令和２年４月分（１２件）
【県外ナンバー(袖ヶ浦ナンバー以外)の規制を都、神奈川、埼玉、への要請を希望します。
】
内容

回答

都の自粛要請により、都内脱出の車が激増、千葉県南部、茨城県、他多数、他県とも
協議の上、都への『都内脱出の縮小要請』のお願いをして頂きたく投稿させて頂きまし
た。是非とも、宜しくお願い致します。特に館山市では、感染者がゼロなので、この状
況を維持していただきたいと思いますので、ご検討を宜しくお願い致します。
【R2.4.15 受理】
館山市としても都内等からの人の流入については憂慮しているところです。
また、国においても人の移動を最小化する観点から、緊急事態宣言の対象地域を全国
に拡大したものと承知しています。
館山市といたしましても、ホームページでレジャーを目的とした来訪の自粛を要請し
ているほか、公共施設の閉鎖や市主催のイベントの中止、沖ノ島など人が集まりやすい
場所に不要不急の外出を自粛する旨の看板を設置するなどの対策をしております。
また、４月１４日付けで、千葉県知事に対し、サーフィン、キャンプ等の屋外アクテ
ィビティの行動自粛について関係各所に要請するよう要望いたしました。
今後も引き続き不要不急の外出について自粛していただくよう周知して参ります。
【R2.4.16 回答】

【コロナ禍に対する館山市独自の地域支援策について】
内容

館山市は観光事業をはじめ小規模事業者が多いので、コロナ禍の影響を直接的且つ甚
大に受けていると思われます。
既にご検討されているかもしれませんが、一刻も早く館山市独自の地域支援策を出し
て頂くことを希望致します。
例えば、ZOZO 創業者の前澤さんからご寄付頂いた 20 億円の一部を利用するといった事
をご検討頂くことはできませんでしょうか？
TV に映る館山市の閑散とした姿にとても心が痛んでおります。
是非とも思い切った支援策を講じて頂けますようお願い致します。
【R2.4.14 受理】

回答

ご指摘のように市内の観光業・商工業などをはじめ多くの事業者がこの度の新型コロ
ナウィルスの影響を受けています。
前澤さんからの寄附を活用した市独自の支援策につきましては、前澤さんからは、館
山市の観光振興に役立てて欲しいとの目的でふるさと納税をいただいていますので、現
在、その趣旨に沿った支援策について検討しております。
詳細が決まりましたら、市のホームページや報道機関等を通じ発表させていただきま
す。
【R2.4.16 回答】

【お願いがあります】
内容

以前、前澤さんから 20 億円の支援をうけましたが、そのお金を活かす時期がきてます。
その資金でマスク、防護服を作る工場を早急につくる事を望みます。全国的、世界的
に不足してます。ここで館山市が貢献出来ると思います。
もう一つ、PCR 検査をできる病院を作る事。既存の病院に検査機器を搬入して、そこを
新型コロナの検査センターを作る事です。
いますぐできる事を早急にする事が必要です。

よろしくお願いします。
【R2.4.16 受理】
回答

前澤さんからのふるさと納税を活用し、マスクや防護服を作る工場を作れないかとの
ご提案ですが、前澤さんからは館山市の観光振興に活用して欲しいとの目的で寄附をい
ただいています。
従いまして、この度の新型コロナウィルスで疲弊した観光業への支援を含め、使途に
ついて現在検討しているところです。
また、PCR 検査をできる病院や新型コロナの検査センターを作ることについてですが、
現在、安房地域では、
「帰国者・接触者外来」の医師の判断のもと既存の施設を使用し検
査を実施しております。今後も引き続き、感染状況を勘案し安房健康福祉センターや安
房医師会等と連携して、適切な医療が提供できるよう調整をしていきます。
【R2.4.17 回答】

