
　

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

2月1日 2月15日 資源ゴミの回収
　いつもゴミの回収をありがとうございます。
　資源ゴミの回収ですが、特に（ペットボトル）ビン、ダン
ボールの回収は月１回では足りません。スーパー等で回収
してないビン・ダンボールの回収を増やしていただきたいで
す。

　現在、沼津市では家庭から出されるごみのうち、缶類・ペットボトル・びん・ダンボールなどの古紙類
の資源回収の日は、資源ごみが一定期間の保管が可能であること等を踏まえ、月１回になっており
ます。
　本市のごみ収集は、ごみを出される市民の皆様、自治会の方々によるごみ当番を含めた排出指導
などのご協力のおかげで円滑に行われております。また、収集方法につきましては、資源化の方法
の変化などに応じて時代の流れに沿った変更をしながら、長年にわたり実施されております。
　一方、収集回数の変更は、自治会の方々のご負担や事業者との調整、経費の課題、更に、減少傾
向となっている資源ごみの収集の効率性なども含めて検討していく必要があり、慎重に行うことが重
要です。今回いただいたご意見は今後のごみ収集体制を見直す際の要望事項のひとつとして検討し
ていきたいと考えております。
　今後もよりよいごみ処理に取り組んでまいりますので、ご理解とご協力の程よろしくお願いいたしま
す。

クリーンセンター収集課

2月1日 2月15日 大岡市民運動場で防球ネットに壁当てをする方
　1月末の土曜日の夕方頃、大岡市民運動場のグラウンド内で、グ
ラウンド周りを囲う防球ネットに向かってサッカーボールをシュート
する子連れの40代くらいの男性がいらっしゃいました。
　市民であれば自由に利用できる場所ではありますが、グラウンド
外周を歩いている人がいる状況で、そこへ向かって勢いよくボール
を蹴っており、少々危なく感じました。
　防球ネットはあるものの老朽化してる箇所もあり、破れて他の利
用者や駐車されてる車に当たる危険性もあります。
　また、今回私が見かけた男性は、ジョギングしている方に対して
「邪魔だ」というような暴言を吐き、走っていた方がグラウンドを出さ
れるところも見ました。市民共用の施設なのに、危険なことをしてる
方が占有するような状況です。
　子供や高齢の方も利用する場所ですので、グラウンドや公園全
体を安心して利用できるように、ネットへの壁当て禁止・ゆずりあい
の精神で利用するよう呼びかける掲示をしていただきたいです。
　コロナ禍などでお仕事がお忙しい中と存じますが、よろしくお願い
いたします。

　ご指摘の内容につきまして、体育施設の管理等業務を行っている「NPO法人沼津市体育協会」に
今回の件を伝え、施設巡回の際に同様な行為を見つけた場合に注意、指導を行うよう依頼しました。
また、危険な行為を禁止する張紙を掲示するほか、防球ネットをはじめ、施設の修繕が必要な箇所
について、速やかに対応することとし、今後も市民の皆さまが気持ち良く施設をご利用いただけるよ
う努めてまいります。

スポーツ振興課

令和３年２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

2月1日 2月12日 市民窓口事務所での原付登録
　手続きに時間がかかりすぎて、やむを得ず出直す必要が
ある時がある。

　このたびは、市民窓口事務所での原付登録の手続きに関して、お時間をいただき申し訳ございま
せんでした。窓口では出来るだけお待たせしないように努めておりますが、確実な事務処理を行う必
要があることから、担当である市民税課に確認をするなど、やむを得ず各種手続きに時間がかかる
場合があります。ご理解とご協力をお願いいたします。

市民課

2月1日 2月9日 職員の態度（マナー）
　エレベーターで１Fよりおりる時、４～５人の職員がおりる
人を妨げて乗込んできた。
　普通はおりる人が優先でしょう。
　あやうくおりられずに地下へ行くところ、おりますと大声を
出してやっと降りられた。
　こんな職員の態度から沼津市行政全体がだらしないと思
われる。

