
　

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

6月1日 6月16日 岡宮、岡一色付近の異臭について
門池付近に30年ほど暮らしていますが、堆肥やゴミの悪臭
が改善されません。窓も開けられない、洗濯物にも臭いが
染み付きます。

沼津市役所として具体的に事業者に対しどのような改善活
動を行なっているのでしょうか？また対策の要望を受けた
事業者はどこで確認すればよいのでしょうか？

沼津市役所へも、住民は勿論、付近の飲食やお土産屋さ
ん悪臭で辛いという声も届いていると思います。

沼津インターもあり、他県からの観光客へのイメージも悪い
と思います。

　異臭・悪臭の発生源は、東名沼津インター周辺に複数ある畜産農場の畜舎・堆肥舎であると考えられます。この
うち、特に臭気が強く広範囲に影響を与えていると思われる事業所については、これまで継続的に指導・助言を
行っており、事業者においても作業内容の見直しや設備を更新するなどの臭気対策を行ってきましたが、大幅な
改善につながっていないのが実情です。
　このような状況から、平成30年度から門池地区の各自治会長・事業者・行政の三者による会議を定期的に開催
し、各地区における悪臭の状況を確認するとともに、事業者の悪臭の低減に向けた取組等について意見交換を
行っています。また、事業者では、新たな対策として、昨年度末から家畜のし尿処理施設の管理を専門業者に委
託しており、排水に起因する悪臭については改善傾向にあります。
　畜産業の性質上、臭気の発生そのものは避けられませんが、今後さらなる対策を講じることで一定程度まで臭
気を抑制することができるよう、県や市の農業関連部署と連携して、今後も引き続き指導・助言を行ってまいりま
すので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

環境政策課

6月9日 6月15日 自転車駐輪場の管理職員
沼津駅北口第1駐輪場（高島町17-5）に勤務していた管理職員に
ついて、非常に不愉快なことがあったので投稿します。
以前からこの職員の勤務態度が目についておりました。駐輪場内
にしゃがみこんでパンを食べていたり、挨拶しても知らん顔。今日
もしゃがみこんでこちらをジロジロ見ているので、注意しようとした
らしゃがんだまま睨みつけてきました。自転車を整理している姿を
見たことがありません。それどころか、駐輪場を離れてフラフラして
いるのを頻繁にみかけます。このような事実を市は把握しているの
でしょうか？
私の知り合いの女性も、この職員にいつもしゃがみこんでジロジロ
見られるので、この職員がいるときは別の駐輪場にとめるそうで
す。他の職員の場合は全く大丈夫だそうです。
無料駐輪場とはいえ、市民を著しく不愉快にさせる職員はいかが
なものでしょうか。管理職員への教育の徹底及び厳重注意をお願
いいたします。

　この度は、駐輪場の管理人の勤務態度により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。
　ご指摘のありました沼津駅北口第1自転車等駐車場を含む市営駐輪場については、高齢化社会に
おける高齢者の雇用促進の観点を踏まえ、沼津市シルバー人材センターに管理を委託しておりま
す。
　管理人に対しては、市の担当者がマニュアルを用いて研修を実施し、利用者の方々に対する適切
な対応についても指導しているところです。
　今回ご指摘をいただきました管理人に対しましては、沼津市シルバー人材センターを通じ、いただ
いたご意見を伝えた上で勤務態度を改善するよう改めて指導を行いました。
　今後、管理人研修等において他の管理人にも改めて適切な勤務態度や接遇について周知徹底
し、誰もが快適に利用できる駐輪場管理に努めてまいります。

