
「区長への手紙」内容一覧（令和4年4月分）

総務部
月 日 内容 対応
4 4 昨年11月に在職期間が長い副区長が再任された時

には驚きました。組織には新陳代謝が必要だと思
います。

副区長は、地方自治法の規定に基づき、区議会の
同意を得て選任することとなっています。今回の
選任は、引き続き現副区長を選任することが妥当
であるとの判断の下、区長から区議会に本人事を
提案し、賛成多数で同意を得たものです。

4 27 次の4点について回答してください。①行政不服審
査法の違法対応が続いてるが、平成31年の判決文
を庁議出席者に協議しているか。②審査請求に関
する行政説明を受ける事ができず不適切。③審査
および開示請求の閲覧・写しの交付手数料が高
額。④開示請求文書を返送した処理根拠。

①区長まで供覧処理がされましたが、企画部長な
どへの協議は行っていません。②執務室内の机や
いすの利用は職員に限っています。③写しを希望
される場合は1枚10円です。④令和3年に全部開示
決定となった請求内容と同一のため、その旨説明
した文書と併せて返却しました。

防災危機管理室
月 日 内容 対応
4 22 中央区では防災フェアで消火器のあっせんを行っ

ていますが、「防災用品のあっせん」事業に加え
て、いつでも購入できるようにしてください。消
火器は使用期限がありますが、コロナの影響もあ
り防災フェアはいつ開催されるのか分かりませ
ん。

昨年来あっせん品目充実の検討を行い、家庭用消
火器追加を含め、本年7月頃に改定する予定です。
本庁舎の防災課と日本橋・月島両特別出張所の窓
口および区ホームページでご案内しますので、ご
利用をお願いします。

区民部
月 日 内容 対応
4 7 他地域や他区に比べて、中央区はバスケットゴー

ルの設置数が少ないと思います。地価の問題など
もあると思いますが、高架下などの有効活用や中
学校体育館の開放などを含め、バスケットボール
の練習ができる場の確保をお願いします。

バスケットゴールの設置には安全性維持の観点か
ら防護フェンスなどが必要となり、敷地面積が小
さく都心機能が集積する本区では、専用の場所の
確保は難しい状況です。現在、浜町公園や埋め立
て地を有効活用した築地川公園など6カ所に設置し
ています。

4 7 令和3年度もハッピー買物券を購入しましたが、緊
急事態宣言などの期間が長く、飲食店でハッピー
買物券が活用できなかったため、3月末までに使い
切ることができませんでした。コロナ禍では使用
にも限界があることから、未使用分の払い戻しを
検討してください。

昨年度は、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置
が長期間に及ぶ中、飲食店の営業時間短縮などの
影響がありましたが、一昨年ほどの状況ではな
く、買物券の使用には影響が少なかったことか
ら、購入時に案内したとおり、券の払戻しは行い
ません。

4 15 総合スポーツセンターにプールリフトを導入する
ようお願いします。車椅子利用者や歩行に不安の
ある人がプールに出入りするためのもので、障害
者差別解消法の合理的配慮が実現化します。

プールリフトは、購入費用が高額であることやマ
ンパワーの確保が必要なことから、現段階では導
入は難しいと考えますが、今後、スポーツセン
ター大規模改修の機会を捉えて、区民ニーズや財
政負担などを考慮し、どのような対応ができるか
検討していきます。

4 15 予期せぬ困難な問題に対面したのですが、消費生
活センターにおいて素晴らしい対応をしていただ
きました。相談員から効果的なアドバイスを受
け、区の法律相談にもつなげていただきました。
今後の生活に役立てていけそうです。

今回お寄せいただいたお言葉は、相談員と共有さ
せていただきました。今後も社会変化に対応し区
民の皆さまの立場に立った相談支援を心掛け、安
全で安心して暮らしていただけるよう努めていき
ます。

4 20 職務上の請求用紙1枚で2名の戸籍を郵送請求した
ところ、戸籍係から電話があり、2名分を請求する
ためには請求用紙は2枚ないと発行できないとのこ
とでした。理由を聞くと、法的根拠を示さず、高
圧的な応対をされました。脅しとも取られかねな
い応対だと思います。

