広 聴 の 記 録
平 成 ２８ 年 度

中 央 区

は

じ

め

に

区政運営のための指針づくりや施策を実施するにあたっては、広く区民の意見
や要望などを十分に把握し、可能な限り反映させていくことが重要です。
中央区では、多種多様な「区民の声」の把握に努めるため、各種相談事業、区
政世論調査、区政モニター制度、区長への手紙などの広聴活動を実施していると
ころです。
この「広聴の記録」は、平成２８年度の広聴活動をまとめたものです。今後の
区政運営の資料としてご活用いただければ幸いです。
平成２９年１０月
中央区企画部広報課
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Ⅰ

広聴事業のあらまし

桜（石川島公園）
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区では、あらゆる機会を通じて区民の意見・要望などを把握するため、個別広聴、集
団広聴、調査広聴などの手法を用いて広聴活動を行っています。

《個別広聴》
１

各種相談
区民からの問い合わせや要望・相談に的確、迅速に対応するため、平成１６年４月に
「まごころステーション」を設置し、「区民相談」を行っています。また､区民相談室
において、「法律相談」､「人権擁護相談」､「国の行政相談」を実施しています。
平成２８年度

区民相談

１，７６７件

問い合わせ

２

６５，１７８件

法律相談

７５１件

人権相談

１件

行政相談

１７件

意見・要望・陳情
区では、区民からの積極的な意見・要望・苦情などを「区長への手紙」として受け付
けています。料 金 受 取 人 払 い の 「 広 聴 は が き 」 を 区 内 各 施 設 に 常 設 す る ほ か ､
区ホームページから意見投稿ができる「Ｅメール君」、手紙、ＦＡＸなどにより、区民
から区政に対する意見や要望などを広く受け付けています。
なお、寄せられた意見や要望などは、直ちに関係部課に通知し対応を検討した後、速
やかに投書者に回答するとともに、区長へ報告しています。
平成２８年度

区長への手紙

６７６件

（モニター通信分18件を含む）
要望・陳情書

３０件

《集団広聴》
施設広聴会
区内在住・在勤者で構成された団体（５名～20名）を対象に、団体が希望する区施設
の見学を実施し区政に対する理解を深めていただくとともに、見学後にアンケート調査
を実施し、その結果を今後の施設運営の参考としています。
平成２８年度

１件

《調査広聴》
１

区政モニター
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区民の意見、提案を直接伺い区政に反映させる制度として、区政モニター制度を実施
しています。公募により委嘱したモニターに、区政の理解を深めていただくとともに、
区が抱えるさまざまな課題や事例について、意見などを伺っています。
平成２８年度

昼間モニター

１７名

夜間モニター

１３名

（１） 区政モニター会議
テーマ別に区の状況や課題を説明し意見を伺う会や区政全般に対して意見を伺う全
体会などを実施しています。
平成２８年度

第１回（５月12日）

委嘱式

第２回（７月28日）

ご意見をうかがう会
○大地震に備えて

第３回（11月１日）

ご意見をうかがう会
○2020年に向けた中央区の取組

第４回（12月20日）

ご意見をうかがう会
○中央区の清掃リサイクル事業

第５回（２月15日）

全体会（区幹部職員との会議）
○区政全般について

（２） 区政モニター施設見学会
区の関連施設を見学し区政に対する理解を深めていただくとともに、アンケート調査
を実施し、その結果を施設運営上の参考にしています。
平成２８年度

（６月８日、９月７日、11月８日・11月９日）

○京橋図書館
○銀座四丁目公共駐車場内駐輪場
○防災拠点（京華スクエア）
○協働ステーション中央
○総合スポーツセンター
○中央防波堤埋立処分場廃棄物処理施設

（３） 区政モニター通信
日常生活で感じられた身近な問題や区政にかかわりのある事項について積極的に報
告していただき区政運営の参考としています。
平成２８年度

１８件
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Ⅱ

各 種 相 談

オリンピック・パラリンピック代表選手団パレード
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１

区民相談
平成１６年４月から、本庁舎１階の「まごころステーション」で相談員が毎日、相談

や問い合わせに応じており、区民から気軽に相談できる場所として親しまれています。
平成２８年度の相談件数は１，７６７件、問合せ件数(案内含む)は６５，１７８件で
す。相談件数を事項別に見ると「相続・遺言」が２５９件(14.7％)で最も多く、次いで
「家庭」が１５４件(8.7％)、「土地・建物」が１５３件(8.7％)、「戸籍」が９９件(5.6
％)、以下、「借地・借家」「金銭貸借」の順になっています。
問合せ件数を事項別に見ると「住民記録」が１４，４６１件(22.2％)で最も多く、次
いで「戸籍」が８，１５２件(12.5％)、「税務」５，５０３件(8.4％)、「国保・年金
など」４，７９０件(7.3％)、以下、「印鑑証明」、「子育て支援」、「建築」の順に
なっています。
＜ 区民相談のあゆみ ＞
昭和４４年１２月

新庁舎建設に伴い区民相談コーナーを開始する。（２人体制）

平成２年５月

相談員３人体制となる。

平成４年８月

本庁舎１階東側に移転し、区民相談室に名称変更する。

平成１６年４月

本庁舎１階「まごころステーション」で相談業務を開始（４人体制）

平成２２年４月

相談員３人体制となる。

平成２６年４月

相談員４人体制となる。
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平成２８年度まごころステーション事項別取扱件数
問合せ・案内
相

談

内

容

来庁

相

電話

計

来庁

談
電話

合
計

通常

計
延長

計

来庁(通常） 来庁(延長）

総
務

税務

5,337

124

42

5,503

11

3

14

5,393

124

5,517

防災

669

3

10

682

3

0

3

682

3

685

戸籍

7,965

166

21

8,152

92

7

99

8,085

166

8,251

14,108

323

30

14,461

44

3

47

14,185

323

14,508

印鑑証明

2,154

49

3

2,206

3

2

5

2,162

49

2,211

消費生活

166

2

8

176

1

1

2

176

2

178

商工・融資・観光協会

956

2

10

968

3

1

4

970

2

972

地域振興（区民施設等）

198

3

1

202

8

0

8

207

3

210

文化・生涯・スポーツ

508

28

5

541

3

1

4

517

28

545

障害者・生活支援

871

20

16

907

10

4

14

901

20

921

高齢福祉・介護

1,203

13

13

1,229

19

4

23

1,239

13

1,252

国保・年金等

4,666

106

18

4,790

21

2

23

4,707

106

4,813

子育て支援（保育園等）

1,913

37

8

1,958

4

2

6

1,927

37

1,964

617

6

11

634

5

0

5

633

6

639

738

6

17

761

11

2

13

768

6

774

清掃

105

0

11

116

6

0

6

122

0

122

公害・環境

647

6

15

668

5

5

10

672

6

678

44

1

5

50

2

1

3

52

1

53

1,762

9

18

1,789

6

7

13

1,793

9

1,802

交通安全（駐輪場等）

145

0

7

152

0

1

1

153

0

153

住宅

400

5

4

409

4

2

6

410

5

415

都市計画

656

3

6

665

3

2

5

667

3

670

まちづくり

125

1

2

128

0

0

0

127

1

128

1,897

5

8

1,910

1

0

1

1,906

5

1,911

772

5

10

787

2

1

3

785

5

790

住民記録（外国人登録等）
区

民

福
祉
保
健

その他・保健福祉関係
保健所（保健・衛生）

環
境
土
木

都
市
整
備

土木管理
道路・公園

建築
教育委員会

そ

の

他

家庭

18

59

77

28

126

154

231

0

231

金銭貸借

10

31

41

15

56

71

112

0

112

相続・遺言

20

85

105

60

199

259

364

0

364

土地・建物

11

68

79

44

109

153

232

0

232

借地・借家

6

20

26

13

60

73

99

0

99

登記

3

6

9

4

18

22

31

0

31

法務・訴訟

9

11

20

8

30

38

58

0

58

労働

8

17

25

7

29

36

61

0

61

損害賠償

1

2

3

8

12

20

23

0

23

国関係

468

2

17

487

2

1

3

488

2

490

東京都関係

400

0

45

445

15

1

16

461

0

461

警察・消防関係

173

1

5

179

2

3

5

183

1

184

13,111

312

415

13,838

275

324

599

14,125

312

14,437

62,860

1,238

1,080

65,178

748

1,019

1,767

65,707

1,238

66,945

その他
合

計
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区 民 相 談 年 度 別 取 扱 件 数 （ 上 位 10位 ）

平成２８年度総件数
相談事項

1 相続・遺言
2 家庭
3 土地・建物
4 戸籍
5 借地・借家
6 金銭貸借
住民記録（外
7
国人登録等）

8 法務・訴訟
9 労働
高齢福祉・介
10
護

10 国保・年金等

件数

1,767
比率

平成２７年度総件数
相談事項

件数

相続･遺言

259

14.7%

154

8.7%

153

8.7%

99

5.6%

73

4.1%

71

4.0%

47

2.7%

38

2.2%

36

住民記録（外
2.0% 人登録等）

23

1.3%

23

1.3%

土地・建物
家庭
金銭貸借
借地・借家
戸籍
労働
法務・訴訟

損害賠償

平成２６年度総件数

2,038
比率

260

12.8%

209

10.3%

179

8.8%

88

4.3%

83

4.1%

71

3.5%

47

2.3%

40

2.0%

38

1.9%

37

1.8%

相談事項
相続･遺言
土地・建物
家庭
借地・借家
金銭貸借
労働
損害賠償
戸籍
登記
法務・訴訟

件数

1,952
比率

342

17.5%

199

10.2%

171

8.8%

125

6.4%

80

4.1%

61

3.1%

59

3.0%

55

2.8%

32

1.6%

31

1.6%

順 位

24年度

25年度

26年度

27年度

28年度

1

相続・遺言
家庭
土地・建物
戸籍
借地・借家
金銭貸借
法務・訴訟

2

3

4

順 位

24年度
1

5
2

3

4
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5

２ 法律相談
東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会の三会の協力を得て、弁護士に
よる区民の無料法律相談を実施しています。
平成２８年度の相談件数は７５１件で、事項別に見ると労働・訴訟などの「その他」
が２０９件(27.8%)と最も多く、次いで「相続・戸籍関係」が１７７件(23.6%)、土地・
建物などの「不動産関係」が１７５件(23.3%)となっています。
この法律相談は、法律上の問題を抱える区民が安心して相談できる場として定着して
います。
＜ 法律相談のあゆみ ＞
昭和27年

中央区・東京都・読売新聞社共催により日本弁護士会の後援を得て、
日本橋共同作業所において都民法律相談を実施。（民生課所管）

昭和29年６月

中央区法曹会所属弁護士の協力により、中央区役所および日本橋共
同作業所において区民法律相談を実施。（民生課所管）

昭和33年５月

月島支所設立に伴い法律相談開始。

昭和33年10月

中央会館設立に伴い相談場所が区役所から移る。（民生課所管）

昭和40年４月

生活館が都から区に移管され、引き続き法律相談を実施。機構改革
により厚生部管理課所管となる。

昭和44年12月

新庁舎建設に伴い区民相談コーナー（平成４年８月からは区民相談
室）が設置され相談場所が生活館から移る。（企画室所管となる）

昭和50年４月

法律相談業務を弁護士会へ委託し実施。（広報室所管となる）

昭和56年４月

組織改革により企画部広報課所管となる。

《
相 談 場 所

法律相談実施場所など
相

談

日

》
時

相談員

区役所区民相談室

毎週金曜日

午後１時から４時まで

弁護士２名

日本橋特別出張所

毎月第２･４水曜日

午後１時から４時まで

弁護士２名

月島特別出張所

毎月第１･３月曜日

午後１時から４時まで

弁護士２名

＊日本橋・月島両出張所の実施日が休日などに当たるときは、翌開庁日に振り替える。
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法律相談年度別取扱件数
平成28年度

平成27年度

平成26年度

相 談 事 項
件

数

構成比

件

数

構成比

件

数

構成比

不 動 産 関 係

175

23.3%

190

25.3%

210

25.3%

金銭・ 商事 関係

110

14.6%

115

15.3%

125

15.1%

相続・ 戸籍 関係

177

23.6%

151

20.1%

225

27.1%

婚姻・ 離婚 関係

80

10.7%

95

12.6%

84

10.1%

209

27.8%

201

26.7%

186

22.4%

751

100.0%

752

100.0%

830

100.0%

そ

の

他

計

平 成 28年 度
相 談 事 項
土地・建物

法律相談事項別取扱件数表

区役所
区民相談室

日本橋
特別出張所

月 島
特別出張所

計

45

13

20

78

4

1

1

6

借地・借家

44

11

8

63

明 け 渡 し

18

4

6

28

1

0

1

2

金 銭 貸 借

29

14

15

58

消費者関係

11

2

7

20

損 害 賠 償

17

7

6

30

1

2

1

4

5

3

2

10

登

記

商

事

養

子

親権・後見
扶

養

1

1

2

4

戸

籍

1

0

0

1

相

続

74

29

37

140

遺

言

11

3

4

18

婚

約

0

0

0

0

内

縁

2

0

0

2

婚

姻

4

0

1

5

離

婚

34

23

15

72

認

知

1

0

0

1

労

働

12

9

1

22

人

権

1

1

1

3

訴 訟 関 係

22

4

7

33

交 通 事 故

10

1

7

18

そ の 他

76

24

33

133

計

424

152

175

751
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３

人権擁護相談
基本的人権は侵すことのできない永久の権利として憲法で保障されています。
他人からの不当な差別や、人権が侵害されたりした時の相談に応じるために、法務大

臣が委嘱した人権擁護委員による専門相談を実施しています。
この人権擁護相談は、昭和35年12月に法律相談から分離独立したもので、現在では、
区民相談室において毎月第３木曜日（午後１時～４時）、人権擁護委員が交代で相談に
当たっています。
《 人 権 擁 護 委 員 名 簿 》
氏
山

４

名

本

就

任

隆

平成１ ８年 １月 １日

小 澤 哲 郎

平成２ ０年 ７月 １日

渥 美 哲 夫

平成２ １年 ４月 １日

平 賀 淳 子

平成２ １年 ４月 １日

瀬

徹

平成２ １年 ４月 １日

森 川 伸 吾

平成２５年１ ０月 １日

髙

茂

平成２ ６年 ７月 １日

小 林 由 佳

平成２ ７年 ７月 １日

川

木

国の行政相談
国の行政に対する苦情や相談に応じるため、総務大臣から委嘱された行政相談委員が、

毎月第３木曜日（午後１時～４時）、区民相談室において、その解決・処理にあたって
います。
《 行 政 相 談 委 員 名 簿 》
氏 名

就 任

長 﨑 良 雄

平成１ ４年 ４月 １日

平 賀 孝 男

平成１ ７年 ４月 １日

赤 熊 弥 生

平成２ ７年 ４月 １日
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Ⅲ

意見・要望・陳情

築地魚河岸
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１

区長への手紙
区では、区民からの積極的な意見・要望・苦情などを「区長への手紙」として受け付

けています。この「区長への手紙」を提出しやすいように料金受取人払いの「広聴はが
き」を用意し、わたしの便利帳に折り込むほか、区の各施設に備えています。
平成８年度からはＦＡＸ、平成９年度からはホームページから投稿する「Ｅメール君」
による投書も受け付けています。
なお、寄せられた「区長への手紙」は、直ちに関係部課に通知し、その対応を検討し
た後、速やかに投書者へ回答するとともに、区長へ報告しています。

２

「区長への手紙」統計
《 提出者の属性 （延人数）》

区外
81人
12.0%

不明
63人
9.3%

女性
279人
41.3%

性 別

男性
334人
49.4%

地 域別
月島
278人
41.1%

３０歳未満
37人
2.5%

３０歳代
147人
21.8%

不明
202人
29.8%
年 齢別

４０歳代
109人
16.1%

７０歳以上
46人
6.8%
６０歳代
53人
7.9%

５０歳代
82人
12.1%

14
平成28年度広聴の記録

京橋
133人
19.7%

日本橋
184人
27.2%

「区長への手紙」年度別所管別受付件数
所 管

平成２８年度 平成２７年度 平成２６年度

企

画

部

36

52

26

総

務

部

27

27

19

理

機
室

10

6

12

民

部

86

76

93

福 祉 保 健部

96

102

95

高 齢 者 施策
推
進
室

22

20

28

保

所

27

26

21

環 境 土 木部

238

241

234

都 市 整 備部

27

25

21

教 育 委 員会
事
務
局

68

54

64

議 会 局 等

4

13

7

東

京

都

8

5

4

警

察

署

21

24

17

そ

の

他

6

3

7

676

674

648

防
管

区

災

危

健

計

300
280

平成２８年度

260

平成２７年度

240

平成２６年度

220
200
180
160
140

120
100
80
60
40
20
0

企
画
部

総
務
部

防
管
災
理
危
室
機

区
民
部

福
祉
保
健
部

高
推齢
進者
室施
策

保
健
所

環
境
土
木
部

都
市
整
備
部

教
事育
務委
局員
会

議
会
局
等

東
京
都

警
察
署

そ
の
他
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３
月 日

「区長への手紙」事例（要約）
内

容

対

応

投書種別

企画部（３６件）
多数の方が利用されるスポーツセンターなどでは、
鍵付きロッカーの整備などで安全・安心な施設利用
他区の美術館で靴を盗難されましたが、中央区では
ができるよう努めています。万一、盗難が発生した
4 8 管轄の博物館などの盗難対応はきちんとされている
場合は、被害者から状況などをよくお聞きし、区で
と自信をもって公言できますか。
管理責任を負うべき事例かどうかを判断していま
す。

Ｅメール君

熊本大震災の中継を見るにつけ、避難できる空地が
どんなに貴重か知りました。２０２０年東京オリン
4 18 ピック・パラリンピック競技大会後の晴海地区を住
民の安全のため、防災・危機対応に使えるエリアと
して、計画変更・再設計への英断をお願いします。

Ｅメール君

区長への手紙〈Ｅメール君〉だけではなく、中央区
ホームページから担当窓口にも直接メールを送れる
4 21 システムを導入してはどうでしょうか。また、八重
洲地区・東京駅周辺地区に区の公共施設がないのは
不便です。設置の検討をお願いします。
１件の電子申請に４０分以上かかりました。「半角
以外の入力がされた」などのエラーが延々と続きま
4 21 した。中央区のみのシステムではなくドラスティッ
クな対策ができないのかもしれませんが、東京の中
心の自治体にしてはお粗末すぎではないですか。

都では、地元意見などを取りまとめた区の提言を踏
まえ、帰宅困難者の受け入れ空間の確保など、選手
村の開発計画にさまざまな防災対策を予定していま
す。このほか、ヘリポートを備えた臨港消防署本設
庁舎の整備などが予定されています。
各所属のメールアドレスは、ホームページで公開し
ていますのでご利用ください。また、八重洲・東京
駅周辺での公共施設の整備は、子育て支援施設など
の検討はしていますが、特別出張所などは区民の利
便性、地域バランスなどを勘案し計画していませ
ん。
ご指摘の内容は再現性の確認が難しく、また、同様
の意見も他にないため、ご自身のアプリケーション
などの問題かとも思われる。詳細を電話確認し、当
該現象を運用主体の東京電子自治体共同運営協議会
あて改善企画として提出する旨回答し、了承を得
た。

中央区では個人の財産についてお調べすることがで
入院中ですが、月島に所有しているマンションがど
きません。なお、不動産の所有者は不動産登記簿に
うなったかを実兄が教えてくれません。住むところ
5 19
登録されていますが、登記事項証明書の請求につき
がないので病院から退院できません。どうしたらよ
ましては、東京都中央区を管轄します東京法務局に
いでしょう。
お問い合わせください。

Ｅメール君

Ｅメール君

投

書

中央区基本構想審議会委員に障害者の代表がいない
のはなぜですか。不在のまま審議会を進めるのです
5 23
か。参画させなかった理由などを教えてください。
障害者差別解消法の視点からも検討してください。

障害分野全般に精通している実務家や社会福祉の専
門家、公募区民の方などを委員として選定し、区の
附属機関等構成員選任委員会に諮って決定しており モニター通信
ます。今後、パブリックコメントやシンポジウムな
どを予定しており、広くご意見を聞いてまいりま
す。

ニュースで区長や議長ら６人がパリ、ロンドンを視
察するとありましたが本当ですか。経費が約１，１
6 7 １８万６千円は高すぎませんか。１２０万円程度で
あれば納得できます。経費の根拠となる区規則の庶
民感覚に沿った見直しをしてはいかがですか。

区では、７月に区長、議長などが海外視察を実施し
ます。現地のまちづくりなどを直接確認するため、
現地自治体などとの意見交換時の通訳や安全・効率
的な移動のための車両確保など、一般的な旅行とは
異なる経費が必要です。ご理解願います。

区では、オリンピック・パラリンピック大会後のさ
らなる区の発展に向けて、区長と議長が現地の自治
体幹部職員と対談などを行い、先進的な事例や過去
の大会の教訓などを直接学び、今後の区政に生かし
ていきたいと考えています。ご理解をお願いしま
す。
イベント情報は、さまざまな区政情報を掲載してい
区のおしらせで終わったイベントを知ることがあり る広報紙「区のおしらせ 中央」（毎月３回発行）
ます。参加したかったものも多々あります。イベン や区の公式ホームページ、テレビ広報・ラジオ広報
6 9
トに関してはきちんと区民全体がわかるように告知 などでお知らせしています。ツイッターなども活用
してほしいです。
し、情報発信の多様化も図っていますので、ご理解
をお願いします。
なぜ高齢者の区長と議長が視察にロンドンまで行か
なければならないのですか。これからの中央区を背
6 7 負う議員が行けばよいと思います。我々の小さな予
算は削られているのにいかがなものかと思います。
今回の視察に反対です。

水谷橋公園出発と告知されている差別扇動団体関係
者によるデモに対し、ヘイトスピーチ解消法に基づ
6 14 く対処をお願いします。ヘイトスピーチが行われた
際に法違反として直ちにデモ規制を警察に要請して
ください。

法が規定する「不当な差別的言動」への該当・非該
当をその場で判断することは困難です。区では、不
当な差別的言動をなくすための広報・啓発活動を実
施中ですが、今後の対応は、国や都、他自治体の動
向などに注視して検討していきます。

17

Ｅメール君

Ｅメール君

広聴はがき

投書（来訪）
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月 日

内

容

対

応

都の市場跡地利用計画は未定と聞いていますが、区
では食文化の拠点としての築地の活気の継承が重要
築地市場が豊洲に移転した後、跡地はどうなります
6 27
であると考えています。今後とも、周辺地域との調
か。まだ、検討中の段階でしょうか。
和などが十分確保されるよう一体的に検討すること
などを都に要望していきます。
区長、議長などが１，１００万円をかけてオリン
ピックの視察に行くと聞きましたが中止すべきで
6 27 す。どうしても行きたいのであれば、区長と議長が
広報車で区内を回り、住民に行ってもよいか訴えた
らどうですか。
今朝のテレビ番組で、区の五輪視察について見まし
た。ウィンブルドンを観戦などはありませんよね。
6 28 視察は中止すべきです。もう本当に税金を払うのが
馬鹿馬鹿しくなります。こんなことにお金を使うこ
とに恥を感じないのですか。
中央区もロンドン・パリの視察に経費１，１００万
円以上をかけて行くとテレビで放映していました
6 29 が、区民として認められません。区民に至急説明し
計画中止を求めます。もしくは自費で行ってくださ
い。私たちの血税です。自覚してください。

区では、オリンピック・パラリンピック大会後のさ
らなる区の発展に向けて、区長と議長が現地の自治
体幹部職員と対談などを行い、先進的な事例や過去
の大会の教訓などを直接学び、今後の区政に生かし
ていきたいと考えています。ご理解をお願いしま
す。
区では、オリンピック・パラリンピック大会後のさ
らなる区の発展に向けて、区長と議長が現地の自治
体幹部職員と対談などを行い、先進的な事例や過去
の大会の教訓などを直接学び、今後の区政に生かし
ていきたいと考えています。ご理解をお願いしま
す。
区では、オリンピック・パラリンピック大会後のさ
らなる区の発展に向けて、区長と議長が現地の自治
体幹部職員と対談などを行い、先進的な事例や過去
の大会の教訓などを直接学び、今後の区政に生かし
ていきたいと考えています。ご理解をお願いしま
す。

投書種別

Ｅメール君

投書（電話）

Ｅメール君

Ｅメール君

先日大型バイクの違法駐車への対応をお願いしたと
ころ、警察へ通報するようにと回答がありました
が、私は聴覚障害者で電話ができないため電話以外
7 12
の連絡手段を載せてください。また、区長への手紙
フォームにファクス番号の記入欄がないのはなぜで
すか。

このたびの配慮不足をおわびします。早速、区長へ
の手紙の「お願いとご注意」のページにファクス番
号を掲載しました。なお、ファクスによる区からの
お問い合わせは、第三者に内容が知られる可能性が
あるため利用していませんのでご了承願います。

Ｅメール君

都市整備へのアンケート返信封筒を区役所の警備室
に、次に案内係に預けようとしたところ担当課まで
8 1 持っていくように言われました。区では郵便物をま
とめて受け取る部署はないのでしょうか。持参した
書類は１階で受け取ってください。

以下を電話で説明し、了解を得た。原則は担当部署
をご案内しますが、ケースバイケースで１階のまご
ころステーションの相談員がお預かりするなどの対
応ができます。なお、委託の警備や受付では判断で
きないため同様のケースは、同相談員につなぐよう
対応します。

Ｅメール君

お尋ねの施設は、建物の健全性、安全性が維持され
ており、現段階で移転などの具体的な計画はありま
現在の中央区役所と出張所は解体して移転する計画
8 10
せん。なお、これらの施設の整備や配置に当たって
はありますか。
は、将来にわたる人口動向や利用状況などの多角的
な分析・検討が必要であると認識しています。

Ｅメール君

小池都知事が築地市場の豊洲移転を考え直すと言っ
ていましたが１１月はすぐそこに迫っています。こ
8 26 こで移転しなかったらそれこそ税金の無駄遣いなの
で、予定どおり移転してもらいたいです。中央区は
どのように考えていますか。
テレビ報道で東京２０２０オリンピック・パラリン
ピック競技大会選手村とその後の再開発の特集をし
ていました。その周辺環境もイメージだけで地元の
8 29
人間からみて正確な情報が報道されていません。区
として本件について各メディアにアピールすべきで
はないですか。
オリンピック選手村にマンションができますが保育
園の待機児童を増やさないようにしてください。建
物をオリンピック後に保育園などに改修するのは難
9 6
しいと思いますので、今から目を光らせ、都やオリ
ンピック委員会、企業に意見を述べていってほし
い。
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区としては、８月３１日の移転延期の発表に伴い、
区民や区内事業者に混乱が生じないよう最大限努め
ながら、移転を前提とした築地のまちづくりや４年
後の東京２０２０オリンピック・パラリンピック競
技大会に向けた区政運営を進めていきたいと考えて
います。

投書（電話）

多くの情報の中から、何を事実とし、どれを選んで
報道するかは、報道機関各社が報道指針・報道倫理
に基づき判断しています。区では、今後とも地元の
声を反映した行政を行い、地域の情報発信に努めて
いきます。

広聴はがき

子どもの支援策は、選手村整備に係る再開発事業に
おいて、保育施設の整備や小・中学校などの用地確
保を都と合意するなど、区では、これまでもさまざ
まな要望を都へ行っています。今後も、引き続き都
など関係機関に積極的に働きかけていきます。

Ｅメール君

18

月 日

内

容

対

応

投書種別

都知事が築地市場の豊洲移転を延期しましたが最低
の決断と考えます。これによりどのようなインフラ
9 7 整備の遅れが生じ、諸問題が発生しそうなのか、ま
たその対策については区としてはどう考えているの
かを分かりやすく広報してほしい。

移転の延期決定は、環状２号線の整備に係る課題な
ど区政にもさまざまな影響をもたらすものと想定さ
れますが、区では区民・区内事業者に混乱が発生し
ないよう最大限努め、こうした取り組みについては
随時お知らせしていきたいと考えています。

Ｅメール君

東京２０２０オリンピック・パラリンピックや築地
市場の豊洲移転問題など、限られた税収なのに出費
が増えており、現状だと納税に納得がいきません。
9 26
どれだけの税金が無駄になったのか、今収めている
税金額が正しく必要なものなのかを教えてくださ
い。
差別扇動デモを繰り返してきた団体によるデモが銀
座で予定されています。「ヘイトスピーチ解消法」
が成立以後ヘイトスピーチの連呼はなくなりました
10 4
が時折ヘイトスピーチを叫んでいます。ぜひとも区
職員は視察に訪れ、区としての対応を協議してくだ
さい。

区では、行政サービスが今日の社会情勢や区民ニー
ズに対応しているかを検証し効率的な執行に努める
ため、毎年行政評価を行い明らかとなった各施策の
課題や方向性を踏まえた取り組みを実行する「成果
重視型」のマネジメントサイクルの徹底を図ってい
ます。

広聴はがき

デモ行進は警察が許可し、監視・指導などを行って
います。区は集合場所として公園の使用を許可して
おり、必要に応じて職員を派遣し公園の適正利用に
ついて指導しています。また、ヘイトスピーチをな
くすための広報・啓発活動を実施しています。

Ｅメール君

この度のご意見を機に改めて職員一同、名札の着用
まごころステーションに名札を着用していない相談 など、身だしなみに注意を払うとともに職員として
10 5
員がいましたので改善してください。
の自覚を持って来庁された方が気持ちよく用事を済
ませられるよう努めてまいります。

投書（箱）

リオオリンピック・パラリンピックのメダリストた
ちのパレードでの交通規制で本当に迷惑でした。な
10 11 ぜ毎回銀座が狙われるのですか。大動脈を避けるよ
う交渉できないのですか。規制による渋滞で緊急車
両の通行にも困難が生じると思います。

日本を代表する商業地の銀座・日本橋での開催はよ
り多くの方に観覧いただくためと認識しています。
区では、交通規制の影響を最小限となるよう主催者
に要請するとともに、防災危機管理センターを設置
し、緊急時に備えた対策を講じました。

Ｅメール君

平成２８年度の行政評価への意見を提出しようとし
たら募集期間中なのに入力フォームにアクセスでき
10 25 ませんでした。事前の記載なく募集期間を打ち切る
対応に強い憤りを覚えます。この経緯と誰の判断で
行われたのかの回答を求めます。

ご迷惑をおかけし、申し訳ありません。区のホーム
ページは毎日、定時に自動更新されており、意見締
切日も１７時の更新で該当コンテンツが削除され今
回の状況となったものです。今後は、こうしたこと
が起こらないよう十分気をつけてまいります。

Ｅメール君

区のおしらせに掲載される講演は仕事の都合などで
参加できないことがあります。例えば在宅療養支援
11 4 シンポジウムの講演内容を区ホームページに掲載し
てください。講演に参加できなくても内容を知るこ
とができたら、区として効果があると思います。

ご意見の採用は、著作権や参加者の肖像権などさま
ざまな課題から実現困難ですが、平成２８年１１月
１９日に開催予定の在宅療養支援シンポジウムの資
料については、当日参加者に配布する資料をシンポ
ジウム開催後にご送付します。

Ｅメール君

「区長への手紙」の回答をメールで送る際に特別な
ソフトをインストールすることなく添付ファイルを
11 15 開く方法をホームページに載せてください。また、
私に回答する際はメールの本文に回答を記載して
送ってください。

今回のご指摘を受けて、中央区ホームページの「区
長への手紙」の「お願いとご注意」に、電子メール
で区から回答をさせていただく際の注意として、
「区から送付する電子メールに添付されたファイル
の確認」などを掲載いたしました。

Ｅメール君

築地市場が豊洲新市場に移転した跡地は東京都の所
有地ですか。その場合、相場より安く売ることはあ
11 21 るのですか。東京２０２０オリンピック・パラリン
ピック競技大会終了後の再開発に伴う居住者の仮住
宅として、都営住宅などを建ててはいかがですか。

築地市場用地を所有する都において跡地利用計画は
未定と聞いていますが、区は、食文化の拠点として
の活気とにぎわいを引き継ぎつつ、周辺地域との調
和が確保されるよう一体的に検討することなどにつ
いて、引き続き都に要望していきます。

広聴はがき

区の計画は、基本構想・基本計画・個別計画の３層
住みやすい中央区として、衛生、健康（介護、保育
構造です。築地市場移転や東京２０２０大会開催な
含む。）、教育、安全、国際化の五本柱のスタディ
11 28
どを成長の好機と捉え、最上位の区政指針である基
グループなど立ち上げて、総合的に政策を決めるべ
本構想では、３つの分野に分かれて審議していま
きだと思います。
す。今後、基本計画などで施策を具現化します。

広聴はがき
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月 日

内

容

対

応

投書種別

区長への手紙Ｅメール君について、投書送信後に投
書した内容も記載した送信済メールを送るように仕
12 26 様変更できませんか。回答が非常に遅く投書した内
容を忘れてしまいます。もしくは、１週間以内に回
答するなどスピーディーな対応をしてください。

入力したアドレスを間違えた場合に投書内容を第三
者に知られてしまうため、送信完了メールに内容は
掲載していません。また、回答は、事実確認なども
あり１０日～２週間要しますが、時間がかかる場合
は途中経過をご連絡するなどしていきます。

Ｅメール君

銀座でヘイトデモが行われました。全国の自治体は
法が制定されて対策に本腰を入れ始めていますが、
1 10 中央区の取り組みは甘いと言わざるを得ません。銀
座はヘイトデモができる街として定着しつつありま
す。抜本的な対策を要請します。

区では、ヘイトスピーチ解消法の趣旨を踏まえ、ポ
スター掲示場所やチラシの配布場所を拡大するな
ど、ヘイトスピーチの解消に向けた普及・啓発を進
めています。今後も国や都、他自治体の動向などを
注視しながら対応を検討し、差別のない中央区を目
指していきます。

Ｅメール君

銀座で行われるヘイトスピーチを伴うデモの主催者
は、川崎にてデモを繰り返し法務省によってデモ中
1 30 止の通達を受けています。もう放置は許されませ
ん。中央区が主体的にヘイトスピーチや人権侵害に
ついて対処することを求めます。

デモ行進は、警察が許可を行い、監視や指導などを
行っています。区では「本邦外出身者に対する不当
な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法
律」の趣旨を踏まえ、相談や啓発など、着実に取り
組みを進めています。

Ｅメール君

2 1

区内であれば、どこでも無料のＷｉ－Ｆｉが使える
供覧しました。
ようになったらうれしいです。

「わたしの便利帳」を含むいくつかの冊子が届きま
した。インターネットなどが全盛の今、全世帯に冊
2 28 子を届ける必要があるのですか。印刷、配送にコス
トをかける代わりに使いやすい検索機能を備えたＷ
ｅｂサイトの開発に投資し情報提供してください。

希望される方だけに配布する場合には、区民への発
行の周知、配布を希望するか否かの確認、さらにそ
れを踏まえた上での配布など、費用対効果を含め検
討すべき課題が多いものと考えます。

いつも何かとお世話になっており、ありがとうござ
います。おかげ様で無事に日々をすごしています。
3 29
供覧しました。
これも皆さまのおかげと感謝しております。これか
らもよろしくお願いします。

広聴はがき

Ｅメール君

広聴はがき

総務部（２７件）
小学校改築工事設計業務委託の公募型プロポーザル
が東京電子自治体共同運営電子調達に公示されまし
4 4
たが、入札見積締切が公示日同日１７時となってい
て関係者以外は対応のしようがありません。

公示は入札見積締切日と同日の４月１日ではなく、
２月１５日から行っていることなどを改めて電話で
説明したところ納得され、「区長への手紙」につい
ては取り下げる旨の回答があった。

Ｅメール君

現在未婚は寡婦に含まれませんが、中央区では今後
寡婦として扱う予定はありますか。未婚で自分の収
4 7 入だけで子供一人と生活するのは大変です。収入を
増やしたいが税金も増える、税金を払うのがイヤな
訳ではなく、払うお金がないです。

寡婦控除の対象者変更は、地方税法の改正が必要で
あり区独自で変更はできませんが、一定期間納付を
猶予する制度や分割納付の方法もありますので、ご
相談ください。

Ｅメール君

働く女性を支援している非営利団体の熊本復興チャ
リティーイベントとして区立女性センターブーケ２
１をＷＥＢ予約をしました。念のため、電話確認を
5 17
したところ営利目的にあたるということで断わられ
てしまいました。主旨を理解いただき会場を貸して
ください。

営利目的の使用に該当するかどうかの詳細な審査を
するため、募金先と収支計画書を提出していただき
たいことや使用人数は会場の収容人数の点から縮小
の必要があることなどを電話で説明したところ、他
の会場で実施する旨の回答があった。

Ｅメール君

築地駅周辺の違法駐輪は、従業員に対して支給され
る通勤交通費で定期券などが正しく購入されている
5 24 かを企業が確認することで減ると思います。区で
は、職員が定期券などを正しく購入しているかを確
認していますか。

