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第２期総合戦略実行計画（2020年度事業評価報告書）に係る意見等の内容及び当該意見等に対する市の考え方（創生会議）         

１ 全体 2020年度富津市全体としての事業評価をどう考

えているのか。 

また、その評価を受けて 2021年度は何に力を入

れて取り組んでいるのか 教えてほしい。（2021

年度の富津市の重点取組施策は） 

 

 2020 年度は、110 の成果指標のうち、目標を達成できた

成果指標数は 26 であり、全体の約 24％にとどまっていま

す。その大きな原因として、新型コロナウイルス感染症拡

大により、多くの事業が実施できなかったことが挙げられ

ます。今後はコロナ禍において工夫をしながら各事業を実

行していくことで、達成状況の改善に努めてまいります。 

 2021年度においては、災害対応力や地域防災力の強化、

妊娠期から子育て期のきめ細やかな子育て支援、健康づく

りの推進、道路網の充実、教育環境の整備、農林水産業の

安定経営の確立、将来を見据えた健全な財政運営など、誰

もが安心して暮らせる富津市づくりに重点を置いていま

す。 

 

企画課 資料１ 

２ 全体 成果指標の達成状況にもあるように、令和２年

度は新型コロナウイルス感染症による事業の中止

や縮小となったことは達成状況に大きな影響を与

えたことと思います。 

このような状況下では仕方ないことだと思いま

す。 

令和３年度も同様で、ようやく緊急事態宣言が

解除されたものの、通常の生活に戻るにはまだま

だ時間がかかると思いますので、令和４年度に期

待するしかありません。 

 

 コロナ禍にあっても、総合戦略で掲げている４つの基本

目標の実現に向け、工夫をしながら各事業を実行してまい

ります。 

企画課 資料１ 

昨年から、コロナウイルス感染症の影響により、

予定していた多くのイベントが中止となり残念で

すが、今出来ることを進め、開催出来ることを願

っています。 
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このコロナ感染症の影響がなければ、様々なイ

ベントも開催されたのでしょう。次期に期待しま

す。 

 

３ 全体 富津は観光でも生活でも魅力あふれるまちにな

れるようこれからの総合戦略に期待しています。 

 

観光でも生活でも魅力あふれるまちになれるよう、総合

戦略で掲げている４つの基本目標を実現に向け、各事業を

実行してまいります。 

 

企画課 資料１ 

４ 基本目標１ 子育て世代がほしい施策の達成率がとても高

い。これからも途切れることなく引き続き行って

いってほしいです。 

コロナの影響でアピールの難しかった事業は、

次年度以降の取り組みを予定通り行い、さらなる

達成率の上昇を期待しています。 

 

 引き続き、子どもの笑顔があふれるまちの実現に向け、

各事業を実行してまいります。 

企画課 資料１ 

P14～P30 

５ 基本目標１ 妊娠、出産、子育て期の精神、体力、経済的にも

不安になる時期に助けられる支援があり、継続を

願います。また、病院情報が発信されていること

もとても助かります。 

 

 より利用しやすいものとなるよう努めてまいります。 子育て支援課 資料１ 

P14～P30 

 有事の際に必要な病院情報について、成果指標に掲げる

市ホームページへのアクセス数は目標値を達成できません

でしたが、安全安心メールでの関連記事（休日当番医記事

等）にて、本件ＵＲＬを貼り付け、利便性を高めるととも

に、常時、最新の情報が掲載されるよう管理してまいりま

す。 

 

健康づくり課 
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６ 基本目標１ 赤ちゃん休憩室事業について、外出中に授乳や

おむつ替えが可能な所があるのはとても重要で

す。清潔で使いやすい所が増えることを願います。

個室で男性も使用できるとイクメンパパも外出し

やすくなりますね。数はこれからも増えるように

期待します。 

 

 事業所等のご理解を得ながら、進めてまいります。 子育て支援課 資料１ 

P.17 

７ 基本目標１ チャイルドシートの貸出は、良い案です。一時

的に使用する物なので、不要になったら返却すれ

ば良いので、衛生面に、機能面にとメンテナンス

を充分にして続けていただきたいです。 

 

 ご意見を参考にさせていただきます。 子育て支援課 資料１ 

P17 

８ 基本目標１ 放課後児童クラブの充実 

 

①月割ではなく日割での利用はできないか？ 

②市外との利用費の差はどうか？ 

③青堀小から大貫地域への利用が多いようで、移

動が大変そうです。富津地域に増やせないか？ 

 

