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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」一覧
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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 学校の休校延長
　学校の休校延長という市長の判断にはがっかりした。市
内ではこの１ヶ月感染者は出ていない。沼津は教育に力を
いれているなら、子どもたちのことを考え、5月21日再開の
まま貫いてほしかった。近隣市町村が軒並み5月末だから、
一つだけ飛び抜けるのが嫌だから、責任とるのが嫌だから
延長したようにしか見えない。沼津はやるんだ?というような
強い姿勢を見せてほしかった。勿論、市内で感染者が出た
ら即休校だと思う。感染者が出ていない今再開しなけれ
ば、いつ再開できるかわからない。そうなったらそれこそ勉
強も何も間に合わない。感染者が出ていない今のうちに、
エアコンの必要がなく換気が一番しやすいこの季節のうち
に再開し、少しでも前に進めておくべきだと思う。国も学校
は地域の実情に応じてと言っている。

　新型コロナウイルスにつきましては、国の緊急事態宣言が延長される中、本市において学習の機会
がどのように確保されるのか、強い関心をお持ちいただいていることと存じます。
　本市教育委員会は、市長部局と検討の上、５月５日、市立学校（幼稚園・小中(中等部）・市立高校）
の休校期間を、国の緊急事態宣言の延長により５月31日まで延長しました。
　これまで、市民の皆様からは、早期の学校再開や登校日の設定等を求める意見をいただく一方、
学校再開に反対する意見も多数寄せられております。
　そうした中、本市においては、学校再開の反対、国の緊急事態宣言の動きや近隣自治体の感染者
の発生状況、県外からの観光客の動向等を総合的に勘案し、児童生徒の安全を第一に考え、休校
期間を決定し、速やかに市民の皆様にお知らせするよう努めてまいりました。
　今回の休校期間の延長に際しては、国が感染状況により緊急事態宣言の見直しを行っていくことを
表明していること等から、本市においても、本市及び近隣自治体の感染状況等も踏まえつつ、時差通
学、学年別等の分散登校や、休校期間の短縮を含めて変更することも考えております。
　今後、安全確保に最大限留意しながら学校再開の時期等を決定の上、早期に皆様にお知らせして
まいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいいたします。

学校教育課

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

危機管理課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。

5月12日 5月20日
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

5月12日 6月1日 子供達の家庭学習
　大変な状況の中、日々のお勤めお疲れ様です。
　市立の学校が休校の為、自宅で学校から出された課題を
自宅学習として子供達は日々こなしています。
　先週新しい課題を出されました。
　長い間休校になっているので色々やらなければいけない
事は分かりますが、マスク作成、生物・植物の育成観察な
ど材料を準備しなければ出来ない課題がでました。
　感染者が出ていないとはいえ、まだ休校中で外出自粛と
言われているのに買い物に行かなければなりません。
　何かがおかしくないですか？矛盾していませんか？

　新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からの学校臨時休業期間中、保護者の皆様におかれま
しては、ご家庭における学習の見守り等、ご負担をお掛けしております。
　休校期間中、児童生徒の皆様が取り組んできた課題のうち、マスクの作成や生物・植物の育成観
察等、資材が必要なものについて、市教育委員会で確認したところ、基本的に自宅において調達可
能なものを使用するか、学校が調達したものを保護者を通じて児童生徒にお届けすることで、できる
限り資材を店舗で購入する必要が生じない形が取られているものの、結果として自宅にて調達できな
い場合、保護者の皆様にご負担をおかけすることとなり、申し訳ありませんでした。
　各学校に対しましては、いただいたご意見をお伝えするとともに、家庭の事情等に配慮した取り組
み内容の設定等、必要な配慮をするよう求めてまいります。

学校教育課

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

5月19日 6月8日 公金等の支払い
　今まで三島市に居り、自動車税他の税金をクレジットカー
ド決済で支払っておりました。
　今回　初めて沼津市での納付なのですがヤフーのクレ
ジットカード決済画面で手続きができず問い合わせたところ
沼津市はカード決済が利用出来ないとの事。
　随分遅れているのだと感じます。
　一般の店舗でカード使用するのとは違い　納付者側に多
少の手数料が課せられますが銀行振り替えと違い　カード
での支払いはポイント還元等のメリットが有るので世代に
よっては賢く利用したい人も多いと思います。
　政府がキャッシュレス決済を推奨する中一日も早い対応
を希望します。

