
　

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

3月8日 3月20日 町名由来板の位置表示
今年に入ってから、市内各所に設置されている町名由来板を探しながら散
策をしております。
四年前に沼津市に転居してきましたが、市内各地の歴史を知ることができ、
このようなものを設置していただいていることに感謝申し上げます。
さて、町名由来板には、当該箇所及び周辺の町名由来板の位置を表示した
地図が描かれていますが、No.23吉田町の位置が大きく異なっています。（探
しても見つからないため撤去されたのだろうとあきらめたところ、帰りがてら
偶然見つけました）
おそらく移設されたのだと思いますが、実際の位置は、表示されている位置
よりも約300ｍ北の道路反対側となっています。
私のように町名由来板を探す人はほとんどいないでしょうから、そのままでも
特段の影響はないと考えますが、できれば修正をしていただきたいと思いま
す。
なお、No.23吉田町の位置が表示されている、又は実際の位置が地図に含
まれているのは、私がこれまで見つけた案内板の中では、No.22市場町、
No.23吉田町、No.25御幸町、No.26住吉町、No.27本郷町ですので、念のため
申し添えます。
また、加えまして、No.17春日・蓼原町の町名由来版が損傷著しく、記載内容
がほぼ消失してしまっているため、修繕を御検討いただければと思います。

　町名由来板は、自分たちが住む町の歴史の再認識及び発見の手がかりとして、平成３年度から平
成７年度にかけて合計29か所設置いたしました。
　ご指摘のNo.23吉田町の町名由来板につきましては、当初設置した場所から北へ移動しておりま
す。　No.23吉田町近隣の町名由来板の地図につきまして、現状はNo.23吉田町が以前の場所を示
す表示となっているものと、表示自体が存在しないものの２パターンがありましたので、今回のご指
摘を受け、該当箇所の地図を修正いたしました。
　また、No.17春日・蓼原につきましては、ご指摘のとおり経年劣化により記載内容が確認できない状
況にありましたので、今回過去のデータを基に、内容が分かるように修繕いたしました。
　今後も、町名由来板についてご意見等がありましたら、お寄せいただけますと幸いに存じます。

地域自治課

          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

          令和５年１月分「市民の声」

1月17日 1月26日 仕様発注方式について
沼津市が実施する工事は、他国に類を見ない我が国独自の仕様発注方式（詳細仕様を
確定させた工事仕様書に基づいて、緻密な積算により予定価格を策定した上で、施工を
発注する方式）で発注しています。「設計・施工の分離の原則」を絶対視しようとする勘違
いが、沼津市にも浸透しているからです。その結果、グローバルスタンダードな性能発注
方式（実現を求める要求要件を規定した要求水準書に基づいて、見積書の徴収・査定に
より予定価格を策定した上で、設計と施工を一括発注する方式）の活用が、全く忌避され
ています。
ところで、新国立競技場整備事業は、仕様発注方式で大失敗し破綻したのですが、性能
発注方式（公共工事の品質確保の促進に関する法律第18条に規定された方式）で復活し
成功しました。この事例から、性能発注方式には、仕様発注方式に起因する諸問題を解
決するパワーがあることが明らかです。
そこで、性能発注方式の活用を忌避させている前記の勘違いが、「法令上の根拠規定を
欠いた勘違い」であることを次に記載します。
「設計・施工の分離の原則」は、昭和34年発出の建設事務次官通達「土木事業に係わる
設計業務等を委託する場合の契約方式等について」の中で打ち出されたものです。この
通達を端緒として、「設計・施工の分離の原則」に基づく仕様発注方式が、法令上の根拠
規定を欠いたまま、土木分野のみならず建築分野等も含めて全国に浸透し今日に至って
いるのです。
問題は、今日では官民の技術力が逆転していることです。戦前の土木・建築の公共工事
は、全てが官庁直営方式でした。このため、昭和30年代は、民間に比べて官庁の技術力
が圧倒的に上でした。仕様発注方式は、このような時代に適合して生まれたのです。しか
し、昭和から平成に移り変わる頃に官民の技術力は逆転し始め、今日では、民間が最先
端の技術力を有しています。
それゆえ、「この工事仕様書のとおりにやってくれ」といった仕様発注方式は、今日ではあ
たかも、技術力に劣る者が優る者に対して指図するような、おこがましい状況にあります。
このことが、近年多発している「施工結果における責任問題」に直結しています。つまり、
仕様発注方式では、発注者が示した工事仕様書に従った施工で生じた不具合の責任は、
工事仕様書を示した発注者が負うことになるのです。これは、外部委託で作成した設計図
書の誤りに起因する施工時の不具合についても同じであり、設計図書に基づく工事仕様
書を示した発注者の責任は免れません。
このことを具体的にご理解頂くために、仕様発注方式に起因して大阪府が発注者責任を
問われた事例を次に記載します。
2021年9月28日付の日経クロステック記事「調節池整備に伴う地盤沈下で大阪府に賠償
命令、施工者は免責」によれば、大阪府が東大阪市に整備した宝町調節池の竣工から4
年後に、調節池に隣接する民間工場の経営者から、整備工事で工場地盤が不同沈下し
て被害を受けたとして、損害賠償訴訟が提起されました。2021年9月、大阪地裁は判決
で、設計段階での不同沈下対策の不備が原因として、大阪府の過失責任を認めて賠償を
命じています。他方、施工業者の過失責任は否定しています。
宝町調整池整備事業は、仕様発注方式でした。大阪府が示した工事仕様書に従った施
工が不具合を生じたのですから、大阪府が責任を負うことになったのです。
このような問題は、性能発注方式で解決できます。性能発注方式では、要求要件を示す
要求水準書を用います。そこで、宝町調整池整備事業を例とすれば、実現を求める要求
要件の一つとして「現場での工事は、第三者及び既存施設に害を及ぼさないように実施
すること」を規定しておくことにより、受注業者の責任で設計と施工を通じた工場地盤の不
同沈下対策ができるのです。
仕様発注方式を性能発注方式に切り替えていく上でのモデル事例は、前記の新国立競
技場整備事業です。工事規模の大小に関わらず、性能発注方式の基本的な取組み方や
考え方は同じですから、新国立競技場整備事業は、理想的な要求水準書を作成した貴重
なモデル事例であり、要求水準書に基づく業者見積もりの査定により予定価格を策定す
る上でのモデル事例となります。
以上を、提言として具申致します。

　建設工事の発注方法について、貴重なご意見を頂きありがとうございます。
　本市では、一般的な道路工事や下水道工事等の発注においては原則仕様発注方式としているとこ
ろですが、市営団地建替事業などの大規模な建築工事ではPFI手法を採用する中で性能発注方式
による事業を実施をしています。
　今後も、国や他自治体の入札・契約制度について情報収集・研究を進め、コストと品質に優れた公
共工事の調達に努めてまいります。

契約検査課
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

10月18日 11月1日 平成、令和などの年号を廃止し西暦一本化にしては
現在は、令和４年　2022年と二本立てです。
沼津市は全国に先駆けて公の書類等を西暦一本にしては
どうでしょうか？
利点　平成→令和など時代が変わっても書類などは変える
ことはなし。経済的にはプラスになると思われます。
私のマイナンバーカードには、昭和〇年〇月〇日、〇年〇
月〇日まで有効とあります。日本的には変更はまだ早いと
思いますが、

検討してみて下さい。

　本市における公文書の日付等の表示は、従来から和暦表記としております。
　令和への元号改正に際しましても、国や県に準じて和暦表記としておりました。
　今後の表記方法につきましては、いただいたご意見を含め、他市の事例も参考にしながら検討して
まいります。

総務課

          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

8月18日 8月26日 沼津市の原動機付自転車標識（ナンバープレート）のデザイン
現在沼津市が交付している原動機付自転車標識(ナンバープレート)は、六
角形型の汎用的なシンプルなものですが、近年全国の自治体ではユニーク
なデザインの標識が導入されており、これを沼津市でも検討されてはいかが
でしょうか。
市内でも週末となると他の自治体のユニークなデザインの標識を付けたバイ
クをよくお見かけし、そのデザインからつい目を惹かれ、自治体名を見ては、
その自治体が何を誇りに思っているのかをひと目で理解できるので、まさに
「走る広告塔」として機能しているように感じます。
また、バイクが市内を走っていたとしても、市外から来られた方がバイクのナ
ンバーを目にすることで、沼津市について興味を持ってもらえるキッカケにも
できるので、まさに市政100周年を控えた沼津市をアピールするには有効な
手段ではないでしょうか。
すでに導入されている自治体では、地域のランドマークやゆるキャラをあし
らった例が多いですが、千葉県佐倉市では原作者が市に在住していること
から「ルパン三世」、神奈川県小田原市はふるさと大使の富野由悠季さん原
作である「機動戦士ガンダム」をデザインに入れるなど、まさにメディアミック
スの場としても活用されている事例もあり、我が市としても誇りを持って紹介
できるランドマークや作品があると思いますので、ぜひともご検討いただけれ
ばと思います。

　原動機付自転車の限定ナンバープレートの導入につきましては、これまでも検討されてきました
が、原動機付自転車の走行範囲が狭く、交付が地域内の一部の方に限られるため、作成費用に対
して、観光誘客やシティプロモーションへの効果が低いと見込まれるなどの理由により作成に至って
おりません。

　しかしながら、限定ナンバープレートは、市内において市制100周年の機運醸成を図る上では、有
効な手段の一つと考えられますので、今後、頂いたご意見を参考に、市制100周年限定の原動機付
自転車ナンバープレートの導入について、検討を進めてまいります。

政策企画課

          令和４年８月分「市民の声」

4



　

