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10 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、338人から延べ387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38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 79

第２位 高齢者の福祉を充実する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30

第３位 道路を整備する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 24

第４位 県政情報の発信や活動のPRについて 22

第５位 便利な交通網を整備する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20

第６位 次世代を担う子どもの育成支援を充実する　　　　　　　　　　　　　 14

第７位 医療サービス体制を整備する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12

〃 災害から県民を守る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12

第９位 観光を振興する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11

第10位 アクアラインについて 10

〃 雇用の場を広げる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10

第12位 調査について 8

〃 犯罪防止対策をすすめる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8

第14位 公園・緑地・水辺を整備する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7

第15位 大気汚染、水質汚濁、騒音などの環境対策をすすめる　　　　　　　　 6

〃 生涯学習・スポーツ・レクリエーションを振興する　　　　　　　　　 6

〃 障害のある人の福祉や社会参加の支援を充実する　　　　　　　　　　 6

〃 交通事故から県民を守る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6

第19位 学校教育を充実する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5

〃 東京電力福島第一原子力発電所事故の影響から県民を守る　　　　　　 5

第21位 中心市街地の活性化を推進する　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4

〃 仕事と子育てが両立する働き方を実現する　　　　　　　　　　　　　 4

〃 農林水産業を振興し新鮮な農林水産物を供給する　　　　　　　　　　 4

〃 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　　　 4

第25位 街の景観 3

〃 自然を守り、緑を育てる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3

〃 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

第28位 国際交流や国際協力をすすめる　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

〃 青少年を健全に育てる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

〃 施策実現や地域活性化のためのITの利活用を進める　　　　　　　　　 2
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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 

○県外に住む県民にもサービスが行き届くようになれば良いと思いました。県外からでも選挙の

投票ができる。県外の病院でも頸がん検診のサービス券が使えるなど（県政ではないかもしれ

ませんが…）。（女性、20～29歳、香取地域） 

 

○千葉県と千葉市の連携強化による県都としての魅力的かつ独自性を持った街作りを推進してほ

しい。神奈川県の海洋資源を活用した街づくり、観光資源の活用を参考として魅力作りを考え

ていきたい。世代を引き継ぎ、長く千葉に生活基盤を作れる税制を考えていきたい。 

（男性、40～49歳、千葉地域） 

 

○他県と比べて行政サービスが悪い。例えば運転免許更新手続き、パスポート取得等において（隣

接県と比して）。（男性、50～59歳、東葛飾地域） 

 

○関東６県の中で最も魅力ある県になる様な施策を打ち出し、住人（人口）が増え、企業を誘致

する様にしてほしい。その為には、お金を使うところは使っていいと考えます。一方、不要と

考えられる施策にはお金を絞ってほしい。メリハリのある県政を希望します。 

                              （男性、30～39歳、千葉地域） 

 

○県民の声が届く千葉県であってほしいと思います。県民としても、千葉県に住んでいるからに

は、しっかり千葉の情報を学び、知っていくことを意識したいです。 

（女性、20～29歳、葛南地域） 

 

○少子化、高齢化の中で、福祉政策のビジョンがわかりにくい。例えば、横浜市の待機児童０な 

ど、県民をうならせるようなものが見えない。法律に基づく諸計画も県・市ともに特異なもの 

もなく、これらに取り組む姿勢が感じられない。（男性、65歳以上、葛南地域） 

 

○税金は大切な事はわかります。使い方は一人一人の気持ちを思って、平等に、政治は誰もが納

得する使い道をお願いします。（女性、65歳以上、海匝地域） 

 

第31位 省資源やリサイクルをすすめる　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

〃 ＮＰＯやボランティアへの活動支援を充実する　　　　　　　　　　　 1

〃 安心して飲める良質な水道水を供給する　　　　　　　　　　　　　　 1

〃 食品の安全を守る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

〃 男女共同参画を推進する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

〃 芸術・文化活動を振興する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

〃 下水道を整備する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

〃 廃棄物対策をすすめる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

その他 47

　うち、住んでいる市町村への要望 16

　うち、国政への要望 7

387   合  計 　
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○人口流出を防ぐ対策を考えるべき（特に若い世代）。（女性、65歳以上、印旛地域） 

