
市民の声（令和３年度） 

第１号 

意見 

（4/15受付） 

富津市を巡る旅行を企画してほしいです。 

回答 

(4/22回答) 

富津市を巡る旅行について、今年は富津市が誕生して 50 周年を迎えること

から、記念企画といたしまして富津沖に建設された人工要塞「第二海堡(かい

ほう)」への上陸ツアー等を検討しております。今後、広報ふっつや市ホーム

ページ等でお知らせしますので、是非お申し込みをいただければと思います。 

また、いただきましたご意見を参考に富津市内に住む皆様に、市内の様々な

観光スポットを訪れていただき、改めて地元・富津市の魅力を発見していただ

くようなツアーを観光協会等と連携して検討してまいります。 

【担当】建設経済部商工観光課 0439-80-1291 

 

第２号 

意見 

（4/26受付） 

富津市八幡に住むものですが、近くの防災行政無線が、設置直後から音が途

切れ、とても状態が悪いです。 

 どなたかが気がついて修理を依頼すると思い放置していましたが、いっこう

に修理する様子がないため、投稿させていただきます。 

 当然、防災放送も途切れますので、修理依頼した方が良いと思います。 

回答 

(5/6回答) 

ご連絡をいただきまして、令和３年４月２６日に鶴峰八幡宮第三駐車場付近

及び笹毛船端バス停付近に設置している２カ所の防災行政無線について、設置

業者と総務部防災安全課職員で現地確認を行いました。 

設置業者によると、悪天候等の季節的な要因や、他の電波等の影響により、

防災行政無線の電波がうまく伝わらない場合があるとのことです。 

市では、防災行政無線が聞き取れない場合のために、フリーダイヤルのテレ

ホンサービスや富津市安全安心メール(メール・LINE 等)の配信を行っており

ます。登録用資料を添付いたしますので、ご活用いただけたらと存じます。 

今後も防災行政無線について、情報の収集のもと適切な維持管理に努めてま

いります。 

【担当】総務部防災安全課 0439-80-1266 

 

第３号 

意見 

（5/7受付） 

青堀小学校の児童数だけが増え、飯野小学校や富津小学校は年々減少してい

る現状のため、学区の見直しを行っていただきたいです。 

回答 

(5/11回答) 

学区については、教育委員会規則に定め、居住地に近接する学校への通学の

利便性を考慮し定めております。今まで、学校の再配置を実施した際には変更

をしておりますが、ご指摘の学校規模に応じて変更したことはありません。 



今後、青堀小学校のみならず、児童、生徒数が増加し、学校運営に支障が出

るようであれば、保護者の皆様のご意見を伺い、学校を分離し学区の変更をす

ることも考えられますが、現状ではそこまでには至らないと判断しておりま

す。 

コロナの終息が見通せない中ですが、手洗い、マスク、三密防止等新しい生

活様式を徹底し、感染防止に努めておりますので、ご理解をいただきたいと思

います。 

なお、様々な事情により、個々の事案として学校の指定を変更することはあ

りますので、教育委員会へご相談ください。 

今後とも、お気づきの点がございましたら、ご意見をいただければと思いま

す。 

【担当】教育委員会学校教育課 0439-80-1338 

 

第４号 

意見 

（5/17受付） 

旦那が鬱状態になり、精神科を探しましたが、富津市内には精神科がありま

せん。君津市に１軒、木更津市に３軒ありますが、初診は２週間から１ヶ月以

上待ちの状態でした。 

心の病は早く取りかからないと取り返しのつかないこともありますので、ぜ

ひ富津市に精神科をつくっていただきたいです。  

回答 

(5/21回答) 

精神科の増設のご希望の件でございますが、市が直ちに診療科（精神科）を

増設することは、残念ながら困難であります。 

しかしながら、市としましても、市民の方々が健康な暮らしができるよう、

様々な場面で訴えていきたいと存じます。 

また、近隣の病院でも予約がとりにくい状況とのことで、ご不便を生じてい

るとのことでございますが、ご参考に市内には「望みの門木下記念クリニック」

がございますこと、また併せて、病院を検索するツールとしまして「ちば医療

なび（千葉県医療情報提供システム）」サイトをご案内いたします。 

最後に、心の病も、ほかの病気と同じで症状を早期改善することが、良好な

予後に繋がります。ぜひ、お早めの受診をご検討ください。 

【担当】健康福祉部健康づくり課 0439-80-1268 

 

第５号 

意見 

（5/27受付） 

大貫小学校、君津商業高校の生徒が日常使用している通学路沿いにある木で

すが、令和元年の台風で枯れ朽ち木となり、根本の腐朽が著しく、突然倒れる

おそれがあります。 

木の高さは６ｍほどあり、倒れると道路を直撃し完全に塞ぎます。場所はグ

ーグルマップで位置確認をお願いします。 

回答 先に危険個所としてご連絡をいただきました「通学路沿いの樹木」について



(6/4回答) ご回答いたします。 

私有地から市が管理する道路に樹木等が張り出していた場合については、所

有者に対し、適正に管理していただくよう指導しております。 

ご連絡いただいた箇所を確認したところ、私有地に生えている樹木が道路に

張り出している状態であったことから、所有者に文書により指導を行いまし

た。 

危険個所について、ご連絡をいただきありがとうございました。 

今後も引き続き、当市の道路行政へのご理解ご協力をお願いいたします。 

【担当】建設経済部建設課 0439-80-1298 

意見 

（6/21受付） 

先日、通学路沿いの台風により、倒れる恐れのある朽木について連絡いたし

ましたが、昨日、所有者様が丁寧に伐木してくれました。 

 市役所ご担当者様、所有者様に改めて感謝申し上げます。 

 

第６号 

意見 

（5/31受付） 

県道 465号線から大貫小学校の体育館横を抜け、県道 465 号に戻る道におい

て、中間の道路が整備され、道幅が広がり通りやすくなりました。 

反面、市役所方面から大貫小学校体育館横を通り踏切に向かう道で引き直さ

れた白線について、白線のとおり車で通行した場合、対向車とのすれ違いがで

きず、普段通らない車とぶつかりそうになったことがあります。 

白線の引き方について、決まりがあっての対応かと思いますが、中央線を引

ける程度の幅を確保した線の引き直しをお願いいただければと思います。 

回答 

(6/7回答) 

大貫小学校体育館横から踏切までの車道幅員につきましては、通過車両の速

度を落とすことにより、小中学校の通学路としての安全性を確保するため、交

通管理者である千葉県警との協議により決定しました。 

また、歩行者の安全な通行を確保することを目的として最高速度を 30 キロ

メートル以下に制限し、警戒標識等を設置しております。ご理解ご協力をお願

い申し上げます。 

【担当】建設経済部建設課 0439-80-1302 

 

第７号 

意見 

（6/22受付） 

新型コロナウイルス感染症の影響が続く中、私たち市民に必要な情報を与

え、注意を促し、感染を抑えるために尽力して下さっていることに心より感謝

いたします。この感染症の影響により、忙しく業務に携わって下さっているこ

とと存じますが、ワクチン接種も始まり、今まで以上に業務が多忙になってい

るのではないかと感じております。 

“両手いっぱいに仕事を持つことは風を追うようなことだ。それよりも片手

は休息で満たす方が良い。”（格言集より） 

この言葉は仕事も大事だけど休息も必要ということを伝えています。身体と



心を休める時間を取りながら仕事に励まれて下さい。重ねて皆様の働きに改め

て感謝いたします。 

回答 

(6/23回答) 

このたびは職員に対し、温かい励ましの言葉をお寄せいただき、ありがとう

ございます。このようなお言葉は、職員にとりましても大きな励みとなります。 

今後も市民の皆様に満足していただけるよう、更なる市民サービスの向上に

努めてまいりますので、市政運営に対し一層のご協力をお願い申し上げます。 

【担当】総務部秘書広報課 0439-80-1225 

 

第８号 

意見 

（6/22受付） 

いつも市民の事を大切にしてお仕事をしてくださり、本当にありがとうござ

います。日頃の感謝をお伝えしたいと思い、ご連絡させていただいています。 

年末年始には断水がありました。その時に市長さんは、断水現場に足を運ん

で視察したり、給水場所でお手伝いをされてる姿をホームページで拝見し、と

ても温かい気持ちになりました。また、ホームページでは何度も断水に関して

の情報を提供してくださり、私たち市民としても状況を把握する助けになりま

した。 

長引くコロナ禍でも市民のために市長さんをはじめ、関係者の方が先頭に立

ってご対応下さっていることに感謝しています。週末には集団接種の会場でも

関係者の方がお仕事して下さっていることを聞きました。休日を返上して働い

て下さっている皆さんに、感謝をお伝えください。 

市長さんをはじめ、そうした皆様の働きは私たちを安心させるものになって

います。私が日頃読んでいる格言集の中には“私の明るい表情は人々を安心さ

せる”とあります。市民に暗い表情を見せず、私たちを安心させて下さる市長

さんと行政関係者の皆様のこれからのお仕事が良いものになりますように、ど

うぞお身体にもお気を付けてください。 

回答 

(6/23回答) 

このたびは職員に対し、温かい励ましの言葉をお寄せいただき、ありがとう

ございます。このようなお言葉は、職員にとりましても大きな励みとなります。 

今後も市民の皆様に満足していただけるよう、更なる市民サービスの向上に

努めてまいりますので、市政運営に対し一層のご協力をお願い申し上げます。 

【担当】総務部秘書広報課 0439-80-1225 

 

第９号 

意見 

（6/30受付） 

千葉県八街市で下校中の小学生が死傷する痛ましい事故を受けまして、「通

学路の緊急一斉点検 早急に実施」との報道がありました。 

現在、天羽小学校に長男を通わせておりますが、通学路でクルマとの接触の

危険のある箇所がございます。 

Google ストリートビュー（goo.gl/maps/CskLbj9d8KtMzzUo7） 

市のご担当者様も把握されている箇所かと思いますが、なんとか対策できな



いものでしょうか。 

回答 

(6/30回答) 

本市では、児童生徒の登下校中の安全確保につきましては重要であると考え

ております。 

通学路の安全確保の取組みにつきましては、学校職員が実際に通学路を歩

き、危険個所を把握しております。併せて市教育委員会では警察、国、県、市

の道路管理者で構成される市通学路安全対策協議会を組織し、対策について各

道路管理者で協議を行っております。 

ご指摘いただいた天羽小学校の通学路の危険個所につきましては、管轄の君

津土木事務所天羽出張所に問い合わせたところ、６月 30日に現地確認を行い、

対策を検討する旨の回答をいただいております。また、10月開催予定の市通学

路安全対策協議会でご指摘いただいた危険個所の対策についても協議いたし

ます。 

今後とも、お気づきの点がございましたら、ご意見をいただければと思いま

す。 

【担当】教育委員会学校教育課 0439-80-1346 

 

