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順位 項目 件数

第1位 県政全般に関する要望 77

第2位 道路を整備する 43

第3位 便利な交通網を整備する 42

第4位 高齢者の福祉を充実する 25

第5位 次世代を担う子どもの育成支援を充実する 15

第6位 県政の情報発信について 14

〃 雇用の場を広げる 14

〃 犯罪防止対策をすすめる 14

第9位 公園・緑地・水辺を整備する 13

第10位 観光を振興する 10

〃 災害から県民を守る 10

〃 大気汚染、水質汚濁、騒音などの環境対策をすすめる 10

第13位 医療サービス体制を整備する 9

第14位 学校教育を充実する 8

〃 交通事故から県民を守る 8

第16位 市民活動団体やボランティアへの活動支援を充実する 7

〃 中心市街地の活性化を推進する 7

第18位 下水道を整備する 6

〃 自然を守り、緑を育てる 6

〃 青少年を健全に育てる 6

第21位 アクアラインについて 5

〃 芸術・文化活動を振興する 5

〃 障害のある人の福祉や社会参加の支援を充実する 5

第24位 仕事と子育てが両立する働き方を実現する 4

〃 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 4

〃 母子、寡婦、父子家庭等の福祉を充実する 4

第27位 省資源やリサイクルをすすめる 3

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、349人から延べ434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37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） 



－ 161 － 

順位 項目 件数

第27位 省資源やリサイクルをすすめる 3

第28位 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

〃 食品の安全を守る 2

〃 廃棄物対策をすすめる 2

第31位 暴力団対策 1

〃 健康づくりをすすめて、病気を予防する 1

〃 施策実現や地域活性化のためのＩＴの利活用をすすめる 1

〃 生涯学習・スポーツ・レクリエーションを振興する 1

その他 41

その他　うち、国政への要望 5

その他　うち、住んでいる市町村への要望 13

443   合  計 　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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 

○他県の者に対し、千葉を自慢できるポイントが欲しい。ディズニーとか落花生とかではなく、

～が一番など。千葉県人なら～が出来るとか、～を知っているとか、千葉出身者同士が将来手

を組みやすい、キズナを作るべきだと思います。千葉出身であるだけで、仕事につながる事も

あります。（男性、30代、葛南地域） 

 

○千葉県には多くの施設があり、土地柄にも恵まれ、本当に良いところだと思います。ただ東京

が隣にあるので全国的に見ると印象が弱まり、緑の多いところを単に田舎と取られてしまうの

が少し残念です。大きなテーマパークというよりもっと根本から斬新でスタイリッシュな街づ

くりが行われれば、美意識高めな若年層の心も集まるのではと思います。長文失礼しました。

（女性、30代、山武地域） 

 

○県の予算支出の明細が不明。税の使われ方が適正か否かの判断ができない。例えば、総務管理

の人件費については平均でなく職種別（正規職員のみ）の人件費。公共支出の効率的支出が行

われているか否か不明。（男性、65歳以上、東葛飾地域） 

 

○保育園の数は増えてきましたが、質がバラバラです。底上げ指導もあわせてお願い致します。

電柱の地中化などは行わないのでしょうか。（男性、40代、千葉地域） 

 

○県が国の方針により町村合併を促進した結果、行政と住民との距離が精神的、物理的に遠くな

ってきている。地域主権が強く叫ばれている時、行政を身近なものに感じる諸配慮が必要では

ないか。（男性、65歳以上、東葛飾地域） 

 

○国政・県政・市政のそれぞれの役割と関係性を解り易く整理し、無駄の少ない、県民の為にな

る行政をお願いします。（男性、65歳以上、印旛地域） 
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○「経世在民」趣意の如く、公僕に徹し、県民をリードして欲しい（サラリーマン意識の払拭）。

（男性、60～64歳、千葉地域） 

 

