
　

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

11月4日 11月16日 防災ラジオ回収方法の提案
同報無線がアナログ方式からデジタル方式に12月1日から移行す
ることが11月1日号の広報ぬまづに掲載してありました。これによ
ると、防災ラジオでの同報無線は受信できなくなるとのことで、防
災意識の強い市民や自治会館などに設置してある受信設備は、
単なる地元のラジオ局受信のラジオとなってしまいます。
残してもよいのですが、今までの経験から雑音を伴う受信頻度が
高くて、緊急時に備えるような機器としての価値が無くなると思い
ます。
従っていずれ廃棄処分される運命と思いますので、回収方法を提
案します。
提案１：小型家電扱いで、地区センターなどに設置してある回収
ボックスを利用できるようにする。（資源ごみに出さない）
提案２：危機管理課で一括して回収受付をする。その際には、防災
に関する情報や意識高揚の方策が生かされる資料や物品を活用
する。
提案３：回収期間を今年度内程度に設定し、利用していた市民に
今までのお礼や今後の情報周知などを含め、防災グッズ等を配布
する。
市から購入者を募集し利用してきた設備ですので、終わり方も心
のこもった対応をしていただければと思います。

　防災ラジオにつきましては、電波法令の改正に伴うデジタル化により、令和4年12月1日から同報無
線の電波を受信できなくなりますが、一般のラジオ放送は受信できますので、故障等なければ、日常
利用のラジオとして、また、災害時に持ち運び可能な情報収集手段のひとつとして、引き続きご活用
いただければ幸いです。
　また、このような状況から、市として特別な回収・処分を行う予定はありません。
　故障等により最終的に防災ラジオを廃棄される場合は、地区センター等に回収ボックスを設けてい
る「使用済み小型家電」には該当しませんので、埋め立てごみの日に熱源利用プラスチックごみ（③
類）としての廃棄をお願いいたします。
　なお、メーカーでは、既に交換用部品の生産が終了していることから、修理等の対応もできないこと
をご了承ください。

　市では防災に関する情報発信として、同報無線放送に加え、危機管理情報のテキスト配信（文字
配信）に力を入れております。
　同報無線の放送内容は事前登録制のメールで配信しており、その他の危機管理情報については
市公式防災アプリ、LINE、Twitter等でもご覧いただけます。
　また、同報無線の聞き逃しに対応するための「自動応答システムダイヤル（055-955-5255）」や、ス
マホ等をお持ちでない方向けに避難情報等を事前に登録した電話番号にお届けする「自動架電シス
テム」を運用しておりますので、ぜひ、ご活用ください。

危機管理課

　　　　　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

7月28日 8月16日 大瀬崎土砂流入への対策
大瀬崎をよく利用しているダイバーです。
大瀬崎海水浴場は、大雨が降ると大量の土砂が流入し、
ダイビングや海水浴の経営に多大な影響があります。
ここ最近も複数回の流入が立て続けに発生しました。
土砂の清掃や砂利の被覆等の対策は重要ですが、土砂流
入が発生しないような根本的な対策はできないものでしょう
か？
例えば、海水浴場まで降りる道の突き当たりの「ココモ大瀬
崎」様には毎回店内にまで土砂が流入し、その都度臨時休
業を強いられているため、経営に直接的な影響がございま
す。
自然相手ですので完全に押さえ込むことは困難であり、私
からも具体的な対策案が提示できないところで恐縮です
が、沼津市にとっても大切な観光資源である大瀬崎のダイ
ビング・海水浴を最大限に活かすためにも、抜本的な対策
をご検討いただきたく存じます。

　大瀬崎海水浴場の上流域で広範囲に降った雨は、大瀬川に集まり、下流域へ下り、山裾を周って
海へ流れ出ています。
　最近は、短時間に集中的に大雨が降ることから、大瀬川においても大量の雨水が流れ込み、下流
域へ流れながら天然河岸部を浸食して、雨水と共に土砂等が含まれ一気に流れ出たことで下流部
の水路が抱えきれず、道路や海岸まで大量の土砂が溢れ出たものと推察しております。
　今後の対策といたしましては、河岸部の土砂流出を考慮した対策工法の検討を進めておりますの
で、早期に整備効果が発揮できる対策から順次整備に向けて調整して行きたいと考えております。
併せて、既存施設においても最大限土砂を食い止められるよう堆砂状況についても監視していきま
す。