 

○人口が市街地ばかりに集中するのではなく、県全体どこでも住み易いような県にして欲しいで

す。（男性、20～29歳、山武地域） 

 

○厳しい県の財政を立て直していく道筋を、県民にはっきりと示し、納得させてほしい。行政に

携わる人々が必死の姿勢を見せれば県民も協力する。私は戦後生まれだが、戦中戦後の辛い苦

しい頑張りは祖父母、両親から聞いて、物心ついたころから知っている。公務に従事する人々

の公僕を忘れない真摯な態度、行いが、県の借金返済の為に耐えて協力する県民を生んでいく

と信じている。（女性、65歳以上、長生地域） 

 

■高齢者福祉を充実する 

○母の介護、看取りをして、娘でもつらかったと思っています。子どもにはその負担をかけたく

ありません。仕事をしていてはとても無理だと思いますし。在宅でも高齢者が一人で暮らして

いけるサービス、福祉の充実を切に希望します。（女性、50～59歳、千葉地域） 

 

○高齢者が（特に単身者）非常に多くなってきています。なるべく病院に行かなくて済むように、

近くで集って習い事とかおしゃべりが出来るような施設がほしいです。元気でいられると思い

ます。（女性、65歳以上、東葛飾地域） 

 

○家に年寄りだけで、どのような支援を受けられるのか、誰に相談していいのか？どこまでみて

いただけるのか、いくらお金がかかるのか、不安です。（女性、60～64歳、海匝地域） 

 

○老いた時に健康のために歩く散歩路がほしい。小さな公園があちらこちらにあるのですが。こ

れから増える認知症対策として近くの自治会で自由参加のトレーニングの場が定期的に開かれ

たらと思います。（女性、65歳以上、千葉地域） 

 

 ○一人暮らしの高齢者が多い地域に住んでいます。自分たちが元気なうちなら、なんとか見れま 

すが、だんだん年齢が重なるにつれ見てあげれるかどうか不安な時もあります。高齢者対策を

どんどん進めて欲しいです。（女性、40～49歳、千葉地域） 

 

○高齢者が安心して暮らせる県であるように。（男性、40～49歳、葛南地域） 

 

○高齢者が増える時代です。もっと気軽に利用できる施設を考えてほしい。 

（女性、60～64歳、千葉地域） 

  

 ○自分自身の勝手な考えですが、今は車に乗ったり自転車に乗る事ができるから良いが、７５才

になりますので、乗り物に自分で利用できなくなると近くにお買い物する所が少ないので、今

より少々不便になるかと心細い気がします。（男性、65歳以上、東葛飾地域） 

 

 ○子育てに関しては申し分ないと思うが、年寄りには冷たく感じる。 

                                    （女性、65歳以上、印旛地域） 

   

○老夫婦の暮らしです。平穏な暮らしが続く様な施策を望んでいます。高齢者と子供たちのふれ

あう場所とか。（男性、65歳以上、千葉地域）  
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■道路を整備する 

○道路の渋滞緩和に対し、改善を急いでいただきたいです。（男性、20～29歳、千葉地域） 

 

○道路がせまい。子供の通学路になっている道の歩道の整備をぜひお願いいたします。 

                              （女性、40～49歳、葛南地域） 

 

○圏央道の開通により東京へのアクセスがとても良くなり、感謝しています。もっともっと都会

から緑豊かないすみ市に来て頂きたいと思います。（女性、60～64歳、夷隅地域） 

 

○自転車専用道路をもっと作ってほしい。（女性、65歳以上、千葉地域） 

 

○ずっとできあがらない都市計画道路がある。そのせいで近くの住宅街の道が抜け道になってし

まっていて、通学路を車がたくさん通って危険。無駄はなくしていかなくてはならないけど、

必要な物はちゃんと作って欲しい。（男性、30～39歳、千葉地域） 

 

