
「区長への手紙」内容一覧（令和4年7月分）

企画部
月 日 内容 対応
7 8 築地市場跡地のまちづくりに関する事業者向けの

募集要項に、大学のキャンパスなど学術拠点の誘
致を開発条件として追加するよう、都に要望して
ください。東京をリードするエリアへと飛躍させ
るためには、若者の供給基地となる学術施設が必
要だと考えます。

築地市場跡地の開発は都や事業者が決めることで
ありますが、築地の活気とにぎわいを継承し発展
していくために重要であるため令和3年5月、10月
に都知事宛てに要望書を提出していることから、
さらに都や民間事業者に対して要望する予定はあ
りません。

7 27 現在「中央区の鳥」は制定されていません。区民
の意見を取り入れて制定してはいかかですか。

区のシンボルとしては、区の木、花を定めていま
す。区の鳥の制定は現時点では予定していません
が、20万都市に向け、全ての区民が幸せを実感で
きるまちづくりに資する取り組みを検討・推進す
る中で、区のシンボルとして区民の愛着を高める
効果や要望の高まりなどを勘案しながら、総合的
に検討していきたいと考えています。

総務部
月 日 内容 対応
7 11 税務課課税係の職員には、いつ電話しても優しく

親切に応対していただき、感謝しています。素人
にも分かりやすく簡潔明瞭に話していただき助か
ります。区民の立場に立った対応だと思います。

本区では職員一同常日頃から、区民の皆さまが不
安や疑問などを感じたことを気軽に相談できるよ
う、親切丁寧な対応を心掛けています。今回お寄
せいただいた言葉を励みに、今後も適切かつ丁寧
な説明、案内を行うよう努めていきます。

7 25 夜遅くまで月島運動場で騒ぐ声がして迷惑してい
ます。電力不足が叫ばれる中、ナイターの運用を
する必要はないと思います。中央区の電力の契約
はどのようになっているのですか。

区の電力契約は、スケールメリットを生かした料
金で契約を行うため、区の施設をいくつかのグ
ループにまとめて入札を行い、業者を決定してい
ます。なお、契約期間は3年間の長期継続契約と
し、この期間は固定の電力料金となっています。

7 25 猛暑の日は、区役所の玄関にいる警備員も涼しい
場所に立つようにしたらどうですか。

気温が高い日の警備員の涼しい場所での立番につ
いては、正面玄関での警備ということで場所の変
更はできませんが、現在の場所は屋根の下である
ことと、警備時間は短時間にするように30分を基
本として交代勤務しています。

防災危機管理室
月 日 内容 対応
7 5 築地本願寺で、京橋消防団ポンプ操法大会が行わ

れましたが、各消防団員へ区から支給されたTシャ
ツの英語表記に誤りがありました。「京橋」の英
語表記が「KYOUBASHI」となっていました。正しい
表記は「KYOBASHI」です。表記を統一してくださ
い。

電話にて「『京橋』の英語表記について、一般的
にはご意見のとおりであるが、ヘボン式ローマ字
表記など、さまざまな表現方法がある。以後、同
様に英語表記で表現する機会がある際には、今回
頂いた意見を踏まえ対応していく。」旨回答し、
了承を得ました。

区民部
月 日 内容 対応
7 1 阪本小学校のプールで開催されているスイミング

教室に通っていたのですが、7月より土曜日は中央
区地域スポーツ団体の貸し切りとなるため利用で
きなくなりました。土曜日は共働き家庭のニーズ
などもあるので、今まで通り複数団体での利用に
戻してほしいと思います。

地域スポーツクラブは、誰もが気軽にスポーツを
楽しめるよう地域の皆さんが主体で運営している
クラブです。今回、区は利用団体へ説明し理解を
得た上で、その活動を支援しています。就学前の
お子さんが対象の教室もあるので、お問い合わせ
ください。



7 4 今年度も中央区内共通買物・食事券を販売してい
ただき、ありがとうございました。知らなかった
店を利用するきっかけにもなりましたので、今後
もぜひ続けてください。

