
　

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

3月15日 4月6日 市営香貫駐車場
3月11日に香陵アリーナで行われたバスケの試合を観戦しました。
アリーナこけら落としのゲームで楽しい気分でしたが、駐車場から約1時間出
庫できませんでした。
立体駐車場の1階部分、普段は市の職員が使用する駐車場に停めました。
帰りの混雑は予想していましたが、約1時間、車が動くことはありませんでし
た。
推測するに、2階から出庫した車ばかり流れて、1階や平面駐車場から出た
い車が合流できてなかったようです。
警備員は大勢いたようですが、うまく配置ができてなかったのではないでしょ
うか？
今後もバレーボールや相撲などイベントがあるので対応していただきたいで
す。
さすがに1ミリも動けないなんて、予想していません。
18時半～19時半くらいの出来事です。
せっかくの楽しい気分が、帰りの駐車場でひどい目にあうなんて、ガッカリし
ます。
香陵アリーナもできたし、沼津市制100周年を明るいものに！
よろしくお願いします。

　この度は出庫誘導の不手際により時間がかかってしまったこと、申し訳ありませんでした。
　3月11日の出庫につきましては、より多くの方に事前清算いただけることが出庫時間の短縮につな
がることが想定されたため、駐車場内や敷地出口での誘導に加え、事前清算の案内や補助を行う人
員を配置し対応を図っておりました。しかしながら、平面駐車場や立体駐車場１階部分を利用された
方が車へ向かう動線が想定通りとはならず、結果として事前清算の呼びかけが足りず、出口清算を
行う方が増え、出庫時間が長くなってしまいました。
　このため、引き続きBリーグの試合が行われた翌日、及びVリーグの試合が行われた３月18日・19
日は事前清算を案内する人員を増員したうえ配置を見直したところ、出庫時間が短縮されました。
　香陵アリーナでは、今後バレーボールや大相撲などの興行が予定されております。これら興行を訪
れた市民の方をがっかりさせないよう、改善をはかりながら運営を行っていきますので、香陵アリー
ナを引く続きご利用いただきますよう、よろしくお願いいたします。

資産活用課
ウィズスポーツ課

3月20日 4月6日 市営球場
いつも市営球場お借りさせていただきありがとうございま
す。
今日もネットを見てグランド予約しようと大岡管理事務所ま
で行ったのですが、グランド整備で使えないと言われまし
た。
前にも伝えたのですが、グランド整備するならネット表示を
使用不可にしてもらえないのですか？何度言えば出来るよ
うになるのですか？
引継ぎはできないのですか？
わざわざ時間使って遠くになった大岡まで行って使えな
いって失礼じゃないでしょうか？
いつになったらネット予約出来るようなるんですか？
このご時世ネット予約出来ないのは遅れてます。早急に
ネットで仮予約出来るようにしてください。

　この度は、市営野球場のご利用に際しまして、大岡管理事務所までせっかく足をお運びくださいま
したのに、ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございませんでした。
　本業務は、屋外スポーツ施設の利用受付を行う　ＮＰＯ法人　沼津市スポーツ協会にて行っており
ますが、今後、同じミスにより利用者の方へご迷惑をおかけすることが無いよう、毎週必ずダブル
チェックにより、グラウンド整備予定日とシステム上の施設カレンダーを突合して確認することで、再
発防止を図ります。
　また、市営野球場につきましては、今後、ネットにて仮予約を行うことができるよう、システム改修を
含めた検討を進めてまいります。
　引き続き、市営野球場のご利用をお願いいたします。

ウィズスポーツ課

          令和５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24日 3月6日 二小の校章
昨年の防災訓練で、第二小学校に集合して参加者とともに体育館の前で避難等についての説明を受けてい
たとき、ふと見上げて体育館の上の壁に取り付けられている大きなステンレス製の校章を見て目を疑った。
沼津市立第二小学校の校章のはずなのだが、致命的な誤りを発見してしまったのだ。半世紀以上前に卒業
した母校だが、生まれ育ったこの地に永く住み続けていることもあり、その意匠については明確に覚えてい
る。また小学生のころに担任の先生から校章についての説明も受けた記憶がある。中心に沼津の「沼」の文
字、それを丸で囲んでその外側に三枚の葉を配置し、全体の形はおおむね正三角形に近い。
二小の校章は基本的に一小のそれと同じだが、唯一決定的に異なる点がある。それは沼を囲む丸が一本
線（一重丸＝一小）か二本線（二重丸＝二小）かの違いである。これは一小と二小は元々ルーツが同じだっ
たからである。明治34年(1901年)4月、八幡町の沼津尋常高等小学校（現一小）から同地において沼津女子
尋常高等小学校が分離独立したことによる。その後の歩みはおおよそ以下のとおり。昭和3年(1928年)4月、
沼津尋高小は市立第一尋小、沼津女子尋高小は市立第二尋小と改称された。昭和5年(1930年)4月、第二
尋小が八幡町から本字三反深（現常盤町）の現在地に移転。昭和16年(1941年)4月、第二尋小は第二国民
学校に改称。昭和20年の終戦を経て、昭和22年(1947年)4月、学校教育法施行により国民学校は小学校に
改称。昭和40年(1965年)6月、二小プール完成。平成15年(2003年)3月、二小現体育館竣工。
体育館の大きな校章の沼の文字を囲む丸はなんと一重丸ではないか！何度も見て確かめた。どう見てもこ
れでは第一小学校の校章である。この校章の誤りは些細なことではない。決して看過できない。この地域に
今も住んでいる卒業生や教職員等、今まで関係者が誰一人として気付かなかったのは、私を含めて反省す
べきだと思う。体育館の校章は大きく目立つものであり、シンボルである。おそらく卒業アルバムや記念写真
等に永く記録されてきたことだろう。幼い児童たちは毎日のように目にするその校章に疑いを抱くことはない
だろう。最近は見ることがないが刺繍された校旗や、あるいは種々の配布物の印刷に二重丸の校章がある
はずである。気になる方は確かめていただきたい。
近年、二小は統合・廃校の危機にある。まさかとは思うが、20年も前からその校章は未来を予見していたとし
たら、考え過ぎだろうか。

追伸：　体育館の校章は速やかに改めていただきたい。他校の校章を取り付けたままにしておくのは、卒業
生としてとても不快だからである。これまでこの間違いに気づかなかったことに、関係者は反省すべきであ
る。また、校章の説明を児童達にもしっかり説明し、語り伝えていくようにしていただきたい。

　沼津市立第二小学校の体育館に取り付けた校章についてお答えいたします。
　第二小学校の校章は、中心に沼津の「沼」の文字を二つの丸で囲み、その外側に三枚の葉を配置
したデザインです。
　第二小学校体育館の壁に設置している校章は、二つの丸をステンレス製で立体的に造形したもの
ですが、二つの丸の部分については、内側の丸を外側よりも高く浮き上がらせ、段差をつけることに
よって二重丸を表現したものであります。
　また、校章の由来を児童へ伝えていくことは、学校への愛着や地域とのつながりを育むためにも大
切なことであると考えており、学校の歩みとともに校章の由来を児童に伝えていくための掲示物を児
童の目に日常的に触れる場所に設置するよう検討してまいります。
　なお、校章の二つの丸を隔てる段差については、見る角度や光の加減により隔たりが分かりづらい
ことがあるため、一つの丸と誤解を与えてしまう場合があることを考慮し、今後、外壁の補修など関
連する改修の機会があった場合などに併せて、それぞれの丸がより鮮明に見えるような改善を行う
ことを検討してまいります。

学校管理課

2月27日 4月3日 西部グラウンドについて
　子どものサッカーでよく利用させて頂いています。
　下記についてご検討頂けたら嬉しいです。
　①グラウンドに時計を設置してほしい。
　②サッカーのゴールネットを新しいものにしてほしい。
　③AEDの設置をしてほしい。

①時計の設置について
　西部市民運動場敷地内の建物壁面へ設置しました。

②サッカーのゴールネットについて
　屋外スポーツ施設に設置しているスポーツ用具は、物品の消耗状態を確認し、緊急性が高いもの
から優先して補修、更新等の対応を行っております。西部市民運動場のゴールネットについては、現
時点では新品に替える予定はございません。

③AEDについて
　AEDは精密機器という特性上、屋外スポーツ施設への設置は困難です。
　しかし、緊急時のために、当市ではＡＥＤの貸し出しが可能な事業所等にご協力いただき、「沼津市
AEDステーション」として登録しています。
　西部市民運動場の最寄りのＡＥＤステーションは「あしたかホーム」となりますので、緊急時にはこち
らに設置されているAEDをご利用ください。

ウィズスポーツ課

          令和５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

1月27日 2月10日 市立図書館の休館日等について
　４月１日土曜日は、市側が臨時職員との雇用契約を長期更新さ
せない為に「雇い止め」をすると聞いています。
　特に図書館の運営は、ほとんど臨時職員で成り立っていると言っ
ても過言ではありません。
　故に、４月１日は休館日となっているのが現状です。
　しかし、それは市側の都合であり、子供達の春休み中の学習の
機会をたとえ一日間でも遺失させるので問題です。
　また、市側の都合による「年末・年始」や「本の整頓日」等長すぎ
る休館日も問題です。
　今の組織体制では市側の都合が優先されてしまうので、解決案
として「労働能率向上」や「費用対効果」等の面から、図書館の運
営を「民間会社に委託する」等、改革実行して子どもたち（市民）の
都合を優先させる事を御検討頂きたく何卒宜しくお願い申し上げま
す。

　沼津市立図書館では、月に１度、「館内整理日」を設け、開館中ではできない「資料の確認」や「書
架整理」、「展示替え」、「機器の点検作業」等を行っております。
　この館内整理日は、毎月第１水曜日を基本としておりますが、祝日の場合等は翌週としたり、また
ご指摘の４月１日は、年度替わりの人事異動に伴う「打ち合わせ」や「新任研修」等を実施しており、
正規職員、会計年度任用職員（臨時職員）とも職員全員が出勤し、作業に当たっておりましたが、今
後、４月１日休館日の日程変更に向けて、検討してまいります。
　また、「特別整理」による長期の休館日につきましては、子どもたちの長期休暇と重ならない日程を
組んでおりますが、約60万点の蔵書を１冊ずつ、いわゆる棚卸の点検を行っているため、ある程度の
期間を要してしまいます。
　このような作業は、大切な資料を適切に管理し、利用者の皆様にご利用いただきやすくするために
も欠かせない作業ですので、ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願いいた
します。
　なお、この期間におきましては、資料の貸出期間を通常の２週間より延長してご利用いただけるよ
う、配慮しております。
　今後とも、アンケートの実施や、利用者の方から直接ご意見を伺う中で、幅広くニーズを把握し、図
書館運営につきましては、利便性や費用対効果を十分検討し、より利用しやすい図書館となるよう努
めてまいります。

図書館

          令和５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

12月19日 1月10日 公共施設での新型コロナウイルス感染予防対策
　市民体育館のトレーニングルームはマスク着用が必須だか、
守らない利用者が多数いる。以前からこの市民の声や施設の
意見箱に投書したが、結局なにも変わっていない。
　顎マスクや鼻だしマスクの方を退出させていただきたい。JR
では電車内で必ずアナウンスするが、体育館では何もしていな
い。それもそのはず、年配の男性職員は顎マスクで体育館内
を歩きまわっている。このようなモラルの低い人が現在も市中
で感染が続いている原因ではないでしょうか。
　まずは、受付で利用者全員にマスクを正しく着用するよう注
意する。館内放送でマスク着用を徹底させる。体育館内を巡回
して注意するをやっていただきたい。
　また、ルールを守らない人は退出させていただきたい。今の
体育館職員は結局何も出来ないので、感染防止に意識のある
他の部署の職員にやっていただきたい。
　他にもサンダル履きでトレーニングルームを利用する人を何
度もみた。これが他の利用者に対してもどれだけ危険なのか
わかるはず。体育館内にはスポーツ指導員のような方はいな
いのですか。

