
平成28年度 市政懇談会
【意見・質問・提言等】

№ 大分類 小分類 意見・質問等 回　答 会場別 回答者

1 農林水産
有害鳥獣対
策

有害鳥獣対策の一環としてイノシシ解体処理場や肉の加工施
設を整備してはどうか。空き公共施設を利用するのも良いと思
うし、近隣自治体や先進地など前向きな情報収集と検討を望
む。

解体加工施設は、東電の原発の影響もあり処理頭数が限定的
で、イノシシが年間数千頭駆除される当市ではその効果は未知
数であると考えています。建設費については、数千万円要する
と聞いています。埋設に替わる方法として菌を用いた処理も検
討しており、今後も調査研究を継続していきます。

9/26
富山

農林水産部長

2 道路交通 公共交通
JR内房線下りの乗継が悪く、特に君津駅以南が著しく不便なの
で改善を望む。乗り心地を考え、車内のシートをﾛﾝｸﾞｼｰﾄよりｸﾛ
ｽｼｰﾄ（ﾎﾞｯｸｽｼｰﾄ）にしたら良いと思う。

２７年３月のダイヤ改正で利便性が低下していることは認識して
いる。利用者の減少が続き、改善は容易ではないが、近隣の自
治体と連携してJRへ継続的に働きかけていきます。

9/26
富山

総務部長

3 学校教育 給食
以前、給食費の滞納が多かったと認識しているが現在はどう
か。

最高９３０万円あった滞納が現在は１８０万円まで減っている。
職員の努力に加え、３ヶ月滞納すると給食を停止、弁当持参と
する取り決めを設けたことに一定の効果があったと思います。

9/26
富山

教育長

4 道路交通 交通安全
国道12７号を横断する歩道橋を４、５年前に撤去してもらたが、
同じ場所に信号機の設置を望む。高崎区で以前から要望して
いるがどうなっているか。

館山警察や公安委員会に引き続き要請していきます。
9/26
富山

市民生活部長

5 道路交通 公共交通
市営循環バス「トミー」の停留所を浜下地区に設けてほしい。
同じ高崎区の出口地区にはあるので不可能でないと思われる
がどうか。

御要望として承ります。利用者の数や交通量、道路の幅員、安
全面など検討に時間を要しますので御理解ください。

9/26
富山

総務部長

6 道路交通 道路
木の根街道の整備（拡幅）計画があると思うが見通しはどうか。
整備されれば、周辺の植林した山林の再活用にも大変役に立
つ道路になると思います。

通勤などで交通量が多いということは聞いています。現時点で
は拡幅は難しい状況です。今後の課題として協議していきま
す。

9/26
富山

建設環境部長

7 水道 水道
市営水道の経営状況将来予測は、値上げをした場合のもの
か。

料金改定は見込んでいません。現行の料金で計算しています。 9/26
富山

水道局長

8 水道 水道
収支以上に資金残高が減少しているのはなぜか。 この他に施設の改良更新の収支があるためです。 9/26

富山
水道局長

9 水道 水道
給水人口がH28に若干増えている理由は。 H27までは実績でH28以降はと予測となっているためです。 9/26

富山
水道局長

10 道路交通 公共交通
タクシーがなく高齢者が困っています。以前のようにタクシーを
走らせてもらいたい。

民間事業者の経営上の問題があり簡単ではありませんが、何
か良い方法はないか検討していきたいと思います。

10/7
白浜

市長

11 市政一般 市政一般
正午に鳴るチャイムのメロディーをお昼にふさわしいものに変え
てもらいたい。

他でも同じような意見を聞いています。そのような意見があるこ
とを踏まえ考えていきます。

10/7
白浜

市長

12 市政一般 市民協働
市民協働の一環として、職員1名と臨時職員2名を配置し実施し
ている地域づくり協議会の取組について、費用対効果や将来的
にどうするか考えを聞きたい。

