
1

　

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

9月1日 9月10日 犬のフン害
　私の住んでいる地域では、犬のフンがとても多く困ってい
ます。
　ものにより、どこのお宅の子のものか分かるものもありま
す。
　家にも小型の犬がおりますが明らかにサイズも違います
が不審な目で見られることもありとても迷惑です。
　静岡市やほかの地域では『イエローチョーク作戦』が行わ
れているようですが沼津市でもどうでしょうか？

　以前に比べて飼い主のマナーの向上により、犬の散歩時でのフンの放置は減っているものの、いま
だ個人のモラルの向上に努めていく必要がある状況です。市では「沼津市まちをきれいにする条例」
により飼い犬のフンの放置等を禁止しており、環境美化指導員と協力し、イベント等の開催時に合わ
せて犬のフン袋等の配布を行い、また、フンの放置が多い地域の周辺自治会に対して、組回覧を行
う等の周知・啓発活動に努めております。自治会長等を通じ、「飼い方のマナー」についての組回覧
文章を配布することもできますので、地域の課題として自治会長に相談していただくのもひとつの方
法と考えます。今回、ご意見いただきました「イエローチョーク作戦」につきましては、飼い主のマナー
向上に向けた実践的な方法であり、他市町の事例を参考に調査、研究をしてまいります。

環境政策課

9月1日 9月11日 市役所庁舎で行われたプロジェクションマッピング花火他
全２件
　昨日、8/29、沼津市役所の壁にプロジェクションマッピン
グで花火を映していたとTwitterで見ました。
　このプロジェクションマッピングは
(1)誰が
(2)何の目的で
(3)誰のお金で
(4)金額はいくらかけて
　実施したのですか？教えてください。
　よろしくお願いします。

　今回実施したプロジェクションマッピングにつきましては、コロナ禍のなか人を集めてイベントを開催
することが困難であることから、その観覧方法として、ネット配信・WEB上による観覧を主として実施し
たものであり、実施の目的としましては、沼津夏まつりをはじめ本年度は様々なイベントが中止になっ
たほか、経済活動の自粛などにより、観光をはじめ飲食、交通など様々な業種に影響が出ていること
から、市民の皆さまや全国の沼津ファンの皆さまにエールを届けるため、沼津夏まつり花火大会の映
像などを活用し、市が実施したものであります。
　なお、公募方式によって選定された、このプロジェクションマッピングを制作した事業者につきまして
は、東京駅や東京タワー、高輪プリンスホテルなどのプロジェクションマッピングを手掛けた全国有数
の事業者であり、その制作技術などについても非常に高く評価されていることから、今回WEB上で観
覧された皆さま方におかれましても、その高い技術を十分お楽しみいただけたものと考えておりま
す。
　また、当日の記録映像は、市観光サイトなどで常時公開するとともに、外国語に翻訳し海外におら
れる沼津ファンの皆さま方にも配信しております。さらに、市内外で開催する観光プロモーションの際
に放映するなど、今後の本市への誘客ツールとして十分に活用してまいります。
　次に、財源につきましては国の地方創生臨時交付金を活用し、プロジェクションマッピングの制作及
び投影、WEB上での配信等の経費として、1,400万円の予算を計上しております。

観光戦略課

令和２年９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

9月1日 9月17日 西部グラウンド
　西部グラウンドについて二つ提案があります。
　●自販機を設置してほしい
　大岡グラウンドのように敷地内に自販機が欲しいです。自
販機を設置すれば土地所有者にお金が入るはず？なので
沼津市も儲かるし利用者は喜ぶし一石二鳥になるはず。そ
してそのお金をグラウンド管理にあてればいいと思う。ベン
チとか、ベンチの屋根を作るとか。運動したひとはみんな飲
み物買うから売上も間違いなくいいので設置したい業者は
絶対いると思い。
　●公共施設予約システムで予約できるようにしてほしい
　なぜ大岡グラウンドだけ予約できて西部はできないのか。
しかも予約システムで入っていくと「市民運動場Ａ」と「市民
運動場Ｂ」と表示されて、Ａが大岡、Ｂが西部かと思いきや
両方とも大岡というオチ。なぜ西部ができないのか。すぐに
西部も加えてほしい。できないならなぜできないかを教えて
ほしい。

