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９ 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、496 人から延べ 674 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】 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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 178

第２位 県知事への期待・要望 52

第３位 高齢者の福祉を充実する 48

第４位 道路を整備する　 44

第５位 住んでいる市町村への要望 32

第６位 医療サービス体制を整備する 31

〃 次世代を担う子どもの育成支援を充実する 31

第８位 東京湾アクアライン 24

第９位 便利な交通網を整備する 22

第10位 大気汚染、水質汚濁、騒音などの環境対策をすすめる 21

第11位 県政情報の発信や活動のPRについて 18

第12位 雇用の場を広げる 17

第13位 学校教育を充実する 15

第14位 自然を守り、緑を育てる 12

〃 県警への要望 12

第16位 犯罪防止対策をすすめる 10

第17位 障害者の福祉や社会参加の支援を充実する 9

〃 下水道を整備する 9

〃 公園・緑地・水辺を整備する 9

〃 まちの景観や美化について 9

第21位 生涯学習・スポーツ・レクリエーションを振興する 8

第22位 交通事故から県民を守る 7

〃 仕事と子育てが両立する働き方を実現をする 7

〃 農林水産業を振興し新鮮な農水産物を供給する 7
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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 

○年齢別人口を考えると、県の税収人は今後増える見込みはない事は明らかと思います。来

年、再来年と遠い将来ではなく、毎年毎年を、夢物語ではなく、県事業、県の予算の使い

方を健全に進めていただきたいと願います。（女性・40代・西地域） 

○美しい自然にあふれた県土、作ろうと思えば作れる筈です。是非、今の県知事さんの時代

に大きな成果として、自然の美しい県土を期待しております。（女性・60～64 歳・中央

地域） 

○高齢者・障害者・子どもに優しい町づくり、安心して医療が受けられる（経済面）、自然

に恵まれ、治安を良くするような取り組みを宜しくお願い致します。（女性・20 代・西

地域） 

○住み易い千葉県にしていってほしい。居食住は生活の基盤となるので１つ１つ問題点は解

決していってほしい。千葉県の自然を守るとともに、特に農業等については、次世代に後

継者が安心してできる政策を考えていってほしい。教育についても、大量退職が数年後に

せまっていますので、若い教員の採用と教員としての資質の向上に努めていってほしい。

（男性・50代・東地域）

第25位 観光を振興する 5

〃 リニアモーターカー構想について 5

第27位 災害から県民を守る 4

〃 廃棄物対策をすすめる 4

〃 動物に関する問題について 4

第30位 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

〃 省資源やリサイクルをすすめる 3

〃 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 3

〃 国政への要望 3

〃 たばこの喫煙について 3

第35位 新型インフルエンザ対策をすすめる 2

第36位 住宅対策を充実する 1

〃 安心して飲める良質な水道水を供給する 1

〃 千葉テレビについて 1

合計 674
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○千葉県がこれから更に発展される為に長期計画の立案県民の要望等、全国でも屈指の安心

して住める環境と将来へ希望に輝く県であることを所念致します。（男性・65 歳以上・

西地域） 

○千葉県は海産、農産に恵まれたすばらしい県だと思います。発展は自然界と相反する事も

ありますが、是非、県の緑を守り、そして仕事が充実できる様な就労対策などお願いしま

す。私は千葉県に生まれ育って幸せだと思っています。（女性・60～64 歳・中央地域） 

○県の財政が遍追している中で無駄使いなどの見直しを積極的に行なって欲しいです。民間

企業の方の様な働きをしているでしょうか？仕事振りにメスを入れて評価し、不要の人材

はどんどん切っていって欲しいです。（女性・50代・中央地域） 

○ムダを無くして、県の借金をすこしでもへらしてほしい。子供、医療、福祉などを充実し

てほしい。千葉県にぜひ住みたいと思えるようになってもらいたい。（女性・30 代・中

央地域） 

○我が家は３世代が同居しています。０才児～７８才までいろいろな事があります。生活環

境、医療、子育て、地域とのかかわり方どれをとっても県政とは、これからも長くつきあ

っていかなければなりません。暮らしやすい県、市でありますよう願うばかりです。今後

は、県政の動行に目を向けるようにしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。

（女性・40代・中央地域）

○県政の基本的方向性を明確にし、そこに順位（優位性・必要性、等）をつけて、それに応

じた予算配分を行うことが大事と考える。それに応じた人員配置（人事）を行うべき。 

（男性・60～64 歳・中央地域）

 

