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13 自由回答 

問 県や世論調査へのご意見やご提案がありましたら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、県への意見については245人から延べ303件の回答

が寄せられた。人数・件数には別の設問である「設問への意見」に記入された県への意見も含む。 

記述いただいた内容は多岐にわたり、県政の各施策におおむね沿った形で整理した。なお、一人

の回答が複数の内容にわたる場合には、原文の内容の趣旨を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、すべての意見を掲載することはできないが、意見の多

い項目（８件以上）に関しては、意見の一部を抜粋して記載するものとする。 

 

【県への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 64 
第２位 道路を整備する 38 
第３位 公共交通網（バス・鉄道）を整備する 21 
第４位 新型コロナウイルス感染症対策 13 
第５位 次世代を担う子どもの育成支援を充実する 12 

〃 県政の情報発信について 12 
第７位 犯罪防止対策をすすめる 11 
第８位 災害から県民を守る 9 
第９位 高齢者の福祉を充実する 8 

〃 自然を守り、緑を育てる 8 
第 11位 医療サービス体制を整備する 7 

〃 学校教育を充実する 7 
第 13位 障害のある人の福祉や社会参加の支援を充実する 6 

〃 公園・緑地を整備する 6 
第 15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 
〃 観光を振興する 5 
〃 交通事故から県民を守る 5 

第 19位 仕事と子育てや介護が両立する働き方を実現する 4 
〃 芸術・文化活動を振興する 4 

第 21位 下水道を整備する 3 
〃 安心して飲める良質な水道水を供給する 3 
〃 施策実現や地域活性化のためのＩＣＴ（情報通信技術）の利活用をすすめる 3 

第 24位 中心市街地の活性化を推進する 2 
〃 ひとり親家庭等の福祉を充実する 2 
〃 生涯学習・スポーツ・レクリエーションを振興する 2 
〃 東京湾アクアラインについて 2 

第 28位 男女共同参画を推進する 1 
〃 雇用の場を広げる 1 
〃 豊かな住生活を実現する 1 
〃 青少年を健全に育てる 1 
〃 温暖化対策、循環型社会を推進する 1 

  その他 31 
  その他 うち、国政への要望 6 
  その他 うち、住んでいる市町村への要望 15 

 合 計（延べ件数） 303 
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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 

○千葉県といえば…というものが無い気がする。とがった県が楽しい！ 特徴のある県にして

欲しい。 （男性、40代、流山市） 

○都市部と地方で格差が感じられるので、それぞれの良さを活かして活気ある千葉県をつくっ

て欲しいです。 （女性、30代、千葉市） 

○身体的に不自由な人は若くてもいるし、ケガ人病人もいる。そういう弱者の人が住みやすい

県になって欲しいし、働ける場所も増えて欲しいと感じています。（女性、50代、四街道市） 

○子どもや子どもがいる世帯だけでなく、もっと県民全体への支援をしてほしい。私たちは子

育て世帯といわれる年代だが、今後のことを考えるととても子どもを産んで育てられると思

えずあきらめざるを得ない。“働きざかりの世帯”にこそお金をかけるべきではないだろう

か？ （女性、30代、木更津市） 

○これからの介護、自分、家族の生活（食・住・衣）の不安。（両親８０代／自分夫婦４０代）。

５０代になっても夫婦で仕事が続けられるか不安。住宅ローンの支払いなど食品も上がり家

計が大変なのでクーポン割引など色々としてほしい。 （女性、40代、柏市） 

○自分で耕せる農地を誰でも購入できるようにする。自分の畑と果樹園をもって休日に耕しで

きるだけ食料を自給する。テレワークと合わせて、すばらしいライフスタイルになると思い

ます。 （男性、75歳以上、流山市） 

○空き家が増えています。個人に任せるだけでは解決しないと思います。県としても何か対策

をお願いしたいです。 （女性、60～64歳、夷隅郡御宿町） 

○財政の支出には、チェックを願いたい。 （女性、70～74歳、浦安市） 

○自分の住む自治会は高齢化が進み、若い世代へ一気に負担がかからないか心配です。 

（女性、40代、千葉市） 

○他の県のように生活支援をもっとやって欲しい。 （女性、60～64歳、船橋市） 

 

■道路を整備する 

○未来を考えた、まちづくりが大切です。特に道幅については、千葉県は昔からかわらず悪い

です。安心をして、歩ける道づくりをしてほしいです。道路整備に、力を入れてほしいです。 

（女性、70～74歳、鎌ケ谷市） 

○千葉県は広いので交通網の整備、渋滞個所の整備が必要。 （男性、70～74歳、富里市） 

○交通量が多いのに、両側に電柱があり、大人でもこわさを感じる。雨の日はなおさら（傘を

さしていて危ない）。通学路になっている、小学生は危険。 （女性、75歳以上、柏市） 
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○横断歩道の白線等が消えかかっていたり、道路脇の植栽が伸びて視界を遮っている所が多く

見られます。子ども達の命を守るために歩道の確保をお願いしたいです。 

 （女性、70～74歳、佐倉市） 

○私はサイクリストで、花見川河口近くに住んでいます。花見川サイクリングコースが好きで

よく走っています。是非、印旛沼までのコースの整備をお願いします。 

 （男性、50代、千葉市） 

 