○今の県政の努力に満足です。県政経の発展に少なからず応援又は協力していきたいと思ってお

ります。日々、御苦労様です。以上。（女性、65歳以上、君津地域） 

 

○選挙公報を全有権者世帯に配布してほしい。インターネット上に掲載しているようだが、ネッ

ト環境がなく見ることができず、立候補者、政党の政策・公約の情報が入らず、投票するのに

判断できない。税金が高い、もっと緊縮を！（男性、30代、葛南地域） 

 

 

■道路を整備する 

○先日、車（相手）、自転車（私）事故になり、もっと自転車の道路を良くしてもらいたいです。

歩道にポールがあるが、７５才ではスムーズに通れません。段差もありすぎ、平らにしてほし

い。（女性、65歳以上、千葉地域） 

 

○子供達の通学路が車道と同じ所を歩いている。古い家や住んでいない家が道路にそっていっぱ

いあるのに、車道を広げて歩道を作れないかといつも思っている。 

（女性、60～64歳、印旛地域） 

 

○県道脇の草が伸びて、駐車場から出る時の視界が悪い。もっと短く刈ってもらうか、長さの短

い植木を植えてほしい。街灯を増やしてほしい。（女性、40代、千葉地域） 

 

○学校・保育所・病院に行く道が細い所が多く、車で行きづらいので、整備してほしいです。 

（女性、30代、海匝地域） 

 

○車いすでも安全に通れる舗道の整備が出来ないでしょうか。又、自転車の事故が多く思われま

す。規律の徹底など、力を入れてほしいです。（女性、65歳以上、千葉地域） 

 

○街が古いところや新しく大きなショッピングモールが出来たところなどは交通渋滞が酷いので、

道路整備の推進を期待します。（男性、30代、千葉地域） 

 

○道路が陥没していると区役所へ意見したら、２～３日で対応してもらえて、大変助かりました。

ありがとうございます。この前も事件がありましたが、子供達の連れさりなどが心配です。通

学路など、もう少し外灯、道路整備をやって頂きたいです（財政は厳しいとは思いますが…）。 

（女性、30代、千葉地域） 

 

○観光、農水産物の流通ともに、道路網の整備が重要だと思います。高速道でなくて良いのでバ

イパス化など、スムーズに県の端々までストレスなく通行できる道路網の整備を最優先で行っ

て欲しい。（男性、40代、海匝地域） 
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■便利な交通網を整備する 

○千葉県は遠いと思われているので、交通網を整備し、他県より観光をＰＲした方がよいと思う。

（男性、60～64歳、東葛飾地域） 

 

○やはり神奈川、埼玉に比べると鉄道網が弱いと思います。北総線、東葉高速線の値下げは急務、

あとは都心西部（渋谷、池袋）への県内からの直通路線があれば、県人口が増え、活性化する

かと（いわゆる「千葉都民」が増えますが…）。（男性、20代、葛南地域） 

 

○ＪＲ線千葉駅止まりが多く、東京から成田までの直通がもっとふえる事を願う。四街道インタ

ーが近い千代田なので直通バスの増便が欲しい。（女性、65歳以上、印旛地域） 

 

○鉄道とバスの乗り継ぎが悪く、１５分以上待つこともある為、バスの増便をお願いしたいと思

います。早朝、終バスの時間も改善していただきたい。高齢者向けの、金額を安く乗れる鉄道

やバスのシルバーパスのような形で設定した回数券のようなものも実施して頂きたいと思いま

す。（女性、65歳以上、葛南地域） 

 

■高齢者の福祉を充実する 

○高齢者や障害者に対して、もっと手厚い福祉を望みます。各市へのその方面への教育も進めて

ほしい。担当者の知識が浅く、役に立たない事が多い。市によって差が大きい。（女性、50代、

葛南地域） 

 