まちづくり政策課

令和３年６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

6月10日 6月24日 給食費
先日市教委に電話しましたが 未だ回答が得られないのでこちらから質問さ
せていただきます。
今年度から小学校の給食費を市が管理することになり5月末から小学校は
5100円を10期に渡り引き落としされることになりましたが、育成級(支援級)に
通う子は奨励費という制度があり昨年度までは 年3回奨励費として 半分
戻ってきていました。
しかし
今年度は どのような形でいつ戻ってくるのか？電話で聞いたところ まだ決
まっていないと回答があり  決まり次第プリント配布をお願いしますと言って
電話を切りましたが未だ 返答がありません。
集金するものについては 足早に集めるものの  支払うものに関しては  は何
も言ってこないというのは  どうなんでしょうか？
いつ  どのような形で 奨励費を還付するのでしょうか？
障害児を育てるということは  とてもお金がかかります。こども病院まで 通う
子交通費 それにより 仕事も休まなければなりません
ギリギリ課税世帯なので税金も引かれながら  低所得では無いから  支援を
受けられないものもあります。
そんな中  引かれるのは戻ってくるものはいつなのか？分からない
これでは  生活ができません。
ハッキリとした返答をお願いします

　この度は、特別支援教育就学奨励費の支給につきまして、ご案内が遅くなり、誠に申し訳ございま
せんでした。
　お問い合わせいただきました奨励費の支給時期につきましては、例年のとおり７月下旬、11月中
旬、３月中旬の３回で支給することといたしましたのでお知らせいたします。
　そのうち、給食費に係るものは、10回割賦でご負担いただいた実費の半額を11月中旬と３月中旬
の２回に分けて支給いたします。
　なお、支給の金額及び時期の詳細につきましては、奨励費受給の認定に必要な前年の所得情報
が決定されることに伴い、６月下旬に各小中学校を通して申請書類の提出をお願いする際に、併せ
て資料を配付いたしますので、ご確認いただきますようお願い申し上げます。
　今後は、年度替わりの際だけでなく、申請時や支給を行う際などに資料を配付するなど、迅速な対
応と分かりやすい説明に努めてまいります。

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

推進課
総合体育館整備

室
緑地公園課

6月11日 7月2日 沼津つまらない町
鉄道高架化とか、ほんと興味も関心もないです。
賛成でも反対でもないです、ただ無駄なお金を使わないでほしいだけ。
よく知らないけど30年前の企画でしょ？
そんな大昔の沼津と、いまの沼津は変わってる、時代も変わってる。
覆す勇気は市長にもないの？
オリンピックだって、開催したときの経費より、中止にしたときの経費のが少なくて
済む、って言ってるし。
いまからやめたっていいんじゃない？
正直、車がなければ生活しづらい沼津なんだから、踏切なくなったからって、西武
も丸井も戻ってきてくれるわけでもないし。
贈り物を買う店が駅周辺にない町なんて、もう終わってるよね。
おまけに庶民の味方のヨーカドーまでなくなっちゃうなんて、ほんと寂しいかぎり。
かといって、ららぽーとは違うんだよな…
となると、通販が間違いない、となるわけで、沼津でお金使うこともなくなるはずだ
よね。
それはそれで仕方ない、新幹線の駅もない沼津だもの。
だったら、そんな高架化に何億も使うなら、富士市みたいに無料の広大な駐車場
のある中央公園みたいな市民のための大きな公園を町の近くに作ってほしいで
す。
車社会沼津なのに、車が無料で停められる緑いっぱいの公園ってないものね。
千本も素敵だけど、芝生とかベンチとかないしね。
富士市中央公園は緑がたくさんあって、薔薇も素晴らしいし、本当に癒される公
園。
香稜に体育館もってくるらしいけど、なんであんな狭っ苦しいとこにしちゃったのか
疑問。
愛鷹球場が山にあるんだし、沼津の人はみんな車あるんだから、駐車場もたくさ
んとれるように山へ行けばよかったのに。
香稜を大きな公園にしてくれたらよかったのに。
まぁいまさら、だよね。
あと魅力感じるのは三島市の道路沿いの美しい花。
誰がどう管理しているのか知らないけど、あれは本当に素晴らしいと思う。
手入れしてくれてる人に、ありがとう、と言いたい。
走ってるだけで楽しい。
沼津も三島を見習って、お花いっぱいの町にできないかな？
無駄なお金使うなら、癒される町づくりにお金使ってほしいよ。
沼津港は唯一の目玉だけど、地元の、人達は行かないしね。
観光は港にまかせるとして、市民がもっと「沼津に住んでいてよかったなぁ」と思え
るような町にしてほしい。
いまの沼津はほんと、つまらない。
なにもない。
魅力ない。