　予約に関しご不便をおかけしましたことお詫び申し上げます。
　頂いたご提案について次のとおり回答させていただきます。
●西部市民運動場敷地内に自動販売機を設置してほしい
　ご提案にありますとおり、自動販売機を設置し売り上げ収入を施設管理に充当している施設はあり
ますが、西部市民運動場につきましては、隣接地に自動販売機が設置されているため、現在は、自
動販売機の設置を考えておりませんが、今後、施設の利用状況を踏まえつつ必要に応じ自動販売機
の設置について検討してまいりたいと考えています。
●西部市民運動場を公共施設予約システムで予約できるようにしてほしい
　公共施設予約システムで予約可能な市民体育館等の３つのスポーツ施設は、利用者が多く利用区
分も細かく分かれていることから事前予約が可能となっておりますが、事前予約後はその他のスポー
ツ施設同様に窓口での本予約を行う運用となっております。同システムでは、大岡市民運動場をはじ
めとする、その他の施設は空き状況のみを表示していますが、今後は西部市民運動場についてもシ
ステムに追加し、空き状況の表示を行うとともに、利用者の皆様にわかりやすい表記となるよう改め
てまいります。また、これら施設の事前予約の機能については、同一団体による予約の集中や無断
キャンセル等による他利用者への影響等の課題も整理しつつシステムの改修や制度設計を行う必要
がありますので、今後の利用状況を踏まえたうえで検討してまいりたいと考えています。
　今後とも、沼津市のスポーツ行政にご理解ご協力いただきますようよろしくお願いいたします。

スポーツ振興課

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

9月4日 9月28日 ゴミの再分別
　現在、当方が居住している地域の自治会では、赤いラベ
ルが張られ、ごみの回収が行われなかったものについて、
住民が当番により、再分別を行い、正しい収集日に出すこ
ととしている。
　しかし、これは、本来行政が負担すべきコストを住民が
負っているだけではないのか。
　しかも、燃えるごみとして「使用済みマスク」があることか
ら、住民が新型コロナウイルス感染症に感染するリスクを
負った行為である。もちろん、クリーンセンター職員と異な
り、この作業で新型コロナウイルス感染症に感染した場合
でも一切の保障は存在しない。
　また、プラスチック製容器包装として回収すべきものと、燃
えるごみとして出すことのできるものの区別が曖昧過ぎ、収
集委託業者の価値観に依存している面がある。
　燃えるごみとプラスチック製容器包装は、当面一緒に回
収すべきではないのか。

　ごみをできる限り資源化するため、市民の皆様には正しい分別方法でごみを出していただくようお願いしていま
す。しかしながら、中には正しい分別方法で出されていないごみもありますので、そのようなごみは、出された方に
向けて正しい分別方法をお知らせするために、赤いシールを貼り、集積場所に残しております。新型コロナウイル
ス感染症の感染が広がる中、ご指摘のように集積場所に残されたごみを当番の方が再分別するのは感染のリス
クを伴います。赤いシールが貼られたごみは、出された方ご自身に再分別していただくため、しばらくの間集積場
所に置いていただくようお願いします。しばらくたっても出された方が現れない場合は、クリーンセンター管理課ま
たは収集課へご相談ください。
　プラスチック製容器包装のうち、汚れが付着した容器はリサイクルの引き取り対象外となっているため、リサイク
ルが適正に行われるよう分別をお願いしているものです。
　燃やすごみとプラスチック製容器包装を当面一緒に収集すべきでないかとのご意見につきましては、燃やすごみ
の焼却処理を行っている清掃プラントは、建設から44年、基幹改良から16年を経過しており、大量のプラスチック
ごみを焼却する能力がありません。現時点においては、焼却能力の低下を防ぎ、安定的にごみを処理するには、
清掃プラントで焼却処理するごみをなるべく減らし、リサイクルできるものはリサイクルへ回すことが必要であると
考えております。
　プラスチック製容器包装については、現在国がその処理について検討しているところであり、今後、国の動向に
も注視しながら、分別収集方法を検討していきたいと考えています。
　ごみの分別方法につきましては、ごみの出し方便利帳、ごみの年間収集計画表の配布だけでなく、市ホーム
ページやごみ分別無料アプリの配信などの方法により、市民の皆様への周知啓発に努めてまいります。

クリーンセンター管理課

9月9日 9月23日 街中のベンチ等
　沼津市街地では、ベンチが少ない
　買物と中の休憩も荷物整理も出来ない
　これではとしよりつかれたサラリーマンも市街地帰宅と中
での買物もいやになってしまう
　ベンチがあったとしても実用的でない変な形であったり、
雨にぬれる場所にある
　市民の生活に本当にあった事をしてほしい

