
　

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

3月1日 3月9日 駿河台公園の遊具について
　タコ型の大きな遊具がありますが、亀裂が入っていたり、
欠けています。また、素材がとても硬く子供が誤って顔をぶ
つけたりしたら大怪我をしてしまうと思います。滑り台の傾
斜もきつく、子供が滑ると危険です。
　共栄公園にも以前同様の遊具があったと思いますが、そ
ちらは新しい遊具に変わり安全に遊べるようになりました。
駿河台公園の遊具もより安全なものに改善した方が良いと
思います。

　現在、市内の公園の老朽化した遊具を更新する事業を進めており、駿河台公園のブランコやすべ
り台等につきましては既に完成しています。
　ご指摘のありましたタコ型の遊具については、コンクリートの表面にひび割れ等が発生するなど、
老朽化が進んでいるため、令和３年度に更新する予定です。なお、この遊具は公園のシンボルとして
親しまれている遊具でありますので、地元の皆様のご意見を取り入れながら進めてまいります。

緑地公園課

3月3日 3月22日 沼津市認定道路３２６３の補修について
　市道３２６３の大岡中学校正門付近から東側の国道４１４
号線を結ぶ区間について、歩行の際に大変危険性があ
る。既設の補修が必要ではないか。経年劣化によってグ
リーンベルト（緑線）が９９％消えている。外側線（白線）が９
０％以上消えている。この区間は小中学校の通学路であ
り、歩行者や車両の通過、すれ違いも多い。更に通学路案
内、標識、看板、路面標示、ラバーコーン等の追加も検討
して欲しい。朝や夕方の通学時間帯の視察もお願いする。

　現地につきましては、3月4日夕方及び3月5日朝の中学生の通学時間帯に、道路や交通の状況を
市の職員及び大岡中学校の教員で確認いたしました。
　ご指摘のとおり、夕方には自動車、自転車、歩行者など交通量が多い箇所であり、また、グリーン
ベルトや外側線が劣化し消失している状況だったため、必要な路面標示については周辺で行われて
いる工事との日程調整を図りながら、補修を行っていきたいと考えております。
　なお、標識や看板の追加など規制を伴うことになるものにつきましては、現在すでに通行時間帯の
規制もある中、周辺住民の方の利便性なども考慮する必要があり、自治会からの要望書に基づき検
討をしていきたいと考えているため、まずは自治会にご相談くださいますようお願いいたします。

生活安心課

令和３年３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

3月3日 3月18日 愛鷹運動公園テニスコート・大岡公園テニスコートについ
て
　休日にテニスコートの予約がとれないことがしばしばあり
ます。
　その為、ニューウェルサンピア沼津を利用するなどしてい
ましたが、２月末で閉館になるとのこと。益々、予約がとれ
なくなることを危惧しています。
　愛鷹運動公園の駐車場をみると、市外ナンバーが大半を
占めることも多く、富士市の様に市民の優先予約制を導入
する等検討頂き、市民が割高なテニスコートを使用しなくて
はならない現状を改善願いたいです。

　愛鷹運動公園テニスコートは、県東部地区最大級の１２面を有し、個人の利用のほか沼津市のテ
ニス団体による各種大会も年間を通して数多く開催されており、特に休日は、市内外からの参加者
がいることから、市外ナンバーの駐車が多く見受けられる状況となっております。
　また、市民の優先予約に関し、富士市に確認したところ、有料の市営コートについては市民の優先
予約は実施していないとのことでした。
　愛鷹運動公園テニスコートにおいても、施設の維持管理にあたっては相応の費用がかかることか
ら受益者負担の観点から利用料金を徴収させて頂く中で、民間のノウハウを活用した指定管理制度
の導入により、皆様が気持ちよくご利用頂けるようサービスの向上にも努めているところです。
　ご指摘のとおりニューウェルサンピア沼津が閉館し、テニスコートが減少することから、愛鷹運動公
園テニスコートにおきましても、休日は各種大会による利用が多いことを踏まえ、大会主催者に対し
大会時必要最小限のコート数の予約に協力いただくなど、出来る限り市民の方々の利用に支障がな
いよう、指定管理者と連携し利用環境の向上に取り組んでまいります。