○とても住みづらい県です。神奈川県、東京都と住んだ経験がありますが、子育て、高齢者とも

支援が少なく、せつないです。また、納税している人々に対する反映も、とても少ないです。

就労者年代が利用できる公の施設の拡充（利用時間帯の延長や利用料の引き下げ、あるいは無

料化）を希望しています。（女性、40代、千葉地域） 

 

○我が家は、夫婦合わせて１５８才です。１人娘は外国で１人生活、老後（もう老後ですが）、

福祉の関係でどのような手続きをすればと不安ばかりです。２人ともおかげ様で看護もいらな

い生活です。末筆ながら知事の老人へのホーム等の充実をお願いします。 

（女性、65歳以上、葛南地域） 

 

○少子高齢化に備えた対策が必要。高齢者の社会保障費抑制と同時に、高齢者がお金を払っても

かまわないようなサービスの創設が必要。（男性、50代、東葛飾地域） 

 

○一人暮らしが多くなってきているため、地域住民が互いに安心して暮らせる社会がほしいです。

私は７７歳ですが話し相手がいません。７０歳の妹を介護（パーキンソン）をしています。私

は一人で住んでいます。（女性、65歳以上、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 

○保育園の数は増えてきましたが、質がバラバラです。底上げ指導もあわせてお願い致します。

電柱の地中化などは行わないのでしょうか。（男性、40代、千葉地域） 

 

○子育てがしたいと思う様な町づくり、学校の少人数制、子供たちが外で沢山遊ぶ事が出来る様

に、地域の目が行き届く様にしてほしいです。お年寄りもどんどん外に出られる様な公園作り、

コミュニティー作り。（女性、50代、葛南地域） 

 

○とても住みづらい県です。神奈川県、東京都と住んだ経験がありますが、子育て、高齢者とも

支援が少なく、せつないです。また、納税している人々に対する反映も、とても少ないです。

就労者年代が利用できる公の施設の拡充（利用時間帯の延長や利用料の引き下げ、あるいは無

料化）を希望しています。（女性、40代、千葉地域） 

 

○保育所を増やし、預けやすくしてほしい。           （女性、30代、葛南地域） 

 

○千葉県は、気候も良く、とても住みやすい県だと思います。これから大きくなる子どもたちの

ために学びやすい、環境を作ってほしいです（千葉県内の地域差が大きすぎます）。食を大切

にする子供たちを育てるために、力を入れてもらいたい。健康な一生を送るためには、食はと

ても大切、重要です。（女性、50代、東葛飾地域） 

 

 

■県政情報の発信や活動の PRについて 

○現在広報等お知らせ事項等ホームページで検索との項目が多いが、パソコン等インターネット

の設備がない人間の対応が出来ていない（セキュリティ、ウイルス対策で、インターネットに

接続していない）。（男性、65歳以上、東葛飾地域） 

 

○アンケートに回答していて、県政のことを今まで全く気にしていなかったことに気づきました。

私のような県政に興味のない人にも耳に、目に触れやすく、ソーシャルメディアなどを活用し、

ＰＲしていってください。「ちば県民だより」というのは、どのように配布されているかも分

かりません。新聞に折り込みされているのですか？ 新聞も電子版で見ているので、折り込み

では手に入りません。（女性、30代、葛南地域） 

 

○このように県民の意見を大切にしてほしい。時々このような世論調査を実施し、県民の考えや

意見を政治に取り入れてほしい。お願いします。（女性、65歳以上、夷隅地域） 
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■雇用の場を広げる 

○南房総の館山市に住んでいますが、とにかく就業場所が少ないです。豊かな生活を送る為にも、

将来も安心した人生を送る為にも、雇用の場所を増やして下さい。よろしくお願い致します。

（男性、40代、安房地域） 

 

○少子高齢化対応で６５歳以上の職業確保、仕事の創作など実現のため、公務員だけで考えるだ

けなく、県民有志のアイデアを募集、参画のシステム、有志を募る動きを推進させるプロジェ

クト等を活発にしたら森田県政の起爆剤になると思います。地域創生の時代に戦略的な活動の

ステップの時代になるといい。（男性、65歳以上、千葉地域） 

 

