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

1月4日 1月12日 街づくり
　裾野でトヨタの未来都市作りが始まります。
　沼津も同じ静岡県東部として何か参画出来ませんか？
　鉄道の高架化には賛成も反対もしていませんが旧来の
街づくりの発想では他の市町村との差別化が出来ずに投
資効果が限定的になると思われます。
　この機会を活かして先端的な取り組みをしては如何でしょ
うか。
　沼津駅前から沼津港を自動運転で送迎など区間限定す
ればすぐにでも出来そうかなと思います。

　本市におきましては、鉄道高架事業を始めとした沼津駅周辺総合整備事業に取り組んでおり、南
北市街地の分断の解消や回遊性の向上を図るとともに、生み出される鉄道施設跡地や高架下ス
ペースに民間投資等も呼び込みながら都市機能を集約し、「ヒト中心の魅力的な空間」に再編するこ
とで、中心市街地の活性化と県東部地域の拠点都市形成を図ってまいりたいと考えております。
　ご指摘のように、まちづくりに最新技術を取り入れていく取組が見られるなか、本市においては静
岡県の「しずおか自動運転ShowCASEプロジェクト」に参画し、沼津駅から沼津港までの間における
自動運転車両の実証実験の実施等に取り組んでおり、引き続き自動運転の実装に向けた取組を県
と連携して推進してまいります。また、今後、本市の特性や地域資源も踏まえながら、先端技術を活
用することで市民生活の質の向上に繋げることを目的とする「沼津版スマートシティ」につきましても、
官民連携による推進体制を構築しながら方向性を見定め、着実に取り組んでまいりたいと考えてお
ります。

政策企画課

1月12日 1月27日 高齢者バス・タクシー共通利用券
　私は現在65歳で高齢者に該当します。この度、3000円分
の共通利用券が郵送されてきましたが、このコロナの中で
「不要・不急」の外出は公共機関の電車やバス（タクシー含
む）等の利用推奨は疑問に思われます。特に私はほとんど
自家用車の利用ばかりですので、まったく使用することが
ありません。市の税金を使うならもっと別の使用方法を検
討してほしいです。
　たとえば、病院、小中学校で使えるものを「・・このように
市税を使いましたとか」、交通機関の会社のみ優遇するの
は何か意図があるのですか。特定の市民しか使えないの
はおかしいです。不公平感があります。今からでも遅くはな
いです、私の税金を有意義に使って下さい。それができな
いのであれば3000円市税の返還を求めます。都市計画で
お金の無駄使いはやめしょう。
　よろしくお願いします。

　今回配付させていただきました「沼津市高齢者バス・タクシー共通利用券」につきましては、国の
「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を活用した事業の一つとして実施しておりま
す。新型コロナウイルスの影響により移動が制限され、利用者が減少する中でも、市民の生活の足
として感染拡大防止策を講じながら運行を維持している公共交通事業者に対し経済的な支援を行う
と同時に、コロナ禍においても、高齢者の皆様が買い物や通院等不可避の外出をする際にご利用い
ただくため、配付したものです。
　また、本市も他の地方都市と同様に自家用車の利用率が高くなっておりますが、このような事業や
高齢者の免許返納等を契機として公共交通への利用転換を図ることにより、健康維持や環境負荷
軽減などにも繋がるものと認識しております。
　なお、本市で同交付金を活用した事業といたしましては、他にも教育や医療を対象としたもの、他
の事業者等の支援を対象としたものなど各種実施しておりますので、ご理解をいただきますようお願
い申し上げます。
　今後も公共交通の利用促進に関する施策を実施してまいりますが、その際には、社会情勢等の変
化も引き続き考慮し検討してまいりたいと考えております。