　クレジットカード決済等のキャッシュレスでの市税の支払いにつきましては、24時間、時間や場所を
選ばずに納付ができることから、市民の方にとって、大変メリットのある納付方法であると認識してお
ります。
　ご意見にありますとおり、国はキャッシュレス社会の実現を目指すとしており、また、全国的にも
キャッシュレス納付を導入している自治体が増えてきています。
　本市においても、既にクレジットカード決済等を導入している自治体や事業者から聞き取りを行うな
ど、早期導入に向けた準備を進めているところですので、今しばらくお待ちくださいますよう、よろしく
お願いいたします。

納税管理課

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
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6

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

5月20日 6月1日 市立小中　ゴミ箱
　来週から分散登校が開始されます。保護者としてはホっと
する反面、気を引き締めて対策をせねば?と思っています。
　そこで、学校の各クラスにあるゴミ箱をとうぶんの間排除
しては??と思います。生徒・児童それぞれがゴミ袋を登校時
の持ち物とし、自分の出したゴミを自宅へ持ち帰り処分す
れば、最悪コロナによって排出された鼻水や痰などで汚れ
たティッシュを教室内のゴミ箱に放置する事を防げます。
　うつすのも、うつされるのもイヤです。
　実は、我が子の通う金中には同じ内容でメールを送信し
てありますが…今の所対応がありません。市内全ての生
徒・児童の皆さんのリスクを少しでも減らせるよう取り急ぎ
検討して下さいますようお願いいたします。
　子供たちが少しでも安心して学校に通う為に、出来る事
は何でもしたいと思います。

　本市においては、静岡県に対する国の緊急事態宣言の解除に伴い、市立学校（幼稚園・小中(中等
部）・市立高校）の再開を決定し、５月18日以降、各学校にて分散登校を開始することを開始しました
が、換気、マスクの着用、手洗い、ソーシャルディスタンスの確保等、学校における新型コロナウイル
ス対策の徹底は、学校再開の大前提であると考えております。
　また、マスクの捨て方等について、環境省から「ごみは直接触れない」「ごみ袋はしっかり縛って封を
する」「ごみを捨てた後は手を洗う」ことを心掛けるよう注意喚起していることから、関連するリーフレッ
トを学校に配付し、取組を徹底するよう学校に依頼しました。
　さらに、ご意見をいただいたゴミ箱の撤去とゴミの持ち帰りの徹底につきましては、感染拡大防止の
観点から有効であると考えられる一方、ゴミの持ち帰りによる児童生徒の帰宅時の負担が増大する
ことから、ゴミ箱の安全な場所への配置やポリ袋による密閉の徹底等を含め、学校の実情に応じて
取り組むよう、指導を行ってまいりたいと考えております。

学校教育課

5月22日 6月4日 住民に鼻呼吸を推奨して欲しいです
　コロナウイルスの感染拡大は落ち着いてきましたがまだ
予断を許さない状況です。第２波も懸念されていてその予
防策も急務となっております。そのための方策として住民に
鼻呼吸をおこなうようポスターやHP、CMなどで呼び掛けて
ほしいです。
　口呼吸をしていると空気が直接のどの中に入り込むため
鼻呼吸に比べて数倍感染リスクがあります。逆に感染者が
口呼吸をする場合でもウイルスがまかれる量は数倍になり
周囲の感染リスクが高まります。日本人は大人が7割、子
供が８割口呼吸をしていると言われています。もし、日本人
が全員口呼吸から鼻呼吸に変えれば感染ペースは格段に
低くなると思います。お手数ですが、ご一考の上返信くださ
るようお願いします。

　ご提案いただきました鼻呼吸については、現時点で国から具体的に推奨されているものではないた
め、その実践を促すことは考えておりません。
　新型コロナウイルス感染症の拡大につきましては、国の緊急事態宣言等の対応を経て、現在、落ち
着きを見せているものの、ご指摘のとおり、今後再び感染の拡大も想定される中、感染予防について
市民の皆様への情報提供に努めてまいります。

健康づくり課

6



7

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

5月22日 6月8日 交差点の渋滞
　「岡宮中」の交差点の渋滞をなんとかしてほしい。
　交差点のところに近々マックスバリュがＯＰＥＮすると今ま
で以上に車の量が増え横断する人も多くなると思う。
　右折（下からが特に）朝や夕方だけでなく昼間も右折する
のになかなかすすまないので右折レーンを作ったり工夫し
てほしい。

