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９ 自由回答 

問 県への意見があればご自由にお書きください。 

 

 県への意見を自由に記述していただいたところ、451 人から延べ 570 件の回答が寄せられた。 

 記述いただいた内容は多岐に渡り、県政の各施策におおむね沿った形（合計 39 項目）で整理

した。 

 なお、一人の回答が複数の内容に渡る場合には、原文の内容の趣旨がそこなわないよう回答を

分け、それぞれの項目へ分類した。 

 また、紙面の都合上、全ての意見を掲載することはできないが、意見の多い項目に関しては、

一部抜粋してご意見を記載するものとする。 

 

 

【自由回答の項目順位】 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次ページに続く） 

順位 項目 件数

第１位 県政全般に関する要望 181

第２位 県政情報の発信や活動のＰＲについて 36

第３位 便利な交通網を整備する 33

第４位 道路を整備する 32

第５位 次世代を担う子どもの育成支援を充実する 27

第６位 高齢者の福祉を充実する 22

第７位 医療サービス体制を整備する 20

第８位 雇用の場を広げる 11

〃 犯罪防止対策をすすめる 11

第10位 中心市街地の活性化を推進する 10

〃 農林水産業を振興し新鮮な農水産物を供給する 10

〃 学校教育を充実する 10

第13位 観光を振興する 9

第14位 生涯学習・スポーツ・レクリエーションを振興する 8

〃 まちの景観や美化について 8

第16位 災害から県民を守る 7

〃 交通事故から県民を守る 7

〃 自然を守り、緑を育てる 7

第19位 障害のある人の福祉や社会参加の支援を充実する 6

〃 青少年を健全に育てる 6

〃 住宅対策を充実する 6
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第22位 大気汚染、水質汚濁、騒音などの環境対策をすすめる 5

〃 公園・緑地・水辺を整備する 5

〃 調査について 5

〃 成田空港について 5

第26位 下水道を整備する 4

〃 東京湾アクアライン 4

第28位 母子、寡婦、父子家庭等の福祉や社会参加の支援を充実する 3

〃 安心して飲める良質な水道水を供給する 3

〃 芸術・文化活動を振興する 3

第31位 消費生活のトラブルに関する対策をすすめる 2

〃 国際交流や国際協力をすすめる 2

〃 商工業を振興し、中小企業・ベンチャー企業への支援を充実する 2

〃 仕事と子育てが両立する働き方を実現する 2

〃 県警への要望 2

第36位 食品の安全を守る 1

〃 省資源やリサイクルをすすめる 1

〃 ＩＴ（情報通信技術）を身近に感じられる社会づくりをすすめる 1

その他 53

　うち、住んでいる市町村への要望 15

　うち、国政に関する要望 13
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【自由回答の記述】（意見の多い項目の一部抜粋） 

 

 ■県政全般に関する要望 

○よりよい千葉へ目指してがんばってほしい。道の駅、施設をつくるのではなく、下水道 

の設置等、残された自然を次の世代へ引き継げるような政策が必要ではないかと思う。 

財政にしても、子供、孫の世代までを見据えた政策が必要ではと思う。 

(男性、40 代、香取地域)

○役所の営業時間を夜の時間帯までやって欲しい。または土日に営業してほしい。利用した

くてもできないのは大変不便です。サービスを提供する側としていかがなものかと思いま

す。(男性、20 代、葛南地域) 

○千葉県は山、海に囲まれ恵まれた自然環境の中、農、水産業も発展し、住み良い所だと思

っています。また成田空港があり国際的にも日本の玄関口として活躍し、華々しいディズ

ニーランドも確保し、これからの次世代にもこの素晴らしい環境を引き継いでいってほし

 と思います。より一層の発展を切望しております。(女性、50 代、葛南地域)      

