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

8月11日 8月25日 子育て支援課

令和２年８月分「市民の声」一覧

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。

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

8月12日 8月25日 沼津市民文化センター駐車場員
　沼津文化センターの駐車場の駐車券受け渡しのところに
いる方々はいるだけ無駄だと思います。
　利用者はいちいちあの方々から、受け渡されなくても、機
械から受け取り自分で機械で支払えると思います。
　逆に動作も遅くてあの方々はがやるほうが遅いこともあり
ますし、コロナの時は不在でも問題なかったと思います。
　あの方ちちの人件費に税金使うなら廃止して駐車料金下
げてほしいと思います。
　税金の無駄遣いではありませんか？

　当該駐車場（香陵駐車場）の係員につきましては、現在駐車場を受託管理している公益財団法人
沼津市振興公社が、限られた駐車台数の効率的な運用等を考慮し、相乗り割引制度による減免処
理（最初の１時間まで無料措置）を行うため、相乗り乗車を確認するほか、車両がスムーズに通過で
きるよう、出車時の料金精算のサポートや場内の案内整理に必要な人員として配置している職員とな
ります。
　駐車場が安全で効率的かつ効果的にご利用いただけるよう、駐車場職員の人件費等の費用につき
ましては、受益者負担の考え方に基づき、駐車場を利用される皆様にご負担いただいた駐車料金よ
り、駐車場の管理運営が行われております。
　本年は、新型コロナウイルス感染症の影響を多く受け、利用台数が減少しているところですが、い
ただいたご意見を参考に、今後利用者がよりスムーズに出車できるよう職員に対し指導を行い、皆様
が満足して駐車場をご利用いただけるよう、管理運営をしてまいりますので、ご理解ご協力を賜りま
すようよろしくお願いいたします。

文化振興課

8月13日 8月26日 除草剤の散布
　昨日8/11日に、私の家の横の農道に造園会社の方が除
草剤を散布していました。お話を伺ったところ、市役所の河
川課からの依頼で散布しているとのことでした。
　近隣住民に事前に何の周知もなく、また昨日のような風
の強い日に、健康被害の恐れのある除草剤（農薬）を広範
囲に散布するというのは、非常に問題ではないでしょうか。
　近隣住民や周辺環境への配慮に欠けたものです。
　今後は、特に住宅街においては、安易に除草剤を散布す
ることはやめて頂きたいです。刈払機での草刈りをお願い
できませんでしょうか。
　私の家の周辺では二度と除草剤を散布しないで下さい。

　この度は、不快な思いをさせてしまい大変申し訳ありませんでした。
　現在、河川課には自治会等からの要望が多く寄せられており、刈払機による草刈りではすべてに対
応していくことが困難な為、草刈りに加え市内５７箇所の河川管理用地に、除草剤を散布するという
業務委託を実施しています。
　ご指摘のとおり、除草剤散布については、強風時には周辺への飛散を防ぐため作業を中止すること
や、作業日を変更することを徹底します。また、住宅等が隣接する箇所については、細心の注意を払
い作業を実施することに努めていきます。
　除草剤散布については、８月中旬をもって２回目の散布が終了し、最後３回目の散布を９月末頃か
ら行う予定ですが、今回ご指摘のあった箇所につきましては、当該地区の自治会や周辺の方々と協
議し、対応方法を検討していきます。

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

8月13日 8月26日 温水プール
沼津市温水プールにてコロナ禍による人数制限があります
が、制限が厳しすぎてほとんど利用出来ません。
あれだけの広さのプール、更衣室の広さ等考慮しても制限
が厳しすぎるのではないでしょうか？
制限があるのは理解できますが、その中でも少しでも多く
の市民が利用できるよう再考願います。

　屋内温水プールは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、５月31日まで開放を中止してまい
りました。５月の緊急事態宣言解除後、市内社会体育施設のうち、屋外は５月18日から、屋内は６月
１日からそれぞれ再開しておりますが、この再開にあたっては、スポーツ庁からの社会体育施設の再
開に向けた感染拡大予防ガイドラインを受け、県のスポーツ施設休業再開にあたっての方針を参考
に、各施設の特性や大きさ、更には設備の状況等を考慮した人数制限等の感染防止対策を設けて
おります。
　お問い合わせの屋内温水プールについては、ガイドラインでは更衣室、休憩スペースの感染リスク
が高いと考えられることに留意する必要があるとされているため、更衣室で着替え時に他のお客様と
密にならないような人数設定としたものです。
　今後も新型コロナウイルス感染症拡大状況を踏まえ、利用者の安全確保とともに人数制限につい
ても検討してまいります。

スポーツ振興課

8月14日 9月1日 マイナンバーカードの健康保険証利用申請
マイナンバーカードの健康保険証としての利用を申し込む
ためにはパソコンの条件があります。
確定申告ではその様な環境の人のために申告場所でパソ
コンを利用させてもらえます。
マイナンバーカードの健康保険証としての利用申請ができ
る場所を市役所の中で作ってもらえませんか？

