
　

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

3月23日 4月7日 沼津市自主運行バス西浦線2023年４月１日のダイヤ改正等全２件
1.西浦線江梨行き最終の25分繰り上げによる、静浦地区の代替便について
江梨行き最終バスの25分繰り上げにより、静浦地区でのバス利用が大変不便となります。
なお、この便については、東海道線各方面からスムーズに乗り換えができる便となっています。
つきましては、沼津駅20時30分発→静浦地区方面止まりの運行を要望いたします。
また、このバスを運行した際に係るバス事業者様の車庫への回送時間の調査も併せてお願いいたします。

2.土日祝ダイヤについて
①.現在、西浦線では土日祝ダイヤにて江梨留車→木負農協への回送バスが木負農協08:21に接続し、
運行しておりますが、ダイヤ改正後についても留車の入出庫の本数が合わず、木負農協へ回送し、そのまま実車運行
していると見受けられます。
つきましては、江梨留車→沼津駅間を全区間実車で運行することを要望いたします。

②西浦線は観光のお客様や、ハイキングへのお客様、車を持つことができない人々の重要な移動手段となっておりま
す。
そのため、土日祝日について多変混雑し、途中のバス停にて乗車ができないという事象が発生しています。
今回のダイヤ改正にて午前中1時間1本となり混雑状況のさらなる悪化や
バスを利用することへの難易度が上昇し、公共交通としての使命を果たせなくなると考えております。
つきましては、土日祝日や学校の長期休暇期間中など毎時2本以上を運行することを要望いたします。

3.沼津駅(3)番線パターンダイヤ化について
沼津市では通勤時間帯を除き15分間隔のパターンダイヤを目標としておりますが、
下記の時間については特にダイヤの間隔が5分となっておりパターンダイヤとなっておらず、同一経路を5分間隔で運行
し、非効率であります。
また、2台のバスがほぼ同一の時刻を運行することにより、往路で遅延が発生し、復路に遅れが発生する可能性がござ
います。
つきましては、ダイヤの調整を行い、最低15分以上の間隔を保持するよう要望いたします。

平日ダイヤ
12時55分多比行きの後、13時00分発木負農協行き
13時55分多比行きの後、14時00分発木負農協行き
16時00分木負農協行きの後、16時05分発多比行き
土日祝ダイヤ
14時25分多比行きの後、14時30分発江梨行き
16時00分木負農協行きの後、16時05分発多比行き

　まず、最終便の繰り上げの背景ですが、令和４年12月に公布された「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」により、バス運転手の１日の休息時間に
ついて、「８時間以上確保するもの」から、「最低でも９時間以上は確保しなければならないこと」等に変更となるため、労務管理面からこれまで以上に休息時間を確
保する必要が生じました。
　本市としましても、西浦線の乗降調査を行い、20:25沼津駅発の便の利用状況について把握しており、運行を委託している東海バスと何度も協議を重ねましたが、
昨今の運転手不足に加え、今以上の休息時間の確保が求められることから、最終便の時間を繰り上げて対応する必要があるとの説明を受け、やむなく承諾いたし
ました。
　20時以降の静浦方面行きのバスにつきましては、伊豆箱根バスが運行する20時15分沼津駅発長岡駅行きと21時沼津駅発多比行きのバスがございます。日頃よ
り東海バスの最終便をご利用している方につきましては、ご不便をおかけすることとなりますが、ご理解いただけますようお願いいたします。
　次に江梨から木負農協までの回送につきましては、現在江梨に留車しているバスのうち、土日祝日に限る1便のみを江梨から木負農協までの区間を回送し、木負
農協発沼津駅行きで運行しております。運行主体である東海バスに確認いたしましたが、当該便については、最終便の繰り上げと同様に運転手の労働時間の都合
上実車ではなく回送で対応しており、当該便の回送区間を実車で対応することは難しいとの回答がございました。
　また、西浦線の運行本数についてですが、こちらも何度も東海バスと協議を重ねてまいりましたが、昨今の運転手不足や休息時間の確保のため、長距離路線であ
る西浦線の運行を減便する必要があるとの説明を受け、今年度の西浦線の乗降調査の結果も踏まえた運行計画といたしました。
　市内でラブライブのイベントがある際には、東海バスが臨時便を運行して対応しておりますが、運転手不足により該当日の日中便のすべての便に対応ができない
ことから積み残しが生じているとの報告を受けております。
　現在、西浦線においては、沼津駅から木負農協までの区間を最低毎時１本は運行し、沼津駅から多比までの区間については、伊豆箱根バスの運行する路線を合
わせて毎時３～４本を運行しております。今後においても各事業者と協議をしながら、現在の運行は維持しつつ、状況の改善を図ってまいります。
　最後にパターンダイヤ化につきましては、各バス事業者と協議を重ね、令和5年4月1日から沼津駅南口3番乗り場（西浦・伊豆長岡駅方面）の日中便について、15
分以内でバスを運行することができるようにパターンダイヤ化いたします。静浦・西浦方面行のバスについては、静浦小中一貫学校と長井崎小中一貫学校の児童生
徒が通学に利用していることから、学校の開始及び終了時間を考慮しつつ、各バス事業者の他路線との調整を図っているため、５分間隔で発車するバスが生じます
が、15分以上利用者の方を待たせることがないようなダイヤ編成としております。
　運行本数を確保するためには、バス事業者の乗務員確保が必要であり、その対策としまして、静岡県、近隣市町の自治体、バス事業者と連携して対策に関する協
議を継続していきます。また、各バス会社で発行している定期券について、同じ行先であれば会社が違っても利用することができるよう、定期券の共通化につきまし
ても、現在、各バス会社と協議・検討を行っております。
　今後も状況の改善に向け、関係各社と協議・検討してまいります。
　ご不便をおかけすることとなりますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。

