
　

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

3月22日 4月5日 正しい情報を提供して欲しい（片浜市民窓口）
片浜市民窓口で、「年金はもらえないから、もう払う必要が無い」と言われ、免除の書類をかかさ
れそうになりました。それは、おかしいと思いましたので、その場では書類は書かず、年金機構に
電話をし、確認しました。その答えは、「要求を満たしているので年金をもらうことができる」との回
答をいただきました。
私の夫は、外国人です。58歳なので、年金を支払う義務があります。片浜の出張所では、正しい
情報をいただけませんでした。
対応も、とても嫌な感じで、いつも怒られているように感じます。差別されているのでしょうか？
私たちは、以前別の県で、12年ほど、年金に加入して、適切に対処おりました。そんなことも知ら
ず、「1年か2年しかどうせ収めていないなら、何ももらえないよ」と、非常に失礼な口調で言われ、
払うことができるはずの年金の免除申請をかかされそうになりました。名前と、生年月日で確認
が取れなかったというだけで、そういう判断をするのは、かなりひどいです。
まず、事実が確認できないのであるなら、本人たちに確認すればいいものを、1時間以上待たせ
て、こちらに何も言わず、突然そういう発言というのは、あまりに、幼稚な態度だと思います。
きちんと、職員の教育をお願いします。
また、年金に関して、情報を以前住んでいた県から取り寄せるように言われましたが、ちょっと疑
問に思い、年金機構の職員に話したら、何のことかわからない、そんな必要はないはずだと言っ
ていました。
どちらにしても、職員の知識が欠落しているようです。片浜の出張所は、「沼津市役所の年金課
に問いあせて、こうするように指示された」と言っていました。自分たちは、言われたことをやろうと
していただけだということだそうです。
片浜の出張所に行くのが、とても嫌になりました。職員の口の利き方と、公平性、包摂性、知識を
訓練してください。沼津市の年金課の方にも、不確かな状況下で、憶測をして何かを判断しない
よう、伝えてください。もし、私が外国人だったら、言われたままに、年所申請書を書いていたで
しょう。この責任は重大です。
そもそも、基礎年金番号を尋ねる、もしその場で持っていなかったら、それを準備してもらってか
ら、判断するということは、ほぼ当たり前の手順じゃないですか。
人の命、生活に影響を与えることです。適当な仕事はしないでください。

　この度は、片浜市民窓口事務所の職員の対応におきまして、不愉快な思いをさせてしまったことに
対し、深くお詫び申し上げます。
　窓口でお客様からいただいた情報を元に、片浜窓口事務所及び市役所国民年金係が検索したとこ
ろ、年金番号の確認ができなかったことから、さらに年金事務所に照会したため、時間を要することと
なりお待たせしてしまいました。年金事務所から年金番号の確認が取れない旨の回答がありました
が、この時点でご本人様から直接、年金事務所にご確認いただくようご案内すべきでした。年金事務
所からの回答で新規加入者と判断し、その場合の対応をご案内いたしましたが、お客様の状況をさ
らに聞き取り、納得していただける説明を行うなど、丁寧な対応が必要だったと考えております。
　来庁される市民の皆様は、慣れない手続きに戸惑いを感じながら来庁されている方も多くいらっ
しゃると認識しております。業務多忙の中でもお客様に誤解を与えることのないよう、お気持ちに寄り
添った親切な応対、丁寧な説明を行うよう、改めて職員に周知いたしました。
　今後も皆様に気持ちよくご利用いただける窓口となるよう改善に努めてまいりますので、ご理解、ご
協力を賜りますようお願いいたします。

市民課

          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

12月12日 12月26日 片浜市民窓口事務所　全２件
　沼津市役所片浜出張所でマイナンバーカードと保険証金
融機関との紐付けについて質問したら、何を聞いても「だか
らー　市役所二階の機械で手続きして下さい」の一点張り。
　機械の使い方を教えてくれるのですか？と聞いても、だ
からー　市役所二階で聞いて下さい」と、不親切です。
　結局市役所の二階に行ったら不備があり出直しになりま
した。
　前日近所の高齢者が行った時も低姿勢で聞いたのに不
親切で腹が立ったので、もう行かないと言ってました。
　出張所といっても市役所関係ですし、いつも暇そうにして
いるので、少しは勉強してもらいたいと思います。

　この度は、片浜市民窓口事務所の職員の対応におきまして、不愉快な思いをさせてしまったことに
対し、深くお詫び申し上げます。
　ご意見をいただき窓口事務所に確認したところ、他課の業務などの問い合わせがあった場合につ
いては、行き違い等を防止するため、原則ご本人様から担当課へのお問い合わせをお願いしている
とのことでした。
　しかしながら、そのような場合であっても、お客様に誤解を与えることのないよう、お気持ちに寄り
添った親切な応対、丁寧な説明を行うよう、改めて確認いたしました。
　今後も皆様に気持ちよくご利用いただける窓口となるよう改善に努めてまいりますので、ご理解、ご
協力を賜りますようお願いいたします。

市民課

12月19日 1月20日 職員の休暇不正取得（＝報酬不正取得）について
　先日、令和５年度会計年度任用職員の募集があったの
で応募してみようと思い、知り合いの沼津市の職員さんに
評判を伺ってみました。
　そうしたところ、職員さんは新型コロナワクチン接種をす
る日と副反応のあった期間は職員の申し出と申請書の提
出により、出勤扱いになるそうで、証拠いらないからワクチ
ン接種をした事実が無くても出勤扱いで休めるよー、と聞き
ました。
　今年度すでに３回ワクチン接種した（と休みを取得した）
人もいるとか。
　実際はワクチン接種証明の添付など提出を求めないので
しょうか？
　もしこの話が本当なら、賃金報酬の不正取得とはなりま
せんか？一度抜き打ちでワクチン接種証明の確認されて
はいかがでしょうか？
　ご検討お願い致します。