■県知事への期待・要望 

○私は昨年、主人を亡くしました。生活はなんとかくらしていけますが、今の若い人は大変

です。どうか老人と子供が安心してくらしていける千葉県を作って下さい。知事に期待し

ています。（女性・50代・中央地域） 

○知事に期待しています。存分の活躍に、何かお役に立てればと思っています。一緒に千葉

を良くしていきましょう。（男性・50代・東地域） 

○県政の発信力が弱く、地味なイメージがある。興味を引く、インパクトのある政策やイベ

ントが少ない。まだ、何をしてるのか、全く見えません。これからに期待します。 

（男性・30代・中央地域）

○自分の住んでいる千葉県の知事が、どんなことに力を入れ、何をやって行きたいか、自然

に耳に入り、目に留まるように努力して頂きたい。千葉県知事の知名度は絶大なはず。も

っともっと千葉県のアピールをお願いします。（男性・20 代・中央地域） 

○千葉県知事に、大きな期待をしています。どんどん新しいチャレンジをして、知事のよう

に県民みんながいきいきと暮らせるよう改革をしていってください。（女性・20 代・東

地域） 
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 ■高齢者の福祉を充実する 

○年金暮らしで、生活が苦しいので、働きたいと求人広告に目を通しますが、年令制限があ

り全々ありません。若い人に負けない位、元気で仕事する自信をあります。老人でも働け

るような社会になれば良いと思います。（女性・65 歳以上・西地域） 

○同居している義父の所に始終、いろいろな書類が届きますが、高齢者では理解が難しい書

類も多く、一人暮しの方は、どう処理されているのか心配になります。また微収されるも

のも多く、経済的にも高齢者の方は負担が大きいと思います。もっと高齢者にやさしい国、

やさしい県、やさしい市であってほしいです。（女性・50 代・中央地域） 

○老人施設の問題です。特養老人ホームの場合、なかなか入所できない。この事実をすばや

く理解し解決お願いします。（男性・60～64 歳・中央地域） 

○私は介護関係の職業についておりますが、地域の方々が介護についての情報が少なく、ま

た高齢者をかかえている家族が相談でき、学べる場所が少ないようです。もっと誰にもわ

かるような方法で、気軽に行けるそのような場所を確保すべきではないかと思います。

（女性・50代・中央地域） 

○高齢期を向えて医療費および生活費に不安があります。安心して生活できる環境を整備し

て下さい。（男性・50代・東地域） 

 

 

  

■道路を整備する 

○他県に比べて、千葉県は道路事情が良くない。高速道、一般道ともに何年も渋滞が緩和せ

ず、慢性化しているにもかかわらず、なんら対策を打っていない。特に東京―千葉市・房

総方面の交通の中継地点となる、市川、船橋市は、国道１４号、３５７号、京葉道。 

（男性・30代・西地域）

○県内の交通の要である国道、１４号（津田沼周りより上り方面）と１６号の渋滞の緩和を

進めてほしい、片側２車線化や、渋滞の多い交差点に立体化など、渋滞による、経済損失

は少なくないと思います。（男性・30代・西地域） 

○子供達の通学用通学路がしっかりしていないため、子供達の歩くすぐわきを車が多く通る

ため安心して歩いて行かせられず、自動車での送り迎えが多くなってしまい、友達との通

学がなかなかできず、かわいそうに思う。子供達が安心して通学ができる歩道を整備して

いただきたいです。（女性・30代・南地域） 

○地方までの道路（圏央道・高速道路）を造り、中心地からの時間短縮をして、来やすい市

町村にしてほしいと思います。（女性・50代・東地域） 

○道路を何とかして欲しい。車で近くに出かけるのに、何時間もかかるので（近くて遠い）

子供達も住みたくないと言っています。（女性・60～64 歳・西地域） 
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 ■住んでいる市町村への要望 