〇鉄道高架事業について
現在の沼津駅周辺の踏切やガードでは、日常的な渋滞の発生のほか、歩道の狭隘による自転車の押し歩き、集中豪雨による通行止めや車両の水没
事故、救急車等の緊急車両の円滑な通行に支障が生じるなど、市民生活や経済活動にも大きな影響を与えております。また、沼津駅周辺の踏切にお
いては、平成20年以降４件の死亡事故をはじめ複数件の事故が起きております
鉄道高架事業は、沼津駅周辺の13か所の踏切を除去するとともに、沼津駅周辺で南北を行き来する三つ目ガード、あまねガード及びのぼりみちガード
を４車線かつ両側歩道の平面道路に整備するなど、鉄道が市街地を南北に分断し、まちの発展の妨げとなっている都市構造上の問題や、駅周辺の交
通課題を解決することで、安全安心なまちづくりの実現を図るものです。
また、中心市街地の交通環境が改善されることで、東名・新東名のインターチェンジ及びスマートインターチェンジからの広域アクセスが容易となり、本
市が有する歴史・文化・豊かな自然などの高いポテンシャルを十分に発揮できる構造となり、本市全体の経済活動の活性化にも繋がるものと考えてお
ります。
さらに、沼津駅に隣接する車両基地と貨物駅が郊外へ移転することにより、駅周辺に新たに開発可能となる広大な土地が生まれます。こうした鉄道施
設跡地には、本市の拠点性を高める都市機能等の導入や市民の憩いの場となる防災機能を有する公園の整備等を検討しております。
沼津駅周辺においては、鉄道高架により、鉄道敷地が約80メートルから約50メートルにスリム化されることに伴い、駅前広場が拡張され、歩行者に割り
当てられる広い空間が新たに創出されるほか、駅のコンコースや高架下に多くの南北通路が整備されるなど、南北市街地の回遊性も飛躍的に向上す
ることとなります。
こうした駅周辺の交通環境や空間形成が大きく変化することを契機に、これまで車中心に整備されてきた空間を、訪れる人が快適に過ごせるヒト中心の
歩いて楽しい都市的魅力にあふれる空間へ再編することが可能となります。
鉄道高架事業は、南北市街地の一体化、駅周辺の交通環境の改善及び回遊性の向上など、都市の魅力や価値を高める、将来に受け継ぐまちづくりの
根幹をなす都市基盤整備であります。
早期完成に向け、引き続き、事業主体である県とともに全力を尽くしてまいります。ご理解、ご協力をいただけますよう、お願いします。（推進課）
〇総合体育館について
総合体育館につきましては、現市民体育館や勤労者体育センター、香陵武道場など市内に点在する体育施設を集約するものとして、現在、旧香陵運動
場跡地に建設を進めておりますが、その立地につきましては、市内スポーツ団体の代表や学識経験者等で構成される「沼津市スポーツ推進審議会」へ
の諮問等を経て平成25年に策定した「沼津市新市民体育館基本構想」において、現位置のほか愛鷹運動公園など複数の候補地について検討し、決定
したものであります。
その検討の中で、例えば狩野川護岸アンダーパスでのウォーキングやジョギングといった日常的にスポーツを楽しむ環境をより一層向上させることが期
待できること、また、部活動をはじめダイエットや習い事といった生涯スポーツを促進するためには高齢者の皆様の移動に配慮する必要があり、現位置
であれば車だけでなく公共交通がより多く確保されていること、さらには、駅北のプラサヴェルデと連携したイベントの開催など、中心市街地の他の都市
機能との相乗効果がより期待されることなど、現位置には様々なメリットがあるものとして評価されたものです。
なお、総合体育館につきましては、PFI方式という官民連携による手法により整備を進めており、体育用具の貸し出し機能により手ぶらでも利用いただけ
るなど、より利便性の高い体育館となるよう運営面でも工夫がされているほか、ハイカーでにぎわう沼津アルプスなど、本市の地域資源にも足を向けて
いただけるようなコンシュルジュ機能や、豊かな緑に囲まれ、心地よい時間を過ごすことができる広場空間など、現在の立地を最大限活かした計画もさ
れており、これまで市民体育館等を利用されてこなかった市民の方々にもご利用いただけるものと考えております。（総合体育館整備室）
〇無料で駐車できる公園について
市内においても、広域からの利用が見込まれる公園につきましては、自家用車によるアクセスが可能となるよう無料駐車場を設置しております。千本浜
公園のほかに駐車場がある公園としては、愛鷹運動公園・門池公園・大岡公園・牛臥山公園・片浜北公園等がありますが、これらの公園には芝生広場
も整備され、樹木や草花も多いことから、安らぎを感じられる公園となっております。
今後、新規で公園を整備する際には、駐車場につきましても、公園の規模や立地さらには需要を考慮して整備をしていく必要があると考えております。
〇花いっぱいのまちづくりについて
沼津市では、花と緑にあふれた潤いと安らぎのあるまちづくりを進めるため、自治会、市民団体、商店街組合、企業、学校など、多くの市民の方々のご
協力をいただきながら、それぞれの緑化活動を支援する事業に取り組んでおります。
主なものとしましては、駅周辺や中央公園等への花壇の設置や管理、自治会や各施設の花壇や公共スペースに植えていただく花苗・花の種・球根など
の配布、地域で活動する緑化団体への補助を行っております。
このほか、みどりまつり（令和２年度は中止）や、花いっぱい運動、市民の方を対象とした各種教室などのイベントを通じて、緑化に対する意識を高める
活動を行っており、今後も市民の皆様とともに、花と緑のあふれるまちづくりを進めていきたいと考えております。（緑地公園課）
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

