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

10月2日 10月19日 体育館開放
　学生優先(守る)ということは重々承知してますが、
社会人に対して今までのような中学校の体育館を解放
することは今後もありませんか？
　市内感染者が1ヶ月出てないようですが、解放する
判断基準をお教えください。

　学校体育施設開放事業における体育館の一般（社会人）の利用再開について、令和２年８
月25日付け、各校区管理指導員宛てに、『利用再開の目安は、静岡県新型コロナウイルス警
戒レベルが「警戒レベル３（県内注意）」、県内評価「感染限定期」となった時点』を考え
ている旨、通知しました。
　令和２年９月25日更新の静岡県新型コロナウイルス警戒レベルが「警戒レベル３（県内注
意、県外警戒）」、感染流行期は「感染限定期」に改善され、10月２日更新時においても同
様であったことから、現在（10月５日）一般（社会人）への利用再開を含めた利用拡大に向
けて調整しているところです。
　詳細が決定しましたら、各校区管理指導員にお知らせしますので、今しばらくお待ちくだ
さい。

スポーツ振興課

10月12日 10月26日 市民窓口の対応
　市民窓口の所長が、用意してある筆記用具の不備に
もかかわらず、こちらの字が汚いや、もっと丁寧に書
いた方が印象がいいなどとニヤニヤ笑いながら、他の
利用客がいるにもかかわらず中傷してきました。とて
も気分が悪いです。

　この度は市民窓口事務所の職員の対応で、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。
　市民窓口事務所の所長に確認をしたところ、お客様がお書きいただいた書類が面接用書類
であったため、「名前を丁寧に書いたほうが印象が良い」とお声掛けしたとのことでした
が、周囲の状況を確認するなどお客様に対する配慮が足りなかったものと反省しておりまし
た。
　市民課といたしましても、今後このようなことがないよう、お客様の立場・目線での対応
を徹底するよう本人に注意いたしました。
　今後も、職員一同、来庁されるお客様が気持ちよく手続きが出来るよう、お客様の気持ち
に寄り添った対応を更に心掛け、さらなる市民サービスの向上に努めてまいります。

市民課

令和２年10月分「市民の声」一覧

1



2

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

10月16日 10月26日 生活保護課、障害福祉課職員様
　案内、説明が電話対応の時から窓口でも大変ていね
いでわかりやすく、安心できました。
　ありがとうございます。

　この度は職員の対応について大変励みになるお褒めの言葉をいただきありがとうございま
す。
　今後も電話や窓口での対応の際に、丁寧でわかりやすい説明を心掛けてまいります。

社会福祉課

10月22日 11月2日 プレミアム商品券登録店で、その商品券を使用できな
い件
　プレミアム商品券を購入したのですが、登録店2件
で断られました。
　1軒目で、バイトの人が対応し、よく分からないと
いうことで、人当たりも良かったため現金で対応しま
した。
　しかし、2軒目の沼津駅北口の○○○で、商品券対
応とのことで来訪しましたが、会計の際にバカにされ
ながら、そんなもんは対応できませんとのことでし
た。
　商品券対応だから来訪したのにこの態度はなんです
か？
　対応しないのなら最初から商品券対応なしの店舗で
いいのでは？
　他の店が頑張っている中、コロナを出汁にする、こ
ういう店舗は許せないです。

　いただいたご指摘について確認をしたところ、提示いただいた商品券は、当該店舗で使用
できる沼津市商店街連盟発行のプレミアム付商品券ではなく、使用できない別の商品券で
あったため、使用をお断りしたとのことでした。
　現在、新型コロナウイルス感染症の経済対策としてさまざまな商品券等が発行されてお
り、紛らわしい状況であるため、より丁寧な対応を心がけるよう、依頼をいたしました。
　今後におきましても、さまざまな機会を捉え注意喚起を行うなど、これらの商品券等が本
市で利用しやすくなるよう、努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いします。

