
　

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

3月27日 4月5日 道の駅
沼津には、道の駅がありません。
昔、富士方面に向かうバイパスで、今沢の当たりの３車線
から２車線に減る所によくトラックが休息で止まっていまし
た。（今は厳しくなり泊まっていませんが。）
そのときに思ったのですが、道の駅が有れば運転手さんも
こんな所に止めないで済むのになと思いました。
またドライバーの休息場所と言うだけでなく、観光の沼津に
とって、特産物や観光資源を生かして地域のにぎわいを創
出する拠点としての役割ともなります。
ぜひバイパスの広大な土地をいかして、沼津の発展のた
めに、誘致することを期待します。

　本市西部地区におきましては、民間企業が実現に向けて取り組んでいる農業団地構想の一部であ
る植物工場「ブロックファーム」が令和４年５月に完成し、同構想においては、飲食や物販など、道の
駅として求められる「地域の連携機能」に類似した施設整備が計画されています。
　市では、平成27年４月に戸田地区に道の駅「くるら戸田」が開業後、平成28年４月から令和４年５月
まで、本市西部地区における道の駅の設置について検討を行ってまいりましたが、当該地区におけ
る民間企業の計画の類似施設となる道の駅は、社会経済状況が大きく変化しない限り、当該地区に
おける整備を行わないものとしました。
　今後は、引き続き、民間企業による農業団地構想の実現に向け、協議を行ってまいります。

政策企画課

          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

4月13日 5月11日 公衆トイレについて
私は２年半前に関東の海なし県より移住して来た者です。この２年半、沼津市民として過
ごして来て、移住者からの視点で思った事を述べさせていただきます。

・２年半前、沼津駅に降り立った時、最初に感じたのは、駅の公衆トイレのひどさでした。
その後、千本浜公園、大瀬崎などでも、同様でした。まちづくりの途中なのは、わかります
が、観光客、特に女性が一番気になる所です。せめて駅だけでも、一日も早く何とかなら
ないでしょうか？二度と来たくないなどと言われないためにも!!

・自転車レーンが一気に出来た事は良いのですが、側溝など道路が平らに整備されてい
ない所にあるので、あぶないです。雨の時など特に。又、道路が平らではないので車椅子
の方達が苦労しているのを見ます。

・いろいろな記念日にチャイムやオルゴールなどを鳴らすのはいかがでしょうか？（終戦、
原爆、東日本大震災等）私でさえ忘れやすいので。全市民が自覚し、又、子供達にも教え
る良い機会になると思います。

・亡父の徘徊に苦労した者として、沼津市の捜索放送はすばらしいです。全市民の目に
よって、早く捜す事が出来る事で本人や家族の体力の消耗が少なくなると思います。子供
達の学校休み中の放送もすばらしい。懐かしい音楽も聴けて。

・富士山の見えるこの町に来て、海あり、山ありでほんとうに良かったと思う毎日です。

・駅の公衆トイレについて
　公衆トイレにつきましては、利用される皆様に気持ちよく利用していただけるよう、日常的に維持管理に努めており、駅の公衆トイレについては毎日清
掃を行っております。しかし、短期的に公衆トイレの利用が集中した直後や利用者のマナーによっては、清潔な状態を維持するのが一時的に困難に
なってしまいます。そのような中で、毎年度、各公衆トイレの過去の利用実績から清掃頻度の見直しや張り紙による利用者へのマナー啓発などを行うこ
とで、誰もが気持ち良く利用できる公衆トイレの維持管理に取り組んでおります。
　今後も引き続き、多くの利用者に好感を持っていただけるよう清掃事業者との連携を図り、取り組んで参りますので、ご理解・ご協力のほどよろしくお
願いいたします。（観光戦略課）
・自転車レーン部分の道路整備について
　本市の自転車レーン等の整備につきましては、通勤や通学路として利用されている市道を優先し、レーン等の設置位置に関しては、自転車利用者の
安全性や快適性が確保できるよう整備しておりますが、ご指摘のように道路が平らでない箇所につきましては、経年劣化や疲労等により道路環境が
時々刻々と変化しているため、日々のパトロールや市民の皆様からの情報提供をもとに、安全で利用しやすい道路環境の保全を図っております。
　なお、具体的な個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までご連絡いただければと存じます。（道路建設課・道路管理課）
・チャイムやオルゴールのご提案、捜索放送などのお褒めの言葉について
　現在、沼津市では12時に「沼津市歌」、17時に「希望（同報無線放送開始時のオリジナルチャイム）」を放送しております。これらは、同報無線の「定時
通信試験」として放送しているもので、災害をはじめとした緊急時に備え、放送設備が常に機能することを確認することを目的としております。また、小中
学校の長期休業時は「この子かわいさ（沼津の子守歌）」を夕方に放送しておりますが、それぞれの休業時期の日没前の時間帯に放送することで、こど
もたちに帰宅を促すとともに、ご家族や地域のみなさまにはこどもたちの無事を確認してもらうことを目的としております。電波法令上、防災行政無線の
放送内容には一定の制限がかかりますが、ご提案いただいた記念日等に合わせたメロディーについては、その内容や放送の可否を検討したいと考え
ております。
　次に「捜索放送」についてですが、沼津警察署からの依頼を受けて放送しているものです。同報無線では、気象や災害にかかわることのほか、「特殊
詐欺への注意喚起」、「自衛隊・米軍の今沢基地使用」、夏季の「高温注意情報」などを放送しています。今後も市民の生命・財産にかかわる注意喚起
につきましては、迅速でわかりやすい放送となりますよう努めてまいります。（危機管理課）

