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＜自由記入について＞ 

回答いただいた 1,324 通のアンケートのうち、行財政改革についての提案は 310 件、市

に対する意見・要望は 467 件、まちづくりのアイデアは 533 件寄せられました。意見をテ

ーマごとにまとめて一覧にしました。 

なお、複数のテーマにまたがる意見は分割されていることがあります。また、誤字、脱

字、表現方法等については、意見の趣旨を損ねないよう修正を加え、個人等が特定できる

ような表現については削除するなど、掲載していない部分があります。 

 

行財政改革に関するご提案 １．

 道路・公共交通に関すること (1)

項目 番号 理由 性別 年齢 

船形バイパス 

10 
一部のリピーターが多く市全域から利用されてい

ない、費用対効果が不透明。 
男 40歳代 

704 

国も市も税政状況が借金で大変なのだから人口減

の館山で道など造らない方がいい。北条海岸の維

持管理費、結構かかっているんでしょう。多大な

予算とその後の維持管理費が税の増税等につなが

る。 

男 
70歳代

以上 

青柳・大賀バイ

パス道路計画 

255 

国からの補助金を前提としており、土地の買収見

込みや完成度の見込みも立っていないのに、効果

を過大評価しすぎ、それよりも優先事項があるは

ず。 

男 30歳代 

453 

高齢化により新規事業により税金が増える様なも

のは原則廃止すべき（年金生活者は現状でもギリ

ギリの生活）。 

男 
70歳代

以上 

歩道の整備 1111 
バイパスの利用が多くなり、あまり人や車の通ら

ない道路の歩道を整備しても利用者は少ない。 
女 40歳代 

長須賀付近の

歩道整備 
580 

商店もなく活気がないしシャッター道路になって

いる。 
男 60歳代 

北条海岸の電

光掲示板 
16 そんなものよりカーブミラーがほしい。 男 50歳代 

北条海岸通り

幅広の人道橋 
261 

人はそんなに歩いていない。むしろ道路を広くす

べきだったと思う。花火大会の出店のため？（テ

キ屋の要望かい）。 

女 60歳代 
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土地改良 1142 

市と別だと思うのですけど。ダム費の支払いが毎

年大変値段が下がる一方、永久に払い続けなけれ

ばいけないのは困ってしまいます。高齢になれば

なるほどつらいものがあります。 

女 
70歳代

以上 

道路の補修工

事 

81 渋滞してイライラ。 男 10歳代 

339 
毎年同じ所を工事していて意味がない。もしやる

なら必要な所をやってほしい。 
男 20歳代 

1131 
背丈にあった行政サービスを。道路の穴、多少の

汚さなどはがまんすべき。 
男 30歳代 

排水路・側溝の

清掃委託 
537 担当する溝が多い（建設課、都市計画課、環境課）。 男 10歳代 

タクシー、バ

ス、電車等の無

料化 

711 年金での生活はぎりぎりだと思う。 - 50歳代 

 

 産業・観光に関すること (2)

項目 番号 理由 性別 年齢 

“渚の駅”たて

やま 

210 お客さんがとても少ない。 女 20歳代 

234 利用者が少ない。 女 40歳代 

607 
存在理由不明、観光拠点になっていない、税金の

ムダ遣い。 
女 30歳代 

613 
もっと中に入る業者、入りやすく、火が使えると

か。 
女 60歳代 

652 
利用者が少なくなった建物の維持は大変と思われ

る。 
男 

70歳代

以上 

673 
ＰＲ不足。もっと店舗などを増やし収益を上げる

努力をすべき。 
男 30歳代 

710 

売店、展示室、水族館等魅力が無い。ここにしか

ない物を売ったり見せたり、もっとリピーターを

増やすことを何故考えないのか？民間の知恵を取

男 60歳代 
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り入れるべき。 

735 
渚の駅の集客力をＵＰ、色んなことが体験できる

施設にする（←この部分を民営化）。 
女 30歳代 

751 収益に期待できない。 男 30歳代 

779 

魅力を感じない。ターゲットにしている客層や目

的などいまいちわからない。もっと館山の情報発

信の場として機能しても良いと思う。観光目的と

しての場ではなく、地元民の交流スペースとして

気軽に使えるオープンスペースであっても良いと

思う。 

女 30歳代 

986 
一年中何かしらの仕事をしているようだが一つと

してまとまっていない様に思われます。 
男 

70歳代

以上 

991 
大金をかけてつくったものの利用の仕方、ムダ、

そもそも手遅れ。 
女 50歳代 

1026 

渚の駅、市立博物館中途半端な感じがする。どち

らかに特化して充実したほうがよいのではない

か。 

- 50歳代 

1154 現在あまり活用されていない。 男 
70歳代

以上 

1155 
すごくいいと思うけど少し暗い。館山の情報とか

はってほしい。 
女 20歳代 

1206 
全体的に活気がなく、創意工夫していこうという

気が感じられない。イベント等も少ない。 
女 40歳代 

1277 

隣にあるミュージアム内のお土産屋さんについ

て、あの規模であの品ぞろえなら、買う人はあま

りいないのでは。人件費がもったいない。 

女 30歳代 

1281 展示してあるもの古くて子供等が恐がる。 - 
70歳代

以上 

館山夕日桟橋 42 利用価値無し。無駄遣い。 女 
70歳代

以上 
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165 
それで館山市の景気、および財政がよくなったこ

とがありますか。 
男 60歳代 

262 
一年に大型船が来るは数回、作ったはいいけど使

い方を考えていたの？ 
男 40歳代 

429 ムダ、景観悪し、撤去してほしい。 女 60歳代 

533 一部の利用者のみ。 男 60歳代 

534 使い勝手がよくないのでは。 女 60歳代 

607 
存在理由不明、観光拠点になっていない、税金の

ムダ遣い。 
女 30歳代 

637 

何かの役にたっているんですか？作りも安っぽい

し中途半端。高価な散歩コースになっているだけ

では。ちゃんとした岸壁のほうがいい。 

男 40歳代 

715 
桟橋）利用船舶も殆どなく、年 1回の花火大会用

なのか。 
- 60歳代 

744 経済効果が出ているとは思えない。 女 50歳代 

751 収益に期待できない。 男 30歳代 

892 何となく・・・。 女 30歳代 

1164 
いつ行っても閑散としている。他にもっと行うべ

き・・・。 
男 60歳代 

館山港湾施設 

165 
それで館山市の景気、および財政がよくなったこ

とがありますか。 
男 60歳代 

794 
１年中船が来て来客者が少ないなら改善余地有

り。 
女 60歳代 

館山海岸へ現

在建てている

もの。 

84 
あまり関心がなく店も客もこない感じがするの

で。 
男 60歳代 
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高速艇による

観光 
165 

それで館山市の景気、および財政がよくなったこ

とがありますか。 
男 60歳代 

新井海岸  267 水上バイク族誘致活動の廃止。 男 60歳代 

港開発関連 305 砂浜がなくなり年々さみしくなっているようだ。 男 50歳代 

海岸の整備 619 

海におりるための階段は必要ないと思う。風がふ

く度に砂で埋まってしまう。波に洗われてしまう。

自然のままが良い。 

女 60歳代 

駐車場等の有

料化 

119 

沖ノ島、北条海岸、城山公園は有料化すべき。観

光客からできるだけお金をとる仕組みを生み出す

べき。 

女 30歳代 

266 城山などの観光地駐車場の有料化、市の収入へ。 - 60歳代 

641 
（海岸）無料でそこまで整備する必要があるなら

駐車場を有料にすべき。 
女 60歳代 

703 
観光名所の入場料の無料のところは、清掃代は有

料にした方が良い。 
女 

70歳代

以上 

881 
海岸整備をしていますが、夏の混み合う時期だけ

でも海岸の駐車場を有料化してはいかがですか。 
女 60歳代 

1258 

北条海岸の駐車場代は１日１０００円でも取るべ

き。あれだけの場所ならみんな止める。キレイに

するのにいくらかかったのか知らないが、その分

取ってもいいと思う。 

女 20歳代 

観光業・観光施

設 

284 
（観光） 

業者にすればＰＲ度があがるのでは・・・。 
女 50歳代 

366 
（観光、福祉、教育のスポーツ課） 

専門の方に行ってもらった方がいいと思う。 
女 50歳代 

1114 

館山出身の人々が帰ってこれる、また館山へ働き

に来る状況を増やしていかないと、人口減少は防

げない。 

男 30歳代 
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1246 

特にマリーナ新設海洋事業。県全体でもマリーナ

が不足している。館山湾を中継地としてマリンレ

ジャーの一大基地とすればピーアールにもなる。

出来れば自分でやってみたい（企画、発案等も）。 

男 50歳代 

館山市の祭礼 243 他の地域に比べ頻度が高いと思う。 女 20歳代 

城まつり 794 

規模改善。山車や神輿は全部はいらない（地域で

祭りがあるため）。経費（税金）の無駄使いにな

る城の所でやるのが城まつり。 

女 60歳代 

城山公園 338 個人情報が漏れるリスクがないか少ないので。 女 50歳代 

里見城（館山

城） 
673 

ＰＲ不足。もっと店舗などを増やし収益を上げる

努力をすべき。 
男 30歳代 

沖ノ島 534 
キャンピングカーなど一家で 3台分の駐車スペー

スを取ったりしている。 
女 60歳代 

歴史的なスポ

ット・フラワー

ライン 

853 

看板等とても汚れていて観光客にアピールしたい

のであればもっと清掃活動などして美しくすれば

いいのにと思う。特にフラワーラインは他県の人

から「がっかりした」という声を聴いたことが何

度かあります。 

女 20歳代 

南房パラダイ

ス 

1002 

館山はお花がメインのところだと思います。もっ

と自由に花つみができたり、料金の面でも高いと

思ってます。 

女 
70歳代

以上 

1083 
このほど南房パラダイスが民営化になったのはよ

かったと思います。 
女 50歳代 

企業誘致 1114 

館山出身の人々が帰ってこれる、また館山へ働き

に来る状況を増やしていかないと、人口減少は防

げない。 

男 30歳代 

雇用 

15 働く場所がないから。 男 10歳代 

730 若い人への働く場の提供。 女 60歳代 

商工会議所 703 市役所内に移転する。 女 
70歳代

以上 
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 生活環境に関すること (3)

項目 番号 理由 性別 年齢 

ゴミ処理関連 

89 ゴミ処理場の人件費カット。 男 
70歳代

以上 

192 
ゴミ焼却場、ごみ処理業者など。市の財政を軽く

するため。 
女 50歳代 

250 

生ゴミ、粗大ゴミの収集で従来の場所へ最近造っ

たアパートの住人も出してしまうため、大量にな

ってしまい、分別も良い加減である。下水道が完

備されていないので排水溝の清掃がまるで行き届

いてない。 

男 60歳代 

338 個人情報が漏れるリスクがないか少ないので。 女 50歳代 

352 
ペットボトル等の処理。癒着で無駄使いしていた

でしょう。 
女 60歳代 

556 民営化によるコスト減。 女 50歳代 

619 
ゴミの収集。特に古紙。古紙回収者に出すように

する。 
女 60歳代 

659 税金のムダをなくすこと。 - 
70歳代

以上 

696 

ゴミ収集、企画、老人センター等市町村の施設運

営は大体民営化や委託でもいいと思う。市職員が

すると、日・祭日休みが多く給料、ボーナス等の

面で無駄だと思う。 

女 - 

715 市のポリ容器処理。 - 60歳代 

海の家 396 新味に欠ける。 男 60歳代 

パチンコ屋 1233 多すぎ。 男 20歳代 
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715 市のポリ容器等ゴミ処理、競争入札に。 - 60歳代 

848 完全委託して年末年始も収集してほしい。 女 50歳代 

1112 
ノウハウを持った民間会社の方がうまく運営や集

客ができると思う。 
男 60歳代 

1200 
ペットボトル回収業者問題など、ひとつひとつ綿

密に無駄がないか、入札は適当か検証する事。 
女 50歳代 

ゴミ処理手数

料等 

107 プラスチックボトル洗い高い。 女 
70歳代

以上 

212 ゴミ袋以外の時、たびたびの 500円は高すぎる。 女 60歳代 

284 ゴミ袋の大きさ、値段等の見直し。 女 50歳代 

872 無料でないもの 500円シールの時。 男 
70歳代

以上 

1070 
不燃物 500円は高い。少し大きさによって異なる

といい。 
女 60歳代 

1206 

プラスチック包装等の指定袋（有料化）導入。今

まで住んだことのある町で指定袋のところが多か

ったことと、多く出す人が負担するという性質の

ものだということと、有料指定袋となればゴミを

コンパクトにする方が増え収集担当の負担が減

り、人件費カットもみこめると思うから。 

女 40歳代 

1251 
大型ゴミの回収料金が高すぎます。持ち込みでき

ない場合もあるので、安価で回収して下さい。 
女 60歳代 

下水道事業 

222 
個人負担・・・多額、運用・・・遅々としている。

そのことの改善。 
男 60歳代 

368 
下水道整備が進まず、処理場の維持コストが大き

い。 
男 60歳代 

537 合併浄化槽の機能向上。 男 10歳代 
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クリーンセン

ター・し尿処理

施設 

1013 一部事務組合に統合し運営を図る。 男 40歳代 

し尿手数料 1008 基準不詳、独占業なので手数料。 女 60歳代 

ソーラーの余

った土地に太

陽光発電施設

をつくる 

192 だんだん少子化になってくると思うので。 女 50歳代 

木々の伐採や

放置されてい

る木々、電線に

かかりそうな

枝葉の処理等 

666 
落葉の処理やカラスが集まるので個人では限界を

感じる。 
女 60歳代 

廃品回収 1227 もうすでにしていますか？ 女 60歳代 

公園清掃 704 

公園トイレの清掃等委託。近所の高齢者に頼んで

してもらえば安く済むし、高齢者も少しでも収入

になる。 

男 
70歳代

以上 

三芳水道 753 費用が高い。 女 40歳代 

テトラポット

の設置 
448 

潮の流れが変わり、海岸浸食につながる。ひいて

は魚が住めなくなる。 
女 40歳代 

 

 教育・文化に関すること (4)

項目 番号 理由 性別 年齢 

図書館 

338 個人情報が漏れるリスクがないか少ないので。 女 50歳代 

442 
閉館時間の延長や休館日の見直し。近隣市町との

オンライン化での貸し出し。 
- 

70歳代

以上 

589 サービスが向上する。 女 50歳代 
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829 

利益を生む仕組みになっていない。本が少ない。

もっと物販をすれば良い。自習スペースが少ない

ので大人が座れず困る。 

- - 

832 

職員の方が多くてゆとりがありそうに思う。暗い

イメージで入りにくい。誰でも入りやすいサービ

スが良いと思う。民営ならばサービスによりとわ

られず誰でも入りやすくなる様に思います。 

女 30歳代 

869 規則に縛られず食堂・土産等営業可能にできる。 男 
70歳代

以上 

909 賃金が安くなりサービスが向上すると思う。 - 50歳代 

957 民間に任せる。 女 
70歳代

以上 

958 民間に任せる。 女 60歳代 

959 図書館なら児童館が併設されているとか。 女 30歳代 

981 武雄市のように民間委託により職員削減。 男 30歳代 

1001 
司書の他は再雇用者とか臨時職員で貸出等の事務

を行う。 
女 

70歳代

以上 

1205 
全体的に活気がなく、創意工夫していこうという

気が感じられない。イベント等も少ない。 
女 60歳代 

1266 都会などの図書館に比べて設備が酷い。 女 10歳代 

1285 図書の充実、更新がスムーズ。 女 30歳代 

館山市立博物

館 

16 誰も入ってない。 男 50歳代 

50 集客も少なく見直しを考えた方が良いのでは？ 女 50歳代 

145 あまり人が入っているイメージがない。 男 40歳代 
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174 官より民にうつして幅広く広報させる。 - 60歳代 

210 お客さんがとても少ない。 女 20歳代 

601 博物館は閉館にした方が良い。 女 60歳代 

832 

職員の方が多くてゆとりがありそうに思う。暗い

イメージで入りにくい。誰でも入りやすいサービ

スが良いと思う。民営ならばサービスによりとわ

られず誰でも入りやすくなる様に思います。 

女 30歳代 

869 規則に縛られず食堂・土産等営業可能にできる。 男 
70歳代

以上 

1026 

渚の駅、市立博物館中途半端な感じがする。どち

らかに特化して充実したほうがよいのではない

か。 

- 50歳代 

1114 
ノウハウを持った民間会社の方がうまく運営や集

客ができると思う。 
男 30歳代 

1158 人件費の削減、雇用の拡大、運営の合理化。 男 50歳代 

1207 
全体的に活気がなく、創意工夫していこうという

気が感じられない。イベント等も少ない。 
男 60歳代 

1227 

市の顔でも有りますが全てに改善点は無いだろう

か・・・と向上心を持っていてほしいと思ってい

る。スッキリと（整理された）おしゃれな感じを

希望している。田舎の風情→どろくささ→汚れと

連想してしまう。 

女 60歳代 

1281 展示してあるもの古くて子供等が恐がる。 - 
70歳代

以上 

学校施設（教育

施設） 

29 

（二中体育館） 

雨もりのある施設の利用（使用）しなければなら

ない理由は。 

男 60歳代 

163 
学校が合併されたことにより、現在使われていな

い学校を老人施設に活用できないか。 
女 60歳代 
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224 
少子化に伴い学童が少なくなり、無駄な予算であ

る。 
男 

70歳代

以上 

387 
地域の学校を統合する。小学校と中学校を統合す

る。遠くまで通学する必要がない。 
女 60歳代 

458 

廃校の体育館や校舎などの利用。今までスポーツ

で借りられていたものが借りられなくなった。ど

んどん利用できる体育館が少なくなっている。 

女 40歳代 

745 小学校。少子化の為 女 60歳代 

809 

（夏休みの各校でのプール開放の縮小） 

維持、水道代と利用者数が見合っているか検討し

てはどうか。 

女 40歳代 

1123 

廃校となった学校の再利用。もったいない。第二

の公民館とかお年寄りに対してのいこいの場とか

フラワーラインのお花、いつも咲かせているのも

もったいない。種を採っておくということはでき

ないか。 

女 60歳代 

1169 
小中高校等の学校の縮小、又は統合により学校生

活の見直しを図る。 
男 

70歳代

以上 

1303 
少人数の学校。使わない教室は手入れしないと痛

むため。 
女 30歳代 

保育園、託児

所、幼稚園 

192 
幼保一元化。だんだん少子化になってくると思う

ので。 
女 50歳代 

836 

少子高齢化が進む中女性の働きが大切になりま

す。それには女性が働きやすい環境が必要です。

それには子供を時間延長でみてくれる場所が必要

です。 

女 60歳代 

645 
保育所は公設民営で作った方が延長保育等のサー

ビス充実が図られると思う。 
男 30歳代 

805 自分が保育士になろうと思ってそう感じた。 男 20歳代 

1019 
民営化できるところはして、土日祝の保育、幼稚

園児の預かり保育（夕方までやってほしいから）。 
女 30歳代 
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給食センター 

1013 経費削減。 男 40歳代 

1113 
ノウハウを持った民間会社の方がうまく運営や集

客ができると思う。 
女 30歳代 

旧市民センタ

ー 
177 必要ない。 男 50歳代 

メディアセン

ター 
177 必要ない。 男 50歳代 

公共施設使用

料 

10 

本来の目的（地域コミュニティ活動など）で利用

する場合は無料、それ以外はもっと値上げすべき

だ。 

男 40歳代 

437 

藤原運動場等市内者、市外者の利用料を区別して

います。南房総市でも同様です。しかし近くの利

用しやすい施設を利用できるより広域で活用でき

ればと考えます。鋸南町、南房総市、館山市が同

一料金で利用可になるような話し合いを望みま

す。 

男 60歳代 

618 税政が厳しいから。 男 
70歳代

以上 

667 市民に対しては無料扱いにしてはと思う。 男 60歳代 

1005 
市民サークル活動への公共施設使用の有料。水道

料金、電気料金として。 
女 50歳代 

1153 高いから利用しない。 女 40歳代 

温水プール 

594 

燃料代も高くなっている上建物も古くなっている

し、利用する人達はいつもきまっている人達や地

域の近くの人達ばかりだから。 

女 60歳代 

811 利用する人数は少ないと思われます。 女 50歳代 

958 老朽化したなら廃止する。 女 60歳代 

959 
老朽化したなら廃止する。規模が小さいのでプー

ルなら他にもいろいろな運動ができる。 
女 30歳代 
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1249 
充実、指導者を増やす。水泳は身体に良い運動で

す。 
男 

70歳代

以上 

1266 都会などに比べて設備が酷い 女 10歳代 

コミュニティ

センター 

206 

館山コミュニティセンターの見直しを。誰でもも

っと自由に利用できるとよい。今の場所も道が入

りづらい、建物も暗い。 

女 60歳代 

517 
各サークル人数が少ないので使用料負担が大変で

ある。 
男 

70歳代

以上 

524 
交通のアクセスが悪く魅力があっても参加できな

い方がいる。 
女 60歳代 

545 

（使用料） 

冬暖房、夏冷房など経費が掛かっていると思いま

す。 

女 
70歳代

以上 

公民館 

120 

（中央公民館の備品） 

せっかくの建物も中に備品が整ってなくては不要

の長物になりかねない。 

男 
70歳代

以上 

299 

（公民館使用料） 

値上げすべき。他の文化施設の使用料に比べると

低いと思う。 

女 
70歳代

以上 

470 地区の実情を踏まえられるのでは。 女 
70歳代

以上 

441 

あまり活用されていないのでは。移動手段も何と

かなるのではないかと思います（地域ごとになく

ても）。 

男 50歳代 

524 
交通のアクセスが悪く魅力があっても参加できな

い方がいる 
女 60歳代 

610 

（菜の花ホール使用料） 

以前は無料だったと思いますが。市の収入でした

ら今のままでよいでしょう。 

女 
70歳代

以上 

987 

（公民館使用料） 

200円→300 円にすべき。今まで無料でしたが有料

になるときれいに使用する。 

女 60歳代 
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1177 船形、那古、若潮ホール近くに３つあるので・・・。 女 60歳代 

城山公園の茶

室 

32 
茶室は利用客が少ないので、廃止した方が良いと

思う。 
女 60歳代 

295 
一部の人しか利用していない。市民の為に必要と

する施設に利用されたい。 
女 

70歳代

以上 

691 

あれ誰が使っているんですか？一般の人のために

あれだけのものを作るって・・・無駄ですね。元

の公園の方がよっぽど利用価値があったのでは。 

女 60歳代 

845 目的がわからない。一部の人だけの占用では。 女 
70歳代

以上 

公園 

1155 

子供の年齢にあった遊具などがない。広場も十分

に満足はしているが、走り回る子供もいるので小

さい子にぶつかってしまったりしている。年齢に

そって分けてほしい。少しでも（１日２００円と

か）払ってもいいので、設備の整った公園がある

といい（今は草が生えてたり、犬のフンがあった

り安心してあそべない）。 

女 20歳代 

1178 もっと子供達がのびのび遊べるスペース 女 40歳代 

南総文化ホー

ル 

273 
PR 等、活発な宣伝をした方が良いのではと思うか

らです。 
女 10歳代 

610 

（南総文化ホールの使用料） 

運営はどこかわかりませんが、使用料が高いとき

いています。市の収入になるのであれば財政増に

なりよいのですが。 

女 
70歳代

以上 

1077 運動公園等の事故。 男 40歳代 

1245 

立派な建物なのに有効に使われていない。もった

いない。市外から人を呼び込める位のイベントで

きると思う。アイデアなさすぎ。 

女 30歳代 

館山野鳥の森 210 お客さんがとても少ない。 女 20歳代 
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館山運動公園 

261 
車でないと行けない所にあんな立派な施設を作り

活性化していない。  
女 60歳代 

613 
民営化すればその中に店が出て、ジュース弁当等

が売っている店が出来るのでは。 
女 60歳代 

1077 運動公園等の事故。 男 40歳代 

スポーツ施設 590 サービスが向上する。 女 
70歳代

以上 

館山ファミリ

ークラブわか

しお 

1294 

利用されているかどうか、だんだんに（使用率パ

ーセント）ないので、疑問に思いました。平日に

利用するのかと。 

女 60歳代 

 

 医療・福祉に関すること (5)

項目 番号 理由 性別 年齢 

乳幼児健康調

査など 
413 

市で行われていない。年齢に自費で調査すると保

険も効かず負担が大きい。 
女 30歳代 

子育て支援の

充実 

175 
子供を預けることのできる施設が欲しい。働くお

母さんが増えたので。 
女 50歳代 

1248 
子育て世代が暮らしやすいような施設が欲しい。

実際不便。 
男 30歳代 

1254 悩んでいる人が多いと思うから。 女 20歳代 

元気な広場 

10 
一部のリピーターが多く市全域から利用されてい

ない、費用対効果が不透明。 
男 40歳代 

985 
働いて子育てしている人には利用できない。全く

必要としない施設。 
女 40歳代 

こども課で行

っている業務

を独立させて、

私立幼稚園等

とも連携をと

れるよう民間

事業にする 

420 

今後館山の少子化問題を解消するために子育て事

業として専業の組織を作ることで集中的な取り組

みができると考えるから。 

女 20歳代 



17 

 

学童サービス 1248 数が少ない。人員不足だと思うから。 男 30歳代 

身体障害者施

設・認定・医療

費等 

1098 
身体障害者施設をもっとふやすべき。特に障害者

施設がすくなく入居もできず困っている。 
女 10歳代 

645 

医療費について、館山市独自で 4級まで支給して

いるが、他市（千葉県）同様 2級までの支給でよ

いと思う。そのお金を子育てに使ってほしい。 

男 30歳代 

269 
身体障害者認定、査療等の改善。特に悪くもない

のに障害者認定を受けている人がいる現実。 
女 60歳代 

障害者サービ

ス 
266 

障害者（車）を優先すべき。特に駐車場など管理

が出来ていない、一般車の利用スペース化してい

る。 

- 60歳代 

特別養護老人

ホーム・介護施

設の増設・統廃

合・低料金化 

237 

家族に利用している人はいないので回りよりの話

し等。施設を利用する程ではないが、悪いような

そぶりで介護認定を低くしうまく利用しているら

しい。 

女 60歳代 

386 国民年金受給者などの低所得者の格差是正。 女 
70歳代

以上 

515 年をとってお金がないと入れない。 女 60歳代 

559 

介護施設を減らす。今の年を取っている方は施設

の方に力を入れているが私たちが年を取った時は

在宅の方が多くなると思うので!しかし範囲が遠

くなれば仕事する人も通うだけで時間が足りない

という事が出来てくると思う。 

男 
70歳代

以上 

587 

市内に必要以上の規模の施設が乱立しているよう

に見受けられる。大規模の施設を多く作るより、

小規模で良いから選択肢が広がるよう特色を持っ

た施設が出来るような方向に認可基準を見直す方

が良いと思う。 

男 60歳代 

852 
増設。しばらく先まで老齢化社会は続くと思われ

る、転入者も老齢の人達が多いのでは。 
男 

70歳代

以上 
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950 福祉施設・職員を増やす、助成金を増やす。 女 50歳代 

1098 もっとふやすべき。 女 10歳代 

1124 公共施設が少ない。もっと充実を。 男 
70歳代

以上 

介護施設、訪問

介護等 

106 入所したい時、あまり待たずに入れるよう。 女 50歳代 

181 
高齢者、障害者が心配のないように。高齢者の国

民年金を。 
- 60歳代 

707 

高齢化社会になり対応する施設を増加しなければ

ならないと思う。デイサービス、宿泊の施設がま

だ足りないと思う。有料であっても独居の人達が

大勢の人達とふれ合える場があると良い。そこへ

出向く足となる移動手段も必要だと思う。 

- 60歳代 

919 

施設によって料金がヘルパーを使う日とデイサー

ビス利用を使用する日を施設が管理している。個

人の意見が届いていないように思う。 

女 60歳代 

入所施設や高

齢者の診察料

金等 

181 国民年金でも安心して利用できるように。 - 60歳代 

老人福祉セン

ター 

32 

湊の老人福祉センター。老人福祉センターは老朽

化がはげしく、また出野尾にもあるのでそちらを

利用すればいい。 

女 60歳代 

594 

湊老人福祉センター。燃料代も高くなっている上

建物も古くなっているし、利用する人達はいつも

きまっている人達や地域の近くの人達ばかりだか

ら。 

女 60歳代 

高齢者サービ

ス 

372 高齢者パスカード、バスの小型化、民営化。 女 
70歳代

以上 

380 
現存する「里見の湯」は良いが入浴料が高いので

高齢者に補助を希望します。（例）７０歳以上半額。 
男 

70歳代

以上 

549 
高齢者が増加するのは止めようもないので多くの

人に行き届くサービスの為。 
女 

70歳代

以上 



19 

 

559 

まだ 65歳～70歳くらいまでは元気な人が多いの

で年よりの仕事としての地位や考え方などが利用

する方と近くなるので分かるのではないかと思

う。年を取ってくるとお金がないので物質でない

ことをしたい。 

男 
70歳代

以上 

851 高齢者が毎日楽しくゆっくりと遊べる場所。 女 40歳代 

1205 オムツの無償配布等。 女 60歳代 

その他 

48 月１度の検診の時に介護の人達を見ている為。 - 60歳代 

349 
（食事など、話し相手） 

高齢の方を、一人にしない。 
女 50歳代 

395 
（ボランティアの活用） 

高齢者、障害者等の活用対策にもなると思います。 
女 

70歳代

以上 

758 
高齢者に目を向けるべき。環境の面はほどほどで

いいと思う。 
女 60歳代 

 

 

 

 

 

 

 安全・安心に関すること (6)

項目 番号 理由 性別 年齢 

海岸の津波対

策 
33 

避難する場所があまりなくあれでだいじょうぶか

と思う。道路整備も必要だと思うがこのことも、

もう少し留意すべきである。 

女 30歳代 

 

 行政に関すること (7)

項目 番号 理由 性別 年齢 

市役所・施設職

員の人数，人件
31 市民課職員が多すぎる。 女 30歳代 
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費等 

133 

図書館の不要な人員の削減。全く本に詳しくない

必要のないと思う人が図書館にいるのは不自然

（無駄遣い）。 

男 50歳代 

164 
図書館とコミセンの職員は少なくしてもいいの

ではないかと思う。割とひまそうなときが多い。 
女 60歳代 

169 全般的に人員の縮小。 男 
70歳代

以上 

173 
（窓口業務） 

職員がおおすぎ。 
男 60歳代 

186 パートをＥＴＣの増で賄う。   男 
70歳代

以上 

188 
元気な広場の職員・健康保建福祉課が多すぎる。

元気な広場は子供より多いときがある。 
女 30歳代 

190 
館山市は人口減少なのに多すぎると思う。同時に

市役所の職員が適切なのかどうか問いたい。 
女 

70歳代

以上 

223 

（公民館） 

退職金をたくさんうけとった元校長ばかりが再

就職している。 

男 50歳代 

253 

（あまり使用されてない施設） 

職員がひまそうにしている。場所があり良く上に

たつ人が見てまわってください。場所はここでは

いえないけど税金のムダ使いです。 

男 
70歳代

以上 

395 人数の縮小、ボランティアの活用。 女 
70歳代

以上 

396 
（窓口業務） 

人件費の削減スピードアップ。 
男 60歳代 

398 市役所等の職員の見直し。 女 50歳代 

486 
民間企業はリストラ等でバランスを取り経営し

ているから。 
男 40歳代 

554 人件費の削減。 男 50歳代 
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601 職員は遊んでいるみたいにみえる。 女 60歳代 

634 
事務事業もう少してきぱきやれば、人数が減らせ

ると思う。 
女 60歳代 

650 
いつも市役所に行くと一生懸命働いている雰囲

気がない（ヒマということ）。 
女 

70歳代

以上 

668 

あんなに職員いらないと思う。用があって行って

も弁当食べてたり茶飲んでたり、ぼーっとしてる

人がいっぱいいる。その人たちのために税金を払

いたくない。ムダ使い。 

女 30歳代 

669 

施設で働く人の給料上げてほしい。安すぎる。そ

ういう施設で働いているが、たいへんなしごとな

のに安い。 

女 60歳代 

696 

税務、納税課など（市役所）なんか一人一人見た

目暇そうに見えます。市役所内に千葉銀があった

りコンビニ支払いもあるので、もっとスリム化で

きると思います。 

女 - 

724 削減したそうですが再度。 男 60歳代 

840 適正な職員数（人件費等の削減）。 女 50歳代 

884 
（市役所業務全般、議員数の削減） 

経費の削減（人件費の削減）。 
男 30歳代 

891 人件費の縮小も必要かとおもいます。 男 50歳代 

896 職員の数が目立つ。 - 60歳代 

975 人が多すぎ市役所。 男 50歳代 

1017 伺ったときに、人員の動きを見て思いました。 女 50歳代 

1071 
暇そうにしている高給料の職員を減らす。忙しそ

うな人と暇そうな人の差が激しい。 
女 40歳代 
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1130 

（市が運営する施設、事業所の人件費） 

所長、施設長（天下り）の高額人件費、むだな人

数の配置。 

女 40歳代 

1158 
（窓口業務） 

人件費の削減、雇用の拡大、運営の合理化。 
男 50歳代 

1314 公務員は民間と比べると仕事が出来ない。減給。 男 
70歳代

以上 

1315 

時々図書館へ行きますが、常時５～６名の職員が

いるように見えます。実際は何人いるのでしょう

か。皆さん常勤なのでしょうか。あの規模の図書

館であれば２～３名程でどうでしょうか。いたん

でいる本、汚れている本が多いので、金をかける

のであれば職員ではなく本へと思います。本の数

も少ない、図書館以外利用しませんが、職員が多

いと思われる施設があるのでは。 

男 50歳代 

市役所・施設職

員の意識，組織

等 

84 

（雇人費、年々上がっている。現状維持でいてほ

しい） 

経費等が上がっているうえ、何か安くなることを

願う。 

男 60歳代 

244 
（情報などのソフト利用サービスの有料化） 

自ら稼ぐ意識。 
男 50歳代 

259 

市の職員全体のやる気（例：窓口業務の対応の悪

さ）、必要の有無に関係なく、夜遅くまで庁舎に

電気がついて残業をしている（能力による適材適

所）雇用の場の少ない当地で採用されたという自

覚の無さ 民間企業（事業所）では考えられえな

いルーズな勤務態度（能力）。 

女 60歳代 

450 
お役所仕事はマンネリ化。事務的刺激をして発展

へ。 
女 60歳代 

478 
（人口減少に伴う全ての行政組織） 

納税者の減少による対応。 
女 60歳代 

627 
（各課の集約） 

集約によって各部課の人数の減少になる。 
男 60歳代 
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925 国でもそうしてきたと思うので。 男 
70歳代

以上 

955 
行政と民間企業が協力してより良いサービスを

してほしい。 
女 40歳代 

1094 施設や事業に携わる職員の意識改革。 女 60歳代 

1168 

事務的な仕事でなく、一人一人のひととしてのき

め細かい仕事やサービスをして頂ける様な気が

致しますし、心あるいたわりの仕事がして頂けそ

うです。 

女 
70歳代

以上 

1171 
（庁舎を統合すべき） 

一部署で済まず、一日がかりになる時が有る。 
男 60歳代 

1222 

社用で自動車利用の時等、複数人で出かけるが、

ひとりで用事の足りる時はひとりで行えば良い。

（何かあった時のために、ひとりでは出かけられ

ないと言っていた）。 

女 20歳代 

1284 

（市役所業務の中で住民にサービスできる事が

あれば） 

お役所仕事が多く、事務手続きなど待たされる事

が多い。私達が昼休みを利用して役所に行ってい

るのに、自分達は昼休み中であることを顔に出さ

れる。嫌悪感。 

女 40歳代 

市役所の窓口

業務 

101 
（転出入等） 

ＯＳ化できない理由が浮かばない。 
男 30歳代 

401 
窓口で手続きをする方の挨拶や対応サービス精

神の欠落。 
男 50歳代 

448 機械で発行できるから。 女 40歳代 

540 
民間に委託すべきである。公務員は施策等を考え

る事に時間を割いてほしいので。 
女 60歳代 

563 コンビニ等で住民票とか取れるといい 女 60歳代 
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645 

住民票の発行は、コンビニ端末や法務局が作って

いるような民営化が望ましい（ここに市の人件費

をかけるのはもったいない）。 

男 30歳代 

687 一か所で全ての用事が済むようにすること。 - 60歳代 

716 開業時間の変更・延長等が可能。 女 40歳代 

760 
土日しか会社を休めない市民に、平日のみの対応

は論外。 
男 

70歳代

以上 

761 

市民課、コンシェルジュ（受付案内）の委託。た

だ座っているだけでは意味がない。自ら訪れた人

に用件を聞き、必要用紙の記入を促したり、スム

ーズな手続き案内を！但し、市職員が、この様な

案内ができていないので、民営化非常勤、パート

の人等に依頼すべき。 

男 50歳代 

813 業務として働いてほしい。 男 40歳代 

868 
住民票、転出入の窓口業務。印鑑は不要でも良い

のでは。コンビニでも取れるようにする。 
男 60歳代 

1052 

24 時間または土日の利用可能可。平日勤務で住

民票が必要な場合、土日しか窓口にいけない。２

社入れて常にサービスを競わせる。民営化したほ

うが経費が安く、その分サービスは向上する。 

男 50歳代 

1066 サービス向上。 女 40歳代 

1173 土・日・祝日も業務が行える様。 男 60歳代 

1263 ゆるい。 男 40歳代 

1286 対応マナーが悪い。 男 60歳代 

1291 専用の職でもなく、やれそうだから。 男 50歳代 
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1317 
職員教育がなされていない、不快感を受ける。法

務局の対応はすばらしかったです。 
女 40歳代 

施設（全般）の

見直し 

61 
改めてその存続事由か否かを検討し、処理するこ

と。なるべく迅速に。 
- 30歳代 

393 
まだ使用出来る施設を解体して新しくするので

はなく、使用しやすいように改善をする。 
男 

70歳代

以上 

452 

高齢化により新規事業により税金が増える様な

ものは原則廃止すべき（年金生活者は現状でもギ

リギリの生活）。 

男 
70歳代

以上 

473 
庶民には用はないです。少なくなればいいと思い

ます。必要最小限と思います。 
男 60歳代 

635 

特にどことはわかりませんが、大きい建物は必要

ないのでは。人の出入りがあまりないような施設

もみられます。 

女 
70歳代

以上 

667 
施設をなくして、人員削減に努めてもらいたい。

経費の削減になると思われます。 
男 60歳代 

688 

具体的にはわからないけど、何かを作れば維持管

理費がかかることを長期展望できなければ後々

の負債となる。予算の裏付けが出来ない場合はお

となしくしていること。 

男 
70歳代

以上 

889 

市の施設・事業の具体的な内容はわかりません。

施設は 10年～40年後は補修費が掛かるので、今

後は箱ものは極力少なくしてはと思います。 

男 
70歳代

以上 

1057 空きスペース、利用率の低い施設など。 男 
70歳代

以上 

1079 
あまり利用されてなであろう施設は廃止して無

駄な経費を削除すべきと思います。 
女 60歳代 

1085 
何の施設があるかわからないが、少しずつ改善縮

小を。 
女 50歳代 

1247 

企業等は店長などを定期的に変えて不正防止な

どをしているが、市の業務は限られて人で行うの

で、年に一度や二度見直しの機会があった方が良

いと思います（ＴＶ等で不正をしている話しを目

にする事が多くなっているので、否めないで

女 30歳代 
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す・・・）。 

事務事業の見

直し 

227 
（市営住宅） 

収入の多い人が市営住宅にいる。 
男 60歳代 

276 

振込の EB化、市民サービス（住民票、印鑑証明

等）のコンビニ取得、福祉・保健業務の分離化、

幼稚園、市長の運転手、議会 観光部門、やろう

と思ったらすべて可能。課ごとに収支計算すべ

き。効率化の強力な推進図るべし。公務員の常識

は一般の非常識に当たる。より検討すべき点は多

い。 

男 40歳代 

355 

市役所内での無駄をはぶいてゆく。広告ポスター

などを充実させ枚数を考える、事務用品や雑費を

含めて大切に使用するなど。 

女 50歳代 

539 
（市営住宅） 

高額な車の所有している人もいるから。 
男 10歳代 

573 事業が同じ内容の作業等がある。 男 60歳代 

709 
（市営住宅（戸建）の跡地、管理・売却） 

雑草やごみ捨て場に成って居る。 
男 

70歳代

以上 

784 
（税・年金の滞納者の徴収） 

未納者がいると思うが。 
男 60歳代 

811 
（各種イベント） 

行政が行わなくてもよいものがあると思います。 
女 50歳代 

1113 
雇用促進の一つの方策として、安くても働きたい

シルバーねらいとか。 
女 30歳代 

1122 

愛知県高浜市並みに行事を進められたら、市民に

対してもサービスは向上する。役所の考え方と民

間の考え方は大違いである。 

男 30歳代 
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1122 

愛知県高浜市のようにどうにも法律上委託でき

ない部署は職員でやらなければならないが、他は

株式会社１００％出資して立上げ、退職した職員

を自給８００円で雇用し、役員は無給とする方法

で進めてもらいたい。 

男 30歳代 

1231 

具体的には書けませんが、各種の行事など検討す

るものがあるように思います。これからの若者の

ためになることに目を向けた施設や行事を考え

ていくべきだと思います。 

女 
70歳代

以上 

手数料全般 

17 
館山市内の住民は無料化してほしい。年金暮らし

だから。 
女 

70歳代

以上 

36 
何回か引っ越しを経験してきて、いくつかの自治

体よりも大体 50円くらい高い。 
女 40歳代 

50 値段が高い。 女 50歳代 

148 
何をするにも料金がかかるという現状を考えて

ほしい。お金が少ないから。 
男 40歳代 

197 高すぎる。 男 50歳代 

387 手数料をもっと安くしてほしい。高すぎる 女 60歳代 

403 

個々の手数料について比較的長い年月のままで

推移してきているものがあるのではないでしょ

うか。 

男 
70歳代

以上 

406 手数料を支払う意味が不明なもの 男 60歳代 

609 
受益者負担の原則に則り、適正な料金を徴収（手

数料の金額等が分からない） 
女 60歳代 

630 
年１回は収支を確認し、必要であれば負担増もや

むをえないと思うため。 
女 40歳代 

634 これ以上、手数料を高くしないで欲しい。 女 60歳代 
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696 

まず諸経費、手数料という基準の金額はなんなの

でしょうか？手数料こそサービスとならないも

のですか？明確な材料費、技術外のあいまいなの

は、取るべきではないと思います。 

女 - 

705 
書類を取るだけなのに、手数料が非常に高いで

す。 
男 60歳代 

720 

実際に赤字と思える場合には料金を上げたほう

が良い。他市町村と同じならば上げず便利なもの

に金が掛かれば上げると良い。 

女 60歳代 

724 
市民課の住民票等は電子化で半額になるのでは。

市民全般に使用するのでは。 
男 60歳代 

760 

土日における手数料アップならばやむをえず。本

業の市民サービスは、市民の利用出来る時間帯を

休みにすべきではないと思う（昼休みを含め）。 

男 
70歳代

以上 

782 
すべての手数料が高すぎる。待ち時間が長すぎ

る。 
女 

70歳代

以上 

794 

書類ほとんどに手数料がかかるのではなく、個

人、企業の物との見直し。年金生活者が多くなっ

ている今、個人の負担が多くならないため。 

女 60歳代 

855 
年金カット、消費税の増により生活圧力が…その

為インターネットを解約しました。 
女 

70歳代

以上 

1122 
収支バランスを考え、手数料は決めていく事が重

要である。 
男 30歳代 

1186 
（公共料金の手数料） 

やたら高額なときがある。 
女 20歳代 

1227 
市役所窓口でのモロモロの手数料。ちりも積もれ

ば・・・。市民も協力しますので・・・。 
女 60歳代 

1298 
職員がわかるのでは。現在の手数料でできない理

由であれば、料金の上げはしかたない。 
男 50歳代 

各種公的証明

書発行手数料 

75 市民課の手数料等。 男 60歳代 

157 
（印鑑証明発行手数料） 

高い。 
男 50歳代 
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173 高い。他課の相互応援をし、忙しい時間を減らす。 男 60歳代 

195 
（住民票発行手数料） 

高い。 
女 30歳代 

277 年金生活の為。 男 60歳代 

335 
担当者の手数は公務であり、コピー代金としては

高いと思う。 
女 60歳代 

337 
（住民票発行手数料） 

他の市町は３００円程度なのに・・・。 
女 30歳代 

524 

（住民票発行手数料） 

既に住んでいる証明なので 50%負担くらいがよい

と思う。 

女 60歳代 

611 
（住民票発行手数料） 

高い。 
男 40歳代 

618 税政が厳しいから。 男 
70歳代

以上 

694 
1 枚ではなく 1回で金額を決めた方がよい。複数

必要だからです。 
男 

70歳代

以上 

874 せめて半額にしてもらいたい（高いと感じる）。 男 40歳代 

914 市内在住であるのに手数料が必要なのか。 男 30歳代 

950 高すぎ。 女 50歳代 

1004 高いので検討してほしい。 男 60歳代 

1023 申請（窓口業務）するときの手数料等を高くする。 女 60歳代 

1070 書類等の手数料。 女 60歳代 

1105 もう少しやすくても良いのでは。 男 60歳代 
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1111 

（戸籍関係書類の手数料） 

名義変更の際に何通か必要で取寄せしましたら、

１万円以上かかってしまいましたので高く感じ

ました。 

女 40歳代 

1148 
児童手当、申請しなければならない割に高い（横

須賀は無料）。 
男 40歳代 

1187 
手数料も取るのは理解できるが、これがもっと軽

減されるとありがたい。 
男 40歳代 

1215 高すぎる。コピー代でよいのでは。 男 60歳代 

1268 値上げすべき。常時申請する訳ではないので 女 60歳代 

1283 金額ほどに原価がかかっているとは思えない。 男 
70歳代

以上 

行政サービス

の民営化・委託 

84 
行政よりも安く、スピーディーに出来るものがあ

ればやるべきだと思う。 
男 60歳代 

116 
経費節減につなげてほしい。日曜祭日も開業して

ほしい。 
女 60歳代 

128 
行政の事業はほとんど民営化委託が出来る。行政

のしごとは利益を生まないから。 
男 60歳代 

163 

一般論であるが、民営化されたほうが職員も意欲

向上につながる。はっきりいわせてもらいます。

公務員は３日で行う仕事が 1 週間かかると考え

ている。 

女 60歳代 

173 
公民館の職員は民間へ委託すべき。利用が限定さ

れている。 
男 60歳代 

165 できるものがあれば民営化。 男 60歳代 

206 必ずしも行政が全てを行うもの？と考える。 女 60歳代 

274 将来性見直し（民間）。 男 60歳代 
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327 

どれを民営化するのはわかりませんが行政は見

るべきだ。これで行政がなりたちますか。行政で

もアルバイトが多いでしょ。 

男 60歳代 

406 競争によるよりよい改善。 男 60歳代 

439 民営化による経費削減。 女 60歳代 

471 

委託等により働く場所が少しでも増えるのでは。

行政サービスと言っても所詮お役所仕事、土日だ

とやってくれないから。 

男 50歳代 

610 
民営化・委託も一案ですが、館山に受け入れ企業

があるかわかりません。 
女 

70歳代

以上 

618 

すでに民営化・委託されているものもあります

が、さらに進められる行政サービスがあればやっ

て欲しい。 

男 
70歳代

以上 

627 
（館山市環境保全センター） 

民間でも十分に仕事が出来る。 
男 60歳代 

632 

民営化や委託により、コストの削減とサービス向

上が実績としてあるようなニュースで知ったか

ら。 

女 10歳代 

667 

（市が必ず行わなければいけないサービス以外

の部署等） 

経費の削減になると思う。 

男 60歳代 

717 
（手数料全般） 

民間に委託して良い項目を選択する。 
男 60歳代 

763 
民営化だとひまそうな人がいなくなる。（忙しそ

うな人がいても見ている）役付の人でも手伝う。 
女 

70歳代

以上 

812 

（社会教育施設） 

年間の稼働率がどの程度なのかあまり把握でき

ていないが、縮小・改善または民営化すべきだと

思う（委託等）。 

- - 

813 
（附属施設の民間委託） 

業務として働いてほしい。 
男 40歳代 
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815 24 時間コンビニで出来るものが増えるとよい。 男 50歳代 

