
　

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

3月13日 3月31日 ぽっぽの一時保育予約方法
ぽっぽでの一時保育の予約方法について，「希望時間を伝えての利用可能
日を回答」していただけるよう改善頂けないかと思い問い合わせさせて頂き
ました。
現在の予約方法は，電話にて「希望日と時間」をお伝えすることで予約の可
否を回答いただく方法となっております。
一時保育の予約がとれてからでないと私用の予定が立てられない場合，何
日分も繰り返し以下の様にお伺いしている状況です。
「〇日の〇～〇時は空いてますか？」
「お調べしますので少々お待ちください…〇時以降なら空いてるのですが…
すみません。」
せめて，「〇時～〇時に空いている日を教えてほしい」
という問い合わせに答えて頂けるようにならないでしょうか。
いくつもの保育園に問い合わせしても一時保育の受け入れが難しいと断ら
れてしまう状況で，ぽっぽが一番利用しやすくありがたい存在です。
本来ならば電話でなくネットで空き状況の閲覧や予約ができたり，
ぽっぽだけでなく市内全体で一時保育が利用しやすくなってほしいという願
いもありますが…
今後より利用しやすくなることを願っております。
ご検討の程どうぞよろしくお願いいたします。

　沼津っ子ふれあいセンター「ぽっぽ」では、一時的にお子様を保育できないときにお子様を預かる
一時預かり保育を実施しております。
　当該施設の一時預かり保育は予約制となっており、利用予定日の２週間前より予約受付を開始し
ております。
　ご指摘いただきました「希望時間を伝えての利用可能日の回答」については、利用者の利便性向
上のためこの度のご要望にお応えし、希望時間・人数・年齢等をお伝えいただければ、受付可能な２
週間以内の日に限りその時点の利用可能日をお答えするようにいたします。

　また、保育所も含めた市内全体の一時預かり保育の受入状況に関しましては、各施設の在園児に
対する保育士の人数及び行事の都合等により利用可否が日々変動することから、利用希望者から
各園へご相談していただいているところです。
　市といたしましても、各園とより密な連携を図り、利用を希望される皆さまに対して適切な情報提供
に努めるとともに、皆様のご意見を参考に一時預かり保育の利便性の向上に取り組んでまいりま
す。

子育て支援課

3月27日 4月17日 地域包括ケアシステム実効性構築への提言
１．呼称の変更
①御課（長寿福祉課）は、高齢者福祉課ではなく長寿福祉課です。
②長寿者（高齢者）は、多々ある制度（仕組み）の運用で65才以上であったり、70才以上
であったり、75才以上あったりして、誤解を招きかねません。（団塊世代を意識）
③私だけかもしれませんが、高齢者という名称は、マイナス（負）イメージです。
④一方で、近年沼津市も含め自治体では、障害者と言う呼称を撤廃し、「障がい者」として
います。当事者への配慮及び市民への認知度も高まり民間への波及効果も更なる期待
があります。イメージ（先行）だけでは、実効性が乏しいと考える方もいると思いますが、一
つのキッカケとなります。
（結論提言）
初めは御課の所管する事務手続き等において、高齢者という呼称はやめ、長寿者という
呼称に統一できないか！提言致します。
→ひいては、民間の「高齢者施設」が「長寿者施設」という名称に変更ができると良いです
ネ。

２．社会福祉課所管の「避難行動要支援者の個別避難計画策定」と地域包括ケアシステ
ムを一体化（システムのネットワーク化に個別避難計画を組み込む）する。
①沼津市では、2,488名の名簿に登録された要支援者がいます。そのほとんどが長寿者
です。縦割り行政ではなく長寿者に関わるすべての部署の連携プレーが必要です。

３．両方（包括ケアシステムと個別避難計画）とも実効（実行）期限は2025年（～2028年）
です。「絵に描いた餅」では、後日本気度が問われてしまいます。

　ご提言について、下記のとおりお答えしますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
１．呼称の変更について
　高齢者とは、社会の中で他の構成員に対して年齢が高い一群のことであり、高齢者の年齢の定義は一定のも
のでありませんが、世界保健機関の定義においては、65歳以上の年齢の方を高齢者としています。
　長寿福祉課においては、高齢者という名称にマイナスイメージがあるとは言えないこと、老人福祉法及び介護保
険法において、その対象を65歳以上としていることなどから、当課の所管する事務において高齢者という名称を
使用しています。

２．個別避難計画と地域包括ケアシステムについて
　個別避難計画は、現在、門池地区をモデル地区として、計画作成に取り組んでいます。計画作成に際しては、
内閣府の取組指針に基づき、庁内外において推進体制を構築することとしており、庁内においては、社会福祉
課、長寿福祉課、障がい福祉課のほか、危機管理課など関係各課で組織する検討会を立ち上げ、また庁外にお
いても地域包括支援センター等と連携を図り、計画作成に取り組んでいるところです。

３．地域包括ケアシステムは、2025年に向けて、３年ごとの高齢者保健福祉計画の策定・実施を通じ、地域の自
主性や主体性に基づき、地域の特性に応じた構築を目指しています。
　また、個別避難計画においては、2021年の災害対策基本法改正後、おおむね５年程度で優先度の高い方から
取り組むこととしており、現在、順次計画作成を進めているところです。
　今後とも関係機関と協力の上、地域包括ケアシステムの構築、個別避難計画の作成に努めてまいります。

長寿福祉課
社会福祉課

          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16日 2月27日 手話と「ラブライブ！サンシャイン」のコラボ
　「沼津市手話言語条例」が令和2年に施行されてから既に
3年が経ちました。その間、手話言語条例を推進するため
の色々な事業が展開されていますが、運営主体が市職員
OBなどの高齢者層が多く、シニア的な発想が事業を進め
る上でネックになりはしないか懸念があります。故大沼市
長は沼津に活気を取り戻そうと、市が舞台となっているア
ニメ「ラブライブ! サンシャイン!!」を市民に浸透させるために
積極性に尽力されました。故大沼市長の遺志を受け継ぎ、
沼津市市政100周年を記念して「ラブライブ! サンシャイン!!」
と手話のコラボ、すなわちラブライブ！の主人公たちによる
手話劇の実現を期待しています。奇しくも昨年のテレビドラ
マ「silent」では手話を使う主人公が話題になりました。若年
層を取り込み沼津市の活性化をするにはラブライブ！と手
話のコラボはまさにうってつけだと思います。よろしくお願
い致します。

この度は、貴重なご意見を賜り誠にありがとうございます。
本市では、令和２年３月に「沼津市手話言語条例」を制定し、手話や聞こえない人に対する理解の促
進や普及啓発のため、様々な事業に取り組んでおります。

ご意見のありました「手話とラブライブ!サンシャイン!!とのコラボ」につきましては、その実現性や有効
性を関係機関で検討し、今後の取り組みの参考とさせていただきます。
なお、市といたしましても若い世代に対する普及啓発は、非常に大事なことと考えておりますので、ラ
ブライブ!サンシャイン!!に限らず、様々な機会を捉えてPRしてまいります。

障がい福祉課

2月20日 3月2日 緊急時の手話通訳者への直接派遣依頼
沼津市手話通訳者派遣事業実施要綱第3条の2では、「手話通訳
者の派遣を受けようとする者は、夜間、休日等における病気、事故
等の理由による緊急の場合には、手話通訳者に直接派遣依頼を
することができる」と記載されていますが、沼津市登録手話通訳者
で構成されている沼津市手話通訳者の会に以前、問い合わせした
ところ、市役所地下の「休日 ･ 夜間窓口」に連絡してほしい、といっ
たあいまいな回答があり、手話通訳者に直接派遣依頼すること自
体、前向きに取り組んでいただけないようでした。
このような当事者意識の欠如があると、沼津市手話通訳者派遣事
業実施要綱の目的（第1条）である、聴覚障害者等の福祉の増進と
社会参加の促進が困難になります。また防災上の観点からも社会
的弱者である聴覚障害者が被災地に取り残される恐れがありま
す。
手話通訳者への直接の派遣依頼ができるホットラインの構築、例
えば通信手段としてのメール（メーリングリストも含む）やLINE等の
開設、そして手話通訳者自身の負担を軽減するための夜間当番
制の運用など、ぜひご検討をお願い致します。

