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10 自由回答 

問 このほかにも、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、305人から延べ415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34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 県政全般に関する要望 49

第２位 道路を整備する 45

第３位 便利な交通網を整備する 27

第４位 県政の情報発信について 22

第５位 次世代を担う子どもの育成支援を充実する 21

第６位 学校教育を充実する 17

第７位 観光を振興する 16

第８位 高齢者の福祉を充実する 14

第９位 医療サービス体制を整備する 13

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 12

〃 農林水産業を振興し新鮮な農林水産物を供給する 12

〃 犯罪防止対策をすすめる 12

第13位 中心市街地の活性化を推進する 11

第14位 災害から県民を守る 10

第15位 障害のある人の福祉や社会参加の支援を充実する 9

〃 雇用の場を広げる 9

第17位 公園・緑地を整備する 8

第18位 市民活動団体やボランティアへの活動支援を充実する 7

〃 自然を守り、緑を育てる 7

〃 生涯学習・スポーツ・レクリエーションを振興する 7

第21位 交通事故から県民を守る 6

〃 住宅対策を充実する 6

〃 東京湾アクアラインについて 6

第24位 廃棄物対策をすすめる 5

〃 商工業を振興し、地域経済の担い手を育成する 5

第26位 安心して飲める良質な水道水を供給する 4

〃 仕事と子育てや介護が両立する働き方を実現する 4

第28位 下水道を整備する 3

〃 芸術・文化活動を振興する 3

第30位 青少年を健全に育てる 2

〃 健康づくりをすすめて、病気を予防する 2

第32位 食品の安全を守る 1

〃 国際交流や国際協力をすすめる 1

〃 省資源やリサイクルをすすめる 1

その他 38

その他　うち、国政への要望 (2)

その他　うち、住んでいる市町村への要望 (7)

　合　計（再掲分を含む　延べ数） 415



第54回県政に関する世論調査（Ｈ29年度） 

－ 164 － 

【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 

○他の都道府県に住んでいる方から、「千葉県に住んでいるの？うらやましい。」と言われる 

ような県になれるといいと思っています。  （女性、50代、印旛地域） 

 

○一生住み続けたいと思えるような地域（県）になると良いと思う。 

（女性、50代、葛南地域） 

 

○障害者による福祉ショップや、手作り好きな人たちのハンドメイド店、農家の野菜市を  

集めた大規模な市などの複合イベントを開催して、県を活性化してほしい。 

 （女性、30代、葛南地域） 

 

○千葉県のイメージ向上に向けた施策を継続し、より魅力ある県になるように願っています。 

                               （男性、40代、千葉地域） 

 

○千葉の都市部も自然豊かなところもどちらも好きです。それぞれのよいところがこれからも

残るといいなと思ってます。                 （女性、30代、葛南地域） 

 

○地方自治を進め、柔軟な県政を築いて頂きたい。        （男性、40代、葛南地域） 

   

○全ての面で都市部との差が大きい気がする。 （女性、65歳以上、海匝地域） 

 

 

■道路を整備する 

○銚子連絡道路の早期開通。  （男性、20代、海匝地域） 

 

○通学路なのに歩道が整備されていない。子ども達が安全に登下校できる歩道をつくって  

ほしい。  （男性、50代、長生地域） 

 

  ○東京オリンピックまでに自転車レーンの整備を！       （男性、50代、印旛地域） 

 

○安全に通れる歩行者の道路がもっと多くなってほしい。歩いて楽しい道づくりを願う。 

（男性、40 代、東葛飾地域） 

 

○歩道のバリアフリー化を積極的に進めて欲しい。車いす・ベビーカーの安全対策。段差を  

無くす。 （男性、65歳以上、千葉地域） 

 

○千葉県は道路の状態が非常に悪いと感じる。特に国道16号は大きな穴が開いているところが

多い。しっかり整備してほしい。また、渋滞が多い。 （男性、30代、千葉地域） 
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○観光に出かけると必ず渋滞にはまる。迂回できる道の整備や案内があると良い。 

（女性、50代、葛南地域） 

 

  ○気になるのは道の狭さ。車にも自転車にも乗りますが、通行する際の危ないと思う恐怖では  

どの県よりよく思います。自動車も歩行者も自転車も安心して、安全に通行できると嬉しい

です。                          （女性、20 代、葛南地域） 

 

○通勤途中に道路が冠水する所があります。数年に１度、職員の方たちが見に来ていますが、

20年近く工事されることもなく、大雨の時に、車通勤に不安を感じています。 

（女性、50代、印旛地域） 

 

○片側一車線が多く、いたる所で渋滞している気がします。これから益々発展して行くで  

あろう新鎌ケ谷駅周辺の拡幅工事は早急に進めなければ後々手遅れになると思われます。 

抜け道も多く学童の登下校に使われている道も数知れず大変危惧しております。遊歩道の 

整備も限られた区域に集中している気がします。 （男性、60～64歳、東葛飾地域） 

 