緑地公園課

3月9日 3月22日 イトーヨーカドー沼津店跡地活用について
　小さい頃から思い出のイトーヨーカドーがなくなってしまう
と聞き、とても悲しく思っています。
　駐車場を含めてもとても広い土地なので、跡地にはコスト
コの誘致をしていただきたいです。
　コストコの最寄り店舗は、西は浜松、東は座間と、沼津か
ら向かうにはどちらも車で2時間はかかる遠方です。
　沼津駅近くでありながら車のアクセスも良く、静岡市～伊
豆地区の方も来られるコストコとして愛されると思います。
　ぜひ誘致をお願いします。

　イシバシプラザは、長年、本市における中核施設として、従業員の雇用や中心市街地の活性化な
ど、地域産業を支える重要な役割を担っていただいており、深く感謝しております。
　イシバシプラザの閉店については、本市における商業拠点の一つがなくなるため、大変重く受け止
めております。
　中心市街地の広大な土地でもあり、まちづくりにおいて重要な場所となることから、市といたしまし
ては、まずは、地権者の土地利用の意向確認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

3月10日 3月23日 共栄町、岡宮の国道一号線からの大型車について
　大型車の夜間通行は禁止されているはずですが、いまだ
に多くの違反大型車が通行しています。また、南進につい
ては単線にも関わらず、2車線につながり大変危険な状態
です。
　しかし今始まった問題ではありません。何年も前から沼津
市には指摘しているにも関わらず、なにも改善されません。
いい加減に具体的な対策をしてください。

　ご指摘がありました大型車の夜間通行の禁止について、取締りを実施する沼津警察署へ確認した
ところ、以前、夜間に取締りを実施した際に、沿線の方々より夜間取締り時の音に対して苦情があっ
たため、取締りが実施することができない期間があったとの事でしたが、令和２年度より夜間の取締
りを不定期に実施している状況との事です。
　併せて、本市においては、トラックドライバーへの規制を遵守してもらうための周知パンフレットを静
岡県トラック協会へ配布し、定期的に要請しているところであります。
　なお、深夜に取締りを実施するため、地域及び沿線の皆様のご理解ご協力をお願いしているところ
です。
　また、ご指摘のとおり、南進車線は１車線の車道となっております。南進車両については、国道１号
共栄町交差点で赤信号で待機する右折車両が西側に寄せて待機している状況となっております。
　ついては、ドライバーへの注意喚起等の対策について、沼津警察署と協議調整を行い対応してま
いります。

道路建設課

3月11日 3月29日 無残な姿・・公園の桜について
　原東沖の西公園には1本の見事な桜の大木があり、毎年今頃は満開
の美しい姿を楽しませてくれていました。今年は無残で残念な姿です。
全体に不細工に選定されてっぺんはまっ平に、大きなメインの枝は根元
から伐採され・・とてもみすぼらしい姿になってしまいました。自然の影
響ではなく人の手でこうなったことがとても無念で、近所の方ともなんで
こんなに切っちゃったんだろうね、と話していてそんな声が多くありま
す。市役所の車とクレーン車が来ていたので市役所には大切にしてき
た古木を守ろうとする気持ちはないのでしょうか？毎年楽しみにしてい
た満開の桜を慈しみ楽しむ市民の気持ちは伝わらないのでしょうか？
　もうひとつこの公園には藤棚があり根っこの太さは30センチ近くもある
たいぼくです。このフジも毎年気前よくバッサバッサと枝が寸断されここ
10年ほどはほとんど開花しない・というか花房が出来なくなってしまいま
した。
　「文句があるなら地域の住民が整備すれば手間が省けるのに。仕方
ないから市役所が乏しい予算からせんていしてやっている」・・そんな声
が聞こえてきそうな乱暴な暴挙に我慢がなりません。これなら伸び放題
にしてくれた方がどれほどましか、ぜひ住民の声を聞いてほしいもので
す。大型のクレーン車まで動員してまでも必要な伐採だったのでしょう
か？