河川課

　　　　　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27日 7月14日 消防団について
現役消防団の知人
古い体質から脱却し時代に合わせたやり方をお願いします。
苦労されている現役の知人（ノイローゼ気味）から聞いたり、実際に見学した話をもとに声を挙げさせてもらいます。
まず、本職ではないことが前提
毎月２回ほど消防車の点検とホースを使った吸い上げ、放出の点検、夜間の巡回、これは理解できます。
しかし、車の点検時や並び方・声の掛け方・手足の動き方が複雑で覚えないといけないようで、見ていて非常に不愉快と疑問を感じまし
た。彼らは本職でもない、プライベートや本職があって、そこまで求められるのは大きく違うと思います。規律やら、メリハリなどと言いそう
ですが、人によって言っている事が違っており、先輩、後輩で記憶違いな場面が生まれています。そりゃ混乱がでますよ。彼らは自衛隊
でもない。
点検も、わざわざ隊列作らず普通にチェックシート持って簡易的にやるべきです。
特に複数で動きを合わせた行為は、覚えなきゃいけない感が出ています。のちのちの後輩に教えなきゃいけない、なかなか出れない隊
員にも負担、悪循環です。
本当に消防団が必要と思うなら、なぜ、人が集まらないのかと真剣に考えて実行にうつしてあげてください。
過去の市民の声、消防団への意見を見ていて、各消防団に委ねている感じからしてやる気が見られません。
独身やお子さんがいない方は参加しやすいかもしれませんが、くだらないお披露目、各町内の消防器具の点検、お祭りの参加、他消防
団との合同訓練何でもかんでも活動を入れすぎ、お金の問題ではなく、やれる人員がついてこれていない、現実に子供がいる家庭、職
業柄的に多忙な方には厳しいと思います。
日中帯の出初式や自治会へのお披露目は廃止して、彼らが本来夜活動している時間帯に、消防署職員、第三者の市職員らが直接視
察させ現役役員だけならず、一団員にも気持ちを聞いて、やりやすい環境作り、参加しやすい活動に改善していくのが必要だと思いま
す。
また聞いていると、訓練の中にある隊列や車の乗り方、別隊員と動きをあわせた動き、これ本番でやらないですよね？
訓練時には本番では着用しない靴などを使い、これも本番ではしませんよね？非現実な話多々
見栄えから正そうとしていますが、抑えるところがずれており、まず考えという中身から整えるべきです。
１消防団だけならば、改善の余地はありうそうですが、他消防団と共同訓練になると、また覚えていたことにズレを発生し困らせていま
す。
市民をこき使いすぎです。
大きな消防車よりもっとコンパクトな車にして消防職員を雇えるお金に回した方が・・・
覚える必要がない。誰が出ても困らない環境作り、会社なら即正されますよ。
共同訓練、披露目、訓練、隊列や規律を廃止し、簡易的な点検と巡回？程度に縮小するか、消防団を廃止すべきです。
横浜や大阪などの廃止にした自治会を参考にすべきです。
消防団に所属したから参加できます、やれますという認識は大きな誤解です。
本職やプライベートに支障が出たらどうされますか？
この知人や他の団員に何か起きる前に早急な改善を沼津市へ求めます。

　消防団の活動に関し、貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。

　消防団は火災をはじめ、近年、多発化・激甚化する大雨等の気象災害に対応し、地域の安全・安心を守るために活動しておりま
す。

　そのような中、消防操法大会を前提とした訓練が消防団員の大きな負担となっているとの指摘があることから、消防操法におけ
るパフォーマンス的な動作やセレモニー的な動作の見直し、消防操法大会の代表輪番制の導入などを検討しているところです。
　また、消防団協力事業所表示制度や消防団応援の店制度の導入など、消防団員が活動しやすい環境を整えるとともに、消防団
員の処遇改善の一環として、令和４年度から出動報酬の引上げを行っております。

　ご指摘のありました訓練の指導方法の統一につきましては、訓練の指導教育を行う訓練指導員において指導方法の研修を行
い、統一を図っているところです。
　また、消防団の訓練披露において行われる「消防操法」につきましては、消火活動における基礎的な動作をまとめたもので、消
防団員が火災現場の最前線で組織的に安全に活動するために大変重要なものと考えております。

