私道整備の助成

会場

対象
内容

定員

費用

申込方法
問合せ（申込）
先

ホームページアドレス

Ｅメールアドレス

中のため、馬喰町二丁目か

である十思スクエアが工事

などの担当機関に対応依頼し

人の了解を得て、都や警察署

は個人情報保護の観点から本

（２月投書）

１

８４０４

広報課広聴係

☎
（３５４６）
５２２２

ＦＡＸ（３５４６）２０９５

月島と晴海を結ぶ橋の上

近くにあればうれしいと思

る場所が銀座や歌舞伎座の

どを紹介する資料を配布す

調査を行いますので、ご協力

源について、次のとおり実態

区内で排出されるごみや資

家庭ごみ組成分析調査

６月中旬～下旬

ごみの集積所から排出者が

ションや銀座ストリートガ

を発行し、都市観光ステー

携し各種観光ガイドマップ

資源物の再生利用などの推進

どを把握し、ごみの減量化、

リサイクルに関するニーズな

業者の皆さんのごみの排出や

無作為に抽出した事業所へ

事業所ごみアンケート調査

６月下旬～７月中旬

実施時期

を調査します。

家庭ごみアンケート調査

い。

封の封筒によりご返送くださ

◎各調査は民間の調査機関に

７月下旬

実施時期

無作為に抽出したご家庭へ

調査票を郵送しますので、同

封の封筒によりご返送くださ

い。

ータなどは行政目的のみに

中央清掃事務所清掃事業係

※問合せ先

 ☎ ３(５６２ １)５２３

(4)

日時

紹介したもの以外では、江

戸バスに関するもの、図書館

の利用に関するものなど、さ

まざまなご意見ご要望があり

ら１・５キロメートル程度

ます。

なお、区の事業以外のもの

ました。

離れており、ご不便をお掛

※意見などの送付
（問合せ）先

区 民 館）は、 本 来 の 投 票 所

について、おわびします。

Ａ 手続きが煩雑だったこと

けしたことをおわびします。

中央区築地１ １

〒１０４

Ａ 投書者の投票所
（堀 留 町

か。区施設のカウンターに備

これまでの手続きの方法を

工事完了後
（平成

す。保育園探しだけでも大

えてある広聴はがきのほかＥ

見直し、申込月と育児休業

は十思スクエアが投票所と

変なのに、早急になんとか

メール・広聴ファクス・投書

の延長手続を行う月が異な

区
   民の皆さんからの意見・

箱でも受け付けています。

る 場 合、
「保 育 所 入 所 不 承

して欲しいです。

なお、お寄せいただいた内

なり、ご自宅から１キロメ

要望・提案などをお聴きする

「区長への手紙」
から

※放課後子ども広場中央とはプレディに準じた方
法で実施する子どもの居場所です。

所在地・電話
明石町1-15
☎（3544）2860
プレディ京築
築地2-13-1
（京橋築地小学校内） ☎（3545）2843
プレディ日本橋
日本橋人形町1-1-17
（日本橋小学校内） ☎（3668）2331
プレディ有馬
日本橋蛎殻町2-10-23
☎（3666）3960
（有馬小学校内）
プレディ久松
日本橋久松町7-2
☎（3663）7045
（久松小学校内）
プレディ佃島
佃2-3-1
☎（3536）7041
（佃島小学校内）

凡例

所在地・電話
月島4-15-1
☎（3531）4746
プレディ月二
勝どき1-12-2
☎（3531）1045
（月島第二小学校内）
プレディ月三
晴海1-4-1
☎（3531）7251
（月島第三小学校内）
プレディ豊海
勝どき6-6-2
☎（3534）1300
（豊海小学校内）
※放課後子ども広場中央 湊1-4-1
☎（3551）0522
（中央小学校内）

