
「区長への手紙」内容一覧（令和4年6月分）

企画部
月 日 内容 対応
6 2 区のホームページに、各種問い合わせ・質問は直

接担当部署に電話または電子メールでお問い合わ
せくださいとあるので、関係部署にメールを送っ
たのですが、1週間たっても連絡がありません。区
の対応としては、それが普通なのですか。

連絡が遅く申し訳ありません。区の事業や手続き
などのお問い合わせは、事業を所管する部署が対
応しています。現在、所管する部署が関係部署へ
の確認を行っていますので、回答をお待ちくださ
い。

6 27 ホームページの「区長室」はとても良い企画です
ね。区長の人となりが分かります。中でも「フォ
トギャラリー」は区長らしいアイディアで感心し
ました。

このたびは、お褒めのお言葉をいただきありがと
うございます。この「区長フォトギャラリー」は
区長の行動記録を写真とともにホームページに掲
載し、区長の活動を広く知っていただくことを目
的に開始しました。今後もぜひご覧いただければ
と思います。

総務部
月 日 内容 対応
6 14 外部委託している区の施設（指定管理者制度）に

ついて、以下の4点を区は確認していますか。①災
害時の行動計画等の策定の有無②その計画等の従
業員への周知徹底③施設利用者の個人情報の管理
と従業員教育④施設利用者への公正・公平な対応

指定管理者制度運用指針に基づき、①②事業防災
計画、災害時・事故対応マニュアル等を作成し、
従業員への周知徹底、研修および訓練の実施③関
連する法律および条例により適切に管理④①から
③を含め、学識経験者や外部専門家による評価・
検証を毎年度実施

6 27 中央区は個人情報取扱業務を外部委託しています
か。委託先はどのように決めているのですか。ま
た、再委託の防止策も教えてください。他の自治
体で事件があったので、個人情報取扱業務の外部
委託については慎重な対応をお願いします。

区では、外部委託しており、業者は原則入札で決
定します。契約条項の中で、個人情報の取扱いに
ついて、遵守事項を明記するとともに、一部業務
を再委託するときは、事前に再委託先の業者名、
業務内容などについて、区に承諾を得ることとし
ています。

区民部
月 日 内容 対応
6 2 ハッピー買物券の当落連絡については、申込者へ

メールで通知すると案内されました。通知がな
かったため、事務局に問い合わせたところ、メー
ルが届いていない人もいるようですが、全員購入
可能との回答でした。購入できないと勘違いして
いる人がいると思います。

今回のように、こちらでメールが届いていないこ
との把握ができないケースについては、事務局に
おいて申込者の方からのお問い合わせによりメー
ルの再送などをしています。事務局の不十分な対
応により、ご不安を抱かせてしまい、おわび申し
上げます。

6 14 総合スポーツセンターの営業時間は現在午後9時30
分までですが、午後9時30分以降に施設利用後の子
どもが路上で騒いだり、施設前の広場でサッカー
をする若者がいて、近隣住民に迷惑を掛けていま
す。浜町運動場と併せて、営業時間の見直しをお
願いします。

総合スポーツセンターは年間の利用率がほぼ100％
に近い区内唯一の大規模スポーツ施設です。ま
た、浜町運動場も多くの方にご利用いただいてお
り、利用時間の短縮は考えていません。閉館時に
館内放送などで注意喚起を行い、近隣への配慮に
努めます。

6 14 外部委託している月島スポーツプラザについて、
以下の4点を区は確認していますか。①災害時の行
動計画等の策定の有無②その計画等の従業員への
周知徹底③施設利用者の個人情報の管理と従業員
教育④施設利用者への公正・公平な対応

月島スポーツプラザでは、災害時行動計画は作成
していましたが、実際に運用するスタッフの認識
の甘さ、個人情報保護や公平な運営への意識の低
さが認められ、区から指導しました。また、事業
者も従業員への教育を徹底し、意識改革を図って
いきます。

6 16 協働ステーション中央が地域貢献や障害などの共
生についてイベントや講座を開催しているのです
が、開始時刻が午後7時など夜が多く、子育て家庭
の多くは参加できません。そこで、オンラインで
の開催も検討してください。関心が持ちやすく、
地域課題も身近になると思います。