【観光客や疎開者について】
内容

新型コロナウイルス対策にご尽力くださり、ありがとうございます。
標記につきまして、日毎に増えているように感じるため、対策をご検討いただきたく、
ご連絡させていただきました。
コンビニエンスストアの駐車場で、県外や千葉ナンバーなどの車でご家族やご友人同
士の方をよく見掛けます。
走っている車も袖ヶ浦以外のナンバーが、多いように感じます。
また、釣り場にも以前と変わらずに、他県ナンバーがたくさん来ているそうです。
ちょうど昨日、ランニングをして北条海岸まで行ったところ、ご家族連れの方がいら
したのですが、聞こえてくる会話は明らかに観光客でした。
私は館山の自然が大好きです。
家族や友人も、とても気に入ってくれて、よく遊びに来てくれていました。
ですが、今はそれはできません。
私ももちろんお花見も、諦めました。
食料品の買い物を週 1 回していますが、スーパーの買い物客は今までよりかなり少な
いと思います。
館山に住んでいる皆さんは、こうして努力をして、ぐっと耐えています。
それを他県や他地域から、疎開のように来られる方によって、危険に晒されたくあり
ません。
観光業のことを考えなければいけない面もあると思いますが、今何が 1 番大切なこと
かを考えて、対策していただけませんでしょうか。
GW にたくさん人が来てしまわないように、館山で暮らす人々を守ってください。
よろしくお願いいたします。
【R2.4.17 受理】

回答

館山市としても都内等からの人の流入については憂慮しております。
従いまして市としては、ホームページでレジャーを目的とした来訪の自粛を要請して
いるほか、公共施設の閉鎖や市主催のイベントの中止、沖ノ島など観光客が集まりやす
い場所に不要不急の外出を自粛する旨の看板を設置するなどの対策をしております。
また、４月１４日付けで、千葉県知事に対し、サーフィン、キャンプ等の屋外アクテ
ィビティの行動自粛について関係各所に要請するよう要望いたしました。
館山市独自で人の移動制限をかけることは難しいわけですが、国においても人の移動
を最小化する観点から、緊急事態宣言の対象地域を全国に拡大したものと承知していま

す。
今後も引き続き市としてできる対策を実施し、新型コロナウィルスの感染予防に努め
て参ります。
【R2.4.17 回答】
【観光客や疎開者について
内容

回答

続き】

先日はお返事ありがとうございました。
館山市としての対策を知ることができました。この緊急事態において、様々な対策が
必要な中、ご対応頂いていることに感謝致します。
ただ HP での来訪自粛要請や、看板設置等も必要な事だと存じますが、もう少し踏み込
んだ対策を検討頂けませんでしょうか。
館山市独自での人の移動制限は難しいとのことでしたが、緊急事態宣言が発出されて
いる状況です。
そこで留まらず、ぜひ力強く館山市民を守る行動を期待しております。
湘南への流入が取り上げられていましたので、館山の状況を世間に伝えるチャンスか
と思います。
Twitter 等でも、同様に考えていらっしゃる方のご意見が見られます。様々な角度から、
意見を取り入れた対策をお願い致します。
常日頃、館山市の為にご尽力下さっていること、大変感謝しております。ありがとう
ございます。
【R2.4.22 受理】
ご返事をした後、沖ノ島、城山公園、市が管理する海岸等の駐車場を４月２４日から
閉鎖することにいたしました。また、県が管理する海岸の駐車場についても同様に閉鎖
するとのことです。観光客が立ち寄るところを閉鎖することで、市内での滞在を防止し、
来訪者が減ることを期待しています。
併せて、市原市以南（館山市、木更津市、市原市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦
市、南房総市、鋸南町）の８市１町の首長が共同でユーチューブを作成し、南房総地域
への来訪を控えていただくよう呼びかけています。館山市だけでなく、南房総地域全体
で来訪者を減らす取り組みをすることでこの地域への流入を防ぐことができればと思い
ます。
今後も様々な方法で来訪者を減らす努力を続けて参りますので、ご理解ご協力いただ
きますようお願いします。
【R2.4.22 回答】

【館山市の PCR 検査は何時から出来る。
】
内容

緊急事態宣言が出てから毎日が不安です。経済的面と健康です。まずは市民全員が PCR
検査が受けられる体制が必要だと考えます。何時までにその体制が取れるのか教えて下
さい。まだ発症者が出ていない今が大切です。都知事の様に国に責任転嫁する様な行動
だけは無い事をお願いします。
【R2.4.20 受理】

