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

図書館

令和２年７月分「市民の声」一覧

7月2日 7月14日 Overdrive電子図書館サービスの導入検討
　沼津市立図書館で、Overdrive 電子図書館サービスの導入検討
いただきたいと思いメールしております。
　Overdrive 電子図書館とは、ネットを通じて本を貸し借りし、スマホ
やタブレット、PCなどで本や雑誌を読むことが出来るサービスで
す。
　詳しくは、サービス提供元のリンクをご参照いただければと思い
ます。
　https://overdrivejapan.jp/
　私が考える沼津市、沼津市立図書館および沼津市民にとっての
導入メリットは以下のポイントです。
・　コロナ後の社会においても、良書、有益な情報にアクセスしやす
い環境を整えることはとても重要。
・　コロナによるリモートワークの浸透により、働く場所、人口も首都
圏集中から地方へ分散していく傾向が予想されます。このような環
境は、風光明媚、自然環境に恵まれ、首都圏からのアクセスの良
い沼津市が今後発展していく上で、大きなチャンスだと思います。
・　電子図書館サービスの導入は、子供から大人まで幅広い世代
にとって、生活の質を高める手段となり、沼津市の魅力を高める一
つの手段となりうる。特にコロナ後の社会という文脈で見た場合、
以下のようなメリットがある。
・　来館することなく、書籍を借りることが出来る。このことは、今後
コロナの感染の第2波、第3波が来た場合でも、図書館、図書館
サービスを閉鎖、中断することなく、提供し続けることが可能という
ことにつながる。
・　同様に、感染リスクを心配する利用者、図書館職員双方にとっ
ても、感染リスクの減少につながる。
・　沼津市にとって、電子図書館サービスの導入が、風光明媚、豊
かな自然環境、首都圏からのアクセスの良さといった従来の魅力
に加え、コロナ後の社会の中で少しでも安心して生活できる環境の
提供や、教育支援、生涯学習支援などに積極的な自治体として評
価が高まり、今後沼津に移住、生活してみようという人達にとって
後押しとなるのではと思います。そして、このことは沼津市が今後と
も魅力的な地方都市としての持続可能な社会構築の一助となるの
ではと思います。
まずは、既に電子図書館サービスを導入している浜松市、神奈川
県綾瀬市の導入状況、導入する上での投資、運用における課題、
市民からの声などをヒアリング、ベンチマーキングするところから、
ご検討いただけると良いのではと思います。
前向きにご検討いただければ幸いです。

　電子図書館サービスの導入について回答いたします。
　現在、図書館では、図書の消毒等、様々な新型コロナウイルス感染症防止対策を講じた上で、開館
をしています。
　このような状況下、電子図書館サービスの導入には、ご指摘のとおり、来館しなくても図書の貸出、
返却ができるなど、新型コロナウイルス感染症防止対策に限らず多くのメリットがあります。
　県内では、すでに浜松市立図書館をはじめ３自治体が導入しており、沼津市立図書館でも電子図
書館サービスの導入について検討しているところです。
　今後とも、図書館サービスの向上に努めてまいります。
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

7月8日 7月20日 中体連（フレンドリーマッチ）他全４２件
　野球部の子供の母です。
　練習試合、中体連(フレンドリーマッチ)は父母の観戦、応
援が禁止との通達が来ましたが、高校野球は父母の人数
制限を設け、練習試合や公式戦の観戦がOKなのに、どうし
て中学生はこんなに厳しいのですか？
　最後の大会や練習試合を応援したい気持ちをくんではも
らえませんか？
　もちろん、感染予防・ソーシャルディスタンスをしっかり徹
底し観戦しますので、どうか中学生の父母にも、試合の観
戦をさせてください！ご検討よろしくお願いします。

　ご意見をいただいた「沼津市中学校フレンドリーマッチ大会」は、沼津市校長会及び沼津市中学校
体育連盟が、新型コロナウイルス感染の影響で中止となった中体連大会に代わる大会として、開催
するものです。
　その様な事から、この大会の開催においては、市長及び教育長には決定権が全くありません。
　しかしながら、保護者参観については、保護者の皆様からいただいたご意見を市長及び教育長か
ら校長会及び沼津市中学校体育連盟にお伝えしてまいりましたが、その結果、沼津市校長会及び沼
津市中学校体育連盟の連名により、以下の発出予定の文書が提出されましたのでお知らせいたしま
す。

　
　保護者　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沼津市校長会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沼津市中学校体育連盟