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

6月15日 7月5日 職員採用について
今年も広報に職員採用のおしらせがでました。
毎年離職者が多いような気もしますし臨時職員の人数も増
えその方達の賃金に見あわない労働についてはどうお考
えでしょうか？
正職員よりはるかに働きぶりが良い方もおられ、その方々
にその課の長の方は、採用試験を受けるよう指示しないの
でしょうか？
又は、その課で臨時採用から正職まではいかなくとも準職
にステップアップできる制度を沼津市役所はつくれないもの
でしょうか？
箱物建築にお金をかけ税金を使うなら職員採用に見直しを
してほしいと思います。

　職員の採用につきましては、地方公務員法に規定されている平等取扱いの原則に基づき、受験者の資質や能
力、市職員としての適性を把握するため、筆記試験をはじめ、面接、小論文、事務能力検査、適性検査による競
争試験を実施しております。
　ご指摘の臨時職員につきましては、関係法令の改正により、現在、会計年度任用職員として任用しております。
会計年度任用職員につきましては、一般職の非常勤職員として一会計年度を超えない範囲で任用を行っており、
その職務内容や経験年数等により適正に報酬を決定しております。
　会計年度任用職員が職員採用試験を受験することつきましては、個人の意思によるものであるため、所属長が
会計年度任用職員に対して採用試験を受けるよう指示することはできません。
　また、準職につきましては、法令上、準職を設けることはできないこととなっております。また、会計年度任用職
員として任用されている場合であっても、正式採用に際してはいかなる優先権も与えられません。
　今後も、職員採用につきましては、市政のために働く意欲と能力を有した職員を採用するよう努めてまいります。

人事課

          令和４年６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17日 5月30日 沼津市名のローマ字表記と市役所駐車場入り口について
①沼津市名のローマ字表記について
沼津市の津は‘つ‘で有り‘DU‘ではないでしょうか
現在‘ZU‘で表記されております。PC等でローマ字入力の
場合ZUでは沼津に成りません。
DUで津が出ます。

②市役所駐車場入口について
４１４の入場口歩道と車道の区別にポールが立っておりま
すが、４１４を北側から左折する場合少し‘せまい‘と思いま
す。

①沼津市名のローマ字表記について
　パスポートの記載など日本国内で最も広く使用されている「ヘボン式ローマ字表記」では、「づ」は
「ZU」と表記されております。
　また、国においても、昭和29年内閣告示第１号「ローマ字のつづり方」により、公用文の表記におい
て、「づ」は「ZU」と表記することと示しております。
　このため、「ぬまづ」のローマ字表記は「NUMAZU」としております。
　なお、パソコンでの入力方法とは異なっております。

②市役所駐車場入口について
　駐車場出入口周辺のポールにつきましては、香貫駐車場の整備にあたり、歩行者等の安全確保な
ど、出入口周辺の交通安全対策に係る道路管理者（静岡県）の指導事項として設置し、駐車場出入
口としての技術的基準を満たすことで承認を受けたものであり、移設等を行うことはできない状況に
ありますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

生活安心課
資産活用課

          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22日 5月10日 介護保険料の払い込み方法
税金、国民保険料などはコンビニ支払いができますが、介
護保険料も出来るようにしてください。

＊銀行が近くにない、
＊銀行窓口は平日、午後3時までしか開いていない
＊近年の65歳にとって、コンビニ支払いは当たり前
＊年金だけでは生活できないので、働いている人も多い
など、理由はたくさんありますので、ぜひコンビニ支払いが
出来るようにしてください。

口座振替を介護保険課では口座振替を勧めていますが、
保険料はかなり高額で、いつも残高が十分にあるとは限り
ません。
手元に現金があるタイミングは人それぞれです。
是非、「コンビニエント」な方法を増やしてください。

　コンビニ納付は、金融機関や市役所の窓口が開いていない時間外及び休日に、時間の制約を受
けずに介護保険料をお支払いすることができるということから、納付書で納める方々の利便性の向
上につながると考えております。
　しかしながら、コンビニ納付を導入する場合、介護保険の情報システムの改修費や年度毎に要す
る経費が増加すること等により、これまでコンビニ納付の導入に至っておりません。
　国内のあらゆる場面でキャッシュレス決済が進む中、介護保険料については、既に導入している住
民税、国民健康保険料等の実績や、他の自治体の導入状況等を参考にしながら、納付方法に占め
る納付書で納める方々の割合も踏まえつつ、コンビニ納付の導入を検討してまいりますので、今後も
介護保険事業の運営にご理解、ご協力くださいますよう、よろしくお願いいたします。

介護保険課

          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

1月20日 1月31日 休日の開庁
県の収入証紙が欲しいのだが、平日は仕事で役所に行け
ない。その他、市役所でするような公的な手続きがしづら
く、大変不便である。
富士市役所のように一部休日に開庁する、または一部平
日は夜間まで開庁するようには出来ないだろうか。

　県の収入証紙につきましては、沼津市内で購入できる場所が市役所市民課以外に下記の６カ所が
ございます。（財）静岡県交通安全協会、沼津食品衛生協会、（財）静岡県交通安全協会沼津地区支
部、黄瀬川自動車学校、静岡県自動車学校沼津校、静岡県信用漁業協同組合連合会沼津支所。こ
のうち、黄瀬川自動車学校（沼津市大岡1122-1・電話055-963-3039）と静岡県自動車学校沼津校
（沼津市東椎路419-1・電話055-921-7171）では土日も購入できると聞いております。また、（財）静岡
県交通安全協会（沼津市足高241-10・電話055-921-7010）でも、毎月第２日曜日には購入できると
のことです。なお販売時間等につきましてはそれぞれの機関にお問い合わせの上、ご利用ください。

　次に、休日開庁につきましては、住民異動などの手続きが多くなる３月、４月に一日ずつ休日開庁
日を設け、関係する窓口業務を行っております（今年は3月27日、4月3日の予定ですが両日とも県収
入証紙の販売はできません）。
　また、マイナンバーカードやパスポートの交付など特定の業務におきましては、休日等に窓口を開
庁し行っている業務もございますが、通年での休日開庁という形態では実施しておりません。警備等
やシステム上の問題もあることから、ご不便をおかけして申し訳ございませんが、これまでどおりとな
りますこと、ご理解いただきますようお願いいたします。

市民課

          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

9月15日 9月29日 第一第二地区学校統合による空き校舎（場所）活用
第二地区に住む者ですが、今後沼津市の方針としては第
一第二地区の学校を統廃合する方針とお聞きをしています
が、もしそのようになった場合には空き校舎(場所)の活用
についてはどのようにお考えなのでしょうか？
わたくしとしましてはもし可能であるならば空き校舎を有効
利用する形で周辺の市町にはあって沼津市には無い生涯
学習センターの機能を設置するという案は如何かな？と思
います。
生涯学習センター機能が出来れば市民の皆さんの大きな
交流の拠点にもなり市民のメリットになる事は大きいと思い
ます。
わたくしの周りからもそういう場所はあったほうが良いとい
う声をよく聞きます。
また場所的にも第一第二地区ならば市街地にも近いです
ので利便性も良いのではないかと思います。
一度沼津市としてしっかりご検討いただく事を強く希望しま
す。

　現在本市では、第一・第二中学校区の学校規模・学校配置の適正化に向けて、学校の統合方針を
定め、統合に係る諸課題について検討を進めているところです。
　ご意見をいただきました空き校舎の利活用につきまして、市民の皆様から様々なご意見をいただい
ておりますので、今後の参考とさせていただくとともに、地域の皆様の声を伺いながら、市役所の関
係部署を含め協議してまいります。

教育企画課

9月16日 9月28日 市内上空の航空機の低空旋回飛行
本日（9/15）17:00?18:00頃、4基の自衛隊機または
米軍機と思われる航空機が近距離で連なり市内上空をかなりの低空で
旋回しており、最後は住宅街である我が家の真上を通り駿河湾へ抜け
ていきました。
今日に限らず、最近このような飛行を頻繁に見かけます。
騒音はもとより、あまりの低空飛行・複数期機の接近飛行に不安を感じ
ます。
以前「議会だより」232号にて7頁に岡田議員からの類似の質問と財務
部長の回答がありましたが、的を得ていない回答で理解できませんでし
た。
知りたいのは
?何を目的に、複数機での沼津市上空の低空・旋回飛行を行っているの
か？
?市として何らかの申し入れはしているのか、その回答は？
?沼津市はこれらの飛行を承知しているのか？
?それなりの高度で上空を通過なら仕方がないが、あえて市内上空での
異常な低空旋回はなぜ？　せめて駿河湾上空でできないのか？
沼津市上空が自衛隊・米軍の訓練に使われているのではないでしょう
か？一体何が行われているかがわからいことが一番不安です。

　ご連絡いただき、ありがとうございます。

　まず、お問合せいただいた件につきまして、本市におきましても航空機が市内の上空を飛行してい
る事実は確認しております。
　しかしながら、米軍機等の本市上空の飛行に関する事前連絡等はなく、何を目的に市内の上空を
旋回飛行しているのかは、本市としても把握できない状況にあります。

　市といたしましては、従来から、米軍機等の飛行運用については、市民の安全と安心を確保するた
めの取組や速やかな情報提供を国の責任において進めていくことが重要と考えており、以上の内容
を静岡県基地関係連絡協議会（静岡県及び基地に関係ある市町で構成）を通じ、防衛省に対し要望
しております。

　米軍機等の飛行を含めた基地等の対策につきましては、市民生活への影響を注視しながら、今後
も市民に最も身近な行政として、防衛省に対し、意見、要望等を伝えてまいります。