　このような状況を鑑み、本市においては、基礎的な訓練としての消防操法とともに、地域の実態に即した災害現場で役立つ訓練
の導入につきましても、検討しているところです。

　今後も消防団員が活動しやすい環境整備と訓練等の負担軽減について、引き続き検討してまいりますので、ご理解をお願いい
たします。

危機管理課

　　　　　令和４年６月分「市民の声」

3



　

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

5月27日 6月14日 防災情報について
1.電波法の改正等で現在、市が配布した防災ラジオでは同報無線の受信機
能で聞こえにくい野外のスピーカーからの防災情報より、防災ラジオの放送
の方がはっきり確実に聞こえます。特に冬季、2重サッシ等の防音の効いた
屋内では外の同報無線は聞こえません。現在はTCNのケーブルテレビから
の同報無線を有線で接続していますが、今後、デジタル化後もTCNケーブル
を通じての受信は可能でしょうか？（TCN内でデジタルからアナログ変換と
現在への送信周波数変換）

2.市は同報無線のデジタル化後はネットまたはfaxでの情報提供を検討され
ているとの事ですが、スマートフォンを使用していない方、faxを所有されてい
ない方、年配者を中心に機械操作に不慣れな方等、市民には相当数いらっ
しゃると思いますがそれの対応はどうなのでしょうか。また、大規模災害時は
通信の輻輳障害、基地局、携帯のバッテリー消耗で通信回線の途絶等もあ
り、スマホやfax での連絡は困難だと思います。現行の同報無線受信できる
防災ラジオの方が確実と思われますがいかがでしょうか。

3.今後、防災ラジオによる同報無線の受信が不可能となると現行のラジオで
はコミュニティＦＭを利用した緊急告知ラジオが緊急時の情報提供手段とな
ると思いますが、今後、以前配布した沼津市の緊急告知機能を搭載した防
災ラジオの再配布計画はありますか

　まず、ケーブルテレビとラジオを直結して同報無線の放送を受け取れるサービスについてですが、TOKAIケーブルネットワークに
確認したところ、デジタル化完了後はこのサービスができなくなるとのことでした。
　なお、緊急時にFMぬまづのラジオ放送に、市からの緊急情報を割り込ませる「割り込み放送」は引き続き実施します。

　次に、防災ラジオの再販については、昨年度もメーカーに問い合わせしておりますが、デジタル化した同報無線の電波を傍受で
きるラジオは商品化されておらず、現時点で再販の計画はありません。

　同報無線による放送についてですが、住宅の気密性・静粛性の向上により、建物内で聞き取りづらい状況となっていることは、
市としても認識しているところです。そこで、市では同報無線の放送内容を、より多くの市民の皆様にお届けするため、メールにて
配信しております。また、聞き逃し等に対応するため、過去48時間以内の放送内容を電話で確認できる「自動応答システムダイヤ
ル」を運用しております。
　さらに、風水害をはじめとした災害時も、より多くの市民の皆様に情報をお届けするため、同報無線にあわせ、メール、防災アプ
リのほか、LINE、Twitter、Yahoo!JAPAN及びYahoo!防災速報のアプリケーションを通じてテキスト配信（文字による配信）を行って
おります。
　なお、携帯電話・スマートフォンをお持ちでない方に対しては、登録した電話番号に避難指示等の緊急情報をお届けする「自動
架電システム」も併せて運用しております。

　市では、お知らせする内容が多様化する中、携帯電話・スマートフォン向けに、見直し・読み返しができるテキスト配信に力を入
れているところです。特に防災アプリについては、日頃からお住まいの地域の災害危険度や避難地・避難所の位置を確認できる
機能も備えるものとして、令和元年度から運用しているところです。
　市民の皆様に、災害時の情報取得手段として、どれか１つでもお使いいただきたく、広報ぬまづへの掲載やご案内のチラシを作
成し、各自治会での組回覧をお願いするとともに、訓練やイベントの際に「公助のレシピ」としてご案内しております。