○高齢者（７０歳以上）が働ける企業・団体・組合を作ってほしい。 

（男性、65歳以上、葛南地域） 

 

○１８才以上の若者に、仕事をあたえてもらいたい！ 若者が住みやすく、税金を優遇してもら

いたい！年寄り中心の、世の中で、かわいそすぎる！ 次の世代を優遇してもらいたい！ 

（男性、40代、君津地域） 

 

 

■犯罪防止対策をすすめる 

○以前から交通の便も良く住みやすい地域だったが、近年富に外国人の姿が目立ち始め、治安、

風紀の悪化、トラブル等を目にする機会がかなり増えた。地域の環境悪化防止は今後の子育て、

高齢化社会にとって大きな不安をのぞく最優先事項と感じている。人種差別は断固反対だが、

しっかりと地域のルールとマナーを守って生活してもらえる様、指導体制等、強化されたし。

（女性、50代、葛南地域） 

 

○県民が安心安全に暮らせる街づくり。災害は天災なので想像外の事が起こりうる事。長期的に

対策・改善を望みます。防犯・マナー～例えば、歩きタバコ、ゴミのポイ捨て、未成年者の夜

間歩行など、人で改善を図れるものは積極的に取り組んで欲しい！ その罰金を県税の足しに

すれば文句は無い！！（男性、40代、東葛飾地域） 

 

○千葉県民はモラルがない、マナーが悪い人が他県より多い気がする。小中学校での道徳教育を

充実させてほしい。そう思う理由は自動車、自転車の悪質なドライバーが目立つからです。歩

行者もケータイを見ながら歩くのが多い。（男性、40代、千葉地域） 
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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、146人からの回答が寄せ

られた。これらのご意見から、一部抜粋して記載した。 

 

○初めてこういう形の行政に関するアンケート調査というものを体験しましたが、良いことだと

思います。この結果がどう使われるのかは分かりませんが、集計結果を公表してほしいと思い

ます。そして、どう対応していくのかも知りたいです。そうすればもっと行政に関心を持てる

と思います。（女性、50代、葛南地域） 

 

○結果だけにとらわれることなく、住民が何を望んでいるのか、どうすれば千葉県がより活性化

するのか考えて頂き、それらを一人一人に役割を明確にして下されば、県民全体で取り組んで

いけるのではないかと思われます。（男性、30代、印旛地域） 

 

○県の公式ホームページに対象者限定の特設ページを作り、対象者のみ送られたパスワードを使

って解答出来る様にして頂きたいと思いました。（男性、20代、葛南地域） 

 

○選択肢が多すぎて解けない感じがする。つまらない質問もある。どれだけ役に立つかも不安が

ある。（女性、60～64歳、東葛飾地域） 

 

○県と財政困難な所、私どもの調査がお役に立てば…。そして、一つでも実施できる方向を願っ

ております。高齢者の一人として、自立は人間としての尊いこと、そして望むこと。国はその

手助けを少しでもしていただけたら幸いです。（女性、65歳以上、葛南地域） 

 

○かなりボリュームがあります。問が具体的ではなく、抽象的な印象のものもあり、困りました。 

（女性、40代、葛南地域） 

 

○良い機会を与えて頂きました。千葉県の発達を願っています。今後は千葉県便り、千葉テレビ、

ホームページを活用してみたいと感じました。（女性、65歳以上、千葉地域） 

 

○このアンケートから県行政として何ができるのかな？という疑問があります。しかし、少しで

もアンケートの結果から良い県政の行動ができるなら、私達も少しでも協力して行動したいと

思います。（男性、60～64歳、葛南地域） 

 

○この種の調査は３０００人といわず、もっと人数を増やし、定期的に実施されてはいかがでし

ょうか？（男性、65歳以上、葛南地域） 

 