第 10 号 

意見 

（7/5受付） 

青堀駅前の古墳の里ふれあい館のトイレを利用しましたが、荷物置きの位置

が高い場所にあり、利用しにくいと思います。 

お年寄りが利用できるよう、低い位置にも作っていただきたいです。 

回答 

(7/19回答) 

このたびは、古墳の里ふれあい館のトイレの荷物置きが高い位置にしかな

く、ご不便をおかけしていることにつきまして、ご指摘いただきありがとうご

ざいます。 

ご要望いただきましたとおり、低い位置にも新たにフックを設置するなどの

対応をいたします。市民の皆様に快適にご利用いただけるよう努めてまいりま

す。 

【担当】教育委員会生涯学習課 0439-80-1342 

 

第 11 号 

意見 

（7/5受付） 

６月 13 日に市役所で新型コロナワクチンの１回目の接種を受けた際、接種

終了後、正面玄関にて足をねんざしてしまいました。 

７月４日に２回目の接種を受けた際、市長様とお話ししたところ、すぐにプ

ランターを設置してくださいました。対応のすばらしさに感謝しています。あ

りがとうございました。 

回答 

(7/9回答) 

このたびは、市役所にお越しの際にお怪我をされたとのことで、心よりお見

舞い申し上げます。 

市役所正面玄関の段差については、ひとまずプランターを設置しておりま

す。また、今後改めて段差の解消などの対策を講じてまいりたいと考えていま



す。 

何卒、ご理解の程よろしくお願いいたします。 

今後とも市政運営に対し、一層のご理解ご協力をお願いいたします。 

【担当】総務部資産経営課 0439-80-1693 

 

第 12 号 

意見 

（7/6受付） 

７月３日、雨の中、市役所へ新型コロナワクチンの接種を受けに行った際、

北入口の傘立てに傘を入れました。しかし、帰り際、傘がなくなっていました。 

今後、傘立てに鍵をつける、スーパーマーケットにある傘袋を用意するなど

の対策を講じてほしいです。 

回答 

(7/9回答) 

傘立てについては、元々鍵のあるものでございましたが、使用中に鍵をなく

される方がいたため、現在は鍵を取り外し、鍵のない傘立てとして使用してい

ます。 

また、ビニールの傘袋については、今後、検討してまいります。 

今後とも、市政運営に対し、一層のご理解ご協力をお願いいたします。 

【担当】総務部資産経営課 0439-80-1693 

 

第 13 号 

意見 

（7/26受付） 

本日、青木三丁目の公園予定地である八坂神社前の空き地の草刈りが行われ

ていました。暑い中ご苦労様でした。 

しかし、フェンス際の刈り残し、刈り取った草の放置がありました。市の委

託で業者が作業をされたのでしょうが、私の自宅前に大きなちり取り二杯分く

らいの刈り取った草がそのままにされていました。仕方なく掃除をしました

が、仕事が雑です。 

５月のごみゼロ運動で集めた汚泥もいまだに片付けられていません。最後ま

でしっかり行ってください。 

回答 

(7/28回答) 

この度は、青木２号公園予定地の草刈り及び麻袋回収につきまして、大変ご

迷惑をかけてしまい、申し訳ございませんでした。 

先ず、刈り取った草の回収及び刈り方ですが、市が維持管理を委託している

業者に対して、草の回収を指示するとともに、丁寧に作業するよう指導させて

いただきました。 

次に、ごみゼロ運動によりご協力いただいた麻袋の回収ですが、回収してい

なかった麻袋３袋を７月 26日に回収させていただきました。 

今後はこのようなことがないよう細心の注意を払いながら、業務に取り組ん

でまいりますので、ご理解くださるようお願い申し上げます。 

【担当】建設経済部都市政策課 0439-80-1317 

 

第 14 号 



意見 

（7/26受付） 

日本共産党が発行している富津民報 NO.124 にて、市の補正予算の中に保育

所や小中学校の PCR検査の予算が 500万円計上されたとの報告でした。 

PCR検査とは微量の遺伝子を数億倍までに拡大することにより、何らかの遺

伝子の断片を見つけているに過ぎません。そのため、PCR検査で陽性の場合も

無症状の人が沢山いますし、たとえ熱や咳など風邪のような症状が出ていたと

しても、それが新型コロナウイルス感染症と断定することは難しいと思いま

す。 

また、ポルトガルの下級裁判所では、「新型コロナウイルス感染症の診断と

して PCR 検査だけで判断するのは、信頼性がなく、かつ違法である」という判

断を下したというニュースも出ていました。 

このような擬陽性が出る可能性がある PCR 検査を市の大切な税金を使って

希望者に無料で検査させる必要はないと思います。 

すぐに中止して、その税金で、子ども達の遊び場をもっと作って下さい。 

回答 

(7/27回答) 

新型コロナウイルスの特徴とされる RNA遺伝子配列を増幅させて、その存在

を判断する PCR検査では、液体に含まれるウイルスの量が少ない場合、偽陰性

と判断されることがありますが、厚生労働省等がまとめた「新型コロナ感染症

病原体検査の指針」において、PCR検査は有症状者及び無症状者ともに有効と

されています。 

このため、小・中学校、保育所等において集団発生の恐れがないか、早い段

階に状況把握を行う今回の取組みには PCR 検査が有効であると考えておりま

す。 

また、医師による問診等を合わせて行うことで、判断の精度が高まるものと

考えております。 

ご指摘いただいた子どもの遊び場の整備については、利用されるお子さんや

保護者の皆さんのご意見を聞きながら整備に努めてまいります。 

【担当】教育委員会学校教育課 0439-80-1339 

    健康福祉部子育て支援課 0439-80-1312 

再意見 

（7/28受付） 

先日の意見に対する返答をいただき、ありがとうございました。 

行政は厚労省の指針で動いていることは分かります。ただ、PCR検査の懸念

についても考えてほしいのです。PCR検査では、鼻毛や喉に付着した病原性の

ないウイルスも増幅し、陽性となる場合があるため、健康な人を感染者にして

いる可能性があります。感染症とはウイルスや細菌などの病原体が体内に侵入

して増殖し、発熱や下痢、咳等の症状がでることをいうため、無症状者は感染

者ではありませんよね。RNAウイルスは遺伝子の変異が速いのに、いつまでも

陽性者が出ていることから、通常の RNAウイルスよりも変異速度の遅いレトロ

ウイルスを検出している可能性もあります。 

レトロウイルスとは、ヒトゲノム遺伝子の中に組み込まれたプロウイルスか

ら、RNAウイルスに転写されてウイルスになるといわれています。ある研究に



よれば、ゲノムの６%がレトロウイルス関係の遺伝子であるという説もありま

す。人間のゲノムが 30億塩基とすると、その６%は約２億塩基にもなり、その

中の一部が PCRで検出されるような遺伝子配列であれば PCRで陽性になる可能

性があります。 

PCRは遺伝子の断片を検出しているに過ぎないのに、陽性の場合、病原体を

確認したことになっていますよね。しかし、SARS-COV2は RNA ウイルスのため

変異しやすいです、未だに PCRで検出しているウイルスが武漢で発生したとさ

れているウイルスが含まれているという保証はないです。もし、感染が広まっ

ているのならば、ウイルスは複製を繰り返すために、変異していきますし、ウ

イルスの遺伝子が変異する以上は、PCR検査には有効期限が存在するはずです

ね。富津市では PCRで検出されたウイルスの分析はしていますか。 

PCRが、病原体でない遺伝子を拾っているとすれば、医学的には無意味な検

査です。新型コロナウイルス感染症は PCR検査がなければ成り立たない感染症

ということもおかしな話です。医師の問診も合わせてならば、なぜ無症状者を

新型コロナ感染者に診断するのでしょうか。PCR検査が正当であるという思い

込みが、コロナ騒動の全ての温床になっていることに早く気づくべきです。異

論を唱えている医師や専門家は世界中に沢山いますよ。子ども達を犠牲にしな

いで下さい。 

再回答 

(7/28回答) 

市としましては、国の示す「新型コロナ感染症病原体検査の指針」に基づき

実施される PCR検査は、現段階では今回の取組みに有効と考えています。 

投稿者様のご懸念については、市で回答できる内容ではありませんので、恐

れ入りますが厚生労働省や保健所等にお問い合わせくださるようお願い申し

上げます。 

また、今回の取組みは同一集団において陽性者が複数確認された場合、クラ

スターの発生を早期に防ぐことを目的の一つとしていることにご理解いただ

きますようお願い申し上げます。 

【担当】教育委員会学校教育課 0439-80-1339 

    健康福祉部子育て支援課 0439-80-1312 

 

第 15 号 

意見 

（8/13受付） 

新型コロナウイルス感染症は第５波が到来し、その予防策が急務となってお

ります。予防対策として住民に鼻うがいの啓発を掲示板やホームページなどで

呼び掛けてほしいです。 

 現在、感染予防対策として、うがいが推奨されていますが、それだけでは不

十分だと考えます。ウイルスが最初に感染を起こす部位は鼻咽腔です。発症す

るまで平均５日かかるコロナウイルスの場合、ウイルスを吸い込んだとしても

毎日鼻うがいをすれば、ウイルスが細胞に取り込まれる前に洗い流すことがで

き、感染を防げる可能性が大きくなります。鼻うがいについては、大阪府泉大



津市や愛知県碧南市、富山県砺波市など、いくつかの自治体で推奨されており

ます。また、福井大学では民間企業と共同でコロナ予防用の鼻うがい液の開発・

商品化をしております。 

 お手数ですが、ご検討の上、ご返信願います。 

回答 

(8/16回答) 

本市では、新型コロナウイルス感染症予防対策として、国が示す「新しい生

活様式の実践例」の実践を呼びかけております。 

この「新しい生活様式の実践例」については、新型コロナウイルス感染症専

門家会議からの提言を踏まえ、検討された実践例となっております。 

貴台よりご意見のありました「鼻うがい」の推奨につきましては、国から、

新型コロナウイルス感染症に関する通知等により、その効果の確証が得られた

段階で啓発していきたいと考えております。 

今後も、国、県あるいは他市区町村の動向を注視し、適切な感染症予防対策

の推進に努めてまいります。 

【担当】健康福祉部健康づくり課 0439-80-1268 

 

第 16 号 

意見 

（8/16受付） 

市役所のクーラーが全くきいてなく、職員がものすごく暑そうです。 

市民も足を運びたくなくなります。 

ぜひ、クーラーをきかせてほしいです。 

回答 

(8/19回答) 