危機管理課

5月27日 6月9日 避難行動要支援者等のホテル・旅館への風水害時の事前避難に対する補助金交付に
ついて
次の１～６についてお尋ねします。
１．制度（仕組み）改正があったのですか？
①居住要件：（３年度）「沼津市洪水ハザードマップ」の洪水浸水想定区域か、「沼津市土
砂災害ハザードマップ」の土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域内のいずれか
にお住まいの方
→（４年度）避難情報が発令された地区に居住する方

②属性要件：３年度・４年度改正はないですかね。

２．改正（変更）があったとすると、その理由をお聞かせ下さい。

３．コロナ禍での時限的措置ですか？
コロナが終息した後には、再び３年度の要件に戻るのでしょうか？

４．下香貫地区では対象施設がホテル翠泉閣しかありません。他地区の施設を予約する
場合、災害時での移動危険度や金銭的負担の増加等の課題があります。どうお考えです
か？

５．この制度の利用促進を図る為に、市民への周知方法はいくつかあると思いますが具
体的にお示し下さい。（広報ぬまづ６月１日号に掲載するんですね）

６．4年度の予算はいくらですか？

誤字・脱字・乱筆等ご容赦下さい。
以上宜しくお願いします。

　令和3年度から実施しております、「避難行動要支援者等宿泊施設利用料補助」につきましては、今年度も継続
して実施するにあたり、制度の見直しを行い、その結果、居住要件の変更を行いました。
　内容といたしましては、ご意見にあるとおり、避難情報が発令された地区、かつ、沼津市洪水ハザードマップの
洪水浸水想定区域または沼津市土砂災害ハザードマップの土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域のい
ずれかにお住まいの方、としていたものを、避難情報が発令された地区にお住まいの方、と、対象を拡大したもの
であります。
　属性要件につきましては、コロナ禍における避難行動要支援者の皆様の分散避難を第一に促進する必要があ
ることから、現状のままとしております。
　居住要件を変更した理由といたしましては、市民の皆様からのご意見の中で、対象者の拡充、居住要件の緩和
に関するお問い合わせが多かったことから、より利用しやすくなるように制度の見直しを行ったものであります。
　本制度は、新型コロナウイルス感染症対策として開始したものでありますが、現時点では新型コロナウイルスの
終息の見通しは立っておらず、終息後の対応については慎重に判断してまいりたいと考えております。
　お住まいの地区の状況により、宿泊施設への移動に時間がかかることや、夜間の移動は二次災害の危険があ
るため、可能な限り昼間のうちに避難ができるよう、気象状況を注視しながら、早い段階で避難情報を発令できる
よう努めてまいります。
　本制度の周知については、市ホームページ、広報ぬまづへの掲載のほか、全地区での組回覧を行い、民生委
員・児童委員の皆様や、母子健康手帳の交付時に案内チラシの配布等を行っております。
　今年度の予算措置額は600万円となっております。
　今後も本制度の実施にあたり、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

危機管理課

　　　　　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

5月30日 6月14日 避難行動要支援者等の個別避難計画の取組み状況につ
いて
災害時に自力での避難が困難な高齢者や障がい者らの避
難手順をまとめた「個別避難計画」の作成について、災害
対策基本法の改正で自治体の努力義務とされてから５月
で１年が経ちました。
沼津市の５月31日現在での進捗状況と６月以降の取組み
についてお尋ねします（お聞かせ下さい）。

　個別避難計画は、令和３年５月の改正災害対策基本法に位置付けられ、計画作成が自治体の努
力義務となりました。
　これに伴い、内閣府では「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」を改訂し、計画
作成の優先度が高いと判断する者について、地域の実情を踏まえながら、改正法施行後、おおむね
５年程度で取り組むこととしています。
　これを受け、現在本市では、内閣府の取組指針に基づき、庁内関係課による検討会を立ち上げ、
作成に際し必要な優先度の考え方、個別避難計画の内容(様式)等について検討を行っています。併
せて、門池地区をモデル地区として設定し、地域住民の声を反映しながら、計画作成に向けた取組
みを進めています。
　今後も引き続き、庁内及びモデル地区での検討を行い、効果的・効率的な作成手法を構築し、段階
的な取組みを進めてまいります。