昨年度は新型コロナウイルス感染症の拡大防止の
ため、講座においては全10回のうち6回をオンライ
ンにより開催し、イベントもケーブルテレビやイ
ンターネットで視聴できるようにしました。引き
続き、さまざまな方に多く参加いただけるよう、
開催方法の工夫に努めます。



6 24 老若男女が参加するサークルで区民館を利用して
います。アフターコロナで会場とｚｏｏｍをつな
いでの開催を計画していますが、区民館にＷｉ－
Ｆｉがないため苦慮しています。健康に不安を抱
えた高齢者が家からｚｏｏｍでも参加できるよ
う、区民館にＷｉ－Ｆｉを設置してください。

観光と防災の両面から、財政的な負担の軽減を図
りながらＷｉ－Ｆｉ環境の整備を進めてきました
が、区民館利用者が日常的にＷｉ－Ｆｉを活用で
きる環境にはありません。導入にあたっては設置
費用、ランニングコストなどの課題があることか
ら、費用対効果を踏まえながら検討します。

6 28 区民館にＷｉ－Ｆｉの導入をお願いします。コロ
ナ禍が続く中、区民館利用時にオンライン会議が
できたら便利になります。Ｗｉ－Ｆｉ使用希望者
のみ別途Ｗｉ－Ｆｉ使用料を払う方式はいかがで
しょうか。

観光と防災の両面から、財政的な負担の軽減を図
りながらＷｉ－Ｆｉ環境の整備を進めてきました
が、区民館利用者が日常的にＷｉ－Ｆｉを活用で
きる環境にはありません。設置費用、ランニング
コストなどの課題があることから、利用料金設定
も含め、導入方法を検討します。

福祉保健部
月 日 内容 対応
6 1 子どもの保育園の転園に際し、親が転職予定の場

合は転職予定先の職場の書類が必要とのことで保
育課に提出したのですが、転職後にさらに「就業
届」を求められました。先に提出した書類は必要
なのでしょうか。意味がないなら改善してくださ
い。

相談をいただいた際に、就労開始日以降に発行の
就労証明書を提出していただきたい旨の説明をし
た認識でしたが、提出された就労証明書は就労開
始日以前に発行され「就労予定」であったため、
改めて就労確定後の証明書の提出をお願いしまし
た。

6 8 6月から一定所得以上の世帯には児童手当が支給さ
れなくなりました。他区では、独自制度により児
童手当支給対象外世帯に手当を支給しています。
中央区も児童手当が支給されなくなった世帯に対
して、何か支援をしてもらえませんか。

今後も人口増加が見込まれるため、保育所などの
整備がさらに必要となり、財源の確保が大きな課
題となっています。区としては、長期的な視点に
立ち、限られた財源を適切かつ効果的に執行して
いく必要があるため、実施する予定はありませ
ん。

6 27 6月から所得制限を超える世帯には児童手当の支給
がなくなりました。他区では、受給できなくなっ
た世帯に区独自で支給を行うようです。中央区も
同じように支給してください。

今後も人口増加が見込まれ、保育所などの整備が
さらに必要となり、財源の確保が大きな課題と
なっています。長期的な視点に立ち、限られた財
源を適切かつ効果的に執行していく必要があるた
め、区独自に支給する予定はありません。

保健所
月 日 内容 対応
6 1 居住するマンションの前のビルにある会社の従業

員が、朝から夜まで途切れることなくベランダで
喫煙しています。その煙が部屋の中まで入ってく
るため、臭くて窓も開けられない状況です。厳重
に注意してください。

現地確認を行い、当該企業に対し私有地内での喫
煙により周辺で受動喫煙が生じているため、ベラ
ンダでの喫煙を控えるよう指導したところ、事業
所内を全面禁煙にするとの回答を得ました。区で
はパトロールを強化し、屋外での受動喫煙防止の
徹底を図ります。

6 3 中央区でも帯状疱疹ワクチンの接種費用を助成し
てください。すでに助成制度がある区もありま
す。帯状疱疹が発症すると、収入や生活に大きく
影響します。帯状疱疹ワクチン接種費用は高額で
すので、ぜひ検討してください。

