
「区長への手紙」内容一覧（令和4年10月分）

企画部
月 日 内容 対応
10 4 区のホームページが使いづらいと感じます。例え

ばテーマごとの情報の配置が整理できていないと
思います。他の自治体のホームページを参考にし
て、リニューアルしてください。

現在区では、令和5年の稼働開始に向け、ホーム
ページの全面リニューアルを進めています。リ
ニューアルに当たっては、利用者の視点に立った
サイト構成や検索機能の充実・強化、スマート
フォンなどでの利便性・操作性の向上、災害時の
情報発信力の強化に取り組んでいます。

10 13 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付
金の使い道が高齢者対策に偏っていることに違和
感を感じています。感染症対応や物価高騰で苦し
んでいるのは高齢者だけではないと思います。子
育て世代への支援を含め、バランスの取れた政策
や予算執行を期待します。

区では、区民や事業者などに対するこれまでの国
等の取り組みも含め、施策分野や対象者など不十
分な点や隔たりがないかなどを検討の上、必要な
対策の構築に努めています。今後についても、限
られた財源を区民の皆さまに有効に活用できるよ
う努めていきます。

10 20 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付
金の9割以上が、所得制限なしに高齢者向けに使わ
れるのはなぜですか。新型コロナで困っているの
は高齢者だけだという考えですか。

感染症や物価高騰の影響は全ての方々に及んでい
ると認識しています。区では区民や事業者などに
対するこれまでの国等の取り組みも含め、施策分
野や対象者など不十分な点や隔たりがないかなど
を検討の上、必要な対策の構築に努めています。
今後についても限られた財源を区民の皆さまに有
効に活用できるよう努めていきます。

10 28 区では公費で何十部も新聞を購読していると思い
ますが、それをやめてはどうですか。予算は限ら
れているのですから、効率的に使わなければなら
ないと思います。

新聞は情報収集媒体の一つですが、本区では、幅
広く情報を収集し、政策決定を行う際の一助とす
るため購読しています。

区民部
月 日 内容 対応
10 5 総合スポーツセンターで実施されていた65歳以上

が無料で参加できる運動教室がいまだに中止され
ています。コロナも落ち着きつつあるので、高齢
者の健康維持や社会参加のためにも早急に再開し
てください。

ご要望のプログラムは、指定管理者が自己の責任
と費用により企画・実施しています。しかし、コ
ロナ禍における高齢者の体力低下やウィズコロナ
に移行している社会情勢を踏まえて、高齢者が手
軽に運動を楽めるプログラムの実施について指定
管理者と協議します。

10 6 若い男女が月島特別出張所で婚姻届を提出してい
ました。行政上の日常的な業務ではありますが、
当人たちには一生に一度の思い出となる瞬間で
す。一言「おめでとうございます」と言葉を掛け
る程度のことはできないものでしょうか。

担当した職員は、経験年数が浅い職員でしたが、
慶事については「おめでとうございます」の一言
があって然るべきです。業務に習熟することで気
持ちに余裕が持てるよう、育成を進めていきま
す。

10 7 区民生活課に他自治体への確認業務を依頼してい
ましたが、誠意のない対応をされた上、「本来区
が行う業務でない」と途中で投げ出されてしまい
ました。最後まで対応してもらえませんか。

本来、本区職員が関われないことであるにもかか
わらず、確認作業を引き受けてしまったことをお
わびします。そのため、対応した職員に対し丁寧
な説明を心掛けるよう指導するとともに、各職員
にも周知徹底しました。

10 11 温水プール区民利用証の住所記載を町名までにす
ることにできませんか。先日、ウエストポーチを
紛失した際に、区民利用証も一緒だったかもしれ
ないと不安になりました。身分証として必要な記
載であることは知っていますが、検討をお願いし
ます。

区民割引のため、本来ならご利用のたびに申請を
いただき区民であることを確認しますが、区民利
用証は、その手続きを省略し利便性の向上を図る
ものです。住所記載の一部省略には、利便性保持
と本人確認の担保に課題があるため、慎重に検討
します。



