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テーマ１ 緑の豊かさについて 

 
問 1-1  （肯定的な意見） 

「1 そう感じる」「2 どちらかと言えばそう感じる」とお答えの方の理由 

 

・河川沿いの緑と学校に樹木が多い。 

・近くに市民の森がある。 

・千城台西公園の周辺。 

・カラスや鳩がマンション周辺に増え､怖い緑が多いから? 

・これからは街路樹に保守費用の少ない木を植え､人件費を減らすべき。 

・畑も多い。 

・花もいっぱい植えてある。 

・都川がある。 

・花見川 

・向かいにゴルフ場。 

・遊歩道の両脇の街路樹が整っている。 

・比較的にグリーンが多い。 

・加曽利貝塚がある為。 

・公園等が多くある｡ 

・郊外地は緑多いが街中は緑が少ない。 

・自宅裏に持主不明の自然木が土手に被さっていて､強風雨時には大きく振れ､土手も少し

ずつ崩れる。非常に危険。２年程前､市に相談し少し伐採しただけで､その後は放置され

たままである｡ 

・今の時期枯れ葉がちらばっている｡ 

・我が家の庭は虫が多い。 

・市の土地で荒地が多い。 

・泉自然公園。 

・住宅が増え市内の緑がどんどん減って来ている。 

・サイクリングコース沿いに緑が多い。 

・家にも 40坪ほどの庭を楽しんでます｡ 

・千葉市のはずれなので公園や造成宅地化されていて街路樹が多い。 

・公用地を私物化して畑を作っている人が多い(笑)。 

・駅周辺の緑が少ない。 

・マンション内緑が充実。 

・街路樹が歩道の整美が不十分だと､多々感じます｡もっと整えて下さい｡ 
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・稲毛海岸近いので道路沿いの街路樹が整っているが、雑草がのび放題だと思う｡ 

・ハト、ムクドリなどの糞が多いのは困る｡ 

・個人宅の樹木が美しい。 

・スポーツセンター、動物公園、緑が多いから良いとばかりは言えない｡ 

・未開発又は開発を要しない地区とも言える｡ 

・適当に家庭裁園とか見られる。 

・身近に緑が多い。 

・県スポーツセンターに近い。 

・歩道の樹木で街灯の灯りが遮られて暗く危ないと感じることが多いです｡(街灯の意味が

ない)街灯をもっと低い位置に設置して下さい｡ 

・木々に囲まれた公園があるが生い茂っていて通りから見通しが悪いヶ所もある｡ 

・大きくなりすぎて街路灯の明かりが消されている町中の街路樹が多すぎる｡メンテナスに

税金がかかり夜は街路灯の明かりが照らす範囲をさえぎられている｡街路樹を植えるな

ら街路灯を設置した方がよい｡大きくなりすぎた樹木が電線に触れており､台風ｅｔｃの 

時に二次人災となる。 

・自然に感じる。 

・道路沿いの街路樹が整って居り散歩が楽しい。 

・自宅近くに森林がある。 

・桜の木があるが花が散ったり葉が落ちたりで大変だった｡あまり良くない｡ 

・花の美術館。 

・動物公園､スポーツセンターに緑が多いから。 

・自宅でも緑化にしている。 

・花見川沿いの緑がいい｡桜並木も見事です。 

・東大グラウンド周辺は良い。 

・個人住宅に緑が少ない。 

・街路樹の脇に花が植えられており季節がわかる。 

・きれいな個人宅のお庭が多い。 

・自宅近くには必ずしも緑の多い公園や整備された街路樹はないが､若葉区全体を見た場合

の判断｡ 

・保存樹林の所に暴漢出没の立て札があった｡木々を少し伐採して､見通しよくしたらどう

か｡ 

・花の町づくりを推奨している｡ 

・道路上の街路樹はいらないものが多いと思う。毎回切るにもお金がかかるので､もう少し

整備して欲しい｡ 

・園生の森がある。 

・各家庭に緑が多い。 
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・一軒家に樹木が多い。 

・自宅の裏が雑木林。 

・街路樹は大木よりも小規模。 

・森林が間近にある。 

・ハグロトンボなど､まだ見られる場所があるから｡ 

・緑の老朽化の管理。 

・家の前に森林。 

・せっかくの街路樹が裸になる程剪定されるのは見ていて淋しい。それなりの都合もある

のでしょうが秋の落葉を迷惑がる人もいる様で残念です。 

・市内で全体ではなくあまり無い所もある。 

・公園、神社がある。 

・先に緑が多くするように開発された。 

・森林は多くあるが、手入れのない森林も多かったりする。又、個人宅の道路へ出ている

樹木の手入れを整備できたら良いと思う。 

・近年住宅に色彩の美化が多くなってきた。 

・マンションにあんまり剪定されない樹木が多く見られます。（入口や中庭などに） 

・単なる田舎だから、空家、空き地など雑草や木が伸び放題の場所が多いから。 

・平和公園の緑や桜が美しい。 

・千葉大学病院のまわりは緑が多い。 

・町会の方の手入れにより道路沿い草花が、きれいに咲いている。 

・一戸建ての家が多いので庭に木や花を植えている家が多い。 

・街路樹の剪定が、実施時期・方法が拙い。 

・団地・マンションの植栽の充実。 

・ウスバカゲロウがみられる。 

・むしろ、緑しかない。 

・「どちらかといえば」というのは、千葉市内でも場所によるから。 

・街路樹が繁殖しすぎて歩道が狭いので手入れをこまめにしてください。 

・市街か調整区域で迷惑しかない！住んでる人にメリットなし。 

・整備されてはいないが、雑木林が多い。 

・公園がたくさんある。 

・田舎のほうは緑が多いとは感じますが、街中はそれほどでもないと思います。 

・道路沿いに花のプランターが並んでいる。 

・市中心部に緑が少ない。 

・街路樹の美しい、遊歩道がめぐらされています。 
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問 1-２  （否定的な意見） 

「3 どちらかと言えばそう感じない」「4 そう感じない」とお答えの方の理由 

 

・身近な公園に芝生のある公園が少ない。 

・自然ではなく作られた町並み。しかし､都会(?)では当然か? 

・マンションの建設が多くなってきて圧迫感を感じる。 

・昆虫が少なすぎる、夏･秋に鳴く虫が全くいない。緑区､中央区の一部は確かに緑がある

し､多いと感じるが､千葉駅より上、特に稲毛区､美浜区は少ないように感じる。 

・農村地帯だが緑が多いが荒地で豊かではない。 

・特に千葉駅周辺などの中心部の緑が少ない｡ 

・せっかくの緑(大木等)が､ある日突然切られてしまい､宅地になっていて残念｡もうこれ以

上千葉市の緑を失いたくない｡ストップする方法を考えて下さい｡そこに住んでいた小動

物､野鳥等自然を大切にしないといつか人間にしっぺ返しが来ます｡ 

・森林が住宅地へ変わっている。 

・緑が多いかもしれないが手入れがされておらず､汚いため緑が多いと感じないのかもしれ

ない。 

・千葉大医学部内の緑木が切り倒されて必要のない建物ばかりとなっている。 

・手入れの不充分さが見立ちます。 

・治安維持どう名目の樹の伐採が多すぎる。 

・湾岸地区若い木が多い。 

・ただ植えれば良い､といった感じ｡ゴミの投げ捨て､動物の糞が緑の中に見える｡自然を残

すならそれでよいか中途半端なやり方だと雑然としてセンス悪くなる｡ 

・近年 1ヶ建の住宅が次々にあります｡木を全部切ってしまって無味乾橾のアパートです｡ 

・緑地であったところが開発されつつある。 

・近くの森林がすべて住宅地になってしまったから。 

・美しさがない。 

・住宅の公園がいつも草だらけ。 

・宅地が多く成り大きな樹木が伐採されていきました｡ 

・どこもあそべる緑のスペースが少ない。 

・千葉駅周辺にはビルが多く､緑が少ない｡以前に習志野市に住んでいたが大きなマンショ

ンを立てるには､同じだけの広さの公園を作らなければいけないとの事!すばらしかった

です｡ 

・街路樹の植え込みがきちんと整備されていない。小学校の課外活動などで掃除させては

いかがでしょうか? 

・夏のスモックが出る(車)。 

・全体的に手入れされていない。 
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・〇〇パレスと言う健物が多いのでコンクリートの熱で暑い。 

・かつて雑木林だった所が宅地化されている。 

・集合住宅に緑化義務が課せられているかわからない｡ 

・管理が行き届いていない。 

・パチンコ多く､"人"では無く"車"優先の街並みと感じるため｡ 

・犬を散歩させる公園が少ない。 

・緑風景が少ない。 

・整備された森林がない。 

・他と比べればある方だがどんどん伐採される状態で淋しく思っている（特にケヤキの大

木が切られる）。 

・千葉市の街路樹がすべて枝が少なく葉も少なく、すべてエンピツの様です｡落葉が大変な

のはわかりますが、私の住んでいる国立医療センター南門前はすてきな銀杏並木はとて

もすてきです｡住民と話し会い人の集まるすてきな並木を保存させて頂きたいです｡ 

・芝生が少ない。 

・数年前は街中に花が飾られていたがここ数年見られず千葉駅前等寂しくなった 

・海浜地区は多いが､蘇我近辺は、緑が少ない。 

・古木(太い木)が少ない。 

・子供達が通る道路の整備がなってない!狭い道だと板が散りばっており、木も伸び放題｡

台風の時など怖い。 

・最近､街路樹が伐採されてしまい､寂しくなってしまった｡ 

・雑草の管理が出来ていない(伸び放題)。 

・森林の整備が整っていない。 

・緑はある程度あるが整備不足で汚くみえる｡ 

・ある所にはある｡公園に綺麗で､豊な緑はあるが､沿線沿いに住んでいたり､町の中に緑は

見えていない気がする｡ 

・駅の回りが殺風景。 

・街路樹を考えてほしい。真夏に日蔭が欲しい。 

・街路樹の整備不充分。 

・季節感のある樹木が少ない。 

・街全体の屋根の色と街路樹の樹木の選び方を考えて下さい｡ 

・道路が無機質。 

・今まであったい森林がなくなり住宅が建っている。 

・緑は見られるが､豊かとまではいえない｡ 

・林を切って家が建つなど緑がなくなっていくのを実感する｡ 

・千葉駅周辺は緑なく殺伐としている。 

・公園は多いが一つ一つが小さい。 
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・公園内は冬寒いかもしれないが、常緑の樹にしたら掃除も楽だし（落葉）冬に緑が見れ

てよいと思う。緑の豊かさ=管理も必要。 

・ＪＲ駅前に住んでる。人、自転車、送迎の車が多く、雨の日など自分の車が敷地内に出

入りするのが大変。 

・昭和記念公園(東京）武蔵野森林公園（埼玉）ひたち海浜公園(茨城）のような大規模で

森林や花々の多い公園がない。 

・樹木を切りに倒し過ぎ生物との共存を考えず人間生活を優先にする余り、環境に異変が

生ずる結果を招いているのはあらゆる地域について言える事。 

・塩害で枯れてしまった。国道の緑は草が伸び放題になっていて危ない。街路樹が少ない。

落葉樹以外も多くしてほしい。打瀬に行くと建物だらけのイメージ。海沿いに緑が少な

い。 

・住宅地の植栽が画期的で変化がない。千葉市ならではの植栽にならない。 

・団地なので。 

・埋め立て地の為自然の森、林が寺、神社など無いし。 

・海浜公園の箱物のため、松林等をなくすことには全く反対！ 

・グリーンベルトの整備が不充分。 

・住宅地なので仕方ないかと思う 

・緑を破壊（宅地になっている） 

・緑は多少あるが、緑豊かとまでは言えないと思う。 

・新たな宅地開発はせず、今あるインフラを活用すべき。 

・田園、森林など一部地域にあると感じるが身近にある感じがしない。 市民公園は雑木林

にしか感じない。 

・千葉駅西口に緑が無いのが残念。 

・駅前の緑が少ない。 

・住宅地拡大により、近所の森が年々無くなっている。 

・新居を立てる際家の裏が森で珍しい鷲がいるので、その保全のため伐採はないと言って

いたのに住み始め 1年後に大規模な伐採が起きてしまったため 

・緑があったとしても汚れている。汚い印象しかない。 

・特にこれと言った特徴を感じない。 

・小さな子が転んでも痛くないように芝生が整備された公園が近所にあるとよい。 大きな

ショッピングモールの周りももっと緑が充実するとよい。 

・広い土地が空くと、そこにあった木が切られ、住宅課商用施設になってしまう。 
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テーマ２ 水辺の魅力について 

 

問２-1  （肯定的な意見） 

「1 そう感じる」「2 どちらかと言えばそう感じる」とお答えの方の理由 

 

・川の景観は良いとは言えない。 

・都川なんとかきれいになりませんか? 

・海を利用した経済効果宝｡ 

・千葉公園の池が唯一水辺が楽しめる近い場所。 

・風が心地良い。 

・千葉公園の池｡たまに公園散歩します。 

・地域に人工の川が流れていてその周辺が美しい。 

・除草が頻繁に行われている様ですが(都川)、水辺に関しては良い｡ 

・花火を楽しめる｡ 

・散策できる川辺が雑草､整備されていない。 

・外来種(湖等)が多くなっている。 

・川沿いに桜並木。 

・老人には楽しみ等ない金もない。 

・千葉市内に海水浴を楽しめる場所があるのですか、設問に疑問。 

・しかし磯辺水路はあまりきれいでない。 

・市内の川は水が汚れている。 

・遊歩道が少ない。 

・イメージです｡実はあまり行きません。 

・近くに､稲毛海岸の途中など､川はない｡だいぶ歩くとある｡ 

・川辺は水が汚い 

・プールが遠いため､子供がプールに行く機会が市内ではもてない｡海も緑区からは他市の

方が近いため､市内の利用はない｡緑区から公共の乗りもので行けるプールが近くにある

と良い｡プールと言っても競泳プールのみではなく､ちょっとしたスライダーがある程度

で良いので｡ 

・おゆみ野遊歩道附近はすばらしい。 

・歳のせいか水辺で特に楽しみたいと思わない｡ 

・都川も綺麗になりました。 

・桜､紅葉樹少ない。 

・エアレースが行われる。 

・川辺周辺の管理。 
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・海辺や川辺にランニングコースがある。 

・近くにプール有ると良い。 

・川辺はボランティアが綺麗にしている。 

・車でしか行けないのでは意味はない。オリンピック招致に転用流用できる点はすばらし

いと思う。 

・浜田川が汚い。ヘドロ多すぎ。 

・美浜区はとても美しい。 

・住宅が海に近くないので１～９にはあまり関心がない。 

・花見川沿いの都川の土手が綺麗。風が強い。 

・花見川沿いは春は綺麗な桜が咲き、釣り、散策が出来る。花畠公園もよい。 

・遊歩道が整備されている。花見川のサイクリングコースが整備されている。 

・ウインドサーフィン、バス釣り、桜並木がある。 

・稲毛海浜公園周辺が、ランニングするのに気持ち良い。 

・支川都川の堰堤の雑草等の刈込がもっと綺麗にして欲しい。するともっと素晴らしい景

観となる。 

・海岸沿い、花見川河川敷に眺めの良いランニングコースが整備されていることです。 

・都川など、人工河川化されて緑もなく、風趣もない。 
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問２-２  （否定的な意見） 

「3 どちらかと言えばそう感じない」「4 そう感じない」とお答えの方の理由 

 

・河川の周辺公園をもっと充実した方が良い｡ 

・浜田川下流の一帯が臭い、海浜公園の噴水がなくなった。本来の海岸が埋立てられて､ダ

メになってしまった｡ 

・海辺はゴミだらけ｡散歩の時に拾っている。 

・花見川の土手が雑草で､それがサイクリング道路まで伸びてしまっている→下草刈りが土

手の一部しかされず､しかも年 1回なので､対応しきれていない｡ 

・少しずつチョット不足。 

・近所に花見川､草野水路等があるがきれいと思ったことは 1度もない。 

・海や海辺がマリンスポーツ云々以前に､海水が汚くて魅力的だと感じません｡ 

・水辺に魅力を感じない、興味なし。 

・浜辺を美しく見せようとしていないと感じます。 

・海や川を活かしていない。 

・基本遠い｡ 

・日常で水辺に触れる機会がないのでピンとこない。 

・海や水辺から離れている。 

・海辺に立入禁止が多すぎる。 

・市民への周知がなされていない。 

・幕張～稲毛海岸間の人口浜計画の進展見られない。 

・海が近い所から引越して来たので海は家族旅行で行く所として認識している｡ 

・海や水が本当に汚いし治安が悪い｡ 

・公園の池などが汚い。 

・稲毛海岸などでは汚い｡ 

・臭う。 

・住んでいる所から遠く､稲毛方面に片寄っていて、気軽に楽しめない｡ 

・水辺に行かない。 

・モノレール葭川公園駅付近の川にゴミを投げ棄てる人を度々見かける｡ゴミが多々浮いて

いる。 

・せせらぎを造ってもゴミを捨てられたり地域の人が管理している状態｡ 

・(水鳥の飛来･コイなどの魚の遊泳)以前に比して水質は良くなっているようだが､身近に

ある川は｢水辺｣より単なる｢河川｣といった感じ｡｢水辺｣から受けるイメージからは､程遠

いような感じを受ける｡ 

・住いの近くに水辺がない。 
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・海沿いの街並みがつまらない｡色とか統一してほしい｡パチンコ屋の看板が嫌だ、規制し

てほしい｡ 

・上記関心なし。 

・自然の美しさを感じられない｡検見川浜の汚い海花見川の放射能汚泥の堆積。 

・居住地､周辺に水辺がないせいか考えたことがない。 

・川辺に私有地のように耕作している人がいると､怖くて散歩もできない。 

・川が全くない畑ばかりである。 

・海岸線をもっと生かした計画を立てるべきである。 

・ボートマリーナをつくってほしい｡ 

・海を見ながら食事､宿泊できる企業誘地。 

・水辺への外出がなく分からない。 

・子供が遊べるような明るく自然な小川がない。 

・ＢＢＱができない。 

・歩道が整備されていない。 

・海や砂浜が汚いイメージです｡ 

・水辺の里池に流れる水が汚い｡ 

・魅力的でない他県の方が遊びに行きたいと感じられないのではないでしょうか? 

・上記プールは期間中いつも駐車場がいっぱいで､行きにくい。 

・ショッピングが楽しめない｡ 

・住居の近くに水辺があまり存在しない｡ 

・稲毛海岸付近と中央央付近とでは全く違うのでなかなか答えを選びにくいです｡ 

・近所に水辺がない。 

・変質者がいると聞くので怖い。 

・海も水が汚い｡時期によるが臭い｡ 

・よし川は雑草だけ☆散歩ルートを整備して下さい｡ 

・川や水路に自然がない。 

・駐車場が圧倒的に少なく､楽しめない。 

・ウオーターフロントが整備されていない｡ 

・人工の浜辺なので海の近くで育った私には不自然さが感じられる。 

・年令的にすべてに対して年よりに優しくない。。 

・川辺が草だらけ。 

・近場の公園の水辺は草ぼうぼうで暗い。 

・海岸近接地又は海辺に文化を感じない｡ 

・主人の実家が九十九里なのであまり市内に行かない。 

・｢千葉市｣の海に魅力を感じない｡ 

・自然の海辺、水辺ではないのでしかたがないと思います｡ 
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・臭い時がある。 

・近くに水辺などない。 

・都市中の河川､風水害防止でやむを得ない｡ 

・海に行く事もないので。 

・車が無いので出掛られない。 

・横浜のようなプランが欲しい｡幕張と千葉市中心が離れている｡ 

・海や海辺に､ほとんど行ってない｡ 

・水辺がない｡緑地が少ない。 

・釣り場を無くす事しか考えていないように思える｡神奈川県のように施設を整備するつも

りも無い。 

・臭いがきつい。 

・なによりも､海も川も水がどんよりと濁ってるそんなところで魅力は感じないでしょう。 

・海→花火できない｡水辺→雑草多い｡ゴミが多い｡ 

・近くになし。 

・行かないのでよくわからない。 

・駐車場少く､有料。 

・近辺に水辺や川､海がない。 

・自分が海や海辺に行く機会がないのでわからない｡私の近くの花見川周辺も魅力的だと感

じない｡ 

・海の水が茶色でブルーな色を見ない｡ 

・身近な水辺がない。 

・気軽で安価に楽しめられない。 

・･公共交通機関が未発達のため･ベビーカーを押しても通りやすいよう､インフラ/情報発

信を整備して欲しい･設問の回答項目自体が正確に問題を促えられていない。 

・夏になると川や海の水の匂いが臭い｡ 

・行こうという気持ちになりにくい。 

・川らしい所が無い。 

・ゴミが多い所がある。 

・稲毛の海は臭すぎる。 

・年齢的に遠出しないので。 

・海が汚れている。 

・災害に役に立つなら魅力的。 

・ポートタワー前の海岸が汚い。 

・手入れがされていない。 

・海の汚さが気になります｡ 

・水辺が近くにないので接触する機会が少ない。 
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・水辺､海辺に行きたいと思うきっかけがない。 

・若葉区若松町で近くに水辺がない。 

・いかにも人工的ばかり。 

・水辺はない(近くに) 

・水辺にあまり興味がない 

・海があるのに活かしきれていない｡ 

・海の臭いが臭い 

・ゴミで景観が悪い 

・川や海の匂いがする｡ 

・海浜公園プールがボロボロ。規制が多い期間が短い川が汚れている。 

・上流部の散策路の整備｡ 

・やはり整備不足なんとなく汚い。 

・ケーズハーバーのように､海の周辺を生かし発展させるべき｡ 

・川辺の景観や気楽に散策､休息が楽しめるよう整備してほしい｡ 

・海辺を綺麗にして､家族で楽しめる場所にしたい｡(今も､もしかしたら行われているかも

しれないが)クリーン活動等を大々的にやってほしい｡ 

・稲毛海岸の海がゴミでいっぱい｡ 

・イベントが多過ぎて騒々しい｡もっと静かな水辺にして欲しい｡ 

・臭い、手軽に食事できない、濁っています｡ 

・人工海岸の手入不充分。 

・風水害を考えると何とも云えない。 

・海や川に魅力を感じない｡ 

・異臭がすることがある。 

・都会だから仕方がないと思うがとにかく海が汚なく､泳ぎたくない｡海が汚い=魚もこの付

近のより九州屋を好んで買う位。 

・和田新道周辺の公園化が進まない､何年経ちますか? 

・他の市等と比較するとそう感じない海の近くに工場がある｡ 

・花見川のサイクリングロード､休む所が無く道もジャリ道だ。 

・草が多い。 

・人工海浜が美しくない。 

・検見川浜よりの海辺のベンチに屋根がなく天気の良い日には休めない｡ 

・川辺など工事が長く散策できない 

・安全面に不安、草が生い茂って歩けない。 

・緑区大椎町の村田川。 

・家からあまり外へ出ない。 

・交通不便。 
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・製鉄所が多い。 

・一時期に比べればまだましだが、稲毛海岸、千葉みなとでは泳ぎたいと思わない。 

・川の歩道になの花を咲かせてほしい。 

・私の回りは川辺は少ないです。 

・海が近いわりには､その実感がない。 

・千葉市にはアイコンが無い。 

・ケーズハーバーがいまいち魅力に欠ける｡ 

・緑が主に芝生しかなく木が少ないため夏場は日陰が少ない｡くつろげない｡ 

・もっと都内など他の海辺とつなぐ遊覧船をつくってほしい｡ 

・雑草が歩道に無放にはみ出していて 1年間に 1回も清掃されていない場所もある!!(水路

にはボートが､きたなくつながれ歩道も何の意味も無し!!利用出来ないので､作られてい

ても意味が無いと思う!! 

・主人の身体の具合が悪くて､家を開けられない｡食の買物に､病院朝早くの散歩のみ｡ 

・臭い、埋め立ての美浜区ばかり整備しており偏りのある整備に憤りを感ずる。 

・山、森、木から水、川、海がつながっていないと感じる。 

・有料が増えた。小学生は入れるプールが少ない。 

・近くに水辺がない。 

・水が臭う、市街地の川や川辺の整備、テーマ１に共通。 

・埋め立て開発で海が遠くなった。 

・海、海辺へ行く機会がない。 

・県庁の横の川がとても汚い。千葉は川が汚くて回りの景色まで汚く見えて残念。川をき

れいにする方法を考えてほしい。 

・年寄りが楽しむ所ないです。テレビ、散歩ぐらい。 

・子供がいたら楽しめる水辺の空間はあっても子育てが終わった世代が楽しめる水辺の空

間はあるのだろうか？ 

・三陽メディアフラワーミュージアム⇒花が減少し、花の写真など楽しめない。 

・商業施設が少なく、あっても充実しているとは言い難い。車がとめにくく、行きづら 

い。 

・水辺と言っても海が遠いし海以外では水辺と言える所があまりないのでは？ 

・花見川河口のセシウムの残留が気にかかる。 

・駐車スペースに難あるように感じる。 

・川沿いの遊歩道の整備をして欲しい。季節のイベント開催を沢山して欲しい。スポーツ

施設と合わせたイベントスペースを作ってほしい。ＢＢＱなど出来る施設。 

・企業や港湾施設で占められ立ち入り禁止の水際が多い。車窓から海の景色を楽しめると

ころが少ない。 

・稲毛の浜に砂を輸入するのをやめてください。 
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・ゴミが気になる。 

・生活の中に水辺を感じない。 

・遠くて不便。 

・近くに海も川もなくてわからない。 

・海の近くに行く機会がない。 

・エアレース時、海に行けない！誰の海だ！ 

・水辺のゴミが多い。 

・ＪＦＥを含めた工業地帯が多いので仕方がない。 

・近くに水辺がないし、バス電車に乗って行かなければならない。 

・前よりもメディアフラワーの花の数が減ってしまっている。多くの木々の種類が少な 

い。 

・利用する機会がない。 

・水辺のある場所へ行かないのでわかりません。 

・稲毛海岸等海水が汚すぎる 

・イオンモール近くの川がとても臭い。 

・そもそもあまりわからない。 

・海が臭い。 

・あまり外出しない。 

・公園に噴水があるのに水が出てこない。 

・川や海辺に魅力的な施設がない。 

・夜間でも子供が多かったり、治安が悪い。 

・臭い。 

・海辺でも川辺でも行って楽しもうくつろぎに行こうというものがない。 

・身近に水辺を感じる所が少ない。 

・インフラは整ってきていると感じるが、花見川も検見川浜も水質が悪く、親しみが湧か

ない。 

・近くの水路が臭う。 

・ドブ川ですよね。 

・川や海など水が汚く臭いため 散策できる環境ではない。 

・海も川も汚い。 

・両岸や川底までコンクリートで固めてしまっては川でなく用水路だ。 

・近くには施設がない。 

・ビオトープや噴水に水が入っていないことが多い。 

・お台場のようなショッピングやアミューズメント施設があったらいいのにと思います。 

・千葉ポートタワーの海水が汚れている。 

・なかなか水に親しむ機会がない。 
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・別に魅力は感じない。 

・千葉みなとあたりが、お台場のようにおしゃれになってほいい。 

・幕張の浜も稲毛の浜のようにＢＢＱ場などが楽しめるような環境があればよいと思う。 

・海を見ながらの食事に関して、アメリカ西海岸のような、マリブやサンタモニカのよう

な街並みがほしい。 

・身近に海がない．設問の不備。 

・海浜公園がきれいじゃない。 

・千葉市で海水浴や川遊び等をしたことがないのでわからない。 

・花見川の川辺、雑草も多く景観が悪い。暗くなると街灯もなく真っ暗で怖い。 

・個人的にはだけど、釣り・潮干狩りには興味はありますが、海を見ながらの食事にはあ

まり魅力を感じない。観光遊覧船も近場を回るだけなら、何回も乗らないと思う。 

・川辺に雑草が生い茂っており、周りが見えずらいので子供を遊ばせることが出来ず危険。 

・飛行機レ－スや花火、大音量のコンサ－トなど騒音。 

・砂浜が汚い。 

・足に障害があって散策のできる水辺まで行けない。（交通の便が悪い） 

・川の外来生物が増えたように感じます。 

・近場に水辺がない。 

・千葉市内の海岸は、人工的な埋め立ての海なので、自然そのままの、美しい砂浜や磯と

は全く風情が異なり、残念に思うことが多いです。 

・安全に散策できる水辺が少ないと感じる。また、駐車場が不便であったり高額なところ

が多い。 

・海、川、海岸が汚れていて水辺を楽しめない。 
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テーマ３ 農業や農村に親しめる環境について 

 

問３-1  （肯定的な意見） 

「1 そう感じる」「2 どちらかと言えばそう感じる」とお答えの方の理由 

 

・若い時貸農園で野菜を作っていた｡ 

・庭先で野菜作りしてる。 

・④⑤⑥の場所から離れている身近かに感じない。 

・農家の人が売りにくる｡ 

・みんな遠いので分からない千葉は車が無いとﾀﾞﾒ車を乗っている間は良いけどアンケート

の年齢からではだんだん関心が遠のく。 

・農園の人達が優しい｡ 

・大宮団地に棚田あり。 

・若葉区､緑区に出向いて感じる。 

・農園での軽食が欲しい。 

・身内が農業をしている｡ 

・近くのスーパーに市内の農作物が少ない。 

・身近に農業を感じられる施設がない交通の便が悪い。 

・近くに田園風景がある。 

・近くに畑田がある。 

・選べる体験する機会がないのでお答え出来ません｡ 

・歩行が困難。 

・④～⑨は行った事ないが､行ってみたいと思っています｡ 

・バラ園があればうれしい!小倉台に 

・小学校で農村体験があるらしい。 

・ふるさと農園が駅内にあると良いと思う 

・放課後デイで果物狩りの案内が増えた｡ 

・スーパーで野菜は買えますが､農業体験ができる所は近くにないです｡しょいかーごも遠

い｡ 

・若葉区緑区には直売所等もある｡ 

・野菜など自分で作っている。 

・高年令の人は関係ない? 

・上記所に出向かない。 

・市民農園費用が高い。 

・市､区の管理農園は!! 
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・四街道市が近くそこでの産物を利用している。 

・老人だし金もなしで何もわからない。 

・自家用の畑がある。 

・体験は知らない。 

・千葉市のつくたべメニュー 

・農産物の場所が遠い。 

・いちご･梨などの観光農園が多い。 

・4.5.6知りませんでした。 

・近くに田畑があり､四季を感じられる。 

・計画緑地が多い。 

・近くに畑を借りている。 

・家庭菜園をしています｡ 

・地産のお米野菜が身近なショッピングセンターで買える。(イオンモールおゆみ野) 

・若葉区は特に農業･菜園に親しむ環境に恵まれていると思う。 

・子供の小学校で田植え等体験する授業がある｡ 

・個人で農地をレンタルしている。 

・年令を考えると遠出は無理。 

・少し庭で楽しんでいる｡ 

・料金が高い(入場料)。 

・農家の向上心を感じる。 

・区役所で即売会がある。 

・知人が家庭菜園､野菜作りをしているのでよく見に行きます｡(作物をいただく事がよく有

ります) 

・年齢、交通など無理。 

・家庭菜園やってます。 

・遊べる体験できるところに行ったことがない。 

・遠くて行けない。 

・小学生が人参掘りなどへ行ける。保育園や幼稚園、小学生のイモ掘り。 

・どこのビレッジがわかないがスーパーでは利用してます。 

・手作りマーケットなどで市内の物を使ったお店が出てくる。 

・特にわからない。 

・農地を借りて耕作している。 

・給食で千葉市内産農産物を使用している点を給食だよりでアピールしている。特別献立

もある。 

・個人的に農園を借りている。 

・小学校で農業体験を行ったため、田んぼと畑で一杯です。 やりたいとは思いませんが。 
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・農林総合研究センターがある。 

・小学校の時、近くの畑で野菜を収穫した。 

・充実しているとまでは言わないが、それなりにある、と思う。 

・若葉区には畑や牧場が多いため。 

・施設はあるけど、魅力的なソフトが少ない。 

春のイチゴ狩りをよく利用する。 

・市内に限らず、千葉県内で親しめてます。 

・知り合いに、趣味や仕事で農作物を育てている人が多い。 

・積極的に緑と触れ合う機会は少ないと思う。 

・市内の農園を訪れることは、福島第一原発事故以来、ほとんどなくなりました。 放射能

汚染が収束しないなか、関東・東北圏の作物は、なるべく避けています。 また、モンサ

ントの除草剤ラウンドアップの使用状況や、遺伝子組み換え作物の導入など、体内に有

害な物質が、どの程度含まれているのか、市内の農園の土壌調査が明らかでない限り、

利用する気持ちにはなれません。 
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問３-２  （否定的な意見） 

「3 どちらかと言えばそう感じない」「4 そう感じない」とお答えの方の理由 

 

・いろいろな施設が遠くて行かれない。 

・近い所に果物狩りが出来ない。 

・ＰＲ不足。 

・地産地消はどこに行ったら売っているのか分からないし宣伝もしていない｡ 

・何があるのか知らない｡ 

・住んでいる所より総じて遠くにある。 

・余り多くを欲しないせいか? 

・身近にはなく､車でしよいかーごへたまに行く程度。 

・行ったことがない存在すら知らない。 

・市内農産物が地産地消されていない。 

・近所に無い。 

・先々のイベントが分からない。 

・そもそも体験､遊べる場所がある事を知らない。 

・4～9 があること自体不知。 

・近くにない。 

・中央区東千葉付近にお店が無い為。 

・美浜区居住なので農業についてはやむを得ないと思います。 

・観光農園が近くにないので､行けません｡自家用車がないのでその期間だけでもバスを出

してもらいたい｡ 

・田舎から来たので､東京にも近く都会ナイズされてる感が大きい｡ 

・知人の畑ぐらいしか楽しむ機会がない｡もっとそういう施設が増えてほしい｡ 

・車がないので車でないと行けない場所が多いので｡ 

・近くにないので良く判らない｡ 

・行った事がないのでわからない。 

・近場には､ないが不便な感じない。 

・｢農業､農村に親しめる環境｣とは､農産物の購入､飲食よりも､｢田畑､酪農｣等の農作業に直

接触れる､あるいは直に目にすることだと考えているので､私の住環境はその様な環境に

はない｡ 

・自宅の庭で菜園に励んでいるので回りの事は知らなかった。 

・自宅から離れた所にある→千葉公園の前コナムに月､水､金ととれたて野菜を売りに来ら

れるが少ない。 

・コミュニケーションがない→(農家と直接的な) 

・町中に住んでいるので 
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・中心地に住んでいるのであまり感じない。 

・農園など奥まった場所が多く､もっと身近に貸農園などほしい。 

・近くで農園を利用したことがない。 

・オーガニック食品､遺伝子組替食品などの表示不明確｡オーガニック食品不十突遠くから

宅急便で購入して農薬散布､ネオニコチノイド使用。 

・母が緑区の病院に入院していた時に周辺の緑と農業体験環境作りを千葉市が推進してい

る事を知りましたが､美浜区からは遠くて車がなくて行けないし､飲食店も千葉産を宣伝

していない｡ 

・駅で買えるといいです。 

・接する機会がない。 

・農産物直売店のしょいかーごは自宅から遠すぎる､何か所があればよい。 

・畑しかない田んぼは、わずかだけである｡ 

・今まで利用する機会がなかった｡ 

・情報発信が届かない。 

・小学生は芋掘り等体験できるのでしょうか?もっと千葉の物をアピールしてほしい!! 

・いろんな施設だかｻｰﾋﾞｽがあるのは知っているが､家の近くにないイメージﾞがある。 

・美浜区にグリーンビレッジがない。 

・地産地消と言うわりに感じません｡ 

・あまり知らない。 

・4.5.6.7.8知らない。 

・身近に環境がない。 

・交通の便の良い所に作って欲しい→車がないと不便な所ばかりでは? 

・上記ビレッジﾞ等の存在を知らない｡緑が多いわりに生かされてないと感じる｡ 

・機会がない。 

・そもそも体験型農場がある事を知らなかった。 

・体験出来る場所が遠くて困難｡ 

・そう感じたことがない。 

・しょいかーご→地産とは限らない｡他県からの物も多い｡他県の野菜ならスーパーでまに

あうよ｡ 

・自宅の周辺にない。 

・畑や田を見かけない。 

・よく知らない。 

・知らない。 

・4～9 までは行った事がないのでわからない。 

・各施設のＰＲ不足。 

・毎週大網白里市のＪＡに野菜を買いに行く。 
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・身近にない。 

・メディアへの発信がない。 

・機会がない。 

・いずみグリーンビレッジ場所不明。 

・農業に親しむ習慣が無いので必要性を強く感じない｡ 

・市内の農業･農村イメージﾞがない。 

・きゅうりが中身が白くなっていた｡ 

・4～9 のスポットの存在? 

・車がないのでどこにも行けません｡車社会の方は良いと思いますが･･･。 

・畑を気軽にはじめられる環境がほしい｡ 

・住宅街で農村ではない。 

・あると思うが自身が農業にふれていない。 

・近所にはなさそう。 

・郊内に農業体験ができるところがもっとあってもよい。 

・住居より離れているので。 

・農園に行く足がない。 

・宣伝､イベントが乏しい｡下手｡ 

・イベントがない。 

・車がないのであまり利用できていない。 

・乗り物が不自由で不可。 

・情報が入ってこない。 

・4-9は行った事ない為わからない。 

・湾岸沿いには田畑はなく､目に入らない。 

・そもそも田園がない。 

・ﾏｲｶｰを持参の折は楽しむ事ができた｡ 

・親しめる環境の存在を知らない。 

・行ったことがないのでわかりません。 

・しらなかっただけ? 

・農園(観光)等を利用したことがない千葉市外に出かける。 

・充実うんぬんより､身近にないですよ!! 

・近くになし。 

・あまりない。 

・農業は仕事､遊びで親しむものでは無いと思っている｡ 

・上記の耕園･農園の事を知らない。 

・特に体験したことがない。 

・興味ない。 
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・車がないのでバスがあると良いと思う。 

・上記のことをよく知らない。 

・地域に施設がない。 

・畑仕事が楽しいと思わない農作物は全く食べない｡ 

・アクセスするにも"車"ありきのため･どう呼ぶ込むのか､来場しやすい環境整備が急務｡ 

・施設･場があることを知らない情報がない。 

・近くに施設がない。 

・畑が宅地になってしまい緑や花木がなくなっている。 

・体験できる場所が身近にない。 

・農業は大変。 

・何処にあるか不明。 

・管理がされていない。 

・出掛ける交通の便が悪い。 

・ふるさと農園､市民農園が身近にない為､親しみがない。 

・何処に何があるか分からない。 

・市内にどのような施設があるか知る機会がない。 

・海浜地区は直売店がなきスーパーｰが頼りで高い。 

・近くにない。 

・近所に農園がない。 

・あまり農業をやる機会がない。 

・知られていない。 

・しょいかーごやいずみグリーンビレッジを知らなかったので。 

・車がないので直売店へ行けない｡ 

・市民農園｡観光農園遠い。 

・よく知らない 

・グリーンビレッジの存在がわからなかった｡ 

・どこでどのように農業が行われているかなどわからない。 

・近くにない 

・該当の施設があることを知らない｡ 

・交通のアクセスが悪い｡ 

・徒歩で行ける所がない。 

・近隣に上記の施設がない。 

・④～⑨存在を知らず。 

・直売所が少ない。 

・学校などで､体験授業がない｡田植え、稲刈り、いもほりなど。 

・いずみグリーンビレッジ､初耳。 
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・ケーブル出品でたまに駅で､そういった品を売っているが､あまりゆっくり見ないから(ス

ーパーの方が安価と思うので) 

・近くにない｡ 

・農業体験ができることを知らない｡ 

・いずみグリーンビレッジに行ったことがないのでわからない｡ 

・遊べる､体験できる場所のＰＲ不足｡そもそも､そういうのがあることすら初めて知った!! 

もっと積極的に市民に広報するべき､でこういう所に税金を使うべきでは? 

・千葉市内に少ないと思う。 

・残念ながら個人的には､農園や施設に出かける機会がなかった｡機会があれば果物狩りを

してみたい｡ 

・車で移動しなくてはいけない所しかない｡情報を知らない。 

・触れる機会がない 

・利用したことがない｡ 

・高齢なので解らない。 

・近隣に農園がない。 

・しょいかーご等 店舗を増やしてもらえるとよい良いと思う。 

・上記の施設を利用した事がない｡ 

・遠いので行けない｡ 

・老人は体験できないので直売店を充実して欲しい。 

・住宅地が多いのでしかたがないとも思う。 

・車を使わないと行けない場所ばかり。 

・商店がない。 

・場所がわからない。 

・農産物直売店所在地のＰＲに不足。 

・30年前に当たり前にあった水田が住宅地になってしまった｡ 

・車がないし､自宅から非常に遠い行きたいけど行かれない!ツアーを企画してほしい! 

・市民の楽しめる農園を体験したい。 

・農業に親める環境ではない｡ 

・親しむ機会と意欲が少ない(自己の問題) 

・4～9 の情報提供が充実していない｡ 

・小さな直売所がたくさんあるとよい。 

・情報が得られない本件取り組みを全く知らない｡ 

・遊べる･体験できる場を知らない。 

・近所のスーパーへ行くのみ。 

・飲食店で食べているかわからない。 

・そもそもあることを知らない。 
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・４～９は知らない。 

・どのような環境があるのか施設がどこにあるのか知らない。 

・目に触る機会がない。 

・上記の施設をしらない。 

・外出がすくないので上記について良くわからない。 

・そもそもあることを知らない近所に店が無い。 

・車がない人は不便です。 

・情報発信があまりされておらず、よく知らない。 

・農園らしきものなし。 

・イベント自体を知らない。 

・生活の中で農業とふれあう機会がそもそもない。４～９についてもその存在すら知らな

かった現状です。 

・遠いくて行けない。 

・ピーナッツ、さんましか、他の物の産地不明。 

・知らない語句名称ばかりです。地産地消はもうしばらく手法がかかるのか。 

・いずみグリーンビレッジやふるさと農園など体験できる場があるのに知られていない。 

・近場に利用箇所が無い(遠い） 

・４～６は行ったことがないため答えられない。 

・自宅から遠い。 

・直売店があっても平日来店するとあまり数がなかったりする。体験できる施設がわから

ない。 

・近くになんにもない。 

・緑区には（小学校）のようなありません。 

・市内のどこに農園があるのか知らない。 

・いずみグリーンビレッジやふるさと農園の存在自体を知らなかった。 

・良く分からない。 

・いずみグリーンビレッジを知らない。 

・利用するきっかけがない。 

・市民農園や観光農園、貸し農園をもっと広報してほしい。 

・農業に親しめる施設やその他情報みたことがない 

・スーパーで地物が高い。もっと安く。 

・知人の畑を借りている。 

・近隣に施設がない。 

・美浜区には市民農園等の遊べる体験できる場はない。 

・身近に感じられない。 

・私の住んでいる場所は何もなし。 
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・直売店が近くになく、車でいかなくては買い物出来ない。少し遠くまで、連れて行って

もらえれば買い物してきます。 

・いずみグリーンビレッジとか知らなかった。 

・何を行えば親しみを感じるのか？ 

・体験できる場を詳しく知らない。 

・千葉市ではないですが隣接地が近いので利用している。 

・直売店の場所がわからない。 

・近隣にある（体験出来る施設）がシーズンによって体験できない時がある。タイミング

良く知る機会が必要と考えます。 

・知らない。 

・近くに上記の施設がない。 

・どこで楽しめるか案内が充実してない。 

・それらに親しめる環境に心当たりがない。 

・あまり興味がない。 

・地産地消のシステムがない。 

・どこに行くにも交通網が充実していない。 

・グリーンビレッジ、市民農園等の存在を知らなかった。 

・ふるさと農園、市民農園の存在を知りませんでした。 

・畑を宅地開発しすぎ。 

・体験出来る場所を知らない。 

・農産物に対する情報が入ってこないため。 

・千葉市に住んでいて農業、農村のイメージがわかない。 

・関連施設やイベントがあることを知らない。 

・農業を体験できる場所を良く知らない。 

・自宅から遠いのでそう云う場所に行けない。 

・場所や利用方法がわからないのが残念。 

・あまり周りに田や畑がないからです。  

・体験出来る施設のＰＲがあまり無い為何があるのかよくわからない。 

・農園について知る機会が少ないから。 

・団地にすんでいるので。 

・農村農園などが近くにない。 千葉市産の野菜もたまに売っていると感じる程度。 

・そういった場所があることを知らなかった。 

・農業、農村に関われるという宣伝をあまり見たことが無い為。 

・体験したことがない。 

・農業とふれ合う機会がない ふるさと農園のイベントに申し込んだら未就学児がいる(親

の人数以上の子供は参加できないだったかも)とのことで断られました。 



26 

 

・市内産農産物の手頃な価格での購入が難しいため。 

・情報が少ない。 

・果物狩りとなると件数自体少なく魅力的なところもないので市街にいくことが多いです。 

・いずみグリーンビレッジを知らない。 

・そのような場があるとは知らなかった。 

・どこにどういう施設があって何が体験できるのかまったくわからない。 

・上記サービスについて知らなかった（知ろうとするインセンティブもあまりない）。 

・の存在を知らない。 

・農作業をすることにあまり関心がない。農作物は、見かけたら買うようにしている。 

・そもそも普段から体験する気力がない。 

・農業に触れ合っていない。 

・千葉市に農業というイメージがない。 

・そのような施設を知らない。 

・イメージがない。 

・畑がなくなり、病院、駐車場などに変わってしまっている。 

・どこにその施設があるか わかりません。設問の不備。 

・市内で農業体験が出来る場所をよく知らない。畑などがどんどん無くなっているイメー

ジがある。 

・特に意識されるようなものを感じない。 

・上記施設のアピールが足りないのか、存在を初めて認識した。 

・近くにそのような場所がある事を知らない。 

・興味がない。 

・身近に農業をしている方はいるが自分がやっているわけではないため。 

・飲食物は親が購入しているし、上記の施設を利用したことがない。 

・農業に関する情報が少ない。 

・高速道路などの排気ガスなど環境汚染が心配で農作物を楽しめない。 
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テーマ４ 安心して出産・育児ができる環境について 

 

問４-1  （肯定的な意見） 

「1 そう感じる」「2 どちらかと言えばそう感じる」とお答えの方の理由 

 

・市政だよりで情報発信している。 

・あまり不安な話は聞かない｡ 

・第二子の育児中に｢7｣が利用できたので､大変たすかった｡ 

・近所に育児に積極的な男性はみあたらない。 

・なんとなくのんびりしている。 

・79才の男であるからよくわからない｡。 

・孫を育ててまあいいかなと感じた｡ 

・充実しているかどうか不明だが一応揃っている。 

・同じ首都圏のさいたま市に比べ多少遅れていると感じます｡ 

・子育てを終了しているので現況は分かりません｡ 

・経験した事がない。 

・判断に困難です｡ 

・保育所､園もたくさんできたが､保育､保育士の質の向上をより一層研修等で上げてもらい

たい。女性はそうすると安心して子育て仕事ができる｡ 

・身近な公園に遊具がないのはどうかと思う｡ 

・原液では､ないが､見聞にて感じる。 

・我が家は､時代的にも恩恵があった。 

・色々な面でまだまだたりない。 

・出産､子育ては終了してる。 

・良くわかりません。 

・高令なので子供と関係ない。 

・自分にとっては､恵まれていると感じてます｡ 

・子育てから離れて､来たので分からないです。 

・広島から転勤で来たが子育てはやりやすい。 

・子育て環境の実態については詳しい事情は判らないが､全体的な印象として割と安心。で

きる態勢ではないかと思う。 

・孫 2人が大学生となりこの件には感心ない｡ 

・子ども交流館が素晴らしい。 

・千葉市内で子育てをしなかったのでよくわからない｡ 

・子どもがいないのでよく分らない。 
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・歩道が広かったり遊歩道があったりして､環境がよい｡ 

・市長が積極的に施策を講じてる。 

・高年令なのでパスします｡ 

・病児保育が少ない｡ 

・保育所などのバスをよく見る｡ 

・多様なサービスがあり、総合的にみて良いと思う。 

・子供（小さい）いないので分かりません。 

・年齢が 80歳過ぎているので良く分からない。 

・一時預ける所がない。 

・特に子育てに関して詳しくわからない。 

・病院が近い、相談する方法いろいろありそう。 

・周産期医療センターが近くにある千葉大附属市立海浜病院、こども病院。 

・産婦人科が多い。 

・障害児のデイサービスが秀逸。 

・20年前にくらべて整備されてきているが、保育園の拡充に力をいれているように感じる。

働く母親の支援に加えて、家庭で子育てしている母親へも支援が必要だと思う。 

・最近この地で育児をしていないのでよくわからない。 

・一番困ったのは「働いている」などの理由がないと、保育所の一時預かりができないこ

とでした。 発達障害と食物アレルギーを持つ子どもを抱えていたので、毎日がとても多

忙で、母子ともに地域からも孤立しがちでした。 そんな時に、1カ月に 1度でも、こど

もを預けて自由に過ごせる時間を、うしろめたさをなく、公的に認めてもらえていたら、

先の見えない忙しさから、子どもにストレスをぶつけることも減らせたかもしれない…

と振り返ることがあります。 極端な例かもしれませんが、子どもへの虐待を防ぐために

も、忙しいお母さんお父さんを温かくサポートしてくれるしくみがあるといいな…と思

います。 

・エンゼルヘルパーにお世話になった。 
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問４-２  （否定的な意見） 

「3 どちらかと言えばそう感じない」「4 そう感じない」とお答えの方の理由 

 

・東京に比べて圧倒的に子育て補助手当が少ない。 

・産婦人科がたくさんつぶれていく｡新しいところは鬼混み!! 

・保育所のレベルが低い､やり方が下手→ありえない。 

・公共の交通が利用しにくい。 

・該当年令でない。 

・子供が外であそべる場がない｡ 

・市の出産､育児に対する幅広い補助。 

・病児保育可能なところが近くにない｡ 

・接する機会がない。 

・どれも利用しない年令です･･･。 

・実質､育児より離れた年令である。 

・窓口に相談しても解決しない返答が多い。 

・リタイアした人をもっと活用したら?そいういアピールをして欲しい(シルバー世代の活

用) 

・生産場所の減少(産婦人科不足) 

・古く汚い国が多い。 

・きぼーるの造りが､幼児子育て世代にはあってないと思う｡階段とか｡Ｐからの動線とか｡ 

・子どもの医療費などの補助が足りない。 

・近所に子どもがいない｡ 

・自分に関係がないので気にしていない。 

・両親学級が平日のみ｡男性が参加しずらい。 

・子供がいないのでわからない。 

・保育所等の値段が高い。 

・産院がなく､とてもとても困った｡ 

・二人の子供が結婚していませんので残念ながらわかりません｡ 

・教員の不祥事が多い。 

・子育て孫も成人しているので。 

・子供が居ないので判らない。 

・こども園が少なすぎる｡保育園､こども園の評点基準～自家用車所有の有無を入れてほし

い｡無いのに遠方はこまる｡ 

・産院が少ない｡ 

・乳児連れのイベントが少ない 

・子育て･教育に対する補助などが少ない(予算) 
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・妻はもう産まない!! 

・区役所までの交通の便が悪い。 

・保育園の保育料が高い。 

・早朝もみてもらえる子どもルームがほしいです。 

・医療補助の充実。 

・図書館で勉強できない｡塾に頼らざる得ない｡ 

・産科が少ない。 

・補助金が少ない。 

・雨などの時利用できる施設がない｡中央から遠いので何もかも不足。 

・認可保育園?がマンションの 1室等貧弱で可愛相な環境にあると見受けられる。 

・公園は遊び場なのにうるさいと言う老人の方が多くなった。 

・産院がない。 

・娘 2人共､子供を育てられる収入ではない｡ 

・病児保育施設が乏しい、身近に相談体制が無い、タクシー利用券の配布など｡回答欄が足

りず書けません。 

・産婦人科小児科病院が少ない､救急病院が遠い､預ける場や過ごす場が遠い。 

・他市や東京都に比べサービスの質が劣っている。 

・小児科病院が少ない。 

・母のメンタル､障害のある子供のﾚｽﾊﾟｲﾄ施設がない。 

・安心は出来ない。 

・保育料が高い。 

・良くわかりません。 

・病児保育の数が少なすぎる。 

・子育ては終わっているので答えようがありません。 

・子育て世代を卒業したので良く分からない。 

・保育サービスを役所はどうあるべきかきちんと考えるべき｡いらない物に金使うべきでは

ない｡勘違いが多い｡ 

・子育て制度を充実してほしい。 

・双子で一時預かりをしてくれなかった｡二人同時に｡ 

・総合病院で出産拒否の実態｡ 

・保育料が高すぎる｡ 

・男性なので良くわからない｡ 

・護も大切だが子供への支援が少ない｡国の宝なのに｡ 

自分で情報を集めなければわからない｡人見知りの場合難しい｡ 

・身近に産婦人科が少ない。 

・市民プールが少ないため混雑がひどい。 
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・児童館がない! 

・産婦人科医院がない。 

・45年以上前に子育てを終っています｡娘が東京に住んでいますがとても便利に感じます｡

千葉は? 

・産できる産婦人科の減少。 

・信頼できる婦人科･産婦人科がない｡少ない｡ 

・公園にトイレが無い。 

・子どもを産み育てる助成が少ない。 

・施設はあるが遠い｡車が無いと行けない。 

・子供がいないのでわからない。 

・出産､子育てを安心してできるサポートがほしい｡ 

・(*2)は一部の人の利用となっているのでは｡(近隣の) 

・出産や子育てにやさしいというイメージがない。 

・自身が出産･育児とは遠く離れてしまっているので､良く分かりません｡(現状が･･･) 

・年令がとりすぎている 

・なんとなく。 

・病児保育の不足 

・予防接種の案内が無い。都や他県ではあった。 

・園内遊具の修理などに時間かかりすぎ！ 

・産院が近くにない。 

・３→少なかった。15→遠い、児童館がなかった。 

・保育料が高いと聞いている。 

・医療費がかかる。\300。保育所の設備に費用を回してほしい。汚い、古い。 

・医療費の補助制度等。 

・子供の予防接種代が高い。インフルエンザ、水ぼうそう、おたふく風邪など。 

・子供がいないのでわからない。 

・保育料や育児補助制度、医療補助制度が他の自治体に比べ遅れている。 

・子供がいないので分からない。 

・勤め先は育児休業から復帰する人の気持ちを全然考えていない。 

・健康診断など子供づれで気軽に行けない。 

・健康な年寄りに手助けを求むべき。 

・近くに児童館がない。 

・四街道のわろうべの里の様な施設がない。 

・講座とか体制というより子育てする自然な雰囲気の広報(街にあふれていない）ではなく

育児でまわりが見えなくなっている時に自分でひろいに行かなければいけない世の中は

優しくないと思う。 



32 

 

・小児科（専門医）が少ない。 

・小さい子供がいないので分からない。 

・出産前で未調査のため。 

・風疹の不安。 

・里帰り出産した場合、情報が得られない。 

・産科、婦人科病院が少ないと聞く。 

・子供同士のあそびや場所が少ない。 

・昔に比べれば大分良くなったと思いますが 

・子どもが身近にいない。 

・現在の状況を把握していませんので回答が難しい。 

・以前住んでいた習志野市と比較して。 

・子育て支援が少ない。 

・感じたことがない。質問されても感じない。 

・若い世代の低給与と比較して、子育て関係の金銭的支援が極めて少ない。施設やサーク

ルなんかではなく、まず使えるお金が少なすぎる。若い世代は、我慢を通り越して諦め

の中で生活していることを感じてほしい。 

・クーラーが完備されていないところは不安です。 また、子育てに関する電話相談への窓

口案内もわかりにくく、もう少しわかりやすくして頂ければと思います。同様にファミ

サポなどの利用案内をもう少しわかりやすくしてくださると、千葉市で子育てがしたい

なと思います。おそらく、母子手帳を受け取った際や、定期検診の際に説明があるかも

しれませんが、子どもをこれから作ろうと考えている私たちの年代が、その情報を得る

ことは少ないです。そのため、もっと情報が目につく市外のところの方が安心できるな

と思ってしまいます。地域柄はとても気に入っていますが不安なのも確かです。その対

策をして頂ければと思います。 

・講座など場所がどこにあるのか知らない。 

・道路に歩道が無く、手をつないで歩くことすらままならない。 

・子供医療費 300円は他の市町村と比べると高く感じる。 子供が多いとなおさら。 動物

公園は子供と遊びに行く場所として最高です。 

・保育園で働いている方々の給料が安い、幾ら箱物を作っても意味が無い 

・男性の会社の育休など全く浸透していない。とにかく子育ては女性、男性は仕事中心。

それが当たり前みたいな雰囲気になっている。 

・実家の若葉区で新生児訪問を希望したが、人手不足で訪問できないと言われ一ヶ月以上

過ぎてから美浜区での訪問になった。その頃には相談したい事もなくなっていた。来て

欲しい時機に来てもらえずガッカリした。 

・出産や幼稚園の補助金 子ども手当等が少ない。 
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・保育料が高い 3人目を産むのは、年子でないとサービスは、ないのか?上の子 2人が、

小学生なら、3人目のサービスは、所得制限があり、1/2も 1/3のこれっぽっちのサービ

スもない。 働き方改革というけど、パート扶養内で働いても、保育料で消える。 

・小学校のルームが定員オーバーになり、おやつももらえず部屋に入らず外に溢れるほど。 

早急に改善をもとめます。 北貝塚小学校 

・ファミサポを依頼しても条件が合う人が少ない 

市内における保育所・幼稚園の数が多いと感じない。結局、待機児童にもなったし、通

勤途中等にある施設は人気があり、なかなか入れない。子育て支援は、こういうことも

指すのでないか。 

・人間関係が希薄。 同じくらいの子供がいる人たちのグループに後から入るのはとても難

しく、そういう人たちが行くような所には行けない。行っても、子供も爪弾きにされ、

見てるのがつらくなる。 

・情報の取り方がよくわからない。きぼーるやリラックス館に行ってもなかなかママ友が

できない。もっと交流できる講座やイベントを増やし、その内容もママ同士がたくさん

会話できるものにしてほしい。 

・区役所職員が現状を把握していない。回答が不明確だったりするのでしっかりしてほし

い！ 

・子どもの医療費や予防接種など以前住んでいた市町村の方が魅力的であるため。 

・共働きが前提で家族の時間が自身の幼少時代より希薄と感じます。 

・病児預かりの施設が少ない 

・蘇我に住んでいる時は道にも公園にも木陰が少なく大変でした。 

・近隣に産院がない。 

・産院が少ない。 

・大きな病院が充実していない。 

・小児科が少ない気がする。 

・０歳の子どもがいます。家が幕張本郷なので、妻が子どもをつれて習志野市と千葉市の

児童館両方行くそうなんですが、習志野市のほうが相談する職員の数や体制が圧倒的に

整っているらしいです。 

・児童館など高学年の子どもが安全かつ自由に遊べるスペースがない。 

・親が自分で子育てできる環境を整えてほしい。両親ともに働くという前提での環境整備

なのがいけないと感じる。自分で子育てしてはいけないのかとさえ感じる時もある。 

・医療費補助や育児手当が他に見劣る。 

・小学校にエアコンが無いことが非常に不安。 

・徒歩圏内に児童館が無い。 
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テーマ５ 小中学校における教育環境の充実について 

 

問５-1  （肯定的な意見） 

「1 そう感じる」「2 どちらかと言えばそう感じる」とお答えの方の理由 

 

・お祭り会等 

・子どもがいないので学校の事はよく知らない｡ 

・(注文)小中の教室に冷房設備が必要 

・自然に触れる機会が多い｡ 

・ＰＴＡ等の体制が良い｡ 

・クーラー設置不足 

・よくわからないが悪くはないのでないか｡ 

・部活のバリエーションが少ない気がする 

・毎朝､小学生のセーフティウォッチャーを勧めているが顔見知りになると生徒達の挨拶が

良く出来るようになってきた｡ 

・セーフティウォッチャーの方がいる!! 

・真夏のｴｱｺﾝは早急に設置することでもっと充実した学校生活になると思う｡ 

・全般的に充実してる。 

・小中学校生がいないため客観的に小中学校を見て②に回答しました｡ 

・トイレを洋式トイレに｡部屋にクーラーが必要。 

・千葉大教育学部附属小中がある。 

・確認した事がない。 

・給食の献立改善が必要。 

・判断材料不足です｡ 

・学校の先生の複数担任を希望する。1人では､子どもたちを見切れないのではないか。 

・学校が集まっていて治安が良い。 

・我が家の地域は良くコントロールされている。 

・自分も市内の小中学校を卒業しているから。 

・おおむね楽しく学校に行けているから 4～20が充実しているとは言い切れない。 

・子供がいないのでわかりません。 

・自分自身が千葉市の小中卒業のため。 

・高令なので分らない。 

・まだよく､実感がないですが…(子供は小 1です) 

・現在子どもがいなく､わからない。 

・部活動時間が短かすぎる!! 
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・エアコンがない。 

・先生が熱心。 

・施設は非常に悪い｡ 

・少年少女スポーツチームの充実、バスケ､野球。 

・小中学校は市内でも新旧により差が大きいと思います｡ 

・セフティー活動見守り。 

・現状の教育行政の中で､｢十分充実｣とは言えないが､対応はできていると思う。 

・支援があるのかは不明だが､街のお祭りに子供が多く､見受けられるから。 

・元気な子供をよく見る。 

・年齢、子育て終了でわからない。 

・くわしく解らないけど充実してると思う。 

・子育ては終わったので分かりません。 

・新人の教員へのサポートがある。 

・学校の前（下校時）を通る時。 

・学校に行っている子供がいないので分かりません。 

・男の子の孫が２人いる千葉の小中。話を聞くと千葉大はやはり進んでいるとのこと。 

・子育てが終わっているので難しく、答えが難しい。 

・千葉市だけでなく、日本として子供たちへの教育について考え、環境方針を考えるべき

と思っている。 

・クーラーがなくて勉強にならない。 

・放課後の補習など様々な考慮をしてくださっています。 

・養護学校の生活指導が良く、養護学校に入ってから自分で色々できるようになってきた。 

・早く教室にエアコンを設置して欲しい。 

・教員の人数を増やして欲しい。 

・エアコンがないことが気になる。 

・あまり積極的に感じない。 

・学校の先生ばかりを頼りにするのではなく。両親が教育の理解、先生への感謝を持つべ

き。 

・まだ未就園ですが、教育環境は良いと伺っていますし、近隣の小・中学生の環境も見て

いて良さそうだなと感じます。 

・施策についてあまり知らない。 

・子どもがいないので現状がわかりません。 

・中学校の給食は、小学校に比べるとやっぱり劣ります。 

・身近に該当するものがいないのでよくわからない。 

・教職員のやる気がある。 
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問５-２  （否定的な意見） 

「3 どちらかと言えばそう感じない」「4 そう感じない」とお答えの方の理由 

 

・人格育成､道徳教育をしっかりやつてもらいたい(千葉市だけでなく､日本中) 

・小学校の校庭に高圧線の鉄塔がある｡スウェーデンは 93年から学校のそばの送電線を撤

去､米国テネシーでは学校から 400m離すことを決めている(ＷＨＯの環境保健基準を学ぶ

べき) 

・エアコンがない! 

・エアコン､洋式トイレがない。 

・我が家には小さい子供がいない。 

・エアコンがない。 

・冷房が整備されていないのは大きな問題再来年ではなく一刻も早く!非常に切実な問題で

安心して子どもを預けられる環境にない全国的にも大きく取り上げられ､千葉市の印象

が悪くなった｡若い世代の人口流入にも影響を及ぼす事象｡これまでの市長の判断はミス

ジャッジ､子どものいる親は全員そう考えているはず､これまでの出遅れを取り戻すべく

スピード感をもって整備にあたっていただきたい｡ 

・古い設備のままとなっている。 

・教育に市内の地域差があると感じる。 

・小学校にエアコンがない。 

・クーラーの設備(今後に期待) 

・荷物が重すぎで置き勉させるべき。 

・東京の中学への進学が多い 

・猛暑でもエアコンを設置しようとしていない職員室にはあるのに。 

・1課目に費やせる勉強時間が少ないため､家庭の宿題が多いと感じます｡ 

・クーラーが設置されていない。 

・早くエアコン設置してください。 

・以前のように義務教育諸学校の授業だけで髙校受験ができる体制にはなっていない｡⇒塾

に行かないと､受験指導がない｡ 

・進学校が少ない。 

・八木とか変質者の教師が多すぎ｡ 

・小学校がマンモス化して学区外の遠い学校に行かされた(3人とも) 

・クーラー設備がない。 

・エアコンが付いていない。 

・接する機会なし。 

・学習を塾任せにしていないか?体験活動､ボランティア活動も上辺だけのように思える｡ 

・エアコンの設置。 
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・いじめがあっても見てみないふりをする教員｡なぜなら､いじめた子の親がＰＴＡの役員

であるため｡→実際､私はいじめられていて､いじめた子の親がＰＴＡだからと言われて

対応してくれなかった｡ 

・学校教育より遠ざかっている｡ 

・石けん運動が行われていない環境問題への取組。 

・教師の指導に疑問を感じた｡ 

・部活動の時間が少なくなると子供はなげている｡部活動にやりたい子供もいます｡ 

・千葉市の放送は聞くが､効果が感じられません。 

・エアコンがない｡トイレ汚い。 

・公共施設の使い方がなっていない｡ 

・校舎が古い､冷房が機器の充実を望む。 

・公立中学校の教員+保健室の先生→年をとった先生ではだらだらとしていてやる気もなく

変えるべきだと思います!(若くやる気のある人に!)(特に保健室は･･･)子供が体調が悪

いとき保健室のｶｷﾞをしめ先生不在で子供が保健室の前に座りこんでいたことがありま

した｡こてはし台中｡ 

・無駄な校則に縛られすぎている。 

・エアコンがない。 

・先生のレベルが低い｡ 

・15･16･17担任による。 

・ＩＣＴの充足率が著しく低い。 

・エアコンがない。 

・エアコン設置が必要だと思う。 

・エアコン必須!! 

・いじめの不安が常につきまとう｡学校選びで転校引越しもありえる｡そんな事があっては

いけない!! 

・先生の質はどうなのですか? 

・先生の中に教育者とは考えられない様なひどい人がいる｡ 

・エアコン設置､市として取り組んでほしかった｡ 

・計画性のない熱中症対策は不安・税金の無駄である。 

・グランドﾞが草だらけで野球やサッカーの部活をしていない。 

・学校にはクーラーを付けなさい。 

・クーラーが無い。 

・クーラーがない。 

・学校に冷房施設を。 

・早くエアコンを全校設置。 

・公立の中学校の魅力が伝わらない。 
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・エアコンがない､私立幼稚園も。 

・エアコンがない。 

・私立に通わせたいと強く思う｡ 

・エアコンがない。 

・市内で学校の格差を感じる。 

・通学路に路駐している車が毎朝ある子供が危険､警察に通報しても直らない。 

・教員の能力の低下を感じる 

・無秩序に大規模住宅が建設され小･中学校の受入体制ができていない 

・全教室の冷暖房対策。 

・冷暖房の設備､市立小中学校の楽器(吹奏楽部)が充実していない。 

・エアコン設備がない。 

・1学年､1学級では､子供が少なすぎる｡ 

・エアコン未整備､新卒採用者の質低下を感じる･置き勉を一層推進して欲しい。(ランドセ

ル軽量化のため) 

・エアコンがやっと設置される状況｡クラブ活動の道具もそろっていない｡ 

・子供がいない為､実感がない。 

・稲毛こどもルームが小さい｡稲毛小の空教室があるのに利用していない。 

・極く､一部の人口は良い。 

・小中学校がどうなっているのかわかりません。 

・世代が違うので良く分からない。 

・風向きにより工場の臭いがひどい。 

・高令なので分らない。 

・区によってバラつきあり。 

・学校教育に道徳を入れる。 

・公立小中に問題が多い。 

・エアコンがない。 

・子供が成人してから来ているので。 

・すべてにおいて不満｡子供がかわいそう｡ 

・教室にエアコンがない。 

・聞かないので分からない首都東京でもそんな気がしないので､千葉も優れたいるとは言い

がたい気がする。何をしても､人の中で決局生きるのだから､障害や､やりにくさも生じる

と思うため。 

・塾に通っているのが当然のような授業の進め方である｡ 

・育成委員会はあるが､イベントが少ない｡ 

・千葉市ならではの活動があると､地域への愛着も育めると思う｡ 

・おみこし等子供の参加がない。 
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・エアコンがついていない。 

・学校までの通学が遠すぎた。 

・給食､パン食からご飯食にしてほしい｡牛乳からお茶や水にしてほしい｡ 

・エアコンがない。 

・特支を勉強している先生が配属されないすぐ異動する先生しか配属されない。 

・教室にエアコンの設置。 

・自分の立場を気にして子供優先の対応してくれない｡子供の事を考えての行動をしてくれ

ない｡ 

・生徒数の差が教育や環境においても差があると思う｡ 

・あすみが丘小はセーフティウォッチャー0です｡ 

・教職員の質の低下。 

・クーラーを設置して下さい。 

・長期休みの時､ルームが 8時に開くのは遅すぎる｡子どもが外で待つ事になり､危険｡9月末

に保冷剤を配られたが､遅い｡土曜日のルームの時間が短かい｡仕事の時間は同じなのに｡ 

・スクールカウンセラー充実してほしい。 

・老令のためにわからない。 

・なんとなく 

・行事が多すぎる。 

・私立学校との差を感じる。 

・登下校時以外は門を施錠して部外者の侵入を防いでほしい。 

・子供がいないのでわからない。 

・小規模校の問題（教師間の向上、連帯感） 

・エアコン装備をよろしく。 

・学校が担うべき本来の教育指導内容の許容量キャパを既に超えているから。 

・食育は全く充実していない。 

・休みが多い。 

・クーラーがない。 

・設備の充実（エアコン等） 

・出産前で未調査のため。 

・いじめを容認する姿勢。 

・塾に行くのがあたり前の風習に疑問を感じる。 

・小学校、中学校をうるな！ 

・高校受験は塾まかせ、内申点制度は不平等。 

・マナーが身についていないと感じる。 

・小学校にエアコンが設置されていない。 

・夏に全国ニュースでエアコンが取り上げられていて不安になった。 
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・教師自身の質によって対応が変わる。 

・充実しているとは感じないだろうという想像より。 

・4年前に新宿中学校に通っていましたが給食がとても美味しくなくて全く食べられなかっ

たです。 その後に部活動があるのですがお腹が空いていて集中できませんでした。 妹

が今中学校に通っていていつも給食が美味しくないと言っています。 給食はもう少し考

えたほうがいいと思います。 

・在籍時、学級崩壊に近い状態だった。義務教育期間中、自分の権利を奪われやようなも

のだった。 

・全クラスに早くエアコンを設置してあげて欲しい。 

・特別支援学級の案内がとても少ない。同様に、相談施設もなかなか繋がりにくいように

感じます。 

・遠いんですよね・・・。 

・現状を把握していないので答えられません。 

・中学生ですが、忙しすぎて給食の時間が 5分の時がある。全く食べれず午後お腹が空く

そうです。もう少し余裕を持った時間設定にして欲しい。成長期なのにお腹いっぱい食

べれないって問題ですよね。何故土曜日学校を休みにしたのかわからない。 

・学級崩壊気味で授業がきちんとできていない。 

・小中学校のエアコンの設置率が悪い。 

・教室にクーラーが無い為暑くて辛そう。 門に誰も立っていない為部外者が入っても気付

かれなそうで怖い。 中学校の部活動の種類が少ない。今通っている中学校は子供が小さ

い頃から習っていた運動が無い為とても残念。近隣の中学校はあるので一緒に練習に参

加出来たりと、何かしらの形で参加出来る体制を整えてほしい。 

・通学班が無いことが大変不満である。 

・教育スピリッツの低い教師が散見される。教える力よりも子供への愛情が薄いと感じる

先生がいる。 

・教室へのエアコン設置率 100%を早急に実現させてください。 

・食べ物の大切さ等、道徳について子どもに学び、感じてもらえる機会が少なく感じます。 

・ルームの充実を求めます。 

・子供 2人とも高浜第三小、高浜中学校でお世話になりましたが、教師陣が最低で、とり

あえず生き残れただけでも幸運だったと今でも思っています。 

・学校と保護者とのかかわりに壁を感じる。 

・道徳感の育成が必要。 

・個人の特徴を生かした教育がない。給食の時、食べる事への強要が酷い。ある意味体罰

に近い。 

・空調設備がなく、夏場は子供が授業に集中できない。 
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・入学してみないと小学校の様子がわからない。近所の小規模校に行かせたいが選択でき

ない。 

・冷房設備がない。 

・市内の小中学校にエアコンはつけるべきである。 

・目立つ児童に対して、他児童への見せしめ的な指導をするところが散見される。 子ども

達を隠語のような表現(あだ名より悪い印象)で表現される。学級新聞で書かれていた事

もある。子ども達からのアンケートの回答という形で、堂々と。(アンケートを記載した

という、自分の逃げ場を作っている印象。修正するか、記事にしないのが当たり前だと

思うが。) 余りの給食について、給食の時間で、うるさかった？行儀？食べ方？が悪か

った児童の班に対して、食べさせるように懲罰的な指導が散見される。うちの子は苦し

くて、少し戻してしまった事もあった。 

・孫は中央区問屋町で、来年は新宿小に入学。この地域には異常なほどマンション多く、

新宿小では 5～6年生が新宿中という異常な状態となっている。 マンションの人口増に

合うよう小学校の建設を望みます。 

・先生一人対、子供 30人～40人では、気配りに限界がある。 

・ひとクラス 20～25人くらいになったらいいのに！と思います。 

・校則があほみたいに厳しい学校がある。 

・クーラー設置されていないとのことなので。 

・小学校教諭の知識及びスキル，モラルなど質が低い。特に社会経験がない教員は人にモ

ノを教える水準にない。 

・教室にエアコンが設置されていない。 

・公立小中学校にエアコンが整備されていない。 

・今の時代なのか…子供と先生の接し方。子供の先生への尊敬がない。態度、言動画家と

は全く違う。先生も大変なのはわかるが、子供と同様の態度言動が激しく度を超えてい

る。子供は一生忘れられない心の傷をおいました。 

・発達障害児を見逃している。 

・教師の質の低下。 

・公立小中学校に 2020年度までにエアコン設置は出来るだけ早く。 

・充実がないので 長女は県外の私立に入れてます。 

・校舎にエアコンが完備されていないため。 

・中学校の治安が悪い。 

・子供がいないのでわからない。 

・自然（里山や川、海岸など）や東京に近いなどの地の利を利用した千葉市独自の教育。 
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・先生方が忙しすぎて、例えば、いじめなど子ども一人ひとりの困りごとに、手がまわっ

ていないように感じます。親としても、夜の 8 時まで残っていますとおっしゃる先生方

に、負担をおかけしては申し訳ない…と、子どもに我慢をさせることもあります。 授業

内容も、現場の子どもの興味関心に寄り添った、臨機応変で、みんなで発展させていく

ようなものではなく、教科書ありきで上から知識をつめこむ方法なので、授業中、子ど

も達は、いつの授業参観に行っても、つまらなそうです。 集団生活を学ぶといっても、

生徒会もなく、自分達でルールを作ったり、自治を形成するわけでもありませんね…。 そ

れでも「学校には行かなければいけない」という意識に親も子もとらわれて、キラキラ

輝く小学生時代の一日の大部分が、学校で消費されていて、もったいない気持ちでいま

す。 性格も、興味関心も、子ども一人ひとり、全く違います。 下の学年では、算数に

興味が持てなくても、上の学年で突然伸びる子もいて、算数は、同じ学年でも、3学年の

開きがあると聞いたことがあります。 みんなで速度も内容も全く一緒に、1年間でここ

まで教科書を終わらせる！と、硬直的に進んでいくのは、この時代に、無理があるので

はないでしょうか？ そのためには、個別の指導に対応できる、先生方の十分な授業研

究・社会勉強の時間を確保してほしいです。先生方が学校に縛られて、そのつけを被る

のは子ども達だと思います。 現在、学習指導要領に定められ、教科書に記載されている

知識は、固定的なものではないと思います。ハイスピードで、学ぶ内容が進化していく

現代社会においては、「学ぶ楽しさを学ぶ」こと、「生涯学習を続けていける人材の育成」

が、公教育の目的になるのではないでしょうか？ 子どもも先生も午後 2 時には帰宅し、

偏差値で高校を分けることもせず、高校まで地元の公教育でみんなが学ぶというフィン

ランドは、世界第一位の学力を誇っているそうです（少し古い資料ですが…）。 そうし

た欧米の公教育制度を、ぜひ、少しずつでも、取り入れてほしいです。 福田誠治さんの

「格差をなくせば子どもの学力は伸びる」などの著書を、ぜひ、ご一読いただきたいで

す。 

・少子化のわりに 1クラスの人数が昔とかわらない。先生のやることも多く一人一人をよ

くみるゆとりがなく感じる。 
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テーマ６ 高齢者が生きがいや役割を持ち、安心して暮らすことが

できる環境について 

 

問６-1  （肯定的な意見） 

「1 そう感じる」「2 どちらかと言えばそう感じる」とお答えの方の理由 

 

・シルバー人材サンター。 

・しょいかーごに出荷して仲間と話す事が楽しい。 

・そろそろ考えなくてはと思うが相談する事が出来て分かって来ると思う。 

・マンション内で 70才以上の人に年 5回位集いがある体操､歌､工作等。 

・ありすぎる。 

・大都市なので大病院はあるが市立病院が身近な存在ではない・各項目に今､自分がノータ

ッチかつ特役必要性を感じていないので良くわかりません｡ 

・私は､耳が悪いため電光掲示板などを多くしていただきたいです｡ 

・無くなる２年前まで父母を施設にて利用させていただきました。 

・デイサービスの送迎車をよく見るため。 
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問６-２  （否定的な意見） 

「3 どちらかと言えばそう感じない」「4 そう感じない」とお答えの方の理由 

 

・情報年寄り新聞 2ヶ月 1回の発行を! 

・高齢者に限ったことではないが夜間や休日の救急外来が緑区からは遠くて困る｡仕方なく

茂原市の救急外来に行ったことが 2～3回ある｡ 

・介護保険のしくみが複雑すぎる 

・病院迄遠すぎる 

・高齢者の移動が不便 

・高齢者に対してのサービスが少ない 

・サークル、クラブ等以外で気楽に集まれる場がほしい｡ 

・主人 82才､私 83才夫婦共に高令で､互に病気が有り私は身体障害者 1級 1種､主人は前立

腺ガン胃ガンを手術し､時々腸のポリープを手術しています｡お掃除だけでもと思って､

所定の所へお願いしてみたら､一人ぐらしでないから､ダメと言われました｡ 

・千葉市というより､年金少ない。 

・特に千葉市は船橋などに比べて､高齢者が住みにくい市と強く思う。 

・大きな病院は海浜くらいしかないのでめっちゃ混む｡お年寄りばかり｡ 

・電車に乗っても､杖をついている人に席を譲る人がほとんどいない。 

・愛知県と比べると高齢者に対する様々なサービスがない｡(バスや電車の 1年パスが愛知

県名古屋市はとても安い) 

・スーパーのベンチに､いつもたくさんの高齢者が長時間すわっているのをよく見かけるの

で｡ 

・私は歩けません､通院とデイサービス以外外出はできません｡障害者年金等､年々減らされ

てこれからが心配です｡ 

・総合病院が身近に無い。 

・気軽に行って過す施設がない。 

・生活保護者も多いが､それ以上に､少ない年金の方も多く､医療等､きちんと受けているの

だろうか?高齢者に活動のきっかけがあったら良いか･･･。 

・歩道､遊歩道での自転車の歩行についてルールを知らない人が多く危険｡→交通課の警察

官も同様。 

・自分で見い出すもの。 

・まだ介護サービス等を利用していないのでよくわからない。 

・年金生活で金銭的に介護サービスが受けられない｡食生活でいっぱい､いっぱい｡余裕がな

い｡ 

・一部の人に限られている。 

・不親切。 
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・大きな病院が近くにない。 

・これらのサービスや活動を､まだ必要としないので､今のところ不明。 

・町内会では､特定の人､だけで仲間に入れない｡ 

・高齢者の知恵と経験を生かせる仕事を創出すべき｡ 

・町内の枠をこえたサークル活動の有無を感じない｡ 

・老人の老人による介護の場所を多くする。 

・年令をいうと仕事がない。 

・自治会に入ってない方などは何人でくらしているか分からない｡ご老人の方は車の運転が

できず生活しにくそうです。 

・耳が悪いので話がきこえない。 

・男性が参加しやすいコミュニティが少なく情報が届きにくい｡車のない高齢者の買物､病

院通いを考えてほしい。 

・横浜より在宅医療が進んでない病院と地域交流がない 

・中央から離れてるので学習施設や活動に参加したくても足がない不便。 

・高齢者施設､介護施設を至る所にたくさん使ってもらいたい。 

・独居者が高令になり生活保護になることが理解できない。 

・自営業者は年金が少なすぎる生活保護受給者になるしかない｡ 

・まだよく分からない｡ 

・公共交通機関が未整備･近隣に相談機関が存在しない為。 

・シルバー人材センター機能していない。(市役所からの天下り人事が問題) 

・自己責任の不安な生活。 

・病院が混んでいる｡診察時間が短かい。 

・常に多くの発信がほしいです｡人づてで知ることが多い。 

・近所との接点が少ない。 

・身体を動かす場所がない｡ 

・訪問医療の大へ。 

・徳用老人ホームに入れず､亡くなりました｡介護保健入っているのにサービスが受けられ

ない。 

・大きな総合病院で診察受けられる･･･。 

・千葉市だけでなく､施設があってもスタッフが足りなくて介護の内容が充分にできていな

いように感じます｡(社会全体) 

・高齢者が集える場所がない｡ 

・個人情報がいきすぎて連絡等､わからない。 

・災害時の互助へのとりくみが住みまかせすぎる。 

・交通が不便で高齢者は大変そう｡ 

・何事にもプライバシーが支障､従い自治会､老人ｸﾗﾌﾞは衰退ぎみです｡ 
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・高令者への企業の差別。 

・健康第一､食､いきいき体操を広めてほしい。 

・農林地帯には何もない。 

・なんにしても金がかかる。 

・ことぶき大学の中止。 

・未体験なので、、、何かあった時はどのように対処していけばよいのか、、、。 

・何かしたくても経済的に無理。 

・まだ想像つかないが今の世の中。どこに住んだとしても不安に思う事が多い。 

・１人暮らしの高齢者の為にちょっとした困り事をいつでも何でも相談できる何でもやる

課を設置してほしい。 

・交流活動にいれない。 

・訪問診療の充実が推進されると更に安心して生活出来ると思います。 

・情報を自ら求めないと入ってこないこと。 

・介護サービスを受けるのにお金がかかりすぎ。 

・安い高齢者施設がない。年齢ではいれる充実した老人ホームを高齢者が望んでいる。お

金を払えば入れる。 

・高齢者の親が引っ越してきた際の手続きでサービスの内容等、ケースワーカーなどの話

しも全くなく東京との違いを大きく感じた。 

・まだ利用前のため。 

・美浜区に充実し気軽にかかれる総合病院が必要。海浜病院は表退の一途。 

・地域のコミュニケーション全然ない。 

・近所の見守りでのソフトな方法の情報がたりない。 

・海浜病院をもっと大きく充実してほしい。ボロ、トイレ小さい。 

・両親の介護のために正社員からパートタイムの仕事にうつり結局自宅介護のため無職に

なりました。 

・運転免許を返上した時、公共バス、鉄道の移動手段が遠い場合の市でのサービスは皆無

に等しい。 

・１～４、10/29以降初見参予定 

・私もいずれお世話になるますがなんだか、希望する安心して暮らすことが出来るか不安

です。 

・坂道が多い。 

・高齢者の適切な自立の生活を支えるシステムがない。 

・救急指定の病院がほしい。 

・やりがいや生きがいがない高齢者が多い。 

・花見川区に多きな病院がない。 救急で受け入れてくれる病院が少ない。 

・介護が必要となった際にどうしたら良いのかの情報がない。 
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・祖母が安心して暮らしているようには見えない。 

・行動手段は自動車か自転車がメインという印象だから高齢者には大変なのではという印

象。 

・高齢者を尊重する価値観が育っていない。 

・職場で介護休暇を取りづらい現状がある。 

・車が生活の必需品になってしまう。 

・身近で参加できる活動が充実していない。 

・認知症について正しい情報が得られない。認知症の家族について誰に相談していいかわ

からない。 

・地域の高齢者と触れ合う機会はなかなかない。 

・障碍者を本当には見ていない。 

・ショッピングセンターや図書館で暇を持て余している方を多く見かける。 

・歩道を歩きやすく整備したほうがよいと思う。 

・ネット配信してほしい。 紙ベースでの案内等は目に入らない。 

・運転免許証を返納した親が、近くにバス停も駅もなくどこに行くにも本当に困っている。 

・以前、身近にある大病院が不親切な対応をされた。 

・歩道や道路が整備されていなくて高齢者は歩きにくそう。 公共交通機関が充実していな

い。 
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テーマ７ 障害のある人が暮らしやすい環境について 

 

問７-1  （肯定的な意見） 

「1 そう感じる」「2 どちらかと言えばそう感じる」とお答えの方の理由 

 

・あまり知るチャンスがありません｡ 

・駅で車椅子の人が乗り降りする時駅員さんがスロープを出している。 

・全体的には､まだまだかな。 

・なんとなくのんびりしているからでも邪魔です。 

・ほとんど障害者のある人とのかかわりがないので現情が理解できていません｡ 

・千葉市は推進取組み進んでいると思う。 

・車椅子バスケ･ボッチャなどのイベントが多いため力を入れていることを感じます｡ 

・障害者家族は内隠り､周囲は遠慮･敬遠･相互に理解不足のプライバシーが支障。 

・財政上から､十分といえなくとも限界を感じる｡ 

・私道のため舗装なし。歩きづらい。 

・座席から立って譲ってくれる人がいる。 

・夫が運転免許証を返納した後、通院に通うタクシー券の不備が多かった。（割引券の登録

をしているタクシー会社が少なくドライバーが知らない人が多かった） 

・選択肢もっとひろげてください。 

・近所の方が障害に理解してくださり、相談相手になってくださり助けてくれる。 

・身近にいないのでよくわかりかねます。 

・手帳があるとモノレールの料金割引がある。 

・ゼロではないかと。 

・医療補助には感謝している。 

・駅のエレベーターや車椅子の乗降車スペースがあるなど。 

・必要に応じてヘルパーサービスを受けられる。 

・具体的に話を聞いたわけではないので、わからない。 
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問７-２  （否定的な意見） 

「3 どちらかと言えばそう感じない」「4 そう感じない」とお答えの方の理由 

 

・発達障害などの相談が簡単に受けられないなど。  

・坂が多い｡これはしょうがないことですが。 

・仕事をしたい。 

・自転車走行禁止の遊歩道で自転車が走っている。(私は遊歩道で自転車にぶつけられ病院

通いをした)  

・福祉サービスに金がかかるので利用できない｡年金生活で金が不足。  

・身体障がい者が不安なく日常生活を送れる街環境ではない｡自転車おきばと点字ブロック

や､周井の利解。 

・民生委員に障害者の個人情報を無条件に開示するのは絶対に止めてほしい｡成り手が不足

して民生委員の質に大いに疑問がある｡あらぬうわさを立てられていないか恐い｡  

・まずは個人､1人ひとりの心持ちの問題｡市政はおおむね対応してくれている｡  

・歩道がないどぶﾞ板の上を歩いています駅前道路なのに!  

・どんなサービスがあるか良くわからない｡  

・障害というものに対する理解が全くない。 

・周囲の偏見が多いし職業選択も環境が整っていない。  

・助けて欲しいのではなくて、障害があっても一人で満足に生活できるような施設や町だ

といいです。  

・情報を得られない。  

・公的援助が無く障害者にとっては大変住みずらい街である。  

・周囲の理解がないのは子供の頃から一緒に過ごさないからではないかと。  

・幼少期に、生涯のある子とそうでない子を分けて教育しているため、障害者への理解が、

大人になっても進んでいないと感じます。 普通学級に、生涯のある子もない子も、地域

に生まれた子どもはみんな、同じクラスで学ぶという大阪の「大空小学校」のような小

学校が、千葉市にもできるといいな…と思います。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

テーマ８ 男女共同参画の考え方の定着について 

 

問８-1  （肯定的な意見） 

「1 そう感じる」「2 どちらかと言えばそう感じる」とお答えの方の理由 

 

・仕事も民間と公務員とは違う｡大手でなければ千葉の中小企業ではまだまだ無と思う。 

・町内のことしかわからない｡ 

・現代ではこの問いはあり得ない。 

・すでにリタイヤしていてよくわからない。 

・確認した事がない。 

・判断困難です｡ 

・現在仕事をしていないので分りません。 

・千葉市は世の流れに沿っていると思う。 

・待遇良過ぎ､昇進等。 

・老人なのでよくわからないが､近所の人達は､パートに出て､よく働いている。 

・みているわけではないので実際根付いてるかわかりません｡ 

・男女共同センターが千葉寺にあるため､個人､個人は都合のよいとらえ方をすると思う｡そ

のため考えの違いに迷うが｡そういう考えの講義や､本もおいてある｡(自分はあまりふれ

たくないが) 

・男性保育士の活用･活躍がある。 

・やる気と調べる行動力があればできると思う｡ 

・保育園の送り迎えをする男性を比較的よく見かける｡前に住んでいた所ではほとんどみら

れなかった｡ 

・仕事はしていませんがまわりを見て感じます｡ 

・介護をしてるので。 

・若い人、家庭は都心に近い感覚を持っています。 

・女性も男性と同じような仕事を任されて働いているように見受けられるので。 

・職場のことは分からないが、団塊の世代が疲れていると感じる。町会の役員も奥さん任

せが多い。 
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問８-２  （否定的な意見） 

「3 どちらかと言えばそう感じない」「4 そう感じない」とお答えの方の理由 

 

・セクハラ、パワハラ、モラハラでトラウマができてしまった｡ 

・長時間勤務にメスを入れよ。 

・市内だけでなく社会全体。 

・千葉市だけでなく､日本全体の課題。 

・どのように推進しているのかが見えない。 

・農家です｡女性の労働時間が長すぎます｡家事は労働に入っていないです。 

・男女それぞれ役割が別と感じる男性で激務だとできるところをフォローするくらいしか

できない→ではなぜ男は忙しいのか?→人手が足りない→人口は減少→少子化→その対

策は→誰かが無理を強いられる｡→千葉県はいかに考えているか不明｡ 

・子供がいると､出来る仕事に限りがあり､不満｡(フルタイムにできない) 

・日常の仕事においても女性だから任せてもらえない等の差別がある｡→男性と能力が同じ

ように見えても男性を優先する特に公務員はそういう傾向が多い｡ 

・少子化の現状なのに大きな役割をになう男性の子作り､育児､家庭の運営業の教育が全く

されていない。 

・託児所が極めて少ない。 

・中学校の体育祭実行委員に女子が立候補できないという差別がある｡ 

・良くわからない事にしるし。 

・ワークバランスを良くして下さい! 

・学生なのでわからない。 

・世の実態はともかくとして市が支援に力を入れていると感じたことはない｡ 

・男女共同参画講座について会場の指定管理者より相談を受けたことがありますが､企画者

の側からも受講者の側からも､偏見と固定観念を感じました｡男女共同参画という名称は

もはや時代に合わないのでは? 

・根強い男尊女卑志向がある・特に古い地域､高齢者｡ 

・千葉市に住んでから､働いていないので､全くわかりません｡ 

・選挙前に決って居る｡ 

・子どもは女性しか産めません､働かせることなく出産､育児手当等の充実(予算)をはかる

べき! 

・8番、難しい｡? 