手話通訳者派遣事業では、通常、申請者からの手話通訳者派遣申込書を受理した後、登録手話通
訳者のスケジュール等を確認し調整の上、通訳者の派遣を決定しております。

ご意見のありました「緊急時の手話通訳者に対する直接の派遣依頼」につきまして、平成13年に沼
津市個人情報保護条例が施行されたことなど、登録手話通訳者のプライバシーや個人情報保護の
観点より、メールアドレスやＦＡＸ番号等の公開は難しいことから、現在、緊急時の夜間休日の申請に
ついては、市役所守衛室へFAX等でご連絡をお願いしているところです。
守衛室より連絡を受けた職員は、速やかに手話通訳者派遣に関する手配を行い、遅滞なく派遣でき
るよう努めております。
また、聴覚に障がいがある方に対する支援として、119番通報を携帯電話のメールで送信できる
「メール119システム」等があり、積極的な利用登録を勧めています。

引き続き、本事業を必要とされる方に更に使いやすい事業となるよう、検討を進めてまいりますの
で、ご理解のほど、何卒よろしくお願いいたします。

障がい福祉課

          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6日 1月30日 放課後児童クラブ
放課後児童クラブの開所時間ですが、沼津市は18時までとなっていると思い
ます。令和4年3月の「市民の声」で時間を延長して欲しいとの意見があり、そ
れに対し令和2年より1時間延長すると書かれたありました。沼津市子育て
ポータルサイトの放課後児童クラブ一覧の記載にも延長があるという記載が
あり、「対応できない放課後児童クラブもあります」とありました。
これを見るとほとんどが18時以降も延長できると思ってしまい問い合わせた
ところ、沼津市はどこも18時以降開所していないとの返答がありました。長期
休暇時、2地区のクラブが朝30分早く開所しているとのことでした。
　子育てポータルサイトの文章は誤解を招きかねないと思いますので文章の
変更をお願いしたいです。

更に、令和4年3月の「市民の声」でも挙がっていたように、近隣の市は民間
の学童がいくつか（沼津にもあることは承知していますが入所条件があると
思います）あり、時間も18時以降開所しているところもあるにもかかわらず沼
津市は18時までとかなり制限があります。せめて保育園と同等の開所時間
にして頂きたいです。フルタイムからパートに勤務形態を変更を余儀なくされ
ています。ご検討をよろしくお願い致します。

　この度は、放課後児童クラブの対応につきまして、貴重なご意見をいただき、ありがとうございまし
た。
　本市では、地域の子どもは地域で育てるという観点から、現在、市内全体のクラブ運営を「沼津市
放課後児童クラブ連絡協議会」へ業務委託のうえ、小学校区ごとに自治会・民生委員・学校・保護者
の代表等で組織する「放課後児童クラブ運営委員会」にそのクラブ運営方針をご検討いただき、運営
にも関わっていただいております。
　令和２年度から、各運営委員会の判断により、クラブの開所時間を最大１時間まで延長可能として
おりますが、職員の配置等の条件を踏まえ、実施地域が少ないのが現状です。
　各クラブへの送迎やクラブ閉所時の預かりにつきましては、育児と仕事の両立を支援するファミ
リーサポートセンター（電話：０５５―９５２－８０７８）の活用もご検討ください。
　また、沼津市子育てポータルサイトの記載につきましては、現在開所時間の延長を実施していない
クラブであっても、利用者からご意見をいただくことで、各運営委員会で検討できるよう記載している
ものですが、誤解を招きかねないというご意見をいただき、一部修正しました。
　今後は、開所時間の延長や希望するサービスといった、利用者のニーズを把握するためのアン
ケートの実施など、安全に利用しやすいクラブにするため、どのような対応が適切であるか検討いた
しますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

子育て支援課

1月23日 1月30日 不適切な保育のニュースの件　全４件
保育事業所と保育士の名前と所長の名前を市民に公表し
た方がいいと思います。自分も小さい子供がいますけども
し自分の子供がされていたらと思うと怒りを感じます?子供
を預かる所がそのような事をしていい訳がないです。公表
してしっかり責任を取らせた方がいいです。いいわいいわ
では済まされないです。

　今回、市内保育事業所において不適切な保育が行われていたことは、大変残念なことであり、あっ
てはならないことであると考えております。
　市では１月24日と25日に渡り、施設に対する特別指導監査を実施し、現在、詳細な経緯等について
精査しているところです。
　そのような中、市といたしましては、通所されている園児や保護者のプライバシーに配慮する必要
があることから、個人の特定を防ぐことを目的として、現時点で施設名については公表を控えることと
しております。

子育て支援課

          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

8月16日 8月26日 8月1日号広報ぬまづ「一人暮らし高齢者等実態調査」に
ついて
１．県内で民生委員を名乗る不審電話が発生しています。
２．会話から個人情報を聞き出しています。
３．８月１日号広報ぬまづで「民生委員が対象世帯等に伺
いますので協力願います」と知らせています。
４．丁寧なお知らせで良いのですが悪用されかねません。
対策が急務です。
５．高齢者は、「広報に記載があります」と訪問者から伝え
られると不審者ではないと思い込んでしまうのが心配で
す。

　県内では、民生委員を名乗る不審電話が発生しているため、民生委員の皆様には、各担当地区に
おいて注意喚起をお願いしているところです。
　また、民生委員は、民生委員としての活動中は常に身分証明書を携帯し、必要な際には提示して
おります。
　いただいたご意見を受け、訪問の際には身分証明書の携帯や提示を徹底するよう、民生委員に対
し、再度、注意いたしました。
　調査の周知方法については、検討してまいります。

社会福祉課

8月18日 8月31日 障害者ヘルプカードについて
障害者ヘルプカードをスーパー等々各方面に貼り出しても
らい「どういう物（必要性）」かを知って頂きたいと思います。

　日頃より本市の障がい福祉行政につきまして、ご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございま
す。
　ヘルプカード（マーク）は、多くの方にこのマークの意味や必要性を知っていただくことで、適切な配
慮や援助が社会に、より広まっていくものと考えております。
　市といたしましても、市役所庁内でのモニター広告や出前講座・イベント等での周知に努めておりま
す。また、9/1号の広報ぬまづへ掲載を予定しております。
　今後につきましては、地区センターや小中学校等、市内施設におけるチラシの配架等、より多くの
方にこのマークを知っていただけるような機会の創出を検討してまいりたいと思います。何卒、御理
解いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

障がい福祉課

          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12日 8月2日 子育て給付金
現段階では非課税世帯に給付金を頂けるらしいのですが、
非課税じゃなくても苦しい方がいます。
ギリギリ非課税じゃないから貰えない。
コロナ禍で非課税まで収入が減ってないから給付金を申請
できない。
だけど納税はしなきゃならない。
夏休みも間近で、複数の子供がいる人は食費や光熱費も
掛かるのに、非課税やひとり親に絞るのはキツイです。
また、他の県や市は独自に子育て支援金を出しているの
に沼津市ももっと助けて欲しいです。
国とか関係なくひとり親だけじゃなく沼津市独自に子育て世
帯に力を入れて頂きたいです。

　新型コロナウイルス感染症の長期化・物価高騰による、市民の皆様への生活支援や子育て世帯へ
の支援については本市としましても、その重要性を認識しているところです。
　そのため、本市では、住民税均等割非課税世帯をはじめとした、国基準による給付金の支給に加
え、本市独自の子育て支援策として、食材費の高騰に対応した半年間の保育園の給食材料費の補
助や小中学校給食費の無償化など、子育て世帯の負担軽減のための取組を実施します。
　今後も国の動向を注視し、本市として実行できる支援について検討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。

こども家庭課

7月22日 8月5日 沼津市でして頂きたい少子化対策と母子の居場所について
今、現在少子高齢化が、私たち社会の問題となっていますが、少子化より目
に見えて存在する高齢者に目が向き易いのではないかと痛感します。高齢
者問題も大切ですが、やはり少子化は更に深刻かと思います。子供を増や
すのは、出生のデリケートな問題もありますので、若い人たちに安心して、一
人でも多く出産して頂くためには周到な社会状勢、社会形態と言うか、つまり
行政、医療、保育、食品企業、衣料関係等々、それぞれが受け皿とならなけ
ればならないと思います。市民一人一人が関心を持つことも大事だと思いま
す。沼津市は立ち上がるべきです。そうしていけば日本全国にこの良き波は
伝わり少子化が解消していくと信じています。そして今の若い人の世代は、
中高年層と違い、個人個人が結婚相手を決める方々なので、結婚の成功性
のもろい世代とも言えます。お腹に赤ちゃんを宿してから、親に自分達の結
婚の承諾を得たりするそうです。無事に赤ちゃんを出産したとしても不安な
結婚生活を送られる方々は少なくなく、また離婚する方々もいます。若いお
母さんは、幼児と共に苦労が絶えません。また離婚に発展しないにしても母
子の居場所を創ってあげるべきと思います。行政の力で母子が居れる場を
用意してあげて下さい。様々に家庭の事情は違うと思いますが、母子であれ
ばどなたでも居れる場所です。駐在される方や母親同士の情報交換が出来
れば母親方は安心できると思います。同じような境遇の者もあれば、語り合
うことも多々あると思いますし、沼津市は色々な方面から少子化を考え押し
進めていくと共に母子の居場所、母子センターとでも言うのでしょうか。そう
いうものも出生率を上げるとともに創って頂きたいです。それがひいては沼
津の発展、日本の発展につながると信じています。宜しくお願い致します。