区では、本事業をご利用いただく方の利便性向上
や、厳しい状況が続く区内事業者への支援と区内
経済の活性化を図るため、引き続き登録店舗の拡
大に努めます。

7 5 障害者スポーツ体験会に参加しました。全盲の方
がボッチャを初めて体験されて喜ばれていた姿を
拝見して感動しました。区の幹部職員にも見ても
らい、区民の皆さんに体験会への参加を促進して
ほしいです。

運営スタッフのサポートにより、ご参加いただい
た方々に各種スポーツを楽しんでいただけたこと
はとても喜ばしく思います。より多くの方々にご
参加いただき、楽しんでいただけるよう取り組む
とともに、関係部署とも情報共有を図っていきま
す。

7 11 総合スポーツセンターのプールではスマート
ウォッチ類の使用は不可とのことですが、健康増
進に役立つので利用を認めてください。他区の
プールでは利用可能です。

スマートウォッチの使用は、健康管理に有用であ
ることから、保護カバーを装着すること、完全防
水でヘルスケア機能を備えた手首着用型のものに
限ること、カメラやメールなどの機能は利用不可
とすることを条件に、全コース・全時間帯での利
用を可能としています。

7 11 住民基本台帳における支援措置の申し出を行って
いるのですが、最近税業務における支援措置のこ
とを知りました。区の対応が遅れたのはなぜです
か。

口頭にて「今回の新しい対応は、令和3年12月に閣
議決定され、令和4年3月31日付で総務省から通知
のあった支援措置の内容を受けての即時の対応で
あり、サービスの拡充に当たる。」旨説明し、了
承を得ました。

7 15 総合スポーツセンターで実施している大人スイミ
ングスクールには中上級コースが週2日あるのです
が、そのうち1日はレベルを下げることになりまし
た。理由は指定管理者の人手不足とのことです。
何とかならないのでしょうか。

指定管理者が自ら実施している水泳教室のメ
ニューは、人員の問題だけでなく、夏以降に新し
く水泳を始める利用者のニーズに鑑み、初中級ク
ラスを手厚くするよう変更したとの報告を受けて
います。なお、上級向けのメニューは他の曜日や
施設でも開催する予定です。

7 20 マイナンバーカードと健康保険証をひも付けした
く、区民生活課に電話をしましたが、回答内容が
不十分でした。電話対応を改善してもらえません
か。

制度の内容について、区民の皆さまへ適切な説明
ができるよう、係の全職員を指導しました。今後
は同様のご迷惑を掛けることのないよう、引き続
き職員が所管する業務を正確に把握するため日々
研さんし、資質向上を図っていきます。

7 25 夜遅くまで月島運動場で騒ぐ声がして迷惑してい
ます。電力不足が叫ばれる中、ナイターの運用を
する必要はないと思います。

スポーツは健康の保持増進に資することから、区
はスポーツ実施率の向上に取り組んでいます。特
に、子育て世代や働き盛り世代の実施率が他の世
代に比べて低く、日中多忙な方からのニーズもあ
るため、省エネを図りつつ、夜間の施設開放も必
要と考えています。

7 25 区役所1階ロビーで実施される平和展はとても良い
展示だと思います。今後も平和を訴え続けてくだ
さい。また、ＳＮＳで紹介したいので、写真撮影
を許可してください。

平和展で展示している写真パネルは、区が平和事
業のために使用権を購入した写真をパネル化して
展示しているものであり、二次利用やその他の目
的での使用が認められていないため、写真撮影は
不可としています。

7 25 有馬小学校横から毎日ヴィラ本栖直行の送迎バス
を運行していますが、利用者がほぼいない状態で
無料バスを運行するのは税金の無駄使いだと思い
ます。利用者がいる時に限り、申込制にするなど
コスト削減の検討はしないのですか。

直通バスはヴィラ本栖の運営事業者が運行してお
り、乗車料金をいただいています。また、事前申
込制で、乗車人数に合わせて車両の大きさを変え
ており、利用者がいない場合は運行していませ
ん。なお、日本橋は始発停留所となっています。



7 27 月島特別出張所で重度心身障害のある子のマイナ
ンバーカードの受け取り方法について確認したと
ころ、意思表示ができない方には渡せないと言わ
れ、悲しい思いをしました。もっと配慮のある対
応をしてください。

