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第１章． 一般向けアンケート 
１－１ 全体集計 

 
■あなたの好きな景観(風景)のイメージについてお伺いします。 
問1： 次の６枚のイメージ写真を、あなたがいいなと思う順番に、例を参考に並べ替え

てください。 例：記入欄（３→２→１→６→４→５） 
 
 
 
 
 
 
 
【住宅地の景観（風景）イメージ】 
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写真６

写真２

写真５

 
 

1番目 2番目 3番目 4番目 5番目 6番目 無回答 合計 点数

写真１ 71 192 206 176 232 316 11 1204 3518

写真２ 169 212 207 226 206 153 31 1204 4145

写真３ 200 169 217 182 187 227 22 1204 4060

写真４ 79 173 202 236 272 221 21 1204 3620

写真５ 524 217 140 139 85 91 8 1204 5467

写真６ 145 225 215 225 201 170 23 1204 4102

無回答 16 16 17 20 21 26 - 116 372

合計 1204 1204 1204 1204 1204 1204 116 7340

写真５「電線・電柱のな
い通り」が最も得点が高く、
一方、写真１「生け垣の続
く住宅地」、写真４「庭先の
花」が低くなっている。 

点数

１番目 ６点

２番目 ５点

３番目 ４点

４番目 ３点

５番目 ２点

６番目 １点

右の得点表に基づき、1番目に選ばれた場合は 6点、2番目は 5点、以
下同様に得点を付け、各写真の順位付けをした。 
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【商業・駅前地区の景観（風景）イメージ】 
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写真２
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写真４

写真３

写真５

写真１

 
 
 

1番目 2番目 3番目 4番目 5番目 6番目 無回答 合計 点数

写真１ 420 302 249 114 72 44 3 1204 5556

写真２ 54 151 184 187 252 344 32 1204 3224

写真３ 131 170 226 194 200 250 33 1204 3772

写真４ 151 138 160 226 261 234 34 1204 3670

写真５ 356 276 168 152 153 75 24 1204 5025

写真６ 74 146 195 304 238 221 26 1204 3563

無回答 18 21 22 27 28 36 - 152 474

合計 1204 1204 1204 1204 1204 1204 152 7376

写真１「街路樹のある、
ゆったりとした歩道」が最
も得点が高く、一方、写真
２「オープンカフェ」が低
くなっている。 
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【農村の景観（風景）イメージ】 
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写真１

写真４

写真３

 
 

 
1番目 2番目 3番目 4番目 5番目 6番目 無回答 合計 点数

写真１ 195 201 191 174 182 249 12 1204 4074

写真２ 64 139 188 217 261 307 28 1204 3311

写真３ 413 244 204 148 120 57 18 1204 5255

写真４ 181 249 202 240 177 130 25 1204 4343

写真５ 127 199 255 234 225 140 24 1204 4069

写真６ 206 152 144 169 217 293 23 1204 3806

無回答 18 20 20 22 22 28 - 130 426

合計 1204 1204 1204 1204 1204 1204 130 7354

写真３「広がりのある田
園風景」が最も得点が高く、
一方、写真２「屋敷林」が
低くなっている。 
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【地域コミュニティの景観（風景）イメージ】 
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写真１

写真５

写真２

写真６

写真３

 
 

 
1番目 2番目 3番目 4番目 5番目 6番目 無回答 合計 点数

写真１ 174 127 140 150 208 391 14 1204 3496

写真２ 160 173 215 240 237 156 23 1204 4035

写真３ 318 306 220 184 101 53 22 1204 5125

写真４ 94 121 181 236 287 263 22 1204 3438

写真５ 186 130 167 194 238 263 26 1204 3755

写真６ 255 328 261 177 108 52 23 1204 5013

無回答 17 19 20 23 25 26 - 130 422

合計 1204 1204 1204 1204 1204 1204 130 7354

写真３「市民による清掃
活動」、写真６「市民が参加
して管理する公園」が最も
得点が高く、一方、写真１
「緑化・プランターの設置」
写真４「体験農園」が低く
なっている。 
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■袖ケ浦市のいいところについてお伺いします。 
問2： 袖ケ浦市で好きな場所・風景は、具体的にどんなところですか。次の中から当て

はまる番号に○印をつけ、( )に具体的な場所を記入してください。（いくつで
も） 

（複数回答）

回答数 回答割合

公園 795 66.0%

東京湾・富士山の眺め 538 44.7%

各地区の田園風景 292 24.3%

通り 283 23.5%

ドイツ村 196 16.3%

神社・寺院 125 10.4%

市内を流れる河川 124 10.3%

久留里線 123 10.2%

回答人数 1204  
 
 

10.2%

10.3%

10.4%

16.3%

23.5%

24.3%

44.7%

66.0%

0.0% 50.0% 100.0%

久留里線

市内を流れる河川

神社・寺院

ドイツ村

通り

各地区の田園風景

東京湾・富士山の眺め

公園

 
 
 
【具体的な場所(主な意見（上位５項目）)】 
【市内を流れる河川（具体的な場所）】 小櫃川（金木橋下流、鯉のぼりイベント時、百目

木公園付近、橋の上） 
浮戸川（広域農道沿い） 
松川 
千曲川 
蔵波川 

【通り（具体的な場所）】 パチンコナポレオン（福王台3-12-1）横の桜並
木 
のぞみ野の主婦の店のとなりの通り（桜通り） 
フラワーライン（特に主婦の店、福王台前の通り）
長浦駅前通り 
平成通り（蔵波台を通過して左右緑になるところ
から など） 

【神社・寺院（具体的な場所）】 坂戸神社 
飯富神社 
率土神社（特に、森と石段） 
野里神社 
正福寺（特に、桜の咲く頃） 

「公園」が最も高く、次いで「東京
湾・富士山の眺め」が高い割合となっ
ている。 
一方、「市内を流れる河川」「神社・

寺院」「久留里線」の割合は低い。 
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【公園（具体的な場所）】 袖ケ浦海浜公園 
袖ケ浦公園 
百目木公園 など 

【各地区の田園風景（具体的な場所）】 袖ケ浦公園の高台から見た風景（夜景、木更津方
面、） 
横田地区 
広域農道 
のぞみ野から見た根形地区 
袖ケ浦高校 

【東京湾・富士山の眺め（具体的な場所）】 アクアライン（龍宮殿、うみほたる） 
袖ケ浦海浜公園 
広域農道 
袖ケ浦駅ホーム 
福王台の高台 

【ドイツ村（具体的な場所）】 ドイツ村内 
観覧車 
２４号永地交差点 
ドイツ村の入口（ゲート） 
ドイツ村の正面から 
花川橋 

【久留里線（具体的な場所）】 横田～東横田間 
横田の田園（新川橋辺りなど） 
横田駅付近 
広域農道側道、横田～東横田間 
東横田 

 
 
 
問3： 上記以外で、あなたの好きな場所・お気に入りの場所を教えてください。 

 
（主な意見（抜粋）） 

Ｘｍａｓの蔵波は色々な家が飾りつけをしているのできれいです。福祉センターの大きな木にＸ

ｍａｓツリーの飾りをするのを毎年見に行きます。 

ガウランドの芝で子供達とボール遊びができる所 

旧進藤家住宅、川原井付近の風景、久保田付近の風景 

根形小学校校庭 

坂戸の森、中央図書館、ダイエー等長浦駅前 

出光研究所の上の畑地風景 

川原井地区の田園風景 

長浦おかのうえ図書館 

長浦中学校の桜並木周辺 

緑が豊富な所はどこでも好きです。   など

一過性のイベントであるクリスマスの飾り、ガウランド・図書館などの公共施設、ま
た、畑地や田園風景などの眺望景観など幅広い意見が挙がっています。 
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■お住まい周辺の景観(風景)についてお伺いします。 
問4： あなたはお住まい周辺の景観(風景)についてどう思われますか。次の中から当て

はまる番号を１つ選んで○印をつけて下さい。 
 
 

回答数 回答割合

非常に好き 85 7.1%

好き 695 57.7%

あまり好きでない 353 29.3%

嫌い 32 2.7%

無回答 39 3.2%

合計 1204 100.0%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
問5： あなたのお住まい周辺の景観(風景)で好きなところはどこですか。次の中から当

てはまる番号を３つまで選んで○印をつけて下さい。 
 

回答数 回答割合

斜面沿いの緑地や田畑などの緑が豊かである。 516 42.9%

商業施設などの賑わい空間がある。 480 39.9%

公園や社寺などの良い場所がある。 432 35.9%

個々の住宅や庭がまちなみを良くしている。 362 30.1%

まちなみを壊すような派手なデザインや色彩の建物や看板類がない。 287 23.8%

河川や堰などの水がきれいである。 156 13.0%

富士山や田園風景など良い眺望を望める場所がある。 94 7.8%

その他 65 5.4%

回答人数 1204  
 

5.4%

7.8%

13.0%

23.8%

30.1%

35.9%

39.9%

42.9%

0.0% 50.0% 100.0%

その他

富士山や田園風景など良い眺望を望める

場所がある。

河川や堰などの水がきれいである。

まちなみを壊すような派手なデザインや

色彩の建物や看板類がない。 

個々の住宅や庭がまちなみを良くしてい

る。

公園や社寺などの良い場所がある。

商業施設などの賑わい空間がある。

斜面沿いの緑地や田畑などの緑が豊かで

ある。

「非常に好き」「好き」が合わせて 6割以
上と過半数を占めている。 

上位二項目で、「斜面沿いの緑地や田畑などの緑が豊かである」「富士山や田園風景など良
い眺望を望める場所がある」が挙がっている。 

非常に好

き
7.1%

好き

57.7%

嫌い
2.7%

あまり好
きでない

29.3%

無回答
3.2%
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問6： あなたのお住まい周辺の景観(風景)で嫌いなところはどこですか。次の中から当

てはまる番号を３つまで選んで○印をつけて下さい。 
 

 
回答数 回答割合

まちなみや眺望を阻害するような電柱や電線がある。 426 35.4%

荒れた農地がある。 377 31.3%

河川や海岸などの水辺に近づきづらい。 332 27.6%

殺風景な駐車場が目立つ。 275 22.8%

海岸部などに不法投棄されたごみがある。 229 19.0%

河川や堰などの水が汚れている。 224 18.6%

派手なデザインや色彩の建物や看板類がある。 188 15.6%

残土の不法投棄により谷津が減っている。 82 6.8%

その他 213 17.7%

回答人数 1204  
 

35.4%

31.3%

27.6%

22.8%

19.0%

18.6%

15.6%

6.8%

0.0% 50.0% 100.0%

まちなみや眺望を阻害するような電柱や

電線がある。

荒れた農地がある。 

河川や海岸などの水辺に近づきづらい。

殺風景な駐車場が目立つ。

海岸部などに不法投棄されたごみがあ
る。

河川や堰などの水が汚れている。

派手なデザインや色彩の建物や看板類が

ある。

残土の不法投棄により谷津が減ってい
る。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上位二項目で、「河川や堰などの水が汚れている」「荒れた農地がある」が挙がっている。 
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■『景観(風景)』についてお伺いします。 
問7： あなたは、普段、まちなみにおける建物のデザイン・色彩や自然風景などについ

て関心を持たれていますか。次の中から当てはまる番号を１つ選んで○印をつけ
て下さい。 

 
 

回答数 回答割合

関心がある。 359 29.8%

多少関心がある。 586 48.7%

あまり関心がない。 233 19.4%

全く関心がない。 10 0.8%

無回答 16 1.3%

合計 1204 100.0%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
問8： 平成 16年 6月に、より良い景観まちづくりを進めるため、「景観法」が定められ

ました。あなたはこの法律を知っていますか。次の中から当てはまる番号を１つ
選んで○印をつけて下さい。   

   
回答数 回答割合

知っている。 48 4.0%

多少知っている。 131 10.9%

内容は分からないが、名前だけは
知っている。

368 30.6%

まったく知らない。 643 53.4%

無回答 14 1.2%

合計 1204 100.0%  
 
 
 
 
 
 
 
 

「知っている」「多少知ってい
る」が合わせて約２割以下と低
い割合となっている。 

関心があ
る。

29.8%

多少関心
がある。

48.7%

全く関心

がない。

0.8%

あまり関

心がな

い。

19.4%

無回答
1.3%

知ってい

る。
4.0%

多少知っ
ている。

10.9%

まったく
知らな

い。
53.4%

内容は分
からない

が、名前
だけは

知ってい

る。
30.6%

無回答

1.2%

「関心がある」「多少関心がある」が合わ
せて約８割と高い割合を占めている。 
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■よりよい景観まちづくりを行うための取り組みについてお伺いします。 
問9： あなた自身、すぐにでも取り組みたい、今後も取り組み続けたい景観まちづくり

は何ですか。次の中から当てはまる番号を全て○印をつけて下さい。 
 

回答数 回答割合

ごみ置き場の清掃など、身近な環境美化をする。 795 66.0%

花いっぱい運動など、積極的に植栽を行う。 511 42.4%

街歩きや山遊びを通じて、身近な景観資源を知る。 445 37.0%

樹林地の維持管理など、身近な緑を維持・保全する。 436 36.2%

公共施設などのデザインの提案や検討の場に参加する。 148 12.3%

その他 46 3.8%

回答人数 1204  

66.0%

42.4%

37.0%

36.2%

12.3%

3.8%

0.0% 50.0% 100.0%

ごみ置き場の清掃など、身近な環境美

化をする。

花いっぱい運動など、積極的に植栽を

行う。

街歩きや山遊びを通じて、身近な景観
資源を知る。 

樹林地の維持管理など、身近な緑を維
持・保全する。

公共施設などのデザインの提案や検討

の場に参加する。 

その他

 
 
 
 
 
問10： あなたは、問９のような景観まちづくりに参加したいですか、または、現在どう

していますか。次の中から当てはまる番号を１つ選んで○印をつけて下さい。 
 

回答数 回答割合

積極的に参加したい。参加している。 123 10.2%

参加できなくても、協力したい。協力している。 885 73.5%

参加する気はない。参加できない。 129 10.7%

その他 33 2.7%

無回答 34 2.8%

合計 1204 100.0%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

「ごみ置き場の清掃など、身近な環境美化をする」が最も高い割合で、一方、「公共施設
などのデザインの提案や検討の場に参加する」が最も低い。 

「積極的に参加したい。参加して
いる。」「参加できなくても、協力し
たい。協力している。」が合わせて 8
割以上と高いを占めている。 
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■あなた自身のことについてお伺いします。 
問11： 以下の項目で当てはまる番号に○をつけてください。 

 

男

38.3%

女

55.7%

無回答

6.0%

50～59

歳
25.5%

30～39

歳

17.4%

40～49

歳
16.4%

20～29

歳

13.5%

60～69
歳

21.3%

70歳～

2.0%

～19歳

3.3%

無回答

0.5%

昭和地区

23.9%

無回答

6.9%

長浦地区

40.6%

平岡地区

9.6%

根形地区
10.8%

中川富岡

地区

8.2%

農業・漁
業 , 主婦

0.1%

農業・漁
業 , 社

員、公務

員

0.2%

主婦,その

他

0.2%

無職
9.9%

農業・漁

業

2.9%

その他

4.9%

主婦

30.7%
学生

4.9%

自営業

6.6%

団体、会

社などの

役員

1.5%

自由業

1.2%

社員、公

務員

37.0%

アパート

7.1%

分譲マン
ション

2.0%

賃貸マン
ション

1.0%

戸建て
（借家）

3.2%

その他

3.7%
無回答

1.1%

戸建て

（所有）
81.8%

～2年未

満
6.8%

無回答
1.1%

2～5年未

満
8.7%

10～30
年未満

50.9%

5～10年
未満

13.4%

30年以上
19.1%

11

性別 年齢

居住地 職業

住宅形態 居住年数



１－２ 地区別集計 
 
■あなたの好きな景観(風景)のイメージについてお伺いします。 
問1： 次の６枚のイメージ写真を、あなたがいいなと思う順番に、例を参考に並べ替え

てください。 例：記入欄（３→２→１→６→４→５） 
【住宅地の景観（風景）イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ：昭和地区               Ｂ：長浦地区 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ：根形地区                Ｄ：平岡地区 

 

 

 

 

 

 

 

Ｅ：中川・富岡地区 

 

 

 

 

 

 

第一位は、全ての地区で、写真５「電
線・電柱のない通り」となっている。 
一方、第二位では、昭和、長浦地区
で、写真２「落ち着いた住宅地」、根
形地区で、写真６「道沿いの花壇、植
込み」、平岡、中川・富岡地区で写真
３「古くからの農家や民家」と地域差
が出ている。 
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【商業・駅前地区の景観（風景）イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ：昭和地区                Ｂ：長浦地区 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ：根形地区                Ｄ：平岡地区 

 

 

 

 

 

 

 

Ｅ：中川・富岡地区 

 

 

 

  

 

 

 

全ての地区で、第一位は写真１「街
路樹のある、ゆったりした歩道」、第
二位は写真５「緑豊かな駅前広場」が
挙がり、同様の傾向が出ている。 
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【農村の景観（風景）イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ：昭和地区                Ｂ：長浦地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ：根形地区                Ｄ：平岡地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｅ：中川・富岡地区 

 

 

 

 

 

第一位は、全ての地区で、同様の傾
向が出ており、写真３「広がりのある
田園風景」、第二位は、根形地区のみ
写真６「遊休地の活用（花畑）」で、
それ以外では写真４「谷津田（谷あい
の田んぼ）」が挙がっている。 
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【地域コミュニティの景観（風景）イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ：昭和地区                Ｂ：長浦地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ：根形地区                Ｄ：平岡地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｅ：中川・富岡地区 
 
 
 
 

 

 

上位二項目で、写真３「市民による
清掃活動」、写真６「市民が参加して
管理する公園」と身近な場所の清掃・
管理が挙がり、全ての地区で、同様の
傾向が出ている。 
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■袖ケ浦市のいいところについてお伺いします。 
問2： 袖ケ浦市で好きな場所・風景は、具体的にどんなところですか。次の中から当て

はまる番号に○印をつけ、( )に具体的な場所を記入してください。（いくつで
も） 

 
市内を流れ
る河川

通り 神社・寺院 公園
各地区の田
園風景

東京湾・富
士山の眺め

ドイツ村 久留里線 回答数

23 92 38 204 59 141 45 16 288
8.0% 31.9% 13.2% 70.8% 20.5% 49.0% 15.6% 5.6% 100.0%
44 107 43 331 107 217 71 32 489
9.0% 21.9% 8.8% 67.7% 21.9% 44.4% 14.5% 6.5% 100.0%
6 24 10 84 44 56 12 7 130

4.6% 18.5% 7.7% 64.6% 33.8% 43.1% 9.2% 5.4% 100.0%
18 19 19 77 41 50 41 25 115

15.7% 16.5% 16.5% 67.0% 35.7% 43.5% 35.7% 21.7% 100.0%
21 21 10 55 27 33 14 29 99

21.2% 21.2% 10.1% 55.6% 27.3% 33.3% 14.1% 29.3% 100.0%
12 20 5 44 14 41 13 14 83

14.5% 24.1% 6.0% 53.0% 16.9% 49.4% 15.7% 16.9% 100.0%
124 283 125 795 292 538 196 123 1204
10.3% 23.5% 10.4% 66.0% 24.3% 44.7% 16.3% 10.2% 100.0%

中川・富岡地区

無回答

総計

昭和地区

長浦地区

根形地区

平岡地区

 
 
 
 
【具体的な場所(主な意見（上位項目)】 

■昭和地区 

【市内を流れる河川（具体的な場所）】 小櫃川 

浮戸川 

【通り（具体的な場所）】 パチンコナポレオン（福王台3-12-1）横の桜並

木 

富士石油社宅前の桜並木 

フラワーライン（広域農道） など 

【神社・寺院（具体的な場所）】 坂戸神社 

飯富神社 

率土神社 など 

【公園（具体的な場所）】 袖ケ浦海浜公園 

袖ケ浦公園 

百目木公園 など 

【各地区の田園風景（具体的な場所）】 袖ケ浦公園の高台（展望台） 

広域農道 

率土神社の階段の上 

袖ケ浦高校 

神納 

坂戸市場 

【東京湾・富士山の眺め（具体的な場所）】 袖ケ浦海浜公園 

袖ケ浦駅 

福王台 

【ドイツ村（具体的な場所）】 ドイツ村内 

観覧車 

ドイツ村の入口（ゲート） 

ドイツ村の正面から 

【久留里線（具体的な場所）】 横田の田園（新川橋辺りなど） 
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■長浦地区 

【市内を流れる河川（具体的な場所）】 小櫃川 

【通り（具体的な場所）】 けやき通り 

のぞみ野 

パチンコナポレオン（福王台3-12-1）横の桜並

木 

長浦駅前通り 

平成通り など 

【神社・寺院（具体的な場所）】 笠上観音 

久保田の正福寺 

八幡神社 など 

【公園（具体的な場所）】 袖ケ浦海浜公園 

袖ケ浦公園 

百目木公園 など 

【各地区の田園風景（具体的な場所）】 袖ケ浦公園の高台（展望台） 

広域農道 など 

【東京湾・富士山の眺め（具体的な場所）】 アクアライン（海ほたる） 

広域農道 

袖ケ浦海浜公園 

平成通り 

【ドイツ村（具体的な場所）】 ドイツ村内 

観覧車 

ドイツ村の入口（ゲート） 

ドイツ村の正面から 

【久留里線（具体的な場所）】 なし 

 
 
■根形地区 

【市内を流れる河川（具体的な場所）】 小櫃川 など 

【通り（具体的な場所）】 のぞみ野 

平成通り など 

【神社・寺院（具体的な場所）】 野田神社 

飯富神社 など 

【公園（具体的な場所）】 袖ケ浦公園 

百目木公園 など 

【各地区の田園風景（具体的な場所）】 袖ケ浦公園の高台（展望台） 

広域農道 

根形地区 など 

【東京湾・富士山の眺め（具体的な場所）】 アクアライン 

袖ケ浦海浜公園 

袖ケ浦駅 

広域農道（根形地区） など 

【ドイツ村（具体的な場所）】 ドイツ村内 など 

【久留里線（具体的な場所）】 なし 
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■根形地区 

【市内を流れる河川（具体的な場所）】 松川 

小櫃川 など 

【通り（具体的な場所）】 のぞみ野 

平成通り など 

【神社・寺院（具体的な場所）】 野里神社 など 

【公園（具体的な場所）】 袖ケ浦公園 

百目木公園 など 

【各地区の田園風景（具体的な場所）】 横田地区 

川原井の田んぼ 

袖ケ浦公園の高台（展望台） など 

【東京湾・富士山の眺め（具体的な場所）】 アクアライン 

袖ケ浦海浜公園 

広域農道 など 

【ドイツ村（具体的な場所）】 ドイツ村内 

入口 

食堂付近の高台 など 

【久留里線（具体的な場所）】 なし 

 
■中富地区 

【市内を流れる河川（具体的な場所）】 小櫃川  

松川 など 

【通り（具体的な場所）】 のぞみ野 

福王台 など 

【神社・寺院（具体的な場所）】 横田神社 など 

【公園（具体的な場所）】 袖ケ浦公園 

百目木公園 など 

【各地区の田園風景（具体的な場所）】 横田地区 

広域農道 など 

【東京湾・富士山の眺め（具体的な場所）】 アクアライン 

袖ケ浦海浜公園 

広域農道 など 

【ドイツ村（具体的な場所）】 ドイツ村内 

入口 など 

【久留里線（具体的な場所）】 なし 
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問3： 上記以外で、あなたの好きな場所・お気に入りの場所を教えてください。 
 
（主な意見（抜粋）） 

昭和地区 ・ 昭和地区にある富士石油社宅の前の道から東京湾と市役所等、市内を見渡せる

事ができ、とてもいいと思う。ただ草や木が育って景観が見えないときもある。

今年は早めに除草してくれてよく見えます。 

・ 袖ケ浦郵便局付近からアクアライン方向に見える冬の富士山 

・ 福王台（ミニストップ）あたりから、１６号下り方面に見える夜景 

・ 福王台、富士石油の社宅のあるよこの道 海蔵院（中寺）におりて行く道 旧

奈良輪地域、アクアライン、富士山が一望できる風景場所があります。朝・晩

お天気の良い時はすばらしい場所です。私の好きな場所の一つです。 

・ 北袖、中袖の工場地帯と海を合わせた景観が、袖ケ浦の特徴としてとても好き

だ。海水浴用の海とは違った味わいがある。 

長浦地区 ・ 横田方面で街灯のない所で星が見える所 地平線が見える所 

・ 久保田２丁目のお屋敷のある道。１６号北袖インター下り線の木更津寄りの春、

桜の咲いている歩道 

・ 市営霊園（桜） 

・ 森林浴をしながらウォーキングできるいい景観のコースが数多くある…浜宿、

代宿近辺他 

・ 神納の農道を歩くのが好きです。きれいに耕された畑や、野の草花、自然の樹

木、人間の住む場所だなと感じます。 

平岡地区 ・ Ｘｍａｓの蔵波は色々な家が飾りつけをしているのできれいです。福祉センタ

ーの大きな木にＸｍａｓツリーの飾りをするのを毎年見に行きます。 

・ のぞみ野の見はらし公園より先に行く高台、階段を上って行くと畑ですが、見

はらしがとてもよく、公園よりもＧｏｏｄ。夕方になると夜景も見え、農道を

走る車のライトが行きかう。こんな所に公園があったらイイナーって思う。 

根形地区 ・ シルバー人材センターの人がコスモスを植えてくれて、今の時期は特にキレイ。

・ 教育の森から林にぬける道、オリエンティリングなどにとても良い所です。こ

の場所にキャンプ場があればと思う。 

・ 川原井の南総ＧＣの林道から、富士山がシルエットで（夕焼・朝焼）眼下に芝

生の緑、左に観覧車（ドイツ村）が展望できる。冬が良いと思います。 

・ 袖ケ浦公園の福祉施設の入り口 あじさいの咲いている所から登って少し小高

い林の間を登って頂上から見た風景（灯台の有る所） 

中富地区 ・ 館山道木更津北インターから滝の口方面に向い、高台から小櫃川を越えて横田

郷を一望にしたところ。 

・ 下望陀から小櫃川の流れと久留里線の鉄橋、中川橋を見通した風景。 
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8.3%

3.9%

8.5%

13.9%

15.2%

56.9%

56.2%

66.9%

58.3%

52.5%

30.6%

32.7%

20.8%

25.2%

24.2%

3.3%

2.0%

1.7%

2.3%

1.7%

6.1%

0.9%

1.5%

3.9%

2.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

昭和地区

長浦地区

根形地区

平岡地区

中川・富岡地区

非常に好き 好き あまり好きでない 嫌い 無回答

■お住まい周辺の景観(風景)についてお伺いします。 
問4： あなたはお住まい周辺の景観(風景)についてどう思われますか。次の中から当て

はまる番号を１つ選んで○印をつけて下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

「非常に好き」「好き」を合わせた好意的な意見は、根形地区が最も高く、一方、長浦地
区で最も低い。 

非常に好き 好き
あまり好き
でない

嫌い 無回答 合計

24 164 88 5 7 288
8.3% 56.9% 30.6% 1.7% 2.4% 100.0%
19 275 160 16 19 489
3.9% 56.2% 32.7% 3.3% 3.9% 100.0%
11 87 27 3 2 130
8.5% 66.9% 20.8% 2.3% 1.5% 100.0%
16 67 29 2 1 115

13.9% 58.3% 25.2% 1.7% 0.9% 100.0%
15 52 24 2 6 99

15.2% 52.5% 24.2% 2.0% 6.1% 100.0%
50 25 4 4 83

0.0% 60.2% 30.1% 4.8% 4.8% 100.0%
85 695 353 32 39 1204
7.1% 57.7% 29.3% 2.7% 3.2% 100.0%

昭和地区

長浦地区

根形地区

平岡地区

中川・富岡地区

無回答

総計
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斜面沿いの
緑地や田畑
などの緑が
豊かであ
る。

河川や堰な
どの水がき
れいであ
る。

公園や社寺
などの良い
場所があ
る。

個々の住宅
や庭がまち
なみを良くし
ている。

まちなみを
壊すような
派手なデザ
インや色彩
の建物や看
板類がな
い。

富士山や田
園風景など
良い眺望を
望める場所
がある。

商業施設な
どの賑わい
空間があ
る。

その他

103 19 133 68 75 122 28 15
35.8% 6.6% 46.2% 23.6% 26.0% 42.4% 9.7% 5.2%
165 25 168 141 156 150 110 31
33.7% 5.1% 34.4% 28.8% 31.9% 30.7% 22.5% 6.3%
76 8 44 41 44 77 2 4

58.5% 6.2% 33.8% 31.5% 33.8% 59.2% 1.5% 3.1%
79 11 29 13 38 62 5 6

68.7% 9.6% 25.2% 11.3% 33.0% 53.9% 4.3% 5.2%
64 21 38 12 17 34 8 4

64.6% 21.2% 38.4% 12.1% 17.2% 34.3% 8.1% 4.0%
29 10 20 12 32 35 3 5

34.9% 12.0% 24.1% 14.5% 38.6% 42.2% 3.6% 6.0%
516 94 432 287 362 480 156 65
42.9% 7.8% 35.9% 23.8% 30.1% 39.9% 13.0% 5.4%

昭和地区

長浦地区

根形地区

平岡地区

中川・富岡地区

無回答

総計

河川や海岸
などの水辺
に近づきづ
らい。

荒れた農地
がある。

河川や堰な
どの水が汚
れている。

残土の不法
投棄により
谷津が減っ
ている。

派手なデザ
インや色彩
の建物や看
板類があ
る。

まちなみや
眺望を阻害
するような
電柱や電線
がある。

海岸部など
に不法投棄
されたごみ
がある。

殺風景な駐
車場が目立
つ。

60 94 77 39 29 90 82 65
20.8% 32.6% 26.7% 13.5% 10.1% 31.3% 28.5% 22.6%
113 107 183 87 40 145 120 113
23.1% 21.9% 37.4% 17.8% 8.2% 29.7% 24.5% 23.1%
15 47 42 32 8 32 21 14

11.5% 36.2% 32.3% 24.6% 6.2% 24.6% 16.2% 10.8%
12 50 47 37 1 21 15 5

10.4% 43.5% 40.9% 32.2% 0.9% 18.3% 13.0% 4.3%
15 43 45 13 1 20 16 7

15.2% 43.4% 45.5% 13.1% 1.0% 20.2% 16.2% 7.1%
9 36 32 21 3 24 21 9

10.8% 43.4% 38.6% 25.3% 3.6% 28.9% 25.3% 10.8%
224 377 426 229 82 332 275 213
18.6% 31.3% 35.4% 19.0% 6.8% 27.6% 22.8% 17.7%