まちづくり政策課

          令和５年３月分「市民の声」

1



　

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

8月2日 8月16日 沼津市自主運行バスの積み残し
ラブライブサンシャインのAqoursメンバーの誕生日の日な
ど、作品内の特別な日などに東海バス西浦線が満員とな
り、沼津駅方面ではマリンパーク停留所から先の地区で乗
車出来ない状況をよく見ます。
観光客どころか地元住民の方もバスに乗車出来ない状況
がよく発生するのは考え物であると思います。
最近の情勢の中運行本数を増やすのは難しいかとは存じ
ますが、バスの運行本数の見直し、または混雑が予想され
る日には大型車両での運行や臨時にバスを運行いただく
ことなどご検討いただきたいです。

　ラブライブサンシャインのAqoursメンバーの誕生日や関連イベントが開催される日においては、東
海バスの西浦線が満員により、バス停で待っている方が乗車できない状況が生じていることについ
て東海バスに確認いたしました。
　東海バスでは大型車両を保有しておらず、また運転手不足により、通常運行以上に臨時バスや増
便対応などを行うことが大変難しい状況であるとのことでした。
　しかし、観光客の皆様だけでなく日頃から利用いただいている地元住民の方がバスを利用する機
会を逸してしまうことは、バス離れを誘発しかねない問題であると認識しております。
　当市としましても、沼津市地域公共交通計画に基づき、利用者の皆様の利便性向上や乗務員確保
に向けた対策など、状況の改善に向けてバス事業者と協議、検討してまいります。
　ご不便をおかけしておりますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。

まちづくり政策課

          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

7月28日 8月19日 あまねガードの自転車について
あまねガードの人通りが少ない側を毎日歩きますが、前が見えにく
いカーブなどすごいスピードで走ってくる自転車がいて、特に子供
のことは見えにくいだろうとヒヤヒヤしています。
歩きタバコの自転車もいますし、危ないです。
目に見えやすいように防犯カメラで注意喚起など、対策をお願いし
たいです。
事故が心配です。
あまねガードにたびたび吐瀉物があったり、このご時世もあります
のに、大変不衛生で、朝から気持ちが悪いです。
上からもよくわからない水がポタポタ落ちてきて、体にあたったりし
ます。
とても駅前の通路とは思えません。
また、子供が第一小に通っていますが、面談などに行くと、階段は
ゴミや埃だらけ、不衛生な環境で勉強している子供達がいたたま
れません。
どこもそんな状況でしょうか。
先生や子供達は掃除の時間もないでしょうから、専門の掃除の方
を雇用し、お願いするのが良いのではないかと思っております。
より良い環境で学習が出来ますように、検討お願いいたします。

