
　

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

4月5日 4月13日 金岡市民窓口の対応について
　17:15に来庁したのにも関わらず、17:15までだと施設から
追い出された。
　17:16に来庁して追い出されるのは理解できるが、開庁時
間として17:15までとWEB上に明記してあるにも関わらず、
追い出すのは如何なのか。
　なお、時間はスマートフォンにて確認したため、時間のズ
レは無いと思われる。

　この度は市民窓口事務所へご来庁いただいたのにも関わらず、ご希望の対応を受け付けることができなかった
こと、また、職員の対応において不愉快な思いをさせてしまったことにつきまして、深くお詫び申し上げます。対応
した職員には、用件を確認し、次回来庁時の持ち物をご案内するなど、お客様に寄り添った対応をするよう指導い
たしました。
　なお、市民窓口事務所におきましては、業務の内容によっては他市町や市役所本庁への確認作業等も生じるこ
とから、その時間を考慮した中で、できるだけ17時までにご来場いただくよう、市ホームページにてお願いをしてい
るところでございます。
　今後とも、お客様に気持ちよくご利用いただける窓口への改善に努めてまいります。ご理解のほど、よろしくお願
い申し上げます。

市民課

4月5日 4月15日 広報ぬまづ４月１日号について
アルファベットの略語がわからない。
読む年代も考えて欲しい。
SDGs，ICT，PFI、BCPなど 何の略語で
どの様な意味？
どれだけの市民が 理解してますか？

　「広報ぬまづ」は、幅広い世代の市民の皆様に市政情報や各種イベント情報などをお届けしているため、平素よ
りわかりやすい表現を心掛け、一般的に使われていない言葉には説明を加える等の注意を払ってきたところで
す。
　報道等で広く使用されているアルファベットの略語については、「広報ぬまづ」でも使用してまいりますが、今後
は、可能な限り略語の解説を加えるなど、わかりやすい表現となるよう心掛け、引き続き、市民の皆様に親しまれ
る「広報ぬまづ」の発行に努めてまいります。
　なお、お問い合わせ頂きました内容につきまして、用語の説明をさせていただきます。
●SDGs（Sustainable Development Goals）持続可能な開発目標
　2015年9月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択された2030年までに持続可能でよりよい世界を目指すた
めの国際目標です。
●ICT（Information & Communications Technology）情報通信技術
●PFI（Private Finance Initiative）プライベート・ファイナンス・イニシアティブ
　公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う新しい手法で
す。
●BCP（Business Continuity Plan）事業継続計画
　企業等が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合に、事業資産の損害を最小限にとどめ
つつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事
業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のことです。
　今後とも、市広報行政にご理解ご協力をいただきますようお願い申し上げます。

広報課

令和３年４月分「市民の声」一覧

1



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

4月6日 4月13日 障害福祉課の皆様
　母が障害者になり、色々な手続きについて病院とのやり
取り等大変親切にして頂きました。
コロナ禍において、直接出向く事もなかなか難しく、メール
での問い合わせにも迅速に対応して下さいました。障害福
祉課の○○様、職員の皆様本当に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。
今回このようなお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、接遇向上に努めてまいります。

障害福祉課

4月6日 4月23日 プール整備事業について
令和３年度施政方針で示されている事業の内容に関して
質問致します。
（１）予算内訳
　①解体費用
　②利用助成金

①具体的に金額を示すこと。（工期も合わせて）
②近隣市町公設プールの対象施設及び助成額（○○○円
または○○％を上限とするなど）を具体的に示すこと。（三
島市・清水町・長泉町）助成は各施設ごとに沼津市民であ
ることを証明すればよいのかどうか？

　新屋内温水プール整備事業は、隣接する清掃プラントの建替事業と併せエリア一体での整備を計
画していることから、新中間処理施設整備事業と整合を図りながら事業に取り組んでいるところで
す。このため、屋内温水プールの解体工事は新焼却施設建設にかかる調査及び工事等と連携して
行います。

①（答）解体費用は、今後の解体工事入札により決定される予定です。工期としては、令和３年度に
屋内温水プールの上屋の解体工事、土壌汚染調査を行います。その後、令和５年度までに屋内温
水プールの基礎部分の解体工事を行う予定です。

②（答）沼津市市外屋内温水プール利用料の助成については、現在、運用開始に向けて準備を進め
ております。助成方法が決定しましたら、広報ぬまづや市ホームページにてお知らせします。

ウィズスポーツ課

2



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

4月13日 5月11日 公衆トイレについて
私は２年半前に関東の海なし県より移住して来た者です。この２年半、沼津市民として過
ごして来て、移住者からの視点で思った事を述べさせていただきます。

・２年半前、沼津駅に降り立った時、最初に感じたのは、駅の公衆トイレのひどさでした。
その後、千本浜公園、大瀬崎などでも、同様でした。まちづくりの途中なのは、わかります
が、観光客、特に女性が一番気になる所です。せめて駅だけでも、一日も早く何とかなら
ないでしょうか？二度と来たくないなどと言われないためにも!!

