

これからもずっと木更津市に住み続けたいと思えるようなまちづくり

をお願いします！ 

岩根 
女性 

３０歳代 

○ 居心地が良く、人中心の空間を創ってほしいです。木更津駅周辺の空

き店舗の活用など（カフェ、ドックカフェ）高齢者の車事故防止な

ど、福祉の充実タクシーバスの利用。公園の整備や遊具の充実。駅の

格安駐車場を作ってほしい。犬を飼っているのですが小型犬、大型犬

と分かれた広い緑の多いドックラン、カフェ併設してほしいです！ド

ックランは袖ヶ浦公園にありますが年会費等支払うので月や１回券な

ど利用したいです。 

木更津 3 
女性 

４０歳代 
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○ 老人にやさしいまち。単身でも、夫婦でも、子どもと一緒でもそれな

りに大変なことがたくさんある。個にならないように。木更津に住ん

で良かったと想える最後の場所になるようにしてほしい。 

清川 1 
男性 

４０歳代 

○ 新旧の町なみが調和した全ての人が住みやすい市になってほしいで

す。福祉や教育の充実や公民館、図書館などの文化施設を新しくして

ほしいです。千葉市生涯学習センターなど魅力的な施設があると住民

は潤いのある生活ができるのではと思います。 

木更津 3 
女性 

５０歳代 

○ 私は中途難聴者（聴覚障害者）です。一人で（同伴者なく）市役所で

用件を済ますことは現在不可です。聴覚支援機器（ボイス筆談機（言

葉を文字化する装置））等を導入して頂くことでそれが可能となるは

ずです。今後、ますます高齢化していくこと、さらには（コロナ禍で

の）マスク着用必須で聞き取りの不自由（程度の様々）な方が増加し

てくることが、予測されます。是非、福祉の充実化をお願い致しま

す。 

木更津 3 
男性 

５０歳代 

○ 福祉の充実を望みます。高齢化が進む中、運転免許の自主返納を推進

する声がありますが、実際に返納してしまったら、日常生活に支障が

出ます。買物、通院他、徒歩圏内にはコンビニやドラッグストアなど

が数箇所ありますが、全てを満たすことは難しい状況です。気軽に利

用できるコミュニティバスやタクシーが充実すればいいのかもしれま

せんが、自己責任で人様に迷惑をかけずに生活するには、自由に動け

る足は必要不可欠です。全てが満たされる生活拠点に転居すればいい

のかもしれませんが、現実的には厳しい面もあります。高齢者にも優

しいまちづくり 

波岡 1 
女性 

５０歳代 

○ 二人親世帯への状況をしっかり把握してほしい。給料も家賃、光熱

費、通信費等で食費が捻出できない家庭がある事実を受け止めてほし

い。 

清川 1 
男性 

５０歳代 

○ 年寄りにやさしい街づくり スポーツ施設の充実 公民館の有効活用 

道路を含むバリアフリーの促進 市の指導、行政による年金の補助 
木更津 1 

男性 

６０歳代 

○ 空き家対策 住民特典 老人問題 防犯 

買い物難民 

気軽に色々な事を相談できる場所 

波岡 2 
女性 

６０歳代 

○ ８０・５０問題の取り組み引きこもり支援子供支援外国人居住支援、

技能実習生情報、状況 
波岡 2 

男性 

６０歳代 

○ 私は今は、年金生活者なので、魅力のある町と言われても、今の生活

を維持できていけるかの方がとても気になります。スマホを持ってい

ても、孫の動画や写真を見たりラインで通話する位です。どんなに

色々な情報が出ていても自分が努力しないからですが受け取る事はと

中郷 
女性 

６０歳代 
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ても少ないと思います。地区にあるスピーカーの公報もとても聞き取

りにくいです。これからはネットなどを利用できないものは、どんど

ん取り残されるのでしょうか。 

○ 福祉、安心して年をとれる様にしていただきたい。 
岩根 

女性 

６０歳代 

○ 1)障害者支援について  ①意識がなく全介助が自宅で困難な［若い世

代］の支援  ②療養型の病院が木更津に少ない  ③毎月の療養費など

の補填策 

木更津 2 
男性 

７０歳代 

○ ・コロナ対策、予防接種迅速化、接種場所検討、・高齢者、オレオレ

詐欺対策、電話、訪問対応、・道路整備、地盤強化、・介護保険料値

下げ 

波岡 2 
女性 

７０歳代 

○ 歩道の街路樹の根が太くなり、デコボコが増えてこける方が多くな

り、手足の骨折をよく聞く様になりました。年を取ったと言えばそれ

までですが、環境の変化も考えて欲しいです。中央病院の入院で病気

が治ったら介護の受皿がないと聞いたのです。老人は病気と介護セッ

トだと思います。スムーズに介護の所へ行ける様なシステムを願いし

ます。 

波岡 2 
女性 

７０歳代 

○ ７３才の夫との２人暮らしで、若い頃より自分達の住む地域を良くし

たいと思い、出来る役員などは出来る限りして来ました。町内にあり

ました、たった１件あったスーパーは１０年以上前になくなり、コン

ビニに頼る生活をしています。私達はまだ車に乗れますので遠くのス

ーパーにも行けますが、免許返納後はどう暮らして行けるか不安は大

きいです。子供は２人共遠くにいて、頼る事はできません。高齢者１

人の暮らしになってもこの地域で生きて行けるように、行政の支援が

必要と思います。元気な高齢者が弱い方の支えになったりと、地域で

の支え合うしくみを町内会やシニアクラブを通して作って行く事が大

切だと思います。人生１００年時代と言われている現在、高齢者が元

気で自宅で暮らせる町にと創って行けるよう考えてください！ 

清川 2 
女性 

７０歳代 

○ 高齢化社会で一番の問題は買い物と病院です。コミュニティバス、タ

クシーの補助、往診医療の充実を是非お願いしたいと思います。車の

免許証の返納を考えてますが、現実的には出来かねます。ラスパイレ

ス指数によれば、市の背丈に合った状態では無いと思う。 

清川 1 
男性 

７０歳代 

○ 今は夫婦で生活をしてます。もしどちらかが亡くなり一人になった

ら、不安なく生活できるよう、気楽に相談できるような木更津市に期

待してます。 

清川 1 
女性 

７０歳代 
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○ 電気車化、ルート化（何種も）運行→（病院、店、公共施設等に行

く）※均一料金、車は無人化。高齢施設の大充実（数、料金、病院関

係者の充実） 

波岡 2 
男性 

８０歳代 

○ 高齢者住宅が沢山出来るといいと思います。私の周りも単身非常に多

いです。 
清川 1 

女性 

８０歳代 

○ 私は中途難聴者（聴覚障害者）です。一人で（同伴者なく）市役所で

用件を済ますことは現在不可です。聴覚支援機器（ボイス筆談機（言

葉を文字化する装置））等を導入して頂くことでそれが可能となるは

ずです。今後、ますます高齢化していくこと、さらには（コロナ禍で

の）マスク着用必須で聞き取りの不自由（程度の様々）な方が増加し

てくることが、予測されます。是非、福祉の充実化をお願い致しま

す。 

木更津 3 
男性 

５０歳代 
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（３）防災・消防体制   
  

  

記述内容 居住地区 性別・年齢 

○ 市役所、警察、消防が高台にあり、大地震・津波（想定以上でも）で

も避難・救助がしやすくなるように期待。確実に来ると想定して。ス

マートフォンありきすぎてスマホない人、扱いが得意でない人には配

慮がない。何でも使えなかったら援助なくても電話などでもできるよ

うにしてほしい。文化財や自然への表示札（他市ではもっと歴史的な

ものや植物への表示札（すぐよんでわかるのがある）がとても少な

い。教育の機会なのに…。 

木更津 3 
男性 

２０歳代 

○ 治安に不安があります。加えて防災対策（自然災害への対応）を強化

していただくことで、住む、ということにおいて重要なポイントであ

る、安心安全が守られると考えます。この点を改善いただき、住みよ

い街にしていただきたいです。 

木更津 2 
女性 

２０歳代 

○ ごみの分別について：びん、かん、ペットボトルのごみ袋に３つ違う

種類のものを入れるのはなぜ？もっと細かく分別して電池なども不燃

ではなく分別したらどうか？クリーンセンターで君津市はダンボー

ル、本・新聞などを無料で回収してます。見ならってはどうですか？

保育園について：袖ヶ浦市は民間企業の保育園を次つぎとオープンし

てます。木更津市は両親ともにフルタイムで働かないと保育園にはほ

ぼ入れません。保育園の入園は入りたい人と保育園の数が全然あって

ない。両親ともにフルタイムで働いていないと保育園には入れないと

思って下さいと入園の申込時に言われた。民間の保育園の設立。木更

津市立の保育園の建て替えなど子育てと仕事の両立ができるようにし

てほしい。ごみ袋の値段について：他の市と比べて異様に高い。もっ

と安くして住みやすい町にして下さい。・危機管理について：袖ヶ浦

市はいち早く新型コロナウイルス感染者の自宅療養者に物資を届ける

のを行っていた。木更津市は対応が遅い。台風などについても、ホー

ムページにて情報を発信するのを早く対応してほしい。市役所の建て

替えについて：予算がないので新しく建てられないようですが、人口

は増えていると思います。お金はどこにまわっているのでしょうか？

袖ヶ浦市役所は新しく建てています。危機管理を市役所で対応するに

も市役所を１つにまとめるのは重要だと思います。早く建設できるよ

うにすすめて下さい。 

波岡 1 
女性 

４０歳代 

○ まちづくりではないかもしれませんが、防災無線の女性の声が聞きと

りにくいです。少しアクセントになまりがあったりするので、なおさ
中郷 

女性 

４０歳代 
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らよくわからない時があります。市役所は、今のままで充分だと思い

ます。新しく建てないと聞いたので安心していましたが、ホームペー

ジを見たら計画されていたので、がっかりしました。多額の税金を他

の事に使って欲しかったです。図書館を充実させる等。今のは古く

て、せまいので、皆が行きたくなる様な、おしゃれで、駐車場が広い

図書館がいいです。木更津市なのに残念な感じだと思っています。 

○ １１月のオーガニックシティフェスティバルは２年続けて行かせてい

ただきました。素晴しく早くも来年が楽しみです。水質がとても悪く

感じます。改善を切実に望みます。家の立地かも知れませんが、行方

不明者等のスピーカーの放送が聞き取り難いです。アンケート自体は

とても良かったと思います。ただ１２月は年度末同様忙しい時期なの

で、次がありましたらこの２つの時期は外して頂けたら幸いです。 

清川 1 
女性 

４０歳代 

○ 防災力の高いまち、子育てしやすいまちにしていきたい 
波岡 2 

女性 

５０歳代 

○ お知らせ等で放送する時があるが、すごく聞きづらく何を言っている

か全くわからない時がある。最近大雨被害が多く発生しているが、ダ

ムの放流により河川が氾濫した時は、市はどれくらい保証してくれる

のかが知りたい。 

岩根 
女性 

５０歳代 

○ セーフティネットの充実やコロナの様な特殊の事例への対応、防災施

設や被災のイメージの情報の共有、空き家や空き地の有効な活用や休

耕地の市民農園的なものや畳ケ池水路付近の野鳥や鯉・亀の生息地保

全、治水や津波に備えた対策のアップデート、昼働いて夜寝るだけな

ので活動的ではありませんが市が活性化していくのはいいと思いま

す。望んでばかりで申し訳ないですが、自然豊かな木更津市が発展し

ていく事に大賛成です。 

岩根 
男性 

５０歳代 

○ 災害時の対策や備蓄等、市民が困る事のない様シミュレーションで備

えていて欲しいです（家庭での備蓄は３日程です） 
波岡 2 

女性 

６０歳代 

○ 防災行政無線がよく聞こえません。 

市のホームページにアクセスしたら、文章ですぐに読めるようにして

欲しいです。 

これから益々高齢化が進みます。 

今の高齢者は子世代が同居している家庭が多いですが、団塊の世代の

次の世代は高齢者だけの家庭が増えると思います。家族の助けが得ら

れなくても生活できる助けの方法を考えて欲しいです。 

中郷 
女性 

６０歳代 

○ 私は今は、年金生活者なので、魅力のある町と言われても、今の生活

を維持できていけるかの方がとても気になります。スマホを持ってい

ても、孫の動画や写真を見たりラインで通話する位です。どんなに

中郷 
女性 

６０歳代 



66 

 

色々な情報が出ていても自分が努力しないからですが受け取る事はと

ても少ないと思います。地区にあるスピーカーの公報もとても聞き取

りにくいです。これからはネットなどを利用できないものは、どんど

ん取り残されるのでしょうか。 

○ 主人が５年ほど前に他界してから本郷にひとりで住んでいます。子供

は、ほたる野と東京に家族をもっています。２年前の台風の時など

は、ほたる野の長女の所に停電が回復するまでいっていました。避難

場所も岩根小学校なのでかなり遠いです。当然車でも行けなくなるこ

とも考えると不安です。岩根公民館や高柳小、岩根中もすぐ後ろに小

櫃川が流れているので不安です。町づくりに期待もありますが、私の

ような不安をもっている方もいらっしゃるのではないでしょうか？今

は元気に働いていますが。 

岩根 
女性 

６０歳代 

○ 防災無線が聞こえ難い、増設して欲しい。 
木更津 3 

男性 

７０歳代 

○ 希望者に防災無線を１台貸して頂けたら嬉しく思います。なぜなら雨

の日、何を言っているか分からないので、窓を開け、耳をすませた時

には内容がつかめず放送が終わってしまいます。残念ですといつも思

っています。 

木更津 2 
男性 

７０歳代 

○ 防災無線が非常に聞き取りづらい。特に大雨、台風等のときは窓、雨

戸を閉めているので、抜本的な対策が必要ではないでしょうか。イベ

ントや公演等が開催できる設備があればと思います。ある程度の人

数、駐車場が収容できるものになると思います。 

木更津 3 
男性 

８０歳代 

○ 大雨でも川が氾濫しないようになるといい、 
木更津 2 

女性 

８０歳代 

○ 今私の住んでいる所は道が狭く、消防車が入れません。事故があった

らと心配です。 
金田 

女性 

８０歳代 

○ アウトレット、イオン、クルックフィールズ、ポルシェ東京、コスト

コ本社等々…誘致活動に精力的な点は大いに評価できる。特に矢那地

区にサスティナブルパーク、クルックフィールズを誘致した事はすば

らしい。文化のない所に人は集まらない。西口周辺の古い建造物や川

沿いの街並みを佐原市のように生かしてほしい（現香取市）。アウト

レットやイオン等、どこにでもある商業施設ではない文化的な街並み

に取り組むべきである。これだけの税収をもっと市民に還元するべき

であろう。ゴミ袋等が袖ケ浦市と比べて高すぎる。税収の使いみちに

まだまだ課題が残る。あとは西口や金田地区など湾岸地区は早急に災

害時の避難所、高台等を作ったほうがよい。防災意識の向上、推進に

期待する。 

木更津 3 
未回答 

未回答 



67 

 

○ 最近の激甚災害等に対応すべく防災環境を整えてほしい。コロナ等の

災難も予想不能な事態も早急に対応出来るような特別な体制も必要不

可欠と思う。 

木更津 3 
未回答 

未回答 

○ 太田山公園の活性化。太田山には、古代よりの文化財が色々ありま

す。ほとんどの市民はこれを知りません。もったいない話です。特に

地下壕は終戦時の歴史の宝です。これを調査すれば木更津の終戦時の

実態が明らかになります。最も身近な歴史を放置しています。そして

これを公園化すれば、横須賀の猿島戦跡公園と同じように年間２５万

人の観光客を呼べます。更にここには太田山古墳があり、また、これ

も放置しっぱなしです。文化財を反故にしています。更に太田山公園

は標高４４ｍの山にあります。万一東海地震が起きたら一溜まりもあ

りません。絶好の避難場所です。これも無視しています。 

清川 2 
未回答 

未回答 

○ 全てが中途半端、金田中心の町づくりなのかアカデミア中心なのか分

からない。何かに特化してＰＲすべき。細かい点での不満は下記の通

り①防災無線が聞こえない。「安心安全メール」があるとこのアンケ

ートで初めて知ったがそんなもの聞く余裕がない場合もある。まず防

災無線で注意喚起できるようにすべき。高齢者住宅には戸別無線を配

布すべきでは。②以前商工会議所に可愛らしい狸のマスコットを置い

てあったので「これどこで売っているの？」と聞いたら「分りませ

ん」とのこと、観光行政の基本がなってない③千葉県のどこかの町で

は避難所に太陽パネルを設置して災害時に停電しないようにしている

とのこと。災害時の停電、水の確保はどうなってるの？④うちの前の

道路が同じ時間帯に舗装で全面通行止め、下の道路はガス工事で片側

通行。これじゃ通れない。⑤下水道の自己負担金が高すぎる。⑥市民

会館はどうなってるの？ 

清川 1 
未回答 

未回答 
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（４）生活安全   
  

  

記述内容 居住地区 性別・年齢 

○ 全ての道路の整備、電線類の地中化、久留里線のｉＣカード導入、久

留里線の増便。場所によっては道路がガタガタな場所があるので、改

善してほしいです。 

清川 2 
男性 

１０歳代 

○ 治安に不安があります。加えて防災対策（自然災害への対応）を強化

していただくことで、住む、ということにおいて重要なポイントであ

る、安心安全が守られると考えます。この点を改善いただき、住みよ

い街にしていただきたいです。 

木更津 2 
女性 

２０歳代 

○ 歩道がせまい場所やガタガタの道路の補修を進めてほしい。乗客が少

ないため仕方がないが、バスの本数が少ない。距離制のため料金が高

い。 

木更津 1 
女性 

２０歳代 

○ 交通事故等が無い様に交通パトロールの強化飲酒運転が無い様夜間パ

トロールの強化 
木更津 3 

男性 

３０歳代 

○ バリアフリー化。車のマナーの改善に期待したい。（路上駐車、障害

者用スペースの利用など）医療体制の充実や健康診断、がん検診の充

実や促進など。 

波岡 1 
女性 

３０歳代 

○ 街灯を増やして欲しいです。 

家の前の歩道はとても暗く、大人の私が歩いていても怖いです。今は

まだ子供が小さいので、夜遅くに帰ってくることはありませんが、成

長すれば帰宅時間は遅くなると思います。 

安全面からも、増やしてもらえると嬉しいなと思います。 

また、近くに公園の予定地がありますが、いつになったらできるのか

まったくわかりません。 

予算の都合などもあるのでしょうが、早くできるといいなと子供と話

しています。 

遊具も、どこの公園も同じようなものばかりなので、もう少し工夫の

あるものができると嬉しいです。 

金田 
女性 

３０歳代 

○ 地域によっては、開発中もあり道路、交通が危険を感じる事がありま

す。子供やお年寄りも増えていく中、今後、安全な暮らしが送れる

様、期待しています。木更津市の財政状況も以前と比べ変化があると

思いますが、市民が生活する上での変化はあまり感じられませんの

で、今後、市民に寄り添った環境作りにも期待してます。 

金田 
女性 

３０歳代 

○ 高齢者になっても不安のない福祉体制、60 歳以上でも働ける環境づ

くり、安心安全に暮らしていけるうに防犯カメラの設置や道路照明・

街灯、地域の防犯パトロール等をもっと増やしてほしいです。 

岩根 
女性 

３０歳代 
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これからもずっと木更津市に住み続けたいと思えるようなまちづくり

をお願いします！ 

○ 私が子供と住んでいるのは新しい住宅街ですが非常に街灯が少ないで

す。夕方に歩いて子供を帰らせたくない程、冬では１７時には真っ暗

です。景観だけでなく住宅街の防犯にも配慮した街づくりに期待しま

す。 

木更津 3 
女性 

４０歳代 

○ 子どもが多い街です。子どもが安心して成長できるよう、まずは、交

通安全対策をしっかりしてほしいです。（右折信号やカーブミラー、

歩道の整備など）。図書館やスポーツ施設が新しくなったり増えたり

すると嬉しいです。駅やバスなどの公共交通機関や公園の充実も望ん

でいます。何卒よろしくお願い致します。 

木更津 3 
女性 

４０歳代 

○ 交通事故が多いので早急に道路の整備をしてほしい。路線図では木更

津は大きい字で表記されている割には都心への時間がかかりすぎる。

京葉線のように内房線にも通勤快速を作ってほしい。 

木更津 1 
女性 

４０歳代 

○ 市道の白線が他市より薄いままのところが多く雨の日の夜間など危険

度が増していると思います。 

金田エリアの開発や整備に集中し過ぎているせいか、金田以外の地域

の街路樹や歩道の雑草が荒れている目立ちます。バランス良く整備し

て欲しいです。 

住宅街の路上駐車がやたらと多いのも気になります。 

波岡 1 
回答しない 

４０歳代 

○ もっと若者向けなデパートを作ってもらいたい。交通ルールを守らな

い車、バイク、自転車等が多い為、カメラを設置してもらいたい。年

関係なく楽しめるテーマパーク、アウトレットモール等ができてもら

いたい 

清川 2 
男性 

４０歳代 

○ 地域公園の整備「子供達が安心安全に過ごせる場所」 道路整備→交

通事故防止のために消えかかっているラインの引き直し、防犯対策の

ための街灯整備 

清川 2 
男性 

４０歳代 

○ 公共機関の充実、違反車両の取り締まり、道路整備、ビン・カン・ペ

ットボトルをケースによる回収 
木更津 3 

男性 

５０歳代 

○ 木更津市の中でも田舎の方は何もないので、田舎の方まで、行き届く

ようにしてほしい！最近では地元神社の屋根の銅板がすべて盗難にあ

ったり、治安も少し悪くなったような気がします！パトロール強化も

お願いしたいです！ 

富来田 
男性 

５０歳代 

○ 治安が悪い。まちにゴミが多い。（ポイすて）市税が高く。市がお金

をかせげない！！港まわりの開拓。ダンプ、トラックだらけでなにも

無いくらいまち。（この何十年何も発展のないまち。）買物、食事す

る店、場所がまったくない。 

波岡 2 
男性 

５０歳代 
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○ 犯罪の無い町づくりをお願いします。 
波岡 1 

男性 

５０歳代 

○ 交通事故を防ぐため、バス停の前の横断歩道が木更津市には現在ある

か確認してほしい。急な飛び出しや、重大事故になりやすい。 
清川 1 

男性 

５０歳代 

○ 街灯をもっともっと増やして下さい、そうすれば必ず犯罪は減ると思

います。 
清川 1 

男性 

５０歳代 

○ 道路の舗装を綺麗にしてほしい。交番を増やし、治安の良い街に。通

報からパトカー到着まで時間がかかる！飲酒運転の撲滅。全く取締を

してないと思う！信号機の増設。歩道の設備。 

金田 
男性 

５０歳代 

○ 素晴しい自然を有効活用するためのインフラ整備。特に道路が整備さ

れると更にこの木更津が素晴らしく思います。その他、目を引く様な

大きな施設があるとよいですね（内外にアピール出来る様な目玉スホ

ット的な施設、名物で民間でないもの？) 