①放課後児童クラブは、各クラブの運営規程に基づき運営

されており、クラブによっては日割りでの利用が可能な場

合もあります。 

②富津市と近隣３市の利用料に大きな差はありません。 

③これまで未設置であった富津小学校区にもクラブが新設

されたほか、青堀小学校区の既存のクラブでも支援の単位

を増やし定員の増加を図ったところです。引き続き、放課

後児童クラブが充実するよう支援を行ってまいります。 

 

子育て支援課 資料１ 

P18 

９ 基本目標１ 電子母子手帳の活用は、現代的で良いです。成

長の記録も記入しやすく、後で確認もしやすく、

便利です。 

 

 成果指標に掲げる新規登録者数は目標値を達成できませ

んでしたが、非常に便利なアプリケーションであることか

ら、引き続き、登録者の増加対策を講じるとともに、アプ

リケーション機能の有効活用（情報発信等）を図ってまい

ります。 

 

健康づくり課 資料１ 

P22 
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10 基本目標１ 富津市の自然、歴史、社会の豊かさ活用事業につ

いて 

 

教職員研修に市民希望者をオープン参加できる

ようにできないか。市民でも興味のある人がおり、

そこからの広がりも考えられるため。 

また、副読本を郵便局はじめ、お客さまの集ま

る場所への配備、閲覧は可能か。小学生に限らず、

幅広い層へ富津市について知ってもらう機会をふ

やすために有効ではないか。 

 

 教職員研修は、教育基本法第９条「法律に定める学校の

教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修

養に励み、その職責の遂行に努めなければならない」等の

規定に基づき、教職員の資質・力量向上を目的として行っ

ております。市民向けの講座とは目的や趣旨が異なります

ので、ご理解いただきますようお願いいたします。 

なお、市民向けに市民会館（今年度は富津公民館）に富

津探訪講座がございます。また、まちの先生については、

富津市ホームページ「富津市生涯学習情報提供誌 2021」を

ご覧ください。 

社会科副読本「わたしたちの富津市」は、富津公民館・

中央公民館・市民会館の図書室や移動図書館「さくら号」

へ配備しますので、閲覧が可能となっています。幅広い市

民の皆様に触れていただければと思います。 

 

学校教育課 資料１ 

P26 

11 基本目標１ きめ細かな学校教育の推進事業について 

 

ティームティーチングについて、令和２年度は

５校に７名とありますが、増員の予定はあります

か。 

 小学校へ入学する際、普通学級でも問題ない場

合でも、多少サポートが必要な児童がおります。 

 しかしながら補助教員の人数にも限りがあるた

めに、それに対応できないことがあるように思わ

れますので、是非、この補助教員の増員をお願い

したいと思います。 

 

 児童・生徒の個に応じた指導・支援の充実ために、指導

補助教員の活用は、重要だと捉えておりますので、増員に

向けて努力してまいります。 

学校教育課 資料１ 

P27 
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12 基本目標２ 海、山と自然が豊かな富津市を、住んでいる私

達が好きなところを言えることが大切。それには、

もっと楽しんで過ごしてほしいと思います。私た

ちが楽しむこと。そして、人に伝える。（人を迎え

て楽しむ。） 

他県や他市から、便利に来られるように（コロ

ナ感染の心配なく）なるまではもう少しでしょう

か。 

 

 引き続き、基本目標の「自分のくらす地域を好きになる」

の実現に向け、各事業を実行してまいります。 

企画課 資料１ 

P32～P43 

13 基本目標２ コロナの影響を強く受けていると考えられるの

で今後のための整備にあたるなど努めていればよ

いと思いました。インスタグラムのフォロワー数

が増えているので富津の魅力発信をどんどんして

ほしいです。市で行われるイベントなら民間主催

のものでも広く発信するなどして更なるフォロワ

ーの獲得をしてはどうでしょうか？ 

 

 適切な更新頻度と民間主催のイベント等も含めた多彩な

情報を発信することにより、フォロワー数の獲得に努めて

まいります。 

商工観光課 資料１ 

P32～P43 

14 基本目標２ 地域防災力を高める各種講座の実施、自主防災組

織促進事業 

 

東日本大震災の際には富津市でも被害がありま

した。今後、関東でも大震災が起こることも予想

されることから、市民に向けた災害から身を守る

ための講座等を開催してはと思います。特に、富

津地区は海抜２ｍと低く、東京湾内での津波の高

さは最大で１０メートル程度と言われております

がかなりの被害が予想されます。周りには富津小

学校以外高い建物も少なく、高齢者などはどのよ

うに避難すればよいのか等あらかじめ知っておく

必要があると思います。 

 