846 
行政の独立できる部署を民営化や委託にし、雇用

につなげる。 
女 60歳代 

849 

行政遂行上民活にしても支障のない業務内容と

経費の比較を検討する。民活にすることで経費の

節減ができることと雇用に反映されればと思う。 

男 
70歳代

以上 

889 

所謂お役所仕事と言われる様な特にサービス関

係の事業は、採算を常に考えている民間業者の方

が効率は良いと思います。 

男 
70歳代

以上 

895 
民営化を進め賃金の削減、働かない職員の減少、

市民への労働の場の提供。 
- 60歳代 

897 
（極論）机に座ってできる仕事は委託をお願いし

たら？ 
女 60歳代 

960 
民営化に出来る行政をやれば少しは経費を少な

くできると思う 
女 

70歳代

以上 

964 市の施設全部民営化。経費節減。 男 60歳代 

1075 

特に具体的な考えはありませんが、アイデアやや

り方を持っている業社があれば託し利便性を優

先したい。 

女 40歳代 

1135 

移転入から期間が短いので具体的事業・組織はわ

からないがニーズに合ったサービスが満足でき

るなら、縮小しなくても良いが、サービス内容に

不満が残った時は、合理化追求（民営化）だと思

う。納得のいくサービスが常に受けられた時は良

としますが、低レベルのサービスなら民営で十

分。 

男 60歳代 

1191 まだ民間に委託すべき事があると思います。 女 50歳代 
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1220 

（個人情報等、公共性の高い情報を取り扱う事業

以外の事業） 

民営化、委託化されれば、現予算より少ない予算

で事業が行われるはずで、（そうでなければ意味

がないので）少ない予算で同等のサービスを行う

ために外部からより良いノウハウが入ってくる

と期待するため。 

男 30歳代 

1247 

どのような行政サービスがあるかいまいち分か

らないのですが、民営化・委託出来るものはして、

高齢者や若い人に働ける場所を増やしてほしい

と思います。 

女 30歳代 

1297 

市役所の住民課や福祉に関する業務は民間に委

託して、南パラを公営化しましょうよ・・・。南

パラ・・公営にもどしましょうよ・・・。接客も

福祉もプロにまかせよう・・・。もちはもちや！ 

女 30歳代 

広報「だん暖た

てやま」 

16 いらない紙のムダ。 男 50歳代 

239 
簡素化すべき。カラー刷等に必要なく費用を少な

くしたい。 
男 60歳代 

307 月１回でいいのではないか。 - 60歳代 

731 月１回にする。緊急の場合は臨時に発行。 男 
70歳代

以上 

867 
月１回に減らしては？経費削減、ページ数を増や

して対応してはどうでしょうか。 
女 50歳代 

1142 

だん暖たてやま（公報）は月１回が良い。回覧で

２回まわすのも大変です。資源の節約、事務の節

約わずかなことですが。 

女 
70歳代

以上 

1251 
カラーでなくシンプルでいいと思う。コストダウ

ンすべき。 
女 60歳代 

市議会議員の

数 

190 
館山市は人口減少なのに多すぎると思う。同時に

市役所の職員が適切なのかどうか問いたい。 
女 

70歳代

以上 

544 
減らしてほしい。市の財政も厳しく、人口も減っ

ているので。 
女 

70歳代

以上 
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554 人件費の削減 男 50歳代 

773 
へらしていいと思う。市会議員はどんな活動をし

ているのか疑問を持っている。 
女 60歳代 

884 
（市役所業務全般、議員数の削減） 

経費の削減（人件費の削減）。 
男 30歳代 

773 
市会議員をへらし、その分税金の使い方を考えら

れる。 
女 60歳代 

その他行財政

改革全般 

17 
具体的には解りませんが、利用度の少ない施設、

事業等があるのでは。税金の適正化。 
女 

70歳代

以上 

79 無駄遣いをなくす。 女 40歳代 

106 

行政でどんな施設事業を行っているかさえしら

ないので、ただ、無駄なところがあるなら廃止、

縮小するのは当然。 

女 50歳代 

267 行政が考えるべき。 男 60歳代 

279 行政が第一に行う物と思いますが。 男 
70歳代

以上 

314 

どの施設、事業ということなく、組織の簡素化・

改善・強化を常に心がけることが重要である何事

もマンネリ化良くない。 

男 60歳代 

469 

大切な税金の使い方の問題です。行財政改革は終

わりのないテーマとして常に取り組むべきと思

い、一般論として回答しました。 

女 60歳代 

584 そこをさがせ。本当に無駄がないのか。 男 40歳代 

590 

どの様な施設、事務事業の現状がわかりませんの

で具体的に書けない。赤字で財政を逼迫させる場

合、廃止または統合するとか運営状態、利用状況

の良い所を残す。 

女 
70歳代

以上 

604 

具体的施設などはわかりません。大きな企業がな

くなっている為、税収入が減っているのでは。そ

の為に節減しなくてはならないと思います。 

女 60歳代 
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605 

施設・事業を知っているわけではありませんが、

人員職員の意識等、又、民営の働き方等、研究す

る価値があると思う。 

女 60歳代 

630 

すべて厳しい財政状況になると想定がされてい

るのであれば、年１回はすべてを見直すべきなの

ではないか。 

女 40歳代 

659 税金のムダをなくすこと。 - 
70歳代

以上 

706 
外部から指摘されなければ判らないようでは倒

産会社も同じ。 
男 

70歳代

以上 

706 
行政で考えて下さい。改革は自分たちが良く判っ

てる、判らなければ問題。 
男 

70歳代

以上 

742 

館山市は行政改革の意識が高く、現時点で見直し

すべき事業等は思いつかないが、事務事業などの

遂行に当たっては常に不断の努力が必要のため

「1」を答えた。 

男 60歳代 

761 

全ての施設・事業、全ての課・係必ず無駄はある

はず。常に見直し・改善をスピーディーに行って

ほしい。 

男 50歳代 

763 具体的に不明だが統合など経済的にいい。 女 
70歳代

以上 

842 全体的に２割程度縮小できないか。 男 60歳代 

882 
具体的にはないが一つ一つ精査すれば無駄が見

つかるのではないでしょうか。 
男 60歳代 

920 

見直しすべき施設・事業について今現在何が必要

で何は必要でないのか正直よくわからないので、

今後関心を持って考えていきたいと思います。た

だこれから先、経費節減や適正化、効率化という

のは何に対しても必要だと思います。 

女 30歳代 

922 

具体的な施設・事業はわからないけれど、時代に

合ったお金の使い方は常に見直して行くべきこ

とだと思います。 

女 50歳代 

952 
施設をあまり利用しないので具体的にはわから

ない。維持費・管理費を節約（利用者に 50%くら
女 

70歳代

以上 
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いまかせる）。 

992 
経費削減や事業の適正化のんびりと進めすぎ、民

営なら明日はないよ 
男 40歳代 

1039 

（若い人たちが働ける多くの環境が出来る事） 

財政が豊かになってくれれば、自然と人も集まっ

てくると思う。 

男 60歳代 

1101 

事務内容等くわしく解らないで○印つけました。

無責任かもしれませんが、担当者から考えて何か

出来ることがないかと思いました。民間企業はと

ても厳しいものがあります。漫然とせず常に厳し

い立場に立ってしていてほしいです。 

女 
70歳代

以上 

1168 
①を行った場合の経費を③の運営の補助にまわ

せば、より良い人にサービスを出来るのでは。 
女 

70歳代

以上 

1189 
無駄に税金を使わず市民の為考えて使う様にし

て下さい。 
女 60歳代 

1198 

「ここ」というところは思いうかびませんが、ひ

とつひとつ見直していくいことで、館山にとって

よりよい方向に向かっていくと思います。 

女 40歳代 

1201 
関係部署で検討して下さい。結論として提案し

た。具体的には資料もなくわからない。 
男 

70歳代

以上 

1220 

重要度の低い事業は具体的にはありませんが、現

在ある施設。事業は必要だからあるのだと思いま

すので、すべての事業の必要性を評価し、重要度

が低いグループに入った事業を行わない、又、縮

少等の思い切った政策が必要なのだと思います。 

男 30歳代 

1225 

施設・事業の詳細がわからないので答えようがな

い。ただし、見直す必要があるのなら見直しを行

うべきだということ。 

- 60歳代 

1278 諸税の減少により改革が必要。 女 30歳代 

 

 その他 (8)

項目 番号 理由 性別 年齢 
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ATM手数料等 

444 
（ATM、消費税、税金、年金） 

いらない、ムダ。 
女 20歳代 

807 
（コンビニでの手数料） 

郵便局だとお金がかからない。 
男 10歳代 

946 

（委託関係の仕事の手数料） 

減額を希望。委託しても（その会社が）組織が同

一であるから。 

男 60歳代 

1038 

（銀行での振込みや入金による手数料が高すぎ

るのでは） 

引き落としの際手数料は仕方ないと思いますが、

振込み際 800円以上から手数料が高いように思

います。 

女 40歳代 

1248 
（ＡＴＭ手数料） 

手数料発生がおかしい。 
男 30歳代 

1276 
（振込手数料等） 

たかい。 
- 

70歳代

以上 

その他意見 

143 
将来収入があまりないと思われるので、具体的に

これとはいえないが不安のみです。 
女 50歳代 

226 不明。 女 30歳代 

228 具体的には書けない。 男 60歳代 

255 すぐには思いつかない。 男 30歳代 

275 
市の徴収している手数料が何があるのか不明な

為、一覧表を同封していただきたい。 
女 50歳代 

275 行政サービスの一覧を同封していただきたい。 女 50歳代 

275 
市の行っている施設や事業がよく分からない為、

一覧表を同封していただきたい。 
女 50歳代 

326 役所はあてにならない。 男 50歳代 
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392 わからない。 男 10歳代 

441 具体的には思いつきません。申し訳ありません。 男 50歳代 

501 

これから年金が多くもらえる方ばかりでなくな

った時、どれ程の行政の負担（市の税金）が増え

るか心配。 

女 40歳代 

517 
県の管轄施設なのか、市の管轄施設なのか、市民

に分かりにくい。 
男 

70歳代

以上 

526 時間の誤差。 女 
70歳代

以上 

569 
（事務全般） 

公務員は事務員ではないと思う。 
男 40歳代 

572 
いろいろ資料が届きますが、文面を良く理解でき

ない。年を増すごとに読むのが不自由。 
女 

70歳代

以上 

632 具体的には見当たらない。 女 10歳代 

633 
施設や事業の内容がわからないので具体的に書

けない。 
- - 

638 
ばくぜんとした思いであり、具体策はわからな

い。 
男 60歳代 

680 
少し高く上げても皆であつまって楽しめる事が

ほかにない。 
女 

70歳代

以上 

787 具体的には分かりません。 女 - 

880 特に何を委託かわからない。 男 60歳代 

910 具体的にはわかりません。 女 50歳代 

954 
漠然とした考えで、どの施設・事業と答えられま

せん。 
女 60歳代 

988 わからない。 男 30歳代 
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1030 

（今回のアンケートの中間催告葉書） 

アンケート期日 9/1に関わらず、8月中旬に催告

葉書、お礼などいらない。 

男 60歳代 

1125 それを考えましょう。 男 30歳代 

1187 思いつきません。 男 40歳代 

1189 
行政の分担がわからないので、広報などで詳しく

報告してほしい。 
女 60歳代 

1218 わからないが、何か有るはず。 男 50歳代 

1240 

分かりませんが・・「１」（特定の人が利用する

為）と「２」（ゴミ有料化等）は、改善を進めて

いる様な・・「３」が残りました。 

女 50歳代 

1247 

このアンケートを催促する手紙などの手数

料・・・。このアンケート９月１日までなのに（し

かも強制じゃないですよね）。期限すぎてないの

にわざわざ手紙を出るとはムダだと思います。せ

めて期限（９／１）がすぎてからでも良いのでは

と思いました。 

女 30歳代 

1267 
今特記することは無い。その時のニーズに合って

行うことかと思います。 
男 

70歳代

以上 

1283 市役所が疎遠になっているように思える。 男 
70歳代

以上 

1288 具体的には？ 女 60歳代 

1322 わかりません。 男 40歳代 

 

 

市に対するご意見・ご要望 ２．

 道路 (1)

番号 内容 性別 年代 



40 

 

20 

都市計画税を納税しているが、市道の整備（草刈り等）がまったく実施さ

れていない。市道等の草刈りは住民が草刈りを実施している状態であ

る。又、市道にＵ字溝が整備されていないので、排水が道路に流出して

いる。 

－ 60歳代 

50 館山市全体の排水路が整っていない。雑草をこまめに刈る。 女 50歳代 

84 

道路の整備（修理など）は、殆ど無視している様に思える。大きな道路等

は、早く出来ても、村道内の道路（市道含む）、目につきにくい所など 10

年以上経っても何ひとつ出来ていないのも現状です。縁故関係などが特

にあるように感じていけない。他の所は早い。 

男 60歳代 

107 
排水溝の上が歩道、何とか。歩きの者として斜めになっている所もある。

無理でしょうネ。 
女 

70歳代

以上 

128 道路幅員の拡張の実施。館山の山の登山道（ハイキング等）を整備。 男 60歳代 

134 バイパスの雑草がひどすぎます。観光客に失礼だと思う。 女 40歳代 

148 道路の整備をしっかりして頂くと、車ががたがたしていると、困ります。 男 40歳代 

182 道にあるミラーをありがとう。 男 60歳代 

215 

十何年も前の歩道計画を実行(海岸道路)したりして今は全然必要性がな

いと思います。いろいろな計画の見直しも必要で自転車等通りにくい所

を直した方が良いと思う。 

女 50歳代 

223 

幹線道路とつながる市道の整備、フタがなく側溝がむき出しであったり、

一切整備されないところがある。不便さを毎日感じる。都市整備税は恩恵

を受けない市民も納めるのかという不公平感が大きい。 

男 50歳代 

236 

県道の除草をもう少し回数を増やしてほしい。通学(自転車)が危ない点

見られる。又地権者がいるかも知らないが木が覆いかぶさっている為大

型バスなど道路の中央寄りに走行している。 

男 60歳代 

247 
道路、公共交通の不便さは地域の活性化を妨げます。若い世代が安心

して子育て・生活ができるような館山市の施策充実を。 
女 60歳代 

348 道路がくねくねしているのは危ないと感じる。 男 30歳代 
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360 館山道四車線化を早期に。 － 
70歳代

以上 

393 
側溝の蓋が老朽化して音がうるさいし、又、蓋の水抜きの穴に幼児が足

を差し込んでけがをしたことがある。 
男 

70歳代

以上 

395 

定年退職後は夫と暖かく自然豊かな館山でゆったり暮らしたいと、思い

切って7年前に転居してきました。しかし 3・11の大地震で思いもよらず不

安が増大してしまいました。地震、津波対策は遅れているのではないか。

心配しています。5m,10mの津波が来たら市街地は全滅です。津波は逃

げるしか方法がありません。海から山の方へいち早く離れられる主要な道

路ももっと必要なのではないでしょうか。館山は南北に伸びる主要道路は

なぎさライン、127号線、127号バイパスと沢山ありますが、海から山の方

へ直接向かう道路は少ない気がします。 

女 
70歳代

以上 

406 

大きなことより小さなこと（お金のあまりかからないこと）をコツコツと。館山

市の美しい環境を守るための美化活動（バイパス道の雑草等気になって

いる）。 

男 60歳代 

410 

バイパスの分離帯が草だらけなのできれいにしてほしい。見通しが悪い

のと外から来た観光客が館山に来て最初に見るのが雑草ではあんまりだ

と思う。定期的に刈れなければモルタルやシートでおおってはどうか。 

男 30歳代 

421 
大型車が頻繁に通るのに道路の舗装がされていない。狭い道路にも目

を向けて下さい。 
女 50歳代 

458 

道路にヤシの木を植えているが、木と木の間がせまく、脇道から主道路

へ出る時入る時など見通しが悪く危険を感じる。手入れが悪く枝など落

下してきて危険だと思う。ヤシの木を植えるより、歩道を整備し、車椅子や

電動三輪が安全に通れるようにして欲しい。南町の交差点の渋滞やバイ

パスの渋滞の改善をお願いしたい。 

女 40歳代 

520 

北条地区外の海の見える海岸道路は建物は許可しないでほしい。プライ

ベートビーチ化させないでほしい。春から夏、雨天時に遊びに来た観光

客が楽しめる場所があるといい。館山市への入り口、バイパス、ヤシの並

木道の草取りをしてください。とても印象が悪い。所有者のいる空地や山

は草刈りや手入れの規則を強化してください。冬場枯草(伸び放題)を見

るとこわい。 

男 60歳代 

522 
自転車が車道を通り、危ない。歩道が空いているなら歩道を走ってほし

い（歩道を自転車が走るようにして下さい）. 
男 20歳代 

545 
市内は道巾が狭いので電動車いすの方、杖をついている方のために、

側溝の整備もう少しできませんか。 
女 

70歳代

以上 



42 

 

589 
市役所前道路が狭い。木を伐採してガードレールをつけ子供が安全に

歩行できるようにしてほしい 
女 50歳代 

598 
バイパスから高速道路までの渋滞の緩和などもう少し道路整備をしっかり

行ってほしい。 
男 40歳代 

603 

館山に越して 7年になります。車がないと不便なところであると思っていま

す。子供の通学路に歩道が整備されていなかったり、とても不安な気持

ちになります。せめて通学時間に通行止めにする等、子供も親も安心で

きる様改善してほしい。高齢者の運転マナーの悪さに驚きます。逆走す

る車を一般道でも見ます。この場に子供がいたらと思うとヒヤッとする場面

があります。子供だけに交通安全マナーを教えるのではなく、高齢者にも

必要ではないでしょうか。 

女 30歳代 

626 バイパスの草が伸びすぎ。 女 30歳代 

661 高速道路を 2車線にしてほしい。 女 10歳代 

702 どこを通っても管理されている道路を要望します。 － 60歳代 

703 

上真倉交差点の電柱の下の部分、腐っているので見直し。事故のおきな

い様点検して下さい。この様な所は他にもあると思います。点検して下さ

い。 

女 
70歳代

以上 

711 交通機関（道路幅を広く）。 － 50歳代 

718 道路脇雑草整備。道路脇花壇整備。 男 50歳代 

743 
道路を舗装して頂いてとても良いです。できれば何故舗装したのか理由

が知りたいです。 
女 

70歳代

以上 

755 

Ｈ26.3.14正木の踏切で事故があったが、いまだに毎日車両が通ってい

る。通学路でもある為、学校が始まると心配です。標識が見えにくい（川

崎バス停側の入り口）。道が狭いので車が通ると、人が草むらに避けなけ

ればならない。中にはスピードを出して通過して行くので大変危険です。 

女 30歳代 

757 
市街地だけでなく、全域に目を向けてほしい。駅周辺だけきれいでも、車

が走りづらい所が多かったり、見苦しい風景が続く場所もある。 
女 60歳代 

758 
広い道路はいいんですが、住宅地の中に入ると、デコボコで狭い道路が

多い。何とかならないかと思います。老人車も押すのに、老人は大変。 
女 60歳代 
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790 蚊の発生源となるＵ字溝のため、枡を埋めてほしい。 女 60歳代 

791 道路・整理設備等、場所により差がありすぎ。 女 60歳代 

798 

汐入川の河川敷にある街路樹（プラタナス）ですが、年々大きくなり、台

風や雨そして落葉樹なので 12月いっぱいまで枯葉が落ち、道路を埋め

つくす。前には、枝などを切っていましたが、その人もいない。私も年なの

で枯葉集め等をしていたが、それもいつまで続くかわからない。でも、今

は日除けになり助かっているけど、冬の事を思うと心配です。この大木を

どこに相談したら良いのか心が痛みます。この場をかりて。 

女 
70歳代

以上 

799 
安全に歩くための歩道を確保する。観光客の方にも市民にも必要と思

う。ガイド板だけでは不十分である。 
男 60歳代 

810 
館山市の道路を整備するほど通り抜けされてしまうような気がするのは私

だけの思いでしょうか。 
女 

70歳代

以上 

820 道が狭い。 男 30歳代 

854 道路の整備をお願いします。 女 
70歳代

以上 

858 自転車が安心して走れる道の整備。幹線道路の景観(除草と植栽）。 男 20歳代 

864 

市も大変だと思いますが歩道が狭い所が多く、しかも土が貯まり草も生え

車道を仕方なく歩かなければいけない所があります。子供や老人が安心

して歩ける道を作ってください、よろしくお願いします。 

女 50歳代 

874 

公共工事などの効率化：無駄な工事がある為有効な工事かどうかを見極

めたうえで実施してもらいたい(長須賀、島原通りの歩道拡張工事は有効

的なのかどうか。歩行者が多いとは思えない）。 

男 40歳代 

902 道路の整備(通学路の安全性)。 女 30歳代 

971 市役所前道路拡張。 男 
70歳代

以上 

982 真倉のバイパスパワーまでの草刈り。 女 
70歳代

以上 
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995 
近年の房総への観光客増加を考慮し、館山自動車道 2車線化には協力

すべきだと考えます。 
男 20歳代 

1007 

徐々に道路等の拡張が始まってきているが何かがあってから…では遅い

のだと思います。で何かあったら 50km/h を 40km/hにしたり信号の型を

変えたり…不便。 

男 50歳代 

1020 道路の周りの草を刈ってもらいたい。 女 
70歳代

以上 

1024 
バイパス道路の交差点、車線の数が他の地域から来た方々にもわかりや

すい方法にしてほしいです。 
女 50歳代 

1025 

那古の交差点 2か所分かりづらく危ない。館山市街から三芳方面に抜け

る道路を新たに造ってほしい。家の前の道路は頻繁に大型車が通るの

に歩道がほとんどなく危険。歩道もガタガタしているしガードレールもな

い。子供が事故に遭わないか心配。 

女 30歳代 

1027 
館山道が早期に 2車線になるよう館山市としても係っていてほしい。観光

目的に海岸線をもっと整備してほしい。 
女 50歳代 

1038 

スーパーセンターおどやの前の道路（3車線）一番左側が南総文化ホー

ルへ行く車用に車線があると思うのですが、他県から来た人などわから

ず真っ直ぐ走ってきて、途中から右に割り込むことになり、とても危険に思

います。一番左側の矢印の直線をなくして左だけにしてもよいと思いま

す。 

女 40歳代 

1039 道路の拡張及び整備をしてほしい。 男 60歳代 

1041 

道の片側だけでも安心して歩ける歩道があればと思います。側溝の蓋の

上が歩道になっている所はコンクリートの穴に足先がひっかかり歩きづら

いのです。又車を運転できない老人の為に小型の市内循環バスが有れ

ば助かります。 

女 50歳代 

1052 
残土運搬のダンプがアスファルトの道を凹ましています。常に監視して下

さい。 
男 50歳代 

1055 道に木が垂れ下がってて通りづらいので切ってほしい。 男 40歳代 

1062 

国道、県道、市道等、道路に対する苦情が来館者から多い。例えば中央

線横断歩道等の白線がまったく見えない。道路に草、木が飛び出してい

ると話を良く聞きます。 

男 50歳代 
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1068 

市の中心部ばかりではなく西岬の方の道路もきれいにしてほしい。特に

つゆ時の草の伸び方はとてもすごいので草刈りを早くしてほしいです（と

てもフラワーラインなんて呼べません）。 

女 50歳代 

1092 

富津のジャンボプールに子どもと行ってきました。近くに海風の気持ちの

良い公園もあり、館山にもこのような市民の行きやすい所があるといいね

と話しました。バイパスの雑草がじゃまで事故をおこしそうになりました。

他から来てくださる観光客にも不評です。 

女 40歳代 

1095 

休耕田が多く野生動物が増えたと思います。せっかくきれいな道路が出

来ても雑草がすごく、余りいい気持ちはしない。豊房の道路両脇は花が

植えてあり気持ちがいいです。生がきが道路の方迄のびている。私は館

山が大好きです。でももっともっと大好きな館山がきれいで活気のある街

になって行ってくれる事を願います。 

女 60歳代 

1106 

子育てしやすい市になってほしいです。学校までの道が狭く、車がかなり

スピードを出しているので、いつか子供が事故にあうのでは…と不安で

す。通学路を安全な道にしてほしい。 

－ 30歳代 

1109 バイパスをもっと花のまち館山にしたらどうでしょうか。 女 
70歳代

以上 

1130 

観光時期にもかかわらず、道路の整備が出来てなく、バイパス道路を通

る時など、いつも残念に思っています。地域ごとにもっと積極的にボラン

ティアを募るなどして、常にきれいにして頂きたいです。 

女 40歳代 

1177 館山バイパスの景観整備。 女 60歳代 

1190 

観光にばかり金を使っているが、通学路ひとつ整っておらず、子どもを学

校に通わせることがこんなにも不安な街に越してきたことを悔やんでい

る。館山市役所前の道なき道のすみっこを小学生たちがつつと歩く姿に

いつも心配になる。しかも通学時間に警官ひとり立ててくれない。警官を

立たせることで、道が危ないことがバレてしまうからだと聞いた。まず、登

校・下校時に警官を立たせること。次に、至急通学路（歩道）をきちんと作

ること。この 2点が最重要課題。しかも 1つはすぐできること。やる。すぐ。 

女 40歳代 

1202 
街が広くなく、道路の見通しの悪い所も多々あります。安全な道路を願い

たい。 
女 60歳代 

1212 

健康診断や介護に関することは心配していません。町（市）として、道路

のごみ草など、目につくと、荒れた感じがします。バイパスにつくられてい

る花壇など税金で植栽されたスペースが、草が目立つと、豊かな気持ち

がそがれるこの辺を何とか予算をつけて、整備して欲しい。 

女 60歳代 
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1223 道路排水など良くしてほしい。 女 60歳代 

1226 

道路が車中心の様に感じます。小さい子供を歩かせたり通学させる際に

不安を感じます。歩道の整備を進めてほしいです。また、合わせて電線

の地中化を検討してはどうでしょうか。 

男 40歳代 

1231 

道路について。正木の三芳に向かう道路を都市に向かう道路とバイパス

に出る道路の三叉路（鶴各建設の所）。見通しも悪く、大型バスもすれす

れでやっと通り、危ないので改善してほしい。 

女 
70歳代

以上 

1237 館山バイパス中央部分の雑草の整備（通るたび見苦しく思います）。 女 60歳代 

1278 ドブの清掃とフタのない所はフタをして欲しい。 女 30歳代 

1281 
・シャッター通りの再開発・区画整理必要。車社会なのに道路がせまい。 

・交通ルールの改善。せまい。道路は一方通行等にするべき。 
－ 

70歳代

以上 

1294 道路わきの草刈りを定期的にしていただきたい。 女 60歳代 

1298 
道路に木がかかり、観光バスが通行しにくい。まずは、道路の整備をお

願いしたい。 
男 50歳代 

1303 
子供が通学するための歩道が狭いし、車道も狭いので、道路全体を広く

してほしい。 
女 30歳代 

1305 道路を少し整備してほしい。 － － 

1331 
見通しの悪い交差点なのに、カーブミラーがない場所がいくつかあるの

で、設置を検討してもらいたい。 
女 30歳代 

1333 
バイパスや海岸等の分離帯などの雑草。花などを植えたり、コンクリート

にする等の工夫をし中途半端はやめた方がいいと思う。 
女 30歳代 

1339 
子どもが安全に過ごせる町づくり。ガードレール、病院、宅配サービスの

範囲を広げる。 
女 40歳代 

 

 海岸 (2)

番号 内容 性別 年代 

100 平砂浦の活性化・新井海岸のモータージェットの危険を注意する。 女 20歳代 
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128 夏の沖ノ島及び水上バイクをどうにかしてほしい。 男 60歳代 

148 

海岸を整えて頂けると観光客の人にも地元の人にも気分が良いのではあ

りませんか。レジャー施設を増やすのは、何とも言えませんけど、私の姪

等はＡＥＯＮぐらいしか行く所がないとぬかしたりします。 

男 40歳代 

227 館山湾にジェットスキーが多く海水浴客が怖がっています。 男 60歳代 

255 
北条海岸付近(渚の駅付近）のジェットスキーヤー等の規制をはじめ、い

れずみや反社会的な人に対する規制が甘すぎる。 
男 30歳代 

261 

新井海岸の近くに住んでいますが、夏の土日朝 6:00頃から水上バイクの

騒音に悩まされています。車のナンバーを見ると、ほとんどが他県から。

彼らは神奈川から締め出された連中です。今どき駐車はタダ、シャワー・

トイレのある新井海岸に流れてきたのです。バーベキューもやっていま

す。ゴミを出し、館山には一円も落とさず日帰りで帰るのです。水上バイク

の禁止は時代の流れとしては常識です。水上バイクの為に永年続いた遠

泳大会が無くなったとの市の記事を見てあきれるばかりです。館山にも沢

山の外国人が働き住んでいます。市の問題ではないと思いますが人種差

別はタブーです。 

女 60歳代 

266 
他の観光地で廃止している水上バイクをなぜ優遇するのか理解できな

い。 
－ 60歳代 

327 
夏は館山だと思いますが、海の中興味あります。海にもぐるとすぐ漁師が

くるのはなぜ。 
男 60歳代 

352 

若い頃から海が好きでいろいろな海に行ったけど、沖の島の海はその中

でも上位の方で本当にいい海です。しかし、そこに来ている人達のマナ

ーは今まで最も悪いです。市、行政が本気で取り組んで今のうちに手を

打ってほしい。兵庫県の竹野海岸など行政がしっかりしている所はすてき

です。 

女 60歳代 

448 

海と美しい海岸線と港、緑も多く住むにもレジャーにも最適なまちだと思

っています。でも、海岸にゴミがたまっていたり、せっかくの環境が台無

し。昔からある自然環境をもっと大切にしていけたらよいと思います。都市

化を進めるより環境保全に力を入れたほうが将来移住者も増え、観光促

進にもつながるのではないでしょうか。 

女 40歳代 

452 
渚の駅が充実する時期に合わせ北条海岸より館山桟橋方向の街灯、遊

歩道等の整備を行っていただきたい（街灯はほとんどない）。 
男 

70歳代

以上 
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481 
新井海岸でのジェットスキーの発着を止め、代わりに湊川付近の海岸を

利用するとよい。 
男 － 

505 
北条海岸の環境整備に長く時間がかかったのではないかと思う。必要な

所にはお金をかけて短期間で改修を行い、PRなどした方がいいと思う。 
男 40歳代 

520 

北条地区外の海の見える海岸道路は建物は許可しないでほしい。プライ

ベートビーチ化させないでほしい。春から夏、雨天時に遊びに来た観光

客が楽しめる場所があるといい。 

男 60歳代 

522 
夏の新井海岸の交通マナーの悪さ。路駐が多すぎる。海上技術学校から

の歩道のポールを建てた意味がわからない。 
男 20歳代 

544 

海岸の景色の良い所にセメント工場があり風景がマイナスになりがっかり

です。運動公園があっても遠すぎて利用できない。散歩できる公園がな

い。フラワーラインにお花がない。 

女 
70歳代

以上 

579 
東京湾沿に位置する市町との協力連携を図りながら国際的な港湾観光

開発に着手してほしい。 
男 60歳代 

607 
北条海岸の南欧風街づくりは一体何だったのか。桟橋の建設って必要だ

ったのか。 
女 30歳代 

612 

館山夕日桟橋の活用が少ない。イベントの時以外は使用されていない。

何のための桟橋なのか、散歩するだけなのか。沖に碇泊している自衛艦

各種民間の接岸はだめなのか。多用的な使用がなされても良いのではな

いか。 

男 60歳代 

613 

海岸の道の駅にもっと野菜、魚などのお土産をアピール。夏は海、冬はイ

チゴ狩り、花。秋春は何もなし。館山で使っていない土地を里見の湯の様

な温泉施設等を作って安く入れるように。もっと観光客を増やしたいなら

そこに入る業者に入りやすく安く提供。道の駅を充実させればそれだけ

で観光客来店する（どこかの道の駅、テレビでやっていたので）。 

女 60歳代 

615 新たな桟橋をもっと活用すべきだと思う。 男 
70歳代

以上 

634 海岸にごみ箱をもう少し設置してもらいたい。 女 60歳代 

691 

新井、北条海岸への駐車は有料にすべきです。そのお金でゴミなど掃除

に使用して下さい。今どき無料なんてありえません。キャンプもＯＫにすべ

きです（有料）。 

女 60歳代 

693 
北条海岸にあんなに立派にお金をかけるなら、安く入居できる老人ホー

ムを増やした方がよいと思います。 
男 60歳代 
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717 
地図等にも「鏡ヶ浦」と表示されている館山湾と北条海岸の自然を生かし

て、いつ館山に来ても海岸で遊ぶ事が出来るようにして欲しい。 
男 60歳代 

784 
館山港の区分（使い分け）、海水浴場・釣り場、水上バイクの発着場

等々。 
男 60歳代 

804 

海岸線など自然環境を壊す中途半端な開発はやめたほうがよい。平砂

浦の防風林も早く手を打てば今のようにはなっていなかったし、金を掛け

ても元に戻らない。数十年が無駄になった(県）。 

男 60歳代 

806 港にマリーナを新設してほしい。 女 60歳代 

821 
昔の様に安心して子供でも泳いだり遊んだりできる新井海岸になればい

いが。水上スクーター野放しでいいのかね。 
男 

70歳代

以上 

843 北条海岸の(車)駐車料金を設定する。 女 60歳代 

852 
自然環境の整備、強化：海をきれいに。安全に遊べる様な規制作り等(モ

ーターボート等は多少規制しても良いのでは）。 
男 

70歳代

以上 

871 北条海岸の駐車場の夏季有料化。 男 
70歳代

以上 

895 

観光立市という言葉がありますが、もう少し観光客の受け入れの事を考え

てみたら。例えば桟橋の水上バイク。車両が道路にはみでている。ひどい

渋滞。隣に市の職員がいるのに話題にならないものですか。その他観光

立市でしたら、もう少し駐車スペースばかりではなく観光客に優しい街づ

くりをしたらどうですか。 

－ 60歳代 

991 

海岸通りなど花壇にお花を植えるまではいいのですが、何週間もしないう

ちに草だらけで苗がダメになっています。お金をかけて植えてもムダで

す。植える植物を変えるとか目の前に植えてもらっているのだから花壇の

前の店、お家の方に少しは手入れをお願いしては。 

女 50歳代 

1061 

館山湾は素晴らしい海岸に生まれ変わりました。老人が多いと言われる

中で老人の姿はあまり見かけません。この人達を海辺に連れて行って気

持ちよくおしゃべり出来る設備は出来ませんか。（椅子）そのまま座れる

（芝刈り）4～5人で（乗れるブランコ）おやつや昼食等。行政主体で出来

ないですか。動く動かない関係ない（危険を避ける）。 

女 
70歳代

以上 

1065 海岸のゴミ、水上バイク（対策、水質向上）。 男 40歳代 
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1074 
年々館山湾港の活用、大型船舶の寄港や港の駅の設営など。独創的な

開発が新興され結構な事です。 
女 

70歳代

以上 

1124 
沖の島にシャワー施設を（夏期のみの設置でむずかしいと思うが）。年々

沖の島利用者（夏期）が増えている為。 
男 

70歳代

以上 

1188 北条海岸の街灯は消えてる数の方が多いのに無駄だと思います。 女 50歳代 

1200 桟橋の費用対効果はどうであったか。 女 50歳代 

1206 海を大切にして欲しい。北条海岸少し手を加えすぎの印象です。 女 40歳代 

1213 

夏のジェットスキー問題。新井海岸・北条海岸・八幡海岸・那古海岸（香

海岸からも降ろしています）と多く、海の安全性が悪くなっています。危な

くて遊んでられません。そして、駐車場問題もあります。観光桟橋の駐車

場は、シーズンになるとまったく使えません。北条・八幡海岸も使えない

場所もあり、迷惑になってます。ジェットスキー事故もまた起きましたね。

海の事故で有名にならない為に、安心・安全な海の為に、ジェットスキー

禁止にするべきだと思います。逗子市のような安全で快適な海水浴場を

目指してほしいです。 

女 40歳代 

1258 

渚の駅の所の桟橋の上にあるウミホタルっぽい変なオブジェ。あれなんで

すか。あれにいくらお金使ったんですか。完全に景観を害してる。ナンセ

ンスにも程がある。 

女 20歳代 

1294 

夏の期間中、観光客のゴミ捨てが多く（海水浴・テントのバーベキュー）地

元の負担が多いので、帰る前（3時～5時）に見回りをしてほしい。ゴミ持

ち帰りの看板等を作っていただきたい。 

女 60歳代 

1296 
夏になると「ジェットスキー」の方々が多くて危ないと思っています。大きな

事故がおきなければいいと、毎年思います。 
女 30歳代 

1308 海が汚い。海沿いのファミレス等の系統が同じ。夜中のバイクがうるさい。 女 10歳代 

 

 交通インフラ (3)

番号 内容 性別 年代 

2 交通機関の充実。車がないと生活できないのは困る。 女 60歳代 
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9 電車を増やしてほしい。 男 30歳代 

24 交通インフラの整備。駅周辺の再開発。 男 50歳代 

28 

館山から熱海（新幹線の駅がある）までのフェリーが出来たら便利かと思

います。どこに行くにも、東京に出るのに 2時間弱かかるのが本当にめん

どうです。 

女 40歳代 

77 
市外に行った人達が帰ってきやすい環境、若い人達の利用する施設が

少なくなっているので、増やすか交通網を改善して頂きたいです。 
女 20歳代 

121 地域を循環する小さなバスを安い料金で乗れたら良いと思う。 男 
70歳代

以上 

190 

富崎地域に住む者の市中へ入る交通の便、バスの回数が少ない為全て

に不便を感じる。民間の大型バスでなく市の（10人～15人乗りのバス）小

型バスの循環（低料金にて）が有れば、老人に助かる。切に望む。 

女 
70歳代

以上 

247 道路、公共交通の不便さは地域の活性化を妨げます。 女 60歳代 

269 

バスが少なくて買い物に行くのに困る。もっと駅の近くにスーパーが欲し

い。駅前にミニスーパーがあるとバスを待っている時間に買い物が出来

る。バスを待っている時皆さんが言っている事です（1時間に 1本は少な

すぎ）。イオンまでバスを乗り換えていかなければいけない。もっと小さい

バスで安くしてほしい（市民バスとか 1回イオンまで行くと私の場合 800円

かかるし 30～40分待っている）。 

女 60歳代 

290 

もっと交通を便利にしてもらいたい。バス、電車の本数をもっと増やして欲

しい。もっと街の活性化を図ってもらいたい。まるで火が消えてしまってい

るかのよう。 

女 
70歳代

以上 

337 路線バスの本数をもう少し増やしてほしい(特に夕方 6時以降）。 女 30歳代 

358 交通手段をもっとよくしてほしい。 女 20歳代 

359 

お祭りや観光、イベントにお金をかけるのではなく、市民の暮らしをより良

くする施策を進めてほしいと思います。土地が余っているので(農地）利用

してほしい。定期バスが高すぎる。路線を変えてほしい（通学の為通院、

買い物）。 

女 50歳代 
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363 

私は館山地区ですが、実家が西岬にあります。両親とも自家用車の免許

がなく JRバスだけが頼りです。バスの本数が年々少なくなり困っていま

す。病院へもタクシーで行くこともあります。せめてバスを 1時間に 1本出

すことは出来ないものでしょうか。バスでなくてもワンボックスカーでもあり

がたいのです。 

女 50歳代 

372 
買い物に病院にバイパス方向に向かってのバス路線(小型化）。不便な所

によく来たねと地元の人に言われる。役所に乗り換えなしで行きたい。 
女 

70歳代

以上 

384 
市役所の近い所にバス停を置いてほしい。通院、買物等の為バスを増や

してほしい。 
女 60歳代 

398 

JRや東海汽船や三井などに働きかけて高速ジェット船を就航させよ。バ

スよりも時刻どおりに着く「電車」の「特急」をもう少し増やしてほしい(朝と

夕方）。交通網を整備する人を呼び込むことで活性化する。→自然を大

切にしつつ人を呼び込むには徹底しなければ、これからは通用しない。

公共交通機関は全て電気で。市民の人々の自家用車も呼びかけて電気

にしていってもらう。トヨタや日産に働きかけて先進的なことをやっていくし

かない。モデルタウンとして国からも援助してもらう。どこからかお金を引っ

張ってくる算段が重要。全て電気自動車にする。若しくは路面電車を環

状で走らせる。所々に駐輪場や駐車場を作る。 

女 50歳代 

415 バイパスなど市内バスを利用できれば、車がなくても便利。 女 30歳代 

464 
コミュニティバスがあれば市役所や南総文化ホールなどが行きやすくな

る。 
女 60歳代 

472 
交通の便が悪いので本数を増やしてほしい。バス等にも suica等が使える

様にしてほしい。 
女 10歳代 

514 鉄道の特急増加(減少している為）。 男 30歳代 

531 高齢者になった時、足となる交通手段が身近にあるといいと思います。 女 60歳代 

655 小型バスにして、バスの路線・回数を増やしてほしい。 女 
70歳代

以上 

735 
路線バス→大型からマイクロタイプに替え、便を増やし、細かい道なども

通る線を増やして欲しい。 
女 30歳代 

762 
公共の交通機関の少なさが、コミュニティバス等で少しでも良くなる事を

希望します。 
女 40歳代 
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773 
ＪＲの特急電車を増やしてほしい。車両を少なくすれば経費も少なくてす

むと思う。 
女 60歳代 

799 
コミュニティバスは必要である。駅・役所・病院・スーパーなどを定額で回

れるもの。 
男 60歳代 

805 
朝の電車の本数を増やさないと、高校生が多すぎで高齢の方が座れな

い。 
男 20歳代 

822 
夏の間だけでもよいので電車の本数を増やしてほしい。特に木更津から

館山の間の本数が増えるといいなと思う。 
女 10歳代 

894 

今般ではマイカー利用が増え、私達のような運転が不可な者にとり交通

量の多さが気になりますが、普段外出する時は徒歩かバスや電車などを

利用しているので、今のバス路線などは将来的にも存続の方向でお願い

したいです。 

女 40歳代 

950 コミュニティバスの導入。 女 50歳代 

992 観光客ではなく住人や高齢者の為のインフラの整備。 男 40歳代 

1004 
市内バスを小型化し本数を増やしてほしい。その為の市民の活用も協力

を求めるべきと思う。 
男 60歳代 

1027 
海の交通網の整備、東京、伊豆、三浦半島などへの船の定期便の就航

はできないでしょうか。 
女 50歳代 

1041 車を運転できない老人の為に小型の市内循環バスが有れば助かります。 女 50歳代 

1165 
交通手段が少なく、車を運転できる人しか生活できない市のイメージがあ

る。 
女 40歳代 

1233 

自然豊かで大変良い町です。しかし、交通マナーが悪すぎます。横断歩

道などあってない様なもので、自転車に乗る老人も危険運転が目立ちま

す。車に乗る人間にも自転車に乗る人間にも危険が多い市であるイメー

ジが強いです。 

男 20歳代 

1291 
道路に頼らないで市への出入りを便利にする（特急の増発・高速化）路線

バスの増発。 
男 50歳代 

1328 おとしよりの交通面など。 男 60歳代 
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1329 
バスターミナル、駐車場の充実。→駅前の駐車場は高すぎる。バスに乗

るなら絶対富浦か岩井になる。 
－ 30歳代 

 

 雇用の創出 (4)

番号 内容 性別 年代 

9 企業を増やすべき。 男 30歳代 

29 若い人達が働ける会社が欲しい。 男 60歳代 

36 大きな企業の誘致ができれば雇用もうまれる。 女 40歳代 

40 企業誘致。とりあえず働く場所を確保。 女 10歳代 

49 とにかく雇用の確保をお願いしたい。 女 40歳代 

70 里山森林伐採による発電。障害者、神経症者の上記の雇用。 男 50歳代 

73 企業の誘致。 男 60歳代 

89 

若い人が勤務出来る会社、工場も作る。水産物・・・魚・海藻（養殖場）。

農産物・・・温暖な気候を生かして農産物（果実・野菜）を作り加工する工

場（空いている農地又は新しい農地を作る）。 

男 
70歳代

以上 

139 企業が少ない。働き場が少ない。 女 30歳代 

157 働きやすい職場と、生活して行く上での税金など。 男 50歳代 

210 働き口の創出をもっと促進してほしい。 女 20歳代 

214 仕事を増やしてほしい。 男 20歳代 

220 企業の誘致。 女 
70歳代

以上 

232 
年金生活では経済的に厳しく、健康であれば、65歳を過ぎても働く場所

を与えてほしい。 
女 20歳代 



55 

 

300 企業・商業施設の誘致の推進。 女 40歳代 

307 工業団地の復活。 － 60歳代 

396 
若い人達が市外に流出せず市内に住むことができるように、仕事の場を

創出してほしい。 
男 60歳代 

397 

仕事がなく帰ってくるのがためらう様な状況を何とかして欲しい。給料が

全体的に低く共働きするしかない。その際学童保育や夜遅くまで子供の

面倒を見てくれる所が欲しい。 

男 20歳代 

418 都会から移住してくれるような雇用対策をしてほしい。 男 30歳代 

452 
特に若人が流出しない様に企業誘致等、職場の確保を積極的にお願い

する。 
男 

70歳代

以上 

501 

今 65、70、75歳でも若々しく元気な方は多いですが、やはり働ける場所

が近くにあったり、バスで通うのにもバス代が高ければ働いても同じです。

そういった配慮を市に願いたいです。 

女 40歳代 

503 
より多くの企業を呼び、都心並みの買物環境及び都心との交通をさらに

活性化し、アミューズメントパーク等で観光人口増が必要。 
男 30歳代 

522 企業誘致。渚などは明らかに人が減った。 男 20歳代 

594 
働ける場所をもっと増やしてほしい。年齢関係なく、ますます暗い市にな

っていきそうなので思いやりが欠けていきそうです。 
女 60歳代 

636 
高齢化に伴い、65才以上の人の働く場所がない（体は元気で仕事をした

い人が沢山いるのではないでしょうか）。 
－ 

70歳代

以上 

673 

県外から引っ越してきて、館山の企業の少なさにびっくりした。以前住ん

でいた静岡では企業誘致が盛んで、転勤に伴う人口増により、街に若い

人があふれていた。活気が足りず、館山は寂しいと感じる。 

男 30歳代 



56 

 

681 

・館山は、大学の施設や保養所が多いけれど、肝心の大学そのものが無

い。町をアクティブにするのは若い人たちであるので、大学関係者を、うま

くだまくらかして大学誘致を行う。 

・石川県の金沢あたりでは、加賀藩政時代に前田家が殖産興業して、加

賀友禅、九谷焼、輪島塗漆器、金箔などの名品を作り出して、結局、今も

これらの加賀藩時代からの名産品で食っているわけで、土地の特性を生

かした殖産興業をして加賀名品に匹敵する名産品を生み出す努力をす

る。 

・近代的な企業なども欲しいところだが、ＩＴメーカーとかは難しそうに思え

る。けれども、ＩＴソフトの起業家などの集積地を目指すなどはありではな

かろうか。キャッチコピーは房総のシリコンバレー。 

・それにしても、最近は館山も農業従事者の高齢化で耕作放棄地があち

こちに出来て、雑草が生え放題で大量の花粉が飛び、花粉症が重くなる

のには困りものだ。耕作放棄地を有効利用するなど、何とかならないもの

だろうか。 

男 
70歳代

以上 

684 
一人でも多くの方が館山市に勤務出来る様にお願いします。若い人がい

なくなり、年寄部落では困ります。 
女 

70歳代

以上 

710 

企業誘致をし、働く場所を作る。それにより、人の流出を減らす。館山市と

してのビジョン、今後の計画・構想等を明確にし、住民に夢が持てる市に

してほしい。 

男 60歳代 

711 企業を多くする。 － 50歳代 

735 企業誘致などで雇用の幅を広げて欲しい。 女 30歳代 

754 

大学など誘致し、卒業後そのまま就職できる企業が必要。自然や気候が

よく移住してきた方々は、以前住んでいたところへ戻りたいとは思わないと

話している。 

女 30歳代 

760 

若者がこの地で仕事に就けない理由の一つに、他県市町村から定年勇

退された年配者の労働力があるためだと思います。地場の企業はチョッと

した手伝い程度であれば、高齢者雇用の名目で上手に年配者を低賃金

で雇用し、安価な労働力として重宝されてしまい、それが支払給与のモ

デルへと常態化されてしまえば、未来ある若者には到底、受け入れ難い

低賃金給与となります。かといって、高齢者雇用を蔑する訳にも行かず、

若者の職場創出と相反する部分を解決できる方法が解らずにいる側も問

題です。 

男 
70歳代

以上 
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772 若い人の働く場が少ない。 女 40歳代 

774 
住むにはすごくいい所だと思います。でも、仕事をしたくても仕事がない

ので、かけもちでやってます。 
女 50歳代 

839 

子供や孫が館山で両親と一緒に生活できるような職場が是非必要です。

（富士ジーゼルをはじめ電気関係の職場が次々と閉鎖され）他の地域へ

の移るしか生活できない状態になっているようです。 

女 
70歳代

以上 

914 地元に戻り就職したが年々給与が下がり仕事の意欲が無くなる 男 30歳代 

969 
館山災害がない気候も良い。東京、神奈川より良い土地が安い、野菜が

うまい、魚もまあまあ、そんな利点を生かし介護ビジネス会社誘致する。 
男 

70歳代

以上 

988 工場がないので働く所が全くない。介護の仕事しかない。 男 30歳代 

1027 
若者が都会へ出てゆかないよう企業誘致をして定住民を増やしてほし

い。 
女 50歳代 

1113 雇用促進なんとかならないかなあ（大企業誘致は望まない）。 女 30歳代 

1148 働く場所がないので、人が減っていく。 男 40歳代 

1149 

平日に働きたい（子供の学校に行っている時間）がなかなか無い。登録

制にして、介護など人手不足などの解消などつなげたらどうか。資格も取

れるとうれしい。 

女 40歳代 

1150 大きな企業がない。 男 50歳代 

1172 

私の考え方は意地悪でしょうか。生活保護を受けている方達がとても多い

とか聞いています。どんな手続きをしたらなれるのか全くわかりませんが。

まだ立派に働ける年齢の方も多いと聞いています。城山公園などで遊ん

でいるとか。そういう人たちに公園の草取りとか公共施設のお掃除等手伝

っていただいたらどうでしょうか。お花を植えるのもいいでしょう。市民の為

になる仕事をしているという自覚も出てくるのではないでしょうか。 

女 
70歳代

以上 

1218 大企業の誘致。 男 50歳代 
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1249 工場誘致、大学誘致等、人口が増えるような政策を要望します。 男 
70歳代