　現在、沼津市役所２階の市民相談センター前に、無料で市民の方々が利用できる端末機が設置し
てあり、マイナンバーカードを使った各種サービスを受けることが可能となっております。令和３年３月
開始予定となっているマイナンバーカードの健康保険証利用登録にもお使いいただくことができます
ので、そのご案内をさせていただくとともに、今後は利用可能な端末の増設等により利便性の向上に
努めてまいります。

（ ※9月8日より、沼津市役所1階国民健康保険課窓口前にマイナンバーカードの健康保険証利用申
請を行うことができる端末機を設置しました。）

国民健康保険課
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

8月17日 8月28日 ゴミの指定袋
　先日、町内の回覧板で「沼津市指定のゴミ袋」以外の袋では可燃ごみ等に
出さないで下さい、とお願いが来ました。半透明でないビニールの袋は当然
だめだと思います。そんなことは解っています。しかし、近隣の市町村の指定
ゴミ袋はなぜダメなのですか。沼津市の指定ゴミ袋は他の市町村では通用し
ないのですか。市の境を超したら各市町村指定のゴミ袋はただのビニールご
みになってしまうのですか？それでは沼津市では全く使い物にならない長泉
町指定袋を、ゴミとして沼津市指定袋に入れてゴミの日に出すという、誰がど
う考えてもおかしな事になってしまいます。
　袋の有料化になってゴミの削減につてみんな考えている時です。
　ゴミの分別にに関して「沼津方式」という言葉を聞いたことがあります。
詳しくは解りませんが全国に先駆けてゴミの分別を始めたのが沼津市だと認
識しております。当時の沼津市民はとても戸惑ったと思います。
　およそ３０年前、私が学生時代、横浜市でゴミの日に一枚の袋に何でもあり
でゴミを捨てていい事がわかった時は本当にびっくりしました。それだけ沼津
市民にとってはゴミの分別など当たり前のことでした。
　他の市町村はどうかわかりませんが、
　沼津市は「他の市町村の指定ゴミ袋であれば、ゴミ袋として使用できる」よ
うにしたらいいのではないかと思います。
　沼津市内では堂々と名前を書いて使用できるゴミ袋。市境を超えたらただ
の
ゴミ。そんなことはあってはならないと思います。
　今の時代の　「沼津方式」　をぜひお願いします。

　廃棄物処理の基本を定めた「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、市町村は、その区域内
における一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めることが規定されています。つま
り、沼津市をはじめ多くの市町村では、その市町村内から排出されたごみを適正に処理しなければな
りませんので、ごみを指定された袋を使用して排出するなど、ごみの収集やごみの処理に必要な事
項を条例などで定めています。
　本市において「沼津市指定袋」の印字があるごみ袋を使用していただいているのは、印字により沼
津市内（区域内）のルールに沿って排出されたごみであることを確認し処理するためです。市町村の
焼却炉の能力やリサイクル方法の違いにより、分別は市町村ごとに違いがあります。他の市町村の
ごみ袋でごみを出せるようにすることは、適正なごみ処理の確保が困難になるとともに、分別方法が
異なる市外（区域外）から不適正なごみの排出を促進することになりやすいため、難しいと考えており
ます。誠に恐れ入りますが、何卒ご理解いただきますとともに、今後ともごみの減量と資源化にご協
力をお願いいたします。

クリーンセンター管理課

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
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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10日 河川（前川）白濁
　沼津市大諏訪の線路より北側を流れる前川が白く汚染されています。
　昨年暮れと今年に入ってからの2回ですが沼津市環境政策課にも通報し、
対応をしていただきました。
　しかし、昨日現在まで改善されることはなく、平日に関しては川底が白濁で
見えなくなるほど汚染されています。
　私の歩いて調べた結果では2社からの排水が原因かと感がております。
　日曜日やこのお盆休み中は本当に澄んで綺麗な川で、梅花藻も花も見る
ことができます。
　鯉や小魚も多数生息しており、白濁した川を見るたびに彼ら動植物のこと
を考えると涙が出てしまいます。
　沼津市の川です。私たち市民の川です。地元愛のかけらもない一部の人
間の利益のために大切な川を汚されていることに毎日憤りを感じておりま
す。
　沼津市では解決できないのでしょうか？
　できないのであれば私たち地元民はどうしたよいのか、アドバイスをお願い
します。
　もう21世紀に入って20年です。まだこんな川があることを恥じるべきだと思
います。
　どうかよろしくお願いいたします。

　本市では、河川等の公共用水域の水質汚濁を防止するため、水質汚濁防止法及び静岡県生活環
境の保全等に関する条例に基づき、河川等の定点監視（水質調査）を実施するとともに、規制対象と
なる事業所の汚水処理の状況を確認し、基準値を超過することのないよう指導・助言等を行っており
ます。
　ご意見をいただいた前川につきましては、工業地域内に位置し、流域には多数の工場等の事業所
が立地しています。白濁の原因と考えておられる２社を含め流域の多くの事業所は、法に規定される
有害物質を使用しておらず排水量も規定値に満たないため、規制基準の適用を受けませんが、白濁
水等が河川に排出されることで不安や不快に感じる方もいらっしゃいます。
市といたしましては、よりよい河川環境に向けて、今後も前川下流での定点監視（水質調査）を実施
するとともに、当該事業所に対し汚水処理の強化等の対策を講じるよう引き続き要請してまいります
ので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

