【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
○何か新しい試みをするのが千葉県であったらと思います。例えば全国で一番子育てにやさし
い県とか、逆に高齢者にやさしい県とか、ＴＶ等でも話題が出る様な取り組みをどんどんやっ
て欲しいと思います。税金は有効に使っていただきたい。無駄な公共事業とか支出は抑えて、
誰が見ても納得のできる形で税金を使って下さい。（男性・30 代・西地域）
○これを機会に住んでいる千葉県に関心を持ちたいと思います。私は千葉県は東京になる必要
もないし、神奈川県のようになる必要もないと思います。千葉らしさを大切にしていったら
良いと思います。（女性・50 代・東地域）
○今後、高齢化が進む中で、県の運営もとても厳しくなる事は必要と思われる。将来を見越し
た行政機関の改革が必要であり、収入に見合った支出とのバランスを考え増税にたよること
のないよう今から対応して欲しいと思います。（男性・50 代・西地域）
○私自身、家庭を築き子どもを育てるようになり、地域環境や様々な活動に興味を抱くように
なり、今回の調査票の内容にも強く関心を持っております。様々な観点からの項目各々がと
ても重要であると感じましたが、全体を通して今考えることは、地域住民が自分の住む町、
地域に住みやすいと満足できなければ観光、国際化など次に来る発展はあり得ないというこ
とです。そうした意味でコミュニケーションが健やかで安全であることに県政が第一に取り
くむべきと思います。地域、そして日本全体にとっての最大課題である少子化対策について
ですが、今日経済的な援助や保育、託児施設の充実についてよく取り上げられます。更に働
く女性の援助等でも話題は発展しています。一方で私自身と回りの親たちの現在の経験から
抱く印象は別の点からもあげられます。まず子どもを育てる上で大事なことは母親自身（ま
たは父親）が自己の育児力を高めていくことにあると思えるのです。その結果は子どもの健
やかな発達、更に各家庭の安定、地域全体の発展に繋がり得ると思います。各家庭の育児の
力を高めるためには情報提供の充実に加え、安心して子どもを連れ出せる環境が必須であり、
道路、公園、図書館などの公共施設場において充分でない個所の改善は急がれるべきです。
舗道の危険箇所、ベビーカーの通りづらいスロープ（多いです）。多くの時期、雑草が覆い
茂る公園しかない町では、多くの母親がストレスをもちます。結果、車でしか外に出られな
い。それは大気汚染の一因にもなります。県政にはそうした環境についての身近な点の改善
に（もちろんゴミ問題、大気汚染問題とともに）とりくんで頂ければと期待します。高齢者
や障害者に優しい町づくりは子育てもしやすい町であると強く感じます。（女性・30 代・南
地域）
○千葉県の財政状態はいかがなものでしょうか。各メディアによる自治体破綻のニュースを目
にするにあたり隠された債務、情報開示されていない借金があるならば、情報の開示を求め
ます。県は千葉県内の各市町村の正しい財政状況を把握し、指導等を行なっているのでしょ
うか？県内各市町村の全ての借金、債務の状況等の情報の開示を指導して下さるようお願い
します。（女性・50 代・中央地域）
○他県に比べ医療や福祉の充実が不足していると思われる。安心して暮らせる千葉県であって
ほしい。（女性・40 代・西地域）
○環境、老人、少子化、教育等力を入れておられる状況はわかります。一方、もう少しどうに
かしていただきたい状況が実存するのも事実です。それは経済の活性化→公共事業の選別を
行い、事業の実施（必要な公共事業は積極的に取り組む）等、庶民の生活が現実的にうるお
うような施策を実行していただきたい。何卒宜しくお願い致します。（男性・40 代・西地域）
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○千葉県のイメージ…人との縁が深まりにくい。とても個人的。愛が足りない。30 年千葉で生
活してきましたが、今思うと上記の様なイメージを持っている事に気付きました。学生時代
は東京へ通い、会社勤め時代は千葉市へ通っておりました。友人は色々な県におりますが、
皆、千葉県に対するイメージは”あまり良くない”or”はっきりしたものが無い”or”特産
物が落花生”など散々なものでした。他県には何かしら暖かみが感じられるイメージがある
のに、そういえば何で千葉には無いのだろう？と感じていました。これからは”愛のある県”
をコンセプトに全国にアピールしつつ、そうなってくれる様に行政が頑張ってほしいです。
そして子供達に心の教育をして行ける様にシステムをつくってほしいです。（女性・30 代・
西地域）
○職員の質の向上、税金の充実した使い方、マンネリ化した予算案ではなく使い道をはっきり