市役所庁舎内の空調（冷房）につきましては、電気の節約や環境への配慮の

ため、室温 26℃を目安に設定することとしております。ご不快な思いをさせて

しまい誠に申し訳ございませんが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

今後も市政運営に対し、一層のご理解ご協力をお願いいたします。 

【担当】総務部資産経営課 0439-80-1693 

 

第 17 号 

意見 

（8/17受付） 

８月 17日、富津市の新型コロナウイルス感染症の感染者が 13名判明しまし

た。私達の生活圏である近隣の市では木更津市 53名、君津市 24名、袖ケ浦市

18名と４市で 100名を超えました。30代、40代の子供を持つ親達、その子供

達も保育園児にも感染者が出ています。 

高齢者のワクチン接種についてはスムーズに要領よく進んだと感謝してい

ます。しかし、最近の感染者の急激な拡大に戸惑っています。とても地域の病

院だけでは入院治療は困難であると思います。 

かずさアカデミアホールなどを使い、医師会と協力して軽症者も隔離できる

ような政策を考えていただきたいと思います。 

回答 

(8/20回答) 

貴台よりいただきましたご意見は、令和３年８月 10 日付け、健康づくり課

より回答させていただいた内容と同趣旨であると考えられます。 

前回回答のとおり、千葉県においては、以前から医師会や指定医療機関に対



し、感染病床の増床について要請するとともに、県内宿泊施設に対し、療養病

床としての協力を依頼し、必要な療養場所の確保に努めるとともに、医療機関

及び宿泊施設において、速やかに受け入れができる体制整備に努めているとこ

ろです。 

なお、前回回答以後、君津医療圏域における感染病床の増床が図られたとこ

ろです。 

今後も、千葉県に対し、感染発生後の２次被害を防止するため、必要な療養

場所の確保、調整体制の強化を含めた感染症対策の徹底を要請してまいりま

す。 

【担当】健康福祉部健康づくり課 0439-80-1268 

 

第 18 号 

意見 

（8/20受付） 

私の母は 91 歳です。住まいは君津市ですが普段は富津市内にある病院さん

にお世話になっています。 

当該病院に新型コロナワクチン接種を２度お願いしましたが、「市外の者は

受けられない」と断られました。 

以前からかかりつけ医はこの病院さんだけしかありません。また、高齢のた

め、車いすがある病院でしかワクチン接種が受けられません。どうか市外の者

でも受けられるようご配慮をお願いいたします。 

回答 

(8/26回答) 

同院に現在の予約受付について電話で確認したところ、次のとおり回答があ

りましたのでお伝えいたします。 

「富津市外にお住まいの方であっても、定期的に通院されている方であれば

予約を受け付けております。予約の申出があった際は、その旨説明するように

しておりますが、不明な点があれば再度お問い合わせいただきたく存じます。」 

「かかりつけ」については、全国の各医療機関の置かれた状況が様々で、国

や自治体で一義的に示すことができないため、それぞれの医療機関で判断して

いただかざるを得ないのが実情です。この点、同病院さんにおかれては、「定

期的に通院していること」＝「かかりつけ」と捉えているとのことでした。 

現在、国からのワクチン供給が全国的に著しく減少しておりますが、本市に

おいては、市内の各医療機関に対し、「かかりつけ患者さんであれば、市外在

住の方も受け付けは可能です。」と案内しております。 

投稿者様のお母様におかれましては、頂いたメールからは同病院さんの利用

頻度を判断いたしかねましたので、条件に当てはまる可能性がありましたら、

今一度、同病院にお問い合わせいただければと存じます。 

【担当】健康福祉部健康づくり課新型コロナウイルスワクチン接種推進班 

0439-32-1430 

 

第 19 号 



意見 

（8/20受付） 

新型コロナワクチン接種後の副作用や死亡報告について、厚生労働省のホー

ムページには、男女、年齢、人数、症状等、全体的な報告は載っていますが、

富津市ではどのくらいの報告が上がってきているのか教えてください。 

回答 

(8/26回答) 

現在、本市において、ワクチン接種に伴う死亡事例はございません。      

また、副反応についてですが、ワクチン接種後に何らかの症状が出て医療機

関で受診した場合で、（独）医薬品医療機器総合機構に報告された事案等が数

件、市に情報提供がございました。 

また、市の集団接種会場における経過観察中に見られた症例が数件ございま

した。その内容についてですが、個人情報保護の観点から、お伝えできるのは

下記の概要のみであることを御承知おきください。                                       

・接種日の翌日、接種部位にかゆみ、発赤（皮膚が赤くなる）が生じ、それ

が徐々に広がり、数間後に全身の発疹やむくみが生じた。（40代女性（接種１

回目））                                  

・接種後５分程度経過後、寒気、手足のしびれ、血管迷走神経反射と思しき

症状あり（40代女性（接種１回目））                        

・接種後８分経過後、血圧上昇、頻脈、咽頭の違和感、手指冷感（50代女性

（接種１回目））                                 

・腕の痛み及び接種部位が紫色になった。（女性（年齢不明）（接種１回目））  

・午後１時頃に接種し、その日の夕方に頭痛、首の痛み、足が熱くなる（65

歳以上女性）                                   

・接種後 10日経過し、接種した腕等に湿疹が出現（70代男性（接種２回目））   

・下肢、腹部等に発赤、掻痒感、右足くるぶしに圧痛（60代男性（接種２回

目）） 

【担当】健康福祉部健康づくり課新型コロナウイルスワクチン接種推進班 

0439-32-1430 

 

第 20 号 

意見 

（8/25受付） 

富津市相野谷に住んでいますが、タクシーを呼んでもなかなか来てくれない

ため、公共交通バスなどの便を増やしてほしいです。 

運転免許証を返納しますので、よろしくお願いいたします。 

回答 

(8/30回答) 

タクシー事業者によりますと、台数に限りがあることから、時間帯によって

はすぐに配車対応することが難しい場合もあるようですので、事前にご予約い

ただくなど、余裕を持ったご利用をお願いします。 

なお、当市では、運転免許証を保有していない高齢者等、移動にお困りの方

を対象に、タクシー利用に関する費用の一部を助成する「タクシー運賃助成事

業」を実施しております。 

先日、貴台からお問い合わせいただき、本事業に係る申請書をお送りしまし

たので、運転免許証を返納された際には申請のうえ、ご利用ください。 



いただいたご意見を参考に、今後も公共交通の利便性向上に努めてまいりま

す。 

【担当】総務部企画課 0439-80-1229 

 

第 21 号 

意見 

（8/30受付） 

８月 10日に市に相談させていただきましたが、市内にある店舗の不正営業、

迷惑被害トラブルに関して投稿します。 

商工会に入っている方が言うには、その店舗は、県などからの全ての協力金

を申請し、合計 500万円以上を受け取っているそうです。しかし、本日の夕方

前から車が３台止まっていており、隠れて営業しています。看板を消し、シャ

ッターを閉め、客には裏側に車を止めさせています。 

これで、協力金を申請し、受け取っているということは、不正を通り越した

不正です。君津市や木更津市は、夜見回りをしていると聞きますが、何故富津

市は通報があり、不正を把握しても何もしないのでしょうか。警察と連携する

のも一つだと思います。良全な市民の税金を不正受給することは許されてはな

らないと思います。 

回答 

(8/30回答) 

８月 10日、投稿者様からお伺いした内容は、「時短や感染対策をしていない

店舗に関する情報提供」の取り扱いにより、千葉県健康福祉部健康福祉政策課

に対し、情報提供を行っております。この情報を受けて県の健康福祉政策課で

は、当該情報を「感染拡大防止対策協力金」、「飲食店等の見回り」を所管する

部局へそれぞれ提供し、対応しているところです。 

感染防止対策協力金については、今回、投稿者様からいただいた情報につき

ましても、県に対し、再度情報提供を行い、適切な対応がなされるよう改めて

要望いたします。 

なお、県では、以下の相談窓口を設置していますので、詳細は下記窓口にお

問い合わせください。 

・飲食店の営業時間短縮（特措法協力要請電話相談窓口）043-223-4318 

・飲食店の見回り（商工労働部企業立地課）043-223-3866 

【担当】健康福祉部健康づくり課 0439-80-1268 

 

第 22 号 

意見 

（9/10受付） 

大貫小学校の通学路に対する学校の指導に大変不安を感じています。 

突然、通学路が変更されたかと思えば、その数日後に再び変更があり、子ど

もたちも保護者も戸惑っています。  

保護者から指摘がある度に変更しているのかもしれませんが、果たしてそれ

は適切な対応なのでしょうか。通学路変更の通達により、子どもたちはかなり

回り道をすることになり、人気のない道を通ることになりました。これから日

が短くなり、駅方面に帰宅する子どもたちは、学校から距離があり、帰宅時間



も遅いので大変心配です。 

事件が起きてからでは取り返しがつきません。危険な道には標識やガードレ

ール、縁石をつくる等の対応をするべきだと思います。道が雨水で溢れ、歩け

ないのであれば、早急に道を補修してください。 

市の交通安全対策、体制には不安しかありません。安心して子育てができな

いため、市内各学校の通学路への安全対策を見直してください。大貫小学校に

は、きちんと子どもの身になって通学路を検討するようお願い申し上げます。 

回答 

(9/13回答) 

本市では、児童の登下校中の安全確保を第一に考え、日頃より交通安全指導

や通学路の安全確保に努めております。 

この度、大貫小学校では、ご指摘いただきましたように、９月に入り２度に

渡って通学路の変更を行いました。児童によっては回り道、人気のない道を通

ることになることもあり、保護者の皆様にはご心配をおかけしましたことをお

詫び申し上げます。児童の登下校中の安全を確保するための措置でございます

ので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

まず、海岸橋の工事に伴う、通学路変更につきまして、工事期間中のみの迂

回措置となります。工事中は従来の通学路に自動車が集中してしまい、危険と

判断したためです。短期間の措置のため、標識やガードレールの設置は難しい

ですが、富津警察署に依頼し、交通安全及び防犯パトロール等を行うよう依頼

しました。 

次に、大佐和中学校裏の細い道路につきましては、より安全な大佐和中学校

敷地内を通行する経路への変更となります。従来の通学路は土砂災害警戒区域

に指定された崖に隣接していることが理由です。雨天時に水が溜まることもあ

りますが、このような事から崖側の道の利用よりも、児童の安全確保を最優先

した大佐和中学校敷地内に通学路を指定しました。 

今後もお気づきの点がございましたら、ご意見をいただきたいと思います。 

【担当】教育委員会学校教育課 0439-80-1346 

 

