
令和元年１０月分（１２件） 

 

【大至急 ゴミ置場作ってください】 

内容  大至急！！ 

 1.災害ゴミの仮置場、別の場所に作ってください。 

 災害ゴミ出せないと一向に片付きません。 

 2.土日の濡れた物などの普通ゴミの仮置き場、作ってください。 

 ゴミ置場に出すのも大変な方々が、土日なら家族やボランティアの支援受けられます

ので、よろしくおねがいいたします。 

 3.ゴミの出し方が分からない 

 リモコンは燃えるゴミか金属か？ベルトはどっち？と皆さん困ってます。 

 今一度、わかりやすいゴミの分別の仕方の印刷物、回覧で回してください。 

 

                                【R1.10.7受理】 

回答 ご質問の１についてですが，仮置場については，広大な土地に加え，場内整理のため

多くの重機や人員の配置が必要となりますので，現在の仮置場以外に設置することは難

しいと考えます。 

２については，通常のごみについて，土曜日の午前 8時 45分から午前 11時までの間

であれば，館山市環境センターに持ち込みは可能です。また，災害によるごみのうち，

可燃ごみなど通常の収集で搬出できるごみについては，通常の収集も行っておりますの

で，それをご利用いただけたらと考えております。 

また３については，家庭ゴミについては，各戸に配布している「家庭ゴミの分け方・

出し方」のとおり分別していただいております。こちらに記載されていないゴミで分別

方法が分からないものは，ご連絡くだされば個別に回答しますので，環境課一般廃棄物

係までお問い合わせいただければと考えております。 

 問合せ先：環境課一般廃棄物係 ０４７０－２２－３３５４（直通） 

 

                        【R1.10.11回答】 

 

【大至急！！災害ゴミの置場の増設】 

内容  大至急、 

 1.災害ゴミの置場の増設おねがいいたします。 

 出野尾以外に災害ゴミ置場増設おねがいいたします。 

 2.災害ゴミ置場の土日の 12時から 13時の受け入れおねがいいたします。 

 ゴミ捨てに 1時間以上並びました。 

 また、お昼休みに 1 時間以上待たされました。 

 ゴミ処理に 2時間かかります。 

 おねがいいたします。 

 

【R1.10.7受理】 

回答  ご質問の１についてですが，新たな仮置場については，周囲の住環境に影響を与えず，

ごみの搬入に適した広大な土地の確保が必要になることに加え，場内整理のため多くの

重機や人員の配置が必要となりますので設置は難しいと考えています。 

 また，２の受け入れ時間の延長については，１と同様職員の確保が必要となり，今回

の災害により生じた様々な事務に多くの職員が従事している現状から，難しいと考えて

います。 

 

【R1.10.11回答】 

 



【大至急！ブルーシートの配布してください！】 

内容  大至急！ブルーシートの配布してください！ 

 ボランティアセンターに伺いましたが、ブルーシート山積みになっているのに、切れ

端しか配布されず。それもなくなり、取りに来た市民に帰ってもらっていました。 

 市役所内に常設の支援物資の配布所を設けてほしいです。 

 1.支援物資の受け入れ、再開してください。 

 2.支援物資の配布所を罹災証明受付所などに各地区に開設おねがいいたします。車が

被災した方々などが取りにも行けません。 

 3.ニーズが変わってます。 

 大至急以下の配布おねがいいたします。 

 ・革手袋 

 ・踏み抜き防止インソール 

 ●防水テープ 

 ●養生テープ 

 ●シルバーシート♯4000番以上の物を大量枚 

 ●UV土嚢袋 大量 

 ●PPロープ 

 ・マイカ線 

 ・ファストフラッシュ 

 ・パラシュートコード 

 ・ゴミ袋 

 ●スポーツ飲料 

 どうか、よろしくおねがいいたします。 

 