　沼津市では、ヒト中心の都市づくりを進めており、中心市街地を訪れた方々が快適で過ごしやすい
環境整備に取り組んでおります。
　これまでにも、中心市街地の商店街と連携し、ベンチやまちかどスポット（大手町さんさんホール1
階）の設置など、買い物途中で気軽に利用できる休憩スペースの整備を進めてきたところです。
　いただいたご意見につきましては、商店街等の関係者と情報を共有し、今後の取組の参考とさせて
いただきます。

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

9月15日 9月30日 予防接種・予防接種券
　B型肝炎3回目、1歳までの予防接種券の期限が1週間切
れてしまいました。実費5600円程度かかると言われました。
　10か月健診の際に前の週にあった突発性発疹の発熱で
引っ掛かり受けられず、その翌月半ばには胃腸炎の発熱
で受けられず、体調が落ち着いたので予約しようとしたら期
限切れと病院に言われました。
　保健センターにも電話しましたが、何も、救済措置はない
のですね。コロナ禍で3月以降病院に行きにくい状況でも
あったのに。
　元々、予防接種のスケジュール管理のサポートが病院か
らも市からもないという印象でしたがとうとう失敗してしまい
ました。未熟な母である私が悪いのですが、、、。
　同じような人がでないことを祈って、何か変わればいいと
思って、声を上げさせていただきました。

　Ｂ型肝炎の予防接種は、予防接種法に基づく定期接種のため、接種対象者が国で決められてお
り、市において、独自に対象年齢を延長することができません。恐れ入りますが、ご理解をお願いい
たします。
　なお、予防接種のサポートですが、沼津市では皆さまの予防接種スケジュール管理を自動作成す
る「ぬまづ子育て応援団　モバイルサイト」を導入しており、接種忘れが無いようにご利用いただいて
おります。
　この「モバイルサイト」は、接種時期にお知らせメールを配信し、予約日を入力していただくことで、
自動で予防接種スケジュールが作成されるものです。生後2か月に送付する予防接種券に登録に関
するチラシを同封しておりますが、この「モバイルサイト」では、様々な子育て情報もお知らせしており
ますので、お役に立つよう改めて、下記ＵＲＬにより　「ぬまづ子育て応援団　モバイルサイト」をご案
内いたします。
　なお、「ぬまづ子育て応援団　モバイルサイト」の登録に関して、チラシは同封しておりますが、今後
もさまざまな場面でPRに努めてまいりますので、ご理解をお願いいたします。
　「ぬまづ子育て応援団　モバイルサイト」http://numazu.city-hc.jp/
　≪モバイル専用≫　　　　　　　　　≪アプリ専用≫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ａｎｄｒｏｉｄ　　　　　　ios用

健康づくり課

9月17日 10月1日 観光案内看板の管理について役所の対応のまずさ
　約４週間前に案内看板や方面を表している板看板が読み
にくくなっており、改善してほしく、担当課が分からないので
観光課に連絡した。氏名は忘れたが女性が出た。場所は
スルガ銀行本店西側駐車場(沼津市役所から御成り橋を渡
り原方面に向かう)交差点、アーケードとの接続交差点に、
立て看板に沼津宿とか書いてあるが、だた板に彫ってある
のみなので雨風にささられ見えにくくなっている。なので、要
改善を願いつつ連絡したところ、応答した女性は内の課で
はないですねとの応え方であった。では何処の課なのか聞
くとわからないとのこと。場所を聞かれ回答したがどうも理
解できないようであった。木彫りに墨で書けば見えやすくな
ると足得たが回答はしどろもどろであり、いい加減呆れて担
当課を探しお願いしますと切った。その後どうなっているか?

　この度は、貴重なご意見をお寄せいただいたところ、職員の対応で不快な思いをさせてしまい、誠
に申し訳ございませんでした。
　お問い合わせの道標につきましては、現地を確認したところ、ご指摘のとおり劣化や文字の見にくさ
が認められたため、管理者である地域自治課において、速やかに改修を行います。
　今回、ご指摘いただきました職員の対応につきましては、業務内容を適切に把握するとともに、丁
寧で十分な説明をするよう職員への指導を今一度徹底してまいります。
　今後とも、沼津市の観光行政にご理解、ご協力をお願い申し上げます。

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

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

9月23日 10月8日 なぜ１９９３年で
　フェスタぬまづは、終わってしまったのですか？
　フェスタしずおかは、名前を駿府城夏祭りに変更して2017
年と2019年にあって羨ましかったです。
　沼津市民としては今でも疑問です。
　教えて頂けたら幸いです。
　お願いします