　この度は市職員のエレベーターでの行動について、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。
　ご指摘のとおり、エレベーターの乗り降りの際には降りる人を優先させるべきであり、乗り込む前
に、まずは降りる人がいないか確認をするべきでありました。
　庁舎のエレベーターは市民の皆様も利用しているという意識を徹底し、職員としての立場や職責を
再度自覚する必要があります。
　今回頂いたご意見を基に、職員に対して接遇態度やマナーの向上をはじめ、庁舎は市民の皆様も
利用していることを常に意識するよう、注意・指導をいたします。
　市民の皆様に気持ちよくご来庁いただけるよう、今後も職員のマナー向上に努めてまいります。

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

2月2日 2月10日 同性カップルのパートナーシップ制度
　沼津市も同性カップルのパートナーシップ制度の導入を
至急お願いします。また明石市のように同性カップルによ
るファミリーシップ制度や、LGBTQ+の人々がそのセクシュ
アリティによって差別されぬよう保護するような制度も必要
です。
　私自身バイセクシュアルで、将来同性をパートナーに選
ぶ可能性があります。LGBTQ+の人間は全人口の10%以上
存在すると言われています。私たちはつい最近現れたので
はなく、ずっと市民としてここに住んでいます。しかしずっと
いないものとされて来ました。多くの自治体でパートナー
シップ制度が導入され始め、同性婚訴訟が起き議論がされ
ている中、沼津市も続くべきです。大事な人と共に生きるた
め、結婚するため、家族を作るために、生まれ育った土地
を出て行かせないで下さい。

　市は、これまで、市民や事業所を対象に性の多様性への理解を深めるセミナーを開催するなど、学
習機会の提供や啓発に取り組んできました。また、令和３年度からスタートする第５次沼津市男女共
同参画基本計画には、施策の方針の一つに「多様な性の在り方の尊重」を位置づけ、すべての人が
性自認や性的指向を持つという考え方（ＳＯＧＩ）に基づいた、性の多様性の配慮を盛り込んだ計画と
して策定を進めています。
　今後におきましても、すべての方が教育や職場、地域など社会生活の様々な場面において自分ら
しく心豊かに暮らせるよう、パートナーシップ制度などの具体的施策に関しましても、当事者や支援
者との意見交換会などを行い調査研究を進めてまいります。

地域自治課

2月2日 2月16日 「図書返却ポスト」の駅北部への設置
　市立図書館を利用させていただいております。　借りると
きはしょうがないのですが、返却時に駅南の図書館まで行
くのが非常に手間です。　ご存じの通り沼津市は東海道線
で南北に分断されており、北の住民にとっては、駅の北側
にせめて「返却ポスト」を設置していただけると図書館の利
便性が高まると思っております。
駅北部の市の公共施設（例えば市民体育館など）に「図書
返却ポスト」を設置していただけないでしょうか。　ご検討い
ただきたくお願い申し上げます。

　市立図書館では、昨年から本館で借りた図書でも、地区センター図書室や自動車文庫に返却でき
るサービスを実施しています。本サービスにつきましては、SNS等を使用して引き続き、みなさまにご
利用いただけるよう周知に努めてまいります。
　ご提案いただきました沼津市民体育館に近い地区センター図書室としましては、第五地区センター
や金岡地区センターがございます。
　また、地区センター図書室では、図書の返却だけではなく、インターネットで予約した本を受け取る
サービスも実施していますので、あわせてご利用ください。
　なお、1月29日からインターネット上で電子書籍を借りて読むことができる、ぬまづ電子図書館サー
ビスを開始しましたので、こちらもぜひご活用くださいますようお願いいたします。

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

2月3日 2月16日 自治会
　以前質問させていただいた時に”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。”と
回答をいただきました。
　参加しやすい自治会って仕事を休まなくてもすむこと・市
役所が最後までできずに自治会に押し付ける行事がない
こと（敬老の日の送迎のような）参加したくない行事の役員
をやらされないそんな自治体なら参加しやすいです。
　”ゴミ捨てがあるから仕方なく自治会入っているので行事
は参加したくない”と言ったら”引っ越すしかないね”と言わ
れました。
　自治会辞めたいです。