　日頃より市民体育館のトレーニングルームをご利用いただき、ありがとうございます。
　また、感染防止対策につきまして、貴重なご意見をありがとうございます。
　マスク着用につきましては、利用者の皆様に対し、受付窓口にてご協力をお願いしており、また、感
染防止のための正しいマスクの着用方法については、掲示物や職員による巡回にて周知を図ってい
るところですが、今後は館内放送による周知も行うようにいたします。
　また、職員自らも正しいマスク着用に努めるほか、感染防止対策の徹底を図ってまいります。
　利用上の注意事項についても、ケガ防止などの安全管理のため、巡回の際に注意喚起をしてまい
ります。
　館内には、市民の健康・体力づくりを担う専門職としての体育指導員が配置されておりますので、
お気づきの点などがありましたら、ぜひお声掛けください。
　今後も安心してご利用いただけるよう、国のガイドライン等に沿った運営を行ってまいります。
　引き続き市民体育館をご利用いただけますと幸いです。

ウィズスポーツ課

12月22日 2月1日 新体育館
　新体育館で気になることを列挙します。御多忙の折と察しますが御回答宜しくお
願いします。
一、フェンシングの優遇について
ホームページの資料、目を通させていただきました。利用料金、いいお値段です。
立派な施設と推測します。お値段は仕方ないものかと思いますが一つ気になった
のが多目的室はフェンシングで利用の場合は無料、これはおかしくないか。ただ
でさえフェンシングは色々優遇されていると聞く、何故利用料金まで免除なのか。
使わせてもらうのに、せめて利用料金位は平等に負担させてほしい。公平性を欠
く。不公平。
ニ、駐車場について
正直フェンシングはどうでも良いが、駐車場は大問題。先日の週末、文化センター
で催しがあったらしく大渋滞が起きていた。文化センターの催しだけであの有り様
なのに、体育館ができたらどうなるのか。文化センター大ホール1500席、小ホール
500席、新体育館1022席、イベントが重なったらどうするのか？駐車場650台とあり
ますが、全く足りないと思いますが？？文化センター駐車場（平面）とあります、呑
気に平面にしてる場合ではない。この際立体駐車場にすべきだし、周りの土地を
今からでも買収し、一台でも多く駐車場を整備すべき。あと有料も有り得ない。体
育館利用者は免除申請すれば一時間無料とあるが、申請を一々しなければなら
ないのか。しかも体育館利用者は一時間では出てこないと思うが何故一時間だ
け？想定が甘過ぎでは。利用者目線がない。
三、通称
立派な体育館になりそうですがコノハナアリーナ、さわやかアリーナのような通称
（愛称？）はないのですか？

　総合体育館の利用料金につきましては、できるだけ多くの市民が利用しやすく、現市民体育館など従前の施設
の利用料金と大きく変わらないよう極力低廉な利用料金としております。
　そのうえで、多目的室をフェンシングで利用する場合につきましては、指定管理者からの提案により利用料を無
料にすることとしておりましたが、協議の結果、公平性の観点から有料とすることといたしました。本件に関してし
ては今後、関係団体等を通じて周知に努めてまいります。

　駐車場の台数につきましては、公共交通網が発達し、周辺に民間運営による駐車場も数多くある立地特性を踏
まえ、また、周辺道路網への影響や出庫に要する時間などを総合的に判断し、日常的に支障が生じないよう設定
されたものとなります。
　ご心配いただいている大規模イベントの際は、市民文化センターの管理者とも協働し、代替駐車場への誘導な
ど対策を図ってまいります。
　また、駐車場の減免につきましては、施設の立地や様々な利用が想定されること、周辺駐車場の価格相場など
を踏まえ、受益者負担の公平性を確保するために設定したものとなり、その手続きは体育館の受付に備える減免
機に駐車券を通していただくことを予定しております。

　最後に愛称につきましては、現市民体育館が非常に多くの方に親しまれ、ご利用されてきたこと、また、総合体
育館の敷地についても香陵グラウンドとして多くの方に親しまれてきたことなどを踏まえ開館記念式典で発表させ
ていただく予定です。

総合体育館整備室

          令和４年12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14日 12月1日 市民体育館の物品譲渡
永く市民に親しまれた市民体育館が来年一月で閉館との
こと、新しい体育館を見てみたい反面、淋しさは秋の色で
す。
さて、市民体育館の物品ですが、市民向けの譲渡会など
の計画は如何がされているでしようか？オリンピックによる
国立競技場解体の際の物品譲渡で多くの物品が日本中に
広がり各地で使われておるのは記憶に新しいところ、不肖
は観客席をゲートボール場のベンチとして使いたい所存、
想い出の詰まった市民体育館の観客席を頂けるのを楽し
みにしておる次第です。広報沼津で発表と相成りますで
しょうか？

　市民体育館の閉館に伴う余剰物品については、市有財産として再利用することとしており、市内小
中学校や保育園を含む市部局及び沼津市スポーツ協会加盟の各競技団体へ譲渡を行う予定です。
　譲渡を受けた市部局、団体が物品を公共施設での利用やスポーツ競技での使用に有効活用する
ことで、広く市民の皆様へのサービス向上につながると考えております。
　また、物品の中には老朽化等により破損の恐れのあるものや、施設に据え付けられているものは
取り外しに工事が必要となるものがあり、市民の皆様へ譲渡することで、万一の事故やケガの原因と
なる可能性もあると考えております。
　そのため、ご希望に添えず申し訳ございませんが、市民体育館の物品について、市民の皆様への
譲渡は予定しておりません。
　市民体育館を長くご愛顧いただき誠にありがとうございます。
　今後も市内でのスポーツを楽しんでいただければ幸いです。

ウィズスポーツ課

11月15日 12月1日 沼津市立図書館について
沼津市立図書館の学習スペースを利用させていただいて
いる中学生です。
図書館の休館日が月曜日ではなく、火・水・金のどれかに
していただきたいです。
私の通っている中学校は、月曜日は部活なしの５時間授業
で帰りが早いので、図書館の学習スペースを利用したいで
す。ちなみに、木曜は、部活なしの６時間で他の平日は部
活ありの６時間です。
小学校も、月曜日の帰りが１番早く、次に木曜日の帰りが
早くて、他は同じです。
学習スペースを、帰りの早い月曜日にも利用したいです。
検討お願いいたします。

　沼津市立図書館は、市民の皆さまが利用しやすい土・日の休日や祝日も開館し、学習室のほか、
本の貸出・閲覧、イベントの開催など様々な形で多くの皆さまにご利用いただいています。
　そのため、職員の健康管理に配慮して、休日明けの月曜日を休館日としています。
　
　また、県内の図書館でも概ね月曜日を休館日としており、各図書館同士で相互に図書資料の貸借
をするなど、連携を取って運用しています。

　このような理由から、現状では月曜日を休館日としていることについて、ご理解いただけますようお
願いいたします。

図書館

          令和４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

10月13日 10月26日 原駅駐輪場について
駐輪場に自転車を置いているが、ほぼ毎日移動されてい
る。自転車を整理する方がいらっしゃいますが置いた場所
が分からなくなるので止めて頂きたい。探す手間と時間が
かかり面倒です。
移動させる理由を明確にして頂き、移動する際のキズ・故
障等発生時の費用請求先を駐輪場に明記して頂きたい。
鍵やフレーム・スポークが損傷したらどこに請求でしょう
か。
そもそもなぜ移動させる必要があるのか、その辺りも明記く
ださい。

　ご指摘のありました原駅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も踏まえ、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・駐輪場内
の整理方法についても指導してまいりました。
　原駅自転車等駐車場につきましては、駅に隣接しているという立地から、利用率が高い日では８割
を超える日もございます。このようなことから、管理人はできるだけ多くの市民の使用に支障がないよ
う、駐輪場の管理を実施しております。
　今回ご指摘いただきました件につきましては、他の方からも同様の意見を伺っており、沼津市シル
バー人材センターを通じてご意見をお伝えし、駐輪場内の管理方法を改善するよう改めて指導いた
しました。
　また、現在行っている原駅前広場の整備と併せた駐輪場環境の改善にも努めてまいりますので、
ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

まちづくり政策課

10月27日 11月22日 市立病院の受付について
以前にも意見させていただきましたが、改善されてないの
で再度送らせていただきます。
受付の方が患者さんを呼ぶ際マイク等の使用を是非お願
いします。あの広い受付ロビーで普通に呼ばれてもほぼ聞
こえません。高齢者なら尚更です。ましてや今はアクリル板
も設置されているので聞こえは無に等しいです。他の総合
病院ではマイク等を使用しているのでしっかり聞こえます。
市立病院では何故使用しないのか、使用できない理由が
あるのでしょうか？是非早急に改善をお願いします。

　重ねてのご意見でお手数をお掛けし大変申し訳ありません。
　当院の受付におきましては、基本的に整理番号を正面大型モニターで表示し、患者様にご対応い
ただいており、マイクの使用は詳細を確認する等特別な状況に限り、お呼び出しさせていただいてい
るところです。
　また、当院ではどのような方に対しましてもご不便をおかけすることのないよう日頃からよりよい接
遇と適切な設備配置など改善を重ねており、前回２年前に貴方様からご意見を伺った際におきまし
ても、マイクの適切な使用方法、使用時のスピーカーの音量や位置の調整などについて確認し、そ
の後の対応としてまいりました。
　この度、改めてのご指摘を受け、モニターやスピーカー、受付職員の対応等についてご不便をお掛
けすることのないよう調整しましたのでご理解ください。
　今後ともお気づきの点についてご意見をいただけましたら幸いと存じておりますので、よろしくお願
いいたします。

医事課

          令和４年10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

9月7日 9月27日 図書館の植木の件について
沼津市立図書館の石の前に植木がおおっていて、１ｍまで
近くにいかないと図書館の標示がわかりません。
図書館及び市の職員さんに申し上げても改善がありませ
ん。
たとえば道路上で赤信号の時、植木がなければ市外、県
外のの人にもここが図書館なのかと分かります。
もう一つ、親子が歩いて表示の前を通り、子供が「あの字
なんて読むの」とか、10000分の1組くらいの親子でそんな
話が出たらいい事だと思います。

図書館をもっと開放しましょう。
表示石を植木を切ってハッキリと。

　日頃より図書館をご利用いただきまして重ねて感謝いたします。

　市立図書館の正面玄関前には、低木のツツジを中心に、高木や中木の樹木を配置して、市民の皆
さまに親しみやすい空間を演出しております。
　ご指摘いただきました「沼津市立図書館」の石の表示は、ツツジの植込みの中に配置しており、そ
の樹木管理につきましては、年に１回、花が終わった後に次の年にも花の見ごろが望めるよう丁寧
に剪定を行っております。
　この季節のツツジの刈込みは、翌年の開花に影響があることから剪定を控えておりますが、次回の
刈込に際しては、石の表示にも配慮した剪定を行い、適正に管理してまいります。
　また、併せて図書館建物の表示や周知につきましても、誰もが気づきやすいように、掲示板等の案
内を工夫するととともに、ホームページ等で場所の周知に努めてまいります。

図書館

9月20日 10月5日 西浦のキャンプ場「市民の森」
家族で毎年１～３回利用させていただいております。とても
いい場所でお気に入りなのですが、子供達がトイレをこわ
がっております。ただでさえ和式のトイレが苦手なのです
が、入口が常事開放されているため虫が大量に入っており
困っています。他の施設のトイレで見たことあるのですが、
出入口にも扉をつけていただき、便座を洋式に変えていた
だけたら子供たちの不安もなくなりもっと笑顔で楽しく過ご
せます。わがままを申し上げて恐縮ですが、どうかご検討
宜しく御願い致します。

　日頃より市民の森をご利用頂き誠にありがとうございます。
　トイレ入口への扉の設置につきましては、一般的な屋外公共トイレにおける指針に従い、防犯上の
観点から、現時点では、設置の予定はございません。
　また、トイレの洋式化につきましては、これまでも利用者の利便性向上のため、検討を行ってまいり
ましたが、山間部の施設のため、大雨時などに雨水や泥により床などが汚れやすくなっており、施設
の維持管理の面から和式トイレのままとしておりますが、トイレの清掃作業を強化し、利用者の皆様
に気持ちよく使用していただけるよう環境改善に努めてまいります。
　市民の森につきましては、民間や有料による公共施設などの設備の充実したキャンプ場とは異な
り、多くの方に気軽に施設利用いただけるよう無料で開放している施設となっており、「自然と人間と
の調和」をテーマに、貴重な自然環境の保全を図り、豊かな自然と触れ合い、そこで楽しむ中で自然
の大切さを体感できる野外活動の場を提供したいと考えておりますので、ご理解とご協力をお願いし
ます。