・法を改善する。 

・ＪＲ都賀駅に保育所設置。 
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・女性が育児をしながら学校に通えられる環境がない｡女性の出産する期間が限られている

のだからこれも考慮してほしいまた､シングルマザーも職種により受けられるサービス

に差があることに知人がなげいてた。 

・男女同じを強調しすぎて､女性の負担が増えてる気がします｡女性は出産でかなりの負担

がかかった後に､育児､ＰＴＡ､介護など仕事をしながらとても大変です｡(仕事をしてい

なくても) 

・専業主婦は考えられるが､専業主夫はあまり認められない風潮があるから。 

・正社員の仕事がほとんど無い｡あっても収入が低すぎる｡ 

・育児をしながら働くという考え方だけではなく､充分に育児を出来る環境をまず整えるべ

き｡子供を他人に任せすぎる｡ 

・男性の育児休業をとって復帰で肩身がせまい。 

・男尊女卑が強い。 

・小供がいると急な休みがあると思われて何度も面接を落とされた。 

・選択肢があったとしても､風潮的に女性が負担を強いられる現実がある。 

・自宅で働くと､保育所に入れない。(3年入れなかった) 

・市内(幕張等)に､多くの企業を誘致してほしい｡(都内ではなく､地元で働くことで､子育て

との両立しやすくなる) 

・町内会､若い人がいない。 

・9.選択しても結局帰りにくい状況が否めない｡ 

・有休の取得がほぼできずにいる。 

・家庭内にない｡ 

・男女差の解消｡ 

・自治会に"婦人部"があり､仕事が多い｡･行事の時､豚汁など作らせられるが､衛生的に､心

配だ｡ 

・｢考え方が根付いている｣かについては具体的に考えたことも資料もなく､わからない。 

・女性の方が不利収入が少なすぎる｡女性の方が､支持率は高いのに!! 

・元々無理でしょ｡ 

・年齢的に回答できない。 

・そもそも性差が人権問題だと理解していない。 

・子育て中だけでも国として緩和してくれれば子供を早く迎えに行けるのに、、、また会社

によっての格差、整備が違いすぎる。長く預かる施設より早く帰れる社会が必要だと思

う。（～小３位まで） 

・そもそも女性にその意欲がない。 

・個々の意識に問題があるのでしょうか。まだまだのところが見受けられる。 

・この理念にはそもそも理由あり。現実なるには難しい事は当事者がしるところであろう。 

・地域の活動に参加してもパートと思われ、雑な扱いを受けた。 
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・育児、介護の段階前のため、普段あまり意識していないため。 

・女子家庭、住む所がない、高い。 

・職場での子持ち女性に対する理解が低すぎる。 

・実感がない。 

・市が女性の活躍を支援しているようですので。男女関係なく活躍したい人を支援すべき。 

・聞いたことがない。 

・男性の育児休暇や時短勤務等の制度は会社にあるが、収入が減るので実質利用できない。 

・これと言った事はないが単に身近でそう感じていない。 

・第 2子まで考えている家庭は育休取得は無理。  

・女性の市議がすくない。 

・時短、部分休業、男性育休業など充実してるが代替職員不足。 

・女性が育児をしながら働くのは本当に大変な事。男性達の理解は得られないとハッキリ

思う。税金や生活にかかる費用は上がる一方なので女性も働かなくては本当に生活が出

来ない。その両立を皆頑張ってしてはいるけど学校の事、家庭の事、習い事、など沢山

の場でお母さん達の役割が多く、ハッキリ言って不満ばかり。 子育てにかかる費用も推

定されてる金額よりもっとかかる。 習い事や塾など皆かなり払っている。何かしらの免

除や待遇が欲しい。 

・年配の方々に、女性より男性が勝っているとの偏見を持った古い考え方が根強く残って

いる。 又、女性の育児休暇だけでなく、男性も平等に育児休暇を取って子どもと関わり

を持てる労働環境や意識の浸透も必要だと感じる。 

・男女差別に関して、高浜地区はまだなろうとしている部分が見受けられマシでしたが、

稲毛以北は昭和一桁のまま何の変化も感じられません。高齢男性が幅を利かせているた

め、都会から来た若い女性はハラスメント以前にかなり恐怖感を覚えるようです。 

・更年期の健康状態に対して他からの理解が得られない。 

・弱さを主張し、対等にしろといいつつ、良いとことり。尻拭いは男性ばかりでとても対

等とは思えない。 

・男女は対等な立場ではない。尊重はするが、平等では無い。 

・特にそう感じることがない。 

・労働時間を少なくしたところで、基本的な給与水準が低いから、時短等を選択できない。 

・女性の支援はわかるが、男性の育児参加に関して強制されすぎている。 

・取り組み状況がわからない。 

・例文を見ればわかるがどの自治体も女尊男卑の考えが強すぎる。 
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・子どもが小さく手がかかるのに、ご主人は、深夜まで仕事で帰ってこないというご家庭

が、私の周りにはほとんどです。 ワンオペ育児は、夫婦仲を冷やすだけでなく、母親の

ストレスを子どもに向かわせるという大きなリスクがあることを、企業側に、十分理解

してほしいです。 家庭の事情を顧みず、使い捨てのように父親を単身赴任させたり、深

夜まで残業させる会社は、家庭の温かな団らんにとっては、反社会的な存在に思えるほ

どです。 千葉市に直接責任があるわけではないと思いますが、子育てしやすい千葉市…

とは、とても言えない状況と思います。 

・制度はあっても実際に使える環境に会社がなっていない。 
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テーマ９ スポーツを楽しめる機会について 

 

問９-1  （肯定的な意見） 

「1 そう感じる」「2 どちらかと言えばそう感じる」とお答えの方の理由 

 

・幕張メッセ等利用活発化。 

・花島公園でそれぞれ楽しんでいる。 

・基礎体力を付けるジム等に入ることが出来る。 

・自分もボーリングﾞ等を楽しんでる｡ 

・スポーツを楽しんでいる方々をあちこちで見かけます｡ 

・不参加だが良いようだ。。 

・マリンスタジアムがある 

・一度も参加していない。 

・テニスコートが一部の地域に集中している｡ 

・有料のスポーツクラブが多い。 

・スポーツクラブなど施設が有る｡ 

・硬式野球が出来る野球場が少ない。 

・近くのスポーツクラブに通っている。 

・一般の人が使える をＰＲしてほしい。 

・スポーツジムが多い｡ 

・利用していないので分りません。 

・しかしプールが充実していない。 

・自分も競技をしていて､開放等には恩恵を受けています｡ 

・千葉公園のグラウンドなどを利用させてもらっている。 

・首都圏にありながらすべての設備が少ない。 

・スポーツをしないのでわからない。 

・保育園に地元のバスケットクラブが訪問にきて子供たちと触れ合う機会があった｡ 

・なんとなく。 

・老人用スポーツの充実。 

・スポーツジムがある。 

・8の大会等の広報をよろしくです。 

・スポーツジムがある。 

・私自身何もしていないが市内在住の母(70代)が老人会(?)でボーリングやグランドゴルフ

近所の小学校で卓球を楽しんでいるのでそう思う。 

・千葉市のスポーツジムが低料金で通いやすい。 
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・スポーツ施設の内容や利用方法イベント情報などもっと公報･ＰＲに力を入れてもよいの

ではないか。 

・高校野球が観れる。 

・感心があれば問題ないと思います｡ 

・自転車道をもう少し充実して欲しい。 

・体育館に早くエアコンの設置を望む。 

・意欲があれば､機会は得られる。 

・スポーツクラブに行っています｡ 

・夜 10:00ごろまで体育館が使えればもっとよい。 

・フリマはいい。 

・有料のスポーツジムしか無い。高齢者でま一日一杯です。 

・スポーツやらない人には関係ない。 

・テニスコートが複数面あるとの事。（昭和の森） 

・スポーツセンターが良い。 

・各種運動施設がある程度利用できる。 

・４０歳頃から自費でスポーツジムに入会して現在も通っている。 

・卓球。 

・自治会で運動会などがある。 

・テニスコートが抽選のため取りづらい。 

・施設の建て替えやイベントの充実など目に見えて実感。 

・自然が豊か。 

・ジョギングができる歩道がある。 

・市民プールを増やしてほしい。 混み過ぎるため海浜プールに幼児を連れて行くのは不安。 

・充実とまでは思わないが、地元にプロスポーツがあるのはよい。 

・サイクリングやランニングエリアが海岸部にある。 

・スポーツに興味がないのでわからない。 

・スポーツジムが駅前にある。 

・サッカーコートが充実している。 

・ゴルフ場が近くに沢山ある。 

・千葉公園がある。 

・民間のスポーツクラブが充実している。 

・屋内プールが近くにあればもっとよい。 

・テニス・スポーツクラブが有る。 

・ハーモニープラザにフィットネスルームがある。 

・健康管理に歩いているが散策路があり公園や緑が多く素晴らしい。 

・コミュニティセンターの体育館の無料開放日があるのが嬉しいです。 



57 

 

問９-２  （否定的な意見） 

「3 どちらかと言えばそう感じない」「4 そう感じない」とお答えの方の理由 

 

・周辺の空地がなくなった。 

・数､場所が少い､遠い。 

・スポーツを楽しもうと思わない。 

・緑区にも武道館が欲しい。 

・中学の体育で嫌な思いをした｡ 

・設備があっても老朽化している。 

・高齢者が気軽に出来る体操､ストレッチ等を行える地域密着の施設が近くにほしい｡ 

・本人にその気がないので。 

・自由に使えない情報がそもそもない。 

・活動団体がわからない｡ 

・感心がない。 

・情報が一部の人にしか伝わらないことも多いように思う｡ 

・身近でスポーツを楽しめる場所が無いネットで調べれば分かるが･･･。 

・高令者のスポーツ教室ない。 

・気軽に参加できるイベントが必要。 

・子供達が屋外でスポーツ出来る場が少ない。 

・国際的スタジアムがない｡ 

・他の施設はどうなのか? 

・バスケットゴールがない!! 

・駐車場所がせまい。 

・ジムがない。 

・80才以上の運動を考えて欲しい!(体力向上のゆるーい運動)例:近くの講演でレッスンが

できる等。 

・公園でキャッチボール、野球が出来ない。 

・有料にして､海浜プールが普通に使えないのは､いかがなものかと｡ 

・今年プラザ体育館が使えなくなった｡代替対策も講じないで不熱心極りない｡ 

・楽しめる余裕がない。 

・体を動かす設備がある施設が充実していない。 

・気軽に参加出来る施設がほしい｡ 

・近くにプールがあるとよい。たとえば昭和の森。 

・高期高令者の問題ではない。 

・施設はあるが､利用できる機会が少ない｡利用料の高さ｡ 

・スポーツセンターｰ温水プールがない｡(駅から徒歩圏内) 
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・球技が簡単に出来る公園がない。 

・千城台駅近辺にサッカースタジアムを建設し､ジェフ以外のＪリーグチームを誕生地､町

(モノレール)を発展。させてほしい! 

・1番もっと身軽で出来ればよいが場所ですかね。 

・あすみが丘プラザが 1年間使用できずとても困っています｡なかなか工事が始まらず最近

ようやく工事が始まったようですが 7月から使用できず、着工がなかなか始まらないな

ら 8月いっぱい使わせてほしかったです｡ 

・体の具合悪く参加出来ない。 

・駐車場が有料ばかり。 

・コート等をかりる際にいつもいっぱいで予約できないし､手続きも面倒｡ 

・何をするにしても車がなければ行動できない。 

・24時間使えるプールやテニスコートがあったら良い。 

・もう少し安く利用できるジムが近くにほしい。 

・つかれてスポーツどころでは無い｡ 

・身近に施設、機会が存在しない。チケットプレゼントだけでなく､送迎含めて呼ぶための

工夫が乏しい。 

・子どもと一緒にスポーツを楽しめる場所が少ないと思います｡ 

・施設までが遠い。 

・金のある人には､良い。 

・情報が少ない為参加できない。 

・何処に何が有るか良く分からない。 

・フットサル場が充実していない。 

・老々介護中だった。 

・ジムを増やして欲しい!! 

・近所の体育館がバトミントン、卓球ばかり体育館予約手つづきが大変。 

・高齢者が参加できるようなイベント開催して欲しい。 

・老人の利用出来る施設少ない。 

・公共交通機関が無く行けない。 

・観戦料金の補助必用 

・老人が参加できる武道体制がほしい。 

・申込みが面倒。 

・夏場市民プールの混雑がひどく利用できなかった｡ 

・学校の校庭はいつもサッカーの小どもしか利用していないため他は利用出来いない様で

す｡ 

・一部の人を対象にしてますか? 

・スポーツする時間がない。 
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・スポーツを始める環境が少ない。 

・市営施設の利用申込が不便｡ 

・近くのプールがなくなった! 

・安く借りられる､利用できるスポーツジムがない｡ 

・冬でも使える温水プールを増やしてほしい｡ 

・高齢者向けのスポーツを楽しめる場所がない。 

・家から出られない主人が病気がち。 

・ゴルフの練習場所がない｡ 

・校庭だけではなく､体育館も個人でも利用できるよう開放して欲しい。 

・経済的に無理。 

・居住地の近くで簡単な運動ができること。 

・テニスコートを予約しても当たらない。同じグループが多抽選してずっと利用している

ことが多い。特に年配者すべてを抽選ではなく、当日枠も設けるべき。 

・年中楽しめる室内プールが便利な所にないので、困る。車を持っていないと行きにくい。 

・情報がない。 

・若葉区は農村地区のため。 

・大きな大会の開催を誘致してほしい。 

・高齢者向きのイベントが少ない。 

・小中学校つぶすな。 

・普通とよばれる範囲に入らない人達が気軽に使用できる環境が整っていない。使用しよ

うという気になれない。 

・市営のゴルフ場の料金が高すぎる。 

・仕事をしているのでスポーツなし。 

・自分が実施しているスポーツ環境で施設がない。 

・マリンスポーツが出来るところが少ない。 

・最近勝負をしていない。 

・限られた場所でしか充実していない。 

・公園でボール遊びが禁止されているが、高齢者は構わずゲートボールをやっていて、子

どもがのびのび遊べない。 

・当然と言えば当然だが、趣味の登山に関連するものがない。 

・プロスポーツチームの誘致など「観る」面では充実していると思うが、それは市の活動

ではなく各事業体の努力が主に感じる。学校の一般開放は健常者の利用は盛んだが、パ

ラスポーツの利用をみたことがない。もし私が知らないだけだとすれば、市はもっとア

ピールしてもいいと思う。 

・子供、老人が参加するスポーツ教室があっても成人が参加できる機会がない。 

・情報の提供不足と感じる。 
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・屋外のバスケコートの地面が土だし、凸凹でボールがどこかへ飛んで行くし、ネットが

切れててもすぐに直さない。 

・公園でキャッチボールすら出来ない。 

・スポーツを楽しめる時間が確保できない。 

・トレーニングできる施設が少ない。 

・スポーツ施設が古すぎる。 

・健康を維持するための施設や情報が少ない。みんなどうしてるのか知りたい。 

・スタンプラリーのような散歩程度のものなら未就学児も年配の方も家族で楽しめるかと。 

・大会があったことを後日知る 周知不足 メッセのイベントを広報に載せて欲しい。 

・関わることが少ない。 

・良くわからない。 

・ゴルフ施設の増加を望む。 

・今の自分がスポーツを楽しむことを優先していないので、そう感じないです。 

・競技志向の室内プールが無い。誰でも気軽に使えるプールが市内にあって欲しいな…と

願っています。 

・パラスポーツができる施設は充実しているんでしょうか。 

・近所の公園でキャッチボール不可などの看板があるのはどうかと思う。 

・興味を持てない。  

・夏場のこてはし温水プールは、レジャープールになってしまい、水泳、水中ウォーキン

グなど、健康目的で利用できなくて困る。 

・一部の人、主に高齢者があらゆる場所を独占している。 
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テーマ１０ 文化・芸術活動に親しめる環境について 

 

問１０-1  （肯定的な意見） 

「1 そう感じる」「2 どちらかと言えばそう感じる」とお答えの方の理由 

 

・市立美術館の絵画展感謝 

・短歌会等の活動を助ける場がある｡ 

・私は､興味がない。 

・いつでも見れる状態であるため。 

・普通で充実とは思えない。 

・参加なかなか出来ない体調により｡ 

・色々イベントはあっても中々参加出来ないので(周りの人も)身近には感じていないので

すが｡ 

・全ての場が自宅から遠い。 

・一度も参加していない。 

・高校生の時に芸術鑑賞会があった。 

・花の美術館。 

・良くわからないので。 

・利用していないので分りません。 

・葉市民の日のイベント多数。 

・緑区には近くにあまりない。 

・余裕が無いのが現実｡折角のイベントに行けないので残念｡ 

・好きな展示の時は､利用させて頂いてます｡ 

・ある事はあるが車がないと出かけにくい場所が多い｡ 

・自分はそう言う場に行かない。 

・｢市内に｣という設問ならば市内の県立等の施設も｢理由｣に入れるべきでは。 

・加曽利貝塚のイベントはよく行きます｡大人も子供も楽しめます! 

・花見川区役所の図書館が良い! 

・まだ行ったことはないが行ってみたい。 

・充実しているともしていないとも言えないがどちらかといえばそう感じる。 

・｢きぼーる｣は素晴らしいが､利用者が必ずしも多くないように感じる｡改善余地あり｡ 

・でも､手続きが少しめんどう｡ 

・学校で企画､実行されていると感じる｡ 

・すべて体に自由に動ける人のためですね。 

・都内の美術館お企画展などの方が魅力的。 
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・学校からおたよりで芸術鑑賞の案内が多い｡ 

・あっても駅から遠い､充実していても行けない｡ 

・舞台鑑賞の機会はもっとあると嬉しい。 

・よくカラオケに行きます｡ 

・千葉市美術館は素晴らしい。 

・特に感心がない。 

・強く要望します。対人面での安く充実した提供を望む。老人が多くなりスポーツ教養活

動を考えてほしい。 

・無料イベントがもっとあるとよいと思う。 

・みんな楽しみたいと思うが年金生活なので、、、。 

・海浜地区のみに目が向けられているように感じる。 

・伝聞情報ではいろいろやっている様ですが千葉ではあまりりようしていないので問題は

わかりません。千葉で見る方が多いので。 

・昔の映画は充実している。 

・中学校の合唱コンクールが毎年楽しみ。 

・コミュニティー、公民館。 

・但し開催情報の入手について区役所、各会館、ＨＰで入手しないといけない。もう少し

公開入手を容易になる方法は？ 

・文芸分野は個人の内的な事柄が大きいと思う。 

・若い頃は良く見学しました。 

・逆ですが、加曽利貝塚は改善すべき点有り 

・小学生や中学生対象に、文化芸術活動の案内が来る。安価で歌舞伎が見れたりなど。 

・科学館等の施設もある。 

・充実とは思わないが、それなりに楽しむ機会があるのはありがたい。 

・充実しているまではいかないと思います。 

・千葉市内に多くの施設がある。 

・充実しているとまでは思わないので、選択できない。 

・ベイサイドジャズの開催。 

・ちょっと前に伊藤若冲が人気でしたけど、千葉市美術館がそのへんの日本画に特化した

美術館であることをもっと発信してほしいです。 

・会場の職員が千葉市の職員であれば再教育が必要。愛想がなさすぎる。民間とは違うが

一度ディズニーランドの従業員を参考にすべきと思う。正社員、アルバイトに関わらず

訪問者を迎えるという基本態度を見習うべき。 

・幕張メッセでのＣＤＪ、曽我でのＪＡＰＡＮＪＡＭの開催によっても音楽イベントが充

実していると感じる。 
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問１０-２  （否定的な意見） 

「3 どちらかと言えばそう感じない」「4 そう感じない」とお答えの方の理由 

 

・京葉銀行文化プラザ音楽ホールを､又､活用して欲しい｡ 

・文化度大変低い。 

・真砂コミュニティセンターが不便になった。 

・市が運営する施設の料金が高い。 

・興味がない。 

・市内から離れている為。 

・サークル､クラブ以外。 

・高齢への周知の方法を一考。 

・もっと内容を若い人向けにして欲しい市川文化をﾓﾃﾞﾙにして欲しい。 

・本宮は興味あるのに情報がない。 

・美術館の展示がつまらない｡ 

・出掛けない。 

・きちんとした音楽ﾎｰﾙが無いのは政令指定都市として情けない!!小規模でよいのでクラシ

ックの演奏会が聴けるホールが欲しい｡ 

・情報がない。 

・花見川区にないのでは? 

・市民がもっと音楽等のサークルに参加できるような場があちらこちらにあると入りやす

い。 

・身近では無い､調べて始めて分かる｡ 

・個人や少人数でも音楽等楽しめる､場所が少ない。 

・未就学児入場不可の芸術公演がほとんどだが､千葉市の大切な未来をになう子供達にこそ

本物の芸術活動をはじめから楽しめる環境を作るべきと思います｡子供向けではなく｡大

きくなるにつれて薄れていく子供の感性が鋭く敏感なうちに､文化､芸術に親しむ機会を

作って頂きたい､大人では遅い。 

・小規模な音楽ホールが無い｡ 

・文化ホールが少ない。(鑑賞場所) 

・活動していることが目に見えずイベント等になかなか参加出来ない。 

・東京に行ってしまう｡千葉市で何があるのか情報を知ろうとしないからね｡ 

・演劇を近くで楽しみたい!千城台文化ホールの活性化を頼みます!昨日､四街道まで鑑賞に

行って来ました｡ 

・美浜文化ホールでもっと音楽鑑賞の機会があればよいと思う｡健物ホールは立派なのにイ

ベント内容に魅力を感じない｡もったいない｡ 

・文芸(詩･短歌･俳句)への助成､活動支援が少ない｡ 
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・市民はもちろん他都市の住民も知らないことが多すぎる｡ 

・ここに書いてあるイベント場又はイベント許りではなく､図書館等直接文化に接する場所

が必要｡プラザ図書館がたいした周知もなく閉鎖され立腹している｡ 

・親しめる余裕がない。 

・親子で気軽に楽しめる機会が充実していない。 

・コンサート､美術館は都内まで行っています。(年に 7･8回) 

・さや堂をもっと借りやすくして欲しい｡あの空間の響きは古楽に最適で貴重｡ 

・交通の便が悪い｡ 

・広報が不足､気がつかない。 

・東京と比較しとても劣っているため。 

・中央にしかない。 

・興味がないので知る機会もない。 

・機会がないのでわからない。 

・イベント等をいつやっているかわかりずらい｡ 

・市の広報誌に興味をひかれるイベント情報がない。 

・音楽､美術などが生活に密着していない｡小さな演奏場所､アトリエ、野外演奏、街角演奏、

野外展示、街角展示などを､もっと増やしたら良いと思う。 

・毎日いそがしくて､芸術に親しむ時間がない。 

・文化､芸術を楽しむ余裕が無い｡ 

・Ｐ.14同様 

・施設が遠い情報が少ない 

・公民館が古すぎる 

・近くに､ライブができるホールを作ってほしい!! 

・美術展､音楽会の広報を､多くしてほしい。 

・対象は富裕者に限られる。 

・文化施設が全く悪い古くて､利用したくない。 

・何処に何が有るのか良く分からない。 

・何回応募しても当らない。 

・近くにあれば参加したい。 

・イベント等の広告等があまり見る事がなく､知る事ができない。 

・展示物が変わらない。 

・都内に比べると余りなく､文化･芸術は都内に行くことにしている｡ 

・近くに､文化･芸術に親しめる場所がない。 

・四街道は市民のために無料で芸術観賞をできるようにしている｡比べてしまう･･･。 

・広報に問題有り? 

・千葉市中央区に偏って存在している｡老朽化を感じる｡ホールが暗い｡ 
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・区内で楽しめるものが少ない｡どうしても､千葉駅まで行かないとならなかったりする｡ 

イベントがあったとしても､告知が少ない?のか､情報が入ってこない｡ 

・その様な機会がある事を知らない｡美術館やホールがある事は知っているが特にﾎｰﾙでは

勉強(講習会が開催)する場だとしか感じられない。 

・質が少々低い。 

・コミュニティセンターに将棋倶楽部が少ない｡ 

・ポスターを貼るだけでなくもっと､広報すべき。 

・色々な事を始めるにあたり､時期が限られている｡途中からでも入れる様な体制が望まし

い。    

・関心がうすいので､わからない。 

・高齢の場合､車が無いと施設に行く交通手段が大変。 

・鑑賞･活動できる施設や告知について知らない｡ 

・自身が､バレーボールチームに所属している為､他への感心が行き届きません｡ 

・日中の時間に欲しい!! 

・交通不便でどこにも出られない。 

・興味がない。 

・イベントがあることを知らないまま終わっていることがある。何をやっているのか早く

しればもっと参加したいと思った。 

・クラシックコンサートが少ない。私立美術館の展示がかたまっている。 

・鑑賞したくても高くて行けない。市が団体を協力して安く提供できる事は出来ないか。

私立美術館も生活保護者、老人の無料とか考えられないか。 

・あまり興味がない。 

・近所に施設がない。 

・いつも東京に行き、楽しむ。 

・市のはずれなので施設が無い。（幕張町） 

・子供に対しての文化、芸術活動にもっと力をいれても良いと思う。 

・子供と一緒に芸術にふれる機会がすくないように感じる。 

・そもそもそう言った活動、環境があることをしりません。 

・千葉市は芸術途上都市です。それは他の市町村に比較して明らか。東京の隣なのに恥ず

かしい。千葉県立美術館は陸の孤島。必要なし。 

・中央区役所の移転で美術館が全体になるとのことですが、市民を考えると困ります。な

ぜ美術館なのですか？ 

・まだよく分からない。転居後あまり時間が経っていないので。 

・情報が届かない。 

・ＰＲ活動がない。 

・良い音楽ホールがない 
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・いろいろな情報に接する機会が少ない気がする。 

・美浜区のホール要らない。 

・大規模なライブ会場が無いので有名アーティストのコンサートの開催がない。 

・文化・芸術に時間をとれない。 

・音楽鑑賞、土・日が多いので平日に行われるとよいです。 

・あまり興味がない。 

・そらく意識していないから認識していない。 

・情報が入ってこない。 

・興味をそもそも持っていない。 

・広報活動が下手。 

・何のイベントをしているのか知らない。あっても魅力を感じないから行かない。 

・ホールが少ないのでもっと発表などを出来るホールを設置して欲しい。 

・美術館の入館料が高い。 

・結局東京にいってしまう。 

・自分の興味がない。 

・イベントが開催されているかわからない 

・辺鄙な場所にあるので、交通の便をよくして欲しいです。 

・音楽や舞台鑑賞のポスターなどは見かけるが気軽に行ける金額ではない。 

 家族 5人なので。 

・このようなイベントは、幕張地域で多くみられ、一極化している。 もう少し、千葉市の

中心市街地の活性化を図ることさながら、なるべくさまざまな地域でこのような活動を

行うべき。 逆に、それができないということは、そのような施設がないという表れでは

ないか。 

・興味のある事をまず無料で試せる機会が欲しい。 

・千葉駅付近に行けばあるのでしょうが、日常に触れ合えるものは少ないと思う。 

・興味を惹かれない。 

・どこの小中学校でも、毎年、芸術鑑賞会ができるようにしたほうがいいと思います。文

化芸術の鑑賞にはどうしてもお金がかかるので、家庭の経済状況にかかわらず、学校で

友達と楽しい体験ができる機会をつくれるといいと思います。 

・文化といえるものがない。 

・交通の便があまり良くなくて、なにかやってても、行く気になれません。 

・鑑賞できる場所への交通が不便。 
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テーマ１１ 地域で市民が学べる環境について 

 

問１１-1  （肯定的な意見） 

「1 そう感じる」「2 どちらかと言えばそう感じる」とお答えの方の理由 

 

・新刊書の充実が有る 

・現在住んでいる花見川団地では色々な活動している｡現在､年令的に高令なのであまり 

参加したいと思っていない｡失礼します｡ 

・町内会以外離れている。 

・高令者向が少ない施設の使用料が高い。 

・プラネタリウムﾑがある。 

・私は満足しているが､障害のある方が不安なく利用できる学ぶ環境を増やすべきではない

か｡ 

・施設はあるが興味もてる講座少ない。 

・一度も参加していない。 

・駐車スペースが狭い。 

・近くの図書ｶﾝに通うのを楽しみにしています! 

・青少年センターの活動。 

・利用していないので分りません。 

・近くの南部児童センターが老朽化にて取り壊され地域の公民館になり､一般の人が使用 

できなくなったことが残念です｡ 

・政令都市という事で､恩恵は受けていると思う。 

・療育センター。 

・まだあまり利用していないだけかも知れない｡ 

・いきいきクラブ。 

・自分は行った事がない。 

・更なるアピールを。知っている人が少ない。 

・利用する機会が少ない。 

・一番生活に近場の公民館が利用機会が多いのに民間に委託されたのは困る。 

・花見川区役所図書館。 

・若いママさんが多い?ので。 

・特養にことぶき大学の人が良く勉強に来ているから。 

・大学のオープンキャンパスがある｡ある所にはあるという位｡都図書館はうちからは遠い｡

カタブツで気さくでない｡閉館時間が早い｡県立図書館は面白味に欠ける｡ 
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・環境はそれなりにあると思うが実際の利用者は必ずしも多くないし､満足度もそれ程高く

ないのではないか｡もっと工夫や改善の余地があるように思う｡ 

・個人のやる気にかかってます｡誘われるとやりやすい｡定員とか先着が多いのでそこがち

ょっと｡ 

・コミュニティセンターが駅近くになくなり遠くになった為､歩いて行くのが大変､です｡ 

・感心があればよいと思う｡ 

・区のいきいきｾﾝﾀｰが利用し易い。 

・年令と共に行動しにくくなって来ていますので､出来れば住んでいる近所に､歩いて行け

る所を望む様になって来ます!! 

・市からの講座などお知らせが多い気がする。 

・コミュニティで勉強している人以外、各自で他の公民館でやっている人達が発表する際、

コミニュティでの発表の際、料金（使用料）がとられる為結構高い。それで発表の場が

失われている。千葉市民の方なら無料でコミュニティを使わせてほしい。（コミニュティ

でやっていなくても） 

・年代のばらつきが有り全ての人を満足させるのは無理だと思う。 

・町会でいろいろ活動しています。 

・市が発行する資格教室のガイドブック、生涯教育の力の入れ方を感じられる。 

・現状自分が学びを求める気持ちが薄いが、インターネットがつながっている。 

・充実とは思わないが、利用でき場が多いと思う。 

・充実しているとは思いませんが、頑張ってくれていると思います。 

・放送大学がある。 

・図書館の蔵書は充実していないと感じている。特に稲毛図書館。 自習室が充実していな

い。自習できなかったり、時間入れ替えで長い時間勉強したい時に困る。 

・近所の図書館になくても、インターネット予約で周辺から最寄りの図書館に届けてもら

えるシステムは便利で、積極的に利用しています。 

・もう少し詳しく告知してほしい。現在は仲間の口利きに頼っている。 

・ハードの面は充実しているが、ソフトの面（運用管理方法）で融通が利かない。 

市は運用を指定業者に丸投げで、利用者を増やそうと努力しているとは思えない。 
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問１１-２  （否定的な意見） 

「3 どちらかと言えばそう感じない」「4 そう感じない」とお答えの方の理由 

 

・年令的に歩いて行かれる所に適当な施設がない､バスもない 

・60才以上とかこども向けが多い気がします｡ 

・書籍が少ない 

・周知が不足しておりどのような機会や設備があるか不明・駐車場の利用について混雑を

まねく頻度が多い 

・混んでる｡車で行きにくい｡ 

・近くに学ぶための施設がない 

・公民館､コミュニティセンター等の予約が取れない 

・学んでなにがいいのかも不明 

・日曜日が休みの所がある(貝塚等) 

・図書館が少ないぞ!そして本が少ない! 

・定員が少ない 

・介護中の為 

・環境や持続可能性･里山運営･山林の運営･自然との関係}などを学びたい｡ 

・生涯学習センターの講座も限られている｡大学等で生涯学習講座があっても内容が限られ

ている｡シニア向けが多いように思う｡音楽が少ない｡ 

・区役所などでパンフレットを見ればいくつかみつかるが､区役所へ行かなければ分からな

い｡ 

・案内が不十分。 

・公民館管理者は市民に添った運営精神に欠けている｡ 

・(学問的な)学ぶ場が欲しい。 

・利用したことがないためわかりません． 

・あまり興味がない。 

・図書館がとなりの駅にしかない。 

・色々な施設はあるが気軽に参加出来ていない｡情報公開があまりない｡ 

・日時の広がりがない｡ 

・活動があるのかを知らない。 

・片寄った講座が多い。 

・情報が､得るところが少ないように思う｡ 

・充実していないどころか無い地区がある｡ 

・学ぶ気力が出ない｡何をしても金がかかるので。 

・昼間の時間帯のものばかりで特定のライフスタイルの人にしか使用しづらい｡仕事後の夜

間にも使用できる環境が欲しい｡ 
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・行く場所が遠くどの様に行ったらよいか､それが先です｡ 

どういう機会や､施設があるかという事自体､知らない｡転勤などで千葉市に転入してき

た家族等にもっとＰＲした方がよいのでは? 

・独身者高令男性の趣味(ゴルフ､カラオケ､料理､社交ダンス､裁縫､介護術等の無料のサー

クル､クラブ活動の場､機会が欲しい｡)年金と今はパートで働き､気の合った飲友達との

飲食､同居娘の生活の世話のみです｡ 

・広告宣伝が少ない。 

・図書館の自習スペースが少ない学生もおとなも使用できる自習室を開設してほしい｡ 

・箱物造れば良いのではない。 

・子どもたちのプラネタリウムなどを無料にしてほしい｡ 

・医療系の本がない。 

・いろいろとやってみたい気はするが､どれがあっているのかわからないので､体験できる

機会をつくってほしい。 

・図書館の開館時間が短かい。 

・学習できる場所を開放したら良いと思う｡それによって地域のきずな･学力なども向上す

ると思う｡ 

・生きるだけで精一杯｡ 

・情報発信力に欠ける･土日開催/夜間開講が乏しい｡高齢者･主婦向けばかりの為｡ 

・図書館が古く､人口に対して狭すぎる｡ 

・広報が不充分で不明。 

・公民館などの利用方法などが市政だよりにのっていない。(利用したい講座などの) 

・時間､金に余裕のある人対象。 

・蘇我駅近くに図書館がない。 

・全体的に数が少ないのでは(施設の) 

・蘇我に図書館が無い。 

・他の市の図書館にはあるのに千葉市図書館にはないことが多い。 

・そのような取り組みをしていることも知らなかった｡仕事､資格取得に役立つものを是非

してほしい。 

・応募人数･回数増して。 

・磯辺地区に図書館がほしい。 

・ＪＲが不足している。 

・仕事をしている人向けの土日の講座がない。 

・土､日､祝日にほとんど開催されないから。 

・地域に学べる場所がない｡ 

・遠く迄出かける時間にゆとりがない｡ 

・何が有るのかあまり知らない｡ 
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・部屋がとれない。 

・スベニトや施設が認知されてない｡ 

・手話をもっと普及させましょう｡点字講座も。 

・7.8は利用するには遠い。 

・時間が合わない。 

・ことぶき大学の中止。 

・市政たよりで参加してみたいと思うものがあっても定員がとても少ないので腰が引けて

しまう。 

・公民館など一部の人しか使ってない。 

・そういった情報を目にする機会や場所がわからない。 

・講座等平日が多く参加できない。 

・安く参加できる（長期に！）機会を増やして！充実していたにしてもお金ばかりかかる！

市民の為にお金を取る事ばかり考えずに提供してください。。 

・情報がないからわからない。市政だよりでもあまり読まない。 

・市の図書館に読みたい本が少ない。予約するといつまでたっても本は来ない。実家のあ

る県内他市で予約するとすぐ本がくるので千葉市は本が充実していないと思う。 

・身近な公民館の活動が縮小している。 

・公民館図書が少ない。 

・図書館、コミュニティセンターなどが学習室として利用できる施設が少ないというかほ

ぼ無い。 

・蔵書が少なく感じる。新書が多くあると良い。 

・市政だよりのイベント欄がみにくい分かりにくい。 

・家の近くに図書館がないあれが是非活用したい。 

・学びたい高齢者は沢山いる。指導者は天下り、公の機関には政治が見え隠れしています。

箱(会場）だけが立派で中身はいかがなものでしょうか?新しく建築するのではなく、旧

校舎、社屋などを利用して税金ムダ使いを減らすべき 

・それについての情報が入ってこない。 

・一部の人しか利用していない。 

・花見川区千種町は特に市民学習施設がない。 

・体制、環境を知らない。 

・魅力がない。 

・反戦など学びたい。 

・学びたいが暇があわない。クラスがない。 

・知らない 

・平日の昼間の時間帯が多い気がします。 

・講座やイベント会場が少ない。 
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・情報が入ってこない。 

・自習できるスペース、施設が無い。 

・科学館の展示もっと見たいです。 

・情報がない。 

・落語教室がない。 

・土日に参加できるものが少ない。 

・グループがあってあとからは入れない。 

・子供が学校へ行っている間に受講できる時間帯のものでないと参加できない。 

・まだ近所にどんな施設があり、何ができるのか十分に把握できていない。 

・設問が悪い。 

・情報を収集しようとして初めて目に付く程度かつ求めているものが見つかりにくいと感

じます。 

・図書館の利用時間の延長をしてほしい。浦安市のように。 

・充実していると思う。 

・あるかどうかも知らない。 

・近所に図書館や児童館がない。少なすぎる。 

・建物に比べ中身がない施設が多い 。 

・広報不足。 

・図書館などの普段の広報があまり感じられない。 

・ご年配の方向けのものが多くその他の年代のものが少ない。 

・市立科学館は遠くて割高なのでなかなか行けない。 

・そもそもどこで何をしているか知る手段が少ない。 

・土日に学習できる機会が少ない。 
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テーマ１２ 公共交通の利便性について 

 

問１２-1  （肯定的な意見） 

「1 そう感じる」「2 どちらかと言えばそう感じる」とお答えの方の理由 

 

・京成鉄道なので十分です。 

・出かける場所が殆んど決まっているので､そこに行くには不便はない※ＪＲ千葉駅の構造

は｡乗降客にとっては最悪｡以前あったホームからすぐ下に降りる通路を復活させ､改札

口を出てすぐタクシーにのれる(階段昇降なしで)ように改造すべきだ(東口)｡全国県庁

所在地の駅で､最悪構造だ｡ 

・空港へのバス等少しずつ充実している。 

・特に年寄り小さい子のママたち京成バス親切です。 

・モノレールは利用してない｡ 

・幕張本郷駅にＪＲの快速を止めてほしい 

・タクシー良い、成田空港リムジンバス、運転手さんが親切な人もいる。ＣＯＮＩＲＯＬ

しすぎ。(マナー取り締まり) 

・モノレール運賃がもう少し安いと助かる。ホームに転落防止のドアができるとより安全。 

・特急が止まらない。 

・鉄道(ＪＲ)について，毎日遅れる(本当)，ＪＲ千葉駅の工事が何年も終わらないホーム

や階段が狭くラッシュ時危険を感じる。 

・14号沿いに住んでいますが､14号沿いを通るﾊﾞｽがないのが少し不便です｡西登戸駅の階

段がベビーカーがあると大変｡お年寄りの方もいつもつらそうです｡東京⇔千葉の特急が

もう少し増えてほしい。 

・路線バスの本数が少い。 

・それなりに充分です｡ 

・スポーツセンター駅の駐輪代が高い。 

・西千葉駅にバスがなくなってしまったのは致命的。近所の老人も困っている｡ 

・鉄道の京成利用はあまりないがその他でｶﾊﾞｰしている｡ 

・モノレールの運賃が高い｡ 

・モノレールから(千葉駅の)京成へののりかえにもエスカレーターかエレベーターがほし

い｡ 

・以前住んでいた場所よりバスの遅れが少ない。 

・Ｃ-busは生活の足です!!いつも助かっています｡運転手さんもどの方も親切にして下さり

ます｡ 
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・自宅とモノレール､路線ﾊﾞｽ停の距離は近いのですが､バスの本数が少ない｡ＪＲまでは距

離が遠く､ＪＲの本数が少なく思います｡ＪＲとモノレールの時間の接続が悪い。 

・武蔵野線の本数が少し少ない。 

・京葉線下りの海浜幕張止りが日中多く蘇我駅まで欲しい。 

・50号線の八街行バスが無くなって困る。 

・車利用。 

・今､パーキンソン病で字も書けません｡乗り物には(公共乗れず､タクシーを利用する) 

ゆっくり､安心してのれるバスが有ればと思います｡ 

・区内を循環する交通手段がないのであると便利｡ 

・ＪＲ千葉からの下りで不便を感じる｡ 

・モノレールは便利ですが運賃が高すぎます｡ 

・高齢者向け送迎バスやタクシーが少ないし年金の範囲で利用するには高い。 

・モノレールは使用したことはない｡ 

・ちはら台行きの本数少ない終電が早すぎ｡ 

・公共交通の運行本数に関して一部十分でないと考えるが､上記 4方法の交通手段が存在し

ていることは便利な点と考える｡(交通手段の選択が可能で良い) 

・発車のベルが地域の色が出ていると良い｡ 

・ＪＲが海浜幕張で止まるのが多く(日中)検見川浜の我家に帰るには不便。 

・駅を選べる。(3ヶ所) 

・ＪＲ土気駅若年職員は接客態度言葉づかいにサービス業精神が見られるが､中高年職員の

中には職務に自信がないのが､ＪＲ職員に不適格なのか､再教育が必要と見られる者がい

る｡ 

・十分ではなくとも便利さは有る。 

・ＪＲの始発に来るバスがない｡不満がある｡東京に勤務する人は朝早いが､ＪＲは朝 5時の

本数が少ない。 

・路線バス使用した事なし。 

・海浜病院行きのバスが少ない。 

・検見川浜、朝、快速がとまる様にしてほしい 

・新しくなった千葉駅は乗り換えに時間がかかるようになり、不便。また構内に時計が少

ない。 

・図書館が弁天にあるので図書館行きの無料バスがあるといいと思う。 

・高速バスが充実している。 

・地下鉄を千葉まで延伸してほしい。政令指定都市で地下鉄がないのは千葉だけではない

ですか?モノレールよりも地下鉄にする方が良かったとずっと思っていました。非常の場

合も役にたつと思います。 
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・ＪＲ千葉駅は改装してからは、改札前に人の流れが集中するつくりになり、今まで乗り

換え間に合っていた電車に乗れないことや人がぶつかりそうになること多くとても不便

になったと思います。 

・モノレールの運賃が高い。 

・千葉県立美術館へＪＲ千葉からは皆無。何を考えているのですか？ 

・市内まで行くのに路線バス 45分。１時間ごとでバス待ち時間は２台。 

・ホームドアを早急に設置してほしいです。ＪＲ都賀駅の駅員の対応がとても悪く不快（年

配の男性）若い人の方が感じがよい。都賀駅の駐輪場で働いている年配の男性も（何人

か）とても感じが悪いです。横柄で言い方が偉そう。 

・モノレールの運賃が高い。 

・路線バスの利用は極不便朝の本数を増やしてほしい。子供が病気の時の送りに必要。 

・京成、モノレールは利用していない。ＪＲは東京に行くときはバス利用。路線バスは千

葉市内に行く。時たま利用、普段は車利用。 

・モノレール高い。千葉駅使いづらくなった。 

・車の移動。（自家用車） 

・路線バスの利用は極不便。 

・京成バスは本数が有るが、海浜交通バスは本数が少ない。 

・おそらく通勤に慣れたため、特に不便に感じない。 

・モノレールを青葉の森の方まで繋ぐ路線を作って欲しかった。 

・モノレールは不要。 

・市内でも地域格差が大きい。 

・不便に思ったことはありません。 

・路線バスで縦につないでほしい。 県内にもかかわらず観光地へアクセスしづらい。 

 鎌取・土気---佐倉・成田など。 

・通勤用の高速バスが利用できる。 

・場所次第。 

・幕張に住んでいるので不都合を感じたことはありませんが、千葉駅・蘇我駅以東になる

と、車がないとさすがに不便かなという印象です。 

・バスに関してですが、バス停が電子表示になったらいいなと。次のバスの時間や方面が

すぐ分かるようになって欲しい。 

・千葉駅の建替えに伴って、ＪＲとモノレールの乗り換えがしやすくなりました 

・路線バス乗り場の案内がわかりずらい 

・中央区は、モノレール・京成線・ＪＲ線と、３つの列車路線があっていいと思います。 
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問１２-２  （否定的な意見） 

「3 どちらかと言えばそう感じない」「4 そう感じない」とお答えの方の理由 

 

・日中や休日の運行が少い特にバス。 

・情報の伝達について 10m先から見える工夫を。 

・東京都のように無料バスの制度があったらありがたい｡70才以上｡ 

・バスは時間通りにこないバスで近くを歩くお年寄りが居てもむし。 

・自宅近くのバス停のバスの本数が少なくなり使用できない｡天気の悪い時の朝と帰宅時は

欲しい｡(稲毛海岸→高浜四丁目) 

・バスの本数が 2～3年前からへってしまった｡ 

・自家用車の利用がほとんど。 

・モノレールは赤字ではいらない。 

・緑区の新興住宅地に引っ越したのですが､まだバス停が近くになく最寄りのﾊﾞｽ停まで徒

歩 15分かかる｡駅付近の駐車場が少なすぎて不便｡ 

・モノレール運賃が高い。 

・バスはあるが混んでいる。 

・駅までのバスがない。 

・バスが時刻表通にこない。 

・バスの路線が十分でない。 

・バス通り混みすぎ｡雨の日大じゅうたい｡ 

・タクシーの運転手さんの運転､態度が悪すぎる｡他県からの友人を招いた際にはずかしい｡ 

・モノレール料金が高い。 

・時間通りにバスが来ない｡ 

・更科バスルートは全くわかりません｡わかりずらいです｡ 

・モノレール本数少ないもはや景観障害電車ＪＲは込んでいてうっとうしい。 

・バスの運転手が雑大学病院や市民病院までモノレールで行きたい｡バスはゆれて危険だか

らモノレールが希望。 

・千葉駅から先のローカル線の充実強化を早速に!成田行きのＪＲ本数が少なすぎる千葉駅

停をしない為､非常に利用しにくい。 

・車椅子使用に心配がいっぱいです｡ 

・障害者が定期を提示する際に､手帳もあわせて提示しなければならない｡小学生ではむず

かしいシーサイドバスにで｡ 

・同じ路線バス会社により金額の違う所がある。 

・外房線下りの夕方以降本数が少ない｡いつもぎゅうぎゅうもっと増やして!! 
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・新検見川･幕張の両駅からの終バスが早すぎて､結局､タクシーを使わなければ､帰れない

(夜道は不安)休日なんかは特に早い住人も増えてるので考えてほしい｡ 

・京葉線の風への対策･武蔵野線への乗り入れ本数が少ない｡ 

・先日､雨の日にＩＣカードを忘れた高校生の子供が現金でバスに乗ろうとしたら､サラリ

ーマンの人に強くどなられたそう｡なぜ?誰も助けてくれませんでした｡ 

・高令者への交通費割引を考えてほしい。 

・都賀駅～みわ大車庫行きのバスが少ない終バスが早すぎる。 

・今公立病院に行くのに千葉駅まで行ってバス利用してます｡最寄りの駅より(稲毛駅)より

運行本数が少なくても､病院行きのバスがあればいいのですが･･･。 

・運賃が高い。 

・バスの運転手は 1時間以上遅れても平気だと考えている｡バス停乗り場で 1時間待って乗

った際､運転手は当たり前だと思っている｡乗客にとっては､やだし乗りたくないと感じ

た｡対応も悪い人がいる｡ 

・駅が美しくない｡千葉駅の中でいつまでたっても 1～2番線乗り場がゴム床なのが不快。 

・路線が少ない稲毛→西千葉など。 

・南北の移動が不便。 

・車で生活する事が大半を占める。 

・最終時間が早い｡特にバス。 

・千葉行きが少なくて帰れない時がよくある｡ 

・特バスの本数がすくな過ぎる。 

・特にバスで､多言語に対応すべきだと思う｡ 

・バス土休日･早朝便がない。 

・ＪＲ･いつも混雑している。 

・東葉高速･京成の運賃が高い。終バスが早いバスの遅延を知る手段が全くない。 

・ＪＲ京葉線の車輌にはトイレが無い(高令他社会に対応していない)、ＪＲ土気験は電話

に出ない。 

・路線がないために近場でも遠まわりせざる場合がある｡ 

・稲毛､スポーツセンターからこてはし台行バスが少なくとっても不便｡ 

・駅から遠いのでバス路線がほしいです。 

・モノレールを利用する機会がほとんどない｡徒歩で済んでしまう｡ 

・京成ちはら線の料金が高すぎる。 

・京葉線の本数を増やしてほしい快速も少なく感じる。 

・始初から満員で乗ることが出来ない｡渋滞しすぎて時間通りにバスが来ない｡ 

・ＪＲとにかく親切でない!!･毎日遅れる(何故遅れているのかの説明がない)･ＪＲとバス

の連絡が悪すぎる｡もっと連携を取るべき! 

・モノレールの運賃が高い。 
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・バス路線会社の運行縄張りがあるのかバス停により通加してしまうバスがあるのは不便

だ! 

・東京駅までのダイレクトバスの便が少くない特に午後便。 

・バスの便が早い｡ 

・京成バスの運転がこわい。 

・道が混んでいるため時間がかかる。(バス歩く方が早い) 

・100円バスを導入してほしい。 

・ＪＲとバス(千城台行き)の連絡をよくして欲しい! 

・地下鉄が通っていない→風の影響を受けやすい。 

・海浜幕張⇔幕張本郷間のバスが危険。 

・バスの利便性が悪すぎる｡少なすぎてﾊﾞｽの意味がない｡ 

・京成線・エレベーター又はエスカレーターがなく､利用しにくい。 

・通ってない路線が多く車がない為雨の日は引きこもり。 

・市が努力している姿は感じない｡ＪＲは路線と利用者の数にアンバランスがあると思う｡

内房線は空いており､外房線は混む｡ 

・出かける気力もない。 

・京成バス遅延が多い｡時間に正確でない｡・京葉線の新駅構想時間かかりすぎ｡結局オリン

ピックにまにあわない･･･｡ 

・駅が遠い。 

・ＪＲが止まると帰宅方法がない。 

・料金が高い｡(京成モノレール) 

・幕張方面と､千葉駅方面の行き来を､もっと手軽にできると更に良いかと｡ 

・路線バスでマイクロバスで良いのでは。 

・モノレールを巡回する用｡ 

・バスの運転が荒い｡ 

・千葉駅～千城台間の件｡ ※ 千葉大の反対で､不通である現状は大いに問題あり｡廻遊性

がなく､論外｡※その為､大網街道･東金街道の交通渋滞がはげしい｡ 

・路線バス本数を抜いて居る感じがする｡ 

・バスが時間通りにない｡よく遅れる｡ 

・モノレールが高い｡(運賃) 

・ベビーカーでの利用がしづらい段差が多く､スロープがない駅があるので不便です｡もう

少し子育て世代に優しくしてほしいです。 

・モノレールを鎌取駅まで延伸し､利用を高める｡千城台駅終点では意味がない。 

・料金が高い。 

・混みすぎ(京成バス) 

・京葉線､乗りかえ蘇我駅まで行くがどうも? 
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・モノレールの乗車運賃が高い。 

・モノレール必要ない!! 

・バスの便が多すぎて分りづらい｡とくに千葉駅､モノレールの値段が高い。 

・モノレール､京成バス等料金が高すぎると思います。 

・千葉北ライナーの本数を増やして欲しい。 

・千葉駅など行きたい所に交通網がない。 

・モノレールは無駄です。都市景観を破壊している。メンテナンスが不十分で架線がさび

て見苦しい。運賃が高い割に路線が貧弱。 

・近くにバス停がない。 

・バスが廃止になりとても不便です。 

・特にＪＲ､バス､車の渋滞災害時弱すぎる。 

・24時間､使えたら良いと思う｡ 

・バスの時間が上手く電車と合わない。(本数も少し少ない) 

・赤字を税金で､補填しないでほしい｡ 

・"車"優先の街並みが多い･幕張西の交差点陸橋など歩行者/自転車にとっては､非常に不便。 

・千葉駅のバス乗り場の案内が分かりづらい。 

・使用しているバス路線に定期券がない。 

・モノレールは他路線との乗り換えをもっと簡単に(ホームを移動するだけなど)すれば利

用しやすくなると思う。 

・市内でタクシーが流しておらず､主要道路でもタクシーを拾うことがほぼできない｡(都内

だけでなく地方都市でもできるところは多い) 

・使用しないのでよくわからない。 

・路線バスの遅い時間の本数を増やしてほしい｡(夜) 

・バスは遅延が多すぎる。 

・モノレール～運賃が高すぎる｡外出したくても､気軽に出かけられず､残念です!! 

・京葉線と総武線の乗り換えが不便。 

・花見川沿いのバス路線の増加して欲しい。 

・車が便利､車でないと不便。 

・終電終バスが早い。 

・モノレール料金が高すぎる｡一駅 100円以下にするべきだ。 

・モノレールの料金が高い。 

・今は車が使えるが今後は外出するのが大変になる｡ 

・バスの時刻表があてにならない。 

・本数が少ないのに料金が高い。 

・モノレール料金が高い。 

・駅まで自転車でいきたいが道路がせまくて危険。 
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・バス､モノレールとも値段高め。 

・バスは道路混雑する。 

・西千葉発｢医療センター行｣バスが本数がだんだん少なくなって不便｡(タクシーを利用す

ることになる)･図書館(中央図書館)行きもあると便利だが｡老人なので歩くと遠い。(西

千葉駅発の) 

・モノレールを使用する機会がない。 

・モノレールではなく地下鉄が良い。 

・ＪＲ稲毛海岸駅から､市立海浜病院行きのバスは何故あんなに本数が少ないのでしょう

か?! 

・モノレールの延伸希望。 

・京成千葉線の本数が少なく料金が高い。 

・蘇我⇔東京間通勤時間帯に特急以外全て各停にしたら良いと思います｡←京葉線､通勤快

速に極悪､具合の悪くなる人も多く非合理的不公平と思う人は多いです｡ 

・休日の最終バスが早い。 

・モノレールの料金が高い鉄道が､よく遅延する!! 

・稲毛駅バスの行先がわかりづらいどのバスに乗っていいかわからない。 

・バス料金が高い。 

・バスはどこを通るか､ローカルでないと町名もマイナーで分からない｡(それはどこも同じ

だが)後払いで､行き先で､ねだんが上がるのでなるべく乗りたくない気になる｡ 

・モノレールの運賃が高すぎる。 

・総武快速線ＪＲは､成田線を複々線化して成田エクスプレスや快速の運行方式を改善すべ

し｡モノレールはやはり県庁と千城台とを結ぶ延伸計画を実現させてほしい｡  

・ＪＲは､遅れ･運休となりやすい路線ばかりであり､不便｡ 

・蘇我駅より下りの本数がとても少ない。 

・路線バス代が高いと思う｡ 

・京葉線の特急の通過待ちが多過ぎる｡ 

・あと､料金が高い｡ 

・バスでＳＵＩＣＡなど使えないバスがある。 

・モノレールがＪＲの始発､最終便に接続していない。 

・京葉線｡昼間の本数が少ない。 

・車がないと生活できない場所が多い｡千葉駅､幕張周辺ばかり整備してお金をかけすぎ｡ 

・モノレールの料金が高い。 

・人口のわりには京葉線は少すぎます。 

・蘇我駅に改札が 1 ｶ所しかないのが､すごい不便｡ 

・バスが分かりにくい。 

・モノレールは海浜幕張又はﾒｯｾまで通さないと利用客が少ないのでは? 
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・マイカーの利用が多いため。 

・ＪＲとバスのみ使用。 

・横戸台はﾊﾞｽしか通らないので｢花まわる号｣の運行本数を増やしてほしいです｡ 

・外房線が少ない。 

・モノレール運賃が高い。 

・リムジンバス等利用の際時間が合わずﾀｸｼｰを利用するのですが最近では利用できない事

があります｡ 

・車が乗れないのでバスだけが頼りです｡ 

・ＪＲ都賀駅着の終電が早く終ってしまう。(東京千葉方面から) 

・モノレールは値段が高すぎるバスはｺｰｽがわかりにくい。 

・鎌取駅⇔モノレール千城台路線増加希望。 

・バスが時間通りに必ず来ない。 

・地域性があり､しかたないと思うが､1時間に 1本～3本のコースは､可能な限り運行時間

を守って頂きたい｡ 

・外房線は台風などで不通になることが多く千葉駅･蘇我駅以遠の在住者は帰宅困難になり

がち｡路線バスもルート自体がないので自力での移動が難しい｡ 

・駅の近くに駐車場がほしい｡ 

・高齢になれば､運転はしたくないので､バス路線を充実してほしい｡ 

・ＪＲなどすぐに止まる｡ 

・モノレールについては運賃が高い。 

・モノレールは髙いのに利用しにくい!! 

・野呂は､ひどすぎる． 

・スの遅れ､遅れてくるのに､夜は､時間を調整して早めに来ない。(市民会館前などで停車

している) 

・遅れる。 

・電車が遅れている時にもモノレールでは放送してくれない。モノレールに乗っている時

に分かれば早く対応できるのにと思う。 

・総武線の事故が多すぎる。 

・通勤時間帯に快速がないことが不便。 

・最近モノレールの遅延が多い。 

・ＪＲ、朝遅れる。 

・１２について→モノレールのおかげで千葉駅から津田沼方面へのバス路線が廃止になっ

たり逆に不便になった。 幕張など主要都市へのアクセスが悪い。天候によりすぐ電車

が止まる。（総武線だのみ）地下鉄（例えば新宿線（本八幡）の延伸とかはできないだろ

うか。 
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・近くにバス路線がない。JR千葉駅（東、西、北口）発着バスの案内一覧がほしい。 

具体的には中央区役所を通るバス路線が不明。 

・横浜の様に私鉄が張り巡らされていないからか全体的に他路線とつながっておらず、車

だけとすぐだが電車だとかなり時間のかかる所も多い。 

・京成線ユーザーですが、朝の通勤時で 20分間かく、その他時間帯はもっと空くのでもう

少し本数を増やしてほしい。 

・乗換なしで病院などを回ってほしい。日中は小さいバスで進行し自宅でも降りたい。 

・自宅の近くにバス停がほしい。駅まで行くのにとても不便。 

・終電が早いＪＲ。 

・花見川区千種町からは路線バスがどの方向も全く不便である。「陸の孤島」と呼ばれてい

る。 

・市の 100円バスを 50円位でどうですか？ 

・モノレールの料金が高い。 

・若葉区のため千葉市行く時間かかる。 

・駅までのバス便の要望です。朝ＪＲの始発に合わせて運行と最終着に合わせた運行が欲

しい。 

・深夜バスが自宅そばまで来ない。 

・京葉線、通勤快速を海浜幕張にも停車させて欲しい。 

・台風時の運行状況がわかりづらい。 

・草野車庫↔千葉駅の京成バスが無くなったのか不便。 

・鉄道間での乗換を容易にしてほしい。（総武線と京葉線など） 

・モノレールより地下鉄が必要。 

・大学病院や平和公園に入りモノレールは循環するべきだ。 

・京葉線、朝の通勤時間帯の快速運行が廃止され、都内通勤に時間がかかり不便になった。

快速運行を復活させてほしい。通勤快速待ちでさらに都内までの時間がかかる。通勤快

速を廃止し京葉線は待ち時間なしで運行してほしい。 

・地域で幕張メッセ、千葉駅に行くには遠回りになってしまう。 

・モノレールの運賃が高い。モノレールとＪＲの乗換時間が短すぎて間に合わない。・モノ

レールの編成が２両で入れ替え数が少なく終電間近になると大変。 

・総武線の遅延が多い。 

・ＪＲ、総武快速朝 7 時半～8時半の千葉始発が少なすぎる。モノレール、始発を早く、終

電を遅くしてほしい。京葉線、りんかい線の相互乗り入れ。東西線の直通運転の千葉駅

までの延伸。 

・京成千原線の運賃が高すぎる。（単線でＪＲの倍もするのはおかしい） 

・便利な時もあり、不便な時もある。 

・電車が止まると勤務地（東京）に行くすべがない。 
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・京成の運賃が高すぎる。（ちはら線） 

・バス、鉄道従事者の労働環境が悪い。市民の目から見てもわかるレベルです。人員不足

と思います。 

・運行本数の間隔が長い時間帯がある。 

・ＪＲ千葉駅各ホームのエスカレーターを増設すべき。高齢者にやさしくない。長い列が

出来てなｋなか乗り換えにも時間がかかる。 

・モノレールの料金が高い。運行ダイヤの見直しができるのではないか？ 

・ミニバスで頻繁にあるといいバスの段差が高齢者にあぶない。 

・千葉シーサイドバスはＩＣカード（ＰＡＳＵＭＯ,ＳＵＩＣＡなど）利用できなくて不便

です。 

・モノレールは、料金が高い。 

・モノレールの路線計画を含み計画悪し、千葉駅と幕張副都心を直接結ぶ交通機関がない。

モノレールを穴川から延伸するか,千葉港から延伸すべきである。両方が分断状態なので

千葉市の活性化を図れない。 

・千葉興銀本店バス停の屋根がないので不自由。 

・千原線の運賃、本数の少なさ。 

・最寄り駅に快速が止まらない。都内方面へのアクセスは良いが、千葉県郊外方面へはア

クセスが悪い。 

・京葉線ユーザーは、止まるとどうにもすることができません。ぜひ、臨時バスなどを考

えていただけると嬉しいです。 

・モノレール運賃が高い。 

・ベビーカーでバスに乗りにくい。 

・千葉内陸バスは京成グループなのに、共通の制度が使えない。 

・普段「四街道行き」を利用していますが「みつわ台行き」と「四街道行き」の乗り場が

真反対にあるのは、いじめですか？ 

・混雑がひどい。改善する様子も見受けられない。 

・都賀に住んでいるとモノレールの都賀-千葉間に疑問を感じる。 

・モノレールの運賃が高すぎる。 

・便が悪いのは承知で、現在の場所に住み着いた。 

・最終バスの運行時間が早すぎる。 例えば都内で飲み会などがあると最終バスに間に合わ

ない。 

・モノレールは料金が高額すぎる。 

・京成の運賃が高い。 

・花見川区緑区稲毛区中央区等周辺に行くと電車もバスもない。 

・駅前広場が狭い。 自家用車での送迎が困難。 

・モノレールは不要。施設維持に費用がかかり、バスで十分。落雪も怖い。 
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・千葉駅から蘇我駅間のバスが、特に朝に１０分、２０分以上遅れる等、時間のずれが酷

い。 何とかして渋滞を改善してもらいたい。  

・モノレールの料金が高すぎる。 

・区役所に行くバスがない。 

・始発は 30年以上変わっていない 終電も同じＪＲ内外房線。 

・高浜では磯辺地区のバスが信じられないほど運行本数が少ない上に、海辺にある海浜病

院への経路などが不便すぎると思います。また稲毛以北は山王病院に回されるケースが

多いのですが、バスも本数が少なく乗車距離も異常に長く大変不便だと思います。 

・稲毛駅から八千代方面へのバスを復活して欲しい。 

・ＪＲ京葉線の脆弱性が不自由に感じることが多々あります。 

・草野車庫から検見川浜等、他の交通会社への直通の運行本数が少なすぎる。乗り換えの

場合、料金が高くなる。乗り換えの場合、直通の時と同じ料金としてほしい。 

・京成とモノレールの運賃が高い。 

・モノレールの運賃が高い。 

・ＪＲ運休遅延が多い。 

・始発電車に間に合う、早朝のバスがない。 

・鉄道、バス共に早朝、深夜帯の運行本数が少ない。 

・電車に関しては事故が多く遅延が多い。 

・公共施設と公共施設を結ぶコミュニティバスのようなもがあってもよいと思う。 

・京成線のバリアフリーが進んでいない。町中にあるのに考えられない。路線バスの本数

が少なすぎるのでかえって利用できない。 

・京成電鉄の運賃が高い。 

・ⅠＣカードの使いえない交通機関がまだあるのは 驚き。 

・利用者が増えている様に思えるが、千葉都市モノレールの運賃が高い。 

・駅まで自転車で通勤しているが、場合によってはバス代が出るので小型のバスでよいの

で循環バスなどをはしらせてほしい。 

・本数が少ない路線バスが、複数会社の運営で、運行会社が異なると、高齢者パスが使え

ない。 

・遅延・運休が多い。 

・千葉駅を起点にしたバス路線のため目的地にいきづらい。 

・千葉から先下りになると不便 。 

・モノレールの終電が早い。東京から帰ってくるときに、どうしてもモノレールの時間に

左右されてしまう。 

・モノレールの運賃が高い。 

・渋滞がひどい。(国道 16号線) 
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・千葉駅の駅舎が新しくなりましたが 不便で仕方ありません。なんであのような雪渓なの

でしょう。 

・道路整備をしてほしい。（バスの時間があてにならない） 

・高齢化社会での対策が見えない。 

・モノレール、いつになったら一周するんでしょう？せめて大学病院とか市立千葉病院と

かまでつながらないと、県庁前までのルートの存在意義無いと思うんだが。中途半端だ

から利用者増えないんじゃないですかね。 
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テーマ１３ 道路の移動のしやすさについて 

 

問１３-1  （肯定的な意見） 

「1 そう感じる」「2 どちらかと言えばそう感じる」とお答えの方の理由 

 

・昨年､車をゆずり､免許証も更新しないので今年 9月 10日で終りです｡ 

・こてはし台入口に駐輪場がなく不便です｡作って下さい!!(バス停～こてはし団地内は歩

くには遠いです｡) 

・居住区の近辺のみですが。 

・自宅周辺はとても良いが､それ以外の地域はひどいと思う。 

・自転車のマナーが悪い、歩道を飛ばしてくる高齢者､中高生｡殺人事件もありました｡タク

シーの運転が悪い｡ 

・居住付近(住宅地域)は道幅､歩道が広いが､大網街道は道幅狭く､渋滞ありで移動しにくい。 

・道路整備は積極的に取り組んでいると思う｡ 

・隣接する市と比較して千葉市の方が整備されている｡ 

・自動車にも自転車にものれません 

・車の停止線(白線)が消えかけていて分かりづらい。 

・有尾(ハーバーストリート)の所や､国道は歩きやすいが一方､同じ国道でも歩きにくい(暗

い､道がせまく､人があまり通らない所もある)場所による｡いい所はいいが歩きにくい所

もある｡ 

・幕張本郷の通称･茶屋坂の両側の電柱を便利にしてほしい｡(通行に邪魔なので) 

・渋滞は場所によって多い｡時間問わず｡ 

・自転車は歩道を走る為､あぶないです｡ 

・自転車専用レーンがほしい 

・ＪＲ検見川～稲毛駅間をスムーズに行く道が無い｡ 

・自転車の左側通行がめだって悪い! 

・自転車のスピードﾞ出しすぎが目につくことがある｡ 

・自転車がﾙｰﾙを守る策がほしい｡ 

・自転車、若い人のルールが悪い 

・自転車レーンがあるが逆走が目立つその際違反の料金を表示しておいた方が良い。 

・でも住宅街は狭い道も多い。 

・高速道路が近くにある 

・路地裏の歩道にひと工夫が必要と思う。 

・道路（車用）の整備は進んでいると思う。 

・普段は車利用。 



87 

 

・自転車ルール守れ！ 

・自転車がルールを守っていない。危ない！ 

・場所によっては歩道幅がかなり狭い。ここ数年、過去のような樹木の管理が行き届いて

いない。過去は年間に数回あったが今は一回のみ。公園周辺の生い茂った草木で中の様

子が見えなく防犯上よくないと感じる。 

・電柱を減らして欲しい 

・稲毛区役所の前の新しく出来た道が渋滞していることが多い。ミニストップの所の信号

とその先の穴川の信号を連動させれば渋滞は無くなりますよね？雨や夕方には常に渋滞

しているので違う道を通っています。 

・道路が狭く自転車レーンもなく 両者に危険。 

・二車線の道路に駐停車している箇所が多く、走行困難な道路が多い 

・道は広く、駐車場も無料のところが多いのは都心にはない良いところと感じます。 

・小学校の頃から、自転車ルールの教育を徹底すべき。小学生の間には許可制を導入など。 

大人が守れていない現状では、長い目で、地道に変えるような教育が必要。 ルールを変

えても取り締まりも少ないので効果はない。 

・あまり困ったことはない。 

・交通ルール遵守という観点では、歩行者・自動車・自転車とも意識の向上が必要だと思

います。 

 

 

 

 

  



88 

 

問１３-２  （否定的な意見） 

「3 どちらかと言えばそう感じない」「4 そう感じない」とお答えの方の理由 

 

・自転車に 2回ひかれて逃げられた。 

・坂道の自転車運転ﾙｰﾙ守って欲しい。(スピード) 

・海浜公園内の灯が暗く危ない。 

・東大グランド通りの朝夕の渋滞がひどくなった｡自転車通行の人も危なくて､気の毒｡国道

16号､357号､蘇我⇔村田町の渋滞･穴川十字路⇔京葉道路穴川インター周辺の渋滞･高速

道の渋滞もひどい。 

・自転車レーンが設置されている理由がよくわからない。おゆみ野地区はかえって危ない

ように感じます。 

・住宅地なのに知らない間に道路の最大速度が 30km/hから 40km/hとなった｡(住民説明が

ない､高齢者には恐怖を感じる)(住民より､交通量を優先していると感じる) 

・歩道に雑草が多く歩きにくい｡つつじの管理が悪く､伸びすぎている｡車が危険もっと頻繁

に剪定して下さい｡ 

・自転車は信号を守らず歩行者をひいて逃げている!!交差点にカメラを付けてもらいた

い!! 

・歩道に草が生えたりして通りにくい｡ 

・砂利道でなく岩石の道があって非常に歩きにくい。 

・緑区は幹線道路がせまい計画的な道路整備ができていない。 

・コロンブスシティ前の 357.ゴミ､路駐放尿が多すぎる｡ 

・自動車の走行が身がって､人､自転車をおしのけて走る。 

・車一時停止無視が多い。 

・狭いため自転車レーンが少ない｡ 

・駐車がじゃまなのが多い→税金摂取のチャンスですよ。 

・自転車にひかれて逃げられた｡なんとか取締りをしてほしい｡ひどすぎる｡ 

・道路の白線をはっきり書いて欲しいけずられぱなしの白線が余りに多い! 

・自動車､自転車利用ない為。 

・街灯の不足している所がある｡ 

・高校生や若い人の自転車のマナーが悪い｡スマホやイヤホン等が目立つ。 

・歩道はあっても植木があるので 2人がすれ違って通れない所がたくさんある｡歩道のせま

いところは植木を抜いて歩けるようにしてほしい。 

・自転車レーンを作る事でより飛びだしなど危険になった｡ 

・警察官による自転車の取締り強化。 

・歩道に草が生いしげって歩く所が少なく､車道にはみだして歩く事になる。 

・歩行者の歩きｽﾏﾎ､自転車のスマホ、イヤホンを取り締まってほしい｡ 
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・交通ルールが老若男女守ってない。 

・自転車のマナー悪すぎ｡自転車の青ﾚｰﾝは無理があります! 

・赤信号なのに､平気で信号を車で発進してきて､引かれそうになった事がある｡歩行者がわ

が青で､車が赤だったのにもかかわらず｡平気で信号無視が行われており､いつも気険こ

わい｡ 

・一方通行や行き止まりが多く車の運転がしづらい｡道路の幅も狭すぎる。 

・歩行者の青信号の時間が短い｡ 

・高齢者の道路の横断(信号なし)がとても怖い､多い。 

・自転車で道路を走行しなければならないとき､道路が狭いため危険を感じるときがある。 

・ながらスマホが多くてこわい。 

・市も警察も交通法規の中味を市民に報らせていない。市道の安全対策に市と警察の連携

が為されてない→私が主導して児童の交通安全標示を設けてもらった｡ 

・稲毛区役所近くの十字の陸橋､車いすの人はどうやって道を横断するのでしょう? 

・歩道が無い。 

・横断歩道の塗料が消えかかっているところがあるので塗って欲しい。 

・大網街道を使っていると運転が怖い区間があって困る。 

・国道 51号の歩道が狭くて 1人しか歩けない所もあり非常に危険です｡ 

・スマホを見ながら自転車乗っている｡ 

・(若葉区)四街道市との境に住んでいますがお互いに手をつけないのか段差が多く道幅も

非常に狭く歩くのに疲れますし自転車での走行もしにくい。 

・信号が多すぎる｡ 

・保育園前 etc路上駐車が多い。 

・自動車駅前(稲毛)雨天時渋滞になりやすい｡西警察 357交差点も時間帯雨天時渋滞になり

やすい。 

・街路樹の管理が悪く自動車がみにくい。 

・雨が降ると水たまりができる所がある。 

・公道にある縁石により自転車が車道に出たり､縁石にぶつかり怪我する人が身近に沢山い

ます。 

・自転車が歩道を走り､歩行者が安心して歩けない｡危険｡ 

・自転車レーンに駐車が多い｡ 

・3.11の道路隆起は今だに工事されていない｡ 交通量が少ないからと後回しはﾀﾞﾒね｡50K

で走行すると体がかなりゆれます｡早く直せよ!!夜間はあぶね～｡ 

・主道の出入口に家が建ち危険で困っています｡ 

・高令者の自転車走行の保護を頼みます｡歩道の走行許可を広げて欲しい! 

・自転車の逆走が多すぎてあぶない｡ 

・16号の渋滞。 
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・バスが通る道が狭いので危険な所が多い! 

・海側の道路は整備されているが､内陸は細い路道ばかり｡ 

・自転車レーンをバイクが走っている。 

・柏井高校の生徒の自転車のマナーが悪い｡何度も危険な目に遭っている。 

・道路に飛びだしている木や草をどうにかして下さい｡ 

・陸橋のエレベーターに自転車が入らない。 

・地域により差がある。 

・水たまりが多い。 

・特に千葉大病院周辺の混雑がひどい｡ 

・自転車専用レーンが危い｡ 

・道路の傾斜があり､ベビーカーだと傾いてしまい危険です｡ 

・無駄な道路(修繕)工事に予算を回してほしくない! 

・歩道橋が老朽化している。 

・時間帯によって信号停止時間を変更できるようにすれば な渋滞はさけられます。 

・無理に自転車ﾚｰﾝを造ったとこがある。(自動車レーンを削っている) 

・狭い道でも車がとばすので歩く時怖い。 

・気駅のロータリーでは車のマナーがとても悪い･信号(歩行者用)が必要な所になかなか設

置してもらえていない｡ 

・自転車ﾚｰﾝをもっと整えてもらいたい。 

・狭い道に自転車ﾚｰﾝの表示をつけたりするため､渋滞が増えるし､自転車も､車を運転する

のも危険な状態の道路がある。(道路をひろげるなどの処置をしないため)右折､待機道路

がもう少し長いといいと思う所が多い｡ 

・新検見川駅前の西友近くの京成線の歩道橋を踏切にしてほしい!! 

・一方通行が不便。学校があって観光バスが入って来るのに何故一方通行を進めたのか疑

問｡ 

・横断歩道に信号がないと車は止まらない。 

・街灯が少ない暗い所が多く危険を感じる｡ 

・50ccバイクのマナーが悪い 

・"車"と"歩行車"の分離横断歩道を通学路｡保育園近辺で一層増やしてほしい 

・常に渋滞する道がある。 

・お年寄りが道を斜め横断する。 

・都町の時間規制おかしい。 

・歩道内をスピードを出して走る自転車(特に中高生)が多い。あおり運転や速度超過が多

い。黄色信号でも止まらない自動車が多い。 

・保育場の駐車場がないため道路に朝､夕ならぶため真砂保育園(美浜区 5丁目)の道路が怖

い。    
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・自転車が走れる道幅がないのであぶない思いをすることがある｡ 

・自転車レーンはあると逆にあぶない｡走る気になれない。 

・狭い道路に､杭が多くて危い。 

・自転車の逆走。 

・自動車がルールを守っていない｡ウインカーを出さない信号無視が多い。 

・狭い道が多いし､狭いのに草木などで余計見えずあぶない｡ 

・自転車レーンがあっても路駐が多いため走れない。 

・ルールは守られていない。 

・自転車レーンに無理がある､かえって危険になりました。 

・自転車の車道を走行するのは命がけ! 

・花園町と宮野木町との間の道路にある縁石が自転車走行の邪魔になっていて危険である｡

撤去してほしい。 

・穴川など構造的な渋滞が多い･昔の道路にカーブが多く道幅も急に変わる。 

・信号なしの横断歩道で車がぜんぜん止ってくれない｡今までいろいろなところに住んだが

びっくりした｡ 

・車道の整備をしてほしい。 

・満足ではないが､しょうがない? 

・どぶ板の上を歩道として歩いています｡大型車､自転車が通る時は避けて待ちます。 

・車道に自転車ﾚｰﾝを作ってもしょうがない｡中途半端｡車からもじゃま｡道がボコボコで走

りにくい｡ 

・横断歩道でも一時停止しない車が多い｡赤信号でも平気で通行する車がいるのでとてもあ

ぶないです。 

・高齢者も多いので自転車のマナーが守られる横断歩道の工夫も望みます｡駅前の交差点な

どスクランブルにする等工夫がほしい。 

・自転車の並列走行が多い。 

・信号の位置が､適切でない必要な場所にない｡路駐が多くて信号のない道路を渡るのが怖

い｡ 

・矢印信号が少ない矢印信号の時間が短かい。 

・道路整備が遅々として､進んでいないように見受けられる｡歩行者や自転車走行について

の配慮､対策が不充分。 

・道路に無理矢理自転車レーンを作ってある場所があり､車を運転していると怖いことがあ

る｡(焼き肉きんぐおゆみ野店近くの交差点) 

・幕張ベイタウン内の路上駐車が非常に多くとても危険｡ 

・千葉市内の道路事情は悪い。 

・歩道にバス停看板｡個人駐車場､進入路､各種標示柱､個人の花鉢など様々ある｡ 

・自転車レーンはあぶないと感じる事が多い｡歩道の方が良い場合もあると思う｡ 
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・13.一部のみで少ない。 

・新しい街並みは道路幅も広いが､古い街並みは､歩道が狭く､子供を歩かせるのに神経を使

います｡車椅子も不便です｡ 

・全体的に道路事情が悪い。 

・自転車が多い｡子供を 1人～2人のせて乱暴な運転の母多し。スマホ運転の人も多し 

・穴川方面から宮長橋に行く道の自転車道路が作られているが実際怖くて通れない 

・路上駐車のとりしまりをもっとしてほしい→(海浜幕張周辺､メッセ周辺)危険です。 

・車が多すぎ。 

・自転車走行マナーが悪い前学習､指導許可制にすべき｡ 

・遊歩道がない。 

・道がくらい。 

・バイクで 125ccでも駐輪にＯＫして欲しい。 

・車道に自転車の走行車線をつくるのはあぶない。 

・稲毛駅前､穴川インター近くなど､混雑する場所の渋滞がなかなか解消されない｡ 

・自転車､自動車は利用しないので設定に答えられない。 

・道路が行き止まりが多い。 

・ママチャリがふらついて危ない｡特に学生が一時停止をしない｡ 

・舗道の状態が悪い。 

・何故自転車対自動車事故が発生するか｡自転車は自分の都合により､ある時は計車両とし

て､ある時は例外扱いの歩道を走る本当は､どちらを走るのが正しいか理解していない｡ 

・右折出来ない交差点が多い。 

・蘇我駅前交差点から宮崎方面への自転車レーンができた時は､写メで､友人に送信したり､

しました｡が有効活動してこそ｡駐車はもってのほか｡ 

・自転車のレーンが別にあるといい。 

・スクールゾーンの時間を 9時→8時 30分までにしてほしい｡家から､通勤道が､スクールゾ

ーンが多く､だいぶ遠回りになり､渋滞にまきこまれてしまう｡大網街道誉田付近､交通量

が多いのに､歩道が狭い｡小学生が危険にさらされている｡ 

・道路の混乱は常にみられる。 

・自転車は夜間無灯が多いまた､携帯や音楽を聞きながらが見うけられる｡ 

・昔からの道を人も車も利用している状態です｡信号もありません｡ 

・歩道､車道でも輪だちが出来ていて､(道の中にも水たまりが出来たり)行通が不便の所が

多い｡ 

・税金払っててもよくならない 

・穴川の渋滞がひどい｡ 

・スマホながら歩行、車、自転車スマホながら運転。 

 



93 

 

・稲毛駅前がひどすぎる。信号を歩車分離にするなど工夫して欲しい。電柱が飛び出して

いて通行の邪魔な所が多すぎる。信号待ちが多すぎる。 

・東側稲毛駅わきの道路がいつも渋滞する。 

・必要ない所に自転車レーンを作り、車の運転であぶない。 

・旧道をそのまま車道にしているため急に道幅が狭くなったり行きどまりが多い。 

・自転車の専用道路が少ない。 

・表示が見ずらい。 

・おゆみ野はすばらしいが誉田町はダメ！！ 

・歩行者と自転車が同じ道の場合が多くその場合自転車が歩行者を無視しているのが多い。 

・自転車専用レーンを逆走されるととても怖いです。逆走の人多いです。 

・青信号、赤信号の時間バランスの悪い交差点が多い。 

・自分自身、自転車レーンがないので歩道を走ることが多い。 

・幕張総合高校、渋谷幕張高校の生徒が歩道を占領して登下校し通勤の人たちが歩道から

追い出され怖い思いを何度もしている。おまわりさんに交差点に立ってほしい。 

・横断歩道に照明が少ない。 

・自転車が歩行すべき場所を自転車に乗っている人が理解できない。子供の手本になるべ

き大人が交通規則を守っていない。 

・自転車の専用道路が少ない。逆走をみかけた。何度か標識板が見えにくいのでは。 

・自転車レーンを逆走する。自転車を取り締まってほしい。 

・歩道も狭い、歩くのに注意。県道 126号、朝晩交通激しい。 

・歩道がなかったり、狭く危険だったりバスさえも狭くすれ違いが出来なかったり団地買

収がはかどらずに道路利用がスムーズでないところが多い。・信号無視が多い歩行者、自

転車。 

・自転車レーン邪魔です。 

・主要駅間の道路連係が弱い。他市も含んだ南北移動がしにくい。 

・歩道がない道も多く、ガードレールすら通学路にない。１日 51号の狭い道路に大型車が

歩道ギリギリで通るので危険で怖い。一生住みたいとは思わない。 

・駅ロータリー付近の横断歩道に信号がない。ことによる渋滞。雨の日の自家用車の駅ロ

ータリー侵入による渋滞。スポーツセンター右折待ちによる渋滞。 

・渋滞を引き起こす不適切な信号がいくつもある。 

・無灯、自転車信号無視。 

・特に稲毛の放医研付近の通路が狭い。（学生の通学路にもかかわらず）危険を感じること

が多い。 

・自分勝手な運行が多い。 

・道幅が広く中央分離帯が続いているところでの逆側への移動が不便な時がある。 
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・歩行者が信号を守らないのが目立つ。自転車は歩道を我が物顔でスピードを出して走っ

ており、とても怖い。何とかしてもらいたい。 

・オートバイの駐車場ない電車の踏切と並行に国道や本線が走っているので大変渋滞しや

すい。 

・公共工事をして道路の工事を行うなら必要な所をもう少し見極めてほしいです。無駄を

少なくしてください。 

・自転車レーンがあるため、自動車レーンが狭くなる中途半端な上狭いので使いにくい。 

・イヤホン、無灯火が多すぎる。高齢者ドライバーの運転が危なすぎて免許返納をしてほ

しい。高齢者の横断歩道ではないところで車が来ているのにゆっくり横断しはじめてひ

きそうになって危ない。 

・視覚障害者用信号が十分に整備されていない。（例：千葉駅～生涯学習センター間） 

・自転車、歩行者のイヤホン、危険。 

・自転車走行中にイヤホンをしてスマホを操作する高校、大学生が多く、かなりスピード

出ている子もいる。歩きスマホの人も多く、危険です。 

・信号の長さ。 

・自転車が歩道をスピード出して走る。自動車が曲がる直前でウィンカーをつける。年寄

りの運転が酷過ぎる。 

・美浜区、一部の中央区を除いて歩行者向けの道路環境にはなっていないです。 

・わずかな段差でも、バギーや車いすはつかえてしまう。工事には丁寧に行ってほしい。 

・歩道の狭い所がある。しかも坂道なので歩きづらい。園生町ウェルシアの反対側の坂道。 

・歩道を歩いていると自転車に邪魔にされる 警笛を鳴らされてびっくりする。 

・しやすいと思っていないし、しにくいとも思っていない。 

・道路計画の一環性が欲しい。愛知県から見ると比較にならないし、茨城県や水戸市と比

べても見劣りする。主要道路新設・拡幅する場合は、長期となっても良いので、２車線

計画を貫くべき。これが将来の千葉市の基となるので。 

・歩道にまたがって駐車している。千葉みなとの工場あたり。 

・道が悪い。 

・高校生や若者の自転車ルールがひどい。 

・バスが時間通りに来ない。 

・通学路で道路幅が狭く車とすれ違う時に危険。  

・他よりましと思うが、狭い道が多い。 

・自転車レーンがあるため、自動車レーンが狭くなる。 

・交通標識が不鮮明。 

・自転車を地球ロックできる駐輪場を作って下さい。 

・幕張ベイタウン内の路上駐車の数が多すぎる。 
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・幹線道路を外れるとすぐに狭くなる。 信号機の右折矢印の点灯時間が極端に短い交差点

がある。・自転車レーンで走ると車とぶつかりそうになる。 

・幹線道路に出る手前に信号があり、幹線道路に出る信号が青でも手前の信号が赤なので

行けない。手前が青になると、幹線道路に出る信号が赤なので行けない。結局、2,3台し

か行けず、慢性的な渋滞になる。 

・穴川インターやその付近の 16号が慢性的に渋滞している 。 美浜区 稲毛海岸近辺の道

路は広く運転しやすい。  

・車優先もっと歩行者保護を！ 30km以下を増やせ、自転車は車道だけにすべき。 

・時間差交差点全てに右折の矢印を取り付けて欲しい。 

・チェックした項目はすげて稲毛以北のモノです。京葉線沿いはかなり整備もされ、整っ

ていると思いますが、稲毛以北は道も悪く歩行者運転者共にマナー違反が多くかなり危

険だと思いますし、なによりその差が恐ろしいと思います。 

・自転車のマナーが悪い。特に学生。学校側で指導・対策できないのか。並列走行あたり

まえ、信号無視あたりまえ、あまりにもそうゆう日が多い。続いて、高齢者。こちらは、

まわりが見えていないのか自分勝手な走行が目につく。福祉・介護を充実させることと

平行に、安全教室の場も増やせばよいのではないか。 

・自転車も走行可能な歩道が怖い。 特に学生が横列走行していて怖すぎる。 向こうに進

む人と自転車、こちらに向かって来る人と自転車４列に分けて欲しい。 怖いから車道を

歩いたりする場合もある。 

・特に高齢ドライバー。 

・大網街道の歩道が極端に狭く、自転車レーンが無いので自転車で走行時に車と接触しそ

うで恐怖を感じる。 

・タクシーの乗客待ちのマナーが悪い。運転席に乗車している運転手と他の運転手が車道

にて立ち話をしていたり。危険。 

・広いので雑草の管理が大変そうに見えます。 

・高齢者増加により事故発生のリスクが高まっている。 

・自動車が生活道路でスピードを出している。対策を申し入れたが、反応なし。 

・歩道が斜めになっていて車いすや自転車の走行に危険。 

・子供が利用する歩道にガードレールが少ない。 

・工事が多い。 

・海浜幕張駅周辺の工事ばかりが多いことが気になる。国道 14号より内陸の住宅地では道

路の整備状況にかなり不満を感じる。京成検見川の駅周辺、検見川商店街、交通量が多

く歩道スペースがなく、自転車、歩行者はとても危険です。 14号旧道も歩道が狭い上、

段差が多く、車道が狭いためが歩道に乗り上げて駐車したりで、ベビーカーや車椅子は

通れないし、自転車の走行も危険。いつも迂回するほど。歩道の整備を。 

・マナーが悪い。  
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・自動車：モノレール桜木駅付近の渋滞が凄い。雨の日など混み具合は凄い。また信号の

時間設定がおかしい。 自転車：車道を走らなければならないが、幅が狭く車と接触しそ

うだし、バスが通っていると走る幅すら無くなる。 

・歩きスマホ、自転車スマホの人が多くて、とても危険。 

・東関東自動車道（湾岸千葉）から京葉道路への接続の料金が高くて使用できない。穴川

ＩＣ周辺の渋滞解消のためにも料金体系の見直しをお願いしたい。 

・足の障害でとっさに避けることができません。運転中のスマホ、歩きスマホなどはとて

も怖いです。もし何かあったらと思うと 加害者になってしまう人もかわいそうそうで

す。 

・最近は自転車のマナーがより悪くなってきた感がある。（スマホしながらの走行など）事

故多発や大事故の報道がされるので学校での自転車通学の指導徹底、大人でも見られる

ので管理、取り締まりも必要かと思う。・災害を想定すると、緑区から中央区へ抜ける大

網街道や生実池付近などが、渋滞しがちで、不便です。 災害時に、ブロック塀が倒れる

おそれのある狭い道路は、普段から歩行しないよう、小学生の通学路でも、注意喚起し

てほしい。 

・大通りから 1本入ると白線や止まれサインが消えた所が多い 通学路にスクールゾーンの

サインやがない イヤホンをつけて自転車に乗る人がよくいて危ない。 

・市は自転車の車道通行を促進しているが、必要な所(駅前など歩道が込み合う場所など)

に自転車専用レーンが無かったり、途中でレーンが終わってしまったりして、使いづら

い。 また、自転車で車道を走っていると車に煽られたり幅寄せされたりクラクションを

ならされたりするので、危険で走り辛い。 また路肩部分の路面が悪く自転車走行には危

険な所が多い。 

・バイク駐輪場が少ない。 原動機付自転車が歩道を走っている。 路上駐車が多い。 国道

16号と交差する道路の渋滞がひどい。 
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テーマ１４ まちの魅力について 

 

問１４-1  （肯定的な意見） 

「1 そう感じる」「2 どちらかと言えばそう感じる」とお答えの方の理由 

 

・花見川団地は京成八千代台駅より､バス等便利です｡   

・稲毛海岸 大きなスーパーがあるから。   

・動物園､植物園など写真が好きで撮る事あり。   

・稲毛混んでいない。   

・稲毛駅周辺 住みやすい。   

・稲毛海岸海､プール､マリンピア。   

・千葉駅以外 駐車場が無料で完備されているところが多い。  

・海浜幕張駅周辺エリア、 マリンスタジアム。  

・蘇我駅周辺エリア 魅力的な店を増やしてほしい。   

・稲毛海岸､駅周辺 交通の便が良く､ショッピングしたい店がある。   

・千葉駅 綺麗になり､ショッピングしやすい。  

・打瀬 綺麗。  

・鎌取・土気 1回で全部間に合う。   

・千葉以外は行った事がない。   

・千葉港周辺エリア、交通の便も良し､景観(海側)がよい｡   

・魅力的と思わない。   

・稲毛 スケート場がある。   

・穴川 大人～小供利用。  

・ベイタウン 景観もよく住みやすい。   

・蘇我駅周辺にはあまり行かない。   

・ＪＦＥ宮崎クラブ。   

・歴史深い場所が多くそれなりに魅力的。   

・病院通いしかしていない?   

