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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、405人から延べ483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 40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】 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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 102

第２位 便利な交通網を整備する 32

第３位 医療サービス体制を整備する 27

〃 高齢者の福祉を充実する 27

〃 道路を整備する 27

第６位 県政情報の発信や活動のＰＲについて 26

第７位 調査に関して 25

第８位 住んでいる市町村への要望 23

第９位 次世代を担う子どもの育成支援を充実する 13

第10位 学校教育を充実する 12

第11位 大気汚染、水質汚濁、騒音などの環境対策をすすめる 11

第12位 犯罪防止対策をすすめる 9

第13位 障害者の福祉や社会参加の支援を充実する 8

〃 自然を守り、緑を育てる 8

第15位 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 7

〃 雇用の場を広げる 7

〃 下水道を整備する 7

第18位 生涯学習・スポーツ・レクリエーションを振興する 6

〃 芸術・文化活動を振興する 6

〃 まちの景観や美化について 6

〃 県警への要望 6

第22位 食品の安全をまもる 5

〃 母子、寡婦、父子家庭等の福祉や社会参加の支援を充実する 5

〃 公園・緑地・水辺を整備する 5
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【自由回答の記述】（上位10項目の一部抜粋） 

 ■県政全般に関する要望 

○今後、景気の後退により税収が落ち込んでいくのは確実であります。現在、進行中あるい

は計画中である事業や政策等、再度見直していただき、本当に必要で県民にとって意義あ

るものを進めていくようにして欲しい。良い政策、悪い政策にしろ、結局は県民に跳ね返

ってくることを理解して頂きたい。それを肝に銘じて、県職員の皆さんには頑張って欲し

いと思います。期待してます。（男性・30代・中央地域） 

○これからは千葉県のことを関心を持って知っていきたいと思いました。千葉県は海の幸に

恵まれ、農業も日本一、気候も温暖ですばらしい県です。これからますます最良の県にな

るようにお願い致します。（女性・60歳以上・西地域） 

○子育てに追われる毎日で、県政に関する知識に乏しい自分を反省しました。物価上昇もあ

り、これから教育費がかかる子供がいる私は日々家計のやりくりに頭を悩ます毎日です。

又、両親が遠方にいて子供を預けることが出来ないためもあり、今まで体力的、精神的に

ゆとりのない状態でした。私のようなママさんはたくさんいるんじゃないかなぁと思いま

す。色々な立場の方達が少しでもゆとりを持って暮らせるよう、県政に関わる方達には一

国民の立場に立って、政策を考えていただきたいと思います。（女性・30代・中央地域） 

○現在、役所の風当たりが強くて大変だと思います。ただ民間企業では、企業努力やリスト

ラ、経費削減等で大変な思いをしています。いつも役所を見ていると、日中も夜も電気を

光々とつけているし、カウンターは住民票一枚とるのでも、「受付」「コンピュータを打

つ人」「印刷」「渡し」「会計」と５人の手を渡って発行されるのです（こんな作業１～

２人で充分です）。こんなバカバカしい人件費を使うくらいなら、このような人々をもっ

と福祉の現場や治安維持活動等、人手不足の部などへ転勤させたらどうですか？（女性・

30代・中央地域） 

第25位 交通事故から県民を守る 4

〃 農林水産業を振興し新鮮な農水産物を供給する 4

〃 安心して飲める良質な水道水を供給する 4

第28位 災害から県民を守る 3

〃 中心市街地の活性化を推進する 3

〃 ＮＰＯやボランティアへの活動支援を充実する 3

〃 省資源やリサイクルをすすめる 3

〃 仕事と子育てが両立する働き方を実現する 3

〃 国政への要望 3

第34位 廃棄物対策をすすめる 2

〃 観光を振興する 2

〃 動物に関する問題について 2

第37位 国際交流や国際協力をすすめる 1

〃 青少年を健全に育てる 1

〃 住宅対策を充実する 1

〃 ＩＴ（情報通信技術）を生かした社会づくりをすすめる 1

合計 483
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○千葉県だけでなく、どんな所も住みにくい、生活しにくい場所になっているのが現在の日