職員に定期券などの写しの提出は求めていません
が、研修や日頃からの職員への注意喚起により公務
員倫理の維持・向上に努めています。また、都条例
に基づき、職員が通勤時に利用する駐輪場を確認
し、違法駐輪の防止にも取り組んでいます。

Ｅメール君

平成28年度広聴の記録
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月 日

内

容

昨年ふるさと納税しましたが控除されなかったこと
が発覚しました。私だけではない可能性もあります
6 24 ので責任を持って全区民に対して精査か、お知らせ
を出すなどの対策を講じてください。また、原因の
確認と再発防止について回答ください。

対
応
賦課データはチェックプログラムを活用して賦課後
も再チェックにより更正をすべき事案はデータを更
正し、速やかに連絡すべきところ遅れてしまったこ
とや、今後は事務の迅速化と職員の資質向上に努
め、再発防止に取り組んでいく旨を電話で伝え了承
を得た。

投書種別

Ｅメール君

日本は借金が多く、高齢者も税金を払い、４０歳以
降は介護保険料の支払いもあります。消費税増税の
6 27 話もあり、区民は日々の生活に苦労しているのに公
務員はボーナスが増えていると聞きました。なぜこ
の状況で増やしたのですか。

区職員の期末・勤勉手当の支給月数は、特別区人事
委員会の給与勧告に基づき決定されています。同勧
告は、地方公務員法に基づき、特別区内の民間従業
員の給与実態を考慮し、民間従業員の給与水準と均
衡させることを基本に実施されています。

投書（電話）

採用試験に申し込むにあたり、電子申請をしていな
いことに驚きました。他の区を参考にした方がいい
7 19 と思います。それが行政サービスだと思います。遠
方の受験者は申し込みだけで余計なお金が掛かるの
です。

電子申請による選考申し込みは、申込者が少ないこ
とや、試験の辞退率が高くなったという課題もあ
り、取り止めたり、導入を見送っている区もありま
す。本区では、周辺区の実施状況や申し込み状況な
どを考慮しながら、導入の検討をしていきます。

Ｅメール君

選挙のたびに晴海五丁目からの交通アクセスが不便
な晴海区民館まで出向くのは苦痛です。最近は、こ
8 8 れが嫌で期日前投票を積極的に利用するようになり
ました。晴海五丁目の住民は「ほっとプラザはる
み」で投票できるようにしてください。

投票区域は、小学校の学区域を基本に、１区域をお
おむね３ｋｍ圏内として有権者８，０００人程度を
目安（都選管通知）に設定しています。区域再編
は、区域のご意見も踏まえ、有権者数のバランスを
図りながら行うなどの課題も多く、すぐの対応は困
難です。

Ｅメール君

１階ホールの喫煙室は、排煙能力を高めており、基
区役所の１階フロアで受動喫煙被害を受けました。
本的に煙がホールに漏れることはないものの、喫煙
喫煙室の煙が漏れたものと思われます。区役所では
8 24
者が退出する際に一緒に臭いなどが漏れることは考
子どもや妊婦の姿も見えましたので、喫煙所を建物
えられます。今後こうしことへの対応を、他区など
外に移すなど検討してください。
の対策も参考にしながら検討してまいります。

広聴はがき

区役所正面玄関に入ってすぐのところに喫煙室が設
置されていますが、玄関を入るとすぐにたばこの煙
8 24 が空気中に流れています。近くに授乳室もあるので
ぜひ、たばこの煙が流れ出ない受動喫煙防止対策を
してください。

１階ホールの喫煙室は、排煙能力を高めており、基
本的に煙がホールに漏れることはないものの、喫煙
者が退出する際に一緒に臭いなどが漏れることは考
えられます。今後こうしたことへの対応を、他区な
どの対策も参考にしながら検討してまいります。

広聴はがき

区役所内の喫煙所は、授乳室前まで煙が漏れていま
す。健康増進法に違反しているので、出入り口は外
8 29 だけにして、赤ちゃんに対する受動喫煙の防止をす
ぐに実施してください。室内に出入りできる喫煙室
は撤去してください。

１階ホールの喫煙室は、排煙能力を高めており、基
本的に煙がホールに漏れることはないものの、喫煙
者が退出する際に一緒に臭いなどが漏れることは考
えられます。今後こうしたことへの対応を、他区な
どの対策も参考にしながら検討してまいります。

広聴はがき

区長のオーストラリア出張に関する経費について、
公で使用した総額を知りたかったのですが７万円程
8 29 度の金額のみの内容でした。請求者を愚弄した内容
です。わざと違う内容を回答しているのではないで
すか。間違った対応であれば是正すべきです。

区長の平成２７・２８年度海外出張の記録（旅行日
程・旅行先・旅行用務が分かる資料）について開示
請求があったため、旅行命令簿を開示しました。
オーストラリア出張の経費は、その後、開示請求が
あったもので、改めて案内することになっていま
す。

投書（来訪）

税務課収納係に支払いについて質問しましたが、こ
ちらの立場になって対応いただき、この先どのよう
9 21 にすればいいのか明確になり安心しました。このよ 供覧しました。
うな方が一人でも多く職員にいれば仕事の質が向上
され、区民サービスに繋がります。

Ｅメール君

「フライデー」に掲載された区長の公用車使用は、
全て公務で用いたものです。取材の経過やその内
区長の公用車問題などの区長に関する金の問題をク
10 12
容、区からの回答は区ホームページに掲載していま
リアーにしてください。
す。公用車使用についてはさまざまな議論がなされ
ていますが、適正な使用に今後も努めていきます。
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月 日

内

容

税務課に委任状を持参し証明書の発行を依頼したら
「本人のサインがないため発行できない」と断られ
10 18 ましたが成文化された根拠はないそうです。日本は
成文化主義です。成文化されていないのに強要する
ならば職権乱用ではないですか。

対

応

投書種別

委任状に自署と捺印の双方が備わっていることを依
頼主の意思確認の方法としていますが、この方法が
とれない場合、依頼主に電話するなどで確認してい
ます。今回、この点の説明が不十分でご迷惑をおか
けしましたことをおわびします。

投書（電話）

住民税の還付手続きが遅くなったことを率直におわ
税務課が職員の怠慢で還付の手続が遅くなったのに
びし、支払日は１０月２５日の予定であることを電
も関わらず督促状を送付してきました。職員は言い
10 19
話で説明し了承を得ました。あわせて職員の説明が
訳ばかりで、らちが明きません。電話で今日中に状
不適切であったことをおわびし、今後指導を徹底し
況を教えてください。
ていく旨を伝えました。

投書（電話）

朝８時から８時半ころ、中央区役所前のサイクル
ポートにコミュイティサイクルを返却することが多
11 4 いのですが、業者がそのすぐ前にトラックを停めて
搬出入しています。利用の妨げになる場所ではなく
玄関前のスペースに止めて作業したらどうですか。

区役所前の駐車については通行などの支障とならな
いよう留意してまいりましたが、ご意見を踏まえ歩
行者の安全を確保し、コミュニティサイクル利用者
の妨げとならないように配慮することを警備員に改
めて指導しました。

Ｅメール君

１Ｆグリルのランチに３㎜程のゴキブリが動いてい
るのを確認し、店員に苦情を申し出たらまるで他人
11 14 事の対応でした。総務課長が来て厳重注意すると約
束してくれたのは誠意ある対応でしたが、区役所と
してどのような措置を取ったのか確認したいです。

区はレストランの店長および運営会社に対し、厳重
注意をするとともに、早急に改善を図るよう申し入
れました。事業者は、保健所に、衛生管理の徹底と
再発防止策を相談し、保健所の指導のもと、対策を
取りまとめ、実行していると報告を受けています。

Ｅメール君

現在、中央区が実施している職員採用試験のうち身
体障害者のみの枠を設けることは、精神障害者と知
11 14 的障害者に対する差別であり国際条約違反です。条
約や法規の趣旨を理解し精神障害者や知的障害者を
受け入れていただけませんか。

特別区職員の採用は、採用権がある特別区人事委員
会が身体障害者を対象とする職員採用選考を実施し
ているところです。そのため、精神障害者および知
的障害者も含めた職員採用選考の実施は特別区人事
委員会が検討すべき内容となっています。

Ｅメール君

税務課で相談をしていますが担当者の対応が上から
目線です。次の対応をしてください。①不誠実な担
11 30 当の変更②分割納付した内容の記録の提供③納付書
の送付④配当計算書の提供⑤書類の特定記録での送
付⑥差し押さえに至った経緯の説明

納付相談などでご説明済みのとおりですが、滞納さ
れた税は一括納付が原則のため、地方税法に基づ
き、差し押さえ可能な財産があれば滞納処分をしな
ければなりません。なお、ご要望の書類の送付は、
１２月２１日に特定記録郵便で送付しました。

投書（電話）

住民税の納付は、区や金融機関の窓口、コンビニで
の現金支払いのほか、口座振替、モバイルレジをご
江東区では、国民健康保険料のクレジットカード払
利用いただけます。クレジットカード払いでの納付
1 16 いが可能です。住民税を含めた公共料金の支払いの
には、システム改修などの課題があり、すぐの実施
多様化に、いち早く対応してください。
は困難ですが、導入に向け研究・検討を続けていき
ます。

Ｅメール君

本区では、今回のような社会的信用失墜行為を行っ
労働基準法違反の疑いで書類送検された広告会社に
た入札参加有資格者については、指名停止を行い、
ついて、入札停止や取引停止に踏み切っている自治
1 18
競争入札などへの参加を制限していますが、今回の
体があります。中央区も社会的制裁の見地から取引
会社は本区に登録もなく、また、入札以外の方法に
を停止されるよう要請します。
よる本区との契約実績もありません。

Ｅメール君

以前、区職員は仕事に差し支えがない限り、名札を
着けるか首から下げることになっていると回答があ
2 15 りましたが、最近そのような職員をあまり見かけま
せん。何か方針の変更があったのでしょうか。実態
を調査の上、回答してください。

名札の着用に関する方針は、現在でも変わっていま
せんが、ご指摘を受け、着用状況について全庁的な
調査を行いました。その結果、一部に昼休憩後の付
け忘れなどがあったため指導するとともに、改めて
全所属に着用を周知しました。

広聴ＦＡＸ

区の緑色の作業着を着た職員が、日本橋近辺で１１
時から１１時３０分ごろ、就業時間中にも関わらず
2 16 弁当を買っているのをよく見かけます。今すぐに止
めるように厳重注意し、きちんとした対応を報告し
てください。

ご意見を受け、調査を行った結果、該当の職員は確
認できませんでしたが、誤解を招かぬよう、改めて
職員に対し休憩時間の徹底について注意喚起しまし
た。なお、工事立ち会いなどで所定の時間に休憩が
とれない場合は、臨時的に変更ができます。

広聴はがき

平成28年度広聴の記録
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月 日

内

容

対

応

投書種別

区に審査請求をしたのに法令が遵守されていませ
ん。提出してから２０日近く経過しているのに「補
2 20 正は求めないが審査会にかける条件なのか不適合で
却下すべきなのかを検討中」とのことでした。総務
省の法令の解釈を正しくしてください。

審査請求書は補正を求めていないので、行政不服審
査法第２４条の規定に基づく取り扱いはしていませ
ん。現在、総務課法規係で同法第４５条に規定する
不適法に該当するか否かについて、法規などに照ら
し合わせて確認をしているところです。

投

認可保育園に落選したため保育料の高い無認可保育
園へ子どもを預けて職場復帰予定です。同じ区民税
2 24 を払っているのに、と不公平感でいっぱいです。認
可保育所落選者に対する税額控除ができないかなど
の検討をお願いします。

税率や扶養等控除額、課税計算方法などの個人住民
税の賦課に関する事項が所得税法や地方税法で定め
られているため、本区独自で税額控除を行うことは
できません。

Ｅメール君

病児の保育に専念したく、１歳半の上の子を保育園
に申し込みましたが入れず、プリスクールに預けて
住民税の課税計算方法は地方税法などで定められて
3 17 います。保育園に入れず高額のプリスクールやベ
おり、区独自で保育費用の税額控除はできません。
ビーシッターを利用する家庭の保育費用を都民税、
区民税の控除項目に入れてくれませんか。

Ｅメール君

書

防災危機管理室（１０件）
住まいの近くの通りには防犯カメラがないので設置
していただくか、防犯カメラの無い地域に店舗が防
4 8 犯カメラを設置する場合は、もう少し広く補助して
いただくか検討してください。周辺はホテルや外国
人がとても増え、観光客と言えども不安です。

防犯カメラの効果的な整備を推進するとともに、プ
ライバシーの保護に十分配慮した情報管理の徹底、
また防犯設備の適切な運用管理などを図る必要があ
ることから、町会やＰＴＡ、商店会などの地域団体
を助成対象としています。ご理解をお願いします。

Ｅメール君

熊本大震災の中継を見るにつけ、避難できる空地が
どんなに貴重か知りました。２０２０年東京オリン
4 18 ピック・パラリンピック競技大会後の晴海地区の跡
地利用計画について、区は区民の安全・危機への備
えを蔑ろにしていると感じます。

災害時における避難用広場を確保することは、防災
対策の一つとして重要であると認識しており、「中
央区まちづくり基本条例」に基づく都（選手村整備
計画事業主体）との協議において、その面積を十分
確保するよう要請しています。

Ｅメール君

本区は多くの観光客が昼夜を問わず往来し、ホテル
の乱立でさまざまな国の外国人の出入りも多く、飲
食店も増え近日では車中の金銭強盗がありました。
5 30
防犯カメラを区道路の横道にも設置し区民の安全と
安心を担保してください。区民も自衛する時代で
す。

区では、町会などの地域の防犯活動団体が設置する
防犯カメラなどの整備に助成を行っており、また、
全小学校の通学路にも防犯カメラの設置を進めてい
ます。今後とも、区内の防犯環境の整備を促進し、
安全・安心なまちづくりを推進していきます。

Ｅメール君

区では、防災区民組織を対象に区内３地域ごとに平
ＡＥＤ無料講習会が、勝どき近辺で開催されれば参
日夜間と休日昼間の年２回講習会を開催しています
加したいと考えています。平日・休日、昼間・夜間
9 15
ので、町会・自治会などを通じてお申込みくださ
にそれぞれの会があると皆さん参加しやすいと思い
い。なお、消防署でも各種救命講習を開催していま
ます。検討をお願いします。
すので、地域の消防署へご相談ください。

Ｅメール君

月島もんじゃストリートで通行人に呼び込みをして
いるのをいつも不愉快に感じています。住人として
9 20 は、呼び込みの「縄張り」を通行しにくいばかりで
なく街の品格を損なう行為には、改善が必要だと思
います。

本区では、区民の生活安全を阻害するおそれのある
客引き行為などを禁止し、地域によるパトロール活
動などを支援しています。ご指摘の状況は地域の商
店会にお伝えし、過度な呼び込みがなされないよ
う、地域でのさらなる普及啓発を依頼しました。

Ｅメール君

防災対策について教えてください。①昼間時に災害
が起きた場合の在勤者対策②木造住宅などに住む区
9 20 民に対する避難対策・指示③指定避難場所の必要性
④中央区は安全、安心と解釈していていいのでしょ
うか。

企業などに一斉帰宅の抑制などを求める帰宅困難者
対策の推進、防災行政無線などによる情報の伝達、
災害時の避難所となる防災拠点での共助の取り組み
の促進など、今後とも安全・安心なまちを目指して
各種防災対策を推進していきます。

Ｅメール君

浜町公園でスマホゲームを楽しんでいます。最近は
人が多く賑わっています。災害が起きた場合、浜町
10 4 公園に避難する人はこの比ではないと思いますの
で、モニタリングして災害時の対応に生かしてくだ
さい。

災害時はさまざまな被災状況などに即して、的確な
情報に基づいた自助・共助による安全確保行動が必
要であり、個々のゲームの進行状況に応じて行動す
るケースを災害用モニタリングとして活用すること
は困難と認識しています。

Ｅメール君
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投書種別

地域の防災訓練に参加しましたが次の点が気になり
ました。①三角巾の講習は２カ所にした方がよく見
11 11 えます。②高齢者疑似体験の係員は正しい装着を学
んでから現場に臨んでください。③井戸ポンプの柄
が生け垣にふれ設置場所も不適切です。

①一人一人が学べる訓練となるよう検討していきま
す。②職員の事前練習を十分行い、訓練の説明方法
なども分かりやすいものとなるよう努めていきま
す。③植栽の剪定やホースの設置などいざという時
に使用しやすいよう改善を図っていきます。

投

１１月２９日午前１１時ごろ緊急告知ラジオから
「これはテストです。」と流れましたが、これは何
11 29 ですか。ラジオが何のためにあるのか分かっていな
いのではないですか。何を放送するのか教えてくだ
さい。

この試験放送は、国が実施する全国瞬時警報システ
ム（Ｊアラート）の訓練に本区も参加したもので、
放送内容について国に対し分かりやすく改善するよ
う要望しました。緊急告知ラジオは、区発信の防災
情報や国から瞬時に発信するＪアラート情報を放送
します。

Ｅメール君

昨年末より人形町交差点近くで、不動産業者の執拗
な勧誘行為が見受けられます。法令に抵触している
1 20 のではないかと考えられますし、勧誘される通行人
や近隣事業者は不快に感じていると思います。行政
側での状況確認と指導を要望します。

区と久松警察署で業者の営業責任者に指導を行った
ところ、「今後は付きまといながらの勧誘や交差点
で立ち止まっている方への執拗な勧誘は行わないよ
う、社員に周知徹底を図る」旨の回答があったこと
を投稿者に説明し、了解を得た。

Ｅメール君

書

区民部（８６件）
制度や申請方法などの案内は、個別通知や広報紙な
マイナンバーカードが必要ですが申請案内や封筒が どで行ったことや、マイナンバーカードは区への申
4 4 届いていません。４月中に住基カードの有効期限が 請ではないため申請して直ぐの交付はできないが、
切れるため、今日中にカードを届けてください。 申請案内などについては速やかにお届けする旨を電
話で説明し、理解を得た。

投書（電話）

現住民登録地は、居住できる建物もない更地となっ
マイナンバーカードの責任者は何回も訪問している
ています。居住実態のない住民登録のままでのマイ
ため私が本人であることを知っています。しかし、
4 11
ナンバーカードの交付手続きは、区として進めるこ
現住所に住んでいないとの理由で交付されていませ
とができません。まず、現在お住まいの場所に住所
ん。理不尽な対応に苦慮しています。
の異動届を行っていただくことが必要です。

投書（箱）

転出の手続きを区役所で行いましたが、手続きをし
た際の職員は丁寧な対応でした。しかし、会計の職
4 12 員の対応がひどく、上から目線での対応でした。こ
のような接遇についての区としての考え方を教えて
ください。

ご不快な思いをさせましたことをおわびします。直
ちに事実を確認し、改めて接遇の向上を心がけるこ
とを窓口職員全員で確認しました。区では、これま
でも多様な機会を捉えて研修に努めていますが、更
なる接遇向上に努めていきます。

投書（電話）

区役所の窓口対応が不親切なことが多いです。窓口
で受けた方とその後対応される方に何回も同じ説明
4 14 をしなければなりません。また、その人の状況に合
わせた説明をし何回も窓口に足を運ばせないのが住
民サービスの基本ではないのですか。

窓口でご相談を受けた際、ご要望を十分に把握でき
なかったことで説明が行き届かず、ご迷惑をおかけ
しました。今後、同様のことがないよう職員に対
し、改めて注意・指導しました。

広聴はがき

浜町運動場は芝の老朽化が進んでいるのでクッショ
ン性のあるものに張り替え、陸上競技の大会を行え
4 19 る増築をお願いします。工事の間は区外に場所を借
りてください。また、芝生のグラウンドを一般開放
できるような場所も作ってください。

複数種目に対応できる砂入り人工芝は、随時、部分
補修しています。全面張り替えは、今後、計画的な
改修を検討予定ですが、運動場の拡大は、公園機能
の圧迫などに繋がるため困難です。なお、区外にも
運動場を確保していますので、ご利用ください。

Ｅメール君

本教室の実施回数は、主催者の中央区体育協会が過
シニアセンターで太極拳を習っていますが、月２回 去に見直しを行い、現在に至っています。会場確保
5 6 ではせっかく習っても次回に忘れてしまいます。毎 の問題もあり、現時点での事業拡大は考えていませ
週講習会を開くことはできませんか。
ん。なお、毎年１～２月に全８回で、１８歳以上の
方を対象とした教室もありますのでご案内します。

広聴はがき

日本橋特別出張所職員の「うんうん」「そうそう」
「これでねぇ」などの、ため口対応がとても不愉快
5 6 でした。最低限の言葉のマナーである「です・ま
す」くらい使ってほしいです。なお、別の方です
が、あいさつはとてもよくしてくれました。

広聴はがき

平成28年度広聴の記録

電話で「職員の接遇マナーが徹底されず、不愉快な
思いをさせたことをおわびします。全ての職員に対
して電話対応も含め相手の気持ちになり、不快な思
いを与えない接遇を行うよう改めて指導しまし
た。」旨謝罪と説明を行い、了承を得た。
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内
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投書種別

日本橋特別出張所へ１２時半ごろ仮ナンバーの申請
に行ったところ、１時間近く待たされました。他の
5 13 自治体ではもっと早く交付されるのに、中央区では
何か特別な審査でもあるのでしょうか。時間がかか
る理由を教えてください。

今回、前回の臨時運行申請から間もない同一車体で
の申請であったことから、取り扱いを資料などで確
認していたため時間を要したものです。今後お待た
せする場合などは事前に説明し、また、迅速・正確
な事務処理を行うよう職員を指導しました。

投書（電話）

最近、区民館からごみ箱が撤去されてしまいまし
た。区民館職員のごみ箱は撤去されておらず区民館
5 16 利用者のみがごみを持ち帰らなければならないとい
うのは公平性に欠けます。再度利用者のためのごみ
箱を配置するよう要望します。

区民館では運営者のごみの軽減努力はもちろんのこ
と、利用者の皆さまの協力をいただきながら環境面
の負担を極力抑えることも大切だと考えています。
区民館で、誤解を与える大きなごみ箱の設置が確認
されたので、見直しをしました。

Ｅメール君

日本橋地区の銭湯の湯の温度が非常に高いので、温
度の確認と適切な温度の推奨、高齢者向けの入浴補
5 16 助の時間帯などの限定をしていただけませんか。
「ふれあい銭湯」の実施は月２回だけなのになぜ高
齢者は限定なしなのですか。

多くの方にご利用いただく銭湯におきましては、入
浴される方にはそれぞれ好みの湯温がございますの
で、すべての方に合わせた適切な温度は困難です。
浴槽に入られている方に一声かけた後、水で薄めて
から入浴していただければと存じます。

Ｅメール君

総合窓口で苦情対応していた職員を横で援護してあ
げたが「先ほどはありがとうございました。」との
5 16 お礼もなく、まるで自分が一人で苦情を言っていた
方を納得させたような言葉遣いでした。反省をして
いるのか回答してください。

職員は、お客さま対応中で心の余裕がなかったこと
などから、お礼も申し上げませんでした。ご指摘に
対し、職員は配慮が足りなかったことを反省してい
ます。今後は一層、皆さまが気持ちよく用事を済ま
せていただける窓口づくりに努めていきます。

投書（来訪）

私の娘は少年リーダー養成研修会の大学生ボラン
ティアに昨年度参加し今年度も参加希望しましたが
5 17 会議に出席していないと参加できないと後から知り
ました。区から招かれる学生は会議に出席しなくて
も参加可能なため、寛大な処置をお願いします。

少年リーダー養成研修会の大学生スタッフは、同研
修会ＯＢで組織する団体に選出を依頼後に、不足数
を他から補充しています。今回、選出条件を満たし
た方が団体の選考から一時的に漏れる事態がおきま
したが、今後、同様のことがないよう努めていきま
す。

Ｅメール君

東京湾大華火祭についてはオリンピックの犠牲にな
り休止となって大変遺憾です。晴海でできないなら
5 19 ば江東区豊洲などで開催するよう東京都や江東区な
どと協議していただけませんか。また、五輪が終わ
れば晴海で再開する予定はありますか。

晴海は五輪後も選手村が住宅に転用されます。観覧
会場が区内に確保できない以上、本区主体の華火祭
の再開は困難です。そのため、本区では近隣区との
調整などを都へ要望するほか関係機関などと協議
し、再開に向けた方策を探っていきます。

Ｅメール君

月島社会教育会館で道徳教育の研究会開催のため利
用を申し込み、使用料も払いました。中央区の登録
5 20 団体申請が却下されたため一般団体での開催を予定
していましたが、電話で一方的に解約されました。
正当な取り消し理由を教えてください。

社会教育会館では、不特定多数の方に自由に参加を
呼びかける講演会はホール以外はお断りしているた
め、使用料を利用承認書と引き換えに返金させてい
ただきました。職員が会館利用および承認で誤った
回答をしましたことをおわびします。

投

書

①到着音のない旧型エレベ－タ－で、直ちに改修で
災害時に福祉避難場所となる月島区民センターの①
きませんが、当面、１階常駐の警備員の誘導などに
エレベーターのバリアフリー再点検②１階エレベー
5 23
より対応します。②雨天時用のカーペットが置かれ モニター通信
ター前の点字ブロック上のカーペット見直し③入口
たままでしたので、直ちに取り外しました。③入り
に誘導チャイムの設置をお願いします。
口２カ所に早急に設置します。
東京湾大華火祭の休止について、大変残念に思って
います。たくさんの人から継続の声がでています。
5 26 私の職場は介護施設ですが、施設利用者は毎年この
花火を楽しみに自宅に帰り家族との時間を過ごして
いました。

東京湾大華火祭は、四半世紀にわたり続いてきた夏
の東京を彩るイベントに成長したと考えています。
そのため、都および近隣区、関係機関と協議し、東
京湾を舞台とした花火大会が再開できることを目指
して取り組んでいきます。

投

書

日曜日にマイナンバーカードの窓口に伺いました
が、職員の言葉遣い、嘲笑、雑な指示などの対応が
5 30 見過ごせないので報告します。派遣社員と思います
が目に余ります。程度の低さが知れました。二度と
区民に接触させないでください。

この度、窓口対応でご不快な思いをさせてしまいま
したことをおわびします。委託先に対し、直ちに改
善を指導しました。今後一層、委託スタッフだけで
なく窓口職員一同、皆さまが気持ちよく用事を済ま
せていただける窓口づくりに努めていきます。

投

書
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内

容

対

応

投書種別

中央小学校温水プール一般開放で個人利用者がしっ
かり泳げるのは１レーンのみのため、団体利用を１
5 31 レーンに制限、利用日程を限定、団体利用のみで開
放している月島第三小学校の利用時間を拡大するこ
とで個人利用者に配慮してください。

中央小学校温水プールは平成２４年の開設以来、利
用状況の変化を踏まえ、コース変更しています。今
後も状況に応じたコース設定を検討していきます。
月島第三小学校は、地域スポーツ団体の利用が定着
しており、団体利用時間拡大は困難です。

Ｅメール君

生涯学習情報誌サークルガイドブック２０１５に掲
載されているサークルに行ったところ、ある政治団
体が運営しているサークルでした。政治団体だと
6 6
知っていたら行きませんでした。政治団体や宗教団
体が運営している場合は、その旨説明文に記載して
ください。

指摘のあった団体に事実を確認し、「今後、社会教
育会館内での会館利用規定に抵触する行為は行わな
い、区のホームページや次回のサークルガイドブッ
クから団体情報を削除する」など、当該団体に確認
し決定した内容を投書者に電話で説明し、了解を得
た。

広聴はがき

箱崎川第二公園で少年野球の指導者と思われる人が
喫煙していました。個人利用していたところを追い 箱崎川第二公園を利用していると思われる団体に中
6 7 出されたのに、禁煙と書かれた場所を条例違反して 央区体育協会から加盟団体あてに伝え、喫煙禁止を
利用するのはどういうことですか。喫煙する利用者 改めて周知徹底していきます。
を利用禁止としてください。

Ｅメール君

この度の民間の公衆浴場の廃業は、区でも残念に
築地界隈で唯一の銭湯が廃業して築地には銭湯がゼ
思っています。しかしながら、公衆浴場の整備には
ロになりました。銭湯は体を洗うだけでなく住民同
6 9
用地取得や建設の費用のほか、その後の長期間にわ
士のコミュニケーションの場でもあります。ぜひ銭
たる維持管理費用も負担していくことになるため、
湯を築地に復活させてください。
区による整備は極めて困難と考えています。

広聴はがき

銀座ブロッサムで本来禁止されている営利目的の利
用を発見しました。さらに問題と思うのは、内容が
6 13 旅館業法に抵触する違法行為となる「民泊」である
点です。区施設で違法行為を助長する会合が開催さ
れないよう対策を検討してください。

指定管理者を通じて事実関係を確認しましたが、提
出された収支計画書や主催者への聴き取り調査から
ご指摘のような事実は認めらず、利用の中止は必要
ないと判断しています。引き続き、施設の適切な運
営について努めていきます。

Ｅメール君

職員の対応で不愉快な思いをお掛けしましたことを
深くおわびします。今後はこのようなことがないよ
戸籍の証明書を発行してもらいましたが、男性職員
6 13
う職員に対し、常にお客さま一人ひとりの立場に
の対応が無礼でした。
立った丁寧な接遇に努めるよう、あらためて注意、
指導を行いました。

広聴はがき

プリエール合唱団の高学年練習場所が区外で固定し
ているため学校音楽室使用などの区施設提供をお願
6 15 いできませんか。また、高学年以上の練習では都外
へ通う機会も多く送迎バスのチャーターなど周辺サ
ポートの相談に乗っていただけませんか。

練習場所は、団体からのご要望に基づき、区と団体
で協議を重ねた結果、現在の教育施設などを提供し
ており、可能な限りのご協力をしています。送迎バ モニター通信
スの運行などのサポートは、団体が自主的に解決す
べき問題であり、公平性の観点からも困難です。

ハッピー買物券の購入対象を１６歳以上としている
理由を説明してください。子育て支援の観点からも
6 20 矛盾しています。年収の高い熟年夫婦よりも１５歳
以下の子どもを何人も育てている人の方が買える額
が少ないのは不公平です。

①販売対象者は、義務教育終了後就職し、所得を得
られる１６歳以上と設定した次第です。②子育て支
援とは目的を異にする施策です。③家族構成に関わ
らず窓口に来られたご本人のみを販売対象としてい
ます。

Ｅメール君

総合スポーツセンタープールを早朝８時から１時間
券で入り、混んでいなければ１時間延長していま
す。料金を早朝＋大人２時間を払っていたようです
6 20
が私の勘違いでしょうか。また、気軽にプールやジ
ム利用できるように常時１時間券があるといいと思
います。

延長分を１時間以内で利用した場合、早朝分と延長
１時間分の合計額です。カードの利用履歴をご確認
の上不明点は総合スポーツセンターまでお申し出く
ださい。１時間券の常時導入は、利用者の利便性、
施設運営にかかる負担などを踏まえて検討していき
ます。

Ｅメール君

以前鍵付きの傘立てを設置していましたが、鍵の紛
月島特別出張所の傘用のビニールは環境にやさしく
失や未返却などで使用できなくなったため現在は設
ありません。有料の鍵付き傘立てを設置してくださ
6 22
置していません。傘を持ち歩きたくない方について
い。鍵を戻せばお金が戻るようにすれば、傘を持っ
は、鍵はついていませんが、１階入口の無料の傘立
て出張所の中を歩かなくて済みます。
てのご利用をお願いします。

投書（箱）
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月 日

内

容

銀座ブロッサム主催「銀座出会いの広場」の対象年
齢設定が４５歳以下となっていますが、４６歳以上
6 30 で参加したい方が多数いると考えます。この年代の
方が参加できる場を早急に設定してください。不公
平です。

対
応
対象年齢の枠は、年齢の範囲が広くなると話題が合
わないとのご意見があるため設けていますが、４０
～５５歳対象は９月に、５０～６５歳対象は１０月
に開催予定である旨施設の指定管理者から報告を受
けています。詳細は、区の広報などでお知らせしま
す。

投書種別

広聴はがき

プレミアム付商品券の発売日に早朝から並びました
が続々と後から来た７０歳前後の人達に前に割り込
7 4 まれました。来年から早い者勝ちを止めて、往復は
がきによる抽選をして区役所などで購入する方法
を、トラブルが起こる前に検討してください。

早い時間に購入者の列が解消するため、早朝から並
ばなくても購入できることや、抽選販売は来庁する
多数の当選者の会場整理などの課題があり、現行の
販売方法が最も適正と考えていることを電話で説明
し、了解を得た。

Ｅメール君

佃区民館脇の灰皿を撤去してください。脇を通ると
非常に臭いです。区の管理する施設で灰皿まで管理
8 2 する必要はありません。隣にコインパーキングが建
設中で灰皿使用者が増加する懸念があります。本当
に必要なものか考えてください。

佃区民館の敷地内に設置している喫煙所について
は、当初の位置から道路側に移動して、通行人など
館利用者以外の方も多数利用している状況が確認さ
れました。つきましては、今後２週間程度館利用者
に周知を行った後、灰皿を撤去します。

広聴はがき

戸籍などの窓口で待っていたら係員は見あたらず電
光板の表示もなかったため係員を呼び出すと、多数
8 3 の人が待っているので順番にお待ちくださいと言わ
れました。せめて「お待ちください」の看板を出し
てください。

出張所では、日ごろお客さまをお待たせしないよう
努めていますが今回、窓口カウンター以外の業務が
重なりご迷惑をお掛けしました。今後窓口が空席に
ならないよう徹底し、来庁者が多い時はフロアで職
員がご案内するなどの対応もとっていきます。

広聴はがき

築地社会教育会館をインターネット予約した場合７
日以内に施設窓口に行って申込書に記入し利用料を
8 8 現金で支払う必要があります。金融機関への振り込
みか当日支払いを検討してください。八丁堀区民館
は利用当日の支払いでいいので助かっています。

社会教育会館の使用料は、無断キャンセルを防止
し、施設をより有効に利用するため現支払い方法で
お願いしていますが、ご提案を踏まえ、今後収納方
法などについて、利用者懇談会などでもご意見をい
ただき、検討を進めていきます。

Ｅメール君

区立浜町公園敷地内の区立総合スポーツセンター付
近にわいせつなオブジェが設置されています。児童
8 8
および青少年が利用する施設のため、撤去してくだ
さい。

ご意見のオブジェは、現総合スポーツセンターの改
築・竣工時に、スポーツ賛歌をコンセプトに設置し
たものです。現在、この施設は年間６８万人を超え
る利用者があり、皆さまに親しんでいただいている
ものと考えており、オブジェ撤去の予定はありませ
ん。

Ｅメール君

国際平和支援法は、他国の戦闘地域への支援もあ
り、他国のために武器の運搬も可能という内容で認
8 17
供覧しました。
めることはできません。防衛庁から請求のある「適
齢者名簿」などは、どうか提供しないでください。

投

書

転入の際、受付の女性職員に各種手続きに必要な書
類をもらいたいと話したのに覚えていなかった上、
9 8 男性職員から嫌がらせのように大きな声で窓口に呼
ばれました。職員同士のおしゃべりや民間では考え
られないような対応に驚きました。

書類内容を他の職員に確認したことで、お申し出の
書類の準備に時間を要しお待たせしたこと、また、
住民票交付時、離れた場所でお待ちのため通常より
大きな声でお呼びしたことをおわびします。今後
は、迅速丁寧な事務処理と接遇に努めます。

投書（来訪）

豊海小学校の校庭になると思ったスペースの多くが
テニスコートになりましたがスペースと時間に対し
9 9 利用者が少数で、毎晩照明が点いているのに利用者
は１人もいません。今後も夜間プレイする人のいな
いテニスコートを明るくするのですか。

新しい豊海テニス場のコートは、夜間照明設備（Ｌ
ＥＤ使用）の操作確認のため点灯試験を何度か行い
ましたが現在は利用者のいない時間帯は消灯してい
ます。なお、昼間の利用率が９０％であることか
ら、夜間利用者数も今後増加していくものと考えて
います。

Ｅメール君

「第１４期中央区・東根市児童交歓会」での食事の
量や内容が昨年東根市から受けたものに比べお粗末
9 16 で残念な思いです。また、当初の企画が実施されず
担当部署が変更となり引き継ぎの状況も分からずの
お迎えとなりました。説明してください。

行程の変更は、保護者の中から世話人としてご参加
いただいた方々にご相談して決定したもので、担当
部署変更によるものではありません。なお、食事の
件を含め、今後実施するアンケートや反省会で皆さ
まからご意見を伺い、今後の参考といたします。

Ｅメール君
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内

容

対

応

投書種別

「第１４期中央区・東根児童交歓会」は食事内容が
お粗末で移動時間の方が長かったです。区の紹介が
9 26 目的のはずが散策も宿泊も浅草、ドッジボールも行
いました。なぜ最初の案を採用しなかったのです
か。企画した職員などは猛省が必要です。

交歓会の参加者が出席する反省会において、行程変
更や交流内容選定の理由などについて説明するとと
もに、一部の食事内容について謝罪した。また、指
摘や参加者からのアンケート結果を踏まえ、より良
い事業に努めていくことを伝えた。

