
電子メール「市民の声」（4月分） 
意見1 H26.4.2 

ゴミステーションについて 私の家の直近のゴミステーションには蓋が無く、カラス

や猫などによる被害が多いため、 蓋は私が私財を投じて作りました。 

このたび破損が酷くなってきたので、また私財を投じて全面的に 更新しました。壊

れた原因は寿命であると言えば一言ですむことかも知れませんが、 寿命を短くした原

因のひとつに市のゴミ収集担当のゴミの蓋の扱いに大きな問題があると見ています。 

実際に現場を見たことはありませんが、ゴミが無くなるとほぼ常にゴミステーショ

ンの蓋は開けっ放しになっています。一時はそれが惨いので、開けっ放しにならない

ような仕組みをとり、「開放厳禁」と書きましたが、収集担当の行為に改善は見られ

ず、その後昨年夏の台風で、ステーションそのものが吹き飛ばされ、その仕組みは壊

れました。 私もそれほど暇ではないので、夏以降放置せざるを得ませんでしたが、開

け放しにされると構造上ヒンジの部分に大きな力がかかり、壊れるのを加速させたと

思います。 

このたび、蓋そのものがバラバラに近くなり、暖かくなってきたため、カラスの被

害も出てきたので、全面的に更新し、そのために出てきた蓋の残骸をゴミとして出し

ました。蓋は水道用の塩ビ管とその継ぎ手を利用して工作した物であるため、そのよ

うなゴミを出しました。 

本日、ステーションを見てみると「粗大ゴミは市では収集しない」と言う趣旨の張

り紙がしてありました。この意味は地域住民のために私財を投じて部品を買って 工作

を行い、ゴミステーションを健全に保つ努力をした結果、そのゴミを処分するために 

さらにお金を払い、なおかつクリーンセンターまで持ち込むことを強要しているとい

うようにとらえられます。私は壊した原因は市側にもあるだろうと言いたいところで

す。 

粗大ゴミの収集を市側でしなくなってから、この件に限らず、ゴミに対する市の対

応が 従前に比べあまりにも無慈悲になったように感じます。一市民として、「生活が

しにくくなった」と感じています。 

もう少し改善するように要望させていただくとともに、もう少し柔軟なゴミ回収を

検討いただきたい。 

回答 H26.4.15 担当課 廃棄物対策課 

日頃より市環境行政にご理解とご協力をいただきありがとうございます。 

また、ごみ集積場所（ごみステーション）の維持管理を行っていただき厚く感謝申

し上げます。 

ごみ集積場所のふたの取扱いについてですが、以前にも同様のご意見を頂いたこと

から、収集委託業者には収集後ふたを閉めるよう指示しているところですが、今回の

ご意見を受け、改めて業務従事者に周知徹底を図りました。 

また、ごみ集積場所のふた修繕で発生した不要物を収集しなかった件についてです

が、収集委託業者はあくまでも原則に従って収集を実施しています。 

今回のように地域ボランティアにより発生するごみについては、できるだけ配慮し

たいと考えますが、ごみ集積場所に出されますと収集委託業者では判断できませんの

で、袖ケ浦クリーンセンターに相談して頂けますようお願いいたします。 

なお、今回のごみについては職員が現地確認の際に収集いたしました。 

また、収集方法への要望についてですが、粗大ごみ有料化に併せてごみ集積場所で

の粗大ごみ収集を廃止した理由といたしましては、近隣自治体で本市のみが無料かつ

ごみ集積場所での収集であったため、他市からの流入と疑われる粗大ごみが多かった

こと、また、住宅地では粗大ごみが通行の支障になることや、高齢者世帯やごみ集積

場所から離れたご家庭ではごみ集積場所まで粗大ごみを運ぶことが困難である等の問



題を解決しようとしたものです。 

ごみの収集方法は自治体によって様々であり、現時点では本市において現行の方法

が最良であると考えておりますが、今後も全国的な環境意識の変化やごみの排出状況

等を注視し、引き続き制度を検証して参りますので、ご理解いただきますようお願い

いたします。 

  