○市長がもっと表に出て、よく解かるよう顔さえもわからない人が多過ぎる。私は今年こう

いう事をやりましたと解りやすく発表して下さい。（女性・50 代・中央地域） 

○●●市は市立病院が突然休止になりました。市長をはじめ、市議県議の方達が、みなさん

再開させますと言ってますが、まだ再開できてません。早期再開を願っています。 

（女性・30代・東地域）

○自宅から学校までが遠く通学路の整備、改善を市に要望しても予算がかかる、土地所有者

との話し合いが困難などを理由にいつも先送りされてしまいます。学区が広いのでスクー

ルバスをだしてもらえれば道路整備ができなくても防犯面でも子供の安全は確保される

と思うので公立小、中学校のスクールバスの運用を強く望みます。（女性・30 代・西地

域） 

○私の住む○○の市政と県政との関わりがわかりません。近所は市の看板が掲げてある空き

地、管理地が多く点在しています。道路計画なり他の予定があるにせよ、長きにわたり草

木で荒れ放題です。ただ草刈りをし、さくを設けるだけで子どもたちの立派な遊び場にな

るのに、近所の方の苦情やコストが妨げになっているのか、手つかずのまま。事なかれ主

義のお役所仕事の典型です。（女性・40 代・西地域） 

○千葉県は、広いため房総方面と都心部では、環境が違いすぎ、あまり関心が持てないのが

正直な所です。地方分権も財源を県よりも市町村に委譲を進めるべきでは？児童手当や子

供の医療費補助も（市政の問題なのかわかりませんが）他の地域と比較し、非常に悪いと

思います。（男性・30代・西地域） 

 

■医療サービス体制を整備する 

○医療費負担の軽減もしていただけると助かります。小児科（２４時間体制）が市によって

まちまちなきがします。今後いろんないみで千葉に住みつづけたい。と思うような環境作

りをしていただきたいです。（女性・30 代・中央地域） 

○医療の現状は日に日に深刻です。今ある病院の医師も高齢化しているので、医師達の養成

は絶対に必要に思います。（女性・65歳以上・西地域） 

○県立病院の充実が一番にお願いしたい事です。県立病院がありながら、他市へ行かなくて

はいけない事に疑問を感じます。個人や市に多少の負担がかかっても安心して診察が受け

られる事を望みます。（女性・60～64 歳・東地域） 

○大きな病院があまりなくて、いざ病気になった時にどの病院にいこう？と毎回悩みます…

（女性・20代・中央地域） 

○特に医療に充実をお願いしたいです。公立病院が次々と閉鎖に追いこまれる様なことはど

うかやめていただきたい。公立は最後の砦です。最低限の医療ではなく最高の医療をめざ

してほしいです。医師看護士の確保を頑張って下さい。（女性・40代・東地域） 
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 ■次世代を担う子どもの育成支援を充実する 

○個人的には、子をもつ親としては、現在の状況では子供１人育てていくのも非常に大変な

ことだと感じています。１番はやはり経済面での問題だと思いますが多くの人が、子供は

ほしいけれども、経済的な理由や、もちろん仕事や社会的な面からも、子育てが難しいと

いう理由から子供を作らない、作れないという人が多くいるのではないでしょうか。 

（男性・20代・西地域）

○県として未来の子育の生活支援を充実してほしい。女性が安心して子どもを生めるよう

に、県そして国で色々な面（生活費とか）でもっと充実してほしい。少子化問題は未来の

日本の為、国民１人１人が、支援するべきだと思う。千葉県からもっと強く国にうったえ

てほしい。（男性・60～64 歳・中央地域） 

○児童虐待の防止は、児童相談所、市町村、警察、学校地域との連携が重要だと思います。

児童相談所は特にその中心として動いていく所ですが、対応する職員、保護所の職員など

のソフト面や、施設等ハード面を充実し、対応ができるようにしてもらいたいと思います。

（女性・40代・西地域） 

○私も子育て中はアパートに住んでいました。とてもまわりや下の階の人達に気をつかい子

供をのびのびさせることはできませんでした。その上民間の家賃は高いと思います。庶民

が安心して子供を生み育てられる住宅を提供してほしいと願わずにはいられません。 

（女性・60～64 歳・中央地域）

○子どもにかかる費用を軽減してほしい。せめて小学生の間は医療費を無料にする等。 

（女性・30代・西地域）

 

 

  

■東京湾アクアライン 

○海ホタルの高速道路料金が、八百円に値下げされ、高速道路利用者が道加しましたが、Ｅ

ＴＣを設置している人に恩恵がありますが、ＥＴＣを設置していない我が家には、何の恩

恵もありません。普通車でも同額にして頂きたいです。（女性・65歳以上・東地域） 

○現在住んでいる場所からアクアラインを利用する事は全く無く、税金が使われていても自

分達の生活改善につながるとは考えにくい。無駄なお金は使わないで欲しい。 

（女性・30代・東地域）

○アクアライン８００円は良いと思います。新しい知事になり思いきった施策を期待してい

ます。（男性・40 代・西地域） 

○アクアライン料金の見直し（値下ゲ）は、といも良いと思います。更に観光スポットの整

備を行い、魅力的なまちづくりが必要ではないでしょうか。（男性・40代・中央地域） 

○千葉県を日本で一番良い県にしてほしい。アクアラインを安くしたのはうれしい。もっと

千葉県を盛り上げてほしい。（男性・20 代・南地域） 
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 ■便利な交通網を整備する 