　 東沖西公園のサクラについては地元自治会から剪定の要望がありました。市内の造園業者ととも
に緑地公園課にて現地を確認したところ、樹木自体も老木化しており、落下の危険がある枯枝もあり
ましたので、造園業者に発注し、サクラの生育に妨げにならないよう剪定しています。フジについては
枝が寸断されたことについて、状態を調査するとともに開花できるように維持管理をしていきます。
　今後も公園内の樹木の剪定については景観に配慮し、市民の皆様の快適性、安全性を考慮しな
がら憩いの場となるように適切な公園管理に努めてまいります。

緑地公園課
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

3月16日 3月29日 市役所周辺の再開発及び市役所移転について
　今年の夏ごろイトーヨーカ堂が撤退と噂があるがもし本当
であれば市役所を跡地に移転して欲しい。
　ショッピングモールと併設可能であればなお良いと思う。
沼津駅高架化しても北口にはショッピングでの利用がなく
休日の人の行き来がなく高架化のメリットも半減させないた
め市役所を駅北口に移転して平日の人の流れを作りつつ
休日の賑わいも作れるよう再開発計画を検討願います。
　市役所跡地は立体駐車場にし、香陵公園再整備の施設
充実度や駐車場の台数増加による複数施設利用時の混
雑緩和になる。また、浸水想定地域がすぐ横になり、避難
所としての利用も可能となる。
　市役所も浸水するかもしれない所にあえておくメリットが
ない。

　イトーヨーカドーの跡地は、民間が所有される土地であり、市としましては、賑わいのある中心市街
地のまちづくりを進める上でも重要な場所であることから、今後の動向に注視してまいります。
　現在静岡県と共に進めている鉄道高架事業により、中心市街地においては、交通環境の改善、南
北市街地の一体化、回遊性の向上、鉄道跡地等の新たな土地の活用など、様々な効果が生まれま
す。こうした鉄道高架による効果を最大限に発揮させるとともに、本市の中心である沼津駅周辺を市
民にとって便利で快適な場所に高め、市民が交流する都市の顔として再生するため、「沼津市中心
市街地まちづくり戦略」を令和2年3月に策定しました。
　その中で、沼津駅の北東に隣接する車両基地の跡地へ導入する機能の選択肢の一つとして市役
所を挙げております。また、新たに生まれる高架下空間には商業施設等の民間投資が見込まれ、周
辺市街地と一体となって、賑わいが創出されることが期待されます。
　今後も魅力と賑わいのあるまちづくりを進めるため、鉄道高架事業を一日も早く完成できるよう、県
と共に着実に取り組んでまいります。

推進課

3月16日 3月29日 狩野川河川敷遊歩道フットライト設置について
　市内中心地を流れる狩野川、美しい河川敷をもっと上手
く活用してみませんか？
　中央公園、御成橋付近など、現在一部の遊歩道にはフッ
トライトなどライトアップがされおり良い雰囲気ですがそれ
以外は防犯灯が少し設置してある程度で暗いまま。夜間散
歩するには危険を感じます。そこで、今後フットライトなどを
増設する計画などはありますでしょうか？
　夜間狩野川沿いがライトアップされればもっと美しくなる
し、市民の満足度も上がる。移住者も増えるかもしれませ
ん。
　ご検討ください。

　沼津市では、市民の通勤通学や散歩、ジョギングのコースとして、また、中心市街地と周辺の地域資源を結ぶ
賑わいのネットワークとして、狩野川堤防道路の回遊性向上に資する様々な整備を進めてきました。
　そのような中、太平洋岸自転車道に位置付けられている狩野川左岸におきましては、令和２年度に黒瀬橋のア
ンダーパスが完了し、香貫大橋から港大橋まで、歩行者や自転車が車道を横断することなく安全で快適に通行で
きるようになりました。
　今回ご意見いただきました、照明灯の整備につきましては、永代橋から港大橋までの右岸において、国土交通
省の護岸整備が完了したことに伴い、令和３年度からフットライトの設置に着手いたします。それ以外の区域につ
きましては、現在整備の計画はございませんが、市街地を流れる狩野川は、市民や本市を訪れる皆様にとって大
切な賑わいと憩いの空間であることから、今後も皆様の意見を参考にしながら、回遊性の向上に努めてまいりま
す。

