
「区長への手紙」内容一覧（令和4年8月分）

総務部
月 日 内容 対応
8 5 中央区から転出したにもかかわらず、今年度の住

民税は中央区に納付するのは納得できません。説
明してください。

住民税は、地方税法に基づき、1月1日現在の住所
地の市区町村が、前年中（1月1日から12月31日ま
で）の1年間の所得に応じて課税することとなって
います。令和4年1月1日現在で住民票があった中央
区での課税となりますので、ご了承ください。

8 22 コンビニでマイナンバーカードを使って課税証明
書を取得できるようにしてください。

マイナンバーカードによるコンビニエンスストア
での課税証明書の交付は、他自治体での実績では
利用件数が少ないことなどから、現在のところ、
本区では対応していません。今後、全国的な税務
システムの標準化・共通化の機会に合わせて、便
利な取得方法を検討していきます。

区民部
月 日 内容 対応
8 1 勝どき地区に大型商業施設の誘致を検討してくだ

さい。
商業施設の出店は、基本的に各事業者の責任にお
いて、地域の状況や特性を踏まえながら、立地条
件や採算性などを考慮し、判断・決定するものと
認識しています。

8 15 旧日本橋区エリアには、多くの観光資源が残され
ていますが、統一性をもって整備されていませ
ん。「石町時の鐘」の鐘楼堂を小江戸に負けぬ、
江戸風情溢れた、お江戸日本橋のシンボルとなる
ように改修して、一大観光地化してもらえません
か。

都指定の有形文化財である｢石町時の鐘」が設置さ
れている鐘楼堂は、観光協会発行のガイドマップ
に取り上げられるなど、貴重な観光資源の一つと
認識しています。現在、建て替えを含む改修につ
いて検討しています。

8 17 以前、総合スポーツセンターのプールを利用して
いた際、唾をプールの端や排水溝に吐いている男
性利用者を目にしましたが、運営管理者は適切に
注意できていませんでした。自由に水泳を楽しむ
ため、女性と男性とでプールの利用曜日や時間帯
を分けてもらえませんか。

男女別の利用は、性別の違う親子が一緒に利用で
きないことやＬＧＢＴＱの方への配慮など、サー
ビスの公平性や利便性が損なわれる可能性がある
ため、実現は難しいです。また、プール側溝に唾
を吐くことは慎むよう注意することを指定管理者
に指導します。

福祉保健部
月 日 内容 対応
8 2 区の休日応急診療所は区民にとって休日の命の最

後のとりでです。ここで発熱患者を受診しないと
いうことはないようにお願いします。

休日応急診療所では、新型コロナウイルス感染症
の流行に伴い、発熱などの症状があり、感染が疑
われる場合には、診療所内での感染を防止するた
め、「新型コロナ・オミクロン株コールセン
ター」や「東京都発熱相談センター」などを案内
しています。

8 5 転出に伴い、中央区の子ども医療費助成の受給資
格は消滅しましたが、転出先の自治体では所得制
限があるため受給できません。今年度の住民税は
中央区に納付しているのですから、今年度の医療
費助成は中央区で受けられるのではないですか。

中央区子ども医療費助成は、区独自の事業です。
対象者の要件として、「保護者および子どもが中
央区の区域内に住所を有すること」と定めてお
り、区外に転出された方については、助成の対象
外となっています。

8 8 令和6年4月に中央区へ転居するのですが、保育園
は現在予定している新設園だけで本当に足りるの
でしょうか。令和6年に7,000戸の世帯が引っ越し
てくるのですから、足りなくなってから増やすの
ではなく、年度途中でも入れるくらいに増やして
もらえませんか。

令和6年に月島地域で拡大が見込まれる保育ニーズ
に対応するため、認可保育所等4カ所の整備を進め
ています。本区では保育所を整備できる用地等が
限られていますが、今後も保育ニーズ等の動向を
注視し、必要な保育定員の確保に努めます。



