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茂原市への要望について 

 

 

 

 市政に関する意見・要望については、回答者 801 人のうち、433 人（男性 173 人・女性

260 人）の方から回答が寄せられました。 

 ここでは意見や要望について、各論の節ごとに分類・整理したものをまとめました。 

 多くの貴重なご意見・ご要望をお寄せいただき、ありがとうございました。 

 

（１）生涯学習 

市がすべきこと 

� 夏休み中等への催物で在住の子どものみを対象にしているが（福祉施設等）茂原の住民

増を将来考えた時、その親子に茂原の紹介につながるので、在住にこだわらない方針に

して欲しい。老人の住みやすい茂原にするため、交通手段を増やして欲しい。老人同士

が助け合えるまちづくりで仲介となって欲しい。（70 歳以上・女性） 

� 教育、文化の発展に力を入れるべきだと考えます。（60 代・男性） 

� 市民会館の新設し、劇やコンサートで収益を上げる（地下に図書館も新設希望）。コス

トコに企業誘致、人が集まり活性化。住民税が高いので安くしてほしい。市民の意見を

反映してほしい。市役所の土日開庁（月 1 ではなく毎週）。開庁しているときの職員が

多すぎる。ゲームをしている人もいる。（40 代・女性） 

 

やりたいこと・実現したいこと 

� 「人生 100 年時代」という言葉を実現するために、いくつになっても学ぶ機会がある事

が大切だと思います。リカレント教育の充実を目指す事に携わりたいです。（50 代・女

性） 

� 勉強を教えるボランティアがいつか出来たらと思う。子育てをしてきて思うのは、自立

出来ない負の連鎖を断ち切るのには教育、学問が重要である。今、色々なことが思うよ

うに行かない子どもも学問を諦めなければ、大人になったとき、少しでも道が開けると

知ってほしい。親は裏切ることがあるかも知れないが、学問は裏切らないと、満足でき

ない境遇にある子ども達がいたら伝えたい。（50 代・女性） 

� 興味のあるサークル活動、団体がいくつかあるので、いずれ時間が出来たら入会したい

（手話と吹奏楽団）。（40 代・女性） 

 

（２）幼児期教育 ※記載なし 

市がすべきこと 

�  

 

 

やりたいこと・実現したいこと 
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�  

 

（３）学校教育 

市がすべきこと 

� 大学等を誘致して緑豊かな落ち着いた街、老若男女が仲良く暮らせる街が理想です。

（70 歳以上・女性） 

� 子どもの教育環境の充実を求め、転出していった方を身近に見てきた。そういった世帯

は明らかに生産性が高い為、大変残念に感じた。この地域には長生高校という伝統校が

ある。この伝統校を中高一貫校にするなど、何か教育で特化した地域になることが、人

口増の吸引力にならないかと思う。群馬県には英語教育の特区があるが、公立小中学校

でも何かに特化し引きつけるものがあると良い。潤沢にお金があるわけではないので、

全ての地区を満足させるのは困難である。中心部に投資を集中したコンパクトシティを

目指し、その分地域公共交通を充実させ、不便さを解消できたら良いと思う。メリハリ

のあるまちづくりを目指してほしい。（50 代・女性） 

� 大学を誘致する事（短大、専門学校含む）。結局、学力のある若者は 18 才～（15 才もあ

り）茂原を出なくてはいけない。でも都会で色々、経験を積み、いざ地元に帰りたく

なっても就職先がない（→帰ってこない）。学生、お年寄りのためにも、ちいバス（コ

ミュニティバス）を増やして欲しい。水道代が高すぎるのに水の質も設備も悪いのは不

思議。道路整備（歩道含む）が悪い。道がガタガタで自転車に危なくて乗れない。温泉

施設（スーパー銭湯など）を作って欲しい。全ての分野での人材育成（移住の際、大変

苦労しました）。（40 代・女性） 

 

やりたいこと・実現したいこと 

� 現在、私の子どもは不登校児です。教室に入室できない。市のフレンドルームに行って

も勉強は全く教えてくれません。学力に関係なく、時期が来れば卒業となります。訳

あって学校に通えない子ども達の学力をアップさせれば、実力テスト等の平均点アップ

にもつながります。夜間中学等の設立を希望します。上記の理由で私が自宅で勉強を教

えています。子どもが卒業する頃には、私の学力も上がっていると思われるので、不登

校等で学習面に不安を抱えているお子さんに、勉強を教えてあげたいと思っています。

（50 代・女性） 

 

（４）社会教育 

市がすべきこと 

� 気軽に子どもと行ける（遊べる、学べる）場所を作ってほしい。（子どもの）年齢別で

集まれる交流の場を設けてほしい。（20 代・女性） 

� 公民館等とても古くて、使いづらい。綺麗に整備しみんながもっと利用できるようにし

てほしい。そうすればもっとみんなで集まって色々と活動し、お互いに助け合っていけ

るようになると思います。（60 代・女性） 
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� 公民館等市民が集まれる場所作り。高齢の方でも行きやすいところに娯楽が楽しめる場

所を充実させてみんなが元気に活気がある街になればと思う。（40 代・女性） 

 

やりたいこと・実現したいこと 

� 私立図書館を作りたい（経済的な問題があるが）。宝くじが当選したらと常に思ってい

ます。（50 代・女性） 

 

（５）スポーツ・レクリエーション 

市がすべきこと 

� 茂原市には野球場はあるが、陸上競技場兼サッカー場がない。間に合わないと思うが東

京オリンピック目指す、出場する人達が活用できるような宿泊施設や、練習が出来る環

境を作り、少しでもアピールすべきだと思う。新治地区に作っている建物などをオリン

ピック観客（宿泊施設）足りないと報道もあるので、活用したらどうかと思う。交通の

アクセスなどを考えて！！（40 代・女性） 

� スポーツ施設を借りやすくして欲しいです。豊田福祉センターなどは登録が必要であ

り、申請しても時間が数週間かかり借りづらいです。また料金も 1時間で 1000～2000

円かかり高いです。（30 代・男性） 

� ショッピングモールや公園（ＢＢＱが出来るなど）、野球場やサッカー場などのスポー

ツが出来る観戦できる施設の充実。商店街の活性化。図書館（学生が学習したり、小さ

な子どもが集まれる空間作り）→世代を通して楽しめる場所！（40 代・女性） 

 

