
「区長への手紙」内容一覧（令和4年9月分）

企画部
月 日 内容 対応
9 15 現在、銀座地区の人通りは少ない状況です。ビル

の入居率も低下し、銀座から人が出て行っていま
す。一方、日本橋地区は再開発もあり賑わってい
ます。人がいなくなった銀座地区における今後の
振興策について、区の考えを教えてください。

にぎわいを一日も早く取り戻すため、地区特性を
踏まえたまちづくりを進める必要があると考えて
います。銀座地区では、築地川アメニティ構想や
ＫＫ線再生方針などに基づく周辺地域との歩行者
ネットワーク、緑の連続性に配慮した都市基盤プ
ロジェクトが予定されており、これらの実現に向
けた取り組みを着実に進めながら、銀座の魅力を
一層高めていきたいと考えています。

総務部
月 日 内容 対応
9 26 ニュースで知ったのですが、27日に執り行われる

安倍元首相の国葬に際し、中央区は弔意を示さな
いとのことですが、それは本当ですか。他の自治
体とは関係なく、堂々とそして粛々と弔意を表す
ようお願いします。

本庁舎等の施設における黙とうや国旗の半旗掲揚
については、当該行事を主催する国や都などから
の協力依頼に基づいて実施しています。今回の国
葬儀については、国からの依頼がないため対応は
していません。

9 26 ニュースで報道された安倍元首相の国葬に際し、
中央区は弔意を示さないという方針はどのように
決定されたのですか。国葬に反対している人が多
いことは理解していますが、区民の総意のように
思われるのは極めて心外です。

本庁舎等の施設における黙とうや国旗の半旗掲揚
については、当該行事を主催する国や都などから
の協力依頼に基づいて実施しています。今回の国
葬儀については、国からの依頼がないため対応は
していません。

区民部
月 日 内容 対応
9 6 月島スポーツプラザのプールの空調の設定温度が

低いと感じます。節電のために、もう少し上げて
はどうですか。

プールの室温は通常、水温（29度～31度）プラス1
度で調整しています。夏場は室内が温度・湿度と
もに高くなる傾向にあり、天井の開閉により空気
の循環を促して、温度・湿度を調整しつつ熱中症
予防のため注意喚起と水分補給を促しています。

9 8 大江戸まつり盆おどり大会の運営についてです。
チケットがあっても売店の列が長くて諦めて帰っ
た人がたくさんいました。デジタル技術を導入す
れば、行列を作らず密な状況も防げたのではない
でしょうか。ウィズコロナを踏まえた運営方法を
検討してください。

当日は非常に大勢の方の来場があったことから、
時間帯によってはチケット購入などに長時間お待
ちいただくこととなり申し訳ありませんでした。
チケットの販売方法については、次回の大会に向
け十分に検討し、改善していきます。

9 12 月島特別出張所で住所変更の手続きをした際に、
職員からマイナンバーの通知カードの裏書きが必
要なことを案内してもらえませんでした。おかげ
で2回手続きに行かなくてはならなくなりました。
職員のレベルアップを望みます。

マイナンバーの通知カードの住所変更は、通知
カードが令和2年5月をもって廃止となっているこ
とから、現在は住所変更の手続きの案内は行って
いません。なお、マイナンバーと住所を併せて証
明する必要がある場合は、マイナンバーの記載の
ある住民票をお取りください。

9 16 スポーツの日マラソン大会にランネットを通して
エントリーし当選したのですが、コロナに感染し
外出できず、支払いを失念して無効となってしま
いました。ランネットを経由するのであれば、今
後はコンビニ支払いだけでなく、クレジットなど
ネットでできるようにしてください。

支払期限3日前を目途にリマインド通知をお送りし
ているところですが、頂いたご意見を参考に、当
選者の方々が確実に参加することができ、かつ公
平公正な運用ができる方策として、クレジット
カード決済の有効活用やリマインド通知の方法な
どについて検討を進めていきます。

9 20 家族が総合スポーツセンターを利用していた際、
体調を崩し多目的トイレで倒れてしまいました。
初動対応と救急車の手配を迅速に行っていただ
き、大事に至らずに済みました。本当にありがと
うございました。

日ごろの備えに基づき対応しましたが、何より大
事に至らなかったことが幸いです。お寄せいただ
いたお言葉を指定管理者と共有し、これを励み
に、引き続き皆さまが安全・安心・快適に当セン
ターをご利用いただけますよう努めます。