　職員の新型コロナワクチン接種に関する取扱いにつきましては、総務省の通知（令和３年５月27日
付総行公第46号）に基づき、接種に要する時間及び接種に伴う副反応が発生した場合に関し、公務
の運営に支障のない範囲内で職務専念義務を免除することとしております。
　本市職員の新型コロナワクチン接種においては、感染症拡大防止の観点から、接種を希望する人
が躊躇することなく速やかに接種できる職場環境整備が必要であるため、職務専念義務免除承認申
請書への添付資料は不要としておりますが、所属長が必ず接種の事実を確認することとしておりま
す。
　今回のご指摘を受け、１月６日に所属長及び職員に対して、ワクチン接種に係る取扱い及び職務
専念義務の免除について適切に対応するよう改めて周知するとともに、令和４年度にワクチン接種
に係る職務専念義務免除の承認を受けた職員を対象に、所属長による接種証明確認の調査を１月
中旬に実施しました。
　本調査の結果、職務専念義務免除の承認を受けた職員については、全員から接種証明を確認い
たしました。
　今後は、市民の皆様に誤解を与えるような言動は厳に慎むよう職員に指導するとともに、引き続き
職員の資質向上に努めてまいりますので、ご理解くださいますようお願いいたします。

人事課

          令和４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

9月26日 10月14日 沼津市会計年度任用職員採用選考基準
9月上旬に標記採用選考に6種を応募し、数日後に郵送に
て企画部人事課より書類選考で全6種の不採用通知が届
きました。ハローワーク求人票の条件では、全6職共通で
年齢不問、学歴不問、必要な経験等不問、ＰＣの基本操作
ができることとなっており、書類の提示内容は、氏名、年
齢、住所、学歴、職歴程度です。このような内容で、数日内
に6部門より書類レベルで不採用とされたことに、書類のど
こに不採用な事項があるのか理解できない。また、採用者
と不採用者の差がどこにあるのか理解できない。一般的に
書類で差がない場合いに面接で判断するのではないか。
また、人事課に確認すると、人事秘だから話せないといわ
れました。人事秘の一言で済む話ではない。令和2年6月17
日に、頼重市長より沼津市職員倫理規定を制定しました
が、その姿勢が感じられませんでした。制度作りは基本で
すが、コンプライアンス意識作りなどどのように教育してい
るのか心配です。

　会計年度任用職員の採用は、地方公務員法第22条の２において、競争試験又は選考によるものと
規定されています。沼津市においては、選考基準に基づき、受験要件を満たす全ての応募者の方に
対し、公平・公正に書類選考及び面接を実施しております。書類選考におきましては、その職の選考
基準に照らし、応募書類により判断しております。
　採否に関わる選考項目につきましては、沼津市情報公開条例第５条第４号の規定により、人事管
理及び採用に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、不開示としていることから
公表しておりませんが、ご指摘いただきました職員の対応につきましては、公表していない理由の説
明が不足していたことにつきましてお詫び申し上げます。
　今後も、公平・公正な採用と職員の資質向上に努めてまいりますので、ご理解くださいますようお願
いいたします。

人事課

          令和４年９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1日 8月10日 電話の対応
灯ろう流しについて、詳しい場所を聞きたかったため、社会福祉課
（福祉企画室）へ電話をしました。電話対応してくれた職員ですが、
〇〇さんとおっしゃっていましたが、
広報には左岸、狩野川上流としか書かれていなかったため、詳し
い販売場所を知りたくて聞いたところ、「御成橋と歩み橋の間」との
返答でした。余りにも気持ちのない返事だった為、「電話の対応が
悪い」と指摘したら、「御成橋と歩み橋の間で、テントが幾つか出て
いて、販売は歩み橋より。歩み橋の所から降りて行くといい」と言
われました。初めから、そういう説明ができないのでしょうか？本人
に「電話の対応が悪いと言われてからその説明されるより、初めか
らそのように言えないのですか？」とお聴きしたところ、「どのように
答えていいかわからなかった」と言われました。わからなかったの
に、電話の対応が悪いと言われた後に、詳しい説明ができるので
しょうか？こちらからは、対応が面倒の様に取れましたし、電話の
対応がそう感じました。親切ではない対応でいいのでしょうか？

　この度は、職員の電話対応において不快な思いをさせてしまいましたこと、深くお詫び申し上げま
す。
　今回のご指摘を真摯に受け止め、市民の皆様から同様のご意見をいただくことのないよう、言葉遣
いや電話対応などの接遇マナーについて、注意・指導をいたします。
　市民の皆様の立場に立った対応を行うよう、今後も職員のマナー向上に努めてまいります。