回答

PCR 検査についてですが、現在の安房地域の PCR 検査の状況は、検査能力に十分な余裕
があり、感染が疑われる方が検査を受けやすいよう、
「帰国者・接触者相談センター」が
ある安房健康福祉センターから紹介された「帰国者・接触者外来」で、医師の判断によ
り検査を実施しています。
今後、患者が増加した際も、PCR 検査をする必要のある方が検査を確実に受けることが

できるよう、感染拡大防止策が適切にとられた上で、迅速かつ適切に検査ができる体制
の整備が必要であると考えており、引き続き、安房健康福祉センターや安房医師会等と
連携して、発熱外来の開設や PCR 検査の実施方法等、適切な医療が提供できるよう調整
をしていきます。
【R2.4.22 回答】
【不要不急な外出をさけて】
内容

先日、防災たてやまでも不要不急の外出は避けてくださいとの要請がありましたが、
市民が不要不急の外出を避けていても、他地区からの車がたくさん入って来ているのを
ご存知でしょうか？私は健康の為、ほぼ毎日、鷹の島～沖ノ島で散歩をしていますが、
今沖ノ島に来たら車が停められないほど他地区からの車がたくさん停まっています。他
地区から入って来ない様に呼び掛けるとかできないのですか？
幸いなことに館山ではまだ感染者が出ていませんが、感染者が出ている他地区から人
の流れがあると、コロナウイルスを持ち込まれるリスクがかなり高いと思いませんか？
館山には大した病院もありませんが、感染が広がった場合の対応がしっかりできている
のでしょうか？どの様な考えなのでしょうか？しっかりした対応策、計画は既に打ち出
されていると思いますので、市民が安心できる様に知らせて欲しいです。
【R2.4.20 受理】

回答

不要不急の外出の自粛を徹底して欲しいとのご指摘ですが、館山市としても他地域か
らの人の流入につきましては大変憂慮しているところです。
これまで市では、ホームページ等で他地域からの来訪の自粛を要請し、併せて公共施
設の閉鎖や市主催のイベントの中止、沖ノ島など観光客が集まりやすい場所に不要不急
の外出を自粛する旨の看板を設置するなどの対策をとってまいりました。
また、千葉県に対しサーフィン、キャンプ等の屋外アクティビティの行動自粛につい
て関係各所に要請するよう要望してまいりました。
これらの取り組みに加え、ゴールデンウィークを控え、他地域からの来訪がより一層
増えることが予想されることから、沖ノ島や城山公園、市が管理する海岸など、他地域
からの来訪者の利用が見込まれる駐車場について４月２４日（金）から閉鎖することと
いたしました。
館山市として人の移動の制限をかけることはできませんが、これらの取り組みにより
他地区からの移動が減少することを期待しております。
【R2.4.21 回答】

【不要不急な外出をさけて
内容

続き】

ご返信ありがとうございました。
これから、市内に感染者が全く出ないでコロナ感染症が終息することはあり得ないと
思いますが、病院との連携体制や軽症者の隔離の為の施設等市としてはどの様な準備が
されていますか？それとも、何も準備はされていないのですか？
台風の時の市民置き去りの後手後手の対応からも、市民として、市に守ってもらえる
のか？見殺しにされるの？とても心配です。(私だけではなく、私のまわりの人達はみん
な心配しています)高齢者もたくさんいます。大きな病院も都会ほど充実していません。
市として何も受け入れ体制が整っていない、決まっていないとしたら、感染者が増え
て来たら、間違いなく死者数も多数になってしまうと思われます。
市長の肩に市民の命がかかっています。全力で市民を守る体制を取って頂きたいです。
お願いします。

また、今決まっている体制(病院との連携や軽症者の隔離方法等)、ご解答をお願いし
ます。
お忙しい中、申し訳ありません。館山市民としてこちらも命がかかっています。宜し
くお願いします。
【R2.4.27 受理】
回答

病院との連携についてですが、新型コロナウイルス感染症対策については、早期の時
点から安房健康福祉センターや安房医師会等と情報共有し、医療体制の協議や、医療機
関へのマスクの提供などを行っています。
軽症者の隔離のための施設については、安房地域では、南房総市立富山国保病院が軽
症者を受け入れているほか、千葉県が県内の宿泊療養施設を 2,000 室を借上げて、軽症
者等の宿泊療養を実施できるよう対応しています。
今後も引き続き、安房地域の感染状況を勘案し、迅速かつ適切に医療が提供できる体
制を整備するため、安房健康福祉センターや安房医師会等と連携して、発熱外来の開設
や PCR 検査の実施方法等、適切な医療が提供できるよう努めてまいります。
【R2.4.30 回答】

