
　

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

3月9日 3月23日 ”Sea級グルメ”に向けてサイクリングロードにスタンドを置
いてほしい
　沼津港・千本浜・牛臥海岸公園・御用邸・長浜城・大瀬崎
などに自転車スタンド（びゅうおの入り口にある自転車スタ
ンド）を置いてほしい。できればコンビニや商店の前にもほ
しい。（いけすやにはありました）
　サイクリングする者にとっては、西伊豆海岸は富士山が
どこに行っても美しく見えます。実際多くのサイクリングする
人が来ていますが、どこにもスタンドはありません。唯一あ
るのが、”びゅうお”です。伊豆の国市では、セブンイレブン
や小っちゃな神社でも設置してありました。御用邸にも木製
でありますが、サドルをかける幅が広すぎておけません。
パイプを組み立てるだけでコストもかかりません。

　本市ではサイクルツーリズム推進に向けた取り組みを展開しており、自転車利用者に修理工具や
空気入れの貸し出し、休憩場所の提供等のサービスを提供するバイシクルピットを、公共施設をはじ
め民間事業者の協力をいただきながら、市内45箇所に設置しております。
　ご指摘いただきましたサイクルラックにつきましては、バイシクルピット登録施設において、多くの施
設でサイクルラックの設置をしていただいております。
　「びゅうお」、「御用邸」、「大瀬崎]の協力事業者については、バイシクルピットとして登録いただき、
サイクルラックを設置しておりますが、「千本浜」、「牛臥山」、「長浜城」については、管理上の調整な
どがついていないため、設置ができていない状況です。
　今後とも、自転車利用者のニーズを踏まえ、必要な箇所へのサイクルラックの設置や、木製からス
テンレス製のラックへの更新配備など、自転車の受入環境の向上に努めてまいりたいと考えていま
す。
　また、バイシクルピット登録施設においても、設置から期間が経過している施設もあり、サイクルラッ
クの老朽化等により、その機能を満たしていない施設も見受けられることから、施設管理者に適正な
管理をしていただけるよう働きかけてまいりたいと考えています。

ウィズスポーツ課

          令和５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

1月10日 1月26日 沼津市駅伝
駅伝大会の中止、大変驚きました。世間はウイズコロナで
コロナと両立して行く方向にかじを切っている中、この判断
は大変疑問です。関係者に聞くと、レベル3だと中止と開催
要項に書いてあるからですと。気になって去年の開催要項
を見たら、コロナの条件が去年からまったく変わってないで
はありませんか！自宅待機期間やワクチンなどこれだけコ
ロナに対する対応が日々変化する中、開催要項が去年か
らまったく変わってないのは行政の怠慢ではないです
か！？安易に前年どうりにしたのではないですか？ウイズ
コロナもできないのに、ウイズスポーツとは笑ってしまいま
すね。人命や財産に関わる話ではないので処分云々の話
ではないのでしょうが、今後このようなことがないように、自
分のこととしてきちんと考えてほしいです。スポーツの世界
では大会に向かって一生懸命取り組んでいる子達がいま
す。

　日頃から、本市のスポーツ振興にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。
　ご意見のありました沼津市駅伝競走大会の開催中止について回答いたします。
　いただきましたご意見のとおり、スポーツ振興の点においては、コロナ禍においても感染対策をしな
がらできるだけスポーツの大会等を開催していくことが望ましいと考えております。この考えから、今
年度におきましても町別ソフトボール大会をはじめ各種スポーツ大会を開催し、多くの方にご参加い
ただきました。
　一方で、新型コロナウイルスの感染拡大が急速に広まった際には、参加者の皆様、関係者の皆
様、またそのご家族等への影響が懸念されることから、各種スポーツ大会の開催要項では予め一定
の基準を設けることとし、内容につきましては、毎回関係者との協議において決定し、必要に応じて
変更しております。沼津市駅伝競走大会につきましても、市スポーツ協会や陸上競技協会等の関係
団体との協議を行った上で、開催要項を決定しております。
　本大会を楽しみにしていただいた皆様には残念な形となり大変申し訳ございませんが、何卒ご理解
いただきますようお願いいたします。

ウィズスポーツ課

          令和５年１月分「市民の声」

2



　

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

8月29日 9月8日 新体育館をスポーツの聖地に
新体育館が急にできあがってきて驚くとともに期待がふくら
みます。そんな中での今日はお願いです。体育館の周りも
きれいな運動公園にして、健康遊具や新世代のアイテムを
たくさん整備してください。整備してほしいもの
1外周にランニングできるようのタータン2走った歩いた距離
がわかる看板3足ツボ健康歩道4ボルタリング4高鉄棒5子
供用の遊具6トランポリン7健康遊具各種
せっかく作るのですからここは中途半端にケチらず、ドンと
お金を投入して立派なものを作ってください!!（こうゆうところ
をケチると残念なモノになりますヨ！そういう施設、感じたこ
とありませんか??）
期待しています！！スポーツ課さん！！

　現在建設中の総合体育館は、市民体育館や勤労者体育センターなどのこれまでの施設と比べ、よ
り快適に利用できることに加え「する・みる・ささえる」をコンセプトに、幅広い年代層の方々が多様に
利用できることを目標に整備を進めております。
　このため、館内は日常のトレーニングや試合のほか、指導者向けの講習会にも適したアリーナや
武道場等の諸室、プロスポーツの興行に対応できる1,022席の観覧席などを備えるとともに、周辺の
外部空間には、豊かな緑に囲まれた広場や、日常的にウォーキングを楽しむことができる遊歩道の
整備を予定しており、館内と外部空間が一体となり、市民の皆様の様々なニーズに応えることができ
る計画となっています。
　なお、ご提案いただいた内容のうち、走った距離がわかるランニングコース、子供用の遊具やボル
タリングウォールにつきましては、館内に整備する予定となっております。
　また、本施設は市民文化センターに隣接するほか、狩野川の水辺や沼津アルプスの山々などの地
域資源にアクセスしやすい恵まれた立地環境にあります。そのことから、スポーツに限らず文化・芸
術活動、市民交流の拠点としての観点も踏まえ、市内外から多くの方が利用される施設となるようソ
フト・ハード両面で着実に整備を進めておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

総合体育館整備室

          令和４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11日 7月27日 図書の管理・保存について
　本を、読書を、そして図書館を愛する市民です。
このほどお借りした図書、トンミ・キンヌネン著『四人の交差点』の
裏表紙についてお願い申し上げます。
この図書の裏表紙にはたいへん貴重な書評が書かれているにも
拘わらずその文面に図書館のシールが貼ってあるために、全文を
読み取ることが出来ません。
通常左下の部分は空白になっていますので、大体の本はそこに
シールが貼られているようです。分類あるいは整理の都合上定め
られていると思われます。しかしこの本の場合は、そこに書評が書
かれており、代わりに右上の空間が空いていますので、そちらの
方にシールを貼ることは可能ではないでしょうか。
　図書館収蔵の本は市民の財産であり、その貴重な書評を読めな
くする理由はないと思われますので、この点どうかご検討の上、今
後の場合にも善処していただければと思います。尚、今回のこの
裏表紙の書評全文は是非とも読ませていただきたく、宜しくお願い
いたします。

　日頃より図書館をご利用いただきまして重ねて感謝申し上げます。
　沼津市立図書館では、蔵書数が約６０万冊と多数の書籍を取り扱っております。
　その書籍１つ１つに、本の分類や書籍名、作家名、ページ数等、数々の「書誌情報」をバーコードを
通して管理しており、貸出、返却以外にも、定期的な書籍整理や利用状況分析など、様々な事務作
業に活用しております。
　特に蔵書点検時には、書籍を書棚からすべて取り出さずにバーコード読み込みを行う等、統一的、
効率的に作業を進めるためにも、バーコードの位置は書籍を背表紙が左側にくるように置いた状態
で本の左下の背表紙側から２センチ右側、本の下側から２センチ上側に縦に張り付けるという一定
のルールを設け、バーコード装備済の上で業者に納入を依頼しております。
　このようなことから、バーコードの貼り付け位置につきましては、ご希望に沿った対応は難しい状況
ですので、何卒ご理解いただきたいと思います。
　また今回、ご指摘いただいたように、確認したい部分がバーコードにより、隠れてしまった場合に
は、個別に対応いたしますので、お手数ですが図書館職員までお申し出ください。

図書館

          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

6月3日 6月29日 アスルクラロ沼津への支援
今回の照明の改修に公金投入する意味が分からない。
アスルで市内が盛り上がっているのを見たことがない。
ごくごく一部の市民のために私の払った税金を使わないでほしい。
２千万円もあるなら
穴だらけの、センターラインも消えてる道路をなんとかして。
こどもが通う学校の雨漏りを直して。
下水料金下げて。
夜に歩くのが怖くなる暗い歩道を明るくして。
あちこちの渋滞をどうにかして。
言い出したらきりがない。
地元にたいして愛されていないサッカーチームに投入する金があるなら、
もっとやることがあるでしょう。
地元に愛されているというなら、試合の日に駅前でユニフォーム着た人を見
かけないのはなぜ?　学校や会社でチームや選手の話題が出ないのはな
ぜ?
チームはラブライバーしか見ていないってサッカーファンの間では有名な話。
おまけにクラブは債務超過で照明直さなくても近々退会の危機にあるじゃな
いですか。
そうしたらまた税金投入するの?