・蘇我 そんなに行く事もない｡   

・フクダ電子アリーナ。   

・海浜幕張 メッセが素敵｡   

・おゆみ野 ショッピングﾞ･スーパーが多い｡   

・おゆみ野 16.17。   

・幕張ﾒｯｾ地区 イベントを多く開催､マリンスタジアム。   

・駅と言うより車の方が幕張､便利 。  
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・幕張の浜、人工物のない海岸。   

・もっと駅周辺の集客を希望。   

・住めば都と考えない   

・千葉駅周辺はデパートが増えてほしい｡   

・幕張（海浜）エリア、情報がない。   

・西千葉駅周辺エリア、魅力的な飲食店が多い。   

・千葉市美浜区エリア、もっと子供が遊べる施設がほしい。   

・散歩以外余り外出しないのでよくわからない。   

・千葉みなと周辺、景色が良く、人が少なめでゆっくりできる。   

・千葉劇場が駅の近くにあったらと思います。   

・鎌取イオン近辺、駅近くで歩かなくても中で全部済む。（本屋、フードコート、レストラ

ン、ボーリング場、スーパー、ファッション）   

・加曽利貝塚、縄文女子の増加。   

・場所によって違う。   

・蘇我駅、広場と自転車置き場をつくる。   

・市の外れなので中央は出て行く事があり、わからない。   

・おゆみ野遊歩道。   

・若葉区小倉町あたり、緑区平山あたり、いちご農園、市内で思い立ったら、すぐ行ける

近さ、緑区土気町昭和の森公園、森林浴に最適。若葉区野呂町泉自然公園、フォレスト

アドベンチャーはもっと広く知られるべき。   

・稲毛海岸、イオン便利。   

・全体、イベントが充実している。   

・ケダーナスインド人の笑顔がよい。   

・土気、街並みがきれい。   

・蘇我、フクダ電子アリーナ。   

・蘇我、蘇我エリアは、余り充実していない。   

・旧パルコ周辺は、お酒が美味しい店が多い。   

・稲毛駅、交通の便が良く、ショッピング施設が整っている。   

・千葉市動物公園駅周辺エリア、魅力的な動物園がある。   

・千葉駅、駐車場が高い。  

・千葉、幕張、いつもお店が混んでいる。地元ではこんなに人がいるのを見たことがない

ので、千葉はいたるところに人が集まっているのがすごいと思った。   

・西千葉、魅力的な個人商店・飲食店が多い。   

・おゆみ野、美しい遊歩道がある。   

・幕張新都心や幕張アウトレット、欲しいものがほぼ揃うため。 
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・古い街道筋はそれなりにあるのでしょうが...「旧街道沿いの風情のある街並み」という

のが思いつきません。千葉市内にあるのでしょうか？   

・花見川区美浜区、市内を循環できるバスがほしい。   

・みどり台、おいしい飲食店が多い。   

・緑区、自然豊かで、人の交流もある。   

・エリアが解らない？意味が解らない。   

・千葉駅、海浜幕張など個々は魅力があるのに核ができず分散している。 
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問１４-２  （否定的な意見） 

「3 どちらかと言えばそう感じない」「4 そう感じない」とお答えの方の理由 

 

・千葉駅周辺超大型の音楽､演劇の施設が欲しい。(東京都を超える目玉的な果物) 

・千葉駅周辺 東口の構造が悪く､不便。 

・稲毛駅ロータリー、タクシー (客待ち)だらけ送迎スペースが数台分だけしかなく､とて

も困る。 

・学校､病院､各種の公共施設等が 住宅地に近く､有機的に繋がっていることが望ましい 

・幕張駅 駅前に何もない。 

・緑区全体 千葉駅など中心部の開発はさかんだが､緑区ｴﾘｱの商業施設はすたれ気味､地元

をもっと魅力的にしてほしい。 

・千葉､蘇我 異臭､外観の汚さなどイメージが悪い。 

・四街道市に隣接している為いずれも身近に感じない。 

・点々とした､ショッピング街で散策出来ない。 

・中央公園いつまでたってもスケボーしてる人がいて危ない｡やれる場所を確認したが良い

と思う｡ 

・千葉駅前東京と同じ様な感じでつまらない｡おもしろくない｡特徴なさすぎ 

・昭和の森周辺なんの施設なし｡。 

・千葉駅周辺 駅を離れると寂しい､パルコや三越跡もセンスの良い活用をしてほしい｡ 

・千葉駅周辺 買い物が出きるが遊べるスポットが無い｡映画や外での食事。 

・蘇我 書店がない!!遠い!! 

・市民館までが不便だし 無料コンサートやバレエ鑑賞などもっと市民に身近に芸術を楽

しんでもらえるような工夫が足りないと感じられる｡(横浜市在住時は充実していた) 

・千葉駅周辺シネコンがほしいです｡千葉蘇我エリア･･･駅周辺にスポーツクラブﾞがない。 

・千葉駅が広すぎて不便です 高令者は困り船橋東武デパートまで行きます。 

・稲毛ＳＴ 行きたくなる飲食店がない。 

・駅前三越とパルコが無くなった。 

・地域に経済活性化について､千葉市商工会議所と市が一私企業に丸投げし､それを隠蔽し

た｡ 

・千葉神社～千葉駅 千葉駅周辺､千葉神社周辺のエリアをもっと魅力的に開発しません

か?絶対に出来ると思います｡ 

・千葉駅 治安が悪そう。 

・遠くへ行けないと思っています! 

・全体的にいけてない｡ 

・海浜幕張 他市からわざわざ来る魅力がないなら東京へ行く。 

・千葉全般 生活密着文化(的)施設が欲しいと思う｡ 



101 

 

・外出する気力がない。 

・こてはし台、 何もない。 

・3 ｹ所すべて、ハードはできているが､中に入っているテナントに新鮮身はなく､すぐに飽

きてしまった｡とにかく魅力が低い｡施設管理者はもっと情報を入れて努力して欲しい。 

・鎌取､おゆみ野 店が減っている。 

・誉田駅付近の開発を進めて欲しい 宅地が多くなり住民が増加している。 

・稲毛･若葉地区 住宅街の割りには､上記が少ない｡ 

・千葉駅周辺 混雑し､ごみごみした雰囲気。 

・蘇我､幕張ばかりに力を入れるな｡ 蘇我､幕張ばかりに力を入れるな｡ 

・三越～パルコ 繁華街がさびれている｡海浜と有機的に連絡し､魅力的な街にして下さい｡ 

・稲毛 ショッピングも飲食店も少ない。 

・京葉線エリアばかりに力を入れ 若葉区などが見捨てられている! 

・検見川浜駅 全てない｡ 

・千葉駅 タクシー乗り場不便、個人の車の一時駐車が少ない。 

・千葉駅は行きたい店があっても入場券を買わなければ､入れない｡ 

・津田沼 上記の周辺に行かない。 

・蘇我エリア魅力ない! 

・蘇我･千葉 休みの日にわざわざ出掛けて行こうとは思わない。 

・全体的に汚い。 

・店と店の間が遠いイオン幕張新都心⇔アウトレット。 

・蘇我駅周辺に行った事がない 交通手段がない。 

・稲毛駅(ＪＲ)周辺 パチンコ店､飲食店､サラ金等極端に環境の悪い店が多い｡ 

・市内全体 散策道､休憩所が少ない。 

・検見川の浜､稲毛の浜 子ども､若者が楽しめるようにしてもらいたい｡アスレチックがあ

る公園がほしい。 

・稲毛海岸駅 かわいい服屋とか､スタバとかの店が近くにほしい。 

・稲毛 パチンコ多い､不審者多い､遊休地への高等教育機関を誘致して教学のまちへ転換

へ｡ 

・千葉駅周辺エリア 室内の遊び場が少ない。 

・鎌取周辺 特筆すべき施設はない。 

・幕張､蘇我 海側ばかリ開発。 

・千葉駅エリア 東京からの交通が不便すぎる｡特急の本数など。 

・何でも規則で縛って､良しとしている。 

・緑区鎌取駅付近のショッピングモール､飲食店など。 

・稲毛駅周辺 魅力的な飲食店､ショッピングしたい店がない｡ 

・デパートが無い｡ 
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・千葉駅 駐車場が少ない。 

・千葉みなと 駅周辺の店が少なく､盛えない｡ 

・千葉駅周辺 中央公園(セントラルパーク)がこれでは恥かしい。 

・全般 駐車場が少ない。 

・いい感じなのは幕張だけ｡ 

・古い商店街や小さな店が沢山ある所があるとよい大型ショッピングモールはどこも同じ

でおもしろくない｡ 

・旧パルコ周辺 ゴーストタウンの様になって来ている。。 

・幕張西公民館が回りに比べおそまつ。 

・蘇我ﾞ(他はわからない) 駅前広場が未整備道路が未完成が多い｡駅の東面が近鉄で分断

されている｡ 

・千葉駅東口 弁天と場う発着所への歩行者通路不便。 

・駐車場がこんでいるそこまで道が混みすぎ! 

・?千葉神社､旧栄町界隈の一部を東京巣鴨風情にしたらどうか｡ 

・どこも行くのに不便で行ったことがない。 

・千葉駅周辺 地理がわかりにくい。 

・あまり市内に出掛けられないので。 

・海浜幕張、交通渋滞がひどすぎる。 

・三越のあと地がさびれている。 

・千葉駅周辺エリア、子どもの室内遊び場がない。 

・千葉駅周辺、魅力的なショッピングの店がない。 

・稲毛、利用客が多い割に他へのアクセスが悪い。 

・幕張、蘇我行ったことがない。 

・千葉駅周辺、中央２，３丁目との連係連絡が悪い。 

・緑区、賑わいのある街づくりとは程遠い。 

・千葉市の場合、駅周辺だけが繁栄している感じで他は淋しく感じる。 

・美浜区海浜エリア、魅力ある施設が少ない。第２の湘南的雰囲気がほしい。 

・千葉駅周辺の開発は失敗。また中央公園までの隔たりは重要課題。駅からの路面電車を

計画すべき。 

・フクダ電子フィーバースエリア、サッカーをしているから。 

・歩いて行ける範囲に賑わいのある町が欲しい。 

・千葉駅周辺エリア高齢者には使い勝手が悪い。若い人は大切だが大切にしなければいけ

ないが高齢者もいることを忘れないでください。 

・全て。どのエリアも似た店が多く良くも悪くもどこでも同じ買い物ができる。 

・場所によって違う。 

・千葉全般、千葉出身の方が千葉には何もありませんと言うので。 
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・ホテルが高い。 

・日本一魅力のない県庁所在地と言われる程千葉市は活気がない。 

・千葉駅周辺。地下街がほしい。 

・千城台、選択肢すべてなくて魅力がない。 

・千葉みなとショッピングエリアがない 

・上記項目が魅力的？何が魅力的か再検討が必要と思います。 

・中央区若い人向けの店が多い。 

・蘇我、駅周辺、駅周辺には何もない。 

・千葉、大型の店が少ない。 

・美浜区エリア、真砂＆磯部 住宅だけ、飲食店もない何もない。なぜないのか考えると、

自由な土地がなく規制が多いので敬遠していると思う。 

・千葉市全体、緑や海が少なく、無機質で殺風景というか殺伐としている。神戸、横浜の

ような港町があると印象が一気に変わるので、千葉みなとを神戸横浜のような港町に変

えてほしい。 

・検見川浜駅周辺、文教地区でありながら文教施設不十分。 

・千葉駅、華やかさが足りない。政令指定都市らしくない。 

・千城台、若い世代向けのお店が少ない。 

・稲毛区、映画館が無い。 

・あすみが丘、魅力的な飲食店が少ない。 

・葉駅周辺、街のシンボルがない。 

・全体的に、魅力とは店とか施設ではないと思う。 

・全体、ゴミが落ちていたり、タバコを堂々と吸っている人もいる。取締が機能していな

いのでは？ 

・千葉銀座周辺、セントラルプラザの跡にマンションを許した事で、集客の流れが無くな

ってしまった。飲食でも、文化でも、テーマのある街づくりをしないと、賑わいも無く、

治安も悪い街になってしまう。 

・蘇我駅周辺、駅周辺に緑が少ない。 

・都賀駅近辺、千葉から一駅で交通も充実してるのに駅前など廃れている。 

・若葉区、区役所、文化施設等への横断的交通網がない。 

・成田空港が遠い千葉市民が羽田空港を使う方が速い、電車も時間かかる、車も不便、千

葉駅から成田空港へ行くのになぜ海浜幕張経由か？馬鹿げている、千葉駅から 30～40分

で行けるように整備すべき。 

・千葉駅周辺エリア、三越・パルコの撤退でより閑散としている中、集客のための施設が

少ない。幕張方面ばかり力を入れすぎているように思える。市庁所在地は千葉市中央区

です。この街を活性化しないで千葉市の未来はない！ 

 



104 

 

・海浜幕張駅周辺、プレナ、メッセアミューズモールともに古く魅力がない。千葉駅のよ

うな駅ビルや海辺施設の充実、交通機関を整備し、魅力的な街になってほしい。 

・千葉市内、駐車場、駐輪場が無い。 

・津田沼、通勤経路上で大抵の買い物はできる。 

・蘇我駅付近、お店の数が少ない。（飲食店もショッピングしたいお店も） 

・幕張以外のエリア、景観が良くない。 

・幕張エリア、たまに行きますが商業施設が一極集中で駐車場も混んでいるので行くのを

躊躇う。 

・幕張本郷、何もない。 

・千葉みなと周辺、モノレールとＪＲの乗換駅なのに何もありません。 
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テーマ１５ 地域や社会に役立つ活動について 

 

問１５-３   

「① 個人での活動」 の活動)とお答えの方の理由 

 

・公園清掃 

・夏まつりの手伝い 

・老人クラブの活動 

・夏祭り他町会行事 

・資源物回収 

・全項目に納税貢献している。 

・地域のイベント 

・外国人の方に日本語を教えている。 

・ＰＴＡ 

・防災 

・お祭り 11月に文化祭のお手伝い参加。 

・マンションでの祭り開催 

・55祭り 

・市公園の下水道の管理(市への連絡)ゴミ詰まりについて｡ 

・買物代行 

・自治会の班長。 

・被災地の復興支援 

・地域の祭り行事等 

・交通安全 

・最近は足が悪いので 

・老令にて今は活動中止です｡ 

・町内会役員 

・町内自治会 

・いのちの電話 

・掃除 

・打瀬地区の新聞ベイタウンニュースの配布。 

・清掃 

・管理組合 

・環境美化 

・組長として 
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・ゴミ拾い 

・(神社)(寺)自治会。 

・ペットボトル･ゴミ出し。 

・高齢者なのでお世話になる方です。 

・お祭り 

・自治会 

・災害時の車ｲｽ利用者の避難方法>マンション内で住人にレクチャーしています。 

ＡＥＤのつかい方。 

・パソコンボランティア 

・清掃 

・私は地域小学校のセーフティウォッチャーをしておりました｡私は､後期高令者で時々立

ちくらみをするようになり､ＰＴＡに後任捜しを依頼しましたが､見つからず今は一人も

おりません｡500名以上の学童が通る歩道の横断は非常に危険な所です｡私は区役所から

防犯帽子を貸与していただき､朝夕ウォーキングを兼ね地域を防犯パトロールをしてお

りますが､私よりも若く元気そうな､毎日が日曜日と思われる人々に会います｡見ると片

手に本かスマートフォン等を持っており危険度の高い人もいます｡私に比らべ彼等の方

がはるかに地域に役立つ活動が出来るはずです。私はＰＴＡに言いました。あなたの家

に、また りに近所に元気な高齢者がいるはずです。声をかけ頼のんでみなさいと。し

かし、今まだ後継者は見つかりません。元気で毎日が日曜日の高齢者は、自分の時間の

一部を社会貢献でお返しすべきです。内弁慶のこの人達を社会奉仕に引張り出す、施策

を考えては如何ですか。強引に行うことです。私の信条は、プライバシーよりも命が大

切です。 

・高齢で活動できない。 

・地域の連帯に重要と考える｡ 

・地域猫等ペット保護｡ 

・自治会役員 
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「② 団体（町内自治会・NPO など）」 の活動とお答えの方の理由 

 

・町内会の 1年間の役員のため会議や行事の手伝い等。 

・地域でのゴミ拾い 

・被災地の募金 

 

 

 

「③ 所属先(勤め先、学校などを通じての活動)とお答えの方の理由 

 

・昔はいろいろ参加したが現在はテーマ１６へ足手まといになっては、、、と思って参加せ

ず。 

・ハス祭り、子ども神輿、山車、おにぎり、麦茶の支給。 

・町内自治会の班長 

・通常勤務 

・町内会の運営 

・自殺予防対策 

・ファミサポ 

・9条改憲に反対する活動。 

・役員活動 

・学術研究 

・ＬＧＢＴの権利擁護 

・町会の親睦会 

・人々の健康に関すること。 

・町内会 

・政治や社会の問題に関する活動。 
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問１５-４   

「1 興味がない」「2 時間がない」「３ きっかけがない」「４ どのように参加した

らよいかわからない」「５ その他」とお答えの方の理由 

 

・環境美化をしていたがアレルギーとぜん息が悪化して今はしていない｡ 

・いつ､どんな活動があるかわからない 

・他市での仕事のため千葉市での貢献ができにくい｡ 

・日常の生活の中で目配り､気配りを実行｡ 

・妊娠中だった 

・腰痛(ヘルニア)の為 

・体調の不良のため 

・病気のため 

・年を取り自分の事で精一杯 

・要介護のため 

・年齢的･肉体的に無理 

・乳幼児がいるため､時間も余裕もなかったから 

・高齢のため 

・参加したいものがない 

・高令になり､不可能となった｡若い時は小中学校のＰＴＡ会長したり､町内会を作り､まと

め役をした｡ 

・要介護-2の為 

・情報がないわがままな人がいるならかかわりたくない 

・正月に足のけがをして自由に動けなかったため｡ 

・母を介護中(別居) 

・友達が参加しているのですが自分は出来ればしたいが介護と自分が障害の為 

・体調に不安がある 

・通訳ボランティアをしたいが､必要とされていないらしい 

・情報がない知らなかった 

・不在のため海外駐在だった為 

・呼びかけがないので必要がないのか､と思ってしまう 

・髙令のため意欲がない 

・自分に自信がない｡ 

・自分や家族が最優先他人などどうでもよい 

・活動があったかすら知らない 

・情報が伝わってない 

・腰通の為 
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・体力､気力共に活力なし 

・どのような活動があるのかわからない 

・周りの人と視点が異なっているのかも 

・地元にいない(千葉市) 

・仕事をしているので時間がない 

・歩行が困難 

・住んで 4 ｹ月 

・チャンスが少ない｡ 

・出産･育児中で参加する余裕がなかった 

・高齢･障害者 

・何があるか知らない 

・若頃は役員やっていましたから内容はわかりますけど今は年、全分読ませていただきま

した。 

・金がない 

・興味はあるが実際に参加しようと思う程ではない｡ 

・行動力がない 

・障害をもつ家族がいるので余裕がない 

・活動内容等を知らなかった 

・一人親(2歳時)のため仕事と育児に急しいため 

・人と係わる事が､大変苦手だから 

・個人的にお稽古事をしているので 

・町内会には昔からの仲間意識が有り入りにくいので行かない｡参加しない｡個人的ｻｰｸﾙに

は行っていません｡ 

・母親の介護に専念している｡ 

・人間関係が､難しい心の問題 

・登下校の見守りなどやりたいのですが足･腰が悪く立っていられません､出来る人がうら

やましく思っています｡ 

・活動に参加しなくても普段の生活で役に立てそうな時に行えばいいと思うので｡ 

・指導者が信用できない 

・障害があり介護されている状態なので生活で忙しい｡ 

・生活余裕がない 

・そもそも自治会の存在が見えない 

・年 2月に引越してまだ､わかりません 

・参加する時間がない 

・面倒くさい｡やりたい人がやれば良い自己満足 

・一人では参加しづらい友人を誘いづらい 
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・知らなかった 

・介護中で時間がない｡近所の時は出ています 

・他の事が忙しいから 

・裏山の土手の手入れ年 4～5回 

・視覚障害の為 

・千葉大学病院で入院手術したので(重症筋無力症で)長くかかるので 

・イベントのお知らせがない 

・知らない｡知っても面倒くさい｡人とやるのが怖い｡自信がない｡ 

・海外に居住していた 

・どういうものがあるのか､どういうところで募集しているのか､何で調べればよいのか､ 

・家人がたくさん貢献しているので。 

・しばらくの間､大網白里市に移り住んだ｡ 

・若い方を応援したい 

・関心はあるのですが股関節が痛いので思う様に動けないので困っています 

・加齢で人に迷惑をかける。 

・どのような活動があるのか知らない。 

・自分の趣味に時間をさきたいから。 

・ボランティアに参加したいと思うが体調が充実していない事があり積極的な行動に躊躇

します。 

・千葉市つまらない。 

・楽しめるかわからない 

・何がいつやっているのか知らない 

・自分の休みと時間が合わない。 

・職場は県外であまり地域に関わるイベントに参加することがなくなってしまった。市内

にいる友人との交流も薄れてしまい、より参加しなくなった気がします。 

・家族の事で精一杯 

・必要とされていない 

・参加したいと思う活動がなかった。 

・聖書教育活動をしている 

・子供と参加できるようなものがあるといいなと思う。子供は 2歳未満。 

・勤め先の理解が得られない。もう少し政治的に社会貢献活動を各企業に理解を進めるべ

きではないか。 

・働いているため曜日が合わない 

・情報が簡単に手に入ると嬉しい。 

・情報が入ってこない 

・日程が合わない事が多い 
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・働いているため時間がない 

・共働きの家なのでタイミング合わないと参加できない 

・申し訳ありません。職場近辺（港区）ではクリーン活動に参加しましたが、千葉ではで

きていません。 

・介護に時間を取られて、余裕がなかったので 

・遠い、交通費が負担 

・子供が小さいため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 

 

問１５-５  

「１ 環境美化や保全にかかわる活動」「２ 子育てや子どもの健全な育成を支

援する活動」「３ 小中学校を支援する活動」「４ 障害のある人を支援する活

動」「５ 高齢者を支援する活動」「６ 外国人を支援する活動」「７ スポーツ

にかかわる活動」「８ 文化・芸術にかかわる活動」「９ 公民館での学びを支

援する活動」「１０ 防犯活動」「１１ 消防団の活動」「１２ 防災活動」「１

３ その他」「１４ 特にない」 

 

・ちょっとした声かけ等してます｡ 

・近所で困っている人がいければ少しでも役に立つのであれば…きっかけがない｡ 

・家庭菜園 

・自分に何が出きるか分からない 

・動物保護活動 

・時間の余裕がない 

・長期の病気でしばらく活動はできません 

・今迄人間関係が大変だったのであまり参加したくない 

・現在自分自身も病気のため 

・自転車修理 

・高令なので足腰が悪く活動し難い 

・ＡＥＤなどの使い方の講習｡ 

・保健所にて殺処分される動物をなくす運動 

・あまり関心がない。必要とされればやる。 

・反日勢力を排除する活動 

・地域内の交流友達作り 

・献血など医療関係で役に立ちたい 
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テーマ１６ ふだん行っていることなどについて 

 

問１６   

 

 

・ほぼ毎朝(6時半～7 時)千葉公園で行われている(元消防士の方がボランティアで教えて

下さっている)ストレッチ体操に参加している   

・千葉に住んで税金を払ってあげている   

・ボケ防止のため本を読むことを心掛けている｡   

・資格の為に通信大学を利用中です｡   

・近所の方にあいさつ｡   

・高齢者独居の人を定期的に見守り訪問している   

・地産地消   

・英語の文法､英会話を中･高生にわかりやすく指導している   

・近所のスーパーに毎日行き歩くこと｡定価を比べて頭を使い二軒まわります｡   

・石けん運動､3Ｒ､生物多様性の保全の教育   

・就労支援Ｂ型のカフェをできるだけ客として利用するようにしている｡   

・小学生登校時の見守り､セーフティウォッチャー   

・千葉市長､市議会がきちんと仕事しているか監視しています｡   

・過去の?→現在→来るべきもの   

・音楽を通じ友との交流をつづけている｡   

・道路の清掃などに気を配っています!   

・健康のため殆ど毎日ウォーキングをしている｡   

・時々､駅から自宅までの道路のゴミを拾います｡   

・神社の掃除､子供会の廃品回収に協力   

・近隣と仲良くする事を心かけています｡   

・マイホーム購入の為､節約して貯金しています   

・外人がよく訪ねてくるが高令だがあまり進みません｡   

・隣近所と仲良く助けあっ生活しています   

・ＪＲ鎌取駅について､南口のバスは(私はバスに乗りませんが乗られる方がいつも残念そ

うです｡本当に､ダッシュで行かないと乗れなそうです)､ＪＲにあわせて､バスが待って

いるのに､北口のバスは､階段を降りていると､出発してしまうのはと思います｡時間帯い

ろいろですが､だいたいＪＲとの接続が?!と感じ（私はバスに乗りませんが乗られる方が

いつも残念そうです。本当に、ダッシュで行かないと乗れなそうです。） 
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・千葉中央駅近辺､パルコなどなくなりせっかく千葉駅から近いので､何か､人が集まる､街

づくりを思います｡巨大なふるさと市場とか､いろいろな食の集合体などあればと思いま

す｡内房の木更津は､いろんな所から人が集まり、飲食店も、充実しており混んでいるの

で、それより、便利な千葉なので是非そんな所があればと。   

・単身赴任で普段母子だけで過しているので､ご近所の友人へ"もしもの時"に子どもが一人

で助けを求めに行けるようにしている｡   

・献血   

・花植えをしています｡歩道の脇   

・太陽光発電を 16年前から始めた｡   

・店まで歩けない｡駅まで遠いバスでもあれば   

・近所にスーパーは無し｡車で買物   

・家の周りの清掃(歩道等)   

・車を利用せず､歩いて移動している｡近所によく声をかける   

・防犯帽をかぶり､パトロール活動   

・自宅道路がポイ捨てゴミ等約 300m掃除している   

・独居･高齢者の見守り｡   

・子育てで手いっぱいです。   

・野菜、果物の皮、お茶がら等ベランダで乾燥させて捨てる。   

・管理組合の仕事に従事   

・間違った日本の歴史教育を正す活動   
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問１８ 千葉市への定住意向に関する意見 

 

① 成長への期待 

<<肯定的な意見>> 

 

・都内で生まれ育ち､結婚と同時に千葉市に居住して 50年近くになります｡子育て､教育､仕

事等々をこの地で経験｡千葉市は第 2の故郷として愛着があります｡近年の市の行政は財

政をコントロールしながら市民サービスを充実させる努力が伺われて､好感がもてます｡ 

・熊谷市長の市運営が素晴らしいため｡指定廃棄物問題(蘇我地区)の件､市民として不安が

あったが(引越も検討)市長の国に対するきぜんとした対応に､このまま､この市に住み続

けようと思えました｡全国にほこれる素晴らしい市長だと思います｡ 

・子育て支援館を週 3 回以上利用しています｡初めての子育てで戸惑う中､気軽にしかも無

料で利用でき､他の市に比べて広さもある施設が自宅の近くにありとても満足していま

す｡ 

・市長が子育て世代ということで共感できる政策も多く､今後も大いに期待しています｡ 

・厳しい財政事情のなかで､優先順位をつけ着実に都市機能の充実に取組んでいる行政への

信頼感がある｡更に情報発信が適切で行き届いている｡地域の自治活動も活発で市との連

動も的確と感じられる。 

・住環境や千葉市の行政全般に、おおむね満足している。 
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<<否定的な意見>> 

 

・無秩序と思えるほど高層な集合住宅の建設や戸建住宅地に高層制限ぎりぎりの集合住宅

が建設されるなど､千葉市は都市計画､住宅政策に住環境を保全する意欲や考え方が見ら

れないから｡ 

・住みやすい市ではあると思いますが､他市や都内に比べるとまだまだ改善できる点は多い

と思います｡ 

・固定資産税が高い 

・子供の医療費が 18才まで無料でない 

・教育がお金かかる 

・美浜区に住んでおります｡千葉みなとは､散歩するにも､友人達を案内してﾀﾜｰにのぼった

り､遊らんせんに案内したり楽しんでいます｡外国船も､工業用のものであっても､社会勉

強にはなるので､外から見学しています｡ただ美術館前にマンションが出来たのには誠に

残念でした｡ 

・市の対応が遅いときがある。 

・税金が高い 

・住民税が高い割には､都心部に比して多くの面で劣後している｡赤字財政の見直しが必要

では? 

・市民税が高すぎる 

・福祉の充実のある所に変わりたい｡税金が高く､役所も不心接と思う｡ひまそうにしている

のに､対応出来ないとの答えで終わる事が多い｡ 

・今住んでいる街は住みやすくてよいのですが､千葉市の財政難が心配｡ 

・健康に関すること(がん検診など)の考え方が古い｡市原市などと比べると税金も高い｡(乳

がん検診など市原市の方が進んでると思う) 

・他市と比べて税は高いのに､小中学校へのｴｱｺﾝ設置や道路整備がされておらず､不満を言

ってる人はとても多いです｡エアコンの設置も他県､他市に比べ遅過ぎます｡命の危険を

皆が感じています｡ 

・長年住んでいるし仕事もあるから環境を変えたくない｡ただ税金が高いわりに市民に反映

されていることは少ないから､持ち家購入の際には転居も含め検討しようという意見の

家庭が周囲に多いので､我が家も検討したいと思う｡ 

・交通の便が良いので行動的な人には良いと思うが交通費が高くて出歩きにくい。もう少

し東京都の様に老人に交通費なんとかして下さい宜しくお願い致します｡ 

・税金が高すぎる､生活保護者が､自分達よりいい生活している｡ 女老令年金より生活保護

者の支給が高いのか､納得できない。 

・行政トップに信頼がおける､決断が早くいさぎよい｡ 

・税金が高く､使途が不明確である｡ 
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・税金面が高い｡住んでいてメリットを感じない｡ 

・家を購入してしまったので､他に転居したくてもできない。 

・千葉市は子供を育てるには医療費や学校でかかる費用が高いと思います。他県では医療

費が無料の地域もあるのに、１回小学校３年生までは 300円、４年生以上 500円。高い

です。下にも書きましたが予防接種も高いです。子育て世代 20代～50代の親が病院に行

った時の医療費にも助成金などがあるととても助かります。 

・自宅が駅から遠い。税金の使われ方が良くわからない。買い物、病院、バス停が近くに

ほしい。 

・税金や景観、特徴、魅力がない。山があり、海があっても潮の香りがしない。 

・税金一括納付時、割引を実施してほしい。市職員の削減。公民館の改修(トイレ、床、備

品、イス、テーブルなど） 

・住民税が高い 

・行政の対応が後手後手の様なかんじがする。  

・待機児童問題を解決しているのと、ツイッターで市長の顔やお考えを見ることができる

から親近感がある。 

・住み続けたいが税金が高額である。 

・利便性が良い事を理由に千葉市中央区に住み始めましたが、住み始めてから大型店舗が

閉店し買い物も車で移動する必要があり、千葉市に住んでいなくても良いと考えはじめ

ています。 固定資産税や市県民税も高水準であるため、生活するには苦しい場所になっ

ていることも事実です。 

・夫の仕事上の都合で千葉市に引っ越してきました。子供ができたこと、家を購入したこ

とでここに住んでいくという気持ちからより魅力的な市になればなぁと思うようになり

ました。 私は専業主婦で保活とかはありませんが周りの方たちの話を聞くと大変だと思

うと同時に働いていなくても働いていても同じ話ができるような環境にならないかなと

おもいます。 親が働く働かないで預け先が違うのではなくて、同じ地域ならば一緒の幼

稚園保育園から小学校に上がれるような就学場所、みんな入れるようなシステムがあれ

ばなぁと思います。 なんとなくそんなことをやりのけてくださる市長なのではないかと

期待して、これからも住んで行きたいと思っています。 

・住民税が高いと感じる、サービスとの兼ね合いもあると思う。大型ゴミなど捨てるのに

苦労する。 

・今後行政サービスが充実して、魅力的な商業施設なども増えて交通の便がより良くなれ

ば、住み続けたいと思っている。 

・子育てのしやすい街を目指すのであれば、「人、物、金、情報」などが揃って、東京に出

稼ぎに行かなくても良い環境を構築するための施策を重点的に実施して頂きたい。（企業

誘致、中小零細既存企業への優遇等） 
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・まちは気にっているが、インフラの老朽化が進みそうで怖い。大規模更新するだけの財

政的ゆとりが、千葉市にはなさそう。 

・持ち家や子供の学校が有るから転居出来ない。 手当や税金などや福祉サービスなどが充

実して居る地域が、近郊に有れば転居も有りうる。 

・首都圏の、なかでは住みやすいと、思う もっと積極的に千葉市をアピールしてほしい 

・小・中学校にエアコンが完備してほしい。 また、財政状況の改善に向け、モノレールの

採算性を検討してほしい。 

・千葉市は、エリアが広く、多彩な顔を持っているところが魅力的だと思います。 子育て

をしてみて、自然が豊かで、文化や芸術活動も盛んで、子どもが安心して通学できる遊

歩道があり、小児科や耳鼻科も歩ける距離にあります。もう少し、教育政策にお金と時

間をかけて、子ども達が、毎日、充実した学校生活を送れるよう、サポートしていただ

けたら嬉しいです。 どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 

 

  



119 

 

② 自然環境 

<<肯定的な意見>> 

 

・郊外での穏やか生活と近隣の方々との生活 

・東京への交通便の良さ 

・毎日ウォーキング出来る環境 

・空気の良さと四季の気候(夫婦共雪国の生れ) 

・これからもっと発展していくと思ったから自然を大切にしてくれるから人を大切にし

てくれるから 

・近所に森林が有り､空気が良く､近所との人達も皆､気の合う方達なので安心です｡ 

・気候全国 No1･風土全国 No1･災害少ない、緑多い、スポーツも充実してる(ゴルフ)、

物価安い方です、要望文化健康 No1(全国)の県に 50 年ぐらいかけて歴史的な街づく

りしてもらいたい｡(成田空港､ディズニーランド､幕張メッセ､東京湾アクアラインを

生かしつつ)(フランス､イタリーミラノ等参考にして下さい) 

・全体として､便利(東京に近い､空港(羽田、成田)も 2つ使える､大型商業施設がある)

だから｡自然もそこそこあり､気候も温暖で暮らしやすい｡ 

・もう 40年以上住まわせて頂いて居りますので充分です｡ 

・緑が多く､買い物､交通も便利 

・都会に近い田舎なので自然が身近に多い 

・緑があり落ちつく 

・都心に近く通勤にも便利な一方で､自然環境も豊かであり､都会と地方の良い面を併せ

持っている都市であると思うため 

・遊歩道が美しく年を取って散歩するには有難い｡駅までも自転車で 15分なのも気に入

っている｡東京にも近い｡ 

・葉は自然が豊かで､鴨川などに里山の活動や無農薬農業など､未来を見すえたコミュニ

ティのための活動が若い人たちによって始まっているのがすばらしい｡ 

・生まれた時から､千葉市に住んでいる｡災害が少ない｡東京に近い。(通勤圏である)自

然が多い。(緑化にとりくんでいる) 

・打瀬に住んでいるが､とても住環境が良いと感じる｡商業施設も充実していて､かつ公

園や緑も多い｡また､海やプールも近く､近所に遊ぶ所がたくさんある｡ 

・東京へのアクセスが良く都市生活が充実しているのと同時に緑も多く自然も豊かな場

所もある｡ 

・空気が清浄であること｡近くに里山､緑が多いこと｡ 

・夏は暑いですが､災害も少なく緑もとても多いし､交通の便も良いです｡ 

・緑豊かで､自然が多く､気候も過ごしやすいし､物価も安定していると思うので､生活が

しやすい地域だと思います｡ 
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・生活環境が良いこと｡部屋からの眺望も良く､緑があり､心が安らぎます｡ 

・自宅があること｡緑が多く､子育ての環境も良いので｡ 

・交通の便が良い・緑が多い｡散歩がたのしくできる｡ 

・打瀬地区は治安が良く､歩道が広く塾などの教育環境も整っており子育てに適してい

る｡景観が良いところも非常に気に入っている｡ 

・緑が多く静かで住みやすい 

・そこそこ緑があって住みやすいから 

・引っ越ししたばかりですが(東京より)回りが､緑があり､ゆったりしています｡ 

・電車も便利だし､東京へも近く緑もあるし､とても住むには快適なので､ずっと住み続

けたい｡ 

・私の住んでいる町は､川や海にも近くそして緑が多い｡又､千葉市は災害が少ないと思

っています｡穏やかな雰囲気のする町並みが大好きです｡ 

・緑が多く空気もきれいだし､近くに商業施設もあり友人も多いため 

・山有り､海有り､都心にも近く､何かと便利な街 

・程々な自然があり近所に小･中･高･大学があり､子育てに適している｡ 

・近隣周辺の緑の環境整備良好である｡ 

・千葉市で生まれ育ち幼い頃から山や海などの自然に触れて育ってきました｡そして私

も子ども達に沢山､山や海の自然に触れさせています! 

・自然豊かな環境が気に入っている。 

・環境（緑、水辺・買い物、医療など）が良い。人も優しいから。 

・寒暖の差が少なく、近くに散策できる環境があり満足している。 

・1時間以内の範囲で… 都内に行ける 空港がある ディズニーランドもある ゴルフ場

がある アウトレットがある キレイな海がある その他自然もいっぱい ジェフ千葉

がある。 

・買い物、飲食など商業施設が充実 海が近く、緑が多く 自然を感じられる 静か 

・都心まで出なくとも千葉駅、海浜幕張駅周辺は買い物やレジャー施設が整っているし

大きな公園や海岸など自然も多い。 

・普段住んでいる地域は住宅地で静かだし、生活しやすいと感じる。 

・青葉公園があること。千葉駅周辺にも近くて便利。 病院も多くて助かります。 ポー

トタワー、海浜公園など海辺の景観が良い。 文化センター、芸術ホール、市民会館、

緑化植物園など も良く利用して楽しめる。 

・現在住んでいる幕張地区は、公共交通機関と自転車でほぼ問題なく生活ができます。

これだけ便利でありながら、緑地、水環境が充実しており、またそこに住む生き物の

多様性も感じられます。バランスの良い地域になっていると実感しています。 
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<<否定的な意見>> 

 

・千葉市で生まれ 40年以上千葉市に住み続けて、この街を活性化させたい気持ちで、千葉

市の企業にも職を見つけています。 次の世代にも、「千葉市で生まれてよかった」と思

えるような千葉市にさせるべく微力ながら力添えができればと思いが、その理由となり

ます。 しかしながら市内全域で６区あり、それぞれの市街地、緑地、水辺、これだけ環

境に恵まれているが活用の仕方が悪いと思います。 千葉みなとのケーズハーバーも中途

半端な感じで・・。（これから発展途中であれば申し訳ないですが） いずれにしろ、人

口を増やすことが大事ではないでしょうか。人が住めば需要が生まれ、三越・パルコの

撤退もなかったのでは・・と考えてしまいます。そこには、少子高齢化の影響が絶対に

あると思いますが、今の時代、戦後付近の人口分布から考えると少子高齢化の波は決し

て避けられない事態ではあるが、もう少し生産年齢層の獲得に力を入れるべきではない

でしょうか。都心にも近く、決して条件は悪くないと思います。そのために、魅力ある

街づくりはどういうことなのか、今一度、考えることが大事になってくると思います。

今の進め方で、人口が集まらなければ、何か思い切った別の方法を考えたほうがいいと

思います。 そのために税金を投入することには、私個人的には大賛成です。 最後に、

批判的なことを多く書いておりますが、逆に考えていただきたいです。千葉市を応援し

ているからこそ、もっと千葉市にはよくなってもらわないと困ります。 
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③ 交通 

<<肯定的な意見>> 

 

・交通の便がいい 治安も悪くない ほどよく都会でほどよく田舎 

・都内や田舎への交通の便がいいと思う。 

・程よい落ち着いた街並みと人混みが丁度いいと思う。災害も少ないと思う。 

・千葉市は広いので大変かと思いますが、信号機の設置など要望に対する対応も早く、

10年住んでいて改善されている感じが伝わってきます。 

・都内にもでかけやすく治安もよく道路も整備されており混雑もなく生活できるから。 

・東京へ行くのに始発電車がある 。 

・東京などにも向かいやすいから。知り合いが住んでるから。 

・両親の住まいも千葉市内であるため 。子供が大きくなっても、進学・通勤とも都内

へのアクセスカが比較的良好であるため。 

・首都圏内であること。 

・商業施設が充実していること。 

・交通機関が充実していること。 

・都心に出掛けるのはとても利便性が良いが、今後の出産や育児の事を考えると地元に

戻った方が負担が少ないと考えるから。 

・長く住んでいて交通、買い物等に不便を 感じないから。 

・交通の便と住環境が良い。 

・生活に困ることがないから。 都内へ通勤しやすい。 

・交通、買い物、学校など近くにあり、暮らしやすいので。  

・生まれ育った街なので。 

・現在の居住地は、住み心地がよく交通の便も良いから。 

・子育てする環境、住みやすさ、交通の便の良さ等、色んな面で今の環境に満足してい

るから。 

・現在住んでいる幕張地区は、公共交通機関と自転車でほぼ問題なく生活ができます。

これだけ便利でありながら、緑地、水環境が充実しており、またそこに住む生き物の

多様性も感じられます。バランスの良い地域になっていると実感しています。 

・東京にでたりするのにも便利だから。  

・千葉駅も綺麗になり、人も多すぎず少なすぎず、それに東京方面の始発電車も多い 

（さすがに座れないと東京までは遠いので…）のが魅力的です。 座れている限りは

平日の生活は苦なく通えますし、休日はディスカウントスーパーも存在しとても満足

しています。 ただ、稲毛区の犯罪が最近少し多いことが気になります。 

・公共交通機関が充実してるから。  

・図書館も含めて学習環境が整っているから。  
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・人物の多様性に理解があるから。 

・病院が充実しているから。  

・子育てしやすい地域だと思う。 

・現在、住んでいる千葉寺、青葉町地域は、近くに青葉の森公園や小さな公園もあり、

医療機関、学校、買い物することが便利であり、交通機関もバス、電車（ＪＲや京成） 

も利用できるため。 

・環境 交通の便もよく住みやすいので。 

・買い物や交通に便利。住環境も良い。 

・交通のアクセスもよいし、子供のおかげで新しく友人ができたため。 

・治安が良い 。 

・千葉駅周辺の開発が目覚しく、楽しみが増えた 。 

・商業施設が割りと充実してる。 

・小・中学校にエアコンが完備してほしい。  

・財政状況の改善に向け、モノレールの採算性を検討してほしい。 

・海や山や川があり自然が豊かで、大型ショッピングセンターもあり、交通の便も良く、

住みやすい街だから。 

・日常生活は送りやすく、休日に都内に出るのにも不便はなく、程よい環境だと感じる

ため。 

・身近に様々な便利なお店や施設があり、交通の便も悪くない為。 

・交通の便が良く、医療施設や娯楽施設等々が一通りは揃っているため。長年、千葉市

には住み慣れているが近年高速道路の充実により 内房、外房への観光（釣りなど）

が、し易くなり千葉県の良さを再発見することがある。しかし千葉市内の特に千葉港

は一般人の入港できる範囲も狭まり、また施設も形だけのものになっているように思

われる。再度施設の保全を考慮願えたら幸いです。千葉は美しい。将来 30年間に起

こりうる巨大地震については、日本の中では最悪の地であり 3.11に経験した京葉工

業地帯の爆発に関しては徹底した安全対策できているのか検証は繰り返し見直すべ

きだと思います（一例です）。  

・普段の生活をするのに便利だから ちょっと行けば動物園や大きな公園、自然や畑な

どあるから 都心に近いから。（通勤、通学に便利）  

・温かい人が多い、交通の便が良い、施設が充実している 

。 
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<<否定的な意見>> 

 

・親も市内にいるので､行き来しやすい｡職場も市内なので､便利であるが､親のいる千葉市

中央区旭町は､買い物に困る｡(車がないと高齢者には辛い)スーパーもあるが､なかなか

大変である｡(ホームセンターやイオンなど大型は駅に行かなければならない) 

・土気に住んでいますが､街が奇麗で治安もよく住みやすいです｡ただ､駅から離れているの

で車がないと生活できないので将来の不安はあります｡ 

・通学､通勤が遅い。 

・近所の方々と仲良く生活している私道でこまっています｡市道にしていただきたい交通が

遠い。 

・自宅が交通量の多い道路に面しており､騒音､振動等がある為。 

・車が無くてもショッピング､ウォーキングが」楽しめる環境が良い。 

・千葉市街や都心に出るのに遠い。 

・持ち家なのでこのまま住み続けることになるが､市として魅力には欠けていると思う｡ 

・文化的なものに触れようと思うと､どうしても都内に出向く必要があり､(美術展､コンサ

ート等)その度に往復に時間がかかり不便｡又､電車が津田沼どまりが多く､千葉行きの本

数が特に夜少なくなるのが不満｡ 

・住みずらい･都心へ遠い･終電が早い。 

・千葉駅前通りや中央公・・・の停滞をみると東京都心への転居を検討したくなる｡ 

・東京迄は 1時程で行け文化芸術に節する事も出来たら。 

・便が悪い､交通､鉄道。 

・東京に行くのには多少時間がかかるので､不便に思うことがあるが､千葉県内で買い物や

遊ぶには充分な施設があり､歴史もあり楽しい町だと思ったから｡ 

・都内への通勤にやや遠い｡ 

・運転ができないと移動手段がなくて行けない場所が多い｡京成線が 20分に 1本しかない

ので常に使えない｡バスで千葉駅に出る時も時間通り来ないので時間が読めない｡東京に

比べると全てが不便｡ 

・政令指定都市であるにも関わらず､他市･他県よりも子供への支援(学校設備･医療費補助

等)が手薄なので､就職や結婚後には絶対に子育て支援が充実しているところに引越そう

と思っているからです｡また､自宅から学校まで徒歩 30分程かかるのも考えものです｡(防

犯上等の理由により) 

・のんびりとおだやかな点はとても良いと感じてます｡ただ交通の便の悪さと､なにか特長

がない点が不満です｡ 

・家族一同､千葉を気に入っており､友人も多くいるが､交通の便(特にバス)が悪い様に感じ

る｡ 

・東京ディズニーリゾートが好きなので､アクセスしやすい所へ転居したいと考えている｡ 
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・都内に転居したい｡交通の便が良い｡ 

・年齢を重ね､駅や病院までの距離があること(車を運転出来なくなった場合)近くに食物の

買物をする店がない(車を運転出来なくなった場合)緑区に引越しした事を､後悔してい

ます｡ 

・交通環境が良くなっている? 

・京葉線が雨風に弱く､通勤に支障が出る為｡あと運賃が高い｡ 

・自宅がモノレールの駅に近いのでまあまあ満足しているが料金が高いのがちょっと困っ

ている｡ 

・車が多すぎて､道路が混んでいる｡安心して､歩けない｡治安が良くない｡ 

・交通の便が悪い(1時間に 1本のバスのみ)､千葉駅から最終バスも早すぎる｡ 団地内のお

店がすべて撤退し､買い物が不便である｡ 歩いて行ける範囲内に飲食店がない｡病院が

ない｡ 

・総武線だがもう少し東京に近くに行きたかった｡駅前に小さなスーパーがあるだけでもう

少しにぎやかでないと都内に通っている子供の友だちも家に寄べない。(都内の子なので

ここは｢いなか｣と思われるから) 

・車で旅行する時にどうしても東京を通らないといけない時混雑していて､不便と感じます。 

・商業施設などは便利だけれど､交通渋滞が多くて不便･子育てするにあたり､待機児童にな

り就労できない、介護をしているが介護保険内でも金額が高く利用が困難。 

・若い時はよいが老人になり､自動車等利用できなくなると生活上の不便が心配だから｡ 

・車のマナーが悪いから。 

・地方出身なのでＵターンの希望もある。東京のベットタウンとして人口増した側面もあ

るが､東京都心への鉄道アクセスがよいとはいえない 

・都内の大学まで 2時間以上かかるので大変だが､ベイタウンの街並みが好きだし､アルバ

イトも市内でやっているので生活基盤が千葉市にあるから｡卒業後も千葉市に住むかは

わからないから｡ 

・都内への交通が不便｡その割にﾁﾊﾞ駅周囲の物件の値段が高過ぎる。市川市に 7年間通っ

ていたが､市川市の方が大人も子どもも住みやすいように感じた｡交通、子育て、自然、

勉学…多面において｡しかし､住居価格や実家の近くということで千葉市を選んだ｡市の

中心から外れており､市民サービスが享受できていないと感じている｡電車やバスで中心

街へ出かければ､施設も充実していて満足感はあるが､駅が遠く､バスの本数も少ないた

め､年をとった時は不安｡社会資本が充実していない広い道路をつくり､安全できれいな

千葉市にしてほしい。交通便がよくなってほしい。 

・特にいいところがない｡車のマナーが悪く子供ができたら心配なため。 

・年齢を考えると環境を変えるのは無理だし､ＪＲの交通費が都心に比べて高すぎる｡都心

に出掛けるには京成電鉄は不便。 
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・千葉駅周辺の活性化､新設保育園の開園など､年々良くなってきていると思う｡モノレール

の延伸など利便性の向上のために､必要なところに重点的に公費小中のエアコン設置を

負担していく政策は良いと思う｡ 

・不便､車がないと生活出来ない!駅迄遠い､16号がいつも渋滞!どうしようもない! 

・他県から引っ越してきたのですが信号の手前に車を止めたままコンビニで買物して車線

が 1車線になって渋滞する光景をよく見ます｡ドライバーのマナーが悪いのが目につく｡

稲毛駅周辺の自家用車のマナーが悪い｡どうしてタクシーがあんなに止まっているのか

あれだけのタクシーがなければスッキリするのにと思う。 

・住宅街に隣接した､商店が少なく(生活に不可欠店､小売店､クリーニング店等)買い物が大

変不便｡駅近に住んでいますが､大型スーパーのあるｴﾘｱまで行かなくてはならず､交通の

便も悪い｡細い道でも､定期的に入ってくれる生活の為のコミュニティバスの運行など､

生活者の利便性を考えて欲しい｡ 

・常に風が強く困っています｡･都内へのアクセスが､今ひとつ､だが､街並みはうるさすぎず､

散歩する場所は､そこそこ､ある為。 

・船橋市､習志野市は渋滞がひどく広々とした感じがない｡八千代市､･･･電車が不便｡市の経

済力が乏しい｡千葉市がこのあたりでは一番よいような･･･｡消去法にて｡ 

・道が狭い所があったり､坂が多く､もう少し平らで道が整備されると､いいなと思います｡

あと､仕事上､千葉に住んでいるので､将来はまだ不明です｡ 

・車・交通の便が悪すぎる｡どこに行くにも車が必要で､混んでる｡移動に時間もお金もかか

るので､友人が気軽に遊びにきてくれないし私も苦痛を感じる｡ 

・電車の駅に遠い｡医療施設､商業施設が貧弱｡(これは千葉市だからではなく現在の住所の

問題だと思います｡質問がアバウトすぎ｡ 

・交通の便が良いので行動的な人には良いと思うが交通費が高くて出歩きにくい、もう少

し東京都の様に老人に交通費なんとかして下さい、宜しくお願い致します｡ 

・交通の便が悪い、東京都に比べると買い物､交通に不便を感じることがたくさんあるから

です｡ 

・子どもがまだ小学生なので｡しばらく居るつもり｡車に乗らないと行けないことろが多い｡

年をとったら暮らしていけない｡ 

・職場と生活のバランスがいい場所なのでもっと整備されて古いまちが再生してくれると

なお良いです｡ 

・現住所は駅から遠く､何かと移動が面倒だが､1人暮らしなどで､駅の近くなどに住むなら

市内でも良いと思ってる｡ 

・交通の便がいい所に住みたいＪＲ津田沼どまり多過ぎ 

・外房線は本数が少ないので大変不便ですし､遅れることも多いです｡千葉中央バスも運転

が荒い人が多いので乗っていてもあぶないしお年寄りや､小さな子供にも優しくないの

で､できればもっと便利なところに行きたいと思っています 
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・スーパーなどの生活利便施設が遠く､駅までのアクセスも近くない｡転居したくても､2LDK

程度の賃貸が少ない｡ 

・幕張西の地域に住んでおりますが､学園の廻りの緑地帯や水路ぞいの緑の地帯が雑草でボ

サボサが多い!!子供達や学生達が通学する道路等は年に 3～4回程は草かりをして欲し

い!!子供達の成長する場所はきれいに整へて生活させたいと思いますが? 

・趣味の登山をやるには千葉県は遠すぎるため。・仕事の通勤に時間がかかる。千葉市に仕

事がない。 

・都内へ行く為の電車が混雑していて都内またはその近くにすみたい。 

・買い物で不自由はありませんが、商店街が無いので残念。（住んでいる所では）自宅から

駅まで遠く不便。バスも利用することがありません。ショッピングセンターの無料バス

はあっても平日のみで休日は動いていないので困ります。 

・交通不便、車を持たない高齢者には不便が多い。図書館、美術館などが少なく駅から徒

歩でゆくには遠い所にある。千葉駅はにぎやかになり良くなった。駅ビル内に役所、美

術館、文化施設があればよい。 

・転勤族で２～３年おきにいろいろ都市に住みましたが、その中で千葉市はもっとも住み

やすく感じています。今後年齢を重ねていくにあたり医療体制の充実と交通の便がよく

なること。文化的な水準が上がることを期待しています。 

・自分が生まれ育った千葉市で子育て出来る事うれしく思っている。緑区は治安も良く、

住みやすいが自宅から駅が遠いのが少し難である。 

・今さら知らない土地で生活したくない。しかし、駅から徒歩で(今は 25分）10以内だと

いいな。 

・先代から住んでいる場所なので死ぬまで住み続けます。もう少し色々と整備されるとよ

り住みやすくなると思います。 

・生まれも育ちも千葉市内なので愛着がある。便利さと公害の落ち着きのバランスが良い。

千葉駅と郊外を結ぶバスや電車の本数を増やすや他の移動手段が更に充実してくれれば

もっと住みやすくなると思う。」 

・道が狭い所が多い、渋滞がひどい。裏道をスピードあげて通る車が多く危ない。歩道が

なく子供が危ない。 

・自宅が駅から遠い。税金の使われ方が良くわからない。買い物病院、バス停が近くにほ

しい。 

・居住環境が良く、車を手放した現在も余り不自由を感じない生活ですので。ただＪＲ外

房線を利用する際、時間帯によっては本数が少なく不便を感じます。 

・交通の便があまりよくなく、車がないと不便。老後も心配。 

・花見川に住んでいると千葉市の中心である中央区は遠くて行かれない。京成バスの新検

見川～八千代台間の本数を増やしてもらえれば千葉中央に行きやすくなるため買い物な

ど出来ると思います。現在は船橋ららぽーとを利用する事が多いです。 
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・高齢者無理、電車、バス、パスがない。 

・若葉区桜木の歩道、道路の狭さが嫌です。狭い道路に無理に自転車走行の車線があり、

使えないです。区画整理できれば最高だと思います。迷路みたいな道が多く行き止まり

だったり、、、疲れます。 

・暮らしやすいとは感じているが、勤務先が東京であり、通勤に非常に時間がかかってい

る。通勤が体力的にしんどいし、時間がもったいなく感じている。 

・自然災害が少なく治安も良いのですが、医療機関、福祉、文化交通などが不充分で老後

の生活が懸念されます。 

・車が無くても生活できるから生活しやすい。もっとバスの本数を増やしてほしい。 

・都心に比べ渋滞がすくなく、ほどよく自然があるので落ち着いて生活ができるから。け

れども、通学時間帯によく電車の遅延があるので少々困惑するときもある。 

・自然環境はいいが交通が不便。 

・気候良く自然環境は良いと思う。自転車マナーがない。（左側通行と専用歩道内レーンで

の徐行を教えないのか）不満な点。 

・身近に緑があり、小さな公園もあり満足していますが歩道が狭く段差が多く危険。 

・交通の便は悪いが住み慣れた街なのでまいいのかなと思います。 

・持家であり引っ越す予定はありません。悪路が多く事故が多い事実を踏まえ、交通事故

の未然防止に向けた整備が急務ではないでしょうか。 

・都内の移動に時間がかかる（交通機関を利用するので）交通ルールを守らない人が多い。 

・店が少ない。 

・仕事の都合で始発の電車に乗らなければいけないことがあるが、駅まで遠いので不便。 

・土、日、祝日のバスをもう少し遅くまで運行して欲しい。それ以外は基本的に満足して

います。 

・モノレールの駅近くに住んでいるので、もう少し運賃が安くなると稲毛よりも千葉駅近

くのお店、いろいろな所に出かけることが多くなると思います。 

・現在、居住している若葉区が大変生活が不便であるため、同じ税金を払っても公共施設

が使用できない。過去転勤で居住した福井、名古屋、札幌、千葉（稲毛区）は交通、子

育て、公共施設等が大変整っていました。 

・花見川区柏井に住んでいますが、市のはずれというためか市の施設が遠く、行きづらく

ほとんど利用できません。生活の安心は、八千代市に依存しています。（買い物、医者な

ど）車がなければ生活困難です。 

・現状に満足していません。問題課題は多くあります。社会基盤となる公共インフラが少

し弱い。将来に不安を感じます。少ない予算内で適切な配分が行われていると思います

が、市の収入が少ないと思います。浦安市のような大きな企業誘致が実現できると良い

ですが、（既に取り組まれていることについて外野が口をはさむことは失礼であると自覚

しています。申し訳ありません） 
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・ほどよく田舎の部分があり（車での移動がしやすい。郊外型モールやホームセンター、

アウトレットが充実）、スポーツや自然へのアクセスもよい。一方で、都内にもアクセス

はぎりぎり可能。 

・休日に出かけたいと思う場所がない。交通の便が不便（本数が少ない）、大型のショッピ

ング施設が少ない。 

・市民病院へのアクセスが悪いから。 

・交通は不便だが、自然があり、人も良い。 

・千葉市中央区の南の方面は、交通便も、道路も、充実していない。  

・渋滞が多過ぎて不便。 

・高齢者が生活するには、十分ではなくても生活しやすい場所であるのと、40年以上暮ら

しているのでコミュニケーションが出来ている。ただ、病気になったときには、近隣の

診療所は駐車場がなく行きづらい。大病をしたときは、市立病院の診療科が少なくなり、

本当に体調が悪い時近くの市民病院は利用できない。バス電車バスを乗り継いで遠くの

市民病院に行くのは、本当に大変なので、病気になったときは考える。 

・駅まで遠いので色々な意味で不便を感じている。 

・交通の便が良くないところです。また、子育てに関する不安も大きく、より今の段階で

情報が手に入る地域に行きたいと考えています。 しかし、食に関することや、治安の良

さ、綺麗な場所という点から、離れるのはとても心苦しいです。ぜひ改善して頂ければ

幸いです。 

・交通インフラが悪い。 

・駅の混雑状況が酷いことに加えて、あらゆる施設が充実していないと感じることが多い

ため。 

・隣接する習志野市で全てにおいて整備が不十分他の区と比べると最低だと思う。  

・通勤に時間がかかりすぎる。 

・高齢者への配慮、交通機関無料パス 老人への医療サービスが不足。 京都市を参考にさ

れたら。 

・交通の利便性、リラックスできる住環境、子供の育てやすさなどの課題を感じる。 

・昨今の大網街道の渋滞が激しく通院、飲食、買い物等で市内の他地区へ移動するのが大

変面倒になった。その為に千葉市外の茂原市へ出掛ける機会が多くなった。土気在住だ

が孤立した地区になりつつあるのでは？道路整備を早急に行っていただきたいです。 

・全体的に生活必需品の物価が高い。京葉線がとまるとどうしようもない駅があり不便。 

・海浜幕張の週末の混雑がえぐい。京葉線-総武線のバスは充実してるが、京葉線沿いのバ

スや、14号を走る路線バスがない。 

・交通に少し不便ですが、今の環境に満足しております。 

・住宅地が増えて自然が減ってきており、今後を考えると別の自然が多い場所に転居した

いと思う。  駅までの距離も遠く、最寄りのバス停ではバスの遅れも酷い為。 
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・東京に出るには少し遠いから。 

・稲毛駅ロータリー周辺をもっと使いやすくしてほしい。 車での送迎でもう少し利便性を

考えてほしい。 住みにくいと感じている。 

・電車の本数が少ない為、不便である。 近所に魅力的な飲食店が少ない。 しかし、周り

に緑が多く環境は悪くはない。 

・風が強く、砂埃が舞うので洗濯物を外に干すことができない。 

・総武線利用客のマナーが非常に悪いので、他沿線にしたい。 

・朝の満員電車が大変 。雨の日にバスがこない。 

・美味しい飲食店が無い。 車道の右折車線が少ないので、混雑している。 

・地元が大好きだから。中央区より外には引っ越したくない。 程よい自然があり、子ども

をのびのびと育てられるし、近所も優しい方が多いので今の住まいは気に入っている。

ただ駅やバス停から少し離れているので車が無いと生活出来ない。 近くに大きな公園や

プールが無くなってしまったことも残念。 

・地理的には便利で住み続けたいと思っているが、生活面で不便に感じることが多い。 

・今後行政サービスが充実して、魅力的な商業施設なども増えて交通の便がより良くなれ

ば、住み続けたいと思っている。 

・千葉県は沢山の電車は有りますが、それぞれの繋がり(乗り換え)が悪いです。東京方面、

千葉市方面など横の路線は充実してますが、縦の繋がりが悪いため、例えば津田沼から

海浜幕張などに行く場合沢山電車を乗り継がなければたどり着かない若しくは、バスに

乗り換える事にもなるとても不便だと思います。車を持たない人達又は、運転出来ない

高齢者などは出掛けるのも躊躇われます。 前に無料バスなど地元を便利よく走っていた

のですがお試し期間が終わった後は何も言わずに修了してしまい本当に気落ちしたもの

です。後、個人的な質問で恐縮ですが京成本線実籾駅と八千代台駅の中間に新しい駅が

出来ると言われていた場所が有ります。あの新しい駅の話が頓挫したのでしょうか。今

後またあの場所に新しい駅を造る事は無いのでしょうか。 

・地域の緑などが多くて、魅力はあるが交通の便が悪くて免許を返納した後の老後の生活

が不安なため。 

・大小問わず病院が無い 駅前に商業施設がなく、外出帰りに買い物ができない 歩道が狭

く、その中に電柱があるので歩きにくい 路上駐車が多い。 

・長年の暮らしで慣れていることが、一番の理由です。 道路行政に力を入れて下さい。 

・公共交通手段が不便ではあるが、その他の生活環境については、 満足している。 

・交通の便やショッピング施設、アミューズメント施設の充実さに欠けるからです。 

・移動時間を鑑みた時、東京近郊は近いと思うが、それ以外は乗り換え等で時間を要する

から。 ただ、自宅から稲毛のヨットハーバーまでのサイクリングコースは気に入ってい

て、よくランニングをしている。 なので、どちらとも言えない。 

・電車やバスの本数が少な過ぎる。 
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・交通は不便だが、その他の環境は、防災面や緑の多さ、静けさ等満足している。 

・最寄駅である千葉都市モノレールの運賃に不満がある。 千葉都市モノレール沿線（作草

部-千城台間）に魅力的な施設が無く活気がない。 

・通勤に時間がかかる。早朝のバス便がない。 

・職場までの距離。 京葉線が、風でよく運休になる。あさ、かなりの頻度で遅延損害金す

る。海浜幕張より先の昼間の運行本数が極端に少ない。 

・車がないと生活しづらいが、現在の場所では高齢になったときに不安。 

・千葉市の端に住居があるため、市内の公共施設やイベント会場まで行くのが大変。（千葉

駅に行くより東京へ出た方が近い） 

・地価が高く家の面積が狭い。 道路が混雑している。緑区からつながる道路の拡充を望み

ます。 

・ここに住んですでに 40年を超えてなじんでいる。 緑も多く公園も充実していて散歩に

も適している。 ただ問題は交通機関が悪い。特に千葉市役所にうう行くのには大変時間

がかかるし区役所に行くにも不便。 これから年齢を重ねるともっとつらくなる。 何と

か交通機関を充実して欲しい。   

・通勤が都内のため通勤電車がストレスになる。 

・穴川辺りの渋滞がどうにかなったら良いなと思います。 
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医療・福祉 

<<肯定的な意見>> 

 

・交通の便が良く、医療施設や娯楽施設等々が一通りは揃っているため。 

・千葉市は、エリアが広く、多彩な顔を持っているところが魅力的だと思います。 子

育てをしてみて、自然が豊かで、文化や芸術活動も盛んで、子どもが安心して通学で

きる遊歩道があり、小児科や耳鼻科も歩ける距離にあります。もう少し、教育政策に

お金と時間をかけて、子ども達が、毎日、充実した学校生活を送れるよう、サポート

していただけたら嬉しいです。 どうぞ、よろしくお願いいたします。 

・気候も良く過しやすい。 外出時、利便性が良い。病院等、生活に必要なものが近く

にある。 

・千葉市は生活しやすい場所であり､都心にも交通が良い｡緑も豊かでこれからも住み続

けたいと思っている｡ 

・高齢になっても便利で過ごし易い｡老人ホーム等もいくつもあり安心できる。 

・高齢者の生活しやすさ。 

・環境にも緑の木々が多く､空気もきれい｡防災､防犯にも力を入れ､子育てにも安心して

暮らせる｡又､年輩の介護･支援にも厚く､暮らしやすい千葉市だから｡ 

・高齢になって施設入居が必要になった場合市内では難しそうです。(施設数･費用にお

いて) 

・不便なことも多いが､住みやすいと思います｡年をとっても様々なｻｰﾋﾞｽを受けながら

暮らしてゆけたらと思います｡ 

・海は身近なので良いのだが、横浜のように散歩したくなる場所が少ない。高齢者にと

っては暮らしやすい仕組みも多い。独居でも介護サービスや食事の宅配（民間）おふ

とん、乾燥サービスなどがあり利用すれば暮らしやすい。 

・高齢者にとっては田舎より街中で生活するほうが便利だしいろいろなサービスが受け

やすい。 

・交通が比較的便利で東京へも近く､文化的施設があり､緑も豊かです｡年を取るときさ

びしくなるので､都市に住みたいが､落ち着いた緑豊かな土地に住みたいと言う気持

ちがある｡文化芸術が身近に感じられる所が良いです｡千葉県産のお野菜が美味しく

なって味が向上して来たと思います｡しょいカーゴでお野菜や花を買いましたが､値

段的にも良いと思います｡市内産のお野菜を昆布にで買って食べます｡さといもなど､

根菜類が特に美味しくなりました｡緑区にいちご狩りにも行きますが､ぶどうは高価

で少しがっかり､観光農園の充実を待っています。（きぼーるのプラネタリウム楽しい

です。ピーナッツが美味しかった。これからお仕事探しもお部屋探しも千葉市です。

障害があるので大変ですが、千葉市ならなんとかなると思っています） 
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・｢住めば都｣です｡結婚してすぐに千葉市に引越してきました｡以来 30年以上､障害のあ

る子供を持ちましたがまわりに良い人に恵まれ今日まで暮らしています｡今から他所

へ引越す事は考えられません 

・身内に障害をもっている者がいて千葉市は障害支援に於いて他の市町村より取組がよ

いため。 

・千葉市は障害児のデイサービスが良いので、障害児の息子が大きくなるまではここに

住みたいと思う。 
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<<否定的な意見>> 

 

・ごみ袋が高い｡大きな市なのに､医療機関が充実していない｡以前､夜中に母が階段から落

ち､足にけがをし､頭も打っていたので､救急車を呼んだが､市内の病院は､みな断られ､習

志野病院まで行く事になった｡幸い､入院はせず､処置をしてもらい､帰ってもいいと言わ

れたが､早朝､けがをしている母を連れて､帰る手段がなかった｡主人に半休をとってもら

い､迎えに来てもらった｡自治会の活動が多すぎて､役員になるのが困る｡運動会､盆踊り､

敬老会など､高齢者が多く､若い人が少ない｡運転免許証の交付即日できる機関をもっと

増やしてほしい。 

・子育てをする中で不便さを感じる。（医療面、飲食店、生活用品の店のなさ、集まれると

ころがない。魅力的な物がない。 

・転勤族で 2～3年おきにいろいろ都市に住みましたが、その中で千葉市はもっとも住みや

すく感じています。今後年齢を重ねていくにあたり医療体制の充実と交通の便がよくな

ること。文化的な水準が上がることを期待しています。 

・家を購入してしまったので､他に転居したくてもできない。千葉市は子供を育てるには医

療費や学校でかかる費用が高いと思います。他県では医療費が無料の地域もあるのに、

１回小学校３年生までは 300円、４年生以上は 500円。高いです。下にも書きましたが

予防接種も高いです。子育て世代 20代～50代の親が病院に行った時の医療費にも助成金

などがあるととても助かります。 

・もう少し医療機関や介護サービス、介護施設が充実すれば住み続けたいと思っています。 

・基本的には住みやすい環境だと思います。 

・宅が駅から遠い。税金の使われ方が良くわからない。買い物病院、バス停が近くにほし

い。 

・自然災害が少なく治安も良いのですが、医療機関、福祉、文化交通などが不充分で老後

の生活が懸念されます。県外の政令指定都市から引っ越してきました。前の市は私の年

齢でも健康診断が無料だったり、ゴミ袋の指定がなかったり（無料）財政的にも豊かで

した。同じ政令指定都市なのに千葉市はこんなにお金がないんですか？前住んでいた場

所は、近所のお寺（小さいです）が節分に豆まきをしたり、夏に地域の花火大会（小さ

いですが）があったりと、よそ者の私達でも地域のイベントを楽しめました。障害者に

優しい市だという印象は受けます。それ以外はいい。 

・花見川区柏井に住んでいますが、市のはずれというためか市の施設が遠く、行きづらく

ほとんど利用できません。生活の安心は、八千代市に依存しています。（買い物、医者な

ど）車がなければ生活困難です。 
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・高齢者が生活するには、十分ではなくても生活しやすい場所であるのと、40年以上暮ら

しているのでコミュニケーションが出来ている。ただ、病気になったときには、近隣の

診療所は駐車場がなく行きづらい。大病をしたときは、市立病院の診療科が少なくなり、

本当に体調が悪い時近くの市民病院は利用できない。バス電車バスを乗り継いで遠くの

市民病院に行くのは、本当に大変なので、病気になったときは考える。 

・隣接する習志野市で全てにおいて整備が不十分他の区と比べると最低だと思う。  

・長年住んできて、住み慣れているから。 千葉駅周辺が仕事帰りに立ち寄りやすくなり、

夕飯の買物など出来て便利。 ただ千葉駅から離れた場所は過疎化していて今後が危ぶま

れる。盛り上げるイベントや商業施設などが必要と感じる。 千葉市、住民、千葉市で働

いている人達が協力し合わないと、より良い環境にはならない。 船橋市の病院で働いて

いるが母子家庭の方は保険診療の病院での支払いが 1回 200円で済むが、千葉市はそう

でないと母子家庭の方から聞いて驚いた。一度お金を払って後日わざわざ精算に行かな

いといけないと。お子さんがいて、時間も手間もお金もかけさせるのはどうかと思う。

もっとその方の生活や立場に寄り添って考えてほしい。 

・介護する人が足りるのか？ 人が多すぎて、十分な福祉が受けれるのか? 子供の医療費

も無料の所があるのに、千葉市は、高いように感じる。小学校にエアコンがない。  

・大きな病気をしたとき不安 先進的医療機関が無い。 

・地理的には便利で住み続けたいと思っているが、生活面で不便に感じることが多いので 

・長年住んで地域のコミュニティに溶け込んでいる。 中央区の中心部に住んでいるので、

ＩＣや公共交通機関に近く、大病院、美術館等やスーパーなども多く利便性が高い。大

小問わず病院が無い 駅前に商業施設がなく、外出帰りに買い物ができない 歩道が狭く、

その中に電柱があるので歩きにくい 路上駐車が多い。 

・環境はいいが、病院の数が少ない 

・福祉に対する取組み､子育て支援に対する取組みが江戸川区､江東区に比べて圧倒的に遅

れている｡郊外に居住しているﾒﾘｯﾄも少なく総じて中途半端なロケーションで且つ支援

も同じ｡私の同世代の多くは､転居を考えている人が多い､結果､子供も戻ってこないこと

になる｡ 

・熊谷市長の､市を復活させ､繁栄させていこうという気概が嬉しいし､成果もすばらしいと

思っている｡こんなリーダーのいる街から移動しようとは思わない｡1でなくて 2を選んだ

のは､この先の地域の｢高齢化｣(←町が古くなる)がどのように進み､形を変えていくのか

が心配だから｡子供が大きくなっても住めるか?とか｡ 

・年金だけの収入しかない､高齢者の場合安心して暮せるホームをふやしてほしい｡終活を

無事にすごしたい･救急医療の重実を｡ 

・商業施設などは便利だけれど､交通渋滞が多くて不便。子育てするにあたり､待機児童に

なり就労できない。介護をしているが介護保険内でも金額が高く利用が困難。 
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・市の中心から外れており､市民サービスが享受できていないと感じている｡電車やバスで

中心街へ出かければ､施設も充実していて満足感はあるが､駅が遠く､バスの本数も少な

いため､年をとった時は不安｡ 

・福祉の充実のある所に変わりたい｡税金が高く､役所も不心接と思う｡ひまそうにしている

のに､対応出来ないとの答えで終わる事が多い｡ 

・1人住いになって､日が浅く､これから千葉の福祉に期待したい｡ 

・老後は､支援の多い地域に行きたい｡ 

・もう少し医療機関や介護サービス、介護施設が充実すれば住み続けたいと思っています。 

・基本的には住みやすい環境だと思います。 

・結婚して田舎から出来て来て半世紀近く 70代に入り今さらどこかにという気持ちはあり

ません。千葉は災害も少なく気候も穏やかで私の住んでいる所もとても住みやすく満足

しています。現在夫の介護で毎日追われていますが、介護保険などを活用しつつ乗り切

ろうと思っています。平和公園、桜木霊園等の情報が欲しいところです。 

・高齢者時代へのケアが不充分である事への不安。 

・老後を見てくれる人がいないため不安なので。 

・高齢者無理、電車、バス、パスがない。 

・隣接する習志野市で全てにおいて整備が不十分他の区と比べると最低だと思う。  

・高齢者対策を重点化しているか疑問 

・介護する人が足りるのか？ 人が多すぎて、十分な福祉が受けれるのか? 子供の医療費

も無料の所があるのに、千葉市は、高いように感じる。小学校にエアコンがない。  

・介護サービスや介護施設に不安がある。 

・高齢化が進み魅力が薄れている。行政サービスが手厚くない。 

・隣接する習志野市で全てにおいて整備が不十分他の区と比べると最低だと思う。  

・障害者に対する助成金などの支給基準が他市に比べて厳しすぎる。 

・元々は千葉県北西部の出身育ちですが、千葉市は交通の便も悪くなく困ることは少ない

ので住みたいと思います。 障害者に対する環境はまだ万全では無いと感じますが、これ

からの環境整備に期待しています。 

・介護する人が足りるのか？ 人が多すぎて、十分な福祉が受けれるのか? 子供の医療費

も無料の所があるのに、千葉市は、高いように感じる。小学校にエアコンがない。  

・住み慣れた地域ですし住み続けたい思いは強いです 息子が障がい者なのですが、親なき

後の障がい者が気軽に相談できるような場所があるとありがたく思います おそらくは

計画相談員の方になるかと思いますが、計画相談のできる事業所が少なすぎますので、

各自治体にひとつくらいはあると良いですね 
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① 子育て・教育 

<<肯定的な意見>> 

 

・子育てに関しては、特段不便はなく、むしろ育てやすい町だと思います。 

・ 買い物をするのにも便利です。 

・子どもが重度の食物アレルギーがあり、海浜病院が全国でもめずらしい負荷試験に積

極的に取り組んでおり、安心して育てられる環境が整っている。美浜区に住んでいな

ければ、かなり子育てに追い詰められてたと思う。海浜病院はアレルギーのある子ど

もをもつ親なら一度は耳にすると思う。全国には県に試験ができる病院がひとつもな

く苦労してる家族もいる。数少ない貴重な小児科がある地域で子育てができることを

とても感謝しています。 

・全体的に住みやすい。買い物や子育て(学校や公園が近い)がしやすい。しかし、立地

条件は金銭的な物が関係するので富裕層はより便利となる。便利となる範囲を拡大し

ていただきたい。 

・公共交通機関が充実してるから。 図書館も含めて学習環境が整っているから。 人物

の多様性に理解があるから。 病院が充実しているから。 子育てしやすい地域だと思

う。 

・子育てへのサポートが充実しており、品揃えの良いスーパーも身近に何店舗もあるこ

とや、大きな公園が徒歩圏内にあるため。 

・交通、買い物、学校など近くにあり、暮らしやすいので。 生まれ育った街なので。 

・近くにコンビニや商業施設、病院、学校があり、単身者からご家族の方々まで住みや

すい街だと思ったから。 

・公共交通機関が充実してるから。 図書館も含めて学習環境が整っているから。 人物

の多様性に理解があるから。 病院が充実しているから。 子育てしやすい地域だと思

う。 

・子供の学校のため 

・親戚が多い。 学校が多い。  

・現在、住んでいる千葉寺、青葉町地域は、近くに青葉の森公園や小さな公園もあり、

医療機関、学校、買い物することが便利であり、交通機関もバス、電車（JR や京成）

も利用できるため。 

・身近にスーパーやコンビニなど移動にこれといった苦がなく、交通の便も充実してい

るため。また、公園や、科学館をはじめとした子供の成長の糧になる施設があり基本

的には出る気がないが、今後、結婚などで移動する可能性を考えての回答。 

・大学があまり無くて困っています。またこれは千葉市だけに言える事ではないのです

が、女性の立場の低さを学生またこれは千葉市だけに言えることでは無いでしょうか。

千葉では女性だけあったてくる男性もいてとてもこわい思いをしました。 
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<<否定的な意見>> 

 

・今はいいが自分が家庭を持った時に子育てなどの福祉の面で不安がある。 

・以前住んでいた市の方が全体的に住みやすかった（子育てしやすかった）現在、居住し

ている若葉区が大変生活が不便であるため、同じ税金を払っても公共施設が使用できな

い。 

・過去転勤で居住した福井、名古屋、札幌、千葉（稲毛区）は交通、子育て、公共施設等

が大変整っていました。 

・緑豊かで空気がよい。 育児が始まり車が無い為、移動には不便だか、安心して穏やかに

暮らせる環境である為。 緑保健センターの健康課やこども家庭課の方が非常に親切で、

産後とても助けられた。 育児サークルでは子育て中のママとも知り合え相談できる関係

になれた。 産休中の為、保育園を探しているが、自宅付近や駅近の保育園の入居が厳し

いと聞いているので、不安。 こども園や保育所の 0、1才の入園定員数が増えるとよい

と思う。  

・交通の便が良くないところです。また、子育てに関する不安も大きく、より今の段階で

情報が手に入る地域に行きたいと考えています。 しかし、食に関することや、治安の良

さ、綺麗な場所という点から、離れるのはとても心苦しいです。ぜひ改善して頂ければ

幸いです。 

・全般的に住みやすく、居心地も良い環境であるが、街自体の魅力があるかどうかは難し

い。観光客が呼び込めるような売りがなく、ベッドタウンになっているにすぎない気が

します。また、保育料も他県に比べると高かったり、公立学校のクーラー未設置、子供

ルームの少なさなど（再来年導入になったと聞いていますが）子育てにおいて他県他市

に比べ優位性はありません。 

・交通の利便性、リラックスできる住環境、子供の育てやすさなどの課題を感じる。 

・夫の仕事上の都合で千葉市に引っ越してきました。子供ができたこと、家を購入したこ

とでここに住んでいくという気持ちからより魅力的な市になればなぁと思うようになり

ました。 私は専業主婦で保活とかはありませんが周りの方たちの話を聞くと大変だと思

うと同時に働いていなくても働いていても同じ話ができるような環境にならないかなと

おもいます。 親が働く働かないで預け先が違うのではなくて、同じ地域ならば一緒の幼

稚園保育園から小学校に上がれるような就学場所、みんな入れるようなシステムがあれ

ばなぁと思います。 なんとなくそんなことをやりのけてくださる市長なのではないかと

期待して、これからも住んで行きたいと思っています。 

・子育て支援（医療費支援、学校環境、図書館・児童館等）は東京都内には敵わないが、

東京都内にはない平和があるため。  
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・住みづらさをさほど感じないが、もっと子育て世代に優しい環境になってほしい。 子供

ルーム数の充実など、働きながら子育てをする中で預け先の有無などの不安を感じさせ

ない環境を望みます。 

・子育ては他の市の方がしやすそう、子育てに適しているとは言い難いため。 

・遊ぶ施設がない。小中学校のトイレがき汚い｡冷房がなくて勉強環境が整ってなかった｡ 

・海浜幕張駅周辺ばかリ開発しすぎ。 

・他の市と比べて､教育環境がよくない住んでから知った｡エリアとしてはまあまあ｡ 

・千葉市の居住環境は魅力あり､満足｡教育環境において､冷房設備の一刻も早い整備を望む｡

再来年などと言わず､これまでのミスジャッジを取り戻すべく最優先課題として真剣に

取り組んでもらいたい｡ 

・人ごみも少なくのんびりしている｡育ちの悪い子供が多くいるので子供の学校はやっぱり

考える(負け組にしたくないので)｡千葉県は自然も豊かで農業も充実しているから県内

自給率(食料)を向上したりすればおもしろいが無駄な工事や高層ビルを建てるような無

理な政策などとらなければ地の私は良いので住みたい｡ 

・政令指定都市であるにも関わらず､他市、他県よりも子供への支援(学校設備、医療費補

助等)が手薄なので､就職や結婚後には絶対に子育て支援が充実しているところに引越そ

うと思っているからです｡また､自宅から学校まで徒歩 30分程かかるのも考えものです｡

(防犯上等の理由により) 

・高齢者施設、設備が充実までにかかる時間より､子供達への施設、設備が充実するまでの

時間がかかりすぎる｡又､マンパワーｰ等の問題もあるが､後回しにされている印象｡ 

・生まれ育ったまちだから｡もう少し子育てしやすい市になってくれたらうれしい｡まずは

小学校にエアコンを!! 

・固定資産税が高い｡子供の医療費が 18才まで無料でない｡教育がお金かかる 

・市川市に 7年間通っていたが､市川市の方が大人も子どもも住みやすいように感じた｡交

通、子育て、自然、勉学…多面において｡しかし､住居価格や実家の近くということで千

葉市を選んだ｡ 

・千葉駅周辺の活性化､新設保育園の開園など､年々良くなってきていると思う｡モノレール

の延伸など利便性の向上のために､必要なところに重点的に公費小中のエアコン設置を

負担していく政策は良いと思う｡ 

・学校が不便すぎる。 

・他市と比べて税は高いのに､小中学校へのｴｱｺﾝ設置や道路整備がされておらず､不満を言

ってる人はとても多いです｡エアコンの設置も他県､他市に比べ遅過ぎます｡命の危険を

皆が感じています｡ 

・家を購入してしまったので､他に転居したくてもできない。 
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・千葉市は子供を育てるには医療費や学校でかかる費用が高いと思います。他県では医療

費が無料の地域もあるのに、１回小学校３年生までは 300円、４年生以上は 500円。高

いです。下にも書きましたが予防接種も高いです。子育て世代 20代～50代の親が病院に

行った時の医療費にも助成金などがあるととても助かります。 

・教育環境は満足できるものではなく若い子育て中の方にはお気の毒ですが、生活環境は

自然に恵まれ不便なく静かにくらせる小規模校になり、空き教室も多く何か利用方法を

考える時間にきているように思える。更に住みやすくなるのではないでしょうか。 

・旧千葉三越から 1日パルコ周辺がさびれてしまって淋しい感じがします。きぼーるでの

科学イベントは子供たちもとても喜んでおり、引き続き開催して頂きたいです。 

・小中学校の教育環境があまり良くない為。学校のエアコン不備、ボールを使用できる様

な公園がない。学力向上に意欲的でない等。 

・都内にも出かけ易い。少しのんびりして住みやすい。ただ、学校が充実していない。娘

がもう少しで中学生になるのですが千葉の学校は公立校の先生方。。。残念な方が多い。

残念な感じが多い。 

・地元の愛着がある。教育と環境を充実させて、若者が魅力を感じる街にしていって欲し

い。 

・隣接する習志野市で全てにおいて整備が不十分他の区と比べると最低だと思う。  

・全般的に住みやすく、居心地も良い環境であるが、街自体の魅力があるかどうかは難し

い。観光客が呼び込めるような売りがなく、ベッドタウンになっているにすぎない気が

します。また、保育料も他県に比べると高かったり、公立学校のクーラー未設置、子供

ルームの少なさなど（再来年導入になったと聞いていますが）子育てにおいて他県他市

に比べ優位性はありません。 

・夫の仕事上の都合で千葉市に引っ越してきました。子供ができたこと、家を購入したこ

とでここに住んでいくという気持ちからより魅力的な市になればなぁと思うようになり

ました。 私は専業主婦で保活とかはありませんが周りの方たちの話を聞くと大変だと思

うと同時に働いていなくても働いていても同じ話ができるような環境にならないかなと

おもいます。 親が働く働かないで預け先が違うのではなくて、同じ地域ならば一緒の幼

稚園保育園から小学校に上がれるような就学場所、みんな入れるようなシステムがあれ

ばと思います。 なんとなくそんなことをやりのけてくださる市長なのではないかと期待

して、これからも住んで行きたいと思っています。 

・介護する人が足りるのか？ 人が多すぎて、十分な福祉が受けれるのか? 子供の医療費

も無料の所があるのに、千葉市は、高いように感じる。小学校にエアコンがない。  

・子どもの進学にあたり、学区を変えたくない。主人の通勤を考えると千葉市在住が一番

動きやすため 

・小・中学校にエアコンが完備してほしい。 また、財政状況の改善に向け、モノレールの

採算性を検討してほしい。 
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・千葉市は、エリアが広く、多彩な顔を持っているところが魅力的だと思います。 子育て

をしてみて、自然が豊かで、文化や芸術活動も盛んで、子どもが安心して通学できる遊

歩道があり、小児科や耳鼻科も歩ける距離にあります。もう少し、教育政策にお金と時

間をかけて、子ども達が、毎日、充実した学校生活を送れるよう、サポートしていただ

けたら嬉しいです。 どうぞ、よろしくお願いいたします。 
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② 文化・スポーツ 

 

<<肯定的な意見>> 

 

・青葉公園があること。千葉駅周辺にも近くて便利。 病院も多くて助かります。 ボー

トタワー、海浜公園など海辺の景観が良い。 文化センター、芸術ホール、市民会館、

緑化植物園など も良く利用して楽しめる。 

・公共交通機関が充実してるから。 図書館も含めて学習環境が整っているから。 人物

の多様性に理解があるから。 病院が充実しているから。 子育てしやすい地域だと思

う。 

・小、中学校にエアコンが完備してほしい。 また、財政状況の改善に向け、モノレー

ルの採算性を検討してほしい。 

・千葉市は、エリアが広く、多彩な顔を持っているところが魅力的だと思います。 子

育てをしてみて、自然が豊かで、文化や芸術活動も盛んで、子どもが安心して通学で

きる遊歩道があり、小児科や耳鼻科も歩ける距離にあります。もう少し、教育政策に

お金と時間をかけて、子ども達が、毎日、充実した学校生活を送れるよう、サポート

していただけたら嬉しいです。 どうぞ、よろしくお願いいたします。 
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<<否定的な意見>> 

 

・地元で案内する場合魅力的な飲食店､芸術施設､アミューズメント施設が無い｡ 

・黒い砂のようなものが飛んでくる為､外に洗たく物を干せない､窓を開けられない｡千葉駅

付近に安い大型スーパーがない｡図書館や行政サービスを受けられる施設が千葉駅の近

くにない｡夜に一人で歩くと変な人にからまれやすい｡ 

・子育てする上での(核家族)への支援が少ない､こどもが(小中学生)､雨や悪天候の中でも

遊んだり身体を動かせる公共室内施設(老若男女が)が全くなく､ゲームセンターや商業

施設などしかない｡(健全ではない!)その位の子が集える公共の塾､団体､機会などがな

い!図書館が近くになく､勉強したり(家以外で)集まれる､公共の場がない!ゴミ箱(分別

できる)が少ない!トイレも少ない｡(公園にない) 

・持ち家なのでこのまま住み続けることになるが､市として魅力には欠けていると思うので｡

文化的なものに触れようと思うと､どうしても都内に出向く必要があり､(美術展､コンサ

ート等)その度に往復に時間がかかり不便｡又､電車が津田沼どまりが多く､千葉行きの本

数が特に夜少なくなるのが不満｡東京迄は 1時程で行け文化芸術に節する事も出来たら。 

・きれいで住みやすいただ文化活動など都内に出てしまう事が多いです｡ 

・交通不便、車を持たない高齢者には不便が多い。図書館、美術館などが少なく駅から徒

歩で行くには遠い所にある。千葉駅はにぎやかになり良くなった。駅ビル内に役所、美

術館、文化施設があればよい。 

・転勤族で２～３年おきにいろいろ都市に住みましたが、その中で千葉市はもっとも住み

やすく感じています。今後年齢を重ねていくにあたり医療体制の充実と交通の便がよく

なること。文化的な水準が上がることを期待しています。 

･税金一括納付時、割引を実施してほしい。市職員の削減。公民館の改修｡(トイレ、床、備

品、イス、テーブルなど） 

･自然災害が少なく治安も良いのですが、医療機関、福祉、文化交通などが不充分で老後の

生活が懸念されます。 

･長年住んで地域のコミュニティに溶け込んでいる。 中央区の中心部に住んでいるので、

ＩＣや公共交通機関に近く、大病院、美術館等やスーパーなども多く利便性が高い。 

･周辺環境および施設には満足していないが長年住み続けており特に他に転居したい地域

も思い当たらないため｡ 
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③ まちの魅力 

 

<<肯定的な意見>> 

 

・近くにショッピングモールがあり、駅や高速道路のインターも近く便利だからです。 

・30年を超える生活で年を追うごとに近隣の施設が充実してきた。 

・買い物や交通に便利。住環境も良い。 

・住環境や千葉市の行政全般に、おおむね満足している。 

・比較的道路も広く車での移動や買い物がしやすく便利であるから。 商業施設やその

他施設に駐車場があって便利。 

・美浜区は千葉市の中でも、特に道路が整備されている。買い物等も不便を感じず、他

地域へ移動する必要があまりない。まわりの緑、公園等も充実していて、暮らしやす

い環境である。 

・住環境がいいから。 

・仕事、子育て、買い物など生活環境は整っているが、生活にお金がかかる。老後の生

活を考えた時、田舎で家庭菜園ができるくらいの広い庭のある空家を借りてのんびり

過ごしたい。 

・高齢者にとって魅力的な街ですか？ 

・環境（緑、水辺・買い物、医療など）が良い。人も優しいから。 

・自然災害が少なく交通の便が良い。病院および商業施設が近くにあり便利。 

・駅や買い物、学校、病院など近くにあって便利だから。海浜公園など自然の場所もあ

り、住みやすい。 

・安定した地域環境、交通の利便、買い物先の多い事。 

・千葉市に愛着がある。 

・大好きだから。 

・交通、買い物、病院が充実している。市の職員が親切で優しいのでうれしい。 

・実家も千葉市内にあり、帰省しやすい距離である。 

・自分が今住んでいる場所は交通の便、周りの環境（買い物出来る店など）が整ってい

る。 

・身近にスーパーや医院（いい悪いは別にして）がある。東京方面に行きやすい。 

・中央区周辺の環境が良いため（市役所、警察、ストアー、駅、港、病院、学校など） 

・気候が良い。 

・交通の便がよく、施設が充実しているから。 

・埋立地なので地震はとても不安ですが、駅、公共施設、買い物等が近所にある事で離

れ難いです。 
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・交通の便もよいし、ショッピングセンターや公園もそれなりに充実しているので暮ら

しやすい。 

・住みやすい。自然もあり買い物も便利。 

・ほどよく田舎の部分があり（車での移動がしやすい。郊外型モールやホームセンター、

アウトレットが充実）、スポーツや自然へのアクセスもよい。一方で、都内にもアク

セスはぎりぎり可能。 

・住宅地が閑静である。．隣近所のつながりが良い。医療、薬局が近くで利用しやすい。

買い物がしやすく、商品が豊富である。公民館の図書室がりようしやすい。市立、県

立の美術館が充実している。公共機関（区役所、郵便局）銀行、交通が便利である。 

・交通の便も良く、駅前の賑やかな雰囲気と海辺の落ち着いた雰囲気、地域密着な八百

屋さんやスーパーの雰囲気と色々な状況に応じて選べる選択肢がとても沢山あるこ

と。  

・きぼーるやポートタワー、県立美術館に動物公園と楽しめる場所も様々で楽しい。 

・1時間以内の範囲で… 都内に行ける 空港がある ディズニーランドもある ゴルフ場

がある アウトレットがある キレイな海がある その他自然もいっぱい ジェフ千葉

がある。 

・東京への交通の便もよく、商業施設や公園などが充実していて、不自由なく生活でき

るため。 

・千葉市中央区の南の方面は、交通便も、道路も、充実していない、  

・穏やかな気候。 ショッピングが便利。 

・交通の便もよく商業施設も充実している。 

・神奈川や東京に住んだこともあるが、千葉市の方が住みやすかった。 適度な都会で

買いたい物も大体揃う。 道もそれなりに広く、平坦な場所が多い。混むこともある

が運転は他の市よりしやすい。 出産したばかりだが、産後ケア事業はとても良かっ

た。 

・とても交通手段も整っているし、お買い物もしやすくて、不便なことがとくにないか

らです。  

・千葉市からなら、東京もさほど遠くはなく遊びに行けるし、ディズニーリゾートもあ

まり遠くないので高校生の私でも満足なのでこれからも住み続けたいです。 

・環境が良いと思う。 交通が便利で、移動しやすい。 買い物など便利。 とにかく、

生活しやすいと思う。 

・千葉は気候も比較的安定しているし、食環境（農産物、畜産物、水産物）も充実して

いるから。 緑が多い適度に田舎な所があるのに、都市にも近いから。 

・交通の便がよく、商業施設が充実しているから。 

・住居エリアは静かで良く、すぐ近くにはショッピング施設も沢山ある為、生活しやす

い。 
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・都内へのアクセスもよく、千葉市内で買い物などもほとんど済ますことができ、都内

ほど空気が悪くなくちょうどいい環境だと感じるから。 

・自然が豊かということと、病院、ショッピングモール、コミュニティセンターなどの

生活環境が充実しているから。 

・千葉市は都内へのアクセスも良好、治安もさして悪くないですし千葉駅周辺は改良さ

れてより利便性あるものになりました。 他の場所や県外に比べても施設や学校は充

分だと考えています。 特に不満もないです。個人的な理由なら職場から遠いので職

場から近い場に住みたいとは思っているので住み続けるは難しいですが、市内は居心

地良い場所だと感じています。 

・通勤も便利で、普段の買い物にも困ることはなく、短距離に大きなレジャー施設もあ

るので、長く暮らす場所として良いのではないかと思う。 

・気候が温暖。 程よい街の大きさ、施設もほぼそろっている。 東京まで遠くない。 市

長がよくやっていると思う。 

・災害が少ない。 交通、買物が便利。 持ち家。 

・買い物、飲食など商業施設が充実 海が近く、緑が多く 自然を感じられる 静か 

・子育てにも就労にも環境が整っているため 

・交通の便、買い物の便など他の市町に比べ生活しやすい 

・就職するため 

・50年以上住んでいるし 災害も少なく静かだし 病院、お店、銀行、駅も近いし、

暮らし安い所です。 

・長年住み慣れた環境に一部の不便を感じるも概ね満足している。（公共交通、公共施

設、商業施設、医院等） 

・大きなビルが多いわけでもなく、飲食店やショッピングモールの多さそして幼稚園や

保育園、病院なども身近にあり東京への交通もしやすいため不便は感じていません。 

千葉県には遊べる楽しめる施設が多いと感じているので住みやすいです。 

・家族の生活の拠点で仕事や、通学に便利が良い。 親の住まいが近いので、いずれ介

護が必要になった時に都合が良い。 生活に必要な施設(量販店、医療施設、銀行など)

が近くにあり、便利。 知人が多い。 東京まで近い。 比較静かで、緑が多いので環

境も良い。 

・長男家族が近くに住んでいる。 サイクリングロードなどジョギングを楽しめる環境

が多い。 買い物施設も充実している。 

・駅まで近く、買い物に行くのも便利なため 

・まわりに大きな公共施設が整っており、充実しているため。 日々の生活に苦労する

点が少ないため。（商業施設やスポーツ施設の充実により） 

・交通や施設の利便性が高い。 

・交通の便が良く、買い物の環境も良く、とても住みやすいと感じています。 
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・市内で満足できる商業施設が多い。 

・都心まで出なくとも千葉駅、海浜幕張駅周辺は買い物やレジャー施設が整っているし、

大きな公園や海岸など自然も多い。普段住んでいる地域は住宅地で静かだし、生活し

やすいと感じる。 

・交通の便も良く、千葉駅周辺には色んな種類のお店があるので幅広い年齢層に対応で

きていると感じたから。  

・子育てに関しては、特段不便はなく、むしろ育てやすい町だと思います。 買い物を

するのにも便利です。 

・現役時代は都心への通勤に時間がかかり不便だったが今は住環境、生活環境(自然、

商業施設、病院等)どれも概ね恵まれていると思えるので終のすみかとして不安がな

い。 

・首都圏内であること 。商業施設が充実していること 。交通機関が充実していること。 

・都内にも出られるし、緑や海もあるし、買い物もできる。ガラの悪い人もいるけれど、

まともな方な気はしている。子どもも大人も高齢者も障がい者もいてバランスがとれ

ていると思う。 

・全体的に住みやすい。買い物や子育て(学校や公園が近い)がしやすい。しかし、立地

条件は金銭的な物が関係するので富裕層はより便利となる。便利となる範囲を拡大し

ていただきたい。 

・長く住んでいて交通、買い物等に不便を 感じないから。 

・交通、買い物、学校など近くにあり、暮らしやすいので。 生まれ育った街なので。 

・近くにコンビニや商業施設、病院、学校があり、単身者からご家族の方々まで住みや

すい街だと思ったから。 

・都心に近い割に、静かな住宅街が広がってる。食料品店が豊富に揃っておりお安く買

えるので。 

・住居地は稲毛海岸駅に近く、付近にはスポーツクラブ、飲食店、スーパーマーケット

等や銀行・郵便局などが揃っている。 

・車移動で生活用品が大体揃うため、便利だと感じているから。 

・近くにショッピングモールがあり、駅や高速道路のインターも近く便利だからです。 

・現在、住んでいる千葉寺、青葉町地域は、近くに青葉の森公園や小さな公園もあり、

医療機関、学校、買い物することが便利であり、交通機関もバス、電車（ＪＲや京成）

も利用できるため。 

・30年を超える生活で年を追うごとに近隣の施設が充実してきた。 

・治安が良い ・交通の便も悪すぎない ・千葉駅周辺の開発が目覚しく、楽しみが増え  

た。 

・商業施設が割りと充実してる。 
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・身近にスーパーやコンビニなど移動にこれといった苦がなく、交通の便も充実してい

るため。また、公園や、科学館をはじめとした子供の成長の糧になる施設があり基本

的には出る気がないが、今後、結婚などで移動する可能性を考えての回答。 

・自宅より近所のスーパーやデパートでの買い物や余暇を過ごす為に千葉や海浜幕張に

も行きやすい。東京まで出なくても用が足りることが多い。 

・比較的道路も広く車での移動や買い物がしやすく便利であるから。 商業施設やその

他施設に駐車場があって便利。 

・美浜区は千葉市の中でも、特に道路が整備されている。 買い物等も不便を感じず、

他地域へ移動する必要があまりない。まわりの緑、公園等も充実していて、暮らしや

すい環境である。 

・海や山や川があり自然が豊かで、大型ショッピングセンターもあり、交通の便も良く、

住みやすい街だから。 

・身近に様々な便利なお店や施設があり、交通の便も悪くない為。 

・交通の便が良く、医療施設や娯楽施設等々が一通りは揃っているため。 

・子育てへのサポートが充実しており、品揃えの良いスーパーも身近に何店舗もあるこ

とや、大きな公園が徒歩圏内にあるため。 

・温かい人が多い、交通の便が良い、施設が充実している 

。 
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<<否定的な意見>> 

 

・住環境が悪い 

・住んでいる地域は活気がない｡昔からの地域で､道路が狭く､歩道も狭い｡子供を安心して

育てられない。 

・近所の方々と仲良く生活している私道でこまっています｡市道にしていただきたい交通が

遠い 

・道路が悪く､修善もなされていない｡地域活動に対して参加方法もわからずどの様な活動

をされているのかもわからない｡ 

・市営、県営、住みたいがペット可ではないから。収入、障害があり不安なのに、特別区

あれば住宅に。 

・道路､住宅間かくがせま過る｡ 

・マンションの造りが住みづらい｡人口が多いのでエレベータやろう下などストレスになる｡

子供の学校をどこにするかにより住み続けるか決まる｡ 

・海浜病院にあまり満足していない｡市立病院だから仕方ないのかもしれないが､プライバ

シーの保護が感じられないし､入院時にあまり人として大切に扱われている感じがしな

かった｡研修医が何も言わず触ってくるなど､検体になっている気分にさせられることが

あった｡せっかく緑や公園など環境がよいので､たてものが古かったとしても､あたたか

みが伝わるような医療､ストレスを感じないようなたてものの造りになると住みやすく

なる。海浜病院も青葉病院も説明も少なく、失礼なドクターや看護師もいて、今でも思

い出すと嫌な気持ちになる。 

・駅からも近く､静かで海も近く大変住みやすいですが･･･スーパーがなく(駅～自宅まで)､

空き地の整備が進まず雑草が生えぱなしで夜道に恐さを感じます｡ 

・マンションの建て替えができない｡高齢者が多く活気がない｡ 

・コンクリートの建物だらけて､外人が多過ぎです・なんとかなりませんか｡ 

・古いＵＲで年配の方が多く活気もない｡モラルの低い中国人が多くトラブルがかなりある｡

いつも行く駅前大型スーパー(マリンピア)目の前で万引きなど見ると(中国人)治安の面

でかなり心配。 

・無秩序と思えるほど高層な集合住宅の建設や戸建住宅地に、高層制限ぎりぎりの集合住

宅が建設されるなど､千葉市は都市計画､住宅政策に住環境を保全する意欲や考え方が見

られないから｡ 

・地が狭く家の庭などを十分に確保できる土地に住みたい｡地域交流がありあたたかみのあ

る土地がより良いと感じている｡ 

・高齢者が多く住みずらい。 

・都内への交通が不便｡その割に千葉駅周囲の物件の値段が高過ぎる。 
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・雪が降らない。都内にすぐ行ける。成田空港が近いので海外旅行が楽。都会すぎず田舎

すぎずがいい。道幅が狭くて歩道がせまくこれから年をとるので不安がある。 

・美浜区に住んでおります｡千葉みなとは､散歩するにも､友人達を案内してタワーに昇った

り､遊覧船に案内したり楽しんでいます｡外国船も､工業用のものであっても､社会勉強に

はなるので､外から見学しています｡ただ美術館前にマンションが出来たのには誠に残念

でした｡ 

・自宅から駅までの距離が遠いので､駅の近くにマンションでも購入したい｡持ち家だと庭

の手入れ等｡管理が大変だから､転居も考える｡ 

・社会資本が充実していない。広い道路をつくり､安全できれいな千葉市にしてほしい。 

・通便がよくなってほしい。 

・団地の値上げが気になります｡ 

・交通の便､買物が近く､医療･介護とても良い環境だと思っている｡(ただ､5階エレベーター

なしなので) 

・駅までの道が､危ない｡ＴＯＳＨＩＢＡ裏の老朽化した陸橋､夜は暗くて絶対に通れない｡

通勤は京成だが､陸橋を通らないと帰って来れないため､非常に困っています｡防犯的に

大問題｡ 

・道が狭い所があったり､坂が多く､もう少し平らで道が整備されると､いいなと思います｡

あと､仕事上､千葉に住んでいるので､将来はまだ不明です｡ 

・職場と生活のバランスがいい場所なのでもっと整備されて古いまちが再生してくれると

なお良いです｡ 

・防犯が悪く｡ゴミすてが多く､道とかが汚い｡交通マナーが悪く事故に 4度もあった｡(もら

い事故) 

・やはり､生まれ育った所ですので住み続けたい｡でも､飲食店とか､散歩したりする､すてき

な場所がないのが難点｡友人と食事するにしても､来客があっても行く場所が思いあたら

ない｡ 

・スーパーなどの生活利便施設が遠く､駅までのアクセスも近くない｡転居したくても､2LDK

程度の賃貸が少ない｡ 

・幕張西の地域に住んでいおりますが､学園の廻りの緑地帯や水路ぞいの緑の地帯が雑草で

ボサボサが多い！！子供たちや学生たちが通学する道路などは年に 3～4 回ほどは草刈り

をしてほしい！！子供達の成長する場所はきれいに整へて生活させたいと思いますが? 

