Ⅱ 詳細版

５．WEBモニターアンケート結果
（４）千葉市のイメージ 【自由記述内容】
WEBアンケート調査では、千葉市イメージについて自由に意見を記述いただいた。回答者3,274名のうち、具体的な
意見としてあげたのは1,406名であった（残り1,868名は「特になし、わからない」等）。
下グラフは、具体的意見の分類し、件数をカウントしたものである。
 もっとも多かった内容は、「交通・アクセス」についてであった。次いで「自然・気候」、「レジャー・商業施設｣、「田舎・
田園」、「様々なもの、イメージがある」等となっている。
（＊具体的記述は、次ページ以降に紹介。）
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Ⅱ 詳細版

５．WEBモニターアンケート結果
（４）千葉市のイメージ 【自由記述内容】
（交通・アクセス）
 新しく出来た商業施設に行くにも土日は交通量が多くて大変だし千葉駅界隈は分かりずらく車では行きにくい （男性40代、市内）
 都内へのアクセスが良い。アーバンライフもアウトドアライフも楽しめる。成田空港に近い。 （女性10-20代、県外）
 車で千葉の海岸へ行くとどこもかしこも混んでいて足が遠のく。 （男性50代、県外）
 車でのアクセスが非常に悪い印象があり、どうも足が向きません。 （女性60代以上、県外）
 モノレールが一番強い印象です。ぶら下がってるのって他にはなかなかないので。 （女性50代、市内）
 遠い。電車でも車でも行きにくい。どこでも無駄に混んでる。 （男性40代、県外）
 千葉県はわかるが、千葉市はどこにあるのかわからない。 （男性30代、県外）
 東京を囲む通勤圏の一つの都市 （男性40代、県外）
（自然・気候）
 自然、天候にも恵まれ、農業も盛んに行われて 大型商業施設や娯楽施設、公園もあり交通の便利で 良い県、良い市だと思います。 （女性50代、市内）
 自然がむき出しの場所が豊富で、マリンスポーツが印象的です。歴史ある文化や自然を住民が誇りに思ってるのに触れたことがあり愛情深い印象もあります。 （男性30
代、県外）
 自然と工業が共存する地域という印象 知り合いが少ないので住んでみたいというところまでは行かないです （男性50代、県外）
 都市部と自然が両方ある場所 （男性50代、市内）
 自然と文化が共存し、災害が少なく住みやすい街 （女性50代、県内）
 東京に近いのに自然があって、全てが広い！ （女性40代、市内）
 のどかな里山風景 （女性30代、県内）
 潮風 広い空 （男性60代以上、市内）
（レジャー・商業施設）
 遊びにいくのは良いけれど、都心からは遠いイメージ （男性10-20代、市内）
 ディズニーランドのイメージが強いです。 （男性10-20代、県外）
 大型ショッピングセンターや展示会場がある臨海都市 （男性40代、県外）
 やっぱりマリンとメッセ！ （男性50代、市内）
 ゴルフ場が多い （男性60代以上、市内）
 幕張メッセ周辺のビジネス街のイメージが強い （男性10-20代、県内）
 幕張が千葉市だとは知りませんでした。 （男性60代以上、県外）
 ショッピングが便利でアウトドアも楽しめるのがよい （男性60代以上、県外）
（田舎・田園）
 地味なイメージ。テレビに殆どとりあげられない。 （男性10-20代、市内）
 都会、田舎どっちつかず （女性40代、県外）
 田舎。 マンモス団地、 （女性40代、県外）
 とても地味なイメージ。房総や木更津といった行きたい魅力が涌かない。 （女性60代以上、県外）
 いつまでも垢抜けない感じですが、のんびり過ごすにはいいと思います。 （女性10-20代、県外）
 数十年前からあまり代わり映えのない昔風の街並。駅前も近代化されず、すたれており、湾岸地域を除けば田舎しかないので、未来像が見えない。(女性30代、県外)
 駅から少し離れるととても田舎 （女性50代、県内）
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５．WEBモニターアンケート結果
（４）千葉市のイメージ 【自由記述内容】
（様々なもの・イメージあり）
 知らない千葉のことが大いに興味を引いたが、住みたいとまではおもわれなかった。参考になった。 （女性50代、市内）