　ご指摘のとおり、少子高齢化が社会問題となっており、少子化対策として子育て世代に様々な支援
を行う必要があると考えております。
　沼津市におきましては、子育て支援センターが１０か所あります。
　子育て支援センターは、保育士等が常駐し、０歳から小学生までの子どもとその親等が気軽に利
用できる遊び場の提供や、育児相談などを実施しており、子育て中の人たちの育児不安を解消し、
安心して子どもを産み育てることができる環境を提供する施設です。
　また、支援センターの職員が各地区センターに出向き、ボランティア等の協力を得ながら、親子で
の遊びや育児相談などを行っている「子育てサポートキャラバンぴよぴよ」、子育てされている方が気
軽におしゃべりをしながら楽しい時間を過ごしてもらうことを目的とした「エンゼルサロン」なども開催し
ております。
　本市の子育てに関する情報が市民の皆様に届くよう取り組む必要があるため、市といたしまして
は、広報誌をはじめ子育てポータルサイトや子育て支援団体のSNS等の様々な媒体を積極的に活
用して、沼津市民のみならず市外の方や幅広い世代への情報提供を強化するとともに、皆様のご意
見を参考に、より利用しやすい施設となるように取り組んでまいります。

子育て支援課

          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

5月12日 5月25日 DV支援措置について
DVが無いのにも関わらず、DV支援措置を申請すると、DV
加害者として扱われてしまう。
この措置を悪用して、日本全国で、親と子が引き離されて
いる。
申請を受けたとき、職員の方は、子供の人生がかかってい
ることを意識してほしい。簡単に受理すると、様々な人の人
生が狂う。

DV等被害者支援措置は、国の住民基本台帳法及び住民基本台帳事務処理要領に基づき行ってお
り、被害者の安全を最優先とした制度となっております。
今後も、国の制度のもと適正な相談業務に努めてまいります。

社会福祉課

          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14日 3月22日 学童保育の開設時間
いつもきめこまやかな子ども支援をしてくださり、ありがとうございます。
保育園の無償化、医療費には大変助けられております。
4月から小学校に入学する保育園児の母親として、お願いしたくご連絡いたしました。
現在通う保育園は朝7時?夜7時まで開園しており、朝7時?夜18時半の間で利用させていただいて
おります。
仕事の繁忙期には土曜日も利用させていただいています。
１人親でフルタイムで働く正社員なので、仕事に影響が出ずにありがたい開園時間です。
ですが学童保育の説明会に行って愕然としました。
夜は6時まで、長期休暇期間は朝8時から開所とのこと。
さらに土曜日は第1、第3のみ開所とのことです。
保育園と同じだと思っていたので、小１の壁とはこのことか、とお先真っ暗になりました。
働く人の子どもを預ける保育園と学童保育の開所時間が、
なぜここまで異なるのでしょうか。
民間の学童保育を検討しましたが、沼津には事業所がなく難しい状況です。
１人親のため現在の仕事の時間を変えれば即、収入減につながります。
現在の学童保育の開所時間では現在の収入が維持できません。
近所にお迎えをお願いできる人もいないことから、収入減しか道はありません。
ファミリーサポートセンターは１人親の補助がなく、利用は厳しいです。
長泉町では夜7時まで、長期休暇期間は朝7時半からで土曜日も開所とのこと。
働くお母さんも増えており、保育園はそんなご家族でいつもいっぱいです。
子どもを支援する沼津市として、働くお母さんを保育園だけでなく、小学校でも是非サポートして
いただけませんでしょうか。
ご検討いただけるとありがたいです。
どうかよろしくお願いいたします。

　この度は、児童クラブの対応につきまして、貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。
　本市では、市内全体のクラブ運営を「沼津市放課後児童クラブ連絡協議会」へ業務委託し、地域の子どもは地
域で育てるという観点から、その下部組織として小学校区ごとに自治会・民生委員・学校・保護者の代表等で組織
する「放課後児童クラブ運営委員会」にそのクラブ運営方針をご検討いただき、運営にも関わっていただいており
ます。
　令和２年度より、利用者から開所及び閉所時刻の延長を要望された各クラブの運営委員会は、職員の配置等
の条件を踏まえ、開所及び閉所時刻を最大１時間延長することが可能となっていますので、入会を予定している
クラブまでお問い合わせください。
　また、ファミリーサポートセンター事業では、児童扶養手当受給者の方々を対象に、利用料の自己負担額の半
額を補助する制度を令和４年度より開始いたします。詳細は、ファミリーサポートセンター事務局（電話：０５５―９
５２－８０７８）にお問い合わせください。
　今後とも、児童・保護者の双方にとって安全に利用しやすいクラブにするため、どのような対応が適切であるか
検討いたしますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

子育て支援課

3月28日 3月31日 高齢者補聴器購入費助成事業
お隣の長泉町で行っている、
「高齢者補聴器購入費助成事業」は沼津市では導入され
ないでしょうか。
80歳になる母が60デシベルで通常の会話が上手く伝わら
ずお互いに話さないようになってしまいました。
補聴器購入を検討したのですが、価格が高く購入する事が
できません。
私のような家庭は少なくないと思います。
財政的に難しいとは思いますが、導入の検討をしていただ
けないでしょうか。

　現在ご紹介できる補聴器購入の際の支援としましては、聴覚障害の身体障害者手帳の交付を受けている方に
対する障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度がありますが、聴力レベルが両耳70デシベル以上又は片
耳90デシベル以上でもう片方が50デシベル以上と定められており、〇〇様のお母様の場合は残念ながら対象外
となります。
　その他には、身体障害者手帳に該当しない方でも、補聴器相談医の補聴器が必要である旨を証明する書類の
交付を受け購入した場合は、購入費用が医療控除の対象となるものがあります。
　本市における70デシベル未満の方の高齢者補聴器購入費の助成制度につきましては、現在創設されておりま
せんが、全国市長会からの提言等、国の補装具費の支給制度の中で対応するなどの制度化を求める動きや補
聴器の認知症予防効果の検証も進んでいることから、今後加齢性難聴に対する支援についての国等の動向に注
視し、対応してまいりたいと考えております。
　また、難聴を起因とするコミュニケーション不足はフレイル（虚弱）につながるものと考えられることから、高齢者
の集まれる居場所づくり等、運動や栄養、社会参画などの生活習慣の改善を目指す、地域に根差したフレイル予
防の体制づくりを進めて参ります。

長寿福祉課

          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25日 3月10日 保育所の延長保育について
　現在、沼津市管轄の保育所について、延長保育が１９：０
０までになっているが、首都圏に通勤しているため、お迎え
が間に合わに合わない。首都圏と同様に２０：００までの延
長保育の検討をお願いしたいです。
　子育てに対してのご理解をお願いしたいです。

　このたびは、ご意見をいただき、ありがとうございました。
　本市の公立保育所では、通常の保育時間の後、保護者の都合に合わせて、午後７時まで延長保
育を実施し、子育て支援の充実を図っているところです。
　この時間をさらに延長し実施する場合には、保育士の体制整備や夜間の防犯対策など諸課題へ
の対応が必要となるため、直ちにご要望にお応えすることは難しい課題ですが、今後、利用者の
ニーズや需要を踏まえ研究していきたいと考えております。

　また、保育園のお迎えなど、子育てを応援するために、沼津市では、ファミリー・サポート・センター
を運営しております。
　会員制の育児を助け合うボランティア組織となっておりますので、事務局までお問合せください。
〇沼津市ファミリー・サポート・センター
　沼津市大手町１－１－３　沼津産業ビル４階
　０５５－９５２－８０７８