したもの、生きた資金の使い方を見直してステキな充実した千葉県へ。（女性・40 代・東地
域）

■調査に関して
○今回のアンケートの結果をきちんと開示して、又は結果を各項目でどの様に生かしていくの
か県としての考えを開示して欲しい。（男性・30 代・西地域）
○調査書を送って下さり有りがとうございました。記入することにより県政への関心が高まり
ました。県民の声をすくい上げて、県政に生かして下さればうれしく思います。（女性・60
歳以上・東地域）
○今回のアンケートの主題は何なのかわからない。アンケートの質問が飛び過ぎる。一連の形
にして誘導しない様配慮したものと考えるが、県が行う必要のない様な内容まで含まれてい
る。このアンケートから都合の良い部分だけぬき取り利用されそうな気がする。人間の思考
は本来一貫性を持っているものである。県政に対する世論調査を真摯に行なおうとするなら、
県としての施策を示し、それに対する意見を求める様な形でアンケートを構成していくべき
である。その為には今回のアンケートについて言えば問 50 が最初に来るべき。そしてそれら
の内容をほり下げ、県民が今何を考え、何を求めているのか真剣にくみ取ろうとする姿勢が
必要だ。今回のアンケート全体から受ける印象として、県政に対する意見を県民からくみ取
ろうとする真剣味があまり感じられない。アンケート内容は誘導することのない様注意しな
がら、内容は主題をはっきりさせてもっと吟味して作ってほしい。一度に多くの主題を提起
すべきではない。（男性・50 代・南地域）
○世論調査をしても県政に取り入れられることはあまり少ない様に思われる。知事は県民の意
を理解し調査を最大限活用、取入れ、皆様が安心して日常生活出来るよう努力してもらいた
い。（男性・60 歳以上・中央地域）
○本アンケートに関して…設問及び解答例がハードに偏重していると見られます。もっとソフ
ト面での施策を立案し、税の有効活用を導いた方が良いと考えます。（男性・60 歳以上・西
地域）

■県政情報の発信や活動のＰＲについて
○県民と都道府県が一体となるような情報公開及び活動が必要。県職員も県民の一員という事
を十分に理解し、県民の声を自分達の声と思って対応して欲しい。（女性・30 代・中央地域）
○千葉に引っ越して２年以上経ちますが、詳しい行政とかわからないので、そんな私のような
人達にも千葉県のルールというか県の政策などをわかりやすく伝える方法があるといいと思
います。そうすれば千葉県の理解度も上がると思います。（女性・20 代・西地域）
○市政に関してはとても身近に感じているが、県政となると情報も少なく興味もうすれてしま
います。もっと身近に感じられる様になると良いと思います。（女性・40 代・西地域）
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○県民だよりに広告を掲載するとか、千葉県ＨＰにバナー広告を入れるとか県が稼ぐという発
想は”悪”なのか？都バス等に広告を入れて稼いでいる事例があるようだが？（男性・30 代・
東地域）
○全体的に情報公開が少ないと思う。あと県民の意見が取り入れられている県政が行なわれて
いるとはとても思えない。（女性・40 代・南地域）
■道路を整備する
○３月が近くなると道路工事がとても増えますが、意味はあるのでしょうか？「無駄に税金を
使っているのでは？」と思っている人もたくさんいるので、何のための道路工事かというこ
とを明確にしていただきたいです。（女性・20 代・中央地域）
○私は健康の為、スポーツクラブへ行ったり、ウォーキングをしておりますが、歩いている時
いつも思う事は、歩道がなく車スレスレな時があり身に危険を感じ乍らのウォーキングで、
子供達も自転車通学の時などヘルメットをかぶっているとはいえ危なくてかわいそうでし
た。今は割りととっさに身をよけることが出来ますが、これから年老いてきた時安心して歩
くことが出来ないのではと心配です。高齢者の医療保険が増々増加していくであろう中、い
つ迄も健康でいる為にわざわざスポーツクラブに行かずとも毎日続けられるウォーキングを
気軽に出来るよう、歩道を作って欲しいと切に願っています。まず身近な健康法が高齢者の
医療保険を減少させることになるのではないかと思います。（女性・60 歳以上・南地域）
○千葉県は茨城県に比較して道路網の整備が大変遅れている。特に県北東部地域。（男性・60
歳以上・東地域）
○個人的な意見であるが、交通網をもっと整備してほしい。ガソリンの値段が上がり勤め人に
は厳しい時代であるが、渋滞が酷く通勤が非常にキツイ。自分達の税金が身近に感じられな
い。以上（男性・20 代・中央地域）
○観光事業−都心から近い千葉には、日本一長い九十九里海岸、房総には素晴らしい海岸や歴