以上 

1250 

地元に帰ってきたくても仕事がなく帰ってこれない、などの声を友人から

聞きます。高齢者福祉も大切ですが、若い世代への支援もお願いしたい

です。 

女 20歳代 

1317 

高齢者が必要とされていると思える町づくりをお願いしたい。若い労働力

が充実した仕事につける仕事場をお願いしたい。子供たちがほこれる"い

なか"となる町にしてほしい。 

女 40歳代 

1333 
職場数が少なすぎるので、増やしていければ、その方が若い人たちは残

る人も増えていくと思う。 
女 30歳代 

 

 農業・漁業 (5)

番号 内容 性別 年代 

224 
水産業の活性化。他県からの導入(原発等による不漁漁業者との協力）も

検討すると良い。 
男 

70歳代

以上 

582 

農林業、漁業などこの土地固有の産業を大切にしてほしい。その為の後

継者育成に予算もアイデアも注ぎ込むべき。日本の農産物の残留農薬

の基準値はヨーロッパ基準の 10倍。ヨーロッパ基準まで下げられれば「安

全な農産物」として、館山の特産になるのでは。 

女 60歳代 

708 
温暖な気候と大消費地に近い立地条件を生かした農業振興をさらに図っ

ていただきたい。 
男 50歳代 

1034 
イノシシの被害が増えているのに対応していない。米、野菜など作る人が

いなくなってしまう。 
女 50歳代 

1142 

市会議員さんの活躍をもう少し望みます。何か余りはっきりと見えません。

市の為に頑張ってもらえないでしょうか。館山市の発展の為、まず経済を

中心に考え、青果市場をもっと元気に。市の援助が必要です。その上で

教育、子育て福祉、環境整備と輪を広げたら良いです。 

女 
70歳代

以上 

1154 
農業に対する支援策を期待します（南房総市の支援センターの様な）。

農業が元気がないと館山の商業も沈滞すると思う。 
男 

70歳代

以上 

 

 観光 (6)

番号 内容 性別 年代 
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26 

消滅市町村のリストに入らないように、将来的な人口増、又は現在の人口

程度の維持が必要である。 

このために 

①次の世代に魅力ある施策づくり 

②東京一極集中は今後しばらく（オリンピックまで）続くであろうが、東京

圏に便利な、そしてリゾート環境を備えている、当地の利便性などをＰＲし

てほしい。 

③このために館山のブランド化（軽井沢・伊豆・葉山のような）をどのように

すすめるか。 

（アンケートについて）大変でしょうが、こういう試みをされること素晴らしい

です。頑張ってください。 

男 
70歳代

以上 

27 観光地魅力アップ（高速道路の割引制度が廃止になる前に）。 男 60歳代 

56 観光は頭打ち。工業の振興もむり。 － 50歳代 

113 
多勢のふるさと大使がいるが、その多くが市民に馴染みがないし、その活

動の状況が判らないし、必要性もギモン。 
女 50歳代 

121 

観光地としてもっとアピール出来る何かを頭を使って皆で考え、発展の為

に努力した方が良い。努力が不足していると感じる。若い人の知恵も求め

ると良い。 

男 
70歳代

以上 

128 館山の山の登山道（ハイキング等）を整備。 男 60歳代 

150 観光をメインに。もっと力を入れてほしい。 女 50歳代 

174 

文化都市では税は増えないし、観光客も増えない。高速道路を作っても

館山を通過してゆくだけ。観光客を呼べる観光施設を作るべきだ。海だ

けでは客は来ない。 

－ 60歳代 

206 

8/8の花火大会に桟橋の券が当たっても、駐車場が充分でない為行けな

いでいる。又、他市の友人から呼んでほしいと言われるが、駐車場が不十

分の為断っている。せめて桟橋が当たった者に対しては駐車場も近くに

なければ…と毎年思っている。関係者はその辺の所どう考えているのか。

これは商店主からも聞かれた内容である。 

女 60歳代 

210 花火大会当日の交通混雑をもう少し緩和してほしい。 女 20歳代 
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228 

私は生まれ育ち会社勤務、58年間神奈川県藤沢市鵠沼に住んでいまし

た。ここ館山は湘南以上に観光の資源が豊かにある土地です。私の住

む、神戸・富崎地区を市の助成でさらに魅力ある地域になっていくものと

信じています。 

男 60歳代 

235 
年間通してのお客さんの館山へ来る数を多くできるように。花、スポーツ、

海、食べ物等をアピールしていく。 
男 50歳代 

244 
何事も中途半端といわれる地域だが、特化されずに何でもあるという事な

のだから、その雑多性を活かす切り口で館山の個性を出してください。 
男 50歳代 

250 
北条、那古、新井海岸など海水浴客が安心して遊べるように水上バイク、

バーベキュー等を全て禁止した方が良い。 
男 60歳代 

273 
TV等で館山市が取り上げられることも多いですから、より多くの観光客が

来るようにパンフレットがもっとあると良いかと思います。 
女 10歳代 

295 

海岸の観光開発及び海の駅等の事業について、多大な投資をしすぎて

いる。高齢者の活用は余り見受けられない。予算の配分を他のライフライ

ン強化と下水処理の改善等に振り向けて、住みやすい街造りに改善して

頂きたい。 

女 
70歳代

以上 

297 観光では集客は不可。他の方法を考える。 男 40歳代 

314 
館山は南房総への通過地的なところが見受けられる。もっと館山の観光

資源の充実と活用を図り、良い所がたくさんある PRが必要である。 
男 60歳代 

366 

どんな街づくりをしたいのかよくわからない。大きなものに PRをして私達

にも周知してもらいたい。目指す所は同じ所にしたい。観光を考えるなら

ジェットスキーの方の対応を考えたらどうですか。水は使い放題、お金は

ほとんど落としていってない、どう思いますか。ゆっくり海につかれないよ。 

女 50歳代 

368 
渚の駅の営業時間が、夕日を売り物にする海岸で 16：45までとはおかし

い。 
男 60歳代 

403 水上スポーツの誘致と促進。 男 
70歳代

以上 

422 観光客の誘致。 － 
70歳代

以上 

452 ・通年を通した観光施設、宿泊設備の充実を計っていただきたい。 男 
70歳代

以上 
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478 
花火大会でのフラメンコは同じ開催にしない方が良いと思います。夏の海

水浴場時の海の家の整備をしてはどうか。 
女 60歳代 

503 アミューズメントパーク等で観光人口増が必要。 男 30歳代 

505 

花火大会も館山市にとっては大きなイベントであり、お客も集めることが出

来てとてもいいと思う。日程にはこだわりがあると思うが週末になる or金曜

日に持っていくなどをしていく必要もあるのではないかと思う。館山のイベ

ントの数にはよく頑張って企画していると感じています。 

男 40歳代 

519 

今年の花火大会は本当に素晴らしかった。前後西風が強く 8日だけ(朝

は白波が立っていた）まさに花火大会これぞという位良き日でした。前に

打ち上げられた花火の残像が次の花火に残っていて 60数年見ている中

で一番不思議とも言える、又とてもステキといえる花火大会だった。市長、

市民の良き行いのプレゼントだと確信しました。 

女 60歳代 

520 春から夏、雨天時に遊びに来た観光客が楽しめる場所があるといい。 男 60歳代 

526 PR不足。 女 
70歳代

以上 

584 遊園地等を迎え入れ、交通網を整える。 男 40歳代 

609 

観光バスが良く通りますがどこへ行くのだろうといつも思っています。観光

に来る人に館山市を本当に喜んでもらうために何かインパクトの強い物が

欲しいです。 

女 60歳代 

627 
観光館山で発信しているが、館山湾、海の商業施設等にお金をかけてい

るか。長く集客が続くか少し不安です。 
男 60歳代 

637 

スポーツが盛んなので、競技大会の誘致などを通じて、もっとアピール出

来るのではないか。沖ノ島は有名で観光客が多いが、途中の道が悪い

上、分かりづらい。大賀側から行こうとして迷子になったなどの話をよく聞

くので何か手を打ったほうがいいと思う。 

男 40歳代 

659 
館山市は海によって存在するため、海をきれいにし、漁業直営の市場ま

たは食堂充実し、多くの人を呼ぶ。 
－ 

70歳代

以上 
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671 

城山の上の駐車場まで車イスの人がいけるのはいいのですが、山頂で車

イスでまわる事ができないので、車イスの人や体の悪い人の見学ができま

せん。こまかい石があり、車イスの人や体の悪い人が進めません。すごく

不親切です。だれでも行けるようにもっと整備をきちんとして下さい。 

女 50歳代 

681 

・安房神社の由緒を見ると、神代の昔、黒潮に乗って海路流れ着いた四

国阿波の一族が安房の国を建てたとある。ならば、四国阿波と結託して、

一代イベントを企画するなど歴史的な（神話上の？）意義があるだろう。

阿波踊りなど、同じものを持ってきてもしょうも無いので、似て非なる振り付

けを工夫して「阿波踊り」として売り出すなど観光政策上よいと思う。そもそ

も、阿波踊りからして、神代の昔から阿波地方に伝わる踊りを起源として、

阿波の殿様の命で新たな振り付けを加えて出来上がったものであるか

ら、同じ根っこの四国阿波の一族が伝えた踊りを元にして、里見の殿様の

命で「安房踊り」が完成したとすれば、元祖阿波踊りと多少似ていても何

の不思議もない。 

・このあたりは、山の上でサンゴなどの海の生き物の化石が大量に出るの

で、これを何とか観光資源化する。山の上に化石狩りツアーなどする。 

・館山は、安房神社、鶴谷八幡宮、須崎神宮など由緒ある神社が多いか

ら、これらの神社を巡るありがたいお遍路ツアーを流行らせる。札所など

つくり、ユニフォームもそれらしいありがたみのある巡礼服（八犬士それぞ

れの紋付・・・仁・義・礼・智・忠・信・孝・悌・・など良い）など売り出し（安房

神社のお墨付きの純正品を高値で売り出す、お墨付きの無い模造品は、

イオンなどのスーパーでディスカウントする）、順に全部を巡ると、ご利益

が 3倍増、4倍増するような仕掛けを作ると良い。須崎神宮の大祭りなど

も、「南総里見八犬伝」の話とつなげいい加減なストーリーをでっち上げ、

テレビとかうまく丸め込んで宣伝すれば、遠くからも人を呼べそうなものだ

けれど。 

男 
70歳代

以上 

707 

館山に移住して 40年経過しています。移り住んだ頃より住みやすくなっ

ておりますが・・・観光客にこれぞ館山、とＰＲするものが少なく、白浜・千

倉へ行く通過点でしかない様に思います。駅周辺は駐車場が多く、来訪

した人達を呼び止めるものが何もない様に思います。外観だけでなく中

味のあるおもてなしを望みます。 

－ 60歳代 
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717 

１.地図等にも「鏡ヶ浦」と表示されている館山湾と北条海岸の自然を生か

して、いつ館山に来ても海岸で遊ぶ事が出来るようにして欲しい。 

２.館山城と城山をもう一歩整備して、他の地区の方々が来館できるように

子供の遊び場があれば親もついてきます。「海から見る市内」→船 

男 60歳代 

749 

館山は海が有るので海産物を安く出せる様、道の駅を利用すべき。道の

駅が出来る前は、自衛隊を平砂浦に移動して、自衛隊の跡地を海産物

販売所にすると良いと考えた時はあった。 

男 
70歳代

以上 

760 

館山市は観光をメインにして行かなければ、絶対に消滅する市町村だと

思う。この地に移住してきた約 20年前と現在と、館山湾の周辺の景観は

然程変化が無く、この 20年余りを行政は何をしてきたのだろうと思うばか

りである。観光立市を目指すにも、周辺を海に囲まれており、道路インフ

ラの整備（国道、県道）、鉄道インフラの整備や、海上交通の整備など、

他所の県市町村との行き来のし易い環境整備が肝要だと思います。その

上で、経済活動企業の誘致や支援などがあると思います。既存のインフ

ラで整備が出来ていると勘違いして欲しくないです。先ずは、陸路インフ

ラの更なる構築・整備（高速道路含め）と、館山市の景観の再整備が必要

ではないかと思います。 

男 
70歳代

以上 

889 

地方紙を見ていると他は良く見えるのでしょうか、鴨川市の記事が多いよ

うに思います。鴨川にはシーワールド、亀田病院、前原海岸、大山千枚

田、魚見塚、誕生寺、鯛の浦、鴨G、三日月ホテル等絵になるものが多々

あります。 

男 
70歳代

以上 

908 

観光に力を入れるのも良いと思いますが、それにより利益を得るのはほん

の一部の方であり、多くの人は観光で人口が増えるより自分達が働く会社

が増えてほしいのでは。せっかく気候の良い土地でのんびり暮らしている

のに外部からの車の移動の多さで道は混み、騒がしくなっているように思

います。 

女 50歳代 

911 

観光地としての方向性が定まっていない印象を受ける。駅前は南欧風、

城山は里見、どちらに力を入れたいのか。せっかく整備したりするのな

ら、埼玉の川越市のような小江戸のような街並みにしたりしてはどうか(統

一した方が良いという意味です）。何となく中途半端なのが残念である。 

女 30歳代 

940 
県内外から観光客を呼び込める目玉となる施設もなく、新しい計画になる

と反対が多く、閉鎖的だと感じます。 
男 

70歳代

以上 

954 
館山の海岸をもっと本格的なビーチにして一年通して遊べるテーマパー

ク的なものがあると良いです。 
女 60歳代 
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963 
他市に比して房日新聞に載るような行事、イベント、施設が少ないように

思う。 
女 60歳代 

972 

館山市は気候風土もよく、海岸線のロケーションの良さを活かして健常者

のスポーツ大会等はいくつか企画され実行されていますが、高齢者及び

障害者の人達のスポーツ大会等の企画、実行を、全市を挙げて開催する

ことが出来ればすばらしいと思います。 

－ － 

974 
補助金付きの公共施設はやめるべき。里見八犬伝を PR しているのにス

ペイン風の建物はちぐはぐで一貫性がないのでは…。 
男 60歳代 

981 道の駅の充実、各漁協とコラボした食事処の創設を願いたい。 男 30歳代 

995 

私は結婚を機に館山市の住人になりました。出身が山の豊かな南房総市

だった為、館山の海、海岸はとても癒され、改めて海の良さを実感しまし

た。館山の海で行う花火大会は今後も館山の一大イベントとして継続拡

大をする方が良いのではと感じます。また近年の房総への観光客増加を

考慮し、館山自動車道 2車線化には協力すべきだと考えます。 

男 20歳代 

1017 

館山市の風土を生かし観光に力を入れてもらいたい。「良い市」であるの

で、観光客の目玉となる場所を設けてほしいです（強くアピールできる

所）。今年の花火大会の様に一般観覧席を増やしてほしいです。 

女 50歳代 

1024 
バイパス道路の交差点、車線の数が他の地域から来た方々にもわかりや

すい方法にしてほしいです。 
女 50歳代 

1027 
館山道が早期に 2車線になるよう館山市としても係っていてほしい。観光

目的に海岸線をもっと整備してほしい。 
女 50歳代 

1034 城山、海岸など良い所がたくさんあるのに活用されていない。 女 50歳代 

1054 

リタイア後ここ館山に住んで 8年と 6か月。その間に親戚やら元同僚と「観

光地」というイメージがあり、一度ぜひ説明したいということで、今まで 17

名来ていただいて館山の印象を聞くと何もない所だね。そこでなにか一

つ特長のあるものがないとリピーターとして来てもらえない。提案としてプ

ロ（専門家）に依頼して二度三度来訪したい何かを見つける、将来の事も

あるので調査費（市税）を使っても実行をお願いしたい。 

男 
70歳代

以上 

1074 
年々館山湾港の活用、大型船舶の寄港や港の駅の設営など、独創的な

開発が新興され結構な事です。 
女 

70歳代

以上 
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1092 

富津のジャンボプールに子どもと行ってきました。近くに海風の気持ちの

良い公園もあり、館山にもこのような市民の行きやすい所があるといいね

と話しました。バイパスの雑草がじゃまで事故をおこしそうになりました。他

から来てくださる観光客にも不評です。 

女 40歳代 

1109 バイパスをもっと花のまち館山にしたらどうでしょうか。 女 
70歳代

以上 

1114 

もっと、テレビなどメディアを使ったアピールをすべきだと思う。観光客の

多数は、「テレビで見たから」や「観光雑誌を見て来た」という人が多い。

他にもロケ地の誘致なども積極的にし、ぜひもっとアピールしてほしい。 

男 30歳代 

1124 
沖の島にシャワー施設を（夏期のみの設置でむずかしいと思うが）。年々

沖の島利用者（夏期）が増えている為。 
男 

70歳代

以上 

1130 

観光時期にもかかわらず、道路の整備が出来てなく、バイパス道路を通る

時など、いつも残念に思っています。地域ごとにもっと積極的にボランティ

アを募るなどして、常にきれいにして頂きたいです。夏場は特に観光整備

事業に力を入れてほしい（ファミリーが安心して遊べる海水浴場を目指し

て、立入制限（イレズミなど）を設けた方が良いのでは）。 

女 40歳代 

1131 

釣り。体験型のレジャーとして非常に人気が高く、館山は関東近こうでは

人気のスポット。自衛隊堤防付近などは、時期になると大いににぎわう。

その反面駐車場等問題となる。釣り客から利用料を取れないか。釣り公

園等はできないか。夏の土日、堤防は人であふれかえっている。もっと有

効な利用方法があると思う。 

男 30歳代 

1134 
観光に力を入れるのなら、分りやすく行えばいい。何をしているのか分ら

ない。 
男 40歳代 

1173 
国内外にもっと館山の環境の良い観光、農業、漁業を強く発信すべく体

制の強化を急ぐべきです。 
男 60歳代 

1177 
商店街の活性化。観光客向けのアピール不足、道の駅の整備、館山バイ

パスの景観整備。 
女 60歳代 

1196 

友だちを館山に呼んで、観光巡りをしたときにおいしい海の幸と美しい花

畑と海に沿った道路に感激。自然の豊かさは素晴らしい。もう一つ何かメ

インとなるレジャー等の施設があるといいですね。 

女 40歳代 

1215 

道の駅等、近隣の市には早くからあるが、館山市の対応が遅くないか。学

生（小～大学）各スポーツクラブ活動の合宿・試合の誘致等が無いような

気がする。 

男 60歳代 
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1219 

観光の町として、館山の知名度はとても上がったと思います。私たち市民

１人１人が、館山市民として恥ずかしくない意識を持てたら、もっと良いと

思います。他県からやって来た方が、館山を盛り上げてくれていて、私達

地元は、やや元気がないような気がします。お祭りだけでなく、日頃の意

識を高めてもらいたい。 

男 30歳代 

1228 
館山市をもっとアピールできることを考えたらどうか。農産物を売るところを

作る。 
女 60歳代 

1271 

自然災害の少ない房総のアピール。地域外住民の移住計画を元に、観

光地を目的とした避暑地の計画。。施設を充実し、外貨の獲得。大学の

誘致。高速船。 

男 50歳代 

1304 

整備が館山・北条地区が多いと思います。中心部ばかりではなく多方面

にも力を入れてほしい。観光・海の町といってもスポットばかり。連帯感を

持たせて。 

女 60歳代 

1313 
南房総市、鋸南町と連携して、観光地として宿泊してもらえる、癒しの半

島をめざして欲しいです。 
女 50歳代 

1318 
ムダな祭りがある。本来、祭礼は意味があるはずだが、人寄せのためであ

ったり、ただ酒を飲んで騒ぐだけのものもある。 
男 40歳代 

 

 学校 (7)

番号 内容 性別 年代 

33 

館山市では、小中学校を 2～3年前から改修工事を行っている。財政の

厳しい中行っているということで大変ありがたい。しかし、改修工事というこ

とで教室を移動しながらの工事。子どもたちは場所が落ちつかず、正直

言ってあまり良い影響はなかった。 

女 30歳代 

186 

旧富崎小学校等の活用。 

1）東北の人達の避難場所。やる気はあるが、何も結果としてやらないは

良くない！人が増える。 

2）高齢者施設へ改造。 

3）使用しないと早くこわれる。 

上記等で雇用の増加。 

男 
70歳代

以上 

205 
市内の小中学校に太陽光発電設置する。省エネの教育に生徒に発電量

を記録させる。 
女 

70歳代

以上 

272 
小さな子供が私は大好きです。私は勉強をしなかった。今の小さな子供

たちの為にいろんなことをしてあげてください。お願いします。 
女 40歳代 
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282 

①広島(8.6)・長崎(8.9)・原爆、終戦(8.15)の日は市の広報で市民に伝え

黙とうするよう報道する。平和というだけでいってもだめ。教育庁、委員会

も学校・企業・市役所全部で取組み、その時間になったら黙とうをするべ

き。そんな町、市にしたい（するかしないかは自由だが）。 

②平和、戦争をなくし、というだけで本当に思っているのか。ほんの 1分、

館山市の企業、スーパー、買い物のお客、農業みんなでやるべき。そし

て子供に、戦争とは、と、学校教育にも取り入れられる。これが館山市が

誇るべき良き市であり心の温まる市民だと思う。 

男 60歳代 

396 
教育の質の向上を実現して、わざわざ市外の学校に通学しないですむよ

うにしてほしい。 
男 60歳代 

415 
バイパスなど市内バスを利用できれば、車がなくても便利。幼稚園、通園

バスを利用出来れば助かる。３年保育の導入。 
女 30歳代 

423 

子育て世代がもっと増えるといい。移住しやすい施策を打ち出してもらい

たい。学校、幼稚園、保育園など津波が来たら危ないところが多いと思

う。早期に移転してもらいたい。その際に学区を根本的に見直して、一学

年の人数が増えるように（複数クラス）。あと、学童保育の職員の質の向

上。ある程度専門的な知識も必要。子供に振り回されている職員を見か

けます。大変そうなので。 

女 30歳代 

551 

北条学区は学区が広い為、通学に 40分近くかかるにも関わらずスクール

バスがない。子供一人で通学させて何かあった時どうするのか。スクール

バスを要望。 

男 40歳代 

620 
廃校になった学校を何か再利用した方がいいのでは。南高を市役所にリ

フォームするとか。 
女 60歳代 

666 

市の対応は比較的良くしてくれると感じている。個人個人がもっと道徳的

な考えを小さい頃から教育に反映していったら良いと思う。昔の様に道徳

教育にも力を入れてほしい。 

女 60歳代 

754 

大学など誘致し、卒業後そのまま就職できる企業が必要。自然や気候が

よく移住してきた方々は、以前住んでいたところへ戻りたいとは思わないと

話している。 

女 30歳代 

815 
子供を増やす事。幼、保、小、中学校の人数を回復して活気ある市にし

てほしい。 
男 50歳代 

959 
子供が食物アレルギーで小学校に入ってもみんなと同じ食事ができませ

ん。どうかアレルギー対応の給食を館山市でも取り組んで頂きたいです。 
女 30歳代 

961 
小中学校の通学路の歩道が狭く心配な所が多いので調査してもらいた

い。 
女 30歳代 
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1015 

内面がもう少し向上するような事をすると良いと思います。文化度を上げ

るのに、例えば子供の頃よりお祭りとか生花とか古来からある様なものを

身につけられる勉強をする所があると良いと思う。 

女 60歳代 

1130 公立学校に空調設備を充実させてほしい。学力向上の為にも。 女 40歳代 

1163 

館山市の子どもたちが、人の立場に立ってものを考えられるやさしい大人

に成長してほしいので、学校での道徳教育に力を入れていただきたいで

す（まず、家庭教育が一番だということは、承知しておりますが…）。 

女 50歳代 

1277 

学校給食を南房総市と同じ物にして欲しい。完全米飯給食（地元産）に。

（給食のパンに使われる小麦粉は最低ランクの物ときいたので）和食中

心、可能であれば有機農法の物に。地産地消（直売所で館山市がこのス

ローガンをあげているのに学校給食で実践していないのはおかしい）。デ

ザートはおやつではなく、フルーツで充分。子ども園でのおやつを、にぼ

しやおにぎりに切り替える。ただお腹を満たすためではなく、安心してたく

ましい子供達を育てる方が子ども医療費の軽減になるのでは。 

女 30歳代 

1295 
公園が少ない分、小学校の遊具を縮小せず、充実させて子供達が集ま

り、遊べる場所を作ってほしいです。 
女 40歳代 

1333 
将来国際化になっていくのに外国語への教育の関心度が低すぎる。もっ

と学校や施設など、外国語への関心を高めたほうがいいと思う。 
女 30歳代 

 

 文化（祭・歴史） (8)

番号 内容 性別 年代 

14 南総文化ホールの廃止。 男 50歳代 

32 

館山市は子供に対しての（プール）がないです。他県に比べて・・・。わざ

わざ富津市、木更津まで行かないと使用できず、孫を遊ばせるには海し

かなく困っています。割安料金で作っていただければと思います。 

女 60歳代 

67 

個人的に「浮世絵美術館」を開設（土・日）しているが、小学生・中学生は

無料にしていますが、今まで誰一人来館した生徒はいない。４年前に市

教育委員会にパンフレット画集等を寄贈し、来館を呼びかけたが、残念

でならない。「国際浮世絵研究学会 50周年記念誌」に当美術館の紹介

随筆 5000字が掲載されていますのに、館山市民の来館は非常に少な

い。 

男 60歳代 

91 
図書館の開館時間の延長の日を増やしてほしい（木曜以外にもう 1日）。

図書館の本を増やしてほしい。 
－ 50歳代 
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164 

図書館の閲覧室に冷房が入り、感謝しています。以前は暑く、そそくさに

帰りました。ゆっくり閲覧できます。トイレもきれいです。ありがとうございま

した。コミセンのトイレもいつもきれいで、ありがとうございます。 

女 60歳代 

346 
市の財政が大変厳しい状況だと思いますが、私はもう少し魅力のある図

書館を子供達のために作ってほしい。観光も大切だと思いますが…。 
女 40歳代 

400 
祭礼が多すぎる→市内の祭礼を 2か所位に分ける。警備等の支出が少

なくなる。 
男 60歳代 

411 

大河ドラマ等のテレビやラジオの力を借りて宣伝する前に、子供達に館

山の伝統を教えたりして、里見八犬伝を小さな時からだれもが知っている

ものにすべきだと思う。 

女 30歳代 

494 

図書館が木曜は 20時まで開館されているが他の日は 17 時に閉館する

のは早すぎる。学生はほとんど 16時半に学校が終わるので利用できない

と思います(社会人も同様)。看護学校ができたこともあり学生が利用しや

すい時間(夕方以降)に図書館をもっと開けておいてほしい(朝の開館時

間をずらしてもよいのではないか）。 

女 30歳代 

545 
市では温水プールお金がないのでボイラー壊れたら廃止しようとしていま

すが、料金もう少し高くなっても残していただけませんか。 
女 

70歳代

以上 

557 

私は温水プールで腰痛を直し、その後も泳いで気持ちよく過ごしていま

す。館山市民で良かったと感謝しています。温水プールでウォーキング(リ

ハビリ)教室を開く、多くの人に役立つと共に温水プールの赤字解消医療

費減に役立ててください。 

男 
70歳代

以上 

609 

館山市へ引っ越してきて一番がっかりしたのは図書館の古さと少なさで

す。市が経済的に本が買えないのなら広報等で市民に無償で本を提供

してもらう等してはいかがでしょうか。 

女 60歳代 

681 

安房神社の由緒を見ると、神代の昔、黒潮に乗って海路流れ着いた四国

阿波の一族が安房の国を建てたとある。ならば、四国阿波と結託して、一

代イベントを企画するなど歴史的な（神話上の？）意義があるだろう。阿

波踊りなど、同じものを持ってきてもしょうも無いので、似て非なる振り付け

を工夫して「阿波踊り」として売り出すなど観光政策上よいと思う。そもそ

も、阿波踊りからして、神代の昔から阿波地方に伝わる踊りを起源として、

阿波の殿様の命で新たな振り付けを加えて出来上がったものであるか

ら、同じ根っこの四国阿波の一族が伝えた踊りを元にして、里見の殿様の

命で「安房踊り」が完成したとすれば、元祖阿波踊りと多少似ていても何

男 
70歳代

以上 
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の不思議もない。 

696 温水プールをもっと有効的に使った方がいい。小学校の冬期利用など。 女 － 

744 
体力作りのため、温水プールを利用したいですが、利用料 390円は高い

のではないでしょうか。市民であれば無料を希望します。 
女 50歳代 

843 県の文化ホール廻りの草刈りの回数を増やしてほしい。 女 60歳代 

846 
古代からの歴史を再認識して学びあいながら、歴史ロードでの観光ルー

トで経済につなげたらと思う時があります。 
女 60歳代 

869 図書館あまりにも図書が少ない。学校とオンライン化が必要。 男 
70歳代

以上 

883 

市民運動場の予約ルールを守ってほしい(芝生)。予約日の朝一番で申し

込んでも予約済であるとはどういう受付をしているのか。ワイロでももらって

いるのか。同一者(白百合)が 1か月分日曜日を予約できるのか。広報で

回答してほしい。 

男 60歳代 

1015 

内面がもう少し向上するような事をすると良いと思います。文化度を上げ

るのに例えば子供の頃よりお祭りとか生花とか古来からある様なものを身

につけられる勉強をする所があると良いと思う。 

女 60歳代 

1019 
図書館はもっと広く便利な場所へ移動できないものか。周辺の道が狭す

ぎ。 
女 30歳代 

1186 ダッペェをもっとメジャーに。有効利用を。 女 20歳代 

1188 
成人式のお祝い袋の中にはチラシだけ、多くの人が持ち帰らない事を知

っていますか。税金の無駄使いです。 
女 50歳代 

1221 図書館（施設）の充実。（トイレはきれいになったが）。 男 60歳代 
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1222 

工業団地の一部、又は、公設市場の予定地に、公認のパークゴルフ場

か、グランドゴルフ場を作ってください。大人から子供まで楽しめて、有料

で全国大会まで開けるようになれば、多くの人が集まります。高齢者が多

いので、少しのお金で楽しめるスポーツです。浮き桟橋の内側に、釣堀を

つくれないでしょうか。 

女 20歳代 

1320 
いつも施設等が出来ても、中途半端な施設。公式戦が出来るものに早く

手直し。また近辺の環境整備を求める。 
男 50歳代 

1334 

南総文化ホールの階段入口に車がはいるのを先日見ました。びっくりしま

した。観光地は、はじめてくる方にやさしくあるべき。標札など増やした方

はよいかもしれません。 

－ 50歳代 

 

 生涯学習 (9)

番号 内容 性別 年代 

67 

個人的に「浮世絵美術館」を開設（土・日）しているが、小学生・中学生は

無料にしていますが、今まで誰一人来館した生徒はいない。４年前に市

教育委員会にパンフレット画集等を寄贈し、来館を呼びかけたが、残念

でならない。「国際浮世絵研究学会 50周年記念誌」に当美術館の紹介

随筆 5000字が掲載されていますのに、館山市民の来館は非常に少な

い。 

男 60歳代 

200 
ネイティブを講師に英会話（最低週 1回 2時間）を安い費用で受けられる

よう、市の企画を希望。 
女 60歳代 

1141 無料の講座とかを増やしてほしい。 女 50歳代 

1149 

平日に働きたい（子供の学校に行っている時間）がなかなか無い。登録

制にして、介護など人手不足などの解消などつなげたらどうか。資格も取

れるとうれしい。 

女 40歳代 

1166 たてやまスタディをもっと活用してほしい。 男 
70歳代

以上 

 

 

 

 

 ごみ・廃棄物 (10)



72 

 

番号 内容 性別 年代 

113 
ごみゼロは市民意識の抜本的な意識改革になっていないし、実施の意

味がない。 
女 50歳代 

153 ゴミ袋が高い。民生委員の態度が余りよくない（老人に対し）。 女 50歳代 

210 ゴミの分別が他の市より厳しい。もう少し他の市より緩くしてほしい。 女 20歳代 

231 
強風時道路に不燃ごみが散乱し、運転時怖い事があります。ゴミ置き場

の散乱防止の指導をお願いします。 
男 

70歳代

以上 

355 
市民に対しては手数料等ゴミ袋などで協力しているのでこれ以上の負担

はない方が良い。 
女 50歳代 

366 ゴミ箱は地区ではなく市で管理したらどうですか。 女 50歳代 

373 
ペットボトル回収についてお願い。シールをはがし中を洗ってつぶして出

すようにお願い。 
男 

70歳代

以上 

480 

ゴミの収集は他の自治体を見習ってほしい。一週間ですべてのゴミが処

分できないのは捨てる側からするとわずらわしい。隔週の収集は非常識

である。だから私は資源ゴミも燃えるごみで捨てている。お金をもっと使っ

てでも整備すべきだと思います。 

男 30歳代 

485 

ゴミの集積後まわりにゴミが散乱している時が有るのですが、集積時仕事

の内として周囲の清掃もしていく訳にはいかないのでしょうか。ゴミ分別に

ついて詳しいパンフレットを配布してくれて有るのですが、まだわからない

ものが有ります。できるだけ詳しく載せてくれると良いと思います。 

女 60歳代 

507 

私の利用するゴミステーションはいつも乱雑で指定日以外の物、収集さ

れない物等片づけてもきりがありません。多少の負担が増えてもよいか

ら、各戸別の収集が出来ないかと思います。 

女 60歳代 

543 
環境を良くする為にも残土問題。子供達の将来をより良くする為にも解決

してほしいです。 
女 60歳代 

568 

ゴミを入れる度に思います。ゴミ袋の大きさ…。20ℓの次が 45ℓ。私みたい

に親子二人の家庭ですと 20ℓでは小さすぎて入らず、しかし、45ℓだと大き

すぎて余ってしまう。もう少し種類を増やした方がいいのではないでしょう

か。私にとってこれは大きな悩みです。 

女 40歳代 
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582 他県のゴミを引き受け海を汚すような事は止めてほしい。 女 60歳代 

619 
生ごみの収集が週 2回は少なすぎる（特に夏）。燃えないゴミの収集の仕

方を考えてほしい（プラ、缶、ペット、3種類が混乱状態になっている）。 
女 60歳代 

705 
ゴミ収集がよく来ない。もうすこしキレイに集めてもっていって下さい。職員

が多すぎます。民間と違って時間が短い。部所に 8時から 5：00 まで。 
男 60歳代 

798 

汐入川の河川敷にある街路樹（プラタナス）ですが、年々大きくなり、台風

や雨そして落葉樹なので 12月いっぱいまで枯葉が落ち、道路を埋めつく

す。前には、枝などを切っていましたが、その人もいない。私も年なので

枯葉集め等をしていたが、それもいつまで続くかわからない。でも、今は

日除けになり助かっているけど、冬の事を思うと心配です。この大木をどこ

に相談したら良いのか心が痛みます。この場をかりて。 

女 
70歳代

以上 

842 

観光と言っているのに港の残土受入れ(他県の物）なぜ受け入れる。他県

の観光客より港の汚さ指摘される。冬のホコリはすごい。神奈川、静岡は

しっかり指導し残土処理は適正ですよ。館山は野放し、昔は築港等きれ

いでした。その頃に戻してほしい。 

男 60歳代 

863 

生ごみ用のビニール袋ですがもう少し丈夫な袋に出来ないでしょうか。週

２回ですと水気を切っても漏れて後始末に困る。10枚 500円を 8枚 500

円位で質の良い袋にしてはどうでしょうか。 

女 60歳代 

885 
年 2回のゴミの運動があるが参加している部落もあるが参加してない市区

もある。対策がないでしょうか。 
男 50歳代 

1065 海岸のゴミ、水上バイク（対策、水質向上）。 男 40歳代 

1123 

ゴミ袋の件→一番大きい袋の次の大きさのものが欲しいです。あまりに大

きく何でも捨てやすくなりゴミが増えてしまう気がします。中間の袋が欲し

いです。収集場所のカラス対策。 

女 60歳代 

1135 ごみの分別、リサイクル等の徹底。 男 60歳代 

1193 
ごみの件で。ごみ袋を購入してごみ出しをしていますが、海岸等にごみを

無料で捨てる場所がありますが疑問です。回答をください（広報等で）。 
男 50歳代 

1278 ドブの清掃とフタのない所はフタをして欲しい。 女 30歳代 
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1294 

夏の期間中、観光客のゴミ捨てが多く（海水浴・テントのバーベキュー）地

元の負担が多いので、帰る前（3時～5時）に見回りをしてほしい。ゴミ持

ち帰りの看板等を作っていただきたい。 

女 60歳代 

 

 自然エネルギー (11)

番号 内容 性別 年代 

165 

太陽光発電が昨今流行っていますが、3.11の事を考えれば当然と言え

ば当然です。現在、市も、市の遊休地等を企業に貸出して賃料を頂戴し

ている訳ですが、より環境をアピール・保持するために、市の遊休地（例

えば工業団地）を、市民レベルで活用するため、市民ひとりひとりに太陽

光発電に参加してもらうために出資してもらうという事もありかな、と思いま

す。環境債として、1口 1万円づつ出資してもらう。全市民に参加してもら

いたいと思います。企業施設には燃料電池を活用することも良いかと思

います。 

男 60歳代 

205 
市内の小中学校に太陽光発電設置する。省エネの教育に生徒に発電量

を記録させる。 
女 

70歳代

以上 

398 

自然を大切にしつつ人を呼び込むには徹底しなければ、これからは通用

しない。公共交通機関は全て電気で。市民の人々の自家用車も呼びか

けて電気にしていってもらう。トヨタや日産に働きかけて先進的なことをや

っていくしかない。モデルタウンとして国からも援助してもらう。どこからか

お金を引っ張ってくる算段が重要。全て電気自動車にする。若しくは路

面電車を環状で走らせる。所々に駐輪場や駐車場を作る。 

女 50歳代 

1292 

太陽光発電などエネルギー対策は必要だし賛成ですが、その設置場所

については近隣に迷惑をかけない様に住宅地の近くには作らない等の

配慮が欲しい。 

女 50歳代 

 

 自然環境保全 (12)

番号 内容 性別 年代 

15 環境整備をしっかりやること。 男 10歳代 

16 

地方としてのプライドを持って、自然をメインとした町づくりに徹してほし

い。同じようなイオンしかない町にはしてほしくないし、都会になろうとして

ほしくない。 

男 50歳代 
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21 

海の景観がそこなわれたことは残念でした（船の発着場設営）。しかし、災

害にそなえての使える場所と考え直しました。これ以上景観をこわすよう

なものはつくらないでいただきたい。自然（海山）を保つこと。北条海岸は

館山の顔なのだから、美しさのためにかなり努力する必要がある。海外反

応のブログに、海外の方が館山の海をみて「きたない」という感想をもった

ようです。 

女 50歳代 

36 
大きな企業の誘致ができれば雇用もうまれる。自然災害の少ない町アピ

ール。ゲリラ豪雨もないし、とにかく住みやすい。 
女 40歳代 

42 海岸線を国・県・市区別なく、きれいにしてほしい（清掃してほしい）。 女 
70歳代

以上 

54 カラス・トンビの全滅を要求。 男 20歳代 

99 海（自然）に対するアピールと保全。 男 60歳代 

102 海に面した館山市。環境整備に力を入れて欲しい。 女 50歳代 

148 やはり緑をふやせたら良いなぁ～と思います。 男 40歳代 

178 

お金がないのだから知恵を出すことが必要。館山は他の地域より恵まれ

ているので皆ボケている。必死さに欠ける。花の館山と言いながら花園は

ない。例えば種をくばり、花のコンクールをやってみるとか、写真展をやる

とか市民の関心を引くことをやってみる。住んでいる人が少なくても来訪

者を増やす策を考える。北条海岸の砂が道路まで来ないようにできたら

良いと思う。花壇の植栽も中途半端。一年中花が咲いているように、補助

金でも出したら。元気で知恵のある高齢者をどんどん利用したら良いと思

う。館山駅西口がいつもきれいなのは、ボランティアがいるから。館山にビ

ルは似合わないから、やはりきれいな街・海・道路、いつもあかるくきれい

な街はとても魅力があると思う。 

女 60歳代 

250 
下水道の整備、拡張。空地所有者への土地管理特に草刈りの義務付

け。 
男 60歳代 

685 自然を壊さず（手を加えず）潤いのある町を残してほしいです。 － 
70歳代

以上 

750 自然豊かな館山市が発展する事を望みます。 女 
70歳代

以上 
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828 

観光都市として海をきれいに都心から近い田舎を目指してほしいです。

人が住みたくなるような自然もいっぱいの地域になってほしいです。なに

か活気のある事が出来ればと考えます。 

女 20歳代 

934 下水道の工事を早くしてほしい（北条地区、北原信号～杉井工業方面）。 男 
70歳代

以上 

952 自然を大切に。 女 
70歳代

以上 

966 
自然環境を大切にしてほしい。特に海岸近くの高い建物を規制していた

だきたい。 
女 60歳代 

1088 

平砂浦の松をもっと大切にしたい。是非市民が遊びに行けるように無料

駐車場が欲しい。車を置く所がなく 1時間遊びに行きたくても 1日 1000

円の所しかない。 

女 60歳代 

1145 

館山市の環境を、しっかりと守ってほしい。館山の山を崩し都会にきれい

な土を運び、逆によごれた土を館山の地に積み上げ、いかにも開発され

たかのように見せかけているのはおかしい事。一部の業者のために、自

然がこわされていくのは、とても残念な気持ちです。 

女 60歳代 

 

 福祉・子育て支援 (13)

番号 内容 性別 年代 

55 福祉の充実。 男 60歳代 

100 子育て支援、医療費無償化。 女 20歳代 

144 
若い人が住みやすい町にならないといけない。子供を産み育てやすい町

にしてほしい。観光も大切だが、居住する人を増やす様なアイデア。 
女 40歳代 

218 

医療費の助成を義務教育終了の中学 3年まで延長していただきたいと思

います。是非実現してください。それで財政が苦しいならば第 3子以降の

出産に対する助成は廃止にすればいいと思います。何故なら 3人も子供

が産める、育てられるという環境イコール余裕があるご家庭だと思われる

からです。 

女 50歳代 

233 高齢者の子育て業務の推進。 男 50歳代 
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247 

道路、公共交通の不便さは地域の活性化を妨げます。若い世代が安心

して子育て・生活ができるような館山市の施策充実を。医療の充実・福祉

の充実・高齢化対策は館山市の重要課題だと考えています。 

女 60歳代 

249 
保育園の延長保育等を充実してほしい（以前いた市では市立の保育園

で 19:00 まで延長保育をしていたため）。 
女 40歳代 

311 乳幼児相談等の充実(回数を増やす)。 女 30歳代 

362 
子供、高齢者に対して優しく各々の人が心豊かになる様な住み良い町、

魅力ある町。 
－ 

70歳代

以上 

397 

仕事がなく帰ってくるのがためらう様な状況を何とかして欲しい。給料が

全体的に低く共働きするしかない。その際学童保育や夜遅くまで子供の

面倒を見てくれる所が欲しい。地域では若者がいなく何かあった時の共

助も不安。 

男 20歳代 

409 

核家族が増えている現状にある。しかし、市内の保育時間が短い。共働

きしている夫婦は育児環境が整備されないと、子供作れない。働けないと

いう現状に陥る。 

女 30歳代 

412 子育て支援の充実。市外からの移住への推進。 女 50歳代 

415 
バイパスなど市内バスを利用できれば、車がなくても便利。幼稚園、通園

バスを利用出来れば助かる。３年保育の導入。 
女 30歳代 

419 
子育てしながら働けるような環境・雇用を増やしてほしい。パートで働いた

としてもそのまま保育料になってしまうため、手元に残らないと聞きます。 
女 40歳代 

420 

子育て中の我が家にとって、館山市はすごく住みやすい所だと思いまし

た。赤ちゃんの駅や元気な広場等、幼児期の子連れの家族が利用できる

施設が多い事や千葉県内で使える「チーパス」もとても役立っています。 

女 20歳代 

424 子育てしやすい環境づくりや、児童手当てなどの充実をしてほしいです。 女 30歳代 

487 
子供が遊べる公園をもう少し整備してほしいです(遊具が少ない)。たこ公

園(船形)のトイレ(手洗い用）の水圧が強すぎて使いづらい。 
女 30歳代 

489 
救急医療の充実。小児科、病児保育の充実（共働きでなくては生活困難

な為、熱のある子供も預けることができる保育所であってほしい）。 
女 20歳代 
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551 

小児科の診察時間が(夕方)短い。共働きの親は夕方に病院に連れて行

けない為、結局救急に行くしかない。こんな状態では子育てには向いて

いない市としか言えない。保育園の保育時間も短い。 

男 40歳代 

562 

働くママが子育てしやすい環境を作ってほしい。保育園は、年末は

12/28 までだけど金融業などは 30日まで営業してるなど…。不便が多い

古い保育園を建て直してほしい。小児科が少なすぎ。いつでも対応してく

れる小児科がほしい。受給券の年齢を中学卒業までにしても良いと思う。

市営の学童がほしい。夏休みとか困りすぎです。 

女 30歳代 

626 
短時間でも預けられる託児所の充実（親が近い人ばかりではない）。バイ

パスの草が伸びすぎ。 
女 30歳代 

668 

子どもが小さい時から健診などで同じ事を聞かれて、同じ事をずっと書い

てますが、全く改善されないので、あきらめました。館山市に住んだ事を

後悔しています。近いうちに引っ越そうと思っているので、もういいのです

が・・・。 

女 30歳代 

696 
元気な広場など子育て支援が活発化して定着してきたのはすばらしい事

だと思う。 
女 － 

814 
障害児に対する療育施設の充実を切に願います。又、保育園に入れな

い、乳、幼児に対する対策もお願いします。 
女 40歳代 

941 
子育て世帯にもっと優しい政策を考えて頂きたい（予防接種の無料化（任

意））。乳幼児の医療費無料化。 
男 30歳代 

954 雨の日は子供を遊ばせる所が館山には少ないです。 女 60歳代 

970 
子供が出来て喜ばしい事だけど、お金の負担が大きく不安なだけ。もっと

若い人が安心して子供をたくさん産めるような環境にしてほしい。 
女 20歳代 

1019 
自然豊かで環境は良いと思うが、子育てするには何もなさすぎ…。広々と

した公園が少ないし、安心して歩かせられる道路も少ない。 
女 30歳代 

1113 

乳幼児・児童の医療券、見直しを望みます。大きい子まで 300円でやっ

たり薬が無料って、財政の圧迫のもとな感じがします。就学前までの子で

いいと思います（うちは 1小学生、2幼児です）。 または逆の発想で、市

民税を大幅アップしその分福祉的なものや学校給食無料化に使うのも 1

つの手です。 

女 30歳代 

1142 市会議員さんの活躍をもう少し望みます。何か余りはっきりと見えません。 女 70歳代
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市の為に頑張ってもらえないでしょうか。館山市の発展の為、まず経済を

中心に考え、青果市場をもっと元気に。市の援助が必要です。その上で

教育、子育て福祉、環境整備と輪を広げたら良いです。 

以上 

1172 

私の考え方は意地悪でしょうか。生活保護を受けている方達がとても多い

とか聞いています。どんな手続きをしたらなれるのか全くわかりませんが。

まだ立派に働ける年齢の方も多いと聞いています。城山公園などで遊ん

でいるとか。そういう人たちに公園の草取りとか公共施設のお掃除等手伝

っていただいたらどうでしょうか。お花を植えるのもいいでしょう。市民の為

になる仕事をしているという自覚も出てくるのではないでしょうか。 

女 
70歳代

以上 

1181 
ファミリーサポート以外の子ども預かりサービスを新設してほしい（急な預

かりの対応）。 
女 20歳代 

1242 

若い人達の働く場があり、安心して子育てができること。１人でも健康な老

人がふえること。行財政改革等について、こまかいことはわかりませんが、

この 2点が重要と考えます。 

女 60歳代 

1250 

子育て世代への支援の充実（希望の保育園に入れない、病気になった

時困った、保育料の負担が大きいなどの改善）。地元に帰ってきたくても

仕事がなく帰ってこれない、などの声を友人から聞きます。高齢者福祉も

大切ですが、若い世代への支援もお願いしたいです。 

女 20歳代 

1310 

母子家庭が多いことで市の負担が増えてるとは思いますが、母子に対し

ての働き口がなかったり、また税金等、医療負担ももう少し考えてもらいた

い。 

女 30歳代 

1314 

財政を節約する為、ムダな生活保護費を再び考え直した方が良いと思

う。払った人、払わなかった人も最後に同じ金額を支給されるなら、払わ

ない方が良いに決まっていますよね。 

男 
70歳代

以上 

 