予算に対して余り有る成果を上げていると感じている。様々な
課題はありますが、今後も続けていきたいと思います。

10/7
白浜

市長

13 市政一般 情報通信
AMラジオが受信できないので、防災的観点から市でアンテナを
設置してほしい。

ご要望として承ります。どのような方法があるか勉強していきま
す。

10/7
白浜

市長

14 農林水産 森林保護
灯台周辺海岸の松枯れが著しい、対策をお願いしたい。 被害が深刻で非常に大きな問題であることは認識しています。

枯れた松の伐採や焼却するよう働きかけ、良い方向に向かうよ
う千葉県に引き続き要望していきます。

10/7
白浜

農林水産部長

15 商工観光 観光振興
観光振興のためには、街並や景観を良くすることが有効で、知
識豊富な人材を活用し、街角に花の植栽を積極的に行っては
どうか。

地域づくりの中でも取り組んでいる部分はあります。ご要望とし
て承ります。

10/7
白浜

市長

16 保健福祉 高齢化対策
今後、要支援1・2については、市が事業を行うとなっているが、
どのようなことを考えている。

社会福祉協議会と協議中で、お達者サロンやボランティアの活
用等を考えている。

10/7
白浜

保健福祉部長
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17 保健福祉 高齢化対策
ボランティア組織（協議会）に対し、２万円の補助がでると聞い
たがどうなっているか。

社会福祉協議会の事業で、ボランティア組織を立ち上げた場合
に数年補助を受けられると聞いています。

10/7
白浜

保健福祉部長

18 保健福祉 高齢化対策
将来、要介護１や福祉用具等について、国の支援がなくなると
聞いている。市で補助金を出してほしい。

社会福祉協議会と連携し様々な事業を行っています。それらに
対して、市は必要性に応じて財政支援を考えていきます。

10/7
白浜

市長

19 保健福祉 高齢化対策
市の敬老会が廃止になった理由は。 財政状況は厳しく予算削減が必要で敬老会が削減の候補とな

りました。敬老会は老人クラブが演芸大会として独自で開催す
ることとなりました。

10/7
白浜

保健福祉部長

20 保健福祉 高齢化対策
敬老会の周知はどのように行ったか。 老人クラブを通じて周知していると承知しています。 10/7

白浜
保健福祉部長

21 道路交通 道路
道路標示（白線）が消えている箇所が多い。安全面からも再整
備してほしい。

道路管理者と協議し、順次進めていきます。 10/7
白浜

建設環境部長

22 農林水産
有害鳥獣対
策

補助金を支出しているがイノシシの被害は今も深刻である。費
用対効果や将来展望をどう考えるか。薬を使うことはできない
か。

対策協議会による捕獲と電気柵等による防御を重点に取り組
んでいる。イノシシは市域に関係ないので、近隣自治体と連携
し千葉県に要望を続けていきたい。薬の使用は環境への影響も
あるので難しい。
今年補助金を増額、近隣自治体よりも予算をかけていると思い
ます。

10/11
丸山

農林水産課長

市長

23 社会教育 文化財
国指定重要文化財の旧尾形家住宅で雨漏りが酷い。何もしな
いと６年位で屋根がダメになってしまう。ブールシートで応急処
置をしてはどうか。

早速、現地を確認し対応したいと思います。
10/11
丸山

教育長

24 市政一般 市政一般
丸山分庁舎の敷地や周辺道路に雑草が目立つ。率先して職員
が除草できないものか。

ご意見を踏まえ、取り組みたいと思います。 10/11
丸山

市長

25 社会教育 施設管理
丸山運動広場の建物で雨漏りや床の腐りが目立つ。修理をし
てほしい。

早速、現地を確認し対応したいと思います。 10/11
丸山

教育長

26 市政一般 市政一般
全国的に人口減少などの危機に直面している。市の持つさまざ
まな魅力を再発見・再認識し、郷土に誇りを持ち人間関係を大
事にすることで地域でいきいき生活できると思うがどうか。

他から移り住んだ方は、南房総市で生まれ育った人と違った視
点で良さを見つけることができると思いますので、一緒に行動し
ていただけると有難いです。

10/11
丸山

教育長

27 市政一般 市政一般
市政や水道事業の分かり易い説明ありがとうございました。
帰ったら仲間に伝えたいと思います。

市政懇談会は２年に１度ですが、（出前講座で）出向くこともでき
ますので遠慮なく言ってください。

10/11
丸山

市長

28 市政一般 財政
ふるさと納税で１万円を寄付したら経費を引くとどの位残るか。 お礼の品５千円と仲介手数料を引くと３４００円位残ります。 10/12

富浦
総務部長

29 市政一般 市政一般

市長は子育て支援に力を入れているというが、教育委員会が
足かせとなり、思った活動ができない。組織としてコミュニケー
ション不足と思うがどうか。

縦割りや横の繋がりがないといった指摘を受けることもあります
が、子育て支援については、教育委員会と意思疎通を図って実
施しています。
校庭や園庭を１０月から開放しており、目指すところは同じで
す。これまで以上に意見交換し進めていきたいと思います。