 各自主防災組織及び各自治会に対しましては、出前講座

等の機会を活用して、その地域における災害リスクや避難

行動に関する講話等を行っています。昨年度は、新型コロ

ナウイルス感染症の影響により、啓発の機会が減少しまし

たが、今後は、工夫しながら啓発機会の確保に努めてまい

ります。 

 また、今年度は、市総合防災マップ（ハザードマップ）

の作成を進めており、引き続き防災に関する意識の高揚や

啓発活動に努めてまいります。 

防災安全課 資料１ 

P37 
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15 基本目標２ 

 

地域の防災力について 

 

昨年末の水道管破裂や２年前の断水時にコミュ

ニティセンター等に給水車が出て給水活動してい

たが、「高齢者世帯や高齢者の一人暮らしが多く

交通手段や運ぶ手立て等で困っていた方が多く見

受けられた。」との意見があり、非常時には交通

手段の無い高齢者世帯等の困難者には個別に水を

持っていけるような協力体制ができると良いと考

える。（郵便局でも協力できる部分があるのでは

ないかと） 

 

 昨年末の水道管破裂時には、断水が長期間化し、市民生

活に大きな影響を与えることとなりました。平時、緊急時

を問わず、安定的な給水ができるよう、かずさ水道広域連

合企業団と連携してまいります。 

企画課 資料１ 

P37 

 昨年末の天羽地区の断水時には、給水車による給水活動

のほか、各自治会の協力を得て、災害用に備蓄している水

の放出・配布を行いました。交通手段の無い高齢者世帯等

に対する支援につきましては、福祉部局との連携や、地域

包括支援センター等との協力体制の構築に向けて検討して

まいります。 

 

防災安全課 

16 基本目標２ 富津市いきいき百歳体操について 

 

健康寿命のためにも重要な施策と認識。自主化

している団体についても、コロナ禍での活動停滞

等あったので、再開に当たり支援強化を考えてい

るか。 

また、各団体が今後も末永く継続していくため

にどのような支援策を考えているか。 

 

 緊急事態宣言中の活動自粛期間においては、筋力・体力

低下を防ぐため自宅でできる体操の案内を各グループに送

付しました。 

宣言解除後は、新しい生活様式（マスク着用、消毒、ソ

ーシャルディスタンス、換気等）を心がけ、感染症予防の

徹底をお願いしました。また、消毒用の消耗品が補助金の

対象となる旨を案内しました。 

 今後は、百歳体操の会場に管理栄養士等の専門職が出向

き、運動機能や栄養状態を評価し、フレイル予防に向けた

活動が継続できるよう学習会を開催してまいります。 

 

介護福祉課 資料１ 

P39 

17 基本目標２ 障がい者の雇用促進について 

次のような取り組みはどうか？ 

〇短期間就労又は体験を飲食店等へ提案 

〇店舗の駐車場や場所を利用しての移動販売 

 

 ご提案につきましては、富津市障害者総合支援協議会の

就労支援部会において、検討してまいります。 

福祉の窓口課 資料１ 

P41 
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18 基本目標３ 富津市地域公共交通計画に基づく事業について 

 

免許返納者等交通弱者に対する施策は重要。タ

クシー助成事業等について市民の認知向上策につ

いて、何か考えているのか。 

また、利用枚数が１枚から２枚と改善されてい

るが、地域によっては最寄りの主治医や出張所に

行くのにも２～３千円かかるような地域もあるの

で、地域事情により、１回の使用枚数等に幅を持

たせるなど運用の改善でもっと市民から喜ばれる

ものになるのではないか。 

 

 これまで、広報ふっつや独自に発行している公共交通ニ

ュース等を通じ、定期的な周知に努めてきたほか、富津警

察署と連携し、警察窓口においてもタクシー運賃助成事業

等の案内を行っていただいております。 

 また、介護関係者、民生委員、利用登録者等からのいわ

ゆる口コミから利用登録に至ったという方も多く、広く認

知されてきているものと捉えております。 

 一方、タクシーを利用しにくい地域もありますので、運

用方法のご提案については、今後の参考にさせていただき

ます。 

企画課 資料１ 

P46 

19 基本目標３ 富津市地域公共交通計画に基づく事業について 

 

竹岡地区で実施している地域バスを他地区（田

倉、志駒、桜井地区等）に拡大することを考えて

いるか。 

 