Ｅメール君

小学生の息子が野球を始めましたが、区が借り上げ
ている三郷市のグラウンドは車でしか行かれず利用
9 27 が難しいです。区内グラウンドは予約しにくく、橋
の下などで練習をしています。子どもたちのため
に、区は何らかの改善策を検討してください。

都心にある本区では、運動場などの新たな施設整備
は困難なため、区内の二つの運動場以外に晴海臨海
公園内運動広場を少年野球などの団体に開放するな
どの対応を行っています。今後も、引き続きスポー
ツの場の確保に努めていきます。

Ｅメール君

月島第三小等複合施設内のアートはるみは、現在、
空調設備の工事を行っており、冷暖房が使えない状
況です。工事は、空調設備使用上、影響の少ない期
間を設定したところですが、今後、必要に応じて扇
風機の増台なども行っていきます。

Ｅメール君

コート間の間隔は、確保可能な面積が限られるた
め、国体テニス競技の基準を満たす５ｍとしまし
た。コートブラシは、豊海小の壁（防潮堤）側へは
設置できませんがＡ・Ｄ面の横に設置し、また、ベ
ンチ上の屋根にはシートを張り、日よけ・雨宿りが
できるよう改善します。

Ｅメール君

当日の職員を含め、職場内で行政職員としての接遇
商工観光課の窓口に行きましたが、職員は職員同士
の基本について確認を行いました。職員一同、名札
の話に夢中で声を掛けても対応してくれませんでし
10 5
の着用など、身だしなみに注意を払うとともに職員
た。また、名札を着用していない職員がいましたの
としての自覚を持って来庁された方が気持ちよく用
で改善してください。
事を済ませられるよう努めてまいります。

投書（箱）

豊海テニス場の改善をお願いします。①ベンチ屋根
に隙間があり、雨が降ると茶色の滴が垂れます。②
10 17 ブラシをコートの左右に付けてください。③ボール
が豊海小学校側の奥に入ると取れません。④熱中症
予防に飲料の自動販売機を設置してください。

Ｅメール君

娘がアートはるみのギャラリーでダンスのサークル
活動に参加しています。１０月はエアコンが利用で
きず、窓のないギャラリーに扇風機がたった１台で
10 4
す。子どもたちが熱中症にならないかと心配です。
一律利用しないではなく臨機応変に対応してくださ
い。
新しくなった豊海テニスコートは、両サイドが狭く
コート整備がしにくいので、以前のようにコート両
側にブラシを置くなど対応してください。また、休
10 4
憩スペースの屋根が、すのこ状になっていて日よけ
にも半端で雨宿りもできません。改善してくださ
い。

「中央区まるごとミュージアム」は、あまりにも１
０月３０日の日曜日にイベントを集中させ過ぎでは
10 25 ないですか。もう少し土日で分散させられません
か。行きたいと思ってもイベントが同じ日時に集中
し過ぎて困っています。
他区の路上で画廊の見学に誘われ絵画の押し売りに
遭い絵を売りつけられそうになり困りました。販売
10 28 員に渡された冊子を見ると本社所在地は中央区銀座
です。この会社はどんな会社なのか素性を知りたい
です。

①シートを張りました。②設置しました。③現在、
週１回指定管理者が回収し、後日利用者にお返しし
ていますが、ボールを取るための棒を長いものに変
える予定です。④現在、設置予定はありませんの
で、受付のある区民館などをご利用ください。
ご要望の内容は、参加事業者・各種団体、区民の皆
さまなどからのご意見なども参考に検討していきた
いと考えています。なお、イベントガイドなどでご
案内のとおり、一部の文化イベントについては、１
０月３０日以外にも開催していますのでご参加くだ
さい。
都生活文化局消費生活部では、不正取引事業者の指
導や処分を行いホームページで公表していますが、
今回の事業者の情報はありませんでした。なお、本
区消費生活センターでは、同様の相談については、
事業者と消費者との間に立ち、あっせん交渉をして
います。

Ｅメール君

Ｅメール君

サークルは区民が自主的に結成し各社会教育会館な
月島社会教育会館や日本橋社会教育会館のように築 どで活動しているものです。現在、築地社会教育会
11 16 地社会教育会館にも囲碁のサークルができれば参加 館には囲碁サークルがありませんが、年に一度の区
したいです。
民文化祭囲碁大会や敬老館で毎月実施している「初
心者囲碁教室」がありますので、ご参加ください。

広聴はがき

日本橋小学校プール工事に、更衣室から受付または
監視室への電話設置を加えてください。ロッカーが ご要望については、今回の大規模改修工事を機に、
11 21 開かないことが何度かありました。その際、シャ インターホンの設置を考えています。また、ロッ
ワーを浴びた後にまた水着に着替えて監視室へ行か カーの仕様についても今後、検討していきます。
ねばなりません。緊急の際にも役立ちます。

Ｅメール君
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月 日

内

容

区立スポーツ施設は区民を優遇した料金にしてもい
いと考えます。いつでも１時間使用できる料金を設
11 24 定してください。また、水泳教室に在住者が落選し
区外在住者が区立の安価な水泳教室に通っているこ
とに違和感を覚えます。

対

応

投書種別

温水プール施設利用料金を区内在住の方は３０％減
額の他、高齢者・小中学生などには無料利用証を発
行しています。１時間券の導入は、利用者の利便性
を判断し、検討していきます。水泳教室は当選者の
７割は区民にするなど配慮しています。

Ｅメール君

中央区全域において大規模な再開発が行われる際に
は、開発事業者に対し可能な限り生活関連店舗が整
マンションがたくさん建っていますが、スーパーを
11 25
備されるよう指導を行っており、その結果、月島地
増やしてください。
域は、現在、勝どきに３店のほか、晴海に３店、月
島に３店、佃に２店のスーパーが出店しました。

広聴はがき

佃二丁目にあった「旭湯」は、本年３月３０日で廃
業する旨事前に連絡があり、区では、廃業を店頭へ
掲示したり、周辺町会などへ周知することを経営者
にお願いしたところです。民間浴場の廃業の「区の
おしらせ」への掲載は、これまでも行っていませ
ん。

広聴はがき

都心に位置する本区では、新たな広い土地を確保し
区内でサッカーをする場所がなく困っています。川
てサッカー場を造ることは困難です。そのため、す
にボールが落ちる心配もなく雨でもサッカーがで
12 8
ぐには難しい状況ですが、既存施設の改修の際など
き、誰でも気軽に行くことのできるサッカー場を
にスポーツをする場所が確保できないか検討を続け
造ってください。
ています。

広聴はがき

訴訟準備に必要とする債務者の住民票を債権債務を
証する書面を提示して代理請求しましたが、正当な
12 22 具体的事由なく交付を拒否されました。他の自治体
であれば裁判所に問い合わせし確認するなどして対
応します。至急、交付してください。

存在しない住所の住民票の写しなどを求められても
応じられないことや、住所を修正の上、訴訟提起済
みで裁判所から求められていると分かる指示書や訴
訟番号などの資料や情報を追加することで請求は受
理できる旨説明したが、了解を得られなかった。

投書（電話）

飲食店を探す外国人には、ほとんどの飲食店が日本
語の店名のため全く分からないと思います。区とし
12 26 て英語表記促進の制度などできませんか。２０２０
年よりも前に区全体としてもっと観光する外国人向
けの対応促進を希望します。

電話で「多言語対応は区も課題と認識し、店頭など
の英語表記促進については東京都が開設している多
言語メニュー作成支援ウェブサイトなどの周知を
図っており、今後も２０２０年に向けて順次対応を
充実させていく」ことなどを説明し、理解を得た。

Ｅメール君

民事訴訟申立に必要とする債務者の住民票の交付を
区民生活課に拒否されました。誤った判断ですので
12 28 改めて慎重な審議をした上、正当な判断ができる適
任者への変更または担当者へ指導して速やかに住民
票を交付してください。

第三者からの住民票の写しなどの請求には、区民の
プライバシー保護の観点から細心の注意を払い確認
を取るため、ご持参の資料だけでは不十分です。正
しい住所に修正し、十分な資料を追加して、再度の
請求をお願いします。

広聴ＦＡＸ

都心に位置する本区では、新たな広い土地を確保し
月島に公園はありますがスポーツができるところが
てサッカー場を造ることは困難です。そのため、す
ありません。相生橋の下でボールを使うと川に落ち
1 4
ぐには難しい状況ですが、区では既存施設の改修の
て危ないです。気軽にスポーツができ、危なくない
際などにスポーツをする場所が確保できないか検討
ところを造ってください。
を続けています。

広聴はがき

月島運動場は水はけが悪く前日に雨が降ると翌日使
えません。また、冬季は芝のメンテナンスのため使
1 16 用できません。年間の半分は使用できない気がしま
す。内野を人口芝にするなど使用可能日数を増やす
検討をしてください。

区でも水はけが悪く、整備が必要と考えています
が、長年、利用者に土と天然芝は親しまれ、区民ス
ポーツの日などイベントにも利用しており、人工芝
設置は難しい状況です。今後の整備として、他の方
法を検討していますので、ご理解をお願いします。

Ｅメール君

マイナンンバーカード交付について、区ホームペー
ジでは申請から１カ月程度で発送していると記載し
1 16 ていますが、月島地域は人口が多いので検品に時間
がかかり２カ月程度になると言われました。増員な
どで対応すればよいのではないですか。

マイナンバーカードは、地方公共団体情報システム
機構宛てに交付申請があると、約１カ月後区への送
付があります。区ではカードチェック後、申請者に
交付通知書を発送しています。１２月１２日に申請
のカードは、１月１９日に通知書を発送しました。
お待たせいたしました。

Ｅメール君

佃二丁目の銭湯は廃業したのでしょうか、それとも
リニューアルするのですか。ここは新川などからも
12 1 利用者が来ていました。数年前に浴場がリフォーム
さたのに廃業だとしたら残念です。このようなこと
は区のおしらせなどで報告すべきではないですか。

29
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内

容

対

応

投書種別

協働ステーション中央の会議室の予約について、
キャンセル待ちの締め切りを一週間前から前日に変
1 16
更してください。使いたい人がいるのに部屋が空い
ていてもったいないです。

協働ステーション中央の会議室の空きがある場合、
午前１０時から午後７時の利用であれば、前日まで
先着順での申し込みが可能であることを説明し、了
解を得た。

広聴はがき

印鑑登録証明書の発行を申請しましたが印鑑登録証
を忘れ再登録をしました。しかし、係員は登録料が
1 20 発生すると一言も教えてくれず、会計の際に請求さ
れました。登録料が発生することを利用者に教える
よう指導をお願いします。

印鑑登録証明書は、印鑑登録証の提示があった場合
のみ交付ができます。今回、登録印をお持ちだった
ため、再来庁せずに証明書交付ができる手続きをご
案内したものですが、ご説明が不十分でした。おわ
びいたします。

投書（箱）

家庭教育学習会として開催される朗読会が「命を守
る」ことに役立つと考えているのですか。自治体が
1 26 公費を使って行うにはお粗末な内容です。本当に命
を守るために保護者と子どもが得るべき知識を習得
する機会を提供すべきではないですか。

本朗読会は、教育委員会、ＰＴＡなどによる中央区
地域家庭教育推進協議会が主催するもので、事前に
ＰＴＡ連合会のご意見を聴き、また、全国の多くの
小中学校での実績があり、その内容も適当なものと
判断し開催を決定したものです。

Ｅメール君

日本橋公会堂の集会室が営利団体に終日予約されて
いる日があります。午前中の説明会は禁止されてい
1 31 る勧誘行為にほかなりません。即刻、中止を求めま
す。なお、午後の講演でもちらしなどの配布を行わ
ないように事前に厳重注意すべきです。

午前中は、ツアー商品の説明会である旨を申込者に
確認できたため、集会室は使用できないことを伝
え、指定管理者に対しては今後、申し込み時に利用
目的をよく確認することなどを指示しました。な
お、ホールは、営利目的での利用を禁止していませ
ん。

Ｅメール君

区内であれば、どこでも無料のＷｉ－Ｆｉが使える
供覧しました。
ようになったらうれしいです。

広聴はがき

マイナンバー登録のため月島特別出張所に行きまし
たが、高齢のためタクシーを降りて難儀をしていた
2 2 ところ、車椅子を貸してくれました。登録担当の方 供覧しました。
の応対も優しく丁寧で、お陰様で無事に登録を済ま
せることができました。ありがとうございます。

Ｅメール君

総合スポーツセンターでシャワー個室の段差に足の
指をぶつけて負傷出血しましたがスタッフが消毒な
どをしてくれました。何かあったら連絡をと言われ
2 6
名前と電話番号を聞かれました。①段差を無くして
ください。②スタッフの対応に過不足はありません
か。

①今後、改修などの機会を捉えて進めていきます。
②応急処置などの対応とともに、後日連絡をとる必
要が生じた際の対応に備え、連絡先などを伺ってい
ます。不明な点などはより良い運営業務につなげる
ため施設にお申し出ください。

Ｅメール君

総合スポーツセンターでの教室は申込数が多く抽選
になった場合に定員の７割を区民にしていると聞き
2 6 ましたが、なぜ全てではないのでしょうか。また、
利用料もプールは区民が安価ですが、なぜ他の設備
はそのような設定がないのでしょうか。

同施設は、他の多くの自治体施設と同様、体育の振
興のため設置しており区民限定利用としていませ
ん。区民の方への配慮は、ご意見の教室プログラム
抽選での優先枠設定や、温水プール施設の個人利用
料を安価な設定とする対応をしています。

Ｅメール君

中央区雪まつりはどの家族も楽しそうで良いイベン
トでしたが、動物ふれあい広場は、動物たちにスト
2 13 レスのない方法を考えてください。子どもたちに動
物に優しく接することが大切ということを教えるイ
ベントを雪まつりを含めて検討してください。

ミニ動物園の運営は、動物の負担を考慮し、１～２
時間ごとに休憩時間を設けるなど、専門の飼育係員
の管理下で実施していますが、ご指摘のような状況
もあったと思われますので、動物に過度の負担がか
からないよう今後、さらに検討していきます。

Ｅメール君

子供がトランポリン教室に通っていますが、最近、
総合スポーツセンターが使用できなくなってきてい
2 17 ます。くじ引きは妥当なやり方だとは思いますが、
天井が高くなくても行えるスポーツは地下の体育館
を使用するなどの配慮をしてください。

総合スポーツセンターは、区民体育大会で利用して
おり、また、アクセスも良いことなどから、土・
日・祝日・夜間の利用は抽選となることが多いのが
実情です。このため、特定の団体に対し、施設を確
保することは難しい状況です。

Ｅメール君

2 1
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対

応

投書種別

先日開催された「雪まつり」を楽しみました。３歳
の娘にとって、たくさんの雪を見て、触れて、滑っ
2 20 た体験はとても刺激的な素晴らしいものとなりまし 供覧しました。
た。イベントを開催してくださった区や、盛り上げ
てくださったスタッフの方々に心から感謝します。

Ｅメール君

区民館の会議室をサークル活動で利用しています
が、利用明細書に代表者の住所を記載するのは個人
2 20 情報の流出になるためやめてほしい、と何度も区民
館窓口の方にお願いしていますが、改善されませ
ん。住所の記載を廃止してください。

区民館は公の施設ですので、利用申請・承認につい
ても定められており、住所、名前などは、申し込み
や利用受付時の個人、団体を確定するための必要不
可欠な情報と考えています。運営する指定管理者も
それを遵守しています。

Ｅメール君

子どもがトランポリンクラブに通っていますが、区
立総合スポーツセンターの予約が３月、４月と全く
取れません。これはどういうことなのでしょうか。
2 20
トランポリンができる場所が限られているので配慮
してください。また、なぜＷｅｂ予約できないので
しょうか。

本施設では、区民体育大会を開催しており、アクセ
スも良いことから、土・日・夜間などの利用は抽選
が多く、ご要望には沿えません。また、多種多様な
利用希望には、聞き取りによる使用可否判断が必要
なため、直接窓口でのお申し込みとなります。

Ｅメール君

銀座でトイレが分からず苦労しました。今後、東京
２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会が
2 24 あり、観光客が増えますので、国際的なマークがあ
るかと思います。案内板などで分かりやすく表示す
べきです。

観光案内板の表示に関しては、東京都の定める「国
内外旅行者のためのわかりやすい案内サイン標準化
指針」に基づき、整備・表示しています。２０２０
年に向け、中央通り沿いに観光案内板を新規設置
し、既存観光案内板の盤面更新を行う予定です。

投書（来訪）

午前８時５分ころ、郵便を投函するため区民セン
ター駐輪場に自転車を数秒止めただけなのに、警備
2 27 員に突然背後から大声で声を掛けられました。この
ような警備員を許すことはできません。厳しい処置
を望みます。

区の対応として、声掛け時の接遇マナーの配慮が欠
けていたことから、お客さまや近隣住民の皆さまに
誤解や不快な思いを与えるような声掛けは厳に慎
み、常に相手の気持ちに沿って丁寧な接遇を行うよ
う警備会社へ指示しました。

Ｅメール君

当協会は内閣府認定の公益社団法人なのに、社会教
育会館利用予約の抽選は、一般扱いとなりました。
2 28 ①公益法人を登録団体扱いにしてください。②施設
の予約は１カ月前ではなく３カ月あるいは半年前に
できませんか。

「貴協会は、本区の社会教育関係団体としての登録
基準に該当しませんが、公益社団法人で実施事業が
区に還元される事業である場合、先行予約が可能で
す。事業内容が決定次第、文書で申請願います」と
伝え、了承を得た。

Ｅメール君

５０歳以上を対象とした回を２回計画したところ申
銀座出会いの広場に参加したいのに、対象年齢から
込者が揃わずに１回は中止となりました。来年度は
外れていることが多く、今年度は１回しか参加でき
3 1
回数の拡大は行わず、多くの方に参加いただけるよ
ませんでした。私の年齢でも参加できる行事をもっ
う開催日時を変えたり、内容にプレミア感を出すな
と増やしてください。
どの工夫を行い、継続的に開催していきます。

広聴はがき

日本橋特別出張所に代理で証明書を取りに行きまし
たが、事前確認していたにもかかわらず個人情報の ご指摘を真摯に受け止め、該当と思われる職員を含
3 2 保護の観点から出してもらえませんでした。また対 め担当係の全職員に対し、お客さまの立場に立った
応した職員は不親切で言葉遣いもふさわしいもので 接遇を心掛けるよう改めて指導しました。
はなかったので、改善してください。

投書（電話）

オーストラリア・サザランド市との姉妹都市交流
は、相互に中学生のホームスティなど海外体験学習
姉妹都市との交流をもっと活発にしてください。ま を主に実施していますが、今後も、こうした次代を
3 6
た、区の保養所は、素晴らしくて大好きです。
担う子どもたちを中心とした国際理解推進の取り組
みを進めていきます。（保養所については、供覧し
ました）

広聴はがき

中央区地域スポーツクラブ大江戸月島のホームペー
ジが見えにくく詳細が分かりません。画面を拡大し
3 10 ても見えませんので、どうにかならなりませんか。
申込用紙などはダウンロードできますが、それをど
こへ持っていけばいいかなどの案内が不親切です。

Ｅメール君

地域スポーツクラブは地域の皆さんが主体となって
運営しているため、区には大江戸月島のホームペー
ジを編集する権限はありませんが、いただいたご意
見を同団体に伝えるとともに、クラブ運営に関する
助言などを行っていきます。
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団体登録要件の緩和は、さらに団体数が増加し抽選
テニス場を利用したくても団体登録ができずに利用
倍率が上がるため困難です。豊海テニス場の当日空
できません。夫婦二人でも登録できるように改定し
3 13
き利用は、４名以上の団体以外でも利用できます。
てください。テニスは二人で楽しめるスポーツなの
また「スポーツひろば」やテニス教室など個人で参
になぜ団体登録が必要なのか理解に苦しみます。
加できる区事業もありますのでご利用ください。

Ｅメール君

第２７回を最後に東京湾華火大会は開催されません
が２０１６年１月の区の発表では、都や周辺区と協
3 14 力して同規模の花火大会を早期に再開したいとあり
ます。その後どうなっていますか。早期に再開して
ください。

華火祭を再び開催できるよう、都が主導で近隣区の
調整などを行うことができないかどうか、都へ繰り
返し要望しています。今後、この要望を踏まえ都や
近隣区、関係団体との協議などに努め、多様な観点
から開催に向けた方策を探っていきます。

広聴はがき

月島運動場の草刈りを希望します。草が伸びて曲
がってくる自転車が見えず、何度もぶつかりそうに
3 14 なりました。枯れている枝も危ない状態です。でき
ればグラウンドの芝生のように、定期的に草刈りを
実施してください。

現地確認し草刈りを実施しました。月島運動場は毎
年５～６月にかけて年１回草刈りを実施しています
が、今後は定期的に巡回を行い、適宜草刈りを実施
していきます。

広聴はがき

都心に位置する本区では新たな土地を確保しテニス
中央区は環境がすばらしく感謝していますが、豊海
場を造ることは困難な状況ですが、施設の改築など
運動公園ではシニアが楽しむテニスコートが４面し
3 14
の機会を捉えスポーツの場の拡充に努めていきま
かないので増設をお願いします。今後の見通しを含
す。なお、豊海テニス場は平日の日中など比較的空
めて教えてください。
きのある時間帯もありますのでご利用ください。

広聴はがき

ハッピー買物券を複数購入しているとの通知が届き
ました。しかし、夫婦二人暮しで土・日曜日に勤務
3 22 の場合、全く購入できないか、１回しか購入できず
不公平を感じます。土・日曜日に勤務でも確実に購
入できるように販売してください。

区内共通買物券は、平成２５年度に購入限度額を１
人１０万円から５万円に変更して以来、当日（日曜
日）完売はなくなっています。平日の購入をご希望
の方は、翌日以降区役所窓口で完売まで継続販売し
ていますので、この間での購入をご検討ください。

Ｅメール君

住民票を一通発行するのに、時間がかかりすぎで
3 23 す。他区はすぐに出てくるので、改善してくださ
い。

連休明けの昼休みの時間帯で窓口は混んでいました
ので、職員を３人に増員し対応いたしました。お客
さまには待ち時間など丁寧な説明を行うことで柔軟
な対応をしていきます。

投書（箱）

おととし出席した行政懇談会の食事は、ほとんど誰
も手を付けず残っていました。フードロスが社会問
3 23 題となっています。食事の提供を出席者に告知し開
催時間を昼食時か夕食時にする、または、折詰めに
するなどの工夫をしてください。

ご意見については、食べ残しが生じないよう、過去
の出席率などを参考に出席人数に合わせた量の食事
提供や、より召し上がりやすいメニューに変更する
などの工夫をしていきます。また、各町会などへの
開催通知には、食事の提供がある旨を明記します。

Ｅメール君

市区町村長の戸籍の届出に対する審査権は、形式的
中央区に提出された離婚届の受理などについて、区
審査権であり、実質を審査するものではありませ
に落度はないとの説明を受けていますが、離婚届に
3 24
ん。判例でもこの旨示されていますので、ご理解く
不実記載があることは明らかです。戸籍は重要なも
ださい。なお、戸籍の訂正を求められる場合は家庭
のですので、区の対応を求めます。
裁判所での確定判決などが必要となります。

投

産業会館は使いにくいです。研修目的でプロジェク
タを使用していますが、机の配置が学校形式で設定
3 29 の人数が入れません。現状に即した部屋割りを希望
します。また、展示会場が多すぎると思うので会
議・研修室への転換を検討してください。

ご意見の施設は、開設から３０年以上経過し、パソ
コンなどが急速に普及している時代に合致していな
い点があることは認識しています。今後、大規模改
修の際に、他の区立の集会室の利用状況なども踏ま
え、施設内容や設備について検討していきます。

Ｅメール君

ご指摘の通知については、分かりやすく表記するこ
とへの配慮が足りず申し訳ありませんでした。今後
は、読み手のことを考えた適切な文書をつくるよう
工夫をしていきます。

投

書

福祉保健部（９６件）
年金生活者等支援臨時福祉給付金の通知が来ました
が該当要件で平成２７年度の住民税が非課税とあり
4 12 ました。平成２６年１月～１２月の所得への課税と
のことですが役所用語でわかりにくいです。区民目
線で考えて親切に書いてほしいです。
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雨に濡れないあやめ第一公園・第二公園で雨天時に
子供たちを遊ばせたいと思っていますが路上生活者
4 12 が常駐して安心して遊ばせることが難しい状況で
す。路上生活者に別途専用の居住場所を用意するな
どの対応をお願いします。

公園や路上などに居住する路上生活者への巡回相談
を定期的に行い、区が関係機関と共同で設置した自
立支援センターや厚生施設などに入所していただく
よう、繰り返し説得しています。

Ｅメール君

仕事復帰のため来年４月から保育園に子ども３人を
通わせたいのですが待機児童が多いため難しいと感
4 15 じています。他区では子供３人以上の家庭は優先的
に入所できると聞いたのですが優先できるようにし
てほしいと願います。

中央区では、兄弟姉妹での申し込みの場合加点をし
ていること、３人同時の申し込みについては同点の
場合の取り扱いで優先項目となっていることなど、
お子さんが多い世帯の申し込みに優先があることを
電話で説明し、了解を得た。

Ｅメール君

休日診療所の運営を委託している地区医師会の医師
今年の５月２日・６日は、暦の上では平日でも連続
の人員などの理由から、ご要望の実現は困難な状況
してゴールデンウィークの休みにする開業医が多
4 22
です。東京都医療機関案内サービス・ひまわりなど
く、急病の際に心配です。このため、平日であって
で、曜日や時間を問わず医療機関の情報提供を行っ
も区の休日診療所をオープンしてください。
ています。ご活用ください。

Ｅメール君

児童館の使用を区民のみとしているのは、どのよう
な理由からでしょうか。区によって制度が異なると
4 27 いうのは少し違和感を覚えます。仕事帰りに使用し
たいため区民のみならず誰でも使えるよう変更いた
だけないでしょうか。

中央区では、人口の増加に伴い児童館を利用される
児童も大変多くなっています。区民の方が安心して
利用できる環境を確保する上で、施設の規模も限ら
れていることから、ご利用は中央区の区域内の児童
とさせていただいています。

Ｅメール君

中央区の児童館では区民の方のみ利用可と聞きしま
した。区民の税金を使って、運営しているという観
4 27 点では理解できます。しかし、私の住んでいる大田
区では区外在住の方も利用できます。区外在住でも
利用できるよう配慮いただけませんか。

中央区では、人口の増加に伴い児童館を利用される
児童も大変多くなっています。区民の方が安心して
利用できる環境を確保する上で、施設の規模も限ら
れていることから、ご利用は中央区の区域内の児童
とさせていただいています。

Ｅメール君

障害者福祉課の窓口で、転入時の適切な対応がなく
手続きが遅れ医療費助成を２年間受けられませんで
5 12 した。さかのぼって適用できませんか。再度申請に
訪れた際に職員から謝罪はなくこちらに落ち度があ
るような態度はいかがなものでしょう。

国制度の自立支援医療は転入時に医学的判断情報が
なかったためご案内に至らず、またさかのぼっての
適用はできません。都独自の助成制度は所得制限で
該当しませんでした。説明で主旨を十分にお伝えで
きず誤解を与えたことをおわびします。

投

区の人口は約２年前倒しで想定より増えており、保
育所定員が増えない限り待機児童も増えることにな
5 25 ります。区では保育所開設を公募するのも結構です
が、区自らが所有している施設を保育所にするよう
なことは考えられないのですか。

区内の公共施設は人口増加の影響もあり、さまざま
な方に広く活用されているため転用可能な施設はあ
りませんが、再開発で区が取得する建物を民間事業
者に賃貸して保育所を開設します。今後も区の有効
スペースの活用を検討してまいります。

Ｅメール君

昨年、児童手当の変更手続きをした際に、子育て支
援課窓口でひとり親支援の説明がありませんでし
5 26 た。その後、支援を知り確認しましたが、さかの
ぼっての支援は受けられないと言われました。担当
者のミスのため、さかのぼって認めてください。

説明がなかったことについて、職員の配慮が至らな
かったことをおわびします。なお、手当は法令によ
り「申請の翌月から支給する」と定まっており、さ
かのぼって支給することはできません。ご理解くだ
さい。

投書（電話）

国保収納係員から１・２月分の支払いを催促する電
話があり、会社の人事に社会保険加入手続を催促し
5 26 たところ、「１１月・１２月分の間違いだった」と
同じ係員から電話がありました。それなのに催告書
が送られてきたのはどういうことでしょうか。

国保の加入期間と保険料算定後の納付月が一致しな
いことを十分に理解しないまま催促をしたことと
誤って社会保険加入手続きの案内をしたことを謝罪
するとともに、あらためて未納保険料の納付依頼を
しました。

投

区内認可保育園の保育士ですが、時間に追われ流れ
作業のような状態で、一人ひとりに丁寧な保育がで
5 27 きていない現状があります。乳幼児の人格形成に関
わるとても大切な時期、保育園を増やすことより見
直すべき点があるように感じます。

本区では私立認可保育園が増える中、園長経験者な
どの公立保育士による巡回指導を行っております。
職員の配置確認、低年齢児クラスの保育の仕方など
の保育内容の確認や指導、保育士の研修や派遣など
を行い保育の質向上に取り組んでいます。

Ｅメール君
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浜町会館等複合施設に設置されていた公衆電話は公
浜町児童館に公衆電話を設置してください。子供が
衆電話事業の収支悪化に伴い、ＮＴＴ東日本が本年
一人で遊びに行けるようになり、何かあったら電話
6 7
３月に廃止しました。児童館周辺では、新大橋通り
してとテレフォンカードを持たせましたがなかった
沿いに公衆電話が設置されているので、ご利用願い
そうです。
ます。

Ｅメール君

現在、勝どき駅周辺において通いたい小児科が見つ
からなくて困っています。街の小児科の選択肢が、
6 21 休診により勝どきから一つ減ってしまいました。赤
ちゃんや子どもも周りに多いので、勝どきに小児科
の新設を希望します。

勝どき地区の小児科医院の休診は、大変残念に思っ
ています。現在、病後児保育室を含めた診療所の再
開を目指し、関係者間で協議が重ねられていると聞
いています。早期の再開が実現するよう、区も側面
から支援していきたいと考えています。

Ｅメール君

利用していた小児科が休診となり病児保育も兼ねて
いたため困っています。区内の小児科はどこも２時
6 29 間くらい待ちますし、現在病後児保育室は区内２カ
所しかなく足りません。民間の病後児保育サービス
利用時の助成などを設けてください。

本区の病児・病後児保育室は、お子さまの安全面に
考慮して、医療機関などでお預かりする形態により
実施しております。現在、小児科医院の再開につい
ては関係者間で協議しており、早期に再開できるよ
う、区も側面から支援していきます。

投書（電話）

保育園給食について、激しく遺憾に思い連絡しま
す。三陸産の魚や福島産の卵が給食に出ました。す
6 30 べて西日本産にしてください。不可能であれば関東
以北はやめてください。中央区の子どもたちだけで
も被爆を避けさせてください。

放射性物質が基準値を超える食材は、国が出荷制限
をかけているため、現在流通している食材は安全な
ものと認識し購入・調理しています。それでも不安
があるご家庭に対しては弁当・水筒の持参をお願い
していますのでご相談ください。

Ｅメール君

子ども家庭支援センターに子どもの対応を相談して
います。担当者の対応が家庭の事情を考慮せず配慮
7 4 に欠けるため、安心をもたらすのではなく乱されて
います。他に対応を依頼できずセンターと関わりを
切れないため、担当者を代えてください。

この度はご不快な思いをさせてしまい申し訳ありま
せんでした。担当者を変更いたします。なお、より
専門的なケアが必要なお子さまについては、都の児
童相談センターと連携しながらの対応となりますの
で、ご理解をお願いします。

投書（電話）

災害や不審者などの事件発生時、現状では学童クラ
ブから保護者への連絡方法は電話のみです。小学校
7 6 で既に導入しているようなメール配信を検討してく
ださい。保護者対応をできるだけ省力化するために
も整備すべきだと思います。

災害発生時は通信機能の麻痺が想定されるため、連
絡の有無にかかわらず、直接指定の避難場所へのお
迎えをお願いしています。不審者などの場合は、在
館児童の保護者など必要な方に電話で直接連絡する
方がより確実と考えています。

投

年金生活者等支援臨時福祉給付金支給の申請手続き
を年金受給者は申請制では無く全員給付にし、年金
7 15 口座に給付してください。対象者が自分で手続きで
きない場合、介護者の負担が増え申請が間に合わな
かったりします。配慮してください。

本給付金は、申請期間内に申請書と添付書類の提出
を受け、対象者の要件を確認した上で本人へ支給す
るよう国から求められています。国では、年金支給
に併せた支給を検討してはいますが、いまだ実施す
る体制が整っていない状況にあります。

Ｅメール君

来年度に待機児童ゼロとなるように認可保育園の増
設や定員数の拡大をしてください。秋冬生まれの児
7 20 童が保育園入園に不利な現在の制度を改善してくだ
さい。１歳児待機児童の春夏生まれと秋冬生まれの
割合を過去５年間分開示してください。

待機児童解消に向け、新規開設や保育定員増、期間
限定型保育事業の継続実施を予定しています。秋冬
生まれ児童の入園枠確保は、卒園・進級時期との関
係などから困難です。１歳児待機児の春夏と秋冬生
まれの割合は、統計をとっていません。

Ｅメール君

本区の保育料は２３区でも比較的低額の設定をして
港区が第二子保育料に関して無料化（認可保育園・
います。第二子以降の保険料については国の基準に
認証保育園・保育室・区立幼稚園）しているようで
7 25
基づき第二子は半額、第三子は無料としています
すが、今後中央区でも無料化の方向に進むのでしょ
が、ご質問の第二子の保育料の無料化については現
うか。
在のところ実施する予定はありません。

Ｅメール君

国民健康保険料の支払いができないので保険年金課
に電話相談すると家賃明細などを持って来なさいと
8 1 プライバシーに立ち入ることを言われました。区民
を責め立てる様な指導をしているのですか。また、
明細を持っていけば何とかなるのですか。

Ｅメール君

平成28年度広聴の記録
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早生まれの保育園入園について妊娠時でも申し込み
可能や確保できるようにしてもらえませんか。１歳
8 1 の申し込みであっても認可保育園へ入園するのは非
常に困難です。せめて、港区のように認可外保育園
も助成金を出すなりしてください。
障害者福祉課への書類提出が多く複雑です。ＩＴ化
し１枚ずつ手書きの書類を減らして、担当者の労力
8 3 をもっと障害者の実情に向けてください。記入がわ
かりづらく、記入サンプルもありません。面談して
指導を受けながら書類に記入したいです。

対
応
「生後５７日以上クラス」を設けていますが、早生
まれのお子さんの席の確保は、公平性の点などから
困難です。また、都の認証施設を除く認可外施設の
保育料補助の実施予定はありませんが、認可外施設
利用者に対し、認可園入園時の加点を行っていま
す。

投書種別

Ｅメール君

ご意見の書類は、担当者が重複して誤送したもので
す。ご迷惑をお掛けし、大変申し訳ありません。今
後は、送付記録の確認の徹底に努めます。また、記
入例の同封や窓口での記入のお手伝いなど、皆さま
のご負担の軽減に取り組んでいきます。

Ｅメール君

隅田川沿いの路上生活者が最近、増えたように思っ 路上生活者に対しては都区共同で巡回相談を定期的
8 3 ています。近隣住民として非常に不快です。区とし に行い、自立に向けた支援として、宿泊施設などへ
てどのような対応をしていますか。
の入所の提案を行っています。

Ｅメール君

昨年７０歳を迎え乳がん検診を受けた際、マンモグ
ラフィ検査は上下・左右と認識していましたが年齢
8 8 的に両方望むなら３０００円かかりますと言われま
した。豊島区では５００円を支払えば両方の検診を
受けることができました。再考をお願いします。

本区では、厚労省指針に基づく検診を実施していま
す。がん発見率の低さなどが指摘されている４０歳
以上５０歳未満の方は２方向撮影を行っています
が、指針の有効性が保たれている現時点では、５０
歳以上の方への実施予定はありません。

広聴はがき

国民健康保険加入手続の際、金額間違いを指摘した
のに合っていると言われ払ったら結局間違っていま
8 12 した。また、還付に時間がかかりすぎる上、入金日
を問い合わせないと知らせないとは怠慢です。この
件は必ず区長に報告してください。

ご指摘に対する間違った対応をおわびします。今後
は他の係員の意見を求めるなど、再発防止に努めま
す。なお、還付金の振り込み状況は他区も同様であ
り、送付書類に１～２カ月程度要する旨を表示する
扱いを現時点で変更する予定はありません。

投書（電話）

自立支援医療（精神通院）の手続きについて、申請
書類の一つに課税証明書がありますが、こちらは出
8 16 張所で取得し申請は保健センターで行わなければな
りません。同一での受付ができれば申請者側の時
間・労力の利点が上がると思います。

手続に当たり、保健センターと特別出張所にそれぞ
れお越しいただきまして、お手数をおかけしまし
た。平成２９年７月からは申請書にマイナンバーを
ご記入いただくことで、世帯所得の確認書類を省略
できるようになります。

