
地区 年齢 性別

1 消防団

　各消防団はその地l区から寄付金を集金して活動していま
す。その地区の安全のためにと、住民は４～５千円を毎年、寄
付するのです。昔は、団員の職業が農業、自営業が多かったの
で、災害出動や定例ミーティング、訓練参加に積極的で責任感
を持つ人が多かったようです。最近は会社勤め人が多く、個人
を大切に考える消防団員が増えたようで、月２回の消防機庫で
のミーティング定例会やポンプ点検(水出し)に不参加者が多い
のです。特に、ポンプ点検は重要な集まりです。いざ地区内で
火災となっても、自らの地区の火災で役立たずでは笑い事では
済まない話です。消防操法大会でもポンプ不作動はあるようで
す。
　消防団員は退職金も数十万円あるそうですが、団員活動にほ
とんど不参加で名前だけの人が多いと聞きます。個人の活動記
録を正確に記させ、確かに参加して活動している証拠文書を提
出させるようにしてください。もし、詐称すれば詐欺犯罪です
よね。必要だと思います。

　消防団を取り巻く環境が変わる中、消防
団自身にも時代の変遷に見合った効率的な
運営が求められています。訓練等の実施に
あたっては、土曜・日曜を中心に計画して
いるところですが、団員の皆さんが参加し
やすい状況の下で事業効果を高め、地域防
災体制の更なる充実に努めます。
　消防団員の退職報償金については、条例
の規定に基づき支給しています。今後とも
条例を遵守し、適切な支給に努めます。
（総務課）

野栄 26 男 2007/8/10 公民館

2
ＡＥＤの常
設化を

　心臓震盪（しんとう)は弱い打撃でも起きます。胸部への
ボール打撃や武道での衝撃で、心臓が停止してしまうことがあ
るのです。指導者へのＡＥＤ救命講習を責務として行い、ＡＥ
Ｄを設置する必要があります。救急車両が来るまでの応急措置
が、生存を左右すると思います。

　心室細動（心臓の痙攣（けいれん））を
除去し、救命に最も効果的とされるＡＥＤ
（自動体外式除細動器）は、平成１６年７
月から一般市民も使用できるように法的整
理がなされたところです。これに伴い、市
では、ＡＥＤの整備普及について総合的な
調査・研究を進め、また、講習会の実施に
当たっては匝瑳市横芝光町消防組合と連携
しながら、具体的な事業化に着手すること
にしています。（総務課）
　八日市場ドームも設置する方向で医師会
と調整中です。（生涯学習課）

野栄 67 男 2007/8/10 公民館

3 国保

　国民健康保険のお知らせについて、最近、医療機関から領収
書が発行されるようになっておりますので、「お知らせ」はム
ダです。やめてもよいと思います。経費と手間が省けます。

　医療費通知は、被保険者の方が窓口で支
払った額以外に、受診にかかる保険医療費
の状況を知っていただくために発行してい
るものです。この通知は国保に限らず、社
会保険等他の組合でも発行されています。
御理解願います。（市民課）

中央 70 男 2007/8/10 公民館

4 環境問題

　広報7月号を読んで。「すべて基準値を下回る｣との見出しで
ダイオキシン類の測定結果が出ていますが、第2表の水質のう
ち、処理場から一番遠いNo.3地点が０．９４と基準値ギリギリ
である。さらに遠くは調査をしなかったのか。なぜ、遠いとこ

　匝瑳市ほか二町環境衛生組合より南西に
１２００ｍ離れた同組合の排水経路となっ
ている場所での計測結果ですが、調査地点
までに数本の水路が合流しており、原因の

中央 70 男 2007/7/20 公民館
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ろが高いのか。過去の焼却場での野焼き(私は目撃している)の
影響なのか。それとも他に原因があるのか。きちんと調査をす
る必要があると思いました。
　最近ホタルやメダカを見なくなりました。最近の農薬は、本
当に毒性が低いのでしょうか。水稲共同防除の安全性について
十分ご検討ください。環境はますます悪化しているように思い
ます。