緑地公園課

          令和４年９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

8月1日 8月19日 沼津駅南口第１駐輪場での原付きバイク駐輪
沼津駅南口第1駐輪場には原動機付き自転車の駐車場が
ありますが、現場には「50cc以下の原付きのみ利用可能」
と張り紙がしてあります。
おそらく「大型のオートバイの駐車は遠慮して欲しい」との
考えからこのような張り紙がしてあるのだと思います。
私の使用しているホンダ・スーパーカブは90ccモデルです
が、本日こちらの駐車場を利用させていただいたところ、市
の職員による「駐車違反」的な紙のタグがとりつけられてお
りました。
第二種原動機付き自転車ではありますが車体のサイズは
50ccモデルと全く同一寸法であり、エンジンの排気量のみ
90ccとなっています(ナンバーは黄色)。よってこの駐車場に
駐車したとしても他者に迷惑をかけるとは思いません。
もう少し柔軟かつ緩やかな使用条件に変更していただける
ようお願い致します。

　市営駐輪場の管理につきましては、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業務を委託しております。管理人に対しましては毎年研修を実施し、利用
者の方々に対する適切な対応・駐輪場内の整理方法について指導しているところです。
　南口第１自転車等駐車場につきましては、駐車スペースを安全で円滑に利用することができるよ
う、沼津市自転車駐車場条例において駐車対象車両を道路交通法にて定義されている総排気量
50cc以下の「原動機付自転車」としております。これは、小型車両に限定することでより多くの市民の
皆様にご利用いただけるよう規定しているものです。
　お客様が使用している車両サイズは50ccの原動機付自転車と同一寸法ということですが、総排気
量が90ccであることから、道路交通法では「自動二輪車」の扱いとなります。自動二輪車は原動機付
自転車に対し、車体サイズが一回り大きくなる場合があることから、ご利用を制限させていただいて
おります。
　当駐輪場は沼津駅に近く立体施設であることから雨がしのげるため、原動機付自転車の利用率が
高く、ピークの時間帯では駐車可能台数52台を上回り60台以上が駐車する状況となっており、自動
二輪車以上の車両を駐車させるスペースを確保することができません。また、特定の車両のみ利用
可能とすることは、公平性や利用周知及び管理の観点からも難しいと考えております。
　お手数をお掛けしますが、自動二輪車が駐車可能な添地自転車等駐車場、沼津駅北口第１自転
車等駐車場をご利用いただきますよう、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

まちづくり政策課

8月15日 9月1日 沼津市内のプールについて
先日市内のプールが閉鎖され、その他も含め沼津市内の
プールは全て閉鎖されました。
ゴミ処理場の余熱利用の市民プールが新たに建設予定と
の事ですが、余熱の利用であればそこがプールでなく教
育、発電などの別施設へと変換できないでしょうか。
また、プールに関しては利用者のことを考え国道一号、246
バイパス、高速道路、などの幹線道路が多い地の利を活
かした施設建設や、利用者の交通の便を考えた市営屋外
プール施設建設をしてはいかがでしょうか。
沼津の発展にも一役買ってくれることと思います。

　現在本市では、ごみ焼却時の余熱を利用した屋内温水プールを整備する予定です。併せて、新ごみ焼却施設
では、余熱を利用した発電を行う計画としております。また、新ごみ焼却施設は、市民に開かれた施設を目指し、
環境学習のための情報展示を行うとともに、市民活動の場としての多目的スペースを設置する計画で、整備を進
めております。
　ご提案のありました新屋内温水プールについてですが、建設地を変更し、幹線道路沿いに建設することにより、
市民の利便性の向上や市外からの観光流入等がメリットとして挙げられる一方で、建設用地の取得や温水の発
生等のほか、建設・運営費用の増加が懸念されるなどのデメリットも想定されます。
　そのため、本市にて令和３年３月に策定した「沼津市新屋内温水プール基本構想」では、新ごみ焼却施設の余
熱を利用し、幅広い年齢層の市民が、年間を通して、体力づくりや水に親しめる環境を提供することを目的とし
て、新ごみ焼却施設隣地に屋外プールではなく屋内温水プールを整備するものとしております。
　なお、新屋内温水プールに備える機能につきましては、ライフスタイルや社会情勢の変化などを踏まえ、市民の
皆様のご意見をうかがいながら検討してまいりたいと考えております。

ウィズスポーツ課

          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

8月26日 9月7日 図書館の駐車料金について
　月２回程度ですが、市立図書館を利用しています。平日
は未就学児がいると割引制度があるようですが、土日祝は
適用外とのことでした。
　子供が本を選ぶには30分では足りません。DVDも借りに
３階にも行くし。
　「１時間は無料」のサービスに変更してもらえると嬉しいで
す。
　←沼津市民限定とか、こども受給者証提示した場合のみ
など

　日頃より、沼津市立図書館をご利用いただきありがとうございます。
　当館駐車場は、無料時間を30分、未就学児をお連れの方には土曜日、日曜日、祝日及び夏休み
期間を除き、最大で２時間無料といたしております。
　土曜日、日曜日、祝日及び夏休み期間は１日800名から1,000名を超える多くの方に図書館をご利
用いただいており、60台という限られた駐車スペースを効率よく皆さまにご利用いただくため、現状に
おいて、無料取扱の対象を直ちに拡大することは難しいと考えております。
　しかしながら、子どもの読書活動の推進を図ることは重要であると考えておりますので、ご提案につ
きましては今後の駐車場の利用状況等の推移を見ながら検討してまいります。
　なお、各地区センター図書室では、インターネットで予約した本を受け取るサービスも実施しており
ますので、是非ご活用ください。

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

7月4日 7月15日 駐輪場
１）電車通学している沼津西高校の生徒は、沼津駅南口の
イーラデ裏の駐輪場に駐輪するように指導されています。
その駐輪場に屋根が無い為、雨天時、カッパを着用する
際、濡れてしまいます。他の市民も、屋根の無い駐輪場で
は不便ですので、ぜひ御検討願います。

２）沼津駅周辺のバイクの駐輪場が少なすぎます。又、沼
津駅南口の駐輪場は、原付バイクしか使用できず、50cc以
上のバイクは、沼津駅北口のバイク駐輪場しかありませ
ん。よって、１）と同様に、屋根付きのバイク専用駐輪場の
増設を、ぜひ御検討願います。

　ご指摘いただきました添地自転車等駐車場につきましては、沼津駅周辺総合整備事業の対象地と
なっており、暫定的に駐輪場として使用していることから、屋根の設置はいたしておりません。このた
め、雨天時にはご不便をおかけしておりますが、屋根付きの駐輪場をご希望の場合は、沼津駅の北
口では北口第２自転車等駐車場、南口では駅東側の南口第１・第２自転車駐輪場をご利用ください。
　バイクの駐車場につきましては、沼津駅の北口では北口第１・第２自転車等駐車場、南口では添地
自転車等駐車場・南口第１自転車等駐車場に合計281台分整備しております。このうち、南口におい
ては添地自転車等駐車場において50cc以上のバイクが駐車可能となっております。
　令和４年度における沼津駅周辺のバイク駐車場のピーク時の利用台数は238台と把握しており、空
きスペースが十分あることから、駐車場を拡充する予定はございません。また、屋根の設置につきま
しても、上記同様の理由により今のところ予定しておりません。
　自転車等駐車場につきましては、無料で市民の皆様が利用できるよう管理・運営を行っております
が、今後、沼津駅が高架された際には高架下への配置を検討し、より快適に駐輪場が利用できるよ
う検討してまいりますので、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

まちづくり政策課

7月7日 8月5日 市役所の車イス用駐車場について
市役所裏にある駐車場が歩ける人（心のない者）が止めて
いる為に車イス利用者が利用できない！！
富士のイオンモールのようにバーを用いて車イス利用者以
外は利用できない様にしてもらいたい。
市役所で配っているたて長のへんな札も期限を守り回収し
てほしい。
沼津市民もマナーを守れる人が少なすぎる。
車イス駐車場の利用方法を大々的にアピールして、だれで
も理解できるように！！

　駐車場利用に関し、不快な思いをさせてしまい、申し訳ありませんでした。
　ゆずりあい駐車場は、車イス利用者等移動が困難な方が来庁された際、優先駐車できるよう設け
られたスペースであり、一般の方につきましては、国道414号対面の市営香貫駐車場をご利用いただ
くこととしております。
　しかしながら混雑時、一般の方の駐車により本来優先利用されるべき方が駐車できない状況もあ
り、その場合には、代替場所として、庁舎正面玄関前広場をご利用いただけるようにしております。
　現在、ゆずりあい駐車場内及び入口の計２箇所に、駐車場の適正利用を促す看板を設置するとと
もに、加えて駐車場内には正面玄関前広場の利用に関する表示を行い、利用者のマナーの向上と
利用環境の確保に努めているところですが、今回、新たに駐車場入口にも、庁舎正面玄関前広場の
利用を周知する看板を設置し、円滑な駐車場運営に努めてまいりたいと考えておりますので、ご理
解・ご協力を賜りますようお願いします。
　なお、静岡県ゆずりあい駐車場制度の『利用証』につきましては、利用期限のある妊産婦の方に交
付する際、期限についてご説明するとともに、『利用証』に有効期限を記載し、速やかに返却いただ
いております。

資産活用課

          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 大岡市民窓口事務所（大岡地区センター）の喫煙位置に
ついて
利用者出入口の直近に在り、副流煙、臭いが濃く漂い、非
常に不快だ。公共及び公共性の高い施設、敷地内が軒並
み全面禁煙を掲げ始めている中で、非常に前時代的感覚
による位置決定であり、怒りと共に、嘲笑と悲嘆も感じてい
る。非喫煙者への配慮が足らない現状を、是非とも改めて
頂きたい。

　この度は、大岡市民窓口事務所（大岡地区センター）の喫煙場所について、不快な思いを抱かせて
しまい、誠に申し訳ございませんでした。
　大岡市民窓口事務所は、地域コミュニティ施設である大岡地区センターと併設であり、同地区セン
ターは、指定管理者である大岡コミュニティ推進委員会が管理・運営を行っております。
　健康増進法では、地方公共団体の行政機関の庁舎において、喫煙する場所が受動喫煙を防止す
るために必要な措置がとられた場所に限られており、大岡地区センターではそのような喫煙場所の
設置ができないため、同地区センターの指定管理者である大岡コミュニティ推進委員会に対し、6月
13日に灰皿を撤去するよう指示し、6月15日に現地において撤去されていることを確認いたしました。
　今後も、大岡コミュニティ推進委員会と連携し、地域住民の皆様に快適にご利用いただけるよう、同
地区センターの適切な管理・運営を徹底してまいります。

地域自治課

6月15日 7月20日 沼津市御用邸の改善依頼
昨日、テレビで沼津御用邸のアジサイの報道があり、どん
なものかと楽しみに行きました。数十年ぶりの訪問で、期
待していたのですが、行ってみて、あまりに乱雑な状態に
がっかりして帰ってきました。
梅の木は枯れたまま、竹垣は壊れたまま、松は枯れ放題、
歴史民俗資料館は、不要な事務用品やら道具が放置され
てまま。どういうことでしょうか？元御用邸で、天皇家がご
利用なさっていた施設とは程遠い状態です。現在は、国か
ら市へと払下げされていると聞きましたが、もし沼津市が管
理しているならば、改善していただきたいです。民間委託し
ているのであれば、改善するようにしていただきたいです。
一度、園内をご覧になってみてはいかがでしょうか。情けな
い管理状態です。これでは、他県や他市町の方に、来てい
ただきたいとは言えないと思います。

この度は沼津御用邸記念公園及び歴史民俗資料館にご来場いただくとともに、貴重なご意見をいただき、ありがとうございまし
た。

まず、歴史民俗資料館の玄関前の道具類につきましては、小学生向けの体験学習にて使用する挽き臼や火打ち金等の道具類
を、来場者の皆様にもご覧いただけるように展示していたものですが、今回のご指摘を受け、あらためて現地確認を行い、整理整
頓を行いました。
梅の木については、当地特有の強い潮風や砂地であることによる乾燥のため、梅が育ちにくい環境でありますが、防風フェンスの
設置や職員が水撒きするなど、梅の保全に努力しております。また、技術が必要な梅の剪定および施肥については、専門業者に
委託し適切な管理をしております。残念ながら枯損してしまったものについては、今年度計上済みの予算により、速やかに伐採除
却を行い、景観に配慮することとします。
園内外の通路縁端部などに設置している竹垣については、予算の範囲内にて段階的に補修を進めてきましたが、今後は景観改
善と適正管理が行えるよう、老朽化による破損状況を踏まえ、順次、必要に応じて景観を損なわないシンプルな構造のものに変
更してまいります。
松林については、平成28年10月に「旧御用邸苑地」として名勝に指定されたことを受け、令和２年から松の育成・景観改善を目的
に過密木や枯損木を年間200本程度、除間伐しております。伐採や清掃により生じる枝葉は、廃棄処分前に一時的に公園内に置
く必要がありますが、なるべく外観を損なわないように工夫に努めてまいります。
旧沼津御用邸苑地内の整備や管理については、皇室の文化、植生や庭園、景観デザインなどの専門家などで構成する整備委員
会に諮り決定しているところですが、指定管理者による清掃の頻度を増やすなど適正な公園管理に努めて参ります。
皇室ゆかりの本公園は、本市にとって大変貴重な伝統文化資源・財産であると考えており、本公園を多くの方々にご来園いただけ
るよう精一杯努力してまいりますので、ご理解くださいますようお願い申し上げます。