金田 
男性 

５０歳代 

○ 防犯灯をもっと多く設置してほしいです。木更津がもっと住みやすい

場所になっていきます様に期待しています。 
木更津 3 

女性 

６０歳代 

○ 防犯カメラの設置を早急に願います。主要道路以外に住宅街にも、必

要です。 
木更津 3 

女性 

６０歳代 

○ 空き家対策 住民特典 老人問題 防犯 

買い物難民 

気軽に色々な事を相談できる場所 

波岡 2 
女性 

６０歳代 

○ ・コロナ対策、予防接種迅速化、接種場所検討、・高齢者、オレオレ

詐欺対策、電話、訪問対応、・道路整備、地盤強化、・介護保険料値

下げ 

波岡 2 
女性 

７０歳代 

○ １６号長須賀交差点から４１０号線第三中学校までの間に早く歩道を

取付けてほしい。事故が起きてからでは遅い！ 
清川 1 

男性 

７０歳代 

○ 誰もが安心して住める住まいと地域のある市にして欲しい。防犯まち

づくりの推進。空き家対策の強化 
清川 1 

女性 

７０歳代 

○ ①住宅街にも防犯カメラ設置②住宅街の年配者は免許証を返納した際

には医者に行くにもショッピングに行くにもバス停を歩いて行くにも

大変なのでバス会社さんのお力を借りて日中バス利用する時間帯が少

い間ワゴン車で毎月の契約金でドアツウドアで利用出来たら幸いです

何台かの車で行く方向、時間、曜日等を割り振って決めれば利用する

人もそれに合わせて予定をたて、行動出来、人々の活性化してつなが

るのではと考えました 

清川 1 
女性 

８０歳代 

○ カートを押しながらスムーズに歩ける道（歩道）を作って下さい。 
岩根 

女性 

８０歳代 
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○ ※交通ボランテディアに参加しているが、特に子供（小・中学生）の

通学路の充実（急いで）・※保育園（しっかりした）不足を解消して

下さい。※駅前役所の充実（市民課等の設置） 

未回答 
未回答 

未回答 
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（５）子育て支援   
  

  

記述内容 居住地区 性別・年齢 

○ 赤ちゃんがふれあえる場をもっと増してほしいです。初めての子育て

でわからない事が多いので赤ちゃん広場などの案内を手紙やハガキ等

で知らせてほしかったです。 

清川 2 
女性 

２０歳代 

○ インフラ整備、子育て支援 
木更津 3 

男性 

３０歳代 

○ もっと子育て支援に力を入れてほしい。共働きでもあんしんしてあず

けられるように。あずけ先ないと大変。（協力してくれる両親がいな

いため）施設をつくってほしい。勤務地が遠く早朝だとギリギリのた

め。 

木更津 3 
男性 

３０歳代 

○ 子育てがしやすい街にしてもらえると大人も住みやすい街になると思

う。 
木更津 1 

男性 

３０歳代 

○ ・木更津市は福祉分野について高齢化を見据えて、高齢、障がいを充

実させるべきである。高齢者、障がい者が安心して暮らせる街づくり

を期待したい。子ども施策については、児童館や子どもが安心して遊

べる場所を多く作って頂きたい。戸外で元気に遊べる場所が必要であ

る。子育て施策を充実してほしい 

富来田 
女性 

３０歳代 

○ 君津や袖ヶ浦市は、中学生までの子供が医療機関を受診した際、負担

金なしとのこと。木更津も負担金なしになりますか。ゴミ袋が高い。

公園の管理（草がすごい）なんとかなりますか。遊具が少ない。ハロ

ーワーク、人が少なくて、いつ行っても待ち時間が長い。 

波岡 2 
女性 

３０歳代 

○ 市役所に手続きをしたあとの対応が他の市に比べて遅く感じる（例：

コロナワクチンの接種券配布等）。情報発信も遅いので、もう少し市

役所での対応を改善してほしい。畑沢南での子育て環境も充実してい

るとは言えないので、改善を求める。 

波岡 1 
女性 

３０歳代 

○ 明石市のような子育て世代に愛しい市になってほしいです。もう１人

子供を産みたいと思えるような市になってほしいです。 
中郷 

女性 

３０歳代 

○ 家はたくさん建つのに、その近くに公園がなく、遊ばせるところがな

くて困ることがあります。潮浜公園の遊具が小さい頃大好きでした

が、イベント等で使われることが多く、少し淋しさがあります。（イ

ベントはイベントで楽しめますが…）駐車場ありの大きな公園がもう

少し欲しいのと、地域の子が近場で遊べる公園が欲しいです。又、雨

の日に遊べる無料の公共施設を建てていただけると、子育て世代とし

てはとても助かります。アウトレット近くの渋滞がすごく困ります。

夕方にあの周辺を通ると渋滞にひっかかるので、もっとスムーズに進

清川 1 
女性 

３０歳代 
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めるようにして欲しいです。保育園を利用する保護者の意識改革をし

て欲しいです。受け付けの時点でお子さんの体調が優れない時は休

む、仕事が終わったらすぐに迎えに行く、そういう施設なのだという

ことを説明して欲しいです。シングルマザーだった時、母子手当がす

ごく助かり、生活できました。ありがとうございました。ただ仕事量

を増やせばもらえる手当が少なくなり、ギリギリの生活は変わらない

んだなと当時感じました。緑や花等、自然豊かな場所がもっとあると

癒されます。 

○ 小児科医療の質をあげて欲しい。 
金田 

女性 

３０歳代 

○ 子育てしながら働ける環境（子育て世代の雇用の充実、保育園に預け

やすい）医療施設（地域によって、片寄っている印象。昔からある住

宅街周辺にはクリニックが沢山あるけれど、新興住宅街には少ないと

感じる） 

金田 
女性 

３０歳代 

○ シングルマザーだけでなく、シングルファザーへの支援も拡充してい

ただきたい。今の社会は大多数の企業、会社はシングルファザーに対

して理解がない。木更津市だけではない問題ですが意見させて頂きま

す。 

岩根 
男性 

３０歳代 

○ 県外から転勤の為転入して１０年弱、物価の安さ、穏やかな気候、豊

かな自然、都心へのアクセスの良さですっかり気に入り、定住に至り

ました。子供が小さい頃は児童館（寺町、清川）でも大変お世話にな

り、またこどもまつりも今も毎年楽しみにしています。町の発展には

子育て世帯の取り込みが必要不可欠だと思います。現状満足していま

すが、これからも若い世代を魅了するような町づくりに期待していま

す。 

木更津 3 
男性 

４０歳代 

○ 観光や商業、イベントなどについては非常に満足しており、以前と比

べると他市に出かけなくても十分市内で足りています。それと比べる

と、医療や教育という点では、まだまだ他市や他県から見ると十分と

は言えない印象があります。子育て支援を充実してほしいです。 

波岡 2 
女性 

４０歳代 

○ ごみの分別について：びん、かん、ペットボトルのごみ袋に３つ違う

種類のものを入れるのはなぜ？もっと細かく分別して電池なども不燃

ではなく分別したらどうか？クリーンセンターで君津市はダンボー

ル、本・新聞などを無料で回収してます。見ならってはどうですか？

保育園について：袖ヶ浦市は民間企業の保育園を次つぎとオープンし

てます。木更津市は両親ともにフルタイムで働かないと保育園にはほ

ぼ入れません。保育園の入園は入りたい人と保育園の数が全然あって

ない。両親ともにフルタイムで働いていないと保育園には入れないと

波岡 1 
女性 

４０歳代 



74 

 

思って下さいと入園の申込時に言われた。民間の保育園の設立。木更

津市立の保育園の建て替えなど子育てと仕事の両立ができるようにし

てほしい。ごみ袋の値段について：他の市と比べて異様に高い。もっ

と安くして住みやすい町にして下さい。・危機管理について：袖ヶ浦

市はいち早く新型コロナウイルス感染者の自宅療養者に物資を届ける

のを行っていた。木更津市は対応が遅い。台風などについても、ホー

ムページにて情報を発信するのを早く対応してほしい。市役所の建て

替えについて：予算がないので新しく建てられないようですが、人口

は増えていると思います。お金はどこにまわっているのでしょうか？

袖ヶ浦市役所は新しく建てています。危機管理を市役所で対応するに

も市役所を１つにまとめるのは重要だと思います。早く建設できるよ

うにすすめて下さい。 

○ 子供を安心してあそばせられる公園、施設をもっと増やしてほしいで

す。子供を育てやすい環境、制度、親子にやさしい町いろんな手続き

が面倒。状況を確認する為には仕方がないが、（現況届、就労証明

書、無償化ｅｔｃ）もっとシンプルにしてほしい。シンプルでわかり

やすい町、木更津になれば、もっと外からも移住すると思う。とにか

くシンプルでわかりやすいは、人に伝わりやすいと思います。 

清川 2 
女性 

４０歳代 

○ ・子供を育てやすい町に。・道路に穴があてたりするのでキレイに

０・公園の遊具が壊れてたり、さびてたりしている。・学校の水はけ

が悪い。・学区の見直し。（中学の） 

清川 2 
男性 

４０歳代 

○ 18 歳まで子育て支援と医療費の控除等を充実して頂きたい 
岩根 

男性 

４０歳代 

○ 新旧の町なみが調和した全ての人が住みやすい市になってほしいで

す。福祉や教育の充実や公民館、図書館などの文化施設を新しくして

ほしいです。千葉市生涯学習センターなど魅力的な施設があると住民

は潤いのある生活ができるのではと思います。 

木更津 3 
女性 

５０歳代 

○ 子ども医療費を無料にしてください。オーガニックより大切だと思い

ます。子どもは次世代の納税者です。 
木更津 2 

女性 

５０歳代 

○ 防災力の高いまち、子育てしやすいまちにしていきたい 
波岡 2 

女性 

５０歳代 

○ 御尽力、御苦労様です。私の第一印象は「きたない町、上辺だけの

町、木更津」です。メインはきれいでも１つ横道に入れば、ゴミが捨

てられ、凸凹つぎはぎの道、冠水の改善なし、他の市を参考にしてみ

てはいかがかと思います。子育て支援について、妊娠しても残念なが

らおりてしまう事を耳にします。産休を増したり、その後、小学校高

学年頃までは、仕事の時間調整（全額でないにしろ時間給を払う）を

中郷 
女性 

６０歳代 
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するなど親と子供の心の支援を考えてほしいです。親の時間のゆとり

が必要かと思いますが…。市職員皆様、若き力のこれからの木更津新

風を期待いたします。 

○ 子供祭りが大好きな主婦です。今年も参加するのを楽しみにしていま

したのに登録ができなくて参加することが出来なかったのが大変残念

に思っています。 

木更津 3 
女性 

７０歳代 

○ 将来は人口が減っていくばかりでさみしい限りです。これからは市職

員を筆頭に市民が協力して子育て世代が暮らしやすい特典を考えてど

んどん子育て世代が引越して来てくれる様な事を考えていかなくては

市はさびれていくばかりです。 

木更津 3 
女性 

７０歳代 

○ 安心して子供が産み育てられ、母となった女性が安心して働く事が出

来る町となり、市民の生活に潤いが出ると良い。高齢者となり、体が

心配。お陰さまで、病院、診療所と在りますが、自動車が使えるうち

は良いのですが、免許を返納するととたんに不便が生じ、バス１時間

に１本とか、運賃の高さに２の足をふむ。コミュニティバスの情報や

他にあるであろう情報は欲しいです。バスの運賃、年齢により無料パ

スを出す地方もある一方、その様な情報もほしいです。 

波岡 2 
女性 

７０歳代 

○ ※交通ボランテディアに参加しているが、特に子供（小・中学生）の

通学路の充実（急いで）・※保育園（しっかりした）不足を解消して

下さい。※駅前役所の充実（市民課等の設置） 

未回答 
未回答 

未回答 
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（６）学校教育   
  

  

記述内容 居住地区 性別・年齢 

○ 「小学校での詳しい性教育の充実」自分が子供の頃は、教育が少なく

知識がないため、問題があった。 
波岡 1 

女性 

２０歳代 

○ 物を大切に･･･のと、ハンドメイド品が好きなので、そういったフリ

ーマーケットやイベントがあるとうれしい。子供にもお金の使い方を

教えることのできるキッズフリマもあるといいと思う。 

木更津 2 
男性 

３０歳代 

○ 学校の設備を充実させてほしい。子どもたちが安心安全に過ごせる設

備投資をしてほしい。老朽化している箇所を早く改善してほしい。後

回しにしないでほしい。歩道と道路の境など草木が茂り見通しが悪い

ところがある。家の前ならば自分でできるが、集合住宅（アパート

等）の近くは、誰も手をつけず、草ぼうぼうで車で走っていても触れ

ることさえある。安全面で心配である。ゴミだけでなく公道の草の処

理なども公的な力でしてほしい。個人の力では限界がある。 

木更津 3 
女性 

４０歳代 

○ 観光や商業、イベントなどについては非常に満足しており、以前と比

べると他市に出かけなくても十分市内で足りています。それと比べる

と、医療や教育という点では、まだまだ他市や他県から見ると十分と

は言えない印象があります。子育て支援を充実してほしいです。 

波岡 2 
女性 

４０歳代 

○ 個性を伸ばすような特色のある型破りな小学校、中学校があれば良い

なと思います。 

中学生は、保健室登校の生徒が多いと思います。何か解決策は無いの

でしょうか。 

中学生は一番不安定な時期でもあり、そこで躓いてしまうのは可哀想

だと思います。 

波岡 2 
女性 

４０歳代 

○ 新旧の町なみが調和した全ての人が住みやすい市になってほしいで

す。福祉や教育の充実や公民館、図書館などの文化施設を新しくして

ほしいです。千葉市生涯学習センターなど魅力的な施設があると住民

は潤いのある生活ができるのではと思います。 

木更津 3 
女性 

５０歳代 

○ 無職なので税金（市民税や介護保険料）を安くしてほしい。自然環境

が少ないので充実させてほしい。（太陽光パネルは作りすぎていない

か？）教育の充実をお願いする。いじめのない教育体制を図る。３０

人学級にしてほしい。社会施設や文化施設を充実させる。大きな図書

館がほしい。木更津市で何に？アクアラインマラソン必要？（いくら

かかるの。費用効果？）大きなイベントはいらない。地域を大切にし

てほしい。自然を大切に。そして木更津市を大切に。ゆっくり進んで

ください。一緒にがんばって木更津！ゴーゴー 

木更津 3 
男性 

６０歳代 
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（７）青少年健全育成   

   

○ 該当なし   
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（８）社会教育   
  

  

記述内容 居住地区 性別・年齢 

○ 木更津市に住む子ども達が、行きたくなるような市立図書館をめざし

てほしいです。 

ある小学生が、探している本を 1 階カウンターの人に尋ねたとき、そ

の対応がとても冷たく、残念に思いました。せっかく子どもの本のコ

ーナーは素敵に陳列されているので、窓口対応も子ども達に寄り添っ

てほしいと思います。 

清川 1 
女性 

３０歳代 

○ まちづくりではないかもしれませんが、防災無線の女性の声が聞きと

りにくいです。少しアクセントになまりがあったりするので、なおさ

らよくわからない時があります。市役所は、今のままで充分だと思い

ます。新しく建てないと聞いたので安心していましたが、ホームペー

ジを見たら計画されていたので、がっかりしました。多額の税金を他

の事に使って欲しかったです。図書館を充実させる等。今のは古く

て、せまいので、皆が行きたくなる様な、おしゃれで、駐車場が広い

図書館がいいです。木更津市なのに残念な感じだと思っています。 

中郷 
女性 

４０歳代 

○ 下水道と都市ガスの普及率を上げて欲しいです。図書館の老朽化、書

籍数の少なさ、図書館の狭さ等そろそろ改善して下さい。駅前の寂れ

方が酷いのでもう少しなんとかして欲しいてす。バス便が少ないので

高齢者は免許を返納すると生活に困まってしまいます。市がコミュニ

ティバスを提供する等交通面の充実をお願い致します。 

清川 1 
女性 

４０歳代 

○ ・図書を借りたいことがあったが、袖ヶ浦や君津、市や県の図書館ま

で行くことがほとんどで、不満だった。子どもの教育面にも影響して

いると考える。 

・最近、体を壊して駅のエレベーターを利用することが多いが、利用

者の利用の仕方であるとは思うが、衛生管理が不十分。 

・色々な取り組みを充実させようとすると財源が必要になると思う。

税収を増やすには、住みやすい地域であることを現住民が胸を張って

アピールできることが必要だが、20 年住んでいて大きな変化は見ら

れない。東京へアクセスする場合の高速バスは、充実してきているの

で、そのような面を更に充実させると共に、都内で生活すると同等の

生活のしやすさや街のおしゃれさも必要。 

木更津 1 
男性 

５０歳代 

○ 木更津がとんな町が多くの市民が一言で表現できるようなインパクト

のあるネーミングを望みます。文化面の充実図書館の改築、文化ホー

ルのような会場、美術館の設営等木更津の更なる発展をよろしくお願

いします。 

岩根 
女性 

６０歳代 
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○ 文化施設の更新（市民会館、各公民館）など。もっとたくさんの市民

交流の場を作ってほしい。他の３市にくらべると一番進んでいると思

っています。でも、いつも一つ上の考えを持って、市の公務について

いる皆様に激を入れてほしい（頑張っている方もたくさんいますが）

私達の木更津をもっと全国に宣伝し、コロナがおさまったらたくさん

の人にこの土地（木更津）に来てほしいです。宜しく御願い致しま

す。 

清川 2 
未回答 

未回答 
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（９）スポーツ・レクリエーション   
  

  

記述内容 居住地区 性別・年齢 

○ 君津市より木更津市へ転居しました。都心へのアクセスや日常生活の

利便性を考え金田に住んでおりますが、近年アウトレットやコスト

コ、観光等により、特に週末の渋滞により、不便が生じています。以

前花火を渋滞緩和のため行っていたのは承知していますが、その他に

も施策をとっていただけるとうれしいです。また今日のアンケートの

中にもありましたが、木更津市の情報発信について、いくつかの媒体

で行うのはよいと思いますが、すべて同じ、もしくは同時に更新をさ

れているのでしょうか？市について気になることがあった場合，今ま

では市の公式ホームページを見るようにしていました。推奨されるも

のや、よい使い方等あれば、周知していただけると必要な情報にスム

ーズにアクセスできるかと思います。地域の飲食店について、昔なが

らの店や個人経営されている店はホームページがなく、インターネッ

トで検索しても、チェーン店や比較的若い経営者の方が運営されてい

る店が多いように感じます。地元や観光客に適切に利用してもらえる

よう支援されるとよいと感じています。また、スポーツや健康づくり

に関してですが、アクアラインマラソンを楽しみにしていた１人で

す。アクアラインマラソンは抽選で外れ出走したことはないですが、

他県の様々な大会には参加しております。本格的なタイムを争うよう

なマラソン以外にも最近は３km、５km、1０km、ハーフ等様々な距離

で企画されており、ウォーキングという種目もあり、興味深く感じて

います。コロナ禍においては、オンラインで参加できるものもあり、

参加すると参加費として地域の特産品が自身で選べたり、地域によっ

てかなり工夫されているように感じています。市民ランナーとして私

は、金田周辺、木更津市内を走ることが多いですが、同じように走っ

ている方、ウォーキングされている方を多く見かけます。企画や運営

は予算を含め大変かと思いますが「アクアライン」を使用せずともか

なり需要があると思います。木更津の魅力を発信する機会として地域

経済を活性化する取組みとしてご検討いただけるとうれしいです。 

金田 
女性 

３０歳代 

○ 年寄りにやさしい街づくり スポーツ施設の充実 公民館の有効活用 

道路を含むバリアフリーの促進 市の指導、行政による年金の補助 
木更津 1 

男性 

６０歳代 

○ 市庁舎が自前ではない。また分散化により利便性が悪く分かりづら

い。市民会館や体育館、図書館の老朽化、名ばかりのスポーツ施設等

を充実してほしい。一般会計歳入は年々増加しているが公共施設等の

清川 1 
男性 

６０歳代 
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整備が後回しになっている現況が見られる。アクアコイン，オーガニ

ック、冬花火をするよりも優先するものが山積みである。 

○ 新しくなった江川グランドの低額での使用を考えて欲しい。 
波岡 2 

女性 

８０歳代 
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（１０）市民文化   
  

  

記述内容 居住地区 性別・年齢 

○ 市役所、警察、消防が高台にあり、大地震・津波（想定以上でも）で

も避難・救助がしやすくなるように期待。確実に来ると想定して。ス

マートフォンありきすぎてスマホない人、扱いが得意でない人には配

慮がない。何でも使えなかったら援助なくても電話などでもできるよ

うにしてほしい。文化財や自然への表示札（他市ではもっと歴史的な

ものや植物への表示札（すぐよんでわかるのがある）がとても少な

い。教育の機会なのに…。 

木更津 3 
男性 

２０歳代 

○ 「木更津市はオーガニックな街づくりを推進しています。」とありま

したが、具体的にどういうことなのか、よくわかりませんでしたので

アンケートには素直にそう書きました。ただ自分なりに想像してみる

と、以前、通勤の際に横切る矢那川公園のことが浮かびます。春にな

ると川沿いの桜の木に花が咲いて、とても美しい光景です。こういっ

た素敵な場所を守っていくことではないでしようか。この他にも自分

の知らないそういった場所が市内にはあるのでしょうね。「郷土博物

館金のすず」もリニューアルされて開館しました。どんな特別展が催

されるのか楽しみです。 

岩根 
男性 

５０歳代 

○ 木更津がとんな町が多くの市民が一言で表現できるようなインパクト

のあるネーミングを望みます。文化面の充実図書館の改築、文化ホー

ルのような会場、美術館の設営等木更津の更なる発展をよろしくお願

いします。 

岩根 
女性 

６０歳代 

○ 駅西口の再開発を推進して下さい。西口周辺の歴史散歩をもっとＰＲ

して下さい。古い建物を保全するための資金を出して古い木更津をＰ

Ｒして欲しい。年輩を的にしてＰＲする。年輩者は「ヒマ」「お金あ

り」「古い物が好き」よろしくお願いします。 

清川 1 
男性 

７０歳代 

○ 太田山公園の活性化。太田山には、古代よりの文化財が色々ありま

す。ほとんどの市民はこれを知りません。もったいない話です。特に

地下壕は終戦時の歴史の宝です。これを調査すれば木更津の終戦時の

実態が明らかになります。最も身近な歴史を放置しています。そして

これを公園化すれば、横須賀の猿島戦跡公園と同じように年間２５万

人の観光客を呼べます。更にここには太田山古墳があり、また、これ

も放置しっぱなしです。文化財を反故にしています。更に太田山公園

は標高４４ｍの山にあります。万一東海地震が起きたら一溜まりもあ

りません。絶好の避難場所です。これも無視しています。 

清川 2 
未回答 

未回答 
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（１１）人権擁護・男女共同参画   
  

  

記述内容 居住地区 性別・年齢 

○ ゴミの分別は不要です。全部何でも持っていって下さい。ゴミ置き場

の管理が一部の人の善意によるのはおかしいです。外国人を入れない

で下さい。 

清川 1 
男性 

５０歳代 
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（１２）企業誘致   
  

  

