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令和４年（2022年）8月1日（月曜日） No.１５０９区のおしらせ 8 月 1 日号

区民相談全般・窓口のご案内については、「まごころステーション」☎（3546）0561へお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

　５月17日（火）・19日（木）・25日（水）
にそれぞれ京橋、月島、日本橋の各
地域で町会長・自治会長にご出席い
ただき、行政懇談会を開催しました。
　この懇談会は、区、警察署、消防
署、都第一建設事務所の区内行政機
関が一堂に会し、区の主要事業を説
明するとともに、地域に関する意見
や要望を直接お聞きするものです。
　当日のご意見の中からいくつか紹
介します。
〈質問〉
　自転車の危険な走行および違法駐
車車両への対応について
〈回答〉
　自転車利用者へのルールやマナー
の周知については、区内警察署と連
携し、春と秋の「全国交通安全運動」
において、自転車の安全利用や交通
ルールを守るよう、街頭キャンペー
ンを実施しました。
　また、宅配事業者などの危険運転
に対する指導や取り締まりの強化を
警視庁に要望するとともに、引き続
き、食事配達業者などを含めた自転
車利用者に対し、自転車の安全利用
を促進していきます。
　違法駐車車両は、安全で円滑な交
通が妨げられるだけでなく、交通事
故の原因にもなり、災害時などの活
動にも大きな支障をきたします。区
では、「全国交通安全運動」期間中や
毎月10日の「中央区交通安全日」など
に、重点地域において区が委託した
指導員がパトロールを実施し、違法
駐車しないよう啓発活動などを行っ
ています。
　今後も、区内警察署などと連携し、
自転車の安全利用の促進および違法
駐車の防止に努めていきます。

〈質問〉
　公園づくりについて
〈回答〉
　公園は、人々の憩いや安らぎの場、
子どもたちの遊び場、災害時の避難
場所などの他、都市環境の改善や良
好な景観の形成など多面的な機能を
備えた重要な社会インフラです。
　施設の老朽化が進んだ公園につい
ては、地域特性に配慮しながら改修
を進めており、公園の魅力向上を図
り、利用者に愛され、使ってもらえ
る公園となるように努めています。
　平成30年度から令和元年度にかけ
て、築地川公園の改修工事を行い、
南側は子どもたちの遊びを中心とし
た空間、北側は近隣の方の憩いや安
らぎの空間として整備を行いました。
　また、令和３年度は坂本町公園を
改修し、「自然の中で思いっきり遊
びたい」という子どもたちの夢の実
現をテーマに、芝生広場や小川の流
れる公園として整備し、いずれの公
園も改修を機に、大変多くの方にご
利用いただいています。
　これからも、皆さんに愛され、多
くの方にご利用いただける公園づく
りに努めていきます。
〈質問〉
　区の初等、中等教育に関する中長
期的施策および中高一貫校に関する
区の考えについて
〈回答〉
　近年の教育行政は、少子化への対
応やきめ細やかな教育を実現するた
め、義務標準法の改正に伴う35人学
級化やGIGAスクール構想に基づく
１人１台タブレット対応など、国策
として教育環境の充実に取り組んで
います。
　一方、都心区である本区は、これ

行政懇談会の結果

日　時
　11月22日（火）
　午前10時～午後４時30分
会　場
　日本橋プラザ３階展示ホール・会
議室（日本橋２－３－４）
対　象
　区内を中心に事業を展開している
中小企業・小規模事業者など
内　容
・ 展示ホールで商材や技術を展示し、
広くＰＲする展示会を開催します。

・ 会議室で企業のバイヤーを招き商
談会を開催するなど商取引拡大の
場を提供します。
定　員
・展示会参加企業　60社程度
・バイヤー商談会　70商談程度
　（参加予定バイヤー数　10社程度）
◎申し込み多数の場合は選定します。
費　用
　無料

申し込み方法
　所定の申込書に記入の上、以下の
方法で申し込む。
・展示会参加
　 ９月30日(金)までに商工観光課の
窓口または区内各信用金庫の支店
窓口に提出もしくは商工観光課へ
メールで送付

・バイヤー商談会
　 10月31日（月）までに商談会事務局
にメールで送付

◎ 申込書は区のホームページからダ
ウンロードすることができます。
事前サポート
・ 東京都よろず支援拠点で、展示会・
商談会に向け個別経営相談・アド
バイスが受けられます。

・ ９月15日（木）午後２時から参加企
業を対象に経営セミナーを開催予
定です。

◎ セミナーの詳細は「区のおしらせ
ちゅうおう」８月21日号に掲載予

定です。
共　催
　中央区しんきん協議会、東京商工
会議所中央支部、東京都よろず支援
拠点、ＮＰＯ法人東京都中央区中小
企業経営支援センター、中央区工業
団体連合会、中央区商店街連合会

