
　

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

3月6日 3月30日 町おこしの方法／動物に優しい町を目指して
初めまして、こんにちは。私は他県出身ですが、沼津の自然が気に入り、10年ほど前に移住しています。
しかしお隣の三島と比べても、影の薄い沼津…この数年で、仲見世商店街も、すっかりシャッター通りになり
ました…。
切実な問題である、過疎化、高齢化、少子化に歯止めをかけるためには、町の魅力をアピールする事が必
要不可欠です！
しかし頼みの綱のラブライブも、シーズンが終わりすっかり下火に…今はスポーツやフェンシング等を推進さ
れているようですが、一体、どれほどの効果があるとお考えでしょうか？？
正直言って、もっと広範囲にアピールできる特色が必要であると、言わざるを得ません。
そこで提案したいのが、『動物に優しい町・沼津』です！･.｡*･.｡*
沼津には漁港があるため、たくさんの野良猫が居ます。
ぜひ猫と共生する、モデルタウンを目指して欲しいです！！
市がノータッチである現在、無責任な餌やりが横行し、結果産まれる不幸な命、野良猫間で蔓延する病気、
痛ましい交通事故、猫を嫌う住民間のトラブル等が起こり続けています…。
これらは点在する個人の小さなボランティア団体の手に負えるような問題ではありません。ぜひ市として介入
し、コントロールをして下さい。この問題に予算を割り当てて下さい。
そして、小さな命に優しい輝くモデルタウンとして、日本中の他県を牽引して行って下さい！
計画の根幹を担うのが、TNR活動(地域猫活動)の推進です！！
まずは今ある補助金の、期間の延長をお願いしたいです。
(今は春のみで、ありがたいものの、一番必要になる冬場に利用できません。)
そしていずれは不妊手術代を全額支援して頂きたいし、ゆくゆくはシェルターもできると良いなと思います。
今始めれば、始めさえすれば数年後には、保健所で殺される野良猫の数が激減し、沼津は清潔で景観も良
く、人と動物にとって住み良い街に生まれ変わる事ができます！
そしてペットは買う物ではなく、住む家の必要な子をもらい受けるものだと意識が変わって行く事を期待して
います。
動物に冷たい殺伐とした町と、動物にも優しい暖かい町…一般の方達がどちらに暮らしたいかは、明瞭であ
るかと存じます。
世界中から沢山の人たちが、幸せな猫を見に観光に来たり、視察に来たり、移住希望者が列を成す未来が
見えます！！
どうぞ前向きなご検討の程を、よろしくお願いいたします！！！

　ご意見にありました野良猫への無責任な餌やり等の行為に対して、市では静岡県東部保健所や動物愛護ボランティアと協力し
て、訪問による改善指導等を実施しております。また、市では、動物愛護講演会や自治会での説明会等をとおして、地域猫活動の
普及啓発を図っているところです。
　しかしながら、地域猫活動の認知度は十分とは言えず、更なる啓発が必要であることから、市では定期的に開催されるボラン
ティア団体との意見交換の場に参加し、協力体制の強化に努めております。今後も関係部署と連携して猫に関する様々な課題に
迅速に対応できる体制づくりに努め、ボランティアの負担軽減を図ってまいります。
　不妊去勢手術の補助金制度につきましては、猫の出産時期は年に２～３回あり、制度の利用希望や苦情・相談は通年あること
から、時期を設定しての受付は難しいと考えておりますが、他自治体における補助金制度の調査・研究を進めてまいります。
　また、手術費用の全額補助につきましては、より多くの申請に対応するため、補助率と上限額を定め、一部自己負担をいただく
こととしておりますが、今後も人と猫が豊かに共生できる社会を目指して、制度の拡充・推進に努めてまいります。

　なお、定住人口の確保に向けましては、首都圏に近く、豊かな自然環境を有する本市の魅力を移住希望者にしっかりとPRすると
ともに、若者世代が安心して子育てしやすい環境の整備や、都市的魅力・利便性の向上により、外国人を含む子どもから高齢者
までのあらゆる人が暮らしやすいまちづくりを推進しているところであり、令和４年暦年における本市の社会動態はプラスとなって
おります。
　テレビ放送から約７年を迎える「ラブライブ！サンシャイン!!」につきましても、現在も多くのファンの方にお越しいただいており、本
年７月からはスピンオフ作品のテレビアニメ放送が予定されるなど、沼津の魅力を発信する重要なコンテンツと認識しております。
　また、スポーツを通じたまちづくりにつきましては、競技スポーツの振興や生涯スポーツの推進、市民の健康増進のみならず、
フェンシングの大会・合宿誘致や、プロスポーツチームと連携したホームゲームの開催などの取り組みを展開することで、本市へ
の観光交流人口の拡大にも大きく寄与しているものと考えております。

環境政策課
政策企画課
観光戦略課

ウィズスポーツ課

3月8日 3月23日 野良猫の避妊、去勢の補助金について
　２件要望があります。
①補助金の期間を変更してほしい。
　 現在４月～３月の期間ですが１月末にはもう補助金がなくなっていま
す。妊娠する前の12月～２月に一番避妊、去勢をしたいので半年ずつ
に区切るとか、１月～12月にする等の対策を考えてほしいです。

②清水町や富士市のように野良猫の避妊、去勢手術代の負担を０円に
してほしい。
　 沼津の景観維持、清潔な街、可哀想な猫ちゃんが増えないように沼
津市で、ボランティア団体や個人のボランティアの方々が自腹でがん
ばっていますが、頭数が多いため負担金が中々工面できなく毎年苦戦
している現状です。
　 どうかご協力をお願いします。

　今すぐの変化は難しいですが、一斉にできれば数年先には野良猫が
減少し、糞尿問題も減少し、きれいな街、動物にも人間にも良い街づくり
が実現可能だと思いますので、どうかご検討よろしくお願いします。

　飼い主のいない猫に対する不妊去勢手術の実施にご協力いただきありがとうございます。
　不妊去勢手術の補助金制度は、動物愛護ボランティアの方をはじめ、自治会、野良猫に給餌している個人の方
等にご利用いただいており、人と猫が豊かに共生できる社会の実現に向けた取り組みの一つとして実施しており
ます。

①補助金の期間の変更について
　本補助金制度の受付は、予算の執行が可能となる４月から開始し、今年度も年度末を控えた２月中に予算残額
がなくなったため、申請受付を終了しました。制度の利用希望や相談は年度当初から通年あることから、今のとこ
ろ補助金の期間を変更することは難しいと考えておりますが、他自治体における補助金制度の調査・研究を進め
てまいります。

②手術費用の全額補助について
　手術費用の全額補助につきましては、より多くの申請に対応するために、補助率と上限額を定め、一部自己負
担をいただくこととしております。県内では、全額補助としている自治体も一部ありますが、補助要件や上限額に
ついては自治体毎に様々であり、本市といたしましても他市町の状況等を注視し、制度の拡充・推進に努めてま
いります。
　なお、市では、野良猫に給餌をされている方や、地域の自治会等に対し、不妊去勢手術の費用負担へのご理解
も含めた地域猫活動の協力要請等を行っております。費用負担についての相談等がありましたら、環境政策課ま
でご連絡ください。

環境政策課

          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

1月26日 2月13日 沼津岡宮の悪臭
市民の声でも何度も何度も挙がっていますが堆肥のような
悪臭が本当に酷いです。夜の悪臭に眠れず健康被害が出
そうです。
沼津インターは沼津の玄関口のはずです。玄関から悪臭
がするのを許せるんですか？指導、対策など効果が出て
るんですか？
調査は予め日時を指定して訪問しているなら意味がありま
せん。該当する業者への偶発的な調査、無理なのであれ
ば岡宮周辺の臭気レベルをある程度の期間昼夜問わず測
定し公表して下さい。
これだけ市民が困っているのですから、市の指導、監督責
任を果たして下さい。

　市では、岡宮周辺の悪臭の発生源と考えられる畜産農場に対し、事前連絡無しのパトロールを定
期的に実施して、事業所の操業状況や臭気の状況の把握に努めており、市が実施した測定結果に
基づく指導・助言により、これまで作業内容の見直しや設備を更新するなどの対策を行ってきており
ます。しかしながら、大幅な改善につながっていないのが実情です。
　臭気測定については、環境省が定めている三点比較式臭袋法という方法で継続的に実施しており
ます。この方法は、悪臭防止法に基づく臭気指数を算定する唯一の測定方法で、検体採取は1検体
につき30秒以内と定められております。測定に当たっては、事業場の敷地境界で検体を採取し、その
検体を臭気判定士と呼ばれる有資格者の嗅覚を用いて判定するもので、市ではこの測定を専門業
者に委託して実施し、市ホームページで結果を公表しております。また、事前に事業者に知らせて立
会を求めておりますが、職員が通常時と変わりない状況であるかを確認しており、結果を踏まえた改
善指導や助言を行っております。
　畜産農業の性質上、臭気の発生そのものは避けられませんが、さらなる対策を講じることで臭気を
抑制することができるよう、県や市の農業関連部署とも連携して粘り強く改善を求めてまいります。