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

10月26日 11月13日 高沢公園夜間使用の厳格化
　沼津駅北口から歩いて5分のところにある高沢公園、通称SL
公園についてです。
　私は高沢公園の目の前のマンションに住んでいるのです
が、夜間の騒音が最近、特にひどいです。
　昼間から夕方にかけては家族連れや子供達で賑わってお
り、ほほえましいのですが、夜間については高校生、不良少
年の溜まり場になっていることが否めません。叫声をあげる
若者たちが毎日のように夕方から夜にかけて集団で屯してい
るので近隣の住民は大変迷惑しています。付近の高校生、若
者のモラルの低さには呆れ果てることしかできません。
　公園という場所は、地域コミュニティを醸成する場所であ
り、子どもたちが元気に遊び心身共に健康増進していく場で
もあることから必要な場所であることは間違いありません。
ですが毎日のようにこういった環境が近くにあることで近隣
住民の精神的な安寧が阻害されていることは否定できませ
ん。
　市には近隣高校への注意喚起・園灯の深夜時消灯や、警察
への夜間パトロールの依頼などを実施してもらいたいです。
　ご検討のほどよろしくお願い致します。

　高沢公園の騒音についてご迷惑をおかけして申し訳ありません。
　ご指摘では夕方から夜間にかけてとのことでしたので、27日の18時頃、29日20時頃に公園
巡回をしたところ、それぞれ高校生が２名程度、中高生が７名程度いることを確認しました
が、特に騒ぐことなく会話をしている様子でした。そこで公園利用者にも直接聞いたとこ
ろ、週末の夜間に、若者が騒ぐ姿や酒に酔った人が叫んでいる姿を見かけることもあるとの
ことでした。
　園内は防犯の観点からも消灯することは難しいですが、今後も巡回や聞き取りなどで状況
把握を行う中で、注意喚起や警察へのパトロール依頼を行ってまいりますのでご理解ご協力
をお願いいたします。

緑地公園課

10月26日 11月9日 二十歳の集い
　これから冬に向けて、またコロナが流行る可能性が
大きいですし、新二十歳も若いので重症化はしにくい
とは言え、保菌者を増やすリスクは避けるべきかと来
賓は挨拶を紙面で済ませるとのことですし、それなの
に新二十歳にリスクを負わせるというのはどうかと思
います。

　本市の「二十歳の集い」は、各地域の特色を生かし、地域的な結びつきを重視した地区開
催で二十歳になる若者を祝う式典として実施しております。
　本年度の式典については、企画・運営にあたられる各自治会、青少年を健やかに育てる会
等の地域の代表者と協議を重ねた結果、二十歳になる若者にとって一生に一度のことであ
り、今後の人生の歩みを進める大切な記念日であることから、規模を縮小して開催すること
といたしました。
　主催者として、新型コロナウイルス感染防止のために、式典の開催時間の短縮、来賓招待
の見合せ、新型コロナウイルス感染症防止対応チェックリストの作成等、対策の徹底を図り
ます。
　しかし、感染防止には、二十歳になる若者一人ひとりのご協力が不可欠であると考えてお
ります。
　二十歳の皆様には、案内状の中で、体調管理をはじめ、日頃から感染防止対策を講じてい
ただき、大人として自覚のある行動をとっていただくようお願いします。
　開催方法や内容が限られておりますが、思い出に残る式典にしたいと考えておりますの
で、ご理解いただきますようお願いいたします。