第 23 号 

意見 

（9/27受付） 

① 富津市千種新田〇〇番地付近から自宅へ通じる生活道路（市道か私道か不

明）について、路側まで舗装がきちんとされていないため雑草が伸びて処

理に苦慮しております。道路を舗装してもらいたいです。 

② 同じ通り沿いの民地内から樹木が伸び放題になっており、道路の視界を塞

ぐなど迷惑しております。土地管理者に伐採をしてもらいたいです。 

上記２点について、市が窓口となって対応をお願いしたいです。 

回答 

(10/11回答) 

① ご要望個所のブロック塀までの舗装については、現場並び土地所有者を確

認しましたところ、民有地であることから、市では舗装はできませんので、

ご理解をいただきたいと存じます。 

② 私有地から市が管理する道路に樹木等が張り出していた場合については、



所有者に対し、適正に管理していただくよう指導しております。 

ご連絡いただいた個所を確認したところ、私有地に生えている樹木が道路に

張り出している状態であったことから、所有者に文書により指導を行います。 

【担当】建設経済部建設課 0439-80-1298 

 

第 24 号 

意見 

（10/7受付） 

大佐和中学校体育館の照明が切れたまま、半年以上交換されずにいます。学

校には３カ月以上前に話しましたが改善されません。 

手元足元が暗いまま運動すると、接触や怪我の原因になり危険です。特に夜

間の使用時は、大変危険な状態が続いています。 

一刻も早く改善していただきますようお願い申し上げます。 

回答 

(10/18回答) 

 照明設備については、費用面から５箇所程度が球切れした際に合わせて交換

する予定としておりましたが、今回のご指摘を受け、改めて確認したところ、

ブレーカーが落ちていたことが原因で一列（８箇所）消灯し、それ以外に５箇

所球切れしていました。 

 現在、ブレーカーが落ちていた箇所については復旧しており、また、球切れ

している箇所については、LED電球に交換し、学校活動に限らず、夜間の学校

開放の際にも安全に利用いただけるよう準備をしておりますので、今しばらく

お待ちください。 

【担当】教育委員会教育総務課 0439-80-1348 

 

第 25 号 

意見 

（10/7受付） 

 私は今年１月にマイナンバーカードを作りました。 

 顔写真を撮る際に「カードに載せる写真です。何枚か撮りますので選んでく

ださい。または、写真屋さんで撮ってきても良いですよ。」などの配慮が欲し

かったです。 

 私は誰が撮ってもこの顔ですが、私の次の方は美人さんでしたが、写真がひ

どかったのでお気の毒でした。 

 「もう一度作り直したい方は受け付けます。」などの回覧を回したら喜ぶ方

が大勢いると思います。 

回答 

(10/12回答) 

 市民課窓口でのマイナンバーカードの申請手続きの際に、職員がカメラ（タ

ブレット）を用いて撮影させていただいております。撮影いたしました写真に

つきましては、カメラ（タブレット）の画像及び撮影した写真を印刷したもの

で、申請者様と職員の双方で確認をしております。その際、写真の不備等があ

る場合は、再度、写真の撮り直しを行い、申請者様がご納得いただけるよう努

めております。 

 また、一度交付したマイナンバーカードは「顔写真のみ」の変更はできませ

ん。マイナンバーカードを紛失、焼失または著しく損傷した場合のみ、再交付



申請ができますが、手続きには 800円の手数料が必要となります。電子証明書

が必要な場合は追加で 200円がかかります。 

 なお、マイナンバーカードには有効期限が定められており、更新時には新た

に撮影した写真になります。有効期限は発行日から 10 回目の誕生日となりま

す。 

 今回の件につきましては、申請者様のご納得いただける手続きではなかった

ことをお詫び申し上げます。 

 再度、マイナンバーカードの手続きについて、窓口業務の周知徹底に努めて

まいります。 

【担当】市民部市民課 0439-80-1253 

 

第 26 号 

意見 

（10/7受付） 

 富津市の各班の班長の仕事は、回覧板を回すことと集金です。 

 集金についてですが、一年分を一括払いし、額に変更があった時は、次の年

の分を払いに行った時に返金してもらう、または、不足分を払うというように

したら班長の仕事が一つ減ります。 

 班長が高齢化していること、コロナ禍でお金に少しでも触れたくない、コン

ビニもカードで済む時代です。 

回答 

(10/12回答) 

 集金に関して、ご意見をいただきましたように、１年分相当額を班長に預け

て不足がでたら追加集金、残金がでたら年度末に精算という「集金方法」を行

っている班は市内に多数ございます。 

 集金方法をはじめ、自治会の運営方法につきましては、各自治会において取

り決められておりますので、投稿者様の所属する班でも、区や班員の皆様でよ

く話し合われ、より良い方法で運営していただきたいと存じます。 

【担当】市民部市民課 0439-80-1252 

 

第 27 号 

意見 

（10/11受付） 

 金谷の鋸山ロープウェイに以前から猫がたくさんいます。 

恐らく従業員の方が餌をあげていると思います。私は猫が好きなのでご意見

申し上げるのですが、飲食するテーブルの上に猫が乗っているなど、とても不

衛生であること、あんな山の上は猫が住む環境でなく、餌をあげて猫が増える

こと自体が虐待の一種であるように思います。 

猫好きでない他のお客さんを見ていたら、突然猫がテーブルの上に乗ってき

て悲鳴を上げて逃げていました。猫好きな方はいいですが、そうでない方は迷

惑でしかないと思います。 

市として飼育など指導はしないのでしょうか。 

回答 

(10/21回答) 

 令和３年 10月 15日に君津保健所職員２名、市担当職員２名で鋸山ロープウ

ェイ株式会社を訪問し、状況の確認を行いました。 



 当日、事務所周辺に猫は確認できませんでしたが、事務所の担当者に話を伺

ったところ、山頂の施設周辺に野良猫が数頭いるが、従業員による猫への餌や

りは行っておらず、来客者が屋外の休憩スペースで餌を与えているのではない

かとのことでありました。 

 施設管理者として、餌を与えないよう注意喚起を行っており、また、猫が増

えないための対策として、ボランティア団体の協力を得てメス猫の避妊手術を

随時行っているとのことでした。 

 今後も引き続き対応をしていただくよう鋸山ロープウェイ株式会社に依頼

し了承を得ました。 

 市としても引き続き状況の確認を行っていきたいと考えております。 

【担当】市民部環境保全課 0439-80-1274 

 

第 28 号 

意見 

（10/12受付） 

９月 25 日に投稿した要望について、10 月 11 日付建設経済部建設課様より

回答をいただきました。速やかな回答ありがとうございました。 

しかしながら、回答内容には不十分と感じる部分もありましたので、再度の

要望となります。 

（１）生活圏道路の舗装について 

私道のため市では舗装が行えないのは想定内でした。その上でさらに踏み込

んだ対応をお願いします。 

①地権者に道路の舗装を期限付きで（令和３年度内など）行うよう指導する

こと。 

②舗装を行わないなら地権者自らが定期的に除草作業を行うこと。 

③指導を行った文面、地権者からの回答、地権者の氏名・連絡先等を開示し

ていただきたいこと。 

（２）樹木伐採依頼について 

①伐採を期限付きで（令和３年中など）行うよう指導すること。 

②道路の舗装と同様、情報を開示していただきたいこと。 

近隣の世帯数が減少し、また残った住民も高齢化が進む中で、体力的にも、

刈った草を可燃ごみに出す費用も大変負担です。 

これからは地権者に適切な管理を行っていただきたく、要望をお聞き届けく

ださいますよう、お願いいたします。 

回答 

(11/1回答) 

 ご要望のありました「生活圏道路の舗装」及び「樹木の伐採」につきまして

は、それぞれ、民有地であることから市より舗装に関することの指導は行って

いません。また、民有地から公道へ伸びた樹木の伐採につきましては、土地所

有者に協力を依頼している状況です。 

 ご要望にありました未舗装であることによる雑草の処理は、隣接する周辺住

民の方々により行っているとのことから、当該地の区長へ要望があった旨を連



絡いたします。 

 樹木の伐採につきましては、適正に管理していただけるよう、土地所有者へ

伐採の協力を手紙により行いました。 

 また、地権者の氏名、連絡につきましては個人情報のため市から教えること

はできません。しかし、有料ですが法務局で土地、建物の登記簿等の情報をど

なたでも見ることができます。 

 今後も引き続き、当市の道路行政へのご理解ご協力をお願いいたします。 

【担当】建設経済部建設課 0439-80-1298 

 

第 29 号 

意見 

（10/28受付） 

第二大堀踏切から国道 16 号線に向かい、突き当たりの交差点にある標識が

道路に出っ張っており、曲がりにくいです。 

すでに標識に車でこすった跡があります。事故のもととなるため、改善して

ほしいです。 

回答 

(11/2回答) 

 ９月に、他の市民の方からも同様の要望を受けており、標識の管理者である

富津警察へ連絡を入れたところ、「標識は以前より民地に設置されていたが、

１年程前に標識を道路側へ移設しています。警察の標識設置の方針としては、

原則道路区域内へ設置していることから、現在の位置から移設はできません。」

との回答でした。 

 なお、今回、標識移設の要望があったことについては、富津警察署へ再度連

絡させていただきました。 

【担当】建設経済部建設課 0439-80-1298 

 

第 30 号 

意見 

（11/4受付） 

10月末に富津市に引っ越してきました。転入届出はこれから提出します。 

２歳の子どもがいる３人家族です。気になった点がありましたので、お送り

します。 

参考にしていただき改善していただけることを期待しています。 

①家の近くにある「大堀第４号公園」にある木のベンチの劣化がひどく、ベン

チの端がささくれのようになっています。子どもにとって危ないですし、大人

も衣服が傷つきそうで座れません。 

多くの子どもが利用している公園のため、プラスチックなどの新しいベンチ

に交換してほしいです。 

②子供の一時預かり保育園について市役所に問い合わせたところ、「一時預か

り保育園のリストはないため、自分で各保育園に問い合わせてください。」と

言われました。 

一時預かり保育園のリストを作るなど、市民にとってより暮らしやすいよう、

改善をお願いしたいです。 



③「広報ふっつ」について、必要な情報は載っているのでしょうが、色が少な

く、レイアウトなどが正直読みにくいと感じました。 

回答 

(11/10回答) 