総務課

          令和３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

7月2日 7月16日 消防団員の詰所での飲食について
　・週に何回も訓練があり、そのあと、狭い詰所に十何人も集まって密の状態で飲
食しながら話をして、帰宅時間は午前0時半にもなります。
　・新型コロナの感染防止のため３密を避けるように言われているのに、まったく
守られていません。
　・消防団員には小さい子供から高齢の親や祖父母まで家族がいます。家族は
感染の恐怖を感じています。
　・仕事をしている家族は、消防団員の家族から感染して自分の職場で感染させ
てしまうかもしれないことも心配しています。
　・とくに若い消防団員は参加したくない人が多いのに、分団長など上の人に言え
ばひどい扱いをされるので仕方なく参加している状況です。
　・危機管理課では、市から指導をしているとのことですが、消防団の役員だけで
は分団長止まりで分団員全体に市からのメッセージが伝わりません。
　・なぜなら、分団長がお酒を飲みたくて分団員を集めているから分団員には知ら
せないのです。
　・消防団員全員に周知させ、飲み会を中止させるような強い指導をしていただき
たい。
　・各分団の詰所に掲示する文書を配付したり、全消防団員向けに文書を送るな
ど、全消防団員が周知し、それを根拠に飲み会を中止し、また参加を拒否できる
ようにしてもらいたい。
　・命を守る消防団員が新型コロナで活動できなくなったり、感染を広めるようなこ
とがあってはならないと思います。

　ご指摘いただきました、消防団における新型コロナウイルス感染防止対策については、昨年より消
防団幹部を通じて全消防団員に対し、周知を行っております。
　内容につきましては、三密を避ける等の基本的な感染防止対策のほか「５人以上の飲酒を伴う懇
親会を行わないこと」や「感染への不安を感じている団員及び団員の家族がいることを考慮し、一律
の参加を求めないこと」等であります。
　ご指摘を受け、市では、全消防団員に一斉配信することができる「災害メール」を活用し、再度、三
密対策や５人以上の懇親会を行わない等の感染防止対策の徹底を図るよう指示いたしました。
　今後も、消防団詰所に「感染防止対策」を掲示し、消防団員全員が確認できるようにするなど、継
続的に感染防止対策に取り組んで参りますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

危機管理課

          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

5月6日 5月19日 コロナ感染が心配
5月1日　土曜日ということで沼津駅には首都圏からの旅行
者と思われる若者が多く見受けられた。緊急事態下で首都
圏では首都圏から他県への移動は控えるように呼びかけ
がされているにもかかわらずに。去年は県境をまたいでの
移動は自粛するように県や沼津市も呼びかけていたと思う
が、今はそんな呼びかけはしないのでしょうか。せめて、緊
急事態などが解除されるまで、沼津市は首都圏からの来
沼を控えるようにはっきりと意思表示をすべきではないで
しょうか。

　４月23日に東京都など４都府県を対象に緊急事態宣言が発令されたことにより、本市においても対
策本部を法定に切り替えました。それに伴い、４月25日に市長メッセージを発出し、市民の皆様、事
業所の皆様へ感染拡大防止へのお願い、また県外から来訪される方、特に緊急事態宣言が出され
た対象区域の皆様向けには、各地域の新型コロナウイルス対策に関する方針に従って、「新しい生
活様式」の徹底など、感染リスクを考慮した適切な行動を改めて呼びかけました。
　また、大型連休を迎えるにあたって広域からの来客が予想される市内５０施設に感染防止対策を
促す看板を設置し、５月１日、３日、５日の３日間は市内観光地を中心に公用車による感染拡大防止
の呼びかけも行ったところであります。
　市民の皆様が安心して過ごせますよう、今後も引き続き基本的な感染症対策についての周知、及
び県と連携した迅速な情報発信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。
<参考>
令和３年４月25日市長メッセージ<http://local-numazu/kikikanri/topics/new_cov_mayor_r30425.htm>

危機管理課

          令和３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

2月2日 2月10日 同性カップルのパートナーシップ制度
　沼津市も同性カップルのパートナーシップ制度の導入を
至急お願いします。また明石市のように同性カップルによ
るファミリーシップ制度や、LGBTQ+の人々がそのセクシュ
アリティによって差別されぬよう保護するような制度も必要
です。
　私自身バイセクシュアルで、将来同性をパートナーに選
ぶ可能性があります。LGBTQ+の人間は全人口の10%以上
存在すると言われています。私たちはつい最近現れたので
はなく、ずっと市民としてここに住んでいます。しかしずっと
いないものとされて来ました。多くの自治体でパートナー
シップ制度が導入され始め、同性婚訴訟が起き議論がされ
ている中、沼津市も続くべきです。大事な人と共に生きるた
め、結婚するため、家族を作るために、生まれ育った土地
を出て行かせないで下さい。

　市は、これまで、市民や事業所を対象に性の多様性への理解を深めるセミナーを開催するなど、学
習機会の提供や啓発に取り組んできました。また、令和３年度からスタートする第５次沼津市男女共
同参画基本計画には、施策の方針の一つに「多様な性の在り方の尊重」を位置づけ、すべての人が
性自認や性的指向を持つという考え方（ＳＯＧＩ）に基づいた、性の多様性の配慮を盛り込んだ計画と
して策定を進めています。
　今後におきましても、すべての方が教育や職場、地域など社会生活の様々な場面において自分ら
しく心豊かに暮らせるよう、パートナーシップ制度などの具体的施策に関しましても、当事者や支援
者との意見交換会などを行い調査研究を進めてまいります。

地域自治課

2月15日 2月22日 マイナンバーカード受け取りのハガキ
　マイナンバーカードができたので受け取りに来て下さいと
いうハガキが届いたので受け取りに来たのですが、そのハ
ガキに「４－２－１」までに取りに来るようにとなっていました
が、この数字の意味がわかりませんでした。
　窓口で聞いたところ、「令和４年２月１日までに取りに来る
ように・・・では？」とのことでしたが、この数字だけでは全く
わかりません！！
　しかも１年も先まで受取りOKにする意味があるのでしょう
か？？？
　ついでに・・・ですが・・・
　ハガキの字が小さすぎます。
　古いマイナンバーカードを持参するようにとの記載がな
かったので、追加して書いてほしいです。（たまたま持って
いたのでよかったですが・・・）

　マイナンバーカード（個人番号カード）の受取通知は、全国の市区町村が「地方公共団体情報シス
テム機構」作成のハガキを使用しており、市で独自に、文字を大きくする等の対応ができないため、
特にご理解いただきたい持参書類（個人番号カードなど）にラインマーカーを引いたうえで郵送してし
ております。

　現在、市区町村からの要望により、「地方公共団体情報システム機構」において、受取通知はがき
の文字を大きくし、内容を分かりやすくするなどの改正が検討されていますが、市といたしましても、
より分かりやすいご案内になるよう努めてまいります。

　なお、受取期限につきましては、新型コロナウイルス感染症対策として、１年の猶予をもって対応す
ることにしているものです。

市民課

          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16日 2月26日 釣り場の整備
　以前は、子供を連れて沼津港などで小鯵や鰯を釣って楽
しんでいましたが、昨今、マナー問題(ゴミ、駐車場、漁業関
係者への迷惑行為)等々で、小さい子供を連れて家族で楽
しめる釣り場は無くなってしまいました。
　せっかく海に面した街なのに、子供の喜ぶ顔が見れない
のは寂し過ぎます。是非、熱海や焼津の様な家族連れが
楽しめる釣り場の整備は出来ないでしょうか？
　よろしくお願いします。

　　ご提示いただいた熱海港や焼津漁港は、国における港湾施設の利活用推進に向けた方針に基
づき、あるいは新たな漁港施設の整備にあわせて設けられた一般の方が利用可能な釣りのための
施設です。

　本市におきましても多くの方が釣りを楽しまれていますが、一部の方のごみの投棄や漁業操業エリ
アなどへの侵入等により漁業者とのトラブルが生じています。

　釣りに特化した環境を整備していくためには、こうしたことのほか、適地の有無、利用者の安全確
保、地域への影響や理解といった様々な課題があると考えておりますが、一方で、観光・レジャー面
でのニーズも伺えますことから、ご意見を参考にさせていただきます。

水産海浜課

2月24日 3月3日 香貫山の「三春の滝桜」
　私はよく香貫山に登ります。標題の件、昨年新聞に掲載
され、市外の方に沼津の役所は怠慢と言われたとか耳にし
ました。とても気になっておりましたが、枯葉も落ち周りも綺
麗になり、木も落ち着いたように見えます。
　所がこの木は特別な桜だという事を知らない人は多いよ
うです。
　そこで、ここに植えられた訳、桜名等々の名札なり看板を
設置して下さったらいいですね。もうすぐ咲き出すでしょう。
早急にお願い致します。どうぞ宜しく。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沼津の宝香貫
山を愛する一市民

　日枝神社（山王さん）にも１本あり、とても元気です。五本
の内の一本かと思いましたが（一本は枯れたとか）全然違
うそうですね。

　香貫山の滝桜につきましては、香貫山の桜の名所づくりに賛同いただいた福島県三春町から、平
成21年度に苗木を５本いただき、植樹したものになります。
　しかし、残念ながら、うち１本については成育不良により枯れてしまいましたが、残りの４本は、順調
に成育し、毎年立派に花を咲かし、訪れる人たちの目を楽しませております。
　ご要望のありました、看板についてですが、現在、設置に向けて準備を進めており、滝桜が開花を
迎える前までには、設置する予定としております。
　香貫山の滝桜は、福島県三春町との交流の証でもあるため、今後とも維持管理を徹底し、満開の
滝桜を皆様にご覧いただけるよう努めてまいります。