法定接種以外の予防接種費用を助成対象とする場
合は、感染症の流行状況やワクチン接種の効果な
どを総合的に検討し、実施の可否を決定します。
帯状疱疹予防接種費用の助成については、引き続
き流行状況等の傾向を見ながら、検討していきま
す。

6 7 犬を散歩させている飼い主のマナーが悪いです。
ふんの始末をしない、歩道の端から端までリード
を伸ばして歩行者や自転車の通行を妨げる、飲食
店の皿をなめさせるなど。多言語のパンフレット
を配るなどして、飼い主への注意喚起をお願いで
きませんか。

犬のしつけや飼い主による適正飼養については、
広報紙等での周知、マナーチラシの配布、「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。区では、今後
も地道な普及啓発活動を積み重ね、動物との共生
社会の実現を目指していきます。

6 10 都水道局晴海給水場周囲の路上で喫煙する人が目
立ちます。月島第三小学校方面に曲がったところ
のシャッター前で路上喫煙する人も多いです。禁
煙指導の強化を要望します。

路上喫煙者が特定できた時は、その勤務先やビル
管理者に連絡を取り、注意喚起を行うなど、喫煙
禁止場所での禁煙の徹底を図っています。また、
都に対し給水場周辺での喫煙を伝えたところ、喫
煙禁止の掲示物を設置するとの回答を得ました。



6 20 月島の西仲通りにある飲食店のすぐ脇に、仮設喫
煙所が設置されました。設置者は不明ですが、人
通りの多い道路沿いのため、路上喫煙者が集まり
非常に迷惑しています。区で対処してもらえませ
んか。

現地に行き、喫煙所を確認しました。当該喫煙所
の設置者に連絡を取り、私道上であっても公道上
に煙が流れ受動喫煙が生じているため、速やかに
状況を改善するよう指導しました。引き続き巡回
パトロールにより状況を注視し、指導を継続しま
す。

6 20 築地川千代橋公園は園内での喫煙が禁止されてい
ますが、いつ見ても喫煙者がいます。特に喫煙者
の多い通勤時間帯・昼間の休憩時間帯に見回り・
注意を頻繁に行い、喫煙者を排除してください。

ご指摘の時間帯を中心にパトロールをより強化
し、繰り返し注意してもルールを守らない喫煙者
に対しては行政指導を行い、喫煙者が特定できた
時は、その勤務先等に直接連絡を取り注意喚起を
行うなど、喫煙禁止場所での禁煙の徹底を図りま
す。

6 23 築地場外市場では、飲食店が道路にテーブルと座
席を設けて営業しており、中には歩道まで占拠し
ている店舗があるため、歩行者は車道へはみだし
て通行することになります。築地の風情なのかも
しれませんが、危険なので改善するよう対策をお
願いします。

屋外への客席の設置について、食品衛生の確保や
異物混入の防止、周辺環境への配慮などを引き続
き指導します。

6 29 平日の日中に晴海三丁目で周辺オフィスビルの入
居者が路上喫煙しているのをよく見掛けます。喫
煙所の設置には反対ですので、パトロール・行政
指導の強化をお願いします。また、他区のように
罰則を設けた方がいいと思います。

周辺のビル管理会社などに対し、路上喫煙を直ち
に止め、従業員に喫煙者がいる場合は事業所内に
喫煙場所の整備を検討するよう依頼しました。喫
煙ルールを遵守してもらうには、罰則を設けるよ
りも分煙環境の確保が重要であると考えていま
す。

6 30 晴海三丁目の路上で近隣のオフィスに勤めている
人たちが路上喫煙をしています。区から近隣オ
フィスに対して、注意喚起してもらえませんか。

ご指摘の場所周辺の現地確認を行い、周辺のビル
管理会社などに対し、路上喫煙を直ちに止め、近
隣の指定喫煙場所を利用するよう案内するととも
に、従業員に喫煙者がいる場合は事業所内に喫煙
場所の整備を検討するよう依頼しました。