昭和地区

長浦地区

根形地区

平岡地区

中川・富岡地区

無回答

総計

あなたのお住まい周辺の景観(風景)で好きなところはどこですか。次の中から当てはまる番号を３
つまで選んで○印をつけて下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問5： あなたのお住まい周辺の景観(風景)で嫌いなところはどこですか。次の中から当
てはまる番号を３つまで選んで○印をつけて下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各地区で、最も高いもしくはほぼ同票数で高い割合となっているのは、昭和地区で「公園
や社寺などの良い場所がある」、長浦地区で「公園や社寺などの良い場所がある」「斜面沿い
の緑地や田畑などの緑が豊かである」、根形地区で、「富士山や田園風景など良い眺望を望め
る場所がある」「斜面沿いの緑地や田畑などの緑が豊かである」、平岡、中川・富岡地区で「斜
面沿いの緑地や田畑などの緑が豊かである」である。 
 

各地区の上位二項目は、昭和地区で「荒れた農地がある」「まちなみや眺望を阻害するよ
うな電柱や電線がある」、長浦地区で、「河川や堰などの水が汚れている」「まちなみや眺望
を阻害するような電柱や電線がある」、根形、平岡、中川・富岡地区で「荒れた農地がある」
「河川や堰などの水が汚れている」となっている。 
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関心があ
る。

多少関心が
ある。

あまり関心
がない。

全く関心が
ない。

無回答 合計

84 141 58 3 2 288
29.2% 49.0% 20.1% 1.0% 0.7% 100.0%
151 250 78 3 7 489
30.9% 51.1% 16.0% 0.6% 1.4% 100.0%
42 65 21 1 1 130

32.3% 50.0% 16.2% 0.8% 0.8% 100.0%
33 51 26 2 3 115

28.7% 44.3% 22.6% 1.7% 2.6% 100.0%
32 43 22 2 99

32.3% 43.4% 22.2% 0.0% 2.0% 100.0%
17 36 28 1 1 83

20.5% 43.4% 33.7% 1.2% 1.2% 100.0%
359 586 233 10 16 1204
29.8% 48.7% 19.4% 0.8% 1.3% 100.0%

昭和地区

長浦地区

根形地区

平岡地区

中川・富岡地区

無回答

総計

29.2%

30.9%

32.3%

28.7%

32.3%

49.0%

51.1%

50.0%

44.3%

43.4%

20.1%

16.0%

16.2%

22.6%

22.2%

0.0%

1.7%

0.8%

0.6%

1.0%

2.0%

2.6%

0.8%

1.4%

0.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

昭和地区

長浦地区

根形地区

平岡地区

中川・富岡地区

関心がある。 多少関心がある。 あまり関心がない。 全く関心がない。 無回答

■『景観(風景)』についてお伺いします。 
問6： あなたは、普段、まちなみにおける建物のデザイン・色彩や自然風景などについ

て関心を持たれていますか。次の中から当てはまる番号を１つ選んで○印をつけ
て下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「関心がある」「多少関心がある」を合わせた意見は、根形地区、長浦地区が高く、一方、
平岡地区で最も低い。 
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7.1%

11.1%

11.5%

7.7%

7.0%

12.1%

34.4%

30.5%

26.2%

30.4%

29.3%

50.0%

53.6%

60.8%

58.3%

49.5%

0.0%

0.0%

5.4%

4.5%

3.1%

1.7%

2.0%

2.6%

1.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

昭和地区

長浦地区

根形地区

平岡地区

中川・富岡地区

知っている。

多少知っている。

内容は分からないが、名前だけは知っている。

まったく知らない。

無回答

 
問7： 平成 16年 6月に、より良い景観まちづくりを進めるため、「景観法」が定められ

ました。あなたはこの法律を知っていますか。次の中から当てはまる番号を１つ
選んで○印をつけて下さい。     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「知っている」「多少知っている」「内容は知らないが、名前だけは知っている」を合わせ
た意見は、昭和地区で高く、一方、平岡地区、根形地区で低い。 
 

知ってい
る。

多少知って
いる。

内容は分か
らないが、名
前だけは知っ
ている。

まったく知ら
ない。

無回答 合計

13 32 99 144 288
4.5% 11.1% 34.4% 50.0% 0.0% 100.0%
15 56 149 262 7 489
3.1% 11.5% 30.5% 53.6% 1.4% 100.0%
7 10 34 79 130

5.4% 7.7% 26.2% 60.8% 0.0% 100.0%
2 8 35 67 3 115

1.7% 7.0% 30.4% 58.3% 2.6% 100.0%
7 12 29 49 2 99

7.1% 12.1% 29.3% 49.5% 2.0% 100.0%
4 13 22 42 2 83

4.8% 15.7% 26.5% 50.6% 2.4% 100.0%
48 131 368 643 14 1204
4.0% 10.9% 30.6% 53.4% 1.2% 100.0%

中川・富岡地区

無回答

総計

昭和地区

長浦地区

根形地区

平岡地区
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■よりよい景観まちづくりを行うための取り組みについてお伺いします。 
問8： あなた自身、すぐにでも取り組みたい、今後も取り組み続けたい景観まちづくり

は何ですか。次の中から当てはまる番号を全て○印をつけて下さい。 
 

花いっぱい
運動など、
積極的に植
栽を行う。

ごみ置き場
の清掃な
ど、身近な
環境美化を
する。

街歩きや山
遊びを通じ
て、身近な
景観資源を
知る。

公共施設な
どのデザイ
ンの提案や
検討の場に
参加する。

樹林地の維
持管理な
ど、身近な
緑を維持・
保全する。

その他 回答数

130 204 98 30 103 16 288
45.1% 70.8% 34.0% 10.4% 35.8% 5.6% 100.0%
204 318 201 66 165 17 489
41.7% 65.0% 41.1% 13.5% 33.7% 3.5% 100.0%
52 80 47 21 50 1 130

40.0% 61.5% 36.2% 16.2% 38.5% 0.8% 100.0%
48 73 40 13 47 6 115

41.7% 63.5% 34.8% 11.3% 40.9% 5.2% 100.0%
49 70 39 9 38 4 99

49.5% 70.7% 39.4% 9.1% 38.4% 4.0% 100.0%
28 50 20 9 33 2 83

33.7% 60.2% 24.1% 10.8% 39.8% 2.4% 100.0%
511 795 445 148 436 46 1204
42.4% 66.0% 37.0% 12.3% 36.2% 3.8% 100.0%

昭和地区

長浦地区

根形地区

平岡地区

中川・富岡地区

無回答

総計

すべての地区で、第一位で「ごみ置き場の清掃など、身近な環境美化をする」、第二位で
「花いっぱい運動など、積極的な植栽を行う」が挙がっている。長浦地区では、第二位とほ
ぼ同票数で「街歩きや山遊びを通じて、身近な景観資源を知る」が挙がっている。 
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13.2%

8.4%

8.5%

11.3%

11.1%

70.5%

77.3%

73.1%

73.0%

70.7%

11.5%

9.2%

13.8%

10.4%

8.1%

6.1%

2.3%

1.7%

2.5%

2.8%

4.0%

2.1%

2.7%

2.3%

3.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

昭和地区

長浦地区

根形地区

平岡地区

中川・富岡地区

積極的に参加したい。参加している。

参加できなくても、協力したい。協力している。

参加する気はない。参加できない。

その他

無回答

 
問9： あなたは、問 6のような景観まちづくりに参加したいですか、または、現在どう

していますか。次の中から当てはまる番号を１つ選んで○印をつけて下さい。 

全ての地区で、「積極的に参加したい。参加している。」「参加できなくても、協力したい。
協力している。」を合わせて８割以上と高い参加・協力意欲がある。 

積極的に参
加したい。
参加してい
る。

参加できな
くても、協力
したい。協
力している。

参加する気
はない。参
加できな
い。

その他 無回答 合計

38 203 33 8 6 288
13.2% 70.5% 11.5% 2.8% 2.1% 100.0%
41 378 45 12 13 489
8.4% 77.3% 9.2% 2.5% 2.7% 100.0%
11 95 18 3 3 130
8.5% 73.1% 13.8% 2.3% 2.3% 100.0%
13 84 12 2 4 115

11.3% 73.0% 10.4% 1.7% 3.5% 100.0%
11 70 8 6 4 99

11.1% 70.7% 8.1% 6.1% 4.0% 100.0%
9 55 13 2 4 83

10.8% 66.3% 15.7% 2.4% 4.8% 100.0%
123 885 129 33 34 1204
10.2% 73.5% 10.7% 2.7% 2.8% 100.0%

昭和地区

長浦地区

根形地区

平岡地区

中川・富岡地区

無回答

総計

25



■あなた自身のことについてお伺いします。 
問10： 以下の項目で当てはまる番号に○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男 女 無回答 総計
99 181 8 288

34.4% 62.8% 2.8% 100.0%
202 258 29 489
41.3% 52.8% 5.9% 100.0%
47 71 12 130

36.2% 54.6% 9.2% 100.0%
44 63 8 115

38.3% 54.8% 7.0% 100.0%
40 56 3 99

40.4% 56.6% 3.0% 100.0%
29 42 12 83

34.9% 50.6% 14.5% 100.0%
461 671 72 1204
38.3% 55.7% 6.0% 100.0%

昭和地区

長浦地区

根形地区

平岡地区

中川・富岡地区

無回答

総計

～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳～ 無回答 合計
9 46 64 45 61 59 3 1 288

3.1% 16.0% 22.2% 15.6% 21.2% 20.5% 1.0% 0.3% 100.0%
16 66 91 85 126 94 9 2 489
3.3% 13.5% 18.6% 17.4% 25.8% 19.2% 1.8% 0.4% 100.0%
5 9 17 18 51 27 2 1 130

3.8% 6.9% 13.1% 13.8% 39.2% 20.8% 1.5% 0.8% 100.0%
2 20 13 23 19 36 2 115

1.7% 17.4% 11.3% 20.0% 16.5% 31.3% 1.7% 0.0% 100.0%
3 11 16 17 31 19 2 99

3.0% 11.1% 16.2% 17.2% 31.3% 19.2% 2.0% 0.0% 100.0%
5 10 9 10 19 22 6 2 83

6.0% 12.0% 10.8% 12.0% 22.9% 26.5% 7.2% 2.4% 100.0%
40 162 210 198 307 257 24 6 1204
3.3% 13.5% 17.4% 16.4% 25.5% 21.3% 2.0% 0.5% 100.0%

昭和地区

長浦地区

根形地区

平岡地区

中川・富岡地区

無回答

総計

34.4%

41.3%

36.2%

38.3%

40.4%

62.8%

52.8%

54.6%

54.8%

56.6%

9.2%

7.0%

3.0%

5.9%

2.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

昭和地区

長浦地区

根形地区

平岡地区

中川・富岡地区

男 女 無回答

3.1%

3.3%

3.8%

1.7%

3.0%

16.0%

13.5%

17.4%

11.1%

22.2%

18.6%

13.1%

11.3%

16.2%

15.6%

17.4%

13.8%

20.0%

17.2%

21.2%

25.8%

39.2%

16.5%

31.3%

20.5%

19.2%

20.8%

31.3%

19.2%

6.9%

2.0%

1.7%

1.5%

1.8%

1.0%

0.8%

0.4%

0.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

昭和地区

長浦地区

根形地区

平岡地区

中川・富岡地区

～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳

60～69歳 70歳～ 無回答

性別 

年齢 
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農業・漁業 自営業 自由業
団体、会社
などの役員

社員、公務
員

学生 主婦 無職 その他 無回答 合計

4 14 2 4 107 14 101 25 15 2 288
1.4% 4.9% 0.7% 1.4% 37.2% 4.9% 35.1% 8.7% 5.2% 0.7% 100.0%
4 14 2 4 107 14 101 25 15 2 288

1.4% 4.9% 0.7% 1.4% 37.2% 4.9% 35.1% 8.7% 5.2% 0.7% 100.0%
2 13 3 4 46 8 39 11 4 130

1.5% 10.0% 2.3% 3.1% 35.4% 6.2% 30.0% 8.5% 3.1% 0.0% 100.0%
7 7 1 2 37 3 34 15 8 1 115

6.1% 6.1% 0.9% 1.7% 32.2% 2.6% 29.6% 13.0% 7.0% 0.9% 100.0%
10 13 2 1 33 3 22 6 7 2 99

10.1% 13.1% 2.0% 1.0% 33.3% 3.0% 22.2% 6.1% 7.1% 2.0% 100.0%
5 8 2 19 6 23 12 3 5 83

6.0% 9.6% 2.4% 0.0% 22.9% 7.2% 27.7% 14.5% 3.6% 6.0% 100.0%
34 79 14 18 440 58 365 118 63 15 1204
2.8% 6.6% 1.2% 1.5% 36.5% 4.8% 30.3% 9.8% 5.2% 1.2% 100.0%

昭和地区

長浦地区

根形地区

平岡地区

中川・富岡地区

無回答

総計

戸建て（所
有）

戸建て（借
家）

分譲マン
ション

賃貸マン
ション

アパート その他 無回答 合計

224 12 8 3 32 7 2 288
77.8% 4.2% 2.8% 1.0% 11.1% 2.4% 0.7% 100.0%
371 18 15 8 49 26 2 489
75.9% 3.7% 3.1% 1.6% 10.0% 5.3% 0.4% 100.0%
118 5 0 1 2 3 1 130
90.8% 3.8% 0.0% 0.8% 1.5% 2.3% 0.8% 100.0%
110 1 0 0 1 3 0 115
95.7% 0.9% 0.0% 0.0% 0.9% 2.6% 0.0% 100.0%
96 2 0 0 0 1 0 99

97.0% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% 0.0% 100.0%
66 1 1 0 2 5 8 83

79.5% 1.2% 1.2% 0.0% 2.4% 6.0% 9.6% 100.0%
985 39 24 12 86 45 13 1204
81.8% 3.2% 2.0% 1.0% 7.1% 3.7% 1.1% 100.0%

昭和地区

長浦地区

根形地区

平岡地区

中川・富岡地区

無回答

総計

77.8%

75.9%

90.8%

95.7%

97.0%

11.1%4.2%

3.8%

3.7%

0.9%

2.0%

2.8%

3.1%

0.8%

1.0%

1.6%

10.0%

1.5%

0.9%

5.3%

2.4%

2.3%

2.6%

1.0%

0.8%

0.4%

0.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

昭和地区

長浦地区

根形地区

平岡地区

中川・富岡地区

戸建て（所有） 戸建て（借家） 分譲マンション 賃貸マンション

アパート その他 無回答

1.5%

6.1%

10.1% 13.1%

2.3%

0.9%

37.2%

37.2%

35.4%

32.2%

33.3%

4.9%

4.9%

6.2%

2.6%

3.0%

35.1%

35.1%

30.0%

29.6%

22.2%

8.7%

8.7%

8.5%

13.0%

6.1%

1.4%

1.4%

4.9%

4.9%

6.1%

10.0%

2.0%

0.7%

0.7%

1.0%

1.7%

3.1%

1.4%

1.4% 5.2%

5.2%

3.1%

7.0%

7.1%

2.0%

0.7%

0.7%

0.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

昭和地区

長浦地区

根形地区

平岡地区

中川・富岡地区

農業・漁業 自営業 自由業 団体、会社などの役員

社員、公務員 学生 主婦 無職

その他 無回答

職業 

住居形態 
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～2年未満 2～5年未満
5～10年未
満

10～30年未
満

30年以上 無回答 合計

23 35 54 124 50 2 288
8.0% 12.2% 18.8% 43.1% 17.4% 0.7% 100.0%
43 55 62 284 42 3 489
8.8% 11.2% 12.7% 58.1% 8.6% 0.6% 100.0%
4 4 21 77 23 1 130

3.1% 3.1% 16.2% 59.2% 17.7% 0.8% 100.0%
2 2 9 53 48 1 115

1.7% 1.7% 7.8% 46.1% 41.7% 0.9% 100.0%
5 5 10 37 42 99

5.1% 5.1% 10.1% 37.4% 42.4% 0.0% 100.0%
5 4 5 38 25 6 83

6.0% 4.8% 6.0% 45.8% 30.1% 7.2% 100.0%
82 105 161 613 230 13 1204
6.8% 8.7% 13.4% 50.9% 19.1% 1.1% 100.0%

昭和地区

長浦地区

根形地区

平岡地区

中川・富岡地区

無回答

総計

8.0%

8.8%

3.1%

1.7%

5.1%

12.2%

11.2%

18.8%

12.7%

16.2%

10.1%

43.1%

58.1%

59.2%

46.1%

37.4%

17.4%

8.6%

17.7%

41.7%

42.4%

3.1%

1.7%

5.1%

7.8% 0.9%

0.8%

0.6%

0.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

昭和地区

長浦地区

根形地区

平岡地区

中川・富岡地区

～2年未満 2～5年未満 5～10年未満 10～30年未満 30年以上 無回答

居住年数 
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■ 最後に、景観まちづくりに対するご意見、ご要望などご自由にお書きください。 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

項目 
 

【里山・田園景観の保全】 
【自然との共生】 
【緑の維持・管理】 
【街路樹・沿道緑化】 
【海辺・河川沿いの魅力化】 
【ごみ対策（道路）】 
【不法投棄・残土処理（里山など）】 
【街並み整備】 
【街灯の設置】 
【道路（歩道）整備】 
【電線地中化】 
【駅・駅周辺整備】 
【公園管理】 
【寺社・仏閣】 
【新たな施設整備】 
【防犯・安全】 
【交通計画】 
【教育】 
【市民参加】 
【袖ケ浦駅北側開発について】 
【景観まちづくり】 
【その他】 
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【里山・田園景観の保全】 
・ 袖ケ浦は緑が多くて自然も沢山残っているのでとても良いと思います。人の手が加えられて
ない様な所もありますが、そういった場所があっても良いと思うし、逆にまちづくりとか言
って自然に人工的に手を加えるのはどうかと思います。 

・ 田園風景など（特に川原井地区）は、できるだけこのままのこってほしいと思っています。
あまり、きれいに整えすぎるのもどうかと思います。 

・ 通りの道路の景観まちづくりだけでなく、せまい農道の整地（要望等もう少し聞いてほしい）。
休耕田の管理（個々への指導）もしてほしい。 

・ 里山の美しさは雑木山になっているところです。昨今孟宗竹がはびこって景観を損ねている
ようです。袖ケ浦の美しさは田園風景と里山の対比です。一対です。バス旅行で良い景色と
思っていると、残土の山が見えた時など、台無しになってしまいます。どうか川原井付近が
そうならないよう願いたいものです。 

・ 山里作りがいいと思う。地主が放っている場所も多いので、市が無料で借り、管理をボラン
ティアで集うのはどうでしょう。市内の地主は高齢化で管理が出来ない人が多いようです。 

・ 緑が豊かであることが、袖ケ浦市の特徴であり、この状態を維持していく事が大切だと思い
ます。しかし、農業を今後どうするかと言う問題だと思いますが、人口減から来る農産物の
更なる生産調整の進行や、後継者不足から来る休廃田の増加、また現在でも手入れされてい
るとは思われない樹林地の荒廃等が進むと考えられ、現在の緑を市全体で確保することは容
易でないと思います。対策を講じておく必要があると思います。 

・ 子供が安全に接する事のできる里山のような場所や、美しい河川が身近に有るといいなぁと
思います。 

・ 飯富の田んぼお米収穫後花でも植えるととてもきれい 
・ 私はのぞみ野に移住してから５年になりますが、周りの風景や二階の窓から見える夜景はと
ても気に入っています。私がこの土地の景色や町並のすばらしさを知ったのは、１６，７歳
の頃で、のぞみ野通りを通る度、いつかはこの土地に住みたいと思っていたのです。そして
５年前、偶然にも父の紹介でこの土地に住む事になったのです。その時思ったのが、あの時
から約２０年経っているのに、このすばらしい風景がそのままだった事にびっくりしました。
さくら並木や銀杏並木、そしてつつじの花などです。そして夜景は更に美しくなった様な気
がします。 

・ 農村地域に限って言えば、つくるというより、残す・戻すといった方が良いのかも。遊休地
への産廃の不法投棄など、この調査票にある田園のイメージには程遠い状況です（近くで見
ればの話です）まずは、昔からある自然の風景を取り戻す施策をお願いします。 

・ 付加価値を付ける事が大事。一方で、緑豊かな田園風景も大事にしたい。市街地の住民と農
家が交流できる体験農園は、非常に良いと思う。あと、定年した方などを、農家ボランティ
アとして登録し、農繁期に手伝ってもらうようなシステムはどうでしょう？  

・ 又、田んぼなどは、稲が育っている間はとてもきれいでよいと思いますが、畑などはもう少
し見た目、臭いなどよくなるといいと思います。 

・ 袖ケ浦市に５０年以上住んでおります。私のすんでいる所はとても整理された田園風景が広
がり、とても気に入っています。心も広くなる気がします。農業に従事する人が高齢化して
きており、あと何年このような田園風景が保たれるか心配になります。是非よい案で守って
下さい。家の近くから富士山が見えるのもとても気に入っています。 

・ うちの方は畑が多く、それはそれなりに良いのですが、鶏のふんを畑にまいて、その臭いが
特別なので、窓など開けられないほどくさくて、それには困っています。あれは何とかなら
ないでしょうか？一種の公害だと思います。 

・ 子供の頃の緑豊かなまちが好きでした。近年開発が進み、幹線道路や工業団地と称し、美し
い谷津が見る影もなくなってしまいました。道路は必要だと思いますが、谷津を埋めてしま
う必要があるのでしょうか？ただ残土処理の為に利用されているとしか思えません。行政も
もう少しその様なことを規制して、自然を守れる様にしてほしいです。壊れた自然はもうも
とにはもどれないのです。山を崩し、谷を埋める、他の土地の土を運び入れる、もうやめて
ほしいです。 

・ 里山をもっと育成して下さい。 
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・ ６年前に都内より袖ケ浦に越してまいりました。景観の良さに日々心安らぐ思いで暮らして
おります。都内のコンクリートだらけの景観より、未だ田畑のある美しい景観はゆとりをも
与えるものです。 

・ 袖ケ浦は東京に近い割には自然の豊かな場所である。この自然を放置せず、農業と観光を一
体化した方策を推進するのである。具体例で言うと、袖ケ浦公園から野田に至る台地は南に
房総へ丘陵を背景に、非常に景色のいい所であり、私は十勝連峰をバックにした北海道の美
瑛町（パッチワークの道で有名）に雰囲気がよく似ていると思っている。そこで、この地区
の畑を今以上に整備し、また周辺の雑木林も手入れをして、ミニパッチワークの道として売
り出したらいいのではないかと普段から思っている。そして周囲の農地の一部を果樹園等に
変更し、観光客を今以上に呼ぶことが出来たら言い値と考える。袖ケ浦駅北口の開発に 300
億円もの市民税を使うよりもよほど市の将来のために成ると思うが。いかがでしょうか？ 

・ 荒れた田、畑をなくしたい。所有者が管理しなければ、市で出来ませんか？ 
 

 

【自然との共生】  
・ 近年の街づくりのように、土地区画整理事業等々により、既存の街の近くに、取って付けた
ような街区をつくるのではなく、既存街区と生活空間を共有できるような形態の街づくりを
望みます。荒れた農地を埋め立て、住宅地を開発しても、便利な連絡道路も持たない住宅地
は、孤立した街区となり、距離が近くても、既存街区とは密接な生活空間を持てない。形ば
かりの道路・公園・宅地・商業地を並べても、生きた街にはなっていない街区が他に見受け
られます。街は人間や動・植物の生きる空間でもあるはずです。人間の都合だけで、街づく
りを考えるので、行く行くは人間が住みづらくなると思います。ヘビやカエルが近くに居る
から、人間も自然のバランスの中で、快適に暮せるものと信じます。遊休の田・畑が在るの
であれば、それを復活させるべきです。農業委員会の割合、農地法の改正を見直し、考える
べきです。新しい街をつくることは、必ずプラスの面とマイナスの面が有りますので、慎重
な考えが要求されます。また既存の街の景観につきましては“植物”や“水”と親しみやす
いことを基本に考えたら、自然と良くなるのではないでしょうか。 

・ 私は生まれが新潟県の片田舎なので故郷の山、海、川、森などの豊かな自然の景観に心ひか
れます。できるだけ自然を生かしてほしいというのが願いです。人工的なものには今ひとつ
魅力を感じませんが、それでももちろん緑はないよりあった方がいいですね。 

・ 最近では袖ケ浦駅北側開発等、人の便利を求める働きが多い様な気がします。自然を壊す事
は簡単ですが、戻す事は大変です。開発の全てに反対ではありませんが、自然と便利さの調
和のとれた街づくりを望んでいます。 

・ 街づくりの為の開発も大変必要なことではありますが、自然との調和を大事にされたい。 
・ 都会的な景観づくりより、自然あふれるまちづくりをしてほしい。 
・ 自然を破壊しないでほしいです。東京に行くとビルばかりで頭が痛くなり、その点袖ケ浦は
自然が豊富なので心がいやされます。 

・ あまりにも人工的に整備された風景よりも、もともとある田畑や木々を手入れして得た景観
にいやされます。まちづくり。とても楽しみにしていますが、袖ケ浦ならではの・・・古く
からあるものを大切にしてほしいです。少し古くさくて、少し新しい・・・そんな袖ケ浦市
にすごく期待をしています。 

・ 袖ケ浦市の市街部に占める割合は、田、畑、山林が断然多い。つまり“田舎”であり、背伸
びして街の景観にこだわる必要は何もない。田舎、そのものの、今の景観で十分。袖ケ浦駅
南側のように極部的に街並を造っても意味ない。税金のムダ使い。 

・ これからも、袖ケ浦の自然をできるだけ残しつつ、一方では便利になるように、開発などを
少ない金額で無駄なく進めていってほしいです。 

・ 自然と調和する町（人工的な町は好まない） 
・ 自然はできるだけ残してほしい。 
・ 空気がキレイなところが好きなので、空気を汚さないでほしい。 
・ 豊かな自然は是非残していってほしい。それが、将来をになう子どもたちの心の豊かさにつ
ながる。 
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・ 多少不便な面があっても、発展よりは、自然豊かな市であって欲しいと思います。 
・ あまり山をこわさずに、自然をそのままでなおかつ、都会的な所もある、そーゆうギャップ
もあると良いかも…。やはり緑のある町が、人々にとってやすらげるのでは…。 

・ 私は袖ケ浦に１７年間住んでいます。昔は家の前にも緑がいっぱいあって、木に登ろうと思
えばいくらでも登れました。公民館の前でザリガニをつかまえようと思えばいっぱいつかま
えることができました。しかし今はどうですか？木に登ろうとしても、１０年前にあった木
が切られて登ることができない。ザリガニをつかまえようとしても、昔より数が減った感じ
がします。あっという間に１０年という時が過ぎてしまったが、今と昔は全然違います。私
は１８歳ですが、そのうち子供ができ、親になると思います。その子供には家でテレビゲー
ムとかコンピューターとかして育ってほしくないです。私が子供の時みたいに木に登って、
虫つかまえて、自転車いっぱい乗って、川で疲れるまで泳いで遊ぶとか、そういう自然と一
体になって遊んでほしいのです。また、木を切って家を建てるとか、自然を破壊してまで袖
ケ浦を住みやすくしてほしくないです。今の現代社会は便利になりすぎている。便利になる
事はいいことだと思うが、なにかしら不都合も出てくると思います。私はまだ学生だけれど、
1人の人間として意見します。 

・ 自然はなるべく残してほしい。都会的にまちづくりしても、田舎は田舎でしかないので、あ
まり変えないでほしい。田舎は田舎のよさがあると思います。 

・ もっと木を増やしてほしい。川が汚れていたり、とにかく水が汚い。 
・ 今井のところは空気が悪く、住む所ではありません。又夜になると空気も汚れていやなにお
いがします。今井に来てからぜんそくがひどくなり、もう少し市をきれいな空気にしてもら
いたいと思います。 

・ 子供達に豊かな自然を残せるような町づくりをしてもらいたい。近代的な都市は東京都内に
行けば十分であるし、田舎は田舎だからこその味があると思うので、自然を守るまちづくり
をして下さい。 

・ 住宅地などでも緑豊かに、公園などある景観に、郊外などは自然をそのまま残しておいてほ
しいです。 

・ １年中花の絶えない街づくりを希望。 
・ 自然を出来るだけ残してほしい。人工的に作りかえてほしくない。 
・ 月に１回加茂川の棚田に行っています。自然の風景は心をいやします。袖ケ浦にも「いやし」
の風景がいっぱいあります。これらを守り、出来れば創出していくべきだと思います。行政
側の積極的な活動を求めます。 

・ 自分の廻りに植物を沢山育てたい。1人ではつまらないので、仲間や教えて下さるサークルに
入りたいが、近くに無い 

・ 造形景観は出来る限り少なくして、自然景観を残すべきだと思う。 
・ 子供の頃に遊んだ山、川、池、海。あの頃の美しさを取り戻す事が大切だと思います。まず
身近な所からがんばりましょう。 

・ 緑（木々）を減らさないでほしい。桜の木を今あるものを大事に守り、ふやしてほしいです。
桜の季節になるといつも心豊かになり、こういうところに税金を使うことに拍手しています。
袖ケ浦駅の北側の開発は大反対です。自然をなくし、大金の税金を使っても今後の色々な事
に何のメリットもないと思います。 

・ 袖ケ浦市をゴミのない花いっぱいの町にして下さい。 
・ 自然や緑はなるべく残してほしい。 
・ 長浦に住んでいるので、東京湾スプリングスカントリー倶楽部廻りの森林、農村風景が気に
入っている。環境整備するだけでも良い。２．久保田の山林に散歩道があるが、道を広げ、
明るくするとすばらしい散歩道になる。３．上池、蔵波にある角山配水場廻りを環境保護区
として市で管理し、地下水の保全をも計る。 

・ 眼下に広がる広大な畑に種々の季節の作物が作られている風景は見事です。この景色がいつ
までも続いて行くことを望みます。 

・ 袖ケ浦は緑の美しいところなので、自然をずっと守ってほしいと思います。たくさんのお金
をかけてステキなものを作るというより、住民が少しづつ力を出し合って、豊かな自然を守
っていくような活動を大切にしてほしいなあ…と思います。大人だけでなく、小さい子供の
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うちから教育の一部として、美化活動、緑化活動をしていけるといいと思います。学生の力
をかりることは、子供達の豊かな未来への自然教育だと思うので…。 

