
　

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

8月22日 8月30日 広報ぬまづのクオリティ
ここ最近の、広報沼津の内容やデザインの劣化が著しいと
感じられます。コロナ禍で、取材に出かけられないのでしょ
うか？これまで何度か拝見した写真の使いまわしが多く
なっているようです。また、工夫のない配置、表記の揺れな
ども散見されるようになり、非常に残念です。
［広報沼津は年配の人しか見ない］［ホームページやSNSな
どに力を入れる］などのお考えがあるかもしれませんが、
沼津市の全世帯に配布されるものですので、まだまだ訴求
力があると思います。むしろ、訴求力を弱めているのは、広
報ぬまづそのものの質なのではないでしょうか。
どこかのタイミングで印刷会社がかわったり、つくる人が入
れ替わったりするのでしょうか。他にも、様々な事情がおあ
りでしょうが、読む人が楽しくなるような、みんなが納めた税
を無駄にしないような広報誌の作成を期待しています。

　「広報ぬまづ」は、幅広いすべての沼津市民に市政情報や各種イベント情報などをお届けすることを目的として
おり、各世帯に配られる「広報ぬまづ」を市民の皆さまに手に取って読んでいただき、そして、市の事業や各種イ
ベントに興味を持っていただきたいという強い想いで編集に取り組んでおります。
　そのため、掲載内容については、市政情報等に加え、目を引く写真やデザイン、取材をした方の生の声などを取
り入れることにより、「広報ぬまづ」をより身近に感じていただけるよう心掛けております。また、市民で構成される
「市民パートナー会議」から、「広報ぬまづ」に対するご意見を伺うほか、市民意識調査の結果なども参考に作成
しております。
　ご指摘にありました、写真の使用についてですが、ご存じのとおりコロナ禍で行事開催が２・３年ぶりのものも多
数ありますので、その場合には過去の写真を使用することもあります。また、ホームページ上のフォト＆ムービー
ライブラリーに掲載している写真についてはPRのため、積極的に使用しております。今後も目的に応じて、適切な
写真の使用を心掛けて参ります。
　また、ご質問にありました「広報ぬまづ」作成については、デザインやレイアウトなどを含めて職員が担当してい
るため、人事異動による入替もありますが研修を受講するなどクオリティを確保するよう努めております。
　市民の皆さまからは、写真やデザインについて好感が持てるなど多くのご意見もいただいておりますが、今回い
ただいたご意見も参考に、より多くの市民の皆さまに楽しんでご愛読いただくとともに、市の事業に興味や関心を
持っていただけるよう「広報ぬまづの」作成に取り組んでまいります。今後とも、ご意見やアドバイス等ございまし
たら、お気軽に広報課までご連絡ください。

広報課

          令和４年８月分「市民の声」
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

5月26日 6月9日 広報ぬまづの発行回数について
現在、広報沼津は、２回／月発行されていますが、４回／
年にするとか、もう少し少なくても市からのメッセージは届く
のではと思っております。理由は、連絡事項としては、重複
することが多い。
全市で発行数を減らすことは、資源、廃棄の観点からも有
効。
配布担当する、隣組長の負担軽減。
等の観点です。
ご検討の程、お願い申し上げます。

　広報紙の発行回数の削減につきましては、ご指摘のとおり、自治会の皆様の配付にかかる手間が
減り、発行経費が減少することなどが、そのメリットとして考えられます。
　一方で、発行回数を削減することにより、新しい情報を迅速に届けられないことや、現在必要とされ
ている情報と同レベルの内容を掲載した場合、１回のページ数が増え、配付作業の負担がより大きく
なることなどのデメリットがあります。
　また、連絡事項が重複することが多いとのご指摘ですが、広報ぬまづは、同一の内容を掲載する
場合には３カ月以上間隔をあけること、自治会の組回覧でチラシ等を配布する場合には広報紙には
掲載しないことなど、情報が重複しないよう努めています。
　このような中、広報紙は、高齢者の方や特にSNS等に不慣れな方にとって必要不可欠であるととも
に、市民の皆様に最新の情報を届けるという市民サービスの観点から、現時点では月２回の発行が
適切であると考えているところです。
　今後も、月２回の発行を継続しつつ、ホームページや専用アプリなどの電子媒体も活用し、市民の
皆様に幅広く情報が行き届くよう心掛けてまいりますので、ご理解ご協力をお願いいたします。

広報課

          令和４年５月分「市民の声」
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

4月18日 4月22日 市民カレンダーに添付されている「便利シール」追加要望
市民カレンダーの「便利シール」は、ごみの日、誕生日や学
校行事など、カレンダーに貼ってとても役立っています。
自分（６０代男性）の家の近所に娘夫婦がおり、５歳と２歳
の孫がいます。幼稚園の行事（遠足、運動会など）も「便利
シール」を活用していますが、「便利シール」の学校編は小
学校を主眼に作られている為、「入園式」、「卒園式」といっ
た幼稚園ならではのシールがありません。
そこで、提案ですが、沼津市は若者移住など人口増加や
若者が子育てし易い政策を推進していることもあることか
ら、「入園式」「卒園式」など幼稚園行事のシールも追加し
ていただければありがたいです。
全ての世代に対応して、現在の「便利シール」になっている
と思いますが、ご検討をお願いいたします。