観光戦略課

4月14日 4月28日 自宅裏の土山について
　私は、数年間大学に通うために、実家からは離れておりました。
しかし、この度実家へと帰ることとなり、実家へと帰るとその実家の
裏には実家と同じ高さの土を盛った山が有りました。
私は法律的な分野には疎いのですが、正直不安、恐怖を感じてお
ります。
昨今、大きな地震が日本各地で起こっています。これは静岡県、
もっと言えば沼津市にも起こり得ることだと思います。もしそのよう
なことになり、この裏の土山が崩れてしまっえば、私の実家は、ひ
とたまりもないでしょう。さらに言えば大きな地震とは言わずとも、
豪雨などで土砂崩れ、というのもありえない話ではないと思いま
す。
市としてどういったお考えなのかお教え願いたく存じます。
今回の件では、どちらに相談すべきかわからなかったため、市民
の声としてご意見させていただきました。

ご指摘の箇所につきましては、市では以前から現地を確認しており、「沼津市土砂等による土地の埋
立て等の規制に関する条例」に違反していることから、行為者に対しては計画について説明を求める
指導と併せて土地所有者に対しては聞き取り調査などを実施し、条例に基づく必要な手続き及び安
全対策を講じるよう、再三にわたり行政指導を行ってきました。
しかしながら、行為者は指導に従わず､土砂の搬入行為を止めないため､条例に基づき平成31年４月
には事業の中止の命令、令和元年７月には違反行為の公表を行いました。
その後､大規模な土砂の搬入行為は行われないようになりましたが、事実上そのまま土砂が放置さ
れた状態であるため、市としましては､現在までに定期的な現地パトロールを強化すると共に､行為者
に対して土砂の撤去及び条例に基づく技術基準に沿った盛土の安全対策等の是正措置を取るよう､
継続的に指導を行ってまいりました。
その結果、行為者より是正計画の提出がありましたが､内容等について不備や不足事項があるた
め､早期に現状が改善されるよう、現在まで指導を続けております。
今後につきましても､土砂の放置状態が改善されるよう､また、近隣にお住まいの皆様に対しての不
安感を払拭できるよう様､引き続き粘り強く指導してまいります。

まちづくり指導課

          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

4月21日 5月7日 バス・タクシー共通利用券
　市で行っている「高齢者バス・タクシー共通利用券」が、国の
「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を活用した
事業の一つという事は、「令和3年1月分市民の声一覧」で
お見受けしましたが、腑に落ちないことがあります。

なぜ、共通利用券の対象者が、高齢者だけなのですか？
バス・タクシーを使っている市民が、高齢者だけだと思っていませんか？
高齢者以外の人も、バスやタクシーを使う時は、少なからずあると思いま
す。
私自身も、仕事やプライベートでよくバスやタクシーを利用します。
バスやタクシーを利用する高齢者以外の人にとっては、不公平ではないかと
思ってしまいます。

やるのであれば、市民の中で希望する人に申請してもらうなり
して、共通券を配布すればいいのではないかと思います。
一部の人だけしか使えない政策は、辞めて頂きたいです。