まちづくり政策課

令和３年１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

1月12日 2月10日 移住・就業支援金制度
　初めて投稿させていただきます。
　現在神奈川県横浜市に住んでおり、横浜市内の中小企
業で勤務をしており、家族4人で自然豊かな沼津への移
住、転職を考えています。
　当該制度の使用は現在、東京特別区で勤務の方のみ対
象ですので、政令指定都市である『横浜市』も対象にする
検討をお願いしたく、思います。
　転職後の収入は減る覚悟ですが、初めの資金ぐりが厳し
く思い、沼津への移住を躊躇しております。移住の初期段
階のハードルが少しでも下がるような制度希望です。
　家族で沼津市へスムーズに移住したく思っております、ご
検討をお願いします。

　ご指摘いただきました「沼津市移住・就業支援金制度」につきましては、国の「地方創生移住支援
事業」を活用した制度であり、国が定める「直近10年のうち通算５年以上、東京23区内に在住又は通
勤していたこと」という移住元要件に基づき運用しております。現状においては、国において対象地
域の拡大予定が無いことから、ご期待に添えず申し訳ありません。
　本市では、空き家を活用した移住定住を促進するため、空き家のリフォーム費用及びその取得費
の補助を実施しているほか、今後、仕事はそのままにテレワーク実施のために本市に移住する方を
対象とした移住支援制度の創設を検討しております。
　いただいたご意見につきましては参考とさせていただき、今後も引き続き、本市への移住・定住の
促進に取り組んでまいります。

政策企画課

1月13日 1月27日 バスの運行
　かつて南口を経由して北口まで運行していたバスがなく
なり、南口から北口に行く為には歩かなければならなくなっ
た。年寄りにとってはこの距離を歩くことはたいへんであ
る。
　高架にして南北の交通をスムーズにすると云っている
が、南北をつなぐバスを廃止するのは、その趣旨にもそぐ
わないのではないか。
　車のことだけでなく、歩く年寄りもいるということに気を
配ってほしいものである。

　お問い合わせいただきました沼津駅南口や沼津駅北口などを経由し運行していた市街地南北循
環バス「ビーバス」は、中心市街地の活性化や沼津駅の南北往来による人の交流を促進することを
目的として、平成10年11月に運行を開始しました。市が補助金を支出し運行を維持しておりました
が、重複して運行している民間事業者による路線バスがあることや、収支の改善が見られないことな
どから、平成24年３月をもって運行を終了したものです。そのため、沼津駅南口から沼津駅北口方面
へと向かう際は、お手数お掛けいたしますが、沼津駅南口にて乗り換えていただき、沼津駅北口方
面へ向かう路線バスをご利用いただければと考えております。
　現在、静岡県とともに、鉄道により南北に分断された市街地を一体化し、中心市街地の回遊性や
拠点性の向上を図るため、鉄道高架事業をはじめとする沼津駅周辺総合整備事業を進めておりま
す。
　この鉄道高架事業によって、鉄道敷地がスリム化することに伴い、駅に隣接する南北駅前広場が
拡大するほか、これらが高架下の駅コンコースで接続され、両広場間の往来も容易になります。併せ
て、周辺道路が整備されることによって、人、自転車、車の南北の往来がスムーズになります。
　こうした沼津駅を囲む都市基盤の充実を契機に、沼津駅周辺の交通体系を再編するとともに、街
路や駅前広場をヒト中心の公共空間へと再編を図っていくことによって、市民や来訪者が快適に集
い、過ごすことができる市街地を創出してまいります。
　今後のまちづくりの進展に合わせて、ご意見を参考に施策を推進してまいります。

まちづくり政策課
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

1月13日 1月19日 コロナ情報の発信
　コロナ情報の発信だけど、県のpdfをみせるなんて手抜き
はやめてもらいたい、切実なのだから、沼津の情報にまと
めて発信してください。

　新型コロナウイルス感染症等、感染症につきましては、感染症法に基づき、都道府県が感染者の
調査を実施し、その内容の公表を行っており、本市では静岡県が発表する感染者の発生情報をホー
ムページ等に掲載し、感染拡大防止を図るため市民の皆様にお知らせしています。
　また、感染者の発生情報につきましては、情報発信及び提供の即時性と正確性を鑑み、県が公表
する情報を掲載しています。
　今後とも県と連携し、迅速かつ正確な情報発信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