アスルクラロ沼津への市の支援に対し、貴重なご意見をいただきありがとうございます。

今回の愛鷹競技場の照明改修は、Ｊリーグのスタジアム基準に適合させるための改修ですが、サッカーだけでなく陸上やその他の大会の
開催にも資する、市のスポーツ振興の観点からも必要な改修と考えています。
これらスポーツの振興により、例えば、トップアスリートと子どもをはじめ市民との交流による豊かな地域社会の形成や、スポーツを活用し
た観光交流人口の拡大による地域経済の活性化など、地域にとって多くの効果があることから、市では「スポーツを活用したまちづくり」を
推進しています。
アスルクラロ沼津は、市内において、選手やコーチが楽しくサッカーや運動を小学校児童に教える巡回サッカー教室「全力教室」や、自閉
症児サッカー教室「みんななかま」、脳性まひ児サッカー教室「ＣＰスクール『アスパラ』」等障がい児対象の教室、沼津市老人クラブ連合会
「すこやか沼津」や沼津社会福祉協議会等と連携した高齢者対象のスポーツイベント、千本浜海岸での清掃奉仕活動「全力！千本浜ク
リーンアップ作戦」、災害時に活躍できる人材育成のための勉強会「全力防災隊」等を定期的に開催するなど、約30社の提携企業とともに
数々の社会連携活動にこれまで取り組んできております。相手チームの応援に訪れた市外の方に対しても、市内観光案内のブースや市
内飲食店の出張ブースを設置するなど、市内経済の活性化にも努めております。

以上のことより、市では、Ｊリーグクラブであるアスルクラロ沼津と連携しつつ、「スポーツを活用したまちづくり」を進めてまいりますので、ご
理解のほど、よろしくお願いいたします。

ウィズスポーツ課

6月8日 6月23日 貸出カードとマイナンバーカードの連携について
せっかくマイナンバーカードを発行しているのに有効活用さ
れていないと感じます。

図書館の貸出カードをマイナンバーカードにすれば、マイ
ナンバーカードの活用になります。

他の自治体では実施されている所もあるので検討願いま
す。

　日頃から図書館をご利用いただきありがとうございます。
　マイナンバーカードは、社会基盤として幅広く活用が検討されており、今後、行政サービスの利便
性に寄与していくものと考えております。
　図書館での活用につきましては、マイナンバーカードの普及状況や図書館等の公共機関でのマイ
ナンバーカード利用のニーズ等を勘案した中では、現時点での導入は考えておりませんが、今後、
社会の変化に併せ、マイナンバーカードの普及とともに多面的な利用が図られる様になった際には、
導入について検討してまいりたいと考えております。

図書館

          令和４年６月分「市民の声」

5



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

6月9日 6月28日 香陵武道館「婦人弓道教室」の存続を求める嘆願書
　香陵武道館の弓道教室に通わせていただいている市民です。この度、総合体育館の新設に伴い、弓道教室がなく
なってしまうかも知れないというお話を耳にしました。本日は、弓道教室の存続をお願い致したく筆を取りました。
　私が弓道教室の門を叩いたのは6年前、広報沼津に掲載されていた「体育協会主催スポーツ教室」の募集ページを
見たことがきっかけでした。この弓道教室は女性が対象であり、幅広い年齢層の方々が在籍しているにも関わらず上
下関係がなく、皆さん和気あいあいとし新人の私を暖かく迎えて下さいました。初心者の私は道具を一切持っていませ
んでしたが、教室が所有する弓矢などの弓道具を一式貸し出して下さいました。初心者が初めから道具を揃えるのは
ハードルが高いため、この対応には本当に助かりました。極端にいえば誰でもお試し感覚で始めることができ、合わな
ければやめることができるシステムです。当初、自分も弓道を続けられるか心配もありましたが、先生方の指導の的確
さやメンバーの方々の励ましにより、続けられることを確信し、自分用の弓道具を揃え始めるに至りました。「弓道」とい
う日本古来からある伝統的な武道は、自ら始めるには敷居が高すぎますが、こうした“来るものを拒まない“スタイルの
教室があることで、弓道を志す人々の裾野を広げていけるのではないかと感じます。実際に、私はこの教室のおかげで
弓道を始めることができました。
　その後、私は出産・子育てに追われて弓道教室を一時離れることになりました。その間、一昨年から続く新型コロナウ
イルスの影響により、私たちは本当に多くのものを失いました。通い慣れたお店が何軒も閉店し、人との交流も少なくな
り、家以外には居場所が無い、というような閉塞感と孤立感を体験しました。以前から当たり前のように存在していたも
のが、簡単に姿を消してしまう寂寥感と虚無感。そんな中で、私はようやくこの4月、この弓道教室に復帰することがで
きました。4年ぶりの弓道教室は、以前のような暖かさで迎えてくださり、先生方、メンバーの皆様も和気あいあいとし、
とても平和でした。この時ほど、コミュニティーのありがたみを感じたことはありませんでした。皆で同じ目的を持って同じ
ように集うこと。高みを目指し、励ましあうこと。コロナ禍で体験した孤立感や閉塞感がなければ、この有り難みを知るこ
とはできませんでした。
　現在、この教室は5名の先生が指導してくださっています。3ヶ月間、週2回（火・木　10:00～11：30）の受講料は4000円
と格安であり、このコストで教室を運営してくださっているのは先生のご尽力のおかげであると思います。今後少しくら
い受講料が上がろうとも、それだけの価値のある教室だと思います。現在の生徒数は18名ですが、過去多い時では30
名近くが在籍していました。きっと、今後もこの教室は「これから弓道を始めたい」という方の足がかりになるはずです。

　「総合体育館の新設」という事業は、市民に希望の光を届けてくれるものだと信じています。大義の前には、少数派の
意見など取るに足らないものでしょうか？私達はコロナ禍で多くのものを失いました。これ以上、居場所を無くす経験を
したくはありません。どうか、このコミュニティーを無くさないで下さい。どうか、この優しく素朴な、歴史のある弓道教室を
存続させて下さい。是非ご検討いただきたく、よろしくお願い申し上げます。

　本市といたしましては、「スポーツのまち沼津」の取り組みを進めている中で、競技人口の増は主要テーマの一つであり、中でも
沼津市スポーツ協会と各競技団体が連携して実施しているスポーツ教室の意義は大変重要なものであると考えております。
　総合体育館の建設にあたっては、計画段階からスポーツ協会を通じ、弓道連盟を含む各競技団体と協議する中で施設に必要と
なる機能等について決定してまいりました。
　また、弓道連盟からの要望を踏まえ、弓道の普及や通行する方が興味関心を持つことができるように、より多くの方の目に触れ
る場所に配置したほか、10人立ての規模で配置するなどの仕様としております。
　ご心配いただいております弓道教室の存続につきましては、教室で使用する器具等の保管場所について、総合体育館の施設内
に保管場所の確保が困難なことが、教室をなくしてしまう可能性があると判断された理由の一つではないかと類推します。こちらに
つきましては、施設利用の公平性を確保するため教室を開催する各競技団体に対し、持ち帰りしていただくようにお願いしており
ます。
　現在、市民体育館を中心に実施されている各スポーツ教室につきましては、ご理解のとおり、沼津市スポーツ協会が主催し、協
会に所属する各競技団体が競技人口の増大、競技力の向上などを目的として教室の企画、運営を行っています。
　香陵武道場にて実施されている「弓道教室」につきましても、弓道連盟が実施しているものとなります。
　市としましても、弓道教室は競技人口の増加を担う重要なものと認識しており、新たに建設される総合体育館においても、これら
の教室が引き続き実施いただけるよう、いただいたご意見をスポーツ協会及び弓道連盟にお伝えすると共に、強く働きかけてまい
ります。

総合体育館整備
室

ウィズスポーツ課

6月10日 6月29日 アスルクラロ沼津の照明、市が負担
アスルクラロ沼津さんの照明を2000万円市が負担の件に
ついて、アスルクラロ沼津さんは試合によっては1人ベンチ
メンバーを余らせて試合に臨んでいるので、その1人を2000
万円寄付してくれるサッカーのうまい人を募集かけて、それ
でも無理だった場合に市が負担はどうでしょうか？

アスルクラロ沼津への市の支援に対し、貴重なご意見をいただきありがとうございます。

この度の愛鷹競技場照明改修に関するクラウドファンディングでは、目標の3,000万円を大きく超える
4,000万円超の寄附が集まり、アスルクラロ沼津に対する多くの市民・県民、企業の皆様の思いを市
としては再認識したところです。
アスルクラロ沼津が存在することにより、例えば、トップアスリートと子どもをはじめ市民との交流によ
る豊かな地域社会の形成や、スポーツを活用した観光交流人口の拡大による地域経済の活性化な
ど、地域にとって多くの効果があることから、市としても出来る限りの支援をしていきたいと考えており
ますので、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

ウィズスポーツ課
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

6月13日 6月29日 愛鷹運動公園電灯改修工事市が負担することについて
アスルクラロのJリーグ存続の為には愛鷹運動公園競技場の照明
を明るくしないといけないのはずいぶん前からニュースになってい
ました。
不足額を沼津市の税金から出すとのこと、なぜ？？
今アスルクラロは強くない。頑張ればJ２に行かれそうなチームなら
市民も多少は理解するだろう。去年も下位から２番目？！
観戦しても応援は少ないし、全然盛り上がっていません
そんなところに、市民の税金が大量に使われてしまうなんて
そもそも愛鷹運動公園は県が管理しているのだから県が出すなら
まだ話はわかる。