意見2 H26.4.3 

福王台保育所に2児を預けております働く母です。 

本日4／2より保育所児童送迎用マイクロバスの利用を開始しました。自宅から最寄

のバス停までは400m以上あり幼児の足では遠すぎるので、なんとかバス停を移動して

もらうことは出来ないだろうかと事前に保育所にはお願いしてみたものの叶わず、我

が子だけの都合に対応いただけないのは仕方ないと諦め、400mの道のりを今朝初めて

送って行きました。バスの到着を待つ間、同じバス停を指定されている子の保護者と

お話する機会があり、驚愕の事実を知りました。指定のバス停は昭和通り沿い、国道

16号と県道87号の間にある「ガソリンスタンド先」という名称の付いた場所なのです

が、全員が福王台4丁目（国道16号と県道87号と昭和通りによって囲まれた高台の三角

形地帯）在住で、バス停までとても遠い（一番遠い方は我が家より奥まった場所で500m

近く離れている、近い方でも200m程度）そうです。 

そこで、なんとかこの福王台4丁目の高台三角形地帯の内側までバスを乗り入れてい

ただけないかと思い、投書した次第です。 

ご検討の程、よろしくお願い致します。 

なお、参考資料として地図を秘書広報課宛のメールさせていただきます。 

（※印3箇所が利用者の自宅の場所（実際は5名いるのですが、今日はお2人にしか詳し

い場所を聞けませんでした）。青色の中にバス停の移設を希望します。） 

回答 H26.4.18 担当課 子育て支援課 

 保育所への送迎につきましては、保護者による送迎が原則ではございますが、車を

お持ちでなかったり、通勤前後の送迎が困難な世帯などを対象に、マイクロバスによ

る送迎サービスを実施しております。運行可能な区域は保育所ごとに定めており、停

留所の間隔は概ね500メートル以上ごとに設定することとしております。 

 バスの運行ルート設定にあたっては、安全性を第一に考えており、見通しの悪い道

路や交通量の多い国道などはできるだけ走行を避けるようにしております。また、乗

車しているお子さんの健康面に配慮し、乗車時間をできる限り短くするようルートを

検討しております。このため、お住まいの場所によっては停留所までの距離が遠く、

ご負担をおかけする場合もございますが、ご理解をお願いしているところです。 

 ご要望のありました区域内につきましても、まずは国道の走行を避けることを基本

的な考えとしてルートを設定させていただきました。しかしながら、停留所まで 500

メートル近くの移動を要する世帯があり、お子さんへの負担も大きいと考えられるこ

とから、ルート変更についてバスの試走を行い安全性の再検討をいたしました。その

結果、安全性や乗車時間の影響を最小限としながら走行することが可能と判断したこ

とから、同区域内に停留所を追加し、バスの乗り入れを実施することといたします。

変更日のほか具体的な手続きに関しましては、保育所より追ってご案内いたします。 

 なお、同区域内のバス利用は、全世帯が朝のみのご利用となっておりますので、夕

方はこれまでどおりのルートとさせていただきます。 

今後とも安全第一での運行を心掛けてまいります。このたびはご意見をいただきあ

りがとうございました。 



  