緑地公園課
文化振興課

          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

6月17日 6月28日 原駅前駐輪場について
原駅前の駐輪場の整理をされている高齢の方々がいます
が、整理するのはとてもいいことだと思います。が、それほ
どスペースが無いわけでもないのに無理やり詰めたりする
のはどうかと思います。移動時にドミノ倒し状態の時を何度
かみましたし、無理に詰めて隣や前の自転車と接触しへこ
みなどもできました。無理な移動は止めてほしいです。

　ご指摘のありました原駅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・駐輪場内の整理方法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てご意見をお伝えし、駐輪場内の整理
方法を改善するよう改めて指導いたしました。

　なお、原駅自転車等駐車場につきましては、駅に隣接しているという立地から、利用率が高い日では８割を超える日もございま
す。このような点から、原駅の駐輪場管理人はできるだけ多くの市民の方が利用できるよう駐輪場内の環境整備に努めていること
にも、ご理解いただければと思います。

　また、駅から遠い位置になってしまいますが、ラックのない駐輪スペースがございます。この場所はラックのある箇所と比較し、混
雑が少ないことから、こちらのご利用もご検討いただければと思います。
　
　今後も管理人研修等において適切な駐輪場内の整理方法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

6月22日 6月30日 図書館駐車場の減免について
図書館駐車場の減免対象拡大
子供に本を探すのに時間がかかる。DVDも借りるとさらに。
小学生以下の家族は１H駐車場無料とかにしてほしい。
そうすると子供の利用がもっと増えるのでは？

　日頃より、沼津市立図書館をご利用いただきありがとうございます。
　当館駐車場は、限られた駐車スペースを効率よく皆さまにご利用いただくために、無料時間を30分といたしてお
ります。
　
　無料時間を１時間に延長した場合、図書館利用以外の目的で利用することが想定され、図書館をご利用される
方の駐車に支障をきたす恐れがありますので、現状では無料時間の延長は考えておりません。
　
　なお、未就学児をお連れの方には土曜日、日曜日、祝日及び夏休み期間を除き、最大で２時間無料といたして
おります。

　なお、図書館資料につきましては、市立図書館ホームページから本を探す・予約をするサービスや、予約した本
を各地区センター図書室で受取・返却が出来るサービスもありますので、併せてご活用ください。
　また、「ぬまづ電子図書館」ではインターネット上で電子書籍を借りて読むことができますので、こちらも是非ご活
用くださいますようお願いいたします。

図書館

12



　

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

5月11日 5月24日 沼津市民体育館の職員の方の対応について
まず始めに沼津市民体育館の職員の方々、いつも対応して頂きあ
りがとうございます。

体育館の利用をよくさせて頂いているのですが、とある職員の方に
不快な対応をされます。
具体的に申し上げますと、こちらから挨拶をしているのに無視をす
る・卓球の貸出カードを投げるように渡す・とても嫌そうな顔で無言
で対応・高圧的な態度を取る等。
過去の市民の声を拝見させて頂きましたが、過去にも同じような内
容の指摘が入っておりました。
他の利用者の方々にも確認した所、上記のような不快な対応をさ
れているとの事でした。
私自身争い事は好まないので、出来ればお互いに良好に気持ち
良く体育館の利用をさせて頂ければと思います。

出来れば挨拶は返して頂きたいです、心が折れます。

　この度は、沼津市民体育館の受付係の職員の対応につきまして、ご不快な思いをおかけしましたこ
と、深くお詫び申し上げます。
　これまでも接遇マナーについてのご指摘をいただく度に、体育施設の受付・管理等の業務を行って
いるＮＰＯ法人沼津市スポーツ協会の職員と市において話し合い、改善に努めてきておりますが、特
に挨拶については接遇の基本ですので、指導を徹底するとともに、今後も引き続き研修等を通して、
職員の資質向上を図ってまいります。
　今後とも、沼津市のスポーツ行政にご協力くださいますよう、よろしくお願いいたします。

ウィズスポーツ課

          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

3月7日 3月11日 沼津市保健センターにある猫の餌や水の器
2021年後半に、検診で子供が間違えて駐車場内にあった猫の餌の器や、水
の器を触ってしまい、市役所に検診を受ける子供達のアレルギーも懸念され
るので、敷地内に置くのはやめて欲しいと申し伝えました。
しかし、次にまた来たところ、また器が置いてあり、2022年１月に報告。
センターで動物を飼っているわけではないので、場所変えますとお言葉を頂
き、２月にも置いてあったのでどうなってるかを問いただしたら、ボランティア
団体が置いてるとのこと。
動物はアレルギーもあるので、わざわざ子供の検診の敷地内に置くのはどう
か？と、話し、受けた側も了承して場所を変えるように話しますと言ってくれ
た。
そして、今日。あちこち施設の敷地内に餌の器や水の器が並べられ『触らな
いでね』のシールまではってある。車の後ろにも、やっぱり置いてある。
市役所はきちんとその団体に伝えてるのでしょうか？
でなければ、団体さんは何も知らずにしていることになります。
保険センターには、3歳未満の子も多いです。子供の検診をするのに、野良
猫集めるような行為はやめて欲しい。場所を変えて欲しいです。
画像添付を問い合わせメールより送ります。
ご確認くださいますよう、宜しくお願い致します。

　日頃から本市保健行政につきまして、ご理解ご協力を賜り誠にありがとうございます。
　ご意見のありました猫の餌や水の器ですが、地域猫の活動をされているボランティア団体から相談があり、同活
動の趣旨を鑑み、公共施設である保健センターにおいてできる範囲で協力をしているところです。

　地域猫活動とは、不妊去勢手術や給餌、フンの片づけを通じて飼い主のいない猫を管理することで、無責任な
餌やりによる猫の増殖を防ぎ、将来的にその頭数を減少させる効果があるという取組みです。

　しかしながら、以前にいただいたご意見のとおり、本施設は乳幼児の健診等を行っておりますので、一般の方が
利用される駐車場に猫の餌や水の器を置くことは不適切であると考え、ボランティア団体に対して一般の方が利
用しない公用車駐車場に限定するよう申し入れ、理解を得ました。
　今回ご提示されました５枚の写真のうち１枚は、一般駐車場東側出入口でしたので、ボランティア団体に対しま
して、再度、撤去の申し入れを行います。
　なお、残りの４枚の写真は公用車駐車場であり、こちらは職員以外が利用することはありませんので、御理解い
ただきたくお願い申し上げます。

健康づくり課

3月29日 4月5日 保健センターについて
体育館は現在、文化センターのところに新しく建てています
が、保健センターの建替えは予定なしでしょうか？
子供の検診で行くたびに古い施設だなぁと思います。耐震
は大丈夫ですか？
小さな子供の検診をする場所なので、できたら駐車場が屋
根付きだと雨の時、助かりますが。

　日頃から本市保健行政につきまして、ご理解ご協力を賜り誠にありがとうございます。
　保健センターの建物につきましては、1985年に建築された新耐震基準の建物となり、沼津市耐震改修促進計画
において耐震性能が良い建物（ランクⅠｂ）と診断されておりますのでご安心ください。
　計画的に建物及び設備のメンテナンスを行っており、本年度は１階及び２階の空調設備改修工事及び受変電設
備改修工事を予定し、訪れる市民の皆様にご不便をおかけしないよう心掛けております。
　現在、駐車場に屋根を設置する計画はありませんが、小さいお子さまや妊産婦の方が利用される際には駐車場
の案内係を設けており、また、ご連絡いただければ荒天時等には職員がご案内等対応するよう配慮いたしますの
で、ご理解くださいますようお願い申し上げます。
　今回いただいたご意見を参考にしまして、利用者の皆様がより気持ちよくご利用できるよう、引き続き施設の維
持管理に努めてまいります。

健康づくり課

          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8日 2月17日 市民体育館　他全２件
沼津市がこれだけコロナ感染者が続出し、減らない中、な
ぜ沼津市だけ市民体育館を開放しているのでしょうか。
近隣の市町村は閉鎖しています。

また、以前から疑問でしたが、
近隣の市町村の体育館は、住民しか使用できないのに、
なぜ沼津市だけ沼津市民以外も利用できるようにしている
のでしょうか。
スポーツ好きな知人から沼津市だけ他の市町村民を受け
入れているから利用するのも困難だと聞きました。

　日頃から、市民体育館をご利用いただきまして、ありがとうございます。
　市民体育館の利用に際しては、不織布マスク着用や基本的な感染防止対策の徹底をお願いして
いるところです。対策の中には、体調がよくない場合、身近な人に感染が疑われる方かいる場合は
利用を見合わせることとなっております。また、まん延防止等重点措置が適用されてからの利用状況
について、市外の利用者が特に増えているということはありません。
　自粛による健康二次被害を防ぐためにも、感染防止対策を徹底し、ご利用ください。

ウィズスポーツ課

          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

12月2日 12月14日 保健センターで駐車場の案内をする方
子供の健診で保健センターを利用しました。
駐車場で案内をする方が2人居られましたが、お一人の方の対応でとても不
快になりました。
入り口横の駐車スペースに植込みに車の頭を向けて停めた(前向き駐車し
た)ところ、反対向き(後ろ向き)で停め直すよう言われました。
同じ区画に停まっていた他の車は後ろ向きで停めていましたが、向きの指定
をした看板が無かったので「どこかに書いてありますか？」と聞いたら、「書い
てなくても決まっている」という返事でした。
2・3度聞きましたが最後には「日本語わかってる？」と言われました。
こちらも腹は立ちますので、別の『前向き駐車』と書いてある区画に停め直し
ました。
健診の後センター職員さんに確認したところ、「植込みやご近所のことを考え
て基本的には前向き駐車です」という内容のお返事を頂きました。
駐車場の案内をする方はセンター職員さんではなく委託の方だと思います
が、下記の点を注意または改善して頂くことを希望します。
・間違った指示に従わせようとすること
・移動しようとする車に近づいてくること
・植込みの花壇に寄りかかっていて不真面目に見えたこと
・指示に従わないのは日本語が分からないからか、と侮辱したこと
・子か孫のような年代、自分より若い女だからと上から見るような物言いに感
じたこと

　日頃から本市保健行政につきまして、ご理解ご協力を賜り誠にありがとうございます。
　この度はお子様の健診に来所された際に、駐車場整理にてご迷惑をお掛けいたしまして誠に申し
訳ございませんでした。
　駐車場整理を委託しておりますシルバー人材センターに対して、今回の指摘されている内容につい
て申し入れを行いまして、間違った指示をしないことや走行中の車に近づかないこと、また、会員の
接遇について改善するよう要求いたしました。シルバー人材センターからは、お詫びの言葉と会員研
修などにより接遇等の教育及び指導を一層徹底するとの回答をいただいております。
　当課といたしましても、来所される方に不快に思われないよう、駐車場業務に係る仕事内容を見直
すなど配慮を行ってまいりますので、ご理解くださいますようよろしくお願い申し上げます。

健康づくり課

12月13日 12月24日 市営愛鷹テニスコート運用
2点疑問があります。
１．窓口開始時間9:00に変更されています。
コート使用は9:00なので、窓口が9:00であると、コートを9:00
から使用できない。以前は8:00であった。
２．91日前予約
窓口でのみ予約可能ですが、大会が既に優先予約されて
います。大会があるときは、12面中10面が予約され、一般
で使用できるコートが2面しか残っていない。そのため、7時
前から窓口開所まで待つことになる。学生の公式戦は止む
を得ないが、一般の大会であれば、10面でなく7面を上限に
してほしい。

