
　

受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

2月3日 2月22日 沼津駅北口のバスロータリー内の植樹の荒廃について
　沼津駅北口バスロータリー内の植樹について、以前に比べてこれまでになるの
にどの位の期間放置されて来たのでしょうか。この間市民から苦情等なかったの
でしょうか。管轄は「緑地公園課」との事、いい加減過ぎます。仕事する気あるの
でしょうか。そして責任逃れの言い訳で「予算がない」「人手がない」との事が予想
がつきます。でも３ヶ月に１回位市内の公共施設の巡回位できると思います。人
手の関連では、私はサンウェルぬまづ内の社会福祉協議会が運営する「緑化ボ
ランティア」に所属して花とか野菜の手入れをしています。又交番の横の花壇です
が、「沼津市花の会」とあります。この様な「緑化」に関するボランティア団体は沢
山あると思います。
　協力しあって縦割行政でなくこの荒廃した植樹の手入れをして下さい。もちろん
伐採した枯草等の処理は責任もって緑地公園課が負うのは、当り前です。
　バス停の柱等のサビについて、今塗料も進化してて少しサビを取れば、サビの
上から塗れるサビ止め塗料がありますので購入してくれれば塗ります。北側にあ
る「一歩」のモニュメントです。この足の部分がサビています。このまま放置すれば
折れて落下するかも。これもサビ止めを塗ったほうがいい。話は変りますが、隣り
の三島市内や長泉町のガンセンター通りの花壇等すばらしくきれいなのに、県東
部の中心の沼津駅北口のこの体たらく、ハズカシイ！
　今沼津駅南口は再開発等で賑やかですが、北口はヨーカドーの撤退、市民体育
館の移動等プラス面が、ありません。南北かまわず行政の縦横関係なく「市政100
年」考えてください。
とりあえず現地を見てください、「大至急」
※ベンチが少ないので増設願います。

○沼津駅北口広場植栽について（緑地公園課）
　沼津駅北口広場の植栽管理につきまして、手入れが行き届いておらず申し訳ありません。
　本市では、沼津駅北口広場全体の芝生や植栽の管理を業者に委託し、エリアごとに分けて刈り込みや剪定を行っており、歩行
者の通行に支障が出る箇所から優先的に作業を行っております。
　ご指摘の箇所については構造が入り組んでおり、手が入りにくい場所となっているため、対応に苦慮しているところであります。
今回、早急に委託業者と現地で協議を行い、委託や職員による直営作業により、早期に対応してまいります。
　また、本市では、公園の維持管理や市内の花壇の管理等について、多くのボランティア団体にご協力いただいているころです。
　現在、北口広場の植栽管理については市が行っておりますが、今後も、市民が公共施設において自発的に行う環境美化活動を
支援する「ぬまづまちピカ応援隊制度」等の紹介を通じて、ボランティア団体の結成を促し、活動を支援することで、市民協働によ
る環境美化活動を推進してまいります。

○バス停の柱等の錆について（道路管理課）
　バス停の柱等につきましては、現地を確認し、ご指摘のとおり錆を確認しましたので、錆止め等の処理を実施いたしました。
　引き続き、腐食の著しい箇所を優先し、修繕を進めてまいります。
　なお、ベンチにつきましては、現状ロータリー内にシェルターベンチ５基、緑地内にロングベンチ２基を整備しており、増設する計
画はございません。

○「一歩」モニュメントについて（商工振興課）
　沼津駅北口にあります「一歩」のモニュメントにつきましては、現地を確認し、錆による腐食を確認しましたので、直ちに錆止め塗
装を実施いたしました。
　今後も適切な維持管理に努めてまいります。

緑地公園課
道路管理課
商工振興課
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

10月12日 10月25日 東椎路の公園
こんにちは。東椎路と西沢田の境のあたりに住んでいて、
現在1歳の子どもを育てています。
自宅近くに子どもと遊びに行ける公園がなくて困っていま
す。
チャイルドシートを嫌がるのでできたら歩いて公園に行きた
いです。
ららぽーとの公園を目指して子どもを抱っこして徒歩で行き
ますが、根方街道を渡らなくてはいけないのでとても怖いで
す。

私ひとりの意見では難しいとは思いますが、毎日子どもと２
人の生活で子どもの体力を発散させる方法に悩んでいま
す。東椎路または西沢田あたりにひとつ公園を作っていた
だけませんか？検討お願いします。