意見3 H26.4.4 

広報そでがうら4/1号1面に、子育て親子の交流や支援の拠点として、「そでがうら

こども館」がオープンしたことが掲載されています。 

また、長浦小学区内の放課後児童クラブの利用者が増加したことから、長浦第二放

課後児童クラブが会所も記載されています。 

市民の人口分布は、長浦地区が最も高いので長浦小学区で第二放課後児童クラブが

必要になったことは納得できるのですが、なぜ「そでがうらこども館」が利用市民（特

に長浦地区利用市民）に不便な、当市の外れに決まったのか納得できません。 

決まることに至った理由と経緯について開示ください。 

回答 H26.4.18 担当課 子育て支援課 

市は、親同士が子ども連れで気軽に交流ができ、子育てサークル等の活動の場、地

区住民の交流の場として、また、「地域子育て支援事業」の拠点施設として「そでがう

らこども館」を整備いたしました。 

また、本施設は、ファミリーサポートセンター及び待機児童解消のための吉野田保

育所への保育送迎ステーションも併設しております。 

「そでがうらこども館」が現在の設置場所に決まった理由と経緯についてですが、

施設の設置場所を検討するにあたり、まず、市の既存施設の活用を検討したところ、

面積の確保や常時利用などの観点から該当する施設がございませんでした。 

その一方で、「そでがうらこども館」の検討とともに、保育所の待機児童解消のため

に昭和地区への保育所整備を進める必要があり、昭和地区及び周辺の未利用市有地を

検討しておりましたが、二つの施設を合わせた場合の面積や利便性の確保、道路の状

況、市有地の有効活用などの観点から、諸条件を満たす現設置場所に決定し整備する

こととなったものでございます。 

4月開設以降、順調に子育て中の皆様にご利用いただいているところであり、今後

も、より一層市民の皆様に地域子育て支援事業の拠点として利用していただけるよう

努めてまいります。 

この度は貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。 

  

意見4 H26.4.7 

袖ケ浦公園の遊具の安全性確保の助言 

遊具は大きな破損等は見られず、多くの子供たちが楽しく遊んでます。特にヤイヤ

ーに滑車を付け、ロープにぶら下がる遊具はどこでも人気があります。 

しかし、ロープが通常より短く、足が掛けられません。そのために手だけで体を支

えているために、腕力の弱い子は手が離れて落下してしまいます。東京から来た孫は

顔面から落下しました。幸い大怪我をせずに済みましたが、落下したのは孫だけでは

ありませんでした。東京ドイツ村、千葉こどもの国等の設備は、ロープが長く安全に

配慮されてます。調査される事を希望します。遊具が壊れてないかの点検はされてま

すが、安全に作られているかの審査はされてないようです。 

重大事故が発生する前に改善及び、住民による審査システムを作る事を心から提言

します。 

回答 H26.4.21 担当課 都市整備課 

日頃より袖ケ浦公園をご利用いただきありがとうございます。 

ご意見のありました袖ケ浦公園に設置されている遊具（ロープウェイ）のロープの

長さについてですが、以前はロープがやや長めであったため、利用者が自分に合わせ



た長さにするため下端部に大きな輪が作られたことがあり、この輪に首が絡む恐れが

あったこことからロープを短めにしておりました。今回長さについて再度検討した結

果、基準の長さのロープに交換するとともに、下端部にこぶを設けて利用者が落下し

にくいように改修いたしました。 

また、安全性の確保のために住民による審査システムを作る件についてですが、現

在袖ケ浦公園においては、指定管理者である袖ケ浦公園管理組合が公園内に常駐して

おり、指定管理者による見回りを日々行っていることや、市内の全ての公園について

は、指定管理者による月1回の定期点検と、市職員による年2回の遊具の安全点検を

行っていること、さらに千葉県公園緑地整備促進協会主催により毎年実施されている

公園遊具の点検講習会に参加し、研修会場に近い公園にある遊具を用いた現場研修を

受講し、点検方法について習得していることなどから、住民による審査システムの構

築までは考えておりません。 

これからも利用者の方々が安全安心に過ごせる公園をめざしてまいりますので、今

後も公園の遊具等についてお気づきのことがございましたら、担当課までご連絡下さ

いますようお願い申し上げます。 

  