マイナンバーカードは、本人の申請に基づいて交
付するため、本人が対面もしくは書面（委任状）
で交付希望の意思表示ができず、法定代理人がい
ない場合は、現行制度上、カードの交付はできな
いこととなっています。

7 29 京橋プラザの1階にあるコミュニティルームのトイ
レには手すりがなくて、高齢の人たちは困ってい
ます。手すりを付けてもらえませんか。

コミュニティルームは、町会・自治会の方を中心
とする管理運営委員会によって管理されていま
す。京橋プラザコミュニティールームは1階に手す
りのあるバリアフリートイレも設置されています
が、多くの方にとって使いやすい施設となるよう
検討します。

福祉保健部
月 日 内容 対応
7 1 一時預かり保育についての要望です。①受付整理

券はオンラインになったのですが、予約は施設に
行かなければなりません。幼い子どもがいる家庭
では負担になっているので、オンライン化してく
ださい。②支払いがゆうちょ銀行のみで不便で
す。コンビニ払いを導入してください。

①現行の予約条件をシステム化することは難し
く、多様な希望に応えるため、窓口での対面受付
を行うことにより、予約状況に応じた丁寧な案
内、対応ができると考えています。②金融機関で
の支払いは、納付書以外の支払い方法の導入を検
討します。

7 5 日本橋兜町の高速道路下辺りに路上生活者が数年
に渡り住み着いていて、最近では飲酒、喫煙を伴
う集会を頻繁に行っています。パイロンをどか
し、注意書きを下敷きにして座り込み、やりたい
放題です。このような迷惑行為に不快感、怖さ、
不安を感じます。

7月1日に現場を確認したところ本人は不在でした
が、荷物が置かれていたため警告書を貼りまし
た。8日までの間も本人は不在で警告書が付いたま
まだったため、荷物を撤去しました。今後もパト
ロールの際は直接本人に荷物の移動など指導を行
います。

7 7 宝橋北側の高架下に路上生活者が居留していて、
段ボールで小屋のようなものを作ったり、道路上
を徘徊（はいかい）したりしています。トラブル
が起こる前に対応をお願いします。

福祉の観点から、路上生活者に対し、都と区が共
同で「巡回相談事業」を実施し、週に1回、食料、
衣類等を提供しながら、生活、健康、就労その他
自立に関する聞き取りを行うとともに、福祉サー
ビス、施設の利用等の提案を行っています。

7 11 先日保険年金課の職員だという男から詐欺と思わ
れる電話があった際、保険年金課に連絡して事な
きを得ました。日頃親切に対応していただいてい
るおかげで、区役所への親近感があったため確認
することができました。ありがとうございまし
た。

本区では職員一同常日頃から、区民の皆さまが不
安や疑問などを感じたことを気軽に相談できるよ
う、親切丁寧な対応を心掛けています。今回お寄
せいただいた言葉を励みに、今後も適切かつ丁寧
な説明、案内を行うよう努めていきます。

7 14 保育サービスを利用していない1・2歳児がいる家
庭の家事負担を軽減するため、時短家電の購入を
支援する区市町村に対し、東京都が補助を行うと
いうことが今年の2月に決まりました。この事業の
検討に関して、中央区の進捗状況を教えてくださ
い。

区では、育児支援ヘルパーや赤ちゃん天国、一時
預かり保育、ベビーシッター利用支援事業などの
サービスを提供しています。また、お子さんの出
生時に5万円分の区内共通買物券を贈呈しているた
め、「家事支援用品の購入支援」は実施しないこ
とと決定しました。

7 20 マイナンバーカードと健康保険証をひも付けした
く、保険年金課に電話をしましたが、正しい回答
をもらえませんでした。電話対応を改善してもら
えませんか。

適切な案内ができず大変ご迷惑をお掛けしまし
た。そのため、直ちに全職員に対し、内容を正し
く理解し区民の皆さまへ正確に説明ができるよう
指導しました。引き続き関係する制度や仕組みに
ついて理解を深め、職員の質の向上に努めます。