・ 現状に満足しています。特に自然を造ることは困難ですが、守ることはなんとかなるのでは
ないか。空気がきれいな状況を作れば景観はそう気にならない。排気ガスなど（車など）の
対策の方が必要と思われます。 

・ 野草の生えたままを大切に、やたらに人工的な森を抱えない様に 
・ 公園の中に町があるという風景は外国ではよく目にします。日本はせまいので余裕がないと
は思いますが、たとえば旧道と産業道路の間の緑地帯を金網等で囲わず、下草の手入れさえ
すれば、そのまま市民が利用できる散歩道になります。木を伐採したり、形を整える必要は
なく、自然？のまま植わっている木をそのままに、自然を生かして。私としては今、流行の
ガーデニングはあまり好きではなく（不自然なつくり物）今ある自然を利用し、活用して、
皆が豊かな気持ちになれる街造りが出来る気がするのですが。 

・ 我家の周辺は自然が多く残され、生活環境も静かで大好きな街です。自然保護と開発は相容
れないところがあります。街が栄え、生活が便利になることはいいですが、自然は一度こわ
すと元には戻りません。いつまでも里山、森林が広がり、豊かな袖ケ浦であってほしいと願
います。 

・ 馬来田の嶺ろと言う素晴らしい自然環境にある袖ケ浦市です。それに相応しいメダカや鮒の
住める小川の保存。最近目立つ竹林の野放し。雑木山の危機と思っております。嶺ろの景観
を損ねたら取り戻すのにかなりの年数が必要ではないかと、心痛めております。田舎に住ん
で都会の暮しができる、そんな「まちづくり」ができたら素晴らしいと思ったりしています。 

・ 通りにも森林にもたくさん木を植えたい。 
・ 植物、生態系にもやさしいまちづくりをして下さい。 
・ 袖ケ浦市の景観といえば、街並と言うよりも、自然そのものでしょう。条例を定めて身近な
自然を残して欲しいものです。 

・ 昔からの自然等を守っていけたらうれしいです。 
・ 大地が呼吸できなくなっている。動植物（生物）の生態系が狂ってきている。景観上も温か
味に欠ける。 

・ 休耕田などを利用して、メダカやドジョウなどが住める場所を作り、子供達が観察できるよ
うにしてもらいたい。 

・ でも、飯富神社や坂戸神社があり、何とスバラシイ町（市）だと思います。先日、昭和小横、
坂戸の森を散歩の折、白い花（ジンジャ系）の花にハッとおどろかされました。道際、山す
そにあったのです。おどろいたりうれしかったり。人工的にどなたか植えられたのでしたら
残念ですが…。何百年も古くからここに芽を出し種をこぼし咲いていたとしたら。目をみは
りました。コバルトブルーの小さなタネをたくさんつけておりました。胸がさわぎました。
もちろんタネは頂いて参りました。私の家の前に白い花が飾れる日を楽しみにしております。
また、あっちこっちにふやせたらともひそかに思っております。 

・ 立派な袖ケ浦公園を「豊かな自然環境復元」のため、もっと活用してください。カエルやメ
ダカやヤンマをふやすとか、小鳥達が食べる実がなる木を植えるとか…。総合的に行えば、
全国的にも注目されると思う。 

・ 袖ケ浦市にある自然を生かした整備を心がけてほしい。市民のニーズに合わせる事も大事で
すが、それだけでなく、袖ケ浦市の先の事、これからの事を考え、残すべきものは何か、残
す為にはどんな事をしたらよいのか、市民と共にこれからも考えていってほしい。袖ケ浦に
生まれ育ち、色々便利になり生活しやすくなりました。しかし山は荒れ、道路にはゴミ、そ
してそこで育つ子供は交通ルールも守らない大人の注意に反抗するなどを見ると、本当の意
味でのしっかりしたまちづくりを考えなければ…と思います。 

・ 都心からふる里を求めて移り住み、早や２０年が過ぎようとしております。ダイエーが出来
る前の空地から見た富士山。夜になると家の近くの田んぼから聞こえてきたカエルの声。庭
から見えたこんもりとした緑の木々。犬の散歩で通った道で初めて見た箒木を作る、とうも
ろこしに似た植物等、都心育ちの私にとって嬉しい景色ばかりでした。でも今は全部無くな
ってしまいました。開発と自然保護、所有者の利益と公共性、いろいろな難しい問題がある
と思いますが、「我が町袖ケ浦」皆んなが愛せる、皆んなに誇れる町、にしたいです！ 
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・ 自然は自然のままで…残したい。 
・ 景観については、アンケート集計をとって決めてほしいですが、生態系は壊さない景観づく
りにしてもらいたいです。 

・ 無駄な護岸工事や大きい道路をがんがんつくるのはどうなのかと思う。人間だけではなく、
袖ケ浦に住む動植物にも良い環境をつくることがいいまちづくりになると思う。うろ覚えな
のですが、ヨーロッパの国では、護岸をはずして川の生き物が住みやすくしたり、北海道で
は高速道路の上に動物が通れるような道を作ったりしていました。見かけだけの町づくりで
はなく、袖ケ浦の住む物みんなの町づくりをしたらいいと思う。毎年いっぱい道路に蛙や猫
や狸の死骸をみるので、改善してほしいです。いい宣伝にもなると思います。 

 

 

【緑の維持・管理】 
・ 富士見台のあたりから長浦方面に向かって蔵波台郵便局信号の手前までの旧道の山側沿いの
おい茂った木々を整備してほしい。身ぐるしく思います。 

・ 木や花はとても大事で、心を癒してくれるものであるけれど、管理や手入れができなければ
とてもきたない。手にあまるものになってしまい、ゴミとなると思われます。私自身住みよ
い町になったらいいのにといつも思っています。これから協力できること、自分でできるこ
とは積極的にやっていきたいと思います。よろしくお願いします。最後にこのアンケートお
金をかけすぎだと思います。 

・ 緑も中途半端なので、もう少し増やすとかしたら良いとおもいます。市自体が自然をアピー
ルしたいなら、今の状態では半端だと思います。 

・ 線路沿いの枯れ草気になります。 
・ 駅前や歩道に四季を通じて花々が見られるとうれしいです。 
・ お隣との境界に無意味に粗木が繁っており、道路でもお隣でもない、木に依って網戸が破け
る。蚊が発生する等の問題がある。 

・ 年数回、道路側と住宅地等の木々の手入れをして、車の運転に見易く各住宅の住人の積極的
美化に（たとえば）雑々とした木、庭木、花壇手入れをしてすっきりと安全で明るい街並み
作りをしてほしい。 

・ 緑地の保全が大切かと思います。市内が花いっぱいになるような都市計画を望む。 
・ 木更津市の中郷との境の川に植えてある桜をもっときちっと管理して、５年後、１０年後に
きれいな河川と桜並木になるような努力をして頂きたい。今あるものを大切に手直しして、
無駄な投資をして新しいものをつくるのではなく、景観をできるところからキレイにしてい
った方が良いと思う。 

・ あれた農地、草が背丈以上に茂っている。国道の横の雑草。 
・ 春から夏にかけて大木、雑草が大変気になります。緑が多いのは良いのですが、特にわが家
の裏、まったく整備されていません。袖ケ浦市のイメージが悪くなると思います。せっかく
歩道にピンクのさるすべりの花が咲き、草とりをされてもこういう現状があるとガッカリし
ます。 

・ 袖ケ浦公園には良く行きます。梅、桜いろいろ楽しませて頂いております。お手入れされて
おられる方に感謝しています。でもこのあとは行かれません。毛虫がきらいで木の下が歩け
ません。冬から春位までです。毛虫の消毒とかは無理だろうネと話しあっています。気にし
ない方は毎日行っています。私の我がままですみません。ガウランドの周辺もとてもすきで
す。７年前にあのあたりにクジャクのオスがいたのです。今どこへ行ったのかなと工事が始
まった頃に思いました。 

・ やはり花があるときれいに見えるので、花による町づくり。各家庭に２つ３つ鉢植えを支給
し、袖ケ浦市を花でいっぱいにする。 

・ 荒れた森林が多く見られます。 
・ 美観、防災、防犯目的で団地内の草刈、交通障害の樹木枝伐採、倒木処理等を、住人ボラン
ティアで実施しているが、広すぎて苦労している。更に、団地内生活道及び排水Ｕ字溝は私
有地であるため補修されず、破損が進行している。近々市行政指導でこれらの維持管理組合
を立ち上げる事になっているが、緊急補修でなく抜本改修を望みたい。 
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・ 樹木の手いれの仕方や肥料の時期、又生垣にはどんな木がよいかなど、知りたいと思います。
そういう本などが市から出たらいいと思います。 

・ 花や草木も好きなので、どんどん植えてほしい。特に木を植えてほしいです。手入れ出来て、
治安が乱れない程度の木があればいいと思います。 

・ もっと緑を増やして、気持ちの良い町づくりをしてほしい。意味のない場所に（駅の近く）
緑があってもしょうがないと思います。（誰も立ち寄らないような所） 

・ 各家のガーデニングが楽しめるよう、年一回（二回）位のガーデンオープンデーの実施 
・ 「いちょう通り」のいちょうを、葉が落ちる前にきれいに坊主にしてしまいますが、せっか
くの風情がだいなしです。なんとか、葉の落ちるのを、葉が色づくまでおけないものでしょ
うか。落葉を嫌がる人もいるかもしれませんが、楽しみにしている人もいます。 

・ 主に住宅地内の空地の草刈りを、年３回以上してほしい。（草が伸びるとゴミを捨てる者がい
る）又、刈り終えた草はそのまま放置せず、集めて処分して欲しい。理由①刈った草は乾燥
し、非常に燃えやすい（火災の拡大になる）②風で枯れ草が飛ばされ散乱する。（景観が悪く
市のイメージが悪い） 

・ 花いっぱいの街作りに賛成です。個人で玄関前に花を植えたりしていますが、市が支援して
くるともっと花いっぱいの街になると思います。 

・ 長浦駅の花壇、植込みへの水やりが不十分のため枯れている。維持管理をしっかり出来ない
と逆にイメージダウン。駐輪場担当者の兼務とし有効活用してはどうか。 

・ 三育跡地等すばらしい桜、庭、樹木を市民に利用できるようにしてもらいたい。 
・ 都市化の進行に伴って減少する屋敷林や斜面林は、積極的に保全すべきと思う。 
・ 以前に長浦駅前通りでガーデニングのコンテストがありましたが、毎年開催されると良いと
思う。 

・ 道路や歩道に突き出ている草木の除草。線路沿いの雑草。 
・ 開発開発という名の下に、至る所で自然がこわされてきた。これ以上の開発はストップして
欲しい。アメリカのある町では、（忘れたが）今まで造り続けてきたものを全て以前のような
自然のありのままの姿に戻そうと取り組んでいる町があるとラジオで聞いて、素晴らしい取
組みだと思った。雇用促進もかねて一石二鳥である。これ以上緑をなくさないで！ 

・ 空地雑草が多い。草刈りを早くやってほしい。 
・ 緑（並木道など）と花の多いまちづくりをよろしくお願いします。 
・ 地主の土地管理 たとえば草がぼうぼうになっていても刈ろうとしない。市役所に連絡して
も返答なし。 

・ 樹林がたくさんあるのは良いと思いますが、雑然としていますので、管理をして風通しをよ
くすっきりしていただきたいと思います。ジョギングや散策が気持ちよいと思います。空地
に雑草が繁っていますので、きれいにして下さい。 

・ 公の事はもちろんと思うが、まずは身近な足元から心がけ、３日坊主にならない様に常に心
がけるべきでは？好きだから、きれいだからと道にはみ出しても良いとは思えない。狭い庭
だけれど、他人様へ迷惑かけないように伸びていっていないか常に心配りをしている。大き
な屋敷の方は、まわり切れない様で伸び放題。何ヶ月も覆いかぶさっていたり、何年も知ら
ぬふり、（お願いしても）も身近なところに現存している。美しく管理しやすくと、コンクリ
ートで固めつくす時代では無いと思う。 

・ 道路の近くで花壇をしている人達は、知らない人に花を切られないように、取られないよう
に、どのように注意をしているのかも聞いてみたいです。 

・ 都市化することは、いいことだとは思うが、緑がなくなるのはさみしい。なくなってほしく
ない。 

・ 緑の多いきれいな町を作っていただきたい。子供達が安心して歩ける町に。 
・ これからの景観まちづくりに望む事①小学校・中学校などのグランドの芝生化 ・子供達が
素足で元気に走れる姿を・幼児から熟年者まで袖ケ浦音頭を楽しく踊る姿を（芝生の緑が心
に目にとても良いです）②市の各施設へ、自転車や歩行者が安全に行ける道路整備を ・Ｃ
Ｏ２を出さない生活スタイルにより、日本一の健康長寿袖ケ浦の実現を・四季の香りを楽し
める木々や草花が皆の心も体も元気になって笑顔がいっぱいに  

・ 今現在仕事をしている為、時間に余裕がなく、あわただしく時が過ぎていて、休日に散歩を
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する程度ですが…袖ケ浦はまだまだ自然が残っており、嬉しく思います。この自然を残しつ
つ、豊かに生活できる町で、老後を過ごせるように、このままうるおいのある町であったら
いいと思います。 

・ 袖ケ浦に帰ってくると、すんだ空気と緑のにおいにほっとします。いつまでも自然のたくさ
んある市でありつづけてほしいと思います。緑をのこしたまちづくりを希望します。 

・ ここは海にも近く、山にも近く、自然がいっぱいで、私と主人は大好きな町です。 
・ また、緑が多いのはいいのですが、手入れが行き届かず、通行の邪魔になる様な緑や、景観
が悪い緑もあるので、各家庭で見直す必要があると思います 

・ 緑が多いというのはいいことだと思うけど、違う面で必要がないと思うところもあると思う。
例えば、このアンケートで何回か出てきた生垣。見た目はいいかもしれないが、住宅地一体
で行なえば、そこが空き巣被害にあいやすくなるのでは？街路樹なんかも、木が育ちすぎて
いて、運転をしている時に視界が悪いところがあり困る。 

・ 市は生垣放置、推奨制度で補助しているが、どこで活用されているのか知る事が出来ない。
補助対象の生垣には、その旨の標識をつけさせ維持管理にも関心をもたせたい。 

・ 袖ケ浦駅前ロータリーにもう少し緑を増やしてほしいです。整備されているのですが殺風景
な感じが否めないので、お花や木があるといいと思います。 

・ まち全体に花を植えたり、統一した町づくりを行い、明るく活気ある町になれば嬉しいです。
小学生の子どもがいますが、代宿は徒歩１時間（子どもの足で）登下校にかかっています。
その道中、歩道が整備されたくさんの花が植えられ、明るくきれいな道であれば長い登下校
も少し楽しく、心地よい時間になるのではないかと思います。子どもにやさしいまちづくり
に工夫していただけたら幸いです。 

・ 緑地(田畑、山の斜面)を守って欲しい。これからも。。。 
・ 木を植えることはいいが、道路の脇は小さい木を植えて欲しい。枝が伸び、大型のバックミ
ラーに当たる。 

・ 雑草が目だちすぎる 
・ 町に点在する緑地（小さな森、林、樹木）がとつぜん消えてしまうと何とも淋しい思いをす
る。ミニ乱開発防止と街の景観保護の観点、市有地として、街の景観を管理維持出来ないだ
ろうか。 

・ 道路に面した家で、道路にはみだして花を育てているが、歩行者としては邪魔で花を避けた
歩行者が飛び出してくるので怖い。特に団地等の細い路歩道の管理が悪い。 

・ 駅前開発は税金をたくさん使ってまでするべきではないと思いますが、緑が多い町にする事
はとてもいいことだと思います。ショッピングモールなど作っても自然をこわしてまであま
りしてほしくないです。緑化に税金を使ってほしいです。 

・ 花を増やしてほしい 
・ 空地の草刈りや、大きくなりすぎた木は大変危険。家事や台風、地主に対して市では指導な
ど行っているのか大変不満。市営霊園は別だが、近頃は草刈りしないところをのばなし状態
になっている。住宅地なのに今だ野焼きも行われている。私は住んでいて住み良い所とはと
ても言えない。住民の意識はまちづくり以前の低レベルだと思うので、もっとピーアールし
ていかなければ、アンケートなどしても何もならない。小さなことから各自治会に働きかけ
て、住民の意識レベルを高めていく必要があると思います。 

・ 空地の草刈（管理）を土地の所有者に徹底してもらいたい。 
・ 空地の草。 
・ 空地の雑草の管理をしていただきたい。（車を運転していると曲がり角などで対向車などが見
えないのであぶない。直接は関係ないですが） 

・ 宅地で空地になっている所とかが、草が伸びてしまって困ってしまう事が多い。土地の持ち
主ではない隣家の人が草刈などしていたりする。空地の持ち主には、一年に数回は草刈など
をしてもらいたい。（虫やネズミなどが住みついたり、見た目もあまり良くない。） 

・ 荒地等をなくし、果樹、花畑に変える事を望む 
・ あき地の荒地が非常に目立ちます。 
・ 空地の草刈り等の指導の徹底を図る。（特に住宅地の中） 
・ 空地の雑草が見苦しいので定期的に草刈りをしてほしい。 
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・ 荒らした土地の所有者には草刈をするように行政指導をしてもらいたい。 
・ 空店舗、空き地があるとさびれた感じがします。・個人で花を植えるなどの行動をとるには限
界があるし、統一感に欠けるので、行政でモデルをしめして下さい。・空家、空き地が多く、
雑草、虫、猫、など近隣に迷惑です。 

・ 河川や堰などの水が大変汚れているのが目立つので、私達の生活排水にも気を付けていかな
ければいけないと思います。樹林地維持管理にも少し力を入れて、何でもかんでも宅地にす
る業者を撃退してほしい。 

 

 

【街路樹・沿道緑化】 
・ 歩道に植樹。つつじを植えたが、それっぱなしで、雑草が覆い、歩道が狭くなり危険だった
り。 

・ 街路樹を植えて、緑を増やす。・植物からの気化熱で、都市部の温度上昇を防止する。アスフ
ァルト（なるべく少なくして、夏季の温度上昇を防止する）は、吸水性のものとして洪水を
防止してほしい。緑ゆたかな、袖ケ浦市を創りましょう。ご苦労さまです。 

・ アスファルトやコンクリートで地面を覆わないで、大地が呼吸出来るよう出来るだけ自然石
を使用して欲しい。 

・ 通勤に広域農道を使用しています。道路脇の花はとてもきれいだと思います。これからも是
非続けていってほしいです。 

・ いつも通行している農道が気になり、残念でなりません！！花を昨年より多く咲かせてあり、
うれしく思っていたのですが（それが自慢で・・・。）、それがだんだん草が生えてきて、花
か草かわからなくなっている所が残念で、どうにかしてほしいといつも思いながら通行して
いる毎日です！フラワーラインという名前がついたと思いますが？恥ずかしく思うばかりで
す！ 

・ もっと街路樹を増やして、緑豊かな通りを沢山作ってほしい。 
・ 街路樹・花だんなど、いろんな人の手で行き届いた通りは心がなごみます。 
・ 幹線道路沿いの樹木のはみ出し及雑草の刈り取りの整備をお願いします。 
・ 県道などのくさかり。特に通学路となっている所ののびた草刈りについて、定期的に管理で
きるようにならないでしょうか？ 

・ 平成通、いちょう通りのように、長浦駅通りも緑を多くして下さい。 
・ 木を植える（抜いたら）事は大変良い事だと思うが、植える下に配管等あると配管（ヒュー
ム管）を痛める等も考えられるので、大きな木は無理。建売ｅｔｃを実施する時は、考慮し
てほしい。 

・ 農村地域で緑がたくさんあるのに、道路脇にさるすべりの木等、植えてあるのか？さつきも
枯れ、草の方が多く、きたなく見える。車を運転していても、見づらい時が多々ある。何も
なくすっきりとさせ、いつも野山の緑、四季の自然が見られる方がよいと思う。 

・ 伸びすぎた街路樹や、台風などで道路に倒れかかった枝を早くどけてほしい。早めに倒れそ
うな木や枝を剪定して下さい。 

・ 街路樹が大木になっていて、信号機がみずらい所があります。米をつくっていない田んぼを、
四季おりおりの花を農家の人につくってもらって、人々にたのしんでもらう。コスモスが道
路のわきにたくさん毎年咲いています。これも毎年手入れをしている人がいるんでしょうね。
ここをとおるたびに、きれいだなと思ってみせてもらっています。こういうところがたくさ
ん出来ると街なみも美しくなるのではないでしょうか？ 

・ 夏は緑の成長が早く、道路等の植込みから雑草が生え、手入れがたいへんだと思うのだが、
税金を有効活用し、常に雑草がない様な景観を望む。雑草で周りが見えないと、きたないだ
けでなく犯罪につながるおそれがある。常にキレイな常態にしておけば、ゴミを捨てる人も
減るのではないだろうか・・・。北側の開発ばかりに力を入れず、もっと有効に税金を使う
べきだと感じる。 

・ 最近、道路の両脇には、さつきがまばらになり、景観は良くないと思います。沢山お花を植
えて戴けるとうれしく思います。 

・ 駅前ストリートに街路樹があると、夏涼しげでよいと思う。又、駅周辺に公園があると、色々
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な発表の場になり良いと思う。 
・ いろいろな所に桜を植えていますが、きれいな時期は４月で、その他は落葉がたくさんであ
まりきれいとはいえない。 

・ 道路に花をうえているのできれいだと思う。 
・ 蔵波台４丁目の街路樹にいちょうの木が植えてありますが、黄色に紅葉して歯が落ちると毎
日枯葉を清掃しなければいけないので、他の花水木とか他の木に変えてほしいです。 

・ とにかく車で走って気付く事は、どこでも雑草だらけ。雑草を処理するのがまず一番必要だ
と思います。 

・ 住宅地の生垣が手入れをされていないと、歩行者にも迷惑。車の運転者も見通しが悪く危険
（十字路） 

・ 県道（長浦駅から長浦中まで）で、草・木がいっぱい道路にはみだし、景観をそこねている
ので、きれいにするべきです。又歩行者が歩きやすく、外灯を完備するべきです。 

・ 道路の両側に季節の花が咲いている。緑があって清潔感あふれる街。 
・ せっかく街路樹が植えてあっても、ただ丈高くて美しくないのが残念 
・ 駅前通りのさつきが枯れて余りきれいでないので、花壇に出来たら嬉しいです。長浦駅のプ
ランターを見ると心が和みます。いつも楽しみにしています。土もりして季節の花がいっぱ
いになったらどんなにいいか…手間とお金がかかるので無理でしょうか。私は県内、外を旅
行しますが、鴨川の花壇はとてもいいです。 

・ 長浦駅周辺、駅ロータリーに桜の木やぎんなんの木を植える。 
・ いろいろな道路などにもっと花を増やしてみたらどうですか？メイン道路に色とりどりの花
を植えていますが、中には色が（色の種類）ありすぎて、ゴチャゴチャに見える箇所もあり
ました。 

・ 並木にインパクトがある道路、巨木になっても大丈夫な計画で。 
・ 道を歩いて感じるのですが、街路樹の剪定されて丸坊主になった姿は違和感を覚えます。電
線に枝が触れる恐れがあるので剪定はやむを得ないと思いますが、触れるのが解っていると
ころには、最初から大きくなる樹木を植樹すべきでないと考えます。 

・ 長浦駅、海側のロータリー周辺の大型車の、昼時、駐停車が路をふさぎ、景観も悪く走行に
不便を感じる。街路樹にもっと花の咲く木を植えて欲しい。年間に１度でも美しい（かわい
い）花が見れたら心がなごみます。 

・ 街路樹の樹種選定に、地元等の意見を参考にすべきである。（景観上きわめて不適切なものあ
り） 

・ 道路沿いに花のある場所…心が和みます 
・ 街路樹の整備された景観が良いと思います。 
・ 引越してきて一番目についたのは、歩道への車の乗り入れでした。人の歩く道に平気で乗り
上げてきて、せっかくきれいな街路樹があっても、興醒めしてしまいます。自然は自然のま
まに残す事ができれば、それが一番良い事なのでしょうが、この袖ケ浦地区では、自然を町
の中に取り入れて、共存していくのはむずかしいようですね。 

・ そしてイタリア旅行で最も感心した事は、田舎の風景でした。道路も少なく、緑豊かな景観
でした。袖ケ浦ももう少し広葉樹を植え、新緑や紅葉を楽しめたらいいと思う。蔵波台のい
ちょう通りなんか名ばかりで、樹は丸坊主にされ、樹自体が育たずひどいものです。どうし
てせっかくいちょうを植えたのに、いちょうらしくない意味のない事をするのかとても不思
議です。樹（いちょうの）がかわいそうです。いちょうの樹も命を持っているのでもっと大
切にして欲しい。人間の勝手はいけない。街路樹になっていない。 

・ 市道の並木の剪定等、春と秋によく業者に依頼して行っているが、今後続けて下さい。  
・ ＪＲ袖ケ浦駅～Ｒ１６までのメイン通りを景観モデル地域に設定し、魅力あるプロムナード
造りとなるよう希望します。歩道がもう少し広く、街路樹も緑だけではなく少し高くなる花
（水みづき）等を楽しみたい 

・ 一般道路の立木の垂れ枝の除去 
・ 蔵波台の街路樹が植えかわり残念。日陰にならない。（やなぎ→花みずき せっかく大きくな
ってきたのに無駄使い） 

・ 花いっぱい運動は基本的には参加したいし、花いっぱいのきれいな街は、見て歩くだけでも
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楽しいものです。しかし、自分の土地からはみ出してまで植木鉢を沢山並べて、きれいにし
ている家を見かけます。歩行者にとってはかえって歩きにくいということがわからないよう
です。車が来た時によけるスペースが狭くなるというわけです。花いっぱいにするのは各家
の敷地範囲内でお願いしたいものです。フラワーラインのように歩道がたっぷりある所は、
もっと花いっぱいにしたら、ドライブしていても気持がよいものです。 

・ 歩道の樹木に毛虫が大量にいたり（平成通り）木が大きくなりすぎて、通学路として子供が
こわがるし、大きくなりすぎて逆にぶつかりそうになっている。管理をきちんとしてもらい
たい。 

・ ②道沿いの花壇の植樹には子どもたちに参加させるとごみを捨てないなど自分の参加した花
に関心がわくと思う。公園や集会所など。（交通事故に気をつけて）③コンクリートばかりの
街でなく、緑豊かな広場や街路樹。平成通りの街路樹の植込みはごみが入り込んで汚らしい。
また、何かを隠しこんだりすることもできるので背丈の低い花のほうがよいと思う。 

・ 美しい街路樹は季節を反映して色とりどりの景色を見せてくれ、非常に気持ちがいい。 
・ 残念なことは、（私は自転車を利用しています）歩道にまで雑草が生えていること。又空地や
斜面沿いの緑地など管理されていないで、背高く草が生え、又、木の枝が歩道にまでのびて
雨の時など重く下がって、顔位まで来てあぶないことです。町に緑と花が多いことは心をあ
たたかくしてくれます。どうぞ今後共住みやすい美しい町作りをよろしくお願いします。 

・ 奈良輪地区（高須地区）は、田、畑が多いが、雑草も多く伸び放題。自分の土地なのですが、
草が多いため迷惑してます。道路にまではみ出てる草！！ドブ板がないため、ドブに落ちて
しまう事もあります。危険！！ 

・ 街で営業している店の廻りの雑草がボウボウに伸びていて、歩道からはみ出し、とても気に
なります。汚れているところには、平気で犬のフンなどさせる方もいるので、町ぐるみでと
りくんでもらいたいと思います。 

・ 市内の国、県、市道の雑草処理を年４回は実施してほしい。 
・ 雑草の除去 ２．各家庭において庭木（植木）の手入れをすること ３．汚水はなるべく溝
に流さない事、などが必要と思います。 

・ よく散歩するのですが、歩道側に住宅の垣根が出ているので歩きづらい。雨の日は傘に垣根
が当たり、非常にいやなおもいです。 

・ 道路沿いの雑草がとても気になる。花を植えていても、草と一緒になって花がかわいそうで
ある。 

・ 歩行者に邪魔にならない様に草刈をお願いします。 
・ 道路の並木をそろえて下さい（高さ３ｍぐらい）（花みずきとかその他花の咲く樹林）こぶし
は東北が似合うと思うので、袖ケ浦にはだめなような気がします。広い道路を作って下さい。 

・ また旧道などは、歩道は草が背丈まで伸び、車道まで飛び出しています。その為、歩行者や
自転車に乗っている人達が、急に車道に出たりすることもあり、景観はもとより、命にまで
かかわってくる問題だと思います。特別な景観も心のゆとりとして大事ですが、日々の生活
に近く関る身近な場所の景観も大事にしたいものです。自然のままが美しいとは限りません。
ある程度人が手を加えていく必要があります。行政と個々の自覚が大切ですね。 

・ 新しい道路ができたりして便利になり、そういった道路に関して、街路樹や花や緑が美しく、
とてもきれいな空間（景観）を作っている分、もともとあった道路わきなどの街灯や緑の手
入れが薄汚れて見え、その落差がまたイメージを悪くしているように思います。しかし、袖
ケ浦市は他市に比べると、まちづくりに対する高い意識が感じられます。アンケートを頂い
て初めて、このようなことを感じ、考える事ができました。 

 

 

【海辺・河川沿いの魅力化】 
・ 川沿いの歩道が雑草の為、とても歩ける状態じゃなかったり。せっかく美しくしたら、それ
を維持する努力が必要だと思う。 

・ 近年行われた浮戸川の工事、昔は両脇が土手で植物も生え、魚も、たにしも、ほたるまでい
ました。しかし、近年は、見れたものではありません。河川を浄化するはずの植物生物がま
ったく見られません。このままでは、川は汚れ、海まで汚れます。ドイツの様に、自然の状
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態に戻す事が重要なのではないのでしょうか。 
・ 袖ケ浦に来て早３．５年です。以前は外房の地に住んでいました。その頃は毎日釣りに行っ
てました。袖ケ浦の方で釣りをしようと思っても、海が汚くて釣りどころじゃありません。
何とかして海をキレイにして下さい。お願いします。 

・ 河川の整備。水害対策など努力していると思う。川で遊べたらいいなぁと思う。大人と子供
達の川の見方が違うと思う。川ってこんなんものと思っていると思う。 

・ 蔵波川をきれいにしたい（特に貯水池は、草が生え汚らしい。きれいに刈って欲しい）。 
・ 何より一番環境に悪いのが、海辺の工業地帯。煙・悪息・事故等、これらの対策が急務だと
考えます。冬場の北風ではこばれる悪息は最悪です。 