・他の地域で魅力的な活動があり住んでみたいと思った事がある。近所が高齢化し空き家

が増えていて自分だけ残ってしまいそうで不安になる。 

・子育てをする中で不便さを感じる。（医療面、飲食店、生活用品の店のなさ、集まれると

ころがない。魅力的な物がない。 

・区民整理地区内であり、早く進めて欲しい。 
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・自宅最寄り駅周辺の発展の遅れ駅前のにぎわいがない。住宅は増えるが大きな商業施設

がない。 

・教育環境は満足できるものではなく若い子育て中の方にはお気の毒ですが、生活環境は

自然に恵まれ不便なく静かにくらせる小規模校になり、空き教室も多く何か利用方法を

考える時間にきているように思える。更に住みやすくなるのではないでしょうか。 

・先代から住んでいる場所なので死ぬまで住み続けます。もう少し色々と整備されるとよ

り住みやすくなると思います。 

・道が狭い所が多い、渋滞がひどい。裏道をスピードあげて通る車が多く危ない。歩道が

なく子供が危ない。 

・若葉区桜木の歩道、道路の狭さが嫌です。狭い道路に無理に自転車走行の車線があり、

使えないです。区画整理できれば最高だと思います。迷路みたいな道が多く行き止まり

だったり、、、疲れます。 

・愛着のある千葉市ですが、大きな地震に対する不安があります。長年放置されている近

隣空家があり、不衛生で危険です。 

・商業施設が立て続けに撤退したり、雑草が生い茂る空き地を見ると寂しくなる。千葉駅

周辺はとても素敵な街に変わりつつあるので、更に広い範囲で開発を進めて頂き、都内

や神奈川の方も遊びに来たくなるような魅力あふれる千葉市になっていけばとても嬉し

い。 

・何事もほどほどです。千葉駅周辺の開発がうまくいくと良いと思う横浜と埼玉と比べて

県庁所在地の 魅力に乏しい。 

・千葉市中央区の南の方面は、交通便も、道路も、充実していない。  

・駅の混雑状況が酷いことに加えて、あらゆる施設が充実していないと感じることが多い

ため。 

・隣接する習志野市で全てにおいて整備が不十分他の区と比べると最低だと思う。  

・長年住んできて、住み慣れているから。 千葉駅周辺が仕事帰りに立ち寄りやすくなり、

夕飯の買物など出来て便利。 ただ千葉駅から離れた場所は過疎化していて今後が危ぶま

れる。盛り上げるイベントや商業施設などが必要と感じる。 千葉市、住民、千葉市で働

いている人達が協力し合わないと、より良い環境にはならない。 船橋市の病院で働いて

いるが母子家庭の方は保険診療の病院での支払いが 1回 200円で済むが、千葉市はそう

でないと母子家庭の方から聞いて驚いた。一度お金を払って後日わざわざ精算に行かな

いといけないと。お子さんがいて、時間も手間もお金もかけさせるのはどうかと思う。

もっとその方の生活や立場に寄り添って考えてほしい。 

・交通の利便性、リラックスできる住環境、子供の育てやすさなどの課題を感じる。 

・慣れた街、知人が多い、 道路の（雨天時の）排水施設（おもに U字溝)整備を お願いし

たい。住みやすい街と感じるために。 
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・昨今の大網街道の渋滞が激しく通院、飲食、買い物等で市内の他地区へ移動するのが大

変面倒になった。その為に千葉市外の茂原市へ出掛ける機会が多くなった。土気在住だ

が孤立した地区になりつつあるのでは？道路整備を早急に行っていただきたいです。 

・稲毛駅ロータリー周辺をもっと使いやすくしてほしい。車での送迎でもう少し利便性を

考えてほしい。 住みにくいと感じている。 

・都会と田舎という分け方をするならば、稲毛はそれの限界点だと思います。田舎同様衆

目は厳しいですが、それによる八分などの強制力がない分、生きやすそう。稲毛海岸の

ように、再開発や整備が順調に進むよう祈る毎日です。 

・地理的には便利で住み続けたいと思っているが、生活面で不便に感じることが多い。 

・大小問わず病院が無い 駅前に商業施設がなく、外出帰りに買い物ができない 歩道が狭

く、その中に電柱があるので歩きにくい 路上駐車が多い 

・周辺環境および施設には満足していないが長年住み続けていおり特に他に転居したい地

域も思い当たらないため。 

・道路の整備をしてほしい。 自宅前の道路の補正がきちんとされていない。 

・生まれてからずっと千葉市に住んでいますが、大きな天災もなく穏やかに暮らすことが

できています。千葉駅周辺がもう少し賑わってくれるといいのでしょうが、都内に出る

のもさほど大変ではないので仕方ないのでしょうか。 

・地価が高く家の面積が狭い。 道路が混雑している。緑区からつながる道路の拡充を望み

ます。 

・親も市内にいるので､行き来しやすい｡職場も市内なので､便利である(夫人も同様)(です

が､親のいる千葉市中央区旭町は､買い物に困る｡(車がないと高齢者には辛い)スーパー

もあるが､なかなか大変である｡(ホームセンターやイオンなど大型は駅に行かなければ

ならない) 

・地元で案内する場合魅力的な飲食店､芸術施設､アミューズメント施設が無い。 

・いずれくる大規模災害で津波がとても心配の為｡年をとった時､歩いていけるところにス

ーパーがない為｡ 

・商業施設が少なく､服を買うため市外に出掛けなければならない･幕張はかなり充実して

いるとは思うが､他の地域にもあってほしい｡ 

・黒い砂のようなものが飛んでくる為､外に洗たく物を干せない､窓を開けられない｡ 

・千葉駅付近に安い大型スーパーがない｡ 

・図書館や行政ｻｰﾋﾞｽを受けられる施設が千葉駅の近くにない｡ 

・夜に一人で歩くと変な人にからまれやすい｡ 

・東京にも出やすい｡ただスーパｰ西友や三越がなくなり駅まで行かなくてはいけない駅周

辺､特に千葉駅の裏の商店街は気の毒です｡ 
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・つまらない街です｡モノレールでジャズとかやっていたけど､ジャズコンサートと､飲食が

できるお店が､できるように支援して下さい｡生演奏と食事をセットにした店がいっぱい

(小さくてもいいから)あるエリアとか、特徴ある大人の街になってほしいです｡音楽家も

育つし､ジャンルはクラシックから和楽やジャズやポップスとか飲食とセットにして楽

しめるといいと思います｡飲酒運転にならないように駅前に充実させてほしいです｡ 

・車が無くてもショッピング､ウォーキングが」楽しめる環境が良い。 

・家の近くに買物するところがありません(近くにスーパーがあると良い)スポーツセンタ

ー駅のまわりに､お店せ屋さんがあまりありません｡ 

・少し車で移動すれば､海や山があるので楽しい｡新鮮な食材も多い｡(ただそれを提供する

センスの良い店があれば更に遠方の人も遊びに来て楽しめるように思うが)年をとって

も働ける場所をもう少し提供してくれれば住み続けたい｡ 

・日常の買物(スーパー)が遠い。 

・商業施設の充実、市民税が高い。 

・街の施設が整ってない｡商店街も少なくバラバラの様に感じる｡ 

・東京は､いろいろな施設などがあって魅力的であるため｡ 

・駅からも近く､静かで海も近く大変住みやすいですが･･･スーパーがなく(駅～自宅まで)､

空き地の整備が進まず雑草が生えぱなしで夜道に恐さを感じます｡ 

・住み慣れた街として住み続けたいと思う､しかし特に近年市中心街は商店も多く便理な反

面少し離れると商店はなく日常の生活品の購入が出来ず､老人や身体障割者には大変不

便です｡この二～三年で商店の閉店で全んど無店舗となり千葉駅周辺繁華街では住み良

い街とは云えませんこの点行政で考慮頂きたい｡ 

・年齢を重ね､駅や病院までの距離があること(車を運転出来なくなった場合)近くに食物の

買物をする店がない(車を運転出来なくなった場合)緑区に引越しした事を､後悔してい

ます｡ 

・千葉に居住して 2年経ち､家族で永住を考えています｡切実な希望は､黒砂地域に､日常の

食料品を扱うスーパーがないことです｡スーパーが出来れば､まずは安心して住める街だ

と思います｡是非､行政としても早急に対応してくれることを切望します｡ 

・交通の便が悪い(1時間に 1本のバスのみ)､千葉駅から最終バスも早すぎる｡団地内のお店

がすべて撤退し､買い物が不便である｡歩いて行ける範囲内に飲食店がない｡病院がない｡ 

・総武線だがもう少し東京に近くに行きたかった｡駅前に小さなスーパーがあるだけでもう

少しにぎやかでないと都内に通っている子供の友だちも家に寄べない。(都内の子なので

ここは｢いなか｣と思われるから) 

・パルコのＧＵはなくしてほしくなかった｡パルコの西友はなくしてほしくなかった｡ 

・稲毛海岸周辺はｵｼｬﾚな店とか､大きい病院とかがないから､京葉線が使いやすいのは良い

と思うけど…2020年東京オリンピックとかで､外国人にも訪れたいと思われないとも思

うから。 
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・千葉駅周辺の店が相次いで閉店し､街がさびれてしまった感が､増した為 

・近くに公共施設がない為､生活に変化がなく､つまらない｡ 

・高令になり､周りに友人もいます｡歩いて行ける所に､買物ついでに立寄れるお店施設があ

るといいですね｡ 

・おいしい食事する店がない。 

・住宅街に隣接した､商店が少なく(生活に不可欠店､小売店､クリーニング店等)買い物が大

変不便｡駅近に住んでいますが､大型スーパーのあるｴﾘｱまで行かなくてはならず､交通の

便も悪い｡細い道でも､定期的に入ってくれる生活の為のコミュニティバスの運行など､

生活者の利便性を考えて欲しい｡ 

・家を購入してしまったので､引っ越しは難しいですが､お店も少なく便利だとは言えない｡

若松町の充実を願っています｡ 

・東京都に比べると買い物､交通に不便を感じることがたくさんあるからです｡ 

・職場と生活のバランスがいい場所なのでもっと整備されて古いまちが再生してくれると

なお良いです｡ 

・やはり､生まれ育った所ですので住み続けたい｡でも､飲食店とか､散歩したりする､すてき

な場所がないのが難点｡友人と食事するにしても､来客があっても行く場所が思いあたら

ない｡ 

・スーパーなどの生活利便施設が遠く､駅までのアクセスも近くない｡転居したくても､2Ｌ

ＤＫ程度の賃貸が少ない｡ 

・高齢になって､自動車の運転､家の管理､庭の手入れ､等不安だ｡近所に商店街もなく､駅も

遠く､おいしいもの､楽しいことが身近に存在しなくて､豊かな気持で､老後を送ることが

できないと感じている｡ 

・子育てをする中で不便さを感じる。（医療面、飲食店、生活用品の店のなさ、集まれると

ころがない。魅力的な物がない。 

・買い物で不自由はありませんが、商店街が無いので残念。（住んでいる所では）自宅から

駅まで遠く不便。バスも利用することがありません。ショッピングセンターの無料バス

はあっても平日のみで休日は動いていないので困ります。 

・自宅最寄り駅周辺の発展の遅れ駅前のにぎわいがない。住宅は増えるが大きな商業施設

がない。 

・先代から住んでいる場所なので死ぬまで住み続けます。もう少し色々と整備されるとよ

り住みやすくなると思います。 

・旧千葉三越から 1日パルコ周辺がさびれてしまって淋しい感じがします。きぼーるでの

科学イベントは子供たちもとても喜んでおり、引き続き開催して頂きたいです。 

・駅、病院が近いからスーパーマーケットが有れば良いと思います。 

・自宅が駅から遠い。税金の使われ方が良くわからない。買い物病院、バス停が近くにほ

しい。 
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・花見川に住んでいると千葉市の中心である中央区は遠くて行かれない。京成バスの新検

見川～八千代台間の本数を増やしてもらえれば千葉中央に行きやすくなるため買い物な

ど出来ると思います。現在は船橋ららぽーとを利用する事が多いです。（交通の便が良い

し店が多い） 

・緑が多く、住宅地は長く住んでいる人が多く、近所つきあいが良好。しかし難点は家の

近所歩いて行ける所に店が無い。コンビニの出店で少しは助かるが商店と呼べる店がな

い。 

・都内の移動に時間がかかる（交通機関を利用するので）交通ルールを守らない人が多い。

店が少ない。 

・現在、居住している若葉区が大変生活が不便であるため、同じ税金を払っても公共施設

が使用できない。過去転勤で居住した福井、名古屋、札幌、千葉（稲毛区）は交通、子

育て、公共施設等が大変整っていました。 

・商業施設が立て続けに撤退したり、雑草が生い茂る空き地を見ると寂しくなる。千葉駅

周辺はとても素敵な街に変わりつつあるので、更に広い範囲で開発を進めて頂き、都内

や神奈川の方も遊びに来たくなるような魅力あふれる千葉市になっていけばとても嬉し

い。 

・花見川区柏井に住んでいますが、市のはずれというためか市の施設が遠く、行きづらく

ほとんど利用できません。生活の安心は、八千代市に依存しています。（買い物、医者な

ど）車がなければ生活困難です。 

・現状に満足していません。問題課題は多くあります。社会基盤となる公共インフラが少

し弱い。将来に不安を感じます。少ない予算内で適切な配分が行われていると思います

が、市の収入が少ないと思います。浦安市のような大きな企業誘致が実現できると良い

ですが、（既に取り組まれていることについて外野が口をはさむことは失礼であると自覚

しています。申し訳ありません） 

・休日に出かけたいと思う場所がない。交通の便が不便（本数が少ない）、大型のショッピ

ング施設が少ない。 

・持ち家もあり、住宅環境も悪くない。ただ近所のスーパーが閉店して車がないと買い物

ができない状態になったため、同居老父母のフォローには苦労している。 

・駅の混雑状況が酷いことに加えて、あらゆる施設が充実していないと感じることが多い

ため。 

・隣接する習志野市で全てにおいて整備が不十分他の区と比べると最低だと思う。  

・良い点：千葉ペリエに新しいファッションのお店ができたため、お買い物はとても楽に

なりました。 改善点：ＴＯＨＯシネマズや『ゴンチャ(タピオカの店)』などがあると嬉

しいです！ 

・若者が集う様なお店が少ない。 
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・全体的に生活必需品の物価が高い。京葉線がとまるとどうしようもない駅があり不便。

海浜幕張の週末の混雑がえぐい。京葉線-総武線のバスは充実してるが、京葉線沿いのバ

スや、14号を走る路線バスがない。 

・電車の本数が少ない為、不便である。 近所に魅力的な飲食店が少ない。 しかし、周り

に緑が多く環境は悪くはない。 

・利便性が良い事を理由に千葉市中央区に住み始めましたが、住み始めてから大型店舗が

閉店し買い物も車で移動する必要があり、千葉市に住んでいなくても良いと考えはじめ

ています。 固定資産税や市県民税も高水準であるため、生活するには苦しい場所になっ

ていることも事実です。 

・美味しい飲食店が無い。  

・車道の右折車線が少ないので、混雑している。 

・地理的には便利で住み続けたいと思っているが、生活面で不便に感じることが多い。 

・今後行政サービスが充実して、魅力的な商業施設なども増えて交通の便がより良くなれ

ば、住み続けたいと思っている。 

・千葉市が広すぎて検見川浜駅近辺では足りないものを稲毛海岸か海浜幕張のショッピン

グモールへ買いにいかなければならず、高齢になった時心配。 

・長年住んで地域のコミュニティに溶け込んでいる。 中央区の中心部に住んでいるので、

ＩＣや公共交通機関に近く、大病院、美術館等やスーパーなども多く利便性が高い。 

・子どもが多いので子育てには心強いが もっと子ども連れで行けるキッズスペースのある 

飲食店が欲しい。 

・大小問わず病院が無い 駅前に商業施設がなく、外出帰りに買い物ができない 歩道が狭

く、その中に電柱があるので歩きにくい 路上駐車が多い。 

・周辺環境および施設には満足していないが長年住み続けていおり特に他に転居したい地

域も思い当たらないため。 

・交通の便やショッピング施設、アミューズメント施設の充実さに欠けるからです。 

・買い物が不便。 大きいスーパーばかりで少量の買い物が不便。 大きいスーパーでは自

動精算レジが分かりにくい。 

・生まれてからずっと千葉市に住んでいますが、大きな天災もなくおだやかに暮らすこと

ができています。千葉駅周辺がもう少し賑わってくれるといいのでしょうが、都内に出

るのもさほど大変ではないので仕方ないのでしょうか。 

・最寄駅である千葉都市モノレールの運賃に不満がある。 千葉都市モノレール沿線（作草

部-千城台間）に魅力的な施設が無く活気がない。 

・駅が近く利便性は捨てがたいが、魅力的な施設などがない為休日は県外に出てしまう。 
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・国道 16号線(スポーツセンター駅付近)沿いに住んでいますが、高齢になったときを考え

ると、徒歩圏内にスーパーやコンビニが無いので、非常に不便を感じる。車が使えなく

なったり公共交通機関を使いにくい身体になったときなど、不安を感じざるをえない。

モノレールの駅近くなどにコンビニでもできてくれたら、だいぶ違うと思う。野球場に

来る人達も周りに店が無くて不便なのでは？ 
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⑧地域コミュニティ 

 

<<肯定的な意見>>  

 

・1．市郊外でのおだやかな生活と近隣の方々との生活、東京への交通便の良さ、毎日

ウオーキング出来る環境、空気の良さと四季の気候(夫婦共雪国の生れ) 

これからもっと発展していくと思ったから、自然を大切にしてくれるから、人を大切

にしてくれるから。 

近所に森林が有り､空気が良く､近所との人達も皆､気の合う方達なので安心です｡ 

生活のベースがここにあるから｡親戚が千葉に集まっている｡ 

・風水害も少なく､気候も良いと感じる。ご近所の人々とのふれあいが充実している｡

皆心があったかい。 

・災害も少ないし､友人も多い｡ 

・20数年前にこの地に自宅を持ち､この地域の人達と種々活動を一緒に行ない､友人が

多くいるから｡ 

周りに仲良くしてくれる友達も多く､住み慣れているので｡ 

年令を重ねて来た今､近所に互いに助け合える仲間がいます｡そして自分より歳を重

ねた人に声を掛けたりしています｡このまま人との関わりを大事にして､余生を過ご

したいと思っています｡みつわ台で育った子供達が疲れをいやしに帰って来ます｡ 

地域人的ネットワーク､東京へのアクセス。 

仕事､友人､交通また､ショッピング等に､便利な町です｡ 

・交通の便もよく､近くに公園や図書館､美術館もあり､緑もかなり多く､買物も近くのス

ーパーなどが安く､友人も多くいるので満足しています｡ 

・年を考えたら最後迄､この地で､住み続けたいと思います｡平成元年から続けている朗

読ボランティアの仲間と健康であるかぎり､頑張りたいと思っている｡ 

・便利で住み良いですが公害だけが気になります｡ 

・親切な方が多いように感じます｡ 

不満足なところもあるが､住みなれた街に住み続けたい｡知人が多い｡ 

・交通便良い。近隣人が好人物。天災が少ない｡季節的に住み良い､千葉に住んでよかっ

たと思う・ 

・千葉市に住んで 60 年千葉市のはずれに住んで 41年だが、子育ては緑が多く公園が広

く市内でたぶん一番高い町に住んでいるが住んだ当初に比べたら格段に便利になり､

少しずつ環境も良くなってきて､近所みんなが助け合って住んでいるのでこのまま千

葉市を引越しするつもりはない｡ 

・気候が温暖｡近所の人々の人情がすばらしい(おせっかいすぎずかと言って無関心で 

はない) 
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・結婚してから 48年たつので､旅行では色々行きたいと思うが､今の所友達も多いし､

大きな災害もないし､住めば都です｡ 

・子供が慣れた土地､知人も多い､気候が良い 

・住みなれた場所であり災害等へ心配も少なく､町会の活動等にも満足しています｡ 

・大阪から千葉に来て 47 年､海や山があり､千葉の人はみんないい人｡47年前に来て､そ

う思いました｡ 

・現住所に 35年以上住み続けており､周囲の環境も良く､住居地での近隣とのコミュニ

ケーションも図られている｡又､老人会等の役員として活動しており､地域のボランテ

ィア活動のリーダーとしても積極的に活動しているため｡ 

・近隣の方々と交流がありお互い助け合いの気持を常に持つ仲間がたくさん居ます｡ 

・東京に出るのも便利だし､千葉市自体も便利で自然豊かで温かい人が多く､近所の人と

の結びつきが強いと感じる｡私にとってはとても良い所だと思うし不満･不便はないた

め｡ 

・家族一同､千葉を気に入っており､友人も多くいるが､交通の便(特にバス)が悪い様に

感じる｡ 

・職場､家族や友人と近くだから、気候が穏やかだから、便利だから、海に近いから、

モノレールがあるから、都会過ぎないから。 

・知り合いも多く､親族がおりますので安心して住めます｡ 

・地域のネットワークがあるから。 

・近所付き合いが良好。 

・ご近所の人達といい生活が出来てるので｡ 

・区画された街が便利だから｡友達が多いから 

・近所がとても気に入っている｡いい人が多くて助かります｡ 

・地域の人とのつながり､環境など選んで良かったと感じているから｡ 

・生まれ育った地であり､友人･知人の多くが市内にいるので。 

・地域コミュニケーションができているので､そのまま住み続けたい。 

・50年以上住んでいます｡子供､孫､ひ孫もいます｡ご近所の方々も良い人達です｡自治会

も充実しています。 

・土地が狭く家の庭などを十分に確保できる土地に住みたい｡地域交流があり温かみの

ある土地がより良いと感じている｡ 

・小さい頃から住んでいた千葉市､どの区に住んでも､近所の人が良い人ばかりです｡ 

・埼玉から来て四年、千葉は公園も多くさんあります｡自治会の方々が朝掃除していら

っしゃるのを見てすばらしいと思います｡皆さん進んでやってらっしゃるのにビック

リします｡ 

・緑が多く空気もきれいだし､近くに商業施設もあり友人も多いため。 

・交通の便が良い｡40年住んでいるので友人達がいる｡ 
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・高齢になり､周りに友人もいます｡歩いて行ける所に､買物ついでに立寄れるお店施設

があるといいですね｡ 

・結婚してすぐこの地に住み､来年で 50年になります｡今はグラウンドゴルフのおかげ

で自治会の皆様と交流があり楽しく､過ごしております｡ 

・子供のための環境も良いですし､友達も多くいるので。 

・千葉市で生まれ育ってきたので私の古里だと思っている｡子供も千葉市で育ち､のびの

びとした子育てが出来たので良かったと思っている。私が住んでいる所はのんびりし

ていて､自治会や近所の人達とのつながりがあるから｡ 

・囲碁の会､歩く会､旅仲間等と楽しく交流を続けていること｡ 

・永年住んでいるから友達もいるから。 

・住み続けたいと考えたとき、交通の便、病院、スーパーなど、まずは生活に欠かせな

いものになります｡私自身 30年近くスポーツクラブへ通っていますが､80代後半の方

90代の方も来ており､お話を伺うと､家にいたら一日中誰とも話をしないので････と

言われました｡やはり他の人とのコミュニケーションをはかることの大切さ｡いつで

も行ける居場所が有ること････今これがかなっているので住み続けたいと思ってい

ます｡ 

・町内の人達が良い人が多い｡住みやすい｡ 

・友人が近くに住んでいるから｡ 

・50年以上住み続けて､友人､環境になれている｡ 

・26年前に､東京から来ました｡自然が残っているのがうれしい又､沢山のお友達に出会

えて幸せです｡ 

・住めば都､地球とのつながりも有り、海や山野など自然溢れる一方､幕張新都心や千葉

駅周辺など都会的で利用しやすい施設が充実しているのでとても生活しやすいです｡

また､住み続いたいと思う一番の理由は地域の方々の人柄の良さで､人情味のある気

さくな方々が多く､地域性がよく表れていると思います｡ 

・住みなれている近所の方との信頼感。 

・習い事が近いから｡ 

・長い間住んで居ますが､皆様に良くしていただきながら楽しく過ごしております｡ 

私にとって千葉市はすてきな所です。 

・｢住めば都｣です｡結婚してすぐに千葉市に引っ越ししてきました｡以来 30 年以上､障害

のある子供を持ちましたがまわりに良い人に恵まれ今日まで暮らしています｡今から

他所へ引っ越す事は考えられません。 

・年配だし､住みなれているし､近所づき合いも良いので､住み続けたいです｡ 

・コミュニティーができている。(充分ではないが) 

・自由に豊かな気持で､地域の皆様と一緒に楽しく過ごすことのできる地域であるため｡。 

・温暖で災害も少なく住み慣れた場所、人間関係も良好な環境なので。 
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・温暖(比較的）な気候。地域に知人がいる。都心にも出やすい。 

・気候もよく、近所の人たちもよい。 

・友人、知人も多く何処にでも行きやすい。 

・環境（緑、水辺、買い物、医療など）が良い。人も優しいから。 

・持家であり引っ越す予定はありません。悪路が多く事故が多い事実を踏まえ、交通事

故の未然防止に向けた整備が急務ではないでしょうか。 

・自然環境に恵まれ、交通の利便性があること、良好なコミュニティがあって暮らしや

すいところです。 

・職場に近い。近所の方がやさしい。 

・住宅地が閑静である。隣近所のつながりが良い。医療、薬局が近くで利用しやすい。

買い物がしやすく、商品が豊富である。公民館の図書室が利用しやすい。市立、県立

の美術館が充実している。公共機関（区役所、郵便局）銀行、交通が便利である。 

・緑豊かで空気がよい。 育児が始まり、車が無い為移動には不便だが、安心して穏や

かに暮らせる環境である為。 緑保健センターの健康課やこども家庭課の方が非常に

親切で、産後とても助けられた。 育児サークルでは子育て中のママとも知り合え相

談できる関係になれた。 産休中の為、保育園を探しているが、自宅付近や駅近の保

育園の入居が厳しいと聞いているので、不安。 こども園や保育所の 0、1才の入園定

員数が増えるとよいと思う。  

・交通は不便だが、自然があり、人も良い。 

・東京都出身です。団塊の世代の少し前の年代です。結婚 27 歳を機に住む所がなく、

当時の日本住宅公団の団地の賃貸住宅にやっと当たり住むことになりました。住んだ

結果はよかった。気候は温暖、緑が十分にあり、住んでいる人達も温厚な人達が多く、

満足して住み続けています。女房も同意見です。住み始めて 46年、千葉市の歩みを

見て参りました。行政の努力に感謝しております。 

・教育環境が良く、子育てには最適。地域の見守りもきちんとしているし、自治会もし

っかりしているので、安心して生活ができる。交通機関も充実していて、移動手段に

困らない。スーパーや医療機関、区役所が近く便利。 

・日常生活にあまり不便がない。また 20年近く現在の場所に住んでいるので、近所に

知り合いも多くいる。 

・長野県安曇野市(移住したい町ランキング上位)のような自然豊かで人も穏やか、時間

の流れもゆったりとした町が理想。 

・高齢者が生活するには、十分ではなくても生活しやすい場所であるのと、40年以上

暮らしているのでコミュニケーションが出来ている。ただ、病気になったときには、

近隣の診療所は駐車場がなく行きづらい。大病をしたときは、市立病院の診療科が少

なくなり、本当に体調が悪い時近くの市民病院は利用できない。バス電車バスを乗り

継いで遠くの市民病院に行くのは、本当に大変なので、病気になったときは考える。 
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・自然が豊かということと、病院、ショッピングモール、コミュニティセンターなどの

生活環境が充実しているから。 

・住みなれた町で、友人・親戚も多く職場も近い。 子どもたちも地元に根付いて育っ

てきた為、いずれ自立し家庭を持ち生計が別になっても戻ってこられる実家をこの場

で維持したいから。 物心ついてから、市内で何度か転居したものの千葉市から転出

したいと思ったことは一度もない。 

・家族の生活の拠点で仕事や、通学に便利が良い。親の住まいが近いので、いずれ介護

が必要になった時に都合が良い。生活に必要な施設(量販店、医療施設、銀行など)

が近くにあり、便利。知人が多い。東京まで近い。比較静かで、緑が多いので環境も

良い。 

・慣れた街、知人が多い、 道路の（雨天時の）排水施設（おもにＵ字溝)整備をお願い

したい。住みやすい街と感じるために。 

・ご近所さんに恵まれている。 子どもたちがまだ小さいので。 主人の会社が近いので。 

住み慣れているので。 

・身内・知人が多い。 

・長年住んで地域のコミュニティに溶け込んでいる。 中央区の中心部に住んでいるの

で、ＩＣや公共交通機関に近く、大病院、美術館等やスーパーなども多く利便性が高

い。 

・今住んでいる場所の緑の多い環境と遊歩道で移動の出来るところが一番気に入ってい

ます。 子供に手がかからなくなってきたら、地域のボランティア活動に参加してみた

いです。 

・千葉市内に友人がいる。 

・地域住民との交流ができている。 

・環境に慣れている。友達がいる。 

・居住環境や友人に恵まれているなど。 

・親戚が多い。 学校が多い。  

・近隣の住民が親切 

・温かい人が多い、交通の便が良い、施設が充実している。 
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<<否定的な意見>> 

 

・人が良くない。よそものには冷たい。根拠のない言いがかりをつける人が多い。 

・老人が多く、活気がない。老人が活躍する場所も少ない。同系列のスーパー、ショッ

ピングモールばかりで味気ない。個人商店も少なく特徴がなく、ありきたりな市であ

る。個性がない。 

・人間的な面が合わない。 

・長年住んできて、住み慣れているから。 千葉駅周辺が仕事帰りに立ち寄りやすくな

り、夕飯の買物など出来て便利。 ただ千葉駅から離れた場所は過疎化していて今後

が危ぶまれる。盛り上げるイベントや商業施設などが必要と感じる。 千葉市、住民、

千葉市で働いている人達が協力し合わないと、より良い環境にはならない。 船橋市

の病院で働いているが母子家庭の方は保険診療の病院での支払いが 1回 200円で済む

が、千葉市はそうでないと母子家庭の方から聞いて驚いた。一度お金を払って後日わ

ざわざ精算に行かないといけないと。お子さんがいて、時間も手間もお金もかけさせ

るのはどうかと思う。もっとその方の生活や立場に寄り添って考えてほしい。 

・若者が集う様なお店が少ない。 

・人に温かみを感じられない。群衆の中の孤独を感じる。 

・市街化調整区域が大迷惑 
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自由意見 

 

① 緑と水辺 

 

・野球できる公園が少なくなっているので、壁あてが出来る場所があると良いです。 

・水中ウォーキングを安価で出来る施設を作ってください。宜しくお願いします。 

・自分はヨットをしていますが、近くに船が置けないので東京都に置いています。海の

環境は悪くないので是非、蘇我アリオにマリーナを作ってもらいたい。千葉みなとの

桟橋にプレジャーボートをつけさせてもらいたい。ヨットのある観光に良いと思いま

す。 

・四季を感じながら、地元の食材を古民家で日本庭園を見ながら、ランチやお茶を友人

とゆっくりおしゃべりする場所がほしい。（鎌倉にあるような）海を眺めながら、イ

タリアンや千葉の魚料理を楽しめるお店やカフェなど千葉の食物を千葉で消費、街お

こし。川沿いに桜やあじさい、海沿いに花や紅葉などひたちの公園のように人が集ま

るよう景観、チームアポなどコンサート、プロジェクションマッピングなど。イベン

トを誘致、海と山を分けて考える。 

・地域によっては自然があり、珍しい生物が生息していたり、果物狩りが出来たりする

が、市内ですらそのことを知っている人が少ないように感じる。もっと自然に関して

力を入れてほしい。幕張や千葉駅周辺だけでなくそれ以外の地域を良くしないと市と

して魅力があるようにならないと思う。 

・小中学のエアコンの整備を進めて預けると聞き感謝しています。早急な整備に期待し

ます。町中、小さい公園の緑が増えると良いなと思います。また、廃墟のような古い

誰も住んでいない建物や空き地の整備を含め治安の向上をお願いしたいです。 

・支所の駐車場が少ない。川近く住んでいるが草や雑木に覆われ川になっていない。川

の予算を多くしてきれいな川にしてください。現在の市庁舎はどうですか？テストし

ていますか？小含川きれいな川にして魚が見えるようにしてください。 

・千葉大医学部構内の緑は減り常に工事をしていますが、千葉市としては何もいえない

のでしょうか？あまりにひどすぎます。 

・千葉城から駐車場へ行く道が暗くてこわい。街灯をつけてほしい。街路樹の手入れを

毎年予算にいれて行ってほしい。落葉の処理に困っている。 

・千葉市を緑と花の街に（かけ声だけでなく）道路歩道上のペンペン草をきれいにしろ！

街がきたなく見える。鉄道の本数（特に総武線）を増やせ！交番のパトロールを頻繁に！

余り見た事がない。千葉市長の政策の実績と効果を具体的に公表せよ！何をしているの

か良く分からないし見えにくい。 
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・子供が遊べる公園が少ない。一番近い公園はすべり台、砂場があるが汚い。歩道の雑

草が伸び放題で見苦しい。 

・検見川浜の無料シャワーについて利用者の垂れ流しが気になります。高浜地区戸建地

域における大通りから離れた緑地帯市管理の樹木の枝剪定がされていないこと、葉や

ドングリの毎日の掃除が負担となっている。 

・海、海上、海岸線、港をもっと活用し、前面にＰＲできる他から集客できる町づくり

をしてほしい。マリーナがある街づくり。ヨットハーバーを拡張しモーターボートの

利用、船を係留できるようにしてほしい。 

・ＪＲ千葉駅のパチンコ店をやめさせてほしい。ＪＲ稲毛駅前、大人向けの商業施設を

つくってほしい。（日本橋三越や高島屋のような）都川に遊歩道を整備してほしい。千

葉港に客船が寄港しないようにしてほしい。音楽ホールを充実してほしい。 

・草刈りをもっと頻繁にお願いしたいです。 

・大通りではない歩道の雑草も、もっとやって欲しい。 

・草木のボサボサが歩行や自動車のジャマになることがある。整備されているところも

あるので、全てではないが、危ないと感じる事もある。色々な面でマナーが悪すぎる。

自動車も歩行者も赤信号で平気で通っている。自転車も確認せず飛び出してくる。全

てにおいてマナーの見直しをして皆が住みやすい街になって欲しいと心から願ってい

ます。 

・街路樹の剪定が行われてはいるがそれなりにという感じである。樹が大きくなり剪定

しても電線に枝があたっており、強風時電線を叩いている。以前その部位より火花が

出ていたこともある。また、車道と歩道を仕切る低い樹についても同様、歩道を横切

り車を出さなければならないマンション等では車道を走る車や自転車の確認が樹が大

きくなったため出来ない箇所が多々ある。対応をして頂きたい。 

・もっと海辺をいかした魅力的にまちづくりをして欲しい。 

・千葉港を人が集まって買い物したり食事をしたり、ベイエリアの環境を良くしてく

ださい。パチンコ屋は見た目が悪い。最悪。。 

・水辺の環境を保つボランティアをしてますが、稲毛の浜にいろいろと設置を増やす予

定について現在の環境が保たれるのか心配。人工海浜をアピールしたい気持ちもあり

ますが、果たして人工の砂をいれたり、商業施設を入れたり、それに伴う変化もよく

考えてほしいです。 

・自然を大切に緑豊かな街をめざして動物達との関わりを大切に。 

・緑地がどんどん無くなり造成地になっていく、緑地を市民に残して欲しい。防災関係

の充実。小中学校に冷房を入れてほしい。今年の夏は特に暑かった。未来のある子ど

も達が勉強しやすいように。 

・花の街ちばと言いながら街の中にはほとんど花が見られない。 

・花いっぱいの街にしたい。 
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・稲毛海岸の景色は絶景。海や浜の美化活動とマナー、一層強化。飲食店（海が見られ

る）を増やしたい。 

・小中学校にクーラーを導入すべく自分の子ども（市長の子は附属にいるからと）公立

の子どものことをもっと考えるべし！また、放射線医学総合研究所の無駄な敷地が多

い為、駅から区役所の道路の幅がまだ狭く、学生とバスが接触するような危険が見受

けられる。また、道の雑草も適当に処理してあり、歩道に電柱も斜めにあったりと歩

行者の事を考えて欲しいです。 

・私は緑区土気町北側地区に住んでいますが、土気駅北側地区から土気中学校間の歩道

車道に杉林の大木がありますので地震等で倒れる危険があるので対策をお願いします。 

・高齢者がバスに乗る時、シルバーパスなどの安くなるようなシステムを作って欲しい

そうです。川や海をきれいにする取組をイベント間隔で若者にやらせる。 

・老人に優しい町。福祉の充実。海辺の施設、景観をもっと楽しめるようにしてほしい。 

・草が多い、空き家が多い。町をもっときれいにして欲しい。図書館を充実させてほし

い。ゆっくり勉強できるスペースが欲しい。広尾の図書館は居ごごちがいい。公立の

中学に入学させたいと思える魅力的な教育をしてほしい。子供たちが地域のお年より

と触れ合う機会が増えるといいなと思う。 

・川辺の草刈り等、散歩していても明るく安心できるようにしていただきたい。花見川

区役所の川べりにある公園。犬等のペットのフンで子ども達は嫌がって使用しなくな

ってしまいました。取り締まりを回覧等で定期的にお願いしたいと思います。 

・芸術が身近にあるまち。アスレチック施設、プール、運動場が気軽に 24時間使える

まち。障害者、高齢者が分け隔てなく気軽に身近に利用できる施設。検見川の浜はヨ

ットだけでなくボートや水遊び場など子どもも楽しめるように小さな沢山のレスト

ランやバーなどでデートも出来る場所にしてもらいたい。 

・強いていうなら、赤潮で臭い海をなんとかしてほしい。 

・やはり千葉市は緑が素敵な街なので木々や花壇の手入れにもっともっと力を入れれば

よりよくなると思います。 

・海や緑地等のせっかくの環境があるので、もっと利用しやすいものに活用して欲しい

です。環境を整えるために、大々的にボランティア活動を慕るなど。市民みんなで作

りあげていく体制が取れれば、2020年のオリンピック、またその後も一体感のある市

民が市を好きになる強い千葉市になると思います。 

・海をもっときれいにしてほしい。自転車の逆走を減らしてほしい。道路の割れを直し

てほしい。 

・都心にも近く自然にも恵まれて、おいしい農産物も沢山あり、海の魅力一杯の千葉市、

デモ宣伝力が少し弱いと思う。特に海辺を整備して大型客船を招きいれてはどうでしょ

うか？もう一つ思っている事は横浜港で下船したクルーズの外国人観光客をフェリー

か何かで千葉観光の方へ誘致するのも一つの方法と思うのですが。 
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・首都圏にあるが都市化することなく自然豊かな都市がいい。 

・海辺の整備については街路樹を海風に強いものを選ぶなど考慮してほしい。 

・釣り人口が多いのに施設が少ない。海浜プールを活用出来ない？千葉ポートタワーを

黒字に出来ないなら公園も含めて思い切った決断が必要では？とにかく市を赤字から

脱する方法を優先してほしい。せっかく稲毛～幕張にかけてきれいな海岸線があるの

にレストランやショップが無くもったいない。ポテンシャルを活かしてなく、アピー

ルが苦手？ 

・今年、放棄水田（？）あたりでめずらしいトンボを見ました。まだ市内でもいるのだ

なあと思ったのですが、そういう場所を自然遊歩道とかにするともっと自然に触れあ

えるのでは？ 

・より一層、自然の豊かさを守り心豊かに過ごせる街づくりをお願いしたい。交通面で

の利便性の向上推進を希望、期待いたしております。 

・幕張の湾の近くに、横浜のようなもっと充実した施設が出来ると住んでいたい街にな

りそう。住んでいて住みやすいが、東京から近くてもっと何か生かせるのではと思う。

洗練された街づくりができたらと思います。 

・企業の誘致をもっと積極的にして税収を増やすべき。ベイエリアなどの施設をもっと

東京の人などにアピールすべき。（イベントをする等）同じ「海」という魅力がるのに

神奈川県や横浜市になんとなく負けている感じがもったいない。もっと情報を発信す

べき。 

・政令指定都市でも千葉市は特に誇れるものはないように思います。「花の都千葉」と

言われるようにもっと花いっぱいにしたらどうでしょうか！ 

・千葉市で育ったので、これからどこに住む事になっても「帰る所」だと思っている。

横浜地区に住んでいて快適だが地震の際の液状化など不安要素があるしより安全な

街になってほしい。海辺のレジャー施設のプランがあると聞いたが騒々しくなくなる

のは困る。文化会館やコンサートホールなど芸術的なものなら良いと思う。県の文化

会館は古いし場所が不便なので美浜区にもあのような施設がほしい。 

・夏の幕張ビーチ花火フェスタを楽しみにしているのですが、今年から平日の開催とな

り残念です。開始時間までに仕事から帰ってくるのは難しく土曜日にして頂けたら嬉

しいです。 

・昔ながらの自然を大切にしていくまちにしたい。 

・小学校にクーラーをつけて欲しい。 ポートタワー周辺に小さな子供が遊べるような

遊具があると嬉しい。 海の花火大会を復活させてほしい!!  

・緑と水の都、千葉市にしてくれたら、町にもっと子供たちの可愛い声があふれるだろ

うし、デートでラブラブ高齢者夫婦の姿も増えるだろうし、毎日のつらーい仕事も頑

張れます。 素敵でキラキラした千葉市にしてください！ 

・緑化や海岸、川の周辺などの環境整備など、自然との共生をもっと推進してほしい。 
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・千葉市全体は広すぎて、区ごとの差が激しいのでこのアンケートが役に立つとは思え

ない。中央区の川の汚さは酷い。道路はもっと綺麗にする気があっても良いと思う。

道路ミラーが曇っている率が高い。 

・海水浴場等子供住民が安心して楽しめる環境造りを願う。 

・海に近いところで生まれ、育ちましたが、稲毛海岸、海浜幕張の海、付近の川がもっ

ときれいだったら魅力的なのですが、水質改善に取り組んでほしい。海浜幕張の、神

田外語大の裏の川？浜田川の整備をしてほしい。 

・釣りが好きでよく出かけるのだが、市原市や南房総市など市外に出て行っている。千

葉市も海に面している場所が多いのだからもっと釣りがしやすくなるよう、もっと設

備を充実させたり、広報などでアピールすれば良いと感じている。 

・日常的に、過ごしやすい街だとは思いますが、週末は、どこへ出かけるのも渋滞には

まってしまうので、出かけるのを躊躇してしまいます。また、海や川といった水辺を

生かしたおしゃれな街になると嬉しいです。 

・千葉みなとエリアの活性化にあたり、旅客船さん橋や港湾緑地の整備が進んだとはい

え、「ケーズハーバー」（旅客船ターミナル等複合施設）がどうにも中途半端で、魅力

的なショップや飲食店が入っていない。もっと充実させればより魅力的なスポットに

なり、リピーターも増える。 

・海浜幕張駅の駐輪場を増やして欲しい。海浜幕張ベイエリアと横浜ベイエリアを行き

来する船があったら良いと思う。神奈川からのダイレクトな人の流れが生まれ、東京

の子分的な千葉ではなく、もっと魅力あるクールな街になると思う。・古い街並みや

歴史などの資源を整備して、故郷愛を持てる千葉にしたら良いと思う。 

・千葉みなと～海浜幕張までの海岸は、交通の便が良く散策し易い場所であればもっと

利用すると思います。ヨットハーバー近くの結婚式場はいらないです。誰でも利用で

きる商業施設が良かったです。 

・海辺はもっと賑やかになるよう、施設の充実を交通機関含め検討いただきたいです。

よろしくお願いします。 

・コミュニティーセンターや公民館などの施設が他の市町村より老朽化しているように

感じる。町にもっと緑を増やしてもらいたい。花見川周辺をもっと綺麗に整備して市

民の憩いの場所にして欲しい。  

・交通がひどい。津田沼始発・終点が多いので千葉市にも乗り入れて欲しい。バスの路

線が偏りすぎているし電車の発着時刻との連携がない。路上タバコやごみのポイ捨て

をする方がカッコ悪いようなセンスのある街にしたい。海辺や公園はとてもいい場所

だから、そこを中心に街なかの緑や水辺も整備できたらもっと良くなる。 

・稲毛海浜地区の駐車スペースが少ない。市内居住者の優先や拡充などお願いしたい。  

・幕張、稲毛海浜地区のリゾート地としての復活。 
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・海が比較的近い千葉市。海の周りは工業地域が多くあまりきれいな地域には見えませ

んが、東京や横浜のようにきれいでお客さんが来るような市になって欲しいです。 子

供が小学校へ通い、子供ルームを利用しています。東京と比べてしまって恐縮ですが、

子供ルームの職員の考え方が凝り固まってしまっているのかアイディアや改善、工夫

が見らないのでとても残念。変化がないまま時代が過ぎてゆく感じです。  

・海も面していて、緑もたくさんあって、自然を大事にした街づくりをお願いします。

また、スポーツも盛んな活気ある市になるといいなと思っています。天台のスポーツ

センターもありますが、もう少し施設が増えると嬉しいです。個人的には室内プール

が出来て欲しいです。 

・稲毛海岸の開発を早くしてほしい。 

・蘇我周辺に耳鼻科が少ない 子供の医療費を無料にして欲しい  

・緑が多く、障害者や老人も暮らしやすいまち。 

・森林伐採して宅地化ばかりするのではなく、緑の多い町にしてほしい。 

・ヨットハーバーの松の木が切られ、銭湯ができると聞きました。 銭湯を作るより、

木や緑を活かしておいてほしかったです。 また、ヨットハーバーの建物内のレスト

ランの充実か、居心地の良い、ナチュラルな雰囲気のカフェができると嬉しいです。 

・防災無線の内容がほとんど聞き取れない。何かを言っているのは分かるけれど、内容

まではよく聞こえないという事が多い。放送内容をＳＮＳで同時発信したら利便性が

あがるのではと感じます。千葉みなとや海浜幕張あたりの海や浜辺がもっとキレイに

なると素敵だなと思います。眺めたくなる海に！ 

・自然が多くとても過ごしやすいです。その分お店がない所はないのですが… 東京に

憧れもしますが、適度に自然があると心安らぎます。 

・都心に近く千葉県の中では都会だけど海や緑の自然もありのびのび子育てするにはい

い所となってほしい。0歳から小中学校くらいまでの保護者に子育て環境、学校での

環境はどうか現場に足を運んで直接聞いてほしい。小さな子供は何かあっても文句も

言わず我慢するだけになっているので。 
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② 公園・都市緑化 

 

・老人が学べたり遊べたりするところが少ないように思う。子供が遊べる公園が少ない。

遊具が壊れていたりする（使用禁止のまま）区役所が暗い。 

・街をきれいにしてほしい。街路樹を整備してほしい。道路を美しくしてほしい。 

・子育て世帯に負担が少なくなる施策、（高校無償化）公園の駐車場がどこへ行っても

有料なので改善できないか?毎度行きたくなる公園づくりをして欲しい。 

・子供が遊べる公園が少ない。一番近い公園はすべり台、砂場があるが汚い。歩道の雑

草が伸び放題で見苦しい。 

・千葉市の緑が豊かな所が好きですが、木が多くて視界が悪くなる所や、公園の周りの

木で中が見えなくなっている所があるので、安全性と緑豊かな町の両立を目指したい

です。 

・幼稚園の在園料が高くて貯金ができない、公立は？バスケットゴールを気軽に使える

環境をつくってほしい。近くにボール使用できる公園がほしい。 

・千葉駅がとても魅力的になりましたが、大人は楽しくても子どもが楽しめるところが

なくて退屈してしまい、一緒に楽しめず行きにくい。子ども手当や医療補助などもう

少し充実させてくれると助かる。公園の草刈り整備をもう少し頻度を上げてほしい。

青葉の森公園にあるようなジャブジャブできる水遊び場を緑区にも作ってもらいたい。 

・自然を大切に緑が豊かな街をめざして動物達との関わりを大切に。 

・緑地がどんどん無くなり造成地になっていく緑地を市民に残して欲しい。防災関係の

充実。小中学校に冷房を入れてほしい。今年の夏は特に暑かった。未来のある子ども

達が勉強しやすいように。 

・道が草などで塞がれてしまう所があります。きれいな町（花の町）にしたいです。 

・花の街ちばと言いながら街の中にはほとんど花が見られない。 

・花いっぱいの街にしたい。 

・公園の電気を増やし明るくしてください。暗すぎて物騒です。樹木も花が咲く木を！

お花見できるような木をお願いします。桜の木とか他。 

・歩道の樹木の剪定を定期的にやってもらいたい。 

・川辺の草刈り等、散歩していても明るく安心できるようにしていただきたい。花見川

区役所の川べりにある公園。犬等のペットのフンで子ども達は嫌がって使用しなくな

ってしまいました。取り締まりを回覧等で定期的にお願いしたいと思います。 

・緑の多い町にしてほしい。 

・外国人にも対応した施設、店とかが欲しい。外国人の人たちにも楽しんでもらえる施

設とかあってほしいと思う。土日、祝の海浜交通の終バスの時間が早すぎる。お洒落

な店を少しずつでも増やして最終的には緑も豊かで高齢者も障害のある人、子ども外

国人たくさんの人が千葉市に住みたいと思われる町にしたい。 
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・住みやすく緑も多くお洒落なまち。稲毛海岸におしゃれな店がほしい。 

・千葉市内の公園は広さがなく、子どもたちが充分に体を動かして遊べない様に感じる

ので、もう少し公園の広さがほしい。また、室内の遊園地やボルダリングなどといっ

た買い物をした後に更に楽しめる施設が増えると更に良いと感じます。 

・自転車で移動が出来なくなると身近で楽しむ所、憩える公園がないと感じている。 

泉自然公園は自然を満喫出来る素晴らしい公園です。緑化植物公園も充実してくださ

い。広い田畑で農作物も豊富な市です。文化芸術講座を受講させていただきました。

新しい企画お願いします。 

・子どもが遊べる場所が少ない。バリアフリーも気になる。 

・どこの公園へ行ってもスポーツ、ボール禁止と書いてあります。砂場も草ばかりで遊

べません。老人用のトレーニング遊具ばかり増え、子どもの場所がありません。保育

園建設(市川)が近所の人たちにより中止になったとニュースで見ました。千葉だけで

はないと思いますが今の日本は未来ある若者、子どもの場所を取り上げ、税金、年金

を増やし過ぎずです。 

・公園にあるブランコを小さい子でも乗れるようなものも作って欲しい。都内だと片足

ずついれて乗るタイプのブランコもあって落下しにくい作りになっているので千葉市

でも取り入れて欲しい。 

・まわりに空き家が多く（自宅を取り囲むように７軒空き家です）それぞれ事情がある

のは充分承知はしていますが、今、生活をしている者にとり不安です。(空き巣など、、、）

庭の木々、雑草など伸び放題、住んでいても木々の剪定など行ってほしいです。街路

樹もいいのですが、伸び放題で運転をしていても間近にならないと信号が見えません。

木の枝を切る予算もあるのでしょうが、千葉市のまちづくりよろしくお願い致します。 

・道路沿いの草木をこまめに切ってほしい。空き家や生活苦になっている年寄りの家に

もう少し目を向けて環境を整えてもらわないと、近隣の住民だけでは何もできない。

役所として仕事しているなら、市民へもう少し目を向けてもらいたい。 

・ゴミ捨てのルールが少し厳しすぎます。ゴミを捨てやすくして欲しいです。 

・商店街のような所をもっと作って欲しいです。子供にも、人と触れ合ったり買物の仕

方などを伝えていきたい。(スーパーなどにはない人のあたたかさを伝えたい）うちの

周りが暗かったり草や林が多いのでもう少し整備に力を入れてほしい。これから子ど

もが学校に行くようになったら、１人で行かせるので通学時不安です。誉田の有料道

路測道あたりを特にお願いしたいです。 

・やはり千葉市は緑が素敵な街なので木々や花壇の手入れにもっともっと力を入れれば

よりよくなると思います。 

・老人ホームを作ってほしい。（低額で入れる）公園に運動の出来る器具を備えて欲し

い。 
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・公園を増やしたり、少しでも休憩が出来る場所、ゴミ箱を増やして頂けたら嬉しいで

す。 

・シルバー人材等を活用して歩道の清掃や街路樹の剪定を計画的にして欲しい。町内会

やボランティア任せだと出来ない所は常に汚い。また、新宿保育所横の歩道は地震で

隆起したレンガがまだそのままになっており、非常に危険。早急に補修して欲しい。 

・市政だよりを各家庭に届けてくださったり、駐輪場を整備してくださったり、と熊谷

市長の頑張りには本当に支持して良かったと思っております。中央区のよし川とよし

川公園をもっと美しくしてください。ムクドリの対策もお願いします。市民ゴルフ場

の料金が高すぎます。さらに値下げしてもう気軽に行ける施設ではありません。市営

の施設の料金を検討してください。 

・釣り人口が多いのに施設が少ない。海浜プールを活用出来ない？千葉ポートタワーを

黒字に出来ないなら公園も含めて思い切った決断が必要では？とにかく市を赤字から

脱する方法を優先してほしい。せっかく稲毛～幕張にかけてきれいな海岸線があるの

にレストランやショップが無くもったいない。ポテンシャルを活かしてなく、アピー

ルが苦手？ 

・何となく街にゴミが落ちている。街路樹の手入れが少ない。自転車の無灯火が多い。

危険。 

・公共施設のお手洗いの段差を無くしてください。スポーツセンター公園などの日曜日

の公園見回りをしてください。昼間、女性トイレなどにバイクで来て覗く男性がいま

す。四季を通じて草花が咲いていると住んで良かったと誇らしいです。是非、花や実

のなる植物を植えて下さい。誉田などの少し中心から離れた場所も中高年の人の行き

やすい商業施設を充実させてください。宮崎町加曽利町の辺りは新興宗教がきて少し

不安です。大きな病院の周りの商業施設を大切にしてください。東フィルの音楽をも

っと聞きたいです。 

・子ども達が安心して遊べる場所がもっとあるといいと思う。 

・がん検診を受診しやすくしてほしい。子どもが遊ぶ小さな公園が古すぎる。遊具を整

備してほしい。自転車のマナーが悪い（特に学生） 

・最近ＴＶポスター等で千葉県（市）のアピールが積極的になっていると感じています。

「緑」と「人」を密接にするために、自然公園の中に美味しいカフェを設置するのはど

うでしょうか。美味しいカフェ目的で公園を利用する人が増えて結果的に入場料収入増

にも、市のイメージアップにもなると思います。英国のナショナルトラストには景色を

楽しみ、ゆったりとお茶を楽しむカフェが必ずあるので参考になると思いました。 

・首都圏にあるが都市化することなく自然豊かな都市がいい。 

・より一層、自然の豊かさを守り心豊かに過ごせる街づくりをお願いしたい。交通面で

の利便性の向上推進を希望、期待いたしております。 
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・歩道橋の水たまりが出来ている道路の轍、歩道沿いの雑草の放りっぱなしをまずは整

えてほしいです。 

・森林伐採して宅地化ばかりするのではなく、緑の多い町にしてほしい。 

・小さな公園がたくさんあって時間に余裕がない時、ちょっと散歩や運動ができて良い

ですが、周りの木々が多く、外から見えにくいので恐いと思うことがある。低木はや

め上部だけ葉をつける剪定を望む。車道も木の間に低木があるが、横断歩道から車が

見えにくく、危ないと思うことがある。公園で犬の放し飼いが多く、注意したら「う

ちの犬は大丈夫だから」と話しにならない！公園に犬のマナーの看板を立てるよう是

非お願いします。（高浜第 3公園）。大変良いアンケートだと思います。お答えできな

い所もありましたが、年に一度実施してほしいです。 

・道の草が気になる。花もほとんど見られないほど伸び放題で植えられている。どうに

かならないものか？ 

・大きな商業施設は多いのですが、駐車場の心配をせず楽しめる無料の公園などがもっ

と欲しいです。 

・道路整備よりも子育てや教育、医療制度の方に税金を使って欲しい。子供が入院した

際、受給券が使用できたので本当に助かった。近所の公園も定期的に草刈りや清掃が

行われているのですごく助かっています。 

・最近犬を飼っている人が多いのにドッグランがない。（海の砂浜利用） 

・公園にベンチやスポーツ施設置いて欲しいです。 

・千葉の名産品をもっとアピールしたりすると良いと思う。 

・家の無い人、気の毒なので何か考えてください。 

・政令都市でも千葉市は特に誇れるものはないように思います。「花の都千葉」と言わ

れるようにもっと花いっぱいにしたらどうでしょうか！ 

・小学校の登下校時見守り、自宅周辺では余り見かけない。いろいろな地区の活動例を

他地区に生かして。60歳～75歳は多い！地域の美化について先ず公園、次いで地区別

の道路。あまり負担にならないで少しずつ実行できないか、草取り、刈り込みが重要

で市の費用もおさえられないか？ 

・千葉駅から市民会館に向かう途中の駐輪場の建物の脇にあるプランターに造花が入っ

ているのが通るたび気になっています。 

・木などで道路の信号が見にくい。止まれの白線が見えない。路駐をしている事が多い。 

現在闘病中（介護 2）自分では何もできない。娘に代読してもらってこのアンケート

を書いたが非常にわかりづらかった。もっといいアンケートにはならなかったのかな

と思う。 

・公園を広くしていただきたい。鳥が来るようにしていただきたい。 

・昔ながらの自然を大切にしていくまちにしたい。 
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・広報などに載っている趣味のサークルは、平日の昼間で仕事をしていると参加できな

い時間帯のものが多いので土日に参加できるものを増やして欲しい。 木々が多くのん

びり散歩が出来る無料の公園。 年を取ると陸上競技等が出来なくなるにでアクアビク

スなど出来る環境(温水プール) 

・近隣空き家の大木、草を千葉市で切って（費用所有者持ち）不衛生で危険な環境を改

善して欲しい。不審者、ボヤがあり、大きな火災が心配。大量の葉、花、果が当家に

入ってきてベランダ排水が詰まる。洗濯物やふとんも外に干せない。雨戸が開けられ

ない（夏も！）空き家敷地にゴミ、葉が積もり、一年中蚊が発生、ネズミや悪臭も！

当家は不条理な我慢をしています。所有者は「解体予定」といって 10年以上放置して

います。市内の空き家には子供たちが「きもだめし」で入った話も聞きました。一日

も早く取り組んで下さい。宜しくお願い致します。 

・子育て支援の為に医療費無料の期間を延ばしてほしい。色んな控除が受けられる手続

きの方法等を市民全員にパンフレットなどで配布して欲しい。広い公園を増やしてほ

しい。 

・小学校にはクーラーを設置してください。 海浜病院をきれいにしてください。 海浜

病院のご飯をおいしくしてください。検見川浜駅前のベンチをきれいにしてください。 

街の草刈りの頻度を増やしてください。生保の人たちへの支給額を減らして下さい。 

もっと生保の人たちを働かせてください。  

・樹木や草木の管理頻度を最低でも年 2回に再考して欲しい。過去は数回あり、おそら

く財産の問題で現在のようになっていると思っています。草木が生い茂ってくると歩

道を塞いだり、公園内の目隠しになったり、場所によっては桜の木につるが巻きつい

たり、様々な影響がありますので、ご検討願います。細かいですが、樹木が太く成長

してきて金網を突き抜けている箇所があります。金網の維持管理にも影響するかと思

いますので、いっそのこと樹木をばっはり切る（=背丈を短くする）などしてみてはい

かがでしょうか。 

・14号線、357号線や京葉道路、東関道などの中央分離帯の生い茂った雑草をオリンピ

ック前には完全に除草してほしいです。特に海浜幕張近隣は競技会場になることもあ

り、ガードレールが見えなくなるほど蔓延っている雑草は醜悪です。  

・道端に生えている雑草を根から取り除いて欲しい。 鎌取駅付近の駐輪場に沿って木

がはえており、そこに大量の鳥が来ることでその周りがとてつもなく臭くなるので、

枝を切るなどして対策をして下さっているのは嬉しいけど他にも対策があると嬉し

い。 自転車用道路が出来たがあまり使っている人を見かけない。  
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・住んでいる場所のせいか、関心が薄いせいかあまり緑化については緑が多いとは感じ

られないかな…といった印象です。 あくまで個人の意見ですが、都内ほど都会でもな

い千葉市ですのでそこらへんは千葉の持ち味としてもっと緑化には努めて欲しいなと

感じています。(今夏はとても暑かったですが、意外と木陰が少ないですよね) 施設や

バリアフリー、その辺りは自分とは縁ないせいかあまり気になったことはありません。 

・手持ち花火ができるような大き方安全な公園ができるといいなと思う。 

・中央分離帯の植物の手入れができていないため車輌を右折するときに見えづらく事故 

が多いように思える。 手入れができないのであれば伐採すべき。 

・道路渋滞が多い。歩道や公園内の雑草が放置されている。避難所の運営を地域自治体

に丸投げし予算も無い シルバー人材を活用する姿勢が見られない 雨の日に稲毛駅へ

のマイカー送迎車が氾濫するので、バス車線とマイカー車線を区分し交通渋滞を解消

して欲しい 

・若松町公園と加曽利じゅん菜池公園のバスケットコートについて。 地面を土じゃな

くてせめてコンクリートにして、ラインもちゃんと書いて欲しい。そうしないとどこ

からがスリーポイントでどこからがフリースローなのかがわからない。ネットが切れ

ていてもすぐに直らない。雨が降ったあとの地面のコンディションは本当に最悪。バ

スケなんて出来たものじゃない。早急に対策をお願いします。 

・近所に緑豊かな公園を作って欲しい。 お洒落な並木道を散歩したい。 海岸までの交

通の便が悪い。 千葉市の発展がない。 高齢者の参加行事が少ない。 稲毛駅周辺の飲

食店が充実していない。 千葉市は東京の隣の県なのに、衰退している。 

・住宅地拡大により自然が年々減ってきていると思います。どこに行っても家しかない

場所ではなく、ある程度整理された自然環境が沢山ある地域を作る施策に取り組んで

欲しいです。 

・学校にエアコン設置をいち早く導入して欲しいのと、認可保育園の拡充に取り組んで

ほしい。稲毛海浜公園をより魅力ある施設に変えて欲しい。 

・もう少し自然豊かな街にしてほしい。  

・子どもが安心して遊べる大きな公園を作って欲しい。バス路線を増やして欲しい。子育

て割引など、充実して欲しい。 

・もっと子供が楽しめる大きな公園がほしい。夏場に無料で水遊びができる施設が無い

から欲しい。 土日や雨の日に子供が遊べる場所が少なすぎるから欲しい。 

・街路樹はそれほど多くなくてもよい。（公園にあればよい） 

・子供が心配なので、生活道路の自動車の取り締まりを積極的にしてほしい。 

・ＡＩを用いた信号機の最適化に取り組んでほしい。 

・せめて駅周辺は、歩きたばこ、ガムの吐き捨てを取り締まってほしい。 

 

 



176 

 

・外房線がよく運転見合わせや遅延をします。 家族が通勤や通勤で電車を使うため、

大変困ります。遅刻してしまいます。 倒木する箇所があるなら伐採するなどの対策

をお願いします。緑が多くて大変住みやすい街なのに残念だと思います。 

・電線に接触している公園や道沿いの木の葉を整理してほしい（停電や災害の可能性が

あり危険を感じる） 

・町ごとに大きな公園を作って欲しい。 庭みたいな規模の公園ばかりでは子供達も座

っているだけ、ボール使用禁止の所も多くある。 

・公園、道の真ん中、川沿いなどの雑草を無くしてほしい。視界を遮り特に子供とお年

寄りが危険。（見えない） 

・緑が多く、障害者や老人も暮らしやすいまち。 

・おゆみ野の遊歩道や公園など、住民にとって良い環境なのですが、草木が生い茂り、

防犯上の不安を感じることがあるので、特に子供が使用する場所については、緑地の

管理（草刈り、剪定など）を強化して、いつでも安心して使用できるようにしてほし

いと思います。夜間歩いていると外灯が少ない箇所等、暗い場所がまだまだ多くあり

ます。防犯対策として外灯を増設するなど夜でも安全な街になると良いと思います。 

・道路の整備 (サイクリング道路)高校生や通勤通学の利用が多い花見川沿いに、街灯

を増やしてほしい。雑草も生い茂り、暗くなり始めると犯罪の恐怖を感じます。 海、

川、釣りの人気スポットには駐車スペースの充実を。市民便りについては、夏休みの

こどもイベントは多いけれど、中高生向けの情報をを増やしてほしい。大学で行う公

開講座や趣味の講座など。中学校のスクールカウンセラー増員を。現状、予約がなか

なかとれません。教育センターのカウンセリングや電話相談。土日も必要。平日の日

中だけでは、相談できない人がたくさんいると思います。仕事を休んで相談するのは

難しく、子供の悩みを抱えたまま板挟みで苦しんだ時はかなり切実でした。母親と子

供のみ、父親の行かれない相談所とも感じます。早急に対処してもらいたいです。 

・あえて言えば、千葉市緑区(土気周辺）の公園の整備を もう少ししていただけると有

り難いです。遊具のメンテナンスや掃除など。利用する側も気をつけるべきだとは思

っています。 

・千葉駅付近に高速道路のインターが出来ると活性化するのではないか。  

・きれいな街作り、道路、歩道、公園などにゴミがない、雑草が生えていないといいと

思う。防犯上、防災上、また、観光客も来るので、おもてなしという意味でもそのよ

うになるとよい思う。 なお、これから、人口減少するので、マンションなどの建設は

特定の地区に絞り、景観も考えながら街作りをする必要があると思う。 

・空き家・空きビル対策を進めてほしい（ゴミや樹木などの管理を徹底する。廃屋は積

極的に整理する）。駅前などのビル群は統一性を持たせるため、外見面の条件（制約）

を持たせるべき。 
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・自然が多くとても過ごしやすいです。その分お店がない所はないのですが… 東京に

憧れもしますが、適度に自然があると心安らぎます。 

・都心に近く千葉県の中では都会だけど海や緑の自然もありのびのび子育てするにはい

い所となってほしい。0歳から小中学校くらいまでの保護者に子育て環境、学校での

環境はどうか現場に足を運んで直接聞いてほしい。小さな子供は何かあっても文句も

言わず我慢するだけになっているので。 

・青葉の森公園の噴水等、せっかく作ったものを一部の人間の戯言で止めるのはやめて

欲しい。あの、緑と水、そこで遊ぶ子供のいる景色が千葉市だと思う。 モノレールを

延長して欲しい。需要がある場所をつなげるのでなく、つなげてから宅地開発支援等

で需要を作るという手段もあると思う。 折角イオン等が市内にあるのだから官民共同

開発等を期待したい。 レッドブルエアレースは最高です。 
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③ 環境 

 

・リサイクル資源の回収に自動車の回数が多いが、一台に市・学校・自治会などすべて

を回収し、各回収での按分をすると省エネになり提出者も省エネになると考える、八

千代市に近いので図書館、市イベントとの相互参加を考慮して欲しい。市の予算のカ

ットは思い切って実施されたい。市民も我慢すべきは我慢すべき、財政の健全化を。 

・まだまだ歩きタバコやゴミのポイ捨て等、環境に良くないことをしている人、交通等

マナー違反を気にしない人が多いと思います。女性も子供、高齢の方、ハンデを持つ

方たちにとっては、なかなか話を聞いてもらえない相手なので困ってしまいます。直

接伝えても逆効果でしたので、千葉市の、歴史や神社・寺などの昔から大切にしてき

たイメージを使って、自然や空気に対して「キレイ・美しい・汚したらバチ当たりそ

う・・」と本気で思わせる景観がつくれたら･･･未来の千葉の魅力がさらに高まる気が

しました。 

・花や緑の多い、ゴミなど（タバコの吸い殻なども）落ちていない街にしたい。子供や

高齢者が暮らしやすく安全な町にしたい。 

・大気汚染、騒音のない環境に努めましょう。 

・農村地帯で生活していますが、年をとって後継者もなく農地が維持できなく荒地が目

立つ。業者が買い取り、産業廃棄物を大型トラックで運び捨てる場所となり、景観が

悪くなってきている。昔のように作物が実り豊かな場所となってほしいが、年寄りが

多く、これからどうなってゆくのか不安です。何か良い方法はないかと日ごろより思

っています。 

・自然豊かで住みやすい街をもっとアピールする方が良いと思います。電車の本数を増

やしたり（東京までの快速電車を増やす、成田→東京間）東京までの利便性を良くし

若い人へ住みやすい街ということをアピールする。 

・子供の医療費を無料にしてほしい。中学卒業まで。給食を和食中心にしてほしい。週

に 2回もパンが出て、食生活に悪影響。オリンピックが行われる幕張の 357 号線の路

駐をどうにかしてほしい。ゴミが放置されている。 

・ゴミについて一言申し上げます。市長さんはゴミの削減をいつも謳っていますよね。家

庭の主婦はそれなりに工夫して減量やリサイクルに取り組んでいますが同時に商店や

スーパー、更には製品をつくる企業にもっと規制をかけてほしいと思います。１回スー

パーに買い物に行くと嫌でもゴミは沢山出てきます。消費側にはどうすることのできな

い二重、三重のパックや包装これが少しでも減ればゴミはぐっと減るのではと思います。

便利さゆえの尻拭いですよね。 

・道路の危険個所が多い。特に自転車道が少ない為、歩道も車道も危険になっている。

通学路に不審者が時々でるが、通学路の暗い道に街灯を設置してほしい。ゴミ出しな

どのルールを地域で取り組んでほしい。 
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・ゴミの分別で量を減らし、焼却場を建設しなくて済んだのは、千葉市と市民の努力の

たま物だと思います。今後も続けていきたいと思います。千葉市でミニシャベルカー

や耕運機のレンタルがあればいいなと思います。 

・千葉市は政令指定都市のわりに下水の設備がきちんとされていない。いまだにトイレ

のくみ上げをしている家がかなりあり、夏場は悪臭が漂っている場所がかなりありま

す。自宅でのゴミ燃やしの禁止も根付いておらず近所でもゴミを燃やす家が何軒かあ

り、煙が家の内に入り迷惑しています。 

・ゴミがなくきれいな街に治安の良い素敵な街に住みたい。住みたい町ランキングとか

入ってほしい。都内だと恵比寿、中目黒、表参道とかに住みたい。そういう町にして

ほしい。 

・近くのゴミ捨て場にルールを守らない粗大ゴミがいつも一杯です。防犯カメラの設置

をしてルールをきちんとしてもらいたいです。近所のマンションには中国人等の外国

人が多く住んでいます。その様な方々がルールを守っていないと思いますので市の方

で対策を講じて頂けないかと思います。 

・ボランティアなどの活動が多くなってきましたが、中高大学生などの若い力を学校や

行政を自治会など含め、つながりを持ち助け合いの教育を子供の時から学べる環境を

作っていただきたいと感じます。福祉の仕事をしています。お年寄りの方のゴミの分

別は難しく特に認知症の方の独居生活となっている方など介護サービスではまかなえ

ないほどの負担となります。ボランティアもまだまだ充実しておらず、千葉市は有料

となっている為お年寄りやが帰国人にとっても住みやすい千葉市となって欲しいと望

みます。 

・気候の穏やかな所が気に行ってます。 

・老人が家にいるが老人の集まりに積極的でなく家にいる事が多い。身の回りのことも

自分で出来るので世話はないが、もっと地域の人と関われる場が増えるとよい。子供

がアルバイトで都内に出る、終電で帰ってくるがバスがない。せめて終電まではバス

を出してほしい。路上駐車が目立つ、事故につながるので取り締まってほしい。自宅

前の排水が悪く雨が降ると水であふれる、排水良くしてほしい。 

・八千代、勝田台方面へのアクセスがしやすくなると助かる。市内移動できる自転車の

設置。動物の殺処分ゼロ。食物の廃棄ゼロ。 

・動物に飼ってはいけない団地で堂々と犬猫を飼っている。駐車違反だから警察に電話

しても取り締まってくれない。歩きスマホ、２人乗り自転車など。ルール違反した人

が大きな顔をして生活している。このような状態ではまじめに生きている人たちも千

葉市に不信感を抱きます。皆が住みやすい市にするためにはセンスの良い店や公園も

必要ですが、何よりルールを守ると言う事が必要と思います。態度や事務怠慢という

ことのない様、千葉市役所の皆さま宜しくお願い致します。 
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・海、海上、海岸線、港をもっと活用し、前面にＰＲできる他から集客できる町づくり

をしてほしい。マリーナがある街づくり。ヨットハーバーを拡張し、モーターボート

の利用や船を係留できるようにしてほしい。 

・ゴミの処理を積極的に取り組んでほしい。各家が家の前の道路を掃くようにしたら如

何でしょうか？ 

・よくわからない理由の重大な犯罪が増えている今、子ども達に道徳よりも護身術を義

務教育の必須科目で教えて欲しいです。子供たちは吸収が良いので、道徳や保健の授

業程度の時間を割り当てて教えればひ弱な異常犯罪者から逃げたり、いなくなったり

する位に身を守ることはできます。地域や大人で守る事も必要ですが、それが信用で

きない事件もあり、自分自身を守る術を与えるのも大切な市政のひとつとして考えて

頂きたいです。また、グローバル化に際して子供たちに日本の伝統（お茶、お花、武

芸など）をやはり必須で教えて海外に誇れる人材を育てて頂きたいです。環境汚染に

よる異常気象も年々被害が甚大になり今が一般市民全ての考え時だと思います。市の

取組もいろいろあると思いますが、せめて幼、小、中、高校、公立機関、施設での石

けん使用（完全無添加）だけでも徹底して頂きたいです。市民の健康と自然を守って

欲しいです。 

・高齢化に伴い子供が居ない私達はどの様に対応していけばいいか不安が大きい。年寄

りが自立して安心して生活できる環境を整えて欲しい。 

・ゴミの日が他の市より少ない気がする(燃えるゴミ週 2は少ない）週 3にしてもらえ

ると楽です。図書館の書籍など増やしてほしい。借りられる本の数を増やしてほしい。

（10 冊→20冊など） 

 

・今まで区役所でペットボトルキャップを大量に出せていたのに入れ物が少なくなった。

色々な所に設置して欲しい。 

・小中学校に早くエアコンをつけて下さい。ゴミ袋が高いです。 

・生ゴミがカラスに荒らされて散乱しているのをよく見かけます。ネットをかける以上

の対策が必要だと思います。 

・街の中をもっときれいにできないでしょうか？ 

・千葉港を人が集まって買い物したり食事をしたり、ベイエリアの環境を良くしてくだ

さい。パチンコ屋は見た目が悪い。最悪。 

・個人的には老後の生活のサポートが充実して欲しい。粗大ゴミの出し方が少々面倒に

感じます。使用済み食用油の拠点回収が開始されましたが、拠点の数や回収時間が限

られていたり、利用するのは難しく残念です。今後とも市民の為の活動頑張ってくだ

さい。市民としても感謝を忘れずにいたいです。 

・道が草などで塞がれてしまう所があります。きれいな町（花の町）にしたいです。 

・高齢者のゴミ捨て時間（特に冬季） 
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・現在住居している地域は一日で粉塵で汚染されるエリアなので改善して欲しいです。

子供たちを守る為、歩道橋などの安全通路を充実してほしいです。中途半端な改善対

策が見受けられる所がある。 

・保育士のお給料を上げてほしいです。アップは園によって様々な現状。ゴミ袋月に数

枚無料配布など、有料へのちょっとしたサポートがると嬉しいです。 

・公園の電気を増やし明るくしてください。暗すぎて物騒です。樹木も花が咲く木を！

お花見できるような木をお願いします。桜の木とかほか。 

・生ゴミの収集が週 2日では少なく週 3日だと便利。マンション等の窓の雨戸を作成出

来る様にすれば強風時に安心感がある。町の灯りがまだまだ暗い場所があり防犯の為、

街路灯の見直し必要。 

・歩道を広く、車がなくても移動しやすいようバスの路線、本数を増やして欲しい。住

宅街が暗いので明るくする。 

・千葉市は街中にゴミがやたら落ちている。小中学生にエリアを決めて美化に協力して

もらいたい。そうすれば少なくとも小中学生はゴミを捨てる事が悪いことと思うよう

になるだろう。高校生はゴミをなくすアイディアコンテストを行ってもらいたい。 

・千葉駅周辺の環境が悪いので対策を取ってほしい。空き家が増えているのでこちらも

早めに対策を考えてほしい。 

・新聞をとっていないと市政だよりが入手できず市政が全くわからない。専用のゴミス

テーションを持たないマンションのゴミの管理をしっかり指導してほしい。道を歩い

てゴミの散らばっているのを見ると悲しくなります。 

・歩道の樹木の剪定を定期的にやってもらいたい。 

・歩きたばこを取り締まりしてほしい。子供がいますし、良い気持ちになりません。美

浜区（検見川浜）はそんな方が多いです。 

・来年度から始まる保育園、幼稚園の無償化について完全に無償になるわけではない事

がわかり、大変残念に思いました。これでは「無償化」ではなく「一部補助」だと思

います。また、中学生以下の医療費を無料にする。市立小学校の設備はあまり整備さ

れているとは思えません。公園は、公衆トイレの整備や犬猫のふん等もどうにかして

ほしいと思います。本当に必要なところからお金をかけてください。 

・高齢者の多くなる時代、バリアフリーに力を入れて欲しい。道路は見た目の美しさだ

けでなく、デコボコのないメンテナンスまで考えて住みやすい千葉に。道路に緑を植

えても草だらけならば道路幅を広くした方が良い。道路が劣化して溝ができ、転びや

すい。千葉駅はキレイになっても魅力的ではない。周りに何もない。区役所が駅から

遠い。不燃ごみ袋が小さい。 

・野良猫が庭にウンチをしたり、ゴミを散らかしたりしてとても困っています。子供が

小さいので病気やケガなどしないか心配。市として去勢や補獲などしてほしい。保健

所に相談したが何一つ助けてくれるような事をしてくれずとても不満だった。 
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・屋外での喫煙の取り締まりを強化して欲しいです。（罰則は適応されていますか?）元々

禁煙家ですが妊娠出産し、より敏感になりました。外出時にどの道を通っても必ず喫煙

者がいます。屋外の喫煙所は、吸い殻がそこに集まって煙がそこに止どまらず、近くを

通った者に必ず害があります。未来ある子どもに健康被害が及ばないよう厳しく取り締

まってほしいです。 

・災害時のライフライン確保に向けた取り組み。製鉄所近辺の粉じん対策の取り組み。ご

み、たばこの吸い殻の投げ捨て、道路、歩道の清掃、草刈りへの生活環境美化。 

・日曜日にモノレールに乗って千城台まで行きました。動物公園駅に着いた時に照明を

節約して駅が暗い状況でした。動物公園の遊園地も今は閉園しているとか。我が家の

子ども達が小さい頃はよく子どもを連れて動物園、遊園地に行っていましたが、今は

社会人になり、あまり行く機会がなくなりましたが、動物園がもう少し活性化された

らモノレールに乗る人も増えると思うのですが。 

・以前は札幌に住んでいました。今、住んでいる所は歩道が狭く子どもの１人歩き自転

車など常に心配です。札幌とどうしても比べてしまいます。また、街灯が少ないと思

います。通学路も暗い死角になる所があり、何度も変質者が出ています。子どもを安

心して外に出せる街にしていただきたいです。 

・街路樹や歩道が整備され、散策を楽しめるような街づくりを蘇我周辺に欲しいと思っ

ている。 

・農業をしていますので有害鳥獣が多くて困っています。駆除をお願いします。 

・近所に野良猫が結構いるので何か対応しないと増え続けるのではないかと思う。 

・ゴミのポイ捨てや二輪車での喫煙禁止、罰則の強化。 

・10月から製品プラスティックの回収がはじまりましたが、それとは別に生活ゴミの

中にプラスティックは驚くほど沢山あります。それらも一緒に回収してもらえたら家

庭ゴミは半分以下になります。プラスティックゴミの分別については、最初から強制

ではなく協力する意思のある人の分だけでも回収して様子をみたらいかがでしょう

か？ 

・風が強いので風力を利用した施設、環境エネルギーを活かして欲しい。 

・市原市のゴミ袋はスーパーなどでもらえるのに千葉市は早くから有料化している。そ

ういう面で工夫して少し還元して頂けたら有難いです。税金を払うばかりで何も還元

されている気がしていません。 

・タバコのポイ捨てが多いので危険だと思う、何とかして欲しい。 

・これからもゴミを減らしたり、ムダを減らし、新しいモデル的な取組をどんどんトラ

イしていって欲しいです。 

・都賀の台は歩道が広いのに若葉区に入ると歩道がすごく狭くなるのですごく怖い。車

メインでなく、歩く人メインにもう少し考えて欲しい。街灯も少なく暗くて怖いので

お店を増やすなり、街灯を増やすなりして欲しい。 
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・とにかく真砂のＴＯＳＨＩＢＡ裏からトンネル、検見川町へ抜ける陸橋がとんでもな

