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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、372 人から延べ 486 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 43 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、意見の多い上位10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】 
 

順位 項目 件数 

第１位 県政全般に対する要望 105

第２位 道路を整備する 39

第３位 調査に関して 30

第４位 県政情報の発信や活動のＰＲについて 28

第５位 高齢者の福祉を充実する 23

第６位 住んでいる市町村への要望 20

第７位 便利な交通網を整備する 18

第８位 県警への要望 18

第９位 次世代を担う子どもの育成支援を充実する 17

第 10 位 大気汚染、水質汚濁、騒音などの環境対策をすすめる 14

〃 学校教育を充実する 14

第 12 位 医療サービス体制を整備する 13

第 13 位 自然を守り、緑を育てる 12

第 14 位 災害から県民を守る 10

第 15 位 障害者の福祉や社会参加の支援を充実する 8

〃 まちの景観や美化について 8

〃 国政への要望 8

第 18 位 住宅対策を充実する 7

〃 公園・緑地・水辺を整備する 7

〃 犯罪防止対策をすすめる 7

第 21 位 省資源やリサイクルをすすめる 6

〃 雇用の場を広げる 6

第 23 位 動物に関する問題について 6

（次ページに続く） 
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第 24 位 青少年を健全に育てる 5

〃 農林水産業を振興し新鮮な農水産物を供給する 5

第 26 位 仕事と子育てが両立する働き方を実現する 4

〃 下水道を整備する 4

第 28 位 中心市街地の活性化を推進する 3

第 29 位 食品の安全をまもる 2

〃 健康づくりをすすめて、病気を予防する 2

〃 観光を振興する 2

〃 生涯学習・スポーツ・レクリエーションを振興する 2

第 33 位 交通事故から県民を守る 1

〃 国際交流や国際協力をすすめる 1

〃 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 1

〃 ＮＰＯやボランティアへの活動支援を充実する 1

〃 廃棄物対策をすすめる 1

〃 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 1

〃 芸術・文化活動を振興する 1

 その他 26

 合計 486

 

 

【自由回答の記述】（上位 10 項目の一部抜粋） 

 

 ■県政全般に対する要望 

○首都圏にある、自然も残っている。このメリットを生かして、バランスの取れた品格のあ

る美しい郷土を目指してほしい。（男性・60 歳以上・西地域） 

○税金の使い道を細かく公開してください。公務員のためだけではなく、一般人のためにお

金を使ってください。もちろん公務員の方も税金を払っているのはわかっていますが。明

解で、わかりやすい説明が、政治には必要なのではないでしょうか。（女性・20 代・西

地域） 

○あらゆるマナーとモラルが低下していると思います。少なくとも「千葉県」は恥ずかしく

ない県であってほしい。（女性・30 代・中央地域） 

○千葉市等は特に整備が進んでいるようにみえるが、長生郡やその以南の地域では何も変わ

ってないように感じる。市民の目線で県政に力を入れてもらいたい。このアンケートから

も感じるが、上の方の人が見てこれで終わりにしないでほしい。もっと目線を下げて取り

組んでもらいたい。（男性・30 代・中央地域） 

○身近な福祉や教育、医療がおろそかにされていると思います。格差と貧困がひろがってい

る時こそ、県として県民の生活を守ることを第一に進めることが必要です。（男性・40

代・中央地域） 
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○赤字財政を早く解消できるようにしてほしい。事業も大切だが、無駄な金を使わない努力