・ 港をもっと活用する。マリン施設など。（木更津には２箇所有る） 
・ 夜景を見に海浜公園に立ち寄ったら、真っ暗で駐車場にも若い男性の集団がたむろしており、
不気味さを感じた。昼間はすがすがしい風が吹いていて良いが…。ゴミも海を汚しており、
もっと綺麗にしたいものです。 

・ 海浜公園があっても渚がないのが非常に残念です。安全柵の設置、階段式テラス、磯場の設
置等を通じて、“景観”は体感を加える事により好印象に繋がると思います。・袖ケ浦市にな
る前の旧村のバランスをとった施設配置を意識しすぎているイメージがあります。税収を利
用しての施設配置なので、中途半端な施設配置でムダな支出とならない財政運営を期待しま
す。 

・ 海の景観が少しほしいです。 
・ 川辺は生物達にやさしいものにしてコンクリート詰めにしない様 
・ 子供が安心して遊べる川辺を作ってほしい 
・ 他県から引越してきて３年、どうにか地理にも…という感じです。一番最初に行った所が海
浜公園でした。すごい「ゴミ」にびっくり。何かとても残念！！な気持ちでした。それから
一度も行ってません。 

・ 魚がたくさんすめるような、きれいな川にしたい。その川に土手を作って、散歩ができるよ
うにしたい。 

・ 河川の汚れを何とかきれいにしてほしい。護岸工事は必要と思うが、無機質なコンクリート
を緑で覆い隠すようなことはできないものでしょうか。 

・ 川沿い等の道の整備（さんぽなど出来る様にする） 
・ 浮戸川沿いに桜苗を植えてくれたので、遊歩道を作ってもらいたい。 
・ ホタル等が生息する（出来る）様な清流のある小川等があれば、より理想的な環境がほしい
ものです。 

・ 水路をきれいにしてもっと子供達が水遊びできる様にしてほしい。 
・ 河川に近い集落の側溝は、川の水を利用して停滞しないよう工夫できないか。 
・ 家の近くにあった川が大好きでしたが、土地改良などでコンクリートの用水路のようなもの
に変わってしまいました。もう少しすてきなデザインがよかったです。 

・ 蔵波川の下流がきれいになったのはうれしいが、道が国道に通じていないため不便。混雑。
なぜあそこの道を広げる必要があったのか疑問である。先を見通して整備して欲しい。交通
も激しい場所でゆっくりこいを見ることも難しい。 

・ 海のレジャーのためボートの揚げ下ろし場を設置して欲しい。 
・ 河川の汚れにも関係することですが、本下水につなげられる地区なのに、つながない家がい
くつかあることに関して、何とかならないでしょうか。 

・ 下水道の整備が遅れているせいか、河川が汚いし、臭い。田舎も含めてその様な部分の整備
を早急に進めてもらいたい。 

・ 川に投棄されたゴミ類が放置されていて、釣り愛好家としては残念です。定期的な清掃を計
画し、実施状況の報告書で市民への働きかけもお願いします。 

・ 垣根や木の枝を切った時とか、野菜（レタス）など収穫時のゴミを、なぜか川に捨てに行き
ます。川は、ゴミの捨て場だと思っている人が居る様です。 

・ 河川等の水の汚水の原因の調査。残土、生活不用品の不法投棄の取締り、法規制の強化 
・ 川など（リバーサイド）を整備して欲しい。他市等とちがって自慢できる身近な風景を増や
したい。 
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・ ①海辺をもっと美しくしましょう。具体的には、ポリ、カンビン、ダンボール、ビニール袋
などが海辺にたくさん残っています。全市民が協力して１度全てのごみをきれいにしようで
はありませんか。その後、行政で管理を徹底していただく事とする。②公園や海辺にある便
所が汚い。他の市町村に比べ、袖ケ浦市エリア内の公衆便所は汚い。他からきたお客を何度
も案内しているが、そのたび袖ケ浦市民として赤面している。これも①と同じ考えで１度行
政指導できれいにした後その後は市民のボランティアとして日々きれいにしていくという考
えである。③袖ケ浦市は、「海と山、アサリと海」といったように他市町村の人たちは、きれ
いな海で海辺で気持ちよく観光して帰る。もちろん市民も同じである。１～２年計画でぜひ
とも自然をきれいにしていこうではありませんか。 

・ 浮戸川が近くにありますが、ごみが浮いていて汚いです。清掃活動でも、間に合わないのは
残念ですが、ごみを捨てたくなくなるような景観の河川にしたら良いですよね。 

・ 海浜公園なのに水辺に降りられない。 
・ 武田川の土手は草刈をしているが、川の中の砂や土を出して川の中の小の流を直しておかな
いと、大きな事故になるので、整備をお願いしたい。 

・ 広域道路川辺りに桜の木が植えられましたね桜の花が咲く時を楽しみにしています。 
・ 東京江戸川沿いや多摩川沿いのように、歩いたりジョギングしたりサイクリングしたりスポ
ーツしたり、堤防沿いをもう少し工夫すると一段と都会的なイメージになる。習志野市にも
ハミングロードというサイクリング・ロードがあったりして、しゃれていたことを思い出す。 

・ 神納から横田方面の農道、川沿いに桜を植えれば長く続く桜並木街道になるのに！ 
・ 海浜公園が好きで１週間に２～３回行きます。ごみの片付け等よく行われ、きれいになって
いますが、ひとつ気に入らないのは、風車が年中故障して止まっていることです。先日業者
が入り、クレーンの先端に作業用バケットを付けて修理をしていましたので、直ったかと思
いましたら、１週間程で止まってしまい、現在も停止中です。良く検討の上、公園の設備と
しては維持し切れないのであれば、撤去してはどうですか。年中故障しているのでは景観以
前の問題です。 

・ 海浜公園が本当に大好きなんですが、街灯が少ないので、夜あそびに行く時こわいです。あ
とＢＢＱやれなくなってしまった事が残念です。でも若者がゴミをすてていくのが悪くてそ
うなったのは正しいと思います。これからも、あの公園がキレイに保たれていく事を願って
います。 

・ 散歩のできる砂浜があればいいと思います。富津公園の様な… 
 

 

【ごみ対策（道路）】 
・ 婦人会や地域の当番などでごみステーションなどの清掃を行いますが、その３０分後にはも
うごみが捨てられている状態です。家族が丹精した水田には空きびんが捨てられ、一反分の
米がその破片で全てだめになったこともあります。ちょっとした道徳意識をきちんと持てる
ようにならないものかと強く感じます。 

・ ディズニーランドのように「ゴミをすてたらもうしわけない」と思える程、きれいな町（清
掃のいきとどいた町）にすれば、ゴミもへるような気がします。 

・ のぞみ野通り入口付近でのゴミの投げ捨てが目に付きます。資源ゴミの分別がよく分ってい
ない方がいるので、ゴミステーションと同様に分別標識を立てればよいのではと思います。 

・ 家庭から出るごみを市の指定の袋に入れて出すようになって、かなりごみの量も減ってきま
したが、今だにスーパーの袋に入れて出して回りの人達に迷惑をかけている人もおります。
集めて下さる方々に対しても、もう少しきちんとまとめて（手を触れるのもいやな様なごみ
も結構あります）仕事がやり易いようにゴミステーションを利用して貰いたいと思います。
決してごみ捨て場では無く、ごみを一時保管する場所として、出来るだけ街の景観を損なわ
れない様に使って欲しいと思います。（スーパーの袋では持って行ってくれませんから他の人
達が自分の袋のすき間に入れてくれたりしてゴミが残らない様に努力して下さってます）お
願いとして、ゴミの収集日の通りに出しておいても持って行かない時もありますので、収集
の方々もその辺をきちんと守って下さるようお願い致します。 

・ 学生が帰り道に買食いして道路にゴミを捨てていく事をどうにかしてほしい。 
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・ ごみ置き場について。最近常々思いますが、ごみ置き場ではごみを捨てる場と勘違いしてい
る方が多くみられます。 

・ いたる所に犬や猫のフンが多い。・ゴミステーションが汚れてる。 
・ 景観も大事ですが、まずは犬のフンやゴミの出し方から何とかしてほしいです。特に犬のフ
ンは本当にヒドイです。１日３ヶ所以上は必ず発見します。フンの処理も出来ない人は犬を
飼わないでほしい！！無責任です！犬にオムツでもさせればいいのにとまで思ってしまいま
す。 

・ 市民の「汚さない、汚すまい」の精神を喚起する運動を広める方策を望みたい。 
・ ペットのフンが路上に多い。 
・ １軒１軒の庭、家の周りが汚れている。まず自分達１人１人が雑草にしろ、枯れ木等の片付
けが出来ていない。ともかく、動物の散歩が多い為、本当にきれいな町づくりは出来ないと
思います。真夏の昼間などとても街路樹の下など歩けません。 

・ まずは、ゴミの分別化や、ゴミの減少を目指していくことが一番ではないかと思います。高
齢化社会といわれていることもあるので、高齢者の方の住みやすいまちづくりも大切なこと
なのではないかと考えます。町全体でまちづくりに対する意識を高めて、学校や会社で始め
られる身近な環境美化運動を進めていくことが大切だと思います。 

・ ゴミステーションは、人目に付く所に置いた方が良いと思います。 
・ 町内に、あまりにも自動販売機が多すぎる。空缶やペットボトルがどこにでもすてて有り、
何とか法律で、とりしまって下さい。 

・ ゴミステーションの整備を強化してほしい。 
・ 大きい通りでは以前に比べてゴミのポイすてがへったように感じます。 
・ 町内一斉清掃に積極的に参加しています。清掃が終わった一週間位町並がとても好き。空気
がピーンと配った緊張感がたまらない。住民の吐息が感じられます。これからも参加したい
と思います。 

・ まちづくりもたいせつですが、袖ケ浦市内の道路のゴミ、あき缶などが多くすててある。ま
ずは、その問題を解決してからだと思います。 

・ ウォーキングをしていて、よく見るのですが、コンビニ弁当の空、ペットボトルなど、車か
らなげ捨てられたようなゴミが散乱している。庭の中にも投げ入れられた方の話を聞くと、
マナーの問題もあると思います。散歩の犬のフンの始末もしないのも景観をこわします。気
持よくウォーキングをしていても、野焼きみたいに草を燃やして煙がモクモクあたり一面に、
息苦しくなるほどただようのも景観をそこなうと思います。 

・ ごみ出しはルールを守る事・景観まちづくりはごみ出しを守る事が１番 
・ 公園などゴミのもち込みなどが目立つので、もう少し厳しく管理しても良いと思う。 
・ まちの景観をよくする事は大事ですが、その前に道路上のペットのフンを何とかしてほしい。
住宅地だけでなく、緑豊かな農道やあぜ道、公園にたくさんのフンが目につき、大変イヤな
思いをしています。 

・ ゴミ収集の祝祭日休みを臨機応変に対応し、ゴミの山積みをなるべくなくしたらいかがです
か。祝祭日のゴミ休み、まず検討いただきたいです。 

・ 私の町内（班）では、交替でゴミステーションの清掃を行っています。ゴミ箱が設置してな
いので、わりときれいになっています。ときどき指定のゴミ袋以外の袋がありますが、当番
の時は家に持ち帰り、次の時に出します。班の中には清掃当番をしたくないと、隣の町内に
捨てる人もいます。そこのゴミステーションは箱が設置してあるので、いつもゴミが散乱し
てきたないです。皆が自分のゴミに責任を持って捨ててくれたら、歩道を歩く人も気持ち良
く歩けます。表通りは花いっぱいにして飾っても、裏通りはゴミいっぱいではがっかりしま
す。清掃当番をする事はとても良い事と思いますが、強要することも出来ません。 

・ 木や草花を植えるという事は必ずゴミ（枯葉や枝）が出ます。ゴミステーションでは対応し
きれません。せめて木や葉だけでも燃せる日を作って下さい。緑を増やしたいのですがそれ
を考えると…。工場の煙とどちらが地球に悪いですか？我家で出来る「豊かな景観を活かし
たまちづくり」考えていきます。 

・ ゴミ箱の設置を多くする（町のあちこちにゴミが落ちている） 
・ ゴミを捨てる人が多く、１６号など駅周辺が汚い！！学生などでのポイ捨てが目立つ。車に
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乗って走っていても、大人でもトラックなどから袋ごとゴミを捨てる人が多く、気分がよく
ないです。人それぞれの意識の改善からするべきだと思います。 

・ 学校でのゴミのポイ捨ての教育もしてほしいです。ゴミのポイ捨てに関して条例を作ってほ
しいです。 

・ 電柱や家の曲がり角などの変色した場所、尿を取り消す薬品などがあればと思う。 
・ 個人個人のゴミの捨て方をもっと徹底するようにしてほしい。近所の空地にゴミがちらかっ
ていた（犬などがゴミをちらかしたらしい） 

・ 違法な捨て看板、張り紙等は、業者に廃棄するように行政が強く指導して欲しい。 
・ 市一斉清掃日で行われる地区以外の場所のポイ捨てゴミがとても気になります。そういう場
所の清掃予定があれば、都合のつく日には参加したいです。 

・ 河川や道路が整備されて、環境が良くなれば、ゴミ等も減って、景観が良くなると思います。 
・ 長浦駅を利用していますが、歩きタバコをして、吸い殻をぽいっと捨てている方が目立ちま
す。とても汚いです。景観をいくらきれいにしても、道路にたばこが捨ててあれば、きれい
だとは思えないです。都内２３区で歩きたばこが条例で禁止しているように、袖ケ浦市でも
路上での喫煙に関して取り締まって欲しいです。 

・ 常にごみ箱があるよりも、ステーション方式等で行う方が美的にも衛生的にも良いと常に感
じている。 

・ バスターミナルから橋に入る前の前方左にゴミの山があるが、袖ケ浦の区域か木更津かわか
りませんが、どうにかしてきれいにしてほしいと思います。 

・ ポイ捨て禁止条例はあるが、家の排水路にポイ捨てされる。袖ケ浦公園の蔵波側入り口は、
粗大ゴミ迄捨ててある。罰則も必要と思います。 

・ ゴミの捨て方、公園等の利用法（マナー）等身近な問題を解決しないと、美しい街を維持す
る事は困難である。 

・ ゴミ集積所を景観の中で好ましいと考えるような型、場所にすることが望まれる。 
・ ごみを持ち帰るように、１人１人が心がけないとなかなか難しいと思う。・ごみ箱が公園など
にあるが、逆にごみがあふれていて見た目が汚いと思う。・地域によって草が伸び放題で見た
目がきたない所がある。・アパートだらけですよね。・ごみを拾う運動をもっと積極的に呼び
かけてみてほしい。以上 

・ 自治会のごみ収集場所清掃しておりますが、収集日以外に他地区からの不法投棄があり（道
路際のため）、常にごみのある状態で景観を損ねております。他地区ではこの様な事はないの
でしょうか？ 

・ ごみの不法投棄等、厳重に取締って欲しい。・アクラライン行ＩＣ脇の車他の残骸の山を何と
かしてもらいたい。 

・ 道路の鋪道にはかならずタバコやゴミが散らばっています。これを何とかやめさせる方は無
いのですか。 

・ 道路、線路沿いの雑草刈りを積極的に実施していただきたい。・ゴミ置場の野犬、カラス等に
よるイタズラ防止の為の網やカゴ等を設置していただきたい。自分の地域は防止カゴを設置
済みですが、奈良輪周辺で子供の保育園送迎時に、ゴミが散乱し、不衛生な場所があるので
（大井戸踏切周辺） 

・ ゴミなどの不法投棄が多い。いい大人がタバコのポイ捨てなどを行っていて、マナーが悪い。
まず人々の意識を支える事が必要だと思う。 

・ 景観は農村でもきれいですが、犬のフンが道はしにあり、散歩する人は〈犬を連れて〉片付
けて欲しいと思います。 

・ 新しくきれいなものを創設するよりも、荒地などの整備や身近なゴミ問題（不法投棄等も含
む）を解決して欲しいと思う。古めかしい場所でも、（家の中もそうだけど…）きちんと清掃
し、ごみをなくせば、景観的には良くなると思うので。 

・ これ以上緑をなくさないでほしい。（どんどん宅地開発されているが）ごみが至る所散らかっ
ています。これもなんとかなりませんか？ 

・ 最近、小櫃川の土手や農道を散歩するが、犬の糞がすごい。景観も大切だが、犬の躾教室の
開催や広報を活用するなど、市民に対し環境美化の問題を提起してほしい。 

・ 袖ケ浦の奥に残されている緑は極力残して欲しい。又その為の雑草、樹木の手入れは、持主
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に義務づける。守る人と守らない人が必ずいると思うので、税金等で反映させるといいので
は？きれいな町並み、清掃の度合い等は、地区の人達にも参加してもらい、年１回位で、広
報等で発表し、意識を高めたらどうでしょうか。 

・ 道路沿いの雑草や廃棄物に目を光らせ、啓蒙と早急な処理をお願いしたい。 
・ 小さな事ですが、空き缶やゴミ、タバコなど道に、山に田畑に捨てないこと。気がついたら
拾って片付けることが大切と思います。自然の木々や花は心を美しくしてくれます。人を優
しくすると思います。私も協力していきたいと思います。 

・ ただ細かく言わせて頂けば、ゴミステーションの問題です。住民の数が増えているにも拘ら
ず、増設が見られず、休日の後など目を覆うものがあります。一部の心無き人の身勝手なゴ
ミの出し方の為、悪臭がただよったり、猫やカラスにつつかれて中身が散らかったりしてい
ます。 

・ 道路沿いの空地等にゴミが散乱しているのが目立ちます。まずはゴミが散乱していないまち
づくりが大切だと思います。市内一斉清掃が定期的にありますが、見ているとみなさん、自
分の家の周りだけのゴミ拾いになっている様に感じます。（ほとんどゴミは落ちていない）こ
の辺は車内からのポイ捨てが多い様に思いますので、道路沿いを中心にゴミ拾いをした方が
良いと思います。（市役所の方の呼びかけが必要） 

・ ごみをすてず、ごみはかたづける。 
・ 市内には、多くのゴミステーションがあるが、収集日には入りきれないごみ袋が収納ボック
スからはみ出している。必要に応じて増強して欲しい。またルール違反ゴミには、ポイすて
禁止条例を元に取り締まって頂きたい。 

・ ゴミ置場の統一された環境確保、そのまま放置、アミ掛け、整備された所などマチマチ。 
・ 景観を変えやすい公園等からでなく、居住地域からまちづくりを先に進めてもらいたい。（ゴ
ミの捨て方や不法投棄について） 

・ また国道 16号沿いにごみが多く捨てられているし、川がとても汚いのでどうにかしてほしい。
他県から来た人には、印象が良くないように思う。今後に期待します。 

・ ごみステーションの収集箱が小さすぎて、入りきらず、カラスがごみを荒らしていて汚いの
で、世帯分入るごみステーションがほしい。北側開発をする前にこういう身近なことから、
進めていくべきだ。市で管理（所有）の土地の草や木が、道路にはみ出しているところをも
ある。市がきれいにすべき。きちんと管理を。 

・ 最近アパートが増えています。建物の自体のことはもちろんですが、アパートの入居者に清
掃等の美化の意識を持つように、協力してもらえるよう啓発してほしい。このことは、アパ
ートの所有者にもお願いしたい。 

・ 市内清掃の回数をぐんと増やしたらいかがでしょうか。自宅から駅やスーパーに行くのに乳
母車も使えない道路では景観どころではないと思う、13 年間いつ変わるかと思って待ってい
ましたが部分補修のみでつながりのある考え方をしてくれないなーと感じています。 

・ 排水溝に落ち葉やゴミがたまるので、家にあるネットなどでゴミを止めて、掃除をしていま
すがそのネットがいつも蹴飛ばされ主人はいつも怒っています。排水溝にフタは出来ないの
でしょうか。  

・ たばこのすいがらやあき缶などが家の回りの道路にすててあり気になる。 
・ 道路にゴミがやたらにすてられている。 
・ 市の顔と見られる臨海部国道１６号線の中央分離帯は何時通ってもごみの散乱がみられる。
モラルへの看板を建てること、何等かの規則（ゴミのポイ捨て禁止、罰金の徴収）をすべき
ではないか。 

 
 
【不法投棄・残土処理（里山など）】 
・ 農村地域では、不法投棄の川沿いを雑草がおい茂る中、子どもたちが登校します。田舎の自
然を残したいという一方で、都会的な町並みのきれいさをうらやましく思ったりします。豊
かで美しい自然を子どもたちに伝えていけるように、整備して頂けるとうれしいです。花を
植えたりしてきれいな場所をつくる前に汚いところをまず何とかしてほしい。 

・ 横田地区の小櫃川土手の不法投棄が目立つ。定期的なパトロールを望む。 
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・ 遊休地や道路周辺に雑草が繁茂している。そこに不法投棄された弁当容器やペットボトルな
どのポリ袋が見受けられる。これらのマナー違反を無くすることにより景観も良くなって行
くと思います。この違反が無くなれば富士山も世界遺産になると確信しています。 

・ ゴミ等の不法投棄の対処もっと積極的に。 
・ 乗れなくなった車が空地に放置されているのが気になります。 
・ 市内一斉清掃などをしてきれいにしても、地元の人しか入っていかない様な奥の方にＴＶ、
洗濯機やゴミなど・・・を捨てている人がいる。いつになったら本当にキレイな市になるの
だろう・・・と考えてしまう。 

・ 不法投棄に対する厳しい罰則を設けてほしい。取締りの強化。 
・ 不法投棄等目立ち景観とはほど遠い。（山にたくさんの家電アリ） 
・ 里山の谷など、多量の不法投棄のゴミが有ります。我が町はゴミ捨て場ではない！ 
・ 並木のきれいな住宅地や、イルミネーションのすてきな駅ロータリーなど、アイデアはいく
らでも出てくるが、大切な事は、物を造る事より、モラルをキープする事だと思います。市
民のボランティアによるクリーン活動はもとより、何よりも残土と不法投棄。日頃あまり注
目される事の少ない、山森を守っていきたいと思います。 

・ 工場が多いが、決して環境がよいわけではなく、都会でもない。せめて自然が維持されてい
れば嬉しいのだが、雑木林に歩いたり自転車で入っていくと、あちこちにゴミが大量に不法
投棄されている。国道１６号を歩けば、車から投げ捨てられたゴミが目立つ。光化学スモッ
グは日常茶飯事。すぐに都会になったり、街なみがおしゃれになったりはしないので、せめ
てこの町を好きになろうとしている人が、ゴミを見てがっかりしないようにしてほしい。少
し入った山林は歩いたり、マウンテンバイクで走るにはとても気持がよいのだから、生かし
て欲しい。不法投棄は看板を立てればよいわけではないと思う。まずはきれいにし、捨てさ
せない。捨てにくい雰囲気を作ること。住民の意識を高めることが必要ではないか。不法投
棄ゴミ拾いツアーをすれば、少しは集まらないか。１６号沿いのゴミは、ドライブに出発す
るとき、帰ったとき、暗い気持になる。近隣の工場の人を総動員すればかなりきれいになる
と思うのだが。 

・ 旧道沿いの片側の山の斜面の木の枝など、きれいに刈り込んでほしい。不法投棄が多い。 
・ 裏の山に不法投棄がいやです。朝、ダンプの渋滞で、小中学生があぶないと思う。 
・ 休耕田に不法投棄やゴミがある。 
・ 川にゴミを捨てる人がいるので困る。 
・ 県外から持ち込まれる残土を持ち込めないよう、規制してほしい。 
・ 我家の近くに里山があります。毎朝山の中を通りますが、３－４年位前から山を売られた方
がいるようで、ゴミ山のよう残土を置いたり、木を切り廃車を置いたりと、せっかくの景観
もだいなし。そしてゴミを燃やしたりするとまわりのお茶や作物などを作っている人はやり
きれないのではと…そして先日、ある議員さんと山を見にゆきましたが、ゴミの不法投棄の
多いこと たぶん袖ケ浦の人が捨てるのではないと思います（ゴミ収集をしているので）が
…今ある森や林、あまり手をつけてほしくありません。手を入れると生物の生態系が変わり
ます。例 蔵波神社の小鳥の森 手を加える前は、ふくろうやきじがいたのに、今ではカラ
スやすずめ、もずしかいません。手を入れるなら下草がりにとどめてほしいです。 

・ 産業廃棄残土の持込業者が多くなっているので、市政として厳重に指導をお願いしたい。 
・ 現在私共のまわりには、不法投棄や残土でごみだらけになっている所が多く、大変残念です。
特にドイツ村の隣地にも残土をという業者の方がいますが、緑を残し、子供たちの遊べる場
所としてキャンプ場にしてはどうか？ほたるのいる自然豊な次世代へ引き継げる場所をぜひ
作って下さい。 

・ 景観まちづくりもすばらしい事ですが、その前にやたら道路にごみをすてたり、ゴミ置場に
市の袋に入れないで捨てたりしている事が毎日見られます。特に若い人の様に思います。こ
うゆう事がなくならない限りきれいな袖ケ浦市にはならないと思います。 

・ すみませんが、不法投棄、野焼きに悩んでおります。どうにかならないでしょうか？ 
・ 千葉に来て４年になるんですが…。国道沿いの中央分離帯に投げ捨てられるゴミがものすご
くて、ビックリしました。あれはきびしく取り締まった方がいいと思います。せっかくきれ
いなのに、見ると悲しくなってきます。他見ではあんな事ほとんどないような気がします。
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少なくとも九州では…。よろしくお願いします。 
・ 空地等に大型電化製品の不法投棄がたまに見受けられる。 
・ 不法投棄の徹底した取り締まり。 
・ 周辺には、川や田がないのは残念なのですが、山（？）なので、木や畑が多く残っていると
ころが大好きです。子どもが幼少期に育つ環境としても、最良の条件でとても良かったです。
最近その木々も、山がけずられ減っていくのは少々残念ですが。ただ１番心を痛め困ってい
るのは、ゴミです。木々が多い分、不法投棄がひどく、大きな物（粗大ゴミ…ふとん、冷蔵
庫、洗濯機、テレビｅｔｃ）から小さな物（車を止めて食事をとり、そのまま捨てていく。
おむつ、家庭ゴミｅｔｃ）まで大変多く、気持ち良く歩いていても、思わず息を止めて歩き
たくなるくらいです。また、風で付近の庭にも当然とんできます。ゴミ袋の指定や、ゴミの
有料化を考える時、そのケアまで考え、計画をして欲しいと思います。ゴミが「減った」と
喜んでいるようですが、その分捨てられているゴミも増えているのです。条例の中で、まず
小さな犯罪を見逃さない事を重要にして欲しいと思います。そのことが美しい景観と美しい
心を育てると思います。特に小さい子ども達にとって、見た目だけでなく自分の行動も含め
て考えるからです。たとえば、らくがき、破損、ゴミ捨て、自転車の放置などです。地域皆
で景観ということも含め、通して伝えていきたいことです。それを平行した「育てる」「知る」
「実行」があると思います。 

・ 美しい景観を維持するために協力するつもりです。行政に求めることは、景観を損なう不法
投棄の取締りを強化して下さい。 

・ まだうちのまわりにも不法投棄らしい物がたくさん捨ててあるところがあります。土地の所
有者の方もそうですが、捨てさせないような環境をつくっていかなければと思いました。 

・ 奈良輪周辺は、環境がいきとどいており住みやすいが、その他の地域には、不法投棄などみ
ぐるしい景観がある。 

・ 不法投棄等景観を壊す行為に対しては厳しく対処していく必要がある。 
・ いくら景観にお金をかけても、ゴミが散乱していたら意味がないと思います。引っ越して来
た当初は、なんてきたない街だと思いました。住んでみてわかった事は、工場が多いので、
そこで働いているまたは関係している人が捨ててしまうんだと思います。住宅地はきれいで
すが、道路沿い空地はきたないです。 

・ ダンプカーが砂を沢山落としている道路があるので、指導はできないのでしょうか、運転手
に。・福王台のドラックセイムスの下の公園（名前がわからないので申し訳ありません）が、
夏は花火カスが沢山放置されていますので、指導していただきたいです。 宜しくお願い致
します。 

・ 袖ケ浦には、景観が悪いというところは、あまりないと思うので、正直、無駄にお金をかけ
て何かやるという必要はないのではと思った。残土や不法投棄、荒地に困っているところが
あれば、そこは対処してもらいたい。 

・ 産業廃棄物を市で取り締まって欲しい。 
・ 山、川を汚さない様パトロールしてほしい。 
・ 残土埋立等による、地下水及び周辺環境の汚染が心配である。調査を行い、結果を広報袖ケ
浦などで公表して欲しい。 

 

【街並み整備】 
・ 道路の両側にある金貸しの機械が長々と続く通りが見苦しくてたまりません。 
・ 駅前の雰囲気を大切にする為看板や店のデザインを統一して欲しい。 
・ 外国にあるような統一された色彩の家（たとえば瓦は全部同じ色にする等）沖縄のオレンジ
とか。 

・ 袖ケ浦市の町の中は活気がなくさびれた感じがしますので、まちづくりは緑が多く花がある
町並に出来たら良いと思います。 

・ 沖縄県が赤レンガ屋根にする家には、補助が出るようにしたら随分沖縄らしい家が増えた。
袖ケ浦も、何か特長のある町づくりを考えて、住民に協力してもらえば、少しづつ変わって
いけると思う。 

・ 袖ケ浦市は、緑の多い市だと思います。ゴミ置き場や歩道などを統一して設備、見た目を良
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くすればキレイだと思います。 
・ 道沿いの花壇は良いと思いますが、各家先のプランター設置は歩道、道路まで、はみ出すく
らい置く方がいます。花はとてもキレイですが、庭内でとどめて欲しいです。高いへいや生
垣もプライバシー等はありますが、圧迫感があります。もう少しオープンな外構で統一とい
うのも良いかも！にぎやかな場所、閑清な場所それなりに合う景観に自分も協力していきた
いと思います。市の役員の方々も頑張って下さい。 

・ 街並み条令による建築物の規制。 
・ 清掃車を使用して、もっと道路をきれいにしてほしい 
・ 他の市から見るとまだまだ袖ケ浦市は課題が多く、街並の景観などは整備が遅れている様に
感じます。一日も早く整備し市民が豊かに生活できる市になる様お願いします。 

