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

11月2日 11月17日 道路事情
　他県から転入し半年、これまで様々な市町村に住んでい
ます。中でも沼津市は以下の理由で運転しづらく危険で
す。
道路のラインが薄い、消えている
道路の凹凸が多い
これらの改善は、交通事故の減少に繋がると思います。

　市内の市道（約4,400路線、総延長約1,100ｋm)の維持管理につきましては、舗装の劣化状況や路線
の優先度などをもとに舗装維持管理計画を立て、順次計画的に工事を進めております。
　ご意見にあった外側線（車道と歩道を分ける白線）の摩耗や路面の凹凸・亀裂などは、日々の道路
パトロールを実施し早期発見・補修に努めるとともに、市民の皆様からの通報をもとに現場を確認し、
随時小規模の緊急工事を実施して対応しておりますが、市内すべての道路の状態を常に把握するこ
とは非常に困難であり対応が遅れてしまう場合もございますので、道路等で何かお気づきの点がござ
いましたら、市役所道路管理課道路維持係(電話：９３４－４７８９)までご連絡いただければと存じま
す。
　これからも、市の道路行政にご理解・ご協力をいただけますよう、よろしくお願いいたします。

道路管理課

11月2日 11月13日 あまねガード自転車
　あまねガードですが、毎日通りますが、最近自転車のマ
ナーが悪く、徒歩の者にぶつかりそうでひやひやしていま
す。
　降りて歩いてくれず、スピードも出していて危険を感じま
す。
　警察等の見回りや、もっとマナー周知をお願いいたしま
す。

　同ガードは県沼津土木事務所の管理となっているため、同事務所に、早速、本件に関する情報提
供をいたしました。
　また、沼津警察署に相談したところ、警察としては同ガードを定期的にパトロールし、違反する自転
車走行者の取り締まりをしているところであり、11月６日及び11月11日にも街頭指導を実施していた
だくことになりました。
　本市としましても、同ガードは交通安全における課題がある箇所と捉えており、９月18日に秋の全国
交通安全運動の一環として、同ガードで街頭指導を実施し、自転車走行者に対して注意喚起を行い
ました。また、市生活安心課のFacebookに、本運動の実施記録及び自転車走行者への注意喚起を
掲載しております。
　今後も警察と連携し、同ガードの自転車走行者への注意喚起をしてまいりますので、ご理解ご協力
をよろしくお願いいたします。

生活安心課
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

11月2日 11月16日 敬老行事とお祝い受渡し
　敬老のお祝い金等は今後も自治会を一切通さず毎年振込み、郵
送にして頂きたいです。敬老対象者の名簿も自治会が完成させる
のではなく、完成済のものを配布して頂きたいです。また、市民文
化センターでの行事も自治会を通さず、市で出欠、送迎を含めた全
てを手配してほしいです。
　現状、多くの自治会では婦人部、女性部がボランティアで敬老関
係のことを任されているかと思います。働く女性も多い中、平日昼
間に仕事を休まなければならない方、家事育児の手を止め時間を
割かれる方、PTA等と兼任せざるをえない方と様々な事情がある
かと思います。もちろん、自治会は助け合いのために無くてはなら
ないものだと思います。
　しかしながら、生活スタイルが移り変わる中、変にアナログなもの
が取り残され、自治会役員が負担に苦しんでいる現状もあります。
その負担のために若い世代の自治会離れが心配な地域もあるか
と思います。
　少しでも皆の負担を減らし、効率の良い対策を早急にお願い致し
ます。
　コロナをきっかけに皆が負担なく無理せず助け合えるよう良い方
向へ動くことに期待しております。

　「敬老」は高齢者に対する感謝と尊敬の気持ちであり、「敬老の日」行事はあらゆる世代が関わり、
子ども達が高齢者を大切にする心を育む機会として、毎年、市と地域の協力のもとに実施をさせてい
ただいております。
　今年度の長寿祝金及び祝品につきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、自治
会や赤十字奉仕団の役員方にご理解をいただいたうえで、口座振込と郵送に変更させていただきま
した。結果、好評であったことから、来年度につきましても、引き続き口座振込と郵送での実施を検討
しているところです。
　次に、75歳以上の方を対象とする敬老行事対象者名簿についてですが、自治会に加入している高
齢者を確認する手段としてこの名簿を利用していますが、任意である自治会加入の有無について市
では把握できないことから、自治会や赤十字奉仕団の皆様にご助力いただき作成しているものです。
　また、市民文化センターや地区センター等で開催する「長寿を祝う会」につきましては、高齢者数の
増加から、平成26年度に対象年齢を70歳から75歳に引き上げることで地域での負担を減じたところで
す。様々な事情を抱える中、大変恐縮ですが、自治会や赤十字奉仕団の皆様には、出欠の確認や
送迎などについて従来と同様にご協力賜りたいと考えております。
　今後も、この「長寿を祝う会」の開催につきましては、自治会連合会や赤十字奉仕団の皆様等のご
意見を伺いながら、改善に努めてまいりたいと考えております。
　「敬老の日」行事の実施にあたり、地域の皆様には大変なご苦労をお掛けしますが、今後ともご理
解とご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。