10 11 区民スポーツの日マラソン大会で、5・6年生が誘
導ミスのため、2ｋｍではなく5ｋｍ走ることにな
りました。子どもたちは2ｋｍのペースで走ってい
たので、記録が違っていた子もたくさんいたと思
います。それなのに、全員5ｋｍ走ったから順位は
有効だとするのは不公平だと思います。

10月10日の表彰式につきましては、苦渋の選択で
はありましたが、最後まで頑張った子どもたちの
気持ちも考え、順位については参考のものとし、
着順での表彰を暫定的に実施しました。また、今
後の対応策として、2ｋｍのマラソン大会を再度実
施し、タイム計測と表彰式を行います。

10 11 アートはるみで開催されているヨガクラスは、低
額で参加しやすく人気の高いクラスです。15年も
続いているのですが、突然今回で廃止になると言
われました。区民の健康長寿のために存続をお願
いします。

電話にて「指定管理者に確認したところ、指定管
理者内部で検討した結果、ヨガ教室は存続しま
す。大変ご迷惑をお掛けしました。との報告が
あった。」旨回答し、了承を得ました。

10 13 アートはるみで開催されているヨガ講座に通って
いるのですが、突然今回で廃止になると言われ、
非常に驚きました。また、理由は後日説明すると
のことでした。区民の健康促進のために存続をお
願いします。

電話にて「指定管理者に確認したところ、指定管
理者内部で検討した結果、ヨガ教室は存続しま
す。大変ご迷惑をお掛けしました。との報告が
あった。」旨回答し、了承を得ました。

10 17 子どもフェスティバルで箱を運んでいる人とすれ
違った際に、その箱が子どもの頭にぶつかりまし
た。その人は、気付いていないのかそのまま立ち
去りました。けがはなかったものの、大変怖い思
いをしました。機材運搬の際には周りに気を配る
よう周知してください。

このたびは、機材をお子さまに接触させたことを
おわびします。運搬時の配慮事項については、実
行委員会や安全管理に従事する担当者が集まる打
ち合わせ会でしっかり周知するとともに、当日の
朝礼でも改めて確認し、確実に共有していきま
す。

10 17 子どもフェスティバルが開催された日、明治座通
りの歩道上に多くの放置自転車があり、歩道が狭
くなっていました。イベント開催時は、歩道にカ
ラーコーンや駐輪禁止の張り紙をした方が良いと
思います。また、パンフレットにバスの系統や浜
町駅の出口名などを表記した方が来場者が分かり
やすいと思いました。

路上駐輪対策は、歩道が狭くなり危険な状況にも
なることから、警察、関係機関と協議の上、対応
を検討していきます。印刷物にバスの系統名など
を表記する提案は、来場者にとってより便利にな
り、実効性も高いことから来年の実行委員会で協
議します。

10 17 区民健康村「ヴィラ本栖」をよく利用していま
す。食事もおいしく素晴らしい施設ですが、今回
の「全国旅行支援」の対象に今のところなってい
ないようです。クーポン券は地域景気高揚にもな
りますし、ぜひ対象施設にしてください。

全国旅行支援は、コロナ禍で大きな影響を受けて
いる観光業界を支援するため、国が実施する観光
需要喚起策です。ヴィラ本栖は、区の施設であ
り、経営に影響を受けている民間事業者とは状況
が異なることから、全国旅行支援への参加は予定
していません。

10 17 コロナ感染が収束に向かってきたので、シニアセ
ンターで2週に1度開催されているソフトテニスを
以前の週1回に戻してもらえませんか。

本区体育協会主催のシニアニュースポーツ教室と
して毎週木曜日に実施しています。ソフトバレー
ボールとラケットテニスを隔週で交互に実施して
いますが、今後、ソフトバレーボールを実施する
週にホールの半面を使用してラケットテニスも実
施できるよう、検討を進めています。

10 24 中央区観光大使ミス中央の応募条件を見直すか、
廃止してほしいです。この時代にミスコンを続け
ていることに区民として恥ずかしさを感じます。
ミス中央を廃止するか、観光大使が必要ならば性
別を問わず募集し、名称も変えた方がいいのでは
ないですか。

