
「区長への手紙」内容一覧（令和5年1月分）

企画部
月 日 内容 対応
1 13 広報紙は新聞折り込みか町会配布となっています

が、新聞は契約しておらず、住んでいるマンショ
ンは町会に未加入のため購読できません。そのた
めだけに配布場所に行くのは難しい時もありま
す。全ての区民が広報紙を入手できるように、全
戸配布のポスティングに変更できませんか。

広報紙は、区施設をはじめ、区内駅やコンビニエ
ンスストアなど約160カ所で配布を行っている他、
ホームページへの掲載やスマートフォンアプリに
よる配信、またＬＩＮＥを活用した発行情報の配
信など、さまざまな方法で区政情報の周知を行っ
ています。今後もより効果的な配布方法について
検討を重ねていきます。

1 24 中央区のサービスは年齢基準のみで対象を抽出し
ていると思いますが、在住年数を考慮した選定基
準も導入してほしいです。在住年数は区への貢献
度を測る基準にもなると思うので、抽選や対象を
選別する際に考慮するのがいいと思います。

希望する全ての方が利用できるよう努めています
が、保育所など定員を上回る利用申し込みがある
事業の選考に当たって、基準の一つとして区在住
期間を用いる場合があります。その他の事業につ
いては、目的や実施方法などさまざまな観点から
総合的に検討していく中で、必要に応じて判断し
ていきます。

防災危機管理室
月 日 内容 対応
1 4 他区では、ハロウィンや大晦日から元旦にかけて

場所と期間を限定し、路上での飲酒を禁止する条
例があります。日本一の繁華街銀座がある中央区
も場所と期間を限定して、路上飲酒禁止条例を制
定してほしいと思います。事故防止や防犯強化の
ためによろしくお願いします。

区では地域主体の取り組みによる安全で安心なま
ちづくりを基本的な考えとしており、路上飲酒禁
止条例などの制限をかける予定はありません。一
方で、繁華街で地域の方々と防犯パトロールを合
同で行うなど引き続き防犯対策を実施していきま
す。

区民部
月 日 内容 対応
1 12 現在、マイナンバーカードがあればコンビニで住

民票を取得できますが、戸籍謄本や抄本も取得で
きるようにしてほしいです。一人親のため、役所
に提出する書類に戸籍謄本が必要なことが多く、
そのたびに仕事を休まなければなりません。

コンビニ交付については、多額な経費などが必要
となることから本区では導入していません。な
お、国の制度改正に基づき、子育て支援等の手続
きで戸籍の提出を省略する情報連携や、どこの自
治体でも交付できる広域交付を令和6年3月から開
始する予定です。

1 13 元妻の住民票の発行手続きをするため、区役所に
行ったところ、非開示とのことで発行できません
でした。事前に私への説明もなく、発行できない
理由が不透明で納得できません。

住民票の写しの交付は、本人または本人と同一世
帯に属する者以外の方が請求する場合は、第三者
請求の取り扱いとなるため、代理人の指定がある
委任状または自己の権利を行使または義務を履行
する正当な理由が認められるための資料が必要に
なります。

福祉保健部
月 日 内容 対応
1 4 生活保護受給者です。祖父母も住んでいた中央区

を離れたくないので、生活支援課の担当ケース
ワーカーと生活の立て直しに前向きに取り組んで
いきたいと思います。いつもありがとうございま
す。

頂いたご意見を職員間で供覧しました。

1 12 昨今の物価高騰に伴い、各家庭では生活費などに
多大な影響があると思います。特に子育て世帯で
は、家計は非常に苦しいものと推測されます。他
区では子育て世帯向けに臨時の給付金を支給して
いるところもありますが、中央区は同様の支援を
行う予定はないのですか。

子育て支援は、各区が地域の実情に合わせ行って
います。区では今後も人口増加が見込まれ、多様
なニーズに対応するための財源の確保が課題と
なっています。そうした中で、限られた財源を適
切かつ効果的に執行する必要があるため、他の自
治体と同様の支援を行う予定はありません。



1 13 中央区には病院が足りていません。区内にもっと
病院を増やすべきだと思います。

都の保健医療計画により医療圏ごとの基準病床数
が定められており、本区が属する医療圏の病床数
がその基準を超えていることから、新たな病院の
開設はできません。地域の状況に応じて病床の新
設などができるよう、都に要望しています。

1 16 子どもが福祉センターを利用しています。セン
ターのおしらせに誤った情報で子どもの名前が記
載されて、区の関係者や他の保護者にも配付され
ました。個人の特定ができないような配慮が欠け
ていたと思います。再発防止の徹底をお願いしま
す。