　「沼津市高齢者バス・タクシー共通利用券」につきましては、コロナ禍における公共交通事業者に対
する支援を目的とすると同時に、高齢者の皆様が買い物や通院等不可避の外出をする際にご利用
いただくために配付させていただいたものです。
　本市における自動車保有率は高い水準となっておりますが、65歳以上における運転免許保有率は
約半数であり、多くの高齢者にとって、特に平日の日中の外出手段の確保が課題となっております。
また、一般的に事故リスクが高いとされる世代であることから、普段公共交通をお使いにならない
方々にも、本事業を契機として公共交通への利用転換を促し、交通事故の削減、健康維持などに繋
げたいと考えております。以上のことより、本事業については高齢者に対する一律配付という内容と
いたしました。
　今後も公共交通の利用促進に関する施策を実施してまいりますが、その際には、社会情勢等の変
化や事業の公平性についても引き続き考慮し検討してまいります。

まちづくり政策課
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

3月9日 3月22日 イトーヨーカドー沼津店跡地活用について
　小さい頃から思い出のイトーヨーカドーがなくなってしまう
と聞き、とても悲しく思っています。
　駐車場を含めてもとても広い土地なので、跡地にはコスト
コの誘致をしていただきたいです。
　コストコの最寄り店舗は、西は浜松、東は座間と、沼津か
ら向かうにはどちらも車で2時間はかかる遠方です。
　沼津駅近くでありながら車のアクセスも良く、静岡市～伊
豆地区の方も来られるコストコとして愛されると思います。
　ぜひ誘致をお願いします。

　イシバシプラザは、長年、本市における中核施設として、従業員の雇用や中心市街地の活性化な
ど、地域産業を支える重要な役割を担っていただいており、深く感謝しております。
　イシバシプラザの閉店については、本市における商業拠点の一つがなくなるため、大変重く受け止
めております。
　中心市街地の広大な土地でもあり、まちづくりにおいて重要な場所となることから、市といたしまし
ては、まずは、地権者の土地利用の意向確認に努めてまいります。

商工振興課

3月16日 3月29日 市役所周辺の再開発及び市役所移転について
　今年の夏ごろイトーヨーカ堂が撤退と噂があるがもし本当
であれば市役所を跡地に移転して欲しい。
　ショッピングモールと併設可能であればなお良いと思う。
沼津駅高架化しても北口にはショッピングでの利用がなく
休日の人の行き来がなく高架化のメリットも半減させないた
め市役所を駅北口に移転して平日の人の流れを作りつつ
休日の賑わいも作れるよう再開発計画を検討願います。
　市役所跡地は立体駐車場にし、香陵公園再整備の施設
充実度や駐車場の台数増加による複数施設利用時の混
雑緩和になる。また、浸水想定地域がすぐ横になり、避難
所としての利用も可能となる。
　市役所も浸水するかもしれない所にあえておくメリットが
ない。

　イトーヨーカドーの跡地は、民間が所有される土地であり、市としましては、賑わいのある中心市街
地のまちづくりを進める上でも重要な場所であることから、今後の動向に注視してまいります。
　現在静岡県と共に進めている鉄道高架事業により、中心市街地においては、交通環境の改善、南
北市街地の一体化、回遊性の向上、鉄道跡地等の新たな土地の活用など、様々な効果が生まれま
す。こうした鉄道高架による効果を最大限に発揮させるとともに、本市の中心である沼津駅周辺を市
民にとって便利で快適な場所に高め、市民が交流する都市の顔として再生するため、「沼津市中心
市街地まちづくり戦略」を令和2年3月に策定しました。
　その中で、沼津駅の北東に隣接する車両基地の跡地へ導入する機能の選択肢の一つとして市役
所を挙げております。また、新たに生まれる高架下空間には商業施設等の民間投資が見込まれ、周
辺市街地と一体となって、賑わいが創出されることが期待されます。
　今後も魅力と賑わいのあるまちづくりを進めるため、鉄道高架事業を一日も早く完成できるよう、県
と共に着実に取り組んでまいります。

推進課

          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

2月3日 2月16日 自治会
　以前質問させていただいた時に”市といたしましても、住
民の皆様が参加しやすい自治会活動となるよう支援してま
いりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。”と
回答をいただきました。
　参加しやすい自治会って仕事を休まなくてもすむこと・市
役所が最後までできずに自治会に押し付ける行事がない
こと（敬老の日の送迎のような）参加したくない行事の役員
をやらされないそんな自治体なら参加しやすいです。
　”ゴミ捨てがあるから仕方なく自治会入っているので行事
は参加したくない”と言ったら”引っ越すしかないね”と言わ
れました。
　自治会辞めたいです。