中央区観光大使ミス中央は中央区観光協会が実施
しているもので、18歳以上の女性を応募資格とし
選出しています。なお、観光協会では、男女平等
やジェンダーフリーなどが社会の中に浸透してき
ていることから、現在、見直しに向け取り組んで
いると聞いています。

10 24 戸籍謄本もコンビニで手続きできるようにしてく
ださい。

コンビニ交付については、多額の経費などが必要
となることから本区では導入していません。な
お、国の制度改正により、戸籍の証明書の提出を
省略できる行政機関の情報連携や、どこの自治体
でも交付できる広域交付の準備を進めています。



10 25 区民スポーツの日の5・6年生のマラソンを再レー
スするということですが、当日のレースで、不成
立になるとは思わずに結果を出した子どもたちへ
おわびがあってもいいのではないですか。また、
手紙に記載されている誘導ミスの説明が分かりづ
らく不親切だと思います。

再レースの案内にあたり、10月10日に入賞したお
子さまに対する配慮を欠いたご案内となってしま
い申し訳ありませんでした。改めておわびの対応
をいたします。区民の皆さまの信頼回復に向け、
しっかりと対策し、取り組んでいきます。

10 31 10月末に隅田川沿いで、区が後援しているイベン
トがあったのですが、激しい音を出して住民に
とっては迷惑でしかありませんでした。開催につ
いて事前の通知も受け取っていません。区はなぜ
このような住民無視のイベントを後援したのです
か。

区では、区民等が主体的に行う文化活動に対し後
援等の支援を行っています。実施に当たっては、
主催者が町会等を回り、事業内容を説明しチラシ
を回覧するなどの対応を行った上で実施したと聞
いています。今回のご意見は、主催者に申し入れ
ます。

福祉保健部
月 日 内容 対応
10 4 災害時地域たすけあい名簿作成のため、障害者の

状況調査が以前あったのですが、区に事情を説明
し、回答を免除してもらいました。先月も同様の
調査があったので回答しなかったところ、催促の
はがきが届きました。配慮に欠けていると思うの
で是正してください。

本区では、障害者（児）実態調査を3年に1度実施
しており、障害者手帳をお持ちの方等を対象に、
日常生活や福祉サービスの利用状況、意識・意向
などをお伺いし基礎資料とするアンケート調査と
なっています。障害者の災害時救出リストとは異
なる調査ですので、ご理解願います。

10 17 日本橋地区にこども園が少ないと思います。地区
ごとにこども園の数が異なるのは、住民の平等に
反すると思います。バランスを取って設置してほ
しいです。

本区では、施設整備が可能な用地が限られてお
り、認定こども園をはじめ、施設面積などさまざ
まな基準を満たす必要がある教育・保育施設の新
たな整備は非常に困難ですが、今後も区民ニーズ
の動向を注視し教育・保育環境の確保に努めま
す。

10 25 子育てのための施設等利用給付の申請で区に連絡
したところ、さかのぼっての給付はできないとの
ことでした。以前問い合わせた際にはそのような
重要な説明がなかったため、申請が遅くなってし
まいました。今回の区の対応について説明をお願
いします。

指摘を受け、説明内容を再確認したところ、一部
手続きに関する説明不足が見受けられたため、国
と調整し、9月からの給付が対応可能となりまし
た。今回の件をおわびするとともに、給付の手続
きを進めていきます。

高齢者施策推進室
月 日 内容 対応
10 3 父親が100歳になり、国、都、中央区から賞状が届

きましたが、3枚とも内容がほぼ同じものでした。
賞状の価値が下がるように感じるので、国や都と
調整して1枚にしてもらえませんか。

全国規模、全都規模で実施している事業を、一区
市町村である本区が調整することは現実的ではな
く、ご希望に沿うような形にすることは困難で
す。国、都、区それぞれの行政の長からの敬老慶
祝のしるしとしてお受け取りいただければ幸いで
す。

