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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、378 人から延べ 469 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 30 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 県政全般に対する要望 89

第２位 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 35

第３位 便利な交通網を整備する 34

第４位 県政情報の発信や活動のＰＲについて 27

〃 高齢者の福祉を充実する 27

第６位 道路を整備する　 26

第７位 交通事故から県民を守る 21

第８位 災害から県民を守る 17

第９位 次世代を担う子どもの育成支援を充実する 15

第10位 医療サービス体制を整備する 11

〃 雇用の場を広げる 11

第12位 学校教育を充実する 8

第13位 犯罪防止対策をすすめる 7

〃 中心市街地の活性化を推進する 7

〃 農林水産業を振興し新鮮な農水産物を供給する 7

〃 障害のある人の福祉や社会参加の支援を充実する 7

第17位 生涯学習・スポーツ・レクリエーションを振興する 6

第18位 観光を振興する 5

〃 自然を守り、緑を育てる 5

〃 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

〃 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 5
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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

○防犯、医療、教育など千葉県にしか無い日本一住み良い県になれば良いなと思います。

（男性、20歳代、北総地域）

○県民のためとやってくれている事でも一般の人が希望している事とやってくれていることに差

があるのではと考えられます。財政に関しても、自分のうちならこんな使い方はしないだろう

という事が多々感じられます。もっと親身な使い方を希望致します。一度決めた事でも見直す

事も大切なのでは。（女性、65歳以上、葛南地域）

○「県」の事業と「市」の事業の区別がつかない。重複があれば共同事業化する等して無駄を排

除して欲しい。（男性、30歳代、千葉地域）

○大都市（千葉．船橋．松戸．市川）は今でも人口が増え続けているのに、地方都市の人口が年々

減少しているのが気にかかる。（男性、65歳以上、山武地域）

○一言で県民といっても様々な人がおります。とかく、不平不満は自分に向かず行政に向かいが

ちです。何が県民にとって必要かを第一に考えて取り組みを充実させて欲しいものです。安易

な県民の声に迎合せずに県政を進めて下さい。（男性、60～64歳、千葉地域）

○兎に角、県は「何をするのか？どう動くのか？結果はどうだったのか？」のＰｌａｎ，Ｄｏ，

Ｃｈｅｃｋをわかりやすく、定期的に公開して欲しい。上からのでは無く県民全体全員で考動

出来るシステム作りを切望します！（男性、50歳代、北総地域）

○良いお金の使い方をするようにぜひがんばって下さい。可能性のある県だと思います。一次産

業をしっかり支えて、将来に備えるべきと思います。質素な生活になっても独立できる位の力

をつけられればいいなぁ。（男性、40歳代、千葉地域）

第23位 調査について 4

〃 下水道を整備する 4

〃 東京湾アクアライン 4

〃 県警への要望 4

第27位 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29位 住宅対策を充実する 1

その他 55

　うち、住んでいる市町村への要望 7

　うち、国政に関する要望 4



－ 159 －

○地方分権の進展により、市町村の独自の施策が多くなるが県内で統一的な対応が必要な施策も

ある。県として、各市町村の独自の施策を援助するとともに、統一的対応が必要な施策につい

てしっかりとリーダーシップを発揮してもらいたい。県の存在意義を意識する必要がある。

（男性、30歳代、葛南地域）

○今後の災害等心配ですが、誰もがいきていかなければなりません。特に子供達の孫達の事が不

安になります。どうか、生活力のある社会に産業や観光をとり戻して、活気ある社会作りを考

えて下さい。（女性、50歳代、山武地域）

○県政においても支出を少なくする努力はしているとは思いますが、公務員の人件費削減だけに

頼るのではなく、運営面での無駄が多々あるように思います。民間企業等を参考に、支出を押

さえる努力を更にしてほしいと思います。（女性、40歳代、君津地域）