7 21 ベビーシッター利用支援事業（一時預かり利用支
援）について、他区と同等の利用時間帯、利用上
限に見直してほしいです。都の基準にならって範
囲の拡大を求めます。

ベビーシッター利用支援事業は、産後うつや孤立
化などに対応するため区の支援策で不足する部分
を補完することを目的に実施しています。そのた
め、短時間でも継続的に利用することが適切と考
えているため、月単位で利用上限を設定していま
す。



保健所
月 日 内容 対応
7 1 勝どき五丁目の信号脇の歩道にあるベンチが喫煙

所と化しています。座って喫煙する人がたくさん
いて、ベンチの周辺はたばこのポイ捨てだらけで
す。このベンチからよく見える場所に禁煙・ポイ
捨て禁止の緑の路面シートを設置してください。

ご指摘のあったベンチ周辺を確認し、7月中に路面
シートを設置する予定です。併せて、巡回パト
ロールを強化し、継続して状況を注視するととも
に、屋外での受動喫煙防止の徹底を図ります。

7 5 兜町の高速道路下付近の緑地で「路上喫煙禁止」
の注意書きの前で堂々と喫煙している人がいま
す。何か対応をしてもらえませんか。

ご指摘の時間を中心にパトロールを強化し、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、職員による行政指導を行うとともに、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
禁煙の徹底を図ります。

7 6 蛎殻町二丁目のコミュニティサイクル駐輪場は近
隣就業者の喫煙場所となっており、昼頃は常に10
人ぐらいが喫煙しています。吸い殻のポイ捨ても
あり、環境が悪化しています。これらの行為は恒
常化しているので、罰金制度の導入や監視員の配
置などの措置をお願いします。

ご指摘の時間帯のパトロールを強化し、ルールを
守らない喫煙者に対しては、職員による行政指導
を行うなど、喫煙禁止場所での禁煙を徹底すると
ともに、喫煙禁止の立看板および横断幕を設置し
ました。

7 7 近年、帯状疱疹予防のためにワクチン接種が推奨
されていて、ワクチン接種したいと思っているの
ですが、接種費用が高額です。補助制度がある区
もありますので、中央区でもぜひ接種費用の助成
について検討をお願いします。

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。

7 11 住吉水門脇の喫煙所で、夕方に飲酒をしている人
がいます。食べ物をハトなどに与えているので、
走っている人や公園を使う人が迷惑しています。
喫煙所があるため、そこで飲酒するようになった
と思うので、対応をお願いします。

ご指摘の指定喫煙場所を閉鎖することで、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。また、巡回パトロールに
より喫煙場所を適切に利用するよう注意喚起を強
化します。

7 21 現在、区ではコロナ感染者の発生届の数を公表し
ていますが、発生届にはさまざまな例がありま
す。みんながコロナにおびえる状況を収束させる
には正しい状況の把握が必要です。患者数と重症
者数と死亡者数のみを公表してください。

区に届出される発生届にはさまざまな診断類型が
含まれています。その後、療養期間中に重症化等
された方など、区ではその全てを把握できませ
ん。都内の現在の重症者の人数や死亡者数は、都
のホームページで公表していますので、こちらも
ご参照ください。

7 21 弾正橋公園は園内禁煙にもかかわらず、近所に勤
める人たちが集う喫煙所のようにいつも30名以上
喫煙者がいて、とても煙たくて臭いです。一度、
現状を確認し、早急に対応をしてほしいです。

弾正橋公園での喫煙は区でも状況を把握してお
り、重点スポットと位置付け、警察と合同での注
意喚起を定期的に実施しています。喫煙者に対し
喫煙の中止を求め、近隣の指定喫煙場所を案内す
るなど、喫煙禁止場所での禁煙の徹底を図りま
す。

7 26 4回目のワクチン接種券を申し込みましたが、発送
まで1・2週間はかかると言われました。他区は申
し込まなくても7月中旬には発送され、該当なら予
約をするシステムです。医療従事者なので休みを
取るのは簡単ではありません。中央区ももう少し
迅速な対応をお願いします。

新型コロナワクチン4回目接種は、これまでの接種
とは異なり対象が限定されています。区では、対
象でない方が誤って接種することを防ぐため、59
歳以下の方への接種券発送は、申請を受け付けた
上で発送する方式を取っています。