　自治会は、快適で住みよいまちづくりのために、地域の皆様により自主的、主体的に組織され、運
営されている任意の団体です。
　安心して暮らすことのできる地域づくりは、こうした地域の皆様の支え合いの仕組みと、行政との協
働によって成り立っております。
　一方で、自治会として環境美化、交通安全、防犯・防災など、様々な地域課題に取り組むことによ
り、それらの活動に参加する会員の負担や、役員の数が増える傾向にあり、多くの自治会で組織の
在り方を見直すことへの必要性が認識されております。
　市といたしましては、市から選任を依頼している役員数の見直しを行うとともに、自治会役員や行事
の集約化など、時代の変化に合わせた自治会運営に関する講座の開催等により、住民の皆様が参
加しやすい自治会活動となるよう支援しております。
　また、自治会運営につきましては住民の皆様のご理解、ご協力が得られるよう、開かれたものであ
ることが基本と考えていることから、市へいただいた皆様からのご意見、ご要望などは、自治会連合
会等を通じて各自治会にお伝えし、今後の運営の参考としていただいているところです。
　このような自治会活動の役割や市の支援等につきまして、ご理解のほどよろしくお願いいたしま
す。

地域自治課

2月3日 2月26日 任意団体
　広報沼津の自治会活動の見直し読みました。若い方達の意見も取り入れ
られていて、とても良いことだと思いました。
　自治会活動ですが、毎年校区祭は参加したい方が集まらず同じ役員さん
が連続で種目に出場したりと大変苦労されているのを見ています。また、子
供は運動会や体育祭があるので間に合ってますし、顔合わせ等の意味を持
つのなら日本は地震も多いので代わりに防災訓練を増やした方が役立つと
思いませんか？
　PTA活動も任意活動なはずなので、参加を強制させたり、昼に活動するよ
うなものは職場に迷惑をかける事や、収入が減ってしまうので、廃止して欲
しいです。コロナ禍により収入が減っている世帯も増えてきてると思います。
　昔と違い専業主婦も少なく働く母親も多いので、今後は完全立候補制に
し、その活動が成立する定員数が集まらなければ、活動しない等にシフト
チェンジして下さい。
　これからは圧のある選出会は廃止して下さい。
　他県ですがPTA活動を廃止した学校もありますね。
　沼津も強制や負担が減るような新しい取り組みをお願いします。
　沼津に移り住んで来てくれる若い世代も増えると思います。

　広報紙でも紹介しましたように、安心して暮らすことのできる地域づくりは、自治会活動など、地域
の皆様の自主的な支え合いの仕組みと、行政との協働によって成り立っております。
　自治会活動において重点的に取り組む事項は、それぞれの自治会で、地域の特性や課題などを
踏まえて検討されておりますが、ご指摘のとおり、防災活動など、住民の皆様の自治会に期待する
役割が変化する中で、多くの自治会で、組織や運営の在り方を見直すことへの必要性が認識されて
おります。
　市といたしましては、自治会役員や行事の集約化、住民の期待する活動へのシフトなど、時代の変
化に合わせた自治会運営に関する講座の開催等により、住民の皆様が参加しやすい地域活動とな
るよう支援してまいります。（地域自治課）

　また、PTA活動も、社会の変化に合わせて持続可能な組織へと形を変えていくものであり、現在、
沼津市PTA連絡協議会及び単位PTAが、役員の負担を減らす組織づくりや活動等に取組んでおりま
す。市といたしましても、子供たちが安全で健やかに成長するためには、学校と保護者の連携は不
可欠であり、PTAは子供たちにとって必要な組織であると認識しております。今後も皆様にご理解い
ただけるよう、PTA活動のより良い在り方について沼津市PTA連絡協議会と情報を共有してまいりま
す。（生涯学習課）

　自治会、PTA、いずれの団体におきましても、住民の皆様のご理解、ご協力が得られるよう、開か
れたものであることが基本と考えていることから、市へいただいた皆様からのご意見、ご要望など
は、今後の運営の参考としていただくよう、沼津市自治会連合会や沼津市PTA連絡協議会等を通じ

地域自治課

          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

2月22日 3月4日 自治会の婦人部が不要である理由と根拠
理由
女性が存在する世帯の減少
働いている女性が働かない老人を世話する矛盾
世界的ジェンダーフリーで婦人部という存在の問題