職務上請求用紙による請求について、請求対象者1
名につき1枚を原則としているのは、対象者を明確
にして誤発行を防ぐためですが、本件のケースは
請求どおりに対応すべきものでした。職員による
請求内容の聞き取り不足から適切なご案内ができ
ず、不快な思いをさせてしまいました。今後この
ようなことがないよう指導を徹底します。



4 22 中央区では、小規模事業者持続化補助金の創業枠
使用に係る支援事業を実施していないため、証明
書は発行できないと言われました。他区では支援
事業を実施しています。中央区でも支援事業を実
施してもらえませんか。

既に創業している事業者への証明書を発行できる
特定創業支援事業は「起業家塾」ですが、秋口に
実施の予定のため、今回の公募には間に合いませ
ん。その後の申請をお考えであれば、「起業家
塾」の受講を検討してください。

4 25 子どもたちが野球の練習ができる場所として月島
運動場があるのですが、現在は学校がある時間帯
の開放なので使うことはできません。小中学生が
使える時間帯にも開放日を設けるなど、子どもた
ちの声を聞いて前向きに検討してほしいと思いま
す。

月島運動場の遊び場開放については、安全上の理
由から、時間帯にかかわらず野球の練習は禁止し
ています。なお、地域スポーツクラブでは小学生
を対象に野球に関するメニューも用意されていま
すので、お問い合わせください。

4 25 総合スポーツセンターの指定管理者が代わってか
ら、プールの歩行者コースをなくして水泳教室の
時間が増えています。このため、水泳教室に場所
を取られて歩行者と自由遊泳の人が狭いコースで
一緒になり、危険な状態が続いています。改善し
てください。

利用者の安全確保のため、監視員に対する安全配
慮に関する教育の徹底、場内放送による注意喚
起、ホームページの混雑情報を活用した分散利用
の案内、自由遊泳コース中に歩行者優先スペース
を確保することなどに取り組んでいきます。

4 25 総合スポーツセンター周辺の道路は土日・祝日に
なると路上駐車が多いので、総合スポーツセン
ターの館内放送で利用者に向けて、来館の際は公
共交通機関を利用するよう何度もアナウンスして
ください。

総合スポーツセンターおよび浜町運動場の利用者
に対し、車で両施設に来場する際には、同セン
ター地下駐車場、区営浜町公園地下駐車場および
近隣のコインパーキングをご利用いただく案内の
他、公共交通機関のご利用を促すための館内放送
を行い、周知しています。

福祉保健部
月 日 内容 対応
4 1 学童保育の延長使用分は納入通知書による支払い

なのですが、金融機関の営業時間に行くために、
毎月時間単位で休暇を取得しなければならない状
況です。ネットバンキング、コンビニ支払い、ク
レジットカードなどを導入してください。

金融機関での支払い方法の変更には、新たなシス
テム導入などの検討が必要なため、早急な対応が
難しい状況です。しかしながら、保護者の方のご
負担の軽減に向け、できるだけ早い段階で納付書
以外でのお支払い方法を導入できるよう検討して
いきます。

4 1 宝橋に段ボールハウスを作り、長年住みついてい
る人がいます。不衛生な状況ですので、対応をお
願いします。

該当の路上生活者は区も把握しており、福祉相談
を行うとともに、施設の利用を勧めているところ
ですが、強制的に移動させたり、施設へ入所させ
たりすることは難しい状況です。引き続きパト
ロールや指導を継続し、巡回相談による取り組み
を行います。

4 5 子どもが通っていた私立保育園で第三者評価が実
施されたのですが、他の園に関しては誰もが見ら
れる形で公表されているのに、その園の結果は半
年たった今も公表されていません。第三者評価は
親にとって重要な判断材料です。早急に公表して
ください。

第三者評価の公表について園に確認したところ、
事業者の変更に伴う手続きに時間を要したため、
報告書の完成と東京都福祉保健財団への提出が遅
れたとのことでした。今後は、保護者に対して適
切な情報発信に努めるように指導しました。

4 6 個人事業主が区立保育園・学童クラブに提出する
勤務証明に関する書類には、顧客情報が含まれる
ものがあり、守秘義務の面から不安を感じます。
他の自治体のように個人情報が含まれない資料に
代えることはできませんか。