ご指摘を重く受け止め、お知らせについては速や
かに掲載内容の訂正など適切な措置を行い、個人
情報の取り扱いについて職員に指導を徹底しま
す。今後も、皆さまから信頼され安心して利用い
ただける福祉施設となるよう、鋭意取り組んでい
きます。

1 17 浜町児童館の学童クラブは、2年生になると希望し
ても全員が入れないというのが現状です。利用可
能人数が少なく、スペースも手狭です。学校のプ
レディで全学年を賄っているようにも思えませ
ん。臨時で、スペースやスタッフの確保などを早
急に手配してもらえませんか。

学童クラブは、利用登録枠の拡大や大規模な施設
改修の機会を捉え、定員の増加に努めています。
また、定員を超えるご希望には小学校内で実施し
ているプレディと連携して対応しているところで
す。ご要望の臨時スペースやスタッフ確保につい
ては難しい状況です。

1 24 区から送付される子宮がん検診の案内は、ピンク
色で水玉模様の封筒に「子宮がん検診のご案内」
と大きく書かれています。戸籍上女性であること
を他人に知られる危険性がないように女性らしい
デザインや子宮がんという表記を取り除いた普通
の封筒で送ってほしいです。

子宮がん・乳がん検診の案内は、多くの方に受診
していただき、早期発見につながるよう、目に留
まりやすいデザインの封筒を使っていますが、女
性向けと分かる案内が不都合な方がいることも理
解しています。受診率向上とさまざまな状況の方
への配慮の両面を考えた案内方法を検討していき
ます。

高齢者施策推進室
月 日 内容 対応
1 23 知人がサービス付き高齢者向け住宅に入居してい

ます。入居生活において本人の意思が無視されて
いると感じ、介護保険課に相談したのですが、納
得できる回答ではありませんでした。区の考えを
説明してください。

区では、高齢者の虐待の相談があった際は、情報
の把握および事実の確認等を行い、必要に応じて
サービスの調整や保護など、高齢者虐待の防止お
よび権利擁護を図っています。一方、個人情報保
護の観点から、個別の回答はできませんのでご了
承ください。

1 24 敬老・慶祝の対象基準が年齢のみになっており、
中央区在住期間が考慮されていないことに疑問を
感じます。税金や街づくりなど区への貢献もある
ので、在住年数で差を付けてもいいのではないで
すか。

敬老・慶祝事業は、高齢の方の長寿を祝うととも
に敬老の意を表し、福祉の増進を図ることを目的
としており、在住年数にかかわらず全ての高齢者
に享受していただくサービスと位置付けていま
す。

1 25 敬老大会ということで高齢者を歌舞伎座に招待し
ていますが、これは区の必要な施策なのでしょう
か。

敬老大会は、高齢者に敬老の意を表し、福祉の増
進を図ることを目的に実施している事業です。ま
た、本区の演劇文化を彩る歌舞伎座、明治座、新
橋演舞場に協力をいただき、輪番制で行う祝賀イ
ベントであり、昭和40年代から約50年にわたり実
施している本区の特徴的な事業となっています。

保健所
月 日 内容 対応
1 11 晴海臨海公園内に犬のふんが放置されていること

がよくあり、きれいなロケーションの公園なのに
残念だと思います。何より近くに保育園も多数あ
り、子どもたちにとって不衛生な状況です。飼い
主へのマナー啓発をお願いします。

連絡を受け、巡回パトロールを実施しました。パ
トロール中、21組の犬を連れた飼い主と遭遇しま
したが、全員、ふんを持ち帰っていました。引き
続きマナー違反者の発見に努めます。また、公園
内にマナープレートを3カ所設置していますが、さ
らに増設を検討します。



1 11 区が久安橋公園の一角に設置した喫煙所は、四方
がきちんと仕切られていないため、隙間から内部
が見えています。せっかく子どもが遊べる場所に
喫煙所を設置するのは行政サービスではありませ
ん。喫煙所は企業やテナントビル所有者などがそ
れぞれ設置するべきだと思います。

当該喫煙場所の入り口以外はパーテーションで囲
み、防犯上の観点から利用者の有無を外からでも
確認できるよう、下部は空いている設えとなって
います。また、企業などには、機会を捉えて建物
内の喫煙場所の供用や設置をお願いしています。

1 11 八丁堀二丁目マンションの遊歩道で、路上喫煙や
たばこのポイ捨てが多数見掛けられます。このよ
うな迷惑行為への対策をお願いします。

区では、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など、喫煙禁止場所での禁
煙の徹底を図ります。

1 17 テレビのＣＭで帯状疱疹の予防接種を推奨してい
ますが、費用が高額です。23区でも帯状疱疹予防
接種費用の助成をしている区があります。中央区
も助成事業の検討をお願いします。

帯状疱疹ワクチン接種は、法定接種以外の予防接
種のため助成対象としていませんが、引き続き、
感染症による健康への影響などを総合的に判断
し、帯状疱疹予防接種費用の助成について、検討
していきます。

