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

4月2日 4月16日 学校再開
　コロナが感染拡大している中、現状休校措置をとっている
から子供達の感染拡大が防げているのに、再開して感染
者が出てから、死亡者がでてから対策、対応をまた検討さ
れるおつもりですか？犠牲者がでなければ判断できません
か？もしその犠牲が我が子だったら。。命より教育が大切
ですか？

　新型コロナウイルスにつきましては、感染が全国的に広がる中、大変ご心配されていることと思いま
す。
　教育委員会は、近隣自治体に感染者が発生したこと、近隣自治体の対応状況、議会からの市民の
要望に係る報告等を踏まえ、市長部局と協議し総合的に判断した結果、市立学校（市立幼小中（中
等部）高校）について、当初予定していた４月７日からの学校再開を４月19日まで延期するとともに、４
月７日・８日の入学（園）式・始業式についても延期することといたしました。
　さらに、４月14日、休校期間を５月６日まで延長する決定をいたしました。
　この決定に伴い、学校休業期間中の子ども達の学力の保障、感染予防のための必要最低限度の
外出をはじめとする日常生活上の指導等、様々な課題が生じるものと認識しております。
　本市といたしましては、これらの想定される課題を解決するための必要な対応に努めてまいります。
　なお、今後の感染状況によっては、学校再開を再度延期する場合がありますことをご理解のほどよ
ろしくお願いいいたします。

学校教育課

4月3日 4月16日 休校のお願い
　感染者が14名と少ない今だからこそ、感染が拡大しない
ように休校して頂きたいです。
　感染者が出てからでは休校措置をとっても遅いです。
　長泉町でも感染者が出ました。市中感染ではないようで
すが、沼津市は東京、神奈川、愛知に出勤している方も非
常に多い市です。
　いつ市中感染者が出るかわかりません。
　もう感染者がいるのかもしれません。
　子供たちの間で感染者がいないのは休校措置が取られ
てきたからこそです。
　三島市、長泉町、清水町など隣接市が延長を決定してな
いから沼津市も再開するというのではなく、どこよりも早い
休校の決断をお願いいたします。
　隣接市、静岡県、という事ではなく隣接県、日本全体に目
を向けて決断してください。
是非よろしくお願いします。

　新型コロナウイルスにつきましては、感染が全国的に広がる中、大変ご心配されていることと思いま
す。
　教育委員会は、近隣自治体に感染者が発生したこと、近隣自治体の対応状況、議会からの市民の
要望に係る報告等を踏まえ、市長部局と協議し総合的に判断した結果、市立学校（市立幼小中（中
等部）高校）について、当初予定していた４月７日からの学校再開を４月19日まで延期するとともに、４
月７日・８日の入学（園）式・始業式についても延期することといたしました。
　さらに、４月14日、休校期間を５月６日まで延長する決定をいたしました。
　この決定に伴い、学校休業期間中の子ども達の学力の保障、感染予防のための必要最低限度の
外出をはじめとする日常生活上の指導等、様々な課題が生じるものと認識しております。
　本市といたしましては、これらの想定される課題を解決するための必要な対応に努めてまいります。
　なお、今後の感染状況によっては、学校再開を再度延期する場合がありますことをご理解のほどよ
ろしくお願いいいたします。

学校教育課
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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6日 4月17日 香貫山　芝住展望台
　香貫山の山頂にあります芝住展望台ですが、香陵台から
先は徒歩でしかアクセスできず大変不便に感じておりま
す。
かつては芝住展望台まで自動車でのアクセスも可能だった
のでしょうか、駐車場のスペースもあり勿体ないと思いま
す。
　芝住展望台からは市街地が一望でき、日中だけでなく夜
景も奇麗ですので、市外から訪れた友人・知人に紹介した
りしたいのですが山道を歩くことや夜間の治安に関する不
安から敬遠してしまうケースも多々あります。
　道路の再整備や落石対策が必要かとは思いますが、自
動車でのアクセスが可能となれば、子連れや多少の障害
があってもでも気軽に行く事が可能になり、加えて市民・市
外の人間を問わず沼津の魅力を更に感じられるようになる
のではないでしょうか？
　簡単ではないと思いますが、是非ご検討いただきたいと
思います。