やりたいこと・実現したいこと 

� 市長になって茂原市を変えたい。・合宿所など遠征に来た人達の宿泊施設などを建てれ

ば交流が取れると思う。・休耕地を利用して大々的な水耕栽培を始めたい。（20 代・学

生） 

� これからの子ども達に思いっきり、スポーツをしてもらえるような環境を作れるように

微力ながら頑張りたいです。（30 代・学生） 

� 少人数でも気軽にスポーツが出来る施設を作りたい。（20 代・女性） 

 

（６）市民文化 

市がすべきこと 

� 長生の森に市文化会館を作り、イベント時にはリムジンバスを駅より会場に走らせ

る。・高師地区の問屋町周りに大きな公園を整備し、花火大会等を行う。・外車のディー

ラーを（ヤナセ等）を設置する（成東にはある）。・空き家を解体する（補助金等を出

す）。（60 代・男性） 

� 近郊から多数が集まれ、各種イベントが可能な市民会館を早期に建て直すべきと思う。

「人の流れ」を作る必要有り。（60 代・男性） 
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� 若い人を中心に文化や教育を自分で習得出来る環境を作るべき。音楽、楽器屋、本屋、

居やすい図書館があれば若い人は自分で情報集めて集まります。（30 代・男性） 

 

やりたいこと・実現したいこと 

� 掩体壕等の観光化。茂原市には「掩体壕」が全国的に有数の 10 基が現存している。知

る人ぞ知るインターネットで検索しても人気の戦争遺跡であり、現に来訪者も多い。市

外の方から「市の資料館へ行っても、茂原海軍航空基地に関する資料も何もない」と、

言われた。今や戦争遺物は、観光を含めた地域の賑わいを創設する物として、文化庁も

認めている価値ある資産、財産。私的には観光資源に資する為にも、茂原海軍航空基地

の歴史や遺跡の調査発展に努めたいと思っている。（70 歳以上・男性） 

� カルチャースクールに通いたい。（40 代・女性） 

� 平和宣言都市、もばらとして、戦争の悲惨さ、平和のありがたさを訴える「語り部」部

会を作り活動したい（茂原市遺族会としての提言）。（70 歳以上・男性） 

 

（７）青少年健全育成 

市がすべきこと 

� 毎日のように悲しいニュースやおかしい（何故そんな行動を？）ニュースを聞き、心痛

みます。あまりにも道徳心のない事件が多すぎます。ぜひ、これからの茂原を背負うで

あろう若い方々、子ども達には心豊かな、相手を思いやれる道徳心のある人に育ててく

ださい。日本中、社会全体で取り組んでほしいと思います。（50 代・女性） 

� 「子は宝」子ども達を大事に健全に育てていく。若い人の考えも柔軟に取り入れてい

く。（60 代・女性） 

 

やりたいこと・実現したいこと 

� 子育ての助けをしてみたいです。子どもと遊べない親が多すぎます。ゲームばかりやっ

てれば子どもはおとなしいし、親は楽です。これではいけません。遊ばせ方が親は分か

らない。そんな人に教えてあげたい。こう遊んであげるんだと・・・。（60 代・女性） 

� 定年後に子育て支援に関わる仕事に就きたい。（50 代・女性） 

 

（８）国際化 

市がすべきこと 

� 国際社会におけるこれからについて外国語のみならず、文化及び知識、他の視野を広げ

る教育を望む。・高齢化が進む中で外出できず「引きこもり」の実態を把握する必要性

がニュースによる事件を見てると家族間の関係にも行政対応が必要と思う（プライバ

シーの関係もあり難しさもあるが）。・長生病院の評価が低迷である。・ゴミ袋の価格見

直し。・高校卒業に雇用を考えて頂きたい（税収の安定性にもなるのでは？・介護負担

を減少できるようなサービス情報の積極性。（50 代・女性） 
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� 外国人による、人口増と職場の提供、日本語教育で良質な外国人の定住。（70 歳以上・

男性） 

 

やりたいこと・実現したいこと 

� 語学力を活かして何かお手伝いできればと思っていますが・・・。（50 代・女性） 

� 外国人が来たとき通訳のボランティアをしたい。（70 歳以上・男性） 

� 英会話力を向上させたい。（60 代・男性） 

 

（９）地域福祉 

市がすべきこと 

� 市民により身近な市になって福祉の充実した行政を推進してもらいたい。（60 代・男

性） 

� 財政困難とのことなので、力を貸してほしい人と余力のある人や何かをしてあげたい人

などを上手くマッチングできる仕組みが出来れば住みやすくなり、街に活気も出るよう

に思います。ボランティアのポイント制度や助け合い活動などあまり聞かないのです

が、茂原市でも導入されているのでしょうか。（50 代・女性） 

 

やりたいこと・実現したいこと 

� 私の今持っている力を（目の見えない人に新聞を読むとか、買物をするとか等々）困っ

ている人に役立てたい。（70 歳以上・女性） 

� 介護の人手が足りないと言われているので、お手伝いがしてみたい。生活保護の人は医

療費は 75 歳以上で自己負担にして欲しいと思う。後期高齢者も 3 割を負担しなければ

若い働き手が未来に希望を持てない。同じ薬を 3年以上、何の変化もなく飲み続けない

で欲しい。ペナルティーを付けて欲しい。（50 代・男性） 

� 高齢の母が一人暮らしをしている。車の運転は危険なのだが、買い物、通院、趣味のカ

ラオケ、そのたびに送迎してあげるわけにはいかず、免許返納できずにいる。買い物ボ

ランティア、運転代行ボランティア等出来たら良いと思う。数十年後の我が身にも降り

かかってくる問題なのでスーパー循環バスなどあると便利だと思います。（40 代・女

性） 

 