1 23 人形町甘酒横丁交差点に設置されていた「たばこ
のポイ捨て禁止」の立て看板が、そばの植え込み
に放置されていました。元通りにするなどの対応
をお願いします。

令和5年1月23日に現地確認および回収を行いまし
た。新しい看板の設置については、周辺での路上
喫煙などの発生状況等を踏まえ、必要に応じ実施
します。

1 24 築地にある飲食店は、従業員がいるにもかかわら
ず、入り口扉に「喫煙可能店」のステッカーが
貼ってあります。これは都の受動喫煙防止条例に
違反しているのではないでしょうか。調査した上
で適切な指導をお願いします。

ご指摘の店舗の営業形態などを確認したところ、
従業員がいるため、都条例に基づく喫煙可能店に
該当しないこと、また要件を満たすまでは全席禁
煙で営業するよう店主に指導し、全席禁煙で営業
するとの回答を得られました。

環境土木部
月 日 内容 対応
1 4 晴海臨海公園の遊具は高学年向きだったり、壊れ

ているものもあるので、遊具の整備や交換をお願
いします。晴海第一公園と晴海第二公園の遊具も
充実させてほしいと感じています。また、公園に
照明や防犯カメラは設置されているのですか。

晴海臨海公園の遊具は、点検の際に部品の破損が
見つかったため、現在、交換準備を行っており、
新しい遊具は3月末ごろに設置予定です。また、照
明は全ての公園に設置済みです。防犯カメラは全
ての公園に整備を進めており、晴海臨海公園は完
了しています。

1 4 区内の公衆便所はどこも古くて臭いです。特に小
網町の公衆便所は強烈な臭いです。近くに小網神
社があるので、多くの人が集まり恥ずかしく感じ
ます。対策をお願いします。

区では、公衆便所を83カ所設置しており、老朽化
の著しい公衆便所については、建替え工事等を順
次行っています。また、1日2回の日常清掃や内外
壁などは年1回の定期清掃を行っています。現地調
査した結果、汚れや尿石等の蓄積による臭気が
あったため、特別清掃を行いました。

1 10 娘が佃公園で遊んでいる際、鉄製の支柱にぶら下
がって落下し、救急搬送されました。普段から子
どもたちがぶら下がって遊んでいたとのことであ
り、至急撤去するべきものだと思います。また、
佃公園には遊具がほとんどありません。その点に
ついての見解も聞かせてください。

電話にて「ご指摘の支柱は、公園に隣接する公開
空地内に設置されている樹木支柱であったため、
区から管理者に連絡すること。また、佃公園の遊
具については、公園改修工事の際に、遊具の増設
を検討する。」旨伝え、了承を得ました。

1 11 晴海臨海公園内に犬のふんが放置されていること
がよくあり、きれいなロケーションの公園なのに
残念だと思います。何より近くに保育園も多数あ
り、子どもたちにとって不衛生な状況です。ドッ
グランの管理者に清掃してもらうなどの対応はで
きないでしょうか。

電話にて「園内を清潔に保つため、専門業者によ
る清掃を月に20日行っているが、清掃業者に対し
て、わんわん広場周辺を念入りに清掃することを
指導する。また、飼い主のモラル向上を図るた
め、注意喚起の看板を増設する。」旨伝え、了承
を得ました。



1 16 明治座通りの両側、明治座横の一方通行の道路、
浜町公園通りに自転車専用レーンのラインを引い
て、自転車が通る場所を完全に分けてください。
自転車通行用のスペースが明確でないため、タク
シーが道路片側に縦列駐停車をするなどの迷惑行
為をしています。

現地を確認したところ、駐停車車両を確認しまし
たが、自転車専用レーンを整備する際には、国が
定めた基準である「安全で快適な自転車利用環境
創出ガイドライン」を参照とします。ご指摘の箇
所は自転車専用レーン設置の基準に合致しないた
め、整備は難しい状況です。

1 20 新型コロナウイルス感染症の分類が5類相当に引き
下げられることに伴い、マスク不要論が出ていま
す。そうなると、区内飲食店で使用してきたアク
リル板も不要になり、大量に廃棄されることが予
想されます。捨て方次第では大変なことになりま
すので、慎重な対応をお願いします。

飲食店のアクリル板の処理は事業系ごみの扱いと
なるため、各飲食店が民間の産業廃棄物処理業者
に依頼し、処理することとなります。その後、破
砕処理施設を経て、焼却処理されます。国や都が
作成するガイドラインが改正されましたら、改正
後の内容に沿って慎重に対応します。