・ きれいで新しいだけでなく、温かみのある街並みが理想です。 
・ 特にメインストリート等イメージカラーで統一にしてほしい。 
・ 袖ケ浦駅前から福王台にかけての道路添い駐車場が目立ちます。少なくとも道路添いは商店
などにし、商店の奥を駐車場にするなどの対策をとらないと、さびれたイメージが強くなる
と思います。 

・ 清潔にする事は大切だと思うけれど、不必要にお金をかけて今あるものを変える事をせずに、
今のままの状態をのこしていってほしい。 

・ 駐車場が増えた事が気になります。 
・ 外国で暮らして、帰国して感じた事 １．町並の色が統一されていないので、色々な色の建
物が多い。２．公園をもっと充実してほしいです。・広さと遊具・ベンチ・緑の木々を多くし
てほしいです。 

・ 無人化している家屋等の整理。 
・ 古い家、新しい家が混在し、街としての美観というものが難しい感じがします。その中で１
つでもポイントを決めて、街並みを整えるなど、「ロア」やその他の地域を参考にしたらいか
がでしょうか。 

・ 市内どこへ行ってもきれいな場所であると嬉しい（写真と現実は全く違うといっても過言で
はない） 

・ 長浦駅前は約２０年たち、そろそろ建替えやリフォームの時期に入ります。緑は多く、商店
も多く、便利な街。そして統一感のある街並が落ち着くと思います。 

・ 住宅街と商業地とは区分すべきである。（マンション建設は特に） 
・ 河川や緑を守りながらの開発に努めて欲しい。また、商業地の開発でも、調和のとれた落ち
着いたまちづくりに規制し、清潔感溢れる街並みが出来て欲しい。 

・ バランスの悪い住宅地が増え、緑が大幅に減少している。 
・ 私は６１年間ずっと蔵波に住んでます。昔は高台に行くと富士山、遠く筑波山も眺望でき、
夏は毎日海水浴もでき素晴らしかった。でも今は工業地帯になってしまい、生活は豊かにな
ったが環境はよくない。市の方々が一生懸命努力されているのは判りますが、日本全国が環
境破壊されてる今日、土地開発をこれ以上続ける事が無い様願わずにはいられません。 

・ 周りと調和の取れた建物を建てて貰いたい。（高さ、形状、色彩） 
・ 宅地開発などしないで。これ以上の他地域よりの人口注入をしないように望む。東京、神奈
川などから絵住してくる人は、一般にマナーが悪く、人柄もきつく、住民間のトラブルをお
こしやすい為です。 

・ 何か一つテーマを決めて街全体のデザインに統一性を持たせていただきたい。 
・ 綺麗で清々しい、住み良いまちに住みたい。単発的な活動ではなく、計画的、継続的な活動
を期待しています。 

・ 長浦駅前からさつき台病院に行く道路沿いの建物ほとんどの店が平屋で同じ長屋みたいだが、
道路の両側の店を近代的な建物にしたら、良い町並になると思う。 

・ まちづくりということでは、都心部のような、どこを見てもコンクリートだらけ、高層ビル
ばかり、という町並よりも、土や緑の香りのする、自然と調和した町並の方が、やはりいい
ですね。袖ケ浦の素敵な景観が、さらに活かされることは良い事だと思います。・基本計画が
出来上がりましたら、計画内容を全て市民に開示し、そこでさらに市民の意見を聞いてもら
いたいと思います。私は、自分が住んでいるこの袖ケ浦が大好きなので、この計画が良い方
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向に向くのかどうか心配です。そのためにも、市民の意見によく耳を傾けてもらいたいです。 
・ 自然と調和したまちづくり。落ち着いた感じのものがよい。ハデな高層マンションは美観を
損なう。袖ケ浦市は、まわりに自然がいっぱいあります。これを活用したまちづくりを望み
ます。 

・ 秩序ある（住宅団地内の）住居の建設を望みます。（※私達は自分の周辺が最も最適と思い土
地を購入し家を建築したが、目の前にアパート等が建てられた） こうした事を事前に防止
する様な、話し合いの場（例えばアパート等を建設する場合、隣近所の事前の了解（チェッ
ク）出来るような、公的機関制度を望みます。 

・ 屋外広告物の規制をし、（条例化できないか？）すっきりとした街並みづくりを図るべきであ
る。 

・ 住宅の色合いもある程度規制対象とすべきと思う。 
・ 私は住宅地の中を散歩し、季節を感じるのが好きです。各々のお宅の庭や家に個性があり、
それが互いに調和し、落ち着いた町並が出来上がっているのは心がいやされます。でもちょ
っとがっかりするのは、ゴミステーションの有様一つで、すてきな町並が台無しになってし
まうことです。ルールは守って欲しいですね。自治会等の清掃にも参加していますが、いつ
も同じ人ばかりの参加ですね。今年は自治会の役員が回ってきましたが、呼びかけひとつで、
参加者は増えましたヨ。景観は人が作るものだと思います。一人一人の心がけで袖ケ浦はも
っと美しい街になりますよね。 

・ 人を魅きつけるようなまちづくりが必要。（特に若い人に対して＝これから住民になる人達）
例えば〈統一感ある家並と美しい街路樹のまち〉できれば電柱、電線は地下埋設。住宅街の
中にはくつろげるカフェやガーデニングショップがある。住宅街の近くにスーパーがあれば、
買物がてら他の地域からも人が来てくれるのでは。住人については、工場地帯に勤める方や、
千葉や東京（快速で１ｈ）へ通勤する比較的若い人をターゲットにする。多少交通の便が悪
くても、おしゃれな街並の住宅街なら、女性に受けると思う。（家の購入は奥様方の意見が強
い。） 

・ 看板に一貫性があるとよいかと思われる。例 那須の観光地 
・ 袖ケ浦市は良い意味で田舎なので、田舎の良いところを残しつつ、何か新しい物を造る際に
は、その景観にあったものを考えて造るようにすればいいなと思う。駅前開発もそうだが、
デザインバラバラな物をボンボン建てないで、街並に合う様に造っていただきたいと思う。 

・ 袖ケ浦駅や長浦駅の開発をするのであれば、建物等を統一してほしいです。ヨーロッパを思
わせる様な落ち着いた雰囲気だと良いです。東京、横浜方面とは全く違う駅前開発をして、
都心からの観光客も寄ってみようと思う様な場所があると良いと思います（袖ケ浦ＩＣあた
りでも可） 

 
 
【街灯の設置】 
・ 最近よくウォーキングで健康づくりをしている方々をよく目にしますが、夜歩いている方な
どを見ると、街灯が少なくあぶないなと思うことがよくあります。 

・ 夜間の街路灯を今井地区の旧道沿いに増やしてほしい。奈良輪方面から向かってくると極端
に暗くなって、夜間の車の運転に支障をきたしていると思う。 

・ 街灯が少ない。 
・ 街灯を明るくし、増やしてほしい。 
・ 街灯の種類というか、他にはない様な違いのあるものにしてほしい。 
・ 駅前ばかりきれいに整備されて住宅街の外灯の少なさが気になります（大通りは多いです
が・・・）。夜、遅くに帰宅する女性は非常に不安だと思います。買い物にも夜に行かなくて
はならない時などは、怖さを感じます。よりよい景観まちづくりも大変よい事だと思います
が、駅前や大通りにばかり目を向けないで、住宅街にも目を向けてほしいと思います。また、
防犯対策にもなると思いますし、そういう事からでも景観まちづくりに繋がるのではないで
しょうか？駅前から離れた所がどの位暗いか、夜はどんなに怖さを感じるか、確かめてみて
ほしいです。もう少し何とかならないものでしょうか？ 

・ 家の前の道路に外灯が少ないので夜間暗くて危険だと思います。できれば外灯を増やして下
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さい。 
・ 郷土の特色が表れるような市の花をデザインした外灯や、花だん、又毎年イベントを企画し
て、市民が参加出来る勉強会や見学会などぜひやっていただきたい。応援させていただきま
す。 

・ 住宅街の中の電灯がもう少し明るいと良いと思っています 
・ 駅周辺から住宅地へもう少し外灯を設置してほしい。オレンジ系の外灯はこうげき的に人を
するので、ブルー系の外灯が良いと思います。海外でも、外灯をオレンジ系からブルー系に
する事により犯罪が減少した実績もある位だから。 

・ 街灯が少ないのでくらい。 
・ 今危険な事件も多いので、街灯等つけて、明るい所を増やしてほしい。 
・ 未来の人達の為、安全な遊び場、危険のない生活ができるよう、夜など夜景をふまえて、多
くの街灯の設置など願いたい。 

・ 住宅街が非常に暗いです。明るくしてほしい。 
・ 街灯が少なくて地域全体が暗くみえるし、車上荒しが多いので少しでも明るくしてほしい。 
・ 田舎道の街灯が少ないので、学校の帰り道が不安です。 
・ 街灯等を増やし、町全体を明るくし犯罪を防ぐ手段とする。 
・ 街路灯の塗装色について（公共施設の電柱、街路灯、等の柱類の塗色）最も落付く色、気持
ちが静まる色、周囲とマッチする色について科学的に検討する必要がある。結論から言うと、
チャコールグレイが最もマッチングする。長浦駅前の新街路灯の塗装色は“緑”これは一見、
緑色は自然とマッチしている様に感じるが、実配置してみると、そのミスマッチ、落ち着き
の無さを実感する。次回塗装の際は、是非チャコールグレイをお勧めする。ちなみに成田市
の空港ホテル通りの電柱類（コンクリート電柱）はチャコールグレイです。実に自然の緑と
マッチし、静かなたたずまいを感じます。袖ケ浦市も見習って欲しいと考えていました。 

・ 街路灯が少ない。又、暗い所が多く、防犯の面からも、好ましくないと思う。 
・ 街灯が少なく、夜道が恐い。 
・ 住宅地は夜になると暗くなるので、多くの電灯をつけてほしい。 
・ にぎわいのある都市の反対に、農村というか農家が多い地域では、夜の街灯などもう少し明
るくして欲しいと思っています。街中でも、一本道を外れると大変暗いです。女性も働いて
帰りが遅いのが普通です。安心して住める町をつくって欲しいと思います。これからどんど
ん良くなっていく事を望んでいます。頑張って下さい。 

・ 仕事から帰宅する時（夜）、道が暗い場所があるので怖い。安心して歩ける町にしてほしい。 
・ 袖ケ浦に越してきて感じたのは、夜街灯が少ないせいか、暗い場所が多いと思います。景観
だけではなく、防犯、交通事故の防止にもつながると思うので、街灯の設置で見通しの良い
まちづくりを希望します。 

・ 明るい夜道で、どこでもどんな道でも夜は安心して通れたら良いと思いますが、街燈をすべ
て付けることはムリでしょうが、まだまだ少し暗いようです。 

・ 住宅内が暗いので、街灯を増やして欲しい。 
・ 引っ越してきて半年だが、夜歩道が暗かったり、自転車が乗りにくい場所が多いように感じ
る。工業地帯なので仕方のないことかもしれないが、殺風景だと思う。隣の駅に自転車で行
きにくい。 

・ 夜景や景色が眺められるような落ちづく場所がほしい。外灯が少なすぎる。 
・ 公園、各通り夜になると暗い 
・ できれば、駅前だけ、１部にこだわらずに、夜など事件がおきないように、町を明るくして
ほしい。悪い町にはしてほしくない。 

 

 

【道路（歩道）整備】 
・ 君津などではよく見るのですが、川沿い歩道や、公園などの道にウォーキング用に距離数な
どをかんばんに書かれているのを見かけます。ちょっとした事ですが、便利だと思いました。 

・ 子供たちの為の通学路や遊歩道を努めて確保されたい。 
・ 国道、一般道、歩道等には並木を植える。四季を感じられるように（けやき、花みずき、さ
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るすべり等。紅葉がみられればよい。ただし、いちょうはやめてほしい）国道わきには大き
な木、一般道には中くらいの高さの木等とか場所によってあう木を植える。 

・ 癒される散歩道があると健康にも良いと思う。 
・ ペットのフン、尿処理しない飼主が多いので、道路等の景観に悪影響有り。 
・ 自動車やバイクなどの入れない遊歩道（さんぽできる道）が近くにあったらいいと思います。
その道の中に公園や花見などできたらいいと思う。車が走る道ばかりあってもつまらない。 

・ 歩道にプランターは置かない事 
・ 道路下の工事（ガス管、排水管）後、道路の補修のやり方に一考を。つぎはぎ状態の道路で
景観上みっともない。 

・ 長浦駅前～笠上の県道沿いの整備をして頂き、片側だけでも広い歩道と街路樹、街灯の設置
を希望したいのですが、崖と線路に挟まれている現状をどの様に解決して行けるのか？通学
児童の自転車通路でもある為、是非実現して欲しいと願って居ます。新興住宅地の周辺は上
記の様な困った問題は特にない様に思われます。何故なら始めから整備された中での居住で
すので。長浦郵便局と長浦駅までの短い区間だけでも早急に整備出来る様お願い申し上げま
す。 

・ 広域農道の風景が好きです。いつまでも変わらずにいてほしいと思います。道路沿いに植え
られた花もとてもすばらしいと思いました。（ポピーだったかな？） 

・ 道路、下水、電柱等の整備。 
・ 福王台の真ん中を通る国道１６号沿いの整備をお願いしたい。騒音や排ガスがひどく、落ち
着いて暮らすには少々問題があると思います。防音壁などを設け、そこにきれいな絵などを
描いたり…街路樹を植えたりするともっとすてきになると思います。 

・ 豊かな景観は豊かな心につながると思います。市でこうゆうとりくみをしていただいている
ことは、大変良いことと思います。我家では何十年も前から道路沿いにずっと花を植えてい
ます。（通る人が心が和むと言っていただけるのがうれしくて…）ところがここ数年、残土を
運ぶダンプの数がとても多く、植え込みや草取りがままならず、せっかく植えても排気ガス
の為枯れてしまうものも多くなってきています。以前は生活道路、通学路、農道だった道が、
今はダンプ街道になっています。できるだけ大型車と生活道路をわけていただける様、市で
も考えていただきたい、と思います。 

・ 道路を走っていて気がついた事・雑草があまりにもありすぎます。見通しが悪く危険すぎま
す。地権者に通報し、刈って頂く事を望みます。 

 

 

【電線地中化】 
・ 電柱、電線を地下にする。特にこれから造成する団地などは計画的に地下を通す工夫などす
ると良いと思う。 

・ 電線が全部地下に入ったら、違うすっきりさが感じられるのかなぁ・・・と思うと同時に、
古くからの農家や家の並ぶ所には古い電柱や電源は“味”になっているのかも・・・。 

・ 電柱の地中下の話があり、父が宅地を購入しましたが、実際はおこなわれませんでした。目
障りな電柱、電線を撤去（地中下）できないものなのか（富士山が見えなくなってきた）。 

・ 今後、住宅開発する場合は、電線の地中化を考えて欲しい。 
・ 電線の地中化を進め、電柱の街並を・不法投棄の取り締まり強化（ポイステ含）罰金制度・
ゴミステーションの美化（ＢＯＸ設置、デザイン重視） 

・ 電柱は地中化してもらいたい。 
・ 電柱、電線の無い街が早急に実現出来れば良いと思います。 
・ 費用がかかるが電線、電柱の無い通りをめざして下さい。 
・ 電柱が多すぎると思います。 
・ １６号道路沿いに電柱を立ててありますが、道から出るとき、大きすぎて車が見えない所も
あります。歩行者用の道わき、車が入れないように出ていますのが、自分の家の駐車にじゃ
まになるし、側に車をとめられません。自分の車をこする時もありますので、出入口、自分
の敷地間はやめてほしいです。電線、電柱はなくしてほしい。 

・ 街の中心部は五井の様に電柱は地中に入れた方がよい。 
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・ 電線、電柱がないと景観も良いです（住宅地も田園も）風の強い所が多いので、農業用ビニ
ール等がからむことも多いのです。そういった意味でも電柱が無いと良いです。 

・ 電線、電柱が多く景観が悪い。 
・ 電線、電柱の地中への移設（工事方法は簡易にして、他の市町村のモデルとなるようなもの
にして、メンテナンスも手間のかからないようなもの） 

・ 歩道横の自転車用エリアの設定 
・ 電線の埋没化 
・ 電柱に電線が何段にも多く通っていて景観が悪い 
・ 長浦駅前通りには、電柱、街燈、交通標識等たくさんのポールが立っています。電柱の地中
化が困難であるならば、その活用をもっと積極的に考え、ポールの数を減らすべきだと思い
ます。 

・ 電線の地価埋蔵。 
・ 電柱はないほうがいいかもしれないが、街灯として考えると、今以上にほしい。 
・ 広域農道の電柱を地中化できないか 
・ 電柱、電線のない通りにしてほしい。 
・ また、電柱・電線などもできればない方が良いと思う。 
・ 電柱の無い街にしてほしい。 
・ 旅行した時に、ニュージーランド（クライストチャーチ）の景観は徹底していて、電柱、電
線はみんな地中にうめこまれていました。各家には、競い合う様に花が植えてあり、町全体
が別世界の様でした。その時から、「きれいな町」を意識する様になり、「このような所に住
みたい」という理想がふくらみました。ぜひ、「クライストチャーチ」のような町にしたいで
す。 

・ ①電柱のない歩道、歩道に入りこんだ道路標識や歩道（乳母車が通れない） 
・ 市内に張り巡らされた電柱、電話線が錯綜して見苦しい。もっと整備できないか？出来れば
地下埋設して欲しい。 

・ 電柱のない町並が実現したら良い。 
・ 電柱をなくし地下化してほしい 
 

 

【駅・駅周辺整備】 
・ 南側は逆に、もっと活気ある駅前にしていくべきです。市外の友達が来ても「だいぶ歩かな
いと軽食が摂れないし、不便だ」と言っていたし、駅前にもっと店を増やすよう促して欲し
いです。千葉駅や蘇我駅のように、ステーションビルまではいかなくとも、ちょっとコーヒ
ーが飲める位のスペースは必要ではないでしょうか？せっかく快速も止まるようになったの
ですし、駅自体をもっとキレイに改築するべきです。それに加えてショッピングモールなん
かができると良いかもわからないですが、袖ケ浦は田地や川がいい所でもあると思うので、
そこはバランスを考えないとダメだと思いますけど・・・。なんか言いたい放題ですいませ
ん。でも普通考えていることをお伝えするよい機会でしたので、良かったです。 

・ 景観まちづくりも大切だし必要な事だと思いますが、市の顔とも言える駅及び駅前周辺が貧
弱で残念です。他から（東京都）こちらに住んで、緑も豊かでのんびりとした袖ケ浦市は好
きですが、考えていただきたいと思います。 

・ 袖ケ浦駅周辺の歩道、公園には木や花が少ないです。公園には花が全くありません。ごみ箱
がない為か、ごみが落ちていたり。殺風景ですね。北側開発の際は、もっと緑を増やし、歩
道も太くしてほしい。木は細いのではなく太いほうがいいんですが…。 

・ 駅前の整備・駅を新しく建てる時は、上る、下る、エスカレーターを。（お年寄の皆さんの事
考えて下さい） 

・ 駅前整備（袖ケ浦駅）をして、商業活動がさかんになるような景観まちづくりがされること
を期待している。 

・ 袖ケ浦駅に行くとき踏切を渡らなければいけないことが非常に不便である。そのため電車も
間に合わず、大変である。北口開発をしてほしい。今後の電車を使う人たちがかわいそうで
ある。なんとかしてほしい！！ 
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・ 駅周辺町の顔、住民の顔なので特に美観に気を配ってほしい。 
・ 袖ケ浦駅と回り西口でも良いがきれいに整備されると良い 
・ 駅におりてホッとするような街並に…袖ケ浦らしい… 
・ 駅がボロだと町のイメージは大きなイメージダウンです。駅と商店の一体化等広場ではなく
活性化が大切だと考えます。 

・ どんなに周辺の町の景観を良くしても、駅がきれいでなければ人は集まって来ない。駅は町
の顔である。駅よりダイエーに行く高架橋を作る。 

・ 袖ケ浦駅周辺が、暗くさびしく感じます。北口開発も大事かもしれませんが、まずは駅をも
っと工夫し、袖ケ浦駅ビルみたいな物を思案したらどうですか。せっかく市になったのに、
人口も増えているのに、何かさびれていませんか。駅の周りをもっと夢のあるものにして下
さい。お願いします。 

・ 駅前（袖ケ浦）を活性化してほしい。 
・ 袖ケ浦駅があまりきれいではないので、せめて外装だけでもきれいにして欲しいと思います。
駅前通りの街路樹が、銀杏の木だと思いますが、花の咲く木のほうがきれいだと思います。
又、銀杏の葉が落ちる時期は、木の近くの家は葉の清掃で困っています。 

・ ミノなどの雑草に覆われた土地が駅前に広がり、市のイメージを損っている。賑わいと魅力
ある街づくりをお願いしたい。 

・ 駅前に劇場、ホールなど文化施設を（車で動けない市民のために交通の便の良いところにほ
しい） 

・ 駅前周辺があまりに殺風景。車社会だとは解りますが、何か賑わいを創出するような工夫が
いるのでは。又公共施設等を建て、併設して公園等の整備も必要ではないでしょうか。 

・ 長浦駅周辺は、もっと広々とした空間があった方が良かった。蔵波方面から行く人は不便、
考えてくれてない。駅～蔵波川に至る迄の商店街を近代的な形に変えられたら、すごく良く
なると思う。 

・ 袖ケ浦に引越してきて感じたことは、お店が少なく、駅前（袖ケ浦駅）が味気ない。 
・ 駅前に市営で道の駅のような感じで、お茶を飲みながら電車待ち、バス待ち、仲間待ち、ビ
ジネスが休む待合室のような、お茶（日本茶、コーヒー、その他）飲み喫茶があると良いと
思います。かんたんな、誰でも入れる安いお店がほしいですね。 

・ ③駅にエスカレートを ・足の弱った方が増えています。 以上思いついたことを書きまし
た。これからも、美しいまちづくりのため、微笑みのあふれる光景をよろしくお願い致しま
す。 

・ 駅前ロータリーが不便。送迎の車の待機場所を多く作って欲しい。 
・ ②長浦駅舎を新しくして中にトイレ（男女別）をつくってほしい。③犬を散歩させていると、
だんだん野原が入ってきています。子どもや犬などがのびのびできるような公園などを増や
してほしい。ららぽーとのようなショッピングセンターをつくってほしい。 

・ せっかく新しくなった長浦駅駅前広場（南口）について。新しくなったのに前より利用しづ
らい。朝、夕の渋滞が前よりもひどくなった様に思う。車で利用する人（送り迎え）が多い
のに、車を止めておくスペースがないのは困る。そのため時々怖いと思う事もある。 

・ 長浦駅前が整備され、とても良くなったと思います。アクアラインのバスがとまればもっと
良いのに…・ 

・ 長浦、袖ケ浦の駅の建設（市の玄関をきれいに）  
 

 

【公園管理】 
・ 最近、袖ケ浦公園の花の手入れが以前程されていない様に思います。あやめ祭りの時は観光
バスも停車する由唯が来ても恥ずかしくない公園にして欲しいです。 

・ どの街角にもある公園を地域の第一のコミュニケーションの場となる様に、企画工夫しても
らいたい。高齢化が一般進む中、年配の方こそ外へ人の中へ行く回数が減っています。（年寄
りの引きこもり状態）せっかくある公園が、今はただの空地化しております。魅力ある公園、
人が寄り合う公園、そこへ行けば必ず情報が得られる公園、幼児から年配までが安心して集
える公園がありません。市内、全域が緑豊かな場所だからこそ、土地の有効利用を強く強く
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望んでおります。以上。 
・ 私が思うのは、町の中の小さな公園にもトイレを設置するとか、身近な小さな所から少しず
つ変えて行った方が良いと思います。私の家の近くの公園はトイレがない為にあちこちの木
陰に汚物があって子供を連れて行くのをためらう程です。もっときれいに整備されていれば
子供達も遊ぶでしょうけど、正直いつ通っても子供があまり遊びません。 

・ ある程度規制された住宅開発とそれに供う中規模公園（袖ケ浦公園などとは言いませんが、
子供達が安心して遊べる広場、運動ができる広場、施設、地域の人々が集まれる、あるいは
催しができる広場、散策できるエリア）の設置をお願いしたい。できるだけ多く、身近にあ
る事で愛着が起り町づくりに参加してくれる人が多く出てくると思う。 

・ 公園を毎日健康のため、１時間ほど歩いていますが、アスファルトではなくて土にして下さ
い。夏はてり返しで熱いですし、土と草が気もちいいです。土がすきなんです。アスファル
トはいらない。 

・ 税金の無駄使いもうやめて欲しいです。たとえば農村公園・・・あれはどのような目的で作
られたのですか。いつもくさりがかけてあります。一度、市の公園、施設等の一覧表（利用
目的、利用時間等）を見てみたいです。一生懸命市の職員の方には感謝していますが？ 

・ 直接は関係ないかもしれませんが、小さな公園でも手洗いや水のみ場があったら良いなと思
います。又、安全なトイレも欲しいですね。 

・ 袖ケ浦公園のアスレチック（道をはさんで一番遠くのアスレチック）車で行くのにちょっと
遠いので、子供がいると行くまでも大変！近くまで行ける道があるが、大きい車でだと入る
のも狭いし、入ったらＵターンが出来ず大変！あそこのたんぼを大きな駐車場を作って、広
い道を作って欲しい。トランポリンとかあるので、車をおけるスペースを作ったら、もっと
たくさんの人が利用すると思う。この辺の公園では一番楽しい遊具がそろっているので、何
回でも利用したいし、子供はもちろん大人も楽しめるし、景色もいいし、芝生があって広い
ので、のんびり出来るので非常に良い場所。ただ欠点がやはり駐車場かなぁ。 

・ 広くて、木が多くて、おちつくことのできる公園があってほしいと思いました。 
・ 団地内の公園や緑地帯の木の剪定を草刈り同様定期的にお願いしたいと思います。伸び放題
の枝は大変見苦しいですし、樹木でおおわれた公園や緑地帯は防犯上不安です。 

・ 海浜公園、袖ケ浦公園、袖ケ浦駅等、トイレが汚れてる。管理をお願いします。 
・ 公園がきたない（草だらけ） 
・ 公園もいくつかありますが、本当におそまつな出来です。なんとかして下さいよ！ 
・ 街に草花の植込み等を作る事も結構ですが、一番基本になる事は清掃だと思います。長浦駅
の陸橋、駅舎に入るまでの通路はいつもゴミが落ちていて気になる所です。一番多くの人が
利用する所です。その分汚れもひどいかも知れませんが、駅はその自治体の顔でもある場所
です。立派にしなくても良いから、手入れ、清掃をきちんと出来る体制にして欲しい所です。
第１印象がきたないと感じると、草花があっても良いとは思いません。まず清潔な街である
事が第一です。公園のゴミカゴはいつもあふれていて不潔です。管理をお願いしたいです。 

・ 子供がいるので子供中心になりますが、公園とか広場をもっと小さい子供も使えるようなの
を作ってほしいです。袖ケ浦駅付近の公園の砂場は、猫とか犬が入ってこないように囲いが
してあると聞きました。そーいうようなものを昔からある公園にも作ってほしいです。 

・ 公園のブランコ、テツボウ等、フェンスの手入れ（ペンキヌリ）ゴミカゴの取り替えをして
ほしい。 

・ 小さな公園が点在しすぎる。集約できていない。－荒れた場所もある。利用されていない。 
・ 今後も頑張って下さい。ご苦労様です。袖ケ浦公園の使用していない所を市民に貸し、花作
りをしていただく。 

・ 公園に犬のフンをそのまま放置してあるのもすごく残念な気持ちになります。特に海浜公園
とか多いような気がします。子供は走り回ったり、よく転んだりするんで、あれも何とかし
てもらいたいです。 

・ 公園などのよごれ、きたなさが以前よりなくなりました。 
・ 永地には公立の農村公園がありますが、近くには自動車業者の中古車、スクラップ車の置場
が何ヶ所も有り、いずれは周辺の環境や河川への害も予想されます。この現状は何らかの規
制も必要ではないかと思われます。 
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・ 公園のまわりの大木を整理して、内側が見えるようにすれば、小さな子ども達も安心して遊
べると思います。 

・ 袖ケ浦公園の駐車場は周りの木がなくなり、開放的になって良かったと思います。 
・ 大きな公園は人手による管理が充分に行われている様ですが、小さな公園の管理は自治会も
大変だと思うが、定期的に清掃管理を希望します。 

・ 私は母親の実家が袖ケ浦公園を通って行った所にあるため、今迄何回も寄らせてもらってい
ますが、四季の花がきれいに咲いている時は気にならないのですが、花の咲いていない時期
は、雑草がすごく目立ちます。初めて訪れた人達にがっかりさせないで欲しいと思います。 

・ 公園にトイレが無く、小さい子どもを遊びに連れて行くには不安である。歩いて行ける範囲
内に１ヶ所づつくらいトイレのある公園がほしい。 

・ 近くに公園がない。車の無い人は大変不便で行かない（現在、車、１人１台の世の中、しか
たないか？） 

・ 公園（大きな）を増やして欲しい。子供が野球もサッカーも公園でできない世の中が、ゲー
ムばかりの子供を増やしてしまっていると思います。 

・ 袖ケ浦公園の大池奥の方を拡大し遊歩道を作ってもらいたい。 
・ 袖ケ浦駅より袖ケ浦公園に通ずる遊歩道を整備してもらいたい。 
・ 袖ケ浦公園の遊具や広場をもっときれいにしてほしい。・雑草がすごい（うさぎの居る所）中
央の花畑は良くない。 

・ 福王台３丁目の公園ブランコもはずされていて暗いし、近くの公園があれでは遊ばせる事が
出来ない。あれなら更地の広場の方がいい。  

・ 袖ケ浦公園に新しく出来た花テラスのトイレはキレイですが、以前からあるトイレは床が水
でいつも湿っていたり、天井もクモの巣があったりでガッカリ…。最近（埼玉）武蔵丘陵森
林公園に行きましたが、どのトイレも全部入ったわけではありませんが、外観も皆明るくキ
レイでした。 

・ 公園に沢山花を植える 
・ 公園などは木の名札などをつけてほしい 
・ 放置されている公園も結構みられますね。月に一度や二度、業者が清掃するか、自治体に頼
むか検討して欲しいものです。 

・ 船橋方面の駅前の一区画に、まわりは区画整理されて見た目はきれいでしたが、ある公園の
中に一歩足を踏み入れたら、土のある公園だったんです。中心地にあるので、車の音とかう
るさいはずなのに、とても涼しく静かでした。都会に近くても、自然と調和する公園が作れ
るのだと寒心いたしました。意見になるかどうかは分かりませんが、書いてみました。 