【R1.10.15受理】 

回答 ブルーシートについては薄いブルーシートでよければ 4号館で配布をしております。 

 また、ボランティア用のごみ袋については環境課で配布しています。 

 その他の物資については、配布はしておりません。また、各地区に配布所を開設する

予定はありません。   

 

【R1.10.18回答】 

 

【ボランティアセンター再開について】 

内容 ボランティアセンター再開はないでしょうか？ 

 

【R1.10.30受理】 

回答 この度の災害におきまして、ご支援、ご心配をいただき心より御礼申し上げます。 

館山市災害ボランティアセンターは、開設以来県内外の社会福祉協議会職員を始め、

関係機関の応援を受け運営してまいりました。 

以来、災害ボランティアセンターで受けたニーズについて、ボランティアで対応でき

る作業については可能な限り対応してきたところですが、千葉県にブルーシート展張窓

口が開設されたこと、館山市災害ボランティアセンターに申し込まれた瓦礫運搬の要望

に関し、仮置き場閉鎖日の１０月２７日までに概ね対応できたこと、県内外からの応援

職員の派遣を望めなくなり災害ボランティアセンターの運営が困難となったことなどの

状況を踏まえ１０月２７日をもって災害ボランティアセンターは閉鎖したところです。 

しかしながら、被災されながら声をあげられない方もいらっしゃると思いますので、

そのような方々を始めとした被災者の方々に対しては、今後、民生委員や地域包括支援

センター等の関係機関、NPOと連携を図りながら、支援を行うシステムを構築し支援して



まいります。 

また、ブルーシート展張の特殊作業系の活動については、「千葉県ブルーシート展張対

応窓口」を紹介するとともに、専門ボランティアによる活動を行ってまいります。 

今後も災害復旧に全力を尽くしてまいりますので、ご理解ご協力をよろしくお願いい

たします。 

 

【R1.11.7回答】 

 

 

【ボランティアセンター再開のお願い】 

内容  この度は台風により甚大な被害を受けられてお見舞い申し上げます。 

 ボランティアセンターが閉鎖されると聞いて今回メールをさせていただきました。 

 是非ボランティアセンター再開をお願いします。 

 土日だけでも何とかお願いします。 

  

【R1.10.30受理】 

回答 この度の災害におきまして、ご支援、ご心配をいただき心より御礼申し上げます。 

館山市災害ボランティアセンターは、開設以来県内外の社会福祉協議会職員を始め、

関係機関の応援を受け運営してまいりました。 

以来、災害ボランティアセンターで受けたニーズについて、ボランティアで対応でき

る作業については可能な限り対応してきたところですが、千葉県にブルーシート展張窓

口が開設されたこと、館山市災害ボランティアセンターに申し込まれた瓦礫運搬の要望

に関し、仮置き場閉鎖日の１０月２７日までに概ね対応できたこと、県内外からの応援

職員の派遣を望めなくなり災害ボランティアセンターの運営が困難となったことなどの

状況を踏まえ１０月２７日をもって災害ボランティアセンターは閉鎖したところです。 

しかしながら、被災されながら声をあげられない方もいらっしゃると思いますので、

そのような方々を始めとした被災者の方々に対しては、今後、民生委員や地域包括支援

センター等の関係機関、NPOと連携を図りながら、支援を行うシステムを構築し支援して

まいります。 

また、ブルーシート展張の特殊作業系の活動については、「千葉県ブルーシート展張対

応窓口」を紹介するとともに、専門ボランティアによる活動を行ってまいります。 

 今後も災害復旧に全力を尽くしてまいりますので、ご理解ご協力をよろしくお願いい

たします。 

 

                       【R1.11.7回答】 

 

【ボランティアセンター再開のお願いです。】 

内容  この度の災害の対応、まことにご苦労さまです。 

 お忙しい中でのボランティアセンターは大変であることは認識しておりますが、再開

してもらえるとありがたいです。 

 ご検討よろしくおねがいいたします。 

 