【市内海岸駐車場封鎖を望みます】
内容

館山市では、新型コロナウイルス感染者ゼロを目指し、
「２０２０新型コロナウイルス
感染予防運動」を展開します。と先日メール配信されました。感染０(ゼロ)を目指すため
の市民への啓蒙は納得です。緊急事態宣言が発令されている状況下、外出を自粛して蔓
延を防ぐべき時であるのに市内海岸沖ノ島・北条海岸はこの週末、たくさんの他県ナン
バーの来訪者でした。感染拡大防止となる行為、行動では無いと思います。後には水上
バイクを楽しむために来訪者も増えるシーズンも控えております。(4/18 付新聞に市民よ
り関連投稿記事が掲載されてます)
海までの道のり、様々な立ち寄り(コンビニやスーパーなど)を考えると接触する働く方
たちへの感染リスクも高くなり、市として感染ゼロを目指す宣言をしたのであるのなら
ば、感染者増加という取り返しのつかない事態となる前にいち早い初期対応、沖ノ島を
はじめ各海岸駐車場封鎖決断をお願い致します。
【R2.4.20 受理】

回答

館山市としても他地域からの人の流入につきましては大変憂慮しているところです。
これまで市では、ホームページ等で他地域からの来訪の自粛を要請し、併せて公共施
設の閉鎖や市主催のイベントの中止、沖ノ島など観光客が集まりやすい場所に不要不急
の外出を自粛する旨の看板を設置するなどの対策をとってまいりました。
これらの取り組みに加え、ご指摘もありましたとおり、ゴールデンウィークを控え、
他地域からの来訪がより一層増えることが予想されることから、沖ノ島や城山公園、市
の管理する海岸の駐車場について４月２４日（金）から閉鎖することといたしました。
【R2.4.21 回答】

【鋸南地区から、白浜間での県外ナンバーの統計 4/16～4/25 間ほか】
内容

他県ナンバー(袖ヶ浦ナンバー以外)をカウントしてみたところ、16 日 295 台以上、17
日 250 台以上、18 日 19 台、21 日 145 台、22 日 150 台、23 日 170 台、24 日 155 台以上を
確認しました。ＡＭ7：30～ＰＭ5：00 迄の統計です。今日、神奈川県では、広報アナウ
ンスで、市長より、
『観光の方は、お帰り下さい』の放送アナウンスがされたとの事です。
一番多いのは、都内ナンバーの車、他、千葉、成田、柏などもありました。何かしらの

策を宜しくお願い致します。
【R2.4.27 受理】
内容

4/25(土)AM87 台以上、PM265 台以上(安全運転上、確認できただけのカウントです。)
今日、館山市、白浜なども市営の駐車場を閉鎖しているので、さすがに袖ヶ浦ナンバ
ー以外は来ることはないのかなと思いましたが、今日のＡＭ37 台以上、ＰＭ138 台以上。
明日から、大型連休に入ります。今以上に袖ヶ浦ナンバー以外の流入を止めないとコロ
ナの感染者がワースト 3 になりかねません。館山市、南房総市、鋸南町が一体になって
房総地区以外の人の移動を調査し、早急に対策をしないと、大変な事になると思います
ので、是非とも、今以上の対策を早急にお願い致します。
【R2.4.30 受理】

内容

防災無線での市外への自粛放送ありがとうございます。
因みに、5 月 1 日(金)AM61 台以上(上り、下り含む)、5 月 2 日 AM114 台以上、PM(上り)114
台以上、(下り)325 台以上を確認しました。私のお願いとして、放送はありがたいのです
が、車内からも分かるように、館山への自粛看板の設置を(館山道出口、他内房海岸線、
外房よりの海岸線)などに、自粛の看板の設置を是非とも、宜しくお願い致します。
【R2.5.7 受理】