環境政策課

          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8日 12月15日 沼津市の海岸のゴミについて
　市外在住のものですが、近隣のため沼津の海岸に時々
訪れます。毎回海岸のプラスチックゴミの多さに愕然とし、
海に面していない自治体で負担を分担するのはおかしいこ
とではないかと思いつつも拾って持ち帰って廃棄していま
す。が、来訪者が拾おうと思ってもゴミを持ち帰るのはなか
なかハードルが高くなると思うのです。
　海岸に分別して集められるコンテナのようなものを設置し
ていただければ、散歩中の人や観光客でも拾って入れてく
れる人は結構居るのではないかと思いますがいかがでしょ
うか？
　集まった廃棄物の管理が大変だとは思いますが、ほとん
どがプラスチックと金属で、拾ってくれる人はきちんと分別
すると思います。悪戯や家庭ごみを入れるのを防ぐ、金属
の持ち去りを防ぐなど、対策はいろいろ必要になるのかも
しれませんが、ご検討いただければ幸いです。

　海岸に打ち上げられるプラスチック等のゴミなどの漂着物につきましては、地球温暖化の進展に伴
い頻発・激甚化する台風等の自然災害はもとより、狩野川などの上流部での降雨や潮流の関係で、
本市の海岸に多くの量が漂着し、その対応に苦慮しているところです。
　ご提案いただいたゴミ箱の設置につきましては、ゴミ箱を設置することにより、地域住民や来訪者
等がゴミを拾いやすい環境が整備されるため、良好な海岸環境の保全に向けた清掃活動を促進す
る効果が期待される一方、一部の心無い人により生活ごみなどが持ち込まれることが懸念されること
から、ゴミ箱を設置しないこととしております。
　海岸に漂着するゴミの清掃につきましては、千本浜海岸や牛臥海岸等において、市が清掃業務を
発注し、年間を通じた海岸清掃を実施しております。また、ＳＤＧｓへの関心の高まりを背景とした民
間ボランティアによる海岸清掃や、自治会・民間ボランティアと市の協働による海岸清掃など、市民
や民間と連携・協調した取り組みも行っているところです。
　今後も美しい海岸の維持に向け、官民一体となって取り組み、海岸環境の保全に努めてまいりま
す。

水産海浜課

12月12日 12月20日 生ごみ処理機助成金制度について
　生ごみ処理機助成金制度を導入して欲しいです。
　せっかくゴミの分別を頑張ってる市なので、分別だけでな
くゴミの量を減らすことのできる、生ごみ処理機の購入を助
成する制度があれば市の全体のゴミの量も減らすことがで
きると思います。
　近隣の市町村では制度を導入しているところも多いので
是非沼津市でも導入を検討して欲しいです。

　本市では、家庭用生ごみ処理機の購入助成金制度としまして、堆肥容器につきましては平成３年
度から、機械式処理容器につきましては平成10年度から行っておりました。当時は、市民の皆様の
関心も高く、1年間で1,000件を超える申請があり、本制度がごみ減量化意識の普及、啓発における
役割を果たしておりましたが、その後年々申請数が減少したことにより、本制度による減量効果及び
啓発効果が見込めなくなったことなどから平成25年度をもちまして制度を廃止いたしました。
　現在では、生ごみの減量化策としまして「ダンボールコンポストによる生ごみの堆肥化」を推進し、
出前講座などを開催して実践へのご案内をしております他、生ごみの水切りや食品ロス削減の啓発
に軸足をおき、環境負荷の低減を図りつつ取り組んでいける事業展開に移行しております。

クリーンセンター管理課

          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

12月15日 12月28日 ホッカイロ回収
　SDGSが騒がれる昨今、エコ活動の一環としてホッカイロ
の回収を沼津市で行ってはいかがでしょうか。
　私は沼津市で教員をやっている者ですが、学校では生徒
が毎日ホッカイロを使用しています。これらが全てゴミにな
ることは、環境に悪い影響及ぼすのではないかと懸念しま
す。
　個人で回収方法を検索したところ、静岡県ではそのような
取り組みをしていないことが分かりました。そこで、美しい
海を持つ沼津市が筆頭となって始めたら県や皆様の意識
が変わるかもしれないと考えました。
　私としても環境意識を子どもたちにも持たせたく、地域で
このような活動をしてほしいです。

　本市では、使い捨てカイロは「燃やすごみ」として清掃プラントで焼却処理しています。使い捨てカイ
ロの主な成分は鉄粉や活性炭などであり、鉄粉は焼却処理を促進する酸化反応に効果的なものとし
て、また、活性炭は焼却処理を行うことで発生するダイオキシン類などの有害な化学物質や悪臭等
を吸着・除去し、大気を清浄に保つことに役立つものです。
　本市清掃プラントでは焼却処理を行う上で燃料や助燃剤はもちろん、環境保全対策として十分な効
果を発揮する活性炭の使用は欠かせません。使い捨てカイロ自体、焼却することで有害ガスなどを
発生する恐れがないものと認識した上で、環境的にも経済的にも「焼却処理に一役買うことのできる
有効的な廃棄物」として上手に活用していきたいと考えています。
　なお、燃え残った鉄粉は焼却灰となりますが、本市では、焼却灰を埋め立て処分することなく、リサ
イクル推進を図るため、資源化処理を業者にお願いすることで道路の路盤材等として生まれ変わっ
て活用されておりますことを申し添えます。
　現状におきましては、使い捨てカイロの回収は考えておりませんが、上記について清掃プラントに
施設見学に訪れる子どもたちなどに紹介し、環境意識を高める機会としてまいります。

クリーンセンター管理課
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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 岡宮の悪臭について
11月12日、岡宮で夕方と夜遅い時間に部屋の中まで強烈
な悪臭がして、本当に耐えられません。
何度か市民の声にも上がっておりますが、市はきちんと管
理しているのでしょうか？
いい加減にしていただきたいです。
最近は、時間を問わず毎日悪臭がしますよ。
生活に支障がでているのに、市民の声が伝わっていない
のは悲しいです。
早急に改善していただきたいです、よろしくお願いいたしま
す。

　岡宮周辺の悪臭の発生源となる畜産農場や堆肥舎で、特に広範囲に臭気の影響を与えていると
思われる事業所に対して、市はこれまでも夜間を含めた臭気測定を継続的に実施し、その結果を踏
まえて、臭気対策についての指導・助言を行っています。

　事業者においても、市の指導に従い、浄化槽管理の専門業者への委託化、堆肥舎へのカーテンの
設置、堆肥の撹拌作業の見直しなどの臭気対策を実施してきました。しかし、悪臭が周辺環境に与
える影響が大きく軽減されていない状況から、今年度は、新たに消臭効果のある薬剤を散布する装
置を導入して、さらなる臭気対策を実施しているところです。

　市民の皆様には市ホームページを通じて、臭気測定結果等をお知らせするとともに、今後も引き続
き、県、市の畜産業の担当部署とも連携し、事業者に対して状況の改善を働きかけてまいります。

環境政策課

11月16日 12月1日 千本松原海岸の砂浜清掃について
私は月に３、４回遊歩道を散歩しています。前から気になっ
ていたことがあります。
砂浜に打ち上げられた大小の流木、漁具などが多く見られ
ます。
大きな流木は人力では無理？
それは専門業者にまかせてなるべく早く美しい砂浜にして
下さい。
沼津の海は「キレイ」で美しい砂浜だと言えるように。
近くには文学館などもあり観光コースでもあります。
ぜひお願いしたいです。

　千本浜海岸は、地域の方の憩いの場や多様な生物が生息・繁殖する場、さらに海洋レジャーなど
多くの人が潤いや癒しを求めて集う交流の場となっております。
　海岸に打ち上げられる生活ゴミや流草木などの漂着物につきましては、近年頻発・激甚化する台風
はもとより、狩野川などの上流部での降雨や潮流の関係で、千本浜海岸等に多くの量が漂着し、そ
の対応に苦慮しているところです。
　このような中、本市では千本浜海岸において、美しく豊かな自然景観や良好な海岸環境の保全を
図るために、年間を通じて清掃活動を実施しています。また、当該海岸においては、地域住民や民
間ボランティア団体などによる清掃活動も行われており、官民連携・協働により、美しい海岸の保全
に向けて取り組んでいるところです。
　今後も引き続き、地域住民や民間ボランティア団体等の協力を賜りながら、美しい海岸の保全に努
めてまいります。

水産海浜課

          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

11月22日 12月1日 沼津駅前の歩きタバコ
沼津駅前は路上喫煙禁止のはずですが、歩きタバコ・自転
車タバコをしている高齢男性が非常に多いです。ラクーン
に設置されているモニターで啓発動画を流しているのは見
かけますが、それ以外の対策はしないのでしょうか。
小さい子どもを連れての外出が多いので困っています。