長寿福祉課

11月6日 11月19日 市役所窓口の対応がよかった
　身内が急病にかかり、それに関連して戸籍について不明
な点があり、市役所の窓口にお邪魔させていただきました。
　市役所はあまり行く機会が無く、おどおどしてしまったの
ですが、案内係の方が誘導してくれたので、無事に窓口に
たどり着けました。
　また、窓口の方も、こちらの事情をしっかり聞いてくださ
り、寄り添った対応で不安も和らぎ、無事に解決しました。
　これからも、市民に寄り添った対応に期待します。ありが
とうございました。

　このたびは、職員の対応につきましてお褒めの言葉をいただき、ありがとうございます。市民課で
は、よりよいサービスの提供と、お客様の気持ちに寄り添った対応を心がけ、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
後もお客様に安心してお手続きいただける窓口となるよう努めてまいります。

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

11月6日 11月30日 リチウム電池の回収
　コイン電池の回収について沼津市のゴミ回収のさんあー
るには掲載されていないため、捨て方がわかりません。
　厚木市の回収が分かりやすかったのでコピペします。参
考にして廃棄の仕方を明確に提示して欲しいです。
ボタン電池の回収を調べていた際に厚木市のページが出
てきたため、今自分が持っているものがボタン電池ではなく
コイン電池だと気づきました。たぶん、沼津市の大半の人
は、コイン電池をボタン電池と間違えて捨てていると思いま
す。
　以下厚木市のホームページからのコピペです。

Ｌ Ｒ で始まる型式のアルカリ電池
Ｓ Ｒ で始まる型式の酸化銀電池
Ｐ Ｒ で始まる型式の空気電池
（注意事項）
　形状は似ていますが、Ｃ Ｒ 及び Ｂ Ｒ で始まる型式の薄
型のコイン形状の電池は、ボタン電池ではなく、リチウム電
池です。協力店のボタン電池回収缶に入れることはできま
せん。
　リチウム電池（?Ｃ Ｒ 及び Ｂ Ｒ で始まる型式の薄型のコ
イン形状の電池） は、「もえないごみ」の日に、透明か半透
明の袋に入れ『電池』と書いてお出しください。
【豆知識】
　直径20ｍｍ程度のコイン型のリチウム電池は、形状が似
ているため、ボタン電池と混同しがちですが、リチウムコイ
ン電池には、水銀が含まれていないため、厚木市で回収し
ています。リチウム電池はCR又はBRから始まる型式の電
池です。
　電池業界では、環境負荷の軽減のため、乾電池の水銀
ゼロ化に取り組んでいますが、ボタン電池に関しては、性
能面・品質面の理由から、現在も微量の水銀が含まれてい
ます。
　このため、一般社団法人電池工業会では、使用済みボタ
ン電池の回収と適正処理について、協力店と連携し、自主
的に取り組んでいますので、店頭回収にご協力をお願いし
ます。?

　電池のうち、乾電池は資源回収の日に収集していますが、近年増加している充電式電池、ボタン電
池、コイン電池といった乾電池以外の電池は処理困難であり、製造者の責任においてリサイクルする
ものとして、現在、市では処理の対象としていません。
　充電式電池とボタン電池については、製造者による回収システムが確立していることから、ごみの
出し方便利帳とごみ分別アプリ「さんあーる」に、回収店の回収ボックスをご利用いただくよう説明を
掲載しています。
　一方コイン電池は、製造者による回収システムが確立していないため、その処理方法については、
特に掲載していません。情報提供いただいた厚木市のような先進事例の調査研究を行ってまいりま
す。
　ご指摘いただいたとおり、ボタン電池とコイン電池は形状が似ており、電池に刻印された型式で判
断するため、見分けにくいのが現状です。電池の処理方法の説明について、他市の事例を参考にし
ながら、それぞれの電池の特徴や見分ける方法を盛り込むなど、今後、「さんあーる」やごみの出し方
便利帳等への記載にあたり、わかりやすい説明を心がけてまいります。
　丁寧な情報提供をいただき、ありがとうございました。

