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４ 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、486 人から延べ 832 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 115

第２位 道路を整備する 90

第３位 犯罪防止対策をすすめる 58

第４位 便利な交通網を整備する 45

第５位 住んでいる市町村への要望 44

第６位 県警への要望 38

第７位 次世代を担う子どもの育成支援を充実する 31

第８位 県政情報の発信や活動のＰＲについて 28

第９位 高齢者の福祉を充実する 26

第 10 位 医療サービス体制を整備する 25

第 11 位 学校教育を充実する 24

第 12 位 交通事故から県民を守る 21

〃 大気汚染、水質汚濁、騒音などの環境対策をすすめる 21

第 14 位 自然を守り、緑を育てる 18

第 15 位 調査に関して 17

〃 省資源やリサイクルをすすめる 17

第 17 位 公園・緑地・水辺を整備する 16

第 18 位 下水道を整備する 15

〃 雇用の場を広げる 15

第 20 位 まちの景観や美化について 14

〃 青少年を健全に育てる 14

第 22 位 障害者の福祉や社会参加の支援を充実する 13

〃 生涯学習・スポーツ・レクリエーションを振興する 13

（次ページに続く） 
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第 24 位 仕事と子育てが両立する働き方を実現する 12

第 25 位 国政への要望 11

第 26 位 健康づくりをすすめて、病気を予防する 10

第 27 位 観光を振興する 9

第 28 位 廃棄物対策をすすめる 8

第 29 位 動物に関する問題について 7

第 30 位 芸術・文化活動を振興する 6

〃 農林水産業を振興し新鮮な農水産物を供給する 6

第 32 位 住宅対策を充実する 5

〃 中心市街地の活性化を推進する 5

〃 災害から県民を守る 5

第 35 位 男女共同参画を推進する 2

〃 安心して飲める良質な水道水を供給する 2

第 37 位 消費生活のトラブルに関する対策をすすめる 1

  その他 25

  合計 832

 

 

【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 

○千葉県は気候的には日本の中でも一番適しているのではないでしょうか。海もあり、海産

物は豊富、農作物もとれ、東京にも近い。しかし、何故色々な問題があるのでしょうか。

子どもも老人も安心して住める所であってほしいです。まず環境を設備し、県民も人々も

あらゆる事に意識を持たせる意識改革も必要ではないかと思います。また、市、県の公務

員はもっと意識改革をして頂きたいです（一生懸命の方もいらっしゃるとは思いますが

…）。仕事をやらなければ辞めさせられると普通の会社で行なわれている緊張感が必要で

す。大変だと思いますが、宜しくお願いいたします。（女性・40代・中央地域） 

○地域差をなくし、千葉県民として誇れる県政をお願いします。特に税制面における格差を

なくしていただきたい。女性知事としての手腕を今後も期待しております。（男性・40

代・西地域） 

○日本人、特に千葉県民の県民性を考慮して、千葉県の環境や経済、社会に適合しうる政策

を選んで欲しい。何でもそうだが、「他県、他国で成功したから…」という理由だけで政

治を進めるのは安易だと思う。また、マスメディアが大騒ぎする話題のみを取り上げるの

でなく、県民が生活の中で最も意識しながら当たり前すぎて表に出ない悩みや不満につい

て、もっと詳細に理解する必要があると思う。一言に県民といっても貧富の差や多様の病

気の有無がある。それに対する解決する方法の提示などを行うことも重要だと思う。大切

なのは事が起こってから解決するのでなく、事前にその根を摘み取る努力をすることだと

思う。（男性・20 代・西地域） 

○地方税の軽減に努めて頂きたい。（男性・30 代・南地域） 
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○今や地域社会におけるさまざまな諸問題が山積みしている状態だと痛感しています。とり