　日頃より本市の環境行政にご理解とご協力をいただきありがとうございます。
　本市では、平成29年度に「沼津市路上喫煙の規制に関する条例」が施行されたことに伴い、JR沼
津駅周辺に「路上喫煙重点規制区域」を設け、区域内での路上喫煙を禁止するとともに、JR沼津駅
北口・南口のトイレ付近に設置した喫煙所を喫煙可能な「指定喫煙所」として定めております。
　また、路上喫煙重点規制区域における喫煙行為の対策としましては、ラクーンのモニターでの動画
放映のほか、広報ぬまづへの条例周知記事の掲載や、喫煙禁止区域であることを示す路面標識の
設置、職員によるパトロール等を行い、マナー向上のための啓発・指導を行っているところです。
　しかしながら、指定喫煙所以外での路上喫煙はいまだに散見されております。
　このような状況を改善し、喫煙をされない方が路上喫煙重点規制区域で安心して過ごすことができ
るよう、市では、より訴求効果のある路面標識の形状及び配置の見直しや、パトロール時間を適宜
変更するなど、継続して路上喫煙防止対策に努めております。
　今後も引き続き、市民の皆様の快適な生活環境の保全に取組んでまいりますので、ご理解をいた
だきますようお願い申し上げます。

環境政策課
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

10月4日 10月18日 岡宮の悪臭について
こちらの投稿にも、もう何度も意見が書かれているのを見
ますが、岡宮の悪臭が本当にひどいです。
毎回、対策を行なっているとの回答を見ますが、本当に対
策が行われているのか疑問に思うほど、変化はありませ
ん。

沼津市として本件を問題に捉えているならば、こういった市
民の声に対し、自治会に任せず、まずは直接市民に対し状
況を説明すべきではないでしょうか？

　岡宮周辺の悪臭の発生源となる畜産農場や堆肥舎で、特に広範囲に臭気の影響を与えていると
思われる事業所に対して、市はこれまでも夜間を含めた臭気測定を継続的に実施し、その結果を踏
まえて、臭気対策についての指導・助言を行っています。

　事業者においても、市の指導に従い、浄化槽管理の専門業者への委託化、堆肥舎へのカーテンの
設置、堆肥の撹拌作業の見直しなどの臭気対策を実施してきました。しかし、悪臭が周辺環境に与
える影響が大きく軽減されていない状況から、今年度は、新たに消臭効果のある薬剤を散布する装
置を導入して、さらなる臭気対策を実施しているところです。

　市民への状況説明については、門池地区の各自治会・事業者・行政による会議を定期的に開催
し、悪臭の発生状況の確認や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。
　今後も引き続き、県、市の畜産業の担当部署とも連携し、事業者に対して臭気抑制を図るための対
策を求めるとともに、市ホームページを通じて、臭気測定結果等の情報提供に努めてまいります。

環境政策課

          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

7月14日 7月29日 ゴミ問題、まずは一人一人のきちんとした認識から
沼津市民のゴミの考え方が気になります！
ゴミ問題は市民一人一人のきちんとした認識、協力が必要です。
市民に認識してもらう為にも、市では周知に力を入れてもらいたいです！！

以下気になったこと詳細
・燃えるゴミの日に、プラスティックゴミが沢山入ったゴミ袋を多く見かけます。
分別をきちんと理解していない人が多いのでは？
また汚れたプラは洗って乾かしてプラゴミとして捨てるなど、一手間を怠っている
人が多いのでは？
私は、前住んでいた自治体がゴミに関する注意喚起をしてくれていたので、例え
ば生ごみは水分を極力とばしてから捨てる(水分が多いと焼却炉の温度を下げて
エネルギー効率が悪くなるという理由らしく、納得しました。)、またゴミ分別するこ
とはもちろん、ゴミの量を減らすため無駄なものを買わない。ロスゼロ。など各家
庭で気をつける認識を持っています。それが当たり前の認識になっていたので、
沼津市に来てから、認識がずいぶん違う人が多いと思いました。

・先日沼川沿いを子供と散歩していたところ、前の民家から出てきたご老人がタバ
コの箱を川に投げ捨てました。とてもショックで理解できず、子供には見せたくない
光景でした。見るとその川にはゴミが沢山！
やはり一人一人のきちんとした認識が大事です。
子供は大人の行動を見ています。大人は恥じない行動をしないといけないです。
子供のためにも未来のためにも。

　日頃より、本市の一般廃棄物処理行政にご理解とご協力をいただきましてありがとうございます。
・本市のごみ焼却施設「清掃プラント」に搬入されます「燃やすごみ」につきまして、「ごみ質(ごみの種類)分析」を行いますと、ビ
ニールやプラスチック類を含めた合成樹脂類は全体の2割程度となっています。また、成分分析では、水分が5割、灰分が1割、可
燃分が4割程度となっています。
　分別していただくことで適切な資源ルートにのせてリサイクルの推進ができますが、分別せずに燃やしてしまうことで、ごみのカロ
リーや熱量が上昇し、焼却温度が上がり過ぎて炉を傷めてしまいます。
　また、ご指摘のとおり、水分が多いことで焼却温度が下がり、燃焼が抑制されるなど、いずれであっても効率よくごみを燃やすこ
とができなくなってしまいます。
　このことから、本市におきましてもごみの分別・減量を推進し、「使いきり・食べきり・水きり」の「3きり運動」を呼びかけるほか、プ
ラスチック製容器包装につきましては汚れを落とすこと、異物の混入を防止することなどを市民の皆様にお願いしております。
　周知・啓発方法としましては、本年3月に市内全世帯に配布しました「ごみの分別・減量ガイドブック」をはじめ、広報ぬまづ、市
ホームページ、ごみ分別アプリ「さんあ～る」などを通じて、また、清掃プラントの施設見学や出前講座、自治会の回覧を活用して、
展開しているところであります。今後もより一層、市民お一人おひとりが「混ぜればごみ、分ければ資源」の認識を高め、実践に繋
げていただくよう取り組んでまいります。

・本市では、まちの美観を保全し、良好な生活環境の確保を目的とした、「沼津市まちをきれいにする条例」を制定し、いわゆるポ
イ捨て等の行為を禁止しております。また、市内各自治会から推薦された環境美化指導員と連携して、環境美化推進の啓発活動
を行うとともに、ポイ捨てが多くみられる場所には防止看板の設置等を行っているところですが、ポイ捨てがなくならない現状があ
ります。
　頂きましたご意見のとおり、市民一人ひとりのモラルを持った行動により、公共の場所でのごみの抑制と生活環境の保全につな
がることから、今後も様々な機会をとらえて周知・啓発に努めるなど、環境美化意識の向上に取り組んでまいります。
　なお、今回の沼川のごみにつきましては、場所など詳細を教えていただければ、河川管理者の静岡県と連携をとり対応いたしま
す。

クリーンセンター
管理課

環境政策課

          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13日 6月22日 悪臭について
岡一色に住む者です。
夜になると牛糞の臭いだと思うんですが、すごく臭いです。
家の中にまで入ってきてとても不快で、臭いで起きてしまう
ほどです。
以前の市民の声でもこの件について相談されてる方がい
ましたが、それから改善などはされたんでしょうか？
しょうがないのもしれませんが、どうにか改善お願いしたい
です。

　日頃より、市政にご理解ご協力をいただき、ありがとうございます。
　ご意見をいただきました、岡宮、岡一色周辺の悪臭の発生源は、周辺の畜産農場や堆肥舎である
と考えられます。その中でも、風向きや気温等によって特に広範囲に臭気の影響を与えていると思わ
れる事業所には、これまでも継続的に臭気対策について指導・助言を行ってまいりました。そのよう
な経過のなか、事業者においては、昨年度、新たに遮蔽物を設けて臭気の放出を抑制する対策を施
し、また、今年度は消臭効果のある薬剤を散布する装置を導入してさらなる臭気対策を実施する予
定となっております。
　畜産農業の性質上、臭気の発生そのものは避けられませんが、今後も引き続き、県や市の農業関
連部署と連携して、事業者に対し指導・助言を行い、臭気の抑制を図ってまいります。