　現在、本市には152か所の都市公園があり、開設面積は135.52haとなっております。そのうち徒歩
圏内で利用できる比較的規模の小さい街区公園は130か所あります。
　しかしながら、お住まいの近くには徒歩で利用できる公園がないとのことで、大変ご不便をおかけし
ております。
　本市では、市街化区域内における3,000㎡以上の民間の宅地開発等にあたっては、開発面積の
3％以上の公園や緑地等の設置を原則として義務づけるなど、公園用地の確保を図っております。
さらに、現在使用されていない土地を市がお借りして整備し、地元自治会が管理をする「あき地活用
公園制度」による新たな公園の確保にも努めております。
　しかしながら、現時点では、お住まいの地区においては具体的な計画はないのが実情です。もしお
住まいの近くにあき地活用公園の適地がありましたら、自治会を通じて情報提供をお願いいたしま
す。
　チャイルドシートの利用を嫌がるとのことで、お車での移動は難しいかもしれませんが、市内には、
愛鷹運動公園、片浜北公園、門池公園などの広域を対象にした駐車場のある公園もあります。市の
ホームページには市が管理する公園の情報を掲載しておりますので、ぜひ活用ください。
　引き続き、これらの制度の活用により公園用地の確保等に努めてまいりますので、ご理解とご協力
をお願いいたします。

緑地公園課

10月18日 11月1日 樹木、花に名札を
街路樹、花又公園の樹木、花に名札を付けて下さい。
例：松、赤松か、黒松か見分けることが出来ない
正しい標示をして平仮名を付けて下さい。
これは小学生に興味を持ってもらうこと
又校外学習などで利用出来るのではないでしょうか。
検討して下さい。

　市で管理をしている152箇所の都市公園及び44箇所の街路樹のある市道には、様々な樹木や花があり、季節ご
とに変化することで、一年を通して訪れる市民の皆さんに楽しんでいただいております。
　樹名板の設置につきましては、樹木や花の名前や特徴を知り、植物に興味を持っていただくきっかけとなること
で、緑を大切にする気持ちや、地域への愛着心を育んでいただくことにもつながるものであり、有効なものと認識
しております。
　現在、樹名板を設置している公園も一部あるものの、屋外のため劣化や破損が多く、更新等の対応に苦慮して
いるところであります。公園や市道には膨大な樹木や花があることから、すべての公園等へ設置は難しいと考え
ております。
　しかしながら、ご意見にもありますように、公園は樹木や花に触れ合う教育的役割を担う場所でもありますので、
例えば児童の遠足や課外活動等の利用が多い公園においては、園路の動線にあるような樹木やシンボルとなる
ような樹木などへの樹名板の設置を検討してまいります。
　今後も公園の管理にご理解ご協力お願いいたします。

緑地公園課

　　　　　令和４年10月分「市民の声」
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

7月20日 8月19日 雲南黄梅という樹木の普及などについての協力のお願いについて
雲南黄梅は枝がしだれその葉っぱの付け根それぞれに花径３～４cm程度の黄色いきれ
いな花が垂れ下がり最盛期には株を覆うように無数の花が開花して樹木全体を鮮やかな
黄色に染め上げます。
私の所には高さ１メートル少々の鉢植えのものが10数本あります。これから採れた苗木を
挿し木にて育て、先日に私の住んでいる地区の皆様に300本ほどお配りしました。（あと
300個以上の苗木が残っています）
雲南黄梅を直接地面に植えると生きよいよく２メートル以上に生育して見事な花の景観を
見られます。ただし一般の家庭では地面に植えて大きく育てることは難しくなかなかできま
せん。
雲南黄梅はその年に成長した枝木にしか翌年花を付けませんので、花が終わりましたら
剪定して新しい枝木を出して行きます。その時に剪定した枝の先に数多くの苗木となる枝
があります。樹木が大きければそれだけ挿し木となる小枝が多く取れるようになります。
そこで沼津市役所様には地植えの場所がないかとの相談及びその後の苗木（おそらく千
本単位になるかと）の育成と配布を含めたお願いです。
このように毎年数多くの雲南黄梅の苗木を配布することができるようになっていけば、こ
れから５～６年後以降には毎年３月になると沼津市内を歩くとあちらこちらで黄色い雲南
黄梅の花が目に入ってくるようになるのではないでしょうかと私は想像します。
夢が膨らみますがいろんなところで梅まつり、桜まつり、アジサイまつりなどが行われてお
りますが、雲南黄梅も沼津市内に普及し又は地植えの２メートル超える大きなものが数多
く植えられるようになれば黄梅まつりというのはどうでしょうか。
これをもとに沼津市の活性化及び観光の素通りではなく目玉として集客力をはかるのは
いかがでしょうか。
以上のようなことが雲南黄梅の黄色い花にはあるのではないかと私は考えております。
沼津市様にも将来を考え是非ともご協力をお願いしたいと思っております。