建設デザイン調整室
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

3月22日 3月31日 原地区センター内市民窓口の対応について
　原の窓口に原付バイクの登録解除にいきましたが、散々
待たされた上に、漸く順番が回ってきて手続きをしました。
　それからしばらく待ってと言われて、どれくらい待つのか
尋ねたところ、今書類を向こうに送ったので分からないとの
返事(向こうとは何処？と尋ねようと思ったが.)、だいたいど
のくらい？と再度尋ねたところ、向こう次第ですぐに見れば
速いが見なければそれっきりの様な事を言われて、昔の役
所仕事のような事をいまだにやっているなと感じ、その日は
不愉快な気分になってしまいました。
　もう少しだけで良いのでコミュニケートが世間並みに出来
る職員を配置してください。お願い致します。双方忙しいの
は同じですので、お互い気分良くしたいものです。

　この度は、窓口が混雑し長時間お待たせした上に、職員の接遇により、ご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。
　原付バイクの登録解除の手続きに関しましては、市役所内の市民税課での確認作業が必要となる
ため、市民税課の混雑状況によってはお時間をいただく場合があります。
　担当した職員には、いただいたご意見を伝え、多忙時であっても、一人一人のお客様に寄り添った
丁寧な説明をするよう厳重に注意いたしました。
　いただいたご意見は、所属職員内で共有し、市民の皆様が気持ちよくご利用いただける窓口となる
よう、より一層努めてまいります。

市民課

3月22日 3月30日 津波からの避難について
　下香貫汐入地区（ピアゴ香貫店周辺）は海抜が1.5mと低
いです。
　津波避難の原則として遠くより高くとのことですが、近くに
避難できるような高さの建物もありません。
　南海トラフ巨大地震の際、津波は10mを越え到達時間も
かなり短めだと予想されているそうなので、津波避難タワー
の数を増やして頂けると安心して暮らせると思います。
　高齢の方も多く住まれているので山への避難も困難かと
思います。

　本市では、津波による浸水被害が想定されている地域において、緊急時の避難場所として、津波避難ビルや、津波避難路の指
定を積極的に推進しています。津波避難ビル及び津波避難路は、沼津市津波ハザードマップに位置や、ビル名等を掲載してお
り、下香貫汐入付近には、「トゥー・ル・モンド（住所：下香貫汐入2198-1）」や、「トーゴY・S（住所：下香貫汐入2188-1）」などを含
め、４つの津波避難ビルと、浸水区域外へ避難する２つの津波避難路があります。
　なお、沼津市津波ハザードマップには、津波による陸域での浸水深（浸水した地面から水面までの高さ）や、その到達予想時間
も掲載しております。
　今後とも、避難場所の確保のため、津波避難ビル候補となる建物の所有者に対し、指定へのご理解、ご協力を得られるよう努
め、津波避難ビル指定を推進してまいります。
　
※津波ハザードマップは、沼津市ホームページに、掲載しております。是非ご覧いただき、最寄りの避難場所となる津波避難ビル
及び津波避難路を、平時にご確認いただきますよう、お願いします。
URL：（https://www.city.numazu.shizuoka.jp/kurashi/anshin/bousai/tunamihazard/4ji/42.pdf）

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

3月25日 4月9日 コロナ禍における生活困窮者（世帯）等のデータ共有について
１　（事案）避難行動要支援者名簿への登録（現状について新聞記事を添付します）
　　社会福祉課←自治会・民生委員等
　　　　　　　　↑
　　　　　　　本人若しくは家族（本人の同意が困難である場合）の同意のもと
２　福祉事務所各担当課→自治会（長）・民生委員等
　　　　　　　　　　　　　　↑
　　　　　　　　　　　データ・情報・一覧表
　①社会福祉課（被保護世帯名簿）②こども家庭課（母子・父子世帯一覧）
　③長寿福祉課（一人暮らし高齢者等リスト）①～③の送付は本人若しくは家族の同意を
得てあるのでしょうか？→個人情報に関わる根拠は？
３　コロナ禍での取組み
　①一昨年までは例年通りの対応で課題がなかったと思います。
　②昨年～今日
　　・コロナ禍で生活困窮者であると思われる方が増えていると思います。
　　・自助、共助→公助
　　　　　　　　つなぎ役として自治会・民生委員の役割があります。
　　・個人情報のハードルがある為、確かなデータ・情報が共有できない場面があります
　③発想の転換が必要であると考えます。
　　コロナ禍→有事→福祉関係各課から積極的にデータ・情報を出してほしいと思いま
す。
　　極論かも知れませんがゲートキーパーとしての役割も担っているので最悪の場面は一
人でも減らしたいと考えています。
　④積極的にデータ・情報を頂ければ、ネットワーク・フットワーク・ヘッドワークを駆使して
できる限り民生委員としての役割を全うしたいと考えております。