10/12
富浦

市長

教育長

30 社会教育 施設管理
以前要望した子どもの居場所づくりとして旧富浦幼稚園園庭を
有効活用することをどう考えているか。

地域づくり協議会で考えるような子どもの居場所づくりとしての
活用も考えています。

10/12
富浦

教育長

31 社会教育 施設管理
旧富浦保育園敷地内の樹木なぜ伐採したのか。また、活用しな
いのか。

業者に調査を依頼、移植できないものを伐採した。残った２本は
他へ移植するよう残してあります。

10/12
富浦

教育長
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32 社会教育 施設管理
遊具がどんどん無くなっていく。古くても使えるものもあるので、
できるだけ残してほしい。まだ使えそうなものまで撤去している
ように感じる。

一見大丈夫に見える遊具も、掘り起こしてみると固定している基
礎部分が腐っている場合が多い。使用に耐えられるものは活用
するよう努めていきます。

10/12
富浦

教育長

33 商工観光 観光振興
「観光課に『多田良の三つ道具』について問い合わせをしたとこ
ろ知りません」と言われたという話を聞いた。そのような対応で
良いのか。

調べてから折り返し回答するなど丁寧な対応をするよう努めて
いきます。

10/12
富浦

商工観光部長

34 市政一般 市政一般
HPで申請書のダウンロードができるが、記載例も一緒にアップ
できないか。

可能だと考えますので、対応したいと思います。 10/12
富浦

総務部長

35 道路交通 道路
国道１２７号の岩井と富浦の間の歩道が狭く歩き難い。改善す
るよう国や県に要望してほしい。

豊岡トンネルは工事することができた。他についても長い年月
がかかるが、努力していきます。

10/12
富浦

市長

36 建設環境 公営住宅

富浦の市営住宅建設が中止という噂がある。今後の展望はど
うか。

３月の議会で建設について了解を得ることができなかったが、
他の選択肢、方法よりも合理的であり、今も建設したいと考えて
います。引き続き議員に必要性を訴え、理解していただけるよう
努力していきます。

10/12
富浦

市長

37 保健福祉 保険年金
国民健康保険を使わなかった人を温泉に連れて行くことにした
らどうか。

合併前はそのようなこともありましたが、現在は行っていません
ので、具合いが悪いときは、遠慮せずに病院へ行くようお願いし
ます。

10/12
富浦

市民生活部長

38 建設環境 公営住宅
市営住宅の建設にあたり、入居を希望している人はどの位いる
か把握しているか。

入居待機者は常時２０名程度いると考えていて、そういう実態を
踏まえつつ住宅建設を計画しました。

10/12
富浦

市長

39 建設環境 公営住宅

９月議会で市営住宅建設について提案が無く、入居者も担当課
職員と直接会って退去を求められていると聞いている。話がお
かしいのではないか。

議会では建設単価が高いと問題になったが、国のルールを基
に積算しており、適正である考えています。住宅の老朽化が進
み事故が発生しないか心配もしており、建設したいと考えていま
す。

10/12
富浦

市長

40 社会教育 家庭教育
イジメを無くすためにも、家庭教育の充実を望む。それには、何
時に起床、テレビは何時間など生活の基本方針を定めると有効
だと思うがどうか。

イジメは何時起きてもおかしくないと考えています。昔と違い価
値観や生活環境は各家庭で大きく異なりますので、個別対応で
家庭を支援していきたいと思います。

10/12
富浦

教育長

41 建設環境 公営住宅

市営住宅に住んでいる自分のところに担当課長と2名の職員が
やって来て退去を実際に迫られた。市営住宅も建設しないと断
言していた。

そのような説明はしていないと聞いていますが、そのように伝
わってしまったのであれば残念です。繰り返しになりますが、市
営住宅を建設したいと考えていますし、議会で了解が得られる
努力をしていきます。

10/12
富浦

市長

42 建設環境 公営住宅
建設環境部長は市営住宅についてどう考えているか 市長と同じ考えです。議会を説得する資料の作成を進めていま

す。
10/12
富浦

建設環境部長

43 農林水産 緑化推進

山名川の土手に桜を植えることはできないか。 市ではこれまでも苗木を提供することで協力をしています。地域
の有志の方々で植え付けやその後の維持管理をしてもらえると
大変ありがたいです。その前提として土地の管理者の了解をえ
る必要があります。