Ｅメール君

事業所跡地や銭湯跡地など月島駅付近に土地はある
ので保育園の増設などを積極的に行ってはいかがで
すか。東京２０２０オリンピック・パラリンピック
8 22
競技大会も開催されますし、住みやすく働きやすい
街を目指すのはいかがですか。検討をお願いしま
す。

平成２５年度から４年間で合計２０園の認可保育所
を整備し、さらに平成２９年９月までに５６３名の
定員拡大を図る予定です。なお、民有地における保
育所誘致については区のまちづくり基本条例に基づ
き事業者に指導・協力を求めています。

Ｅメール君

中央区では待機児童問題が深刻化していますが商店
街の空き店舗などを活用して保育施設を新たに設け
8 22 ればよいのではないかと思います。そのような事業
は行っていないのですか。もし実施しているところ
がありましたら教えてください。

空き店舗に限らず、オフィスビルの空き事務所など
基準を満たしている全物件を、さまざまなネット
ワークを活用して情報収集し、事業者からの提案に
より保育所を整備しています。近年では、平成２
６、２７、２８の各年度に、それぞれ８、５、４園
を整備しています。

Ｅメール君

１階の窓口でもらった書類に不備があるのではと思
い、４階保険年金課の女性職員に確認を依頼した
9 8 ら、私の仕事じゃありませんという態度で大きなた
め息をつかれ、確認してくれませんでした。民間で
は考えられないような対応に驚きました。

担当係員の対応でご不快な思いをさせてしまいまし
たことを深くおわびします。これまでも研修などに
より接遇向上に努めてきましたが、今後一層、区民
の方に寄り添い、気持ちよく手続きをすませていた
だける窓口づくりに努めていきます。

投書（来訪）

子どもの福祉センター成人室の通所使用料を毎月銀
行から振り込んでいます。夫婦ともに高齢者のため 利用者やご家族の利便性向上という面から、施設運
9 9 今後は支払請求月内の支払いができなくなってくる 営に関するアンケートなどを実施する中で、口座振
と思います。来年度から口座引き落としができるよ 替の導入についても今後、検討していきます。
うにしてください。

広聴はがき
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投書種別

住民税を払っており臨時給付金をもらえない人に書
類を送るのは、やめてください。区で住民税を払っ
9 15 ているかどうか分かりませんか。書類を区民全員に
送っているのだとしたら税金の無駄遣いです。分か
りにくい表現もやめてください。

書類は、臨時給付金の支給要件である住民税の課税
の有無などを担当課が確認・判断する上で必要な同
意書です。個人情報の保護上必要としますので、ご
理解願います。なお、一度提出のあった方は、その
後は担当課で支給要件を判断しています。

Ｅメール君

知的に遅れのある子どものサポート体制について改
善をお願いします。小学校から学童までの送迎を自
9 16 己負担しています。文京区や豊島区は区が学童まで
送迎する人を手配し費用も無料です。なぜ親に全て
負担させるのですか。

移動支援事業の費用は、所得に応じてご負担いただ
いており、非課税世帯は無料です。小学校から学童
クラブまでの日常的な送迎は事業の対象外となりま
すが、保護者が急病や入院により送迎ができない場
合などは、ご相談をお受けしています。

Ｅメール君

通常でさえ保育園の待機児童数が多いのに、タワー
マンションがどんどん建設されますと子どもの受け
皿が足りなくなり問題が解決しません。タワーマン
9 21
ションを建設する際には保育所を設置してくださ
い。港区ではマンションの一階に保育所がありま
す。

中央区まちづくり基本条例に基づき保育所設置を働
きかけていまして、これまでも再開発事業を保育所
開設の機会と捉え、平成２０年から平成２８年９月
までに４園をタワーマンションに併設してきたとこ
ろです。今後もこうした取り組みを推進していきま
す。

Ｅメール君

保育園申込の優先順位１１番目に在住歴があり入園
の可能性が低いと感じました。先祖代々区内に住み
9 27 続け納税をしてきたのに新住民の方が保育園に入れ
ることに納得できません。長く住んでいる住民の気
持ちを考え在住歴を考慮してください。

保育園の希望が定員を超えた場合保育必要度の高い
方から順に入園できる仕組みとしていますが、実際
の利用調整では同一順位となるケースが多く、最終
的に在住歴で順位が確定することから、十分な配慮
がなされていると考えています。

Ｅメール君

勝どきでは小児科の医院が混雑していますが今後も
マンションが建設されますので増設してください。
10 3 待合室での他の病気への感染リスクもあり、体力が
低下している子どもが長時間待つことは不可能で
す。また、病後児保育も早急に開院してください。

再開発事業や大規模開発事業の折には事業者などに
対して小児科診療所の誘致に取り組むよう働きかけ
るとともに、地元医師会などにも協力を求めていき
たいと考えています。病後児保育室の早期再開が実
現するよう側面から支援していきます。

Ｅメール君

勝どき児童館のバンドサークルが品川区のコンクー
ルで最優秀賞などを受賞しました。しかし、バンド
数も急激に増え練習時間が短くなっています。小学
10 3
生の利用が１７時までなため、バンドサークルのあ
る曜日、高学年だけでも利用を１８時までにしてく
ださい。

当該サークルのボランティア指導者との協議を経て
提出者と面談し、時間延長はできないが指導者のア
ドバイスが児童に的確に伝わるような指導者・職員
間の連携の強化や、動画の活用など質の高い練習が
できるよう工夫していくことを説明し、了承を得
た。

Ｅメール君

娘が通う認証保育園は、来年４月から５歳児まで拡
張し、認可保育園となる予定で区と保育事業者が協
10 4 議を進めていると聞いていました。しかし、住民の
反対があり、このままでは工事が間に合いませんの
で区のご支援をお願いします。

来年４月の開設は難しいが、区・保育事業者として
は、住民の理解を得たいと考えていることや、区・
事業者・貸主間で協議を行い、開設に向けた合意が
でき次第、住民説明を行っていくことなどを提出者
に電話で説明した。

投

転入に伴う児童扶養手当受給の継続申請に１カ月か
かり水道料金減免は審査後とのことでした。他区で
10 5 はすぐ対応してくれました。弱者救済の視点から対
応をすべきではないですか。区によって対応が違う
のは納得いかないので改善してほしい。

通常、継続申請の処理は、前住所地からの手当の受
給資格台帳送付が相当日数かかるなどにより概ね１
カ月を要しているが、今回は内容の確認ができたた
め、水道・下水道料金の免除はすでに申請できる旨
電話で説明し、了承を得た。

投書（電話）

病児保育が不足したままになっています。ただでさ
え子供の人数が増えており、今後風邪が流行する時
10 11 期になるのに預け先が不足するのは困ります。病児
保育ができる医療機関を認定するなり月島地域の病
児保育の数を増やしてください。

病後児保育室の再開については、現在、関係者間で
協議が重ねられていると聞いており、区では、早期
の再開が実現するよう側面から支援していきます。
しばらくご不便をおかけしますが、開設している２
施設のご利用をお願いします。

Ｅメール君

勝どきは人口が信じがたいほど増加傾向であるにも
かかわらず、１８時過ぎにも診察している病院が非
10 13 常に少ないです。皮膚科は１院のみで混雑し、小児
科はありません。働く親が子供を連れて行ける病院
を増やしてください。

今後の乳幼児・小学校就学児童の人口の増加も考慮
しながら再開発事業や大規模開発事業などの折には
事業者に対して小児科診療所の誘致に取り組むよう
働きかけるとともに、地元医師会などに対しても協
力を求めていきたいと考えています。

Ｅメール君
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投書種別

ひとり親の各種手当申請についてのホームページに
記載の対象金額が「所得制限表」のみ記載されてお
10 20 り、この金額が所得控除後なのか額面なのか分かり
にくく不親切です。早急にホームページの修正をお
願いします。

ご指摘のとおり、ホームページで表記している所得
制限表は、現在、所得の種類や所得から控除する金
額の記載がなく分かりづらいものとなっていますの
で、ホームページをご覧になった方が確認しやすい
ように見直しをいたします。

Ｅメール君

トワイライトステイで次の３点を至急実施してくだ
さい。①当日の急な残業にも対応②予約のたびに勤
10 24 務証明を提出させるのではなく、区でコピーを保管
するなど利用者の手間の軽減③京橋こども園での小
学生預かりの開始

①申込状況に合わせた保育士の配置が必要なため前
日までの予約となります。②真にやむを得ない理由
で預けられることを確認するため随時ご提出をお願
いします。③スペースの確保などが困難なため、子
ども家庭支援センターの利用をご検討ください。

Ｅメール君

こども医療証で受診した場合、医療費の自己負担が
発生しなくても領収書や診療明細書の発行を都内の
10 31 全医療機関、薬局で徹底できませんか。通院の証拠
がないと同伴した保護者の交通費を確定申告の際、
医療費控除として申告できません。

領収書や診療明細書の発行に関する指導は、東京都
福祉保健局の所管になります。自己負担のない患者
も、明細書の無償交付が義務付けられているとの事
です。医療に関する事項の相談窓口は医療安全支援
センターの「患者の声相談窓口」となります。

Ｅメール君

産んだその日に亡くした息子は中央区に住所を有し
たことにならず、新生児誕生祝品を渡せないと言わ
10 31 れました。息子が１日でもこの世に生きていたこと
を否定されたようで悲しい気持ちになりました。な
ぜこのようなことをするのですか。

新生児誕生祝品は、区要綱に基づき支給していま
す。要綱では「申請日に区内に住所を有しない者は
除く」として対象から除外しており、今回、申請日
段階ではお子さまがこの規定に該当されたため、対
象外となりました。ご理解をお願いします。

広聴はがき

来年４月の保育園入園を希望していますが、待機期
間によって優先順位が生じるのは不公平です。区
11 2 は、計画的に出産する事を奨励しているのですか。
３月生まれが認可保育園に入り難いなんて納得でき
ません。選考基準を改正してください。

保育園は、保護者の方の事情により希望する利用開
始月も異なりますので、早生まれの方が一律不利と
は一概に言えないと考えていますが、皆さまからの
ご意見を参考としながら、必要に応じ公平性に配慮
した基準の見直しを検討していきます。

Ｅメール君

平成１９年に都児童相談センターが職権濫用で子ど
もを無理やり連れて行った件について、区は組織で
11 2 共謀して関与し、私と子どもの人生を大きく狂わせ
ました。責任を取って、きちんと謝罪してくださ
い。

都児童相談センターでは、お子さまの家庭環境と養
育状況を総合的に判断し、児童養護施設での養育な
どを決定しています。こうした対応は、お子さまの
安定した生活と教育環境の確保のために必要なもの
であったと、区では考えています。

投

中央区の待機児童の数は２３区内でもトップとなっ
ています。緊急性の高い課題です。今年度中に解決
11 8 しなければ中央区に住みたいと考える人は激減し失
政のレッテルが貼られることでしょう。制度から抜
本的に見直し数学的に進めてください。

本区では、保育施設の整備に全庁を挙げて取り組
み、保育定員を大幅に拡充してきています。利用希
望者の著しい増加や開設用の土地・建物のスペース
確保など多くの課題はありますが、今後ともあらゆ
る機会や制度を活用した整備を進めていきます。

広聴はがき

中央区「わくわくツアー」中央区観光協会特派員と
歩く人形町に参加した際、集合場所の十思スクエア
11 8 別館入口前が寒かったので館内の小伝馬牢のジオラ
マを見学していたら職員に館内から出るよう指示さ
れました。同じ区の行事なのに納得できません。

十思スクエアの管理責任者の対応により、不快な思
いをおかけしたことを心からおわびします。今後、
こうしたことのないよう、特に言葉遣いについて重
点的に注意を行いました。今後とも、区の施設を気
持ち良くご利用いただけるよう努めていきます。

広聴はがき

中央区では保育園不足が深刻な状況となっています
が、保育園用地不足により保育園増設が進んでいな
11 8 いとの回答を区から頂きました。都の遊休地を保育
所用地に充てるための都への働きかけをお願いしま
す。

現在、都から情報提供があった１カ所の活用につい
て協議中ですが、区では、都有地のほか、道路敷地
などの区有地の活用や再開発事業者への働きかけな
どにより、今後とも全庁挙げて待機児童解消への取
り組みを続けていきます。

Ｅメール君

区内在住の外国人留学生です。巨大地震が起きた場 提出者については、現在、本区に住民登録がなく、
11 14 合、一時的に帰国すると思いますが、その場合に国 中央区の国民健康保険にも加入がないため、還付で
民健康保険料を還付してもらえますか。
きる保険料がない旨メールにより回答した。

Ｅメール君
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居所がすでに中央区にあり生活困窮状態であれば移
隣接区で生活保護を受給していますが、中央区への
管の対象となることや、移管の制度については実施
11 15 移管を希望し、先月引っ越してきました。１日も早
機関である隣接区から説明を受けていただきたいこ
く中央区に移管できるよう力を貸してください。
となど投書者に電話で説明し、了解を得た。
生活保護について、ケースワーカーから医師の意見
書により交通費を決定しているとの説明を受けまし
11 16 たが、弁護士から医療扶助運営要領があり、意見書
の他に、自治体の裁量もあると聞きました。交通費
決定のプロセスを教えてください。

通院費（移送費）は生活保護法や各種通知・通達に
基づき給付しており具体的には主治医意見書での要
否確認と区嘱託医との協議を経ての決定であること
や通院先が複数の場合は主治医ごとの意見書を確認
することなどを電話で説明し了解を得た。

投書種別

投

書

投書（電話）

都区共同で「巡回相談事業」を実施し、路上生活者
市場橋公園に路上生活者の小屋があります。横は保
の自立に向けた相談・誘導を行っています。早速ご
11 21 育園で幼児たちが遊びます。不衛生ですし、危険な
指摘の場所に出向きましたが、小屋や該当すると思
感じがするので撤去をお願いします。
われる路上生活者は確認できませんでした。

Ｅメール君

後期高齢者保険者証の大きさに、びっくりしまし
た。ポケットや財布などに入れて持ち運びに便利な
11 25 マイナンバーカードくらいの大きさに早急に変更
し、高齢者や役所の職員など全員が満足するシステ
ムにするようお願いします。

後期高齢者医療制度は、東京都後期高齢者医療広域
連合が運営しており、保険証についても広域連合が
作成しています。区の回答は不要との提出者からの
申し出ですが、ご意見は機会を捉えて広域連合あて
伝達することとします。

広聴はがき

保育園説明会の動画、説明会での質疑応答内容が
ホームページに公表されると便利です。病児保育が
11 25 できる場所が少なく不安です。また、マンションが
たくさん建っていますが病院、保育園、病児保育な
どを増やしてください。

動画掲載は困難ですが、質疑応答をまとめたＱ＆Ａ
集をホームページで公開しています。病後児保育に
ついては休止中の実施医院の再開を支援していきま
す。今後とも保育施設の整備を進めるほか再開発時
などに診療施設の誘致を働きかけていきます。

広聴はがき

現在家庭内別居で離婚調停中の専業主婦です。弁護
士には離婚調停中であれば保育園入園を考慮する自
12 1 治体が多いと聞きましたが子育て支援課によるとひ
とり親の認定はできないそうです。このままでは身
動きが取れません。配慮をお願いします。

ひとり親世帯として適用されるには、別居など実質
的にひとり親状態にあるとともに、ひとり親である
ことが客観的にわかる戸籍謄本などの提出が必要で
す。お父さまと同居状態にあることからひとり親世
帯とみなすことはできない状況です。

Ｅメール君

年度途中に保育園へ入園できる仕組みを整備してく
ださい。また、一時保育を保育園代替として使える
12 2 ように利便性を高めてください。子ども家庭支援セ
ンター日本橋分室の一時保育の受入人数を増やすと
ともに申込方法を抽選制にしてください。

現在多数の待機児童がいる中で、途中入園の枠を確
保しておくことは困難です。なお、一時預かりに関
してはスペース確保などの課題はありますが日本橋
地域の定員拡大を検討しており、予約方法も事業趣
旨を考慮しつつ検討します。

Ｅメール君

提出が遅れた理由を確認したところ会社側で書類が
保育園の入園申し込みを１日遅れてしまい子育て支
整わなかったとのことであったが、締切後は次の利
援課に申し込みを断られてしまいました。家計も厳
12 5
用調整対象となるため次回の受付期間中にお申込み
しく職場復帰をしなければならないため、どうにか
いただきたいこと、ご不明な点は事前にご相談いた
申し込みを受け付けてもらえませんか。
だきたいことなどを説明し了解を得た。

Ｅメール君

産後５０日ほどで仕事復帰したのに保育園に入れま
せん。区へ相談しても「皆同様に待機中です」と言
12 5 われました。皆シッターを手配して仕事をしている
のですか。また、夫の収入で順位が下がるのはおか
しいです。相手の立場に立って考えてください。

待機児童が多く、利用調整せざるを得ない状況で
す。保護者の就労状況や世帯状況などで必要度を指
数化し必要度の高い方から入園できる仕組みとして
いるため一律に高収入を理由に低順位とすることは
ありません。ご理解をお願いいたします。

投

日本橋地域の一時預かり保育は定員５名と少なく予
約当日は深夜早朝から並ぶ状況ですので施設を増や
12 6 してください。制度の趣旨から多くの母親が少しず
つ利用できることを考えるべきです。一度に申し込
みできる日数を制限してください。

日本橋分室の現況を受け、日本橋地域の定員拡大に
向けた検討を進めています。なお、日数制限は、ご
事情によってはたくさんの日数を必要とされる方も
あり難しいと考えますが、事業の趣旨を考慮しなが
ら予約方法の検討を行っていきます。

Ｅメール君
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他区の保育園では保護者から許諾をとらずにイベン
ト会社による写真撮影と販売が行われました。保育
12 8 園に即時販売停止を要請しましたが、この会社は貴
区でも写真の販売実績がありますので保護者の許諾
をとっているか確認してください。

区では、認可保育所で写真撮影がある行事を行う場
合は、事前に保護者の承諾を得た上で実施すること
としています。また、私立についても同様に行って
いると報告を受けています。

Ｅメール君

中央区休日応急診療所に、次の５点を求めます。①
年末年始の適切な期間と時間の運営②医師の言葉遣
12 13 いや態度を医師会に厳しく指導③内科も診られる小
児科医の配置④紹介状を速やかに出す。⑤医師の氏
名の掲示

①１２月２９日～１月３日の９時～２２時です。②
懇切・丁寧な対応を地区医師会に改めて申し入れま
す。③小児科の初期救急診療に対応可能な内科医を
配置しています。④速やかに作成しています。⑤診
療室扉に掲示し、担当医は名札を着用しています。

Ｅメール君

保険年金課職員から電話で医療費関連の振込先銀行
支店名について問い合わせがありました。記載した
12 15 支店名が間違っていると偉そうに言い募るため、翌
日銀行に行き確認したところ、間違っていませんで
した。社会常識がなさすぎます。

銀行の支店表示が「本店」「本店営業部」の２通り
存在し、どちらでも可能でしたが担当者の思い込み
で書類訂正を強弁してしまいました。事実関係の調
査を徹底するとともに担当者の教育を行いました。

広聴はがき

区内の路上生活者が入所する施設として、東京都お
毎年何百人もの路上生活者の方々が冬に亡くなって
よび特別区が共同で設置した「緊急一時保護施設」
います。この状況は経済大国日本の恥です。どうか
1 4
や「就労自立支援センター」をはじめ、民間運営の
百人規模の施設を空いている公用地に作り、食事の
無料低額宿泊所や病院などがあり、区内の路上生活
提供などをしてください。
者を受け入れる体制を確保しています。

投

国保料の収納は金融機関などの窓口支払いのほか口
江東区では、国民健康保険料のクレジットカード払 座振替、コンビニ収納によっています。ご要望の実
1 16 いが可能です。住民税を含めた公共料金の支払の多 現はシステム改修経費や割高な手数料がかかるなど
様化に、いち早く対応してください。
の課題があり現時点では困難ですが、今後、電子納
付などの公金収納手段の充実に努めていきます。

Ｅメール君

新川児童館の巡回相談に行きましたが、相談員が不
在のためできませんでした。１カ月前から掲示され 当日の対応について、おわびします。新川児童館の
1 20 ていた予定が相談員の都合で当日変更になったこと 巡回相談の運営について、職員間の情報共有を徹底
が、職員間で共有されていないことに驚きました。 するなど、早急に改善を図っていきます。
運営を改善する余地があると思います。

Ｅメール君

ご事情でたくさんの日数を必要とされる方もあり、
保育園に入れない人が一時預かり保育を何日もまと
現在のところ制限は難しいと考えていますが、事業
めて利用する場合があります。一家庭当たりの回数
1 30
の趣旨を考慮しながら予約方法の検討を行っていき
を制限するなど、早急に改善をお願いしたいところ
ます。なお、日本橋地域については、定員拡大に向
ですが、具体的な対策は検討されていますか。
け施設の増設などの検討を進めています。

Ｅメール君

生活保護を受けていますが、通院交通費と葬儀費用
の一部負担金の制度をケースワーカーから教えても
1 31 らえていませんでした。後から知り申請しましたが
出してもらえませんでした。ケースワーカーの落度
だと考えますので、改めて申請したいと思います。

当時の状況を説明するとともに不信感を抱かせたこ
とをおわびしました。再申請は期間の経過により受
理できない旨を伝え、今後は期間内の申請をお願い
するとともに、不明な点など適宜相談に応じること
を説明し、理解を求めました。

投

朝に桜川公園を通勤で通りますが、保育園に行くと
思われる自転車が猛スピードで歩行者ギリギリの距
2 6 離で走り去るのを見ました。接触事故が起きても不
思議ではありません。保育園から保護者に注意喚起
を行うことはできませんか。

ご指摘を受け、保護者へ注意喚起を行うよう桜川保
育園長に伝えました。区では、区内警察署と連携
し、園児と保護者に交通安全指導を実施しています
が、改めて区内の公・私立園へ交通ルールの重要性
を発信し、保護者に対しても指導をしていきます。

Ｅメール君

学童クラブでは、保護者の就労状況や児童の学年な
孫が学童クラブに通っていますが小学校３年生の選
どに応じた指数と、指数が同位の場合の優先順位に
考で落ちました。両親とも働いていますが、他に加
2 10
より審査を行い、入会者を決定しています。この基
点される項目はなんでしょうか。選考基準が明確に
準は、「学童クラブ利用児童募集の案内」の中でお
開示されていないのには訳があるのでしょうか。
示ししています。

Ｅメール君
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子どもの発熱で休日応急診療所を受診したら、担当
医師に「小児科ではないから診ない」と言われまし
2 13 た。日曜や祝日の小児科受診環境の改善を希望しま
す。平日準夜間の小児科診療のように、聖路加国際
病院に委託できませんか。

休日応急診療所の対応についておわびします。業務
を受託する地区医師会に対し詳細な調査と接遇の改
善を求めていきます。なお、聖路加国際病院は重症 モニター通信
患者への対応を担っているため、休日の外来診療に
ついては現行の体制が基本となります。

日本橋分室一時保育の対応が非常に良く気に入って
おり毎月利用しています。しかし、予約を取るのが
2 15 大変で、妻は夜中の１時から外に並び、道で寝てい
ます。安全性や健康面が心配なので、警備員を置く
か中で待てるように検討してください。

ご提案の方法については、日本橋区民センター等複
合施設の管理上の都合などにより実施することが困
難ですが、今後区では、日本橋小伝馬町にある十思
スクエア内に新たに一時預かり保育室を開設し、日
本橋地域の定員を拡大する予定です。

認可保育園入園を待機しながら無認可保育園やベ
ビーシッターを利用する家庭は大きな負担に不安や
2 15 不公平感を持っています。月５０００円や１万円と
いった補助を検討できませんか。働く女性は毎月住
民税を収めており理不尽な金額ではないはずです。

保育料の補助は、職員配置や施設面などの要件を満
たす都認証保育園のみとしています。ご提案は採用
できませんが、認可外保育施設などの利用者につい モニター通信
ては、認可保育園入園の利用調整で、基本点数に加
算を行うなどの配慮を行っています。

Ｅメール君

施術所名などの詳細を投書者に電話確認し、領収書
健康保険の支払い通知が来ましたが整骨院の通院回
発行は国の通知により義務付けられていることや通
数が倍ぐらいになっていました。領収書を発行でき
2 20
院回数に不正の疑いがあることから投書の内容を施
ない医院は健康保険の契約をできなくするなどの処
術所の指導を所管する都福祉保健局指導監査部へ情
置を取れませんか。
報提供することなどを伝え、了解を得た。

投書（箱）

昨年４月時点で第二子が第一子の保育園の要件を満
たさず現在別々の園に通っていますが、平成２９年
2 20 ４月第１回利用調整においても転園がかないません
でした。認可保育園の利用調整基準指数と保育園の
不足状況を早急に改善してください。

公平性に配慮した利用調整基準作りは、大変重要と
認識しており、今後とも必要に応じた見直しを検討
します。認可保育園の開設は、土地・建物のスペー
ス確保などの課題がありますが、引き続き積極的な
取り組みを進めていきます。

Ｅメール君

保育園転園の一次選考不承諾通知が来ました。昨年
申し込みをした際、「高得点なので遅くとも２０１
2 21 ７年４月には入れるでしょう」と窓口で言ってもら
えたのになぜですか。私より高得点の人が現れたな
んて信じられません。調整してください。

保育園の利用調整にあたっては、提出された関係書
類などに基づき、厳正に実施しています。新規のお
申し込みも毎月あり、待機順位の変動などにより、
希望園にご案内できないことがあります。ご理解を
お願いします。

Ｅメール君

遠隔地から認可保育園申し込み時の問題点は①遠隔
地での通園実績は考慮されない②見学必須のため認
2 22 証保育園に申し込みできない③他区保育園紹介など
のサポートがない④スケジュールが遅い⑤利用調整
可能枠の矛盾の５点です。アドバイスをください。

①現在の保育状況を踏まえ基準を設定、区外園に
通っている方もこの基準に準じた対応②園の保育方
針など納得して申し込みいただくためと理解③不明
点についてはご相談を④近隣区は同様の日程⑤５歳
児空きスペースを１歳児の期間限定保育で活用

Ｅメール君

毎年保育園を新設し待機児童増加への対策を検討さ
れていますが、現状に追いついていません。さらに
2 23 不安なのは、数年後には学童を圧迫するだろうと言
うことです。城東小、阪本小エリアへの学童導入や
学童の拡張・増設のプランはありますか。

現段階では、城東小・阪本小のエリアに学童クラブ
を新設する計画はありませんが、今後もニーズなど
を注視しながら、児童が放課後を安全・安心して過
ごせる環境の整備に努めていきます。

Ｅメール君

保育園選考に疑問があります。①意見を言いました
が変わらないと言われました。②認証保育園は認可
2 23 保育園よりも保育の必要性が低いと言われましたが
現在は入れない状況です。③申し込み時点で職場に
復職していないと加点対象とならない。

窓口で不快な思いをさせてしまいおわびします。①
公平性に配慮した基準作りは大変重要と認識②保育
できない状況について必要度の高い方から入園でき
る仕組③第二子以降の産休開始日以前から継続して
認証保育所に通っている場合は加点対象

Ｅメール君

認可保育所入園に空きが無く落ちました。保育所を
増やす努力をしているといっても、落選者への配慮
2 24 が足りないのではないでしょうか。職場復帰する落
選者へ保育料の一部助成などの検討を早急にお願い
します。

保育園開設は認可手続に１年近くかかることや土
地・建物のスペース確保の課題などがありますが、
目下全力で取り組んでいる状況です。保育料補助は
一定要件を満たす認証保育所のみです。

Ｅメール君
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認可保育園の結果通知のタイミングが、他区より遅
いので早くしてください。認可保育園に落ちた場合 ４月入園の結果通知日について近隣区の状況を確認
2 24 に、認証や認可外保育園を探さなければなりません したところ、本区とほぼ同様の日程であったことか
が、早く行動しないとますます見つけるのが難しく ら、このことを電話で説明し了解を得た。
なってしまいます。

広聴はがき

保育園児たちが遊ぶ鉄砲洲公園の砂場隣のベンチで
男性がたばこを吸い、煙が園児たちに直接かかって
2 28 いたのに、保育士は無反応でした。子どもたちの身
を守るための意識が低い保育士に、危機管理意識の
教育を徹底してください。

本区では園庭のある園が少ないので公園を利用しま
すが、利用の際には、保育士２名以上が付き添い周
囲への配慮や他園との声かけなどを行っています。
トラブルなどが起こらないよう注意深く見守るよう
園長会などで周知していきます。

Ｅメール君

保育園の入園で「育休中ではないから」という部分
が気になります。夫の所得や家庭の都合、状況など
3 2 も踏まえて検討してください。点数でのランク付け
もよく思えず悔しいです。アルバイトで生活してき
た女性はもう社会に出られないのですか。

育児休業の有無に関係なく、あくまで勤務日数と勤
務時間で利用調整指数を決めていること、地域の事
情に応じた公正な方法での調整が認められており、
それに従っていることなどを説明し、了解を得た。
なお、今後の手続きについても併せて助言。

広聴はがき

日本橋、銀座エリアでは、平成３１年に、銀座一丁
目の水谷橋公園での立体都市公園制度を活用した保
日本一買物しやすく、働きやすいエリアとして日本
育所整備を予定しており、銀座エリアへの来街者に
3 6 橋や銀座を発展させるために、託児所の開設をお願
向けた一時預かりも実施する予定です。今後も全庁
いします。
を挙げ、待機児童解消への取り組みを続けていきま
す。

広聴はがき

①娘が子ども園に通えなくなった原因は園にあるの
になぜ保育料を返還してもらえないのですか。②き
3 7 らら中央に相談のため電話したら対応した相談員は
人をばかにしたような口調でした。適切な人材を置
いてください。

①相談などへの説明不足をおわびします。保育料に
ついては所定の期日までに退園の申出がないため返
還できません。②総合相談の窓口には、福祉保健の
専門相談員を配置し、相談者の心情や状況を理解の
上で対応するよう指導していきます。

投書（電話）

保育園入園の目処が立たず困っています。ベビー
シッターも検討していますが高額で現実的ではあり
3 8 ません。他区で実施の待機児童や病児・病後児保育
のベビーシッター代補助を中央区でも導入し無認可
保育園の差額保育料補助も検討してください。

保育料の補助は、一定の要件を満たす都認証保育園
のみですが、認可外施設やベビーシッター利用者へ
の配慮は、認可園入園の利用調整で、点数を加算し
ています。病児・病後児保育は、国の基準による職
員を配置した保育所などで事業を実施しています。

Ｅメール君

障害のある私の子どもは働いていますが正社員では
ないためボーナスや退職金がなく、いつ辞めさせら
3 8 れるか不安です。１人で独立するのも給料が安すぎ
ます。社員並みに働いているようですので正社員に
なれるまたは同様の保証をしてもらいたい。

中央区障害者就労支援センターでは、障害のある方
の希望や能力などに応じて、正社員に向けた支援が
可能であり、直接ご本人からご相談いただければ、
区も連携を図りながら対応する旨を電話で説明し、
了解を得た。

広聴はがき

第２子が２年連続保育園に入園できませんでした。
時短勤務にし、シッターときらら中央でやりくりし
3 10 ていますが、自宅での自営、時短勤務、第３子妊娠
さらには産休予定期間が短いからと大減点されたの
はおかしいと思います。

認可保育園の入園に係る利用調整指数は、保護者か
ら提出された書類で指数を決定しています。また、
利用調整基準については、保護者の状況が同じであ
れば同一の指数となるような基準としていることか
ら、今回の件は減点ではありません。

広聴はがき

区知的障害者生活支援施設に息子が通所しており感
謝します。小学生、車椅子利用者、目の見えない
3 10 方、高齢者などがこちらの施設で支援を受けていま
すが、それぞれに適した所で支援を受けられたらい
いと思います。

開設当初より知的障害者の居住や訓練などの場を提
供し、身体障害者と障害児を含めた短期入所事業を
実施しています。現在は、生活介護なども行う拠点
施設としてさまざまな障害の方がおり、安全確保に
細心の注意を払い運営にあたっています。

広聴はがき

年金収入の額に応じて、生活保護費支給額を決定し
夫婦で生活保護を受けていますが、私が年金を受給
ております。年齢が７０歳になると、現在の基準額
しているため区からの支給が減額されています。今
3 10
から生活費１類の支給額が４，０００円程度下がり
後、年齢が上がるとさらに支給額が減らされるのか
ます。ご質問・ご相談などがありましたら、何なり
と思うと、この先の生活費が心配です。
とご連絡ください。

広聴はがき
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第一子が４月入園に不承諾となり待機児童となりま
した。認可園に預けた場合との保育料差額補助につ
3 13 いて、認可園の保育料には補食代が含まれているの
に、認証園の補助には含まれないのは不公平です。
補助に含んでほしいです。

保育料補助は月極め保育料基本額と考えており、延
長時の補食は希望に応じたものと考えますので今の
ところ補助は考えておりません。なお、保育事業者
に対して保育料が低額となるよう家賃補助を行い、
利用環境がよくなるよう努めています。

Ｅメール君

子どもが通う認証保育所は２歳児クラスまでしかあ
りませんが、可能であれば３歳児～５歳児クラスの
設置を要望しています。保育所の隣で駅から遠いと
3 15
指摘のある区の高齢者用施設を移転し、空いたス
ペースを保育園拡充スペースとすることはできませ
んか。

浜町高齢者トレーニングルームは、現在、通常に利
用されている施設なので、即座に保育所に転用する
ことは難しい状況です。こういった状況の中で、３
歳児クラスの認可保育所への転園は、利用調整時に
加点するなど入園しやすい環境をつくっています。

Ｅメール君

保育園に申し込みましたが入園できず退職すること
になりましたが一時預かり保育も近所になく息抜き
3 16 もできません。勝どきなどの一時預かり保育は保育
園の加点目的で毎月同じ人が独占しています。平等
に利用できるルールへ改定してください。

一時預かり保育は、子ども家庭支援センター（きら
ら中央）など４カ所で実施しており、お住まいに近
い京橋こども園の利用もご検討ください。事情によ
り多くの日数を必要とする方も居られることから予
約日数の制限は難しいと考えております。

広聴はがき

病児の保育に専念したく、１歳半の上の子を保育園
に申し込みましたが入れず、プリスクールに預けて
3 17 います。保育園に入れず高額のプリスクールやベ
ビーシッターを利用する家庭の保育費用の控除など
で、区民の育児をサポートできませんか。

認証保育園には一定の要件を満たしているとして保
育料の補助を行い、無認可保育施設は保育料に基準
がないことなどから、現在保育料補助を行っていま
せん。そのため認可保育所利用調整時の加点などで
入園しやすい環境をつくっています。

Ｅメール君

生活保護費を受給していますが、男性が苦手なのに
担当は男性職員で、月に１回の頻度で訪問し毎回嫌
3 24 味な言い方をしてくるため怖いし苦痛です。担当者
を女性に代えてもらえませんか。また、あまりに頻
繁に家に来ますがみんなそうなのですか。

収入があるため毎月収入申告が必要であるが、近く
の地域に居住される他の複数の受給者の訪問に併
せ、対象者の負担軽減になると考え訪問しているこ
と、４月から女性に担当代えを調整中であることな
どを電話で説明し、了解を得た。

投書（電話）

高齢者施策推進室（２２件）
いきいき浜町のホール階段の壁は、凹凸のあるデザ
いきいき浜町の１階から２階へ上るホールの壁タイ
インで目視検査による確認ができないため、壁全体
ルが剥がれる恐れがあるので近付かないようにとの
4 20
の安全性や修復方法について専門家に調査を依頼中
貼紙がしばらく前から貼られています。できるだけ
です。調査結果を確認し、早急に修復工事を行う予
早急に補修をするよう要望します。
定ですので、ご理解・ご協力をお願いします。

広聴ＦＡＸ

捻挫や骨折によりお風呂に入れず、おとしより相談
センターからの紹介で送迎付きの他区入浴施設を利
5 2 用しましたが衛生上不快でした。中央区在住を誇り
に思っている私は納得できません。区内で利用でき
るお風呂設備を考えてください。

入浴施設を管理する介護サービス事業者には、適切
な衛生管理と清潔の保持を指導しました。区内にも
マイホーム新川、マイホームはるみ、晴海苑、新と
みなど通所介護のデイサービスで入浴サービスを提
供している施設はあります。

広聴はがき

高齢者に銭湯の入浴補助が出ていますが、その運用
の結果、利用者が偏っています。高齢者入浴補助は
5 16 平日限定、週末は午後３時までなど日にちや時間帯
を限定をしていただけませんか。また、高齢者入浴
補助はなぜ日にちの限定がないのですか。

敬老入浴事業は、ひとり暮らし高齢者などの閉じこ
もり予防や見守りとともにコミュニティふれあい銭
湯と同様に地域の多世代の方々との交流やふれあい
を目的としていることから、曜日や時間帯を分ける
ことは困難です。その趣旨をご理解ください。