史的観光スポットもあります。しかし、道路のアクセスが悪く、船橋から首都高を使って三
浦半島へ行く方がはるかに速くスムーズなのは信じられません。道路アクセスがよければ観
光事業もおのずと成功するのではないでしょうか？（女性・40 代・西地域）

■高齢者の福祉を充実する
○高齢者福祉の支援、充実、又高齢者の心身共に安定できるよう支援して欲しい。（女性・50
代・西地域）
○地域の今後の大きな課題となるのは、これから増加する高齢者に対する地域としての介護問
題と思う。家族の構成人数が少なくなると地域全体で介護を必要とする人々を面倒をみなく
てはいけなくなる。行政としての取組みが期待されている。（男性・50 代・西地域）
○年寄の介護が必要になった時、仕事（パート）をやめて介護にあたると経済的に負担が大きく
なり、先行の生活に不安を感じています。施設への入所も希望者が多くむずかしいと聞きます。
家族にも経済的にも負担のかからない医療制度を希望します（できる事なら在宅で介護をした
いと思っています）。（女性・50 代・東地域）
○私は認知症の母を看取ったものですが、認知症対策の強化を切にお願いしたいです（特に施
設等）。（女性・60 歳以上・中央地域）
○産業県であるので、県の発展に尽力された高齢者の方々が楽しく生活できる様に福祉を充実
していただきたい。（男性・50 代・南地域）
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■学校教育を充実する
○教職員の待遇が年々悪くなっています。教員の質の向上や学校教育の重要性がこれほど問題
にされていながら、労働環境は悪化するのみです。おそらくこれでは有能な人材は教員を希
望しません。現場の教員も多くが自分の子どもは教員にしたくないと考えています。生活面、
健康面、精神面、すべてにおいて厳しい状況になっていっています。犯罪の低年齢化、凶悪
化は現場にいれば「当たりまえ」のことです。教員が働きやすく一定の権限を持って指導で
きるよう守られる条件がつくれないと、家でも学校でも「指導されない（しつけられない）
子」がどんどんふえます。すでにその傾向がいろいろな形で出ていますが、どのように対策
を立てるのか、是非きちんとした方向性を示してほしいと思います。（女性・40 代・中央地
域）
○来年、子供が小学校へ進みます。野田市は人口も増加している地区なので、中学校がマンモ
ス校となっているそうです（小学校ばかり増えて中学校は増えない）。ニュースでも多く取
り上げられているように、教員による事件が多発している（セクハラ、暴力など）。教職員
の質の良さを重視してほしい（きびしく子供達の声を聞くべきだと思います）。 （女性・
30 代・西地域）
○以前堂本知事が県民だよりの中で、財政上非常に厳しい状況であることを書かれていました。
千葉は観光客も多く、農水産物も土地も豊かという印象がとても強かったので、県にお金が
ないという実感がありませんでした。ですから知事の記事で危機感を覚えましたし、ありの
ままの形をストレートに伝える姿勢に好感を持ちました。それでもやはり千葉は豊かなとこ
ろだという見方に変わりはありません。この豊かさを活かし切れていないのかも知れません。
人材についても同様のことが言えるのではないでしょうか。千葉に住みながら大学や職場は
東京という千葉都民意識があたり前なのも残念です。能力のある人が千葉のために少しずつ
でも力を出し合うようになればと思います。そのためには、やはり子供の教育水準を上げて
いくことが大切だと思います。私は他県出身ですが、30 年前の自分より子どもたちの方が貧
しい環境で学んでいる状況にはがっかりします。市町村によって提供できる環境が違うのは
仕方ないですが、同じ県民として公立学校で同じようなレベルの環境を与えられるのは県の
力だと思います。何にどの様な予算を配分するかはとても難しい問題だと思いますが、県と
して未来への投資に力を入れて下さることを望みます。（女性・40 代・東地域）
○教育について申し上げます。警察や病院、文化会館、図書館、県庁など小中学校で職業見学
させてもらいました。市町村よりそれは県の方がいいと思います。私は千葉県で小中高大学
まで学びましたが、親が農家でしたので他の職業を知る機会が少なかったと思います。小・
中で早くなりたい職業にあこがれを持ち、高校からその道へ行けるように教育していただき
たい。学者になれる人は少ないのだから、普通科ばかりではなく特種教育が必要ではないで
しょうか？教師になる方も社会経験がある人を採用するなど考えていただきたい。（女性・
30 代・東地域）
○孫が私立高校にお世話になっていますが、千葉県は私立高校への助成金が日本全国の中で下