6月14日 6月25日 狩野川の土手の自転車走行
狩野川の土手（三園橋～かぬき大橋間）の自転車の走行
は、歩行者の危険なので通行禁止にすべきである。

　ご指摘の狩野川の土手（三園橋～かぬき大橋間）は、狩野川左岸の港大橋天神洞線のことと思わ
れます。この路線は、狩野川の河川管理用通路を自転車歩行者専用道路として国土交通省から沼
津市が占用し管理しているものです。
　通勤・通学・サイクリング等多数の自転車利用者がおり自転車を通行禁止とすることはできません
が、歩行者の安全や事故防止は重要であることから、自転車利用者への注意啓発として、「自転車
徐行」等の路面表示を実施しているところです。
　今後、利用状況等を見ながら更なる安全対策の必要があれば、関係機関と協議し検討してまいり
たいと考えております。

道路管理課

6月16日 6月29日 学校行事、子供会・PTA行事
コロナ禍の中ではあるが、学校行事は徐々に平常化し、こ
の春はあちこちで運動会が開かれている。一方、様子見で
秋に延期している学校もある。また、子供会、PTA行事も同
様で、ドッチボール大会も判断が分かれているようだ。
学校ごとに事情があり、市内一律の判断が適さないのは
理解する。しかし、やるやらないについては統一してほし
い。(今回はやっている学校があるのでやってほしい。)同じ
市内で「やった」「やらない」で差がつくのは子供たちにとっ
て不幸。
子供会やPTAについては「コロナに乗じて」行事をやめてし
まえなどという声も聞く。見直しは当然必要だが、もともとは
子供たちの健やかな成長のために始めたものであって、大
人の都合でやめるものではない。
今は昨年のように何でも中止するのではなく、いかに対策
をとりながらやっていくかに尽きる。沼津の子供たちのた
め、ぜひお願いしたいです。

　運動会等の学校行事は、その行事を通した体験が、学校における大切な節目の記憶となり、今後
の進路等にも影響を与える可能性を鑑み、可能な限り実施すべきものと考えております。
　このことから、児童生徒の安全確保を最優先に考慮した上で、各学校がその実情に応じて実施可
能な方法を検討しております。
　教育委員会といたしましても、そうした学校の取組に対し、新型コロナウイルス感染症の感染状況
や国から通知を受けた統一的な対応ガイドライン等を踏まえ、指導助言をしてまいります。（学校教
育課）