回答

数多くの貴重な情報をいただきありがとうございます。
４月２４日から沖ノ島、城山公園、市が管理する海岸等の駐車場を閉鎖いたしました。
また、県が管理する海岸の駐車場についても同様に閉鎖の措置をとったところです。
併せて、市原市以南（館山市、木更津市、市原市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦
市、南房総市、鋸南町）の８市１町の首長が共同でユーチューブを作成し、南房総地域
への来訪を控えていただくよう呼びかけています。館山市だけでなく、南房総地域全体
で来訪者を減らす取り組みをすることでこの地域への流入を防ぐことができればと思い
ます。
また、ゴールデンウィークには防災行政無線を利用し、直接来訪者に自粛の呼びかけ
を行っています。
そのほか、国に対しても千葉県市長会、町村会として県境を越えた行動自粛を行うよ
う要請いたしました。
今後も館山市としてとれる対策だけでなく、国県とも連携し新型コロナウィルスの感
染防止に努めてまいりますのでご理解ご協力よろしくお願いします。
【R2.5.7 回答】

【消防団活動について】
内容

土曜日の夜、男性が行方不明との事で、消防団員は日曜日朝５時半集合で捜索するそ
うです。
このコロナ禍、不要不急の外出をするなと政府が言っているのに、真逆では？
もし、団員１名が感染していたら、不明な男性が感染していたら、消防団員クラスタ
ーになります！
【R2.4.27 受理】

回答

日頃より館山市の消防防災行政にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうござい
ます。
現在、全国的に新型コロナウイルス感染症の拡大防止に努めており、消防団において
も、会議や訓練等の消防団活動を取り止め、感染拡大防止に努めているところです。

そうした中でも、
「火災｣や「風水害｣、
「行方不明者捜索｣など、市民の生命に関わる事
案については出動はやむを得ないものとし、感染防止対策を取ったうえで、最低限の人
数で出動することとしています。
日曜日の早朝に実施を予定していた行方不明者捜索につきましても、３密（密閉・密
集・密接）とならないよう次の対策を徹底し、行う予定でした。
①発熱や体調の悪い団員は参加しない
②マスクを着用
③団員の集合は一切せず、無線や携帯電話で連絡を取り合い２人組で捜索を開始。
④人とすれ違う時は２メートルの間隔をあける。
結果的には未明に行方不明者が発見され捜索活動は行いませんでしたが、現在の状況
が続く間は、必要最低限の消防団活動に限定し、感染防止の対策を取りながら活動して
まいります。
団員の活動には、ご家族のご理解とご協力が必要不可欠ですので、市民の安全安心の
ため、何卒ご理解ご協力をお願い申し上げます。
なお、各分団・各部長には、活動団員の選出に当たって各家庭の事情を考慮するよう
申し入れを行ってまいります。
【R2.4.27 回答】
【コロナ渦中に都会と館山間を往復する別荘族について】
内容

コロナ渦中に、県外または千葉市などから市内の別荘に避難する方がいらっしゃいま
す。
避難事態は問題ありませんが、私の知る別荘族の多くは都会の自宅と別荘を頻繁に往
復しています。
感染拡大を防止するため、別荘族の方に一度避難したら自宅に戻らないよう、防災放
送などで注意喚起出来ないでしょうか？
避難したい感情は理解できますが、往復するのは単に遊びに館山に来ているだけでパ
チンコ店に通う人達と一緒です。
感染リスクを広めているだけなので、ぜひ注意喚起お願いします。
【R2.4.27 受理】

回答

都会の自宅と館山市内の別荘を往復していることへの注意喚起について、ご回答いた
します。
館山市としては、市のホームページや安全安心メール、新聞、インターネット（ＳＮ
Ｓ、ＹｏｕＴｕｂｅ）などを活用して、県内外の皆様に対して、広域的な移動の自粛、
特に館山市を含む安房地域への来訪等について可能な限り控えていただき、また、帰省
来訪の際は 2 週間の外出自粛などのお願いをしているところです。
当市内に別荘をお持ちの方も例外ではなく、都市部の自宅から別荘への移動及び別荘
から市内への不要不急の外出などを自粛していただくよう随時呼びかけを行っていきた
いと考えています。
【R2.4.30 回答】

