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９ 自由回答 

問 このほかにも、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、228人から延べ288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、原文の内容の趣旨を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】 

 順 位 項 目 件 数

第１位 県政全般に関する要望 57

第２位 次世代を担う子どもの育成支援を充実する 30

第３位 道路を整備する 24

第４位 便利な交通網を整備する 18

第５位 県政の情報発信について 16

第６位 高齢者の福祉を充実する 15

第７位 医療サービス体制を整備する 11

第８位 交通事故から県民を守る 10

〃 犯罪防止対策をすすめる 10

第10位 観光を振興する 9

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 7

第12位 健康づくりをすすめて、病気を予防する 6

〃 雇用の場を広げる 6

第14位 中心市街地の活性化を推進する 5

〃 東京湾アクアラインについて 5

第16位 障害のある人の福祉や社会参加の支援を充実する 4

〃 商工業を振興し、地域経済の担い手を育成する 4

〃 住宅対策を充実する 4

〃 公園・緑地を整備する 4

〃 学校教育を充実する 4

第21位 災害から県民を守る 3

〃 農林水産業を振興し新鮮な農林水産物を供給する 3

第23位 廃棄物対策をすすめる 2

第24位 消費生活のトラブルに関する対策をすすめる 1

〃 市民活動団体やボランティアへの活動支援を充実する 1

〃 仕事と子育てや介護が両立する働き方を実現する 1

〃 下水道を整備する 1

〃 安心して飲める良質な水道水を供給する 1

〃 生涯学習・スポーツ・レクリエーションを振興する 1

〃 芸術・文化活動を振興する 1

その他 24

その他　うち、国政への要望 (0)

その他　うち、住んでいる市町村への要望 (1)

　合　計（再掲分を含む　延べ数） 288



第55回県政に関する世論調査（Ｈ29年度） 

－ 90 － 

【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 

  ○若い世代が楽しく生活、学べる地域、高齢者が安心して、生活できる地域、県民が地域貢献、

社会貢献、グローバルに貢献できる環境作りをお願いします。（女性、40代、東葛飾地域） 

 

  ○これから高齢化社会に向かうにあたり、他の都道府県の見本となる様な、住みやすい・   

住みたくなる様な千葉県をつくっていって欲しいです。   （女性、50代、東葛飾地域） 

 

 

  ○高齢化がものすごいスピードで進んでいます。より具体的な対処をお願いします。 

                                 （男性、40代、葛南地域） 

 

  ○みんなで知恵を出し合い、協力して、いつでもお互い誰の助人にもなるという意識を持って

共に学び共に支え合う、知識・技術も惜しむことなく共有して、明るい未来を築けたらと  

思います。                      （女性、60～64歳、長生地域） 

   

○千葉は都心も近く住みやすいところだと思っています。子どもや高齢者、障害のある方など、

すべての人が豊かで満足のいく生活が送れるようこれからも県の取り組みに期待して  

いきたいです。  （女性、40代、葛南地域） 

 

○千葉市、葛南エリアと東葛エリアの、物や事の流れを強化し、立地の強みを生かした発展を

望みます。                       （男性、40代、東葛飾地域） 

   

  ○千葉県は都心に近いという地の利を生かして、更に発展すべきであると考えます。県内でも

地域格差は大きいですが、各地域の特色を行政・民間が連携しながら発揮していって欲しい

と思います。                       （男性、50代、君津地域） 

 

○千葉県のほとんどを占める房総半島の開発をして下さい。観光・漁業・農業何でもいい。  

田舎なら田舎らしい魅力をプラスしてほしい。半島に住んでいた人たちが千葉辺りに出て 

しまいさびれるばかり。 （女性、65歳以上、千葉地域） 

  

○行政として他の都道府県の先進的な良い取り組みはどんどん取り入れて欲しい。 

   （女性、40代、葛南地域） 
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■次世代を担う子どもの育成支援を充実する 

○幼稚園や小児科の場所が片寄っていて遠いです。県で場所の調整をしていただけると嬉しい 

です。  （女性、30代、千葉地域） 

 

○子どもが小さい頃、預け先がないため市のがん検診になかなか行けず困りました。大変だと

は思いますが、子どもの見守りをして頂けると助かりました。 （女性、30代、千葉地域） 

 