■県政情報の発信や活動のＰＲについて 

○千葉県は都心に近い割に海もあって自然に恵まれていますが、私も含めて千葉県民自身があま

り魅力に気付いていないように思います。千葉の魅力をずいぶん以前に比べればいろいろとア

ピールするようになったと感じておりますが、今後も発信していただけたらと思っております。 

（女性、30～39歳、葛南地域） 

 

  ○広報誌など、各家庭に配布された方が良いと思います（ＴＶ、インターネット等は自らが見よ

うとしなければ見れないので）。他にも県→市含め、個人が困り必要として調べるのではなく、

公の県（市）から個人（家庭）全体への情報の知らせが必要と思います。 

（女性、50～59歳、海匝地域） 

   

  ○Ｗｅｂ等で県政を閲覧出来ない人の為に、もっと紙面での公開、広報を望む。 

（男性、50～59歳、葛南地域） 

 

○全てのことに対してもっとわかりやすく説明等もしっかりしてほしい。今、県が何をしている

のか何に力を入れているのかがさっぱりわからない。千葉県は被災地、被災者のためにどのよ

うなことをしているのか。（女性、20～29歳、千葉地域） 

 

○千葉県に関する情報があまり入ってこないと思いました。私は熊本県から来たのですが、そこ

ではどのテレビ局でも県に関する情報を放送していたので、自然に情報を得る事ができていま

した。しかし、千葉県では千葉テレビしかなく、今でもあまり千葉県のことを知りません。 

（男性、20～29歳、東葛飾地域） 
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■便利な交通網を整備する 

○南房総地区への電車の便を良くしてほしい。快速電車とは名ばかりで、ほとんどの駅に停車す

るので各駅と変わりがない。同じ県内でも都内へ行くより、時間がかかることがある。 

（女性、40～49歳、君津地域） 

 

  ○終電が早すぎる！！ 都内から帰る場合、特に不便です。都内まで行かないと買えないもの 

が多い。ファッションなど…化粧品など。（女性、20～29歳、印旛地域） 

 

  ○県中南部、北東部での交通弱者対策の実施（廃止、減便された路線バスの代替交通の確保）。 

（男性、30～39歳、千葉地域） 

 

  ○外房地域の交通の利便性向上。（男性、20～29歳、夷隅地域） 

 

  ○千葉ニュータウンに住んでいるが、北総線の運賃の高さは目を見はるばかり。都内で２４０円 

を支払うと、かなりの距離を移動できるのに、当地では隣駅までも行けない状態（隣駅まで２ 

９０円）。これらの状態から中高生以上の子を持つ家庭は、引越し等をせまられる現状がある。 

また、就職に関しても交通費負担が多いため、企業としては北総線を使う人を採用しない…と 

いう話も耳にしている。このあたりをなんとか改善してもらいたい。北総線を使うことには、 

こだわってはいない。（女性、60～64歳、印旛地域） 

 

■次世代を担う子どもの育成支援を充実する 

○公園がまわりにたくさんあるのですが、子供が遊んでいる姿をあまり見ません。少子化対策を

お願いします。（女性、40～49歳、君津地域） 

 

○高齢者の福祉対策として配分される予算が多いと思いますが、子育ても重視して頂きたい（経

済面というよりも、子育てをしていく上での相談、健康、幼稚園の情報提供などの充実を希望）。

（男性、30～39歳、東葛飾地域） 

 

○不登校の子ども達の安心できる居場所や活動の場を作ってほしい。また、その親への支援

も必要だと思います。未来を担う子ども達のため、子どもを育てる親が明るくならなけれ

ば、明るい未来はないと思うので、学力ばかりに目を向けずに、心に余裕ができる政策を

期待します。（女性、40～49歳、東葛飾地域） 

 

○市により福祉やサービス内容に格差があるため、なるべくその差を少なくして欲しい。

例えば、子供の医療費助成も小学３年生までのところもあれば、小学６年生や中学生ま

でのところもある。（女性、30～39歳、山武地域） 

 