生涯学習課
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

10月26日 12月4日 ゴミ当番
　ゴミ集積所の管理の回答にゴミ袋のチェックについて
も、”住民のトラブルにつながりやすいことから、市でも自
粛を求めていますが、集積所の管理上自治会等でどくじに
ルールを定めていることがありますので、自治会等にご相談
ください。”とかかれていましたが、最初のゴミ分別の説明
会で分けなければ回収しないと市の説明に来られた方が言わ
れたので仕方なく自前の手袋をつけて分けていたのにこの書
き方だと自治会が勝手にやっているようでムカつきました。
これを読んでから回収されなかったゴミの分別はやめまし
た。
　それと資源・埋め立てゴミでバラしてない傘もそのうち自
治会が勝手にやっているといわれそうなのでやめることにし
ました。
　自分の傘もまだ5本もバラしていないのに他人の傘などバラ
したくありません。
　それをクリーンセンターの方に言ったら自治会長に迷惑ゴ
ミの書類を自治会長に出してもらえば回収するといわれたの
で、自治会長に行ったら副会長にこの自治会ではゴミ当番が
バラすことになっていると言われましたがバラすことは断っ
て帰ってきました。
　クリーンセンターの人には自治会長は拒否しないといわれ
たのせすけど。
　ゴミ当番は仕事を休んでやっています。
　置いていたごみは、集会所に運んで次回また出したりたい
へんです。
　その上傘をバラせとか無理です。
　まじめにやっている人だけが馬鹿を見なければならないの
ですか？ゴミの出し方は回覧でまわしたとか、クリーンセン
ターの方はいっていましたが、回覧板読む人などほとんどい
ないとおもいます。
　自治会費を払っていない人には回覧板は回ってきません。
　ゴミの出し方は毎月2回広報の日にでも放送で正しい出し方
を一つずつでも放送してほしいです。”傘は骨と布を分けて
出さないと回収しません”とか。
　ルールを守って出さないとゴミ当番の迷惑になることも放
送してほしいです。
　自治会に入らないとゴミは出すな見たいな雰囲気なので仕
方なく入ってますが、自治会に入ると、やりたくもない行事
（運動会とか）に強制労働させられるし、勝手に赤い羽根募
金に募金されて嫌いな鳥の羽がポストに入れられるし最悪で
す。
　自治会の在り方も見直して欲しいです。

　使用済みの傘についての分別方法が徹底されず、ルールを守って出されている貴方様に大
変なご苦労をお掛けしており、市といたしましても、市民の皆様へ分別の周知が不足してい
たことをお詫び申し上げます。
　使用済みの傘は、傘骨と傘布に分けて、傘骨は資源回収の日に金属類へ、傘布はビニール
製の場合は埋め立てごみの日に３類（熱源利用プラスチックごみ）へ、布製の場合は燃やす
ごみの日にお出しいただくようお願いしております。
　ごみの出し方については、市のホームページやごみ分別アプリなどにおいて、わかりやす
い説明を心がけ、今後一層の周知を図ってまいります。自治会他に向けて、回覧物だけでな
く、集積場所に掲示する啓発看板の作成支援も行っておりますので、ご相談をお寄せくださ
い。
　なお、ご要望いただきました、ごみの出し方の周知に関する放送につきまして、市の同報
無線は、その設置目的から、放送する内容が限られており、放送することはできませんが、
自治会によっては、独自の放送設備でごみの排出についての放送を行っていますので、ご自
身の自治会長へご相談いただきますようお願いします。
　沼津市のごみの集積場所については、「沼津市における廃棄物の処理及び清掃に関する条
例」により、集積場所をお使いになる皆様で管理していただいています。地域の実情に合わ
せ、主に自治会の中で維持管理に係る費用や当番などのルールを決めていただいております
ので、集積場所の使用やその管理については、まずはお住まいの地域の中でお話しいただき
ますようご理解とご協力をお願いいたします。（クリーンセンター管理課）

　住みよい地域づくりを進めていくためには、同じ地域に住む方々が主体となって、親睦を
深め、共同募金活動や災害時の避難所運営、防犯灯の設置管理など、様々な活動に取り組ん
でいくことが必要であると考えております。市といたしましても、住民の皆様が参加しやす
い自治会活動となるよう支援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。（地域自治課）

クリーンセンター管理課
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

10月27日 11月11日 中学校新人戦の観戦
　サッカー部の子供がいる親です。
　コロナの影響で観戦が中止されました。
　保護者会として、子供たちがよりよくサッカー部活
動ができるように協力していきたいと思っています。
ですが、唯一子供を応援できるサッカーの試合を誰も
見に来てはいけないのでは、子供たちの様子もわから
ず、もどかしい気持ちです。子供たちの送迎だけや
り、応援もできないのは残念でなりません。
　駐車場で待つように言われましたが、ショックでし
た。

