
「区長への手紙」内容一覧（令和4年11月分）

防災危機管理室
月 日 内容 対応
11 16 防災行政無線スピーカーから男性の声で注意報が

流されましたが、窓から顔を出しても全く聞き取
れませんでした。女性の声にするなど改善方法を
検討してください。

今回の放送は国が実施するＪアラートの訓練に参
加したもので、放送内容は自治体が変更できない
ものとなっています。一方、本区はビルの反響な
どで無線の音声が聞こえにくい地域もあるため、
聞き取りやすい環境の整備に努めているところで
す。

区民部
月 日 内容 対応
11 10 電気自動車で伊豆高原荘を利用していますが、周

辺に電気自動車用の充電設備がありません。伊豆
高原荘には屋外に100Ｖのコンセントが3カ所ある
ので、充電用にこのコンセントの貸出を検討して
もらえませんか。有料でもいいと思います。

伊豆高原荘の屋外にあるコンセントは、職員や工
事事業者などが、清掃や修繕で作業する際に使用
しています。お客さまへの貸し出しは、施設の維
持管理に支障を来す恐れがあるため、行っていま
せん。

11 11 月島スポーツプラザの水泳教室で水泳の練習中
に、子どもがプールサイドで前歯を折るけがをし
ました。子どもはプラザに何も言わず帰ってきて
しまったのですぐに連絡したところ、責任者に事
実確認すると言われました。この事故は補償を含
めてどのような対応になるのでしょうか。

お子さまのおけがに対し、心よりお見舞い申し上
げます。また、プラザ従業員の対応に不手際があ
り申し訳ありませんでした。お会いして謝罪をさ
せていただき、このたびの事故の状況確認と補償
についてご説明させてください。

11 14 総合スポーツセンターを利用する際に、「新型コ
ロナウイルス感染防止のためのチェックシート」
を毎回提出していますが、そろそろこのシート提
出を廃止してもよいのではないでしょうか。形骸
化してきている気がします。

従前よりスポーツ庁のガイドラインに基づき、感
染症拡大防止のためのチェックシートの提出を求
めてきました。必ずしも書面の提出を必要としな
いというガイドラインの改定がありましたが、他
施設との違いによる利用者の混乱を避けるため、
関係部署と取り扱いを検討中です。

11 24 東京オリンピック以来、息子が競技としてのス
ケートボードに取り組んでいます。区には練習す
る場所がないため、他の区や県へ行ったり、雨の
日には練習ができないというのが現状です。ス
ケートボードは公園や道路では禁じられているの
で、困っています。区内に公式の練習場の整備を
お願いします。

都心機能が集積する本区では、限られたスペース
で練習場所を確保することは困難です。今冬、地
域スポーツクラブが、校庭開放事業の一つとして
スケートボードを予定していますが、継続的に実
施できないか働き掛けるなど、ソフト面も含め、
あらゆる可能性を探っていきます。

11 29 月島スポーツプラザのプールに通っているのです
が、友人に少しアドバイスをするだけで、監視員
に個人指導はやめるよう注意されます。会話をす
ることも自由にできず、監視員としては行き過ぎ
た行為だと思います。風通しの良いプールであっ
てほしいので、区の適切な対応を望みます。

プラザでは、営利目的での利用は禁止のため、個
別指導に対し注意喚起を行っています。また、
コース中央で立ち止まって長時間お話をされてい
る方にも声掛けしていますが、状況を見極め安全
管理上やむを得ない場合に限り対応するよう指導
しました。

福祉保健部
月 日 内容 対応
11 14 保育園の入園申し込みに際し、単身赴任時は優先

順位を上げるのではなく、点数を付与してほしい
です。自宅から一番近い保育園に入園させたいの
で検討してください。

利用基準の見直しは、保育の必要性や公平性を十
分配慮し検討する必要があります。また、待機児
童の状況や働き方など子育て家庭を取り巻く環境
は刻々と変化しており、区としても利用基準を随
時見直していく必要があると認識しています。

11 18 一時預かり保育を利用したいと思うのですが、登
録申請および予約、予約の変更などが全て預かり
場所に直接行かなければならないため、なかなか
利用できない状況です。手続きがネットでできる
ようになれば利用しやすくなると思うので、早め
の検討をお願いします。

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。なお、昨年度よりベ
ビーシッターが家庭で保育する一時預かり事業も
実施していますのでご活用ください。



11 25 保育園のスポット延長保育利用券の支払いが郵便
局窓口でしかできないのは不便です。仕事が土日
休みのため、平日に休みを取らないと郵便局には
行けません。保育料の引き落とし口座からの引き
落としや、他の支払い方法についても検討してく
ださい。

郵便局以外にも、納付書を取り扱える金融機関で
の納付が可能です。支払い方法の変更には、シス
テム導入などが必要なため、直ちに対応すること
が難しい状況ですが、できるだけ早い段階で納付
書以外での支払い方法を導入できるよう検討して
いきます。

11 28 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。新しく生まれてきた
子どもたちを軽視しているのでないかと判断せざ
るを得ません。全額東京都の負担であるのに、実
施しない理由を説明してください。