　自治会は、快適で住みよいまちづくりのために、地域の皆様により自主的、主体的に組織され、運
営されている任意の団体です。
　安心して暮らすことのできる地域づくりは、こうした地域の皆様の支え合いの仕組みと、行政との協
働によって成り立っております。
　一方で、自治会として環境美化、交通安全、防犯・防災など、様々な地域課題に取り組むことによ
り、それらの活動に参加する会員の負担や、役員の数が増える傾向にあり、多くの自治会で組織の
在り方を見直すことへの必要性が認識されております。
　市といたしましては、市から選任を依頼している役員数の見直しを行うとともに、自治会役員や行事
の集約化など、時代の変化に合わせた自治会運営に関する講座の開催等により、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おります。
　また、自治会運営につきましては住民の皆様のご理解、ご協力が得られるよう、開かれたものであ
ることが基本と考えていることから、市へいただいた皆様からのご意見、ご要望などは、自治会連合
会等を通じて各自治会にお伝えし、今後の運営の参考としていただいているところです。
　このような自治会活動の役割や市の支援等につきまして、ご理解のほどよろしくお願いいたしま
す。

地域自治課

2月3日 2月26日 任意団体
　広報沼津の自治会活動の見直し読みました。若い方達の意見も取り入れ
られていて、とても良いことだと思いました。
　自治会活動ですが、毎年校区祭は参加したい方が集まらず同じ役員さん
が連続で種目に出場したりと大変苦労されているのを見ています。また、子
供は運動会や体育祭があるので間に合ってますし、顔合わせ等の意味を持
つのなら日本は地震も多いので代わりに防災訓練を増やした方が役立つと
思いませんか？
　PTA活動も任意活動なはずなので、参加を強制させたり、昼に活動するよ
うなものは職場に迷惑をかける事や、収入が減ってしまうので、廃止して欲
しいです。コロナ禍により収入が減っている世帯も増えてきてると思います。
　昔と違い専業主婦も少なく働く母親も多いので、今後は完全立候補制に
し、その活動が成立する定員数が集まらなければ、活動しない等にシフト
チェンジして下さい。
　これからは圧のある選出会は廃止して下さい。
　他県ですがPTA活動を廃止した学校もありますね。
　沼津も強制や負担が減るような新しい取り組みをお願いします。
　沼津に移り住んで来てくれる若い世代も増えると思います。

　広報紙でも紹介しましたように、安心して暮らすことのできる地域づくりは、自治会活動など、地域の皆様の自主
的な支え合いの仕組みと、行政との協働によって成り立っております。
　自治会活動において重点的に取り組む事項は、それぞれの自治会で、地域の特性や課題などを踏まえて検討
されておりますが、ご指摘のとおり、防災活動など、住民の皆様の自治会に期待する役割が変化する中で、多く
の自治会で、組織や運営の在り方を見直すことへの必要性が認識されております。
　市といたしましては、自治会役員や行事の集約化、住民の期待する活動へのシフトなど、時代の変化に合わせ
た自治会運営に関する講座の開催等により、住民の皆様が参加しやすい地域活動となるよう支援してまいりま
す。（地域自治課）

　また、PTA活動も、社会の変化に合わせて持続可能な組織へと形を変えていくものであり、現在、沼津市PTA連
絡協議会及び単位PTAが、役員の負担を減らす組織づくりや活動等に取組んでおります。市といたしましても、子
供たちが安全で健やかに成長するためには、学校と保護者の連携は不可欠であり、PTAは子供たちにとって必要
な組織であると認識しております。今後も皆様にご理解いただけるよう、PTA活動のより良い在り方について沼津
市PTA連絡協議会と情報を共有してまいります。（生涯学習課）

　自治会、PTA、いずれの団体におきましても、住民の皆様のご理解、ご協力が得られるよう、開かれたものであ
ることが基本と考えていることから、市へいただいた皆様からのご意見、ご要望などは、今後の運営の参考として
いただくよう、沼津市自治会連合会や沼津市PTA連絡協議会等を通じて自治会、単位PTAにお伝えしてまいりま
す。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

