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

12月1日 12月11日 勤務中のスマホ
　片浜窓口の方はスマホが手放せないみたいです。人がい
ないときに捜査してる疑惑持たれても致し方ないかと。こち
らの申請はしっかりミスしてくれました

　このたびは、市民窓口事務所での手続きに関して、ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございませんで
した。
　手続きを担当した職員に、状況を確認いたしました。
　携帯電話の件につきましては、業務時間中に私的な使用はしておりませんが、お客様から誤解を招
くような行動は厳に慎むよう、全窓口事務所職員に注意・徹底いたしました。
　申請につきましては、ミスのないよう、業務マニュアルを確認するとともに、さらに複数の職員による
チェック体制のもと業務を行うよう、指導いたしました。

市民課

12月7日 12月11日 市職員の新型コロナウイルス感染
　市の職員がコロナに感染したという話だが、市長のコメン
トが良くない。「このことは大変残念に思っております。」っ
てどういうこと?
　感染者差別をなくそうと世間が言っているときに、このよう
なコメントをする神経が信じられない。
　沼津市では感染が悪なのか?市民として情けない。

　新型コロナウイルス感染症につきましては、本市を含め全国的に感染が拡大しており、本市職員を
含め、誰が感染してもおかしくない状況になっております。
　市といたしましては、市民の皆様や事業者の皆様に感染防止に多大なるご協力をいただいている
中、感染拡大防止の注意喚起を呼びかけている立場である本市職員から感染者が確認され、市民
の皆様にご心配とご不安な気持ちを抱かせてしまったことに対し、市長からメッセージを発信させてい
ただきました。
　感染者ご本人やそのご家族などに対する不当な差別や偏見等につきましては、これまでも、機会を
捉え、そのようなことが行われないよう皆様にお願いしてきたところですが、今後も継続して呼びかけ
てまいります。
　また、市民の皆様が引き続き安心して市役所を利用していただけるよう、職員の感染防止に対する
意識を高め、マスクの着用や手指消毒の実施など基本的な対策に加え、職員の体調管理の徹底を
図るなど、これまで以上に感染の発生と感染拡大防止に努めてまいりますので、ご理解とご協力をお
願いいたします。

危機管理課
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

12月7日 12月17日 新型コロナウイルス感染症対策予算
　市議会だより第２２９号に，新型コロナウイルス感染症対
策予算として，小中学校の端末及び大型提示装置の取得
として挙げてありますが，子どもたちや教職員を守るため
に，それよりも感染症対策に直結することに予算を使って
いただきたいです。
　換気のため常に窓を開けておかなければならないのにエ
アコンがなく寒風が吹き込む特別教室，消毒薬が高価なた
め毎日の机椅子の消毒に使っているのは食器用洗剤，イ
ンフルエンザも心配されるこの季節に加湿機のない乾燥し
た教室や職員室，教職員による毎日の放課後の消毒作
業，何より３０人以上の児童がひしめく密な教室。
　端末や大型提示装置よりも，それらの改善に予算を使っ
ていただきたいです。

　ご指摘の小中学校の端末及び大型提示装置につきましては、国のGIGAスクール構想の前倒しに
伴う整備ではありますが、新型コロナウイルス感染症拡大の緊急時には、端末を貸し出してオンライ
ン学習を実施したり、大型提示装置を活用して分散授業を実施したりするなど、児童生徒の学びを保
障をするためにも必要なものであることから整備するものです。
　また、端末及び大型提示装置の整備に先立ちまして、感染症対策として、学校の規模に応じた予算
措置を行い、アルコール消毒液や手洗いせっけんはもとより、非接触型体温計、換気に必要なサー
キュレーター、加湿器や空気清浄機等の物品を各学校の実情に合わせて整備しております。
　今後も、文部科学省の衛生管理マニュアルに基づき、学校の新しい生活様式を踏まえた中で、児童
生徒の健康・安全を第一に、学習内容や活動内容を工夫しながら、教育活動を継続していくよう、冬
季における換気や、日常の消毒、身体的距離を確保など、学校ごとの状況によりできる限りの感染対
策に努めてまいりますので、ご理解ご協力をお願いいたします。