　日頃から愛鷹運動公園テニスコートをご利用いただきありがとうございます。
　いただきましたご意見について、下記のとおり回答いたします。

１．窓口開始時間について
　愛鷹運動公園テニスコートの指定管理者に確認したところ、９時からの利用が開始される日につい
ては、職員が遅くとも８時過ぎには出勤し、窓口対応しているとの回答を得ておりますが、今回のご
意見をお伝えし、予約された方が予約された時間にテニスコートをスムーズに利用ができるように再
度対応の徹底を指示しました。
２．テニスコートの予約について
　これまでも大会主催者には、必要最小限のコート数の予約に協力いただくなどお願いしておりま
す。今後も、出来る限り市民の方々の利用に支障がないよう、指定管理者と連携し利用環境の向上
に取り組んでまいります。
　ただ、大会の規模等により、10面の使用が必要な場合もございますので、ご理解を賜りますようお
願いいたします。

緑地公園課

          令和３年12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

12月21日 12月28日 体育館の危機管理体制
体育館の女子トイレに不審者が出たそうですね。
貼紙では見回りや来館者への声掛けを強化しますと書いてありま
すが、受付の職員は相変わらず下を向いたままで、声を掛けられ
たことはありませんが？
この前もアヤシイ男の人が検温もせずスーッと中に入っていきまし
たよ？
受付係の職員はもちろんそれに気づいていませんでした。
直します指導しますなんて口では言いますが、何も変わらないでは
ないですか。
どういう教育をしているんですか？
口だけで実際は何もしていないのではないですか？
喉元過ぎれば熱さ忘れて、アアヨカッタで終わらせてるんでしょう
ね。
本当にレベルの低い市の対応には心底がっかり。怒りを通りこして
虚しさすらある。
市長、本気で改善してください！！！

　この度は、市民体育館受付職員の対応についてご指摘いただき、ありがとうございます。
　施設の管理業務を受託しているNPO法人沼津市スポーツ協会とともに、職員の危機管理に関する
意識や対応について再確認・点検を行い、積極的な声掛けや施設見回りなどの徹底を図ってまいり
ます。
　さらに、人の出入りの視認性向上のため、受付付近の掲示物を撤去するほか、来館を知らせる人
感センサーを新たに設置することで、受付環境の見直しも行い、適切な管理運営に努めてまいりま
す。

ウィズスポーツ課
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

11月26日 12月6日 御用邸について
御用邸でのお茶会について全室お借りする際、入口のお
部屋もお借りし来られる方々のお待ちいただくお部屋に使
えましたが、指定管理者の部屋になっているとの事でした
が沼津市はご存知ですか？それはどういう事ですか？「栗
名月」もまた考えなおして頂けたらと思います。

　日頃から沼津御用邸記念公園をご利用いただき、ありがとうございます。今回のお問合せを受け、公園の指定管理者への聞き
取り・事実確認を行いました。

①東附属邸の車寄せ横の「応接室」の供用について
　お問合せのあった「入口のお部屋」は、車寄せ（主玄関）の隣にある「応接室」のことと存じます。今回のお問合せを受け、指定管
理者に確認したところ、たしかに「応接室は指定管理者の事務所として使用しているため、貸出できない」と伝え、応接室の供用を
停止していたことを確認しました。また、指定管理者からは「応接室には条例で貸室料金が設定されていないため、貸出対象では
ないと認識していた」との説明も受けました。
　この点について、市では、応接室は玄関やトイレと同様の共用部分であり、東附属邸の利用者様なら誰でも別途料金を支払わ
ずに利用できる場所と認識しています。また、指定管理者の事務所は東附属邸の中に別に設けてあり、応接室を事務所として使
用している実態はありません。
　応接室の供用を停止していたこと、お客様に対する案内の仕方も不適切であったことから、市から指定管理者に対して指導を行
うこととし、「応接室は共用部分として誰でも利用できる状態にしておくこと。不適切な案内をした利用者様に対しては、発言を撤回
し丁寧に謝罪すること。」との指示をいたしました。

②指定管理者の自主事業「栗名月の宴」について
　有料で能の演技や特製料理を提供する「栗名月の宴」は、東附属邸を活用する自主事業として、指定管理者の発案で行われて
いるものです。民間企業のノウハウやアイデアによって公共施設の活用を図ることが、指定管理者制度の目的の一つであるた
め、自主事業についても指定管理者の裁量（アイデア）を尊重しています。

　この度は、ご迷惑をおかけし、申し訳ございません。
　市といたしましても、指定管理者との連携を密にし、利用者様が気持ち良くご利用いただけるよう努めてまいりますので、引き続
きご利用いただきますよう、よろしくお願いいたします。

緑地公園課

          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

10月21日 11月12日 夜間救急
市内で夜間救急をgoogleで検索したところ、「沼津夜間救
急」の看護師・医師の態度は最悪で評価が低い（特に男性
医師）ので、腹痛の母親を連れて行くのは断念しました。
この状況「評価が低い」について、市役所は「どうのように」
見解を持ってっているのでしょうか？

　この度は、沼津夜間救急医療センターの受診を検討された際に、評価が低いことから受診を取りや
めたとのことで、ご意向に沿えず深くお詫び申し上げます。
　スマホ等の普及により、多くの方がGoogleなどのクチコミを参考とされていることと推察します。
　不特定の方がご自身の主観で書き込まれることから全てが事実ではないと考えますが、評価が低
いことに関して現状では改善すべき課題があるものと認識しております。
　内容を確認しますと、医師や看護師など職員の対応に関するご意見が多く、委託先である夜間救
急医療対策協会に対し、職員の接遇について改善を図るよう常に申し入れを行っているところです。
　また、夜間救急医療センターを夜間も診療を行っている医療機関と考えている方も見受けられま
す。しかし、本センターは夜間の急な病気やけがに対する応急的な処置を行う場所で、処置の内容
や薬の処方も翌日以降に改めてかかりつけで詳しく診察していただくことを前提に最低限の処置をさ
せていただいています。そうした実情と認識との違いからご不満を持たれる方もいらっしゃるものと考
えます。本センターの適正な利用については、広報ぬまづや市ホームページなどで周知を図っており
ますが、市民の皆様への周知が充分でないことから、今後、様々な機会を捉えて周知を図ってまいり
ます。
　今後とも皆様の不満を解消し、安心して受診していただけますよう努めてまいります。

健康づくり課

          令和３年10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

9月6日 9月17日 サンウェルぬまづについて
・サンウェル管理事務所の職員について、先日お客様を怒
らせた時、「警察を呼びます」と言い、自分の態度が悪く相
手を怒らせてしまったにもかかわらず、相手が悪いと反省
がなかった。守衛室で仕事もせずに遊んでいた。

・サンウェルぬまづの守衛は「悪いな！」などとタメ口で話し
ていて、本人もその事がマズイこととわかっていない。エラ
イ人の前だけ正しい話し方をしているが、サンウェルぬまづ
全体で仕事をまじめに行っていない。沼津市職員が来た時
だけ仕事をやっているフリをする。

・税金の無駄遣いであり、沼津市にも責任がある。バカを
相手にする時間がムダであるが、沼津市が現状を理解して
おらず教育も出来ないのが遊んでいる人間に貴重な税金
から給与を支払っている事はゆるさない!!

　ご指摘のあった管理事務所の職員につきましては、お客様への対応に至らない点があったことか
ら、その場で上司が謝罪いたしました。お帰りの際にはご納得いただいていたとのことですが、一連
の対応において他の施設利用者の皆様にも不快な思いをさせてしまいましたことをお詫び申し上げ
ます。
　また、守衛（警備員）の対応につきましても、不快な思いをさせてしまい、申し訳ありませんでした。
　
　なお、守衛（警備員）室内で職員が遊んでいたとのご指摘ですが、こちらは業務上の事務連絡を
行っていたものであります。
　しかしながら、今回の一連のご指摘を踏まえ、施設管理の業務委託先である沼津市社会福祉協議
会に対し、利用者の皆様に不快な印象を与えないよう常に丁寧な対応を心掛けること、また、公共施
設の管理者としての自覚や高い意識を持って仕事にあたるよう指導いたしました。

　いただきました貴重なご意見をもとに、今後とも当施設を気持ちよくご利用いただけるよう、職員の
資質向上に努めてまいります。

社会福祉課

9月13日 9月24日 西部グラウンド
西部グラウンドに自販機を設置してほしいと昨年提案した
者です。今年の夏も自販機が設置されることなく暑い夏が
終りました。
熱中症対策で自販機を設置してその収入でベンチ作ったり
グラウンドの管理に充てたらどうか提案した所、隣接地に
自販機あるから考えてないとのことでした。
グラウンドと云う好条件の話があれば同業他社は喜んでつ
ぶしに来るでしょう、隣接地の業者は悔しがるでしょうが。
どうせ管理は税金なんですから、少しは税金を節約するこ
とを考えてほしいです。熱中症対策にもなってお金も入れ
ば一石二鳥だと思うのですが、やらない理由は一体何なの
でしょうか、、、

　西部市民運動場敷地内への自動販売機の設置については、隣接地に自動販売機が設置されると
ともに、新型コロナウイルス感染症の影響から利用者が減少している状況にあり、現時点では、設置
を考えておりません。
　今後、施設の利用状況等を踏まえ、必要に応じて設置を検討してまいります。

ウィズスポーツ課

          令和３年９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

9月29日 10月7日 駐車場入口の出入口バーについて
駐車場を利用するたびに、道路から出入りする場所に棒が
設置されていますが、非常に出入りしにくくて困っていま
す。棒が設置されていなくても問題は無いと思います。ある
いは別の方法で注意する方法を考えてもらいたい。棒があ
るため、車にキズがついた方もあるようです。

　ご意見のありました駐車場出入口周辺のポールにつきましては、香貫駐車場の整備にあたり、歩
行者等の安全確保など、出入口周辺の交通安全対策に係る道路管理者（静岡県）の指導事項として
設置し、駐車場出入口としての技術的基準を満たすことで承認を受けたものであり、移設等を行うこ
とはできない状況にありますので、ご了解いただきますようお願いいたします。

資産活用課
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

7月2日 7月15日 体育館など利用についてルール違反
県外の方と接触した場合に２週間利用できないと言うルー
ルがあるようで、家内のバレーボールチームはしっかり
ルールを守って運営しています。
本日、同じチームメンバーの娘がPCR検査陰性の結果を
もって帰省しているがその場合も２週間の使用禁止になる
のかと質問を〇〇コミニティの体育部施設管理担当に聞い
たところ、真面目に守っていないとこもあると平然と答えた
ようです。
スポーツやる方がルールを守れないようです。
そんな状況では体育館など施設を使わせるべきではないと
思います。現在感染者が増えてるところしっかり管理すべ
き?できないなら使わせないように指導してください??