 福祉・高齢者・障害者 (14)

番号 内容 性別 年代 

46 生活保護費が安すぎて生活が苦しいです。 女 50歳代 

47 年金が少ない所、介護保険があまりにも多い（77才）。 女 
70歳代

以上 

55 福祉の充実。 男 60歳代 
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57 
子供虐待のみで無く、祖父母、配偶者虐待が隠ぺいされている現状（精

神病）に、苦しむ被害者を見逃さないで下さい。 
女 50歳代 

70 里山森林伐採による発電。障害者、神経症者の上記の雇用。 男 50歳代 

88 

介護保険を利用しない元気な高齢者にはごぼうび（金券）などあげるべき

だと思います。全然使わないのに支払う一方であると不満がたまります。

又、介護を使用しようとしている人も頑張って介護してもらわないよう頑張

ると思います。 

－ 60歳代 

159 

高齢者になったときに病院（入院）のその他での費用がとても高額で（母

82才での入院で 32万払いしたのですが）、40円しか戻ってきませんでし

たので、今後なるべくその他での費用も、少し返ってくるといいと思いま

す。無職のため入院もできません。 

男 50歳代 

186 

旧富崎小学校等の活用。 

1）東北の人達の避難場所。やる気はあるが、何も結果としてやらないは

良くない！人が増える。 

2）高齢者施設へ改造。 

3）使用しないと早くこわれる。 

上記等で雇用の増加。 

男 
70歳代

以上 

226 
障害者等に対してまだまだ住みにくい状態であり、道路ばかり直さず他の

事にもお金を利用してほしい。 
女 30歳代 

232 
年金生活では経済的に厳しく健康であれば 65歳を過ぎても働く場所を

与えてほしい。在宅介護の充実、安心できる老後を。 
女 20歳代 

247 

道路、公共交通の不便さは地域の活性化を妨げます。若い世代が安心

して子育て・生活ができるような館山市の施策充実を。医療の充実・福祉

の充実・高齢化対策は館山市の重要課題だと考えています。 

女 60歳代 

306 市営の霊園の建設・市会議員の削減・特別老人ホームの建設。 男 20歳代 

341 老人が住みにくい。 女 
70歳代

以上 

357 
廃校になった場所を老人福祉施設にし、国民年金でも入居出来るような

施設を増やしてもらいたい。 
女 

70歳代

以上 

362 
子供、高齢者に対して優しく各々の人が心豊かになる様な住み良い町、

魅力ある町。 
－ 

70歳代

以上 



81 

 

366 
高齢者増えますよー。今の状況でいいの、質のいい介護士さん育てまし

ょう。もちろん援助も大切ですよ。 
女 50歳代 

369 

80歳という年をいただき最近とても不安を感じるようになりました。夫 80歳

持病を持っています。今は私が主に病院の付添等はしていますが、今ま

で感じたことない不安を感じることが多くなりました。一生懸命に生きる事

がんばります。お世話になります。市に対する意見とは少し違う要望にな

り申し訳ございませんでした。 

女 
70歳代

以上 

374 
地域の高齢化に伴い福祉の充実を希望します。私自身医療費の軽減化

を望みます。 
男 60歳代 

405 

人口が増えるような街づくりをしていただきたい。老人から若者も楽しめる

施設を造ってほしい。市内で勤められる職場。ひとり暮らしでも困ることの

ない環境造り。 

男 20歳代 

455 

重度の障害児の施設を設けてもらいたいです（福祉課へ）。（親が働くこと

ができません）生活をしていかれません。障害児の事にもっと力を入れて

もらえたらと思います。 

女 50歳代 

468 
今後高齢化が今以上進行していくので対応対処を今以上に考えていか

なければいけないと思います。 
男 30歳代 

470 
高齢者がひとり暮らしになった時、医療・介護の生活支援サービスに取り

組んでほしい。本来は若者への生き甲斐の方がより大切とは思っている。 
女 

70歳代

以上 

552 

市役所は昔より良くなったと思うが、介護の話など(手続き）を聞きに行っ

たらたいして教えてもらえなかった。もう少し親身になってほしい。これか

らは介護が一番の問題だと思います。 

女 30歳代 

566 

家の子は発達障害があります(こういう子たちのスポーツ施設など、調べて

見ると東京都などには多いんですよね)。理解されるのはとても難しい事

だと思いますが、「もしかしたらうちの子も。」とか思っている方もいると思い

ます。もっと相談できる所だったり意見を交換し合える場所を作ってほし

いと思います。 

女 30歳代 

572 

市に直接関係ある分ではありませんが長老になると日々に買物に困って

おります（老々夫婦）。町内の人達老人が多いので買い物を頼む事も出

来ずスーパーまでが遠く、近くに小売店もなくコンビニもなく食料買い入

れ困っています。 

女 
70歳代

以上 

576 65才以上の方で健康であれば働く場所を作ってほしいです。 女 60歳代 
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587 

周囲に引きこもりになっている働き盛りの年代の男性がいる。他にも数人

いるとも聞く。行政で一度市内の実態を調査してみてはどうか。秋田県藤

里町ではそういう若者の活躍の場を作り出し後継者のいなくなった商店

街の活性化を目指しているとも聞く。 

男 60歳代 

590 

老人が増える一方、入所できる施設は入所待ちの所が多いと聞きます。

老人の為の総合施設があると誠に有難いです。スポーツ、娯楽、入浴、

入所。 

女 
70歳代

以上 

601 

独居の人を夕張市の様に数か所にまとめて面倒を見る。人件費の削減に

つながる。新しく作るのでなく家をシェアするとか方法はあるはず。身の回

りの物だけを持ってこさせる。処分するとなると大事になるから。あって当

たり前でなく、なくなる事を仮定して金を使い放題にしない。 

女 60歳代 

609 
これからは高齢者が多くなる中一人一人が自分の健康に気を付けるべく

体操教室などに希望者全員が参加できるようにして欲しい。 
女 60歳代 

647 高齢者が日々住みづらい所になってゆくように思へる。 － 
70歳代

以上 

745 

これから、益々高齢化社会になりますので、市で老人によい事を色々な

プログラムを考えて欲しい。食生活であったり、運動、認知症対策、勉強

会等とりくんで下さい。 

女 60歳代 

779 

人口減少・高齢化が進み、館山市の福祉はこのままで良いのかと不安に

なります。福祉をもっと広義の意味で捉えて頂きたいです。個人の生活全

体を見ながら、より生きづらさを感じにくい個別支援を実施していく中で、

地域支援・地域づくりをコーディネートしていける人材の育成に館山市と

して懸命に取り組んで頂きたいと思います。それには具体的な中、長期

的ビジョンを持った、機能性ある地域福祉計画の策定を行った上で、今

回の総合計画にきちんと反映して頂きたいと思います。館山市はこれまで

福祉的な分野にてどのような実践を行ってきたのでしょうか。計画を立て

るには実践で得た市民の声を取り入れなければ、絵に描いたモチで終わ

ってしまいます。市政の「見える化」が必要だと思います。館山市の実情

が見えてくれば若い人も緊急性を感じ、もっと市政に関わろうとするので

はないでしょうか。 

女 30歳代 

802 

市内に介護施設が多数設立されているがどこに何という施設があるのか

良くわからないのでマップや特徴など記載された冊子があるとうれしいで

す。 

女 
70歳代

以上 

814 
障害児に対する療育施設の充実を切に願います。又、保育園に入れな

い、乳、幼児に対する対策もお願いします。 
女 40歳代 
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876 

用事で伺った際に職員の対応が非常に良い。少子高齢化の進む中で高

齢者が市役所内部で移動する場合、階段の利用が非常に困難。二階三

階への乗降の手段。 

男 
70歳代

以上 

932 

1.年金収入だけで生活している身体障害者世帯の固定資産税の減免。 

2.身体障害者が使用する自動車のガソリン税の一部補助。障害者になっ

ても安心して生活できるよう、上記要望を是非とも実施されますことを強く

要望致します。 

男 
70歳代

以上 

950 コミュニティバスの導入。高齢者に市民証の配布（身分証明になるため）。 女 50歳代 

1014 高齢者に優しい町になってほしい。 女 
70歳代

以上 

1027 

「子供の広場」だけでなく高齢者が多いので「お年寄りの広場」などを考え

てみてはどうでしょうか。シルバー人材センターほどの働きはできなくても

座ってできるような仕事をお年寄りに与える場を提供できたらお年寄りもも

う少し生き生きできるのでは。 

女 50歳代 

1047 老後の医療の事や生活の不安。子供達の遊び場が少ない。 女 60歳代 

1061 

館山湾は素晴らしい海岸に生まれ変わりました。老人が多いと言われる

中で老人の姿はあまり見かけません。この人達を海辺に連れて行って気

持ちよくおしゃべり出来る設備は出来ませんか。（椅子）そのまま座れる

（芝刈り）4～5人で（乗れるブランコ）おやつや昼食等。行政主体で出来

ないですか。動く動かない関係ない（危険を避ける）。 

女 
70歳代

以上 

1147 

老人福祉センターを有効に活用する。ボイラーを温水プールと切りはな

し、単独ボイラーとする（経費節減）。曜日別にコースを設定し、マイクロバ

スにより巡回送迎（小型のマイクロバス使用）。公衆浴場がなく、風呂に入

れなくて困っている高齢者が多い。 

男 60歳代 

1205 

特別老人介護施設等、民間よりも安価で、安心して老後をすごせる施設

を増やしてほしい。在宅介護の方向ではなく、介護施設の方向にしてほ

しい。 

女 60歳代 

1212 

健康診断や介護に関することは心配していません。高齢者向けに体力を

つける講座を積極的にふやして、"しょうがない行こう"とやる気のない人も

行くようにして、健康に老いるようにしたい。 

女 60歳代 
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1242 

若い人達の働く場があり安心して子育てができること。１人でも健康な老

人がふえること。行財政改革等について、こまかいことはわかりませんが、

この 2点が重要と考えます。 

女 60歳代 

1271 地域外の高齢者の受け入れ。 男 50歳代 

1314 

財政を節約する為、ムダな生活保護費を再び考え直した方が良いと思

う。払った人、払わなかった人も最後に同じ金額を支給されるなら、払わ

ない方が良いに決まっていますよね。 

男 
70歳代

以上 

1317 高齢者が必要とされていると思える町づくりをお願いしたい。 女 40歳代 

1330 

他県ですが、65才以上の人に市内はもちろんどこへでも乗れる年間パス

ポート(1万か 2万くらいだと思います)を発行し、お買いものレジャーに利

用してます。バス会社も商店街も売り上げ向上につながり、お年寄りも外

に出る機会も増し、大変喜ばれているとのことです。ほとんど乗客のいな

いバスを見るにつけ、館山市のバス会社にもお願いしたいと思います。 

女 60歳代 

 

 医療 (15)

番号 内容 性別 年代 

489 
救急医療の充実。小児科、病児保育の充実（共働きでなくては生活困難

な為、熱のある子供も預けることができる保育所であってほしい）。 
女 20歳代 

908 

婦人科検診は 1年置き(隔年)になり困っています。出産でない限り婦人

科は積極的に受診したいところではないので検診があって「検診だから

仕方ない…」と行くので。館山市は女性を大切にしないところなのかとが

っかりしています。婦人科検診は市の検診ではなく病院で検査すると高

額です。是非毎年の検診に戻してほしいです。 

女 50歳代 

1165 
個人病院は多いけど、行きたいと思う病院がない。交通手段が少なく、車

を運転できる人しか生活できない市のイメージがある。 
女 40歳代 

1181 
夜間や休日など市内の病院で対応できないことが多い（特に小児科）の

で、救急対応の充実をおねがいしたいです。 
女 20歳代 

1182 
神戸分遣所に救急車を配備して下さい（二台分の車庫なのにもったいな

い）。近い内に神戸地区に帰りますので。 
女 20歳代 
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1220 

館山市に医療機関はありますか。重い病気や出産などリスクのある医療

については、安心・安全のため、市外の総合病院を利用してしまう。高齢

化が進む中で医療の充実は必要であると思いますので、よりよい医療施

設の充実、良い医師の確保等、医療の充実を御願いしたいです。 

男 30歳代 

1243 

介護系の送迎の充実～在宅での体調異常者が病院へ行く手段として、

救急車を使う場合、多少時間がかかってもいい場合はそのような車で運

んでほしい。18才の息子をランニング中に心筋梗塞で死なせてしまいま

したが、救急車が車で 40分以上もかかったとの事。運が悪かっただけで

はすまされません。 

女 50歳代 

1262 

PRなどの資金(充分です)を医療・介護にあてて下さい。不足しすぎてい

ます。高齢化などただの言い訳です。逃げないで下さい。ちゃんと考えて

下さい。館山のことについて何も考えていないんですか。 

女 20歳代 

1273 医療体制の充実・税金が高い。 女 30歳代 

1322 都会並みの子供への医療の充実。 男 40歳代 

1339 
子どもが安全に過ごせる町づくり。ガードレール、病院、宅配サービスの

範囲を広げる。 
女 40歳代 

1340 

都内からきて、びっくりしたのは年に 1度の市の検診、すべてにお金がか

かることです。節目検診にまで 2～3000円かかるのには驚きました。私の

友人は、お金がかかるから胃ガン検診をしないと言って、毎年やっていま

せん。もう少し安くできないのでしょうか。 

女 60歳代 

1342 
医療の充実、救急(子どもの具合が悪くなった時みてもらえる場所が少な

い、家では毎回鴨川まで行ってます)。 
男 30歳代 

 

 災害対策 (16)

番号 内容 性別 年代 

76 
防災無線が近くになく、小さな声しか聞こえません。防災無線の増を求め

ます。 
男 60歳代 

143 
感じた事、防災ラジオ、有線ですが、放送など流されていますが、はっき

り聞く事がありません。とても不安です。有線ラジオが欲しいです。 
女 50歳代 
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160 防災無線の聞こえが悪い時があります。 女 60歳代 

183 

今、自然災害が多くなっています。天災でもあり人災でもと、非常事態に

対する行政の対応が課題になります。そのようなことのないようリーダーシ

ップということを忘れないでほしいです。 

－ 60歳代 

317 
屋外でスピーカーで放送される内容がほとんど聞き取れません。市内の

どの地域でもよく聞き取れる様にしてもらいたい。 
女 60歳代 

346 
災害に対する(津波等)対策が何もなされていない様に思える。もう少し優

先順位を考えて予算の執行をお願いしたい。 
女 40歳代 

395 

定年退職後は夫と暖かく自然豊かな館山でゆったり暮らしたいと、思い切

って 7年前に転居してきました。しかし 3・11の大地震で思いもよらず不安

が増大してしまいました。地震、津波対策は遅れているのではないか。心

配しています。5m,10mの津波が来たら市街地は全滅です。津波は逃げ

るしか方法がありません。海から山の方へいち早く離れられる主要な道路

ももっと必要なのではないでしょうか。館山は南北に伸びる主要道路はな

ぎさライン、127号線、127号バイパスと沢山ありますが、海から山の方へ

直接向かう道路は少ない気がします。又、安全を確保できる施設を早く設

置してほしいと思います。 

女 
70歳代

以上 

423 

学校、幼稚園、保育園など津波が来たら危ないところが多いと思う。早期

に移転してもらいたい。その際に学区を根本的に見直して、一学年の人

数が増えるように（複数クラス）。 

女 30歳代 

425 
館山市防災ラジオでもっと、いろいろなことを細かく報道してほしい。例え

ば、火災発生場所、地震情報、交通事故発生場所。 
男 60歳代 

565 

最近各地で局地的に豪雨が発生して多大な人命、財産が失われていま

す。仮に本市に記録的な降雨が発生した場合、早期に避難勧告を出し

て少しでも人命を失わない様に配慮してほしいと思います(行政の手遅れ

にならないように）。 

男 
70歳代

以上 

631 

香区に住んでます。防災たてやまの放送が大変聞こえにくく半分以上は

内容が分かりません。大賀のセブンイレブンあたりに 1台スピーカーを設

置していただけたらありがたいです。 

男 
70歳代

以上 

646 
防災無線、広報が良く聞こえないので、何かの災害があった時に不安を

感じる。 
女 60歳代 
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661 放送が聞きとりにくい時がある。 女 10歳代 

696 あいかわらず防災無線がよく聞き取れない。 女 － 

709 

私は 30年前に横浜から館山に移住しました。父の古里です。空気がきれ

いで海岸線が美しく大好きですが、地区を流れる蟹田川の整備が 30年

経っても行われていません。予算が無いと一蹴されるならば、両岸に生え

ている大木を切り倒して頂きたい。川の土手が崩れています。台風の季

節です。広島県の災害を見ると心配です。物を表からだけ見ず、裏からも

見て下さい。 

男 
70歳代

以上 

727 

私の住んでいるところは、防空壕のあったところがあります。雨が降ったり

風が強いと、木が折れたり土砂が崩れたりしてキケンです。区民でも協力

して木の伐採が出来たらと思います。 

－ 60歳代 

731 
防災の必要性が言われている中、防災無線が聞こえません。増設をお願

いします。 
男 

70歳代

以上 

760 

館山市は観光をメインにして行かなければ、絶対に消滅する市町村だと

思う。この地に移住してきた約 20年前と現在と、館山湾の周辺の景観は

然程変化が無く、この 20年余りを行政は何をしてきたのだろうと思うばか

りである。観光立市を目指すにも、周辺を海に囲まれており、道路インフ

ラの整備（国道、県道）、鉄道インフラの整備や、海上交通の整備など、

他所の県市町村との行き来のし易い環境整備が肝要だと思います。その

上で、経済活動企業の誘致や支援などがあると思います。既存のインフ

ラで整備が出来ていると勘違いして欲しくないです。災害に対しても、ライ

フラインを含めた基盤整備は一刻も猶予ならないと思います。先ずは、陸

路インフラの更なる構築・整備（高速道路含め）と、館山市の景観の再整

備が必要ではないかと思います。 

男 
70歳代

以上 

770 

防災についてですが、訓練を定期的に実施していただきたいです。まず

は自分の身は自分で守る事が大事です。行政の介入は後になるのはわ

かっていることなので。 

女 40歳代 

809 
防災計画の面で不安を感じています。地域一帯の訓練の早期実現を希

望します。 
女 40歳代 

875 

防災無線を各家庭に取り付けて頂きたい。防災無線があっても全く聞こ

えない。最近そこいら中で雨、地震等で災難が多くなっている。各家庭に

つけて頂きたい。 

－ 
70歳代

以上 
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892 

海岸地域に対する避難路の確保など出来ていないと思います。私は和

歌山県の生まれですが、町には誰が見てもわかりやすい避難路の看板

が至る所にあります。どこに逃げるかすぐ分かります。大きくて目に留まる

ようなカラーの看板をぜひ設置して頂きたいです。 

女 30歳代 

902 
道路の整備(通学路の安全性)、市内の地震や火災等の通知(携帯に登

録して届くシステム)。 
女 30歳代 

934 防災館山の放送が聞き取りにくい（北条自動車→）。 男 
70歳代

以上 

965 

防災無線が今は地域ごとにしか立ってなくて聞こえるのは外からしかそれ

を聞くことが出来ないので台風などの時の放送の音声が良く聞き取れな

い事が不安になりました。無線の音声が各家庭の中で聞くことが出来るよ

うにお願いいたします。 

女 60歳代 

977 
防災無線で火災の起きた時には場所等放送してほしい。他所では実行

しています。 
女 30歳代 

993 

災害の時に地区の小学校などが避難所になっているが、地区内でも決め

られた所から遠い所に自宅がある場合、南房総市の小学校などにも避難

できるよう連携をとってほしい（市内でも場所によっては三芳などに行く方

が近い場合もあると思うので）。 

女 30歳代 

998 
大雨時の避難箇所の周知（震災訓練等に合わせて説明会の開催等）。

消防団員の減少（統合化）。 
男 40歳代 

1006 大地震、津波への対策を強化。 － 
70歳代

以上 

1025 
家の中まで防災無線が聞こえづらい。夕方 17時の音楽を昼 12時にも鳴

らしてほしい。 
女 30歳代 

1046 防災無線が聞き取れません。 女 60歳代 

1195 

津波や地震に対する対応が不十分な所がある。TVなどでは大規模震災

になる比率は 30年で 70％と報道された。来たる大震災において国や自

治体、個人一人一人が何が出来るかが問われるようになってくる。 

男 30歳代 

1210 

津波が起きた時の、高い場所へ避難する経路をもっと整備して（山へ逃

げる道の整備）いただけたらと思います。海に近い所なのでもっとたくさん

の避難場所を作ってもらいたいです。 

女 30歳代 

1265 防災無線が聞こえづらい。 男 50歳代 
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 防犯対策 (17)

番号 内容 性別 年代 

52 

空き家対策をして欲しいです。放置されている空き家が多く、防犯の面や

火事、白アリ、家屋が見えなくなるほど繁った木や草を見ると、不安になり

ます。移住したい方に格安で貸す、売るなどのサービスを企画しＰＲしてい

く事で人口減少の歯止めの一つにもなるのでは。 

女 40歳代 

166 治安の維持、向上。 男 40歳代 

425 
館山市防災ラジオでもっと、いろいろなことを細かく報道してほしい。例え

ば、火災発生場所、地震情報、交通事故発生場所。 
男 60歳代 

481 
八幡～北条海岸の海側の外灯は毎日点灯したほうがよい(夜ランニングが

している人が多数いる。女性も多いのでお願いします)。 
男 － 

711 交通機関（道路幅を広く）夜間の電灯を増やす。 － 50歳代 

818 街灯などの電気料金負担。主に町の灯、LED化。 男 60歳代 

831 街灯が少ないのでつけてほしい。 男 20歳代 

1007 

徐々に道路等の拡張が始まってきているが何かがあってから…では遅い

のだと思います。で何かあったら 50km/h を 40km/hにしたり信号の型を変

えたり…不便。 

男 50歳代 

1045 

剪定の仕事で市内各地を回っているが、空き家が多いのに気がついた。

草や庭木が茂り隣からの苦情により剪定の仕事の依頼があった。また、せ

っかく家を新築したが仕事がない為東京に行ってしまったという。空き家の

持主が草刈り、剪定等の管理が出来れば良いが、放置されると景観、治安

上の問題が懸念される。空き家対策が必要ではないか。 

男 60歳代 
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1190 

観光にばかり金を使っているが、通学路ひとつ整っておらず、子どもを学

校に通わせることがこんなにも不安な街に越してきたことを悔やんでいる。

館山市役所前の道なき道のすみっこを小学生たちがつつと歩く姿にいつ

も心配になる。しかも通学時間に警官ひとり立ててくれない。警官を立たせ

ることで、道が危ないことがバレてしまうからだと聞いた。まず、登校・下校

時に警官を立たせること。次に至急通学路（歩道）をきちんと作ること。この

2点が最重要課題。しかも 1つはすぐできること。やる。すぐ。 

女 40歳代 

1233 

自然豊かで大変良い町です。しかし、交通マナーが悪すぎます。横断歩

道などあってない様なもので、自転車に乗る老人も危険運転が目立ちま

す。車に乗る人間にも自転車に乗る人間にも危険が多い市であるイメージ

が強いです。 

男 20歳代 

1340 

車で動く人ばかりではないということをわかってほしいです。近くのスーパ

ーまでの道のり、9時半すぎると真っ暗になります。防犯上も怖いですし、

後ろから来た車にひかれたりしてもわかりません。必要だから、街灯をつけ

たはずなのに、全部消すのはおかしいです。メディアに訴えたいです。 

女 60歳代 

551 

小児科の診察時間が(夕方)短い。共働きの親は夕方に病院に連れて行け

ない為、結局救急に行くしかない。こんな状態では子育てには向いていな

い市としか言えない。 

男 40歳代 

755 
夜間、救急当番の医療機関でも、小児科だと診てもらえず、結局亀田病院

に行くことになります。小児科の充実を切に願います。 
女 30歳代 

806 

地域医療センターの夜間救急に子供を受診させようとしたら小児科がない

からと断られたと周りの方々が言っておられました(市から補助金が出てい

るのに…）。 

女 60歳代 

998 
大雨時の避難箇所の周知（震災訓練等に合わせて説明会の開催等）。消

防団員の減少（統合化）。 
男 40歳代 

1000 
高齢化になるので市内救急病院の受け入れ（内科、外科）。24時間OKあ

ってほしい。 
女 60歳代 

1342 
医療の充実、救急(子どもの具合が悪くなった時みてもらえる場所が少な

い、家では毎回鴨川まで行ってます)。 
男 30歳代 

 

 

 

 



91 

 

 消防・救急 (18)

番号 内容 性別 年代 

551 

小児科の診察時間が(夕方)短い。共働きの親は夕方に病院に連れて行け

ない為、結局救急に行くしかない。こんな状態では子育てには向いていな

い市としか言えない。 

男 40歳代 

755 
夜間、救急当番の医療機関でも、小児科だと診てもらえず、結局亀田病院

に行くことになります。小児科の充実を切に願います。 
女 30歳代 

806 

地域医療センターの夜間救急に子供を受診させようとしたら小児科がない

からと断られたと周りの方々が言っておられました(市から補助金が出てい

るのに…）。 

女 60歳代 

998 
大雨時の避難箇所の周知（震災訓練等に合わせて説明会の開催等）。消

防団員の減少（統合化）。 
男 40歳代 

1000 
高齢化になるので市内救急病院の受け入れ（内科、外科）。24時間OKあ

ってほしい。 
女 60歳代 

1342 
医療の充実、救急(子どもの具合が悪くなった時みてもらえる場所が少な

い、家では毎回鴨川まで行ってます)。 
男 30歳代 

 

 財政（税・公共施設・行財政改革） (19)

番号 内容 性別 年代 

10 

不要不急な事業の見直し、中止を行い、将来への投資になることにお金

を使うべき。市役所の職員はこの地域のエリート集団のはず。職員が地域

にどんどん出て行き、市民とともに住み良いまちづくりに寄与するべく、ア

イデアを出し合ってほしい。また、若手職員が力を発揮できるような体制

にしてほしい。 

男 40歳代 
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26 

消滅市町村のリストに入らないように、将来的な人口増、又は現在の人口

程度の維持が必要である。 

このために 

①次の世代に魅力ある施策づくり 

②東京一極集中は今後しばらく（オリンピックまで）続くであろうが、東京

圏に便利な、そしてリゾート環境を備えている、当地の利便性などをＰＲし

てほしい。 

③このために館山のブランド化（軽井沢・伊豆・葉山のような）をどのように

すすめるか。 

（アンケートについて）大変でしょうが、こういう試みをされること素晴らしい

です。頑張ってください。 

男 
70歳代

以上 

45 国保・市民税が高すぎる。 男 40歳代 

49 
失業中の納税のあり方をもっとわかりやすく、又分割で支払えるようなシス

テムを作っていただきたい。 
女 40歳代 

60 
期末手当に類する決算の廃止、予算の使い切りや、厚生（福祉）プール

資金、水増し予算に対しては罰則を与える。チェックを外部化する。 
男 60歳代 

74 
観光が支えになっている部分もあると思いますが、力を入れすぎず、市民

生活の向上に注力してほしい。 
女 30歳代 

78 

田舎の市で財政が厳しいのに市の職員の給料が高すぎる。もっと下げる

べきである。いったい市民の給料がいくらか調べてみる必要があると思

う。 

男 60歳代 

86 市県民税が高い。公共の施設の充実。 男 60歳代 

93 税金の無駄遣い（ペットボトルの処理等）。 男 60歳代 

116 
県市民税等一括払いの時、以前は少し安くなったが、今はどうか。市営

の霊園の設立。 
女 60歳代 

119 

行財政改革の結果、低賃金の非常勤職員が増加しているのは非常に問

題。市民の文化的社会的生活を保障すべき市が、そのような生活を送れ

ないレベルの条件で雇用しているということを反省すべき。常勤職員の増

加は、雇用の創出にもつながるので、削減する必要はないのではない

か。 

女 30歳代 
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120 税（固定資産税・都市計画税・社会保険料）の市民負担の軽減。 男 
70歳代

以上 

133 税金が高すぎ。役立たずな議員削減すべき（定年制度の導入）。 男 50歳代 

145 
市長が取りくんでいることを市民がより分かりやすく理解できるよう発信す

る必要がある。 
男 40歳代 

157 働きやすい職場と、生活して行く上での税金など。 男 50歳代 

168 
税金が高いと思います。とおり一辺の対応ではなく、もっと温かい助言を

希望します。 
女 30歳代 

170 

きれいに整備された北条海岸の駐車場を、海水浴シーズン中も無料でキ

ャンピングカーが何台分も使用している現状。なぜシーズン中だけでも有

料にしないのか。駐車料金を徴収することで、使う側のマナーを問うこと

にもなり、無法地帯をなくせると思う。有料にした方が良いのではないでし

ょうか。 

女 40歳代 

172 

自分は釣りが好きなので各港で自由に釣りが出来るよう希望します。釣り

人のマナーの悪さも原因の一つかも知れませんが、港は税金で作られて

いると思われるので、漁業者だけの意思で堤防等立入り禁止にすべきで

はないと思います。夕日桟橋も 100円～200円程度の利用料を徴収して

もよいのではないか。 

男 
70歳代

以上 

173 
税金が高いと思う。市の行事をカットして少しでも安く（年金生活が多

い）。 
男 60歳代 

176 

インターネットに加入したくてもお金がなくて入れない。フレッツ光ＯＣＮの

一社しか選択肢がないので料金が高い。所得の低い地域なのだから、公

衆無線ＬＡＮを色んな場所でやって欲しい。 

女 30歳代 

211 
年金生活者には家がないととても生活できません。市の財政が苦しいの

と同じです。 
女 60歳代 

212 国保が高いので困っています。 女 60歳代 

222 
市民税納税に見合ったサービス等の提供が行われたことの目に見える様

な情報の提供が望まれる。 
男 60歳代 

223 
都市整備税は恩恵を受けない市民も納めるのかという不公平感が大き

い。 
男 50歳代 
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253 

人口が減っているので財政も大変と思うけど、なるべく職員の皆様も節約

して、小さい事、紙、ペン、入れ物、勤務時間外をなくして頑張ってくださ

い。小さいことから館山を良くするために。 

男 
70歳代

以上 

267 市長始め市会議員の報酬をカットして税金を安くする努力をしてほしい。 男 60歳代 

275 

予算を使い切るのが良いのではなく、同じ金額同じ効果がいかにしたら

出来るかを考え、それを達成した事や人を評価し、市の負債を節約した

分返済すべきと思います。 

女 50歳代 

276 

民間の立場からすると市の経営は非常に甘い。もっと効率化できるし人

件費のムダ使いである。その中に長い間いると見えなくなるのは当たり前

だがひどい。もっと時間を大切にすべき。そして費用対効果をよく検証す

べきだ。とにかく一般企業ではありえない事が多すぎる。 

男 40歳代 

277 
大阪横浜の様に館山湾を一部利用し自然つり桟橋を作り市の財産にし

たらよいと思う。 
男 60歳代 

284 

市からよくパンフとかちらしが配布されますが一度は読んであとは不用(失

礼)になってしまっています。印刷代等もったいないと思ってしまいます(保

管しないこちらもいけないですが…）。 

女 50歳代 

295 

海岸の観光開発及び海の駅等の事業について、多大な投資をしすぎて

いる。高齢者の活用は余り見受けられない。予算の配分を他のライフライ

ン強化と下水処理の改善等に振り向けて、住みやすい街造りに改善して

頂きたい。又、市民税固定資産税の年金所得に対する比率が高過ぎる

ので低減して頂きたい。 

女 
70歳代

以上 

304 税金が高い。その為には職員を減らすべき。 男 50歳代 

306 部署の統廃合による管理者、職員の削減。 男 20歳代 

338 

庁舎にエレベーターがあればいいと思う。市民センターの跡地、駐車場

以外の利用を検討するべき。市民課窓口→混雑時は窓口受付担当固定

し、後方で書類作成する担当と分担する方がいいのでは(銀行の様に）。

そうでないと立ったまま待たなければならないので。 

女 50歳代 

346 

市の財政が大変厳しい状況だと思いますが、私はもう少し魅力のある図

書館を子供達のために作ってほしい。観光も大切だと思いますが…。災

害に対する(津波等)対策が何もなされていない様に思える。もう少し優先

順位を考えて予算の執行をお願いしたい。 

女 40歳代 
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349 
何に対してもお金の出費になるものを低減してほしい。母子家庭など働

けない状況である方の支援。 
女 50歳代 

376 税に対する市民の負担。 男 50歳代 

387 

市長はじめ市の職員の給料賞与をもっと安くしてほしい。その分市民税を

下げてほしい。職員を雇用する場合は試験のみではなくインターンシップ

等の期間を設けて適正をみて採用してほしい。 

女 60歳代 

398 

JRや東海汽船や三井などに働きかけて高速ジェット船を就航させよ。バ

スよりも時刻どおりに着く「電車」の「特急」をもう少し増やしてほしい(朝と

夕方）。交通網を整備する人を呼び込むことで活性化する。→自然を大

切にしつつ人を呼び込むには徹底しなければ、これからは通用しない。

公共交通機関は全て電気で。市民の人々の自家用車も呼びかけて電気

にしていってもらう。トヨタや日産に働きかけて先進的なことをやっていくし

かない。モデルタウンとして国からも援助してもらう。どこからかお金を引っ

張ってくる算段が重要。全て電気自動車にする。若しくは路面電車を環

状で走らせる。所々に駐輪場や駐車場を作る。 

女 50歳代 

400 
祭礼が多すぎる→市内の祭礼を 2か所位に分ける。警備等の支出が少

なくなる。 
男 60歳代 

411 市は税金の無駄使いしていないか、各課の調査をすべきです。 女 30歳代 

442 
街づくりのビジョンが全く感じられない。将来のグランドデザインを作成す

るべき。 
－ 

70歳代

以上 

454 

館山市財政が赤といわれるゆえんに、無駄な税金使いをしていると思う。

多くの市会議員に支払われる給与（きつい言い方かもしれませんが全く

意見も出さず行動もなしの議員に支払われる税金からの給与は有りでし

ょうか・・・）。広報に関しても立派な冊子に変わりましたが、ネットを使う者

にとってはただの増えるゴミになる（月２回の広報はいらないのではない

かとこの場で言わせてもらいます。それこそ税金無駄使いです）。 

女 50歳代 

462 税金が高い。 女 
70歳代

以上 

463 健康保険高すぎる。税金高い。 男 50歳代 

475 今のままで市の行政を取り組んでください。 － 
70歳代

以上 
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578 市役所を建て替えて太陽光発電に早くする。 男 60歳代 

632 

今後、市民の増加は不可能と思われ、現状維持も厳しい中で、10年 20

年先を見越した、適性規模の予算、財政に見合う市の行政案を市民に早

く提示して欲しい。 

女 10歳代 

659 （塩害による）固定資産税の軽減（所得によりきめてほしいと思います）。 － 
70歳代

以上 

704 

要望しても何もしないし、回答もしない市政の姿勢は問題です。何かして

も不要不急の事が多いし、何かする能力にも欠けていると思いますので、

何もしないで下さい。税金の無駄になります。・・・その結果、税が安くなる

と思います。 

男 
70歳代

以上 

794 

①役所の中で暇にしている人がいるがもっと外に出て街の実情を見て歩

いてほしい。生活保護者・道路等見てほしい。 

②書類等スムーズに行い時間をかけない。 

③だん暖たてやまの月 2回を 1回で良いと思う。 

④職員はもっと自分の仕事を知り、勉強してもらいたい。 

⑤市議会議員に市が良くなるように動いてほしい。 

⑥予算を無駄に使いきらず繰り越す（予算の使い方）。 

⑦中途半端で終わってしまう。 

女 60歳代 

843 北条海岸の(車)駐車料金を設定する。 女 60歳代 

868 

観光立市を目指しているみたいですが、税金を払っているのは住民で

す。海で出る夏のゴミ処理など観光客にも負担を願うべき。税金で全てし

ないでほしい。 

男 60歳代 

869 

緊急事案として「どうしたら人口減」を食い止められるか、南房総地区全

体で対応してほしい。図書館あまりにも図書が少ない。学校とオンライン

化が必要。 

男 
70歳代

以上 

874 

公共工事などの効率化：無駄な工事がある為有効な工事かどうかを見極

めたうえで実施してもらいたい。(長須賀、島原通りの歩道拡張工事は有

効的なのかどうか。歩行者が多いとは思えない）。 

男 40歳代 

882 
地区の要望は大変良くやってくれていると考える。但し、予算の都合でし

ょうが実行に時間がかかる。 
男 60歳代 

923 
財政の無駄使い→年度末に多くなる道路工事・グリーンロード沿線の活

用。 
男 50歳代 
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952 
1.借金を増やさない様に。 

2.維持管理の必要なものは最小限に。 
女 

70歳代

以上 

1009 国民健康保険税が高額です。 女 50歳代 

1012 市長、議員の給料を減らす事、議員の人数も減らす事。 － 
70歳代

以上 

1026 
市議会議員の数の見直し又は給与が高すぎる。時給又は日給にするな

ど。 
－ 50歳代 

1046 

防災無線が聞き取れません。空き家の雑草、雑木、荒地が困る。大桟橋

の活用を考える。避難場所になっている中央公園の周りの道路が狭い

（対向出来ない。駐車禁止、駅前なのに一方通行）ので県の予算を取れ

る力を持ってやってほしい。 

女 60歳代 

1052 

市役所を利用する際駐車場が狭いです。公用車駐車場も一般開放して

下さい。市民課窓口は正面玄関正面にすべきです。窓口の外にも 1～2

名案内役を置いて下さい。また銀行のような待ち札と会計の上に電光表

示板を設置してください。聞こえていない人も多数います。 

男 50歳代 

1060 
館山市は税金が高いとききますが・・・・北条海岸に車がたくさんとまって

いますが駐車料をとったら市の財政にプラスになると思います。 
女 60歳代 

1109 介護料を、もっと低料金に出来ないでしょうか。 女 
70歳代

以上 

1113 

乳幼児・児童の医療券、見直しを望みます。大きい子まで 300円でやっ

たり薬が無料って、財政の圧迫のもとなかんじがします。就学前までの子

でいいと思います（うちは 1小学生、2幼児です）。 または逆の発想で、

市民税を大幅アップしその分福祉的なものや学校給食無料化に使うのも

1つの手です。 

女 30歳代 

1118 市会議員の給料を日当制にする。 女 
70歳代

以上 

1122 

行政改革は即断行してもらいたい。大部分を民間業者（市内事業者にか

ぎる）か館山市が 100％出資して(株)館山市行政サービス、その部署の職

員はゼロにする事。 

男 30歳代 
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1131 

釣り。体験型のレジャーとして非常に人気が高く、館山は関東近こうでは

人気のスポット。自衛隊堤防付近などは、時期になると大いににぎわう。

その反面駐車場等問題となる。釣り客から利用料を取れないか。釣り公

園等はできないか。夏の土日、堤防は人であふれかえっている。もっと有

効な利用方法があると思う。 

男 30歳代 

1142 

市会議員さんの活躍をもう少し望みます。何か余りはっきりと見えません。

市の為に頑張ってもらえないでしょうか。館山市の発展の為、まず経済を

中心に考え、青果市場をもっと元気に。市の援助が必要です。その上で

教育、子育て福祉、環境整備と輪を広げたら良いです。 

女 
70歳代

以上 

1150 税金が高すぎる。大きな総合病院がない。大きな企業がない。 男 50歳代 

1168 市民税の値上げ考慮して下さい。 女 
70歳代

以上 

1185 
税金が高すぎること。職員の給与を低くすること。市民を大切、親切にす

ること。 
男 60歳代 

1200 海を守る為の山の整備等。桟橋の費用対効果はどうであったか。 女 50歳代 

1222 

税金（保険等）の長期滞納者に対しては、分割で少しずつ支払いをさせ

ているようですが、今後は、振込みによる確実な徴収を条件に、過去の未

納金を棚上げするような事象を耳にしましたが、正直者がバカをみるよう

なことのないように対処してください。又、軽自動や原付バイクの税金は、

５年も未納すればチャラ（消えて）になってしまうと言う話も聞きますが、税

務課の皆さん、しっかり徴収してください。生活保護受給者ですが、五体

満足で成人されている方には、少しのボランティア活動でもしていただい

たら如何ですか。ペットを抱っこして、カラオケをうたいまくりで、少しのパ

ート賃金で働いている健常者より、良い生活をしています。地域の児童民

生員の方の中には、名誉職のつもりのようで、態度が横柄で事務的にし

か動かない人もいます。委員は地区の推薦で選出しますが、地区で委員

を交代し役所に届出を出せば、役所側で交代に待ったをかけるのであれ

ば、役所で責任を持って、もう一度児童民生委員に委員としての役割、

在り方を指導してください。独居の方の把握もできていない委員もおりま

すよ。市役所では、週に何日も夜 11時過ぎまで（1～3階）どこかの階で、

電気が明々としています。時間内に仕事が終わらないにしても、夜 11時

過ぎは異常ではないですか。時間外労働が労基法をオーバーしません

か。又は、サービス残業になっていませんか。それとも残業かせぎでもし

ているのか、いろいろ考えてしまいます。 

女 20歳代 
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1227 

旧市民センター等格安で利用できる様になるといいと思います。閉鎖的

でなく、もっとオープンになるといいと思うのですが、事故等の責任問題を

心配されているのでしょうか。 

女 60歳代 

1247 

市役所の駐車場をもっとシンプルな形にしてほしい・・・。高齢者のドライ

バーが増えていて市役所の駐車場は出入りがしにくく上手く反応出来な

い方が多いので、改善してほしいです。館山駅の東口に最近バスが多く

来るようですが、迎えに行っても駐車する場所が無くて困ります。 

女 30歳代 

1258 
税金・水道料など民間にやらせがち。行政の方でまとめては。納めるのは

コンビニや金融機関でできるのは当然だが、先の集計は行政ですべき。 
女 20歳代 

1273 医療体制の充実・税金が高い。 女 30歳代 

1280 

市の財政が苦しいのであれば、私達の税金から払っている公務員の給料

や議員に払っているのを減らし、市民の税金を少しでも安くして欲しい。

一生懸命働いても、住宅ローンや年金・国民健康保険、市・県民税、固

定資産税など払ったら、少ししか残りません。生活できません。国民健康

保険料を毎月均等割して欲しい。 

女 50歳代 

1283 

組織体系を直列型より並列型組織にする。痛みの伴う改革はまず市長市

議会から率先して行う。 

なぜ人口減少が続くのか行政はどう施策しているのかよく周知すべき。 

男 
70歳代

以上 

1284 

市・県民税は収入により一律に徴収されるが、居住地区により格差がある

のに一律とは、平等でないので不満がある。町中と豊房地区では交通手

段が違い、格差があるのに税金は収入により一律ではおかしい。 

女 40歳代 

1288 

長期的展望に基づいた市政の計画＆運営を望みます。※鴨川市では、6

年後の東京オリンピック・パラリンピックを見据えたキャンプ地招致等を計

画推進しています。房日新聞で見る限り、鴨川市は、いろいろなアイデア

豊富な取り組みがなされているように感じます。館山は、斬新なアイデア

に乏しく、旧態依然としている感が強いです。 

女 60歳代 

 

 職員（応対・意識） (20)

番号 内容 性別 年代 

10 

不要不急な事業の見直し、中止を行い、将来への投資になることにお金

を使うべき。市役所の職員はこの地域のエリート集団のはず。職員が地域

にどんどん出て行き、市民とともに住み良いまちづくりに寄与するべく、ア

イデアを出し合ってほしい。また、若手職員が力を発揮できるような体制

男 40歳代 
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にしてほしい。 

61 窓口における対応の仕方は、やさしければやさしい程、ｂｅｔｔｅｒである。 － 30歳代 

72 
市役所の業務時間を長くしてほしい。仕事を休まないと証明書がとれな

い。 
女 20歳代 

106 

市に対してではなく市役所に対してですが、以前、お昼時に伺った際、

職員の方々がそれぞれの机で昼食を取られていて、臭いとかも気になる

し、職員の方々も食べづらいだろうし、それ専用のスペースを設けたら良

いのではないか。とても不快に感じる。 

女 50歳代 

120 職員の適性・適量配置の見直し。 男 
70歳代

以上 

137 
市の職員の市民への姿勢。市民あればこそ、市の職員が必要である。市

民をバカにする態度は良くない。腰を低く。 
男 

70歳代

以上 

155 
行政の職員をもっとスリム化すべきと思います。市役所に入ると、仕事をし

ていない人がいる様に思われます。 
女 50歳代 

160 
市民課窓口での、職員同士の言い争いはみっともなく思える。防災無線

の聞こえが悪い時があります。 
女 60歳代 

181 

一般市民の暮らしが楽になるように・・・。市役所等、ボーナスや給料など

を掲示してほしくない。年金暮らしで税金を納めている人は・・・見たくな

いです。結構大勢の声を耳にします。 

－ 60歳代 

195 パート採用を分かりやすく募集してほしい。 女 30歳代 

198 

まず職員採用についての透明化が必要である。なぜならば、未だにスポ

イルズシステムで採用を行っていると考えている人間が少なからずいるた

めである。よりよい行政活動を行うためには、それを執行する人々もよりよ

い人が望まれるのは事実である。しかし、19世紀のアメリカのようなスポイ

ルズシステムを行っていては、行政が腐敗してしまうのは、容易に想像で

きることである。そのため、都庁のように職員採用について透明性を持た

せることが必要であり、開示請求があったならば、成績を開示できるような

環境が必要であろう。 

男 20歳代 

253 

人口が減っているので財政も大変と思うけど、なるべく職員の皆様も節約

して、小さい事、紙、ペン、入れ物、勤務時間外をなくして頑張ってくださ

い。小さいことから館山を良くするために。 

男 
70歳代

以上 



101 

 

259 

市の職員採用にあたって能力とやる気とアイデアのある人の採用を望み

ます。ベテラン職員(10年以上)においても、マンネリ化している仕事ぶり

の人(時間ばかりかける人)は配置転換も考えるべきと思います。本庁の人

数を減らし現場の人達を増やすべき。パソコン全盛の時代にデスクワーク

を見直してみませんか。 

女 60歳代 

280 住民、事業主への目配り。職員の対応が悪い。 男 60歳代 

282 

①広島(8.6)・長崎(8.9)・原爆、終戦(8.15)の日は市の広報で市民に伝え

黙とうするよう報道する。平和というだけでいってもだめ。教育庁、委員会

も学校・企業・市役所全部で取組み、その時間になったら黙とうをするべ

き。そんな町、市にしたい（するかしないかは自由だが）。 

②平和、戦争をなくし、というだけで本当に思っているのか。ほんの 1分、

館山市の企業、スーパー、買い物のお客、農業みんなでやるべき。そし

て子供に、戦争とは、と、学校教育にも取り入れられる。これが館山市が

誇るべき良き市であり心の温まる市民だと思う。 

市の職員は挨拶をしなさい(市役所にいるとき）。市民は商品です。あなた

がたは市民を売って生活をしているのです。まじめに働け。 

男 60歳代 

304 税金が高い。その為には職員を減らすべき。 男 50歳代 

306 

市営の霊園の建設・市会議員の削減・特別老人ホームの建設・部署の統

廃合による管理者、職員の削減・空き家、休耕地の活用（支援及び援

助）。 

男 20歳代 

338 

市民課窓口→混雑時は窓口受付担当固定し、後方で書類作成する担当

と分担する方がいいのでは(銀行の様に）。そうでないと立ったまま待たな

ければならないので。 

女 50歳代 

350 市の職員を館山市民にするようにしてほしい。 男 50歳代 
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370 

引越しして感じた事ですが、右も左もわからず疲れた中、市役所、警察と

手続きに行きました。市役所では水道の支払いについてネットで場所を

調べて行ったのに間違った所に行ったようで、わざわざ男性の方でした

が案内して頂きスムーズに事が運べるようにして下さいました。役所の手

続きの方でも男性の方がとても親切でした。女性の職員の方は仕事をこ

なしているだけに思われました。移住する方が多い館山では公務員の仕

事はサービス業ではないにせよ、転入する際にはどんな事に不便を感じ

どんな説明をしたら安心できるかを少し考えてみたらいかがでしょうか。し

かし、対応して下さった男性職員の方には感謝しています。また警察での

手続きですが、こんなに感じの悪い所はないと思います。経験を重ねた

女性たちでしたが、お年寄りが外国人ならば親切にするのか。と思いまし

た。何度も行く所ではないけれど、警察であれ年齢を重ねているであれ

笑顔や思いやりを忘れてはいけないと思います。 

女 50歳代 

387 

市長はじめ市の職員の給料賞与をもっと安くしてほしい。その分市民税を

下げてほしい。職員を雇用する場合は試験のみではなくインターンシップ

等の期間を設けて適正をみて採用してほしい。 

女 60歳代 

401 保守的な対応・考えをステル。 男 50歳代 

406 大きなことより小さなこと（お金のあまりかからないこと）をコツコツと。 男 60歳代 

450 市役所を新しく出来る様にがんばりましょう。 女 60歳代 

465 

市民がやってほしい、やってもらうと市の必要経費が減るなど。例えば"ゴ

ミ"。ペットボトルは洗って出すのは当たり前と思っていますがやらない人

もいるので、こうしてもらうと助かるとか他にもできる事(小さい事でもみんな

でやれば大きくなる)を言ってほしい。 

女 60歳代 

467 

これからの財政状況が厳しくなる事は分かっている事です。働く場、企業

がなく若い世代がいなくなる事も影響しています。市の職員、議員の年収

が市民の年収よりはるかに多い。20歳、30歳、40歳、50歳市民の民間企

業の平均にすべき。税金なのに市の職員、議員は年収、退職金が多す

ぎる。 

 