社会福祉課
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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24日 消防団の寄付金集めについて
コロナ禍のご時世なのに、1月1日の午後、エリア内のすべての家
庭（アパートやマンションまで）、寄付を集めに回っていました。
火の用心の札を渡す見返りに、寄付金を集めています。
これは、条例違反ではありませんか？？
沼津市として、公表を求めます。
また、来年は必ずそのような行為をしないように、各消防団に伝え
てください。
領収書を出さないなんて寄付の集め方、あり得ません。
収支報告はきちんとしているのでしょうか？？
また、個別の飲み代やコンパニオン代に消えていませんか？？
お店で、よく消防団が経費で飲んでいるところを見たことがありま
すよ。

　この度は、消防団に対する貴重なご意見をいただき、誠にありがとうございます。

　消防団の寄付金募集につきましては、募集を行わないよう、消防団会議等におきまして、注意喚起
をしているところです。

　今回、ご指摘いただいた内容につきましては、すべての分団に対し、再度、寄付金を募集しないよ
う指示するとともに、消防団会議等におきまして、継続的に注意喚起を行いますので、ご理解のほど
よろしくお願いいたします。

危機管理課

　　　　　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

12月3日 12月14日 避難行動要支援者等への宿泊施設利用料補助制度について
質問１．対象者を約6,200人を推計していますが、何世帯でしょうか？
２．R3年度の予算はいくらですか？執行状況は？

提言１．個別の避難行動計画の具体策として品揃えを多くすれば良いというものではあり
ません。
２．対象者（世帯）にハガキ等で対象者（世帯）であることと対象の宿泊施設名を周知して
下さい。
３．R３年度の予算が年度末に未執行と見込まれるなら、R４年３月にハガキ等でお知らせ
することはできませんか？（予算の目的外使用になってしまいますか）
４．R３年度中のハガキ等が無理であるならば、Ｒ４年度予算に、850室の補助金予算とハ
ガキ等お知らせ予算を合わせて予算化することを提言します。
５．避難の仕方の品揃えを多くすることで実効性が問われます。言い換えれば御課の仕
組み・制度作りの本気度が問われていると考えます。

誤解・トラブル回避について
１．用語の定義をきちんとした方が良いと思います。
「避難行動要支援等」と「避難行動要支援者名簿記載者」との違い→両方に該当する人も
いれば、どちらか一方に該当する人もいます。
２．考えられるトラブル事案（例）・・・御課もトラブル回避に努めて下さい。
身障者手帳１級の本人と家族が指定の宿泊施設に行きました。
①宿泊施設がハザードマップの洪水浸水想定区域外又は土砂災害（特別）警戒区域外
居住者であることを確認し補助金利用宿泊を拒絶した。
②一方で宿泊はできたものの、宿泊施設の認識不足（対象者（世帯）要件を満たしていな
い）により、後日御課へ補助金の申請をした所、要件を満たしていないことを理由に申請
却下となった。
※①②のような事案が発生したら、関わる当事者すべてが目的を達成したことにはなりません。
残念なことになります！

　ご質問にあります、対象者の推計人数に対する世帯数については、本制度が避難行動要支援者
等に該当する方一人とその同行者一人に対して補助するものであり、世帯に限定をしていないた
め、算出をしておりません。
　本制度における令和3年度の予算は600万円で、令和3年12月1日現在において利用実績はありま
せん。
　ご提言にあります、対象となる皆様へのハガキ等による直接の通知については、現時点では予定
しておりませんが、これまでも、全地区への組回覧や民生委員・児童委員協議会を通じての民生委
員の皆様への周知のほか、広報ぬまづ、ホームページ掲載を行ってまいりました。今後も皆様のご
協力をいただきながら、本制度の周知を図ってまいりたいと考えております。
　用語の定義については、「沼津市避難行動要支援者等宿泊施設利用料補助金交付要綱」第2条第
1項第3号において、「避難行動要支援者等」に「避難行動要支援者名簿記載者」が含まれている旨
の規定をしております。
　対象となる宿泊施設に対しても市から説明を行うとともに、チラシを配布するなどの周知を行ってま
いりました。
　今後も本制度が対象となる皆様にとって利用しやすいものとなるよう、引き続き検討を行ってまいり
ます。