【R1.10.30受理】 

回答  この度の災害におきまして、ご支援、ご心配をいただき心より御礼申し上げます。 

 館山市災害ボランティアセンターは、開設以来県内外の社会福祉協議会職員を始め、

関係機関の応援を受け運営してまいりました。 

 以来、災害ボランティアセンターで受けたニーズについて、ボランティアで対応でき

る作業については可能な限り対応してきたところですが、千葉県にブルーシート展張窓

口が開設されたこと、館山市災害ボランティアセンターに申し込まれた瓦礫運搬の要望



に関し、仮置き場閉鎖日の１０月２７日までに概ね対応できたこと、県内外からの応援

職員の派遣を望めなくなり災害ボランティアセンターの運営が困難となったことなどの

状況を踏まえ１０月２７日をもって災害ボランティアセンターは閉鎖したところです。 

 しかしながら、被災されながら声をあげられない方もいらっしゃると思いますので、

そのような方々を始めとした被災者の方々に対しては、今後、民生委員や地域包括支援

センター等の関係機関、NPOと連携を図りながら、支援を行うシステムを構築し支援して

まいります。 

 また、ブルーシート展張の特殊作業系の活動については、「千葉県ブルーシート展張対

応窓口」を紹介するとともに、専門ボランティアによる活動を行ってまいります。 

 今後も災害復旧に全力を尽くしてまいりますので、ご理解ご協力をよろしくお願いい

たします。 

 

【R1.11.7回答】 

 

【ボランティア延長について】 

内容  多大な労力やお考えがあることは承知で、けれど再開していただけないでしょうか。 

 

【R1.10.30受理】 

回答 この度の災害におきまして、ご支援、ご心配をいただき心より御礼申し上げます。 

館山市災害ボランティアセンターは、開設以来県内外の社会福祉協議会職員を始め、

関係機関の応援を受け運営してまいりました。 

以来、災害ボランティアセンターで受けたニーズについて、ボランティアで対応でき

る作業については可能な限り対応してきたところですが、千葉県にブルーシート展張窓

口が開設されたこと、館山市災害ボランティアセンターに申し込まれた瓦礫運搬の要望

に関し、仮置き場閉鎖日の１０月２７日までに概ね対応できたこと、県内外からの応援

職員の派遣を望めなくなり災害ボランティアセンターの運営が困難となったことなどの

状況を踏まえ１０月２７日をもって災害ボランティアセンターは閉鎖したところです。 

しかしながら、被災されながら声をあげられない方もいらっしゃると思いますので、

そのような方々を始めとした被災者の方々に対しては、今後、民生委員や地域包括支援

センター等の関係機関、NPOと連携を図りながら、支援を行うシステムを構築し支援して

まいります。 

また、ブルーシート展張の特殊作業系の活動については、「千葉県ブルーシート展張対

応窓口」を紹介するとともに、専門ボランティアによる活動を行ってまいります。 

今後も災害復旧に全力を尽くしてまいりますので、ご理解ご協力をよろしくお願いい

たします。 

   

【R1.11.7回答】 

 

【ボランティアセンター終了に関する意見】 

内容 10月 27日にボランティアセンターが終了する事に関して、もう少し延長して頂きた

く、メールさせてもらいました。ボランティアセンターを継続させるのは、大変だとは

思いますが是非前向きに考えて頂けると、有り難いです。 

ご検討宜しくお願い致します。 

 