 ①大堀第４号公園のベンチについて、お答えいたします。       

 ご意見のとおり、ベンチの劣化が進んでいる状態であることから、今年度、

木製ではなく樹脂製のベンチへの交換や一部ベンチを撤去することを検討し

ております。  

 次に、②一時預かり保育園のリスト化について、お答えいたします。       

 まずは、電話でのご案内が十分ではなかったこと、お詫び申し上げます。     

 子育てサービスについては、広報ふっつ、市ホームページ、福祉・国保・介

護ハンドブック、子育て応援ガイドブックなどで情報発信しており、一時預か

り保育を行っている保育所（園）などの施設についてもこれらに掲載していま

す。      

 また、子育て世帯の方が転入されたときには、窓口で手続きをされる際に子

育て応援ガイドブックをお配りしています。                                    

 今後も子育てサービスの情報が必要とされる方に届くよう、情報発信に努め

てまいります。                                  

 次に、③広報ふっつについて、お答えいたします。               

 広報ふっつは、決められた予算の範囲内で表紙及び裏表紙はフルカラー、そ

の他のページは２色刷りで作成し、毎月１日に発行しております。                               

 今後とも構成や色使い、レイアウト等を工夫し、市民の皆様に読みやすく伝

わりやすい広報紙の作成に努めてまいります。 

【担当】①市立公園に関すること 都市政策課 0439-80-1317 

②子育て支援に関すること 子育て支援課 0439-80-1256 

③広報ふっつに関すること 秘書広報課 0439-80-1225 

意見 

（11/15受付） 

ご回答をいただきまして、ありがとうございます。  

古い木のベンチは新しいものに変えるか、撤去の予定ということで安心しま

した。ベンチに安心して座れるようになったら、より公園での時間が楽しめそ

うです。 富津市の印象は、とてもおいしい海苔と、緑豊かで数も豊富な公園

が一番の魅力なのではないかと感じました。  

転入届出の際に、2021年版の子育てガイドブックをいただきました。わかり

やすくて、よかったです。  

ありがとうございました。 今後ともよろしくお願いいたします。 

 

第 31 号 

意見 

（11/12受付） 

以前、千葉県で図書館がないのは富津市だけだと耳にした覚えがあります。 

私は長年、富津公民館の図書室を利用していましたが 本所にいらっしゃる

司書の方に『図書のリクエストをしているのはあなたですよね。』と声をかけ

られました。挨拶程度に言われたのかもしれませんが、個人情報を何と心得て



いるのかと疑問をもってからは、君津市図書館を利用するようになり、現在も

継続しています。 

次に、イオンモール富津への図書館新設について、富津市に図書館が新設さ

れることは喜ばしいことですが、計画に将来性がなくとても残念です。 

先日、新聞折り込みで八田さんの意見広告を拝見し、まさにそのとおりだと

思いました。無駄なお金をかけて 結果的に何も残せなかったアベノマスクと

同様の愚策だと思われます。 

図書館が新設される高揚感より、未来の子どもたちが活用できる、富津市の

誇れる図書館を設置していただけるように切望いたします。 

今一度 計画のリスタートをお願いします。 

回答 

(11/17回答) 

まず、ご不快な思いをさせてしまいましたことにつきまして、心よりお詫び

申し上げます。担当職員として知り得る個人情報については、プライバシー保

護の観点から取り扱いには十分気を付けておりますが、不躾な言動に驚かれた

投稿者様のお気持ちを真摯に受け止め反省し、今後の職員対応に活かしてまい

ります。 

イオンモール富津内への図書館設置につきましては、これまで財政事情等に

より図書館建設を断念せざるを得なかった当市にとって、より充実した図書館

サービスを提供するための大きな前進となるものであり、また、初期導入費用

や維持管理費の面で大きなメリットがあると考えております。おっしゃるとお

り、契約期間は 10 年ではありますが、その先についても、適切な時期に再契

約の協議を進めてまいりたいと考えております。 

今後も、富津市子どもの読書活動推進計画に基づき、子どもが自ら読書に親

しみ、読書習慣を身に付けていける環境づくりを進めるとともに、市民の皆様

への図書サービスの充実に努めてまいりますので、ご理解ご協力をお願いいた

します。 

【担当】教育委員会生涯学習課 0439-80-1345 

 

第 32 号 

意見 

（12/2受付） 

二間塚南大山地先にて排水工事をしている件についてお尋ねします。 

①工事している現場まで行かないと通行止めの看板がないため、手前でう回

できるような看板を設置してほしいです。 

②市は地元区長や近隣住宅には区長回覧で周知したと言うが、市道幹線のた

め、案内看板を設置するなど、もっと広く周知するべきだと思います。 

③以前、山王区本丸線の側溝工事の際、警察には朝８時から夕方５時までの

間、片側通行止めの許可を出していたにもかかわらず、昼夜全面通行止めをし

ており、付近の住民に連絡をしていなかったという経緯があります。当時、市

から「今後このようなことがないよう業者を指導していきます。」と回答があ

りましたが、何一つ改善されていないように見受けられます。担当課長は当時



の経緯などを把握されているのでしょうか。 

④市職員は「住民から苦情が来たら対応すれば良い。」といった大柄な態度

をとっているように感じます。業者の問題ではなく、市職員の住民に対する意

識の改善が必要ではないでしょうか。 

回答 

(12/9回答) 

この度は、現在施工中の二間塚地域排水整備工事に関し、ご意見をいただき

ありがとうございます。また、う回路の案内看板の不備により、ご不便をおか

けして申し訳ございませんでした。 

現在、工事中の二間塚地域排水整備工事は、排水路整備と道路幅員の拡幅を

実施しております。 

ご意見いただいた件につきまして、以下のとおり回答いたします。 

①案内看板の件について 

通常時の車両等の通行状況を把握し、う回路の設定を行い、表示内容をわか

りやすくするとともに、適切な設置個所を選定し、地元区長と相談のうえ、案

内看板の設置を行ってまいります。 

②工事の周知について 

 工事内容や工事期間等を考慮し、工事施工の影響範囲を把握し、工事に関

する回覧を行ってまいります。 

③担当課長の内容把握について 

昨年度、ご意見をいただきました市道稲荷口線排水工事の件につきまして、

部課長とも内容について認識しております。 

建設課の工事担当職員と施工業者とは、工事施工前に施工方法等について打

ち合わせを行い、注意事項等を伝えております。さらに施工時においても、定

期的に工事現場に行き確認を行っております。 

④職員の綱紀の保持および服務規律確保に努めてまいります。また、施工業

者に対し、適切な指導監督を行ってまいります。 

【担当】建設経済部建設課 0439-80-1302 

 

第 33 号 

意見 

（12/7受付） 

青堀駅前に住んでいるのですが、街灯の点灯が少ないと思います。 

街灯を一つでも点灯させるだけでだいぶ違うと思いますので、一度現場を見

に来ていただきたいです。 

回答 

(12/20回答) 

「青堀駅付近の道路沿いが暗く感じる。」というご意見についてですが、青

堀駅東口側の街灯は配電盤の故障により不点灯となっており、今年度中に撤去

し、新たに防犯灯の設置をいたします。 

今後も、引き続き、当市の道路行政へのご理解ご協力をお願いいたします。 

【担当】建設経済部建設課 0439-80-1298 

 

第 34 号 



意見 

（12/27受付） 

船橋市や鎌ケ谷市は市のホームページで、新型コロナウイルス感染症の陽性

者と感染者は違うと事実を告知しています。 

陽性者 ＰＣＲ検査や抗原検査の結果、陽性と判明したもの。 

感染者 臨床的特徴や検査結果を踏まえ「新型コロナウイルス感染症発生

届」をもって医師が感染したと判断したもの。 

新型コロナウイルス感染症の陽性者と感染者は違うことを市のホームペー

ジで市民がすぐにわかるように告知し、市のホームページを確認できない市民

のためにも幅広い広報媒体を活用して事実を告知し周知してください。 

回答 

(1/5回答) 

富津市の感染者等の発表は、千葉県の情報をもとに公表させていただいてお

ります。現在、千葉県から公表されている報道発表について、千葉県では「感

染者」という言葉のみを使用して公表しております。感染者の中には、患者と

無症状病原体保有者≠感染者ということは承知しておりますが、千葉県の公表

ではどちらも感染者と扱い、報道発表しております。 

そのため、富津市では千葉県の報道発表をもとに作成しておりますので、「陽

性者」という用語解説については考えておりません。 

【担当】健康福祉部健康づくり課 0439-80-1268 

 

第 35 号 

意見 

（1/4受付） 

12月 26日、富津聖苑にて私の母は荼毘にふされました。 

納骨式の対応につきまして、家族の率直な声を届けさせていただきます。 

担当された職員の方はお骨に対する丁寧な気配りが全く感じられませんで

した。 

納骨式で担当者からお骨の説明はなく、「喉仏はどれですか？」の問いには

「最後です。」と紋切型の口調でした。細かくなったお骨と灰を集める動作も

雑で、焼きそばを作っているようでした。 

喪主である私は「丁寧に扱いなさい。」と罵声を浴びせたい思いでした。し

かし、大切なかけがえのない人を偲び、送り出す日を怒りの感情を言葉にして

終わらせたくありませんでしたので、「母がここにいるようです。」と言いまし

たが、担当者はうるさいなという顔で作業を進めていました。 

今はどの業界でも「接遇マナー」が重要視されています。富津聖苑の職員の

皆様には最高のスキルを取得していただきたいと強く願います。 

また、管理、監督する立場にある市にもお願いをします。荼毘にふす作業に

携わる人は、日の当たらない、笑いのない、労いのない作業を淡々と繰り返し

ています。コロナ禍で立会人がいないときでも黙々と処理をします。 

日の当たらない場所で働いている人を「労う」意識と気持ちを持っていただ

きたいです。特に管理、監督する立場にある組織、役職にある人、市の運営に

直接に携わっている方は是非現場を見てください。 

人の気持ちはなかなか変えられません。しかし「労う」「寄り添う」「汲み取



る」言動はそれを可能にします。 

回答 

(1/12回答) 

富津聖苑でのご母堂様の火葬に際し、配慮のない対応があったことについて

深くお詫び申し上げます。 

現在、さまざまな方が利用する富津聖苑については、新型コロナウイルス感

染症に対し、十分な対策を図る必要があることから、火葬場を利用される方の

人数の制限や飲食の自粛、火葬場での滞在時間の短縮などのご協力をお願いし

ており、ご不便をおかけすることもあると認識しております。 

また、ご指摘のことにつきましては、富津聖苑の火葬業務に携わる職員に対

し、現状確認を行うとともに指導を行いました。 

引き続き、市の機関である富津聖苑の運営に携わる者として、故人並びにご

遺族の皆様に十分配慮し、安らかな旅立ちとなるよう、今後の運営に努めてま

いります。 

【担当】市民部環境保全課 0439-80-1273 

意見 

（1/17受付） 

ご回答いただきありがとうございます。 

常にご家族に寄り添う対応を心掛けていただきたいと思います。 

さて、本日、環境保全課の職員の方にもお願いしましたが、火葬の炉の前の

名札「○○家」がペン字の殴り書きで書かれており、とても雑です。簡単な名

字でも印字にしていただく方が丁寧だと思います。 

回答 

(1/27回答) 