8 15 中央区のベビーシッター利用支援事業は、夜間帯
の利用が認められず、月の上限が決まっていま
す。他の自治体と同じように、補助金額上限3,500
円で夜間帯の利用を認め、利用上限も月単位でな
く年単位にしてほしいです。

ベビーシッター利用支援事業の利用は、深夜・早
朝利用は少ないと考えられること、本事業の導入
目的である産後うつや孤立化などの対応には、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。

8 25 乳幼児医療証は保険証が発行されてから申請する
形となっていますが、出生届を提出する際に乳幼
児医療証を発行できるようにしてほしいです。出
生届を提出する際に、乳幼児医療証を発行してい
る区もあるようです。改善をお願いします。

これまでも子ども医療証の交付申請については、
意見等をいただいているところです。そのため、
今後はお子さまの健康保険被保険者資格証明書等
を提出することで子ども医療証の交付ができるよ
うにするなど、申請者の利便性向上のための検討
を行います。

高齢者施策推進室
月 日 内容 対応
8 3 高齢者向けのスマホ（格安スマホ）講習会を実施

してください。これからスマホを始める人向けの
易しい講習会をお願いします。

電話にて、敬老館の初心者向けスマートフォン講
座を案内したところ、受講することとなりまし
た。また、「高齢者向けパソコン・スマートフォ
ン講座・相談会実施箇所一覧」および「東京都ス
マートフォン普及啓発事業（中央区開催分）」を
自宅宛て送付しました。

8 23 敬老大会に申し込んだのですが、落選してしまい
ました。差別されたように感じ、敬老大会の趣旨
に沿っていないように思いました。毎年実施して
いる行事なので、全員が参加できるよう企画・運
営をお願いします。

基準日である9月15日現在で奇数の年齢の方を当選
とし、偶数の年齢の方を抽選の対象としています
ので、2年連続で落選となることはありません。ま
た、当選者のキャンセルにより空いた席は、キャ
ンセル待ちの落選者に割り振りを行っています。

8 26 浜町敬老館を利用した際、他の利用者もいるロ
ビーでスタッフに大きな声で注意されました。誠
意ある対応と謝罪をしてください。

令和3年3月に回答したとおり、接遇について指定
管理者に指導しました。その後利用者に不快な思
いをさせないよう、親切丁寧なサービス提供に努
めています。また、謝罪は既に複数回行っていま
すので区から申し入れはできません。

保健所
月 日 内容 対応
8 1 コロナ禍になってから店舗や施設などでマスク着

用が強く求められるようになりましたが、個人の
事情でマスク着用が困難な人もいます。そのよう
な人たちへの偏見や差別を防止するため、ホーム
ページや広報紙で理解や配慮を促してもらえませ
んか。

基本的な感染症対策として、マスク着用をお願い
していますが、健康上の理由で着用が困難な方
や、熱中症予防の観点からも、場面に応じた適切
な着用について、区のおしらせ「ちゅうおう」や
ホームページで周知をしてきました。改めてホー
ムページに記事を掲載します。

8 8 保健所のパパママ教室に申し込んだところ、夫が
中央区在住ではないという理由で断られました。
仕事の都合でやむを得ず離れて暮らしているの
に、単身だと子育て教室に参加できないというの
は不平等に感じました。

電話にて「パパママ教室の申し込みは可能である
こと、事業の目的、教室は参加申し込み状況によ
り抽選となるが、落選しても再度申し込み可能で
あること」を説明し、了承を得ました。

8 8 50歳以上が受けられる帯状疱疹の予防接種があり
ますが、全額自己負担で高額のため受けにくいで
す。予防接種をすると95％以上の確率でかからな
いとのことなので、帯状疱疹予防のために、ぜひ
助成金の導入をお願いします。