学校管理課
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

市民課12月8日 12月18日 市民課への問合せへの対応
市民課に問合せした際(本日11時)の対応について
平成2年度の税額通知書を紛失したため課税額証明の郵送を依頼
しました。
Ａ氏：市のＨＰで申請書をダウンロードしてください。
私：今ＨＰ開きましたがどこにありますか？
Ａ氏：「税証明」のところですがありませんか？
私：「税証明」というインデックスは無いですが。
ＨＰ開かずの説明で一向に進まないので諦めて終了しましたが必
要で再度電話。
Ｂ氏はＨＰを開いての説明をしてくれ何とかたどり着いたのですが、
今度は
Ｂ氏：郵送だと時間がかかりますが・・。
私：どのくらいかかりますか。
Ｂ氏：一日です。
私：全くかまいません。
Ｂ氏：添付書類があり説明は申請書が着いた頃がよろしいでしょう
か？
私：申請書送って頂く時に添付書類メモを同封頂ければ。
Ｂ氏：何度も郵送ということになりますが構いませんか？意味不
明。
私：郵送は特異な事例で市役所はなるべく避けたいということです
か？
私：手間がかかってしまうことをあなたはずーっと強調されています
が。
Ｂ氏：そういうわけではありませんが。

このように郵送をお願いしたところ、たった1日なのに時間がかかる
と言われまた添付書類の説明が必要なことを強調されました。申
請書送付が当日には難しいことは誰にでも判ることです。添付書類
はメモがあれば良いですし不明なら電話します、当然。
細部は省きますがずっとこんな調子の対応で、「できれば郵送はし
たくない」意思表示が最初から最後までコメントに表れていました。

1.「一両日中に添付書類メモも添えて送ります」で済む話ではない
ですか。
2.他の課でもそうですがＨＰの記載場所を説明する際は、ＨＰを開
きながらまたはせめてＨＰの目次かインデックスを記載のコピー1枚
を手元に置いて説明して頂きたいものです。

　この度は、課税証明書の郵送請求のお問合せに対し、適切な回答を差し上げることができず、誠に
申し訳ありませんでした。
　電話で回答した職員に確認いたしましたところ、添付書類の説明に関しましては、手数料として郵便
局で定額小為替をご購入いただかなければならないことを、あらかじめお伝えしたかったということで
した。また、郵送請求は通常業務であり、「できれば郵送したくない」という気持ちはなかったが、その
ような印象を与えてしまったことは、大変申し訳なかったと反省をしておりました。
　HPの記載場所の説明をする際は、いただいたご意見を参考にしながら、より具体的・迅速に説明さ
せていただけるよう努めてまいります。
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

12月8日 12月21日 沼津市立病院の面会制限他全２件
　コロナ禍で働いてくださっている医療従事者の皆様、毎日ありがとうござい
ます。
　先日、けがで入院した際はコロナの影響で面会制限が以前より厳しくなっ
ていました。
　しかし、面会許可証を持たずに面会時間でもない早朝から数人の看護師さ
んが患者さんの面会に来ているところを何度も見かけました。
　おそらく、病院の職員が入院しているんだろうとは思いますが、コロナで面
会制限を厳しくしているのに、職員がルールを守らないとはどういうことでしょ
うか。また、病棟の看護師さんたちも気付いているのに見て見ぬフリをしてい
るようでした。
　一般の患者は様々な思いや不安を抱えながらも、制限を守り生活をしてい
るのに、職員だからといってルールを無視してよいのでしょうか。何のための
面会制限なのか医療従事者なのに理解できていないのでしょうか。
　お世話になっておきながら失礼とは思いましたが、疑問に思ったので投書
させていただきました。
　自分以外にも同じように疑問に感じている患者はたくさんいると思います。
　コロナの感染拡大を防ぐためにも、しっかりとした対処をしていただきたいと
思います。
　よろしくお願いします。
　私は今後も沼津市立病院にはお世話になっていく人間です。匿名とさせて
いただくことをお許しください。