保健所
月 日 内容 対応
10 3 マスク着用を強要する法的根拠はありません。日

本社会は義務のない行為を強制しています。マス
ク着用は任意にすべきです。中央区も、区役所、
学校や区の施設などで、マスク着用を強制しない
ようお願いします。

マスクの着用を強要する法的な根拠はありません
が、政府において、基本的な感染症対策としてマ
スクの着用を推奨する方針が示されています。こ
の方針に基づき、区においても屋内では原則着
用、屋外では原則不要と、場面によって着用をお
願いしています。

10 11 朝潮運河親水公園の利用ルールやマナーが守られ
ていません。禁煙の表示をより大きく明確にし
て、表示数を増やしてください。

ご指摘の公園を確認し、禁煙の立看板を2カ所設置
しました。また、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
は行政指導を行うなど、喫煙禁止場所での禁煙の
徹底を図ります。



10 12 他区のようにインフルエンザワクチンの全額助成
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集団感染予防の有効性
などを総合的に検討し、実施の可否を決定しま
す。引き続き流行状況等の傾向を注視していきま
す。

10 20 3歳児健診の際に勧められ、日本橋保健センターの
子育て相談窓口に伺いました。短い時間で子ども
の性格や発達具合などを的確に分析してもらい、
不安に思っていた点がクリアになりました。この
ような機会を作っていただき、ありがとうござい
ました。

このたびは感謝の言葉をいただき、誠にありがと
うございます。保健センター内で共有しました。
今後も、保護者の不安や悩みに寄り添い、適切か
つ丁寧な相談支援を心掛けていくよう努めます。

10 24 来年4月からＨＰＶワクチン9価が公費で接種でき
るようになると聞きました。中央区はこれまで自
費でのＨＰＶワクチン接種者に助成金を支給して
いますが、9価は対象外でした。来年4月からの公
費接種を機会に自費での9価接種者にも助成をお願
いします。

ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費
用助成は、定期予防接種対象ワクチンの接種費用
が対象となります。今後、国等から9価ＨＰＶワク
チン任意接種に関する費用助成について正式な通
知が届きましたら対応を検討していきます。

10 26 月島駅近辺で路上喫煙者を見掛けます。取り締ま
りをお願いします。

巡回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際
は、勤務先やビル管理者に直接連絡を取り、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。

10 27 室町にある飲食店が店舗外でお弁当の販売をして
いますが、朝調理しているスタッフは全員ノーマ
スクで手袋もせず、談笑しながらお弁当を詰めて
います。不衛生な店舗だと思います。区から注意
喚起してもらえませんか。

保健所職員が当該飲食店への立入調査を行い、状
況の確認をした際には、すでに対応しており、当
該飲食店の従業員はマスクおよびビニール手袋を
着用し、作業していました。

環境土木部
月 日 内容 対応
10 4 勝どき二丁目にある飲食店の前の歩道に大きな鉢

植えが数個置かれています。歩道の通行の邪魔に
なっており、車道にはみ出していて自転車の走行
にも危険を生じさせています。区から指導して撤
去させてください。

ご指摘の店舗を訪問し、ルールを説明した上で歩
道上の鉢植えなどを撤去するよう指導しました。
再度現地を確認したところ、一部鉢植えがまだ歩
道上に残っていたので、再度指導をしました。今
後も引き続きパトロールや指導を行っていきま
す。

10 5 晴海臨海公園は開園して10年たったので、リ
ニューアルが必要だと思います。次の3点について
検討をお願いします。①遊具の交換や増設②芝生
などの手入れ③テーブル・椅子の材質変更

①点検の際、部品の破損が見つかったため、使用
を中止し、現在、メーカーと修理方法を検討して
います。②全体的に擦り切れていたため、春以
降、芝の根付きやすい時期に、種まきや養生を行
い、回復を図ります。③材質の変更については、
今後の改修時の参考とさせていただきます。

10 7 コロナ感染者に対する配食サービスで余った食料
があったのですが、フードドライブの活動を知
り、スーパーに持ち込むことができました。コロ
ナ感染者への食料品配布の箱に中央区のフードド
ライブの案内を入れて、食品ﾛｽを少なくしてもら
えませんか。