危機管理課

　　　　　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

11月1日 11月16日 避難行動要支援者等への宿泊費補助について
１．居住要件：テレビ等の避難情報は、「沼津市〇〇地区のハザードマップ区域内にお住
まいの方」とは報道していません。単に「沼津市〇〇地区にお住まいの方」への情報で
す。ハザードマップの周知がなされていない現状を見れば、対象者の範囲が狭い（ハード
ルが高い）→ハザードマップ区域内という要件はなくすべきです。
２．属性要件：①～⑤⑦⑧は、避難行動要支援者名簿への登録の有無には拘わらないと
の認識で良いですか？ご近所（世間体）を気にしてか、名簿登録にちゅうちょする方（家
族）が多いです。（潜在的災害弱者有り）
一方で⑥は名簿記載を条件としているので賢明ですネ。
コロナ禍の持続化給付金不正受給のようなことがない様にお願いします。（但し補助金申
請者と市指定宿泊施設が通謀して虚偽の申請をした場合は防げないですかネ）
３．提言
①居住要件：避難情報が発令された地区にお住まいの避難者が対象者で良いのではな
いですか？
②属性要件：⑥を除いて名簿登録の有無を問わないということであれば妥当と考えます。
③　①かつ②の両方の要件を満たした方（世帯）のみ補助対象者とするには、ハードルが
高すぎると考えます。（住基台帳上、実際にどの位の人達が対象になるのか調べました
か？）
※居住要件・属性要件のどちらか一方を満たせば補助対象者とすべきです。

令和１年10月の台風19号でのある地区センターでの混乱状況（避難者多数押しかけた）
を見れば、その回避策の一助となりうる制度だと思います。
実効性（住民が利用し易い）の高い仕組み（制度）であることを期待し、要件の改正を強く
要望します。宜しくお願いします。

　本市では、風水害から命を守る手段として、避難所のみならず知人・親類宅等への避難や、自宅の高い場所へ
避難する垂直避難を呼びかけております。
　「避難行動要支援者等宿泊施設利用料補助」の制度については、新型コロナウイルス感染症対策として、風水
害時に特に配慮が必要とされる避難行動要支援者等の皆様の避難所での密集を避け、より環境の良好な宿泊
施設への分散避難を促進するために開始しました。
　居住要件については、「沼津市洪水ハザードマップ」の洪水浸水想定区域か、「沼津市土砂災害ハザードマッ
プ」の土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域内のいずれかにお住まいの方であります。
　これら市のハザードマップについては、該当する地区の皆様に全戸配布し、市ホームページにも掲載し周知を
行っているところであります。
　ご提言にあります、属性要件の①要介護３から５まで②身体障害者手帳１級または２級③療育手帳Ａ④精神障
害者保健福祉手帳１級⑤特定医療費（指定難病）受給者証または特定疾患医療受給者証を所持する方、⑦妊産
婦⑧１歳未満の方については、避難行動要支援者名簿への記載の有無は問いません。
　本制度の開始にあたっては、令和2年4月1日現在の市内の避難行動要支援者数約8,800人のうち、洪水浸水想
定区域、土砂災害警戒区域と土砂災害特別警戒区域に在住する避難行動要支援者を約3,800人、これに妊産婦
と乳児約2,400人を加算した合計約6,200人を対象者と推計し、対象となる市の宿泊施設の部屋数約1,700室のう
ち、稼働率を50％とした場合の約850室を避難行動要支援者とその同行者が利用すると想定しております。
　来年度以降の運用につきましては、対象となる市の宿泊施設の部屋数に限りがあることなど、いくつかの課題を
整理しながら、今回いただいたご意見等を踏まえ検討を進めていきたいと考えております。
　今後も引き続き本市の防災行政へのご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

危機管理課

11月16日 12月2日 夜21時の放送
毎日夜の21時にサイレンと放送が鳴りますが、一度寝た子
供が泣いて起きてその後も泣き続け毎日大変でノイローゼ
になりそうです。シャッターを閉めるなど対策はしています
が音が大きすぎて意味がありません。火事対策として必要
な事かと思いますが、夜の21時でなければいけないので
しょうか。大抵の小さい子供は寝ている時間です。1時間早
める等出来ないのでしょうか。引っ越しをするにも時間がか
かります。もう少し市民の生活を具体的に考えた方が良い
のではないですか。