○私は子育て世代ですが、一番お金のかかる時期です。しかし、子供がいる（小学生２人）

世代ですが、補助金や「チーパス」があるおかげで随分と助かっています。欲を言うな

ら「チーパス」の加盟店を増やしてもらったり、お得感を感じられるカードやクーポン

などが他にもあるといいと思います。あと、チーパスカードに加盟しているお店の方で

も、利用頻度を上げられる様、声をかけてくれるといいと思います。 

（女性、40～49歳、葛南地域） 
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■医療サービス体制を整備する 

○訪問診療ができる医師を増やして欲しい。（男性、60～64歳、千葉地域） 

 

○救急の受け入れ先が民間でダメな場合、最終的には県ｏｒ市の病院で必ず受け入れるとなれ

ば幸いです。（女性、60～64歳、千葉地域） 

 

○病院が少なく、どの病院へ行っても混んでいます。もっと病院を増やして頂きたい。 

（男性、40～49歳、君津地域） 

 

   ○医療施設が最低限整っていないと不安を感じます。（女性、30～39歳、山武地域） 

 

   ○どうか千葉県の母体搬送のシステムと医師不足の改善をお願いします。 

（女性、30～39歳、葛南地域）

■災害から県民を守る 

  ○やはり災害への対策をもっと強化していただきたいです。東日本大震災を教訓に、事前防止策

から発生時の対応まで、もっと県民を巻き込んで取り組んでいくべきだと思います。 

（女性、20～29歳、葛南地域） 

 

    ○現在各地域ごとに指定されている災害発生時の避難場所及び避難所等は、地震、火災等には有

効だが、低地である校庭、公園等は津波（東日本大地震の例）発生時には、ほぼ無力に近いと

思う。高層ビルの指定及び高台の遊技場、公園、公共施設等の利用がより効果的と考えられま

すが、いかがでしょうか！（男性、65歳以上、千葉地域） 

  

  ○災害時避難場所の細密化（わが家から指定されている公共施設まで５ｋｍほど離れている為）。 

（男性、30～39歳、千葉地域） 

 

  ○津波、水害、汚染等の被害の対策等、ＴＶや新聞で報道されない住居近辺のことを知りたいと

思います。それにより、住民各々の自覚も生まれると思いました。 

（女性、65歳以上、印旛地域） 

 

  ○万一津波が来た際の避難場所も不明ですし、避難場所とされている小学校や公園の液状化も目

立ちました。避難場所、及びそこまでの道のりの液状化対策を望みます。 

（女性、30～39歳、葛南地域） 

 

■観光を振興する 

○千葉は、自然豊かなすばらしい所です。もっと観光アピールをしたらよいと思います。南房総

にも魅力的な観光地が増えるとよいのですが…。（女性、20～29歳、葛南地域） 

 

   ○都心にも近く、自然環境に恵まれながら、海に面した観光地がいずれも雑然としているのが残 

念です。整備をしたら、もっと美しい県になると思うのですが。 

（女性、65歳以上、東葛飾地域） 

 

  ○近隣の県とも連携し、関東にもっと諸外国から観光に来るような仕組み作りを行ってほしいで 

す。（男性、30～39歳、葛南地域） 
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○県の銘菓や特産品の印象が薄いので、アピールや開発に力を入れるとよいと思います。道の駅 

が少しずつ増えていて利用させていただいてます。利用しやすく、大変便利です。 

（女性、30～39歳、山武地域） 

    

  ○森田県知事がテレビで千葉県の魅力を伝えていくとおっしゃっていました。日本には多くの外 

国人が訪れています。県民がもっと自身の県を理解し、魅力を伝えていけるようになれればい 

いなと思います。そして、外国人の方も含め、多くの方が観光で来てくれるくらい活性化した

県になったらいいなと思います！（女性、30～39歳、東葛飾地域） 

 

■アクアラインについて 

○東京から鴨川に行く交通としてアクアラインを利用しています。頻繁に利用する者にとって、

料金の設定は重要ですのでよろしくお願いします。（女性、40～49歳、安房地域） 

 

○アクアラインを安くする事より、他にやる事があると思う。（男性、40～49歳、千葉地域） 

 