・ 一丁目は今、元ゴルフ練習場跡地が宅地造成中で変わろうとしています。３０戸の宅地と公
園ができる予定だそうですが、今まで不便で利用不可の公園がありましたので、散歩コース
内にどんな公園ができるか楽しみです。 

・ 公園が汚く、子供を安心して遊ばせられません。遊具も壊れていたり、小さな子供には不適
な物が多いです。犬、猫のフンが汚いので対応をお願いします。 

・ 袖ケ浦公園にあからさまに病気に見えるノラ猫、捨て猫が多い。 
・ 蔵波公園の環境美化 木が大きくなり、全体に暗い感じがあるので、ぜひ木を切って明るい
公園にしてもらいたい。・蔵波台の中で一番汚い公園と思う。変質者もいるということを聞き
ますので、見通しをよくして、きれいな公園にして下さい。 

・ 袖ケ浦公園や海浜公園は、他市に誇れる公園だと思うので、これからもきれいに整備してい
ってもらいたいと思います。 

・ 公園のトイレにベビーシートとか設置してくれたらもっとゆっくり公園にいられる。 
・ 公園（袖ケ浦公園、百目木）小さい子供と行きますが、遊具（錆付いたり木のくさり）がよ
く目につき、危ないといつも思っています。 

・ いまだに昔っぽい公園がある。草がぼうぼうだったりと。 
・ 家の近くの公園は草がボーボーで、子供（１歳）を遊ばせられないので、みんなで草を刈り
花を植えたりして、小さい子供も遊べる公園にしてほしいです。 

・ 袖ケ浦公園も同じ、子供の家が公園を目の前にした所にあるので良く行きます。観光客でに
ぎわっています。絵はがきのような、見学して記念に残るようなものがあったらと、私自身、
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旅行に行くといつも買ってきます。そしてフィルムを売っている所ありますか…と聞かれま
す。小さな売店でもあったらと思っています。季節を味わえる絵はがきなど、考えてくださ
るといいなーと思っています。 

・ 袖ケ浦公園の上池の淵を石、コンクリートで固めたのには（護岸整備）がっかりした。美し
くみせたいのは、わかるが化粧で（コンクリート、照明）ごまかすのは良くない！！ 

 

【寺社・仏閣】 
・ 寺が多くありますが、寺のまわりの景観を考えながら町づくりもいいのではないかと思いま
す。もう少し、管理・維持にお金をかけると良いと思う。 

・ 私は飯富神社、袖ケ浦公園の近くに住んでいます。神社には良く行きます。朝の犬の散歩は
ほとんどです。よくおまいりにきています。その時、決まって聞かれるのです。これだけ古
い神社なのに資料というか、神社を知りたい、どこできいたらよいのですか…と、いつも思
うのはハガキほどのものでもよい、説明できるものを、と思っています。 

・ 前項と似ていますが、各地の古い遺跡も景観の中に取り込んでいただきたい。発掘調査して
終わり…というのでなく、復元するなどの施策を期待します。３．車道、歩道の分離だけで
なく、自転車道も共存できるようお願いします。 

 

 

【新たな施設整備】  
・ 市立の美術館の設立を希望します。袖ケ浦ゆかりの画家、モチーフなどをあつめて展示をす
ることで、市民の芸術的意欲、愛郷心が生まれてくる気がします。それにより若者がもっと
袖ケ浦に目を向け、袖ケ浦に住みつづけたいと思うのではないでしょうか。触発されてでき
たすてきなお店や今の袖ケ浦ののどかな風景があわされば本当に良い町になると思います。 

・ 近くに、大きい広場（ウォーキングなどが出来る）があるといい。 
・ 難しい要望かもしれませんが、子供が外で遊べる場所がもっと増えればいいなと思います。 
・ 市としてもっと人と人のコミュニケーションの場や他の市ではやらないシンボルといった物
を、各家庭に普及させてもらいたい。 

・ 南房パラサイスのような近隣の人達が見に来て、にぎやかな市政をうるおって欲しい。（他県
からも来るようなポイントのある街並みを作って欲しい。アクアラインが近いので、それに
合った街がよろしいと思う） 

・ もっと栄えてほしい。ショッピングモールをつくってほしい。 
・ 袖ケ浦は、住むには良い場所ですが、はっきり言って買物する店が少な過ぎます。大きな店
はダイエー位しかないし、娯楽場もないので暗いイメージがします。私や知人みんな木更津
や富津や市原など他市へわざわざ遊びに行ったり買い物に行ってます。もっと色んな店とか
あって騒わえば人口も増えて、経済効果も上がると思いますが・・・駅も一応整備されてい
てきれいですがとってもさびれて見えてしまいます。 

・ 子ども達のためにどんなまちを残したいか観点を大事にしてほしいと思います。人形劇で主
人公が商店街へ行って買い物をする場面を見た子どもが「商店街って何？どこにあるの？私
も行ってみたい！」と言いました。袖ケ浦には商店街とよべるところがありませんね。大型
店とチェーン店とコンビニで成り立つ街並みは全国どこへ行っても金太郎あめのようで悲し
くなります。車ではなく歩いて楽しい商店街があったら、子どもたちももっと人とコミュニ
ケーションする力がつくかもしれません。人とのつながりを生み出す景観にも価値があると
思います。 

・ 袖ケ浦公園は四季おりおりの表情があり、誰もが集える町の宝だと思います。少しずつまわ
りを拡大して散策路をふやしたり、子どもたちの居場所となるようなログハウスとかプラネ
タリウムとかプレーパークなどを作り、もっともっとすてきな他市に誇れる場所として育て
ていってほしいと願います。 

・ 駅前に商店など少ない。 
・ 東京ドイツ村は不要ですがすぐ火葬場が必要です。 
・ 駅周辺に商店がないので買い物に不便。 
・ 大型ショッピングモール等があれば、周りも活気にあふれ活性化すると思う 
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・ 個々に美しい風景はあるが、若い人達の活気に満ちたオシャレな街なみがないのが残念。 
・ 海に近い事もあり、アクアライン等を眺める事ができるので、海浜公園はいいと思います。
できれば公園内にバーベキュー等施設がほしいです。 

・ 平川にいろいろな店をたくさん作ってほしい 
・ 長浦駅前で大人でも遊んでみたい公園とか、さんぽしてみたいと思うところがないのがさみ
しい。 

・ 袖ケ浦市は、大きな病院を造って欲しいのです。市原にある（帝京）、木更津の（君津中央病
院）程の大きな病院があってもいいのではないかと思います。個人的に大きな病院へ行くと
なるといつも帝京へ行きます。市内に同じ様な病院があれば夜間でも診察してくれる病院で、
大変助かります。ですから皆様の力で何とか実現できる様に、個人的な要望ではありますが
お願いします。 

・ のぞみ野の環境はとても気に入っているが、もう少し商業地が欲しい。何をするにも遠くま
で行かなくてはならない。ちょっとお茶を飲める所があったら、皆が集まると思う。 

・ のぞみ野に診療所が出来ればよい。 
・ 自宅の有る長浦駅を新しくしてほしい。 
・ 袖ケ浦市に警察署が無いのはおかしい？市役所付近に何か作る計画が有るようですが、警察
署を作ってくれるなら大賛成します。治安が良くなるのは安心だから。 

・ 私は根形が大好きです。周り、コンビニなどが無くて不便だけど、そこもある意味いいのか
と思う。意味のない建物は建てないでほしい。今までのこの状態が好き。 

・ 堰周辺を里山にしてほしい。（公園等花咲きみだれる場所として、住民に解放してほしい。） 
・ 今年１２月で７０才になります。足腰を丈夫にしたいと思っています。散歩コースをもっと
近くに、街路樹の長い歩道コースを作って下さい。２．ぐるっと１周どこからでも入れる、
歩く事の出来るコース。３．２にそってサイクリングが出来る。 

・ 千葉市幕張副都心の様な、緑があり、アウトレットや映画館、蘇我のアリオのようなものが
出来たら良いと思います。子供達が元気に心配なく遊べる施設があると良いと思う！ 

・ 長浦の駅前通りは、全て商店にした方がいい。主婦の店からさつき台までの通りは、店だけ
がいい。住宅街は一歩奥がいい。・長浦駅前にコンビニが必要。←これは、一般の駅前風景。・
蔵波の通りも商店街にした方がいい。大きなスーパーがあるといい。・長浦にファミレスがあ
るといい。袖ケ浦駅に偏っている。・長浦の主婦の店から病院までの住宅街は失敗。・袖ケ浦
公園の前のバス通りは、中学生も通るので、歩道を作ってほしい。雑草がみにくい。木も多
くした方がいい。・平成通りもシンボル的なものがあるといい。店とか…あと、台風が来た後、
看板が倒れかかってて危険。定期的に点検しないと、木とか折れそう。・スポーツセンター、
体育館をもう一つつくってほしい。土日は一般の人が使えない！！・大きなスーパーが袖ケ
浦駅にもあるといい。 

・ 一昔前にタイムスリップしたような景観スポット的なものがあったらおもしろいかも… 
・ 中途半端ではなく、他県、他市等のすばらしい所があったら参考等し、じっくり計画して、
すばらしい町にしてほしい。（現在は何もかも中途半端な町のように思えます。とことんやっ
てほしい。） 

・ のぞみ野に商業施設を建ててほしい。 
・ 長浦駅からの大通りは、飲食店が多く（特に飲み屋）住宅地とし残念。街路樹のあるゆった
りとした歩道、シャレた商店、レストラン、パン屋さん、本屋さん等あったらいいなと思い
ます。長浦駅のロータリーはもっとゆとりがあればと思う。朝、晩の混雑はすごいです。狭
いです。 

・ スーパーなど日常活用するようなお店が少なく、あちこちに点在していて活気がないような
気がする。車で移動する人も多いので、駐車場を広くとった大型のショッピングモールがほ
しい。広くてキレイな道が増えたので、ステキな街並の住宅街か、人が入るようなお店を増
やしてほしい。（昭和、蔵波地区）袖ケ浦駅の周辺はさみしすぎる。 

・ 袖ケ浦市はスポーツが盛んですが、市営球場等に市外からくる方々が多く、公園等があれば、
さらに素敵になると思います。 

・ 自然などを大切にするのは最もだが、それをいかした施設、子供たちが身近に行ける公園を
地区ごとに設置してほしい。 
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・ 全体的に住宅地に公園が少ないように見受けられる。また、あったとしても小さな子供が安
心して遊べるフンイキではない。淋しい場所にある。小さな子供が安心して遊べる、また行
ける場所。 

・ 袖ケ浦市は田畑が多く、これといって印象に残る場所は少ないと思われます。もっと自然を
利用し、楽しめる施設を造って行き、誰でも気軽に行けるようにしてはどうでしょうか。 

・ 市役所に展望室（市民開放場所）があるといいです。 
・ 市原より移り住むようになって３年間位たちますが、袖ケ浦はとても主婦にとって買物が不
便です。神納のバスターミナル付近にマーケットみたいなお店が出来たらと思います。 

・ 商業地を整備して下さい（どこの市にいっても市の中心にはすばらしい商業地があります） 
・ アスレチック公園はどうでしょうか？実家は東京なのですが、近所に大きなアスレチック公
園があり、毎日遊んでいました。（ターザンができるものや、池の上に張ったアミに飛び付く
もの）有料にして夜は閉園にして管理人を在駐させると安全に子供たちを遊ばせる事が出来
ると思います。もし作るならば、大人でも満足できるアスレチックと、有料にしてもよいの
で、園内の管理はキチンとしてもらいたいです。（有料シャワー、更衣室、ロッカー、売店ｅ
ｔｃ…なども設置して） 

・ 美術館の様な発表できる場所を作ってほしい 
・ 観光案内？のような道路地図の設置。 
・ 坂戸山の周辺を整備し公園方式にしてもらいたい。 
・ 袖ケ浦に住み始めて月日があまり経っていませんが、生活するうえでの不便はそれ程ないの
ですが、もう少し店や街灯が増え、夜道を歩いても安心して生活できるようになれば良いと
思います。（木々が多すぎてちょっと気持ち悪いので） 娯楽施設等が少ないので、もう少し
増えたら良いと思います。 

・ 自由に行動が出来ませんので、近くに便利なお買物する所が出来ればと願っています。 
・ 袖ケ浦市は学習施設や公園等が近市に比べると大変整っていると思います。図書館などは特
に、平日の日中からお年寄が活用できるし、お子様連れ、社会人が気兼ねなく利用できます。
このように人が集まる所へ市での活動や計画をもっと情報提供してもいいのではないかと思
います。私は市政に興味もありますし、住み良い袖ケ浦にどんどんなっていってほしいと思
います。千葉県では幕張がいい見本だと思います。何年もかけて今のように、にぎわいのた
えない都市ができています。初めは未開拓地でも少しずつ施設が増えるにつれ、１度だけで
なく何度も足を運んで頂けます。時間はかかって当然ですので、どんどん開発を進めて欲し
いと思います。  

・ もっと袖ケ浦に、デパート等若者に人気の店とかがあればと思う。  
・ なにもない町なので、景観を全て保っていたら、何も変われないと思います。もし何か作る
ならば、さっさと作って欲しい。特にスポーツ施設等がほしいです。ガウランドのような施
設は僕らにとってはただのジムで、おもしろくはない。やはりいろんな人が参加できる多人
数スポーツが、夜遅く（ＰＭ１０：００すぎ）までやっている施設があればうれしい。そう
いった人の集まれる所をもっと作る事も「まちづくり」じゃないでしょうか。ちなみに僕ら
はフットサルのサークルを作っていますが、袖ケ浦では活動できず、他の町で活動していま
す。その理由も、袖ケ浦には何も無いからです。もちろん体育館等はありますが、使用でき
る時間も日も限定されて、つまらないです。書いててむなしくなるのでやめます。 

・ 道の駅みたいなところがほしい。 
・ 早急に下水道を完備して下さい 
・ 駐車場を広くしてほしい。大型のショッピングセンターがあるとよい。 
・ 大型スーパーがない。 
・ ドイツ村の中にドッグランをつくってほしい。 
・ 野里地区に公園を作っていただきたいです。 
・ 袖ケ浦市には意外と日本一の富士山の全景の見える場所が多いような気がします。特に奈良
輪地域（福王台）からはすばらしい富士山が見える場所があるように思います。旧奈良輪地
区、富士山、東京湾アクアラインが一望に見える風景（夜の東京の夜景）なんか、展望台が
あったらうれしいような気がします。 

【防犯・安全】 
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・ 最近は犯罪なども多く発生して治安が悪くなってきているので、防犯などの治安対策にもっ
と税金を生かして下さい。 

・ 個人的には街灯をもう少し増やして欲しいし、危ないＬ字路にミラーを設置するとかガスト
の交差点に歩道橋を作って欲しいです。子供達が小学校に通学するのにダンプの右折が多く
て、この前も危ない場面を見ました。市は私達のこの様な小さな要望に答えて行く事で市民
が望む町づくりが出来て来ると思います。大きな所に目をつけて、やみくもに手を加えるの
ではなく、ぜひ市民の声を聞いて欲しいです。最大は袖ケ浦に警察が無いのが不思議ですが。 

・ うちの近所に、パチンコ屋があり、路上駐車が多く、何度か警察にＴＥＬしましたが、なん
の解決にもなっていません！うちには小学生の子供がいます。すごいスピードを出して走っ
ていく車もみかけます。子供達も安心して遊んだりできるように考えてほしい！！・選挙の
時だけお願いにきて、「すぐやります」って口ばかり。景観まちづくりも大事なんでしょうけ
ど、子供達の安全も考えていただきたいです。 

・ きれいにする人もいれば、汚す人もいるので治安も考えてもらいたい。 
・ ６年前に木更津市から福王台に転居してきましたが、とても環境の良いことに満足してます。
市役所、郵便局、駅が近く、道も広く、良いと思っています。景観まちづくりとは少し違っ
てしまうかもしれませんが、私の近所では、あき巣が多いことで困ってます。最近になって、
自治会やボランティアの方々がパトロールをしています。私家もあまり生垣を高くしないよ
う、又夜間は内灯を内灯をつけて、いつも防犯に心がけています。街灯を多くして、明るく
安全な町にして頂きたいと思います。袖ケ浦はとても住みやすいと思ってます。 

・ 道路が狭い。東横田駅より小櫃川橋まで、東横田交差点、ときわ食堂交差点、スーパー吉田
屋前接触事故が有るが表に出ない。どうにかして、私通勤に困る。２番線、３番線の改造、
利用、ゴルフ客の評判が悪い。考えて下さい。住宅が増えているが、自分の住んでいる所ま
で住宅街が広がってきてほしくない。 

・ 学校までの通学路がとても長いので、子供達はひたすら歩くよりも、寄り道等で帰宅時間も
それぞれ違えば、危険な場所もあり、心配はつきません。具体的にいろいろ細かな事は、地
域の自治会や、学校への要望等で意見をしていますが、今回このアンケートを通り、“明るい
まちづくり”にとても期待しています。 

・ ミラーのない十字路があり車の通行も多いのでミラーをつけて欲しい。 
・ 夜間、公園（各）学生、大人がたむろしているのを見かけるので、防犯を強化し、パトロー
ルが大事と思われる。 

・ 空き家－古くてこわれかけている建物は除去させるべきである。防災害、防犯上も強制力は
無いとしても、勧告ぐらいはできるよう、条例を整備すべきです。 

 

 
【交通計画】 
・ のぞみ野までの日中の交通の便が悪いので改善してほしい。 
・ 山を削らないでほしいです。道路を広げなくても不自由はしてません。 
・ 以前から長浦駅からアクアラインの高速バス（羽田、横浜、川崎方面）をお願いしています。
家が久保田なので、袖ケ浦バスターミナルまで車がないとちょっと遠いのです。長浦駅から
ですと自転車でも行けるのでできれば大変便利になります。私は何度か市役所にお電話をし
て担当の方にも同じ様な事を言いました。その時の話で「いずれできると思います」との事
でした。早く実現して頂ければ助かります。 

・ 狭い道をより広くして欲しい（すれ違う時に止まらずに通れる様） 
・ アスファルトの掘削を出来るだけ少なく工事する。（２重３重に掘られ、デコボコになってし
まっています。 

・ 私、もう６５才になりますが、今のところ車の運転をして買物等をしていますが、年々と車
が使えなくなったらどうなるか？バス停が近くにない…商店がない…（所有マンションだが、
子供がいなく、主人と二人ぐらし…）景観まちづくりに対してはとても良いものと思います
が、もうすこし便のいいまちであってもいいかな～とも思います。今の所満足しています。 

・ アクアラインは、高速より電車にすべきだったと思う。できれば両方あればなお良い！！ 
・ 鎌倉道の整備してほしい。折角歴史に触れ合える環境にありながら、認識されていないのは
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残念です。 
・ 国道１６号線→長浦駅→ダイエー前の道路を一直線にする。（地下道か高架橋）→さつき台病
院→高速道路行き（姉崎、袖ケ浦）の道を延長する。 

・ 野里２号線と、ドイツ村外周路の整備を望む。 
・ 最近、住宅地内の道路、近道をするせいか、スピードが速い。住宅地内の住民ではなく、他
方面から近道として使用（交通安全も含めて） 

・ 国道が狭くて、対向車がダンプなど大型車だと危険すら感じます。 
・ 袖ケ浦駅からのぞみ野間のバスの便をもう少し増やしてほしい。最終便を午後９時頃まで延
ばしてほしい。 

・ 旧道沿の「ソデホン？（バイク屋）」前当りの山崩れが心配です。雨が降るといつも土が流れ
出ています。改善を望みます。 

・ 景観まちづくりも良いのですが、交通の激しい横断歩道も何とかしてもらいたいものです。
例えば、代宿ＪＯＭＯの交差点など、危なくて仕方ありません。歩道橋を作ってもらったり
出来ないものでしょうか？  

・ 平成通りの蔵波台より神納に行く所で、まだ１斜線になっている場所は、早く地主と交渉し
て広げて欲しい。景観的にもよろしくないし、又大きな交通事故になると思います（最近は
交通量が多くなってきた）（早く手を打って進めるべし） 

・ 交通事故防止のため交差点にミラーを設置してほしいところが多い。 
・ 道路の整備工事。時間が掛かり過ぎる。 
・ 道路ができていくのはいいが、道路が前にできた責で大雨の時、自前の橋が水びたし。皆流
れてきて困っている。たいはいの川の薬の散布お願いしたい。 

・ ベビーカーで歩くと歩道の歩きにくさが目立つ。・歩道に毎日駐車場に使っている人がい
る。・空地などのゴミが目立つ。・側溝にふたをして下さい。 

・ 事故が起きやすいので、十字路にミラーをつけてほしい。 
・ 景観とは関係ないですが、広域農道の信号について、①袖ケ浦公園前の信号を感応式に。②
館山道下の信号とのぞみの道の信号の連想反応の切り離し③マイマイ信号の長化を要求しま
す。50km/hでは、ドライバーの心理に悪影響なので、60km/hにあげてみてはどうでしょう
か。普通は制限速度で走ればすべて青で通過できるのですが、広域農道は設定がずれている
ようです。信号設定の検討をしてください。 

・ 〝広い〟道にして欲しい。土地があるので、これからつくる道路は細いより広いほうがいい。 
・ 景観を大事にするのは大事だが子供や老人が散歩などをしずらくなる事はやめた方が良い。
歩道を高くしすぎるとシニアカーとか通りにくかったり自転車は大変。 

・ 年寄りが多くなって来た中で、道に大きな石ころ、段差等があり、手を差し延べる事がしば
しあります。 

・ 歩道を駐車場替わりに使用したり、長時間車道に駐車は景観も悪く危険で有る。 
・ 段差のない自転車も通れる幅の広い歩道がもっと多くあったら良いです。以前より街道に緑
が多くなったような気がします。 

・ 雨がふると、水たまりが出来て駅に歩いて行けないので困る 
・ 車椅子でも段差の少ない道を作ってほしい 
・ 歩道の整備をして欲しい。 
・ 私は普段、自転車で近所を行動する事が多いのですが、歩道が狭く、車の往来も多い為、怖
い思いをした経験があるので、歩道を広くして欲しいと思います。 

・ 長浦駅から袖ケ浦に向う内房線沿いの県道ののりにある樹があまりにも運転の邪魔になって
危険だと思う（今井のあたり）もう少し内房線沿いの県道の道路幅を広げて、ゆったりとし
た歩道をつけていただきたい。道幅が狭く、危険だと思います。汚い県道で歩行者が多いわ
りには歩道がなく、道幅が狭すぎる。長浦駅周辺の県道沿いは特に危険。 

・ 歩道が整備されておらず、親切でないと思う。・歩道を子供づれの人やベビーカー、その他の
人の為にも、バリアフリーなど考えたほうが良いと思う。 

・ １６号沿いも、車が通る、というイメージだけでなく、人が歩ける様な歩道作りなど。 
・ Ｕ字溝等ふさぎ、安心して歩ける幅の広い道になればと、いつも思っております。 
・ U字溝に蓋をしてください（危ない）。・道が狭い。・街灯が少ない。・歩道がない。 
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・ 雑草のすごい所がいっぱいあります。子供達が学校に行くのに邪魔です。変質者が出たりす
ると非常に危険です。見通しよく常にして下さい。 

・ 花を植えるとか木を植える前に 16号（旧通）の整備、歩道の設置が先だと思う。斜面の緑地
の地面はいつくずれてくるか心配なところが結構あるし、木と木の間は大きなゴミやペット
ボトル、空き缶スーパー袋等見苦しい限りです。地主等に市から指導と援助をして緑地の整
備からやって欲しい。 

・ ①長浦駅西口ロータリーに羽田空港や成田空港に行くバスを出してほしい。 
・ まずは青空駐車が多すぎる。景観以前の問題。 
・ 住宅街の路駐をやめてほしいです。 
・ 公共建物周辺の自転車の放置。路地周辺の駐車及び廃車類の置き去り。 
・ 銀行客の路上駐車は、袖ケ浦駅のメイン通りにつながっているのに、あまりにひどすぎます。
取り締まりに力を入れるなどどうにかしてほしい。 

・ 路上、歩道等の違法迷惑駐車の取締りを！→行政として市が安価な駐車場を設けては。・駅前
広場の設計に問題あり（迎えに行っても車を止めるスペースが無い）事業を起こす際には、
市民に必要な情報を提供し、事前にニーズを把握する行政を！ 

・ 歩道に車を止めてほしくない。障害者のためにこれはぜひたのみたい！！ 
・ 袖ケ浦は違法駐車が多いので困ります。どうにかならないかといつも思います。 
・ 迷惑駐車をなくして欲しい。注意や呼びかけをしてほしい。特に曲がり角など、歩道をふさ
いでしまう。見た目も非常に良くない。 

・ 路上駐車を取りしまって欲しい。 
・ 住宅街に路上駐車が多いのをどうにかしてほしい。 
・ バスの回数も多くなれば幸いに思います。 
・ 問６で書きましたが、木更津北インター近く滝の口交差点に無断で車を止めている人がとて
も多いのが気になります。何日も止めたままの車もあるようです。先日も敷地の道をはさん
だ隣のプレハブが置いてある前の車内で自殺があったと聞きました。普段から多くの車が止
めてある事で、発見が遅れたと思います。実際私も、２～３日その場に車が止まっているの
を見ましたし、後から話を聞いてこわかったです。お金を取って有料駐車場にするとか、車
を止められなくするとかして、勝手に止める車を減らせないものでしょうか？ 

・ 都市計画とは関係ないかもしれませんが、路駐車が多いというのも、まちの景観としてはよ
いとは思えません（安全性のうえからも） 

・ 袖ケ浦に越してきたばかりだが、大通りの一本奥の通りには、駐車してある車が多い場所が
あり、自転車に乗っていてこわい時がある。不法な駐車はしないでほしい。（右、左ともに）
夏のせいなのか、車、バイクのものすごい音を出している。それも夜になってから。 

・ アクアラインバスターミナルの近くに住んでいるのですが、いつも思うのですが、高速バス
を利用している人を送迎する車が路上駐車をしている為、大変迷惑しています。バスターミ
ナルの周辺を改善して欲しいと思います。送迎する車が駐車できる場所もつくるべきです。 

・ 最近車両の増加に伴い、路上駐車が目立つようになった。２．畑への「糞尿」（牛糞？）が、
違法？にまかれており、悪臭がひどい。（特にガウランド周辺）何とかならないものか…バー
ベキューどころではない！ 

・ 散文的な写真でどう組み合わせて良いのか見当がつきません。何処の環境はどうしたら良い
のかとかだったら答えが出ますが、質問の意図がわかりません。もし出来ましたら、近く方々
に出してこの場所はどうしたら良いかアンケートを取ってやったほうが為になると思います。
そして経費も数なくてと思いますが…？問１など良いと思っても叶う願いでは無いと思う夢
もわいて来ない思いです。余りお金をかけないで住み良い町をキタイします。 

 
 
【教育】 
・ 「景観まちづくり」もいいが、もっと袖ケ浦市として取組むべき問題がある。それは、将来
の袖ケ浦市を担う、子供教育と思う。袖ケ浦市政は「子供教育」は別の部所で行っていると
言われるでしょう。「子供教育」は一番急を要する課題と思います。少子化による家庭教育、
しつけの歪み、学校教師のレベル低下等、今、子供周辺の環境が悪いと思う。袖ケ浦市政の
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課題は沢山あると思います。これらの課題を何件か一緒に進められているでしょう。この中
の課題も優先順位を付け「子供教育」を最重要課題として取組んで下さい。明るく素直な子
供でないと、将来の「景観まちづくり」は出来ないと思います。 

・ 先日、イタリア旅行に出かけました。イタリアでも日本と同じく、街のあちこちですごい汚
い落書きを見かけました。とても心が痛みました。袖ケ浦ではまだ落書きはあまり見かけな
いのですが、人々のマナーの悪さを感じます。犬の散歩に出かけると犬のフンはあちこちに
見かけます。しかも小学校や中学校の周りで見かけます。久保田にある公園では公衆トイレ
が壊され、破壊状態でひどいものでした。イタリアではトイレでお金を取る（チップ程度）
トイレもありました。袖ケ浦の海浜公園でも、花火やバーベキューの後始末もしない人達が
いて、素晴らしい景観の公園なのにとても残念です。 

・ 犬の散歩をしてる人はだいたい、袋に入れ持って帰ったり穴を掘って入れたりしてますが、
中にはさせたままだったりします。それはモラルの問題ですが。ドックランみたいな施設が
あると良いと思います。 

・ 袖ケ浦の千葉銀行さんは、いつも入口にきれいに花がおいてあって、なんかいつもいい気分
になります。特に何もしなくても、市民一人一人が（私も含めて）、キレイにしようと思った
り、心がけたりするだけでちがうのではないでしょうか。 

・ 路上駐車が多い事と自転車の乗り方の悪さを、地域ごとに改善して頂きたい。（特に小学生の
自転車の乗り方） 

・ 住民（２０～３０才代）の環境美化・清掃に対する意識が低いと思います。 
 

 

【市民参加】  
・ 身近な事から始めたら花いっぱい運動にまで心がうごかされるのではないかと思います。 
・ 市民が街づくりに興味を持てる様な意見を言える場、参加型のものになるとよいと思います。
大変だとは思いますが、がんばりましょう。 

・ 緑やお花がいっぱいある街並は心が和みます。その様な運動や個人的な活動に支援がほしい
ですね。 

・ 木更津市や市原市の市民参加型の活動を参考にした方がよいと思う。また、そういった活動
をしようとする団体には助成制度を設け、参加を促すことも大切だと思う。袖ケ浦は市がや
りすぎていると思う。もっと市と市民が共同で作業をすることで、市民の関心も高まってく
ると思う。今後市民の協力を得て、植栽活動や清掃活動、防犯パトロール等行う必要がある
と思う。 

・ 町にまかせる。町にはなるべく協力する。 
・ 田園地帯に住んでいるので、あまり景観は意識してないですね。街並みがきれいになるのは
いいですが、仕事もしているし、協力できる時間は限られています。 