　また、PTAや子ども会活動に関しましては、単位PTAをとりまとめる「沼津市PTA連絡協議会」及び
単位子ども会をとりまとめる「沼津市子ども会育成連絡協議会」の各事務局にお伝えし、今後の活動
の参考とするよう依頼いたします。（生涯学習課）

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

6月17日 6月30日 千本浜の環境美化について
度々、千本浜の堤防を歩きますが、あまりのゴミの多さに
驚きます。
駐車場前の海岸の見えるところこそ綺麗になっています
が、海岸と堤防の境に延々とゴミが捨てられています。
沼津市の観光スポットの千本浜??と、胸を張って言える状
態になりますよう、対策・対応を早急にしてほしいと思いま
す。
以前、ゴミ拾いのイベントもやっていましたが、回数など増
やし、参加者が増える工夫をし、みんなで綺麗な千本浜を
維持できるようにして欲しいです。

　本市の海岸には、地理的条件から台風や大雨の度に大量の流草木などが漂着しており、その対
応に大変苦慮しております。
　千本浜は、市内有数の観光スポットであることから、市の海岸美化の取り組みとして、６月～１月に
かけて週２回、シルバー人材センターに委託し、清掃を行っております。また、海岸愛護月間の７月
には、海岸一斉清掃（令和２年度参加人数約５千人）を行っております。
　このほかにもボランティアによる住みよい沼津をつくる市民運動実践活動等により、清掃を行って
おり、官民協働により美しい海岸の保全に取り組んでいるところです。
　今後もこうした取り組みを進めるとともに、千本浜の日常管理を担っている静岡県とも協調しなが
ら、海岸清掃等による海岸美化及び景観の保全に努めてまいります。

水産海浜課

6月21日 6月30日 社会教育
日頃、社会教育の振興にご尽力いただき感謝しています。
さて、社会教育の振興を図るため社会教育法第九条の二
に教育委員会の事務局に社会教育主事を置くとあります
が、沼津市の社会教育の現状はどうですか。また、今後に
ついてどのように考えていますか。

　本市では、市民の皆様の生涯にわたる学習活動を支援するために、学習機会の提供などの施策
を継続的に進めているところです。
　現在は、少子高齢化や人口減少など社会の変化に応じた社会教育施策が求められることから、社
会教育主事の資格を有し、専門的な知識を持った職員が事業の企画・立案等の業務に携わっており
ます。
　このような中、令和３年度には新たな教育基本構想を策定し、地域総がかりで取り組む教育の実
現を目指して、地域と学校が協働して行うボランティア活動などの地域学校協働活動に力を入れて
おります。
　この活動を推進するための体制として、地域学校協働本部の設置を順次進めるなど、社会の変化
に応じた社会教育の振興にも努めております。
　今後も社会の変化に注視し、市民の皆様が必要とする社会教育施策を推進してまいります。

生涯学習課
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

6月21日 7月8日 2021年県知事選挙　期日前投票所
先日、沼津市役所内のブースにて期日前投票を行いまし
た。
消毒済みの鉛筆は好感が持てましたが投票記入台が従前
のスタイルで近接しており、３人が同時に記入する場合肩
が触れ合うのではないかと思うほど狭くとても新型コロナ対
策を考慮している様には思えませんでした。
検温体制含めて改善の余地ありますね。

期日前投票所での新型コロナ感染予防対策として、鉛筆の消毒、投票所出入口に消毒アルコール
の設置、受付や名簿対照及び投票用紙を交付する係の前にパーテーションを設置するほか、事務
従事者はマスクやゴム手袋の着用等を実施しました。記載台につきましては、投票される方が密に
ならない様に、以前より記載台の台数を増やしましたが、投票所のスペースに限りがあるため、記載
場所での会話や発声が行われる事が無い事や、投票所内の滞留や、受付を行う待ち時間等も考
え、隣り合う記載台を使用できない措置は行わず、定期的に記載台を消毒する事で対応いたしまし
た。
投票場所で検温は実施しておりませんが、市役所の期日前投票所においては、入庁者の方への対
応として建物入口に自動検温機器が備えられており、感染予防に努めております。
コロナ感染症対策に限らず、今後とも、投票環境の改善に努めてまいりますので、ご理解いただきた
く、よろしくお願いします。