9 21 大江戸まつり盆おどり大会のチケットについてで
す。想定以上の人出のため、チケットを買ったに
もかかわらず商品が売り切れで使用できない上、
チケットの換金が当日しかできませんでした。こ
うした運営は次回はぜひ改めるとともに、キャッ
シュレス決済への変更を強く要望します。

ご希望の品目の売り切れやチケットが余った場合
の対応として換金所を設置しています。チケット
の換金は、精算の関係により当日のみのため、会
場内に換金希望者がいないことを確認した上で換
金所を閉鎖しました。チケットの販売方法につい
ては、次回の大会に向け十分に検討し改善してい
きます。

福祉保健部
月 日 内容 対応
9 5 中央区は子育て世帯への家事支援用品の購入支援

事業を実施しないのですか。実施している区もあ
るようです。検討をお願いします。

区では、産後の家事・育児支援を目的としたサー
ビスを提供しており、コロナ禍によるサービス提
供の縮小を行っていないこと、また、区独自の事
業として、お子さまの出生時に5万円分の区内共通
の買物券・食事券を贈呈していることなどにより
本事業を実施しないこととしました。

9 26 施設等利用給付請求書を記入しようとしたのです
が、ホームページに書類の送付先の住所が記載さ
れていません。不親切だと思うので、きちんと記
載してください。

ご指摘の施設等利用給付請求手続きのページにつ
いては、送付先の住所をページ内に追記し、改善
しました。

高齢者施策推進室
月 日 内容 対応
9 1 勝どき敬老館にネイティブスピーカーの英会話ク

ラスがあったのですが、コロナ禍で休講後いまだ
に再開されていません。3館のうちネイティブス
ピーカーのクラスがないのは勝どきだけです。再
開を希望します。

以前実施していたネイティブスピーカーの講座に
ついて、いきいき勝どきに確認したところ、新型
コロナウイルス感染症が収束するまでの間、講座
を休止したいと講師から申し出があったとのこと
です。感染症が収束した際には、再開の可能性が
あります。

9 1 いきいき館主催で、戦争の体験者が区内の中学生
に戦争の記憶を伝える機会を設けてもらえません
か。

終戦から77年が経過しており、当時の経験を聴け
る機会は大変貴重と認識しています。一方、戦争
体験談を伝えるためには、語り手の準備など多大
な負担が生じるとともに、コロナ禍の現状では対
面による交流には慎重を期す必要があるため、実
施は困難と考えます。

9 6 高齢者向けに区内共通買物券を配布するとのこと
ですが、敬老の日にも敬老買物券の贈呈がありま
す。高齢者をここまで優遇することに疑問を感じ
ます。再考をお願いします。

本事業は、物価高騰や年金引き下げにより厳しい
生活環境下にある高齢者の生活支援が目的です。
子ども向けには臨時特別給付金などを行ってきま
したが、その時々の社会情勢を踏まえ、必要とさ
れる世代別に支援策を講じるべきと判断しまし
た。

9 16 敬老大会で出された弁当があまりにも粗末でがっ
かりしました。2時間以上も待たされた上にひどい
内容でした。過去の弁当はおいしく完食しまし
た。

電話にて「今回はコロナ禍で施設内での食事がで
きないため、お持ち帰り用のお弁当となった。施
設内で休憩時間に食べていただく今までのお弁当
と比べたら、鮮度がやや落ちたとお感じになるか
もしれない。」と説明し、了承を得ました。

9 20 敬老大会の観劇会の座席が3階の西側でした。西側
の席はのり出して観ることができないので、花道
が全く観えませんでした。このような席は、観劇
会で使用しない方がいいと思います。

劇場の舞台・花道と客席の位置関係により、見え
にくい座席は確かに存在しますが、劇場のキャパ
シティと応募人数の多さを考慮すると、区の判断
で「この席は見づらいので使用しない」という選
別はできないものと考えています。



9 20 敬老大会の観劇会を堪能しました。心よりお礼申
し上げます。百歳の皆さんに手紙を託された区長
の配慮にも大変感動しました。

このたびは感謝のお言葉をいただき、誠にありが
とうございます。今後とも本区の高齢者施策の基
本理念である「互いに支え合い、自分らしくいき
いきと暮らせるまち」の実現を目指し、さらなる
福祉の増進に取り組んでいきます。