個人事業主の提出する書類は、会社名義で購入さ
れた事務用品等の領収書など、守秘義務に抵触し
ない書類でも構いません。また、やむを得ず機密
性が高い書類を提出いただく場合は、顧客情報部
分をマスキングしていただくなどの対応も可能で
す。

4 7 身障者用の日常生活用具の支給券が送られてきた
のですが、これまでは入っていた説明文書が同封
されておらず注意点のメモ書きもないため、変更
点が分からず困惑しました。変更がある場合は、
説明を含む添え状を同封すべきだと思います。

ご指摘の件について調査したところ、作業時の不
注意による封入漏れだったことが判明し、職員に
厳重注意をしました。今後は、封入漏れなどの再
発防止を図るため、複数職員による確認を行うな
ど、丁寧な対応を心掛けていきます。



4 13 ベビーシッター利用支援事業の3月分までの申請締
め切りを、来年から5月末にしてください。3月分
の利用料が4月末に引き落とされるので、領収書が
届くのは5月になります。今年は振り込みに変更し
て対応しましたが、それでも間に合いませんでし
た。

本事業は都の補助金制度を活用しており、会計年
度内で補助金の支払いを完了させる必要がありま
す。また、区の会計スケジュールを勘案すると4月
中に申請をしていただき、5月中に入金を完了させ
る必要があるためこのような申請締め切り日を設
定しています。

4 14 鍛冶橋通りと首都高の交差地点の高架下に、段
ボールで簡易テントのような物を建てて住んでい
る路上生活者がいます。夕方以降にテントを組み
立てて中におり、昼間は小さく畳んで置いていま
す。衛生面や景観も悪いと思うので、退去させて
ほしいです。

該当の路上生活者に対して、福祉の相談を行うと
ともに施設の利用などを勧めているところです。
引き続き、巡回相談による取り組みを粘り強く行
うとともに、関係機関と連携を図りながら、地域
の環境向上や本人の自立に向けた支援に努めてい
きます。

4 15 春から子どもが区立保育園に通うことになり、面
談で区立保育園では歌を歌わないということを知
り驚きました。コロナ対策として効果があるかも
疑問ですし、子どもたちはコロナ禍で既にたくさ
んのものを犠牲にしています。禁止の理由を教え
てください。

区では国の提言などを踏まえ、感染リスクの高い
活動を避け、園内での感染拡大防止に重点的に取
り組む必要があると考えています。本対応は現在
の感染状況を踏まえた一時的なものであり、感染
状況が一定程度収束した段階で再開していきま
す。

保健所
月 日 内容 対応
4 1 楓川宝橋公園と西八丁堀児童遊園は喫煙所のよう

になっているので、取り締まりをお願いします。
罰金制度の導入も検討してください。

公園などの公共の場所における喫煙は条例により
禁止しています。ご指摘の場所は、特に喫煙者が
多い昼時を中心に巡回を強化しています。また、
罰則を設けるよりも分煙環境の確保が重要と考え
ており、指定喫煙場所の整備を推進しています。

4 6 私道や路地に入り込んでの喫煙者が目立つ気がし
ます。中央区には古い個人宅も多いので、ポイ捨
てによる火災も怖いと思います。より厳しい対策
をお願いしたいです。

区では、条例に基づき巡回パトロールを実施し、
喫煙者を発見した場合は喫煙の中止を求め、近隣
の指定喫煙場所を案内しています。また、吸い殻
のポイ捨ては火災につながる危険な行為のため、
今後もパトロールを強化し、注意喚起を徹底して
いきます。

4 11 自分の店の前に灰皿を設置して喫煙所にしている
飲食店があり、店の前を通る時に副流煙を浴びる
ことになります。迷惑ですのでやめるよう指導し
てください。また、コインパーキングを喫煙所化
している人たちがいるので取り締まりをお願いし
ます。

区では、区民等からの情報提供や巡回パトロール
などにより、店頭などで喫煙させている飲食店や
コインパーキングが特定できた際は、状況を確認
の上、その店舗や管理者に直接連絡を取り、注意
喚起を行っています。

4 13 区内で放置された犬のふんを見掛けますが、中央
区のようなオフィス街では、散歩でふん尿をさせ
ないよう、飼い主の認識を改めることが必要だと
思います。マナーの呼び掛けだけで良くなるとは
思えないので、条例で犬の散歩の際のオムツ着用
義務化を要望します。