　ご意見をいただいた中学校サッカーの新人戦は、沼津市サッカー協会が市立中学校の顧問
部会にその運営を委任しております。
　新型コロナウイルス感染症の収束の見通しが立たない中、各中学校では、授業時数が確保
できなくなる臨時休業に繋がる「感染リスク」をできる限り避ける観点から、従前同様の感
染予防対策を継続する必要があると判断し、沼津市校長会での申し合わせを踏まえ、新人戦
の運営方法を決定したものと伺っております。
　また、種目によっては、会場の感染予防対策が出来ない等の理由で中止としたものもある
と確認しております。
　教育委員会といたしましては感染予防対策の徹底を図りつつ、保護者観戦についても可能
な範囲で配慮するよう、ご意見をお伝えしてまいります。

学校教育課

10月28日 11月26日 市営温水プール
　令和３年３／３１閉館後の流れについて
　①　解体工事はいつ始めるのか？
　②　改築工事はいつ始まるのか？
　③　同じ場所で建て替えるのか？
　④　完成予定時期は？
　⑤　供用開始予定は？
　⑥　プリペイドカード導入予定の有無
　⑦　市民体育館との利用者カード一体化
　など具体的に広報でお知らせ下さい。

　新屋内温水プールの整備につきましては、屋内温水プールがごみ処理施設の余熱を利用した施設である
ことから、ごみ処理施設の建替え事業である新中間処理施設整備事業との整合を図った上で行っていくた
め現在検討中でございます。今後、整備スケジュール等が決まりましたら、市ホームページや広報ぬまづ
等にてお知らせしていきます。
　また、市としましては、新屋内温水プールができるだけ早期に開設ができるよう努めてまいります。

　①　解体工事はいつ始めるのか？
　(答)　令和３年度中に屋内温水プール上屋を解体する予定です。
　②　改築工事はいつ始まるのか？
　③　同じ場所で建て替えるのか？
　④　完成予定時期は？
　⑤　供用開始予定は？
　(答)　現在、新中間処理施設整備事業でごみ処理施設等の配置や新屋内温水プールの整備範囲等を検討
中であるため、新屋内温水プールの工事着手、建築場所、完成予定時期や供用開始予定については、新中
間処理施設の配置計画や整備スケジュールの決定を受けて定めてまいります。
　⑥　プリペイドカード導入予定の有無
　⑦　市民体育館との利用者カード一体化
　(答)　今後、運営方針等について検討をする中で、プリペイドカードや共通カードの導入といった利便
性の向上につながるサービスについて検討してまいります。

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

10月28日 11月13日 避難行動要支援者と個人情報保護
（所管部署）総務課・社会福祉課・地域自治課
　　　　　（複数の支援者がいれば心強い）

支援者　　　　　　　　　　　　　　　家族

　　　　　　　　　　　　　　　　　　名簿に記載（登録済）

　　　　　　　　　　　　　　（橋渡し役）・・・要支援者本人若しくはご家族の
同意を得て要支援者の状態（自力で避難出来ない・・・１人１人の個別情報）を互
近助の皆様に開示しなければ、支援者としての承諾を得られない（実効性を得る為
に）
※課題・提案は裏面です。