・自転車レーンが一気に出来た事は良いのですが、側溝など道路が平らに整備されてい
ない所にあるので、あぶないです。雨の時など特に。又、道路が平らではないので車椅子
の方達が苦労しているのを見ます。

・いろいろな記念日にチャイムやオルゴールなどを鳴らすのはいかがでしょうか？（終戦、
原爆、東日本大震災等）私でさえ忘れやすいので。全市民が自覚し、又、子供達にも教え
る良い機会になると思います。

・亡父の徘徊に苦労した者として、沼津市の捜索放送はすばらしいです。全市民の目に
よって、早く捜す事が出来る事で本人や家族の体力の消耗が少なくなると思います。子供
達の学校休み中の放送もすばらしい。懐かしい音楽も聴けて。

・富士山の見えるこの町に来て、海あり、山ありでほんとうに良かったと思う毎日です。

・駅の公衆トイレについて
　公衆トイレにつきましては、利用される皆様に気持ちよく利用していただけるよう、日常的に維持管理に努めており、駅の公衆トイレについては毎日清
掃を行っております。しかし、短期的に公衆トイレの利用が集中した直後や利用者のマナーによっては、清潔な状態を維持するのが一時的に困難に
なってしまいます。そのような中で、毎年度、各公衆トイレの過去の利用実績から清掃頻度の見直しや張り紙による利用者へのマナー啓発などを行うこ
とで、誰もが気持ち良く利用できる公衆トイレの維持管理に取り組んでおります。
　今後も引き続き、多くの利用者に好感を持っていただけるよう清掃事業者との連携を図り、取り組んで参りますので、ご理解・ご協力のほどよろしくお
願いいたします。（観光戦略課）
・自転車レーン部分の道路整備について
　本市の自転車レーン等の整備につきましては、通勤や通学路として利用されている市道を優先し、レーン等の設置位置に関しては、自転車利用者の
安全性や快適性が確保できるよう整備しておりますが、ご指摘のように道路が平らでない箇所につきましては、経年劣化や疲労等により道路環境が
時々刻々と変化しているため、日々のパトロールや市民の皆様からの情報提供をもとに、安全で利用しやすい道路環境の保全を図っております。
　なお、具体的な個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までご連絡いただければと存じます。（道路建設課・道路管理課）
・チャイムやオルゴールのご提案、捜索放送などのお褒めの言葉について
　現在、沼津市では12時に「沼津市歌」、17時に「希望（同報無線放送開始時のオリジナルチャイム）」を放送しております。これらは、同報無線の「定時
通信試験」として放送しているもので、災害をはじめとした緊急時に備え、放送設備が常に機能することを確認することを目的としております。また、小中
学校の長期休業時は「この子かわいさ（沼津の子守歌）」を夕方に放送しておりますが、それぞれの休業時期の日没前の時間帯に放送することで、こど
もたちに帰宅を促すとともに、ご家族や地域のみなさまにはこどもたちの無事を確認してもらうことを目的としております。電波法令上、防災行政無線の
放送内容には一定の制限がかかりますが、ご提案いただいた記念日等に合わせたメロディーについては、その内容や放送の可否を検討したいと考え
ております。
　次に「捜索放送」についてですが、沼津警察署からの依頼を受けて放送しているものです。同報無線では、気象や災害にかかわることのほか、「特殊
詐欺への注意喚起」、「自衛隊・米軍の今沢基地使用」、夏季の「高温注意情報」などを放送しています。今後も市民の生命・財産にかかわる注意喚起
につきましては、迅速でわかりやすい放送となりますよう努めてまいります。（危機管理課）

観光戦略課

4月14日 4月28日 自宅裏の土山について
　私は、数年間大学に通うために、実家からは離れておりました。
しかし、この度実家へと帰ることとなり、実家へと帰るとその実家の
裏には実家と同じ高さの土を盛った山が有りました。
私は法律的な分野には疎いのですが、正直不安、恐怖を感じてお
ります。
昨今、大きな地震が日本各地で起こっています。これは静岡県、
もっと言えば沼津市にも起こり得ることだと思います。もしそのよう
なことになり、この裏の土山が崩れてしまっえば、私の実家は、ひ
とたまりもないでしょう。さらに言えば大きな地震とは言わずとも、
豪雨などで土砂崩れ、というのもありえない話ではないと思いま
す。
市としてどういったお考えなのかお教え願いたく存じます。
今回の件では、どちらに相談すべきかわからなかったため、市民
の声としてご意見させていただきました。