社会福祉課

8月16日 8月24日 沼津市役所市民課の対応について
本年、８月初旬に沼津市が地元の60代の父が急死いたしました。
沼津市は、私にとって父の実家があり、祖父母や親戚が住んでおり、幼少の頃より毎年数回訪れることを楽しみにして
いる大変馴染みのある市です。
父の死後の様々な手続きのため、父の出生地で長らく本籍を置かせていただいた沼津市の戸籍等が必要であるため、
書類等をお願いしましたところ、そのご対応に大変心を痛めました。
午後2時10分頃に沼津市役所に電話したところ、市民課様に電話をし回していただき（女性の職員対応）、いわゆる原
戸籍が必要である旨を伝えたところ、「沼津市にいくつ戸籍があるか調べて折り返す」旨の回答を得ました。
連絡をするとの回答から、連絡があるやもしれず、他の手続きを止めて連絡を待っておりました。
その後、3時間ほど連絡がなく、このままでは役所の時間が閉まってしまい連絡が取れなくなること、または、私の折り
返し電話が間違えて聞こえてしまい、連絡取れない状況と思い17時00分少し前に連絡再度いたしました。
電話交換の女性の方に上記内容を伝えたところ、「忙しいかもですね」との回答で、再度市民課に繋がれた為、前記同
様に連絡した理由と内容を伝えました。
すると、父の名前を聞かれ、答えるとすぐに調べがついていたようで、3箇所の本籍異動があるとの回答した。
すぐに回答ができたことから、こちら側に回答連絡をすることを忘れていたのかと思いました。
また、どのような手続きをすればよいか聞くと「ホームページに載っていますが」、「用紙をダウンロードしてもられば」と
のことでした。
どちらに送ればよいのかわかりませんでしたので、どなた宛か聞くと、「ホームページに載っていますが」と回答し沼津
市役所の住所などは言わず、市民課証明書係宛、旨とのことでした。
ホームページには載っているんでしょうし、そういうことは分かりますが、今聞きたいのでお伺いしたまでです。
答えていただきながら、「もし分からなければホームページにも住所が載っています」など回答であれば分かりますが、
毎回、回答する時に、1番先に「ホームページに載っているのですが」と言われると、
「回答するのが面倒くさい」のだなということを非常に感じました。
こちらから、連絡しなければ、当日の回答はなかったのだと思いますし、我々家族にとっては、このような不幸について
行政に様々な提出する書類、手続きは楽しいことを頑張っているわけではありません。
原戸籍を辿らなければ、日本の公的、法人的な様々な手続きが進まないため、戸籍があった行政を頼らざる得ないこと
から、致し方なくお願いしています。
市役所の職員の方からすれば、言ってしまえば他県の人間で、沢山の業務のうちの一つに過ぎないのだと、改めて思
いました。
行政職員の方々は多忙な中、日々が業務遂行に邁進しているのは、これまでも理解しているつもりではありますが、
私としましては、今回の件については、行政の方々と話した中では、これまでに味わったことのない対応と思い心を痛
めました。
※尚、対応した方は、全て女性の方々でしたが、お名前は1人も名乗られておりませんので分かりません。
書類をいただけるようになるのだと思いますが、今後、私と同じような気持ちになる方がいないようしていただけたら幸
いです。

　この度は、郵送請求に関するお問い合わせにおいて、不愉快な思いをさせてしまったことにつきま
して、深くお詫び申し上げます。
　今回の件について状況確認をしたところ、〇〇様からのお問い合わせを受け、本市で取得できる改
製原戸籍等の数をお調べいたしました。その後、約30分後に回答のお電話をかけたところ通話中で
あったため、着信履歴が残れば折り返しが来ると思い込み、再度かけ直すことを失念しておりまし
た。
　本来お問い合わせに対する回答をするお約束をした場合は、再度当方からかけ直すべきでありま
した。大変申し訳ございませんでした。
　今後このようなことが起きないよう、保留となった案件の定時確認を徹底するとともに、お顔を拝見
できない電話でのお問い合わせにつきましては、顔を合わせてお話しできない分、さらに丁寧に、お
気持ちや状況に寄り添ったご案内ができるよう、改めて課員に周知いたしました。
　また、お電話を受けた時には、まず聞き取りやすい声で名前を名乗ることなど、基本的な接遇に関
しても、改めて確認をし、皆様に気持ちよくご利用いただける窓口となるよう努めてまいります。

市民課

          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

5月25日 6月9日 図書館職員による利用者への応対について
　利用者との会話（施設利用上不可欠な内容）を中途で断
絶する職員がある。応対業務を面倒と捉えている様子に感
じられる。今回に限った事ではない。

　日頃より、図書館をご利用いただき誠にありがとうございます。
　この度は、職員の対応に関し、不快な思いをさせてしまいましたこと、深くお詫び申し上げます。
　これまでも、利用者の皆様に気持ちよく図書館を利用していただくため、接遇について指導してきた
ところではありますが、今回のご指摘を真摯に受け止め、同じことが繰り返されぬよう、全職員に対し
て、あらためて接遇研修を行うとともに、朝礼等の機会をとらえて周知してまいります。
　今後も引き続き、図書館をご利用くださいますようお願い申し上げます。

図書館

          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

7月27日 8月3日 職員の対応
本日、社会保険から国民健康保険への異動の為、国民健
康保険課に行きました。社会保険証を返却して、約束の14
日が過ぎてしまい、おまけに保険証が無い状態で怪我をし
てしまい、自費負担の後で正直言って不安ばかりで出向き
ました。あいにく脱退証明もなくて、０からの不安なスタート
でした。国民健康保険課が、お客様で満席の中、私の担当
者の女性の対応が、親切で不安ばかりの私は、本当に精
神的にも助かりました。御名前は存じあげませんが、仕事
とはいえ、素晴らしい仕事ぶり、庶民的目線での対応に、
有難い思いです。こちらから、この場からお礼を申したく
メール致します。