食糧支援は都の実施事業であり、食品調達、梱包
保管、配達管理の運営体制を構築していることか
ら、本区の独自事業であるフードドライブ事業の
案内を入れることは実現が困難です。そのため、
区の広報紙などにより周知を図ります。

10 11 朝潮運河親水公園の利用ルールやマナーが守られ
ていません。以下の対応をお願いします。①自転
車やスケートボードなどの乗り物使用禁止のより
明確な表示②学校・保育園や自治会などへの利用
ルールの広報③警備員の配置④月島警察署と連携
したパトロールの実施

ご指摘を受け、確認とパトロールを行ったとこ
ろ、自転車やスケートボード等の利用者は発見で
きませんでしたが、禁止事項の看板を追加して設
置します。また、公園利用のルールは広報紙や
ホームページで周知を行っているほか、全校集会
等で指導をお願いしています。



10 13 近隣マンション駐車場の車両が出入りする際のブ
ザー音がうるさくて、体調が悪くなり、仕事にも
支障が出ています。区から指導してもらえません
か。

電話にて「ブザー音は、現在が最小音の設定であ
り、これ以上小さくならない。音を消すことにつ
いては管理組合の決定が必要なため時間がかか
る。安全のためのブザーであり、必ず消すかは分
からない。」旨回答し、理解を得ました。

10 17 月島第二児童公園のごみの多さにうんざりです。
ごみ拾いをしましたが、ごみ袋がいっぱいになり
ました。公園にごみ箱などを設置してください。

公園を清潔に保つため、週のうち6日間清掃を行っ
ていますが、利用者が放置する弁当殻や空缶の放
置が多い状況です。ごみ箱の新設は、家庭ごみが
持ち込まれてしまうため、現時点では予定してい
ません。また、ボランティア清掃で出たごみは連
絡があれば回収に伺います。

10 20 明石児童公園と明石河岸公園の間にある区道の歩
道は佃大橋を渡る自転車が多く走行しており、児
童や高齢者に接触しそうになることがよくありま
す。自転車は車道から佃大橋に入るように誘導す
る仕組みを作れませんか。また、自転車の正しい
乗り方の啓発や係員の派遣を検討してください。

自転車利用者へのルールやマナーについて、広報
紙などで周知するとともに、警察署と連携し、交
通安全運動などの機会を捉え交通ルールを守り、
安全運転を心掛けるよう呼び掛けています。今後
も関係機関と連携し、自転車の安全利用の対策を
図っていきます。

10 24 晴月橋の歩道は月島四丁目側の接続部分が階段と
幅の狭いスロープになっていて、ベビーカーや車
椅子が通行しにくい形状となっています。通勤・
帰宅時間帯には橋が混雑するため、危険な状況で
す。ベビーカーや車椅子が安心して通行できるよ
う、スロープの幅を広くすることはできないです
か。

区でも、スロープの幅員や勾配などを改善する必
要があると認識しているため、道路構造令に基づ
く技術的検討を行っていますが、十分な道路幅員
の確保、沿道建物との関係、バス路線であるなど
課題が多く、改良工事の実施には至っていませ
ん。スロープの幅員が狭い場所に注意喚起の看板
を設置します。

10 24 豊海児童公園で夜9時ごろからサッカーの練習をし
ている人がいるため、ボールの反響音が響いてう
るさいです。どうにかならないでしょうか。

電話にて「ご指摘を受け、委託警備員による夜間
巡回を行っている。該当する利用者はまだ発見で
きていないが、引き続き、声掛けできるように対
応を行っていく。」旨伝え、了承を得ました。

10 26 月島駅近辺の違法駐輪の取り締まりをお願いしま
す。夕方にスーパーの利用者や保育園のお迎えの
保護者が駐輪禁止スペースや通行スペースにまで
駐輪するため、ベビーカーの通行にとても困って
います。安全のため、パトロールを強化してくだ
さい。

電話にて「ご指摘の道路は、幅員が狭く自転車が
放置されていると通行などの支障となるためコー
ンとバーを設置している。放置自転車には注意札
を貼付するなど、定期的にパトロールを行い、自
転車が放置されないよう取り組む。」旨回答し、
了承を得ました。