富津聖苑の業務につきまして、ご意見をいただきありがとうございます。 

火葬炉前の名札につきましては、見やすい表示を心掛けるなど、ご遺族の皆

様が安らかに故人のお見送りができるよう、環境づくりに努めてまいります。 

【担当】市民部環境保全課 0439-80-1273 

 

第 36 号 

意見 

（1/17受付） 

以前から気になっていたのですが、昨夜の津波警報で特に危機感を感じまし

たので投稿させていただきます。 

私の自宅周辺では、防災無線の内容が聞き取りにくいです。複数のスピーカ

ーから少しずつずれて音声が流れます。よって音声が重なり内容が聞き取れな

くなります。 

個別受信機などはないのでしょうか。もしあるのであれば、受信できる周波

数等を教えてください。 

回答 

(1/21回答) 

富津市は、現在 179基の防災行政無線を設置しておりますが、防災行政無線

同士が近接している場合、一斉に放送するとスピーカーの音が干渉し、反響し

て聞こえづらくなることがあります。                                  

これを解消するために、時差をつけて放送するように設定している防災行政

無線もあります。                            

投稿者様宅付近は、半径 600メートル以内に３基の防災行政無線が設置して

おり、そのうち２基の防災行政無線が時差設定をしております。さらに、遠方



の防災行政無線からの放送が音達速度の関係で遅れて聞こえることから、ずれ

て聞こえる状況であると推測されます。                                   

なお、先日の津波注意報や緊急地震速報などの緊急を要する放送の場合は、

いち早く情報を伝達する必要があることから、時差設定が強制的に解除され、

一斉に放送されます。                                   

また、防災ラジオや戸別受信機を設置することで、自宅内で防災行政無線放

送を聞くことは可能ですが、防災ラジオにつきましては、８年ほど前に市でも

導入を検討いたしましたが、東京都大島町の放送を受信してしまうことが判明

し、導入には至りませんでした。                                   

戸別受信機につきましては、富津市に居住し、さらに防災行政無線放送の聴

取が困難な世帯等を条件に無償貸与制度を設けておりますが、１月 18 日に投

稿者様宅付近の現地確認を実施しましたが、音声明瞭であり、貸与条件に満た

さない可能性が高いと思われます。                  

富津市では、防災情報を多種多様な手段で伝達するため、市ホームページ及

び防災行政無線放送の聴き直しフリーダイヤル（0120-80-1248）などに加えて、

富津市安全安心メール及び LINE による配信もしておりますので、ご登録され

ていない場合は、資料を添付いたしますのでご活用をよろしくお願いいたしま

す。 

【担当】総務部防災安全課 0439-80-1266 

 

第 37 号 

意見 

（1/20受付） 

広報ふっつは中綴じ製本されていないため、見るときにバラバラになってし

まいます。ホチキスで止めると見やすくなると思います。 

回答 

(1/27回答) 

広報ふっつは、購読者の安全を確保するため、針金やホチキスを使わずに綴

じる「スクラム製本」方式を採用しています。この方式は、ホチキス等を使わ

ないため、小さなお子様やご年配の方が利用する際のけが防止や、リサイクル

や廃棄の際に分別しやすいという特徴があります。                       

一方で、ご指摘のとおり、「スクラム製本」は、落とした際などにバラバラに

なってしまうという点もあるため、君津市等では、ホチキスを使って綴じる「中

綴じ製本」方式を採用しています。                         

今回いただいたご意見を参考に、今後の広報紙の製本方法を検討していきた

いと思います。                                   

今後も市民の皆様に読みやすく、手に取りやすい広報紙の作成に努めてまい

ります。 

【担当】総務部秘書広報課 0439-80-1225 

 

第 38 号 

意見 広報ふっつの配布方式について、ポスティングにしてはどうでしょうか。 



（1/21受付） 新聞折込は講読者が減っており、自治会・町内会による配布も自治会に入っ

ていない人には配られません。 

ポスティングであれば、契約するポスティング会社にもよりますが、全世帯

に配れるはずです。 

また、市にシルバー人材センターなどがあれば、そちらを活用していただく

方式でも構いません。 

上記のような手法で、市の全世帯に広報紙を配るべきだと考えます。 

回答 

(1/26回答) 

広報ふっつは、毎月１日に発行しており、発行日の朝刊に折り込みで各世帯

に配布しています。                                

ご提案いただいた全世帯へのポスティングにつきましては、配達に数日要し

てしまう可能性があることから、現在のところ考えておりません。           

ご指摘のとおり、近年、新聞購読世帯が減少しているため、配布できる世帯

に限界があります。このため、全ての世帯に広報紙が行き届くよう、市役所・

各公民館・出張所などの公共施設窓口のほか、市内のコンビニ・商業施設など

でも配布していることに加え、商業施設などに行くことができない方には、ご

希望によりポスティングも行っています。                                

今後も、市政情報等を広く市民の方へお届けできるよう努めてまいります。

【担当】総務部秘書広報課 0439-80-1225 

 

第 39 号 

意見 

（1/26受付） 

昨年３月に神奈川県から富津市に引っ越してきました。 

富津市での暮らしは大変住みやすく感謝しているため、ご意見という形で伝

えさせていただきます。 

・タクシーを頻繁に利用しますが、どの運転手さんも丁寧な対応をしてくだ

さり、とても安心できます。 

・市役所職員の対応が非常に良かったです。何度か引っ越しを経験していま

すが、今までの市役所で一番対応が良く、気持ち良く利用できます。 

・市のホームページを拝見しましたが、数年前の台風被害やコロナ対応で

は、市長さんが大変ご尽力されているようで感動いたしました。 

・富津市の最も良いところは、治安と人柄です。以前、小学生の子に元気よ

く挨拶され、とても気持ち良かったです。また、騒音や偏見などもないた

め、静かに安心して暮らすことができます。 

まだまだ富津市に移り住んで良かったことはたくさんありますが、私の意見

として以下の内容を要望します。 

①本屋さんが欲しい 

②バス等の公共交通機関の便を増やしてほしい 

③SNSを積極的に活用し、富津市の住みやすさをもっとアピールしてほしい 

以上、これからも富津市の更なる発展に期待しています。 



回答 

(1/31回答) 

このたびは、あたたかなメッセージをお寄せいただきありがとうございま

す。 

富津市での暮らしは大変住みやすいとのお言葉をいただき、我々職員にとり

ましても大変励みになります。                       

はじめに、①本屋さんが欲しいについて、お答えいたします。        

投稿者様のお住いの地区に書店はありませんが、富津市内には TSUTAYA す

ばる書店（イオンモール富津内）、山晴堂（富津市大堀 12 番地）、竹渓堂（富

津市湊５番地）といった書店があります。                  

また、現在本市に市立図書館はありませんが、令和５年４月にイオンモール

富津内への図書館開館に向け準備を進めております。               

なお、本市の図書サービスは、富津公民館、中央公民館及び市民会館の図書

室や移動図書館のネットワークで提供しています。インターネットでの予約や

所蔵のない本をリクエストすることもできますので、ぜひご利用ください。   

次に、②バス等の交通機関の増便につきましては、公共交通を必要とされる

方にも安心して暮らし続けていただけるよう、交通事業者等と連携し、バスを

含めた交通機関の維持充実に努めてまいります。                  

次に、③富津市のアピールにつきましては、本市のホームページや SNSを最

大限活用し、富津市の魅力、地域情報、住民や移住を検討する方に対しての支

援制度など、市外及び県外の方々が興味を持ってもらえるような情報発信を強

化してまいります。 

【担当】 

図書に関すること 教育委員会生涯学習課 0439-80-1345 

公共交通に関すること 総務部企画課 0439-80-1229 

市のアピール（移住定住）に関すること 総務部企画課移住定住推進室 

0439-32-1067 

 

第 40 号 

意見 

（2/8受付） 

新型コロナワクチンの追加接種の接種券付予診票が届き、市の予約システム

から予約しようとしたのですが、初回接種からの経過期間が７カ月以上経過し

ていないと予約できない設定となっているため、予約ができません。 

新型コロナワクチン接種コールセンターに電話を入れて、何とか予約できま

したが、１週間前に妻の予約をした際に電話で指摘しておいたのですが、まだ

修正されていません。 

システムの条件設定を７カ月以降から６カ月以降に修正するだけなのに何

故できないのでしょうか。 

新型コロナワクチン接種コールセンターの予約に関する電話対応の軽減、市

の負担軽減にも寄与するため、早急に対応していただくようお願いします。 

また、新型コロナウイルス感染症関係のホームページを一つにまとめること



ができないでしょうか。感染者関係の情報とワクチン接種関係の情報があちら

こちらにあり、ホームページをウロウロしなければなりません。 

以上、ご対応よろしくお願いします。 

回答 

(2/14回答) 

富津市ホームページへのご意見について回答します。            

いただいたご意見を参考に、トップページから新型コロナウイルス感染症関

連のページへのリンクを一本化しました。                    

また、新型コロナワクチン接種の予約に関するご意見は、健康づくり課新型

コロナウイルスワクチン接種推進班からすでに電話でご案内のとおりですの

で、ご了承ください。 

【担当】 

富津市ホームページに関すること 総務部秘書広報課 0439-80-1225 

新型コロナワクチンに関すること 健康福祉部健康づくり課新型コロナウ

イルスワクチン接種推進班 0439-32-1430 

 

第 41 号 

意見 

（2/8受付） 

先月、市の新型コロナワクチン接種コールセンターに行きましたが、腰に手

をかけた中年の男性が片足立ちで、偉そうな言葉遣いで、とても気分が悪くな

りました。 

このような職員がいる業者を委託している市は、この事実を知っているので

しょうか。なぜ何も対処しないのでしょうか。 

今すぐに担当を変えてほしいと思いました。 

回答 

(2/16回答) 

お寄せいただいた御指摘に基づき、コールセンターの担当者及び委託業者に

対しては、「通常、市民にとっては、話をする相手が市職員か委託業者かは分

からない。そのため、一人ひとりが本市の顔となっていることを認識し、直接

来庁であっても電話であっても、『問い合わせをしてよかった』と思ってもら

えるような丁寧な接遇、身だしなみを徹底されたい」旨、厳重に注意いたしま

した。 

本市といたしましては、今後も質の高い市民サービスを提供することができ

るよう、委託業者及びコールセンタースタッフに対して必要な指導を引き続き

行ってまいります。 

【担当】健康福祉部健康づくり課新型コロナウイルスワクチン接種推進班 

0439-32-1430 

 