農林農地課
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

1月13日 1月19日 コロナ情報の発信
　コロナ情報の発信だけど、県のpdfをみせるなんて手抜き
はやめてもらいたい、切実なのだから、沼津の情報にまと
めて発信してください。

　新型コロナウイルス感染症等、感染症につきましては、感染症法に基づき、都道府県が感染者の
調査を実施し、その内容の公表を行っており、本市では静岡県が発表する感染者の発生情報をホー
ムページ等に掲載し、感染拡大防止を図るため市民の皆様にお知らせしています。
　また、感染者の発生情報につきましては、情報発信及び提供の即時性と正確性を鑑み、県が公表
する情報を掲載しています。
　今後とも県と連携し、迅速かつ正確な情報発信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。

危機管理課

1月14日 1月26日 市長にお願い
　30代沼津市在住、飲食店自営業の者です。
　日々、新型コロナウィルスへの対応お疲れ様です。
　年が明け、新型コロナウィルスの影響で客足がパタリと止まりま
した。テイクアウトへ切り替えたり、SNSでの来店促進で（許される
範囲での）なんとか踏ん張っていますが限界が見えてきているとこ
ろです。
　去年の5月で盛り上がったテイクアウト需要に比べ、慣れやおうち
時間への特別感が薄まり5月程の売り上げが見込めないのが現状
です。
　背景に、一般企業へ勤めているサラリーマンやOLのボーナスが
減り、そこまで贅沢はしない・出かけない・普通の暮らしレベルで自
宅で過ごす。といった方が多いです。
　とても難しい事と承知ではありますが、何かしら制限をかけて補
償を考えてはいただけませんか？
まさに開店無休状態です。
　近隣飲食自営業仲間も、客足が止まり、全く同じ状況です。
　このままでは半年後、1年後にはシャッターを下ろす店舗が出て
きてしまうかと思います。
　どうかご検討ください。市民のリアルな現状です
　宜しくお願いいたします。

　沼津市内の接待を伴う飲食店において昨年11月にクラスターが発生し、市では、事業者の皆様に
対し、関係団体を通じて、感染拡大予防ガイドライン等の遵守など、徹底した感染防止対策への周知
徹底を、そして、市民の皆様にも、感染リスクを減らす取組へのご協力を改めてお願いしたところで
す。
　一方、１月に入り、本市を含め、多くの市町で感染拡大が進み、県は、専門家会議の意見を踏ま
え、県内の感染状況を「警戒レベル５（特別警戒）」、国の感染警戒区分「ステージⅢ（感染者急増）」
に引き上げました。
　今回、県において飲食店を対象とした営業時間の短縮要請は行われませんでしたが、今後の対応
方針の中で、引き続き、感染状況を注視しつつ、状況に応じ、緊急事態宣言の発出要請も含め、柔
軟かつ迅速に対応することや持続化給付金の再度の支給や雇用調整助成金の特例措置の延長等
について、国に対して強く求めていくことが示されました。
　市としましては、今後も中小企業者への資金繰り支援や国の支援制度の周知に努めるとともに、引
き続き、外出自粛要請等に係る国や県の動向を注視し、関係機関と連携した迅速な事業者支援に
取り組んでまいります。
　また、このような新型コロナウイルス感染症に関連する情報は、市のホームページを随時更新し、
迅速な情報発信に努めてまいります。

商工振興課

　　　　　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20日 2月8日 シトラスリボンプロジェクト活動
　・コロナ禍で生まれた差別や偏見をなくすため、愛媛県の
有志がシトラスリボンプロジェクトを設立
　・シトラスカラーの専用のリボンやロゴマークを身に着け
「ただいま」「おかえり」の気持ちを表す活動を広めている
　
　・沼津市もこの活動に賛同したらどうか

　＜活動内容案＞
　１、幼稚園や小中学校でシトラスリボン作り　→　運動に
協力してくれる店舗や施設で無料配布
　２、仲見世商店街の各店舗でシトラスリボンを無料配布
　３、ふるさと納税やお取り寄せのおまけとしてシトラスリボ
ン等のグッズを付与する

　新型コロナウイルス感染症への警戒が続く中、感染者や回復した人、濃厚接触者、医療従事者や
その家族の方などに対し、心無い言動や不当な扱いなど差別や偏見が社会的問題となっておりま
す。
　シトラスリボンプロジェクトは、これらの差別や偏見をなくすため、一人ひとりが感染症に対する正し
い理解をもち、互いに支え合い、励まし合えるまちを目指すための活動であると考えております。
　本市では、市長メッセージにより、市民の皆様に不当な差別や偏見を行わないよう、思いやりを
持った行動と配慮を求めるとともに、正しい情報に基づいた冷静な行動を心掛けるよう呼びかけてお
ります。
　また、静岡地方法務局沼津支局や沼津市人権擁護委員と連携し、人権相談窓口を設置するととも
に各地域や市内小中学校に啓発チラシを配布し、誰でも気軽に相談できるよう広く周知しておりま
す。
　今回ご提案いただきましたシトラスリボンプロジェクト活動につきましては、誹謗中傷を防ぐ取り組
みのひとつとして、他市町の状況をふまえ、賛同の表明や取り組みについて研究してまいります。

生活安心課

1月29日 2月10日 給金
　飲食店に静岡市は事業継続支援金を支給するみたいで
すが沼津市は支援しないですか？

　現在、本市における新型コロナウイルス感染症の感染者数は減少傾向にあります。
　これは、市民の皆様が感染拡大防止に取り組んでいただいていることが大きく寄与しております。
　一方、県の記者会見でも示されたように、県東部地域で変異株の感染者も報告されるなど、市民の
皆様の不安は拡大しており、抑制されている新規感染者数を増加させないためにも、感染防止対策
を引き続き継続していくことが必要となります。
　特に、不特定多数の方々が出入りし、接客を伴う事業者への感染防止対策に係る負担はこれから
も増していくことが見込まれます。
　市としましては、パーテーションなどの備品の更新や大量の消毒液等の消耗品購入のほか、テイク
アウトへの転換など、徹底した飛沫感染防止対策を継続し、事業を維持発展させていく中小企業者
等に対し、緊急的な市独自の経済支援策として、一店舗あたり一律１０万円、一事業者あたり上限５
０万円を給付いたします。
　なお、制度の詳細につきましては、決まり次第、速やかに事業者の皆様にお伝えしてまいります。

商工振興課
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

12月7日 12月11日 市職員の新型コロナウイルス感染
　市の職員がコロナに感染したという話だが、市長のコメン
トが良くない。「このことは大変残念に思っております。」っ
てどういうこと?
　感染者差別をなくそうと世間が言っているときに、このよう
なコメントをする神経が信じられない。
　沼津市では感染が悪なのか?市民として情けない。

　新型コロナウイルス感染症につきましては、本市を含め全国的に感染が拡大しており、本市職員を
含め、誰が感染してもおかしくない状況になっております。
　市といたしましては、市民の皆様や事業者の皆様に感染防止に多大なるご協力をいただいている
中、感染拡大防止の注意喚起を呼びかけている立場である本市職員から感染者が確認され、市民
の皆様にご心配とご不安な気持ちを抱かせてしまったことに対し、市長からメッセージを発信させて
いただきました。
　感染者ご本人やそのご家族などに対する不当な差別や偏見等につきましては、これまでも、機会を
捉え、そのようなことが行われないよう皆様にお願いしてきたところですが、今後も継続して呼びかけ
てまいります。
　また、市民の皆様が引き続き安心して市役所を利用していただけるよう、職員の感染防止に対する
意識を高め、マスクの着用や手指消毒の実施など基本的な対策に加え、職員の体調管理の徹底を
図るなど、これまで以上に感染の発生と感染拡大防止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。

危機管理課

12月10日 12月17日 水道部職員の感染にかかる市長発言
　水道部職員の感染非常に大変で、体調が心配です。
　しかし、市長のその後の発言はいかがなものでしょうか。
　「私自身、このことは大変残念に思っております。」
　この言葉にどれだけの人が傷つけられたでしょうか。
　しかもそれを、後日謝罪なく変更し、変更したにも関わら
ず更新日は変えない不正。
　市ぐるみで隠蔽ですか。
　気をつけても、気をつけても感染してしまうリスクはありま
す。
　上に立つものの自覚にあまりにも欠ける発言であったと
思います。この言葉の真意を教えていただきたい。
　何が残念なのでしょうか。
　また、更新日を変更していない理由についてもお聞かせ
願いたい。
　議会で答弁した方が良いのでは。

　新型コロナウイルス感染症につきましては、本市を含め全国的に感染が拡大しており、本市職員を
含め、いつ誰が感染してもおかしくない状況になっております。
　市といたしましては、市民の皆様や事業者の皆様に感染防止に多大なるご協力をいただいている
中、感染拡大防止の注意喚起を呼びかけている立場である本市職員から感染者が確認され、市民
の皆様にご心配とご不安な気持ちを抱かせてしまったことに対し、市長からメッセージを発信させて
いただきました。
　しかしながら、ご指摘の言葉につきましては、市民の皆様から不要な誤解を招き、不愉快な思いを
しているとのご意見もあるため、市ホームページの市長メッセージから削除いたしました。なお、更新
日を変更しなかったことにつきましては作為的なものはありません。
　今後も適時適切な情報発信に努め、市民の皆様の安全・安心のために取り組んでまいりますの
で、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