選挙管理委員会事務局

6月22日 7月8日 令和３年６月20日の静岡県知事選挙投票会場
先日投票に行きました選挙会場について感じたことがありますの
で、述べさせていただきます。
候補者を記入するための金属製の机が、思ったよりも書く時の音
が室内に大きく響き、当時候補者が二名のみで、かつ片方の方の
お名前がひらがなであったため、コツコツ音のスピードや回数で誰
に投票したかが周囲に分かってしまうだろうなと、素人ながら感じ
ました。
投票時のプライバシー保護の観点からも、可能でありましたら、下
敷きのような柔らかい板を設置するか、響きにくい机への変更をご
検討いただけたらと思います。
また、選挙管理委員会の方お二人が私語を挟んでおり、時折笑い
声も目立ちました。常時喋るなとは申しませんが、せめて投票者が
いる間は私語を慎むよう、本会場に限らず周知していただけたらと
思います。

選挙に使用する記載台は、耐久性や記載する際の安定性、持ち運びの便利さや保管容易性等から、アルミ製の
製品を採用しております。
ご指摘いただきました、候補者氏名を記載する際の筆記音については、その筆記音によって投票者の投票の秘
密が著しく侵されるものではないと考えております。お手数とは存じますが、ゆっくりとご記載していただくか、ご持
参した筆記用具でも記載していただく事もできますので、ご理解をいただきたく、よろしくお願いします。
私語につきましては、不快な思いお掛けして申し訳ありませんでした。
投票所内には、選挙事務に従事する者や投票立会人の方がおりますが、投票に来られる方が気持ち良く投票し
ていただける様、選挙を執行する際に行っている事務説明会などの機会を捉えて周知してまいります。

選挙管理委員会事務局
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

6月24日 7月9日 ６月15日「ゴミ箱の設置に対する生活環境課？」の回答に失望
６月１５日の議会で　村木議員の質問３．本紙の環境美化政策と市民協働につい
て　に於いて　ゴミ箱の設置についての回答で　家庭ごみの持ち込みや危険物等
の投機等による危険により実施しないような回答であったか『設置はできない旨
の回答でした。』　設置した場合　その費用、設置後の分別管理運用　すべてに人
手　費用が発生します。　でも現実国もマイクロプラスチックと言いながらゴミ袋の
有料化しか　現実沼津市の場合観光地、海岸、河川敷　道路　山林　多くの投機
場所あります　そして最終流れ着く場所も多く持っています。　だからこそ　ゴミ箱
を設置し少しでも減らしたい表明をしゴミを減らうことが　沼津を託す若い人たちの
為にも必要なのではないでしょうか？　リスクばかり理由にしないでください。危険
物　薬物はサリン以後言われてゴミ箱が社会からなくなりました。　確かに投棄す
る人が一番悪い事は分かります。　しかし　ゴミをなくさなくてはマイクロプラスチッ
クも海洋汚染もなくせませんし温暖化にも　海産食料　魚の街沼津にも影響する
のですから　ダメだで済まさず　もっと沼津港　狩野川千本　大瀬　戸田　見て歩
いて　ごみがあるか市の職員も現実を認識し職員間で検討して下さい。ゴミ箱の
設置は市から市内で営業されている持ち帰り営業店舗からでも協力を求めて頂
けたら良いかと思います。(実施されていても夜間片付けてしまう店が多いです)
実務が無理であれば　広報沼津が月二回出されているのですから　啓蒙の為に
も　『ゴミは捨てない　拾える沼津を未来に託そう』くらいの事をしてみて下さい。