 いろんな要素、いろんな顔を持っている場所だというのを、あらためて思った。 （女性50代、県外）
 地方都市のようでもあり、未来都市のようでもある。 初めて訪れたときに見たモノレールの印象が強い。 （男性50代、県外）
（生活環境・治安）
 千葉市内には15～6年子供が成長過程の段階で住んでいた町で親しみ有るし、住み良かった町であった。幕張地域はドンドン発展している姿は喜びも感じている。3.11
東日本大震災では、海岸周辺では、かなりの影響もあったことも知っているので心配もしている街。 都内には近い割には明るいイメージの湘南地域に比べて、千葉県全
体的に暗い閉鎖的な田舎くさい点を感じる。交通の便がもっと他方面で便利になれば、行き易くなるのではないかと思う。 （女性60代以上、県外）
（居住環境）
 伸び伸び生活出来る街 （男性40代、県外）
 とにかく便利で住みやすい街である。排他的ではなく、よそから来た私をよそ者扱いしない親切な人が多い。というより、皆よそからやって来ているらしく、発展途上の街なのか
なと思う。 埼玉にいた頃より、物理的精神的ともに充実した生活が送れている素晴らしい街だ。、 （男性10-20代、県外）
 住みやすい街だと思う。町おこしもしていて一体となっている。 （女性50代、県外）
 便利かつぎすぎすしていないイメージ （男性50代、県外）
 都内から移り住んで約10年。 ここなら落ち着いて住めるところと決めた。 そんなイメージです。 （女性50代、県外）
 以前神戸に住んでいましたが、千葉は住みだしたら本当に良い所だと思います。 （男性30代、県内）
 日本一暑い岐阜から移り住んで３０年。暑さ、寒さも彼岸までという言葉がぴったりの千葉市です。 あたりを見回して、山が見えるところに無いということに最初はとても違
和感を感じ、強風が吹くのにも驚きましたが、千葉市は日本一住みやすい町だと思います。 （女性30代、県外）
（市政・県政）
 住むには良い所かも知れないが、交通インフラ整備が悪く、生活に不便を感じる。オマケに税額が高い割に行政サービスレベルが著しく低い。 （男性30代、県外）
 千葉市に限って感じるのは中途半端な感が否めない。 例えばサイクリンクロードは専用の道路以外は走行レーンはただ単に色を塗っただけ。駐車車両も多く安全の確保
が出来ない。何より自転車自体の走行マナーが悪い。 市として取り組むと大見得を切ったが何ら改善されている事を感じられない。ただ単に馴染んだ街なので住み続ける
だけで可能なら他に住みたい街もある。 （男性10-20代、県外）
 千葉県と千葉市の違いを整理しておかないと、ややもすれば、千葉県＝千葉市のイメージが強く 千葉市はどうですかと言われても「えっ」と言う感じになりました。それだけ千
葉市の情報発信が少なく、千葉県におんぶしているだけ? （男性10-20代、県外）
 千葉市というよりは、千葉県としてのイメージが強い。特に悪い印象はない。かといってすばらしいというわけではなく、興味は湧くが、住んでみたいという気持ちは湧かない。し
かし、嫌いな街ということはない。 （男性10-20代、県外）
 千葉駅の周辺に計画性が全くない。 政令指定都市の玄関とは思えない。 施設やホテル、駅からの利便性、景観など、すべて二流、三流。統一感もなく、情けないです。
（女性50代、県内）
 長年に渡り、何度か公私含めて行って見たが、今回の質問にある、イメージや、観光スポット、史跡、歴史等が、上手に宣伝、ＰＲされてなくイメージが湧かないし、現地に
行ったり、移動するにも渋滞がひどく、余りいいイメージが無い。 （男性10-20代、県外）
（海）
 交通の便がよく、ショッピングや海も楽しめて、とても住みやすいと思います。 （女性40代、市内）
 海あり山あり自然が豊か、それでいて都心に近く、子育て世代にとっては、住みやすい場所だと思います。 （女性60代以上、県外）
 幕張のような街と、海辺の自然があり、開発のやり方次第でとてもバランスのいい都市になると思います。 財政が厳しいイメージがありますが、将来に向けて、いい方向に向
かうといいと思います。 （女性60代以上、市内）
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５．WEBモニターアンケート結果