女 50歳代 

471 

財政難と言われていますが市職員の給与は市の他の会社等の給与より

大変多いと思います。未だに年度末手当まで出ている事、年齢を重ねれ

ば昇給する事とかは市民をバカにしているとしか思えない。それでお金が

ないとはどういうことなのか。市役所で見ているとよく言われる(給料どろぼ

う）人が見られます。給与は絶対見直してください。 

男 50歳代 
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473 
見栄を張らずに少ない人数で良い仕事をすることだと思っています(私も

力なくてすみません）。 
男 60歳代 

517 
市役所に於ける職員の対応は丁寧であり感謝致します。しかし、出先機

関の職員（ゴミ処理場）は一部横柄に見られることがある。 
男 

70歳代

以上 

541 職員の質の向上（採用→再研修→管理職の研修）。 男 60歳代 

552 
市役所は昔より良くなったと思うが。介護の話など(手続き）を聞きに行っ

たら、たいして教えてもらえなかった。もう少し親身になってほしい。 
女 30歳代 

553 
市役所の窓口で対応される方は皆さん親切に接して下さいます。今後も

大変な業務ですが頑張っていただきたいと思います。 
男 50歳代 

559 

私たちが小さかった頃のお上意識がまだある様な気がする(市の方にも市

民にも）。市民一人一人は力がない事は分かっているのだから皆で力を

合わせるとか一人でも自分の生き方をする様にしたい。私はもう自分の仕

事に対する力はなくなったので、1日 1日を生きる事を楽しみにしたい。

私にとって行政は悪い事ばかりではなくて、日本に生まれたから他の国

では受けない楽なことが多い。 

男 
70歳代

以上 

610 市長さんの日頃のご活躍に感謝しています。 女 
70歳代

以上 

645 

市役所職員が館山市をよりよくするために自分はこうしたい、こうありたい

と思えるよう、市の幹部（部長・課長）には、部下のマネジメントに取りくん

でいただきたい。やる気のある若い人をつぶさないよう育てて下さい。 

男 30歳代 

657 
南房総市との合併を促進し、市長以下の行政に係る人員の削減合理化

を図る。 
女 

70歳代

以上 

682 
財政厳しいなかで、市民の声を聴き、意欲的に市政に携わっている市長

及び市職員の皆様に感謝いたします。 
男 

70歳代

以上 

696 
市役所、新人がせっかく入ったのに何故すぐ辞めてしまうのか。人数が多

いと思う。一人一人のスキルを高めて少数でもやっていけるように望む。 
女 － 

728 
市の施設のトップは退職金や年金での暮らしを知っていますか。中小企

業で 40年働いても退職金もボーナスもない人が沢山います。 
女 

70歳代

以上 

737 各窓口に責任を持って答えることのできる人を配置して下さい。 女 50歳代 
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761 
議員定数の削減、議員報酬の削減、職員の地域民間企業との給料の格

差是正。 
男 50歳代 

763 
（急なときに）出先機関を大きな（イオンのような）人の集まる場所に設置

する。 
女 

70歳代

以上 

786 
市を管理する人は市内周辺を見回ってください。机に座ってばかりでは

ダメ。 
女 60歳代 

794 

①役所の中で暇にしている人がいるがもっと外に出て街の実情を見て歩

いてほしい。生活保護者・道路等見てほしい。 

②書類等スムーズに行い時間をかけない。 

③だん暖たてやまの月 2回を 1回で良いと思う。 

④職員はもっと自分の仕事を知り、勉強してもらいたい。 

⑤市議会議員に市が良くなるように動いてほしい。 

⑥予算を無駄に使いきらず繰り越す（予算の使い方）。 

⑦中途半端で終わってしまう。 

女 60歳代 

813 
館山市の方向性を市長が示す。万人向けとはならなくても将来像をはっ

きりと示す。 
男 40歳代 

845 
鴨川市とか南房総市を参考にもっと職員の向上を願います。館山市には

何も感じられません。 
女 

70歳代

以上 

848 
職員を育てる為、正職員を増やしてほしい。アルバイト、パートばかりでは

将来心配。 
女 50歳代 

867 
年数回実行されている鏡ケ浦クリーン作戦はボランティアを含め評価しま

す。 
女 50歳代 

882 
地区の要望は大変良くやってくれていると考える。但し、予算の都合でし

ょうが実行に時間がかかる。 
男 60歳代 

884 
土曜日の午前中のみ市役所の窓口業務をやってもらいたい(月に 2回ほ

ど）。 
男 30歳代 

915 

公務員は市民の奉仕者であるという事忘れてはならないと思う。特に市民

課の窓口業務をされる方、本当に大変な仕事だと思ってますか。奉仕の

心を忘れずにお願いしたいと思います。 

女 50歳代 

916 
職員の賃金は少し下げた方が良いのではないか。そのお金で職員を少

しでも増やしサービスの充実を図ることが良い。 
男 

70歳代

以上 

917 

特に不満不便はありません。市の職員のどの課の方々も親切です。私の

年齢では特に要望はありません。※高齢で文章を書くことも字を書くことも

思うように書くことができませんで申し訳ございません。 

女 
70歳代

以上 
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933 職員の皆様毎日ご苦労様です。 － 60歳代 

985 

市職員としての自覚を持ってほしい（一般の会社ではありえない言動行

動をしている）。例：女性職員、身なりばかり気にして爪には派手なマニキ

ュアをして言葉づかいが悪い。 

女 40歳代 

986 

市役所に来所すると地元以外の人が多く見受けられます。若い人を留め

ておきたいのなら出来るだけ地元の方を優先して採用してほしいと思いま

す。又、一つの課にあんなに人員は必要なのでしょうか。又、パソコンも一

人一台必要はないと思います。このアンケートの結果を発表して頂きたい

と思います。 

男 
70歳代

以上 

1002 この頃思う事、市の窓口も明るくなり親切なこと。 女 
70歳代

以上 

1003 公務員のいい加減さにうんざり。 男 40歳代 

1030 大きなビジョンで総合計画を小さな計画で確実な実現を願う。 男 60歳代 

1052 

市役所を利用する際駐車場が狭いです。公用車駐車場も一般開放して

下さい。市民課窓口は正面玄関正面にすべきです。窓口の外にも 1～2

名案内役を置いて下さい。また銀行のような待ち札と会計の上に電光表

示板を設置してください。聞こえていない人も多数います。 

男 50歳代 

1069 

民の意見を聞き市政運営に。全く民の意見反映されていないと感じる。市

民の意見の機会を。市の職員はまず挨拶から。市民の税で生活をしてい

る事を忘れている様に感じる。一部の幹部の職員ですが。 

男 60歳代 

1075 

日々の業務本当にご苦労様です。様々な意見、要望がある中でも職員

の皆様には穏やかな気持ちと表情で職務に望んでください。話す「言葉」

をたくさん持って説明して下さい。 

女 40歳代 

1077 もっと市民の立場になっての行政、市民の声へ対話。 男 40歳代 

1079 

昨年市の窓口で、ある書類の申請をしました。その時領収書（レシート状

のもの）のインクが時間の経過とともに消えてしまい何の領収書かわから

なくなりました。その後窓口に行くような事はありませんが今でもそうなら改

善をお願いします。そのような経験をお持ちの人も多いかと思います。ど

うぞ検討して頂ければと思います。※この機会に紙面をお借りして書きま

した。後日、このアンケートの結果は広報などでまとまり次第、公表して頂

ければ市民意識も高まるのではと思います。よろしくお願いいたします。 

女 60歳代 
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1084 

私は館山市は行政・財政ともにかなり工夫してやっている、いい自治体だ

と思う。私もそうですが、一般市民は自分を中心に物事を考え、発言する

ので、振りまわされない様にして下さい。 

男 40歳代 

1110 市役所職員の態度がよくない。いつ行ってもムスっとしてる気がする。 女 20歳代 

1112 

前向きに要望をとりいれてほしい。要望を発表し、それに対する回答をな

るべくしてほしい。要望を出しても変化がなければ要望を出す気がなくな

る。 

男 60歳代 

1125 市役所で働く方達が、まず笑顔になる事。 男 30歳代 

1147 職員の昇任昇格は試験で（例→係長以上）。 男 60歳代 

1152 

いろいろとご苦労が多いと思います。全て市におまかせできると思ってい

ません（激務すぎて、市役所勤務の方が倒れてしまいます）。個々が頑張

らなくてはできないことを、ドシドシ言っていただければと思います。 

女 50歳代 

1158 市役所の各部署で日々行われている業務の内容、進行状況等の公開。 男 50歳代 

1159 
各種証明書の発行について、平日以外の土・日・祝日も窓口を開けてほ

しい。 
男 50歳代 

1164 
市役所の対応が事務的。われわれ一般庶民が利用するのは市民課、税

務課位かな。駐車場がせまく入りづらく出づらい。 
男 60歳代 

1185 
税金が高すぎること。職員の給与を低くすること。市民を大切、親切にす

ること。 
男 60歳代 

1198 

私も市の職員です。ゴミゼロ運動や松の植樹、城まつり等、市のイベント

には参加しています。しかし、市の職員でもそれらの行事等を軽視する方

達が少なくありません。やはり何にしても率先して行動できる力を職員そ

れぞれがもつことにより市はもっと良くなると考えます。皆でがんばりたい

です。 

女 40歳代 

1228 

市役所の窓口の職員の態度が悪い。私語が多い。マニキュア、爪が長い

など一般企業ではありえない。ふるさと納税をもっと有意義なものを考え

たらどうか。税金をムダ使いしないでもらいたい。 

女 60歳代 

1260 市の職員の方々がとても親切でとてもありがたいです。 女 
70歳代

以上 
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1279 

市民に歩み寄らない昔からの申請主義的な部分が多くを占めており、市

職員の意識、認識不足が目立つ。「歩み寄ったり、こうすれば発展する」と

いう意見が庁内で消されてしまう。日々の業務で大変なこともわかります

が、一生懸命取り組んでいる人達の努力が市民に反映されていない。観

光に取り組まれてきていますが、友人に「館山でお金かからず自然に遊

べるところ」聞かれて答えられない。何か遊ぼうとすればお金がかかる。そ

ういう子供も含めて遊べる所があるといい。庁内で、意見もあるだろうと思

う。自分の足で訴えに行けないお年寄りの意見も反映されない。バスは民

間バス会社。お年寄りが買い物に行けるコミュニティバスは必要。みんな

会社に丸投げ。市独自の自慢できる部分が何もない。買い物代行サービ

ス課を作ったら、市支持率ＵＰすると思う。市民、ＮＰＯはいろんな意見が

あって動いている。もっと歩み寄って欲しい。閉塞的すぎる。明るい未来

が想像できない。庁内でいじめをしていないで市民に目を向けて欲しい。

もっとまともな人を職員にして欲しい。学力だけでなく総合力で採用して

欲しい。 

女 30歳代 

1285 

市役所に行くといつも不快な気持ちになる。笑顔がなく、待たされる。前

例がない事柄は時間がかかって「前例がないので」で許可されない。役

所内の女子トイレは古くて使いたくない気持ちになる。女子職員の私物も

たくさん置いてあって、どうにかならないものか。 

女 30歳代 

 

 議員（数） (21)

番号 内容 性別 年代 

133 税金が高すぎ。役立たずな議員削減すべき（定年制度の導入）。 男 50歳代 

191 市議会議員ガンバレ。 男 60歳代 

194 議員報酬・手当を減らす。議員年金廃止。 男 30歳代 

353 
地域代表の議員さんに一言。住民の声を聞き入れ実行、行動力を期待し

ています。 
女 60歳代 

380 企業誘致、若者の U ターンに期待。市議会の一般傍聴。 男 
70歳代

以上 
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467 

これからの財政状況が厳しくなる事は分かっている事です。働く場、企業が

なく若い世代がいなくなる事も影響しています。市の職員、議員の年収が

市民の年収よりはるかに多い。20歳、30歳、40歳、50歳市民の民間企業

の平均にすべき。税金なのに市の職員、議員は年収、退職金が多すぎる。 

女 50歳代 

477 館山市の核となる年寄り議員たちがやる気になれば何でもできる。 男 50歳代 

533 市議会議員が少し多い。 男 60歳代 

665 

市民の意見、悩みをくみ取ろうとする市の考えは、ありがたいと考えます

が、選挙において選出され、市政をつかさどっている市長及び議員は何を

考えているのか。これらのかたがたの施政方針では市民の期待に応えられ

ないのか、応えられないのなら、辞職していただきたいと考えます。有権者

及び市民の意見に細部まで応えようとすると、予算的にも、人的労力的に

も規模が肥大化すると考えますが、どのようにお考えでしょうか。 

男 50歳代 

721 
市議会報には目を通していますが、市民が直接議会場に参加するようなＰ

Ｒも必要。 
男 60歳代 

761 
議員定数の削減、議員報酬の削減、職員の地域民間企業との給料の格差

是正。 
男 50歳代 

794 市議会議員に市が良くなるように動いてほしい。 女 60歳代 

964 まずは身を切って議員も同じく切って。 男 60歳代 

1012 市長、議員の給料を減らす事、議員の人数も減らす事。 － 
70歳代

以上 

1013 

あまりにも言う事を聞かない頭の良くない年配者がたくさんいます。えばっ

ちゃって。恐らく市議会の中もそうでしょうね。若い優秀な方がたくさん館山

に U ターンしています。外の風に吹かれてきた才覚のある志高い方々で

す。この様な方が市政で活躍できる場、機会を作ってください。30代～40

代。市議のうち 60以上の人は 5人も居れば十分です。時間と金の無駄で

すから。ダッペエ最悪ですね。なぜ住民投票しなかったのでしょうか。誰が

採用決めたのですか。 

男 40歳代 

1026 
市議会議員の数の見直し又は給与が高すぎる。時給又は日給にするな

ど。 
－ 50歳代 
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1086 議員定数の削減。 男 60歳代 

1142 

市会議員さんの活躍をもう少し望みます。何か余りはっきりと見えません。

市の為に頑張ってもらえないでしょうか。館山市の発展の為、まず経済を中

心に考え、青果市場をもっと元気に。市の援助が必要です。その上で教

育、子育て福祉、環境整備と輪を広げたら良いです。 

女 
70歳代

以上 

 

 ボランティア (22)

番号 内容 性別 年代 

193 
観光施設等、地域の人達が協力して清掃整備するボランティアのチームが

ほしい。例：洲の崎灯台付近の道路草刈り等。 
男 

70歳代

以上 

1130 

観光時期にもかかわらず、道路の整備が出来てなく、バイパス道路を通る

時など、いつも残念に思っています。地域ごとにもっと積極的にボランティ

アを募るなどして、常にきれいにして頂きたいです。 

女 40歳代 

1172 

私の考え方は意地悪でしょうか。生活保護を受けている方達がとても多いと

か聞いています。どんな手続きをしたらなれるのか全くわかりませんが。ま

だ立派に働ける年齢の方も多いと聞いています。城山公園などで遊んでい

るとか。そういう人たちに公園の草取りとか公共施設のお掃除等手伝ってい

ただいたらどうでしょうか。お花を植えるのもいいでしょう。市民の為になる

仕事をしているという自覚も出てくるのではないでしょうか。 

女 
70歳代

以上 

1222 

生活保護受給者ですが、五体満足で成人されている方には、少しのボラン

ティア活動でもしていただいたら如何ですか。ペットを抱っこして、カラオケ

をうたいまくりで、少しのパート賃金で働いている健常者より、良い生活をし

ています。 

女 20歳代 

1240 
小さな仕事のボランティアをしたいです。「ボランティア講座」みたいなの

が・・・。子育ても落ち着いて、これから「館山」を見て考えたいと思います。 
女 50歳代 

 

 地域コミュニティ (23)

番号 内容 性別 年代 

397 

仕事がなく帰ってくるのがためらう様な状況を何とかして欲しい。給料が全

体的に低く共働きするしかない。その際学童保育や夜遅くまで子供の面倒

を見てくれる所が欲しい。地域では若者がいなく何かあった時の共助も不

安。 

男 20歳代 



110 

 

514 
自治会、青年団との交流会。少子高齢化防止の為に婚活会合。鉄道の特

急増加(減少している為）。 
男 30歳代 

849 
市と市各自治会との定期的な意見交換の場を作り、各地域が統一された

環境等整備を推進できるようにしてほしい。 
男 

70歳代

以上 

851 人と人とのコミュニケーションを図り地域の貢献をしたいと思います。 女 40歳代 

919 
町内会の会費が地域によって違うのは良いとしても、他県から入ってくる人

とアパートの住人方々の差別が見られる。 
女 60歳代 

1016 
区長を通して三役で頑張っている。話し合いが大切と思います（老人会、

婦人会）。市長さんご苦労様です。 
－ 

70歳代

以上 

1029 

私が子供の頃は親が子供会に入っていたため地区の交流が多かったが、

今は子供会がない地区もあると聞くので、もっと地区の交流を持ち災害など

で協力できる地域づくりは必要だと感じます。自分は未婚なのでわずらわし

い人間関係はあまりありませんが、私達の世代（30～40代）が主導で行うコ

ミュニティのような物を作り、地域の交流を深め昔のように助け合いが出来

る近所づきあいを新しい世代で築けるようなコミュニティが欲しい。 

女 30歳代 

1171 

何事にも返信が遅い。明確な日時の設定ができず、町内会役員になって

いても、仕事を持っているので会社を休んで町内会業務を行わなければな

らず、非常に時間の創設に苦慮する。○月×日○○時とお互いに出来れ

ば良い。できる事、できない事を明確に。 

男 60歳代 

1188 
各地区の班長等（回覧板）をなくしてもらいたい。まわりが高齢者ばかりで

やれなくなった人が多く、負担だという声ばかりです。 
女 50歳代 

1291 
スポーツ少年団へ、地域住民と良好な関係を保てるようにしてほしい（特に

保護者）。 
男 50歳代 

 

 人口減少 (24)

番号 内容 性別 年代 

31 全体に働く所がない。アンケートに答えても変わりない。 女 30歳代 
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138 

人口減少、特に子供、若者の減少が著しいと感じる。このままでは、将来ど

うなるのか・・・。働く場所がないことが大きい。もっと働ける場所を何とかして

欲しい。館山に残りたくても残れないのが現状であると思う。館山に働く場

所がなければ、君津・木更津方面や千葉まで通勤するしかない。その為に

は、電車の本数増加や高速バスの更なる充実が必要。高速バスは東京ま

での定期や本数を増加すれば、都内通勤も可能となります（高速道路も２

車線化、値下げする等）。館山は他の市町村と比べると、子どもの祝い金な

どが少ない。もっと子供を産みたいと思える制度を充実して欲しい。もう、じ

たばたしていられない状況です。館山の将来を想像しても、ヤバイと思いま

すよ。早く手を打って行かないと行政が生き詰まるかもしれないです。 

男 40歳代 

144 
若い人が住みやすい町にならないといけない。子供を産み育てやすい町

にしてほしい。観光も大切だが、居住する人を増やす様なアイデア。 
女 40歳代 

313 

地方の活性化には人口流出を阻止すべきです。出産しやすい税制・環境

と子育て・高卒者が地元に残り易い産業の育成・大卒者がUターンしたくな

る産業の育成⇒実現する為に人の集まる観光産業の育成強化、他にはな

い持統可能な独自産業の育成。 

女 
70歳代

以上 

318 
何につけても人口を増やす事に力を入れてほしいです。人がいて初めて

街がにぎわうのですから。 
男 

70歳代

以上 

359 
お祭りや観光、イベントにお金をかけるのではなく、市民の暮らしをより良く

する施策を進めてほしいと思います。 
女 50歳代 

367 

とにかく人口が少ない。イベントをしたり人を呼ぶことを始めたらどうでしょう

か。銀座通り、キネマ通りなど昔は華やかでよかったのに、すっかり淋しくな

ってしまいましたね。家はなくなり駐車場ばかり増えてしまい本当に悲しい

ことです。 

女 
70歳代

以上 

397 

仕事がなく帰ってくるのがためらう様な状況を何とかして欲しい。給料が全

体的に低く共働きするしかない。その際学童保育や夜遅くまで子供の面倒

を見てくれる所が欲しい。地域では若者がいなく何かあった時の共助も不

安。 

男 20歳代 

405 

人口が増えるような街づくりをしていただきたい。老人から若者も楽しめる施

設を造ってほしい。市内で勤められる職場。ひとり暮らしでも困ることのない

環境造り。 

男 20歳代 

514 

自治会、青年団との交流会。ライフラインの充実(都市ガス等）。少子高齢

化防止の為に婚活会合。鉄道の特急増加(減少している為）。賃貸料金の

値下げ。 

男 30歳代 
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540 
人口が少なくなるのは変えられない。増やす努力も必要だが増えないこと

を前提としたコンパクトシティの在り方をさぐっても良い。 
女 60歳代 

554 

今のままでは少子高齢化の進行や人口減少は確実に進むものと思いま

す。雇用なくして若者が館山での生活を希望することはないでしょう。雇用

の創出が重要と考えます。 

男 50歳代 

572 

市に直接関係ある分ではありませんが、長老になると日々に買物に困って

おります（老々夫婦）。町内の人達老人が多いので買い物を頼む事も出来

ずスーパーまでが遠く近くに小売店もなくコンビニもなく食料買い入れ困っ

ています。 

女 
70歳代

以上 

573 
婚活等活発にして、独身の男女を減らし子供を増やし元気な若いエネルギ

ーのある市にして頂きたい。 
男 60歳代 

584 
人口増加につながることをしてほしい。大企業や遊園地等を迎え入れ交通

網を整える。 
男 40歳代 

588 

地域の高齢化が進み周りの田、畑、家屋などが荒れ放題になるのではない

かと私を含め近所の人達と話すことがあります。いつまでもきれいな館山で

あるために多くの人の力があればと思います。 

女 60歳代 

660 

人口減少の対策について、移住定住のターゲットを館山に縁のある人（都

会育ちの人よりも館山や安房で育ち、都会に出てしまった人等）に絞って

みる（特に力を入れてみる）と、一般的に呼び込むより効果が出やすいと思

う。 

女 20歳代 

724 
私の区ばかりではなく、日本全体でしょうが、独身者が多くなり少子化以前

の問題です。婚活も行政でしていただけたらと思います。 
男 60歳代 

742 

人口問題は、行政運営上からも重要な施策の１つと考える。特に人口問題

は、その実現に長期間を要するものである。日本全体が人口減少社会に

向かう中で、館山市としても、市の活性化等からも人口問題を最重要課題

として取り組んでほしい。 

男 60歳代 

754 

大学など誘致し、卒業後そのまま就職できる企業が必要。自然や気候がよ

く移住してきた方々は、以前住んでいたところへ戻りたいとは思わないと話

している。 

女 30歳代 

812 

少子化に伴う人口減の歯止め。欲を言えば人口増への対策。30代 40代が

働ける場所を。やはり企業誘致かな。トップセールスによる企業誘致がどの

程度行っているか良くわかりませんが、必要ではないかと思う。 

－ － 
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869 
緊急事案として「どうしたら人口減」を食い止められるか、南房総地区全体

で対応してほしい。 
男 

70歳代

以上 

888 

少子高齢化であと 10年したら家の周りも空き家だらけになってしまいそう

で、その時の事を考えると地域がどうなっているのか心配です。近くの田ん

ぼも荒れ地になりどんどん増えています。どうしようもないというのではなく、

先の事を考え今からできる事を計画、実行してほしい。例えば、荒れた田

畑を人に使ってもらいきれいにしていく事など…。 

女 60歳代 

891 

少子高齢化により、なお一層過疎化が進むことが予想されます。企業誘致

等雇用の場を確保し、人口流出に歯止めがかかるような施策をお願いしま

す。 

男 50歳代 

922 

近所も若い人が減り老人だけの世帯が多いです。毎日の生活、買物等に

も不便を感じている人が多い現状も他人事ではないと思っています。住み

やすい市とは生活弱者が少ない地域であってほしい。 

女 50歳代 

939 
税金の支払いが大変。今の年寄りたちが働いているからだんだん年を取っ

ていく。一人暮らし見る人がいない。お金がない、考えるべき。 
女 60歳代 

1001 

年々人口が減り逆に高齢者が増える。それはどの地域も同じ傾向だと思い

ます。その中で人口を増加し、まちの活性化を図る事は容易ではないと思

います。時代の流れは無視できませんが、目先の事にとらわれず各階各層

の方々専門家の方々など、いろいろな方面からも意見を聞かれ、みんなで

知恵を出し合って少しずつでもいいのではないでしょうか。住み良いまちづ

くりを願っております。 

女 
70歳代

以上 

1010 
自分が住んでいるのに何もわかっていなくて申し訳なく思います。空き家を

何とかしてほしい。竹や草が茂ってしまって困ります。 
女 40歳代 

1045 

剪定の仕事で市内各地を回っているが、空き家が多いのに気がついた。

草や庭木が茂り隣からの苦情により剪定の仕事の依頼があった。また、せ

っかく家を新築したが仕事がない為東京に行ってしまったという。空き家の

持主が草刈り、剪定等の管理が出来れば良いが、放置されると景観、治安

上の問題が懸念される。空き家対策が必要ではないか。 

男 60歳代 

1046 空き家の雑草、雑木、荒地が困る。 女 60歳代 

1081 

車ナシで暮らせる、駅を中心とした街づくりを願います。住居が拡散して、

空き家ばかりの駅周辺が空洞化している様子は、印象も悪いと思います。

館山に期待しています。頑張ってください。応援しています。 

男 40歳代 
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1128 

地域活性化のためには、館山の人口を減らさない様に、特に若者が館山

市から出ていかない様に。むしろ集まる様にするには働く場所を増やす（若

い人の失業者が沢山いる）。出来れば大企業の誘致が必要である。 

－ 
70歳代

以上 

1134 

観光に力を入れるのなら、分りやすく行えばいい。何をしているのか分らな

い。産業ならば、企業誘致、学校誘致（難しいが）。子供が育ち大きくなる

と、いずれ出て行ってしまう。戻ってくるのは何年後。その間に町は疲弊し、

夕張化してしまう。 

男 40歳代 

1148 働く場所がないので、人が減っていく。 男 40歳代 

1151 人口減少をくい止める政策を・・・。 男 60歳代 

1249 工場誘致、大学誘致等、人口が増えるような政策を要望します。 男 
70歳代

以上 

1255 
人の増える市を考える事。女性が子供を安心して預けて（料金は安く）、施

設作り。 
男 60歳代 

 

 移住・定住 (25)

番号 内容 性別 年代 

118 
若者が地元で働き、安定した生活ができる経済状況、産業の構築を願望

する。 
男 

70歳代

以上 

124 
若い人が市外、県外へと行ってしまうのは、働く場所がないからなので、企

業をもっと館山へもってきたら良いと思う。 
女 40歳代 

135 

高速道路の開通により、県外からも移住者は多いと感じます。都会に近くな

った。高速バスで便利に東京へも、横浜へも、行かれます。なのに、相変わ

らず閉鎖的だなと感じます。郷土の歴史、文化は重要ですが、企業を誘致

して、働く場を増し、若者が暮らせる館山市になってほしいです。 

女 
70歳代

以上 

175 若者が働ける場所を増やしてほしい。 女 50歳代 

177 

財政難、少子高齢化により教育や行政サービスへの予算が大変苦しい状

況にあるのが現実。また若者の働く場が無く、どんどん館山を離れざるを得

ない状況が税収の落ち込みや少子高齢化に拍車をかけている。市民全体

にもう少し危機感が必要だし、とにかく若者が目を輝かせて働ける町にした

い。 

男 50歳代 
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184 

このようなアンケートを実施することはたいへん良いことだと思いますが、市

内に住む人間だけでなく「市から外に出て、戻りたいのに戻れない人」や

「もう市内に戻りたくない人」の意見を聞ければ、市の問題がより見えやすく

なると思います。私は 31才ですが、高校卒業では就職口が無いので首都

圏に進学し、そこで生活基盤を作りそのまま埼玉で働きました。友人は同じ

ように首都圏で就職かアルバイトです。体をこわして知人の紹介で市内に

戻ってきましたが、昇給は期待できず貯金もないので結婚もできません。ま

わりに若者はいません。市は観光に力を入れているようですが、リピーター

が少ないのにそこから安定した雇用が生まれるか疑問です。 

男 30歳代 

188 
空き家が多いため空き家バンクなど活用してみてはどうか。市で婚活事業

をおこなう。 
女 30歳代 

203 若者の働ける場所を増やしていく。 男 60歳代 

216 

少子高齢化になり館山に住む人が少なくなり、未来が暗くなってくる。若者

が居住しやすい町にしていかなければ。それには幼少の頃より住みやすい

町でありたい。若者が結婚し、子供を育てていかれる環境づくりからはじま

る。工場の誘致、農林水産業の振興、まず働き場が必要になる。 

女 
70歳代

以上 

240 若者が働ける企業の誘致。 － － 

303 

積極的に外部からの転入者を受け入れる為の手立てと共に若者を引き留

めておくための手立てを具体的に考えていくべき。→積極的な企業誘致の

為の助成や優遇措置による雇用の拡大と充実。空き家等の積極的活用の

ための助成と仲介、補助。 

男 50歳代 

315 
企業の誘致を積極的に行っていただきたい。若い世代が定年まで勤めら

れる環境を整備していただきたい。 
男 30歳代 

375 企業を誘致して後継者が地元で働けるようにしてほしい。 男 
70歳代

以上 

380 企業誘致、若者の U ターンに期待。 男 
70歳代

以上 

385 

私には 4人の子がおりますが 3人は都会で暮らしています。それは館山近

隣に仕事がないからです。若い人達が住む活力ある町にする為にはまず"

仕事"…企業の誘致が大事だと思います。観光だけではだめです。 

男 
70歳代

以上 

396 

若い人達が市外に流出せず市内に住むことができるように、仕事の場を創

出してほしい。教育の質の向上を実現してわざわざ市外の学校に通学しな

いですむようにしてほしい。 

男 60歳代 
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418 

もっと市民を大切にするようなことをしてほしい。今は観光メインな感じがす

る。高齢者・子どもをもっと大切に都会から移住してくれるような雇用対策を

してほしい。 

男 30歳代 

423 
子育て世代がもっと増えるといい。移住しやすい施策を打ち出してもらいた

い。 
女 30歳代 

452 
特に若人が流出しない様に企業誘致等、職場の確保を積極的にお願いす

る。 
男 

70歳代

以上 

491 
館山市で働ける場所が少ない為同級生は皆都会に出て働いています。も

っと働く場所を増やしてください。 
男 30歳代 

580 地域産業の発展が大事(会社、工場の誘致）。若い働き手の流失を防ぐ。 男 60歳代 

699 都会から帰った人達が楽しく働けるように。 女 60歳代 

736 
館山市に他市町村より農業を職業として来られた方の住居は、市が責任を

持って探してあげるのが妥当と思われます。 
女 60歳代 

752 
商業・工業がきびしい中、子どもを中心に残り就・転職させるには、農業・小

売業・観光業に力を入れるしかないと思う。 
男 50歳代 

753 

若い人達が増えるようにするには、雇用の問題が一番だと思います。子育

てするには良い所だと思いますが、教育の面では、とても遅れているように

感じます。私達世代も仕事する所が欲しいです。 

女 40歳代 

754 

大学など誘致し、卒業後そのまま就職できる企業が必要。自然や気候がよ

く移住してきた方々は、以前住んでいたところへ戻りたいとは思わないと話

している。 

女 30歳代 

756 

海・山・自然を汚してほしくないが、働ける企業・工場がないので、若者が都

会に行ってしまう。専門学校が、看護学校以外にもあってもよいのでは。空

き地が目立つ所もある。 

女 50歳代 

778 若い方達が働ける、生活していけるまちになるといいと思う。 女 60歳代 

800 

働く場所が少なすぎるのと、賃金が安すぎて生活の安定が望めないので、

若者がどんどん館山から出ていってしまう。館山で暮らしている若い夫婦の

ほとんどが共働き。また働きたくても保育園に入る事ができず困っている方

もたくさんいる。 

－ 50歳代 
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812 

少子化に伴う人口減の歯止め。欲を言えば人口増への対策。30代 40代が

働ける場所を。やはり企業誘致かな。トップセールスによる企業誘致がどの

程度行っているか良くわかりませんが必要ではないかと思う。 

－ － 

879 
教育施設の環境を整え、若い人や子供達が長く住みたいと思えるようにす

る。 
女 50歳代 

900 若者達が住めるように仕事場の確保は大事だと思う。 女 60歳代 

912 
若い人の職場がない…。大きな会社が 2社なくなったのでそれに変わる若

い人の仕事場を建て…県外に出ていく人多い。 
女 30歳代 

951 若者が就職で帰ってこられるような雇用環境の改善。 男 20歳代 

960 若い方が働く会社、工場などを要望します。 女 
70歳代

以上 

973 

人が減って高齢者しかいないような地域の人達に移住してもらう様なことが

必要になってくると思います。全体に平均的にサービスを行うといっても難

しくなってくるのでは。 

男 40歳代 

1021 若者の就職困難があり町が寂れてしまう。 女 60歳代 

1028 若い人はもちろん就職先があること。 男 30歳代 

1064 
若い人の働く場所を作ってください。後継ぎをする子供達だけでも館山で

働けるよう考えてください。 
女 

70歳代

以上 

1071 
働く所がありません。子供達は大学等で一度館山を離れると帰ってきませ

ん。企業の誘致に力を入れてもらいたいと考えています。 
女 40歳代 

1091 

学校を終えた子供達が働くところが出来て地元に帰って来れて、親子が共

に住める市にしてほしい。働くところがなく年寄りばかりの町になってしまい

そうです。 

女 60歳代 

1111 
産業振興・大学を卒業されて資格等を取得された方が、その技術を活かせ

るような環境造り。 
女 40歳代 
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1128 

地域活性化のためには、館山の人口を減らさない様に、特に若者が館山

市から出ていかない様に。むしろ集まる様にするには働く場所を増やす（若

い人の失業者が多山いる）。出来れば大企業の誘致が必要である。 

－ 
70歳代

以上 

1232 
若い人が出て行ってしまうのではなく、また帰って来る事のできる環境作り

をしてほしいと思います。 
女 50歳代 

1237 
若い人の就職、再就職の場を市で作ってほしい（若い人の少ない町は発

展しないと思います）。 
女 60歳代 

1245 

市は本当に市民の事を考えているのだろうか。働き盛りの 30代 40代が生

活苦だというのに何のフォローもない。だから自殺者が増える。独身男女も

増える未来に希望を持てない。お役所仕事は辞めてほしい。人を追いつめ

る事しかしないじゃないか。将来の市を考えるなら、今の 30代 40代に元気

に働いてもらって、税を納めてもらえるような政策をするべき。館山市独自

の政策が必要。30、40代の意見を聞ける座談会などを開き、現実を知るべ

きだ。希望のもてる館山市の未来の為に、市民の意見を反映させてもらい

たい。困っている底辺の住民を見捨てる市にだけはなってほしくない。 

女 30歳代 

1247 

年々、若い人向きのお店が撤退してしまい、市内での買い物や働く所が減

り住みにくく感じます。跡取りなので、しぶしぶ館山に住んでいます。子育

て世代には住みにくいです。 

女 30歳代 

1271 

自然災害の少ない房総のアピール。地域外住民の移住計画を元に、観光

地を目的とした避暑地の計画。地域外の高齢者の受け入れ。施設を充実

し、外貨の獲得。大学の誘致。高速船。 

男 50歳代 

1316 若い人達が館山で働ける様な職場を作ってほしい。 女 60歳代 

 

 買物・レジャー (26)

番号 内容 性別 年代 

9 

電車を増やしてほしい。映画館がほしい。フットサル場がもっとほしい。安い

温泉がほしい。きのくにやのような本屋。企業を増やすべき。赤字を無くし

てほしい。税金を減らしてほしい。 

男 30歳代 

77 
市外に行った人達が帰ってきやすい環境、若い人達の利用する施設が少

なくなっているので増やすか交通網を改善して頂きたいです。 
女 20歳代 

100 
平砂浦の活性化・新井海岸のモータージェットの危険を注意する。都市化

計画（映画館や商業施設を増やす）、子育て支援、医療費無償化。 
女 20歳代 
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148 
レジャー施設を増やすのは、何とも言えませんけど、私の姪等はＡＥＯＮぐ

らいしか行く所がないとぬかしたりします。 
男 40歳代 

342 スポーツ施設、娯楽施設の充実を見直してほしい。 男 60歳代 

417 
職場の種類や映画館や美術館が少ない。ペットの介護施設などを支援し

てほしい。 
女 30歳代 

534 若者が働ける場所が欲しい。映画館も…。 女 60歳代 

807 娯楽施設を増やしてほしい。 男 10歳代 

866 

館山市には主とするものがない。又、整備をやるにしても遅い。例えば道

路、道の駅等で有る。明るさがない。昭和 30年代の館山のイメージが浮か

んでこない平々凡々である。パチンコ等多く映画館もない。田舎に等しい、

さびしい。 

男 
70歳代

以上 

1327 
館山市大賀にもう少しアミューズメント的なもの(ゲームセンター等)を建てて

ほしいです。 
男 10歳代 

1329 

・友人・知人が観光で館山に来ても海以外は連れていくところがない。たと

えば、道の駅のびわくらぶやひなのさとなどが多い。バーベキューの出来る

施設や、海の近くの公園、プールなど作ってほしい。 

－ 30歳代 

 

 開発（駅前など） (27)

番号 内容 性別 年代 

24 交通インフラの整備。駅周辺の再開発。 男 50歳代 

114 館山駅周辺の活性化。 女 40歳代 

179 
活性化といっているが、ここ何年も活性化になっていません。何か有名な

ものを自分たちで作りあげるしかないと思います。 
女 10歳代 

237 
駅西口(入口)の案内板…わかりやすくしてください(市民でさえわかりづら

い）。 
女 60歳代 

269 

バスが少なくて買い物に行くのに困る。もっと駅の近くにスーパーが欲し

い。駅前にミニスーパーがあるとバスを待っている時間に買い物が出来

る。バスを待っている時皆さんが言っている事です（1時間に 1本は少な

すぎ）。 

女 60歳代 
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326 へきちはどうしようもない。 男 50歳代 

343 シャッター街をなんとかしましょう。メインストリートでしょ。 男 10歳代 

367 

とにかく人口が少ない。イベントをしたり人を呼ぶことを始めたらどうでしょ

うか。銀座通りキネマ通りなど昔は華やかでよかったのに、すっかり淋しく

なってしまいましたね。家はなくなり駐車場ばかり増えてしまい本当に悲し

いことです。 

女 
70歳代

以上 

680 駅近くのシャッター通りが淋しいので何とかなりませんか。 女 
70歳代

以上 

734 

館山駅前商店街通り、シャッターの降りているお店が多く、寂しいイメージ

が強く感じられる。市民や旅行客が町中を散策して楽しめるよう考えて頂

きたい。 

女 50歳代 

767 商店の中でシャッターでしまっている店が多いので、さみしい気がする。 女 60歳代 

853 

館山市は車で行き来している住人、観光客が多いと思います。商店街の

通りには駐車場のあるお店が少なく、停める場所に困ります。そういった

理由で商店街通りを利用しづらいという人も多くいると思います。商店街

どおりに公共、無料の駐車場があれば利用する人も増えていくかもしれま

せん。 

女 20歳代 

866 

館山市には主とするものがない。又、整備をやるにしても遅い。例えば道

路、道の駅等で有る。明るさがない。昭和 30年代の館山のイメージが浮

かんでこない平々凡々である。パチンコ等多く映画館もない。田舎に等し

い、さびしい。 

男 
70歳代

以上 

872 駅前に活気がない。 男 
70歳代

以上 

910 シャッター商店街を何とかしなくては…。 女 50歳代 

929 駅前から商店街がとても寂しく買物にも（徒歩）不便が感じられます。 女 
70歳代

以上 

996 公園が少なく、あってもあまり整備されていない。 女 30歳代 
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1030 

一時期、文教都市にとの考えが聞かれたが、大学誘致による若者の流入

もなく、観光都市になるのかと見ていても発展はない。都市計画に税は集

めているが駅前の都市計画もされず郊外に店舗は移る。市内にあったス

ーパーはなくなり車に乗れない老人は物を見て選べず、ネットでの購入

になっていくのでは。大きなビジョンで総合計画を小さな計画で確実な実

現を願う。 

男 60歳代 

1081 

車ナシで暮らせる、駅を中心とした街づくりを願います。住居が拡散して、

空き家ばかりの駅周辺が空洞化している様子は、印象も悪いと思います。

館山に期待しています。頑張ってください。応援しています。 

男 40歳代 

1083 
館山駅、東口の方の閉まっているお店など、どうにかしてほしいと思いま

す。 
女 50歳代 

1099 北条銀座通りを、昔の活気のある町にしたいですネ。 男 
70歳代

以上 

1177 
商店街の活性化。観光客向けのアピール不足、道の駅の整備、館山バイ

パスの景観整備。 
女 60歳代 

1189 銀座通りを活性化してほしい。駐車場があった方が良い。 女 60歳代 

1231 

館山駅東口から出た銀座商店街、歩道はどぶの上、空き店舗や空き地

があり活気がない状態。観光地として駅の周辺はこれでよいのだろうか。

再開発が必要だと思う。アーケード街を作るのもよいと思う。資金が必要

だと思いますが。 

女 
70歳代

以上 

1281 シャッター通りの再開発・区画整理必要。車社会なのに道路がせまい。 － 
70歳代

以上 

 

 広報 (28)

番号 内容 性別 年代 

17 
広報「だん暖たてやま」の発行回数を月１回にしページ数を増やす（回覧の

回数が多くなる為）。 
女 

70歳代

以上 

171 

市民が毎日アクセスしたくなるくらいのＨＰの作成。 

（例）市内の医療機関やスーパー、コンビニ、食事処、クリーニング店、自動

車屋ｅｔｃ・・生活に役立つ情報がすぐわかるようなものや、今月のイベント等

を載せることで便利に活用してもらう。高齢者世帯にもネット開通してもら

い、ｓｋｙｐｅ等で常に状況把握が迅速に行えるようにする。 

男 30歳代 
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222 
市民税納税に見合ったサービス等の提供が行われたことの目に見える様

な情報の提供が望まれる。 
男 60歳代 

237 
だん暖館山の発行は月 1回で良いと思います。1日発行の内容はしいて必

要な情報はないように思います。 
女 60歳代 

243 
だん暖たてやまがあまり面白くないので自宅に届いても進んで見ようと思わ

ない。市からの情報だけでなく市民からの情報を入れてもよいのでは。 
女 20歳代 

257 だん暖たてやま→良いが発行回数をもっと減らして良い。無駄。 女 60歳代 

259 

広報の月 2回の発行は、高齢化の進む身となると回覧板を隣に届ける事も

大変で、できれば防災メールのようなものが公個半々負担でも確立してい

ただければ良いと思う(2回の発行は費用の面からも必要ないと思います)。 

女 60歳代 

284 

市からよくパンフとかちらしが配布されますが一度は読んであとは不用(失

礼)になってしまっています。印刷代等もったいないと思ってしまいます(保

管しないこちらもいけないですが…）。 

女 50歳代 

311 市役所ホームページが固いイメージがある、向上心が感じられない。 女 30歳代 

403 多種多様な分野への積極的発信力の強化。 男 
70歳代

以上 

413 

花火大会や城祭、館山祭など大きなイベントは大きくＰＲしているけど、地

域イベントのＰＲがイベントをやる地域だけで新聞に翌日イベントをやりまし

たと知ることが多々あるので、新聞をとっていないかたでも情報が届くように

出来たらと思います。館山だけでなく、外からの人の流れが活性化につな

がると思います。 

女 30歳代 

454 

広報に関しても立派な冊子に変わりましたが、ネットを使う者にとってはた

だの増えるゴミになる（月２回の広報はいらないのではないかとこの場で言

わせてもらいます。それこそ税金無駄使いです。）。 

女 50歳代 

471 

私の住んでいる所は水道が引けないし広報も聞こえません。今はメールに

よって少し孤立感はなくなりましたが町中の人中心に考えてポツンと一軒の

家はほとんど考えていませんね。そこからして何が良い館山市作り、行政サ

ービスの向上でしょうか。 

男 50歳代 

569 各地域から上がってくる情報(要望)の公開、それに対する対応状況。 男 40歳代 
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710 

館山市としてのビジョン、今後の計画・構想等を明確にし、住民に夢が持て

る市にしてほしい。広報「だん暖たてやま」月 1度で良いかと。内容もあまり

無いし、税金の無駄である。 

男 60歳代 

794 だん暖たてやまの月 2回を 1回で良いと思う。 女 60歳代 

841 

自分は市の情報は電子媒体で閲覧等は現在もしているが、これからますま

す高齢化になると、やはりアナログな紙媒体で周知徹底させる必要があると

思う。若い市の職員の方々と話をするとすぐ"HPで"といわれるが、私のま

わりにはパソコン等がない方も沢山いる。やはり広報誌や回覧板などで各

家庭に必ず届けられる事が必要だと思う。 

女 60歳代 

920 

市の情報について、現在子供がまだ小さくなかなか時間がなく自分から情

報を取りに行くことがありませんでした。「広報」もゆっくり読んでいる時間が

なかったりで、私自身もう少し関心を持って考えていきたいです。 

女 30歳代 

944 
広報誌「だん暖たてやま」を月 1回にしてみてはどうでしょうか。予定は決ま

っていると思いますので経費が少なくて済むと思います。 
女 

70歳代

以上 

1010 
自分が住んでいるのに何もわかっていなくて申し訳なく思います。だん暖

館山は月 2回まわってきますが、1回ではダメでしょうか。 
女 40歳代 

1016 
区長を通して三役で頑張っている。話し合いが大切と思います（老人会、

婦人会）。市長さんご苦労様です。 
－ 

70歳代

以上 

1112 
前向きに要望をとりいれてほしい。要望を発表し、それに対する回答をなる

べくしてほしい。要望を出しても変化がなければ要望を出す気がなくなる。 
男 60歳代 

1135 
ごみの分別、リサイクル等の徹底。読んで頂ける広報誌を作る。行財政の

（職員の努力度）PRする。 
男 60歳代 

1158 市役所の各部署で日々行われている業務の内容、進行状況等の公開。 男 50歳代 

1201 

中国、近畿、関東地区を 50数年で十数回移住し、現在館山に住んでいま

すが（永住予定）、どの地区も職業、生活が多様化して、市と住民との意思

の疎通がむずかしくなったことは共通していると思う。物申すことが出来る

一部の住民の意思が反映され、物申されない大多数の住民は参加できな

い現状が共通の問題の様です。いかにして、住民との疎通を計るかが共通

の課題だと思います。そこで一例ですが、現在全家庭に配布されている

「だん暖たてやま」の 1ページを「住民の交流の場」として活用して（返信用

ハガキ添付）市と住民が各々が気軽に率直な意見・提案などできるようなシ

ステムを作ったらどうかなあーと思っています。 

男 
70歳代

以上 
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1258 南房総市と比べて広報誌が見にくい。 女 20歳代 

1267 

館山市に対する要望・意見、地域活性化のアイデア等がどの様に集約さ

れ、検討され、どれが活用実現されているかを広報等で判るようにしていた

だきたい。・・・結果不明では。 

男 
70歳代

以上 

1312 情報公開。 男 60歳代 

 

 その他（アンケートについて、ほか） (29)

番号 内容 性別 年代 

4 
意識調査が必要だとは思えない。問題が多すぎて集中力がなくなり、適当

な答えしかだせない。こんなんで館山が変わるのかしら。税金のむだ。 
女 60歳代 

18 質問が多すぎて読んでいるうちに答える気力が無くなる。 女 60歳代 

35 
ごく少数の市民の意見に振り回されて、施策を二転三転するようなことはや

めて欲しい。 
男 50歳代 

81 

統一地方選挙まで 1年きっているのにこういうアンケートにどれだけ意味が

あるのかわからない。公職選挙法で任期 4年と決まっているのは分かって

いるから時期を選んでやるべき。 

男 10歳代 

92 島国根性、オレがオレがの改革。 男 40歳代 

95 快適・安全・安心なまちづくり。 女 20歳代 

101 

高齢者から少年に至るまで、自動車または自転車の運転マナーが悪すぎ

る。特に目につくのが無灯火・わき見・電話しながらの運転。取り締まりがゆ

るい警察にも落ち度はあるのでしょうが・・・ 

男 30歳代 

103 

館山市は、ただ生活するためだけの場所としては良い所だと思います。少

し遊びの要素を加えたらもっと快適だと思います。生活水準を少し上げた

い人には物足りないです。観光するような場所は海か寺くらいなので、生活

する人に的をしぼってはいかがでしょうか。 

女 30歳代 

163 この町は、災害が少なく、温暖でとても暮らしやすいと思っております。 女 60歳代 
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229 市民が安心して過ごせる市。 男 
70歳代