本だと思います。それを感じさせる大きな要因の一つが、将来への不安です。９９．９％

無理ですが、老後は海外で生活したいと夢見ている現在です。そんな中で県民の意見を聞

く試み、お疲れ様です。しかし意見を聞かなければ県民の願いや希望が分からないのかし

ら…とも思ってしまいます。もっともっときめ細かに声なき声をきく耳や、声にならない

思いを感じ取る感性を、「官」の側にいらっしゃる皆様に持ってもらいたいと切望します。

（女性・50代・南地域） 

○市が抱えている問題点（我々が抱えている問題点）を、県の見地から補助・指導してほし

い。国の担当部分もあるので（河川・道路）各事務所への市との共同支援。各市間の格差

是正（保険料、行政サービス、職員給与）。行政改革（国交省のタクシー問題の様な事が

ない様、県も再点検）。身近な市より県は大きな方向付けの決定等なので、見える県政を

身近に認識させて下さい。（女性・30代・中央地域） 

○財政面について、実行予算が高く見積もられているものが多い。税金でまかなわれるため、

もっと県民の生活を考え、無駄のない、また、必要以上の予算は組まないで欲しい。一個

人事業主という気持ちを忘れず、節約できるものはできるだけ節約し、増税に気を使って

欲しいです。（女性・60歳以上・西地域） 

○①県の財政が今相当に厳しいとの事。無駄や不合理な部分は再度検討し、明日の県政に繋

げて下さい。「宝くじ」を発売するとか。②金庫にあるお金の「運用方法」に誤りがある

のではないでしょうか？もっと良い運用を考えてみては如何でしょうか？「専門家」に頼

むとか？③県人事の公平性や、給与手当て等についても合理化を大阪府のようにやってみ

ては如何でしょうか？（男性・60歳以上・中央地域） 

○公務員の給与等について、手当などの実際に支払われている金額を全て公開した上で、人

数の削減を、賃金の見直しをし、人件費を抑える等の努力をすべきである。（男性・50

代・西地域） 

 

■便利な交通網を整備する 

○都内へ向かう成田線、京成線の電車の本数が少なすぎる。都内への勤務する者としてはと

っても不便です。（女性・40代・東地域） 

○武蔵野線と京葉線のトラブルの対応を改善してほしいと主人がよく言っています（西船橋

と南船橋）。（女性・40代・西地域） 

○普段バイクに乗っているが、松戸駅近辺にはバイク駐輪場がないのに民間取締りは徹底し

ています。駐輪場があれば納得もいくが、民間・行政ともバイク駐輪場に力を入れてませ

ん。常磐線の混雑具合は耐え難いものがあります。もっと楽に通勤できるように整えてほ

しい。（男性・40代・西地域） 

○県下の中で大網は外房地区の要だと思っています。その割にインフラはまだまだ整ってい

ません。特に中心の駅前周辺など、ひどいものです。ぜひ、大網地区にも眼を向けるよう

宜しくお願いします。（男性・50代・中央地域） 
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 ■医療サービス体制を整備する 

○６５歳以上になり、悪性腫にかかり、現在かかりつけ医を持つことができ、本当に助かっ

ています。今より以上医療の充実をはかって頂きたいと思います。（男性・60歳以上・

西地域） 

○これからも地域の人々が安心して暮らせるよう、色々な施設の充実や医療サービスなど、

取り組みに期待しています。私も地域の一員として参加していこうと思います。（女性・

20代・東地域） 

○病院、その他医療体制が遅れていると痛感しております（現在８０歳）。（女性・60歳

以上・中央地域） 

○医療施設、サービス体制の整備について、この１～２年非常に不安を感じております。い

ざ自分が具合が悪くなった時、果たして安心して診断して下さる医師、看護師に出会える

だろうか。また、最近では病院経営の困窮から、閉鎖（公共の病院）等が新聞情報で読ん

でいますと、自分の身近な公共病院がその様な状況下にあったら…と不安を感じますよ。

（女性・60歳以上・西地域） 

 

 

  

■高齢者の福祉を充実する 

○高齢者対策をより充実させて下さい。生きがい支援、働きがい支援、特に介護と医療体制

に予算を充実させて。行政への住民参加。（男性・50代・中央地域） 

○千葉県民が住みやすく、高齢者にも福祉が充実し、安心した老後を過ごせると良いと思う。

（女性・50代・中央地域） 

○町政への意見でさえ、なかなか取り入れられないのが現実です。まして県政への意見は、

なかなか現実には取り入れてもらえないと考えてしまいます。希望としては、増えていく

独居老人、高齢者への対応を考えてほしいと思っていますが。（女性・60歳以上・中央

地域） 

○千葉県は神奈川・埼玉に比べて文化・老人対策について立ち遅れているように思います。

国際的・近代的な劇場もありません。八十歳と七十五歳の私共夫婦が明日何か起きても、

すぐ助けてもらえそうにありません。後期高齢者が倒れた時、とりあえず助けてもらえる

（食事等）組織を早急に作っていただきたいとお願いいたします。普通の老人が日常生活

に不自由な時に助ける有料のボランティアの組織も必要です。（女性・60歳以上・中央

地域） 

○高齢者の医療負担をもっと軽くしていただきたい。（女性・60歳以上・西地域） 
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 ■道路を整備する 