　沼津市消防団について、貴重なご意見ありがとうございます。

　ご指摘いただいたサイレンにつきましては、春と秋の全国火災予防運動期間中に火災予防を推進
するための取組として各地域の消防団が吹鳴しているものです。
　サイレンの吹鳴につきましては、各地域の消防団と自治会が協議を行い、吹鳴時間等をそれぞれ
決めており、令和３年11月11日現在、沼津市消防団40箇分団のうち、22箇分団が朝と夜に吹鳴、７
箇分団が夜のみ吹鳴、残る11箇分団は吹鳴を行っておりません。
　各地域の慣習等もあり、沼津市消防団全体でサイレン吹鳴について統一することは困難ではあり
ますが、ご指摘いただいたご意見を伝え、引き続き、消防団幹部と各自治会で協議を行ってまいりま
すので、ご理解とご協力をお願いいたします。

危機管理課

　　　　　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

11月24日 12月15日 消防団について
○消防団の活動全体的に反対です。
○入団前は出れる時で良いとお話でしたが、ここのところお披露目のために操法の訓練を覚えるため毎週
集まりましょうと同調圧力が増してきました。正直、自分は夜警や日頃の備品の点検の参加なら止む得ない
と思って可能な時だけの参加のつもりでした。
○自分の家はフォローしてくる両親がいなく、妻子持ちの家庭なので、人の人生と生活を抱える福祉の本業
と家庭で手一杯です。
○自分の詰所は、年上の後輩には買物時に先輩(年下)の財布を持たしたり、挨拶の方法や吸った煙草は吸
わない人間に片付けをさせたり、操法では、本番では使わない動き方、消防車への乗り方、降り方を覚えさ
せて、本番じゃなく、地元やお偉いさんへのお披露目や大会のため。そんなために家庭への時間や夜遅くま
でやらせて、本業や家庭に差し支えます。
活動終わったら早く帰って寝て明日に備えたいのに22時、23時までダラダラして頭おかしいです。教える側も
皆バラバラでズレが生じてます。明らかに必要性、効率性考えて悪いです。こんなことを毎年　教える人、教
わる人の確保を考えると誰が大変か明白です。毎年、新人が集まらないとききます。だから悪循環で集まら
ないです。出初式含めお披露目や操法は不要です。要らない技術、早朝から集められ参加する出初式、地
元にみせるお披露目は団員の休みを削り、一部の自己満足にしか思えません。真面目な人や責任感ある
人はかえって精神的にまいってしまいそうです。現に自分もおかしくなりそうです。

全国的にも、消防団で人が亡くなってます。また消防団を廃止する自治体もあります。お金の管理が不明な
消防団時間を削る消防団はなくしてほしいです。

提案として、操法、出初め式、お披露目は廃止。やりたい団員だけにしてほしい。
※消防署から各詰所に任意での参加を促していますが、やりたくない人の意見を尊重されてません。
火事があると団員は詰所集まり一定のメンバーが揃わないと出動できません。
各町内に3～4名くらい火災場所の確認する人を確保。初期消火また避難誘導、火災の有無くらいは民間人
でもできます。
消防団だと結局火事じゃなくて大丈夫だったケースが多く二度手間、非効率。
消火栓等の点検も町内でやれば早いです。
いち早く消防団の改善、おかしな環境、人が集まらない　解決をお願いします。

　平素は消防団活動にご尽力いただき、感謝申し上げます。
　また、消防団活動に対する貴重なご意見をいただき、誠にありがとうございます。

　消防団は地域防災の中核を担う存在として、地域住民の安全・安心の確保のために欠かせない存在となっており、本年７月及
び８月に発生した大雨による災害におきましても、救出活動をはじめ、避難広報や警戒活動を行っていただくなど、本市の地域防
災にとって欠くことのできない存在となっております。

　ご意見にありました、消防団活動への参加につきましては、各団員の職業や家庭環境等が異なることから、消防団幹部に対し
て、各団員の事情を考慮し、一律に消防団活動への参加を強制しないよう依頼しているところです。
　また、消防操法大会につきましても、「消防操法大会を前提とした訓練が団員に大きな負担となっている」、「消防団活動は厳しく
負担が重い」等の意見を受け、現在、国や県で消防操法大会のあり方について、検討を行っております。