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。



8 12 築地・入船・新富エリアで路上喫煙と歩きたばこ
を頻繁に見掛けます。喫煙禁止看板がある前で
吸ったり、ポイ捨てもあります。また、喫煙所で
はない場所でたむろして吸われ、その道を通れな
いこともあります。継続的な対応・対策をお願い
します。

区では、ご指摘の場所および時間帯を中心にパト
ロールを強化し、注意してもルールを守らない喫
煙者に対しては、行政指導を行うとともに、喫煙
者が特定できた時は、その勤務先等に連絡を取り
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。

8 15 ①兜町付近で死骸を含めネズミをよく見掛けま
す。公衆衛生のためにしっかり駆除してほしいで
す。②海運橋親柱付近の緑地帯で、禁煙の看板が
あるにも関わらず、多くの人が喫煙しています。
特に昼休みの時間帯です。きちんと取り締まって
ください。

①今回の相談を受けて周辺を見回り、必要に応じ
て巣穴に殺そ剤の投入をするなどの対応を行いま
す。②昼休みの時間帯を中心にパトロールを強化
し、注意してもルールを守らない喫煙者に対し行
政指導を行うなど、喫煙禁止場所での禁煙の徹底
を図ります。

8 22 月島駅前第一駐輪場内で、喫煙している人がいま
した。受動喫煙をしてしまい迷惑なため、駐輪場
内と周辺に、禁煙の明確な注意の看板の設置と、
禁煙指導員の巡回強化を要望します。

ご指摘の場所周辺の現地確認を行い、喫煙禁止の
掲示を設置するよう関係所管と協議をしていま
す。区では分煙環境の確保が重要であると考えて
いるため、喫煙所の区による新設や民間事業者に
対する設置などの費用の助成により分煙環境の確
保を図ります。

8 23 東京都の無料ＰＣＲ検査で陽性反応が出ました
が、医療機関の負担を考慮し受診せずに自宅療養
をしました。保健所に自宅療養証明書発行を申請
したところ、医師からの届け出がないと発行でき
ないとのことでした。このようなケースでの自宅
療養証明書発行に関する今後の対応を教えてくだ
さい。

新型コロナウイルス感染症は、感染症法の規定に
より、診断をした医師が保健所に届け出なければ
ならないとされており、医師からの届け出がなけ
れば保健所として患者の把握ができないため、療
養通知書の発行もできません。

8 25 毎朝、西河岸橋付近の公園でベンチに座り喫煙し
ている人がいます。注意する時もありますが、い
くら注意してもきりがないので区からも注意して
ほしいです。

ご指摘の時間帯のパトロールを強化し、喫煙禁止
の掲示を公園内のベンチ周辺に1カ所増設します。
区では分煙環境の確保が重要であると考えている
ため、区による新設や民間事業者に対する設置な
どの費用の助成により分煙環境の確保を図りま
す。

環境土木部
月 日 内容 対応
8 1 家の前のマンション住人のごみ出しルールが守ら

れず、カラスの被害に困っています。マンション
前の道路は日常的にごみが散乱し、この暑さで臭
いも出て不衛生です。区からマンションの管理業
者への指導をお願いできませんか。

区では、以前からこの集積所を使用するマンショ
ン住人に対しチラシを配布するほか、カラス対策
として防鳥ネットの貸出しを行ってきました。今
回さらに、マンション管理会社の協力を得て、敷
地内の集積所に近隣住民に迷惑が掛かっている旨
の掲示物を貼りました。

8 2 週末、箱崎川第二公園のフェンス内を占領してダ
ンスの練習をしているグループがいます。フェン
ス内は基本的には子どもたちがボール遊びをする
場所だと思うのですが、そういう人たちがいると
子どもが利用することができません。看板を設置
するなど対策をお願いします。

電話にて「公園内のキャッチボール場は、ボール
遊びの利用が優先であり、看板を設置し周知を
行っている。現地を確認した際は、ダンスを踊る
グループはいなかったが、ルールを周知する看板
が古くなっていたため更新し、新しいものを設置
する。」旨説明し、了承を得ました。

