令和元年９月分（１１件）
【館山市の御船歌について
内容

回答

御礼と御願い】

郵送で御船歌の CD と解説書いただき、ありがとうございました。
心残りは、最も歴史(名主日記)ある相浜が、幼稚園小学生がいなくなり、殿様役がい
なくて、祭が一時停止。
しかしこの春、見事に、歌い手が復活しました。例え地元の申請がなくとも、地域活
性化、希望の星とするために、市指定文化財の背中を、それとなく押してやっていただ
けませんでしょうか。
三地区のうち一つが無指定では、あまりにもかわいそうです。
【R1.9.2 受理】
「相浜の御船歌」の文化財指定につきましては、ご指摘のとおり、市内に御船歌を伝
承する 3 地区のうち「新井の御船歌」、「柏崎の御船歌」は館山市無形民俗文化財に指定
されておりますが、
「相浜の御船歌」は指定されておりません。相浜地区では、以前は相
濱神社祭礼で殿様と呼ばれる子どもが御船の舳先に乗って地区内を巡行し、御船歌が上
演されておりましたが、平成 17 年の青年団の解散を機に行われなくなりました。
平成 30 年度に館山市教育委員会が実施しました「館山市の御船歌」映像記録作成事業
をきっかけとして、平成 30 年・平成 31 年 3 月の相濱神社祭礼では御船の曳きまわしや
御船歌の披露が行われました。しかしながら、これらは復活を願う有志によるものであ
り、現在も地区としては祭典のみを執り行っている状況と伺っております。
相浜の御船歌を市の文化財として指定することに関しましては、有志だけでなく相浜
地区や保存会が中心となり祭りで御船歌を伝承する形が望ましく、現状では難しいと考
えられます。しかしながら、歴史ある特徴的な芸能であることは認識しており、館山市
としましては民俗芸能の復活や継承のため、資料の収集、映像記録の公開など側面から
の支援を引き続き行ってまいりたいと考えておりますので、ご理解くださいますよう、
お願いいたします。
【R1.9.20 回答】

【支援物資の拒否について】
内容

市役所では拒否してるとネットで載ってましたが何故ですか？
【R1.9.12 受理】

回答

館山市では台風 15 号による被害への救援物資の受入れについては館山市社会福祉協議
会で行っております。
詳しくは館山市社会福祉協議会のホームページをご覧ください。
HP アドレス：fukushi-tateyama.or.jp
問合せ・連絡先：館山市社会福祉協議会
〒294-0045 千葉県館山市北条 402 番地
TEL：0470-23-5068
【R1.9.12 回答】

【わかしおスイミングクラブについて】
内容

ぼくは、３年間通っています。
まだ、温水プールで、教えてもらいたいです。
そのためには、日曜日の午前中のプールをやめないでください。
弟も、ぼくのまねをして、最近から始めました。

ずっと弟と通いたいです。
ちなみに、４月から、月しゃも上がるので、続けるのが、むずかしいかも、しれませ
ん。
市長さん、午前中のプールを続けさせてください。市長さん、お願いします。
【R1.9.13 受理】
回答

お手紙ありがとう。
水泳が大好きなんだね。
弟さんといっしょに水泳を続けたいことがよくわかります。
心配している日曜日の午前中のプールは，やり方が変わるかもしれませんが，これか
らも続けて行くことになっているので，安心してください。
みんなが大好きな水泳を続けていけるよう，
スイミングクラブと，温水プールの運営管理をしている NPO と，話し合いをしていま
す。
スイミングクラブのみなさんがこれからも水泳ができるように，
市長からもお願いしています。
【R1.9.19 回答】

【清掃センターについて】
内容

14 日(土)は午前 11 時まで、15 日、16 日は清掃センターへの持込み禁止、復旧を急が
れている中、肝心な清掃センターの持込みが出来ないと言う事です。又台風が来ては大
変です。市長の権限で何とかして頂けませんでしょうか？
【R1.9.13 受理】

回答

この度の台風１５号による被害については、市民の皆様に大変なご不自由をおかけし
ており申し訳ございません。
ご指摘の、清掃センターへのごみの搬入については、現在焼却炉が満杯でこれ以上ゴ
ミの搬入ができない状況です。
この週末を利用し 24 時間体制で焼却炉内のごみを焼却し、
搬入が可能になるよう努力してまいりますので何卒ご理解いただきますようお願いいた
します。
なお、瓦やコンクリートブロック等については連休中も搬入可能です。
【R1.9.13 回答】