○現在、アクアラインをＥＴＣで８００円で利用させて頂いています。大変便利で頻繁に使って

いますが、これは一時的なもので終わってしまうのでしょうか？ 今の一般料金、３０００円、

往復で６０００円になると今までの様には通行する事は出来なくなってしまいます。妥当な料

金設定を望んでいます。（女性、65歳以上、君津地域） 

 

○アクアラインの値下げは観光客の増加など、千葉経済に効果が出ていると思います。 

継続ｏｒ定常化をお願いします。（男性、30～39歳、千葉地域） 

 

■雇用の場を広げる 

○お年寄りや障害をもつ方、シングルマザーの方が社会で働きやすい環境を作っていただきたい 

です。そうすれば千葉県が活性化すると思いますし、税金の収入も上がると思うので、今は先 

行投資の形で支援して頂けるとありがたく思います。（男性、30～39歳、葛南地域） 

 

○地方地域でも若者が働ける、または帰ってこれるためにも職場の確保が必要だと思います。学

校（大学）などで都会に出ても、働く場所があればもっと地元に帰ってきやすいと思います。

今は医療者は気軽に帰ってこれますが、他の仕事では帰ってこれないと思います。 

（女性、30～39歳、安房地域） 

 

○６５才が定年で会社をやめました。年金だけでは生活できなくて就職を希望しているのですが、

なかなか職につけません。どうして生計をたてるか悩んでいます。 

（女性、65歳以上、東葛飾地域） 

 

○正社員の雇用が必要と思う。特に若い男性、老人福祉など正社員の雇用はあるが、給料が低い。 

労働がきつい。その結果が離職となる。国では無理、千葉県独自で子供、結婚、労働と増加す 

る仕組みを作れないものか？ あと６０才～７０才の方の労働活用の仕組みも！ 

（男性、40～49歳、長生地域） 
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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、158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。 

 

○世論調査がある事を今回初めて知りました。改めて千葉県の事を考える時間ができて良かった

です。逆に千葉県民ですが、千葉を身近に感じられました。これからも何かあれば千葉県の事

を親子で見たり、調べたりしたいと思います。（女性、30～39歳、千葉地域） 

 

○問４３「県政への要望」３つまでにしぼって選択できません。残念です。 

 （女性、40～49歳、葛南地域） 

 

○調査結果公表後の対策を知りたいですね。折りにふれて、何らかを長期間にわたっても結構で

すから、公表して下さい。決しておざなりにしないで下さいね。 

（女性、65歳以上、東葛飾地域） 

 

○この調査が本当に県政に反映されるのかは分かりませんが、アンケートを取るだけで終わりに

してほしくはありません。アンケート調査をしっかり県政に活かして頂き、明るい未来の千葉

県へと導いて下さい。千葉県は本当に良い所です。千葉県民である事に誇りを感じます。 

                              （男性、30～39歳、葛南地域） 

 

○世論調査が送られて、改めて住みやすい町だということを感じられました。これからはもっと

意識しながら、町への取り組み、子供へのしつけ等、行いたいと思います。 

（女性、40～49歳、君津地域） 

 

○質問が多く時間がかかる。もう少し分割して負担を減らしてみてはどうか。 

（女性、20～29歳、君津地域） 

 

○こういう世論調査は県民の素直な意見が聞けると思います。無作為でどんどん調査した方が良

いと思います。（男性、60～64歳、葛南地域） 

 

○この調査を県の政策に必ず反映させて欲しいと思います。（男性、20～29歳、山武地域） 

 

○もっと簡略化したものでも構いませんので、こういったものをネットなどから「電子目安箱」

的なもので意見を広く集めるのもひとつの方法だと思います（もうすでに実在するかもしれま

せんが…）。（男性、40～49歳、印旛地域） 

 

○自分自身、いかに県政に対して知らなかったか、よくわからせて頂きました。もう少し視野を

広げ、関心を持って生活をさせて頂きたいと思わせて頂きました。 

 （女性、60～64歳、長生地域） 


