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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、281 人から延べ 355 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した。 

 

【自由回答の項目順位】 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次ページに続く） 

項目 件数

県政全般に対する要望 109

県政情報の発信や活動のＰＲについて 26

道路を整備する 23

便利な交通網を整備する 22

医療サービス体制を整備する 20

高齢者の福祉を充実する 15

次世代を担う子どもの育成支援を充実する 15

雇用の場を広げる 12

公園・緑地・水辺を整備する 8

住んでいる市町村への要望 8

大気汚染、水質汚濁、騒音などの環境対策をすすめる 5

農林水産業を振興し新鮮な農水産物を供給する 5

国政への要望 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 3

廃棄物対策をすすめる 3

観光を振興する 3

犯罪防止対策をすすめる 3

まちの景観や美化について 3

仕事と子育てが両立する働き方を実現する 2

下水道を整備する 2

動物に関する問題について 2

県警への要望 2

自然を守り、緑を育てる 1

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 1

芸術・文化活動を振興する 1

その他 57

合計 356
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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 

○県政については、居住区の市町村に比べ、政策内容が県民に伝わってこないように思いま

す。私も年に何度か新聞に入ってくる県民（政）だよりに目を通す程度です。少なくとも、

今年県はこのような事業をする（事業の年度計画概要）とか将来の政策展望などの情報が

わかりやすく伝わるよう努力してほしく思います。(男性・６０歳以上・東地域) 

○無駄使いをやめて下さい。本当に県民の望んでいる事をして下さい。今のままじゃ希望は

ありません。(女性・２０代・中央地域) 

○今後益々の発展を、全ての面にて期待致しております。これからの若い人達が、住み良い

地域になります事、望みます。(女性・６０歳以上・東地域) 

○現在、民間企業が大変にもかかわらず公務員は恵まれすぎていると思います。仕事も楽で、

人員も充分に足りているにもかかわらず、毎年人を補充する必要があるとは思えません。

また、解雇すべき人はどんどん解雇するべきだと思います。また、ベース・アップする必

要も全くないと思います。税金の使い方も人件費を減らすように考えるべきです。(女性・

５０代・西地域) 

○平素は県民生活向上のため、ご尽力いただいております事に、厚く御礼申し上げます。さ

て、千葉県は過去の大型事業のつけや臨時財政対策債発行等の影響で、膨大な借金を抱え

ており、経常収支比率が極めて悪い状態にあります。この先、時代の要請に即応した行政

を推進していくためには、この状態から一日も早く脱却する必要があり、一層の行政改革

が必要かと思います。(男性・６０歳以上・中央地域) 

○世界的に不況が深刻化してきた中、所得税収（県民税）、法人税収減などで、予算ダウン

が素人にも予想できるが、それによって福祉に関する予算が削られるような状況がないよ

う、他分野予算も適正かきちんと判断していってほしい。まず県に一番に望む事は、適正

な予算計画、適正な予算支出です。弱者対策を忘れずにしていってほしい。切に望みます。

(女性・３０代・中央地域) 

○安心して子供が産めるよう、もっと子育てを支援してもらいたい。私も含めて、子供がも

っと欲しいのに子育てに不安があって産めない人が多い。少子化は、行政が何とかできる

問題だと思う（全部とは言わないけど）。(女性・３０代・西地域) 

○市、町は行政に比し、県政は遠い存在で、過去身近に感じたことは殆んどなかった。これ

からも県民と直接関わりを持とうとする姿勢は持ち続けていただきたい。(男性・６０歳

以上・東地域) 

○エコや森林保護問題、いろいろ考える事はたくさんありますが、今、私達が直面している

事、それはやっぱり経済状況だと思います。私のような母子家庭には本当に辛い世の中に

なってます。働いても働いても追いつかない日々を送っています。そんな生活をしている

低所得な人を助けてくれる、普通に暮らせる日々を…と思っています。(女性・４０代・

中央地域) 

○千葉県ではこの度、突然解雇されたり寮を退去させられた非正規社員に対し早速手を打っ

た空室対策はとても良かったと思います。これからも税金の無駄使いを省きより良い千葉

県を作って下さい。(女性・６０歳以上・西地域) 
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■県政情報の発信や活動のＰＲについて 