　ご指摘の岡宮中交差点は、東西道路（都市計画道路沼津南一色線）が全線開通となるまで、暫定
的な形状での供用となることから、警察との協議の上、視認性、安全性を考慮し現在の形状となって
おります。
　しかしながら、岡宮北土地区画整理事業の進捗により交通量が増加し交通混雑も見られることか
ら、これまで右折レーンの設置などについて警察との協議を行ってまいりましたが、安全性などの観
点から改善には至っておりません。
　今後、ご指摘の交差点付近に開業する大型スーパーによって、更なる交通量の増加が見込まれる
ことから、現在、交通環境の改善と安全性の両立を考慮した交差点の改良（右折レーンの設置等）に
ついて警察との協議を進めておりますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

岡宮北区画整理事務所

5月22日 6月11日 遊具増設
　市内の公園にターザンロープ、ローラーすべり台を愛鷹
広域公園以外のところにも設置してほしい。
　門池公園・片浜北公園のような広さのところをもう一ヶ所
ほしい。

　現在、緑地公園課では、各公園の老朽化した遊具について、公園の大きさや利用方法に合わせた
遊具選定を行い、順次更新を進めております。
　ご要望いただきましたターザンロープ、ローラーすべり台につきましては、広いスペースが必要な遊
具であり、安全面や、設置スペースを確保することが可能な公園があるかを含めて、多面的に検討を
進めてまいります。
　また市内の都市公園につきましては、○○様のお住まいの岡宮付近では区画整理事業により整備
された岡宮１号から４号公園を始め、今後は５号公園まで整備する予定となっています。地区内の都
市公園は一定程度整備されてきたことから、その数を増やすという視点から、今後につきましては今
ある都市公園をどのように活用していくかという質の向上を重視し、遊具等の設置に関しましても
様々なご意見を取り入れながら整備を行ってまいります。

緑地公園課
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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8日 市立学校の夏休み10日間
　沼津市において、市立学校の夏休みが10日間と発表され
た。過剰に早目の休校措置をとった為に、後にしわ寄せが
きてしまうのは当たり前。
　休校日数多い分、他より詰め込みの教育になる？簡単に
は容認できません。
　しかも感染者が多い東京が14日間なのに、何が違う？そ
もそも、夏休みはなぜ長いのか？一人も熱中症や　食中毒
を出すんじゃないぞ！！
　また、部活動の大会など他高校との連携に支障をきたさ
ない事！！
　コロナだけがリスクではなく、色々なリスクの中で生活して
いる。
　1　or　0　の判断では、何も出来なくなる事を理解している
のか？
　適正な判断ができないなら、最初から独自判断せずに県
の意向に沿う事！！

　本市においてはこれまで、新型コロナウイルスの感染拡大を防止し、児童生徒の安全を確保するこ
とを第一に考え、休校期間の延長を実施してまいりました。
　そのため、学校再開の決定に併せ、学力保障の観点から夏休み期間の短縮による授業日数の確
保を検討してまいりましたが、その際、授業日ごとに過度に時数を詰め込まず、また節目毎の行事も
可能な限り実施できるよう、夏休み期間を令和２年８月８日から８月17日までの10日間と決定したもの
です。
　さらに、７月から８月にかけて、校舎内で安全に授業を実施できるよう、中学校のエアコン設置を当
初予定よりも前倒しにて実施する等、熱中症や食中毒防止のために必要な対策を講じてまいります。
　なお、県立高校については、各学校の校長裁量で決定します。市立高校・中等部についても、
中高一貫教育の観点から、高校・中等部とも、8月8日から19日までといたします。
　部活動等、他の高校との連携した活動が必要な場合には、支障が生じないよう調整してまいりま
す。

学校教育課

5月25日 6月11日 ゴミ収集を夜間に！
　ゴミ回収を夜間に！
　福岡市では30年以上前から実施、市民の満足率95%で
す。
　メリット
　1.渋滞緩和
　2.カラスから守れる
　3.悪臭なし
　4.夜間に帰らなくてはならない若い女性が安心
　https://fukueihome.co.jp/contents/1793

　家庭ごみの収集は、長年にわたりその地域で積み重ねてきたごみ収集の習慣やルールがあり、各
自治体ごとにその手法は様々です。
　ご指摘いただいたごみの夜間収集は、全国でも珍しい手法であり、様々なメリットが見られる一方、
夜間の収集車の作業音の発生状況や、作業に従事する職員の健康管理や経費などの課題もござい
ます。
　ご指摘のような全国の先進的な事例は、非常に参考になる部分もございますが、どのような手法に
おいてもメリット、デメリットがあることを踏まえ、今後も、市民の皆様がより利用しやすい収集方法に
つきまして、皆様からの意見を取り入れながら検討を重ねてまいります。