記述内容 居住地区 性別・年齢 

○ 千葉県三角構想や業務核都市の指定など、上位の重点施策と関係の深

い当市ですが郷土自体が豊かになったのか、アクアラインなどによっ

てより東京に接近して便利さが増した程度なのか、効果が推し回りか

ねる感じがします。今後港まつりや集客イベントの開催の体にもよる

でしょうがクルース船の更なる誘致や交易、江戸前の海に面しての地

場での飲食食材流通からも、もっと海の有難さを生活の中に感じてい

けたらと思っております。 

木更津 3 
男性 

５０歳代 

○ ＩＲカジノを誘致して欲しい。治安を良くして欲しい。アカデミアパ

ークを発展させて欲しい。経済の発展と環境の保護→区分する。野球

やサッカーを強くして欲しい。教育を高めて欲しい。東大に５～６人

入るくらい。請西から東京へのバス路線を作って欲しい。 

木更津 3 
男性 

５０歳代 

○ 治安が悪い。まちにゴミが多い。（ポイすて）市税が高く。市がお金

をかせげない！！港まわりの開拓。ダンプ、トラックだらけでなにも

無いくらいまち。（この何十年何も発展のないまち。）買物、食事す

る店、場所がまったくない。 

波岡 2 
男性 

５０歳代 

○ 木更津市内でも安心して働ける会社がたくさんあってほしい。 
岩根 

女性 

６０歳代 

○ アンケートの質問が抽象的で理解しにくく答えづらい。また、本当に

こんな事やってるの？と思う事が多くあり、良く分かりませんでし

た。木更津の魅力は何かを考え、木更津市にしかないものを作った

り、多くの人にＰＲしたら良いと思います。私は６０代なので、今後

を考えますと交通体系の充実や介護施設拡充をして住みやすくして欲

してす。何より多くの企業を誘致し税収を上げる事が大切だと思いま

す。アクアライン、きみさらずタワー、中の島大橋などをもっと利用

したら良いと思います。 

岩根 
女性 

６０歳代 

○ アウトレット、イオン、クルックフィールズ、ポルシェ東京、コスト

コ本社等々…誘致活動に精力的な点は大いに評価できる。特に矢那地

区にサスティナブルパーク、クルックフィールズを誘致した事はすば

らしい。文化のない所に人は集まらない。西口周辺の古い建造物や川

沿いの街並みを佐原市のように生かしてほしい（現香取市）。アウト

レットやイオン等、どこにでもある商業施設ではない文化的な街並み

に取り組むべきである。これだけの税収をもっと市民に還元するべき

であろう。ゴミ袋等が袖ケ浦市と比べて高すぎる。税収の使いみちに

まだまだ課題が残る。あとは西口や金田地区など湾岸地区は早急に災

木更津 3 
未回答 

未回答 



85 

 

害時の避難所、高台等を作ったほうがよい。防災意識の向上、推進に

期待する。 
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（１３）産業振興   
  

  

記述内容 居住地区 性別・年齢 

○ 道路わきや中央分離帯など、雑草が生い茂っている場所が多く景観が

悪いので改善してほしい。 

アクアコインを使える店が少ないので、使える店が増えてくれるとあ

りがたい。 

木更津 2 
男性 

３０歳代 

○ 観光や商業、イベントなどについては非常に満足しており、以前と比

べると他市に出かけなくても十分市内で足りています。それと比べる

と、医療や教育という点では、まだまだ他市や他県から見ると十分と

は言えない印象があります。子育て支援を充実してほしいです。 

波岡 2 
女性 

４０歳代 

○ 子供の世代が暮らしやすいように、雇用を増やして欲しい。 
波岡 2 

女性 

４０歳代 

○ 公民館主体のまちづくり協議会ですが、団体の代表者の負担が多く

て、他の一般市民も参加して貰えるようにしてほしい。 

都市ガスの整備をもっと進めてほしい 

中小企業の特に個人営業の支援をしてほしい、個人店がみんな潰れて

いってしまって寂しい街になっている 

清川 1 
男性 

４０歳代 

○ お店の活性化 
岩根 

女性 

５０歳代 

○ 木更津市内でも安心して働ける会社がたくさんあってほしい。 
岩根 

女性 

６０歳代 

○ 空家の活用。若い人達の参加（地域の大学生などにも参加してもら

う）→消防団など。水田など耕作地が住宅地などに変わり減少してい

く事が心配→後継者や担い手の確保が大事だと思う。豊かな自然が守

られていく環境で生活したい。ＳＤＧＳは大切だと思う。オーガニッ

クなまちづくりの推進に期待しています。 

岩根 
女性 

６０歳代 

○ 私は木更津が一番活気があった頃、東京から来ました。アクアライン

がある事は大変便利でうれしいですが高齢者が多くなって来ています

ので千葉市のように市内循環バスを走らせてほしいです。又おかげ様

で１１月５日にきましたが、駅周辺お店がなくｃｏｆｆｅｅｓｈｏｐ

もなくなってしまいお店をもっと出してほしい。資金等足りない分助

成するとか、都会人が木更津へ来たくなるよう活気あるまちづくりを

めざして各自協力してほしいと思っています。コロナ収束願います。

良いお年をお迎え下さい。 

木更津 1 
女性 

７０歳代 

○ 富来田地区であり一番問題視していることは地域農業の実態、従来の

農家が兼業化また廃業して専業農家が無くなり、田が荒廃中、進行し
富来田 

男性 

７０歳代 
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てきている中で、再基盤整備も依然として進まず、真理、大稲地区の

田は１日１反田で現在耕作してくれない。タダでももらってくれない

状態であります。武田堰土地改良区理事方の動きが悪く荒廃化が今後

益々増加する傾向が見るにしのびない。市をあげて推進していただく

ことを切に望みます。 

○ 私の孫の話です。（私達夫婦も昭和生まれです）東京の大学生活を４

年行い木更津の職員となって居る中で市民会館のない市は木更津だけ

で仲間として恥ずかしい。千葉県民として市川の次、袖ケ浦の次木更

津市にもほしいものですと言っておりました。水田の休耕田について

市の取り組方、今後の進め方について意見を致します。非農耕地の雑

草とその花の（特にガポウの花粉）の飛散が非常にひどい。今年も昨

年も区長を通して市に対して要望したが効果なしです。今すぐに現場

を見て下さい。ひどいです。 

岩根 
女性 

８０歳代 
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（１４）観光振興   
  

  

記述内容 居住地区 性別・年齢 

○ 駅前の渋滞の緩和。バス、電車の本数の増加。小・中学校の教育レベ

ルの上昇。図書館の本の予約、借りている本の確認、貸出期限の延長

等がインターネット上でできるようになる。 

清川 1 
女性 

１０歳代 

○ アミューズメント施設の充実（温泉・ゲームセンター等一体型） ア

クアライン付近の混雑緩和 駅前の再開発の方針がよくわからない。 
木更津 3 

男性 

３０歳代 

○ 観光や商業、イベントなどについては非常に満足しており、以前と比

べると他市に出かけなくても十分市内で足りています。それと比べる

と、医療や教育という点では、まだまだ他市や他県から見ると十分と

は言えない印象があります。子育て支援を充実してほしいです。 

波岡 2 
女性 

４０歳代 

○ 交通、観光、生活環境の充実 
波岡 2 

女性 

４０歳代 

○ 八幡神社を通りかかった時 観光トイレなるものを市で作っていたよ

うだが そのような所に我々の血税を使ってもらいたくない。神社も

賽銭がアクアコインで決済できるなどととても馬鹿げたことをしてい

る。市が観光名所として便乗するのもいい加減にしてほしい。 

岩根 
女性 

４０歳代 

○ 千葉県三角構想や業務核都市の指定など、上位の重点施策と関係の深

い当市ですが郷土自体が豊かになったのか、アクアラインなどによっ

てより東京に接近して便利さが増した程度なのか、効果が推し回りか

ねる感じがします。今後港まつりや集客イベントの開催の体にもよる

でしょうがクルース船の更なる誘致や交易、江戸前の海に面しての地

場での飲食食材流通からも、もっと海の有難さを生活の中に感じてい

けたらと思っております。 

木更津 3 
男性 

５０歳代 

○ 海を有する県から木更津に来て感じた事は、海に面した施設の少な

さ。ステキなレストランもホテルもレジャー施設も無く、なんてつま

らない街だろうと思いました。あれからホテルは出来ましたが、まだ

まだ活用できる場所はあると思います。せっかくのロケーションがも

ったいないと思います。対岸の夜景、富士山、スカイツリーを眺めな

がらの食事やお酒。私なら少し高くても行くと思います。 

木更津 3 
女性 

５０歳代 

○ (1)昨今、金田地区の開発は順調に進んでおり、とても素晴らしいと

思う。さらに、高速バスによる東京他エリアへのアクセスは、対岸と

の時間短縮を促進し都心への通勤圏となった。 

そのような中、本来の木更津市の中心である駅周辺はさびれる一方で

さみしさを感じている。マンションの建設でにぎわいつつもあるが、

ショッピング施設も遠く生活にはとても不便に思う。木更津駅西口エ

清川 1 
男性 

６０歳代 
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リアの抜本的な再開発を進めて頂きたい。そのために木更津駅舎の早

期な建て替えから開始すべきと思う。 

(2)図書館・体育館などの公共施設は、私が引っ越してきた 40 年前か

らの状態で、近隣市町の中で一番劣っていると思う。10 万人を超え

る中核都市にふさわしい施設の充実をお願いしたい。 

○ わくわくするような図書館、音響の良いホール、美術館、心豊かにす

る施設があるといいです。 
木更津 3 

女性 

７０歳代 

○ 自然科学分野の知的好奇心を育み、満たすような施設あるいは企画等

を希望します。 
木更津 3 

男性 

７０歳代 

○ 最近は金田とか港の方に力を入れるのも観光によって資金を得ること

も必要だと思います。しかし、木更津に引越しをしてきて良かった、

安心して住み続けられるまちがいいです。小さい子供、高齢者、障が

い者など生活弱者にとって住み易いまちがだれにとっても住み易いと

ころです。住んでいるところは買い物が不便ですが、まだ車で買い物

にいけますし、生協生活クラブなど宅配も整っています。病院がなく

なり不便を感じていますが、車があるうちは大丈夫です。しかし、車

が利用できなくなった時には病院がないと不安です。なにか不測の事

態が起きても対処できるようなシステムがあると安心です。一つ一つ

安心なまちづくりを期待します。多くの人々にこのようにアンケート

をし、意見をきいてくれて感謝します。 

波岡 2 
未回答 

未回答 

○ 太田山公園の活性化。太田山には、古代よりの文化財が色々ありま

す。ほとんどの市民はこれを知りません。もったいない話です。特に

地下壕は終戦時の歴史の宝です。これを調査すれば木更津の終戦時の

実態が明らかになります。最も身近な歴史を放置しています。そして

これを公園化すれば、横須賀の猿島戦跡公園と同じように年間２５万

人の観光客を呼べます。更にここには太田山古墳があり、また、これ

も放置しっぱなしです。文化財を反故にしています。更に太田山公園

は標高４４ｍの山にあります。万一東海地震が起きたら一溜まりもあ

りません。絶好の避難場所です。これも無視しています。 

清川 2 
未回答 

未回答 

○ 全てが中途半端、金田中心の町づくりなのかアカデミア中心なのか分

からない。何かに特化してＰＲすべき。細かい点での不満は下記の通

り①防災無線が聞こえない。「安心安全メール」があるとこのアンケ

ートで初めて知ったがそんなもの聞く余裕がない場合もある。まず防

災無線で注意喚起できるようにすべき。高齢者住宅には戸別無線を配

布すべきでは。②以前商工会議所に可愛らしい狸のマスコットを置い

てあったので「これどこで売っているの？」と聞いたら「分りませ

ん」とのこと、観光行政の基本がなってない③千葉県のどこかの町で

清川 1 
未回答 

未回答 
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は避難所に太陽パネルを設置して災害時に停電しないようにしている

とのこと。災害時の停電、水の確保はどうなってるの？④うちの前の

道路が同じ時間帯に舗装で全面通行止め、下の道路はガス工事で片側

通行。これじゃ通れない。⑤下水道の自己負担金が高すぎる。⑥市民

会館はどうなってるの？ 

  



91 

 

（１５）広域交流・国際交流   
  

  

記述内容 居住地区 性別・年齢 

○ 港を活性化するビックプロジェクトをすすめてほしい。木更津にしか

ない世界から人が集まる場所を目指してほしい。政治家次第かな？行

政はもう少し頭をやわらかくしないと未来はない。いいかげん縦割行

政を打破してほしい。 

木更津 2 
男性 

４０歳代 

○ もっと、情報を発信して欲しい。  

もっと、市民の協力を仰いで欲しい。 

もっと、市民活躍の場を作って欲しい。 

そして、もっと役所と市民の交流が盛んになって欲しい。 

そして、もっと市全体と外部との交流が盛んになって欲しい。 

そして、木更津市全体が、以前の様に元気になって欲しいです！ 

清川 1 
男性 

５０歳代 
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（１６）土地利用   
  

  

記述内容 居住地区 性別・年齢 

○ 空き地を有効に使用し、学校、企業を多く誘致し、多くの人が働ける

市にしてください。生涯仕事を現役で行えるような就業支援をお願い

します。年金、終身雇用はあてにならないので働く場所がほしいで

す。 

木更津 1 
男性 

３０歳代 
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（１７）都市環境   
  

  

記述内容 居住地区 性別・年齢 

○ 駅のまわりが充実すると町としての活気が出ると思います。木更津の

魅力は都市部のアクセスの良さと大型施設があるため。子育てしやす

いかと思い移住してきました。しかし公園の整備は不十分な場所が多

く、幼稚園も入るのが大変でした。 

木更津 1 
男性 

２０歳代 

○ 道路脇のゴミ、砂利等が目立つ。街灯が少ない。 
木更津 3 

男性 

３０歳代 

○ 千束台には、公国の遊具がなく、子どもたちが安心して遊べる場所が

なく不便です。バスも本数が少なくとても不便に感じます。朝の通勤

通学、帰りの時間帯だけでも駅に行くバスを増やして欲しいです。バ

スの本数が増えれば利用者が増えていくと思います。駅前は有料の駐

車場ばかりで、駅が開発されないままだと思います。駅の開発にも、

駅に人が簡単に行けるようにしないと人が集まらない。実際、駅前の

お店に行きたくても、バスの本数がなさすぎてやめようという結果に

なっています。もう少し公通機関の充実を望みます。どうぞよろしく

お願いします。こどもたちの通学のためにもよろしくお願いします。 

木更津 3 
女性 

３０歳代 

○ 現時点で千束台の学区がとても遠く、子どもを通わせることに関して

不安があります。子どもが毎日安心して通学できるような環境作りを

お願いいたします。千束台公園をいつも楽しく利用させていただいて

おります。もっと子どもがあそべるように遊具などの設置を期待して

おります。 

木更津 3 
男性 

３０歳代 

○ 便利になる事は良いけど、あまり高いビルや建物で自然はこわさない

でほしい。色んな人が市外から来てゴミで汚れたり、治安が悪くなる

のは嫌です。 

木更津 2 
女性 

３０歳代 

○ 鳥居崎公園の開発完成も楽しみにしています。 

また計画されている、駅西口側アーケード街の開発が順調に進み、賑

わいを取り戻す事を願っています。 

木更津は本当に住みやすくて、大好きなのですが、公園設備が他市に

比べて極端に良くない様に思います。移住者が増え、子供のいる家庭

も増えているので、安全性が高く、楽しく充実して遊べる遊具を増や

していただけたら嬉しいです。 

波岡 2 
女性 

３０歳代 

○ 君津や袖ヶ浦市は、中学生までの子供が医療機関を受診した際、負担

金なしとのこと。木更津も負担金なしになりますか。ゴミ袋が高い。

公園の管理（草がすごい）なんとかなりますか。遊具が少ない。ハロ

ーワーク、人が少なくて、いつ行っても待ち時間が長い。 

波岡 2 
女性 

３０歳代 
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○ 駅前の再開発、再活性を期待しています。 
波岡 1 

男性 

３０歳代 

○ 駅前にスーパーがほしいです 
清川 1 

女性 

３０歳代 

○ 家はたくさん建つのに、その近くに公園がなく、遊ばせるところがな

くて困ることがあります。潮浜公園の遊具が小さい頃大好きでした

が、イベント等で使われることが多く、少し淋しさがあります。（イ

ベントはイベントで楽しめますが…）駐車場ありの大きな公園がもう

少し欲しいのと、地域の子が近場で遊べる公園が欲しいです。又、雨

の日に遊べる無料の公共施設を建てていただけると、子育て世代とし

てはとても助かります。アウトレット近くの渋滞がすごく困ります。

夕方にあの周辺を通ると渋滞にひっかかるので、もっとスムーズに進

めるようにして欲しいです。保育園を利用する保護者の意識改革をし

て欲しいです。受け付けの時点でお子さんの体調が優れない時は休

む、仕事が終わったらすぐに迎えに行く、そういう施設なのだという

ことを説明して欲しいです。シングルマザーだった時、母子手当がす

ごく助かり、生活できました。ありがとうございました。ただ仕事量

を増やせばもらえる手当が少なくなり、ギリギリの生活は変わらない

んだなと当時感じました。緑や花等、自然豊かな場所がもっとあると

癒されます。 

清川 1 
女性 

３０歳代 

○ 駅前がもっと活発になってほしい。 
清川 1 

女性 

３０歳代 

○ マイカーがないと移動しづらいので、公共交通機関をもっと充実（バ

スの時間帯を増やすｅｔｃ）したものにして欲しいです。大きな病院

が限られているので、受診しづらい。百貨店が一つもないので、とて

も不便。木更津駅が閑散としているので、活気づくように商店街を盛

り上げて欲しい。 

清川 1 
女性 

３０歳代 

○ 街灯を増やして欲しいです。 

家の前の歩道はとても暗く、大人の私が歩いていても怖いです。今は

まだ子供が小さいので、夜遅くに帰ってくることはありませんが、成

長すれば帰宅時間は遅くなると思います。 

安全面からも、増やしてもらえると嬉しいなと思います。 

また、近くに公園の予定地がありますが、いつになったらできるのか

まったくわかりません。 

予算の都合などもあるのでしょうが、早くできるといいなと子供と話

しています。 

金田 
女性 

３０歳代 
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遊具も、どこの公園も同じようなものばかりなので、もう少し工夫の

あるものができると嬉しいです。 

○ 地域によっては、開発中もあり道路、交通が危険を感じる事がありま

す。子供やお年寄りも増えていく中、今後、安全な暮らしが送れる

様、期待しています。木更津市の財政状況も以前と比べ変化があると

思いますが、市民が生活する上での変化はあまり感じられませんの

で、今後、市民に寄り添った環境作りにも期待してます。 

金田 
女性 

３０歳代 

○ 道路がガタガタしすぎていて汚いので舗装してほしい。洪水になりや

すい場所が多いので排水溝の整備をしっかりしてほしい。 
岩根 

女性 

３０歳代 

○ 年配、車を動かせない人の為にマイクロバスタイプの様な１００円バ

スを走らせてほしい。 

木更津駅前を充実させたい。せっかくの大きな高速バスターミナルな

のに寂れた印象が非常にもったいなく感じる。 

まちづくりではないが、かずさエフエムの電波をもっとよくなると嬉

しい（希望場所が違うとは思いますが・・・）。車で得やすい情報元

だけに聞き取れないのが残念。 

木更津 3 
女性 

４０歳代 

○ 木更津駅を刷新して頂きたい。 
木更津 3 

女性 

４０歳代 

○ 居心地が良く、人中心の空間を創ってほしいです。木更津駅周辺の空

き店舗の活用など（カフェ、ドックカフェ）高齢者の車事故防止な

ど、福祉の充実タクシーバスの利用。公園の整備や遊具の充実。駅の

格安駐車場を作ってほしい。犬を飼っているのですが小型犬、大型犬

と分かれた広い緑の多いドックラン、カフェ併設してほしいです！ド

ックランは袖ヶ浦公園にありますが年会費等支払うので月や１回券な

ど利用したいです。 

木更津 3 
女性 

４０歳代 

○ 学校の設備を充実させてほしい。子どもたちが安心安全に過ごせる設

備投資をしてほしい。老朽化している箇所を早く改善してほしい。後

回しにしないでほしい。歩道と道路の境など草木が茂り見通しが悪い

ところがある。家の前ならば自分でできるが、集合住宅（アパート

等）の近くは、誰も手をつけず、草ぼうぼうで車で走っていても触れ

ることさえある。安全面で心配である。ゴミだけでなく公道の草の処

理なども公的な力でしてほしい。個人の力では限界がある。 

木更津 3 
女性 

４０歳代 

○ 子どもの通学の安全を確保するため、歩道と車道の境界や交差点付近

で伸びてしまっている雑草の刈り込み、伐採をもっと対応してほし

い。 

木更津 3 
男性 

４０歳代 

○ 西口を昔の様に活気ある街に戻してほしい。切に願います。 
木更津 2 

男性 

４０歳代 
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○ 車が無くても生活しやすいようにして欲しい。今現在はバスも少ない

し、運賃は高いし、買い物行くにも車があるのが前提の街づくりにな

っていると感じる。 

40 年前木更津に住んではいなかったけど、親戚の家に遊びに来た

時、木更津駅前はもっと栄えていて暮らしやすかったと思う。 

今の袖ヶ浦駅前を見習って、スーパーや病院など、駅前で用事が出来

るよう木更津駅前をもっと充実させて欲しい。 

君津文化ホールを見習って、イベントのできる市民ホールを作って欲

しい。 

木更津 1 
女性 

４０歳代 

○ いつもお世話になっております。40 年前の木更津駅周辺の賑わい、

活気が戻ったらなあと思いますがなかなか難しいですね。すぐにでは

なく、何年間か先を見据えながら、都市計画・住みやすさを考えてい

ただけたらと思います。協力していけるところは協力したいと思いま

す。 

木更津 1 
男性 

４０歳代 

○ 廃墟になっている建物を早急に取り壊して欲しい 
木更津 1 

男性 

４０歳代 

○ 駅前を活性化して欲しい。 
木更津 1 

男性 

４０歳代 

○ 市役所の場所を前の潮見の場所に新しく建ててほしい。（今の場所に

店舗を借りているみたいで…（古い））他市の市役所と比べると恥ず

かしい。駐車場も少ない。公園の整備、子供が遊べる遊具付の公国が

全くない。おかしいと思う 

木更津 1 
女性 

４０歳代 

○ 街路樹の剪定と整備、道路の白線の補修 
波岡 2 

男性 

４０歳代 

○ 公園の遊具を袖ケ浦市の公園のような大きく、たくさんの人が遊べる

ものを設置してほしい。 

児童館のような、雨の日でも子供たちが遊べる施設があると嬉しい。 

 