位と聞きました。子供達の為に良心的な学校経営を行っている学校ですので、かなり経営面
で御苦労がおありと伺いました。言うまでもなく次世代を担う子供達の育成は極めて重要な
ことは論を待ちません。せめて県からの助成金も今少し増額して戴きたいものかと痛感して
おります。よろしく御配慮の上、少しでも増額されますよう心から要望するものでございま
す。県内の私立高校全般に代わり申し述べさせて戴きました。（女性・60 歳以上・南地域）

■県警への要望
○県警に一言 ①私の住んでいる回りは違法駐車場が大変多いです。歩道の一部を駐車場にし
ています。歩行者の人は車道に出て歩かないと通行できません。警察は放置しています。ど
うぞお考え下さいませ。 ②千葉は本当に駐車違反がいまだに多いです。特にマンションの
前。中古の車屋さんの前、道路を当然のように駐車場にしています。しっかり取り締まって
下さいませ。（女性・50 代・西地域）
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○警察の力がおちたといわれるが違うと思う。犯罪者が多くなったり犯罪の多様化が原因して
いると思う。単に警察官をふやしても良くならない。警察官を多く募集してもレベルが下がっ
ていくのには抵抗がある。レベルを下げずに人数をふやしてほしい。（女性・40 代・中央地
域）
○駐車禁止の取締りについてですが、渋滞で今までとても困っていた所などはわかりますが、
地方の渋滞と縁のない地域での取締りは行き過ぎではないでしょうか。地域の商店では駐車
場など無い、用意できないところも多いのに一律に取締りをしていては商店街の活性化どこ
ろか閉店を余儀なくされることも大いに考えられます。行政で駐車場を確保するか、取締り
の強化への対策を考慮しなければ商店街の灯が消え地域の活力を失くすのではないかと危惧
しています。
（女性・50 代・西地域）
○若者の暴走（深夜のパトロールの強化）今千葉県は、東京と同じく片田舎でも眠らない街に
変化しつつあります。深夜の交番でも空き交番をつくらない様にしてほしい。お年よりや善
良な市民が安心して眠れる様に…。（女性・60 歳以上・東地域）
○以前、町の交番へ不審者がいると連絡した事があるが、非常に対応が悪く残念に思いました。
（警察官の教育に問題があるのでは）（困って不安で連絡しているのに冷たい言葉でした）安
心させる言葉とか出ないのか？ （女性・40 代・中央地域）

■次世代を担う子どもの育成支援を充実する
○児童手当てについては、年収 700 万円の家庭と年収 300 万円の家庭で金額が同じではおかし
い。経済的に苦しい人達の方へ多くした方が良いと思う。（女性・30 代・南地域）
○県政に関する世論調査のアンケートが届いて、県政についてはじめて考えてみました。今日
までは市町村の行政にしか関心がありませんでした。特に出産後は行政のしくみについて不
満でいっぱいです。私の視点で申し上げます。私の家族・夫（会社員 出張で週末だけ家に
います）・子供（１才９ヶ月 女の子１人）・両親（農業）父母ともに 65 才以上・私（会社
員 事務職）子供を出産して３ヶ月後には仕事復帰しました。住宅ローン等あるので…。両
親が農業なので平日は子守りをしてくれますが、予防接種や両親の通院、冠婚葬祭などで年
に 15 日間は会社を休み育児をしています。一時保育の受け入れが少なく不便です。親が病気
になったら、主人がケガをしたら…と不安です。もちろん生命保険は全員加入していますが、
我が家は全員国保です。二人目欲しいですが経済的に無理です。県政で期待しているものは
ありませんでした。（女性・30 代・東地域）
○これからの社会を担っていく子供達の変化について、真剣にとりくんでほしいと思います。
子供達をとりまく環境や教育、特に道徳に力をいれ、何十年か以前の”子供らしい子供達”
に再びもどれる様適切な政策をおねがいします。（女性・40 代・西地域）
○出産、育児に対して支援をしていただきたい。国として少子化の方向性は出しているが具体
的実現に至っていない。（千葉）県として少子化対策など将来を見据えて全国から見たパイ
オニアになってほしい。（男性・30 代・西地域）
○子どもが誕生して初めて子育てに対する支援が十分でないと感じるようになりました。保育
園に入園できず、仕事を続けたくてもあきらめる主婦がいます。また家族の収入によって児
童手当がいただけないというのもどうなのでしょうか？不公平なのではないかと感じます。
もっと子供を育てるにあたっていろんな支援があれば、子供を１人であきらめず２人、３人
と産みたいと思う人がふえるのではないかと思います。（女性・30 代・中央地域）

■便利な交通網を整備する
○モノレールの活用法を千葉市と共に考えてほしい。そして、私の親が千葉市に住み続け老齢