Ｅメール君

区広報紙の「６０歳からのゆうゆう講座」記事に安
全、迷惑、不適当の理由で受講を断るということが
5 23 書かれています。３年前別の区の講座をこの理由で
断られたことがあります。障害者や弱者のことでは
ないのであれば具体的に書いてください。

身体を動かす講座で健康面で安全に支障がある場合
や講座の進行を妨げるような迷惑行為、公序良俗に
反する不適切な行為があった場合に、受講者の健康 モニター通信
と安全確保などの面からその旨記載していますが、
誤解を招く表現は見直していきます。

災害時に福祉避難場所となる月島区民センターのエ
レベーターのバリアフリー再点検や点字ブロックの
5 23
供覧しました。
整備は、災害が起きてから実施するのは難しいた
め、平常時から準備したほうがいいと思います。
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投書種別

桜川敬老館は職員が笑顔で迎えてくれて何一ついや
な思いをした事がありません。体操などの体に良い
5 24
供覧しました。
講演に勇んで参加しています。日々の生きがいと
なっています。

広聴はがき

中央区社会福祉協議会および区において謝罪し、ま
７年前にシルバーワークの相談員に悪口を言われ自
た、ご意見をいただく都度、書面や電話でご説明さ
立神経失調症にされ働けず、一生波のある生活を送
6 10
せていただきました。回答内容に変更はございませ
らなければならなくなりました。謝罪もしてくれず
んが、ご希望の通り改めて対面でご説明する機会を
生活苦に追い込んでいるのを考えてください。
設けます。

広聴はがき

先日、母の介護認定の連絡が届き要介護４から要介
護２に決定とのことでした。身体的、その他もろも
8 17 ろのことが２段階も向上したとの判断だと思われま
すが、そうとは思えません。退院後は入院前よりで
きることが少なくなってきています。

介護認定審査会では、認定調査と主治医意見書の内
容を基に、介護度を判定しています。状態が変化
し、サービス量が足りないと思われる場合は、区分
変更をすることができますので、ご相談ください。

広聴はがき

敬老大会観劇について質問です。①敬老対象でない
方を招待する理由②午前１１時開幕を９時３０分か
9 16 ら案内する理由③参加者の内訳④早く帰る方の席を
別の方に譲る配慮⑤１階最前列で首が痛くなった方
がいますが、その人の身になった運営姿勢

①高齢者の見守りや社会参加活動などの支援団体で
す。②式典１時間前とし時間にゆとりをもって参加
いただくためです。③高齢者は８，６３０人、来賓
７６人です。④帰宅かどうかの判断ができず困難で
す。⑤席は年齢とお体の状態で案内しました。

Ｅメール君

敬老館を３カ所利用していますが職員の熱心さが違
うように思いますので、次の改善をお願いします。
9 21 ①写真付き職員紹介の掲示②満足度の低い委託事業
者の変更③勝どき敬老館の喫煙室の撤去④他館情報
のコピー配布⑤行き届いた清掃の実施

①検討します。②３館同一の指定管理者であり、ア
ンケート結果も３館ほぼ同じ満足度です。③脱臭機
モニター通信
を設置しました。④希望者にコピーをお渡ししま
す。⑤日常清掃や定期清掃などを行っていますが、
職員の巡回時にさらに注意を払っていきます。

私は年金を受給していますが、それだけでは生活で
きずアルバイトをしているので区民税を払っていま
9 28 す。そのため、東京都シルバーパスの取得に毎年高
額を払っています。そこで、区独自で高齢者の交通
費が無料になるような制度作りを提案します。

都では、シルバーパスのほか、障害者福祉や生活保
護受給世帯などへの生活支援の観点から、無料乗車
券も発行しています。高齢者福祉の観点からは、費
用負担はありますが、上記事業がありますので、本
区独自の交通費の無料化は難しい状況です。

投書（来訪）

区のおしらせに掲載される講演は仕事の都合などで
参加できないことがあります。例えば在宅療養支援
11 4 シンポジウムの講演内容を区ホームページに掲載し
てください。講演に参加できなくても内容を知るこ
とができたら、区として効果があると思います。

ご意見の採用は、著作権や参加者の肖像権などさま
ざまな課題から実現困難ですが、平成２８年１１月
１９日に開催予定の在宅療養支援シンポジウムの資
料については、当日参加者に配布する資料をシンポ
ジウム開催後にご送付します。

Ｅメール君

桜川敬老館の英会話初級を受講しましたが初日でや
めました。講師は話し上手ですが酷い差別主義者と
11 21 感じました。英語に訛りのある国を例に挙げて馬鹿
にし、受講者の笑いを誘うのです。次年度の講師選
定の再考をお願いします。

講師に事実の確認をしたところ、決して発音につい
て差別をする意図は無かったとの事ですが、講師に
は厳重に注意を行いました。また、受講者に改めて
お詫びと訂正を行いました。今後ともご指摘内容に
十分注意し、講座などを運営していきます。

Ｅメール君

住宅設備改善給付で浴槽の取り替え基準の桶の高さ
を一定に規定せず、一人一人の身長に合う数字を定
11 25 めてほしいです。また、バリアフリーなど居住空間
の改善による設備移動は当たり前のことだと思うの
で、移動が伴う改善も認めてください。

高齢者向けの浴槽交換の場合、一般的には深さ５０
ｃｍ～５６ｃｍが標準でその深さに合わせた基準で
給付しているため改定の予定はないこと、居住空間
改善要望関連の流し・洗面台改善は、車椅子利用者
などが対象であることを説明し、了解を得た。

広聴はがき

高齢者向けマシントレーニング教室の場所はなぜ駅
から遠い、トルナーレ日本橋浜町なんですか。高齢
者は駅に近い総合スポーツセンターは使えないのか
12 7
と思ってしまいます。また、以前中央区保健所で行
われていた同教室をなぜ桜川敬老館に移したのです
か。

高齢者向けマシントレーニング教室は、浜町高齢者
トレーニングルームと桜川敬老館で実施していま
す。総合スポーツセンターは高齢者無料利用証での
利用が可能です。また、中央区保健所で実施してい
た同教室は保健所の改修に伴い桜川敬老館で実施し
ています。

投書（電話）
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介護保険で要支援２に認定されています。区から支
給される福祉杖では歩行に困難を感じるため、ト
1 10 レッキング用の杖を使用しています。この杖が劣化
したため新しいものを購入しましたが、福祉杖と同
額の補助ができないか検討をお願いします。

歩行補助杖給付事業は、一般的な仕様の杖を一人に
つき１本、１回限りで給付し、初めて杖を利用する
方がご自分に適した杖を選ぶ際の一助としていただ
くことを趣旨としています。ご理解をお願いしま
す。

Ｅメール君

シニアセンターに喫煙所を設置し、その換気口から
常に煙たい空気が排出されている現状は、児童館や
2 2 小学校の子どもたちが多く通る場所でもあり不適切
だと感じます。設置の可否あるいは場所の再考、換
気扇の取り替えなどの対策をしてください。

喫煙所の廃止は路上喫煙を招く可能性があり、現在
のところ難しいものと考えています。換気扇の排気
能力や清浄機の清浄能力などを精査し、費用対効果
の高い方法を検討し、速やかに対応していきます。

Ｅメール君

月島おとしより相談センターに相談して車椅子を借
りることになりました。センターの応対も親切で分
2 2 かりやすく、後日、介護認定係の職員が自宅に来て 供覧しました。
相談に乗ってくれました。親切丁寧、分かりやすく
接してくださりありがとうございます。

Ｅメール君

区内の民間高齢者施設に親戚が入所していますが次
について教えてください。①成年後見人制度の鑑定
3 8 書作成費と税金について。②各部屋の備品の備え付
けについて。③区担当ケアマネージャーに問い合わ
せした際に言われた事で嫌な思いをしました。

鑑定料の相場は、５～１０万円であることや、入所
施設では特に持ち込む荷物の制限はしていないこと
などについて、提出者に電話で説明を行った。なお
ケアマネジャーに関することについては、名前や事
業者も不明であり、確認ができなかった。

投

子どもが通う認証保育所は２歳児クラスまでしかあ
りません。３歳児～５歳児クラスの設置を要望しま
3 15 す。保育所の隣にある区の高齢者用施設を中央区立
総合スポーツセンターに移転し、空いたスペースを
保育園スペースとすることはできませんか。

ご提案いただいた中央区立総合スポーツセンターへ
の移転は、現在の両施設の利用状況から考えて難し
いと思われますが、今後も皆さまからのご意見など
をいただきながら、高齢者福祉の増進に努めてまい
りますので、ご理解・ご協力をお願いします。

Ｅメール君

区内に３館ある６０歳以上の方の健康・生きがいづ
くりなどの拠点「いきいき館（敬老館）」では、２
シニアの囲碁大会を開催してほしい。２０万都市を
館で囲碁教室を実施しています。また、シニア限定
3 21 目指し、シニアを大事にする姿勢をこれからもよろ
ではありませんが、毎年、中央区民文化祭囲碁大会
しくお願いします。
も実施していますので、よろしければご参加くださ
い。

広聴はがき

敬老大会は７０歳以上で観劇希望者を招待して外出
長年区役所にお願いしているのに耳を傾けてもらえ 機会などを提供し、買物券は７５歳以上の方全員に
3 27 ません。私たちは足が悪く敬老大会に行くことがで 快適な暮らしの一助として贈呈しており、年齢や事
きないので、代わりに買物券を配布してください。 業主旨が異なり、選択制は難しい状況です。なお前
者は、身体状況に応じ座席を配慮しています。

広聴はがき

書

保健所（２７件）
日銀通りで違法に路上で弁当販売をしている車がい
つも同じ場所に４～５台います。去年、取り締まり
4 14 を強化すると保健所に伺いましたが何一つ変わって
いません。売り上げが落ちて飲食店は苦しんでいま
す。早くこの問題を解決して下さい。

ご指摘の道路において、保健所職員が監視指導を実
施し、弁当など人力販売業者７名全員に対しては運
搬容器から弁当箱を出して陳列・販売しないことな
どを、また、飲食店営業１施設に対しては弁当は施
設内で販売することなどを指導しました。

Ｅメール君

父親の私が長女を日本橋保健センター歯科健診に連
れていきました。当日に質問用紙が配られたので授
5 2 乳回数など勤務中の妻に電話確認することになり
抱っこしながらの記入は大変でした。用紙を区ホー
ムページに掲載することは可能ですか。

「歯科健診時の質問票は参考にお聞きしているもの
なので、分からない部分はお答えいただかなくても
良い」「ホームページへの掲載予定はないが、お困
りのことがある場合は質問票を事前に送るなど個別
に対応する」旨電話で伝え了承を得た。

Ｅメール君

民泊を今後どのように考えていくか関心を持ってい
ます。民泊を進めると地域の安全、良好な生活環境
5 25 を守ることは不可能だと思います。また、中央区は
フロント設置の義務化を緩和させる予定はないとの
新聞記事を読み安心しました。

４月１日に国は構造設備基準を緩和し、旅館業法上
の許可を取得しやすくしておりますが、本区としま
しては、公衆衛生や安全の維持、良好な住環境の確
保などの観点から、フロントを必置とした従来通り
の許可事務を行ってまいります。

Ｅメール君

平成28年度広聴の記録

44

月 日

内

容

対

応

投書種別

民間事業者の敷地や私有地内での蚊の発生防止につ
蚊が媒介する感染症の発生を防ぐための対策を強化 いては、その所有者・管理者に対策をお願いしてい
5 26 してください。区の職員による駆除だけでなく民間 るため、保健所では冊子「蚊の発生防止対策」を配
事業者にも協力を呼びかけてください。
布するとともに、ご要望に応じて講習会を開催し、
蚊の発生防止方法の周知に努めています。

Ｅメール君

未熟児養育医療は、区内在住者を対象に実施してい
外国人が旅行で来日し、そのまま早産となり長期の
ますが、今回の無保険外国人への適用については、
入院となった場合の養育医療に納得がいきません。
6 1
国・都に照会し、他の自治体の適用状況も確認して
治療費はこちらの血税からというのはおかしいので
います。内閣の給付可能との国会答弁なども踏ま
はないでしょうか。
え、今後とも慎重・適切に判断していきます。

Ｅメール君

若年者向けの健康診断としては、３０歳・３５歳の
方を対象とした「３０・３５（サンマル・サンＧ
Ｏ！）健康チェック」と、１歳未満児の母親を対象
とした「ママの健康チェック」があります。今回は
ご希望に添えませんが、今後とも充実した保健事業
の実施に向け研究していきます。
共食は、国が策定した「第２次食育推進基本計画」
区のおしらせ中央６月１日号の表紙に「家族そろっ で“家庭における共食を通じた子どもへの食育の推
て共食」とありブラックジョークかと思いました 進”などで使われており、この背景のもと「中央区
6 9
が、読み方は「きょうしょく」だとか。あまり聞き 健康・食育プラン２０１３」の基本目標「食育の推
慣れない言葉です。見直してみませんか。
進」で“家庭における共食の推進”をあげていま
す。
４０歳以上からの健診は充実しているのに若年に対
しての措置がないと思います。周辺の区では若年へ
6 7 の健康診断の措置がなされています。一部助成でも
いいので検討していただけませんか。パート勤務な
ので健康診断も受ける機会がありません。

Ｅメール君

広聴はがき

受給者証は、申請から２カ月半程度で都から届くご
自立支援医療（精神通院）の手続きについて、３週
案内をしているところ、今回十分に伝わらず誤解に
間程度で受給者証が届くと言われていますが、１カ
8 16
つながってしまい、申し訳ありません。なお、証が
月以上経っても届きません。どのような処理をして
届くまで、受付印のある申請書の控えを医療機関や
いるのでしょうか。
薬局に提示することで助成が受けられます。

Ｅメール君

母と子の保健バッグは、母子健康手帳や各種おしら
母と子の保健バッグを区役所にもらいに行きました
せなどが入っており、全体的にボリュームのあるも
が、つわりのひどい私には書類のセットがとても重
8 19
のとなっています。今回のようなご意見もあること
く感じられました。郵送費は自己負担でも良いの
を十分認識し、お渡しする方法は今後検討させてい
で、郵送する選択肢があると助かります。
ただきます。

広聴はがき

外国人が、たくさん中央区に来るようになっていま
す。区内の飲食店で食事をした際に、隣の方が喫煙
9 8 し料理が台無しとなりました。ニューヨーク、ロン
ドン、パリは公共施設、飲食店はほとんど禁煙で
す。区内も同様に全て禁煙にしてください。

区の施設においては構造などに応じて禁煙または分
煙としています。一方、飲食店は経営上の不安など
から受動喫煙の取り組みが進みづらい状況にありま
すが、食品衛生講習会などさまざまな機会を活用し
受動喫煙防止対策を説明していきます。

Ｅメール君

本区では麻疹について発生状況も踏まえ、ホーム
９月４日までの一週間に、千葉県などで麻疹患者が ページで情報提供と注意喚起などを行っています。
9 15 発生しているようです。ホームページなどで区民、 ご意見のとおり、妊婦向けの内容には触れていませ
特に妊婦への注意喚起を行ってください。
んでしたので、この旨ホームページに掲載いたしま
す。

Ｅメール君

保健所主催の講演会ではセラピードッグ動物介在療
法についての話は数分だけで、国際セラピードッグ
9 29 協会の方の話ばかりでした。区税を使う区の事業に
このような方を選ぶのは、どうかと思います。見直
しを求めます。

講師は、セラピードッグに興味のある方へ基礎的な
内容を伝えるという観点でお話いただきました。講
演の中では、高齢者施設入所者への動物介在療法の
事例も紹介しましたが、今後は皆さまのご意見など
も踏まえ、テーマ・内容を考えていきます。

Ｅメール君

日本橋蛎殻町の飲食店では壁に折り畳み式のテーブ
ルを設置し、テーブルを道路に広げて飲食をさせて
10 3 いました。券売機も道路上にあります。区では、こ
のような店舗の設置を認めているのですか。問題な
いのであれば真似をしたいと思っています。

１０月３日に現地確認し、営業者に対して①公道に
屋外客席を設置しないこと②公道への券売機設置は
望ましくないため店内に設置することの２点を口頭
指導し、指導を厳守する旨の誓約があったため投書
者に電話で調査結果を連絡し、了解を得た。

投書（電話）
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投書種別

ご指摘の店舗については、当該店舗の食品衛生責任
日本橋富沢町の飲食店は、店舗前に簡易テントを設
者に路上での弁当の陳列、販売を中止するよう指導
置し、弁当を販売しています。中央区では路上での
10 4
を行いました。また、ごみについても、収集日当日
弁当販売は禁止になったと聞きましたが、条例違反
に容器に入れて出し、臭気などで近隣に迷惑をかけ
ではないですか。また、ごみが不衛生です。
ることがないよう厳重指導しました。

Ｅメール君

朝に犬の散歩をしている方が犬の糞を道路の側溝に
捨てているのを見かけます。不衛生なので、区でも
10 13 指導してください。区の主導で禁止令は作れません
か。この行為は良くないという考えを一般化したほ
うが良いと思います。

保健所では、飼い主のマナーについてチラシを作成
して普及啓発を図っていることや、職員がパトロー
ルして注意を行っているので具体的な場所や時間が
分かったらご連絡いただきたいことなどを電話で説
明して、了承を得た。

Ｅメール君

営業者に対して店内で販売することと店外に悪臭や
月島にある飲食店は、店の前の歩道に魚臭い水を流
排水を出さないように対策をとるよう指導しまし
して辺り一帯で変な臭いがします。また、リヤカー
10 19
た。また、「施設およびその周辺を清潔に保つこ
を店の前に置きっ放しにしています。この店だけが
と」などを記載した衛生指導注意票を交付し、衛生
なぜ治外法権を認められているのですか。
措置を十分に講じるよう指導しました。

Ｅメール君

マンション駐輪場での野良猫の「ふん害」について
保健所へ相談したところ、ボランティアと区担当者
11 4 が「猫用トイレ」を造りに来ましたが、これで解決
できますか。匂いも甚だしく「不衛生」です。野良
猫の駆除と駐輪場床面の消毒をお願いします。

猫の駆除は「動物の愛護及び管理に関する法律」に
より強制的に行えないことをご理解ください。ま
た、消毒することで「ふん害」がなくなるという保
証がないことから保健所ではトイレの設置や忌避剤
の散布、給餌者にはトイレの管理を依頼しました。

Ｅメール君

新富一丁目にある飲食店は店舗前の路上に灰皿とい
すを出し歩道で飲酒、喫煙をさせています。歩道に
11 4 客が座っていたり、酔ってる人は何するかわからな
いので、早急に撤去させてください。子どもと歩く
のが恐いです。本当に困っています。

平成２８年１１月８日に、営業者と直接会って店外
に客席を設けて客に飲食させることがないよう厳重
に指導しました。併せて、当該店舗を利用する客の
喫煙についても近隣の方のご迷惑にならないよう十
分に配慮するよう、営業者に要請しています。

Ｅメール君

本区としては、喫煙者一人一人の意識改革を行い自
喫煙は「健康被害」「他者危害」の問題なので、公
ら喫煙を止めるように啓発していくことが重要と考
共の場および職場での喫煙を法律で規制するなどた
11 8
えています。また、受動喫煙防止につきましては、
ばこ規制枠組み条約で推奨されている受動喫煙防止
国や東京都など広域的な対応・対策が効果的と考え
策の実施を要望します。
ています。

Ｅメール君

区の乳幼児歯科健診とフッ素塗布を受けましたが、
なぜフッ素塗布が有料なのですか。また、歯科衛生
11 18 士の対応の悪さ、レベルの低さ、健診の時間を改善
してください。できないなら歯科診療所を有効利用
し人件費や経費の削減を検討してください。

フッ素塗布は、医療費歯科診療報酬の８割相当を条
例で使用料として定めているため、有料となってい
ます。歯科衛生士の接遇は、改善に向けて指導を徹
底するとともに、保健指導力についても勉強会の開
催などにより資質向上を図っていきます。

Ｅメール君

マンション敷地内の花壇でねずみ被害があり保健所
に相談しましたが効果がありません。衛生上の問題
11 24 は風評被害につながるので①民間敷地内の被害につ
いても役所が積極的に取り組む②ネズミ１匹につき
報奨金を支払う制度を作ることを提案します。

ねずみの防除は、地域全体での対策が重要であり、
保健所では、防除読本の配布や相談会などを実施
し、防除方法の周知に努めていますが①私有地は所
有者の財産であり所有者の責任で管理をお願いしま
す。②報奨金制度は、現在、予定していません。

Ｅメール君

日本橋蛎殻町にある隠れラブホテルの騒音被害に
困っています。区ホームページには同様の苦情が平
11 29 成２６年に寄せられ、早急に対応しますとありま
す。対応内容を教えてください。また、警察への通
報が可能であれば区で調査の上、行ってください。

風営法を所管する警察では、当該施設は同法上の施
設に該当しないとの回答です。区では、現行制度の
中での対応は困難と考え、時間は要しますが、地区
計画の改訂の中において、地域にふさわしいホテル
の基準を設ける方向で現在、検討中です。

Ｅメール君

銀座の鍼灸院で鍼治療を受けました。事前にお灸と
赤外線ランプを体に当てないでとお願いしたのに無
12 19 視され、強引に赤外線ランプをつけられ両足全体と
腹を火傷しました。この鍼灸院に連絡しても返信は
ありません。区から指導してください。

ご指摘の鍼灸院に事情を聞き取った上で、治療を行
う際は患者の体質や状況、要望などに適切に対応し
た施術を行うよう、また、投書者ときちんとお話し
するよう指導しました。今後とも、ご不安な点など
ありましたらご相談ください。

Ｅメール君
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ノーリードでの犬の散歩は都条例で禁止されてお
り、区では、パトロールや講習会などを実施し、マ
晴海二丁目の運河沿いの芝生部分で犬の散歩をして
ナー向上を図っています。今回、現地確認の結果、
12 27 いる人がいます。ノーリードで走り回っている犬も
違反行為は確認できませんでしたが、今後とも違反
いますが、この行為は問題ないのでしょうか。
行為を見かけた場合は、保健所に通報をお願いしま
す。

投書種別

Ｅメール君

区政情報一部開示決定通知書の店舗の屋号が非公開
でした。これでは、店舗と責任者の特定が困難とな
12 28 り損害賠償請求の妨げとなってしまいます。また、
利用可能な営業所所在地の電話番号登録を義務付け
るべきではないですか。

店舗の屋号は、表記どおりに開示するものであり、
営業者より「＊」の表記による屋号変更の届出が
あったため、その表記どおり開示しています。営業
所の電話番号は、営業者より個人の携帯電話番号へ
の変更の申し出があり、開示はしていません。

投

書

自宅を活用してお店を出す方への許可は、もう少し
色々と調べた上で出してください。私の隣は、防音
2 20 対策も取らず時間に限りのない営業のため、本当に
困っています。お願いに行っても何一つ聞いてくれ
ません。

店舗の経営者に苦情内容を説明し、近隣へ迷惑をか
けないよう営業することを口頭で厳重に指導した。
苦情者に指導・調査結果について、電話で報告し、
当分の間改善状況を見ていただくよう説明し、了承
を得た。

投

書

マンション南隣の菓子工場からの騒音および異臭に
毎晩悩まされています。排気用換気扇が２４時間回
3 21 り菓子を焼いており夜も眠れません。申し入れても
改善されません。せめて深夜はストップあるいは排
気用換気扇前のシャッターを閉めてほしいです。

立入調査の結果、騒音は室外機の音が基準値を超え
ていたため、至急修理するよう施設責任者に要請し
ました。また、臭いは排気ダクトの位置や排気量を
確認し、適宜指導を進めていきます。

広聴はがき

これまで店舗と本社に吸い殻入れの撤去などを繰り
返し要請し、違反の喫煙者へはパトロール員による
巡回・指導を強化しています。今後も、店舗への粘
り強い説得や近隣事業所との合同キャンペーンなど
を行い、区条例の一層の周知を図っていきます。

Ｅメール君

ご意見のベンチは、地域の方々の利用に供するた
晴海中学校校庭の外にある石でできたベンチで、４
め、晴海中学校が設置しているものです。４月４日
人ほどが座ってたばこを吸っていました。このベン
4 4
の現地確認では喫煙者は見受けられませんでした
チは喫煙のためにあるのですか。禁煙にして下さ
が、禁煙の表示などを行うとともに、パトロール員
い。もう少したばこの害について考えて下さい。
による巡回を強化します。

Ｅメール君

この度は亀島川緑道整備ありがとうございます。完
成を心待ちにしております。桜の季節になり高橋と
4 7 南高橋には１本ずつ桜が植えられているので、これ
をつなぐように新川側の河川敷の緑地に増やしてい
ただけないかご検討ください。

新川側の緑化部分については、亀島川の河川区域内
であり、護岸の保護や河川流路の確保など、治水上
の観点から高木の植栽が認められていない場所と
なっています。そのため、可能な範囲で緑化を行
い、現在の形態をとっています。

Ｅメール君

利用頻度の高い晴海臨海公園の芝生広場は、芝生を
晴海臨海公園は最近、地面の荒れが目立ち芝生も取
良好な状態で保つのが難しく、一部をダスト舗装に
れて砂が多く子どもがよく転びます。芝生は植えて
4 7
替えています。また、新たな芝張りは養生期間も必
頂けるのでしょうか。早急にでこぼこを直して幼い
要なため、張替えは予定していません。なお、地面
子どもが安全に遊べるように対応をお願いします。
がでこぼこしている箇所は、補修を行います。

広聴はがき

あかつき公園に記念植樹をしたのを思い出し行って
見ました。次男の木は見つけることができませんで
4 8 したが、長男の２０年も前に植えた木があることに
感激しました。管理ありがとうございます。これか
らもよろしくお願いします。

４月１４日に現地確認調査を行った結果、ご次男様
のプレートが紛失していることがわかりました。プ
レートを作成し再度設置する予定です。プレートの
設置が完了しましたら、場所などをお知らせいたし
ます。

Ｅメール君

４月３日午後２時から３時ごろ、桜見物の観光船が
出ている晴海運河を数十台の水上バイクが爆音を上
4 11 げて走り回っていました。川は共有財産であり、貴
重な観光資源です。水の暴走族をただちに禁止して
ください。

隅田川・晴海運河は都が管理し、また、水上の警備
警戒活動は東京湾岸警察署が行っていますので、区
から対応を申し入れました。なお、区が管理する日
本橋川などの水上バイク規制は、周辺区や都・関係
機関などとルール制定に向けた検討を重ねていま
す。

広聴はがき

環境土木部（２３８件）
勝どきのコンビニエンスストアの前に灰皿があり付
近の公道で喫煙している人が多数います。歩行者が
4 1 多くいるので条例違反にあたると思います。必ず調
査し改善してください。表通りには灰皿を設置しな
いようにしてください。
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雨に濡れないあやめ第一公園・第二公園で雨天時に
子供たちを遊ばせたいと思っていますが、路上生活
4 12 者が常駐して安心して遊ばせることが難しい状況で
す。路上生活者の占用スペースになる懸念がありま
すので対応をお願いします。

４月１３日に区職員が放置物件に警告書を貼付する
とともに荷物の所有者の方に対して不法占拠行為を
行わないこと、長時間一定の場所にとどまることも
他の利用者に迷惑がかかることを説明し、移動する
よう指導しました。

Ｅメール君

先日、ドイツからの旅行客が東京はとてもきれいな
街だと絶賛していました。しかし、私の住む浜町一
4 18 丁目金座通りには１年中ごみが放置されており、通
るたびに不快な思いをしています。決められた日以
外捨てない指導をよろしくお願いします。

現地を確認し、一部の区域でごみの散乱が見られた
ため、次の対応を行うこととしました。２週に３回
区道の定期清掃を行っている受託業者に、当該区域
のさらなる清掃の徹底を指示するとともに、ポイ捨
て禁止看板を設置します。

広聴はがき

ご指摘を受けて４月１９日に現地調査した結果、区
水天宮前駅から水天宮ピットへ行く途中の飲食店前
道上にバイク２台が放置されているのを確認できま
に毎日午後４時３０分ごろ大型バイクを歩道の上に
4 19
した。所有者に道路法に基づく移動を指導するとと
停めています。大至急、現地を確認しバイクを撤去
もに、交通管理者である久松警察にも情報提供を行
してください。明らかに違反しています。
い、取り締まりの強化を依頼しました。

Ｅメール君

勝どきのコンビニエンスストアに灰皿が置いてあり
公道に煙が溢れています。以前から全く改善されて
4 20 いないようです。歩きたばことポイ捨てをなくす条
例がある中、規制できないのは区の対応に問題があ
ると感じますがいかがお考えですか。

Ｅメール君

月島駅付近のコンビニエンスストア横の歩道に、自
転車が多数駐輪してあります。通行の邪魔になるだ
4 20 けでなく、自転車にひっかかって転んだりしないか
心配しています。速やかに撤去など対処してくださ
い。
築地市場地下駐輪場の詰所に一番近い場所は係員専
用の自転車置き場に指定されていて、一般の自転車
4 21 の駐輪は禁止されています。奥にずらして端に置く
べきです。また、係員はあいさつをせず利用者のこ
とを全く考えていません。

店舗およびコンビニエンスストア本社に対して、撤
去などの要請を繰り返し行っておりますが、現在ま
で理解が得られておりません。また、条例違反の喫
煙者に対しては、パトロール員による巡回・指導を
強化しているところです。
ご指摘のコンビニエンスストア近辺の歩道について
は、放置自転車の定期的な撤去と職員によるパト
ロールを行っています。今回、５月９日と１２日に
撤去に向けた注意札などを貼付しましたので、今後
もこうした取り組みを続け、道路環境の改善を図っ
ていきます。
詰所は、放置自転車の整備を委託しているシルバー
人材センターの従事者の集合場所ですが、自転車は
所定の場所に駐輪するようセンターを指導しまし
た。また、駐輪場利用者も駐輪できるように表示を
改め、従事者の対応態度も、改めて指導を申し入れ
ました。

Ｅメール君

Ｅメール君

再三苦情を入れています。公園内の砂が風で近隣に
飛散しています。前回は芝を植える、重い砂を撒く
4 21 など言い訳のような回答でした。学校校庭のような
素材にするなどの対策がされていません。健康被害
が出る前に早急な対策を求めます。

強風時の飛散状況を確認し、防塵処理対策を行って
いきます。広場は、子どもたちが自由に遊べる場所
のほか、地域のイベントなど多目的に活用されてお
り、全体のゴムチップ塗装は、耐久性や水はけが悪
くなるなどの問題があるため難しい状況です。

Ｅメール君

最近、晴海乗船場に出入りしていると思われる遊覧
船の騒音が増えてきています。住宅地に近づいたら
4 25 遊覧船事業者に船外スピーカーの音量を下げさせた
り、乗船客に奇声を上げさせないなどの要請を行政
からお願いできませんか。

ご指摘の日時に朝潮運河船着場を利用している業者
の特定ができましたので、厳重に注意しました。ま
た、船着場を管理している業者から、船着場の利用
者に対して住宅が近接している場所では騒音の原因
となる行為をしないよう周知していきます。

Ｅメール君

ほっとプラザはるみのプール有料講座はプールの広
さが十分ではなく、隣の人とぶつからないか意識し
4 25 ながら運動しなければなりません。男性が参加する
ようになりさらに狭くなりました。女性専用クラス
を作っていただくのは無理なのでしょうか。

施設の規模から今以上に講座数を増やせないことな
どから、女性専用講座の設置は困難です。指定管理
者には、講座の実施に当たって隣の参加者とぶつか
らない配慮や定員見直し検討の余地があるのではな
いかなどを伝えました。

Ｅメール君

晴海通りより南東側のスペースには常時駐輪できま
すが、西仲通り～晴海通りまでのスペースは回収し
4 26 た放置自転車の置き場となっています。そちらも常
時駐輪できるようにしてください。便利なだけでな
く、周辺の不法駐輪も減ると思います。

月島駅周辺の駐輪場は、まだ駐輪台数に余裕がある
ことなどから、駐輪場増設は現在考えていません。
また、ご指摘の保管場所は、唯一の撤去した自転車
の保管場所であり、他には適地がないことから、今
後も保管場所として利用していく予定です。

Ｅメール君
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電線共同溝整備は、関係者の調整や物件の移設など
佃は古い町並みに人気があります。しかし、上を見
に相当の時間と費用を要し、短期間での整備の進捗
上げると電線が絡まり合うように縦横に走り、興ざ
4 26
は困難な状況です。現在、佃地区の具体的な整備予
めします。せめて、佃堀周辺～元佃一帯だけでも電
定はありませんが、今後も「中央区無電柱化計画」
線の地中化はできないでしょうか。
に基づき、電線類の地中化を進めていきます。

Ｅメール君

月島周辺にバイクを止められる月極駐輪場が少な過
ぎです。駐輪場が少ないから、狭い路地に放置され
4 27 る方も多いと思います。出張所の地下や民間の駐車
場でもいいので、バイクの月極を増やしてくださ
い。

Ｅメール君

二輪駐車場は、これまでも区営駐車場などを転用し
たり、大規模再開発時には事業者にも要請してその
整備を促進したりしています。なお、月島区民セン
ター地下は、駐車場の空きを待っている利用希望者
も多く、二輪駐車場の増設は難しい状況です。

職員が訪問して現況を確認し、道路上にストーブな
日本橋小舟町の飲食店の前にストーブ、看板、ビー
どを設置しないよう店舗側に注意し、苦情が寄せら
ルのたるなどが常時置いてあり、おそらく区道と思
4 28
れている旨を伝えました。なお、今後も巡回確認
われる歩道がふさがれていて景観も悪いです。区の
し、改善が見られない場合は、管轄の警察署と連携
担当者を現地に派遣して改善してください。
して指導していきます。
小網町児童遊園では喫煙者が多く清掃が行き届いて
いません。遊具を設置し子供が集うことができれば
5 2 喫煙される方も減るのではないですか。また、喫煙
を取り締まる巡回を増やし清掃も徹底してくださ
い。

投書（電話）

①巡回パトロールの強化とともに禁煙を呼びかける
看板の増設や灰皿未設置場所での喫煙は行わないよ
う周知します。②児童遊園の清掃時にベンチのごみ
やごみ箱周辺の清掃に努めます。③遊具設置は利用
状況などを調査し検討していきます。

Ｅメール君

都第一建設事務所から「現地を確認し、たばこのポ
隅田川遊歩道月島側を歩きましたが、たばこの吸い
イ捨てや不法投棄の行為を禁止する看板を設置しま
殻やごみがいたるところに捨ててありました。火事
5 2
した。また、関係部署と連携し、たばこのポイ捨て
のおそれや不衛生ですので取り締まりやごみ捨て厳
や不法投棄などに対する指導・警告などを行いま
禁の札なりで対策してください。
す」旨回答がありました。

Ｅメール君

サッカーを習っている小学生の子どもが放課後や休
日に練習をする場所が勝どき周辺にないため、球技
5 6 を行える広場など考えてもらえませんか。子どもた
ちが思い切りボールを蹴られる環境、気兼ねなく体
を動かせる場所をお願いします。

晴海にオリンピック選手村の計画があることから、
子どもの遊び場や運動場などが確保されるよう関係
機関に働きかけていきます。また、大規模開発など
に伴う公園の新設に努めるほか、「子どもの遊び
場」の充実が図れるよう検討していきます。

Ｅメール君

４月以降、天気の良い週末は朝８時頃から水上バイ
クの爆音に悩まされます。隅田川は宅地また商業地
5 9 の中の川であり、広い海原ではありません。住宅密
集地の河川では、静かに生活できる環境を整えて欲
しいと思います。

隅田川は都で管理を行い、また、水上の警備警戒活
動は東京湾岸警察署が行っていますので、区から各
担当部署へ規制や注意を行うよう申し入れました。
区管理の川の規制は、現在ルールなどの制定に向け
周辺区や都などとの検討を重ねています。

Ｅメール君

晴海通りの黎明橋公園からトリトン側へ横断歩道を
設置してください。現在歩道橋はありますが、ベ
5 10
ビーカーや車いすの場合、歩道橋を使えず遠回りを
しなければ晴海通りを渡ることができません。

都第一建設事務所から「当該箇所への横断歩道の設
置については、現在、交通管理者と道路管理者で設
置に向けた協議調整を重ねています」旨回答があり
ました。

Ｅメール君

明石町内の違法駐輪が目立ちますが、公的施設や病
院も多く拠点性が高いエリアですので駐輪場やサイ
5 10 クルポートを設置していくべきではないでしょう
か。また、新富町駅周辺の違法駐輪も目立ちます
が、駐輪場の再考が必要ではないでしょうか。

公開空地での駐輪場設置は認められていませんの
で、無償での土地利用などの難しい課題はあります
が、サイクルサポート設置について検討を進めてい
きます。なお、新富町駅周辺には現在、入船橋駐輪
場がありますので、移設や増設は考えていません。

Ｅメール君

家の前の道に、街路樹のやまぼうしが植わっている
現地を確認して当該樹木の立ち枯れが確認できたた
のですが、残念ながら１本だけ立ち枯れています。
5 10
め、今月中に伐採・抜根を行い、植樹に適した時期
見ていてもさびしいですし、枯れている木の根の強
である秋以降に新植することとした。
度も気になります。まずは撤去を希望します。

