
「区長への手紙」内容一覧（令和4年5月分）

企画部
月 日 内容 対応
5 2 区のホームページに公開されているＰＤＦ形式の

文書が章単位で分割されていて読みづらいです。
統合したファイルの公開もお願いします。ホーム
ページ内で公開されている同様のファイルについ
ても、他の自治体の公開方法などを参考にして修
正してください。

ＰＤＦのデータ容量は、サーバーへの負担軽減な
どの観点から、1ファイル当たり10ＭＢ以下として
きましたが、インターネットの通信環境が進歩し
ている状況から、今後はファイル容量で一律区切
ることなく、読みやすさなどの観点により掲載方
法を検討していきます。

5 16 区長への手紙の回答メールは暗号化されたｚｉｐ
ファイルとパスワードがそれぞれメールで届きま
す。これはいわゆるＰＰＡＰと呼ばれるメール方
式で、セキュリティ面に問題がある方式とされて
います。回答メールの送信方法を変更すべきでは
ないですか。

現在、「区長への手紙」への回答は、文書（郵
送）、電子メール、電話などの方法により行って
います。ご指摘のとおり、ＰＰＡＰ方式は改善が
必要とされているため、今後電子メールによる回
答方法を見直す他、引き続き情報セキュリティの
強化を検討していきます。

5 30 区のおしらせの11日号と21日号は町会を通じての
配布がありません。1日号と配布対象が異なるのは
なぜですか。配布対象が異なるのであれば、1日号
は11日号と21日号の内容も包含すべきだと思いま
す。

区では、毎月1日号を町会などに委託し、11日号と
21日号は新聞折り込みで配布しています。各家庭
の町会加入状況、新聞の定期購読状況が異なるこ
とから、コンビニエンスストアや区施設でも配布
しています。なお、11日・21日号の内容を1日号に
包含することは、紙面の都合上困難です。

区民部
月 日 内容 対応
5 23 転出の手続きに関するホームページの記載が分か

りづらいと感じました。マイナンバーカード等を
利用した転出の手続きについては、「転出証明書
は必要ありません」と記載されているため、中央
区の窓口での転出の届け出が必要ないと誤解して
しまいました。

ご指摘いただいた内容を踏まえ、マイナンバー
カードを利用する場合の区外転出を案内するペー
ジに、「転出の際にも届け出は必要」である旨を
明記しました。

5 27 浜町総合スポーツセンターの卓球場の利用は混雑
時には抽選です。昼間だと午後1時から5時まで使
用可能ですが、他区では2時間制が多いと聞きまし
た。抽選が外れた人たちのために2時間制にすれ
ば、多くの人が使用できます。検討してくださ
い。

2時間制については、条例および規則で利用区分が
定められており、これを改定し、すぐに導入する
ことは難しいと考えています。運営管理者と協議
し、お互いに譲り合いながらより多くの方に利用
していただく方法がないか考えていきます。

5 30 ハッピー買物券について要望があります。①販売
案内の広報は、町会を通じて各家庭に配布される1
日号でお願いします。また、月島駅周辺の掲示板
への掲示を必ず行ってください。②購入できな
かった人のために購入機会を複数回設定してくだ
さい。

①区報への掲載は、4月21日号、5月1日号の2回お
知らせしました。また、掲示板での販売案内は5月
1日から5月13日まで実施しました。②販売総額、
購入希望数、販売準備を含めた受付開始から券の
送付期間を考慮すると、難しいと考えます。

5 31 最近、路地でスケートボードの練習をしている若
者が増えました。公共物の破損、通行人のけがな
どにつながりかねないため、スケートボード施設
を公園に併設したり、今後開発する区域に設けて
もらえませんか。

公共の場所でのスケートボード利用は、安全性の
確保や騒音などの問題から禁止しており、練習場
所の確保については、区内には適地が無い状況で
す。地域スポーツクラブが実施する教室などを通
してマナー向上への取り組みを支援していきま
す。

福祉保健部
月 日 内容 対応
5 6 レインボーハウス明石の利用予約方法について要

望します。①公平性を保つために電話受付開始時
刻を守ってください。②放課後等デイサービスと
同様の予約方法に変更してください。また、予約
サイトやメール受付などの導入も検討してくださ
い。

①正確な時刻で受付を開始できるよう、受付開始
時刻前に電話は時報につないでおり、受付開始時
刻より前に予約を受付することはありません。②
施設の状況が異なることや、優先度の見極めが難
しく、現在変更は難しい状況です。



