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順位 項目 件数

第1位 県政全般に関する要望 69

第2位 次世代を担う子どもの育成支援を充実する 23

〃 道路を整備する 23

第4位 高齢者の福祉を充実する 17

第5位 便利な交通網を整備する 16

第6位 県政情報の発信について 12

第7位 観光を振興する 11

〃 犯罪防止対策をすすめる 11

第9位 障害のある人の福祉や社会参加の支援を充実する 10

第10位 雇用の場を広げる 8

第11位 災害から県民を守る 5

〃 公園・緑地・水辺を整備する 5

第13位 中心市街地の活性化を推進する 4

〃 農林水産業を振興し新鮮な農林水産物を供給する 4

〃 学校教育を充実する 4

第16位 医療サービス体制を整備する 3

〃 仕事と子育てが両立する働き方を実現する 3

〃 芸術・文化活動を振興する 3

〃 アクアラインについて 3

第20位 交通事故から県民を守る 2

〃 市民活動団体やボランティアへの活動支援を充実する 2

〃 省資源やリサイクルをすすめる 2

〃 商工業を振興し、中小企業・ベンチャー企業や創業への支援を充実する 2

〃 下水道を整備する 2

〃 東京電力福島第一原子力発電所事故の影響から県民を守る 2

第26位 食品の安全を守る 1

〃 健康づくりをすすめて、病気を予防する 1

〃 大気汚染、水質汚濁、騒音などの環境対策をすすめる 1

〃 暴力団対策 1

その他 64

　うち、住んでいる市町村への要望 17

　うち、国政への要望 14

314   合  計 　

12 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、260人から延べ314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30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】 
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【自由回答の記述】（意見の多い項目の一部抜粋） 

 

■県政全般に関する要望 

○今、県が何をしてくれているのかが、とにかくわかりづらい。いろいろなものに手をつけるの

ではなく、優先順位を決めて１つ１つ片づけていってほしい。また、県民が何を必要としてい

るのかをよく見極めて頂きたいです。（女性、20代、東葛飾地域） 

 

○県職員・各自治体職員が各自の職務に目的意識をしっかりと持ち、各自の立場を自覚して働い

て頂きたい。（男性、65歳以上、葛南地域） 

 

○子供も今後、成長するにあたって、千葉県にいたいと言っています。千葉県がより発展するよ

うに、できることは協力し、願いたいと思います。（女性、50代、印旛地域） 

 

○少子高齢化社会で、県の役割は増大しているが、民間の力を大いに活用し、小さな県政を目指

すべきだ。財政的にも厳しくなる。（男性、65歳以上、葛南地域） 

 

○税金を使うにあたり、無駄のないようにしていただきたい。（女性、30代、葛南地域） 

 

○普段は県の政策を意識することはほとんどない。町の施策になってはじめて身近に感じられる。

都市部と郡部は同一県内でも生活は全く異なる。町との連携を良くして、地域の要望を多く取

り上げてもらいたい。（男性、40代、長生地域） 

 

○文書ではなかなか思った様に書けないので、世論調査をいただきました事は良い事と思ってま

すが、できましたら議員の方々と話し合いのできる場を作ってほしい。国民の生の声を聞いて

もらいたい。（女性、65歳以上、東葛飾地域） 

 

○私たちも千葉県に住んでいるのですが「県」という言葉にはどこか違う世界のように感じます。

千葉の片田舎に住んでいる私たちにとって、県という言葉はどこか遠く離れた都会の響きに聞

こえます。私達の住む片田舎ではお年寄りが生活しにくくなっています。運転のできない方、

一人暮らしの方の足になっていたバス等がなくなり、予約制のタクシーになり、面倒臭さから

病院に行くのもおっくうになっている方もいます。その辺を県全体で考えてほしいです。 

（女性、60～64歳、夷隅地域） 

 