○交通網があまりよくなく、流通網も悪いと思います。空港がありながら、電車バスの便も

悪く住民として不便を強いられている面があるのです。（女性・60～64 歳・東地域） 

○電車がすごく少なくていつも不便です。電車で怖い思いをしても、本数がなさすぎて、時

間をずらすこともできません。どうにかなりませんか。（女性・20代・東地域） 

○常磐線、つくばエクスプレス共、東京駅まで直通せず非常に不便である。東京駅や新宿駅

への便が良くなれば、沿線の活性化につながると思う。（男性・30代・西地域） 

○北総公団線の運賃について…高校生と大学生の子供が都内まで通学しています。私も重い

病気にかかりここ１０年来、都内の大学病院に月１回通院しています。定期代や交通費な

どの出費がかさみやりくりがとても大変です。（女性・40 代・東地域） 

○交通網を整備して、活性化のある千葉県して下さい。（男性・50代・西地域） 
 

 

■大気汚染、水質汚濁、騒音などの環境対策をすすめる 

○私達の住んでいる町の上空を旅客機の低空飛行の騒音で、受験生の家庭や病人、老人の家

庭が大変困っています。飛行ルート夜間の飛行を考えてほしい。（女性・65 歳以上・南

地域） 

○現在私の最大の関心事は環境問題です。（気候変動等）神奈川県のように率先して太陽光

発電や電気自動車等が普及するように政策を進めてください。（男性・40 代・西地域） 

○環境対策についてですが、なんでもコンクリートや暗きょうするなどで、こわれてしまっ

た、川や、その川、周囲の環境を少しずつ元の自然な状態に戻す事業を計画してほしい。

（男性・30代・西地域）

○環境は緑が激変してコンクリートジャングルの様です。地球温暖化、ＣＯ２等色々言われ

ていますが、ご一考下さればと思います。（女性・65歳以上・西地域） 

○・温暖化対策の一つとして、学校校庭の芝生化や高層ビルの屋上緑化などに力を入れてほ

しいと思います。・住宅など、ブロック併ではなく生垣にしてもらうよう進めてもらいた

い。（女性・40代・西地域） 
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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。 

 

○県政にこの調査だけではどうでしょうか？もう少し具体的な政策についてどう思うか？１０年後、

２０年後も考えながら１つ１つの政策をどう思うかなどの調査も必要では？（男性・50代・東地域） 

○この世論調査を受けて、自分が未熟で無知だと思い知りました。これから少しずつ県民として、何

が出来るか何をして欲しいのかじっくり考えて行こうと思います。そして自分が居る場所をより良

くするために微力ながら出来ることを自ら進んでしようと思います。（女性・50代・西地域） 

○この調査の結果は、今後、発表されるのでしょうか。また、どれくらい取り入れてもらえるのか、

調査結果及び、これからの活用について、知っていきたいと思います。（女性・50 代・西地域） 

○今回初めて自分の住んでいる県について考えてみることができました。とてもよかったと思います。

いままでも、このようなことが行われていたのでしょうか？わかりませんが、毎年いろんな人がこ

のようなアンケートに参加する機会があればいいと思いました。（女性・30 代・中央地域） 

○今までの調査をやって県政の運営が改善になったことがあるのか、文章で公表してほしい。（県民だ

よりでもよい）回収率はどの位なのか。（女性・40代・南地域） 

○この調査に答えていろいろ知らない面がたくさんありました。これからはちば県民だよりを少しで

も多く目を通し千葉県の事を知りたいと思いました。（女性・50 代・西地域） 

○今まで普通に千葉県民として過ごしていました。この調査によって地域、身の周り、千葉県の事を

考える事が出来、そうだ！千葉に住んでいる以上、千葉県を作り上げていく中の一人なんだと実感

しました。今回たまたま調査の対象に選ばれ何事かと思いましたが良い機会だったと思います。一

人一人の意見がちゃんと届くよう願っております。（女性・30代・西地域） 

○この「世論調査」は何の意味があるのでしょうか？税金のムダ使いじゃないでしょうか。 

（女性・30代・東地域） 

○このような調査で、県民の意見を聞くことは、とても良いと思います。引き続き、こういった調査

をつづけて今、県民が求めていることを知ろうとしていくことが、大切だと思います。 

（女性・20代・中央地域） 

○県への意見を千葉県でどう対応するのか実施する予定なのかを、県民に知らせてほしい。一方通行

にならない事を願う。（男性・20代・中央地域） 

 
 