　この度は、雲南黄梅の普及についてのご提案をいただき、誠にありがとうございます。〇〇様のお庭の雲南黄
梅の黄色い花が美しく垂れ下がる様は、道行く人の心をなごませているものと推察いたします。
　沼津市では「緑とともに、魅力あふれる沼津の暮らし」を緑の将来像に掲げ、地域の方や緑化推進団体、企業等
との協働により、花と緑にあふれた潤いと安らぎのあるまちづくりを推進しています。そのような中、〇〇様のよう
に、市民の方がご自宅の庭などに様々な木や花を植えていただくことは、その実現に資するものであると認識して
おります。
 　お問合せの苗木の育成につきましては、市が都市公園を整備する際には、地元の意向や管理コスト等を踏ま
えた上で、樹種や配置等を定めた植栽計画に基づいて整備や管理を行っております。このため、既存の都市公園
には原則として新たな植樹は行わない方針としております。また雲南黄梅の育成には、虫がつきにくく、寒さ等の
気温に左右されずに育成できるメリットがある一方、花を咲かせるための剪定や整姿剪定の必要があり、公園等
における植樹や苗木の育成は、管理上難しいものと考えております。
　また、苗木の配布につきましては、市では毎年、自治会や市の施設等、公共の花壇に植えていただくため、供給
量が安定しており比較的安価なマリーゴールドやポーチュラカ等の花苗を配布しています。緑化木につきまして
は、静岡県グリーンバンクにおいても同様の理由により、希望団体へ一般的な樹種の緑化木の配布を行っており
ます。
　上記の理由により、市としては雲南黄梅も含め、特定の緑化木の配布や普及の推進は難しいものと考えており
ますので、ご理解をいただきたいと思います。
　今後も、皆様のご意見を伺いながら、花と緑にあふれたまちづくりを進めてまいりますので、ご理解、ご協力をお
願いいたします。

緑地公園課

　　　　　令和４年７月分「市民の声」
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

3月31日 4月11日 公園のペット放し飼い
私は子供を連れてよく双葉公園？(双葉町の線路沿いにあ
る公園です)に行くのですが、リードなしで犬を散歩させてい
る方が多く困ってます。
というのも私の子供は犬が苦手で、急に近づいてきた犬に
びっくりして転んだり泣き出してしまうこともあります。
放し飼い禁止の立て看板は放し飼いをしている人に引っこ
抜かれ、倒されています。
飼い主さんは噛まないし大丈夫だと思っているのでしょう
が、犬が苦手な者からすればそういう問題ではありませ
ん。実際子供はあの公園は犬が来るから嫌だと言っていま
す。
子供が安心して遊ぶためにも、どんなおとなしい犬でも
ルールは守っていただきたいです。

　日頃より、沼津市の公園行政にご理解ご協力いただきありがとうございます。
　犬の散歩のリードにつきましては、沼津市飼い犬条例においては、「飼い犬を連れ出し、又は移動
させるときは、人畜その他に害を加えないように丈夫な鎖又は綱をかけること」と定められています。
　双葉町公園を含む市の管理する都市公園におきましては職員や委託業者による巡回を随時行っ
ております。その際に放し飼い状態が認められた場合は、飼い主に対しての注意喚起を行っており
ます。また、看板に関しては簡単に外すことが出来ないよう掲示いたしますので、ご理解ご協力をお
願いいたします。

緑地公園課

3月31日 4月19日 門池公園の水位
門池の水位が増えたり減ったりするのはなぜですか。
そちらでボート競技をしていますが、大会前の練習等支障
をきたしております。
なぜそこまで変動させるのか、明確な理由を教えてくださ
い。

　ご質問いただきました門池は、大岡地区の水田に農業用水を供給している重要な農業用ため池で
す。
　その水は牧堰橋の上流側で黄瀬川より取水し、その一部を門池に一旦ためてから用水路に排出し
ています。
　ご質問の門池の水位についてですが、流入量と流出量を常に一定に保つことができれば、池の水
位も一定に保つことができるのですが、黄瀬川の水量が、降雨後は増え、晴れが続くと減るため、流
入量の変動に合わせて流出量を調整しており、水位を一定に保つのに大変苦慮しているところです
ので、ご理解いただきますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