波岡 1 
女性 

４０歳代 

○ 駅前の活性化。店が居酒屋ばかりで治安が悪くなる。酔っ払いなど。

市営自転車置き場の整備。古くて不安がある。塾等の近くにも市営自

転車置き場があると良い。 

波岡 1 
女性 

４０歳代 

○ 市役所を建ててほしい。個人的には公園にドックランを作ってほし

い。また、ゴミが多いのでゴミ箱を作った方が、ポイ捨てがなくなる

と思う。 

波岡 1 
女性 

４０歳代 

○ 子供を安心してあそばせられる公園、施設をもっと増やしてほしいで

す。子供を育てやすい環境、制度、親子にやさしい町いろんな手続き

が面倒。状況を確認する為には仕方がないが、（現況届、就労証明

清川 2 
女性 

４０歳代 
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書、無償化ｅｔｃ）もっとシンプルにしてほしい。シンプルでわかり

やすい町、木更津になれば、もっと外からも移住すると思う。とにか

くシンプルでわかりやすいは、人に伝わりやすいと思います。 

○ ・子供を育てやすい町に。・道路に穴があてたりするのでキレイに

０・公園の遊具が壊れてたり、さびてたりしている。・学校の水はけ

が悪い。・学区の見直し。（中学の） 

清川 2 
男性 

４０歳代 

○ 公民館主体のまちづくり協議会ですが、団体の代表者の負担が多く

て、他の一般市民も参加して貰えるようにしてほしい。 

都市ガスの整備をもっと進めてほしい 

中小企業の特に個人営業の支援をしてほしい、個人店がみんな潰れて

いってしまって寂しい街になっている 

清川 1 
男性 

４０歳代 

○ 下水道と都市ガスの普及率を上げて欲しいです。図書館の老朽化、書

籍数の少なさ、図書館の狭さ等そろそろ改善して下さい。駅前の寂れ

方が酷いのでもう少しなんとかして欲しいてす。バス便が少ないので

高齢者は免許を返納すると生活に困まってしまいます。市がコミュニ

ティバスを提供する等交通面の充実をお願い致します。 

清川 1 
女性 

４０歳代 

○ 外から来る人むけの町になっている気がします。住んでいる人の町を

作ってほしい。公園なども、もっとしっかりと楽しめるところがほし

い。むだに感じない住んでいる人がこれからも住みたい町でいてほし

い。町の建物が、ボロボロすぎるのでキレイにしてほしい。交番がほ

しい。（人がいる交番）せっかく木更津に家を建てたが、残念なこと

が多いです。 

金田 
女性 

４０歳代 

○ 岩根地区に公園を作って欲しい。 
岩根 

男性 

４０歳代 

○ 街路樹の整備がほとんどされず、雑草もすごい。移住者を増やしたい

なら、まずは街の美化を充実されては？植えられている花達がかわい

そうです。我ヶ家の脇も２年前の台風で木が折れてしまい、始末はし

てくれたものの、根っこはそのまま。何ともみすぼらしい、淋しい外

観です。 

木更津 3 
女性 

５０歳代 

○ 木更津駅周辺の活性化 
木更津 1 

男性 

５０歳代 

○ 大雨が降るとあちこちの道路が浸水してしまうので改善してほしい。

潮浜公園を有効活用してほしい 
木更津 1 

女性 

５０歳代 

○ 袖ケ浦市や君津市の様に公園の整備、美化、子供を安心して遊ばせら

れない所が木更津市は多いと思います。 
波岡 2 

女性 

５０歳代 
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○ 駅周辺の活性化。港に行けば少し活性化していると思うが、行くまで

さみしい、キャバクラが怖い、特に西口。結婚式場もあるので、他県

からの人がみるとさみしいと思う。カフェやお店を増やしてほしい。 

波岡 1 
女性 

５０歳代 

○ 古い街になってきてますので老朽化している設備や住宅の補修や整備

に力を入れていただきたいです。 
清川 1 

男性 

５０歳代 

○ 共同溝を積極的に市街地整備に取り入れ、電線の地中下と上下水道、

ガス管を纏めることが出来ると良いですね。 

景観も良くなる。公共工事で道路を掘り起すのも無くなるのでは… 

清川 1 
女性 

５０歳代 

○ 駅前周辺を今後どうするか期待する 
清川 1 

男性 

５０歳代 

○ 素晴しい自然を有効活用するためのインフラ整備。特に道路が整備さ

れると更にこの木更津が素晴らしく思います。その他、目を引く様な

大きな施設があるとよいですね（内外にアピール出来る様な目玉スホ

ット的な施設、名物で民間でないもの？) 

金田 
男性 

５０歳代 

○ 金田インターの周辺だけ栄えているので、駅前商店街を活性化してほ

しい。私もそうですが、他県からの移住者のコミュニティの場を作っ

てほしい。 

岩根 
女性 

５０歳代 

○ セーフティネットの充実やコロナの様な特殊の事例への対応、防災施

設や被災のイメージの情報の共有、空き家や空き地の有効な活用や休

耕地の市民農園的なものや畳ケ池水路付近の野鳥や鯉・亀の生息地保

全、治水や津波に備えた対策のアップデート、昼働いて夜寝るだけな

ので活動的ではありませんが市が活性化していくのはいいと思いま

す。望んでばかりで申し訳ないですが、自然豊かな木更津市が発展し

ていく事に大賛成です。 

岩根 
男性 

５０歳代 

○ 駅前の活性化を期待しています。特に西口駅前から港にかけて寂れた

店やアーケードなど見た目だけでなく、危険など（強風や台風の時壊

れるのではと不安になる）を感じる事が多々あります。東口駅前のロ

ータリーがバス・タクシー・自動車で混んていて不便を感じる事が

多々あります。整備し、もっとスッキリした方が使い勝手も良いし安

全性も確保できると思います。 

岩根 
女性 

５０歳代 

○ まずは、下水道・公園などを整備して木更津市民を優先的に考えて欲

しいです。観光地などはその次に考えれば良いと思います。税金の使

い方などもくわしく教えて欲しいです。 

岩根 
女性 

５０歳代 

○ 駅周辺（東口、西口）の活性化、昔ながらの商店街が復活すればよ

い。 
木更津 3 

男性 

６０歳代 
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○ 駅前の再開発に期待します。空きビルがおおい、公衆トイレめっちゃ

汚い、地方から来る方にお土産屋、食事等何もない、沢山開いてるの

にもったいないかな? 

毎日駅前利用しているので駅前に活気が欲しい…高速バス停留所も改

善して欲しい…遅延の電光掲示板の案内とか… 

木更津 3 
女性 

６０歳代 

○ 長く住んでいる割に知らない事の方が多いですので木更津市にもっと

興味を持ち色々な事に参加しようと思います。木更津の顔？玄関であ

る木更津駅とその周辺がとても寂しくいつも残念に思っています。駅

ビルがあっても良かったのに立体交差の道路があったら良かったの

に。多くのバスが木更津駅をただの通過点としているのは本当に残念

です。バスを待つ間にカフェやショッピングできるところがあれば木

更津駅周辺も多くの人を呼び込む事ができるのにと思っています。駅

のロータリー（東口、西口）にも工夫が必要ではないでしょうか？木

更津が好きになる様な工夫が。木更津に影響力のある方はきっとおら

れると思います。木更津の良い所をバス待ちの人にアピールできれば

良いですね。 

木更津 3 
女性 

６０歳代 

○ 市街地と山側地区での各種インフラの格差を少なくして欲しい。山側

地区での小学校等の閉校問題解消の為、地道な活動（特色ある小学

校、中学校、オリジナル教育や交通インフラの充実等）で、人口の流

出から流入に流れを変えて欲しい。 

木更津 3 
男性 

６０歳代 

○ 駅前、駅周辺の整備と以前のようなにぎわいを期待します。 
木更津 3 

男性 

６０歳代 

○ 歴史ある町なので、より駅から港、駅から内陸側、線でつなぐ個性的

な通りに力を入れてほしい。アカデミーの方はかなり良くなって来た

と思う。住宅地の歩道が凸凹して電柱も歩行しずらい所に立ってい

る。その点気になっている。新しい住宅地はこれから道路幅、緑地、

貯水池をもっと充実してほしい。 

木更津 3 
女性 

６０歳代 

○ 無職なので税金（市民税や介護保険料）を安くしてほしい。自然環境

が少ないので充実させてほしい。（太陽光パネルは作りすぎていない

か？）教育の充実をお願いする。いじめのない教育体制を図る。３０

人学級にしてほしい。社会施設や文化施設を充実させる。大きな図書

館がほしい。木更津市で何に？アクアラインマラソン必要？（いくら

かかるの。費用効果？）大きなイベントはいらない。地域を大切にし

てほしい。自然を大切に。そして木更津市を大切に。ゆっくり進んで

ください。一緒にがんばって木更津！ゴーゴー 

木更津 3 
男性 

６０歳代 

○ 木更津駅の回りが今は寂しい。昔のように活気があり、にぎやかな駅

周辺に期待する。 
木更津 2 

女性 

６０歳代 
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○ 現在、ＬＰガス利用（吾妻地区）だが、都市ガスを使用したい。これ

からどうなるのか教えて欲しい。広報などで！市街化調整区域だが、

家がかなり建ってきており、将来は？ 

木更津 1 
女性 

６０歳代 

○ 駅（東口、西口共に）周辺の活生化。ゴーストタウン化しているの

で、他の地域を参考にして造り変えて欲しい。 
木更津 1 

男性 

６０歳代 

○ 市役所庁舎が無いこと、木更津駅の老朽化、市民会館等公共施設の新

設等お願いしたいと同時に、木更津駅西口、東口の活性化をお願いし

たい。 

木更津 1 
女性 

６０歳代 

○ 駅、駅前の活性化（シャッター通りにしない））、交通機関の充実、

市内外から人を呼ベる街づくり（その道のプロに依頼する等）、収入

増になればいろいろな事に使える。木更津の知名度を上げる。 

波岡 2 
女性 

６０歳代 

○ ①高齢社会ですが車がないと生活が厳しいです。車がなくても買物は

ネットや宅配でなんとかなります。しかし、努力しても病院通いが増

えます。幼稚園バスがあるように、各病院がバスを手配していただけ

ると行きやすいと思います。②散歩していると人のあまり通らないと

ころに生活ゴミが散乱しているところがあります。皆の知恵と工夫で

気持ち良く暮らせたらと思います。 

波岡 2 
女性 

６０歳代 

○ まず公共施設・公園にあるトイレを明るくきれいにして下さい。どこ

のトイレに入ってもはずかしくない木更津市にしてほしいです。 
波岡 2 

女性 

６０歳代 

○ 「木更津港港湾計画」活気のある港町になることを期待しています。

木更津駅周辺（西口）に、にぎわいのある町が戻ってくることを楽し

みにしています。 

波岡 1 
女性 

６０歳代 

○ 小櫃川や小川が近くにあり、洪水情報は気になります。小櫃川は浅く

なり、中洲には流木等がたまり危険度が増していると思われます。河

川の清掃などしていただきたいと常々思っております。袖ケ浦市など

に比べて公園が充実していないように思います。草取りなど、シルバ

ーの方や地域の方の協力とかでもっときれいに整備したりできないも

のでしょうか。宜しくお願い致します。 

清川 2 
女性 

６０歳代 

○ (1)昨今、金田地区の開発は順調に進んでおり、とても素晴らしいと

思う。さらに、高速バスによる東京他エリアへのアクセスは、対岸と

の時間短縮を促進し都心への通勤圏となった。 

そのような中、本来の木更津市の中心である駅周辺はさびれる一方で

さみしさを感じている。マンションの建設でにぎわいつつもあるが、

ショッピング施設も遠く生活にはとても不便に思う。木更津駅西口エ

リアの抜本的な再開発を進めて頂きたい。そのために木更津駅舎の早

期な建て替えから開始すべきと思う。 

清川 1 
男性 

６０歳代 
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(2)図書館・体育館などの公共施設は、私が引っ越してきた 40 年前か

らの状態で、近隣市町の中で一番劣っていると思う。10 万人を超え

る中核都市にふさわしい施設の充実をお願いしたい。 

○ 駅付近の活性化 
金田 

男性 

６０歳代 

○ 木更津市は最低な市だと思います。まず、市役所がないこと、木更津

駅前と駅はさびれていて何もないこと、バスの時間までコーヒーとか

も飲むところがないし時間をつぶすことができないです。市民会館も

廃墟で使えないし、本当に木更津市は最低な市だと思ます。木更津駅

前もだれも歩いてないです。駅前が閑散としていてさみしいし、活気

がないです。いつになったら、市役所を建て直しますか？ 

金田 
女性 

６０歳代 

○ 市の職員で各地域の下水および排水溝のチェックをし、各家の状況を

把握し整備する様に努めてほしい。市に相談に言っても他人事の様に

もあしらわれます。市住民の意見を尊重してほしい。金田地区（中

島）に住んでいますが、アウトレット周辺ばかり整備し、他の場所は

見ていません。道路渋滞が激しく不便です。海岸沿いに広い道を作っ

て、スムーズに高速道路に乗れる様便宜を図ってほしい。 

金田 
男性 

６０歳代 

○ 新庁舎の建設 
木更津 3 

男性 

７０歳代 

○ 木更津駅周辺がさみしい、バスや電車で来る人達は買物する場所がな

いと思います。買物はすべて車で郊外に行く事になります。何とかし

てほしいです。 

木更津 3 
女性 

７０歳代 

○ ①木更津駅西口の活性化に向けた開発（東京から交通利便性を考慮し

た起業家、業者等誘致）②尾張屋さん、せんどうさんなどに買い物に

来る人達は高齢者が多く、足腰が悪い方が多いです。バス停（コミュ

ニティバス等含め）が近所に無いこともあり、又、バスに乗ることが

困難な方はやむなく車を運転しています。杖をついている方が多く運

転してるが、生きる為に必死で買物をされている姿は考えさせられま

す。市の財政は厳しいと思いますが、検討いたたけたらと思っており

ます。 

木更津 1 
男性 

７０歳代 

○ ・コロナ対策、予防接種迅速化、接種場所検討、・高齢者、オレオレ

詐欺対策、電話、訪問対応、・道路整備、地盤強化、・介護保険料値

下げ 

波岡 2 
女性 

７０歳代 

○ 高齢化が進み、空家が増々増え、衛生上・防犯上で問題が多い。空家

対策を積極的に進めて欲しい。高齢化に伴い、運転免許証を返納した

場合の交通手段の足がなくなり、公共交通の利用が必要となるが、一

方で便数などが減る傾向である。対策を？ 

波岡 2 
男性 

７０歳代 
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○ 市街地の主要道路だけでも道路の雑草管理。主要道路の隣接・商業地

管理者に雑草管理させる条例を作成し、市街地全体で他県からのお客

に「きれいな街木更津」を根付かせてほしい。 

波岡 2 
女性 

７０歳代 

○ 意見が違いますが、６～１３頁は取り組んでいます、行っていますっ

て、市が書いてるだけで市民には見えない。３０番の公園・緑地の充

実で更新工事を実施と書いてあるけれど前の公園は、遊具を撤去し

て、そのまま何十年とたっている。市民アンケート調査票を配布して

市が何かやっていますのアピールとしか見えないです。保健の充実

は、良と思われますが、病気が確認されたら、本人任せではなく市と

して何かしてほしい。 

波岡 2 
男性 

７０歳代 

○ １下水道の整備、２行ってみたくなる駅前商店街・港、３中の島の活

性化、４市場の一般客利用活性化、５高齢者が利用したくなるバス、

交通機関 

波岡 1 
男性 

７０歳代 

○ 不更津駅周辺は相変わらず閑散としています。ホテルや市役所があ

り、少しは変化するかと思いましたが…。高校生、大学生の乗降客が

多いのですから、若者が集いやすいお店が出来ればにぎわいが増すの

ではと思います。昔は西友、ダイエー、本屋さんもありよかったで

す。 

清川 1 
女性 

７０歳代 

○ いちょうの木など街路脇に植えないでほしい、毎年そうじが大変です

よ。水につまる。 
清川 1 

女性 

７０歳代 

○ 駅前通り（西口）から港までの大通りの活性化（店が少なく活気がな

い） 
清川 1 

男性 

７０歳代 

○ 木更津の中心地木更津駅周辺の再開発は市が率先して行なわなければ

出来ないこと、お役所的な発想では木更津の発展は期待出来ない。駅

周辺をシャッター街の観光などと口学が耳に入るが真逆難しいことは

承知しているが、知恵・知識・意欲に欠けるように思います複数の市

会議員にも具体的な方法も提案し評価も得ましたが何も変わりません

でした。 

岩根 
男性 

７０歳代 

○ 動物を飼う人が多くなっている今、江川の運動公園に有料の市営のド

ッグランを作って頂きたいと心より思います。よろしくお願い致しま

す。町作りに何も不満は有りません。老後の一時、動物に癒されなが

ら、生きたいと思います。 

岩根 
女性 

７０歳代 

○ 岩根地区在住者としての意見です。１．市道県道等の保守が不充分、

又、歩道自転道が狭い。２．子供が安心して遊べる場所（公園、広

場）が全く無いに等しい。子育て環境としては不適と思う。３．老朽

化した岩根公民館は段差、階段、旧式トイレ等高齢者や身障者は利用

不便、結果として利用者減となる。４、下水道整備の遅れ。５、公共

岩根 
男性 

７０歳代 
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交通の整備、路線バスは運行本数が少ないため利用者も少い。路線バ

スを廃止、オンデマンドバスやシェアタクシー等実用的公共交通の整

備を望みます。免許返納促進の為にも。 

○ 木更津駅前の活性化を目指してほしい 
清川 1 

男性 

８０歳代 

○ 高齢者住宅が沢山出来るといいと思います。私の周りも単身非常に多

いです。 
清川 1 

女性 

８０歳代 

○ ①朝日３丁目（ホンダわき）～旧さつき園までの市道（延伸）整備②

長須賀～中郷大橋～中郷出張所～曽根～平成通りの都市計画通りの整

備。袖ヶ浦市の平成通りは３０年前も前に完成していて木更津市から

の道路を待っている③長須賀地区の田んぼには民間住宅が乱立して、

都市計画的にどうにもならなくなってきている④市役所の職員が閉鎖

的になってきている。職員はもっと市民の役になるようになってほし

い。先日、市役所に知人の職員を尋ねて行ったところ、窓口で名前を

聞かれ姓を言ったら名も聞かれ、フルネームを言ったらさらに住所も

必要とのことであった。職員に面会するのになぜ住所まで確認しない

といけないか。住所申し出なかったので面会できずにそのまま帰っ

た。 

岩根 
女性 

８０歳代 

○ 良い街づくりにがんばって下さい。期待しています。公園の整備（市

民が集まれる場）・下水道・駅前再開発（老朽家屋の整理など）・市

バス等の交通整備 コロナ状況の発信 

木更津 1 
未回答 

未回答 

○ 田、畑、空き地を宅地にできるようにしていただきたい。調整区域で

はどうにもならない。草刈りばかりで大変です。 
清川 2 

未回答 

未回答 

○ 鳥居崎海浜公園の所にあったプールが無くなってしまったのが残念で

す。駅周辺をどうにかした方がいいと思う。 
未回答 

未回答 

未回答 
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（１８）交通環境   
  

  

記述内容 居住地区 性別・年齢 

○ 県外通学している学生に対する交通費補助をして欲しいと常々思って

います。駅まで行くバスが少ないので自力で行くのが大変です 
木更津 3 

女性 

１０歳代 

○ 交通の便を良くしてほしい 
富来田 

男性 

１０歳代 

○ 全ての道路の整備、電線類の地中化、久留里線のｉＣカード導入、久

留里線の増便。場所によっては道路がガタガタな場所があるので、改

善してほしいです。 

清川 2 
男性 

１０歳代 

○ 駅前の渋滞の緩和。バス、電車の本数の増加。小・中学校の教育レベ

ルの上昇。図書館の本の予約、借りている本の確認、貸出期限の延長

等がインターネット上でできるようになる。 

清川 1 
女性 

１０歳代 

○ 歩道がせまい場所やガタガタの道路の補修を進めてほしい。乗客が少

ないため仕方がないが、バスの本数が少ない。距離制のため料金が高

い。 

木更津 1 
女性 

２０歳代 

○ 木更津は東京都心へのアクセスが良く、コロナ禍で更に人気が高まっ

ています。「意外に近い」ことをより広く発信すると共に、バスの料

金を値下げすればより活気が出ると思います。（特に駅前） 

木更津 1 
女性 

２０歳代 

○ 以下、経験談となりますのでご参考までに。 

私自身２年前まで品川駅前の企業で働いており、現在は木更津市内で

働いております。 

市内の実家から通勤しておりましたが、やはり高速バス料金がバカに

なりませんでした。 

入職前には、自宅から高速バスで通勤したい旨をお話した際に、初め

てのケースなので社内検討させてくださいとも言われました。 

結果、「初めての例を作ってみましょう」という事で OK をいただ

き、交通費全額支給していただけましたが、「交通費至急額は間違い

なくトップです笑」と人事の方もおっしゃっていました。 

東京・新宿・品川等、都市部へアクセスし易い環境ではありますが、

市内から通勤するとなると現実問題としてお金がかかり過ぎます。 

交通費支給に上限のある企業へ就職した場合には、まず市内から通勤

という選択肢が消えます。 

条件付きでも構わないので、木更津市在住の方は高速バス料金を減額

できる仕組みがあると定住率が少し上がる要素になるのかなと考えて

おります。 

※「通勤・通学者」かつ「定期購入者者限定」等 

波岡 1 
男性 

２０歳代 
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○ 高速バスにより県外を移動するには便利だと思いますが、市内を移動

するにあたって市内バスの本数がとても少なくて不便に感じます。自

分自身の移動もありますが、全国の高齢者の交通事故件数増加抑制と

いう点でも市内巡回バスが増えて欲しいです。 

清川 1 
女性 

２０歳代 

○ 道路整備、白線も消えている所も多く、デコボコ道、車のカメラが衝

撃録画をします。そんな道が多い。直進のいい道も途中でなくなる。 
鎌足 

男性 

２０歳代 

○ 千束台に住んでいますが、現在小学校が請西小学校のため通学が大変

です。真舟小に通えるように整備するか難しいのならスクールバスの

導入を検討いただきたいです。 

木更津 3 
女性 

３０歳代 

○ インフラ整備、子育て支援 
木更津 3 

男性 

３０歳代 

○ 木更津駅（東口）のロータリを車が一周まわれるように道路整備して

ほしいです。西口みたいに・・・送迎車両が多い時間帯とかに歩行者

がタクジープール内またはその前後を横断してタクシープールとバス

乗り場の間の車道上に停めている車両にきたりするからです。 

木更津 3 
男性 

３０歳代 

○ アミューズメント施設の充実（温泉・ゲームセンター等一体型） ア

クアライン付近の混雑緩和 駅前の再開発の方針がよくわからない。 
木更津 3 

男性 

３０歳代 

○ 千束台には、公国の遊具がなく、子どもたちが安心して遊べる場所が

なく不便です。バスも本数が少なくとても不便に感じます。朝の通勤

通学、帰りの時間帯だけでも駅に行くバスを増やして欲しいです。バ

スの本数が増えれば利用者が増えていくと思います。駅前は有料の駐

車場ばかりで、駅が開発されないままだと思います。駅の開発にも、

駅に人が簡単に行けるようにしないと人が集まらない。実際、駅前の

お店に行きたくても、バスの本数がなさすぎてやめようという結果に

なっています。もう少し公通機関の充実を望みます。どうぞよろしく

お願いします。こどもたちの通学のためにもよろしくお願いします。 

木更津 3 
女性 

３０歳代 

○ 家はたくさん建つのに、その近くに公園がなく、遊ばせるところがな

くて困ることがあります。潮浜公園の遊具が小さい頃大好きでした

が、イベント等で使われることが多く、少し淋しさがあります。（イ

ベントはイベントで楽しめますが…）駐車場ありの大きな公園がもう

少し欲しいのと、地域の子が近場で遊べる公園が欲しいです。又、雨

の日に遊べる無料の公共施設を建てていただけると、子育て世代とし

てはとても助かります。アウトレット近くの渋滞がすごく困ります。

夕方にあの周辺を通ると渋滞にひっかかるので、もっとスムーズに進

めるようにして欲しいです。保育園を利用する保護者の意識改革をし

て欲しいです。受け付けの時点でお子さんの体調が優れない時は休

む、仕事が終わったらすぐに迎えに行く、そういう施設なのだという

清川 1 
女性 

３０歳代 
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ことを説明して欲しいです。シングルマザーだった時、母子手当がす