区では、広報紙や「犬のしつけ方教室」の開催な
どの啓発活動を行い、飼い主のマナー向上に努め
ています。ふんの始末はオムツ着用の義務化や罰
則による規制ではなく、飼い主のマナーと考えて
いますので、動物との共生推進員と連携し意識啓
発や指導に努めます。

4 20 西仲通りにも人が戻り、にぎわいがあるのはとて
も良いことですが、路上喫煙が目立ちます。特に
商店街から少し入った路地などでの喫煙、歩きた
ばこが目立ちます。パトロール、貼り紙の追加、
喫煙所の設置など対策を考えてほしいです。

区では、巡回パトロールを実施し、喫煙者を発見
した場合は喫煙の中止を求め、近隣の指定喫煙場
所を案内しています。今後も路上喫煙の防止を徹
底するとともに、指定喫煙場所の整備を推進し、
分煙環境の確保を図ります。

4 20 今朝、桜の散歩道に喫煙者がいたため注意したと
ころ、反論されました。喫煙所を適切に設置せ
ず、企業が社員の路上喫煙に厳しい措置を取らな
いことが原因だと思います。時間をかけても何も
改まっていません。何か対策を講じてもらえませ
んか。

4月21日に施設管理者を通じて各テナントの勤務者
に路上喫煙禁止の徹底の指導と、勤務者に喫煙者
がいる場合は、事業所内に喫煙専用室を設けるよ
う働きかけを行い、近隣の指定喫煙場所を利用す
るよう、継続して注意喚起を行う旨の回答を得ま
した。



4 21 勝どき二丁目児童遊園が喫煙所として常態化して
いる点についてどのようにお考えですか。朝晩の
通勤時は特にひどい状況です。昨晩も4名が飲酒し
ながら喫煙していました。中央区は喫煙者に優し
く、非喫煙者に厳しい区だと思います。

ご指摘の時間帯を中心に巡回パトロールを強化
し、喫煙禁止場所での禁煙の徹底を図っていきま
す。また、喫煙ルールを遵守してもらうため、指
定喫煙場所の整備を推進し、分煙環境の確保を図
ります。

4 26 区議会議員の医師がコロナ陽性後も診療を続けて
いたそうですが、当該クリニックの消毒はしたの
でしょうか。もっと厳しい措置を取ってほしいで
す。

区では、当該医師に対し厳重に注意するととも
に、期間中に診察した患者の名簿の提出を求め、
患者とその家族に対し状況の説明および健康状態
の確認を行うよう指導しました。クリニックの消
毒についても当該医師の責任で適切に対応されて
いると認識しています。

4 26 事業所が多くある新川地区には喫煙所がないため
か、従業員が違法な喫煙をしているのをよく見掛
けます。大きなビルは喫煙所があるようですが、
中小企業にはビルの中に喫煙所を置くことができ
ません。ぜひ新川地区に喫煙所を設置してくださ
い。

ご指摘の場所周辺に、民間事業者の協力による指
定喫煙場所が令和4年5月中に供用開始予定です。
区では、民間事業者の協力を得ながら指定喫煙場
所の設置を推進するとともに、従業員の方の中に
喫煙者がいる事業所には、喫煙場所整備の検討を
お願いしています。

4 26 勝どき五丁目のバス停横のポストの脇で喫煙する
人が絶えません。ポストの利用時やバス停に並ん
でいる時に受動喫煙の被害に遭っています。路上
喫煙禁止の立て看板を設置し、ポストの隣にある
掲示板にも丈夫なポスターを掲示してください。

ご指摘の郵便ポスト前に路面シート1枚および郵便
ポスト付近の街路灯に立看板1枚を5月下旬までに
設置する予定です。また、郵便ポストの隣の広報
掲示板には、5月15日から路上喫煙防止に係る集合
ポスターを掲出する予定です。

環境土木部
月 日 内容 対応
4 1 宝橋に段ボールハウスを作り、長年住みついてい

る人がいます。不衛生な状況ですので、対応をお
願いします。

区では、現場パトロールを行い、本人に対して道
路や公園等を荷物で不法占拠しないこと、公園利
用者に迷惑を掛けないことを指導しました。今後
も、パトロールの際には指導を行い、本人不在の
場合は、警告書を貼付して移動を促す等指導を行
います。

