
　

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

5月6日 5月18日 香貫小について
香貫小の前の道は毎日利用します。見上げると、草がボー
ボーに茂り、植木には、つた性の植物がおおいかぶさって
います。
本来なら、きれいに桜がさき、つつじがみごとに咲くいけが
きですが、今は草がおいしげり、廃墟の様です。
とても、とても、とても悲しくなると同時に、今通学している
子供達がかわいそうになります。今通学している子達が卒
業後に思い出した時に、自慢出来る様な環境とは思えませ
ん。市の中心にある学校はきれいに整備されている様に見
えますが・・・
PTAにたよれないなら、きちんと予算を立ててきれいにして
あげてほしいです。

　ご指摘いただいた場所につきましては、用務員等による少人数での清掃では除草、剪定作業が困
難なため、例年、ＰＴＡ主催の奉仕作業において清掃をしていただいております。しかしながら、昨年
度は新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、作業を実施することができず、つた性の植物が
生い茂り、ご指摘いただいたような状況となってしまいました。
　今年度は取り急ぎ、市職員により除草作業を実施することといたします。
　学校施設の管理につきましては、引き続き、学校とも連絡を密にし、安全・安心で衛生的な学習環
境を確保することはもとより、景観へも配慮した整備に努めてまいりますので、ご理解とご協力の程
よろしくお願いいたします。

学校管理課

5月6日 5月21日 ファミリーサポートについて
高くてなかなか利用したくても高すぎて
他の三島市、伊豆国市、富士市だと半額だと聞いて
調べたらひとり親は半額だと書いてありました。
1時間約600円+お助け隊の交通費100円そこから子供1人
増えるごとにまた、600円だと高いし、時間帯によってまた
+100円で1000円近くにもなるので、使いたくてもすぐに手が
出せる金額ではないのでもう少し改善して欲しいです。

ご質問をいただきました利用料金等についてご回答いたします。
１．沼津市のファミリーサポートセンター利用料金について
⑴平日の利用
　平日午前７時から午後７時までは、１時間当たり６００円。それ以外の時間帯、早朝・夜間は１時間当たり700円
⑵土・日・祝日の利用
　１時間当たり７００円
⑶軽い病気（回復期）の利用
　１時間当たり７００円
　⑴、⑵及び⑶で１時間に満たない場合は、１時間分の利用料金。１時間を超える場合には、端数が３０分以上の時は切り上げ、３０分未
満は半額となります。
⑷２人以上のお子様がご利用になる場合の利用
　兄弟姉妹で、２人以上預ける場合は、上記料金が２人目から半額となります。
⑸交通費
　まかせて会員が自家用車での送迎等の活動を行う場合は、１日１００円程度、公共交通機関やタクシーを利用する場合は実費となりま
す。
２．利用料金の減免について
　保育の認定を受けている児童で、幼稚園、保育所及び認定こども園を利用できない児童のうち、３歳から５歳までは月額３万7,000円ま
で、市民税非課税世帯の０歳から２歳までは月額４万2,000円まで無償となりますが、ひとり親の方々を対象とした支援制度は導入しており
ません。

　ファミリーサポートセンターは、育児と仕事の両立を支援し、安心して子育てができるよう、子育てを応援したい人「まかせて会員」と、子育
てを応援してほしい人「お願い会員」等が育児を助け合うボランティア組織として運営しております。利用料金につきましては、「まかせて会
員」、「お願い会員」にとって適切な金額と考えておりますが、引き続きご利用の皆様のご意見を伺いながら、より利用しやすい制度となるよ
う検討を進めてまいります。

子育て支援課

令和３年５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

5月6日 5月19日 コロナ感染が心配
5月1日　土曜日ということで沼津駅には首都圏からの旅行
者と思われる若者が多く見受けられた。緊急事態下で首都
圏では首都圏から他県への移動は控えるように呼びかけ
がされているにもかかわらずに。去年は県境をまたいでの
移動は自粛するように県や沼津市も呼びかけていたと思う
が、今はそんな呼びかけはしないのでしょうか。せめて、緊
急事態などが解除されるまで、沼津市は首都圏からの来
沼を控えるようにはっきりと意思表示をすべきではないで
しょうか。