　このたびは、職員の対応につきまして、お褒めの言葉をいただきありがとうございます。
　市職員は、法令に基づく判断を念頭に置きつつ、困りごとを抱え来庁される市民の方にとって、今、
何が必要かを考え、日々接遇に努めているところでございます。
　窓口の満席が続き、ご迷惑をおかけしている中、今回このようなお褒めの言葉をいただきましたこ
とは、職員にとりましても大変励みとなります。
　今後も市民の皆様の立場に立った対応を行うよう努めてまいります。

国民健康保険課

7月21日 8月10日 原付の登録ミスについて
原付の登録でミスをされ何度もやりとり及び郵便のやり取
りをさせられる。何だコレ？いい加減にしろ。間違えるな！

　　この度は、原動機付自転車の登録にあたり、ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございませんでし
た。
　　車両情報を台帳へ登録する際に入力の誤りがあり、その結果、郵送にて証明書類の差し替えを
お願いすることとなってしまい、〇〇様にご迷惑をおかけしたことを、反省しております。
　　原動機付自転車の登録事務は、お客様が所有する車両の情報を扱う業務であることから、誤り
の無いように複数の職員による確認を徹底するなど、慎重かつ適正な事務執行に努めてまいりま
す。

市民税課

          令和３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

7月21日 8月10日 被災の証明書について
被災したので罹災証明書を出してくれと言ったら沼津市で
は最初やってませんと言われた。その後、電話が来てやっ
ぱり証明書出すって言われた。何だコレ？馬鹿にしてんの
か？市民を舐めすぎ。地方の自治体だからって適当にや
るな！いい加減な事するな！ちゃんとやれ！

　罹災証明書は、本来、災害による住家の被害の程度を証明するものです。しかしながら、令和３年
７月の大雨においては、車や店舗などの被害も多く、住民の皆様からも要望があったことから、住家
以外についても被災した証明を書面で発行することにしたものです。このたびは、職員間で情報共有
が十分でなく、お手数をお掛けし申し訳ありませんでした。

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

4月5日 4月13日 金岡市民窓口の対応について
　17:15に来庁したのにも関わらず、17:15までだと施設から
追い出された。
　17:16に来庁して追い出されるのは理解できるが、開庁時
間として17:15までとWEB上に明記してあるにも関わらず、
追い出すのは如何なのか。
　なお、時間はスマートフォンにて確認したため、時間のズ
レは無いと思われる。

　この度は市民窓口事務所へご来庁いただいたのにも関わらず、ご希望の対応を受け付けることができなかった
こと、また、職員の対応において不愉快な思いをさせてしまったことにつきまして、深くお詫び申し上げます。対応
した職員には、用件を確認し、次回来庁時の持ち物をご案内するなど、お客様に寄り添った対応をするよう指導い
たしました。
　なお、市民窓口事務所におきましては、業務の内容によっては他市町や市役所本庁への確認作業等も生じるこ
とから、その時間を考慮した中で、できるだけ17時までにご来場いただくよう、市ホームページにてお願いをしてい
るところでございます。
　今後とも、お客様に気持ちよくご利用いただける窓口への改善に努めてまいります。ご理解のほど、よろしくお願
い申し上げます。

市民課

4月6日 4月13日 障害福祉課の皆様
　母が障害者になり、色々な手続きについて病院とのやり
取り等大変親切にして頂きました。
コロナ禍において、直接出向く事もなかなか難しく、メール
での問い合わせにも迅速に対応して下さいました。障害福
祉課の○○様、職員の皆様本当にありがとうございまし
た。

　このたびは、職員の対応につきまして、お褒めの言葉をいただき、ありがとうございます。
今回このようなお言葉をいただいたことは、職員にとりましても大変励みとなります。今後も市民の皆
様に気持ちよくご利用いただける窓口となるよう、接遇向上に努めてまいります。

障害福祉課

          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

3月22日 3月31日 原地区センター内市民窓口の対応について
　原の窓口に原付バイクの登録解除にいきましたが、散々
待たされた上に、漸く順番が回ってきて手続きをしました。
　それからしばらく待ってと言われて、どれくらい待つのか
尋ねたところ、今書類を向こうに送ったので分からないとの
返事(向こうとは何処？と尋ねようと思ったが.)、だいたいど
のくらい？と再度尋ねたところ、向こう次第ですぐに見れば
速いが見なければそれっきりの様な事を言われて、昔の役
所仕事のような事をいまだにやっているなと感じ、その日は
不愉快な気分になってしまいました。
　もう少しだけで良いのでコミュニケートが世間並みに出来
る職員を配置してください。お願い致します。双方忙しいの
は同じですので、お互い気分良くしたいものです。

　この度は、窓口が混雑し長時間お待たせした上に、職員の接遇により、ご不快な思いをさせてしま
い、誠に申し訳ございませんでした。
　原付バイクの登録解除の手続きに関しましては、市役所内の市民税課での確認作業が必要となる
ため、市民税課の混雑状況によってはお時間をいただく場合があります。
　担当した職員には、いただいたご意見を伝え、多忙時であっても、一人一人のお客様に寄り添った
丁寧な説明をするよう厳重に注意いたしました。
　いただいたご意見は、所属職員内で共有し、市民の皆様が気持ちよくご利用いただける窓口となる
よう、より一層努めてまいります。

市民課

          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1日 2月12日 市民窓口事務所での原付登録
　手続きに時間がかかりすぎて、やむを得ず出直す必要が
ある時がある。