　日頃より、本市交通安全活動及び学校運営に御理解をいただき、ありがとうございます。
①ガード内自転車の通行について
　沼津警察署に相談したところ、警察としても同ガードは交通安全における課題がある危険箇所として認識しており、定期的なパトロールにより、取締ま
りを強化しているとのことです。今後も定期的なパトロールを実施し、違反する自転車走行者の取締まりを強化継続していくとのことでした。
　また、本市といたしましても、９月27日に秋の全国交通安全運動の一環として、同ガードで街頭指導の実施を予定しております。その際に、自転車走
行者に対して注意喚起を行い、交通ルールの周知をいたします。
　また、市SNSを通じて、あまねガードの自転車通行ルールの周知及び注意喚起を行いました。
　今後も警察及び道路管理者と連携し、同ガードの自転車走行者への注意喚起をしてまいりますので、御理解、御協力のほどよろしくお願いいたしま
す。
②ガード内の施設管理について
　同ガードの管理者である静岡県沼津土木事務所にお伝えしたところ、ガード内につきましては、委託業者による清掃等の実施により施設管理を行って
おりますが、不衛生な汚れ等につきましては、関係する機関と連携を図り対応していくとのことでした。また、お気づきの際は、お手数ですが、沼津土木
事務所　維持調査課（055-920-2120）または、沼津市道路管理課（055-934-4788）まで御連絡を頂けるよう御協力をお願いいたします。
　また、ガード上からの不明水につきましては、まずは市の方で現状確認し、その結果を、沼津土木事務所　維持調査課に報告した上で、対策の有無に
ついて、調整してまいります。
③第一小学校の衛生面の管理について
　小学校においては、自らが学習する環境を自ら整えることで、モノや環境を大切にする意識を涵養する教育上の観点から、新型コロナウイルス等の感
染防止に十分配慮しながら児童が清掃を行い、教職員がサポートしております。
　第一小学校においては、清掃は原則として毎週月・水・金曜日に行うこととしておりますが、学校行事の都合上、実施日が異なる場合があります。
　清掃の実施の際には、丁寧な清掃を心掛けるよう児童に指導しておりますが、児童の過剰な負担とならない様に配慮しながら引き続き指導を行ってま
いりますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。

生活安心課
学校教育課
学校管理課

          令和４年７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

6月10日 6月22日 タクシー等の高齢者定額利用サービスの検討・実施
昨日（6/8)ニュースで「タクシー等の高齢者定額利用」の実証試験が静岡市
で行われていることについて知りましたが、沼津市においても検討・実施をお
願いしたいと思います。

私もいずれ運転免許証（以下、免許）の返納をしなければならない高齢者で
すが、その後の生活に不安を感じております。
日用品も含め買い物は郊外型ショッピングセンターが主体となっていること、
通院などの頻度が増していくであろうこと、ちょっとした荷物の持ち運びも体
力的に大変さが増しつつあることなど先々のことを思うと心配になります。バ
スなどの交通手段の充実もありがたいのですが、ドアツードアの車に勝るも
のはなく天気の悪い日、暑さ・寒さを考えればなおさらといえます。こうした
中、定額で恒常的かつ公にタクシーが利用できたならば免許返納後の不安
やストレスから相当解放されると期待されるところです。

現在、沼津市においては免許返納後、一定額の補助をしていただけると認
識していますが、一時的なものに過ぎず先々の生活に十分とは言い難いと
思料します。社会安全の観点からも恒久的な高齢者福祉の充実に寄与する
であろう本取り組みについてご検討をお願いします。

　ご提案をいただきました「タクシー等の高齢者定額利用の実証実験」につきましては、当市としましても、タクシー
の新たな活用の取組のひとつであると認識しており、タクシーの稼働率が低い平日の昼間の時間帯を活用した取
組であり、注目しております。
　本取組は高齢者等の利便性向上に繋がる一方で、バスや他のタクシー事業者など、他の公共交通機関への影
響を懸念する声も伺っております。
　今後、様々な観点を踏まえ、公共交通協議会作業部会の場において、公共交通事業者と議論してまいります。
　また、当市では、「沼津市地域公共交通計画」にて、路線バスによるサービスが十分に行き届いていない地域や
時間帯において、機動性のあるタクシー車両を用いた輸送サービスを検討するなど、多様なニーズに対応したタ
クシーの活用を位置付けており、移動に不安を抱えている市民の皆様のニーズに寄り添った新たなタクシーの活
用について検討しております。
　今後も、市民の皆様のご意見を伺いながら、誰もが安心して移動できるサービスを提供できるよう、努めてまい
ります。