クリーンセンター収集課

8



9

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

5月26日 6月3日 鉄道高架事業
　鉄道高架事業についてだが昨年9月現在で新車両基地
用地は約99.8%、新貨物ターミナル用地は約94.2%との事だ
が取得率の高い新車両基地の建設から先に着工出来ない
のだろうか。
　今日の新貨物ターミナル用地の取得絡みの報道を見て
いると収用委の裁決によりだいぶ進捗したように見えるが、
民事裁判等を反対派がしてくる可能性は高くまだ時間が掛
かるのではと考えられる。
　そこで冒頭にも述べたが先に取得がほぼ終わった車両基
地の建設、御殿場線の一部の高架から始める事は出来な
いのだろうか。
　全体で13年もかかるこの事業、車両基地の建設だけでも
5年の歳月が掛かるようで車両基地を作っている間に貨物
ターミナルの土地問題が解決する可能性もある。同時着工
に拘るのではなく行政としても出来る事から着工するなどし
て工期短縮等臨機応変に対応して欲しい。

　鉄道高架事業は、南北市街地の分断や中心市街地が抱える諸問題を抜本的に解決し、都市交通
の円滑化のみならず、中心市街地の活性化や防災といった観点からも大変重要なものであり、多くの
市民がその早期完成を切望している事業であります。
　鉄道高架本体や新車両基地等の鉄道施設の工事着手につきましては、現在、その工法や手順等
について、事業主体である静岡県とともに、鉄道事業者と協議を進めているところであります。
　ご指摘いただきましたとおり、出来る事から進めていくことは、事業の円滑な推進に不可欠であるこ
とから、鉄道事業者との協議の完了後、速やかに工事へ着手できるよう、県では昨年度に新車両基
地の工事に支障となる高圧鉄塔等の送電設備の移設を実施したほか、市では新車両基地と交差す
る都市計画道路「片浜西沢田線」や周辺道路など鉄道施設の整備前に実施しておかなければならな
い工事を現在進めているところであります。
　一日でも早く完成できるよう、引き続き、事業主体である県とともに全力を尽くしてまいりますので、
ご理解、ご協力をいただけますようお願いいたします。

推進課

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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10

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

夏休み短縮は反対
　沼津市で子供を育てる者です。
　巷では小中学校の夏休み大幅短縮がさせることがニュースになっていま
す。
　しかし、私もそうですが、周りの多くの親は夏休みの短縮は反対です。
　コロナの関係で、阿部さんの一声で突然休校が決まり、子供たちはある日
突然学校に行けなくなりました。休校といっても休みではなく、学校からは
「外に出るな」「友達と会うな」という注意のメールばかり、励ましの連絡は一
切ありません。更に学校からは何の援助もないまま宿題のプリントだけを渡
され、（その割には学校側は、いまだに採点さえされていません）、子供たち
にとっては単に苦痛の日々でした。
　その間、先生方も何もしていなかったとは言いませんが、親から見えるもの
としては単に親にメールを送って呼び出し、プリントや注意書きを渡すだけで
す。３か月もあれば、その気になれば１日数人でもばらばらに学校に来させ
て会話をしたり、希望者にちょっとした補習をしたりできたはずですが、その
ような動きは全くありません。要するに子供と学校の接点はゼロでした。
　学校が再開した今でも、先生の健康診断や研修などで休みが続き、そうい
うのは休校の間にやっておけばよかったのでは？と思います。
　しかも、久しぶりの登校初日に学校から早速送られてきたメールは何かと
思えば、「友達と会うな。家から出ないでください。」「名札が付いていない子
がいた。しっかりつけてください。」と、これが久しぶりの登校初日にわざわざ
伝えなくてはいけないような重大ごとでしょうか？およそ、子供や親の気持ち
に寄り添った連絡ではありません。全く何も考えずに、自分たちは上から言
われたことをこなすこと、そのために子供を管理しているとしか思えません。
　それでいて、夏休み短縮ですか？全く、理屈に合いません。子供たちの気
持ちを一切考えずにアリバイ作りをしているようにしか思えません。子供の学
習は、授業数だけで決まるものではありません。こんなことをするのであれ
ば、休校中に子供に渡した宿題は何だったのですか？また、夏休み短縮と
いう重要な情報が、当事者である親子には全く説明されず、いきなり新聞で
公表されるという経緯自体にも問題があります。
　何より、感染リスクのため、６月になってもまともに学校が運営できるかわ
からない中、クーラー聞かせた締め切りの教室で子供を集めて、感染したら
どう責任を取るのでしょうか？熱中症になったらどうしますか？そのようなこ
とが起これば、世間でも大騒ぎになるでしょう。私は騒ぎます。
　もちろん、夏の間も希望する子には補習をやってあげるなどの制度は大変
いいと思います。要は、一律にやらなくてもいいのではないか、ということで
す。