農林農地課

　　　　　令和４年３月分「市民の声」
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

2月3日 2月17日 沼津西地区の公園について
1歳と4歳の子を持つ母です。2年前に香貫地域から愛鷹地
域へ引っ越してきました。
そこで思うのは、愛鷹地域の公園の少なさです。我家から
歩いて行ける距離に遊具のある公園がありません。(香貫
地域に住んでいたときは歩いて行ける距離に2つ遊具のあ
る公園がありました。)
コロナ禍で室内で遊ぶには抵抗があり、支援センター等に
は行っていません。
近くの幼稚園等の園庭開放も、コロナの感染状況がひどく
なるとやらないので、気軽に外で遊ぶことができません。
ふらっと行ける位置に遊具のある公園があったらいいのに
と思う日々です。
この地域に子どもが少ないのはわかりますが、この地域で
子育てしてると不便で仕方ないです。
他の保護者の方と公園について話すと、同様の意見が聞
かれます。
小さな公園でもいいので、公園を増やしていただきたいで
す。

　ご指摘のとおり、西部地区は市内でも公園が少ないエリアであり、大変ご不便をおかけしておりま
す。
　身近な公園の整備につきましては、一定規模以上の宅地開発に併せて公園用地の確保を図るほ
か、一定の条件に適合した空き地をお借りして市が整備し、地元自治会が管理をする空き地活用公
園の整備にも取り組んでおります。しかしながら、現時点では、愛鷹地区においては具体的な計画は
ないのが実情です。もしお住まいの近くに空き地活用公園の適地がありましたら、自治会を通じて情
報提供をお願いいたします。
　また、西部地区の公園の整備につきましては、新貨物ターミナルの整備に合わせ、一本松と桃里に
緑地調整池を活かした公園の整備を、今後関係部署と連携しながら進めていく予定です。
　なお、身近な公園ではありませんが、市内には愛鷹運動公園や、片浜北公園、門池公園などの駐
車場のある公園もございます。市のホームページには市が管理する公園の情報を掲載しております
ので、ぜひご活用ください。
　今後も市民の皆様のご意見を参考に公園の整備・管理に努めてまいりますので、ご理解とご協力
をお願いいたします。

緑地公園課

　　　　　令和４年２月分「市民の声」
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

12月3日 12月14日 門池公園駐車場について
門池公園には駐車場が整備されていますが週末や幼稚
園、学校の長期休暇中は、毎日のように駐車場が満車で
す。困ります。
遊びたくても満車でとめられません。
増設してほしいです。
上にある広い芝生広場の駐車場を２階建の立体駐車場に
するのはどうでしょうか。

　コロナ禍において公園は市民の方が憩える数少ない場であり、多くの方に快適に公園を利用して
いただきたいと考えております。
　駐車場につきましては、公園の整備に併せ、南側駐車場48台、東側20台、北側44台、地区センター
前20台を段階的に整備してまいりましたが、いただいたご意見を踏まえ、今後の利用状況等も勘案し
ながら、駐車場の確保等を含む利便性の向上について検討してまいりますのでご理解ご協力お願い
致します。

緑地公園課

　　　　　令和３年12月分「市民の声」
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

10月4日 10月18日 市内の公園について
現在５歳と２歳のこどもと家族で公園を利用させていただいております。
その中で感じたことがありましたのでメール致しました。
こどもが３歳を過ぎると自宅近くの公園から足を延ばしていろいろな公園をめぐる機会が
増えました。
門池公園や大岡公園などと同時に、ネットで検索して目に留まるのが残念ながら市外の
大型公園。。。
ポイントは駐車場の有無と遊具の見た目＆種類の豊富さです。
市内の古き良き公園もとても素晴らしいと思います。ですが、まず駐車場のない公園だと
行くことを諦めてしまいます。
往々にして駐車場のない公園＝お手洗いが難点だったりしてますます足が遠のきます。
駐車場は土地の問題もあるとして、せめて現存している遊具の塗装やお手洗いの改築な
どしてもらえないでしょうか。
（知っているところで申し上げると、高沢公園や共栄公園、緑ヶ丘公園など）
欲を言えば、片浜～原地区に公園が少ないな。とも感じます。保護者間でも同じような声
を耳にします。
市の管轄だけだとなかなか難しいことなのかもしれませんが、例えば六本木のミッドタウ
ンにある芝生広場（GREEAN＆PARK）のような場所があり地域の飲食店ともコラボレー
ションできるような広場などあれば、若い世代やファミリー層も取り込んでいけるし、沼津
市のイメージも新しくなりそうなものだなと勝手に想像してしまいます。
県外から沼津市民になって６年目です。
沼津は山と海に囲まれ過ごしやすくとても良いところですが、なんとなく雰囲気が代わり映
えなく新鮮さに欠けるかな？とも感じます。（大諏訪に住んでいるため市街地の様子が伝
わりにくいこともあるかも知れません）
子育てをしている身として、申し上げたようなところにも税金を使ってもらえると嬉しいで
す。
もっともっと地元の友人家族に遊びに来てもらいたいと思える場所になってほしいです。