根拠
自治会の１組で構成世帯が10の場合、参加できない世帯(施設入居で無人、
在宅でも動けない)を除くと5になります。次に男性のみ世帯を除くと3になり
ます。つまり女性数は世帯数の1/3以下であるためすぐに任期が来ます。構
成世帯が5未満ですとほぼ毎年です。
年金支給開始年齢が65歳の現在では男女関わらず働いており、勤務時間
は平日8-17と限りません。婦人部の作業は実質老人の慰労ですが、現在の
老人は90歳過ぎて元気な人もおり、また身の回りの世話の役目は親族と思
われます。このため作業自体が不要でさらにそれをする意味はありません。
婦人部の作業に何らかの根拠がある場合、女性限定の必要はありません。
基本的人権を阻害しています。

以上より、市役所から全自治会に対し婦人部の廃止通知をお願い致しま
す。

　この度はご意見ありがとうございます。
　自治会は、安心して暮らすことのできる、住みよいまちづくりのために、地域の皆様により自主的、主体的に組
織され、運営されている任意の団体です。
　自治会における運営体制や重点的に取り組む事項は、それぞれの自治会で、地域の特性や課題、また社会状
況の変化などを踏まえて検討されております。
　市といたしましては、地域コミュニティや自治会を対象とした、男女共同参画の視点を取り入れた地域づくりを考
える講座の開催等により、年齢や性別にとらわれず、幅広い住民の皆様が参加しやすい自治会活動となるよう支
援しているところです。
　自治会運営につきましては、住民の皆様のご理解、ご協力が得られるよう、開かれたものであることが基本と考
えていることから、市へいただいた皆様からのご意見、ご要望などは、今後の運営の参考としていただいただくよ
う、自治会連合会を通じて各自治会にお伝え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。

地域自治課
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

1月4日 1月12日 街づくり
　裾野でトヨタの未来都市作りが始まります。
　沼津も同じ静岡県東部として何か参画出来ませんか？
　鉄道の高架化には賛成も反対もしていませんが旧来の
街づくりの発想では他の市町村との差別化が出来ずに投
資効果が限定的になると思われます。
　この機会を活かして先端的な取り組みをしては如何でしょ
うか。
　沼津駅前から沼津港を自動運転で送迎など区間限定す
ればすぐにでも出来そうかなと思います。

　本市におきましては、鉄道高架事業を始めとした沼津駅周辺総合整備事業に取り組んでおり、南
北市街地の分断の解消や回遊性の向上を図るとともに、生み出される鉄道施設跡地や高架下ス
ペースに民間投資等も呼び込みながら都市機能を集約し、「ヒト中心の魅力的な空間」に再編するこ
とで、中心市街地の活性化と県東部地域の拠点都市形成を図ってまいりたいと考えております。
　ご指摘のように、まちづくりに最新技術を取り入れていく取組が見られるなか、本市においては静
岡県の「しずおか自動運転ShowCASEプロジェクト」に参画し、沼津駅から沼津港までの間における
自動運転車両の実証実験の実施等に取り組んでおり、引き続き自動運転の実装に向けた取組を県
と連携して推進してまいります。また、今後、本市の特性や地域資源も踏まえながら、先端技術を活
用することで市民生活の質の向上に繋げることを目的とする「沼津版スマートシティ」につきましても、
官民連携による推進体制を構築しながら方向性を見定め、着実に取り組んでまいりたいと考えてお
ります。

政策企画課

1月12日 1月27日 高齢者バス・タクシー共通利用券
　私は現在65歳で高齢者に該当します。この度、3000円分
の共通利用券が郵送されてきましたが、このコロナの中で
「不要・不急」の外出は公共機関の電車やバス（タクシー含
む）等の利用推奨は疑問に思われます。特に私はほとんど
自家用車の利用ばかりですので、まったく使用することが
ありません。市の税金を使うならもっと別の使用方法を検
討してほしいです。
　たとえば、病院、小中学校で使えるものを「・・このように
市税を使いましたとか」、交通機関の会社のみ優遇するの
は何か意図があるのですか。特定の市民しか使えないの
はおかしいです。不公平感があります。今からでも遅くはな
いです、私の税金を有意義に使って下さい。それができな
いのであれば3000円市税の返還を求めます。都市計画で
お金の無駄使いはやめしょう。
　よろしくお願いします。