　当該事実を確認したところ、当院職員が急遽入院したため、業務の確認や身の回りの状況を整える
ために同僚職員が病室を訪問しておりました。
　コロナ禍で入院患者様の面会制限を厳しく行なっている中、当院職員自らが面会制限を守らなかっ
たことは、ご指摘のとおりに不適切な対応でありました。
　同僚職員に対しては、速やかに対応を改めさせるとともに、12月９日に厳重注意いたしました。
　今後、規律を遵守するよう職員教育を徹底してまいります。

沼津市立病院

12月10日 12月17日 水道部職員の感染にかかる市長発言
　水道部職員の感染非常に大変で、体調が心配です。
　しかし、市長のその後の発言はいかがなものでしょうか。
　「私自身、このことは大変残念に思っております。」
　この言葉にどれだけの人が傷つけられたでしょうか。
　しかもそれを、後日謝罪なく変更し、変更したにも関わら
ず更新日は変えない不正。
　市ぐるみで隠蔽ですか。
　気をつけても、気をつけても感染してしまうリスクはありま
す。
　上に立つものの自覚にあまりにも欠ける発言であったと
思います。この言葉の真意を教えていただきたい。
　何が残念なのでしょうか。
　また、更新日を変更していない理由についてもお聞かせ
願いたい。
　議会で答弁した方が良いのでは。

　新型コロナウイルス感染症につきましては、本市を含め全国的に感染が拡大しており、本市職員を
含め、いつ誰が感染してもおかしくない状況になっております。
　市といたしましては、市民の皆様や事業者の皆様に感染防止に多大なるご協力をいただいている
中、感染拡大防止の注意喚起を呼びかけている立場である本市職員から感染者が確認され、市民
の皆様にご心配とご不安な気持ちを抱かせてしまったことに対し、市長からメッセージを発信させてい
ただきました。
　しかしながら、ご指摘の言葉につきましては、市民の皆様から不要な誤解を招き、不愉快な思いをし
ているとのご意見もあるため、市ホームページの市長メッセージから削除いたしました。なお、更新日
を変更しなかったことにつきましては作為的なものはありません。
　今後も適時適切な情報発信に努め、市民の皆様の安全・安心のために取り組んでまいりますので、
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

危機管理課
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

12月14日 12月28日 本市の国民健康保険料、市、県民税をはじめとする納税
システムのキャッシュレス導入時期
　本市（沼津市）の請求書、窓口、オンラインで国民健康保
険料、市、県民税をはじめとする納税システムのキャッシュ
レスを導入する時期に関しては、検討中かをお尋ねしたい
です。

　キャッシュレス決済による国民健康保険料や市税の支払いにつきましては、24時間、時間や場所を
選ばずに納付ができることから、市民の皆様にとって、大変メリットのある納付方法であると認識して
おります。
　本市においては、令和３年４月から国民健康保険料、市県民税（普通徴収）、固定資産税・都市計
画税及び軽自動車税（種別割）について、クレジットカードやスマートフォン決済アプリ等による納付が
できるよう、現在準備を進めているところです。
　今しばらくお待ちくださいますよう、よろしくお願いいたします。

納税管理課

12月14日 1月12日 アスルクラロのJ2昇格のためのグランド整備及び沼津市
の活性化
　現在、Ｊ３で活躍中のアスルクラロですが、いくら頑張って
も、グランドの整備が整っていない（座席数や屋根等のＪ
リーグの企画に入らない）状態です。
　提案ですが、イトーヨーカドーや東部総合庁舎や市民体
育館の場所にサッカー場を作る計画を検討してみたらいか
がでしょうか？また、建物の老朽化もありそろそろ立て直し
の時期ではないですか？ララポート、ラブライブサンシャイ
ン、沼津港などあり、駅も近く相手のサポーターも観光をし
てもらえて良いかと考えます。また、Ｊ２に昇格する事にな
ればさらに来場サポーターが増え活性化に繋がると思いま
すので長期ビジョンで考えて見て下さい。