まちづくり政策課

6月30日 7月15日 沼津市自主運行バス西浦線
1.沼津市立病院へのアクセス確保のための直通運転について
現在、西浦線は沼津駅南口より先、富士急シティバス江原公園経由沼津市
立病線に直通運転しておりますが、下記の便の経由地の変更等、要望しま
す。
（1）.江梨07:11発(休校日07:24発)→藤井原08:16→沼津駅08:31着、08:40発
→直通
（2）.沼津駅07:50発→東桃郷循環→藤井原08:12→沼津駅08:34着、08:45発
→直通
この2便においては藤井原より沼津市立病院まで約5分差で同一の経路を運
行しており、どちらか1便は小屋敷経由→ららぽーと沼津経由に変更の対応
をお願い致します。

2.土日祝ダイヤの18時台の運行について
2022年4月1日の改正により、
土日祝
17時　25分　50分
19時　25分
となり17時50分から次のバスまで1時間30分空き大変不便です。
つきましては18時台の増便をお願い致します。

本市では、「沼津市地域公共交通計画」に基づき、利便性向上による利用促進を図ることを目的に、市内の路線全体を見直し、持
続可能な移動手段を確保するため、随時バス事業者と協議をしながら皆様が利用しやすい環境づくりに努めております。

ご意見を頂戴した藤井原から沼津市立病院までの便につきましては、運行しているバス事業者が異なっていることから調整が図
られておらず、現状のダイヤ・経路となっております。このため、今年度待ち時間の平準化等も含め、バス事業者とダイヤの見直し
について協議をしております。なお、小屋敷経由ららぽーと行への経路変更につきましては、バス事業者が利用状況を踏まえた上
で経路を決定していることから、運行しているバス事業者に要望として丁寧に伝えてまいります。

また、西浦線の土日祝日のダイヤにつきましても、全体のダイヤを調整しながら、空き時間の短縮についてバス事業者と見直しに
向けた協議をしてまいります。

今後ともより多くの方々にバスをご利用いただけるよう利便性の向上に向け、バス事業者とともに公共交通の改善に取り組んでま
いりますので、ご理解、ご協力をいただきますようお願いいたします。

まちづくり政策課

          令和４年６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

3月23日 3月28日 沼津市公共交通など
沼津駅南口バスロータリーについて
平日の通勤時間帯にバスが沼津駅を出る際に横断歩行者
で沼津駅を出るのに5分以上かかりバスが遅延する為、通
勤時間帯はバスの発車を優先させていただきたいです。

公共交通利用促進について
1.他の自治体のようにバス共通回数券を沼津市で販売(2
月に配布されたバス・タクシー共通利用券を割引価格で販
売等)
2.環境定期券制度の対象を本人+家族から本人のみも追
加
以上を検討していただきたいです。

　まず、沼津駅南口バスロータリーにおける通勤時間帯のバスの運行につきましては、道路交通法（第38条及び
第38条の2）において、自動車等は歩行者の通行を妨げてはならないとの規定がございます。時間帯に限らず、
歩行者が優先となることについて、ご理解いただきたくお願い申し上げます。
　次に、公共交通の利用促進策についてですが、本年２月に行いましたバス共通利用券の配付は、新型コロナウ
イルス感染症対応地方創生臨時交付金（国庫補助）を活用した臨時的な事業として実施しております。今後は、
本事業による効果を検証しながら、ご意見にございます割引販売等の方法も含め、同様もしくは類似の事業の必
要性、実施可能性を検討してまいります。
　また、環境定期券制度は、土曜・日曜・祝日に、バスの通勤定期券を持つ人と一緒にその家族がバスを利用す
ると、当該定期区間以外や他社のバス乗車の際にも運賃が割り引かれるもので、地球温暖化の原因とされる二
酸化炭素の排出量減少や交通渋滞の緩和、交通事故の削減などを目的として、市内を運行するバス事業者４社
にて実施されているものです。自家用車で出かけることが比較的多いとされる休日の家族のお出かけにおいて、
バスを選択いただきたいという趣旨で行われている取り組みであることから、単身での移動を対象としておりませ
ん。
　当市では本年２月に「沼津市地域公共交通利便増進実施計画」を策定し、路線の再編や利用しやすい運賃体
系への見直しなど、公共交通の利用促進に向けての個別の取り組みを計画しております。 交通事業者と協議し
ながら、皆様が利用しやすい環境づくりを進めてまいりたいと思いますので、ご理解、ご協力いただきますようお
願いいたします。