（10）児童福祉 

市がすべきこと 

� 新生児の保護者の経済的負担の軽減と子育て支援を図る為「モバリングッズ」を無償で

配布します。これの意味が理解できません。こんな物にお金が使われるくらいなら、ゴ

ミ袋の配布か保育園料の値下げ、医療負担の低減などもっと有効な物にしてもらいた

い。子育てしやすい地域とは思えず、近隣の市町村への転居は常々考えています。若い

世代が茂原市から離れていく速度が加速すれば、活気の無い町になってしまいます。睦
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沢町のように、若者や人を呼び込むことが出来る政策を行って下さい。高い住民税の割

に恩恵は少ないです。（30 代・男性） 

� 若者が増えていかないと税収も確保できないと思います。子は宝と言いますが、お年寄

りだけでなく子ども達、未来の若者が生涯安心して暮らしていけるまちづくりを期待し

ます。そのためには雇用の安定、特に子育て中の母親が安心して働ける環境を整える必

要があると考えます。周りの友人にも半ば諦めに近い形で働いていない方が多くいま

す。（30 代・女性） 

� 長生郡の町や市などは子どもに対してのサポートが充実していると聞きます。家族が増

えたら、そういった地域への転居も考えています。茂原市は、生活面では住みよい地域

なので、子どもの医療費などのサポートや保育園などについても期待します。（30 代・

男性） 

 

やりたいこと・実現したいこと 

� 子育て世代のバックアップ、サポート。（60 代・女性） 

� 良い環境の中で子育てをしたい。（30 代・女性） 

 

（11）高齢者福祉 

市がすべきこと 

� 高齢化が進む事は仕方ない事でしょう。そこで高齢者を見捨てるのでなく、アクティブ

に動ける、逆に助けが必要となれば提供する事が重要と思う。高齢者は移動手段がなけ

れば生協だよりになり、外出もせず孤立し余計に体が動かなくなる。そこで容易に外出

できる交通網が必要と考える。体調の良くない方はゴミステーションの清掃、側溝の清

掃など負担になるので、ボランティアでも活用できれば良い。自治体という組織は曖昧

だと思う。（50 代・男性） 

� 市街地から離れて暮らしている地域は、だんだん過疎化が進んでいます。ひとり暮らし

の老人が増える一方です。若い人が親と暮らせる環境づくりを考えて頂けないでしょう

か。（60 代・女性） 

� これから車の運転が難しくなった時、近くに生活用品を求める場所がなく、とても不安

に思っています。年寄りが生活するのに買い物の不便をなくして欲しいです。年寄りに

も何か楽しみの持てる日々があると嬉しいです。（70 歳以上・女性） 

 

やりたいこと・実現したいこと 

� 若いときに公民館活動にたくさん参加して過ごしましたので、今はゆっくり余生を過ご

したく思い、地元の老人クラブ等に参加して楽しんでいます。（70 歳以上・女性） 

� 高年齢なのでこれからやりたい事項など無いが、市の財政を豊かにしてもらって、高齢

者が安心して暮らせる町づくりができれば幸です。そのためには、企業誘致により、財

政を充実させ、人々が茂原に暮らすことを望む、街づくりを望むものであります。（70

歳以上・男性） 
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� 年配者が自分の自由な時間をお互いに使い合い、少しでも役に立つように茂原市の方で

調整して、お互いが良くなるように考えてもらいたい。（60 代・男性） 

 

（12）障害者福祉 

市がすべきこと 

� ※記載なし 

 

やりたいこと・実現したいこと 

� 障害者コミュニティーを活性化したい。（50 代・男性） 

� 障がい者の同行援護の仕事をしています（東京ヘレンケラー協会の視覚障害者の同行援

護の資格あります）。点字訳のボランティアもしています。主に買い物、カラオケの付

き添い（電車、バス）が多いです。日常生活の行動のサポートです。茂原では求人が探

せなかったけれど、それは困っている人がいてもその声を上げる窓口があまりないので

は？と思いました。高齢や事故、病気になり、日常生活の行動が狭くなってしまった方

の同行援護を地元で引き受けられる窓口あれば、茂原でも仕事が出来るのにと思ってい

ます。（50 代・女性） 

 

（13）生活福祉 

市がすべきこと 

� 移住したところで税金が他の市町村と比べて高いのが困る。働けど働けど取られるもの

が多い。そのくせして生活保護や外国人に甘い。本当に生活保護が必要なのか見ている

んですか？無料だからと言って毎日、外来を掛け持ちで来ている方を見かけます。本当

にそれで良いなら、皆生活保護になりますよ。（50 代・女性） 

� 生活保護を受けている方、本当に援助が必要なのかどうかの見極めをして欲しい。・外

国人の方、本当にビザを持っているんですか？無免許運転しているんじゃないですか？

本当に確認して欲しいです。・市を良くするならば一人一人市民が不安に思っている事

を一つずつ解決して欲しい。一人ずつを見ていけば本当に必要なのか、赤字は埋められ

ると思います。（70 歳以上・女性） 

� 弱者対策を充実させるべきと思います。困窮者がいない若しくは困窮者が暮らしやすい

市を目指すべきと思います。（50 代・男性） 

 

やりたいこと・実現したいこと 

� ※記載なし 

 

（14）保健医療 

市がすべきこと 

� 東京（練馬）→長野（安曇野）→神奈川（秦野）→千葉（茂原）と移住してきました

が、以下の点が気になりました。・病院等、医療関係が弱い。千葉市まで行く必要があ
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る。・道路が狭い、少ない、不便（右折等）。・ゴルフ場ばかりで子どもが楽しめる公園

が少ない（今時ではない）。・河川が汚い。水遊びできる川がない。多摩川より汚い。・

学校へのエアコン設置は急務だと思います。全体的に思想が古い印象を受けました。

（40 代・男性） 

� 夜間でも対応してくれる医療機関を作って欲しい（119 番に聞いても結局、亀田病院に

行ってと言われる）。（40 代・女性） 

� 総合病院の誘致（長生郡市に基幹病院がない。古い個人病院ばかりで、受診にためら

う）。・大学や大学等の研究施設を誘致し、若者の町にする。市原にあるようなアリオや

ユニモ等のショッピングモールを 1 つ誘致すること。・図書館の蔵書を増やす。・茂原公

園の整備。・七夕祭りの活性化、大人も楽しめる祭りは利き酒大会等で優勝者には賞金

やディズニーのチケットをあげる。地元出身等の有名な芸能人を呼び、イベントやライ

ブをやる。地元企業をもっと有効に活用して、花火大会をやり七夕祭りの集客をアップ

させる。地元の飲食店をもっと参加させる。・外国人観光客の誘致。今後の成田空港か

らの圏央道開通を見越して、インターチェンジ近くに千葉県、長生郡、日本をアピール

できるような独自の施設を作る。・市職員採用について、今後は年齢制限をやめ、幅広

い経験者を採用した方が良い（優秀な人材の確保）。・市職員ははじめから出来ないでは

なく、諦めないで実現できるよう取り組んでください。茂原市が魅力ある市になるよう

一生懸命がんばって下さい。（30 代・女性） 

 