地域自治課
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

2月4日 2月24日 サンウェルぬまづの対応
　サンウェルぬまづの男性職員の態度がひどいです。
　先日、初めて施設をお借りする際ただでさえ分からなく、不安だら
けなのに横柄な態度で説明もほとんどなし。
　『当日この紙を持ってきて』と青い紙を渡され借りる当日に持って
行ったら受付の時とは別の男性の年長者の方に『当日までに銀行
にお金を払ってきて貰わないと！』と威圧的な言い方で言われ本
当に嫌な気持ちでした。
　しっかりと紙を見れば分かることかもしれませんが、他の会場で
は現金をその場でお支払いする形しかやったことがなかった為、ま
さか銀行で前もって払うなど思ってもおらず受付の時の男性の方
から銀行での支払いの説明は一言もなく一般企業ではあり得ない
態度かつ不親切だと思います。別の日に予約をしに行った所、女
性の方が対応してくれるてその時はとても親切で銀行への支払い
のこともきっちり説明されていました。
　サンウェルの方全ての方が非常識なわけではありませんが一部
の方は本当にひどいと思います。
　もう少し気遣いのある対応をしてもらえるよう社員教育を徹底さ
せて欲しいです。

　日頃よりサンウェルぬまづをご利用いただきありがとうございます。

　このたびは受付時の職員の対応につきまして、不愉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。

　1月17日の使用承認申請時に使用料の納付書をお渡しいたしました際、銀行でのお振込みの手続
きについての説明が十分でなかったものであります。
業務委託先である社会福祉協議会とその職員に対しましては、十分な説明とご利用者様への接遇
について、あらためて指導をいたしました。

　いただきました貴重なご意見をもとに、今後とも当施設を気持ちよくご利用いただけるよう、職員の
資質向上に努めてまいります。

社会福祉課

2月9日 2月26日 人間ドック受診券の審査手続きに際する来庁
　静岡県にも新型コロナウイルス感染症拡大防止のため不要不急
の外出自粛要請が出されていましたが、人間ドック受診費助成の
申請をするため（市が管理している個人情報を記入するだけ）に市
民に来庁を促すのはいかがなものか。
　上記の件は郵送対応で処理していただきましたがそもそも受診
申請書を提出する理由が分かりません。提出が必要な理由を教え
てください。
　改善策として、例えば個人が受診する医療機関に直接案内書を
提出、最後にまとめて回収する等の対応は可能ではないか。
　ご担当の方から行政手続きのオンライン化や簡素化を進めてい
ると伺いましたが、以前から要望を出している他の申請手続きも同
様に改善されている傾向が見られません。
　新型コロナウイルスは市民生活や多くのビジネスに影響を与え
ています。しかし、このパンデミックは、いくつかの誤った考えを正
し、あらためて行政サービスや行政の在り方などを見つめ直す絶
好のチャンスではないでしょうか。

　沼津市国民健康保険人間ドック等受診費助成事業は、被保険者の方が人間ドック等を受診する場合に、受診にかかる費用の
一部を市が助成する制度であるため、助成金を支給するためには申請行為が必要となります。
　また、受診の際に医療機関で助成後の金額のみのお支払いで済むことや、受診時点で国民健康保険の資格を喪失している等
の過誤をできる限り防止するため、事前に申請をしていただくよう取り扱っておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたしま
す。
　なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、希望される方に対し郵送での対応も行っておりますが、今後は電
子申請等の方法について検討を行うなど、被保険者の方の負担軽減に努めてまいります。

国民健康保険課

5



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

2月10日 3月1日 沼津駅の観光案内
沼津駅の観光案内について質問と意見です。
１）観光案内が１階と２階にあるのは何故ですか？
　　→２階だけで良いと思いますが？
　　　１階に「観光案内は２階です」と表示すれば良いと思い
ます。
２）観光案内の人数は削減できるのではないですか？
　　→２階だけでも３～５人は居るのでは？
３）観光案内の資料不足や担当者の知識不足を感じます。
　　→沼津の観光を活性化する為に観光地の資料や説明
がもっと充実されると良い。
いかがでしょうか？