以上 

278 あまりよく分かりません。 女 
70歳代

以上 

302 館山に行くと「これがある」というものがほしい。 女 50歳代 

323 このアンケートを止めてほしい。市政向上に役立ちますか。 男 40歳代 

325 若い世代～高齢者が住みやすい町づくり。 女 60歳代 

381 
総合的にまた客観的に館山市の強み、弱みを明確にすると良いのではな

いでしょうか。 
女 40歳代 

388 給料のわりに家賃や物価が高い。 女 40歳代 

451 アンケート内容が難しい。また、質問事項が多すぎる。 女 
70歳代

以上 

474 質問が難しくてわかりません。 女 
70歳代

以上 

493 

この様な調査ですが 80歳以上の人に出すよりも、もう少し考えこれから市

の力になる年齢の人に考えてもらった方が良いのではと思う。目が不自由

難聴のある人には無理。明日をも…と過ごしている現在です。 

女 
70歳代

以上 

510 
休んでいる田畑を市で借りて少しでも収入になる事業を市民全体で作るこ

とが良いのではないか。私に出来る協力はします。がんばってください。 
女 

70歳代

以上 

538 不勉強で申し訳ございません。 女 
70歳代

以上 

561 
市より届くアンケートはどのようにして選出されるのですか。世帯数 22651軒

の内なぜ我が家ですか。(調査票）良く届く。 
男 

70歳代

以上 

591 
十人十色です。住民の目線で話して下さい。高齢になると、目配り気配り思

いやりを望みます。 
女 

70歳代

以上 

605 市政について、市の仕事について知識がありません。 女 60歳代 
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606 

市のイメージに。のどか、明るい，暖かい、自然豊かは普通すぎる感じがし

ます。市のイメージも公募してみると新発見があるかもしれません。もっとも

っと市民にも参加の場があると良いと思います。下水の整備をお願いした

い。昔のままで清掃が大変です。 

女 50歳代 

675 
市政向上を願いたいところですが、今現在の市政の充実を図ってもらいた

い。 
女 60歳代 

688 
最早、館山市だけを良くするなんて時代ではないと思う。世の中を良くしよ

うとする人々が居りません。みんなで望んで現在の形が出来上がっている。 
男 

70歳代

以上 

706 

市は何をしたいのか。選挙の公約（立派な）を市長、市議の項目をまとめて

見て下さい。見えて来ると思います。スローガンではダメ。具体的にスロー

ガンを実行するもの。 

男 
70歳代

以上 

719 

設問が高等で範囲が広すぎ答えるのが難しく、お役に立てず申し訳ない。

例えば、市としてはこんなふうに重点をおいて市政をしている等具体的な

考え方を上げていただければ答え易かったのでは。 

男 
70歳代

以上 

730 何も期待していない。 女 60歳代 

796 館山市民が安全・安心して暮らせる町づくりを御願いします。 男 60歳代 

827 今のままで良いと思います。 女 60歳代 

896 
市政が観光客に向き過ぎでいるように感じる。一年を通して生活している市

民にもっと向けるべきである。 
－ 60歳代 

907 
まとまりと活気が不足しているように感じます。一つの地区に限らず市全体

としてのまとまりや高揚が欲しいと思います。 
女 60歳代 

909 
市民の力を効率良く引き出すにはグループを作ってもらい行政が適切なア

ドバイスをして伸ばす。 
－ 50歳代 

946 委託事業に対して何社でも多くの会社に競い合えるように。 男 60歳代 

1051 この様なアンケートは出来れば送って来てほしくないです。 女 40歳代 
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1066 
ふつうが一番。あまりいろいろな事に手をつけない。いろいろな事に手をつ

けると、市の特色"色"がみえない。 
女 40歳代 

1079 
後日、このアンケートの結果は広報などでまとまり次第、公表して頂ければ

市民意識も高まるのではと思います。よろしくお願いいたします。 
女 60歳代 

1098 

こういった調査も、本人がどういう状況か調査してからお願いしたいです。こ

のような調査に自分で書けない人もいるという事です。結局、親の私が本人

だったらと思い記入しました。 

女 10歳代 

1033 
数年前に水道が急に何時間か止まったことがあるので前もって知らせてい

ただきたいです。 
女 50歳代 

1153 家賃の相場が高いと思います。 女 40歳代 

1225 先ず、市の展望、具体的施策を明確に示すこと（財政を踏まえたうえで）。 － 60歳代 

1241 
館山市の地図（医療・消防・警察・市役所等）。よそから来たので、まず場

所、それから。 
男 50歳代 

1259 固定資産税を一括で支払う場合の割引きは無いのでしょうか。 女 40歳代 

1263 

市政はあまりわかりませんが、直感的に何だか方向性・ポイントが少しずれ

ていると思います。少しの所が案外急所で、そこを変えることで飛躍的に伸

びる土地だと思います。 

男 40歳代 

1264 

老若男女、皆が協力して生きていける町になる様に努力してもらいたい。そ

れぞれがそれぞれに役目・役割を持って、それを使命だと感じられる様な、

人づくり・教育をしてもらいたい。人が良ければ、そこに住みつきたいと思う

ものだと思います。 

女 20歳代 

1275 
市政に関しましては、今後、さらに厳しい状況が続くと思われますが、元気

のある館山であり続けられるよう頑張っていただきたいです。 
男 20歳代 

1282 市民に"元気"が無いと、市が元気になりませんね。 女 60歳代 
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1297 

いつもお世話になっております。この機会にずっと思ってたことを言いま

す。少し前から、どうにかしてマスコミを使って全国区になりたい何かがある

ように感じていますが、悪いことは言わないから、やめた方がいいと思いま

す。ハッスルの件も、アイドル使ったイベントも、結局三中や経費の先生の

件以上に全国区にはならなかったじゃないですか。鴨川市のアニメコラボも

やけどしてるし、すべってるから、やけどやすべる前に、どうか館山市は、よ

くある地方の小さな中心街としての役割だけになってほしい。外に向けた光

は、一瞬はまぶしく見えて、人々は集まるかもしれないけど、永遠にはなら

ない。どうか、そのパッションを今ある普通の幸せを願う市民に向けて下さ

い。一花なんて咲かせなくていいから、小さな花が毎年ずっと咲きつづける

街を願います。 

女 30歳代 
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館山市をより良いまちにするためのアイデア ３．

  道路 (1)

番号 内容 性別 年代 

26 

館山に入って感じること。有料道路から町に入り、両側のパインツリーは素

晴らしい。異国に来た感じ。しかし、そこから町の印象が続かない。裏切ら

れた感じ。路傍の雑草、花壇の放置（手が回らないのだと同情）。フラワー

ロードの整備と違っている。パインツリーからフラワーロードにつなげる道路

のネットワーク（ライン）があるとよいのだが。又、バイパスから北条海岸に景

観的につながると良いのだが。 

男 
70歳代

以上 

50 館山市海岸ゴミ０運動強化。道路の整備。 女 50歳代 

74 
バイパスのヤシの木が、途中がまでしか植えられていないので、もっと長く

植えたらインパクトあると思いました。 
女 30歳代 

77 
バイパス沿いの草が多くはえているころをキレイにして植えるならしっかりと

管理してほしい。 
女 20歳代 

135 

高速道路の開通により、県外からも移住者は多いと感じます。都会に近くな

った。高速バスで便利に東京へも、横浜へも、行かれます。なのに、相変わ

らず閉鎖的だなと感じます。郷土の歴史、文化は重要ですが、企業を誘致

して、働く場を増し、若者が暮らせる館山市になってほしいです。 

女 
70歳代

以上 

170 

車社会の現代に館山の道路はすべて狭すぎる。道路整備をすることで、美

しい街並みを同時につくりあげていくことができるのではないでしょうか。歩

行者が安全に歩ける街には、人も魅力を感じるのではないでしょうか。人の

歩いていない街はさみしすぎる。 

女 40歳代 

176 

国道の妙なヤシの木を撤去して欲しい。強風の日に揺れてかなり怖い。維

持・管理費の無駄。景観にもなじまず、時代遅れで野暮ったい。観光でし

か稼ぐ道はないのだから、もっと洗練されるべき。シンプルにした方が美し

い。 

女 30歳代 

266 ・道路整備、歩道、4M道路など － 60歳代 

267 電信柱をなくし地下に埋設する。特にバイパス道路。 男 60歳代 

348 
通学路くらいはストレートな道にしていくことが良いと考える(館山小学校-大

賀官舎）。 
男 30歳代 
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403 
・歩道のある街路の整備。 

・段差のない街並み。 
男 

70歳代

以上 

420 城山の方や那古駅周辺は道路が狭いので改善してほしいです。 女 20歳代 

524 
花の館山をイメージアップする為、真倉～南総文化ホールまでのバイパス

を雑草を刈り花を植えてほしい。 
女 60歳代 

552 
フラワーラインをもっときれいにしてほしい。特に夏は草だらけ。若潮マラソ

ンの時だけキレイなのはおかしい。 
女 30歳代 

553 
車で走行していると自転車の方が気の毒な位、道幅が狭い所があるので改

善出来たら良いのになあと思っています。 
男 50歳代 

589 
生け垣がせりだして歩行者用のエリアがない所が多い。学童が歩いて安心

かという視点ですべての道路をチェックしてほしい。 
女 50歳代 

605 

道路の美化について真倉と八幡はボランティアの方でしょうか車道と歩道

の植え込みをよく除草作業をしている方を見かけます。それ以外の所は業

者の方がやっているようですがボランティアの方の方が丁寧にやっている

のか、その後の様子がきれいです。せめて商売をやっている方は店のまわ

り、駐車場のまわり位除草等きれいにしておくよう仕向けられませんか。昔

は店の前の道路まで清掃したのでは。 

女 60歳代 

606 

私は市外、県外より嫁いできました。館山で暮らして早 30年以上になりま

す。初めて館山に来た時、花であふれ、空と海が青く、太陽が近くて本当

に感激しました。いつの頃からかバイパスは草が伸び放題で花もなく・・・館

富トンネルを抜けたあたりパーっと花々がいつも咲いていてほしい。房総半

島らしくまずは視覚から。 

女 50歳代 

621 
道路整備：車がないと生活できないのですが、買い物や病院に行く際に道

が細い。見通しが悪く運転しづらいです。 
男 40歳代 

733 自転車が安全に走行できる道路が少ないです。 女 50歳代 

784 

１.バイバスのやしの木の低木化（植え替え、海岸通り程度のものでよい）。

毎年どれだけの経費で葉を切っているのか。 

２.館山桟橋を駅の真下への移設。 

男 60歳代 

796 
観光地をアピールするなら、主要道路の縁石、歩道付近の雑草等の整備

を御願いします。館山市民である自分も、走っていて見にくいです。 
男 60歳代 
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884 ・館山道を 2車線にしてほしい。 男 30歳代 

895 ・早期有料道路の二車線化。 － 60歳代 

1007 

道路脇の草又は枝等が伸びすぎている。市がやらないので近くの地域の

方々がやっているというのはいかがなものでしょう。せめてバイパス等の草

刈りぐらいあそこまで伸ばした状態では。 

男 50歳代 

1014 ・南総文化ホールの高架線横断道路の予定はありますか。 女 
70歳代

以上 

1034 
道路の整備など中心部ばかりで隅々まで行き届いていない。市全体を考え

てほしい。良いまちにするために。 
女 50歳代 

1074 

館山市の知名度を上げる為に周遊道路やサイクリング道路、外洋風景と内

湾風景が同時に眺望できる畑地区より洲崎地区にかけての山頂横断道路

の建設など、一笑ごとをあげてみました。 

女 
70歳代

以上 

1079 

・道路がガタガタのところが多い。 

・歩道の充実、整備。 

・館山は昔ながらの路線バスが上の道（銀座通り～）を走っています。車社

会で駐車スペースがないので、シャッター街になっています。路線バスも廃

止されては困りますが、とにかく道が狭くて危ないです。道路が広くなって

歩道があればといつも思います。白線の内側も歩くのも自転車も危ないで

す。 

女 60歳代 

1086 鉄道道路の整備。 男 60歳代 

1165 
自然がきれいなのに、草とかはえていて、手入れがなくもったいない。市民

全体で掃除してきれいな市にしてほしい。 
女 40歳代 

1186 

ヤシの木必要なら枯れた葉などの処理、フラワーラインの菜の花のないとき

の草ボーボー状態など、PR しているけどそのケアを何とかするというのがな

い。 

女 20歳代 

1196 
今、車の CMでメロディーロードが放送されているのを見て、フラワーライン

にもあったらいいなと思いました。 
女 40歳代 

1285 
土日の交通網をみると、もし私が他地域の人だったら、「混むから二度と来

たくない」と思ってしまう。もっと来やすい対策を。 
女 30歳代 
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1292 
車等に代わる自転車利用が増えると良いのではないでしょうか。健康にも

環境にも一役かうのでは。その為には道路に専用がないと無理です。 
女 50歳代 

1337 渋滞緩和、車線増加。 男 20歳代 

1340 
歩道の整備。街灯の点灯(9時半に全部消すのは防犯上キケン。)せめて、

朝５時くらい、明るくなるまではついていないと街灯の意味がないです。 
女 60歳代 

 

 港・海岸 (2)

番号 内容 性別 年代 

56 アウトレットと館山湾を利用した娯楽施設。 － 50歳代 

67 

青木繁記念館や、高田敏子、若山牧水の記念碑などこの近隣を明治以降

文化人は多数足を運んでいる。あこがれの聖地だよ。やはり自然がすばら

しいのだろう。海岸が鉄条網で立入禁止になっているのは（神戸地区等相

浜等）実に残念。この海をもっと親しいものにし、館山の海をもっとたくさん

の人に愛を持って提供してほしい。冷たい地域になってほしくない。大都会

の近くにあり、しかもすばらしい海のある館山は全国的にも今だあこがれの

場所なのだから。相浜に太い杭が打ってあることや、岩場に鉄条網。以前

は岩場に都会からたくさんの人が来てすばらしいいこいの場になってい

た。そのようなやさしい笑顔の風景がいまはない。館山はこれからまた観光

のメッカになるよ。ビーチボーイズ撮影の頃は海岸に鉄条網の柵はなかっ

たんだから。 

男 60歳代 

128 
市では、港等の活用を考えているようだが、○○特区として、外国船の入港

や物資の流通基地、外国人観光客の誘致を行う。 
男 60歳代 

172 

平砂浦海岸で釣りをしたいのですが、一日 1000円の駐車料金は高すぎで

す。海へ行って初めて荒れていて釣りを断念することもあります。駐車後す

ぐに移動したくても 1000円はつらいです。どうか公の駐車場を何か所か設

けてもらいたいです。松喰い虫で開けた処を利用できるようお願いします。 

男 
70歳代

以上 

208 

観光面でイチゴや他の野菜などと年中楽しめるように続けて夏～秋～冬へ

と楽しめる館山に。特に海をもっと開けた海に。海上保安庁のイヤミはひど

すぎるのでは。 

男 60歳代 
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395 

「住みたいまち・住んでよかった館山」海と山、豊かな自然に恵まれた館山

ですが海辺が汚すぎると思います。海の向こうの夕日、富士山なんともいえ

ません。しかし、浜辺はゴミだらけ、ゆっくり腰も下ろせません。生活のゴミ、

漁具、竹や木材の破片等々いろいろな物が漂着しています。海岸の汚れ

を除去するためには河川上流市町村への理解を求める、河川護岸の整

備、市民への周知徹底等が重要と思いますが、私ども市民ができる事は汚

れた海岸の清掃ならできると思います。海岸近くの住民だけでなく広く清掃

のボランティアを募集しリーダーを育成して清掃の指導を実施していけばよ

いと思っています。自然をみんなで大切に守っていきたいものです。 

女 
70歳代

以上 

412 海。 女 50歳代 

429 
北条海岸の駐車場有料化にしたらどうか。料金で海岸一帯のメンテナンス

に使う。 
女 60歳代 

452 

新井海岸のジェットスキー、ボードで市民の海水浴場所が狭められている。

危険でもあり、規制をしてほしい（殆ど市外の人々である。ゴミも分別されて

いない。出しっぱなし）。 

男 
70歳代

以上 

477 
スペインの姉妹都市をイメージされる海岸通りの中途半端な工事は市は満

足しているのか。 
男 50歳代 

543 北条海岸のトイレ近くの駐車場を整備してほしいです。 女 60歳代 

544 

・海をきれいに保つため川に汚水を流さない。 

・海を眺めながら自転車専用の道路があったら良いと思う。来訪者に喜ば

れると思います。 

女 
70歳代

以上 

563 
北条海岸のゴミの多さにビックリです。コンスタントに清掃できればと思いま

す。 
女 60歳代 

613 

もっと海をアピールする為、館山港で釣りが出来る所を作る。片側しか釣り

ができなくておかしい。その割には大きい船歓迎（おかしい）館山が殆どメリ

ットなし（トイレ休憩のよう）。もっと普通の観光客を大事に。岩場でカニや魚

を取ると漁業権とかうるさすぎもっと他から来る人に遊べるように。 

女 60歳代 

631 

道路は車の行き来が激しいので海岸線に遊歩道を作りお年寄りが家族と

ゆっくり散歩できるようになれば、住みやすくて楽しいと思います（例：西岬

漁港⇔沖ノ島）。 

男 
70歳代

以上 

634 北条海岸道路から海が見えたら素晴らしい。 女 60歳代 

678 

平砂浦などの防風・防砂林での松を植えているが、又何年か後で松喰い

虫にやられるのではないだろうか。何本かあるびゃくしんｅｔｃにおいの強い

木が適していると思う。 

男 60歳代 
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760 

一言で「より良いまち」では、出てくるアイデアも小さなものが多いと思いま

す。 

此処で敢えてアイデアとして提言させて戴く事は、館山を「日本のモナコ」

或いは「千葉県の葉山」、「対岸の湘南」を超えろ、をテーマとしたインフラ

整備です。 

すでにご存じの通り、中途半端な半農半漁、半製半販で町は活気付かな

いと言う事です。若者がどうして都会を目指すのか。「仕事が豊富？」「賃金

が高い？」「人は多い？」「交通や生活が便利？」「流行やファッションが最

先端？」など色々ある中で、田舎を嫌う理由が其処にある訳ですね。垢抜

けない街、街への愛着も無く、寧ろ出身地を毛嫌いするなど、時代の流れ

に乗れずにいまに至った、行政の無策の結果かとも思います。此処の地で

生まれ育った若者が「館山から出たくない」という声が聞こえる街に変貌す

るには、海辺の高級リゾート地を目指し再生するか、マリンレジャーにもっと

特化した街創りをするかではないでしょうか。北条海岸も、夕日桟橋を作る

には作ったが、小型船は係留し難い（桟橋橋脚部が素通しのため、風や潮

の流れによっては危険過ぎる）また、渚の駅館山も立派な外観だけど、道

路との境にしている壁が邪魔で入り易さ出やすさを阻害している。また、渚

の駅から自衛隊側に向かっては、築港など作業船や砕石積み場などを始

め、使わない漁船などの係留が折角の景観を台無しにしている。館山湾を

グルリ半周、関東一のマリンレジャー基地に変化させることが、この街に活

気が蘇る基じゃないでしょうか。それとも築港から館山湾にかけての一体を

作業港として存続させ、景観を台無しにする理由が別にあるのでしたら、是

非教えて戴きたく思います。 

とにかく、館山は都会からの交通インフラが脆弱すぎる。これを改善しない

限り人も、物も、金も、館山には来ないと思います。先のアンケート用紙に

記しました「鴨川市」を真似ろとは言いませんが、人・物・情報を集約する術

は、他に抜きに出ていると思います。その為のインフラ整備（鉄道は館山よ

り本数が多い）ある意味では効率を良くすれば、似通うところは有る筈です

が館山ならではの規模感で街を再整備したら、自然と人が人を呼び、噂が

噂を呼び、都心からのお手軽リゾート地としての地位を得られるのではない

でしょうか。先ずは公設のヨットハーバー、モーターボート係留施設でも渚

の駅館山の隣地に作ったら如何ですか。既存の私設マリーナは・・・ちょっ

と戴けませんね。併せて、道路の拡幅整備（自動車道併設）も必要です

ね。子供達の安全確保は元より、道路整備は新しい街に必要な要件だと思

います。目指すべき目標をきちんと見定めて、ブレの無い市政をお願いし

ます。 

男 
70歳代

以上 



135 

 

784 館山桟橋を駅の真下への移設。 男 60歳代 

810 
もっと海岸を自然豊かな海岸にしてください。シャッター通りを何とか変える

ことをお願いします。 
女 

70歳代

以上 

821 新井海岸にもヤシの木が。 男 
70歳代

以上 

846 
昔の様に船を交通手段として活性化して観光、経済につながったらと思い

ます。船着き場から歴史ロード観光作りとも思います。 
女 60歳代 

880 
館山湾の活用と景観の整備が望まれる。沼地区の整備が観光に結びつく

ような場所になるといい。 
男 60歳代 

883 
・車中から海の見える道路、海岸の整備。 

・海上及び海中レクリエーション施設の設置。 
男 60歳代 

909 きれいな海岸線を保持するために川、浜の掃除を良くする事。 － 50歳代 

1014 

・海岸の駐車場の有料化は。 

・館山湾を利用してのお魚遊園地はいかが（大きな魚が自然の形で見える

とか）。 

・ふるさと納税を具体化してみるなど。 

女 
70歳代

以上 

1065 海岸周辺の駐車料金の有料（整備、ゴミ対応）。 男 40歳代 

1134 

産業的には人口増加が優先なので・・・。観光では、海岸・海岸線の美化、

浄化、沖ノ島入場有料化、ジェットスキー上下架場所設置有料化（キャンプ

施設設置有料化）。ともに環境整備、美化の為。桟橋の有効利用、大型船

は本より定期船等の入港。花火大会での有料化（1区画 4人程度で弁当

付、等のプレミアム感）。潮干狩りは無理だろうが、ビオトープなどの体験施

設や水族館などの併設がいいが・・・。神社仏閣、名勝地、景勝地のシャト

ルバスの配備（週末だけでも）。まだ有りますが、この辺で。 

男 40歳代 

1169 

◎館山湾の海の活用（夏に昔は東海気船で東京から船で館山桟橋まで定

期的に運行していました（たちばな丸）。将来、又 1 ヶ月に何回かそういう観

光船を運行してはいかがですか（納涼船又は海水浴の利用)。 

◎家族や仲間や子供達に楽しんでもらう屋内でのつりぼりを作って見ては

いかがですか。つった魚を料理して食べてもらうTVで宣伝することも良いと

思います。 

男 
70歳代

以上 
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1188 
海岸の駐車場は、有料にして環境保全に役立てたらと思います（夏場やイ

ベント時だけでも）。 
女 50歳代 

1202 
海も館山のイメージなので、海岸線ぞいの「たのもし」もあっていいかな。ち

ょっとした水族館があればなと思います。 
女 60歳代 

1213 
・ジェットスキーを降ろせる海岸の駐車場を有料駐車場にしたらどうでしょう

か。 
女 40歳代 

1251 

・桟橋が出来たのですから、もっと活用すべき。ヨットレース、水球、競泳と

か。 

・桟橋～城山（渚の駅）、体幹トレーニングコースとして→（途中魅力的なも

の無しが難点）。 

・南房総に流れて来る車を、こちらにも誘導させて集客するのには、渚の駅

周辺のイベントが必要。いまのままでは全く活気がなくて、花火大会一夜の

みにしか思えないので。 

女 60歳代 

1265 
北条海岸～船形の海岸までの海岸道路があったらいいですね。ゴミのない

北条海岸を作っていただきたい（観光の為に・・・）。 
男 50歳代 

1304 北条海岸の駐車場の有料化。 女 60歳代 

1331 
新井海岸、北条海岸のジェットスキーが危険。海水浴客のすぐ近くを通っ

たりしていて、見ていてハラハラする。事故がいつ起きてもおかしくない。 
女 30歳代 

 

 公共交通 (3)

番号 内容 性別 年代 

2 シティーバスの運行。 女 60歳代 

9 電車を増やせば良いまちになると思う。 男 30歳代 

17 城山ロープウェイの開設。ＪＲ館山発特急電車の日中運転の再開。 女 
70歳代

以上 

32 

交通手段が悪く、スーパーなどタクシーを利用して買い物をしている高齢

者を見かけます。せっかく高速バスも便が増えているのに残念に思いま

す。タクシー利用ではなく、乗り合いバス（小型）など出していただければと

思います。 

女 60歳代 
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40 交通（特に電車）をもっと便利に。 女 10歳代 

70 東京～千葉～館山間の船便の定期就航。 男 50歳代 

72 交通環境を良くする。 女 20歳代 

174 市内巡回する市営ミニバス（ノンステップ）を走らせる。 － 60歳代 

206 

町部より離れたところに住んでいるため福祉バスや移動購売車の様なサー

ビスがこれからはもっと必要になってくると思う。この様なわけで高齢になっ

てくるとここには住めないと考え引っ越しを準備している今である。 

女 60歳代 

224 

観光桟橋、西岬漁港荷さばき施設の活用 

①市で自船を確保し海上交通の充実を図る。 

②市直営経営による定置網等の実施。 

男 
70歳代

以上 

250 

館山夕日桟橋の活用。1年に数回係留する客船だけでなく、大学の練習

船等もっと多くの船を係留させれば学生、乗組員なども買い物や風呂など

で下船し息抜きが出来喜ばれると思う。他地域へのフェリー就航もいかが

でしょうか。 

男 60歳代 

253 年寄りでも行けるバイパス通りの買物、車がなければいけないので何か。 男 
70歳代

以上 

269 

イオンとか無料バス。駅～イオンまででも良いと思う。車を運転できる人は

良いが出来ない人たちは困っています。市民号で 200～300円で乗れると

か駅前にスーパーが出来るとかあると便利だと思います。今、駅前がたくさ

ん空いてるし。 

女 60歳代 

307 船による定期航路。 － 60歳代 

359 
市内循環バスを安く利用できるようにして通学、通院、買い物等便利にして

ほしい。 
女 50歳代 

362 
自然を大事に、市内の交通も充実、若い人の増加(職場誘致）、元気のある

町にしたい。 
－ 

70歳代

以上 

384 バス停に屋根、椅子等。 女 60歳代 
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398 
千葉や東京へのアクセスを良くする→高速ジェット船(30～40分くらい。安

房博隣→ちばみなとや竹芝まで）。 
女 50歳代 

468 交通環境の整備。 男 30歳代 

520 

市の職員は何かと、年寄りが多いからと言い訳をするが、その高齢者達の

知恵を出し合い、高齢者が楽しめるまち作りを進める。小さなバスを巡回さ

せて、足のない人の利便性を。館山のみやげはコレ、の開発。キャンプ場

の設置 (オートも含めて) 。 

男 60歳代 

590 
商店街の活性化の為市の中心にマーケット、送迎バスの運行、老人も買物

できるように。 
女 

70歳代

以上 

638 

頻繁ではないが、高速バスを利用します。駐車場や本数、発着地から富浦

元気クラブを使う事が多い。卸売市場の跡地を高速バスの基地としてはどう

か。 

男 60歳代 

684 交通の便が悪いので、バスの便をふやしてほしいです。 女 
70歳代

以上 

822 
電車の本数を増やす。良いもの(館山の魅力、山とか海とか）を残し、悪いも

の（マナーの悪さ、ゴミの片付け）を変えていく事が大切だと思う。 
女 10歳代 

831 電車、路線バスを充実させてほしい。 男 20歳代 

846 
昔の様に船を交通手段として活性化して観光、経済につながったらと思い

ます。船着き場から歴史ロード観光を作りとも思います。 
女 60歳代 

866 
今電車よりもバス利用が多い。市に来る人が少ない。桟橋が出来たけど利

用者船が来ない。 
男 

70歳代

以上 

884 JR も単線を複線にして通勤等の時間短縮をすべき。 男 30歳代 

910 コミュニティバスは必要だと思います。 女 50歳代 

918 高速バスは満足していますか。電車はあまりにも貧。 女 
70歳代

以上 

1052 
海岸通りにも路線バスを通してください（夏季だけでも船形～洲崎循環沖

の島循環とか市内循環線とか）。 
男 50歳代 
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1061 （市の車で送迎していただく）昼食又はおやつを個人負担で遊びに行く。 女 
70歳代

以上 

1079 

館山は昔ながらの路線バスが上の道（銀座通り～）を走っています。車社

会で駐車スペースがないので、シャッター街になっています。路線バスも廃

止されては困りますが、とにかく道が狭くて危ないです。道路が広くなって

歩道があればといつも思います。白線の内側も歩くのも自転車も危ないで

す。 

女 60歳代 

1113 

観光のまちとして春～夏（～秋）にお客を呼ぶにあたり、内房線に SL を運

行させる。1日 1往復又は土日だけでも。大井川や真岡であれだけ集客で

きるのだから、海や花の時期は確実に利用者が見込まれる。かつて館山駅

には転車場があったらしいので、それを復元、駅の外からでも見られるよう

に整備する。 

女 30歳代 

1164 

◎駅を（館山駅）利用する 

1．駅の喫煙場所。煙は上に上がるので階段通路が煙の匂いがすごい。 

2．駅前の駐輪場の整備、通りづらい（歩行者が）。 

3．駅廻りの整備をもう少し考慮してもらいたい。 

男 60歳代 

1169 

館山湾の海の活用（夏に昔は東海気船で東京から船で館山桟橋まで定期

的に運行していました（たちばな丸）。将来、又 1 ヶ月に何回かそういう観光

船を運行してはいかがですか（納涼船又は海水浴の利用)。 

男 
70歳代

以上 

1186 YOSHIKI とのコラボ。駅の出発メロディを「紅」にする。 女 20歳代 

1247 
高速バスの駐車を東口と西口にわけられないでしょうか。西口広く作っても

東口中心だから、西口を利用しないともったいないです。 
女 30歳代 

1259 

いいまちです。住んでいる地域は買い物・交通にとても便利です。車で移

動するには。歩き、自転車移動は道が狭くて怖いので、歩道や道巾がもう

少しあると良いなと思います。 

女 40歳代 

1305 交通設備の充実。 － － 

1308 
ＪＲの電車・バスの本数をふやす。最終をのばす。駅前をもっとにぎやかに

する（ファーストフード店を入れるとか）。 
女 10歳代 

1327 
・市バスの数を増やしてほしい。 

・イオン行きのバスを増やして欲しい。 
男 10歳代 
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 雇用の場・企業誘致 (4)

番号 内容 性別 年代 

28 

他の県では早朝クリーニングに出せば夕方仕上がります。病院の受付終了

時間が 16時半とか有り得ません。すべて競争がないから殿様営業になっ

ているのだと思います。都心からのアクセスを良くし、企業。商業施設、医

療をもっと誘致し競争させるべきだと思います。 

女 40歳代 

42 安全で環境にやさしい企業への誘致（税収入と就職場の確保）。 女 
70歳代

以上 

157 雇用、税金対策。 男 50歳代 

184 

まず第一に考えるべきなのは、雇用の創出。例えば「東証二部以上上場の

企業には市の土地を無償で貸し出す」などの積極的な姿勢が必要。眠っ

ている土地や物件は何も産まないと思ったほうが良い。購買意欲が高い若

者に金を稼がせないと街も活性化しない。ここの問題を解消しなければ、

文化も何も生まれない。人間は何よりも自分の日々の生活が第一なので。

「良いまち」にするための議論はその後です。 

男 30歳代 

190 
大企業の誘致の強化（若者の仕事場がない為大都会へ出て行くのを防ぐ

べき）。 
女 

70歳代

以上 

218 企業を誘致し高卒から働ける場所を作ってあげる環境づくり。 女 50歳代 

266 ・企業誘致で市の税収向上と職場づくり→市民税の低減化。 － 60歳代 

343 働く場所を。小児科をもっとつくって。夜の治安をなんとかして。 男 10歳代 

393 
まず若者が就業できるようこの地の企業をまずしっかり育んでもらい、そして

他の地よりの企業を誘致し市を若返らせる事でしょう。 
男 

70歳代

以上 

471 

やはり仕事が充分にない事でしょうか。今すぐにつける仕事は介護職等は

あるけれどそれだけでは若い力により良い町にする事は無理があるので

は。何としても若者にとって魅力のある仕事を誘致してもらえないでしょう

か。多分、個人的意見として無視されるのでしょう。 

男 50歳代 

477 学生の住む町…大学くらいあったほうがよい(地元＆外からの若者) 。 男 50歳代 
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565 
雇用の場、一家の大黒柱が安心して働ける場所を増やしてもらいたい。若

い人達が住める町になってもらいたい。 
男 

70歳代

以上 

573 
企業等の誘致を増やす。南房総市と一緒にできれば。bayfm等マスコミメデ

ィアを利用する。 
男 60歳代 

612 
観光だけではメシは食えない。企業を誘致し働く場所を確保しなければ人

口が減っていく。若者が生活できなければ市として衰退していく。 
男 60歳代 

673 企業誘致・子育て世帯への給付金（3人目に 100万円の祝い金など）。 男 30歳代 

713 

館山は山が多いところを利用して、子どもも大人も楽しむ場を作り、若い人

達の仕事を作ることができないでしょうか。山あいを利用してキャンプとか、1

カ所に大きな遊び場があり、大人も子供も館山市以外の方々が利用するも

のがほしい。 

女 60歳代 

801 
企業誘致、起業者支援のための組織を市役所の中に作る。優秀な人材を

そこに投入する。 
男 60歳代 

827 働く場所が多くあると良い。 女 60歳代 

848 
・仕事を増やす為に独特の産業を増やす。 

・地元の人間ばかり採用しないで他の風を入れる。 
女 50歳代 

876 
いつでも転職できる職場：昔九重に工業団地の造成等をしたが立ち消えし

てしまった、活用が出来ないものか。 
男 

70歳代

以上 

878 
大企業の進出を望みます。若者が働く場があれば館山も若者の町として大

発展するでしょうね。 
女 

70歳代

以上 

884 
・企業の誘致等を強化すべき。 

・小中高校まで整っているが大学がないのでこれも誘致すべき。 
男 30歳代 

981 九重の企業団地に刑務所の誘致を願っている→雇用の創出。 男 30歳代 

1009 働く場所（特に若い人）を多く提供する事が絶対必要。 女 50歳代 

1045 

雇用の確保をはかり、市内に定住する。空き家対策をはかり移住の促進。

人口の減少を防ぎ人口の増加をはかり若者や高齢者が住みやすい活気あ

る町にする。 

男 60歳代 
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1052 

・観光の核になる施設、ショッピングセンターがありません。イオンモールに

映画館を導入するか北条海岸にショッピングセンターを設置して下さい。 

・バス通りにシャッター街が多過ぎます。起業したい若者に無料で貸し出し

て活気ある街並 

男 50歳代 

1081 
市が駅周辺に集合住宅や商業、医療施設を用意し、民間に管理させる。

老人が歩いて暮らせる街。子供が歩いて習い事に行ける街にして下さい。 
男 40歳代 

1111 大きな資本の誘致。 女 40歳代 

1131 

今のいつもガラガラ、たまに混雑な館山が好きです。ただ、若い世代として

は、親の働く場所が少ないこと、子供の遊び場（たまり場）が少ないことが残

念です。 

男 30歳代 

1145 

館山市がより活性化するために、地域性を活かして、漁業、農業が新しい

方法を考え、働きやすくしたら、そして若い人達が興味を持って集まってく

れたらいいと思う。大学ができたらいい。「東京海洋大学」実習所だけでな

く、校舎があるといい。せっかく「お魚くん」も住居があるのだから。なんとか

若い人を集めたい。 

女 60歳代 

1150 

・映画館や水族館のあるテーマパークを作る。 

・企業を呼ぶ。 

・大きな総合病院を作る。 

男 50歳代 

1158 
自衛隊等の国の機関を増やし、市の人々、消費の活性化をはかる。観光

は一時的で継続性が無く確実な試算ができないのでは。 
男 50歳代 

1182 大企業の研究所を館山にもってくる。 女 20歳代 

1206 

ＩＴ企業の誘致。インターネットの環境さえあればＷｅｂデザインなどの仕事

もできるはず。地元の人間の雇用は副次的でよいので、稼いで税金を納め

てくれる人間を一括で増やせるＩＴ企業を呼んで欲しい。ＩＴ関係者はストレ

スフルな働き方をするので、田舎の生活をプラスと考える人も多いはず。そ

ういう人に付随してお店（スタバとかレストランとか）が増え、地元の人間は

そこで働くことができると思う。 

女 40歳代 

1328 企業のもう少し呼びかけですか。働く場所をつくってほしいと思います。 男 60歳代 

1337 企業誘致。 男 20歳代 
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 農業・漁業 (5)

番号 内容 性別 年代 

20 

港の整備作りも良いが農業部門にも力を入れてほしい。客船が入港しても

市の財政・市の商業界にはあまり効果が（収入）無いのでは。※客寄せパ

ンダに過ぎない。 

－ 60歳代 

88 

荒れ地（田・畑）があちこちにあります。高齢化が進み作物を作ることが出来

なくなってきているのだと思います。何とかこの荒れ地を開拓し都会から農

業体験を募ったり、農作物収穫祭などしてはどうでしょう。 

－ 60歳代 

208 
観光面でイチゴや他の野菜などと年中楽しめるように続けて夏～秋～冬へ

と楽しめる館山に。 
男 60歳代 

216 

若者が結婚し子供を家族の絆でしっかりと結ばれた環境の中で育てる。工

場の誘致、農林水産業の振興により働く場所の確保により生き生きとした館

山市が生まれると思う。 

女 
70歳代

以上 

259 

観光資源が豊富ですが維持管理が十分でない（もっときれいな市になる）。

食材に到っては観光協会との協力が不十分。例えば鴨川のおらが丼のよう

な市全体で推進できるものの開発(各店舗の独自性）。いちご狩り、春の花

摘み、寿司の町、地元の魚貝類その他たくさんあるが、単体であって市とし

ての観光及び働く場とスムーズな流れを感じない。 

女 60歳代 

295 休耕田を有効に活用する施策を推進する。 女 
70歳代

以上 

313 
今ならば環境系、農業化に活路を感じます。例えば、農業工場(他が手を

付けないうちに少ないうちに他市が多く始めてからではだめ）。 
女 

70歳代

以上 

327 
館山は海のイメージがありますが漁師の地権はすごいです。なぜもぐること

ができないのですか。 
男 60歳代 

359 農地を利用して農業をやりたい人に貸せるシステムを作ってほしい。 女 50歳代 

393 

農業漁業製造業商業においては地産地消をできれば消費者に認知するよ

うな広報で宣伝をのせるとか。と同時に流通をさらによくして他県に知らせ

取引をすでに行っているでしょうか。地元で仕事ができ働く事ができる事が

大事でしょう。 

男 
70歳代

以上 
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632 

観光に重点を置くのは良いと思いますが、水産業をもっと見直し、活性化

し、若い人の水産業への関わりを多くするような方法があってもよいので

は。 

女 10歳代 

706 

里山の利用。休耕田・休耕地の利用。炭焼き、薪など昔、石油に代わる前

の燃料として使用していたものを考えて復活。ビニールハウスに燃料代とし

て利用して、将来は雇用につなげてゆく。太陽光発電だけでない。家畜の

エサ（牧草）、間伐の利用・・・チップ化、ハウス等々の燃料等。 

男 
70歳代

以上 

710 
農林水産を主に、その中でも何か一つ特化したものを作り、館山名物とす

る。 
男 60歳代 

734 

農作物を取り扱うお店はいくつも有りますが、小規模だと野菜が品薄状態

のようで、見た目もあまり良くないように感じられます。購買意欲が減少しま

す。農産市場と言うような大きな所があっても良いのではないでしょうか。 

女 50歳代 

885 農産物等特産物など販売数を増やしてほしい(場所の確保）。 男 50歳代 

923 農家にこだわらず希望者へ休田畑の貸し出し（プチ農業）。 男 50歳代 

1001 

海に行くと桟橋や堤防、鷹ノ島や沖ノ島周辺はいつも釣り客でいっぱいで

す。釣り桟橋でもできれば相当の人が来るのではないでしょうか（漁業関係

者等との相談）。 

女 
70歳代

以上 

1086 一次産業の振興。 男 60歳代 

1142 

特産品をもっと多くしてテレビやインターネット等宣伝し、観光客を呼び込

んだら良いと思います。イノシシの駆除をお願いします。農産物が作っても

収穫できませんので。 

女 
70歳代

以上 

1145 

館山市がより活性化するために、地域性を活かして、漁業、農業が新しい

方法を考え、働きやすくしたら、そして若い人達が興味を持って集まってく

れたらいいと思う。大学ができたらいい。「東京海洋大学」実習所だけでな

く、校舎があるといい。せっかく「お魚くん」も住居があるのだから。なんとか

若い人を集めたい。 

女 60歳代 

1156 

漁業権もあるでしょうが、海で遊ぶ楽しみを教える事で、大人も子供も館山

を好きになってもらう（市内、外全ての人）。当然、魚、貝などを取って持ち

帰れるなど（有料も可では・・・。）そのためには生活排水のインフラ整備の

充実化（各家庭の協力願をする）川や海をきれいにする。 

女 60歳代 
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 観光 (6)

番号 内容 性別 年代 

17 城山ロープウェイの開設。ＪＲ館山発特急電車の日中運転の再開。 女 
70歳代

以上 

21 

・道の駅をどこでもあるような内容にせず、リピーターができるようなものにす

る。富楽里はかなり成功していると思う。そういうセンスが館山にはない。質

の高い、良心的なものにすれば必ず客は来る。 

・海外の人達が"目をつける"所は日本らしさ。日本人は良さをつかむもの

がわからない。結局、館山らしい昔からあるものを全面に出す。海外の方々

がおとずれるようになる街・・・となると、おもしろい切り口になるかも。 

女 50歳代 

46 
花火大会や八幡のお祭り等人が集まる中で何か工夫をしていけば良いと

思います。 
女 50歳代 

66 
城山の有効活用（春又はＧＷ時の花見以外の集客率ＵＰ）。イベント・スタ

ンプラリー・ミステリーツアー。 
男 10歳代 

67 

青木繁記念館や、高田敏子、若山牧水の記念碑などこの近隣を明治以降

文化人は多数足を運んでいる。あこがれの聖地だよ。やはり自然がすばら

しいのだろう。海岸が鉄条網で立入禁止になっているのは（神戸地区等相

浜等）実に残念。この海をもっと親しいものにし、館山の海をもっとたくさん

の人に愛を持って提供してほしい。冷たい地域になってほしくない。大都会

の近くにあり、しかもすばらしい海のある館山は全国的にも今だあこがれの

場所なのだから。相浜に太い杭が打ってあることや、岩場に鉄条網。以前

は岩場に都会からたくさんの人が来てすばらしいいこいの場になってい

た。そのようなやさしい笑顔の風景がいまはない。館山はこれからまた観光

のメッカになるよ。ビーチボーイズ撮影の頃は海岸に鉄条網の柵はなかっ

たんだから。 

男 60歳代 

89 

城山の頂上までエスカレーターを作る（料金）。（観光客で登るのが大変な

方が多い）。頂上からの海の景色がすばらしい→宣伝。他の観光地（例：箱

根）をみると、ちょっとの所でもエスカレーターがある。 

男 
70歳代

以上 

100 
観光ＰＲ・若年層が帰ってきたくなるような市にすること、仕事の確保を行っ

ていくべき。 
女 20歳代 

102 
鴨川市のシーワールドの様な人を呼ぶ"これ"と言う目玉が無い。娯楽施設

が乏し過ぎる。 
女 50歳代 
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116 
「苺と花の房総」館山市は冬に春を先取り出来る時期です。このチャンスを

もっと「イベントボランティア」等設立して、アピールしていきたい。 
女 60歳代 

120 

「住み良い町」とは、市民負担以上の住民サービスが充実している町だと思

います。その為には積極的に外貨（観光客・公害の無い企業誘致・大学ｅｔ

ｃの誘致）を取り込むべく、市（民）あげての営業活動も必要と思います。 

男 
70歳代

以上 

145 

観光に来ても遊ぶ所が少ない（シーワールドを館山市で受けるべきではな

かったのか）。医療に関しても鴨川市に負けている（亀田ＨＰ等大きなＨＰが

ない）。 

男 40歳代 

152 

・観光地の強化。たとえば、一面ってか、とんでもない広い花畑とか話題に

なる位のもの。 

・カジノとか・・・。 

女 50歳代 

166 
イベントや自然のＰＲを全国に発信。→県内ならラジオなどの活用。ＢＡＹＦ

ＭでたまにＰＲを聞く程度。 
男 40歳代 

173 
若者が定住及び定期的に訪れる市をめざす。自然を生かし、日本のハワイ

（アメリカ）と呼ばれるような商業施設・宿泊施設を設計する。 
男 60歳代 

174 
海を利用する人達に車中泊ではなく、ホテル等を安く提供する。マリン施設

を作る。市内巡回する市営ミニバス（ノンステップ）を走らせる。 
－ 60歳代 

177 

鴨川市が医療を観光に特化した町になろうとしているように思えるのだが、

そういう明確なコンセプトが館山市にも必要だろう。全市民、全企業に呼び

かけ、「市全体を日本のハワイにする」ぐらいの大胆さが必要かもしれない。

とにかく今やっていることが中途半端。東武や西武、オリエンタルランド

等々に働きかけ日本一大リゾートできたらいいなあ。 

男 50歳代 

183 
とても暖かくて住みやすい町ですが、観光客に来てほしい所を考えてほし

い。アイデアはあまり分かりません。 
－ 60歳代 

193 
館山は全国的に見ても知名度が高いです。海上から船で、船形漁港を起

点して、沖ノ島、洲の崎灯台、布良まで遊覧船を運航する。 
男 

70歳代

以上 

202 
海岸通りにおしゃれなお店をいっぱい作り、館山に遊びに行こうと思える街

並みにする。映画館も一つくらいあってもいい。 
男 

70歳代

以上 

220 観光都市を目指して。 女 
70歳代

以上 
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243 
夏は海水浴の観光客がたくさん訪れるが冬は特に館山の推しどころがない

ように感じるので年中楽しめるものがあればよいと思う。 
女 20歳代 

250 

・館山夕日桟橋の活用。一年に数回係留する客船だけでなく、大学の練習

船等もっと多くの船を係留させれば学生、乗組員なども買い物や風呂など

で下船し息抜きが出来喜ばれると思う。他地域へのフェリー就航もいかが

でしょうか。 

・鴨川シーワールド程ではなくてせめてマンボウ主体の水族館などで観光

客の興味を引く施設はどうだろうか（TV番組も多くやっているが館山市は

素通りしていく事が多い）。 

男 60歳代 

253 
・館山は海に面しているので、キャンプ場有料で。 

・館山でなければ食べられないもの、菓子、工場(特別な物を作る）。 
男 

70歳代

以上 

255 

・子供がのびのびと遊べる大型遊具の整備された公園が欲しい。 

・温水プール、健康ランド等の施設がほとんどない。 

・自然環境、豊かな水産海産物のアピールが足りない。 

男 30歳代 

259 

観光資源が豊富ですが維持管理が十分でない（もっときれいな市になる）。

食材に到っては観光協会との協力が不十分。例えば鴨川のおらが丼のよう

な市全体で推進できるものの開発(各店舗の独自性）。いちご狩り、春の花

摘み、寿司の町、地元の魚貝類その他たくさんあるが、単体であって市とし

ての観光及び働く場とスムーズな流れを感じない。 

女 60歳代 

277 
民間と協力し合い宿泊施設は温泉など観光客が 1泊 2泊と足止めできる様

なアイデアが必要と思う。 
男 60歳代 

305 

目玉となるようなレジャー(観光)施設を造る。景観の良い場所にはロープウ

ェイや水族館(トンネル状とか癒し効果があるもの）を併設…地元の人でも

何度も利用したくなる施設があってほしい。※オールシーズン型。 

男 50歳代 

318 テレビなどになるべく出るように。 男 
70歳代

以上 

321 PRをしすぎない。 男 20歳代 
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335 

城山公園の"桜の山公園化"。私は毎年各地の桜見物に出かけます。各地

で山全体を桜のピンクが染める景色が多々有ります。現在の城山は桜・梅・

椿・つつじ多種の花々が植えられそれも一年を通じては必要でしょうが、計

画・一貫性を欠き花見客も現状維持でしょう。桜は植付けてから開花まで比

較的早く、10年もすれば立派に見ることが出来ます。城山全体がピンクに

染まる景色を見てみたいものです。 

※鋸南町で実施している佐久間ダム地区の桜植え付けは、数年後には県

内有数の桜名所になると思います。 

女 60歳代 

347 
観光の目玉（館山市にお金が入るもの）を何か作って PR したらと思いま

す。 
女 60歳代 

387 
冬場に人が集まるようなイベントを増やしてほしい（たとえば B級グルメ大会

等）。 
女 60歳代 

400 
城山公園(館山城）に登るのに山頂まで車で移動できない為高齢者は行き

たくても行けない。博物館分館からケーブルカーの設置(有料)。 
男 60歳代 

405 

城山（里見、イベント）をもっとＰＲ。おみやげ観光客が楽しめる又、地元の

人も楽しめるなにか。館山市以外なんですが、富浦、岩井のトンネルを直し

て欲しい。駅前アーケード(商店街)。 

男 20歳代 

413 

・祭りやイベントごとでマナーの悪いあぶないギャラリーを多々拝見します。

ロープや人が入れないよう策があれば安心。 

・ＰＲのための費用がかかるようなら人が一番集まる所に館山市のＰＲ掲示

板が有るとありがたいです。 

女 30歳代 

431 
道の駅の充実（受付係、案内係は明るい方で市について詳しい方を望み

ます）。 
女 60歳代 

441 

観光立市を目指した活動をもっと積極的にやってもよいと思います。観光

客相手のイベントとか館山市紹介のＣＭやインターネットの活用等、日本国

内に限らず全世界に向けて取り組んでもと思います。乱筆で申し訳ありま

せん。 

男 50歳代 

448 

館山を日本のコート・ダ・ジュールにする（海、街並み、道路全てが風景に

なっている街。都会の人があこがれる生活を送れる街。自然を生かした観

光地）。 

女 40歳代 

465 港を作るより自然を活かした人寄せ行事をやった方が良いと思う。 女 60歳代 
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503 