１　避難行動要支援者名簿（同意者名簿）は、本人の同意（申し出）に基づき、各自治会で作成して
います。この名簿は、地域の避難支援者のほか、沼津市や民生委員、警察署、消防署、社会福祉協
議会が共有し、災害時の安否確認や避難支援などを迅速・円滑に行うことを目的としています。併せ
て、平常時には地域の避難訓練や見守り活動などに活用するものとして、連合自治会を介し、各自
治会や地域の皆様にお伝えしているところです。
２①については、国が民生委員等の関係機関との連携の在り方について示しており、要保護者の発
見・連絡から保護受給、廃止までの連絡体制を整備するために情報提供をしています。
②及び③については、いずれも住民の福祉向上を図ることを目的として、福祉に関し必要な実状を
把握し、市の福祉行政の基礎資料を作成するために実施する調査を依頼する際に、市の個人情報
の取扱いの基準に則り、必要最低限度の情報について調査票に記しているものです。

３　新型コロナウイルス感染症の流行拡大に伴う生活困窮の状況に係る情報については、自治体に
即時的に集約されるものはなく、当該世帯からの申し出に限られています。その内容を確認し、生活
保護受給となった場合や支援が必要な場合等には、改めて担当の民生委員に情報を提供すること
となります。

個人情報については、引き続き慎重な取扱いのもと、関係機関に必要に応じて提供し、連携して福
祉の増進に努めてまいります。

社会福祉課

3月29日 4月20日 大岡市民運動場での喫煙について
　本日10時頃、大岡公園のベンチに座っているとタバコの
匂いが漂ってきました
　見ると市民運動場の入口(自販機横)で数人が喫煙してい
ました
　灰皿のような物は見受けられ無かったので喫煙場所とも
思えませんが、市民運動場は喫煙可能なのでしょうか
　可能だとしても場所的にグランド周りのジョギングや
ウォーキングの迷惑になりますし、場所は考えた方が良い
と思います
　喫煙不可だとしたら徹底した対応をお願いします
　徹底出来ないのだとしたら、しっかりとした喫煙所を設け
た方が皆が幸せになると思います
　ただし、沼津駅北口のような喫煙スペースでは意味があ
りません
　喫煙者の意識を変えてもらうのは非常に大変だとは思い
ますがよろしくお願いいたします。

　市民運動場敷地内につきましては、令和２年11月９日から、駐車場を含め、全面禁煙となっており
ます。
　禁煙である旨の表示をするほか、施設巡回の際に敷地内で喫煙している方を注意する等の対応を
してまいります。
　今後も、多くの市民の皆様が気持ちよくご利用いただけますよう努めてまいります。

スポーツ振興課

6



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

3月31日 4月13日 今沢地区センター利用について
　今沢地区センターを利用する際に、呼び出しのスイッチがあるよ
うですが、毎回1人の女性の職員さんの時は、反応がなく、ドアを
のっくしなければ出てこない時があります。
　また、その女性の職員の時は、子供たちだけで図書室を利用す
る際に、挨拶しても、耳が悪いのか聞こえないらしく、挨拶をしなさ
い！と叱られるそうです。
　隣の中央公園のトイレが汚く、環境も悪いので地区センターのト
イレを借りた際も、トイレは図書室を利用した人だけ使えるから、中
央公園のトイレを使いなさいときつく言われ、下の子が小学１年な
ので心配なので、トイレを借りる際に一緒について行こうしたら、一
人で行かないとダメだと言われたそうです。
　図書室も利用していないのに、トイレを借りてしまい申し訳なかっ
たのですが、子供に対しての、もう少し優しい言い方なり対応なり
あると思います。
　子供達は、あの人がいる時は、地区センターを利用したくないと
言っています。