　アスルクラロ沼津のホームスタジアムである愛鷹広域公園多目的競技場は、ご指摘のとおりＪ２以
上のＪリーグスタジアム基準を満たしておりませんので、基準クリアに向け検討しているところでありま
す。
　いただいたご意見につきましては、アスルクラロ沼津と情報を共有し、今後の参考とさせていただき
ます。

スポーツ交流推進課
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

12月14日 1月21日 学園通りの街灯が少ないです。
　夕方以降、自転車に乗る人や歩行者にとって、沼津市は
とても街灯が少ないと思います。車が道路を走ってる際は
車の明かりで道は明るいように感じるかもしれませんが、車
の通りが少ないと道は真っ暗になります。不安になりますし
危険です。自転車に乗る学生にぶつかりそうになったこと
があります。自転車のライトだけでは限外があります。道が
明るければ、それだけで安全な街になると思います。
　具体的には、人通りの多い場所。学園通りと、ノジマとカ
ルビー丁の間の道がとても暗いと思います。街灯をたくさん
つけてほしいです。

　道路管理者が設置する道路照明施設は、道路構造令などの設置基準に基づいて、歩行者等が道
路を横断する交差点、横断歩道など局所的に設置されるものであり、道路を横断する歩行者等を交
通事故から守ることを目的としております。
　ご意見をいただいたノジマとカルビー丁の間の道や学園通りの歩道について現場を確認したとこ
ろ、道路構造令などの設置基準に基づき必要な箇所には道路照明施設が設置されておりましたの
で、新たに道路照明施設を設置することは考えておりません。ご不便をおかけして誠に申し訳ありま
せんが、沼津市の道路行政にご理解とご協力をお願いします。

道路管理課

12月18日 1月5日 沼津駅周辺の高架化
　何十年も前に決まったことを今実現させようというのは、
おかしいと思う。時代の流れがあり、状況が大きく変わって
いるから。無駄なお金は使わないでほしい。現市長に投票
した人の中には高架化反対の人もいると思う。そこで提案
です。
高架化のメリット、デメリットと橋上駅（？）のメリット、デメ
リットを公平な立場で市民に提示し、住民投票を行ってほし
い。高架化より市立病院を新しくしてほしい。

※私は反対派の運動に所属している者ではありません。
　本当に一市民です。

　現在の沼津駅周辺の踏切やガードでは、日常的な渋滞の発生のほか、歩道の狭隘による自転車の押し歩き、集中豪雨による通
行止めや車両の水没事故、救急車や消防車等の緊急車両の円滑な通行に支障が生じるなど、市民生活や経済活動にも大きな
影響を与えております。
　また、車両基地や貨物駅などの広大な鉄道施設によって南北市街地が分断され、回遊性や利便性が図られないことで、南北市
街地の一体的な発展が阻害されているといった課題があります。
　鉄道高架事業は、沼津駅周辺の13か所の踏切を除去するとともに、沼津駅周辺の３本のガードを４車線かつ両側歩道の道路に
整備し、交通渋滞や冠水等による通行止めの解消、緊急車両のスムーズな通行など、安全で安心なまちづくりの実現を図るもの
であります。
　また、中心市街地の交通環境が改善されることで、東名・新東名のインターチェンジ及びスマートインターチェンジからの広域アク
セスが容易となり、本市が有する歴史・文化・豊かな自然などの高いポテンシャルを十分に発揮できる構造となり、市域全体の経
済活動の活性化にも繋がるものであります。
　中心市街地においては、南北市街地の一体化と交通環境の改善により、公共空間の再編が可能となります。現在の車中心の空
間から、ヒトが心地よく安全で快適に回遊できるヒト中心の空間へと再編することで、密集や密接の回避などコロナ禍において求め
られる新たな生活様式にも対応できるとともに、SDGｓやSociety5.0等の新しい発想によるまちづくりを進めることができる絶好の
チャンスとなります。
　更に、鉄道高架化により生まれる鉄道跡地等を活用することで、居住環境の創出や民間投資が促進され、雇用の創出、交流人
口の拡大や定住人口の確保、拠点性の向上、地域経済の好循環、財源確保にも繋がるものであります。
　ご提案の住民投票については、これまでも平成17年と平成31年に市民の代表者による住民投票条例制定の請求を受けてまい
りましたが、本市議会において「本事業は本市の発展に極めて有効な事業である」とのご判断により、制定に至らなかった経緯も
ございます。
　多くの市民の皆様に期待をいただいている事業でありますので、引き続き、静岡県とともに早期完成に向けて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、お願いします。