子育て支援課

          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15日 12月24日 子供への10万円給付の所得制限　他全３件
沼津市が、本当に少子化対策と子育て支援に真剣に取り組むのなら、市独自の判断で、公平の観点から所得制限を
なくし、全子育て世帯の生活を支援していただきたいです。
我が国は、累進課税方式なのに、なぜ、この960万円というラインでの線引きが必要なのでしょうか。
どうしても線引きが必要なら、せめて世帯合算年収で判断するか、世帯合算年収の所得制限のラインをもっと引き下げ
るかが妥当ではないかと思います。
事情があり専業主婦もしくは専業主夫がいる世帯もあります。そのような家庭では、一人の収入が制限を上回ることで
支給を受けられない一方で、そんな家庭より、世帯全体の収入が多い共働き世帯や、個人所得をコントールして対策を
している会社経営者のいる世帯が対象になるのは不公平です。
実際、今回支給の無い家庭で起きていること、、、
（特に、家計を支えるのが1人のみで年収1000万前後の子育て中の家庭が一番厳しいのでは？）
・税金を取られるばかりで、児童手当も減額もしくは無支給
・私学に通わせたくても私学授業料無償化も対象外で苦しめられ、子供にあった教育環境を整えられないかもしれない
不安に押しつぶされながら、毎日必死
・就労年数が残り僅かでやっと1000万位を稼げるようになった子育て家庭もある
（晩婚化、子供を持つ年齢が遅くなっている日本の現状をみると、国の現状に全く合わない線引き）
・この先も増税で割りを食うのは補助や給付を受けられないこの層で、不公平感と無気力感に苛まれている
・今回の支給対象世帯より所得税を多く払っているのに、何の恩恵も受けられない
・子供のサポート等家庭の様々な理由で、親一人しか就業できない状況にある子育て家庭もある
・子供の間でも分断が起きる、心の分断も起きている。
　保護者間でも給付の話題はセンシティブな話題なのに、子供の間で何が起きているか想像できますか？
例「おれの家は、もらえる金でゲーム買ってもらう」「クリスマスのプレゼント、いつもより高いの買ってもらえる」と学校で
話す子がいる一方で、自慢に聞こえてしまうのを避けたいという思いから、「うちは、もらえない。ゲーム買えない」と友
達に言えずに複雑な思いを抱えながら我慢する子がいる。
親に対して負担をかけないようにと「うちはもらえないから、今回はプレゼントなくていいよ。」という子がいる。
そんな子供たちのストレスを想像できますか？
今のままでは、子供を持ちながら、所得を上げるために必死になることが悪いことのように、罰を受けているかのように
すら思えてきてしまいます。
こんな社会では、頑張らずに適度に働き、給付もらったり、保護してもらう方がよっぽど楽かもと思う若者が増えてしまう
のではないかと危惧もしています。
他の自治体でも、所得制限なしで一律支給する市町村がでてきているようです。
今回も、沼津市の英断に期待しています。
また、その英断を通して、今回支給対象外になりながらも必死に子育てをしている世帯の生の声が国に届くことを祈っ
ています。
沼津で子育てをしていて良かった、日本でよかったと心から思える日が来ますように。

　「子育て世帯への臨時特別給付金」については、新型コロナウイルス感染症が長期化し、その影響
が様々な人々に及ぶ中、我が国の子供たちを力強く支援し、その未来を拓く観点から、子育て世帯
を支援する取組の一つとして、国が定めた基準により給付の準備を進めております。
　この度ご要望をいただきました「所得制限なしの支給」につきましては、国の制度により運用・実施
しており、また本市では、とりわけ経済的に厳しい状況にあり、支援を必要とするひとり親世帯への支
援を実施するものとしております。様々なご家庭の事情があり、心中お察し申し上げますが、現状に
おきましては、誠に申し訳ありませんが、提案者様のお考えに沿うことができない状況にあります。
　本来的には、国の責任において制度のあり方を見直していただきたいと考えているところであり、
本市といたしましては、国の動向を注視し必要な支援等について検討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。

こども家庭課

          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

9月6日 9月21日 保育園の使用済みおむつの持ち帰り
先月から子供を保育園に預けています。
1人目の子供なので今まで知らなかったのですが、保育園
で取り替えた使用済みのおむつを持ち帰ることに驚きまし
た。
衛生的に問題はないのか少し心配になります。
保育園での処分に費用がかかるならその費用を徴収して
もらっても構わないので持ち帰らなくてもいいようにしてもら
いたい。

私立の保育園ではそれぞれ独自の取組みを行っておりますが、公立では、布おむつ及び紙おむつ
は、毎日、保護者の方に持ち帰っていただいております。
保育所におきましては、便をトイレに流し、おむつを広告などの紙に包み、ビニール袋に入れ縛り、衛
生面を考慮しています。
保育所での紙おむつの処分につきましては、多量のおむつを数日園に留めて置く保管場所の問題
や、感染症リスクの回避、処理費用の負担の在り方など課題がありますので、回収は難しい状況と
考えております。
保護者の負担軽減という観点からも検討してまいりましたが、現状におきましては、皆様のご理解ご
協力をいただきますようお願い申し上げます。

子育て支援課

9月10日 9月21日 緊急事態宣言中の保育園、子ども園、幼稚園の登園につ
いて他全２件
近隣の市では緊急事態宣言が出ている間は、保育園、子
ども園、幼稚園（公立、私立どちらも）、学童保育も自粛登
園になっているのに、沼津市はどうしてならないのでしょう
か？
実際、何ヵ所も保育園、幼稚園でクラスターが出ているの
におかしいと思います。
子育て支援課がもう少し、しっかりと考えてほしいです。
そのような施設で働いている人がとてもリスクが高いと思う
のですが、そこはどうお考えでしょうか？

保育所等につきましては、保護者が就労等により、家に一人でいることができない年齢の子どもを預
ける社会的使命を担う福祉施設であることから、新型コロナウイルス感染症拡大防止の取組みを徹
底したうえで運営を継続しております。
また、保育士におきましてもワクチンの先行接種を行いリスクの軽減に努めております。
保護者の皆様には、大変なご心配とご不便をおかけして申し訳ありませんが、ご理解、ご協力をいた
だきますようお願い申し上げます。

子育て支援課

          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13日 9月28日 手話
私は聴覚障害者です。
市役所に何回か行きますが、福祉課の手話通訳の方がま
ず出てきません。いつも窓口を背にして仕事をしてらっ
しゃっています。他の市に住んでいた時はいつも気にかけ
てくれて、手話通訳しましょうか？と声をかけてくれたので
気軽に利用できました。他の課でも、「手話通訳は必要で
すか？呼びましょうか？」と声をかけてくれます。しかし、沼
津市では筆談のみ、手話通訳の有無の確認さえしません。
しかも福祉課の職員でも手話通訳の確認しません。手話通
訳の方も多分呼ばれるのを待っているのだと思いますが、
設置なので自ら進んで対応を望みます。（お節介は不要で
すが、必要最低限の対応は仕事の一つではないでしょう
か？）手話言語条例だとか謳ってますが、まずは市役所で
働く手話通訳者が市職員への啓発が必要だと思います。
他の市を見習って欲しいです。

この度は、手話通訳の必要の確認につきまして、不快な思いをさせてしまい誠に申し訳ございませ
ん。
本市では、聞こえない方への意思疎通支援として手話通訳者２名が障害福祉課窓口で手話通訳を
行っており、要請に応じて市役所内の手続きやコミュニケーションのお手伝いをさせていただいてお
ります。また、令和２年３月に「沼津市手話言語条例」を制定し、手話や聞こえない人に対する理解の
促進や普及啓発に取り組んでいるところです。
ご指摘にございました「手話通訳の必要の確認」につきましては、職員の対応について再確認をする
とともに、改めて庁内の他部署へも手話通訳者の利活用に関する周知を図ってまいります。併せて、
窓口の接遇向上に努めてまいりますので、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

障害福祉課

9月22日 10月4日 新型コロナウイルスワクチン接種後の保育園利用
先日2回目のワクチン接種をおこない、保育園へ副反応の
心配もあるので翌日の保育をお願いしたところ、接種した
人に発熱が出た場合園児の登園を控えてくださいといわれ
ました。
確かに発熱した家族のいる園児の登園自粛要請はわかり
ますが、前日に2回目のワクチン接種をしたとなれば、ほぼ
ほぼ副反応による発熱と考えていいと思います。
子どもの世話をしてくれる大人がほかにいたり、配偶者が
仕事のお休みをとってくれればいいのですが、そうはいか
ない家庭も多いのではないでしょうか。倦怠感や発熱など
の副反応がでていてひとりで子どものお世話は非常に大
変なのは想像できると思います。
接種した日付が確認できる書類を提示すれば保育可能に
していただく等、今後2回目のワクチン接種を行う親御さん
のためにも、2回目ワクチン接種の副反応による症状で登
園自粛を求める考え方を柔軟に出来ないかと思い意見さ
せて戴きました。