【停電復旧の情報について】
内容

回答

圧倒的に情報が不足しています。停電中で不安な日が 5 日目です。館山市長として、
東京電力にどのようなアプローチをしていますか？他の市が復旧しているのになぜ館山
市が遅れているのか。
原因を市民に開示し、いつくらい復旧の見込みかＨＰに掲載してください。
【R1.9.13 受理】
この度の台風１５号による停電については、市民の皆様に長期間にわたり大変なご不
自由をおかけしており申し訳ございません。
館山市といたしましても東京電力に日々早期復旧をお願いしているところですが、東
京電力から明確な回答がいただけていない状況です。
今後も市として全力で東京電力に対し早期の復旧を働きかけてまいりますので何卒ご

理解いただきますようお願いいたします。
【R1.9.13 回答】
【千葉県館山市内の特急列車】
内容

今回は千葉県館山市内の特急列車について触れます。
具体的には 2019 年 9 月 14 日現在でも自由席で車内改札実施です。
E257 系を始め全車指定席にするのが理想です！
完全に時代遅れの状態なので、スーパー提案としてＤＡ ＰＵＭＰ『Ｕ．Ｓ．Ａ．』を
【千葉県館山市内の特急列車】に、３６５日＆２４時間ずっと流して貰いたいです。余
りにも【お葬式ムード】気味なので、少しは最低でもこれ位はすべき。どんなに遅くて
も東京オリンピック迄に実現すべきだ。因みに、その曲は２０１８年の第６９回・紅白
歌合戦で歌ってて出場者全員がダンスしてた。とにかく【千葉県館山市内の特急列車】
をもっと元気にして！自分で自分の首を絞める事の無い様にして！！
是非実現し、回答下さい。
【R1.9.14 受理】

回答

御指摘の特急列車の件ですが、全車指定席化については、ご意見を JR 東日本にお伝え
したいと存じます。
また、楽曲を流すことについては、様々な立場・考えの方が利用する性質上、実現は
難しいと考えられます。
一方、利用者が少ない日があることも事実でございます。今後、市としても、JR 東日
本と連携し、利用促進策を検討してまいりますので、何卒ご理解くださいますようお願
い申し上げます。
【R1.9.19 回答】

【自衛隊要請！！】
内容

大至急！！二次災害の危険！！！自衛隊の要請お願いいたします。助けて下さい！！
縛り方もわからないのに、ブルーシートと土嚢袋、ロープ渡されても、崩れている２
階の屋根の上には努力したけど危険で登れません。
みんなを助けてください。
三週間以上も停電続くと言われた方々の。住まいの確保、二次災害が起こる前に助け
てあげてください。
市役所職員の日々の活躍には感謝しております。
本当にありがとうございます。
【R1.9.15 受理】

回答

この度の台風１５号による被害については、市民の皆様に大変なご不自由をおかけし
ており申し訳ございません。
自衛隊の応援につきましては、現在陸上自衛隊に土嚢の設置や倒木の撤去などをお願
いしております。
また、個々のご要望については、町内会長に取りまとめをお願いしておりますので、
まずは町内会長にご連絡いただければと思いますが、緊急を要する場合は直接社会安全
課にご連絡いただければ対応いたします。
今後も市として全力で復旧に取り組んでまいりますので何卒ご理解いただきますよう
お願いいたします。

【R1.9.16 回答】
【全世帯アンケートの実施。全国の消防、警察、専門家の増員応援の要請お願いいたします。
】
内容

1.各地区の区長さんに 1 件ずつの確認要請。個人ではできない事、必要な物の確認、
困り事のアンケート作りの実施。普段からの各地区備えあるのに全く機能してません。
2.市の困り事の受付コールセンターの開設。
3.回覧版などで困り事の受付先のお知らせ。
4.手弁当、飲み物持参、長袖長ズボン長靴革手持参で日帰りできるボランティア募集。
支援物資の配布の手伝い、ゴミの運び出しなどはできると思います。
5.支援物資配布の常設場所。
防災放送は我が家ではほとんど聞こえません。
耳の遠いお年寄りは放送が届いてない現状です。
情報が届いてないので、お年寄りが杖つきながらカインズでブルーシートとロープ買
いに来てます。
1 人暮らしのカート生活の方は屋根瓦飛んだ家で、支援物資の受け取りもできてませ
ん。
生活困難な方々には別の生活場所の提案をおねがいいたします。
杖つきながら、ブルーシートははれないと思います。
警察、消防、自衛隊、その他の専門家が足りてません。
人数の増員の要請お願いいたします。
【R1.9.17 受理】