8 2 猛暑が続く中、街路樹の枝切りをしている光景が
見受けられ、木陰が消失しています。なぜこの猛
暑の中で街路樹の枝を切り、ヒートアイランドを
増進しているのですか。また、街路樹には肥料を
与えているのですか。

夏の木陰は重要と考えていますが、台風などによ
る倒木を未然に防ぐため、木陰がなくならないよ
う樹形を維持し、風圧を軽減できるよう密集した
枝の夏期剪定（せんてい）を行っています。剪定
した枝葉は肥料としてリサイクルし、街路樹等に
使用しています。

8 5 区立公園の池で遊んでいた犬がレプトスピラ症を
発症したと聞きました。その池はレプトスピラで
汚染されている可能性があり、池で遊ぶ子どもた
ちは感染する危険があります。区で注意喚起の看
板の設置や池の洗浄などの対応をお願いします。

佃公園の池は、利用者が入ることを想定していな
い修景池であり、塩素などによる消毒は行ってい
ません。現地には、入ってはいけないことを周知
する看板も設置されており、池の洗浄を行う予定
はありません。



8 8 楓川宝橋公園に居座っていた路上生活者が救急車
で搬送された後、時々別の人がいるのを見掛けま
すが、荷物や段ボール小屋がそのままになってい
ます。所有権の問題があるとは思いますが、公園
の美化や放火などの恐れもあるので、対応をお願
いします。

段ボール等の荷物は、所有者がいる場合本人の同
意なく処分することができないため、現在、抜本
的な対応策として、橋げたの下を一時閉鎖する工
事を計画しています。引き続き、パトロールや指
導などを継続しながら、適切な公園利用に努めま
す。

8 9 マンション建築現場でのトラック誘導の笛の音と
乱暴な資材の扱いにより発生する騒音がうるさく
て迷惑しています。区から指導してください。

現場確認を行い、現場監督に対して苦情内容を説
明し、工事音の低減に努めること、笛の使用を極
力控えることを依頼しました。現場監督からは、
工事音の低減については配慮し、トラック誘導は
笛の使用を控える旨の回答がありました。

8 9 道幅8ｍの道路に歩道の設置をお願いします。中央
区はマンションの増加により多くの若い夫婦が転
入してベビーブームの状況です。雨の日などにベ
ビーカーを押す親が安全に歩行できるよう、白い
線ではなく歩道を設置してください。

歩道を設置する場合には、車いす同士のすれ違い
を考慮し2.5ｍ以上の幅員を確保するとともに、車
道についても駐停車している車両などにより緊急
車両の安全かつ円滑な通行が妨げられない幅員を
確保する必要があることから、幅員8ｍの道路内両
端に歩道を設置することは困難な状況です。

8 15 旧日本橋区エリアには、多くの観光資源が残され
ていますが、統一性をもって整備されていませ
ん。一大観光地化するため「石町時の鐘」の鐘楼
堂を小江戸に負けぬ、江戸風情溢れた、お江戸日
本橋のシンボルとなるように改修してもらえませ
んか。

鐘楼堂の改修は、令和3年度の日常点検において屋
根の腐食や雨漏りの跡が発見されたため、現在、
建て替えを含む改修などについて検討していま
す。

8 22 楓川京橋公園にあるお地蔵様の後ろの木が毎年大
きくなり過ぎて、台風や突風で倒れそうで心配で
す。他にもかなり成長している木があります。毎
年定期的に手入れをしてください。

電話にて「イチョウの育成状況は健全であること
や、ビルの7階ほどの高さまで成長したため、枝切
りを実施することで、落ち葉を減らし、成長の速
さも抑えるようにする。また、他の樹木について
も必要に応じて枝切りを行う。」旨説明し、了承
を得ました。