危機管理課

　　　　　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

11月9日 11月20日 内閣府男女共同参画局『女性活躍推進法「見える化」サイ
ト』→市町村女性参画状況見える化マップ
　市役所が率先して女性の就業支援をしたり、男女共に子
育てと両立できる働き方の支援をすれば、それが地域全体
の空気に繋がってくるものと思います。
　まずは現状の把握からということで、表題の内閣府の見
える化サイトにおいて、沼津市における男性公務員の育休
取得率が公表なし・データなしなことから、市のHPで公表さ
れてはいかがでしょうか？

　男性職員の育休取得率の向上は、沼津市役所においても課題となっており、より多くの男性職員
が子育てに参加できるよう、その積極的な取得を促しているところです。
　沼津市の男性職員の育児休業取得率の公表につきましては、配偶者が出産した男性職員の正確
な把握ができないことから公表は行っておりませんが、男性職員の育児休業取得人数につきまして
は沼津市ホームページにて公表しております。
　今後、男性職員の配偶者の出産状況の把握に努め、男性職員の育児休業取得を促進するととも
に、取得率の公表を行ってまいります。
　
【掲載場所】
　沼津市トップページ＞市政情報＞市役所＞課ごとの業務一覧＞企画部 人事課＞人事行政運営等
状況の公表＞勤務条件・服務等（ＰＤＦ）＞２　休業に関する状況

【アドレス】　https://www.city.numazu.shizuoka.jp/shisei/office/ichiran/kikaku/jinji/jinji_kohyo.htm

人事課

11月30日 12月8日 新型コロナウイルス対策
　お疲れ様です。
　新型コロナウイルス対策についてお聞きします。
　毎日、正午と17時に時報が放送されてますが、それに合
わせて新型コロナウイルスの予防の呼びかけは出来ない
ものですか？
　マスク、うがい、手洗い、ソーシャルディスタンスを呼びか
けるだけでも効果はあるかな？と思います。

　沼津市では新型コロナウイルス感染症について、広報ぬまづや組回覧といった紙媒体、市公式HP
等のweb媒体で感染予防の広報を行うとともに、感染者の増加や先日のクラスター発生の際などに
は市長からの緊急メッセージを発信してまいりました。
　ご提案いただきました同報無線による感染予防の広報につきましては、今後の感染状況を注視し
ながら、発信内容や放送頻度を含めて検討してまいります。

危機管理課

　　　　　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

9月2日 9月16日 ナラの木の枯れが目立ってます
　沼津市内の森の木に、枯れた木や枯れかかっている木
が目立ちます。ナラ枯れと思われます。
　把握されていますでしょうか。
　私が確認出来たのは東名沿いですが、被害は大規模と
思われます。
https://www.city.shizuoka.lg.jp/136_000007.html
すいません、容量不足でEメールは使えない状態です

　ナラ枯れにつきましては、現在、静岡県東部地域全域において、被害が拡大しており、沼津市内に
おいても複数の場所で確認をされている状況です。
　情報提供いただきました場所を含め、状況把握のため、改めて調査をし、ナラ枯れが確認できた場
合は、被害状況に応じて適切な対応をしてまいります。
　ナラ枯れの対策としましては、被害木の伐倒駆除が主になってくるため、静岡県のナラ枯れ防除の
基本方針に基づき、県と協議を行いながら、ナラ枯れ被害の軽減及び終息に努めてまいります。

農林農地課

9月18日 10月2日 市営墓地名義変更に関して
　先日、市営墓地名義変更に関して担当の部署へ質問さ
せて頂きました。内容は現在の名義人が生存中に名義変
更できないか？というものです。現在名義人の叔母は高齢
で後を継ぐ子供もなく1人です。自分が生きているうちに
　お墓を引き継いでほしいと私に話がきました。私は了承し
ましたが、あいにく今の制度では名義人が亡くならないと変
更はできないとの事。どうも納得できません。お互いが生き
ている間に、お互いが納得して引き継ぐ事ができるようにな
らないものでしょうか？

　市営墓地の使用者の名義変更（使用権の承継）についてお答えします。
　使用者の名義変更については、墓地という性質上、使用者が安易に移転することがないよう、条例
において、「祭事を主催する者」が承継する場合に限定しています。
　また、原則として、墳墓の所有権は、相続において「祭祀を主催する者」に承継されることとなりま
す。
　なお、健康面の不安、遠方に居住しているため管理が行き届かないなどの理由により、使用料の
支払いなどの管理を親族の方に頼みたいというご希望につきましては、使用者様からの申し出によ
り、納付書の送付先の住所や連絡先を親族の方に変更して対応しております。
　今後は、この度のご意見も参考にしながら、現在の社会情勢などを踏まえ、生前の使用者の名義
変更について、検討していきたいと考えております。
　市営墓地の適切な維持管理に努めて参りますのでご理解とご協力をお願いいたします。

市民課

　　　　　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

9月25日 10月8日 マイナンバー（個人番号カード）交付通知書
　沼津市より送られてきたのはハガキの件でお話させてい
ただきます。
　字が小さくて読みづらい上に、理解に苦しむ不親切な内
容でした。残念ながら、文面そのものの表現が受け取り側
の視点に全く立っていません。
１．交付場所と住所および電話番号のみの明記で、詳細は
電話で聞けと言わんばかりですね。受け取り時間くらい書
いても良いのではないでしょうか？
２．いきなり「休日受け取り希望の方は・・」ではなく、平日取
りに来られない方は・・くらいの書き方であればまだ分かり
ます。（上記１に関連）
３．以前から変わってませんが、電話での横柄な態度は気
持ちが良くないですね。（市民課／女性）そんなに偉い方な
のでしょうか？
　以上、社会人として最低限のマナーと対応を望みます。
　同様の意見を周りの何人からも聞きましたので、代表して
お伝えさせていただきました。

　このたびは、マイナンバー(個人番号カード)交付に関し、ご不快な思いをさせてしまい申し訳ありま
せんでした。
　マイナンバー(個人番号)カード交付通知書は、地方公共団体情報システム機構が作成したものを、
全国の自治体で使用することとされており、市では交付前の準備をしてから、皆様に発送していま
す。そのため文面等を市で修正することができず、特にお伝えしたい内容についてラインマーカーを
引くとともに、添え書きのスタンプを押しているところです。
　受取時間、平日夜間・休日交付の記述については、限られたスペースでの記載となりますので、や
むを得ず直接的な表現となってしまっていることをご容赦下さい。
　また、電話での職員の態度につきましても、深くお詫び申し上げます。○○様のご意見は、職員全
員に周知をし、お客様の気持ちに寄り添った丁寧な対応を心がけるよう徹底いたしました。

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

　市内７つの公立保育所では、現在、７・８・９月を除く期間において、毎月１回「お弁当
の日」を設けているところですが、家事・育児・仕事と忙しい毎日の中で、お弁当づくりに
時間をとられるのは、保護者の負担が大きいとのお声もいただいております。
　このようなことから、公立保育園では、毎年実施している保護者アンケートにおいて、
「お弁当の日」に関する項目を新たに設け、在園中の保護者の皆さまにご意見を伺う予定で
す。
　「お弁当の日」は、食育や親と子の大切なかかわりの一環としてこれまで実施してまいり
ましたが、今後につきましては、いただいたご意見も含め、さまざなご意見をもとに検討を
進めてまいります。

子育て支援課

　　　　　令和２年８月分「市民の声」

8月11日 8月25日 保育園でお弁当持参月１回
　先日の市民の声の回答をみました。
　あと1年しないうちに保育園入る（のか、“入れない”のかは、分からな
いですが…）ためにいろいろ準備中なのですが…。
　ただでさえ日々戦闘なのに、これに労働が加わって、送り迎え…まで考
えると戦々恐々としますし、子育て諸先輩方の奮闘の話を聞くに、めちゃ
くちゃ大変だなと思います。
　じゃあ産むなよとか専業主婦（夫）にでもなればとかいろいろ思われる
こともあるかもですが、そりゃあそれぞれの人生や家庭の事情で違う訳
で、そこでバッサリ切ってくれてもいいですけど、まぁそんなんじゃ子供
やめようと思う人ばっか増えるし、今この瞬間にまさに困ってる人や大変
な人も差し迫ってる人もいる訳で、なんというか、大変だったり困ってた
りヤバかったりする方に寄り添ってって欲しいです、行政として。
　この度の新型コロナで急に子供が家にってのも大変であったと想像しま
す。
　本題ですが、月1回の時間無い中で作る弁当で家庭の何をみるのか、その
家庭の何を見たところでフィードバックや指導としてなにがあるのか、そ
の行為にエビデンスはあるのか、保育士の仕事を増やすだけではないの
か、他市町村では民間に対しても行事等を除く開園日は原則として給食を
提供するよう指導するところもあります。
　月1回のお弁当があることで、それは朝お弁当を作る時間だけの話ではな
いと思います。お弁当を作る時間のほか、お弁当箱は何するかいたまない
ように栄養取れるようにどうするかなにいれるか考える時間、買い出しす
る時間…これらが無いだけでだいぶ保護者は楽になるし、その分子供に向
き合える時間が作れるのでは無いでしょうか。
　もちろん、月1回くらい弁当作ってあげたい、それも愛のカタチなので否
定するものでは無いですし、やっぱなんだかんだいっておうちの状況が分
かるんだという現場の声が（本当にあるの？そんなの？やめてるとこもあ
るのに？）あるかもしれませんが…。
　自分も保育園の月1回の持参弁当は無い方がいいと思います。時代に沿っ
たものをご検討下さい。
　『出勤前の貴重な時間をお弁当づくりに割かれ』という回答は、想像力
あまりに無さすぎないか？というところです。
　家で提供するご飯に比べて、お弁当は“弁当箱の中に寄らないように詰
めて、且つ昼まで傷ませない構成、量も調整、弁当用の買い出し、仕込み
（いや諦めて冷食…）、色合いやキャラ弁の“プレッシャー”（無視する
としても…）、そしてすぐに水につけないから弁当箱に臭いとこびりつき
（使い捨て容器にするか…）”で、出勤前の時間のみならず、時間と考え
なければいけない思考のリソースが段違いです。
　あのご意見言われた方は、“月1回、朝の出勤前の貴重な時間をお弁当に
割かれ”るのが大変だからというのみの話で、言ってきたんじゃないと思
いますよ…。
　月1回のお弁当持参、子供は喜ぶでしょう、喜んでるって話ですしね…そ
りゃ喜んでくれるように頑張る時は頑張るでしょう保護者も…でも、その
保護者の“子供に対しての頑張りどころ”、他者に弁当作れよと強制され
るより、保護者に選ばせてあげませんか？
　保護者も全部が全部頑張れるわけじゃないし、得手不得手があります、
子供が喜ぶことだって子供ごとに違う訳ですし、その月1回の弁当持参のリ
ソース、もっと子供が喜ぶことに使えたりするのではないでしょうか。
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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7日 騒音
　第73回沼津夏まつり・狩野川花火大会の来年開催への
お願い、疫病退散、災害復興を祈念する目的で狩野川河
川敷にて20時より７日間連続で打ち上げ花火を開催してい
ます。大儀上は上記のとりですが、実質的には、沼津リ
バーサイドホテルにて８月17日から23日までの７日間（毎
日18時から21時まで）開催されるビアホールナイトの催しの
一環です。当然に消防法等の各種許可を取ったうえでの開
催でしょうが、短時間とはいえ轟く爆音は予期していても心
臓に悪いです。もちろん、受忍限度は個人差があるので感
じ方は一様ではないことは承知しております。一方で、不快
に感じられる方も多くいるのも事実です。市としては、騒音
環境基準や騒音規制基準にのっとった規制しかできないと
思いますが、このような一民間業者の営利目的のために不
安や不快を生じさせる公共空間を利用した騒音について何
かしらの対策を講じることはできないものでしょうか。どうか
よろしくお願いします。

