令和２年１２月分（９件）
【野焼きに伴う健康被害と今後の対応提案について】
内容

回答

表題について、秋も深まり近隣地域では毎日のように野焼きが行われており、その煙
による健康被害を受けております。
野焼きは田畑の農家だけに留まらず付近の一般家庭の菜園でも行われており、ゴミ袋
をお持ちして野焼きを止めていただくようにお願いしますが、なかなか聞き入れていた
だけなくぜん息の苦しさにより館山で暮らすことが地獄のようです。また、洗濯物に煙
の臭いが付着して洗いなおすことも多いです。
何度か市役所の環境課へも連絡しましたが、土日の対応ができないので窓を閉めて我
慢するしかありません。
野焼きに対する館山市民の認識はとても低く、農家がやってるのだから一般家庭でも
少しくらいはいいだろうという考え方が多いようです。まさに負の連鎖と言えます。
そこで市長にお願いがあります。野焼きは禁止されている事を館山市民に知っていた
だくためのポスターやチラシの配布を行っていただき、野焼きに対する法律を多くの市
民に知っていただくようにしてほしいです。また、罰則を含めた館山市の条例を制定し
ていただく事を強く希望します。
【R2.12.3 受理】
はじめに、廃棄物の焼却行為につきましては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
により、例外を除き、何人も廃棄物を焼却してはならいないと定められており、罰則も
ある禁止行為です。
市では、法律に基づき“野焼き”行為に対して、廃棄物の適正処理、火災の予防、周
辺地域への生活環境に与える影響などの観点からも、市の広報紙やホームページなどを
通じて、繰り返し啓発を行っており、また、環境課では環境等対策監視監を配置して、
日々の監視パトロールを行い、
“野焼き”の行為者に対して現地で直接指導を行っていま
す。
日々の“野焼き”に関する情報には、可能な限り即時に現地に赴き、その実態を把握
し、行為者に対して消火するよう指導していますが、お住まいの近隣地域では、
“野焼き”
行為が頻繁に行われているとのことですので、付近のパトロールを強化してまいります。
ご要望のありました「罰則を含む条例の制定」でございますが、冒頭にも記載したと
おり、廃棄物の焼却につきましては、罰則も含め法律で定められておりますので、現状
では、この法律での対応が可能と考えております。
市といたしましては、引き続き、市民の皆様の良好な生活環境の保全のため、啓発や
監視パトロールにおける現地での直接指導を継続し、悪質なケースには状況に応じて警
察に通報するなど、取組の強化に努めてまいります。
なお、廃棄物の焼却行為に関する通報・相談につきましては、市役所〔環境課２２－
３３５２、休日２２－３１１１〕まで遠慮なくご連絡ください。
【R2.12.8 回答】

【城山公園のトイレ改善】
内容

先ほど、城山公園に散歩に行ったのですが、万葉の径の上にあるトイレの浄化槽の匂
いが、我慢の限界を超える激臭でした。３ヶ月前から匂っていたのですが、改善されて
いないので連絡しました。観光地なのに、県外からきたお客様に不快な思いをさせては
ならないと思います。早速、改善していただけますでしょうか。
【R2.12.9 受理】

回答

城山公園のトイレの管理については，令和元年１２月から指定管理者である株式会社

塚原緑地研究所が行っていますので，担当課である都市計画課から指定管理者に対して，
改善について要請してまいります。
【R2.12.16 回答】
【城山の猪の件と館山小学校のカラスの件】
内容