（４）千葉市のイメージ 【自由記述内容】
（海）つづき
 海に囲まれた自然豊かな地域で、商工業も発展している。海に一番魅力を感じる。地震や台風など自然災害を考えると住むには他に適した地域があると思う。 （男性
60代以上、市内）
 整備されている場所とされていない場所の差が激しい。 よくｺﾞﾙﾌや海に行くが道がﾃﾞｺﾎﾞｺだったりすると田舎だなと思う。 （女性40代、県外）
 九十九里の広々とした海岸、海山に囲まれた自然と首都圏に隣接した利便性、老後ゆったりと住んでみたい。 （男性10-20代、県外）
（歴史）
 歴史とスポーツの融合された街 （女性50代、市内）
 加曾利貝塚から千葉氏の間がよく分からない。でも千葉市は千葉氏にはじまった町にちがいないと思っています。近年異なる血が入ってぃて気質が変ってきたような気がしま
すが、気候温暖で豊穣な土壌でゆったり生きてきた人達の土地のように思っています。 （女性40代、県外）
 千葉市は近代国家を支えた製鉄所が有る近くに古代文明が点在する特殊な所です。 （女性50代、県内）
 都市らしさも自然もあるイメージでしたが、歴史関係やハスの花など知らない部分に意外性を感じました。 （女性40代、県内）
 千葉氏がいてそこから地名になったことを初めて知り、千葉市の歴史に興味を持った。またショッピング、観光農園、モノレールなどもあり、千葉市で生活することもいいのでは
ないかと思った。幕張メッセという言葉はよく聞くが、今回初めて千葉市にあることを知った。 （男性60代以上、市内）
 豊かな自然が残っている。 知られていないけど、意外に歴史が古い。 （男性10-20代、県外）
（東京ベットタウン・副都心）
 東京ディズニーランドやはり成田空港など、レジャーと関わり、メディア露出の多い施設のイメージがあります。 また、私の周りで、部活動やサークル活動の合宿地として千葉
を利用する者が多いため、そのようなイメージもあります。 （女性40代、県外）
 東京と隣り合わせのわりに、あまり都会感はない。よく言えば素朴さが残っている、悪く言えばパッとしない。観光資源や特産品に関してのアピールが下手。(女性50代、市
内)
 友人が住んでいるので親しみはあるが、ついでが無ければわざわざ出掛けて行きたいとは思わないし、ぜひ住んでみたいとも思わない。 東京のベッドタウンという以外、千
葉市についてよく知らなかった。このアンケートで初めて知ったが、千葉には魅力がたくさんあると思う。ひとつの観光資源でなく、いくつか組み合わせたプランなら観光客を呼べ
るかもしれない。 千葉の魅力を知る良いアンケートだった。 （男性10-20代、県外）
 東京から近い割には、家賃も安く、気候も温暖で、住みやすい街。ビーチや大きな公園もあり、子育てにも良い。他市に比べて財政状況があまり良くないのか、図書館の
本が少なかったり、ゴミ袋代が非常に高価だったりするのが、少し残念。 （女性60代以上、市内）
（特徴がない）
 特長ないけど、のんびり過ごすには良い都市だと思います。 （女性50代、市内）
 どの県でも都会的な部分と田舎的部分を持ち合わさっているので千葉県にしかないといった特徴は見いだせない。 （女性60代以上、県外）
 千葉市全体で考えると、複合的にさまざまな施設があるが、それは面積が広いから故であり、地方都市でも同じような光景は見ることができると思う。(男性10-20代、市
内)
（食べ物・農産物）
 千葉市イコールピーナッツではなく、他の名産や郷土料理の宣伝。千葉氏の歴史の掘り起こし。 （女性60代以上、県外）
 海、果物等食べ物がおいしそうなイメージがある。 レジャーを楽しむには良いところ。 （女性60代以上、県外）
 都会の割にはあかぬけない 自然の恵みをもっとアピールした方が良いと思う （女性10-20代、県外）
（スポーツ）
 ビーチで有名な海岸がいくつかあり、千葉ロッテマリンズをはじめとするプロのスポーツで盛り上がっていて幕張メッセで有名なイベント会場のあるやや都会的なイメージのある
市 （男性30代、県外）
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５．WEBモニターアンケート結果
（４）千葉市のイメージ 【自由記述内容】
（他地域と差）