第 42 号 

意見 

（2/12受付） 

３年前に自治体の幹部職員（課長級以上）に共産党地方議員が「しんぶん赤

旗」を押し売りしていた問題が表面化しました。 

市役所で共産党地方議員が購読を働き掛けることがあれば断れないと考え

ます。購読は個人の自由だからと見て見ぬふりをせず、市役所での赤旗の販売



を禁止すべきではないでしょうか。 

また公費で赤旗を購入している自治体もあると聞きました。富津市はどうな

のでしょうか。 

回答 

(2/16回答) 

市職員の「しんぶん赤旗」の購読状況について把握しておりませんが、購読

は個人の判断により行っていることから、特に禁止することも行っておりませ

ん。 

また、当市では公費での購入はしておりません。 

【担当】総務部総務課 0439-80-1210 

 

第 43 号 

意見 

（2/14受付） 

船橋市と須坂市は、新型コロナウイルス感染症の「陽性者」について「PCR検

査や抗原検査の結果、陽性と判明した人。検査結果が「陽性」でも、必ずしも

感染症まで確認されたものではありません。」、「感染者」について「臨床的特

徴や検査結果を踏まえ「新型コロナウイルス感染症発生届」をもって医師が感

染したと判断した人。法律に基づき療養等が必要となります。」と告知してい

ます。 

陽性者＝感染者と勘違いしてる人が多いため、富津市も同様に告知して下さ

い。 

回答 

(2/17回答) 

富津市の感染者の発表は、千葉県の報道発表をもとに公表させていただいて

おります。現在、千葉県から報道発表されている内容について、千葉県では「陽

性者」という言葉を使用して公表はされておらず、「感染者」という言葉を使

用して公表されております。感染者の中には、「患者」・「疑似症患者」・「無症状

病原体保有者」の３つの種別に分かれていますが、すべての方を感染者として

扱っております。また、千葉県の公表については、「新型コロナウイルス感染

症発症届」をもとに感染者のみを報道発表しております。 

そのため、富津市では千葉県の報道発表をもとに作成しておりますので、「陽

性者」という用語解説については考えておりません。 

【担当】健康福祉部健康づくり課 0439-80-1268 

 

第 44 号 

意見 

（2/16受付） 

市民ふれあい公園と小糸川漁港周辺に野良猫がたくさんいます。 

市で預かって育ててほしいです。 

このままではどんどん増えていくと思います。 

回答 

(3/1回答) 

野良猫に対する問題は、当市においても苦慮しているところでありますが、

市において、これら野良猫の保護や飼育等は行っておりません。 

まずは、市民の皆様に正しい飼育方法等をご理解いただくことが重要である

と考えていることから、広報ふっつや区長回覧などで周知を図るとともに、君

津保健所やボランティア団体などと連携したなかで、状況に応じた適切な飼育



方法などの指導について、取り組んでおります。 

なお、市民ふれあい公園及び小糸川漁港の猫につきましては、ボランティア

団体が不妊去勢手術や適切な餌の管理など、保護活動に取り組んでいることを

確認しております。 

引き続き、正しい動物の飼育方法等について、ご理解いただけるよう、指導

や啓発に取り組んでまいりますので、ご理解とご協力を賜りますようお願いい

たします。 

【担当】市民部環境保全課 0439-80-1274 

 

第 45 号 

意見 

（2/24受付） 

「ふっ(2)つ(2)市。22（にゃんにゃん）市。ねこ市」 

上記のとおり、市をあげて猫で街おこしをしたらどうかなと思います。 

富津市が「ねこ市」ということに気が付いていないだけで、市の広報から発

信していただければ全国的にも有名な猫の聖地になるのではないかと考えま

した。 

富津岬周辺にも市内至るところに猫がいますし、例えば保護猫活動に力を入

れる、殺処分ゼロを目指す運動を市としてサポートしていけば、「ねこ市」は

ただのネタではなく社会的にも意味があるものになるのではないかと思いま

す。 

猫好きの皆さんの支えは大きいと思いますので、是非「ねこ市」として広め

ていただけることを願っています。 

回答 

(3/2回答) 

このたびは市役所に対する貴重なご意見をお寄せいただき誠にありがとう

ございました。今後の市政運営の参考にさせていただきます。 

貴台には、日頃から本市にご来訪いただいているとのことで、今後ともご愛

顧のほど、よろしくお願い申し上げます。 

【担当】総務部企画課 0439-80-1223 

 

第 46 号 

意見 

（3/1受付） 

公共交通バスについて、私は路線バス「富津市役所・君津駅線」を利用して

います。 

この度、JR東日本が内房線のダイヤ改正を発表しました。双方を比較したと

ころ、接続の悪い箇所が見られます。昨年この路線のダイヤ改正が発表された

内容に関しては致し方ないことと思います。ただ、不便だなと感じてしまいま

す。 

ぜひご検討いただき、早めの改正をお願いしたいと思います。 

回答 

(3/15回答) 

路線バス「富津市役所・君津駅線」につきましては、昨年 10 月１日にダイ

ヤ改正が実施され、沿線各駅での JR 線との接続が見直されたほか、日中時間

帯の一部便で青堀駅での路線バス「イオンモール富津線」との接続を改善し、



利便性向上を図ってまいりました。 

貴台ご指摘のとおり、本年３月 12日の JRダイヤ改正の影響で、同路線の一

部便に接続待ち時間の増加が見られることから、今後、運行事業者と協議し、

運行ダイヤの見直しを検討してまいります。 

いただいたご意見を参考に今後も公共交通の利便性向上に努めてまいりま

す。 

【担当】総務部企画課 0439-80-1229 

 

第 47 号 

意見 

（3/3受付） 

児童への新型コロナワクチン接種に関してのお願いです。 

これから児童へのワクチン接種が開始されますが、何とか今一度再考してい

ただけないでしょうか。 

１点目の理由は、安全性です。未成年の新型コロナ感染症による死亡例はゼ

ロ、致死率ゼロであり、重篤例は 10代で１例、10代未満で５例です。一方、

ワクチン接種後の 10 代の死亡例は６名、重篤例 399 件、副反応報告件数は

1,633件です。 

重篤化しにくい子どもに、ワクチン接種後、多くの副反応や死亡例・重篤例

が出ているのは「安全性が高い」とは言い難いのではないでしょうか。 

２点目の理由は、長期の安全性が不明という点です。日本人児童を対象とし

た国内試験は行われておらず、海外での試験だけを元に承認され、その試験も

まだ現在進行中です。つまり、５年後、10年後にどのような影響が出るのか、

誰もわからないのです。 

タミフル事件をご記憶の方も多いと思います。当初、飛び降りなどの異常行

動は服用との因果関係が否定されていました。後日、国は副作用と認め、通知

も出ましたが、発売後６年が経過しており、多くの尊い命が失われてしまいま

した。 

あのような悲劇を繰り返さないためにも、ワクチンのリスクについて、今一

度、皆様で議論していただけないでしょうか。 

もう１つのお願いは、ワクチンの「リスク」について、保護者の方々への周

知徹底です。有効である・安全であるという情報ばかりが目に入り、リスクの

情報がかなり少ないように思います。 

特に、「接種を努力義務にしない」ことや、「現時点で集団接種を推奨しない」

ことを、保護者の方々は把握しているのでしょうか。日本の未来を担う子ども

たちのために、是非再考し、ご配慮いただきますようお願いします。 

回答 

(3/8回答) 

小児への新型コロナワクチン接種については、様々なご意見があることは承

知しております。 

現在国が示している内容として、①オミクロン株が流行する前には接種によ

り新型コロナウイルスに対する中和抗体価の上昇や高い発症予防効果が確認



されていること、②現時点で安全性に重大な懸念が認められていないことに加

え、③ワクチン接種が新型コロナウイルス感染症に関する緊急のまん延予防の

ために実施されているという趣旨、④海外でも広く接種が進められているとい

った事情も踏まえ、本市では、接種を希望する小児及びその保護者が安心して

接種に臨めるよう、市内医療機関の方々と協力して接種体制を構築し、令和４

年３月 12日から順次小児接種を開始してまいります。 

小児だけではなく全ての方に共通することですが、新型コロナワクチンを接

種するか否かは、個人の自由な選択により決めることができることが大前提と

なっておりますので、希望される方々が接種することについて、ご理解賜りた

く存じます。 

なお、ご質問のあった事項については、それぞれ次のとおり回答いたします。 

〇小児接種の安全性について 

まず、「安全性が高い」か否かについては、医学的、疫学的その他専門的な知

見に基づき判断されるものであり、一地方自治体が独自に判断することは致し

かねるものと存じます。 

なお、未成年の新型コロナ感染症による死亡例ついては、現時点では死亡、

重篤事例はほとんどありませんが、今後新たな変異株によっては、10代前後の

方の致死性や重篤化リスクが高まることもあり得るため、引き続き注視する必

要があるものと認識しております。 

また、副反応報告件数については、全国各医療機関からのファイザー社ワク

チンの副反応疑い報告であり、因果関係のあることが確定した事例を列挙した

ものではありません。ワクチン接種後の 10 代の死亡例等については、コミナ

ティ筋注、スパイクバックス筋注のいずれにおいてもワクチン接種と死亡との

因果関係が認められない又は評価不能であったことを示すものです。これら

は、ワクチン接種に起因する副反応が疑われる具体的事例の検証資料にはなり

得るものの、新型コロナワクチンの安全性に直ちに疑義を生じさせるものでは

ないと存じます。 

以上により、10代前後の未成年者について、「新型コロナウイルス感染症に

起因する死亡、重篤化は少ない」「ワクチンの安全性は高くない」とは一概に

判断できないものと存じます。 

〇長期の安全性が不明であることについて 

現時点においては、小児への新型コロナワクチンの接種を開始してから間も

ないため、５年後、10年後の影響がわからないということは、ご指摘のとおり

です。 

しかし、小児だけではなく一般の方にも共通していることですが、「わから

ない影響」は、正負のいずれも考えられます。当然、負の影響（リスク）が可

能な限りなくなるよう、現在でも専門家の方々が日々研究をされており、長期

の安全性は、継続的に注視していくほかないものと認識しております。 



本市においては、小児用ワクチンの接種に係る効果、安全性（副反応の症状）

等を、リーフレット等により、わかりやすく保護者及び小児の方々に周知して

おります。 

最後に、本市においては、現時点では小児の集団接種を行う予定はなく、ま

た、最初に申し上げたとおり、新型コロナワクチンを接種するか否かは個人の

自由な選択により決めることができますので、現時点における知見を参考に、

必要に応じてかかりつけ医に相談する等して、各保護者様にご判断いただけれ

ばと存じます。 

【担当】健康福祉部健康づくり課新型コロナウイルスワクチン接種推進班 

0439-32-1430 

 