拝啓 館山市長様
城山周辺の猪出没が毎日のようです。
私たちもウォーキング中、幼稚園の駐車場内で至近距離で遭いました。気づかれまし
たが、目を合わせないようにしてその場をゆっくり去る対処で事なきを得ました。
子供たちは無理だと思いました。
子供たちと言えば館山小学校の体育館の上に何百羽のカラスが夕暮れになると集まっ
て居るのをご存知でしょうか？
毎日です。今までになかった光景です。カラスは小石を持っていて上から落としてき
たりします。また、毎日不気味です。
先述のウォーキングの際には夜でしたが城山の方からカラスのうめき声と飛んで逃げ
る音がしました。獣の臭いもした気がしました。その後に猪と遭遇したのです。
あのときの恐怖を思ったら、直感的にカラスも猪が怖くて城山に居られず館山小学校
に逃げてきているのだと思いました。
館山小学校に猪の出没情報がありましたが、カラスと猪が縄張りを巡って敵対してい
ると考えれば不思議ではありません。
猪が出没した時期とカラスの異変が起きはじめた時期も重なります。
これは私の思い付きでしかありませんが、孔雀園に孔雀やサルが居たときは孔雀やサ
ルが夜鳴いて騒ぐことがありました。それで、猪などの出没を知らせてくれたり、遠ざ
けてくれていたのではないかと思いました。
それはともかく、ただ、捕獲用の仕掛けを置くだけでなく、城山の生態系が変わって
いる原因を総合的に解明して根本的に解決する方が税金の使い方としても賢明だと思い
ます。
鼬ごっこにお金を使うよりも、子供たちへの正しい教育にも繋がると思います。
もちろん早く安心して暮らすことも大事です。それに加えて自然と共存する城山公園、
館山の子供たちを育てる機会にもなって欲しいと思います。
何卒、宜しくお願い申し上げます。 敬具
【R2.12.10 受理】

回答

城山公園の猪等の有害鳥獣については，現在，農水産課の有害鳥獣対策担当と城山公
園の指定管理者である株式会社塚原緑地研究所による協力体制をとっており，現在，公
園内に箱わなを設置し，12/13 には猪２頭の捕獲に成功したところです。
しかしながら他にも複数の生息が想定されることから，引き続き，都市計画課，農水
産課，指定管理者と連携し有害鳥獣対策を進めてまいります。
また、公園来訪者への注意喚起対策としては，猪出没注意看板を公園内に設置してい
るところです。
【R2.12.18 回答】

【新型コロナ感染の危険な所はどこですか。
】
内容

１２月１１日に館山でも１６例目の感染者が出て危険度が高まって来ました。感染不
明の方ですが必ずどこかで感染している訳ですが全国で感染経路不明が６割と多く感染
ストレスも高まって来ております。感染者の感染前の行動を調査し通勤とスーパーでの

買い物だけで感染したのか、居酒屋、スナック、クラブ、カラオケなどに行っていない
かなど個人を特定せずに、このような場所が危険と分れば市民のストレスも少しは和ら
ぐと思います。このような情報公開は県や保健所が行うことかと思いますが保健所の調
査は約１年たっても感染経路不明６割で改善が有りませんので、危険エリアが分かれば
普段の生活ストレスが少なくなるかと思います。
【R2.12.14 受理】
回答

新型コロナ感染の危険な場所についてですが、
「こんな場所が危険です」とお知らせで
きる情報は、館山市も把握しておりません。
感染情報について、館山市が入手できる情報は、千葉県から発表される情報に限られ
ており、それ以外の情報については開示されておりません。
感染経路不明者がいるということは、市中感染がすすんでいる可能性もありますので、
人の移動が制限されていない状況では、あらゆる場所での手洗い、マスクの着用、３密
を避けるなどの感染防止対策の徹底が重要と思われます。
これからの季節に向けて、感染リスクが高まる「５つの場面」や寒冷な場面における
新型コロナ感染防止等のポイントが国から示されていますので、感染予防の参考にして
いただければと思います。
【R2.12.17 回答】

【令和 3 年成人式について】
内容

回答

成人式が中止になってしまいとても残念です。
現在、コロナウイルスの感染者数が増えていて感染拡大が懸念されることから、中止
という決断は賢明な判断だと思います。
しかし、一生に一度しかないこの機会を逃すのはとても悔しく、この日を何年も前か
ら楽しみにしてきた私たちにとってはやりきれない気持ちで一杯です。
2022 年の開催でも良いので、延期という形で開催してほしいと思います。ご検討よろ
しくお願い致します。
【R2.12.18 受理】
初めに，新型コロナウイルス感染症が拡大する状況のため，令和 3 年館山市成人式を
中止するという判断をせざるを得なかったこと改めてお詫び申し上げます。
成人式を楽しみにされ，また，様々な準備をされてきた皆様のお気持ちを思いますと，
苦渋の選択とはいえ，このような決断にいたったこと大変申し訳なく思います。
申し上げるまでもなく，成人式は，新成人の門出を祝う大切な行事であり，また，ご
家族や友人と互いに激励，祝福する貴重な機会であると認識しています。
しかしながら，全国的に新型コロナウイルスの感染が拡大し，終息の目途がたたない
現在の状況では，再度の開催時期が見通せず，開催をお約束できないため，中止という
判断をせざるを得なかったものです。
新型コロナウイルスの感染拡大を抑制し，市民の皆様の生活が一日も早く元の状態に
戻れるよう，市といたしましてもできる限りの対応をしてまいりますので，このたびの
判断については何卒ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。
【R2.12.25 回答】