沼津駅における観光案内を、１階及び２階で行っていることについてですが、平成３０年６月、沼津駅
を中心とした市内の周遊性を高め、伊豆半島の入り口としての観光機能の充実を図るため、これま
での１階観光案内ブースに加え、２階へ新たな観光案内所を整備いたしました。
本市の玄関口である沼津駅の改札を降りてすぐにおもてなしをすることや観光客の方々の利便性を
考えると、１階での観光案内も必要であると考えております。
次に、２階観光案内所の人員についてですが、観光誘客に関する企画の検討や情報発信など観光
案内以外の業務を行っている職員も在席しております。
最後に、ご指摘いただきました資料不足や知識不足については、より観光客の方々のニーズに応え
られるよう、各種パンフレットの充実を図るほか、観光案内業務従事者のさらなる知識向上を図って
まいります。

観光戦略課

2月10日 2月12日 沼津市カレンダー
　今年の節分は2月2日であるのに、市のカレンダーには、2
月3日に節分と書かれていた。1月の中頃にこの記載に気
付いた私は、すぐさま市の広報課へ連絡を入れた。対応し
た女性職員からは、この間違いをどのように対処したもの
か、今検討中であるという返事。しかし、2月7日になっても
間違っていたという事実説明と謝罪は公表されないまま。
私はまた、どうなっているのかという電話を入れた。する
と、私が1月に電話をした内容の事が、広報課の他の人は
知らなかったという事実が判明。間違った記載をしたという
事実説明と謝罪を沼津市民にすべきだという私の言葉に、
それを公表する手段が見当たらないということから、この反
省を次のカレンダー作成に活かすということの一点張り？
この無責任ぶりに腹が立った。責任感を持った仕事をして
ほしい。

　市民カレンダーをご活用頂いている中、記載誤りによってご迷惑をおかけいたしまして、誠に申し訳
ありませんでした。また、頂いたご意見に対する対応が不信感を抱かせることとなりましたことにつき
ましても、重ねてお詫び申し上げます。

　以後このようなことがない様、編集時の確認を徹底してまいりますので、何卒ご理解を賜ります様
お願いいたします。

　今後とも、沼津市政にご理解ご協力いただけます様お願い申し上げます。

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

2月10日 3月5日 沼津市内事業所への「くるみんマーク」（子育てサポート企
業）認定の推進支援に関する取り組み
　国が定める次世代育成支援対策推進法では、育児休業
が取りやすくて、社員の育児支援に理解のある企業に対し
て「くるみんマーク」「プラチナくるみんマーク」(子育てサ
ポート企業）の認定を行っていますが、残念ながら沼津市
内の認定企業数は、県内他市に比べてか極端に少ないの
が現状かと思います。
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-
roudoukyoku/roudoukyoku/kintou/ninteikigyou.html
　沼津市としても、これまで市町村行動計画において、仕事
と家庭の両立支援を行っていると思いますが、市内に「くる
みんマーク」の認定企業が多いということは、子育てしやす
い街の指標ともなり、首都圏から子育て世代の移住を促進
するアピールポイントにもなるかと思いますので、くるみん
マーク取得を目指す市内企業への支援や周知に関して、
行政としてのご検討を頂ければと思います。

　市では、様々な施策を通じて子育てしやすいまちづくりに取り組んでおります。
　「くるみん」「プラチナくるみん」の認定制度は、100人を超える労働者を雇用する企業が、労働者の
仕事と子育てに関する行動計画を策定し外部へ公表するとともに、県へ届け出て認定を受けるもの
で、これにより、次世代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境が整備されることを
目指すものです。
　市としましても、対象となる子育てサポート企業が増えることは、市が進めている仕事と子育ての両
立支援にも資するものと考えていることから、子育てポータルサイト等、様々な媒体を活用し、また、
あらゆる機会を捉えて本制度を周知し、普及が進むよう取り組んでまいります。