沼津市にそんなに使える税金があるなら、市民のために使ってほ
しいです
・沼津市民が市内で使えるプレミアム商品券の発行
・各世帯に１万円ずつ配布　　など・・・

もう１度、税金の使い方考え直してほしい

アスルクラロ沼津への市の支援に対し、貴重なご意見をいただきありがとうございます。

今回の愛鷹競技場の照明改修については、ご指摘のとおり県営の施設であることから、アスルクラロ沼津及び市は、県と協議・調
整を進めてまいりましたが、アスルクラロ沼津が自ら改修を実施することで県の内諾を得ました。今回の改修は、Ｊリーグのスタジ
アム基準に適合させるための改修ですが、サッカーだけでなく陸上やその他の大会の開催にも資する、市のスポーツ振興の観点
からも必要な改修と考え、市としても支援を行うものです。

これらスポーツの振興により、例えば、トップアスリートと子どもをはじめ市民との交流による豊かな地域社会の形成や、スポーツ
を活用した観光交流人口の拡大による地域経済の活性化など、地域にとって多くの効果があることから、市では「スポーツを活用
したまちづくり」を推進しています。

アスルクラロ沼津は、市内において、選手やコーチが楽しくサッカーや運動を小学校児童に教える巡回サッカー教室「全力教室」
や、自閉症児サッカー教室「みんななかま」、脳性まひ児サッカー教室「ＣＰスクール『アスパラ』」等障がい児対象の教室、沼津市
老人クラブ連合会「すこやか沼津」や沼津社会福祉協議会等と連携した高齢者対象のスポーツイベント、千本浜海岸での清掃奉
仕活動「全力！千本浜クリーンアップ作戦」、災害時に活躍できる人材育成のための勉強会「全力防災隊」等を定期的に開催する
など、約30社の提携企業とともに数々の社会連携活動にこれまで取り組んできております。相手チームの応援に訪れた市外の方
に対しても、市内観光案内のブースや市内飲食店の出張ブースを設置するなど、市内経済の活性化にも努めております。

以上のことより、市では、Ｊリーグクラブであるアスルクラロ沼津と連携しつつ、「スポーツを活用したまちづくり」を進めてまいります
ので、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

ウィズスポーツ課

6月21日 6月29日 アスルクラロへの公金支出
アスルクラロへの２０００万円もの支出は反対です
JFLに降格しても一度チーム・行政・地域であり方を考え直すべきです

・市民意識調査で市民の大半が応援していないチーム、市に寄与していないとされているチーム
に税金を支出することは適切じゃない

　令和３年度市民意識調査では、現地で積極的に応援する人8％、見に行かないが応援する消
極的な人28％、全体の35％強程度しか応援してしない。そして市に対する影響の項目では影響
がない30％となっている。市民から見てごく一部の人々のために大金を投入することはいいので
しょうか。
　そして、市民意識調査の結果は市政に対して何も寄与していないということにもなるのではない
ですか。そうであるなら調査はやめてしまってはいかがでしょう。金の無駄です。
  なお、ほかの方への回答にあったシビックプラウドは正しくはシビックプライドでは?。

・J2に上がれないチームに未来はない
　照明がクリアになってもJ3に居られるだけです。スタジアムの根本的な改修をしてJ2に上がれる
ようにしなければ、チームとしての魅力は減じます。昨年・一昨年に昇格した宮崎、いわきを除け
ばJ2ライセンスを保持ないし申請していないJ3チームは沼津だけです。J2に上がれないクラブが
まともな強化をできるとは思えません。チーム弱体化を発端とした降格問題が必ず出てきます。

・クラブの姿勢の問題
　先日、クラブ内でのコンプライアンス違反の記事がありました。
　これとは別に、まん防期間中にアスル関係者(選手かスタッフかは不明です)と合コンをしたとい
う知人の話を聞いていた私としては「やっぱり」という感想です。プロスポーツチームやスポーツク
ラブとして意識の低さが際立ちます。
　不祥事に厳しい市長さんがなぜ支出を認めるか理解に苦しみます。

　市民意識調査は、市民の市政に対する基本的な意識と関心度を把握し、市政運営の基礎資料とすることを目的に毎年１回実施
するものです。
　市が進める「スポーツを活用したまちづくり」において、クラブの存在は、トップアスリートと子どもをはじめ市民との交流による豊
かな地域社会の形成や、スポーツを活用した観光交流人口の拡大による地域経済の活性化などに寄与するものと考えています。
そのような中で昨年度の調査結果を受け、市では、クラブの価値の顕在化を図っていく必要があるとの結論に達し、官民一体と
なったさらなる応援機運の醸成に取り組んでいます。

　コンプライアンス違反については、該当者に対する処分は既に行うなどクラブ側で厳に対処しており、また今後、全スタッフを対
象に定期的にコンプライアンス研修を行うなど、再発防止に向け取り組んでいくと伺っています。

　アスルクラロ沼津は、市内において、選手やコーチが楽しくサッカーや運動を小学校児童に教える巡回サッカー教室「全力教室」
や、自閉症児サッカー教室「みんななかま」、脳性まひ児サッカー教室「ＣＰスクール『アスパラ』」等障がい児対象の教室、沼津市
老人クラブ連合会「すこやか沼津」や沼津社会福祉協議会等と連携した高齢者対象のスポーツイベント、千本浜海岸での清掃奉
仕活動「全力！千本浜クリーンアップ作戦」、災害時に活躍できる人材育成のための勉強会「全力防災隊」等を定期的に開催する
など、約30社の提携企業とともに数々の社会連携活動にこれまで取り組んできております。相手チームの応援に訪れた市外の方
に対しても、市内観光案内のブースや市内飲食店の出張ブースを設置するなど、市内経済の活性化にも努めております。
　市では、Ｊリーグクラブであるアスルクラロ沼津と連携しつつ、「スポーツを活用したまちづくり」を進めてまいりますので、ご理解
のほど、よろしくお願いいたします。
　なお、ご指摘いただいた市ホームページ上に公表されている「市民の声」の回答については、修正させていただきました。

ウィズスポーツ課
生活安心課
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

6月27日 7月15日 バスケットとの連携
昼のnhkニュースでベルテックスとの協定締結のニュースを
見ました。静岡以外とは初めてとの協定と。いつも後手後
手の沼津市だがよくやった。スポーツの中では凡そマイ
ナーなフェンシングなどに傾倒するよりは競技人口を考え
ればよほど有益と思います。
さてそこで1つ御提案。バスケットに親しむ端くれとして沼津
市は町中にバスケットを楽しめる公園がないと思います。
都会なら中央公園のようなところにそんな公園があるがト
イレの裏手辺りにバスケットコートを作れないか？もしくは
狩野川河川敷に作れないか？沼津市は昔からバスケット
が盛んであることは御承知の通り。お金はベルテックスが
出してくれるのでは？？御検討願いたい。

　スポーツは、健康や体力の増進に資するとともに、人々の親睦や交流を深めるなど、豊かな地域社会の形成に大きな役割を果
たしていることから、本市では「スポーツを活用したまちづくり」を進めております。そのような中、バスケットボールの振興について
は、今回締結したフレンドリータウン協定に基づき、７月２日に、ベルテックス静岡の選手による「トップアスリート教室」を小学校高
学年を対象に開催しました。また、沼津市スポーツ協会と連携し、「沼津市スポーツ祭」バスケットボールの部を、小学生、中学生、
成年男子・女子、壮年男子・女子と６部門にわたり毎年開催しております。今後も関係団体と連携し、バスケットボールの普及や競
技力向上に努めてまいります。
　
　また、本市におきましては、鉄道高架事業の進展と合わせ、まちなかをヒト中心の空間へと再編していく方向性を「中心市街地ま
ちづくり戦略」として打ち出し、令和元年度には駅北の道路空間を封鎖して、社会実験によりバスケットゴールを設置するなど、公
共空間の新たな活用について試行的な取組も重ねております。バスケットボールに親しむ環境につきましては、必ずしもコートで
はなく、ゴールと一定スペースの確保によりその環境づくりも可能と思われますので、地域のご意見なども聞きながら、中央公園
や狩野川河川敷に限らず、まちなかの低未利用地の活用も含め、市民の皆様がスポーツを楽しめる空間の活用方法を検討して
まいりますので、ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

ウィズスポーツ課
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

5月2日 5月19日 プール
沼津は海に面しているが
駿河湾のために泳げぬ
片浜は特に
年寄りは歩くと膝が痛いと言って動かなくなりつつある
そこでプールが欲しい
或いは小学校中学校のプールを解放して欲しい
私は20なのだが市民プールは無くなり
どこで泳げばいいんだ!!!と驚いている
プールが欲しい若者も年寄りも使えるプールを
作るのは金もかかり難しかろう
ならば既存の学校のを貸し出して欲しい
そう出なければあまりに不便極まりない
片浜今沢原の人間が泳げる環境を願いたく

　ご意見にありました沼津市屋内温水プールは、老朽化等の理由により令和３年３月末日で閉館いたしましたが、
新たに整備する清掃プラントの余熱利用施設として、新屋内温水プールを整備する予定です。
　現在、清掃プラントの建て替え事業に取り組んでおり、新屋内温水プールの整備はその事業の進捗に合わせて
進めていくことから、完成まで長期に渡ることが見込まれます。
　その間の代替措置として、近隣市町の屋内温水プールを利用する市民に対し、利用料金の一部を助成する助
成券を交付しておりますので、ご利用ください。
　対象施設は、静岡県富士水泳場、三島市民温水プール、伊豆の国市長岡温水プール、清水町温水プールの４
施設となります。
　助成券申請方法につきましては、下記の市ホームページをご覧ください。
　なお、ご提案にありました、既存の小中学校プールの開放につきましては、利用に際しての安全確保策を十分
に講じることが難しい状況であるため、ご希望に沿うことができません。
　ご不便をおかけいたしますが、ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