○幼児教育無償化だけでなく高等学校・大学に通う子どもの家庭にも力を入れてほしい。 

  （女性、50代、東葛飾地域） 

 

○「チーパス」のサービスの場所が少なく、使用できる場所かどうかもわかりにくい。 

   （男性、30代、香取地域） 

 

○近年、知人・友人に「子ども食堂」に携わる方が増えました。地域に、食事そのものの提供

が必要とされる状況が増していると実感しています。子ども食堂には大人の方も多数来られ

ているそうです。食材の提供も経験しましたが、とても喜ばれました。県内の実状を具体的

に把握し、場所や食材の調達等、行政が積極的に関わり取り組んで欲しいと思います。 

  （女性、65歳以上、東葛飾地域） 

 

○保育園の充実と共に、保育士の数も増やせるようにして頂きたい。また、公立も増やして  

頂きたい。 （女性、30代、東葛飾地域） 

 

■道路を整備する 

○東葛飾地域の道路行政を改善してもらいたい。国道と駅入口への進入路が交差するところは

立体化して欲しい。 （男性、40代、葛南地域） 

 

  ○道路が狭く歩きにくい為、歩行者が安全に歩ける様にして下さい。 

（女性、60～64歳、千葉地域） 

   

  ○他県に比し、道路情勢が、大変遅れているように思います。物流、人の移動に支障を    

感じます。                      （男性、65歳以上、千葉地域） 

 

  ○南房総市までは、高速道路ができましたが、銚子までは、高速道路がありません。銚子まで

は遠いです。日本で一番早い日の出が出る所なのでもっと道路をよくしてもらいたいと  

思います。                        （男性、50代、葛南地域） 
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■便利な交通網を整備する 

○流山市付近のバス路線をもっと充実してほしい。電車がストップしたら代替交通機関がなく、

大変です。 （男性、30代、東葛飾地域） 

 

○北総線の運賃問題を早く解決してもらいたい。この地域の発展を阻害している最大の   

要因だと思う。  （男性、50代、印旛地域） 

 

○東総地区の公共交通の充実をしてほしい。鉄道の本数も減っている。茨城県への人口流出も

続いている。  （男性、30代、海匝地域） 

 

○千葉県はバス運賃が距離によって違うので、簡単には改革することができないかも    

しれませんが、巡回バスの路線を増やしたり、100円で乗れる範囲を広げたり、駅周辺だけ

でも気軽にバスを使える１日券を発行するなどできないでしょうか。  

（女性、40代、葛南地域） 

 

 

■県政の情報発信について 

○県の行っている行政サービスの内容や拠点、窓口などがよくわからない。目にみえる広報 

活動を通じて、もっと充実すべきです。 （男性、65歳以上、葛南地域） 

 

○千葉テレビで各市町村番組をもっと放映してほしい。 （男性、65歳以上、夷隅地域） 

 

○チーバくんもかわいいし、もっともっと千葉の便利な点、都内の人にも自然の素晴しい所が

身近にあることを宣伝した方がよいと思います。       （女性、40代、葛南地域） 

 

 

■高齢者の福祉を充実する 

○介護現場での人材不足で過酷な勤務が多い。勤務変更が多く休みもまともにとれない。１日

休みもあるが月に２～４回の半休がある。介護職員の給料が上がっても介護の質が良くなる

とは限らない。新規の職員の様子をみても介護をしたいというより、適度な収入があるから

と収入目的で就職する人もいる。 （女性、30代、東葛飾地域） 

 

○ケアマネジャーの更新研修時間が長すぎ、予約も取りにくく研修日に多く休まなくてはなら

ないため、業務に影響が出る。更新研修はまとめてやらずに、年１～２回か法改正した時の

研修に出席など提出書類がなく負担の少ない研修にして欲しい。また大変な試験を受けて 

合格しているのに国家資格ではないのは疑問。国家資格にするべきだと思う。 

   （女性、40代、葛南地域） 
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○千葉県内の高齢者の生活実態を把握し、皆さんはこういうように暮らしている、今後県内の

高齢者はこういうように暮らしていけるはずだというビジョンが掲げられるといいと思う。

 （男性、65歳以上、東葛飾地域） 

 

■医療サービス体制を整備する 

○大学附属病院等へ行くと混んでいて待ち時間が長く、診察までに半日、会計で半日と   

１日がかりになってしまう。システム等の改善で時間短縮できるように働きかけて欲しい。 

  （男性、60～64歳、千葉地域） 

 