（課題）
　自治会（役員）・民生委員として橋渡し役を担う上で
①要支援者（世帯）が普段から互近助付き合いがあれば名簿の作成の有無を問合ず
避難行動のみならず助け合うのは当然のことと認識しているはずなので課題はあり
ません。
②問題なのはご近所付き合いが希薄な昨今、ご近所付き合いが全くない又はほとん
どない要支援者（世帯）に手を指し述べるには互近助しかありません（「遠くの家
族・親せきよりも向う三軒両隣」の理念）
③自治会（役員）・民生委員が互近助に情報提供した後に（支援者になります・な
りませんを問わず）情報が拡散した場合、情報提供した自治会（役員）・民生委員
は責任を負わなければならないのでしょうか？
（提案）
①厚労省は法律上名簿作成を自治体に義務づけています
名簿作成だけでは絵に描いたもち、そこから先は自治体自治会等に要支援者１人１
人の体の状態に合った「個別計画」（ＡさんをＢ、Ｃさんが車イスを使って最短
ルートで避難所へ行って下さい等）を策定しなさいと言っています。
②策定すれば避難訓練等で実施し、新たに課題が発生すればそれに取り組み、その
時に備える準備が整いすばらしい仕組みの制度であると考えます。（機能します）
③「情報提供」は提供側の意図に反することが多々あります。（一人歩きしてしま
う）故に自治会（役員）・民生委員として活動する上で常に「漏洩」と言い言葉が
頭をよぎります。
④個人情報に関するマニュアルや参考本を見てもまずは、これは「漏洩に当たるの
でしてはいけません」等注意喚起を促すものが多いです。
⑤市役所にお願いしたいのは、情報提供でもこれは保護法には違反しません」とい
う事案・実例・事例等を多く発信してほしいと考えております。
今回の事案・避難行動要支援者若しくは家族の同意を得て名簿に記載し、それに基
づき互近助に支援（者）をお願いする行動は保護法に違反（抵触）しないことを明
確にし、ホームページ・広報等で周知して頂ければと考えます（積極的に発信して
ほしいです。）（役割を担う上での行動基準としたい、心強いです）
⑥命に直結する行動指針として重要と考えますし、自治会（役員）・民生委員はこ
の様な役割も担っているんだということを広く市民の皆様に伝えれたら良いなと感
じています
（余談）最後に私自身の役割を全うすることで、座右の銘にしている基本的な言葉
があります
　　互・・・お互いさま
　　近・・・遠くの家族・親せきよりも、向こう三軒両隣
　　助・・・情は、人の為ならず
※誤字・脱字・乱筆等ご容赦下さい。よろしくお願いします。

【個人情報保護に関する事例等の情報提供について】
　個人情報の保護に関する法律（以下「法」といいます。）は、個人の情報及び利益の保護
と個人情報の有用性を定めた法律で、全ての事業者に適用されますが、民生委員・児童委員
の方は、個人情報取扱事業者には該当しません。
　一方、民生委員・児童委員の方は、非常勤・特別職の地方公務員であるため、法の基本法
部分及び沼津市個人情報保護条例等（以下「条例等」といいます。）に基づき個人情報を取
り扱うこととなります。
　個人情報の取扱いについては、一定の目的で情報提供された個人情報を本人の同意なしで
本来の目的と異なった利用をしますと、原則法及び条例等に違反することとなります。
　一方で、法及び条例等においては、例外について定められているため、本人の同意がない
場合であっても緊急やむを得ないと認められるときなどには、収集した情報を目的外に利用
し、又は外部に提供できるケースもあります。
　このため、具体的に法や条例等に違反しないかについては個別に判断する必要があること
から、事例等を挙げてホームページ等に掲載することは困難ですが、民生委員・児童委員の
職務遂行のため地域住民の方と民生委員・児童委員の方との間での情報提供について、参考
となる資料をホームページに掲載するなど、住民に対して周知を図っていきたいと考えてお
ります。

【避難行動要支援者の個人情報の取扱いについて】
　　「避難行動要支援者の同意者名簿」は、災害時における自らの力では避難が困難な要支
援者への支援と安否確認に活用するための重要な情報であると考えております。
　このことから、避難行動要支援者の同意者名簿の重要性や自治会、民生委員等が担ってい
る活動の重要性、日頃からのご近所付き合いや地域での交流の意義も併せて広く市民に周知
して、理解が得られるよう努めてまいります。
　また、災害対策基本法では、名簿の情報は災害発生に備え、避難支援等に必要な場合に情
報を提供するものであり、正当な理由がなく当該名簿で知り得た情報を漏らしてはならない
と規定されていることから、自治会や民生委員等の皆様に名簿の作成を依頼する際には、個
人情報の適正な取り扱いにご配慮いただくよう、周知に努めてまいります。
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