 千葉県の田舎の人達が集まる場所。イメージでは柏、船橋の方が都会。田舎と都市が極端。 （女性10-20代、県外）
 東京に近い都市なので、立地的に複雑なポジションにあると思う。まあまあのものは揃っているが、 東京と比較すると貧弱になりがちである。やはり「住みやすい、便利な街」
を目指すべきと思う。 （男性30代、市内）
 海岸線があり、都心まで曲線になっているため、直線距離は近くても、移動すると時間がかかる。交通網をもっと発達させ、もっと都心とのアクセス、時間を改善した方が良い。
後発の埼玉の方が便利なイメージが定着しつつある気がする。 （女性50代、市内）
 首都に隣接しているが、田舎じみた街。神奈川県と比較すると、かなり無計画な都市開発のように見える。政策も場当たり的ではないか。 （男性40代、県外）
 関東の中でも千葉の面積は広いので近郊からのアクセスがもっともっと良くなればもっと身近になり訪れたいと思ったときにすぐ行けると思います。素晴らしい千葉なのは波乗り
で１年通して通っていましたので知ることができました。魅力が沢山あるのにもったいないと思ってます。 （女性50代、市内）
 埼玉より交通の便が今一つ不便だから、人口増加につながらない。 千葉駅と幕張との交通が不便。だから、人口が飛躍的に伸びない。幕張が発展してるが、県庁付近
は人もまばらで、夜も船橋などに比べると人の流れも少なく寂しい印象がある （男性10-20代、県外）
（産業・工業）
 私は千葉市で生まれ育ったため、とても愛着がある。千葉市には開発が進んでいる地域もあるが、自然も残っており、とても子育てがしやすい地域だと思う。 （女性1020代、市内）
 運転マナーが悪い県民イメージがある、また都市部は工業地帯で住むのには適さないイメージ。 周辺の市との差別化イメージを抱けない。 （男性60代以上、県外）
（緑）
 華やかな都市部から住宅街への流れが自然でその周辺に緑や海があって、開放感と清潔感や高級感も感じられる場所がたくさんあって住み易い。 （男性40代、県
外）
 東京から来ましたが、緑が多く人が少ないので、騒音が少なく、空気も綺麗なので、ゆっくりと暮らせています。ただ、交通が不便で車がないと生活が難しい為、運転出来なく
なった時は、どうなるのか？心配です。 （女性10-20代、県内）
 大型ショッピングモールがあり、程度の高い教育機関もそろっていて、緑の多い、子育てにはとても良い。 （女性40代、県外）
 菜の花ロードがある。温暖な気候。海の幸が楽しめる。観光にあまり力をいれているように感じない。千葉の人気スポットが何か思い浮かばない。(男性60代以上、県外)
（文化・芸術）
 プロスポーツ、文化、産業、歴史、商業施設等がまとまっており平日も休日も楽しめる。 ただ車が多く渋滞も多い。意外に街灯が少なく暗い所が多くて危険な気がする。
（男性60代以上、県外）
 都会部分だけでない、豊かな自然と脈々たる歴史がある都市。人が生活しやすいようにできている。文化的なものからスポーツまで楽しめる。 （男性50代、県外）
 古くからある物を強調するだけではなく、新しく文化・芸術に力点を置いて発展していこうとする内容がもっと欲しい。とかく、文化不毛の地というイメージで見られる。 （女性
10-20代、市内）
 親類が佐倉に住んでいることもあり、訪れることが多い千葉だが、豊かな里山が多く残る反面近代化の象徴的な建物も多く、幅広い文化や学問に触れることができる町だ
と感じる （女性60代以上、県外）
 財政の問題があり、文化の面で立ち遅れている。 （男性60代以上、市内）
 都心から近く便利だが、東京の大都会に追従しているイメージ。幕張などの一部の町は東京に無い独自色を感じる。自然やアウトドア施設は県内の他の場所に劣るが、ス
ポーツや文化施設ではそこそこのものがある。 （男性10-20代、市内）

105

Ⅱ 詳細版

５．WEBモニターアンケート結果
（４）千葉市のイメージ 【自由記述内容】
（公園）
 千葉の海浜地区に住み始めて３５年。当初は海岸周辺も荒寥としていたが、幕張メッセ、遊歩道の整備、公園の充実、それらが整備され多少なりとも、憩える環境に
なった 海までの散歩、穏やかに海を眺め心安らぎます。 ３５年前の海は黒く濁りとても海に入れるような環境ではなかった。 今は本当にきれいな海になり、楽しんでいる。