　この度は、貴重なご意見をいただきありがとうございます。
　また、市民カレンダーもご活用いただいているとのことで、重ねてお礼申し上げます。

　市民カレンダーの便利シールは生活に役立てていただけるよう、１年間の代表的な行事やごみの
収集日などの項目を選んでいます。この項目は、時代の流れや市の施策などにあわせ、変えていく
必要があるものと考えています。
　このため、いただきましたご意見も踏まえ、市民ニーズに対応した項目の選定に努め、より使いや
すい市民カレンダーを制作してまいります。
　
　今後とも、沼津市広報行政にご理解ご協力いただきます様、よろしくお願いいたします。

広報課

          令和４年４月分「市民の声」

3



　

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

1月25日 2月10日 情報公開と公開質問状
１）昨年末の「懲罰特別委員会」の議事録を公開してくださ
い。
沼津は市議会本会議をネット中継するなど、市民への情報
公開には積極的です。また市議会議員に対する懲罰とは
とても重いものであることも理解しています。そこで、どの
様な議論がなされたのか一般市民として知りたいです。
２）沼津市長、教育委員会委員長、沼津市議会議長に対し
て出されている公開質問状に回答し、その内容を公開して
ください。沼津市は市民の知る権利を大切にしていると周
知する絶好の機会です。
以上、よろしくお願いいたします。

１）「懲罰特別委員会」の会議録（議事録）につきましては、現在、議会事務局にて作成しており、作成
完了は令和４年２月末を予定しております。
　なお、市議会の会議録は議会事務局にて閲覧が可能で、閲覧時間は市役所の開庁時間となりま
す。写しが必要な場合は、実費をご負担いただきますが、庁舎内のコピー機で複写が可能です。
　また、今回の懲罰委員会は公開で行っており、その経過と結果を委員長が本会議で報告しており
ます。現在のところ、その際の本会議映像について公開しておりますので、ご案内いたします。

２）沼津市長、教育長宛ての公開質問状への回答につきましては、1月24日付けで回答をいたしまし
た。また、沼津市議会議長宛ての公開質問状への回答につきましては、いましばらくお時間をいただ
きたくよろしくお願いします。

　公開質問状は、質問者が質問内容を広く公開することを目的に提出するものですが、回答者側が
質問者へ回答する際に、その回答内容を公開するか否かについての判断は、回答者側に委ねられ
ているものと認識しております。
　この度の公開質問状につきましては、質問者へ直接回答しましたが、その内容の公開については
考えておりません。

生活安心課
議会事務局

          令和４年１月分「市民の声」
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

11月8日 11月24日 広報ぬまづの活字について
高齢者のパソコンができない人達の割合がどの程度か解
らないがアドレスで検索しろとかホームページで見ろとの言
葉、案内を聞くが、それが出来ない老人にとって、今どの様
なことが話合されどのような方向に有るのか全く解らないこ
とが多いと思うのは私一人だけだろうか。近隣の市町が発
展している様子、住み良いとのことで住居を選ぶ人達のこ
となど沢山聞こえてくる。
沼津でも色々な対策は考えられていると思うが、広報だけ
が唯一の情報を得る者として広報制作者の目線だけでなく
弱者に対する思いやりとして広報の一頁だけでも老人むけ
に大きな活字で解り安く説明するなどの心配りがあっても
良いではないか？
時代の流れについて行けない老人の独り言だろうか？
沼津発展の為努力してくれることを願い応援しています。

１１月１日号　沼津百選
漁撈用具　説明文　何人が読めるかな

　広報ぬまづは、市政情報を幅広く市民の皆様にお伝えする役割を担っています。そのため、限られ
た紙面の中で多くの情報を効率的に発信する必要があることから、掲載する内容は要約し、詳細に
ついてはホームページ等で確認していただいております。
　ご意見にありましたように、インターネット等の使用が困難ということであれば、紙面に記載の問い
合わせ窓口において詳しく説明させていただきますので、お手数ですがお電話等でお問い合わせい
ただければと思います。
　また活字の大きさにつきましては、巻頭特集や裏表紙などを除いて、新聞で使われている活字と同
程度の大きさのものを使用するとともに、どなたにも識別しやすい「ユニバーサルデザインフォント」と
いう文字の形を採用しています。
　さらに、今年度につきましては、１５日号の見開きページで、市が市民の皆様に知っていただきたい
旬の情報を端的にまとめた「直撃シリーズ」を掲載しています。こちらは、特にシニアの方々に読んで
いただくことを念頭に、通常より大きな活字を使用し、紙面も写真や絵を中心としたシンプルなものに
しています。
　今後も、広報ぬまづを多くの市民の皆様に読んでいただけるよう、見やすさや読みやすさに配慮し
た紙面づくりに努めてまいります。

広報課

          令和３年11月分「市民の声」
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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

          令和３年５月分「市民の声」
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

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

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

          令和３年２月分「市民の声」
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