1月14日 1月26日 市長にお願い
　30代沼津市在住、飲食店自営業の者です。
　日々、新型コロナウィルスへの対応お疲れ様です。
　年が明け、新型コロナウィルスの影響で客足がパタリと止まりま
した。テイクアウトへ切り替えたり、SNSでの来店促進で（許される
範囲での）なんとか踏ん張っていますが限界が見えてきているとこ
ろです。
　去年の5月で盛り上がったテイクアウト需要に比べ、慣れやおうち
時間への特別感が薄まり5月程の売り上げが見込めないのが現
状です。
　背景に、一般企業へ勤めているサラリーマンやOLのボーナスが
減り、そこまで贅沢はしない・出かけない・普通の暮らしレベルで自
宅で過ごす。といった方が多いです。
　とても難しい事と承知ではありますが、何かしら制限をかけて補
償を考えてはいただけませんか？
まさに開店無休状態です。
　近隣飲食自営業仲間も、客足が止まり、全く同じ状況です。
　このままでは半年後、1年後にはシャッターを下ろす店舗が出て
きてしまうかと思います。
　どうかご検討ください。市民のリアルな現状です
　宜しくお願いいたします。

　沼津市内の接待を伴う飲食店において昨年11月にクラスターが発生し、市では、事業者の皆様に
対し、関係団体を通じて、感染拡大予防ガイドライン等の遵守など、徹底した感染防止対策への周
知徹底を、そして、市民の皆様にも、感染リスクを減らす取組へのご協力を改めてお願いしたところ
です。
　一方、１月に入り、本市を含め、多くの市町で感染拡大が進み、県は、専門家会議の意見を踏ま
え、県内の感染状況を「警戒レベル５（特別警戒）」、国の感染警戒区分「ステージⅢ（感染者急増）」
に引き上げました。
　今回、県において飲食店を対象とした営業時間の短縮要請は行われませんでしたが、今後の対応
方針の中で、引き続き、感染状況を注視しつつ、状況に応じ、緊急事態宣言の発出要請も含め、柔
軟かつ迅速に対応することや持続化給付金の再度の支給や雇用調整助成金の特例措置の延長等
について、国に対して強く求めていくことが示されました。
　市としましては、今後も中小企業者への資金繰り支援や国の支援制度の周知に努めるとともに、引
き続き、外出自粛要請等に係る国や県の動向を注視し、関係機関と連携した迅速な事業者支援に
取り組んでまいります。
　また、このような新型コロナウイルス感染症に関連する情報は、市のホームページを随時更新し、
迅速な情報発信に努めてまいります。

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

1月19日 2月1日 大岡公園テニスコート利用
　利用料金支払い、鍵の受け渡し（現在は、住所、体温
チェックの用紙記入も）の為、毎回体育館に出向く、という
ことを改善していただきたい。特に現金での受け渡し。利用
者登録しているのだから、クレジットカード支払い可能にす
る。ペイペイなどの電子決済を可能にする。もしくはチケット
制にして毎回小銭を用意しなくてもいいようにしていただき
たい。鍵も暗証番号で開くような電子錠などにして、決済後
に暗証番号通知してもらえるなどできないのでしょうか。毎
回毎回、離れた体育館に出向く不便を解消していただきた
く切にお願いいたします。

　現在当テニスコートには管理事務所が無く、使用に係る事務を市民体育館で行っているため、利用
者の皆様には利用の度に市民体育館に足をお運びいただいている状況です。ご不便をお掛けし、大
変申し訳ありません。
　これまでも、公共施設予約システムによる空き情報の確認及び予約申込の導入等、利用者の皆様
にとって、より利用しやすい施設とするべく改善に努めてまいりましたが、ご指摘のように電子決済や
電子錠の導入は、窓口への足を運ばずとも施設を利用でき、利用者の皆様の利便性向上に寄与す
る一方で、システムなどの導入に対して新たな経費を要するなどの課題もあることから、今後研究・
検討を進めてまいります。
　現状ご不便をおかけしますが、より利用しやすい施設運営を心掛けてまいりますので、ご理解、ご
協力くださいますようお願いいたします。