く危険。暗くなってからは検見川駅からの通勤路であるにも関わらず怖くて通れませ

ん。何度も見知らぬ人から追いかけられている。あんなに老朽化した暗い灯しかない

陸橋を放置するのは問題だと思いますが。 

・市政だよりを各家庭に届けてくださったり、駐輪場を整備してくださったり、と熊谷

市長の頑張りには本当に支持して良かったと思っております。中央区のよし川とよし

川公園をもっと美しくしてください。ムクドリの対策もお願いします。市民ゴルフ場

の料金が高すぎます。さらに値下げしてもう気軽に行ける施設ではありません。市営

の施設の料金を検討してください。 

・若い人たちが住みやすい環境を作っていただきたい。 

・何となく街にゴミが落ちている。街路樹の手入れが少ない。自転車の無灯火が多い。

危険。 

・ごみの分別収集についてですが、ごみを出す私達は努力しているつもりですが、それ

が本当に活かされているのでしょうか？また区役所はいつ行っても混んでいます。よ

りスムーズに対応する努力はしているのでしょうか？ 

・個人的な感想ですが、私はＪＲ千葉駅東口から本千葉駅方面へ歩くのですが、飲食店

（居酒屋）の呼び込みのお兄様達のガラの悪さが残念なことの一つです。友人 2人で

歩けば数人に声をかけられ、非常にうっとおしい。他地区でもある条例の制限などで

きないのもかと感じます。 

・357号線道路沿いの不法投棄は何か対策をとった方がよい。イオンと 357 号線の十字

路付近は目に余る。 

・がん検診を受診しやすくしてほしい。子どもが遊ぶ小さな公園が古すぎる。遊具を整

備してほしい。自転車のマナーが悪い（特に学生） 

・外灯を多くし夜でも女性１人でも歩ける様にして欲しい。ゴミ出しとか専用の袋とか

特に外国人の方に分かりやすく説明し、きれいな環境を保って欲しい。 

・美浜区浜田交差点、コロンブスシティ側 357号線のトラック路駐がひどいです。ゴミ

のポイ捨ても多く、汚いです。以前、車線規制をしていた期間は改善されていたので、

また何か対策をいただきたいです。 

・道路等にゴミが多いので綺麗にしてほしい。川が汚い。夜、暴走族がうるさいことが

ある。止めてほしい。不法投棄と思われるゴミがあり取り締まりをお願いしたい。 

・ゴミ捨て場のゴミが道路に散乱している場所がいくつかあり、汚い。歩行の妨げにな

っている。 

・ゴミ袋の無料化、指定袋を無くすなどしてほしい。 

・電線の地中化を目指し台風などの災害停電などを防ぐ街を実現したい。自転車の歩行

路の明確化及び厳罰。農業を学べる場所を増加。 

・ごみのないキレイな街にしたいです。 
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・人口の少ない地域には力を入れてくれない。交通の便も悪いし、ゴミの回収も他では

自宅前まで来てくれるとの事。公民館の隣にコンビニがほしい。ムダに緑が多い。と

にかく不便。宅配がこない。母子家庭、生活保護の不正調査をしてほしい。不公平で

す。 

・自転車の右側通行が多い。高齢者の信号無視が多い。電動車いすなど障害者が交通ル

ールを守っていない。花園中学校部活帰宅者が交通ルールを守っていない。以上千葉

市で取り締まり強化を要望する。 

・交通のマナーの悪さは千葉が一番と思う。 

・ゴミ回収について検討して欲しい。昭和中期「町内からハエ、蚊をなくす」目的で家

庭ゴミの回収が進められてきたと記憶しているが最近のゴミ回収は逆行しているよ

うに思えます。夏場の可燃ごみ週 2回は室内保管では臭いとコバエに悩まされます。

草、木の月 2回も雨が袋内に溜まったり虫が湧いたりです。布、段ボールは隔週でも

よく不燃ごみは月 1回でも可能かと思います。また曜日ではなく日にちの方が覚えや

すいかと感じます。・カラス、猫対策もお願いします。 

・京葉線沿いは昼間は散歩するのに適度な木の陰で気持ち良いが、暗くなると街灯はあ

っても非常に暗く、娘たちは「こわくて歩けない」と言っていました。他の場所も日

の入りを過ぎると公園近くや民家近くでも真っ暗になっており、児童や若い人たちも

危険だと思っている。（歩くのが怖くて）もう少し明るいと安心です。 

・不燃ごみの袋、もう一回り大きいのもあっても良いのではないでしょうか?粗大ゴミ

の申し込みがつい面倒でベランダんなどに放置してしまい台風の時、危険だなと感じ

ました。もっと楽に処分したいです。 

・ゴミ問題、細く区分されている為高齢者は考える事ができない。（私も何回となくゴ

ミ分別表を確認している）ゴミ屋敷になっていくと思います。各実家の整理をしてた

め込んでいたので理由はよくわからないとの事でした。 

・ゴミは道路に捨てない環境にする、と小さい時から育てる。 

・千葉市が美しく、清潔な街になったら良いと思います。どうしても、ゴミ回収の日の

ゴミの散らかりようが気になります。ところどころ、街かどで酷い所が目に付きます。

市民は 1人 1人気をつけて袋をしばっているのでが、問題はカラスではないかと思い

ます。カラスのことを研究して対処お願いします。 

・蘇我周辺の工場群からの排気ガスが時々北風に乗って漂ってくることがある。健康上

も問題があると思われるので行政面での対処ができないか検討ください。 

・渋滞の緩和と自転車のマナーの取組。 

・自宅の隣がゴミ収集所であるがルール違反、カラス被害が多く、清掃する人も限られ

ており困っている。行政面での解決が必要だが改善されない。地域での児童、学生、

一般の共生を望みたい。年配者が地域の児童、学生をその経験分野で指導、育成に役

立つ地域活動が広がれば良いと思う。 
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・ここ最近は、外国人が急激に増えてきているので、いろいろな場面で、対策をとって

欲しいと思う。住居等では、ゴミの捨てかたの問題。公共の場所での言語表示をしっ

かり示してほしい。 

・人に優しい街にそれぞれが気を使って生活して行きたいですね。 

・社会的なことには何も具体的な参加は出来ませんが朝、家まわりのゴミを拾ったりす

るくらいは体調の許すかぎり続けてゆきたいと思っています。必要最小限のことが何

なのかを考え続けていくことやそれを為しに行ってみることが大切になるのではない

でしょうか。 

・ボランティア活動をしたいと思うが方法がわからない。広報誌で紹介してほしい。緑

が多いのはいいが捨てられているゴミの多さにも困ったものだ。ゴミがゴミを呼ぶの

でゴミを無造作に捨てられない環境を作るには？ 

・先日ひったくりにあいました。ひとりひとりが安心して温かな人との結びつきを大事

にしてみんながゆっくり楽しんで生活出来る土壌作りをして頂きたいです。 

・粗大ごみ出しで、市へ電話しても全然つながらない。「川沿い等に不法投棄」が多く汚

ないので監視を強化するなど対策を講じてほしい。 

・不燃ゴミについて、もう少し柔軟に考えてほしい。袋が短すぎる。可燃ゴミ袋と同じ

くらいの袋を作ってほしい。 

・駅周辺は街灯があり、歩道も整備されているが「駅からバスで 10 分」走っただけな

のに街灯も少なく、歩道には雑草があり、整備されていないので歩きにくい。歩道を

広くしてほしい。 

・ゴミ出しの説明の書類が良くわかりません。東京町田に住んでいたのですけど、説明

書が誰にでも解るものでした。一度、町田から、取り寄せてみては如何でしょうか？ 

・ゴミ袋にお金をかけるのはいいですが、ゴミ捨て場に問題があります。カラスが多い

場所なのと住んでいる人以外の人が決まった日、決まった物以外捨てる。小中学校の

給食について地方でおいしく出してくれている市があるそうです。 

・駐輪場について、管理をしている年配の方の態度が良くない。挨拶ができない。利用

者に挨拶をすれば、無断駐輪をしている人の抑止になると思う。管理棟に座ってばか

りいないで、見回りの回数を増やし、無断駐輪を減らして欲しい。小・中学校の冷暖

房設備を充実させてほしい。 

・近隣空き家の大木・草を千葉市で切って（費用所有者持ち）不衛生で危険な環境を改

善して欲しい。不審者、ボヤがあり、大きな火災が心配。大量の葉・花・果が当家に

入ってきてベランダ排水が詰まる。洗濯物やふとんも外に干せない。雨戸が開けられ

ない（夏も！）空き家敷地にゴミ、葉が積もり、一年中蚊が発生、ネズミや悪臭も！

当家は不条理な我慢をしています。所有者は「解体予定」といって 10年以上放置して

います。市内の空き家には子供たちが「きもだめし」で入った話も聞きました。一日

も早く取り組んで下さい。宜しくお願い致します。 
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・駐輪場を駅へ行く人も通り抜けするため危険に感じる。シルバー人材の人がいるが特

段注意もない。また、夜電気（街灯）が点灯していない。京葉線を利用しているが、

土日の本数等が少なく、大学なども無い為あまり活気がない。 

・大雨で道路が冠水します。（千葉港、幸町など）海の赤潮、青潮の対策。千葉みなと方

面から小中学校が遠すぎる。公立なのに公共交通機関が必要なのはいかがなものか。火

力発電所からの粉じん。 

・日本の人口が減少していく状況を考えると、子供や若い人が住みやすい街になるとよ

いと思っています。 

・特にないが、自転車の運転教育をどうにかして欲しい。幕張駅近辺に住んでいるので、

どうしようもない。 

・千葉みなと駅南口マルエツ付近で、路上でたばこを吸っている人が散見される。外国

人も多いと思われる。吸える場所を特定し、吸わない人の害にならないように規制し

ていただきたい。 

・安心して、生活できる町。 

・駅前の鳥の糞が臭くて汚くて、とても嫌です。、場所が自転車置き場なので、付きそ

うで置きたくない時がある。なくして欲しいなとは思います。 

・芸術、音楽、文化系で魅力があるイベントが少ないので増やして欲しい。ドラクエと

かマリオとかジブリとか一般受けするゲームやアニメを絡めると人が集まりやすい

のでは？最近がんで亡くなる人が多いので、がん検診をもっと充実させてほしい。乳

がん検診が 2年に 1回では不安。親に検診を勧めてもあまり関心を持ってくれない。

検診の案内やこんな症状に注意等の注意喚起をもっと大々的にしてほしい。病院の待

ち時間が長い、半日は潰れる。医師や病院をもっと増やしてほしい。千葉駅周辺、栄

町あたりを通る時が怖い。夜の見回りを強化してほしい。江戸川区に住んでいた時は、

夜パトカーが巡回していつも声をかけてくれていた。 

・2020年を目途に、小中学校にエアコンを設置すると広報に市長のコメントがありま

した。財政の面からと説明がありましたが、子供達は我慢していたと思います。遅い

なと思います。市役所へ行きましたら、昼休みの執務室は真っ暗でした。よく見ると

その中でお弁当の食事をしている職員の皆さんの光景をみて、そこまでしなくても良

いという感想です。稲毛図書館の水道はチョロチョロです。これでは衛生面は保てま

せん。以前、総務課長かそのレベルの職員の方へ具申しましたが、改善はいまひとつ

です。掃除のおばさんの声なき声を聞いてください。そして、検見川公民館の勢いあ

る水道を見学して下さい。 

・道端に生えている雑草を根から取り除いて欲しい。鎌取駅付近の駐輪場に沿って木が

はえており、そこに大量の鳥が来てその周りがとてつもなく臭くなるので、枝を切る

などして対策をして下さっているのは嬉しいけれど、他にも対策があると嬉しい。自

転車用道路が出来たがあまり使っている人を見かけない。 
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・自転車のマナーが悪い人が多く、警察と連携して取り締まりをしてほしい。特に駅周

辺の夜が酷く、無灯火で逆走している人が目立つ。 

・道路が途切れているところは開通させて欲しい 

・プラスチックのリサイクル強化をお願い致します。多くが捨てられていると感じます 

・今の居住地域については、違法駐車の摘発です。理由は公共交通機関（バス）が充実

していますが、違法駐車が多く道路状況が悪いため。 

・千葉市は生まれてから今までずっと暮らしています。首都圏からも近く、とても生活

しやすいと思います。 色々な取り組みをされていると思いますが、どのような活動

をしているかわからないところが正直あります。そのような活動を身近に知ることが

できるといいです。 個人的には、競輪場が住まいから近いのですが、全く関わりが

ありません。また、あまり良いイメージもありません。東京骨董市のような大々的な

イベントを競輪場などで行ってもらうと、他県からも足を運んでくださる方も多くあ

ると思いますし、競輪場も身近に感じることができると思います。イメージの向上に

もなります。  

・財政赤字のないように節約して環境整備など行ってほしい 

・路上で歩きタバコをしている人をよく見かける。マナーを徹底させてほしい。 

・交通がひどい。津田沼始発・終点が多いので千葉市にも乗り入れて欲しい。バスの路

線が偏りすぎているし電車の発着時刻との連携がない。路上タバコやごみのポイ捨て

をする方がかっこ悪いようなセンスのある街にしたい。海辺や公園はとてもいい場所

だから、そこを中心に街なかの緑や水辺も整備できたらもっと良くなる。 

・街路樹はそれほど多くなくてもよい。（公園にあればよい）  

・子供が心配なので、生活道路の自動車の取り締まりを積極的にしてほしい。 

・ＡＩを用いた信号機の最適化に取り組んでほしい。 

・せめて駅周辺は、歩きたばこ、ガムの吐き捨てを取り締まってほしい。 

・稲毛駅前の喫煙、客引きをやめさせて頂きたいです。 

・道路脇にごみ等がない、捨てられないまちでいてくれたらと思います。 

・バリアフリーを徹底してほしい。 路上喫煙を禁止してほしい。 

・開発が進んでとても都会的になったが、 やはり住んでいる人間自体が田舎の考えな

ので 土地に関しての認識が甘いというか、良く言えば寛大。 悪く言うと無関心。自

分の近所に粗大ごみを投棄、自宅の 前の道路が汚くても掃除しない、平気で不法侵

入する(庭を横切る等) 田舎の良いところ、ではなくダメなところばかり残っている。 

もう少し住民への意識改革も必要ではないか。 

・公園などしっかりあるのに環境が整備されていない。 ゴミが多く整備がされていな

いように思える。自転車道路の整備が中途半端、主要道路など整備できる道路には設

置してほしい。自転車道路はルートを明確にして欲しい、ただあるだけ感がぬぐえな

い。きれいな街づくりをされていると思うので、もったいないと思う所が多いです。 
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・おゆみ野の遊歩道や公園など、住民にとって良い環境なのですが、草木が生い茂り、

防犯上の不安を感じることがあるので、特に子供が使用する場所については、緑地の

管理（草刈り、剪定など）を強化して、いつでも安心して使用できるようにしてほし

いと思います。夜間歩いていると外灯が少ない箇所等、暗い場所がまだまだ多くあり

ます。防犯対策として外灯を増設するなど夜でも安全な街になると良いと思います。 

・他の自治体に比べ、ごみ収集袋が高価である。少し安くしてほしい。 

・街灯が切れた状態のままの箇所がある。 (東都医大幕張キャンパスの脇) また、緑が

繁って夜に見通しがきかない箇所がある。 日中はとても良いが、夜少し遅い時間で怖

い事がある。 改善要請を依頼できるような通信手段がほしい。 もし既存しているな

ら、告知手段を色々とってほしい。 (市のＨＰなどを見ないと分からないのは困る) 

・マンションの高層階に住んでいるが、粉塵がとても多く、子育て世代には環境が悪い

のではないかと感じています。それを除けば、住みやすくて良いまちです。 

・道路の整備 (サイクリング道路)高校生や通勤通学の利用が多い花見川沿いに、街灯

を増やしてほしい。雑草も生い茂り、暗くなり始めると犯罪の恐怖を感じます。海、

川、釣りの人気スポットには駐車スペースの充実を。市民便りについては夏休みのこ

どもイベントは多いけれど、中高生向けの情報を増やしてほしい。大学で行う公開講

座や趣味の講座など。中学校のスクールカウンセラー増員を、現状予約がなかなかと

れません。教育センターのカウンセリングや電話相談。土日も必要。平日の日中だけ

では、相談できない人がたくさんいると思います。仕事を休んで相談するのは難しく、

子供の悩みを抱えたまま板挟みで苦しんだ時はかなり切実でした。母親と子供のみで、

父親の行かれない相談所とも感じます。早急に対処してもらいたいです。 

・きれいな街作り、道路、歩道、公園などにゴミがない、雑草が生えていないといいと

思う。防犯上、防災上、また、観光客も来るので、おもてなしという意味でもそのよ

うになると良いと思う。 なお、これから、人口減少するので、マンションなどの建

設は特定の地区に絞り、景観も考えながら街作りをする必要があると思う。 

・きれいな街にしてほしい。ポイ捨てゴミや雑草の処理、鳥の糞などの対策。交通渋滞

や事故の改善政策。信号機の歩車分離式などや、駐停車マナー改善の取り組み。教育

とスポーツの充実。教育施設の充実はもちろんのこと、学校の先生の働き方改善（例

えば、部活動や試験作成の民間委託とか）スポーツ施設の充実と、オリンピック選手

等の育成、各種プロスポーツの誘致など。市街地の観光地化と高齢者のボランティア

推進。市街地に高層マンションより、商業施設と観光施設の充実。住宅地の高齢化と

空き家対策。若い世帯への中古住宅購入推進。（取得やリフォームの税や金利や補助

金などの助成制度）などなど。 

・（ゴミ問題）ポイ捨て対策に良い方法は？ （公共施設の運用管理）指定業者に丸投げ 

で費用削減を図るのは？人口減少化に対応し、先ずはその施設の必要性を検討するこ

とが先ではありませんか。 
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・稲毛海岸の駐輪場きちんと整理してほしい、お金を払っているのに止められない。無

断で止める自転車を取り締まって欲しい。磯辺高校の自転車の止め方が酷い。高校生

でも一般の金額にすべき。 

・飛行騒音 
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④ 保険衛星・医療 

 

・予防注射の無料化。 

・総合病院が近くにあれば更に住みやすくなると思います。 

・津波対策が全くできていない。総合病院が近くに無い。 

・子供が１年生の時、仕事が短時間だった事を理由に近所の子供ルームに入れず、１人

で少し歩くところに入ってしまい大変だった事があります。フルタイムにしたくても、

預け先が不安でした。子供ルームの決定には、少し柔軟な対応をお願いしたいです。

あと、医療費(子供）中学生まで免除にして欲しいです。 

・町内会に加入しないと敬老会に参加できませんしお弁当も頂けません。保健所の健康

相談が大変助かっています。 

・心豊かに活気ある生活が送れる街となってほしい。これから、ひとり暮らしの方が増

えてくるので頼れる人、場所（病院内で地域相談ができるとか）が必要かも。生活保

護者が多すぎ。国民年金の方々よりも医療にしっかりかかれている、生活保護者も高

齢だし、集合住宅にしては如何ですか。お金ではなく、食事の提供をするとか。 

・老人の勉強の機会である「ことぶき大学」をやめないで下さい。老人が外へでる事に

より病気にならなくなり、ボケを予防できるのではないか。医療費が少なくなれば学

校に支出する費用との対費用効率を考えてください。 

・稲毛区は同じような店、病院が多い。ラーメン屋、歯医者、クリーニング屋など。カ

フェが少ない。マルエツ、イオンにいろいろな店が入ると助かるし、うれしい。 

・医療をもう少し考えてほしいです。政令指定都市なのに、救急で運ばれる病院の医師

不足により昼間平日なのに断られた病院がありました（数件）。そういった中で千葉市

は最低なんだそうです。安心して暮らせる千葉市、期待を込めてお願いします。 

・土日にもがん検診の集団健診を実施してほしい。(他市ではやっているため、会社員

でもがん検診が受けられた)土日の庁舎運営もお願いしたい。また、庁舎、税務署な

どの駐車場を充実して欲しい。隣接する空き地は駐車場にして欲しい。まだまだ住宅

地は車社会なのだから駐車場は充実すべき。行動範囲がせばまる。 

・市立海浜病院の整形外科と循環器(内科、外科とも）科を充実させてほしい。高齢者

が多いから。医師の初期研修希望者がもっと魅力を感じられるような海浜病院になっ

てほしい。 

・私は現在 20代で不妊治療をしています。仕事と治療の両立は難しく仕事を辞めて治

療に専念していますが、多額の治療費がかかるため年齢が若くても治療の継続を諦め

ざるお得ない場合もあります。すでに助成金があるのは重々承知していますが、もう

少し助成金が増えてくれたら大変救われる。 

・長野県の様に老人の健康意識を高める様に医療全体の取組を変えたらいい。 
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・子ども達の医療費を高校卒業するまで延期して欲しい。秋休み廃止。公立高校 2度受

けられる制度の継続。 

・千葉駅がとても魅力的になりましたが、大人は楽しくても子どもが楽しめるところが

なくて退屈してしまい、一緒に楽しめず行きにくい。子ども手当や医療補助などもう

少し充実させてくれると助かる。公園の草刈り整備をもう少し頻度を上げてほしい。

青葉の森公園にあるようなジャブジャブできる水遊び場を緑区にも作ってもらいたい。 

・美浜区は大きな病院がない、海浜病院の充実をお願いします。 

・巨大な総合病院を作ってほしい。イオンモール行きのバスを土日に出して欲しい（無

料バス）ここは 4時に最終バスですが、せめて 6時から 8時までイオンモールから出

るバスの便を増やして欲しいです。周りにイオンモールに行きたい人が多いのですが、

皆行けなくなって困っています。 

・他の市より子どもルームの預かり時間が短い（土曜日）、安心して働ける環境。学校

の老朽化がひどい、環境整備を。かかりつけ医にしたい医者がいない、医者の対応の

教育をしてください。 

・妊婦の医療費控除や未就学児の保育費無料など、子どもを産み育てやすくする環境づ

くりは少子化の今だからこそ必要なのではと思います。 

・高齢者や障害者に住みやすい市と思いますが、国政に言う機会がないのでせめて千葉

市には若い世代に教育は勿論、未来に希望が持てる制度にして欲しいと思います。医

療費もせめて 18歳までは（高校生）子ども医療費助成受給券制度が欲しいと願います。 

・老人に優しい町。福祉の充実。海辺の施設、景観をもっと楽しめるようにしてほしい。 

・全体的に千葉は在宅医療分野において力がない。ターミナルの患者、在宅を希望する

患者につめたい印象。住民税が高いのであるのだから医療分野に力を入れてほしい。 

・安心して住める町。急病の時に診察していただける病院等の充実。 

・出来ればスポーツだけでなく文化、芸術方面も力を入れて欲しい。育休明けで子ども

を預けられる所がもう少し増えるとうれしい（病児保育なども）医療体制の充実（夜

間救急など特に、救急車のたらいまわしは良くない） 

・自分自身で選んだ所に住んではいますが、周囲の小児科病院がとても少ないため毎回

待ち時間が長かったり予約もとれない事があります。また、救急病院が遅く、子ども

が具合悪くなった時にとても不安になりました。医療体制特に子どもに対して、もう

少し改善して頂きたく思います。 

・私の娘が病院勤務。出生数減少しているが、気管軟化症で気管切開して退院する子ど

もが何人もいる。退院しても受け入れる訪問看護少なく、レスパイトを利用できる病

院も市内に 2箇所しかなく、常にいっぱいと聞く。家族だけでは決して支えきれない

と思う。子どもを扱うデイサービスが増える事を期待します。未来をつなぐ為宜しく

お願いします。 
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・精神障害 2級の子どもと一緒に生活しているが、将来が不安。特に体調を崩しやすい

子どもが、安心して病院にかかれるように医療費の負担をゼロにして欲しいです。ゼ

ロにしている所もあると聞きますが、千葉市はどうなのでしょうか。 

・夜間救急や休日診が美浜区にあり、緑区の私からすると１時間もかかり遠い。いざと

いう時に利用しづらい。 

・医療施設への送り迎えを充実してほしい。 

・85歳の高齢になり、種々身体的にも衰えを感じております。85歳になれば肺炎球菌

が 3000 円で受けられるとの事なので医者に行きお願いしましたところ、1回（23年

に自己負担で）受けた方は対象外と云われました。8000 円を払い肺炎球菌を受けま

したが、1 回は誰でも 3000 円で受けられなければ不公平だと思いました。 

・介護、福祉、健康、医療などを充実させてください。 

・公共施設のお手洗いの段差を無くしてください。スポーツセンター公園などの日曜日

の公園見回りをして下さい。昼間、女性トイレなどにバイクで来て覗く男性がいます。

四季を通じて草花が咲いていると住んで良かったと誇らしいです。是非、花や実のな

る植物を植えて下さい。誉田などの少し中心から離れた場所も中高年の人の行きやす

い商業施設を充実させてください。宮崎町加曽利町の辺りは新興宗教がきて少し不安

です。大きな病院の周りの商業施設を大切にしてください。東フィルの音楽をもっと

聞きたいです。 

・がん検診を受診しやすくしてほしい。子どもが遊ぶ小さな公園が古すぎる。遊具を整

備してほしい。自転車のマナーが悪い（特に学生） 

・医療費が重なり高額になっている（所得の少ない人は確定申告で戻らない。）多くの

科を受診すると高額になっても高額医療費は戻らない。 

・最近のら猫が多く見られます。可愛いからと言って餌だけあげる人がおります。のら

猫を増やさない為にも、去勢手術や避妊手術を出来る様に市の方でも、もっと力をい

れてもらいたいと思います。 

・通院や１年間通して病院にかかっていない人は介護保険や医療費を下げてほしい。 

・道路整備よりも子育てや教育、医療制度の方に税金を使って欲しい。子供が入院した

際、受給券が使用できたので本当に助かった。近所の公園も定期的に草刈りや清掃が

行われているのですごく助かっています。 

・子供の予防接種について。インフルエンザ予防接種、高齢者は 1800円 1回と安いのに

12歳以下の子供は約 3500×2回、1人につき約 7000 円もかかります。子供の人数×約

7000円。金額が高いから予防接種をしない家庭が増えています。未接種の人がまわり

にインフルエンザをまき散らし、学級閉鎖も毎年のようになり困っています。金額が

安くなれば接種する人も増えると思います。水疱瘡やおたふく風邪の予防接種も高い

です。高齢者同様に子供の予防接種も早急に安くして欲しいです。ご検討よろしくお

願い致します。 
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・日々の生活を安心して送れるように防災、防犯、病院、買い物などの環境を整えて暮

らしやすい街にしてほしい。 

・検診の申し込み方法がもう少し簡単だと嬉しく思います。 

・病院を暇つぶしにしているような老人が多く困る。老人用の病院または診療時間を分

けてほしい。パチンコ等のギャンブル施設を無くして欲しいです。24時間のゲームセ

ンターも無くしてほしいです。 

・2012年に横浜から花見川区千種町に転入しました。現在その時想像した以上に 2つ

の点で不便さを感じています。ひとつは医療機関の不備、ひとつは交通機関の不備で

す。我が家は車を運転できる者がおりません。路線バスとタクシーに頼ってなんとか

今までやってきましたが、この先年齢を重ねてここでやっていけるか不安な毎日です。

医療と交通の充実を千種町によろしくお願いいたします。 

・出産、育児、環境の充実化を継続して欲しい。ハコ物の新設は控えて既存施設の整備

統廃合を推進して育児、介護、医療などへの選択と集中をして欲しい。 

・第 2子妊娠中です。子育て支援施設や保育園やファミリーサポート、病院保育施設等

の更なる充実を希望します。 

・生まれも育ちも千葉市で他の市のことは知らなかったのですが、子どもが中学生の頃

浦安市や東京都に住んでいる友達はインフルエンザの予防接種が無料だと聞いてびっ

くりした事がありまた。医療費も中学生までは無料で、窓口で支払うことがないと言

っていました。千葉市は今はどうかわかりませんが、当時は医療費が無料なんてこと

はありえなかったです。もっと子育てしやすく、老人も安心して暮らせる街になって

欲しいです。 

・特定疾患患者に他の市のように補助してほしい。 

・各区に大きな病院を設置して欲しいです。中央区だけでなく他の区にも大きな商業施

設を設置してほしいです。 

・買い物が不便なので、何でも売っている激安スーパーができたらいいと思います。病

院、歯科、内科、外科、皮膚科、泌尿器科、神経科、眼科などの総合病院があったら

便利です。 

・高齢者にとって住みやすい、暮らしやすいこと。子供が安心して遊べる場所、医療、

生活が心配なく暮らせる千葉市になって欲しい。 

・副都心に総合大病院を作ってもらいたい。 

・子育て支援の為に医療費無料の期間を延ばしてほしい。色んな控除が受けられる手続

きの方法等を市民全員にパンフレットなどで配布して欲しい。広い公園を増やしてほ

しい。 

・予防医学の増進 
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・小学校にはクーラーを設置して下さい。海浜病院をきれいにして下さい。海浜病院の

ご飯をおいしくして下さい。検見川浜駅前のベンチをきれいにして下さい。街の草刈

りの頻度を増やして下さい。生保の人たちへの支給額を減らして下さい。もっと生保

の人たちを働かせて下さい。 

・海浜幕張に関して、一時保育の予約を取るのが困難な状況が多いため、改善されれば

育児の助けになると思います。 

・医療機関に関してですが、大きな持病と軽度の障害があります。千葉市、県内では対

応できず都内までいかねばなりません。体調の悪い中それをするのはとても大変です。

そのため、大きな病院や医療施設が近隣に出来ればと思います。夜間救急指定の病院

も同じく、求めています。 

・芸術、音楽、文化系で魅力があるイベントが少ないので増やして欲しい。ドラクエと

かマリオとかジブリとか一般受けするゲームやアニメを絡めると人が集まりやすいの

では？最近がんで亡くなる人が多いので、がん検診をもっと充実させてほしい。乳が

ん検診が 2年に 1回では不安。親に検診を勧めてもあまり関心を持ってくれない。検

診の案内やこんな症状に注意等の注意喚起をもっと大々的にしてほしい。病院の待ち

時間が長い。半日は潰れる。医師や病院をもっと増やしてほしい。千葉駅周辺、栄町

あたりを通る時が怖い。夜の見回りを強化してほしい。江戸川区に住んでいた時は、

夜パトカーが巡回していつも声をかけてくれていた。 

・去年、母を在宅で介護し看取りましたが、介護休暇の取得について、自分の抱える仕

事の量や、代わりの人材を当ててもらうことができなくて休みづらい現状がありまし

た。そのため、仕事を優先せざるを得なく、もっと母のそばにいてあげたかったと、

とても後悔しています。育休や介護休暇などを取れる制度だけでなく、取った人の穴

を埋める制度や職場へのフォロー体制を強化する仕組みがあると良いと思います。ま

た、車椅子タクシーや車椅子が乗るレンタカーなどが充実すると、もっと車椅子の人

が出かけやすくなると思います。 

・将来を担う子どもたちに関する施策は積極的に取り入れてほしい（医療費の無料化、

待機児童の削減、子どもルームの増設、公立学校へのエアコン設置等） 

・都賀駅のＪＲ線の本数を増やして、 東京都内とのアクセスの充実。（特に朝の下り線）  

千葉都市モノレールの都賀～千城台を全部直通運転せず、折り返し運転が出来る環境

作り。混雑緩和してＪＲ線とピストン輸送して欲しい。桜木駅と市営霊園先の国道 51

号線の歩道が狭くて危険です。総合病院の休日診療が余りに少ないので、救急車の使

用負担軽減に、地域の開業医と共同で休日診療の充実＝暮らしやすさに繋がると思い

ます。 

・子供に対する福祉制度を充実してほしい。療育を受けられる施設を増やして欲しい。 

健康診断など、もっと簡単・お手軽に受けられるようにしていただきたい。 
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・医療機関を増やしてほしい。 もっと子どもたちが、周りを気にせず遊べる環境を県

庁だけでなく、色々なところに色々なかたちで作って欲しい。 

・東京と愛知に住んでいましたが、どちらも子供医療費は無償だったたので、千葉市の

有料は腑に落ちません。交通の便においては、千葉駅からの京葉線のアクセスが非常

に不便。マリンスタジアムに千葉駅から 1本で行けるような交通手段も考えて欲しい。 

・検見川浜駅近辺は稲毛海岸駅と海浜幕張駅より落ち着いており、住むには快適だが、

病院などへは(海浜病院行くほどではない)隣町へ行かなければならない。飲み屋がな

く、あまりにも差が激しい。 

・子どもの医療費の充実や子育て世代への助けとなる施策に更に力を入れて欲しいです。 

・歩道の整備をして欲しい。不妊治療の保険適応してほしい。 

・空き家対策を行い、若い人たちを誘致してほしい。街の高齢化を防ぎ、活力のある社

会にしてほしい。 

・公園などしっかりあるのに環境が整備されていない。 ゴミが多く整備がされていな

いように思える。 

・自転車道路の整備が中途半端、主要道路など整備できる道路には設置してほしい。 

・自転車道路はルートを明確にして欲しい、ただある感がぬぐえない。きれいな街づく

りをされていると思うので、もったいないと思う所が多いです。 

・夜間・休日の救急診療を住んでいる地域(区内)で受診できるようにしてほしい。 

・稲毛海岸の開発を早くしてほしい。蘇我周辺に耳鼻科が少ない。子供の医療費をただ

にして欲しい。 

・医療を充実させてほしい。（大規模な病院を地域ごとに整備してほしい） 

・全世代が安心して暮らせる保安体制 

・高齢者が最期を楽しくすごせる施設の充実 

・公共施設での就業年齢制限を撤廃してほしい。 

・無駄な事に税金を使わないでほしい。 

・緑区在住です。緊急時の医療に不安を感じます。災害時に陸の孤島となることへの不

安もあります。中心街から距離が離れているので仕方ないとは思っていますが、改善

できるならいいなと思います。 

・幼稚園から小学校まで千葉で暮らし、また戻ってきました。環境、買い物は便利だが

病院の数が東京に比べて圧倒的に少ない。仕方ないかもしれないがもう少し充実させ

ていただきたい。色々な問題があるなか、全般的にはいい方向に向かっているので、

引き続き市長には頑張っていただきたい。 

・高齢者の公的入所施設が不足していると思います。また、医療ケアが必要な高齢者の

入所できる施設が増えることを願います。 

・日曜休日に医師の交代、診療時間外等の理由で、救急車の中で数十分待機させられる

ことがある。隊員等現場の意見を聞いて対処してほしい。特に 17 時～18時の時間帯。 
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・高齢者のリハビリ施設のある病院が少ない。その為通院できる病院が限られてくる。

低年金で入れる老人ホーム等も少ない。工事が中断されている国道がある。早期再開

を求む。 

・未就学児ばかりが優遇されているが、本当に学費等が大変なのはむしろ高校、大学な

のでそちらの方にも医療費軽減等考えてもらいたい。 

・高齢者が自立できる街。交通環境などのインフラや商業施設、医療の充実した地域と

して整備していただきたい。 

・税金が高い。ゴミ袋一つにしても他と比べて高すぎる。何か強みがあるといいのだが、

特にない。 

・高校生までの医療費助成、空き家対策に住みかえ助成、築年数の古いマンションの建

て替え推進、低層地区でも建て替え時は階数を増やして負担減をお願いしたいと思い

ます！ 
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⑤ 子育て・健全育成 

 

・若い人が来てくれる街に、子育て充実、公営住宅の充実など一方高齢者に向け年をと

っても障害があっても自宅で住み続けられるよう住民相互の支え合いに向けてもっと

積極的に行政が支援していくしくみがあると良い。（支え合いを立ち上げる人への相談、

支援、補助など）高齢者、障害者への日中活動、余暇活動の支援、活動場所の確保、

充実など望まれる） 

・弱者に優しくしてほしい。 

・熊谷市長様のお心づかいいつも嬉しく感謝しております。戦後を支えて頑張った私た

ちですが、皆さまに迷惑掛けないように心がけてますが、力尽きた時に手を差しのべ

て下さいませ。そして安定をなくした社会、若い人たちが共働きできる子供を育てて

ます小さい子供を両手につないで夜のお弁当を買ってるお父さんを見かけます。若い

父さん母さんに安らぎの場を何か考えてやってください。 

・身の回りに子供の声がしません。市は若い人の人口増加、その為の子育て支援にもっ

と予算を充ててもよいのではないかと考える。 

・稲毛区、小深町在住なのですが、山王町とともに駅から離れているため電車利用に不

便です。バスも 1時間に 1本程度しかなくもっと本数を増やして頂きたいです。最寄

り駅が「四街道」の為、市外の人に対して優しくないです。（駐輪場代が市外の者はバ

カ高かったり、病後児保育についても同時受け入れがなかったり、、、四街道市は閉鎖

的な気がします。隣市の交流なり連係なりうまくやれないものでしょうか？ 

・子供が住みやすい街にしてほしいです。子供手当がたりません。学童を無料にして欲

しいです。 

・来年度から 1歳児を保育園に入れようと思っています。やはりなかなか厳しい状況の

ようで増えると有難いです。 

・子供が１年生の時、仕事が短時間だった事を理由に近所の子供ルームに入れず、１人

で少し歩くところに入ってしまし大変だった事があります。フルタイムにしたくても、

預け先が不安でした。子供ルームの決定には、少し柔軟な対応をお願いしたいです。

あと、医療費(子供）中学生まで免除にして欲しいです。 

・京葉線の本数がもう少し増えれば、言う事ないと感じます。今は子供も大きくなり、

必要ないですが、保育園へ通わせている時は病児保育が近くにあると良いのにと感じ

た。子供ルームの保育時間を長期休みの日の朝 7時～と夜は 20時までにしてもらえ

ると大変ありがたい。 

・幼児、障害のある人高齢者、それぞれ保育所、施設と別々です。夢だと思いますが、

同じ施設で利用でき、交流できれば幼児は思いやりのある子に育ち高齢者は役割がで

き障害のある人は働く場所が出来る。交流のある明るい千葉市にしたい。 
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・障害者の雇用問題、介護、保育所など、公営にすればと思うのですが、運営は無理か

な。 

・私は千葉市の活力を維持するために、少子化を食い止めるべきだと思います。そのた

め、学校設備の再検討（耐震、トイレ空調など）、子育て世代への支援（教育費、医療

費など）は最低限するべきだと考えます。正直、この分野において千葉市以上のサー

ビスをしているところは多く、ネットなどでそれらを比較することは簡単です。その

ため、たとえ千葉市で育っても就職後は他市に出て行く人は少なくないと思います。

税収を確保するためにも、このような現状としっかりと向きあう必要があると思いま

す。長々と失礼いたしました。いつもありがとうございます。お疲れ様です。 

・児童館を多く作り雨の日でも室内で遊べる所を作って欲しい。またご両親が忙しく仕

事をされている方の為に同じ子どもを持った親後さんと交流し（いつでも）が出来る

所を作る。保育園に通っているご両親に子育てがスムーズにできる様場所を作る。お

年よりのケアとして自宅介護をされている方に対し補助金を出して欲しい。 

・幼稚園の在園料が高くて貯金ができない。公立は？バスケットゴールを気軽に使える 

環境をつくってほしい。近くにボール使用できる公園がほしい。 

・千葉駅がとても魅力的になりましたが、大人は楽しくても子どもが楽しめるところが

なくて退屈してしまい、一緒に楽しめず行きにくい。子ども手当や医療補助などもう

少し充実させてくれると助かる。公園の草刈り整備をもう少し頻度を上げてほしい。

青葉の森公園にあるようなジャブジャブできる水遊び場を緑区にも作ってもらいたい。 

・保育園を増やしてほしい。このアンケートの質問の主旨が良くわからなかった。紙ベ

ースだと集計に時間がかかるのでは？時間がかかる→集計する人に払う給料が増える

→税金のムダになると思う。若い世代には紙ではなくネットでの回答のみにすれば良

いのではないか？（紙の方が回答する私は楽ではありますが） 

・子どもは宝です。子どもを大切にした施策を打ち出してアピールして、江戸川区のよ

うに「子育てしたい町」にしてもらいたい。 

・子どもと高齢者にはお金をかけましょうよ。保育士とか介護士にはたくさん給料あげ

ましょうよ。日本を無くさない為に。 

・他の市より子どもルームの預かり時間が短い（土曜日）安心して働ける環境。学校の

老朽化がひどい。環境整備を。かかりつけ医にした医者がいない。医者の対応の教育

をしてください。 

・子育て支援に力を入れて若い人達が安心して暮らせる街づくりを希望します。シルバ

ー人材をうまく活用できるといいですね。 

・妊婦の医療費控除や未就学児の保育費無料など子どもを産み育てやすくする環境づくり

は少子化の今だからこそ必要なのではと思います。 

・保育士のお給料を上げてほしいです。アップは園にもよって様々な現状。ゴミ袋を月

に数枚無料配布など有料へのちょっとしたサポートがると嬉しいです。 
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・ゴミ収集の件、みんなで力あわせきちんと捨てる様きれいにしていきたいです。守ら

ない人が沢山います。 

・子育て中の親が不便しない取組が増えるといい。時に駅やスーパーなどのおむつ替え

台の設置のバリアフリー。授乳室の設置（お湯もあるとミルク作りの時に助かるが必

要）また、平日ママさんが乳児を連れて参加できるイベント（無料）がもっとあると

よい。 

・平城台公園の場所に日本を代表するようなサッカースタジアムを建設しジェフ以外のＪ

リーグチームを千葉市に誕生させ、活性化させる！モノレールも鎌取駅まで延伸する。

千葉市の一部が活性化しても千葉市の魅力にはならない。千葉市全体を活性化しなけれ

ば人口も減り、税収も減る。20 年後を見据え子どもを出産しちゃんと子育てをしている

女性に手厚い援助（補助金）をすべき！子育てにお金がかからなければ女性は迷わず出

産するでしょうし、千葉市に若い夫婦が移り住むはずです。 

・マイホームを建て、子どもも育てやすい環境の街にしてもらいたい。極端に狭い道路

が未だに多いので整えてほしい。 

・幕張メッセでイベントをやっても地元民はチケットを取れない。他県から人が来るだ

けで道が混んでうんざりする。待機児童 0人とあって千葉市に家を買ったかが実際は

待機児童ばっかりだった。泣く泣く無認可に入れてる人を何人も見た。 

・子ども達が安心して登下校できる様にしたい。保育園の充実。 

・子どもにかかわる補助がもう少し増えて欲しいです。（この時期だとインフルエンザ

の接種など） 

・老人が安心して暮らせる町に。多く子どもを産める社会に。 

・子育てに関して経済的に厳しいから共働きになる→子育てが疎かになる又は子どもが産

めない→少子化の悪循環になっているので、子育て家庭に優しい施策を打ち出して頂き、

親が子育てに関われるような環境をつくってもらいたいです。 

・子育て介護にもう少し寄り添うことをしてほしい。子どもの医療費負担を他地域のよ

うにゼロにしてほしい。高齢者が多いため、道路の整備などきちんとしてほしい。 

・今後益々、過疎化が進んで行くでしょう（特に若葉区、緑区、花見川区）若い世代が

子どもを育てられる収入が得られなければ千葉市だけでなく、この国が滅ぶでしょう。

少子化対策を！ 

・交通事故ゼロのまち。お腹のすいている子どもを作らない街。 

出来ればスポーツだけでなく文化、芸術方面も力を入れて欲しい。育休明けで子ども

を預けられる所がもう少し増えるとうれしい（病児保育なども）医療体制の充実（夜

間救急など特に、救急車のたらいまわしは良くない） 

・共働き家庭なので子どもルームの充実を切に希望します。 

子育て制度に力を入れてほしい。（私は 60歳以上ですが）何か特長を出した都市にし

たらと思う。「花の都」は他市に浸透していない。 
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・市の体育館を増やして欲しい。市の保育所を増やしてほしい。 

・フルタイムで働く母親のために、病児保育や子どもルームを充実させた方が良い。特

に子どもルームが、学校が休みの時に休みでは意味がない。(学級閉鎖時、台風で休校

時）一番預けたい時に預けられないため、やめてしまう人も多い。数年前までは預か

ってくれていたが、なぜ、出来なくなってしまったのか。 

・子育てに関して郵送で情報を送る。予防接種も確認手紙とかあるとやり忘れが防げる

し、子とママ同士の関わりが出来そう。学ぶイベントもアンテナ立てて調べなくては

わからない。ＳＮＳに頼るのもいいのかもしれない。手紙を送るとか地域に打診する

とか。老後のケアについては今はわからない。少しづつ一緒に何かできるイベント？

的なものがあるといいかも。自由意見１ページでも良かった。もっと書きたい。 

・高齢者、障害者そして乳幼児が暮らしやすい街へと思うものの具体的にどうしたら良

いのか？人が人への思いやりを持って生活して行く事が基本となるのだろう。 

・子ども子育てに関する施策に力を入れてほしい。 

・シングルで障害児を育てています。パ－トでしか働けず、社会保障（健康保険と年金）

の負担が大きく、将来が不安です。医療費助成よりも保険料を下げてほしいです。精神

障害児は動き回るため、公共交通機関が利用しにくいので、自動車税も減額してもらえ

るともっと助かります。 

・子育て世代へのバックアップ（保育園の充実、質の向上） 

・若い人たちが子育て出来る地でありたいですね。子ども達の声を聞く事のない地にな

ってしまいました。１人住まいの老齢者の村です。地方にも交通手段をお願いしたい

です。若葉区の農村地帯です。よろしく。引っ越ししてきた際、役所の窓口の対応の

悪さに驚きました。何度か引っ越しで転入、転出しているが千葉のような対応は初め

て。ダラダラしている、愛想が悪い、こちらから聞かないと案内がない。子供の予防

接種や検診の説明は全くなかった。子育て支援センターの先生？がただ座って世間話

を身内でしているだけ。あそこにはもう行かない。というママさんも多い。何の支援

のためにあるのか？ 

・高層マンションをたてるより 20年、30年先も使えるような施設を作ってほしい。何

か千葉に住んでいても強みになる事が欲しい)高齢者だらけでも防災には力をいれて

いるので安心して住めるまち～周囲との連携もお役所も体制バッテリー～など。子供

の医療費は無料にしてほしい。学校にもクーラーをつけてあげてほしい。 

・高齢者で頼る人、場所のない人が安心、安全に身を寄せる費用の負担の少ないそのよ

うな場所が有って欲しいです。子供たちがすこやかに成長出来る環境を整えて欲しい

です。（虐待、いじめの発生しない環境であって欲しい） 

・道路整備よりも子育てや教育、医療制度の方に税金をつかって欲しい。子供が入院し

た際、受給券が使用できたので本当に助かった。近所の公園も定期的に草刈りや清掃

が行われているのですごく助かっています。 
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・とても住みやすく駅も栄えている。きぼーる等で子育て支援等の活動が有る時は参加

したいと思う。 

・障害者に対してもう少しわかりやすく体制を教えて欲しい。(申請できるものなど、

区役所で聴いてもちゃんと教えてもらえず悲しかった)親が突然働けなくなった子供

への支援の充実を希望します。子供、老人に優し街づくり。 

・年金が少なくなる一方なので税金を少なくして欲しい。70代の人たちと違いすぎる。(退

職金や年金を多く貰っている団塊の世代から税金をもらってほしい。今まで一生懸命働い

てきたのにこれからの生活にゆとりがない。子育てをしやすい市に。(子供が乳幼児が千

葉駅周辺やポートタウン周辺にも遊んだり学んだりできるところを増やす。時間余裕のあ

るシニアがお世話をする。アリオキボール蘇我にあるような乳幼児、子どもが自由に遊べ

るような所があるとよい)リサイクルショップ（いろいろな物をリサイクルできるゴミも

へるのでは。家の中のいろいろなものでリサイクルできるものを売りたい） 

・出産、育児、環境の充実化を継続して欲しい。ハコ物の新設は控えて既存施設の整備

統廃合を推進して育児、介護、医療などへの選択と集中をして欲しい。 

・第 2子妊娠中です。子育て支援施設や保育園やファミリーサポート、病院保育施設等

の更なる充実を希望します。 

・生まれも育ちも千葉市で他の市のことは知らなかったのですが、子どもが中学生の頃

浦安市や東京都に住んでいる友達はインフルエンザの予防接種が無料だと聞いてびっ

くりした事がありまた。医療費も中学生までは無料で窓口で支払うことがないと言っ

ていました。千葉市は今はどうかわかりませんが、当時は医療費が無料なんてことは

ありえなかったです。もっと子育てしやすく、老人も安心して暮らせる街になって欲

しいです。 

・子育てに関することですが、チーパス利用可能なお店で特典がわかりにくいので店頭

ですぐ目につくようなポップがあると分かりやすいです（お店によっては色あせてい

て見えない、など） 

・保育所と子どもルームに同時に 2人以上通ってないなど下の子が半額にならない事が

納得できませんでした。同時に通うという決まりがなかったら 3人目の出産をしてい

たと思います。 

・保育園等の一時利用をもっと手軽に使えるとありがたいです。急病やケガ等、想定外

の事が起こった際、事前予約などでできるはずもなく、結局誰にもどこにも助けを求

める事が出来ないという事もざらです。急な場合でも預かってもらえる所や（もちろ

ん事前登録ありきですが）保育園等を増やしてほしいです。 

・乳幼児を連れてお出掛けする際のサポートを増やして欲しい。 妊娠中、外房線で席

を譲って下さる方があまりにも少なく、特に優先席やベビーカーや車椅子の方のスペ

ースに、若者が占拠している姿が目立った。学校での指導や、車内広告を増やす等し

て、困っている人が利用しやすい環境にして欲しい。 
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・日本の人口が減少していく状況を考えると、子供や若い人が住みやすい街になるとよ

いと思っています。 

・子供たちにとって良い街に。 保育施設の充実など。 ジェフ千葉をもっと盛り上げて

ほしい。 

・子育て支援をもっと充実してほしい。居住している地域には子どもの遊ぶ場所が少な

い。働きながら子育てができるようにしてほしい。また、学校のＰＴＡの活動なども

趣旨は理解できるが、就労している人が多い状況で現在のような運用は負担が大きい

と感じる。（本当はもっと参加したくても負担が大きすぎて、気軽な参加が難しい。）

給食が学校で作られて提供されているのは、とてもありがたい。また、地産地消にこ

だわっているところも子どもたちに千葉市が農産物も豊富にあるということを学ぶの

に有効と感じる。 

・経済的に困難な家庭の子供達に対する学習支援や、問題のある親に対する子育て指導、

など将来を担う子供達をより健全に育てる環境作りに取り組んでいただきたい。 

・一番大事なのは教育の充実。小学校入学前の準備期間である、保育園や幼稚園に安心し

て通え、読み書き等をしっかり学べる環境にあることか大事。市街地開発では景観を大

切にして欲しい。子供たちが将来愛着を持てるような街を造っていって欲しい。 

・子育てしやすく、高齢となっても生き甲斐のある生活が送れる街にしたい。高齢にな

っても、雇用の機会が欲しい。高齢者をもっと活用するべきだと思う。多くの高齢者

は、年金だけでは生活が苦しいのが現実ではないだろうか。 

・海浜幕張に関して、一時保育の予約を取るのが困難な状況が多いため、改善されれば

育児の助けになると思います。 

・もっと子育てのしやすい街にしてほしい。 

・出産や子供に対する支援のレベルが低い。学校の学習内容も基本的なレベルが低い。 

・子供に対する福祉制度を充実してほしい。療育を受けられる施設を増やして欲しい。 

・若い世代、子供達が住みやすい街にするために、教育制度の充実、補助制度の拡充な

どを進めてほしいと思います。但し、市の財政状況の改善には引き続き注力願います。 

・保育園の待機児童の 0化を実現してほしい。 

・都心との電車のアクセスをもっと充実させて欲しい。千葉、蘇我から先は終電、終バ

スの時間が早く、都心方面からの帰宅が非常に不便。ベッドタウンとしては致命的な

ので何とかして欲しい。「ちばレポ」はとても良いと思う。一度利用したが、非常に

迅速に対応いただけた。スマートフォンが当たり前の時代なので、この様な取り組み

は素晴らしい。子育て支援、特に第三子以上の多子家庭への支援拡充を真剣に考えて

頂きたい。例えば、幼稚園の補助において現行の制度では第一子と歳が離れていると、

第三子は第二子とみなされるなど、合理的とは考えにくい制度となっている。これで

は子供を 3人以上持つことのハードルが高いので、市による補助を追加いただくなど、

多子家庭の経済的な負担を和らげる制度があると良いと思う。 



203 

 

・学校の授業数が少ないために、どんどん進んで詰め込んでいるように感じます。もう

少し休みを減らした方がいいと思います。高校の無償化は何故なくなったんでしょう

か。現在収入により補助が出るようですが、収入によって対応が違うのは不平等だと

思います。一律でやって欲しいです。大学も補助が出るようにして欲しい。子育ての

負担が減れば子供も増えて、のちのち税金収入も増えるはずです。 

・老若男女問わず皆が楽しめ充実した生活が安心して送れる町にしてほしい。参加イベ

ントの充実、医療や子育てなど生活面での優遇、男性の育児への関心と参加、一部の

人達ではなく皆が充実した生活が出来るように少しずつでも変わっていって住みやす

いまちにしてほしい。 

・将来を担う子どもたちに関する施策は積極的に取り入れてほしい（医療費の無料化、

待機児童の削減、子どもルームの増設、公立学校へのエアコン設置等） 

学校にエアコン設置をいち早く導入して欲しいのと、認可保育園の拡充に取り組んで

ほしい。 稲毛海浜公園をより魅力ある施設に変えて欲しい。 

・子育て世代への援助に重点を置いた施策により、市の人口を増加させることができれ

ば、市の予算も増えるので、将来的に千葉市の発展に繋がると思います。 

・子育てしやすい街づくりに今後も取り組んで頂きたいです。 

・緑豊かなコンパクトな街づくりの実現。空き店舗を活用した起業者の育成と商店街の

活性化策。市内への流入を増加させるため、子育て環境の一層の強化と支援の充実。

高齢者の外出を促すような施設拡充と利用への補助。高齢者と子供たちとの融合化の

ための対策。 

・保育料の軽減、企業誘致、イベント誘致、観光地の開発、海辺を利用する開発（現在

の方針と変える）、道路の整備（バイパス化、アンダーパス等、渋滞対策） 

・もっともっと子育てしやすい市になればうれしい。子育て支援、子どもの遊び場を充

実させてほしい。千葉市はタクシー運転手の対応が横柄だと思う。何度も不快な思い

をさせられている。 

・児童手当が中学生で終わるのは、どうかと思う。高校生から物凄くお金がかかるのに。 

・幼稚園に通う娘がいますが、幼稚園で発達に遅れのある子が複数名います。娘の幼稚

園は身体的に自力で歩行ができれば障害がある子供も積極的に受け入れている様子。 

・障害がない子にとっても実際に障害がある子供もいる環境で毎日過ごすことが 1番の学

習、経験になると思うのでそこは素晴らしいことだと感じている。しかし小学校への進

学の際、特殊支援学級の有無やその学校ごとの特徴がわかりにくく苦労される親御さん

が多いと妻から聞いた。住んでいる場所が花見川区と八千代市の境目なので仕方ない部

分もあるのかもしれないし、対象となる子供の人数もそんなに多くはないだろうが、そ

の家族にとってわかりやすく情報が入ってくるといいと思う。 

・安心して暮らせる、住める事。犯罪なく、常に防犯する、高齢者、子供が安心して生

活できるようにと願います。 
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・子どもの医療費の充実や子育て世代への助けとなる施策に更に力を入れて欲しいです。 

・保育園など、希望の保育所へ入れるように増やすなどしてほしい。 

・稲毛海岸の開発を早くしてほしい。蘇我周辺に耳鼻科が少ない。子供の医療費を無料

にして欲しい  

・障害のある子を持っていることから、もう少し支援教育の充実（教員の数的充実）を

推し進めてほしい。教員数が絶対的に少ないと思います。（単純に生徒数で担当教員の

数を決めるのはナンセンスであります。）今後きめ細やかな支援教育を行っていくため

には、教員の方の数的充実とともに、教員の方自体の支援教育におけるレベルアップ

が欠かせないと思いますので、より一層の支援教育の充実に努めてほしい。失礼なが

ら、毎年恒例の行事などでごまかすことのないよう、重ねてお願いしたい。毎年参加

させてもらっているが、正直、交流が図られているとはいいがたく、特に中学生はそ

の行事に参加すること自体その子にとってメリットがあるか甚だ疑問です。我が子も

軽度の知的障害であるが、特に今年は正直、参加することが苦痛だったようです。こ

ういうことを言うのはいかがかとは思いますが、障害の程度にも差があり、一緒くた

に集めて同じことをするのも、そろそろ限界が見えてきたのではないでしょうか。役

所側としては、ここから先は、と、線引きして子供に相対するやり方のほうが効率的

なのかもしれませんが、子供それぞれに個性があり、障害の程度も違うため、今後は

よりきめ細やかな対応が求められる時代かと思います。そういった意味からも、教員

の確保を含め、支援教育の充実をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

・子育ての充実を。公立の幼稚園は何故作らないのか？公立の学校にエアコン設置をし

てほしい。 

・安心して子育てのできる町。高齢者が安心して暮らせる町。そのような福祉の充実し

た町を目指して下さい。歩きスマホ＆自転車スマホは危険ですので厳しく取り締まっ

て下さい。 
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⑥ 地域福祉 

 

・若い人が来てくれる街に、子育て充実、公営住宅の充実など一方高齢者に向け年をと

っても障害があっても自宅で住み続けられるよう住民相互の支え合いに向けてもっと

積極的に行政が支援していく仕組みがあると良い（支え合いを立ち上げる人への相談、

支援、補助など）高齢者、障害者への日中活動、余暇活動の支援、活動場所の確保、

充実など望まれる） 

・老人に優しい街づくりを是非お願いしたい。（さらに言えば子供も）外から来て住み

たい都市であることを目指して頂きたい。洗練された清潔な街を少しづつ増やす必要

があると感じます。 

・少子高齢化を迎えるにあたり、より若年層の転入を増加し活気あるれるまちにして頂

きたい。税金が日本一安い街にして頂きたい。 

・子供、お年よりに優しい町にしてほしい。 

・高齢者多くなるため老人ホームの充実を考えてほしい。しかし高齢者は甘えることな

く自分の事は自分で！普段から取り組んでほしい。 

・学び直しの場をもう少し充実してもらいたい。老人のこれまでの経験と知識を多くの

人に共有できるような機会があればと思う。（科学、歴史、文学などの分野で）科学館

のような施設がもう少し多くあればと思う。 

・公民館単位で高齢者の体操他、集いの場所、出かける機会を作ってほしい。ひきこも

りが多い人が集い、介護されない生活が続くよう力を貸して欲しい。 

・町内会に加入しないと敬老会に参加できませんしお弁当も頂けません。保健所の健康

相談が大変助かっています。 

・小学校の先生のレベルを上げてほしい。町内会、無理矢理入会させられたのは非常に

不満です。 

・図書館を近くに作ってほしい。自治会とはなんでしょう。高圧的、入会したくない者

からも会費を撤収しようとする。そんない事が許されるのでしょうか？ 

・話し相手、同じ趣味を一緒に楽しんでくれる人がほしい。 

・幼児、障害のある人高齢者、それぞれ保育所、施設と別々です。夢だと思いますが、

同じ施設で利用でき、交流できれば幼児は思いやりのある子に育ち高齢者は役割がで

き障害のある人は働く場所が出来る。交流のある明るい千葉市にしたい。 

・介護、福祉、健康、医療などを充実させてください。 

・近くの公園（天台、池の原公園）ブランコを勝手に撤去されたまま新しいのをつけて

くれるわけでもなく子供たちがすごく困っています。また、木が多すぎて周から見づ

らく防犯上もよくないので必要ない木は切って欲しいです。 

・大、小公園の整備が出来ていない様に思われます。 
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・地域の介護の担い手が困ったときに相談できるような窓口やケア会議での取り組みが

あるといいと思う。 

・高齢者で頼る人、場所のない人が安心、安全に身を寄せる費用の負担の少ないそのよ

うな場所が有って欲しいです。子供たちがすこやかに成長出来る環境を整えて欲しい

です。（虐待、いじめの発生しない環境であって欲しい） 

・お年よりにやさしい街づくりを目指してほしいです。 

・子供、老人に優し街づくり。 

・災害や防災という視点から自治会、町内会、全てにおいて組織化され運営されるよう

にして欲しいです。 

・福祉の充実、子供にも老人にも近くで気楽に行けるスポーツ施設 

・身障者、高齢者及び地域外訪問者に対して市全体が真剣に取り組んでいる事が肌で感

じ取れるような「千葉市」にしたい。行政と民間（法人・町内会・個人）が同じ方向

を見ながら全員に利益を感じられる様なシステムを作ってもらいたい。 

・近所で助け合える関係をサポートする行政施策 

・社会福祉に力を入れ、若年者から高齢者までのすべての人に魅力ある街づくりをして

ほしい。 

・安心して子育てのできる町。高齢者が安心して暮らせる町。そのような福祉の充実し

た町を目指して下さい。歩きスマホ＆自転車スマホは危険ですので厳しく取り締まっ

て下さい。 

  



207 

 

⑦ 高齢者福祉 

 

・弱者に優しくしてほしい。 

・熊谷市長様のお心づかいいつも嬉しく感謝しております。戦後を支えて頑張った私た

ちですが、皆さまに迷惑掛けないように心がけてますが、力尽きた時に手を差しのべ

て下さいませ。そして安定をなくした社会、若い人たちが共働きできる子供を育てて

ます小さい子供を両手につないで夜のお弁当を買ってるお父さんを見かけます。若い

父さん母さんに安らぎの場を何か考えてやってください。 

・年寄りに優しい環境をお願いしたい。敬老の日、参加しなければ何の恩恵もない。（参

加したくとも足が不自由なため行けず） 

・特別養護老人施設を増設してほしい。 

・趣味や特技のある方々の出会いの機会があれば高齢者でも交友の場が広がり楽しめる。 

・ボランティアなどの活動が多くなってきましたが、中高大学生などの若い力を学校や

行政を自治会など含めつながりを持ち助け合いの教育を子供の時から学べる環境を作

っていただきたいと感じます。福祉の仕事をしています。お年よりの方のゴミの分別

は難しく、特に認知症の独居生活の方など介護サービスではまかなえないほどの負担

となります。ボランティアもまだまだ充実しておらず、千葉市は有料となっている為

お年よりや外国人にとっても住みやすい千葉市となって欲しいと望みます。 

・このアンケートの内容よりもまず街並み、まちづくりに力を入れてほしい歩道の整備、

街灯を増やす。高齢者の為の施設の充実など、基本的な事を見直してほしい。 

・公民館単位で高齢者の体操、他集いの場所、出かける機会を作ってほしい。ひきこも

りが多い人が集い、介護されない生活が続くよう力を貸して欲しい。 

・老人が家族にいるが老人の集まりに積極的でなく家にいる事が多い。身の回りのこと

も自分で出来るので世話はないが、もっと地域の人と関われる場が増えるとよい。子

供がアルバイトで都内に出て終電で帰ってくるが、バスがない。せめて終電まではバ

スを出してほしい。路上駐車が目立つ。事故につながるので取り締まってほしい。自

宅前の排水が悪く雨がふると水であふれるので排水良くしてほしい。 

・町内会に加入しないと敬老会に参加できませんしお弁当も頂けません。保健所の健康

相談が大変助かっています。 

・高齢化としては横浜市の様に交通機関などの特典があればよいと思います。 

・いろいろなイベントに参加すると、お年寄りが多いように感じられます。これからは、

お年よりの方、若い世代(子育て世代や学生さん）の両方が参加して協力などお互いに

できるようになれたらいいのではと思います。 

・私ども、子どももなく老人 2人の夫婦。最後の後始末の事が心配です。たとえば市で

毎月少しづつでも保険をかけられ、勝手なお願いですが、後始末する方法とか考えて

いただけたら嬉しく思います。 
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・既存施設以外のレクリエーション施設は要らないので、老人ホーム等の高齢者施設を

増やしてほしい。住民税、高すぎると思います。 

・話し相手、同じ趣味を一緒に楽しんでくれる人がほしい。 

・幼児、障害のある人高齢者、それぞれ保育所、施設と別々です。夢だと思いますが、

同じ施設で利用でき、交流できれば幼児は思いやりのある子に育ち高齢者は役割がで

き障害のある人は働く場所が出来る。交流のある明るい千葉市にしたい。 

・児童館を多く作り雨の日でも室内で遊べる所を作って欲しい。またご両親が忙しく仕

事をされている方の為に、同じ子どもを持った親後さんと交流（いつでも）が出来る

所を作る。保育園に通っているご両親に子育てがスムーズにできる様場所を作る。お

年よりのケアとして自宅介護をされている方に対し補助金を出して欲しい。 

・高齢者が自分たちのまわりで気軽に集える会館があるといいですね。今後ともよろし

くお願いいたします。ありがとうございました。 

・子育て支援ばかりでなく、高齢者に対しても 70歳以上はバス無料券などのサービス

が欲しいものです。 

・長野県の様に老人の健康意識を高める様に医療全体の取組を変えたらいい。 

・高齢者が気軽に相談できる所。 

・個人的には老後の生活のサポートが充実して欲しい。粗大ゴミの出し方が少々面倒に

感じます。使用済み食用油の拠点回収が開始されましたが、拠点の数や回収時間が限

られていたりで、利用するのは難しく残念です。今後とも市民の為の活動頑張ってく

ださい。市民としても感謝を忘れずにいたいです。 

・高齢化社会になりつつある現実、高齢者の障害をもつ子どもの介護の為、リフォーム

を急ぐ必要にせまられました。住宅改造費の助成を受けたくて書類を提出してから審

査判定が１カ月以上もすぎて連絡なく、工事を発注契約しても助成が決まるまで工事

が始められません。介護しながら生活しながらのリフォームでショートステイもでき

ず、関係機関（福祉）の優しい思いやり早めの返事をお願いしたいです。 

・親がサ高住に住んでいるが（要介護 5）おむつ給付が 8月から無くなったりしてひど

いと思う。 

・子どもと高齢者にはお金をかけましょうよ。保育士とか介護士にはたくさん給料あげ

ましょうよ。日本を無くさない為に。 

・人数が益々多くなり、大変だと思いますが高齢者にもっと力を入れて頂きたいと思い

ます。 

・障害者や高齢者、病気の方などが困った時にちゃんと訴えられそれに応えていけるよ

うな社会。 

・高齢者が安心して老後を送れるまちに。 

・後期高齢者には住みにくい。（介護、医療保険料が全国に比べて高い） 
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・高齢者がバスに乗る時、シルバーパスなどの安くなるようなシステムを作って欲しい

です。 

・川や海をきれいにする取組をイベント間隔で若者にやらせる。 

・老人が安心して暮らせる町に。多く子どもを産める社会に。 

・老人に優しい町。福祉の充実。海辺の施設、景観をもっと楽しめるようにしてほしい。 

・外国人にも対応した施設、店とかが欲しい。外国人の人たちにも楽しんでもらえる施

設とかあってほしいと思う。土日、祝の海浜交通の終バスの時間が早すぎる。お洒落

な店を少しづつでも増やして、最終的には緑も豊かで高齢者も障害のある人も子ども

や外国人、たくさんの人が千葉市に住みたいと思われる町にしたい。住みやすく緑も

多くお洒落なまち。稲毛海岸におしゃれな店がほしい。 

・子育て介護にもう少し寄り添うことをしてほしい。子どもの医療費負担を他地域のよ

うにゼロにしてほしい。高齢者が多いため、道路の整備などきちんとしてほしい。 

・長寿の時代になり老人が増える医療にお金がかからぬ様、足腰元気で長生き出来る様、

老人が気軽に自分の体に注意をしながら元気に体操などする事が出来る施設とか指導

員の養成等を行ってほしい。他の県ではいろいろやっている所があります。 

・高齢社会に対応したまちづくりをしてほしい。 

・高齢者が安心して住んでいられるような町であってほしい。 

・老人介護施設が美浜区は特に少なく高い。安心して老後が生きられるような施設を作

ってほしい。小学校、中学校跡がすべて住宅地になっているが、介護施設に利用でき

ないでしょうか。 

・障害者の雇用問題、介護、保育所など、公営にすればと思うのですが、運営は無理か

な。 

・老人ホームを作ってほしい。（低額で入れる）公園に運動の出来る器具を備えて欲し

い。 

・運転免許証を返納した後特典はないのですか？ 

・これから益々老人が多くなると思います。寝たきりにならない様に簡単な運動が行え

る様な場所を増やしてほしい。公民館などで行える様にリーダーを出来る人をお願い

致します。 

・老人にやさしい街にしてほしい。 

・千葉市は待機児童は少ないと思いますが、高齢者が通える施設がもう少しあれば良い

と思います。（人員確保も大変だと思いますが）緑区はバスの本数が場所によって少な

いので（特に高齢者の多い所は少ないと感じる）移動手段を増やして欲しいと思いま

す。高齢になると車が運転できなくなる⇒バス使用⇒本数少ない⇒移動しやすい駅前

に住んだ方が良い？と感じてしまうため。 

・高齢者、障害者そして乳幼児が暮らしやすい街へと思うものの具体的にどうしたら良

いのか？人が人への思いやりを持って生活して行く事が基本となるのだろう。 
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・安心して過ごせる有料の老人ホームをもっと多くあればよいと思います。 

介護、福祉、健康、医療などを充実させてください。 

・高齢化するにあたり施設の充実を希望します。また文化活動に力を入れてほしい。 

千葉市をよくするためにいろいろ努力してくださっていること有難く思います。老人

は１日１日体と向き合って生きています。精神力で生きています。私もそのうち介護

（デーサービス）を利用させていただく事になると思いますが、楽しく過ごせる場所

であったらいいなと願っています。 

・高齢者は介護保険「非該当」ですとヘルパー利用はできません。シルバー人材センタ

ーに依頼するにも時給が発生します。ちょっと具合が悪いとき、まだ元気な高齢者を

活用したらどうでしょうか。政令指定都市とは名ばかりの田舎くささも払しょくした

い。「元気で若い市長」に期待しています。 

・高齢者への政策を縮小しないで。 

現在 81 歳の女性です。亡き夫の墓地が平和公園で便が悪く車を手放せないが子ども

から運転を反対されています。免許返上にあたり、タクシー券でも下されば（何枚か）

いいと思いますが、無理ですよね！ 

・若い人たちが子育て出来る地でありたいですね。子ども達の声を聞く事のない地にな

ってしまいました。１人住まいの老齢者の村です。地方にも交通手段をお願いしたい

です。若葉区の農村地帯です。よろしく。 

・自転車の右側通行が多い。高齢者の信号無視が多い。電動車いすなど障害者が交通ル

ールを守っていない。花園中学校部活帰宅者が交通ルールを守っていない。以上千葉

市で取り締まり強化を要望する。 

・安心、安全ー災害に強いまちづくり。少子化対策は大切ですが、それより教育への重

点予算の配布、高齢化対策、働く場所を「増やし税収の増、社会保障の軽減を計る 

・老人に対してもう少し考えてほしい。 

・高齢者で頼る人、場所のない人が安心、安全に身を寄せる費用の負担の少ないそのよ

うな場所が有って欲しいです。子供たちがすこやかに成長出来る環境を整えて欲しい

です。（虐待、いじめの発生しない環境であって欲しい） 

・出来れば困った時には施設に入れるようにお願いしたい。 

・お年よりにやさしい街づくりを目指してほしいです。 

・子供、老人に優し街づくり。 

・病院を暇つぶしにしているような老人が多く困る。老人用の病院または診療時間を分

けてほしい。パチンコ等のギャンブル施設を無くして欲しいです。24時間のゲームセ

ンターも無くしてほしいです。 

・福祉補助金について５年前に比べて半分に減額されたと底辺に生活者は補助を受ける

身声あげられないとのこと。福祉政策に付いて一考を。 

・犯罪の少ない明るい街づくりを希望します。高齢化になり安心して生活できる様に、
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また寝たきりになった時には家庭では漢語がとても難しいため安心して医療機関に入

院施設を希望します。 

・千葉のキャッチフレーズ（ゆりかごから墓場まで）最近はまずそんな実感がありませ

ん。私は 77歳まで働いて私にとっては高い税金を払い続けてきました。千葉の税収

は全国第 2位と聞きましたがその税金はいったいどこに使われているのか現在 80歳

となった身体、この先死後の事が心配で楽しく過ごす事が出来ず。5～6年前まで一

生懸命働いてきた甲斐なしの生活してます。 

・出産、育児、環境の充実化を継続して欲しい。ハコ物の新設は控えて既存施設の整備

統廃合を推進して育児、介護、医療などへの選択と集中をして欲しい。 

・年齢を重ねるごとにいろいろ不安もあるが、日々人に頼ることなく頑張ろうと思って

すごしてる。ただ、デイサービス等、ヘルパーを頼まなければならなくなった時、デ

イサービスに携わる人、ヘルパーさん達が誇りをもって働いて収入を高い収入を得ら

れるようになるといい。そのことを頼みます。 

・高齢者が気軽に参加できるイベントが欲しい。 

・車いす利用の家族がいるので不便に感じることが多いです。歩道橋等のバリアフリー

化がもっと進むことを期待したい。オリパラの為のバリアフリー化の工事はメッセ周

辺だけでなく幕張、幕張本郷～海浜幕張間も必要なのではないか?（災害時のためにも） 

・美浜区（埋め立て地域）の地震時の液状化、津波対策、大型台風襲来時の高潮対策を

行ってほしい。小学校廃校により震災時の避難場所が近所になくなった。どこに避難

すればいいのかわからない。戸建地区は高齢化し、空家や１人暮らしが増えている。

空家の管理や治安の維持を進めてほしい。高齢者が多くなっているので、コミュニケ

ーションや趣味を楽しめる、体の維持が図れる場所があるといい。八千代市の高齢者

は民間スポーツジムに安価で利用できる制度があると聞いた。健康増進のため、ひい

ては健康保険料の削減のため、良い制度であると思う。都市計画により、住宅地区に

は、コンビニもなく、駅まで出ないと買い物ができない。都市計画の見直しをしてほ

しい。 

・周囲は田んぼ、畑、林、80歳過ぎでもっと千葉へ出かけたい。健康長寿の時代にな

って一番の悩みは、バス代が高いし、夫婦で千葉迄往復 2,060 円、年金、年収が 150

万円では厳しい。80 歳以上バス代を割引してほしいと切に願い致します。 

・福祉の充実、子供にも老人にも近くで気楽に行けるスポーツ施設 

子育ても大事だが、高齢者の事も考えたまちづくりをして欲しい。年をとれば収入が

なくなるのだから支援の方法を考えて欲しい。 

・高齢者にとって住みやすい、暮らしやすいこと子供が安心して遊べる場所、医療、生

活が心配なく暮らせる千葉市になって欲しい。 

 

・毎年、秋の高齢者の敬老会に招待していただき、感謝しておりますが、病気や歩行困
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難の方々、お祝い品を届ける配慮はできないでしょうか。元気な高齢者だけいただく

のは誠に心苦しく思います。家に居る病弱な方を励ましてください。自治会の役員は

毎年順番に務めさせて頂いてまいりましたが、私も 86歳で加齢性難聴で手帳を交付

され、妻 84歳は軽度認知症で通院中です。順番制の役員は事情により免除されると

伺いましたが、各自治会の総会で確認して頂くと気が休まります。 

・今年より老母が要介護１になり、デイサービスなどお世話になっているが、手厚い制

度に感謝することばかりです。 

・障害者や高齢者など、社会的弱者に優しい町であり、それをセールスポイントに出来

るような、元気で知恵に溢れた千葉市であって欲しいと願います。 

・去年、母を在宅で介護し看取りましたが、介護休暇の取得について、自分の抱える仕

事の量や、代わりの人材を当ててもらうことができなくて休みづらい現状がありまし

た。そのため、仕事を優先せざるを得なく、もっと母のそばにいてあげたかったとと

ても後悔しています。育休や介護休暇などを取れる制度だけでなく、取った人の穴を

埋める制度や職場へのフォロー体制を強化する仕組みがあると良いと思います。 また、

車椅子タクシーや車椅子が乗るレンタカーなどが充実すると、もっと車椅子の人が出

かけやすくなると思います。 

・個々の意識なのですが、朝の通学時間帯に、タバコのポイ捨て、信号無視。 歩いて

いても、車を運転していても、自分勝手な行動で事故につながるという意識のなさが

毎日のように見られます。注意しても、自分がいけない事をしていると意識していな

いようです。どうしていいのか分からないことがあります。 

・身障者、高齢者及び地域外訪問者に対して市全体が真剣に取り組んでいる事が肌で感

じ取れるような「千葉市」にしたい。行政と民間（法人・町内会・個人）が同じ方向

を見ながら全員に利益を感じられる様なシステムを作ってもらいたい。 

・介護職なので介護環境について、 まず施設の数はあるが、とにかく施設職員の数が

少なすぎます。なりたい人も居ない。離職率が高く、入職率は低い。誰も認知症の高

齢者を見たくないのかな、と感じます。ですが、今後高齢化は進み、介護職員の数は

とにかく必要になる事は判っている筈です。介護職員の待遇を良くする事。そして介

護職員の負担を減らす事。以上 2点が、非常に喫緊の課題と感じます。市への提出の

必要がある書類など、どんどんオンラインにして、直接役所や保健福祉センターに出

向かなくても良いようにして下さい。 現場の介護職員は時間がありません。認知症

の方の世話に追われ人手不足と重労働で疲れ果て、低い給与の為に未来も見えず、若

い人は他の職種へ流れていっています。今、何とか手を打たなければ介護保険制度そ

のものの継続すら危うくなる事は目に見えています。市で出来ること、何かあるはず

です。現場を助けて下さい！ 宜しくお願いします。 

・高齢者福祉の充実を希望します。 

・人にやさしい住まいと街づくり。障害者、高齢者、こどもなど皆が助け合って暮らし
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ていけるノーマライゼーションに取り組んでほしい。特に、普通の高齢者が年金で安

心して住めるバリアフリーの集合住宅を増やし、住み替えしやすい施策を望みます。 

・緑豊かなコンパクトな街づくりの実現。 空き店舗を活用した起業者の育成と商店街

の活性化策。 市内への流入を増加させるため、子育て環境の一層の強化と支援の充

実。 高齢者の外出を促すような施設拡充と利用への補助。 高齢者と子供たちとの融

合化のための対策。  

・安心して暮らせる、住める事。 犯罪なく、常に防犯する、高齢者、子供が安心して

生活できるようにと願います。 

・高齢者や障害者の方たちやその家族が安心して住める市にしてほしいです。 その方

たちの施設を充実してほしいです。 

・高齢者家庭の方達へのサービスを民間に頼るだけではなく、買い物なども市のサービ

スとして補助など、 選択できるような物を考えていただきたい。 子供達の学習も、

塾に頼らずに進学できるような学習支援を希望します。  

・高齢者が気軽に利用できる生涯スポーツ（例えば市民ゴルフ場、市民プール、市民運

動競技場等）のための施設を増やして欲しい。 

・介護施設で働いておりますが、幕張の花火大会をテレビ中継してほしいです。見に行

く事ができないので、せめてテレビで見れたら ご利用者様が喜びます！ 

・バリアフりーを徹底してほしい。 路上喫煙を禁止してほしい。 

・交通の便の悪い地域に住んでいる高齢者が、簡単に安く利用できる配車サービスがあ

るといいです。 

・他市からの転居者の目から、文化施設の充実、定期的な音楽会などの開催。特に高校

の優秀な吹奏楽の積極的な紹介。（他市のものでも良いと思う）公共交通機関の充実

を、車社会は間違い、高齢者事故の原因にもなる。高齢者の優遇、交通手段の優待。

学校教育で公共交通機関での高齢者・障碍者への思いやりの教育。 

・医療を充実させてほしい（大規模な病院を地域ごとに整備してほしい）  

・全世代が安心して暮らせる保安体制 、高齢者が最期を楽しくすごせる施設の充実 、

公共施設での就業年齢制限を撤廃してほしい 。無駄な事に税金を使わないでほしい。 

・認知症の予防や健康寿命を延伸する施策に取り組んで、いつまでも在宅で暮らせる社

会を、市民、行政の協働で取り組めたらと考えている。 

・社会福祉に力を入れ、若年者から高齢者までのすべての人に魅力ある街づくりをして

ほしい。 

・高齢の方たちに住み易い町にしてほしい。  

安心して子育てのできる町。高齢者が安心して暮らせる町。そのような福祉の充実し

た町を目指して下さい。  歩きスマホ＆自転車スマホは危険ですので厳しく取り締ま

って下さい。 

・高齢者が急増するので、自家用車の運転を極力避け、買い物や通院等の支援を充実し
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てほしい。電車やバスの料金を減額してほしい。高齢者が入居する施設の料金等を年

金等の収入に応じた料金体制にしてほしい。介護士や保育士の賃金を上げ働きやすい

環境を作ってほしい。外国人の介護関係希望者を積極的に採用して、介護士の負担を

軽減する対策を。  

・高齢者が介護サービスを受ける事に、まだまだ家族の理解やどうしたら良いかわから

ないと言う方が多い様に思います。 高齢者でも解りやすい手順を千葉市の方で指南し

て頂けたらと思います。 

・高齢者の公的入所施設が不足していると思います。また、医療ケアが必要な高齢者の

入所できる施設が増えることを願います。 

日曜休日に、医師の交代、診療時間外等の理由で、救急車の中で数十分待機させられ

ることがある。隊員等現場の意見を聞いて対処してほしい。特に 17時～18 時の時間

帯。 

・高齢者のリハビリ施設のある病院が少ない。その為通院できる病院が限られてくる。 

低年金で入れる老人ホーム等も少ない。 工事が中断されている国道がある。早期再

開を求む。 

・高齢者が自立できる街。交通環境などのインフラや商業施設、医療の充実した地域と

して整備していただきたい。 
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⑧ 障害福祉 

 

・弱者に優しくしてほしい。 

・障害者とその親が一緒に住めるような施設を作って欲しい。特に１人で生きていくこ 

とが困難な知的障害者にやさしい市を目指してほしい。 

・大きなイベントではなく、小さなイベントで少数の困難をかかえている方たちを支援

する施策を提案します。 

・幼児、障害のある人高齢者、それぞれ保育所、施設と別々です。夢だと思いますが、

同じ施設で利用でき、交流できれば幼児は思いやりのある子に育ち高齢者は役割がで

き障害のある人は働く場所が出来る。交流のある明るい千葉市にしたい。 

・以前に比べると少なくなってはいますが、歩きたばこ、障害者用駐車場の健常者の使

用、優先席の使用など、モラルのない人たちがまだたくさんいます。罰則でもあれば

減るのではないでしょうか。また、社会保険や年金の仕組みなども学校で「社会」の

授業をしてくださると子ども達にもありがたいです。 

・70歳代の障害者に対する手当（月 1万円、手当の名称不明）について支給される人

とされない人との差がある。障害認定の「時期」による差という。合理的な差とはい

えない。改善してほしい。昭和の森の梅の実をそこで働く職員が車両を使って採取し

ている。ところが、市民には「梅を取らないで下さい。」と梅林に警告版を掲示して

いる。おかしいではないか？その他の公園はどうなっているのか？ 

・一般の人と障害者と交渉させる機会を作ってほしい。 

我が家の長男は発達障害があります。最近は同じような子どもが増えていると聞きま

すが、学校の先生方（小学校、中学校）の中には知識がない先生方もいらっしゃいま

す。是非、発達障害のある子ども達が少しでも良い方向に向かうように現場の先生方

にも研修や勉強会などを行って欲しいと思います。よろしくお願い致します。 

・主人が身障者になってしまい、かかりつけの病院、仕事場などたくさんの人に助けら

れる日々を送っています。ほとんどの人は親切で優しく接してくれ、すごく有難く感

謝しているのですが、年金事務所で障害年金の相談に行った際、担当された社労士の

人は言葉がきつく質問する間もくれず、流れ作業のようにどんどん一方的に説明する

ばかりで冷たい応対ですごくがっかりしました。弱い立場の人間に対して思いやりの

姿勢で相談にのってくれる福祉を目指して欲しいと思います。 

・障害者に対する政策が他の政令指定都市に比較して弱く乏しい。 

・自分の息子が発達障害なのですが現在特別支援クラスにいます。特別支援教育の充実

を願います。また、高校進学～就職への選択があまりにも少ないです。学校も少ない

と思います。市立特別支援高校のような学校を市内にもっとつくって欲しいです。（軽

度の子を育てる学校です）また、現在は働く母親の多い中でＰＴＡ活動はかなりの負

担です。昔とは時代が変わっているのでもっと考えてほしいです。 



216 

 

・障害者福祉に期待する。 

・障害者に対する理解を深める為、講習会等を増やし多くの人に理解して欲しいと願っ

ています。 

・障害者や高齢者、病気の方などが困った時にちゃんと訴えられそれに応えていけるよ

うな社会。 

・もう少し発達障害（自閉症）の子の行動などがわかる説明をポスターとか千葉市政だ

よりなどに載せて欲しいです。私達が説明できる範囲は限りがあるのでもっと多くの

人に理解されなくても広めて欲しいです。横浜市港南区の「障害からくる様々な行動」

とゆうポスターを千葉市にも貼ってもらいたいです。自閉症の子は見た目では分から

ないので本人が一番傷つく事が沢山あります。気付いてないようで気付いているので

親は心配です。 

・税金が高い。(住民税など）もう少し安くしてほしい。障害者用の施設をもっと作っ

てほしい。高齢者も安心して歩けるように、道路の段差をなくしてほしい。 

・精神障害 2級の子どもと一緒に生活しているが、将来が不安。特に体調を崩しやすい

子どもが安心して病院にかかれるように医療費の負担をゼロにして欲しいです。ゼロ

にしている所もあると聞きますが、千葉市はどうなのでしょうか。 

・私は 3年前に会社をリタイヤしました。その 1年後にパーキンソン病を発症し日々リ

ハビリに励んでいます。この病気になって気付いた事は病気に対する一般の人々の理

解の希薄さでした。日常生活のいろいろな場面で感じます。障害者や難病を患う人達

に優しい町づくりをお願い致します。 

・これから、障害者がどのように安心して過ごしていけるのか？お年よりが１人暮らし

が多くなっているので、まわりの人がどれだけ見守ることができるのか？若い人、年

配の人が安心して働くことが出来る環境づくり魅力ある千葉にしてください。 

・目、耳など障害者にやさしい市にして欲しい。障害者の意見を積極的に定期的に聞く

機会をつくって欲しい。歩道の幅がいろいろの物で塞がれ確保できていない。花、コ

ンテナなども善意で自宅前に出していると思うが電動、手動の車いすには障害になる

ことも指導、パトロールを。 

・高齢者、障害者そして乳幼児が暮らしやすい街へと思うものの具体的にどうしたら良

いのか？人が人への思いやりを持って生活して行く事が基本となるのだろう。 

・介護、福祉、健康、医療などを充実させてください。 

・シングルで障害児を育てています。パ－トでしか働けず、社会保障（健康保険と年金）

の負担が大きく、将来が不安です。医療費助成よりも保険料を下げてほしいです。精神

障害児は動き回るため、公共交通機関が利用しにくいので、自動車税も減額してもらえ

るともっと助かります。 
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・横断歩道に立っていても多くの車は止まってくれません。大型スーパーやホームセン

ターなどで多く見受けられますが、身障者用駐車スペースを健常者が利用するのは絶

対にやめてほしいです。 

・障害者に対してもう少しわかりやすく体制を教えて欲しい。(申請できるものなど、

区役所で聴いてもちゃんと教えてもらえず悲しかった)親が突然働けなくなった子供

への支援の充実を希望します。 

・福祉補助金について 5年前に比べて半分に減額されたと、底辺の生活者は補助を受け

る身で声あげられないとのこと。福祉政策に付いて一考を。 

・家族（息子）が重度の知的障害を持つ母親です。将来の不安があります。色々な手当

（市福祉手当やガソリン券）が廃止や減額になっています。市は親など障害者に充分

な支援をするためと言っておりますが、具体的な施策が見てきません。もっと安心出

来る支援体制を作って下さい。 

・出産、育児、環境の充実化を継続して欲しい。ハコ物の新設は控えて既存施設の整備

統廃合を推進して育児、介護、医療などへの選択と集中をして欲しい。 

・中高年のための運動の取組（ロコモ防止、医療費削減のため）、待機児童の減少、障

害者とくに精神障害者への理解と自立、外国人家庭への支援、独居老人への支援。 

・車いす利用の家族がいるので不便に感じることが多いです。歩道橋等のバリアフリー

化がもっと進むことを期待したい。オリパラの為のバリアフリー化の工事はメッセ周

辺だけでなく幕張、幕張本郷～海浜幕張間も必要なのではないか?（災害時のためにも） 

・特定疾患患者に他の市のように補助してほしい。 

・福祉の充実、子供にも老人にも近くで気楽に行けるスポーツ施設 

・医療機関に関してですが大きな持病、軽度の障害があります。千葉市、県内では対応

できず都内までいかねばなりません。体調の悪い中それをするのはとても大変です。

そのため、大きな病院や医療施設が近隣に出来ればと思います。夜間救急指定の病院

も同じく、求めています。 

・障害者や高齢者など、社会的弱者に優しい町であり、それをセールスポイントに出来

るような、元気で知恵に溢れた千葉市であって欲しいと願います。 

・モノレールの充実、緑豊かな自然を満喫できる街になったらいいと思う。障がいのあ

る方も自由に社会参加出来る場所を増やして、みんなが出来る能力を認め合う社会を

千葉市は率先して取り組んで欲しい。10分でも 20 分でも人の役に立つことができる

機会を持つと障がいのある方も自信が持てると思う。共に生きる良い社会を。 

・身障者、高齢者及び地域外訪問者に対して、市全体が真剣に取り組んでいる事が肌で

感じ取れるような「千葉市」にしたい。 行政と民間（法人・町内会・個人）が同じ方

向を見ながら全員に利益を感じられる様なシステムを作ってもらいたい。 
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・人にやさしい住まいと街づくり。障害者、高齢者、こどもなど皆が助け合って暮らし

ていけるノーマライゼーションに取り組んでほしい。特に、普通の高齢者が年金で安

心して住めるバリアフリーの集合住宅を増やし、住み替えしやすい施策を望みます。 

・子供に対する福祉制度を充実してほしい。 療育を受けられる施設を増やして欲しい。 

・幼稚園に通う娘がいますが、幼稚園で発達に遅れのある子が複数名います。娘の幼稚

園は身体的に自力で歩行ができれば障害がある子供も積極的に受け入れている様子。

障害がない子にとっても実際に障害がある子供もいる環境で毎日過ごすことが 1番の

学習、経験になると思うのでそこは素晴らしいことだと感じている。しかし小学校へ

の進学の際、特殊支援学級の有無やその学校ごとの特徴がわかりにくく苦労される親

御さんが多いと妻から聞いた。住んでいる場所が花見川区と八千代市の境目なので仕

方ない部分もあるのかもしれないし、対象となる子供の人数もそんなに多くはないだ

ろうが、その家族にとってわかりやすく情報が入ってくるといいと思う。 

・高齢者や障害者の方たちやその家族が安心して住める市にしてほしいです。 その方

たちの施設を充実してほしいです。 

・社会福祉に力を入れ、若年者から高齢者までのすべての人に魅力ある街づくりをして

ほしい。 

・障害のある子を持っていることから、もう少し支援教育の充実（教員の数的充実）を

推し進めてほしい。教員数が絶対的に少ないと思います。（単純に生徒数で担当教員の

数を決めるのはナンセンスであります。）今後きめ細やかな支援教育を行っていくため

には、教員の方の数的充実とともに、教員の方自体の支援教育におけるレベルアップ

が欠かせないと思いますので、より一層の支援教育の充実に努めてほしい。失礼なが

ら、毎年恒例の行事などでごまかすことのないよう、重ねてお願いしたい。毎年参加

させてもらっているが、正直、交流が図られているとはいいがたく、特に中学生はそ

の行事に参加すること自体その子にとってメリットがあるか甚だ疑問です。我が子も

軽度の知的障害であるが、特に今年は正直、参加することが苦痛だったようです。こ

ういうことを言うのはいかがかとは思いますが、障害の程度にも差があり、一緒くた

に集めて同じことをするのも、そろそろ限界が見えてきたのではないでしょうか。役

所側としては、ここから先はと、線引きして子供に相対するやり方のほうが効率的な

のかもしれませんが、子供それぞれに個性があり、障害の程度も違うため、今後はよ

りきめ細やかな対応が求められる時代かと思います。そういった意味からも、教員の

確保を含め、支援教育の充実をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 
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⑨ 教育、子ども参画 

 