5 16 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
の申請は、収入要件として3カ月の収入の平均が基
準額を下回らないとできないとのことですが、こ
れでは制度の本旨である、生活が急変した家庭へ
の支援にそぐわない運用ではないでしょうか。理
由を教えてください。

電話にて「収入要件の原則は申請月の収入であ
り、申請月の明細書などがない場合は、申請書を
一旦受理して状況を確認後決定すべきであった。
今回は、説明が不足しており、委託事業者への指
導を徹底していく。」旨説明し、了承を得まし
た。

保健所
月 日 内容 対応
5 9 今後は感染者を抑制するためというより、重症化

を減らすためのワクチン接種になると思います。
そのため、高齢者や医療従事者、基礎疾患がある
人への4回目接種の準備を進める必要があります。
また、若い人たちへワクチンに関する情報を発信
していくことが重要です。

4回目のワクチン接種は、対象者が60歳以上の方や
18～59歳で基礎疾患がある方等に限定されます。
そのため、接種を希望される方に、速やかに接種
を受けられるよう体制を整えます。また、若者へ
の情報発信は、ＳＮＳの活用など効果的に対応し
ていきます。

5 9 飲食店を経営しているのですが、店の前の家でネ
ズミが発生しています。高齢者の一人暮らしのお
宅のようで、自ら薬で駆除しようとしているよう
ですが効果がありません。夏に向かって衛生面で
心配しています。区で何とかできませんか。

現地を確認し、口頭にて「聞き取った情報をもと
に、住人に声掛けを行う。ネズミの相談があった
際は技術的助言を行う。」旨伝え、了承を得まし
た。

5 18 日本橋堀留町、小伝馬町にある飲食店の店舗前に
灰皿が設置されています。店舗に対し、灰皿を撤
去するよう指導してもらえませんか。

ご指摘の各店舗に連絡を取り、当該場所での喫煙
は条例により禁止していることを説明し、店頭で
の喫煙を直ちに中止するとともに、灰皿を撤去す
るよう指導しました。後日現地を確認し、撤去さ
れたことを確認しました。

5 18 今朝、常盤公園前を通ったところ、公園内、周辺
路地に喫煙者が多くいました。喫煙禁止の看板の
増設など、路上喫煙対策の強化をお願いします。

ご指摘の場所での喫煙は条例で禁止していること
から、巡回パトロールを実施し、喫煙者を発見し
た場合は、近隣の指定喫煙場所へ誘導していま
す。また、朝の時間帯のパトロールをより強化す
るとともに、喫煙禁止の看板を5カ所設置予定で
す。

5 24 最近、区内でネズミをよく見掛けるようになりま
した。聖路加国際病院付近や明石町、勝どき四丁
目清澄通り、勝どき六丁目、築地七丁目外堀通り
などです。一時減っていましたが、また増えてい
るのではないでしょうか。

区では、公共道路の植え込み等におけるネズミの
駆除作業の他、ネズミが生息しにくい環境づくり
等の普及啓発を行っています。上記の取り組みを
進め、住民の皆さまが衛生的で住みやすい、良好
な環境の維持・向上に努めていきます。

5 24 近隣の飲食店が最近、店舗敷地内の屋外に調理場
を設け調理をしています。屋外で調理しているこ
とで虫やネズミの発生を増長させているのではと
心配しています。実際にハエが多く飛ぶようにな
りました。屋外での調理は衛生面で問題ないので
しょうか。

電話にて「職員が当該飲食店を調査したところ、
屋外で魚をさばいている事実を確認した。魚をさ
ばくなどの下処理は調理行為に当たり、屋外で調
理行為はできないため、許可のある屋内の調理場
で行うよう指導した。」旨伝え、了承を得まし
た。

5 25 人形町一丁目のビルの間の細い路地での喫煙が多
く困っています。サラリーマンの喫煙者が多いの
で平日の巡回パトロールの強化をお願いします。
ビル壁面には喫煙禁止の貼り紙はありますが、全
く効果がありません。路上に禁止表示などの対策
もお願いします。

ご指摘の場所を確認し、周辺のビル管理会社に対
し、周辺路上での喫煙を直ちにやめるよう指導す
るとともに、近隣の指定喫煙場所を利用するよう
案内しました。また、立看板を2カ所、路面シート
を1カ所設置する予定です。

5 27 豊海橋北側の隅田川テラスに東屋があり、その直
下に喫煙所があります。東屋に座っていると受動
喫煙になるので、喫煙所を廃止するか別の場所に
移動をお願いします。