【令和 3 年度成人式について】
内容

令和 3 年度の成人式に参加する予定だった者です。
成人式が中止になってしまったことについて、少々申し上げたいことがあり、今回の
お手紙を書くに至りました。

このような感染拡大が懸念されている状況において、成人式の中止は非常に適切な判
断であると思います。館山市で働く方々も、我々新成人と同様に成人式に向かってたく
さん準備してくださっていたことは想像に難くなく、断腸の思いでの決断であるとお察
しします。
しかし、どうにか延期という手段を取っていただけないでしょうか。
成人式が、ずっと楽しみでした。こんな形で中止になるなんて、夢にも思いませんで
した。必ずそこにあると思っていたものが突然消え去ってしまい、私はひとり途方に暮
れました。正直泣きました。なんでよりによって私たちは大学 2 年生のすべてを奪われ
た挙句、成人式という節目の式典すら行わせてもらえないのでしょう。
これから先の人生で、新成人を素直に祝えずに過ごしていくのは嫌です。晴れやかな
新成人を見て、私は成人式ができなかったんだな、と素直に祝えない濁った気持ちがよ
ぎるのはとてもつらいです。
たとえ 2021 年でも、2022 年でも、1 月でなくても春でも夏でも秋でも構いません。な
にか、成人式に代わる式典を行ってはいただけないでしょうか。中学校ごとに開催を分
けることや、来年度の成人と同時開催でも構いません。
なんとか、私たちが成人式をしたと感じられる機会を作っていただけませんでしょう
か。
本当に心からのお願いです。お願いだから、令和 3 年度の新成人に改めて親や友人に
感謝し、実感として大人になったことを感じられる節目の機会をください。
館山市のことが好きです。館山市で出会った友人のことが大好きです。だからこそ、
みんなと成人を喜べる機会を作っていただきたいです。
どうかよろしくお願いいたします。
【R2.12.21 受理】
回答

初めに、新型コロナウイルス感染症が拡大する状況のため、令和３年館山市成人式を
中止するという判断をせざるを得なかったこと改めてお詫び申し上げます。
成人式を楽しみにされ、また、様々な準備をされていた皆様のお気持ちを思いますと、
苦渋の選択とはいえ、このような決断にいたったこと大変申し訳なく思います。
申し上げるまでもなく、成人式は、新成人の門出を祝う大切な行事であり、また、ご
家族や友人と互いに激励、祝福する貴重な機会であると認識しています。
しかしながら、全国的に新型コロナウイルスの感染が拡大し、終息の目途がたたない
現在の状況では、再度の開催時期が見通せず、開催をお約束できないため、中止という
判断をせざるを得なかったものです。
ご存知のとおり、新型コロナウイルス感染拡大により、多くの方々が、人と人とが本
来あるべき接触を絶たなければならず、我慢を強いられている状況にあります。
会場での式典開催はやむを得ず中止となりましたが、私どもは成人を迎える皆様を祝
福したいという思いから、市の広報や公式の SNS で一人でも多くの新成人の皆様からの
メッセージを募集し、紹介させていただく準備を進めています。
新型コロナウイルスの感染拡大を抑制し、市民の皆様の生活が一日も早く元の状態に
戻れるよう、市といたしましてもできる限りの対応をしてまいりますので、ご理解いた
だきますようよろしくお願いいたします。
【R2.12.28 回答】