　このたびは、市民窓口事務所での原付登録の手続きに関して、お時間をいただき申し訳ございま
せんでした。窓口では出来るだけお待たせしないように努めておりますが、確実な事務処理を行う必
要があることから、担当である市民税課に確認をするなど、やむを得ず各種手続きに時間がかかる
場合があります。ご理解とご協力をお願いいたします。

市民課

2月1日 2月9日 職員の態度（マナー）
　エレベーターで１Fよりおりる時、４～５人の職員がおりる
人を妨げて乗込んできた。
　普通はおりる人が優先でしょう。
　あやうくおりられずに地下へ行くところ、おりますと大声を
出してやっと降りられた。
　こんな職員の態度から沼津市行政全体がだらしないと思
われる。

　この度は市職員のエレベーターでの行動について、不快な思いをさせてしまい誠に申し訳ございま
せんでした。
　ご指摘のとおり、エレベーターの乗り降りの際には降りる人を優先させるべきであり、乗り込む前
に、まずは降りる人がいないか確認をするべきでありました。
　庁舎のエレベーターは市民の皆様も利用しているという意識を徹底し、職員としての立場や職責を
再度自覚する必要があります。
　今回頂いたご意見を基に、職員に対して接遇態度やマナーの向上をはじめ、庁舎は市民の皆様も
利用していることを常に意識するよう、注意・指導をいたします。
　市民の皆様に気持ちよくご来庁いただけるよう、今後も職員のマナー向上に努めてまいります。

人事課

          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

12月1日 12月11日 勤務中のスマホ
　片浜窓口の方はスマホが手放せないみたいです。人が
いないときに捜査してる疑惑持たれても致し方ないかと。こ
ちらの申請はしっかりミスしてくれました

　このたびは、市民窓口事務所での手続きに関して、ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございませんで
した。
　手続きを担当した職員に、状況を確認いたしました。
　携帯電話の件につきましては、業務時間中に私的な使用はしておりませんが、お客様から誤解を
招くような行動は厳に慎むよう、全窓口事務所職員に注意・徹底いたしました。
　申請につきましては、ミスのないよう、業務マニュアルを確認するとともに、さらに複数の職員による
チェック体制のもと業務を行うよう、指導いたしました。

市民課

12月8日 12月18日 市民課への問合せへの対応
市民課に問合せした際(本日11時)の対応について
平成2年度の税額通知書を紛失したため課税額証明の郵送を依頼しました。
Ａ氏：市のＨＰで申請書をダウンロードしてください。
私：今ＨＰ開きましたがどこにありますか？
Ａ氏：「税証明」のところですがありませんか？
私：「税証明」というインデックスは無いですが。
ＨＰ開かずの説明で一向に進まないので諦めて終了しましたが必要で再度電話。
Ｂ氏はＨＰを開いての説明をしてくれ何とかたどり着いたのですが、今度は
Ｂ氏：郵送だと時間がかかりますが・・。
私：どのくらいかかりますか。
Ｂ氏：一日です。
私：全くかまいません。
Ｂ氏：添付書類があり説明は申請書が着いた頃がよろしいでしょうか？
私：申請書送って頂く時に添付書類メモを同封頂ければ。
Ｂ氏：何度も郵送ということになりますが構いませんか？意味不明。
私：郵送は特異な事例で市役所はなるべく避けたいということですか？
私：手間がかかってしまうことをあなたはずーっと強調されていますが。
Ｂ氏：そういうわけではありませんが。
このように郵送をお願いしたところ、たった1日なのに時間がかかると言われまた添付書類の説明
が必要なことを強調されました。申請書送付が当日には難しいことは誰にでも判ることです。添付
書類はメモがあれば良いですし不明なら電話します、当然。
細部は省きますがずっとこんな調子の対応で、「できれば郵送はしたくない」意思表示が最初から
最後までコメントに表れていました。
1.「一両日中に添付書類メモも添えて送ります」で済む話ではないですか。
2.他の課でもそうですがＨＰの記載場所を説明する際は、ＨＰを開きながらまたはせめてＨＰの目
次かインデックスを記載のコピー1枚を手元に置いて説明して頂きたいものです。

　この度は、課税証明書の郵送請求のお問合せに対し、適切な回答を差し上げることができず、誠に
申し訳ありませんでした。
　電話で回答した職員に確認いたしましたところ、添付書類の説明に関しましては、手数料として郵
便局で定額小為替をご購入いただかなければならないことを、あらかじめお伝えしたかったということ
でした。また、郵送請求は通常業務であり、「できれば郵送したくない」という気持ちはなかったが、そ
のような印象を与えてしまったことは、大変申し訳なかったと反省をしておりました。
　HPの記載場所の説明をする際は、いただいたご意見を参考にしながら、より具体的・迅速に説明さ
せていただけるよう努めてまいります。