　今回の狩野川河川敷での打ち上げ花火につきましては、市の関係部署に許可申請書が提出され、
関連法令等を遵守し、安全対策を施すことなどを条件に実施されたものであります。
　なお、本市では、騒音規制法及び静岡県生活環境の保全等に関する条例に基づき、工場や事業
所、工事現場等で発生する音量に基準を設け規制しておりますが、打ち上げ花火の音については規
制の対象になっておりません。
　しかしながら、今回のように必要な許可等を受けている場合であっても、大きな音に不安や不快な
思いを感じる方もいらっしゃることから、事前の広報を徹底するなど、できる限り周辺にお住まいの皆
様の生活環境に配慮した上で実施するよう、主催者に対し要請してまいります。

商工振興課
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

7月13日 7月28日 国民健康保険課
　先日、国民健康保険料について聞きたい事があり、電話
しました。主人が退職したのでどのくらいの金額を支払うの
か聞こうと思いました。本人が行かなくては教えてもらえな
いのか、なにかもって行くものが必要なのか聞いて市役所
に行くつもりでした。
　電話で話をした所、この電話で教えてくれるとの事で、と
てもよかったです。
　しかも５分から10分かかるので、折りかえしの電話をして
くれるとの事。その後すぐに電話がありとても親切に対応し
ていただきとてもうれしかったです。ありがとうございまし
た。

　このたびは国民健康保険課職員の対応について、お褒めの言葉をいただき、ありがとうございま
す。
　国民健康保険課では、日頃より、相手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。
今後も市民の皆様に気持ちよくご利用いただけるよう努めてまいります。

国民健康保険課

7月21日 8月6日 リモートワーク推進
　いつも市政対応ありがとうございます。
　コロナ問題は通常の市政に加え、多くの作業が発生していることと思います。市
役所職員の方々も感染リスクある中、対応いただいていることと思います。ありが
とうございます。
　沼津市は都内への新幹線痛勤もでき、単身赴任でも毎週末帰省できる、良い立
地かと思います。私は都内単身赴任しています。GOTOキャンペーンで都内が除
外されたように、家族からは帰省を控えるように連絡ありました。感染リスク低減と
いうところでは理解するものの、この先1、2年はワクチン開発されないと想像して
いる中、県知事のGOTOキャンペーンへの批判は私の身にも降りかかった感じも
あります。
　富士通、明電舎、フジクラなど大手企業が沼津での事業を縮小、撤退する中、コ
ロナ問題対応としてのリモートワークは沼津にとって好機かもしれません。
　都内でマンション、戸建てを確保する、数分の1で物件取得もでき、新幹線通勤
も可能、リモートワークによる時間余裕をワークライフバランスに充てることもしや
すいのは沼津の地理的条件にはとても有利だと思います。
　PCR検査を拡充し、都内通勤者、単身赴任者に無償で検査。その代わりにマイ
ナンバーや登録者制度を持って検査する、などで安心感もだし、都内からの移転
者を促進する、空き家を転換する、など市政に結びつけることはできないでしょう
か？
　沼津市は人口減少激しく、すでにピーク時に１割以上減少していると思います。
空き家もかなり目立ちます。今ならば三島が都内のベッドタウンになったこと、これ
を沼津にも適用できるのでは、と感じます。
でリモートワーク

　コロナ禍における新しい生活様式を実践する中、リモートワークを始めとした新たな働き方が求めら
れています。
　本市ではこれまでに「沼津チャレンジオフィス推進事業」によるコワーキングスペースの整備・活用
に取り組んでまいりました。
　現在、市内では複数の民間事業者によるコワーキングスペースや地元金融機関が運営する複合
型支援拠点などが整備されているところです。コワーキングスペースは、創業間もない方や個人事業
主のオフィス、ビジネスマンの出張中の拠点やリモートワークのオフィス等、様々な用途により使用さ
れていることから、沼津市ホームページ内で、市内のコワーキングスペースを紹介するページを作成
し、利用啓発を図っています。
　引き続き、コワーキングスペースを運営する民間事業者や金融機関との連携を図ってまいります。
　また、新たに賃借によりITオフィス等を開設する際に、建物賃借料・通信回線使用料・ITオフィス開
設経費を助成する「沼津市ITオフィス等進出事業費補助金制度」、インターネットを活用したオンライ
ンでの移住相談、「空き家活用定住支援補助金交付制度」などを実施しているところです。
　今後も、新しい生活様式を踏まえ、リモートワーク等の新たな働き方の促進について検討してまい
ります。

政策企画課

　　　　　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

6月16日 7月1日 松くい虫駆除剤散布
　毎年松くい虫駆除剤散布についてのお知らせが来ます
が、どうすればよいのかが今いちわかりません。
　散布作業中だけ松林に入らなければ良いのですか？そ
れとも、沿岸部や松林沿いに住む人はその日１日洗濯物を
外に干すのを控えるレベルまで気をつけた方が良いです
か？
　毒性とかもよくわからないので、ただ気をつけてくださいだ
けでなく、どの程度まで気をつければ良いかまで教えてい
ただけるとうれしいです。よろしくお願いします。

　千本松原等の松くい虫駆除剤散布につきましては、松を松くい虫から守るため、毎年５月から６月
の午前３時半から午前１１時までの予定で、大型噴霧機をトラックに積載し、北は県道側から、南は
防潮堤側から散布を行っております。
　作業中には、危険防止のため警備員を２名配置し、沿線の皆様にご迷惑が掛からないように最大
限注意を払い、散布区域内への立入りをご遠慮いただいております。
　散布に使用している薬剤については、「農林水産省農薬登録剤」を使用しておりますので人体への
影響はなく、風向きにも注意しながら作業を行っていますので洗濯物は、外に干していただいて問題
はないと考えております。
　なお、松などに噴霧された薬剤は乾くまで２時間ほど掛かるため、その間も散布区域内には、でき
るだけ立ち入らないようにお願いをしておりますが、万が一、薬剤が肌や衣服に触れてしまった場合
は、念のため、お手数ですが水洗いをお願いします。
　今後におかれましても、市民の皆様にわかりやすい周知に努めるとともに、安全管理に関しまして
も十分配慮しながら実施していきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

農林農地課

　　　　　令和２年６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8日 5月19日 千本浜のごみ拾い
　コロナ自粛の関係で、千本浜に行く方も多くいると思いま
す。
　私も先日家族で行きましたが、相変わらずのプラスチック
ごみ（海から流れてくる）に驚きました。
　そこで、提案ですが、市役所が、浜のところどころに、大き
なごみ箱を設置するというのはいかがでしょうか？私自
身、足元に転がっているごみを無視して通るのは気が引け
ましたし、ゴミ箱があれば、海岸のプラスチックごみを拾っ
て浜をきれいにしたいと思います。そのように思う人はたく
さんいるのではないかと思います。
　山ほどあるので、さすがに自分の家に持って帰ることは
現実的ではないし、多少を持って帰ったところで、効果は知
れていると思います。
　しかし、市役所が一括して管理してくれれば、絶対に拾っ
て捨ててくれる人がたくさんいると思います。
　沼津市が自然環境に配慮していることもアピールできる
町おこしの取り組みとしても、持続性のある制度になると思
います。

　ゴミ箱の設置についてですが、ゴミ箱を設置することにより一部の心無い人によって外部からゴミが
持ち込まれ、千本浜海岸の美しい景観が損なわれてしまうことから、千本浜海岸の管理者である県
との協議を経て、ゴミ箱を設置しないこととしております。
　なお、千本浜海岸は市内有数の観光スポットであることから、市では独自に日常的な人力による海
岸清掃を４月～１月にかけて週２回業者に委託し実施しており、今後も引き続き県と協力し千本浜海
岸の景観及び環境の保全に努めてまいります。