学校体育施設開放事業につきましては、各校区の管理指導員や利用団体の皆さまに新型コロナウ
イルス感染症防止対策をお願いしているところです。
対策の中には、利用前2週間に、①平熱を超える発熱、②咳、咽頭痛などの症状、③体調がすぐれ
ない（倦怠感、息苦しさや呼吸困難、味覚や嗅覚の異常、疲れやすいなど）、④感染が疑われる人が
同居家族が身近にいる、⑤感染拡大地域（海外を含む）を訪問または当該在住者との濃厚接触があ
る、といった項目に該当する方は自主的に参加を見合わせていただくこととなっています。
ご指摘のとおり、新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐためには、基本的なルールを遵守すること
が大切です。各校区の管理指導員に対し、改めて学校体育施設開放事業における新型コロナウイ
ルス感染防止対策について徹底するよう指導し、適切な管理、運営を行うよう努めてまいります。

ウィズスポーツ課

7月5日 7月19日 体育館受付係・施設管理係
私は市民体育館をよく利用する者ですが、体育館職員の質が悪過ぎます。
まず、受付係の接遇がひど過ぎる
・受付の職員の基本的態度が横柄。上から目線。蔑み視線。女性子供障碍者を馬鹿にし
ている。
・ネットで見たら空きがなかったのに、行ったらあいていた。聞いたら数日前にキャンセル
が出たと。キャンセルが出たのなら、なるべく多くの市民が使えるように即座に開放すべき
ではないのか。市民のためという視点が全くない。
・子供が窓口に来た際、「子供だけで来たって貸せない」と小馬鹿にして門前払いしてい
た。その後子供は泣いていた。
・受付に列ができているのに応対しているのは１人だけ。すぐそこにもう１人いるのに、そ
の職員はスマホをいじってこちらを見向きもしない。
施設の管理がずさん過ぎる
・器具がほこりだらけ。カビだらけ。マット、玉入れの玉、扇風機、モップ。たまに来る私
だって気付く。定期的な見回りをやっていれば気づかないはずがない。(つまり、やってな
い)
・夜間の利用中、まだ使っているのに電気を消された。
・南面の暗幕が破れ明かりが漏れている。それなりの規模の大会をやることもあるのに、
ガムテープでペタペタするだけ。しかもペタペタしきれてなく、結局光が漏れている。ホスト
体育館として恥ずかし過ぎ。沼津の恥。
・使えるトイレの数が少なくなる一方で直す気配がない。
２、３年後に新体育館ができるから直さないのか。それにしても最低限の修理はすべき。
現に使っているのだから。管理の怠慢が過ぎる。
とりあえず、受付係の職員、施設管理係の職員を総入れ替えしてほしい。残念、悔しさ、
怒りを覚えたことはあっても、感心した記憶はない。市長もスポーツの街云々言うなら、
フェンシングなど一部のスポーツにうつつを抜かすのではなく、まず市民のスポーツの礎
である市民体育館をしっかりしてほしい。まず足元を見よ。それなくして何がスポーツの街
だ、と思う。恥ずかしいし、情けない。

　受付係の接遇については、これまでも接遇マナーのご指摘をいただく度に、施設の受付・管理等業
務を行っているNPO法人沼津市体育協会職員と市において話し合い、改善に努めてきております。
今後も、引き続き研修等を実施してまいります。
　施設の管理については、器具庫等の点検を日々行っておりますが、より一層、施設内の環境の保
持に努めてまいります。
　また、現市民体育館は、老朽化に伴い設備も古くなっているため、雨漏りや設備の故障が度々発
生し、利用者の皆様にご迷惑をおかけすることが多々ございますが、適宜、修繕を行っており、利用
に支障をきたすことがないよう対応してまいりますので、ご理解いただきますよう、お願い申し上げま
す。

ウィズスポーツ課

          令和３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

7月30日 8月18日 市民の森の年中開放について
市民の森は4月から10月までしか開いていません。
また、9月からは土曜日のみと、極めて使いづらい施設で
す。
雪とかの関係もあるでしょうが、12月1月まで開園できない
でしょうか？

　現在、市民の森の宿泊につきましては、職員配置の都合上、毎日の宿泊受け入れが困難なため、
４月から10月までの主に週末のみ宿泊を受け付けております。その中で、７月20日から８月30日まで
の夏期集中キャンプ期間につきましては、地元自治会の協力を受けることで体制を整え、毎日の宿
泊受け入れが可能となっております。
　このため、夏期集中キャンプ期間以外は、今後も毎日の宿泊受け入れは困難であると考えており
ますが、11月につきましては、昨今のキャンプブームを受け、今年度から週末の宿泊受け入れを行う
予定で準備を進めております。
　12月から3月までの冬期につきましては、道路が凍結しやすく危険であること、この時期に園内の整
備を集中的に行っていること等から、これまで通り宿泊の受け入れを行う予定はありません。
　なお、市民の森の宿泊以外のハイキングや散策のご利用につきましては、休園日を除き、通年開
園しておりますので利用可能です。
　今後、国や県による新型コロナウイルス感染症に関する宣言などの発令により、一時的な休園の
可能性もありますので、ご承知おきください。なお、８月８日からの静岡県への「まん延防止等重点措
置」適用に併せ、８月８日から８月31日までの期間中は、市民の森の宿泊・バーベキューの新規予約
を中止しております。

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

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

          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

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
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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

          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

3月29日 4月20日 大岡市民運動場での喫煙について
　本日10時頃、大岡公園のベンチに座っているとタバコの
匂いが漂ってきました
　見ると市民運動場の入口(自販機横)で数人が喫煙してい
ました
　灰皿のような物は見受けられ無かったので喫煙場所とも
思えませんが、市民運動場は喫煙可能なのでしょうか
　可能だとしても場所的にグランド周りのジョギングや
ウォーキングの迷惑になりますし、場所は考えた方が良い
と思います
　喫煙不可だとしたら徹底した対応をお願いします
　徹底出来ないのだとしたら、しっかりとした喫煙所を設け
た方が皆が幸せになると思います
　ただし、沼津駅北口のような喫煙スペースでは意味があ
りません
　喫煙者の意識を変えてもらうのは非常に大変だとは思い
ますがよろしくお願いいたします。

　市民運動場敷地内につきましては、令和２年11月９日から、駐車場を含め、全面禁煙となっており
ます。
　禁煙である旨の表示をするほか、施設巡回の際に敷地内で喫煙している方を注意する等の対応を
してまいります。
　今後も、多くの市民の皆様が気持ちよくご利用いただけますよう努めてまいります。

スポーツ振興課

3月31日 4月13日 今沢地区センター利用について
　今沢地区センターを利用する際に、呼び出しのスイッチがあるよ
うですが、毎回1人の女性の職員さんの時は、反応がなく、ドアを
のっくしなければ出てこない時があります。
　また、その女性の職員の時は、子供たちだけで図書室を利用す
る際に、挨拶しても、耳が悪いのか聞こえないらしく、挨拶をしなさ
い！と叱られるそうです。
　隣の中央公園のトイレが汚く、環境も悪いので地区センターのト
イレを借りた際も、トイレは図書室を利用した人だけ使えるから、中
央公園のトイレを使いなさいときつく言われ、下の子が小学１年な
ので心配なので、トイレを借りる際に一緒について行こうしたら、一
人で行かないとダメだと言われたそうです。
　図書室も利用していないのに、トイレを借りてしまい申し訳なかっ
たのですが、子供に対しての、もう少し優しい言い方なり対応なり
あると思います。
　子供達は、あの人がいる時は、地区センターを利用したくないと
言っています。

　今回対応した職員にご指摘のあった内容を確認したところ、公園で遊んでいた子供たちが、今沢地
区センターのトイレを利用しようとしたため、公園内にもトイレがあるので急ぐならばそちらを利用する
ようにとの趣旨で説明をしたとのことでした。
　本地区センターは今沢中央公園に隣接しており、公園内にトイレはあるものの、様々な事情によ
り、本地区センター内のトイレを利用したいとの申し出があった場合は、その方たちにもトイレを利用
いただいています。
　今回は、職員の対応が不十分であったため、意図が十分に伝わらず不快な思いを抱かせてしまう
こととなり、誠に申し訳ありませんでした。
　当該職員には、呼び出し音が鳴った場合にはすぐに対応すること、公園の利用者にも地区センター
内のトイレを貸すこと、また子供たちへ接する際に丁寧な言葉づかいを心がけることについて、当課
及び本地区センターの指定管理者である今沢地区コミュニティ推進委員会から指導いたしました。
　今後も、地域住民の皆様に本地区センターを快適にご利用していただけるよう、職員への接遇指
導を徹底してまいります。

地域自治課

          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1日 2月15日 大岡市民運動場で防球ネットに壁当てをする方
　1月末の土曜日の夕方頃、大岡市民運動場のグラウンド内で、グ
ラウンド周りを囲う防球ネットに向かってサッカーボールをシュート
する子連れの40代くらいの男性がいらっしゃいました。
　市民であれば自由に利用できる場所ではありますが、グラウンド
外周を歩いている人がいる状況で、そこへ向かって勢いよくボール
を蹴っており、少々危なく感じました。
　防球ネットはあるものの老朽化してる箇所もあり、破れて他の利
用者や駐車されてる車に当たる危険性もあります。
　また、今回私が見かけた男性は、ジョギングしている方に対して
「邪魔だ」というような暴言を吐き、走っていた方がグラウンドを出さ
れるところも見ました。市民共用の施設なのに、危険なことをしてる
方が占有するような状況です。
　子供や高齢の方も利用する場所ですので、グラウンドや公園全
体を安心して利用できるように、ネットへの壁当て禁止・ゆずりあい
の精神で利用するよう呼びかける掲示をしていただきたいです。
　コロナ禍などでお仕事がお忙しい中と存じますが、よろしくお願い
いたします。

　ご指摘の内容につきまして、体育施設の管理等業務を行っている「NPO法人沼津市体育協会」に
今回の件を伝え、施設巡回の際に同様な行為を見つけた場合に注意、指導を行うよう依頼しました。
また、危険な行為を禁止する張紙を掲示するほか、防球ネットをはじめ、施設の修繕が必要な箇所
について、速やかに対応することとし、今後も市民の皆さまが気持ち良く施設をご利用いただけるよ
う努めてまいります。

スポーツ振興課

2月4日 2月24日 サンウェルぬまづの対応
　サンウェルぬまづの男性職員の態度がひどいです。
　先日、初めて施設をお借りする際ただでさえ分からなく、不安だら
けなのに横柄な態度で説明もほとんどなし。
　『当日この紙を持ってきて』と青い紙を渡され借りる当日に持って
行ったら受付の時とは別の男性の年長者の方に『当日までに銀行
にお金を払ってきて貰わないと！』と威圧的な言い方で言われ本
当に嫌な気持ちでした。
　しっかりと紙を見れば分かることかもしれませんが、他の会場で
は現金をその場でお支払いする形しかやったことがなかった為、ま
さか銀行で前もって払うなど思ってもおらず受付の時の男性の方
から銀行での支払いの説明は一言もなく一般企業ではあり得ない
態度かつ不親切だと思います。別の日に予約をしに行った所、女
性の方が対応してくれるてその時はとても親切で銀行への支払い
のこともきっちり説明されていました。
　サンウェルの方全ての方が非常識なわけではありませんが一部
の方は本当にひどいと思います。
　もう少し気遣いのある対応をしてもらえるよう社員教育を徹底さ
せて欲しいです。

　日頃よりサンウェルぬまづをご利用いただきありがとうございます。

　このたびは受付時の職員の対応につきまして、不愉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。

　1月17日の使用承認申請時に使用料の納付書をお渡しいたしました際、銀行でのお振込みの手続
きについての説明が十分でなかったものであります。
業務委託先である社会福祉協議会とその職員に対しましては、十分な説明とご利用者様への接遇
について、あらためて指導をいたしました。

　いただきました貴重なご意見をもとに、今後とも当施設を気持ちよくご利用いただけるよう、職員の
資質向上に努めてまいります。

社会福祉課

          令和３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

1月19日 2月1日 大岡公園テニスコート利用
　利用料金支払い、鍵の受け渡し（現在は、住所、体温
チェックの用紙記入も）の為、毎回体育館に出向く、というこ
とを改善していただきたい。特に現金での受け渡し。利用
者登録しているのだから、クレジットカード支払い可能にす
る。ペイペイなどの電子決済を可能にする。もしくはチケット
制にして毎回小銭を用意しなくてもいいようにしていただき
たい。鍵も暗証番号で開くような電子錠などにして、決済後
に暗証番号通知してもらえるなどできないのでしょうか。毎
回毎回、離れた体育館に出向く不便を解消していただきた
く切にお願いいたします。

　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、利用者の皆様
にとって、より利用しやすい施設とするべく改善に努めてまいりましたが、ご指摘のように電子決済や
電子錠の導入は、窓口への足を運ばずとも施設を利用でき、利用者の皆様の利便性向上に寄与す
る一方で、システムなどの導入に対して新たな経費を要するなどの課題もあることから、今後研究・
検討を進めてまいります。
　現状ご不便をおかけしますが、より利用しやすい施設運営を心掛けてまいりますので、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

　　　　　令和３年１月分「市民の声」

29



　

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

12月21日 1月15日 サッカー場
　小学生サッカーの公式戦が、ゴミの埋立処分地の植田グ
ラウンドで行っています。グラウンドの状態が非常に悪く、
他の市町村に比べ残念な環境です。植田グラウンドの再
整備や新たな人工芝のグラウンド整備をして欲しいです。
他の市町村は立派な人工芝のグラウンドが整備されてい
ます。