都は本事業の目的を家事育児ヘルパー等のサービ
スが行き届いていない家庭を対象としています
が、本区では、コロナ禍においてもハード・ソフ
ト両面から支援ができていること、実施が令和4年
度と単年度で継続性がないこと等、総合的な判断
により実施しないことと決めました。

11 30 区外に転出予定があり、転出先の保育園の申し込
みに必要な在園証明書の取得方法を保育課に問い
合わせました。今の保育園には時期を見て伝える
つもりでしたが、お迎えの際に区から連絡があっ
たと園長先生に言われました。区は問い合わせた
ことを勝手に保育園に伝えてもいいのですか。

在園証明書の取得にあたり、不快な思いをお掛け
し申し訳ありませんでした。あらかじめ手順の確
認をすることが必要であったと認識しています。
皆さまに寄り添った適切な対応を心掛けるよう、
改めて職員へ指導を行いました。

保健所
月 日 内容 対応
11 4 楓川宝橋公園が喫煙所になっています。よく見掛

けるのは公園の南側です。喫煙者がいつもたむろ
しています。公園には「禁煙」の掲示があります
が、喫煙所だと勘違いしているようです。この状
況を改善してください。

ご指摘の公園での喫煙は、区でも状況を把握して
おり、重点スポットと位置付け、巡回パトロール
を実施し、喫煙者に対し喫煙の中止を求め、指定
喫煙場所を案内しています。また、警察署などと
合同で、注意喚起を行う活動を定期的に実施して
います。

11 7 桜小橋を渡って勝どき駅までの間で喫煙している
人がたくさんいます。火が付いたたばこのポイ捨
てもあります。朝夕のラッシュ時間帯以外にパト
ロールをお願いします。

区では、巡回パトロールを実施し、喫煙者を発見
した場合は喫煙の中止を求めるとともに、指定喫
煙場所へ誘導しています。また、状況の改善に向
け朝夕のラッシュ以外の時間帯にもパトロールを
強化し、喫煙禁止場所での禁煙の徹底を図りま
す。

11 9 50歳以上の方が接種可能な帯状疱疹ワクチン接種
は、ワクチンによって1回約22,000円で2回の接種
が必要です。効果は約10年で10年置きの接種が必
要となり高額です。他区では助成制度があるよう
ですが、中央区では助成制度の検討はしています
か。

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。

11 18 郵送されている新型コロナウイルスワクチン接種
の案内についてのお願いです。接種を受ける際の
持ち物が接種券と予診票の2つしか記載されていま
せんが、実際には本人確認書類も必要です。不親
切だと思いますので、次回以降は記載するように
してください。

新型コロナワクチン接種を受ける際に持参が必要
な持ち物については、接種券に同封して送付して
いる「接種に関するお知らせチラシ」に記載し、
周知を図っています。ご指摘いただいた意見を踏
まえ、より分かりやすい表記となるよう改善に努
めます。

11 24 隣接する公園の一部として開放されている久松小
学校の校庭で、夜9時ごろに集まって複数の犬を
ノーリードで放している集団がいます。「リード
着用」の注意書きはあるのですが、無視されてい
ます。子どもたちも遊ぶ場所が不衛生になるの
で、何か対応をお願いします。

同校校庭および周辺、久松児童公園をパトロール
しましたが、ノーリードの犬の発見には至りませ
んでしたが、曜日や時間帯を変えて再度実施して
いきます。犬のしつけや飼い主のマナーなどの適
正飼養は重要な課題です。今後も普及・啓発に努
めていきます。

11 30 水天宮駅前の箱崎湊橋通りにある飲食店には、敷
地内ではあるが店外に灰皿があります。灰皿周囲
にはスペースがないので、喫煙者は必然的に歩道
上で吸うことになっています。現地で灰皿の置い
ている場所が正しいのか確認し、必要であれば指
導をお願いします。

ご指摘の店舗が、敷地内に灰皿を設置し、喫煙さ
せていることを確認しました。周辺で受動喫煙が
生じているため、当該場所での喫煙を直ちに中止
し、灰皿を撤去するよう指導したところ、撤去さ
れました。



環境土木部
月 日 内容 対応
11 7 児童公園で夕方から喫煙し飲酒して騒いでいる人

たちがいます。子どもたちが安心して利用できる
よう、パトロールをお願いします。

園内での飲酒は制限していませんが、ごみの持ち
帰りは注意喚起の看板を設置し周知を図っていま
す。指摘を受け、パトロールをしましたが、該当
の利用者は見つかりませんでした。今後もパト
ロールを強化し、迷惑となる行為を見掛け次第、
声掛けを行います。

11 7 ホームページに掲載されている区内の自転車放置
禁止区域が分かりづらいので、他区を参考にし
て、見やすくなるよう改善してください。

区では、ホームページ上に自転車の放置禁止区域
の全体図を表示していますが、他区の表示内容も
参考にして、より分かりやすい表示にするよう検
討します。

11 7 晴海臨海公園の通行に関する利用ルールについ
て、次の2点の見直しをお願いします。①犬連れの
利用者の通行可能区域を設定し、通路を限定す
る。②自転車についても安全利用区域を設定し、
通行を可能とする。