・教員を増やす等、子どもたちへの教育や福祉にもっとお金をかけていただきたいです。 

・保育料をもう少し下げて欲しい。児童手当をもらっても健康保険と保育料で相殺され

てしまう。 

・夜間の小児科を増やしてほしい。 

・成績不良でクラスの勉強の機会から置き去りにされた小中学生を救う道を考えてほし

い。 

・子供、お年よりに優しい町にしてほしい。 

・今度、小中学校にエアコンを取り付けることになったらしいが、一刻も早く実現して

もらいたい。予算が不足しているなら、寄付金を募っても良いと思う。 

・小学校教室にエアコンを設置してください。この夏の暑さが今年だけとは思えません。

いくら一人一個づつ保冷剤を支給してくださっても、あの蒸し暑さの中では集中できま

せん。命を守るためです。早急にお願いします。 

・小中学校にエアコンを設置されたし。最近の気候でのエアコンなしは信じられない。

免許証（運転）を返上したいが、現状の交通手段では不便だし緊急時の対応を考える

と実行できない。公民館やいきいきプラザへの予算より、こちらの方の充実が高齢者

対策としてより現実的で社会的問題の解決になると思う。 

・子供の医療費を中学卒業まで無料にしてほしい。給食を和食中心にしてほしい。週に

2回もパンが出て、食生活に悪影響。オリンピックが行われる幕張 357号線の路駐を

どうにかしてほしい。ゴミが放置されている。 

・道路特に自転車や歩道のない所があるので早急に。 

・中学校生にまだいじめがあるようです。ＰＴＡ等で話し合えば。 

・市長が若いので町全体に若者が多い街づくりを。 

・小中学のエアコンの整備を進めて預けると聞き感謝しています。早急な整備に期待し

ます。町中、小さい公園の緑が増えると良いなと思います。また、廃墟のような古い

誰も住んでいない建物や空き地の整備を含め治安の向上をお願いしたいです。 

・少なくとも高校の受験に当たっては塾に通うことなく学校の授業や受験指導で受験で

きるような「力のある学校」にしてもらいたい。長期債務が１兆円超とのこと、返済

可能なのか。今後、高齢化の進展に伴い個人住民税が減少する一方、高齢化に伴う歳

出増が予想される。必要な施策を実施しながら長期債務の返済は可能なのか、大きな

疑問を感じる。 

・子育て世帯に負担が少なくなる施策、（高校無償化）公園の駐車場がどこへ行っても

有料なので改善できないか?毎度行きたくなる公園づくりをして欲しい。 

・千葉市の学校（小中）にエアコンを取り付けてほしいです。 
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・子供が住みやすい街にしてほしいです。子供手当がたりません。学童を無料にして欲

しいです。 

・ボランティアなどの活動が多くなってきましたが、中高大学生などの若い力を学校や

行政を自治会など含めつながりを持ち助け合いの教育を子供の時から学べる環境を作

っていただきたいと感じます。福祉の仕事をしています。お年寄りの方のゴミの分別

は難しく、特に独居生活の認知症の方など、介護サービスではまかなえないほどの負

担となります。ボランティアもまだまだ充実しておらず、千葉市は有料となっている

為お年寄りや外国人にとっても住みやすい千葉市となって欲しいと望みます。 

・小学生への色々な学べる(将棋や、習字、スポーツ、遊びなど）公共の場所での機会、

支援を増やして欲しい。老若男女が集える集会所なりが、各町などにあったり、子ど

も向けの塾(ボランティア），身体を動かす場がもっとあるとよい！公園にボルダリン

グできる壁があったり、ボール遊びしたり外で遊べるところが少ない。自然の池やビ

オトープを作ったり、生物にふれあえるお年寄りもゆったり座れるようなイスがあっ

たりとスペースを作ってもらいたい！！商用施設ばかりでつまらない。 

・子供が 1年生の時、仕事が短時間だった事を理由に近所の子供ルームに入れず、一人

で少し歩くところに入ってしまい大変だった事があります。フルタイムにしたくても、

預け先が不安でした。子供ルームの決定には、少し柔軟な対応をお願いしたいです。

あと、医療費(子供）中学生まで免除にして欲しいです。 

・子育て中に思っていましたが、千葉市は学力は小中ともに高くなかったと思う。もっ

と子供が学力に結びつくようなイベント、また、授業内容の工夫をしてほしかった。

また、以前は地域の人が昔遊びを教えたりするイベントもいつしか無くなった。工夫

次第でできること、あると思う。 

・小中学校のクーラー設置を急ぎ、子ども達が通学しやすい環境にして欲しいです。 

・小中学校への冷房を入れてほしい。 

・よくわからない理由の重大な犯罪が増えている今、子ども達に道徳よりも護身術を義

務教育の必須科目で教えて欲しいです。子供たちは吸収が良いので、道徳や保健の授

業程度の時間を割り当てて教えれば、ひ弱な異常犯罪者から逃げたりいなくなったり

する位に身を守ることはできます。地域や大人で守る事も必要ですが、それが信用で

きない事件もあり、自分自身を守る術を与えるのも大切な市政のひとつとして考えて

頂きたいです。また、グローバル化に際して子供たちに日本の伝統（お茶、お花、武

芸など）をやはり必須で教えて海外に誇れる人材を育てて頂きたいです。環境汚染に

よる異常気象も年々被害が甚大になり今が一般市民全ての考え時だと思います。市の

取組もいろいろあると思いますが、せめて幼、小、中、高校、公立機関、施設での石

けん使用（完全無添加）だけでも徹底して頂きたいです。市民の健康と自然を守って

欲しいです。 
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・未来を担う子供たちの為に地域も学校も協力して子供たちが希望をもって安心して生

活出来る環境を整えて下さい。特に貧困問題について、いじめ問題、校舎の冷暖房の

充実。 

・イスラムにペコペコするな。イスラム人はテロリスト、ハラルコード見本市まで開く

な。ＬＧＢＴは単なる性病かきちがい。こんな事に「家族証明」まで発行するな！千

葉朝鮮初中学校への助成金支出、絶対反対。京葉線「幕張新都市駅」への市税搬出反

対。駅を新設したいのならＪＲ東が全駅負担すべき。千葉市も出すのが意味不明。 

・公立小中学校にエアコンをつけて下さい。スクールカウンセラーを各学校に！相談が

しやすくなると大変助かります。 

・小学校の先生のレベルを上げてほしい。町内会に無理矢理入会させられたのは非常に

不満です。 

・すぐにでも公立の小中学校にエアコンを設置して欲しい。校内、ドライアーの風が漂

っているようで、子どもたちがとにかく気の毒であった。市の議員は涼しい所で仕事

をしているのだから。 

・私は千葉市の活力を維持するために、少子化を食い止めるべきだと思います。そのた

め、学校設備の再検討（耐震、トイレ空調など）。子育て世代への支援（教育費、医療

費など）は最低限するべきだと考えます。正直、この分野において千葉市以上のサー

ビスをしているところは多く、ネットなどでそれらを比較することは簡単です。その

ため、たとえ千葉市で育っても就職後は他市に出て行く人は少なくないと思います。

税収を確保するためにも、このような現状としっかりと向きあう必要があると思いま

す。いつもありがとうございます。 

・千葉市だけではないですが、近年暑さが増しているので学校にエアコンの設置などを

考えてほしい。海浜幕張駅付近をより便利にし、イオンモールをより活性化させてく

ださい。 

・白ソックスの強制や名札着用の義務、またヘアゴムの色など個人のアイデンティティ

ーに関する点まで過度に取り締まるのはどうかと思う。禁止するメリットよりも同達

や代用品のなさに窮屈な思いを抱くと言うデメリットの方がはるかに大きい。「気にし

なければならない」ことに子供がストレスを感じており、勉強のしやすい環境を掲げ

るのであればもっと寛容になるべきだ。 

・大宮学校給食センターのご飯の時のメニューが悪過ぎて残飯の量が大変多すぎます。

貧しい国も沢山あるのにご飯が捨てられる事には、我慢できません。本当の食育を考

えてください。 

・市内全ての小中学校にエアコンの設置を。 

・早く小中にエアコンをつけて下さい！ゴミ袋が高いです。 
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・以前に比べると少なくなってはいますが、歩きたばこ、障害者用駐車場の健常者の使

用、優先席の使用など、モラルのない人たちがまだたくさんいます。罰則でもあれば

減るのではないでしょうか。また、社会保険や年金の仕組みなども学校で「社会」の

授業をしてくださると子ども達にもありがたいです。 

・小中学校にエアコンを取り付けて欲しい。 

・子どもが産まれたばかりだが、子どもが小学校に行く頃には小学校にエアコン等つけ

られる余裕ができてくれたらいいなと思う。 

・子ども達の医療費を高校卒業するまで延期して欲しい。秋休み廃止。公立高校 2度受

けられる制度の継続。 

・自転車が歩道を猛スピードで走る、歩行者にとって大変危険です。自転車は車道また

は自転車用道路を走ってほしい。特に中高生、若い人は学校などで教育活動してくだ

さい。街路樹の根元の花、枝をきれいに。 

・公立の小中学校にクーラーをつけてあげて下さい。切にお願いします。 

・千葉市内の学校にはクーラー設置を。役所に相談に行っても対応が悪い。 

・エアコン導入をもっと早く取り組んで欲しい。千葉駅前開発をもう少し短期間で完成

させてほしい。千葉市花火大会をポートタワーに戻して欲しい。マンションの建設は

もうこれ以上して欲しくないです。 

・我が家の長男は発達障害があります。最近は同じような子どもが増えていると聞きま

すが、学校の先生方（小学校、中学校）の中には知識がない先生方もいらっしゃいま

す。是非、発達障害のある子ども達が少しでも良い方向に向かうように現場の先生方

にも研修や勉強会などを行って欲しいと思います。よろしくお願い致します。 

・緑地がどんどん無くなり造成地になっていく緑地を市民に残して欲しい。防災関係の

充実。小中学校に冷房を入れてほしい。今年の夏は特に暑かった。未来のある子ども

達が勉強しやすいように。 

・小中学校にクーラーを導入して、公立の子どものことをもっと考えるべし！（市長の

子は附属にいる）また、放射線医学総合研究所の無駄な敷地が多い為、駅から区役所

の道路の幅がまだ狭く、学生とバスが接触するような危険が見受けられる。また、道

の雑草も適当に処理してあり歩道に電柱も斜めにあったりと歩行者の事を考えて欲し

いです。 

・小学校にクーラーをつけてください。暑さで子供たちの体調が悪くなる事が多いです。

4階なんんてサウナですよ！！本当にかわいそうです。市役所の皆さんは夏、クーラー

なしでお仕事できますか？死者を出さない為にもクーラーをつけて下さい。子供たちの

事が心配です。保冷剤では涼めません。 
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・保育園を増やしてほしい。このアンケートの質問の主旨が良くわからなかった。紙ベ

ースだと集計に時間がかかるのでは？時間がかかる→集計する人に払う給料が増える

→税金のムダになると思う。若い世代には紙ではなくネットでの回答のみにすれば良

いのではないか？（紙の方が回答する私は楽ではありますが） 

・子どもは宝です。子どもを大切にした施策を打ち出してアピールして、江戸川区のよ

うに「子育てしたい町」にしてもらいたい。 

・小中学校の数を増やしてほしいです。 

・小中学校にクーラーをお願いします。 

・子どもと高齢者にはお金をかけましょうよ。保育士とか介護士にはたくさん給料あげ

ましょうよ。日本を無くさない為に。 

・他の市より子どもルームの預かり時間が短い（土曜日）、安心して働ける環境。学校の

老朽化がひどい、環境整備を。かかりつけ医にした医者がいない、医者の対応の教育

をしてください。 

・自分の息子が発達障害なのですが現在特別支援クラスにいます。特別支援教育の充実

を願います。また、高校進学～就職への選択があまりにも少ないです。学校も少ない

と思います。市立特別支援高校のような学校を市内にもっと作って欲しいです。（軽度

の子を育てる学校です）また、現在は働く母親の多い中でＰＴＡ活動はかなりの負担

です。昔とは時代が変わっているのでもっと考えてほしいです。 

・公立の小中学校にクーラーをつけてあげて下さい。切にお願いします。中学校を魅力

あるものにしてほしい。（設備面、給食、部活、学習の進め方）子供が公立の中学より

私立の中学に行きたがる。公立に入りたいと思わせるものがないようなので。アピー

ルしてほしい。そういうことが無いのが公立？ 

・子ども達が安心して登下校できる様にしたい。保育園の充実。 

・子どもにかかわる補助がもう少し増えて欲しいです。（この時期だとインフルエンザ

の接種など） 

・老人が安心して暮らせる町に。多く子どもを産める社会に。 

・高齢者や障害者に住みやすい市と思いますが、国政に言う機会がないのでせめて千葉

市には若い世代に教育は勿論、未来に希望が持てる制度にして欲しいと思います。医

療費もせめて 18歳までは（高校生）子ども医療費助成受給券制度が欲しいと願います。 

・草が多い、空き家が多い。町をもっときれいにして欲しい。図書館を充実させてほし

い。ゆっくり勉強できるスペースが欲しい。広尾の図書館は居ごごちがいい。公立の

中学に入学させたいと思える魅力的な教育をしてほしい。子供たちが地域のお年より

と触れ合う機会が増えるといいなと思う。 
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・来年度から始まる保育園、幼稚園の無償化について完全に無償になるわけではない事

がわかり、大変残念に思いました。これでは「無償化」ではなく「一部補助」だと思

います。また、中学生以下の医療費を無料にしたり、市立小学校の設備を公園はあま

り整備されているとは思えません。公衆トイレの整備や犬、猫のふん等もどうにかし

てほしいと思います。本当に必要なところからお金をかけてください。 

・千葉市長のＳＮＳでの発言をもう少し優しくおだやかな表現でして欲しい。（見てい

て「残念な人が市長だ」と感じる時があります。）学校へのエアコン設置、よろしく

お願い致します。災害時を想定した本格的な訓練などもあればよいかと。「千葉市 85％

で震度 5強！」と言われているなら「地震どんとこい千葉市」位の対策が整っている

とアピール出来るような市になって欲しいです。 

・学童の利用料が高いと思う。 

・小中学校の数を増やしてほしいです。冷房化に直ちに取りかかってほしい。 

保育園、充実をお願い致します。保育士の時短採用、資格だけ持ち働いてない人の活

動しやすく働きやすい環境をお願いします。 

・今後益々、過疎化が進んで行くでしょう（特に若葉区、緑区、花見川区）若い世代が

子どもを育てられる収入が得られなければ千葉市だけでなく、この国が滅ぶでしょう。

少子化対策を！ 

・保育所で働く方達、学童保育で働く方々の待遇改善と保育の中身の充実に力を入れて

頂きたいです。女性活躍といい、共働きのご家庭が増えていますが、小学校で問題を

おこすのはどちらにしろ、しわ寄せは子どもに来ています。未来の千葉市を担うすべ

ての子ども達が心身共に健やかに育つような政策を期待しております。 

・図書館、コミュニティーセンター、公民館が古すぎる。特に美浜図書館は美浜区の中

心となる図書館であるにもかかわらず、何十年も前のままで非常に使い勝手が悪い。 

・小学生の子どもが遊べる施設もきぼーる位しかない。子供カフェは日曜のみ。放課後

教室もまだ一部でとても満足できる状態ではない。できる所から着実に改善していか

ないと子育て世代が他市へ流出してしまう。 

・今年の夏の暑さで子ども達も学校生活がきちんと送れなくなっています。エアコンの

設置をお願いしたいのと、秋休みは本当に必要なのか？夏休み明けてすぐにまた休み

では学校の勉強が遅れてしまうのではないか？と思います。エアコン設置をしたとし

たなら、夏休みを短くしたりとかを考えて欲しい。子どもにたいする手当が少ない。

このままでは子どもを産まない人も多くなると思う。 

・子育て制度に力を入れてほしい。（私は 60歳以上ですが）何か特長をだした都市にし

たらと思う。「花の都」は他市に浸透していない。 

・千葉市が小中学校にエアコン設置をする方針をしてくれて良かったです。スポーツジ

ムみたいなところが増えてほしいです。 
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・横浜と比べると先進的な取組が少ない。学童保育にも保育園のように認可制を導入し、

民間も含めて安価に選択できるようにする。ＰＴＡを外部委託にする。駅から遠い保育

園に送迎バスサービス人をする（例：流山市）など。子育て世代、共働き世代にアピー

ルできる先進的に取り組みがあると良いと思います。 

・小中学校のエアコンの設置を早急にして欲しいです。今夏はあまりに暑くかわいそう

でした。死者が出てからでは遅いです。 

・教育にもっとお金をかけてほしい。空調などの設備面、人の配置、研修して質の向上

など。横浜市は遠い目標。成田市、浦安市などのように手厚い教育ができるように予

算の充実をしてほしい。 

・小学校にぜひクーラーを設置してあげて欲しいと思います。子ども達も職員の先生方

も暑くてかわいそうです。 

・小中学校に早くエアコンつけてあげてください。 

・小中学校や高校の夜の体育館使用が、高齢者が多すぎます。小中学校部活活動時間も

短くなっているので、考えてください。横戸小学校は近所のおじさんが管理していて

おかしい→おじさんの好きな人だけ体育館開校！宮野木、花島体育館もバスケット、

バレーボールとかチーム練習出来るように。登録もやり方も大変です。体育館で直接

借りられる様にしてください。長沼体育館も同様。お願いします。 

・小中学校にエアコンの設置をお願いします。 

・フルタイムで働く母親のために、病児保育や子どもルームを充実させた方が良い。特

に子どもルームが、学校が休みの時に休みでは意味がない。(学級閉鎖時、台風で休校

時）一番預けたい時に預けられないため、やめてしまう人も多い。数年前までは預か

ってくれていたが、なぜ、出来なくなってしまったのか。 

・千葉市には公立の幼稚園がないので、公立幼稚園を作ってほしい。近年、幼稚園をこ

ども園にする園が多い事が気になります。待機児童を減らすためだとは思いますが、

幼稚園で良い教育を受けさせたいと思う親からすると、選ぶ幅が狭まってしまい残念

です。また、専業主婦だと子どもが入りづらくなるのかと思うと、今から不安です。

（今はまだ子どもがいない為） 

・相変わらずいじめで命を絶った事件があとをたちません。市でもいろいろな手段を設

けられていますが、是非相手の立場にたって考えられる人になれるような授業を低学

年のうちから力を注いで欲しい。（ニュースで女子大生がドリンクとスマホを持って電

動自転車に乗って死亡事故を起こした。）相変わらず自転車に乗りながらスマホを見て

いる方が多い事。いっさい周囲のことは眼中にない。どうにかならないか。 

・学校でなぜポカリと保冷剤を配ったのか理由が分かりません。まず配った理由を示し

てください。そんなことにお金を使うんだったらさっさとエアコンの一つでもつけた

らどうですか。 
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・中学校の給食をもう少し充実（内容）をさせてもらいたいです。センター給食になっ

てから、豆が多いと子どもが言ってます。高齢になった時の生活の不安もありますが、

子どもが大学進学の時の教育費の補助をお願いしたいです。幼稚園の無償化よりも補

助の全くない大学進学時の方が経済的に不安です。経済格差が教育格差にならないよ

う、すべての子どもが希望を持って生きて行けるよう充実を図ってもらいたいです。

経済的不安がなくなれば子どもも増えるのかなと思います。 

・広報誌に様々な年、月齢の子ども達が参加できるイベントを紹介して頂きたい。小学

生を対象とするものは多く見かけるのですが、幼稚園、保育園児向けのイベント等を

より盛んにして頂けると家族で市内へ出かけようとする機会が増えます。 

・教育にもっと予算を！教育現場は人が足りません。残業代は 1円も出ず（手当として

一律わずかに支給されていますが）1日平均 12時間以上働いている教員が沢山います。

（人による）今の子ども達にも 1クラス 20人位が適当です。またいろいろな配慮が必

要な子も多いので。 

・小学生の子を持っていますが、学校を冷暖房完備にして頂きたいです。他の市では来

年度の設置が決まっているのに千葉市だけ決定せず、子ども達の安全な暮らしを考え

てくださっているのか疑問に思います。何かあってからでは遅いので早急にお願い致

します。 

・自転車走行のマナー不足が目に余る。所有者の教習講座を義務化できないか。（子ど

もの頃同県松戸市にて「交通公園」でマナー勉強に行かされた記憶がある。） 

・去年、ＰＴＡ活動に１年間参加していて学校によく足を運んでいましたが、学校の設

備が劣悪な環境でこの中で子ども達が勉学に励めるのだろうかと不安になりました。

夏の暑さ対策（エアコンの中、教室内は扇風機のみ、しかも扇風機が壊れていて使え

ない！）トイレ状況（長年の汚物がこびりついて臭いがひどい。子ども達だけでは掃

除が行き届かない。壊れてもなかなか修繕できなく長期間使えないなど）廊下のタイ

ルがはがれている。など耐震対策も大事ですが、子ども達が安心安全に過ごせる学び

舎作りにもう少し力を入れてほしいと思います。ご検討よろしくお願い致します。 

・子ども子育てに関する施策に力を入れてほしい。 

・小中学校の学校設備を充実させてほしいです。夏は本当に暑いので早急にクーラーの

設置を行ってほしいです。 

・子ども達が安心して遊べる場所がもっとあるといいと思う。 

・小中特別支援校に冷房を入れてほしい。 

・電線の地中化を目指し台風などの災害停電などを防ぐ街を実現したい。自転車の歩行

路の明確化及び厳罰。農業を学べる場所を増加。 

・図書館、「読書通帳サービス」してほしい。小中学校全校にスクールカウンセラー常

駐させてほしい。市で様々な取組をしているようだが、伝わってこない。 
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・中学校の給食をもう少し充実（内容）をさせてもらいたいです。センター給食になっ

てから、豆が多いと子どもが言ってます。高齢になった時の生活の不安もありますが、

子どもが大学進学の時の教育費の補助をお願いしたいです。幼稚園の無償化よりも補

助の全くない大学進学時の方が経済的に不安です。経済格差が教育格差にならないよ

う、すべての子どもが希望を持って生きて行けるよう充実を図ってもらいたいです。

経済的不安がなくなれば子どもも増えるのかなと思います。部活動の数が少ないと思

う。小学生で習っていたスポーツが中学の部活にはなく続けられないことが残念。中

学の部活では外部からの指導者を招くなどより良い環境を提供してほしい。 

・小中学校の冷暖房は充実させてほしいです。千葉急行のちはら台、おゆみ野駅など。

もっと駅前の施設が充実していると運賃が高くても利用客が増えてくると思います。 

・中学の先生の勤務時間が長く気の毒に思います。部活動の指導をするのは地域の人や

団体（楽団やスポーツ団体など）の力を借りられたら生徒にとってもいいのではない

かと思います。 

・学校などの冷房を早く取りつけて欲しい。 

・すべての小中学校に特別クラスをおいてほしい。あの学校にあってこのエリアにはな

いなど軽度の知的障害をかかえる子の親の相談するところがわかりにくい。（学校の先

生の言葉が足りなかったりアドバイスがない） 

・高層マンションを建てるより 20年、30年先も使えるような施設を作ってほしい。（何

か千葉に住んでいても強みになる事が欲しい)高齢者だらけでも防災には力をいれて

いるので安心して住めるまち～周囲との連携もお役所もバッテリー体制～など。子供

の医療費は無料にしてほしい。学校にもクーラーをつけてあげてほしい。 

・高齢者で頼る人、場所のない人が安心、安全に身を寄せる費用の負担の少ないそのよ

うな場所が有って欲しいです。子供たちがすこやかに成長出来る環境を整えて欲しい

です。（虐待、いじめの発生しない環境であって欲しい） 

・夏の暑さ対策としての保冷剤、スポーツドリンクは来年度は無くし、他の学校設備や

備品に当てていただきたいです。子供ルームの先生方の対応に心配になることが多く

あります。（相談をしても、連絡帳の返事がない。子供同士のトラブルを「子どもの事

だから大人は介入しないでいる」と見過ごしている。など）研修時の制度を充分にと

っていただきたいです。 

・道路整備よりも子育てや教育、医療制度の方に税金をつかって欲しい。子供が入院し

た際、受給券が使用できたので本当に助かった。近所の公園も定期的に草刈りや清掃

が行われているのですごく助かっています。 

・中央区生美実町の歩道や道路の整備を見直してほしい。生実町は路駐が非常に多い。

歩道も学校周辺のわりに狭すぎてとても危険。駅周辺の路駐ばかり取り締まらないの

で必要な所で行ってほしい。ただの罰金回収と思われても仕方ない。早急に小中学校

にエアコンを導入してください。子供が死んでからでは遅い！！ 
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・現在中学生の甥がいます。小中学校の教室にエアコンの設置をお願いしたいです。 

公平な義務教育を、と願っております。教師間の連携など、力の差、意欲の差には充

分留意して頂きたい。 

・小中学校に冷房をつけてほしい。取り付けるだけではなくきちんと起動してほしい。

私立高校無償化をお願いします。学習塾に通わなくてもきちんと学校の授業だけで理

解できるようにしてほしい。授業時間が足りないのかペースが早く理解していなくて

もどんどん進み、習っていない所なども宿題にでる。親が教えなければならないの

か？とにかく教育費用がかかりすぎて家計が苦しい。 

・孫が小、中学生です。誉田小、中、古いのでエアコン、トイレ(洋式）の設置をお願

いします。 

・市内の小中学校の設備の充実に力を入れて頂きたい。以前船橋市に住み市内の学校に

勤務していたが、子供を通わせるには今のところ船橋の学校の方が魅力があるように

感じる。幕張エリアの発展がより一層進んでいくと嬉しい。幕張駅の快速停車も期待

しています。 

・学校の整備の点検（特にトイレ）を 1校 1校見て修繕してほしいです。衛生的にもひ

どい学校があります。（水を流すと逆流したり、流れない所など）また、学校の先生の

質が良くないと思います。 

・子供、老人に優し街づくり。 

・小中学校に早くエアコンを設置してほしい。 

・全員が社会的常識(最低限もう少し）を持って生活するよう教育や指導働きかけをし

てほしい。 

・年金が少なくなる一方なので税金を少なくして欲しい。70 代の人たちと違いすぎる。

(退職金や年金を多く貰っている団塊の世代から税金をもらってほしい。今まで一生懸

命働いてきたのにこれからの生活にゆとりがない。子育てをしやすい市に。(子供が乳

幼児が千葉駅周辺やポートタウン周辺にも遊んだり学んだりできるところを増やす。

時間余裕のあるシニアがお世話をする。アリオキボール蘇我にあるような乳幼児、子

どもが自由に遊べるような所があるとよい。)リサイクルショップ（いろいろな物をリ

サイクルできるゴミも減るのでは。家のいろいろなものでリサイクルできるものを売

りたい。） 

・行政改革。教師の負担軽減。 

・今年の猛暑のように今後も悪天候等が予想されるので小中学校のエアコン設置はすぐ

に取り組んで頂きたい。幼稚園や高校では毎日のように夏はエアコンをつけているの

に、小中学校では我慢させている状況はやはり不自然だと思います。何事も大きな事

故が起こってからでは遅いと思います。 

・学校教育にもっともっと力を入れてください。 
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・中高年のための運動の取組（ロコモ防止、医療費削減のため）。待機児童の減少。障

害者とくに精神障害者への理解と自立。外国人家庭への支援。独居老人への支援。 

・学校。冷暖房完備であるとうれしい。パソコンが古く、数も少ないので充実してほし

い。（先生方は子供との時間が長いので少し不安）先生方が事務的すぎる。 

・市内小中学校の教室エアコン設置をもっと早く出来ないのかと疑問に思います。なぜ

後回しにするんでしょうね?その他に言いたいことがありすぎて書ききれません。 

・人づくり、人材づくりすなわち「教育」が大事。真の教育者が現役後でも教育現場な

どで、例えば生徒や先生方の為、（素晴らしい先生～学ぶ事も多い）活躍できる機会を

与えてほしい。「教育委員会」がもっと今日の実態を把握し、子ども達のために生かさ

れ、また役立つ事があれば聞いて参考にするべきです。 

・千葉市にある高校（特に市立高校）の校舎をもっとよりよくしてほしいです。エレベ

ーターをつけたり、冷暖房も改善したり、高校生が充実した高校生活を送られるよう

にしてもらいたいです。 

・小中学校のクーラー設置を来年夏までにお願いしたい。最近の暑さは異常なほどなの

でクーラーなしの教室での勉強はかわいそうです。宜しくお願い致します。 

・ゴミ袋にお金をかけるのはいいですが、ゴミ捨て場に問題があります。カラスが多い

場所なのと、居住者以外の人が決まった日に指定物以外のゴミを捨てる。小中学校の

給食について地方でおいしく出してくれてる市があるそうです。 

・駐輪場について、管理をしている年配の方の態度が良くない。挨拶ができない。利用

者に挨拶をすれば、無断駐輪をしている人の抑止になると思う。管理棟に座ってばか

りいないで、見回りの回数を増やし、無断駐輪を減らして欲しい。小・中学校の冷暖

房設備を充実させてほしい。 

・2019年度中に千葉市の小中学校にエアコンを導入すべき。導入できなければ、市役

所、区役所、議会でのエアコンは使用すべきではない。子供たちがどんなに大変な思

いで勉強しているか。全国で最下位であることを自覚して欲しい。 

・open school ground after school to child. 

・小学校にクーラーをつけて欲しい。 ポートタワー周辺に小さな子供が遊べるような

遊具があると嬉しい。 海の花火大会を復活させてほしい!!  

・特にないが、自転車の運転教育どうにかして欲しい。幕張駅近辺に住んでいるので、

どうしようもない。 

・千葉市内の小中学校にエアコンの設置を希望します。 

・公立小中学校にクーラーを導入した方がいいと思います。 

・子供の教育環境、特にエアコンは早めに何とかしてあげてください。 
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・子育て支援をもっと充実してほしい。居住している地域には子どもの遊ぶ場所が少な

い。働きながら子育てが出来るようにしてほしい。また、学校のＰＴＡの活動なども

趣旨は理解できるが、就労している人が多い状況で現在のような運用は負担が大きい

と感じる。（本当はもっと参加したくても負担が大きすぎて、気軽な参加が難しい。）

給食が学校で作られて提供されているのは、とてもありがたい。また、地産地消にこ

だわっているところも子どもたちに千葉市が農産物も豊富にあるということを学ぶの

に有効と感じる。 

・小学校にはクーラーを設置して下さい。 海浜病院をきれいにして下さい。 海浜病院

のご飯をおいしくして下さい。 検見川浜駅前のベンチをきれいにして下さい。 街の

草刈りの頻度を増やして下さい。 生保の人たちへの支給額を減らして下さい。 もっ

と生保の人たちを働かせて下さい。  

・図書館や自習室など学習スペースを充実させてほしい。 

・一番大事なのは教育の充実。小学校入学前の準備期間である、保育園や幼稚園に安心

して通え、読み書き等をしっかり学べる環境にあることか大事。市街地開発では景観

を大切にして欲しい。子供たちが将来愛着を持てるような街を造っていって欲しい。 

・2020年を目途に、小中学校にエアコンを設置すると広報に市長のコメントがありま

した。財政の面からと説明がありましたが、子供達は我慢してたと思います。遅いな

と思います。 

・学校にエアコンを早急に入れてほしい。 

・市役所へ行きましたら、昼休みの執務室は真っ暗でした。よく見るとその中でお弁当

の食事をしている職員の皆さんの光景をみて、そこまでしなくてもの感想です。 

・稲毛図書館の水道はチョロチョロです。これでは衛生面は保てません。以前、総務課

長やそのレベルの職員の方へ申しましたが、改善はいまいちです。掃除のおばさんの

声なき声を聞いてください。そして、検見川公民館の勢いある水道を見学して下さい。 

・学校の授業数が少ないために、どんどん進んで詰め込んでいるように感じます。もう

少し休みを減らした方がいいと思います。高校の無償化は何故なくなったんでしょう

か。現在収入により補助が出るようですが収入によって対応が違うのは不平等だと思

います。一律でやって欲しいです。大学も補助が出るようにして欲しい。子育ての負

担が減れば子供も増えて、のちのち税金収入も増えるはずです。   

・学校にエアコンをぜひとも設置してもらいたい。今年のふるさと納税をこれにあてて

もらいたいと思い、調べましたが見つかりません。千葉市は返礼品なしで、使い道を

指定する納税の方法はないのでしょうか。 

・小中学校に出来ればエアコンをつけてあげてください。 

・小学校にエアコンが設置されていないので夏暑くて学習する環境が良くない。熱中症

の危険もある為、エアコンは設置してほしい。 

・出産や子供に対する支援のレベルが低い。 学校の学習内容も基本的なレベルが低い。 
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・若い世代、子供達が住みやすい街にするために、教育制度の充実、補助制度の拡充な

どを進めてほしいと思います。 但し、市の財政状況の改善には、引き続き注力願い

ます。 

・公立学校にエアコンを設置して欲しい 電気代くらいだったら、負担するので…。 

・将来を担う子どもたちに関する施策は積極的に取り入れてほしい（医療費の無料化、

待機児童の削減、子どもルームの増設、公立学校へのエアコン設置等） 

・ＰＴＡに参加し、その後育成委員会に所属していますが、 教育マインドの低い先生

の質向上を求めます。教育環境とは、ハード的な施設よりも「良い先生」を子どもた

ちや保護者は求めていると思います。 

・学校にエアコン設置をいち早く導入して欲しいのと、認可保育園の拡充に取り組んで

ほしい。 稲毛海浜公園をより魅力ある施設に変えて欲しい。 

・千葉市といえば、コレ！というものがない。何か１つ作ってアピールしたい。 学校

にエアコンをつけて欲しい。早急に。 

・千葉市立稲毛高校の改修工事をして欲しいです。 

・不急不要な市庁舎の建て替えはやめること。一刻も早く、小中学校のエアコンを設置

すること。ミハマリゾート周辺の、歩行者・自転車通行者の安全を守るための歩道の

整備。 

・小学校や中学校に冷暖房設備をつけてほしいです。 

・もっともっと子育てしやすい市になればうれしい。子育て支援、子どもの遊び場を充

実させてほしい。 千葉市はタクシー運転手の対応が横柄だと思う。何度も不快な思い

をさせられている。 

・子供たちに寄り添った教育現場の整備を期待します。近年の夏の暑さに冷房なしはあ

りえないと思います。待ったなしの状況だと思います。早急な対応をお願いします。

先日、千葉市教育委員会より、熱中症予防対策物品の配布等のお知らせがありました。

スポーツドリンクの粉末の配布と、保冷剤供与です。息子の話によりますと、粉末は

水筒を持参してこない生徒が優先されるとのことです。水筒に水を持たせたときに粉

末をもらったらどうかと話したところ、そう言われ、不公平さを感じました。お知ら

せには希望者に提供するとかいてありました。保冷剤の供与は 9月末配布予定とあり

ました。正直遅いと思います。このお知らせを一読したときに、とりあえず体裁を繕

うためのものではないのかと驚き、怒り、悲しくなりました。また、昨今話題になっ

ている重すぎる荷物の対策です。千葉市はおき勉を認める方針を打ち出したとのこと。

素晴らしいと思いました。息子の背負う鞄もとても重いです。身体への影響が心配で

なりません。小学校の低学年の子供たちがランドセルの他に両手で大きな荷物を持っ

て歩く姿を見ると胸が苦しくなります。おき勉等を率先して認めた千葉市からもっと

子供に寄り添った子供のための教育現場の整備を提案していってほしいです。期待し

ます。よろしくお願いします。 
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・以前に比べても道路の走行環境などは良くなってるのを感じてますが幸町団地近くの

陸橋の利用制限は何とかして欲しいです。 他に学校のクーラー対策も取り組んでもら

いたいです。  

・教育、研究の充実や若者、学生のために千葉大学などにお金をもっと使ってほしいで

す。 

・児童手当が中学生で終わるのは、どうかと思う。高校生から、物凄くお金がかかるの

に。 

・安心して暮らせる、住める事。犯罪なく、常に防犯する、高齢者、子供が安心して生

活できるようにと願います。 

・学校に対する環境整備をお願いしたい。主要駅近くでの図書館設備の拡充（利用時間

の拡大）  

・日教組の自虐感を押し付ける教育ではなく、日本人として誇りを持てる教育を公立学

校で行ってほしい。 

・子供が小学校に入学するにあたり従来の一斉授業や休み時間の短縮など不安はありま

すが、先生達を応援できる保護者でありたいと思っています。私は専業主婦ですが、

働くお母さんや先生達に余裕が生まれるようなサポート体制をお願いいたします。 

・公立学校にエアコンが欲しいです。 サークルや話し合いに自由に使用出来る空間、

スペースがあれば利用したいです。 

・財政が厳しいため、公立学校のエアコン設置は反対。 

・高齢者家庭の方達へのサービスを民間に頼るだけではなく、買い物なども市のサービ

スとして補助など、 選択できるような物を考えていただきたい。 子供達の学習も、

塾に頼らずに進学できるような学習支援を希望します。  

・千葉市には児童館の役割を担うところが、子ども交流館しかないとおもうので、小中

学生が学校帰りに立ち寄れる場所として、公民館を有効利用したらいいのではないか

と思います。公民館は、大人だけが使っているイメージです。20時くらいまで開いて

いて、子ども、とくに中学生や高校生が予約なしでも立ち寄れる、信頼できる大人が

いる、そんな場所が必要ではないかと思います。 

・小中学校にエアコン取り付け 各小中学校に支援学級の設置 

・保育園など、希望の保育所へ入れるように増やすなどしてほしい。 

・他市からの転居者の目から、文化施設の充実、定期的な音楽会などの開催、特に高校

の優秀な吹奏楽の積極的な紹介、他市のものでも良いと思う。公共交通機関の充実を。

車社会は間違い、高齢者事故の原因にもなる。高齢者の優遇、交通手段の優待。学校

教育で公共個通機関での高齢者，障碍者への思いやりの教育。  

・子供たちの生活環境（特に学校）の環境整備に早急に取り組んでいただきたい。暑さ

対策が保冷材等の配布ではなく、落ち着いて学習できる環境作り（エアコンの設置や

子供ルームの充実）をお願いしたい。 
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・子供の為の児童館が無い（子供の頃住んでいた杉並区には昔からあった）。 図書館が

ショボすぎる。徒歩圏内に無いし、あっても分館で蔵書が酷すぎて、読みたい本が全

く無い。 千葉は文化が育つ素地が無い。もっと子供の頃から文化的なものに身近に触

れさせる機会を沢山与えるべきだと思う。 

・放課後、子供たちが遊びに行けるところが少なく感じます。品川区の児童センターの

ようなものが近所にあったら嬉しいです。 

・海が比較的近い千葉市。海の周りは工業地域が多くあまりきれいな地域には見えませ

んが、東京や横浜のようにきれいでお客さんが来るような市になって欲しいです。 子

供が小学校へ通い、子供ルームを利用しています。東京と比べてしまって恐縮ですが、

子供ルームの職員の考え方が凝り固まってしまっているのかアイディアや改善、工夫

が見らないのでとても残念。変化がないまま時代が過ぎてゆく感じです。  

・道路の整備 (サイクリング道路)高校生や通勤通学の利用が多い花見川沿いに、街灯

を増やしてほしい。雑草も生い茂り、暗くなり始めると犯罪の恐怖を感じます。 海、

川、釣りの人気スポットには駐車スペースの充実を。 

・市民便りについて 夏休みのこどもイベントは多いけれど、中高生向けの情報を増や

してほしい。大学で行う公開講座や趣味の講座など。 

・中学校のスクールカウンセラー増員を。現状予約がなかなかとれません。 

・教育センターのカウンセリングや電話相談。土日も必要。平日の日中だけでは、相談

できない人がたくさんいると思います。仕事を休んで相談するのは難しく、子供の悩

みを抱えたまま板挟みで苦しんだ時はかなり切実でした。母親と子供のみ、父親の行

かれない相談所とも感じます。早急に対処してもらいたいです。 

・小中学校の各教室にエアコンを設置して、夏休みを極力短くし、各家庭の無駄なエア

コン稼働を少なくしたらいいと思う。代わりに春や秋の、空調エネルギーを使わない

時期に長期休みを設け、野外で遊んだりスポーツをしたりすれば、環境にも優しいし、

子供だけでなく大人も家族の時間を楽しく過ごせると思う。2学期制なので、夏休み

が長いと感覚的にもおかしい。 全国に先駆けて、是非とも挑戦してもらいたい！ 

・子どもルームの指導員をいたしておりますが、放課後支援の仕方があまりにも雑で驚

いております 狭い部屋に常時 80人近くの子どもがひしめいていて、家庭の代わりと

はとても言えません 適正な児童数にするだけで、子どもたちは心穏やかに楽しく過ご

せると思います そういう意味で、子どもルームの民営化に踏み切ったことは評価でき

ます 

・小学校に一刻も早く冷房を！ 

・子育ての充実を。公立の幼稚園は何故作らないのか？ 公立の学校にエアコン設置を

してほしい。 
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・障害のある子を持っていることから、もう少し支援教育の充実（教員の数的充実）を

推し進めてほしい。教員数が絶対的に少ないと思います。（単純に生徒数で担当教員の

数を決めるのはナンセンスであります。）今後きめ細やかな支援教育を行っていくため

には、教員の方の数的充実とともに、教員の方自体の支援教育におけるレベルアップ

が欠かせないと思いますので、より一層の支援教育の充実に努めてほしい。失礼なが

ら、毎年恒例の行事などでごまかすことのないよう、重ねてお願いしたい。毎年参加

させてもらっているが、正直、交流が図られているとはいいがたく、特に中学生はそ

の行事に参加すること自体その子にとってメリットがあるか甚だ疑問です。我が子も

軽度の知的障害であるが、特に今年は正直、参加することが苦痛だったようです。こ

ういうことを言うのはいかがかとは思いますが、障害の程度にも差があり、一緒くた

に集めて同じことをするのも、そろそろ限界が見えてきたのではないでしょうか。役

所側としては、ここから先は、と、線引きして子供に相対するやり方のほうが効率的

なのかもしれませんが、子供それぞれに個性があり、障害の程度も違うため、今後は

よりきめ細やかな対応が求められる時代かと思います。そういった意味からも、教員

の確保を含め、支援教育の充実をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

失礼します。 

・未就学児ばかりが優遇されているが、本当に学費等が大変なのはむしろ高校、大学な

のでそちらの方にも医療費軽減等考えてもらいたい。 

・都心に近く千葉県の中では都会だけど海や緑の自然もありのびのび子育てするにはい

い所となってほしい。0歳から小中学校くらいまでの保護者に子育て環境、学校での

環境はどうか現場に足を運んで直接きいてほしい。小さな子供は何かあっても文句も

言わず我慢するだけになっているので。 

・子育て環境について、 子ども達の居場所として、徒歩圏内に児童館が欲しいです。 乳

幼児から中学生までが安心して遊べる場所が欲しいです。 ベビーカーで徒歩で、いつ

でも行けて赤ちゃんが泣いても誰も困らない市の公共の遊び場所が欲しいです。 小学

生が自分で放課後に歩いて行ける場所に安全な遊び場所が欲しいです。 雨の日にマン

ションや団地の階段くらいしか遊び場所が無くてかわいそうです。 千葉市子ども交流

館はとても良い施設ですが遠くに住んでいるとなかなか利用出来ません。 
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⑩ 生涯学習、スポーツ・レクリエーション 

 

・小学生への色々な学べる(将棋や、習字、スポーツ、遊びなど）公共の場所での機会、

支援を増やして欲しい。老若男女が集える集会所なりが、各町などにあったり、子ど

も向けの塾(ボランティア），身体を動かす場がもっとあるとよい！公園にボルダリン

グできる壁があったり、ボール遊びしたり外で遊べるところが少ない。自然の池やビ

オトープを作ったり、生物にふれあえるお年よりもゆったり座れるようなイスがあっ

たりとスペースを作ってもらいたい！！商用施設ばかりでつまらない。 

・高齢化社会が加速していく中で、千葉市としての独自の企画（自治会等の小規模なも

のではなく、もっと大きく盛大なもの）を立案の上、実行して欲しい。(例）千葉市民

全体を対象としたスポーツイベント、文化、芸術祭など。 

・青少年の遊びの施設を充実させてほしい。体を動かして、友達と力いっぱい遊べる場

所、スケートリンクのように子供が遊べる公共施設を作って欲しいです。 

・文化、芸術スポーツ等の施設を充実させてほしい。 

・大きなイベントではなく、小さなイベントで少数の困難をかかえている方たちを支援

する施策を提案します。 

・老人の勉強の機会であることぶき大学をやめないで下さい。老人が外へ出る事により

病気にならなくなり、ボケを予防できるのではないか。医療費が少なくなれば学校に

支出する費用との対費用効率を考えてください。 

・成年後見人制度などの説明会を多くしてほしい。行政書士資格を取得して参加してい

きたい。 

・今まで以上にスポーツ（野球、サッカー）などの観戦などのチケットをプレゼントだ

ったりスポーツ選手をショッピングモールにほしい。 

・低料金で利用できるスポーツ教室や趣味の教室をもっとたくさん催してほしい。 

子育て中の親が不便しない取組が増えるといい。時に駅やスーパーなどのおむつ替え

台の設置のバリアフリー。授乳室の設置（お湯もあるとミルク作りの時に助かるが必

要）また、平日ママさんが乳児を連れて参加できるイベント（無料）がもっとあると

よい。 

・平城台公園の場所に日本を代表するようなサッカースタジアムを建設しジェフ以外の

Ｊリーグチームを千葉市に誕生させ、活性化させる！モノレールも鎌取駅まで延伸す

る。千葉市の一部が活性化しても千葉市の魅力にはならない。千葉市全体を活性化し

なければ人口も減り、税収も減る。20年後を見据え子どもを出産しちゃんと子育てを

している女性に手厚い援助（補助金）をすべき！子育てにお金がかからなければ女性

は迷わず出産するでしょうし、千葉市に若い夫婦が移り住むはずです。 

・60歳以上の人が学べる場、やりがいのあるボランティアの場を増やしていただけた

らと思います。 
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・公共プールの設置→電車利用できる範囲が便利だ。 

・障害者だけでなく高齢者スポーツに力を入れた取組。健康な高齢者を増やすことは、

いろいろなプラスがうまれると思います。 

・テニスコートが少ないと思います。予約をとるのも大変！どれだけ混んでいるか一度

きちんと調べてほしいです。 

・芸術が身近にあるまち。アスレチック施設、プール、運動場が気軽に 24時間使えるま

ち。障害者、高齢者が分け隔てなく気軽に身近に利用できる施設。検見川の浜はヨッ

トだけでなくボートや水遊び場など子どもも楽しめるように小さな沢山のレストラン

やバーなどでデートも出来る場所にしてもらいたい。 

・我がままな年寄りをもう一度、幼稚園に通園させて老人の再教育をするべきだと思う。

これは絶対に必要な事です。修了者のみ年金を受けられる様にすれば世は良くなる。マ

チガイナイ！ 

・子育て福祉にばかりスポットがあたっているのでもっと幅広い層に対するサービスや

イベントを行ってほしい。 

・公民館でいろいろな役立てるサークル活動があるといい。 

・千葉市内の公園は広さがなく、子どもたちが充分に体を動かして遊べない様に感じる

ので、もう少し公園の広さがほしい。また、室内の遊園地やボルダリングなどといっ

た買い物をした後に更に楽しめる施設が増えると更に良いと感じます。 

・鎌取駅周辺に充実したショッピングモールやコンサートホールを作ってほしいです。

おしゃれなカフェも欲しいです。 

・千葉市が小中学校にエアコン設置をする方針をしてくれて良かったです。スポーツジ

ムみたいなところが増えてほしいです。 

・市の体育館を増やして欲しい。市の保育所を増やしてほしい。 

・介護中は種々な施設を利用させていただき若い専門の人たちの意見を参考に無事先に

見送ることができました。これからは、健康寿命を心がけるつもりです。生き甲斐の

あるものがあったら参加したいです。 

・地下鉄の設置やバス交通のきめ細かい運用→高齢に伴い公共施設への利用が困難だ。 

・オリンピックボランティアに参加したいが条件が厳しいし無給なので再考を願う。 

・家族にもアンケート調査に参加させる→パソコン苦手なので。 

・妻が市の生涯学習センターの講座開設に登録しているが 5年たっても案内がない→対

応や設定基準に問題があるのでは? 

・車無免許の高齢者にも取得のチャンスを与えて欲しい。 

・クリニック病院との簡単な電子化連携。 
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・小中が高の夜の体育館使用が、高齢者が多すぎます。小中学校部活動時間も短くなっ

ているので、考えてください。※横戸小学校は近所のおじさんが管理していておかし

い→おじさんの好きな人だけ体育館開校！宮野木、花島体育館もバスケット、バレー

ボールとかもチーム練習出来るように。登録もやり方も大変です。体育館で直接かり

れる様にしてください。長沼体育館も同様。お願いします。 

・子どもが自由に出入りできる集える場所やスポーツ等が出来る場所。年配者が集える

場所など充実した生活が送れる。安心して生活出来る場所、地域にして欲しい。 

・市民会館や文化ホールでオペラやオーケストラコンサート等、充実して欲しいです。 

図書館が少なすぎます。その中に学生が静かに勉強できるスペースが欲しいです。空

き地は（企業の土地）ほとんど、マンション建設なので他のものを作ってください。 

音楽環境をもっと充実させて欲しい。コミュニセンターに譜面台を備品として置いて

欲しい。施設ももっとあればうれしく思います。 

・広い土地、会場があるのでライブやイベントなど多くやって県外から遊びに来る人を

増やして欲しい。人が集中する対応策で新たな駅、路線ができたら嬉しい。千葉市に

住むメリットが欲しい。優先的にチケットが入手できるとか誕生月に商品券がもらえ

るとか他県、他市に自慢したい。 

・スポーツチーム（野球、サッカー、バスケ以外）をもっと増やして地域で盛り上がる

事ができたらいい。 

・千葉駅周辺の駐輪場が多いけど停めにくい（2段にしないでもらいたい。高段に停め

出しづらい）室内スポーツ（体育館）が利用しにくいところがある。特に市役所前の

コミュニティセンターは最悪でした。）バス路線、千葉駅から多方面にあると良い。 

・子ども達が安心して遊べる場所がもっとあるといいと思う。 

・体育館の時間を２２時までにしてほしい。仕事終わりにスポーツをしようとしてもで

きない。 

・個人的には身体を使った行動をする場所が徒歩圏内にたくさんあったら良い。体操や

フォークダンスなど。 

・花島公園スポーツ施設体育館のようなスポーツが楽しめるレジャー施設が充実すると

うれしい。 

・子供が水泳をやっているので千葉公園のプール設備を充実させてほしい。夏は暑いの

で観客席にぜひ屋根をつけて日陰をつくってほしい。 

・高齢者が気軽に参加できるイベントが欲しい。 

中高年のための運動の取組（ロコモ防止、医療費削減のため）・待機児童の減少・障

害者とくに精神障害者への理解と自立・外国人家庭への支援・独居老人への支援。 

・夏の幕張ビーチ花火フェスタを楽しみにしているのですが、今年から平日の開催とな

り残念です。開始時間までに仕事から帰ってくるのは難しく土曜日にして頂けたら嬉

しいです。 
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・美浜区（埋め立て地域）の地震時の液状化、津波対策、大型台風襲来時の高潮対策を

行ってほしい。 

・小学校廃校により震災時の避難場所が近所になくなった。どこに避難すればいいのか

わからない。 

・戸建地区は高齢化し、空家や１人暮らしが増えている。空家の管理や治安の維持を進

めてほしい。 

・高齢者が多くなっているので、コミュニケーションや趣味を楽しめる、体の維持が図

れる場所があるといい。 

・八千代市の高齢者は民間スポーツジムに安価で利用できる制度があると聞いた。健康

増進のため、ひいては健康保険料の削減のため、良い制度であると思う。 

・都市計画により、住宅地区には、コンビニもなく、駅まで出ないと買い物ができない。 

・都市計画の見直しをしてほしい。 

・福祉の充実、子供にも老人にも近くで気楽に行けるスポーツ施設 

・高齢者にとって住みやすい、暮らしやすいこと子供が安心して遊べる場所、医療、生

活が心配なく暮らせる千葉市になって欲しい。 

・最近、イベントやショッピングセンターなどが中心部に少なく、今は車などで行ける

が今後が心配です。 

・どんな世代の人たちにも同じイベントなどに参加できるような活動を増やしてほしい。 

広報などに載っている趣味のサークルは、平日の昼間で仕事をしていると参加できな

い時間帯のものが多いので土日に参加できるものを増やして欲しい。 木々が多くの

んびり散歩が出来る無料の公園。 年を取ると陸上競技等が出来なくなるにでアクア

ビクスなど出来る環境(温水プール) 

・図書館や自習室など学習スペースを充実させてほしい。 

もう少し、子供が街中で遊べる空間がほしい。そごうや千葉ペリエ、稲毛駅周辺には、

遊べる場所がない。 

・いろいろ先進的な取り組みをされていると思いますが、土日に 40 代 50代が気軽に参

加できるようなボランティアやセミナーがあればいいな、と思います。千葉の目玉と

なる施設やイベント毎がもっと充実するといい 

・老若男女問わず皆が楽しめ充実した生活が安心して送れる町にしてほしい。 参加イ

ベントの充実、医療や子育てなど生活面での優遇、男性の育児への関心と参加、一部

の人達ではなく皆が充実した生活が出来るように少しずつでも変わっていって住み

やすいまちにしてほしい。 

・近所に緑豊かな公園を作って欲しい。お洒落な並木道を散歩したい。海岸までの交通

の便が悪い。千葉市の発展がない。高齢者の参加行事が少ない。稲毛駅周辺の飲食店

が充実していない。千葉市は東京の隣の県なのに、衰退している。 

・公共施設で仕事後で学習できる場所を作って欲しい。  
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・プロスポーツを、地域の連帯感を高める存在として、もっと有効活用して欲しい。例

えば、中央区ではあまりマリーンズの存在を感じない。監督、選手も、興味を持たな

いとわからない。恐らく、ジェフや、ジェッツも似たような状況なのでは。ごく、近

隣だけ、ファン、サポーターだけのものでは勿体無い。 

・千葉銀座周辺のシャッター街を活性化して欲しい。例えば、横浜の中華街のように「食」

にテーマ性があったり、東京の蔵前ように、もの作りや、カフェ、インテリアに特化した

専門店があったり、何か特色をもった街づくりを企画し、誘致をして欲しい。 

・いろいろなイベントに参加出来る環境作り(居住地域による差が無いように)を期待しま

す。 

・観光に力を入れているが、千葉市自体に観光地としての魅力は無い。千葉駅中心街に

恒常的に集客できる施設やイベントが無い（市自体が企画するもの以外）。モノレール

の価値向上のためには延伸は不可欠。千葉駅中心と幕張新都心を結ぶモノレール路線

を作ることで、観光・通学・イベント時のアクセスなど複合的な効果がある。大イベ

ントの多い幕張新都心から千葉駅方面への誘導にも繋がる。 

・雨の日に子供が自由に遊べるような施設があると良いと思います。きぼーるまで遠い

ので。 

・前問で回答したので、ここでは施策のみでお答えします。保育料の軽減 、企業誘致 、

イベント誘致 、観光地の開発 、海辺を利用する開発（現在の方針と変える） 、道路

の整備（バイパス化、アンダーパス等、渋滞対策） 

・全体的に若葉区の公共施設が老朽化していて利用しにくいので改善して欲しいです。

特に若葉図書館の改築をお願いしたいです。他市（山武市や富里市）の図書館の方が

充実していて羨ましく感じます。北谷津温水プールを千葉北並の施設にして頂けると

子供は喜ぶと思います。 

・学校に対する環境整備をお願いしたい。 主要駅近くでの図書館設備の拡充（利用時

間の拡大）  

・公立学校にエアコンが欲しいです。 サークルや話し合いに自由に使用出来る空間、

スペースがあれば利用したいです。 

・高齢者が気軽に利用できる生涯スポーツ（例えば市民ゴルフ場、市民プール、市民運

動競技場等）のための施設を増やして欲しい。 

・子供の為の児童館が無い（子供の頃住んでいた杉並区には昔からあった）。 図書館が

ショボすぎる。徒歩圏内に無いし、あっても分館で蔵書が酷すぎて、読みたい本が全

く無い。 千葉は文化が育つ素地が無い。もっと子供の頃から文化的なものに身近に触

れさせる機会を沢山与えるべきだと思う。 

・市民が、気軽に交流できる文化的な講座等の積極的な開催と、その情報を分かりやす

く発信してほしい。 
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・放課後、子供たちが遊びに行けるところが少なく感じます。品川区の児童センターの

ようなものが近所にあったら嬉しいです。 

・教育とスポーツの充実。教育施設の充実はもちろんのこと、学校の先生の働き方改善

（例えば、部活動や試験作成の民間委託とか）スポーツ施設の充実と、オリンピック

選手等の育成、各種プロスポーツの誘致など。 

・海も面していて、緑もたくさんあって、自然を大事にした街づくりをお願いします。

また、スポーツも盛んな活気ある市になるといいなと思っています。天台のスポーツ

センターもありますが、もう少し施設が増えると嬉しいです。個人的には室内プール

が出来て欲しいです。 

・きれいな街にしてほしい。ポイ捨てゴミや雑草の処理、鳥の糞などの対策。 

・交通渋滞や事故の改善政策。信号機の歩車分離式などや駐停車マナー改善の取り組み。 

・市街地の観光地化と高齢者のボランティア推進。市街地に高層マンションより、商業

施設と観光施設の充実。 

・住宅地の高齢化と空き家対策。若い世帯への中古住宅購入推進。（取得やリフォームの

税や金利や補助金などの助成制度） などなど 

・住みやすく過ごしやすくて、イベントもあって観光地になるような人も集まる町にし

たい。  

・市民会館でのコンサート楽しみにしている。 

・図書館に本や雑誌を増やしてほしい。 

・図書館の充実。外国人の支援体制の充実（地域に増えているのはわかるし、今後も増

加が予想されるが、地域住民との間にかなり隔たりがある。お互いに不信感がある。

支援体制を整え、交流の機会を増やすなどして、元々の地域住民にとってもいい意味

で新しい風が吹くような、お互いにウィンウィンになるような関係が作れれば望まし

い。）。 

・千葉県あるいは千葉市規模の共同体としての行事や参加できる催し物などあると一体

感が生まれてより良いように思う。 

・昭和時代の子どものように、今の子ども達にも、集団で、思い切り外遊び（ボール遊

びも）ができる場所が欲しいです。雨の日も、放課後集まって遊べるように、公共施

設を小学生にも開放してほしいです。子ども達には、たくさん遊んで、社会性を身に

つけてほしいですし、楽しい思い出たくさんの千葉市を愛し、貢献できるような大人

になってほしいです。 

・体育館やトレーニング室、室内プールなどが利用出来る公共施設を増やして欲しい。 
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・子育て環境について、 子ども達の居場所として、徒歩圏内に児童館が欲しいです。 乳

幼児から中学生までが安心して遊べる場所が欲しいです。 ベビーカーで徒歩で、いつ

でも行けて赤ちゃんが泣いても誰も困らない市の公共の遊び場所が欲しいです。 小学

生が自分で放課後に歩いて行ける場所に安全な遊び場所が欲しいです。 雨の日にマン

ションや団地の階段くらいしか遊び場所が無くてかわいそうです。 千葉市子ども交流

館はとても良い施設ですが遠くに住んでいるとなかなか利用出来ません。 
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⑪ 文化・芸術 

 

・きぼーるのような施設を各区に１つずつ作ってもらいたい。 

・レジャー施設をもっと増やしてほしい。 

・千葉駅前ぱるるホールが閉館したことは残念。音楽ホールが建設されることを望む。 

・公民館単位で高齢者の体操、他集いの場所、出かける機会を作ってほしい。ひきこも

りが多い人が集い、介護されない生活が続くよう力を貸して欲しい。 

・小学生への色々な学べる(将棋や、習字、スポーツ、遊びなど）公共の場所での機会、

支援を増やして欲しい。老若男女が集える集会所なりが、各町などにあったり、子ど

も向けの塾(ボランティア），身体を動かす場がもっとあるとよい！公園にボルダリン

グできる壁があったり、ボール遊びしたり外で遊べるところが少ない。自然の池やビ

オトープを作ったり、生物にふれあえるお年よりもゆったり座れるようなイスがあっ

たりとスペースを作ってもらいたい！！商用施設ばかりでつまらない。 

・高齢化社会が加速していく中で、千葉市としての独自の企画（自治会等の小規模なも

のではなく、もっと大きく盛大なもの）を立案の上、実行して欲しい。(例）千葉市民

全体を対象としたスポーツイベント、文化、芸術祭など。 

・昭和の森周辺は住宅が多く建設され子供、老人とも多く皆様が利用できる公共施設を

希望します。 

・テーマ 11でも回答したとおり、近所に図書館が少ない点が不便です。また、気軽に勉

強しに行けるところが無くて困っています。どうか検討よろしくお願いします。 

・千葉市政だより等の広報が届くが「情報掲示版」が見づらい。内容を見ると気になる

イベントもあるがぱっと見だとわかりずらい。又、この情報は区役所へ行くと他のイ

ベントなども有るが区役所へ行ってみないと知る事が出来ない。千葉市でもいろいろ

な事を行っているのを身近に情報を得られない。公共交通機関が結構良いのに知る事

が出来ない。市政だより等でこんなバスが有って楽しめるスポットもあると記事にし

ても良いと思う。市内に住んでいる人が身近に利用や情報を得る事が出来る町にして

ほしい。 

・青少年の遊びの施設を充実させてほしい。体を動かして、友達と力いっぱい遊べる場

所、スケートリンクのように子供が遊べる公共施設を作って欲しいです。 

・文化、芸術スポーツ等の施設を充実させてほしい。 

・せっかく大きなホール(市民会館、文化会館、市民ホール等）があるのに、どこも千

葉駅に隣接していないため、利用しづらいし、催しものもあまり魅力的なものがない

ように感じる。美術館にもよく行くがもっと年をとった時に歩ける距離か心配に感じ

る。ピストンバス運行や、その場へのプロムナードを充実させ遠さを感じさせない工

夫をこらしてくれるとありがたい。道路の整備にも力を入れて行きどまりのない街づ

くりをして欲しい。 
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・よくわからない理由の重大な犯罪が増えている今、子ども達に道徳よりも護身術を義

務教育の必須科目で教えて欲しいです。子供たちは吸収が良いので、道徳や保健の授

業程度の時間を割り当てて教えればひ弱な異常犯罪者から逃げたりいなくなったりす

る位に身を守ることはできます。地域や大人で守る事も必要ですが、それが信用でき

ない事件もあり、自分自身を守る術を与えるのも大切な市政のひとつとして考えて頂

きたいです。また、グローバル化に際して子供たちに日本の伝統（お茶、お花、武芸

など）をやはり必須で教えて海外に誇れる人材を育てて頂きたいです。環境汚染によ

る異常気象も年々被害が甚大になり今が一般市民全ての考え時だと思います。市の取

組もいろいろあると思いますが、せめて幼、小、中、高校、公立機関、施設での石け

ん使用（完全無添加）だけでも徹底して頂きたいです。市民の健康と自然を守って欲

しいです。 

・プール等について宿泊や冠婚葬祭、会合などができる複合型をのぞむ以前厚生年金プ

ールで子供や孫と 40年近く利用させてもらい、楽しい夏を過ごしました。運営には厳

しいものが有ると思いますがあの様な場所を作って頂きたいと思います。流れるプー

ルを母は 85歳まで利用し今 94歳になりますが、元気でおります。母は 75歳で両ひざ

を人工関節手術をしており流れるプールはリハビリはリハビリにも良かったと思いま

す。（浮き袋使用） 

・ボランティアの情報をわかりやすくして、参加しやすいようにして欲しい。歴史的な

ものをもっと身近に感じられる様に情報が欲しい。大学生が活躍できる環境を作って

欲しい。 

・ＪＲ千葉駅のパチンコ店をやめさせてほしい。ＪＲ稲毛駅前、大人向けの商業施設を

つくってほしい。（日本橋三越や高島屋のような）都川に遊歩道を整備してほしい。

千葉港に客船がこられないようにしてほしい。音楽ホールを充実してほしい。 

・図書館を近くに作ってほしい。自治会とはなんでしょう。高圧的、入会したくない者

からも会費を撤収しようとする。そんない事が許されるのでしょうか？ 

・ゴミの日が他の市より少ない気がする(燃えるゴミ周 2は少ない）週 3にしてもらえ

ると楽です。図書館の書籍など増やしてほしい。借りられる本の数を増やしてほしい。

（10 冊→20冊など） 

・千葉美術館や千葉市美術館の催しをもっと充実させて欲しいです。時々東京の絵画展

などに足を運びますが、同じように有名な物が千葉でも観られたらいいと思っていま

す。 

・児童館を多く作り雨の日でも室内で遊べる所を作って欲しい。またご両親が忙しく仕

事をされている方の為に同じ子どもを持った親後さんと交流（いつでも）が出来る場

所を作る。保育園に通っているご両親に子育てがスムーズにできる様場所を作る。お

年よりのケアとして自宅介護をされている方に対し補助金をだして欲しい。 
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・親子三代夏祭りが変わってしまった事には本当に残念に思う。私が十代の頃は出店が

たくさんあって本当に賑やかでした。それが何年か前から出店もなくなりイベントば

かりの親子三代は少しつまらなく感じます。だから、何年ももう行ってません。もう

少し千葉の歴史を学んでほしいです。 

・高齢者が自分たちのまわりで気軽に集える会館があるといいですね。今後ともよろし

くお願いいたします。ありがとうございました。 

・私の町の細道で、少ないけれど貝のわれたものが見る事があり、昔はどのへんが海で

どんな暮らしをしていたのかなと思いいつつ散歩しています。多分、のりを家族でつ

くり、貝をとり、漁をして生活していたのでしょう。田にはウナギがいたと聞いてい

ます。昔の事など身近な公民館で写真他見せてもらえたら嬉しいです。いのはな歴史

資料館に見に行かなくても自分たちの町で！！ 

・駅の名前の由来など知りたいと思います。（各駅名） 

・公共図書館、図書室の蔵書が古く劣化が目立ちます。気持ちよく読めるよう本を新し

くしてほしい。 

・質を高めたら良いと思う。他市（仙台、横浜等）と比較して歴史的財産を有効に。連

携的に総合的な構築が望ましい。（休日に富士見町など繁華街を散策しても人出が少

ない！） 

・足を運びたくなるような文化、芸術活動とその施設の駐車場の充実。ショッピング店

の減少もさびしい。 

・出来ればスポーツだけでなく文化、芸術方面も力を入れて欲しい。育休明けで子ども

を預けられる所がもう少し増えるとうれしい（病児保育なども）医療体制の充実（夜

間救急など特に、救急車のたらいまわしは良くない） 

・資格取得の講座の充実、公民館での芸術（短歌、川柳、絵画、音楽、陶芸など）関連

の講座参加への呼びかけ（可能なら写真入りで）を。あらゆる年代の人の健康作りに

役立つ、体操や食生活に関する知識を市政だよりで紹介を毎回して欲しい。（写真入

りで）市民税が高く感じるのでもう少し低くできないか考えて欲しい。 

・私の住んでいる所は千葉市のはずれで習志野市と隣接している所で、老人が多い割に

老人が憩う場所が無い公民館も小さすぎて、文化的な芸術施設もなく町内会館におい

てはどこの田舎と思われる程老朽化して何かあったら心細いかぎりです。 

・市政だよりを各家庭に届けてくださったり、駐輪場を整備してくださったり、と熊谷

市長の頑張りには本当に支持して良かったと思っております。中央区のよし川とよし

川公園をもっと美しくしてください。ムクドリの対策もお願いします。市民ゴルフ場

の料金が高すぎます。さらに値下げしてもう気軽に行ける施設ではありません。市営

の施設の料金を検討してください。 

・浅間神社のお祭りですが、屋台以外のものはないのでしょうか？おみこしなどとか？

ただの屋台のみがあるだけで千葉神社の様なイベントはないのでしょうか？ 
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・高齢化するにあたり施設の充実を希望します。また文化活動に力を入れてほしい。 

・公共施設のお手洗いの段差を無くしてください。スポーツセンター公園などの日曜日

の公園見回りをして下さい。昼間、女性トイレなどにバイクで来て覗く男性がいます。

四季を通じて草花が咲いていると住んで良かったと誇らしいです。是非花や実のなる

植物を植えて下さい。誉田などの少し中心から離れた場所も中高年の人の行きやすい

商業施設を充実させてください。宮崎町加曽利町の辺りは新興宗教がきて少し不安で

す。大きな病院の周りの商業施設を大切にしてください。東フィルの音楽をもっと聞

きたいです。 

・大きなショッピングセンターは建設されても図書館、博物館、音楽施設など、文化施

設が少ない。心豊かになるようなそんな「もの」より「心」を大切にする千葉市を希

望する。 

・市民会館、公民館などで毎日、毎週実施されている内容、予告等、誰でも簡単にすぐ

分かるような掲示を実施して欲しい。 

・自分たちの住んでいる場所には図書館がない（空き地はある）是非歩いて 10 分以内

にほしい。 

・高層マンションを建てるより 20年、30年先も使えるような施設を作ってほしい。何

か千葉に住んでいても強みになる事が欲しい)高齢者だらけでも防災には力をいれて

いるので安心して住めるまち～周囲との連携もお役所もバッテリー体制～など。子供

の医療費は無料にしてほしい。学校にもクーラーをつけてあげてほしい。 

・モノレールをもっと延ばし(モノレールでなくても良いが）京葉線と総武線の連結を

良くして欲しい。通学路さえ歩道がないので一歩入った小さな道路をもっと整備して

ほしい。きぼーるの様な施設が市役所周辺にしか充実していないので他の地域の住民

も使える様、施設を増やすか、子供だけでも行ける様に循環バスをめぐらせるなど工

夫してほしい。 

・公共施設の充実。市民が利用しやすい施設をお願いします。 

・千葉市で育ったので、これからどこに住む事になっても「帰る所」だと思っている。

横浜地区に住んでいて快適だが地震の際の液状化など不安要素があるしより安全な

街になってほしい。海辺のレジャー施設のプランがあると聞いたが騒々しくなくなる

のは困る。文化会館やコンサートホールなど芸術的なものなら良いと思う。県の文化

会館は古いし場所が不便なので美浜区にもあのような施設がほしい。 

・美浜区（埋め立て地域）の地震時の液状化、津波対策、大型台風襲来時の高潮対策を

行ってほしい。 

・小学校廃校により震災時の避難場所が近所になくなった。どこに避難すればいいのか

わからない。 

・戸建地区は高齢化し、空家や１人暮らしが増えている。空家の管理や治安の維持を進

めてほしい。 
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・高齢者が多くなっているので、コミュニケーションや趣味を楽しめる、体の維持が図

れる場所があるといい。 

・八千代市の高齢者は民間スポーツジムに安価で利用できる制度があると聞いた。健康

増進のため、ひいては健康保険料の削減のため、良い制度であると思う。 

・都市計画により、住宅地区には、コンビニもなく、駅まで出ないと買い物ができない。

都市計画の見直しをしてほしい。 

・芸術、音楽、文化系で魅力があるイベントが少ないので増やして欲しい。ドラクエと

かマリオとかジブリとか一般受けするゲームやアニメを絡めると人が集まりやすいの

では？  最近がんで亡くなる人が多いので、がん検診をもっと充実させてほしい。乳

がん検診が 2年に 1回では不安。親に検診を勧めてもあまり関心を持ってくれない。

検診の案内やこんな症状に注意等の注意喚起をもっと大々的にしてほしい。 病院の待

ち時間が長い。半日は潰れる。医師や病院をもっと増やしてほしい。  千葉駅周辺、

栄町あたりを通る時が怖い。夜の見回りを強化してほしい。江戸川区に住んでいた時

は、夜パトカーが巡回していつも声をかけてくれていた。 

・文化、芸術施設の充実を希望 

・目玉となる施設やイベント毎がもっと充実するといい。 

・稲毛図書館の蔵書が部類によっては恐ろしく古く改善してほしい。 稲毛駅前をもっ

と使い勝手よく整備してほしい 

・全体的に若葉区の公共施設が老朽化していて利用しにくいので改善して欲しいです。

特に若葉図書館の改築をお願いしたいです。他市（山武市や富里市）の図書館の方が

充実していて羨ましく感じます。北谷津温水プールを千葉北並の施設にして頂けると

子供は喜ぶと思います。 

・よく古い千葉の広報映像を動画再生などで観るが、昭和・平成初期の古き良き千葉を

思い出せるような展示施設などが増えるとよい。 

・千葉市に何があるかと聞かれてアピールできるものが何もないから全国的に有名にな

る施設をつくってほしい。 千葉市の財政が苦しいことは結構有名なのでどうにかなら

ないのかとは思う。 私たち市民のために一生懸命働いてくださっている市長をはじめ

とする千葉市の公務員の方々、いつもありがとうございます。 これからも頑張ってく

ださい！  

・コミュニティーセンターや公民館などの施設が他の市町村より老朽化しているように

感じる。町にもっと緑を増やしてもらいたい。花見川周辺をもっと綺麗に整備して市

民の憩いの場所にして欲しい。  

・他市からの転居者の目から、文化施設の充実、定期的な音楽会などの開催、特に高校

の優秀な吹奏楽の積極的な紹介、他市のものでも良いと思う。公共交通機関の充実を、

車社会は間違い。高齢者事故の原因にもなる。高齢者の優遇、交通手段の優待。学校

教育で公共個通機関での高齢者，障碍者への思いやりの教育。 
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・スポーツ施設、環境面は現時点でも大変充実していると思います。観戦という意味で

もＫＥＩＹＯ ＴＥＡＭ 6の有力チーム（？）を地元に抱えていますし。一方、文化・

芸術という意味ではそれほどでもという印象はありますが、これらの施設が充実した

東京圏内への移動は便利ですので、あれもこれもと追いかける必要はないと思います。

風太くんのような、少数でもきらっと惹かれるものがあるまちであれば十分です。若

い世代が魅力を感じてもらえる環境作りに期待します。 

・美術館の企画展が毎回とんがっていて面白いと思います。ポスターとかかっこいいし、

美術館はもっと推してほしいなと思います。歴代館長のトークショーに行ったことがあ

りますが、とても面白かったし、観客もすごいたくさんいました。知る人ぞ知るすばら

しい美術館だと思っています。 

・市民会館でのコンサート楽しみにしている。 

・図書館に本や雑誌を増やしてほしい。 

・（ゴミ問題）ポイ捨て対策に良い方法は？（公共施設の運用管理）指定業者に丸投げで

費用削減を図るのは？人口減少化に対応し、先ずはその施設の必要性を検討すること

が先ではありませんか。 
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⑫ 国際化、大学や企業等との連携 

 

・外国人居住者のモラルアップ対策。道路の南北方向の改善（東西は京葉、東関道 357

号、14 号等あるが南北が少ない） 

・アンケートの対象が悪いのでは？このアンケートは中高年層向けかと思います。独身

20代だと回答が難しい。無駄な回答になるのできちんと対象者を狙って送付した方が

良いかと。魅力的な大学、企業が千葉市にあればもっと住む人が増え、環境も良くな

るのでは。 

・国際的でオープン、暮らしやすく元からの住民と新しく来た人たちが仲良くコミュニ

ティを作っていけるプログラムや制度、風土をもった包括的な市。 

・自然と健康、幸せな生活の価値を大切にする市。 

・ＣＯ２排出減（脱ＣＯ２)農薬使用・化学肥料→土壌つくりの自然農、環境先進都市

千葉・・サンフランシスコやポートランドのような。市民の自由な気風と自治のある

活気ある市。 

・多様な外国人が住めるのは大変良い事だと思うのだが、なぜ美浜区に中国人があんな

にも多いのか。中国人の為の中国人によるレストランや商店も続々と増えていて、も

はや中華街化している。正直こわい。千葉市はどう考えているのか知りたい。 

・外国系日本人が、我々純粋な日本人に不快な思いをさせる人が多くいて困っています。

理由が聞きたいものです。公的機関でやめさせるような方法をとってほしい。切に願

っています。 

・居住する外国人の方が増えているので、日本語教室や日本文化を学ぶ機会を増やし、

地元に馴染めるような仕組みを作って頂きたいと思います。 

・日本に於ける千葉市の方向性の希望について述べさせて頂きます。千葉市は東京都の

衛星都市です。千葉都民などと言われておりますが、その特色を生かし、なくてはな

らぬ存在にならなくてはいけません。今までと同じような生活、サービスを維持向上

させるためには、外国人の移住化（移民化）の促進、充実を千葉市独自で図り、ビジ

ネスモデルを創造していくべきだと思っております。現在は中国人の比重が多いです

が、東南アジア・中東・アフリカ・東欧等も含め移住化（移民化）の促進を図り、産

業や日常的なシステムを支えるための第 2の開国を行って、多様性を千葉市として政

策（実験的施策）を整備し、活性化のための着手をしていただきたいと思います。現

行制度の欺瞞的研修生制度のようなものではなく、市民として受け入れていきます。

必要があれば変える努力と働きかけをを行っていただきたい。 

・外国の人をたくさん見かけるので、もっと多言語対応できるお店・サービスを強化す

るといいと思う。 
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・2020オリンピックを控え、人との繋がりや支援、助け合いってなんだろうと日本全

体が考え直す時期に来ていると思います。稲毛以北は、地産地消で手にする食材が充

実していて田舎としての魅力も十分に秘めた街だと思います。人情とか絆とかという

抽象的な考え方だけではなく、人となり、人間教育や具体的な非差別化が順調に進む

ことを祈っています。 

・日本で一番外国人が住みやすい国際都市にしたい。 
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⑬ 市民参加・共同、男女共同参画 

 

・ボランティアなどの活動が多くなってきましたが、中高大学生などの若い力を学校や

行政を自治会など含めつながりを持ち助け合いの教育を子供の時から学べる環境を作

っていただきたいと感じます。福祉の仕事をしています。お年寄りの方のゴミの分別

は難しく特に独居生活の認知症の方など、介護サービスではまかなえないほどの負担

となります。ボランティアもまだまだ充実しておらず、千葉市は有料となっている為

お年寄りや外国人にとっても住みやすい千葉市となって欲しいと望みます。 

・ボランティアの情報をわかりやすくして、参加しやすいようにして欲しい。歴史的な

ものをもっと身近に感じられる様に情報が欲しい。大学生が活躍できる環境を作って

欲しい。 

・いろいろなイベントに参加すると、お年寄りが多いように感じられます。これからは、

お年寄りの方、若い世代(子育て世代や学生さん）の両方が参加して協力などお互いに

出来るようになれたらいいのではと思います。 

・個人的には老後の生活のサポートが充実して欲しい。粗大ゴミの出し方が少々面倒に

感じます。使用済み食用油の拠点回収が開始されましたが、拠点の数や回収時間が限

られていたりで、利用するのは難しく残念です。今後とも市民の為の活動頑張ってく

ださい。市民としても感謝を忘れずにいたいです。 

・60歳以上の人が学べる場、やりがいのあるボランティアの場を増やしていただけた

らと思います。 

・ボランティア活動の参加しやすくしてほしい。障害の人でも住みやすい町にしてほし

い。安心して毎日を過ごせる街にして欲しい。 

・公民館でいろいろな役立てるサークル活動があるといい。 

・高齢者が街にたくさん溢れているが、高齢者をもっと街づくりに活かす仕組みを考え

る必要があるのではないか。単なるボランティアだけでは働きがいがない。自分も何

らかの得するような仕組みを考えるべきと思う。 

・介護中は種々な施設を利用させていただき若い専門の人たちの意見を参考に無事先に

見送ることができました。これからは、健康寿命を心がけるつもりです。生斐のある

ものがあったら参加したいです。 

・地下鉄の設置やバス交通のきめ細かい運用→高齢に伴い公共施設への利用が困難だ。 

・公共プールの設置→電車利用できる範囲が便利だ。 

・オリンピックボランティアに参加したいが条件が厳しいし無給なので再考を願う。 

・家族にもアンケート調査に参加させる→パソコン苦手なので。 

・妻が市の生涯学習センターの講座開設に登録しているが 5年たっても案内がない→対

応や設定基準に問題があるのでは? 

・車無免許の高齢者にも取得のチャンスを！与えて欲しい。 
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・クリニック病院との簡単な電子化連携。 

・異常気象や地震など災害に備える。市民が意識を高く持ち続けられる様に（忘れない

ように）啓発活動を続けてください。 

・海や緑地等のせっかくの環境があるので、もっと利用しやすいものに活用して欲しい

です。環境を整えるために、大々的にボランティア活動を慕るなど。市民みんなで作

りあげていく体制が取れれば、2020年のオリンピック、またその後も一体感のある市

民が市を好きになる強い千葉市になると思います。 

・地域のお祭りやイベントを増やして欲しい。住民が参加と楽しみにできるような地元

が好きになれるようにしたい。子どももお年よりも安心して暮らせる街にしたい。 

・若い人と高齢の人がつながりを持てる市、もう少し地域の中でもつながりが深くなる

こと。収入の差が生じない市民の声がもう少しストレートに届く市、最終的には千葉

市に住んで良かったとかまた千葉市に住みたいと言われるような魅力のある市にして

欲しい。 

・住んでいる所が高齢者ばかりで思うように行動出来ないことが心配です。 

・高齢者が進んでいる若い人たちが住みやすい働きやすい街、世代間の交流が促進され

る施策をお願いしたい。 

・地域の方々の意見を聞く機会やボランティア活動を積極的に取り入れなければならな

いと思う。市はそれらに対して表だって感謝、礼状を出すべきでしょう。また、市内

で就職または再就職をしたいと考えている人がこのボランティア活動などを履歴書に

かける。また市内の企業はそれを考慮するというようなサイクルが整えばボランティ

アもやりやすいと感じる人もいると思います。 

・とても住みやすく駅も栄えている。きぼーる等で子育て支援等の活動が有る時は参加

したいと思う。 

・若い人が集まりやすく若い人の社会活動がしやすくできるような施策をどしどし企画

実行してもらいたい。 

・自宅の隣がゴミ収集所であるがルール違反、カラス被害が多く、清掃する人も限られ

ており困っている。行政面での解決が必要だが改善されない。 

・地域での児童、学生、一般の共生を望みたい。年配者が地域の児童、学生をその経験

分野で指導、育成に役立つ。地域活動が広がれば良いと思う。 

・もっとコミュニケーションのある街づくりにしてほしい。 

・交通の便が不便です。道路を整備してほしい。 

・ボランティア活動をしたいと思うが方法がわからない。広報誌で紹介してほしい。緑

が多いのはいいがすてられているゴミの多さにも困ったものだ。ゴミがゴミを呼ぶの

でゴミを無造作に捨てられない環境を作るには？ 
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・ボランティア活動に参加しやすい工夫（ＰＲ,地域の役員などからの勧誘を増やす）

をして参加者を増やす。 少子高齢化対策としてのコンパクトシティ戦略を検討し、

実現には時間がかかるので、試行を始めてはどうかと思う。 

・どんな世代の人たちにも同じイベントなどに参加できるような活動を増やしてほしい。 

いろいろ先進的な取り組みをされていると思いますが、土日に 40 代 50 代が気軽に参

加できるようなボランティアやセミナーがあればいいな、と思います。  

・千葉のモノレールの充実、緑豊かな自然を満喫できる街になったらいいと思う。障が

いのある方も自由に社会参加出来る場所を増やしてみんなが出来る能力を認め合う社

会を千葉市は、率先して取り組んで欲しい。10分でも 20分でも人の役に立つことが

できる機会を持つと障がいのある方も自信が持てると思う。共に生きる良い社会を。 

・老若男女問わず皆が楽しめ充実した生活が安心して送れる町にしてほしい。 参加イ

ベントの充実、医療や子育てなど生活面での優遇、男性の育児への関心と参加、一部

の人達ではなく皆が充実した生活が出来るように少しずつでも変わっていって住み

やすいまちにしてほしい。 

・いろいろなイベントに参加出来る環境作り(居住地域による差が無いように)を期待し

ます。 

・住んでいる人同士がお互い協力したり、何かあったときには助け合ったりできるまち

にしたい。ボランティアとして活動できる機会が身近にあったらいい。立場が異なる

人同士でも尊敬しあえて意見を聞くことができる人が育つまちにしたい。 

・千葉駅の大幅リニューアル、エアレース、蘇我の音楽フェスなど市長の幅広い知識と

柔軟な発想で千葉市を盛り上げてくださっていることにいつも驚いています。 私も今

後は何かの活動でまちづくりのお手伝いがしたいです。 ヨガのインストラクターの資

格が取れたら人生 100年時代の千葉市民の健康のお手伝いをしたりとか。 私も頑張り

ます！ 

・男女共同参画を、本当の意味で、実現してほしい。 

  



253 

 

⑭ 安全・安心 

 

・お年寄りの多い地域に住んでいるので空き巣やサギ、夜間の犯罪が増えている。夜間

でも表通りだけでなく裏通りにまで街灯を整備する等の対策をとってほしい。 

・栄町の通りやその付近が夜は一変して歩くのが怖い。昔の穏やかな安心して散歩でき

る環境を取り戻す為、空家が店舗（居酒屋など）を常に巡回し協力を求める。また空

家を芸術や趣味をもってる若者に賃貸型で利用してもらう事はできないものでしょう

か?空家の持ち主さんとの問題もあるでしょうが。 

・道路の危険個所が多い。特に自転車道が少ない為、歩道も車道も危険になっている。

通学路に不審者が時々出るが、通学路の暗い道に街灯を設置してほしい。ゴミ出しな

どのルールを地域で取り組んでほしい。 

・千葉城から駐車場へ行く道が暗くてこわい。街灯をつけてほしい。街路樹の手入れを

毎年予算にいれて行ってほしい。落葉の処理に困っている。 

・治安のよい街、交通事故の少ない街。災害の無い街。 

・近くの会社の公害が心配です。家の中まで真っ黒になってしまい体には大丈夫か心配

でたまりません。公害さえなければ本当に便利で住みよい所です。 

・千葉市は地震に対する不安が大きい、もっと市民に災害に対する意識づけをしてほし

い。 

・このアンケートの内容よりもまず街並み、まちづくりに力を入れてほしい歩道の整備、

街灯を増やす。高齢者の為の施設の充実など、基本的な事を見直してほしい。 

・津波対策が全くできていない。総合病院が近くに無い。 

・千葉市の緑が豊かな所が好きですが、木が多くて視界が悪くなる所や、公園の周りの

木で中が見えなくなっている所があるので、安全性と緑豊かな町の両立を目指したい

です。 

・災害時の避難場所に指定されている小中学校がかなり古く本当にそこで避難生活が送

れるのか、かなり不安です。校舎の建て替えを含めた教育施設の充実と災害時の備え

を強化していって欲しいです。 

・平日の夜、千葉駅に立っているキャッチの男性がチラチラとチェックしているのが気

分悪くできれば取り締まってほしい。せっかく新しいペリエが出来て綺麗な駅前にな

ったので！子供が安全に食べられる飲食店がもう少し充実していると良いと思う。 

・医療をもう少し考えてほしいです。政令指定都市なのに、救急で運ばれる病院の医師

不足により昼間平日なのに断られた病院がありました（数件）。そういった中で千葉市

は最低なんだそうです。安心して暮らせる千葉市、期待を込めてお願いします。 

・バリアフリーな地域にして頂きたい。公道の縁石撤去をお願いしたいです。縁石が有

る為自転車や歩行者が車道に出る事が多く、そのためによるけが人、骨折者が多数い

る。高齢者が歩道を安心して通れない（歩行車や杖などが縁石にぶつかる） 
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・街灯の設置（暗すぎる道がある） 

・色々な面で安心、安全な街にしたいと願っています。 

よくわからない理由の重大な犯罪が増えている今、子ども達に道徳よりも護身術を義

務教育の必須科目で教えて欲しいです。子供たちは吸収が良いので、道徳や保健の授

業程度の時間を割り当てて教えればひ弱な異常犯罪者から逃げたりいなくなったり

する位に身を守ることはできます。地域や大人で守る事も必要ですが、それが信用で

きない事件もあり、自分自身を守る術を与えるのも大切な市政のひとつとして考えて

頂きたいです。また、グローバル化に際して子供たちに日本の伝統（お茶、お花、武

芸など）をやはり必須で教えて海外に誇れる人材を育てて頂きたいです。環境汚染に

よる異常気象も年々被害が甚大になり今が一般市民全ての考え時だと思います。市の

取組もいろいろあると思いますが、せめて幼、小、中、高校、公立機関、施設での石

けん使用（完全無添加）だけでも徹底して頂きたいです。市民の健康と自然を守って

欲しいです。 

・高齢化に伴い子供が居ない私達はどの様に対応していけばいいか不安が大きい。年寄

りが自立して安心して生活できる環境を整えて欲しい。 

・すべての市民が住みやすい街であって欲しい。道路の整備、特にバリアフリー化をも

っと充実させて頂きたいと思います。 

・自転車が歩道を猛スピードで走る、歩行者にとって大変危険です。自転車は車道や自

転車用道路を走ってほしい。特に中高生、若い人は学校などで教育活動してください。

街路樹の根元の花、枝をきれいに。 

・特に京葉線沿いは住むのに安全な街だと思っています。ＺＯＺＯが頑張っていますが、

人口を増やす活動ばかりではなく、住んでいる人々がより住みやすくなるような活動を

お願いします。 

・緑地がどんどん無くなり造成地になっていく緑地を市民に残して欲しい。防災関係の

充実。小中学校に冷房を入れてほしい。今年の夏は特に暑かった。未来のある子ども

達が勉強しやすいように。 

・小中学校にクーラーを導入すべく、公立の子どものことをもっと考えるべし！（市長

の子は附属にいるから）。放射線医学総合研究所の無駄な敷地が多い為、駅から区役所

の道路の幅がまだ狭く、学生とバスが接触するような危険が見受けられる。また、道

の雑草も適当に処理してあり歩道に電柱も斜めにあったりと歩行者の事を考えて欲し

いです。 

・千葉駅その他の周辺の整備を進められているが、ＪＲ、京成などだけでなく地下鉄の

整備があるとなお、活性化し消費も増え千葉市の財政も豊かになると思います。（防災

に問題が有ると思うが）。モノレールは途中で止まっている、意味があったのか疑問で

ある。 
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・やはり災害時の市長の判断力です。たぶん私達はパニックに少なからずなるでしょう。

刻々と変化する中で瞬時の判断を願います。 

・道幅が狭いので、自転車を乗るときに車がこわくて乗れないので、安心して乗れるよ

うにしてほしいです。 

・生ゴミの収集が週 2日では少なく 3回だと便利。マンション等の窓の雨戸を作成出来

る様にすれば強風時に安心感がある。町の灯りがまだまだ暗い場所があり防犯の為、

街路灯の見直し必要。 

・いずれ来ると言われている災害に強い町づくりをして頂きたい。 

・防災無線の音声が小さいので音量を上げてほしい。 

・3.11のとき、いろいろな所で液状化等が見られましたが、その後の復旧作業は完璧

なのでしょうか？要町辺りの環境は健全性が感じられませんが、大久保の様にむしろ

コリアンタウンにした方が観光的にも健全の面でも良いのではと思います。 

・千葉市長のＳＮＳでの発言をもう少し優しくおだやかな表現でして欲しい。（見てい

て「残念な人が市長だ」と感じる時があります。）学校へのエアコン設置、よろしく

お願い致します。災害時を想定した本格的な訓練などもあればよいかと。「千葉市 85％

で震度 5強！」と言われているなら「地震どんとこい千葉市」位の対策が整っている

とアピール出来るような市になって欲しいです。 

・通学時に通学路に路上駐車はやめてほしい。きちんと見回ってほしい。住宅街のＴ字

路にカーブミラーの設置が少ない。 

・高齢者の多くなる時代、バリアフリーに力を入れて欲しい。道路は見た目の美しさだ

けでなく、デコボコのないメンテナンスまで考えて住みやすい千葉に。道路に緑を植

えても草だらけならば道路幅を広くした方が良い。道路が劣化して溝ができ、転びや

すい。千葉駅はキレイになっても魅力的ではない。周りに何もない。区役所が駅から

遠い。不燃ごみ袋が小さい。 

・ほんの一部ですが、マンションの中に痴漢が入ってきたりと大変な思いをしましたの

で治安の良い町にしていただきたい。いろんなマンションに行ってそういう事をして

いた男が以前いました。お願いなんですが、花見川区役所近くの花見川サイクルロー

ド脇の草がとっても伸びて、人が隠れてもわからない長さで草刈りをずっとしていな

い状態なので草刈りをお願いします。治安にも影響します。草が伸びきったらすぐに

刈ってください。安全な街づくりもよろしくお願いします。 

・災害時のライフライン確保に向けた取り組み。製鉄所近辺の粉じん対策の取組。ごみ、

たばこの吸い殻の投げ捨て、道路、歩道の清掃、草刈りへの生活環境美化。 

・交通事故ゼロのまち。お腹のすいている子どもを作らない街。 

・地震、災害対策にもっと努力をして欲しい。 
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・以前は札幌に住んでいました。今、住んでいる所は歩道が狭く子どもの１人歩き自転

車など常に心配です。札幌とどうしても比べてしまいます。また、街灯が少ないと思

います。通学路も暗い死角になる所があり、何度も変質者が出ています。子どもを安

心して外に出せる街にしていただきたいです。防犯対策の充実。安心して住めること

が重要。多少不便であっても。 

・異常気象や地震など災害に備える。市民が意識を高く持ち続けられる様に（忘れない

ように）啓発活動を続けてください。 

・とにかく真砂のＴＯＳＨＩＢＡ裏からトンネル、検見川町へ抜ける陸橋がとんでもな

く危険。暗くなってからは検見川駅からの通勤路であるにも関わらず怖くて通れませ

ん。何度も見知らぬ人から追いかけられている。あんなに老朽化した暗い灯しかない

陸橋を放置するのは問題だと思いますが。 

・高齢者が多いので元気に長生きするための支援を他県のようにして頂けると（ライザ

ップ高齢者向けの体操教室の開催を他県ではやっていたりします）将来の不安なくず

っと住めるよう北欧ばりの支援の充実を願います。また、自転車の人が歩道をスマホ

をしながら運転したら罰金くらいのルールを。動きのゆっくりな高齢者が逃れきれな

い事故がおきそうで危惧しております。 

・防災無線の放送がほとんど聞き取れないので千葉テレビで確認できるとより身近に感

じられる。ネット検索よりも簡単だと思う。また、本当に必要に迫られた時に聞こえ

ないでは無意味ではないか？ 

・公共施設のお手洗いの段差を無くしてください。スポーツセンター公園などの日曜日

の公園見回りをして下さい。昼間、女性トイレなどにバイクで来て覗く男性がいます。

四季を通じて草花が咲いていると住んで良かったと誇らしいです。是非花や実のなる

植物を植えて下さい。誉田などの少し中心から離れた場所も中高年の人の行きやすい

商業施設を充実させてください。宮崎町加曽利町の辺りは新興宗教がきて少し不安で

す。大きな病院の周りの商業施設を大切にしてください。東フィルの音楽をもっと聞

きたいです。 

・基本的には生活環境、文化活動など良いと思います。最近の事では防災です。防災に

対応した千葉市づくりです。普通の生活の中では危険なこと、地域に気がつきません。

治安が悪いので細い道や人気のない所を歩くのが怖い。 

・千葉市は今後 30年以内に震度 6以上の地震の発生確率が 85％と発表されたのでなん

とか被害が小さくすむように今から対策を練ってほしいです。 

・安心、安全ー災害に強いまちづくり。 

・少子化対策は大切ですが、それより教育への重点予算の配布 

・子供の医療費は無料にしてほしい。学校にもクーラーをつけてあげてほしい。 
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・高齢化対策、働く場所を「増やし税収の増、社会保障の軽減を計る。 

基本的には生活環境、文化活動など良いと思います。最近の事では防災です。防災に

対応した千葉市づくりです。普通の生活の中では危険なこと、地域に気がつきません。 

高層マンションをたてるより 20年、30年先も使えるような施設を作ってほしい。何

か千葉に住んでいても強みになる事が欲しい)高齢者だらけでも防災には力をいれて

いるので安心して住めるまち～周囲との連携もお役所もバッテリー体制など。 

・京葉線沿いは昼間は散歩するのに適度な木の陰で気持ち良いが、暗くなると街灯はあ

っても非常に暗く、こわくて娘たちは「歩けない」と言っていました。他の場所も日

の入りをすぎると公園近くや民家近くでも真っ暗になっており児童や若い人たちも危

険だと思っている。（歩くのが怖くて）もう少し明るいと安心です。 

・１人暮らし（賃貸）なので災害のあった時の行動に不安。地域の避難訓練などの情報

はないので行われているかもわからない。 

・全てにおいて住みやすく安全で人に優しい街にしたい。 

・日々の生活を安心して送れるように防災、防犯、病院、買い物などの環境を整えて暮

らしやすい街にしてほしい。 

・治安を守り交通事故をゼロに向けた取り組みを優先にして欲しい。住みやすさとかは

その後で充分検討しているけるはず。他の市の模倣はせず千葉市が出来る事をやれば

良い。素晴らしい意見を持つ市民が何万といる。この練習アンケートはネットでもめ

んどくさいもの。そもそも市民を意見の集め方が古臭い。 

・治安をもっと活気有る様にイメージアップをお願いしたい。 

・今は健康でもいつ不自由になるかもしれないことを想定して安心、安全な街づくりを

して頂きたいと思います。分かりにくい中途半端な歩道の点字ブロックや注意を喚起

していながらも小さすぎる文字、新しい千葉駅の流れの悪い混雑と分かりにくさ。車

いすや白杖等で外出されてる方を見かけるとそういうことがつい気になってしまいま

す。 

・安全に安心して暮らせるように、警備等をもっと充実させてほしい。 

・犯罪の少ない明るい街づくりを希望します。高齢化になり安心して生活できる様にま

た、寝たきりになった時には家庭では看護がとても難しいため安心して医療機関に入

院施設を希望します。 

・首都直下型地震についての報道があり、千葉市は県庁所在都市では危険度が一位との

事。私の家も市の補助を受けて耐震診断を行い耐震工事も実施しましたがそれでも不

安です。わかる範囲で「市政だより」等で広報をしていただけると良いと思います。 

・大規模地震への備え（生命を守るための） 

・社会が公平、公正であるよう税金や健康保険料の滞納者への対策。不法建築主等への

対策。生活保護の不正受給への対策などを厳しく実施した方が良い。 

・痴漢やひったくりが多いので対策してほしい。 
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・災害対策に一層の推進を。 

・災害や防災という視点から自治会、町内会、全てにおいて組織化され運営されるよう

にして欲しいです。 

・小中学校を売らずに公園や災害に備える施設にして欲しい。 

・美浜区（埋め立て地域）の地震時の液状化、津波対策、大型台風襲来時の高潮対策を

行ってほしい。 

・例えば長野へ出張で行った際、横断歩道に人が立っていると車は止まる（地元の人に

話すと「あたりまえでしょ」と言っている。沖縄も然り）止まらないのは千葉市だけ

ではないでしょうか。 

・小学校廃校により震災時の避難場所が近所になくなった。どこに避難すればいいのか

わからない。 

・戸建地区は高齢化し、空家や１人暮らしが増えている。空家の管理や治安の維持を進

めてほしい。 

・高齢者が多くなっているので、コミュニケーションや趣味を楽しめる、体の維持が図

れる場所があるといい。 

・八千代市の高齢者は民間スポーツジムに安価で利用できる制度があると聞いた。健康

増進のため、ひいては健康保険料の削減のため、良い制度であると思う。都市計画に

より、住宅地区には、コンビニもなく、駅まで出ないと買い物ができない。都市計画

の見直しをしてほしい。 

・地震の発生率が高くなっているので、災害の準備を万全してほしいです。 

・蘇我駅西口に近隣の会社への通勤バスが停車しています。毎朝のことで排ガスが臭い

し、歩道に入り込み止めているし、歩行者、自動車からの死角の要因となって本当に

危ないです。事故が起きないことが不思議なくらいです。行政から企業への指導をお

願い致します。 

・大雨で道路が冠水します。（千葉港、幸町など）海の赤潮、青潮の対策。千葉みなと

方面から小中学校が遠すぎる。公立なのに公共交通機関が必要なのはいかがなものか。

火力発電所からの粉じん。 

・千葉市は交通マナーの悪いドライバーが多いほか交通量の多い道路も多いので、交通

事故を減らせるような道路整備を進めてほしい。 また、防犯上の観点から学校周辺や

主要道路に防犯カメラの整備を進めてもらいたい。 

・千葉駅周辺でたむろしている若者が治安の悪さを感じさせる。栄町とかも駅から少し

歩くと見える場所でああいうのはみっともない。市でどうこうできるかは微妙だが、

清潔な市であってほしい。 

・安心して、生活できる町。 

・物騒な事件のない治安の良いまち。 

・防犯対策には力を入れてもらいたい 。 
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・災害発生時に緊急車両が満足に通行できない場所も見られます。国道については渋滞

対策を優先事項として考えて頂きたい。自宅から最寄り駅まで道路が空いていれば

15分程度で行けるところが、バスで 1時間以上かかることがあります。 

・最近夜に帰宅する際、不審者が多いと聞きました。周りに学校も多いため不安を抱く

人が増えていて対策していただけると嬉しいです。いつもありがとうございます。 

大人、子供、老人、全ての人が格差なく安全、安心して希望を持って生きていけると

良いですね 

・住みやすい街でとても良いと思いますが、犯罪が増えているのは事実です。警察が悪

質な交通違反を取り締るのは結構！警察は悪の味方なのですか？どう見ても悪い奴の

交通違反は見逃して一般市民は問答無用で捕まえる。弱い者苛めな警察を考え直して

欲しい。犯罪者が住みにくい街にしたらあるいは千葉市は世界一住みやすい街になる

と思います。 

・安心して暮らせて住める事。 犯罪なく常に防犯する。高齢者、子供が安心して生活

できるようにと願います。 

・最近自然災害の発生が多いので、防災対策により多くの知恵を使ってほしい。 

・地震対策、自転車対策に取り組んでほしい。 

・千葉駅がやっとそれなりの施設になった。各駅の周辺の再開発を進めて住みやすいま

ちづくりをしてほしい。幕張本郷から千葉駅までの駅まわりは充実していないし、使

いづらい。幕張駅は子供を連れて歩くのが危ないと感じる。 

・昨今、大規模な風水害や地震等の発生が多く、特に地震については千葉市は今後大規

模なものが起こる可能性が高いと想定されているため、今一度、市民へのハザードマ

ップの配布や危険箇所等の周知及び災害時の避難箇所や避難訓練を行った方が良いと

思います。 

・街灯が切れた状態のままの箇所がある。(東都医大幕張キャンパスの脇) また、緑が繁

って夜に見通しがきかない箇所がある。 日中はとても良いが、夜少し遅い時間で怖い

事がある。 改善要請を依頼できるような通信手段がほしい。 もし既存しているなら、

告知手段を色々とってほしい。 (市のＨＰなどを見ないと分からないのは困る)。 

・緑区在住です。緊急時の医療に不安を感じます。災害時に陸の孤島となることへの不

安もあります。中心街から距離が離れているので仕方ないとは思っていますが、改善

できるならいいなと思います。 

・防災無線の内容がほとんど聞き取れない。何かを言っているのは分かるけれど、内容

まではよく聞こえないという事が多い。放送内容をＳＮＳで同時発信したら利便性が

あがるのではと感じます。 

・千葉みなとや海浜幕張あたりの海や浜辺がもっとキレイになると素敵だなと思います。

眺めたくなる海に！ 

・治安をもっとよくしてほしいです。 
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⑮ 市街地整備、住環境、生活基盤 

 

・交通が不便、バスの乗り継ぎなんてあり得ない。年寄りを除外しない足の便利でなく

てはならない。空き家が多い。安全面でも二次災害にもなりかねない。 

・スーパーばかり多い。 

・近くに病院を多くして欲しい。大きな病院ばかりでは住みづらい 

・ネクストコマ誉田の開発状況に関する情報発信が少ない。入居企業、工場の業種、規

模など知りたい。 

・タワーマンションを増やしてほしい。 

・熊谷さんいつもありがとうございます。もっともっと住みやすい街にしていただける

事を期待します。 

・街をきれいにしてほしい。街路樹を整備してほしい。道路を美しくしてほしい。 

・栄町の通りやその付近が夜は一変して歩くのが怖い。昔の穏やかな安心して散歩でき

る環境を取り戻す為、店舗（居酒屋など）が空き家を常に巡回し協力を求める。また

空き家の持ち主さんとの問題もあるでしょうが、空き家を芸術や趣味をもってる若者

に賃貸型で利用してもらう事はできないものでしょうか? 