【ふん便性大腸菌】
内容

北条海岸は、ふん便性大腸菌の数が昨年は日本一、今年は第二位とのことでした。一
年だけならともかく二年も続けてのこの結果には何らかの明確な原因があるものと思い
ます。市はこの件に対して調査をしたのでしょうか？

【R2.12.22 受理】
回答

ご質問の件は、ダイヤモンド編集部によるランキングについての事だと思われますが、
このランキングについては、環境省がとりまとめて公表している海水浴場開設前の水質
検査結果をもとに集計されています。
今年度については、開設中止となった海水浴場もあり、環境省による取りまとめが行
われず結果が公表されていないことから、過去 3 ヵ年（2017～19 年）のデータを基に、
全国 783 カ所の海水浴場に対して独自に水質の格付けを実施しているため、昨年度の水
質検査結果が悪かったことから、このような結果となっています。
この水質検査は千葉県により実施されていますが、２日間、晴天の波穏やかな日に実
施することが原則とされています。
ところが、昨年の検査日のうち、１日は、１時間あたりの降水量が 10mm を超える中、
実施されました。一般的に、雨が降ると河川からの流入が増え、川底の土砂が撹拌され
て海に流れ込むことなどにより、検査の結果が悪くなると言われています。また、河川
上流域の水質も大きな影響をあたえると考えられます。
なお、２日目の検査結果だけでみれば、水質Ａとなる結果でした。また、過去５年を
見ても、北条海岸は水質 AA または A の結果となっており、今回の結果が特別な状況の中
で行われたものであることから、大きな問題はないと考えています。
なお，館山市では，生活排水の浄化対策として，公共下水道の整備及び合併処理浄化
槽の普及促進に努めています。
公共下水道は，平成 10 年 4 月に館山駅を中心としたエリアから供用開始し，現在，供
用開始エリアの約 8 割の方が接続しています。
供用開始前と比較すると，下水道接続者の増加により，汐入川へ流入する排水路の水
質も改善されていると認識しています。
【R2.12.28 回答】

【消防団の年末年始の活動について】
内容

いつもありがとうございます。
消防団の活動について相談です。
日々新型コロナの感染者が増加していますが、消防団の活動に疑問を感じています。
総務省からは 12 月 1 日に消防地第 384 号が発令されていますが、29 日からは毎年恒
例の歳末夜警。
この日には、多人数で詰所での会食をするそうです。
消防団長・幹部は文書を知らないのか、理解していないんですか？
25 日には市長からのお願いメールに“この冬はいつもと違う「静かな年末年始」を過
ごすように”と書いてありましたが、消防団は対象外なんですか？
市内 200 人以上いる消防団員その家族はコロナ感染のリスクが大きすぎると思います。
消防団員、その家族だけではなく市民を守るためにも、年末年始の消防団の行動の監
督をお願いします。
もし、年末年始に消防団員から感染者が発見されたら怖いです。
【R2.12.25 受理】

回答

現在、新型コロナウイルス感染症が拡大傾向にあり、最大限の感染防止対策が求めら
れています。
館山市消防団においても、コロナ禍でも起こり得る災害に備え必要な活動をお願いし
ている中、活動時のマスク着用や消毒、換気、少人数での活動など、感染防止に努めて
いるところです。

こうした状況下において詰所での会食などは不適切であり、ご心配はごもっともです。
館山市消防団からは、このような状況を踏まえ本年度の歳末特別警戒巡視については、
中止することにしたとの報告を受けております。
大変ご心配をお掛けいたしますが、今後とも消防団活動にご理解とご協力をいただき
たく、お願い申し上げます。
【R2.12.28 回答】
【年末年始の海岸の駐車場閉鎖の必要性】
内容

コロナ患者さんが急増している中、県外ナンバーの車が増えています。海岸線の駐車
場の閉鎖をお考えくださいますように宜しくお願い致します。
【R2.12.28 受理】

回答

ご指摘のとおり新型コロナウイルス感染症の感染者が全国的に増加している状況です
が、現時点においては、海岸駐車場の閉鎖をする予定はありません。また、千葉県にも
確認したところ、閉鎖の予定は無いとの事です。
今後の状況を見極めながら判断してまいりたいと考えています。
【R2.12.28 回答】