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

11月9日 11月20日 内閣府男女共同参画局『女性活躍推進法「見える化」サイ
ト』→市町村女性参画状況見える化マップ
　市役所が率先して女性の就業支援をしたり、男女共に子
育てと両立できる働き方の支援をすれば、それが地域全体
の空気に繋がってくるものと思います。
　まずは現状の把握からということで、表題の内閣府の見
える化サイトにおいて、沼津市における男性公務員の育休
取得率が公表なし・データなしなことから、市のHPで公表さ
れてはいかがでしょうか？

　男性職員の育休取得率の向上は、沼津市役所においても課題となっており、より多くの男性職員が
子育てに参加できるよう、その積極的な取得を促しているところです。
　沼津市の男性職員の育児休業取得率の公表につきましては、配偶者が出産した男性職員の正確
な把握ができないことから公表は行っておりませんが、男性職員の育児休業取得人数につきまして
は沼津市ホームページにて公表しております。
　今後、男性職員の配偶者の出産状況の把握に努め、男性職員の育児休業取得を促進するととも
に、取得率の公表を行ってまいります。
　
【掲載場所】
　沼津市トップページ＞市政情報＞市役所＞課ごとの業務一覧＞企画部 人事課＞人事行政運営等
状況の公表＞勤務条件・服務等（ＰＤＦ）＞２　休業に関する状況

【アドレス】　https://www.city.numazu.shizuoka.jp/shisei/office/ichiran/kikaku/jinji/jinji_kohyo.htm

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

11月12日 11月30日 市民文化センターの対応
　いつも感じて居りますが使用許可について非効率性な手
続きについてまったく改善がみられません。使用させていた
だくには日時の空きを確認して使用許可申請書（２枚複写）
を提出、そのコピーをいただきます。毎月市より支払通知書
が届き（私共は郵便で送られてくる手間をはぶいてもらい手
渡しにしてもらいました（切手代など私が考えることではな
いかもしれませんが・・・）支払い時には申請書、許可書、納
入通知書など手わたされ支払います。又、予約は６ヶ月先
まで出来ますが、それぞれ１ヶ月ごとに申請書を書きそれ
ぞれの月のコピーをいただきます。
　又、変更、追加なども同様の書類です。追加などの時も
市よりの支払通知書が文化センターに届かない限り支払は
出来ず当日払いの様子です。
　長年申請書を書き続けてますが、その上工事等の危険を
確認書、コロナウイルスに対する注意書など書類ごとに毎
月毎回提出です。すべて書類ペーパーでの処理では現在
世の中の処理方法に逆行している気がしますし、無駄が多
いと思います。
　手続きのデジタル化、必要な権限移譲等しなければなら
ない時と思います。私がかかわらせていただいた時申請書
の捺印の改善、支払の振込みではなく文化センターでの支
払など少しは言い続けて改善がありました。どうぞ改善の
方法はあるはずです。どうぞ早いみなをしをお願いします。
　又、窓口の対応について、最近の若い方が上から目線の
対応で、しばしば気分が悪くなります。言っていい事、悪い
事があります。
　私共だけでなく、チケット購入の一般の方々もみえます。
接客にもうすこし心使いのある対応をお願いしたいと存じま
す。
　常々感じていることです。どうぞよろしく新しい沼津、明る
い沼津になることを望んで居ります。

　この度は、施設利用にかかる各種手続きの煩雑さにより、利用者の皆様にご不便をおかけしてお
り、誠に申し訳ありません。今回いただきましたご意見を参考として、新型コロナウイルスに係る同意
書等の付随書類の簡素化など、すぐにでも改善できるものについては、早急に対応させていただきま
す。
　なお、ご意見の中には、システムの改修や運営を行う指定管理者との協議・調整を伴う手続きや業
務があり、対応に時間を要すものもあります。こちらは一連の申請手続きについて、申請書の簡素化
の検討を始めていたところです。今後、具体的に内容の整理をしたうえで、申請手続き等、業務の改
善を進めてまいります。
　また、窓口職員の接客対応により、ご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。
　ご意見を真摯に受け止め、市民の皆様に気持ちよくご利用いただくために、窓口接客業務につきま
して丁寧な接客を心掛けるよう、職員に対する教育を改めて徹底してまいります。
　今回のご意見を参考として、今まで以上に利用者の方々のお気持ちに寄り添った応対を心掛け、市
民に利用しやすく、親しまれるよう市民文化センターの運営に努めてまいります。今後とも引き続き沼
津市民文化センターを御利用賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