ご指摘の指定喫煙場所を閉鎖することにより、隅
田川テラス全体での喫煙や吸い殻のポイ捨ての増
加の懸念があるとともに、テラスの形状などによ
り移設が困難であることから、受動喫煙防止効果
の高い設備への改修を検討しています。



環境土木部
月 日 内容 対応
5 2 小伝馬町・大伝馬町周辺にウミネコが飛来してお

り、鳴き声がうるさいです。ビルの屋上に群れて
いるのをよく見掛けます。小伝馬町・大伝馬町周
辺にあるビルの管理者に対し、屋上を点検するな
ど事前対策を講じるよう働き掛けをお願いしま
す。

ご指摘のビルを訪問し、管理を行っている担当者
と屋上を確認したところ、現在、ウミネコの営巣
はされていませんでした。今後も定期的な屋上点
検を行い、ウミネコの営巣対策を実施するとのこ
とでした。さらに、近隣ビルも訪問し、屋上点検
の実施を依頼しました。

5 6 近年富沢町周辺ビル屋上に営巣して問題となって
いたウミネコですが、今年は小伝馬町周辺にも飛
来して、近隣の道路などがふん尿で汚されていま
す。小伝馬町周辺のビル屋上に営巣されないよ
う、対策の指導徹底をお願いします。

ご指摘のビルを訪問し、確認したところ、すでに
防鳥ネット等の対策を行っていました。また、近
隣ビルも訪問し、屋上点検の実施等について依頼
しました。区では、広報紙やホームページだけで
なく、ビル管理者へ事前対策の働きかけも行って
いきます。

5 6 毎日午後9時ごろからウミネコの鳴き声が十思公園
の辺りから聞こえてきて、迷惑しています。どう
にかならないでしょうか。

十思公園等を確認しましたが、ウミネコによる営
巣等はありませんでした。また、近隣ビルを訪問
し、屋上点検の実施等についてお願いをしてきま
した。区では、広報紙やホームページだけでな
く、ビル管理者へ事前対策の働きかけも行ってい
きます。

5 9 築地川公園でスケートボードをしている人を頻繁
に見ます。滑っているだけでなく、ジャンプの練
習をしている人が増えました。昼間はもちろん夜
中や朝の5時からやっている人もいます。これから
は夜の公園利用者も増えるので、スケートボード
と宴会の対策をお願いします。

公園でのスケートボードの使用は、他の利用者が
危険となるため禁止しており、園内に注意喚起の
看板を設置しています。現地を確認したところ、
看板が古くなっていたため交換しました。今後
も、パトロールを実施し迷惑行為を見掛け次第、
声掛けを行います。

5 13 晴海三丁目のバス停で下車した際に、すぐ脇を自
転車がスピードを出して走って行き、危うくぶつ
かるところでした。そこは自転車レーンになって
いるのですが、バス停前の歩道の自転車レーンは
外してください。

都第一市街地整備事務所より「ご指摘のバス停前
の歩道は、自転車レーンが前後で途切れている箇
所のため、本来、自転車は歩行者を優先しながら
走行することとなっています。自転車マナーが問
題になっていることから今後注視していきま
す。」旨回答がありました。

5 13 住んでいるマンションの駐車場の蛍光灯の傘の下
に、数年前からツバメが巣を作り子育てをしてい
ます。過去にカラスに襲われたり、ひなが巣から
落ちたことがありました。ツバメが巣を作り子育
てができる環境を守るため、区からのアドバイス
や支援は可能でしょうか。

電話にて「区では、基本的にツバメの営巣につい
ての支援はないが、ＮＰＯ法人作成の対応マニュ
アルがあるので配布し、こちらに相談してほし
い。」旨連絡し、了解を得ました。

5 16 佃三丁目のみどりのふれあいコーナーを利用して
いるのですが、最近植物の盗難が増えています。
防犯カメラをいくつか取り付け、その旨を記載し
た立て看板を設置してもらえませんか。

電話にて「現在のところ、防犯カメラの新設予定
はないものの、警備員によるパトロールを強化
し、安全な公園管理に努める。」旨伝え、了承を
得ました。

5 19 中央区では、自転車の登録をして自転車保険に加
入すると、1,000円の助成があると聞きました。と
ても良い制度だと思います。

ＴＳマークは、自転車安全整備士が点検および整
備した自転車に貼付されるもので、付帯保険とし
て傷害保険と賠償責任保険が付いています。区で
は、ＴＳマーク取得費用の助成を行うとともに自
転車の安全利用の促進に尽力します。

5 20 晴海臨海公園のわんわん広場を取り囲むフェンス
に生えているテイカカズラというツル性の植物に
ついて、除去をお願いしたいです。わんわん広場
内に落ちた花や枝葉を口にした犬の調子がいまひ
とつ良くなく、調べてみたら毒性の植物とのこと
でした。