　現在、沼津市には152箇所の都市公園があり、市民の皆様にご利用いただいております。そのうち
８割以上の公園につきましては、街区公園と位置付けられた徒歩での来園を想定した公園であり、１
箇所当たりの面積は大きくありませんが、皆様に気軽にご利用いただけるよう市内各所に配置して
おります。一方で、広域の方の利用を想定し、駐車場等を整備した愛鷹運動公園や門池公園などの
大規模な公園もございます。
　遊具の塗装・更新に関しましては、長寿命化計画に基づき順次更新を図っている所です。設置する
遊具については、更新の際に、その公園の特徴を踏まえるとともに、周辺の自治会の要望を聞いた
上で選定をしております。
　トイレの改築に関しましては、耐用年数が残っていることなどから改築に至っていない施設がありま
すが、重点的な清掃を行うなど、できる限り快適に使用していただけるように努めております。
　ご提案いただきましたような公園内への民間施設の導入による利用者の利便性の向上について
は、愛鷹運動公園内にありました「少年自然の家」は泊まれる公園「INN THE PARK」として民間事業
者が運営しており、芝生広場などはイベントなどの開催を通じ多くの方々にご利用いただいておりま
す。また、現在、中央公園において、再整備の計画を進めておりますが、多くの市民の憩いの場とな
るような公園を目指すとともに、ご意見のありました公園や、池袋で整備されたＩＫＥＳＵＮＰＡＲＫ等の
先進事例を参考に、民間事業者が活用しやすい公園となる様、再整備計画の検討を進めているとこ
ろであります。

緑地公園課

10月20日 11月12日 千本浜公園
自宅は清水町ですが職場は沼津市です。
時々、犬の散歩に千本浜公園を利用させて頂いておりま
す。
園内の駐車場は一方通行になっていますが、逆走する車
をよく見ます。
入り口と出口には標識がありますが、園内に全くないの
で、よく来る人はわかってると思いますが、観光で来られる
人はとてもわかりにくいと思います。
逆走してもスピードが出ていないので入り口のところでは
事故にはなりにくいですが、とても危ないです。
出来たら園内に一方通行や進入禁止の標識を数カ所に立
ててほしいです。観光客は入り口の近くに駐車する人が多
いので、その辺りは特に。
事故が起きてからでは遅いので、ぜひご検討ください。

　千本浜公園の駐車場についてですが、入口から約50mは警察による規制区域となっており、標識
が立っております。駐車場内に関しては標識等がないため、出口を案内する看板の設置や路面標示
等を検討していきます。皆様が安全に利用出来るよう努めて参りますので、ご理解、ご協力ください
ますようお願いいたします

緑地公園課

　　　　　令和３年10月分「市民の声」
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

10月25日 11月12日 片浜北公園のマナー問題
子供を連れて片浜北公園を利用していますが、駐車場でタ
バコを吸う方がおり、禁煙になっていないのか。公園なんて
禁煙当たり前でいいのではないか。
周りに子供がたくさんいますので、禁煙として頂けないか。
(私も喫煙者ですが、マナー違反だと)

公園での喫煙についてお答えします。
本市では、「沼津市路上喫煙の規制に関する条例」において、沼津駅周辺の重点規制区域内（中央
公園を含む）では路上喫煙を禁止していますが、その他の区域での路上（公園を含む）喫煙は直接
的に禁止しておりません。しかし、同時に、路上喫煙による身体又は財産上の被害を防止するため、
路上喫煙をしないよう努力義務も課しております。
公園は子供の遊び場であると同時に、様々な年代の市民の方の憩いの場でもあるため、喫煙の際
には周囲への気遣いなど、マナーを守っていただくよう啓発に努めてまいります。

緑地公園課

10月25日 11月12日 高砂公園について
お世話になります。
日頃、高砂町の高砂公園を利用している者です。
（子どもと利用しています）
砂場2箇所ありますが、どちらも固くて子どもが遊ぶのに適
しておりません。
また、倉庫横にゴミが放置してあり危ないです。
改善を希望いたします。
よろしくお願いします。