■公共交通網（バス・鉄道）を整備する 

○自動車免許の返納について。田舎暮らしの高齢者にとって車がないと、病院に行くのも不自

由にしていることをもっと理解してほしい（一人暮らしは特にです）。タクシー券だけでは

なく巡回バスを多く田舎の方にも出してほしい。 （女性、70～74歳、富津市） 

○住宅が増加する一方で、まだまだバス路線の発展はおいついておらず、今後街の活性化のた

めにも、是非バスの路線整備のご検討をよろしくお願いします。 （女性、50代、松戸市） 

○人口減少、利用者減少により、電車の本数など、だいぶ不便になりました。いずれなくなら

ないかと不安でいっぱいです。 （女性、50代、夷隅郡御宿町） 

○今住んでいる所はスーパーまで１ｋｍ、私鉄駅まで２ｋｍです。免許返納してから（体がま

だ元気で歩けるなら良いが）の生活が心配です。 （男性、70～74歳、市原市） 

 

■新型コロナウイルス感染症対策 

○コロナの病院を整備し誰でも病院に行けるようにしてほしい。自宅での療養はやめるように

してほしい。 （男性、75歳以上、市川市） 

○保育所等の濃厚接触者の特定をやめ、休園という対応がなくなりました。発熱等有症状でも

子どもたちの検査率が低く、解熱後登園し保育士がコロナになる。保護者は子どもを預けて

仕事ができるが、保育士のことを守ってくれる人が誰もいない。 （女性、20代、松戸市） 

 

■次世代を担う子どもの育成支援を充実する 

○いつも心を痛めているのが、子どもの虐待で尊い生命を失われていく事です。次の時代を背

負っていく子ども達を守っていかなければなりません。どうかこれ以上、子どもが犠牲にな

る事だけはないように。 （女性、75歳以上、船橋市） 

○物価上昇している昨今、給与は全く上がっていないのに、納税額、医療費など収める額は上

がっているように感じ、経済不安が常にある。余裕があればあと2人でも産みたいのに、産

める状況にない。1人育てている状況でも、大学まで出してあげられるか不安でしかない。

明石市のように、子どもに手厚く、子育て世帯を支えて子どもを増やしていかないと近い将

来日本全体として本当に困ると思う。 （女性、30代、船橋市） 
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○「高等学校等就学支援金」の所得制限の撤廃を望みます。共働きで働いて収入を上げていま

すが、我が家は子ども３人います。県内の子ども一人一人平等に支援していただきたいです。

 （女性、40代、流山市） 

 

■県政の情報発信について 

○たくさん制度や活動があるのに、それを知れる場所や機会が少ないと感じます。今はネット

が主流なのでＹｏｕＴｕｂｅの広告とかＳＮＳでもっと広めてほしい。インスタでもやって

みたらどうでしょうか？ （女性、30代、千葉市） 

○千葉は都心へのアクセスも良く、住みやすい所だと思いますが、魅力アピールが少し弱く良

さが伝わっていない。千葉全体でもっと魅力アピールできる対策を県主体でうっていけたら

もっといい。例えば千葉大とコラボして、学生に課題としてやってもらうとか。 

 （女性、60～64歳、流山市） 

○「ちば県民だより」を一読しているが、読み流してしまうほど内容が残らない。じっくり読

んでみたくなるような紙面作りを検討していただけるとありがたい。県政への要望のような

項目・内容を読んで関心が持てるように表現していただけたらと思っています。  

（男性、75歳以上、船橋市） 

 

■犯罪防止対策をすすめる 

○私の住んでいる所は治安が悪く、具体的にはタイヤのパンクだったり、その他、外に出して

いる「ホウキやチリトリ」までとっていく人がいたり、ゆっくり安心して暮らす事が出来ま

せん。防犯対策など力を入れていただけたらと思います。 （女性、65～69歳、君津市） 

○私が生まれた時よりは治安などは良くなっていると思います。しかし最近バイパスが出来た

せいで、夜中にバイクの騒音がうるさいです。 （女性、30代、市川市） 

 

■災害から県民を守る 

○災害に強いまちづくり、災害時の子ども・高齢者・女性へのサポートについて、特に細やか

なサポートを望みます。 （女性、50代、袖ケ浦市） 

○３年前の台風で、実家は２０日近く電気のない生活を強いられました。電線の近くの木を切

ったりして、早く復興する対策を考えてほしいです。お年寄りが安心して生活できるとよい

と思います。 （女性、50代、君津市） 

○近頃の気候変動に不安を感じています。高齢者の多い安房地域に住んでいるので災害が起き

た時の避難や救援などは各市町村を越えた体制が必要となると思います。 

（女性、70～74歳、南房総市） 
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■高齢者の福祉を充実する 