やりたいこと・実現したいこと 

� 年を取っても元気にみんなで集まって、おしゃべりしたり、百歳体操が出来たら良いな

と思います。茂原の駅前に茂原の土産物屋さんからあると良いなと思います。買い物を

してすぐ電車に乗れる場所に地域の直売所等がほしい。（70 歳以上・女性） 

� 健康寿命をもっともっと長く、自分の足で歩けるように運動する大切さを知ってもら

い、きっかけを作る仕事に携わっていきたいと思います。（40 代・女性） 

� 自分の健康に気を付けながら、元気な高齢者としてなるべく周囲の方に迷惑をかけない

よう、明るく生きていきたい。（40 代・女性） 

 

（15）社会保障 

市がすべきこと 

� ※記載なし 

 

やりたいこと・実現したいこと 

� 国民年金をもっと上げてもらいたいです。月 5000 円くらい、もらっている人と違いま

すけど、上げてもらえれば上げてください。よろしくお願い致します。汚い字でごめん

なさい。（70 歳以上・女性） 

� 家族の介護負担を軽減できる介護認定査定基準。（60 代・女性） 
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（16）生活道路 

市がすべきこと 

� 市民第一、偏りのない生活環境を望む行政でありたい。市街地ではまだまだ道路状況の

悪いところが見られるがもう少し見てもらいたい！（70 歳以上・男性） 

� 通学路の整備…狭い道路で車の脇をすれすれに歩いている小学生達を見かけます。歩道

を広げガードレールを付けて、安全に通学できるようにしてほしいです。環境の整備…

雑草が伸び、側溝に泥が堆積している空き地を多数見かけます。また、草刈りをしても

刈った草を空き地の隅に積んだままにしており、風が吹くと道路に飛んできたり、たば

このポイ捨て等で火事にならないか心配です。定期的に綺麗にするように市役所から空

き地の所有者に連絡していただきたいと思います。（60 代・女性） 

� 道路の整備。子ども達の朝の通学時、歩行者と車の距離が近すぎる。中高生の自転車が

安全に走れる場所も作れていない。一時停止などの白線も消えている。（50 代・女性） 

 

やりたいこと・実現したいこと 

� ※記載なし 

 

（17）河川 

市がすべきこと 

� 河川の草が伸びて遊歩道が 1/3 位になってしまっていることをいちいち伝えないと知ら

ない。あげくに県の管理だから、相変わらずの縦割り行政、もっと、県と連携して良い

環境を保つことは出来ないのでしょうか？水害対策のブルーシートが劣化してもそのま

ま、あんな物に税金使う意味あるのでしょうか？（60 代・女性） 

� 茂原市在住 25 年になりますが、河川の災害 2度経験しています。河川の整備は重大課

題だと感じています。災害危険の住民への通達も課題です。・茂原市は茂原駅、新茂原

駅、本納駅とありますが、新茂原駅は待合室がホームにありますが、他に屋根もなく雨

をしのげる場所がありません。階段に屋根を付ける検討お願いしたいと思います。（50

代・女性） 

� 今ゲリラ豪雨の心配があります。川に近いために河川は大丈夫か、安心なまちづくりを

お願いできれば幸です。（70 歳以上・女性） 

 

やりたいこと・実現したいこと 

� 河川をキレイにするためのボランティア。特に自転車道路のある河川。（70 歳以上・男

性） 

 

（18）上水道 

市がすべきこと 

� 水道料金が高い。隣市の知り合いに水道料金を比べて凄く高くて驚いた。倍近く差が

あったと思う。（40 代・女性） 
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� 水道代が高すぎるのに水の質も設備も悪いのは不思議。（40 代・女性） 

 

やりたいこと・実現したいこと 

� ※記載なし 

 

（19）下水道等 

市がすべきこと 

� 下水道の配備、相談（窓口）依頼を長年しているが、いっこうに改善されず、困ってい

る地区の住民の要望に応えて欲しい。（50 代・男性） 

� 下水道の完備（優先順位があるでしょうけど私たち切実な願いです）。現在の財政状況

では大変厳しいとは思いますが。何年前か 10 年くらいで陳情に行きました。ある係長

さんから 100 年経っても無理ですねと言われた言葉が今でも強烈なインパクトとして頭

の中に残っています。（70 歳以上・男性） 

 

やりたいこと・実現したいこと 

� ※記載なし 

 

（20）緑化 

市がすべきこと 

� 茂原公園に水遊びなど出来るところを作り、アンデルセン公園みたいな人が集まるとこ

ろにしたり、子どもが遊べるところを増やせば人が来ると思う。池が汚いので綺麗にし

て。（50 代・女性） 

� ここ数年、太陽光パネルの設置により、自然が減ってしまったことが何よりも残念。環

境が悪化してるにも関わらず、同じ金額の税金を払いたくない。公園の壊れた遊具もい

つまで経っても直してももらえない。幼稚園の統廃合についても、子どもや親の為と言

うより、市のお金の為であり不満しかない。環境を守り、子どもを守ってもらいたい。

（30 代・女性） 

� 子ども 2 人を育児中で、周りもそのような家庭が多いのですが、本納に公園がありませ

ん。ほのおか館や学校、ねぎぼうずなど、人が集まりやすい場所の近くに公園がある

と、子どもが（お年寄りも多いので）とてもありがたいです。（30 代・女性） 

 

やりたいこと・実現したいこと 

� 外遊びがしたかった。（60 代・男性） 

 