電話にて「現地を確認したところ、テイカカズラ
が広場のフェンス全面にあり、犬が接触できる位
置にもあったため、早急に撤去作業を行う。」旨
伝え、了承を得ました。



5 24 箱崎川第一公園に設置されているごみ箱に排水の
穴を開けることはできますか。これからの時期は
ごみ箱の中に汚水がたまり、臭いがきつくハエも
発生します。

電話にて「箱崎町第一公園に設置しているごみ箱
は、家庭ごみなどの持ち込みが多く、公園利用者
の利用もない状況のため、6月上旬に撤去を計画し
ている。撤去までの間は、ごみ箱を清潔に保つよ
う清掃に努める。」旨伝え、了承を得ました。

5 26 春海橋を自転車で渡る際に、橋のたもとにある植
栽が見通しを遮り、反対側から来る歩行者や自転
車を確認できず危険な状況になっています。至急
伐採または剪定（せんてい）をお願いします。

都第一建設事務所より「現地確認をしたところ、
植栽（中木：トキワマンサク）により視距が確保
されていない状況であったため、6月4日に伐採作
業を行いました。」旨回答がありました。

5 30 深夜1時から3時ごろに東日本橋三丁目で行われて
いる産業廃棄物の収集の騒音がうるさく、睡眠を
妨げられています。対応をお願いします。

同時間帯に収集作業をしている事業者に対し、
「①収集時の車両エンジンの停止。②収集時に生
じる機器類の操作は、周囲環境に十分配慮する。
③3月にも同様のご指摘を頂いている。」旨、注意
喚起を徹底するよう指導しました。

5 30 あかつき公園にある噴水広場の噴水と霧について
衛生面が気になり、区に問い合わせたところ、水
遊びに適したものではないが、柵や看板を立てる
予定はないとのことでした。子どもたちが噴水で
遊ぶのを見るたびに心配になるので、対策をお願
いします。

電話にて「区立公園の噴水施設は、口に入れるこ
とは想定していないが、使用している水は滅菌処
理を施した水である。」旨説明し、了承を得まし
た。

5 30 勝鬨橋の歩道は狭いのに自転車利用者や歩行者が
多いため、ぶつかりそうになるのをよく見掛けま
す。右側通行か左側通行かのルールを決めて、看
板を設置したり歩道に歩行者の歩く方向を矢印で
表示するなど、安全に通行できる対策をお願いし
ます。

都第一建設事務所より「現地を確認したところ、
月島側には「自転車は車道寄りを通行する」旨の
看板が設置されていましたが、築地側には設置さ
れていないため、築地側についても同様の看板の
設置を検討していきます。」旨回答がありまし
た。

5 30 日本橋を通った際に川から異臭がしました。排水
のせいか川に何か浮いていて汚れていました。こ
れから暑くなるので、より臭いが気になると思い
ます。対策をお願いします。

電話にて「雨天時に下水道からの越流水が河川に
流れ込み、汚れや臭気の原因となることもあるこ
とから、都に対して対策をとるように働きかけて
いる。また、都で河川のしゅんせつを行い、川の
浄化と悪臭の防止を図っている。」旨回答し、了
承を得ました。

5 30 人形町三丁目に自動車の抜け道になっている道路
があるのですが、幅が狭いにもかかわらず歩行者
や自転車の通行が多くて危険な状況です。次の2点
の検討をお願いします。①当該道路の白線の引き
直し②ガードレールの設置

現地を確認したところ、白線が薄くなっているほ
か、「徐行」の文字も消えかかっていたので、早
い時期に白線の引き直し等を行います。ガード
レールについては、電柱や道路標識などにより歩
行者通行幅が確保出来ないため、設置は難しい状
況です。

5 31 最近、路地でスケートボードの練習をしている若
者が増えました。公共物の破損、通行人のけがな
どにつながりかねないため、指定された場所以外
でのスケートボードは禁止にする条例を作ってく
ださい。

区立公園では、条例で園内でのスケートボードの
使用を禁止しています。危険な行為については、
スケートボードを含め、各施設を管理する条例な
どにより、すでに禁止されているため、新たに条
例を制定する予定はありません。