　公共の場所に市がごみ箱を設置することにつきましては、６月議会で答弁したとおり、不特定多数の方が利用
することによる分別の不徹底やごみ減量意識の低下、家庭ごみや有料化している事業系ごみの持ち込み、有害
物・危険物の投入など多くの問題が想定されることから、設置は困難と考えております。
　この考えは、ごみの適正処理やごみ箱の管理運営上の問題だけに留まらず、国や企業、地方自治体等がこれ
まで取り組んできた、社会全体から発生するごみの量を極力減らし、ごみ処理に由来する温室効果ガスを抑制す
る、あるいはマイクロプラスチックによる海洋汚染をくい止めるなど、持続可能な社会の実現においても重要なも
のと捉えています。
　市といたしましては引き続き、若年層を対象とした環境教育の実施や、広報ぬまづ、各種SNSを活用し環境意識
の醸成、ポイ捨て防止の啓発に努めるとともに、市民、事業者の皆様と協働し「ごみの無いまち沼津」の実現に向
けた取り組みを進めてまいります。

環境政策課

6月24日 7月6日 市民窓口について
「市民窓口」を門池地区センターにも開設してほしい

本市では、本庁舎の他、市内の地区センターのうち11カ所に市民窓口事務所を設置し、証明書の交
付や住民異動の受付業務等を行っておりますが、門池地区センターにつきましては、市民窓口を設
置する予定はないことから、ご不便をおかけし申し訳ございませんが、これまで同様、お近くの市民
窓口事務所等をご利用いただきますようお願い申し上げます。
なお、本市ではマイナンバーカードを利用した市民サービスを行っております。４桁の暗証番号を付
けたマイナンバーカードをお持ちの市民の方は、コンビニエンスストアに設置されているマルチコピー
機で、住民票の写しや印鑑登録証明書等の交付サービスをご利用いただくことができます。年末年
始等を除き、6時半から23時までとご利用できる時間も長く大変便利ですので、ぜひご利用ください。
マイナンバーカードの申請がお済みでない場合は、ぜひ申請をご検討いただければと存じます。

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

6月25日 7月9日 岡宮北区画整理事務所のあり方について
現在事務所に何人在籍されているかわかりませんが何の
仕事をされているのかわかりません。
もう、ほとんどの仕事は終盤の様に思います。
通常民間ならば、規模を縮小し、人員を減らすべきと考え、
その様にして行きます。税金の使い方が無駄に思います。
三園町から通い、経費節減に努めるべきと考えます。ユ
ニットハウスを２棟も置けば良いと思いますが、いかがです
か。掘削しては埋め戻しの繰り返しに見えます。この様な
無駄をなくしもっと市道の舗装を行い、市民に快適な生活
を送れる様によろしくお願い致します。市内道路が相当痛
んでいるのが見受けられます。10ｍ～20ｍ位の範囲で行
えば大分よくなると思います。よろしくどうぞ。

　岡宮北土地区画整理事業は、岡宮地区45.3haを事業区域として、ヒト中心で都市的魅力にあふれるまちの実現を目指し、生活利便性の高い安全安
心で快適な住宅地を創出するため、道路、公園、宅地などを整備するもので、現在8割程度の事業進捗となっており、店舗などの沿道利便施設の立地
や、事業区域内の人口が事業着手前に比べ500人以上増加するなど、事業により新しいまちの姿が見えてきています。
　岡宮北区画整理事務所では、工事の設計、発注、施工管理、地権者の方々との交渉、事業の進捗管理、建物の建築申請の処理等を通常業務とし
て、工事担当5名、補償担当3名、計画担当2名、庶務担当2名、事業総括担当、所属長をあわせて14名の職員が在籍しており、現在は事業区域西側地
区において、国道246号と国道１号を結ぶ道路（都市計画道路沼津南一色線）の整備と、その周辺において、地権者の方々の移転先となる宅地の整備
や区画道路の整備を主に行っております。
　また、岡宮北区画整理事務所は、職員が通常業務を行う場であるとともに、地権者の方々との協議・調整や相談の場、説明会の会場、地権者の方々
を中心に構成する岡宮北土地区画整理審議会の会議場所など、事業を進めていくうえでの拠点として機能しております。
　これらのことから、現在の事業量や、地権者の方々や関係者に対する利便性を考慮しますと、現時点では、適正な人員配置がなされており、また、事
業区域内に事務所を置く事が必要であると考えております。
　岡宮北土地区画整理事業を進める上では、権利者の方々との交渉、建物などの移転、撤去、埋蔵文化財の調査、宅地造成や道路整備といった一連
の流れを繰り返し行っていく必要があり、事業完了までに長い期間を要しております。今後もさらに道路や公園、宅地等の整備を進めていく必要があり、
地権者の方々や周辺地域にお住まいの方々にはご不便ご迷惑をお掛けしておりますが、引き続き、事業の早期完了に向けて取り組んでまいりますの
で、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。