ごく助かり、生活できました。ありがとうございました。ただ仕事量

を増やせばもらえる手当が少なくなり、ギリギリの生活は変わらない

んだなと当時感じました。緑や花等、自然豊かな場所がもっとあると

癒されます。 

○ 現在住んでる所の交通の便が悪いので、免許返納後の買い物等、用事

を足すための交通、公共サービス向上を。今後コロナなど、もっと違

うウイルスなどが流行しても、また、病気等の医療サービスの向上、

福祉サービス等、特に願います。なるべく市内の医療を受けたい。福

祉サービスの充実。仕事についている方も大変でしょう、その方々の

しっかりとした教育、人数の確保、大事ですね。今後、高齢者も多く

なるので、その方達の住みよい町づくり、サービス、願います。また

町内の下水道の整備宜しくお願いします。住みよい町をもっと望みま

す。 

清川 1 
女性 

３０歳代 

○ マイカーがないと移動しづらいので、公共交通機関をもっと充実（バ

スの時間帯を増やすｅｔｃ）したものにして欲しいです。大きな病院

が限られているので、受診しづらい。百貨店が一つもないので、とて

も不便。木更津駅が閑散としているので、活気づくように商店街を盛

り上げて欲しい。 

清川 1 
女性 

３０歳代 

○ 君津市より木更津市へ転居しました。都心へのアクセスや日常生活の

利便性を考え金田に住んでおりますが、近年アウトレットやコスト

コ、観光等により、特に週末の渋滞により、不便が生じています。以

前花火を渋滞緩和のため行っていたのは承知していますが、その他に

も施策をとっていただけるとうれしいです。また今日のアンケートの

中にもありましたが、木更津市の情報発信について、いくつかの媒体

で行うのはよいと思いますが、すべて同じ、もしくは同時に更新をさ

れているのでしょうか？市について気になることがあった場合，今ま

では市の公式ホームページを見るようにしていました。推奨されるも

のや、よい使い方等あれば、周知していただけると必要な情報にスム

ーズにアクセスできるかと思います。地域の飲食店について、昔なが

らの店や個人経営されている店はホームページがなく、インターネッ

トで検索しても、チェーン店や比較的若い経営者の方が運営されてい

る店が多いように感じます。地元や観光客に適切に利用してもらえる

よう支援されるとよいと感じています。また、スポーツや健康づくり

に関してですが、アクアラインマラソンを楽しみにしていた１人で

す。アクアラインマラソンは抽選で外れ出走したことはないですが、

他県の様々な大会には参加しております。本格的なタイムを争うよう

金田 
女性 

３０歳代 
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なマラソン以外にも最近は３km、５km、1０km、ハーフ等様々な距離

で企画されており、ウォーキングという種目もあり、興味深く感じて

います。コロナ禍においては、オンラインで参加できるものもあり、

参加すると参加費として地域の特産品が自身で選べたり、地域によっ

てかなり工夫されているように感じています。市民ランナーとして私

は、金田周辺、木更津市内を走ることが多いですが、同じように走っ

ている方、ウォーキングされている方を多く見かけます。企画や運営

は予算を含め大変かと思いますが「アクアライン」を使用せずともか

なり需要があると思います。木更津の魅力を発信する機会として地域

経済を活性化する取組みとしてご検討いただけるとうれしいです。 

○ 地域によっては、開発中もあり道路、交通が危険を感じる事がありま

す。子供やお年寄りも増えていく中、今後、安全な暮らしが送れる

様、期待しています。木更津市の財政状況も以前と比べ変化があると

思いますが、市民が生活する上での変化はあまり感じられませんの

で、今後、市民に寄り添った環境作りにも期待してます。 

金田 
女性 

３０歳代 

○ 移住者や企業誘致を増やすならば、それに伴って道路も整備して渋滞

を解消して頂けると生活しやすくなります。 
岩根 

女性 

３０歳代 

○ ごみ処理費用（有料ゴミ袋）が高い。新築一戸建てを建てる時の補助

制度が頼りない。他市、他県に比べてひどかった。くやしい。移住と

賃貸で人口増加している（もしくは見込める）のに何故有効に使えて

いないのか（税収）。電車とバスの乗り継ぎが悪い。車が必須できつ

い。市の政策が他市より悪い。魅力がない。運転が荒い人が多い。取

り締まり等はないのか。アクアライン渋滞を改善してほしい。駅前が

寂れていてかなしい。 

岩根 
女性 

３０歳代 

○ 不妊治療の負担が大きいため、助成金の拡充をお願いしたいです。そ

れが少子化への一番の対応だと思います。いわね駅に快速電車が止ま

らないのが不便。アクアラインの交通渋滞問題。ゴミ袋の値段が高

い。焼却炉の性能が悪いのでゴミの分別が多い。朝の１６号の渋滞が

ひどい。君津中央病院前、新日鉄住金ｅｔｃ。図書館の設備が古すぎ

る。君津市の中央図書館を見習ってほしい（書籍の充実、医学書（民

間療法レベルのものしかおいていない））感染症が流行している時に

他県からの出入りをしっかり制限して欲しい。 

岩根 
女性 

３０歳代 

○ 年配、車を動かせない人の為にマイクロバスタイプの様な１００円バ

スを走らせてほしい。 

木更津駅前を充実させたい。せっかくの大きな高速バスターミナルな

のに寂れた印象が非常にもったいなく感じる。 

木更津 3 
女性 

４０歳代 
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まちづくりではないが、かずさエフエムの電波をもっとよくなると嬉

しい（希望場所が違うとは思いますが・・・）。車で得やすい情報元

だけに聞き取れないのが残念。 

○ 高齢者が免許証を返納できるようにコミュニティバスなどを充実させ

て、病院や買い物に困らないようにして欲しい 
木更津 3 

女性 

４０歳代 

○ 子どもが多い街です。子どもが安心して成長できるよう、まずは、交

通安全対策をしっかりしてほしいです。（右折信号やカーブミラー、

歩道の整備など）。図書館やスポーツ施設が新しくなったり増えたり

すると嬉しいです。駅やバスなどの公共交通機関や公園の充実も望ん

でいます。何卒よろしくお願い致します。 

木更津 3 
女性 

４０歳代 

○ 車が無くても生活しやすいようにして欲しい。今現在はバスも少ない

し、運賃は高いし、買い物行くにも車があるのが前提の街づくりにな

っていると感じる。 

40 年前木更津に住んではいなかったけど、親戚の家に遊びに来た

時、木更津駅前はもっと栄えていて暮らしやすかったと思う。 

今の袖ヶ浦駅前を見習って、スーパーや病院など、駅前で用事が出来

るよう木更津駅前をもっと充実させて欲しい。 

君津文化ホールを見習って、イベントのできる市民ホールを作って欲

しい。 

木更津 1 
女性 

４０歳代 

○ 交通事故が多いので早急に道路の整備をしてほしい。路線図では木更

津は大きい字で表記されている割には都心への時間がかかりすぎる。

京葉線のように内房線にも通勤快速を作ってほしい。 

木更津 1 
女性 

４０歳代 

○ 君津市のように格安で乗れるコミュニティバスを運行してほしいで

す。 
波岡 2 

女性 

４０歳代 

○ 交通、観光、生活環境の充実 
波岡 2 

女性 

４０歳代 

○ 港南台の道路を完成させて下さい。 

よろしくお願い致します。 
波岡 1 

男性 

４０歳代 

○ 市道の白線が他市より薄いままのところが多く雨の日の夜間など危険

度が増していると思います。 

金田エリアの開発や整備に集中し過ぎているせいか、金田以外の地域

の街路樹や歩道の雑草が荒れている目立ちます。バランス良く整備し

て欲しいです。 

住宅街の路上駐車がやたらと多いのも気になります。 

波岡 1 
回答しない 

４０歳代 

○ どの世代の方も住みやすい市になると良いです。市内のバスの便が増

えると助かります。よろしくお願い致します 
波岡 1 

女性 

４０歳代 
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○ ・子供を育てやすい町に。・道路に穴があてたりするのでキレイに

０・公園の遊具が壊れてたり、さびてたりしている。・学校の水はけ

が悪い。・学区の見直し。（中学の） 

清川 2 
男性 

４０歳代 

○ 観光で来られる方が増えてきており、市としては大変ありがたいとは

思いますが、地元住民にとっては、交通渋滞が発生し移動に不便さを

感じることが多い。赤い橋付近では抜け道があるので何とかなるが、

土日における市内の交通事情の改善をしてほしい。日中に自宅の庭な

どで何かを燃やしており、その煙の臭いで洗濯物が臭くなり、全て洗

い直しすることがある。また、風がある日でも平気で燃やす人（長須

賀地区）もおり、火災の原因にならないか不安である。市役所の方に

何とかしてほしい。火災が起きてからでは遅い。早めの対策をよろし

くお願いします。 

清川 1 
女性 

４０歳代 

○ これから年を重ねていき、老後の事を考えた時、車がない生活になる

ので地下鉄を作ったり、バスの本数を増やしてくれたら買い物も安心

してできると思う。 

清川 1 
女性 

４０歳代 

○ 下水道と都市ガスの普及率を上げて欲しいです。図書館の老朽化、書

籍数の少なさ、図書館の狭さ等そろそろ改善して下さい。駅前の寂れ

方が酷いのでもう少しなんとかして欲しいてす。バス便が少ないので

高齢者は免許を返納すると生活に困まってしまいます。市がコミュニ

ティバスを提供する等交通面の充実をお願い致します。 

清川 1 
女性 

４０歳代 

○ 西口・東口駅のバスロータリーを広く整備、高速バスのアピール、大

企模な病院の誘致 
清川 1 

女性 

４０歳代 

○ 休日の金田地区の交通渋滞が酷く、周辺の道路にも影響が出ている。

木更津に人を呼び込むのは良いが、地域住民の生活に不便があるのは

困る。何か考えてほしい。 

清川 1 
女性 

４０歳代 

○ 市内の公共バスがもっと便利になればいいと思う。車社会すぎる。車

の運転が出きなくなる高齢者の為にも（これから多くなるのだか

ら。）街頭が少ない、暗い。と思う所が多い。 

清川 1 
女性 

４０歳代 

○ アクアラインの近くの道が渋滞しないようにして欲しい。 
金田 

女性 

４０歳代 

○ 公共機関の充実、違反車両の取り締まり、道路整備、ビン・カン・ペ

ットボトルをケースによる回収 
木更津 3 

男性 

５０歳代 

○ 近所にスーパーがなかったり、今後、車が乗れなくなった時など（老

後）生活が不安です。病院・買い物等 
木更津 3 

男性 

５０歳代 

○ 高齢の親（８２）がおり、現在も自動車の運転をしています。数年前

から免許の返納をしてもらう為話合いをしていますが、足が無くなる

と困るという理由で説得に応じません。バスの数も減っているのでし

木更津 3 
女性 

５０歳代 
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ょうか、タクシーも容易に利用できません。生活保護ギリギリの収入

です。安心して免許返納を考えられるよう高齢者が利用しやすい交通

機関が増えてほしいです。足に障害があるので、いきいき館のプール

に通いたいのですが、清見台・清川方面への送迎バスの範囲を広げて

ほしいです。 

○ 車を運転しないので路線バスの充実。高齢者へのタクシー利用補助な

ど。車ありきの地域だと、高齢化に対応できないのでは？と思いま

す。 

木更津 3 
女性 

５０歳代 

○ ・図書を借りたいことがあったが、袖ヶ浦や君津、市や県の図書館ま

で行くことがほとんどで、不満だった。子どもの教育面にも影響して

いると考える。 

・最近、体を壊して駅のエレベーターを利用することが多いが、利用

者の利用の仕方であるとは思うが、衛生管理が不十分。 

・色々な取り組みを充実させようとすると財源が必要になると思う。

税収を増やすには、住みやすい地域であることを現住民が胸を張って

アピールできることが必要だが、20 年住んでいて大きな変化は見ら

れない。東京へアクセスする場合の高速バスは、充実してきているの

で、そのような面を更に充実させると共に、都内で生活すると同等の

生活のしやすさや街のおしゃれさも必要。 

木更津 1 
男性 

５０歳代 

○ 朝夕の通勤時間は渋滞がヒドイ！１６号、１２７号にかかる交差点が

特にヒドく、一車線の為右折車がいると進まない。右折レーンの拡充

や道幅を広げてほしい。裏通りも交通量が多く、南北への道路整備も

検討してほしい（畑沢港南台～桜井）（下烏田セブイレブン～真舟）

（君津ＩＣ～ほたる野〈館山道側道〉） 

波岡 2 
男性 

５０歳代 

○ 日曜日、祝日渋滞が少なくなる（アクアライン、金田周辺）議員さん

にもっとがんばってもらう。木更津にしかない良いもの、ことを作っ

てほしい。 

波岡 1 
男性 

５０歳代 

○ 畑沢南に住んでいます。坂道の多い街です。将来、免許証を返納した

時に車無しでの生活では買い物、通院等,不便になるのではと心配で

す。また、交通の便でも日東交通のバスの本数も少なく料金も高い、

内房線の接続もうまくいかず不便です。 

波岡 1 
女性 

５０歳代 

○ 県道か市道か分かりませんが、駅（東口）に向かう信金の信号付近の

特に右折レーンの道路のガタガタと千葉銀行の手前、元三越の信号、

交差点の段差を直してほしい。横断歩道が擦れ過ぎ（色んな地点で） 

清川 1 
女性 

５０歳代 

○ 近くにある公園について、除草は年２～３回やっていただいている

が、照明の不点灯、施設の老朽化等の不具合は改善されていない。近

隣の住民が数多く利用しているので、もっと充実してもらいたい。市

清川 1 
男性 

５０歳代 
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内全体が、車社会ありきになっていて、公共交通機関の利便性は低

い。高齢者が住みやすい町へ、もう少しシフトしてもらいたい。オン

デマンド交通等の活用検討なども進めてもらいたい。 

○ 運転出来ない人の為のまちづくり。市営バスの本数を増やしてほし

い。コニュニティバス、一定料金のバス。運転しない人にとって、住

みづらい町だと思います。お医者さんに行くのにもとても不便です。

運転出来ない人、お年寄りにもっと優しい町にしてください。よろし

くお願い致します。 

清川 1 
女性 

５０歳代 

○ 道路の舗装を綺麗にしてほしい。交番を増やし、治安の良い街に。通

報からパトカー到着まで時間がかかる！飲酒運転の撲滅。全く取締を

してないと思う！信号機の増設。歩道の設備。 

金田 
男性 

５０歳代 

○ 素晴しい自然を有効活用するためのインフラ整備。特に道路が整備さ

れると更にこの木更津が素晴らしく思います。その他、目を引く様な

大きな施設があるとよいですね（内外にアピール出来る様な目玉スホ

ット的な施設、名物で民間でないもの？) 

金田 
男性 

５０歳代 

○ 「オスプレイ」についての情報が断片的で分かりずらい。木更津市に

どんな利害が生まれているか知りたいし、発信してほしい。通学路の

整備、安全対策を明確に実施してほしい。 

岩根 
男性 

５０歳代 

○ 公共公通の便が悪くて、車が無いと生活出来ないので改善願う。スー

パー等の店も少ないので不便です。高齢者になっても暮らしやすい町

になる事を期待しています。 

岩根 
男性 

５０歳代 

○ 駅前の活性化を期待しています。特に西口駅前から港にかけて寂れた

店やアーケードなど見た目だけでなく、危険など（強風や台風の時壊

れるのではと不安になる）を感じる事が多々あります。東口駅前のロ

ータリーがバス・タクシー・自動車で混んていて不便を感じる事が

多々あります。整備し、もっとスッキリした方が使い勝手も良いし安

全性も確保できると思います。 

岩根 
女性 

５０歳代 

○ 現在、真舟から木更津駅行き又木更津駅から真舟行きのバスが木更津

駅から真舟まで行くのにシーアイタウン、八幡台経由で行くコースが

あるため料金がかわらないが到着時間がかかってしまい時間にロスが

生じてしまう為、今後改善してもらえないか？今後高齢者にとっては

コミュニティバスの運行を含め車の乗れない人にとっては大変負担を

生じる。買い物をするためにバスをうまく使えるよう補助してほし

い。又、コロナの中生活に困っているかたの収入が少ない方の補助を

してほしい。社会福祉協議会に融資の問合せをしても受け付けてもら

えなかった。市民が困っている事の声を市がもっともっと耳を傾けて

木更津 3 
男性 

６０歳代 
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聞いてほしい。税金や公共料金の支払い等は毎月まったなしなので援

助をもっともっと充実してほしい。 

○ 市街地と山側地区での各種インフラの格差を少なくして欲しい。山側

地区での小学校等の閉校問題解消の為、地道な活動（特色ある小学

校、中学校、オリジナル教育や交通インフラの充実等）で、人口の流

出から流入に流れを変えて欲しい。 

木更津 3 
男性 

６０歳代 

○ ダンプカーで道路がいつもデコボコになる（規制して欲しい）。道路

の幅がせまい、直進、右左折（請西交差点、バスターミナル）。海ほ

たるに車で買物などするのに片道料金とも無料にして欲しい。低木、

高木の切断したものがいっぱいあって、お金がかかる。労力がかかる

し、燃すことが出来ない現状である。今後、車を運転することが出来

なくなるので食料、ゴミ出しの強化を考えて下さい（現状クリーンセ

ンターまで捨てに月１回行っています）。人工養殖場（魚を安く購

入、釣場、大型客船の接岸） 

木更津 3 
女性 

６０歳代 

○ 歴史ある町なので、より駅から港、駅から内陸側、線でつなぐ個性的

な通りに力を入れてほしい。アカデミーの方はかなり良くなって来た

と思う。住宅地の歩道が凸凹して電柱も歩行しずらい所に立ってい

る。その点気になっている。新しい住宅地はこれから道路幅、緑地、

貯水池をもっと充実してほしい。 

木更津 3 
女性 

６０歳代 

○ 今、木更津市の財政は良い方向ですが厳しい時代が必ず来ます。長期

的な計画を浮かれず、本気で考えていかなければなりません。宜しく

お願いします。真逆な話しで申し訳ありませんが私はヨットに乗って

いますが、横浜のベイサイドマリーナまで行っています。神奈川県と

千葉県の対応の違いを実感しています。木更津だけがではありません

が、近ずけていただけると助かります。 

木更津 1 
男性 

６０歳代 

○ 駅、駅前の活性化（シャッター通りにしない））、交通機関の充実、

市内外から人を呼ベる街づくり（その道のプロに依頼する等）、収入

増になればいろいろな事に使える。木更津の知名度を上げる。 

波岡 2 
女性 

６０歳代 

○ ①高齢社会ですが車がないと生活が厳しいです。車がなくても買物は

ネットや宅配でなんとかなります。しかし、努力しても病院通いが増

えます。幼稚園バスがあるように、各病院がバスを手配していただけ

ると行きやすいと思います。②散歩していると人のあまり通らないと

ころに生活ゴミが散乱しているところがあります。皆の知恵と工夫で

気持ち良く暮らせたらと思います。 

波岡 2 
女性 

６０歳代 

○ 自然が豊かな久里線沿線や矢那方面など誰でも気軽にその自然や施設

に触れることのできるように交通網を便利にしてほしいです。コミュ

ニティバスや、廃止路線の復活等。 

波岡 1 
女性 

６０歳代 
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○ 大変だと思いますが歳を取っても住みやすい町づくりをしてほしい、

自由に自分で動けるようにこれから、車に乗れなくなっても困らない

様にお願いします。 

清川 1 
女性 

６０歳代 

○ 私が住んでいる清見台の大通り（朝日からほたる野へ伸びている）の

歩道の改修工事が進められてとても良いと思います。長い間深くて広

い水路（歩道端にある）に蓋がなく歩道の伸びた雑草が交通の視野の

妨げになってとても危険でした。また、未改修の場所も多いので、是

非これからも進めていただけたら良いです。 

清川 1 
女性 

６０歳代 

○ 市の職員で各地域の下水および排水溝のチェックをし、各家の状況を

把握し整備する様に努めてほしい。市に相談に言っても他人事の様に

もあしらわれます。市住民の意見を尊重してほしい。金田地区（中

島）に住んでいますが、アウトレット周辺ばかり整備し、他の場所は

見ていません。道路渋滞が激しく不便です。海岸沿いに広い道を作っ

て、スムーズに高速道路に乗れる様便宜を図ってほしい。 

金田 
男性 

６０歳代 

○ コミュニティバスの運行、免許返納がしやすくなる 
岩根 

男性 

６０歳代 

○ アンケートの質問が抽象的で理解しにくく答えづらい。また、本当に

こんな事やってるの？と思う事が多くあり、良く分かりませんでし

た。木更津の魅力は何かを考え、木更津市にしかないものを作った

り、多くの人にＰＲしたら良いと思います。私は６０代なので、今後

を考えますと交通体系の充実や介護施設拡充をして住みやすくして欲

してす。何より多くの企業を誘致し税収を上げる事が大切だと思いま

す。アクアライン、きみさらずタワー、中の島大橋などをもっと利用

したら良いと思います。 

岩根 
女性 

６０歳代 

○ 高齢になると買物が大変です。タクシー券を市からいただいています

がとてもありがたいです。これからも続けていただきたく思います。 
木更津 2 

女性 

７０歳代 

○ ①木更津駅西口の活性化に向けた開発（東京から交通利便性を考慮し

た起業家、業者等誘致）②尾張屋さん、せんどうさんなどに買い物に

来る人達は高齢者が多く、足腰が悪い方が多いです。バス停（コミュ

ニティバス等含め）が近所に無いこともあり、又、バスに乗ることが

困難な方はやむなく車を運転しています。杖をついている方が多く運

転してるが、生きる為に必死で買物をされている姿は考えさせられま

す。市の財政は厳しいと思いますが、検討いたたけたらと思っており

ます。 

木更津 1 
男性 

７０歳代 

○ 私は木更津が一番活気があった頃、東京から来ました。アクアライン

がある事は大変便利でうれしいですが高齢者が多くなって来ています

ので千葉市のように市内循環バスを走らせてほしいです。又おかげ様

木更津 1 
女性 

７０歳代 
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で１１月５日にきましたが、駅周辺お店がなくｃｏｆｆｅｅｓｈｏｐ