市民課

　　　　　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

12月8日 12月21日 沼津市立病院の面会制限他全２件
　コロナ禍で働いてくださっている医療従事者の皆様、毎日ありがとうござい
ます。
　先日、けがで入院した際はコロナの影響で面会制限が以前より厳しくなっ
ていました。
　しかし、面会許可証を持たずに面会時間でもない早朝から数人の看護師さ
んが患者さんの面会に来ているところを何度も見かけました。
　おそらく、病院の職員が入院しているんだろうとは思いますが、コロナで面
会制限を厳しくしているのに、職員がルールを守らないとはどういうことでしょ
うか。また、病棟の看護師さんたちも気付いているのに見て見ぬフリをしてい
るようでした。
　一般の患者は様々な思いや不安を抱えながらも、制限を守り生活をしてい
るのに、職員だからといってルールを無視してよいのでしょうか。何のための
面会制限なのか医療従事者なのに理解できていないのでしょうか。
　お世話になっておきながら失礼とは思いましたが、疑問に思ったので投書
させていただきました。
　自分以外にも同じように疑問に感じている患者はたくさんいると思います。
　コロナの感染拡大を防ぐためにも、しっかりとした対処をしていただきたいと
思います。
　よろしくお願いします。
　私は今後も沼津市立病院にはお世話になっていく人間です。匿名とさせて
いただくことをお許しください。

　当該事実を確認したところ、当院職員が急遽入院したため、業務の確認や身の回りの状況を整え
るために同僚職員が病室を訪問しておりました。
　コロナ禍で入院患者様の面会制限を厳しく行なっている中、当院職員自らが面会制限を守らなかっ
たことは、ご指摘のとおりに不適切な対応でありました。
　同僚職員に対しては、速やかに対応を改めさせるとともに、12月９日に厳重注意いたしました。
　今後、規律を遵守するよう職員教育を徹底してまいります。

沼津市立病院

12月25日 1月12日 係の女性にやさしくしていただきました
　久しぶりに市役所に来て、何も分からなくている私に親切
に教えて下さり本当にありがとうございました。
　○○さんという市民課の女性です。
　本当にありがたく思っています。市役所に久しぶりに来て
マゴマゴしていたが、大いに助かりました。私は人に親切に
していただくと涙が出る程、嬉しいです。おらは優しい人が
ありがたいです。元高校教員約８３才。

　このたびは、職員の対応につきまして、お褒めの言葉をいただき、ありがとうございます。市民課で
は、よりよいサービスの提供と、お客様の気持ちに寄り添った対応を心がけるよう、接遇向上に努め
ています。今回このようなお褒めの言葉をいただいたことは、職員にとりましても大変励みとなりま
す。今後も市民の皆様に気持ちよくご利用いただける窓口となるよう努めてまいります。

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

11月6日 11月19日 市役所窓口の対応がよかった
　身内が急病にかかり、それに関連して戸籍について不明
な点があり、市役所の窓口にお邪魔させていただきまし
た。
　市役所はあまり行く機会が無く、おどおどしてしまったの
ですが、案内係の方が誘導してくれたので、無事に窓口に
たどり着けました。
　また、窓口の方も、こちらの事情をしっかり聞いてくださ
り、寄り添った対応で不安も和らぎ、無事に解決しました。
　これからも、市民に寄り添った対応に期待します。ありが
とうございました。

　このたびは、職員の対応につきましてお褒めの言葉をいただき、ありがとうございます。市民課で
は、よりよいサービスの提供と、お客様の気持ちに寄り添った対応を心がけ、接遇向上に努めており
ます。
　今回このようなお褒めの言葉をいただきましたことは、職員にとりましても大変な励みとなります。
今後もお客様に安心してお手続きいただける窓口となるよう努めてまいります。

市民課

　　　　　令和２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

10月12日 10月26日 市民窓口の対応
　市民窓口の所長が、用意してある筆記用具の不備にもか
かわらず、こちらの字が汚いや、もっと丁寧に書いた方が
印象がいいなどとニヤニヤ笑いながら、他の利用客がいる
にもかかわらず中傷してきました。とても気分が悪いです。

　この度は市民窓口事務所の職員の対応で、ご不快な思いをおかけしましたことに、深くお詫び申し
上げます。
　市民窓口事務所の所長に確認をしたところ、お客様がお書きいただいた書類が面接用書類であっ
たため、「名前を丁寧に書いたほうが印象が良い」とお声掛けしたとのことでしたが、周囲の状況を確
認するなどお客様に対する配慮が足りなかったものと反省しておりました。
　市民課といたしましても、今後このようなことがないよう、お客様の立場・目線での対応を徹底する
よう本人に注意いたしました。
　今後も、職員一同、来庁されるお客様が気持ちよく手続きが出来るよう、お客様の気持ちに寄り
添った対応を更に心掛け、さらなる市民サービスの向上に努めてまいります。

市民課

10月16日 10月26日 生活保護課、障害福祉課職員様
　案内、説明が電話対応の時から窓口でも大変ていねいで
わかりやすく、安心できました。
　ありがとうございます。

　この度は職員の対応について大変励みになるお褒めの言葉をいただきありがとうございます。
　今後も電話や窓口での対応の際に、丁寧でわかりやすい説明を心掛けてまいります。

社会福祉課

　　　　　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17日 10月1日 観光案内看板の管理について役所の対応のまずさ
　約４週間前に案内看板や方面を表している板看板が読
みにくくなっており、改善してほしく、担当課が分からないの
で観光課に連絡した。氏名は忘れたが女性が出た。場所
はスルガ銀行本店西側駐車場(沼津市役所から御成り橋を
渡り原方面に向かう)交差点、アーケードとの接続交差点
に、立て看板に沼津宿とか書いてあるが、だた板に彫って
あるのみなので雨風にささられ見えにくくなっている。なの
で、要改善を願いつつ連絡したところ、応答した女性は内
の課ではないですねとの応え方であった。では何処の課な
のか聞くとわからないとのこと。場所を聞かれ回答したがど
うも理解できないようであった。木彫りに墨で書けば見えや
すくなると足得たが回答はしどろもどろであり、いい加減呆
れて担当課を探しお願いしますと切った。その後どうなって
いるか?