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

12月18日 1月4日 岡宮の異臭
　岡宮の異臭が酷いです。
　窓もまともに開けられず、また朝方では登校中の小学生
が鼻を押さえながら登校している有様です。
　またグルメ街道等に広がる飲食店等のネットのレビューで
も異臭の件は多数指摘されています。
　なぜこの様な状況が認められているのでしょうか？
　この様な苦情は、恐らく市役所のほうにも多数寄せられて
いると思いますが、全く改善の動きが見られません。
　自治体に任せている部分もあるかもしれませんが、やは
り市が先導しなければ、自治体の活動では限界があると思
いますよ。
　臭気の測定も、連続で測定を実施されていますか？
　この悪臭は断続的に発生しているので、たまたま臭いが
発生していない時に測定をしても意味がありません。

　悪臭の発生源は、東名沼津インター周辺に複数ある畜産農場の畜舎や堆肥舎であると考えられま
す。このうち、特に臭気が強く広範囲に影響を与えていると思われる事業所については、これまでに
継続的な指導・助言を行い、事業者においても作業内容の見直しや臭気が漏れないよう設備を更新
するなどの対策を行ってきましたが、大幅な改善につながっていないのが実情です。
　このような状況から、門池地区にお住まいの皆様にご協力をいただき、一昨年度から各自治会長・
事業者・行政の三者による会議を定期的に開催し意見交換を行うとともに、周辺住民がモニターとな
り事業者の作業内容と悪臭の関連性の把握に努めてきたところです。
　また、各方面からの働きかけにより、新たな対策として、家畜のし尿処理施設の管理を専門業者に
委託することを現在、事業者が検討しております。専門業者が入ることで臭気の軽減につながるもの
と考えております。
　畜産農業の性質上、臭気の発生そのものは避けられませんが、今後さらなる対策を講じることで一
定程度まで臭気を抑制することができるよう、県や市の農業関連部署とも連携して引き続き指導・助
言を行ってまいりますので、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

12月21日 1月15日 サッカー場
　小学生サッカーの公式戦が、ゴミの埋立処分地の植田グ
ラウンドで行っています。グラウンドの状態が非常に悪く、
他の市町村に比べ残念な環境です。植田グラウンドの再整
備や新たな人工芝のグラウンド整備をして欲しいです。他
の市町村は立派な人工芝のグラウンドが整備されていま
す。

　ご意見のありました植田のグラウンドは、市内から排出されたごみの埋め立て処分を行っている最
終処分場の一部です。
グラウンドの部分につきましては、処分場としての位置付けであり、浸出水の処理と水質検査を実施
しているところですが、埋立処分は終了していることから、地元自治会等からの要望を受けて、周辺
地域住民の健康増進のため、一時的に多目的広場として使用できるよう整備したものです。
　最終処分場の跡地利用方法は未定となっており、処分場の廃止の目途が立った場合には、グラウ
ンドの再整備については、地元の声も聴きながら浸出水の処理に支障がないよう、慎重に対応してま
いりたいと考えております。（クリーンセンター管理課）
　新たな人工芝のグラウンドにつきましては、利用に適した競技種目が限られること等から現在整備
の予定はございませんが、大岡市民運動場、中瀬市民運動場、西部市民運動場などサッカーをはじ
め多目的に利用できるグラウンドを照明代を除き無料で貸出しておりますので、ご利用頂きますよう
お願い致します。（スポーツ振興課）