もなくなってしまいお店をもっと出してほしい。資金等足りない分助

成するとか、都会人が木更津へ来たくなるよう活気あるまちづくりを

めざして各自協力してほしいと思っています。コロナ収束願います。

良いお年をお迎え下さい。 

○ 西口駅前の有吉通りは数十年前から道路拡張の話を聞いていました。

現在駐車場通りになっており、道路に面して住んでいる人は少いで

す。市の計画にすぐ賛同出来るようニ階の面を揃え、引っこめて建築

されています。歩行者は下水フタの上を歩いていますが駅前の角地一

帯は歩きにくく、一日も早く拡張工事をし、木康津市の顔として駅前

を整えていただきたい。 

木更津 1 
女性 

７０歳代 

○ 路線バスの本数を増やして欲しいです。街灯の数を増やしてほしい。 
木更津 1 

女性 

７０歳代 

○ 市中へ出かけるにもバスの減便は困ります。 
波岡 2 

男性 

７０歳代 

○ 高齢化が進み、空家が増々増え、衛生上・防犯上で問題が多い。空家

対策を積極的に進めて欲しい。高齢化に伴い、運転免許証を返納した

場合の交通手段の足がなくなり、公共交通の利用が必要となるが、一

方で便数などが減る傾向である。対策を？ 

波岡 2 
男性 

７０歳代 

○ 安心して子供が産み育てられ、母となった女性が安心して働く事が出

来る町となり、市民の生活に潤いが出ると良い。高齢者となり、体が

心配。お陰さまで、病院、診療所と在りますが、自動車が使えるうち

は良いのですが、免許を返納するととたんに不便が生じ、バス１時間

に１本とか、運賃の高さに２の足をふむ。コミュニティバスの情報や

他にあるであろう情報は欲しいです。バスの運賃、年齢により無料パ

スを出す地方もある一方、その様な情報もほしいです。 

波岡 2 
女性 

７０歳代 

○ 今後、齢を重ねて行くにつれ、車の運転もむずかしくなり、病院や買

物、楽しみの為の外出しやすい交通手段が整備されてほしいと願いま

す。年を取って楽しめる場所があり、行きやすい環境なら元気も出て

病院のお世話にならない生活が出来るのではと考えます。 

波岡 1 
女性 

７０歳代 

○ １下水道の整備、２行ってみたくなる駅前商店街・港、３中の島の活

性化、４市場の一般客利用活性化、５高齢者が利用したくなるバス、

交通機関 

波岡 1 
男性 

７０歳代 

○ 息子家族が近くにいるので安心ですが、自分たちでできることはやる

ようにしています。 

車も運転しますが、のちのち自主返納したら不便になるので、自家用

車に近い移動手段があれば便利だと思います。 

清川 2 
女性 

７０歳代 
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○ コミニュティバスを走らせてほしいです、 
清川 2 

女性 

７０歳代 

○ 交通の便。例、駅→地区の便。ＪＲ＋アクアラインの時刻表は有です

が細かい地区の時刻（バス）が記された（広報が有）可能であれば？

（年輩に、免許返納を呼びかけるのであれば。） 

清川 2 
男性 

７０歳代 

○ ７３才の夫との２人暮らしで、若い頃より自分達の住む地域を良くし

たいと思い、出来る役員などは出来る限りして来ました。町内にあり

ました、たった１件あったスーパーは１０年以上前になくなり、コン

ビニに頼る生活をしています。私達はまだ車に乗れますので遠くのス

ーパーにも行けますが、免許返納後はどう暮らして行けるか不安は大

きいです。子供は２人共遠くにいて、頼る事はできません。高齢者１

人の暮らしになってもこの地域で生きて行けるように、行政の支援が

必要と思います。元気な高齢者が弱い方の支えになったりと、地域で

の支え合うしくみを町内会やシニアクラブを通して作って行く事が大

切だと思います。人生１００年時代と言われている現在、高齢者が元

気で自宅で暮らせる町にと創って行けるよう考えてください！ 

清川 2 
女性 

７０歳代 

○ 交通の便が悪いので、買い物や病院へ行く為の、コミュニティバスを

作ってほしい。 
清川 1 

女性 

７０歳代 

○ 交通機関（特にバスの本数）高齢者がこれからは多くなる（その他免

許の返還など）。 
清川 1 

男性 

７０歳代 

○ １６号長須賀交差点から４１０号線第三中学校までの間に早く歩道を

取付けてほしい。事故が起きてからでは遅い！ 
清川 1 

男性 

７０歳代 

○ 高齢化社会で一番の問題は買い物と病院です。コミュニティバス、タ

クシーの補助、往診医療の充実を是非お願いしたいと思います。車の

免許証の返納を考えてますが、現実的には出来かねます。ラスパイレ

ス指数によれば、市の背丈に合った状態では無いと思う。 

清川 1 
男性 

７０歳代 

○ 高齢者が外出しやすいようにバスをもっと利用しやすいようにして欲

しい。路線とか本数を増やすなど。小学校の空教室を利用して運動で

きるようにトレーニングマシンなど置いて欲しい。いきいき館は市の

はずれにあり車を止めたら行くことが出来ない。歩いて行ける所にト

レーニングする場所があったらと思う。有料でいいのでトレーニング

と共に軽いランチやお茶をする所が併設されていれば１人暮しでも人

に会ったり食事できたり生きがいの場所になります。お持ち帰り弁当

もあれば夕食になります。散歩していても休む所が無いので広い店

（コンビニ等）の駐車場などにひと休み出来るベンチがあるとうれし

い。若い方には考えられないことが高齢になるとあります。私も若い

時には思いもよらないことがいろいろ出てきました。すべて出来ると

清川 1 
女性 

７０歳代 
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は思いませんが、年寄りの話を聞いて１つでも少しでも良い方に向っ

て欲しい。 

○ 高齢者の車の免許書返納後の通院買い物等の方法と優先的に考えて欲

しいです（コミニュティバスの利用、タクシーケット等の負担）早急

に検討して欲しいです。 

清川 1 
女性 

７０歳代 

○ 郊外に立派な施設が次々と出来、近県からの往来も多くなりましたが

中心部は？市役庁舎（二ヶ所）を移転することなく、それを核として

交通網を整え車がなくても老人でも日常生活に支障がない町作りをし

ていただきたいと思います。病院、役所、買物等、免許返納してしま

った老人はタクシー頼みにも限度があります。移動スーパーを小さな

入り口として弱者が暮らし易い町づくりをお願いします。港等観光施

設整備も大切ですがそこに住む人々の幸せが一番では？これからも私

は家のまわりをきれいに掃除しようと思います。 

清川 1 
女性 

７０歳代 

○ 高齢で免許を返納したいと思っても交通（足）が不便です。清見台の

ような循環バスがあると助かります。 
岩根 

女性 

７０歳代 

○ 現状は車を運転しておりますが、将来運転が不安になり、免許証を返

納した場合の交通手段を心配しております。新しい道路ができて以前

のバス停が新い道路に変ってしまった。 

岩根 
女性 

７０歳代 

○ 木更津駅～港までの交通手段の確保 中野畑沢線の早期完成（県と協

力して） 岩根駅まで道路整備の早期着工・完成 木更津駅～金田地

区への交通手段の確保（例：多額の予算が必要となるがモノレールの

整備等交通手段の手立てが必要と考えます。）アクアライン周辺の交

通渋滞（土・日）の解消対策の検討。 

岩根 
男性 

７０歳代 

○ 電気車化、ルート化（何種も）運行→（病院、店、公共施設等に行

く）※均一料金、車は無人化。高齢施設の大充実（数、料金、病院関

係者の充実） 

波岡 2 
男性 

８０歳代 

○ 駅前の朝夕の混雑の解消のための整備、道路の拡大（タクシー、バス

を他の場所に移す） 
波岡 2 

男性 

８０歳代 

○ 緑、山を大事にし、ゴミ置場等は駄目 上水道の安全 地域のバス路

線が不便（時間帯）利用できない。仕方ないかなとも思う。公民館は

近くて利用しやすい。料金は暖房、冷房使った時に徴収することにし

て欲しい．図書館の駐車場は広くならないか。個人タクシーがあると

いいなと思います。燃えるゴミに道路のゴミと一緒に土、砂も入れて

いる人が多いと思う。半年に一回ぐらい土砂だけを回収してはどう

か。土嚢は１枚売りのにする。 

波岡 2 
女性 

８０歳代 

○ 木更津に住んで２１年半が過ぎましたが、駅前の「そごう」や「ダイ

エー」が無くなり「みずほ銀行」も無くなり、バスの本数も少なくな
波岡 1 

女性 

８０歳代 
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り、老人には住みにくくなってきました。人口も増えて若い人達も増

えたと思いますが、高齢者にとっては、何も出来ない（車の運転をや

めたら）住みにくい町になってきました。駅前の活性化やコミュニテ

ィバス（マイクロバス）など利便性を考えた町づくりを期待します。 

○ 今後、高齢者が増えていく中で、車を手放す人が増えるので、コミュ

ニティバスの検討をお願いします。 
波岡 1 

男性 

８０歳代 

○ 交通の便。老人は足腰が弱って歩けない。店へ買物や病院に行くのに

コミュニティバスのような身近に利用出来る乗り物があったら良いと

思う。 

清川 2 
女性 

８０歳代 

○ ①住宅街にも防犯カメラ設置②住宅街の年配者は免許証を返納した際

には医者に行くにもショッピングに行くにもバス停を歩いて行くにも

大変なのでバス会社さんのお力を借りて日中バス利用する時間帯が少

い間ワゴン車で毎月の契約金でドアツウドアで利用出来たら幸いです

何台かの車で行く方向、時間、曜日等を割り振って決めれば利用する

人もそれに合わせて予定をたて、行動出来、人々の活性化してつなが

るのではと考えました 

清川 1 
女性 

８０歳代 

○ ①朝日３丁目（ホンダわき）～旧さつき園までの市道（延伸）整備②

長須賀～中郷大橋～中郷出張所～曽根～平成通りの都市計画通りの整

備。袖ヶ浦市の平成通りは３０年前も前に完成していて木更津市から

の道路を待っている③長須賀地区の田んぼには民間住宅が乱立して、

都市計画的にどうにもならなくなってきている④市役所の職員が閉鎖

的になってきている。職員はもっと市民の役になるようになってほし

い。先日、市役所に知人の職員を尋ねて行ったところ、窓口で名前を

聞かれ姓を言ったら名も聞かれ、フルネームを言ったらさらに住所も

必要とのことであった。職員に面会するのになぜ住所まで確認しない

といけないか。住所申し出なかったので面会できずにそのまま帰っ

た。 

岩根 
女性 

８０歳代 

○ カートを押しながらスムーズに歩ける道（歩道）を作って下さい。 
岩根 

女性 

８０歳代 

○ 木更津に医者へ行くのにバスの数が急になくなり困ります。駅近くに

ちょっとお茶する所や買物する所がなくなりさびしい！ 
岩根 

女性 

８０歳代 

○ 母子手帳交付時から受けられる医療福祉費支給制度（マル福）を、木

更津市にもお願いしたいです。入院や通院がある妊婦が、安心して出

産に望めるように。中学校までの道のりが遠い。徒歩では通えない

位、離れています。アップダウンが激しい地形なので、スクールバス

を運営して欲しいです。請西南センイブン・ミニスップ・ジョイフ

ル・温野菜の交差点での事故多発。人口増加で交通量が、かなり増え

木更津 3 
未回答 

未回答 
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たので、矢印信号や道路に色を入れるなどの早急な対応を、どうかお

願いしたいです。木更津市のオーガニックなまちづくり、ステキで

す。これからもっと広がっていくと思います！ 

○ 公園をきれいにして下さい。循環バス（コミニティバス）を出して下

さい。 
木更津 3 

未回答 

未回答 

○ 老人用のコミュニティバスを多くした方がありがたいかも。老人は足

が悪い方がたくさんいます。長く歩く事ができず、不自由な方も多い

と思います。便利なものができたらもっと良い町になるのではと思い

ます。今若い方も、いづれは老い行くのです。先の事も宜しくお願い

致します。 

木更津 2 
男性 

未回答 

○ 良い街づくりにがんばって下さい。期待しています。公園の整備（市

民が集まれる場）・下水道・駅前再開発（老朽家屋の整理など）・市

バス等の交通整備 コロナ状況の発信 

木更津 1 
未回答 

未回答 

○ 最近は金田とか港の方に力を入れるのも観光によって資金を得ること

も必要だと思います。しかし、木更津に引越しをしてきて良かった、

安心して住み続けられるまちがいいです。小さい子供、高齢者、障が

い者など生活弱者にとって住み易いまちがだれにとっても住み易いと

ころです。住んでいるところは買い物が不便ですが、まだ車で買い物

にいけますし、生協生活クラブなど宅配も整っています。病院がなく

なり不便を感じていますが、車があるうちは大丈夫です。しかし、車

が利用できなくなった時には病院がないと不安です。なにか不測の事

態が起きても対処できるようなシステムがあると安心です。一つ一つ

安心なまちづくりを期待します。多くの人々にこのようにアンケート

をし、意見をきいてくれて感謝します。 

波岡 2 
未回答 

未回答 

○ 現在、車を運転しているが、病院、商店等が無く交通の便が悪く、免

許証を返納したいが、それが出来ず心苦しい。子供達は早朝から夜遅

くまで勤務している為、孫達（小学生）の送迎も自身がしている。市

道は穴だらけ、つまづかない様に、雨降り時は、雨水を走行車にかけ

られても我慢している。生活のしにくい木更津と思っている。もうじ

き、あの世行きと考えているので、我慢の生活です。 

中郷 
未回答 

未回答 

○ 全てが中途半端、金田中心の町づくりなのかアカデミア中心なのか分

からない。何かに特化してＰＲすべき。細かい点での不満は下記の通

り①防災無線が聞こえない。「安心安全メール」があるとこのアンケ

ートで初めて知ったがそんなもの聞く余裕がない場合もある。まず防

災無線で注意喚起できるようにすべき。高齢者住宅には戸別無線を配

布すべきでは。②以前商工会議所に可愛らしい狸のマスコットを置い

てあったので「これどこで売っているの？」と聞いたら「分りませ

清川 1 
未回答 

未回答 
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ん」とのこと、観光行政の基本がなってない③千葉県のどこかの町で

は避難所に太陽パネルを設置して災害時に停電しないようにしている

とのこと。災害時の停電、水の確保はどうなってるの？④うちの前の

道路が同じ時間帯に舗装で全面通行止め、下の道路はガス工事で片側

通行。これじゃ通れない。⑤下水道の自己負担金が高すぎる。⑥市民

会館はどうなってるの？ 

○ ※交通ボランテディアに参加しているが、特に子供（小・中学生）の

通学路の充実（急いで）・※保育園（しっかりした）不足を解消して

下さい。※駅前役所の充実（市民課等の設置） 

未回答 
未回答 

未回答 
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（１９）生活環境   
  

  

記述内容 居住地区 性別・年齢 

○ 公式ＨＰが簡素すぎる。特にゴミ・リサイクル等について詳しく書い

てほしい。 
波岡 1 

男性 

２０歳代 

○ 木更津に住んでいて暮らしやすい所だし長年住んでいるから安心もあ

ります。木更津に住んでいてゴミ袋が高いなと思うようになりまし

た。夫が元市原に住んでいましたが市原のゴミ袋の金額を見ると木更

津は高いなと思います。金額に対しての枚数も少くなく、たまに袋が

破けてるのもあります。もう少し安くなるといいなと思いました。 

未回答 
女性 

２０歳代 

○ インフラ整備、子育て支援 
木更津 3 

男性 

３０歳代 

○ JA 真舟支店から木更津つくし幼稚園方面への市道が、降雨時に冠水

してしまい、非常に危険です。雨水管が機能していないと思われるの

で、改善していただきたいです。 

木更津 2 
男性 

３０歳代 

○ 現在住んでる所の交通の便が悪いので、免許返納後の買い物等、用事

を足すための交通、公共サービス向上を。今後コロナなど、もっと違

うウイルスなどが流行しても、また、病気等の医療サービスの向上、

福祉サービス等、特に願います。なるべく市内の医療を受けたい。福

祉サービスの充実。仕事についている方も大変でしょう、その方々の

しっかりとした教育、人数の確保、大事ですね。今後、高齢者も多く

なるので、その方達の住みよい町づくり、サービス、願います。また

町内の下水道の整備宜しくお願いします。住みよい町をもっと望みま

す。 

清川 1 
女性 

３０歳代 

○ 道路がガタガタしすぎていて汚いので舗装してほしい。洪水になりや

すい場所が多いので排水溝の整備をしっかりしてほしい。 
岩根 

女性 

３０歳代 

○ ごみ処理費用（有料ゴミ袋）が高い。新築一戸建てを建てる時の補助

制度が頼りない。他市、他県に比べてひどかった。くやしい。移住と

賃貸で人口増加している（もしくは見込める）のに何故有効に使えて

いないのか（税収）。電車とバスの乗り継ぎが悪い。車が必須できつ

い。市の政策が他市より悪い。魅力がない。運転が荒い人が多い。取

り締まり等はないのか。アクアライン渋滞を改善してほしい。駅前が

寂れていてかなしい。 

岩根 
女性 

３０歳代 

○ 不妊治療の負担が大きいため、助成金の拡充をお願いしたいです。そ

れが少子化への一番の対応だと思います。いわね駅に快速電車が止ま

らないのが不便。アクアラインの交通渋滞問題。ゴミ袋の値段が高

い。焼却炉の性能が悪いのでゴミの分別が多い。朝の１６号の渋滞が

岩根 
女性 

３０歳代 
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ひどい。君津中央病院前、新日鉄住金ｅｔｃ。図書館の設備が古すぎ

る。君津市の中央図書館を見習ってほしい（書籍の充実、医学書（民

間療法レベルのものしかおいていない））感染症が流行している時に

他県からの出入りをしっかり制限して欲しい。 

○ 交通、観光、生活環境の充実 
波岡 2 

女性 

４０歳代 

○ ゴミ袋が高い。市民に対しての還元がない（君ナビと同様なもの）

（ＰａｙＰａｙの君津市最大付与など） 国からの特別給付などの対

応が遅い。市民プールがない。もっと子供達の公園や遊べる所がほし

いです。 

波岡 2 
女性 

４０歳代 

○ ごみの分別について：びん、かん、ペットボトルのごみ袋に３つ違う

種類のものを入れるのはなぜ？もっと細かく分別して電池なども不燃

ではなく分別したらどうか？クリーンセンターで君津市はダンボー

ル、本・新聞などを無料で回収してます。見ならってはどうですか？

保育園について：袖ヶ浦市は民間企業の保育園を次つぎとオープンし

てます。木更津市は両親ともにフルタイムで働かないと保育園にはほ

ぼ入れません。保育園の入園は入りたい人と保育園の数が全然あって

ない。両親ともにフルタイムで働いていないと保育園には入れないと

思って下さいと入園の申込時に言われた。民間の保育園の設立。木更

津市立の保育園の建て替えなど子育てと仕事の両立ができるようにし

てほしい。ごみ袋の値段について：他の市と比べて異様に高い。もっ

と安くして住みやすい町にして下さい。・危機管理について：袖ヶ浦

市はいち早く新型コロナウイルス感染者の自宅療養者に物資を届ける

のを行っていた。木更津市は対応が遅い。台風などについても、ホー

ムページにて情報を発信するのを早く対応してほしい。市役所の建て

替えについて：予算がないので新しく建てられないようですが、人口

は増えていると思います。お金はどこにまわっているのでしょうか？

袖ヶ浦市役所は新しく建てています。危機管理を市役所で対応するに

も市役所を１つにまとめるのは重要だと思います。早く建設できるよ

うにすすめて下さい。 

波岡 1 
女性 

４０歳代 

○ １１月のオーガニックシティフェスティバルは２年続けて行かせてい

ただきました。素晴しく早くも来年が楽しみです。水質がとても悪く

感じます。改善を切実に望みます。家の立地かも知れませんが、行方

不明者等のスピーカーの放送が聞き取り難いです。アンケート自体は

とても良かったと思います。ただ１２月は年度末同様忙しい時期なの

で、次がありましたらこの２つの時期は外して頂けたら幸いです。 

清川 1 
女性 

４０歳代 

○ 。水路の整備（フタや囲いなど）して欲しい。 岩根 男性 
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４０歳代 

○ 公共機関の充実、違反車両の取り締まり、道路整備、ビン・カン・ペ

ットボトルをケースによる回収 
木更津 3 

男性 

５０歳代 

○ ゴミ回収は無料にすべき。プラスチックの分別など市民に負荷をかけ

ることは止めるべき。公務員、議員などの人員は減らすべき。税金を

減らすことを１番の義務とすべき。 

木更津 2 
男性 

５０歳代 

○ ・図書を借りたいことがあったが、袖ヶ浦や君津、市や県の図書館ま

で行くことがほとんどで、不満だった。子どもの教育面にも影響して

いると考える。 

・最近、体を壊して駅のエレベーターを利用することが多いが、利用

者の利用の仕方であるとは思うが、衛生管理が不十分。 

・色々な取り組みを充実させようとすると財源が必要になると思う。

税収を増やすには、住みやすい地域であることを現住民が胸を張って

アピールできることが必要だが、20 年住んでいて大きな変化は見ら

れない。東京へアクセスする場合の高速バスは、充実してきているの

で、そのような面を更に充実させると共に、都内で生活すると同等の

生活のしやすさや街のおしゃれさも必要。 

木更津 1 
男性 

５０歳代 

○ 道端にゴミが散乱しているのを見かける。 
木更津 1 

男性 

５０歳代 

○ 大雨が降るとあちこちの道路が浸水してしまうので改善してほしい。

潮浜公園を有効活用してほしい 
木更津 1 

女性 

５０歳代 

○ 共同溝を積極的に市街地整備に取り入れ、電線の地中下と上下水道、

ガス管を纏めることが出来ると良いですね。 

景観も良くなる。公共工事で道路を掘り起すのも無くなるのでは… 

清川 1 
女性 

５０歳代 

○ ゴミの分別は不要です。全部何でも持っていって下さい。ゴミ置き場

の管理が一部の人の善意によるのはおかしいです。外国人を入れない

で下さい。 

清川 1 
男性 

５０歳代 

○ まずは、下水道・公園などを整備して木更津市民を優先的に考えて欲

しいです。観光地などはその次に考えれば良いと思います。税金の使

い方などもくわしく教えて欲しいです。 

岩根 
女性 

５０歳代 

○ 市街地と山側地区での各種インフラの格差を少なくして欲しい。山側

地区での小学校等の閉校問題解消の為、地道な活動（特色ある小学

校、中学校、オリジナル教育や交通インフラの充実等）で、人口の流

出から流入に流れを変えて欲しい。 

木更津 3 
男性 

６０歳代 

○ ダンプカーで道路がいつもデコボコになる（規制して欲しい）。道路

の幅がせまい、直進、右左折（請西交差点、バスターミナル）。海ほ

たるに車で買物などするのに片道料金とも無料にして欲しい。低木、

木更津 3 
女性 

６０歳代 
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高木の切断したものがいっぱいあって、お金がかかる。労力がかかる