　　　　　　　　　「フレンドリーマッチ大会における保護者参観」について

　本年度は新型コロナウイルス感染の影響で、「全国・東海・静岡県の中体連大会が中止となり、支
部（各市や町）の大会については各地区の状況によって、可能な限り開催していく方向で考えてくださ
い」という通知が県中体連から届きました。小中学校が休校中であり、学校を再開し生徒への感染を
防止する対策で苦慮している状況で、部活動の対外試合は難しく、大会開催は断念することを考えま
した。しかし、３月から部活動を行わず、練習試合もなく春の大会もなくなった３年生が、このまま部活
動を終了することはなんとかして避けたい、と言う思いが中体連や校長会から意見が出てきました。
そこで感染予防対策を十分に行った上での大会運営を検討し続けてきました。生徒の「安全」を第一
に考え、３密を避けるためには生徒が密集しないように会場を分散させ、学校の体育館やグランドを
使用することとしました。
　東部地区で代替大会を実施する水泳・陸上競技については、無観客大会とする方針が示されてお
りましたが、沼津市では、７/23から４日間の一番暑い時期の大会となるため、熱中症等への対応が
必要と考え、保護者から「衛生係」を選出していただき、生徒の控え室・トイレ・水道の消毒と生徒の
怪我等への対応、応急処置後の付き添いや保護者への連絡をお願いすることと致しました。また、競
技種目や会場によって、役員として帯同する保護者の人数に差が生じないよう、屋内（体育館）で密
を避けられる２名以内（各校）とさせていただき、併せて、撮影等も許可することと致しました。
　３ヶ月間の休校で、生徒たちが感じた勉強、学校生活、進路への不安は計り知れないものがありま
した。今後休校は絶対行いたくない。そのための感染リスクは避けていきたいと考え、苦渋の判断で
はございましたが、このように決定致しました。
　市民や保護者の皆様から、参加へのご要望をいただいていることは伺っておりますが、ご理解賜り
ますようお願いいたします。

学校教育課
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

7月9日 7月20日 鉄道高架
はやくやってくれるとうれしいです。

　鉄道高架事業は、鉄道により分断された南北市街地を一体化し、まちの回遊性や拠点性を向上さ
せるとともに、高架下の空間に商業施設や福祉施設などが導入されることで、中心市街地の活性化
や生活利便性の向上を図るものです。
　また、駅周辺にある踏切の除却や狭くて勾配のあるガードが平面で広い歩道のついた４車線化され
た道路となり、交通の円滑化や歩行者の安全性の確保が図られます。さらに、渋滞が解消されること
で、救急車などの緊急車両もスムーズに走行できるようになり、防災性の向上が図られ、様々な世代
が暮らしやすい安全安心なまちづくりに繋がります。
　鉄道高架事業は魅力あるまちづくりの実現に必要不可欠であり、一日も早い完成に向け、引き続き
事業主体である静岡県とともに全力で取り組んでまいりますので、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

7月10日 7月21日 小中学校の夏休み
　先月、小中学校の夏休みを10日にすると決定した沼津市
を支持します。学校で配られたおたよりに、その理由は、軒
並み延期になっている特別活動や行事をなるべく中止する
ことなくやってあげたいからと。この理由が素晴らしくて感動
した。大人にとってはただの１年、今年はしょうがない、で終
わるかもしれないが、子供にとってその１年はその時しかな
い。修学旅行に行けなかった６年生はもう二度と小学生とし
て修学旅行に行くことはできない。子供のことを考えた素晴
らしい決定だと思う。沼津市にもこういう考えを持った職員
がいることは自信を持っていい。もっとこういう考えを積極
的にPRしたらよい。そうすれば子育てしにくい沼津市の印
象も変わるのではないか。長泉に負けるな！応援してま
す。

　教育委員会は、６月１日からの学校再開に併せ、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際、児童生徒が知識の詰め込みにより過度のストレスを感じることがないよ
うにするとともに、修学旅行や運動会等の行事を通した体験が、学校生活における大切な節目の記
憶となり、卒業後の進路等にも大きな影響を与えるものであることに鑑み、行事等が可能な限り実施
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。
　今後とも、児童生徒の学力保障のための取組を進めるとともに、学校生活における様々な体験を１
人１人が記憶に残せるよう努めてまいります。

学校教育課
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

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

7月22日 8月25日 中央公園
以前から気になっていたのですが、早急な対応が必要なの
でご提案致します。
最近、中央公園でスケートボードをする若者が増えていま
す。
電車に乗ってくる人もいます。
障害物を持参して来るだけではなく、周辺の石（椅子？）や
花壇等を障害物に使用して技を磨いているようです。下の
タイルも損傷しているので、さらに破損することが懸念され
ます。
何か対策を考えていますか？
回答をお待ちしています。