緑地公園課

1月21日 2月10日 通学自転車の逆走
　平日朝8時前頃に学園通りやリコー通りと交差する細い
道路（交差点神明町～新沢田間あたり）を
自動車で通勤するのですが、右側通行をする自転車が頻
繁にいるため困っています。
　特に制服の高校生の自転車による右側通行が多く見ら
れ、今にも轢いてしまいそうでいつもヒヤヒヤします。
　逆走自転車を追い抜けない自動車によって、渋滞が起き
ていることも少なくありません。
　小中学生も利用する朝の混雑時の危険運転は、重大な
事故の原因にもなりえます。
　学校では再三交通安全について生徒に説明いただいて
いると思うのですが、せめて左側通行を守るよう、
学校側への再通知や、注意喚起の看板設置などご対応ご
検討いただきたいです。
　宜しくお願い致します。

　ご指摘のとおり、学校等におきまして、自転車走行時に守っていただきたいルールとして、「安全運
転五則」の周知、指導を行っているところではありますが、目が行き届かないところではなかなか徹
底されていないのが実情です。
　自転車走行者への継続した注意喚起、指導を行うため、学園通りや学校周辺において定期的な街
頭指導を行っておりますが、ご意見にあった道路周辺につきましては街頭指導の頻度が少ない場所
であったことから、今回のご意見を受け、1月29日（金）7時20分から8時頃、通学・通勤時間帯に街頭
指導を行いました。
　街頭指導は、市生活安心課職員、沼津警察署の警察官及び静岡県交通安全協会の交通安全指
導員で行い、自転車通学者、通勤者、小中学生への指導を行いました。
　車道と歩道がフラットになっている区間では、小中学生や自転車が多くなる時間帯には歩道が混み
あい、自転車同士が接触しそうになるなど、危険な箇所が認められました。また、実際に右側走行を
する高校生がいたため、交通安全指導員が注意、指導を行いました。
　今後も、高校生の通学路となる道路での定期的な街頭指導を行うとともに、駿東地区の高校の生
徒指導教員が集まる会議での要請を行うなど、警察や学校と連携し、高校生の自転車事故をはじめ
とした交通事故の減少に向け、安全な自転車走行の周知徹底を行ってまいりますので、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

1月20日 2月8日 シトラスリボンプロジェクト活動
　・コロナ禍で生まれた差別や偏見をなくすため、愛媛県の
有志がシトラスリボンプロジェクトを設立
　・シトラスカラーの専用のリボンやロゴマークを身に着け
「ただいま」「おかえり」の気持ちを表す活動を広めている
　
　・沼津市もこの活動に賛同したらどうか

　＜活動内容案＞
　１、幼稚園や小中学校でシトラスリボン作り　→　運動に
協力してくれる店舗や施設で無料配布
　２、仲見世商店街の各店舗でシトラスリボンを無料配布
　３、ふるさと納税やお取り寄せのおまけとしてシトラスリボ
ン等のグッズを付与する

　新型コロナウイルス感染症への警戒が続く中、感染者や回復した人、濃厚接触者、医療従事者や
その家族の方などに対し、心無い言動や不当な扱いなど差別や偏見が社会的問題となっておりま
す。
　シトラスリボンプロジェクトは、これらの差別や偏見をなくすため、一人ひとりが感染症に対する正し
い理解をもち、互いに支え合い、励まし合えるまちを目指すための活動であると考えております。
　本市では、市長メッセージにより、市民の皆様に不当な差別や偏見を行わないよう、思いやりを
持った行動と配慮を求めるとともに、正しい情報に基づいた冷静な行動を心掛けるよう呼びかけてお
ります。
　また、静岡地方法務局沼津支局や沼津市人権擁護委員と連携し、人権相談窓口を設置するととも
に各地域や市内小中学校に啓発チラシを配布し、誰でも気軽に相談できるよう広く周知しておりま
す。
　今回ご提案いただきましたシトラスリボンプロジェクト活動につきましては、誹謗中傷を防ぐ取り組
みのひとつとして、他市町の状況をふまえ、賛同の表明や取り組みについて研究してまいります。