特定が難しい状況にあります。
　一般にダイオキシン類については、野外
焼却行為により発生することが判明してお
り、また調査日前日までの気象条件等にも
左右されるといわれています。
　今後とも定期的に測定を継続して公害の
未然防止に努めます。（環境生活課）
　無人ヘリコプターによる水稲共同防除事
業は、国の定める技術指針などを遵守した
うえで、薬剤については、匝瑳地区植物防
疫協会として毒性の低い普通物の農薬を使
用するよう指導しています。(産業振興課)

5 ごみ

　ごみが田んぼにたくさん捨ててあるのがおかしいと思うの
で、(捨てる人を)処罰してもいいと思います。

　難しい問題です。罰則主義だけでは捨て
る行為をなくすことは難しく、現時点で
は、モラルや意識を高める対策に重点を置
いています。（環境生活課）

匝瑳 - 女 2007/8/10 公民館

6 ごみ

　ごみひろいをもっとしたほうがいいとおもいます。ほかの人
も、がんばったほうがいいと思う。この町は、いまはキレイだ
けど、みんながゴミをすてると、この町もキタなくなる。だか
らみんなできょうりょくするほうが、なおさらキレイになるだ
ろう。だから町は、みんなでキレイにしていくことと思いま
す。

　ご指摘の件につきましては、ごもっとも
です。現在、一部地域では、環境美化ボラ
ンティアが、自主的に地域の清掃活動に取
り組んでくれています。さらに、このよう
な活動が広がることを期待しています。市
としても働きかけを行っていきます。（環
境生活課）

- - - 2007/9/4 公民館

7 循環バス

　バスもせっかく走り出したのですから、どこでも止めて、ど
こでも下車できて、もっと時間を短縮して、日に何本も走らせ
て欲しいのです。いずれ老いゆく若い人も使えるようどうかお
願い！！

　自由乗降区間の設定ですが、運行ダイヤ
の遅れを気にしない利用者には効率的です
が、電車への乗り継ぎ等で利用する人は利
用しにくくなることと、運行上の安全面を
考慮して設定していません。
　また、各路線とも地区をくまなく回って
おり時間の短縮と増便は難しい状況です。
（環境生活課）

平和 61 女 2007/7/20 公民館

8
市内循環バ
ス

　市内循環バスの運転手の対応が悪かったです。足の悪いお年
寄りに対して、バスを止めてくれず、時間だからといって乗せ
なかった。一生懸命、バスを止めようとしていたのにです。

　循環バス運行委託会社２社に対しご意見
を伝え、今後この様なことが起きないよう
指導してまいります。（環境生活課）

中央 27 女 2007/8/10 公民館

9 通学路整備

　伸びた草、垣根の樹木の枝、歩道への駐車、片側だけの歩
道、一時停止の標識の増設、等の整備の充実を望みます。

　一時停止の標識の増設は、千葉県公安委
員会が現地調査を実施して設置するもの
で、地元からの要望を市から地元警察署に
要望することになります。（環境生活課）
　除草については、市でも対応しています
が、全市道は対応しきれないのが現状で

野栄 67 男 2007/8/10 公民館
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す。また、通行に支障のある樹木の枝につ
いては、市の広報にも掲載していますが、
所有者の方に伐採をお願いしています。
（建設課）

10
老人の交通
安全教育

　老人の無理な横断、徒歩、自転車でも、待つことができな
い。安全確認の怠り。交通安全指導教室が必要です。

　高齢者が関係する事故の割合が多いの
で、高齢者を対象とした安全教室の充実を
図ります。
　また、匝瑳市交通安全対策協議会では、
高齢者事故防止対策の専門部会を立上げる
準備を進めております。（環境生活課）