　本市及び市教育委員会はこれまで、新型コロナウイルスの感染拡大を防止し、児童生徒の安全を
確保することを第一に考え、休校期間の延長を実施してまいりましたが、その間、保護者の皆様への
教科書・プリント等の配付時や電話、テレビ会議システム等による児童生徒の皆様の状況確認、各種
動画の小中学校ポータルサイトへの掲載等による学習支援等に努めてまいりました。この間、家庭に
おける学習の見守り等、保護者の皆様には多大なるご負担をおかけしました。
　５月18日から５月３１日までの学校再開の準備期間は、分散登校等による３密の回避とともに、通学
路や学校への慣熟期間として設け、６月１日から通常の授業を実施してまいりますが、休校期間に児
童生徒の皆様が取り組み、担任に提出したプリントにつきましては、その期間における児童生徒の頑
張りの成果として、学習評価につなげていきたいと考えております。
　また、学校からのメールにつきましては、安全確保の徹底についてだけお願いするのではなく、児
童生徒及び保護者の皆様の不安解消につながるよう、適切な記述に努めてまいります。
　次に、夏休み期間についてですが、学校再開の決定に併せ、学力保障の観点から夏休み期間の
短縮による授業日数の確保を検討する中、授業日ごとに過度に時数を詰め込まず、また節目毎の行
事も可能な限り実施できるよう、夏休み期間を令和２年８月８日から８月17日までの10日間と決定い
たしました。
　そのため、夏季においても第２波、第３波という形で感染拡大が起こることが懸念されることから、
検温、手洗い、エアコン使用中の換気の徹底、３密とならないようにするための教室内のレイアウト変
更等を行うことで、可能な限り感染拡大の防止を図ってまいります。
　また、児童生徒本人や保護者、同居のご家族等が感染した場合に重症化するリスクが高い場合に
は、出席しない場合においても、欠席扱いとせず、インフルエンザの感染時と同様、出席停止扱いと
することで、進級や卒業に影響が生じないように配慮してまいります。。
　保護者の皆様におかれましては、前述の感染防止対策、感染への不安から通学をさせたくないと
考える家庭や重症化リスクを持つ家庭に対する対応について、学校等を通じて説明してまいりますの
で、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

5月27日 6月8日 学校教育課
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

5月27日 6月5日 夏休み（中学校）
　子が中学校に通っています。
　夏休み短縮には大反対。
　コロナが終わっていないのにムリヤリ毎日通わせて感染
したら責任とってくれるんですか。予防対策は具体的には
どうするのか？子と親への説明は？
　誰がどのように決めたのか？
　子供や親からの意見は聞いたのか？

　夏休み期間の短縮及び夏季の授業の実施につきましては、夏季の中学校在校時の感染及び
再度の感染拡大時の対応についてご心配されていることと存じます。
　本市及び本市教育委員会はこれまで、新型コロナウイルスの感染拡大を防止し、生徒の安
全を確保することを第一に考え、休校期間の延長を実施してまいりましたが、学校再開の決
定に併せ、学力保障の観点から夏休み期間の短縮による授業日数の確保を検討する中、授業
日ごとに過度に時数を詰め込まず、また節目毎の行事も可能な限り実施できるよう、夏休み
期間を令和２年８月８日から８月17日までの10日間と決定いたしました。
　そこで、夏季においても第２波、第３波という形で感染拡大が起こることが懸念されるこ
とから、検温、手洗い、エアコン使用中の換気の徹底、３密とならないようにするための教
室内のレイアウト変更等を行うことで、可能な限り感染拡大の防止を図ってまいります。
　また、児童生徒本人や保護者、同居のご家族等が感染した場合に重症化するリスクが高い
場合には、出席しない場合においても、欠席扱いとせず、インフルエンザの感染時と同様、
出席停止扱いとすることで、進級や卒業に影響が生じないように配慮してまいります。
　保護者の皆様におかれましては、前述の感染防止対策、感染への不安から通学をさせたく
ないと考える家庭や重症化リスクを持つ家庭に対する対応について、学校等を通じて説明し
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。

学校教育課
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