都市整備部
月 日 内容 対応
5 20 健康な高齢者でも、70歳を超えると不安になりま

す。そこで1人住まいの高齢者が安心して住める高
齢者シェアハウスを作ってください。孤独になら
ず、助け合えるようなシェアハウスをお願いしま
す。

高齢者向け住宅については、民間活力を活用した
整備を推進しています。今後も民間事業者からご
相談を受けた場合は、粘り強く整備実現に向けた
協議を進めるとともに、大規模開発などの機会を
捉えて高齢者シェアハウスや、ニーズに合った住
宅供給の推進を検討していきます。



5 23 再開発計画で共同住宅の建て替えが行われていま
すが、解体時に逃げたネズミが一軒家に入り込ん
で困っています。解体の前にネズミの駆除を行っ
てください。

既存建築物の解体工事に着手する前に、届け出お
よび近隣の方々への説明を行ってから工事を行う
よう義務付けています。また、解体工事に取りか
かる前にネズミの駆除など必要な対策を講じてか
ら工事に取りかかるよう指導を行っています。

5 27 月島二丁目地域開発で共同住宅に入居しています
が、世帯の収入が増えたため4月から家賃が大幅に
引き上げられました。収入増に伴う引き上げとは
思いますが、生活に影響し不安を感じます。開発
事業区域の従前借家人に係る家賃補助上限の増額
を検討してください。

居住継続援助事業による家賃補助については、一
定収入の条件により履行するものと考えており、
限度額を見直す考えはありません。今後の年度ご
との申請により、世帯収入などの条件に変更があ
れば再度補助を受けることが可能です。

教育委員会事務局
月 日 内容 対応
5 12 小中学校における子どもに対するマスク着用の指

針と昨年の熱中症事例件数（マスク着用ケースを
含めて）を教えてください。感染対策効果の高い
手洗い・うがいなどは継続指導が必要だと思いま
すが、感染リスクの低い場面での過度な感染対策
は見直しを行ってください。

区では各学校に対し、国の通知等に基づくガイド
ラインにより、児童・生徒に登校から下校までマ
スクを着用するよう求めていますが、体育の授業
などではマスク着用は必要ない旨、記載していま
す。また、昨年の熱中症件数は1件4人でした。

5 16 子どもが区立中学校に通っていますが、部活動へ
の区の補助がなくなり、コーチを頼めなくなりま
した。教員の負担を減らすという流れに逆行して
いると感じます。補助を出さなくなった理由を教
えてください。

この事業は2年間試行的に実施しましたが、教員の
負担軽減面で成果が顕著に表れない状況となりま
した。今年度からは、専門的な技術・指導力を有
する外部指導員を中学校の希望をもとに、適任者
が見つかり次第、順次配置し、部活動の活性化を
図っています。

5 26 文部科学省より通知された「学校生活における児
童生徒等のマスクの着用について」に基づき、マ
スク着用の考え方が変更になったことを全小中学
校・幼稚園に周知徹底してください。マスクによ
る熱中症のリスクや子どもの発達への悪影響も指
摘されています。

区では、国・都の通知を受け、区立幼稚園および
各学校に対し、改めて、熱中症のリスクが高まる
時期における体育等の授業や部活動、登下校時な
どにおいて、子どもたちにマスクを外すよう対応
することを通知しました。

5 30 午後7時になっても築地川公園で遊んでいる子ども
が複数見られます。帰宅の目安とされている午後5
時の鐘の音も効果はありません。子どもの発育や
犯罪の可能性も心配になります。学校、区で周
知、徹底するなどできないでしょうか。

下校後の児童生徒の帰宅時間については、公園内
での遊びや塾や習い事など事情がさまざまであ
り、家庭教育の範囲と考えていますが、子どもた
ちを犯罪等から保護するため、防犯ブザーの配布
や緊急時の安全教育を行うなど、安全対策に取り
組んでいます。

東京都江東治水事務所
月 日 内容 対応
5 23 永代橋の北側河岸の遊歩道工事はいつになったら

終わるのですか。当初は、去年か今年の初めに終
了予定と現場の掲示物に記載されていたと思いま
すが、いまだに仮囲いがされていて中に入れない
状態です。区は工事の状況を確認しているのです
か。

都江東治水事務所より「スロープの工事完成に引
き続き、スロープの照明工事を行います。現在、
工事を行う準備をしており、来月から作業を行う
予定です。」旨回答がありました。

中央警察署
月 日 内容 対応
5 30 人形町三丁目に自動車の抜け道になっている道路

があるのですが、幅が狭いにもかかわらず歩行者
や自転車の通行が多くて危険な状況です。見通し
が悪い箇所のパーキングメーター移設の検討をお
願いします。

中央警察署より「本署において現地確認を行いま
した。該当のパーキングメーターの撤去または移
設について検討を進めていきます。」旨回答があ
りました。