意見5 H26.4.8 

常日頃より市の行政に多大なご尽力敬服いたします。 

さて、市内にはJR駅が4駅ございますが、現在、内房線沿いの長浦駅および袖ケ浦駅

はより機能の充実を図るべく、改修工事が着々と進行しております。駅といえば、そ

の市の玄関、顔とも言える大切な建物であり、他市や他県、あるいは海外からのお客

様を「もてなし」の気持ちで迎える市の意気込みがにわかに窺える非常に大切な場所

であると認識しています。長浦駅が工事完了部分が一部供用開始され、使用する機会

がありましたが、ホームからのエレベーターやこれまでとは比べようのないくらい、

使い易く、きれいになっており驚いたところです。 

しかし、一方で「なんと殺風景な駅だろう。」と思った次第であります。駅に来る

と何か市の情報や電車の待ち時間にチョット掲示板をみたり、駅によっては市民ギャ

ラリーコーナーを設置してある駅もあり、乗客の気持ちをホッとさせてくれるような

駅もあります。久留里線沿いの2駅とは市のコンセプトが全く正反対だと思いました。 

市の玄関、顔とも言えるような駅の存在ををもっともてなしの気持ちを全面に出し、

「また袖ケ浦市に来たい。」と思わせられるような駅にしていただきたいと切に希望

します。 

回答 H26.4.22 担当課 議会事務局企画課、秘書広報課、土木建設課 

今年2月末に一部供用開始しました長浦駅及び南北自由通路につきましては、南北

で高低差がある地理的な要因から、圧迫感のない視線が抜けるようなコンセプトで設

計されており、バリアフリー化による利便性の向上と相まって近代的で透明感のある

施設として、多くの市民からご好評をいただいております。 

また、今回の工事では、袖ケ浦市の魅力を発信するために、市政情報モニターと多

目的展示スペースを設置いたしました。 

市政情報モニターについては、駅を利用される方へ旬な市政情報をお伝えするため、

改札口正面の自由通路に設置しております。 

放映している内容については、市民の皆様に向けた行政情報や市のイベント情報に

とどまらず、市外からの来訪者を対象とした観光情報等の発信も行い、袖ケ浦市の魅

力発信に努めているところです。 

ご提案にありますように、より多くの皆様が足を止めてモニターを観ていただける



よう、発信する情報の更なる充実に努めてまいります。 

また、多目的展示スペースについては、改札口から南口へ向かう途中の自由通路に

設置しております。 

展示する内容については、市政情報や市民サークル活動作品などを検討していると

ころであり、有効活用を図っていきたいと考えております。 

最後に「また袖ケ浦市に来たい」と思われるような駅にして欲しいとのことでござ

いますが、本市は都心から約1時間というアクセスの良さがあり、特に袖ケ浦駅にお

いては市内の観光施設や三井アウトレットパーク木更津などを訪れる方々により駅利

用者が年々増加していることから、先にご説明申し上げました市政情報モニターや多

目的展示スペースなどにより自由通路空間を活用し、来訪される方々に本市の魅力を

積極的に発信してまいります。 

今回、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。 

  

意見6 H26.4.11 

市内の学校関連のＨＰを良く閲覧していますが、市内のどの学校も更新が遅れ気味

の様ですね。いつ、どのタイミングでと決まっている訳では無いのでしょうが、26年

度が始まっているのにトップページで25年度の様子や学校方針、校長先生の言葉がい

まだに出るのは更新遅すぎと思います。教育委員会のＨＰを見ても同様。学校だより

等、古新聞状態であり、毎日更新とまでは言いませんが、この時期であれば始業式の

様子や入学式の様子（当然26年度版です）を早期掲載する等、情報伝達の手段として

もっと活用して欲しいです。年間行事予定や部活動の予定を追加する等、各学校共に

選任の先生がいらっしゃるんでしょうが、リンク切れになったまま放置されてたり、

添付のファイルが欠落していたり・・・色々とＨＰとしては欠陥がある様です。 

学校からの配布物の有無を定期的に確認して欲しいと父兄にお願いする事も大切で

すが、学校だよりの様な全学年共通の配布物くらいは即時アップロードして欲しいと

思うのは高望みし過ぎでしょうか・・・。色々とお忙しいんでしょうが、情報発信に

ついての手段としてもっと活用して欲しいと思いました。 

回答 H26.4.23 担当課 学校教育課 

日頃から本市の教育活動にご理解とご協力いただき厚くお礼申し上げます。 

 ご意見をいただきました、市内小中学校のホームページの更新状況について確認し

ましたところ、4月15日現在、全13校中、更新されている学校が9校（小学校5校、

中学校4校）あり、残り4校（小学校3校、中学校1校）については更新がなされて

いない状況でした。 

 学校の教育活動をホームページで定期的に情報発信することは、市内の小中学校の

様子を保護者や地域の方々に伝達するだけではなく、開かれた学校づくりという観点

や学校教育にご理解いただく上でも、大変有効な手段であると認識しております。 

 今回、＊＊様からいただきましたご意見は、袖ケ浦市の学校教育への貴重なご提言

として、各学校長に伝えるとともに、教育委員会も同様に様々な情報を適切なタイミ

ングで発信するように努めてまいりたいと考えております。 

また、各小中学校におきましては、今後も個人情報に留意しながら、日常の教育活

動や児童生徒の生活の様子をホームページだけではなく、「学校だより」などの他、様々

な方法により、積極的に地域に発信していくよう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いたします。 