 交通空白地における移動手段の確保は、重要な課題であ

ります。 

現在は、峰上地区の方々と共に地域に合った移動手段導

入に向けた検討を続けております。 

企画課 資料１ 

P46 

20 基本目標３ 地域交通はこれからの富津にとって重要なもの

になるでしょう。車移動だったのがバスやタクシ

ーに変化をしていく。事業者に緊急で給付金を行

ったことはとても良かったと思います。 

富津で暮らすにあたって、大切な足となるもの

をこれからも守っていってほしいです。 

 

今後さらに運転免許返納者の増加が予想される中、生活

の足となる公共交通の重要性は益々高まると考え、交通事

業者への補助等を通じ、その維持確保に努めております。 

一方、限られた予算ですべてを維持し続けていくことは

困難です。将来に渡り維持していくためには、市民の皆さ

んに積極的にご利用いただくことが大変重要と考えます。 

 

企画課 資料１ 

P46 

21 基本目標３ Ｍａａｓなど移動困難者、買い物弱者等の施策に

ついて 

 

①鴨川市の乗合タクシー事業（チョイソコ）につ

①情報提供ありがとうございます。社会の変化に応じた新

たな課題解決策や、他団体の動向に関する情報収集に努め、

今後の参考にさせていただきます。 

企画課 資料１ 

P46 
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いては、袖ケ浦市でも検討しているようです。

（いすみ市：認可白タク事業） 

②その他、館山市の電気自動車実証事業や南房総

市の電動トゥウトゥク実証事業など官民連携し

た観光向け実証事業も増えてきています。 

 

②観光来訪者の実態やニーズを的確に把握し、関係機関や

民間団体等と連携しながら、観光客が快適に観光を楽しん

でいただけるような受入態勢の整備に努めてまいります。 

商工観光課 

22 基本目標３ 鳥獣対策事業について 

 

高齢化地域では、おじいちゃん、おばあちゃん

が健康維持と楽しみのために作っている作物が鳥

獣被害にあっているが、出荷等していないと柵の

補助等が受けられないと思われる。健康で長生き

してもらうためには、家庭用の補助も受けられる

ように改善できないか。併せて、柵の設置等につ

いてもボランティアの支援が受けられるようにす

ると良いのでは。 

 

侵入防護柵の整備については、国、県と連携して実施し

ており、受益者が３名以上であることや農作物を出荷して

いることなどが事業の要件となっています。 

 農作物以外への被害もあることから、捕獲体制の強化に

注力しているところであり、ご意見については、今後の参

考とさせていただきます。 

また、高齢によって柵の設置が困難などといった日常の

困りごとについては、ご意見を参考に福祉部局等の関係機

関と連携を図ってまいります。 

農林水産課 資料１ 

P49 

23 基本目標３ 有害鳥獣はイノシシ、サル、シカが主であった

が、このところキョン、特にアライグマは、住居

の屋根裏に入り込む被害が出ています。身近な路

地を歩いています。鋭い爪でとても凶暴です。 

捕獲資格のある方に頼み、箱罠を設置していた

だく等の依頼窓口は市役所でしょうか。 

 

 有害鳥獣対策については、農林水産課鳥獣対策室が担当

窓口となっていますのでご相談ください。 

農林水産課 資料１ 

P49 

24 基本目標３ 子育てしやすく、交通の便がよく、物価が安く、

人付き合いがしやすい所は、住みやすいと考える

のだと思います。 

多方面において、少しずつ改善しつつあるのか

と思います。 

空家バンク活用ももっと進めていけることを願

います 

 

 現在、空家バンク利用希望者に対して提供できる空家が

少ない状況であることから、空家バンクへの登録を増やす

ため、地域に入り空家の調査を進めております。その他に

リーフレットを活用した制度の周知強化を図り、物件登録

の増加に努めてまいります。 

企画課 資料１ 

P46～P52 
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25 基本目標３ 移住の促進と関係者人口の増加について 

 

①コロナ禍にあって、二拠点居住やテレワーク、

ワーケーションへの注目が集まる中、仕事探し

と現地で長期滞在を促す「おてつ旅」、「sagojo」

などの新しい視点から関係者人口（特に若者）

を増加し、ひいては移住に繋げるという取り組

みも出てきています。 

②人口を増加させる方法はなかなか見つからない

という結論がある中では、減少は止むを得ない

ので関係人口を増やしていこうという取り組み

は、地方創生に繋がるものと考えます。 

③例えば、若手に魅力ある街づくり、子育て世代

にやさしい取り組みとして、中心市街地のリノ

ベーション（佐賀市のわいわいコンテナ等）、

公共施設の民間活用（丸善、ＣＣＣの図書館等）

なども施策の事例の一つと言えると思います。

加えて、子育て世代の移住者を取り込むために

しっかりとしたプロモーションを行った北海道

東川町の事例も参考になると思います。 

 