をしてほしい。今は働いている人も大変なので、人を減らすのではなく、事業等を見直し

ていく方向で考えてほしい。人を育てる千葉県になってくれたらと思う。（男性・40 代・

東地域） 

○県行政のやり方が、市町村の行政に生かしきれず違った方向を向いていることがある。例

えば（小さなことですが）地球温暖化防止に関しても、市としては何もしません。県にま

かせますの感じで、県の行事にも参加はしない、相談に行っても我が市では予算もない、

人もいないから知りませんとの態度です。県には市町村を指導する立場があるのではない

でしょうか。県の立場を強化してもよいのではないでしょうか。（男性・60 歳以上・南

地域） 

○地球温暖化、青少年の犯罪など、多くのことが私の幼い時期と違い、いろいろな方面に悪

い影響として感じられるこの頃です。このような状況を踏まえ、今私たちは何をすべきか、

考えなければならない時だと思われます。個人でできることはほんのささいなことです。

しかし、そのささいな事が大きな県からのバックアップがあれば大きなものにつながるこ

とも事実です。子どもの教育、自然にふれることの大事さ、人への思いやり、働くことの

大切さ、など生きていくうえの最小限のことが見失なわれる時代に、あたりまえのことと

思われがちな事柄を、もう一度再確認できるような県政をお願いいたします。地域に確実

に密着できることを望みます。（女性・40 代・東地域） 

○仕事の内容はどうであれ、今自分達がしている事が未来に続くという事を忘れずに人に接

してほしい。市役所・社会保険事務所等で働く人々は自分がされたら嫌だなという言動・

態度は示してほしくありません。わからない事は丁寧に教える等、やさしく、思いやりの

ある態度が全体の雰囲気を良くし、全体の活気になると思います。私達も含め難しく考え

ることなく、できる事から一歩ずつ行動していきましょう。これからも住みたいと思う県

にしてくださいますように願っております。（女性・50 代・西地域） 

○「県への意見」という定義がよくわかりません。国政レベルの事なのか、または市政へ言

うべき事なのか？困っている人の相談を受けてくれるような体制を希望します。子育て支

援も大切ですが、少子化についてもっと考えていただきたい。（女性・30 代・西地域） 

 

 

 ■道路を整備する 

○交通量の多い道路には、特に歩道の整備をしてほしい。（男性・60 歳以上・西地域） 

○現在、船橋市に在住している者ですが、近くの道路〈通学路〉は車の往来が激しい割には、

歩道というものが特になく、脇に白線がひかれているだけという状況です。道幅があまり

広くないという問題はあるとは思いますが、ある程度ちゃんとした「歩く道」というもの

を通学路には作っていただかないと、子どもを安心して学校に通わせる事ができません。

子ども達が毎日使う通学路だけでも歩道を確保してほしいと願っています。早目の対策を

お願いしたいと思います。（女性・40 代・西地域） 

○館山道がつながった事を大変うれしく思います…が抜けたあとの道路を、もう少しの間、

２車線に！！（女性・40 代・南地域） 

○歩道の所に雑草が生い茂げり、歩行者の歩きの妨げになっている。ニュータウンより、在

来地区が目立つ。（女性・40 代・東地域） 

○市川市、船橋市などの西地域の道路渋滞がひどいので改善してほしい。特に湾岸地域を走

るトラックがスムーズに通行できるようにしてほしい。（男性・30 代・中央地域） 
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○幹線道路の整備について。私の住む東地域は５１号線が主要路線です。成田空港への北伸

によって、トンネル工事が進んでおりますが、２車線のままのようです。空港が早期に完

全化される事はすべての住民の望むところですが、物流や市民生活はかなりの犠性が予想

されます。他県の情報はわかりませんが、利根川をはさんで茨城県を走ると、道路計画の

基本姿勢の差を感じてしまいます。街から街を結ぶ、本県の計画に対して、茨城県はバイ

パス路線を重要視しています。将来を展望した時、効果は未知ですが、すでに新しい道路

に新しい街が生まれつつある事は事実です。本県の場合、全県域を発展の対象とし、調和

ある施策を構ずる事が、全県民にとって満足感が得られると思います。館山道の開通によ

って中央と全域は６０分で結ばれましたが、地方の街も隣町へ早く移動したいと思ってお

ります。（男性・50 代・東地域） 

 

 

 ■調査に関して 

○今回初めてこのような調査に回答させていただきました。これを機に県政に興味を持って

みたいと思います。（男性・30 代・中央地域） 

○調査したからには何等かの形で結果報告をして、意見が反映されるよう一歩を踏み出して

ください。“問３８”の県政への要望項目はすべて重要な事だと思います。（女性・60

歳以上・南地域） 

○こんな調査で何が変化するのですか！経費の無駄使いです。（女性・60歳以上・東地域）

○このようなアンケート制度はよいと思う。ただし、ポイントを絞った方がよいかもしれな

い→読むのに時間がかかりました。（少し負担あり）（男性・40 代・中央地域） 

○アンケートに答えるうち、自分が県政に対して、ほとんど無関心であった事を痛感しまし

た。日頃、都内へ勤務しており、身近な市政にはそれなりに興味がありますが、県が私に

してくれている事は意識していませんでした。反省しています。今後は「県民だより」等

に目を通して注意して県政を見守りたいと思います。良い機会をいただいて感謝しており

ます。（女性・50 代・西地域） 

○ご苦労様です。世論調査を続けていただきたいです。一人一人の要望の統計を今後の県政

に生かしてほしいと思います。また私どもも自分にできる努力を続け、千葉県民として地

域全体が住みよい所と思い、思われたいと願っております。よろしくお願いします。（女

性・50 代・西地域） 

 