9 21 敬老買物券について高齢者福祉課に問い合わせを
したのですが、区役所の手続きミスがあったにも
かかわらず、対応した職員は謝罪もなく、高圧的
な態度でした。職員の接遇改善の教育をするべき
だと思います。

職員の対応で、不快な思いをさせてしまったこと
について、深くおわびします。職員に対し、問い
合わせや用件の内容を丁寧に伺い、当方に誤りが
認められた場合は速やかに謝罪し、礼を失した態
度にならないように指導徹底しました。

保健所
月 日 内容 対応
9 1 日本橋二丁目の細い路上での路上喫煙が大変目立

ちます。路上喫煙禁止の指導強化と禁煙の看板増
設を要望します。八重洲地区は路上喫煙が目立ち
ます。

ご指摘の場所での喫煙は、区でも状況を把握して
おり、巡回パトロールを強化し、路上喫煙者を発
見した場合は喫煙の中止を求め、指定喫煙場所へ
誘導しています。また、周辺に喫煙禁止の立看板
を4カ所設置します。

9 9 住んでいる東日本橋地区には公共の喫煙場所がな
くて困っています。一番近い浜町公園横の喫煙所
までは歩いて10分以上かかります。路上喫煙やポ
イ捨て対策にもなるので、町内に1カ所は公共の喫
煙場所を設置してもらえませんか。

ご指摘の地区は指定喫煙場所がないことから、区
としても課題としており、新たに整備したいと考
えています。区有地には限りがあることから、設
置等の費用を助成するなど、民間事業者の協力を
得ながら分煙環境の確保を図ります。

9 12 月島駅前の都営バスのバス停でバス待ちする客の
中に、バス停後方の電話ボックスの陰に隠れて、
路上喫煙する人がいて迷惑しています。禁煙の看
板設置やパトロールを希望します。

現地を確認し、道路管理者である都と協議し、ご
指摘の場所付近に喫煙禁止の看板を都が設置しま
した。区も引き続き巡回パトロールを強化し、近
隣の指定喫煙場所へ誘導するとともに注意喚起を
行うなど、喫煙禁止場所での禁煙の徹底を図りま
す。

9 12 中央区保健所では、コロナの感染拡大防止のた
め、エイズ・性感染症検査を休止していますが、
エイズや性感染症も放置すると命を落としかねな
い感染症です。検査を行っている自治体もありま
す。速やかに検査を再開すべきだと思います。

ＨＩＶ・性感染症検査は、新型コロナウイルス感
染症の感染拡大を受け、検査に従事する保健師職
員の確保が課題となり休止しています。しかし、
性感染症も重篤な症状を引き起こす場合もあるこ
とから、状況を見据えながら再開に向け検討を行
います。

9 15 中央区の路上喫煙が深刻化しています。区はパト
ロールをしているとのことですが、至る所で路上
喫煙を毎日見掛けます。口頭注意だけでは効果が
ないので、罰金などのより厳格な条例が必要であ
ると考えます。受動喫煙やポイ捨てをなくすため
検討をお願いします。

屋外での受動喫煙を防止するためには、「中央区
たばこルール」の周知徹底と指定喫煙場所の確保
を行うよう条例で定めています。これは、罰則に
よる過料などよりも、分煙環境の確保が重要であ
ると考えているからです。

9 20 男性のＨＰＶワクチンの無料公費接種を希望しま
す。子どもだけでなく、接種機会のなかった成人
男女も、無料接種の対象としてください。また、
肝炎ウイルスのワクチン接種の機会がなかった成
人への無料接種をお願いします。

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。
ご希望のワクチン接種費用助成の予定はありませ
んが、流行状況等の傾向を見ながら、検討してい
きます。

9 29 2年前に日本橋保健センターで講座に出席した際
に、ある職員に汚い言葉遣いをされ、とても不快
な思いをしました。先日、センターに問い合わせ
の電話をした時もその職員が出たのですが、分か
らないの一点張りでひどい対応でした。職員の接
遇について改善を希望します。

不快な思いをさせましたことを深くおわびしま
す。今回のご意見を機会に、責任ある仕事を扱う
行政職員として「区民に寄り添い思いやりのある
対応」や「適切な情報提供ができること」を係員
全員に改めて周知徹底しました。



環境土木部
月 日 内容 対応
9 5 現在自宅を建築中ですが、解体業者が自宅前の区

道を一部破損してしまい、道路課から道路復旧の
費用を建築主と施工者で負担するよう求められま
した。解体工事による損傷は建築主が費用負担す
る必要はないと考えます。これは区の見解なので
すか。