まちづくり政策課

          令和４年３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7日 2月17日 高齢者のタクシー等利用助成
高齢者の単身世帯・運転免許自主返納者等が増加するな
か病院・買い物等で不便をこうむる日常が拡大していま
す。
このような状況のなか、当市の現状と今後について教えて
ください。

　本市では、多職種連携による地域課題への対応を進めることで、地域包括ケアシステムの推進を
図っています。その中で、生活のために必要な通院や買い物が困難な高齢者のための支援として、
生活支援コーディネーターを中心に多様な主体による移動支援の確保について検討を進めており、
今年度は、高齢者による社会参加や地域貢献の推奨を目的として、県と連携し高齢者の移動や買
物を支援するためのセミナーやボランティア養成講座を開催しております。
　また、運転免許証を自主的に返納した65歳以上の高齢者を支援するため、返納後６ヶ月以内を申
請期間とし、市内の協力事業者で利用できるバス・タクシー利用助成券5,000円分を1回交付していま
す。
　その他、新型コロナウイルス感染症により利用者が減少している公共交通の利用を促進するた
め、これまでも２回、市内在住の65歳以上の高齢者を対象にバス・タクシー共通利用券を配付してま
いりましたが、今回、令和４年２月中旬から9月30日までご利用いただける共通利用券を市内全世帯
へ配付いたします。
　今後とも引き続き、地域課題への対応を進め、地域包括ケアの構築を図っていきます。

長寿福祉課

          令和４年２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

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

          令和３年６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

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

2月16日 3月1日 バス・タクシー共通利用券
　高齢者にバスタクシー利用券が配られたけれども、自家
用車で移動する私は利用する機会がない。友人数人も
困っています。会食や外出を自粛しているこの頃、この利
用券って意味があるのだろうか？

　今回配付させていただきました「沼津市高齢者バス・タクシー共通利用券」につきましては、新型コ
ロナウイルスの影響により移動が制限され、利用者が減少する中でも、市民の生活の足として感染
拡大防止策を講じながら運行を維持している公共交通事業者に対する支援と同時に、コロナ禍にお
いても、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、配付したも
のです。
　本市も他の地方都市と同様に自家用車の利用率が高くなっておりますが、このような事業や高齢
者の免許返納等を契機として公共交通への利用転換を図ることにより、健康維持や環境負荷軽減な
どにも繋がるものと考えております。
　皆様の生活の重要なインフラである公共交通を守るため、ご理解、ご協力いただきますようお願い
いたします。

まちづくり政策課

          令和３年２月分「市民の声」

9



　

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

1月13日 1月27日 バスの運行
　かつて南口を経由して北口まで運行していたバスがなく
なり、南口から北口に行く為には歩かなければならなくなっ
た。年寄りにとってはこの距離を歩くことはたいへんであ
る。
　高架にして南北の交通をスムーズにすると云っている
が、南北をつなぐバスを廃止するのは、その趣旨にもそぐ
わないのではないか。
　車のことだけでなく、歩く年寄りもいるということに気を
配ってほしいものである。

　お問い合わせいただきました沼津駅南口や沼津駅北口などを経由し運行していた市街地南北循
環バス「ビーバス」は、中心市街地の活性化や沼津駅の南北往来による人の交流を促進することを
目的として、平成10年11月に運行を開始しました。市が補助金を支出し運行を維持しておりました
が、重複して運行している民間事業者による路線バスがあることや、収支の改善が見られないことな
どから、平成24年３月をもって運行を終了したものです。そのため、沼津駅南口から沼津駅北口方面
へと向かう際は、お手数お掛けいたしますが、沼津駅南口にて乗り換えていただき、沼津駅北口方
面へ向かう路線バスをご利用いただければと考えております。
　現在、静岡県とともに、鉄道により南北に分断された市街地を一体化し、中心市街地の回遊性や拠
点性の向上を図るため、鉄道高架事業をはじめとする沼津駅周辺総合整備事業を進めております。
　この鉄道高架事業によって、鉄道敷地がスリム化することに伴い、駅に隣接する南北駅前広場が
拡大するほか、これらが高架下の駅コンコースで接続され、両広場間の往来も容易になります。併せ
て、周辺道路が整備されることによって、人、自転車、車の南北の往来がスムーズになります。
　こうした沼津駅を囲む都市基盤の充実を契機に、沼津駅周辺の交通体系を再編するとともに、街
路や駅前広場をヒト中心の公共空間へと再編を図っていくことによって、市民や来訪者が快適に集
い、過ごすことができる市街地を創出してまいります。
　今後のまちづくりの進展に合わせて、ご意見を参考に施策を推進してまいります。