　【助成券申請方法】
　　https://www.city.numazu.shizuoka.jp/kurashi/shisetsu/onsuipool.htm

ウィズスポーツ課
生涯学習課

5月23日 6月6日 音楽施設、ホール
100人規模のホールで構いません。沼津に音響の優れた手軽にコ
ンサートができるホールを求めている人は多いと思います。最近静
岡市内の札の辻クロスホールへ、知り合いのリサイタルへ行きまし
た。観客席は普通のオフィスチェアですが、音響がとても素晴らし
いホールでした。
沼津で合唱練習をしているのに、演奏会はいつも三島文化会館や
三島のVia701です。妻もリサイタルを考えておりますが、候補はや
はり三島市内です。
沼津駅周辺では新たな街づくりの模索が始まっていると思います。
札の辻クロスホールのような、小規模でも音響効果に優れたホー
ルの検討を切に願っております。
市内のご年配の方々は、その昔、合唱が本当に盛んで、音楽を愛
好される方が今でもかなり多いと伺っています。市内の演奏家はも
ちろん、市外の演奏家も沼津で演奏会を開催したくなる、そんな
ホールがあればと何度も感じることがあります。

　市内にある公共施設で音響設備を備えるホールといたしましては、収容定員526席の沼津市民文
化センターの小ホールのほかに、比較的小規模でピアノ教室の発表会等で使用されております、固
定席232席の千本プラザの音楽ホールがございます。また、収容定員がシアター形式で400席、ス
クール形式で252席のプラサヴェルデ３階コンベンションホールBが音響設備を備えておりますので、
ご利用いただける機会がございましたら、ご検討をお願いいたします。
　今後、沼津駅周辺整備事業により駅周辺は大きく生まれ変わりますので、まちづくりの観点からも
参考とさせていただきます。また、現在沼津市民文化センターの改修に向けた工事計画を作成して
おり、皆様が使いやすいホール整備に向けた貴重なご意見とさせてきます。

文化振興課

          令和４年５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

4月11日 4月14日 愛鷹陸上競技場の照明について
愛鷹陸上競技場の照明がJリーグの基準に満たしていない
という事で、改修工事をしなければいけないが、その資金
がないという事で、市でもお金を集めているらしいが、愛鷹
陸上競技場は県の施設であり、県がやるべき事ではない
のか？他のチームは昨年までに（勿論藤枝MYFCも）終え
ている。だから、私は昨年、アスルクラロ沼津に、間に合う
のですか？という質問状を送付したが、あとで回答しますと
言ったきりうやむや！どこの行政だといった感じだ。それが
今頃になって大騒ぎ！夏休みの宿題と同じ！コツコツやっ
ていればこんな事にはならなかった！こういう事がまかり
通るのでは、怠けていた方がよいという事になる。はっきり
言ってこんな体たらくならアスルクラロ沼津はJFLに降格し
た方がよい！沼津市はこんな弱者づらした怠け者を助ける
必要はないのではないか？

愛鷹広域公園多目的競技場の照明改修につきましては、県営の施設であることから、市はアスルク
ラロ沼津と協働して、平成29年度より改修に関する調査について、県と協議・調整を進めてまいりま
した。
昨年、アスルクラロ沼津が自ら愛鷹競技場の照明を改修することについて県の内諾を得たため、そ
の資金調達への動きが昨年末より本格化した次第であります。
このたびのクラウドファンディングでは、目標の3,000万円を大きく超える4,000万円超の資金が集ま
り、アスルクラロ沼津に対する多くの市民・県民、企業の皆様への思いを市としては再認識したところ
です。
アスルクラロ沼津が存在することによるシビックプライドの醸成、交流人口の拡大、経済波及効果等
は市の活性化に大きく寄与しており、市としても出来る限りの支援をしていきたいと考えておりますの
で、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
この度は、愛鷹広域公園多目的競技場の照明改修に対し、貴重なご意見をいただき、ありがとうご
ざいます。

ウィズスポーツ課

4月8日 4月28日 市立図書館の月刊誌について
以前より図書館の月刊誌の扱いに疑問があります。
市の担当の方など、購入され本棚に並んでいる月刊誌等
を見たことがありますか？
全く手をつけられていない月刊誌がとても多く、それなのに
毎月毎月続けて購入をされている。
どなたの希望で購入を決めているのでしょう？
購入するのにも担当の方がいると思います。
自分の仕事には責任を持ち、必要無いと判断しストップし
たり、購入しない判断をして欲しいです。
どんな少額であっても、市民の大切な税金で購入している
のです。
本当に市民のためになることに使ってください。

時には、市政において立場のある方が、直接見て、判断、
指示をして欲しいです。

日頃より図書館をご利用いただきまして重ねて感謝いたします。
現在、当館では月刊誌等の逐次刊行物（雑誌等）約１７０誌を購入しています。

これらの中には人気があり多くの方が手に取り読まれているものもありますが、「公共図書館」の役割として、専門
性が高く購入しにくいものや、調べ物や研究等のためのもの、バックナンバーとして一定期間あるいは永久的に
保存を必要とするもの等、未来の文献資料となり得る資料を揃え、保管しております。
また刊行物の中には、県下の図書館が分担して保管しているものも存在しております。

このように「図書館」は、市民の皆さまに教養や調査研究、レクリエーションに資するために広くご利用いただくこと
はもとより、「図書館法」で定める、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存することも大切な役割で
あることを何卒ご理解いただきますようお願いいたします。

図書館

          令和４年４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

4月11日 4月26日 図書館の相互賃借
相互貸借を利用して借りる本を、最寄りの地区センターで
も受取、返却をできるようにして欲しい。

現状では、相互貸借の場合、図書館本館のカウンターの
みで取り扱いが可能である。

その理由を職員に伺ったところ、「県内の他の図書館から
借りた本であり、大切に扱うため」とのことであった。

本を大切に取り扱うことに、本市の本であれ、他市の本で
あれ、差をつけるべきではなく、理由となっていない。

　日頃より、図書館をご利用いただきまして感謝いたします。
　沼津市立図書館では当館に所蔵のない図書資料へのリクエスト（ご要望）をいいただいた場合には、購入または、国立
国会図書館や静岡県立図書館等、他の公立図書館から借用し提供する「相互貸借サービス」を実施しております。
　図書資料の取り扱いについては、いずれの所蔵物であっても大切に扱うことはもちろんですが、ご意見をいただきました
相互貸借本に対しては、他施設からお借りした大切な所蔵物ですので、汚破損や紛失等の事故防止に特段の注意を払っ
ております。
　さらに相互貸借で最も多いケースである県内図書館からの借用例をとりますと、県立図書館の運搬車が県内市町を巡
回している中で、沼津市には当図書館のみに運搬されるもので、市内16の地区センター図書室への配送は行っておりま
せん。
　よって、地区センター図書室で取扱う場合には、本図書館からの郵送や地区センター図書室内での保管等、細心の注意
が必要となります。
　そのため、相互貸借本の受取・返却については、事故防止の観点から当図書館のみで、図書館職員による直接確認・
対応とさせていただいております。
　ご不便をおかけしますが、本趣旨をご理解いただきますようお願いいたします。

図書館

4月22日 5月10日 町別ソフトボール大会
先週の大岡グランドの試合はひどかった。雨の中で泥田泥
沼のグランド状態でとてもできたもんじゃなかつた。靴に泥
がひっつき離れない。ケガ人病人が出てもおかしくなかつ
た。なんであの天気の中強行しなければならなかったの
か。たしか予備日もあったはずで。市の担当者の判断を疑
う。予備日に予定でも入れちゃてた?親ぼくが目的の大会
のはず。皆が楽しく終わりたい。御一考ねがいたい

　日頃から、本市のスポーツ振興にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。
　ご意見のありました、沼津市町別ソフトボール大会について回答いたします。
　開催要項におきまして、開催の判断は当日午前６時に決定することとしています。４月１７日においてもその時点
の天候やグラウンドの状態から、ソフトボール協会をはじめ、大会関係者によって試合を行うことを決定し、試合
前の監督者会議においても開催について異存がなかったことを確認しております。
　試合中に雨天となった時もありましたが、あらかじめ砂を入れて整備していた事もあり、審判員により試合続行
可能と判断されました。このように、当日の実施については複数の関係者による判断で進められましたので、ご理
解の程お願い申し上げます。
　町別ソフトボール大会の主旨としましては、ご指摘のとおり、ソフトボールを通じて市民の体力づくりと健康の増
進を図り、親睦を深めることが目的ですので、参加者の皆様の安全を第一に、今後も大会運営に努めてまいりま
す。

ウィズスポーツ課
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

4月25日 5月10日 アスルクラロへの2000万円寄付に関して
沼津でスポーツ教室を営んでいるものです。
正直コロナで苦しい中、自分たちの払った税金から競合で
あるアスルクラロへ寄付される事は大変遺憾です。