　４月23日に東京都など４都府県を対象に緊急事態宣言が発令されたことにより、本市においても対
策本部を法定に切り替えました。それに伴い、４月25日に市長メッセージを発出し、市民の皆様、事
業所の皆様へ感染拡大防止へのお願い、また県外から来訪される方、特に緊急事態宣言が出され
た対象区域の皆様向けには、各地域の新型コロナウイルス対策に関する方針に従って、「新しい生
活様式」の徹底など、感染リスクを考慮した適切な行動を改めて呼びかけました。
　また、大型連休を迎えるにあたって広域からの来客が予想される市内５０施設に感染防止対策を
促す看板を設置し、５月１日、３日、５日の３日間は市内観光地を中心に公用車による感染拡大防止
の呼びかけも行ったところであります。
　市民の皆様が安心して過ごせますよう、今後も引き続き基本的な感染症対策についての周知、及
び県と連携した迅速な情報発信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。
<参考>
令和３年４月25日市長メッセージ<http://local-
numazu/kikikanri/topics/new_cov_mayor_r30425.htm>

危機管理課

5月6日 5月20日 図書館のパソコン利用時間について
　現在、図書館のパソコン利用時間は30分で継続不可で
す。
　ほとんど利用している人もおらず当然待っている方もおり
ません。
　以前同様利用時間１時間、継続利用「有」になぜできない
のですか？
　例えば、利用時間30分で待っている人がいなければ継続
可で最大２時間利用可としてはいかがでしょうか。
今の利用方法は全て不適切です。

　現在、新型コロナウイルス感染防止対策の一貫として密集とならない様、図書館の滞在時間を、30
分以内でお願いしております。
　インターネット閲覧端末の利用につきましても、端末間の距離を取るため、４台の内の２台を閲覧可
能とするとともに、同様のエリアに設置せざるを得ないことから、利用時間を30分以内、利用の際の
手指の消毒の徹底等の制限を付してサービスの提供を行っております。
　令和３年５月現在、新型コロナウイルスの感染状況は、全国的に拡大している状況であり、引き続
き、制限を付したサービスを継続していく必要がありますが、今後、新型コロナウイルスの感染の収
束状況に応じて、利用形態の緩和をしてまいります。
　ご利用の皆様におかれましては、ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力をお願いいた
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

5月11日 5月24日 学校、子供と保護者の感染対策
静岡県の感染者数が増加していて20日頃にはステージ3に
なるとテレビで専門家が言ってます。
子供の学びを止めない為にも、今一度学校の感染対策の
強化と、保護者の集まりや学校への出入りを今は完全ス
トップし、落ち着くまで禁止したらどうですか？
GWに感染した人が発症するのは今週、来週からがかなり
危険と思います。
子供の生活を守るためにも、まず子供を保護する義務のあ
る親の命を守ることが大切ではないですか。
保護者間で感染爆発したら子供はどうなりますか。誰が面
倒見るんですか。
子供のオンライン授業や、保護者会、自治会会議はなぜ感
染拡大中にも関わらず未だにリモートにならないのです
か。利用出来る端末があるのに、違和感しかありません。

　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
んでおります。
　また、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るとともに、緊急時の学校休校時にも学びを止めないための取組として、児童生
徒1人１台端末の自宅への持ち帰りの試行等を順次行っており、リモートでの対応の準備を進めております。

　PTA活動につきましては、沼津市PTA連絡協議会の単位PTA会長会において、会合や活動の際には感染症対
策を徹底するようお願いをしております。
　また、いただいたご意見は、単位PTAをとりまとめる沼津市PTA連絡協議会の事務局に伝え、感染状況を踏ま
えたPTA活動のあり方について、引き続き考えていただくよう、依頼してまいります。

　自治会活動につきましては、４月以降、関西及び関東での感染者が増加し、３回目の緊急事態宣言が発令され
ていることから、各地区連合自治会及び各自治会に対して、活動時の留意点や会合の開催方法などについて、
随時お知らせしております。