10/17
三芳

市長

44 保健福祉 高齢化対策
人口の４０％を高齢者が占めている。敬老会の廃止や老人会
への補助金の削減などは如何なものか。

高齢者対策を軽視している分けではありません。色々なところ
で経費節減しており、補助金についても、全ての団体でカットし
ていますので御理解ください。

10/17
三芳

市長

45 社会教育 全般
高齢化が進み、ますます生涯学習の推進が重要と思うが、どう
考えているか。

公民館講座の企画から運営まで市民自身が行うなど、生涯学
習を推進しています。身体が動く限り、高齢者の方にも加わって
いただけることを望んでいます。

10/17
三芳

教育長

3 / 5 



平成28年度 市政懇談会
【意見・質問・提言等】

№ 大分類 小分類 意見・質問等 回　答 会場別 回答者

46 社会教育 施設管理
三芳農村環境改善センターに施錠を管理する職員を夜間も配
置してほしい。利用者は、職員のいる昼間に鍵を受け取りに行
く必要があり、非常に不便である。

困っているいるサークルや団体があれば、個別に相談に応じて
いきたいと思います。

10/17
三芳

教育長

47 市政一般 買物弱者
高齢者の買物対策として、旧三芳幼稚園の跡地にコンビニエン
スストアを誘致してほしい。

民間事業者との繋がりはあるので、努力してみたい。 10/17
三芳

市長

48 水道事業 料金

県営水道と比較して、この地域の水道料金は高いと思うがどう
か。

この地域は利根川の水を引いているため、設備投資などに経
費が多くかかるため、人が密集する県北地域より高いことは認
識している。事業主体の違いなど不公平な部分について、県に
対してこれまでも訴えてきました。

10/17
三芳

市長

49 市政一般 市政一般
千葉県及び関係25市町からなる「羽田再拡張事業に関する県・
市町村連絡協議会」に南房総市も加わらなくて良いのか。市の
上空を燃料を積んだ旅客機が飛んでいる。

協議会には基準があるはずで、声をかけられていませんので参
加していません。御意見として受け止めます。

10/17
三芳

市長

50 商工観光 観光振興
常にキレイな浜辺を保つよう海岸清掃をもっとしてほしい。特
に、流れ着く倒木や竹は重機を使わないと難しいのでお願いし
たい。

他でも同じ意見を聞いています。改善できるか検討していきま
す。

10/19
千倉

市長

51 市政一般 市政一般
検討委員会に参加し、旧忽戸小学校の活用を提案したが、どう
なたっか。報告がないのはおかしい。

報告しなかったことは、お詫びします。提案いただいた活用法で
は、お貸しできないと判断しました。現時点では良い案がない
が、検討を続けていきます。

10/19
千倉

教育次長

52 消防防災 被災者支援

台風９号で竜巻が発生し、瓦礫が多く発生したが、清掃セン
ターの受け入れや運搬するまで非常に時間を要した。入浴に
困った被災者もいたが、「ゆらり」のお風呂をなかな使わせても
らえなかった。災害の場合は、もっと柔軟かつ迅速に対応して
ほしい。ですが、ブルーシートは役に立ちました。朝夷行政セン
ターの職員にも大変お世話になりました。

少しでも改善できるようにしていきます。

10/19
千倉

市長

53 消防防災 防災
ＨＰの防災のページで、健田小学校など避難所の名称に誤りが
あるので指摘します。

早速確認し訂正します。 10/19
千倉

市民生活部長

54 消防防災 防災
広域避難場所はあるか。 千倉地区にも６箇所あります。 10/19

千倉
市民生活部長

55 消防防災 防災
避難所に収容可能人員を想定しているか。鴨川や館山市は人
数が明記されているが。

１平方メートルで１人で算定するきまりです。
想定しています。それにより備蓄品も想定しています。

10/19
千倉

市民生活部長
市長

56 消防防災 防災
避難所は、地域を想定しているか。 色々な災害が想定されますが、地域を問わず安全なところに避

難をお願いします。
10/19
千倉

市民生活部長

57 消防防災 防災
防災マップがＨＰにあるが、自分の地図がどれか全部の番号を
見ないと分からないので改善してほしい。（回答はいらない）

-
10/19
千倉

-

58 議会 議員歳費
政務調査費はどうなっているのか。チェック体制は？ 政務活動費は年間１２万円、一人一月１万円で、領収書を提出

してもらっています。１年に一回事務局でチェックしています。
10/21
千倉

議会事務局長

59 学校教育 教育

全国的にネット上のイジメによる子どもの自殺が増えている。ス
マートフォンによるイジメ対策を教育委員会としてどう考えてい
るか。

イジメはあるもの、いつどこでも起こりうるという前提で、各学校
が全職員で状況に応じて日々取り組んでいます。スマホについ
ては、問題意識として勉強時間がなくなるや睡眠不足などを危
惧していますが、教育委員会として全市一斉に対応をとること
は考えていません。