ご指摘の箇所につきましては、市では以前から現地を確認しており、「沼津市土砂等による土地の埋
立て等の規制に関する条例」に違反していることから、行為者に対しては計画について説明を求める
指導と併せて土地所有者に対しては聞き取り調査などを実施し、条例に基づく必要な手続き及び安
全対策を講じるよう、再三にわたり行政指導を行ってきました。
しかしながら、行為者は指導に従わず､土砂の搬入行為を止めないため､条例に基づき平成31年４月
には事業の中止の命令、令和元年７月には違反行為の公表を行いました。
その後､大規模な土砂の搬入行為は行われないようになりましたが、事実上そのまま土砂が放置さ
れた状態であるため、市としましては､現在までに定期的な現地パトロールを強化すると共に､行為者
に対して土砂の撤去及び条例に基づく技術基準に沿った盛土の安全対策等の是正措置を取るよう､
継続的に指導を行ってまいりました。
その結果、行為者より是正計画の提出がありましたが､内容等について不備や不足事項があるた
め､早期に現状が改善されるよう、現在まで指導を続けております。
今後につきましても､土砂の放置状態が改善されるよう､また、近隣にお住まいの皆様に対しての不
安感を払拭できるよう様､引き続き粘り強く指導してまいります。

まちづくり指導課
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

4月20日 5月7日 沼津市白銀町カラス被害
こんにちは。
沼津市白銀町に住んでいます。

カラスの鳴き声が、早朝からあまりに大変にうるさく、眠るこ
とが出来ず、困っております。
子供も起きてしまいます。

市の方で対策をしていただけませんでしょうか。

よろしくお願いいたします。

　カラスは４月から７月頃が繁殖期であるため活動が活発になり、大きな声で鳴く事が多くなります。
　本市のカラス被害の現状としては、山間部、市街地においてご意見をいただいており、山間部において農作物
の被害削減を目的とした、銃による捕獲を行っております。
　市街地においては、ゴミ集積場所等にカラスのエサとなるようなゴミの飛散被害防止を目的に、自治会に対し
て、市の補助制度を活用した「ごみ収納かご」の設置を推奨しており、カラスが集まることを防ぐ対策を進めており
ます。お住まいのゴミ集積場所に「ごみ収納かご」の設置がお済みでない場合には、自治会等にご相談していた
だき、設置することも対策の一つであると考えております。
　また、電線等にカラスが止まらないようにする対策も考えられますが、東京電力に確認したところ、東京電力に
相談していただければ協議の上で、対策を行うこともあるとのことでしたので、恐れ入りますが、詳細については、
東京電力（0120-995-997）へご確認をお願いいたします。NTTの電柱であった場合には、NTT(116)へご確認をお
願いいたします。
　今後も、カラスの被害対策については、様々な勉強会に参加し、専門家への調査などの情報収集に努めるとと
もに、関係機関と連携しながら、有効である対策を講じていきたいと考えておりますので、ご理解とご協力をお願
い申し上げます。

農林農地課

4月20日 4月28日 旧内浦小学校
前年度に長井崎中学校に合併され内浦小学校校舎は使
用されなくなりましたが、今後内浦小学校校舎をどのように
利用するのか教えてください

提案としては旅館やコスプレイヤーのための施設になった
りするとうれしいです

　本市においては、「沼津市公共施設マネジメント計画」及び「沼津市個別施設計画」を作成し、個別
施設の状況を踏まえながら、建物ごとに講じる対策内容や実施時期等の整備方針などを定め、公共
施設の最適化を計画的に推進しております。
　ご質問の旧内浦小学校校舎についてですが、沼津御用邸記念公園内にある歴史民俗資料館の老
朽化が進行しているなどから、旧内浦小学校の建物を転用改修し、歴史民俗資料館を現在の場所
から移転する検討を進めているところです。

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

4月21日 5月7日 バス・タクシー共通利用券
　市で行っている「高齢者バス・タクシー共通利用券」が、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
事業の一つという事は、「令和3年1月分市民の声一覧」で
お見受けしましたが、腑に落ちないことがあります。

なぜ、共通利用券の対象者が、高齢者だけなのですか？
バス・タクシーを使っている市民が、高齢者だけだと思っていませんか？
高齢者以外の人も、バスやタクシーを使う時は、少なからずあると思いま
す。
私自身も、仕事やプライベートでよくバスやタクシーを利用します。
バスやタクシーを利用する高齢者以外の人にとっては、不公平ではないかと
思ってしまいます。

やるのであれば、市民の中で希望する人に申請してもらうなり
して、共通券を配布すればいいのではないかと思います。
一部の人だけしか使えない政策は、辞めて頂きたいです。