環境政策課

6月24日 7月6日 ゴミの分別・減量ガイドブック改訂時における変更箇所の連絡徹底について
〇提言要旨
　令和４年度に入り「ゴミの分別・減量ガイドブック」が全世帯へ配られたが、年月が経過してこれ
を改訂する場合には「分別方法の変更による混乱」を避けるため改めて全世帯に配布を行うか、
変更箇所について広報掲載やチラシ配布などによる情報伝達を確実に行って欲しい。
〇提言事由（現状の問題など）
　令和４年度に入り「ごみの分別・減量ガイドブック」をリニューアルして全世帯へ配布した事は
「ごみの出し方の徹底」を行う面で有意義だったと感じます。今後も市民のみなさんへの周知徹
底をお願いしたい所ですが、自治会において会員のみなさんに正しい排出のお願いする立場か
ら要望がございます。
　ごみの分別・減量ガイドブック（旧ごみの出し方便利帳）については、私は沼津市に転入する際
の１回しかいただいておりませんが、その後も不定期のサイクルで改訂されております。そこで
困っている点が「ごみ分別区分がいつのまにか変更されてしまっている」というものです。ごみ排
出ステーションで立ち合いをしていますと「排出区分が間違っている」とトラブルになるシーンをよ
く見かけます。その原因を辿りますと、改訂される前の「古いごみの出し方便利帳」に従い分別さ
れているため改訂後（現在）の正しい分別区分に適合しないという原因に行き着きます。確かに
自治会に残っている過去の資料を見ますと令和元年10月改訂の際にカーボン製のゴルフクラ
ブ、照明器具が資源回収から埋め立てへ変更、同２年６月改訂の際に布団カバーが資源回収か
ら埋め立てへ変更されるなど区分変更されているものが見られます。誤って排出された方は、改
訂を知らず自分の便利帳に従って正しく分別したつもりでも排出する際に「間違っている！」と注
意される事で不快な気持になってしまいます。このような「時間経過により異なる資料で分別され
る間違いやトラブル」を回避するため、ガイドブック改訂の際には改めて全世帯へ配布いただきた
くお願い致します。市内には９万を超える世帯があり予算的に厳しい面もあるかとは思いますが、
全世帯配布が難しいのであれば最低限「変更した箇所についての新旧対照表」だけでも広報ぬ
まづへの掲載やチラシ配布などにより確実に伝達いただきたくお願い致します。

　廃棄品目の区分変更につきまして、製品素材の変化に伴うごみの多様化、また、資源物の循環に
際し、素材別のリサイクル化が進んでおります昨今、本市としましては柔軟に対応していきたいと考
えております。
　市民の皆様には、この旨ご理解いただきまして、ガイドブック改訂版の配布検討のほか、広報ぬま
づへの掲載や回覧板等を活用したチラシ配布、ごみ分別アプリ「さんあ～る」での情報発信など、分
別ルールの更新情報が確実に行き届きますよう周知に努めてまいります。

クリーンセンター管理課

          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

4月25日 5月20日 高齢者世帯粗大ゴミ収集について
苦情と提案です。
　苦情につきましては、「ごみの分別・減量ガイドブック」1９ぺージの「高齢
者・障がい者世帯粗大ゴミ収集」の対象世帯（高齢者70歳以上のみの世帯）
の対象になると思われ、電話致しましたが、電子レンジ1点では無理ですとい
うお話でした。非常に重く、私には資源ゴミの日に集積場所まで運ぶのは不
可能ですので、回収していだきたかったです。
　お断りされた時点で下記の会社に依頼して、24日に宅配業者が引取りに
来て下さる予定です。

　提案です。
　小型家電リサイクル法制定後（平成２５年度４月１日）、各自治体では、環
境省・経済産業省から認定を受けた「小型家電リサイクル法」の認定事業者
である、「リネットジャパンリサイクル(株)」と協定を締結して、宅配回収等をお
こなっています。
　静岡県では、政令指定都市の静岡市、浜松市、他の県内自治体では伊豆
市、函南町、下田市、東伊豆町、湖西市、伊東市、御前埼市、熱海市、三島
市、吉田町、菊川町、藤枝市、南伊豆町などが行っています。　（他にもある
かもしれません）
　沼津市もお考えになったら如何でしょうか。

　日頃より本市の一般廃棄物処理行政に対しまして、ご理解ご協力をいただきありがとうございます。
　
　高齢者・障がい者世帯粗大ごみ収集につきましては、ガイドブック記載のとおり、対象品目は大型家具等になっ
ております。ご依頼のありました電子レンジについては、対象品目ではないこと、他に対象品目のものがなかった
ことから、お断りさせていただきました。
　ご連絡いただいた際にご案内いたしましたが、対象品目であるタンスや本棚などの大型家具等と併せ、電子レン
ジ等複数ある場合、集積場所に運ぶことが困難であることから併せて回収を行っておりますが、今回のように電
子レンジ単品であれば集積場所に出していただくようお願いしております。
　多くの方にご利用いただくため、対象外品目については、お断りをさせていただいていること、ご理解をいただき
ますようお願いいたします。

　このような中、本市におきましてもご提案のありました、リネットジャパンリサイクル㈱による宅配回収について早
期の実施に向け準備を進めております。
　今後も、市民の皆様の利便性の向上に努めてまいります。

クリーンセンター
収集課

クリーンセンター
管理課

          令和４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24日 3月7日 犬や猫のフンの放置や被害
私は開北小学校周辺に住んでいます。
通学路に よく犬の糞が放置してあり、靴や自転車で踏んでしまうことがあります。
子供が 登校時に踏んでしまうと そのまま学校に行く事になるので とても気の毒
です。放置され、踏まれた糞は 数ヶ月 アスファルトにこびりついたまま 残ります。
歩道は 安心して歩ける場所であってほしいです。
また、野良猫による被害にも困っています。 近くの公園などで 野良猫に餌を与え
る人がいます。そのせいか、野良猫が多いです。公園の砂場で 子供と遊んでい
たら 猫の糞が出てきたこともありました。ウイルスを持った猫の糞だったら、とても
危険です。
自宅の花壇も 被害に遭っています。植物ごと掘り返され、糞尿をされます。糞に
は毛が混じっているので 猫のものとわかりますし、実際に 猫が土を掘り 糞をして
いる所も見たことがあります。とても臭いです。
野良猫対策に いくらお金を使ったことか。それでも隙間があれば 花壇やプラン
ターを掘り返され、一生懸命 作った野菜や花をダメにされることがあります。とて
も悲しいです。
こちらに投書した理由は、動物との向き合い方を広報で問題提起してほしいから
です。
ペットの糞を片付けることは飼い主の義務ですと、広報に載っているのは知ってい
ますが、扱いが小さすぎて 気付かれていないような気がします。
野良猫に餌を与えることが、本当に最善の行いなのかということを 餌を与える方
に考えてほしいです。
私は、動物を嫌う人が増える行為ではないかと思います。

　犬の糞の適正処理に関しては、広報ぬまづへの掲載のほか、注意喚起の看板設置や自治会の組
回覧、市が委嘱する環境美化指導員と連携した市内巡回やチラシの配布などの啓発活動を実施し
ております。
　また、路上の放置糞に対する取組として、京都府宇治市発祥の「イエローチョーク作戦」を、本市に
おいても令和３年度から導入しています。この取組は、路上の放置糞をチョークで強調し日時を記録
することで、歩行者へ放置糞を誤って踏まないように知らせるとともに、他者の目があることを飼い主
に知らせて自己処理を促す効果が期待できるものと考えております。
　次に、野良猫など屋外にいる猫への餌やりに関しては、餌やり自体は直ちに法令に違反する行為
ではありませんが、居ついた猫の繁殖による頭数の増加は、鳴き声や糞等による生活環境への悪
影響が懸念されるところです。
　このことから、本市では動物愛護の観点から猫の室内飼いを推奨するとともに、地域全体で野良猫
と共存しつつその減少を図る「地域猫活動」の普及啓発や無秩序な餌やりに対する指導等を、ボラン
ティアの方々や保健所と連携して行っております。
　更に、野良猫の増加を防止するため、本市独自で「沼津市飼い主のいない猫不妊去勢手術費補助
金」制度も実施しているところです。
　本市といたしましては、このような取組をより多くの皆様に知っていただき、改善が図られるよう、広
報ぬまづへの掲載方法の工夫やチラシ、SNSの活用等により、一層効果的な周知・啓発に努めてま
いります。

環境政策課

          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

1月4日 1月12日 ゴミの分別簡易化について
Uターンで市へ戻ってこようとしています。

沼津市は多くの魅力がある一方で、ゴミの分別が厳格で仕
分けコストがかかる印象が強くあります。
コンビニ袋、容器類などのプラスティックやビニールを「燃
やせるごみ」で出せないのは分別、ゴミ出しの両面で時間
がかかる状況です。
これは私が上京した１０年前から変化がありません。

今後増える高齢者や他県から移住者が住みやすくなる一
歩として、分別の簡易化を是非ご検討いただきたくメールさ
せていただきました。

※東京や隣の三島では、ビニール・プラは燃えるゴミとして
出すことが可能だったのでそれほど手間は感じませんでし
た。

　本市のごみの分別につきましては、現在4区分18品目に分けて出していただくようお願いをしていま
す。特に、ご指摘の「燃やすごみ」におきましては、分別していただくことで適切な資源化ルートにの
せてリサイクルの推進ができること、また、分別せずに燃やしてしまうことでごみのカロリーや熱量が
上昇し、焼却温度が上がり過ぎて炉を傷め、現在の状況では効率よくごみを燃やすことができなく
なってしまうことなどの理由により、市民の皆様のご理解とご協力を得て分別を行っていただいてい
るところです。

　なお、今年4月に施行予定の「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」では、市町村
の責務として「プラスチック廃棄物の分別収集に努めること」、また消費者の責務として「分別排出に
努めること」とうたわれており、本市がこれまで取り組んできた分別化・リサイクル化を国としても全国
的に推進していこうとする動きが見られます。