　この度は、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。
　ご意見いただきました砂場についてですが、掘り起こし等を行い、皆様が安心して利用しやすい環
境を整えてまいります。なお、高砂公園には、他の公園と違い砂場が２つありますが、公園の利用状
況から砂場は１つでも良いのではないかと考えております。そこで、南側の砂場につきましては撤去
も含め、自治会と相談しながら今後の方針を決めていきたいと考えております。
　倉庫横のゴミについてですが、現地確認に行った際は、見受けられませんでしたが、今後も巡回等
を行い皆様が安全に利用出来るよう維持管理を行っていきますので、ご理解ご協力をお願い致しま
す。

緑地公園課
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

3月1日 3月9日 駿河台公園の遊具について
　タコ型の大きな遊具がありますが、亀裂が入っていたり、
欠けています。また、素材がとても硬く子供が誤って顔をぶ
つけたりしたら大怪我をしてしまうと思います。滑り台の傾
斜もきつく、子供が滑ると危険です。
　共栄公園にも以前同様の遊具があったと思いますが、そ
ちらは新しい遊具に変わり安全に遊べるようになりました。
駿河台公園の遊具もより安全なものに改善した方が良いと
思います。

　現在、市内の公園の老朽化した遊具を更新する事業を進めており、駿河台公園のブランコやすべ
り台等につきましては既に完成しています。
　ご指摘のありましたタコ型の遊具については、コンクリートの表面にひび割れ等が発生するなど、
老朽化が進んでいるため、令和３年度に更新する予定です。なお、この遊具は公園のシンボルとして
親しまれている遊具でありますので、地元の皆様のご意見を取り入れながら進めてまいります。

緑地公園課

3月3日 3月18日 愛鷹運動公園テニスコート・大岡公園テニスコートについ
て
　休日にテニスコートの予約がとれないことがしばしばあり
ます。
　その為、ニューウェルサンピア沼津を利用するなどしてい
ましたが、２月末で閉館になるとのこと。益々、予約がとれ
なくなることを危惧しています。
　愛鷹運動公園の駐車場をみると、市外ナンバーが大半を
占めることも多く、富士市の様に市民の優先予約制を導入
する等検討頂き、市民が割高なテニスコートを使用しなくて
はならない現状を改善願いたいです。

　愛鷹運動公園テニスコートは、県東部地区最大級の１２面を有し、個人の利用のほか沼津市のテ
ニス団体による各種大会も年間を通して数多く開催されており、特に休日は、市内外からの参加者
がいることから、市外ナンバーの駐車が多く見受けられる状況となっております。
　また、市民の優先予約に関し、富士市に確認したところ、有料の市営コートについては市民の優先
予約は実施していないとのことでした。
　愛鷹運動公園テニスコートにおいても、施設の維持管理にあたっては相応の費用がかかることから
受益者負担の観点から利用料金を徴収させて頂く中で、民間のノウハウを活用した指定管理制度の
導入により、皆様が気持ちよくご利用頂けるようサービスの向上にも努めているところです。
　ご指摘のとおりニューウェルサンピア沼津が閉館し、テニスコートが減少することから、愛鷹運動公
園テニスコートにおきましても、休日は各種大会による利用が多いことを踏まえ、大会主催者に対し
大会時必要最小限のコート数の予約に協力いただくなど、出来る限り市民の方々の利用に支障がな
いよう、指定管理者と連携し利用環境の向上に取り組んでまいります。

緑地公園課

　　　　　令和３年３月分「市民の声」
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

3月11日 3月29日 無残な姿・・公園の桜について
　原東沖の西公園には1本の見事な桜の大木があり、毎年今頃は
満開の美しい姿を楽しませてくれていました。今年は無残で残念な
姿です。全体に不細工に選定されてっぺんはまっ平に、大きなメイ
ンの枝は根元から伐採され・・とてもみすぼらしい姿になってしまい
ました。自然の影響ではなく人の手でこうなったことがとても無念
で、近所の方ともなんでこんなに切っちゃったんだろうね、と話して
いてそんな声が多くあります。市役所の車とクレーン車が来ていた
ので市役所には大切にしてきた古木を守ろうとする気持ちはない
のでしょうか？毎年楽しみにしていた満開の桜を慈しみ楽しむ市民
の気持ちは伝わらないのでしょうか？
　もうひとつこの公園には藤棚があり根っこの太さは30センチ近く
もあるたいぼくです。このフジも毎年気前よくバッサバッサと枝が寸
断されここ10年ほどはほとんど開花しない・というか花房が出来な
くなってしまいました。
　「文句があるなら地域の住民が整備すれば手間が省けるのに。
仕方ないから市役所が乏しい予算からせんていしてやっている」・・
そんな声が聞こえてきそうな乱暴な暴挙に我慢がなりません。これ
なら伸び放題にしてくれた方がどれほどましか、ぜひ住民の声を聞
いてほしいものです。大型のクレーン車まで動員してまでも必要な
伐採だったのでしょうか？