私の知り合い、生徒様(180人)の中にはアスルクラロの事を
知らない人も多々おり、とても市民が必要としている団体と
は思えません。

クラウドファンドもラブライブの協力が無ければ達成出来て
おりませんでした。

この度は、アスルクラロ沼津への市の支援に対し、貴重なご意見をいただきありがとうございます。
この度の愛鷹広域公園多目的競技場の照明改修に関するクラウドファンディングでは、アスルクラロ
沼津に対する多くの市民・県民、企業の皆様のご協力により、目標の3,000万円を大きく超える4,000
万円超の資金が集まりました。皆様のアスルクラロ沼津に対する熱い思いを市としても再認識し、改
めてアスルクラロ沼津の存在は、シビックプライドの醸成、交流人口の拡大、経済波及効果等の市の
活性化に大きく寄与していると強く認識したところです。
さらに、愛鷹競技場の照明改修は、サッカーだけでなく陸上やその他の大会の開催にも資するもの
であり、市のスポーツ振興の観点からも必要と考えています。
スポーツは、健康や体力の増進に資するとともに、人々の親睦や交流を深めるなど、豊かな地域社
会の形成に大きな役割を果たしています。市では今後も「スポーツを活用したまちづくり」を進めてい
きますので、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

ウィズスポーツ課
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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8日 興国寺城跡について
地域振興のため、興国寺城跡を整備して頂きたいです。
（やぐら等の再現など）
観光地化にもつながると思います。

　興国寺城跡は国指定史跡であることから、発掘調査や歴史資料に基づいた復元整備を行うことと
しております。平成15年度より本格的に開始した発掘調査は、城域が広大であるため現在も進行中
ですが、整備計画については調査の結果に基づき、専門家の意見もいただきながらより良い整備を
目指していきたいと考えております。
　なお、櫓等の建造物の復元については、建物基礎は発掘されているものの、どのような建物の外
観をしていたのか根拠となる絵図面等がないため、復元の可否そのものが現時点では検討項目の
ひとつであります。
　興国寺城跡の整備がすべて完了するまでには、相当の年数を要することとなりますが、地域の憩
いの場や歴史学習の場としてだけでなく、観光等へも波及する貴重な地域資源ともなるので、発掘調
査や文献資料に基づき、様々な要素を含んだよりよい整備計画となるよう努めてまいります。

文化振興課

          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

1月17日 1月31日 沼津スポーツ活性化政策
【現状】
沼津市内に17個スポーツ公共施設があるが、点在している
ため、原などの人は利用しづらい。
また、沼津市にはスポーツ協会があるのに盛り上がってい
ない。

【提案】
交通の便が良い狩野川御成橋付近に沼津市を中心にス
ポーツ協会と協力し、サッカーやバスケ、バレーなどのコー
トがある公共施設を建設し、スポーツを盛り上げたらどう
か。
なお、お金は、国や協力してくれる地域・地方公共団体にも
協力してもらう。

【結果】
誰もが運動に気軽に触れることによって平均寿命が上が
る！！

　本市のスポーツ政策に関するご提言、誠にありがとうございます。
　スポーツには、体を動かすことによる健康増進や長寿命化といった効果のほか、みる者には感動や勇気、活力をもたらし、更には試合や大会の開催
で多くの人を市内に呼び込み、飲食や宿泊などの消費を生み地域経済を潤すなど、様々な力があると考えています。
　こうした力に着目し、現在、沼津市ではスポーツを活用したまちづくりを進めています。
　市民のスポーツ活動を促すため、体育館、運動場、野球場、テニスコートなどの施設を開設するほか、市役所隣では新たな総合体育館も建設中です。
この総合体育館は、沼津駅北口にある現市民体育館や市民文化センターに隣接する勤労者体育センター、香陵武道場など複数のスポーツ施設を1カ
所に集約するもので、これまで施設ごとに設置する必要があった設備機器が1台で済むなど経費を抑えることができるほか、バスケットボールの試合後
に柔道の練習風景を見学し、新たに体験するきっかけとなるなど、豊かなスポーツ体験が期待できる体育館となっています。
　また、総合体育館の整備はＰＦＩ事業という民間事業者が持つノウハウを公共事業に活用する事業手法により進められており、施設完成後はスポーツ
関連事業を数多く手掛ける民間事業者により管理運営されることから、シューズ等の貸し出しサービスにより手ぶらで体育館を利用できるようになった
り、興行の開催によりスポーツを「見る」楽しみが増えたりと、これまでのように行政が管理する施設では難しかったサービスの提供も予定されていま
す。
　さらに、総合体育館の敷地は、市内の誰もが自家用車が無くても（公共交通等により）訪れることができる本市の中心市街地にあることから、多くの方
が気軽に憩えるよう建物周辺の外構部分についても、緑あふれる憩いの空間として整備を進めており、スポーツの持つ様々な力が発揮される施設と
なっています。
　こうした専用施設に加えて、小・中学校の体育館やグラウンドも、地域住民の貴重な活動拠点となっており、学校開放の仕組みを設けて利用促進を図
るほか、沼津市が有する豊かな自然を活かし、駿河湾や狩野川沿いの堤防、道路等をジョギングやサイクリングがしやすいよう整備するなど、市民の皆
さんが気軽にスポーツに親しめる環境づくりを進めています。
　しかしながら、施設の充実だけで、スポーツの振興が実現できる訳ではありません。
　各地域において、スポーツ活動を牽引する人、競技力向上のために指導する人など、スポーツをささえる人を育て、活かすことも非常に重要です。
　このため市では、地域住民の中から先導役となる人を「スポーツ推進委員」として任命し、その活動を後押しするほか、36もの競技団体等で構成され
る「沼津市スポーツ協会」と連携し、多種多様な競技大会や教室を開催するなど、スポーツをささえる人材の育成や活用も進めています。
　この他、Ｊリーグクラブの「アスルクラロ沼津」の支援や「フェンシングのまち」の推進によって、交流人口を増やす事業なども展開しており、こうしたス
ポーツを活用した様々な取組みによって、まちを活性化できるよう努めているところです。

ウィズスポーツ課
総合体育館整備室

1月19日 2月3日 移動図書バスについて
　三浦に住んでいますがほとんど利用している人がいませ
ん。
　利用しやすい、利用してほしい、アピールをもっと考えて
やってほしいです。

　本市では、現在、１台の自動車文庫が、毎月１回、市内45カ所のステーション及び小学校２校を巡
回しています。令和２年度は、年間延べ2,961人、14,378冊の貸出冊数があり、そのうち、西浦地区
は、２か所のステーションで、年間延べ86人、421冊の貸出数がありました。
　西浦地区のステーションでの利用者数や貸出冊数は、決して多くはありませんが、本館や西浦地
区センター図書室まで行くことが難しい方にとっては、便利な図書館として利用されていると認識して
います。
　しかしながら、個々のステーションの巡回頻度や滞在時間も限られていることから、来場が即座に
確認できる工夫や、より多くの利用が見込めるステーションの設置等について、今後検討してまいり
たいと考えております。

図書館

          令和４年１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27日 1月21日 ストリートピアノ設置について
ストリートピアノの設置、又はその企画などをご検討頂けな
いでしょうか？
最近県内の各所でストリートピアノを見かけますが、沼津
市内はとても少ないように感じます。
コロナ禍で難しいかも知れませんが、タイミングを見た上で
ご検討いただけたら幸いです。

　ストリートピアノにつきましては、現在、道の駅「くるら戸田」に常設されている他、令和元年度に沼
津駅北口で行った「arcomichi（アルコミチ）2019」や、令和２年度に中央公園で開催された定期マー
ケット「週末の沼津」など、まちなかの公共空間活用を目的とした社会実験の一部として期間限定で
ストリートピアノを設置した事例があります。現在のところ、具体的に設置する計画はありませんが、
演奏を通じて人と人とのつながりを生み出すストリートピアノは、まちのにぎわいの創出や人の心を
癒せる魅力的な手法の一つと考えております。
　本市では、市民のみなさんに身近なところで気軽に音楽を楽しんでいただく機会として「まちなかコ
ンサート」を実施するなど、文化・芸術の振興とまちのにぎわい創出に向けて取組んでおります。
　今後のまちづくりにおいては、新型コロナウイルス感染拡大の観点から安全・安心を第一に考えつ
つも、まちのにぎわい創出の一つのアイテムとして、状況を注視しながら検討してまいります。

文化振興課

          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

11月4日 11月19日 図書館の貸出冊数について
　昨年、東京文京区より転居してきました。沼津市の手厚
い子育てサービスには、大変満足しております。
　図書館も立派で蔵書が多く、特にOxford　Reading　Tree
をはじめとした英語多読コーナーには目を見張るものがあ
りました。子供が興味を示し、続刊も読みたいと希望を出し
たところ、すぐに入荷を決めて頂き、有難う御座います。
　一つだけご検討頂ければ幸いなのですが、自宅が図書
館から遠く、頻繁には通えません。コロナ時は1人20冊まで
貸出して頂きましたが、今日から10冊に減ってしまうと聞
き、残念に思っております。以前の文京区では、1人30冊ま
で貸出可能でした。
　職員様方の人数や業務もおありだとは思いますが、是非
貸出冊数の上限を引き続き20冊に継続して頂けないでしょ
うか。どうぞ宜しくお願い致します。