Ｅメール君
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放置自転車の件で意見を述べ指導を行ったと回答を
得ましたが同じ場所に放置自転車などが止まったま
5 10 まです。飲食店前のバイクについても伝えましたが
道路に止めています。しっかり調査し放置自転車、
放置バイクは速やかに撤去してもらいたい。

ご指摘の飲食店には、今後とも粘り強くパトロール
などを実施し道路環境の改善を図っていきます。ま
た、バイクは所有者が確知され使用もされており道
路法による撤去ができないことから、久松警察署に
道路交通法による取り締まりを依頼しました。

Ｅメール君

迷惑自転車の撤去を依頼します。東京駅八重洲北口
近くの歩道は最近、自転車の不法駐輪が激増し朝晩
5 13 など通行に支障を来しております。ルールを無視し
て好き勝手に通行人の迷惑も顧みず止めるというモ
ラルはいかがなものでしょうか。

ご指摘の外堀通りにある放置自転車は、道路を管理
する都第一建設事務所に連絡し、同事務所による注
意札貼付後、区で警告・撤去を行いました。今後も
同事務所と連携して東京駅周辺での注意・撤去活動
を重ね、放置の減少に努めていきます。

Ｅメール君

罰則につきましては、条例の制定にあたり区民など
歩きたばこを罰則化できないものでしょうか。私自
からの「商業の街として発展した中央区でお客様か
身も喫煙しますが、今の時代歩きたばこを見ると恥
5 17
ら過料などを徴収することは好ましくない」との意
ずかしいです。なかなか難しいとは思いますが周り
見を踏まえ、規定に盛り込まず、氏名などの公表を
の区はやっているので中央区もお願いします。
行うことと定めています。

Ｅメール君

亀島川親水公園が整備され風景が良くなりましたが
懸念があります。保育園児が手すりの間から頭を突
5 19 き出し遊んでいましたが抜けなくならないよう対策
が必要です。また、デッキの下付近の植栽部分と遊
歩道が真っ暗で夜は怖いです。

手すりは国が定める防護柵の設置基準を満たしてお
り標準的な幼児の頭部が通り抜けるおそれはないと
考えていますが、より安全な緑道となるよう再点検
していきます。デッキ下は都条例による照度を確保
しており当面は状況を観察していきます。

Ｅメール君

晴海臨海公園の植栽の育成が、非常に悪い状況で
す。新たな植栽をしてもどんどん枯れていく状況は
5 23 残念でなりません。緑豊かな地域創生と無駄のない
ように土壌の調査と対応をお願いします。大木の
トップが枯れているのも気になります。

ご指摘に対し、潮風に耐性のある植栽に更新してい
ますが、依然として枯木や枯れ枝が発生していま
す。土壌や乾燥などの適応性も関係していると思わ
れますので、土壌の分析を含めた生育環境の調査を
行い、対応を検討していきます。

Ｅメール君

八丁堀の歩道に、ハトの餌がまかれ多数集まってい
ます。電線にハトが止まっていて歩道はふんらしき
5 24 白い汚れがいっぱいです。気持ち悪く衛生的にも悪
影響だと思います。餌やりを止めるように注意する
などの対応をできませんか。

ご指摘のあった八丁堀二丁目歩道上でのハトの餌や
りについては、現地確認したところ、給餌の痕跡が
見受けられました。今後、継続的なパトロールを実
施し適切に対応していきます。

Ｅメール君

現地を確認し、歩道側に伸びている樹木を２４日
（火）および２５日（水）に剪定しました。また、
宝町付近の歩道や公園の樹木の枝が伸び放題で歩く
5 24
歩道にある街路樹（イロハモミジ）について、歩道
とぶつかってしまい危ないので対処してください。
の安全な通行の妨げになるので２６日（木）に剪定
しました。

Ｅメール君

先日通報し指導され移動した大型バイクが先週あた
りから隣の店の前の歩道に止めるようになったので
5 24 撤去してください。飲食店の看板が歩道の上に置い
てありますが許可をとっているのですか。中央区と
して指導内容の実施報告書を求めます。

ご指摘の事項は、同じ提出者から過日、ほぼ同様の
ご指摘をいただいて５月３０日付けで回答済みであ
り、また、同提出者からお礼の手紙も届いているこ
とから、前回の回答をもって今回の回答を兼ねるも
のとして処理をした。

Ｅメール君

人形町界隈の歩きたばこについて昼時間を中心とし
た巡回に変更すると回答がありましたが原因を今一
5 24 度掘り下げて対策できませんか。会社員が昼休みに
歩きたばこをする傾向が見られます。各企業に公共
マナーの理解をお願いしてはどうですか。

企業への働きかけについては、これまでも企業・町
会・商店会などと連携した街頭キャンペーンを実施
するなどにより行ってきています。今後もこうした
取り組みなどを通じ、より一層の条例の周知徹底に
努め、分煙環境の整備促進を図っていきます。

Ｅメール君

都営勝どき二丁目アパート喫煙所前を子供の保育園
の送迎で毎朝夕通りますが、たばこの副流煙が気に
5 24 なります。喫煙者のために非喫煙者が我慢すること
や通学路を変更、迂回するのは筋違いかと思います
ので、撤去あるいは移設をお願いします。

ご指摘の民有地内の吸い殻入れは、区が強制的に撤
去することはできませんが、設置者に対し、通行人
に配慮するよう要請しました。今後とも、「中央区
歩きたばこ及びポイ捨てをなくす条例」の周知を通
して、喫煙マナーの向上を図っていきます。

Ｅメール君
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聖路加国際病院周辺の違法駐輪が増えていますが取
り締まりや定期的な撤去はしていますか。葛飾区の
5 24 四ツ木駅前には違法駐輪が全くないので葛飾区の取
り締まり状況を確認してください。監視員の増員と
違法駐輪の撤去を望みます。

対

応

聖路加ガーデン周辺の放置自転車については、これ
までも警告・撤去活動などを実施しており、また、
撤去した自転車の撤去、保管手数料の徴収による抑
止も図っています。今後は、警告・撤去活動を一層
強化し、放置自転車の解消に努めていきます。

投書種別

Ｅメール君

公園の喫煙対策として、灰皿の設置場所に配慮して
佃公園、隅田川サテライト、銀座東公園などのどこ
いるほか、喫煙場所の集約や灰皿周辺をプランター
の公園でもたばこの煙で煙っています。公園の一部
5 25
で囲うなどを行っています。現在、公園での全面禁 モニター通信
でも煙は風によって全面に広がります。区民の健康
煙の予定はありませんが、風向きなども考慮した分
を守るために公園内では全面禁煙にしてください。
煙化環境の検討も行っていきます。
区では、従前から再生可能エネルギー設備の設置を
区の施設、公園などに、太陽光発電や風力発電の機 進め、現在、区有施設では本庁舎の太陽光活用をは
5 26 器を設置し、できるだけ電力をまかなうようにして じめ、太陽光発電２１カ所、風力発電６カ所の設置
はどうでしょうか。
や壁面緑化などにより環境にやさしい施設づくりを
推進しています。

Ｅメール君

勝どき橋の坂からスピードを上げた自転車が車道も
歩道も同じように危険なスピードのまま走ってきま
5 26 す。近くのマンションなどから出てきた子どもたち
と衝突しそうになる場面も多々あるようです。月島
橋にあるようなガードレールを設置できませんか。

都第一市街地整備事務所から「パイプ柵の設置につ
いて参考にする。勝どき橋では他所でパイプ柵への
自転車衝突事故が発生したことから、スピード抑制
棒を撤去した経緯を踏まえ、今後の対応方法も考え
ていきたい」旨回答がありました。

Ｅメール君

湊二丁目の工事で働いている方が公園で日中に喫煙
をしています。目の前の幼稚園児だけでなく、たく
5 26 さんの子どもたちも遊んでいるので迷惑していま
す。公園ではなく仕事場で喫煙するように指導をお
願いします。

区から湊二丁目付近で工事を行っている事業者や施
工者に対して園内で喫煙しないよう指導しました。
今後は、巡回パトロールを強化するとともに禁煙を
呼びかける看板を増設し、灰皿の設置がない場所で
の喫煙は行わないよう周知していきます。

Ｅメール君

６月１日に環境指導係がオーナー会社の責任者に都
２年前に環境土木部環境推進課環境指導係に指導を 内の騒音規制を説明し、テラス席騒音について改善
5 27 してもらった浜町にある飲食店の騒音が一向に収ま するよう指導しました。６月２日に店の立ち入り調
りません。再度指導をしてください。
査を実施し、店長に近隣へ配慮をするよう指導しま
した。６月１６日に保健所からも指導をしました。

Ｅメール君

聖路加ガーデン隣接の親水公園でバーベキューを
やっているグループがいました。火気厳禁、バーベ
キュー禁止などの表示を設置する必要がありそうで
5 30
す。石川島公園の川沿いの花見パーティー・スペー
スなどはバーベキューに開放できるのではないで
しょうか。

明石町河岸公園でのバーベキューは禁止しています
ので、注意看板を設置するとともに、巡回パトロー
ルを行い周知していきます。公園でのバーベキュー
は、築地川公園デイキャンプ場、浜町デイキャンプ
場、晴海ふ頭公園でバーベキューが利用可能なため
案内をいたします。

Ｅメール君

黎明橋を渡って右側の晴海にも随分と居住者が増え
てきましたが車中心の構造になっており、ライフラ
5 30 インでもある晴海トリトンスクエアなどへの横断が
歩道橋のみで多くの方が不便に感じています。信号
機の設置を検討してください。

道路管理者の都第一建設事務所から「当該箇所への
信号機および横断歩道の設置については、現在、交
通管理者の警察と設置に向けた協議調整を重ねてい
ます。ご理解をお願いします」旨回答がありまし
た。

広聴はがき

東京駅八重洲口周辺から銀座一丁目にかけての道
路・歩道を自転車放置禁止区域に追加指定したよう
6 7 ですが①私道の駐輪に関し警告をしない不平等に対
しての理由②商品や修理品として置いている自転車
に対しての対処を教えてください。

①公道上の放置自転車は、区で警告後に撤去を実施
していますが、私有地であるみなし道路（幅員が４
ｍ未満の道路）などの私道は、区では撤去できませ
ん。②公道上のものは道路の不正使用の観点から指
導や警告札の貼付を行っています。

Ｅメール君

隅田川沿いのマンションに居住していますが水上バ
イクの騒音がひどく非常に迷惑しています。午前中
6 7 から何十台も爆音を響かせながら行き交いうるさく
て眠りを妨げられます。このまま放置せず条例で禁
止するなど、早急に規制をしてください。

河川管理者の都第一建設事務所から「現在、水上に
おける騒音などへの規制はないが、関係部署とも連
携し、水上バイク利用者への啓発に努めたいと考え
ている。目に余る暴走行為や騒音は、１１０番通報
をお願いしたい」旨回答がありました。

Ｅメール君
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ご連絡ありがとうござます。ご指摘の野外卓につい
浜町公園正門から入って行った広場のテーブルが壊 ては、現地を確認の上、７基のうち危険な１基を撤
6 7 れていて危険です。けが人が出る前に修理をお願い 去しました。なお、撤去した１基は修理して使える
します。
状態ではないため、利用状況を踏まえて更新を検討
していきます。
箱崎川第二公園で少年野球の指導者と思われる人が
喫煙していました。個人利用していたところを追い
6 7 出されたのに、禁煙と書かれた場所を条例違反して
利用するのはどういうことですか。喫煙する利用者
を利用禁止としてほしい。
①日本橋浜町二丁目の緑道の喫煙所は歩道にまで煙
が来ています。②日本橋浜町の店前に放置自転車が
6 7 車道にまではみ出して止めているのでやめさせてほ
しい。③人形町駅前の店先の自転車大量放置を撤去
してほしい。

箱崎川第二公園は園内全面禁煙です。今後、巡回パ
トロールを強化し喫煙しないよう指導していきま
す。また、今後も多くの方に条例を知っていただき
喫煙マナーの向上を図るため、街頭キャンペーンな
どの啓発活動を実施し分煙環境の整備促進に努めま
す。
①パトロール強化や注意看板設置などにより、喫煙
マナーの向上を図っていきます。②従業員の自転車
は、敷地内に駐輪するよう注意しました。③注意札
を貼付し、移動を促しました。今後も注意・警告活
動などを継続し、放置自転車の解消に努めていきま
す。

投書種別

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

日本橋堀留町の交差点から東日本橋の交差点の区間
は歩道の拡張工事が行われたようですが、植わって
6 7 いた木や紫陽花が全てなくなりました。毎年楽しみ
にしていましたが、なぜ撤去したのでしょうか。今
後植える予定はないのでしょうか。

歩道の拡幅工事を行っておりますが、それに伴い街
路樹を一事的に撤去しています。平成３０年度から
順次街路樹の植栽も含めた道路の修景工事を行う予
定です。その際には、地域の要望を踏まえながら、
安全で快適な道路環境に努めてまいります。

Ｅメール君

水谷橋公園出発と告知されている差別扇動団体関係
者によるデモに対し、ヘイトスピーチ解消法に基づ
6 14 く対処をお願いします。ヘイトスピーチが行われた
場合、法に違反する蓋然性が高いとして主催者など
に対し、今後の公園利用を拒否してください。

区では、水谷橋公園をデモの集合場所として許可し
ていますが、公園内での集会行為は許可していませ
ん。デモ活動の許可は警察で判断し、区では公園で
のデモ集合人数が多くならないことや一般利用者の
危害防止に注意するよう指導しています。

投書（来訪）

晴海トリトン遊歩道は東日本大震災時にゆがみが生
じましたが、現在その時以上に悲惨な状況になって
6 16 います。歩道が隆起していろいろな所に段差が生じ
コーンを置いていますが景観上見苦しいです。今後
どのように修復していく予定なのでしょうか。

「ご指摘の件は、現在、橋の工事による影響も含め
て原因を調査中であり、今後、影響範囲などの確認
も行った上で復旧を行う予定です。橋の工事は、沈
下の様子を随時観察しながら、継続して行っていき
ます」旨電話で説明し、了解を得た。

Ｅメール君

樹木の枝の剪定の件ですが、６月１６日に桜の枝が
鍛冶橋通りに架かる高橋沿いを目が不自由なため白
歩道まで伸びている状況を確認し、枝の剪定をしま
杖を使って通勤しています。木の枝が歩道まで伸び
6 16
した。ご連絡ありがとうございます。これからも、
てしまっているため歩行中に顔に当たってしまいま
区民の皆さま方に満足していただけるよう、安全な
す。危ないので枝を少しでも切ってください。
まちづくりに努めてまいります。

Ｅメール君

歩きたばこの監視場所を実際に喫煙者が歩きたばこ
をしている場所へ変更し、音声を使うなどもっと目
6 20 立つ形で注意をしてください。また、豊海水産埠頭
バス停の灰皿を撤去してください。ルール違反をし
ている人たちへは厳しく対処してください。

ご指摘の場所の歩きたばこに対してはパトロールを
強化し、パトロール時の態勢についても聴覚的な工
夫を考えていきます。バス停付近の路上の吸い殻入
れ２個には警告書を貼付しましたので、今後、警告
期間内に所有者を確知できない場合は撤去します。

Ｅメール君

看板につきましては、早急に現況の看板を撤去し、
昨年１１月にも投書し指導していただいた日本橋久
基準を満たす看板に付け替え、道路占用許可申請
松町の飲食店ですが、ビルに設置している違法看
6 21
書・屋外広告物許可申請書を提出するとの回答を得
板、客引きの喫煙など一向に改善が見られないの
ました。当該店舗周辺での喫煙につきましては、改
で、再度指導や処分をお願いします。
めてパトロール員による巡回指導を強化しました。

Ｅメール君

区では、行政が管理する道路や公園などでの歩きた
中央区は全面歩行喫煙禁止でしょうか。明石町在住
ばこやポイ捨てなどを条例で禁止しています。ご意
ですが近所の裏道で、朝の出勤時、また夕方の駅へ
6 21
見の場所は、条例対象外の私道もあることから、当
の帰宅時に歩行喫煙者を数名見かけます。区での対
該私道と接する区道に条例啓発の路面シートを貼付
応を希望します。
し、パトロール員による巡回指導を実施します。

Ｅメール君
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①黎明橋公園側と晴海トリトンスクエア側との横断
歩道設置の早期実施、バリアフリー化を望みます。
6 22 歩道橋下を渡る危険な状況もあります。②環状２号
線勝どき遮音壁の晴海側までの延長を望みます。晴
海側に橋から騒音が拡散しています。
再生できるものは封筒１枚でもリサイクルに出すと
いう意識付けを区が誘導してください。また、①封
6 23 筒を分別不要の窓付封筒にする②分別が必要なので
あれば封筒に「セロファンは剥がして封筒はリサイ
クルに」など記載の検討をしてください。
資源ごみ回収日の前日に、リヤカーを引いた路上生
活者が毎週出没し資源ごみを持ち帰りとても不快で
6 24 す。資源ごみを勝手に持ち出すことは犯罪ではない
ですか。資源ごみ回収ボックスに鍵などを取り付け
て勝手に回収できないようにできませんか。

対

応

都第一建設事務所から「①横断歩道の設置は、交通
管理者と道路管理者で設置に向けた協議調整を重ね
ています。②黎明橋は、遮音壁設置を考慮した構造
ではありませんが、遮音壁に代わる騒音低減策を実
施しています。」旨回答がありました。
ご意見を踏まえて、今後一層の資源化や区民の利便
性・リサイクル意識の向上に向け、封筒窓に分別不
用のグラシン紙を可能な限り採用し、プラスチック
製フィルムの場合は分別の表示をすることなどを環
境マネジメントシステム研修会などで職員に周知し
ていきます。
資源の持ち去りは、条例で禁止しています。ご提供
の情報に基づきパトロールを実施したところ持ち去
り者は確認できませんでしたが、今後もパトロール
を継続していきます。鍵付きボックスは、作業効率
や排出者の負担などを考慮しますと、導入は困難で
す。

投書種別

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

若者の集団が箱崎川第二公園で毎週土日に午前中か
ら夕方まで踊りの練習をしています。うるさくてか
6 27 ないません。公園使用許可しているのであれば音量
に気を使ってほしいです。申請のない場合は公園を
独占しているので対応をお願いします。

ご指摘の箱崎川第二公園の団体については、公園の
専用許可を行っていません。現地に注意看板を設置
するとともに、警備員による巡回パトロールを行
い、迷惑行為を行っている者に対しては指導・注意
を実施していきます。

Ｅメール君

喫煙禁止の看板がある公園内でたばこを吸っている
人が多いです。企業に対し喫煙所を作るなどの指導
6 27 は行っていないのですか。路上に灰皿を置いている
たばこ店なども路上喫煙禁止なら撤収すべきではな
いですか。

企業における喫煙所は、大規模開発計画時に開発事
業者に設置を求めており、コンビニ店頭などの灰皿
は、路上のものは設置者に撤去を指導し、民有地内
のものは撤去や移設の協力を求めています。今後
も、こうした取り組みを粘り強く続けていきます。

Ｅメール君

清杉通りの月決め駐輪場に入らなかったので隣の有
料駐輪場に置き仕事後戻ってみると、自転車が植え
6 28 込みに投げ出され籠カバーは破れていました。駐輪
スペースを広げるか有料駐輪場に置いて良いなどの
考慮を検討し、籠カバーも弁償してください。

清杉通り駐輪場は、駐輪エリアが清杉通り沿いの数
カ所に分かれていますが、駐輪場全体ではまだ台数
に余裕があります。空いているエリアへの駐輪をお
願いします。なお、所定のエリアに駐輪されてない
自転車の扱いは、通告札の貼付で移動を促していま
す。

Ｅメール君

事業系ごみが早朝ならともかく日中どんな時間でも
出ています。中央区はたばこのポイ捨て禁止ですが
7 1 路上ごみはさらに深刻です。取り締まる条例などな
いのでしょうか。中央通りはきれいなのに１本入っ
た路上の景観が非常に見苦しいです。

区では、条例で建物の管理者などに集積所周辺の清
潔を保つよう依頼しています。事業系ごみの収集
は、区で行う場合と事業者が民間収集業者と直接契
約して行う場合がありますが、いずれも排出状況な
どが悪い場合は、区で指導しています。

Ｅメール君

箱崎の高速道路出入り口下の公園通路の横に山積み
にされた路上生活者の荷物があります。汚いので処
7 4 分してください。また、自転車に違反シールを貼っ
ていますが広い場所で邪魔にならなければ必要ない
と思います。
東京駅が、放置自転車のワースト５位と発表されま
した。条例で駐輪禁止の特別地区を指定し、違反自
7 5 転車の強制撤去、高額違反管理料の設定をして取り
締まるほか、自転車を歩道乗り入れ禁止にして歩行
者の安全を守るようにしてください。
交差点の民家の角に歩道をふさぐほどの植栽があり
ます。背丈は小学生の子供より高く右折してくる車
7 6 に歩行者が見えていないようで危険です。車が急ブ
レーキをかけているところを目撃しました。早急に
対処してください。

箱崎川第一公園の放置物件は、パトロールを行い警
告書を貼付しました。一定期間経過後も放置のまま
所有者不明の場合は、撤去します。放置自転車は、 モニター通信
違法で苦情もありますので、警告シールを貼付して
取り締まりを行っています。ご理解をお願いしま
す。
八重洲通り南側など東京駅周辺の一部区域を放置禁
止区域に指定して、即日撤去（一律の手数料徴収）
しており、今後、北側も指定を図っていきます。自 モニター通信
転車の走行空間は、国や都、警察と検討を進めてお
り、今後、自転車レーンなどの整備を進めていきま
す。
ご指摘を受け、区道上に放置してある植栽に移動を
促す警告書を貼付しました。その後、所有者と連絡
が取れ、違法であることや交通安全上支障があるこ
とを説明して早急な処分を指導した結果、７月中旬
までに全て撤去することとなりました。

53

Ｅメール君

平成28年度広聴の記録

月 日

内

容

対
応
ヒートアイランド現象に対しては、路面を遮熱性舗
地球全体の異常気象などによるヒートアイランド化 装で整備するなどの環境に配慮したみちづくりのほ
のためなのか、今年は東京でも梅雨明け前から最高 か、河川沿いの緑化や街路樹整備による水と緑の
7 8
気温が３０度を超えています。今後、区としての暑 ネットワークづくりを行い、低温の風を内陸部に送
さ対策をどのように考えていますか。
り込む「風の道」が機能するような取り組みも進め
ています。

投書種別

広聴はがき

次の３点を要望します。①旧臨港消防署跡地前の区
道にガードレール設置②浜前水門の道路に恒久的な
7 11 ガードレールの設置③浜前水門から三丁目側に向か
う道路のガードレールの車道側への移動と逆走車対
策

①都第一建設事務所から「ガードパイプを設置予定
である」旨回答がありました。②水門の構造上、
ガードパイプ設置は困難ですが、橋梁の歩道部の改
良を検討します。③狭い歩道部分は拡幅予定です。
逆走対策は、警察・都と協議して講じる予定です。

Ｅメール君

勝どき・晴海地区では道路新設工事や再開発が進ん
でいますが、工事関係の方が中央区の路上喫煙禁止
7 12 を知らないようで、勝どき駅から現場の往復時など
に多くの方が歩行喫煙をしています。ルールを教え
ることの徹底をお願いします。

勝どき駅周辺では、町会などと連携した街頭キャン
ペーンなどを行っていますが、今後、巡回指導も強
化していきます。また、晴海地区などで実施してい
る工事情報の共有、工事の工程調整を図る会議にお
いて、工事関係者に条例の遵守・徹底を指導しま
す。

Ｅメール君

花と緑の取り組みに感謝と敬意を表します。つきま
しては、街路樹や大きなビルの敷地内の樹木にぜひ
7 12 名札をつけてください。鍛冶橋通り新川二丁目交差
点の緑地には名札がつけてあり、とても参考になり
ます。

区では新しく植樹した高木や中低木には、愛着を
持っていただけるよう、樹名板を設置しており、今
後も街路樹の整備などに併せ設置していきます。ま
た、民有地内の樹木についても、開発事業者との協
議の中で協力を依頼していきます。

広聴はがき

同公園の清掃は、月１６日行っていますが、利用者
楓川久安橋公園はねずみの死体や路上生活者の増加
の弁当のごみなどが多く、ごみ箱があふれてしまっ
による食べ物の散乱などひどい状態です。多くの区
7 15
ている状況です。今後は、片付けを午後としたり、
民、通勤者が不快に思っています。環境整備や清掃
利用者にごみの持ち帰りの協力を周知するなどによ
などの対策をお願いします。
り、清潔な公園となるよう努めていきます。

Ｅメール君

自宅から勝どき駅に行くのに２つの行き方がありま
すがどちらも途中に路上喫煙できる店があり煙から
7 19 逃れることができません。駅の周辺などは完全な路
上禁煙にしてはどうでしょうか。少なくともどちら
かの店前の灰皿を撤去してください。

ご意見の２店舗については、店主などに配慮を要請
していますが、協力が得られていません。このため
当該箇所での喫煙者に対するパトロール員による指
導を強化していますので、今後もこれらの活動と看
板の設置などによる条例周知を図っていきます。

Ｅメール君

江戸バスの運賃は、より多くの方に低料金でご利用
都バスは身体に障害のある人は無料なのに江戸バス
いただくことで運行を支えていただくという観点か
は１００円の料金がかかります。身近な乗り物とし
7 20
ら、また、他の自治体の状況などを踏まえて１００
て、身体に障害のある人は江戸バス無償化を検討し
円に設定しています。このため、未就学児のみを無
てください。
料としておりますのでご理解をお願いします。

投書（箱）

公園の水道使用中に、大型犬が割り込み水を飲み始
めました。飼い主は割り込みの謝罪の後、水道を軽
7 25 く手で洗い去って行きました。ペットの公共水道利
用に関してどのようなルールがあるのでしょうか。
ペットの水道利用は禁止してください。

公園の水飲みは、公園利用者を対象としています。
犬の水飲み場使用については、蛇口から犬に直接水
を飲ませないよう注意看板を設置します。また、飼
い主のマナーなどについて、今後、さまざまな機会
を通じ意識啓発や指導に取り組んでいきます。

Ｅメール君

江戸橋の橋梁下にたばこの吸い殻が多数投棄されて
います。区は知っていますか。対策を講じる予定は
8 1 ありますか。また、橋梁にある「工事中」の掲示横
にある「吸い殻入れ」は、区が設置したものです
か。誰が管理しているのでしょうか。

都第一建設事務所から「江戸橋の橋台に投棄されて
いる吸い殻については、清掃、回収します。また、
江戸橋際公衆便所付近の灰皿については、首都高速
道路㈱の担当事務所に対応を依頼しました」旨回答
がありました。

Ｅメール君

区立公園・児童遊園の蚊には、園内の雨水ますに殺
今年は、月島第一公園の蚊がとても多い気がしま 虫剤を投入し、駆除と発生抑止を行うなどの対策を
8 3 す。木陰はもちろんのこと遊具の辺りでも子供がよ 行っています。また、蚊が多く発生している場所に
く刺されます。駆除をお願いします。
は、事前周知の上、薬剤を散布しています。ご要望
の公園は、８月９日に薬剤を散布しました。

Ｅメール君
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隅田川沿いの路上生活者が最近、増えたように思っ
ています。資源ごみの持ち去りやごみあさりもやっ
8 3 ており、近隣住民として非常に不快です。また、子
供もいるため夜間の歩行に不安を感じています。区
としてどのような対応をしていますか。

路上生活者に対して人権にも配慮しながら定期的に
パトロールを行い、不法に置かれた物への警告や撤
去などを行うとともに移動を促しています。資源物
の持ち去り行為については、パトロールにより防止
対策に取り組んでいます。

Ｅメール君

日本橋茅場町のコミュニティサイクル設置場所で喫
煙する人が多く、受動喫煙に困っています。誰かが
8 4 吸い殻入れを設置し喫煙してよい場所であるかのご
とく人が集まってきます。条例違反ならば取り締ま
りを、違反していなくても対応をお願いします。

吸い殻入れが設置されているスペースおよび隣接し
ている通路ともに民有地であるため、条例の対象に
はならず、喫煙の可否は敷地管理者による判断とな
ります。このため、当該地からの煙に困っている方
がいる旨を敷地管理者に伝えました。

Ｅメール君

月島第二児童公園内のじゃぶじゃぶ池を５歳の息子
が利用した際、係員から小学生なのに年長とうそを
8 4 ついていると体格だけで決め付けられ大変嫌な思い
をしました。厳しく監視するならば保険証で年齢を
確認するなど対策をお願いします。

電話で「不快な気持ちを与えたことを陳謝します。
今後、同様のことのないよう受託事業者に改めて周
知しました。なお、保険証などによる年齢確認は利
用者の利便性などから現時点では考えていません」
旨説明し、了解を得た。

Ｅメール君

中央区コミュニティサイクルについて要望します。
①勝どき駅地下駐輪場ポートは携帯電波の状況が悪
いため、貸出時に繋がる所まで移動しなければパス
8 5
ワードを見ることができないので改善してくださ
い。②勝どき駅の一丁目側にはポートはできません
か。

①ＮＴＴドコモの電波は届くよう対策しましたが、
他は繋がりにくい状況です。おサイフケータイを鍵
として使用するなどの方法をご検討願います。②現
在、設置に向け協議を進めている施設があります。
設置には困難な課題がありますが、今後も設置に努
めます。

Ｅメール君

春に日本橋中州の緑化整備をしていただきました
が、近ごろ植木の持ち去りがあり何カ所か穴が空い
8 5 ています。また、隅田川遊歩道の花壇でも草花が
次々と持ち去られ半分ぐらいになっているところも
あります。対策を検討してください。

日本橋中洲の緑地帯については、現地確認後、「花
をたいせつに、ぬかないで」のプレートを設置しま
した。花は、９月中旬に植え替え予定です。隅田川
遊歩道については、花壇を管理する都公園協会から
「注意看板を設置している」旨回答がありました。

Ｅメール君

晴海五丁目にサイクルポートがないため「ほっとプ
ラザはるみ」に新設してください。区営施設はむし
8 8 ろ優先的に整備すべき拠点なのだと思いますが違う
のでしょうか。需要があるのですから、ポート新設
は十分可能だと思います。

当該施設の敷地は、都から条件（用途指定）付きで
無償貸与を受けており、その利用には一定の制限が
かかっています。そのため、サイクルポート設置は
難しい状況ではありますが、現在、都と設置のため
の課題の整理などについて協議を進めています。

Ｅメール君

路上に掲示してある路上喫煙禁止の立て看板や地面
の警告には誰も気づいていないと思います。ぜひ、 電車・バスでの車内アナウンスは、現在、都営バス
8 10 バスや大江戸線内でのアナウンスでも中央区は路上 の一部路線で実施していますが、引き続き条例の周
喫煙が条例で禁止されていることを告知してくださ 知方法を工夫していきたいと考えています。
い。きっとクリーンな区になると確信しています。

Ｅメール君

はとば公園と築地川公園のトイレの手洗用水栓はボ
タンを押している間だけ水が出る状態で片手ずつし
8 10 か洗えません。以前はボタンを押すと何秒間か水が
出て両手をこすり合わせて洗えていました。両手を
もんで洗った方が清潔になると思います。

ご指摘の公衆便所の男子手洗い用水栓を確認した結
果、両公園とも押しボタンを１回押すと１秒以内に
吐水が止まる状況でした。原因として、水栓金具の
経年劣化が考えられるため、早急に吐水時間と吐水
量の調整を行い、正常な状態に復旧いたします。

広聴はがき

ご要望については、今後、築地市場の解体作業開始
築地市場の解体工事について、特に忘れられがちな
前に提出される特定建設作業実施届出の際に、「都
東京都環境確保条例に基づく指定解体作業の違反行
8 15
民の健康と安全を確保する環境に関する条例」に基
為をさせないよう事前に解体業者などへ指導される
づく「指定建設作業」についても遵守するよう指導
ことを要望します。
します。

広聴ＦＡＸ

一人住まいで足腰などが悪く荷物を持って歩けない
ため買物に自転車を利用しています。最近、友達で
8 15 自転車を撤去された方が何人かいます。撤去されて
も月島や八丁堀まで取りに行かれないし、どのよう
に生活すればよいか不安です。

広聴はがき

買い物など短時間放置での撤去はありませんが、放
置の防止に努め、快適な道路環境の維持にご協力を
お願いします。買い物などについては、一部の駐輪
場で短時間や不定期での利用が可能な一時利用の制
度がありますので、ご利用ください。
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投書種別

双方向の運行実施は、追加のバス購入費などの初期
江戸バスをよく利用しています。１時間に１本でも
投資のほか、人件費などの固定費の増加などの課題
よいのですが逆回りの運行があると便利との声が聞
8 15
があり、現段階では実施困難です。これまでも皆さ
かれます。タクシーを使えばよいのですが年金暮ら
まからのご意見などにより、一部ルートを変更する
しでは大変です。
など改善を図っていますので、ご理解願います。

広聴はがき

水天宮駅前で駐輪場管理業務などの作業をしている
スタッフが放置自転車に見向きもせず歩いていまし
8 17 た。注意札を貼っているところも見たことがなく自
転車を１週間も放置しています。放置自転車を見か
けたら注意札を全て貼付してください。

駐車場管理業務の委託業者には、放置自転車への注
意札などの貼付による警告・撤去活動は行わせてい
ませんが、ご指摘のあった放置自転車については、
区職員と別途委託している業者で対応しているとこ
ろです。今後ともご協力方お願いします。

Ｅメール君

黎明橋交差点の歩道橋の階段下部側壁板を一部撤去
してください。築地方面からこのＴ字路交差点を右
8 18 折、または有明方面から左折する際、側壁があるこ
とで有明方面から来る自転車などが見えず幾度か接
触しそうになりました。

道路管理者の東京都第一建設事務所から「ご意見の
目隠し板は、歩道橋利用者の裾隠しのために設置し
ています。取り外しについては、ご意見を鑑み、歩
道橋利用者に影響の少ない最下段について撤去した
いと考えています」旨回答がありました。

Ｅメール君

店舗前にたばこの吸い殻入れを設置しているところ
が複数ありますが、副流煙を何とかしてください。
8 18 月島第二児童公園では朝、夜に喫煙している人が多
いので対応してください。また、喫煙者の実態確認
の際、私服を着て監視してください。

店舗前の吸い殻入れは、区が強制的に撤去できない
ため、設置者に撤去などを要請しています。月島第
二児童公園の禁煙対策は、ベンチ付近に注意看板を
増設します。喫煙状況の現地確認は、制服のパト
ロール員ほか、一般的な服装の職員が実施していま
す。

Ｅメール君

浜町公園では、夕方から深夜にかけて多くの人がス
マホゲームをしている状況が毎日続いていますが、
8 18 大江戸まつり盆おどり大会での対策は何か考えてい
ますか。また、夕方や夜の浜町公園の来場者状況調
査などは行ったのでしょうか。

公園での利用状況を昼夜で確認し、注意看板を設置
したこと、ゲームの運営会社あてに大江戸まつりま
でに現在の状況を解消するよう要請を行ったこと、
まつり当日は場内アナウンスなどで注意喚起を行う
ことを電話で回答し、了解を得た。

Ｅメール君

最近、浜町公園でスマホゲームをやっている人が多
くて公園の利用に支障が出ています。この公園は地
8 22 域住民のための、特に子供たちのための大切な場所
です。早急に元の状態に戻すようゲームの運営会社
に申し入れてもらえませんでしょうか。

同公園内でのスマートフォンなどの利用については
「歩きながらの使用はしない」などを記した注意看
板を設置したことや、ゲーム運営会社には現在の状
況を解消するよう要請していることを電話で回答
し、了解を得た。

Ｅメール君

江戸バスは２０分に１本程度であまり便利とは言え
ません。自動運転バスの早期導入の上ルートを変更
8 22 し、朝晩は５分毎、昼間も１０分毎に運行するのが
いいのではないでしょうか。また、スマホアプリで
乗客の望みに応じたルート運行が可能になります。

ルートや運行間隔は、国交省、警察、町会で構成す
る検討会議などを経て決定していますが、区民の足
として定着していると考えています。自動運転バス
は今後の動向を注視していきます。停車は、道路運
送法上、決められた場所以外では困難です。

Ｅメール君

大江戸まつり盆おどり大会に行きましたがスマホ
ゲームのために大勢の人が浜町公園に来ていて通行
8 29 の邪魔になっていました。何か対策を立てる予定は
ありますか。せめて児童公園内はスマホゲーム禁止
などの対応をお願いしたいと思います。

同公園内でのスマートフォン利用者の増加は、改善
を運営会社に要請中です。まだ改善されていません
が、引き続き要請していきます。区では、注意看板
の設置などのほか巡回パトロールも行っていますの
で、状況により他の公園でも同様の対策を行う予定
です。

Ｅメール君

今年の春頃から喉が荒れる、目が染みる、咳き込む
などしており、外気が汚れているのだと気が付きま
8 29 した。首都高の空気が銀座、京橋、日本橋界隈にた
まっている気がします。調査して何か対応策を行っ
てください。