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

12月21日 2月9日 成人式
成人式　式典中止は大変残念です。
藤枝市、河津町、松崎町、
西伊豆町は抗原検査により
成人式実施するようです。
沼津市も抗原検査実施して
成人式を開催できないでしょうか？
沼津は学校別で集まるので
感染対策を徹底して成人式開催願います。
何卒よろしくお願い致します。

　「二十歳の集い」の式典は、二十歳を迎える新成人の皆様が社会人としての義務と責任を自覚する
場であり、一生に一度の節目を地域をあげてお祝いするものです。
　本市では、17中学校区に会場を設け、企画・運営に当たられる各自治会・青少年を健やかに育てる
会・青少年育成推進員等、ご協力いただく地域の皆様と話し合いながら、式典時間の短縮や会場の
変更等、新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けたできる限りの対策を講じて、開催の準備を進
めておりました。
　感染が拡大する中で、12月21日に、県から成人式のあり方について再考するよう要請があったこと
も踏まえ、抗原検査を実施して、式典を行うことも検討いたしました。しかし、年末年始を挟み、検査
キットを調達して式典の前に新成人の皆様の手元に届けることは時間的に困難な状況でした。
　また、式典を開催することで、人の移動や集まりのきっかけを作り、感染リスクを高めることが懸念さ
れることから、本市では、例年実施している式典という形式をとらずに、令和３年「二十歳の集い」の
開催方法を変更することとし、新成人の皆様をお祝いするために、新たにインスタグラムで友人との
交流や成長した姿を見ていただく場を用意するとともに、恩師や沼津にゆかりのある著名人からのお
祝いメッセージ動画等を配信しました。
　「二十歳の集い」を楽しみにされていた新成人の皆様やご家族、開催に携わっていただいた関係者
の皆様には大変心苦しい限りですが、市民の皆様の健康と安全を最優先に考えた結果の、苦渋の
決断であることを何とぞご理解くださいますようお願い申し上げます。

生涯学習課

12月23日 2月9日 成人式
一生に一度の成人式がなくなるなんて、
子供たちがかわいそうすぎます。
そんな、簡単にやめるのではなく、
代替を考えます、とか言えなかったのでしょうか？
たとへば、来年のお正月にそういう機会を設けるとか、夏夏
の成人式にするとか、
今年はできて、再来年もやるのに、今度の成人だけないの
はあまりにもかわいそうすぎます。リモートなんて、参加した
いと思いますか？
もし、自分がその立場なら、と考えてあげてください。

　「二十歳の集い」の式典は、二十歳を迎える新成人の皆様が社会人としての義務と責任を自覚する場であり、一
生に一度の節目を地域をあげてお祝いするものです。
　本市では、17中学校区に会場を設け、企画・運営に当たられる各自治会・青少年を健やかに育てる会・青少年
育成推進員等、ご協力いただく地域の皆様と話し合いながら、式典時間の短縮や会場の変更等、新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止に向けたできる限りの対策を講じて、開催の準備を進めておりました。
　しかしながら、感染が拡大する中で式典を開催することは、人の移動や集まりのきっかけを作り、感染リスクを高
めることが懸念されること、また、県からも成人式のあり方の再考について要請があったことから、感染リスクを考
慮した適切な式典のあり方を検討し、例年実施している式典という形式をとらずに、令和３年「二十歳の集い」の開
催方法を変更することといたしました。
　延期につきましても検討しましたが、全国的に新型コロナウイルス感染症拡大の収束がみえない現状において、
延期時期の見通しを立てることは困難な状況であり、また、新成人の皆様の式典出席に伴う帰省など、スケジュー
ル調整や準備のために要する費用のご負担等を考慮し、開催することは困難であると判断いたしました。
　その中で、新成人の皆様をお祝いするため、コロナ禍においても新成人の皆様の記憶に残るよう、当日の式典
に代えて、インスタグラムで友人との交流や成長した姿を見ていただく場を用意するとともに、恩師や沼津にゆか
りのある著名人からのお祝いメッセージ動画等を配信いたしました。
　「二十歳の集い」の式典を楽しみにされていた新成人の皆様やご家族、開催に携わっていただいた関係者の皆
様には大変心苦しい限りですが、市民の皆様の健康と安全を最優先に考えた結果の、苦渋の決断であることを何
とぞご理解くださいますようお願い申し上げます。