 

 ■県政情報の発信や活動のＰＲについて 

○県政というのは、私にとって最も遠い行政単位です。国政は毎日の報道でいやでも耳目に

達します。市政は毎日の生活行動の中で実感できます。しかし、県の実情はよくわかりま

せん。今年県会議員の選挙があり投票もしてきましたが、どの議員がどんな活動をし成果

を収めたのか、その人が地域社会とどうかかわっているのかなどまったくわかりません。

知事をはじめとする行政組識と議会の運営などわかるように、「県事務所」の設置など必

要と考えます。（男性・60 歳以上・西地域） 

○私の情報収集不足かもしれませんが、県政が具体的に何をしているか、よくわかっていま

せん。新聞の地域版等にどんどん政策等をのせてほしいです。（男性・30 代・西地域） 

○県のたよりだけでは、わからないものが多い。ＨＰなどで公開してあると書かれてありま

すが、高齢者が多い今、情報を知りたくても知れない状況にあるのでは…と思います。（男

性・60 歳以上・東地域） 
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○国、県、市という枠の中で、大きな事は国、身近なことは市、というイメージが強く、県

が何をやってくれているのがよくわからない。そのため市のホームページを見たり、意見

をメールしたことはあるが、県のホームページは見たことがない。市や国と何が違うの

か？我々に何をしてくれるのかをもっと説明する必要があると思う。（男性・40 代・西

地域） 

○千葉県は広範囲のためか、県庁と遠い市町村はあまり県に対して身近に思えず無関心にな

ってしまう。もっと県のアピールを他の知事さんがしているように、千葉の良い所を宣伝

して、県民の意識を高めてほしいと思います。（女性・60 歳以上・西地域） 

 

 

 ■高齢者の福祉を充実する 

○人間も動物も住みやすい環境を作ってもらいたい。これからは子どもが少なくなりお年寄

りが増えると思うが、お年寄りが安心して暮らせる（医療費や生活など）千葉県をつくっ

ていただきたいと思います。毎日の生活の負担が減少すれば、この先もずっと住み続けた

いと感じます。（女性・30 代・西地域） 

○高齢化社会に基づき、高齢者が増えている中、介護者の負担が増えていると思います。施

設では、看護師、介護士の人手不足により、満足のいくサービスの提供ができず、看護師、

介護士の疲労も感じます。（女性・30 代・中央地域） 

○現在介護の仕事をしていますが、毎年のように変わっていく介護保険制度に対応するのに

苦慮しています。提出書類に追われずに、本来の介護に専念できるよう千葉県がシステム

構築を他に先がけてしていただけるよう思います。（男性・50 代・西地域） 

○主人が障害者になり、○○へ転入してきました。一番感じたことは、行政が話は聞くが“動

いてくれない”。窓口や受付ける人の異動が多く、話が進まず、深くなるとわからない人

が多すぎる。特養施設が多く造られ、老人保健施設が増えない。長期入所者が多く、家族

で頑張っている者への必要な時のショートスティが利用できないことが多い。現在、介護

家族が身動き取れないで困っている状況を知って改善してほしい。（女性・60 歳以上・

西地域） 

○今現在、老人介護にあたっており、何をするにも車がなければ生活ができない。今現在は、

自分自身車に乗れるのでよいのですが、これから先、老後、とても若い方に面倒をみても

らう事も不可能であろう！！近所の老人の方を見ていても、とっても大変である。だんだ

ん田舎でも同居される方も少なく、老人一人で住んでいる方が増えている。先を考えると

ここの場所に住んで行くのは難しいと思う。何かこれからの事を一つ一つ考えて、行政と

して手を差しのべてほしいと思います。（女性・50 代・東地域） 

 