○私だけかも知れませんが、居住している土地からあまり千葉県民だという感覚がありません。

市内に県に関連したものもないので、埼玉なのか？茨城なのか？千葉なのか？ 何か誇れるも

のが欲しいですね。子供を育てるなら千葉とか、老後に住むなら千葉とか、器ではなく多様な

面からお願いします。（女性、40代、東葛飾地域） 
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■次世代を担う子どもの育成支援を充実する 

 

○保育園、学童の整備をすぐにしてほしい。時間をかけている間に子供は成長しています。 

（女性、30代、印旛地域） 

○３歳の娘がなかなか保育園に入れません。待機児童を減らしていって欲しいです。共働きの収

入でないと、なかなか養えないので。（男性、30代、葛南地域） 

 

○子育て支援の中に障害児への支援だけでなく、健常児と障害児の間に位置するグレーゾーンの

子供達に対しても県からの支援があると嬉しいです。（女性、30代、印旛地域） 

 

○当地区の農村部も、近隣の町々も若い人達が都会に進出し子供の数も減少しております。小学

校に於いては１学年１０名以下という所もあります。このままでは将来、学校が無くなり、地

域や町の存在も危うくなってしまいます。若い人達が喜んで住み、子どもを育て、地域が活性

化していく様な政策を更に推進していただきたいと思います（県の農、山、漁村地域全てに共

通する事かと思います）。（女性、65歳以上、長生地域） 

 

 

■道路を整備する 

 

○不要な横断橋は早期に撤去をお願いしたい。県道における跨線橋及び下水道の整備。必要時（地

震等）にライフラインの確保のための整備。（男性、65歳以上、印旛地域） 

 

○既存道路の改善（歩道の拡幅、標識、白ラインの改修等が遅れている）。 

（男性、60～64歳、葛南地域） 

 

○高速道路も良いですが、一般道路の渋滞を少なくすること。 

（女性、65歳以上、山武地域） 

 

○道路整備など地域差がある様に感じます。もっと危険な所から整備して頂けるように検討して

下さい。（女性、40代、葛南地域） 

 

○道路をもっと走りやすく。歩道と車道を分けるように。 

（男性、50代 ） 
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■高齢者の福祉を充実する 

 

○高齢者が住み良い県であってほしいと思います。子供に優しく、高齢者に厳しい世の中になっ

ている様に思います。（女性、60～64歳、葛南地域） 

 

○年金（国民）のわずかなお金で老々介護（いずれか）しなくてはならない。わずかな年金で入

れる介護施設を心より願いたい。（女性、65歳以上、千葉地域） 

 

○今後ますます高齢者が多くなると思います。県で各市、町、村での良い高齢者の活動について

（これから、高齢者を元気で活動させることが大きな課題となってくると思います）。高齢者

の年間の計画を作成していただき、研修の場所・運動の場所を各市・町・村の広報に出してい

ただきたい。（男性、65歳以上、東葛飾地域） 

 

○高齢者、障害者に優しい安心した暮しが続けられる様な制度をもっと作ってほしい。県独自の

物でも良いと思う。福祉サービスなど介護保険だけではまかなえない人もたくさんいるので、

低料金・無料でお願いできればとても助かると思いますのでよろしくお願い致します。 

（男性、65歳以上、海匝地域） 

 

○東京都にあるシルバーパスの様なものが千葉県でもあれば、バスなど公共機関を利用した高齢

者の通院などの負担が軽減されると思う。老化が原因で運転免許の更新を諦める人もいるので

少しの負担で利用できるシステムが出来ると良いと思う。（女性、40代、千葉地域） 

 

○特養の待ち人数が何百人もいるらしい。お金がなくても入れる老人ホームを作って欲しい。古

くて廃校になった小学校を老人ホームにしたら、子どもの頃を思い出して喜ぶ（？）かも。ム

ダな選挙に税金を使わず、福祉に使ってもらいたい。危険ドラッグも千葉県として強い規制を

かけて下さい。向精神薬も安易に処方しないように、各々の病院へ呼びかけ、お願い致します。

（女性、40代、東葛飾地域） 
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■便利な交通網を整備する 