7 27 最近、飼い主が犬にふん尿を所構わずさせている
場面に出くわすことがあります。スーパーの店内
でも見掛けました。また、従業員が犬をなでたり
触った後に給仕する飲食店があり不衛生だと思い
ます。ペットの店舗への入店に関して何か対策は
できないでしょうか。

ご指摘の店舗を確認したところ、ペットの入店は
認めておらず、店の入り口等にペット連れの入店
は遠慮してほしい旨の掲示を行ってるとのことで
した。また、飲食店でのペットに関する行為につ
いては、店舗名等を通報いただければ、事実確認
し、必要に応じ指導等を実施します。



7 27 新型コロナ感染拡大により、無料のPCR検査が利用
できず、発熱外来も受診できません。また、区の
コロナ相談窓口にも電話が一切つながりません。
この状況をホームページに掲載していません。何
か対策を講じてもらえませんか。

全国的な新型コロナウイルス感染症の拡大を受
け、区のコールセンターの電話がつながりにく
く、ご迷惑をお掛けしています。区ホームページ
では、都の「新型コロナ・オミクロン株コールセ
ンター」「東京都発熱相談センター」、「厚生労
働省電話相談（コールセンター）」も併せて案内
しています。

7 27 毎朝路上で、ノーリードの犬に水浴びをさせてい
る人がいます。ノーリードも問題ですし、鳴き声
がうるさくて迷惑しています。何とかならないで
しょうか。

ご指摘にありました時間帯に巡回パトロールを実
施しましたが、マナー違反の飼い主を発見するこ
とはできませんでした。今後も地道に普及啓発活
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。

環境土木部
月 日 内容 対応
7 4 区の指示に従って、公園で花火をしていたのです

が、騒音の苦情があったとのことで警官に注意さ
れました。そこで次の2点を要望します。①各公園
での花火可能な時間の明示②苦情多発により区の
判断で花火禁止を決定した場合の明示（各公園ご
とに決定）。

電話にて「公園内での花火遊びは、手持ち花火程
度までとし、煙の行方や騒音、時間帯など、近隣
に迷惑を掛けない範囲でお願いしている。また、
当該公園は、高速道路下を公園としており、ばい
煙の出る行為は禁止されている。」旨回答し、了
解を得ました。

7 5 兜町の高速道路下辺りに路上生活者が数年にわた
り住み着いていて、最近では飲酒、喫煙を伴う集
会を頻繁に行っています。パイロンをどかし、注
意書きを下敷きにして座り込み、やりたい放題で
す。このような迷惑行為に不快感、怖さ、不安を
感じます。

7月1日に現場を確認したところ本人は不在でした
が、緑地帯に荷物が置かれていたため、荷物の移
動を促す警告書を貼り付けました。同月6日から8
日までの間も本人は不在でしたが、警告書が付い
たままの荷物があったため、同月8日に荷物を撤去
しました。

7 7 宝橋北側の高架下に路上生活者が居留していて、
段ボールで小屋のようなものを作ったり、道路上
を徘徊（はいかい）したりしています。トラブル
が起こる前に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、現場を確
認し、2名に対して道路、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こと
を指導しました。今後も、現場パトロールの際に
は、指導を行っていきます。

7 12 新川にあるスーパーが歩道上に売り物を出して営
業しています。通行の妨げになっているので、歩
行者は迷惑しています。注意してください。

当該店舗が所在する道路は、都が管理しているこ
とから、都に対応を申し入れました。また、系列
スーパーは区内に4店舗あり、区道に面しているほ
かの3店舗についても以前から同様の苦情があるた
め、パトロールを行い必要に応じて指導していま
す。

7 13 箱崎川第一公園では近隣の小学生が遊んで帰った
後にお菓子のごみが散乱しています。ごみ箱があ
る公園ではきちんと捨てられているようなので、
箱崎川第一公園にもごみ箱を設置してください。