・ 袖ケ浦は、商店や田園、ドイツ村、ダイエー、海浜公園、国道１６号など、生活していくう
えで整った、住みやすい、生活しやすい環境だと思います。袖ケ浦駅から１６号までは、主
に商店、住宅街が多く、一歩踏み入れたら静かな田園風景、古くからの民家などあり、様々
な顔をもっています。私は、にぎわっている袖ケ浦も、落ち着いた田園を眺め自然がある袖
ケ浦も大好きです。しかし、風景（自然の）も大切ですが、夜中になると、大声で話し、バ
イクに乗り、たまっている人たちもいます。ゴミもその辺に捨てていく人もいます。アパー
トの近くにも、よくごみが落ちていて、よく主人も拾っています。平気で路駐している車、
ささいな事かもしれませんが、袖ケ浦のイメージ、風景につながるのではないかと思います。
私は、住みやすく子供も育てやすい環境、周りの地域の人と一緒になって活動できる場が増
えるといいなと思っています。 

・ 普段から学校の子どもたちに自然の大切さを教えるために山や田畑のなんらかの方法で体験
させてほしいと思います。サラリーマンばかりの時代になると自然の中で働く人がいなくな
り山や川どこもきれいにしなくてはならないと思う人が本当に少なくなってしまいます。今
すぐにでも考え、また、初めてほしいと思います。 

・ 常に土日祭日が忙しい仕事のため、地区の清掃等すら参加できない状態です。サービス業等
の仕事をしている方は、皆そうだと思います。時代に合った市民活動日を考えて頂けたらと
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思いますが、、、 
・ 市民にとって美しい街並みの形成には、市民の理解と協力なしでは実現できない。 
 

 

【袖ケ浦駅北側開発について】 
・ 緑は多いと思うが北口は開発すべき。駅が見た目からいなかをイメージさせてしまう。 
・ 北側整備大至急着工の事、袖ケ浦市の表玄関にふさわしくない（現在）。 
・ 今も残っている昔ながらの田んぼのある袖ケ浦が好きなので、袖ケ浦駅前の田園地帯はその
まま残っていて欲しいと思います。都市化が進んでいく中で、あの緑の残っている風景を見
ると安らぎを感じるので、北口開発は、はっきりいって反対です。そういう都市開発に税金
を使うのではなく、福祉や学校教育に生かして下さい。 

・ 袖ケ浦駅北側の緑地公園化。 
・ 駅前も十分きれいになったと思います。これ以上必要ないと思います。 
・ 駅前開発は失敗だと思う。人が集まらない。このままだと木更津のように駅周辺がドーナツ
化してしまうと思う。 

・ 袖ケ浦北口の開発はやめて、そのままの田園風景を残した方が、今こそが自然を残しておく
べき時代ではないかと考えます。 

・ 袖ケ浦駅北口開発の市民投票いかんによるが、景観にともなうまちづくりをして頂きたい。
景観優先という考えではないが、不便を排除するために景観を損なうのはいかがなものか？
と思います。 

・ 北側開発は周囲に反対の声も多く、道路をつくったとしても、どこにも大きな道路とつなが
らないということなので、無駄だと思います。北側はあのままの田地風景、素朴な感じを残
すのも良いと思います。 

・ 袖ケ浦の北側の開発がとりだたされてが、基本的には反対ですが、これから開発するのであ
れば電線少なく統一制のあるプランに作ってほしいと思います。袖ケ浦駅前は暗いのできら
いです 

・ 袖ケ浦駅再開発に資金を投入するより、現在住んでいる住民の町づくりに資金を使うべきで
す。（袖ケ浦公園の整備他）袖ケ浦市は、興業農業のバランスが取れているので１０年前のバ
ブルの夢を見て再開発に高額な資金を投入して子供達に借金を残しては申し訳ない。 

・ 袖ケ浦駅北口の開発が計画されているが、日本全国新規に開発された街並は、全く同じ様な
景観となっている。この様にどこへいっても同じと思う様な開発はやめてもらいたい。開発
するのであれば、ＳＦ映画やアニメに登場する建造物や、万博のパビリオンの様な景観を持
つ街並にして、「袖ケ浦市はこうだ！」と思われる開発を進めてもらいたい。或いは、ノスタ
ルジアを感ずる昔風のシットリとした街並にしてもらいたい。どのこ新開発地にある駅前パ
チンコ屋、コンビニ、サラ金事務所、駐輪所、バス停などが目立つ、新しい町はやめて欲し
い。 

・ これ以上の開発はしないでほしい。 
・ 北口開発を進めて景観が良く、住みやすい街づくりをしてほしい。 
・ 袖ケ浦ののどかな風景を生かしつつ、駅前、商業地区はきれいにしていくと良いのではない
でしょうか。袖ケ浦駅前の開発は期待していたのに、店はもりあがらず、一つもさかえてい
ない。道は舗装されているが、街並みに活気が無い。これではいけないと思う。今回問題に
なっている北口開発だが、不安で期待できないのが現実。前回のようなことになるのではな
いかと心配するのなら、しないほうがよいのではないかと思う。もちろん北口が活気付き、
住みやすい環境が作られるのであれば、協力すべきことであるし、袖ケ浦がより良い街にな
ってほしいと思う。もとから大型スーパーや子供の遊ぶ施設がないので、増やしてほしい（蘇
我にあるアリオのような所） 

・ 北側開発は賛成できない。今ある田園風景を洗練させ、駅からの眺めを自然豊かなまま残し
てほしい。優れた景観は産業になりうるという視野を持って、誇りある行政を展開して下さ
い。 

・ 市民の合意もはからず独走する袖ケ浦北開発については、大きな怒りを持っている。現存す
る自然環境をできるだけ生かして街づくりをして下さい。 
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・ 北口開発を早く御願いします。 
・ 住民に不安を持たすような事 ときに悪い話ばかり耳にしていた 説明だって遅すぎる。早
め早めの説明があれば住民投票にまで行かなかったと思う。 

・ 北口開発で賛否を取るとの事ですが、まじめに考えている人は少ないと考えます。高須地区
が良くなっても、私達には、用事がないとか、あそこの地区には、生活には用がないとか、
いかないとか、とても無責任な住民がいる様です。北口にかかわっている住民の皆さんは充
分に理解されているのでしょうか？具体的に話し合う時間をもうけたらいかがでしょうか？
反対する人の方が多いのではないのでしょうか？聞いた話では、「自分達の廻りはもう良くな
った事だし、高須地区なんか私達には関係ないわ。賛成しろといわれれば賛成するし、どっ
ちでもいいわ」と言っている人もいます。高須地区の一部の発展ではなくて、高須全体の事
として広く考えていったらいかがでしょうか。意見がバラバラで統一出来るのですか？心配
です。 

・ 袖ケ浦駅前区画整理をしたために風景がよくない！ 
・ 北口整備、よく考えて作れ 
・ 袖ケ浦駅のプラットホームに立つと、変わらぬ風景にホッとします。再開発も大事ですが、
そのまま変わらない事も大事だと思います。 

・ 駅の北側の田んぼは無くさないでもらいたい。朝、駅からきれいな富士山がすそまで見れる
と、とても気持ちがいい。あまり新しい建物はいらないと思う。袖ケ浦は袖ケ浦らしく自然
を残した風景を維持してもらいたい。 

・ 駅は、障害者にやさしい駅に作りかえてほしいです。ロータリーももっと明るく人に優しい
駅にして欲しいです。 

・ 袖ケ浦北口もこれから良くなる事を期待する。自宅の身近な所で、のぞみ野に近代的な建物
で商店街もできることを期待する。 

・ 小泉市長へ 袖ケ浦駅の北口開発は断固反対！！ 
・ 今から始まる北口開発に興味があり期待しています。反対運動が起きているようですが、そ
れに負けず“市民の為の住み良い街づくり”をお願いします。 

・ 袖ケ浦駅の北側開発が論じられていますが、再開発するにしても、そこからの自然景観を盛
り込んだ開発を望んでいます。我家の家族は、駅ホームから見える富士山が大好きです。駅
から富士が見える日は、何か得した気分です。また、湿地を飛び回る白サギもすてきです。
これらを残した（取り入れた）開発をされることを望んでいます。それこそ袖ケ浦の顔にふ
さわしいと思うのですが…。 

・ 袖ケ浦駅周辺の開発計画はやめてほしい。これからは高齢化が進むので、お年寄などがつど
えたり、買物とかしやすい環境を考えて欲しい。駅前にドトールコーヒーみたいなショップ
がほしい！ 

・ 袖ケ浦北口開発絶対反対 
・ 開発に関する景観づくりには賛成ですが、一区画だけ街並をそろえても、他の区画との差が
出てしまって、逆にさみしく感じる。幕張を見ていてそう思う。「袖ケ浦市」全体で一貫した
コンセプトを作り、これから建設される物、再開発される物で、それを広めていき、将来的
には市全体で袖ケ浦の色を出せたらおもしろいんじゃないかなと思います。開発がすべてで
は無いと思う。 

・ 北側開発は反対です。 
・ 袖ケ浦駅北口は早期に実行出来る様、後々こうしておけばいいのにとか、もう少し駅前広場
を 1,000 ㎡大きくしておけば交通がうまく行くのにとか、木更津東口のバス停は運転手に負
担をかける作りだなーとか。アクアラインにモノレール（ゆりかもめ）様の物が出来たら受
け入れられる位の街の顔。接点機能を保てるといいなー。現時点ではバスターミナルが当面
の目標か。海も山もある袖ケ浦市に住みたいと思える、そんな街作りに期待しています。 

・ 袖ケ浦市役所から北の景観と袖ケ浦駅から北の景観は、アンケートを反対 むずかる旅人は
袖ケ浦駅を下車し北の空気を美味しいと思うでしょう。金谷駅を下車すると身体上。ところ
が袖ケ浦駅での乗車待中、さわやかな空気と風が安心感 神納台に上った１８歳の頃徒歩に
て小泉先生の心配をよそにして景観まちづくりに対する意見 市役所並びの北に都市づくり
とか 根形線に通じる田舎道から中山坂右と左（昭５９Ｈ１５．５）景観まちづくりに対す
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る要望 百々目ぜきは汚水中 水が湧いていたのに。ボートの清掃は他の作業を回想。極端
にそこねている。又左手の山の中から田んぼに山に汚水（あげ道を下りたく）右も左も 中
山坂 一件しているかのように 反対意見 景観法とは景観のみの育成 百々目下の谷津田
の川はきれいだった。田んぼで働く人の姿は消え失せ、中山坂右と左 近辺に住む 現在心
の問題 課題 昔の人々と現代人が調和し美しい花は少し心なごむ。 

・ このアンケートは北側開発の為ですか？ 
・ 袖ケ浦駅または駅周辺の開発を進めてもらいたいし、期待しています。駅の海側を利用し、
駅ビルやカフェを集中させたりすれば今後の袖ケ浦市にとって、もっと良くなると思います。
若者も集まるし。アクアラインバスターミナルも近くにあるし、もっとそういう利便性を主
張して、東京湾のむこうにある横浜、羽田等からも来たいと思える市づくりを目指して頂き
たいです。住み心地のよい、こんな良い市なのだから、もっと新しいことにもＣＨＡＬＬＥ
ＮＧＥして、古い街並も新しい街並もうまく調和するような、他にはない唯一の市と自慢で
きる袖ケ浦市となりますよう、本当に期待しています。 

 
 
【景観まちづくり】 
・ 商業施設の新建築時には景観を統一する様な開発計画をきちんと立てて欲しい。むやみに住
宅地を増やしたり、不要な商業施設を増やしたりせず、今ある自然と共存できる様なまちづ
くり計画をして欲しい。 

・ 計画性のある街の開発整備を希望したい。 
・ 都市計画法を最大活用して、地区計画等の適用を検討する。袖ケ浦市は広域な面積を有する
市域内に多様な利用空間を保有している。この可能性ある空域（未利用空間）を短期的、長
期的な利用区域のゾーニングし、未来に残す区域と利用可能区域など区別して、必要最小限
な開発と利用と考えるべきである。未利用空間は子・孫に残す最大の市民の財産である。土
地は永久の宝である。特に水際線（海岸線）から内陸の丘まで有している袖ケ浦市は金で買
えない宝を有していると思う。今後、市に於いて未来に向けた利用計画を策定する場合は、
市民の中から年代別の中から意見を聞いて企画立案することを進言する。ｅｘ：子供（１０
代）迄（小学生、中学生、高校生）２０代、３０代、４０代、５０代、６０代の各年代から
の広い年齢層から聞く。 

・ 景観は我々の貴重な財産であるのはいうまでもなく、景観を守る為に税金の投入も必要であ
ると思うがバランス感覚を考えてほしい。むやみに開発をするためではない。田んぼの真ん
中に箱物が建ったり、駅前（長浦駅）マンションが立ったりするのは全体的なバランス感覚
がなく、むしろ景観を悪くしている。異様な気がする。以上。 

・ 今ある貴重な景観を残す事が重要な事だと思います。自然をそのままに残す事、自然な状態
に戻すことができないだろうか？景観法にもあるように、美しく風格のある国土、潤いのあ
る豊かな生活環境の創造となります。人間の利便だけを追及する開発は、するべきではあり
ません。東京が潤いのある豊かな生活環境だとは思えません。自然との調和を第１にまちづ
くりを行っていただきたいと思います。 

・ 袖ケ浦の現風景は好きです。又、心安らぐ所も多くあり、大切にして行く必要があると思っ
ています。しかし、近年の都市化、住宅化が進み、愛される自然の消失や過密住宅化により
住み難くなっているのも事実です。下水整備も遅れており、新興住宅地にも拘らず本下水と
ならず、集団の異臭にがまんしなければならない。 

・ 住宅地や商業地にかたよらないまちづくりをしてほしい。 
・ 「景観法」という法律を知りませんでした。 
・ 勤務先の仕事場で晴れた日に富士山が美しく観る事がせめての癒しになります。 
・ 桜の木を沢山植えてほしい。広域農道沿い、川沿いなど。 
・ 建物は２階までしか建てられない様に条例を作るとか、住民で協定ができれば良い。（その中
に派手なデザインや色彩、塀は駄目も入れる） 

・ 誰もが景観まちづくりは必要と思っています。農村に於いても環境保全が条件ですが、高齢
化、後継者の問題で厳しい状況にあります。特に農地の隣接地県市道の草刈りが非常に多い
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ので景観の一環として予算化してほしい。 
・ 高層ビル・マンションは袖ケ浦市のイメージに合っていないように感じます。 
・ 景観まちづくりよりもまず先にやらなければいけない事はないですか？景観まちづくりが施
行されたとありますが、知らない人も多いと思います。私も全てを知っているわけではあり
ませんが、まちづくりは見た目だけの問題でしょうか。作ってある施設で、今だに利用して
良いのかどうかわからない所もいっぱいあります。 

・ 表通りしか景観をよくしてくれないので、少し中に入るとイメージが全然ちがうから差をな
くした方がいいと思います。私は袖ケ浦が大好きです。遠くへ出かけた時、車が袖ケ浦市に
入るとホッとします。特に市原市と袖ケ浦市の境など、明らかに道路や景観が異います。緑
がふえて、手入れが出来た感じがするのです。木更津市に住む友人は、袖ケ浦に美しい公園
が多いこと、などうらやましがります。 

・ 美しい景観と安全な生活を守れる景観を望みます。 
・ 袖ケ浦市はＪＲ袖ケ浦駅と長浦駅が有りますが両駅とも景観が町作りとマッチしていない。
袖ケ浦駅前は、町作りを再生したのに？住宅展示場みたいで駅前のあっと思わせる駅の顔で
はない。長浦駅前は、やはり整備されましたが、駐車場ばかりが目に入り、人の歩道との調
和が取れてない。 

・ あまり人工的な景観は好きではありませんので、整備もほどほどが良いです。花壇より街路
樹の方が夏は日よけになるし良いのでは。長浦駅の近くにあるオークラというホテルの看板
は非常に趣味が悪い色をしてますが、ああいうものは取締まれないのでしょうか？ 

・ 市、町、村の景観は後世に残す財産です。出来るだけ皆さんで取り組み、大切にして行きま
しょう。 

・ 景観まちづくりにはほどほど興味があるけど、とにかく住みやすい町だと思う。 
・ 景観法というものが制定されてなんて知りませんでした。法学部生としては、法的な支援も
受けられるのであれば、もっと積極的に町づくりを行ってもらいたいと思います。自然を守
っていくのも大切ですが、より住み良い町にするためには、新たな公共施設をつくったり、
便利さを求めることも必要だと思います。昔からのものを残すのも大切だと思いますし、夜
遅くに家へ帰る時には、周りにもっと店などがあって、夜まで都内の様に明るければいいの
に、怖くないのにと思うこともあります。電車も地下鉄などあれば、もっと本数増えれば便
利なのに、デパート、ビデオ屋、ＣＤショップ、ほしい店も沢山あります。それらがつくら
れれば、とても住みよく便利ですが、緑に囲まれた静かな町も落ち着きがあって住みやすい
とも思います。近代化と自然がうまく調和し融合した町の景観にできれば一番良いと思いま
す。 

・ 必要のない事業はやめて、電線、電柱の無い空を見ることのできる景観に一日も早くなるこ
とを希望して居ります。きれいな川を作り、ゆったりできる公園、又緑地が多く花咲く町並
みを作ってほしいと思う。 

・ 私は緑豊かな袖ケ浦市が大好きです。仕事が忙しく、なかなか景観まちづくりには積極的に
参加できませんが、機会があれば協力したいと思います。先祖から代々住み続けている町な
ので、より美しい町へ変えられれば幸いです。 

・ 駅前を明るく見せる努力をして欲しい。駐輪場の方に公園を作ったが、改札を出てすぐに分
かる様な変化が欲しい。ロータリーの真ん中にあった木はしょぼすぎ。 

・ 景観法が定められる事を知らなかったので勉強になりました。袖ケ浦市はこれからも景観ま
ちづくりに積極的に取り組んで頂いて、ステキな住みやすいまちになる事を願っています。 

・ 個人宅で花や植栽を行うのは良いと思うが、飾り方が下手で景観が悪くなるケースも考えら
れる。市の景観まちづくりの一つとして、花壇のきれいな飾り方を教える事も行ってほしい
です。また、個人所有の荒れた空地をどうにかしてほしいです。 

・ 景観まちづくりと道路の整備を一緒に行って、安全でよい町づくりを行ってほしい。 
・ 市内の道路の両側、草、ゴミ等大変多く見られます。景観まちづくりには、基本である小さ
な管理が大切だと思います 

・ 景観をそこね、美観をそこねる物、場所等には積極的に行政からの指導を望みたい。近年で
は農村風景でも美しい緑とはいえない放置作業が多く、豊かな景観をそこねる（特に農作業
に目立つ） 
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・ 緑の多い美しい街づくりを目指したところで、袖ケ浦市には根本的な問題があると思う。こ
れだけ工業地帯に隣接しており、見える風景といえば灰色の工場がまっさきに飛び込んでく
る。景観とは関係ないが、工場から出る異臭が、せっかく美観を志したところでだいになし
にしているのではないか？見たくないものにはふたをして景観まちづくりとは、全くもって
腹立たしい。かといって工業地帯のそばだから、街は商業化が進んでいるかと思えば、全く
さびれたものです。私は他県からこちらに来ましたので、本当に違和感を強く感じています。
商業地と美しい景観がセンスよく調和された街はたくさんあります。袖ケ浦市もぜひそんな
街づくりを目指して下さい。 

・ 緑の多いきれいな町になると良いと思う。 
・ 景観づくりは、生活しやすい町づくりに基づくものと思われる。 
・ 空地、田畑に大きな看板があり景観を乱している。何か規制出来ないか。又商店の看板もセ
ンスがないなと思える物もある。大きさ等規制して、落ち着いた街にしたい。古いヨーロッ
パの美しい街はどうしているのか参考にしてはどうか。 

・ 袖ケ浦市は自然豊かで美しい景色がたくさんあるので、それを失わないように開発を進めて
欲しいです。今ある子供達が大人になっても懐かしいと思う場所を残して下さい。普段子供
と一緒に散歩をする事がありますが、袖ケ浦駅周辺～旧道沿いの歩道がもっと広く、景観も
美しければ…と感じます。そうすれば外出＝車ばかりの人も、歩きや自転車で街の季節によ
って変わる風景を楽しむ事ができるようになるのではないでしょうか。 

・ 景観の改善を行うこと自体は良いと思うのですが、それが行われる場所が偏ると、その地域
以外に住んでいると実際に感じられないので、なるべく多くの地域で行って欲しいです。ま
た景観を改善するときにしっかりしたテーマを持って市民に公表して欲しいです。地元に景
観の美しい場所があると、また帰ってきたいという気持ちが生まれるので、ぜひ進めて欲し
いことです。 

・ ①沿道の雑草②空地（宅地）の雑草③公共施設内の雑草④沿道のゴミ放置 とにかく雑草が
多すぎ、全く手入れをする気配も無い。形だけの景観でなく、基本的に現在状況を改善すべ
きである。空地の除草は所有者の義務として、年に数度は行わせるべきである。 

・ 「蔵波台商店街」の広告塔は即時撤去してほしい。 
・ 袖ケ浦市の中でも、特に横田地区は景観があまり良くないと思うので、力を入れていただき
たいと思います。もっと新しいまちにしていかないと若者が減り、さびれていってしまうと
思います。 

・ 電信柱などに貼られているポスターなどもよく目に留まります。もっときれいな袖ケ浦市に
なれると思います。 

・ 景観を整えすぎると人工的になり、却って息苦しくなります。“景観まちづくりセンター”等
の箱物行政はやめて下さいね。 

・ 見栄えばかりの「景観法」にしてほしくない。川原井の残土問題や、林のサーキット場など、
住民にあとから知らせるなど、市はこれらの事を重要とは思ってくれていない。隣市の市原
から文句が出て当然だと思う。結局は全ての事柄は連鎖しているのだから、臭いものにはふ
たの上での景観など、人間のエゴでしかないと思う。住民に対して安全で優しい法にしても
らいたい。 

・ このアンケートがこなければきっと、景観法のことなど知らなかったと思います。 
・ 私は袖ケ浦に移住して８年になります。以前住んでいた街で生まれ育ったのですが、その街
よりも袖ケ浦市は少し殺風景な印象を受けます。それは単に自然が多いという理由ではあり
ません。以前住んでいた街は、自然を残しつつもお店や住宅が建てられていました。袖ケ浦
市は国道を中心に駅前や長浦の一部が発展していますが、そこから離れると何も無いという
印象をうけます。そうすると発展している場所以外には、人も集まらなくなるので、発展も
見込めないと思われます。また、長浦地区と袖ケ浦地区（？）は、分断されている印象も受
けます。それはどのようなことかというと、相互に行き来する目的が無いからです。少しの
買物なら、それぞれの地区で可能ですし、大きな買物となると木更津に行ってしまいます。
なので、長浦と袖ケ浦の間がさみしく感じられます。空地も目立ちますし、また、雑草が生
い茂った場所も目につきます。両地区の中間区域に人が集まる目的が出来れば、「ここまで来
たんだから、長浦の（袖ケ浦の）～に行こう」といった考えも生まれるかもしれません。で
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すから、その部分に目的となるものを設け、そこを中心に街づくり、景観づくりをして欲し
いと思います。一部の特定の地域の景観が良くなることより、少しづつでも良いので、全体
的に街の景観が良くなる方が私は良いと思っています。以上、素人意見で読み苦しく、読み
にくい箇所等ございましたでしょうが、最後までお読み下さり、有り難うございました。 

・ 景観法についてはくわしいことがわからないので、くわしい内容を広報等で教えてもらいた
いです。 

・ 袖ケ浦市は美しい風景が残っているので、今後もそれを維持すべきだと思う。調和のとれた
景観まちづくりを望みます。 

・ 景観まちづくりとは関係ないかもしれませんが、最近長浦駅の駐輪場のまわりに、放置と言
うか無断で駐輪している自転車が目立ちます。お金を払って駐輪している人にとっては非常
に不快であるし、駅の景観はかなり悪いものになっています。長浦駅前のロータリーの整備
に関しては、かなりの不評を聞きます。確かに見た目はきれいになりましたが、使いやすさ
の面では、バスとタクシーのためだけに喜ばれるような作りで、一般市民には使いづらくな
りました。一般車の一般停車エリアに駅からたどりつくのに、雨でぬれないような屋根がほ
しかったです。長浦駅前に建った高層マンションは、駅から見ると発展の象徴みたいで非常
に良いのですが、蔵波側から見ると、森の上からマンションが出ていて、せっかくのきれい
な森の景観が台無しです。袖ケ浦北口開発の際は、殺風景でさみしい南口のようには決して
ならないよう、工事費を削減してでも、もう少しまともなデザイナーと設計者を雇ってほし
い。基本的に袖ケ浦の土木工事はセンスもないし、使いづらいものが多い。 

・ 私達の今住んでいる風景を次の代までも残していきたいものです。 
・ 景観標識みたいなのがあると自分では気付かなかった景色に気付くと思います。 
・ 駅前も袖ケ浦はなにもない商店街もないし殺風景だし、海側は田園だしぱっとしない。 長
浦はロータリーが変わったけどあまり良さを感じない。 

・ 転勤してきて約１年になります。神奈川、岐阜と住み、千葉へ住む所を見つけに来た時の最
初のイメージは、殺風景で暗いイメージが入ってきました。にぎやかさがないですね。ネオ
ンとかではなく、活気のある街じゃないねと主人と話した覚えがあります。景観まちづくり
をすることにより、活気あふれる街につながっていくことを願います。アクアライン料金が
下がるともっと人の出入が増えると思うんですけどね…。 

・ 誰でもが気安く取り組める景観まちづくりが出来れば、参加者が増えると思います。 
・ 人が多く集まる場所の整備をしっかりしてもらいたい。長浦駅前のロータリーが新しくなっ
たが、利用者にとっては不便でゆとりがない。使いやすく景観を考えた開発をして欲しかっ
た。 

・ 地域にあった景観づくりをお願いします。袖ケ浦駅前だけでなく、平等に予算を使ってほし
いです。 

・ 袖ケ浦の良い所はそのまま残し、清潔感あふれるまちづくりをしてほしい。 
・ 長浦駅下の立体化・歩道の整備・長浦から奈良輪間左側整備 
・ 袖ケ浦駅の建物、周辺を緑豊かな洒落た街並に整備してほしい。 
・ 袖ケ浦駅前のクリスマスツリーの装飾してほしい。 
・ 袖ケ浦の駅前、長浦駅前の通りの建物の整備が必要であると思う。統一感が無いためにみす
ぼらしく見えてしまう。 

・ もう一つイタリアで感心した事は、景観や古い建物を大切にする為に、建物は法律で壊すこ
とが出来なくなっていて、中身だけをリフォームして、街並の景観を維持しているのです。
古いものを大切にするって本当に素晴らしいと思いました。でも少し短所もありました。古
い建物を壊すことが出来ないので、当然駐車場がつくることができず、街には自動車が道路
にあふれかえっていました。 

・ 景観において全体的な構想をしっかりと考えたまちづくりをする必要があるだろう。 
・ 自然と調和のとれたものにして欲しい。緑化、ゴミ問題についても力を入れて欲しい。（景観
を考慮したゴミ箱の設置等）形だけでなく必要性、安全性も考慮したうえでのまちづくりを
期待しています。 

・ 袖ケ浦駅の周辺が淋しすぎます。高級住宅街でもう少し商店があるといいな！ 
・ 今まで、関心はあっても、あらためて考える事が少なかったと思います。このアンケートが
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１つのきっかけになり、景観まちづくりに興味がわいてきました。これからは、家のまわり
から、出来る事から良いまちづくりに参加していきたいと思います。 

・ 日本の人口がピークを迎え、今後減少に転じようとしている今、幸い袖ケ浦市はここ１０年
で人口も５万人から６万人へとゆるやかに上昇しています。しかし今後はこれ以上での人口
増はそう望めるものではないと思います。旧来型の開発をして人を呼び込むという形から、
住環境、生活環境が良く人が集まるというまちづくりに計画の主眼を移されるように願って
おります。もはや大規模な宅地造成などは大手のデベロッパーでさえ、郊外では手をつけた
がらない状況かと思います。現状をより良くするような手段、例えば斜面林の保護や調整地
域の線引きを守ることなど、地道な努力が必要かと思います。同じ千葉県内であっても、船
橋市、習志野市、八千代市など、なまじ東京圏の中心よりであるばかりに、いまだに計画性
のない小規模の「開発」を繰り返している地域もあります。こうなっては景観どころではあ
りません。どうか１０年２０年先を見越して計画を立て、袖ケ浦市ならではの景観をつくり
あげてほしいものです。 

・ 町が店などが出来発達していく事は、大変良い事だと思う。でも、人の住みやすい町ができ
ると同時に、マナーの悪い人等を集めてしまい、町が汚れてしまう可能性がとてもあるので、
そこら辺の管理や、建物だけでなく植込みや街路樹などを積極的に植えていき、きれいなま
ちづくりを心がけてほしいし、いきたいです。 

・ 市民全体で街を活気付けるようなイベントがあればいいと思う。 
・ 昔より景観は良くなってきたと思いますが、駅前などは全体的にイメージして、建物など統
一感が出るといいと思いますが、今はちょっとよくわからない感じを受けます。 

・ 駅の周辺は、もっと活気付いて買物が遠くに行かなくてもよくなると良いと思います。東京
方面に行くバスが、駅に止まると便利になり、人口も増えるかと思います。 

・ まず、町づくりのスペシャリストを雇う事、現在の５つの地域を特色別に、色、人、仕事、
車の数等を考え、分けて、市全体の総合的な意見を出していければ良い。 

・ ①せっかく景観まちづくりを実施しても、その後の手入れ（維持管理）が十分でないと、景
観を損ねることが十分考えられるので、市民及び予算の範囲内で持続でき得ることを前提で
計画を立てて欲しい。②高齢化にともなって、ウォーキング等をされる方が多く見られます。
公園等の外周にハイキングコース設け、立見台を設け、景観を見、一息出来る所があれば（袖
ケ浦公園） 

・ まず安全環境にやさしい。人は帰ってきます。生まれ育った町「ふるさと」へ。別離もあり
出会いもあって駅へ降り立つ、それは癒しの始まりです。子供達が大人になって思い出す。
袖ケ浦公園の様な場所で古民家を移築した家で一泊して、かまどでご飯を炊きそうじをして
皆で朝ごはん。不便さの中で学友と校外学習など、利用できる公共の場。古民家（東北地方
にあるような大きな梁が沢山ある様な家） 

・ 継続的に法の内容を市報等に載せていく事も必要では？ 
・ 長浦駅前が整備されたけれど、以前より使いづらくなったし景観がよくない。駅前（北口）
の駐車場はとめられない。 