　 東沖西公園のサクラについては地元自治会から剪定の要望がありました。市内の造園業者ととも
に緑地公園課にて現地を確認したところ、樹木自体も老木化しており、落下の危険がある枯枝もあり
ましたので、造園業者に発注し、サクラの生育に妨げにならないよう剪定しています。フジについては
枝が寸断されたことについて、状態を調査するとともに開花できるように維持管理をしていきます。
　今後も公園内の樹木の剪定については景観に配慮し、市民の皆様の快適性、安全性を考慮しな
がら憩いの場となるように適切な公園管理に努めてまいります。

緑地公園課

3月31日 4月15日 子を育てやすいまちづくりについて
　去年に娘を産んでから気づいたことがあります。
○道路の問題
　ベビーカーを押していると歩道がとてもガタガタで散歩がしづらいで
す。
　また、横断歩道を渡っていると、道路から歩道に乗り上げる時に段差
の幅が高く、つっかえてしまって何度か危ない目に遭いました。
　ベビーカーだけでなく車椅子をおす際も同じことが言えると思います。
　出来るだけ安心して散歩できるように出来ないでしょうか。
○公園が少ない&あっても小さくて汚い
　これは前にも意見が寄せられていたようですが、改善されているよう
には思えませんでした。
　特に公園が少ない(小さい)と、コロナ禍の今、子育てには死活問題で
す。
　とても切実に、早く改善してほしいです。
○駐車場のある公園がほしい
　少し大きめな公園に行くと、駐車禁止の場所に車を止めて遊んでいる
人たちが多く、時折警察の方が来て注意して帰っているのを見かけま
す。
　駐車場が隣接している公園を作ることは出来ないでしょうか。

　市民生活における安全な道路環境を整備していくため、市内全域の道路パトロールや市民の皆様の通報などにより危険箇所の
早期発見、補修に努めているところです。
　しかしながら市内すべての道路の状況を常に把握することは困難であり対応が遅れてしまう場合もございますので、具体的な危
険箇所など何かお気づきの点は、市役所道路管理課道路維持係（電話：９３４－４７８９・メールアドレス：doukan@city.numazu.lg.jp）
までご連絡いただければと存じます。現場確認と状況に応じた補修を行っていきたいと考えております。
　都市公園につきましては、汚いとのご指摘であり、清掃等管理が行き届いていないところがあったことは大変申し訳ございません
でした。現在、都市公園の維持管理につきましては、市職員、委託業者や地元自治会等の協力により行われておりますが、今後
皆様が気持ちよくご利用いただけるよう、お互いに連携し管理に努めてまいります。
　現在、沼津市には152箇所の都市公園があり、市民の皆様にご利用いただいております。そのうち８割以上の公園につきまして
は、街区公園と位置付けられた徒歩での来園を想定した公園であり、１箇所辺りの面積は大きくありませんが、皆様に気軽にご利
用いただけるよう市内各所に配置しております。一方で、広域の方の利用を想定し、駐車場等を整備した愛鷹運動公園や門池公
園などの大規模な公園もございます。
　このような中で、昨年度改定された「緑の基本計画」においては、人口減少・高齢化の進展などの社会情勢の変化や、現在の利
用状況を踏まえ、これまでの公園や緑の「量」を増やす考え方から、既存の公園の適切な維持管理や利活用により「質」の高い公
園の創出を目指すことへ方向性がシフトしており、その中で、公園を利用される皆様のご意見を取り入れていきたいと考えており
ます。
　なお、駐車場がない既存の公園につきましては、徒歩での来園を想定しており、駐車場の整備は難しいと考えております。一方、
新規で公園を整備する際には、駐車場につきましても、公園の規模を考慮して整備していく必要があると考えております。
　今後も適切な都市公園管理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.