○比較的気候も温暖で、住み良い県（市）だと思います。県の財政事情が悪い事を心配して

います。その為福祉の面でも、教育の面でも全国の中でも下の位置にあると思う。無駄な

開発に赤字を出して迄せず、次世代を背負う子どもの教育を大切にしてほしいと思いま

す。(女性、65 歳以上、千葉地域) 

○県会議員の削減、事務事業の効率化により、歳出削減に努めるとともに、国からの財源移

譲により、健全財政運営により、又、住民との協同による事業展開で、行政と住民とが一

体となった行政運営を望みます。(男性、50 代、北総地域) 

○県政、市政にしても、県民、市民の声、意見を聞くとして、あらゆる面に気配りする必要

があるのか？ 本来は市議、県議が意見を出し、方向性を決めてやって行く事であり、必

要不可欠な面を徹底してやれば良いのでは。自分勝手に意見を言う人々を相手にする事は

逆に避けるべきと思う。(男性、50 代、東葛飾地域) 

○県中心部から離れた農村、漁村の方面をもっとよく見て、急速な高齢化社会を何とか、考

えて欲しい。荒れた山、田、畑が多く、この先がどうなるのか、心配です。 

                            (女性、60～64 歳、夷隅地域)

○年金生活者にやさしい県政を期待します。(男性、65 歳以上、葛南地域) 

○もっと財源を大切に使ってほしいです。お金がないから税を上げるのは簡単な事ですが、

もと身近なところから出来る事はたくさんあると思います。もっと市民の目線に立って動

いてほしいです。(女性、20 代、北総地域)         

○千葉県の県、市職員の税金の私物化が、新聞に一時よく載っていたが、もっと厳しく処し、

 二度とこのようなことのないようにして欲しい。(女性、65 歳以上、葛南地域)     
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■県政情報の発信や活動のＰＲについて 

○気候は温暖、山、海、農産物も豊富。しかも首都と隣の県でありながら全国県から見て千

葉県はインパクトに欠けていると思います。良い点をアピールしてイベント等も増やして

欲しい。(女性、65 歳以上、北総地域) 

○約１年前、結婚と同時に転居してきました。千葉県の行政サービス等、充実しているとは

思いますが、転居してきたものにとっては、どのようなサービスがうけられるか、自分で

必要なとき、自分で調べて対応しなければならず、やっと時間が経過して、県民として少

しずつわかってきた気がします。今後どうぞ転居してきた人が地域とのつながりがもてる

よう、行政サービス等のご案内など、さらに充実させていただけると助かります。    

(女性、30 代、東葛飾地域)

○この調査で、自分が千葉県への意識が意外と低い、と実感しました。私は「ちば県民だよ

り」を１番の情報源としているので、県民だよりをもっと「読みたくなる」「わかりやす

い」ものにしてもらえると嬉しいです。現在、横浜へ通学しているのですが、千葉駅周辺

との活気の差に驚きます。千葉駅周辺は暗くさびしいイメージがあるので、もっと活性化

させて欲しいです。県の中心となる市が好きになると、県全体のことももっと好きになれ

る気がします。(女性、20 代、君津地域)                      

○ホームページのリニューアルも良いと思いますが、「県民だより」をより充実させて興味

深いものにして広報に役立てて頂ければと思います（国体の広報以外が目立ちません…）。

(男性、40 代、葛南地域)

○生活をしている中で、不都合があった時、どこに苦情とか相談とかに行ったら良いのかと

思うことがあります。(女性、60～64 歳、安房地域) 

 

 

■便利な交通網を整備する 

○ＪＲを利用して東京都内へ通勤していますが、千葉方面へのアクセスが悪い。総武快速線

は最低でも千葉行き、または佐倉行きにしてくれるとありがたい（津田沼行きを廃止）。

県としてＪＲに働きかけて欲しい。(男性、60～64 歳、千葉地域) 