子育て支援課

2月15日 2月22日 マイナンバーカード受け取りのハガキ
　マイナンバーカードができたので受け取りに来て下さいと
いうハガキが届いたので受け取りに来たのですが、そのハ
ガキに「４－２－１」までに取りに来るようにとなっていまし
たが、この数字の意味がわかりませんでした。
　窓口で聞いたところ、「令和４年２月１日までに取りに来る
ように・・・では？」とのことでしたが、この数字だけでは全く
わかりません！！
　しかも１年も先まで受取りOKにする意味があるのでしょう
か？？？
　ついでに・・・ですが・・・
　ハガキの字が小さすぎます。
　古いマイナンバーカードを持参するようにとの記載がな
かったので、追加して書いてほしいです。（たまたま持って
いたのでよかったですが・・・）

　マイナンバーカード（個人番号カード）の受取通知は、全国の市区町村が「地方公共団体情報シス
テム機構」作成のハガキを使用しており、市で独自に、文字を大きくする等の対応ができないため、
特にご理解いただきたい持参書類（個人番号カードなど）にラインマーカーを引いたうえで郵送してし
ております。

　現在、市区町村からの要望により、「地方公共団体情報システム機構」において、受取通知はがき
の文字を大きくし、内容を分かりやすくするなどの改正が検討されていますが、市といたしましても、
より分かりやすいご案内になるよう努めてまいります。

　なお、受取期限につきましては、新型コロナウイルス感染症対策として、１年の猶予をもって対応す
ることにしているものです。

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

2月15日 3月22日 ゴミの記名
　最近岡宮に引っ越ししましたが、ゴミ当番が回ってくると、ゴミ収
集車が回収して行かなかったゴミは、当番が持ち帰って保管する
ことになっています。
　特に資源ゴミや埋め立てゴミもその様で、その先、次の回収日ま
で1ヶ月も当番が家に保管しなくてはならない様です。
　以前住んでいた長野県ではゴミ袋に記名して、収集車に回収し
てもらえなければ自分の家に持ち帰る仕組みでした。
　なのでゴミ袋に記名する欄を設けたりなど、ゴミの出し方に最後
まで自分で責任をとれる仕組みなどにしてほしいです。
　また、もし当番が保管しなければならないゴミが出てしまった時
は、沼津市のクリーンセンターに自己搬入しても手数料がかからな
い様にしてほしいです。
　どういう方法が良いのかはわかりませんが、今の方法では当番
が回ってくる度に理不尽さを感じてしまいます…
　よろしくお願い致します。

　この度は違反ごみの対応にあたりまして、お手間を取らせる状況となっておりますことを、大変心苦しく思ってお
ります。
　ごみ集積場所につきましては、自治会などその場所を使用する皆様で設置され利用者相互の協力により維持
管理、環境美化にも努めていただいているにもかかわらず、一部のルールを守れない方のために、真面目にごみ
を出してくださっている皆様へご迷惑が掛かることは、大変残念な状況であります。
　ごみ袋への記名については、現時点では本市ではルール化されていませんが、排出された人が最後まで責任
を持つように、独自ルールであらかじめ決めておいた番号を記入するなどの対応をしている地区もあります。
　正しい分別方法で排出されていないごみ袋については、排出された人が最後まで責任をもって持ち帰っていた
だくように、赤い警告シールを貼り収集の際に集積場所に残していますが、排出者が持ち帰らず衛生上好ましくな
い場合は、自治会長等からクリーンセンターにご相談をいただければ対応いたします。
　回収したごみ袋は、市で内容物を調査し、出された方が特定できる場合は、電話や郵送等により排出者へ指導
を行っております。排出者が特定できない場合は、再発防止のため、違反の傾向に応じた啓発用の看板や回覧
物の作成など自治会等への支援、ごみ排出改善に向けた取り組みを行っております。
　お手数をおかけしますが、今後ともごみの適正排出にご協力をお願いいたします。

クリーンセンター管理課

2月16日 3月1日 バス・タクシー共通利用券
　高齢者にバスタクシー利用券が配られたけれども、自家
用車で移動する私は利用する機会がない。友人数人も
困っています。会食や外出を自粛しているこの頃、この利
用券って意味があるのだろうか？