水産海浜課

5月11日 5月13日 育休明けの保育園自粛
　今回コロナの影響により、慣らし保育の方の登園は自粛
という旨の連絡を保育園からいただきました。
それに伴って仕事復帰も延期せざるを得ない状況になり、4
月入園の4月復帰の予定はいまだ復帰の目途が立ってい
ません。
　育休手当は保育園に落ちた書類がなければ4月からは
入ってきません。
　育休明けの仕事復帰は延期になってしまった保護者の方
はたくさんいると思います。
　そういう方たちの救済給付金などはないのでしょうか。
　本来仕事復帰すればもらえるはずだった給料はなく、育
休手当も止まってしまって困っている方はたくさんいるので
はないでしょうか。
　よろしくお願いいたします。

　このたびの登園自粛要請は、新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けて、保護者の皆さまに自粛を要請して
いるものですが、職場や家庭の事情により、やむを得ない場合は、登園自粛期間中であっても各園の裁量におい
て、慣らし保育の利用は可能です。お手数ですが、今一度、ご利用の保育所等に御確認ください。
　また、ご質問にありました救済給付金の制度はございませんが、参考として、新型コロナウイルス感染症に関す
る制度の中で、登園自粛に関連する制度について、次のとおりご案内いたします。
・緊急小口資金融資制度の活用
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のため
貸付を必要とする世帯に対し、10万円以内の貸付を受けることができる緊急小口資金という制度がございます。
今回は特例として、小学校等の休校等の影響を受けた世帯等の場合、20万円の貸付を受けることができます。
資料を添付いたしますので、お手数ですがご確認くださいますようお願いいたします。
・小学校休業等対応助成金の活用
この制度は、新型コロナウイルス感染症に関する対応として、幼稚園や保育所、認定こども園等の施設から利用
を控えるよう依頼があった場合に、有給休暇を取得して登園自粛に協力した保護者に支払った賃金相当額（上限
あり）を国が事業主に支給する制度です。
資料を添付いたしますので、育児休業から復帰し、有給休暇を取得して登園自粛への対応が可能かどうか、お手
数ですが就労先にご相談いただければと思います。
　登園自粛の要請期間が長引いており、保護者の皆さまには、大変なご不便、ご迷惑をお掛けし恐縮ですが、国
や県からの指示のもと、保護者の皆さまのご意見を伺いながら、引き続き対応をしてまいりますので、ご理解いた
だきますようお願いいたします。

子育て支援課

　　　　　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

危機管理課5月20日5月12日 沼津市新型コロナウイルス感染症対策本部会議
  ｢沼津市新型コロナウイルス感染症対策本部会議」の出
席者名簿および全議事録の開示を求めます。
すみやかに沼津市民に公開してください。

　「沼津市新型コロナウイルス感染症対策本部」での会議の概要は下記のとおりです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
　第1回沼津市新型コロナウイルス感染症対策本部会議
　１　日　 時　：　令和２年２月28日（木）　15：00～15：30
　２　場 　所　：　特別応接室
　３　出席者　：　市長、新屋副市長、硎谷副市長、教育長、各部長
　４　議　 事　：　⑴対策本部の設置について
　　　　  　　　　　  ⑵市の対応状況について
　                       ⑶市主催の行事等への当面の対応方針について
　第２回沼津市新型コロナウイルス感染症対策本部会議
　１　日　　時　：　令和２年３月26日（木）　13：00～13：50
　２　場　　所　：　特別応接室
　３　出 席者　：　市長、硎谷副市長、各部長
　４　議　  事   ：・第２回対策本部会議
　（議事）⑴最新の情報提供
　　　　    ⑵これまでの市の対応状況について
              ①市主催の行事等への対応方針の作成
　　　　　　②これまでの市の取組について
             ⑶市の今後の取組について
              ① 市の今後の取組について
              ② 市立学校の再開等について
              ③ 今後の市主催の行事等への対応について
              ④ 他団体との連携
                ア　商工会議所との連携
                イ　県や関係団体との情報提供
第３回沼津市新型コロナウイルス感染症対策本部会議
　１　日　　時　：　令和２年４月２日（木）　19：30～20：10
　２　場　　所　：　特別応接室
　３　出席者　 ：　市長、硎谷副市長、高峯副市長、各部長
　４　議　  事   ：　⑴感染症患者の発生について（長泉町での発生）
　　　　 　　　　　  　⑵市長からのメッセージ
第４・５回沼津市新型コロナウイルス感染症対策本部会議
　１　日　　時　：　令和２年４月８日（水）　16：00～16：20
　２　場　　所　：　特別応接室
　３　出席者　：　市長、硎谷副市長、高峯副市長、各部長
　４　議　　事　：　第４回対策本部会議
　　　　　　　　　　　⑴新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく市対策本部への切り替えについて
　　　　　　　　　　　第５回対策本部会議
　　　　　　　　　　　⑴感染症患者の発生について
　　　　　　　　　　　⑵市長からのメッセージ
　　　　　　　　　　　⑶感染症対策に伴う職員取組の徹底について
　　　　　　　　　　　⑷感染拡大防止への協力のお願いに関する各世帯への周知について
第６回沼津市新型コロナウイルス感染症対策本部会議
　１　日　　時　：　令和２年４月17日（金）　11：30～11：50
　２　場　　所　：　特別応接室
　３　出席者　：　市長、硎谷副市長、高峯副市長、各部長
　４　議　　事　：　⑴市長からのメッセージ
　　　　　　　　　　　⑵経済対策連絡会について
　　　　　　　　　　　⑶給付金交付に係る組織の設置について
第７回沼津市新型コロナウイルス感染症対策本部会議
　１　日　　時　：　令和２年４月28日（火）　15：30～16：00
　２　場　　所　：　特別応接室
　３　出席者　：　市長、硎谷副市長、高峯副市長、各部長
　４　議　　事 ：　　⑴学校再開の延期について
　　　　　　　　　　　 ⑵市施設等の休館等について
第８回沼津市新型コロナウイルス感染症対策本部会議
　１　日　時　：　令和２年５月５日（火・祝）　19：00～19：25
　２　場　所　：　特別応接室
　３　出席者 ：　市長、硎谷副市長、各部長
　４　議　 事 ：  ⑴市長からのメッセージについて
　　　　           　⑵休業要請について
　　　　             ⑶学校再開の延期について
　　　           　　⑷市施設等の休館等の延長について
　なお、対策本部会議の議事につきましては、市長以下、副市長及び部長級の幹部職員が出席し、全会一致で承認され、沼津市として決定したものであることから、議事録について、市
ホームページに掲載する予定はありません。
　対策本部会議に関する市民の皆様への情報提供につきましては、国や県の動向、感染者に関する情報があった場合などに会議を開催した後、本市としての対応や市長メッセージなどを
市ホームページやＳＮＳなどを通じてお届けしているものです。
　今後も引き続き、市民の皆様への迅速かつ正確な情報提供に努めてまいりますので、是非ともご理解いただきますようお願いいたします。
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

5月20日 6月1日 大学生の新幹線通学の補助
　子供が東京の大学に通う予定です。他と比べるのはなん
ですが通学定期を全額補助していただけると、東京で一人
暮しせずに済みます家計はもちろんコロナ風評被害で帰省
できない事アルバイトについても安心です。是非ご検討よ
ろしくお願いします。

　ご提案の通学定期代等の補助につきましては、本市においても過去に若者の定住促進施策として
検討した経緯がございますが、補助対象者が一部に限定されるという公平性の観点や、卒業後の市
内定住などへの直接的な効果が不透明なことから実施を見送っております。
　本市においては、若者の市内定住と就職の促進を図るため、大学など高等機関を卒業後、市内に
就職し、居住した方を対象に、在学中に借り入れた奨学金の返済の一部を補助する制度を実施して
おりますが、今後も引き続き、本市に住み続けたい、戻ってきたいと考えている若者世代の希望が実
現できるような施策を検討してまいります。

政策企画課

5月26日 6月8日 保育園のお弁当の日
　保育園のお弁当の日が月に一回は多すぎます。
　こちらは働いているから預けているのに、お弁当に時間
を取られるのが苦痛です。
　市税で雇われているのだからきちんと毎日給食を作って
頂きたい。職務怠慢です。

　市内７つの公立保育所では、７月から９月を除く期間において、毎月１回、保護者が作ったお弁当
を食べる「お弁当の日」を設けています。
　これは、食育や親と子の大切なかかわりの一環として実施しているもので、園児たちも月１回の手
作りのお弁当の日を楽しみにしております。
　また、保育士にとりましては、家庭での食事の様子や育児状況が伺え、保育にかかわる上で貴重
な機会となっております。
　しかしながら、働く保護者の皆さまにとりましては、出勤前の貴重な時間をお弁当づくりに割かれる
こととなり、お弁当を作ることがご負担となる場合もございます。
　このようなことから、「お弁当の日」の実施につきましては、他の保護者のご意見も伺いながら、改
めて保護者の皆さまの負担を考慮して、検討を進めてまいります。