○千葉県内の交通（鉄道・バス）が１０年以前に比べ不便になっている。もっと市原市では

小湊鉄道、五井～上総中野の増便といすみ鉄道の乗り継ぎの利便性を昔のようにして欲し

い。法律を前のにもどして、かってに利益が上がらないと国に廃止の申し出して廃止にな

らないように、国が存続するようにしてもらいたい。以前の法律に戻すべき。 

     (男性、50 代、千葉地域)

○前出の質問にもあったが、県の交通網が他県に比較して遅れていると思う。特に東京や埼

玉、神奈川が地下鉄、私鉄、ＪＲの乗り入れでどんどん多路線になっているのに、半島の

千葉県は殆ど変わっていない。私鉄も不便なルートしかなく、何とかして欲しい。   

(女性、50 代、千葉地域)

○北総線の運賃を下げてください。松戸京成バス流山方面を間引きしないでください。時間

は守ってください。(女性、65 歳以上、東葛飾地域) 

○銚子市まで、高速道路をお願いしたい。市によってのイベントなどを広域で開催したり、

いろいろな事や行事などをみんなにわかるように広報活動に力を入れてほしい。野菜の県

内、県外アピールの活動を広めてほしい。（女性・30代・海匝地域） 
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■道路を整備する 

○高齢者に道路の歩道を歩ける事ができる様に歩道の整備を行ってほしい。

(男性、65 歳以上、安房地域)

○電車やバスの交通を利用するように言っていますが、バスに乗ると道路や駅前が渋滞して

時間に遅れてしまう。バス専用レーンや道路を作り、自家用車の利用を減らし、大気汚染

等につながるようにした方がいい。(男性、30 代、葛南地域) 

○歩行者や自転車に安全な道路行政をお願いします。(男性、50 代、東葛飾地域) 

○運転していて、道に迷うことが多い。その時に限って道路標識が少なく、不親切な行政を

感じる。標識の充実を考えて頂きたい。(男性、60～64 歳、葛南地域) 

○自分が子供を産んで分かったんですが、ベビーカーでの移動が道が悪くてしづらいです

（変に傾斜があるし、歩道にも乗り上げにくい）。車椅子の人も同じように思っていると

思うので整備を進めてほしいです。(女性、30 代、千葉地域) 

 

 

■次代を担う子どもの育成支援を充実する 

○大規模なマンションが自宅周辺に何棟も建ち、若夫婦が大変増えました。大型マンション

ひとつに保育所なり、保育園なり造る条例を作るべきだと思います。 

                              (女性、50 代、千葉地域)

○毎年学校への予算が削られています。その分、保護者への負担などにもなってきます。未

来の子どもたちのために、学校への予算はぜひ削らないで下さい。母子、父子家庭への経

済的な支えがとても必要です。経済的なことで子どもの成長の妨げにならない様に、ぜひ

県で支えて下さい。(男性、65 歳以上、東葛飾地域) 

○保育園（特に認可園）の待機児童対策に力を入れて欲しいです。育児休暇を１年とれず、

０才児の４月入園を狙わないと子供を入園させることができませんでした（子供６ヶ月）。

本当は１歳まで一緒にいたかったのにできなかったのが、残念でなりません。 

    (女性、30 代、葛南地域)

○乳幼児医療助成を小学生までにのばして欲しい。子供が遊べる場所が少なく、子育て支援

館を増やして欲しい。出産費用も上がり、なかなか二人目、三人目に踏み込めず、助成な

ど手厚くして欲しい。(男性、30 代、千葉地域) 

○子育て支援について…子供が小さい頃の助成等は大分行われているが、高校、大学等、よ

り大きな費用がかかってくる世代の助成があまりない気がします。大きくなって社会人に

なるまでの助成を充実させていただきたいと思います。(女性、40 代、北総地域) 
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■高齢者の福祉を充実する 

○高齢者にも健康管理のため、人間ドックを受ける場合、補助をお願いしたいです。 

(女性、65 歳以上、千葉地域)