・税金を沢山納めています。市内全般に道路が狭すぎます。お金と時間のかかる問題で

すが是非区画整理を早急にお願いします。 

・このアンケートの内容よりもまず街並み、まちづくりに力を入れてほしい。歩道の整

備、街灯を増やす。高齢者の為の施設の充実など、基本的な事を見直してほしい。 

・昭和の森周辺は住宅が多く建設され子供、老人とも多く皆様が利用できる公共施設を

希望します。 

・マンションばかり建てないでほしい。通勤(都内）電車が地獄。 

・空き家対策。近所にひどい廃屋があるにもかかわらず法律の関係で手がつけられない

という。お役所仕事を見直して取り組んでいただきたい。町はきれいな方がいいに決

まっている。 

・花見川区横戸町のインフラ整備がなされていない中心部のみを優先し、八千代市の近

くにある当地域に対して配慮が無い。 

・住環境の向上についてより多くの住民が意識して欲しい。 

・千葉駅周辺を昔通り活気ある街にするには栄町を考えた方が良いと思う。栄町商店街

および昔のあけぼの街を（高層ビル）に認可する方が良いと思う。 

・大規模な改革でなくてよいので、有る物を生かした(空き家とか元気な高齢者など）

街づくりをお願いしたい。不平等をなくしてもらいたい。年金ちゃんと支払った人よ

り払ってない人の生活保護受給金の方が高いとかで、働けるのに働かないとかありえ

ないと思う。 
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・現在住居している地域は一日で粉塵で汚染されるエリアなので改善して欲しいです。  

・特に京葉線沿いは住むのに安全な街だと思っています。ＺＯＺＯが頑張っていますが、

人口を増やす活動ばかりではなく、住んでいる人々がより住みやすくなるような活動を

お願いします。 

・千葉市花見川区作新台 4丁目に住んでいます。郵便局（作新台郵便局）以外近くにポ

ストがありません。作新台 4 丁目のセブンイレブンあたりにポストの設置をしてもら

いたいです。 

・エアコン導入をもっと早く取り組んで欲しい。千葉駅前開発をもう少し短期間で完成

させてほしい。千葉市花火大会をポートタワーに戻して欲しい。マンションの建設は

もうこれ以上して欲しくないです。 

・主人が身障者になってしまい、かかりつけの病院、仕事場などたくさんの人に助けら

れる日々を送っています。ほとんどの人は親切で優しく接してくれすごく有難い出感

謝しているのですが、年金事務所で障害年金の相談に行った際、担当された社労士の

人は言葉がきつく質問する間もくれず、流れ作業のようにどんどん一方的に説明する

ばかりで冷たい応対ですごくがっかりしました。弱い立場の人間に対して思いやりの

姿勢で相談にのってくれる福祉を目指して欲しいと思います。 

・マンションのエレベーターの台数を増やして欲しい。また、マンションのエレベータ

ーに自転車を乗せて部屋の前に駐輪している人が多くいるのでそう言った事がなくな

るようにして欲しい。エレベーターが狭いと妊婦の時は怖く、子育て時はベビーカー

など気をつかう。また、千葉の飲食店はまだまだ喫煙率が高い。また男優先のような

ところもあり、男の後輩をごはんに連れていっても男性の方に先に食事を運んでくる

ことが多い。そうでないところもあるが、野暮な印象を受ける所が多い。禁煙率を上

げレディーファーストにした方が良いと思う。あとは、病院をプライバシーと人権保

護の点で高めてほしい。 

・全ての市民が快適さを享受できる美しい街をデザインして頂きたい。 

・海浜地区が大分充実していると思いますが、空き土地等の利用をして欲しい。 

・幕張に大きなイオンができ、新しい駅も出来、これからさらに盛りたてていきたいけ

れども、幕張イオン新都心店は期待値に応えられるだけのハードなのか？最近とても

不安というか来店の度に心配です。市に訴えても仕方ないのでしょうが、あそこのイ

オンを足がかりにしたいのであれば、テナント誘致に市も助けて欲しいなと思います。

どの年齢増にもアピールできるだけの敷地や力もありながらどれもとても中途半端に

思います。 

・足を運びたくなるような文化、芸術活動とその施設の駐車場の充実。ショッピング店

の減少もさびしい。 

・子供たちを守る為、歩道橋などの安全通路を充実してほしいです。中途半端な改善対

策が見受けられる所がある。 
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・坂道が多く大変です。 

・新検見川駅も活性化してほしい。 

・近くにスーパー、個人の商店がなく買い物難民で近所の方も皆高齢ですので移動スー

パーの様に車で 1週間に 1.2度まわって来て貰いたいと近所の人と話をしています。

是非、実現してもらいたい。 

・道幅が狭いので自転車を乗るのに車がこわくて乗れないので安心して乗れるようにし

てほしいです。 

・千葉大学の前の道が広がるのを待ってます。 

・海浜エリアと千葉市中心（三越、パルコ、三井ガーデンあたり）を有機的に連絡して

ください。後者は年々さびれています。計画的な都市計画を。横浜や神戸を参考に千

葉市らしさを創りだしてください。 

・歩道を直して欲しい。駅前の大きな道路の生活は良いがその一本横に入った道などア

スファルトが傷んでいて靴のヒールが傷ついたりつまづいたりそういう整備が行きと

どかないと犯罪が置きやすい町につながる。 

・千葉市美浜区では廃校が目立ち多くあります。学校等の使い方にもっと市民もまぜて

考えて頂きたい。学校、幼稚園は室内も広く作ってあるので老人施設などまだまだ足

らないようなので使ってほしい。新しい建物も外見がきれいでよいが税金も不足して

いるようなので活用して頂くと市民も「もったいない」の声が「よかった」になると

思います。 

・電線を地下に埋め道路を広くして欲しい。（安全のため）年寄りが住みやすくなる様

に願います。 

・千葉駅周辺も含めもっとスマートな街づくりをお願いしたい。（ゴチャゴチャしてい

る）海辺の街づくりも行われいるが横浜のようなスマートさがない。また交通のアク

セスが悪い。道路を碁盤の目のようなスッキリした作りとマンション、ビルの高さ制

限をして空を広く見せる街づくりをお願いしたい。また無電柱化も進めて欲しい。 

・近所の商店が皆辞めてしまい、コンビニ１軒あるだけです。少し足を延ばせばスーパ

ーは沢山ありますが、何処へ行こうとも坂があり、足腰の悪い私達はコンビニで用を

済ませています。道幅も狭く歩道も狭いので自転車で行くにもこわいです。タクシー

で行くにも道幅が狭いのとＵターンする場所がないと嫌がられます。老人が杖をつい

て歩ける歩道があったらなと思います。 

・マイホームを建て、子どもも育てやすい環境の街にしてもらいたい。極端に狭い道路

が未だに多いので整えてほしい。 

・歩道を広く、車がなくても移動しやすいようバスの路線、本数を増やして欲しい。住

宅街が暗いので明るくする。 

・自転車が通る道を作ってほしい。 

 



263 

 

・千葉市のはずれには行政の手が行き届いていないと感じる。道路は白線すら消えたま

まです。 

・3.11のとき、いろいろな所で液状化等が見られましたが、その後の復旧作業は完璧

なのでしょうか？要町辺りの環境は健全性が感じられませんが、大久保の様にむしろ

コリアンタウンにした方が観光的にも健全の面でも良いのではと思います。 

・千葉駅周辺の環境が悪いので対策を取ってほしい。空き家が増えているのでこちらも

早めに対策を考えてほしい。 

・草が多い、空き家が多い。町をもっときれいにして欲しい。図書館を充実させてほし

い。ゆっくり勉強できるスペースが欲しい。広尾の図書館は居ごごちがいい。公立の

中学入学させたいと思える魅力的な教育をしてほしい。子供たちが地域のお年よりと

触れ合う機会が増えるといいなと思う。 

・天森台駅だけエレベーターも何もないのなぜ？足の不自由な人は利用できない。 

・道路の整備をしてほしい。 

・国有地の売却などの情報を得た場合、100％民間へ売却するのではなく、道路拡幅など

の用地として市が購入してもらいたい。轟町のコミュニティ道路計画、千葉経済学園

への国有地売却時に道路拡幅、改良に活用しなかったのは失敗であると感じる。 

・海という身近な財産をもっと親しめるよう、環境を整備してほしい。（例）駐車スペ

ース、幕張など海沿いの道路は駐車可能にできないだろうか。 

・通学時に通学路への路上駐車はやめてほしい。きちんと見回ってほしい。住宅街のＴ

字路にカーブミラーの設置が少ない。 

・高齢者の多くなる時代、バリアフリーに力を入れて欲しい。道路は見た目の美しさだ

けでなく、デコボコのないメンテナンスまで考えて住みやすい千葉に。道路に緑を植

えても草だらけならば道路幅を広くした方が良い。道路が劣化して溝ができ、転びや

すい。千葉駅はキレイになっても魅力的ではない。周りに何もない。区役所が駅から

遠い。不燃ごみ袋がちいさい。 

・外国人にも対応した施設、店とかが欲しい。外国人の人たちにも楽しんでもらえる施

設とかあってほしいと思う。土日、祝の海浜交通の終バスの時間が早すぎる。お洒落

な店を少しづつでも増やして最終的には緑も豊かで高齢者も障害のある人、子ども外

国人たくさんの人が千葉市に住みたいと思われる町にしたい。住みやすく緑も多くお

洒落なまち。稲毛海岸におしゃれな店がほしい。 

・中央公園から千葉神社の道を魅力的にして欲しいです。きぼーるまでの道にも行きた

いと思う何かを作って欲しい。昔みたい人通りが多くなってほしいです。古風な街に

なったら嬉しいです。 

・市街地だけではなく、他の地域の活性化を進めてほしい。 

・廃校になった学校を道の駅などにしてほしいです。 

・稲毛駅周辺に大型ショッピングモールが欲しい。 
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・税金が高い。(住民税など）もう少し安くしてほしい。障害者用の施設をもっと作っ

てほしい。高齢者も安心して歩けるように、道路の段差をなくしてほしい。 

・モノレールの路線を当初計画時の長さまで拡充してほしい。アニメ聖地などに対する

取組は良いと思うので、より誘致を行っても良いと思う。千葉駅前周辺に大規模ビル

で有効活用できていないと思われるもの（元東京電力、元ＮＨＫなど）について、人々

にとって憩いの場となるよう検討して欲しい。、 

・図書館、コミュニティーセンター、公民館が古すぎる。特に美浜図書館は美浜区の中

心となる図書館であるにもかかわらず、何十年も前のままで非常に使い勝手が悪い。

小学生の子どもが遊べる施設もきぼーる位しかない。子供カフェは日曜のみ。放課後

教室もまだ一部でとても満足できる状態ではない。できる所から着実に改善していか

ないと子育て世代が他市へ流出してしまう。 

・鎌取駅周辺に充実したショッピングモールやコンサートホールを作ってほしいです。

おしゃれなカフェも欲しいです。 

・商業施設などを多くして欲しい。千葉市には若い人ばかりがいるわけではありません。

お年寄りもいます。忘れないで。 

・人口も減少しているので、あまり住宅地を増やさず空き家対策などをして空間を増や

し、ゆとりのある生活環境をととのえてほしい。 

・夏の猛暑対策に金を使ってもらいたい、自然を増やし人も鳥も(快く）生き物が住め

る場所。環境汚染の少ない場所。経済も大事だが人が笑顔で幸せな気持ちで生きれる

所。子供たちにきれいな環境を残してあげたい。特に道路の整備、あまり金をかけな

い。公共施設（デザインは普通でこらないもの。自然の恵みを利用したもの） 

・横断歩道から歩道にかけての段差が気になる。場所によっては横断歩道手前が雨で水

たまりになる。排水面を考え、スロープ状にして欲しい。自転車用道路部分を作って

欲しい。（進行方向の矢印を書いてもらえると更に良い） 

・古くて小さい公民館があちこちにありますが、統合等で廃校になった学校を大きな公

民館として利用することはないのでしょうか？図書室等も大きくなりますし、体育館

や校庭を使えるようになれば運動しやすくなるので利用したいです。 

・借金を減らし、将来の市民負担を軽くしてあげてください。歩道がもう少し整備され

るとよいと思います。ドブ板の上を歩くのは歩道とは言いませんよね。市長さんはよ

くやっていただいていると思います。さらなる手段を期待しています。 

・電線の地中化を進めて欲しい。歩道が狭い。 

・まわりに空き家が多く（自宅を取り囲むように 7軒空き家です）それぞれ事情がある

のは充分承知はしていますが、今、生活をしている者にとり不安です。(空き巣など）

庭の木々、雑草など伸び放題、住んでいても木々の剪定など行ってほしいです。街路

樹もいいのですが、伸び放題で運転をしていても間近にならないと信号が見えません。

木の枝を切る予算もあるのでしょうが、千葉市のまちづくりよろしくお願い致します。 
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・自転車で安全に走れる道の整備をお願いします。 

・千葉駅周辺は路地が混雑している整然と出来ないか？ 

・高齢化により、空き家が増加しています。放置空き家は地域の迷惑となるのでその管

理を行政でしっかり進めて頂きたい。 

・県道 66号の沿線にいるがこの道路の拡幅に努力して欲しい。特に歩道の整備。 

・道路沿いの草木をこまめに切ってほしい。空き家や生活苦になっている年寄りの家に

もう少し目を向けて環境を整えてもらわないと、近隣の住民だけでは何もできない。

役所として仕事しているなら、市民へもう少し目を向けてもらいたい。 

・信号のない歩道も多く危ないので、交通ルールのマナーを良くして事故のない市とな

って欲しいです。 

・美浜区役所のフロアを節電もわかりますが、もう少し明るくしてほしい。。千葉市役

所から千葉駅に行く道路を整備（行きやすく）してほしい。浜田川に停泊している船

を撤去してほしい。防災面から危険だと思います。 

・子どもを出産し駅やスーパーでベビーカーを利用する時、狭くて通りづらいことが多

いと感じました。また、離乳食の教室に参加した際、子どもを連れていかねばならず、

途中でぐずってしまったので授乳しながら教室を聞けるような配慮があると嬉しいと

思いました。 

・商店街のような所をもっと作って欲しいです。子供にも人とふれあったり買物の仕方

などを伝えていきたい。(スーパーなどにはない人のあたたかさを伝えたい）うちの周

りが暗かったり草や林が多いのでもう少し整備に力を入れてほしい。これから子ども

が学校に行くようになったら、１人で行かせるので通学時不安です。誉田の有料道路

測道あたりを特にお願いしたいです。 

・歩道の整備、車いすの通行できる程度に。 

・競輪場を早く多目的施設にしてほしい。 

・高齢者が安心して歩行出来る道路づくりを希望する。段差や歩道がない道路が多くて

安心して歩行できない。歩行しても横を車がぶんぶん通ってこわい。歩行者優先区域

を作るかしてほしい。 

・歩行者の安全のためもっとガードレールを設置してほしい。 

・緊急放送が完全に聞き取れるように整備してほしい。矢印信号を増設してほしい。大

雨による災害防止のため側溝の掃除をしたいが、ふたが取れないので配慮してほしい。

（注：マンホールのふたではない）市の情報（緊急性のあるもの）が町内会のない地

域の住民に伝わるようにしてほしい。スマホのながら運転防止策を充実強化してほし

い。 

・蘇我から品川へ行ける（直通）の電車が増えて欲しい。歩道の整理を早急に進めて欲

しい。子どもが危ない。こんな危ない道路が通学路かと思う。 
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・元気な高齢者になりたい。若い人が喜んで住める町にしてゆきたい。年齢に関係なく

集う場所が欲しい。区画整理を早く進めて欲しい。ＪＲ幕張駅に快速（総武線）を停

車を強く望む。 

・千葉市をもっとすべての場所において、きれいで道路整備など充実して欲しいです。

近くで言えば南高校の通学路の歩道、車道ともに狭い！危ない。誉田の道路が狭く、

踏切など、渋滞を招く要因が多すぎると思います。 

・海浜幕張駅の住居エリア側にも改札口を作って欲しい。イベントが有る日など乗降客

がホーム上の 2つの階段に集中し、危険さえ感じる。今後、オリンピックや若葉地区

開発などがあれば益々ひどくなると思う。 

・海をもっときれいにしてほしい。自転車の逆走を減らしてほしい。道路の割れを直し

てほしい。 

・主婦としては、住環境は良くても、日々の暮らしに直結する買物等、とても不便です。

道路も狭く、歩きにくい。この年齢でこの不便さですから、高齢となってからの生活に

不安を感じます。海浜幕張エリア等の開発ばかりに力を入れるのではなく、既存の住宅

地に住む市民の暮らしにもっと目を向けてより良いサービス向上にしっかりと力を入

れてください。○○センターとか器が整っているだけで、職員の教育など、中身が伴っ

ていません。区役所の職員は最低です。 

・目、耳など障害者にやさしい市にして欲しい。障害者の意見を積極的に定期的に聞く

機会をつくって欲しい。歩道の幅がいろいろの物で塞がれ確保できていない。花、コ

ンテナなども善意で自宅前に出していると思うが電動、手動の車いすには障害になる

ことも指導、パトロールを。 

・図書館が少なすぎます。その中に学生が静かに勉強できるスペースが欲しいです。空

き地は（企業の土地）ほとんど、マンション建設なので他のものを作ってください。 

・とにかく真砂のＴＯＳＨＩＢＡ裏からトンネル、検見川町へ抜ける陸橋がとんでもな

く危険。暗くなってからは検見川駅からの通勤路であるにも関わらず怖くて通れませ

ん。何度も見知らぬ人から追いかけられている。あんなに老朽化した暗い灯しかない

陸橋を放置するのは問題だと思いますが。 

・周りをみてもお年よりが多く、道路の段差でころぶ人がとても多いです。オリンピッ

クもありますので道路の整備は早く進めていただき市民生活を安全でより良いものに

して頂きたいです。税金の使い道の優先順位をしっかり考えてください。 

・マンション建設が多く緑も少ない空き地がすぐマンション等の建物になる。外人を多

く見かけるがマナーが悪い。自転車の二人乗りや横に並んで平気で話をしている。タ

クシーのマナーが悪く時速 80キロメートルで平気で運転している。 

・市の玄関口の千葉駅まわりがあまりにも淋しい。いつも何とかならないものかと思う

が、若いのに熊谷市長はよくやっているなと思う。これからも頑張ってください。 
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・横戸街に住んでいます。歩道が大変狭く、通勤と通学の時間が重なるとどうしても大

人が車道側にいったん出なければならない。車の交通量もかなり多いため毎日ひやり

とします。毎日がストレスです。いつになったら拡張するのでしょうか。それと弁天

橋～花見川サイクリングロードはでこぼこが酷く自転車で通ると何回も転びました。

砂利ではなくアスファルトをひくなどどうにかしてほしい。 

・道幅を広くしてほしい。 

・道路の白線が消えかかっている所を直して欲しい。夜間、雨天時、対向車がはみ出し

てきて危険。大型、中型トラックによる渋滞が多いので通れる道を制限する等してほ

しい。 

・イベント開催時の海浜幕張周辺の道路状況がひどい。駐車場空きの情報。路上駐車の

取り締まり。今からきちんとしないとオリンピック時はもっと大変なトラブルになり

ますよ。 

・シルバー人材等を活用して歩道の清掃や街路樹の剪定を計画的にして欲しい。町内会

やボランティア任せだと出来ない。所は常に汚い。また、新宿保育所横の歩道は地震

で隆起したレンガがまだそのままになっており、非常に危険。早急に補修して欲しい。 

・ふるさと農園内の「かやぶき」の建物が取り壊されると聞いておりますが、残念です。

寄付金等を集めるなどして保存して欲しかったです。 

・都賀の台は歩道が広いのに若葉区に入ると歩道がすごく狭くなるのですごく怖い。車

メインでなく、歩く人メインにもう少し考えて欲しい。街灯も少なく暗くて怖いので

お店を増やすなり、街灯を増やすなりして欲しい。 

・住宅地周りの歩道の幅が狭く、車いすで通れない所が多い。障害者にはまだまだ優し

い街ではない。点字ブロックも障害者の目線で。 

・公共施設のお手洗いの段差を無くしてください。スポーツセンター公園などの日曜日

の公園見回りをして下さい。昼間、女性トイレなどにバイクで来て覗く男性がいます。

四季を通じて草花が咲いていると住んで良かったと誇らしいです。是非花や実のなる

植物を植えて下さい。誉田などの少し中心から離れた場所も中高年の人の行きやすい

商業施設を充実させてください。宮崎町加曽利町の辺りは新興宗教がきて少し不安で

す。大きな病院の周りの商業施設を大切にしてください。東フィルの音楽をもっと聞

きたいです。 

・357道路沿いの不法投棄は何か対策をとった方がよい。イオンと 357 の十字路付近は

目に余る。 

・道幅が狭いまま住宅建ててしまう為、人、車の往来がしずらく不便を感じる。早急に

道幅の整備を進めてほしい。 

・主要道路の緑化をしてコンクリートなどの色をやわらげるようにしてほしい。 

・駐車場および駐輪場を充実させて頂きたいと思います。 
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・電線の地中化を目指し台風などの災害停電などを防ぐ街を実現したい。自転車の歩行

路の明確化及び厳罰。農業を学べる場所を増加。 

・歩道橋の水たまりが出来ている道路の轍、歩道沿いの雑草のほおりっぱなしをまずは

整えてほしいです。 

・市によって道路の整備、歩道などの整備が整っている所と整ってない所の差がある。 

・土気駅北口側道路特に歩道はずっとこのままですか（中学校方面） 

もともと山だったような土地のある場所は開発されてきれいになっているが、昔から

ある住宅街などは道幅もせまく、汚いところが沢山ある。季美の森のような美しい街

づくりに力を入れて欲しい（電柱の地中化など） 

・政令指定都市という割にはあまり整備されていない。というか遅れていると思う。税

金など高いばかりで他の政令指定都市より整備が遅れている。ドローンや無人バスよ

りも飛び出した電柱などどうにかして欲しい。駅前の開発や道路や公園などもっとも

っと力を入れるべき所にお金を使って欲しい。開発道路など（磯辺、野呂線）計画が

頓挫してしまった所など再度検討して頂きたい。 

・幕張に住んでいますが、引っ越しして来て最初に思ったのは小児科はあるのだけど、

駐車場台数が少なく、大通りからはずれた所は一方通行や極端に細い道があり、迷路

のような所もあります。もっとわかりやすく無駄のない道路にしてほしいです。活気

がある商店街やインパクトのある飲食店や施設もつくって頂きたいです。マンション

ばかりつくっていてはダメだと思いますが。 

・市街地の道路、道幅が狭い。電線などの埋設をして欲しい!千葉駅周辺の整備(街並み

が古い） 

・中央区生美実町の歩道や道路の整備を見直してほしい。生実町は路駐が非常に多い。

歩道も学校周辺のわりにせますぎてとても危険。駅周辺の路駐ばかり取り締まらない

ので必要な所で行ってほしい。ただの罰金回収と思われても仕方ない。早急に小中学

校にエアコンを導入してください。子供が死んでからでは遅い！！ 

・モノレールをもっと延ばし(モノレールでなくても良いが）京葉線と総武線の連結を

良くして欲しい。通学路さえ歩道がないので一歩入った小さな道路をもっと整備して

ほしい。きぼーるの様な施設が市役所周辺にしか充実していないので他の地域の住民

も使える様、施設を増やすか、子供だけでも行ける様に循環バスをめぐらせるなど工

夫してほしい。 

・千葉市、幕張地区が何かと充実して来ている様に思います。古い街中がさびしくなっ

てきたように感じますが。 

・駅前の地下は自転車置き場だけの為ですか?もったいないと思います。地下をまっすぐ

中央公園の方まで延伸して非常の場合にそなえたり、もっと考え方があるのでは?皆が

言っております。雨の日なども助かるかも。 
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・大型のショッピングセンターばかりで街中に魅力的なスポットがない。金沢や松本の

ように歩いて楽しい街になると良い。美浜区は小中学校が次々と廃止されているが、

いくつかは空き地、自由な原っぱとして残せないものでしょうか。 

・家賃が安くなる事が一番大事です。 

・自転車の走行可能な場所がわかりにくいので大きな道からでいいので視覚化されたら

嬉しいです。 

・今は健康でもいつ不自由になるかもしれないことを想定して安心、安全な街づくりを

して頂きたいと思います。分かりにくい中途半端な歩道の点字ブロックや注意を喚起

していながらも小さすぎる文字、新しい千葉駅の流れの悪い混雑と分かりにくさ。車

いすや白杖等で外出されてる方を見かけるとそういうことがつい気になってしまいま

す。 

・車の速度が早過ぎる事が多くこわい思いをする事が良くあります。若葉区の桜木は道

路狭いのに子供の数が多く飛び出しや車との接近にヒヤヒヤしています。１日も早く

安心、安全な道路を作って頂きたいです。 

・交通量の多い道路での適切な信号の設置をお願いします。信号（補助信号がないなど）

のせいでムダな渋滞を引き起こしている所がいくつもあります。歩道は狭く傾斜になっ

ていてベビーカーなどで通りにくい所があります。電柱のせいで歩道が切れている所も

あります。 

・稲毛の法医研の周辺の道路を整備、清掃してほしい。 

・もっとコミュニケーションのある街づくりにしてほしい。交通の便が不便です。道路

を整備してほしい。小中高校生の通学路、歩道の整備を行ってほしい。 

・蘇我駅前をもっと魅力的な所にして欲しい。駅から徒歩圏内にショッピングしたいお

店やカフェなどがないのが残念。 

・道幅が狭くて自転車レーンが作られていない。 

・道路工事のスピード遅い、一度やったところを再度やっている。なかなか道路の拡張

計画が進まないようで、道路がブツブツと途切れている。 

・小仲台 8丁目の信号（フォルクス稲毛店付近）から稲毛駅東側にむかう道は駅に近く

なると歩道にガードレールがあるが、離れていくとガードレールがありません。小仲

台南小の児童も通学に使うのでガードレールの設置を希望します。 

・小学校の見守り、登下校時、自宅周辺では余り見かけない。いろいろな地区の活動例

を他地区に生かして。60歳～75歳は多い！地域の美化について先ず公園次いで地区別

の道路。あまり負担にならないで少しづつ実行できないか、草取り、刈り込みが重要

で誌の費用もおさえられないか？ 

・千葉市の顔である千葉駅前をもっと活気のある街にして欲しい。三越やパルコが撤退

して魅力が半減している。駅ナカだけが賑わっているが、文化プラザも閉館し、市民

会館のイベントもいまいち、もっと人が集まる都市にしてほしい。 
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・小中学校を売らずに公園や災害に備える施設にして欲しい。 

・木などで道路の信号が見にくい。とまれの白線が見えない。路駐をしている事が多い。 

・自転車道を更に整備してほしい。 

・駅周辺は街灯があり、歩道も整備されているが「駅からバスで 10分走っただけなのに

街灯も少なく、歩道には雑草があり、整備されていないので歩きにくい。歩道を広く

してほしい。 

・美浜区（埋め立て地域）の地震時の液状化、津波対策、大型台風襲来時の高潮対策を

行ってほしい。小学校廃校により震災時の避難場所が近所になくなった。どこに避難

すればいいのかわからない。戸建地区は高齢化し、空家や１人暮らしが増えている。

空家の管理や治安の維持を進めてほしい。高齢者が多くなっているので、コミュニケ

ーションや趣味を楽しめる、体の維持が図れる場所があるといい。八千代市の高齢者

は民間スポーツジムに安価で利用できる制度があると聞いた。健康増進のため、ひい

ては健康保険料の削減のため、良い制度であると思う。都市計画により、住宅地区に

は、コンビニもなく、駅まで出ないと買い物ができない。都市計画の見直しをしてほ

しい。 

・最近感じていることで、住宅街を車で通っている際、感じるのですが個人住宅の木が

道路、半分位まで追いかぶさっているところがあり、ご近所では直接なかなか言えな

い所でもあり、車の駐車違反などは取り締まりはあるのに、あわせて注意して貰うと

いいかなと思います。 

・何しろ道路整備が悪いので、高齢者は良く転んで骨折したりした人が何人も友人がい

ます。道路をきれいにして欲しいです。 

・自転車を推進するのなら、歩道の整備、交通ルールの徹底をして欲しい。 自転車の

レーンはもっと増やして車道と分けて欲しい 

・千葉市は交通マナーの悪いドライバーが多いほか交通量の多い道路も多いので、交通

事故を減らせるような道路整備を進めてほしい。 また、防犯上の観点から学校周辺や

主要道路に防犯カメラの整備を進めてもらいたい。 

・私はベイタウンに住んでいますが、街並みはきれいなのに、 路上駐車が多くて残念。

立派な施設や環境を持っていてもそれを使う側の意識が問題と思う。 

・自動車の右折信号が適切になるようにしてほしい。でこぼこの道路があるので整備し

てほしい。 

・幕張地区ばかり整備がよく、千葉市全体も考えて道路施設を充実して、蘇我駅地区も

美化整備して欲しい。 

・千葉駅のバス停を何とかして。 

・道路が途切れているところは開通させて欲しい。 

・大網街道の誉田駅周辺の歩道の整備をして欲しい。 
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・近年車道脇に自転車走行レーンを設ける取り組みが進んでいるようですが、車道の幅

に余裕がなく自転車が車道にはみ出てしまうような道では、かえって自転車自動車と

もに危険にさらされることになり不適切であると感じます。車道脇に 1ｍ程度の余裕

がある道に限り自転車レーンを設けた方がよいのではないでしょうか。ご再考いただ

ければと存じます。 

・歩道の整備は進めてほしいことの一つです。 16 年前に都内から転入してきましたが、

その時からなんら変わっていないのが現状です。 

・片側一車線程度の道幅の道路では、かなり場所によって差があるので、歩行者目線で

の整備（歩道の幅や段差など）をお願いしたい。 

・海沿いにばかり、商業施設が集中しすぎるため、人の流れが一局集中化してしまう。

四方から流れてくるような、施設の分散と、充実が必要。それに関わる道路整備に計

画性が感じられない。施設の箱物が作られても、それを有効なモノにする人材が枯渇

している。5人に一人が 70歳時代、高齢者が憩える商業施設が需要と供給にマッチ

するだろうが、それには、足が必要で交通の利便性も必要。 

・国道・県道などの環境整備は良いと思うが、住宅街の道路の 整備が不満足である（特

に市道の側溝が清掃が不備） また数年前に市の援助で本下水になったが、各家で本下

水処理の 工事を五年以内にする通達があったが、自宅近隣のアパートは本下水の工事

もしないで未だに浄化槽で処理しているアパートが多く悪臭がする問題もあり、市が

アパートの経営者に指示徹底が急務である。 千葉市は政令都市であるという事を認識

する事が最重要課題。 

・道路整備 

・市内全般的に道幅がせまく、特に歩道が狭いところが多い。 歩行者、自転車利用者

にとって危険なだけでなく、自動車運転者にも注意負荷が大きいので、可能な限り対

応してほしい。  

・蘇我駅の周辺を人が集まるように再開発して欲しい。 

・年をとって働けなくなっても安心して生活ができるように住まいのことを充実させて

ください。 

・海浜幕張駅の改札がイベントの度に大混雑することに改善策を検討してほしい。 

・高層マンションが増えたらいいなあ～と思ってます。 

・区役所の周りだけでなく、全ての電線・電柱を無くしてほしい。 

・災害発生時に緊急車両が満足に通行できない場所も見られます。国道については渋滞

対策を優先事項として考えて頂きたい 自宅から最寄り駅まで道路が空いていれば 15

分程度で行けるところが、バスで 1時間以上かかることがあります。 

・交通環境を整えてほしい。  

・51号線 歩道の整備 
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・幕張ベイタウン内の路上駐車数の減少。法的に路上駐車が問題ない地区とはいえ、路

上駐車が多すぎる。路上駐車をしている人もほぼ固定されており、一定の人のために

不便な思いを我慢しないといけないのが納得できない。通学している子供もたくさん

いる地区なので、交通事故も心配。実際、路上駐車で見通しが悪くなった道路で交通

事故寸前の場面を度々見かける。路上駐車のせいでバスが発車できず、わざわざ運転

手がバスから降りて駐車している人を呼んで移動を促していることも多々ある。もし

火事が起こってしまったときに、消防車が迅速に進めるのか、また消火の為に停止で

きる場所が確保できるのか心配。また、せっかくの景観も路上駐車のせいで損なって

いる。 

・悪質運転の取り締まり、渋滞の緩和 あおり運転などマナーの悪い運転が多い。他県か

ら引っ越してきたが、あまりの悪さに驚いた。また、特に土日の海浜幕張駅周辺一帯

の渋滞がストレスで外出する機会が減った。 渋滞を緩和する道路の開発等、改善を希

望します。  

・危険ブロック塀の修復に対する補助金等、過去に行われたものも対象にしてほしい 

人にやさしい住まいと街づくり。障害者、高齢者、子どもなど皆が助け合って暮らし

ていけるノーマライゼーションに取り組んでほしい。特に、普通の高齢者が年金で安

心して住めるバリアフリーの集合住宅を増やし、住み替えしやすい施策を望みます。 

・緑豊かなコンパクトな街づくりの実現。空き店舗を活用した起業者の育成と商店街の

活性化策。市内への流入を増加させるため、子育て環境の一層の強化と支援の充実。 

高齢者の外出を促すような施設拡充と利用への補助。高齢者と子供たちとの融合化の

ための対策。  

・道が、片側 1車線しかなく、右折で後ろが混む。成田エクスプレスが、せめて千葉液

に停車してほしい。成田空港に格安航空があっても、千葉通貨だと不便で、観光客も

減ると思う。 

・不急不要な市庁舎の建て替えはやめること。 一刻も早く、小中学校のエアコンを設

置すること。ミハマリゾート周辺の、歩行者・自転車通行者の安全を守るための歩道

の整備。 

・自転車が安全に通りやすい道路環境整備に取り組んで欲しい。横断歩道の配置がまず

かったりガードレールによって道幅が狭くなった曲線道など、危険な箇所を結構見か

ける。 

・前問で回答したので、ここでは施策のみでお答えします。保育料の軽減、企業誘致、イ

ベント誘致、観光地の開発、海辺を利用する開発（現在の方針と変える）、道路の整備（バ

イパス化、アンダーパス等、渋滞対策） 

・以前に比べても道路の走行環境などは良くなってるのを感じてますが幸町団地近くの

陸橋の利用制限は何とかして欲しいです。 他に学校のクーラー対策も取り組んでもら

いたいです。  
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・自動車が通行する道路が狭い。無電柱化を進めて欲しい。 

・歩道の整備をして欲しい。不妊治療の保険適応してほしい 

・空き家対策を行い、若い人たちを誘致してほしい。街の高齢化を防ぎ、活力のある社

会にしてほしい 

・高齢化が進んでも、それでも公共施設やインフラの老朽化に耐えられるだけの健全財

政を目指すべき。でないと、その他の施策に取り組むゆとりなど、生まれないはず。 

・御成街道（千城台）で一部狭いところがあり、車の通行が多く歩行及び自転車が危険。 

モノレールがメッセまで延長できないか。 

・バリアフりーを徹底してほしい。 路上喫煙を禁止してほしい。 

・公園などしっかりあるのに環境が整備されていない。 ゴミが多く整備がされていな

いように思える。 自転車道路の整備が中途半端、主要道路など整備できる道路には

設置してほしい。 自転車道路はルートを明確にして欲しい、ただある感がぬぐえな

い。 きれいな街づくりをされていると思うので、もったいないと思う所が多いです。   

・集合住宅地の跡地など、分譲宅地以外の活用を願います。この先、少子化高齢化が進

む中で、新築分譲よりも中古住宅の活用や二世帯居住を推奨して頂き、空き家の増加

を抑える事で、町の寂しい雰囲気が少なくなれば良いと思います。 

・自転車専用道路の整備 

・鎌取駅を新しく建て替えて綺麗にして 

・道路の整備 (サイクリング道路)高校生や通勤通学の利用が多い花見川沿いに、街灯

を増やしてほしい。雑草も生い茂り、暗くなり始めると犯罪の恐怖を感じます。 海、

川、釣りの人気スポットには駐車スペースの充実を。市民便りについて 夏休みのこ

どもイベントは多いけれど、中高生向けの情報をを増やしてほしい。大学で行う公開

講座や趣味の講座など。中学校のスクールカウンセラー増員を。予約がなかなかとれ

ません。教育センターのカウンセリングや電話相談。土日も必要。平日の日中だけで

は、相談できない人がたくさんいると思います。仕事を休んで相談するのは難しく、

子供の悩みを抱えたまま板挟みで苦しんだ時はかなり切実でした。母親と子供のみ、

父親の行かれない相談所とも感じます。早急に対処してもらいたいです。 

・自転車、車椅子がスムースに走れるように歩道の段差をなくする工事をしてほしい。 

歩道の新設工事は新規格で作ってほしい。 

・おゆみ野地区は、道路の中央分離帯が多く、交差点で、Ｕターン車両が多く、事故の

本と感じている。生活道路に於ける、交差点の工夫が必要では無いでしょうか？ 

住んでいる近隣は、自然も多いし割と気に入っていますが（おゆみ野）大網街道を自

転車で走っていると自転車道がないしとても危険に感じます。バスが通る道だけでも

もうちょっと安全に通れるようになると良いと思います。 

 

 



274 

 

・きれいな街作り、道路、歩道、公園などにゴミがない、雑草が生えていないといいと

思う。防犯上、防災上、また観光客も来るので、おもてなしという意味でもそのよう

になるとよい思う。 なお、これから人口減少するので、マンションなどの建設は特定

の地区に絞り、景観も考えながら街作りをする必要があると思う。 

・海辺の活性化にあたっては若者が集まりやすいように魅力な商業施設やセレクトショ

ップなどを充実させる。またそこに行くまでの公共交通機関や駐車場を整備する。 ス

ポーツにおいては、これまでのジョギングコースを延長し(フルマラソンの距離にする

とか),シャワー施設、ロッカー等を揃えた休憩所を整備する。またそこにアクセスし

やすくすれば市外からも利用者が増えるかと。コース選びにしても海辺を意識して魅

力的なコースを取れば観光面での魅力も得られるかと思います。 

・産まれてからずっと千葉市に住んで居るので、この先も住んで居たいと思うが、千葉

市で良かったと思える様な街にして行って欲しい。 中心部から外れた千葉市は過疎地

の様です。 我が家には車椅子を使っている子供が居ます。外出先での車椅子ゾーンに

塾の送り迎えで車を停めてる人や健常の方が停めてしまっていたりするのを良く見か

けます。とても困ります。大きな商業施設などでの障害者用、妊婦用、高齢者用と使

用の枠を別けて設置する等にして頂けると良いのですが。トイレも狭い場所、ベビー

ベットしか無い所、車椅子駐車場なのにスペースが狭い、ドアを開ける場所にポール

があったり。 行き先が限られてしまわない様な街づくりを期待しています。 また歩

道が急に無くなったりデコボコで通れない場所も直して欲しいです。  

・きれいな街にしてほしい、ポイ捨てゴミや雑草の処理、鳥の糞などの対策。交通渋滞

や事故の改善政策、信号機の歩車分離式などや駐停車マナー改善の取り組み。教育と

スポーツの充実、教育施設の充実はもちろんのこと学校の先生の働き方改善。（例え

ば、部活動や試験作成の民間委託とか）スポーツ施設の充実と、オリンピック選手等

の育成、各種プロスポーツの誘致など。市街地の観光地化と高齢者のボランティア推

進、市街地に高層マンションより、商業施設と観光施設の充実。住宅地の高齢化と空

き家対策、若い世帯への中古住宅購入推進。（取得やリフォームの税や金利や補助金

などの助成制度） などなど 

・安心して歩ける歩道が少なすぎる、体の数センチ横を車が通り過ぎる、危険との隣り

合わせ。 幕張ベイタウンを参考にしてみてください。  

・舗装されていない道路を舗装して安全に通れるようにしてほしいです。 

・空き家・空きビル対策を進めてほしい（ゴミや樹木などの管理を徹底する。廃屋は積

極的に整理する）。駅前などのビル群は統一性を持たせるため、外見面の条件（制約） 

を持たせるべき。 

・政令指定都市の割には、千葉駅周辺が綺麗に整備されていないと感じる。横浜市まで

とはいかなくても、もう少し洗練された街になってもよいと思う。 
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・稲毛海岸の駐輪場きちんと整理してほしい お金を払ってるのに止めれない 無断で止

める自転車を取り締まって欲しい 磯辺高校の自転車の止め方が酷い 高校生でも一般

の金額にすべき。 

・青葉の森公園の噴水等、せっかく作ったものを一部の人間の戯言で止めるのはやめて

欲しい。あの、緑と水、そこで遊ぶ子供のいる景色が千葉市だと思う。 モノレールを

延長して欲しい。需要がある場所をつなげるのでなく、つなげてから宅地開発支援等

で需要を作るという手段もあると思う。 折角イオン等が市内にあるのだから官民共同

開発等を期待したい。 レッドブルエアレースは最高です。 

・高校生までの医療費助成 空き家対策に住みかえ助成 築年数の古いマンションの建て

替え推進 低層地区でも、建て替え時は階数を増やして負担減をお願いしたいと思いま

す！ 

 

 

  



276 

 

⑯ 交通ネットワーク 

 

・まだまだ歩きタバコやゴミのポイ捨て等、環境に良くないことをしている人、交通等

マナー違反を気にしない人が多いと思います。女性も子供、高齢の方、ハンデを持つ

方たちにとっては、なかなか話を聞いてもらえない相手なので困ってしまいます。直

接伝えても逆効果でしたので、千葉市の歴史や神社、寺などの昔から大切にしてきた

イメージを使って、自然や空気に対して「キレイ・美しい・汚したらバチ当たりそう・・」

と本気で思わせる景観がつくれたら･･未来の千葉の魅力がさらに高まる気がしました。 

・文化あふれる都市、千葉市の外側を走る同心円の道路 4車線をつくって交通網プラン

を充実してください。30 年はかかると思います。色んなメリットが出てくると思う。 

・高洲・高浜地区から新港地区に行く車道を増やしてもらいたい。今は１本しかなく渋

滞がひどい。 

・スマホしながら車や自転車に乗っている人々を取り締まって欲しいです。（警察扱い

のものですかね？） 

・道路環境を充実してもらいたい。（障害者も安心して外出、出来るように！！） 

・公共の道路を商店の廃棄物置き場に使っている店がある。行政取り締まらないのか。 

・交通が不便、バスの乗り継ぎなんてあり得ない。年寄りの除外している足の便利でな

くてはならない。空き家が多い。安全面でも二次災害にもなりかねない（例：災害な

ど） 

・スーパーばかり多い。近くに病院を多くして欲しい。大きな病院ばかりでは住みづら

い 

・本線が渋滞するので抜け道を使うことが多い。渋滞を解消できるような対策をお願い

したい。緑地になっているところが住宅地になり、緑が（自然）少なくなった。キジ

やウグイス、キジバトなども見られなくなった。宅地開発しないよう願う。 

・千葉都市モノレールを延線して欲しい。千葉大病院までのルート拡大。 

・外国人居住者のモラルアップ対策。道路の南北方向の改善（東西は京葉、東関道 357

号、14 号等あるが南北が少ない） 

・小中学校にエアコンを設置されたし。最近の気候でのエアコンなしは信じられない。 

・免許証（運転）を返上したいが、現状の交通手段では不便だし緊急時の対応を考える

と実行できない。公民館やいきいきプラザへの予算より、こちらの方の充実が高齢者

対策としてより現実的で社会的問題の解決になると思う。 

・自然豊かで住みやすい街をもっとアピールする方が良いと思います。電車の本数を増

やしたり（東京までの快速電車を増やす、成田→東京間）東京までの利便性を良くし

若い人へ住みやすい街ということをアピールする。 
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・子供の医療費を無料にしてほしい。中学卒業まで。給食を和食中心にしてほしい。週

に 2回もパンが出て、食生活に悪影響。オリンピックが行われる幕張、357 の路駐を

どうにかしてほしい。ゴミが放置されている。 

・モノレールのルートを検討して欲しい。→山王町ルート山の手線（ＪＲ）の様には出

来ないのでしょうか。 

・商業施設を増やしたりイベントを増やしたりするのと並行して車の駐車場（安くて広

いとか夜遅くまで停めれるとか台数増やすとか）も増やしてほしい。そうすれば海浜

幕張あたりとか 14 号とか渋滞しない気がする。 

・道路特に自転車や歩道のない所があるので早急に。 

・中学校生にまだいじめがあるようです。ＰＴＡ等で話し合えば。 

・市長が若いので町全体に若者が多い街づくりを。 

・子供が市内に登校できるようにガードレールを設置してほしい。いつ死傷事故が発生

してもおかしくないルートがある。（例えば星久喜小学校） 

・支所の駐車場が少ない。川近く住んでいるが草や雑木に川になっていない。川の予算

を多くしてきれいな川にしてください。現在の市庁舎はどうですか？テストしていま

すか。小含川きれいな川にして魚が見えるようにしてください。 

・道路の危険個所が多い。特に自転車道が少ない為、歩道も車道も危険になっている。

通学路に不審者が時々でるが、通学路の暗い道に街灯を設置してほしい。ゴミ出しな

どのルールを地域で取り組んでほしい。 

・定期観光バス導入を考えて下さい。 

・千葉市を緑と花の街に（かけ声だけでなく）道路歩道上のペンペン草をきれいにしろ！

街がきたなく見える。鉄道の本数（特に総武線）を増やせ！交番のパトロールを頻繁に！

余り見た事がない。千葉市長の政策の実績と効果を具体的に公表せよ！何をしているの

か良く分からないし見えにくい。 

・国道 126 号（東金街道）の道幅を広げてほしい。千葉市に住んで 45年。始めからず

っと変わらずで残念です。 

・道路整備など取り組まれ充実に向けて頑張ってくださっています。もっとスピードを上

げて他市に（他の県庁所在地)敗けないような美しい道路と緑豊かな千葉市になってほし

いと思います。私の夢、空港、千葉港、東京のそばの我市がフランスのニースやモナコ

公園のような美しい世界に誇るリゾート地になってほしいと思っています。けして夢で

はなく現実になれる事だと思います。皆さんに市長さんに頑張って頂きたいと切に思っ

ています。祈っています。 

・交通道路や歩道→幅が狭かったりで歩きづらい、運転しずらいと思います。 
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・稲毛区、小深町在住なのですが、山王町とともに駅から離れているため電車利用に不

便です。バスも 1時間に 1本程度しかなくもっと本数を増やして頂きたいです。最寄

り駅が「四街道」の為、市外の人に対して優しくないです。（駐輪場代が市外の者はバ

カ高かったり、病後児保育についても同時受け入れがなかったり）四街道市は閉鎖的

な気がします。隣市の交流なり連係なりうまくやれないものでしょうか？ 

・高齢者が多い、道路を良くして頂きたいです。 

・税金を沢山納めています。市内全般に道路が狭すぎます。お金と時間のかかる問題で

すが是非区画整理を早急にお願いします。 

・狭い道路にある自転車レーンを子供たちに使わせたくない！ヘルメットを着用してい

ても転倒したりひかれてしまう可能性が大。あまり意味がないものに対してお金を使

い過ぎている。特に穴川周辺。 

・このアンケートの内容よりもまず街並み、まちづくりに力を入れてほしい歩道の整備、

街灯を増やす。高齢者の為の施設の充実など、基本的な事を見直してほしい。 

・路線バスの本数をもう少し増やしてもらえると助かります。 

・住まいの近所に公道として通学路にも利用している「私道」が所有者の方の事情でい

つまでも「公道」にならないで交通量は多いのに「無舗装」の状態で困っています。

実情が公道なので役所で道路として認可し道路の整備をして欲しいです。無舗装の道

路ってここだけです。お願いします。 

・京葉線の本数がもう少し増えれば、言う事ないと感じます。今は子供も大きくなり、

必要ないですが、保育園へ通わせている時は病児保育が近くにあると良いのにと感じ

た。子供ルームの保育時間を長期休みの日の朝 7時～と夜は 20時までにしてもらえ

ると大変ありがたい。 

・老人が家にいるが老人の集まりに積極的でなく家にいる事が多い。身の回りのことも

自分でできるので世話はないが、もっと地域の人と関われる場が増えるとよい。子供

がアルバイトで都内に出て終電で帰ってくるが、バスがない。せめて終電まではバス

を出してほしい。路上駐車が目立つ。事故につながるので取り締まってほしい。自宅

前の排水が悪く雨がふると水であふれる、排水よくしてほしい。 

・八千代、勝田台方面へのアクセスがしやすくなると助かる。市内移動できる自転車の

設置。動物の殺処分ゼロ。食物の廃棄ゼロ。 

・マンションばかり建てないでほしい。通勤(都内）電車が地獄。 

・動物に飼ってはいけない団地で堂々と犬猫を飼っている。駐車違反だから警察に電話

しても取り締まってくれない。歩きスマホ、2人乗り自転車など。ルール違反した人

が大きな顔をして生活している。このような状態ではまじめに生きている人たちも千

葉市に不信感を抱きます。皆が住みやすい市にするためにはセンスの良い店や公園も

必要ですが、何よりルールを守ると言う事が必要と思います。態度や事務点慢という

ことのない様、千葉市役所の皆さま宜しくお願い致します。 
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・千葉市政だより等の広報が届くが「情報掲示版」が見づらい。内容を見ると気になる

イベントもあるがぱっと見だとわかりずらい。又、この情報は区役所へ行くと他のイ

ベントなども有るが行かないと知る事が出来ない。千葉市でもいろいろな事を行って

いるのを身近に情報を得られない。公共交通機関が結構良いのに知る事が出来ない。

市政だより等でこんなバスが有って楽しめるスポットもあると記事にしても良いと思

う。市内に住んでいる人が身近に利用や情報を得る事が出来る町にしてほしい。 

・せっかく大きなホール(市民会館、文化会館、市民ホール等）があるのに、どこも千

葉駅に隣接していないため、利用しづらいし、催しものもあまり魅力的なものがない

よ うに感じる。美術館にもよく行くがもっと年をとった時に歩ける距離か心配に感

じる。ピストンバス運行や、その場へのプロムナードを充実させ遠さを感じさせない

工夫をこらしてくれるとありがたい。道路の整備にも力を入れて行きどまりのない街

づくりをして欲しい。 

・子供が都内の学校へ行く事になっても(将来）千葉市からの通学をよりしやすくでき

るように都内との交通面を充実できたら良いと思う。(身近でも都内への通学で志望

校をあきらめたり、１人暮らしせざるを得なかったりしているようなので）理想はみ

なとみらいのようなお洒落でキレイな街です。 

・自転車専用道路を作ってほしい。歩道の幅を広くしてほしい。京成線の京成千葉から

松戸までの快速便、特急便を作っていただきたいです。 

・モノレールの利便性をもう少し良くしてほしい。 

・歩道を老人に歩きやすい道（ななめだったり、上がったり、下がったりしている） 

・千葉駅前の地下は変動化していて民間でも怖い。商店をいれたらどうか。タクシー乗

り場の配置が悪い。 

・ＪＲ千葉駅のパチンコ店をやめさせてほしい。ＪＲ稲毛駅前、大人向けの商業施設を

つくってほしい。（日本橋三越や高島屋のような）都川に遊歩道を整備してほしい。千

葉港に客船がこられないようにしてほしい。音楽ホールを充実してほしい。 

・イスラムにペコペコするな。イスラム人はテロリスト、ハラルコード見本市まで開く

な。ＬＧＢＴは単なる性病かきちがい。こんな事に「家族証明」まで発行するな！千

葉朝鮮初中学校への助成金支出、絶対反対。京葉線「幕張新都市駅」への市税搬出反

対。駅を新設したいのならＪＲ東が全駅負担すべき。千葉市もだすのが意味不明。 

・特に思うのは横断歩道で待っていても車が停まってくれない。運転マナーの向上を切

に願います。2020 マリンスタジアムをドームにして欲しい。 

・将来性のある都市にするためには、若者たちに住んでもらう必要がある。交通アクセ

スの充実と雇用増につながる魅力ある（ＺＯＺО ＴＯＷＮ）のような仕事を呼び込

む対策が考えられます。 
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・市の活動がまだまだ目に見えない事が多いと思います。子供たちの暮らしを支える面

でもお年よりに対しても対応不充分だと思います。歩道の整備にどうしてもムラがあ

ります。若葉区など特に足りてないと思います。臨海エリアだけでない居住エリアに

も着目して欲しいです。交通事故が多いし、自転車での事件が多すぎます。千葉はそ

れでも好きなのでいつもありがとうございます。 

・高齢化としては横浜市の様に交通機関などの特典があればよいと思います。 

・横断歩道が消えかかっていると歩行者があぶないので塗って欲しいです。 

・交通機関を充実させてほしい。病院や買い物へ行く為車いすで通れる道路が欲しい。 

・土日にもがん検診の集団健診を実施してほしい。(他市ではやっているため、会社員

でもがん検診が受けられた)土日の庁舎運営もお願いしたい。また、庁舎、税務署な

どの駐車場を充実して欲しい。隣接する空き地は駐車場にして欲しい。まだまだ住宅

地は車社会なのだから駐車場は充実すべき。行動範囲がせばまる。 

・草木のボサボサが歩行や自動車のジャマになることがある。整備されているところも

あるので、全てではないが、危ないと感じる事もある。色々な面でマナーが悪すぎる。

自動車も歩行者も赤信号で平気で通っている。自転車も確認せず飛び出してくる。全

てにおいてマナーの見直しをして皆が住みやすい街になって欲しいと心から願って

います。 

・交通の便（都内のようにはしなくて良いですが）ＪＲとバスの連携などはもっと良く

すべきですし、できるはずです。駅もきれいになったのでその周りの整備（駅→千葉

神社）(駅→ポートタワーなど）を行うと市民の市内での活動時間が多くなるのではな

いかと思います。私も 64歳でもう都内は卒業してもっと千葉市を楽しみたいと思って

います。 

・車の往来が多く、千葉市は車社会だと感じる。だからこそ安全運転に気を使ってほし

い。 

・外房線の本数をもう少し増やして欲しい。 

・モノレールの駅周辺に何もない駅があるのでコンビニでもあると嬉しいです。千葉ロ

ッテマリーンズなど地元のスポーツチームをもっと身近に感じられるように駅(幕張

だけでなく）にポスターとか貼って欲しいです。 

・バリアフリーな地域にして頂きたい。公道の縁石撤去をお願いしたいです。縁石が有

る為自転車や歩行者が車道にでる事が多く、そのためによるけが人、骨折者が多数い

る。高齢者が歩道を安心して通れない（歩行車や杖などが縁石にぶつかる） 

・以前に比べると少なくなってはいますが、歩きたばこ、障碍者用駐車場の健常者の市

用、優先席の使用など、モラルのない人たちがまだたくさんいます。罰則でもあれば

減るのではないでしょうか。また、社会保険や年金の仕組みなども学校で「社会」の

授業をしてくださると子ども達にもありがたいです。 
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・私ごとでございますが、10年前から矢作町のバス停の所の交通機関の事で市会議員

さんに手信号で良いのでつけて頂くようにお願いしていたのですが未だにダメです。

3箇所 1度に出入りする所です。事故も多いです。出来ましたらつけて頂けたらと思

います。 

・コミュニティサイクル（自転車貸出）の導入を検討してほしい。タクシーの初乗りも

東京同様、430円にしてほしい。 

・市原市との境界の為か道路が狭く歩道がないので危険を感じます。 

・すべての市民が住みやすい街であって欲しい。道路の整備、特にバリアフリー化をも

っと充実させて頂きたいと思います。 

・千葉市はここ 40～50年の間に急激に変化してきたと思う。変化に応じて人口、生活

の仕方、考え方等が以前とは異なっているので、道路や公共施設の使い方も一考を要

するのでは。例えば駅周辺の歩道での自転車の通行を制限するとか自転車専用通路を

増やすとか。 

・千葉市のイメージカラーはまだまだ灰色！横浜のブルーとは対照的です。台地で坂道

が少ない千葉が横浜と盾を並べることができるには交通アクセス！テーマカラーが必

要です！ 

・若い世代が千葉市に住みたいと思う魅力がない。商業施設をはじめ全てが中途半端で

ある。千葉市に来たいと思わない 1番は交通の便が悪すぎる事。 

・稲毛駅前のロータリーのバス、タクシー、一般車の整理、一方通行で良いのでは。 

・わがままですが、今住んでいる場所のバスの便が少なすぎて外出しづらいです。（住

宅街のバスなのに）車がない私が悪いのですがバスの本数と路線が少なくて困ってい

ます。（土気です） 

・巨大な総合病院を作ってほしい。イオンモール行きのバスを土日に出して欲しい（無

料バス）ここは 4時に最終バスですが、まわりでもせめて 6時から 8 時までイオンモ

ールから出るバスの便を増やして欲しいです。（まわりにイオンモールに行きたい人が

多いのですが、皆、行けなくなって困っています。 

・防災に問題が有ると思うが千葉駅その他の周辺の整備を進められているが、ＪＲ、京

成などだけでなく地下鉄の整備があるとなお、活性化し消費も増え千葉市の財政も豊

かになると思います。モノレールは途中でとまっている意味があったのか疑問である。 

・千葉市（稲毛、新検見川、検見川浜駅）のタクシーの質が悪い。他の地方と比べても

ドライバーの質が低く、車も古くて汚いのでサービスの質の向上に取り組んで頂きた

い。 

・千葉市中央区の「知事公舎前」交差点で毎朝若葉区方面から来て矢作トンネルへ向か

う左折が出来ず渋滞となっています。千葉駅へ向かう直進が進めず困っています。ま

た、ランドローム（矢作店）が出来てからの都町五差路も渋滞が多いです。対策願い

たいです。 
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・大型公団住宅などには千葉県内の病院などに通えるバスが欲しいと思います。老人は

車に乗る事が出来ないので。 

・千葉駅周辺も含めもっとスマートな街づくりをお願いしたい。（ゴチャゴチャしてい

る）海辺の街づくりも行われいるが横浜のようなスマートさがない。また交通のアク

セスが悪い。道路を碁盤の目のようなスッキリした作りとマンション、ビルの高さ制

限をして空を広く見せる街づくりをお願いしたい。また無電柱化も進めて欲しい。 

・千葉駅から県庁までのモノレールはいらない。千城台から→ＪＲ鎌取までモノレール

を作って。 

・稲毛は快速も止まるしもっと活発な所にして欲しい。飲食店も少ないし、スカイタウ

ンの側など店が（スーパーなど）無くとても不便。車のある人はいいが、無い人には

不便である。もっと活発にして欲しい。イオンが駅近くに出来るらしくどうなったの

か？とても期待していたのだが。 

・四街道駅～草野車庫間のバスの本数を増やして欲しいです。小型バスでも良いです。

長沼十字路の渋滞でバスの時間が守られず、電車の時間調整がとても難しいです。 

・モノレールを非常に利用致しております。今さらですが大宮団地経由が有ったら良か

ったのではと思う事があります。月 1回発行される様になりました。「市政だより」は

とても内容が充実しており、高齢者にとってはお出かけ出来ないなりに市内の様子が

良く分かりとても楽しみです。 

・中央は充実しているかと思うが辺地にいると参加したくても遠かったり、交通手段が

なかったりで中々行けない。差が有ると思う。後回しにされていると気になる。 

・外国人にも対応した施設、店とかが欲しい。外国人の人たちにも楽しんでもらえる施

設とかあってほしいと思う。土日、祝の海浜交通の終バスの時間が早すぎる。お洒落

な店を少しづつでも増やして最終的には緑も豊かで高齢者も障害のある人、子ども外

国人たくさんの人が千葉市に住みたいと思われる町にしたい。住みやすく緑も多くお

洒落なまち。稲毛海岸におしゃれな店がほしい。 

・モノレールの路線を当初計画時の長さまで拡充してほしい。アニメ聖地などに対する

取組は良いと思うので、より誘致を行っても良いと思う。千葉駅前周辺に大規模ビル

で有効活用できていないと思われるもの（元東京電力、元ＮＨＫなど）について、人々

にとって憩いの場となるよう検討して欲しい。、 

・東京都心と成田空港への鉄道アクセスの改善をお願いしたい。停車駅の少ない総武線

快速の設定と成田エクスプレスの千葉駅全列車停車。（これは市役所ではなくＪＲに要

望すべきことかもしれないが） 

・花見川沿い（真砂５丁目）の外回りのバス停と検見川、横浜行き、私立海浜病院行き

のバスを通してほしい。近くのお年よりが願っている。 

・18-2 で回答したようにＪＲの運賃をもう少し下げてもらいたい。 

・三差路、一方通行道路が多い。解消してもらいたい。 
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・千葉駅はどうしてタクシー乗り場を地下にしたのか。利用しにくい。老人が多くなる

世の中、買い物して荷物が重くなるとついタクシーを利用したいが地続きですぐ拾え

ないのが残念。 

・モノレールではなく地下鉄にし首都圏に乗り入れが出来る様になれば通勤環境も良く

なるし利便性もおおいに増し、千葉市の発展に繋がると思います。 

・地下鉄の設置やバス交通のきめ細かい運用→高齢に伴い公共施設への利用が困難だ。 

・公共プールの設置→電車利用できる範囲が便利だ。 

・オリンピックボランティアに参加したいが条件が厳しいし無給なので再考を願う。 

・家族にもアンケート調査に参加させる→パソコン苦手なので。 

・妻が市の生涯学習センターの講座開設に登録しているが 5年たっても案内がない→対

応や設定基準に問題があるのでは? 

・車無免許の高齢者にも取得のチャンスを！与えて欲しい。 

・クリニック病院との簡単な電子化連携。 

・商店街のような所をもっと作って欲しいです。子供にも人とふれあったり買物の仕方

などを伝えていきたい。(スーパーなどにはない人のあたたかさを伝えたい）うちの周

りが暗かったり草や林が多いのでもう少し整備に力を入れてほしい。これから子ども

が学校に行くようになったら、1人で行かせるので通学時不安です。誉田の有料道路

測道あたりを特にお願いしたいです。 

・より東京にアクセスしやすい交通網の整備が発展につながると考える。（都心回帰の

対抗として)住みやすい町だと思います。あとは高齢化対策です。 

・交通渋滞が多い点は特に困っている（主に海浜エリア） 

・蘇我から品川へ行ける（直通）の電車が増えて欲しい。歩道の整理を早急に進めて欲

しい。子どもが危ないこんな危ない道路が通学路かと思う。 

・ＪＲ京葉線と総武線の乗換が不便。どこかの駅で乗り換えられたら良いと思う。 

元気な高齢者になりたい。若い人が喜んで住める町にしてゆきたい。年齢に関係なく

集う場所が欲しい。区画整理を早く進めて欲しい。ＪＲ幕張駅に快速（総武線）を停

車を強く望む。 

・ショッピングモールの類は移動手段を失うと不便。生活関連の店は公的スペースを活

用したテナントなどを活用する方法はどうか。 

・小型飛行機のために飛行場を作ってください。エアレースである程度ノウハウあると

思いますし。ジェネラルアビエーション（調布はもう限界なのでしょうし）で町おこ

して下さい。ずっと以前、ららぽーとの場所（千葉市ではないけど）にありましたよ

ね。 

・高齢者の公共交通の無償化。タクシーの流し走行の実現。 

・千葉駅前の活性化。千原線（京成）の料金が高すぎて学生が利用しにくい。交通の便

が悪い地域なので料金を安くしてほしい。 
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・千葉市（緑区）には住み続けたいと思うが特に不便を感じるのはＪＲ（外房）京成（千

原線）の本数が非常に少ないこと。今後も改善がなされなければ都内への転居も検討

している。 

・都内への高速バスの本数が足りない。（ベイタウンから） 

・広い土地、会場があるのでライブやイベントなど多くやって県外から遊びに来る人を

増やして欲しい。人が集中する対応策で新たな駅、路線ができたら嬉しい。千葉市に

住むメリットが欲しい。優先的にチケットが入手できるとか誕生月に商品券がもらえ

るとか他県、他市に自慢したい。 

・千葉市は待機児童は少ないと思いますが、高齢者が通える施設がもう少しあれば良い

と思います。（人員確保も大変だと思いますが）緑区はバスの本数が場所によって少な

いので（特に高齢者の多い所は少ないと感じる）移動手段を増やして欲しいと思いま

す。高齢になると車が運転できなくなる⇒バス使用⇒本数少ない⇒移動しやすい駅前

に住んだ方が良い？と感じてしまうため。 

・高齢者で歩いて行ける商店を作ってほしい。バスが全くなくなって困っている。午前、

午後に 1回でも千葉市として走らせて欲しい。地域に関係のある民選委員の選出につい

て人格者を選んで欲しい。 

・交通に不便さを感じることがよくあるので、電車、バスの運行本数を増やしたり運行

時間も長くして欲しいです。（始発、終わりの延長）横戸台～八千代台駅の花まわる号

は便利なので運行本数を増やしてほしいです。国道 16号線でトラックの信号無視が多

くこわいので取り締まってほしいです。 

・千葉駅周辺の駐輪場が多いけど停めにくい（2段にしないでもらいたい。高段に停め

だしづらい）室内スポーツ（体育館）が利用しにくいところがある。特に市役所前の

コミュニティセンターは最悪でした。）バス路線、千葉駅から多方面にあると良い。 

・モノレールを稲毛駅やその後の海岸通り方向へのばして幕張までの海と内地をつなぐ

路線設備がされると生活とレジャーの市として広大なエリアが出来あがって生活も観

光もより発展してくれるのではないでしょうか？ 

・主な市営、県営団地付近にバス停があれば便利。 

・より一層、自然の豊かさを守り心豊かに過ごせる街づくりをお願いしたい。交通面で

の利便性の向上推進を希望、期待いたしております。 

・人口の少ない地域には力をいれてくれない。交通の便も悪いし、ゴミの回収も他では

自宅前まで来てくれるとの事。公民館の隣にコンビニがほしい。ムダに緑が多い。と

にかく不便。宅配がこない。母子家庭、生活保護の不正調査をしてほしい。不公平で

す。 

・渋滞の緩和と自転車のマナーの取組。 
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・若い人たちが子育て出来る地でありたいですね。子ども達の声を聞く事のない地にな

ってしまいました。1人住まいの老齢者の村です。地方にも交通手段をお願いしたい

です。若葉区の農村地帯です。よろしく。 

・私は自転車に良く乗りますが道路事情が良くないと思います。走る所がない道路が多

い。学生も道路のはじの方を走行していますが後ろから自動車が来るとよけるところ

がない道路が多いです。歩行者や自転車が安心出来る道路環境にしてほしいと思いま

す。 

・千葉大学病院で仕事をしています。通勤のバスはいつも満員で１，２本次のに乗った

りしています。なかなか時間通りに運行できていなかったり、具合の悪い患者もいま

す。モノレールを大学病院まで行って欲しいです。 

・政令都市という割にはあまり整備されていない。というか遅れていると思う。税金な

ど高いばかりで他の政令指定都市より整備が遅れている。ドローンや無人バスよりも

飛び出した電柱などどうにかして欲しい。駅前の開発や道路や公園などもっともっと

力を入れるべき所にお金を使って欲しい。開発道路など（磯辺、野呂線）計画が頓挫

してしまった所など再度検討して頂きたい。 

・モノレールをもっと延ばし(モノレールでなくても良いが）京葉線と総武線の連結を

良くして欲しい。通学路さえ歩道がないので一歩入った小さな道路をもっと整備して

ほしい。きぼーるの様な施設が市役所周辺にしか充実していないので他の地域の住民

も使える様、施設を増やすか、子供だけでも行ける様に循環バスをめぐらせるなど工

夫してほしい。 

・渋滞が多すぎる。 

・モノレールの環状線になる予定であったのが千城台～星ふき、千葉大県庁間の計画実

行の推進。故に 126 号線の朝、夕の交通渋滞の解消になる。 

・126号線の交差点の右折信号設置（交差点の改善） 

・平和公園墓地の地元住人への生前分与の実行。 

・水道欲しい。電車が近くに欲しい。 

・稲毛町付近、コミュニティバス、ＣＵＳがあれば更に便利。 

・歩道が狭い、アパート前の歩道が駐輪場化されている。歩道が広くあっても坂になっ

ているところが多すぎて車いすの人は困る。国道にもバス停を走らせてほしい。(バス

停がないのは不便） 

・自転車の走行可能な場所がわかりにくいので大きな道からでいいので視覚化されたら

嬉しいです。 

・一点気になることがあります。私は海沿いに住んでいますが、ここ近年、船橋、習志

野、検見川、幕張、稲毛、千葉へ通じる道路は交通量が数倍に増えてきました。この

通りにこれから多数の環境整備の増設があろうとおもいますが、海岸道路の入口、出

口の考慮が必要かと思っております。 
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・2012年に横浜から花見川区千種町に転入しました。現在その時想像した以上に 2つ

の点で不便さを感じています。ひとつは医療機関の不備、ひとつは交通機関の不備で

す。我が家は車を運転できる者がおりません。路線バスとタクシーに頼ってなんとか

今までやってきましたが、この先年齢を重ねてここでやっていけるか不安な毎日です。

医療と交通の充実を千種町によろしくお願いいたします。 

・朝の通勤時間帯の京葉線快速を復活させてください。無理な場合は通勤快速を無くし

て欲しい。 

・今、現在は車を運転しますので便利に生活していますが、運転ができなくなった時、

足の利便性がなくなります。バスなどが有ると良いですが、宜しくお願い致します。 

・速度が早過ぎる事が多くこわい思いをする事が良くあります。若葉区の桜木は道路狭

いのに子供の数が多く飛び出しや車との接近にヒヤヒヤしています。1日も早く安心、

安全な道路を作って頂きたいです。 

・もっとコミュニケーションのある街づくりにしてほしい。交通の便が不便です。道路

を整備してほしい。 

・信号機の歩車分離をすすめてほしい。 

・公共交通の充実。 

・年をとってくると歩くのも大変になってきます。現在この地域はバスの便が日に 5 便

（往復 11便）です。１時間に１便でもあればもっと出かける機会も増えるのでは車をも                          

っていない者にも。 

・自転車道を更に整備してほしい。      

・交通の面で不便すぎて、都内に出るまでが大変です。都内に仕事に出る人、通学する

人は、千葉市には来ないと思われ、必然的に若者は住もうと思いません。そして高齢

者が増えて行くばかりで若者には住みづらい所になってしまいます。なので、モノレ

ールの本数、料金、ＪＲの不便さを見直していただきたいです。幕張海岸沿いだけで

はなく、千城台など内陸部の方も良い方向に変えてほしいです。そして、自転車の逆

走、イヤホン、スマホを見ながらの運転、無灯火などの規制をもっと厳しくしてくだ

さい。危なくて走ってられません。 

・蘇我駅、西口に近隣の会社への通勤バスが停車しています。毎朝のことで排ガスがく

さいし、歩道に入り込などで止めているし、歩行者、自動車からの死角の要因となっ

て本当に危ないです。事故が起きないことが不思議なくらいです。行政から企業への

指導をお願い致します。 

・千葉市は海浜幕張や JR 千葉駅、千葉みなと、本千葉周辺に都市機能が広がっており、

車での移動が多くなる場合がある。車が無い子供や高齢者でも自由に移動ができる様、

ＪＲ、私鉄、モノレール、バス会社等と協力し、1 日フリーパス等を企画し、千葉市

の街を楽しめるようにすると良いのではないでしょうか。 
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・今、現在は車を運転しますので便利に生活していますが、運転ができなくなった時、

足の利便性がなくなります。バスなどが有ると良いですが、宜しくお願い致します。 

・最近、イベントやショッピングセンターなどが中心部に少なく、今は車などが行かれ

るが今後が心配です。 

・高齢者で車の運転ができない私には、バスが唯一の交通手段ですが、突然東野車庫～

大学病院行きのバスが廃止になり、今は、バス～モノレール～バスと 2回乗換してい

ます。体調悪くなり、杖をついてるので特に乗換が辛い！！ 

・駐輪場を駅へ行く人も通るため危険に関じる。シルバー人材の人がいるが特段注意も

ない。また、夜電気（街灯）が点灯していない。京葉線を利用しているが、土日の本

数等が少なく、大学なども無い為あまり活気がない。 

・ＪＲ、京成の人の流れは長期的にみてもあまり変わりませんが、バスならある程度柔

軟に対応できます。新しい施設、イベント、新しい住宅地、これからの対応に路線バ

スが活躍しますが、これまで、バス会社の企業努力の面が強いです。毎日みかける乗

務員募集広告、ラジオＣＭ、人が足りていないというには端からみてもわかります。

行政は市民の声をバス会社に要望として出し、会社が応えるというのはわかります。

しかし、既存路線の維持で精一杯の状態では、新しい本当に必要な公共交通がいつま

でも充実しません。鉄道、バス、それぞれ地域のインフラストラクチャーとして公共

交通を確保維持する事業を検討頂きたいです。 

・駅から少し離れた住宅街とのアクセスが悪い。バス等の公共交通機関の充実するとよ

りよくなると思います。 

・花まわる号の運行本数をもう少しだけ増やしてほしいです。 1本逃すととても大変

です。 

・自転車を推進するのなら、歩道の整備、交通ルールの徹底をして欲しい。 自転車の

レーンはもっと増やして車道と分けて欲しい 

・私はベイタウンに住んでいますが、街並みはきれいなのに、 路上駐車が多くて残念。

立派な施設や環境を持っていてもそれを使う側の意識が問題と思う。 

・千葉都市モノレールの車両をもう少し長くしてほしい 

・千葉市全体は広すぎて、区ごとの差が激しいのでこのアンケートが役に立つとは思え

ない。中央区の川の汚さは酷い。道路はもっと綺麗にする気があっても良いと思う。

道路ミラーが曇っている率が高い。 

・バス路線が多いので、鉄道の充実。 

・千葉駅のバス停を何とかして。 

・津田沼以遠のＪＲの便の充実(津田沼止まりを千葉止まりへ) 中心街の活性化(県都に

しては寂しい) 幕張への快速停車(花見川区に快速停車が無い) 

・ＪＲ各駅の混雑の改善を国に任せるのではなく、市が積極的に活動を起こしてほしい。 
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・道路渋滞が多い 歩道や公園内の雑草が放置されている 避難所の運営を地域自治体に

丸投げし予算も無い シルバー人材を活用する姿勢が見られない 雨の日に稲毛駅への

マイカー送迎車が氾濫するので、バス車線とマイカー車線を区分し交通渋滞を解消し

て欲しい。 

・内房線の本数が優遇されているが 乗車人数は、断然、外房線の方が多いので 本数を

増やして欲しい。 

・バスの本数を増やしたり、広い公園はあるが遊具が少ないので、大型遊具を作ってほ

しい。 

・私の住んでいる町は農業振興地域、これを担っていく人がいなくなるのでは？すでに

いなくなっている、家が建てられない、子供がいない、高齢者ばかり、共交通機関が

無い、若い人がいない、人がいなくなる、悪循環何とかなりませんか 。 

・都心との電車のアクセスをもっと充実させて欲しい。 千葉、蘇我から先は終電、終

バスの時間が早く、都心方面からの帰宅が非常に不便。ベッドタウンとしては致命的

なので何とかして欲しい。「ちばレポ」はとても良いと思う。一度利用したが、非常

に迅速に対応いただけた。スマートフォンが当たり前の時代なので、この様な取り組

みは素晴らしい。 子育て支援、特に第三子以上の多子家庭への支援拡充を真剣に考

えて頂きたい。例えば、幼稚園の補助において現行の制度では第一子と歳が離れてい

ると、第三子は第二子とみなされるなど、合理的とは考えにくい制度となっている。

これでは子供を 3人以上持つことのハードルが高いので、市による補助を追加いただ

くなど、多子家庭の経済的な負担を和らげる制度があると良いと思う。      

・海浜バスを利用していますが 近くに高校と海浜プールがありバスがいっぱいになる

とバス停で待っていても 抜かされます。バスも 2台 3台と抜かされて乗れず、タクシ

ーもつかまらず仕事に遅刻してしまった。これはバス会社にお願いするべきかもしれ

ないですが 運行情報、高校の行事などネットか何かで確認できると前もって時間を調

整できるのでありがたいです。 

・海沿いにばかり、商業施設が集中しすぎるため、人の流れが一局集中化してしまう。

四方から流れてくるような、施設の分散と、充実が必要。それに関わる道路整備に計

画性が感じられない。施設の箱物が作られても、それを有効なモノにする人材が枯渇

している。５人に一人が 70歳時代、高齢者が憩える商業施設が需要と供給にマッチ

するだろうが、それには、足が必要で交通の利便性も必要。 

・モノレールの充実、緑豊かな自然を満喫できる街になったらいいと思う。障がいのあ

る方も自由に社会参加出来る場所を増やしてみんなが出来る能力を認め合う社会を千

葉市は、率先して取り組んで欲しい。10分でも 20 分でも人の役に立つことができる

機会を持つと障がいのある方も自信が持てると思う。共に生きる良い社会を。 
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・モノレール をもっと延伸して市内のアクセスが良くなれば良いと思う。駅前の自転車

置場に屋根をつけて欲しい。歩車分離の信号を増やし欲しい。相続のためか、近所の

緑地がどんどん伐採されている。そういう所は開発を規制すべきと思う。 

・近所に緑豊かな公園を作って欲しい。お洒落な並木道を散歩したい。海岸までの交通

の便が悪い。千葉市の発展がない。高齢者の参加行事が少ない。稲毛駅周辺の飲食店

が充実していない。千葉市は東京の隣の県なのに、衰退している。 

・海浜幕張駅の改札がイベントの度に大混雑することに改善策を検討してほしい。 

・日常的に、過ごしやすい街だとは思いますが、週末は、どこへ出かけるのも渋滞には

まってしまうので、出かけるのを躊躇してしまいます。また、海や川といった水辺を

生かしたおしゃれな街になると嬉しいです。 

・災害発生時に緊急車両が満足に通行できない場所も見られます。国道については渋滞

対策を優先事項として考えて頂きたい 自宅から最寄り駅まで道路が空いていれば 15

分程度で行けるところが、バスで 1時間以上かかることがあります。 

・交通環境を整えてほしい。 

・幕張ベイタウン内の路上駐車数の減少 法的に路上駐車が問題ない地区とはいえ、路上

駐車が多すぎる。 路上駐車をしている人もほぼ固定されており、一定の人のために不

便な思いを我慢しないといけないのが納得できない。通学している子供もたくさんいる

地区なので、交通事故も心配。実際、路上駐車で見通しが悪くなった道路で交通事故寸

前の場面を度々見かける。路上駐車のせいでバスが発車できず、わざわざ運転手がバス

から降りて駐車している人を呼んで移動を促していることも多々ある。もし火事が起こ

ってしまったときに、消防車が迅速に進めるのか、また消火の為に停止できる場所が確

保できるのか心配。また、せっかくの景観も路上駐車のせいで損なっている。 

・悪質運転の取り締まり、渋滞の緩和 あおり運転などマナーの悪い運転が多い。他県から

引っ越してきたが、あまりの悪さに驚いた。また、特に土日の海浜幕張駅周辺一帯の渋

滞がストレスで外出する機会が減った。 渋滞を緩和する道路の開発等、改善を希望しま

す。  

・海浜幕張駅の駐輪場を増やして欲しい。海浜幕張ベイエリアと横浜ベイエリアを行き

来する船があったら良いと思う。神奈川からのダイレクトな人の流れが生まれ、東京

の子分的な千葉ではなく、もっと魅力あるクールな街になると思う。古い街並みや歴

史などの資源を整備して、故郷愛を持てる千葉にしたら良いと思う。 

・都賀駅のＪＲ線の本数を増やして、東京都内とのアクセスの充実。（特に朝の下り線）  千

葉都市モノレールの都賀ー千城台を 全部直通運転せず、折り返し運転し出来る環境作り 

混雑緩和してＪＲ線とピストン輸送して欲しい。 桜木駅と市営霊園先の国道 51号線の

歩道が 狭くて危険です。 総合病院の休日診療が余りに少ないので、 救急車の使用負担

軽減に、地域の開業医と共同で 休日診療の充実＝暮らしやすさに繋がると思います。  
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・京成線は、千葉中央より先の電車本数が極端に少ない。 千葉寺に住んでますがとて