4 6 区のデイキャンプ場はコロナ禍で休止が続いてい
ますが、現在のコロナの状況でデイキャンプ場の
利用が感染拡大につながるとは思えません。まだ
遠出をすることに抵抗がある区民も多いと思いま
すので、再開を検討してください。

デイキャンプ場の再開は、都の方針に基づき新型
コロナウイルス感染症拡大防止のため、基本的な
感染症防止対策の徹底を要請しており、都管轄の
デイキャンプ場と同様に休止としています。再開
日が決まりましたら、区のホームページなどでお
知らせします。

4 7 人形町や浜町辺りの歩道には、段差スロープが勝
手に設置してあり、つえをついている人や車椅子
の人の通行の妨げになっています。危険なため、
早急な対応をお願いします。また、歩道には設置
してはいけないことを周知してください。

歩道の縁石ブロックは、定期的にパトロールを行
い撤去するよう指導・警告を行っていますが、改
善が図られないのが現状です。区の広報紙で、道
路に物を置かないよう掲載し注意喚起をしていま
すが、今後もパトロールや指導を行っていきま
す。

4 11 区立駐輪場に関する要望です。①地下駐輪場に地
上へのエレベーターを設置してください。②現在
駐輪場の登録は1カ所のみですが、数カ所登録可能
にしてください。結果、利用者が増え、歩道駐輪
の減少につながると思います。

①設置場所の確保や地下埋設物の移設を伴う工事
が必要なため、現在は困難な状況です。②定期利
用は、通勤などで最寄り駅を利用する方を対象と
し、利用者1人につき1カ所の駐輪場の利用承認を
行っているため、一時利用をご利用ください。

4 11 晴海地区の孤島化解消のための交通網整備を要望
します。①晴海通りに次世代交通ＬＲＴを導入
②自動運転車の導入

①ＬＲＴは鉄軌道を設置する必要があり、コス
ト、整備期間、地下埋設物への影響などの課題が
あることから、ＢＲＴの導入を進めることとしま
した。②自動運転など新技術の導入も、影響など
の動向を注視し関係機関と連携して考えていきま
す。



4 12 堀留児童公園の倉庫の間にカヤの束が置かれてい
ますが、それを子どもたちが振り回して、顔に当
たるのを見ました。カヤの管理としては不十分で
危ないので、必要なければ撤去、もしくは子ども
の手に届かない所で管理するようお願いします。

電話にて「現地を確認したところ、防災倉庫の隙
間に子どもが入らないよう置いていた「よしず」
が劣化し散乱していたため、回収し清掃を行っ
た。今後は、注意看板を張り付けることを地元町
会と調整中である。」旨回答し、了承を得まし
た。

4 12 浜離宮の堀に台車が沈んでいるのですが、最近藻
が繁殖して汚くなっています。景観を損ないます
ので撤去をお願いします。

電話にて「現場確認を行い、台車の投棄を確認し
業者の手配を行っているが、河川内の作業とな
り、天候や潮位などを考慮しながら作業日程を決
めるため、撤去までに時間を要する。」旨伝え、
了承を得ました。

4 14 鍛冶橋通りと首都高の交差地点の高架下に、段
ボールで簡易テントのような物を建てて住んでい
る路上生活者がいます。夕方以降にテントを組み
立てて中におり、昼間は小さく畳んで置いていま
す。衛生面や景観も悪いと思うので、退去させて
ほしいです。

本人に対して道路や公園等を荷物等で不法占拠し
ないこと、公園利用者に迷惑を掛けないよう指導
しました。また、再度パトロールを行ったとこ
ろ、本人は不在で段ボール等は片付けられていま
したが、荷物が置かれていたので警告書を貼付し
ました。

4 15 晴海臨海公園のわんわん広場を取り囲む植栽およ
び雑草を除去してください。今の時期は、犬に有
害とされるアジサイが生い茂り、夏には蚊が異常
発生し、秋冬には果実・種子、枯れた枝、落ち葉
が地面に散乱して不衛生になるばかりか、犬が拾
い食いをします。