わけ教育問題、家庭生活の中の親子問題、経済（金銭問題）、例えば雇用形態が正社員採

用を少なくし、派遣またはアルバイト型を多くとり入れている関係から、生活苦をしいら

れ、やむを得ず高利子の借金によるへい害等々数えあげればきりがありません。又、安心

して生活出来る防犯対策はもちろんのことです。こういう時代こそ、目くばり、気くばり

のきいた心優しいきっちりとした行政が必要不可欠と信じます。堂本知事以下千葉県行政

に携わる皆々様の本当の血のかよった人道的見地に立った行政を切望する次第です。（男

性・60 歳以上・中央地域） 

○現在の国政は弱者を切り捨てる様な格差社会を生みだしていると思われます。千葉県では

その弱者を救済する行政を行なって下さい。（男性・40代・西地域） 

○いろいろと千葉県として動いて下さっていることが多々おありと思いますが、県民に何を

してくれているのか今ひとつ伝わってきません。県民にとり、どこまでが県の仕事、どこ

までが市の仕事か、わかりにくいところがあります。違法看板の撤去等はそれほど難しい

事なのでしょうか。せめて子どもたちが通学する時間等（夜７～８時）までは出しておか

ないよう、市、県が要請することは難しいのでしょうか。放置自転車はきちんと置くべき

場所があれば減ると思いますが場所がない。自転車置き場が駅から遠い。誰が考えてもこ

の結果から駅前に放置自転車ができるのです。それを取り締まるより、駅前の土地を県が

きちんと買い取り、県民のために場所を確保すべきではないでしょうか。駅から遠くに場

所を確保してもまったく意味はありません。駅前、保育所、駅前施設を使用する人たちよ

り、駅の近くは通勤通学の人たちのために使用すべきでは。でも、住むのに私は千葉が好

きです。今後の県民の住みやすい町作り（町造り）お願いします。（女性・40 代・西地

域） 

○千葉市内には色々な施設もあるのに、有効に活用されていない様に感じます。県の物なの

か市の物なのかはっきり解らないのですが、県と市と協同で運営管理できないのでしょう

か。公園、文化施設等汚い所が沢山あります。お金が無いなら無いなりに、ボランティア

をつのる等、色々と考えられる事があると思います。（女性・50代・中央地域） 

○県の財政の健全化に努力してほしい。（男性・40 代・西地域） 

 

 ■道路を整備する 

○市町村境付近の道路、排水整備が悪いと思います。（男性・60歳以上・東地域） 

○歩道の確保をしてほしいです。（女性・60歳以上・西地域） 

○道路の整備状況が悪く、幹線道路が常に渋滞しているため、早急に道路整備を進めてほし

い。また、この際に歩道整備を進めてほしい。現状では安心して自転車に乗ることができ

ない。（男性・40 代・西地域） 

○周辺地域で商業施設が増え、便は良くなったのですが、それに伴う道路が少ないため、週

末は渋滞がひどく市内を抜けるのも困難です。もう少し道路が増えたら良いと思います。

（男性・30代・中央地域） 

○アクアライン通行料金をもっと安くしてほしい。（男性・20 代・南地域） 

○道路の整備が悪い。雨が降ると表通りに出るのに水たまりが出来、靴では出られない。（市

の管理かも） ・圏央道路の整備を１日も早く願いたい。関東道から他の高速道路への接

続がないため不便である。（男性・50代・東地域） 

○道路がせまいので広げてほしい。歩道もせまくてデコボコしていて危ないと思う。 （女

性・40 代・東地域） 

○歩道の整備、安全に歩ける道が欲しいです。（女性・30 代・中央地域） 
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 ■犯罪防止対策をすすめる 

○住宅街のパトロールなど警察が積極的に防犯に関して力を入れて欲しい。事件があってか

らでは遅いと思います。（男性・20 代・東地域） 

○住宅街に入ると街灯が少ない場所があります。夜になると暗くて、家までの帰り道がすご

く恐く感じることがあります。安心して夜でも道を歩けるように、もう少しだけでも街灯

を増やして下さい。お願いいたします。（女性・20 代・西地域） 

○私共の周辺では引ったくりがとても多く、警察のパトロールだけでは不十分です。地域の

自主防犯団体も加え、パトロールの強化と頻繁に起こる道路に防犯カメラの設置などをお

願いしたいです。（女性・40 代・西地域） 

○空き巣、泥棒、強盗等の犯罪防止に役立つよう警察の存在感を強化して欲しい。具体的に

はパトカーによる住宅地の巡回を大幅に増加してもらいたい。（男性・60 歳以上・東地

域） 

○地域の防犯対策は各地域（町内会等）によってまちまちであり、更なる改善を行うために

は必要であれば警察官の増員も一つの手段と考えられます。（男性・30代・中央地域） 

 