　最後に、本市では令和11年度中に稼働予定の新焼却処理施設の整備を進めております。「分別の
簡易化」といった〇〇様や市民の皆様のご意見につきまして、国等の動向にも注視しながら反映さ
せていきたいと考えております。

クリーンセンター管理課

          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2日 11月12日 沼津市岡宮の異臭悪臭
今年8月にも意見はあったようですが、何も改善されていな
いと思います。
朝早い時間、夕方、夜と、頻繁に悪臭が漂い、部屋にも臭
いが入ってくる日もあります。
窓も開けられません。
いい加減、どうにかなりませんか？市民はこれだけ訴えて
いるのに、どうして動いていただけないのですか？
臭気数値、きちんと計って下さい。そして、市民に報告をし
て下さい。
こちらも、臭う日時を記録に残します。

　市では、悪臭の発生源と考えられる畜産農場において定期的に臭気測定を行っています。
　測定は、専門業者に委託し環境省が定める規定の方法（三点比較式臭袋法）で行っており、検体
は切り返しと呼ばれる堆肥を発酵させる作業に合わせて、市職員立会いのもと採取しています。
　また、今年度、夜間に強い臭気を感じるとの苦情もいただいていることから、日中だけでなく夜間に
も臭気測定を実施するとともに、悪臭の原因物質を特定するため臭気の成分分析も併せて実施する
予定です。
　臭気測定結果につきましては、市ホームページ等での公開に向けて検討してまいります。
　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、県や市の農業関連部署と連携して、
事業者にはさらなる対策を求め、臭気を抑制するよう引き続き指導・助言を行ってまいります。

環境政策課

          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28日 11月8日 沼津駅南口喫煙所
喫煙所からはみ出て吸っている人を多く見かけます。自分
は喘息を患っており、タバコの煙などを極力吸いたく無いで
す。個室やプレハブにしろとは言いません。対策をお願いし
ます。
また、他にも、タバコの吸い殻入れのみの喫煙所とかも多
いのでいつ喘息発作を起こすかわからない状態で街を歩く
（通学・通勤）のはちょっと怖いです。本当に対策お願いし
ます。

　沼津市では、平成29年度に「沼津市路上喫煙の規制に関する条例」が施行されたことに伴い、JR
沼津駅周辺に「路上喫煙重点規制区域」を設け、路上喫煙を禁止するとともに、JR沼津駅南口と北
口トイレ付近にある喫煙所を「指定喫煙場所」として指定しております。条例による規制に当っては、
たばこを吸う人、吸わない人、それぞれの意見や用地上の制約があったなかで、現在の場所に指定
喫煙場所の整備を行うことといたしました。
　沼津駅南口喫煙所周辺を含む路上喫煙重点規制区域内においては、路上喫煙禁止であることを
示す路面標識の設置や、職員によるパトロールなどを行い、喫煙マナーについて周知・啓発を行って
いるところです。
　しかしながら、喫煙所外での喫煙のケースが散見されることから、喫煙者の方がより判別しやすい
よう、標識サイズ変更の検討、朝・夕の通勤時間帯におけるパトロール強化による喫煙マナー違反
者への注意喚起など、引き続き周知・啓発に取り組み喫煙マナーの向上が図られるよう努めてまい
ります。

環境政策課

          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14日 10月4日 大平地区の野焼き被害
こんにちは。いつも市民の為に行政に従事していただき心から感謝申し上げ
ます。
大平地区に居住している者ですが、今とても困っていることがあります。

ここ最近特に、野焼きをする住人が多く、大平全域で煙がすごい時がありま
す。野焼きは廃棄物処理法第16条の2で禁止されているのは存じてますし、
例外で農業従事者が燃やすのを認められているのはわかりますが、火がも
のすごく大きく上がって木に燃え移りそうになっていたり、煙が道路に広がり
運転している車が危ない状況になっているのを見ました。
個人的な意見ですが、洗濯物に臭いが付くことも何回もありとても臭いです。
その度に洗濯し直してます。今文章を書いているこの時間(20:00)でもまだ煙
が舞って臭いが来ます。
行政の方から、例えば曜日や時間を決めて野焼きをするよう農業従事者に
指導してもらうことは出来ないでしょうか。今に始まったことではないですが、
ここ最近特に毎日毎日、どうにも出来ずとても困っています。周囲は半分諦
めている人が多いですが、みな迷惑に思っているのは事実です。
調整区域で野焼きをするなとは言いたいですが言わないです。上記のように
日時が分かればこちらも我慢できます。

　ご意見をいただいた大平地区の野焼き被害の件について回答いたします。
　法令により野焼き（野外焼却）は原則禁止されていますが、例外の一つとして害虫駆除や土壌改良
など農業を営む上でやむを得ない場合は焼却行為が認められています。
　その一方で、田畑での野焼きについては、煙や臭いにお困りになっている方が多くいらっしゃること
から、市では、例外規定に該当する場合についても周辺にお住まいの方々に配慮し、焼却を控えて
いただくか短時間で済ませるようお願いしています。
　ご提案いただいた曜日や時間帯のルールづくりにつきましては、営農者の皆さんの理解と協力が
不可欠であることから、大平地区の部農会及び連合自治会と協議を進めてまいりますので、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

          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

8月19日 9月7日 犬の散歩について
犬の散歩時にウンチを持ち帰るのは当たり前になってきて
いますが、オシッコの処理が全くできていません！自宅の
屏にオシッコかけて水もかけずに去っていきます！水を持
参していない飼い主がほとんどです！本当に迷惑してま
す！私も市民税払ってます！罰して下さい！

　以前に比べて犬の飼い主のマナー向上により散歩時でのフンの放置は減っているものの、ご指摘
のとおり、散歩時に水を携帯しフンや尿の汚れを流さないなど、いまだ個人のモラルの向上に努めて
いく必要がある状況です。市では、県東部保健所と連携し、犬の飼い主に向け、集合注射会場等で
の飼い方指導を実施しており、その際に犬の散歩時のフンの持ち帰りやペットボトル等に水を携帯し
てフンや尿の汚れを流すように啓発しております。また、沼津市飼い犬条例では、「飼い犬に公共の
場所及び他人の土地、物件等を汚損させ、又は公衆に迷惑をかけさせないこと。」という規定があ
り、これに違反した飼い主が特定できた場合には、直接飼い主を指導していますので、マナーに反し
た飼い主が判明していましたらクリーンセンター管理課までご連絡ください。また、犬の飼い主のマ
ナー向上を地域の課題として捉えていただき、自治会長等を通じ「ペットを飼うときのマナー」につい
ての組回覧文章を配布することもできます。今後も、市として犬の飼い主のモラルの向上に向けた周
知・啓発活動に取り組んでまいります。

クリーンセンター管理課

          令和３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

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

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

4月20日 5月7日 沼津市白銀町カラス被害
こんにちは。
沼津市白銀町に住んでいます。

カラスの鳴き声が、早朝からあまりに大変にうるさく、眠るこ
とが出来ず、困っております。
子供も起きてしまいます。

市の方で対策をしていただけませんでしょうか。

よろしくお願いいたします。

　カラスは４月から７月頃が繁殖期であるため活動が活発になり、大きな声で鳴く事が多くなります。
　本市のカラス被害の現状としては、山間部、市街地においてご意見をいただいており、山間部において農作物
の被害削減を目的とした、銃による捕獲を行っております。
　市街地においては、ゴミ集積場所等にカラスのエサとなるようなゴミの飛散被害防止を目的に、自治会に対し
て、市の補助制度を活用した「ごみ収納かご」の設置を推奨しており、カラスが集まることを防ぐ対策を進めており
ます。お住まいのゴミ集積場所に「ごみ収納かご」の設置がお済みでない場合には、自治会等にご相談していた
だき、設置することも対策の一つであると考えております。
　また、電線等にカラスが止まらないようにする対策も考えられますが、東京電力に確認したところ、東京電力に
相談していただければ協議の上で、対策を行うこともあるとのことでしたので、恐れ入りますが、詳細については、
東京電力（0120-995-997）へご確認をお願いいたします。NTTの電柱であった場合には、NTT(116)へご確認をお
願いいたします。
　今後も、カラスの被害対策については、様々な勉強会に参加し、専門家への調査などの情報収集に努めるとと
もに、関係機関と連携しながら、有効である対策を講じていきたいと考えておりますので、ご理解とご協力をお願
い申し上げます。

農林農地課

          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1日 2月15日 資源ゴミの回収
　いつもゴミの回収をありがとうございます。
　資源ゴミの回収ですが、特に（ペットボトル）ビン、ダン
ボールの回収は月１回では足りません。スーパー等で回収
してないビン・ダンボールの回収を増やしていただきたいで
す。