岡宮北区画整理事務所

6月28日 7月8日 各中学校の校則について
ブラック校則が話題になっていますが沼津市内の学校でも
下着に関する校則、もしくは暗黙のルールが明らかに存在
しています。
また、制服の本来の意味を成さず、近頃では制服そのもの
が高価になり、購入が負担になっています。
管理する側の勝手なルール作りは基本的人権の侵害であ
り是正すべき事柄ですが全く是正される様子はなく人権侵
害の状態が続いていると思われます。
市長様はこのような沼津市の教育についてどのようにお考
えなのかご意見を是非お聞きしたいと思います。

　まず、中学校の校則につきましては、中学校での共同生活を円滑に送るため、生徒が共通して守るべきルールとして定められているもの
であり、生徒一人一人がそれぞれのルールが定められている理由を理解した上で、それらを守ることが、社会に出てからも様々な集団の
中でルールを守り、ひいては国家や社会の形成者としての責任を果たすことにつながるものと考えております。
　一方で、学校を取り巻く社会環境や児童生徒の状況が急速に変化する中においては、最終的に校長の権限において内容の見直しが行
われる校則についても、地域の状況、時代の進展などを踏まえ、学校・児童生徒の実態、保護者の考え方等を反映させる仕組みが取り入
れられるべきものと考えております。
　教育委員会といたしましては、各学校における校則見直しの際、保護者や地域の意見が反映されたものとなるよう、学校運営協議会や
学校評議員会等における検討を支援してまいります。
　次に、制服につきましては、各生徒の家庭環境の差異による服装への表れを原因とするいじめを防止すること、自らが中学生としての自
覚を持ち、自分を律することができるようにすること、また華美な服装等に注意を払うことなく、校内で学業に集中できるようにすることを目
的としており、その着用についても、校則に規定されていますが、制服の購入をはじめとする中学校進学時の金銭的負担に対しては、所得
の低い方を対象とした就学援助制度により、その軽減を図っております。
　さらに、外見の性に即した制服の着用に苦痛を感じる生徒に対しましては、人権上の配慮として、生徒の想いに配慮しつつ、制服の着用
にあたり個別に対応するとともに、各学校が校則を見直す際などには、制服についても学校、生徒及び保護者の理解が相互に深まるよ
う、情報提供等に取り組んでまいります。

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

6月30日 7月15日 コロナ感染予防として鼻うがいを推奨してほしいです
コロナウイルスの感染は第4波が到来しその予防策が急務
となっております。コロナウイルス予防対策として住民に鼻
うがいの啓発を掲示板やHPなどで呼び掛けてほしいです。
現在、コロナ予防対策としてうがいが推奨されていますが
それだけでは不十分だと考えます。ウイルスが最初に感染
を起こす部位は鼻咽腔です。発症するまで平均５日かかる
コロナウイルスの場合、ウイルスを吸い込んだとしても毎日
鼻うがいをすればウイルスが細胞に取り込まれる前に洗い
流せられ感染を防げる可能性が大きくなります。鼻うがい
については既に大阪府泉大津市や愛知県碧南市、富山県
砺波市などいくつかの自治体で推奨されております。

　本市では、新型コロナウイルス感染症の予防につきまして、厚生労働省が示している「３つのお願
い」を市民の皆様にお守りいただくよう注意喚起しております。「３つのお願い」とは、外出をできるだ
け控えること、「三密」（密集、密室、密接）の回避、咳エチケットの推奨になります。
　また、「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お願いしているところです。
　御提案のありました鼻うがいにつきましては、一部の医療関係者等から新型コロナウイルスの予防
効果があるものとして紹介されていることは存じ上げておりますが、国や県から鼻うがいの推奨に関
する通知等は発出されておらず、現在のところ市民の皆様に啓発することは考えておりません。

健康づくり課
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