○高速道路の延長を長い間待ち望んでおります。千葉市に出るまで往復で４時間は大変で

す。離れている地域にこそ、目を向けて欲しいです。ますます離れ小島になってしまいま

す。（女性・50代・東地域） 

○歩道が狭く危険な場所が多い。コンビニ等閉店する店舗が多い。バスが混み駅での時間が

読めない。バスの道路での公共工事が多く渋滞となっている。公共施設まで遠く利用する

事が出来ない。（男性・40代・西地域） 

○道路をはじめとして、生活基盤の整備が遅れすぎている。（男性・60歳以上・西地域） 

○道路が狭くてベビーカーで出かけづらいです。歩道があっても狭かったり、がたがたして

いたりして、車道に出てしまいそうになり、危険な思いを何度もしました（女性・20代・

西地域） 

○西船橋の駅はきれいになりました。しかし少し離れると道は細く汚く、段差が多いです。

産婦人科や病院、障害者の学校などに行かれる方も多いので、道路の整備、環境などに力

を入れてほしいのです。（女性・30代・西地域） 

○県というよりも市へかもしれませんが、自宅の裏には農業用の川がありますが、年々水に

削られ、大雨の時などにはいつもハラハラさせられています。Ｕ字溝などの整備を市議の

方々にお願いした事はありますが、実践できません。この様な場所はいたる所にあると思

います。道路の整備は年度末には色々やるのに。忘れられている場所が沢山あると思いま

す。（男性・50代・東地域） 

 

■県政情報の発信や活動のＰＲについて 

○市の広報などはよく読んでいますが、県の広報となると広範囲になるので、なかなか身近

に感じにくいところがあります。市民であると同時に県民であることを市を通してアピー

ルし、情報をお知らせしていただければ助かります。（女性・40代・西地域） 

○県の中での温度差があります。県からの情報がネット・新聞から伝わるのですが、パソコ

ンの使い方が分からない（持ってない）、新聞もとれない程家計が苦しい方達は伝わって

いかないので、伝えてあげてほしい。（女性・40代・西地域） 

 

○県会議の内容を時々新聞などで知りたいと思います。知事さんはこれからどんなことで千

葉県が良くなるようお考えなのか、もう少し県民が感心を持てるように新聞の千葉版など

で報道して下さい（千葉版は毎日見ています）。（女性・60歳以上・西地域） 

○千葉県知事がもっとメディアに登場して、具体的にどのようなことを政策としてあげてい

て、実際どの程度まで推進してきているのかを県民だけでなく全国民に話していくことが

必要なのではないでしょうか（別にパフォーマンスは望んでおりませんが）。（男性・50

代・西地域） 

 

○年度予算が赤字なのはおかしい。もっと行財政改革を進めて、赤字を解消する努力をすべ 

きである。県議会の一般質問方式を一問一答方式に変更し、議会の活性化を図るべきです。 

県政は県民にとってもっとも遠い行政です。もっと県民に身近になる県政になるための検 

討が必要です。県の行っている地球温暖化防止活動は、県民にはあまり具体的に伝わって

きません。推進員の活動等、もっと工夫とＰＲが必要です。（女性・60歳以上・中央地

域） 
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 ■調査に関して 

○この調査の設問を受け、日常生活をあまりにも無意識に過ごしていたなと思った。もう少

し広い視野で県民と言う意識を感じつつ生活したいなと思った。質問により自分を見た感

じだ。これからは少しでも協力できることがあれば多方面で気をつけたいと思います。あ

りがとうございました。（女性・60歳以上・東地域） 

○県民参加型として、知事への手紙も送れることは知りませんでした。今までは何も不満等

ありませんでしたが、今後要望等できましたら、直接連絡できることはとても心強いです。

このような調査で知ることができ、ありがとうございます。（男性・60歳以上・西地域） 

○このような調査があることを初めて知りました。とても良いことだと思います。県政だけ

ではなく、各市町でもこのような調査を行い、少しでも千葉県を良くしていけたら良いの

ではないかと思います。（男性・30代・中央地域） 

○アンケートに対してのお礼などがないと、回答者の人数・正答率に大きな影響を与える。

また、質問紙の見直しが必要である。アンケート調査について、さらに改善が求められる。

（女性・20代・西地域） 

○県の財政が大丈夫なのかだめなのか知りたいが、わかりやすい資料がない。道路整備計画

があるのかないのか全くわからないし、全然進んでいない。この世論調査をしてどうする

のか、書面にして送っていただきたい。（男性・50代・西地域） 

 