■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

○福島第一原発事故により、あらゆることにおいて皆さん敏感になっています。目に見えないも

のは本当に恐いです。私をはじめ、今後子供を産もうと思っている人たちが安心して子供を産

み育てることができる環境になるよう、強く希望します。体の中に入るあらゆるものにおいて、

やりすぎと思うほどの検査等をして頂きたいと思います。千葉県に住んでよかったと思えるよ

うになったら幸せなことです。宜しくお願いします。（女性、30歳代、葛南地域）

○脱原発への意志を鮮明にしてほしい。（男性、65歳以上、東葛飾地域）

○福島の原発の事故の影響か県内でもいろいろな所に出ています。農産物等の食品の検査の強化、

学校や公共施設等の検査、そしてその結果の公表等を早急にしていただきたいと思います。そ

して、何よりも皆が安心して暮らせるような、政策を望みます。

（女性、50歳代、東葛飾地域）

○本来であれば県政全般のお答えをすべきでしょうが、いまは何より放射性物質被害に神経質に

なっており、これに対する施策を中心に求める気持ちが強いです。地理的条件のため、千葉県

はりっぱな被災害地であり、食品に対する注意を最大限に払っていただきたいと思います。本

当は千葉県産の新鮮な農産物を食べたいのですが、国を含めた対応の不備を目のあたりにする

と、原発近隣産のものは受けつけられません。教育、福祉、インフラ整備も重要ですが、衣食

足らずしてのサービスでは意味がありません。よろしくお願いします。

（男性、50歳代、葛南地域）

○今は、原発事故について、正確な情報を知りたいと思っています。孫の世代の健康が大事だと

思っているので！千葉県内→（ホットスポット）にも福島より放射能の数値が高い所もあると、

ラジオなどで聞いたことがあります。もう少し県内もきめ細かく数値を計り正しい情報を皆に

伝えて欲しいと切に思います。宜しくお願いします。（女性、50歳代、北総地域）
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■便利な交通網を整備する

○環境はまずまずだが特に買物不便。スーパーが一件もない町もあり、高齢になるにしたがって

不安である。（交通も不便。）巡回バス、マーケットバス等増やしてほしい。生きていくうえで

なにが１番必要か。（女性、50歳代、夷隅地域）

○首都圏でも千葉は道路・鉄道の整備が遅れていると思う。今後の発展のため、力をいれて下さ

い。上記が、整備される事により千葉に住みたくなると思います。

（男性、40歳代、北総地域）

○住環境は大変いいのですが、県庁所在地の千葉市や市立柏病院へ行く足が大変不便です。また、

この付近に県市の公共施設が無に等しく行政の恩恵を受けているとは全く感じません。税の配

分が公平にされているかと疑問に思うことがあります。

（男性、65歳以上、東葛飾地域）

○バイパス道路などの増設により、地域の交通渋帯の緩和を目指し、着実に計画を進めてほしい。

（女性、40歳代、葛南地域）

○鉄道、バスの交通網を充実させて下さい。車がないと移動がむずかしい街は住みにくいです。

車の交通渋滞が増えるばかりです。（男性、50歳代、千葉地域）

■県政情報の発信や活動のＰＲについて

○これを機会に広報誌や広報番組を積極的に見ていきたいと思うので、わかりやすく、魅力のあ

るものにしていただければと思います。（男性、65歳以上、葛南地域）

○夫の転勤のため千葉県に転居して１年半になります。子供も成人し、子育てを通してのつなが

りもなく、又、マンション生活ですので、地域の方々との交流はほとんど無いのが現状です。

このような県外からの転居者を対象とした情報提供、コミュニケーションの場があれば幸いに

思います。（女性、50歳代、北総地域）

○国がやるべきこと、やらなければいけないこと。市その他がやるべきことやられなければいけ

ないことを区別し具体化に。広報紙等で知らせてほしい。それをどの部署でやるのか教えて下

さい。（男性、65歳以上、千葉地域）

○駅などに県のＨＰ（ブログやツイッター）などに接続できるバーコードなどがついたポスター

があるとうれしいです。そのポスターに参加型のボランティアやイベント告知もあるとうれし

いです。（女性、30歳代、東葛飾地域）

○千葉は地域によっていろんな特性があり、おもしろい所だと思います。ただ、住んでいるわり

に（千葉のことを）知らない事も多く、残念に思います。今年、沖縄に行ったとき、レストラ

ンの方が（千葉から来たことを聞くと）「千葉は野菜がたくさんとれる所だよね」と言ってい

ました。他県の人に言われて初めて知ったことでしたが、もっと千葉のことを知りたいと思い

ました。（女性、40歳代、葛南地域）
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■高齢者の福祉を充実する