（21）住宅環境 

市がすべきこと 
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� 高齢化、少子化による空家の対策。上記に付随して農村部では不在になった家の周りの

土地が荒れて、木や草が道路に飛び出したり、害獣の住家になり困っている。（70 歳以

上・女性） 

� 古い住宅の整備、安く住める住宅を建てる。（70 歳以上・女性） 

 

やりたいこと・実現したいこと 

� 茂原市で家を持ちたい。（30 代・女性） 

� 静かで便利な場所に持ち家購入。（50 代・男性） 

 

（22）環境衛生 

市がすべきこと 

� 以前ゴミの落ちていないキレイな町を訪れた事がありました。市内にはポイ捨てにふさ

わしい（？）環境がまだまだ残っているように感じています。捨てる気を起こさせない

ように整備する事が大事だと思います。（高齢者の早朝ゴミ出しに気を使いはじめた者

です）。（70 歳以上・女性） 

� 脱原発の方向を指し示してください。ゴミの問題でプラスチック、ビニール類のゴミ

（家庭）量が多いので、食品類からでも包装関係を考えて取り組んでほしい。人々がそ

ういう方向へ関心が行くように市も取り組んでいただきたいと思います。（60 代・女

性） 

� ゴミ袋が高いので、金額を検討してほしい。そのせいか近所で燃やしている人が多く、

煙に困っている。（40 代・女性） 

 

やりたいこと・実現したいこと 

� 美化運動ボランティアをしたい。（60 代・男性） 

� ゴミゼロの日だけでなく、ゴミ拾いをしたいので、地域のゴミを拾ったら市が無料で引

き取って下さい！（仕事の都合でちょうどゴミ０の日に参加できないので）。（40 代・男

性） 

 

（23）消防・防災 

市がすべきこと 

� 安心して生活できるまちにする。特に治水は度重なる水害に一時的に何か催してはいる

が、直ぐ曖昧になり根本的対策は上の空。住み続けられるのか非常に不安。（70 歳以

上・男性） 

� 高齢者が多くなり耳が良く聞こえにくい方が多いと思います。また住居も外の音が聞こ

えにくくなっています。市の防災行政無線が放送されていて内容がわかりません。家の

中で聞けるようになりませんか？（60 代・男性） 

 

やりたいこと・実現したいこと 
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� ※記載なし 

 

（24）防犯 

市がすべきこと 

� 安全に暮らせるようにしてほしい。夜、市道でも暗い場所が多すぎるので街灯の整備を

してほしい。（40 代・女性） 

� 街中だけでなく、へんぴな場所（寂しい場所、暗いところ含む）にも防犯カメラを設置

する。防犯灯も増してほしい。（40 代・女性） 

 

やりたいこと・実現したいこと 

� ※記載なし 

 

（25）交通安全 

市がすべきこと 

� バイクを大音量で走る者やあおり運転などが多いのが気になります。（20 代・女性） 

� 小、中学校の通学路を見直して欲しい。(60 代・女性) 

 

やりたいこと・実現したいこと 

� ※記載なし 

 

（26）消費生活 

市がすべきこと 

� ※記載なし 

 

やりたいこと・実現したいこと 

� ※記載なし 

 

（27）適正な土地利用 

市がすべきこと 

� 街並みの整備。田舎の良さが中途半端だと思う。古いなら古い良さを活かした街並み。

観光につながるような景観を良くするための除草、植樹。高齢者の足が確保される乗り

物の充実。もっと町に出掛けて買い物の楽しみが出来る様にとか、昔懐かしいような街

並みとか商店の充実。持っているお金を使う楽しみがあるようなまちづくり。（20 代・

男性） 

� キレイなまちづくりを望みます。古い廃墟がそのまま放置され、市内の所々に見受けら

れます。火災や子ども達が入ったり危険です。市民会館をはじめ文化的ホールがない

事。茂原市に住んで 30 年。バレエ、ピアノ全て隣の東金文化会館を借りてました。酷
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いです。下水道も中途半端なまま、まだドブが存在しますし、汚水を流しているお宅も

あります。アパートなら管理人に徹底させるべきです。(50 代・女性)  

� 茂原市の将来が全く見えない。（1）茂原市中心街の決定と都市計画の策定。（例）榎町

商店街の再開発。中心街を移す。榎町→国道バイパス沿い。（2）茂原市の特色は？その

具体策。例、商業の町、工業の町、観光の町、学園（大学）の町、田園（農業）の町。

(70 歳以上・男性) 

 

やりたいこと・実現したいこと 

� 地域の美しい景観のアピール。・暮らしている人々の優しい気質、思いやり。・地場野菜

や果物のおいしい食べ方の「ネギ祭り」「ネギ味噌」「ネギドレッシング」食文化の創

造。なんてね。（50 代・女性） 

� 緑豊かな里山の風景を守る為に耕作放棄地を少しでも無くした上で、農業の 6次産業化

にトライしたい（農業は未経験ですが）。(50 代・男性) 

 

（28）秩序ある市街地整備 

市がすべきこと 

� 茂原市は以前に比べると活気のない市になっています。住みやすいまちづくりに努力し

て欲しいです。茂原駅周辺を以前の様にイオン作って欲しい。イオンで 1Ｆは食料品、2

Ｆは衣類等、販売して欲しいです。今は買物は少し離れた所で車がないと不自由です。

若い人から老人までが住みやすい、駅周辺の活気が必要です。明るく住みやすく、暮ら

しやすい市に努力して欲しいです。（70 歳以上・女性） 

� 「アツく、涼しいまちづくり」『アツく』→人情に厚い、おもいやりがある。産業の振

興、物流・経済の発展。『涼しい』→夏場の過ごしやすさ（緑化、アスファルトの改善

等）（30 代・女性） 

� 榎町商店街の活性化。古民家カフェなど面白みのある店などはネットを見て遠くからで

も人が訪れます。(50 代・男性) 

 

やりたいこと・実現したいこと 

� とにかく 1ヶ所で何でも色々専門的な物を売っている広場があるとあの建物の中に行け

ば買い物が楽しめる、あそこに行きたいとそこで 1日中遊んでいられる、子どもからお

年寄りまでそうすれば働くのも年齢も色々と変わって良いのではないのかな？と思いま

す。(70 歳以上・女性) 