箱崎川第一公園のごみ箱は、家庭ごみの持ち込み
が大変多いことや、公園利用者のごみ箱利用が少
なかったことから、令和4年6月に撤去を行ったと
ころです。要望のあったごみ箱の新設は困難なた
め、園内の丁寧な清掃に努め、清潔を保つよう努
めます。

7 20 晴海二丁目にコミュニティサイクルポートがなく
て、とても不便です。可能であれば、晴海二丁目
にも設置をしてほしいです。近くにはマンション
も多いため、利用者もかなり見込めると思いま
す。

サイクルポートの配置バランスは、利用者の増加
や利便性向上を図る上でも非常に重要な要素と考
えています。引き続き、サイクルポートの設置を
推進し、より良いコミュニティサイクルとなるよ
う運営事業者に対して働き掛けていきます。

7 21 朝潮小橋に落ちていたガラスの破片の清掃をお願
いしたところ、見違えるほど奇麗になっていまし
た。暑い中清掃していただき感謝します。今回ど
こへ連絡していいか悩み、区役所へ電話しました
が、清掃依頼は区役所でよかったのでしょうか。

先日はお問い合わせいただきありがとうございま
す。道路に関する問い合わせは、環境土木部道路
課道路保全係、橋については、環境土木部道路課
橋りょう施設係にご連絡いただきますようお願い
します。



7 21 現在コンビニなどでごみ処理券を購入できます
が、現金のみの取り扱いです。日常キャッシュレ
スにしているため、銀行から現金を下ろさなくて
はなりません。電子決済が推奨されている中なの
で、ごみ処理券をキャッシュレス決済でも買える
ようにしてもらえませんか。

現在、コンビニエンスストア等の店舗では、商品
券、プリペードカードなど換金性の高い商品は、
クレジットカードを利用して購入することはでき
ません。ごみ処理券も、現金化されやすい金券に
準じたものとして利用対象外となっており、クレ
ジットカード会員規約でも禁止されています。

7 22 特殊車両の通行許可申請について確認したいこと
があり、道路課に電話をしたのですが、担当職員
の対応が傲慢（ごうまん）かつ威圧的で不快な言
葉遣いでした。特殊車両担当職員の対応を改善し
てください。

今回のご指摘を受け、お客さまとコミュニケー
ションを取る上で、親切、丁寧に対応することは
行政を担う者として基本であることを指導しまし
た。また、担当者への注意、指導はもとより、他
の職員についても、接遇の徹底と改善に努めま
す。

7 25 江戸バスでの忘れ物を受け取りに足立区にあるバ
ス会社に行きました。忘れ物の受け渡し場所はも
う少し近くにできないでしょうか。

忘れ物の受け渡しは、当日であれば区役所で保管
していますが、翌日以降は受託業者の営業所で保
管するため、忘れ物をした方に直接取りに行って
いただいています。受け渡しのご負担を減らすよ
う調整を行います。

7 26 粗大ごみ処理券のステッカーは雨に弱く、剝がれ
やすいため困っています。ステッカーの材質を変
更するべきだと思います。

口頭にて「ステッカーの材質等は23区共同で作成
しているため中央区だけで決定できないが、23区
合同の検討会などで意見を出していく。」旨説明
し、了承を得ました。

7 27 中央区に飛来する野鳥の生態や野鳥が飛来する河
川や捕食地について確認をお願いします。また、
野鳥保護のために水上バイクの規制について検討
してください。

区では、河川の水生生物について、5年に一度調査
を実施しています。また、都では魚類だけではな
く、鳥類、水生生物等河川の生き物調査を実施し
ています。水上バイクについては、都条例に基づ
き、警視庁が取り締まりを行っています。

都市整備部
月 日 内容 対応
7 6 京華スクエア周辺の再開発は現在どのような状況

ですか。地域でもできることは協力したいと思っ
ているので、情報提供をお願いします。

電話にて「今後の進め方について検討しており、
内容がまとまり次第、再開発協議会の会員の皆さ
んに案内文を送付するので、もうしばらく時間を
いただきたい。」旨伝え、了承を得ました。