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

12月21日 2月9日 成人の集い
町内で青少年育成委員してます。
当日、成人の集いの手伝いをしなくては行けません。
狭い室内で、成人の誘導をしなくてはなりません。
行きたくないのですが、私たち役員が行かなければ
式が成立しません！
成人達は参加の可否がありますが、私たちには、
ありません。
中止にしてください！
役員の方々もほぼ高齢者です！
みんな中止にしてほしいと言っています！
ただ役員だからといって、参加させてよいのでしょ
うか？
もし決行するのであれば、役員の人達にも、
拒否権をください！
よろしくお願いします！

　「二十歳の集い」の式典は、二十歳を迎える新成人の皆様が社会人としての義務と責任を自覚する
場であり、一生に一度の節目を地域をあげてお祝いするものです。
　本市では、17中学校区に会場を設け、企画・運営に当たられる各自治会・青少年を健やかに育てる
会・青少年育成推進員等、ご協力いただく地域の皆様と話し合いながら、式典時間の短縮や会場の
変更等、新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けたできる限りの対策を講じて、開催の準備を進
めておりました。
　しかしながら、感染が拡大する中で式典を開催することは、人の移動や集まりのきっかけを作り、感
染リスクを高めることが懸念されること、また、県からも成人式のあり方の再考について要請があった
ことから、感染リスクを考慮した適切な式典のあり方を検討し、例年実施している式典という形式をと
らずに、令和３年「二十歳の集い」の開催方法を変更することといたしました。
　開催に向け、地域の皆様にご尽力いただきましたことに心からお礼申し上げるとともに、今後も地域
の皆様と共によりよい「二十歳の集い」を開催してまいりたいと思っておりますので、何とぞお力添え
いただきますようお願いいたします。

生涯学習課

12月21日 1月6日 子供向け運動施設の充実
　市民プールを作って頂きたい。
　他市には、市民プールがあるが、沼津にはない。
　また、駅周辺にそのような施設があると良い。
　小学生ぐらいの子供でも、自分達の足で行けるよりその
ような施設への公共交通機関も充実させてほしい。
　保育料の無償化は大変ありがたかった。
　これからも、親子の生活、成長を育む環境、施設を沼津
市に整備し、沼津で生活していて良かった（沼津に移住し
約５年）と思える市にして頂きたい。

　本市には、清掃プラントの隣接地にごみ焼却熱を利用し年間を通じてご利用いただける沼津市屋
内温水プールがございますが、清掃プラントの建替事業を進めるため、今年度末で一旦閉館すること
になりました。
　今後、余熱を利用した新たな屋内温水プールを整備するため、現在、新屋内温水プールの基本構
想を策定しており、多くの市民みなさまが気軽に利用でき、さまざまな利用形態が可能な施設になる
よう検討しているところであります。
　また、子供向け運動施設の充実につきましても、令和5年1月開館を予定している総合体育館の整
備では、交通アクセスの良い香陵公園内に設置をするなど、今後も子供だけでなく市民のみなさまが
いつでも気軽に利用できる運動施設の充実に取り組んでまいります。

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

12月25日 1月12日 係の女性にやさしくしていただきました
　久しぶりに市役所に来て、何も分からなくている私に親切
に教えて下さり本当にありがとうございました。
　○○さんという市民課の女性です。
　本当にありがたく思っています。市役所に久しぶりに来て
マゴマゴしていたが、大いに助かりました。私は人に親切に
していただくと涙が出る程、嬉しいです。おらは優しい人が
ありがたいです。元高校教員約８３才。

　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るよう、接遇向上に努め
ています。今回このようなお褒めの言葉をいただいたことは、職員にとりましても大変励みとなりま
す。今後も市民の皆様に気持ちよくご利用いただける窓口となるよう努めてまいります。

市民課
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