○介護にかかるお金が大変だと思いますが費用のかからない介護サービスを作ってほしい・給料

が安いのに税金などが高いので生活に支障するので所得ばかりでなく生活内容も考慮してほし

い（相談窓口）がほしい。（女性、50歳代、東葛飾地域）

○安くて自由に入れる老人ホームをもっと作ってほしい。（女性、65歳以上、君津地域）

○千葉県は広く山が多い外房はどうしても疎外感をぬぐえない。県央道もよいが文化的な面でも

もう少し考えていただきたい。県の中央に出るまでに２時間近くかかるのでなかなか文化的な

行事に参加できない。老夫婦で暮らす場合朝から夕方まで預かってくれる託老所を作ってほし

い。デイサービスは日曜日は休みなので日曜日の行事に出ていかれない。

（女性、65歳以上、夷隅地域）

○一番の行政として行なってもらいたい事は高齢者が安心出来る県政、市政をしてもらいたい。

特に年を重ねて来た時自立の生活は困難になるので高齢者住宅、老人ホーム（公立）を建設し

て行き誰もが入居出来、安心出来る県政を望む。（男性、65歳以上、東葛飾地域）

○今私の回りには１人暮らしの老人が多くいます。施設、介護の問題の前に県→市→町内会→隣

組と身近な人達が声かけ、お手伝ができればそういう小さな事が大切だと思います。孤独死に

ならない為に。健康な高齢者が老人のお手伝をする。住みやすい街づくりの為に少しの予算を

回して推進して下さい。（女性、65歳以上、北総地域）

■道路を整備する

○大型自動車が通るたびの騒音と震動がひどいので対処してほしい。

（男性、50歳代、東葛飾地域）

○大震災以降、自転車を利用する人が増え、マナーも悪く、危険を感じる事が増えた。数多くの

人々が、自転車を、あたり前に利用する時代なのだから、もっと安全に利用できるように、道

路を整備するべきだと思う。（女性、40歳代、葛南地域）

○海浜幕張地区、液状化した道路や公園などの諸施設を、早期に復旧してほしい。道路や公園な

どくずれていたり、デコボコで通行もままならない。会社関係で今までメッセにて行っていた

行事を東京ビックサイト等へ移す動きも出ており県の経済活動等にも悪影響が出ている。又被

害に遇ったベイタウンのマンション等にも支援をしてほしい。何度も言うが道路、公園、駅前

等、又、歩道橋などできるだけ早く直してほしい。工事をしている気配すらないがどうなって

いるのか。節電で暗い上、道路がボロボロで、転んでケガをした。（男性、30歳代、千葉地域）

○東日本大震災で大変な被害を受けました。我家も半壊です。道もデコボコです。市道はアスフ

ァルトで直してありますが、凸凹があります。県がたんとうする橋、（我家の前）、県道、小

野川の護岸はまだ直っていません。早く修理して下さい。景気を良くして、大学卆、高校卆の

就職先（企業）をふやす。青少年の健全育成。敬老。（男性、65歳以上、香取地域）
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○道路でガタガタしているところを直してほしいです。自転車が安心して走れるような道を作っ