6 30 帯状疱疹のワクチン接種を希望しているのです
が、費用がとても高額です。区で接種費用を助成
してもらえませんか。すでに助成制度がある自治
体もあるので、検討してください。

法定接種以外の予防接種費用を助成対象とする場
合は、感染症の流行状況やワクチン接種の効果な
どを総合的に検討し、実施の可否を決定します。
帯状疱疹予防接種費用の助成については、引き続
き流行状況等の傾向を見ながら、検討していきま
す。

環境土木部
月 日 内容 対応
6 1 相生橋高架下の広場は、大人から小さな子どもま

で自由に利用できる素晴らしい環境ですが、土日
になると特定のスポーツ団体が練習場として多く
のスペースを占有しているため、一般の来場者が
入れないことがあります。スポーツ団体の利用に
ついて制限をかけてもらえませんか。

電話にて「相生橋下のキャッチボール場は、チー
ム利用などの独占利用は禁止としている。区に登
録している野球チームであれば、区から直接指導
するほか、現地に独占利用は禁止である旨を記載
した看板を設置する。」旨説明し、了承を得まし
た。

6 1 居住するマンションの前のビルにある会社が、一
晩中事務所内の照明をこうこうとつけているた
め、まぶしくて睡眠を妨げられています。厳重に
注意してください。

当該ビルの事業者を訪問し確認しました。使用し
ている照明は事務作業のための通常照明であり、
外部に向けたような照明ではありませんでした
が、夜間作業時にはカーテン、ブラインドなどを
使用し、外に光が漏れない対策を取るように依頼
しました。

6 6 晴海二丁目のマンション前の歩道に常時大量の自
転車が駐輪しています。歩行の妨げになり非常に
迷惑なので対策をお願いします。注意喚起では効
果がないので、猶予期間を設けて強制撤去するな
ど実効性のある対策を希望します。

これまでも放置自転車に注意札を貼り付けるとと
もに、置き看板やコーンで放置禁止を周知してき
ましたが、解消していない状況です。そのため、
放置自転車に関係するマンションの管理室に、居
住者などが自転車を放置しないよう強く申し入れ
ました。



6 7 区では、区民はゆりかもめの延伸を望んでいない
という認識のようですが、自分の周りには延伸さ
れれば便利になるという声は多くあります。実際
に住民を対象としたアンケートなどはしたのです
か。

ゆりかもめは、都が豊洲から晴海を経由し、勝ど
きまでの区間の延伸を計画していますが、これま
で具体化する動向はありません。また、区は本計
画について、乗り換え需要による勝どき駅のさら
なる混雑などの課題が生じるものと考えていま
す。

6 17 最近、坂本町公園で夜間に飲酒するグループが増
えてきました。毎日のように大きな声での会話や
騒ぐ声が聞こえますが、特に水曜日と金曜日の夜
はひどいように感じます。公園で遅い時間に飲酒
しながら騒ぐことへの対策をお願いします。

電話にて「ベンチ付近に、夜間は静かに公園を利
用するようにお願いする看板を設置するほか、警
備員によるパトロールを実施し、騒音も含め、他
の方に迷惑や危険となる行為を見掛け次第、声掛
けを行う。」旨伝え、了承を得ました。

6 23 築地場外市場では、飲食店が道路にテーブルと座
席を設けて営業しており、中には歩道まで占拠し
ている店舗があるため、歩行者は車道へはみだし
て通行することになります。築地の風情なのかも
しれませんが、危険なので改善するよう対策をお
願いします。

ＮＰＯ法人築地食のまちづくり協議会、築地警察
署、区関係部署で連携を図り、合同で店舗に対し
て道路の使い方を毎月、指導しているところで
す。今後も関係団体で連携して指導にあたり、道
路を安心して利用できるよう努めていきます。

6 27 水天宮前駅地下鉄出入り口のところにある飲食店
の脇に、放置自転車がたくさんあります。これら
は通行の妨げになり、歩行者は車道を歩くことに
なります。撤去の頻度を上げてほしいです。

区内の放置自転車は、一定期間放置された場合に
順次撤去しています。当該箇所は、職員による注
意喚起を実施し、自転車が放置されないようコー
ン・バーを設置しました。今後も、定期的なパト
ロールや周辺駐輪場の案内を実施するなど、放置
自転車をなくすための取り組みを進めていきま
す。