区では、大気環境の常時測定を行い、自動車の排気
ガスも区内主要道路において毎年測定を行っていま
す。平成２７年度の測定結果は、人の健康を保護す
る上で維持することが望ましい水準として定められ
ている環境基準をおおむね達成しています。

Ｅメール君

カラスなどが原因だと思われますが、ごみ集積所の
ごみが道路に散在しています。ネットを掛けてあり
8 31 ますが、くちばしで破けるので効果があるとは思え
ません。ふた付きのごみ箱を使用する、近隣マン
ションに収集をまとめるなど検討してください。

集積所を管理する地元町会と相談し、区貸与の目の
細かい防鳥ネットへ変更するとともに、ふた付き容
器の利用などのカラス被害防止対策を周知する看板
を蛎殻町公園前集積所に設置しました。今後も、こ
うした取り組みで集積所の衛生保持に努めます。

Ｅメール君
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越前堀児童公園では平日昼休みや金曜日の夕方～夜
にかけて喫煙者が多く子供に火が当たる可能性や受
9 1 動喫煙など問題があります。公園での禁煙の徹底の
ほか、喫煙所を設置する、喫煙者の名前を記録する
など実効性のある対応が必要です。

対

応

越前堀児童公園は、全面禁煙です。今後、巡回パト
ロールを強化して喫煙しないよう指導するととも
に、園内の吸い殻は清掃時に取り除くようにしま
す。なお、指導・勧告に従わない喫煙者は、条例に
基づき氏名などを公表できることとしています。

道路上の違法物件の指導は、実態に応じて行うこと
佃の道路上に植木鉢がたくさん並べられています が随時可能ですが、その場合近隣全体が指導対象と
9 2 が、公道上に勝手に物を置くのは違反ではないです なります。今回は調査の結果、交通上大きな支障が
か。区から注意してください。
あるとは認め難く、指導の緊急度は低いと考えられ
ます。

投書種別

Ｅメール君

投書（電話）

豊海や勝どき５・６丁目付近の工事作業員がお昼ご
ろ、公園ベンチやコンビニ付近で喫煙したり、夕
9 5 方、勝どき駅方向に向かいながら歩きたばこをして
います。公園や道に禁煙の表示はありますが、各業
者へ禁煙の徹底と表記の工夫を検討してください。

ご意見の工事関係者による喫煙については、新島橋
架替工事に伴う関係者調整会議の中で、環状２号線
や再開発などの周辺事業者に対し、路上喫煙の禁止
などを周知しました。また、禁煙の公園などについ
ては、巡回パトロールの強化や看板を増設します。

Ｅメール君

新川の道路にある電線の架け替えの結果、電線の本
数が増え位置も高くなりました。防災面や眺望面な
9 5 どから地中化を推進していたはずと東京電力へ確認
したところ「コスト削減のため」との回答でした。
区の考えや対応を聞かせて下さい。

東京電力に確認したところ、ご指摘の場所は、本区
の無電柱化計画に基づく優先的に整備する路線に該
当していないことから、維持管理上支障となる老朽
化した電柱の取り替えと電線の張り替えを行ったと
のことでした。

投書（電話）

都営大江戸線勝どき駅の混雑対策で、中央区は晴海
に地下鉄を通す計画を発表しましたが、地下鉄は高
9 7 コストかつ低利便であるため、跨座式モノレールで
ある東京モノレールを東京臨海部に延伸するのがふ
さわしいのではないでしょうか。

区では、まちづくりに資する交通体系構築のために
国や都に働きかけてきましたが、本年４月、国の交
通政策審議会答申で本区の地下鉄計画が位置づけら
れました。今後とも、関連の事業計画について運行
事業者や国・都などに働きかけていきます。

Ｅメール君

先日午後７時４０分ごろ撤去自転車を八丁堀保管所
に引き取りにいきました。真っ暗で、係員が懐中電
9 7 灯で照らして探しましたが見つけることができませ
んでした。明かりがないので見つけづらいです。引
き取り時間の一考をお願いします。

八丁堀撤去自転車臨時保管場所は、暫定的な施設
で、地下に構造物もあるため照明設備の設置は困難
ですが、今後、投光機などによる照明を検討してい
きます。なお、返還時間は、仕事を終えてから引き
取られる方もあり、午後８時までとしています。

Ｅメール君

浜町公園からモラルの低いスマホゲーム利用者を追
い出すために「少年のみ」など制限を設けることを
9 12 検討してください。公園なので皆さん自由に楽しめ
ばよいのですが、ゲームをしている人はマナーが悪
く、トラブルを目にしたり実害に遭っています。

電話で「運営会社に削除要請を続けていくこと。公
園内でのスマートフォン利用に関し、注意看板や警
備員のパトロールなどによる注意喚起を行っている
こと。グウランド周辺通路では人が集まらなくなっ
たとの情報もある」旨を説明し、了解を得た。

Ｅメール君

9 14

先日問い合わせしたゴミ収集の件、迅速な対応に感
供覧しました。
謝します。

Ｅメール君

小学校通学路に灰皿を設置している店があり常に多
数の喫煙者がいます。子どもたちをはじめ非喫煙者
9 14 にとっては健康に悪影響で困っています。たばこの
火が危なくひやっとしたこともあるので、喫煙所の
廃止などの対策をお願いします。

店主などに条例の趣旨を説明し通行人への配慮を繰
り返し強く要請していますが、現在まで協力が得ら
れていません。このため、朝の通勤時間帯などを中
心にパトロール員の巡回を強化し、混雑した場所で
の喫煙は禁止である旨、指導を行っています。

Ｅメール君

月島もんじゃストリートの屋根付きの狭い歩道で、
自転車に乗ったまま通る人を散見します。雨の日は
9 20 特に多いです。歩道は「降りて押す」を徹底してく
ださい。外国人観光客が驚いています。コミュニ
ティのマナー向上が必要です。

区では、区内警察署と連携し、交通安全キャンペー
ンや交通安全運動などの機会を通じて、自転車安全
教室などを実施しています。今後も関係機関と連携
してこうした取り組みを強化することで、自転車の
走行ルールやマナーの徹底を図っていきます。

Ｅメール君
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地蔵橋南東児童遊園は、弁当の食べ残し、たばこの
吸い殻などが散乱しています。多くの人はごみを持
9 26 ち帰り、携帯吸い殻入れを用意し喫煙していますが
マナーの悪い利用者もいます。公園内にごみ箱を設
置し、禁煙の表示をしてください。

対
応
清掃は月１６日実施していますが、引き続きごみの
持ち帰りなどを周知し、清潔な公園を目指します。
なお、ごみ箱は、家庭ごみの持ち込み防止などの理
由から設置していません。また、禁煙については、
今後、看板を増設し、巡回パトロールも強化しま
す。

投書種別

Ｅメール君

廃品回収業者の騒音に非常に悩んでいます。区に電
話した際、警察へ連絡するよう言われ１１０番通報
9 26 しましたが対応してくれません。移動しているから
取り締まれないでは納得できません。条例改正など
を視野に入れた改善を希望します。

新川二丁目付近を調査しましたが、廃品回収車を確
認できませんでした。このため、業者と運転手に条
例の遵守と霊岸島交差点から明正小学校の間で拡声
器の音を消すか、小さくするなど近隣への配慮をす
るよう電話とファクスで指導しました。

Ｅメール君

緑のカーテンで家族に癒やしを与えてくれた住居マ
ンション前の街路樹は、電線共同溝整備工事のため
9 26 切られてしまいました。向かいにできたホテルは
騒々しいので、視界を遮断できることができれば救
われます。元の位置に街路樹を植えてください。

ご意見の工事では、道路復旧と植栽などの街路整備
を、平成３０年度から２カ年で行う予定です。植樹
や植樹位置などは、地域の町会などと協議しつつさ
まざまなニーズを調整し、統一感のある街路となる
よう決定していきます。ご協力をお願いします。

投

書

ＢＲＴターミナルの整備については、都に対し、緑
ＢＲＴ晴海ターミナルを緑化し、人が滞留しにぎわ 化の推進などの環境対策や防災対策などを施設整備
9 28 いが出るようにしてほしい。また、月島運動場交差 に併せて取り組むよう協議していきます。横断歩道
点に歩道橋ではなく横断歩道を整備してください。 の件は公安委員会の権限ですが、道路管理者の都
（第一建設事務所）あてご要望をお伝えしました。

広聴はがき

パトロールを通じて本人に不法行為をしないよう注
桜川公園では路上生活者が公園のベンチを占拠して
意するとともに、長時間一定の場所にとどまること
います。また、軽犯罪法違反と思われる行為を目撃
9 30
が他の公園利用者にも迷惑になることを説明し、移
しています。以前も連絡していますが、注意・勧告
動するように促しています。今後もパトロールを増
などの対応や継続的な状況確認をしてください。
やすなど、環境向上が図れるよう努めていきます。

Ｅメール君

日本橋蛎殻町の飲食店では壁に折り畳み式のテーブ
ルを設置し、テーブルを道路に広げて飲食をさせて
10 3 いました。券売機も道路上にあります。区では、こ 中央区保健所で対応（店舗に指導）済み。
のような店舗の設置を認めているのですか。問題な
いのであれば真似をしたいと思っています。

投書（電話）

浜町公園内ではたくさんの大人がスマホゲームをす
るために集まっています。子どもたちが遊ぶスペー
10 3 スが減り、異様な光景に怖がる子どももいます。子
どもたちが安心して遊べる公園に戻ってほしいで
す。お願いします。

区からスマホゲームの運営会社に対して状況を解消
するよう抗議と要請を行い、運営会社で対応を検討
中であるが、直ちに解消されない場合はスマホゲー
ム利用者が遊具付近に立ち入らないよう今週末まで
に簡易柵を設置する予定である旨電話で回答した。

Ｅメール君

浜町公園でスマホゲームをする人が多く子供が全く
遊ぶことができません。平日もかなりの大人が昼間
10 3 から夜中までいますが、休日は２０００人は軽く越
すぐらいいます。本来の公園のあり方ではないと思
います。区ではどう考えているのでしょうか。

区からスマホゲームの運営会社に対して状況を解消
するよう抗議と要請を行い、運営会社で対応を検討
中であるが、直ちに解消されない場合はスマホゲー
ム利用者が遊具付近に立ち入らないよう今週末まで
に簡易柵を設置する予定である旨電話で回答した。

Ｅメール君

石川島公園や永代橋～中央大橋の区間などは子ども
の自転車の練習や運動に良いコースです。日曜日は
10 3 たくさんの自転車が往来しています。しかし、ルー
ルでは自転車は下車となっています。子どもでも分
かるように禁止の説明をしてください。

公園は、さまざまな方が利用されます。区立公園で
は、安全で安心な公園を確保するため、自転車の走
行は禁止とするなどルールを設けています。こうし
たルールについては、区も参加している小学校や幼
稚園の安全パトロールにおいて周知していきます。

Ｅメール君

浜町公園の前のマンションに住んでいます。最近、
公園のスマホゲーム利用者が増え、土日などはもの
10 3 すごい数の人が来ます。マンション前にまで人が
立っていたり、路上駐車、ごみのポイ捨てなど住人
は大変困っています。区は対処を考えていますか。

区からスマホゲームの運営会社に対し、子どもフェ
スティバルが開催されるため状況を解消するよう抗
議と要請を行っており、簡易柵を設置してスマホ
ゲーム利用者が遊具付近に立ち入らないよう対策す
る旨を電話で回答した。

Ｅメール君
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浜町公園の遊具エリア以外ではスマホゲームをして
いる人が多すぎて子供が遊べません。中にはイヤホ
ンをしながら歩きスマホをしている人もおり危険で
10 4
す。都心部で浜町公園のような大きな公園は貴重で
数少ない子供の遊び場です。早急に対応してくださ
い。

対

応

投書種別

人が多く集まる状況を解消するよう運営会社に要請
しています。また、園内でのスマートフォンなどの
利用について注意看板を設置するとともに、区の
ホームページで注意喚起を行っています。あわせ
て、警備員による巡回パトロールも行っています。

Ｅメール君

浜町公園でスマホゲームを楽しんでいます。上野公
園不忍池では禁止になりましたが、どうしてこの機
10 4 会を災害対応などに応用して考えられないのだろう
と思いました。区民にとって安心して過ごせる公園
造りの一つの機会にしてください。

公園利用者などに迷惑がかかり苦情も多数寄せられ
ているため、ゲーム運営会社に抗議と削除要請を行
い、遊具付近にスマホゲーム利用者が立ち入らない
よう簡易柵を設置します。なお、災害時活用モニタ
リング調査や擬似化災害対策の予定はありません。

Ｅメール君

勝どき駅前の自転車が減りません。シルバー人材セ
ンターの方は全く何もしていません。風で倒れた自
10 4 転車で子どもが大けがをしてからでは遅いです。区
民から違法駐輪を減らすアイデアを募ったりして
キャンペーンをやってみてはどうですか。

放置自転車の撤去は、職員を中心に実施しておりご
指摘の地区は、即日に撤去しています。今後は撤去
回数を増やすなどにより放置防止を図ります。キャ
ンペーンは毎年１０月、区内４カ所で実施していま
すが来年度以降、勝どき駅での実施も検討します。

Ｅメール君

ご指摘の店舗については、９月２７日と１０月５日
日本橋富沢町の飲食店はルールを無視した営業をす
に区職員による指導を行い、また、１０月１２日に
るので困っています。店舗前に看板と酒のかめを出
10 4
は久松警察署と合同の指導を行いました。店舗側で
していますので、撤去するよう指導してください。
は改善する旨回答していますが、今後も定期的に確
区ではどのような決まりになっていますか。
認し、警察とも連携して指導にあたります。

Ｅメール君

通勤通学・帰宅の時間帯、日本橋横山町の歩道上に
大型ダンボールが多数並べられ半ばふさがれていま
10 5 す。また、道路上でもトラックを複数台駐車し荷解
き作業をしています。通行が困難なため、事故が発
生する前に、業者に対して指導してください。

ご指摘の場所については、定期的にパトロールを実
施していますが解消されないため、１０月１２日に
久松警察署と合同で指導を行いました。当該店舗か
らは改善する旨回答がありましたが、今後も定期的
に確認し、警察とも連携して指導にあたります。

Ｅメール君

以前から、こうした状況の解消を運営会社に要請し
浜町公園が毎日スマホゲームをやっている大人たち
ていること、１０月１６日の子どもフェスティバル
で溢れています。子どもたちが遊べない状況です。
10 6
開催に向けて抗議も行ったこと、遊具付近に柵を設
何か対策は打てないものでしょうか。検討をお願い
置してゲーム利用者が立ち入らない対策を行ったこ
します。
となどを提出者に電話で回答し、了解を得た。

Ｅメール君

日本橋地域の表通り、特に人通りの多い所では歩道
の置き看板に子どもがぶつかったり、人とのすれ違
10 6 いに立ち止まることを余儀なくされます。強風で看
板が倒れてきたこともあります。置き看板のない安
全な歩道になることを期待します。

区ではパトロールにより、指導を繰り返し行ってい
ます。この結果、日本橋周辺では徐々に改善の傾向
にありますが、時間の経過とともに元に戻されてい
る状況もあり解消には至っていません。今後も粘り
強く行政指導を行っていきます。

広聴はがき

浜町公園にスマホゲームのために集まった大勢の大
人たちは周りが見えておらず子供の方がよけて遊ん
10 6 でいます。子どもをベンチから見守りたくても見失
い、不審者が混ざっているのではと不安になりま
す。時間により禁止するなどできませんか。

スマホゲームの運営会社に対して状況解消の抗議と
要請を行ったこと、簡易柵を設置してスマホゲーム
利用者が遊具付近に立ち入らないように対策したこ
と、現在は人が多く集まる状況は解消されているこ
となどを提出者に電話で回答した。

広聴はがき

日本橋室町一丁目の主要道路は全面駐輪禁止となり
看板やロープまで張られ放置自転車は減りました
10 11 が、自転車は脇道に移動されただけで歩道を歩くの
に邪魔です。もっと強い姿勢で臨むと共に自転車置
き場を造ることが必要だと思います。

放置自転車対策には、注意・撤去活動とともに駐輪
場の整備・利用促進が重要なことから、平成３１年
には室町三丁目地区に約２００台の整備が予定され
ていますので、同地域への放置禁止区域の指定・放
置自転車の即日撤去を検討していきます。

Ｅメール君

夫婦で江戸バスに乗ろうとして妻がドライバーに足
の不自由な夫が少し遅れて来ている旨伝えましたが
10 11 乗車を拒否されました。すぐ近くに区民がいたのに
なぜでしょうか。時刻通りの運行も大切かもしれま
せんが納得できません。

お連れの方が来る旨の申し出に対し、運転士はお客
さまが来ていないことを確認した上で、定刻過ぎで
もあったので発車したとの運行事業者からの報告で
したが、今後は、適切な説明をするなど、接客に十
分配慮するよう指導しました。

Ｅメール君
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投書種別

区では、歩道拡幅や電線共同溝などの工事に併せて
街路樹などの名前が分かりません。ネームプレート 街路樹や緑地帯の整備を進めています。新しく植樹
10 11 の設置をお願いします。
した高木や中低木には、樹名板を設置しており、今
後もこうした整備に併せた樹名板の設置を進めてい
きます。

広聴はがき

佃大橋下の脇の道路では、路上駐車が溢れていま
す。公園入口もありますのでガードレールを設置し
10 11
て路上駐車と子供の車道飛び出しを防いでくださ
い。

都第一建設事務所から「歩道の有効幅員は原則２．
０ｍ必要です。当該箇所にガードレールを設置した
場合、道路の維持作業車両などが駐車した際に、緊
急車両や一般車両の通行の支障となるため、ガード
レールの設置は困難となります」旨回答がありまし
た。

Ｅメール君

にぎわいのある道路整備工事は夜間工事ですが騒音
により家族が眠れない状況です。工事時間帯の工夫
10 12 や低騒音型の機械を使用するなどできませんか。ま
た、道路交通の監視員も不十分な日などもありまし
た。適切な指導をお願いします。

工事時間帯は、所轄警察署と協議して決定したもの
で、機械も低騒音型を使用していますが、今後は大
きな音が発生する日は、事前にご案内します。交通
監視員の件は、必要に応じて、協議先である所轄警
察署と相談しながら改善を図っていきます。

Ｅメール君

佃でのサイクルポート設置は、確定したものはあり
中央区コミュニティサイクルを時々利用しています
ませんが、協議を進めています。設置には、無償で
が、まだサイクルポートの数が十分ではなく、場所
10 17
の土地利用など土地所有者や施設管理者の承諾を必
も偏っているように思えます。佃には一つもないの
要とするなどの課題がありますが、今後も、サイク
で早急に設置してください。
ルポートを設置できるよう努めていきます。

Ｅメール君

ご意見の京橋二丁目６番周辺を確認した結果、ポイ
捨てされた吸い殻が見受けられました。パトロール
の強化と外国語（英語、中国語、韓国語）を併記し
た路面シートをポイ捨てが目立つ区道に設置し、歩
きたばこ・ポイ捨て禁止の周知・徹底を図っていき
ます。

Ｅメール君

都第一建設事務所から「店舗の責任者に対して路上
月島にある飲食店は、店の前の歩道にリヤカーを置
にリヤカーなどを置かないよう指導を行いました。
きっ放しです。店員は、自転車の乱暴運転など態度
10 19
また、中央区保健所の担当者と合同で道路の汚損、
が悪いです。この店だけがなぜ治外法権を認められ
衛生面の問題から路上に水を流さないよう指導しま
ているのですか。
した」旨回答がありました。

Ｅメール君

道路工事が夜の８時から早朝６時まで半年にわたり
行われます。マンションも多く人が住んでいる場所
10 20 でなぜ大きな音が出る工事を深夜早朝に行うのです
か。なぜ日中に交通整理をしながら行わないのです
か。深夜早朝の工事はやめてください。

作業時間の変更に向け施工会社からの聞き取りや所
轄警察署との協議を行いました。その結果、１０月
３１日からの作業については、開始時刻を４時間早
めることを基本とし、大きな音の出る作業について
は、２２時までに極力終わらせることにしました。

Ｅメール君

当該場所（区画整理事業地）を管理する都第一市街
地整備事務所から「１０月２１日に別の方から通報
があり、即日補修した」旨回答がありました。

広聴はがき

早朝に隅田川テラスをランニングしていますが永代
橋の下だけ照明がなく真っ暗です。また、水はけが
10 24 悪く雨が降ると水溜りができますが見えません。中
央大橋の下は明るく照らされていますので防犯上の
観点からも照明を設置してください。

都第一建設事務所から「現在、隅田川のテラスで照
明の設置がない区間は、設置するよう順次整備を進
めています。なお、同橋下のテラスは、橋の桁下が
他の橋に比べ低いため、通常のテラスより低く整備
されていますのでご了承ください」旨回答がありま
した。

Ｅメール君

隅田川沿いの遊歩道で週２～３回、昼時にはとに餌
やりしている方がいます。昼時の遊歩道は、近隣の
10 28 方々がランチを食べたり散歩をしたりと憩いの場所
になっていますので、みんなが迷惑しています。注
意して餌やりをやめさせてください。

隅田川テラスについては、管理者の都第一建設事務
所に情報伝達して対応を依頼しました。新川公園に
ついては、現地確認の際には餌やりは見受けられま
せんでしたが、継続的にパトロールを実施し、見受
けられた場合にはやめるようお願いしていきます。

Ｅメール君

区は、たばこの路上喫煙、ポイ捨てを禁止とし、職
員が巡回して吸い殻のごみが大変少なくなっていま
10 17 したが、最近、工事の方や外国人が路上喫煙をして
いるのを見かけるようになり、吸い殻のごみが多く
なっています。注意喚起をお願いします。

10 20

黎明橋の近くの道路は、一部がずれていて危険で
す。早急に対応してください。
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所属のタクシー会社から「同様の苦情がお客様セン
ターへ寄せられており、該当運転手に注意しまし
タクシーの運転手が市場橋公園内の公衆トイレでた
た」旨回答がありました。なお、その際、本区では
10 31 ばこを吸っていましたので注意をしていただけませ
公共の場所での歩きたばこやポイ捨ては禁止である
んか。
ことを伝え、再発防止に努めるよう再度指導しまし
た。

投書種別

Ｅメール君

海岸通り沿いの浜離宮の堀に沿った歩道の清掃はど
こが実施するのでしょうか。歩道や植え込みにごみ
10 31 が散乱し汚らしい状況です。また、堀には浮遊物も
あり全く清掃されていない状況です。どう処置され
るのでしょうか。

海岸通りを管理する都第一建設事務所から「道路の
清掃は通行の安全確保を目的として実施していま
す。ご指摘の掃除機は回収済みです」旨回答があり
ました。堀（汐留川の一部）の清掃は区で浮遊物の
状況を確認しながら、月に４日行っています。

Ｅメール君

新富一丁目にある飲食店は店舗前の路上に灰皿とい
すを出し歩道で飲酒、喫煙をさせています。歩道に
11 4 客が座っていたり、酔ってる人は何するかわからな
いので、早急に撤去させてください。子どもと歩く
のが恐いです。本当に困っています。

ご指摘いただきました店舗については、１１月１１
日に禁止行為を改めるよう指導を実施しました。今
後も定期的に確認し、禁止行為があった場合には警
察などの関係機関とも連携して指導にあたります。

Ｅメール君

区で禁止されている歩きたばこををよく見かけます
が、子どもをベビーカーで連れているので困ってい
11 4 ます。ビルの外に灰皿を置き喫煙している企業が多
く、たばこの臭いがしてうんざりしています。ま
た、道幅も狭いところが多く危ないです。
条例で禁止している路上喫煙者の取り締まりを強化
してください。喫煙は「健康被害」「他者危害」の
11 8 問題なので、公共の場および職場での喫煙を法律で
規制するなどたばこ規制枠組み条約で推奨されてい
る受動喫煙防止策の実施を要望します。

区では、歩きたばこをなくすため、キャンペーンな
どの啓発活動のほか、パトロール員による巡回や通
報のあった箇所の重点指導などを行っています。ま
た、民有地内の吸い殻入れが多くの方に迷惑となる
恐れがある場合、移設や撤去の協力を求めていま
す。
区では、歩きたばこやポイ捨てなどをなくすため、
街頭キャンペーンや立看板の設置などの啓発活動、
パトロール員による巡回や通報のあった箇所の重点
指導などを行っています。今後もこれらの取り組み
を続け、喫煙マナーの向上やモラルの改善を図って
いきます。

Ｅメール君

Ｅメール君

築地川公園内での下水道工事は、平成２９年３月ま
部屋の窓から公園が見えるマンションを購入しまし
での予定です。仮囲いや防音ハウスを撤去した後、
たが、公園内での下水道工事でその景観を全て奪わ
11 10
「東京都都下水道局」が、工事の影響で撤去した樹
れた上、全面に白い壁が建てられていて気が狂いそ
木などを平成２９年８月頃までに復旧する予定と
うです。助けてください。
なっています。

Ｅメール君

区立環境情報センターのテーブルが空いていたので
休憩のために座るとともに子どもにミルクをあげよ
11 15 うとしていたところ、職員に研修室の利用でなけれ
ば手短に終えて出ていってくれと言われました。も
う少し子供に優しい対応をお願いします。

資料などの汚損防止の観点からテーブル席での飲食
は原則不可ですが、ペットボトルなどふたのできる
飲み物やミルク瓶程度は可としており、こうした趣
旨をご案内したものです。ご意見を踏まえ利用上の
注意事項について周知方法を見直しました。

Ｅメール君

現地公園のキャッチボール場照明の球切れを確認
後、交換作業を実施しました。なお、公園照明点検
箱崎川第二公園の運動場にある電球が１つ切れてい
11 15
は、現在、毎月実施しているところですが、不点灯
ます。取り替えて下さい。
など不具合については速やかな修理対応を行ってい
きます。

広聴はがき

勝どき五丁目の新島橋からバス停の辺りの植え込み
は枯れ葉やごみが散らかり強風でちりが舞い上が
11 15 り、マスクをしてバスを待っていてもアレルギー反
応を起こしてしまいました。区が管理していると以
前回答があった場所です。手入れをしてください。

ご指摘の箇所の植樹帯は、月４回清掃しています
が、現地確認の結果、落葉の堆積が認められました
ので清掃を指示しました。なお、当該地は環状二号
線の整備工事中で土がむき出しになっている箇所が
ありますが、工事完了後は植栽していきます。

広聴はがき

勝どき五丁目の新しいタワー型マンションのところ
に歩道が整備されてきて、樹木・草を植えているよ
11 15 うです。定期的に様子を見て手入れをしてくださ
い。風が強く吹くところなので、花粉が舞い上がり
アレルギー反応を起こしやすいです。

勝どき五丁目の清澄通りから西仲通りへ向けての道
路植栽については、開発事業者が整備を行っていま
す。完成後は区への引継ぎを予定していますので、
引継ぎ後は区が適切に管理を行っていきます。

広聴はがき
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１１月２５日の午前中に巡回相談員が、また、午後
には環境政策課職員がそれぞれ現地確認に出向きま
市場橋公園に路上生活者の小屋があります。横は保
したが、ご指摘のあった小屋および路上生活者を確
11 21 育園で幼児たちが遊びます。不衛生ですし、危険な
認することはできませんでした。また、その際、ダ
感じがするので撤去をお願いします。
ンボールなど放置物件に対して警告書を貼付しまし
た。

投書種別

Ｅメール君

４カ月ほど前に自宅前の街路樹が枯れていてみっと
もないので区に連絡しました。担当が１回来ました
11 24 が以降連絡がありません。早く撤去し新しくしてく
ださい。植えられている木は、銀杏やポプラなどに
植え替えてもらえないのでしょうか。

１２月中に切り株の撤去を行い、暫定的に低木を植
栽することで決定しました。通りの一貫性を保ち、
路樹としての機能を活かすためにも、サルスベリな
どの違う樹種への変更を部分的に行うことは難しく
道路改修などの際に見直しを検討していきます。

投書（電話）

海外で生活している時は、ねずみ対策として、ごみ
をプラスチックの箱もしくは集積所に入れふたをし
11 28 ていました。衛生にもっと予算を立てモデルケース
で地域ぐるみの新しいごみの扱い方を提示させては
いかがでしょうか。

集積所におけるねずみなどによる散乱被害を防止す
るため、適正なごみの出し方の周知に取り組むとと
もに、被害の見られる集積場において啓発看板の設
置、容器利用などの助言、防鳥ネットの貸し出しを
行い被害防止策を講じているところです。

広聴はがき

１０年以上前から自宅の前の通りのガードレールに
チェーンをした放置自転車が何台も止められていま
11 30 す。さび付いていたり、パンクしているものもあり
ます。区に相談しても警告書を貼るだけで撤去して
もらえません。

ご意見のマンション前は、これまでもパトロールな
どにより自転車の移動を促していますが、日々使用
されている自転車も多く、解消されていません。今
回、ガードレールへの駐輪禁止の表示を行い、居住
者に注意・指導を行うようマンション管理人にも要
請しました。

投書（来訪）

柳橋は防錆工事をしたと思いますが欄干部の塗装が
剥げて見苦しい状態となっています。係留ロープな
12 1 どが多数つながれていて、こすれた箇所が剥離して
います。このままですと下地から錆びてしまうの
で、現状を改善してください。

柳橋の欄干に係留ロープによる塗装の剥がれた跡を
確認したことから、屋形船などの所有者へ係留ロー
プを取り外すよう指導しました。欄干の塗装の剥が
れは、原因者負担の考えから屋形船などの所有者に
補修費用の一部負担をお願いしています。

Ｅメール君

黎明橋公園には歩道橋しかなくベビーカーを担ぎな
がらの階段は大変ですし危険も伴います。また、自
12 2 転車は横断歩道がなくても渡っており、いつか事故
が起こるのではと心配です。横断歩道の設置を検討
してください。

都第一建設事務所から「当該箇所への横断歩道の設
置については、現在、交通管理者と道路管理者で設
置に向けた協議調整を重ねています。ご不便をおか
けしていますが、ご理解、ご協力をお願いします」
旨回答がありました。

広聴はがき

自宅近くの公園は、他区に比べて遊具が貧弱だと感
じます。江東区や江戸川区の公園は、非常に遊具が
12 5 充実して子どもが楽しめます。マンションが続々と
建ち子育て世帯も増えますので、他区の公園を研究
し、子供たちが楽しめるようにしてください。

区では、公園改修の機会に遊具などの設置に努めて
います。ご意見を踏まえ、他の公園も参考にしなが
ら、今後一層の充実を図っていきます。なお、平成
２９年３月末完成予定の越前堀児童公園は、切り株
をイメージした遊具を設置します。ご利用くださ
い。

Ｅメール君

日本橋小伝馬町の飲食店は店前の歩道上に灰皿を置
き店を利用する観光客に路上喫煙をさせています。
12 5 通学路であり通行の妨げとなっていますので迷惑で
す。昨年、区が指導し改善しましたが、再度行って
いますので撤去の指導をしてください。

現地確認の結果、道路上の植え込みに灰皿が置かれ
ていたため、設置者に再度、道路区域外へ移動する
よう指導しました。また、外国語を併記した条例周
知用路面シートを道路上に設置するとともに、今後
パトロール員による指導を行っていきます。

Ｅメール君

浜町公園の「水と緑の情報ギャラリー」を見学し河
川の歴史に興味を引かれましたが、パンフレットな
12 5 どありませんか。また、掲示されていた「都会のオ
アシス坂本町公園」のポスターは「阪本」と「坂
本」が混在していますので訂正してください。

ご要望のパンフレットとして、中央区「河川の歴
史」・「河川の今」についての縮小版をお送りしま
す。ご活用ください。また、坂本町公園の掲示物
中、坂本小とある表記は、阪本小に訂正しました。

Ｅメール君

新川の隅田川テラスの堤防歩道や車道に、日中通勤
利用者の自転車の駐輪が見られるようになり、日を
12 6 追うごとに増えています。また、公衆トイレ周辺
は、バイクの駐車も多いです。警察とも連携して撤
去告知、定期的な撤去作業をお願いします。

隅田川テラスの周辺は、これまでも放置自転車など
に対する注意・警告を行っています。１２月も８日
と１５日に自転車とバイクへの注意・警告活動を
行って移動を促しましたが、こうした取り組みを今
後も続け、道路環境の改善を図っていきます。

Ｅメール君

平成28年度広聴の記録
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月 日

内

容

区内でサッカーをする場所がなく困っています。先
日も友達と相生橋の下でサッカーをしていたらボー
ルが川に落ち、警察官が来る騒ぎになりました。川
12 8
にボールが落ちる心配もなく雨でもサッカーがで
き、誰でも気軽に行かれるサッカー場を造ってくだ
さい。

対
応
当該公園については、マナー看板の設置や巡回パト
ロールを行うとともに、工事関係者の喫煙が多いこ
とから、周辺で工事を行っている建設会社に喫煙マ
ナー遵守の申し入れも行っています。今後もこれら
の取り組みのほか、分煙環境の整備に努めていきま
す。
ご指摘の件は、町会や事業者が回収業者と個別に契
約しているものであり、区が関与できませんが、当
該地域のパトロールは今後強化していきます。な
お、パトロール調査報告書は、個人情報などの記載
があり内部資料としています。ご理解をお願いしま
す。
お知らせした一覧のとおり、区内には６カ所のボー
ル遊びができる広場がありますので、ご利用くださ
い。なお、相生橋下は、橋下のスペースを利用した
広場のため、ボールが飛び出さない高さのフェンス
の設置が困難です。十分気を付けてご利用くださ
い。

①築地大橋②朝潮運河の歩行者専用橋の二つの橋は
いつ開通するのですか。また、①については車道整
12 8 備前でも人と自転車を先に通行させることはできま
せんか。この橋が使えるととても便利になります。
優先して通してください。

都第一建設事務所から「築地大橋の開通は、歩行
者、自転車を含めて、築地市場の移転後となりま
す」旨回答がありました。また、朝潮運河に架かる
朝潮運河歩行者専用橋の開通時期は、平成２９年１
０月頃を予定しています。

広聴はがき

豊海水産埠頭バス停横の冷蔵庫業者は、パレットを
歩道にはみ出して置いたり今にも倒れそうな状態で
12 9 山積みにしています。区からの注意後しばらくは改
善していましたが元に戻っており、万が一倒れたら
危険です。厳重注意をしてください。

現地調査後、倉庫会社の責任者に対し、パレットを
道路際まで置かないなど歩行者交通の安全確保に努
めるとともに、この旨を全作業員にも周知徹底して
もらうことを申し入れました。今後も、定期巡回な
どの中で現地の状況を注視していきます。

Ｅメール君

日本橋本町、小伝馬町エリアでは昭和通りの交通量
が多く危険なため、日本橋本町二丁目の地下歩道を
12 9 使用する子どもを見かけますが、歩道が暗く古いた
め怖いです。夜に子どもや女性が一人で使用しやす
いようにイメージを変えてください。

都第一建設事務所から「本町地下横断歩道は、定期
的な維持補修や日常清掃などを行っています。ご意
見のイメージを変えることについては現在、具体的
な計画はありませんが、引き続き良好な施設管理に
努めていきます」旨回答がありました。

広聴はがき

日本橋本町の商店の軒先に灰皿が設置されていて昼
夜問わず大勢が路上喫煙するので非常に困っていま
12 16 す。道路は公共の場であり、近隣住人が喫煙を避け
て遠回りしなければならない不利益を被るのはおか
しいので早急に改善してください。

店敷地内の吸い殻入れは強制撤去できないため、設
置者に撤去や移設を要請中ですが、理解が得られて
いません。区では、パトロール員による巡回の強
化・指導のほか、喫煙者が近隣事業所に勤務してい
ると思われるため、事業者にも働きかけていきま
す。

Ｅメール君

勝どき交差点の公園にベンチで喫煙・飲酒をしてい
る人がいました。中央区の駐輪禁止の制服を着た方
12 22 に区としての注意をお願いしたら相手にされません
でした。この対応では、公園での喫煙・飲酒が悪い
ことだと認識されないのではないですか。

月島第二児童公園は、全面禁煙のため、今後もパト
ロールの強化などを通じて禁煙マナーの向上を図っ
ていきます。制服の者は、放置自転車対策の受託業
者のため、喫煙に対する注意を行うことはできませ
んが、不快な思いをさせないよう指導しました。

Ｅメール君

自宅マンション前の歩道に花壇・植木を設置すると
のことですが通行の妨げとなり危険です。車道から
12 26 段差もあります。拡幅工事は聞いていましたが、ど
ちらに工事の説明をして設置を決めたのでしょう
か。回答と工事の中止をお願いします。

区では、緑豊かなうるおいのある街路環境の整備と
して、歩道拡幅などの工事に併せて街路樹や緑地帯
の整備を進めています。ご意見の植樹帯の整備につ
いては、マンションの理事会を通じ説明会の日程を
調整中ですので、ぜひご参加をお願いします。

Ｅメール君

通勤中に路上喫煙禁止看板を何度も見かけますが通
行人には全く意識されていません。周知徹底の問題
12 26 ではなく意識の問題だと思いますので、罰金化によ
る禁止徹底を提案します。喫煙例をあげれば切りが
ありません。検討をお願いします。