� 現在、屋外イベントにて出店している為、イベントのみではなく、店を構えたいと思っ

ており、茂原の道の駅等が出来るのであれば、テナントで入りたい。ただし、インター

から降りて無料の一時間以内で、観光客に道の駅に寄ってもらい、茂原をアピールした

いと言うのは少し無理があると思う。利用者の立場で考えると、せめて 2時間無料では

ないと利用する気にならない。(30 代・女性) 
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（29）総合交通体系 

市がすべきこと 

� 交通網の整備が「まちづくり」には不可欠であり、鉄道事業者、バス事業者への働きか

けが市には求められていると思う。①ＪＲの利便性が悪い。ＪＲを使えば東京や千葉へ

のアクセスは悪くなく、所要時間も都内まで 1 時間程度である。にもかかわらず市が発

展していない理由は、鉄道の本数であると思う。6時 10 分茂原発の特急を始め、茂原駅

を 6時台に利用する人は多い。しかし帰宅時間にあたる千葉発 18 時台以降の電車の本

数が極端に少なくなってしまう。特に千葉発 21 時台の電車の本数の少なさに、茂原か

らの通勤を断念し、転居してしまう（家を求めない）稼働年齢層が多い。②ＪＲの駅は

市の顔の役割も果たすと考えるが「茂原駅」はともかく「新茂原」「本納」改築、快速

に対応できる駅（15 両編成が止まれる）にし、本数を確保して欲しい。また改修を機に

駅の両側（特に国道側）に降りる事が出来る様にして欲しい。③圏央道を利用した高速

バスの整備を検討して欲しい。バスターミナルをＩＣ付近に整備し、都内、横浜方面

（将来的には成田方面にも）にアクセスしやすい環境整備が必要だと考える。（50 代・

女性） 

� バスの充実。小さいバスで良いので、バス停を増やし年配の方やお子さん連れの人も歩

く距離を少なくして、手軽にバスを使用できるようにして欲しい。車がないと生活が出

来ない、生活しづらすぎる！！バスの本数を増やし、料金も市民は安く使用できるよう

にして欲しい。例えばモバリンのカードを市民に配布して、持っている人は 100 円など

にして、今よりももっともっと便利にしないと不便すぎます。（30 代・女性） 

� 移転手段のバス、鉄道が弱体している。地方では車がとても大切です。特に老人には、

免許返納が言われているが、代替の方法が全然見えてこない。生活の活性化の為にも移

転手段の確保は非常に大切です。（70 歳以上・男性） 

 

やりたいこと・実現したいこと 

� 近年高齢者ドライバーの交通事故のニュースを多く耳にします。交通手段の確保が難し

い高齢者の為にボランティアで送迎が出来るシステムを作ることは出来ないか、考えた

ことがあります。バス停で待っているお年寄りの方が腰をかける場所もなく、体力的に

辛いのではと思います。（30 代・女性） 

� 高齢者免許返納後の交通手段の確保。・スマホ操作を勉強して活用したいと思います。・

農地の有効利用（畑）。（70 歳以上・女性） 

 

（30）資源の有効利用 

市がすべきこと 

� ※記載なし 

 

やりたいこと・実現したいこと 

� ※記載なし 
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（31）農林業 

市がすべきこと 

� 温暖な気候で自然災害も少ない。地の利を活かして農業の後継者や人材育成に力を入れ

てほしいと思う。（60 代・女性） 

� 商業施設と農林業のバランスが取れている街だと思っています。また、茂原市は外房の

中核都市として今後も発展は必要であると思いますが、昔よりその意識がなくなってい

るような気がします。気を抜くと大網白里市に持ってかれますよ・・・。仕事で県内を

回っていますが、茂原市にはこれだという決め手になる物がないように見えるので、茂

原市にしか出来ない物（事）を見つけて、それをシンボル的にしていくのが良いと思い

ます。他に専門性の高い医療機関がないと思います。この先の高齢化社会に向かってい

くにあたって、各地区毎に医療を中心とした町作りを希望します。（40 代・女性） 

 

やりたいこと・実現したいこと 

� 家庭菜園で鮮度の良いものを作り知人、友人に食べて頂く事。（70 歳以上・男性） 

� ワイン畑を作り、日本一のワインを作る事。（30 代・男性） 

 

（32）工業 

市がすべきこと 

� 日本有数の天然ガスを活用して、産業育成を図ること。空き地、空き家の対策＆活用

（国の課題かも知れませんが）。（60 代・女性） 

� 積極的に大学や工場を誘致し、町に人が来るようにしなければいけないと思う。それに

は、本納駅、新茂原駅前の道路整備、駅舎の整備、快速の停車、40 年経っても何一つ変

わっていない。高齢者の運転免許返還しても住んでいる町にしてもらいたい。（60 代・

男性） 

� ①にいはる工業団地をはじめとする都市部（千葉市～東京都 23 区内部近郊）内の企業

誘致を積極的に進めること（圏央道を整備したので、活用する）。②住宅環境の整備充

実化をさらに図ること（空き家バンクの拡充化・生活保護受給や高齢者等の社会的弱者

層に対する賃貸住宅の紹介･斡旋の強化）。③出産～幼児期の子どもへの教育、保育支援

の大幅な強化（市の将来性を鑑みると、住居定着性の高い夫婦ないしはその子どもへの

福祉的支援は市への費用対効果（CP）の高い投資であるので諸手当、小児科医療（産婦

人科含む）体制の拡充は必須的要素。④長生郡市合併協議の再開（実現化は別として、

協議の必要性あり）。（30 代・男性） 

 

やりたいこと・実現したいこと 

� ※記載なし 

 