このたびは、ご意見をいただき、ありがとうございます。
保育所等につきましては、園児やご家族に発熱等のかぜ症状がある場合は、登園を控えていただい
ておりますが、新型コロナウイルスのワクチン接種において、発熱や倦怠感等の副反応が出ることは
一般的に周知されており、小さいお子様のいる家庭におきましては、大変なご苦労をおかけすること
と思います。保護者のワクチン接種日の確認を行い副反応等で育児が難しい場合などは保育の実
施を行うよう各施設に周知してまいります。

子育て支援課
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

8月2日 8月18日 病児保育の利用料
病児保育の利用料について要望があり投函致しました。
沼津市の病児保育、病後児保育には利用料が1000-2000
円かかります。
一方、三島市、長泉町では利用料が無料です。
子供を保育園に預けて働いていますが、風邪をひく事が多
く、仕事の都合上利用したい時もありますが、利用料が高く
利用を躊躇します。
三島市、長泉町のように子育て世帯への経済的負担を軽
減できるよう、来年度予算時でも構いませんので、無料化
をご検討下さいますと幸いです。

　沼津市では民間保育施設２施設、企業主導型保育施設２施設で病児病後児保育が実施されてお
り、民間保育施設に対して事業費の一部を補助金として交付しています。
　利用料は各民間施設が設定していますが、より良い保育サービスを提供していく為に必要なもので
あり、応分の負担として考えております。
　引き続き、子育て世帯の負担を軽減するために様々な方法を検討してまいります。

子育て支援課

8月16日 8月26日 葬祭業務
現在、生活保護受給者が亡くなられた際に火葬業務を委
託している葬祭業者が何社かあるかと存じますが、随意契
約であるにも関わらず明らかに一社のみに偏った委託状
況になっております。様々な事情があるかと思いますが、
公共の立場からの委託である以上ある程度平等に振り分
けるのが当然かと思います。現状の偏りの原因、及び今後
の方針等ご回答をお願い致します。

生活保護受給中の方がお亡くなりになった際、ご遺族や施設の長等が葬祭業者を選定して葬儀を執
り行っております。
このうち、遺留金品等で葬祭費用を賄えない場合、生活保護法に基づく葬祭扶助として基準額の範
囲内で火葬料等を給付しております。
その際に、ご遺族等から、基準額の範囲内で対応可能な葬祭業者について、市に問い合わせがあっ
た場合、これまでに実績のある複数の業者をご紹介しております。
今後も、ご遺族等の様々な意向に応じ、葬祭扶助に伴う必要な情報提供に引き続き努めてまいりま
す。

社会福祉課

          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

7月2日 7月15日 子育て世代生活支援特別給付金（その他世帯分）について
子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）ですが、ひとり
親世帯分の方もそうですが、なぜ子どもを区別や差別するのでしょ
うか？
対象となるのは非課税世帯ということですが、低所得だけどギリギ
リのところで税金を払ってギリギリで生活している家庭はあります。
そもそも、コロナ対策の1つとしての給付金であるのなら、非課税世
帯やひとり親世帯とかは関係なく、子どもは子どもとして低所得世
帯も高所得世帯も一律に給付されるべきだと思います。その中で
辞退する方は辞退を選択出来るようにすればよいのではないかと
思います。しかし、この子育て世帯生活支援特別給付金（その他
世帯分）は国の決定なので内容や対象者を変えることは出来ない
ですよね。でしたら、自治体独自の策として、給付金を支給されて
いない子育て世帯にも同額給付金だしていただけませんか？非課
税世帯だけが苦しい世帯ではありません。子どもは子どもです。沼
津市ではコロナ対策として図書カードを配りましたが、それから何
もありません。今回の給付金を支給されていない子育て世帯への
給付金を是非お願いしたいです。

　「子育て世帯生活支援特別給付金」については、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化
する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うことを目的とし、国が
定めた基準に基づいて実施しております。
　また、昨年度、沼津市では新型コロナウィルス感染症の影響を受けた子育て世帯を支援するため、
低所得者に限定せず中間所得層も含めた児童手当受給世帯に対し、「子育て世帯への臨時特別給
付金」として児童1人当たり1万円を支給したほか、低所得のひとり親世帯等を対象に、「ひとり親世帯
臨時特別給付金」、「沼津市児童扶養手当受給者応援特別給付金」を支給するなど、国及び市独自
の事業を組み合わせて子育て世帯に対する支援を行いました。
　現時点では、ご要望がありました「給付金を支給されていない子育て世帯にも同額給付すること」に
ついては、実施の予定はございませんが、新型コロナウイルス感染症の影響により住民税（均等割）
が非課税となる程度に家計が急変されました世帯におかれましては、本給付金の家計急変としての
申請についてご検討いただきたく、また、今後状況に応じ、国の動向を注視する中で、適宜必要な支
援等について検討してまいりますので、ご理解下さいますようお願い申し上げます。

こども家庭課

7月13日 7月27日 乳幼児一時預かり事業について
沼津市一時預かり(ショートステイ)のHPを見て、各保育園・
幼稚園に5件以上電話しました。
いずれも、過去にやっていましたが、現在はされていない、
とのお返事でした。
いざというときの頼みの綱である一時預かりが、実際は使
えないということは、沼津市職員の方々はご存じなのでしょ
うか？
HPに載せるのであれば、責任をもって、その事業が行われ
ているのか確認すべきではないでしょうか？
現在利用可能な施設だけを載せるべきだと思います。

　市ＨＰの乳幼児ショートステイ（一時預かり事業）に係る情報が一部適切でなく、ご利用に際し、ご不
便をおかけしたことをお詫びいたします。
　市HPには、一時預かり事業を実施できる保育園等を掲載しておりましたが、当該制度を実施してい
ない園については削除しました。また、一覧に掲載されている園についても、各施設の在園児に対す
る保育士の人数及び行事等の都合によりお預かりできない場合がありますことをあらかじめご理解
願います。
　今後も、各園と連携を図り、利用を希望される皆様に対してわかりやすい情報提供に努めてまいり
ます。

子育て支援課

          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

5月6日 5月21日 ファミリーサポートについて
高くてなかなか利用したくても高すぎて
他の三島市、伊豆国市、富士市だと半額だと聞いて
調べたらひとり親は半額だと書いてありました。
1時間約600円+お助け隊の交通費100円そこから子供1人
増えるごとにまた、600円だと高いし、時間帯によってまた
+100円で1000円近くにもなるので、使いたくてもすぐに手が
出せる金額ではないのでもう少し改善して欲しいです。

ご質問をいただきました利用料金等についてご回答いたします。
１．沼津市のファミリーサポートセンター利用料金について
⑴平日の利用
　平日午前７時から午後７時までは、１時間当たり６００円。それ以外の時間帯、早朝・夜間は１時間当たり700円
⑵土・日・祝日の利用
　１時間当たり７００円
⑶軽い病気（回復期）の利用
　１時間当たり７００円
　⑴、⑵及び⑶で１時間に満たない場合は、１時間分の利用料金。１時間を超える場合には、端数が３０分以上の時は切り上げ、３０分未
満は半額となります。
⑷２人以上のお子様がご利用になる場合の利用
　兄弟姉妹で、２人以上預ける場合は、上記料金が２人目から半額となります。
⑸交通費
　まかせて会員が自家用車での送迎等の活動を行う場合は、１日１００円程度、公共交通機関やタクシーを利用する場合は実費となりま
す。
２．利用料金の減免について
　保育の認定を受けている児童で、幼稚園、保育所及び認定こども園を利用できない児童のうち、３歳から５歳までは月額３万7,000円ま
で、市民税非課税世帯の０歳から２歳までは月額４万2,000円まで無償となりますが、ひとり親の方々を対象とした支援制度は導入しており
ません。

　ファミリーサポートセンターは、育児と仕事の両立を支援し、安心して子育てができるよう、子育てを応援したい人「まかせて会員」と、子育
てを応援してほしい人「お願い会員」等が育児を助け合うボランティア組織として運営しております。利用料金につきましては、「まかせて会
員」、「お願い会員」にとって適切な金額と考えておりますが、引き続きご利用の皆様のご意見を伺いながら、より利用しやすい制度となるよ
う検討を進めてまいります。