野栄 67 男 2007/8/10 公民館

11 歯科検診

　歯科検診がとてもありがたいです。でも、帰り際にもらうハ
ガキは、税金のムダ遣いだと思うので、少しでも節約してハガ
キはやめて税金を減らして欲しい。

　受診者が指導だけで終わらず、医療機関
で受診したかどうかを把握するため、歯科
医師の協力でハガキ「受診結果連絡のお願
い」に今後の方針を記入していただき、受
診者に投函を依頼しています。異常なし・
要指導者には、ハガキは渡していません。
早期の受診を促すことで歯科医療費の削減
につながると考えています。（健康管理
課）

匝瑳 - 女 2007/8/10 公民館

12 水路の安全

　栄小学校の防犯パトロールで、通学路をパトロール中に、危
険地を指摘された用水路があります。匝瑳市川辺牛なぎの東西
に流れる用水路ですが、ヨシの草が生い茂り、山のようになっ
ており、転落者があっても気づかない状況です。また、路肩が
雨水で土砂が崩れ落ちています。幼児が２年前に自転車(補助
輪付)で路肩を踏み外し、転落しています。
　学校から大利根へ整備の依頼をしましたが、全く手を付けて
いません。その地域で道路普請や水路掘りの整備共同作業が実
施されていますが、その用水路は手を付けていません。作業に
は入っていないのです。用水路の危険か所は多数にあります。
防護壁のない川等(水深が深いのに何も施されていない)。老人
が昔、自転車で水路に転落死した事件もありました。各地区の
防犯委員や区長またはＰＴＡ役員が地区の危険地点を確認し、
市政でも対処を願います。
　川辺上地区では、区長は道路普請や水路掘り等の行事には関
係していないようです。とはいえ、その地区の長なのですか
ら、安全・平和のための工夫は必要ではないでしょうか？

　危険か所が特定されれば、市が窓口とな
り、土地改良区等関係機関と協議を行い対
応していきたいと考えます。また、農業用
土地改良施設全般についても危険か所のパ
トロールを依頼すると共に対策を協議して
いきたいと考えます。（産業振興課）

- - - 2007/9/4 公民館

13 公園
　市の中心部に、広い芝生の公園が欲しいです。 　現在、市役所北側に芝生広場を備えた公

園を検討中です。（都市整備課）
中央 35 男 2007/7/20 市役所

14
のさかふれ
あい公園

　のさかふれあい公園に緑をお願いします。遊ぶ場や休憩する
場はあっても、緑があまりありません。日差しの強い夏は、日

　この公園は完成して日も浅いため樹木が
まだ小さいものも多く、ご意見のように利

野手 55 女 2007/8/10 公民館
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陰がないので困ります。苦です。年齢の差が広い利用場所だけ
に、日陰を作ってください。夏などの季節によっては、利用し
たくても利用できません。花と緑、年中利用できる公園を願っ
ています。どうぞよろしくお願いいたします。

用者の方が十分な日陰がなく利用できない
ということですので、今後、樹木増加や生
育環境の改善を図り、日陰量増加に努めま
す。（都市整備課）

15
天神山公園
の桜

　天神山の桜の木の名札について、最近、散歩に行きましたら
名札がありませんでした。次は移植するか、間伐するのでしょ
うか。
　寄付した人に聞いたところ、最初から5年で名札を取るとの
約束であったそうですが、なんとも珍しいやり方だと感じてい
ます。立派な桜になるよう手入れをしていただきたい。

　天神山公園桜のオーナー制度実施要綱の
中で、オーナーの管理は５か年で、その後
は市で管理することになっていました。名
札については５年経過後も記念として残し
ておく予定でしたが、紐が劣化し落ちてい
たりするものも目立つようになったため、
すべて外して希望者に札を配布することと
しました。名札を外したからといって移
植、伐採はいたしません。また、ご指摘の
ように、大事に桜を管理していきたいと思
います。（都市整備課）

中央 70 男 2007/8/10 公民館

16 歩道

　春の花、夏の花、光、海、深い山、心安まる田園が豊富な市
なのに、なぜか、人に優しくない市、道路には歩道がなく、緑
地帯もない。人はどうやって、あの車の洪水の中を渡って行く
のですか。
　これからの人、孫たちのため、老いていく私たちのために
も、人が歩ける道路をつくって欲しいのです。