電話にて「①公園内は他の利用者が危険や迷惑に
なることは禁止しており、犬の飼い主向けにマ
ナー向上の看板を設置する。②自転車の乗り入れ
は、安全を確保するため禁止しており、可能にす
る予定はないが、今後の施策を検討する中で参考
とする。」旨回答し、了承を得ました。

11 17 江戸バスに乗った際に、バスの運転手が赤ちゃん
連れの困っている母親を手伝い、その後乗客にお
わびの言葉も入れていたのを目撃し、この素晴ら
しい対応に感銘を受けました。これからもっとこ
のような子連れでも乗りやすいバスが増えるとう
れしいです。

このたびは、ご意見を頂きありがとうございまし
た。頂いたご意見を江戸バスの運行管理者へ報告
しました。引き続き、江戸バス利用者の利便性向
上に努めます。

11 24 東京オリンピック以来、息子が競技としてのス
ケートボードに取り組んでいます。区内には練習
する場所がないため、他の区や県へ行ったり、雨
の日には練習ができないというのが現状です。公
園の一角や橋の下でもいいので、練習できる場所
の整備をお願いします。

公園などの一部分を活用したスケートボード練習
場所の確保は、相当の広さを専用場所として囲う
必要があるほか、近隣に対する騒音の影響もある
ことから、適地がない状況です。また、他の公共
施設についても同様です。都心機能が集積する本
区では練習場所を確保することは困難です。

教育委員会事務局
月 日 内容 対応
11 1 小中学校では給食の黙食スタイルが3年目になりま

した。楽しい時間であるはずの給食は静かで、子
どもたちの成長や仲間作りなど多くのことが犠牲
になっています。このコロナ禍を各現場が柔軟な
対応で過ごせるよう、区や教育現場で黙食の意味
を再検討してください。

区では、国・都の通知やガイドラインにより、適
宜に換気やマスクの適切な着脱などの感染対策を
講じているところです。今月に入り、新型コロナ
ウイルス感染症の陽性者数が増加に転じており、
インフルエンザとの同時流行も懸念される中、基
本的な感染症対策を継続していきます。

11 2 小学生の娘のランドセルの中身が重過ぎます。一
番重いタブレットは毎日持ち帰るよう学校から指
示されていますが、他区では学校で充電できるよ
うな取り組みもしているようです。子どもの健康
を最優先に考えた柔軟な対応をお願いします。

児童の登下校の荷物は、使用する教材等が学校に
より異なるため統一のルールは定めていません。
当該小学校では、保護者会で携行品の扱いを明示
しており、毎日の家庭学習で使う国語・算数の教
科書やタブレット以外は学校で保管するなどの配
慮を行っています。

11 11 昨日の給食のサラダに短い髪の毛が混入していた
と区立小学校に通う子どもから聞きました。担任
に伝えると、給食当番が給食帽を着用せずに配膳
をしたことが原因だろうと言われました。子ども
の話では今回以外にもサラダへの髪の毛の混入が
よくあるそうです。一度調査をしてもらえません
か。

不快な思いをさせてしまい心からおわびします。
改めて学校給食衛生管理基準を点検し、教員や配
食する児童・生徒に対し白衣、マスク、帽子など
の着用を周知するとともに、学校栄養士による衛
生管理に努め、安全・安心な給食を提供するため
に学校と連携して取り組みます。



11 15 息子が小学校で同級生からいじめられ、登校を拒
否し始めました。学校に相談していますが、一向
にいじめの解決には至っていません。いじめをや
めさせてください。

提出者に対し、環境の改善に向けて指導主事が学
校訪問を実施し助言するなど、学校と教育委員会
が状況を共有しながら連携して対応していくこ
と、相手方の児童には学校から指導していくこと
を説明しました。

11 16 子どもが通う小学校の標準服等が1軒の販売店でし
か購入できないのですが、この店舗が適している
とは思えません。より安価でより質の高い標準服
等を採用することや、インターネットでの販売な
どを追加することはできないでしょうか。

標準服のデザインや材質等については、各学校に
おいて、ＰＴＡや保護者等との十分な話し合いの
もと、検討していくことが重要です。また、販売
については、標準服等を取り扱える店舗が近隣で
はなかなか見つからない事情があるため、販売店
の見直しを行うのは現時点では難しい状況です。

11 30 区内には特別支援学級がある小学校が2校あります
が、どちらも知的障害児が対象です。中央区が情
緒学級を設置しないのはなぜですか。また、知的
障害のない自閉症児はどうしたら教育が受けられ
るのですか。

本区では情緒学級は開設していませんが、子ども
の特性や教育的ニーズに応じた学習環境の維持向
上が図れるよう努めています。現在、特別支援教
室では、児童・生徒が主体的に困難を改善・克服
に向けた指導を受けられる体制を整備していま
す。