追加ですが、駅周辺は禁煙エリアになっていますがどこま
でなのか明確ではないですね。
駅前に禁煙エリアの表示をしたほうがいいです。
沼津市は形だけで手抜きが多い。
対応は迅速に！！
よろしくお願いします。

　ご意見いただいた件につきまして、現地確認及びスケボー利用者に確認したところ、公園の設置物
を使用していることが確認出来たため、注意をいたしました。今後も巡回や看板設置するなどの対応
を図ってまいりますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。

　また、駅周辺の禁煙エリアの表示についてですが、ＪＲ沼津駅周辺の禁煙エリア（路上喫煙重点規
制区域）では、沼津駅南北出口、沼津駅南口地下道に設置する沼津駅周辺エリアマップを含め、禁
煙エリア内の9か所（※）の案内地図に表示をしています。
　さらに、駅から出てきた方の目に留まりやすいよう、今後、駅前広場の柱や歩道上の標識等で禁煙
エリアの周知や喫煙所への誘導表示を増やす等の対応を図ってまいります。

※禁煙エリア表示マップの位置（前述他６か所）
・さんさん通り大手町交差点北東角の歩道
・リコー通り入口東角
・イーラ・de 北側
・イーラ・de 南側入り口横
・イーラ・de 南西角
・沼津駅南口雄大フェスタ北西角

緑地公園課

7月27日 8月25日 観光促進独自キャンペーン他全１８件
　本日の朝刊に頼重市長の観光促進キャンペーンが紹介されてい
ました。
　私どもは、3月以来、それこそ、息を潜めて生活するような毎日で
す。家からほとんど出ません。近所のスーパーに行くのも回数を控
え、人の少ない時間帯を狙っている具合です。
　いよいよ、増大してきた感染者数を見て、首都圏に隣接するこの
地域でも感染増加は避けられないと思いながら、何とか東京方面
から人が来ませんようにと祈る気持ちで毎日を過ごしているところ
に、この記事が出ました。
　それでなくとも、立地は首都圏に近い分危険も大きくなっていま
す。どうか、東京からの客を呼び込むような施策はしないでくださ
い。首都圏からは来沼禁止の措置を取ってください。本当に、切
に、切にお願いいたします。生きる権利をお与えください。
　予算は直接観光業に使う（人件費の補助）などできるのではない
でしょうか。
　もう一度書きます。首都圏から人を呼ばないでください。来沼禁止
にしてください。今でも家に籠って生活しています。市民の生活と命
を守ってください。本当に、本当に、お願いします。

　沼津市では、この夏の観光シーズンに向け、コロナ禍において深刻なダメージを被った観光産業へ
の活性化策として、観光キャンペーンを発表いたしました。
　この事業等は、特に対象地域を制限するものではありませんが、７月２８日に県内の感染拡大を受
け、県が警戒レベル３から４に引き上げたことに伴い、県を跨ぐ移動には更なる注意が必要となりまし
たが、主に近隣の市町の方々、また、静岡県が打ち出している「フジノミクス」「バイ・ふじのくに」など
の経済圏である山梨県をはじめ、長野県等の皆様を想定しているところです。
　これらの事業等につきましては、政府の方針等に基づき、市内及び東部地区の感染状況を見極め
て実施してまいります。
　なお、事業等を実施する際には、沼津市を来訪される観光客の皆様におかれましては「新しい生活
様式」を遵守し、観光客の皆様をお迎えする市内事業者の皆様におかれましても、「新しい生活様
式」に加え各業界のガイドライン等を遵守するなど、責任ある行動や対応を引き続きお願いしてまいり
ます。

観光戦略課
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

7月29日 8月25日 門池公園北エリア駐車場のスケートボード問題
　公園駐車場にスケートボート等禁止の看板が設置されて
から3か月近く経ちますが、現状は変わっておりません。
　看板を前に毎日のようにスケートボードをしている人達は
看板くらいでは止める気はなさそうです。
　スケートボードをする人が駐車場入り口の歩道に車を乗り
入れて歩行者などの通行を妨げたり路上駐車をすることも
あり、そういう観点からも強く禁止を促す措置をとって欲しい
と思います。
　看板の設置だけでは効果が無かったことが分かった現状
で、これからどのような対応をしていただけるのか教えて下
さい。

　この度は、ご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。
　ご意見いただいた件の今後の対応についてですが、職員による巡回の強化、警察と連携をし対応
することを考えております。今後も公園管理にご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。

緑地公園課
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