　フェスタぬまづにつきましては、1993年まで計19回開催された「沼津夏まつり」の幕開けを飾るイベ
ントであるとともに、若者から家族連れまでが楽しめる当時の市民の皆さま方に定着したイベントとし
て、実施しておりました。また、その組織体制として、主催を静岡新聞社・SBS静岡放送が、共催を沼
津夏まつり実行委員会がそれぞれ担い、イベントの企画・運営を行ってまいりました。
　ご質問の件について、主催者の静岡新聞社・SBS静岡放送様に確認したところ、「もともと地方再生
という観点で、地域の祭りを盛り上げるために始まったイベントでしたが、地域独自のイベント等も活
性化し、当初の目的を達成したことから中止と致しました」との回答をいただきました。
　当市としましても、「沼津夏まつり」をはじめ、「大瀬まつり」や「戸田港まつり」など地域の特色を生か
したイベントを定期的に開催することにより、賑わいの創出や地域の活性化に努めているところであ
ります。本年は、沼津御用邸記念公園が開園50周年目を迎えることから、10月10日より、沼津御用邸
記念公園をはじめ市内各所にて、イベント開催のほか装飾品の展示等を実施し、来場される方々を
心をこめてお出迎え致します。今後とも、市民の皆さま方に愛されるイベント等の企画・運営に努めて
まいりますので、ご理解くださいますようお願い致します。

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

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

9月30日 10月13日 放課後児童クラブの保育の質
　沼津市の「児童クラブの保育の質」に関して沼津市としてどのように考えているか教えて
ください。
　子供の児童クラブでは支援員の方は、子供と一緒に遊ぶことはほとんど無いようです。
また、子供と楽しく雑談することも良しとしないような面もあったり、ビデオを見る時間は全
員でビデオを見るというように全員が同じ行動を求められ、見たくもないビデオを見せら
れ、ビデオを見る子、本を読みたい子、オセロを楽しみたい子などの子供毎の思いがかな
り制限されているようです。正直子供は児童クラブを楽しい場所とは思っていないようです
が、親が仕事で不在なことを理解してくれていて、仕方なく、我慢して行ってくれているよう
です。
　別の学校の児童クラブを利用している知人数人からそれぞれの児童クラブの様子を聞く
と、同じように子供と遊ばない支援員の学校と、一緒に遊んでくれる支援員の学校とがあ
るようで、支援員の違いが、子供への保育の違いとなっている様子がうかがえます。近隣
市のクラブに通う姪は、会う度にクラブで支援員と一緒に作った作品を楽しそうに見せてく
れます。市内のあるクラブで、コロナ対応で午前中小学校の先生がクラブの児童の面倒
をみてくれている時に、先生が子供たちと遊んでいる様子を見た支援員が、「ここのクラブ
では支援員は子供と遊ばない「見守り」が方針なので、今後一切子供と遊ばないで欲し
い。」と応援してくれている先生に言ったということがあったと聞きました。これが児童クラ
ブでしょうか？
　子供が小学校１年から３年生まで、児童クラブで楽しい時間を過ごしてくれることで、保
護者は安心して仕事に頑張って行けるのであって、子供が児童クラブでの生活を楽しいと
思えないようなら、自分は仕事をやめるべきかと悩んだりもしています。それも児童クラブ
によって保育の質が大きく異なっていると聞くと、ほとほとやるせない思いです。
　自分でも児童クラブの在り方を考える情報がないかとネットを検索してみました。厚労省
から「放課後児童クラブ運営指針」というものが発表されていて、「放課後児童クラブ運営
指針解説書」というものがあることを知りました。解説書の中で特に３章を読むと、支援員
は子供と遊びを通したいろいろな関わり方で接する支援員の行動事例が具体的に記載さ
れています。（コラム：遊びの場面での関わりの工夫）しかし、遊ばずに「見守る」などの支
援員の対応は一切記載されていませんでした。解説書に書かれているような、子供との
関わり、保護者との関わり、地域や学校との関わりを考えてくれているすばらしい支援員
がいるのか疑問ですが、少なくとも遊ばない支援員は児童クラブで国として求められてい
る方針とは異なるものと思えます。国が示す方針などは無いがごとく、支援員個人の保育
への価値観が正しいと思い、それを優先して保育をされているのが沼津市の実態かなと
思います。なぜ支援員に対し、目指すべき姿を共有し、市内すべてのクラブが同じ方向の
保育を目指し、ある程度質を一定にできないのでしょうか。
　ここで沼津市の子育て支援についてお聞きしたいです。
Q１：「遊ばないで見守る」が沼津市の考える子育て支援、児童クラブの支援員のあるべき
姿ですか？
　　⇒もしYesなら、沼津市に住んだことが間違いだったと思うことで諦めます。そしてこれ
から仕事をしながら子育てをする世代は、沼津市に住むことは避けるべきと言いたいで
す。
　　⇒もし、Noなら、「遊ばないで見守る」方針のクラブへの対応をどうするか教えてくださ
い。
Q2：沼津市が目指す児童クラブ、支援員のあるべき姿というものが存在しますか？存在
する場合、どのように、そのあるべき姿を支援員に周知し、その方向に向かうよう指導し
ていますか？
　　また、あるべき姿と大きく異なるような支援をされているクラブの実態を把握しています
か？
Q3:近年、支援員の質が問題となり、質の向上のために研修を充実していくようなニュース
の記事がありますが、支援員一人ひとりの研修への参加実績を沼津市は管理されていま
すか？知人から、発達障害児に、普通の子と同じようにガミガミ注意しているクラブがある
と聞きました。発達障害児への対応をまったく学んでいないとしか思えないのですが、この
実態をどう思われますか？