解体工事や建築工事に伴う道路の損傷を復旧する
際には、施工業者と現地確認し、復旧方法や費用
負担などを調整しています。施工業者は応分の負
担をするとしていますので、区から施主に直接費
用負担をお願いすることはないと考えています。

9 8 歩道を堂々と走行する自転車が多くて困っていま
す。築地六・七丁目辺りの自動車の少ない道路で
も、狭い歩道を歩行者がいるのにわざわざ走る自
転車が多いです。自転車の車道走行を徹底するよ
う周知したり、自転車レーンを設けるなどの対策
に取り組んでください。

区では自転車利用者へのルールやマナーの周知に
ついて、警察署と連携し、交通安全キャンペーン
などさまざまな機会を通じて「自転車は車道が原
則、歩道は例外」などの自転車安全利用五則の周
知を図っています。併せて、安全で安心して通行
できる道路空間の整備を推進していきます。

9 8 月島三丁目再開発事業に伴う騒音と振動被害がひ
どくて、仕事と体調に支障を来しています。どう
にかならないでしょうか。

現場確認を行ったところ、下水道工事およびコン
クリートの粉砕などの作業を行っており、騒音と
振動を測定したところ基準値の範囲内でしたが、
現場責任者に住民から騒音、振動で体調に変化を
来たしている旨説明し、その低減に努めるよう依
頼しました。

9 9 近隣で数日前から、昼夜を問わず大きな機械音が
聞こえるようになりました。不定期であることや
発生源が高い位置にあると思われ、特定すること
ができません。区で調査できないでしょうか。

現場を確認し、音源を特定しました。ビル屋上に
設置してある排気ファンがその原因のため、設備
の所有者に対して音の軽減が図れるような対策を
取るように依頼しました。

9 12 明治座通り付近についてです。①街路灯の照明
が、オレンジ色や昼白色でかなり暗く感じ歩道が
見にくいので、全ての照明を昼光色のＬＥＤにし
てください。②点滅している照明もあるので、Ｌ
ＥＤへの交換をお願いします。③街路樹の枝切り
もお願いします。

①令和4年度の公園灯の工事において、既存ランプ
をＬＥＤ灯と交換する予定です。②現地を確認し
たところ、点灯していない街路灯はありませんで
した。③現地を確認し、樹木が繁茂して街路灯の
明かりを遮っていた枝葉があったので枝切りをし
ました。

9 12 住んでいるマンションの南側でキーンという高音
が一日中しています。目の前にあるマンションの
屋上にある機械から音がしていると思います。か
なり大きい音なのでとても気になり不快です。ど
うにかならないでしょうか。

現地付近を調査し、屋上などに設置されている設
備機械の確認を行ったところ、その発生源と考え
られる設備を特定しました。このため、設備の所
有者に対して、音の軽減を図る対策を取るよう依
頼しました。

9 13 勝どき五丁目の清澄通りの歩道で、車道側ではな
く建物側を猛スピードで走行していく自転車がい
ます。大変危険ですので、勝どき駅前から新島橋
まで引いてある歩行者と自転車を区別する白線
を、豊海方面へ延伸してください。

電話にて「白線の延伸は、交通規制にかかわるた
め、交通管理者である月島警察署に伝え、区と連
携しながら検討していくことを確認した。また、
今後も警察署と合同で自転車のマナーアップキャ
ンペーンを実施し、安全通行の声掛けやチラシ配
布を行っていく予定である。」旨説明し、理解を
得ました。

9 14 蛎殻町の店舗前の歩道上に物が置かれています。
何か対策を講じてもらえませんか。

電話にて「建物の管理者に歩道上の石物・灯篭を
撤去するよう指導した。また、隣接の木板につい
ては、所有者に撤去の指導をしたところ、高齢者
がおり、足が不自由で段差を解消するため設置し
てあるとのことから、改築する際には撤去するよ
う指導した。」旨回答し、了承を得ました。

9 16 銀座にあるビルの前の歩道に、自転車が重るよう
に駐輪されて、多い時には10台前後になることも
あります。歩行者が自転車に引っかかり、道路側
に自転車が倒れたところも目撃しています。長時
間の駐輪で迷惑しているので、対応をお願いしま
す。

放置自転車については、注意札を貼付し、パト
ロールを行ってきました。今後も、パトロールを
徹底し、放置の禁止を周知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。また、
周辺の施設管理者等に交通機関の利用や駐輪場の
案内を実施するよう働きかけを行います。