子育て支援課

5月28日 6月11日 小学校雨の日下校について
小学生の子がおりますが、最大で1時間に10ミリ程度の雨
と天気予報で見ました。
また、雨足もそう強くなく、風もない日でした。
なのに、学校も早じまい、学童まで休みとなってしまい、い
きなりそのようなことになったら、一人で留守番の子も出て
きますし、逆に危険だと感じました。
この程度の雨で、なぜ学童まで休みになるのか、16時には
雨は既にやんでおり、仕事も出来ず、困りました。
強い台風ならわかりますが…
納得がいきません。

　本市では、市内全体のクラブ運営を「沼津市放課後児童クラブ連絡協議会」へ業務委託し、地域の
子どもは地域で育てるという観点から、その下部組織として小学校区ごとに自治会・民生委員・学校・
保護者の代表等で組織する「放課後児童クラブ運営委員会」にそのクラブ運営方針をご検討いただ
き、運営にも関わっていただいております。
　運営委員会では、台風等災害時の対処につきましては、あらかじめ保護者の方にお示しした指針
に基づき、学校の判断に準じた対応を行っており、この度は、登校後の下校指示に応じて閉所となっ
たものです。
　保護者がお迎えに来るまで預かりを行うか等について、各クラブで判断する場合もありますが、何
よりも児童の安全を第一に考えた上での対応でありますので、ご理解いただきたいと思っておりま
す。
　今後とも、児童・保護者の双方にとって安全に利用しやすいクラブにするため、どのような対応が適
切であるか検討いたしますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

子育て支援課

          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25日 4月9日 コロナ禍における生活困窮者（世帯）等のデータ共有について
１　（事案）避難行動要支援者名簿への登録（現状について新聞記事を添付します）
　　社会福祉課←自治会・民生委員等
　　　　　　　　↑
　　　　　　　本人若しくは家族（本人の同意が困難である場合）の同意のもと
２　福祉事務所各担当課→自治会（長）・民生委員等
　　　　　　　　　　　　　　↑
　　　　　　　　　　　データ・情報・一覧表
　①社会福祉課（被保護世帯名簿）②こども家庭課（母子・父子世帯一覧）
　③長寿福祉課（一人暮らし高齢者等リスト）①～③の送付は本人若しくは家族の同意を
得てあるのでしょうか？→個人情報に関わる根拠は？
３　コロナ禍での取組み
　①一昨年までは例年通りの対応で課題がなかったと思います。
　②昨年～今日
　　・コロナ禍で生活困窮者であると思われる方が増えていると思います。
　　・自助、共助→公助
　　　　　　　　つなぎ役として自治会・民生委員の役割があります。
　　・個人情報のハードルがある為、確かなデータ・情報が共有できない場面があります
　③発想の転換が必要であると考えます。
　　コロナ禍→有事→福祉関係各課から積極的にデータ・情報を出してほしいと思いま
す。
　　極論かも知れませんがゲートキーパーとしての役割も担っているので最悪の場面は一
人でも減らしたいと考えています。
　④積極的にデータ・情報を頂ければ、ネットワーク・フットワーク・ヘッドワークを駆使して
できる限り民生委員としての役割を全うしたいと考えております。

１　避難行動要支援者名簿（同意者名簿）は、本人の同意（申し出）に基づき、各自治会で作成してい
ます。この名簿は、地域の避難支援者のほか、沼津市や民生委員、警察署、消防署、社会福祉協議
会が共有し、災害時の安否確認や避難支援などを迅速・円滑に行うことを目的としています。併せ
て、平常時には地域の避難訓練や見守り活動などに活用するものとして、連合自治会を介し、各自
治会や地域の皆様にお伝えしているところです。
２①については、国が民生委員等の関係機関との連携の在り方について示しており、要保護者の発
見・連絡から保護受給、廃止までの連絡体制を整備するために情報提供をしています。
②及び③については、いずれも住民の福祉向上を図ることを目的として、福祉に関し必要な実状を
把握し、市の福祉行政の基礎資料を作成するために実施する調査を依頼する際に、市の個人情報
の取扱いの基準に則り、必要最低限度の情報について調査票に記しているものです。

３　新型コロナウイルス感染症の流行拡大に伴う生活困窮の状況に係る情報については、自治体に
即時的に集約されるものはなく、当該世帯からの申し出に限られています。その内容を確認し、生活
保護受給となった場合や支援が必要な場合等には、改めて担当の民生委員に情報を提供することと
なります。

個人情報については、引き続き慎重な取扱いのもと、関係機関に必要に応じて提供し、連携して福
祉の増進に努めてまいります。

社会福祉課

          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10日 3月5日 沼津市内事業所への「くるみんマーク」（子育てサポート企
業）認定の推進支援に関する取り組み
　国が定める次世代育成支援対策推進法では、育児休業
が取りやすくて、社員の育児支援に理解のある企業に対し
て「くるみんマーク」「プラチナくるみんマーク」(子育てサ
ポート企業）の認定を行っていますが、残念ながら沼津市
内の認定企業数は、県内他市に比べてか極端に少ないの
が現状かと思います。
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-
roudoukyoku/roudoukyoku/kintou/ninteikigyou.html
　沼津市としても、これまで市町村行動計画において、仕事
と家庭の両立支援を行っていると思いますが、市内に「くる
みんマーク」の認定企業が多いということは、子育てしやす
い街の指標ともなり、首都圏から子育て世代の移住を促進
するアピールポイントにもなるかと思いますので、くるみん
マーク取得を目指す市内企業への支援や周知に関して、
行政としてのご検討を頂ければと思います。

　市では、様々な施策を通じて子育てしやすいまちづくりに取り組んでおります。
　「くるみん」「プラチナくるみん」の認定制度は、100人を超える労働者を雇用する企業が、労働者の
仕事と子育てに関する行動計画を策定し外部へ公表するとともに、県へ届け出て認定を受けるもの
で、これにより、次世代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境が整備されることを
目指すものです。
　市としましても、対象となる子育てサポート企業が増えることは、市が進めている仕事と子育ての両
立支援にも資するものと考えていることから、子育てポータルサイト等、様々な媒体を活用し、また、
あらゆる機会を捉えて本制度を周知し、普及が進むよう取り組んでまいります。

子育て支援課

          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

11月2日 11月16日 敬老行事とお祝い受渡し
　敬老のお祝い金等は今後も自治会を一切通さず毎年振込み、郵
送にして頂きたいです。敬老対象者の名簿も自治会が完成させる
のではなく、完成済のものを配布して頂きたいです。また、市民文
化センターでの行事も自治会を通さず、市で出欠、送迎を含めた
全てを手配してほしいです。
　現状、多くの自治会では婦人部、女性部がボランティアで敬老関
係のことを任されているかと思います。働く女性も多い中、平日昼
間に仕事を休まなければならない方、家事育児の手を止め時間を
割かれる方、PTA等と兼任せざるをえない方と様々な事情がある
かと思います。もちろん、自治会は助け合いのために無くてはなら
ないものだと思います。
　しかしながら、生活スタイルが移り変わる中、変にアナログなもの
が取り残され、自治会役員が負担に苦しんでいる現状もあります。
その負担のために若い世代の自治会離れが心配な地域もあるか
と思います。
　少しでも皆の負担を減らし、効率の良い対策を早急にお願い致し
ます。
　コロナをきっかけに皆が負担なく無理せず助け合えるよう良い方
向へ動くことに期待しております。

　「敬老」は高齢者に対する感謝と尊敬の気持ちであり、「敬老の日」行事はあらゆる世代が関わり、
子ども達が高齢者を大切にする心を育む機会として、毎年、市と地域の協力のもとに実施をさせてい
ただいております。
　今年度の長寿祝金及び祝品につきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、自治
会や赤十字奉仕団の役員方にご理解をいただいたうえで、口座振込と郵送に変更させていただきま
した。結果、好評であったことから、来年度につきましても、引き続き口座振込と郵送での実施を検討
しているところです。
　次に、75歳以上の方を対象とする敬老行事対象者名簿についてですが、自治会に加入している高
齢者を確認する手段としてこの名簿を利用していますが、任意である自治会加入の有無について市
では把握できないことから、自治会や赤十字奉仕団の皆様にご助力いただき作成しているもので
す。
　また、市民文化センターや地区センター等で開催する「長寿を祝う会」につきましては、高齢者数の
増加から、平成26年度に対象年齢を70歳から75歳に引き上げることで地域での負担を減じたところ
です。様々な事情を抱える中、大変恐縮ですが、自治会や赤十字奉仕団の皆様には、出欠の確認
や送迎などについて従来と同様にご協力賜りたいと考えております。
　今後も、この「長寿を祝う会」の開催につきましては、自治会連合会や赤十字奉仕団の皆様等のご
意見を伺いながら、改善に努めてまいりたいと考えております。
　「敬老の日」行事の実施にあたり、地域の皆様には大変なご苦労をお掛けしますが、今後ともご理
解とご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。