 

○県内の移動をもっと便利にしてもらいたい。柏→千葉だと車は国道１６号があるが、電車だと

船橋経由になる。県の行事があるとたいがい千葉市で行われる為、移動が面倒である。（男性、

40代、東葛飾地域） 

 

○高齢者が運転をしなくても生活ができるような公共交通やサービス、移動手段の充実を図って

欲しいです。（女性、40代、印旛地域） 

 

○県内の観光地やショッピングセンターが、車で行かないと不便な場所にある所が多い気がする。

車を運転しない人が「行くのが面倒だ」と感じないような場所に作るか、電車やバスの交通網

に不便を感じないような工夫が必要だと感じます。（女性、40代、東葛飾地域） 

 

 

○JR 千葉駅からの各方面への終電をもっと遅くしてほしい。（男性、20代、印旛地域） 

 

○総武本線の本数を増やしてほしい。路線バスを増やしてほしい。安心して歩ける道を作ってほ

しい。（男性、65歳以上、印旛地域） 

 

 

■県政情報の発信について 

○アンケートなど県民はどのような分野に関心・要望が多くあるのか、県はどのような取り組み

に力を入れているのか、取り組んだ結果はどうなのか、課題・改善点はあるのか、半期ぐらい

に総括した情報提供を紙面またはインターネットでいただけたらと思います。 

（男性、30代、葛南地域） 

 

 

○このアンケートを読んで、県政にほとんど関心が向いてなく、新聞に入ってくるちば県民だよ

りも、旬のレシピちばの味だけ見ていたので、これがいい機会となると思います。 

（女性、60～64歳、山武地域） 
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■観光を振興する 

 

○観光等アピールを強化し、千葉県を一人でも多くの人に知ってもらうようにして欲しい。地域

の名産品等をアピールする機会を増やし、周知して欲しい（千葉県は落花生だけが名産ではな

く、様々なものがあることを一人でも多く知ってもらいたい）。（男性、20代、葛南地域） 

 

○観光業に力を入れているはずが、大事なところが欠けている。外房や内房にも目を向けてほし

い。（女性、20代、夷隅地域） 

 

○千葉の観光をもっとアピールしていただきたいです。また、観光地の道路はきれいに草刈りを

して、お花や飾り物などしてほしいです。アクアラインはきれいに整備されていても、その周

りが汚いと残念です。市町村と協力して、もっともっと千葉を盛り上げてください。そうする

ことで、商店や食堂など小さなお店も、がんばれるのではないかと思います。 

（女性、40代、君津地域） 

 

 

■犯罪防止対策をすすめる 

 

○殺人犯がまだつかまらず、ここ数年治安が悪くなり、道路事情（特に歩道）も悪く、不安がい

っぱいです。もっと楽しく、生き生きとした町にして頂きたいです。 

（女性、65歳以上、葛南地域） 

 

○若い女性や小さい子供に対する犯罪が増えています。ボランティア等を通して見守り隊を作っ

ていただき、警察、市役所等を通して管理できる体制があると良いと思われます。すきのない

町や市であれば犯罪を防ぐ事ができます。又、生活保護で身体に障害を持っていない方やハロ

ーワーク等で職を探している方に優先的にボランティアの参加をし社会に貢献できる様にして

ほしいです。（女性、40代、海匝地域） 

 

○東金線の終電が早すぎて困る。治安悪すぎる。（女性、20代、山武地域） 
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■障害のある人の福祉や社会参加の支援を充実する 

 

○障害者（身体、知的、精神等）、生活保護者に対する雇用の職業支援制度について、国の方針

に基づき（事業者で２％の雇用）、県並びに市町村に相談窓口を設置し、民間業者、ＮＰＯ、

ハローワークと連携し、就労支援を積極的に活動援助して下さい。就労することにより、所得

の増大、生活が安定します。（男性、65歳以上、東葛飾地域） 

 