教育委員会事務局
月 日 内容 対応
10 3 子どもが浜町から阪本小学校まで都バスを利用し

て通学していますが、下校時はバスの運行数が少
ないため、歩かざるを得ません。有馬小学区、久
松小学区方面から通う児童のスクールバスの運行
を検討してください。

特認校へは、スクールバスの運行にかかわらず、
自力で通学することを条件に入学されていると認
識しています。日本橋地域でのスクールバスの運
行については、学校周辺の道路や交通事情を踏ま
えると、スクールバスの台数増による課題が多
く、実施は難しい状況です。

10 11 現在、図書館の日曜閉館時間が午後5時ですが、せ
めて午後7時まで延長できませんか。図書館を便利
で有益なものとして利用していますが、社会人と
しては利用が土日が中心です。ぜひ検討してくだ
さい。

区立図書館では、本年4月より月曜日から土曜日の
開館時間を夜9時まで延長しました。土曜日の夜間
利用は平日と比べても8割程度にとどまっており、
日曜日も同様の状況となることが想定されること
や経費の増大の面からも時間延長をする予定はあ
りません。

10 14 区立小学校入学前説明会に、年長だけでなく年中
の保護者も参加できるようにしてください。年長
の9月以降に説明を受けても心構えや準備が間に合
う自信がありません。9月の1度だけでなく、働く
親も参加しやすいよう2回開くなど、柔軟な対応を
希望します。

特認校の説明会は、会場の収容可能人数の都合
上、来年度新入学となるお子さまの保護者に限定
した形で開催しました。説明会の他にも、各校の
ホームページで教育方針、教室や校庭などの紹介
写真、ＰＴＡ活動内容等を掲載していますので、
ご確認ください。



10 17 日本橋本町四丁目の小学校区は日本橋小とのこと
ですが、明らかに常盤小の方が近く、子ども本位
ではありません。せめて選択できるようにしてほ
しいです。

通学区域は、地域の皆さまの学校に対する愛着な
どさまざまな想いや歴史的背景も勘案した上で設
定しているため、その変更は慎重に検討すべきと
考えています。また、隣接区域の学校を選択でき
る制度も、中央区全域の状況を考慮する必要があ
るため、一部地域のみの導入は困難です。

10 24 区立小学校6年に在籍する子どもの新標準服が、親
の経済的理由で購入できず困っており、学校や教
育委員会に相談しています。子どもへの影響を考
慮し、新標準服の貸与などの対応を検討してくだ
さい。

近年は新型コロナウイルス感染症対策により標準
服の回収を行っていませんでしたが、標準服のリ
サイクルのため、ＰＴＡにおいて使用しなくなっ
た標準服の回収を始めたところです。配布方法の
案内は後日となりますが、ご理解をお願いしま
す。

10 28 城東小学校の正門前の道路にパーキング・メー
ターが設置されているため、登下校時にスクール
バスが停車困難な状況になっています。保護者有
志がパーキング・メーター供用開始時間前にカ
ラーコーンを設置するなどの対応をしています
が、児童の安全のために根本的な対策を望みま
す。

城東小学校のスクールバスの乗降について児童お
よび保護者の方々にご迷惑をお掛けし申し訳ござ
いません。現在、本区の環境土木部および中央警
察署､学校やＰＴＡ関係者と､児童が安全にスクー
ルバスへ乗降できるよう、対応策について協議を
進めています。

月島警察署
月 日 内容 対応
10 6 勝どきの運河沿いの共同住宅に住んでいますが、

深夜、早朝に響き渡る小型船のエンジン音に悩ま
されています。このような時間帯での騒音を取り
締まる規則はないのでしょうか。

月島警察署より「水上バイクの騒音は、注意・指
導可能ですが、船舶については地上からの注意な
どは難しい状況です。船舶からの騒音が発生して
いる場合は、110番通報をお願いします。本署より
湾岸警察署に水上艇の出動を要請します。」旨回
答がありました。