プレディ等設置校

「区長への手紙」
をご存じです

容を具体的にお聴きする場合

諾 通 知 書 発 行 依 頼 書」に よ

ートル程度となります。

︲
︲︲

もありますので、連絡先・氏

り不承諾通知書を発行でき

先日、旅行で東京を訪れ

年６月）

名の記入をお願いします。

（ 月投書）



Ｑ

るよう改善しました。

ここで、平成 年度後半に
寄せられた
「区長への手紙」
の
中から、いくつかをご紹介し

の釣り客の条例違反とマナ

いました。また、東京駅や

ごみ排出実態調査に
ご協力ください
ー違反が気になります。狭

羽田空港などからも中央区

た際、中央区の観光情報な

い歩道で釣りをするのは歩

をお願いします。

ます。
Ｑ

行の妨げとなるので禁止に

の観光情報を発信していた

実施時期

してほしいと思います。ま

特定できないよう無作為にサ

イド、東京シティアイなど

を図る上での基礎資料としま

ンプルを収集し、ごみの組成

橋上の釣り人に対するマ

に配置しています。また、

す。

ごみの量や性状、区民・事

目 的

ナー遵守の注意喚起の看板

これまで配布していなかっ

区では観光協会などと連

だければと思いました。

を転落防止柵に設置してい

た羽田空港については東京

Ａ

た、缶を持参して路上喫煙
していました。釣り客に対

ますが、今後も状況確認し

しての対策を検討してくだ

ながら必要に応じて現場を

観光情報センターでの配布

さい。

巡回し、注意喚起をしてい

を依頼しました。

調査票を郵送しますので、同

きます。路上喫煙は、当面

昨年転入してきて、今回

（１月投書）


Ｑ

巡回し、条例違反者の監視
指導を行い路面シート・立

使用し、回答者の氏名など

委託して実施しますが、デ

６月中旬

実施時期

家庭ごみ排出原単位調査

個人情報が公表されること

の都知事選挙で初めて投票

調査対象となるごみの集積

て看板を設置します。

所に調査員を派遣し、世帯人

分以上かかり、バスか電
車で行かないといけない場

数など簡単なヒアリングを行

所へ行きましたが、徒歩で

所でした。もう少し近い場

うとともに、ごみの重量を測

（ 月投書）
申込んだ場合、不承諾通知

所の投票所をお願いしたい

年度途中に認可保育園を
は初月のみ発行され、その

のですが、難しいでしょう

は一切ありません。
後は発行されません。その

定します。

ことにより、育休延長の手

Ａ

26
か。


Ｑ

12
続きが非常に煩雑になりま

25

名
称
プレディ月一
（月島第一小学校内）
名
称
プレディ明石
（明石小学校内）

別表

25

10

険料600円と各種教室の材料費な
どの実費は保護者負担）
姶参加希望の方は、各プレディまた
は区役所６階教育委員会庶務課に
ある参加登録申込書に記入し、直
接プレディに申込む。
◎申込書は区のホームページからダ
ウンロードできます。
◎詳しくはお問合せください。
逢教育委員会事務局庶務課学校施設係
☎（３５４６）５６９０
区立小学校施設内に開設している
「プレディ」は、保護者の就労状況に
関係なく、児童が放課後や土曜日な
どに安全に安心して過ごせる子ども
の居場所です。
亜プレディ設置校に在籍する児童お
よび当該校の通学区域内にお住ま
いの小学校児童が事前登録をした
上で利用できます。ただし、通学
先の学校と通学区域内の学校の双
方にプレディがある場合には、登
録はいずれか一方となります。
◎放課後子ども広場中央は、中央小
学校および明正小学校の児童のみ
の利用となります。
［プレディ等設置校］
別表のとおり
［開設時間］
・月～金曜日
放課後～午後５時

・土曜日、夏・冬・春休み
午前９時～午後５時
◎保護者の就労など特別な事情があ
るときは、午後６時まで
［活動内容］
・フリータイム
自主的な遊び、スポーツ、読書、
自習など
・各種教室
スポーツ教室、体験教室など
挨無料（ただし、傷害・賠償責任保

私道整備
（排水施設などの部分補
修を含む）を行う場合、区で助成し
ます。
［助成対象］
①幅1.2ｍ以上で公道間を連結する
私道
②幅1.8ｍ以上、延長20ｍ以上で一
方が公道に連結している私道
③助成を受けて整備した私道で、経
年のため破損が著しい私道
［助成］
①・③の場合は全額区負担、②の
場合は90％区負担
［工事］
区で工事を行い、完成後は申請者
に引き渡します。
姶区役所５階道路課、日本橋・月島
道路事務所にある申請書に記入の
上、私道の権利者の承諾書を添え
て提出する。
◎申請書は、区のホームページから
もダウンロードできます。
逢道路課道路保全係
☎
（３５４６）
５４３０
日本橋道路事務所
☎
（３６６６）
４２５４
月島道路事務所
☎
（３５３１）
１１５５

子どもの居場所「プレディ」
参加登録児童の募集

［相談員］
（公社）東京都宅地建物取引業協会
千代田中央支部の相談員、区職員
逢住宅課計画指導係
☎（３５４６）５４６６
・高齢者の住み替え支援について
高齢者福祉課高齢者サービス係
☎（３５４６）５３５５
住み替えの困難な高齢者の方およ
び一般世帯を対象に（公社）東京都宅
地建物取引業協会千代田中央支部の
協力を得て民間賃貸住宅への住み替
えや、公共住宅の案内などを行って

います。
［相談日時］
毎月第２、第４火曜日
午後１時～４時（要予約）
［相談内容］
民間賃貸住宅への住み替え（住宅
の紹介は高齢者世帯のみ）、公共住
宅の案内

高齢者等の居住支援
〜住宅住み替え相談〜
情 報コーナー （５頁からのつづき）

No. １２１４

区のおしらせ５月 21 日号
平成26年（2014年）５月21日
（水曜日）