　歩行者の安全確保は重要な施策です。本
市では、道路の拡幅と一体的に歩道の整備
を実施していますが、人家が連立している
所は用地の確保が困難であるため、容易に
事業が進まない状況であります。用地が確
保されれば整備していきます。（建設課）

平和 61 女 2007/7/20 公民館

17
カーブミ
ラー

　道路がもっと見通しがいいように、ミラーを付けて欲しいで
す。籠部田の旧道など、いつも渋滞のときなど危ない思いをし
ています。

　カーブミラーの要望については、各地区
の区長・交通安全協会役員から申請してい
ただいています。また、危険なか所につい
ては早急に設置します。（建設課）

籠部田 37 女 2007/8/10 公民館

18 道路
　街の道路のデコボコが危険だと思う。私は、2歳になる子供
がいるのでベビーカーなどが引っかかったり、つっかかったり
して危ない。多分、車イスの方も同じだと思います。

　穴あきなどの市道補修については、破損
か所を見つけたときは、建設課までご連絡
頂ければ対応いたします。(建設課)

中央 27 女 2007/8/10 公民館

19
プールの設
置

　プールのない学校があります。建設を願います。 　各学校のプールは建設から約３０年経過
しており、老朽化が著しくなっております
が、校舎や体育館も半分以上の建物が老朽
化しており、これらを優先的に新築しなけ
ればならない状況です。プールのない学校
の児童・生徒にはたいへん不便をおかけし
ておりますが、ほかの学校のプールを利用
して水泳指導を受けていただきたいと考え
ます。（学校教育課）

野栄 67 男 2007/8/10 公民館

20
ＰＴＡの奉
仕作業

　私立小・中学校の樹木等の整備には市の予算分けされた金額
でできるのでしょうか。４万円という金額なのだと聞きまし
た。専門業者に委託しても不可能なことと思います。ＰＴＡ

　樹木の手入れはPTAの奉仕作業やシル
バー人材センター等へ委託して実施してお
ります。また、高木については学校と協議

米倉 65 男 2007/8/10 公民館
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で行うしかありません。勤労奉仕作業という行事が年２回あり
ますが、母親主体の人員では草刈鎌での作業が精一杯、マツや
マキの枝づくりされた樹木は、どう手入れするのでしょう。高
木など、はしご、脚立でも届きません。植木業のＰＴＡに頼る
しかありませんが、その職業のＰＴＡが不足しています。朝か
ら夕方まで作業し、飲食・手間賃金を４万円では困難です。市
役所や支所、その他の施設内の樹木整備は入札式なのでしょう
か？　市職員が作業する場合もあるのでしょうか。勤務時間内
ですので、有給な訳ですよね。植木職のＰＴＡの不在の学校
は、業者に任せて別予算から出すのでしょうか？　市からも特
別予算で多めに特定の学校にだけ出すのでしょうか？

し、市の教育委員会予算で実施しておりま
す。市の財政事情も厳しいところですが、
学校への予算が増額できるよう努力いたし
ます。（学校教育課）

21
バスケット
コート

　バスケットボールのコートを町につくるべきです。僕の周り
の人はみんな言っています。ぜひ、お願いします。

　バスケットボールコートを新規に設置す
る予定はありません。八日市場ドームやの
さかアリーナをご利用ください。（生涯学
習課）

下出羽 17 男 2007/7/20 公民館

22
テニスコー
ト

　市の中心部に市民が集える場所が欲しいです。
○テニスコート　子供からお年寄りまで、男女を問わず楽しめ
る屋外のスポーツはテニスです。

　現状では、テニスコートをつくる予定は
ありません。市営テニスコートや吉崎浜野
外活動施設などのテニスコートをご利用く
ださい。（生涯学習課）

中央 35 男 2007/7/20 市役所
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