○発展途上にある印西市は病院が少ない。医療の充実を願いたい。 

（男性、65歳以上、印旛地域） 

 

○いくつかの病院で入院を経験しましたが、人手不足感をとても感じました。 

  （男性、65歳以上、長生地域） 

 

■交通事故から県民を守る 

○他県から来たのですが、千葉では赤信号でも止まらない車がいるのにびっくりしました。 

交通安全にも力をいれてほしいです。  （女性、40代、千葉地域） 

 

○自転車の交通ルール、マナーを小・中学生に教えておくことは大切と考える。車の免許を  

持っていれば道路交通法も理解できるが、子どもに基本的交通ルールを教えておくことは、

自転車使用の多い千葉県民にはとても有用と考える。  （女性、40代、葛南地域） 

 

○高齢者ドライバーの交通事故が目立ちますが、免許証の自主返納を高齢者に積極的に運動 

して欲しいです。更新時には問題が無くても、やはり判断力は落ちていくものですから、  

高齢者の事故は増えるばかりです。スムーズに返納できるように、タクシーやバス・電車の

割引等、考慮して頂ければ大変嬉しいです。        （女性、60～64歳、印旛地域） 
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■犯罪防止対策をすすめる 

○市とも連携いただき、安心して暮らせる社会の構築を進めていただきたくお願い申し上げ 

ます。  （男性、50代、葛南地域） 

 

○詐欺及び悪質業者に関しては、法律ではだめなら千葉県独自の条例を作り重い罰を与えなけ

れば悪い人も業者も無くならないのではと思います。罰が軽すぎるので犯罪がなくならない

と思います。  （男性、50代、千葉地域） 

 

○女性、子供が安心して暮らせるよう防犯を推進してほしい。 

（男性、65歳以上、東葛飾地域） 

 

■観光を振興する 

○千葉県は気候も温かく自然もあるけど、それをうまく利用されていない。もう少し観光  

アピールをし、また各地方の街をあげて観光アピールをもりあげられるように、そして  

それを継続できる体制作りも必要だ。           （男性、65歳以上、長生地域） 

 

○観光公衆トイレの設備を現状よりスピードアップして、各地域に整備対応お願いします。 

   （男性、40代、香取地域） 
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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、142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するものとする。 

 

○普段、特に考えることのない事柄について、自分なりに真剣に考える良い機会になったし、

県のことについて、今よりも関心を持ってみようと思った。（男性、18～19歳、千葉地域） 

 

○県民の方々も、「ちょっと言いたい。聞いてもらいたい。」と思う方々は多数いると思うので

アンケートは良い事だと思う。 （女性、65歳以上、葛南地域） 

 

○全体に設問が一般的すぎ、回答がどのように県の施策に反映するのか分からない内容だと 

感じました。アンケートをすることは賛成ですが、もっと具体的な施策について、県の取り

組み、課題などと説明する資料をつけて行うべきだと考えます。（女性、50代、東葛飾地域） 

 

○質問の内容がわかりにくい。  （男性、30代、東葛飾地域） 

 

  ○問が多いので、もう少し簡潔にしていただくか、質問事項を絞ってほしいです。 

                                （男性、20代、葛南地域） 

 

○他の方のご意見も知りたいです。ネットなどで調査の結果がみられましたら、これからの 

あり方も何かと方向性を感じることが出来ると思います。    （女性、50代、安房地域） 

 

○単なるアンケートでは貴重な時間を費やしたことが無駄になるので、後日アンケートに  

基づき改善した点をちば県民だよりに掲載して欲しい。 （男性、65歳以上、安房地域） 

 

○年末年始は忙しいので、他の時期にした方がいいと思う。  （女性、30代、印旛地域） 

 

○もっと回答までの期間がほしかった。  （男性、50代、葛南地域） 

 

○ネットでも回答できる環境があるといいと思いました。  （女性、40代、東葛飾地域） 

 

○返信の期限について封筒にも書いた方がいつまでに書こうという考えになり返信する率が

上がると思います。                    （男性、20代、君津地域） 

 

○チーバくんのステッカーでも同封すると回答率が上がると思う （女性、30代、印旛地域） 

 

 