　「沼津市高齢者バス・タクシー共通利用券」につきましては、コロナ禍における公共交通事業者に対
する支援を目的とすると同時に、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
いただくために配付させていただいたものです。
　本市における自動車保有率は高い水準となっておりますが、65歳以上における運転免許保有率は
約半数であり、多くの高齢者にとって、特に平日の日中の外出手段の確保が課題となっております。
また、一般的に事故リスクが高いとされる世代であることから、普段公共交通をお使いにならない
方々にも、本事業を契機として公共交通への利用転換を促し、交通事故の削減、健康維持などに繋
げたいと考えております。以上のことより、本事業については高齢者に対する一律配付という内容と
いたしました。
　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
化や事業の公平性についても引き続き考慮し検討してまいります。

まちづくり政策課

4月26日 5月13日 子供の健康診査について
　簡略化、フッ素塗布などの中止は致し方ないと思います
が、代わりにフッ素塗布券いただけなかったのはケチだ
なぁと思いました。
そもそも、わざわざ集団検診にする理由がわかりません。
病院で個人ですることはできないのでしょうか。

　フッ素塗布券につきましては、７か月児健康相談と３歳児健康診査時に各１回配付しております。
　従来、１歳６か月児健康診査、２歳児歯科健康診査及び３歳児健康診査において、フッ素塗布を
行っておりましたが、現在はコロナの影響により中止しております。コロナの状況等を踏まえ、歯科医
師会など専門家と新たな方法を協議するなど検討しているところですのでご了承ください。

　また、集団健診につきましては、同じ月齢の子どもと親が集まる貴重な機会であり、加えて、小児科
医師や歯科医師、歯科衛生士、栄養士、保健師など専門職種が一堂に会することから、チームアプ
ローチで発育発達上の問題の早期発見や関係者間の連携が容易で早期対応がスムーズに行える
など、様々なメリットがあります。

　今のところ、個別健診へ切り替えることは予定していませんが、今回のご意見を実際に受診される
方の声として受け止め、国や県、全国の自治体の動向にも注視し、望ましい健康診査のあり方につ
きまして検討してまいります。

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

4月26日 5月7日 戸田「くるら温泉」開館日について
　4月26日午後12:20頃に楽しみに「くるら温泉」を訪問したら急に休
館日との事でした。事前にホームページで休館日の確認をしたら
4/24日25日は休みとありました。本日も出発前に確認したら特に
何の表示はありませんでした。約1時間半を要して休館日と言われ
てがっかりしてます。ホームページに本日も休館日と早く表示して
あれば無駄足はなかったと思います。窓口責任者は事情があって
表示してないとの話です。今後は電話確認してから来てくださいと
の事ですが、利用者には事情がわかりません。以前も同じ状況が
ありました。ぜひ改善のご検討願います。

道の駅くるら戸田の４月２６日の臨時休館に対し、大変ご迷惑をおかけしたとを深くお詫び申し上げ
ます。
また、情報発信の不備により、多大なるご迷惑をおかけしたことを重ねてお詫び申し上げます。
臨時休館の件ついては、沼津市公式ホームページで、臨時休館である旨を掲載させていただいてお
りましたが、道の駅くるら戸田のホームページに、その記載がないことから、多大なるご迷惑をおか
けして、大変申し訳ございませんでした。
今後このようなことがないよう、道の駅くるら戸田との連絡体制を強化し、迅速かつ正確な情報発信
に努めてまいります。

観光戦略課

4月28日 5月12日 新型コロナウイルス変異株急拡大に伴う小中学校感染対策について
　都内の小学校で変異株クラスターが発生しました。全国的に変異株が急拡大し
ています。若者でも重症化するケースが出てます。沼津市も今後感染者急増の
恐れがあります。小中学校は保護者や人の出入りを中止するなど感染対策の徹
底を強化して下さい。子供を守って下さい。

　保護者の皆様におかれましては、新型コロナウイルス変異株の感染拡大に対し、大変ご心配され
ていることと存じます。
　本市小中学校においては、従前より、児童生徒や教職員の日々の体温測定をはじめとする健康観
察はもとより、保護者や関係者が一度に来校する人数の制限、来校時の体温測定やマスク着用、手
洗いの徹底等に取り組むとともに、児童生徒と同居する保護者等が濃厚接触者に特定された場合に
は、その児童生徒についても保護者等の安全が確認されるまで出席停止とする等、校内における感
染防止の徹底に努めております。
　教育委員会といたしましても、今後の変異株の感染状況に留意しつつ、前述の対策に加え、児童
生徒、保護者等の感染拡大地域への移動に関する注意喚起を徹底する等、小中学校と連携して迅
速な情報収集と児童生徒を感染から守る取組を一層進めてまいります。

学校教育課
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