化してもモノレールの借金で公的サービスが損なわれることがないよう努めてほしい。（男
性・20 代・中央地域）
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○沿線の交通手段が北総鉄道しかないので、これを利用する以外に手がありませんが、半年の
定期代が学生定期でも\116,720 にのぼります。１年で約 20 万とすれば大学に４年間通って
80 万です。大変な負担です。また、就職の際にも都内までの交通費の高さがしばしば問題に
なります。いくら何でも１駅区間が約 300 円というのは高過ぎです。何年も前から運賃の見
直しが話題に上がっていながら、改善の見られない状況はいかがなものでしょうか。（女性・
20 代・東地域）
○館山から東京まで通勤できるＪＲ、バスなどの交通網の用意だけでも人口減少はかなり減る
し、地方自治体への税金も増える。君津、木更津、外房地区も同様な事が言えると思うし、
この方法を望む人がたくさんいるのは事実です。首都圏の近く（幕張等）と１〜２時間かけ
ても自然のある場所に住みたい人と二極化しています。ＪＲ、バスなどに補助金を出すので
はなくプレッシャーをかけてダイヤ変更などの手段にて改称できると思います。検討願いま
すし返事が欲しいです。（男性・30 代・南地域）
○東京へ通う千葉都民に対する対策を考えてほしい。電車が混雑、便数が神奈川、埼玉に比較
して不便。神奈川の田園調布線、埼玉の埼京線のようなものがない。（男性・50 代・東地域）
○５年間千葉へ通勤しましたが、それは大変辛いものでした。電車の環境が（ホームも）劣悪
で精神的に良くないなぁといつも思っていました。皆がすがすがしい気持ちで目的地へ向か
える様な環境作りを考えて欲しいです。（女性・30 代・西地域）

■住んでいる市町村への要望
○ゴミの分別回収がルーズ過ぎると思います。なぜ○○市の収集は平気で可燃ゴミにペットボ
トルを入れるのか？それを又、回収に来た業者も持っていってしまう甘い部分があります。
東京ではまず考えられません。回収なんてされません。（女性・20 代・西地域）
○固定資産税が高すぎる。地目は畑なのに現況という事で雑種地となり、今までの３倍以上に
なり生活を圧迫している。特別調整区域なので、どうする事もできない。農業ができる人間
もすべて他界しているので本当に困っています。（男性・30 代・中央地域）
○消防官の処遇改善について。防災に任ずる方々は出動現場での実務処理やペーパーワーク処理
に高度の能力を要し多忙に追われている様です。これからを考えれば彼等の資質の向上は必須
と思われます。故に待遇の改善を最優先とし、次いで必要最低限度の増員を実現して下さい。
（男性・60 歳以上・西地域）
○国民健康保険料が高い。（女性・40 代・東地域）
○健康診断について。市の事業かも知れませんが、子宮癌検診が今年から年齢によって隔年と
なるのは疑問です。（女性・60 歳以上・中央地域）

■医療サービス体制を整備する
○医療関係者の資質が気になります。命をこの人に託してよいのだろうか？と不安な気持ちを
持つ事のないよう指導をお願いしたい。（女性・40 代・西地域）
○子供が数に対して近くに小児科が少なすぎる。急な発熱で行っても受付数が多すぎるので、
受け付てもらえない。これではかかりつけ医はできない。街の中にクリニックモールのよう
な所をつくってほしい。（女性・40 代・中央地域）
○医療体制について、助かる病気やケガで亡くなっている人がたくさんいる！大きな病院だか
らと思い、行っても対応できる医者がいない…。他の町医者では設備がない。これでは患者
はどうしたらいいのでしょう？真剣に考えていただきたい。（女性・30 代・南地域）
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○近くの病院で産科、小児科がなくなってしまいました。娘が結婚して子供を産むとしても、
実家のそばに子供を産む病院がなくとても心配です。それに小児科もなくなって少子化とさ
わいでいるわりにはどうしてこんな大切な、それこそ小さな子供達の命にかかわる様な大切
な事なのに…と思います。（女性・50 代・東地域）
○私は山武地区（東金）在住ですが、医療体制に大変不満を持っております。成東病院、東金
病院、一体どうなっているのでしょうか。一日もはやく地域の住民が安心してかよえる病院
にして欲しいと思います。大学病院から医師を回してもらえないなど、病人はいったいどう
したら良いのでしょう。一番大事なことがなされていないと思います。早急に改善されるこ
とを切に望んでおります。（無回答・60 歳以上・中央地域）
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