生活安心課

1月28日 2月17日 小学校体育館の１７：００以降の利用他全８件
　現在、小学校の体育館は、17:00以降の利用（R3.1.19～
3.19）の長期にわたって利用が出来ません。突然コロナ変
異ウィルス関係かわかりませんが、明確な説明がありませ
ん。東部保健所管内の沼津市だけ、体育館利用できなく、
他市町そのような利用制限はありません。ましてや小学校
のグランドではサッカー、野球も練習しております。また、
中学では体育館の部活も行っております。
　明確な説明及び体育館の使用許可を求めます。
　子供及び父兄に対して説明できるような回答をお願いし
ます。

　学校体育施設開放事業については、静岡県新型コロナウイルス警戒レベルが「警戒レベル５（特別警戒）」となったこと等を受
け、開放を一部中止する旨を１月20日付文書にて、各校区の管理指導員を通じて利用者の皆様にお知らせしたところです。
　学校体育施設の開放は、学校教育上支障がない範囲内において開放するものとしていることから、今回の措置についても学校
側の意向を踏まえた上で慎重に検討を重ねてまいりました。
　各学校では、昨年の一斉休校の影響により、授業日程の確保に苦慮しております。また、これから学年末に向けて卒業式や新
入学の準備といった各種行事が続くとともに、中学校においては高校受験を控えた重要な時期であり、体育の授業をできるだけ屋
外で行うことや、校舎内への保護者等の立ち入りについても厳しく制限するなどの対応を取っております。そのような中、学校体育
施設開放における活動で、児童・生徒に感染が拡大することや、予期せず感染者が施設を利用したことで、施設が利用できなくな
ることは避けなくてはなりません。
　今回、対策を講じることで体育館の利用を継続することも検討いたしましたが、検討時点では市内において感染者が増加してき
ている状況となったことで、現に学校側からは学校体育施設開放による体育館の利用について不安の声が寄せられ、市民からも
開放を中止してほしいとの意見が出ていたことから、これらを勘案して３学期終了までの体育館の利用を中止としたものでありま
す。
　なお、中学校の部活動は、学校教育の一環であり、学校の管理下で行われるものであるため、学校体育施設開放事業とは異な
るものです。
　また、屋外は、感染リスクが低いと考えられており、施設の閉鎖に繋がる恐れも少ないことや、緊急事態宣言の対象区域におい
ても、屋外での運動は外出自粛の対象外となっていることから、屋外運動場の利用については、感染防止対策を徹底した上で継
続することといたしましたが、同じく３学期終了までは、利用団体のみの活動に制限し、練習試合等の対外的活動も自粛していた
だいております。
　新型コロナウイルスの感染状況は日々変化しており現在は減少傾向にあるものの、引き続き警戒が必要であることから、各学
校においても細心の注意を払い、感染防止対策を徹底しておりますので、皆様のご理解とご協力をいただきたく、お願い申し上げ
ます。

スポーツ振興課

5



6

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

1月27日 2月10日 学校等のコロナ対応
　子供の通う学校でコロナ陽性者が出ました。
　ところが学校からは何も連絡も情報もなしで、我が家の耳に入ったのも他の保
護者からの情報です。
　噂のみでは子供を行かせてもいいのかわからず登校時に一緒に学校に行き先
生に話をお聞きしました。
　最初に対応くださった先生は「このことに関することはお話しできません」の一点
張りで、らちが明かなかったので校長先生にお話を聞いていただきました。
　休校に関することも、公表の有無も保健所と教育委員会との協議にのっとった
対応になっている、とのことでした。
　濃厚接触者がいないということで休校にならないのなら、その旨をきちんと公表
するべきです。
　何も言わないから噂が独り歩きし、疑心暗鬼になるのだと思うのです。実際、怖
いから休ませた、というご家庭もあります。
　が、それは噂で知ったから取れた行動ですよね。
　うわさで流れてきた家だけ、対応を考えられる、考える余地がある、というのがお
かしいと思います。噂が届かなかった家庭は何も知らないで普通に子供を送り出
してるということですよね。
　今後ももし何も公に情報をいただけないのでしたら、噂を積極的に取り入れて行
動することになります。それが自己防衛ですから。
　知らぬが仏では済まないことです。
　結局我慢を強いられるのも、危険にさらされるのも子供たちです。
　早急に対応お願いします。