（女性40代、県外）
 敷地が東京に比べて大きいので、公園やスポーツ施設、ショッピングなど楽しめる部分は沢山あると思うが、ひとつひとつのスポットのイメージがどれだけよくなっても、結構道路
が混む場所が多いので、あまり良いイメージが持てない。 （男性40代、市内）
 土地が平坦で坂があまりなく住みやすいですが、都会的なセンスの良い街作りが出来ていないように感じます。美術館を良く利用しますが、内容の優れた良い作品が展示さ
れます。千葉の駅前に大きく広告のパネルなどを出せば駅自体も趣が増すように感じます。動物園や幕張や貝塚等個性があり自慢できる場所が幾つもあるのに生かし切れ
ていないことが残念に感じます。長く住んでいてもっと変わってくれる事を楽しみにしています。 （男性50代、県外）
 公園が多く、周りにもまだまだ緑が多く残され、新しい美しい街が多い。 ただ。これ以上、緑地を開発して、新興住宅地が増えて欲しくない。 通勤列車はどんどん混むし、
道は渋滞だし、もっと、道路を広く作るなど交通機関を整えてから住宅建設をして欲しい。 新しい街で、大型マンションを作るのに、それに見合う道路の広さが確保されてい
ない。 （女性10-20代、県外）
 全てがこじんまりしていて、他県から人を呼ぶにはイマイチ魅力に欠けるような気がしています。1箇所だけでも充分楽しめる公営の施設があったら良いなーと常々思っていま
す。例えば大きな植物園、等、時間をかけてゆっくり楽しめる所が欲しい。 （男性50代、県外）
 東京に近く、歴史は古く、千葉市独特の風土が根付く由緒ある街。動物公園、幕張メッセ、広大なショッピングセンターなど人々を引き付ける魅力的な街。モノレールやJR、
私鉄などの交通網が充実してフットワークが軽い街。レクリエーション施設が充実している安らぎの街。 （男性60代以上、県外）
（親近感・好感）
 隣町なので親近感を感じる （女性50代、市内）
 東京に勤務地がある人にとって、安らぐ場所だと思う。 （男性10-20代、市内）
（政令都市・県庁所在地）
 政令指令都市なので、やはり税金が高い。自然と都市的な物が両方あって良い。程々に田舎な感じも良い。 （男性60代以上、県内）
 東京のベッドタウンであったこの街も政令指定都市になり、都会に勤めて千葉に帰っていた人達が定年などになりこの街で昼間も暮らすようになった。今この街は少しずつ千
葉都民から千葉市民の街へと変わりつつあり、親子３代祭りなど本当の意味での千葉の県庁所在地としてのイメージを確立してきたような気がする。(女性30代、市内)
 県庁所在地だけど栄えてない。 人を惹きつける場所がない。 地味。（男性60代以上、市内）
 千葉県の県庁所在地であり千葉県の中心の市です。そのため他の地域、特に南部、東部に比べ非常に便利な生活をしている。この生活する上での格差は地方と都会の
一票の格差を遥に上回る不平等と考えています。住んでいる人は有り難いことと考えるべきでしょう。（男性40代、県内）
（農業）
 気候に恵まれた、農業向きの土地と海に囲まれて、豊かになる要素が多い県と思う。 また、都心に近く、市場もあるので、経済的なことにもうまくやれば、恵まれそう。 本
来、上手く運営すれば、豊かになる要素がふんだんにあるのに、実際は箱もの経済サイクルにふり回されているようだ。残念です。知恵を望みます。 （男性40代、県外）
 千葉県産の果物や野菜が出荷量が多くて、びっくり! 海の幸や食べ物がおいしい事。 （女性60代以上、県外）
（ゆるキャラ）
 内房と外房と言う地域に分けられている。国道６号線で良く近場を通るが、今回のアンケートを受けてみて寄ってみたくなった。ふなっしーが有名だが、縄文遺跡のキャラク
ターが気になってきた。 （男性10-20代、県外）
（都会（新しいもの））
 新しさを求めて、様々な事を取り入れているが、結果的に落ち着かない雰囲気になっているイメージがある。 （女性60代以上、県外）
 千葉市は古いもの、新しいもの、都会的なもの、田舎らしいものが混在していい街だと思います。ただ作られた街という印象。あと車がないと不便でバスや電車を
増やして欲しい。 （女性30代、県外）
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