学校教育課

5月17日 5月31日 市内中学校について
授業中、先生がマスクをせず話して授業していると、生徒
から聞きました。

英語の授業で発音を学ばせるなら、フェイスシールドなどで
カバーして欲しいです。

教師が生徒の見本になり、市職員として市民の安全を守る
べきなのでは？
教育委員会の教師への指導を徹底させて欲しいと感じま
す。

この度は市内中学校の一部授業におけるマスクを外した指導について大変ご心配をおかけしております。
　教育委員会から当該中学校に事実確認を行ったところ、英語の発音の学習の際、口形を示すため、一時的にマ
スクを外して指導を行っていたことを確認いたしました。
　ご指摘のとおり、口形を示すのであれば、フェイスシールド等を使用するなど、感染対策に配慮する必要があっ
たと考えます。
　今後は発音の授業であっても、ＣＤで発音を聞かせる映像等で口形を示す等の対応により、感染防止の徹底を
図りながら授業を行うよう、管理職から教職員へ指導を行いました。
　県内では５月14日に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）」に引き上げられる
中、市内小中学校においては、4月28日に文部科学省から通知された最新版の「学校における新型コロナウイル
ス感染症に関する衛生管理マニュアル～学校の新しい生活様式～」に基づき、感染防止対策に取り組んでおりま
す。
　今後も、今回のご意見を踏まえた対応を含め、コロナ禍においても児童生徒が安心して学校生活を過ごせるよ
う、教育委員会といたしましても、学校現場の状況把握に努め、小中学校と連携して感染拡大防止対策の徹底を
図ってまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

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

5月24日 6月2日 食育デイキャンプ
数年前、上の子を食育デイキャンプに参加させ、その話を
聞いて、とてもいいイベントだと感心しておりました。しかし
昨年はコロナの影響なのか、なかったようです。この教室
は最後に飯盒炊飯をやるようで、コロナ禍の今、確かにみ
んなで飲食は難しいかもしれません。しかし、生産者との訪
問・交流は子どもにとっても生産者にとっても得難い経験
で、間違いなく未来につながる事業だと思います。ぜひ「食
育体験ツアー」のような形でいいので、生産者訪問を今年
は実施してほしい。昨年行かせようと思って行かせられな
かった下の子を今年こそ行かせたいです。どうぞよろしくお
願いします。

　例年８月に実施しております「食育ＤＡＹキャンプｉｎぬまづ」につきましては、市内在住の小学５・６年
生を対象に、地元農業の生産現場等の見学、収穫及び調理体験等を通し、普段食卓に上る農産物
について、より理解を深めることをねらいとして行っております。
　参加した皆様からは大変好評をいただいておりますが、昨年は新型コロナウイルスの影響を鑑み、
中止となりました。本年につきましては、感染対策や事業規模・内容を見直し、警戒レベル等の状況
を踏まえつつ、実施する方向で検討しております。
　なお、開催が決定した場合は、広報ぬまづ７月１日号、市ＨＰ等でご案内を予定しております。

農林農地課

5月24日 6月10日 大岡公園テニスコートについて
予約・料金支払い等を現地で行えるようにリニアな運用方
法への変更を希望します。

　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、利便性の向上
に努めてまいりました。今後も利用者の皆様がより利用しやすい施設となるよう運営方法について検
討を行ってまいりますので、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
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

5月28日 6月11日 小学校雨の日下校について
小学生の子がおりますが、最大で1時間に10ミリ程度の雨
と天気予報で見ました。
また、雨足もそう強くなく、風もない日でした。
なのに、学校も早じまい、学童まで休みとなってしまい、い
きなりそのようなことになったら、一人で留守番の子も出て
きますし、逆に危険だと感じました。
この程度の雨で、なぜ学童まで休みになるのか、16時には
雨は既にやんでおり、仕事も出来ず、困りました。
強い台風ならわかりますが…
納得がいきません。

　本市では、市内全体のクラブ運営を「沼津市放課後児童クラブ連絡協議会」へ業務委託し、地域の
子どもは地域で育てるという観点から、その下部組織として小学校区ごとに自治会・民生委員・学校・
保護者の代表等で組織する「放課後児童クラブ運営委員会」にそのクラブ運営方針をご検討いただ
き、運営にも関わっていただいております。
　運営委員会では、台風等災害時の対処につきましては、あらかじめ保護者の方にお示しした指針
に基づき、学校の判断に準じた対応を行っており、この度は、登校後の下校指示に応じて閉所となっ
たものです。
　保護者がお迎えに来るまで預かりを行うか等について、各クラブで判断する場合もありますが、何
よりも児童の安全を第一に考えた上での対応でありますので、ご理解いただきたいと思っておりま
す。
　今後とも、児童・保護者の双方にとって安全に利用しやすいクラブにするため、どのような対応が適
切であるか検討いたしますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