○介護保険の質問は、障害者には質問外ばかりで無視されている。精神的に滅入ります。（若い

方には）介護保険から福祉障害者は別に分けてほしい。介護保険と一緒になってから（私は身

体障害者、車イス）マイナスが多いのです。（女性、50代、東葛飾地域） 

 

○私の子供に内部疾患、３級の障害手帳を頂いている息子がおります。毎月病院代が３万円窓口

と薬で支払います。その後領収書を福祉事務所に提出し、その後入金されます。もっとスムー

ズに窓口支払いがないようにしてほしいです。（女性、50代、千葉地域） 

 

 

■雇用の場を広げる 

 

○定年後も安心して生活できる収入の確保ならびに再就職の充実に期待したい。 

（男性、60～64歳、東葛飾地域） 

 

○千葉県南部地域は、高齢社会、過疎化に歯止めがかからない状況は変わらず、高校卒業後、大

学に進学後、地元に帰ることなく流出してしまうのが現状です…。就職先に悩んでしまうから

です。企業誘致、交通網の整備等、考えていかなければいけないことなのかなあと思います。

観光にもまだまだアピールする余地があるように思うのですが…（スポーツ合宿とかも）。東

京からもこれだけ近いのですから…。（女性、40代、安房地域） 

 

○旧湖北高校の跡地に湖北支援学校が開校して良かったと思います。今後、支援学校周辺に就労

できる会社や施設ができるとよいと思います。地域ぐるみで応援できると、特色のある街づく

りになると思います。（男性、50代、印旛地域） 
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問 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、172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。 

 

○千葉県民になって３年半が過ぎました。この調査を通じて、知らない事だらけだとつくづく感

じたと同時に、もっと千葉県の事を勉強しなければと思いました。 

（女性、60～64歳、君津地域） 

 

○この「世論調査票」が届いたのが１１月末で、今年は１２月に総選挙があるなど気忙しく、時

期をもう少し早くするなどしていただけたら、ゆっくり考えられるのにと思いました。 

（女性、60～64歳、葛南地域） 

 

○今回の世論調査の質問事項は７０歳以上の高齢者にはちょっと難しいような気がしました。そ

してまた質問事項が多過ぎる。（男性、65歳以上、東葛飾地域） 

 

○今回初めて世論調査に参加したが、今までなんとなく不満に思っていた事など、言葉にして書

く事が出来て良かったと思う。もっと調査対象の人数を増やしてもいいのでは…。みんな自分

の県を良くしたいと思っているのは間違いないから、協力したいです。 

（女性、30代、東葛飾地域） 

 

○サラッと書いたので、字が汚くて申し訳ないです。こういう調査をやっていることは、これが

きて初めて知りました。県民にしろ国民にしろ、民が思っていることを言える機会があるのは

いい事だと思います。普段の生活で思っている事はたくさんあるので、こうやって意見が言え

る機会はもっとあってもいいと思います。（女性、20代、千葉地域） 

 

○設問が多く、内容も難しいものが多かったように思います、多少負担に感じるアンケートでは

ありました。（男性、30代、印旛地域） 

 

○調査用紙を見て、いかに自分が世間を知らないかということが、分かったような気がします。

県政に対しても無関心で、自分に何かなければ、そのまま過ごしてしまい、少し考えなければ

と思いました。（女性、65歳以上、安房地域） 

 

○ネットでの対応も可になるようにして欲しい。 

（男性、50代、葛南地域） 

 

○このような調査がある事を知りませんでした。地域、社会について考える事ができてよかった

です。日常生活で思っている事や考えている事を伝える事ができてよかったと思います。県民

一人として意見を述べる事ができ、うれしいです。（女性、40代、君津地域） 

 