し、燃すことが出来ない現状である。今後、車を運転することが出来

なくなるので食料、ゴミ出しの強化を考えて下さい（現状クリーンセ

ンターまで捨てに月１回行っています）。人工養殖場（魚を安く購

入、釣場、大型客船の接岸） 

○ 御尽力、御苦労様です。私の第一印象は「きたない町、上辺だけの

町、木更津」です。メインはきれいでも１つ横道に入れば、ゴミが捨

てられ、凸凹つぎはぎの道、冠水の改善なし、他の市を参考にしてみ

てはいかがかと思います。子育て支援について、妊娠しても残念なが

らおりてしまう事を耳にします。産休を増したり、その後、小学校高

学年頃までは、仕事の時間調整（全額でないにしろ時間給を払う）を

するなど親と子供の心の支援を考えてほしいです。親の時間のゆとり

が必要かと思いますが…。市職員皆様、若き力のこれからの木更津新

風を期待いたします。 

中郷 
女性 

６０歳代 

○ 未整備下水道の完全完備 
木更津 1 

男性 

７０歳代 

○ １下水道の整備、２行ってみたくなる駅前商店街・港、３中の島の活

性化、４市場の一般客利用活性化、５高齢者が利用したくなるバス、

交通機関 

波岡 1 
男性 

７０歳代 

○ 当地区は下水道が整備されているが、下水道を利用せづ浄化槽で側溝

に流している所がある。 

不衛生で汚れた側溝を定期的に掃除をしています。[ 当人は無関

心？] 

下水道完備地域に住むすべての人は下水道を利用するようにしていた

だきたい！！ 

 

清川 1 
男性 

７０歳代 

○ ・木更津市は市政になって何年ですか？・今だに「し尿」はくみ取り

ですか。いつ迄続くのですか？・生活用水が普通の側溝へ流していま

すか？いつになったら完備するのですか？ 

清川 1 
男性 

７０歳代 

○ 袖ケ浦市の様にごみ袋や予防接種の代金をもっと安くしてください。 
金田 

男性 

７０歳代 

○ ゴミ袋無料か、安く値下げしてほしい！ 
岩根 

女性 

７０歳代 

○ 岩根地区在住者としての意見です。１．市道県道等の保守が不充分、

又、歩道自転道が狭い。２．子供が安心して遊べる場所（公園、広

場）が全く無いに等しい。子育て環境としては不適と思う。３．老朽

化した岩根公民館は段差、階段、旧式トイレ等高齢者や身障者は利用

岩根 
男性 

７０歳代 
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不便、結果として利用者減となる。４、下水道整備の遅れ。５、公共

交通の整備、路線バスは運行本数が少ないため利用者も少い。路線バ

スを廃止、オンデマンドバスやシェアタクシー等実用的公共交通の整

備を望みます。免許返納促進の為にも。 

○ 現在の居住地に住んで４５年。今だに下水道が完備していない！早急

に 
木更津 3 

男性 

８０歳代 

○ 緑、山を大事にし、ゴミ置場等は駄目 上水道の安全 地域のバス路

線が不便（時間帯）利用できない。仕方ないかなとも思う。公民館は

近くて利用しやすい。料金は暖房、冷房使った時に徴収することにし

て欲しい．図書館の駐車場は広くならないか。個人タクシーがあると

いいなと思います。燃えるゴミに道路のゴミと一緒に土、砂も入れて

いる人が多いと思う。半年に一回ぐらい土砂だけを回収してはどう

か。土嚢は１枚売りのにする。 

波岡 2 
女性 

８０歳代 

○ アウトレット、イオン、クルックフィールズ、ポルシェ東京、コスト

コ本社等々…誘致活動に精力的な点は大いに評価できる。特に矢那地

区にサスティナブルパーク、クルックフィールズを誘致した事はすば

らしい。文化のない所に人は集まらない。西口周辺の古い建造物や川

沿いの街並みを佐原市のように生かしてほしい（現香取市）。アウト

レットやイオン等、どこにでもある商業施設ではない文化的な街並み

に取り組むべきである。これだけの税収をもっと市民に還元するべき

であろう。ゴミ袋等が袖ケ浦市と比べて高すぎる。税収の使いみちに

まだまだ課題が残る。あとは西口や金田地区など湾岸地区は早急に災

害時の避難所、高台等を作ったほうがよい。防災意識の向上、推進に

期待する。 

木更津 3 
未回答 

未回答 

○ 良い街づくりにがんばって下さい。期待しています。公園の整備（市

民が集まれる場）・下水道・駅前再開発（老朽家屋の整理など）・市

バス等の交通整備 コロナ状況の発信 

木更津 1 
未回答 

未回答 

○ 全てが中途半端、金田中心の町づくりなのかアカデミア中心なのか分

からない。何かに特化してＰＲすべき。細かい点での不満は下記の通

り①防災無線が聞こえない。「安心安全メール」があるとこのアンケ

ートで初めて知ったがそんなもの聞く余裕がない場合もある。まず防

災無線で注意喚起できるようにすべき。高齢者住宅には戸別無線を配

布すべきでは。②以前商工会議所に可愛らしい狸のマスコットを置い

てあったので「これどこで売っているの？」と聞いたら「分りませ

ん」とのこと、観光行政の基本がなってない③千葉県のどこかの町で

は避難所に太陽パネルを設置して災害時に停電しないようにしている

とのこと。災害時の停電、水の確保はどうなってるの？④うちの前の

清川 1 
未回答 

未回答 
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道路が同じ時間帯に舗装で全面通行止め、下の道路はガス工事で片側

通行。これじゃ通れない。⑤下水道の自己負担金が高すぎる。⑥市民

会館はどうなってるの？ 
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（２０）自然環境   
  

  

記述内容 居住地区 性別・年齢 

○ 道路わきや中央分離帯など、雑草が生い茂っている場所が多く景観が

悪いので改善してほしい。 

アクアコインを使える店が少ないので、使える店が増えてくれるとあ

りがたい。 

木更津 2 
男性 

３０歳代 

○ 便利になる事は良いけど、あまり高いビルや建物で自然はこわさない

でほしい。色んな人が市外から来てゴミで汚れたり、治安が悪くなる

のは嫌です。 

木更津 2 
女性 

３０歳代 

○ 君津や袖ヶ浦市は、中学生までの子供が医療機関を受診した際、負担

金なしとのこと。木更津も負担金なしになりますか。ゴミ袋が高い。

公園の管理（草がすごい）なんとかなりますか。遊具が少ない。ハロ

ーワーク、人が少なくて、いつ行っても待ち時間が長い。 

波岡 2 
女性 

３０歳代 

○ 動物愛護に力を入れてください。 
波岡 2 

女性 

３０歳代 

○ 市役所を建ててほしい。個人的には公園にドックランを作ってほし

い。また、ゴミが多いのでゴミ箱を作った方が、ポイ捨てがなくなる

と思う。 

波岡 1 
女性 

４０歳代 

○ 観光で来られる方が増えてきており、市としては大変ありがたいとは

思いますが、地元住民にとっては、交通渋滞が発生し移動に不便さを

感じることが多い。赤い橋付近では抜け道があるので何とかなるが、

土日における市内の交通事情の改善をしてほしい。日中に自宅の庭な

どで何かを燃やしており、その煙の臭いで洗濯物が臭くなり、全て洗

い直しすることがある。また、風がある日でも平気で燃やす人（長須

賀地区）もおり、火災の原因にならないか不安である。市役所の方に

何とかしてほしい。火災が起きてからでは遅い。早めの対策をよろし

くお願いします。 

清川 1 
女性 

４０歳代 

○ 徒歩や自転車が通る歩道の雑草が生い茂ってる所が多いので通りづら

いし街がきれいに見えません。ゴミもポイ捨てが多いので市民の意識

高く街の環境作りに取りくむべきだと思います。 

清川 1 
女性 

４０歳代 

○ 治安が悪い。まちにゴミが多い。（ポイすて）市税が高く。市がお金

をかせげない！！港まわりの開拓。ダンプ、トラックだらけでなにも

無いくらいまち。（この何十年何も発展のないまち。）買物、食事す

る店、場所がまったくない。 

波岡 2 
男性 

５０歳代 

○ 近くにある公園について、除草は年２～３回やっていただいている

が、照明の不点灯、施設の老朽化等の不具合は改善されていない。近
清川 1 

男性 

５０歳代 
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隣の住民が数多く利用しているので、もっと充実してもらいたい。市

内全体が、車社会ありきになっていて、公共交通機関の利便性は低

い。高齢者が住みやすい町へ、もう少しシフトしてもらいたい。オン

デマンド交通等の活用検討なども進めてもらいたい。 

○ 近くの川沿いにある産廃が、たくさん積み重なっています。ご存知で

しょうか？火災とがあった場合。誰が責任を取るのでしょうか。事前

に防ぐこと、是非お願いしたいです。まちづくりも大切ですが、今住

んでいる人達の住みやすい安心して暮らせる、に先に力を入れてほし

い。 

岩根 
男性 

５０歳代 

○ 市役所庁舎、市民会館を今後新設するのか進捗状況の公表 有害鳥獣

対策の強化 
富来田 

男性 

６０歳代 

○ ①高齢社会ですが車がないと生活が厳しいです。車がなくても買物は

ネットや宅配でなんとかなります。しかし、努力しても病院通いが増

えます。幼稚園バスがあるように、各病院がバスを手配していただけ

ると行きやすいと思います。②散歩していると人のあまり通らないと

ころに生活ゴミが散乱しているところがあります。皆の知恵と工夫で

気持ち良く暮らせたらと思います。 

波岡 2 
女性 

６０歳代 

○ いつもご苦労様です。木更津の町づくりとは少し違ってしまうかもし

れませんがこちらに越して来て１０年と少く経ちましたが最初から感

じていることはうっそうとした森は魅力なのですか、それが不法投棄

の温床にもなっていると感じました。また、歩道の草も多く歩きづら

い所もあり車道を歩く事もあります。子供の通学路も特に気になりま

す。事故にもつながる事もありますので、歩道を安心して歩ける様に

なったらと思っております。 

波岡 2 
女性 

７０歳代 

○ 市内の公園を訪れ、自身のブログに載せる為、花木の写真を撮るのだ

が、雑草がたくさんで管理が成されていないと感じることが多い。管

理されていないと変質者等も懸念される為、きちんと整備されている

ことを望みます。 

清川 2 
女性 

７０歳代 

○ ゴミ処理分別の仕方、犬の糞処理（暗い道で糞を踏んづける）を徹底

させる罰金とかの処罰に処す。 
岩根 

男性 

７０歳代 

○ 街が汚れている。整理清掃を期待します。 
岩根 

男性 

７０歳代 

○ 国道を挟んで流れる矢野川の汚さに県外の親せきの者が、また、袖ケ

浦の友達からも、なんでもっときれいにしないといわれ、以前、矢那

川の土手をきれいに参加しましたのを思いますがこの頃業者が清掃す

るようですが完全に水のとおりを良くはしていないようです。あの程

度で作業の賃金を払っているのがねぇと住民同志話しています。考え

木更津 3 
女性 

８０歳代 
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て下さい。桜はきれいに咲きます。来年以降きれいな矢那川堤をみた

いので協力出来ればと思います。市長さんしっかりみて下さいね。出

来れは現地で頑ばりましょう。市職員の方々もよろしく。出てくださ

い。 

○ 木更津に引っ越してちょうど１年になります。側溝の落葉に悩んでい

ます。１０月で８０才になりましたが、気持良く住みたいので、週２

回ゴミの日の早朝自主的に側溝のそうじをしています。（１０月の豪

雨で自宅の停車場が水とゴミであふれたため）予算の関係もあり、側

溝にフタというわけにも？道路にはみ出た木は切るように徹底してほ

しいです。船橋で木が道路にでていると何か事故になった時には責任

が問われる事があると回覧したところ、皆協力してくれて、町会が明

るくなったと喜んでくれました。（もちろんうるさいと言う人も一部

いましたが）自宅、空家にかかわらず、庭木の手入れをするように

「うるさい位」広報等で徹底して下さい。お願い致します。 

清川 1 
女性 

８０歳代 
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（２１）市民参加・情報発信力   
  

  

記述内容 居住地区 性別・年齢 

○ 普段生活していて自分の住んでいる市について思う事を発信する機会

がなかったのでアンケートを取ってもらう機会に参加ができまして良

かったです。昔から住んでいるので大好きな場所が友達と過ごした場

所やお店が閉まっていく事に寂しさを感じています。木更津駅やＫＡ

ＳＵＭＩがあるお店の活気が少ないと思います。そのような所もあれ

ば、金田は土日に道が混んでいます。場所によって差が激しい気がし

ます。インスタで木更津の魅力発信するのはいかがでしょうか？フォ

ロワー数が多い方ではなく、一般の方にお願いするのも良いと思いま

す。子どもが欲しい方への支援、不妊の方への給付や対策を作ってほ

しいです。木更津市役所での情報提供の場は、すごく生活の参考にな

ります。食に対しての所もすごく助かります。遊びに来て下さった

方、木更津へのお店どうしのサービスがあったら「このお店時間があ

るし行ってみる？」となると思います。道の駅におでかけの場所を提

案するスポットを作ってほしいです。 

木更津 3 
女性 

２０歳代 

○ 木更津には魅力的なスポットが沢山あると思いますので、もっとアピ

ールをして今まで以上活気のある市になることに期待します。 
富来田 

男性 

２０歳代 

○ 公式ＨＰが簡素すぎる。特にゴミ・リサイクル等について詳しく書い

てほしい。 
波岡 1 

男性 

２０歳代 

○ 全市民への情報発信を強化してほしい（防災、コロナ、、らづナビな

ど、必要な情報を）仕事で木更津に来たが、行政の取組みに対して個

人の関わりが薄く感じる。少し遠い感じがするので、必要な情報を積

極的に発信してほしい。 

木更津 3 
男性 

３０歳代 

○ 市役所に手続きをしたあとの対応が他の市に比べて遅く感じる（例：

コロナワクチンの接種券配布等）。情報発信も遅いので、もう少し市

役所での対応を改善してほしい。畑沢南での子育て環境も充実してい

るとは言えないので、改善を求める。 

波岡 1 
女性 

３０歳代 

○ 木更津市の行政施策に対して、市民がどのように関与しているかが見

えず、行政に対して期待をしてない市民が多いように感じます。市民

の参画意識を高めていく活動が必要だと思います。また金田・鎌足地

区の盛り上がりに比べて年々さびしくなっていく駅前が心配です。継

続的に官民連携でまちづくりをしていかないとますます衰退していく

ことを心配しています。 

中郷 
男性 

３０歳代 

○ 君津市より木更津市へ転居しました。都心へのアクセスや日常生活の

利便性を考え金田に住んでおりますが、近年アウトレットやコスト
金田 

女性 

３０歳代 
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コ、観光等により、特に週末の渋滞により、不便が生じています。以

前花火を渋滞緩和のため行っていたのは承知していますが、その他に

も施策をとっていただけるとうれしいです。また今日のアンケートの

中にもありましたが、木更津市の情報発信について、いくつかの媒体

で行うのはよいと思いますが、すべて同じ、もしくは同時に更新をさ

れているのでしょうか？市について気になることがあった場合，今ま

では市の公式ホームページを見るようにしていました。推奨されるも

のや、よい使い方等あれば、周知していただけると必要な情報にスム

ーズにアクセスできるかと思います。地域の飲食店について、昔なが

らの店や個人経営されている店はホームページがなく、インターネッ

トで検索しても、チェーン店や比較的若い経営者の方が運営されてい

る店が多いように感じます。地元や観光客に適切に利用してもらえる

よう支援されるとよいと感じています。また、スポーツや健康づくり

に関してですが、アクアラインマラソンを楽しみにしていた１人で

す。アクアラインマラソンは抽選で外れ出走したことはないですが、

他県の様々な大会には参加しております。本格的なタイムを争うよう

なマラソン以外にも最近は３km、５km、1０km、ハーフ等様々な距離

で企画されており、ウォーキングという種目もあり、興味深く感じて

います。コロナ禍においては、オンラインで参加できるものもあり、

参加すると参加費として地域の特産品が自身で選べたり、地域によっ

てかなり工夫されているように感じています。市民ランナーとして私

は、金田周辺、木更津市内を走ることが多いですが、同じように走っ

ている方、ウォーキングされている方を多く見かけます。企画や運営

は予算を含め大変かと思いますが「アクアライン」を使用せずともか

なり需要があると思います。木更津の魅力を発信する機会として地域

経済を活性化する取組みとしてご検討いただけるとうれしいです。 

○ 木更津のナンバープレートができたらいいな袖ケ浦より地名度がある

し…。 

もっと緑が増えて欲しい 

第２の杜の都とか…。 

公園にバーベキューができるような何かあったら、安心かも…、万が

一用 

果樹を植えるのもいいかも 

何事もないときは地域の住人で食べるとか 

震災があったらどこに避難すべきか 

もっとわかりやすいといいと思う 

避難してくださいの放送があっても 

パニックだと「何処に？」ってなると思う 

木更津 2 
女性 

４０歳代 
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○ 駅前周辺にあまり行かないので活気ある駅前になって欲しいです。引

越してきてから、まだ「きさぽん」を身近で見た事がないので、「く

まもん」みたいにイベントなどで登場機会があると良いと思います。

よろしくお願いします。 

木更津 1 
女性 

４０歳代 

○ 「木更津と言えばこれだ！」というものを決めて全面に打ち出して欲

しい。駅前、商店街、もっと活気あふれる市にできればと思う。後世

の子ども達のためにも。 

清川 2 
男性 

４０歳代 

○ 公民館主体のまちづくり協議会ですが、団体の代表者の負担が多く

て、他の一般市民も参加して貰えるようにしてほしい。 

都市ガスの整備をもっと進めてほしい 

中小企業の特に個人営業の支援をしてほしい、個人店がみんな潰れて

いってしまって寂しい街になっている 

清川 1 
男性 

４０歳代 

○ 15 年前に木更津に越してきました。青い空、海 綺麗な景色 ヤシの

木、全て新鮮ですぐに木更津が大好きになりました。 

温暖な気候 都心へのアクセスの良さなど魅力がたくさんある町だと

思います 

ぜひ木更津の魅力を全国に発信して頂きたいです。 

※個人的には「木更津 LA 化計画」（車や音楽 やスポーツイベントの

開催、緑地のドライガーデン化、学校の海外交流など） 

岩根 
女性 

４０歳代 

○ 木更津行政の取り組みがあまり見える化していない。市民も自分から

情報を取りに行かないといけないとは思うが、情報をしっかり配信し

てほしい。木更津市議会でどんなことが話し合われているかわからな

いが子供老人が住みやすい地域を目指して欲しい。 

私の住まいの周囲は空き地が多いが空き地が利用活用できるように市

が取り組んだ方がいいと思う。 

 

木更津 3 
女性 

５０歳代 

○ 都市部に近いことをアピールし、住みやすい環境作りに力を入れて欲

しいです。 
清川 2 

女性 

５０歳代 

○ もっと、情報を発信して欲しい。  

もっと、市民の協力を仰いで欲しい。 

もっと、市民活躍の場を作って欲しい。 

そして、もっと役所と市民の交流が盛んになって欲しい。 

そして、もっと市全体と外部との交流が盛んになって欲しい。 

そして、木更津市全体が、以前の様に元気になって欲しいです！ 

清川 1 
男性 

５０歳代 

○ 情報の発信を常にお願いしたい。今、仕事をやめ家にいるがネットで

調べるしか市の情報を知るすべがない。集合住宅だと市の広報も来な
金田 

女性 

５０歳代 
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いし、まして、老若とわず１人暮らしとなると孤立してしまうだろう

と思う。自分が数年後、１人暮らしになった時にひきこもりにならな

くてすむような街であってほしいと思う。 

○ 「オスプレイ」についての情報が断片的で分かりずらい。木更津市に

どんな利害が生まれているか知りたいし、発信してほしい。通学路の

整備、安全対策を明確に実施してほしい。 

岩根 
男性 

５０歳代 

○ 市街地と山側地区での各種インフラの格差を少なくして欲しい。山側

地区での小学校等の閉校問題解消の為、地道な活動（特色ある小学

校、中学校、オリジナル教育や交通インフラの充実等）で、人口の流

出から流入に流れを変えて欲しい。 

木更津 3 
男性 

６０歳代 

○ アクアライン効果と、テレワークの普及により、首都圏からの移住を

呼び込むチャンスと考えます。積極的に PR されてはどうですか？ 
木更津 1 

男性 

６０歳代 

○ 情報をいろんな方法で無料でインターネットやＳＮＳなどの電波を使

って発信してくれているみたいてですが受け取る側がインターネット

などの受信料を払っていない（申し込んでいいない）などで情報を得

られていません。少数かも知れませんが、情報弱者？も居ることを知

っていて下さい。コロナ禍で大変な時ですが安心安全なまちづくりよ

ろしくお願いいたします。 

木更津 1 
女性 

６０歳代 

○ インターネット、スマートフォンなど、使用してない人にも確実に情

報収集が出来るようにしてほしい。新型コロナの予防接種の時は大変

でした。 

木更津 1 
男性 

６０歳代 

○ 市役所庁舎、市民会館を今後新設するのか進捗状況の公表 有害鳥獣

対策の強化 
富来田 

男性 

６０歳代 

○ 駅、駅前の活性化（シャッター通りにしない））、交通機関の充実、

市内外から人を呼ベる街づくり（その道のプロに依頼する等）、収入

増になればいろいろな事に使える。木更津の知名度を上げる。 

波岡 2 
女性 

６０歳代 

○ 先の見える町作りを構築する事が若い人達の流入を呼び人口減に歯止

めをかけてより良い市になる事を希望致します。 
波岡 2 

男性 

６０歳代 

○ 私は今は、年金生活者なので、魅力のある町と言われても、今の生活

を維持できていけるかの方がとても気になります。スマホを持ってい

ても、孫の動画や写真を見たりラインで通話する位です。どんなに

色々な情報が出ていても自分が努力しないからですが受け取る事はと

ても少ないと思います。地区にあるスピーカーの公報もとても聞き取

りにくいです。これからはネットなどを利用できないものは、どんど

ん取り残されるのでしょうか。 

中郷 
女性 

６０歳代 

○ デジタル化で便利になって来ていることは実感している。しかし、取

り残されている年代もいるのではないか。 
清川 2 

女性 

６０歳代 
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救急医療についてもう少し詳しく知りたい。 

○ アンケートの質問が抽象的で理解しにくく答えづらい。また、本当に

こんな事やってるの？と思う事が多くあり、良く分かりませんでし

た。木更津の魅力は何かを考え、木更津市にしかないものを作った

り、多くの人にＰＲしたら良いと思います。私は６０代なので、今後

を考えますと交通体系の充実や介護施設拡充をして住みやすくして欲

してす。何より多くの企業を誘致し税収を上げる事が大切だと思いま

す。アクアライン、きみさらずタワー、中の島大橋などをもっと利用

したら良いと思います。 

岩根 
女性 

６０歳代 

○ 今回の質問事項は、すべてなんら実行されているものであるとは思い

ますが、私の情報の収得方法が悪いところが有り、知らないことも有

り、市民に報告しても良い事はどしどし公表してほしいです。 

岩根 
男性 

６０歳代 

○ 安心して子供が産み育てられ、母となった女性が安心して働く事が出

来る町となり、市民の生活に潤いが出ると良い。高齢者となり、体が

心配。お陰さまで、病院、診療所と在りますが、自動車が使えるうち

は良いのですが、免許を返納するととたんに不便が生じ、バス１時間

に１本とか、運賃の高さに２の足をふむ。コミュニティバスの情報や

他にあるであろう情報は欲しいです。バスの運賃、年齢により無料パ

スを出す地方もある一方、その様な情報もほしいです。 

波岡 2 
女性 

７０歳代 

○ 意見が違いますが、６～１３頁は取り組んでいます、行っていますっ

て、市が書いてるだけで市民には見えない。３０番の公園・緑地の充

実で更新工事を実施と書いてあるけれど前の公園は、遊具を撤去し

て、そのまま何十年とたっている。市民アンケート調査票を配布して

市が何かやっていますのアピールとしか見えないです。保健の充実

は、良と思われますが、病気が確認されたら、本人任せではなく市と

して何かしてほしい。 

波岡 2 
男性 

７０歳代 

○ 駅西口の再開発を推進して下さい。西口周辺の歴史散歩をもっとＰＲ

して下さい。古い建物を保全するための資金を出して古い木更津をＰ

Ｒして欲しい。年輩を的にしてＰＲする。年輩者は「ヒマ」「お金あ

り」「古い物が好き」よろしくお願いします。 

清川 1 
男性 

７０歳代 

○ 市公式ホームページが数年前に比べて見づらくなった。必要な情報を

探すのに苦労する。市役所の組織を十分理解している人でなければロ

ジックを追って行けない。 

岩根 
男性 

７０歳代 

○ 市が進めようとしている活動、企画の市民に対するＰＲが不足してい

る気がする。 
清川 1 

女性 

８０歳代 

○ 情報弱者に対する発信が悪すぎる。皆が皆、ＷＥＢやＳＮＳを使いこ

なせるわけではありません。 
岩根 

女性 

８０歳代 
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○ まず、自分の住んでいる地域を大切にすることが一番だと思います。