子育て支援課

5月28日 6月14日 牛臥山公園欄干修繕完了の市民へのお知らせ等について
１．「市民の声」HP公表（又は広報ぬまづ掲載）について
①2月下旬、牛臥山公園の欄干修繕を「市民の声」にて投稿した市民です。
②その後、修繕完了を確認しました。ありがとうございました。
③ただ、投稿時にHP公表の可否について、公表することに同意しますと記したにも拘わら
ず公表されていません。公表不可と判断された理由をお聞かせください。また、修繕完了
を広報ぬまづに掲載して広く市民にお知らせすることも叶いませんか？
２．牛臥山公園管理事務所の役割について
①数ある公園の中で管理事務所（職員さんは外部委託の常勤者ですか？）がある牛臥山
公園は貴重です。日々公園利用者の安全・安心の為に維持管理に努めていることありが
たいです。
②但し、今回は疑問を持ちました。欄干の破損や腐食は一朝一夕ではなく経年劣化で
す。職員さんが気が付かないはずはありません。気が付いていたが御課へ「報・連・相」を
しなかったのでしょうか？明らかにしていただきたいです。
３．「市民の声」HP公表への迅速な対応（公表期間の短縮）について
本件（今回）の投稿について
（現状）R3.5.28投稿（市民相談センター受付日）
　　　　　　　↓（所管部署等）
　　　　R3.6中旬（投稿者へ文書にて回答）
　　　　　　　↓
　　　　R3.8HPにて市民の声公表
（短縮提案）R3.7のHPに公表できませんか？
1か月短縮理由：投稿者へは、毎月末の投稿でも翌月には回答しているわけですから、
翌々月のHP公表は何ら課題はないと考えます。
※見方を変えて毎月初投稿分→当月中投稿者へ回答→翌月HP公表でもよいのではとも
思います。

　市では、約150箇所の公園を管理しており、修繕工事は年間60件ほど行っております。件数も多いため修繕状況をその都度「広
報ぬまづ」に掲載することは困難だと考えております。
　牛臥山公園の管理棟には、市から維持管理業務を委託している地元ボランティア会が常駐しており、日常の維持管理業務を
行っております。その際に見受けられた不具合等の報告を受け、市の職員が確認するようにしております。
　今回の欄干の破損・腐食につきましても、報告を受けておりましたが、材料が特注品であり、製作に時間を要したものです。

　市民の声の取り扱い要綱において、制度や事務事業についての照会等で、説明することにより即時に理解を得られるものは、
「市民の声」として取り扱わないこととしております。（例：道路に穴が開いている、住民票の取り方など）
　２月下旬に市民の声としていただいた牛臥山公園の欄干補修につきましては、説明することにより即時に理解を得られると認め
られることから、市民の声として取り扱っていないため、公表はしておりません。そのため、いただいたご意見については、担当課
から直接回答させていただきました。
　ご提案いただきました市民の声の公表の短縮についてですが、市民の声の回答は原則２週間程度とさせていただいておりま
す。内容が複数課にわたる場合や現地確認、関係部署への事情聴取等が必要な場合などがあり、回答までに２週間以上の期間
を要することがございます。また、公表の同意の有無について記載がない場合は、回答とあわせて公表の同意の有無について確
認をしており、その確認に要する期間を１週間程度設けております。
　市HPに公表するにあたり各担当課と内容の確認や個人情報が含まれていないかなどの精査を行い、その後、公表の可否につ
いて、市長まで検討を行い、公表しているため、これらの確認作業に２週間程度の期間を要するものです。
　今後も迅速な公表に努めてまいりますが、市民の皆様の個人情報の保護及びより正確な情報を伝えるため、一定の期間を要し
ます旨、ご理解いただきますよう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