 

■便利な交通網を整備する  

  ○都心にアクセスする際に、鉄道の運賃が高すぎるため、わざわざ遠回りをしたりしている。

これは私だけの意見でなく、周囲の意見でもあります。もう少し安くなってもらえると  

すごく助かります。                     （男性、20代、印旛地域） 

 

  ○私共のように免許を返納したものにとりましてはバス便をもっと多く路線ももっと多く 

して下さい。又、１人か２人しか集らないバスに、大型バスは無駄ではないでしょうか、  

中型バスでよいと思います。 （女性、65歳以上、千葉地域） 

 

  ○私は現在勝浦市に住んでおり、大学へ通っています。鉄道を利用していますが（勝浦～海浜

幕張間を利用しています）普通電車（各駅）を利用しています。たまに特急を利用しますが

金銭上めったに使う事が出来ません。出来れば快速電車が通勤、通学の為にあると、大変  

助かるのですが、特急を快速に変更出来たらと思っております。 （女性、20代、夷隅地域） 

 

 

■県政の情報発信について 

○チーバくんを、全国的に有名にしてほしい。  （女性、50代、千葉地域） 

 

○アンテナのないマンションで、千葉テレビが見られないため、情報が届いていません。  

「ちば県民だより」はポスト投函されている無料の地域新聞のように、チラシとして投函 

してはどうかと思います。ちなみに新聞は取っておりません。 （男性、40代、千葉地域） 
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○普通に生活していると県政の情報に触れることがありません。意識的に情報を取りに   

行かないといけない、というのは少し残念です。 （男性、30代、東葛飾地域） 

 

○自分の住んでいる所で不便に思っていることを伝えて改善してもらうには、どこに言えば 

良いのか知りたいです。  （女性、30代、印旛地域） 

 

 

■次世代を担う子どもの育成支援を充実する 

○待機児童問題に真剣に向き合って欲しいです。市町村の行政に任せきりでなく、県で旗を 

振り取り組む必要があります。認可保育所のあり方についてしっかり協議したうえで、  

子ども目線での県政を要望致します。 （男性、40代、東葛飾地域） 

 

○保育所の充実も大切だと思いますが、そこで働く保育士に対しての手当ても大切だと思いま

す。保育士の資格を持っているけど働いてない人、働きたい人が再び働きたいと思えるよう

な給料になるよう、手当など県としてやっていけることはないでしょうか。地方へ行くと 

給与面で差が出ています。  （女性、30代、君津地域） 

 

○少子化の現在、子育て支援は最重要事項とされるべきであり、経済的支援も必要と考える。 

（女性、20代、葛南地域） 

 

○子どもたちが住みやすいまちをつくることで、人口増となり、様々な事業が充実すると  

思います。千葉県が先頭に立って、子育て家庭にやさしい県、教育が充実している県と   

なってほしいと思います。  （男性、40代、印旛地域） 

 

○子どもの医療費を無料にしてほしいです。  （男性、40代、葛南地域） 

 

 

■学校教育を充実する 

○先生方の力不足、指導力の無い先生もいるので、子どもだけでなく指導者の研修会等も定期

的に行ってほしいと思います。 （女性、65歳以上、東葛飾地域） 

 

○次世代を担う子どもたちを教育する教員の資質向上を望みます。教員の負担を軽減すること

も大事ですし、一人一人の働きに応じて報酬の幅がもっとあってもよいのでは。良い人材を

得るためにも、予算をつけて給与のレベルアップをお願いしたいです。 

（女性、40代、山武地域） 

 

○子どもの通学路の見直し、整備をしてほしいです。  （女性、40代、香取地域） 

 



第54回県政に関する世論調査（Ｈ29年度） 

－ 167 － 

 

■観光を振興する 

○館山市は、他の市にくらべてまだまだ遅れを取っているように思われる。観光面でもこれと

いった目玉的な物はないように思われる。是非気候の良さ、住民の心の温かさをアピール 

して頂きたい。 （女性、65歳以上、安房地域） 

 

○海沿いの駐車場の整備は、内房は多少良いが、外房はほとんど出来ていない。千葉ブランド

水産物を作っても、食べに来たり買いに行ったりした時、がっかりすると思います。 

（男性、40代、海匝地域） 

 

○都内の知人にここがいいよ、と紹介できるような観光のモデルコースのような情報が県の 

ホームページにまとまってあるといいと思います。私も参考にしたいです。 

（女性、40代、君津地域） 

 

○今はペットを飼っている人が多く、一緒に旅行もします。千葉県内でもっとペットと一緒に

遊べる、入れる施設をアピールするべきだと思います。宿泊施設はいろいろ見つかるのです

が、ペットと一緒に入れる施設がパッと見てもわかりづらい。 （女性、40代、千葉地域） 

 

 