　本市の図書館では、「沼津市図書館条例施行規則」により、１人１回当たりの貸出数を、図書・雑誌
10冊まで、視聴覚資料３点までと定めております。
　しかしながら、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として、令和２年４月の緊急事態宣
言による休館明けの５月から、図書館内での滞在時間を30分までとお願いする代わりに、ご自宅で
ゆっくり読書を楽しんでいただくため、特別措置として図書・雑誌を20冊まで、視聴覚資料を６点まで
と、通常の２倍の貸出点数といたしました。
　その後、令和３年９月末の、緊急事態宣言の解除に伴い、図書館サービスを段階的ではあります
が、元の状態に戻していく中で広く市民の皆さまにご利用いただくため、貸出点数を以前の冊点数に
戻したものです。
　貸出点数は元通りとしましたが、館内の30分利用制限時間の撤廃、イベントやおはなし会、AVブー
スの利用再開等、コロナ禍以前のようなサービスを提供すると共に、引き続き、来館する方が安全・
安心な利用が出来るように、返却時の本の消毒作業等、しっかりと対策を立てながら、業務に当たっ
てまいります。
　なお、図書貸出しの利便性向上に向けて、市内16か所にある地区センター図書室において、本館
や他の地区センター図書室に所蔵のある本を予約をして取り寄せ、最寄りの地区センター図書室で
借りることができますので、ぜひ、お近くの地区センター図書室もご利用ください。
　これからも、市民の皆様のご意見を伺いながら、親しみやすい図書館を目指してまいりますので、
何卒よろしくお願いいたします。

図書館

          令和３年11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2日 8月26日 コロナ禍での子供たちの夏休みの過ごし方
他市町では、市民プール等で人数制限をしたり、ソーシャ
ルディスタンスを確保したうえで該当市在住の方のみが使
用できる様になっていますが、当然それらの施設で沼津市
民は使用できません。
沼津市は　温水プールが現在使用不可　また　民間のプー
ル施設も営業しておらず、　らららサンビーチも使用不可
。
学校でのプール授業もない現状で、夏休みの過ごし方につ
いて、
＜例＞ラララサンビーチを沼津市民にだけ開放するといっ
たような市民サービスはないのでしょうか？

　沼津市屋内温水プールは、令和３年３月31日で老朽化等のため閉館いたしましたが、代替措置と
して、近隣市町の屋内温水プールを利用する市民に対し、利用料金の一部を助成する助成券を交
付しております。対象施設は、静岡県富士水泳場、三島市民温水プール、伊豆の国市長岡温水プー
ル、清水町温水プールとなります。
　しかしながら、緊急事態宣言の発出等により、市民限定や利用停止などの制限が設けられており
ますので、ご利用の際には、各施設のホームページ等でご確認ください。
　なお、もう一つの市営温水プールとなる戸田Ｂ＆Ｇ海洋センターは、沼津市民限定および人数を制
限して営業しておりますので、ご利用検討ください。（電話０５５８－９４－３５０１）
　また、今夏のらららサンビーチについては、新型コロナウィルス感染拡大防止策を十分に講じるた
めの人員配置等の体制が確保できず、施設利用者の安全・安心が確保できないと判断したことか
ら、施設周辺地域への影響も考慮した上で、海水浴場を開設しないことといたしました。
　ご提案いただいた市民の方のみを対象とした施設の開放についても、沼津市内における新型コロ
ナウィルス感染が拡大傾向にあることから、難しい状況となっております。
　小中学校児童生徒の夏休みの過ごし方についても、新型コロナウイルスの感染拡大傾向を踏ま
え、日頃の手洗い、うがい、消毒に加え、不要不急の外出を控える等、各小中学校を通じて感染防
止対策のさらなる徹底を指導しております。
　市民の皆様にはご不便をおかけいたしますが、感染症拡大防止のため、ご理解、ご協力のほどよ
ろしくお願いいたします。

ウィズスポーツ課 水産海浜課 学校教育課

8月5日 8月20日 フェンシングの街
ただフェンシングの街にしてもインパクトがなさすぎます
知らなかった人多いと思います
アクマイザー3みたいなキャラクターなどを使った試みとか
すればラブライブ!みたいにオタクさん？観光も…
ちなみにアクマイザー3は一応フェンシングなんです

　本市では、2019年2月に日本フェンシング協会と全国初の包括連携協定を締結し、フェンシングの
地方拠点都市を目指した取組みを進めております。
　ご指摘のとおり、まずはフェンシングを知ってもらうことが重要であると考え、これまでに体験会の開
催や、プロモーション動画の制作・放映、市ＨＰやＳＮＳによる情報発信、学校や企業を訪問しての講
演等とあわせて、「ラブライブ！サンシャイン！！」とのコラボイラストを使用したポスター・看板・横断
幕の掲出、Ｊ３クラブのアスルクラロ沼津のホームゲームでのイベント開催など、出来るだけ多くの方
に触れて、知ってもらう機会の創出に努めてきております。
　今年６月には、駅前のＢｉVｉ沼津にフェンシング交流拠点施設「Ｆ３ＢＡＳＥ」を開設したことから、日
本代表をはじめとするフェンシング合宿の受入れや、施設の市民利用等にも力を入れていく予定で
す。
　先の東京オリンピックでは、本市で３回の合宿を行ってきたフェンシング男子エペ日本代表チーム
が団体金メダルを獲得されました。今後、フェンシングへの関心高まりが見込まれることから、こうし
た好機を逃すことなく、引き続き工夫をこらした普及策を展開してまいりますので、取組みへの応援を
宜しくお願いいたします。

ウィズスポーツ課

          令和３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

8月31日 9月21日 市立図書館の子供向けアニメDVDを増やして下さい
コロナ禍、豪雨、猛暑の日々、子供を遊ばせる場所にとても悩んで
います。図書館でDVDを借りることができ、とても助かっています。
しかし、枚数が少なく古いものが中心です。未だにVHSのビデオが
広く面積を占めていますが、借りる方は少ないのではないでしょう
か？
ぜひとも、子供向けのDVD、アニメのDVDをもっとたくさん増やして
頂きたいです。

<希望>
ポケットモンスター、シンカリオン、トミカ、ギカントサウルス、パウパ
トロール、アニア、クレヨンしんちゃん、妖怪ウォッチ、ひつじの
ショーン、宮崎駿ジブリのアニメ映画、ディズニー映画、幼児にも分
かりやすい体のしくみ、地球や宇宙について勉強できるアニメ

４才男児の好みなので、偏りがあるかもしれませんが、図書館では
リクエストを受け付けていないので、よろしくお願いいたします。

　図書館では、視聴覚資料を、選定基準に基づき計画的に購入しており、民間のDVDレンタル事業者と競合する
ことがないよう、通常、発売から３年が経過したものを選定しています。
　また、公立図書館は、市販されているすべての視聴覚資料を購入できるわけではなく、著作権者や、発売元が
図書館用に許諾した作品のみ購入できることとなっています。
　今回、ご希望の「ポケットモンスター」、「シンカリオン」、「トミカ」、「ギカントサウルス」、「パウパトロール」、「アニ
ア」、「クレヨンしんちゃん」については、図書館用のDVDの販売がなく、購入することができません。
　なお、「ひつじのショーン」、「宮崎駿ジブリのアニメ映画」、「ディズニー映画」については、多数の所蔵があります
ので、ご利用ください。貸出中の場合は、図書館HPから予約ができますのでご利用ください。また、「妖怪ウォッ
チ」、幼児にも分かりやすい体のしくみ、地球や宇宙について勉強できるアニメについては、今後、購入する際の
参考にさせていただきます。
　なお、VHSのビデオを含む配架棚のレイアウト等については、今後、見直しを行っていきたいと考えております。
　これからも、市民の皆様のご意見を伺いながら、親しみやすい図書館を目指してまいりますので、よろしくお願い
します。

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

5月6日 5月20日 図書館のパソコン利用時間について
　現在、図書館のパソコン利用時間は30分で継続不可で
す。
　ほとんど利用している人もおらず当然待っている方もおり
ません。
　以前同様利用時間１時間、継続利用「有」になぜできない
のですか？
　例えば、利用時間30分で待っている人がいなければ継続
可で最大２時間利用可としてはいかがでしょうか。
今の利用方法は全て不適切です。

　現在、新型コロナウイルス感染防止対策の一貫として密集とならない様、図書館の滞在時間を、30
分以内でお願いしております。
　インターネット閲覧端末の利用につきましても、端末間の距離を取るため、４台の内の２台を閲覧可
能とするとともに、同様のエリアに設置せざるを得ないことから、利用時間を30分以内、利用の際の
手指の消毒の徹底等の制限を付してサービスの提供を行っております。
　令和３年５月現在、新型コロナウイルスの感染状況は、全国的に拡大している状況であり、引き続
き、制限を付したサービスを継続していく必要がありますが、今後、新型コロナウイルスの感染の収
束状況に応じて、利用形態の緩和をしてまいります。
　ご利用の皆様におかれましては、ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力をお願いいた
します。

図書館

5月31日 6月10日 全国的にコロナ変異種の拡大で沼津市の対応について
全国的にコロナの変異種の感染が拡がり始め、低年齢でもうつり
易く感染力が増して今迄以上の感染対策をしないとならない時期
だとTV等で見かけますが、沼津市では４月にも100人規模の町別
ソフトボール大会を開き８月にも校区球技大会を計画しており、室
内競技バレー等も昨年よりも活動が活発化しています。
地域イベント感染対策も車の乗合で来場しない、ベンチに隣同士
で座らないは当たり前で、室内競技ではソーシャルをどう保つか、
沼津市としては、変異株に対応したさらなる感染対策を考え指導を
どの様にお考えですか？
また職場クラスター等でコロナに感染した場合は労災が適用出来
るのですが市や町のソフトボール大会やバレーボール大会等のイ
ベントでクラスターやコロナ感染が起きた場合は、市は労災のよう
に市民の生活を守る為に治療費で無く休業補償など市は各団体
に保険、保証をどの様に指導していますか？