9 20 堀留町一丁目のビル前の歩道が駐輪場と化してお
り、歩行者の往来を妨げています。区も三角コー
ンやバーを設置して駐輪禁止の警告を発していま
すが、全く効果が上がっていません。強制撤去な
ど実効性のある対応を考えてもらえませんか。

区では、条例に基づき道路上の放置自転車に対し
て、注意札と警告札を貼付し放置自転車を撤去し
ています。引き続き、パトロールを徹底するとと
もに、自転車が放置されないような対策を講じる
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。

9 20 浜町河岸通りの両国橋西から日本橋中学校までの
間は、路上駐車による騒音がひどいです。駐車禁
止区域であるにもかかわらず、多いときは十数台
のトラックが、長時間エンジンをかけたまま路上
駐車しています。駐車禁止のポールを設置してい
ただけませんか。

当該箇所は走行車線のため、車両走行の障害とな
るポールなどを設置することができません。駐車
対策としては、久松警察署が駐停車車両に対し、
取り締まりや移動の呼び掛けを行っています。違
反車両に気づいた場合は110番通報をお願いしま
す。

9 20 築地川公園の多目的広場をよく利用しています。
年に数回、区でグラウンド整備をしていますが、
もう少し頻度を上げてもらえませんか。難しいよ
うであれば、利用者自身がグラウンド整備ができ
るようとんぼなどの器具を設置してもらえません
か。

現地の舗装は、他の広場でも採用実績のあるダス
ト舗装としていますが、大雨の際には舗装の材料
が流れ出して、凸凹が生じている状況です。区で
も維持管理に努めていますが、広場利用者が使用
できるとんぼを備え付けますので、メンテナンス
にご協力ください。

9 20 築地川公園多目的広場の利用時間は午前7時からで
すが、6時半から利用できるようにできませんか。
また、大雨の後などグラウンドが凸凹になってい
ることがあります。危険ですので、整備の頻度を
増やすか、芝生化などの検討もお願いできません
か。

開場時間の変更については、早朝は利用者の声や
ボールの音などが近隣の迷惑となるため、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
緯があり、変更は難しいです。また、暫定利用施
設のため、大規模な改修も難しい状況です。

9 26 自然エネルギー・省エネルギー機器等導入費助成
の申請をしたところ、助成の趣旨に沿った工事に
もかかわらず、事前申請が必要という理由で受理
されませんでした。事前申請について周知が十分
ではないのに、なぜ事前申請を要件とする仕組み
になっているのですか。

本事業の事前申請について、パンフレット、区
ホームページおよび区広報紙に記載しており、広
報媒体などを通して可能な限り周知しています。
また、適正かつ計画的な事業を執行するため、申
請者や申請内容について事前の確認が必要と考え
ているため、事前申請を助成の要件としていま
す。

都市整備部
月 日 内容 対応
9 7 住んでいる番地にはマンションが3棟ありますが、

ここ数年宅配の誤配が非常に多く、困っていま
す。他の自治体ではこのような番地に枝番を付番
する対応をしていました。同じような対応はでき
ませんか。

枝番号を使用することで住民票や登記簿に影響す
ることや同一番号の方全員に承諾を得る必要があ
ることから、枝番号を使用することは困難な状況
です。配達物を依頼する際に建物名を記入する、
郵便受けに氏名を表示するなどの対応をお願いし
ています。

都市活性プロジェクト推進室
月 日 内容 対応
9 1 日本橋臨海部の再生都市計画として、川岸の計画

地区に沿って古民家様式を再構築することを提案
します。日本橋は商業ビルを建て替えることで、
昔の江戸の面影を取り戻さなければならないと思
います。

日本橋川沿いエリアでは、区のまちづくりビジョ
ンに基づき、5地区の再開発において再整備が進め
られています。事業者からそのような提案は聞い
ていませんが、江戸期以来の歴史と伝統が息づく
文化を地域固有の魅力として表現するなど、エリ
ア全体での取り組みが計画されています。

教育委員会事務局
月 日 内容 対応
9 12 午後8時ごろ月島地区を走る都営バス内ではしゃぐ

子どもたちがいます。車内を走ったり、大きな声
で話したり、出入り口をふさいだり、窓をたたい
たりと、他の乗客を気にせず毎日やっています。
迷惑ですのでどうにかしてください。