　放課後児童クラブは、働く保護者に代わり、学校授業の終了後に小学校の余裕教室等を活用して、
利用する児童に適切な遊びと生活の場を提供し、児童の健全な育成を図ることを目的としておりま
す。
　本市では、市内全体のクラブ運営を「沼津市放課後児童クラブ連絡協議会」へ業務委託し、また、
地域の子どもは地域で育てるという観点から、その下部組織として小学校区ごとに自治会・民生委
員・学校・保護者の代表等で組織する「放課後児童クラブ運営委員会」にそのクラブ運営方針をご検
討いただき、運営にも関わっていただいております。
　今回、いただいたご意見につきましては、委託先にお伝えいたします。
　また、本件について最も危惧すべきは、児童がクラブを楽しいと思えず仕方なく我慢して利用してい
ることだと考えております。
　ご承知のとおり、児童クラブは児童の健全な育成を図ることを目的とするものであり、児童1人1人の
人格を尊重して運営されなければなりません。
　支援員が児童と遊ぶか見守るかは手段・スタイルの問題であり、必ずしも統一を要するとは思いま
せんが、支援員の仕事を単に児童を怪我・事故なく預かるだけと考えている支援員がいるとすれば、
こちらは早急に改善すべき問題ですので、今後の運営の在り方や支援員のあるべき姿について、共
に確認・検討を行い、クラブ支援員の研修の場等で周知します。
　なお、いただきましたご質問については、次のとおり回答いたします。
Q1及びQ2について
　先にお答えしたとおり、地域の子どもは地域で育てるという観点から、各学校区ごとに運営委員会
を組織し、クラブの運営方針などを検討しております。
　そのため、児童と遊ぶことに重きをおいているクラブ、児童の安全に重きを置いているクラブなど、
必ずしも全クラブが統一した運営をしている訳ではありませんが、今回のご意見を踏まえ、クラブ運営
を委託している連絡協議会とともに、より良いクラブ運営について検討を行うようにいたします。
Q3：県主催の研修などにつきましては、市で取りまとめを行っておりますので把握をしております。
　発達障害児への対応につきましては、県主催の研修会などに参加を促すとともに、県のアドバイ
ザーによる実地研修事業に申し込みを行い、知識を深めているところです。
　また、連絡協議会においても、10月に発達障害に関する講演会の開催が予定されております。

　　＜令和2年度参考＞
　　　県主催の育成研修：31名受講予定
　　　県主催の実地研修：６クラブ実施予定
　　　連絡協議会主催による講演会：10月開催予定

子育て支援課
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8

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

9月30日 10月19日 納税管理課の電話対応
　市税の納付相談で電話したところ、対応した男性職員の
対応がひどすぎる。こちらがちょっと怒りの態度を出すと、
同じように食ってかかってきます。それを咎めると『そっちが
そう言う態度だから』と言われました。そして、何を言っても
『滞納するのが悪いでしょ』と、滞納した奴が物申すなと言う
態度を終始とられ、とても気分が悪いです。女性の職員の
方では嫌な対応をされた事はありません。が、接遇の教育
はどうなっているのでしょうか。

　本市では、納税者の皆様が自主的に納付していけるよう、法令に則り、公平・公正な徴収事務に努
めております。
　税金につきましては、納期限内に一括で納めていただくのが原則ですが、やむをえない事情によ
り、納期限までに納付いただけない旨のご相談があった場合は、収入や支出などの生活や資産の状
況などを詳しくお伺いし、収入や支出等に見合った適切な納付計画を作成し納付していただくこととな
ります。
　今回ご指摘のありました電話の対応につきましては、丁寧な説明と対応を心掛けてまいりますの
で、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

納税管理課

8