第 48 号 

意見 

（3/4受付） 

新富地区の工場地帯から出る鉄の煤が青木地区にまん延しています。 

窓や駐車場、家の周り、洗濯物も真っ黒です。毎日このような環境下で生活

していることにとても悩んでいます。 

回答 

(3/11回答) 

お問い合わせのありました「鉄の煤」と呼ばれる物質については、大気中に

飛散している降下ばいじん及び浮遊粉じんであると考えられます。 

これらの発生源については、工場・事業場の生産活動や自動車等の交通機関

の運行に伴い発生するもののほか、土壌の舞い上がりや火山活動などの自然現

象によって発生するものもあるなど極めて多種多様であると考えられます。 

市では、毎月降下ばいじんの測定をしておりますが、降下ばいじん量につい

ては、北風の多い冬期に、特に北部地域において南部地域に比べて高くなる傾

向があり、お問い合わせも多くなっております。 

市では、降下ばいじんの発生源となり得る、臨海部に立地する事業場に対し

て、「環境の保全に関する協定」に基づく立入検査等を実施し、粉じん等の飛

散対策を適宜指導しております。今後も当該事業場に対する監視と指導に努め

てまいります。 

【担当】市民部環境保全課 0439-80-1274 

 

第 49 号 

意見 

（3/4受付） 

先日、令和４年度の市県民税の申告書が送られてきましたが、この件につい

てお聞きします。 

①申告書の記入説明書が非常に見にくく、何が書いてあるのかがわかりませ

ん。若い人であれば認識できても、高齢者には非常に見づらいです。 

②印刷物の色合いが緑色ですが、高齢者には見づらいです。一般的な黒色で

良いのではないでしょうか。 

③申告用紙の印刷や郵送する経費は、我々の僅かな年金から特別徴収されて

いる貴重な税金が使われていると思いますので、もっと真剣に対応していただ



きたいです。 

回答 

(3/4回答) 

申告書の記入説明書についてご意見を頂戴したことにつきまして、記載方

法、配色等が見づらく、ご不便をおかけしましたことお詫び申し上げます。 

ご意見の①、②及び③につきまして、申告書の記入説明書の記載内容、配色

等を頂戴しましたご意見や他市町村の説明書等を調査研究し、市民の皆様が見

やすくわかりやすい表現となるよう検討いたします。 

【担当】市民部課税課 0439-80-1241 

 

第 50 号 

意見 

（3/10受付） 

新型コロナワクチンの小児接種のホームページについてお願いがあります。 

松山市、今治市と同様に、『本剤は、本邦で特例承認されたものであり、承認

時において長期安定性に係る情報は限られているため、製造販売後も引き続き

情報を収集中であります。また、本剤の予防効果の持続期間は確立していませ

ん。』、『「努力義務」とは、特定の予防接種について、接種の対象者や保護者に

「受けるよう努めなければならない」「受けさせるため必要な措置を講ずるよ

う努めなければならない」と定める予防接種法上の規定で、義務とは異なりま

す。感染症の緊急のまん延予防の観点から、皆さまに接種にご協力をいただき

たいという趣旨からこのような規定があります。』という文言を、市ホームペ

ージに明文化して告知してください。 

回答 

(3/11回答) 

まず、市ホームページでは、正確な情報発信を行うことは当然必要ですが、

閲覧する方々にとってわかりやすい情報発信を行うこともまた必要であると

存じます。 

この点、「ワクチン接種が始まってから間もないため、長期的な効果等は引

き続き情報収集が必要であること」、「12 歳以上の方々には努力義務があるこ

と」、「５歳から 11歳までの方々には努力義務がないこと」及び「『努力義務』

を法的に解釈すると、罰則等を伴った強制力のある義務ではないこと」につい

てそれぞれ詳細に示すことは、正確ではあるものの、各事項の趣旨等が非常に

わかりづらくなってしまいます。 

これを受け、ワクチン接種は推奨されてはいるものの、個人の自由な選択に

よることが前提となっていることを市民等の方々にご理解いただくため、市ホ

ームページでは、「新型コロナウイルスワクチンの接種が強制ではないこと」

を明示するにとどめております。ただし、「努力義務」の意義について知りた

いという方もいるため、厚生労働省の新型コロナワクチンＱ＆Ａの該当問答ペ

ージを併せて案内しております。 

また、新型コロナウイルスワクチンの接種が開始されてから今に至るまでの

期間が短いことは、誰にとっても明らかであり、世界中で確立した知見を得ら

れていない点及び継続的な情報収集が必要である点については、マスメディア

を通して公知の事実であると存じます。 



新型コロナウイルスワクチンを接種するか否かは、先述のとおり個人の自由

な選択で決めることができますが、現在の研究においては、高い発症予防効果

に加え、感染予防効果や重症化予防効果も認められており、市民の方々の健康

と生活を守るため、本市においても接種を推奨しておりますので、ご理解賜り

たく存じます。 

【担当】健康福祉部健康づくり課新型コロナウイルスワクチン接種推進班 

0439-32-1430 

 

第 51 号 

意見 

（3/14受付） 

先日、運転免許証を返納し、自転車に乗るようになったのですが、道路のア

スファルトが割れていてとても走りづらいです。 

相野谷に住んでいますが、相野谷から西大和田に向かう道は、上りと下りの

道が多く、アスファルトが割れているととても危険だと思います。 

回答 

(3/30回答) 

市が管理している道路の破損等に関しましては、職員によるパトロールや地

元区からの要望、市民の方からの通報を元に現地確認を行い対応しています。 

ご要望いただきました市道西大和田一色線の舗装につきましては、路面の状

況を注視し、市内の要望状況を踏まえて対応いたします。 

【担当】建設経済部建設課 0439-80-1298 

 

第 52 号 

意見 

（3/15受付） 

前回、路線バスのダイヤ見直しをお願いしたいと要望した者です。 

2022年３月 14日の朝に富津市役所・君津駅線を利用しました。この路線は

あまり乗車率が少ないとみられるため、運転手も把握しているようでした。 

普段、青堀駅まで乗車するのですが、数日前から JR 内房線のダイヤ改正を

行っており、前までは余裕を持って乗り換えができていましたが、今回からは

間に合うかどうかもわからず、迷っているところでした。しかし、その日は一

般のお客さんもいる中、運転手に「降りないの？」と声をかけられ、より冷静

な判断が出来ない状態で渋々降りました。 

なお、列車時間の変更を伝えても認識していなかったかはわかりませんが、

怒っているような態度で急いで降りるように言われました。正直、お客さんの

前で恥ずかしかったですし、今後バスを利用するのが怖いです。 

また、駅の時間にも合わせたダイヤ見直しをお願いしたいです。よろしくお

願いします。 

回答 

(3/29回答) 

バスのダイヤ改正については、いただいたご意見を参考に今後、運行事業に

対し、運行ダイヤの見直しを働きかけてまいります。 

また、乗務員の対応に関しましては、親切丁寧な接客対応に努めるよう、運

転事業者に依頼しました。 

今後も市内公共交通事業者に対し、利用者の皆さんが安心してご乗車いたけ



るようお願いしてまいります。 

【担当】総務部企画課 0439-80-1229 

 

第 53 号 

意見 

（3/24受付） 

大佐和自動車教習所からかん七に向かう信号のない交差点でヒヤリハット

が頻発しています。（地図・写真の添付あり） 

①横断歩行者がいるのに、車が止まらないため、無理な横断が見られる。 

②見通しが悪く、頻繁に鉢合わせ状況が起きる。 

③道路にせり出した木で幅が狭く、車同士がぶつかりそうになる。 

 本件は以前から、富津警察署、富津交通安全協会、市教育委員会に通学路

な危険個所として指摘していますが、改善が見られません。 

事故が起きてからでは遅いので、早急に対応をお願いいたします。 

回答 

(3/30回答) 

ご指摘のありました危険個所に関しまして、下記のとおり回答いたします。 

①横断歩行者がいるのに、車が止まらないため、無理な横断が見られる。 

・富津警察署へご要望があった旨、連絡をいたします。 

②見通しが悪く、頻繁に鉢合わせ状況が起きる。 

③道路にせり出した木で幅が狭く、車同士がぶつかりそうになる。 

・見通しが悪くなっている原因であると考えられる樹木について、地権者へ

伐採の依頼を手紙により通知します。 

【担当】建設経済部建設課 0439-80-1298 

 

第 54 号 

意見 

（3/24受付） 

大堀地区に住んでいる者ですが、近所の幹線道路沿いに倒壊寸前の家屋があ

ります。（地図・写真の添付あり） 

すでに家屋は傾きかけており、頭上はコンクリートの塊となっているため、

とても危険です。 

先日も震度３とはいえ、長い地震があり、今後も続くと予想されていました。

大きな事故になってからでは遅いと思います。 

市で解体撤去工事をご検討いただけないでしょうか。 

回答 

(4/4回答) 

担当課としましても現状を把握しており、令和３年９月に適正管理の指導を

行ったところ、所有者自身においても現状は把握しており、以前貸家として貸

していたが借主と連絡が取れなくなってしまい、借主の家財等が残されている

ため除却できないとのお話を伺いました。 

家屋すべてではなくても、倒壊しかけているベランダ部分だけでも解体でき

ないか指導したところ、解体するとの回答が得られてため指導を一時保留して

いましたが、改善が見られないため再度指導を行ったところであり、引き続き、

指導及び助言を行ってまいります。 

【担当】建設経済部都市政策課 0439-80-1297 



 

第 55 号 

意見 

（3/29受付） 

環小学校・峰上保育所前の国道 465線は歩道も狭く、スピードを出す車両が

多いため、子どもたちの通学・歩行などがとても心配です。 

道路の心配から子どもたちを自由に遊ばせることができないのは残念です。 

近所の方の話を聞くと、国道 465線を別の場所に移すという計画があるよう

ですが、地権者の了解が得られず用地取得が進んでいないと聞きます。 

しかしながら、私が知る限り用地取得に反対している地権者はいないようで

す。どのような理由で整備が進んでいないのか状況を教えてください。 

回答 

(4/4回答) 

国道 465線の道路整備については、千葉県の事業となるため、君津土木事務

所天羽出張所から下記の内容を回答 

・最新の耐震仕様に適応した擁壁を現在設計している。 

・用地については、未買収が数カ所残っており、今後も継続して土地所有者

に協力していただけるよう働きかける。 

【担当】建設経済部都市政策課 0439-80-1297 

 