（33）商業 
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市がすべきこと 

� 市内にある空家を何とかして欲しい。シャッター街の商店街に若い人のお店などを安く

出店して、活気のあるまちづくり。若い人に茂原にＵターンしてもらって、祭など地域

の行事をなくさないで欲しい。近所にスーパーがなく不便。（50 代・女性） 

� ショッピングモールの充実を目指してほしい。子ども連れだと 1 度に 1ヶ所で買い物、

食事、ホビーが出来る場所は本当に必要だと思うが、茂原市には今現在そのような場所

がない。これを買うにはこの店へ移動して良いというように 1度に済ませることが出来

ないのが不便。外から人を招く前に今住んでいる人たちが、利便性を感じられるショッ

ピングモールがほしい。都会に住む友人が地方に住む利点として用事を 1度に済ませる

ことが便利と言っていたので、子育て中の方は私のように思っている人も少なくないは

ず。（30 代・女性） 

� 町中の商店街の活性案。地主のいない空き店舗を解体し駐車場を増やし、スーパーでは

買えない専門店を誘致しネット配信し築地場外市場的な商店を目指す。茂原駅は特急、

快速も使用できるので外房方面の来客も有望である。営業時間も AM10:00～PM20:00 位

閉店時間が早いと大型店に集中する。（60 代・男性） 

 

やりたいこと・実現したいこと 

� 日中、一人でいるお年寄りの為に気軽に入れるお茶のみ場所などあると良いと思いま

す。（60 代・女性） 

� レンタルショーケースで物を売りたい。（40 代・男性） 

 

（34）中小企業 

市がすべきこと 

� 中小企業の振興、工業団地の活性化等で定着する人が増える対策を進めて頂き、街の商

店街が生き生きとするように地方創生に重点的に取り組んでもらえればと願います。

（60 代・男性） 

� 若い起業家の育成。（70 歳以上・男性） 

� IT、AI 産業。（30 代・男性） 

 

やりたいこと・実現したいこと 

� 茂原商工会議所が開催する「茂原創業塾」に興味があり、茂原市内で創業を目指したい

と思う（何をやるかは検討中）。（50 代・男性） 

� 補助金など制度をしっかり保障してくれるのであれば、会社設立など真剣に考えていま

す。（30 代・女性） 

 

（35）観光 

市がすべきこと 
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� 茂原市として良いと思われる行事、文化を更に全国にＰＲして観光、人を集められる町

にし、経済効果をアップする町を考えて欲しい。使われていないアーケードの一部をＢ

級グルメラーメンの町など、スイーツ通りなど、若者が集まり活気あるまちづくりが大

切である。（50 代・男性） 

� 市の発展（観光バス用トイレ休憩所の設置）。茂原は千葉県のほぼ中央にあり、南房総

と首都の中程に位置する。これは両者を結ぶ観光ルートの拠点になる可能性を秘めてい

る。圏央道もほぼ完成し、長南インターと茂原北インターの中間にある茂原公園駐車場

を一体化し「道の駅」として活用する。男女 60 以上の綺麗なトイレを設置することに

より、高速道路を除いては、どこにもないトイレ休憩所が完成する。観光バスにとって

はありがたい。時間調整の場所として、15 分から 1時間半くらいまでの間、休憩しても

お客さんは退屈しない。美術館、藻原寺、弁天池等時間を潰す場所がある。業者として

は理想的な「道の駅」となると思われる。多くの人に茂原を知ってもらう事が出来るは

ずである。是非一考願いたい。（70 歳代・男性） 

� 自分の住んでいる場所の半径数百ｍの範囲内は自然も豊かで、ご近所さんとの関係も良

く気に入っていますが、茂原市全体を見た時に活性がどんどん弱くなっている様が気に

なります。日本へのインバウンドが増えている昨今、例えば田舎暮らしをＰＲポイント

とした観光客の誘いはどうでしょうか？茂原市だけでは難しいので、長生、長南、いす

み辺りも含んだ地域全体で古民家、農家での宿泊場所を提供し、その Information（案

内所）を茂原駅に置いて食や泊、レジャーなどの情報を提供。・モバリン号（ミニバ

ス）の運行増強を希望します。（50 代・女性） 

 

やりたいこと・実現したいこと 

� 七夕祭のアピール。茂原の認知向上のためのＳＮＳ活用。七夕祭の内容の見直し。イン

スタに映えるような山車の作成。プロスポーツの立ち上げ（バスケット、ラグビー）伴

うスタジアム新築。（50 代・男性） 

� １．なるべくお金を借りずに人を集められるイベントを増やしたいです（アニメやマン

ガ、ゲームなどを活かしたイベント）。ご当地キャラを集めるようなイベント。２．茂

原市だけの国際コンクールなどをやる美術関係のコンクールは大体知っています。（40

代・男性） 

 

（36）流通機能 

市がすべきこと 

� ※記載なし 

 

やりたいこと・実現したいこと 

� ※記載なし 

 

（37）雇用 
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市がすべきこと 

� 若者が安心して働く事の出来るまちづくり（働く場所がない）。その若者達が安心して

子どもを産めるまちづくり。子どもが多い町は活気がある。（40 代・男性） 

� この人口減少に向かってる世の中で、他からの流入で新しく人口を増やす魅力的な者は

現在の茂原市にはないような気がします。観光客を誘致できるような物もなく、誘致で

きても一時的であるような気がします。持続可能で魅力的な茂原市になる為に、本納

ニュータウンなどの無駄な開発、公費の出費を抑えて、茂原で生まれ育った方が就労年

齢に達したときに他の地域へ流出せず、他の地域での学業終了後に地元に戻り、就職や

農業など地道に地域へ貢献する方を大事にする方が必要な対策かと思います。そのよう

な方が地元に離れず安心して生活できる整備（新しい土地の開発ではなく、現状を永続

的に維持して発展する）に重点を置いた計画をお願いします。（50 代・男性） 

� 福祉（介護）の仕事をしています。地元で（茂原）中々探せない。車で訪問だとガソリ

ン代込みの時給など、千葉市より下（外房）は賃金が安い、物価もそれなりで電車の本

数も少ない。生活を地元でしたいと思っても基盤となる仕事が安心して働ける場所ない

と感じています。せめて働く場所が見つかる街であってほしい。（50 代・女性） 

 