現在、各種スポーツ大会・イベントについては、国や県、各種団体からの通知やガイドラインに則るとともに、さらに市独自
の「沼津市新型コロナウイルス感染症拡大防止に係るイベント等実施ガイドライン」及び「沼津市民対象スポーツイベント
参加者ガイドライン」を作成しています。
「沼津市民対象スポーツイベント参加者ガイドライン」においては、スポーツイベントの開催基準として、静岡県新型コロナ
ウイルス警戒レベルがレベル５に引き上げられたとき、また、沼津市内における静岡県新型コロナウイルス警戒レベルが
レベル５相当に引き上げられたときは中止とすることとしています。
また、大会・イベントを実施した際は、期間中及び終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症が発生した場合、速や
かに主催者へ報告し、保健所が実施する行動履歴等の調査へ協力することとしており、大会運営に係る関係団体や参加
チームにガイドラインの周知徹底を図ることで、感染拡大の防止に努めています。
なお、ご指摘の町別ソフトボール大会をはじめとした市主催の大会・イベントはこれに基づき実施していますが、状況の変
化にあわせ、6月に予定していた町別バレーボール大会は中止といたしました。
今後も市民の皆さまの安全を守るため、感染状況等を注視し適切に対処してまいりますので、ご理解のほどよろしくお願
いいたします。

ウィズスポーツ課

          令和３年５月分「市民の声」

19



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

5月31日 6月10日 ウィズスポーツ課の対応について
年初めにウィズスポーツ課より各地域の地区長や体育委
員に令和３年度は活発に活動をするようにと会合でありま
した。活発に活動しろと言われてもコロナの変異種も広がり
始め世の中がさらなる自粛や感染対策に追われワクチン
が、県民に行き届くまで何とか抑えようとしている中で5/14
には静岡県も警戒レベル５になり、昨年は警戒レベル５に
なったら地域スポーツ活動での体育館や施設利用中止に
なったのですが、スポーツ課の今年の活動活性方針は変
わらず、警戒レベルが５に上がっても地域になんの連絡も
無く、体育館等の利用もそのまま継続です。
警戒レベルや世の中の情勢に合わせ、都度各地域に方針
を出しては頂けませんでしょうか？本当に活動を活発化発
言には疑問を抱きます。

学校開放事業については、３月に新型コロナウイルス感染対策を徹底するなどの条件付きで利用を再開しました。また、各種ス
ポーツ大会・イベントについても、国や県、各種団体からの通知やガイドラインに則るとともに、さらに市独自の「沼津市民対象ス
ポーツイベント参加者ガイドライン」を作成し、周知徹底を図ることで感染防止対策に努めています。
地域におけるスポーツ活動については、各校区ごと委嘱しているスポーツ推進委員に対し、代表者会議において上記ガイドライン
等を示すとともに、感染防止対策を徹底した上での活動を注意喚起しております。
このような中、５月14日に静岡県の警戒レベルがレベル５に引き上げられ、現在まで継続しているため、学校開放事業について
は、学校開放管理指導員宛に６月３日付で感染防止対策を再度徹底するよう通知を発出しました。スポーツ大会についても、６月
６日及び13日に予定していた町別バレーボール大会は中止といたしました。
コロナ禍における運動不足等での健康二次被害も指摘される中で、市民の皆さまには新型コロナウイルス感染対策を徹底した上
でスポーツ活動に取り組んでいただきたいと考えておりますが、市民の皆さまの安全を守るため、今後も感染状況等を注視し適切
に対処してまいります。

ウィズスポーツ課
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

4月6日 4月23日 プール整備事業について
令和３年度施政方針で示されている事業の内容に関して
質問致します。
（１）予算内訳
　①解体費用
　②利用助成金

①具体的に金額を示すこと。（工期も合わせて）
②近隣市町公設プールの対象施設及び助成額（○○○円
または○○％を上限とするなど）を具体的に示すこと。（三
島市・清水町・長泉町）助成は各施設ごとに沼津市民であ
ることを証明すればよいのかどうか？

　新屋内温水プール整備事業は、隣接する清掃プラントの建替事業と併せエリア一体での整備を計
画していることから、新中間処理施設整備事業と整合を図りながら事業に取り組んでいるところで
す。このため、屋内温水プールの解体工事は新焼却施設建設にかかる調査及び工事等と連携して
行います。

①（答）解体費用は、今後の解体工事入札により決定される予定です。工期としては、令和３年度に
屋内温水プールの上屋の解体工事、土壌汚染調査を行います。その後、令和５年度までに屋内温
水プールの基礎部分の解体工事を行う予定です。

②（答）沼津市市外屋内温水プール利用料の助成については、現在、運用開始に向けて準備を進め
ております。助成方法が決定しましたら、広報ぬまづや市ホームページにてお知らせします。

ウィズスポーツ課

          令和３年４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2日 2月16日 「図書返却ポスト」の駅北部への設置
　市立図書館を利用させていただいております。　借りると
きはしょうがないのですが、返却時に駅南の図書館まで行
くのが非常に手間です。　ご存じの通り沼津市は東海道線
で南北に分断されており、北の住民にとっては、駅の北側
にせめて「返却ポスト」を設置していただけると図書館の利
便性が高まると思っております。
駅北部の市の公共施設（例えば市民体育館など）に「図書
返却ポスト」を設置していただけないでしょうか。　ご検討い
ただきたくお願い申し上げます。

　市立図書館では、昨年から本館で借りた図書でも、地区センター図書室や自動車文庫に返却でき
るサービスを実施しています。本サービスにつきましては、SNS等を使用して引き続き、みなさまにご
利用いただけるよう周知に努めてまいります。
　ご提案いただきました沼津市民体育館に近い地区センター図書室としましては、第五地区センター
や金岡地区センターがございます。
　また、地区センター図書室では、図書の返却だけではなく、インターネットで予約した本を受け取る
サービスも実施していますので、あわせてご利用ください。
　なお、1月29日からインターネット上で電子書籍を借りて読むことができる、ぬまづ電子図書館サー
ビスを開始しましたので、こちらもぜひご活用くださいますようお願いいたします。

図書館

          令和３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

1月28日 2月17日 小学校体育館の１７：００以降の利用他全８件
　現在、小学校の体育館は、17:00以降の利用（R3.1.19～
3.19）の長期にわたって利用が出来ません。突然コロナ変
異ウィルス関係かわかりませんが、明確な説明がありませ
ん。東部保健所管内の沼津市だけ、体育館利用できなく、
他市町そのような利用制限はありません。ましてや小学校
のグランドではサッカー、野球も練習しております。また、中
学では体育館の部活も行っております。
　明確な説明及び体育館の使用許可を求めます。
　子供及び父兄に対して説明できるような回答をお願いし
ます。

　学校体育施設開放事業については、静岡県新型コロナウイルス警戒レベルが「警戒レベル５（特別警戒）」となったこと等を受
け、開放を一部中止する旨を１月20日付文書にて、各校区の管理指導員を通じて利用者の皆様にお知らせしたところです。
　学校体育施設の開放は、学校教育上支障がない範囲内において開放するものとしていることから、今回の措置についても学校
側の意向を踏まえた上で慎重に検討を重ねてまいりました。
　各学校では、昨年の一斉休校の影響により、授業日程の確保に苦慮しております。また、これから学年末に向けて卒業式や新
入学の準備といった各種行事が続くとともに、中学校においては高校受験を控えた重要な時期であり、体育の授業をできるだけ屋
外で行うことや、校舎内への保護者等の立ち入りについても厳しく制限するなどの対応を取っております。そのような中、学校体育
施設開放における活動で、児童・生徒に感染が拡大することや、予期せず感染者が施設を利用したことで、施設が利用できなくな
ることは避けなくてはなりません。
　今回、対策を講じることで体育館の利用を継続することも検討いたしましたが、検討時点では市内において感染者が増加してき
ている状況となったことで、現に学校側からは学校体育施設開放による体育館の利用について不安の声が寄せられ、市民からも
開放を中止してほしいとの意見が出ていたことから、これらを勘案して３学期終了までの体育館の利用を中止としたものでありま
す。
　なお、中学校の部活動は、学校教育の一環であり、学校の管理下で行われるものであるため、学校体育施設開放事業とは異な
るものです。
　また、屋外は、感染リスクが低いと考えられており、施設の閉鎖に繋がる恐れも少ないことや、緊急事態宣言の対象区域におい
ても、屋外での運動は外出自粛の対象外となっていることから、屋外運動場の利用については、感染防止対策を徹底した上で継
続することといたしましたが、同じく３学期終了までは、利用団体のみの活動に制限し、練習試合等の対外的活動も自粛していた
だいております。
　新型コロナウイルスの感染状況は日々変化しており現在は減少傾向にあるものの、引き続き警戒が必要であることから、各学校
においても細心の注意を払い、感染防止対策を徹底しておりますので、皆様のご理解とご協力をいただきたく、お願い申し上げま
す。

スポーツ振興課

　　　　　令和３年１月分「市民の声」

23



　

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

12月14日 1月12日 アスルクラロのJ2昇格のためのグランド整備及び沼津市
の活性化
　現在、Ｊ３で活躍中のアスルクラロですが、いくら頑張って
も、グランドの整備が整っていない（座席数や屋根等のＪ
リーグの企画に入らない）状態です。
　提案ですが、イトーヨーカドーや東部総合庁舎や市民体
育館の場所にサッカー場を作る計画を検討してみたらいか
がでしょうか？また、建物の老朽化もありそろそろ立て直し
の時期ではないですか？ララポート、ラブライブサンシャイ
ン、沼津港などあり、駅も近く相手のサポーターも観光をし
てもらえて良いかと考えます。また、Ｊ２に昇格する事にな
ればさらに来場サポーターが増え活性化に繋がると思いま
すので長期ビジョンで考えて見て下さい。