○千葉県は京葉工業地帯を持ち、豊かな資源、おいしい食材を持ち、魅力的な観光スポット

を持っているにもかかわらず、東京や神奈川に比べてかなり田舎というイメージを持たれ

ている。是非ともメディアをうまく使いこなして、千葉県のイメージＵＰにつながる活動

をしていただきたい。(男性・５０代・中央地域) 

○この調査票を記入してみて気がついたことは、県の情報をあまりに知っていないこと。私

の関心が足りないのか、情報不足か？市の情報は関心がありますが、県というと何か遠い

感じです。(女性・６０歳以上・西地域) 

○千葉県に住んで６０数年。まだまだ気力十分のつもり。気候も温暖で災害も少ない豊富な

資源もある千葉が大好きです。千葉県政のもっと大胆なＰＲ（どこかの知事ではありませ

んが）をして、県民皆が誇れるような県政をどうぞご指導いただきたいと思います。  

(女性・６０歳以上・中央地域) 

○県北西部についてはＰＲの一層の必要がある（東京志向が強い）のではないか（個人の責

任は棚に上げておきます）。(男性・６０歳以上・西地域) 

 

○県政が身近に感じるよう努力したい。同時に県当局も県運営について一層の情報提供を県

民に伝播する知恵を出して欲しい（県民だより等による）。(男性・６０歳以上・西地域)

 

 ■道路を整備する 

○高速道以外の国道を含めた一般道（歩道も含む）の整備が非常に悪く、それ故の渋滞、事

故が多い。（男性・４０代・西地域） 

○他県と比べ、道路事情が悪いです。特に新京成沿線に関しては、踏切が多くて渋滞が苦痛

です。(男性・３０代・西地域) 

○私の家の周りは消防車もやっと通れるくらいの道路。整備もなく、税というものをいつも

考える。子供達も残ってくれないのは道路が良くならないからだと思う。車の通れる道路

にして。下水道整備に古くからの地区を見て下さい、きれいな団地より。(女性・６０歳

以上・東地域) 

○急激な人口増加の中での道路の狭さに常に危険を感じています。道路の修理も東京等には

比べものにならない位出来ばえが悪く驚いています（西船橋）。(女性・６０歳以上・西

地域) 

○道路整備の遅れには目に余るものがある。高速道路も一般道路の整備なくしては意義が半

減以下となる。特に１４号線はひどい状態であり、外環の開通はさらに状況を悪化させる

のではと極めて心配である。(男性・５０代・西地域) 
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■便利な交通網を整備する 

○千葉県は日本、特に関東（東京中心）の中でどういう位置づけをしているのか。単なる通

勤圏では困る。将来の千葉のあるべき姿（浦安地区、千葉地区、成田地区、木更津地区、

東葛地区、～ｅｔｃ．）、将来の展望を描き、交通網の整備、事業資本の投入を図るべき。

(女性・６０歳以上・中央地域) 

○直接関係がないと思うが、県全体（ＪＲ）の鉄道を複線にし、スピードアップして地方の

町からでも都会に通勤可能にして欲しい。そうなれば若い人達も安い土地である田舎の町

に住むようになるのではないか。(男性・６０歳以上・東地域) 

○千葉駅以東の交通が不便。(男性・４０代・西地域) 

○千葉から東京は地価が高く、生活しづらい。しかしながら千葉より下り方面に行くと仕事

もなく、どこへ行くにも車が必要な為、人口の偏りが発生しています。どの地域に住んで

も同じ質の生活ができるようにして欲しいと思います。千葉の地の利は東京に近いことで

すが、生活は千葉で完結するのが望ましいと思います。仕事をしに都内に行くのは非常に

大変です。(女性・３０代・中央地域) 

○もう少し交通の便が良くなってほしい。(女性・３０代・西地域) 

 

 ■医療サービス体制を整備する 

○産科医療の充実。近くの総合病院は医師がいなく、名ばかりの科が多い。産科もその一つ。

検診の補助も足りない。全無料になってほしい。 (女性・２０代・西地域) 

○「乳幼児医療費助成」の拡大を希望します。以前住んでいた所は、小３まで助成があり（現・

中３まで…）、こちらに来た時は正直驚いてしまいました。また、生活のため働きだした

くとも、保育施設への入所がままならず、大変です。保育所、保育園の増園もよろしくお

願いします。(女性・３０代・西地域) 

○病気で働けない人の国民健康保険料をもっと安くして欲しい。良い薬、治療は高価ででき

ないです。(女性・３０代・中央地域) 