館山市民は基本的にあまり元気がない。店員を見てもほとんどやる気のな

い人が多くみられる。特に祭りについては自分達が楽しむことばかり考えて

おり、観光を意識していない。ねぶた祭のように大きなイベントとして日本中

に発信し観光を大きくする必要がある。 

男 30歳代 

520 

市の職員は何かと、年寄りが多いからと言い訳をするが、その高齢者達の

知恵を出し合い、高齢者が楽しめるまち作りを進める。小さなバスを巡回さ

せて、足のない人の利便性を。館山のみやげはコレ。の開発。キャンプ場

の設置 (オートも含めて) 。 

男 60歳代 

522 

観光業を生業にするしか今後の未来はないと思います。リゾート地をつくる

とか。観光施設を増やす、どれだけの観光客を呼べるかにかかっているの

で南房総市などと協力して安房を観光名所にする。 

男 20歳代 

528 
自然環境が豊かな事を活かして季節ごとにイベントをやってみたら良いと

思います。 
男 60歳代 

540 

①今だからこそ赤山地下壕をもっと前面に出しても良いと思う。映画やドラ

マのロケ地として使われ、観光客に対しての PRにもなる。 

②館山夕日海岸の件、東京から来る客には海に沈む夕日だけの目当ての

人もいるらしい。ふらっと来た人への宿泊を予約したり探せる仕組みがある

と良い。 

女 60歳代 

541 X-JAPANのコンサートを年に１回開催する。 男 60歳代 

579 

市内各地区それぞれに地理的特色や景観を生かした観光を意識した創造

性芸術性あふれる(市民も参加した）大フラワーパーク創設を(行政も企業

概念をもって）強く望む。 

男 60歳代 

582 

21世紀の観光事業は半端なテーマパークなどではなく文句なしに「美しい

自然」だと思う。実現できれば PRなんかしなくてもネットで勝手に広がって

いくと考えています。 

女 60歳代 

594 
観光地の明るいイメージとして観光に来て歩いている人達を見かけたら一

声運動などどうでしょうか。 
女 60歳代 

598 

観光スポットをもっと作り、働く場所の確保と観光地としてもっとたくさんの

人々が来てくれるようにしていく事と、医療を受けやすいようにもっと病院の

充実を図ってほしい。 

男 40歳代 

604 
農産物を販売する道の駅が他地域ではとても好評の様です。館山市は出

店予定はないのでしょうか。 
女 60歳代 
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609 

市の経費を節約することも大事ですが、市として収入をもっと増やす事を考

えることが大事だと思います。企業誘致、大学誘致（高校を卒業した人が皆

他の都市の大学に行ってそのままそこに住むことが多いのでは）、房総半

島の突端という地の利を生かした面白い企画があれば観光もにぎわうので

はないかと思います。 

女 60歳代 

627 

まだまだ観光館山市としてアピールが足りない。東北、北海道、関東甲信

越等、ホテルが少なくないか。南房総市、鴨川市へ宿泊客が流れないか。

花火と七夕を一緒の時期にしたら。 

男 60歳代 

630 

都会では味わえないような「田舎」の自然あふれるようなまちづくり。金銭を

かけて開発するのは都会でいくらでも出来るので、都会に近い田舎として

のんびりゆっくり過ごせるような町はどうでしょうか。なかなか日帰りの観光

客の方が多いので、館山ならではのお土産や食事を考案して、お金をなる

べく使ってもらえるような商品や飲食店があらば良いのではないでしょうか

（人に手土産で館山からお菓子を持っていく時に「さすが館山。」というよう

な手土産になるお菓子がありません）。 

女 40歳代 

696 

活性化（湘南、鎌倉となぜこんなに差があるのか（集客等））。ただ、似た様

なパンフレットの乱発は無駄だと思う。ＴＶ等の利用・南房総市の映画・ＴＶ

ロケマップなどはいいアイデアだ思います。高校生等のアイデア、座談会。 

女 － 

702 木更津のやっさいもっさい踊りのような館山祭が出来ると良いと思います。 － 60歳代 

709 
市民のアイデアも大切ですが、街おこしに全国を飛び回る藤崎慎一さんに

お願いしたら如何ですか。 
男 

70歳代

以上 

717 

１.来客を呼ぶには「宿泊施設」が必要である。北条海岸近くに。 

２.「里見まつり」等は、他地区から方々に「手みやげ」を持たせる。 

３.長須賀地区の「歩道が広くなった所」の活用。 

男 60歳代 

744 

季節を問わず 1年中観光客を誘致できるようなプランを作り、それに協賛で

きる企業や自営業の方を募り、観光収入をアップさせる。里見八犬伝の大

河ドラマ化を実現させて集客をはかる。 

女 50歳代 

753 

夏には、沖ノ島にたくさん観光客が来てくれるようになりましたが、雨が降っ

たり海水浴シーズンでないと（いちご狩り時期も）行くところがないので、オ

ールシーズン楽しめる施設があると良いと思います。京都のように体験型の

観光に力を入れたらいいと思います。 

女 40歳代 
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760 

一言で「より良いまち」では、出てくるアイデアも小さなものが多いと思いま

す。 

此処で敢えてアイデアとして提言させて戴く事は、館山を「日本のモナコ」

或いは「千葉県の葉山」、「対岸の湘南」を超えろ、をテーマとしたインフラ

整備です。 

すでにご存じの通り、中途半端な半農半漁、半製半販で町は活気付かな

いと言う事です。若者がどうして都会を目指すのか。「仕事が豊富？」「賃金

が高い？」「人は多い？」「交通や生活が便利？」「流行やファッションが最

先端？」など色々ある中で、田舎を嫌う理由が其処にある訳ですね。垢抜

けない街、街への愛着も無く、寧ろ出身地を毛嫌いするなど、時代の流れ

に乗れずにいまに至った、行政の無策の結果かとも思います。此処の地で

生まれ育った若者が「館山から出たくない」という声が聞こえる街に変貌す

るには、海辺の高級リゾート地を目指し再生するか、マリンレジャーにもっと

特化した街創りをするかではないでしょうか。北条海岸も、夕日桟橋を作る

には作ったが、小型船は係留し難い（桟橋橋脚部が素通しのため、風や潮

の流れによっては危険過ぎる）また、渚の駅館山も立派な外観だけど、道

路との境にしている壁が邪魔で入り易さ出やすさを阻害している。また、渚

の駅から自衛隊側に向かっては、築港など作業船や砕石積み場などを始

め、使わない漁船などの係留が折角の景観を台無しにしている。館山湾を

グルリ半周、関東一のマリンレジャー基地に変化させることが、この街に活

気が蘇る基じゃないでしょうか。それとも築港から館山湾にかけての一体を

作業港として存続させ、景観を台無しにする理由が別にあるのでしたら、是

非教えて戴きたく思います。 

とにかく、館山は都会からの交通インフラが脆弱すぎる。これを改善しない

限り人も、物も、金も、館山には来ないと思います。先のアンケート用紙に

記しました「鴨川市」を真似ろとは言いませんが、人・物・情報を集約する術

は、他に抜きに出ていると思います。その為のインフラ整備（鉄道は館山よ

り本数が多い）ある意味では効率を良くすれば、似通うところは有る筈です

が館山ならではの規模感で街を再整備したら、自然と人が人を呼び、噂が

噂を呼び、都心からのお手軽リゾート地としての地位を得られるのではない

でしょうか。先ずは公設のヨットハーバー、モーターボート係留施設でも渚

の駅館山の隣地に作ったら如何ですか。既存の私設マリーナは・・・ちょっ

と戴けませんね。併せて、道路の拡幅整備（自動車道併設）も必要です

ね。子供達の安全確保は元より、道路整備は新しい街に必要な要件だと思

います。目指すべき目標をきちんと見定めて、ブレの無い市政をお願いし

ます。 

男 
70歳代

以上 
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791 
観光のためなのか、季節により信号の待ち時間長い。地元民も仕事に時間

におわれているので観光には協力しますが・・・。 
女 60歳代 

794 

郷土料理をもっと多く考案してＰＲし来客者を増す。館山市として何が大事

か考える。生産者の協力を求めて館山を素通りさせない物作りや販売でき

る産物を１つにまとめて活力のある市にしたい。観光立地と言っているだけ

ではだめ。一年中人が入るように他県に行って勉強しないと生き残れな

い。女性の活躍の場を増やす。 

女 60歳代 

799 
館山は南房総市と協力して観光客を呼ぶべし。南房総市館山でも良いと

思う。安房国めぐりで売り出せば良いと思う。 
男 60歳代 

802 

収入源となる観光客が減りアクアライン利用により日帰りが大半になってい

る。春は苺狩りや花摘み等もあるがシーワールドのように 1年中集客できる

施設を誘致したり季節ごとに楽しめる観光スポットを作って活性化させる。 

女 
70歳代

以上 

804 色々あるが鋸山、清澄山から南の地区で 1つになれれば、とは思う。 男 60歳代 

805 
もう少しテーマパーク的な何かやショッピングができるところがあれば他県

からももっと客が増えると思う。 
男 20歳代 

808 
館山市の特産、名産が何がわからない。○○のまち館山のように PRしてほ

しい。キャラクターを活用する。 
女 50歳代 

809 

年間を通じてスポーツと結びついた観光事業を取り入れてはどうか。サイク

リング、マラソン、マリンスポーツ、ヨガ、ダイビングなど市民も旅行者も垣根

なく楽しみ交流することでリピーターも増えると思う。また旅行者も垣根なく

楽しみ交流することでリピーターも増えると思う。また、合宿する団体の積極

的受入れ、大学等セミナーハウスを活用した交流事業によって来訪者を増

やすなど。 

女 40歳代 

828 
・きれいな海をもっとアピールする。 

・郷土料理を中心においしいものをアピール。 
女 20歳代 

829 

・花火大会を毎年 8月 8日としているが、第 2土曜日等とすれば観光客も

増えるのではないか。 

・もっと観光客にお金を落としてもらうようにするべき。 

－ － 

832 
NPOや民間事業と組んでのイベント、道の駅での食品、人気商品などの販

売を充実してほしい(観光シーズンに合わせるだけでも）。 
女 30歳代 
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836 

館山を代表するものを作ります。例えば城山の活用の仕方を考え直す。"さ

かなクン"という館山出身の方がいるのであるから大きな水族館(他にはない

ような）を作る。 

女 60歳代 

852 
①現存する観光施設の魅力づくり（整備を含め）。 

②新しい名所の発掘への支援、PR等。 
男 

70歳代

以上 

853 
館山市の"特性"をきめる事だと思います。観光地なのか、リゾート地なの

か、中途半端な気がします。 
女 20歳代 

866 

今大河ドラマの宣伝をしているけど考え物である。里見の話では古すぎる。

知らない人が多いが。半島なので交流がなく難しい話ですが、私には答え

ようもないです。ごめん。 

男 
70歳代

以上 

869 大学誘致、防大の合宿所、カジノ、米軍基地、産廃処分場等々の誘致。 男 
70歳代

以上 

871 
館山湾の活用、クルーズ船の誘致、東京五輪時の客船の受け入れ、競技

会場へバスで。 
男 

70歳代

以上 

874 

北条海岸、新井海岸の保安強化：ジェットスキーなどの市外からの来訪者

でいれずみを入れている人の対応を強化してほしい(女性や子供の海水浴

客が怖がっているというのを聞いたことがある為）。 

男 40歳代 

883 
・車中から海の見える道路、海岸の整備。 

・海上及び海中レクリエーション施設の設置。 
男 60歳代 

891 
マスコミ等により観光地としての館山をアピールし、また観光整備を進め真

の観光都市を目指す。 
男 50歳代 

892 

福島県ではフラダンスが活性につながっています。館山では夏に多くのフ

ラメンコダンサーが訪れます。一年中フラメンコに触れ合えるような施設が

あれば子供達ももっとフラメンコに興味が出るんでは…そして大きくなっても

館山で住むんでは…。 

女 30歳代 

895 

・平砂浦の自然公園法の一部解除によるサーファー客の導入。有料駐車

場や職場の確保。 

・館山グルメの大会開催による館山市のアピール。 

－ 60歳代 

914 
鴨川市→シーワールド、館山市→？、このような売りを作り観光の振興に努

める必要がある。 
男 30歳代 

939 
見る場所がない。もっともっとたくさんの花を植えてほしい。誰も花を見ると

きれい気持ちがやわらぐ。これは体にとっても良い事です。 
女 60歳代 
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951 季節に関係なく観光に来た人が楽しめる様な商業施設の整備。 男 20歳代 

961 

鴨川といえばフラダンスというのがたいぶ定着してきましたが、館山といえ

ばフラメンコというのが一般的にはまだ浸透してない。フラメンコの事業を応

援したいのでもっと夏だけではなくイベントを行ってほしい。親子フラメンコ

の参加者が減っている中で対象を小学生以下に限定しなくてはいいので

はないかと思います。 

女 30歳代 

963 
閉塞感がただよい活気がない。新聞に載るような事案が欲しい。が思い浮

かばない。 
女 60歳代 

972 

観光のまち館山は何処へ行っても公衆トイレがきれいで気持ちよかったと

感じて頂くことは大事だと思います。清掃を請け負っている業者の人達が

いるようですが場所によりきれいに掃除をしてある所とそうでない所がありま

す。市の担当課の人達は具体的に現場をまわりチェック点検をしていただ

きたい。そうすることによりいろいろな事がわかってくると思います。 

－ － 

973 夏が他所と比べてそれほど暑くない点をうまく PRできないか。 男 40歳代 

1001 

海に行くと桟橋や堤防、鷹ノ島や沖ノ島周辺はいつも釣り客でいっぱいで

す。釣り桟橋でもできれば相当の人が来るのではないでしょうか（漁業関係

者等との相談）。 

女 
70歳代

以上 

1010 

観光には力を入れるべきだと思う。美しい海と自然が何よりの宝だと思いま

す。大きな施設を建てるのではなく、体験や道の駅等の充実がいいと思い

ます。トライアスロンはいいと思います。 

女 40歳代 

1014 
館山湾を利用してのお魚遊園地はいかが（大きな魚が自然の形で見えると

か）。 
女 

70歳代

以上 

1015 
知られていない所にすばらしく良い景色の所とかあるので良く見直しをす

る。 
女 60歳代 

1017 ショッピングモール（アウトレット）・映画館・遊園地・体験場所の増加。 女 50歳代 

1025 

鴨川市のシーワールドや富津のマザー牧場のような、大人から子供まで楽

しめる館山の目玉となるような大型レジャー施設があるともっと観光客が増

えると思う。 

女 30歳代 

1039 館山市に相応しい目玉商品を作り観光の宣伝をする。 男 60歳代 
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1046 

果物、魚、野菜、米全ておいしいのに館山=○○といった名産品がないの

でマスコミを使用するなり有名な人脈を利用するなりしてシンボル、名所を

作る。民間から経験した人材を取り入れアイデアを生産する部署を作る。 

女 60歳代 

1051 
鴨川シーワールドの様な年間通じて来客が望めるテーマパークが館山に

あれば活性化すると思います。 
女 40歳代 

1052 
観光の核になる施設、ショッピングセンターがありません。イオンモールに

映画館を導入するか北条海岸にショッピングセンターを設置して下さい。 
男 50歳代 

1065 
海岸周辺の駐車料金の有料（整備、ゴミ対応）。子供達の娯楽施設（鴨川

シーワールド、マザー牧場等）。 
男 40歳代 

1074 

館山市の知名度を上げる為に周遊道路やサイクリング道路、外洋風景と内

湾風景が同時に眺望できる畑地区より洲崎地区にかけての山頂横断道路

の建設など、一笑ごとをあげてみました。 

女 
70歳代

以上 

1083 
館山市は夏には海水浴客などが多くにぎやかですが、他に年間を通して

楽しめる場所などあれば良いと思います。 
女 50歳代 

1095 

・どこかの町では休耕田にひまわりを植えたりして観光客を呼んだりしてい

る処があるそうです。 

・フラワーラインなんて素敵な道路があるんですからもっと桜を植えたり花の

館山をもっと充実させたらどうでしょうか。 

女 60歳代 

1104 商店街の活性化、観光地の PR。 男 40歳代 

1113 

観光のまちとして春～夏（～秋）にお客を呼ぶにあたり、内房線に SL を運

行させる。1日 1往復又は土日だけでも。大井川や真岡であれだけ集客で

きるのだから、海や花の時期は確実に利用者が見込まれる。かつて館山駅

には転車場があったらしいので、それを復元、駅の外からでも見られるよう

に整備する。新しく企業誘致し、山林が破壊されるくらいなら現在ある施設

（鉄道とか）を整備しリニューアル利用を望む。これから限界集落とならない

ためにも息の長い作戦を立てないとむずかしい。イベントも大切だが、日々

の観光をもりあげるためのことを考えていく必要がある。まじ案です。ご検討

下さい。沿線の自治体の協力を。 

女 30歳代 

1114 
館山市はアピールが下手だと思う。職員だけでなく、NPOや委託など専門

家を使って外にどんどんアピールしてほしい。 
男 30歳代 
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1130 
思いきって、テーマパークを造ってしまう（プールあり、遊園地あり、アウトレ

ットあり）。 
女 40歳代 

1134 

産業的には人口増加が優先なので・・・。観光では、海岸・海岸線の美化、

浄化、沖ノ島入場有料化、ジェットスキー上下架場所設置有料化（キャンプ

施設設置有料化）。ともに環境整備、美化の為。桟橋の有効利用、大型船

は本より定期船等の入港。花火大会での有料化（1区画 4人程度で弁当

付、等のプレミアム感）。潮干狩りは無理だろうが、ビオトープなどの体験施

設や水族館などの併設がいいが・・・。神社仏閣、名勝地、景勝地のシャト

ルバスの配備（週末だけでも）。まだ有りますが、この辺で。 

男 40歳代 

1142 
特産品をもっと多くしてテレビやインターネット等宣伝し、観光客を呼び込

んだら良いと思います。 
女 

70歳代

以上 

1147 
花と海のまち館山。道路上の花壇の整備⇒一区画ごと各区に割り振り管理

する。種（苗）は県に負担して貰う。 
男 60歳代 

1150 ・映画館や水族館のあるテーマパークを作る。 男 50歳代 

1159 

・観光立市への取組みの強化。 

・宿泊施設等への外国人観光客の誘致。 

・道の駅の新設。 

男 50歳代 

1166 
伊勢神宮におかげ横町があるが、館山市の見所を集めた"おらが横町"を

作ったらいいのではないか。 
男 

70歳代

以上 

1169 

◎館山湾の海の活用（夏に昔は東海気船で東京から船で館山桟橋まで定

期的に運行していました（たちばな丸）。将来、又 1 ヶ月に何回かそういう観

光船を運行してはいかがですか（納涼船又は海水浴の利用)。 

◎家族や仲間や子供達に楽しんでもらう屋内でのつりぼりを作って見ては

いかがですか。つった魚を料理して食べてもらうTVで宣伝することも良いと

思います。 

男 
70歳代

以上 

1172 

私は館山から一歩も出た事がなく、視野が狭く実行力がなく、今度のアンケ

ートには考えさせられました。具体的なアイデアはないのですが、年に 2,3

回旅をしますが、館山の自然の美しさはどこにも負けない素晴らしさがあり

ますよね。この自然を生かしてたくさんのお客様が足を運んでくれるなにか

ないものでしょうか。行政で市民の為にお仕事をしている皆様ほんとうにご

苦労様でございます。お役にたてる考えが浮かばず申し訳ありません。 

女 
70歳代

以上 

1173 
観光客等による流入人口を増やし、尚かつ滞留時間をのばし、館山の良を

感じて頂き、消費を促し、市外の外貨獲得に務める。 
男 60歳代 
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1198 
・春は花、夏は海、秋は祭りと観光でのリピーターをもっと増やせるとよい。 

・イベントの開催やマスコミを利用してのアピールは効果が大きいと思う。 
女 40歳代 

1200 夏の海だけでなく、年間の観光客を増やす為のご当地グルメの開発等。 女 50歳代 

1245 

遠方から人が流れてくれば、地元にお金は落ちるのだから、人を呼べるイ

ベントを行うべき（例えば、君津市のようなお花見ウォーク、私は毎年参加し

ている）。美術館・博物館など変わり映えしないのも問題。 

女 30歳代 

1249 自然（沖ノ島、城山、赤山防空壕）鏡ケ浦等を充実。 男 
70歳代

以上 

1250 
年間を通してＰＲできる観光スポットをつくり（見つけて）観光事業の活性

化。 
女 20歳代 

1251 

・桟橋が出来たのですから、もっと活用すべき。ヨットレース、水球、競泳と

か。 

・桟橋～城山（渚の駅）、体幹トレーニングコースとして→（途中魅力的なも

の無しが難点）。 

・南房総に流れて来る車を、こちらにも誘導させて集客するのには、渚の駅

周辺のイベントが必要。いまのままでは全く活気がなくて、花火大会一夜の

みにしか思えないので。 

女 60歳代 

1271 
・沖ノ島の利用のイベント。 

・市営キャンプ場、キャンピングカー専用施設・北条桟橋⇔沖ノ島連絡船。 
男 50歳代 

1274 

・移住し、自営業、農業等している方からの意見を聞く。 

・色々な作家の方がいるので、活かしたイベント行い、館山アピール。 

・館山の目玉となる物を作り、観光客が増えるよう、いろいろな世代からの

意見を聞く。 

女 40歳代 

1275 

館山には良い素材がたくさんあるので、やはり観光に力を入れていくのが

良いと思います（十分力を入れているとは思いますが・・・）。国内に限らず、

リゾート地として成功している国から何か学べることはないでしょうか・・・。 

男 20歳代 

1285 

・観光業しか稼げないのだから、もう少し他の場所を見習ってサービス精神

を養っていけないのだろうか。 

・土日の交通網をみると、もし私が他地域の人だったら、「混むから二度と

来たくない」と思ってしまう。もっと来やすい対策を。 

女 30歳代 
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1288 

・ふるさと納税を充実させ、納税者を増やし、税の収入増を目指す。 

→館山出身のＸ－ＪＡＰＡＮのヨシキ様・トシ様に納税者になって頂くよう働

きかける。年に一度、館山でイベントを行っていただくよう働きかける。ふる

さと大使になっていただく。 

女 60歳代 

1297 

無理にタレントさんやマスメディアを呼んでイベントするのやめよ。そんなこ

としなくても、イベントが盛り上がる方法を考えていこう。タレントさんもマスコ

ミもいないけど花火は盛り上がってたよ。市役所の人々はかしこい人々のあ

つまりと聞いています。 

女 30歳代 

1298 観光客が来て、また来週来る様な施設づくり。 男 50歳代 

1317 マルシェの開催。 女 40歳代 

1320 

スポーツライブなどで地域認識度を高める。たとえば数年計画でサッカース

タジアムを作ってはどうか。また大学生のフラメンコ大会をよりアピールし、

全国規模にしては。 

男 50歳代 

1348 

・スポーツ振興の一環として「サイクリングコース、ランニングコース、ツーリ

ングコース」の創設。 

・南房総市とコラボで「里見八犬伝」に関する企画。永続的ではないが、経

済効果が得られる (木更津「木更津キャッツアイ」)(鴨川市「輪廻のラグラン

ジェ」) 。 

－ － 

 

 学校・教育 (7)

番号 内容 性別 年代 

2 25人学級の完全実施、補助教員の配置。 女 60歳代 

186 

旧富崎小学校等の活用。 

1）東北の人達の避難場所。やる気はあるが、何も結果としてやらないは良

くない！人が増える。 

2）高齢者施設へ改造。 

3）使用しないと早くこわれる。 

上記等で雇用の増加。 

男 
70歳代

以上 

218 
高校数があまりにも少なく話にならない。県に働きかけ進学校レベルの高

校を作ってください。 
女 50歳代 

501 中学卒業までの給食費を市で全額もってもらえると親は助かります。 女 40歳代 
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620 
空きの多い学校の教室を何かに利用したらいいのでは。老人クラブ、集会

場とか。 
女 60歳代 

631 
空の多い学校の教室を何かに利用したらいいのでは。老人クラブ、集会場

とか。 
男 

70歳代

以上 

815 
全国の中でもはっきり本市は学力が高いという結果を出したい。また、いじ

めのない思いやりのある子供が集まっていることをアピールしたい。 
男 50歳代 

959 

・子供とお年寄りが楽しく交流できる事があったらよい。 

・館山で子供を育てたい、と思うには…秋田県のように学力向上させる取り

組みを。 

女 30歳代 

1013 
全国に先駆けてまずはゆとり教育を廃止しましょう。こんな親達に育てられ

た子供達の将来が心配です。教育は大事です。 
男 40歳代 

1151 
人材育成。アイデアは今、特に思いうかばないが、いろいろなことを実現す

るために実行力のある有望な人材が必要と考えます。 
男 60歳代 

1277 

自然を強みに①ここでしか出来ない教育の仕方を取り入れたり、②学校給

食を玄米菜食に切り替えたり、教育に力を入れると子育て世代の移住者が

増えるはずです。 

①きのくに子ども村学園の誘致。森のようちえん（南房総市を中心に活動し

ています）を市の認定幼稚園にするなど。子ども村学園は入園の応募に 5

～10倍もの人が集まり、入園するために移住者が後をたたないようです。 

②福岡にある高取保育園が実践しています。アレルギーやアトピーの子供

達にも安心で食に関心のある親は都心部からいくらでも移住して来るはず

です。こういうことを全面に押し出して県外・県内でアピールすれば待ち望

んでいる人は大勢います。 

・幼稚園と高齢者のふれあいを増やせるよう、老人ホームと幼稚園を隣に

つくる。保育の時間の中でふれあう。昔の遊び方など教えてもらう時間を取

り入れる。 

女 30歳代 

1322 
幼・保育園→小学校→中学校→高等学校→大学→就職を、市内ですべて

出来る様にしたい。 
男 40歳代 

 

 文化・スポーツ (8)

番号 内容 性別 年代 

200 
教養・文化をより感じられる市にするための、著名な人による講演会・演奏

会などを低料金で企画。 
女 60歳代 
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235 スポーツ施設を増やす。大会を行うことができる事。 男 50歳代 

342 県大会が行われるレベルのスポーツ競技場、サッカー場、遊園地など。 男 60歳代 

368 
若い芸術家（陶芸、絵画、音楽、芝居なんでも）が集まって居住、活動でき

る場(村)があるといい。 
男 60歳代 

526 高齢者に対する講義、道しるべになるような話し合い、又、教授。 女 
70歳代

以上 

626 図書館の充実。映画ロケの誘致（ドラマだと短すぎる）。 女 30歳代 

708 

＊住民が郷土の歴史や特長について深く理解し、郷土愛を意識することが

重要と考えることから。 

・小中学校の教育の中でこうした取り組みをより多く持つこと。 

・（新規転入者を含め）一般市民が郷土の成り立ち、現状について理解を

深める機会をより多く提供すること。 

男 50歳代 

800 生涯健康である為のスポーツ施設の充実。 － 50歳代 

809 

・図書館を充実させ子供、高齢者、成人、皆が集まる市民交流の場となるよ

うにしたい (成田市にいた時とてもよかったので）。 

・年間を通じてスポーツと結びついた観光事業を取り入れてはどうか。サイ

クリング、マラソン、マリンスポーツ、ヨガ、ダイビングなど市民も旅行者も垣

根なく楽しみ交流することでリピーターも増えると思う。また旅行者も垣根な

く楽しみ交流することでリピーターも増えると思う。また、合宿する団体の積

極的受入れ、大学等セミナーハウスを活用した交流事業によって来訪者を

増やすなど。 

女 40歳代 

1004 
X-JAPANのサインがある練習場の保存にも市が援助すると若者の賛同も

得られる。 
男 60歳代 

1186 YOSHIKI とのコラボ。駅の出発メロディを「紅」にする。 女 20歳代 

1274 色々な作家の方がいるので、活かしたイベント行い、館山アピール。 女 40歳代 
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 ごみ・廃棄物 (9)

番号 内容 性別 年代 

15 海のゴミをなくすことを維持。水質の管理・維持。 男 10歳代 

16 
海岸や海におちているゴミをなくす。ゴミの不法投棄をなくす。歩けない程

歩道をおおいかくす雑草をなんとかする。 
男 50歳代 

50 館山市海岸ゴミ０運動強化。道路の整備。 女 50歳代 

452 

１．中村公園脇の飲食店からのゴミがいつも氾濫して不衛生である、対策を

考えてほしい。 

２．新井海岸のジェットスキー、ボードで市民の海水浴場所が狭められてい

る。危険でもあり、規制をしてほしい（殆ど市外の人々である。ゴミも分別さ

れていない。出しっぱなし）。 

男 
70歳代

以上 

480 

ゴミの収集は他の自治体を見習ってほしい。一週間ですべてのゴミが処分

できないのは捨てる側からするとわずらわしい。隔週の収集は非常識であ

る。だから私は資源ゴミも燃えるごみで捨てている。お金をもっと使ってでも

整備すべきだと思います。 

男 30歳代 

557 

住み良い街とは「歩きたくなる街」と言った建築家がいます。その為に「ゴミ

収集箱」の設置をお願いします。地区によってはカラスも猫の手の出ないし

っかりしたのを作っている所がありますが、見苦しい所が多いです。日本中

にしっかりしたものを設置してほしい。 

男 
70歳代

以上 

645 

ゴミ収集の改善。今の収集場所はゴミを出せる日が決まっており、ルールを

守らないため、カラスなどがゴミをあさり、ゴミがちらかってしまいます。そこ

で今の収集場所の他に市内にいつでもゴミを出せる場所を 4カ所程度つく

ってほしいです。ゴミだしはくらしやすさの 1番の指標です。いつでもゴミが

出せれば皆くらしやすくなったと思うと思います。 

男 30歳代 

756 田畑に紙おむつ、弁当の空箱のポイ捨てに迷惑しています。 女 50歳代 

822 
良いもの(館山の魅力、山とか海とか）を残し、悪いもの（マナーの悪さ、ゴミ

の片付け）を変えていく事が大切だと思う。 
女 10歳代 

868 

海岸線に打ち上げられる竹、笹などは川の上流からくるゴミを減らせばいつ

でもきれいな海として TVに映るのでは。朝の NHKニュース終了時に江の

島の海岸が出るがゴミがないです。 

男 60歳代 
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993 

子供達の遠足を城山、海などにしてゴミを拾ったり、観光スポットとなる所は

常にきれいにしていてほしいと思う。その為に、みんなで自然に協力できる

ような体制づくりができると良いと思います。 

女 30歳代 

1075 

街を綺麗にし景観を良くする為ゴミの分別を徹底させる為、ゴミ置き場の案

内板をもっと大きく見やすくし、絵で整え、ゴミ置き場自体を綺麗な場所とし

て住民の意識を上げる。 

女 40歳代 

1156 

漁業権もあるでしょうが、海で遊ぶ楽しみを教える事で、大人も子供も館山

を好きになってもらう（市内、外全ての人）。当然、魚、貝などを取って持ち

帰れるなど（有料も可では・・・。）そのためには生活排水のインフラ整備の

充実化（各家庭の協力願をする）川や海をきれいにする。 

女 60歳代 

1195 
・ゴミを減らす等の工夫。 

・環境整備。 
男 30歳代 

1294 観光シーズン（夏）にごみ持ち帰りをアピールする。放送をする。 女 60歳代 

 

 自然エネルギー (10)

番号 内容 性別 年代 

253 個人が所有している雑草だらけの土地を安く借り発電パネル広く。 男 
70歳代

以上 

1128 

特に農村部だと思うが宅地、農地が荒れ放だいの所が沢山ある。宅地を購

入しそのまま管理せず（購入者は東京、横浜で仕事）、20年そのままになっ

ている。市が購入し、太陽光発電エネルギー対策としてはどうか。 

－ 
70歳代

以上 

 

 自然環境保全 (11)

番号 内容 性別 年代 

15 海のゴミをなくすことを維持。水質の管理・維持。 男 10歳代 

16 
海岸や海におちているゴミをなくす。ゴミの不法投棄をなくす。歩けない程

歩道をおおいかくす雑草をなんとかする。 
男 50歳代 

54 人をおそうカラス・トンビの排除。 男 20歳代 
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257 海をきれいに。行政のサービス※金(税金)をしっかりと市政にいかす。 女 60歳代 

259 

観光資源が豊富ですが維持管理が十分でない（もっときれいな市になる）。

食材に到っては観光協会との協力が不十分。例えば鴨川のおらが丼のよう

な市全体で推進できるものの開発(各店舗の独自性）。いちご狩り、春の花

摘み、寿司の町、地元の魚貝類その他たくさんあるが、単体であって市とし

ての観光及び働く場とスムーズな流れを感じない。 

女 60歳代 

353 
職場や地域住民の身の回り、個人個人の環境美化。小さな親切、気配り、

心配りが大切に思えます。 
女 60歳代 

362 
自然を大事に、市内の交通も充実、若い人の増加(職場誘致）、元気のある

町にしたい。 
－ 

70歳代

以上 

375 自然を維持する。 男 
70歳代

以上 

544 海をきれいに保つため川に汚水を流さない。 女 
70歳代

以上 

567 
自然に恵まれているので環境整備に力を入れてほしい。土地の所有者が

いるならば協力してもらえるように話をしてもらいたい。 
女 30歳代 

578 緑を多くして一環した建物にして町の景観を良くしていく。 男 60歳代 

610 

素晴らしい自然、海、鏡ケ浦の生かされた活動をしていないように感じま

す。誘致も他市に比べ劣っているのでは・・。気候温暖の自然の恵みにも

感謝し一年中訪れたくなる様な館山にしたいもの。イチゴや花摘みも充実

させて「海と花とイチゴの町」を。 

女 
70歳代

以上 

750 美しい海を保つようにしてほしい。 女 
70歳代

以上 

762 

外から入ってきた人間から見れば、館山市、そのまわりの南房総エリアの自

然は大変美しいものです。空も広く、星もきれい。それらをＰＲしなければも

ったいないと思います。観光に力を入れるには、交通手段も大事かと思い

ます（高速バスで来てからのアクセスが）。又、南房総市と共同でパンフレッ

トがあれば（公共交通しかり）、外からの人にわかりやすいと思うのですがム

リなのでしょうか。 

女 40歳代 

828 きれいな海をもっとアピールする。 女 20歳代 
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1010 

観光には力を入れるべきだと思う。美しい海と自然が何よりの宝だと思いま

す。大きな施設を建てるのではなく、体験や道の駅等の充実がいいと思い

ます。トライアスロンはいいと思います。 

女 40歳代 

1015 
知られていない所にすばらしく良い景色の所とかあるので良く見直しをす

る。 
女 60歳代 

1020 海の回りの自然をこわさないでほしい。 女 
70歳代

以上 

1092 
館山の海をきれいにする活動等、もっと市でバックアップして広めていけた

らいいと思います。 
女 40歳代 

1095 

・どこかの町では休耕田にひまわりを植えたりして観光客を呼んだりしてい

る処があるそうです。 

・フラワーラインなんて素敵な道路があるんですからもっと桜を植えたり花の

館山をもっと充実させたらどうでしょうか。 

女 60歳代 

1123 
平砂浦の松枯れに早く気付いた人も（私も）多かったと思うのですが、本当

に残念でなりません。 
女 60歳代 

1147 
花と海のまち館山。道路上の花壇の整備⇒一区画ごと各区に割り振り管理

する。種（苗）は県に負担して貰う。 
男 60歳代 

1165 
自然がきれいなのに、草とかはえていて、手入れがなくもったいない。市民

全体で掃除してきれいな市にしてほしい。 
女 40歳代 

1172 

私は館山から一歩も出た事がなく、視野が狭く実行力がなく、今度のアンケ

ートには考えさせられました。具体的なアイデアはないのですが、年に 2,3

回旅をしますが、館山の自然の美しさはどこにも負けない素晴らしさがあり

ますよね。この自然を生かしてたくさんのお客様が足を運んでくれるなにか

ないものでしょうか。行政で市民の為にお仕事をしている皆様ほんとうにご

苦労様でございます。お役にたてる考えが浮かばず申し訳ありません。 

女 
70歳代

以上 

1186 

ヤシの木必要なら枯れた葉などの処理、フラワーラインの菜の花のないとき

の草ボーボー状態など、PR しているけどそのケアを何とかするというのがな

い。 

女 20歳代 

1188 
海岸の駐車場は、有料にして環境保全に役立てたらと思います（夏場やイ

ベント時だけでも）。 
女 50歳代 

1195 
・ゴミを減らす等の工夫。 

・環境整備。 
男 30歳代 
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 子育て支援 (12)

番号 内容 性別 年代 

40 人口を増やす。交通（特に電車）をもっと便利に。育児環境を充実させる。 女 10歳代 

52 

保育園、幼稚園、学校、介護施設、公民館、図書館などを統合した施設を

作り、様々な年代の人達が交流し、お互いが助け合うことができたら良いと

思います。新しい箱物を造るのではなく、既存の建物を改修するなどして

利用するのが理想です。 

女 40歳代 

218 
お年寄りや小さな子供の制度は手厚くもう多すぎ。むしろ今は小・中・高の

子供たちの暮らしに目を向けてください。 
女 50歳代 

255 
・子供がのびのびと遊べる大型遊具の整備された公園が欲しい。 

・温水プール、健康ランド等の施設がほとんどない。 
男 30歳代 

337 子供達が遊べる施設が充実するといい。 女 30歳代 

413 

市で行われる乳幼児健康診断で車の無い方、兄弟の多い方など集団での

診断が困難な方など大変そうに見え、負担がかからず近くの医師に診断

出来るなど策があればと思います。 

女 30歳代 

422 公園の整備。 － 
70歳代

以上 

491 子育て、雇用、社会福祉を充実させる。 男 30歳代 

562 

買い物してる時に子供を預かってくれる保育所付の施設ができたら絶対マ

マ受けすると思います。美容院とかも併設していたらすごく助かるし嬉しい

です。館山でしか食べられないスイーツ。これがあったら女子受け UPで

す。結果足を運ぶ人が増えるはず。女性に人気の場所は絶対男性も行く

ので。 

女 30歳代 

566 

子供達が安全に遊べる場所、公園(アスレチックなど）が少なすぎると思い

ます。今の子供たちはただでさえゲームなどで家にこもりがちなのでできれ

ば増やしてほしいです。 

女 30歳代 

600 子供が遊べる公園を増やして頂きたいです 女 30歳代 

662 子育てしやすくするための設備。子育てしていても働きやすい環境。 女 30歳代 
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673 
・企業誘致・子育て世帯への給付金（3人目に 100万円の祝い金など）。 

・幼保一体型施設の充実。 
男 30歳代 

815 

・全国の中でもはっきり本市は学力が高いという結果を出したい。また、い

じめのない思いやりのある子供が集まっていることをアピールしたい。 

・それと合わせて小児科を充実させたい。「子供を育てるには本市が日本

一」ということを目に見える形で示したい。葬儀屋ばかり増えてやりきれない

です。 

男 50歳代 

828 医療の充実、子育てのしやすさを推進する。 女 20歳代 

1019 

若い世帯を定住させるためにはある程度の商業施設が必要だと思う。自然

だけでは遊びにくるだけじゃないでしょうか。子供の医療費、予防接種無

料は絶対必要。保育園も土曜日は 1日預けられると良いと思います。 

女 30歳代 

1081 
市が駅周辺に集合住宅や商業、医療施設を用意し、民間に管理させる。

老人が歩いて暮らせる街。子供が歩いて習い事に行ける街にして下さい。 
男 40歳代 

1110 子供達が遊べる所が、もっとほしい。 女 20歳代 

1131 

今のいつもガラガラ、たまに混雑な館山が好きです。ただ、若い世代として

は、親の働く場所が少ないこと、子供の遊び場（たまり場）が少ないことが残

念です。 

男 30歳代 

1148 
夏休みだけ、小学生を預かってくれる等、もう少し子どもをみてくれる所が

あると働きやすい。 
男 40歳代 

1190 
子どもを増やす。子どもが暮らしやすい街ってどんなのか。そこから始めて

ください。 
女 40歳代 

1213 

・子育て支援に力をいれて。若い人達（夫婦＆子）の移住（安い賃貸物件

を提供、中学までとか）。子供の医療費の免除（小学生まで）など制度があ

ればいいなと思います。10年いや 20年先もっと人口が少なくなっていると

思います。そのお金は人件費の削減、有料駐車場など考えられること。 

・出産祝い金制度があるといいです。あってほしい。鴨川市は 3人目に 20

万円。 

女 40歳代 
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1219 

アイデアはあまり思いうかばないのですが、子育てをしやすい町にしてもら

いたいです。新たに館山に移住しようと考えている夫婦なども、子育て環境

が良ければどんどん増えていくと思います。市内保育園の保育士のレベル

が低い。義務教育の前の大事な時期に、子供達が悩みをかかえていま

す。少数だと思いますが、そういった保育士の方のレベルアップをはかっ

てもらいたい。市役所に苦情も多いのでは・・・。 

男 30歳代 

1220 

他の市町村で行っていないような思いきった事業を行う。保育料の免除や

児童手当の大幅増、高齢者の働く企業への助成等。企業の誘致は現実

的に難しいと思いますので、現役世代は高速を使って他市で働き、子育て

支援と高齢者支援の大幅な拡充を行い、定住者を増やしていくことを目指

していく。 

男 30歳代 

1331 
子育て支援の元気なひろばの休館日を土曜ではなく違う日にしてほしい。

できれば平日に。土日こそ利用したいと考えているので。 
女 30歳代 

 

 高齢者福祉 (13)

番号 内容 性別 年代 

3 
高齢者が多いので、施設時を充実させ、全国から話題になるものをつくる

のはいかがでしょう。福祉だけでなく、全国に誇れるものを。 
女 40歳代 

186 

旧富崎小学校等の活用。 

1）東北の人達の避難場所。やる気はあるが、何も結果としてやらないは良

くない！人が増える。 

2）高齢者施設へ改造。 

3）使用しないと早くこわれる。 

上記等で雇用の増加。 

男 
70歳代

以上 

359 
高齢者が多いし、住み良い地区なので積極的に介護施設を作り、それによ

る福祉の仕事による雇用が増える。 
女 50歳代 

418 弱者に優しいまち作り。 男 30歳代 

442 
高齢率が特に高い。医療・福祉対策は不可欠。館山市の特色を生かし、福

祉のまちづくりにつなげてもよい。 
－ 

70歳代

以上 

458 

一つ一つの政策がとぎれとぎれでつながっていない印象をうける。たてわり

ではなく横の連絡もとりつつ、同じような施策はまとめて複数課で協力して

大々的にすすめて欲しい。特に高齢者の介護予防に関しては、もっと力を

入れるべきではないか。 

女 40歳代 
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472 
多くの人が訪れるように観光を気にしつつも高齢者が住みやすいようにサ

ービスを導入した方が良いと思う。 
女 10歳代 

520 

市の職員は何かと、年寄りが多いからと言い訳をするが、その高齢者達の

知恵を出し合い、高齢者が楽しめるまち作りを進める。小さなバスを巡回さ

せて、足のない人の利便性を。館山のみやげはコレ。の開発。キャンプ場

の設置 (オートも含めて) 。 

男 60歳代 

590 
商店街の活性化の為市の中心にマーケット、送迎バスの運行、老人も買物

できるように。 
女 

70歳代

以上 

647 
高齢者が集まって話し合へる場所がなく、増々孤立しているように思って先

行きが非常に不安になる。老人にもっとあたたかい心を持って下さい。 
－ 

70歳代

以上 

707 

ひとり暮らしの人、高齢者の人達が自由に出入り出来る場所があると良い

なぁ～と思います。その場所までの送迎も必要ですが・・・。私なりの考えで

すが、その為一回の利用料金が多少支払っても、週一回位の利用が出来

ると良いと思います。第二の故郷である館山は大好きです。住んでいる人

も訪れる人も館山の良さが伝わる様によろしくお願い致します。 

－ 60歳代 

794 空いている建物を高齢者のためのレクリエーションの場として使う。 女 60歳代 

842 
介護施設を受け入れ、もっと作れば他県より家族も来るしお金も館山に入

るのでは。日帰り観光に力を入れても館山市にはメリットなしでは。 
男 60歳代 

853 

お年寄りが多いので、20代・30代・40代・50代でもお年寄りと触れ合う機会

を作り、助け合って生活していけるような環境…大変だと思いますがよろし

くお願いいたします。 

女 20歳代 

856 
若い人が居住出来るような所ではないと思うので、いっその事自然環境の

良い所を強調して老人の楽園都市にしたほうが…(災害もないので)。 
女 

70歳代

以上 

894 

市内には在宅介護サービスの業者が多くありますが、利用者個人対介護

サービス施設のみならず、災害などの非常時には市役所との連携サービス

を計りながらもっと地域社会全体としての公的なボランティア支援サービス

の提供も必要ではないかと思うので是非視野に入れてほしい。 

女 40歳代 

897 

比較的安全な土地又は温暖な土地の利をいかし、他県からの介護者(受け

る者）を呼び寄せる。施設、病院、スーパー、職員住宅等 1つの町的なもの

として。 

女 60歳代 

915 

高速、鉄道等もっと利便性を高めベットタウン館山、子供、高齢者が豊かで

安心できるまち。シルバー人材が豊かなのでボランティア活動を環境整備

等に協力して頂けたらもっとより良くなるのではないでしょうか。 

女 50歳代 
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954 

高齢者が毎日病院通いをするのを見かけます。治らないけど気休めだと言

いながら病院を社交の場にしているのです。それより高齢者が体力アップ

できるようなジムを作って自由に利用することが望ましいですね。医療費が

軽減されると思います。 

女 60歳代 

969 

高齢者が安心して暮らせる老人有料ホームを建ててもらい（介護ビジネス

会社）雇用が生まれる。農園がある老人ホーム建ててもらい東京神奈川に

PRする。 

男 
70歳代

以上 

1030 

10年間で世の中は大きく変わる。東京オリンピックも一つの転換点かも知

れない。老人だけの街では活気は期待できないが逆に住み良い街として

全国でも上位の土地を活かし老人を集める施策を展開したらどうか。その

為には医療費が膨らむので国から補助を受ける介護特区でも設けてもらい

需要の拡大を老人から図りケータリング、医療、介護従事者、商店等の雇

用を促進させることも有りかと考える。10年間変わらぬ目標を策定してくだ

さい。 

男 60歳代 

1081 
市が駅周辺に集合住宅や商業、医療施設を用意し、民間に管理させる。

老人が歩いて暮らせる街。子供が歩いて習い事に行ける街にして下さい。 
男 40歳代 

1122 

館山市が県からもらった旧工業団地は、東京都知事と連携して東京都が

今後進めなければならない高齢者対策で、土地は自衛隊にお願いして平

地にし、温暖な地の利活用として、東京都の高齢者を受け入れる、しかし

発生主義を利用し、受け入れた高齢者の費用は東京都が負担する（特区

制）にする、就業者は地元の人を雇用する条件を入れる。 

男 30歳代 

1220 

他の市町村で行っていないような思いきった事業を行う。保育料の免除や

児童手当の大幅増、高齢者の働く企業への助成等。企業の誘致は現実的

に難しいと思いますので、現役世代は高速を使って他市で働き、子育て支

援と高齢者支援の大幅な拡充を行い、定住者を増やしていくことを目指し

ていく。 

男 30歳代 

1245 

今、一番困っているのは、相談する場所もなく、アドバイスしてくれる相談員

をどう見つけたらいいのか分からない事。そういう所を作らなければ、孤独

者は永遠に孤独で終わる。私のまわりには人生をあきらめている人もたくさ

んいる。これでは市は良くならない。私も将来の孤独死、予備群です。 

女 30歳代 

1262 高齢者が安心できるものがもっとあるといい。 女 20歳代 
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1266 