 

 ■住んでいる市町村への要望 

○町内会は機能していないばかりでなく、すでに新しく引越して来た人達にとっては迷惑な

存在となっている。地域活動には誰も参加せず、その割には町内会の行事への参加がある

際、役員を押し付けられる。私は、分譲住宅を購入したが、既存町内会より何の案内もな

く役員を押し付けられた。既存町内会の組織も人間も不明、入らないと市の行政サービス

も受けられない。千葉県の生活にはまだ慣れていないが、町内会は頭痛のたねであり、生

活不安となっている。（男性・30 代・西地域） 

○駅前の放置された自転車の整理は、住みやすい街づくりに非常に良いと思われるのです

が、そもそも駅近くに用意されている駐車場の数が足りていないように思われます。（男

性・20 代・中央地域） 
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○△△市役所の方々も一生懸命お仕事してくださっているのがわかるので、市役所の建物も

新しく建設してほしいとも思ってます…もちろん災害時にも役立つよう、耐震強化の物を

つくってください。（女性・40 代・西地域） 

○新しい所だけ整備され、古くからの町がとりのこされている感じがある（住環境があまり

にも違い、不公平感がある）。（女性・50 代・中央地域） 

 

 

 ■便利な交通網を整備する 

○電車を本当に増やしてほしい。１時間に２～３本しかないのは少なすぎる。ガソリンの値

上がりをなくすように県から国？に言ってほしい。値上がりする理由がわからない。とり

あえず高い！！皆、同じ事を思っている方は多いと思います。（女性・20 代・東地域） 

○田舎の方は年々年寄りだけの家庭が多くなります。日常の買い物またはいろいろの用件で

の外出等、とかく田舎は乗り物がなく、あるいは非常に少なく、その都度タクシーを頼ま

なければなりません。年金生活者にはとても大変です。町にお願いしても予算がとれない

ということです。もう少し田舎の方に予算をいただけないでしょうか。お願いいたします。

（女性・60 歳以上・中央地域） 

○私の住む南房総では観光に力を入れていて、海岸も整備されてきていますが、なんといっ

ても交通の便が悪いと思います。電車もバスも１時間に１本くらいだと思います。どうに

かしてほしいです。（女性・20 代・南地域） 

○先ず東西線の混雑暖和が希望です。ホームの延長と車輌の増結を望みます。（女性・20

代・西地域） 

 

 

 ■県警への要望 

○若者が駅周辺で昼夜問わず大勢で集まっており、夜になると大声を出して恐怖を感じま

す。同世代の若者や女性、高齢者の方々がもっと恐い思いをしているのではないでしょう

か？警備を強化し排除してほしい。現に私の息子は、夕方帰宅途中、青年にナイフでおど

かされ交番に行ってます。安心して住める安全な町にしてください。（男性・50 代・中

央地域） 

○他県からの居住者であるが、交通マナーの悪さにびっくりしている。警察官の人員不足が

あると思うが、今以上の取り締まり指導を強化してもらいたい。（男性・50 代・中央地

域） 

○無灯火の自転車が多く、いつも危険な思いをしています。また、ベルを鳴らさずに、後か

ら通り抜けていく自転車が多く、いつもヒヤッとします。歩道を歩行者と自転車に線引い

て区分けするなど、対策をたててほしいと思います。大昔は、自転車は車道を通っていた

のです。しかし、車が多くなり、自転車と車の事故が増えたため、歩道を走ることを許さ

れるようになったのです。歩道は歩行者が主役です。ところが、千葉県では歩行者が遠慮

しながら歩き、自転車が我が物顔に走っているのが実情です。無灯火は本来違法ではない

のでしょうか。早急に自転車の取り締まりを強化していただきたいと思います。（女性・

50 代・中央地域） 

○千葉県は交通事故による死亡者がワーストに入っており、削減するような方策を徹底され

るよう改善してほしい。（男性・60 歳以上・西地域） 
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 ■次世代を担う子どもの育成支援を充実する 