6 27 銀座六丁目地下駐輪場についてです。日中に警備
員を立たせるのてあれば、椅子や日よけなどは最
低限備えるべきではないですか。

同駐輪場では、利用者が安全で円滑に利用できる
よう駐輪場出入り口に誘導員を配置しており、従
事者の暑さ対策として短時間での交代や水分・塩
分の補給を行っている旨、受注者から報告を受け
ています。今後も、暑さ対策が取られるよう安全
な施設管理に努めます。

6 28 じゃぶじゃぶ池で保護者はマスク着用が必須と
なっていますが、保護者は日陰もなく水に入るこ
ともできず、ただ炎天下の中付き添うだけです。
少しでも熱中症のリスクを減らすため、国のガイ
ドラインにに沿った対応を求めます。

じゃぶじゃぶ池を利用する際のマスク着用ルール
は、国の公表資料に基づいた対応としており、人
との距離が確保できる場合や、会話をほとんど行
わない場合は、マスクを着用する必要はありませ
ん。周知は、ホームページや現地の看板で行いま
した。

都市整備部
月 日 内容 対応
6 9 ほっとプラザはるみ改修工事で、公道に工事関係

の従業員の私用車両が大量に路上駐車され、窓を
開けての喫煙やノーマスクでの談笑を含む休憩場
所として使用されています。公道の不適切な使用
だと思います。警察署へ申請した道路使用許可の
使用目的を教えてください。

ご指摘を受け、施設内での休憩スペースの拡張を
検討するとともに、車内喫煙の禁止やマスク着用
の徹底を厳重に指導しました。また、駐車してい
る部分は公道ではなく、敷地の一部を貫通通路と
して整備しているもので、警察署に提出している
書類はありません。

6 15 久松町で施工されている大規模修繕工事の足場の
設置方法に不具合があり、倒壊の可能性もあると
思います。近くに幼稚園や小学校もあるので、確
認をお願いします。

指摘の内容を現場にて確認し、施工者に安全対策
を行うよう指導しました。その後、2度現場を訪問
し、安全対策を講じ、継続していることを確認し
ています。

6 27 市街地再開発事業のため、一時移転して月島一丁
目の仮店舗施設で飲食店を営んでいます。仮店舗
のため費用を掛けられないようで、設備の欠陥が
多くて困っています。区でもう少し丁寧な対応を
してほしいと思います。

店舗という性質上、利用者ごとに必要な設備が異
なるため、内装等は再開発組合が整備することと
なっています。区ができる対応は、内装等の困り
ごとを、再開発組合に伝えるとともに、協議する
よう指導することです。



教育委員会事務局
月 日 内容 対応
6 2 プレディは利用自粛の状況が続いていますが、自

粛の解除はできないのですか。他区の放課後子ど
も教室は緊急事態宣言期間などを除いて、通常通
り実施しています。再開できない場合は、今後の
見通しや中央区が通常通り運営できない理由を教
えてください。

プレディは学校内の空き教室を活用して運営して
いるため、学校教育活動に準じた運用を行ってい
ます。プレディ事業の制限を撤廃することは、感
染症対策において学校教育とプレディ間で齟齬
（そご）をきたすこととなるため、慎重に検討す
べきと考えています。

6 8 コロナ感染が落ち着いてきたため、低リスクな子
どもたちに続けている学校での感染対策をそろそ
ろ見直してもらえませんか。他自治体のように、
中央区でも子どもの健全な心身の成長のため、黙
食の見直しをお願いします。

ご指摘のとおり、複数の自治体で「黙食」を見直
す動きが出ていますが、保護者の方々にさまざま
な意見があり、専門家においても見解が定まって
いません。こうした中、区では国・都や他自治体
の動向を注視しつつ、教育活動を推進していきま
す。

6 10 児童のマスク着用については、体育の時間だけで
はなく、出来るだけ外すように（特に通学時な
ど）指導してください。また、給食はいまだに黙
食のようですが、もう通常の給食に戻していいと
思います。