環境政策課

8月25日 9月8日 門池公園の時計
　門池公園の時計が狂っているので直してください。後、駐
車場付近にある、木の周りに設置してある円形のベンチで
すが、釘が抜けて、板が外れかかっています。腰を掛ける
には危険とおもいますので、検査、修繕してください。

　時計につきましては、原因を調査し早急に修理を行います。またベンチにつきましても早急に修繕を
行います。
　来園される方々が、安全で安心してご利用いただけるよう、今後も、公園の適切な維持管理に努め
てまいりますので、ご理解とご協力をお願いします。

緑地公園課
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

8月25日 9月9日 ゆずりあい駐車場
　現在は看板により利用者への告示を行ってはおります
が、明らかに健常者の利用が多く、本来利用すべき方が利
用出来づに困っている事を何度か見かけます。
　一度注意した事もありましたが、その際に嫌な思いをした
事があり、それ以来見て見ぬ振りをしております。
　今の状態では、かえって沼津市民のマナーの悪さをア
ピールしている様なものでありますので、利用方法を再度
ご検討願います。

  駐車場利用者への対応にあたり、不快な思いをさせてしまい、誠に申し訳ありませんでした。
　さて、庁舎別館南側に接するゆずりあい駐車場は、移動が困難な障害者や高齢者などの皆様が来
庁された際、利便性を考慮し、優先駐車できるよう、設けられた場所であり、一般の方につきまして
は、国道414号対面の市営香貫駐車場をご利用いただくこととしております。
　ご意見のありましたとおり、ゆずりあい駐車場内には、その旨の表示看板を設置し、利用者へのマ
ナーを守った駐車利用を周知しておりますが、混雑時、一般の方の駐車利用において、本来優先利
用したい方が駐車できない状況もあり、その場合には、代替場所として、表示看板でご案内のとおり、
庁舎正面玄関前ピロティをご利用いただけるようにしております。
　ゆずりあい駐車場の利用方法等については、移動が困難な皆様の駐車利用を優先していただける
よう、駐車場入口に新たに適正利用を促す掲示を行い、利用者のマナーの向上と利用環境の確保を
図ってまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りますようお願いします。

資産活用課

8月26日 9月8日 子育て支援
　市営住宅で母子家庭と一般の方が抽選するなんてそん
な事で子育て支援してるつもりでしょうか？
　子育て支援課はお役所仕事ばかりで対応は悪いし、支援
より不正してないかを疑うかのような対応ばかり。
　市長は子育てについてどのように考えているのか意見を
聞きたい。
　子育て支援課への意見はこれで2回目です。
　市長の考えを聞きたいです。

　市営住宅は、住宅に困窮する低額所得者への住宅提供を目的として市が供給している住宅です。
　ひとり親家庭の方に対しましては、入居に関する所得基準の緩和は行っておりますが、市営住宅に申し込みをされる方は様々な
ご事情により住居に困窮された方がお申し込みになるため、希望する部屋が重複した場合は、公平性を保つため公開抽選として、
当選者を決定しております。
　また、残念ながら落選された方に対しましては、現在入居可能な部屋や次回募集のスケジュールのご案内、一定回数以上落選
した方への抽選時の優遇等を行っております。
　市といたしましては、引き続き住宅に困窮されている方へ市営住宅の整備及び提供を継続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。
　本市では、誰もが安心して子どもを産み育てることができるよう、各種子育て支援策を実施しております。
　特にひとり親家庭につきましては、保育所等に入所しやすいよう、入所にかかる審査の際には、ひとり親加算をして優遇している
ほか、保育料につきましても減免を行っております。
　また、本年４月からは、子育て世代包括支援センターを子育て支援課内に設置し、子育てに関する各種相談に対し、きめ細やか
な対応ができるよう、専門の資格を有した「子育てコンシェルジュ」を配置しておりますので、ひとり親家庭でのお困りごと等がござ
いましたら、ご相談いただければと思います。
　なお、保育所の入所につきましては、保育の必要性の高い方から優先的にご案内しておりますので、公平性・公正性を保つ観点
から、保育の必要性の確認が非常に重要となります。
　そのため、保護者及び同居のご家族の方で60歳未満の方には、「保育の必要性の事由」を確認するための書類をご提出いただ
いております。
　このたび、ご提出いただきました就労証明書も保育の必要性を確認するための重要な書類となりますので、ご理解いただきます
よう、お願いいたします。
　今後につきましても、引き続き、子育て世代の皆さまが安心して子育てができるよう、保護者の皆さまのお気持ちに沿った丁寧な
対応を心掛けてまいりますので、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

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

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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