 ■便利な交通網を整備する 

○県として対応すべき事柄であるかどうか不明だが、全般的に千葉県内の鉄道網の整備は、

他県（特に関東圏）と比べて遅れているという印象を受ける。既存路線の車両数、本数共

に需要に対して供給が追いついていないと感じる。とりわけＪＲ外房線、同内房線、同京

葉線、京成千葉線、同千原線など、千葉市南部の鉄道路線において顕著であるように思わ

れる。通勤や通学などで鉄道を長時間利用する県民も多いはずで、県としてもこれらの路

線を運行する事業者に対して働きかけを行なうことが必要ではないかと思う。（男性・20

代・中央地域） 

○駅にベビーカーでも行きやすいようにエレベーターを設置して欲しい。（女性・30 代・

中央地域） 

○成田空港についてニュース等で何かと問題がよくありますが、少しも問題にならない県

内、特に西地区からのアクセスは最悪です。電車にしても車にしても都内から行く方がず

っと便利になっています。主人は海外出張が多いのですが、その都度不便だ、羽田の方が

よっぽどいいと言っています。都内から千葉県内へのアクセスも重要でしょうが、同じ県

内をもっと移動（特に東西）を便利にして欲しいと思います。（女性・50 代・西地域） 

○最近、赤字路線バスの廃止に伴いコミュニティーバスをよく見かけるようになりました

が、運行の本数が少なく不便だと感じています。高価なバスを使用するよりも、安価なマ

イクロバスやワゴン車のようなバスを増発した方が利用しやすいのではないかと思いま

す。道路運送車両法等の法律でバスの規格等が決まっているようでしたら、国全体の問題

として考えてほしいです。子供がスクールバスとして利用したり、地区のお年寄り達も気

軽に乗れるようにしてほしい。シニアドライバーの事故が増えているので、公共交通機関

を充実してほしいです。（男性・30 代・南地域） 

○通勤・通学に電車を利用している事が多い地域なので、電車の運行本数の増加と運賃の値

下げをしてもらいたい。（男性・30 代・東地域） 

 

 ■住んでいる市町村への要望 

○放置自転車が駅周辺を埋めつくし、ベビーカーや歩行者が大変迷惑しております。放置自

転車の撤去等検討をお願いします。（女性・50 代・西地域） 

○市会議員の数が多すぎる。（女性・60 歳以上・西地域） 
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○私の家から駅まではたった５分くらいの距離で禁煙区域に指定されているのですが、朝、

帰りに駅を往復するだけの間に、毎日４、５人は喫煙者に遭遇します。もっと徹底される

べきではないでしょうか。（女性・20代・中央地域） 

○近所付合の希薄化対策：町内活動などを通して隣り近所との会話（出合い）を多くすれば、

防犯、いじめなどなくなると信じている。スクールガード、河川草刈、深夜防犯パトなど

に協力しています。（男性・60歳以上・中央地域） 

○毎年多くの税金を払っていますが、一年に市で使用した情報を見ると、無駄な出費が多く

感じます。道路工事は必ず年末になると行われますが、明らかにその年の予算が余り、翌

年度の予算を減らされないように必要のない工事を行ない、予算を使っているとしか思え

ません。（女性・30代・東地域） 

 

 ■県警への要望 

○生活の安全・安心について守っていただきたいです。特に子供たちを取りまく環境が悪化

しているように思います。いじめや虐待はなくならないし、交通事故や変質者による子供

の犠牲が多く、安心して子供を学校や職場に送り出せない毎日です。警察のパトロール等、

強化していただきたい。（女性・60 歳以上・中央地域） 

○信号機設備要望に耳を傾けて欲しい（カーブミラーは市役所が実施してくれましたが、信

号機は警察管轄と対応されません。県として良案はないのか）。（男性・40代・西地域）

○交番の無人（電灯は点く殆んど不在）に不便を感じています。 （男性・60 歳以上・南

地域） 

○主要駅周辺の景観を整え治安の改善を。一本道を外すと人気が無い所が多い。もっと見通

しをよくして欲しい。住宅地について、大型団地や住宅密集地には一つの派出所の設置で

治安維持をお願いしたい。（女性・30代・西地域） 

○現在、駐車違反取締りが厳しいですが、コンビニでちょっと立ち寄って買物の時、駐車場

のないコンビニは大変困っています。車を離れた時点で駐車違反となるようですが、以前

のように五分位の時間を待ってもらえたら、車社会も快適に過ごす事ができるのですが。

（男性・50代・西地域） 

 