　この度は、貴重なご意見をお寄せいただいたところ、職員の対応で不快な思いをさせてしまい、誠
に申し訳ございませんでした。
　お問い合わせの道標につきましては、現地を確認したところ、ご指摘のとおり劣化や文字の見にく
さが認められたため、管理者である地域自治課において、速やかに改修を行います。
　今回、ご指摘いただきました職員の対応につきましては、業務内容を適切に把握するとともに、丁
寧で十分な説明をするよう職員への指導を今一度徹底してまいります。
　今後とも、沼津市の観光行政にご理解、ご協力をお願い申し上げます。

観光戦略課

9月30日 10月19日 納税管理課の電話対応
　市税の納付相談で電話したところ、対応した男性職員の
対応がひどすぎる。こちらがちょっと怒りの態度を出すと、
同じように食ってかかってきます。それを咎めると『そっちが
そう言う態度だから』と言われました。そして、何を言っても
『滞納するのが悪いでしょ』と、滞納した奴が物申すなと言
う態度を終始とられ、とても気分が悪いです。女性の職員
の方では嫌な対応をされた事はありません。が、接遇の教
育はどうなっているのでしょうか。

　本市では、納税者の皆様が自主的に納付していけるよう、法令に則り、公平・公正な徴収事務に努
めております。
　税金につきましては、納期限内に一括で納めていただくのが原則ですが、やむをえない事情によ
り、納期限までに納付いただけない旨のご相談があった場合は、収入や支出などの生活や資産の
状況などを詳しくお伺いし、収入や支出等に見合った適切な納付計画を作成し納付していただくこと
となります。
　今回ご指摘のありました電話の対応につきましては、丁寧な説明と対応を心掛けてまいりますの
で、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

納税管理課

　　　　　令和２年９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 沼津市民体育館
　市民体育館をエアロのサークルで使わせていただいているのですが、先日
少し疑問に感じた事がありましたので言わせていただきます。
　コロナ対策の中に『大声で応援などしない』と言うのがあり、それは飛沫が
飛ぶという理由でその規則があると私は捉えております。（コロナ前はそのよ
うな規則がなかったので）
　私のサークルは多くても10人。その日は4人でレッスンをしていました。
　窓は全開、扉も全開、私自身はフェイスガードを着用。
　顔をすっぽり包むタイプです。
　その様な形で指導していたところ、見回りの方に『大きい声出さない！』と
注意されました。
　マイクも付けていたので、さらに大きく感じたのかもしれません。
　でも、フェイスガードをしっかりしており、20人まで可能なスペースでいたの
は私を含めて5人。
　ソーシャルディスタンスもしっかり保ち、それで飛沫が飛ぶと言われるのは
納得が行きませんでした。
　『大きな声を出さない』はそれらがちゃんと出来ていないなら納得ですが、
キチンと対策をしていてその様に言われるのは納得がいきません。
　その辺りの職員の方の教育等、しっかりしていただきたいです。
　コロナに対する知識がキチンとしていない事で施設が使いづらくなってしま
うのは困ります。
　対策の程、よろしくお願い申し上げます。

　このたびは沼津市民体育館の職員の対応で、ご不快な思いをおかけしましたことに、深くお詫び申
し上げます。
　ご指摘の内容につきまして、体育施設の受付・管理等業務を行っている「NPO法人沼津市体育協
会」に確認したところ、拡声器の音が外に響いていたため、注意させていただいたとのことでした。
　しかし、音量に対して注意させていただく際に、的外れな説明をしてしまったと考えられます。申し訳
ありませんでした。
　コロナ感染防止対策に取り組まれているお客様に対し、不適切な説明をしたことでお客様が不快感
を抱かれたことから、今後はご理解いただけるよう正しい説明をし、利用者の皆様が気持ち良く施設
を利用し、再び利用したいと思えるような接客対応に取り組んでいくとのことを確認しました。
　市といたしましても、引き続き同協会に対し、お客様には丁寧な接遇を心がけるよう指導を徹底して
まいります。

スポーツ振興課

　　　　　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

5月11日 5月20日 市民課の対応
　マイナンバーカード電子証明書の更新手続きのため市役
所に伺いましたが、システムエラーのため手続き不可との
ことでにべもなく再度の来所を求められました。一旦、市役
所を出ましたが、次にいつ来所すればよいかわからないた
め復旧等をホームページで周知してもらえないかと再度市
民課に伺いお話ししたところ、担当の方がカウンターの奥
から出てきて復旧次第電話連絡いただけるとのことでし
た。
　黙って帰れば良しとし、何か苦情めいたことを言われたら
対応するというスタンスが感じられ残念です。
　システムエラーは仕方のないことですが、市民は必要が
あって来所するのですから来所者の様子によって対応を変
えるのはやめてください。
　また、マイナンバーカードの手続きだけでなく、市役所内
の手続きの可・不可についてホームページで周知していた
だけないでしょうか。

　このたびは、マイナンバーカード電子証明書の更新手続きにおいて、ご迷惑をおかけしまして大変
申し訳ございませんでした。
　システムエラーが発生し、市民課では復旧次第電話連絡をするなどの対応をとらせていただいてお
りましたが、○○様には「手続き不可」とだけ、ご案内してしまったとのことでお詫び申し上げます。
　今後は、対応方法をより迅速に全職員に周知・徹底し、お客様の気持ちに寄り添った丁寧な対応を
心がけてまいります。
　電子証明書の更新は、国のシステムと連携するため、引き続き状況を確認しておりましたが、改善
されないためホームページにお知らせしました。