　香貫山の香陵台から展望台までの道路についてですが、香貫山は、古い海底火山の地質で地盤
がもろく、落石や倒木等が多く発生している状態にあります。
　それを受け、過去に道路管理の所管課において復旧工事を実施した経緯もありますが、もろい地盤
の影響から、落石等の災害を繰り返す恐れが高いと判断しているところです。
　また、香陵台から展望台までの道路は、道幅も狭く、見通しの悪い箇所も多くあることから、車両の
通行を許可した場合、徒歩での登山を楽しむ方々と車両での往来について、双方の安全を確保する
ことが困難であると考えております。
　以上のことから、香陵台から展望台までの道路については、現在も車両の通行止めを続けているも
のです。
　香貫山保全利活用指針により、香貫山では、自然環境への負荷が増大するような整備は行わず、
自然の保全と利用者の安全性に配慮した利活用を図ることとしております。
　今後も、香貫山を訪れる皆様が、安心・安全に過ごしていただけるよう努めてまいりますので、ご理
解をお願いいたします。

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

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

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
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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13日 5月11日 こども医療受給者証
　毎月10月に更新され、色が変わっていますが、なぜ毎年
新しいものにするんですか。
　沼津市内、対象人数は多く郵送料や受給者証の印刷代
や封筒代など、額はそれなりかかっていると思います。
　高３卒業まで無料であれば、その年まで使えるものを発
行すれば毎年の手間が省けると思います。
（長泉町は毎年発行ではなく、Ｒ１８．３．３１までとかのもの
を発行している）

　こども医療費助成制度は、市の重要施策となる少子化対策の一環として、市を挙げて子育て世帯を
支援する制度です。信頼性を確保し、より適切な運営を図るため、不正や誤用には市として厳格に対
処しているところです。
　制度の適正化については、他の自治体の取り組みなどを参考に、これまでも検討して改善を重ねて
おります。この度の受給者証の永年使用やコスト面につきましても検討した結果、未然に不正や誤用
を防ぐためには、年次更新によるチェックシステムが最も有効であるとの結論に至っております。
　今後におきましても、皆様のご提案などもいただく中で、さらに適正な制度となるよう努めてまいりま
す。

こども家庭課
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

4月15日 4月21日 保育所休園
　こんなところに書いても読んでもらえないと、諦め半分で
すが
　近隣市町村の保育所は休園をしていますが、沼津市は開
所しています。
　一度現場の状況をご覧になった方がいいかと思います。
　乳児幼児は咳をしても手を当てませんし、何でもかんでも
口に入れます。
　そして沼津市は東京に通勤している親御さんが多いで
す。
　いつクラスターが発生してもおかしくない状況です。
　もしそうなった場合反感を買うのは沼津市ですよ。

　保育所等につきましては、保護者が就労等により、家に１人でいることができない年齢の子どもを預
かる社会的使命を担う福祉施設であることから、本市では保育所等を原則として開所しております。
しかしながら、今回の事態を受けて、できる限り家庭保育にご協力いただくよう強く呼び掛け、登園自
粛をお願いしているところです。
　医療関係をはじめ、物資供給、流通など社会経済活動がひとたび止まってしまいますと、市民生活
の維持に甚大な支障を生じてしまうため、本市では現在のところ、市内一斉休園までには至っており
ません。
　そのような中、感染拡大動向を考慮し、4月20日から5月6日までの登園自粛要請を新たに通知し、
登園自粛をお願いしたい子どもを明確に記載させていただいたところです。
　判断基準といたしましては、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言時に事
業の継続が求められる事業者である医療関係従事者や社会インフラ関係従事者等、社会機能を維
持するために必要な職に従事されている方以外の方に登園自粛を要請するというものです。
　今後におきましては、国や県からの指示等に基づき、保育の規模を縮小して開所する等、その都
度、適切な対応をしてまいります。
　保護者の皆さまにおかれましては、大変なご不便とご心配をお掛けして申し訳ございませんが、お
子様を預かる上で、検温・消毒・手洗い等、細心の注意を払ってまいりますので、ご理解・ご協力いた
だきますようお願いいたします。

子育て支援課

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

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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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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