文化振興課
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

11月12日 12月4日 火災予防週間の朝夜のサイレン
　以前他の方もおっしゃられておりましたが、全く声が届い
ていないので再度意見させて頂きます。
　今年になってから沼津市で仕事があり宿泊をしております
が。
　今朝7時、まだ皆眠っております。今コロナの影響でいた
だく仕事が非常に大事な事と、年末に向けて遅くまで働い
ており疲れております！！そこにきてあの大音量のサイレ
ン。もぉびっくりして早朝から飛び起きてしまいました。これ
が15日まで続くかと思うと、軽くノイローゼになりそうです。
　消防も大事ですが、大事な連絡が騒音になってしまってま
す。また、労働者の身体もとても大事です。もう少しその辺
気遣って頂き、皆が起きてるであろう時間帯（9:00頃）になり
ませんか？
　本当強く改善を望みます！！！

　ご指摘のサイレンは、「全国一斉秋の火災予防運動」に伴い、防火啓発の一環として、地域の各消
防団（分団）で吹鳴しているものであります。
　サイレンを鳴動している時間につきましては、コンロや暖房器具による火災が発生しやすいことか
ら、お出かけ前の午前７時、就寝前の午後９時に鳴動することが、火災予防に対する意識の高揚に
つながると考え実施しております。
　また、サイレンと合わせ、沼津市消防団では、防火パレード、防火広報、住宅防火診断、夜間パト
ロールなど火災予防活動を実施しております。
　なお、防火啓発サイレンを含め防火広報等の実施方法については、事前に消防団幹部とともに検
討し実施しております。
　今後も、実施方法について検討を重ねてまいりますので、　是非とも、地域全体の安全・安心の啓
発活動である旨をご理解のうえ、ご協力のほどお願いいたします。

危機管理課

11月18日 12月4日 沼津駅高架工事
　新聞報道、広報等で少しずつ進捗している様に見受けら
れますが、なぜもっとスピードアップ出来ないのか不思議で
す。強制執行やれば良い。早目に施工しないと工事費が大
幅に増額します。その為市民に余計な負担が増えます。そ
の他の工事を止めても優先的に施工すべきです。その方
が最終的に負担が少なくてすみます。私も50年程建設業界
にいましたのでよく判ります。
　仕事はメリハリです。がんばって下さい。

　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ると認識しております。
　新貨物ターミナル整備に係る用地取得につきましては、長期に渡り地権者の皆様に丁寧な説明や
交渉を重ね取り組んでまいりましたが、本市にとってこれ以上、事業を遅らせることができないことか
ら、昨年度に土地収用法に基づく土地明渡しの裁決申請を行いました。本年４月に土地明渡しの裁
決が出され、地権者の皆様には明渡しの期日が通達されましたが、その期日までに全ての明渡しが
履行されなかったことから、１１月１０日に土地収用法に基づき行政代執行法に移るための手続きを
いたしました。今後は静岡県により行政代執行法に基づき代執行の手続きが進められますが、あくま
でも、自ら撤去していただくことが望ましいと考えておりますので、代執行が実施されるまでは、誠意
をもって、引き続き明渡しのお願いをしてまいります。
　鉄道高架本体や新車両基地等の鉄道施設の工事着手に向けましては、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。同時に、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の着手前に実施しておかなければならない
工事に取り組んでおります。
　一日でも早く完成できるよう、引き続き、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

6



7

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

11月30日 12月8日 新型コロナウイルス対策
　お疲れ様です。
　新型コロナウイルス対策についてお聞きします。
　毎日、正午と17時に時報が放送されてますが、それに合
わせて新型コロナウイルスの予防の呼びかけは出来ないも
のですか？
　マスク、うがい、手洗い、ソーシャルディスタンスを呼びか
けるだけでも効果はあるかな？と思います。

　沼津市では新型コロナウイルス感染症について、広報ぬまづや組回覧といった紙媒体、市公式HP
等のweb媒体で感染予防の広報を行うとともに、感染者の増加や先日のクラスター発生の際などに
は市長からの緊急メッセージを発信してまいりました。
　ご提案いただきました同報無線による感染予防の広報につきましては、今後の感染状況を注視しな
がら、発信内容や放送頻度を含めて検討してまいります。

危機管理課
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