子育て支援課
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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15日 新型コロナウイルスによる保育園の自主休園
　いつも沼津市にはお世話になっております。
　市内に住む0歳の保育園児を育てる親です。初めて意見をかか
せていただきます。
件名の通り、共働きの我が家では、新型コロナウイルス対策とし
て、育休を延長し、こどもの保育園を自主休園させ、会社を休み、
自宅での保育を行っています。
　しかし、コロナウイルスが拡大し続ける中でも、今の制度では、
数ヶ月育休を延長し続けると、「保育ができる家庭」とみなされ、折
角入園できた保育園を退園扱いとなってしまいます。こちらについ
て何か対策や方法等はないものでしょうか。あればホームページ
等で今一度周知していただきたいと思います。
　また、保育料についても、全日自宅保育した場合でも毎月満額で
支払わなければならないと案内を受けました。日割りで返還する自
治体もあるようなので、沼津市にも是非一考していただきたいと
思っています。
　命はもちろん、仕事や家計に影響することなので、毎日が不安で
す。行政の方も大変な時かとお察ししますが、早めの対策を期待し
ます。

　新型コロナウイルス感染症に伴う保育所等の対策につきましては、感染拡大のリスクを抑えるた
め、4月6日付文書にて、保育所等を利用されている保護者に対し、できる限り家庭での保育をお願
いする登園自粛のお願いをさせていただきました。
　また、保育料につきましては、市からの登園自粛のお願いに基づき、登園を自粛された場合には保
育料の日割り計算を行い、保護者に返還をすることといたしました。
　そのため、4月7日以降、市が登園自粛をお願いした期間につきましては、現在、保育料の還付に
ついて検討を進めており、手続等につきましては、後日ご利用の園を通じてお知らせいたします。
　保育要件の期間の延長につきましては、育児休業中の場合、入所月の月末までに復職をすること
を要件としている市町もありますが、本市では、入所月の翌月末までの復職をお願いしております。
　入所から復帰までに約２カ月間の猶予をあらかじめ設けておりますので、現時点で期間の延長に
ついては検討しておりませんが、今後の新型コロナウイルス感染症の動向を注視し、状況に応じて
対応を進めてまいります。なお、保育要件及び期間に変更が生じた場合には、随時、市子育てポー
タルサイトにてご案内させていただきますので、お手数ですがご確認をお願いいたします。
　新型コロナウイルス感染症につきましては、日々状況が変化していることから、最新の情報を収集
しながら、子どもたちの安全や保護者の負担を考慮し、適切に対応してまいります。

子育て支援課

4月9日 4月16日 情報ですが
　市内放送について
　詐欺多発のお知らせより今はコロナ感染拡大を阻止する
為の不要不急の外出の抑制を市民に促す放送などをした
方が市民の為になりませんか？戦争の真っ只中に詐欺多
発の放送はしないですよね。

　本市では沼津警察署と連携し、市内で特殊詐欺の被害につながる可能性の高い不審な電話が多
発した場合や特殊詐欺被害が発生した場合には、市民の皆様に向け同報無線で注意喚起を行うこ
ととしております。
　本市におきましては、近年、特殊詐欺被害の件数が県下他市町に比べて多く、また、不審な電話
（アポ電）の犯人が、実際に自宅を訪れた際に危害を加えるなどの重大事件につながることもあり、
危機的状況にあることから、特に同報無線を用いた注意喚起を実施しているところです。
　同報無線による放送は、市から市民の皆様への重要な情報伝達手段であることを踏まえ、市民の
皆様が安全安心に生活できるよう、また様々な危機から身を守ることができるよう、適切な情報提供
を行ってまいりたいと考えておりますので、ご理解、ご協力いただきますようお願いいたします。（生
活安心課）
　なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に関し、市長から市民の皆様へ、市ホームペー
ジ等でメッセージを発信させていただきました。
　その中で、市民の皆様に対し咳エチケットや手洗いの励行など感染症対策を心掛けていただくとと
もに、不要・不急の外出を控えていただくようお願いしているところです。
　同報無線放送による呼びかけにつきましては、今後の感染拡大の状況等を踏まえ、放送の可否に
ついて検討してまいります。（危機管理課）

生活安心課

　　　　　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18日 4月21日 コロナウイルス自粛要請関連意見
　休校により子供たちの基礎学力低下や心的不安が心配な折、先
日報道で市長が記者会見にて、小中の子ども達への図書券を配
布報道がされていました。良いことと評価しています。
　又一方で、今市民の不安は、新型コロナが沼津市に拡大、蔓延
した際の危機管理は？
　対応策をシュミレーションしている沼津市職員はいるのか？
　対策本部は設置されているのか？
　医師会との連携はどうなっているのか？
　市長の発言から聞きたかった市民は多いと思います。
　いずれ沼津市にも感染が広がるであろう、と思っています。
　感染リスクの高い全国の高齢者は、医療崩壊に繋がる自らの行
動を熟知しており、自宅待機を続けています。
　高齢者の涙や、若者たちの戸惑い不安を肌で感じられる沼津市
であって欲しいです。
　市長記者会見を開き、質疑応答形式で、コロナ感染医療に対す
る対応を知りたいと思っています。
　子供たちから笑顔が消えている中、こうした事に、市民は希望を
見出し、市への信頼を深め、沼津市に住んでて良かった！と思え
るのだと思います。
　もう遅いはありません！思い立ったが吉日というではありません
か！

　現時点では幸いにも本市では感染者は１名のみですが、全国を対象に緊急事態宣言が発令され
るなど、油断できない状況にあります。
　本市においては、２月28日に新型コロナウイルス対策本部を設置するとともに様々な機会を捉え
て、市長から感染拡大防止等に関するメッセージを発信しており、その中では「市民お一人お一人が
感染予防に努め、自らの身を守ることが重要であること、また、手洗いの励行のほか、３つの密を避
け、感染防止に努めていただくこと。さらには不要・不急の外出を控えること。」について、市民のみな
さまへお願いしているところであります。
　市民の皆さまにおかれましては、不安なお気持ちもあることと思いますが情報については市ホーム
ページ等で随時発信してまいりますので、ご自身の感染予防に努めていただくようお願いいたしま
す。

危機管理課

4月16日 4月27日 水道使用量
　今期の水量が、前期・前々期・前年同期と比べて１，５倍
さらに３ばいとなっていました。
　水道部水道サービス課より、「以前と比べ水道使用量に
変動がみられます。」と連絡がありました。
　原因については、承知していましたが「念のため、お水回
りの確認よろしくお願いします。」のお便りに感銘していま
す。
　ありがとうございます。

　このたびは、当課の対応につきまして、お褒めの言葉をいただき誠にありがとうございます。皆様
の使用水量につきましては、検針員がメーターの指針により確認させていただき、通常水量に比べ、
使用水量が大きく増えているお客様には、漏水等が考えられるためお知らせをしております。今回こ
のようなお褒めの言葉をいただきましたことは、検針員及び職員にとりまして大変励みとなります。今
後も市民の皆様に、より良い水道サービスを提供するよう努めてまいります。

水道サービス課
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

4月27日 5月15日 千本浜の鳥への餌やり
　お世話になります。
　千本浜へ犬の散歩へ行くと、鳥類への餌やり禁止の看板
があるにも関わらず、度々餌をあげている人を見かけま
す。
　猛禽類等、大きな鳥が沢山集まってとても危険に思いま
す。
　小さな犬や子どもがトビ等の爪でケガをする前に、もう少
し目立つ看板を設置したり、パトロールをして貰えないで
しょうか？
　現状、看板は壊れていたり、雑草に覆われていて気付か
ない人もいるようです。
　私の方でも注意する事もありますが、逆恨みされるのが
こわいです。何か対応をお願いします。

　この度は、ご迷惑をおかけし申し訳ありませんでした。ご連絡いただいた件についてですが、職員
による巡回は適宜行っており、また、先日、雑草の除去や新たな看板の設置をいたしましたが改善さ
れてない状況です。ご連絡いただいた通り、目立つ看板の設置など対応を検討中です。
　今後につきましても、職員による巡回強化や巡回時間を変える等の対応をしていきたいと考えてお
ります。また、堤防や海岸を管理している国の機関と連携し、対応をしていきますのでご理解、ご協
力をお願いいたします。

緑地公園課

4月28日 5月8日 コロナによる閉館中の図書貸出
　新型コロナにより図書館が閉館しておりますが、自宅で
過ごすためにも図書の貸し出しを行っていただきたいと思
います。
　現在沼津市の図書検索システムにおいては、ネットで本
の予約ができることから事前にネットまたは電話にて取り
置きをお願いし、来館の際、貸出窓口のみに行く方法をと
ることはできないのでしょうか。
　多数の来館が見込まれ、3密になるということでしたら、来
館時間を予約制にすることや、日によって来られる市民を
制限する（一例として連合自治会の地区ごとに来館できる
日を定めるなど）等の方法が考えられます。
　市民の声は返信に2週間程度かかるということで、返信を
待つ間に緊急事態宣言が解除されるかもしれませんが、
延長される可能性もありそうなので、延長される可能性も
考慮した上でご検討いただきたいと思います。
　また、私の例示した方法以外にも図書を借りられるような
方法がないかご検討いただきたいと思います。

　この度は図書館の臨時休館により、ご不便をおかけして申し訳ございません。
　図書館は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、4月11日（土）から臨時休館してお
りましたが、国の新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が改定され、施設使用制限等が
一部緩和されたことから、5月12日（火）より開館することといたしました。開館にあたりましては、感染
リスクを踏まえた上で、人が密集しないことなど十分な感染防止策を講じる必要があるため、当分の
間、資料の閲覧や学習室の利用など館内に一定時間留まられることになるサービスは、引き続き休
止させていただき、貸出し返却のみの対応とさせていただきます。また、混雑時には、入場制限をさ
せていただくこともあります。
　ご来館の際は、手洗い・マスク着用等、感染防止策を取っていいただきますようお願いいたします。
　ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

図書館
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