 

  

■住んでいる市町村への要望 

○県、△△市の行政サービスの仕切りが理解出来ていない。税収入が増加することは期待で

きない。箱物行政はやめる。効率的な配分を考える。市と県が助け合って、きれいな街づ

くりに施策計画。下水道完備、および地下電線、通信線に変更する。県民は県に何かをし

てもらうという意識ではなく、市、県に協力できることは何かと考えるような運動をして

はどうだろうか？（男性・60歳以上・西地域） 

○市が抱えている問題点（我々が抱えている問題点）を、県の見地から補助・指導してほし

い。国の担当部分もあるので（河川・道路）各事務所への市との共同支援。各市間の格差

是正（保険料、行政サービス、職員給与）。行政改革（国交省のタクシー問題の様な事が

ない様、県も再点検）。身近な市より県は大きな方向付けの決定等なので、見える県政を

身近に認識させて下さい。（男性・60歳以上・中央地域） 

○□□市に住みつくと、各種事業や施設が□□市のものと勘違いする。千葉県は県の事業、

施設をもっと強調、広報し、住民に理解を求めるべきである。（男性・60歳以上・南地

域） 
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 ■次世代を担う子どもの育成支援を充実する 

○千葉県は高齢者への支援・対策は進んでいると思う。が、子供（家庭）への政策が乏しい

ように感じる。未来を作っていくのは若い世代であり、子供たちである。そこへも力を入

れて欲しい。子供のパワーは地域のパワーになり、活気ある町の高齢者の方が結果的には

幸せではないか？（女性・20代・中央地域） 

○自然環境、そして青少年の教育、いずれも次世代を担う子供たちの暮らしに関わってきま

す。なんとかしてほしいです。あまりにも政治について無関心なこと、恥ずかしいです。

でも具体的な施策を出してもらえれば、できることから協力していきたいと思います。

（女性・50代・中央地域） 

○若者が生きがいを、安定した不安の少ないような未来を、生きていける県政の運営をして

欲しいです。就業支援など。そうしなければ未来の子供たちも少なく、少子化で高齢者が

多く、若者に負担が多く、かわいそうに思う。（女性・50代・東地域） 

○もっと子育てしやすい環境整備を望みます。また、金銭的にも子供を増やし「にくい」社

会だと思います。出産するだけで大変なお金がかかり、育てるのにも、あずける「保育所

がいっぱい」でどうしようもありません。我が家はもう一人子供が欲しいのですが、そう

いった理由で諦めざるをえません。妻の友人にもそういう友人が数多くいるそうです。以

上のこと、よろしくご検討下さい。（男性・30代・中央地域） 

○県立高校（定時制、通信制も含む）に子供たちが安心して通学できるよう、学費、諸経費

の負担を軽減して欲しい。また、少数のエリート養成よりもひとりひとりを大切にする教

育内容に改善して欲しい。（男性・50代・西地域） 
 

 

■学校教育を充実する 

○中高一貫校の充実をお願いします。（男性・40代・中央地域） 

○教育を大切に重んずれば、将来的には治安、経済活動等、全てにおいてプラスになること

を考えつつ、県政を行って欲しい。（女性・40代・東地域） 

○公立中学校、高校は教育課程や教育に不満があり、子供２人は私立へ進学させたが、経済

的に苦労した。他県並みにまたは公立並みに助成金を出してほしかった。税金を払ってい

るわけで、国民の平等に欠ける。無駄な税金を使ってほしくない。（男性・50代・西地

域） 

○私には小学１年生の子供がおりますが、今年から夏休みのプールが中止となりました。管

理者がいないため、その予算もつかないためと新聞で読みました。とても残念です。来年

は小学校へ通う生徒が、プールで夏休みも楽しめるようお願い致します。（女性・40代・

中央地域） 

○「教育の県」として、教育の充実と、受けることができる場所、機会を増やして欲しい。

県内の教育格差の是正をお願いしたい。県内に住みたいという強い意識を持つ根拠がな

い。特色づくりをすすめ、教育の予算で全国１位や全国学力調査で１位、または犯罪・事

故率が全国最下位といった、何かしらの特色、特長が欲しい。（男性・20代・西地域） 
 

 