逢商工観光課中小企業振興係
　☎（３５４６）５４８７
絢syoko_02@city.chuo.lg.jp
・バイヤー商談会について
　商談会事務局
絢 chuoku-biz-fair@tokyo-city-
sk.co.jp

日　時
　９月５日(月)　午後２時～４時
会　場
　区役所８階大会議室
対　象
　区内在住・在勤者
内　容
　お笑い芸人
の傍ら、ごみ
収集会社で清
掃員として勤
務し、「えっ、
まさか」と驚
くような体験
などを交え、

「社会世相」「食品ロス問題」「環境
問題」など、ごみ収集時に気付いた
問題に関してお話しします。
講　師
　 お笑い芸人・ごみ研究家
　マシンガンズ　滝沢秀一
定　員
　100人（先着順）
費　用
　無料
申し込み方法
　８月３日（水）から19日（金）までに
電話で申し込む。
逢中央清掃事務所管理係
　☎（３５６２）１５２２

まで取り組んできた人口回復施策を
はじめ、東京2020大会終了後の住宅
開発など、全国的な潮流とは異なる
人口構成や土地利用がされようとし
ているところです。こうしたことに
適切に対応できるよう、現在、教育
委員会をあげて区立学校の増改築や
晴海新校の準備に注力しています。
　中高一貫校については、その有益
性を認識しているところですが、引
き続き増加傾向にある児童・生徒に
対処できるよう、高度な土地利用が
される本区の状況下においても、普
通教室や特別教室の確保をはじめと
した義務教育環境を充実させること
が何よりも重要と考えています。
〈質問〉
　町会倉庫・集会所について
〈回答〉
　区では、防災倉庫を公園に設置す
る場合、１組織に１基、規模５㎡以
内という基準を設けています。
　また、町会・自治会のコミュニテ
ィ活動の促進と地域住民の福祉の増
進に役立てることを目的として、町
会・自治会が事務所や会議室などと
して使用するコミュニティ施設の新
築・購入などの整備をされる場合、
その整備に要する経費の一部を助成
しています。
　なお、集会所などのコミュニティ
施設を賃借により利用している場合
は、借地料または借家料の一部につ
いて助成金を交付しておりますので、
コミュニティ施設の整備や賃借に際
しては、区にご相談ください。
〈質問〉
　晴海第一公園の消毒について
〈回答〉
　晴海第一公園の維持管理につきま
しては、専門業者による清掃を月に
20日行っている他、樹木剪

せ ん

定
て い

を年２
回実施し、公園の清潔と美観を保つ
ように努めています。
　園内の害虫対策ですが、水たまり
を発生源とするユスリカなどについ

ては、発生前に雨水桝
ま す

に薬剤を投入
し、抑制に努めています。また、発
生してしまった害虫については、清
掃作業や樹木剪定の巡回時に発見次
第、消毒を行っています。
　特に、ツバキの木に付くチャドク
ガは、強い毒をもっているため、毛
虫の付いた枝ごと除去する場合もあ
ります。また、公園改修工事をきっ
かけに、ツバキを他の樹種に置き換
えるようにしています。
　公園は、自然に近い環境のため、
害虫の発生もありますが、できるか
ぎり速やかに対応し、安全で快適な
公園環境の維持に努めていきます。
〈質問〉
　ユニバーサルなまちづくりについ
て
〈回答〉
　本区では、これまで「中央区福祉
のまちづくり実施方針」に基づき、
ユニバーサルデザインの基本理念を
取り入れた歩行空間のバリアフリー
化を推進してきたところであり、「安
全で快適な道路の整備」においては、
歩道の拡幅やセミフラット化、歩車
道の段差や勾配の改善による「人に
やさしい歩行環境の整備」を計画的
に進めてまいりました。歩車道間の
段差については、車いす使用者など
の利便性と視覚障害者の安全性の双
方を考慮し、２㎝を標準とすること
が各種基準などに定められています。
　区では、こうした基準などを踏ま
えつつも、車いすなどの通行性の向
上を図るため、「中央区型特殊ブロ
ック（段差解消型）」の設置に取り組
んでいます。今後も引き続き、国や
都の動向や技術開発などを注視しな
がら、快適な歩行が確保できるよう、
誰もが安全・安心、快適に移動でき
る歩行空間の創出に向け、利用者の
視点に立った道路整備を推進してい
きます。
逢地域振興課コミュニティ支援係
　☎（３５４６）５３３７

清掃リサイクル講演会
マシンガンズ滝沢と考えるごみ問題

ビジネス交流フェア2022中央区
～ビジネス関係者向けに商材を
PRしたい中小企業の出展者募集～
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