　現在、沼津市では家庭から出されるごみのうち、缶類・ペットボトル・びん・ダンボールなどの古紙類
の資源回収の日は、資源ごみが一定期間の保管が可能であること等を踏まえ、月１回になっており
ます。
　本市のごみ収集は、ごみを出される市民の皆様、自治会の方々によるごみ当番を含めた排出指導
などのご協力のおかげで円滑に行われております。また、収集方法につきましては、資源化の方法
の変化などに応じて時代の流れに沿った変更をしながら、長年にわたり実施されております。
　一方、収集回数の変更は、自治会の方々のご負担や事業者との調整、経費の課題、更に、減少傾
向となっている資源ごみの収集の効率性なども含めて検討していく必要があり、慎重に行うことが重
要です。今回いただいたご意見は今後のごみ収集体制を見直す際の要望事項のひとつとして検討し
ていきたいと考えております。
　今後もよりよいごみ処理に取り組んでまいりますので、ご理解とご協力の程よろしくお願いいたしま
す。

クリーンセンター収集課

2月15日 3月22日 ゴミの記名
　最近岡宮に引っ越ししましたが、ゴミ当番が回ってくると、ゴミ収
集車が回収して行かなかったゴミは、当番が持ち帰って保管するこ
とになっています。
　特に資源ゴミや埋め立てゴミもその様で、その先、次の回収日ま
で1ヶ月も当番が家に保管しなくてはならない様です。
　以前住んでいた長野県ではゴミ袋に記名して、収集車に回収し
てもらえなければ自分の家に持ち帰る仕組みでした。
　なのでゴミ袋に記名する欄を設けたりなど、ゴミの出し方に最後
まで自分で責任をとれる仕組みなどにしてほしいです。
　また、もし当番が保管しなければならないゴミが出てしまった時
は、沼津市のクリーンセンターに自己搬入しても手数料がかからな
い様にしてほしいです。
　どういう方法が良いのかはわかりませんが、今の方法では当番
が回ってくる度に理不尽さを感じてしまいます…
　よろしくお願い致します。

　この度は違反ごみの対応にあたりまして、お手間を取らせる状況となっておりますことを、大変心苦しく思ってお
ります。
　ごみ集積場所につきましては、自治会などその場所を使用する皆様で設置され利用者相互の協力により維持
管理、環境美化にも努めていただいているにもかかわらず、一部のルールを守れない方のために、真面目にごみ
を出してくださっている皆様へご迷惑が掛かることは、大変残念な状況であります。
　ごみ袋への記名については、現時点では本市ではルール化されていませんが、排出された人が最後まで責任
を持つように、独自ルールであらかじめ決めておいた番号を記入するなどの対応をしている地区もあります。
　正しい分別方法で排出されていないごみ袋については、排出された人が最後まで責任をもって持ち帰っていた
だくように、赤い警告シールを貼り収集の際に集積場所に残していますが、排出者が持ち帰らず衛生上好ましくな
い場合は、自治会長等からクリーンセンターにご相談をいただければ対応いたします。
　回収したごみ袋は、市で内容物を調査し、出された方が特定できる場合は、電話や郵送等により排出者へ指導
を行っております。排出者が特定できない場合は、再発防止のため、違反の傾向に応じた啓発用の看板や回覧
物の作成など自治会等への支援、ごみ排出改善に向けた取り組みを行っております。
　お手数をおかけしますが、今後ともごみの適正排出にご協力をお願いいたします。

クリーンセンター管理課

          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

2月24日 3月9日 ゴミ収集作業員の再教育
　本日、ゴミ収集日でした。たまたま収集が来たので作業の
様子を見ていると、ゴミを１度見て確認したのにもかかわら
ず、ゴミを収集せず次の収集場へ移動　念のため写真に撮
り公開しました。税金で給与をいただいている事を理解さ
せ、まじめに収集を行うよう再教育して下さい。
　次回改善されていない時には市長に

　ごみの収集にあたっては、最終的なリサイクル先を考えたうえで、分別収集を行っています。そのた
め、収集する段階から、どの種類のごみをどの収集車が収集するかをあらかじめ決めて収集してい
ます。
　収集する職員には、毎朝ごみの収集作業を行う前に、収集品目ごとに決められた責任者が打ち合
わせをおこない、その日行う作業の内容を確認したうえで、収集に向かわせております。
　このため、今回のようなごみの収集作業で、収集課の職員がごみの集積場所を訪れたにもかかわ
らず、目測をして次の集積場所に移動する場合については、次にあげる事例が想定されます。

①埋め立てごみに分類される小型家電や蛍光管は、それぞれのリサイクル先に合わせた専用の車
両で収集しております。すべての集積場所に、小型家電や蛍光管が排出されているとは限らないた
め、収集に向かった先の集積場所に担当の車両が運ぶべき種類のごみがなかった場合。

②資源ごみ、埋め立てごみは、集積場所に出されたすべてのごみを一度に収集する訳ではなく、び
んや古紙、瀬戸物・ガラス類などの品目ごとに、収集しているため、収集すべき担当の種類のごみが
その場になかった場合。
などです。
　恐れ入りますが、写真を撮影した日時や集積場所、ごみの内容について、当課までご連絡をいた
だければ、どのような状況であったのか調べたうえ、職員に指導を行いますので、ご協力の程よろし
くお願いします。
　

クリーンセンター収集課
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

12月18日 1月4日 岡宮の異臭
　岡宮の異臭が酷いです。
　窓もまともに開けられず、また朝方では登校中の小学生
が鼻を押さえながら登校している有様です。
　またグルメ街道等に広がる飲食店等のネットのレビュー
でも異臭の件は多数指摘されています。
　なぜこの様な状況が認められているのでしょうか？
　この様な苦情は、恐らく市役所のほうにも多数寄せられて
いると思いますが、全く改善の動きが見られません。
　自治体に任せている部分もあるかもしれませんが、やは
り市が先導しなければ、自治体の活動では限界があると思
いますよ。
　臭気の測定も、連続で測定を実施されていますか？
　この悪臭は断続的に発生しているので、たまたま臭いが
発生していない時に測定をしても意味がありません。

　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や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、これまでに
継続的な指導・助言を行い、事業者においても作業内容の見直しや臭気が漏れないよう設備を更新
するなどの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、門池地区にお住まいの皆様にご協力をいただき、一昨年度から各自治会長・
事業者・行政の三者による会議を定期的に開催し意見交換を行うとともに、周辺住民がモニターとな
り事業者の作業内容と悪臭の関連性の把握に努めてきたところです。
　また、各方面からの働きかけにより、新たな対策として、家畜のし尿処理施設の管理を専門業者に
委託することを現在、事業者が検討しております。専門業者が入ることで臭気の軽減につながるもの
と考えております。
　畜産農業の性質上、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も連携して引き続き指導・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

　　　　令和２年12月分「市民の声」

22



　

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

クリーンセンター管理課11月6日 11月30日 リチウム電池の回収
　コイン電池の回収について沼津市のゴミ回収のさんあー
るには掲載されていないため、捨て方がわかりません。
　厚木市の回収が分かりやすかったのでコピペします。参
考にして廃棄の仕方を明確に提示して欲しいです。
ボタン電池の回収を調べていた際に厚木市のページが出
てきたため、今自分が持っているものがボタン電池ではなく
コイン電池だと気づきました。たぶん、沼津市の大半の人
は、コイン電池をボタン電池と間違えて捨てていると思いま
す。
　以下厚木市のホームページからのコピペです。

Ｌ Ｒ で始まる型式のアルカリ電池
Ｓ Ｒ で始まる型式の酸化銀電池
Ｐ Ｒ で始まる型式の空気電池
（注意事項）
　形状は似ていますが、Ｃ Ｒ 及び Ｂ Ｒ で始まる型式の薄
型のコイン形状の電池は、ボタン電池ではなく、リチウム電
池です。協力店のボタン電池回収缶に入れることはできま
せん。
　リチウム電池（?Ｃ Ｒ 及び Ｂ Ｒ で始まる型式の薄型のコ
イン形状の電池） は、「もえないごみ」の日に、透明か半透
明の袋に入れ『電池』と書いてお出しください。
【豆知識】
　直径20ｍｍ程度のコイン型のリチウム電池は、形状が似
ているため、ボタン電池と混同しがちですが、リチウムコイ
ン電池には、水銀が含まれていないため、厚木市で回収し
ています。リチウム電池はCR又はBRから始まる型式の電
池です。
　電池業界では、環境負荷の軽減のため、乾電池の水銀
ゼロ化に取り組んでいますが、ボタン電池に関しては、性
能面・品質面の理由から、現在も微量の水銀が含まれてい
ます。
　このため、一般社団法人電池工業会では、使用済みボタ
ン電池の回収と適正処理について、協力店と連携し、自主
的に取り組んでいますので、店頭回収にご協力をお願いし
ます。?