【R1.10.30受理】 

回答 この度の災害におきまして、ご支援、ご心配をいただき心より御礼申し上げます。 

館山市災害ボランティアセンターは、開設以来県内外の社会福祉協議会職員を始め、

関係機関の応援を受け運営してまいりました。 



以来、災害ボランティアセンターで受けたニーズについて、ボランティアで対応でき

る作業については可能な限り対応してきたところですが、千葉県にブルーシート展張窓

口が開設されたこと、館山市災害ボランティアセンターに申し込まれた瓦礫運搬の要望

に関し、仮置き場閉鎖日の１０月２７日までに概ね対応できたこと、県内外からの応援

職員の派遣を望めなくなり災害ボランティアセンターの運営が困難となったことなどの

状況を踏まえ１０月２７日をもって災害ボランティアセンターは閉鎖したところです。 

しかしながら、被災されながら声をあげられない方もいらっしゃると思いますので、

そのような方々を始めとした被災者の方々に対しては、今後、民生委員や地域包括支援

センター等の関係機関、NPOと連携を図りながら、支援を行うシステムを構築し支援して

まいります。 

また、ブルーシート展張の特殊作業系の活動については、「千葉県ブルーシート展張対

応窓口」を紹介するとともに、専門ボランティアによる活動を行ってまいります。 

今後も災害復旧に全力を尽くしてまいりますので、ご理解ご協力をよろしくお願いい

たします。  

 

【R1.11.7回答】 

 

 

【ボランティアセンター再開】 

内容  現状見られてからボランティアセンターの閉鎖をして下さい。 

 困っている老人の方ばかりですよ。 

 ボランティアセンターの再開を強く願います。 

 

【R1.10.30受理】 

回答 この度の災害におきまして、ご支援、ご心配をいただき心より御礼申し上げます。 

館山市災害ボランティアセンターは、開設以来県内外の社会福祉協議会職員を始め、

関係機関の応援を受け運営してまいりました。 

以来、災害ボランティアセンターで受けたニーズについて、ボランティアで対応でき

る作業については可能な限り対応してきたところですが、千葉県にブルーシート展張窓

口が開設されたこと、館山市災害ボランティアセンターに申し込まれた瓦礫運搬の要望

に関し、仮置き場閉鎖日の１０月２７日までに概ね対応できたこと、県内外からの応援

職員の派遣を望めなくなり災害ボランティアセンターの運営が困難となったことなどの

状況を踏まえ１０月２７日をもって災害ボランティアセンターは閉鎖したところです。 

しかしながら、被災されながら声をあげられない方もいらっしゃると思いますので、

そのような方々を始めとした被災者の方々に対しては、今後、民生委員や地域包括支援

センター等の関係機関、NPO と連携を図りながら、支援を行うシステムを構築し支援し

てまいります。 

また、ブルーシート展張の特殊作業系の活動については、「千葉県ブルーシート展張対

応窓口」を紹介するとともに、専門ボランティアによる活動を行ってまいります。 

 今後も災害復旧に全力を尽くしてまいりますので、ご理解ご協力をよろしくお願いい

たします。 

 

                                【R1.11.7回答】 

 

【ボランティアセンター】 

内容  ボランティアセンターの再開を望みます。 

 

【R1.10.30受理】 



回答  この度の災害におきまして、ご支援、ご心配をいただき心より御礼申し上げます。 

 館山市災害ボランティアセンターは、開設以来県内外の社会福祉協議会職員を始め、

関係機関の応援を受け運営してまいりました。 

 以来、災害ボランティアセンターで受けたニーズについて、ボランティアで対応でき

る作業については可能な限り対応してきたところですが、千葉県にブルーシート展張窓

口が開設されたこと、館山市災害ボランティアセンターに申し込まれた瓦礫運搬の要望

に関し、仮置き場閉鎖日の１０月２７日までに概ね対応できたこと、県内外からの応援

職員の派遣を望めなくなり災害ボランティアセンターの運営が困難となったことなどの

状況を踏まえ１０月２７日をもって災害ボランティアセンターは閉鎖したところです。 

 しかしながら、被災されながら声をあげられない方もいらっしゃると思いますので、

そのような方々を始めとした被災者の方々に対しては、今後、民生委員や地域包括支援

センター等の関係機関、NPO と連携を図りながら、支援を行うシステムを構築し支援し

てまいります。 

 また、ブルーシート展張の特殊作業系の活動については、「千葉県ブルーシート展張対

応窓口」を紹介するとともに、専門ボランティアによる活動を行ってまいります。 

 今後も災害復旧に全力を尽くしてまいりますので、ご理解ご協力をよろしくお願いい

たします。 

 