　今回対応した職員にご指摘のあった内容を確認したところ、公園で遊んでいた子供たちが、今沢地
区センターのトイレを利用しようとしたため、公園内にもトイレがあるので急ぐならばそちらを利用する
ようにとの趣旨で説明をしたとのことでした。
　本地区センターは今沢中央公園に隣接しており、公園内にトイレはあるものの、様々な事情によ
り、本地区センター内のトイレを利用したいとの申し出があった場合は、その方たちにもトイレを利用
いただいています。
　今回は、職員の対応が不十分であったため、意図が十分に伝わらず不快な思いを抱かせてしまう
こととなり、誠に申し訳ありませんでした。
　当該職員には、呼び出し音が鳴った場合にはすぐに対応すること、公園の利用者にも地区センター
内のトイレを貸すこと、また子供たちへ接する際に丁寧な言葉づかいを心がけることについて、当課
及び本地区センターの指定管理者である今沢地区コミュニティ推進委員会から指導いたしました。
　今後も、地域住民の皆様に本地区センターを快適にご利用していただけるよう、職員への接遇指
導を徹底してまいります。

地域自治課

3月31日 4月15日 子を育てやすいまちづくりについて
　去年に娘を産んでから気づいたことがあります。
○道路の問題
　ベビーカーを押していると歩道がとてもガタガタで散歩がしづらいです。
　また、横断歩道を渡っていると、道路から歩道に乗り上げる時に段差の幅
が高く、つっかえてしまって何度か危ない目に遭いました。
　ベビーカーだけでなく車椅子をおす際も同じことが言えると思います。
　出来るだけ安心して散歩できるように出来ないでしょうか。
○公園が少ない&あっても小さくて汚い
　これは前にも意見が寄せられていたようですが、改善されているようには
思えませんでした。
　特に公園が少ない(小さい)と、コロナ禍の今、子育てには死活問題です。
　とても切実に、早く改善してほしいです。
○駐車場のある公園がほしい
　少し大きめな公園に行くと、駐車禁止の場所に車を止めて遊んでいる人た
ちが多く、時折警察の方が来て注意して帰っているのを見かけます。
　駐車場が隣接している公園を作ることは出来ないでしょうか。

　市民生活における安全な道路環境を整備していくため、市内全域の道路パトロールや市民の皆様の通報などにより危険箇所の
早期発見、補修に努めているところです。
　しかしながら市内すべての道路の状況を常に把握することは困難であり対応が遅れてしまう場合もございますので、具体的な危
険箇所など何かお気づきの点は、市役所道路管理課道路維持係（電話：９３４－４７８９・メールアドレス：
doukan@city.numazu.lg.jp）までご連絡いただければと存じます。現場確認と状況に応じた補修を行っていきたいと考えております。
　都市公園につきましては、汚いとのご指摘であり、清掃等管理が行き届いていないところがあったことは大変申し訳ございませ
んでした。現在、都市公園の維持管理につきましては、市職員、委託業者や地元自治会等の協力により行われておりますが、今
後皆様が気持ちよくご利用いただけるよう、お互いに連携し管理に努めてまいります。
　現在、沼津市には152箇所の都市公園があり、市民の皆様にご利用いただいております。そのうち８割以上の公園につきまして
は、街区公園と位置付けられた徒歩での来園を想定した公園であり、１箇所辺りの面積は大きくありませんが、皆様に気軽にご利
用いただけるよう市内各所に配置しております。一方で、広域の方の利用を想定し、駐車場等を整備した愛鷹運動公園や門池公
園などの大規模な公園もございます。
　このような中で、昨年度改定された「緑の基本計画」においては、人口減少・高齢化の進展などの社会情勢の変化や、現在の利
用状況を踏まえ、これまでの公園や緑の「量」を増やす考え方から、既存の公園の適切な維持管理や利活用により「質」の高い公
園の創出を目指すことへ方向性がシフトしており、その中で、公園を利用される皆様のご意見を取り入れていきたいと考えており
ます。
　なお、駐車場がない既存の公園につきましては、徒歩での来園を想定しており、駐車場の整備は難しいと考えております。一
方、新規で公園を整備する際には、駐車場につきましても、公園の規模を考慮して整備していく必要があると考えております。
　今後も適切な都市公園管理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.

緑地公園課
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