8 23 ふれあいマップは分かりやすく親切で、とても役
立っています。

水と緑のふれあいマップは、区の街路や公園、運
河などの身近な緑や水辺にふれあってもらうため
に作成しています。今後も内容を更新し、引き続
き使いやすいマップを作成する予定です。

8 25 築地川公園多目的広場の開場時間を現在の午前7時
から、30分程度早めてもらえませんか。小学校の
登校時間の前に、子どもと朝のサッカー練習を行
いたいのですが、現在の開場時間では十分な練習
時間が確保できません。

早朝や夜間は公園利用者の声やボールの音、犬の
鳴き声が響きやすい時間のため、多目的広場の開
設当初から地元の方々などの理解を得て、7時から
開場すると決めた経緯があるため、利用時間の変
更は難しい状況です。

8 26 築地川公園多目的広場の開錠時間を午前6時に早め
てもらえませんか。さまざまな理由があるとは思
いますが多目的広場は夜間施錠されており、午前7
時まで利用ができません。子どもが学校に行く前
に練習ができる場所をぜひ確保してください。

早朝や夜間は公園利用者の声やボールの音、犬の
鳴き声が響きやすい時間のため、多目的広場の開
設当初から地元の方々などの理解を得て、7時から
開場すると決めた経緯があるため、利用時間の変
更は難しい状況です。

8 29 亀島川沿いの高橋と南高橋の間にある緑道で、ハ
トに餌やりをしている人がいます。近隣ではハト
の被害があり、ベランダにネットを張って対策を
しているので、このような行為は非常に迷惑で
す。対策をお願いします。

緑道の状況を確認したところ、餌やりをしている
人はいませんでしたが、デッキ部分がふんで汚れ
ている状況を確認しました。そのため、デッキの
清掃を行い、看板を設置して餌やり禁止の周知を
図りました。今後も定期的に巡回を行っていきま
す。



8 30 浜町公園わんわん広場の小型犬エリアのゲートが
破損したため、全ての犬が合同でフリーエリアを
使用しています。そのため小型犬が大型犬に噛ま
れたり、中大型犬が小型犬のおもちゃを誤飲する
などの事故が起きています。早めにゲートを修理
するようお願いします。

電話にて｢補修に必要な部品を手配中であるが、特
注品のため修理完了まで時間を要する。現在、仮
設の扉を準備中であり、早ければ9月26日から小型
犬エリアの利用を再開できる見込みである。」旨
回答し、了承を得ました。

都市整備部
月 日 内容 対応
8 16 通勤途中にある寺院の塀が老朽化していて、大地

震が起きたら倒壊するだろうと思われます。小学
校の通学路になっているので、児童が倒壊に巻き
込まれる危険があります。予防策の検討をお願い
します。

現在、建築課にて対応中です。

8 22 弱視の視覚障害者として、中央区内にある点字ブ
ロックは銀色が多いということが気になります。
点字ブロックを必要とする人たちにとって、黄色
であることが重要です。黄色で整備するよう区か
ら「点字ブロック敷設に関する方針」などを発信
していただけませんか。

点字ブロックの仕様は法律や条例で「容易に識別
できるもの」にするよう基準が定められています
が、色相を黄色に指定してはいません。今後も法
律や条例で定められた基準を遵守し、点字ブロッ
クが適切に整備されるよう指導していきます。

8 22 防犯カメラの目的外利用について住宅課に相談し
たのですが、1カ月以上回答がありません。誠実な
対応をお願いします。

防犯カメラは、画像データの取り扱いについて、
個人情報保護の観点から刑事罰に発展する懸念が
あったため、レコーダーが設置されているキャビ
ネットの鍵を区で預かることとし、当該自治会に
対して、適切な管理・運用のため、運用規約の作
成を促しました。

8 25 佃公園の東側にある建物の取り壊しをしています
が、囲いをしていないため解体工事現場に誰でも
入れる状態となっています。子どもが遊び場にす
る可能性や、風が吹くと埃が舞います。区から指
導してもらえませんか。