緑地公園課
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

10月26日 11月13日 高沢公園夜間使用の厳格化
　沼津駅北口から歩いて5分のところにある高沢公園、通称SL公
園についてです。
　私は高沢公園の目の前のマンションに住んでいるのですが、夜
間の騒音が最近、特にひどいです。
　昼間から夕方にかけては家族連れや子供達で賑わっており、ほ
ほえましいのですが、夜間については高校生、不良少年の溜まり
場になっていることが否めません。叫声をあげる若者たちが毎日
のように夕方から夜にかけて集団で屯しているので近隣の住民は
大変迷惑しています。付近の高校生、若者のモラルの低さには呆
れ果てることしかできません。
　公園という場所は、地域コミュニティを醸成する場所であり、子ど
もたちが元気に遊び心身共に健康増進していく場でもあることから
必要な場所であることは間違いありません。ですが毎日のようにこ
ういった環境が近くにあることで近隣住民の精神的な安寧が阻害
されていることは否定できません。
　市には近隣高校への注意喚起・園灯の深夜時消灯や、警察へ
の夜間パトロールの依頼などを実施してもらいたいです。
　ご検討のほどよろしくお願い致します。

　高沢公園の騒音についてご迷惑をおかけして申し訳ありません。
　ご指摘では夕方から夜間にかけてとのことでしたので、27日の18時頃、29日20時頃に公園巡回を
したところ、それぞれ高校生が２名程度、中高生が７名程度いることを確認しましたが、特に騒ぐこと
なく会話をしている様子でした。そこで公園利用者にも直接聞いたところ、週末の夜間に、若者が騒
ぐ姿や酒に酔った人が叫んでいる姿を見かけることもあるとのことでした。
　園内は防犯の観点からも消灯することは難しいですが、今後も巡回や聞き取りなどで状況把握を
行う中で、注意喚起や警察へのパトロール依頼を行ってまいりますのでご理解ご協力をお願いいた
します。

緑地公園課

　　　　　令和２年10月分「市民の声」
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

8月25日 9月8日 門池公園の時計
　門池公園の時計が狂っているので直してください。後、駐
車場付近にある、木の周りに設置してある円形のベンチで
すが、釘が抜けて、板が外れかかっています。腰を掛ける
には危険とおもいますので、検査、修繕してください。

　時計につきましては、原因を調査し早急に修理を行います。またベンチにつきましても早急に修繕
を行います。
　来園される方々が、安全で安心してご利用いただけるよう、今後も、公園の適切な維持管理に努め
てまいりますので、ご理解とご協力をお願いします。

緑地公園課

　　　　　令和２年８月分「市民の声」
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

7月29日 8月25日 門池公園北エリア駐車場のスケートボード問題
　公園駐車場にスケートボート等禁止の看板が設置されて
から3か月近く経ちますが、現状は変わっておりません。
　看板を前に毎日のようにスケートボードをしている人達は
看板くらいでは止める気はなさそうです。
　スケートボードをする人が駐車場入り口の歩道に車を乗
り入れて歩行者などの通行を妨げたり路上駐車をすること
もあり、そういう観点からも強く禁止を促す措置をとって欲し
いと思います。
　看板の設置だけでは効果が無かったことが分かった現状
で、これからどのような対応をしていただけるのか教えて下
さい。

　この度は、ご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。
　ご意見いただいた件の今後の対応についてですが、職員による巡回の強化、警察と連携をし対応
することを考えております。今後も公園管理にご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。

緑地公園課

　　　　　令和２年７月分「市民の声」
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

5月22日 6月11日 遊具増設
　市内の公園にターザンロープ、ローラーすべり台を愛鷹
広域公園以外のところにも設置してほしい。
　門池公園・片浜北公園のような広さのところをもう一ヶ所
ほしい。

　現在、緑地公園課では、各公園の老朽化した遊具について、公園の大きさや利用方法に合わせた
遊具選定を行い、順次更新を進めております。
　ご要望いただきましたターザンロープ、ローラーすべり台につきましては、広いスペースが必要な遊
具であり、安全面や、設置スペースを確保することが可能な公園があるかを含めて、多面的に検討
を進めてまいります。
　また市内の都市公園につきましては、○○様のお住まいの岡宮付近では区画整理事業により整備
された岡宮１号から４号公園を始め、今後は５号公園まで整備する予定となっています。地区内の都
市公園は一定程度整備されてきたことから、その数を増やすという視点から、今後につきましては今
ある都市公園をどのように活用していくかという質の向上を重視し、遊具等の設置に関しましても
様々なご意見を取り入れながら整備を行ってまいります。

緑地公園課

　　　　　令和２年５月分「市民の声」
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