やりたいこと・実現したいこと 

� 地域の人との交流は余りありません。圏央道出入口あたりに、物産と宿泊施設等あった

ら是非、働きたいです。※活性化にもつながると思います。（50 代・女性） 

� 市内で通勤、結婚後の生活をしたい。就職活動時、茂原市内での就職を考えてはいた

が、希望の会社や業種がほとんどなく、結果として実家から通勤できる千葉市内の企業

でとりあえず納得して入社した。可能であれば、転職、企業等で市内で働けるようにし

たい。また、家庭を市内で持ちたいと思っている。今のところ相手がいない為、相手次

第では市外での生活になってしまうことも考えられる。PS、ワークショップには参加し

たかったが、職場が千葉市内の為、時間的に参加できず残念に思っています。（20 代・

男性） 

 

（38）市民参加 

市がすべきこと 

� 人口減少に歯止めがかかるような施策を積極的に考え、実行していく必要があると思い

ます。大人だけでなく全世代の人からの意見を聞く機会を設けてみる事も、大切だと考

えます。（50 代・女性） 

� 少子高齢化に伴う過疎化やライフスタイルの変化に伴う商店街のシャッター化、医療の

隙間、農林業の衰退、雇用問題、待機児童の増加、空き家の増加、耕作放棄地の増加

等々、地域に根ざした問題はそれぞれに絡み合い、複雑化しています。予算を取って、

ハコモノをぽんと作れば解決する時代は終わりました。地域の持つ問題と長所を明確に

把握し、それぞれの問題のつながりを分析して、それに合わせた、地域デザインを生み
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出すこと、地域の問題をまとめて解決する市民参加の新しいアイディアが必要と思う。

（70 歳以上・男性） 

� 市報を全世帯に配布してほしいです。インターネットで見ることは可能ですが、わざわ

ざ見たりしません。私の出身地では新聞と一緒に来るのではなく、班長さんが配ってい

ました。市報によって茂原市がどのようなことをしているのかが分かるので、それが茂

原市の活動を知る第一歩だと思います。（30 代・女性） 

 

やりたいこと・実現したいこと 

� ※記載なし 

 

（39）情報化 

市がすべきこと 

� プレミアム付商品券、購入したいが、市役所まで行くのが大変。移動手段はタクシー。

近所の人と郵便局へ行くのもキツくなってきたねと話したばかり。どうしたら簡単に購

入できるかもひらめかない。そうしたら素晴らしい方法が広報に載っていた。若い人の

ひらめきに感謝。これからも高齢者のための手助け宜しくお願いします。本当に有り難

うございます。（60 代・女性） 

� 企業の誘致で人口の減少を食い止める。役所の IT 化の促進。（60 代・男性） 

 

やりたいこと・実現したいこと 

� ※記載なし 

 

（40）コミュニティ 

市がすべきこと 

� ･行政、企業、市民（自治体）との協力体制作りを。・人とのつながり、地域コミュニ

ティ作りの強化。・色々な団体が活動しているが、まとまりがない。見直しが必要？・

ファミリー世帯が住めるまちづくり、子ども（親子）の遊べる場所を作る（野外、室

内）。・茂原市の自慢できる物を 1つ作る（施設、観光、自然、産業など）。・行政が市民

の為に色々良いことに取り組んでいると思いますが、一般市民は分かっていないと思

う。もっと PR を。（50 代・女性） 

� ･廃校の有効活用によるコミュニケーションの場の確保。・利用率の低い施設の統廃

合。・これ以上の借金を作らない。・税収に見合った施策を講じる。・市議会議員の定数

削減、報酬削減。（60 代・男性） 

 

やりたいこと・実現したいこと 

� 東京から移住しました。一の宮町のように移住者のコミュニティーができはじめると良

いなと思う。（40 代・女性） 
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� 自治会に参加し、仲良くなりたい。市民参加の事業に参加して、多くの人達と触れ合い

たい。（70 歳以上・男性） 

� ･地域とのつながりを強化し、自分たちの住む地域は自分たちで良くするよう自治会の

あり方も変えていきたい。・子ども達が自分の故郷を好きになって、いずれ戻ってきた

いと思えるような場所にしていきたい。（40 代・男性） 

 

（41）男女共同参画 

市がすべきこと 

� ※記載なし 

 

やりたいこと・実現したいこと 

� 小学校の部活を最小限にし、いつも上・下級生が一緒に帰り、子どもの頃から男女共同

参画を身につけさせる。先ず立木地区内を楽しい賑わいのある地区にしたい。（60 代・

男性） 

 

（42）適切な行財政運営 

市がすべきこと 

� 市議会議員の数を減らし 40 歳代の体は丈夫だが働かない人達を優先的に職に就かせ、

雇用を増やし納税できるように導いて欲しいです。市役所の職員に民間人も積極的に入

れるべきだと思います。母子家庭や父子家庭に目を向け、書類だけの対応をやめるべき

だと思います。働きたくても働けない場合もあり、人それぞれ時間の使い方は違うと思

いますが、市民をどう導いていくのか今こそ考えて欲しいです。（40 代・女性） 

� 議員さん達の古い体制や考え方に同調せず、きちんと市の借金を返し、その上で少しず

つで良いので市の発展に努力する事。これから高齢化社会では市はどんどん規模が小さ

くなる事が予想される。先を見据えた市民にこびない断固とした思想の元での市運営が

求められる。（50 代・女性） 

� ･少子、高齢化、人口減少の流れが必死の中で現在の財政状況をいかに早く改善してい

くか 10 年スパンでの必達の実行計画が必要。・地震、台風等の大規模災害を想定した避

難訓練を地区ごとに年に複数回行い個人とコミュニティが災害に強くなるまちづくりを

目指すべき。（60 代・男性） 

 

やりたいこと・実現したいこと 

� 各種市行政を側面からお手伝いしたい。（60 代・男性） 

� 機会があればボランティア等で地域支援に参画したい。そのため更に発信して欲しい。

（60 代・女性） 

 

（43）広域行政（連携） 

市がすべきこと 
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� 市町村合併。産業振興分野、活動を拡大するため。（70 歳以上・男性） 

� 自治会との連携強化→自治会レベルの問題、課題を。吸い上げ、施策に反映→市民生活

の向上に寄与。（60 代・男性） 

 

やりたいこと・実現したいこと 

� ※記載なし 

 

 