業者に確認したところ、工程が進捗しゲートを取
り外す必要が生じたため、休工中はネットを掛け
るとともに、コーンとトラバーを設置していると
のことでした。区から業者に対し、侵入を防ぐと
ともに粉じんの飛散を防止する措置を講じるよう
指導しました。

教育委員会事務局
月 日 内容 対応
8 22 タイムドーム明石のプラネタリウムが9月以降継続

が未定とのことですが、今後もプラネタリウムを
継続してほしいです。子どもたちの楽しみを奪わ
ないでください。

タイムドーム明石は、本の森ちゅうおうに移転し
ます。今後、プラネタリウムでは、アニメーショ
ン投影などは行いませんが、区立小学校での学習
投影で活用するとともに、星空観望会などの連携
企画で活用することを予定しています。

8 22 図書館の図書を借りたいのですが、貸出期限を過
ぎても返却しない人が多くて、予約を入れても一
向に順番が回ってきません。督促はしているよう
ですが、真面目に予約を入れている利用者が迷惑
しています。ルール違反の常習者には厳しい対応
を望みます。

未返却の利用者に対して、督促を繰り返し行い、
未返却期間が4週間を経過した利用者には貸出停止
処分を実施しています。今後は、督促強化や貸出
停止処分の適用期間の短縮、未返却を繰り返した
場合のペナルティ実施など、図書館利用の適正化
に向けた改善を行っていく予定です。

8 23 区役所別館玄関に設置してある白い図書返却ポス
トのペンキの剥がれとさびがひどくて驚きまし
た。ペンキを塗り直して、きれいなポストにして
ください。

ポストは、移動し再塗装を施すことで継続して使
用できますが、9月1日より移転準備のため京橋図
書館が休館となり、返却ポストの利用頻度が高く
なることが見込まれます。そのため、再塗装の時
期などについて検討しているところです。



8 29 区立学校で参加の呼び掛け・チラシの配布が行わ
れたサマーキャンプについての質問です。民間業
者による営利事業の告知を公立学校で行うことに
問題はないのですか。学校に募集などの対価が支
払われているのですか。

子どもの成長に資することが期待できる非営利事
業と判断し、情報提供としてチラシを配布しまし
た。事業実施にあたって営利業者を利用しても、
主催者が営利業者でなく、事業目的が公益性を有
し営利を目的としない場合は非営利事業として扱
われます。広告費などの対価は受け取っていませ
ん。

東京都第一建設事務所
月 日 内容 対応
8 1 朝潮大橋の佃島ポンプ所付近にはポイ捨てのたば

こやごみが散乱しています。定期的に清掃はして
いるとは思いますが、きれいな状況を保つことは
できませんか。

都第一建設事務所より「たばこの吸い殻や、ゴミ
のポイ捨てを行わないよう注意喚起の看板を設置
しました。点検・清掃を一層丁寧に行っていきま
す。」旨回答がありました。

8 31 朝潮大橋の防音壁の高さが低いため、走行音が直
接居室内まで入ってきます。防音壁の高さを上げ
てもらえませんか。

都第一建設事務所より｢朝潮大橋は、建設時に高い
防音壁を載せた際の防音壁自体の荷重や、防音壁
が受ける風による荷重を見込んでいないため、後
から高い防音壁を設置することは構造上できませ
ん。｣旨回答がありました。

久松警察署
月 日 内容 対応
8 1 浜町公園の周囲、特に浜町メモリアルから清洲橋

通りにかけて違法駐車が多いです。公園の出入り
口をふさぐように駐車したり、消火栓の前に駐車
している車があります。違法駐車の取り締まりを
強化してほしいです。

久松警察署より「違法駐車の状況がある場合は、
即座に110番通報をお願いします。本署警官やパト
カーにより、違反取り締まりが可能な駐車に対し
て取り締まりを実施します。」旨回答がありまし
た。