○実家の母（ひとり暮らし）の世話をヘルパーさんに協力していただきながらしています。

経済力のない高齢者にとってもっと安心して生活できるように望みます。 

      (女性、50 代、君津地域)

○親が高齢となり、万が一、特養などの施設に入所させる必要が生じた場合でも、満床で入

所できなかったりしたら…などと先行きに対して今の県（日本）の介護のあり方に対して

不安を感じます。こういった施設の充実、介護の負担を軽減してくれるような制度が充実

して欲しいです。また、寝たきりにならないよう、健康に対する意識を高める広報を充実

させて下さい。(女性、30 代、東葛飾地域) 

○松戸市は殊に私の住んでいる所は住み良いところです。しかし高齢者は近所を見ても多く

家にこもっている人がほとんどです。高齢者がそれぞれの趣味によって仲間作りが出来る

ような公共施設が欲しいと思います。老人会に入れない、入りたくない人がいっぱいいま

す。県と市で出し合って古い家など空屋を利用してはいかがでしょうか。 

(女性、65 歳以上、東葛飾地域)

○一人暮らしの老人（特に未亡人）が多い中、病気になった時安心して入れる公の老人ホー

ムやケアハウスを作ってほしい。車道と歩道の区別のはっきりした道路で車椅子でも通れ

る道を作ってほしい。(女性、65 歳以上、東葛飾地域) 

 

 

■医療サービス体制を整備する 

○うつ病など気分障害の患者の治療が充実するよう対策を進めていただきたい。患者があふ

れ、精神科のクリニックでは１～２分の診察も行なわれている。他国のような、医師のみ

でなく、カウンセラーなどのスタッフが充実した医療制度を望む。 

                             (女性、30 代、葛南地域) 

○１、医療体制の充実を図るために他自治体の良い例を参考にして頂き、安心して暮らせる

県にして頂きたいと思います。例：こども病院を県に一つ設ける。一般病院と大病院との

カルテの共有等による救急体制の充実。ホーム・ドクター制度の確立など。２、子育て支

援の充実。中でも病児、病後児保育には力を入れて頂きたい。 

(女性、65 歳以上、海匝地域)

○前日子供が体調が悪く夜消防に問い合わせ、見てくれる病院を探したところ、小児科の先

生がいないなど薬剤師など全て断られ、診てもらえないまま次の日まで自宅で過ごしまし

た。救急の病院体制を整えてほしいです。(男性、30 代、山武地域) 

○千葉市内には医療機関等の設備や数が多くありますが、市内より離れた場所では全くとい

っていいほど医療機関が充実していません。高齢者や乳幼児がとても困ります。 

                            (女性、65 歳以上、長生地域)

○医療、従業者への待遇向上を図り、医療従者を千葉県立等の病院へ多く来てらえる様にし

ていただきたい（特に中央でなく、他の市町村へ）。(男性、65 歳以上、山武地域) 
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■雇用の場を広げる 

○天下りだけは全体に無くして欲しい。そして若者に雇用の場を考えて明るい町、活気のあ

る町にしてほしい。働く所があればもっといい町になると思う。私も４０年商売してきま

したが毎年売上もないに等しい。(女性、60～64 歳、千葉地域) 

○私は現在東京都内の企業に就労しておりますが、できれば県内で働きたいと考えておりま

す。しかし求人の量や賃金面を考えると、実行は難しいところです。県には、雇用創出に

関しては、いつまでも「千葉都民」という言葉に甘えずに、ある程度独立した意識を早急

に持って頂きたいと思います。(男性、20 代、北総地域) 

○千葉県は海、山（低いが）に恵まれ、自然環境に優れ、又温暖な土地で住みやすいところ

だと思う。この自然環境を守るため「エコ宣言」し、新たな事業を起こし、雇用機会を生

んだらいかがでしょうか？（観光を守るためにも）。(男性、60～64 歳、葛南地域) 