①昨今、コロナ禍による地方への移住に関心が高まり、テ

レワークやワーケーションが注目されております。地方創

生移住支援事業の移住支援金として、ＵＩＪターンによる

起業・就業者等創出事業補助金について、テレワークによ

る事業継続の要件が追加されたので、制度周知を図り移住

者の増加につなげてまいります。 

 

②関係人口を増やすため、様々な媒体を活用し、本市の魅

力や本市の取組等の発信を積極的に進めてまいります。 

 

③市の魅力発信はもとより、本市が行っている子育てサポ

ートの情報や、子育て世代をターゲットとしたプロモーシ

ョン映像の発信等を積極的に進めてまいります。 

企画課 資料１ 

P50～P52 

26 基本目標３ 移住・定住促進事業 

 

浅間山バスストップ等からの通勤定期利用者に

対する助成金制度を設けて移住・定住促進につな

げることは可能か。 

 

 通勤、通学でバスストップを利用されている方々への助

成金制度については、利用状況や効果等を調査及び研究し

てまいります。 

企画課 資料１ 

P50～P52 
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27 基本目標４ 空き公共施設の利活用について 

 

①金谷小学校のプロポーザルが終了し、現在小久

保ダムのプロポーザルを実施中です。公共施設

は未だ数多く残っており、誘客施設としての利

用も期待されます。 

②公共施設を活用したキャンプ施設、グランピン

グ施設（市原市高滝湖グランピングリゾート）

を始め県内には続々とアウトドア系の施設が出

来ていますので、競争が激しくなる前（ブーム

中の今）に手を打っていくことで、富津市とし

て優位性を図る必要があると考えます。 

 

①金谷小学校、小久保ダムの取組の他、旧天羽東中学校の

利活用を考えるワークショップも実施しました。 

 今後も、空き公共施設の利活用に向けて積極的に取り組

んでまいります。 

資産経営課 資料１ 

P55 

②ご意見を参考に関係部局と連携してまいります。 商工観光課 

28 基本目標４ 閉校施設等を活用した企業誘致 

 

市内の道の駅を富津岬辺りに欲しいが、閉校施

設等を使えば低予算で済むのでは？ 

 

 富津岬周辺地域には閉校施設はございませんが、閉校施

設等を活用することで、コストの削減が図られるかを調査・

研究してまいります。 

資産経営課 資料１ 

P55 

 ご意見を参考に関係部局と連携してまいります。 商工観光課 

29 基本目標４ ずっと好調であったふるさと納税の減少は、理

由が明確であるも残念でした。これからはリピー

ターも増えるようアピールが必要だと思います。

企業版ふるさと納税に期待したいです。 

 

 新たな施策として、新規ポータルサイトへの加入や高額

寄附者へのお礼の品送付を行うなど、寄附の促進及びリピ

ーターの確保に取り組んでいます。 

 また、令和３年５月６日から企業版ふるさと納税の寄附

受付を開始し寄附を募っています。 

企画課 資料１ 

P56 
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30 基本目標４ 農業、漁業、他の事業についても、それぞれに

収益力強化に取り組み進めていると思いますが、

後継者の不足等難しい問題もある中、特産品開発、

研究事業、産地パワーアップ事業、次世代人材投

資事業等、希望を持ちたい事業が行われています。

良い結果に繋がることを願います。 

 

 国・県・関係団体と連携しながら今後も各種支援事業を

推進してまいります。 

 

農林水産課 資料１ 

P57～P62 

31 基本目標４ 農地中間管理事業 

 

農地中間管理事業等、農業に関する補助金事業

等をもっと広く周知する方法を考えているか。多

くの人が制度の内容を知るともっと利用者が増え

ることが考えられる。例えば、農地所有者あてに

ＤＭを発送するとか説明会を開催するなどの方法

は可能か。 

 

関係者（区長、地区で中心的に農業を行っている方、農

協等）と連携し、人・農地プランの推進と合わせて、農業

者に農地中間管理事業について広く周知に努めてまいりま

す。 

 