教育委員会事務局
月 日 内容 対応
7 4 他区のように小学校の長過ぎる夏休みなどを短縮

して、土曜授業をなくしてほしいです。月1回の土
曜授業のために土曜日に習い事を入れにくく、ま
た、夏休みを短縮してもらえば、働く母親も助か
ります。

土曜授業は、授業参観や公開講座を通じて保護者
や地域の方に学校を理解していいただく機会と位
置付けています。また、各家庭における事情はさ
まざまであり、学校生活と余暇のバランスに柔軟
に対処することは難しいことから、現時点では見
直す予定はありません。

7 20 子どもが学校の宿泊学習に行く予定ですが、コロ
ナの感染力の高さから安全な状況で開催できるの
か疑問です。安易な中止もかわいそうに思います
が、今、宿泊行事を安全に行える時期なのかどう
か、再考いただけるとありがたいです。

電話にて「現時点では、国・都からの行動制限も
ないことから、教育活動の一環として実施するた
め、ご家庭で出席について検討してほしい。今
後、国からの行動制限による発令が出れば、直ち
に中止する。」旨伝え、了承を得ました。



7 21 息子が学習室を利用しに図書館に行きましたが、
入室時に記入することが多く面倒になったと帰っ
てきてしまいました。図書館に電話すると、学習
室は空いていればすぐに使えるが、読書室は手続
きが必要との返答でした。使用用途について、
ちゃんと確認してもらえませんか。

図書館ホームページへの利用案内の掲載が遅れた
ことや、対応した職員の勘違いにより十分な案内
ができずに、ご迷惑をお掛けしました。このよう
なことが二度と発生しないよう手順や情報共有方
法を図書館指定管理者と確認しました。

7 27 先日、月島区民センターでカートに入れた犬を連
れて、3階の図書館に行った人がいました。たとえ
カートに入れていたとしても、犬アレルギー、犬
を怖がる子ども、犬嫌いの人も利用する公共施設
ですので、盲導犬以外の犬の持ち込みは禁止する
ようお願いします。

図書館では、補助犬以外のペットを連れての利用
はお断りしています。今回の件について、ご指摘
の日時にペット連れで来館された方はいなかった
ことを確認していますが、そのような方が来館さ
れた場合は、これまでどおり利用をお断りしてい
きます。

7 28 今度、京橋図書館が移転しますが、中央区役所内
に図書の受取窓口を設置してもらえませんか。移
転後も予約した本の受取場所を区役所として指定
することで、今までと変わらない場所で本を気軽
に借りることが可能になります。

区役所内での図書受取窓口の設置については、区
でも検討しましたが、既に図書館跡のスペースは
活用計画が決まっているほか、設置するには新た
な人員を配置する必要が生じるなどの課題があ
り、実現は難しい状況です。

選挙管理委員会事務局
月 日 内容 対応
7 11 参議院選挙の期日前投票において、知的障害のあ

る人が文字を読めないため、写真一覧から指差し
で選びたい旨を申し出ましたが、月島特別出張所
では用意されていませんでした。障害のある人の
ために、筆談・点字と同じくらいに準備するのが
当然のことだと思います。

障害のある方の意思確認の方法は一様ではなく、
それぞれの方々に応じた個別具体的な対応が必要
と考えています。事前打ち合わせなどにご協力い
ただき、より投票がしやすい方法を準備できるよ
う対応していきます。

国土交通省東京国道事務所品川出張所
月 日 内容 対応
7 15 銀座通りに点字ブロックを設置してください。視

覚障害者にとって点字ブロックは、安全・安心に
つながります。銀色ではなくオレンジ色の点字ブ
ロックをお願いします。

東京国道事務所より「当該地区は沿線の地元関係
者より、道路整備を行うにあたり景観に配慮する
よう求められています。視覚障害者誘導用ブロッ
クの整備は、ブロックを利用される方の意見と地
元関係者の意見を踏まえ、整備方法を検討しま
す。」旨回答がありました。

東京都第一建設事務所
月 日 内容 対応
7 25 大きなイベントなどがある時に勝鬨橋を跳ね上げ

てください。
都第一建設事務所より「勝鬨橋の跳開部は、約50
年間閉じたままとなっています。平成26年に調査
を実施したところ、現時点で再跳開は不可能であ
ることが分かりました。」旨回答がありました。