老人の弁当配りよりも老後に生きがいをみいだせる施設を。サービスにお

金をかけるのではなく、日々のくらしに豊かさをみいだせる事を根本的に考

えてほしい。育児サービスではなく、安心して遊べる場所、子供だけの施設

ではなく老人といっしょにすごせる幼稚園→年寄りも生きがいになる。廃校

の学校や空いた教室でデーサービスと学童保育をいっしょにやる。など・・・

新しいやりかたを。図書館ひどいです。子供の感性が育たない→図書館・

公園・老人・母親・赤ちゃんが一体となってもよいのでは。サービスが別々

のシステムで無駄に感じる。学生が孤立している→不良が育つ。 

女 10歳代 

1288 
・郵便番号「294」にちなんで、館山を「ふくしの町」として、福祉を充実させ、

移住者を増やしていく。 
女 60歳代 

 

 医療 (14)

番号 内容 性別 年代 

28 

他の県では早朝クリーニングに出せば夕方仕上がります。病院の受付終了

時間が 16時半とか有り得ません。すべて競争がないから殿様営業になっ

ているのだと思います。都心からのアクセスを良くし、企業。商業施設、医

療をもっと誘致し競争させるべきだと思います。 

女 40歳代 

145 医療に関しても鴨川市に負けている（亀田ＨＰ等大きなＨＰがない）。 男 40歳代 

343 働く場所を。小児科をもっとつくって。夜の治安をなんとかして。 男 10歳代 

828 医療の充実、子育てのしやすさを推進する。 女 20歳代 

829 亀田病院の代わりになるような医療機関の整備。 － － 

961 

鴨川には亀田総合病院があって何かあった時はまずここを受診しました

が、館山には小さな病院がいくつもありどこに行ったらいいのかわからな

い。 

女 30歳代 

1065 医療機関の充実（研修医だけなら意味がない）。 男 40歳代 

1150 大きな総合病院を作る。 男 50歳代 
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1195 医療、福祉の充実。 男 30歳代 

 

 災害対策 (15)

番号 内容 性別 年代 

403 防災案内看板の整備と充実化。 男 
70歳代

以上 

478 

館山には高い建物がなく津波等の災害が心配です。立派な桟橋を有効利

用するために不用になった大型の貨物船等を停泊させ避難場所にしては

どうでしょう。 

女 60歳代 

745 
地震・津波他、災害に強い地域作りを先ず考えて下さい。市民を守ってこ

そ良いまち作りです。 
女 60歳代 

1004 

防災放送のマイクの音量が低い事と話し方が不明瞭なので改善してほし

い。X-JAPANのサインがある練習場の保存にも市が援助すると若者の賛

同も得られる。 

男 60歳代 

1329 

地震対策(津波対策)。平たんな場所は生活するには良いけど、津波が来

たら逃げる場所がない。学校の屋上。ムリだと思う。年寄りは階段をのぼれ

ない。階段はせまい。絶対動けなくなる。高い建物の避難出来るところを作

って欲しい。 

－ 30歳代 

 

 防犯対策 (16)

番号 内容 性別 年代 

261 

余り期待出来ないし特に"ヤクザ"とのからみのあるものも多いと聞いてお

り、市のクリーンが問われる今、市の皆さんの改革が良い町になるのでは、

と思います。 

女 60歳代 

273 
PTAの方だけでなくボランティアの方々がもっと防犯パトロールをした方が

良いと思います。 
女 10歳代 

343 夜の治安をなんとかして。 男 10歳代 

349 
小学生以下老人の方など目をかけて話を聞ける場所があると事件性のある

ことから避けられると思います。 
女 50歳代 

543 西岬とか他の区域など外灯が少ないので立ててほしいです。 女 60歳代 
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691 

海岸通りの街路灯の消灯時間が早すぎ（9：30）ます。なんであんなに早く

消すんですか。まだ観光客がぶらぶらしている時間ですよ。節電と言うなら

街路灯全てをソーラーに替えるべきです。 

女 60歳代 

786 職員・事務職等が自分の町を見回りを「たまに」して確認する。 女 60歳代 

952 悲しみの少ない町に（事故、事件、病気など）。 女 
70歳代

以上 

1013 

古い人はよそから来た人、若い人の意見を真摯に受け止める事から始めな

いとね。あまりに稚拙で世間知らず（井の中の蛙）で常識のない方が多すぎ

ます。犬の散歩の際にフンを回収しない人が多い。ショッピングセンター等

障害者駐車スペースがいつも健常者の車で満車。くわえタバコで電話して

軽自動車を運転する女の人（隣には子供）。夜遅くまで笛太鼓を練習する

区の人々。ほんの一例ですが…私達の感覚からすると異常な事です。 

男 40歳代 

1088 
市民の運転マナーが非常に悪く、危険なのでもっとしっかりと取り締まって

欲しい。 
女 60歳代 

1168 外灯を増す。 女 
70歳代

以上 

1303 安心・安全な館山。 女 30歳代 

1340 
歩道の整備。街灯の点灯(9時半に全部消すのは防犯上キケン。)せめて、

朝５時くらい、明るくなるまではついていないと街灯の意味がないです。 
女 60歳代 

 

 財政（税・行財政改革） (17)

番号 内容 性別 年代 

52 

保育園、幼稚園、学校、介護施設、公民館、図書館などを統合した施設を

作り、様々な年代の人達が交流し、お互いが助け合うことができたら良いと

思います。新しい箱物を造るのではなく、既存の建物を改修するなどして

利用するのが理想です。 

女 40歳代 

60 
市有地の有効活用＝介護団地等受け入れ。都市部より入居者をつのり、

費用負担を求める。 
男 60歳代 

73 ふるさと納税を導入するなど。 男 60歳代 
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84 
税金を出来るだけあげないで、細く長く市の経済をやり、市民への負担を

少しでも軽くして欲しい。 
男 60歳代 

93 無駄なイベント等。 男 60歳代 

95 ふるさと納税の記念品（お礼の品）の充実。 女 20歳代 

123 ふるさと納税の導入。 女 20歳代 

157 雇用、税金対策。 男 50歳代 

179 
不必要な場所、建物は作らないで頂きたい。パッとしたアイデアを採用する

のは、失敗する可能性が高いので、よく話あって作ってほしい。 
女 10歳代 

210 
夏、海水浴客の車が路肩に停まっていて交通が不便なので安房博物館を

つぶして、海水浴客の駐車場を作ってはどうでしょうか。 
女 20歳代 

257 海をきれいに。行政のサービス※金(税金)をしっかりと市政にいかす。 女 60歳代 

266 ・企業誘致で市の税収向上と職場づくり→市民税の低減化。 － 60歳代 

376 節約。 男 50歳代 

458 

一つ一つの政策がとぎれとぎれでつながっていない印象をうける。たてわり

ではなく横の連絡もとりつつ、同じような施策はまとめて複数課で協力して

大々的にすすめて欲しい。特に高齢者の介護予防に関しては、もっと力を

入れるべきではないか。 

女 40歳代 

510 
どんな良い町でも収入がなければ困る。お金の入る方法を考えてみること

が一番です。 
女 

70歳代

以上 

569 市民と行政のレスポンスの改善、Q&Aの整備(事例集)。 男 40歳代 

607 

ふるさと納税をもっと魅力的なものにする。特産品はもちろん、市内で使え

る宿泊券、釣りやダイビングなど海を売りにした体験プログラムの提供、ツア

ーの実施を新たなお礼の品として観光客になってもらう。納税された資金を

元に移住の助成金に使用したり納税のお礼品を用意する。職場を作る。 

女 30歳代 
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608 

ダッペエとかバイパス館富斎場そばの意味不明なオブジェに私たちの血税

を使わないで下さい。何の意図があったのですか。誰一人、本当の必要か

疑問に思わなかったのですか。そんな無駄はせず、バイパスの草花の整備

をした方が良かったと思いますよ。 

女 20歳代 

609 

市の経費を節約することも大事ですが、市として収入をもっと増やす事を考

えることが大事だと思います。企業誘致、大学誘致（高校を卒業した人が皆

他の都市の大学に行ってそのままそこに住むことが多いのでは）、房総半

島の突端という地の利を生かした面白い企画があれば観光もにぎわうので

はないかと思います。 

女 60歳代 

665 

個人的意見ですが一件提案します。ふるさと納税に関して館山市はどの様

なお考えでしょうか。テレビの番組でも時折とりあげられていますが、ふるさ

と納税のお礼の品物が各地自体により異なり、お得感のある自治体には納

税が多いそうです。私は納税額よりも、ランキングが出てそれがお礼の品物

のランキングであることに着目しています。ランキング上位はお礼のランキ

ングであり、その自治体で産する物品のランキングです。今品物がないなら

作る、あるのならよりよくして、ランキング上位を取り、館山と館山の産物の

宣伝普及に役立つと考えますがどうでしょうか。努力は大変ですが、宣伝

費はかからないと思います。 

男 50歳代 

790 税金を少なくすること。 女 60歳代 

992 市政の細分化が必要です。 男 40歳代 

1314 
Ｍａｙｅｒは直接選挙で選ばれているので innovation と言う言葉を忘れずに

いてほしい。前例と同じなどと言う事はいわないで下さい。 
男 

70歳代

以上 

1084 助成金を減らす。タカリ防止。 男 40歳代 

1149 
税金も他よりも高いので、ふたんの少ないように出来ると良い。ふるさと納税

の充実。 
女 40歳代 

1288 

・ふるさと納税を充実させ、納税者を増やし、税の収入増を目指す。→館山

出身のＸ－ＪＡＰＡＮのヨシキ様・トシ様に納税者になって頂くよう働きかけ

る。年に一度、館山でイベントを行っていただくよう働きかける。ふるさと大

使になっていただく。 

・郵便番号「294」にちなんで、館山を「ふくしの町」として、福祉を充実させ、

移住者を増やしていく。 

女 60歳代 
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1030 

10年間で世の中は大きく変わる。東京オリンピックも一つの転換点かも知

れない。老人だけの街では活気は期待できないが逆に住み良い街として

全国でも上位の土地を活かし老人を集める施策を展開したらどうか。その

為には医療費が膨らむので国から補助を受ける介護特区でも設けてもらい

需要の拡大を老人から図りケータリング、医療、介護従事者、商店等の雇

用を促進させることも有りかと考える。10年間変わらぬ目標を策定してくだ

さい。 

男 60歳代 

1130 
税収を確保する為、人口を増やす目的で、移住者に特典を付けて移って

きてもらう（出産費用負担する等）。 
女 40歳代 

1173 
観光客等による流入人口を増やし、尚かつ滞留時間をのばし、館山の良を

感じて頂き、消費を促し、市外の外貨獲得に務める。 
男 60歳代 

1245 

遠方から人が流れてくれば、地元にお金は落ちるのだから、人を呼べるイ

ベントを行うべき（例えば、君津市のようなお花見ウォーク、私は毎年参加し

ている）。美術館・博物館など変わり映えしないのも問題。 

女 30歳代 

1346 若い人の仕事をふやす。税金が高い。 女 60歳代 

1014 ふるさと納税を具体化してみるなど。 女 
70歳代

以上 

1122 

館山市が県からもらった旧工業団地は、東京都知事と連携して東京都が

今後進めなければならない高齢者対策で、土地は自衛隊にお願いして平

地にし、温暖な地の利活用として、東京都の高齢者を受け入れる、しかし

発生主義を利用し、受け入れた高齢者の費用は東京都が負担する（特区

制）にする、就業者は地元の人を雇用する条件を入れる。 

男 30歳代 

 

 職員（応対・意識） (18)

番号 内容 性別 年代 

81 

それを考えるのは、市長・市議会・職員。例えば東日本大震災で復興計画

を子どもにたてさせるとか無責任でふざけた自治体があるけどそういうのっ

てどうなのかなと思う。メディアが批判しないのも不思議。 

男 10歳代 

275 
苦情を買い取る商売があるそうです。直接自分の会社の事ではなくてもそ

れを参考に改善しているそうです。行政もそうあるべきではと思います。 
女 50歳代 
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280 市職員の一人一人の教育を充実するべき。 男 60歳代 

470 
市ではよりよい街づくりを目指して取り組んでいるようだが一人ひとりが意識

を高めていかないと役立たないと思う。高齢になってからでは遅い感あり。 
女 

70歳代

以上 

779 

・駅に「ちょこっと相談」とか小さな相談スペースを設けて、福祉・医療・税の

こと・子育てｅｔｃ・・・週替わりとか月替わりでいろいろな事柄について出前

相談ができるなんていうのも良いと思います。もっと住民の声をあちこちで

拾える仕組みが必要。 

・市役所内に福祉の総合相談窓口を設ける。先進地はワンストップで相談

を受け、住民にわかりやすい新たな行政像をつくっています。役所内に福

祉専門職の配置をして、たて割でなく横のつながりを強化したトータルコー

ディネートを市として目指していってはどうでしょう。 

女 30歳代 

895 
働かない職員(又は同じ質問を何度も問う職員）の配置換え、細かい行政

サービス。 
－ 60歳代 

1046 民間から経験した人材を取り入れアイデアを生産する部署を作る。 女 60歳代 

1151 
人材育成。アイデアは今、特に思いうかばないが、いろいろなことを実現す

るために実行力のある有望な人材が必要と考えます。 
男 60歳代 

1223 市の現場工事の人たち。見に来ても素通りをしてだめです。 女 60歳代 

1258 

たとえば観光課。上の人が保守的と聞いたことがあります。それでは何も変

わらないと思うのですが。つまんない大人が担当する部署ではないと思い

ます。観光課に限らず、税金で生きてること忘れんなって感じです。以前市

役所に行った時、場所がわからず課の場所の地図のようなものを見ていた

のに、誰も声をかけることもなく、不親切に思えました。住民票をもらいに行

った時、仕事もあったので、時間外に無理を言って出していただいたコトが

あります。とても助かりましたが、何曜日かは窓口が遅くまでやっているとそ

の後役所の友人から聞きました。Ｔｅｌで問い合わせた時点で教えていただ

ければ、その日に行ったのになと。全員がそうだとは思いませんが、気が利

かない人が多いです。意識が低いのでは。 

女 20歳代 
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1279 

自分達の足で歩いて、市民の声を吸い取り、反映させる課（松戸の「すぐや

る課」的な）。総合的にできる範囲で課内で行う。他の課に任すとまた丸投

げになってしまいます。難しい事はわかっていますが、言った事が目に見

える形で反映しないと市民には伝わらない。自分達の足で、市民と対話し

なければ困っている事がわからない。書類に印を押しているだけでは、い

つまでも閉塞的で封建的な市役所からは抜け出せない。 

女 30歳代 

1334 

先ほど分館市民課を作る事を提案しましたが、無理でしたね。今年、都会

ではセブンイレブンで印鑑証明、住民票など基本台帳番号を押すと簡単

に入手できるのをテレビでみましたが、他の市や県で良いとされている事を

学んで取り入れることも少子高齢の中では一番必要なことではないかと思

います。 

－ 50歳代 

 

 議員 (19)

番号 内容 性別 年代 

191 議員のアイデアは。 男 60歳代 

1012 議員の人がもっと市民の為もっと汗を。市長も市民の中に入ってほしい。 － 
70歳代

以上 

 

 ボランティア (20)

番号 内容 性別 年代 

148 
西高校の校長先生は、通学路にゴミ箱を設置していました。良いアイデア

ではありませんか。あとは、私がいうまでもないかも。 
男 40歳代 

155 
中央分離帯の除草作業などを思うには、ボランティア精神を育てる様な気

運を高める事が必要と思います。 
女 50歳代 

273 
PTAの方だけでなくボランティアの方々がもっと防犯パトロールをした方が

良いと思います。 
女 10歳代 

355 
地域のバス通りや道路の美化などに力を入れて美しく保って皆さんがすが

すがしく出来るよう。 
女 50歳代 
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395 

「住みたいまち・住んでよかった館山」海と山、豊かな自然に恵まれた館山

ですが海辺が汚すぎると思います。海の向こうの夕日、富士山なんともいえ

ません。しかし、浜辺はゴミだらけ、ゆっくり腰も下ろせません。生活のゴミ、

漁具、竹や木材の破片等々いろいろな物が漂着しています。海岸の汚れ

を除去するためには河川上流市町村への理解を求める、河川護岸の整

備、市民への周知徹底等が重要と思いますが、私ども市民ができる事は汚

れた海岸の清掃ならできると思います。海岸近くの住民だけでなく広く清掃

のボランティアを募集しリーダーを育成して清掃の指導を実施していけばよ

いと思っています。自然をみんなで大切に守っていきたいものです。 

女 
70歳代

以上 

915 

高速、鉄道等もっと利便性を高めベットタウン館山、子供、高齢者が豊かで

安心できるまち。シルバー人材が豊かなのでボランティア活動を環境整備

等に協力して頂けたらもっとより良くなるのではないでしょうか。 

女 50歳代 

991 

植え付けの時は大勢のボランティアの方達が集まって植えているのです

が、その後の世話は人数を分けては。そのままではきれいに花が咲くわけ

ありません。 

女 50歳代 

1092 
館山の海をきれいにする活動等、もっと市でバックアップして広めていけた

らいいと思います。 
女 40歳代 

1165 
自然がきれいなのに、草とかはえていて、手入れがなくもったいない。市民

全体で掃除してきれいな市にしてほしい。 
女 40歳代 

1227 

アメリカでは高額所得者もスポーツシャツを着てボランティア活動をしてい

ます。ボランティアが特別な事ではなくて、あたりまえな事。お金はいっぱい

無いけど豊かなすこやかな心を持った住人ばかりの市になる為に子供の幼

少期にそんな授業を取り入れて欲しいです。 

女 60歳代 

 

 地域コミュニティ (21)

番号 内容 性別 年代 

299 

子供、成人、老人皆が外出し気軽に会話が出来る場所を提供し、交通・家

からいつでも出かけられる状況にする。人間が元気になれば市も元気にな

り活動できる 

女 
70歳代

以上 

349 
小学生以下老人の方など目をかけて話を聞ける場所があると事件性のある

ことから避けられると思います。 
女 50歳代 

531 助け合うまちになるとよいと思います。 女 60歳代 
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890 

お互いに挨拶をすればコミュニケーションがとれるのはわかっていても、き

っかけがつかめない。勇気がいるか。月一回挨拶の日を決め隣同士、近所

同士がコミュニケーションをとれるきっかけを作る。それが習慣化すれば挨

拶の輪が広がり見知らぬ人にでも声をかける事が出来るのではないか(観

光客の方などに）。 

女 60歳代 

959 子供とお年寄りが楽しく交流できる事があったらよい。 女 30歳代 

970 

老人と若い人がもっと触れ合って話をしたりお互いコミュニケーションを取り

合うことで館山市は明るく皆が仲良くて優しい所になれそう。私は 20歳だけ

どお年寄りが好きで平均 60歳のおばあちゃん世代の会社に入社しました。

話す内容全然違うけど若い子と話してるだけで元気が出ると言われるとうれ

しいですよね。税金を安く。 

女 20歳代 

1006 市長と市民の定期的な懇談会を行う。 － 
70歳代

以上 

1013 

古い人はよそから来た人、若い人の意見を真摯に受け止める事から始めな

いとね。あまりに稚拙で世間知らず（井の中の蛙）で常識のない方が多すぎ

ます。犬の散歩の際にフンを回収しない人が多い。ショッピングセンター等

障害者駐車スペースがいつも健常者の車で満車。くわえタバコで電話して

軽自動車を運転する女の人（隣には子供）。夜遅くまで笛太鼓を練習する

区の人々。ほんの一例ですが…私達の感覚からすると異常な事です。 

男 40歳代 

1016 
市民の立場、他者の利益、住民本位でコミュニティ活動を活発にして頂き

たい。 
－ 

70歳代

以上 

1155 

市民にも館山の事を知ってもらう。パンフレットなどを見てくる観光客の方が

知識があると思う。もっと市民が 館山と言えば「 」と全員が口をそろえて言

える様になれば、すごくいいまちになると思う。 

女 20歳代 

1254 
市民が気軽に誰でも参加できるイベントが季節ごとにあると交流も増え、良

いと思う。 
女 20歳代 

1249 
自然（沖ノ島、城山、赤山防空壕）鏡ケ浦等を充実。個々のコミュニティを

充実させる。 
男 

70歳代

以上 

 

 人口減少対策 (22)

番号 内容 性別 年代 

40 人口を増やす。交通（特に電車）をもっと便利に。育児環境を充実させる。 女 10歳代 
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61 
全国的に人口の減少するなか、館山も例外でないから、これをくいとめるに

はどうすべきかが、最優先課題とおもう。 
－ 30歳代 

119 

若者の増加は、市内出身者の定住よりも、外部からの流入を目指した方

が、成熟した町づくりにつながると思う（さまざまな知識・経験をもった人が

集まる）。そのためには、大学を誘致している鴨川や、若者向けのカフェな

どが次々に出店している千倉などを参考にすべき。成熟した大人が楽しめ

る町づくりのためには、図書館・博物館の拡充も重要。都市部では子供・老

人ではなく、大人向けの講座を作ったり、夜間に有料で図書館を開館する

例もあります。 

女 30歳代 

165 

若者達の出会いが少なくなった感があります。景気が悪くて、昨今の若者

は飲み屋にも出入りがあまりないし、我々の若かった頃は喫茶店がたくさん

あり、コンパとか出合いの場がありましたが、市内を見渡してみても、どこで

皆さん出会っているのだろうと思います。合コンする場、出合いの場、市レ

ベルで考えてもらいたい。公園が少ないよね。歩道を見ても並木が全然少

ないし、よそと比較しても市内は雑然としてて、若者が定住する街には、物

足りないのかな。 

男 60歳代 

253 
何か有名なものを作り職場があれば人口も増え納税する人も増えるだろうと

思う。 
男 

70歳代

以上 

295 休耕田を有効に活用する施策を推進する。 女 
70歳代

以上 

333 

農業後継者がいなく空地になった土地を市が把握する。農業をやることを

条件に他市町県から人を誘致し農業を活性化していく(高齢者が農業指導

等貸す人借りる人お互いに）。 

女 50歳代 

367 店が増え人口が増えればなんとか良くなるのではないでしょうか。 女 
70歳代

以上 

401 
市民の意見、各県から入居された移住者の各地方の情報から町興しのヒン

トにすべきである。 
男 50歳代 

450 田舎くらし的な事に力を入れてみたら。 女 60歳代 

559 

人口が少なくなる事は決して悪い事でもないし、困ったことばかりが多くは

ないと思う。統計ばかりとか先の事ばかり考えるのではなくて 1つ 1つ現実

を見て行動すべきだろう。人口が増えて上ばかりを見て生きてきた私達にと

ってこれからは考えられないところもあるが、江戸時代とか 1900年頃の世界

の人々の本を読むと楽しいのはなぜだろうか。 

男 
70歳代

以上 
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680 
空家が多いので考えて安く貸したり、すこしでも明るく市を変えて行けたら

良いと思います。 
女 

70歳代

以上 

724 婚活課の増設（子供なくして街作りは出来ない）。 男 60歳代 

735 

・移住を考えている人の住む家の提供、空家になっているであろう戸建の

情報などの充実。リタイヤ組の移住も大事だが、若い世代の移住者をター

ゲットにする。その為には、仕事がないとダメだけど。 

・農業にも力を入れ後継者を育てる。 

女 30歳代 

843 
空家を移住に使ってもらっては (草ぼうぼうでは町のイメージが悪い、火

災、近所への迷惑）。 
女 60歳代 

923 

・使用していない市有地の活用→借地として貸し出しする(別荘等に貸し出

す)。 

・農家にこだわらず希望者へ休田畑の貸し出し（プチ農業）。 

男 50歳代 

925 
地方に館山の PR 館、観光物産館山湾、天災が少ない、住み良い所です

と。自然の美しさを前面に人を集める（定年の人達）家族も来る、住宅も。 
男 

70歳代

以上 

1000 
・定期的に婚活（年 1回など）イベント化してほしい。人口増えます。 

・空家改造して都会人を呼び込む。 
女 60歳代 

1019 

若い世帯を定住させるためにはある程度の商業施設が必要だと思う。自然

だけでは遊びにくるだけじゃないでしょうか。子供の医療費、予防接種無料

は絶対必要。保育園も土曜日は 1日預けられると良いと思います。 

女 30歳代 

1045 

雇用の確保をはかり、市内に定住する。空き家対策をはかり移住の促進。

人口の減少を防ぎ人口の増加をはかり若者や高齢者が住みやすい活気あ

る町にする。 

男 60歳代 

1071 

市外から転入してくる人に手厚いサービスをするだけではなく、空家になっ

ていて利用しないままの家を市内に住んでいる人にもやすく提供してもらえ

れば（賃貸、売買など）転出する人が減るような気がします。 

女 40歳代 

1190 
子どもを増やす。子どもが暮らしやすい街ってどんなの。そこから始めてく

ださい。 
女 40歳代 

1128 

特に農村部だと思うが宅地、農地が荒れ放だいの所が沢山ある。宅地を購

入しそのまま管理せず（購入者は東京、横浜で仕事）、20年そのままになっ

ている。市が購入し、太陽光発電エネルギー対策としてはどうか。 

－ 
70歳代

以上 

1339 
住んでる人たちが閉鎖的である。もっと移住者や若者を受けいれないと町

は高齢者だけになってしまう。 
女 40歳代 
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 若者の定住 (23)

番号 内容 性別 年代 

119 

若者の増加は、市内出身者の定住よりも、外部からの流入を目指した方

が、成熟した町づくりにつながると思う（さまざまな知識・経験をもった人が

集まる）。そのためには、大学を誘致している鴨川や、若者向けのカフェな

どが次々に出店している千倉などを参考にすべき。成熟した大人が楽しめ

る町づくりのためには、図書館・博物館の拡充も重要。都市部では子供・老

人ではなく、大人向けの講座を作ったり、夜間に有料で図書館を開館する

例もあります。 

女 30歳代 

333 

農業後継者がいなく空地になった土地を市が把握する。農業をやることを

条件に他市町県から人を誘致し農業を活性化していく(高齢者が農業指導

等貸す人借りる人お互いに）。 

女 50歳代 

362 
自然を大事に、市内の交通も充実、若い人の増加(職場誘致）、元気のある

町にしたい。 
－ 

70歳代

以上 

398 

・千葉や東京へのアクセスを良くする→高速ジェット船(30～40分くらい。安

房博隣→ちばみなとや竹芝まで）。 

・自然環境の素晴らしいベットタウンとする→企業誘致、産業の活性化につ

ながる。 

女 50歳代 

849 

なかなか難しい問題ですが、私の参考意見としては、①市の繁栄は望むと

ころですが、まず親子向世代が同居できる環境づくり②大学校等の誘致に

必要な条件を整え、若者が活動できる魅力のある町づくり。 

男 
70歳代

以上 

878 
大企業の進出を望みます。若者が働く場があれば館山も若者の町として大

発展するでしょうね。 
女 

70歳代

以上 

888 若い人の働く場を作り人口を増やす事が第一と思う。 女 60歳代 

988 
映画館、ゲームセンターなど若者が楽しむ所が全くないので若者がどんど

んいなくなってしまう。年寄りしかいなくなる館山になると思う。 
男 30歳代 

1045 

雇用の確保をはかり、市内に定住する。空き家対策をはかり移住の促進。

人口の減少を防ぎ人口の増加をはかり若者や高齢者が住みやすい活気あ

る町にする。 

男 60歳代 
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1071 

市外から転入してくる人に手厚いサービスをするだけではなく、空家になっ

ていて利用しないままの家を市内に住んでいる人にもやすく提供してもらえ

れば（賃貸、売買など）転出する人が減るような気がします。 

女 40歳代 

1213 

・子育て支援に力をいれて。若い人達（夫婦＆子）の移住（安い賃貸物件

を提供、中学までとか）。子供の医療費の免除（小学生まで）など制度があ

ればいいなと思います。10年いや 20年先もっと人口が少なくなっていると

思います。そのお金は人件費の削減、有料駐車場など考えられること。 

・出産祝い金制度があるといいです。あってほしい。鴨川市は 3人目に 20

万円。 

女 40歳代 

1215 
・高齢化、過疎化が進む今、若者が安心して住め、定住できる為に、企業

の誘致、観光のＰＲ、夏の海の活性化が必要と思う。 
男 60歳代 

1229 若者が働ける場所をつくる。 女 60歳代 

1234 

カフェ風のステキなお家をたてて、割安で提供すると、田舎暮らしがしたい

若者達が来るのでは・・。又、海があり、サーフィンをしにくる人も多いので、

サーフィンする人が泊まりやすい（外シャワー・外トイレ・海の家目の前）。サ

ーフショップが入ったホテルなどの宿泊施設があるといい。 

女 30歳代 

1274 

・移住し、自営業、農業等している方からの意見を聞く。 

・色々な作家の方がいるので、活かしたイベント行い、館山アピール。 

・館山の目玉となる物を作り、観光客が増えるよう、いろいろな世代からの

意見を聞く。 

女 40歳代 

1336 

館山に移り住んで事業(商売)をしている方々が多数います。このような方々

から意見を伺うことで、意外な意見やアイディア、ヒントが得られると思いま

す。 

男 50歳代 

1338 

長男・長女はぜったい家に残ってもらう。高校卒で館山に残る。大学は千

葉市内、東京になり館山には残らない。問題は働く場所だと思います。農

業、水産、商業、工業、自営どれみても館山は働くところはない。 

男 60歳代 

1346 若い人の仕事をふやす。 女 60歳代 
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 商業・娯楽施設 (24)

番号 内容 性別 年代 

1 
「誰でも住みやすい町づくり」のために、身近なことから、良くなってほしい

です。映画館があったら、とても嬉しいです。 
女 10歳代 

10 

駅周辺に、市の機能を集中することで、にぎわいの中心を再構築する。こ

れにあわせ、医療・福祉・商業施設等も集約し、駅に出てくれば、何でもで

きるようコンパクト化する、など。 

男 40歳代 

13 ファストフード店・コンビニが少ない。もっと便利な町になって欲しいです。 女 50歳代 

28 

他の県では早朝クリーニングに出せば夕方仕上がります。病院の受付終了

時間が 16時半とか有り得ません。すべて競争がないから殿様営業になっ

ているのだと思います。都心からのアクセスを良くし、企業。商業施設、医

療をもっと誘致し競争させるべきだと思います。 

女 40歳代 

56 アウトレットと館山湾を利用した娯楽施設。 － 50歳代 

114 
衣料品などを買う場所が少なく不便なので、アウトレットなど大きい衣料品

店があるとよいと思う。 
女 40歳代 

124 
館山は海がきれいなのだから、それとともに娯楽施設をもっと作った方がい

いと思う。パチンコ屋と葬儀屋ばかりでイヤですね。 
女 40歳代 

144 

若者（学生も含）の娯楽施設が少なすぎる。館山には何もないとよく言われ

る。海とパチンコとスナックだけでなく、いろいろな娯楽施設の増設を熱望し

ます。 

女 40歳代 

150 市営の健康ランドを作る。スパ・ジム・宿泊＆デイ、一体化したもの。 女 50歳代 

182 良い喫茶店がほしい。 男 60歳代 

202 
海岸通りにおしゃれなお店をいっぱい作り、館山に遊びに行こうと思える街

並みにする。映画館も一つくらいあってもいい。 
男 

70歳代

以上 

215 
何でも中途半端は物を作らず子供から大人まで遊べるアスレチックなどどう

でしょう。海や花火だけではお客さんはきません。 
女 50歳代 

218 
・ショッピングモールが未だに 1店舗しかないのは酷い。上記に通じるが小

売業に働きかけを（「アリオ館山」とか）。 
女 50歳代 
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325 商業施設の充実。 女 60歳代 

342 県大会が行われるレベルのスポーツ競技場、サッカー場、遊園地など。 男 60歳代 

487 
観光客だけでなく地元の人にも気軽に行ける様な施設があったら良い、ス

ーパー銭湯、ウォータースライダーがあるようなプール等。 
女 30歳代 

520 

市の職員は何かと、年寄りが多いからと言い訳をするが、その高齢者達の

知恵を出し合い、高齢者が楽しめるまち作りを進める。小さなバスを巡回さ

せて、足のない人の利便性を。館山のみやげはコレ。の開発。キャンプ場

の設置 (オートも含めて) 。 

男 60歳代 

572 

・一週間に一日鴨川からの豆腐屋さん車で決まって廻ってくれるのでとても

助かっています。 

・野菜、魚屋さんも何処か来てくれると助かるのですが。車販売。 

女 
70歳代

以上 

699 
小さな子供達が安全に遊べる公園、大人も一緒に楽しめる娯楽施設を少し

でも増やしてほしいです。 
女 60歳代 

710 

・農林水産を主に、その中でも何か一つ特化したものを作り、館山名物とす

る。 

・個人商店でガンバってる方が多いので、市民が利用しやすい情報作り

を、商工会等とで活性化をはかる。 

男 60歳代 

711 空き地に大アミューズメントを製作してほしい。 － 50歳代 

736 
館山の小さな商店を集めて、館山道沿いに大きなショッピングセンターを作

ったらどうか。 
女 60歳代 

788 
自然保護も必要だけど、若い人に魅力的な大型商業施設もあったらと思い

ます。 
女 

70歳代

以上 

807 
新しい洋服屋や暇を潰せるような場所を作り市民の活気を良くする(若者に

対して）。 
男 10歳代 

932 
誰でもが楽しく利用できる娯楽施設の設備及び誘致によって館山市の活

性化や人口減少の歯止めと財源確保の一助にもなるかと思います。 
男 

70歳代

以上 

988 
映画館、ゲームセンターなど若者が楽しむ所が全くないので若者がどんど

んいなくなってしまう。年寄りしかいなくなる館山になると思う。 
男 30歳代 
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1017 ショッピングモール（アウトレット）・映画館・遊園地・体験場所の増加。 女 50歳代 

1019 

若い世帯を定住させるためにはある程度の商業施設が必要だと思う。自然

だけでは遊びにくるだけじゃないでしょうか。子供の医療費、予防接種無料

は絶対必要。保育園も土曜日は 1日預けられると良いと思います。 

女 30歳代 

1047 安く遊べてゆっくりできる所を作る。 女 60歳代 

1048 映画館、バッティングセンター。 女 10歳代 

1141 ショッピング施設をもっと取り入れてほしい。 女 50歳代 

1273 娯楽施設を作る。 女 30歳代 

1278 
観光資源となる物が活用が少ないので、アミューズメントパーク等の雨天時

も利用できる施設があれば良い。 
女 30歳代 

1308 

この辺りでは、服を買う所がないからイオンに若者が喜ぶブランドなどを入

れる。映画館を作る。ＪＲの電車・バスの本数をふやす。採集をのばす。駅

前をもっとにぎやかにする（ファーストフード店を入れるとか）。 

女 10歳代 

1327 
・館山市にバッティングセンターを建ててほしい。 

・館山市に映画館を建ててほしい。 
男 10歳代 

1329 海やみどりに囲まれた場所でのバーベキュー施設。もちろん有料。 － 30歳代 

 

 駅周辺・商店街 (25)

番号 内容 性別 年代 

10 

駅周辺に、市の機能を集中することで、にぎわいの中心を再構築する。こ

れにあわせ、医療・福祉・商業施設等も集約し、駅に出てくれば、何でもで

きるようコンパクト化する、など。 

男 40歳代 

107 
駅前を駐車場だけにしないで、高校生も乗り降りしている所、総合的な店が

ほしいと思う。個々の商店でなく、団結して賑やかにしてほしいと思う。 
女 

70歳代

以上 
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121 
閉店舗（駅近郊）を多く目に入ります。観光地としてもっと美しく、活気良い

方法に改善活用の道はないのでしょうか。 
男 

70歳代

以上 

162 
商店街のうるおい。駐車場が多くなってきているので、店舗が欲しいと思い

ます。 
女 60歳代 

205 
駅前の整備：昔のままなので無料駐車場を作りアーケードの様にできたら。

私の生存中は無理ですが。 
女 

70歳代

以上 

237 

町中に駐車場がない(例：アムススギヤマ等）。個人店を利用しようと思って

もつい駐車スペースが狭いゆえイオン等を利用してしまう(個人商店ますま

す少なくなる理由）。(町中の)私有地での駐車場には難しいのかもしれない

がぜひ検討してください。 

女 60歳代 

406 
商店街の皆さんの献身的な協力体制（シャッター通りが悲しい）。互いの協

力をもっと意識・強化できないか。 
男 60歳代 

487 
・駅前を活性化して観光客がバスを待つ時間等利用できるようにしたら良

いと思います。 
女 30歳代 

545 市の中心(元銀座通りといった所）の活性化。 女 
70歳代

以上 

576 駅前の商店街や食べ物や関係の店をもっと増やしてほしいです。 女 60歳代 

635 

館山の商店街が昔のような活気がなく残念です。専門のお店があったりし

てショッピングができるようなアーケード付のお店があると楽しい気がしま

す。 

女 
70歳代

以上 

655 
館山駅東口の階段の脇はもっと有効に利用したら良いと思う。あのスペー

スは色々に使えると思う。 
女 

70歳代

以上 

820 駅前商店街の整備(道狭く駐車場がないから行かない）。 男 30歳代 

834 
駐車場を整備したり事業者を誘致するなどして、駅前商店街の活性化をし

てほしいと思います。子供～高齢者まで楽しめる商店街にしたいです。 
男 40歳代 

855 
商店街のシャッター通り化、それだけで街が暗くなっている。例えば市で助

成しシャッターを普通の扉に、見栄えをよくする。サッパリした町並に。 
女 

70歳代

以上 

896 
シャッター通りをもっと改善し活用する。淋しいというより悲しさ哀れさを感じ

る。市民の減少に増々加速されそう。 
－ 60歳代 
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917 
商店街がとてもさみしい町です。(駅は素晴らしいですが）昔のようなにぎや

かな町になるのは無理でしょうね。 
女 

70歳代

以上 

930 

館山駅周辺があまりにも閑散としていて活気がなく残念です。田舎（古い

町）を活かした商店街など独自の町おこしなどやるといいのでは、と思いま

す。 

女 40歳代 

933 東口方面銀座通り商店街、昭和の街並みの復活。 － 60歳代 

945 駅周辺をもっとにぎやかに楽しく、商店を明るく人の集まるようにする。 － 60歳代 

987 

館山駅の近くに小さくて良いですから（昔の坂本の地下のような感じ）食品

の買えるお店。野菜（食品）三越先にあるお店が安くて良く売れています。

私も三越に行ったとき良く利用します。お友達と会ったらいいねと言ってい

ます。 

女 60歳代 

1030 

10年間で世の中は大きく変わる。東京オリンピックも一つの転換点かも知

れない。老人だけの街では活気は期待できないが逆に住み良い街として

全国でも上位の土地を活かし老人を集める施策を展開したらどうか。その

為には医療費が膨らむので国から補助を受ける介護特区でも設けてもらい

需要の拡大を老人から図りケータリング、医療、介護従事者、商店等の雇

用を促進させることも有りかと考える。10年間変わらぬ目標を策定してくだ

さい。 

男 60歳代 

1081 
市が駅周辺に集合住宅や商業、医療施設を用意し、民間に管理させる。

老人が歩いて暮らせる街。子供が歩いて習い事に行ける街にして下さい。 
男 40歳代 

1094 
・駅の周辺の街づくり。 

・メイン道路のシャッターが降りている商店の活用。 
女 60歳代 

1104 商店街の活性化、観光地の PR。 男 40歳代 

1109 空地の整備。 女 
70歳代

以上 

1153 
駅前に無料の駐車場があるといいと思います（電車・バス・商店利用するた

め）。 
女 40歳代 

269 

イオンとか無料バス。駅～イオンまででも良いと思う。車を運転できる人は

良いが出来ない人たちは困っています。市民号で 200～300円で乗れると

か駅前にスーパーが出来るとかあると便利だと思います。今、駅前がたくさ

ん空いてるし。 

女 60歳代 
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1026 

銀座商店街は淋しすぎる。外観や看板を統一したりするなど魅力あるもの

に工夫してはどうか。"ビフォーアフター"のような番組に依頼して考えてもら

う（商店の方々の協力を得なければならないので大変だと思うが）。 

－ 50歳代 

1052 
バス通りにシャッター街が多過ぎます。起業したい若者に無料で貸し出し

て活気ある街並みに再生して下さい。 
男 50歳代 

1164 

◎駅を（館山駅）利用する 

1．駅の喫煙場所。煙は上に上がるので階段通路が煙の匂いがすごい。 

2．駅前の駐輪場の整備、通りづらい（歩行者が）。 

3．駅廻りの整備をもう少し考慮してもらいたい。 

男 60歳代 

1079 

・館山は昔ながらの路線バスが上の道（銀座通り～）を走っています。車社

会で駐車スペースがないので、シャッター街になっています。路線バスも廃

止されては困りますが、とにかく道が狭くて危ないです。道路が広くなって

歩道があればといつも思います。白線の内側も歩くのも自転車も危ないで

す。 

女 60歳代 

1113 

観光のまちとして春～夏（～秋）にお客を呼ぶにあたり、内房線に SL を運

行させる。1日 1往復又は土日だけでも。大井川や真岡であれだけ集客で

きるのだから海や花の時期は確実に利用者が見込まれる。かつて館山駅

には転車場があったらしいのでそれを復元、駅の外からでも見られるように

整備する。新しく企業誘致し、山林が破壊されるくらいなら現在ある施設

（鉄道とか）を整備しリニューアル利用を望む。これから限界集落とならない

ためにも息の長い作戦を立てないとむずかしい。イベントも大切だが、日々

の観光をもりあげるためのことを考えていく必要がある。まじ案です。ご検討

下さい。沿線の自治体の協力を。 

女 30歳代 

1308 駅前をもっとにぎやかにする（ファストフード店を入れるとか）。 女 10歳代 

 

 広報・広聴 (26)

番号 内容 性別 年代 

366 
色んな方に色んな立場から意見をいただくためにコンビニなどに協力して

もらいちょっと気になったことちょっといい話等を書き意見箱を設置する。 
女 50歳代 

411 

30代の若き世代に色々なイベントやアイデアを出してもらう機会を作ってみ

る（20代では不安がある世代であり、40代以上では活性化というより老後の

事の方が大になってしまうから）。 

女 30歳代 
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626 図書館の充実。映画ロケの誘致（ドラマだと短すぎる）。 女 30歳代 

606 

私は市外、県外より嫁いできました。館山で暮らして早 30年以上になりま

す。初めて館山に来た時、花であふれ、空と海が青く、太陽が近くて本当

に感激しました。いつの頃からかバイパスは草が伸び放題で花もなく・・・館

富トンネルを抜けたあたりパーっと花々がいつも咲いていてほしい。房総半

島らしくまずは視覚から。食では飲食店の方々も工夫をして頑張っている

ので、もっともっと市でＰＲが必要だと思います。 

女 50歳代 

671 

10代、20代、30代、40代までの意見をきくべきだと思います。若い人たち

のアイデアは、これからの館山市をにぎやかにして人口も増えると思いま

す。 

女 50歳代 

721 

個々の活動はしているようですが、市民のコミュニケーションを良くする為に

いろいろな業種、団体と市民との全体的な意見交換の場を定期的に行っ

てはいかがですか。市の活性化の為に。 

男 60歳代 

727 市の職員と市民とが一緒に行動出来たらと思います。 － 60歳代 

851 
学生たちが中心となり高齢化となる人の為に役立ってほしい事。何事もチ

ャレンジをしてほしい。館山市を明るくして行くためにも。 
女 40歳代 

867 
私は日々の生活に追われいま思いつきませんが、市民に広く募集したらど

うでしょうか。 
女 50歳代 

908 
だん暖館山、回覧板の内容を新聞折込、又は配達員を雇用して各家庭の

ポストへ配達する。 
女 50歳代 

950 インターネット等を使い地元名産品を販売する。ケーブルテレビを入れる。 女 50歳代 

958 

市民との定期的な対話集会の実施。選挙が近くなったらやるのではなく計

画的に少なくとも年 1回は実施すべきです。市民との協議の町づくりを望み

目指すのであれば大切なことと思います。 

女 60歳代 

1006 市長と市民の定期的な懇談会を行う。 － 
70歳代

以上 

1012 議員の人がもっと市民の為もっと汗を。市長も市民の中に入ってほしい。 － 
70歳代

以上 

1069 
市民の意見に耳を傾ける。意見を聞く対象者を広範囲の人に。地位、学識

経験に傾いている。官民一体の市政をお願いしたい。近隣の市の様に。 
男 60歳代 
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1123 

広報紙。ないと困りますがなかなか読みきれません。月 2回多いのでしょう

か。平砂浦の松枯れに早く気付いた人も（私も）多かったと思うのですが、

本当に残念でなりません。 

女 60歳代 

1264 

私の頭では、良いアイデアはうかんで来ませんでした。これからの未来につ

いて、市民が建設的に話し合える場をもうける事も一つの方法かと思いま

す。 

女 20歳代 

1283 

市民総参加する町づくりを計画する。例えば観光資源の海岸沿岸の清掃

日を毎月設ける。海岸を占拠している海の家を撤去する。市広報は各自が

窓口へ受け取りに行く。行けない人は届ける。市議会の傍聴を気軽にでき

るようにし、関心を高める。 

男 
70歳代

以上 

1284 

住民の声に耳を傾けてほしい。又、役所の人達は税金の使い道を考え、住

みやすくしてほしい。このようなアンケートは税金の無駄遣いのひとつでは

ないでしょうか。収入の多い人には、それなりに。 

女 40歳代 

 

 その他 (27)

番号 内容 性別 年代 

35 
全て市のせいにするのではなく、自分の事は自分でするという意識の醸成

が必要だと思われる。 
男 50歳代 

55 市民１人１人の協力。 男 60歳代 

92 普通の街にすれば良い。良いと判断するのは訪れた人々だから。 男 40歳代 

96 川がくさく、浄化の徹底。フタ等、強く要望。 女 60歳代 

278 年老いているので別にありません。若い方におまかせいたします。 女 
70歳代

以上 

284 難しい質問です。 女 50歳代 

297 
館山市ならではの物他では行えない注目される方法をアンケート等を使い

広く公募する。 
男 40歳代 

326 何もない。 男 50歳代 
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392 返信用の封筒が小さすぎる。 男 10歳代 

474 申し訳ありません、アイデアも浮かびません。 女 
70歳代

以上 

475 市民それぞれが努力する事(以上)。 － 
70歳代

以上 

489 人と人、相手の事を考えて生活をする。これだけでも良いまちになる。 女 20歳代 

490 都会をまねしない。館山らしいことをメインにまちをつくればいいと思う。 男 10歳代 

514 市民だからこその値引き（例:公共施設、入館料の半額等）。 男 30歳代 

534 自衛隊員を増やしては。 女 60歳代 

584 一人一人に個人が自覚を持った行動をする。モラルの向上を呼び掛ける。 男 40歳代 

675 個人個人の自覚。ルール等の厳守。 女 60歳代 

688 住民意識の高揚を待つしか無いでしょう。 男 
70歳代

以上 

716 
形よりも内容重視してほしい。（例）平砂浦フラワーライン。花よりも無料駐車

場等。 
女 40歳代 

742 まちづくりは人づくりから。 男 60歳代 

749 現在の館山は活気が無い。周辺を見ると鴨川は活気が有る。 男 
70歳代

以上 

812 住みやすい街の部類に入ると思う。 － － 

813 他自治体からの情報収集。カリスマ的な人物の登用。 男 40歳代 

864 
天気が良い日に富士山が見えた日は富士山の音楽を流してほしいです。

朝、昼、夕方、富士山がきれいに見えた日、よろしくお願いします。 
女 50歳代 
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889 
ないものはない、幸せが有ればシンプルでも満足な暮らしができれば人は

集まる、しなやかな発想が必要と思います。 
男 

70歳代

以上 

916 自衛隊（寄港の拡大も含め）の効用を考えて頂きたい。 男 
70歳代

以上 

922 シェアハウス（年齢さまざま、高齢者）の運営。 女 50歳代 

1228 
他県で成功していることをマネしたらいいと思う。だっぺぇをもっとアピール

する。 
女 60歳代 

1260 町の美化。人と人とのつながり。 女 
70歳代

以上 

1263 

無理をせず、足元のものに案外おもしろい素材がけっこうあふれている土

地だと思います。住んでいるとわからないんじゃないかな～。館山市は、南

房総市とは違うが急所かな。 

男 40歳代 

1281 
住民がもっと住み易い町にするべき。観光事業ばかりやっていると住民が

かえって住みにくくなる。 
－ 

70歳代

以上 

1310 
もう少し開放的な市にするべき。映画券やプール等、外から人がはいって

きやすい環境にしてもらいたい。 
女 30歳代 

1313 合併してはどうでしょうか。 女 50歳代 

1344 田舎のわりには物が高い。すみづらい。 女 60歳代 

 

 