　電池のうち、乾電池は資源回収の日に収集していますが、近年増加している充電式電池、ボタン電
池、コイン電池といった乾電池以外の電池は処理困難であり、製造者の責任においてリサイクルす
るものとして、現在、市では処理の対象としていません。
　充電式電池とボタン電池については、製造者による回収システムが確立していることから、ごみの
出し方便利帳とごみ分別アプリ「さんあーる」に、回収店の回収ボックスをご利用いただくよう説明を
掲載しています。
　一方コイン電池は、製造者による回収システムが確立していないため、その処理方法については、
特に掲載していません。情報提供いただいた厚木市のような先進事例の調査研究を行ってまいりま
す。
　ご指摘いただいたとおり、ボタン電池とコイン電池は形状が似ており、電池に刻印された型式で判
断するため、見分けにくいのが現状です。電池の処理方法の説明について、他市の事例を参考にし
ながら、それぞれの電池の特徴や見分ける方法を盛り込むなど、今後、「さんあーる」やごみの出し
方便利帳等への記載にあたり、わかりやすい説明を心がけてまいります。
　丁寧な情報提供をいただき、ありがとうございました。

　　　　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

クリーンセンター管理課ゴミ当番
　ゴミ集積所の管理の回答にゴミ袋のチェックについて
も、”住民のトラブルにつながりやすいことから、市でも自
粛を求めていますが、集積所の管理上自治会等でどくじに
ルールを定めていることがありますので、自治会等にご相談
ください。”とかかれていましたが、最初のゴミ分別の説明
会で分けなければ回収しないと市の説明に来られた方が言わ
れたので仕方なく自前の手袋をつけて分けていたのにこの書
き方だと自治会が勝手にやっているようでムカつきました。
これを読んでから回収されなかったゴミの分別はやめまし
た。
　それと資源・埋め立てゴミでバラしてない傘もそのうち自
治会が勝手にやっているといわれそうなのでやめることにし
ました。
　自分の傘もまだ5本もバラしていないのに他人の傘などバ
ラしたくありません。
　それをクリーンセンターの方に言ったら自治会長に迷惑ゴ
ミの書類を自治会長に出してもらえば回収するといわれたの
で、自治会長に行ったら副会長にこの自治会ではゴミ当番が
バラすことになっていると言われましたがバラすことは断っ
て帰ってきました。
　クリーンセンターの人には自治会長は拒否しないといわれ
たのせすけど。
　ゴミ当番は仕事を休んでやっています。
　置いていたごみは、集会所に運んで次回また出したりたい
へんです。
　その上傘をバラせとか無理です。
　まじめにやっている人だけが馬鹿を見なければならないの
ですか？ゴミの出し方は回覧でまわしたとか、クリーンセン
ターの方はいっていましたが、回覧板読む人などほとんどい
ないとおもいます。
　自治会費を払っていない人には回覧板は回ってきません。
　ゴミの出し方は毎月2回広報の日にでも放送で正しい出し
方を一つずつでも放送してほしいです。”傘は骨と布を分け
て出さないと回収しません”とか。
　ルールを守って出さないとゴミ当番の迷惑になることも放
送してほしいです。
　自治会に入らないとゴミは出すな見たいな雰囲気なので仕
方なく入ってますが、自治会に入ると、やりたくもない行事
（運動会とか）に強制労働させられるし、勝手に赤い羽根募
金に募金されて嫌いな鳥の羽がポストに入れられるし最悪で
す。
　自治会の在り方も見直して欲しいです。

　使用済みの傘についての分別方法が徹底されず、ルールを守って出されている貴方様に大
変なご苦労をお掛けしており、市といたしましても、市民の皆様へ分別の周知が不足してい
たことをお詫び申し上げます。
　使用済みの傘は、傘骨と傘布に分けて、傘骨は資源回収の日に金属類へ、傘布はビニール
製の場合は埋め立てごみの日に３類（熱源利用プラスチックごみ）へ、布製の場合は燃やす
ごみの日にお出しいただくようお願いしております。
　ごみの出し方については、市のホームページやごみ分別アプリなどにおいて、わかりやす
い説明を心がけ、今後一層の周知を図ってまいります。自治会他に向けて、回覧物だけでな
く、集積場所に掲示する啓発看板の作成支援も行っておりますので、ご相談をお寄せくださ
い。
　なお、ご要望いただきました、ごみの出し方の周知に関する放送につきまして、市の同報
無線は、その設置目的から、放送する内容が限られており、放送することはできませんが、
自治会によっては、独自の放送設備でごみの排出についての放送を行っていますので、ご自
身の自治会長へご相談いただきますようお願いします。
　沼津市のごみの集積場所については、「沼津市における廃棄物の処理及び清掃に関する条
例」により、集積場所をお使いになる皆様で管理していただいています。地域の実情に合わ
せ、主に自治会の中で維持管理に係る費用や当番などのルールを決めていただいております
ので、集積場所の使用やその管理については、まずはお住まいの地域の中でお話しいただき
ますようご理解とご協力をお願いいたします。（クリーンセンター管理課）

　住みよい地域づくりを進めていくためには、同じ地域に住む方々が主体となって、親睦を
深め、共同募金活動や災害時の避難所運営、防犯灯の設置管理など、様々な活動に取り組ん
でいくことが必要であると考えております。市といたしましても、住民の皆様が参加しやす
い自治会活動となるよう支援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。（地域自治課）

　　　　令和２年10月分「市民の声」

10月26日 12月4日

24



　

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

9月1日 9月10日 犬のフン害
　私の住んでいる地域では、犬のフンがとても多く困ってい
ます。
　ものにより、どこのお宅の子のものか分かるものもありま
す。
　家にも小型の犬がおりますが明らかにサイズも違います
が不審な目で見られることもありとても迷惑です。
　静岡市やほかの地域では『イエローチョーク作戦』が行わ
れているようですが沼津市でもどうでしょうか？

　以前に比べて飼い主のマナーの向上により、犬の散歩時でのフンの放置は減っているものの、い
まだ個人のモラルの向上に努めていく必要がある状況です。市では「沼津市まちをきれいにする条
例」により飼い犬のフンの放置等を禁止しており、環境美化指導員と協力し、イベント等の開催時に
合わせて犬のフン袋等の配布を行い、また、フンの放置が多い地域の周辺自治会に対して、組回覧
を行う等の周知・啓発活動に努めております。自治会長等を通じ、「飼い方のマナー」についての組
回覧文章を配布することもできますので、地域の課題として自治会長に相談していただくのもひとつ
の方法と考えます。今回、ご意見いただきました「イエローチョーク作戦」につきましては、飼い主のマ
ナー向上に向けた実践的な方法であり、他市町の事例を参考に調査、研究をしてまいります。

環境政策課

9月4日 9月28日 ゴミの再分別
　現在、当方が居住している地域の自治会では、赤いラベ
ルが張られ、ごみの回収が行われなかったものについて、
住民が当番により、再分別を行い、正しい収集日に出すこ
ととしている。
　しかし、これは、本来行政が負担すべきコストを住民が
負っているだけではないのか。
　しかも、燃えるごみとして「使用済みマスク」があることか
ら、住民が新型コロナウイルス感染症に感染するリスクを
負った行為である。もちろん、クリーンセンター職員と異な
り、この作業で新型コロナウイルス感染症に感染した場合
でも一切の保障は存在しない。
　また、プラスチック製容器包装として回収すべきものと、
燃えるごみとして出すことのできるものの区別が曖昧過
ぎ、収集委託業者の価値観に依存している面がある。
　燃えるごみとプラスチック製容器包装は、当面一緒に回
収すべきではないのか。

　ごみをできる限り資源化するため、市民の皆様には正しい分別方法でごみを出していただくようお願いしていま
す。しかしながら、中には正しい分別方法で出されていないごみもありますので、そのようなごみは、出された方に
向けて正しい分別方法をお知らせするために、赤いシールを貼り、集積場所に残しております。新型コロナウイル
ス感染症の感染が広がる中、ご指摘のように集積場所に残されたごみを当番の方が再分別するのは感染のリス
クを伴います。赤いシールが貼られたごみは、出された方ご自身に再分別していただくため、しばらくの間集積場
所に置いていただくようお願いします。しばらくたっても出された方が現れない場合は、クリーンセンター管理課ま
たは収集課へご相談ください。
　プラスチック製容器包装のうち、汚れが付着した容器はリサイクルの引き取り対象外となっているため、リサイク
ルが適正に行われるよう分別をお願いしているものです。
　燃やすごみとプラスチック製容器包装を当面一緒に収集すべきでないかとのご意見につきましては、燃やすご
みの焼却処理を行っている清掃プラントは、建設から44年、基幹改良から16年を経過しており、大量のプラスチッ
クごみを焼却する能力がありません。現時点においては、焼却能力の低下を防ぎ、安定的にごみを処理するに
は、清掃プラントで焼却処理するごみをなるべく減らし、リサイクルできるものはリサイクルへ回すことが必要であ
ると考えております。
　プラスチック製容器包装については、現在国がその処理について検討しているところであり、今後、国の動向に
も注視しながら、分別収集方法を検討していきたいと考えています。
　ごみの分別方法につきましては、ごみの出し方便利帳、ごみの年間収集計画表の配布だけでなく、市ホーム
ページやごみ分別無料アプリの配信などの方法により、市民の皆様への周知啓発に努めてまいります。