長寿福祉課

　　　　　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

社会福祉課

　　　　　令和２年10月分「市民の声」

10月28日 11月13日 避難行動要支援者と個人情報保護
（所管部署）総務課・社会福祉課・地域自治課
　　　　　（複数の支援者がいれば心強い）

支援者　　　　　　　　　　　　　　　家族

　　　　　　　　　　　　　　　　　　名簿に記載（登録済）

　　　　　　　　　　　　　　（橋渡し役）・・・要支援者本人若しくはご家族
の同意を得て要支援者の状態（自力で避難出来ない・・・１人１人の個別情報）
を互近助の皆様に開示しなければ、支援者としての承諾を得られない（実効性を
得る為に）
※課題・提案は裏面です。

（課題）
　自治会（役員）・民生委員として橋渡し役を担う上で
①要支援者（世帯）が普段から互近助付き合いがあれば名簿の作成の有無を問合
ず避難行動のみならず助け合うのは当然のことと認識しているはずなので課題は
ありません。
②問題なのはご近所付き合いが希薄な昨今、ご近所付き合いが全くない又はほと
んどない要支援者（世帯）に手を指し述べるには互近助しかありません（「遠く
の家族・親せきよりも向う三軒両隣」の理念）
③自治会（役員）・民生委員が互近助に情報提供した後に（支援者になります・
なりませんを問わず）情報が拡散した場合、情報提供した自治会（役員）・民生
委員は責任を負わなければならないのでしょうか？
（提案）
①厚労省は法律上名簿作成を自治体に義務づけています
名簿作成だけでは絵に描いたもち、そこから先は自治体自治会等に要支援者１人
１人の体の状態に合った「個別計画」（ＡさんをＢ、Ｃさんが車イスを使って最
短ルートで避難所へ行って下さい等）を策定しなさいと言っています。
②策定すれば避難訓練等で実施し、新たに課題が発生すればそれに取り組み、そ
の時に備える準備が整いすばらしい仕組みの制度であると考えます。（機能しま
す）
③「情報提供」は提供側の意図に反することが多々あります。（一人歩きしてし
まう）故に自治会（役員）・民生委員として活動する上で常に「漏洩」と言い言
葉が頭をよぎります。
④個人情報に関するマニュアルや参考本を見てもまずは、これは「漏洩に当たる
のでしてはいけません」等注意喚起を促すものが多いです。
⑤市役所にお願いしたいのは、情報提供でもこれは保護法には違反しません」と
いう事案・実例・事例等を多く発信してほしいと考えております。
今回の事案・避難行動要支援者若しくは家族の同意を得て名簿に記載し、それに
基づき互近助に支援（者）をお願いする行動は保護法に違反（抵触）しないこと
を明確にし、ホームページ・広報等で周知して頂ければと考えます（積極的に発
信してほしいです。）（役割を担う上での行動基準としたい、心強いです）
⑥命に直結する行動指針として重要と考えますし、自治会（役員）・民生委員は
この様な役割も担っているんだということを広く市民の皆様に伝えれたら良いな
と感じています
（余談）最後に私自身の役割を全うすることで、座右の銘にしている基本的な言
葉があります
　　互・・・お互いさま
　　近・・・遠くの家族・親せきよりも、向こう三軒両隣
　　助・・・情は、人の為ならず
※誤字・脱字・乱筆等ご容赦下さい。よろしくお願いします。

【個人情報保護に関する事例等の情報提供について】
　個人情報の保護に関する法律（以下「法」といいます。）は、個人の情報及び利益の保護
と個人情報の有用性を定めた法律で、全ての事業者に適用されますが、民生委員・児童委員
の方は、個人情報取扱事業者には該当しません。
　一方、民生委員・児童委員の方は、非常勤・特別職の地方公務員であるため、法の基本法
部分及び沼津市個人情報保護条例等（以下「条例等」といいます。）に基づき個人情報を取
り扱うこととなります。
　個人情報の取扱いについては、一定の目的で情報提供された個人情報を本人の同意なしで
本来の目的と異なった利用をしますと、原則法及び条例等に違反することとなります。
　一方で、法及び条例等においては、例外について定められているため、本人の同意がない
場合であっても緊急やむを得ないと認められるときなどには、収集した情報を目的外に利用
し、又は外部に提供できるケースもあります。
　このため、具体的に法や条例等に違反しないかについては個別に判断する必要があること
から、事例等を挙げてホームページ等に掲載することは困難ですが、民生委員・児童委員の
職務遂行のため地域住民の方と民生委員・児童委員の方との間での情報提供について、参考
となる資料をホームページに掲載するなど、住民に対して周知を図っていきたいと考えてお
ります。

【避難行動要支援者の個人情報の取扱いについて】
　　「避難行動要支援者の同意者名簿」は、災害時における自らの力では避難が困難な要支
援者への支援と安否確認に活用するための重要な情報であると考えております。
　このことから、避難行動要支援者の同意者名簿の重要性や自治会、民生委員等が担ってい
る活動の重要性、日頃からのご近所付き合いや地域での交流の意義も併せて広く市民に周知
して、理解が得られるよう努めてまいります。
　また、災害対策基本法では、名簿の情報は災害発生に備え、避難支援等に必要な場合に情
報を提供するものであり、正当な理由がなく当該名簿で知り得た情報を漏らしてはならない
と規定されていることから、自治会や民生委員等の皆様に名簿の作成を依頼する際には、個
人情報の適正な取り扱いにご配慮いただくよう、周知に努めてまいります。
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

9月30日 10月13日 子育て支援課

　　　　　令和２年９月分「市民の声」

放課後児童クラブの保育の質
　沼津市の「児童クラブの保育の質」に関して沼津市としてどのように考えているか教えてくださ
い。
　子供の児童クラブでは支援員の方は、子供と一緒に遊ぶことはほとんど無いようです。また、子
供と楽しく雑談することも良しとしないような面もあったり、ビデオを見る時間は全員でビデオを見
るというように全員が同じ行動を求められ、見たくもないビデオを見せられ、ビデオを見る子、本を
読みたい子、オセロを楽しみたい子などの子供毎の思いがかなり制限されているようです。正直
子供は児童クラブを楽しい場所とは思っていないようですが、親が仕事で不在なことを理解してく
れていて、仕方なく、我慢して行ってくれているようです。
　別の学校の児童クラブを利用している知人数人からそれぞれの児童クラブの様子を聞くと、同
じように子供と遊ばない支援員の学校と、一緒に遊んでくれる支援員の学校とがあるようで、支
援員の違いが、子供への保育の違いとなっている様子がうかがえます。近隣市のクラブに通う姪
は、会う度にクラブで支援員と一緒に作った作品を楽しそうに見せてくれます。市内のあるクラブ
で、コロナ対応で午前中小学校の先生がクラブの児童の面倒をみてくれている時に、先生が子供
たちと遊んでいる様子を見た支援員が、「ここのクラブでは支援員は子供と遊ばない「見守り」が
方針なので、今後一切子供と遊ばないで欲しい。」と応援してくれている先生に言ったということ
があったと聞きました。これが児童クラブでしょうか？
　子供が小学校１年から３年生まで、児童クラブで楽しい時間を過ごしてくれることで、保護者は
安心して仕事に頑張って行けるのであって、子供が児童クラブでの生活を楽しいと思えないような
ら、自分は仕事をやめるべきかと悩んだりもしています。それも児童クラブによって保育の質が大
きく異なっていると聞くと、ほとほとやるせない思いです。
　自分でも児童クラブの在り方を考える情報がないかとネットを検索してみました。厚労省から
「放課後児童クラブ運営指針」というものが発表されていて、「放課後児童クラブ運営指針解説
書」というものがあることを知りました。解説書の中で特に３章を読むと、支援員は子供と遊びを
通したいろいろな関わり方で接する支援員の行動事例が具体的に記載されています。（コラム：
遊びの場面での関わりの工夫）しかし、遊ばずに「見守る」などの支援員の対応は一切記載され
ていませんでした。解説書に書かれているような、子供との関わり、保護者との関わり、地域や学
校との関わりを考えてくれているすばらしい支援員がいるのか疑問ですが、少なくとも遊ばない支
援員は児童クラブで国として求められている方針とは異なるものと思えます。国が示す方針など
は無いがごとく、支援員個人の保育への価値観が正しいと思い、それを優先して保育をされてい
るのが沼津市の実態かなと思います。なぜ支援員に対し、目指すべき姿を共有し、市内すべての
クラブが同じ方向の保育を目指し、ある程度質を一定にできないのでしょうか。
　ここで沼津市の子育て支援についてお聞きしたいです。
Q１：「遊ばないで見守る」が沼津市の考える子育て支援、児童クラブの支援員のあるべき姿です
か？
　　⇒もしYesなら、沼津市に住んだことが間違いだったと思うことで諦めます。そしてこれから仕
事をしながら子育てをする世代は、沼津市に住むことは避けるべきと言いたいです。
　　⇒もし、Noなら、「遊ばないで見守る」方針のクラブへの対応をどうするか教えてください。
Q2：沼津市が目指す児童クラブ、支援員のあるべき姿というものが存在しますか？存在する場
合、どのように、そのあるべき姿を支援員に周知し、その方向に向かうよう指導していますか？
　　また、あるべき姿と大きく異なるような支援をされているクラブの実態を把握していますか？
Q3:近年、支援員の質が問題となり、質の向上のために研修を充実していくようなニュースの記事
がありますが、支援員一人ひとりの研修への参加実績を沼津市は管理されていますか？知人か
ら、発達障害児に、普通の子と同じようにガミガミ注意しているクラブがあると聞きました。発達障
害児への対応をまったく学んでいないとしか思えないのですが、この実態をどう思われますか？