回答

台風 15 号の被害については、現在、海上自衛隊や陸上自衛隊をはじめ、国、県、他の
自治体、民間団体の職員等多くの応援により一日も早い復旧を目指しています。
また、ボランティアの方も大勢来ていただいておりますし、各地区の区長さんにも協
力をお願いしているところです。
いただいたご意見は貴重なご意見として今後の対応の参考にさせていただきます。
今後も引き続き全力で復旧にあたってまいりますのでご理解いただきますようお願い
します。
【R1.9.25 回答】

【「ブルーシート」の配布について】
内容

９月１０日午後、偶然ある公民館の近くを車で通過したところ、ブルーシートの配布
を見ましたので、地区公民館へ行ったら４人～５人いました。配付があるのか聞いた所、
車の渋滞でまだ着かないとの事。地域のマイクで放送したのか聞いたら、５０組しか配
付が少ないのでと答えた。
（放送無し）一旦、家に戻り出直したら（２０分位後）もう終
了済みだった。
オープンにせず、内内で配付する事は狡いのではないだろうか？
知っている人にだけ配付するというやり方は公正ではないと思うが間違いだろうか？
教えて下さい。
【R1.9.17 受理】

回答

この度の台風１５号による被害については、市民の皆様に大変なご不自由をおかけし
ており申し訳ございません。
支援物資の配布については、防災行政無線や安心安全メールを通じ、配布物資や配布
場所をお知らせしたうえ配布をしております。従いまして 9 月 10 日についても防災行政

無線や安全安心メールを通じお知らせをしたわけですが、その時点で地区の防災行政無
線が台風の影響で不通になっているということを把握できませんでした。
その後、いくつかの地区の無線が不通になっているという情報があったため、その後
は無線が通じない地区については広報車で広報を行った後配布をしております。
従いまして、内内で配布をするということは決してありませんが、情報がいきわたら
なかった点につきましてお詫び申し上げます。
今後も情報の発信に努めてまいりますのでご理解いただきますようお願いいたしま
す。
【R1.9.18 回答】
【JR 館山駅前には地下温泉水はもう出ませんか】
内容

昭和３０年代まで JR 館山駅前にありました国鉄職員の官舎があり，その官舎の近くの
宅地からは温泉水が湧き出ていましたが，今でもその温泉水は地下から湧いているので
しょうか？もし今でも湧き出ているのであれば関係者でご確認いただき活用することは
できませんか？枯渇していれば無理でしょうが，どうなっているかご存知でしたら教え
て下さい。災害時には千葉県睦沢町と同じように役に立てられればすばらしいことだと
思いますが。
【R1.9.24 受理】

回答

御指摘の「JR 館山駅前の地下温泉水」の件について、博物館学芸員ほか関係者に確認
したところ、おっしゃるとおり、昭和 30 年代頃には湧き出ていたのではないかという情
報を得ることができましたが、その事実を記した資料等は残念ながら発見できませんで
した。
また、現在は JR 館山駅前で温泉が湧き出ている箇所はありません。
鉱泉や温泉が活用できれば、災害・停電発生にあっても問題なく入浴できるなど、メ
リットは多いと考えられますので、今後の参考とさせていただきます。
【R1.9.27 回答】

【大至急！仮設住宅建設おねがいいたします。
】
内容

1.ブルーシートでは防ぎきれず、雨で室内がびしょびしょ、カビが生えた家では暮らせ
ません。大至急、仮設住宅建設願います。
2.防災放送が聞こえません。
3.防災放送が聞き取れず、携帯も使えない、情報手段のない方々の不安が高まっていま
す。台風直後と今ニーズが変わってます。
市から各町会に依頼して、各家庭の困り事、調査依頼おねがいします。
災害ゴミの出し方。運搬の仕方。困り事の相談電話先などの回覧なども合わせておね
がいいたします。
この台風で助かった方が死にたいと言ってます。
大至急、誰にでも行き渡る、わかりやすい、情報の発信、で助けてあげてください。
【R1.9.25 受理】

回答

ご指摘のとおり、今後台風直後とはニーズが変わっていくことは市といたしましても
承知しております。
ご指摘の点につきましては、しっかりと認識させていただき、今後情報発信も含め努
めてまいります。
【R1.10.1 回答】