市民課

　　　　　令和２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13日 4月27日 沼津市民体育館の職員の態度
　職員達（男性の年配の方）の態度がひどすぎます。
　沼津市民が沼津市の施設を使用するのに、どうして貸し
てやってるというような態度とられたり、他の団体は少し早
めに施設に入れたりしてるのに対してこちらが要望した際
は、時間にならないと入れないという返答。
　それならば他の団体も時間通りにして欲しいです。
　そのうえロビーに人が多いと文句をいわれる始末。
　また予約に行くたびに小言を言われ、気持ち良く施設を
使いたいのに毎回こちらが申し訳ない気持ちにさせられる
のはどうでしょう？
　しまいには挨拶もしっかりできないのかと言われました。
　あの方達はそんなにも偉い人達なのでしょうか？

　このたびは沼津市民体育館の職員の対応で、ご不快な思いをおかけしましたことに、深くお詫び申
し上げます。
　ご指摘の内容につきまして、体育施設の受付・管理等業務を行っている「NPO法人沼津市体育協
会」に伝え、後日、同法人の役員と職員を集め、入館時の対応及び接客対応で改善すべき点につい
て話し合いを行いました。
　その中で、施設の入館時間や入館までの対応方法等のお知らせを明確にすること、利用者が多い
際の館内整理は特に失礼のない対応に努めることを確認しました。また、その他受付業務等につき
ましても、利用者の皆様が気持ち良く施設を利用でき、再び利用したいと思えるような接客対応をし
ていくことを確認しました。
　市といたしましても、引き続き同協会に対し丁寧な接遇を心がけるよう指導を徹底してまいります。

スポーツ振興課

4月21日 5月8日 転入届の際に必要な書類の案内
　最近海外（海外転出済み）から帰国して沼津市に転入届
を提出したかったので、事前に必要な書類について電話で
確認したところ、市民課に対応していただき、印鑑、パス
ポート、身分証明書が必要と教えていただきました。
　ところが、実際に来庁して手続きをしようとした段階で、戸
籍謄本と戸籍の附票が追加で必要であると窓口担当の方
に指摘されました。戸籍が静岡県外であったため、その日
のうちに手続きを終えることができず、戸籍謄本等を郵送
で取り寄せて再度来庁しなくてはなりませんでした。コロナ
で外出自粛が呼びかけられる中で複数回の来庁を余儀な
くされました。市民課のホームページに海外からの転入時
に必要な書類について記載していただく（既に記載がある
場合は、わかりやすい場所にリンクを貼っていただきたい
です）か、正しい情報を提供していただける方に電話対応
をしていただくよう、改善していただきたいです。

　このたびは、海外からの転入手続きのお問い合わせに、正しい情報をお伝えしなかったこと、ホー
ムページに記載されていなかったことにより、ご迷惑をおかけし、再度ご足労いただくことになってし
まい、誠に申し訳ございませんでした。
　海外転入時の必要書類につきまして、担当職員全員で再確認し正しい情報をお伝えできるよう徹
底いたしました。またホームページの転入届の手続きを修正し《国外からの転入の場合》を記載しま
した。
　今後、届出方法等のお問合せに正確にお答えできるよう、より一層努めてまいります。

市民課

　　　　　令和２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24日 5月1日 沼津市議会議員、沼津市職員の給与値上げについて
　4月24日（水）12:35～12:50　女性より以下の内容の電話
を受けた。
　沼津市議員と市役所職員の給与が値上げされたという話
を聞いた。
　世の中は、コロナの影響で大変な状況にあるのに、収入
が一番安定している公務員の給料を値上げするのはおか
しいのではないか。
　市役所がこんな状況だから、人口流出が止まらないのだ
ろう。
　赤字だらけの沼津市は、近いうちに崩壊してしまうだろ
う。

　市の職員の給与についてですが、地方公務員法で、国や他の地方公共団体、民間の事情等を考
慮して定めることが求められています。国は、人事院が毎年4月に実施する職種別民間給与実態調
査に基づき、民間の給与水準との較差を埋める勧告を行い、この勧告に従って改定を行います。本
市も人事院勧告にならった改定を基本としており、これにより国及び民間との給与水準の均衡が図ら
れるとともに、他の地方公共団体の多くも人事院勧告にならった改定を行うため、他の地方公共団体
とも均衡が図られることとなります。
　令和2年2月の給与改定は、平成31年4月を基準とした調査で国の給与が民間給与を下回り、引上
げを行うよう人事院が勧告したことに基づき、本市でも若年層の給料月額の引き上げ及び、勤勉手
当の引き上げを行ったものです。また、市議会議員については、期末手当の増額改定を実施しまし
た。市議会議員の期末手当については、職員の例にならった改定を基本としています。これは、先述
のとおり職員が民間の給与水準との均衡を図ることを目的とする人事院勧告にならい改定している
ためで、これにより民間給与の動向に沿った改定になると考えるためです。これらの条例改正の議
案は、令和2年2月議会で審議され、2月21日に本会議で可決、同月28日に施行されたものです。
　新型コロナウイルスの感染拡大による民間企業の給与水準の低下や景気への影響については、
今後の人事院勧告に反映されるものと考えております。
　今後も、全職員が今まで以上に市民サービスの向上に努め、市民の皆さんにご理解いただけるよ
う職務を遂行してまいります。

人事課
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