電話にて「雑草の除去は除草を行う。アジサイは
広場内に枝が入らないよう、よしずを張るなどの
工夫をする。清掃は月に20日行っているが、犬が
食べないよう配慮し清掃をする。照明を遮る植栽
は、現地を確認し剪定（せんてい）する。」旨回
答し、了承を得ました。

4 18 ごみの出し方で迷うことがよくあります。ホーム
ページや配布された冊子の内容が毎回あまり変
わっていない気がします。分別の分かりにくいご
みの検索を他の自治体のように充実させてくださ
い。

区では、新たな取り組みとして令和4年7月より、
区ホームページおよび区公式ＬＩＮＥアカウント
において、「ごみと資源分別」に関する問い合わ
せ自動対応サービス「チャットボット」を導入予
定です。また、「ごみの五十音検索」もより充実
したものにするよう努めます。

4 18 生ごみのほとんどが水分であり、ごみ処理にあ
たっては環境負荷が大きく、多額の費用がかかっ
ています。他の自治体では、生ごみ処理機の購入
助成金がありますが、中央区においても導入して
もらえませんか。

区では、実施したアンケートで、多くの方から
「家庭用生ごみ処理機の使用を考えていない」と
の回答があり、そのため、生ごみの発生抑制や減
量化として、「必要以上のものは購入しない」
「食べ残しはしない」「水切りを徹底する」こと
をお願いしています。

4 19 ＰＡＳＭＯを使用して江戸バスに乗車していま
す。3月までは1,000円使用すると100円分ポイント
が付いていましたが、4月に終了したのですか。

バス特は、ＩＣカードの普及・利用促進を目的と
して、乗車利用額に応じてバス運賃支払いに利用
できるチケットの付与を実施していましたが、当
初の目標が達成できたことから、江戸バスを含む
全社において令和4年3月31日まででサービスは終
了しました。

4 19 江戸バス（南循環）の「晴海区民館」と「晴海三
丁目」の間に「月島警察署」の停留所を新設でき
ないですか。

区では、晴海地区の交通需要の増加などを見据
え、ルートの見直しを検討しています。ルート変
更にあたっては、学識経験者や交通管理者等を交
えた地域公共交通会議において承認を得る必要が
あることから、今後、当会議で審議しルート変更
を進めていきます。

4 21 隅田川テラスの勝鬨橋、佃大橋付近、西仲橋で投
げ釣りをしている人が多くいます。狭い所で勢い
よく竿を振り回しており危険です。怖くて仕方が
ありません。中央大橋と同様に早急に禁止してく
ださい。

4月26日午後9時に現地を確認し、投げ釣りをして
いる方に声掛けをしました。また、投げ釣り禁止
のルールの徹底を図れるよう、看板を設置しまし
た。引き続き、職員や巡回警備員によるパトロー
ルを行い、事故やトラブルの防止に努めます。



4 22 月島第二児童公園や黎明橋公園でスケートボード
をしている子どもたちがいて危険だと感じまし
た。下記の対応をお願いします。①スケートボー
ド禁止看板の設置②公園の見回り強化③区内の
小・中学校、高校などへのスケートボード禁止に
ついての要請

①現地を確認し、スケートボード禁止の看板が古
くなっていたため交換しました。②職員によるパ
トロールや夜間の警備員の巡回を活用し、声掛け
を行います。③各学校より、全校集会などで公園
でのスケートボード禁止の指導を行うとの回答を
得ました。

4 22 月島特別出張所に設置されている小型家電回収箱
は、出張所の構内にあるため平日しか投入できま
せん。設置場所を休日でも出せる場所に変更でき
ませんか。牛乳パックやプラスチックトレーの投
入箱は休日でも投入できる場所に設置されていま
す。

小型家電の資源回収にあたっては、有人での拠点
回収および区施設の開館時間内としています。こ
れは、携帯電話やタブレット端末、デジタルカメ
ラなどに、個人情報が残った状態の可能性がある
ものや有価物として盗難の恐れがあるためです。

4 22 亀井橋公園の水飲み場の側面にある手洗いの水道
が使用できなくなっていますが、利用できるよう
にすることはできますか。また、築地川公園の水
飲み場の側面の水道は利用できるのですが水圧が
強いので、少し弱めてほしいです。