　ご意見のありました植田のグラウンドは、市内から排出されたごみの埋め立て処分を行っている最
終処分場の一部です。
グラウンドの部分につきましては、処分場としての位置付けであり、浸出水の処理と水質検査を実施
しているところですが、埋立処分は終了していることから、地元自治会等からの要望を受けて、周辺
地域住民の健康増進のため、一時的に多目的広場として使用できるよう整備したものです。
　最終処分場の跡地利用方法は未定となっており、処分場の廃止の目途が立った場合には、グラウ
ンドの再整備については、地元の声も聴きながら浸出水の処理に支障がないよう、慎重に対応して
まいりたいと考えております。（クリーンセンター管理課）
　新たな人工芝のグラウンドにつきましては、利用に適した競技種目が限られること等から現在整備
の予定はございませんが、大岡市民運動場、中瀬市民運動場、西部市民運動場などサッカーをはじ
め多目的に利用できるグラウンドを照明代を除き無料で貸出しておりますので、ご利用頂きますよう
お願い致します。（スポーツ振興課）

クリーンセンター管理課

　　　　　令和２年12月分「市民の声」

30



　

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

　　　　　令和２年11月分「市民の声」

11月12日 11月30日 市民文化センターの対応
　いつも感じて居りますが使用許可について非効率性な手
続きについてまったく改善がみられません。使用させてい
ただくには日時の空きを確認して使用許可申請書（２枚複
写）を提出、そのコピーをいただきます。毎月市より支払通
知書が届き（私共は郵便で送られてくる手間をはぶいても
らい手渡しにしてもらいました（切手代など私が考えること
ではないかもしれませんが・・・）支払い時には申請書、許
可書、納入通知書など手わたされ支払います。又、予約は
６ヶ月先まで出来ますが、それぞれ１ヶ月ごとに申請書を書
きそれぞれの月のコピーをいただきます。
　又、変更、追加なども同様の書類です。追加などの時も
市よりの支払通知書が文化センターに届かない限り支払
は出来ず当日払いの様子です。
　長年申請書を書き続けてますが、その上工事等の危険を
確認書、コロナウイルスに対する注意書など書類ごとに毎
月毎回提出です。すべて書類ペーパーでの処理では現在
世の中の処理方法に逆行している気がしますし、無駄が多
いと思います。
　手続きのデジタル化、必要な権限移譲等しなければなら
ない時と思います。私がかかわらせていただいた時申請書
の捺印の改善、支払の振込みではなく文化センターでの支
払など少しは言い続けて改善がありました。どうぞ改善の
方法はあるはずです。どうぞ早いみなをしをお願いします。
　又、窓口の対応について、最近の若い方が上から目線の
対応で、しばしば気分が悪くなります。言っていい事、悪い
事があります。
　私共だけでなく、チケット購入の一般の方々もみえます。
接客にもうすこし心使いのある対応をお願いしたいと存じま
す。
　常々感じていることです。どうぞよろしく新しい沼津、明る
い沼津になることを望んで居ります。

　この度は、施設利用にかかる各種手続きの煩雑さにより、利用者の皆様にご不便をおかけしてお
り、誠に申し訳ありません。今回いただきましたご意見を参考として、新型コロナウイルスに係る同意
書等の付随書類の簡素化など、すぐにでも改善できるものについては、早急に対応させていただき
ます。
　なお、ご意見の中には、システムの改修や運営を行う指定管理者との協議・調整を伴う手続きや業
務があり、対応に時間を要すものもあります。こちらは一連の申請手続きについて、申請書の簡素化
の検討を始めていたところです。今後、具体的に内容の整理をしたうえで、申請手続き等、業務の改
善を進めてまいります。
　また、窓口職員の接客対応により、ご不快な思いをさせてしまい、誠に申し訳ありませんでした。
　ご意見を真摯に受け止め、市民の皆様に気持ちよくご利用いただくために、窓口接客業務につきま
して丁寧な接客を心掛けるよう、職員に対する教育を改めて徹底してまいります。
　今回のご意見を参考として、今まで以上に利用者の方々のお気持ちに寄り添った応対を心掛け、
市民に利用しやすく、親しまれるよう市民文化センターの運営に努めてまいります。今後とも引き続き
沼津市民文化センターを御利用賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

文化振興課
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

10月2日 10月19日 体育館開放
　学生優先(守る)ということは重々承知してますが、社会人
に対して今までのような中学校の体育館を解放することは
今後もありませんか？
　市内感染者が1ヶ月出てないようですが、解放する判断
基準をお教えください。

　学校体育施設開放事業における体育館の一般（社会人）の利用再開について、令和２年８月25日
付け、各校区管理指導員宛てに、『利用再開の目安は、静岡県新型コロナウイルス警戒レベルが
「警戒レベル３（県内注意）」、県内評価「感染限定期」となった時点』を考えている旨、通知しました。
　令和２年９月25日更新の静岡県新型コロナウイルス警戒レベルが「警戒レベル３（県内注意、県外
警戒）」、感染流行期は「感染限定期」に改善され、10月２日更新時においても同様であったことか
ら、現在（10月５日）一般（社会人）への利用再開を含めた利用拡大に向けて調整しているところで
す。
　詳細が決定しましたら、各校区管理指導員にお知らせしますので、今しばらくお待ちください。

スポーツ振興課

10月28日 11月26日 市営温水プール
　令和３年３／３１閉館後の流れについて
　①　解体工事はいつ始めるのか？
　②　改築工事はいつ始まるのか？
　③　同じ場所で建て替えるのか？
　④　完成予定時期は？
　⑤　供用開始予定は？
　⑥　プリペイドカード導入予定の有無
　⑦　市民体育館との利用者カード一体化
　など具体的に広報でお知らせ下さい。

　新屋内温水プールの整備につきましては、屋内温水プールがごみ処理施設の余熱を利用した施設であることか
ら、ごみ処理施設の建替え事業である新中間処理施設整備事業との整合を図った上で行っていくため現在検討
中でございます。今後、整備スケジュール等が決まりましたら、市ホームページや広報ぬまづ等にてお知らせして
いきます。
　また、市としましては、新屋内温水プールができるだけ早期に開設ができるよう努めてまいります。

　①　解体工事はいつ始めるのか？
　(答)　令和３年度中に屋内温水プール上屋を解体する予定です。
　②　改築工事はいつ始まるのか？
　③　同じ場所で建て替えるのか？
　④　完成予定時期は？
　⑤　供用開始予定は？
　(答)　現在、新中間処理施設整備事業でごみ処理施設等の配置や新屋内温水プールの整備範囲等を検討中で
あるため、新屋内温水プールの工事着手、建築場所、完成予定時期や供用開始予定については、新中間処理施
設の配置計画や整備スケジュールの決定を受けて定めてまいります。
　⑥　プリペイドカード導入予定の有無
　⑦　市民体育館との利用者カード一体化
　(答)　今後、運営方針等について検討をする中で、プリペイドカードや共通カードの導入といった利便性の向上
につながるサービスについて検討してまいります。

スポーツ振興課

　　　　　令和２年10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

9月1日 9月17日 西部グラウンド
　西部グラウンドについて二つ提案があります。
　●自販機を設置してほしい
　大岡グラウンドのように敷地内に自販機が欲しいです。
自販機を設置すれば土地所有者にお金が入るはず？なの
で沼津市も儲かるし利用者は喜ぶし一石二鳥になるはず。
そしてそのお金をグラウンド管理にあてればいいと思う。ベ
ンチとか、ベンチの屋根を作るとか。運動したひとはみんな
飲み物買うから売上も間違いなくいいので設置したい業者
は絶対いると思い。
　●公共施設予約システムで予約できるようにしてほしい
　なぜ大岡グラウンドだけ予約できて西部はできないの
か。しかも予約システムで入っていくと「市民運動場Ａ」と
「市民運動場Ｂ」と表示されて、Ａが大岡、Ｂが西部かと思
いきや両方とも大岡というオチ。なぜ西部ができないのか。
すぐに西部も加えてほしい。できないならなぜできないかを
教えてほしい。

　予約に関しご不便をおかけしましたことお詫び申し上げます。
　頂いたご提案について次のとおり回答させていただきます。
●西部市民運動場敷地内に自動販売機を設置してほしい
　ご提案にありますとおり、自動販売機を設置し売り上げ収入を施設管理に充当している施設はあり
ますが、西部市民運動場につきましては、隣接地に自動販売機が設置されているため、現在は、自
動販売機の設置を考えておりませんが、今後、施設の利用状況を踏まえつつ必要に応じ自動販売
機の設置について検討してまいりたいと考えています。
●西部市民運動場を公共施設予約システムで予約できるようにしてほしい
　公共施設予約システムで予約可能な市民体育館等の３つのスポーツ施設は、利用者が多く利用区
分も細かく分かれていることから事前予約が可能となっておりますが、事前予約後はその他のス
ポーツ施設同様に窓口での本予約を行う運用となっております。同システムでは、大岡市民運動場
をはじめとする、その他の施設は空き状況のみを表示していますが、今後は西部市民運動場につい
てもシステムに追加し、空き状況の表示を行うとともに、利用者の皆様にわかりやすい表記となるよ
う改めてまいります。また、これら施設の事前予約の機能については、同一団体による予約の集中
や無断キャンセル等による他利用者への影響等の課題も整理しつつシステムの改修や制度設計を
行う必要がありますので、今後の利用状況を踏まえたうえで検討してまいりたいと考えています。
　今後とも、沼津市のスポーツ行政にご理解ご協力いただきますようよろしくお願いいたします。

スポーツ振興課

　　　　　令和２年９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

8月12日 8月25日 沼津市民文化センター駐車場員
　沼津文化センターの駐車場の駐車券受け渡しのところに
いる方々はいるだけ無駄だと思います。
　利用者はいちいちあの方々から、受け渡されなくても、機
械から受け取り自分で機械で支払えると思います。
　逆に動作も遅くてあの方々はがやるほうが遅いこともあり
ますし、コロナの時は不在でも問題なかったと思います。
　あの方ちちの人件費に税金使うなら廃止して駐車料金下
げてほしいと思います。
　税金の無駄遣いではありませんか？

　当該駐車場（香陵駐車場）の係員につきましては、現在駐車場を受託管理している公益財団法人
沼津市振興公社が、限られた駐車台数の効率的な運用等を考慮し、相乗り割引制度による減免処
理（最初の１時間まで無料措置）を行うため、相乗り乗車を確認するほか、車両がスムーズに通過で
きるよう、出車時の料金精算のサポートや場内の案内整理に必要な人員として配置している職員と
なります。
　駐車場が安全で効率的かつ効果的にご利用いただけるよう、駐車場職員の人件費等の費用につ
きましては、受益者負担の考え方に基づき、駐車場を利用される皆様にご負担いただいた駐車料金
より、駐車場の管理運営が行われております。
　本年は、新型コロナウイルス感染症の影響を多く受け、利用台数が減少しているところですが、い
ただいたご意見を参考に、今後利用者がよりスムーズに出車できるよう職員に対し指導を行い、皆
様が満足して駐車場をご利用いただけるよう、管理運営をしてまいりますので、ご理解ご協力を賜り
ますようよろしくお願いいたします。

文化振興課

8月13日 8月26日 温水プール
沼津市温水プールにてコロナ禍による人数制限があります
が、制限が厳しすぎてほとんど利用出来ません。
あれだけの広さのプール、更衣室の広さ等考慮しても制限
が厳しすぎるのではないでしょうか？
制限があるのは理解できますが、その中でも少しでも多く
の市民が利用できるよう再考願います。

　屋内温水プールは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、５月31日まで開放を中止してま
いりました。５月の緊急事態宣言解除後、市内社会体育施設のうち、屋外は５月18日から、屋内は６
月１日からそれぞれ再開しておりますが、この再開にあたっては、スポーツ庁からの社会体育施設の
再開に向けた感染拡大予防ガイドラインを受け、県のスポーツ施設休業再開にあたっての方針を参
考に、各施設の特性や大きさ、更には設備の状況等を考慮した人数制限等の感染防止対策を設け
ております。
　お問い合わせの屋内温水プールについては、ガイドラインでは更衣室、休憩スペースの感染リスク
が高いと考えられることに留意する必要があるとされているため、更衣室で着替え時に他のお客様と
密にならないような人数設定としたものです。
　今後も新型コロナウイルス感染症拡大状況を踏まえ、利用者の安全確保とともに人数制限につい
ても検討してまいります。

スポーツ振興課

　　　　　令和２年８月分「市民の声」

34



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

8月25日 9月9日 ゆずりあい駐車場
　現在は看板により利用者への告示を行ってはおります
が、明らかに健常者の利用が多く、本来利用すべき方が利
用出来づに困っている事を何度か見かけます。
　一度注意した事もありましたが、その際に嫌な思いをした
事があり、それ以来見て見ぬ振りをしております。
　今の状態では、かえって沼津市民のマナーの悪さをア
ピールしている様なものでありますので、利用方法を再度
ご検討願います。