　アスルクラロ沼津のホームスタジアムである愛鷹広域公園多目的競技場は、ご指摘のとおりＪ２以
上のＪリーグスタジアム基準を満たしておりませんので、基準クリアに向け検討しているところであり
ます。
　いただいたご意見につきましては、アスルクラロ沼津と情報を共有し、今後の参考とさせていただき
ます。

スポーツ交流推進課

12月21日 1月6日 子供向け運動施設の充実
　市民プールを作って頂きたい。
　他市には、市民プールがあるが、沼津にはない。
　また、駅周辺にそのような施設があると良い。
　小学生ぐらいの子供でも、自分達の足で行けるよりその
ような施設への公共交通機関も充実させてほしい。
　保育料の無償化は大変ありがたかった。
　これからも、親子の生活、成長を育む環境、施設を沼津
市に整備し、沼津で生活していて良かった（沼津に移住し
約５年）と思える市にして頂きたい。

　本市には、清掃プラントの隣接地にごみ焼却熱を利用し年間を通じてご利用いただける沼津市屋
内温水プールがございますが、清掃プラントの建替事業を進めるため、今年度末で一旦閉館するこ
とになりました。
　今後、余熱を利用した新たな屋内温水プールを整備するため、現在、新屋内温水プールの基本構
想を策定しており、多くの市民みなさまが気軽に利用でき、さまざまな利用形態が可能な施設になる
よう検討しているところであります。
　また、子供向け運動施設の充実につきましても、令和5年1月開館を予定している総合体育館の整
備では、交通アクセスの良い香陵公園内に設置をするなど、今後も子供だけでなく市民のみなさまが
いつでも気軽に利用できる運動施設の充実に取り組んでまいります。

スポーツ振興課

　　　　　令和２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

図書館

　　　　　令和２年７月分「市民の声」

Overdrive電子図書館サービスの導入検討
　沼津市立図書館で、Overdrive 電子図書館サービスの導入検討
いただきたいと思いメールしております。
　Overdrive 電子図書館とは、ネットを通じて本を貸し借りし、スマ
ホやタブレット、PCなどで本や雑誌を読むことが出来るサービスで
す。
　詳しくは、サービス提供元のリンクをご参照いただければと思い
ます。
　https://overdrivejapan.jp/
　私が考える沼津市、沼津市立図書館および沼津市民にとっての
導入メリットは以下のポイントです。
・　コロナ後の社会においても、良書、有益な情報にアクセスしやす
い環境を整えることはとても重要。
・　コロナによるリモートワークの浸透により、働く場所、人口も首都
圏集中から地方へ分散していく傾向が予想されます。このような環
境は、風光明媚、自然環境に恵まれ、首都圏からのアクセスの良
い沼津市が今後発展していく上で、大きなチャンスだと思います。
・　電子図書館サービスの導入は、子供から大人まで幅広い世代
にとって、生活の質を高める手段となり、沼津市の魅力を高める一
つの手段となりうる。特にコロナ後の社会という文脈で見た場合、
以下のようなメリットがある。
・　来館することなく、書籍を借りることが出来る。このことは、今後
コロナの感染の第2波、第3波が来た場合でも、図書館、図書館
サービスを閉鎖、中断することなく、提供し続けることが可能という
ことにつながる。
・　同様に、感染リスクを心配する利用者、図書館職員双方にとっ
ても、感染リスクの減少につながる。
・　沼津市にとって、電子図書館サービスの導入が、風光明媚、豊
かな自然環境、首都圏からのアクセスの良さといった従来の魅力
に加え、コロナ後の社会の中で少しでも安心して生活できる環境
の提供や、教育支援、生涯学習支援などに積極的な自治体として
評価が高まり、今後沼津に移住、生活してみようという人達にとっ
て後押しとなるのではと思います。そして、このことは沼津市が今
後とも魅力的な地方都市としての持続可能な社会構築の一助とな
るのではと思います。
まずは、既に電子図書館サービスを導入している浜松市、神奈川
県綾瀬市の導入状況、導入する上での投資、運用における課題、
市民からの声などをヒアリング、ベンチマーキングするところから、
ご検討いただけると良いのではと思います。
前向きにご検討いただければ幸いです。

　電子図書館サービスの導入について回答いたします。
　現在、図書館では、図書の消毒等、様々な新型コロナウイルス感染症防止対策を講じた上で、開
館をしています。
　このような状況下、電子図書館サービスの導入には、ご指摘のとおり、来館しなくても図書の貸出、
返却ができるなど、新型コロナウイルス感染症防止対策に限らず多くのメリットがあります。
　県内では、すでに浜松市立図書館をはじめ３自治体が導入しており、沼津市立図書館でも電子図
書館サービスの導入について検討しているところです。
　今後とも、図書館サービスの向上に努めてまいります。

7月2日 7月14日
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

中体連（フレンドリーマッチ）他全４２件
　野球部の子供の母です。
　練習試合、中体連(フレンドリーマッチ)は父母の観戦、応
援が禁止との通達が来ましたが、高校野球は父母の人数
制限を設け、練習試合や公式戦の観戦がOKなのに、どう
して中学生はこんなに厳しいのですか？
　最後の大会や練習試合を応援したい気持ちをくんではも
らえませんか？
　もちろん、感染予防・ソーシャルディスタンスをしっかり徹
底し観戦しますので、どうか中学生の父母にも、試合の観
戦をさせてください！ご検討よろしくお願いします。

　ご意見をいただいた「沼津市中学校フレンドリーマッチ大会」は、沼津市校長会及び沼津市中学校
体育連盟が、新型コロナウイルス感染の影響で中止となった中体連大会に代わる大会として、開催
するものです。
　その様な事から、この大会の開催においては、市長及び教育長には決定権が全くありません。
　しかしながら、保護者参観については、保護者の皆様からいただいたご意見を市長及び教育長か
ら校長会及び沼津市中学校体育連盟にお伝えしてまいりましたが、その結果、沼津市校長会及び沼
津市中学校体育連盟の連名により、以下の発出予定の文書が提出されましたのでお知らせいたし
ます。

　
　保護者　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沼津市校長会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沼津市中学校体育連盟

　　　　　　　　　「フレンドリーマッチ大会における保護者参観」について

　本年度は新型コロナウイルス感染の影響で、「全国・東海・静岡県の中体連大会が中止となり、支
部（各市や町）の大会については各地区の状況によって、可能な限り開催していく方向で考えてくだ
さい」という通知が県中体連から届きました。小中学校が休校中であり、学校を再開し生徒への感染
を防止する対策で苦慮している状況で、部活動の対外試合は難しく、大会開催は断念することを考
えました。しかし、３月から部活動を行わず、練習試合もなく春の大会もなくなった３年生が、このまま
部活動を終了することはなんとかして避けたい、と言う思いが中体連や校長会から意見が出てきまし
た。そこで感染予防対策を十分に行った上での大会運営を検討し続けてきました。生徒の「安全」を
第一に考え、３密を避けるためには生徒が密集しないように会場を分散させ、学校の体育館やグラン
ドを使用することとしました。
　東部地区で代替大会を実施する水泳・陸上競技については、無観客大会とする方針が示されてお
りましたが、沼津市では、７/23から４日間の一番暑い時期の大会となるため、熱中症等への対応が
必要と考え、保護者から「衛生係」を選出していただき、生徒の控え室・トイレ・水道の消毒と生徒の
怪我等への対応、応急処置後の付き添いや保護者への連絡をお願いすることと致しました。また、
競技種目や会場によって、役員として帯同する保護者の人数に差が生じないよう、屋内（体育館）で
密を避けられる２名以内（各校）とさせていただき、併せて、撮影等も許可することと致しました。
　３ヶ月間の休校で、生徒たちが感じた勉強、学校生活、進路への不安は計り知れないものがありま
した。今後休校は絶対行いたくない。そのための感染リスクは避けていきたいと考え、苦渋の判断で
はございましたが、このように決定致しました。
　市民や保護者の皆様から、参加へのご要望をいただいていることは伺っておりますが、ご理解賜り
ますようお願いいたします。

学校教育課7月8日 7月20日
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

5月18日 6月8日 新スタジアム実現に向けた調査結果
　お世話になります。
　昨年度後半に「新スタジアム構想の実現に向けた調査」
を市から調査会社へ発注し、調査結果が３月末までに出て
きていると思います。
　調査結果を市民へシェアしていただけませんか。
　よろしくお願いいたします。

　アスルクラロ沼津が、現在のホームスタジアムである愛鷹広域公園多目的競技場を改修して、Ｊ２
ライセンスを取得するには、将来的にＪリーグ要件を満たす新たなスタジアムの実現が求められてお
ります。
　このような状況を受け、市としましては、昨年度、将来の新スタジアム構想や実現に向けたスキー
ム、スタジアム経営などを整理するために、スタジアムのあり方について調査をいたしました。
　内容といたしましては、ライセンス取得に係るスタジアム要件や目指すべきスタジアムの方向性、モ
デルプランの検討、先行事例調査等による建設スキームや経営スキームなどを整理しています。
　調査の結果につきましては、市民のみなさまにご覧いただけるよう、現在本市ホームページへ報告
書概要版の掲載準備を進めております。
　今後も、ホームタウンとしてさまざまな支援を継続するとともに本市の賑わいにつながる取組みをク
ラブと共に進めて参りますので、ご理解・ご支援をよろしくお願いいたします。

スポーツ交流推進課

　　　　　令和２年５月分「市民の声」
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