クリーンセンター管理課

　　　　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17日 8月28日 ゴミの指定袋
　先日、町内の回覧板で「沼津市指定のゴミ袋」以外の袋では可燃ごみ等に
出さないで下さい、とお願いが来ました。半透明でないビニールの袋は当然
だめだと思います。そんなことは解っています。しかし、近隣の市町村の指定
ゴミ袋はなぜダメなのですか。沼津市の指定ゴミ袋は他の市町村では通用し
ないのですか。市の境を超したら各市町村指定のゴミ袋はただのビニールご
みになってしまうのですか？それでは沼津市では全く使い物にならない長泉
町指定袋を、ゴミとして沼津市指定袋に入れてゴミの日に出すという、誰がど
う考えてもおかしな事になってしまいます。
　袋の有料化になってゴミの削減につてみんな考えている時です。
　ゴミの分別にに関して「沼津方式」という言葉を聞いたことがあります。
詳しくは解りませんが全国に先駆けてゴミの分別を始めたのが沼津市だと認
識しております。当時の沼津市民はとても戸惑ったと思います。
　およそ３０年前、私が学生時代、横浜市でゴミの日に一枚の袋に何でもあ
りでゴミを捨てていい事がわかった時は本当にびっくりしました。それだけ沼
津市民にとってはゴミの分別など当たり前のことでした。
　他の市町村はどうかわかりませんが、
　沼津市は「他の市町村の指定ゴミ袋であれば、ゴミ袋として使用できる」よ
うにしたらいいのではないかと思います。
　沼津市内では堂々と名前を書いて使用できるゴミ袋。市境を超えたらただ
の
ゴミ。そんなことはあってはならないと思います。
　今の時代の　「沼津方式」　をぜひお願いします。

　廃棄物処理の基本を定めた「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、市町村は、その区域内
における一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めることが規定されています。つま
り、沼津市をはじめ多くの市町村では、その市町村内から排出されたごみを適正に処理しなければ
なりませんので、ごみを指定された袋を使用して排出するなど、ごみの収集やごみの処理に必要な
事項を条例などで定めています。
　本市において「沼津市指定袋」の印字があるごみ袋を使用していただいているのは、印字により沼
津市内（区域内）のルールに沿って排出されたごみであることを確認し処理するためです。市町村の
焼却炉の能力やリサイクル方法の違いにより、分別は市町村ごとに違いがあります。他の市町村の
ごみ袋でごみを出せるようにすることは、適正なごみ処理の確保が困難になるとともに、分別方法が
異なる市外（区域外）から不適正なごみの排出を促進することになりやすいため、難しいと考えており
ます。誠に恐れ入りますが、何卒ご理解いただきますとともに、今後ともごみの減量と資源化にご協
力をお願いいたします。

クリーンセンター管理課

8月25日 9月10日 河川（前川）白濁
　沼津市大諏訪の線路より北側を流れる前川が白く汚染されています。
　昨年暮れと今年に入ってからの2回ですが沼津市環境政策課にも通報し、
対応をしていただきました。
　しかし、昨日現在まで改善されることはなく、平日に関しては川底が白濁で
見えなくなるほど汚染されています。
　私の歩いて調べた結果では2社からの排水が原因かと感がております。
　日曜日やこのお盆休み中は本当に澄んで綺麗な川で、梅花藻も花も見る
ことができます。
　鯉や小魚も多数生息しており、白濁した川を見るたびに彼ら動植物のこと
を考えると涙が出てしまいます。
　沼津市の川です。私たち市民の川です。地元愛のかけらもない一部の人
間の利益のために大切な川を汚されていることに毎日憤りを感じておりま
す。
　沼津市では解決できないのでしょうか？
　できないのであれば私たち地元民はどうしたよいのか、アドバイスをお願い
します。
　もう21世紀に入って20年です。まだこんな川があることを恥じるべきだと思
います。
　どうかよろしくお願いいたします。

　本市では、河川等の公共用水域の水質汚濁を防止するため、水質汚濁防止法及び静岡県生活環
境の保全等に関する条例に基づき、河川等の定点監視（水質調査）を実施するとともに、規制対象と
なる事業所の汚水処理の状況を確認し、基準値を超過することのないよう指導・助言等を行っており
ます。
　ご意見をいただいた前川につきましては、工業地域内に位置し、流域には多数の工場等の事業所
が立地しています。白濁の原因と考えておられる２社を含め流域の多くの事業所は、法に規定される
有害物質を使用しておらず排水量も規定値に満たないため、規制基準の適用を受けませんが、白濁
水等が河川に排出されることで不安や不快に感じる方もいらっしゃいます。
市といたしましては、よりよい河川環境に向けて、今後も前川下流での定点監視（水質調査）を実施
するとともに、当該事業所に対し汚水処理の強化等の対策を講じるよう引き続き要請してまいります
ので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

環境政策課

　　　　令和２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

6月12日 6月26日 ゴミ分別
　ゴミの分別区分の見直しが必要だと思います。
　もちろん、一定程度の分別は必要だと存じていますが、カミソリは
包めば燃えるゴミとして出せるなど、ゴミ分別に関して矛盾する点
もあり、なぜ分別するのか、という点を見失っているように思いま
す。
　ゴミ分別はあくまでも手段であり目的ではないので、なぜ今のよう
な分別になっているのか、分別しなかった場合と比較してどれほど
環境に影響しているのか、また経済的価値など、様々な観点から
検証し、公表していただきたいです。
　そして、もし意味がないと判明しましたら、ゴミの分別区分を見直
していただきたいと思います。
次に、一部ではありますが、非常に無責任なゴミの出し方をされる
市民がいらっしゃいます。例えば、指定のゴミ袋を使わないで出す
人がいます。これに対し、自治体では各日担当の市民が整理し
て、再度ゴミ出しをしなければいけません。これでは、一部の無責
任な市民のせいで他の真面目な市民の生活の質が低下してしま
います。これに対して市が主導権を握って対策していただきたいで
す。
　お願いします。
　お忙しい中恐縮ですが、どうかお答えください。

　沼津市では、昭和50年から市と市民が協働してごみの分別収集を始めました。分別収集の開始から約45年が
経過し、現在は「燃やすごみ」「プラスチック製容器包装」「資源回収」「埋め立てごみ」の4区分18品目の分別をお
願いしているところです。
　分別品目が市町により異なる理由は、焼却施設の能力や立地条件、最終処分場の状況、市町のごみ質などを
考慮して、定めているためです。
　沼津市のごみ焼却施設は昭和51年に建てられ、年々増加するプラスチックごみなど、変化するごみ質や量への
対応や分別の負担を軽減するため分別区分を変更してきた経緯がございます。
　現在、現焼却施設は更新を予定しており、新しい焼却施設の稼働に向けて、市民の皆様の負担軽減や資源化
の促進を考慮するなど、様々な観点から検証し、分別や収集方法についての見直しを考えております。
　カミソリについては、金属製のものは資源化物として回収し、近年主流のプラスチック主体のタイプは、解体時に
ケガ等の危険性があるため燃やすごみとしています。排出時には包む等の安全対策をお願いしています。ごみの
分別はお手間だと思いますが、今後ともご協力をお願い申し上げます。
　ごみ集積場所につきましては、自治会などその場所を使用するみなさまで設置し利用者相互の協力により維持
管理し、環境美化にも努めていただいており、集積場所の設置や維持管理にかかる費用は、自治会費などから
負担されております。
　一部のルールを守れない方々のために、真面目にごみを出してくださっている皆様へご迷惑が掛かっていること
は、大変残念な現状であります。市では、違反ごみを出される方に対する指導や、啓発用の看板や回覧物の作成
支援など、ごみ排出改善に向けた取り組みを行っております。ごみの排出ルールを守らない等お気づきの点につ
いて、担当課までご連絡いただければ指導等の対応をさせていただきます。

クリーンセンター管理課

　　　　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

5月25日 6月11日 ゴミ収集を夜間に！
　ゴミ回収を夜間に！
　福岡市では30年以上前から実施、市民の満足率95%で
す。
　メリット
　1.渋滞緩和
　2.カラスから守れる
　3.悪臭なし
　4.夜間に帰らなくてはならない若い女性が安心
　https://fukueihome.co.jp/contents/1793

　家庭ごみの収集は、長年にわたりその地域で積み重ねてきたごみ収集の習慣やルールがあり、各
自治体ごとにその手法は様々です。
　ご指摘いただいたごみの夜間収集は、全国でも珍しい手法であり、様々なメリットが見られる一方、
夜間の収集車の作業音の発生状況や、作業に従事する職員の健康管理や経費などの課題もござ
います。
　ご指摘のような全国の先進的な事例は、非常に参考になる部分もございますが、どのような手法に
おいてもメリット、デメリットがあることを踏まえ、今後も、市民の皆様がより利用しやすい収集方法に
つきまして、皆様からの意見を取り入れながら検討を重ねてまいります。

クリーンセンター収集課

　　　　令和２年５月分「市民の声」
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