農林水産課 資料１ 

P60 
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32 基本目標４ アフターコロナを見据えた観光施策について 

 

〇コロナ禍にあって国（観光庁）の助成等は数多

くあり、富津市内でも採択の実績があり（富洋

観光等）、官民連携した観光施策を打ち立てて

いくことが必要不可欠と考えます。（千葉県内

では事業再構築補助金などを利用したアウトド

ア施設などが増加しています。） 

〇ＤＭＯをターゲットとした交付金も今年度は多

いことから、富津市でもＤＭＯの起ち上げを急

いだ方がメリットが大きいと考えます。 

〇現在の観光事業は、コロナ禍にあって行政側が

誘客集客を進められない事情もありますが、民

間ベースで進んでいる印象があります。 

〇また、数年後、海外からの来訪が復活すること

に既に目を向けて、中国・台湾・香港などのマ

ーケティングをこの時期に実施し、更には在日

の顧客向けモデルツアーを実施するなど、イン

フルエンサーの育成に注力する観光協会や自治

体の事例もございます。（補助金や交付金利用） 

 

 ご意見を参考に、観光協会をはじめとした関係団体や観

光事業者等と協力しながら取り組んでまいります。 

商工観光課 資料１ 

P63～P70 

33 基本目標４ 観光地整備事業 

 

コロナ禍でマラソン、自転車、バイクの人口が

増えたため、市内にコースの提案ガイドブックを

作成してはどうか？（立ち寄り温泉の利用可施設

を増やし、市内温泉への来客を増やしてはどう

か？） 

 

趣味と観光が一緒に楽しめる新たな観光コンテンツとし

て、モデルコースの設定など積極的に検討してまいります。 

商工観光課 資料１ 

P64 
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34 基本目標４ 観光地整備事業等 

 

富津中央インターチェンジや浅間山バスストッ

プ発の自動車での観光に関する観光マップを作成

し、富津市への観光促進を促すような施策は可能

か。 

また、「浅間山バスストップ」の名称を富津市

をアピール出来る名前（例：富津サンヒルズなど）

を公募で募集するなどし、変更することは可能か。 

 

 土地勘のない観光客でも快適に市内観光スポットをお楽

しみいただけるよう、観光ガイドブック（フッツアー）の

周知と配付場所の拡充に努めるとともに、観光客のニーズ

に対応したマップ等の作成も検討してまいります。 

 

商工観光課 資料１ 

P64 

「富津浅間山バスストップ」の名称につきましては、平

成 30年 1月に公募を行い、63件の応募がありました。 

それをもとに国土交通省との協議を行った結果、現在の

名称となりました。 

名称については、「現在地を明確に示すもの」、「バスス

トップを除いた５文字以内のもの」等の基準があり、利用

者にとって分かりやすく簡潔なものが現在の名称となって

います。 

 

建設課 
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35 基本目標４ 富津海水浴場について、2020年度は封鎖や警備

員配置を行ったとありましたが、2021年度はどう

でしょうか？ 

夏はバーベキュー客が大勢いました。そのせい

か今年はごみの放置がとても酷く感じました。 

私が個人で応援している東京の企業「ヤツルギ

魂」での「富津海水浴場クリーンプロジェクト」

というものに参加をしてきました。参加者は都内

や他県、他市からが大半で皆が一様に「こんなに

良い海なのにゴミがあるのがもったいない」と言

っていました。 

９月、10月と２度行って、11月にも予定してい

ますが地元の人間としてこんなありがたいことは

なく美しくなっていく浜辺をみて富津は本当に良

いところだと感じました。 

ヤツルギ魂さんは地元の人をもっと巻き込んで

きれいな富津海水浴場にしたいと言っていまし

た。 

 

 2021年度も新型コロナ感染症の影響により、富津海水浴

場も含めた市内の全海水浴場を開設中止とし、併せて千葉

県と連携し、警備員の配置や不法投棄ゴミの回収など海岸

の安全及び衛生対策を講じました。 

一方で、海水浴場が開設中止となったことで、夏期海岸

の自由な利用が可能となり、水上バイクによる騒音、コロ

ナ禍における海岸でのバーベキューや、それに伴うゴミの

不法投棄など、地域住民や海岸来訪者から様々なご意見等

が寄せられました。 

これらのことを踏まえ、今後、関係者や関係団体等と調

整を図りながら、誰もが安全かつ安心して海岸を利用でき

るような自主ルールの策定に努めてまいります。 

商工観光課 資料１ 

P64 

 