区立学校では、国・都の通知を受け、体育の授業
や部活動において、マスクを外すよう指導してい
ます。また、給食は基本的な感染症対策を徹底す
るとともに、食事中の会話を控えるよう対応して
います。今後も国・都の動向を注視しつつ、教育
活動を推進していきます。

6 13 中央小学校と鉄砲洲児童公園の間の道路に区が設
置した車両進入禁止の置き看板がありますが、そ
の周囲に都公安委員会が設置した道路標識では、
自転車の進入は可能となっています。区の置き看
板には法的根拠があるのですか。ないのであれば
至急是正してください。

当該道路はご指摘のとおり「歩行者専用」であ
り、かつ、自転車の通行も可能です。自転車を進
入禁止にする意図はありませんでしたが、置き看
板の表示が不十分であったため、「自転車を除
く」という表示を加えるなど、早急に表示を是正
します。

6 20 小学校の学校公開に行きましたが、校内でのマス
ク着用は教職員も含めて原則自由で良いと思いま
した。一体何を恐れてマスクを強要しているの
か、全く意味が分かりません。校内でのマスク着
用義務は早期撤廃し、自由とすべきです。

ご指摘にあるマスクの強要については、そのよう
な事実はありませんが、強要として受け止められ
る方々がいることを十分に踏まえ、教育活動を進
めていきます。

6 22 子どもの通う小学校では毎日のように児童間の問
題が起きています。学校には相談してあります
が、教育委員会も連携して対応をお願いします。

電話にて「当該学校の状況は、学校から教育委員
会に報告されており、状況を把握している。校
長・副校長と相談し、今後の対応について助言し
た。今後も学校と連携しながら状況の改善を図っ
ていく。」旨説明し、了承を得ました。

6 27 日本橋図書館の冷房温度の設定が低過ぎると思い
ます。特に調べものコーナー室は寒くて羽織る物
が必要なくらいです。この夏はクールビズの徹底
が特に必要だと思います。

日本橋図書館では、夏季期間の冷房設定温度を一
律28度としていますが、建物の構造上、室温差が
生じる場合があります。冷房の室温設定に対して
はさまざまなご意見をいただいていますが、服装
による調整もお願いしながら、快適な読書空間の
創出に努めていきます。

区議会議会局
月 日 内容 対応
6 9 都の「もっとＴｏｋｙｏ」事業は、ワクチン非接

種者に対する差別になっていると思うので、早急
に制度設計をやり直すことが必要だと考えます。
区議会議員からも都へ要望するよう伝えてくださ
い。

お寄せいただいたご意見・ご要望について、正副
議長、各会派の幹事長にお伝えしました。

6 16 区議会傍聴は開催時間によっては子育て家庭には
参加が難しいことが多いです。子育て世帯や各世
代の意見を聞くことが必要であると思います。

現在、区議会では、本会議での一般質問および区
長所信表明は、中央エフエムのラジオ放送で生中
継を行い、区議会ホームページでは録画映像配信
を行っていますが、今後も、多くの区民の声が届
く、開かれた議会を目指していきます。



中央警察署
月 日 内容 対応
6 17 最近、坂本町公園で夜間に飲酒するグループが増

えてきました。毎日のように大きな声での会話や
騒ぐ声が聞こえますが、特に水曜日と金曜日の夜
はひどいように感じます。公園で遅い時間に飲酒
しながら騒ぐことへの対策をお願いします。

中央警察署より「本署において現地のパトロール
を実施していますが、ご指摘のような状況の際
は、夜間でも通報していただければ署員が現地に
赴き注意します。」旨回答がありました。

6 29 先日、新亀島橋を渡っている際に、川をものすご
い勢い（騒音）で2艘の水上バイクが疾走していき
ました。驚き恐怖を感じたのですが、このような
水上バイクに対し何か指導などはできないので
しょうか。

中央警察署より「水上バイクの騒音は、都の条例
に違反しますが、罰則の規定はありません。その
ため、取り締まることはできませんが、注意・指
導は可能です。危険な状況を目撃されたらすぐ
に、110番通報をお願いします。」旨回答がありま
した。