・ 自然を大切にする部分と、地域活性化する部分（ショッピングモールなど）とをよく見極め
て取り組んでいただきたい。 

・ 駅舎（長浦、袖ケ浦）の汚さとみすぼらしさ、なんとかならないのかと思う。 
・ 駅前がかなりさみしすぎる。 
・ 袖ケ浦バスターミナルは、車がごちゃごちゃする事がある。路駐しない、しなくても良いよ
うなふうにして欲しい。 

・ 駅前から坂を上がる道をもっときれいにし、袖ケ浦は田舎ではなくきれいなんだって感じを
出してほしい。（駅前）とにかく、田舎くささをなくしたいし、もっと人が集まって来る様な
感じにして欲しいです。 

・ のぞみ野、自然があり富士山が見える。基本的には好きな場所である。が、以下の点を改善
すべきである。 １．臭い 畑にふんを大量にまく。これはしかたがないことと思うが、ふ
んをまいた後に、土を覆うとかはすべきで、お互いに気遣いは必要であると思う。 ２．砂
埃がひどい 風の強い日は畑から舞い上がる砂埃は想像を絶する。一度視察していただきた
い。ここに来る前は、家内は喘息といわれた事はないが、７月に喘息のため他界しました（５
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７歳）住民の健康が心配である。畑の廻りを木で囲う、散水をする等の気遣いは必要ではな
いか。 ３．道路が土で汚れてひどい 畑を耕した後、トラクターに付いた泥を道路に撒き
散らしたままであり、非常に迷惑である。最後に泥を掃除するぐらいの気遣いがほしいが。 
４．ＰＥのフィルム（畑のビニールハウス）が飛んで木にかかり景観を損ねている。 以上
一度視察して→指導すべきではありませんか？農家と住民が協力して住みやすいのぞみ野に
なるように努力すべきです。 

・ 駅前ばかりがスバラシイでもこまります。 
・ 私方は市川市、東京都内、千葉市、木更津市と渡り、袖ケ浦に根を下ろしましたが、一番好
き、良かったです。どこよりも古い物と新しい物がマッチして、程よいです。新しい駅に、
袖ケ浦といったらさくらがほしいですね。（たとえば、何でも良いですが…）そんなキャッチ
フレーズが駅をおりたら感じられたら良いと思います。 

・ 駅（袖ケ浦）よりデニーズ迄の通りに花を植えて頂きたいです。何とも殺風景です。それに
駅前通りに商店が出来、もっと活気のある町にして頂きたいです。 

・ 他市の状況を参考にしても、まねはせず、袖ケ浦の豊かな環境を大切にしつつ、新しいまち
づくりに取り組んでいただきたい。袖ケ浦をぐるっとまわれるようなサイクリングロードを
作ったりも－あったら市民の健康増進と景観からしても良いと思う。ただ、ビル等をたてる
だけはダメ！駅まわりをもっと整備して、魅力的な便利な地域にしていただき、太陽光発電
等、地球に優しいシステムをどんどん取り入れて、景観も環境にも配慮したまちづくりをお
願いしたい。 

・ 広い道路 きれいな住宅街 商業施設の充実 を望みます。建物にかこまれすぎていて、い
い景色だと思える場所がない。見晴らしのいい場所がない。（近所で花火をやっていてもどこ
からも見えない） 

・ 景観の良い街づくり（例）広い道路、電柱のない、古い建物と緑の多い街。 
・ ６．景観街づくりの推進は、都市計画課の縦割り行政ではなく関係部課（街づくり推進、生
活環境、農林土木等々）と協同で進めて欲しい。 

・ もっと駅周辺、駅前通りを活気のある景観にして欲しい。駅は街のシンボルになり得るもの
でもあるのに、それが殺風景なので、学校の登下校で通るときいつももの寂しい印象を受け
る。割と開けていて、こざっぱりしているとは思うけれど、逆に何か足りない感がある。駅
自体も暗いイメージが。具体的な案としては、もうちょっと背のある青々とした木を植えた
り、駅自体に少し綺麗な塗装や改装を加えるだけで大分変わると思う。あと駅前通りの商店
もどことなく悪い意味での古い雰囲気が出てる。あまり清潔な感じがしない。 

・ 駅前のロータリーから坂の方（千葉銀行あたり）ももう少しなんとかならないか？と思うほ
どつまらない。 

・ 景観まちづくりについてこれは現状維持することであると思います。今の風景を崩さずに維
持してください。 

・ 袖ケ浦らしい清潔で住みやすいまちづくりに期待します。 
・ 袖ケ浦は、山村、農業で支えていた村で、全体的に町らしい町はなかった。商店街もない所
でした。開発が進み、福王台、長浦の駅前が宅地造成され、商店が後からついてきたと思わ
れる。どの様な景観を作るかと言うイメージがないままに、つぎはぎで作られている。もっ
と研究をして、袖ケ浦の中心的な景観が市内に必要ではないか。 

・ 三箇の信号から東横田駅に向かう歩道は草等に覆われて歩けない事が多い。区画整理され田
畑が整ってキレイに見えるようになった。「無理」に創らなくても良い所は沢山あります。「よ
り良く」しようという発想はスバラシイとは思いますが「今」を管理してそれが出来てから
でも良いのではないでしょうか？現状も保てないのなら新しくしても何てことはないと思い
ます。これからも沢山の難問があると思いますが頑張ってください。 

・ 臨海部の国道１６号を通過する際に、沿道からみえる工場群は威圧感を受ける。煙突や建物
に花柄や動物の絵を描いたら緩和されると思う。 

・ また、最近袖ケ浦駅前開発の話をよくききますし、実際変わっていくこともたくさんありま
すが、栄えていることがいいとは、私は思いません。館山市や神奈川の海の方、沖縄など交
通の不便や特に栄えていなくても、来訪する人も多く、遊びに行っても楽しくまた行きたい
と思うことができるのは、その場所にあったよさがあるからではないでしょうか。袖ケ浦市
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も、袖ケ浦らしい街並みと、誰からも好かれる市になるといいなと思います。私も大好きで
すし、袖ケ浦に住めてよかったと思っています。 

・ 市民の住みやすい環境作りに力を入れてほしい。駅前開発だけにこだわる事無く、全体的に
きれいな袖ケ浦市（住宅、公園、道路等）にしてほしいと考えます。 

・ 市民の意見を聞きながら進めるべき。 
・ 町の統一的な景観美を求める場合は、行政が個人に一定の規制をかけることもやむを得ない。
ヨーロッパの景観美はそうして守られているし、京都のある地区は住民が誇りを持って歴史
的景観を維持している。 

・ 個人的には青少年の壁などへの落書きが嫌いで、何とかならないものかとずっと思ってきた。
ララポート近くの川の壁画の様に、希望する人達に夢を与えるような、芸術的な絵を描いて
もらうのも、ただ消すだけの作業より市民参加型の対抗策になると思う。（自分勝手なことを
書きましたが、自分の家は忙しさにかまけて汚い。えらそうなこと言えるほどのことはない
と付言しておきます） 

・ 外観ばかり良くしても、自分達の足元からだとおもいます。 
・ できれば外国の街並みのように、電柱がなく、統一された住宅のある、おちついた景観を望
みます（例えばアスファルトより石だたみの方があたたかみがありますね）。袖ケ浦は緑の多
い所で、美しい街ですが、ガケの様な山を背負っている家が多々見られます。昔からの農家
などに多い様です。山は削られてはしまいますが、必要に応じて補強（コンクリート等で）
する事も大事だと思います。台風等でガケくずれのニュースを見るたび、通りがかりに見る
あの家は大丈夫かな？と思います。袖ケ浦で悲しいニュースが報じられない事を切に願いま
す。 

・ 車社会の現在、歩く事で袖ケ浦にこんな広い自然があったのだという発見ができる日を心か
ら期待しています。 

・ 日常の生活なので、まず第１に改善に向けて市の動きを注目しています。北口開発よりも前
に手がけなくてはいけないことがたくさんあるのではないでしょうか。どこかにポッときれ
いなスポットを作って自慢しても無意味です。まず、身近な所からまちづくりの見直しをし
て下さい。 

・ 丘と畑と緑そして樹林、北海道の美瑛町のようなパッチロードにした観光開発－アクアライ
ンにつなげる。 

・ 防災のため町を明るくして欲しい。 
・ 住んでいても袖ケ浦市のことをあまり知らない。袖ケ浦市の景勝地マップなどを小冊子にし
て配布してはどうか。袖ケ浦の歴史を歩く２時間コースなどのウォーキングマップ 

・ 他市の良いところを参考にしても良いと思いますが、当市独自の考えを反映したらよいと思
う。 

・ アンケート集録後、市民の目による景観場所の多かった位置を定め、袖ケ浦市内の散歩コー
スとしての照会等を写真入りパンフレット等作成配布することによって、より市民に景観に
対する意識を向上させることにより、まちづくりが発展していくのではないかと考えます。 

・ 空港に近く引っ越して来た。木更津よりすみやすいが、袖ケ浦は何もない？ように思う。何
がうりで何がしたいまちなのか分らない。田舎のまちという感じでオシャレ感が１つもない。 

 

 

【その他】 
・ 空地の管理。 
・ 空地所有者に対しての管理をもっと呼びかけて欲しい。犬の散歩時に於けるフンの始末につ
いて、もっともっと注意を促してほしい。空地にそのまま置いていかれると臭いがひどいし、
ハエも飛んでくるので。 

・ 歩いて行ける所にスーパー等があったらとか歳と共にどういう生活が歩んでいけるのか、楽
しくもあり不安も？ 

・ 目に見える都市開発も魅力は感じますが、住みよい町、市になることが一番の願いです。せ
っかくこのアンケートを書いたので、今後の袖ケ浦市のために市民の意見として受け取って
下さい。 
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・ 何をするにも、地主の協力が必要です。地主の協力をスムーズに出きるような行政をして下
さい。 

・ 定期的に市民にアンケートを取るのも良い方法だなと思います。市民が今何を求めているの
かぜひ聞いてみて下さい。 

・ 景観よりもインフラ整備が先だと思うのですが・・・ 
・ 袖ケ浦はとっても好きな町で、前は八幡に住んでいたんですが、私のワガママでこっちにこ
して来ました。袖ケ浦はとても住み心地が良いです。スーパーや買い物する所が非常に少な
いですが、それでも良い町、便利な町だと思います。 

・ 退職したら、袖ケ浦の全てをこの目で確認し、介護の世話にならない様に健康づくりに励む
つもりです。 

・ アンケート調査を市の基本計画に反映するのはよいが、景観法についての細かな説明を先に
するべきと思う。普通の人はこんな法について知らないはずだから・・・。 

・ 市役所の方達の対応には日頃より疑問を感じております。ある意味、市民の為のサービス業
でありながら、対応に繁雑な部分が目立ちます。今後公務員の方達への再教育が進められる
事を強く望んでおります。 

・ 税金を使用しているという事を意識して行って欲しい。 
・ 広報が聴えずらいです。 
・ この町に越して来たのがＳ５８年でした。その当時は電車はクーラーはきいていないし両は
少ないし、町も寂しくて！いろいろ・・・湘南の方から来た私には泣きたいようでした。と
ころが住めば都と言うように、住み良い町になったと思います。 

・ ゆとりある住宅街作り・緑との調和・安全を優先した形 
・ 協力していきたいです。 
・ 大変満足しております 
・ 目先の事にこまごま対応するのも必要と認めますが、長期展望に立脚した計画を立て着実な
推進をお願いしたい。広報等にはのせておられると思いますが、全く知りませんでした。（具
体的に昨年６月以降の活動が具体的に判りません）＊一斉清掃位しか知りません。 

・ 市内にスポーツ施設（ガーラ）が出来ましたが、もっと駅に近い所へあるともっと色々な人
が使用出来ると思います。 

・ 世間では、少子化と騒いでいるのに、長浦にさつき台病院があるが小児科、産婦人科等が無
いので、市内にもっと各科の先生をもっと入ってくれるような良い市にしてほしい。 

・ １８年前に袖ケ浦に来たが、その時は進んでいる町に見えたが、年々サビれてきた町に思え
る。木更津はもっとサビれている。 

・ 長浦駅を整備されている時にとても期待していましたが、実際に完成して利用させていただ
いてますが、とても不便で困っています。①一般車の停車するスペースが少ない。（雨の日は
特に渋滞するのであぶないです。）②タクシーのスペースが多すぎる。③朝、ロータリーを利
用せず階段の下（駅入口の道路ぎわ）で停車して降りる方が多いため、市原方面に行かれる
方に迷惑がかかっています。 

 
・ 市の街づくり事業の前に、まず市に借金があるのならそれを返済してほしい。そのあと都市
化でも何でも事業をしてほしい。 

・ 朝のウォーキングを時々していますが、少々つまらないコースがあったり、今日はこっち方
面など、その日によってあちこちみながら。我が家でもまねをしようかなと思うところがあ
ったり…気持ちもいいし、「おはようございます！！」と声をかけたり…自分も気持ちよくな
ります。お仕事ごくろう様です。よいソデガウラになりますように！！ 

・ 市民が楽しめる夢のあるまち作りをお願いします。 
・ 自分の土地でない場所に畑を作っている人がいて大変迷惑だと思う。きれいにしてほしい。
１６号沿い斜面の所。 

・ 毎月１,２回の市を開く。自由に各自が店を開ける（長浦駅前道路沿いに）（例．市原の牛久や
勝浦等の様に）町の活性化にする。 

・ 支所や各祭、盆踊りの開催を町全体にスピーカーで流す。（行事等、どこで何を行っているの
かわからない） 
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・ 市政の事はわかっているようでわかっていない。私達の目に耳に入って来る事は良い話はな
い。私はそうでもないと思う。（税金の無駄使いとか…！）その他色々…？もっと夢の有る話
もききたい、又見たい。良い事も沢山有ると思う。もっと老人、女、子供にもよくわかるよ
うにアピールしたら良いと思う。 

・ 閉店している商店街。道路脇の雑草。未管理の空地。 
・ 上、下水道の完備 
・ 長浦駅前に引越してきて２５年たちますが、２５年たった今も、長浦のメインの通りにも関
らず、長浦駅前通りは殺風景過ぎる！とくにスナック居酒屋が多すぎるのは考えものです。
はっきり言って、この駅前の景観は、最悪です。飲み屋も深夜遅くまで営業している店が多
く、路上駐車や酔っ払い、また大音量のカラオケなどが聞こえてきて、仕事をしていた時は、
朝が早いのに夜がうるさくて大迷惑でした。長浦駅前通りに飲み屋が多いため、似たような
店舗しか出店してこないのではないか？これでは子供にも住みづらい環境になってしまう。
もっと健全なお店、例えばおしゃれなカフェや雑貨店などがあると、雰囲気もかわるのでは
ないか。また長浦駅は、私が引っ越してきてから、ホームが延びただけで、未だにエスカレ
ータ、エレベータがないのがおかしい。市原市の内房線にはすべてあるのに、快速が止まら
ない浜野にもエレベータ、エスカレータがある。長浦駅のトイレが男女共用と言うのも信じ
られない。駅、駅前がもっと清潔できれいな場所になれば、活性化するのではないか。中学
生の頃から、袖ケ浦市は、財政的に裕富だと聞かされていたが、私の住んでいる限り、なに
も発展していないのをみると、税金が正しく使われているかどうか疑問である。現に某市議
を長浦駅前のスナックに出入をしているのを見かけた事が何回もある。あれは、我々の税金
を使ったのだろうか？たくさん不満がありすぎて書ききれません。とにかく、長浦のメイン
通りのイメージをよくしていただきたい！飲み屋はもういりません。 

・ 大気汚染の市の放送“光化学スモッグ～屋外ひかえて下さい”？車や工場の環境を良くすべ
き。間違っている！  

・ 農家（田んぼ）毎年、ヘリコプターによる農薬まき、窓を締め、洗濯物…人は外に出ないで
下さい！…間違っている！  

・ 交通による大気汚染（電車、バス、自転車の利用、他ノーカーディ…等、項目だけ！実行に
つなげてください。  

・ 袖ケ浦市の環境基本計画 ・項目だけで実行性が全く無い。北袖ケ浦駅の開発より先に！ 
・ 市の施設不良箇所があっても、直すのに非常に時間かかる。すぐやる課を作って欲しい。 
・ 市役所の職員、なんとなくのんびりした感じ。これで良いのか！・・・無免許運転、議員、
まだやめない、速、首でないのか！ いろいろ言いたい事いっぱい、ごめん、頑張って下さ
い。 

・ 皆様のお手伝いが出来なくて、本当に申し訳ありません。自分の健康だけで手一杯です。た
まに外へ出ると思うことは、昔より本当に美しくなったと思えることです。どうぞ頑張って
下さい。 

・ 商店街ももっと活気ある店にがんばってほしい。 
・ 猫の放し飼いについて（庭に入って糞をする、夜鳴き等の迷惑行為）飼い猫のマナーを広報
誌でＰＲを！矯正手術の補助金制度を！野良猫の捕獲を！ 

・ 浜田自民党議員へ ＮＨＫを他の民放と同じ様に住民から放映料をとるのではなく、企業か
らのＣＭ料を取り運営していく様、国会へ議題を提出して下さい！！ 

・ この千葉県に住んで３０年余りになりますが、以前より建物・道路の設計・計画に遅れがあ
ると感じていました。この法案が施行されたことを機会に見直し、是正されていく事を願っ
ています。また、限りある資源を大切に守っていく為にも、住民の意識を高めるような取組
みイベント等と同時に計画づくりされることを望みます。 

・ がんばって下さい 
・ Ｕ字溝にフタをしてほしい。 
・ 袖ケ浦市に住んで３年ですが、住みやすい所だと思っております。私は長浦ですが、市の顔
である袖ケ浦駅前は、ここが市の中心なのかと思う程淋しい景観であり、淋しい思いです。
長浦駅前は夜半でも明るく、安全な感じがしますが、袖ケ浦駅の周辺は、ローカル線の無人
駅のような感じがします。是非市の顔である袖ケ浦駅前が活性化するような方向に考えて頂
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きたいと思います。商業地、住宅地、農村地がきちんと別れていたほうが、自然を保つため
にも良い事だと思います。袖ケ浦市は全国でも知られていません。車のナンバーを見てもど
こと聞かれます。せっかく車のナンバーに使われているのですから、すてきな市になって欲
しいと思います。胸を張って袖ケ浦市民ですよと言いたいですね。宜しくお願い致します。 

・ 体育館、市民会館、ガウランドなど、場所があちこちで子供、孫などと一緒に行動ができな
いので。駅からの街並をもっとなんとかならないでしょうか。 

・ しかしここに移り住んで５年、周りの人々と親しくなるにつれ、お年寄の方々の本音を聞く
事になるのです。この土地は景色は最高だけれども、車を運転しないお年寄から見ると、坂
道はとても大変ですし、商店もやはり歩かなければほとんどないのです。私共はちょっと車
で行けば、何でも買いに行けますが、お年寄はバスに乗るのもひと苦労なのです。緑も大切
ですが、お年寄の意見も取り入れていただければ幸いです。 

・ アンケートの主旨がようわからん。このアンケート（ベース）が役に立つとは思えん（公費
のムダ使い）駅前開発も目的がわからんし、何の役に立つのか。市民の為にはならない。ご
く一部の人の為には大いになると思える（皆思っている）こんな苦しい時代に働いて税金を
納めている人の事をもう一度考えて行政を進めて欲しい。 

・ 地区で取り組んで実行して下さい。 
・ 線路沿いの草や道の草がはえ放題なので、蛇が良く出る。道が暗いので明るくして欲しい。
病気で足が不自由になって、自動車を運転できなくなった人とかの為に、駅前にしゃれたシ
ョッピング街を作って欲しい。景観まちづくりの主旨にははずれたかもしれませんが、ヨロ
シクお願いします。 

・ 公園の植木などの消毒をした時、それを知らせて欲しいと思います。小さい子供やペットな
ど気を付ける事ができるので、看板などかけていただければと思います。 

・ 祝日とゴミの収集が重なる事も多いのですが、祝日も収集するようには出来ないものでしょ
うか。今週は月（１９日）と金（２３日）で週１回となり、暑いので生ゴミをためておくの
は大変です。 

・ カラスがものすごく増えているのがわかりますか？高圧電線にすごい数のカラス、美しいで
すか？早い所、なんとか考えないと… 

・ 問９のような景観まちづくりというのがあまりよくわかりませんでした。ただ家のまわりの
道路のゴミ拾いやはき掃除などはしているので問１０では２に○をつけたのですが…「参加
している」のと「協力している」のではどう違うのですか？街歩きや山遊びは「参加してい
る」のですか？それなら１かも。「参加している」とか「参加したい」のが具体的に何なのか？
（例えば行事なのか、○○運動と呼ばれるものなのか）わかりません。 

・ 通勤にて長浦駅利用ですが、駅前に駐車してある自転車が、きたなく置いてある。駐輪場に
置かず出入り口に止めてあるので良くないと思います。撤去しますの張り紙がありますが、
いつになったら撤去するのでしょうか？自転車を置いて電車を乗る人を見かけますが、私に
は注意する勇気がありません。駐車場の中はいつも担当の人が並べてきれいになっています。
キヨスク側の階段の道路脇きに止めていく人も、見かけます。風景だけの景観だけでなく、
自転車撤去の景観もしてほしいです。 

・ 転居して１６年、郡から市になったが、毎年光化学スモッグ注意報を平気で放送している市
の行政は何ですか。景観も大切ですが、それより健康でしょう。市警、保健所、税務署、火
葬場なども整備できない行政は何ですか。市制が敷かれて何年になりますか。必要もない利
用しにくい、アクアライン資料館、ガウ健康ランド、農村公園等の建物何を考えているので
すか。 

・ 送電線を無くしてください。 
・ また景観とは違うかも知れませんが駐車場等でのアイドリングを禁止できるように出来ない
のか。それによって空気の清浄化がされることにより、景観にもつながると思います。 

・ 近隣の市よりも本当に手入れのいきとどいた町だと思います。これからも持続出来る様努力
して下さい。 

73



 
第２章． 小中学生向け 
２－１ 全体集計 
 
問2： 袖ケ浦市で好きなところはどこですか。次の中から当てはまる番号を３つ選んで

○印をつけてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
問3： 袖ケ浦市で嫌いなことは何ですか。次の中から当てはまる番号を３つ選んで○印

をつけてください。 
 

32.7%

30.5%

13.9%

55.5%

49.7%

51.2%

19.1%

34.6%

3.2%

5.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

川や池などの水辺があるところ

海辺があるところ

神社やお寺があるところ 

公園や広場があるところ

大きな公園や運動場があるところ

森や林の緑が多いところ

田んぼや畑が多いところ

海が見える高台があるところ

海沿いの工業地帯があるところ

その他

上位 3 項目で、「公園や広場があるところ」「森や林の緑が多いところ」「大きな公園や運
動場があるところ」が挙がっている。 

58.8%

74.7%

39.3%

39.8%

24.0%

46.5%

11.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

遊べる場所が少ないこと

川や池などが汚れていること

海があまり見えないこと

通学時に歩道が狭くて危険を感じること

荒れた田んぼや畑が多いこと

駅前がさびしいこと

その他

上位 3 項目で、「川や池などが汚れているとこ」「遊べる場所が少ないこと」「駅前がさび
しいこと」が挙がっている。 
 

74



 
問4： 次の６枚のイメージ写真から、あなたがいいなと思う番号を２つ選んで○印をつ

けてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37.4%

11.2%

26.2%

34.5%

46.1%

43.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

農村の風景になじむ川

家の周りの林（屋敷林）

一面に広がる田んぼ

谷間にある田んぼ

林や森

花畑

【農村】 

上位 3項目で、「森や林」「花畑」「農村の風景になじむ川」が挙がっている。 
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問5： 次の６枚のイメージ写真から、あなたがいいなと思う番号を２つ選んで○印をつ

けてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.1%

25.0%

36.9%

20.5%

60.3%

24.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

通りに花のある様子

林あ森を手入れする様子

通りを掃除する様子

農業を体験する様子

イベント・お祭りの様子

公園の花を手入れする様子

【地域コミュニティ】 

「イベント・お祭の様子」が最も高く挙がっている。 
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問6： 次の６枚のイメージ写真から、あなたがいいなと思う番号を２つ選んで○印をつ

けてください。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.1%

56.5%

24.0%

22.4%

50.7%

22.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

みどりの多い住宅地

おちついた住宅地

古くからの家

花のある玄関

電線・電柱のない通り

花のある通り

 

【住宅地】 

「電線・電柱のない通り」「おちついた住宅地」が特に高く挙がっている。 
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問7： 次の６枚のイメージ写真から、あなたがいいなと思う番号を２つ選んで○印をつ

けてください。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.3%

15.3%

52.5%

44.1%

48.9%

10.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

ととのっている歩道

食事のできるひろば

夜景のきれいな駅前広場

ショッピングモール

みどりの多いひろば

店先や看板がそろっている通り

 
 
 
 

【商業・駅前地区】 

上位 3項目で、「夜景のきれいな駅前広場」「みどりの多いひろば」「ショッピングモール」
が挙がっている。 
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２－２ 小中学校別集計 
問2： 袖ケ浦市で好きなところはどこですか。次の中から当てはまる番号を３つ選んで

○印をつけてください。 
 

小学校計 中学校計 合計
213 155 581
35.0% 29.9% 33.5%
178 165 521
29.3% 31.9% 30.0%
61 96 218

10.0% 18.5% 12.6%
353 272 978
58.1% 52.5% 56.4%
309 251 869
50.8% 48.5% 50.1%
321 255 897
52.8% 49.2% 51.7%
104 111 319
17.1% 21.4% 18.4%
229 161 619
37.7% 31.1% 35.7%
18 18 54
3.0% 3.5% 3.1%
30 28 88
4.9% 5.4% 5.1%

回答者数 608 518 1734

９．海沿いの工業地帯があるところ

10．その他

５．大きな公園や運動場があるところ

６．森や林の緑が多いところ

７．田んぼや畑が多いところ

８．海が見える高台があるところ

１．川や池などの水辺があるところ

２．海辺があるところ

３．神社やお寺があるところ

４．公園や広場があるところ

 
 
 
 
 
 
 
問3： 袖ケ浦市で嫌いなことは何ですか。次の中から当てはまる番号を３つ選んで○印

をつけてください。 
 

 

小学校計 中学校計 合計
321 341 983
52.8% 65.8% 56.7%
470 371 1311
77.3% 71.6% 75.6%
264 178 706
43.4% 34.4% 40.7%
272 176 720
44.7% 34.0% 41.5%
175 95 445
28.8% 18.3% 25.7%
235 289 759
38.7% 55.8% 43.8%
60 64 184
9.9% 12.4% 10.6%

回答者数 608 518 1734

１．遊べる場所が少ないこと

２．川や池などが汚れていること

７．その他

３．海があまり見えないこと

４．通学時に歩道が狭くて危険を感じるこ
と

５．荒れた田んぼや畑が多いこと

６．駅前がさびしいこと

 

上位 3項目の「公園や広場があるところ」「森や林のみどりが多いところ」「大きな公園や
運動場があるところ」が同じだが、いずれの割合も中学生に比べ、小学生が高い。 

上位 2 項目の「川や池などが汚れていること」「遊べる場所が少ないこと」は同じだが、
小学生では、他の項目と比較し、特に「川や池などが汚れていること」の割合が高い。 
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問4： 次の６枚のイメージ写真から、あなたがいいなと思う番号を２つ選んで○印をつ

けてください。 
【農村】 

小学校計 中学校計 合計
224 197 421
36.8% 38.0% 37.4%
70 56 126

11.5% 10.8% 11.2%
163 132 295
26.8% 25.5% 26.2%
191 197 388
31.4% 38.0% 34.5%
278 241 519
45.7% 46.5% 46.1%
279 206 485
0.1% 0.1% 43.1%

回答者数 608 518 1126

一面に広がる田んぼ

家の周りの林（屋敷林）

農村の風景になじむ川

花畑

林や森

谷間にある田んぼ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
問5： 次の６枚のイメージ写真から、あなたがいいなと思う番号を２つ選んで○印をつ

けてください。 
【地域コミュニティ】 

小学校計 中学校計 合計
138 178 316
22.7% 34.4% 28.1%
156 126 282
25.7% 24.3% 25.0%
241 175 416
39.6% 33.8% 36.9%
142 89 231
23.4% 17.2% 20.5%
355 324 679
58.4% 62.5% 60.3%
169 111 280
27.8% 21.4% 24.9%

回答者数 608 518 1126

通りに花のある様子

林あ森を手入れする様子

通りを掃除する様子

農業を体験する様子

イベント・お祭りの様子

公園の花を手入れする様子

 
 
 
 
 
 
 
 

上位 2 項目の「林や森」「農村の風景になじむ川」は同じだが、中学生は「谷間にある田
んぼ」も 2位と同率である。 
 

上位 1項目の「イベント・お祭りの様子」は同じだが、小学生は次いで「通りを掃除する
様子」の割合が高く、中学生は次いで「通りに花のある様子」の割合が高い。 
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問6： 次の６枚のイメージ写真から、あなたがいいなと思う番号を２つ選んで○印をつ
けてください。 

【住宅地】 
小学校計 中学校計 合計

110 94 204
18.1% 18.1% 18.1%
352 284 636
57.9% 54.8% 56.5%
125 145 270
20.6% 28.0% 24.0%
136 116 252
22.4% 22.4% 22.4%
310 261 571
51.0% 50.4% 50.7%
160 88 248
26.3% 17.0% 22.0%

回答者数 608 518 1126

みどりの多い住宅地

おちついた住宅地

古くからの家

花のある玄関

電線・電柱のない通り

花のある通り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
問7： 次の６枚のイメージ写真から、あなたがいいなと思う番号を２つ選んで○印をつ

けてください。 
【商業・駅前地区】 

 

小学校計 中学校計 合計
139 146 285
22.9% 28.2% 25.3%
83 89 172

13.7% 17.2% 15.3%
358 233 591
58.9% 45.0% 52.5%
198 299 497
32.6% 57.7% 44.1%
359 192 551
59.0% 37.1% 48.9%
57 57 114
9.4% 11.0% 10.1%

回答者数 608 518 1126

みどりの多いひろば

ととのっている歩道

店先や看板がそろっている通り

食事のできるひろば

夜景のきれいな駅前広場

ショッピングモール

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

上位 2 項目の「おちついた住宅地」「電線・電柱のない通り」の割合が多く、その割合は
小学生、中学生ともに 5割を超えている。 

上位 1項目は、小学生は「みどりの多いひろば」の割合が高く、中学生は「ショッピング
モール」の割合が高い。次いで、小学生、中学生ともに「夜景のきれいな駅前広場」の割合
が高い。 
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