も不便です。 

・観光に力を入れているが、千葉市自体に観光地としての魅力は無い。千葉駅中心街に

恒常的に集客できる施設やイベントが無い（市自体が企画するもの以外）。モノレール

の価値向上のためには延伸は不可欠。千葉駅中心と幕張新都心を結ぶモノレール路線

を作ることで、観光・通学・イベント時のアクセスなど複合的な効果がある。大イベ

ントの多い幕張新都心から千葉駅方面への誘導にも繋がる。 

・先ほども書きましたが、時間差交差点では、右折の矢印を全ての信号に取り付けてい

ただけると良いと思います。 また、浜田の交差点で感じたことは、高速道路の下を通

る時に(イオン幕張新都心側から 14号に向かっていく場合)先の信号の色が近づかな

いと見えず、運転する際に危険だと感じました。今後とも、道や信号など、運転手が

気づいたことを伝えられる機会があれば良いなと思います。市民が自由に意見がしや

すいツールがあると良いと思います。 

・歩車分離信号を増やして欲しい 新浦安駅前の交通が凄くスムーズになったので参考

にして欲しい 

・子どもが安心して遊べる大きな公園を作って欲しい。 バス路線を増やして欲しい。 子

育て割引など、充実して欲しい。 

・70代の母が若葉区の農村部に一人暮らしをしています。 新しい道が出来た為にバス

停が遠くなり、もう一人では買い物に行けなくなりました。 不便な所での老人の一

人暮らしを補助する、移動スーパーなどを考えていただけたら嬉しいです。 

・交通規制が多すぎる。標識。住宅地を全て囲うように 通行止めの時間の標識があち

こちにあるため、 自宅から道路に出るまでにものすごく大変。不便。 あまりにも遠

回りしていかなければならないので不便すぎる。   

・警察と市民が前面に出て自転車と歩行者の交通ルール順守の徹底、特に自転車は軽車

両であることの市民意識向上に力をそそいでください。全国の模範（話題）となり、

交通安全は千葉市から、と発信出来ればと思っています。 

・人口が多いだけで特徴を感じない。また恩恵も感じない。地下鉄などで広域利便性を

良化するなど方法論はないのか？ 

・東京と愛知に住んでいましたが、どちらも子供医療費は無償だったたので、千葉市の

有料は腑に落ちません。 交通の便においては、千葉駅からの京葉線のアクセスが非

常に不便。マリンスタジアムに千葉駅から 1 本で行けるような交通手段も考えて欲し

い。 

・自動車をやたら高速に走行する馬鹿者が目につく。 

・自転車が交通ルールを守らない。特に中学生、高校生。 

・地震対策、自転車対策に取り組んでほしい。 
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・緑区の端に住んでいると、交通機関がＪＲしかなく、今回の台風での電車ストップの

対応ができない。 メインの大網街道は大渋滞し、マイカー移動も困難で京成に行く

にも時間がかかる。 路線バスも短い距離を乗り継ぐしかなく、実質動けない。 大網

街道の整備や外房有料道路の全面無料化など、移動の確保ができるようになってほし

い。 

・電動自転車の指導を厳しく。高齢者、障害者は怖い。早急に対応策をお願いする。 

・高齢者の自家用車運転をしなくて済むよう、公共交通機関のさらなる便利に利用でき

る施策をお願いしたい。 

・行政にしかできず市民全員の共通の利益になるようなことに取り組んでほしい。具体

敵には数十年先を見据えたインフラの整備計画具体的には中途半端なモノレールの

えん伸、慢性渋滞の京葉道路の拡幅や過密都市部の再開発等に取り組んでほしい。JR

千葉駅周辺の再整備は非常に良いと思いますしここ数年でもよくなっている部分も

あると実感しています。 

・御成街道（千城台）で一部狭いところがあり、車の通行が多く歩行及び自転車が危険。

モノレールがメッセまで延長できないか。 

・地下鉄が必要。京葉線は天候にもろい。交通機関が不十分。混雑は 30年経っても改

善されていない。これでは市の人口は増えていかない。税金たかい。水道、下水道税

高い！大手大企業を誘致して 市民の税率を真剣に下げなさい！ 我々は国にも多額

の税金を払っているのだから。 

・内陸部の交通網整備。(通勤渋滞の解消。バス通りの拡張。民間への支援による利便

性推進。一般車両の駅前乗り入れのルールの徹底。) 地域との連携と支援充実。(例

えば、自治会会長として、一人のワガママと地域の声が対立し、対応を間違えがあれ

ば、会長だからと訴えられるような社会。地域や市としても必要な立場である筈が、

このような訴訟リスクから守られていない立場であり、個人で負担するには無理があ

る)。千葉市が守り支援すべき制度が必要。市民の無料弁護士相談程度は訴えられた

ら意味をなさない。いつでも弁護士と相談でき、代理人としても契約すべき。) 市民

病院の充実。(電話での問い合わせで担当医がいないと言ってしまうのは如何なもの

か。それで納得してしまう高齢者もいるが。なぜ電話をかけたのかを考えるべきで

は？死んじゃいます。コールセンターのような支援。) 

・高齢者の交通事故削減対策を万全にしてほしい。登下校時の車両侵入禁止、ガードレ

ール等の設置、免許返上した高齢者の特典を増やす、運転能力判断検査の厳格化等あ

らゆる角度から対策を練っていただきたい。 

・交通がひどい。津田沼始発・終点が多いので千葉市にも乗り入れて欲しい。バスの路

線が偏りすぎてるし電車の発着時刻との連携がない。路上タバコやごみのポイ捨てを

する方がかっこ悪いようなセンスのある街にしたい。海辺や公園はとてもいい場所だ

から、そこを中心に街なかの緑や水辺も整備できたらもっと良くなる。 
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・総武線と京葉線の接続を改善してほしい。 千葉市内に観光客を呼べる施設を作って

いく。 東京のベッドタウンというだけでなく、千葉駅を中心とした町作りしてほし

い。千葉に住みたいと千葉以外出身の人に思わせるような町にしたい。 

・モノレールが役所付近だけじゃなくて病院と病院をむすんだりして欲しい 

・街路樹はそれほど多くなくてもよい。（公園にあればよい）  

・子供が心配なので、生活道路の自動車の取り締まりを積極的にしてほしい。 ＡＩを

用いた信号機の最適化に取り組んでほしい。 せめて駅周辺は、歩きたばこ、ガムの

吐き捨てを取り締まってほしい。  

・外房線がよく運転見合わせや遅延をします。 家族が通勤や通勤で電車を使うため、

大変困ります。遅刻してしまいます。 倒木する箇所があるなら伐採するなどの対策

をお願いします。 緑が多くて大変住みやすい街なのに残念だと思います。    

・誉田駅前の道路整備と渋滞緩和策をお願いしたい。 

・稲毛海浜地区の駐車スペースが少ない。市内居住者の優先や拡充などお願いしたい。  

・幕張、稲毛海浜地区のリゾート地としての復活。 

・他市からの転居者の目から、 文化施設の充実 、定期的な 音楽会などの開催、特に

高校の優秀な吹奏楽の積極的な紹介。他市のものでも 良いと思う。 公共交通機関の

充実を。車社会は間違い。高齢者事故の原因。 高齢者の優遇。交通手段の優待。 学

校教育、公共個通機関での高齢者。障碍者への思いやりの教育。  

・バス電車で用事を済ませる時が多々あり、千葉方面に行くにも家の最寄りからのバス

の本数が少なく、土気駅を利用していますが特に土気駅発の３番乗りばの平日、ブラ

ンニューモール行きの１５時～17時台の本数が少なく不便を感じている。利用客が

とても多いとは言えないですが改善されたらありがたいです。 

・自転車専用道路の整備 

・ベイタウンの路上駐車をなくして欲しい。 

・海浜幕張に住んでいますが、ベイタウンが、ほぼ完成したとたんに、近隣に高層マン

ションが何棟か現在建ちつつあります。 ベイタウン内ではありませんが、駅は、海

浜幕張利用だと思います。現在も大分混雑していますが、イベント等や、ホテルの利

用客等で、ホームが人で溢れ、交通量も渋滞しがちです。京葉線は、車内も小さく、

風にも弱いです。本数も多くはないと感じます。交通の対策も考えての、都市計画な

のでしょうか？後、ベイタウンは、ほとんどが、借地権です。ベイタウン内の住民が

多くなっているので、借地料が、もう少し、減額されても、いいのではないかともお

もいます。今後の施策、宜しくお願い致します。  

・道路の整備 (サイクリング道路)高校生や通勤通学の利用が多い花見川沿いに、街灯

を増やしてほしい。雑草も生い茂り、暗くなり始めると犯罪の恐怖を感じます。 海、

川、釣りの人気スポットには駐車スペースの充実を。 

 



293 

 

・市民便りについて 夏休みのこどもイベントは多いけれど、中高生向けの情報をを増

やしてほしい。大学で行う公開講座や趣味の講座など。 

・中学校のスクールカウンセラー増員を。予約がなかなかとれません。 

・教育センターのカウンセリングや電話相談。土日も必要。平日の日中だけでは、相談

できない人がたくさんいると思います。仕事を休んで相談するのは難しく、子供の悩

みを抱えたまま板挟みで苦しんだ時はかなり切実でした。母親と子供のみ、父親の行

かれない相談所とも感じます。早急に対処してもらいたいです。 

・公園、道の真ん中、川沿いなどの雑草を無くしてほしい。視界を遮り特に子供とお年

寄りが危険。（見えない） 

・千葉駅付近に高速道路のインターが出来ると活性化するのではないか。  

・過度の集中化は不要と思います。 

・自転車レーンを作って欲しい  

・一時期熊谷に住んで思いましたが、千葉の車の運転には思いやりが足りません。右折

を待っている車を通してあげたり、道に出ようとしている車をいれてあげるなど。何

の違いなのかはわかりませんが、教習所なりで教えたり、もっと皆の意識付けをする

ような活動をして欲しいです ・千葉県の話になりますが、東京オリンピックへの資

金の拠出を厳しく対応したことには非常に好感が持てました 

・モノレールの改善！  環状線の充実 

・海辺の活性化にあたっては、若者が集まりやすいように魅力な商業施設やセレクトシ

ョップなどを充実させる。またそこに行くまでの公共交通機関や駐車場を整備する。 

スポーツにおいては、これまでのジョギンコースを延長し(フルマラソンの距離にす

るとか),シャワー施設、ロッカー等を揃えた休憩所を整備する。またそこにアクセス

しやすくすれば市外からも利用者が増えるかと。コース選びにしても海辺を意識して

魅力的なコースを取れば観光面での魅力も得られるかと思います。 

・千葉市内でも京葉道路と東関東自動車道間の乗入活用により渋滞の削減、」そのため

の料金改定 

・身障者にとって移動が困難な街です。ＪＲ、私鉄、バス、モノレールいろいろな交通

手段があるのに連携が取れているのでしょうか？イベントや行事に力を入れるのも

い良いことですが、そのための移動手段をもっと良くしてもらいたいです。 

・青葉の森公園の噴水等、せっかく作ったものを一部の人間の戯言で止めるのはやめて

欲しい。あの、緑と水、そこで遊ぶ子供のいる景色が千葉市だと思う。 モノレール

を延長して欲しい。需要がある場所をつなげるのでなく、つなげてから宅地開発支援

等で需要を作るという手段もあると思う。 折角イオン等が市内にあるのだから官民

共同開発等を期待したい。 レッドブルエアレースは最高です。 

・高齢者が自立できる街。交通環境などのインフラや商業施設、医療の充実した地域と

して整備していただきたい。 
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⑰ 都市の魅力、観光 

 

・栄町地区の再開発を進め、集客力の高い施設造り、特徴のある地域づくりをして欲し

い。 

・四季を感じながら、地元の食材を古民家で日本庭園を見ながらランチやお茶を飲食し

ながら友人とゆっくりおしゃべりする場所がほしい。（鎌倉にあるような）海を眺め

ながら、イタリアンや千葉の魚料理を楽しめるお店やカフェなど千葉の食物を千葉で

消費、街おこし。川沿いに桜やあじさい海沿いに花や紅葉などひたちの公園のように

人が集まるよう景観、チームアポなどコンサート、プロジェクション、マッピングな

ど。イベントを誘致、海と山を分けて考える。 

・千葉市中央区の三越やパルコの所が閉店により空洞化し魅力がなくなっている。幕張

～船橋エリアに流出して千葉市の真ん中がさびしい。自転車レーンの整備、駅までに

向かう交通量の多い所を特に。 

・千葉三越やパルコも閉店になって千葉駅周辺だけが活気がありますが富士見町もパル

コだった周辺も活気ある地区にしてほしいとお願いしたいです。 

・若い人の多い街になってほしいです。 

・子供からお年寄りまで多世代で住んでいける都市にして頂きたいと思います。 

・国際的でオープン、暮らしやすく元からの住民と新しく来た人たちが仲良くコミュニ

ティを作っていけるプログラムや制度、風土をもった包括的な市。 

・自然と健康、幸せな生活の価値を大切にする市。 

・ＣＯ２排出減（脱ＣＯ２)農薬使用・化学肥料→土壌つくりの自然農、環境先進都市

千葉・・・サンフランシスコやポートランドのような。市民の自由な気風と自治のあ

る活気ある市。 

・千葉市政だより等の広報が届くが「情報掲示版」が見づらい。内容を見ると気になる

イベントもあるがぱっと見だとわかりずらい。又、この情報は区役所へ行くと他のイ

ベントなども有るが区役所へ行ってみないと知る事が出来ない。千葉市でもいろいろ

な事を行っているのを身近に情報を得られない。公共交通機関が結構良いのに知る事

が出来ない。市政だより等でこんなバスが有って楽しめるスポットもあると記事にし

ても良いと思う。市内に住んでいる人が身近に利用や情報を得る事が出来る町にして

ほしい。 

・子供が都内の学校へ行く事になっても(将来）千葉市からの通学をよりしやすくでき

るように都内との交通面を充実できたら良いと思う。(身近でも都内への通学で志望

校をあきらめたり、１人暮らしせざるを得なかったりしているようなので、、、）理想

はみなとみらいのようなお洒落で綺麗な街です。 

・市内の中心部に魅力がほしい。市民が「心躍る」イベントが少ない。 

子供から高齢者まで遊べるイベントを増やしてほしい。 
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・千葉駅周辺を昔通り活気ある街にするには栄町を考えた方が良いと思う。栄町商店街

および昔のあけぼの街を（高層ビル）に認可する方が良いと思う。 

・子供のころは千葉銀座や栄町商店街が七夕かざりなどものすごい、賑やかだったころ

の様にショッピングしたくなるようになれたらと思います。パルコも三越もなくなり、

淋しいばかりです。 

・交通の便（都内のようにはしなくて良いですがＪＲとバスの連携などはもっと良くす

べきですし、できるはずです）駅もきれいになったのでその周りの整備（駅→千葉神

社）(駅→ポートタワーなど）を行うと市民の市内での活動時間が多くなるのではな

いかと思います。私も６４歳でもう都内は卒業してもっと千葉市を楽しみたいと思っ

ています。 

・親子三代夏祭りが変わってしまった事には本当に残念に思う。私が十代の頃は出店が

沢山あって本当に賑やかでした。それが何年か前から出店もなくなりイベントばかり

の親子三代は少しつまらなく感じます。だから、何年ももう行ってません。もう少し

千葉の歴史を学んでほしいです。 

・幕張エリアがもっと賑わうといいですね。集客も外国人も。千葉市は大きいので何か

と大変かとは思いますが。素敵な街になるように頑張って頂きたいです。 

・他県から来た人たちが「都会過ぎず、田舎過ぎず、丁度いい」とよく言っています。

都心へ電車ですぐ行けるし、下れば房総で自然を楽しめる。この長所をもつと活かせ

ればよりステキな千葉市になるかもしれません。具体的な案が思いつかずすみません。

応援しています。 

・千葉市のイメージカラーはまだまだ灰色！横浜のブルーとは対照的です。台地で坂道

が少ない千葉が横浜と盾を並べることができるには交通アクセス！テーマカラーが

必要です！ 

・若い世代が千葉市に住みたいと思う魅力がない。商業施設をはじめ全てが中途半端で

ある。千葉市に来たいと思わない１番は交通の便が悪すぎる事。 

・全ての市民が快適さを享受できる美しい街をデザインして頂きたい。 

・幕張に大きなイオンができ、新しい駅も出来、これからさらに盛りたてていきたいけ

れども幕張イオン新都心店は期待値に応えられるだけのハードなのか、最近とても不

安というか来店の度に心配です。市に訴えても仕方ないのでしょうが、あそこのイオ

ンを足がかりにしたいのであれば、テナント誘致に市も助けて欲しいなと思います。

どの年齢増にもアピールできるだけの敷地や力もありながらどれもとても中途半端

に思います。 

・イベント地域、特産活性化。 

・いいところが沢山あるのに千葉市=何がすぐに思いつかず他県の人にも話題になるこ

とが少ないように思います。何かすぐわかる特徴がほしい。 
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・平城台公園の場所に日本を代表するようなサッカースタジアムを建設しジェフ以外の

Ｊリーグチームを千葉市に誕生させ、活性化させる！モノレールも鎌取駅まで延伸す

る。千葉市の一部が活性化しても千葉市の魅力にはならない。千葉市全体を活性化し

なければ人口も減り、税収も減る。20 年後を見据え子どもを出産しちゃんと子育て

をしている女性に手厚い援助（補助金）をすべき！子育てにお金がかからなければ女

性は迷わず出産するでしょうし、千葉市に若い夫婦が移り住むはずです。 

・工事現場や飲食店が地元の業者、店舗が少なくなってきました。なるべく地方からの

出店をやめて地元（県・市）だけでやっていけないでしょうか？どこかの大統領もお

っしゃってますが、「千葉ファースト」でないとお金が地方に流れていく気がします。 

・日曜日にモノレールに乗って千城台まで行きました。動物公園駅に着いた時に証明を

節約して駅が暗い状況でした。動物公園の遊園地も今は閉園しているとか我が家の子

ども達が小さい頃はよく子どもを連れて動物園、遊園地に行っていましたが、今は社

会人になり、あまり行く機会がなくなりましたが、動物園がもう少し活性化されたら

モノレールに乗る人も増えると思うのですが。 

・海、農に恵まれているのに他県に対してアピールが少なすぎる。 

・千葉市中心街に魅力的な施設がなく、さびれた街となっている。ある程度まとまった

テナント施設がないため人が集まらないし、すぐ人が流れてしまっている。若者、家

族等、ターゲットを絞った施設を求める今はコンセプトがなさすぎるし規模が中途半

端。 

・稲毛駅周辺に大型ショッピングモールが欲しい。 

・市民や外から訪れる人々の「故郷帰り」か「故郷離れ」の欲求のどちらかが大きいか

調査して、より欲求の強い方のコンセプトで街づくりを進めると千葉市の魅力が一層

増すと思います。東京に近いだけに「故郷帰り」をテーマに物心共に充実させると全

国でも独特な都市として発展させられると思います。 

ムダな物を作らず、本当に必要な物に税金を使ってほしい。もっと観光アピールをし

て観光客が来る様な街にして欲しい。もったいないと思う。 

・千葉市の中央公園を屋根付きのイベント会場にしてはどうか。 

・千葉市の栄町をユリタウンとして売り出したらどうか 

・市の借金を減らす為の人材を募集したらどうか。 

・市の収入を増やすための人材を募集したらどうか。 

・京葉線沿線の駅を拡大して、車両を 10 両以上にしてもらい東京まで座って通勤でき

るようにしてもらいたい。マンションもいっぱいできているしサラリーマンも増え

ているでしょう。 

・若い人たちが住みたくなるような魅力ある千葉市にしてほしいです。 

就職支援より、活性化し正社員として活躍できるチャンスを増やして欲しい。千葉駅

に「千葉の象徴」と誰もが認めるような「発車メロディー」を採用して欲しい。 
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・釣り人口が多いのに施設が少ない。海浜プールを活用出来ない？千葉ポートタワーを

黒字に出来ないなら公園も含めて思い切った決断が必要では？とにかく市を赤字か

ら脱する方法を優先してほしい。せっかく稲毛～幕張にかけてきれいな海岸線がある

のにレストランやショップが無くもったいない。ポテンシャルを活かしてなく、アピ

ールが苦手？ 

・若葉区の山林（例えば金親とか千城台の外れの方とか）を活かして大型のショッピン

グモールが欲しいです。 

・最近犬を飼っている人が多いのにドッグランがない。（海の砂浜利用）・公園にベンチ

やスポーツ施設置いて欲しいです。・千葉の名産品をもっとアピールしたりすると良

いと思う。・家の無い人、気の毒なので何か考えてください。 

・海浜幕張をもっと他県に対してのブランド力を高めていければと。20年建つベイタ

ウンにも落ち着きのほか、色あせない魅力が維持されればと思います。駐車スペース

の充実と商業施設の洗練さが求められると思います。 

・活気があり魅力的な街にしてほしい。 

幕張の湾の近くに横浜のようなもっと充実した施設ができると住んでいたい街にな

りそう。住んでいて住みやすいが、東京から近くてもっと何か生かせるのではと思う。

洗練された街づくりができたらと思います。 

・どの都道府県も市区町村も似たりよったりの街になってきており、千葉市だから出来

る町にして欲しい。どこに行っても同じ町であれば出かける必要はないし、買い物は

ネットショッピングで充分になってしまう。 

・政令都市でも千葉市は特に誇れるものはないように思います。「花の都千葉」と言わ

れるようにもっと花いっぱいにしたらどうでしょうか！ 

・千葉市の顔である千葉駅前をもっと活気のある街にして欲しい。三越やパルコが撤退

して魅力が半減している。駅ナカだけが賑わっているが、文化プラザも閉館し、市民

会館のイベントもいまいちもっと人が集まる都市にしてほしい。 

・以前、熊谷市長が地域新聞か何かに掲載されていた記事の中に千葉駅周辺に石畳の街

並みを作る計画案が書かれており、とても嬉しかった。石畳でオープンカフェが広が

る様なヨーロッパのようなお洒落な街になる事を楽しみにしている。 

・鎌倉のようなブランド性を持ったあか抜けた街 教養の高い外国人が住む街 

子供たちにとって良い街に。 保育施設の充実など。 ジェフ千葉をもっと盛り上げて

ほしい。 

・農業も工業も商業もどれも充実していると感じている 何か目玉になるようなものが

あればさらに魅力的になると思う  

・千葉駅周辺の再開発について、時間がとてもかかったので期待をしていましたが、今

ひとつ魅力的ではありません。時代、ニーズにあったテナント招致、街づくりを期待

しております。 
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・企業税金などが少ないため常に財政難と聞いています。せっかくメッセ、マリーンズ

などで観光客がきても、千葉市に対しての観光には結びついていないように思います。

全く生かされていない海側の土地を生かした観光産業に力を入れて欲しいですね。 

・もっと海産物をＰＲして地産地消を推進してほしい。海がある県なのに千葉県の港に

水揚げされた魚が千葉市のスーパーにあまり出回っていない。出回っていても高価。 

・千葉みなとエリアの活性化にあたり、旅客船さん橋や港湾緑地の整備が進んだとはい

え、「ケーズハーバー」（旅客船ターミナル等複合施設）がどうにも中途半端で、魅力

的なショップや飲食店が入っていない。もっと充実させればより魅力的なスポットに

なり、リピーターも増える。 

・千葉駅の周辺が店舗の閉店等で寂しくなってきているので、対策をお願いしたい。 

元々の歴史的要素が乏しいため、いきなりは難しいと思いますが、訪問客が多く訪れ

るような魅力ある市にしたい。 観光集客に成功している都市は、長年続くイベント

を持っています。 まだ足を運んだことはありませんが、レッドブル・エアレースは

良い取り組みだと思います。 

・千葉市といえば、コレ！というものがない。何か１つ作ってアピールしたい。 学校

にエアコンをつけて欲しい。早急に。 

・私は全国すべての都道府県に行きましたが、観光施設を含むサービスが遅れてきてい

る。千葉市からでも模範的なものを作っては、房総は最悪、金沢市を見習うべき。 

・千葉市に何があるかと聞かれてアピールできるものが何もないから全国的に有名にな

る施設をつくってほしい。 千葉市の財政が苦しいことは結構有名なのでどうにかな

らないのかとは思う。 私たち市民のために一生懸命働いてくださっている市長をは

じめとする千葉市の公務員の方々、いつもありがとうございます。 これからも頑張

ってください！  

・ＺＯＺＯなど千葉市を代表できるような企業がもっと働きやすくなり、それによって

企業を誘致できるような魅力的な都市にして欲しいです。 ＷＢＧにたまに行きます。

仕方 がないことではありますが、都内とは活気が違うのが少し寂しいと感じました。 

できればそれによって税金が少しでも安くなると魅力的です。 

・全国的な知名度がいま一つのような感じがするので、千葉市の魅力をもっとアピール

してほしい 

・住みやすく過ごしやすくて、イベントもあって観光地になるような人も集まる町にし

たい  

・政令指定都市の割には、千葉駅周辺が綺麗に整備されていないと感じる。横浜市まで

とはいかなくても、もう少し洗練された街になってもよいと思う。 

・千葉県あるいは千葉市規模の共同体としての行事や参加できる催し物などあると一体

感が生まれてより良いように思う。 
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⑱ 産業・商業、観光 

 

・商業施設を増やしたりイベントを増やしたりするのと並行して車の駐車場（安くて広

いとか夜遅くまで停めれるとか台数増やすとか）も増やしてほしい。そうすれば海浜

幕張あたりとか 14 号とか渋滞しない気がする。 

・私は会社経営を行っておりますが、東京、神奈川、埼玉より発展度が遅い。 

・その理由は千葉県東葛地域の、土地用途地域を積極的に改正することで、民間企業の

資金で。店舗建築、工場、雇用、税収増の実現を希望する。 

・千城台のモノレール沿線土地の用途変更を市が行った結果、現在住宅が次々と建築さ

れ人口増、建設会社の仕事が増える税収増となっています。以上。 

・千葉三越やパルコも閉店になって千葉駅周辺だけが活気がありますが富士見町もパル

コだった周辺も活気ある地区にしてほしいとお願いしたいです。 

・千葉駅付近が淋しくなり、どうすればよいか考えてほしい。 

・幕張はゾゾタウンがビジネス拡大しているので、もっと多くの起業家にオフィスを安

く提供するとか開業３年間は減税とかして若い人の仕事を増やしてほしい。東京にも

近いし、土地も安いのに何故できないのか不思議です。銀行にももっと融資するよう

言ってほしい。外国人用の高額医療センターとか作ってほしい。仕事がないと市の収

入が増えないので頑張ってください。 

・近くの会社の公害が心配です。家の中まで真っ黒になってしまい体には大丈夫か心配

でたまりません。公害さえなければ本当に便利で住みよい所です。 

・アンケートの対象が悪いのでは？このアンケートは中高年層向けかと思います。独身

20代だと回答が難しい。無駄な回答になるのできちんと対象者を狙って送付した方

が良いかと。魅力的な大学、企業が千葉市にあればもっと住む人が増え、環境も良く

なるのでは。 

・昭和の森周辺は住宅が多く建設され子供、老人とも多く皆様が利用できる公共施設を

希望します。 

・平日の夜、千葉駅にたっているキャッチの男性がチラチラとチェックしているのが気

分悪くできれば取り締まってほしい。せっかく新しいペリエが出来て綺麗な駅前にな

ったので！ 子供が安全に食べられる飲食店がもう少し充実していると良いと思う。 

・千葉駅前の地下は変動化していて民間でも怖い。商店をいれたらどうか。タクシー乗

り場の配置が悪い。 

・ＪＲ千葉駅のパチンコ店をやめさせてほしい。ＪＲ稲毛駅前、大人向けの商業施設を

つくってほしい。（日本橋三越や高島屋のような）都川に遊歩道を整備してほしい。

千葉港に客船がこられないようにしてほしい。音楽ホールを充実してほしい。 

 

・将来性のある都市にするためには、若者たちに住んでもらう必要がある。交通アクセ
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スの充実と雇用増につながる魅力ある（ＺＯＺO ＴＯＷＮ）のような仕事を呼び込

む対策が考えられます。 

・稲毛区は同じような店、病院が多い。ラーメン屋、歯医者、クリーニング屋など、カ

フェが少ない。マルエツ、イオンにいろいろな店が入ると助かるし、うれしい。 

・千葉市だけではないですが、近年暑さが増しているので学校にエアコンの設置などを

考えてほしい。海浜幕張駅付近をより便利にし、イオンモールをより活性化させてく

ださい。ありがとうございました。 

・千葉駅周辺を昔通り活気ある街にするには栄町を考えた方が良いと思う。栄町商店街

および昔のあけぼの街を（高層ビル）に認可する方が良いと思う。 

子供のころは千葉銀座や栄町商店街が七夕かざりなどものすごい、賑やかだったころ

の様にショッピングしたくなるようになれたらと思います。パルコも三越もなくなり、

淋しいばかりです。 

・モノレールの駅周辺に何もない駅があるのでコンビニでもあると嬉しいです。千葉ロ

ッテマリーンズなど地元のスポーツチームをもっと身近に感じられるように駅(幕張

だけでなく）にポスターとか貼って欲しいです。 

・近くに店が少ないので足も悪いので買い物に大変です。 

よく地産地消といいますが、千葉県でとれた物をもっとスーパーなどに置いて欲しい

です。（農産物、水産物など） 

・高齢者が働く場所をたくさんつくる。 

・子育て支援に力を入れて若い人達が安心して暮らせる街づくりを希望します。シルバ

ー人材をうまく活用できるといいですね。 

・千葉市の最南端に位置する緑区土気、あすみが丘の益々の発展を期待しています。（特

に飲食店などの商業施設の充実化）を希望しています。 

・シルバー人材センターの充実。現在市役所から天下り人事なのか理事長はじめ従業員

も人格的に問題となる人が多く、評判も悪い。私は一年間勤めていたが、突然、前ぶ

れもなく当日、明日から来なくで良いと辞めされられた。何んの問題もおこしていな

いのに。突然声をかけらた。非常に心外な出来事であった。 

・求人が増えて就職しやすくなったら、生活が安定して安心して暮らせると思う。 

もっと若い人が働きやすい企業や会社があると子ども達が他県に出て行かなくても

良い市であってほしい。 

・障害者の雇用問題、介護、保育所など、公営にすればと思うのですが、運営は無理か

な。 

・千葉市ハローワークの職員の対応が悪すぎる。再教育、及び、辞めさせるべきだ。特

に 20～30歳位が自分勝手な言い方をする。 

 

・ショッピングモールの類は移動手段を失うと不便。生活関連の店は公的スペースを活
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用したテナントなどを活用する方法はどうか。 

・就職支援より、活性化し正社員として活躍できるチャンスを増やして欲しい。千葉駅

に「千葉の象徴」と誰もが認めるような「発車メロディー」を採用して欲しい。 

・シルバー人材等を活用して歩道の清掃や街路樹の剪定を計画的にして欲しい。町内会

やボランティア任せだと出来ない。所は常に汚い。また、新宿保育所横の歩道は地震

で隆起したレンガがまだそのままになっており、非常に危険。早急に補修して欲しい。 

・釣り人口が多いのに施設が少ない。海浜プールを活用出来ない？千葉ポートタワーを

黒字に出来ないなら公園も含めて思い切った決断が必要では？とにかく市を赤字か

ら脱する方法を優先してほしい。せっかく稲毛～幕張にかけて綺麗な海岸線があるの

にレストランやショップが無くもったいない。ポテンシャルを活かしてなく、アピー

ルが苦手？ 

・高齢者で歩いて行ける商店を作ってほしい。バスが全くなくなって困っている。午前、

午後に１回でも千葉市として走らせて欲しい。地域に関係のある民選委員の選出につ

いて人格者を選んで欲しい。 

・若葉区の山林（例えば金親とか千城台の外れの方とか）を活かして大型のショッピン

グモールが欲しいです。 

・公共施設のお手洗いの段差を無くしてください。スポーツセンター公園などの日曜日

の公園見回りをして下さい。昼間、女性トイレなどにバイクで来てのぞく男性がいま

す。四季を通じて草花が咲いていると住んで良かったと誇らしいです。是非花や実の

なる植物を植えて下さい。誉田などの少し中心から離れた場所も中高年の人の行きや

すい商業施設を充実させてください。宮崎町加曽利町の辺りは新興宗教がきて少し不

安です。大きな病院の周りの商業施設を大切にしてください。東フィルの音楽をもっ

と聞きたいです。 

・以前はマンモス団地でしたが現在は団地の中はシャッター街になり人通りも少なくな

り淋しくなってきました。高齢者は買い物に困っている事と思います。 

・市の玄関口の千葉駅まわりがあまりにも淋しい。いつも何とかならないものかと思う

が、若いのに熊谷市長はよくやっているなと思う。これからも頑張ってください。 

・人口の少ない地域には力をいれてくれない。交通の便も悪いし、ゴミの回収も他では

自宅前まで来てくれるとの事。公民館の隣にコンビニがほしい。ムダに緑が多い。と

にかく不便。宅配がこない。母子家庭、生活保護の不正調査をしてほしい。不公平で

す。 

・大型（中型）のスーパーが望ましい（中央区）路が突然上がったり、下がったりして

つまづく。 

・小中学校の冷暖房は充実させてほしいです。千葉急行のちはら台、おゆみ野駅など。

もっと駅前の施設が充実していると運賃が高くても利用客が増えてくると思います。 

・政令都市という割にはあまり整備されていない。というか遅れていると思う。税金な
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ど高いばかりで他の政令指定都市より整備が遅れている。ドローンや無人バスよりも

飛び出した電柱などどうにかして欲しい。駅前の開発や道路や公園などもっともっと

力を入れるべき所にお金を使って欲しい。開発道路など（磯辺、野呂線）計画が頓挫

してしまった所など再度検討して頂きたい。 

・地域の方々の意見を聞く機会やボランティア活動を積極的に取り入れなければならな

いと思う。市はそれらに対して表だって感謝、礼状を出すべきでしょう。また、市内

で就職または再就職をしたいと考えている人がこのボランティア活動などを履歴書

にかける。また市内の企業はそれを考慮するというようなサイクルが整えばボランテ

ィアもやりやすいと感じる人もいると思います。 

・幕張に住んでいますが、引っ越しして来て最初に思ったのは小児科はあるのだけど、

駐車場台数が少なく、大通りからはずれた所は一方通行や極端に細い道があり、迷路

のような所もあります。もっとわかりやすく無駄のない道路にしてほしいです。活気

がある商店街やインパクトのある飲食店や施設もつくって頂きたいです。マンション

ばかりつくっていてはダメだと思いますが、、、。 

・海浜幕張をもっと他県に対してのブランド力を高めていければと。20年建つベイタ

ウンにも落ち着きのほか、色あせない魅力が維持されればと思います。駐車スペース

の充実と商業施設の洗練さが求められると思います。 

・日々の生活を安心して送れるように防災、防犯、病院、買い物などの環境を整えて暮

らしやすい街にしてほしい。 

・幕張の湾の近くに横浜のようなもっと充実した施設ができると住んでいたい街になり

そう。住んでいて住みやすいが、東京から近くてもっと何か生かせるのではと思う。

洗練された街づくりができたらと思います。 

・企業の誘致をもっと積極的にして税収を増やすべき。ベイエリアなどの施設をもっと

東京の人などにアピールすべき。（イベントをする等）同じ「海」という魅力がるの

に神奈川県や横浜市になんとなく負けている感じがもったいない。もっと情報を発信

すべき。 

・千葉市の顔である千葉駅前をもっと活気のある街にして欲しい。三越やパルコが撤退

して魅力が半減している。駅ナカだけが賑わっているが、文化プラザも閉館し、市民

会館のイベントもいまいちもっと人が集まる都市にしてほしい。 

・美浜区（埋め立て地域）の地震時の液状化、津波対策、大型台風襲来時の高潮対策を

行ってほしい。 

・小学校廃校により震災時の避難場所が近所になくなった。どこに避難すればいいのか

わからない 

・戸建地区は高齢化し、空家や１人暮らしが増えている。空家の管理や治安の維持を進

めてほしい。 

・高齢者が多くなっているので、コミュニケーションや趣味を楽しめる、体の維持が図
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れる場所があるといい。 

・八千代市の高齢者は民間スポーツジムに安価で利用できる制度があると聞いた。健康

増進のため、ひいては健康保険料の削減のため、良い制度であると思う。 

・都市計画により、住宅地区には、コンビニもなく、駅まで出ないと買い物ができない。

都市計画の見直しをしてほしい。 

・シニア時代になっても仕事をしなければ生活できない人もいるので働ける場を作って

ほしい。１人住まいでも老人でも働けるうちは働いて生活保護のお世話にならず人生

を全うしたいのでその為の街づくりをお願いします。 

・三越、パルコ等などの閉店で一段と人の流れが変わったように思う。企業、有名店等

の誘致によって活気ある街に。特に若い人たちが職場に、ショッピングにと街を元気

してくれたらと思う。 

・各区に大きな病院を設置して欲しいです。中央区だけでなく他の区にも大きな商業施

設を設置してほしいです。 

・買い物が不便なので何でも売ってるスーパー激安ができたらいいと思います。病院、

歯科、内科、外科、皮膚科、泌尿器科、神経科、眼科などの総合病院があったら便利

です。 

・最近、イベントやショッピングセンターなどが中心部に少なく、今は車などが行かれ

るが今後が心配です。 

・自動販売機の近くに氷の販売機も設けてほしいです。  

・農業も工業も商業もどれも、充実していると感じている何か目玉になるようなものが

あればさらに魅力的になると思う 。 

・子育てしやすく、高齢となっても生き甲斐のある生活が送れる街にしたい。 高齢に

なっても、雇用の機会が欲しい。高齢者をもっと活用するべきだと思う。多くの高齢

者は、年金だけでは生活が苦しいのが現実ではないだろうか。 

・大型スクリーンが自慢の『TOHOシネマズ』いう映画館があると嬉しいです！ 

・千葉駅周辺の再開発について、時間がとてもかかったので期待をしていましたが、今

ひとつ魅力的ではありません。時代、ニーズにあったテナント招致、街づくりを期待

しております。 

・道路渋滞が多い 歩道や公園内の雑草が放置されている 避難所の運営を地域自治体に

丸投げし予算も無い シルバー人材を活用する姿勢が見られない 雨の日に稲毛駅へ

のマイカー送迎車が氾濫するので、バス車線とマイカー車線を区分し交通渋滞を解消

して欲しい 

・企業税金などが少ないため常に財政難と聞いています。せっかくメッセ、マリーンズ

などで観光客がきても、千葉市に対しての観光には結びついていないように思います。

全く生かされていない海側の土地を生かした観光産業に力を入れて欲しいですね。 

・海沿いにばかり、商業施設が集中しすぎるため、人の流れが一局集中化してしまう。
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四方から流れてくるような、施設の分散と、充実が必要。それに関わる道路整備に計

画性が感じられない。施設の箱物が作られても、それを有効なモノにする人材が枯渇

している。５人に一人が７０歳時代、高齢者が憩える商業施設が需要と供給にマッチ

するだろうが、それには、足が必要で交通の利便性も必要。 

・近所に緑豊かな公園を作って欲しい。 お洒落な並木道を散歩したい。海岸までの交

通の便が悪い。 千葉市の発展がない。 高齢者の参加行事が少ない。稲毛駅周辺の飲

食店が充実していない。 千葉市は東京の隣の県なのに、衰退している。 

・もっと海産物を PR して地産地消を推進してほしい。海がある県なのに千葉県の港に

水揚げされた魚が千葉市のスーパーにあまり出回っていない。出回っていても高価。 

・千葉みなとエリアの活性化にあたり、旅客船さん橋や港湾緑地の整備が進んだとはい

え、「ケーズハーバー」（旅客船ターミナル等複合施設）がどうにも中途半端で、魅力

的 なショップや飲食店が入っていない。もっと充実させればより魅力的なスポット

になり、リピーターも増える。 

・千葉駅の周辺が店舗の閉店等で寂しくなってきているので、対策をお願いしたい。 

・プロスポーツを、地域の連帯感を高める存在として、もっと有効活用して欲しい。例

えば、中央区ではあまりマリーンズの存在を感じない。監督、選手も、興味を持たな

いとわからない。恐らく、ジェフや、ジェッツも似たような状況なのでは。ごく、近

隣だけ、ファン、サポーターだけのものでは勿体無い。  

・千葉銀座周辺のシャッター街を活性化して欲しい。例えば、横浜の中華街のように「食」

にテーマ性があったり、東京の蔵前ように、もの作りや、カフェ、インテリアに特化

した専門店があったり、何か特色をもった街づくりを企画し、誘致をして欲しい。 

・千葉駅周辺をもっと活性化してほしい。元三越、パルコ跡地の整備  

・千葉市の商業施設を増やして欲しい。 また、目立った施設、観光地が無いため海外

から来る人も少なく、交流が無いため、増えるといいと思う。 

・千葉みなと～海浜幕張までの海岸は、交通の便が良く散策し易い場所であればもっと

利用すると思います。ヨットハーバー近くの結婚式場は、いらないです。誰でも利用

できる商業施設が良かったです。 

・前問で回答したので、ここでは施策のみでお答えします。 保育料の軽減 、企業誘致 、

イベント誘致 、観光地の開発 、海辺を利用する開発（現在の方針と変える）、 道路

の整備（バイパス化、アンダーパス等、渋滞対策） 

・70代の母が若葉区の農村部に一人暮らしをしています。 新しい道が出来た為にバス

停が遠くなり、もう一人では買い物に行けなくなりました。 不便な所での老人の一

人暮らしを補助する、移動スーパーなどを考えていただけたら嬉しいです。 

 

・ス－パ－などの中に老人同士が語り合うコ－ヒ－ショップなどのコ－ナ－があれば良

い（２～３坪ぐらい借り上げ） 
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・検見川浜駅近辺は稲毛海岸駅と海浜幕張駅より落ち着いており、住むには快適だが、

病院などへは(海浜病院いくほどではない)隣町へ行かなければならない。  飲み屋が

なく、あまりにも差が激しい。   

・閑散としているショッピングセンターのお店の見直し 

・みなと地区に大型商業施設の立地を希望します。 横浜、神戸に近づけて欲しいと切

に思います。 

・過疎化商店街の活性化が課題 

・千葉駅付近に庶民的なスーパーや飲食店がなく、高い。 

・地元に密着した商店を充実してほしい。  

・数年前は商業施設がさまざまなエリアにあり、もっと充実していたような気がしてい

たのですが、ふと気がつくと今は駅前のみとなってしまいました。もっと、他の地域

が活性化できるよう工夫が必要かと思います。特に思い入れのある千葉銀座通りはど

うにかして欲しいです。 

・千葉駅がやっとそれなりの施設になった。各駅の周辺の再開発を進めて住みやすいま

ちづくりをしてほしい 幕張本郷から千葉駅までの駅まわりは充実していないし、使

いづらい。幕張駅は子供を連れて歩くのが危ないと感じる。 

・医療を充実させてほしい（大規模な病院を地域ごとに整備してほしい） ・全世代が

安心して暮らせる保安体制 ・高齢者が最期を楽しくすごせる施設の充実 ・公共施設

での就業年齢制限を撤廃してほしい ・無駄な事に税金を使わないでほしい。 

・ＺＯＺＯなど千葉市を代表できるような企業がもっと働きやすくなり、それによって

企業を誘致できるような魅力的な都市にして欲しいです。 ＷＢＧにたまに行きます。

仕方がないことではありますが、都内とは活気が違うのが少し寂しいと感じました。 

できればそれによって税金が少しでも安くなると魅力的です。 

・千葉駅周辺の町を活性化してほしい。 人の流れが、変わってしまっていると思いま

す。 千葉市にしたら、駅周辺の大きさも、他都市に行くと、 すごく感じます。  

・商店街が、塾、美容院、歯医者だらけ。もっと考えて欲しい 

・高齢者が急増するので、自家用車の運転を極力避け、買い物や通院等の支援を充実さ

れたい。電車やバスの料金を減額されたい。高齢者が入居する施設の料金等を年金等

の収入に応じた料金体制にされたい。介護士や保育士の賃金を上げ働きやすい環境を

作ってほしい。外国人の介護関係希望者を積極的に採用して、介護士の負担を軽減す

る対策を。  

・高齢者を高齢扱いせず働きたい人が自由に働ける環境ができたらいいと思います。老

老介護結構。元気な人なら年は関係なく働ける。素晴らしいです。やりがいに繋がる

と思います。 

・きれいな街にしてほしい。 ※ポイ捨てゴミや雑草の処理、鳥の糞などの対策。 

・ 交通渋滞や事故の改善政策。 ※信号機の歩車分離式などや駐停車マナー改善の取り
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組み。 

・ 教育とスポーツの充実。 ※教育施設の充実はもちろんのこと、学校の先生の働き方

改善（例えば、部活動や試験作成の民間委託とか） ※スポーツ施設の充実と、オリ

ンピック選手等の育成、各種プロスポーツの誘致など。 

・ 市街地の観光地化と高齢者のボランティア推進。 ※市街地に高層マンションより、

商業施設と観光施設の充実。 

・ 住宅地の高齢化と空き家対策。 ※若い世帯への中古住宅購入推進。（取得やリフォ

ームの税や金利や補助金などの助成制度） などなど 

・海辺の活性化にあたっては若者が集まりやすいように魅力な商業施設やセレクトショ

ップなどを充実させる。またそこに行くまでの公共交通機関や駐車場を整備する。 ス

ポーツにおいては、これまでのジョギンコースを延長し(フルマラソンの距離にする

とか),シャワー施設、ロッカー等を揃えた休憩所を整備する。またそこにアクセスし

やすくすれば市外からも利用者が増えるかと。コース選びにしても海辺を意識して魅

力的なコースを取れば観光面での魅力も得られるかと思います。 

・ヨットハーバーの松の木が切られ、銭湯ができると聞きました。 銭湯を作るより、

木や緑を活かしておいてほしかったです。 また、ヨットハーバーの建物内のレスト

ランの充実か、居心地の良い、ナチュラルな雰囲気のカフェができると嬉しいです。 

・政令指定都市の割には、千葉駅周辺が綺麗に整備されていないと感じる。横浜市まで

とはいかなくても、もう少し洗練された街になってもよいと思う。 

・高齢者が自立できる街。交通環境などのインフラや商業施設、医療の充実した地域と

して整備していただきたい。  

・未婚率、出生率改善のため派遣に対する助成金制度を要望 
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⑲農林業 

 

・ゴミの分別で量を減らし、焼却場を建設しなくてすんだのは、千葉市と市民の努力の

たま物だと思います。今後も続けていきたいと思います。千葉市でミニシャベルカー

や耕運機のレンタルがあればいいなと思います。 

・よく地産地消といいますが、千葉県でとれた物をもっとスーパーなどに置いて欲しい

です。（農産物、水産物など） 

・農業をしていますので有害鳥獣が多くて困っています。駆除をお願いします。 

ふるさと農園のようなところが増えるとよい。今、子どもたちに直接触れさせたいが

値段も高かったりするので。市民農園も近くないのでピンポイントで体験できるとこ

ろを探しています。カジノ誘致は本当に反対します。路上喫煙をもっと取り締まって

ほしい。地区を拡大してほしい。本当に迷惑です。喘息が悪化する。 

・何か大きな商業施設を作り、お客さんに来てもらうのもひとつの方法ですが、それで

は結局、何回かであきられてしますので緑あふれる環境を維持管理するために田植え

や農業体験などのおぜん立ての段階、たとえば草刈り、土づくり、伐採などから参加

出来、工作や収穫、観察会など、流れのあるワークショップのあるツーリズムなどと

市がはじめたらいい様に思う。 

・子育て支援をもっと充実してほしい。居住している地域には子どもの遊ぶ場所がすく

ない。働きながら子育てができるようにしてほしい。また、学校の PTAの活動なども

趣旨は理解できるが、就労している人が多い状況で現在のような運用は負担が大きい

と感じる。（本当はもっと参加したくても負担が大きすぎて、気軽な参加が難しい。）

給食が学校で作られて提供されているのは、とてもありがたい。また、地産地消にこ

だわっているところも子どもたちに千葉市が農産物も豊富にあるということを学ぶ

のに有効と感じる。 

・もっと海産物を PR して地産地消を推進してほしい。海がある県なのに千葉県の港に

水揚げされた魚が千葉市のスーパーにあまり出回っていない。出回っていても高価。 
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⑳市政全般 

 

・本当に必用なところに税金を使い、予定に入っていたが、あまり必要ではない所は税

金を使わない様にして下さい。 

・財政収支を改善した事は良かった。選挙目当てのバラまき政策は行ってはならない。

地方公務員の行きすぎた削減や給与の過剰な引き下げもしてはいけない。民間の働き

方改革の手本になるようにすべきである。現場で働く人にある程度の余裕がなければ

よいサービスの提供は期待できない。適度の余裕でしっかり働いてくれる公務員や従

業員を期待する。 

・道路の工事が多すぎる（ガス管、電気、水道など）連絡をとって一度に済むようにで

きないでしょうか？税金のムダ使いに感じます。 

・千葉市内で差をつけないでほしいです。明らかに中央部と緑区はちがいます。同じよ

うに税金をはらっているのに損していると感じます。そのさいたるものが夜間の救急

病院。緑区から車で 30分～50分。具合悪いのに行けません。 

・今さら、言っても遅いですが、市長の子供さんを国立の幼稚園ではなく千葉市の私立

幼稚園に入園させて千葉市の幼稚園生活を送って千葉市、幼稚園の先生方の頑張りな

どを身近で感じて欲しかったと思います。千葉市を良くするためには市長が率先して

千葉市の施設、学校等を使うべきだと思います！！ 

・少子高齢化を迎えるにあたり、より若年層の転入を増加し活気あるれるまちにして頂

きたい。税金が日本一安い街にして頂きたい。 

・花見川区も千葉市内です。中央の様に発展することを望みます。 

以前住んでいた佐倉市の市役所では一部支所が土日も開庁していました。千葉市に来

て千葉市の方が人口も多いのに市役所が土日は月 1回の日曜日だけしかやらないと

知り驚きました。不便です。 

・子育てや介護など悩み事が出来た時にどこにどのような相談をする場所があるか具体

的にわかりやすく（広報などを利用）して欲しい。障害のある母親が相談したくて電

話をしても対応してくれる人が少なく待たせられる等聞きました。税金をムダなく必

要な所に使ってください。 

・効果として見えずらいと思いますが、危機管理対策の予算を充実してもらいたい。 

少なくとも高校の受験に当たっては塾に通うことなく学校の授業や受験指導で受験

できるような「力のある学校」にしてもらいたい。長期債務が１兆円超とのこと、返

済可能なのか。今後、高齢化の進展に伴い個人住民税が減少する一方、高齢化に伴う

歳出増が予想される。必要な施策を実施しながら長期債務の返済は可能なのか、大き

な疑問を感じる。 

・市政だよりは毎回拝読させて頂いております。ありがとうございます。今後とも千葉

市の発展を心よりお願い申し上げます。 
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・よくわからない理由の重大な犯罪が増えている今、子ども達に道徳よりも護身術を義

務教育の必須科目で教えて欲しいです。子供たちは吸収が良いので、道徳や保健の授

業程度の時間を割り当てて教えればひ弱な異常犯罪者から逃げたりいなくなったり

する位に身を守ることはできます。地域や大人で守る事も必要ですが、それが信用で

きない事件もあり、自分自身を守る術を与えるのも大切な市政のひとつとして考えて

頂きたいです。また、グローバル化に際して子供たちに日本の伝統（お茶、お花、武

芸など）をやはり必須で教えて海外に誇れる人材を育てて頂きたいです。環境汚染に

よる異常気象も年々被害が甚大になり今が一般市民全ての考え時だと思います。市の

取組もいろいろあると思いますが、せめて幼、小、中、高校、公立機関、施設での石

けん使用（完全無添加）だけでも徹底して頂きたいです。市民の健康と自然を守って

欲しいです。 

・市の活動がまだまだ目に見えない事が多いと思います。子供たちの暮らしを支える面

でもお年よりに対しても対応不充分だと思います。歩道の整備にどうしてもムラがあ

ります。若葉区など特に足りてないと思います。臨海エリアだけでない居住エリアに

も着目して欲しいです。交通事故が多いし、自転車での事件が多すぎます。千葉はそ

れでも好きなのでいつもありがとうございます。 

・１．市に隠ぺい体制があること２．市職員との対話の場がすくない。選挙の所におい

ても、空港を開く機会が全くない。立会説明会を市として促進すべし。市職員と活を

すると、今、市が行っている事がベストだと言い張る。質問しても答えない。「伺っ

ておきます」だけ市長は、市職員に民主主義を浸透させること。 

・既存施設以外のレクリエーション施設は要らないので、老人ホーム等の高齢者施設を

増やしてほしい。住民税、高すぎると思います。 

・市議の人数を減らす必要があると思います。特に公務としての出張(海外だったり、

県外だったり）がよくある議員（川村）がいます。本当に必要な出張なのか疑問に感

じます。 

・土日にもがん検診の集団健診を実施してほしい。(他市ではやっているため、会社員

でもがん検診が受けられた)土日の庁舎運営もお願いしたい。また、庁舎、税務署な

どの駐車場を充実して欲しい。隣接する空き地は駐車場にして欲しい。まだまだ住宅

地は車社会なのだから駐車場は充実すべき。行動範囲がせばまる。 

・大規模な改革でなくてよいので、有る物を生かした(空家とか元気な高齢者など）街

づくりをお願いしたい。不平等をなくしてもらいたい。年金ちゃんと支払った人より

払ってない人の生活保護受給金の方が高いとかで働けるのに働かないとかありえな

いと思う。 
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・以前、「市長への手紙」を書き返答を早い時期に頂きました。公民館の職員への対応

についての苦情でした。私はその対応(手紙）のすばやく適切な答えに大変感銘を受

け、千葉市民である誇りを持ちました。毎日、小さなことでも頑張っていただいてい

る各職員に感謝の念でいっぱいです。これからもどうぞ市民に丁寧で親切で優しい千

葉市でいてくださればと思います。 

・市行政のレベルを高くして基本から考え直すべきだと考えます。職員のレベルアップ

が必須でしょう。当該アンケートなどしているレベルではダメでしょう。 

・市県民税を安くして欲しい。 

・いろいろ真剣に取り組んでいることは市政だより等でわかります。 

・７０歳代の障害者に対する手当（月１万円、手当の名称不明）について支給される人

とされない人との差がある。障害認定の「時期」による差という。合理的な差とはい

えない。改善してほしい。昭和の森の梅の実をそこで働く職員が車両を使って採取し

ている。ところが、市民には「梅を取らないで下さい。」と梅林に警告版を掲示して

いる。おかしいではないか？その他の公園はどうなっているのか？ 

・とにかく案がでてから、実際動きに出すまで時間がかかりすぎ。お金もうけの事ばか

りでなく、医療や福祉にも力を入れて取り組んでほしい。 

・高齢化社会になりつつある現実、高齢者の障害をもつ子どもの介護の為、リフォーム

を急ぐ必要にせまられました。住宅改造費の助成を受けたくて書類を提出してから審

査判定が１カ月以上もすぎて連絡なく、工事を発注契約しても助成が決まるまで工事

が始められません。介護しながら生活しながらのリフォームショートステイでもでき

ず、関係機関（福祉）の優しい思いやり早めの返事をお願いしたいです。 

・自主、共生、多様性のある市にしてほしい。 

・今現在、民生委員は軽々しい。 

・潤いのある豊かな千葉つくりに取り組んでほしい。 

・やはり災害時の市長の判断力です。たぶん私達はパニックに少なからずなるでしょう。

刻々と変化する中で瞬時の判断を願います。 

・首都東京のベッドタウンとか関東他県でも東京の影響は大きいですが、千葉県の県庁

所在地であるのでオリジナル抜きんでた。施策とかムダのないまた継続出来る物や行

事をふるい分けて創造してくださることを願います。 

・高齢者家族にも優しい街づくりを希望します。子供たちが安心して生活できる町は千

葉市の未来につながると思っています。私達市民が市政の施策に共感できれば市民も

市政の活性化に協力できると考えています。 

・高齢者では年金の割に出費が多く、年を重ねれば税金を安くしてくれないなと思う（段

階的に） 
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・千葉市美浜区では廃校が目立ち多くあります。学校等の使い方にもっと市民もまぜて

考えて頂きたい。学校、幼稚園は室内も広く作ってあるので老人施設などまだまだ足

らないようなので使ってほしい。新しい建物も外見がきれいでよいが税金も不足して

いるようなので活用して頂くと市民も「もったいない」の声が「よかった」になると

思います。 

・住民税を下げて欲しい。 

・新聞をとっていないと市政だよりが入手できず市政が全くわからない。マンションで

専用のゴミステーションを持たないマンションのゴミの管理をしっかり指導してほし

い。道を歩いてゴミの散らばっているのを見ると悲しくなります。 

・住民税が他の市に比べて高すぎるですよ！！ 

・観光施設や文化施設などを市政だより等でしらせて頂きたい。 

・国有地の売却などの情報を得た場合、100％民間へ売却するのではなく、道路拡幅など

の用地として市が購入してもらいたい。轟町のコミュニティ道路計画、千葉経済学園

への国有地売却時に道路拡幅、改良に活用しなかったのは失敗であると感じる。 

・モノレールを非常に利用致しております。今さらですが大宮団地経由が有ったら良か

ったのではと思う事があります。月１回発行される様になりました。「市政だより」は

とても内容が充実しており、高齢者にとってはお出かけ出来ないなりに市内の様子が

良く分かりとても楽しみです。 

・これからは自分も含め独身者が増えるので１人でも快適に淋しくない生活を送れるよ

うに人と繋がりをもてるような対策をしてもらえたらいいなと思います。 

・どうして？と思うような生活保護受給者が千葉市は多い。医療従事していて働けない

理由について問いたくなる。もう少し受給者としての調者を粛清してほしい。生活保

護受給者の救急車の使用は社会援護課で担当教育を行い、適正使用を促す取組をお願

いしたい。 

・税金が高い。(住民税など）もう少し安くしてほしい。障害者用の施設をもっと作っ

てほしい。高齢者も安心して歩けるように、道路の段差をなくしてほしい。 

・母が以前銭湯の無料券を楽しみにしていたが、今の市長になってから廃止になり残念

である。日曜日のみ 100円で入浴できるように変更になったが、それ以後行かなくな

った。無料券を再開してほしい。 

・市役所にくだらない圧力をかける市議会議員の撲滅。議員報酬の削減。 

・千葉市市民参加及び協働に関する条例を見直し市民が判りやすい条例にしてほしい。

市民目線の「私の街づくり条例」なる条例を施行し、市民がみずから参加協働したい

と思える雰囲気をつくりあげてほしい。受動喫煙防止条例が絵にかいた餅にならない

ようにしてほしい。 

・介護施設で働く方々の待遇を千葉市が全国の「お手本」となる改革を期待します。 
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・子ども、高齢者、障害者のいない世帯は税を納める支えるだけを要求され続けるだけ

と感じられ「魅力」は感じられません。全ての「支援策」「お得な××」の外におかれ

ていてつらいと感じます。 

・物価、税金等が高いので高齢者は老後の生きがいがもてない。また、ムダな税金を使

わないようにお願いします。 

・千葉市の中央公園を屋根付きのイベント会場にしてはどうか。千葉市の栄町をユリタ

ウンとして売り出したらどうか。市の借金を減らす為の人材を募集したらどうか。 

市の収入を増やすための人材を募集したらどうか。 

・千葉市のスタッフがたまには巡回するとか、自分達で点検する事が必要。老人(70 歳、

80歳以上）に対する福利厚生が全くない。税金ばかり多額に取って役人の福利厚生面、

給与が取り過ぎだ。10％～20％位知事以下カットする努力する必要あり。 

・地域が高齢化し若者、子ども達が少なくなっています。若者、子ども達が住む事がで

きる対策をお願いします。 

・今回ＺＯＺＯの前澤氏のように多額に税金を納めてくれる企業と個人が出てくれてい

るので財源を優先順位を決めて大切に効果の見える形にしてください。また、都内で

や観光でも何でも良いので個性を千葉市の中で作れて来て頂いて収入が増える構想を

見識のある人たちばかりで作りあげるのではなく若い人たちや年代別にたくさんの意

見をしっかりとまとめて 3年～5年～10 年後飛躍したいですね。新しい千葉市に改革

したいですね。 

・市議や行政（市長、行政、市役所、職員）従事者は秩序を保ち責任感と向上心を持っ

て市民の為、市民にとって良い事を第一義と心待て頑張って頂きたい。いわゆる「お

役所仕事」ではなく、業務の合理化、効率化に取り組んで欲しい。ただ、規則や慣習

に従って絞切型に業務をこなす。 

・何にも地域に貢献していないのですが、県知事には魅力を感じません。千葉市長の熊

谷氏は信頼を寄せられる気がしています。再選され続けてもおごらずにやっていって

ほしいと願います。 

・高度成長期、他県他市から転入して来た者が多い本市であるが、それらの者の多くが

老人世代に入ってきた。本誌は箱物を作ってきたが、維持管理や有効再利用にお金を

かけるように思える。例えば高原千葉などは我々が子育て時代大変世話になった。直

下型地震など免見される中市民の避難所としての確保などもう少しうまく活用してい

けるのではないかと思う。また、あちらこちらに点として箱物を作ってきているがそ

れらを線や面としてつないでいけるように開発して人を呼び込む必要があるように思

います。少子高齢化が一気に進む中、「安かろうまずかろう」な街としないようにして

もらいたい。大衆迎合の予算執行にしないようにお願いしたい。 

・新聞をとっていないので定期的に配布していただいている広報雑誌を楽しみにまって

います。ありがとうございます。 
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・市長、ふるさと納税のお礼の品が粗末すぎませんか？5万円の寄付でこの品ではふる

さと納税で赤字が出るばかりではと？きれいごとは言ってはいられませんよ。財政が

切迫しているのですから、ふるさと納税を寄付した人が喜ぶ品を揃えてみてはいかが

ですか？ 

・ごみの分別収集についてですが、ごみを出す私達は努力しているつもりですが、それ

が本当に活かされているのでしょうか？また区役所はいつ行っても混んでいます。よ

りスムーズに対応する努力はしているのでしょうか？ 

・市外、県外から景観が良い、魅力ある店舗が多い食べ物がおいしい。交通網が整って

いる等の評判をいただいて他県に負けない発展を願っています。熊谷市長に期待して

ます。（若くていいですね） 

・アンケートなど取る前に行政や市長はやるべきことをやって欲しい。弱者が苦しんで

生活している世の中は間違っているのではないか。。。 

・千葉市だけに限った事ではありませんがムダな議員の削減及び多すぎる市議員の整理

市役所の事務なども民間企業の参入や委託などで仕事の効率化を図りムダに遊んでい

る公務員の削減も推進して欲しいです。 

・市内での生活者としては、特に不満はありません。ただ、勤務先も千葉市内なのです

が、（人事関連の仕事をしています）社員の市税の手続きで確認不足の督促状が会社

宛てにくることが立て続けにあり、事務がどうなっているのだろうと疑問に思う事が

ありました。その時の応対も疑問でした（お詫びの言葉など・・）職員の指導を引き

続き行っていただければと思います。どんなによい施策をしていただいても、ささい

な誤りが続くとだいなしになってしまいます。 

・将来の人口減少に伴い子ども達に住み続けたくなりような街づくりを要望する。 

・人口の少ない地域には力をいれてくれない。交通の便も悪いし、ゴミの回収も他では

自宅前まで来てくれるとの事。公民館の隣にコンビニがほしい。ムダに緑が多い。と

にかく不便。宅配がこない。母子家庭、生活保護の不正調査をしてほしい。不公平で

す。 

・行政は市民の為に本当になる事を（前例にないということではなく）革新的に物事を

考え、市民の目線市民の立場になって考えてほしい！目の前の仕事をこなす事だけに

一生懸命にならないで職員は１人１人自分の意見を持ってください。上司の命令だけ

にこだわらず！ 

・行政改革。教師の負担軽減。 
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・中学校の給食をもう少し充実（内容）をさせてもらいたいです。センター給食になっ

てから、豆が多いと子どもが言ってます。高齢になった時の生活の不安もありますが、

子どもが大学進学の時の教育費の補助をお願いしたいです。幼稚園の無償化よりも補

助の全くない大学進学時の方が経済的に不安です。経済格差が教育格差にならないよ

う、すべての子どもが希望を持って生きて行けるよう充実を図ってもらいたいです。

経済的不安がなくなれば子どもも増えるのかなと思います。部活動の数が少ないと思

う。小学生で習っていたスポーツが中学の部活にはなく続けられないことが残念。中

学の部活では外部からの指導者を招くなどより良い環境を提供してほしい。 

・引っ越ししてきた際、役所の窓口の対応の悪さに驚きました。何度か引っ越しで転入、

転出しているが千葉のような対応は初めて。ダラダラしている。愛想が悪い。こちらか

ら聞かないと案内がない。子供の予防接種や検診の説明は全くなかった。・子育て支援

センターの先生？がただ座って世間話を身内でしているだけ。あそこにはもう行かない。

というママさんも多い。何の支援のためにあるのか？ 

・役所に提出する書類の記入がわかりにくく、委任状が必要な書類などで、説明が不充

分だった為に何度も行く事になった。月 2回の日用だけでは対応が難しくなるので毎

週土日どちらかの対応があれば有難い。（平日 1日休みでも良いと思う） 

・年金が少なくなる一方なので税金を少なくして欲しい。70代の人たちと違いすぎる。(退

職金や年金を多く貰っている団塊の世代から税金をもらってほしい。今まで一生懸命働い

てきたのにこれからの生活にゆとりがない。子育てをしやすい市に。(子供が乳幼児が千

葉駅周辺やポートタウン周辺にも遊んだり学んだりできるところを増やす。時間余裕のあ

るシニアがお世話をする。アリオキボール蘇我にあるような乳幼児、子どもが自由に遊べ

るような所があるとよい。)リサイクルショップ（いろいろな物をリサイクルできるゴミ

もへるのでは。家の中のいろいろなものでリサイクルできるものを売りたい。） 

・千葉のキャッチフレーズ（ゆりかごから墓場まで）最近はまずそんな実感がありませ

ん。私は 77歳まで働いて私にとっては高い税金を払い続けてきました。千葉の税収は

全国第 2位と聞きましたがその税金はいったいどこに使われているのか現在 80歳とな

った身体、この先死後の事が心配で楽しく過ごす事が出来ず。5～6年前まで一生懸命

働いてきた甲斐なしの生活してます。 

・家族（息子）が重度の知的障害を持つ母親です。将来の不安があります。色々なお手

当（市福祉手当やガソリン券）が廃止や減額になっています。市は親など障害者に充

分な支援をするためと言っておりますが、具体的な施策が見てきません。もっと安心

出来る支援体制を作って下さい。 

・大規模地震への備え（生命を守るための）社会が公平、公正であるよう税金や健康保

険料の滞納者への対策。不法建築主等への対策。生活保護の不正受給への対策などを

厳しく実施した方が良い。 
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・千葉市立稲毛高校の改修工事をして欲しいです。制度改革は本当に必要なことだった

のでしょうか。千葉市初のという名目はたしかに聞こえは良いのですが、今まで積み

重ねてつくりあげてきたあの校風が文化が失われるかもしれないことを考えると残念

でなりません。また、稲毛海岸の黒砂はなぜ白く上からぬりつぶす必要があるのでし

ょう。白いビーチが無いなら生み出して観光地にするという方針には疑問を感じます。

海外の砂よりも稲毛の黒い浜は魅力的です。 

・住宅環境をよりよくするために家屋の建築時に行政がもう少し介入して居住者が相互

に不満なく人生を送れるように努力していただきたい。（行政の強化を） 

・私達の税金が何に使われているのか全くわからないし、書面等で出されていても読み

づらいし、内容がよく理解できない。役所はサービス業種ではないのだから仕方がな

いのかもしれないが、用事があって行くたびに働いている方達（公務員）の対応には

不愉快な思いをさせられる。住民の敵だと思ってしまう。（無愛想、偉そう）まずは何

をするにも住民に好かれる（甘やかす、過剰サービスではなく）コミュニケーション

がとれて始まるのではないのでしょうか。 

・美浜区（埋め立て地域）の地震時の液状化、津波対策、大型台風襲来時の高潮対策を

行ってほしい。小学校廃校により震災時の避難場所が近所になくなった。どこに避難

すればいいのかわからない。戸建地区は高齢化し、空家や１人暮らしが増えている。

空家の管理や治安の維持を進めてほしい。高齢者が多くなっているので、コミュニケ

ーションや趣味を楽しめる、体の維持が図れる場所があるといい。八千代市の高齢者

は民間スポーツジムに安価で利用できる制度があると聞いた。健康増進のため、ひい

ては健康保険料の削減のため、良い制度であると思う。都市計画により、住宅地区に

は、コンビニもなく、駅まで出ないと買い物ができない。都市計画の見直しをしてほ

しい。 

・なにしろ「ウレシクない」街ですね。お住まいの皆さんが何故、ウソツキ。サギ市長

を再選したのか判りません。住人が現況を理解できる環境に生活できるようになると

低迷千葉にも活路が拓けるのではないかと思うが、先が見えません。議会も能がない

のでしょうね。 

・区によって説明の内容が異なる時があった。個人の理解度は有ると思うが、全般の内

容は同じにしてもらいたい。 

・市税の安い市にしてください！ 

・満足しているか否かは地域により違いが有ると思われる。道路や文化、芸術、環境、

学べる環境、病院等、稲毛区居住時には何の不便も無かったが、生活を若葉、中央を

メインにするようになってからは不満な点が目立つ。幕張、臨海エリアばかりがより

発展していくが、若葉区民も同じ税金を支払っている。放置しないでいただきたい。 

・住みやすい千葉に皆の意見を問うことは良い事ですが、無作為とは言え、知的障害者

施設宛てに送付されても税金の無駄ではないかと思います。送付先を考えてください。 
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・保育所と子どもルームに同時に 2人以上通ってないなど下の子が半額にならない事が

納得できませんでした。同時に通うという決まりがなかったら 3人目の出産をしてい

たと思います。 

・市の中心部ばかりでなく、市のはずれの地域にも目を向けて頂きたい。 

・回答の主旨とは違いますが、千葉市役所をもっと市民が利用しやすい所にしてほしい。

市役所で働いている人にとってもより働きやすい環境を整備した方がいいと思います。

雑然としていて書類の管理等が大丈夫なのかと思っています。 

・財政を良くしてほしい 

・男性は勤めていると地域の情報がなかなか入ってこない。そうした一般的な男性に市

政情報を発信して興味を持ってもらえる取り組みを増やしていただきたい。 

・財政的に大変なのは分るが、市民が自分たちで出来ることは自助し、本当に困ってい

る人には、手厚く公助して欲しい。 

・災害時を考えて市役所を早く建て替えた方が良い 

・年齢や生活環境に応じて、希望する施策は変わるが、その時々に応じたニーズに柔軟

に対応してもらえ、それに応じた相談先が明確化された都市になって欲しいです。 

・政令指定都市、ロッテ、ジェフ、モノレールと日本を代表する地域だと感じます。 し

かし他の近隣市町村と比べると市民税、医療費など高く感じます。 道路の整備なども

中途半端に感じる事もあります。 (よく使う道では幕張-武石ＩＣは 2車線だが武石 IC-

八千代方面は整備したのに 1 車線で結局渋滞。)  また古い街並みや田園などの残し方

も近所の人しか知らない様な残し方では意味がないと思います。 新しい物と古い物の

融合が大切だと思います。  森林なども首都圏ではまだ残っている地域なので色々の物

や人が共存できる地域になるいいと思います。  

・住民のことを考えて、常に改善していこうという気持ちで取り組んでほしい。こうい

ったアンケートを行い住民の声を聞くのは賛成する。 様々な年齢層、立場の違う方に

アンケートを行い、なるべく広い視野を持ってほしい。そして多くの方が住みよいま

ちにしていきたい。 

・市民税が高すぎる ふるさと納税の商品充実での取り組み。 

・せっかくあるマイナンバーカードで手続きできることを増やしてほしい。更新手続き

については、もう少しやりやすくしてほしい。平日のみの受付、申請と受け取りも直

接とか回数がおおい。 せめて申請はＰＣ可等にするか、即日発効にするか、役所に行

くのを 1回で終わらせられないだろうか。 

・駅の前には塾が多いので選挙活動を控えてほしい 

・財政が悪いことは、分かるが税金が高額である。 

・可能であれば区役所などに、健康を維持管理する上での利用しやすい測定機器などが

あればいいと思います。（血管年齢測定器とか脳年齢計、骨密度計など） 

・他の政令指定都市や他市町村の情報を分析し、より良いまちづくりを推進してほしい。 
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・市役所に行くと公務員が暇そうにしているところをちょくちょく見かけます。人件費

はかなりの費用がかかっている筈なので、もっと効率的に運用してほしいです。他の

自治体ではＡＩを試験的に導入しているというニュースも見ました。長期的な目で見

れば、仕事ができない公務員よりも機械的に処理をするＡＩの方が費用対効果がある

と思います。また、終身雇用よりも成果主義の方が理に適っていると思います。それ

でなくとも、千葉市は財政的に厳しい部分があるので、きちんと細部まで精査してく

ださい。これから少子化で更に財政は厳しくなるでしょうし、税金無限に湧くわけで

はないのですから。 

・千葉市の予算は大規模事業に多くのお金を費やしているが、市民に直結していない。

大規模事業は、一部の市民、一部の事業家、企業のみ繁栄している。市民の暮らしに

直結する事業に展開してもらいたい。健康診断の充実、車社会から公共交通網の発達

など。とくに若葉区は自然を大切にして、横断的交通網を展開してもらいたい。 

・このようなアンケートに答えるのは初めてでした。市民の意見をきちんと把握するた

めに行っているのだと思い、感心しました。 

・行政にしかできず市民全員の共通の利益になるようなことに取り組んでほしい。具体

的には数十年先を見据えたインフラの整備計画具体的には中途半端なモノレールの延

伸、慢性渋滞の京葉道路の拡幅や過密都市部の再開発等に取り組んでほしい。JR千葉

駅周辺の再整備は非常に良いと思いますしここ数年でもよくなっている部分もあると

実感しています。 

・地下鉄が必要。京葉線は天候にもろい。交通機関が不十分。混雑は 30年経っても改

善されていない。これでは市の人口は増えていかない。税金たかい。水道、下水道税

高い！大手大企業を誘致して 市民の税率を真剣に下げなさい！ 我々は国にも多額

の税金を払っているのだから。 

・市長の発信力の強さについて高く評価しています これからの市政に期待しています  

地方債を減らすべき。 このための施策を勇気をもって進めてほしい。 

・とにかくロスジェネと言われている世代以降の若い世代に予算を使ってほしい。高齢

者世代で財政借金を作り、この時代になってもその世代に税金を使われたら格差が広

がるばかり。また、小中高教諭への給与水準が高すぎる。既得権益を外し、しっかり

削減してほしい。 

・少子高齢化、人口減少の速度が早まってますがこれもチャンスだと思って新しい政策

を考えて欲しいと思います。 

・市の職員の対応で、「前例がない」の一言で問題を解決しようとしない！。社会の進

歩に合わせて前例にとらわれない解決策を提案できる組織と人材の育成が急務と感

じます。 
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・海浜幕張に住んでいますが、ベイタウンが、ほぼ完成したとたんに、近隣に高層マン

ションが何棟か現在建ちつつあります。 ベイタウン内ではありませんが、駅は、海

浜幕張利用だと思います。現在も大分混雑していますが、イベント等や、ホテルの利

用客等で、ホームが人で溢れ、交通量も渋滞しがちです。京葉線は、車内も小さく、

風にも弱いです。本数も多くはないと感じます。交通の対策も考えての、都市計画な

のでしょうか？後、ベイタウンは、ほとんどが、借地権です。ベイタウン内の住民が

多くなっているので、借地料が、もう少し、減額されても、いいのではないかともお

もいます。今後の施策、宜しくお願い致します。  

・認知症の予防や健康寿命を延伸する施策に取り組んで、いつまでも在宅で暮らせる社

会を、市民、行政の協働で取り組めたらと考えている。 

・コラボ企画はこれからもやってほしい 

・アンケートによって、ハコものを造る口実にしょうとする意図が見える。利用されて

いない施設のなんと多いことか反省が先ず必要と感じた。 

・町づくりの vision 策定や具体策を練るプロセスに、できるだけ多くの市民に参加し

てもらえればもっと活性化されると思います 

・困っている人がいない都市づくりをして欲しい。。   

・東京のベッドタウンではなく、千葉市自体が魅力のある都市にして欲しいです。 

住みやすい千葉市にして下さい 

・千葉市の目指す方向がいまいち不明です。最近では少子高齢化やごみ問題などマイナ

ス（後ろ向き）の政策が表に出てきます。。（もちろん大事な問題ではありますが）そ

うでなくても消費税10％へ移行など景気に悪影響を与える報道もされ始めました。 10

年、20 年、3～4・50 年先の千葉市はこうなる、などの将来象（明るい青写真）も市民

に示してほしい、と思います。 

・生活保護が増え続けている。生活保護費を削減して、未来のある子供たちに使ってほ

しい。 

・税金が高い。ゴミ袋一つにしても他と比べて高すぎる。何か強みがあるといいのだが、

特にない。 

・住むだけでなく人が集まるような魅力的な街にしてほしい。また希薄した地域生活を

解消できるようにできる施策を取り入れてほしい。公助も大事だと思うが、少子高齢

化になっていくこれからの時代に共助を育てていくような施策が必要だと思います 
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㉑ブランド 

 

・同じ海に面した横浜はとても近代的で駅から海辺の施設までとても整備されていまし

た。どこが違うのだろうか考えましたが答えが出ません。まず、交通の便の悪さは否

定できないでしょう。東京と神奈川は直結しているといっても過言ではありません。

千葉もなんとかならないでしょうか？ 

・海辺、川辺をもっと整備して、横浜のような魅力ある街になってほしい。 

・この町は都心に務めるサラリーマン、ウーマンが多く住んでいるが、高齢化も急激に

進んでいる。若い人が住みたい街と高齢者にやさしい街とのバランスの取れた地域づ

くりに努力出来ればと願っている。 

・千葉県はブランド力に欠ける。なぜならば横浜はディズニーランドも農作物もないの

にみどり税などを血税としてうばいとっているが、何故か人気がある。千葉県は潜在

的な魅力が未だあるのに客観的には微妙な評価である。ブランド力を高めて千葉県に

誇りや充実感のある豊かな街としてほしい。まずはバイクがうるさいのでバイク所有

者から税金を接種して経済力を高めるところから始めてみてはいかがでしょうか？ 

・道路整備など取り組まれ充実に向けて頑張ってくださっています。もっとスピードを

上げて他市に（他の県庁所在地)敗けないような美しい道路と緑豊かな千葉市になって

ほしいと思います。私の夢、空港、千葉港、東京のそばの我市がフランスのニースや

モナコ公園のような美しい世界に誇るリゾート地になってほしいと思っています。け

して夢ではなく現実になれる事だと思います。皆さんに市長さんに頑張って頂きたい

と切に思っています。祈っています。 

・ゴミがなくきれいな街に治安の良い素敵な街に住みたい。住みたい町ランキングとか

入ってほしい。都内だと恵比寿、中目黒、表参道とかに住みたい。そういう町にして

ほしい。 

・東京のゴミゴミした都会と違って別の固有のセンス文化を持った東京に負けないぐら

いのハイセンスな市にして欲しい。 

・子供のころは千葉銀座や栄町商店街が七夕かざりなどものすごい、賑やかだったころ

の様にショッピングしたくなるようになれたらと思います。パルコも三越もなくなり、

淋しいばかりです。 

・工事現場や飲食店が地元の業者、店舗が少なくなってきました。なるべく地方からの

出店をやめて地元（県・市）だけでやっていけないでしょうか？どこかの大統領もお

っしゃってますが、「千葉ファースト」でないとお金が地方に流れていく気がします。 

・いいところが沢山あるのに千葉市=何がすぐに思いつかず他県の人にも話題になるこ

とが少ないように思います。何かすぐわかる特徴がほしい。 

・千葉市の街の誇りはと聞かれて、即答できない。 
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・新しい千葉駅はわかりづらい。年寄りにはきついと思う。千葉市は緑もあるいいとこ

ろだと思うのでもっとＰＲするべきＪＲが止まらなければもっといい。 

・街が死んでいる。モノレールやポートタワー、ポートパーク等整備して飾り立ていつ

でも千葉はお祭りだと楽しめる街とする。モノレールは全て花電車にする。 

・横浜を目指して欲しい。 
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㉒その他 

 

・町が味気なくなる、マンションばかり建ってうるおいがない。戸建て住宅用地をもっ

と増やしてほしい。 

・自分勝手なもので自分が子育てをしているうちは、子供のすべてに充実感が欲しく、

老いてみれば老いに関する充実を求めている。これでは自分勝手が過ぎるかと反省し

ている次第です。出来ることは自分でなるべく（家族）や社会の負担にならない様、

自分を戒めている今日この頃です。現在は健康で 1人生活ができている 70歳女性で

す。市に多くの負担はかけたくない。 

・美浜区という新興住宅地という土地柄もあって緑も多く、種々の施設も整った恵まれ

た環境に住居できていてありがたく思います。一斉に入居した近隣のメンバーが、一

斉に高齢化してきていますが、行政に一方的に要求し頼るだけではなく自分たちでも

地域を守り住みよくする努力をして官民でよき千葉市を創って行けたらと考えます。 

・千葉よりもっといい町があると思うので視察等を行い、どしどし良い所を取り入れ改

装してほしい。 

・松葉つえで京葉線に乗っても誰も席を譲ってくれず携帯やったり、寝ていたり、その

時はとても冷たい街と感じた。自分はそうはなりたくない。 

・テーマ 6に関する、介護、医療サービス等に関する案内が不充分にて詳細がわからず。 

・いつもありがとうございます。 

・アンケートに市長の顔はいらない。 

・アンケートの対象が悪いのでは？このアンケートは中高年層向けかと思います。独身

20代だと回答が難しい。無駄な回答になるのできちんと対象者を狙って送付した方が

良いかと。魅力的な大学、企業が千葉市にあればもっと住む人が増え、環境も良くな

るのでは。 

・回答の「理由選択」で充実しているの項目が多かったと思いますが充実しているとは

言い難いことが多かったので、強い表現だと回答しずらく感じました。 

・このアンケートを回答していて思ったのですが、例えばテーマ 14でこの地域でショッ

ピングしたいけど交通の便が悪いと思う。というような回答ができません。問 14－1

問 14－2に分かれている質問をまとめて一つにしてどう思っているのか回答してもら

った方がよりわかりやすくなると思いますが、どうでしょう？ 

・私は以前、熊谷市長の講演会へ行ったことがあります。そこで感じたのは、市長が千

葉市に対する熱意でした。子育てや環境について常により良くするために頑張ってく

ださっていると感じました。熊谷市長、これからも千葉市のためにがんばってくださ

い。 

・千葉県の千葉市、他の県、他の市街にない地平線を常に見つめ続けてほしい。 
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・設問及び選択肢の設定について充分な検討がなされていないのではないか。このアン

ケートを通じてつくづく千葉市のまちづくり等について期待がもてないことを実感し

ました。 

・都市化が進んでか近所の特に若い人が昔と違って「あいさつ」する人が少なくなりま

した。大きな災害が発生した時、近所の連帯が必要なことは東日本震災でも判ったこ

とです。企業のおいても「あいさつ運動」を実施していることを考え合わせ、自治体

でも啓蒙するのが懸命かと存じます。他事ご提案申しあげます。 

・町新聞があったら楽しいのでは？（こういうイベントがある、今月産まれた子の紹介、

市民の投稿）関心を持ってもらえるのでは？ 

・千葉テレビはある程度見ているが、千葉ケーブルテレビの施策に取り組んで欲しいと

思う。市原市の「あいチャンネル」をよく見ているが市長と共に市民との街づくりや

イベントに積極的に参加されて、とてもほのぼのします。地域での行事が充実してお

り、千葉市も例として緑区の「昭和の森をバックにただ流しているだけのテロップよ

りある意味工夫した放送をしてほしいと思う。新たに千葉市のケーブルテレビの放送

を作ってほしいと思う。 

・他の地域の人や外国人なども居て当然な流動性のあるしなやかな町になって欲しい。

船橋や市川などに比べても非常にドメスティックで排他的で古い価値観を持った人

間が多く、真綿で首をしめらるような閉鎖感ある。 

・天気の良い日にゆったりと散歩するところもなく 10 年 20年と生きていくとしたら家

に引きこもるのが見えているような先にゆとりのある生活が見えない。 

・アンケートの結果を市のホームページで公表とありますが、ＰＣを持ってない高齢の

方は多くいると思います。一方的な考え良くない！（使用方法を知らない高齢者は多

い）区役所の業務を土日も行って欲しい。 

・回答にならない回答で申し訳ありません。妻が去り孤独な生活になり、娘が世話をし

ながら後数年で死が来ると思って生活しております。娘は 49歳独身で自営業（自宅で）

です。 

・情報の伝達があまり知りません。 

・千葉市というよりここは 9月は大変残念な場所。近くの中高２校が文化祭同じ日でマ

ナーない人達で買物に行っても駐車できない。近くの幼稚園もマナーない人たちで運

動会の日は家の前にずらーっと並ぶ。警察も学校も電話してもダメ。区役所で野良猫

に餌やるおばさん注意もしない。市内の駅前すべて防犯の意味上ももっとお店など増

やして安心して住める千葉市になるようお願いします。 

・今回のアンケートは設問に市内とあるため千葉市全域を知らない私達には回答に苦慮し

ました。こうしたアンケートを実施するには、居住している区に限定して回答を求めた

方が良いと思います。 

・土地の国有化 
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・老人よりも子ども中心、公園で遊び辛い。2020 年のボランティアに関心があるので分

かりやすくしてほしい。 

・高齢者、子育て支援だけでなく、中間の世代への支援など取り入れて頂きたいと思い

ます。 

・若い人が住みやすい町へ。中国人はマナーが悪すぎです。 

・選挙に行きたくても歩行が困難なため心ならずとも棄権してしまいます。在宅（郵送）

で出来るようお手配お願いします。 

・これと言って何もない千葉市頑張れ！！かそりーぬを応援します。 

・穏やかで活気のある町になってほしい。 

・アンケートの結果を読。良い町づくりをしてください。 

・若い方を大切にして欲しい。 

・テーマ 3、4、5，7，8，9，10はお答え出来る環境にありませんので無記入です。 

・これからも地域にあった町つくりをお願いします。 

・上を見ればきりがないし、公務員は増やしたくないし、人手不足を考えると現状で満

足しなければいけないと思う。住民が言いたい事ばかりいいすぎ。もう少しみんなで

協力して暮していきたい。 

・千葉市の街の誇りはと聞かれて、即答できない。 

・外人もいるが理由もなくどこまでも市民の中に入ってきて彼らの為に高い税金を払い、

千葉国土をだめにする。 

・身近な所に手を延ばせば手に入るような特徴のあるサービスがあればよい。 

・住んでいる人全員が満足いくことは無理だと思います。こんな良い所があるからこれ

は我慢しなければいけないところもあると思います。 

・挨拶、会話の出来る人と人との触れ合いのある街にしたい。そんな街づくりをして欲

しい。おはようございます。こんにちは。こんばんは。出会いの触れ合いのある会話

のある街が発展し人口が多くなる事によって生活しやすい住みよい街が住みにくい街

にならないように住みやすい千葉市を更に向上して欲しい。そのための日程、スロー

ガンを！ 

・すべてまあまあと考えて生活していないと不幸を感じます。 

・今後もより住みやすい街になっていきますように。 

・若葉区と生保の街にしてほしくない。 

・この種のアンケートの回答は難しいです。自分が関係している項目、自分が関心をも

ている項目であれば良いのですが、そうでない項目が大半でした。 

・市民モラルの向上。 

・若い人が残る街にしてほしい。 

・取り組んでいる事柄の努力に期待しています。 
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・約 8年ほど、蘇我に住んでます。年々暮らしやすくなってます。いつもありがとうご

ざいます。 

・掛け替えのない空気のきれいな土地で住み続けたいです。 

・今のままで充分素敵な市なので特にございません。 

・地域に身近な情報を知らせてほしい。 

・若い人が住みたい町にして活気をとりもどしたい。 

・87歳ですが、昔からみたら急激な発展をしました。市長さん始め関係者の方の努力

のたまものです。これからも平和で住みよい市を願っております。 

・アンケートが偏りすぎている。 

・「ちょっとした困った時」のマニュアル（連絡先）本を作成して欲しい。 

・回答しにくい。住みよい部分と悪い部分の両方がある。アンケートの問いが悪い。 

・他県に比べたら、千葉は本当に住みやすい町だと思います。緑や自然も多く買い物も

しやすいと思う。自分的にはとっても住みやすい町です。 

・民度の高い市民が多い街にしたい。 

・アンケートで現在の学校のことなどわからない事が多く答えにくかった。 

・市長のツイッター等、拝見していると様々な意見の方が沢山いらっしゃることに驚き

ます。いつも丁寧に対応なさってますが、ブレることなく思い描いている千葉市を作

っていってもらいたいと思います。 

・千葉市は緑が多く、空気は澄んで住みよい街です。多少の不便は感じますが近所の人

と仲良く支え合って話し合って前向きに生きたいです。後ろに若くても頼もしい市長

さんがいらっしゃる。安心の街です。ありがとうございます。 

・元気で楽しく過ごせるシニアが多い街。 

・情報の発信の充実 

・私達の税金が何に使われているのか全くわからないし、書面等で出されていても読み

づらいし、内容がよく理解できない。役所はサービス業種ではないのだから仕方がな

いのかもしれないが、用事があって行くたびに働いている方達（公務員）の対応には

不愉快な思いをさせられる。住民の敵だと思ってしまう。（無愛想、偉そう）まずは何

をするにも住民に好かれる（甘やかす、過剰サービスではなく）コミュニケーション

がとれて始まるのではないのでしょうか。 

・現在闘病中（介護２）自分では何もできない。娘に代読してもらってこのアンケート

を書いたが非常にわかりづらかった。もっといいアンケートにはならなかったのかな

と思う。 

・自由参加したいのですが、午前中午後は 3時。私は 3時まで仕事で、行ってみたいと

思ってもいつも行く事ができません。今は老年でも仕事をしている人が多いと思いま

すのでよろしく。 

・生まれ育った千葉市が好きです。 
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・テーマ１～１４迄の質問で 1.2、3.4 に区別したら答えづらい。内容を区別せずに思

う分に○をつけるようなら良いと思う。 

・具体的ではないですが、県庁所在地ですので県内外でもっと目立ってほしい。 

・千葉市を良くする意欲のある方が出てきてほしい。 

・市長のツイッターをフォローしています。より身近に感じ、アンケートも協力したい

なという気になりました。とても気に入っていますが、改善して頂きたい部分もあり

ます。 それ以上に、若い私たちの意見を汲み取ってくださる市長の働きをとても嬉し

く思いました。 どうぞよろしくお願いします。 

・市長変更して頂きたい。 

・新住民が増える中、地域（町内）との連携・一体感がなく感じる。他で参考になるよ

うな事案があれば発信願いたいと思います。 

・若い人に住んでほしい。 

・まずはもっと自分が千葉市のことをよく知ろうとアンケートを受けて思いました。  

・少なくとも自分の周辺(千葉駅～千葉寺駅)はとてもいい街だと思う。強いて言うなら

ペリエ千葉のポイント 10倍デーをまたやってほしい。 

・気軽にもっと情報が知りたい。 

・まちづくりに誰でも参加できるとよいと思う。  

・本人（義理母）要介護状態の為、家族が聞き取りつつ回答しましたが・・・。 ※前

回のアンケートも何故か義理母にきていました。  正直、意思疎通があまりとれない

ので困ります。  アンケート、ランダムに選んでるのは理解していますが、もう少し

条件を考慮して選んで頂きたいです。  

・年齢、性別、障害の有無などに依らず、多様な市民が自分らしく生きていける街を目

指して、行政や市民が一緒に考え行動できるといいと思っています。 

・このアンケートは無意味であると思う。 意味のある活動をして欲しい。  1：○○な

活動についてどう思うか？ の設問のあとに、 2：その理由を選択する 形式となって

いるが、  1で、どちらかというと○○であるとした場合、ポジティブ/ネガティブ

どちらも面もあり総合してそのように評価しているにも関わらず、2 でポジティブ/

ネガティブの一方の選択肢しかないので本音が吸い上げられにくくなっている。 （フ

リーの記述欄もあるが、多くの人は書かないと思うので）  

・各問の解答欄の選択肢で「充実している」「整っている」などと断定して言われると、

必ずしもそうでない場合が多く、回答しにくい。 

・飲料水をおいしく、飲みやすくしてほしい。 

・表現にも自由のあるまちにしてほしい 

・もっと若い人が住みたくなるような町になればいいなと思います。かなり高齢化が進

んでいるようで、町に活気がありません。このままこの街に住むことに抵抗を感じは

じめています。 