貴重なご意見をありがとうございました。  



  

意見7 H26.4.14 

4月12日16時に袖ケ浦公園に子供と行きました。遊具の近くにあるウサギ小屋を見た

のですが、皮膚病になってるウサギがいました。小屋自体が凄く汚く劣悪な状態に見

えました。ウサギの飲み水も凄く汚く、長い間替えられていないように見えました。

子供が楽しみに行くのですが、とても可哀想な状態にあるウサギを見て、残念な気持

ちで公園から帰りました。 

こういう環境でウサギを飼うのであれば飼わないほうがいいと思います。不衛生な

環境に置かれたウサギが可哀想です！！なんとかしてください！！ 

回答 H26.4.28 担当課 都市整備課 

日頃より袖ケ浦公園をご利用いただきありがとうございます。 

袖ケ浦公園のわいわい広場に設置しているウサギ小屋についてですが、小屋の管理

は当公園の指定管理者である袖ケ浦公園管理組合によって実施しております。管理組

合に管理状況を確認したところ、清掃は 1日おきに行い、えさは必要に応じて追加、

飲み水は毎日取り換えているとのことでしたが、＊＊様のご指摘のとおり不衛生な印

象を持たれる面もございましたので、管理組合とウサギの飼育方法について検討した

結果、今後は毎日清掃を実施し、飲み水が汚れていることに気付いた時は速やかに交

換するなど、これまで以上に衛生管理に気をつかい、飼育して行くことといたしまし

た。 

なお、皮膚病になっているとのご指摘のありましたウサギについては、出産による

ストレスや換毛期による抜け毛によるものだと思われますが、念のため動物病院で診

察することとしましたので申し添えます。 

  

意見8 H26.4.21 

枯れ木、枯れ枝の伐採のお願い 

過日川崎市内で枯木の折損落下事故で幼児が重傷を負った痛ましい事故は記憶の新

しいところです。市が管理する公共スペースや公道などではあってはならないことで

す。 

しかるにのぞみ野泉台公園内には以前から10数本の枯れ木がそのまま放置されてい

ます。中には幹まわり120cm～80cm程度の大きな枯れ木もあります。昨年の台風26号で

はかなりの枝が折損落下しました。このまま放置すると枝の折損落下による高齢者や

子供たちのケガにつながりかねません。 

また今冬の大雪で折損した大きな枝が宙ぶらりんの状態で放置されています（公園

南西側）。子供たちが登ったり、ぶら下がっているのが目撃されており大変危険です。 

大きな事故に繋がりかねません。至急枯れ木、折損枝の伐採をされるようお願いしま

す。 

併せて定期的な巡回点検の実施と、伐採の徹底をされるよう指定業者の指導をお願

います。 

回答 H26.5.7 担当課 都市整備課 

日頃よりのぞみ野泉台公園をご利用いただき、ありがとうございます。 

のぞみ野泉台公園の枯れ木及び枯れ枝につきましては、危険な状況を確認し、伐採

や枝切りを実施いたしました。 

公園施設は、利用者が安全かつ快適に利用できるよう、指定管理者により各公園を

巡視・点検し、破損個所を発見した場合は危険回避のため安全対策とともに当該箇所

の補修を行っております。樹木につきましても倒木の恐れなど危険な状態が発見され

た場合は、伐採等の応急措置を行い、公園の安全管理に努めてまいります。 



今後も公園の施設等についてお気づきのことがございましたら、担当課までご連絡

くださいますようお願い申し上げます。 

 