　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、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する支援と同時に、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。
　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考えております。
　皆様の生活の重要なインフラである公共交通を守るため、ご理解、ご協力いただきますようお願い
いたします。

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

2月16日 2月26日 釣り場の整備
　以前は、子供を連れて沼津港などで小鯵や鰯を釣って楽
しんでいましたが、昨今、マナー問題(ゴミ、駐車場、漁業関
係者への迷惑行為)等々で、小さい子供を連れて家族で楽
しめる釣り場は無くなってしまいました。
　せっかく海に面した街なのに、子供の喜ぶ顔が見れない
のは寂し過ぎます。是非、熱海や焼津の様な家族連れが
楽しめる釣り場の整備は出来ないでしょうか？
　よろしくお願いします。

　　ご提示いただいた熱海港や焼津漁港は、国における港湾施設の利活用推進に向けた方針に基
づき、あるいは新たな漁港施設の整備にあわせて設けられた一般の方が利用可能な釣りのための
施設です。

　本市におきましても多くの方が釣りを楽しまれていますが、一部の方のごみの投棄や漁業操業エリ
アなどへの侵入等により漁業者とのトラブルが生じています。

　釣りに特化した環境を整備していくためには、こうしたことのほか、適地の有無、利用者の安全確
保、地域への影響や理解といった様々な課題があると考えておりますが、一方で、観光・レジャー面
でのニーズも伺えますことから、ご意見を参考にさせていただきます。

水産海浜課

2月18日 2月26日 沼津市不妊・不育症治療費助成金
　沼津市はなぜ所得制限を設けるのでしょうか？
　静岡県で所得制限を設けているのは、沼津市くらいで
す。
　国の不妊治療の助成金は、令和３年１月１日以降に終了
した治療は、所得制限が撤廃になり支援を拡充してくれて
います。
　不妊治療は、実際とてもお金がかかるからです。
　共働きでも不妊治療費を払いながらの生活を送るのは金
銭的に苦しく、そういう方はたくさんいます。富士市の支援
策はとても手厚く羨ましく思います。沼津市には子育て支
援にもっと力をいれていただきたく、すぐにでも所得制限の
緩和して欲しいので見直ししてください。

　沼津市の不妊・不育症治療費助成制度は、不妊・不育症治療費の一部助成を行うことで治療を
行っているご夫婦をサポートすることを目的として実施しております。
　市町によって制度内容に違いはあり、当市の制度は静岡県の特定不妊治療費助成制度にならい
所得制限を設けておりますが、国の制度改正を受け、所得制限撤廃に向けた準備を進めておりま
す。
　制度改正を行った場合は、市ホームページ等でお知らせさせていただく予定です。
　今後も皆様からいただくご意見を参考に、また、国・県等の動向も注視しながら、これからの望まし
い制度のあり方について検討を進めてまいります。

健康づくり課
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

2月22日 3月4日 自治会の婦人部が不要である理由と根拠
理由
女性が存在する世帯の減少
働いている女性が働かない老人を世話する矛盾
世界的ジェンダーフリーで婦人部という存在の問題

根拠
自治会の１組で構成世帯が10の場合、参加できない世帯(施設入居で無
人、在宅でも動けない)を除くと5になります。次に男性のみ世帯を除くと3に
なります。つまり女性数は世帯数の1/3以下であるためすぐに任期が来ま
す。構成世帯が5未満ですとほぼ毎年です。
年金支給開始年齢が65歳の現在では男女関わらず働いており、勤務時間
は平日8-17と限りません。婦人部の作業は実質老人の慰労ですが、現在の
老人は90歳過ぎて元気な人もおり、また身の回りの世話の役目は親族と思
われます。このため作業自体が不要でさらにそれをする意味はありません。
婦人部の作業に何らかの根拠がある場合、女性限定の必要はありません。
基本的人権を阻害しています。