　保護者の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染症の感染状況に大変ご心配のことと存
じます。
　新型コロナウイルス感染症につきましては、保健所が感染された方に対する聞き取り調査を行い、
濃厚接触者の特定等を行った上で、本人の同意が得られた情報のみ市が提供を受け、ホームペー
ジにて公表しております。
　本市教育委員会及び学校は、学校関係者に濃厚接触の疑いがあることが判明した場合には、保
健所の指導等により濃厚接触者等が特定されるまでの間、関係する一部学校において臨時休業を
実施する等、感染拡大防止の対策を講じるとともに、感染者はもちろんのこと、濃厚接触者に特定さ
れた場合にも出席停止とする等、児童生徒の安全確保の取組を行っております。
　その上で、臨時休業を行う必要が生じた場合や、その後の濃厚接触者等の特定を踏まえた保健所
との協議の中で、学校での安全が確認され、学校を再開する場合には、その旨を保護者の皆様にご
連絡する一方、濃厚接触者等が特定され、保健所の指導等により安全が確認された場合には休業
とせず、学校を継続することとしております。
　本市教育委員会及び学校は、引き続き、児童生徒をはじめとする学校関係者の安全確保に向けた
情報収集及び迅速な対応に努めてまいりますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。

学校教育課

1月28日 2月12日 第一小学校　登校時間
　今まで、コロナの影響で、7時50分から8時までの登校時
間になっていますが、4月からは元のように、せめて30分に
は学校をあけてほしいです。
　低学年の子どもがいるため、私の仕事の出勤時間があり
ますので、子どもを送り届けると仕事に間に合わないた
め、困っております。
　改善をお願いしたいです。

　保護者の皆様におかれましては、学校の新型コロナウイルスの感染拡大防止対策に御理解・御協
力をいただき、ありがとうございます。
　現在、第一小学校の登校時間につきましては、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、
登校時の健康チェック等を教職員が確実に行うため、７時50分から8時までを登校時間とさせていた
だいております。
　今後の感染状況等によっては、4月以降も現在と同様、児童の安全確保を第一に考え、登校時の
健康チェック等を継続しなければならないことが想定されます。
　保護者の皆様にご負担をおかけしますが、現在と同様のお願いをする際には、趣旨をご理解の
上、引き続きご協力いただきたく、よろしくお願いいたします。

学校教育課
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

1月29日 2月10日 給金
　飲食店に静岡市は事業継続支援金を支給するみたいで
すが沼津市は支援しないですか？

　現在、本市における新型コロナウイルス感染症の感染者数は減少傾向にあります。
　これは、市民の皆様が感染拡大防止に取り組んでいただいていることが大きく寄与しております。
　一方、県の記者会見でも示されたように、県東部地域で変異株の感染者も報告されるなど、市民の
皆様の不安は拡大しており、抑制されている新規感染者数を増加させないためにも、感染防止対策
を引き続き継続していくことが必要となります。
　特に、不特定多数の方々が出入りし、接客を伴う事業者への感染防止対策に係る負担はこれから
も増していくことが見込まれます。
　市としましては、パーテーションなどの備品の更新や大量の消毒液等の消耗品購入のほか、テイク
アウトへの転換など、徹底した飛沫感染防止対策を継続し、事業を維持発展させていく中小企業者
等に対し、緊急的な市独自の経済支援策として、一店舗あたり一律１０万円、一事業者あたり上限５
０万円を給付いたします。
　なお、制度の詳細につきましては、決まり次第、速やかに事業者の皆様にお伝えしてまいります。

商工振興課
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