 ■次世代を担う子どもの育成支援を充実する 

○少子化対策に力を入れてほしい。何でもよい、明るく元気な子供になることなら。 

 （男性・60 歳以上・西地域） 

○保育所の充実、いつでも入所出来る様にして下さい。（女性・30代・中央地域） 

○産婦人科や小児科が不足しており、子どもを産み育てるための安心できる環境がほしいと

感じます。高齢化も問題ですが、それ以上に少子化が問題と思われます。（男性・30 代・

南地域） 

○子供、年寄りの住みよい県、市、町づくりをして下さい。特に少子化の時代、出産するま

での費用等の負担が多すぎます。保険がきくようにして下さい。教育費もかかりますので、

保育園、幼稚園等の費用も安くなるようにして下さい。（女性・60歳以上・南地域） 

○子供を育てていく上で、保育料を含む教育費が大変にかかります。他の地域では義務教育

無料（ランドセル支給、給食費、学校経費無料）という地域があると聞きました。少子化

の今、経済的な面を考え、子供の人数を制限しながら生活をしているのが実情だと思いま

す。子育て支援金の見直しを是非お願い致します。（女性・30 代・東地域） 
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 ■県政情報の発信や活動のＰＲについて 

○県の政策、方針をもっと簡単に分かりやすく伝えて欲しいです。地域を良くする為に住民

に協力して欲しい事を常に呼びかけて下さい。知事や市長、市会議員の一人歩きの政策は

やめて下さい。（男性・30代・中央地域） 

○もし改革しているところがあるなら、もっと県民に広くアピールして、その変化を県民も

感じとって生活していくべき。（男性・60歳以上・西地域） 

○県はどういうことをするのか。市は何をするのかよくわからないのです。これは国、これ

は県、これは市、とやることが決まっているのでしょうか。どこまでを県がやるのか知り

たいです。（女性・60歳以上・南地域） 

○税金の使い道の情報公開を県のホームページ等でもっと積極的に行ってほしい。 （男

性・40 代・中央地域） 

○どこが県政の仕事で、どんな事だったら受け入れてくれるのかわからないことが多い。県

はどこをやって、市はどこをやってと、わかるものがほしい。私が知らないのかも。多く

の人に知ってもらう事が県政に関心をもたせることにつながるのでは。受け皿がみえるよ

うにして。（女性・50代・中央地域） 
 

 ■高齢者の福祉を充実する 

○地域の年配者に対する福祉の充実を希望致します。寝たきりにならないために、各地域で

の取組みが更に必要であると考えます。（女性・60 歳以上・西地域） 

○高齢者が気楽に集える施設施策、健康施設、話しが聞ける場を。（男性・60 歳以上・中

央地域） 

○このたび県政に関する世論調査の依頼が届き、日々の暮らしを心の中で改めて点検しつ

つ、お答えさせていただきました。個人的な問題で恐縮ですが、要介護老人のことは特に

深刻で、老人ホームへの入所を希望せず、在宅で看ている家族の心のケアを充実させてい

ただけたらと切に希望致します。（女性・40代・中央地域） 

○少子高齢社会が急速になってきております。高齢者の方々が安心、安全、快適に暮らせる

街づくりをお願いしたい。地域密着で人生の総仕上げをしていける生活の場が中学校区に

実現できればありがたいと思います。（男性・60歳以上・西地域） 

○認知症の母親を介護しているが、自分が認知症になった場合は、子供達に負担をかけたく

ないと云う思いが強い。最後まで面倒を見て貰える様なシステムが欲しいと思う。民間だ

けではなく、県と連携した安心出来る施設を作って最後まで面倒を見て欲しいと思う。

（女性・60歳以上・南地域） 
 

 ■医療サービス体制を整備する 

○県立佐原病院の診療科がなくなったり、縮小されたりしてとても地域のご老人が困ってい

ます。内科医師の人数を以前のように増やしてもらい、小児科医も常時在籍してほしいし、

眼、耳鼻、皮膚科も増やして頂きたい。（女性・30 代・東地域） 

○老人の心の病などについても病院にそれを受け入れる課（科）が無いし、街医者は今、そ

んな患者の予約も取れないほど満員です。どうにかならないものでしょうか。（女性・60

歳以上・西地域） 

○千葉市以外の市では、夜間救急診療の問題も急務だと思います。（女性・40 代・中央地

域） 

○少子化が問題となっているが、その対策の取組方法が矛盾していると思う。毎年健康診断

のお知らせハガキが来て、一般の検査は充実しているが、子供を出産するための大事な検

査、婦人科系の医療機関がない。（女性・40代・西地域） 

○老人の病気などや生活習慣病の専門の研究や、実践的な治療をする、すぐれた専門の病院

を柏や我孫子の近くにつくってほしいと思っています。是非そのような病院をつくってい

ただけることを願っています。（女性・60歳以上・西地域） 
 