　今回配付させていただきました「沼津市高齢者バス・タクシー共通利用券」につきましては、国の
「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を活用した事業の一つとして実施しておりま
す。新型コロナウイルスの影響により移動が制限され、利用者が減少する中でも、市民の生活の足
として感染拡大防止策を講じながら運行を維持している公共交通事業者に対し経済的な支援を行う
と同時に、コロナ禍においても、高齢者の皆様が買い物や通院等不可避の外出をする際にご利用い
ただくため、配付したものです。
　また、本市も他の地方都市と同様に自家用車の利用率が高くなっておりますが、このような事業や
高齢者の免許返納等を契機として公共交通への利用転換を図ることにより、健康維持や環境負荷
軽減などにも繋がるものと認識しております。
　なお、本市で同交付金を活用した事業といたしましては、他にも教育や医療を対象としたもの、他
の事業者等の支援を対象としたものなど各種実施しておりますので、ご理解をいただきますようお願
い申し上げます。
　今後も公共交通の利用促進に関する施策を実施してまいりますが、その際には、社会情勢等の変
化も引き続き考慮し検討してまいりたいと考えております。

まちづくり政策課

　　　　　令和３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

1月12日 2月10日 移住・就業支援金制度
　初めて投稿させていただきます。
　現在神奈川県横浜市に住んでおり、横浜市内の中小企
業で勤務をしており、家族4人で自然豊かな沼津への移
住、転職を考えています。
　当該制度の使用は現在、東京特別区で勤務の方のみ対
象ですので、政令指定都市である『横浜市』も対象にする
検討をお願いしたく、思います。
　転職後の収入は減る覚悟ですが、初めの資金ぐりが厳し
く思い、沼津への移住を躊躇しております。移住の初期段
階のハードルが少しでも下がるような制度希望です。
　家族で沼津市へスムーズに移住したく思っております、ご
検討をお願いします。

　ご指摘いただきました「沼津市移住・就業支援金制度」につきましては、国の「地方創生移住支援
事業」を活用した制度であり、国が定める「直近10年のうち通算５年以上、東京23区内に在住又は通
勤していたこと」という移住元要件に基づき運用しております。現状においては、国において対象地
域の拡大予定が無いことから、ご期待に添えず申し訳ありません。
　本市では、空き家を活用した移住定住を促進するため、空き家のリフォーム費用及びその取得費
の補助を実施しているほか、今後、仕事はそのままにテレワーク実施のために本市に移住する方を
対象とした移住支援制度の創設を検討しております。
　いただいたご意見につきましては参考とさせていただき、今後も引き続き、本市への移住・定住の
促進に取り組んでまいります。

政策企画課
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

10月22日 11月2日 プレミアム商品券登録店で、その商品券を使用できない件
　プレミアム商品券を購入したのですが、登録店2件で断ら
れました。
　1軒目で、バイトの人が対応し、よく分からないということ
で、人当たりも良かったため現金で対応しました。
　しかし、2軒目の沼津駅北口の○○○で、商品券対応と
のことで来訪しましたが、会計の際にバカにされながら、そ
んなもんは対応できませんとのことでした。
　商品券対応だから来訪したのにこの態度はなんですか？
　対応しないのなら最初から商品券対応なしの店舗でいい
のでは？
　他の店が頑張っている中、コロナを出汁にする、こういう
店舗は許せないです。

　いただいたご指摘について確認をしたところ、提示いただいた商品券は、当該店舗で使用できる沼
津市商店街連盟発行のプレミアム付商品券ではなく、使用できない別の商品券であったため、使用
をお断りしたとのことでした。
　現在、新型コロナウイルス感染症の経済対策としてさまざまな商品券等が発行されており、紛らわ
しい状況であるため、より丁寧な対応を心がけるよう、依頼をいたしました。
　今後におきましても、さまざまな機会を捉え注意喚起を行うなど、これらの商品券等が本市で利用
しやすくなるよう、努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いします。

商工振興課

　　　　　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

9月9日 9月23日 街中のベンチ等
　沼津市街地では、ベンチが少ない
　買物と中の休憩も荷物整理も出来ない
　これではとしよりつかれたサラリーマンも市街地帰宅と中
での買物もいやになってしまう
　ベンチがあったとしても実用的でない変な形であったり、
雨にぬれる場所にある
　市民の生活に本当にあった事をしてほしい

　沼津市では、ヒト中心の都市づくりを進めており、中心市街地を訪れた方々が快適で過ごしやすい
環境整備に取り組んでおります。
　これまでにも、中心市街地の商店街と連携し、ベンチやまちかどスポット（大手町さんさんホール1
階）の設置など、買い物途中で気軽に利用できる休憩スペースの整備を進めてきたところです。
　いただいたご意見につきましては、商店街等の関係者と情報を共有し、今後の取組の参考とさせて
いただきます。

商工振興課

　　　　　令和２年９月分「市民の声」
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