10/21
千倉

教育長

60 子育て支援 子育て支援
９月の房日新聞の記事によると、千倉子ども園では預かり保育
をしていないことになっている。どうしてか。

実際には、千倉子ども園でも預かり保育を実施しています。必
要であれば新聞社に訂正をお願いします。

10/21
千倉

教育長
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61 保健福祉 生活保護
生活保護費が正しく使われていない話を耳にする。どのように
してチェックしているか。社会福祉協議会で財産管理するなど
対策を強化してはどうか。

情報が寄せられたものは、ケースワーカーが自宅を訪問し、確
認指導しています。財産管理についての検討もしていきます。

10/21
千倉

保健福祉部長

62 建設環境 環境

谷津のし尿処理施設がダメになった経過と今の状況を説明して
ほしい。

地元の理解を得たものの周辺の方々の理解が得られず中止し
ました。コンサルタントに委託し建設候補地の調査を進めていま
す。市全域を対象として自然環境保護や物理的に建設できない
ところを除く１次選定を行い、環境審議会、議会へ報告しまし
た。今後の予定は、住宅や文化財、文化教育施設からの距離
や河川、道路と位置関係を考慮する２次選定、第３次選定と進
めていきます。

10/21
千倉

建設環境部長

63 建設環境 環境
隣地に雑草が繁茂、荒れて迷惑している。地主は東京在住で
連絡も難しい。市役所に言っても一向に良くならない。何とかし
てほしい。

所有権の問題があり、市も対応に苦慮している。引き続き、指
導や勧告を行っていきますので、御理解いただきたい。

10/21
千倉

市長

64 水道 管理運営

小向ダムの耐震診断をしてもらいたい。国は40年以上経過した
ものについて実施するよう指導している。費用の問題ではな
い。

小向ダムも40年経過していますが、市が管理するダムはその対
象ではありません。ダムの耐用年数は80～100年で、定期的に
点検も実施し異常も認められません。診断には2000万円位か
かり、現状のままで良いと判断しています。
しかし、国がやって市はやらないということには矛盾を感じま
す。検討させていただきたいと思いますし、御要望として承りま
す。

10/24
和田

水道局長

市長

65 道路交通 公共交通

「ことしの予算」11ページの地域交通・外出支援の充実に和田
地区だけ記載がない理由は。
夜間、館山-鴨川間にバスを走らせてほしい。ＪＲの高速バスを
館山に着いた後にそのまま鴨川まで走らせるのはどうか。

和田町では、スクールバスの混乗バスを走らせていますが、事
業が異なるので掲載していません。
この地域を走る民間のバスは、距離に応じて各市が補助金を
出して運営しています。御提案として受け止めます。

10/24
和田

企画財政課長

市長

66 議会 議員歳費
政務活動費の金額は。領収書のチェックは。 一人年額１２万円で、年度末に職員が確認しています。 10/24

和田
議会事務局次
長

67 商工観光 観光振興

ＷＡ・Ｏの運営について、指定管理を受けた地域づくり協議会で
決めたことを行政が覆している。協議会に任せるべきと思うが
考えをお聞きしたい。

指定管理を今年度更新する際、協議会が示した提案のとおり管
理運営されているか指導監督する必要があります。会議にもで
きるだけ出席し、より良い道の駅に向け助言しています。
市には責任があるので、これからも関わっていく必要があると
思っており、市としての考え方をお伝えしていきます。皆さんの
議論した結果を頭ごなしに否定したり、強引に変えようと思って
いません。

10/24
和田

観光ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ
課長

市長

68 商工観光 観光振興
ＷＡ・Ｏの運営について、担当部長や課長が正しい情報を伝え
ていない。市長と直接会って話したかったが叶わなかった。

先日、お電話で話したとおりです。この議論は、ここで突き詰め
るものでないと思います。会わない、話を聞かない訳ではありま
せん。

10/24
和田

市長

69 水道事業 管理運営
小向ダムの水を放流すると、多量の泥水が海に流れ込む。海
洋汚染防止法に触れていると思う。漁業への影響をどう考えて
いるか。

大雨の際に放流していますが、ダムの上流から流れてきた水を
そのまま下流に放流しています。ダムの底に溜まった泥砂は流
していません。

10/24
和田

水道局長
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