1 27 八重洲二丁目地下駐輪場を利用したのですが、一
時利用の下段のラックは横にスライドするため、
重いアシスト付自転車を乗せるのに苦労しまし
た。また、目の位置に固定された上段の鉄枠があ
り、弾みでこめかみをぶつけました。現地を確認
して、対策をお願いします。

電話にて「上段ラックの取り外しは構造上できな
いため、注意を促す張り紙などを掲示するととも
に、上段ラックの先端部に反射テープを貼り付
け、利用者へ注意喚起を行っていく。また、必要
に応じて、利用者への声掛けも行う。」旨回答
し、了承を得ました。

1 30 朝潮運河船着場は夜間になると通路が閉鎖されて
いますが、夜間閉鎖しないといけない理由がある
のでしょうか。

電話にて「ご指摘の通路は、船着き場で下船した
客が、帰路に迷わないよう夜間は施錠している。
現在、船着き場を勝どき四丁目先に移設する工事
中であり、移設後は通路を常時開放する予定であ
る。」旨回答し、了承を得ました。

都市整備部
月 日 内容 対応
1 6 老朽化した家の建て替えにあたり、仮住宅につい

て住宅課に相談したのですが、中央区にはペット
を受け入れている仮住宅がないとのことでした。
中央区はペットの飼育に前向きな取り組みをして
いると思うので、仮住宅についてもペットと共に
利用できるように検討してください。

区で管理している住宅は全て集合住宅であり、動
物の飼育に伴う臭いや鳴き声などが、他の居住者
への迷惑となりうることから、一律にお断りして
います。

1 11 八丁堀二丁目マンションの遊歩道で、歩きスマホ
やごみ捨て、違法駐輪が多数見掛けられます。こ
のような迷惑行為への対策をお願いします。

北側道路に沿って設けられた遊歩道は、当時の基
準により歩道状に整備することを条件として建築
主が設けたもので、駐輪場等としての利用目的は
ありません。管理組合等に対し、適切な管理、運
営を行うよう指導を行っていきます。

教育委員会事務局
月 日 内容 対応
1 10 近年、少年野球チームが練習できる場所が少ない

ため、小学校の校庭を練習に使用させてもらえな
いかと学校に交渉したところ、特定のチームにし
か貸し出していないと断られてしまいました。新
規利用申請を受け付けてもらえる方法はないです
か。

区では、地域スポーツ活動を推進するため、学校
教育に支障のない範囲で校庭や体育館等を開放し
ています。新規の団体による申請も受け付けてい
ますが、学校行事等によっては利用日時の希望に
添えない場合もあるので、各学校へお問い合わせ
ください。

1 10 他区民ですが、日本橋図書館を利用させていただ
きありがとうございます。係員を介さず、貸し出
し、返却ができてとても素晴らしいと思います。
職員の方々には、いつも感謝しています。

区立図書館では、利用者のご期待に応えられるよ
う日々努めているところです。頂いたお褒めの言
葉を励みに、今後とも利用者に寄り添う図書館づ
くりに取り組んでいきます。



1 23 久松小学校の男子児童の制服は年間を通して半ズ
ボンですが、冬季は体調不良予防のため、長ズボ
ンを導入してください。

久松小学校は、男子の標準服は半ズボンとしてい
ますが、気候や児童の体調に合わせ長ズボンを着
用することについても柔軟に対応しており、実際
に一部の児童は長ズボンを着用していますので、
同校にご相談ください。

1 26 教育委員会から中学校入学前説明会の日程表が届
きましたが、新小学1年生の日程まで掲載されてい
たため、誤って小学校の説明会に行ってしまいま
した。もっと分かりやすく記載してもらえません
か。

入学前説明会の日程表については、これまでは小
学校と中学校を1枚の紙にまとめて記載していまし
たが、来年度以降は別の紙にするなど、保護者に
とって分かりやすい記載にしていきます。

1 27 本の森ちゅうおうの入り口脇にあるコーヒー
ショップを利用したのですが、価格設定が高いこ
とに驚きました。公立の施設にある喫茶室なの
で、もう少し妥当な値段だと思っていました。こ
のような価格設定になった経緯を教えてくださ
い。

本の森ちゅうおうのカフェは指定管理者が民間事
業として必要な金額を設定しています。館内では
飲料の自動販売機を設置し、さらに水筒やペット
ボトルの持ち込みなども可能です。

1 30 本の森ちゅおうの受付職員を2名から1名に減らし
てもらえませんか。2名でよく雑談していたり、エ
スカレーターにベビーカーを乗せようとしている
来館者をエレベーターに誘導せず見て見ぬふりを
するなど人件費の無駄遣いだと思います。

総合案内の受付職員は、複数の利用者への対応が
可能なように複数名配置しており、引継ぎなどで
職員間のコミュニケーションを取ることがありま
す。ご指摘のベビーカーを案内ができなかった点
は、今後見逃しがないよう周知しました。