ご指摘の子どもたちは、塾帰りの子どもと思われ
ます。また、区立小学校以外の児童である可能性
もあり、学校を特定して個別に指導することは難
しい状況ですが、ご指摘の内容を学校に情報提供
し、公共交通マナーについて注意を促すよう伝え
ます。



9 16 8月31日で休館となったタイムドーム明石のプラネ
タリウムの再開を希望します。

郷土天文館で行っていたプラネタリウムは、今後
「本の森ちゅうおう」で行われる天文イベントと
の連携講座を検討しています。また、これまで有
料で投影していた星空解説などは、無料の企画と
して「本の森ちゅうおう」で実施する予定です。

9 20 先週、都営バスに乗者していたところ、途中から
下校時の区立小学校の低学年児童15人ほどが乗っ
てきました。車内は満員状態だったのですが、大
騒ぎをしたり、下車する人の邪魔をするなど他の
乗客に多大な迷惑を掛けていました。児童の生活
指導の徹底をお願いします。

区立小学校では、公共交通機関利用時のマナーに
ついて日ごろから指導に努めていますが、当該児
童の行動に結びついていないこともあり、他の利
用者に迷惑を掛けた児童を特定し聞き取りを行う
とともに、家庭へ連絡し、注意をしました。

9 26 図書館の電子書籍貸出しサービスの開始はとても
ありがたいのですが、区立小学校の貸与タブレッ
トからはアクセスできません。子どもは貸与タブ
レットの方が操作に慣れており気軽にアクセスで
きるので、アクセス許可の検討をお願いします。

児童・生徒に対する学習用タブレット端末の貸与
にあたり、安全で安心して利用できるようフィル
タリングソフトを導入しているため、アクセス制
限がされています。しかし、電子書籍の活用は家
庭学習において効果的であるため、アクセスを許
可する方向で検討しています。

東京都交通局
月 日 内容 対応
9 12 午後8時ごろ月島地区を走る都営バス内ではしゃぐ

子どもたちがいます。車内を走ったり、大きな声
で話したり、出入り口をふさいだり、窓をたたい
たりと、他の乗客を気にせず毎日やっています。
迷惑ですのでどうにかしてください。

都交通局より「車内のお客さまの行為により不快
な思いをお掛けし、申し訳ありません。頂いた情
報により、おおむね決まった時間のバスに乗車
し、他のお客さまに対して騒ぐとのことから、担
当する深川営業所の運行管理者へ通知し共有させ
ていただきます。」旨回答がありました。

東京都都市整備局
月 日 内容 対応
9 7 ゆりかもめの豊洲と勝どき間の延伸を早期実現さ

せてください。
都都市整備局より「ゆりかもめの豊洲から勝どき
までの延伸については、まず、国の答申に反映さ
れることが重要と考えています。引き続き、関係
者との協議、調整を加速し、東京における鉄道
ネットワークの充実に取り組みます。」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
9 28 環状第2号線の暫定迂回道路を歩きましたが、築地

川と対岸の浜離宮の石垣が美しく、眺めが最高で
した。これも中央区の素晴らしい一面だと思いま
す。今後も誰もが通れる遊歩道として残せないな
いでしょうか。

都第一建設事務所より「環状第2号線の築地から新
橋までのトンネル本線を本年12月に開通させるこ
とになりました。暫定迂回道路は、環状2号線整備
に伴う一時的な仮設構造物となっているので、新
しい歩道整備後に撤去する必要があります。」旨
回答がありました。

東京地下鉄株式会社
月 日 内容 対応
9 7 有楽町線の銀座一丁目駅の地上と改札を結ぶエレ

ベーターの整備を早急にお願いします。
東京メトロより「本来であれば、全ての出入り口
にエレベーターやエスカレーターを設置すべきで
すが、必要な場所の確保や地下埋設物・設備等の
制約などさまざまな理由により設置に至っていな
い駅があるのが現状です。」旨回答がありまし
た。



江東区
月 日 内容 対応
9 20 豊洲の野外コンサートの騒音が晴海運河を越え

て、対岸の晴海地区まで響きます。昼夜を問わず
ひどいので、江東区か運営業者に対して改善の申
し入れをお願いできませんか。

江東区より「イベントを開催する際は音を絞るな
どの騒音対策を講じ、周辺環境に影響を与えない
よう施設占用許可権者である都を通じてイベント
主催者に申し入れを行いました。」旨回答があり
ました。