【R1.11.7回答】 

 

【ボランティアセンター再開】 

内容  ボラセンの再開希望しております。 

 休み返上で働いているかたも大変だとは思いますがあと少し頑張って頂きたいと思っ

ています。 

 よろしくお願い申し上げます。 

 

【R1.10.30受理】 

回答 この度の災害におきまして、ご支援、ご心配をいただき心より御礼申し上げます。 

館山市災害ボランティアセンターは、開設以来県内外の社会福祉協議会職員を始め、

関係機関の応援を受け運営してまいりました。 

以来、災害ボランティアセンターで受けたニーズについて、ボランティアで対応でき

る作業については可能な限り対応してきたところですが、千葉県にブルーシート展張窓

口が開設されたこと、館山市災害ボランティアセンターに申し込まれた瓦礫運搬の要望

に関し、仮置き場閉鎖日の１０月２７日までに概ね対応できたこと、県内外からの応援

職員の派遣を望めなくなり災害ボランティアセンターの運営が困難となったことなどの

状況を踏まえ１０月２７日をもって災害ボランティアセンターは閉鎖したところです。 

しかしながら、被災されながら声をあげられない方もいらっしゃると思いますので、

そのような方々を始めとした被災者の方々に対しては、今後、民生委員や地域包括支援

センター等の関係機関、NPO と連携を図りながら、支援を行うシステムを構築し支援し

てまいります。 

また、ブルーシート展張の特殊作業系の活動については、「千葉県ブルーシート展張対

応窓口」を紹介するとともに、専門ボランティアによる活動を行ってまいります。 

 今後も災害復旧に全力を尽くしてまいりますので、ご理解ご協力をよろしくお願いい

たします。  

 

【R1.11.7回答】 

 

 



【館山市ボランティアセンターについて】 

内容  10 月 27 日にボランティアセンターが閉まったとお聞きしました。 

 まだまだやる事、出来る事等あると思います。 

 色々お考えの結果だとは思いますが、ボランティアセンターの再開を希望します！ 

 どうかよろしくお願いします。 

 

【R1.10.31受理】 

回答 この度の災害におきまして、ご支援、ご心配をいただき心より御礼申し上げます。 

館山市災害ボランティアセンターは、開設以来県内外の社会福祉協議会職員を始め、

関係機関の応援を受け運営してまいりました。 

以来、災害ボランティアセンターで受けたニーズについて、ボランティアで対応でき

る作業については可能な限り対応してきたところですが、千葉県にブルーシート展張窓

口が開設されたこと、館山市災害ボランティアセンターに申し込まれた瓦礫運搬の要望

に関し、仮置き場閉鎖日の１０月２７日までに概ね対応できたこと、県内外からの応援

職員の派遣を望めなくなり災害ボランティアセンターの運営が困難となったことなどの

状況を踏まえ１０月２７日をもって災害ボランティアセンターは閉鎖したところです。 

しかしながら、被災されながら声をあげられない方もいらっしゃると思いますので、

そのような方々を始めとした被災者の方々に対しては、今後、民生委員や地域包括支援

センター等の関係機関、NPO と連携を図りながら、支援を行うシステムを構築し支援し

てまいります。 

また、ブルーシート展張の特殊作業系の活動については、「千葉県ブルーシート展張対

応窓口」を紹介するとともに、専門ボランティアによる活動を行ってまいります。 

 今後も災害復旧に全力を尽くしてまいりますので、ご理解ご協力をよろしくお願いい

たします。  

 

【R1.11.7回答】 

 