■高齢者の福祉を充実する 

○老後が心配です。年金ももらえるかどうか分からず、税負担も多く今後の生活も不安です。 

（女性、40代、山武地域） 

 

○現在介護職に就いているが、仕事内容が大変なわりに賃金が少ない。また、年々賃金カット

されている。保育士の賃金が上がるのに介護職の賃金は上がらないのはいかがなものか。 

（女性、50代、君津地域） 

 

○介護する人材が不足する中で、特養をたくさん作り、大きな施設にて、効率的にまとめて  

介護できる方がよいと思います。小さな施設で人材を確保するだけでも大変です。また、  

ヘルパーの資格を取るのに現在数万円の実費負担がありますが、個人が無料で取れる制度に

しなければ、好んで選ぶ人は増えない。こういう所に税金を使っていただきたい。そう   

すれば若い人達も働けます。 （女性、65歳以上、印旛地域） 

 

 

■医療サービス体制を整備する 

○近隣の他県と比べて、大規模な総合病院が少ない。特に船橋市は人口の割に少ない。早急に

検討願いたい。何か計画があれば教えて欲しい。 （男性、65歳以上、葛南地域） 

 

○自宅で最期を迎えられるよう訪問看護の充実をお願いしたいと思います。 

（女性、65歳以上、山武地域） 
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○看護師さんの少ない病院がたくさんあり大変なので、そちらの方も目を向けて下さい。  

働いている方々が気の毒でした。 （女性、65歳以上、印旛地域） 

 

 

■大気汚染、水質汚濁、騒音などの環境対策をすすめる 

○自衛隊機の騒音がひどい。国を守るための練習で仕方ないと思うが、飛行コースを毎回  

変えるとか、低空をさけるとかして何とか住民に対し配慮をしてもらいたい。 

（男性、65歳以上、東葛飾地域） 

 

○個人でのごみ処理による公害が許せません。 （男性、60～64歳、東葛飾地域） 

 

 

■農林水産業を振興し新鮮な農林水産物を供給する 

○千葉県産の農作物、水産物の良さをもっと県内外の人達にアピールしてもらいたい。他県と

比較してもより優れ、種類も豊富であるはずです。それを知らない千葉県民や他県の人が 

多いと思われます。 （男性、65歳以上、東葛飾地域） 

 

○千葉県は自然が豊かで農産物、水産物ともに恵まれており、潜在力が高い県だと思います。

この潜在力をもっともっと活かすことができればより魅力的な地域になると思います。 

（男性、40代、葛南地域） 

 

○高齢化で農業が出来なくなっている田畑を県や市で無料で借りて、米や野菜作りがしたい 

方にやって頂くようなことが出来れば良いと思います。  （女性、50代、君津地域） 

 

 

■犯罪防止対策をすすめる 

○悪質な犯罪、交通環境の悪化など目に見えて増えたと感じる。（男性、50代、東葛飾地域） 

 

○今後も子供達が安全に暮らせる環境を、整えて欲しいと思います。（女性、30代、葛南地域） 

 

○安心して住める千葉県をめざして！特に防犯対策を！（男性、65歳以上、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、175人からの回答が寄せら

れた。これらのご意見から、一部抜粋して記載した。 

 

○県民の考えに耳を傾けて、県政を少しでも良くしていこうというお考えに賛同します。より

住み良い地域になりますことを心から願います。 （男性、60～64歳、葛南地域） 

 

○県民の意見を聞くいい機会だと思うので、回数を増やして様々な世帯からの意見を聞いた 

ほうがいい。                       （男性、30代、東葛飾地域） 

 

○丸を付ける場所が分からない。「番号に丸を付ける」など表記がほしい。 

（男性、20代、千葉地域） 

 

○調査内容に良く分からない所があるので見直しが必要です。（男性、65歳以上、千葉地域） 

 

○性別の質問を「男」「女」だけでなく、「その他」という項目があった方が良いと思います。

社会的にジェンダーの問題が多く出てきているので。 （男性、20代、東葛飾地域） 

 

  ○設問数が多いと思います。                 （女性、40代、葛南地域） 

 

○インターネットで回答できるようにしてほしい。  （女性、30代、葛南地域） 

 

○調査結果とその結果に対する対処を公表して欲しい。 （男性、60～64歳、印旛地域） 

 

○こういう「世論調査」をやりますということを「ちば県民だより」でお知らせしてほしい  

です。                          （女性、50代、葛南地域） 

 

○答えて下さった方には、何か、特典があっても良いと思います。 （女性、50代、千葉地域） 

 

○他県はこういう調査をしているのでしょうか。他県と千葉県のアンケートの比較があると、

千葉の特色が分かっておもしろいと思います。 （女性、20代、東葛飾地域） 

 

○出来る事なら、もっと詳細な意見についても述べる場があるともっといいと思う。 

（男性、40代、千葉地域） 

 

 

 

 