○県内のＮＩＣＵ施設の現状把握と、スタッフが集まるような給与、待遇の見直し、未受診

妊婦やハイリスク妊娠（妊婦）へのフォロー体制の検討をお願いします。このままではＤ

ｒ、ナース、スタッフの疲労は増すばかりです。(女性・４０代・中央地域) 

○医療費について（７０歳未満）。高額の支払いに対して、補助が受けられると助かる。

(女性・４０代・中央地域) 
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■高齢者の福祉を充実する 

○今、私は一人暮らしをしています（年金）。これからの福祉、医療に力を入れて頂ければ、

高齢者も色々な事に参加できると思います。(女性・６０歳以上・中央地域) 

○高齢化、少子化とこれからますます県民一人一人色々な面で負担が大きくなるので、少し

でも住みやすい千葉県であってほしいです。そのためにも介護、子育て、教育等の中に大

きな目を向けてもらい、介護者への優遇や資格をとるための負担を軽減していただいた

り、子供たちの教育費にかける負担の軽減をしていただけたらありがたいです。(女性・

３０代・東地域) 

○これからお世話になるかも知れませんが、老人ホームは年金で生活できる様な場所を望み

ます。子供を育て上げ、現在、自分が生きていくために定年後も働いています。健康には

十分気を付けています。とにかく何年後か分からない老人ホーム。希望した時にすぐ入れ

る様に増やして欲しいです。(女性・６０歳以上・中央地域) 

○高齢化に備えてもっと身体が不自由になったとき、安心して入れる施設や病院を増やして

いただきたいと思います。(女性・６０歳以上・西地域) 

○私もあと二年弱にて定年をむかえるが、やはり老後が心配である。老後、安心して暮らせ

る環境をつくること、福祉に力を入れることが最重要と思う。心配であるから消費も冷え

込んでいく。少子化の問題も、若者が将来に不安を感じているからだと思うし、働く機会

も与えられない若者が増えていることも影響をしていると思う。(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 

○子供の教育費にお金がかかります。将来日本を背負っていく子供達のために、誰でも貸し

ていただける奨学金を県で出していただけると、本当に救われる人が多いと思います。

(女性・４０代・東地域)                              

○教育予算の拡充をお願いします。市町村により、同質の教育をうけることができない現状

を、県の補助により均等にしてほしいと思います。(女性・４０代・西地域) 

○育児支援にもう少し力を入れていただきたいです。保育料がもう少し安くなると、仕事し

なければならない時間を減らし、子供と接する時間が増える方も多いと思います。また、

地方の（小さな）公園の整備もお願いします。若者が大学卒業後、地元へ帰ってきて就職

できると、地方でも人口が増えて嬉しいです。(女性・３０代・南地域) 

○教育に対する予算の充実を、長期にはなるが、教育、単なる学校ということだけではなく、

質の高い教育の提供が最も大切です。(男性・５０代・西地域) 

○千葉県に住んでいるのに、市によって子供の医療費がまったく違うということに驚いてい

ます。でも、上の子と下の子で８歳違うのですが、下の子（１歳１１ヶ月）の子育てはと

ても良くなりました。上の子の時は子育て支援は名ばかりでしたので、とても大変だった

という思いがあります。私立幼稚園に通ってる人への支援があると嬉しいなと思っていま

す。(女性・３０代・南地域) 
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■雇用の場を広げる 

○非正規雇用者の問題等、弱い立場の人々に更に追い打ちをかけるような今の社会であって

はいけないと思います。人間としての尊厳を最低限守れるセーフティーネットを柔軟に活

用し、心身ともに守ってあげてほしい。私達県民もお願いするだけではなく、自分達の責

任と何ができるのかを考える時期に来ているなと感じています。(女性・５０代・中央地

域) 

○自分の子供や孫たちが安心して生活していけるような県政を行っていってください。今、

若者が職に就けなくなって安定した生活が出来なくなっているのでは。もっと若者が働け

る場所を確保してあげるのも大切だと思います。市、県の職員、学校の先生も若返り政策

で新人採用を広くしてあげるべきでは？(女性・５０代・南地域) 

○若い人の就職を推進してほしい（場所提供）。(男性・５０代・東地域) 

 

 ■公園・緑地・水辺を整備する 

○残り少ない自然（特に山）を死守して欲しい。これ以上、ゴルフ場や産廃場の許可をしな

いで欲しい。(女性・６０歳以上・南地域) 