また、東京・神奈川などから移住してくる方々も多い木更津。窓口と

なる市役所など、わかりやすく、こまやかな対応が必要であると思い

ます。子育ての世代の方々には、特にいろいろなサービスを活用して

いただけるように、対応していただけるとよいでしょう。「オーガニ

ック」のまち、アピールするには、アクアライン金田や袖ケ浦に「オ

ーガニックのまち木更津にようこそ」とアピールしてはいかがでよう

か。 

清川 1 
未回答 

未回答 
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（２２）協働   
  

  

記述内容 居住地区 性別・年齢 

○ 木更津市の行政施策に対して、市民がどのように関与しているかが見

えず、行政に対して期待をしてない市民が多いように感じます。市民

の参画意識を高めていく活動が必要だと思います。また金田・鎌足地

区の盛り上がりに比べて年々さびしくなっていく駅前が心配です。継

続的に官民連携でまちづくりをしていかないとますます衰退していく

ことを心配しています。 

中郷 
男性 

３０歳代 

○ 近所の方々もお年寄が多く、自治会に参加してもお年寄が中心となっ

て色々な事を行っている感じがしました。もっと若い方もそのような

活動に参加できる又はしたくなるような行事等があるといいと思いま

す。 

木更津 3 
女性 

４０歳代 

○ 木更津市がオーガニックを重要視して取り組んでいることがすばらし

いし誇らしい。 

市原市もアートというテーマでやっているので、木更津市もぶれるこ

となくしっかりとオーガニックを売りにして欲しい 

またイベントだけでなく、もっと関連の店など招致していかないと中

途半端になってしまう。 

これからの時代はオーガニックであり、そこから発展しての子育て

や、公園などの公共施設など一貫性を持って取り組んでいただきたい

と思う。 

富来田 
男性 

４０歳代 

○ １１月のオーガニックシティフェスティバルは２年続けて行かせてい

ただきました。素晴しく早くも来年が楽しみです。水質がとても悪く

感じます。改善を切実に望みます。家の立地かも知れませんが、行方

不明者等のスピーカーの放送が聞き取り難いです。アンケート自体は

とても良かったと思います。ただ１２月は年度末同様忙しい時期なの

で、次がありましたらこの２つの時期は外して頂けたら幸いです。 

清川 1 
女性 

４０歳代 

○ もっと、情報を発信して欲しい。  

もっと、市民の協力を仰いで欲しい。 

もっと、市民活躍の場を作って欲しい。 

そして、もっと役所と市民の交流が盛んになって欲しい。 

そして、もっと市全体と外部との交流が盛んになって欲しい。 

そして、木更津市全体が、以前の様に元気になって欲しいです！ 

清川 1 
男性 

５０歳代 

○ 「木更津市はオーガニックな街づくりを推進しています。」とありま

したが、具体的にどういうことなのか、よくわかりませんでしたので

アンケートには素直にそう書きました。ただ自分なりに想像してみる

岩根 
男性 

５０歳代 



136 

 

と、以前、通勤の際に横切る矢那川公園のことが浮かびます。春にな

ると川沿いの桜の木に花が咲いて、とても美しい光景です。こういっ

た素敵な場所を守っていくことではないでしようか。この他にも自分

の知らないそういった場所が市内にはあるのでしょうね。「郷土博物

館金のすず」もリニューアルされて開館しました。どんな特別展が催

されるのか楽しみです。 

○ 他市などからの転入者に対し、積極的な町内会入会の支援をお願いす

るとともに、町内会活動のＰＲと重要性の理解活動をお願いしたい。 
木更津 2 

男性 

６０歳代 

○ 空家の活用。若い人達の参加（地域の大学生などにも参加してもら

う）→消防団など。水田など耕作地が住宅地などに変わり減少してい

く事が心配→後継者や担い手の確保が大事だと思う。豊かな自然が守

られていく環境で生活したい。ＳＤＧＳは大切だと思う。オーガニッ

クなまちづくりの推進に期待しています。 

岩根 
女性 

６０歳代 

○ 若い事業者を育成したり、企業を誘致し雇用を増やして若者が住み続

ける活気ある木更津市になるよう願っています。 
富来田 

女性 

７０歳代 

○ ７３才の夫との２人暮らしで、若い頃より自分達の住む地域を良くし

たいと思い、出来る役員などは出来る限りして来ました。町内にあり

ました、たった１件あったスーパーは１０年以上前になくなり、コン

ビニに頼る生活をしています。私達はまだ車に乗れますので遠くのス

ーパーにも行けますが、免許返納後はどう暮らして行けるか不安は大

きいです。子供は２人共遠くにいて、頼る事はできません。高齢者１

人の暮らしになってもこの地域で生きて行けるように、行政の支援が

必要と思います。元気な高齢者が弱い方の支えになったりと、地域で

の支え合うしくみを町内会やシニアクラブを通して作って行く事が大

切だと思います。人生１００年時代と言われている現在、高齢者が元

気で自宅で暮らせる町にと創って行けるよう考えてください！ 

清川 2 
女性 

７０歳代 

○ 今さら変えることは難しいでしょうが、オーガニックな町づくりは何

のことか判らないし、具体的な木更津らしい向う方向が不明です（説

明を聞いても具体的に？です）（オーガニックとは市民に判らせるの

ではなく、これが木更津の力だ！という向う方向をお願いします。） 

清川 1 
男性 

７０歳代 

○ 市の職員の方々の地域でのボランティア活動参加を推奨して欲しい。

一例、町内清掃、地域のイベント手伝い 
清川 1 

女性 

７０歳代 
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（２３）行政運営   
  

  

記述内容 居住地区 性別・年齢 

○ ①市民への情報提供、情報開示。HP などに情報が載っていても、見

づらく探しにくいので結局市民に届いていない。 

②DX、AI 化。一番身近に感じるのは、市役所窓口での申請などいま

だに紙なので時間も手間も掛かっているし、証明や情報連携でマイナ

ンバーがまだ活用できていない部分。それに、申請に必要な持ち物を

忘れたり、働いてる人がそもそも開庁時間に行けないなど、こういっ

た問題はもう解決できる時代だと思う。渋谷区の「区庁舎には誰も来

ない、来庁者ゼロを目指している」に追随して欲しい。行政のためだ

けでなく市民のための DX と認識して推し進めて欲しい。 

木更津 2 
男性 

４０歳代 

○ 市役所の場所を前の潮見の場所に新しく建ててほしい。（今の場所に

店舗を借りているみたいで…（古い））他市の市役所と比べると恥ず

かしい。駐車場も少ない。公園の整備、子供が遊べる遊具付の公国が

全くない。おかしいと思う 

木更津 1 
女性 

４０歳代 

○ 市役所を建ててほしい。個人的には公園にドックランを作ってほし

い。また、ゴミが多いのでゴミ箱を作った方が、ポイ捨てがなくなる

と思う。 

波岡 1 
女性 

４０歳代 

○ まちづくりではないかもしれませんが、防災無線の女性の声が聞きと

りにくいです。少しアクセントになまりがあったりするので、なおさ

らよくわからない時があります。市役所は、今のままで充分だと思い

ます。新しく建てないと聞いたので安心していましたが、ホームペー

ジを見たら計画されていたので、がっかりしました。多額の税金を他

の事に使って欲しかったです。図書館を充実させる等。今のは古く

て、せまいので、皆が行きたくなる様な、おしゃれで、駐車場が広い

図書館がいいです。木更津市なのに残念な感じだと思っています。 

中郷 
女性 

４０歳代 

○ 税金の使い方を考えてほしい。以前に比べれば、税金の落ちどころは

増えていると思いますが？全く改善されていないような気がします。

無駄なお金は一切ありません。千葉県内でも木更津市に住みたいと思

う人はどれくらいでしょう？短期的に改善してほしいです「住みたい

街、木更津に」 

岩根 
男性 

４０歳代 

○ 自治体運営を会社経営として「黒字化」を目指すこと。企画部門はマ

ーケティングに根ざして木更津市が黒字経営できることを考えてほし

い。せっかくアクアラインがあるのに「通過点」にしかなってない。

滞在型リゾートになる余地が大きいはず。雇用もリゾート系に特化す

ると創出できます。 

木更津 1 
男性 

５０歳代 
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○ 今、木更津市の財政は良い方向ですが厳しい時代が必ず来ます。長期

的な計画を浮かれず、本気で考えていかなければなりません。宜しく

お願いします。真逆な話しで申し訳ありませんが私はヨットに乗って

いますが、横浜のベイサイドマリーナまで行っています。神奈川県と

千葉県の対応の違いを実感しています。木更津だけがではありません

が、近ずけていただけると助かります。 

木更津 1 
男性 

６０歳代 

○ 市役所庁舎が無いこと、木更津駅の老朽化、市民会館等公共施設の新

設等お願いしたいと同時に、木更津駅西口、東口の活性化をお願いし

たい。 

木更津 1 
女性 

６０歳代 

○ 駅、駅前の活性化（シャッター通りにしない））、交通機関の充実、

市内外から人を呼ベる街づくり（その道のプロに依頼する等）、収入

増になればいろいろな事に使える。木更津の知名度を上げる。 

波岡 2 
女性 

６０歳代 

○ 市庁舎が自前ではない。また分散化により利便性が悪く分かりづら

い。市民会館や体育館、図書館の老朽化、名ばかりのスポーツ施設等

を充実してほしい。一般会計歳入は年々増加しているが公共施設等の

整備が後回しになっている現況が見られる。アクアコイン，オーガニ

ック、冬花火をするよりも優先するものが山積みである。 

清川 1 
男性 

６０歳代 

○ 木更津市は最低な市だと思います。まず、市役所がないこと、木更津

駅前と駅はさびれていて何もないこと、バスの時間までコーヒーとか

も飲むところがないし時間をつぶすことができないです。市民会館も

廃墟で使えないし、本当に木更津市は最低な市だと思ます。木更津駅

前もだれも歩いてないです。駅前が閑散としていてさみしいし、活気

がないです。いつになったら、市役所を建て直しますか？ 

金田 
女性 

６０歳代 

○ アンケートの質問が抽象的で理解しにくく答えづらい。また、本当に

こんな事やってるの？と思う事が多くあり、良く分かりませんでし

た。木更津の魅力は何かを考え、木更津市にしかないものを作った

り、多くの人にＰＲしたら良いと思います。私は６０代なので、今後

を考えますと交通体系の充実や介護施設拡充をして住みやすくして欲

してす。何より多くの企業を誘致し税収を上げる事が大切だと思いま

す。アクアライン、きみさらずタワー、中の島大橋などをもっと利用

したら良いと思います。 

岩根 
女性 

６０歳代 

○ 新庁舎の建設 
木更津 3 

男性 

７０歳代 

○ 市の予算（税金）を有意義に使って欲しい。 
波岡 2 

女性 

７０歳代 

○ 税金の無駄つかいをしない市づくり 隣県より子育て支援の充実 高

齢者の買物（コミニティバス） 免許返納後の支援の充実（交通の便
清川 1 

男性 

７０歳代 
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が悪い） 市独自で高齢者（２００万円）以下の援助 医療・福祉の

充実（介護施設増す） 災害時に必要な物資が迅速に届くシステム作

り、※ブルーシートの配布が隣町より遅かった事 
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（２４）広域行政   
  

  

記述内容 居住地区 性別・年齢 

○ もっと、情報を発信して欲しい。  

もっと、市民の協力を仰いで欲しい。 

もっと、市民活躍の場を作って欲しい。 

そして、もっと役所と市民の交流が盛んになって欲しい。 

そして、もっと市全体と外部との交流が盛んになって欲しい。 

そして、木更津市全体が、以前の様に元気になって欲しいです！ 

清川 1 
男性 

５０歳代 
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（２５）ＩＣＴ活用   
  

  

記述内容 居住地区 性別・年齢 

○ 市政の IT 化 
木更津 3 

男性 

２０歳代 

○ ①市民への情報提供、情報開示。HP などに情報が載っていても、見

づらく探しにくいので結局市民に届いていない。 

②DX、AI 化。一番身近に感じるのは、市役所窓口での申請などいま

だに紙なので時間も手間も掛かっているし、証明や情報連携でマイナ

ンバーがまだ活用できていない部分。それに、申請に必要な持ち物を

忘れたり、働いてる人がそもそも開庁時間に行けないなど、こういっ

た問題はもう解決できる時代だと思う。渋谷区の「区庁舎には誰も来

ない、来庁者ゼロを目指している」に追随して欲しい。行政のためだ

けでなく市民のための DX と認識して推し進めて欲しい。 

木更津 2 
男性 

４０歳代 

○ 木更津のナンバープレートができたらいいな袖ケ浦より地名度がある

し…。 

もっと緑が増えて欲しい 

第２の杜の都とか…。 

公園にバーベキューができるような何かあったら、安心かも…、万が

一用 

果樹を植えるのもいいかも 

何事もないときは地域の住人で食べるとか 

震災があったらどこに避難すべきか 

もっとわかりやすいといいと思う 

避難してくださいの放送があっても 

パニックだと「何処に？」ってなると思う 

 

木更津 2 
女性 

４０歳代 

○ 私共夫婦は２人共高齢者ですが、夫は８１才まで働いていましたが、

年金生活者として家賃等支払いすると生活に困窮しているのが現状で

す。今後は、国の給付金の内、マイナンバーカードポイント付与の仕

組みが早く実行されるのを待っている現状です。市としてもすばやく

ポイント付与する様努力して下さい。 

未回答 
女性 

７０歳代 

○ 木更津市に住んで５５年。子供達も都会に出て今は１人生活、地域の

人々にお世話になるばかり、デジタル社会にはついて行けません。 
清川 1 

女性 

８０歳代 

○ ＩＴ関連もう少しどうにかしてほしいです。 
未回答 

未回答 

未回答 
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（２６）その他   
  

  

記述内容 居住地区 性別・年齢 

○ レジャー施設を増やす 
木更津 3 

男性 

２０歳代 

○ 自然を活かしながら国際的な都市を創って欲しい 
金田 

男性 

２０歳代 

○ 水道料金の支払い方法について、現状特定の銀行口座又はコンビニ支

払いしか出来ないがクレジットカード払い、その他の銀行口座(ネッ

ト銀行含む。)等の幅広い支払い方法の拡充を希望 

金田 
男性 

２０歳代 

○ お忙しいとは思いますが、魅力的な街作りをお願いします。 
波岡 2 

男性 

３０歳代 

○ 都会からも一目置かれるようなおしゃれさを取り入れながらも、美し

い自然に溢れたまちづくり 
波岡 1 

女性 

３０歳代 

○ 幼い子どもがいるのですが、家の近くなどに近所の子どもと出会える

場所がなく子どもの友達ができません。使用していないテナントや公

民館などでもいいので、集まれるイベントなどのようなものがあると

いいな、と思います。 

波岡 1 
女性 

３０歳代 

○ 今、特にこれ以上期待することはありません。 

市をより良くするために頑張っていただき、ありがとうございます。 

ここに書かせて頂くことは大変恐縮ではありますが、現在療養中のた

め、このアンケートに取り組むことは少し大変でした。働かれている

方、家事・育児をされている方、色々な方がいらっしゃいますので、

少々一人への負担が大きいかと思います。 

取り組むことを選ばなければ良かったのかもしれませんが、催促のお

葉書も届き、応えねばと思いました。もしできることならば、次回か

らは一人への負担を減らすか、アンケートですので自由な選択をさせ

てほしいと思います。 

どうぞご理解頂けますよう宜しくお願いいたします。 

波岡 1 
女性 

３０歳代 

○ 木更津と言えばこれ！って言うものがあるといいですね。例えば、袖

ヶ浦と言えば子育てがしやすいとか！ 
清川 2 

女性 

３０歳代 

○ ないです 
清川 1 

女性 

３０歳代 

○ 地域活性化の為の地域振興券など市民に優しい取り組みをたくさんし

てほしい 
清川 1 

女性 

３０歳代 

○ 木更津をより活性化していけるようによろしくお願いします。 
木更津 3 

男性 

４０歳代 
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○ 年配、車を動かせない人の為にマイクロバスタイプの様な１００円バ

スを走らせてほしい。 

木更津駅前を充実させたい。せっかくの大きな高速バスターミナルな

のに寂れた印象が非常にもったいなく感じる。 

まちづくりではないが、かずさエフエムの電波をもっとよくなると嬉

しい（希望場所が違うとは思いますが・・・）。車で得やすい情報元

だけに聞き取れないのが残念。 

木更津 3 
女性 

４０歳代 

○ これからの木更津市に期待しています 

次世代を担う子供達が安心して暮らせる魅力ある街になってほしいで

す 

木更津 1 
女性 

４０歳代 

○ シヤッター街の削減 
波岡 2 

女性 

４０歳代 

○ もっと若者向けなデパートを作ってもらいたい。交通ルールを守らな

い車、バイク、自転車等が多い為、カメラを設置してもらいたい。年

関係なく楽しめるテーマパーク、アウトレットモール等ができてもら

いたい 

清川 2 
男性 

４０歳代 

○ 子供が誇りを持ち、木更津を土台に世界に飛び立てる、そして、いつ

でも帰ってこれる街になって欲しい。 
清川 1 

男性 

４０歳代 

○ 八幡神社を通りかかった時 観光トイレなるものを市で作っていたよ

うだが そのような所に我々の血税を使ってもらいたくない。神社も

賽銭がアクアコインで決済できるなどととても馬鹿げたことをしてい

る。市が観光名所として便乗するのもいい加減にしてほしい。 

岩根 
女性 

４０歳代 

○ 税金を見直してほしいです（納める事は義務ですが高いと感じるの

で。） 
岩根 

女性 

４０歳代 

○ 木更津行政の取り組みがあまり見える化していない。市民も自分から

情報を取りに行かないといけないとは思うが、情報をしっかり配信し

てほしい。木更津市議会でどんなことが話し合われているかわからな

いが子供老人が住みやすい地域を目指して欲しい。 

私の住まいの周囲は空き地が多いが空き地が利用活用できるように市

が取り組んだ方がいいと思う。 

 

木更津 3 
女性 

５０歳代 

○ 特にありません。 
木更津 2 

男性 

５０歳代 

○ 木更津市で育った子ども達も、社会人となり、今は県外に就職して生

活していますが、皆、木更津が好きで、また、戻って暮らしたいとも

言ってくれます。 

波岡 1 
女性 

５０歳代 



144 

 

これからも、このように言い続けてもらえる安心安全な暮らしやすい

木更津市でありますよう、よろしくお願いします。 

○ コロナ禍が長引く昨今で、『通常』の生活じゃないままの状況下での

今回のアンケートの返答にとても悩みました。 
波岡 1 

女性 

５０歳代 

○ ＴーSITE 柏の葉（柏市）のような複合施設を誘致して若い人達が集

まれるような「まちづくり」を。 
清川 2 

男性 

５０歳代 

○ 活気のある街づくりに期待します。 
清川 1 

女性 

５０歳代 

○ 先を見通したまちづくり。地域住民に考慮したまちづくり。 
金田 

男性 

５０歳代 

○ 住みやすい街 
木更津 1 

男性 

６０歳代 

○ 今、木更津市の財政は良い方向ですが厳しい時代が必ず来ます。長期

的な計画を浮かれず、本気で考えていかなければなりません。宜しく

お願いします。真逆な話しで申し訳ありませんが私はヨットに乗って

いますが、横浜のベイサイドマリーナまで行っています。神奈川県と

千葉県の対応の違いを実感しています。木更津だけがではありません

が、近ずけていただけると助かります。 

木更津 1 
男性 

６０歳代 

○ 空家を安く売家、安く賃貸して防犯・防災に役立てる（木更津市は田

舎の割りには高額）ＩＴ関連の大学設置や企業誘致を行う。ＩＣＴ教

育地域活性化（医療・健康・介護・防災）日本は遅れているので、そ

の先端を木更津市が担えるよう人材や企業を積極的集めて欲しいし、

見本となれる市を築きあげてもらいたい！！ 

清川 2 
女性 

６０歳代 

○ 特にありません。 
清川 1 

男性 

６０歳代 

○ 時間を使って貰えるアクアのポイントですが私は使用出来ませんの

で、商品券か何か誰でも使える物に変えて欲しいです。 
岩根 

男性 

６０歳代 

○ コロナを考慮しながらのまちづくり、市民活動は制限があると思いま

すが、明るく、力強く前進して行けますようによろしくお願いしま

す。 

岩根 
女性 

６０歳代 

○ まちづくりは都市計画とは異なり、様々な方面（自治体、機関など）

及び市民が連携し合い進めるものと云え、いわば住民参加が前提とな

るものと云える。ハード面の整備だけではなく、様々にわたり豊かな

生活をするうえでの必要な整備を網羅することを時間をかけ実施して

もらいたい。 

清川 1 
男性 

７０歳代 

○ 快通、うるおいのある空間のまちづくりに期待、応援しております。 
岩根 

男性 

７０歳代 
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