 

 

■犯罪防止対策を進める 

○以前に一度ひったくりにあった事があります。以来一人で夜帰宅する事が怖い為、会社で

の残業、飲み会等を断る様になりました。地域の治安を良くする事は、経済の活性化にも

つながると思います。防犯対策の強化をお願いします。(女性、30 代、葛南地域) 

○防犯強化として、Ｔｗｉｔｔｅｒ等の情報提供をお願いしたい。 

(男性、40 代、東葛飾地域)

○日本の玄関成田空港を抱える千葉県として、テロや外国人犯罪防止のための、より徹底 

した入国管理の強化。(男性、20 代、葛南地域)                   
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問 また、この「世論調査」について、ご意見やご提案があればお書きください。 

 

 この「世論調査」に関する意見を自由に記述していただいたところ、237人からの回答が寄せ

られた。これらのご意見から、一部抜粋してご意見を記載した。 

○総論すぎて、答えてても曖昧になってしまう。ポイントを絞り、回数を多くやるべきだ。答えやす

くしてください。(男性、65 歳以上、葛南地域) 

○質問が多すぎると思う。(男性、40 代、葛南地域) 

○アンケートがくるまで、あまり県に対して正直考えたことがありませんでした。テレビのニュース

が身近だったり、たまに市役所に行ったりと国と市にお世話になっている気がし、県というと、県

庁遠いなぁ、行ったことないというイメージです。でもアンケートが来てから県に対する考えが変

わりました。これからもよろしくお願いします。(女性、30 代、北総地域) 

○定期的にこの様な世論調査をする事で、日頃感じている事、また無意識になっている事に意識を持

てて良いと思います。情報化社会と言われていても、こちらからアクセスしないとなかなか情報は

得られないのが現実だと思います。(男性、50 代、君津地域) 

○この「世論調査」について、公表する予定とありますが詳細の明記がない為､どのように公表される

のでしょうか。３０００名の方々に紙を使って調査する以外に方法はないのでしょうか。どれだけ

の方が返信していただけるのかも分からないのに､現実的に県政の運営に役立っているのですか…。 

                                  (女性、30 代、長生地域) 

○普段、市単位の生活を意識してきているので、県に対する意識の低さを痛感させられた。しかし、

現実的に県と直接関わるのは県民税を払ったり、県の施設を利用する以外あまりない。これ（この

調査）によって何か良くなるのか？ もっとニュースになるような大胆な先進的な県政をして欲し

い。(女性、50 代、千葉地域) 

○どの程度反映されるものかはわからないが、やるからには一個人の意見として重要視してほしい。

又、コストを下げる一案として、県から企業と提携をして、データを集めるなど、コストをかけず、

データの量・質・データの収集回数を増やし、もっと住民の意見を聞いて欲しい。おそらく国の国

政と国民の考えにズレがあるので、それに気付くのが県の仕事の一つだと思う。 

(男性、20 代、山武地域) 

○この度、県へ直接意見を述べられる機会を与えて頂きまして、ありがとうございます。私のように

意見を使えたい方はまだまだいると思いますし、インターネットを活用できない方も少なくないの

で、もっとわかりやすい情報提供や、意見を述べる機会を作って頂きたく、お願い申し上げます。 

(女性、20 代、北総地域) 

○今回の調査で、県民の意見をどこまで反映できるか楽しみにしております。すべての集計を、県民

にもわかるようにしてほしいです。ムダにはしてほしくないです。(男性、20 代、葛南地域) 

○世論調査をどんどん増やして充実してほしい。(男性、65 歳以上、東葛飾地域) 

○県政への要望がもう少し多く選べればと思いました。(女性、60～64 歳、葛南地域) 

○丸が３つとかではなく、正直な意見で何個でもつけられるようにしないと、（意味のない）世論調査

になると思います。(男性、50 代、安房地域) 
 