まちづくり政策課

1月21日 2月10日 通学自転車の逆走
　平日朝8時前頃に学園通りやリコー通りと交差する細い
道路（交差点神明町～新沢田間あたり）を
自動車で通勤するのですが、右側通行をする自転車が頻
繁にいるため困っています。
　特に制服の高校生の自転車による右側通行が多く見ら
れ、今にも轢いてしまいそうでいつもヒヤヒヤします。
　逆走自転車を追い抜けない自動車によって、渋滞が起き
ていることも少なくありません。
　小中学生も利用する朝の混雑時の危険運転は、重大な
事故の原因にもなりえます。
　学校では再三交通安全について生徒に説明いただいて
いると思うのですが、せめて左側通行を守るよう、
学校側への再通知や、注意喚起の看板設置などご対応ご
検討いただきたいです。
　宜しくお願い致します。

　ご指摘のとおり、学校等におきまして、自転車走行時に守っていただきたいルールとして、「安全運
転五則」の周知、指導を行っているところではありますが、目が行き届かないところではなかなか徹
底されていないのが実情です。
　自転車走行者への継続した注意喚起、指導を行うため、学園通りや学校周辺において定期的な街
頭指導を行っておりますが、ご意見にあった道路周辺につきましては街頭指導の頻度が少ない場所
であったことから、今回のご意見を受け、1月29日（金）7時20分から8時頃、通学・通勤時間帯に街頭
指導を行いました。
　街頭指導は、市生活安心課職員、沼津警察署の警察官及び静岡県交通安全協会の交通安全指
導員で行い、自転車通学者、通勤者、小中学生への指導を行いました。
　車道と歩道がフラットになっている区間では、小中学生や自転車が多くなる時間帯には歩道が混み
あい、自転車同士が接触しそうになるなど、危険な箇所が認められました。また、実際に右側走行を
する高校生がいたため、交通安全指導員が注意、指導を行いました。
　今後も、高校生の通学路となる道路での定期的な街頭指導を行うとともに、駿東地区の高校の生
徒指導教員が集まる会議での要請を行うなど、警察や学校と連携し、高校生の自転車事故をはじめ
とした交通事故の減少に向け、安全な自転車走行の周知徹底を行ってまいりますので、ご理解ご協
力をよろしくお願いいたします。

生活安心課

　　　　　令和３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2日 11月13日 あまねガード自転車
　あまねガードですが、毎日通りますが、最近自転車のマ
ナーが悪く、徒歩の者にぶつかりそうでひやひやしていま
す。
　降りて歩いてくれず、スピードも出していて危険を感じま
す。
　警察等の見回りや、もっとマナー周知をお願いいたしま
す。

　同ガードは県沼津土木事務所の管理となっているため、同事務所に、早速、本件に関する情報提
供をいたしました。
　また、沼津警察署に相談したところ、警察としては同ガードを定期的にパトロールし、違反する自転
車走行者の取り締まりをしているところであり、11月６日及び11月11日にも街頭指導を実施していた
だくことになりました。
　本市としましても、同ガードは交通安全における課題がある箇所と捉えており、９月18日に秋の全
国交通安全運動の一環として、同ガードで街頭指導を実施し、自転車走行者に対して注意喚起を行
いました。また、市生活安心課のFacebookに、本運動の実施記録及び自転車走行者への注意喚起
を掲載しております。
　今後も警察と連携し、同ガードの自転車走行者への注意喚起をしてまいりますので、ご理解ご協力
をよろしくお願いいたします。