  駐車場利用者への対応にあたり、不快な思いをさせてしまい、誠に申し訳ありませんでした。
　さて、庁舎別館南側に接するゆずりあい駐車場は、移動が困難な障害者や高齢者などの皆様が来
庁された際、利便性を考慮し、優先駐車できるよう、設けられた場所であり、一般の方につきまして
は、国道414号対面の市営香貫駐車場をご利用いただくこととしております。
　ご意見のありましたとおり、ゆずりあい駐車場内には、その旨の表示看板を設置し、利用者へのマ
ナーを守った駐車利用を周知しておりますが、混雑時、一般の方の駐車利用において、本来優先利
用したい方が駐車できない状況もあり、その場合には、代替場所として、表示看板でご案内のとお
り、庁舎正面玄関前ピロティをご利用いただけるようにしております。
　ゆずりあい駐車場の利用方法等については、移動が困難な皆様の駐車利用を優先していただける
よう、駐車場入口に新たに適正利用を促す掲示を行い、利用者のマナーの向上と利用環境の確保
を図ってまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りますようお願いします。

資産活用課
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

7月22日 8月25日 中央公園
以前から気になっていたのですが、早急な対応が必要なの
でご提案致します。
最近、中央公園でスケートボードをする若者が増えていま
す。
電車に乗ってくる人もいます。
障害物を持参して来るだけではなく、周辺の石（椅子？）や
花壇等を障害物に使用して技を磨いているようです。下の
タイルも損傷しているので、さらに破損することが懸念され
ます。
何か対策を考えていますか？
回答をお待ちしています。

追加ですが、駅周辺は禁煙エリアになっていますがどこま
でなのか明確ではないですね。
駅前に禁煙エリアの表示をしたほうがいいです。
沼津市は形だけで手抜きが多い。
対応は迅速に！！
よろしくお願いします。

　ご意見いただいた件につきまして、現地確認及びスケボー利用者に確認したところ、公園の設置物
を使用していることが確認出来たため、注意をいたしました。今後も巡回や看板設置するなどの対応
を図ってまいりますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。

　また、駅周辺の禁煙エリアの表示についてですが、ＪＲ沼津駅周辺の禁煙エリア（路上喫煙重点規
制区域）では、沼津駅南北出口、沼津駅南口地下道に設置する沼津駅周辺エリアマップを含め、禁
煙エリア内の9か所（※）の案内地図に表示をしています。
　さらに、駅から出てきた方の目に留まりやすいよう、今後、駅前広場の柱や歩道上の標識等で禁煙
エリアの周知や喫煙所への誘導表示を増やす等の対応を図ってまいります。

※禁煙エリア表示マップの位置（前述他６か所）
・さんさん通り大手町交差点北東角の歩道
・リコー通り入口東角
・イーラ・de 北側
・イーラ・de 南側入り口横
・イーラ・de 南西角
・沼津駅南口雄大フェスタ北西角

緑地公園課

　　　　　令和２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15日 6月25日 新型コロナによる市内体育施設利用
　7月1日より市内小中学校体育館の利用が少年団に限り再開さ
れるそうですが､利用規定(時間制限や練習メニューの制限)があま
りにも多く､民間施設との差が違いすぎます。
　この規定では､少年団の練習は制限が多すぎて何も出来ないで
す。
　沼津市が感染拡大しているのであれば仕方が無いとは思います
が､そもそも学校が再開してるにも関わらず､同じ学校に通う子供
達が体育館を使うだけなのに､時間を制限したり練習を制限したり
するのは矛盾してますよ。
　だったら､学校も休校しなければ今回の施設利用に関して規定は
無意味では無いでしょうか？
　せめて､学校を利用してる子供達が使う分は普通に利用出来る
ようにして頂きたいです。
　それ以外の一般の方が学校施設を利用する事は制限して頂い
た方がいいとは思います。
　沼津市には､これ以上子供達の夢や希望を潰さない配慮と全国
に注目される様な子供ファーストの決断をお願いしたいです。

　学校体育施設開放事業について、回答いたします。
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、２月29日から学校体育施設の開放を中止してまいりました。５月に緊急事態宣言
が解除され、市内の社会体育施設については、５月18日から順次再開いたしました。
　学校体育施設開放事業については、学校施設を学校教育上支障のない範囲内において開放することとなっているため、学校の
授業が不安なく行えるようになってから開放することとしておりました。緊急事態宣言が解除され、分散登校を経て、学校再開とな
りましたが、各学校においては、文部科学省から示されている「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」等により、感染リスクを可能な限り低減するため、消毒作業を行うほか、授業の内容や行事の段階的な再開など、細心の注
意を払っております。そのような中、各利用団体において、学校と同様の感染防止対策を徹底できるのかという不安の声が多くあ
りました。学校施設内において新型コロナウイルス感染症が発生した場合、消毒等の処理作業によって学校施設が使用できなく
なり、本来の学校教育活動に支障が生じることが予想されるため、学校体育施設の再開に向けて慎重に検討を重ねた結果、この
度の対応といたしました。
　２時間の時間制限については、長期間の外出制限により、児童生徒の体力低下によるケガ等のリスクや気温の上昇による熱中
症の危険もあるほか、「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」では、部活動を体育館など屋内で
実施する際の注意として、「長時間の利用を避け、十分な身体的距離を確保できる人数による利用とすること。特に、屋内におい
て多数の生徒が集まり呼気が激しくなるような運動や大声を出すような活動等は絶対に避けること。」と示されていることから、当
面の間、２時間を限度といたしました。
　なお、学校体育施設利用時の注意事項は、スポーツ庁から示されている「社会体育施設の再開に向けた感染拡大予防ガイドラ
イン」を参考に作成したものですが、今後の感染の状況や国等から示されるガイドラインを踏まえて随時見直しを行います。
　また、静岡県スポーツ少年団から「静岡県スポーツ少年団活動における感染防止対策」が示されているほか、各中央競技団体
において、競技の特性に応じた各競技別のガイドラインが順次作成されておりますので、練習メニュー等については、これらを確
認するようお願いするものであります。
　特に、子どもたちのスポーツ活動においては、大人が責任を持って感染防止対策及び活動内容について指導するようお願いい
たします。
　利用する施設が、学校施設であることをご理解の上、ご協力をお願い申し上げます。

スポーツ振興課

6月24日 7月6日 小中学校体育館の施設開放
　小中学校の体育館の施設開放についてお伺いします。
　９月より体育館の施設開放が実施されるようですが、利
用者に新型コロナの感染が疑われた場合は体育館の消毒
等により学校の機能が休止する事となります。
　このようなリスクが考えられる中で施設開放する理由を説
明してください。

　学校施設開放事業においては、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、２月29日から学校体育施設の開
放を中止しておりましたが、６月15日から運動場を小中学生の活動に限り利用を再開しております。また、７月１
日から、一般（社会人）にも運動場の利用を再開し、小中学生の活動に限り体育館の利用を再開しますが、体育
館の一般（社会人）への利用については、１学期中利用中止としております。
　学校体育施設開放事業については、学校施設を学校教育上支障のない範囲内において開放することとなって
いるため、学校の授業が不安なく行えるようになってから開放することとしておりました。緊急事態宣言が解除さ
れ、分散登校を経て、学校再開となりましたが、各学校においては、文部科学省から示されている「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」等により、感染リスクを可能な限り低減するため、消毒
作業を行うほか、授業の内容や行事の段階的な再開など、細心の注意を払っております。そのような中、各利用
団体において、学校と同様の感染防止対策を徹底できるのかという不安の声が多くありました。学校施設内にお
いて新型コロナウイルス感染症が発生した場合、消毒等の処理作業によって学校施設が使用できなくなり、本来
の学校教育活動に支障が生じることが予想されるため、学校体育施設の再開に向けて、学校側の意向を踏まえ
た上で慎重に検討を重ねた結果、上記の対応といたしました。
　地域スポーツの振興のため、体育館も一般（社会人）へ開放したいところですが、教育活動に支障をきたさない
よう特段の配慮が必要となります。従って、利用の際の各団体における感染防止対策の状況や、体育館を開放し
たことによる影響等を考慮した上で再開日を検討するため、体育館の一般（社会人）への利用については、１学期
中利用中止としたものです。
　ご指摘のとおり、学校施設は児童生徒が生活する大切な場所であるため、慎重に検討してまいります。

スポーツ振興課

　　　　令和２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

4月6日 4月17日 香貫山　芝住展望台
　香貫山の山頂にあります芝住展望台ですが、香陵台から
先は徒歩でしかアクセスできず大変不便に感じておりま
す。
かつては芝住展望台まで自動車でのアクセスも可能だった
のでしょうか、駐車場のスペースもあり勿体ないと思いま
す。
　芝住展望台からは市街地が一望でき、日中だけでなく夜
景も奇麗ですので、市外から訪れた友人・知人に紹介した
りしたいのですが山道を歩くことや夜間の治安に関する不
安から敬遠してしまうケースも多々あります。
　道路の再整備や落石対策が必要かとは思いますが、自
動車でのアクセスが可能となれば、子連れや多少の障害
があってもでも気軽に行く事が可能になり、加えて市民・市
外の人間を問わず沼津の魅力を更に感じられるようになる
のではないでしょうか？
　簡単ではないと思いますが、是非ご検討いただきたいと
思います。

　香貫山の香陵台から展望台までの道路についてですが、香貫山は、古い海底火山の地質で地盤
がもろく、落石や倒木等が多く発生している状態にあります。
　それを受け、過去に道路管理の所管課において復旧工事を実施した経緯もありますが、もろい地
盤の影響から、落石等の災害を繰り返す恐れが高いと判断しているところです。
　また、香陵台から展望台までの道路は、道幅も狭く、見通しの悪い箇所も多くあることから、車両の
通行を許可した場合、徒歩での登山を楽しむ方々と車両での往来について、双方の安全を確保する
ことが困難であると考えております。
　以上のことから、香陵台から展望台までの道路については、現在も車両の通行止めを続けている
ものです。
　香貫山保全利活用指針により、香貫山では、自然環境への負荷が増大するような整備は行わず、
自然の保全と利用者の安全性に配慮した利活用を図ることとしております。
　今後も、香貫山を訪れる皆様が、安心・安全に過ごしていただけるよう努めてまいりますので、ご理
解をお願いいたします。

農林農地課

4月15日 4月21日 保育所休園
　こんなところに書いても読んでもらえないと、諦め半分で
すが
　近隣市町村の保育所は休園をしていますが、沼津市は
開所しています。
　一度現場の状況をご覧になった方がいいかと思います。
　乳児幼児は咳をしても手を当てませんし、何でもかんでも
口に入れます。
　そして沼津市は東京に通勤している親御さんが多いで
す。
　いつクラスターが発生してもおかしくない状況です。
　もしそうなった場合反感を買うのは沼津市ですよ。

　保育所等につきましては、保護者が就労等により、家に１人でいることができない年齢の子どもを
預かる社会的使命を担う福祉施設であることから、本市では保育所等を原則として開所しておりま
す。しかしながら、今回の事態を受けて、できる限り家庭保育にご協力いただくよう強く呼び掛け、登
園自粛をお願いしているところです。
　医療関係をはじめ、物資供給、流通など社会経済活動がひとたび止まってしまいますと、市民生活
の維持に甚大な支障を生じてしまうため、本市では現在のところ、市内一斉休園までには至っており
ません。
　そのような中、感染拡大動向を考慮し、4月20日から5月6日までの登園自粛要請を新たに通知し、
登園自粛をお願いしたい子どもを明確に記載させていただいたところです。
　判断基準といたしましては、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言時に事
業の継続が求められる事業者である医療関係従事者や社会インフラ関係従事者等、社会機能を維
持するために必要な職に従事されている方以外の方に登園自粛を要請するというものです。
　今後におきましては、国や県からの指示等に基づき、保育の規模を縮小して開所する等、その都
度、適切な対応をしてまいります。
　保護者の皆さまにおかれましては、大変なご不便とご心配をお掛けして申し訳ございませんが、お
子様を預かる上で、検温・消毒・手洗い等、細心の注意を払ってまいりますので、ご理解・ご協力いた
だきますようお願いいたします。

子育て支援課

　　　　　令和２年４月分「市民の声」
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