亀井橋公園の水飲み場側面の水道は、路上生活者
対策として水栓を外しています。また、築地川公
園の水飲み場側面の水道については、水圧を弱め
ました。

4 25 放課後にマウンドがある晴海臨海公園で野球を楽
しんでいる小中学生がいますが、バットを振って
はいけないため、警備員に注意されます。例え
ば、時間で区切って野球ができるようにしてもら
えませんか。現場で子どもたちの声を聞いてほし
いです。

晴海臨海公園でのバットの使用は、監督者の安全
管理の下、土、日、休日にグラウンドを専用使用
する際のみ可能としています。これ以外の日は、
誰でも自由にボール遊びのできる運動広場として
開放し、安全上の理由から硬いものを振り回すこ
とは禁止しています。

4 25 明治座通りの緑道のブロックが破損しているとこ
ろがあるので、修繕してください。

ご指摘いただいた日本橋浜町2－31および日本橋浜
町2－43先を調査したところ、縁石ブロックの一部
が車道側に押し出されているような状況がありま
したので、早急に補修します。

4 28 令和4年4月1日から建築物の解体・改修工事の際の
アスベスト調査報告が義務付けられました。調査
には費用がかかり、工事費用や処分費用が発生す
る場合もあります。既に助成制度がある区もある
ので、中央区も助成制度を設定してください。

事前調査自体は、平成8年の大気汚染防止法改正に
おいて、建築物の解体等工事について作業実施の
届出等の規制が導入された時から行う必要があっ
たため、区では、今回の改正法の施行に伴う助成
制度等の予定はありません。

都市整備部
月 日 内容 対応
4 11 晴海地区は、都心部へのアクセスはバスのみで

す。さらに地区内や近隣地域への移動も実測値以
上に距離感があり、徒歩での移動も困難です。晴
海地区の孤島化解消のための交通網整備を要望し
ます。

「晴海まちづくりの考え方」において、特に公共
施設や交通結節機能などの歩行者動線を確保する
こととし、敷地内の貫通通路や歩道状空地などの
歩行者空間を整備することで、晴海地区全体の歩
行者ネットワークを形成することを方針としてい
ます。

4 22 最近行われているまちづくり協議会では、過剰な
コロナ対策で傍聴が許されなくなっていると聞き
ました。区民や関係者の参加や傍聴は、最低限は
許可するべきではないですか。また、地域のこと
で町会・自治会優先の参加者構成も考え直す必要
があると思います。

リバウンド警戒期間中であることから、新型コロ
ナウイルス感染症の拡大に備えるため構成員およ
び関係者のみの出席としました。今後もその時々
の状況を判断しオブザーバーの参加を決定しま
す。また、町会・自治会は地域の要でありその代
表者を地域住民の代表とすることは合理性がある
と考えています。



教育委員会事務局
月 日 内容 対応
4 11 子どもが通う小学校の標準服や装備品を販売して

いる衣料店は、学区から遠い上、閉店が午後5時と
早く、夫婦共働きのため困っています。学校での
通年販売か、取扱店の変更を検討できませんか。

有馬小学校の通学区域内に標準服などを取り扱え
る店舗がなかったため、区域外の店舗で販売して
います。学校での通年販売は、現時点では対応で
きる店舗がなく難しい状況です。他にもご意見等
がありましたら、同校にお申し付けください。

4 11 日本橋中学校と有馬小学校に通う子どもを持つ保
護者です。スケジュールを確認したところ、運動
会が同じ日でした。親としては、両方の子どもの
活躍を観たいです。日程調整をお願いできないで
しょうか。

兄弟姉妹関係による保護者事情を考慮し、学校行
事を分散させるよう取り組んでいますが、他の学
校行事の日程などの理由で同じ日となってしまい
ました。今後も、地域内の学校の行事日程の共有
など、調整を図るよう各学校長に促していきま
す。

4 12 京橋図書館および郷土資料館の移転先施設の愛称
名が「本の森ちゅうおう」に正式決定したのはい
つですか。どのようなプロセスを経て決定をした
のか教えてください。

愛称については、整備の初期の段階から、仮称と
して広く用いられていることなどから、「本の森
ちゅうおう」を採用することとしました。決定の
プロセスは、庁議、教育委員会内の決裁によって
です。なお、区議会に対しては、区民文教委員会
において報告しています。