5月31日 6月10日 全国的にコロナ変異種の拡大で沼津市の対応について
全国的にコロナの変異種の感染が拡がり始め、低年齢でもうつり
易く感染力が増して今迄以上の感染対策をしないとならない時期
だとTV等で見かけますが、沼津市では４月にも100人規模の町別
ソフトボール大会を開き８月にも校区球技大会を計画しており、室
内競技バレー等も昨年よりも活動が活発化しています。
地域イベント感染対策も車の乗合で来場しない、ベンチに隣同士
で座らないは当たり前で、室内競技ではソーシャルをどう保つか、
沼津市としては、変異株に対応したさらなる感染対策を考え指導を
どの様にお考えですか？
また職場クラスター等でコロナに感染した場合は労災が適用出来
るのですが市や町のソフトボール大会やバレーボール大会等のイ
ベントでクラスターやコロナ感染が起きた場合は、市は労災のよう
に市民の生活を守る為に治療費で無く休業補償など市は各団体
に保険、保証をどの様に指導していますか？

現在、各種スポーツ大会・イベントについては、国や県、各種団体からの通知やガイドラインに則るとともに、さらに市独自
の「沼津市新型コロナウイルス感染症拡大防止に係るイベント等実施ガイドライン」及び「沼津市民対象スポーツイベント
参加者ガイドライン」を作成しています。
「沼津市民対象スポーツイベント参加者ガイドライン」においては、スポーツイベントの開催基準として、静岡県新型コロナ
ウイルス警戒レベルがレベル５に引き上げられたとき、また、沼津市内における静岡県新型コロナウイルス警戒レベルが
レベル５相当に引き上げられたときは中止とすることとしています。
また、大会・イベントを実施した際は、期間中及び終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症が発生した場合、速や
かに主催者へ報告し、保健所が実施する行動履歴等の調査へ協力することとしており、大会運営に係る関係団体や参加
チームにガイドラインの周知徹底を図ることで、感染拡大の防止に努めています。
なお、ご指摘の町別ソフトボール大会をはじめとした市主催の大会・イベントはこれに基づき実施していますが、状況の変
化にあわせ、6月に予定していた町別バレーボール大会は中止といたしました。
今後も市民の皆さまの安全を守るため、感染状況等を注視し適切に対処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。

ウィズスポーツ課

5月31日 6月10日 ウィズスポーツ課の対応について
年初めにウィズスポーツ課より各地域の地区長や体育委
員に令和３年度は活発に活動をするようにと会合でありま
した。活発に活動しろと言われてもコロナの変異種も広がり
始め世の中がさらなる自粛や感染対策に追われワクチン
が、県民に行き届くまで何とか抑えようとしている中で5/14
には静岡県も警戒レベル５になり、昨年は警戒レベル５に
なったら地域スポーツ活動での体育館や施設利用中止に
なったのですが、スポーツ課の今年の活動活性方針は変
わらず、警戒レベルが５に上がっても地域になんの連絡も
無く、体育館等の利用もそのまま継続です。
警戒レベルや世の中の情勢に合わせ、都度各地域に方針
を出しては頂けませんでしょうか？本当に活動を活発化発
言には疑問を抱きます。

学校開放事業については、３月に新型コロナウイルス感染対策を徹底するなどの条件付きで利用を再開しました。また、各種ス
ポーツ大会・イベントについても、国や県、各種団体からの通知やガイドラインに則るとともに、さらに市独自の「沼津市民対象ス
ポーツイベント参加者ガイドライン」を作成し、周知徹底を図ることで感染防止対策に努めています。
地域におけるスポーツ活動については、各校区ごと委嘱しているスポーツ推進委員に対し、代表者会議において上記ガイドライン
等を示すとともに、感染防止対策を徹底した上での活動を注意喚起しております。
このような中、５月14日に静岡県の警戒レベルがレベル５に引き上げられ、現在まで継続しているため、学校開放事業について
は、学校開放管理指導員宛に６月３日付で感染防止対策を再度徹底するよう通知を発出しました。スポーツ大会についても、６月
６日及び13日に予定していた町別バレーボール大会は中止といたしました。
コロナ禍における運動不足等での健康二次被害も指摘される中で、市民の皆さまには新型コロナウイルス感染対策を徹底した上
でスポーツ活動に取り組んでいただきたいと考えておりますが、市民の皆さまの安全を守るため、今後も感染状況等を注視し適切
に対処してまいります。

ウィズスポーツ課
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