てほしいです。（女性、30歳代、安房地域）

■交通事故から県民を守る

○自転車への徹底的な安全教育（特に学校の場）と法的処置をしてほしい。駅前通りの飲食店の

道路へはみ出しての勧誘行為を取り締ってほしい。右翼団体の音による騒音を取り締ってほし

い。（男性、50歳代、東葛飾地域）

○自転車の車道左側通行を周知徹底させてほしいです。逆走（右側走り）が多いです。それから

無灯火での夕方～夜間走行も多く危険です。早く、対策を打たないと、自転車絡みの事故が今

に増大しますよ！（男性、40歳代、千葉地域）

○最近信号無視する車が増えています。特に赤信号でもつっこむ車が増えている。

（男性、50歳代、北総地域）

○関東地区でマナーの悪さや法令違反が１番だと感じている。（例．方向指示器つけない、急に

曲る、ケイタイ電話しながら運転等→非常に多い）問題解決には安全教育や罰則強化しかない

のでは？（女性、65歳以上、山武地域）

○国道だから県道だからと区別されていても地域で暮らす者にとっては生活道路に変わりはなく、

危険な箇所への安全対策が遅れていると感じています。（女性、50歳代、北総地域）

■災害から県民を守る

○私の住まいは元町で液状化被害はなかったがこれから先、地震に依る液状化被害の可能性を知

りたい。又、これからも安全な地域だという事を数字で表わし、証明して安心して暮らしたい。

（女性、50歳代、葛南地域）

○３／１１地震で津波警報が出たとか出なかったとかいろいろな説の話を耳にします。千葉県各

地の防災マニュアルを早く作ってほしいです。（女性、30歳代、千葉地域）

○浦安市は常日頃から、相当の労力と費用を投入し災害対策を構じて来たと思うが、今回の震災

では想定外のダメージを受けた。県内の各市町村では、災害に対する対応にかなり温度差があ

ると思う。又、千葉県は国際空港をかかえ長い海岸線を持ち、東京のベッドタウンとしての機

能も有する事から、一層の危機管理が問われる重要なポジションに有ると思う。県と首都、県

と市町村、県と国等、連ケイと分担が必要でありながら、仕分けのしずらい部分だとは思うが、

どこ迄県政が踏み込むのか、どこ迄統制すべき（こと、災害に関しては）か良く議論を重ね、

訓練。（女性、50歳代、葛南地域）



－ 163 －

○布佐の土手に近い所で転居時より、万一、土手から水があふれた場合、ハザードマップでは水

没位置にあり、今回の地震でも自宅前の道路が数時間ではあったものの液状化があり災害には

不安に思います。住み続けたいので安心できるよう、警戒等の情報を迅速にお願いしたいと思

います。（男性、40歳代、東葛飾地域）

○東海沖地震が発生した際の千葉県への影響はどのくらいになるのか、など情報が欲しい。東北

地震で液状化してしまった。地域について、今後の改善点や注意点など、不動産について新し

く入居がわかりやすくできるように何かないだろうか。（男性、30歳代、葛南地域）

■次世代を担う子どもの育成支援を充実する

○出産、育児に対する支援（江戸川区のような）があればと思います。小学生の年度はじめには

検診後に眼科、歯科の再検査で数多の医療費必要になるなどしていますので子供に対する医療

費助成の拡充が必要だと思います。（男性、30歳代、千葉地域）

○夢や希望が持ちにくいようでは前へ進んでいけないと思う。自分の生活も楽ではないが次世代

の、特に小さい子どもを持つ人たちへの支援はもっと多岐にわたって工夫してほしいと思いま

す。若い世代、子どもたちが住みやすくあれば全体にとっても良い結果が得られるのではない

でしょうか。（女性、50 歳代、長生地域）

○都市部と、それ以外の地域で、差がない生活ができるようにしてください。特に学校施設の差

はかなり大きく、古い机やいす、アルマイトの食器を使っている学校の子たちは気の毒です。

千葉県を、日本を背負って立つ子どもの育成に必要なもの、ことに予算をとってください。お

願いします。（女性、40 歳代、香取地域）

○学童保育以外の子どもが安心して訪れることができる児童館の充実、学校施設（図書館、プー

ル、校庭）の開放について、教育委員会や市自治体の垣根を超えたとりくみの推進を期待しま

す。（女性、40歳代、東葛飾地域）

○子どもの医療助成ですが、都内と同じように無料にしてほしい。児童手当ももう少しきちんと

検討してほしい。（男性、30 歳代、東葛飾地域）
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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、176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。

○難しい専門用語が出てくるので、とてもわかりにくいと思いました。注釈が欲しいと思いまし

た。「労務職」とは、どんな職業があてはまるのですか？（女性、30歳代、葛南地域）

○この世諭調査で、自分の県政への意識が高まったのを感じました。自分のような学生、あるい

は未成年者からも、積極的にアンケートをとるのはいかがでしょうか。県政への関心が高まる

と思います。（男性、20歳代、葛南地域）

○質問に対して、解答に○をつけるのに、もう少し、幅広く枠を広げてもらいたい。職業・年令・

性別・独身・既婚等により、答えるのにかなり無理がある。（男性、65歳以上、葛南地域）

○すべての方々に適切なアンケートを行うことは困難を極めると思いますが、年代により各項目

の関連性等、理解が大変ではないかと感じるのは私だけではないと思います。もう少しアンケ

ート項目を少なくする方法はないものかと感じました。（男性、65歳以上、夷隅地域）

○難しいかもしれませんが、県民の基本的な考え方を問うような（経済、環境、福祉等、何を重

視するかなど）形で、全体像がつかまるといい気がしました。あまり細かすぎると、個々の政

策は優先順位をつけられても方向性がみえにくいような気がします。

（男性、40歳代、千葉地域）

○回答はもう少し詳細の方が良い。この調査の対象者は住民基本台帳から3,000名を無作為で選ん

だとありますが、全県民の数から見ればもう少し対象者を増やしても良いのでは（ただしお金

のかかることですから）。（男性、60～64歳、香取地域）

○市政は、身近で分かり易いのですが、県政となると遠く感じあまり気にしていませんでした。

世論調査を初めて行ない、大変感心を持つ事が出来ました。しかし県政と市政の分け方がよく

わかりません。（女性、60～64歳、東葛飾地域）

○設問を考えることは大変なことです。バランスよく問答が考慮されていると思います。県政へ

の要望は多岐にわたりますが、要望の多いところからという行政のセオリーだと思います。少

数意見も大切にして下さい。（男性、40歳代、北総地域）

○アンケートそのものは、かんたんでした。それがどう生かされるのか楽しみなところです。県

への意見は、多岐にわたると思われます。是非、生かされ、アンケートが生きたものになるこ

とを願っています。（女性、50歳代、北総地域）

○インターネットを利用できる人には、インターネット上で回答してもらってはいかがですか。

また、紙の場合もマークシートの方がよいのでは。集計も早く、正確だと思います。

（女性、30歳代、千葉地域）
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○何を目的に質問しているのか良くわかりません。県のＰＲなのか、住民が県に何を期待するの

かを知りたいのか？散漫としか言いようがない。市と県が具体的にどのように責務を分担して

いるのかも良くわからない。（男性、50歳代、千葉地域）

○何のための調査なのでしょうか？私は農村地帯に住んでいますが、都市部はどんどん住みやす

く整備されても農村部はどんどん住みにくくなっているような気がします。この調査で何がわ

かるのか、何を変えてくれるのか教えて下さい。（女性、60～64歳、東葛飾地域）