　消防団の活動は危険と隣り合わせであることから、消火活動における基礎的な動作をまとめた消防操法は、消防団員が火災現
場の最前線で安全に活動するために重要なものとなっております。
　本市消防団につきましても、団員の安全確保を目的とした最低限の訓練の必要性はあると存じますが、ブロック大会等のいわゆ
る「消防操法大会」の開催に代えて、実際の災害に即した装備や内容による「方面隊合同訓練」や常備消防との合同訓練を実施
するよう、今後も消防団幹部に依頼してまいります。

　いただいた意見につきましては、消防団幹部と共有し、今後も各団員が無理なく活動することができる環境を整えるべく努力して
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。

危機管理課

9



　

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

3月22日 3月30日 津波からの避難について
　下香貫汐入地区（ピアゴ香貫店周辺）は海抜が1.5mと低
いです。
　津波避難の原則として遠くより高くとのことですが、近くに
避難できるような高さの建物もありません。
　南海トラフ巨大地震の際、津波は10mを越え到達時間も
かなり短めだと予想されているそうなので、津波避難タワー
の数を増やして頂けると安心して暮らせると思います。
　高齢の方も多く住まれているので山への避難も困難かと
思います。

　本市では、津波による浸水被害が想定されている地域において、緊急時の避難場所として、津波避難ビルや、津波避難路の指
定を積極的に推進しています。津波避難ビル及び津波避難路は、沼津市津波ハザードマップに位置や、ビル名等を掲載してお
り、下香貫汐入付近には、「トゥー・ル・モンド（住所：下香貫汐入2198-1）」や、「トーゴY・S（住所：下香貫汐入2188-1）」などを含
め、４つの津波避難ビルと、浸水区域外へ避難する２つの津波避難路があります。
　なお、沼津市津波ハザードマップには、津波による陸域での浸水深（浸水した地面から水面までの高さ）や、その到達予想時間
も掲載しております。
　今後とも、避難場所の確保のため、津波避難ビル候補となる建物の所有者に対し、指定へのご理解、ご協力を得られるよう努
め、津波避難ビル指定を推進してまいります。
　
※津波ハザードマップは、沼津市ホームページに、掲載しております。是非ご覧いただき、最寄りの避難場所となる津波避難ビル
及び津波避難路を、平時にご確認いただきますよう、お願いします。
URL：（https://www.city.numazu.shizuoka.jp/kurashi/anshin/bousai/tunamihazard/4ji/42.pdf）

危機管理課

　　　　　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

11月12日 12月4日 火災予防週間の朝夜のサイレン
　以前他の方もおっしゃられておりましたが、全く声が届い
ていないので再度意見させて頂きます。
　今年になってから沼津市で仕事があり宿泊をしておりま
すが。
　今朝7時、まだ皆眠っております。今コロナの影響でいた
だく仕事が非常に大事な事と、年末に向けて遅くまで働い
ており疲れております！！そこにきてあの大音量のサイレ
ン。もぉびっくりして早朝から飛び起きてしまいました。これ
が15日まで続くかと思うと、軽くノイローゼになりそうです。
　消防も大事ですが、大事な連絡が騒音になってしまって
ます。また、労働者の身体もとても大事です。もう少しその
辺気遣って頂き、皆が起きてるであろう時間帯（9:00頃）に
なりませんか？
　本当強く改善を望みます！！！

　ご指摘のサイレンは、「全国一斉秋の火災予防運動」に伴い、防火啓発の一環として、地域の各消
防団（分団）で吹鳴しているものであります。
　サイレンを鳴動している時間につきましては、コンロや暖房器具による火災が発生しやすいことか
ら、お出かけ前の午前７時、就寝前の午後９時に鳴動することが、火災予防に対する意識の高揚に
つながると考え実施しております。
　また、サイレンと合わせ、沼津市消防団では、防火パレード、防火広報、住宅防火診断、夜間パト
ロールなど火災予防活動を実施しております。
　なお、防火啓発サイレンを含め防火広報等の実施方法については、事前に消防団幹部とともに検
討し実施しております。
　今後も、実施方法について検討を重ねてまいりますので、　是非とも、地域全体の安全・安心の啓
発活動である旨をご理解のうえ、ご協力のほどお願いいたします。

危機管理課
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