　放課後児童クラブは、働く保護者に代わり、学校授業の終了後に小学校の余裕教室等を活用し
て、利用する児童に適切な遊びと生活の場を提供し、児童の健全な育成を図ることを目的としており
ます。
　本市では、市内全体のクラブ運営を「沼津市放課後児童クラブ連絡協議会」へ業務委託し、また、
地域の子どもは地域で育てるという観点から、その下部組織として小学校区ごとに自治会・民生委
員・学校・保護者の代表等で組織する「放課後児童クラブ運営委員会」にそのクラブ運営方針をご検
討いただき、運営にも関わっていただいております。
　今回、いただいたご意見につきましては、委託先にお伝えいたします。
　また、本件について最も危惧すべきは、児童がクラブを楽しいと思えず仕方なく我慢して利用してい
ることだと考えております。
　ご承知のとおり、児童クラブは児童の健全な育成を図ることを目的とするものであり、児童1人1人
の人格を尊重して運営されなければなりません。
　支援員が児童と遊ぶか見守るかは手段・スタイルの問題であり、必ずしも統一を要するとは思いま
せんが、支援員の仕事を単に児童を怪我・事故なく預かるだけと考えている支援員がいるとすれば、
こちらは早急に改善すべき問題ですので、今後の運営の在り方や支援員のあるべき姿について、共
に確認・検討を行い、クラブ支援員の研修の場等で周知します。
　なお、いただきましたご質問については、次のとおり回答いたします。
Q1及びQ2について
　先にお答えしたとおり、地域の子どもは地域で育てるという観点から、各学校区ごとに運営委員会
を組織し、クラブの運営方針などを検討しております。
　そのため、児童と遊ぶことに重きをおいているクラブ、児童の安全に重きを置いているクラブなど、
必ずしも全クラブが統一した運営をしている訳ではありませんが、今回のご意見を踏まえ、クラブ運
営を委託している連絡協議会とともに、より良いクラブ運営について検討を行うようにいたします。
Q3：県主催の研修などにつきましては、市で取りまとめを行っておりますので把握をしております。
　発達障害児への対応につきましては、県主催の研修会などに参加を促すとともに、県のアドバイ
ザーによる実地研修事業に申し込みを行い、知識を深めているところです。
　また、連絡協議会においても、10月に発達障害に関する講演会の開催が予定されております。

　　＜令和2年度参考＞
　　　県主催の育成研修：31名受講予定
　　　県主催の実地研修：６クラブ実施予定
　　　連絡協議会主催による講演会：10月開催予定
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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8日 子育て支援
　市営住宅で母子家庭と一般の方が抽選するなんてそん
な事で子育て支援してるつもりでしょうか？
　子育て支援課はお役所仕事ばかりで対応は悪いし、支援
より不正してないかを疑うかのような対応ばかり。
　市長は子育てについてどのように考えているのか意見を
聞きたい。
　子育て支援課への意見はこれで2回目です。
　市長の考えを聞きたいです。

　市営住宅は、住宅に困窮する低額所得者への住宅提供を目的として市が供給している住宅です。
　ひとり親家庭の方に対しましては、入居に関する所得基準の緩和は行っておりますが、市営住宅に申し込みをされる方は様々な
ご事情により住居に困窮された方がお申し込みになるため、希望する部屋が重複した場合は、公平性を保つため公開抽選とし
て、当選者を決定しております。
　また、残念ながら落選された方に対しましては、現在入居可能な部屋や次回募集のスケジュールのご案内、一定回数以上落選
した方への抽選時の優遇等を行っております。
　市といたしましては、引き続き住宅に困窮されている方へ市営住宅の整備及び提供を継続してまいりますので、ご理解いただき
ますようお願いいたします。
　本市では、誰もが安心して子どもを産み育てることができるよう、各種子育て支援策を実施しております。
　特にひとり親家庭につきましては、保育所等に入所しやすいよう、入所にかかる審査の際には、ひとり親加算をして優遇している
ほか、保育料につきましても減免を行っております。
　また、本年４月からは、子育て世代包括支援センターを子育て支援課内に設置し、子育てに関する各種相談に対し、きめ細やか
な対応ができるよう、専門の資格を有した「子育てコンシェルジュ」を配置しておりますので、ひとり親家庭でのお困りごと等がござ
いましたら、ご相談いただければと思います。
　なお、保育所の入所につきましては、保育の必要性の高い方から優先的にご案内しておりますので、公平性・公正性を保つ観点
から、保育の必要性の確認が非常に重要となります。
　そのため、保護者及び同居のご家族の方で60歳未満の方には、「保育の必要性の事由」を確認するための書類をご提出いただ
いております。
　このたび、ご提出いただきました就労証明書も保育の必要性を確認するための重要な書類となりますので、ご理解いただきます
よう、お願いいたします。
　今後につきましても、引き続き、子育て世代の皆さまが安心して子育てができるよう、保護者の皆さまのお気持ちに沿った丁寧な
対応を心掛けてまいりますので、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

子育て支援課

　　　　　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8日 6月17日 こども弁当について他全４件
　5/28～6/2までの８日間も毎日変り、デザートやらおやつ
を付けて、温かいまま頂ける幸せを子供も感謝して美味しく
楽しくお昼を過すことが出来ました。
　中には沢山のお子様を看ているおばあさまが「こんな嬉し
いことはないわ」と言いながら頂いて帰る姿を見て、市や社
協の皆様に心からお礼申し上げます。ご馳走様でございま
した。
　日頃から社協や包括の皆様のご活躍を身近に拝見して
おり、大変だなあと頭が下がる思いです。
　これからも高齢者から児童を始め、市民全体の福祉支援
を宜しくお願い致します。
　ごちそうさまでした。おいしかったです。

　あたたかいお言葉やお礼をありがとうございます。
　「こども弁当」の配布は、本市のひとり親家庭への支援施策である「沼津市ひとり親家庭等生活向
上事業」として、沼津市社会福祉協議会（市社協）と連携し、企画・実施いたしました。この度の「こど
も弁当」の配布につきましても、新型コロナウイルスの影響により、休校によるご苦労の一助になるこ
とを願い、実現したものです。
　お子様たちが、「こども弁当」を喜んでお召し上がりいただけたことが幸いです。
　給食再開によって、この度の企画は終了しましたが、今後は、ひとり親家庭のお子様たちに対し、
学習を中心とした支援を予定しております。準備が整いましたらお知らせをいたしますので、是非ご
利用ください。

こども家庭課

　　　　　令和２年６月分「市民の声」
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