○高齢者を住みやすい環境にしてほしいです。（コロナの時も若い人はホテルにすぐ入れる、

高齢の手のかかる人は入れない）と言われた。もっと高齢者のことも考えて下さい。 

（女性、60～64歳、市原市） 

○千葉県は温暖で住み安い県だと認識しています。私自身高齢者ですが、現在夫と暮らしてお

りますが、独り身になった時でも自宅で暮らせるような生活環境であってほしいと願います。 

（女性、70～74歳、白井市） 

○年金生活者や高齢者に対する助成金等での支援強化をお願いしたい。 

（男性、70～74歳、市原市） 

 

■自然を守り、緑を育てる 

○自然が多い房総半島です。みどりを残し荒れた土地の手入れをして頂きたいです。 

 （女性、75歳以上、習志野市） 

○千葉県の温暖で豊かな地形と、自然を守ってほしいです。 （女性、75歳以上、市原市） 

○気候変動の影響を受けやすい立地に位置する事から、環境保全をより一層推進して欲しい。 

（男性、40代、市川市） 
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「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、86人から88件の回答が寄せられた。

人数・件数には前問の「設問への意見」に記入された世論調査への意見も含む。 

これらのご意見から、一部抜粋してご意見を記載するものとする。 

 

■世論調査について 

―《世論調査自体への意見》 

○世論調査の結果がきちんと今後の県政に生かされる事を強く望みます。 

 （女性、30代、鴨川市） 

○普段、県政とは直接関係のないような生活をしていると思い、それぞれに注意を払わないの

で、アンケート項目に対して適正な回答ができていないところもあり、もう少し県政につい

て日頃から考えておくことが大事なのだと反省しています。 （男性、75歳以上、船橋市） 

○このようなアンケートをとっていることを好意的に思っています。千葉がよいモデルを示し

て全国に良い制度が広がると良いなと思います。 （女性、30代、千葉市） 

○今まで県政にあまり関心がなかったと感じています。これからは、千葉県の一員として千葉

県をよく知り関心を持って行きたいと思います。今回のアンケート回答はそのきっかけにな

りました。 （女性、60～64歳、我孫子市） 

○初めてこの様なアンケートの回答をする事になりました。今の時代インターネット等も活用

し、もう少し規模の大きい世論調査ができるのではないか、県民の意見を参考にした県政が

実現できるのではないかと思いました。 （女性、50代、白井市） 

○今回の調査を通して学んだことも多かったですし、自分の意見を聞いてもらえる機会がある

のは嬉しかったです。最初は面倒だな…と正直思ってしまいましたが、調査に参加してよか

ったです。 （女性、30代、柏市） 

 
―《調査手法や謝礼への意見》 

○それなりの量の質問があり、答えるためには時間がかかる。ギフト券などの謝礼があるとモ

チベーション高く、回答できる。 （女性、20代、市川市） 

○いろいろな所でデジタル化が進んでいきついていけずに途中でやめてしまう事が多いので、

このように手書きにしていただける事がとてもありがたかったです。 

 （女性、60～64歳、千葉市） 

○ＰＣから答えることができるのは大変便利で答えることへのハードルが下がりました。チー

バくんボールペンも使えるものでよかったと思う。 （女性、50代、浦安市） 

○ネットで回答出来るようになってとても簡単便利でした。 （女性、60～64歳、四街道市） 

○インターネット回答の方法もＱＲコードを用いてログインができたのでやりやすかったで

す。全体・残りの問題数を記載していただけると、どのくらいの時間で終わるのかわかりや

すかった。 （男性、20代、市川市） 
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問 今までの設問について、ご意見やご提案がありましたらご自由にお書きください。 

今回のアンケート調査における「設問に関する意見」を自由に記述していただいたところ、217

人から53件の回答が寄せられた。「県や世論調査への意見」に記述された意見のうち、「設問への意

見」に該当するものもこちらに振り分けている。なお、回答者数より記述件数が少ないのは、その

多くが「県や世論調査への意見」に該当するものであったため、そちらに振り分けたことによるも

のである。 

 

○県外から上京し、ひとりで暮らしていると、町の人との関わりが全くなく、高齢者についての

問いが多い福祉の質問は回答しにくかった。 （女性、20代、浦安市） 

○千葉県の道は外房と内房で整備の面で違うのは仕方ないので、地域によって設問を検討しても

よいのではないかと思います。 （男性、30代、四街道市） 

○もっと介護のことについて具体的に選択する項目があればいいと思いました。両親の介護が昨

年から始まり大変なので。 （女性、40代、柏市） 

○「環境にやさしい農業」について、マークやその意味がわかりためになりました。 

 （女性、50代、木更津市） 

○千葉での生活があまり長くないので、知らないことがたくさんありました。色々な言葉や活動

もよく知らないなあと感じました。広報などもっとしっかり読んで勉強したいと思いました。 

（女性、60～64歳、千葉市） 

○学校教育や高齢者福祉を掘り下げた設問が欲しい。 （女性、60～64歳、千葉市） 

○設問が分かりにくく感じた。同封の質問用紙は、見ただけで記入の意思が萎えた。ネット上の

記入のほうが分かりやすかった。 （女性、65～69歳、松戸市） 

○「県の魅力」住んでいる地域の魅力なら答えられるが、千葉県全体として問われると答えにく

い。 （女性、75歳以上、我孫子市） 

 

 