生活安心課

　　　　令和２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

6月16日 6月26日 市内大諏訪の事故多発交差点の改善
　市内大諏訪、国道1号「県自入口」交差点から南下し、JR東海道線と東西
に並行する市道との交差点では、以前から乗用車の出合頭の事故が多発し
ています。
　最近は、近隣に「ららぽーと」が開業し、周辺地理に不案内な運転手が多く
なったことも一因かもしれません。
　現場は小中生の徒歩通学路でもあり、自転車通学の高校生のほか多くの
徒歩・自転車利用の通行量があります。
　国道1号から南向き車両の一時停止見落としが主な原因です。
　直進しても先には踏切は無く行き止まりですが、優先道路と思い込んでし
まうようです。
　先日6/13（土）は衝突のはずみで道路脇の畑に車2台が落ちました。
　幸い今まで、死亡事故まで至ってないようですが、通行中の歩行者があれ
ば間違いなく巻き込まれて大惨事になります。
　子供の死亡事故など、大きく報道されなければ改善されないのでは間に合
いません。
　以前、片浜駅近く、松長の旧東海道交差点で通学中の小学生が巻き込ま
れた死亡事故があり、交差点の通行区分など改良が実施されました。
　今回の場所については、未然防止・安全確保の観点での警察と連携した
道路行政をお願いします。

　沼津警察署に事故の発生状況を確認したところ、この交差点では、過去2年半の間に5件の人身事
故が発生しており、いずれも出会い頭の衝突事故でした。物損事故も含めると、件数の詳細は不明
ですが、度々交通事故が発生している箇所であるとのことでした。
　また、生活安心課及び道路管理課の職員が現地にて、交差点周辺の交通標識や安全対策の現状
を確認しつつ、事故が起きないよう改善できることについて協議を行いました。
　現状では、標識（一旦停止標識を2か所に設置）やカーブミラーの設置、自治会による注意喚起看
板の設置など、警察、市、自治会による対策がとられてはいるものの事故が発生していることから、
更に注意を喚起するような路面標示、カラー舗装などの対策を実施したいと考えております。
　合わせて、警察署に停止線が薄れていることを報告したところ、停止線を塗りなおす作業を行うと
いう回答をいただいております。
　さらに、この交差点の周辺では工場等が多く、また、昨秋開業した新たな商業施設もあることから、
大型車や地理に不案内なドライバーの通行も多いかと思います。今後実施する交通安全運動の際
には、交通ルールの遵守と交通マナーの実践に努め、思いやりの気持ちを持った運転をするよう呼
び掛けていきたいと考えております。
　なお、路面標示の改修等につきましては、他の施行箇所との兼ね合いもありますので、お時間をい
ただくことがあるかと思いますが、事故の未然防止・安全確保の方向で進めておりますので、ご理解
の程お願い申し上げます。

生活安心課

6月24日 7月14日 沼津駅南口バスロータリーおよび降車場
　降車場での椅子を占拠した宗教勧誘が目立ちます。
　バス停や降車場での宗教勧誘を制限していただきたいで
す。
　屋根がなく雨の日はとても待ちにくいので屋根を設置して
いただきたいです。
　以上、よろしくお願いいたします。

　沼津駅南口ロータリーでの宗教勧誘につきましては、道路上における勧誘活動となります。道路法
では道路上に看板などを設置する場合においては道路管理者による占用許可が必要となりますが、
チラシなどの配布につきましては、道路占用には該当しないものであり、道路管理者としてその活動
を制限することはできません。また、道路を使用してイベントなどを実施する場合は、道路交通法など
に基づき管轄警察署長の道路使用許可が必要となりますが、チラシなどを配布するだけの場合は必
要ないとの話を伺っておりますので、管轄警察署に確認していただきたいと思います。
バスターミナルの雨よけシェルターにつきましては、ご指摘の通り５番線から７番線、新たに設置した
９番線には設置されておらず、ご不便をお掛けして申し訳ありません。５番線の雨よけシェルターは
老朽化により倒壊の恐れがあったため平成30年度に撤去いたしました。６番線、７番線につきまして
は、ターミナル整備当初から周辺ビルの緊急避難路確保のため設置することができなかったもので
す。しかし、周辺施設の状況も変化しており、また、バス利用者の利便性向上のため、バス待ち環境
の改善が必要であると認識しており、整備には相応の時間を要しますが、環境改善に取り組んでま
いりますので、ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

まちづくり政策課

　　　　令和２年６月分「市民の声」
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