4 12 令和4年度予算の主な事業である「幼稚園ＩＣＴ環
境の整備」の予算はどのように使うのですか。

本事業は、保育の質の向上や家庭との連携強化、
保護者の利便性向上、動画や写真の活用による教
育活動などの充実を図るための事業で、タブレッ
ト端末を各学級に整備するとともに、アプリによ
る欠席連絡、園からのお知らせの配信を行うシス
テムを導入するための経費です。

4 12 教育を受ける権利を保障するために、区立小学校
でのオンライン授業実施に向けて、①必要な機材
の配備、②肖像権、著作権などの考え方を整備、
③教職員の負担軽減措置を区に要望します。各校
の個別対応とするのではなく、区全体として取り
組んでください。

①令和3年4月に児童・生徒全員にタブレット端末
を配備しました。②肖像権や著作権などのオンラ
イン学習を行う際に配慮すべき事項は適切に対応
しています。③各校にＩＣＴ支援員を国の基準を
上回る日数配置し、教職員が授業を実施しやすい
環境を整えています。

4 12 区立小学校において、連休の中日に保護者の判断
で学校を休むことができる取り組みが発表されま
した。教員の負担軽減や働き方改革などを勘案し
た素晴らしい先進的な取り組みだと思います。こ
のような素晴らしい取り組みの後押しをしてくだ
さい。

頂いたご意見を教育委員会内で共有するととも
に、該当校へお伝えしました。

区議会議会局
月 日 内容 対応
4 26 区議会議員の医師がコロナ陽性後も診療を続けて

いたそうです。会派を除名する旨の処分があった
そうですが、もっと厳しい措置を取ってほしいで
す。

区民に生活や事業活動の制限を受けながらも、感
染拡大防止に協力いただいている中で、不適切な
対応を取ったことは、区民の信頼を損ねるもので
あり到底許されるものではないとして、議長より
猛省を促すとともに文書で厳重注意をしました。



東京都都市整備局
月 日 内容 対応
4 4 東京ＢＲＴの2カ所の停留施設は、現在は上屋もベ

ンチもなく、風雨をしのげるものがありません。
これから夏を迎え、直射日光による熱中症も危惧
されます。高齢者が腰を下ろしたり、日除けにな
るような上屋を整備する計画はありますか。

都都市整備局より「現在、プレ運行に必要な整備
を進めています。今後、本格運行と段階的に拡大
するため、運行に必要な施設を整備していく予定
です。ＢＲＴの上屋は、すでに設置した停留施設
での確認結果を踏まえ検討していきます。」旨回
答がありました。

中央警察署
月 日 内容 対応
4 18 堀留児童公園周囲には複数のパーキングメーター

がありますが、公園入り口では駐車している車で
死角となるため、車が来ているにもかかわらず子
どもが飛び出すことがあり、非常に危険です。車
道への見通しが悪くなるようなパーキングメー
ターは撤去してください。

中央警察署より「交通課交通規制係において、現
地の確認・検証を行い、該当のパーキングメー
ターの撤去または移設が必要となった場合は、警
視庁に上申した後、対応していきます。」旨回答
がありました。

久松警察署
月 日 内容 対応
4 25 明治座通りの歩道の車道側に等間隔で引いてある

オレンジ色のラインが剥がれ落ちて見えなくなっ
ているところがあります。路上駐車が多い場所な
ので、早急に再塗装をお願いします。

久松警察署より「明治座通りのオレンジ色のライ
ン（駐車禁止を示す点線）の塗装については、近
くに「駐車禁止」の標識を設置しており、表示が
重複しているため、オレンジ色のラインについて
は現在消す方向で考えています。」旨回答があり
ました。

月島警察署
月 日 内容 対応
4 13 春の交通安全運動で、交通安全協会が路上にテン

トを立てていますが、毎年歩道の角に設置される
ため、見通しが悪くて危険です。今朝も小学生が
自転車とぶつかりそうになっているのを見かけま
した。

月島警察署より「交通安全運動におけるテント
は、地域住民の協力の下、設置されています。設
置に当たっては、歩行者の通行の妨げとなったり
交差点の見通しを阻害することがないよう管轄警
察署と連携して指導していきます。」旨回答があ
りました。