以上より、市役所から全自治会に対し婦人部の廃止通知をお願い致しま
す。

　この度はご意見ありがとうございます。
　自治会は、安心して暮らすことのできる、住みよいまちづくりのために、地域の皆様により自主的、主体的に組
織され、運営されている任意の団体です。
　自治会における運営体制や重点的に取り組む事項は、それぞれの自治会で、地域の特性や課題、また社会状
況の変化などを踏まえて検討されております。
　市といたしましては、地域コミュニティや自治会を対象とした、男女共同参画の視点を取り入れた地域づくりを考
える講座の開催等により、年齢や性別にとらわれず、幅広い住民の皆様が参加しやすい自治会活動となるよう支
援しているところです。
　自治会運営につきましては、住民の皆様のご理解、ご協力が得られるよう、開かれたものであることが基本と考
えていることから、市へいただいた皆様からのご意見、ご要望などは、今後の運営の参考としていただいただくよ
う、自治会連合会を通じて各自治会にお伝え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

2月24日 3月3日 香貫山の「三春の滝桜」
　私はよく香貫山に登ります。標題の件、昨年新聞に掲載
され、市外の方に沼津の役所は怠慢と言われたとか耳にし
ました。とても気になっておりましたが、枯葉も落ち周りも綺
麗になり、木も落ち着いたように見えます。
　所がこの木は特別な桜だという事を知らない人は多いよ
うです。
　そこで、ここに植えられた訳、桜名等々の名札なり看板を
設置して下さったらいいですね。もうすぐ咲き出すでしょう。
早急にお願い致します。どうぞ宜しく。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沼津の宝香貫
山を愛する一市民

　日枝神社（山王さん）にも１本あり、とても元気です。五本
の内の一本かと思いましたが（一本は枯れたとか）全然違
うそうですね。

　香貫山の滝桜につきましては、香貫山の桜の名所づくりに賛同いただいた福島県三春町から、平
成21年度に苗木を５本いただき、植樹したものになります。
　しかし、残念ながら、うち１本については成育不良により枯れてしまいましたが、残りの４本は、順調
に成育し、毎年立派に花を咲かし、訪れる人たちの目を楽しませております。
　ご要望のありました、看板についてですが、現在、設置に向けて準備を進めており、滝桜が開花を
迎える前までには、設置する予定としております。
　香貫山の滝桜は、福島県三春町との交流の証でもあるため、今後とも維持管理を徹底し、満開の
滝桜を皆様にご覧いただけるよう努めてまいります。

農林農地課
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

2月24日 3月9日 ゴミ収集作業員の再教育
　本日、ゴミ収集日でした。たまたま収集が来たので作業
の様子を見ていると、ゴミを１度見て確認したのにもかかわ
らず、ゴミを収集せず次の収集場へ移動　念のため写真に
撮り公開しました。税金で給与をいただいている事を理解
させ、まじめに収集を行うよう再教育して下さい。
　次回改善されていない時には市長に

　ごみの収集にあたっては、最終的なリサイクル先を考えたうえで、分別収集を行っています。その
ため、収集する段階から、どの種類のごみをどの収集車が収集するかをあらかじめ決めて収集して
います。
　収集する職員には、毎朝ごみの収集作業を行う前に、収集品目ごとに決められた責任者が打ち合
わせをおこない、その日行う作業の内容を確認したうえで、収集に向かわせております。
　このため、今回のようなごみの収集作業で、収集課の職員がごみの集積場所を訪れたにもかかわ
らず、目測をして次の集積場所に移動する場合については、次にあげる事例が想定されます。

①埋め立てごみに分類される小型家電や蛍光管は、それぞれのリサイクル先に合わせた専用の車
両で収集しております。すべての集積場所に、小型家電や蛍光管が排出されているとは限らないた
め、収集に向かった先の集積場所に担当の車両が運ぶべき種類のごみがなかった場合。

②資源ごみ、埋め立てごみは、集積場所に出されたすべてのごみを一度に収集する訳ではなく、び
んや古紙、瀬戸物・ガラス類などの品目ごとに、収集しているため、収集すべき担当の種類のごみが
その場になかった場合。
などです。
　恐れ入りますが、写真を撮影した日時や集積場所、ごみの内容について、当課までご連絡をいた
だければ、どのような状況であったのか調べたうえ、職員に指導を行いますので、ご協力の程よろし
くお願いします。
　

クリーンセンター収集課
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