○川をきれいにして欲しい。交通の便が他県と比べても都市部を除いて悪い。バスをせめて

通して。久留里の水はもったいないので、掘割を作ってください。東京の真似をしてあま

り都会化しなくていいから、千葉県らしいキレイな環境と独自の文化の香る県にして欲し

い。(男性・３０代・中央地域) 

○住宅建設のため山林、緑地等が削られるが残念。(女性・６０歳以上・西地域) 

 

■住んでいる市町村への要望 

○生活圏に合った行政地域区分をして欲しい。白井市は印旛地区になっているが、東葛飾や

京葉地区の方が生活圏に合っている。保健所や税務署等が佐倉や成田では不便である。市

町村合併を進めるのであるなら、これらのことも考慮が必要であると思う。(男性・

３０代・東地域) 

○同じ▲▲市でも、◆◆市寄りと◇◇市寄りとでは影響が極端な程違いがあります。税金ば

かり高くて、かえって不自由しています。どこへ行くのでも、車がなくては何も出来ない

し、ガス管も途中までしか来ていません。個人負担ではなく、市で何とか出来ないですか？

(女性・４０代・中央地域) 

○乳幼児医療券について。○○市は医療券の配布が小刻みすぎる！３ヶ月ごとに郵送された

り、●●市のように６歳まで無料としてしまうか、無理なら一律２００円にしても良いと

思う。収入や状況によって無料ｏｒ２００円と見直しをするたびに医療券が発行されるの

は、その度に費やす税金の無駄遣いを見直すべき。(女性・４０代・西地域) 
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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、154 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。 

 

○世論調査を集計したものが発表だけになっていないか？この集計データを元にどの様に

県が動いているのか、次のアクションが見えない様な気がします。世論調査と県の政策が

リンクする様にしてほしい！！ただ集めるだけにならない様お願いします。(男性・

４０代・西地域) 

○４０年千葉県に在住して初めて世論調査がきました。是非、毎年継続してください。但し、

結果を正しく集計して行政改革（特に職員の社会知見革新）に生かしていただきたい。行

政活動で世論調査結果からの採用であることもＰＲしてください。ただし、世論調査から

くだらない活動や建物を絶対に作らないでいただきたい。(男性・５０代・西地域) 

○私は７６歳ですが、この世論調査があることを初めて知りました。私の友人達も知らない

人が多いので、もっと多くの人に知っていただいて、千葉県に関心を持っていただいたら

いいのではないかと思います。(女性・６０歳以上・西地域) 

○これからもこのような調査をたくさん実施し、多くの意見や考えを聞いてほしい。人を、

人材を、育ててほしい。様々な分野で機会があれば能力を発揮できる人はたくさんいると

思います。(女性・５０代・中央地域) 

○県政に関する世論調査は必要な事であって、今後も毎年実施して下さい。(男性・６０歳

以上・西地域) 

○この世論調査、何％くらいの人が返信するのでしょうか？私の周りでも話題にもなったこ

とがないのですが、意味があるものなのでしょうか？返信が何％くらいだったのか公表し

てほしいです。(女性・３０代・中央地域) 

○名前も顔も知らないと思えばこそ、色んな事が書けるので、もっと色んな意見を取り入れ

て、住み良い千葉にしてほしいと思います。(女性・３０代・中央地域) 

○突然、無作為に選ばれましたが、７０歳半ばの老人で県政に意見などおこがましいですが、

思った事を答えました。一人ひとりが良い人間であれば良い地域が広がり、良い県となり

ます。(女性・６０歳以上・西地域) 

○県や市に言いたい事がある人はいっぱいいると思います。今回、この様な機会を与えて頂

けてありがたい気持ちです。表立って言えない人のためにも、この「世論調査」は良い事

だと思います。ありがとうございました。(女性・４０代・西地域) 

○先日千葉市の街を少し歩いて、同じ県内に住みながら知らない所が多いことに驚きまし

た。房総は別としても、私を含めて「千葉都民」が多いのではないでしょうか。県のこと

を知る、さらに協力する方法は沢山あるのでしょうが、今回のアンケートのように必要に

迫られないと考えないようです。あまり良い回答が出来ませんでしたが、この世論調査そ

のものが私の県を知る有益な手段となりました。これを機会にもっと勉強したいと思いま

す。(男性・６０歳以上・西地域) 

 

 

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。 