○＜少子化対策の１つとして＞児童対策等はあるものの、現実的には、子どもが大学へ進学

するまでにかかる教育等の経済的な負担は、尻上がりで増えていくのが実態。次世代を担

う人材を育成するという観点（将来の税収の源）としての支援、具体的には一番お金のか

かる中・高校生を持つ世帯への減税租置や、補助金など考えられないものか。特に人口増

に貢献している第３子以降についての、公共的なサポートがあってもよいのではないか。

彼らが将来自分の親以外の高齢者を支えることになるのであれば、現役世代は、広くあま

ねく、彼らへの投資サポートをすべきと考える。（男性・40 代・中央地域） 

○現在未就学児までになっている医療費補助制度を小学生まで拡充してほしい。インフルエ

ンザの予防接種の子ども（小学生以下）への補助がほしい（今６５才以上は１０００円の

補助有）。（女性・30 代・東地域） 

○子どもを一人育てるのも二人育てるのも同じと言いますが、金銭的な面でだいぶ違ってき

ます。貧之子沢山が厳しいこの世の中で、子どもがたくさんほしくてもつくれない家庭が

たくさんあります。年々、医療費免除などの年齢が引き上げられたり、幼稚園の還付金の

制度が変わり、少しずつよくなってきてはいますが、まだ満足できる環境には残念ながら

なってません。私ももう一人子どもがほしかったのですが、やはり金銭的理由でつくりま

せんでした。私の周りにも同じ様な声がたくさんあります。親が子どもを安心して産めて、

子どもが楽しく過ごせる地域づくりをしていただきたいです（無料で、または格安で楽し

く遊べる施設の充実や、レクリエーションを増やすとか…）（女性・40 代・中央地域） 

○我家に子どもはいませんが、これから子どもを育てていく上で不安なことがたくさんで

す。もっと費用の面でも制度の面でもしっかりして！（女性・20 代・西地域） 
 
 

 ■大気汚染、水質汚濁、騒音などの環境対策をすすめる 

○自衛隊の演習場の近くに３０年以上住んでいますが、最近大型ヘリコプターが飛んで低空

飛行が激しく、騒音と振動に悩まされている。近隣は住宅地になっているので、住民に迷

惑な演習は他の所で行ってもらいたい。以前は演習日を市の公報で通知されていたのに、

最近はある日突然行われる？落下傘が、風で演習場外に落ちたこともあったので、海上へ

移って行ったらどうでしょう。（男性・60 歳以上・西地域） 

○我が家は新行徳バイパスに面して居住していますが、通行量が多いため道路の補修が間に

合わず、振動・排気ガス等には日夜悩まされておりお手上げ状態です。何とか解決方法は

ないものでしょうか。（女性・60 歳以上・西地域） 

○工場地帯のせいか光化学スモッグがひどいです。２０年前はあまり気になりませんでした

が、最近は目が痛くなったり頭痛がしたり息苦くなったりします。それと時々朝や休日に

工場からと思われる悪臭がするので改善してほしいです。また産業道路を通ると廃棄ガス

がひどく毎日これだけの量が排出されていると思うと将来が怖いです。特に大気汚染対策

を望みます。（女性・30 代・南地域） 
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 ■学校教育を充実する 

○早急に全学校に冷房（できれば冷暖房）を入れてください。今年のような猛暑でエアコン

なしでは、子どもの健康が心配です。一般の人の多くは、学校は冷暖房完備だと思ってい

る人が大変多いです。とにかく早急にお願いします。全小中高校に冷暖房完備を！！学校

の環境はあまりに劣悪です。ここには書ききれませんが何とかしてください。地域格差が

ありすぎます。（男性・30 代・東地域） 

○私は二人の小学生の子を持つ母親です。今年の夏休み、子どもたちの宿題の少なさに大変

驚きました。他の小学校のお母さんたちの話を聞いても同様の意見でした。「ゆとり教育」

に不安を感じますが、その不安は、個々の家庭での考えで補うものなのでしょうか？塾に

通う子どもたちは勉強できる。そうでない子はできない。そんな格差教育でよいのでしょ

うか？もちろんすべて学校教育にまかせきりにしていてはいけないとも思いますが、この

状態では学力低下は仕方のない事だと思います。学校での教育を考え直していただきたい

です。（女性・40 代・西地域） 

○教育にもっとお金をかけてほしい。私は県立高校、県立短大に通っていましたが、設備が

もう古くてどうしようもありませんでした。（女性・20 代・中央地域） 
 