罰金化は、条例制定に当たり、区民の方などの意見
を踏まえ、事項に盛り込んでいません。区ではこれ
からも、街頭キャンペーンやパトロール員による巡
回指導、分煙環境の整備などにより、喫煙者も非喫
煙者も安心できる環境づくりに努めていきます。

Ｅメール君

采女橋公園は公園の一部を喫煙スペースにしている
と思いますが、現実は公園全体が喫煙スペースと化
12 8 しています。外国人観光客も多く訪れる場所ですの
で、区として厳しい規制をお願いします。全面的に
禁煙にすべきではないでしょうか。
日本橋特別出張所の近隣で新聞・雑誌の資源の抜き
取りが堂々と行われています。抜取業者に資源を渡
12 8 している方もいます。マンションの住民や町会は資
源回収を理解していません。パトロールをしている
警備会社の日誌を提示してください。
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投書種別

Ｅメール君

投書（電話）

広聴はがき
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月 日

内

容

対

応

朝潮運河などで投げ釣りが禁止されているのは看板
を見て知っていますが、釣り自体を禁止にしてくだ
12 26 さい。理由は次のとおりです①人がいない時間に投
げ釣りをする方がいる。②景観が乱れる。③その場
が汚れる。検討をお願いします。

道路上の行為で明らかに歩行者への妨害や危険を及
ぼす行為は、道路交通法上の禁止行為となります
が、通常の釣り行為は禁止が難しいと考えます。な
お、朝潮運河の看板は老朽化していますので、内容
を見直し、新しい看板に付け替えます。

日本橋久松町の飲食店の看板が違法なのに撤去され
ていませんので指導してください。また、１２月２
２日からイルミネーションを取り付けていました
12 26
が、道路使用許可を取った工事だったのでしょう
か。このライトは法令上問題ないものなのでしょう
か。

看板が都条例に違反する旨注意・指導した結果、是
正と屋外広告物許可申請などを行うとの回答があり
ました。イルミネーションは規制条例がありません
が、看板の改善がない中での設置で心証が悪い旨を
伝えました。道路使用許可は、警察の所管となりま
す。
①公園内ではゴルフクラブの使用を禁止しているた
め芝生エリアに注意看板を設置し、周知を行いま
す。②土手の芝生エリアに関しては、ペットを含め
て立入禁止にはしていませんが、ノーリードによる
散歩は禁止しているので、注意看板を設置し、周知
を行います。
当該集積所は、従来からルール違反の指導を実施し
ているところですが、今回注意看板も設置しまし
た。なお、投書者に連絡したところ、「はがきは出
していない」との返事でしたが、はがきに記載され
た状況は把握されていたため、区の対応を説明し
た。

晴海二丁目の運河沿いの芝生部分での禁止行為への
対応をお願いします。①ゴルフの練習をしている人
12 27 がいますがボールやクラブが当たると危険です。②
犬の散歩で芝生の中に入ってもいいのですか。ま
た、ノーリードで走り回っている犬がいます。
銀座四丁目の店舗前のごみが１週間ぐらい放置され
ており、集積所がいっぱいです。清掃事務所に持っ
12 28 ていくよう伝えてください。また、ごみ収集係の人
が、パイロンを思いっきり蹴飛ばしていたのも気に
なりました。

投書種別

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

広聴はがき

窓口で建設作業に係る関係法令に基づく届出などを
東京都環境確保条例に定められている「指定建設作
掲載したパンフレットを配布し、また、区ホーム
業」の禁止事項を、工事計画のできるだけ早い時期
1 4
ページにも掲載するなどの周知を図っています。な
に工事関係者へ周知徹底するよう、指導してくださ
お一層の周知を図るため、特定建設作業届出の際は
い。
建設業者に対し都条例の遵守を指導しています。

広聴ＦＡＸ

月島に公園はありますがスポーツができる所があり
ません。相生橋の下でボールを使うと川に落ちて危
ないです。気軽にスポーツができ、危なくない所を
1 4
造ってください。湊公園や桜川屋上公園などに、
ネットを張ったフットサルコートを作ってほしいで
す。

ご意見の複数の公園には、スロープを作る必要が
あったなどのさまざまな事情によりボール遊びがで
きる広場の確保ができませんでしたが、区内には６
カ所のボール遊びができる広場がありますので、ご
利用ください。

広聴はがき

日本橋富沢町の飲食店前の道路上に灰皿が設置され
ています。店の近隣に保育所などがあるのに、園児
1 5 の登園・降園時間帯にもいつも喫煙者が集まってい
ます。この灰皿を撤去できませんか。副流煙はもち
ろん、灰も飛んできて危険です。

投書者より連絡があり場所を確認したところ、既に
昨年の１２月２８日（水）に撤去した灰皿と同一で
ある事が判明しました。また新たに設置されるよう
なことがあれば連絡をくださいと伝え、了承を得
た。

Ｅメール君

朝潮運河船着場前の通路は、一般の通行は８時～１
朝潮運河親水公園の桟橋辺りは夜間に通行できませ
８時で、夜間は桟橋で乗下船する方の通行や待機場
んが何のためなのでしょうか。近隣住民にとっては
1 10
所になっています。これは、桟橋から多数の乗下船
非常に便利な通路ですので、夜間も解放してくださ
者などがあることから、通行の安全や混雑緩和を図
い。
るための対応ですので、ご理解をお願いします。

Ｅメール君

現地の公園で提出者（保護者同伴）と会い、公園の
私は１１歳ですが京橋公園の遊具は、３～６歳ぐら
遊具は限られたスペースでより多くの年代の子ども
いの小さい子ども向けです。遊んでも楽しくないの
1 11
たちが遊べるよう幼児用と児童用を設置しているこ
で、他の公園に行かなければなりません。もう少し
と、京橋公園は近くに保育園もあり幼児用が多いこ
大きい子ども向けにしてもらえるとうれしいです。
となどを説明し、了解を得た。

投書（箱）

年末から日本橋小網町に路上生活者が増え、荷物や
ごみも増えています。荷物の撤去予告が貼られても
1 11 その日だけ移動し、日が過ぎるとまた同じ荷物があ
ります。飲酒し通りかかる人に悪態をついて怖いで
す。早急に対処をしてください。

Ｅメール君

平成28年度広聴の記録

当該場所は、これまでもパトロールなどにより問題
の解消を目指してきています。今回も路上生活者に
移動を促しましたが、公園の改良工事を含めた物理
的な対策の検討も始めています。今後もこうした取
り組みを続け、環境向上に努めていきます。
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容

京橋公園の遊具は小学生が遊びづらく、赤ちゃん向
けすぎると思います。昔よりも小学生以上の子ども
1 11 も減ってしまったと思います。大きい子ども向けの
遊具に替えてください。また、最近できた地面に付
いている黄土色のものは何ですか。

対

応

投書種別

遊具は、より多くの年代の子どもたちが遊べるよう
幼児用と児童用を設置していること、本公園は近く
に保育園もあり幼児用が多いこと、黄土色のもの
は、露出した木の根の保護と段差解消のためのもの
であることなどを直接説明し、了解を得た。

投書（箱）

現地の公園で提出者と会い、公園の遊具は限られた
京橋公園の遊具は、赤ちゃん向けだと思いますので
スペースでより多くの年代の子どもたちが遊べるよ
替えてください。私たちは遠くの公園に遊びに行か
1 11
う幼児用と児童用を設置していること、京橋公園は
なければなりません。少しは私たちの気持ちを考え
近くに保育園もあり幼児用が多いことなどを説明
てください。
し、了解を得た。

投書（箱）

年末年始の期間、晴海第一公園のごみ箱と灰皿が溢
れていました。清掃ができないのであれば使用不可
1 13 にすべきと思います。また、灰皿については平日は
公園利用者よりも通勤者などの利用が目立ち、分煙
になっていないので撤去すべきです。
区は道路など公共の場所で歩きたばこを禁止してい
ますが効果があまりないと思います。他区では過料
1 16 徴収もしくは罰金を徴収し路上喫煙を禁止していま
す。路上喫煙者に対する罰則を伴う完全禁煙化実施
への考えを教えてください。

同公園の清掃は、月２０日実施していますが、ご指
摘の状況がありますので、ごみ持ち帰りの依頼看板
を設置します。また、１月中に喫煙場所を１カ所に
集約し、周辺をプランター植栽で囲うとともに、マ
ナー看板を設置するなど、分煙化を図っていきま
す。
罰則は、区民からの意見を踏まえ、条例に条項化し
ていませんが、指導・勧告に従わない場合は、氏名
などを公表することとしています。区では引き続
き、喫煙マナーの向上や条例の遵守のための啓発活
動・パトロール、分煙環境の整備などを行っていき
ます。

Ｅメール君

Ｅメール君

八丁堀の資源回収は土曜ですが、２週連続ペットボ
トルが未回収でした。いずれも前日金曜のうちに袋
1 16 に入れ、コンテナの中に入れておいたものです。未
回収の状態ではルールを守っていないようで不本意
です。明瞭なルールを示してください。

次回以降当該集積所のびん用および缶用コンテナを
確認し、再発防止に努めるよう委託者に指示しまし
た。なお、再資源化施設は品目ごとに異なるため、
回収も品目別の車両となっています。各コンテナに
は他の品目を混ぜないようご協力をお願いします。

Ｅメール君

永代橋から中央大橋までの隅田川テラスは、違法自
転車を排除しようと駐輪禁止とし道路を封鎖してい
1 20 ます。この道は杖などを使うご年配の方やベビー
カーを使う方が散歩する場所です。いろいろな方た
ちが共存できる上手な関係を考えてください。

自転車走行の多い新川公園出入口には、利用者の安
全確保のためのバリアフリーに配慮した注意看板を
設置していましたが、何らかの理由で看板が移動し
たものと思われます。現在、固定式の車止め設置を
検討中ですので、ご理解をお願いします。

Ｅメール君

佃大橋下の道路（佃側）の路上駐車などが改善され
ません。路上駐車のタクシー運転手が吸い殻やごみ
1 23 を捨てています。アイドリングで排気ガス臭くて夏
は暑いです。車道を狭くしたり、すぐ横の未使用駐
車場を有効活用してはどうですか。

ご意見の場所での喫煙やごみ捨てについては、パト
ロール員による指導などを行っていきます。また、
駐車防止に関するご提案については、改めて道路管
理者の都第一建設事務所宛て、個人情報を伏せたう
えで内容をお伝えしました。

Ｅメール君

水天宮前駅近くに住んでいますが区道に電柱が多く
立っています。また、近くには首都高箱崎ＪＣＴが
1 23 あり車の通行は極めて多いです。妊婦や子供を多く
見かけますが、電柱のせいで歩道を歩けず危なく感
じます。電柱の撤去を検討してください。

区では、電線共同溝整備事業により無電柱化を進め
ています。事業は、防災計画上の緊急道路障害物除
去路線などを優先しています。箱崎周辺は、現在具
体的な整備予定はありませんが、今後も計画的に電
線類の地中化を積極的に進めていきます。

Ｅメール君

土日などに民間のカーシェアリングを利用していま
すが利用したい時間に車両の空きがないことがあり
1 25 ます。区営のカーシェアリングを設置、または民間
会社に空いている区営駐車場などを車両のステー
ションとして提供できませんか。

区では「まちづくり基本条例」に基づき環境対策で
反映させる事項の一つとして開発事業者に対して
カーシェアリング用駐車場の設置を求めています。
区営駐車場については定期利用、時間利用とも利用
率が高いためカーシェアリングへの提供は困難で
す。

Ｅメール君

銀座一丁目のごみ置き場に数カ月前から、ごみ処理
券が貼られた枯れ木が入ったままの植木鉢が放置さ
1 26 れています。券には名前が記載されていないため、
所有者が分からないまま放置されているようです。
対応してください。

確認の結果、当該植木鉢は無記名の粗大ゴミ処理券
の貼付はあるが回収申し込みはなく、未分別の状態
であった。美観確保のため回収した。不法投棄物か
どうか確信できないため、１週間程度清掃事務所で
保管することとし、提出者にこの旨連絡した。

Ｅメール君
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保育園への送迎に江戸バスなどを利用しています
が、バス停前にある飲食店が敷地内に灰皿を設置し
1 27 ており、毎朝公道上で子どもが受動喫煙被害にあっ
て困っています。バス停前もしくは営業時間外は灰
皿を撤去するよう指導してください。
日本橋小網町に住んでいます。資源ごみのコンテナ
は水曜日の燃やすごみを収集後に配置していました
2 1 が、最近は水曜日の朝に配置しています。このた
め、可燃ごみが道路にはみ出すなどしています。元
のようなコンテナの配置をしてください。

対
応
ご意見のバス停前の吸い殻入れについては、設置し
ている店舗に配慮を要請するとともに、条例周知の
ための路面シートを歩道上に貼付しました。今後
も、歩きたばこ・ポイ捨て禁止の周知・徹底を図
り、喫煙マナーの向上やモラルの改善に努めていき
ます。
燃やすごみの収集後にコンテナを設置することは、
異なる作業を行う車両２台を要するため難しい面が
ありますが、委託先と検討して、限定した集積所な
らば可能と判断しました。なお、天候により、コン
テナを畳んで置く日もありますのでご承知くださ
い。

投書種別

広聴はがき

広聴ＦＡＸ

東京２３区の清掃車両は、民間事業者分も含め統一
中央区に関連しているごみ収集車について車幅制限
基準のため、道路法上の制限を越える車幅のものは
のある道路を車幅が越えた車両で通行しているもの
2 1
ありません。また、一般廃棄物の収集で区が使用中
について通行許可の手続きを取っているのか調査の
の車両は、道路交通法に基づく都の規則により、車
上、回答してください。
両通行禁止などの規制から除外されています。

広聴ＦＡＸ

「歩きたばこ及びポイ捨てをなくす条例」施行から
１３年が過ぎ、受動喫煙に関する危険性、区民によ
る見解も変わってきています。東京２０２０オリン
2 2
ピック・パラリンピック競技大会を踏まえて、公共
の場所の煙が届く範囲での喫煙を禁止にしてくださ
い。

現在、国や都は３年後の東京２０２０大会に向け、
受動喫煙防止の検討を進めています。本区において
も国や都などの動向に注視しつつ、受動喫煙の防止
にかかる分煙環境の整備を促進し、喫煙者と非喫煙
者が共存できるまちの実現を図っていきます。

Ｅメール君

慢性喘息と診断されています。勝どき駅を毎日利用
しますが通り道全てに灰皿があります。多くの人が
2 6 通行する場所を喫煙場所にしては分煙になりませ
ん。もし設置するのなら煙が広がらないような壁を
設置するなり喫煙室を設けるべきです。

ご意見の箇所の吸い殻入れについては、設置者に通
行人への配慮を繰り返し要請していますが、協力が
得られていません。このため、朝の通勤時間帯を中
心に、当該箇所のパトロール巡回を強化し、喫煙者
の指導を行っています。

Ｅメール君

朝に桜川公園を通勤で通りますが保育園に行くと思
われる自転車が猛スピードで歩行者ギリギリの距離
2 6 で走り去るのを見ました。接触事故が起きても不思
議ではありません。公園入口に自転車が入れないよ
うにポールなどを設置してください。

公園内の自転車走行は、安全確保のため禁止してお
り、自転車は降りて通行するようお願いしていま
す。ご指摘のあった公園については、自転車の乗り
入れ可能な出入口付近に、自転車は降りて通行する
よう、注意を促す看板などを設置します。

Ｅメール君

自転車シェアリングは整備された自転車道での施策
でなければ反対します。歩道が自転車道化している
2 6 現状では、シェアリングにより自転車走行を助長す
る段階にないはずです。まずは歩行者の安全を最優
先に考えた施策をお願いします。

コミュニティサイクル利用者向けに、専用ホーム
ページやパンフレットで交通ルールの遵守などを周
知しているほか、警視庁と連携して、安全利用に関
するメールの送信などの取り組みを行っています。
今後も関係機関と連携して、こうした取り組みを強
化していきます。

Ｅメール君

事業者が営業に使ったペットボトルなどを区の資源
収集に出しているところを時々見かけます。①この
2 9 ことを区はどう考えていますか。②事業者が出した
ものかチェックしていますか。③事業者が出してい
ることが判明した場合は指導していますか。

①事業者にはその際の分別など排出のルールに従っ
ていただきたいと考えています。②少量をコンテナ
に入れられてしまうと判断するのは困難です。③自
らが処理できない場合は許可を受けた業者に委託す
るなど適正に処理するよう指導しています。

広聴ＦＡＸ

昨年秋頃に銀座に開店した商店は、歩道の半分くら
いの幅で商品を並べ、点字ブロックや横断歩道にま
2 13 で荷物をはみ出させています。車、自転車が曲がる
際に大変危険です。ベビーカーでの通行もしにくい
様子ですので、注意をしてください。

ご指摘以降、当該店舗に対し延べ４日間、道路法な
どに基づき、職員による指導を行った結果、責任者
は改善する旨回答しています。区では、今後も定期
的に状況を確認し、築地警察とも連携して指導にあ
たります。

Ｅメール君

区立自転車駐輪場に電動空気入れを設置してくださ
い。浜町公園の地下駐輪場には手動空気入れが設置
2 20 されていますが、電動の利用希望者は多いと思いま
す。また、すでに導入済みの施設があれば教えてく
ださい。

電動式空気入れは、大型ものは高額であることなど
から、また、小型のものは故障のおそれが大きいこ
となどから、設置は考えていません。なお、手動式
のものは、浜町公園地下駐輪場などの管理者が常駐
している５カ所に設置しています。

Ｅメール君
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中央区は路上喫煙禁止にもかかわらず、わが家の脇
の私道では喫煙やたばこのポイ捨てなどがされてい
2 20 るので、受動喫煙被害を受けています。港区には、
監視員が路上喫煙者に注意を促すシステムがありま
す。中央区でもお願いします。

対
応
私道での喫煙は、区条例の適用外ですが、改善の必
要は認識しています。区では、歩きたばこのパト
ロール指導などを行っていますが、現在国や都で受
動喫煙防止の検討を進めていますので、こうした動
向に注視しつつ、一層の取り組みを進めていきま
す。

投書種別

Ｅメール君

築地市場の豊洲移転延期のためか、晴海方面から築
地大橋までの道路は完成しているのに開通に向けて
2 21 の工事が進んでいないようです。また、ＢＲＴの計
画にも影響があるのではないですか。区議会などで
この件について話題になっていませんか。

都第一建設事務所から「築地大橋の開通について
は、いまの時点では困難な状況です」旨回答があり
ました。ＢＲＴは、都都市整備局が具体的な検討を
行っていますが、現時点では先行きが見えにくい状
況であると認識しています。

広聴はがき

月島第二児童公園と勝どき駅入口の間にある広場は
違法駐輪が増えています。強風時は自転車が倒れて
2 22 小さな子どもには危険です。監視員はいますが注意
をしません。大阪のようにすぐに撤去し子どもたち
が安心して遊べる公園にしてください。

同公園の放置自転車対策としては、これまでコーン
バーの設置などにより放置抑制を図ってきています
が、改善に至っていません。そこで４月以降、監視
員を配置して注意・勧告や駐輪場の利用勧奨などを
行い、放置の防止を図ることを検討しています。

Ｅメール君

完成していると思われる環状２号線の勝どきから晴
海にかけて、せめて歩道だけでも早期開通できませ
2 24 んか。歩道の開通だけでもかなり便利になるのと、
子どもの移動時の安全確保につながるのでよろしく
お願いいたします。

都第一建設事務所から「環状第２号線の晴海・勝ど
き間の交通開放のご要望については、箇所によって
は、車道へ侵入した歩行者が誤って橋の下へ転落す
ることも懸念されることから、現時点では難しいと
考えています」旨回答がありました。

Ｅメール君

銀座でトイレが分からず苦労しました。今後、区が
銀座地区の公衆トイレを増やしていく必要があるの
2 24 ではないでしょうか。また、案内板などで分かりや
すく表示すべきです。千代田区などにある有料の公
衆トイレも造って行くべきです。

ご指摘いただきました銀座地区の公衆便所は、既に
適正配置されていることから新たに公衆便所を設け
る計画はありません。また、公衆便所は誰もが無料
でご利用いただける施設としており、有料公衆便所
の整備予定はありません。

投書（来訪）

東日本橋地区にコミュニティサイクルのポートを増
やしてほしいです。清杉通りの東日本橋駅近くの駐
輪場などを利用するのはどうですか。また、１人が
2 27
同時利用できるとクレジットカードを持てない１４
５ｃｍ以上の子どもも利用できるようになり便利で
す。

付近の違法駐輪台数から駐輪場の設置台数を算出し
ていることもあり、サイクルポート転用は困難です
が、サイクルポートの設置には今後とも努めていき
ます。また、１人による同時利用は、現在、相互利
用を実施中の６区と運営事業者で、導入に向け協議
中です。

Ｅメール君

以前路上喫煙について意見しましたが、条例施行後
も人形町から小舟町までの通勤徒歩圏内でたびたび
2 28 喫煙者を見かけます。最近は指導員の方を全く見か
けない状況で、相変わらず喫煙者がいます。この条
例は効力がなくなっています。

指摘のあった周辺においてパトロールの頻度を増や
して巡回を強化するとともに、堀留児童公園周辺で
吸い殻のポイ捨てが見受けられた箇所を中心に、条
例啓発用の路面シートを新規設置するなどの対応を
実施します。

Ｅメール君

保育園児たちが遊ぶ鉄砲洲児童公園の砂場横ベンチ
で男性がたばこを吸い、煙が園児たちに直接かかっ
2 28 ていました。①公園を全面禁煙にしてください。②
鉄砲洲公園の砂場横のベンチを撤去、もしくは禁煙
の看板を設置してください。

区では、公園などでの喫煙について、児童や公園利
用者との分煙を図っています。なお、鉄砲洲児童公
園は全面禁煙としていますが、巡回パトロールの強
化を行い、ベンチ付近に禁煙を呼びかける看板の設
置を行います。

Ｅメール君

ほっとプラザはるみの運営方法、クラスや料金体系
も変更となるのは残念です。クラスの変更理由の説
3 2 明をしてください。区民にとって、ふれあいの場や
親しみやすい雰囲気を大切にしているからこそ通っ
ている人もいることを理解してください。

プログラムなどの変更は各プログラムの講師が現在
の指定管理者との契約に基づき事業を実施している
ため、現在の内容を引き継ぐ旨の報告を受けており
ます。しかしながら、新しいプログラムも取り入れ
るなど工夫をしていますので、ぜひお試しくださ
い。

Ｅメール君

都第一建設事務所から「昭和通り沿いにある横断歩
日本橋一丁目、昭和通り沿いの横断歩道に大きなく 道に発生したくぼみについて、平成２９年３月３日
3 3
ぼみがあり大変危険です。確認してください。
に簡易補修済みで、４月中旬に東京電力にて本復旧
を実施予定です。」旨回答がありました。

Ｅメール君
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人口が増え簡便な自転車利用が増えています。区の
駐輪スペースの拡充を希望します。また、不用品回
3 6 収をしていますが、区主導の物々交換市またはボロ
市を開催してください。売れないが手放したい人に
とって大変有益だと思います。
近頃、裏通りやマンション入口、地下鉄出入口など
のたばこのポイ捨てが目に付きます。厳しく罰金を
3 6 課して取り締まってほしい。２０２０年の受動喫煙
防止の法整備に向けて区は厳しい姿勢で対処してく
ださい。

対
応
本年４月に４００台の区営駐輪場を開設するなど、
今後とも、区営や民営の駐輪場整備に努めていきま
す。また、物品の交換などは、区のリサイクルハウ
スかざぐるまでの不用品交換事業や例年６月に実施
する区主催のフリーマーケットなどがあります。ご
利用ください。
マンションの軒先などの私有地は、条例の対象外と
なり注意指導などできませんが、条例の啓発活動な
どを通じ、より一層、喫煙者のマナー意識向上に努
めていきます。罰則は、指導・勧告に従わない者が
ある場合、氏名などの公表を行うことと定めていま
す。

投書種別

広聴はがき

広聴はがき

区主催のフリーマーケットは例年６月ごろ実施する
以前よく開催されていたフリーマーケットがあまり 「エコまつり」と同時に開催しています。このほ
3 6
開催されていないようです。復活してください。 か、地域における自主フリーマーケットの開催を支
援しています。

広聴はがき

①路上および公園内での喫煙の取り締まりが甘いの
で、条例の厳格・適正な運用のための体制強化や緊
3 8 急ダイヤルの設置をお願いします。②桜川公園に路
上生活者が住みついています。治安上重大な懸念事
項なので公園から移動させてください。

①条例の遵守・徹底を図るため、パトロール員が毎
日区内全域を巡回し、ご指摘の箇所は重点的な巡回
と指導を行っています。②路上生活者についてはパ
トロールを通じて不法行為をしないよう注意してい
ます。今後も環境向上に努めていきます。

広聴はがき

ご要望のありました道路が接続する箇所は、飛び出
公園の道路がぶつかっているところなどにサブの出
し事故を防ぐために出入口を設けていない状況で
入口を作ってください。生垣などで柵を作っても壊
3 10
す。抜け道にならないようロープ柵や生垣、立入禁
して道路に出る人がいて、見苦しい姿になっていま
止看板などを設置しておりますが、点検を行い景観
す。
にも配慮するよう努めてまいります。

広聴はがき

ほっとプラザはるみの運営会社が代わり子どもや高
齢者向けのクラスは増え、その他の世代向けがなく
3 13 なってしまいました。同内容で存続するのが当然で
はないでしょうか。区民が損をするやり方はおかし
いです。他区では内容を公平にしています。

ご意見は、次期指定管理者に伝えました。必ずしも
ご意向に沿った形で実現するお約束はできません
が、７月以降のプログラムは、施設をご利用になる
方々のご意見・ご要望を参考にしながら、プログラ
ムの改善を図っていくとの報告も受けております。

Ｅメール君

ご指摘の店舗は、定期的にパトロールを実施してい
日本橋蛎殻町に店前だけでなく歩道の向かい側にも ます。３月１４日にも指導した結果、責任者はでき
3 13 商品を並べて販売している店があります。環境の維 るだけ早急に改善する旨回答しています。今後も定
持のため、指導の徹底をお願いします。
期的に確認し、改善が見られない場合は警察とも連
携して指導にあたっていきます。

Ｅメール君

ほっとプラザはるみの初級エアロビクス講座に１０
年以上通っています。４月より管理業者変更で、こ
3 13 の講座がなくなってしまうようですが、地元の方中
心に多くの受講生が継続を望んでいます。また、ピ
ラティスも廃止のようですが一考をお願いします。

ご意見は、次期指定管理者に伝えました。必ずしも
ご意向に沿った形で実現するお約束はできません
が、７月以降のプログラムは、施設をご利用になる
方々のご意見・ご要望を参考にしながら、プログラ
ムの改善を図っていくとの報告も受けております。

Ｅメール君

都第一建設事務所から「暫定道路を通すと市場を分
環状２号線築地大橋の開通は予定より３カ月以上遅
断してしまうため、開通は築地市場移転後になって
延しています。暫定道路だけでも早期開通するよう
3 14
しまうことをご理解ください」旨回答がありまし
都と調整してください。晴海通りの渋滞がひどいで
た。なお、区としては、環状２号線の早期開通に向
す。
け、都と協議していきます。

広聴はがき

都第一建設事務所から「環状２号線本線の出入口付
環状２号線は出来上がっている区間だけでも通行可
近では車線規制があり、晴海・勝どき間のみを交通
能にしてほしいです。不便な上、宝と設備の持ち腐
3 14
開放すると交通の流れに悪影響を及ぼす懸念があり
れです。ＣＯ２排出量も減ると思うので、都と交渉
ます」旨回答がありました。なお、区では、今後も
して早急に開通させてください。
早期開通に向け都と協議していきます。

広聴はがき
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月 日

内

容

あかつき公園の砂場を囲むコンクリートが歩き始め
の子どもなどがつまずいた時に危ないのではと感じ
3 14 ます。他の公園などではコンクリートの上からゴム
などを被せていますので、あかつき公園への対応を
検討してください。

対

応

投書種別

同公園内の砂場は、点検の結果、使用上の問題はあ
りませんでしたが、遊具の安全に関する基準が枠は
柔らかい材質で覆うことが望ましいとなっているこ
とから、今後、枠をゴム製の素材で覆うなどを検討
し、より一層、安全な遊び場としていきます。

広聴はがき

遊びや運動の場の確保は重要だと考えており、公園
中央区は環境がすばらしく感謝していますが、欲を
改修の機会などを通して、運動ができる防犯ネット
言えば、小・中学生を対象とした運動公園施設が少
3 14
付きの多目的広場の整備をしています。また、豊海
ないと思います。今後の見通しを含めて教えてくだ
運動公園では、旧豊海小学校・幼稚園跡地で、運動
さい。
ができる多目的広場の整備を検討しております。

広聴はがき

都第一建設事務所から「民地側との段差は、各利権
入船三丁目１０番にビルの敷石と歩道の間に数ｃｍ 者の土地利用形態などもあり、官民境における段差
3 15 の段差があります。自転車で転倒したこともありま を無くすことは対応しておりませんが、道路敷地内
すので段差を解消してください。
の段差は、通行に支障がないように改善を行ってお
ります。」旨回答がありました。

広聴はがき

勝どき駅近くにあるコンビニエンスストアの灰皿を
3 15 撤去してください。受動喫煙となり非喫煙者として
は嫌な場所です。

近年フィットネスブームとなっており健康への意識
が高まっているので、アメリカのベニスビーチのよ
3 15
うな筋力トレーニングのできる公園を造ってくださ
い。大人も楽しめる街づくりをお願いします。
日本橋浜町では歩きたばこが非常に多く受動喫煙が
気になります。前に住んでいた蛎殻町ではそれほど
3 15
多いと感じなかったので、地域によるモラルの差で
しょうか。何とかしてください。
①隅田川沿いの花壇の水やりは町会の委員が行って
いますが、水やりの管轄を町会ではなく区でできま
3 16
せんか。②新富町ドッグランのスペースをもう少し
拡大してもらえませんか。
①マンション隣の菓子工場の排気用換気扇が２４時
間回り騒音および異臭に毎晩悩まされています。申
し入れても改善されません。深夜はストップあるい
3 21
は排気用換気扇前のシャッターを閉めてほしいで
す。②最近、深夜２時の道路工事の騒音がひどいで
す。

店主に、通行人への配慮を繰り返し要請していま
す。また、コンビニエンスストア本部からも撤去に
向けた働きかけを行いましたが、応じない状況で
す。このため朝の通勤時間帯などを中心にパトロー
ル員の巡回を強化し、喫煙者に対する指導などを
行っています。
現在、総合スポーツセンターに２２種５６台を設置
したトレーニングルームや２０カ所の公園・児童遊
園に計４４基の健康遊具を設置していますが、ご要
望の筋力トレーニングに特化した公園整備は、人口
増を背景に公園面積が不足する中、現在のところ実
現は難しい状況です。
区では、公共の場所での歩きたばこは禁止してお
り、喫煙マナーの向上やモラルの改善を図るための
パトロール員による巡回指導などを実施していま
す。ご意見の詳細な場所や状況をお知らせいただけ
れば、啓発物の設置や巡回の強化などを実施いたし
ます。
①花壇の水やりは、町会がボランティア団体とし
て、区または都に登録して実施している活動のた
め、まず、町会内部で意思統一をし、ご相談くださ
い。②ドッグランについては、柵の外側は東京都の
道路用地のため、スペースの拡大は難しい状況で
す。

広聴はがき

広聴はがき

広聴はがき

広聴はがき

①騒音は基準値を超えていたため、速やかな修理や
交換を指導し、臭いは発生源などを調査して対応す
るよう要請しました。②道路が通学路であることな
どから、区と交通管理者で協議して施工時間帯を決
定したものです。ご理解をお願いします。

広聴はがき

都第一建設事務所から「勝鬨橋は、完成後７５年以
上経過し、開閉のための設備類の健全性が確保でき
勝どき橋を毎週１回開閉してください。また、環状 ておらず、開閉は困難」との回答がありました。な
3 21
２号線に何らかの交通システムを作ってください。 お、環状２号線の交通システムは、都がＢＲＴ導入
に向けた本区を含む関係機関との協議を進めていま
す。

広聴はがき

子どもと散歩をするようになり道や公園に植えてあ
る木や花の名前を聞かれることが増えました。少し
3 21
ずつでもいいので木や花の名前や特徴などが分かる
説明書きを付けてください。検討をお願いします。

広聴はがき

街路樹や植樹帯、緑地の整備、公園の改修工事の際
には、樹名板の整備も行っているが、全ての樹種の
樹名板を整備すると景観が悪くなるため、主要な物
だけにする場合がある。
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投書種別

ご指摘の工事は、無電柱化計画に基づく電線共同溝
築地七丁目では断続的に道路工事が行われています
の整備事業で、平成２７年度に共同溝の本体が完了
が、通勤時間帯にも行われるので渋滞し、都バスが
3 21
し、同２８、２９年度で道路の最終的な復旧工事を
１０分以上遅れてしまいます。工事は１０時以降に
行う予定です。今後は通勤時間帯のバス遅延に配慮
実施するなど工夫できませんか。
し施工時間帯の変更や土・日の施工も検討します。

広聴はがき

自治会の理事をしています。佃のリバーシティ２１
に災害時に船が接岸できる船着き場を設置してくだ
3 23 さい。そして、ゆくゆくは水上交通の水上バスの停
車場になってくれればいいと思っています。地域の
自治会の要望として検討してください。

Ｅメール君

現在、石川島公園では、浮島植栽などを行っていま
す。ご要望については、不法係留や騒音などの環境
悪化も懸念されるため、区では、海水と河川が混ざ
る環境を活かし、子どもたちが自然体験できる水辺
環境の整備を検討したいと考えています。

月島第二小学校近くの公園にミニバスケット用ゴー
ルを作ってください。黎明橋公園のゴールは大人用
なので練習できません。校庭のゴールは放課後や春
3 27
休みは使えません。月島第一児童公園にゴールはあ
るけど遠いです。もっと小学生用を増やしてくださ
い。

放置禁止区域内の公道への放置自転車は、警告札を
貼付し、撤去する旨の放送後、即日撤去します。案
内看板は、禁止区域内の６６カ所に禁止区域の範囲
と周辺の駐輪場を示した看板を設置しています。ま
た、ホームページは分かりやくなるよう今後も工夫
していきます。
ミニバスケット用のゴールを置くためにはボール遊
び用のネットを設置する必要があり、月島第二児童
公園にはネットが無く多くの人がこの公園を使うた
め、難しいです。今後は大人用のゴールの置いてあ
る場所の中から小学生用を設置できないか探してみ
ます。

晴海二丁目にある車道は幅が狭いことから横断歩道
ではなく車道を横断する歩行者が絶えません。路上
3 27 に駐停車している車もあり死角ができるため危険な
状況が頻発しています。ガードレールの設置を検討
してください。

道路の横断については、植樹帯内の隙間を通る人が
多いため補植します。またガードレールについて
は、交通量や通行人の動線を踏まえ検討しました
が、部分的な設置では効果が見込めないためガード
レールの設置は見送ります。

Ｅメール君

久安橋際の公衆便所は区担当者に改築すると聞いて
いますが近隣説明はしないそうです。説明を行うこ
3 27 とが義務ではないですか。また、路上生活者がトイ
レ内を占拠したりビルとの間に寝ていたりするので
現状打破のためにも話を聞いてください。

ご指摘の対応を行った職員は確認できませんでした
が、改築時は近隣説明を行います。なお、改築は、
早くて平成３０年度以降となります。路上生活者へ
の対応は、周辺全体で一体的に取り組む必要があ
り、今後も関係部署と連携して対応していきます。

広聴はがき

八重洲地区で自転車を撤去されました。丸の内南口
の案内板には八重洲ブックセンター横に駐輪場があ
3 27 るとの事でしたがなかったので看板の差し替えと、
全面駐輪禁止の看板を設置してください。また、
ホームページでの駐輪場案内を改善してください。

Ｅメール君

Ｅメール君

ご指摘の土は、樹木の剪定時に出たごみを、再資源
京橋公園に新しくまかれた土のようなものは何です
として有効活用するため、堆肥化したものです。こ
か。雨にぬれると変な臭いがして鼻を押さえないと
3 28
の堆肥をまくことで土を豊かにしたり、雑草の発生
通れません。どうしてまいたのですか。できれば回
を抑えることができます。臭いは徐々に消えていき
収してください。
ますので、ご理解をお願いします。

投書（箱）

江戸バスは交通不便の解消および利便性向上を図る
ため運行しておりバス停位置や運行ルートを直ちに
変更することは難しいですが、今後もバスの利用実
態を踏まえ検討していきます。また、コミュニティ
サイクルのポートを設置できるよう努めていきま
す。

Ｅメール君

都第一建設事務所から「勝どき駅前の晴海通りには
地下鉄勝どき駅から晴海に向かう歩道は、日差しが
クスノキを植えており、将来には木陰を作る効果が
強くなる季節は日除けになるものがなく非常に厳し
3 29
あります。今後は、日々の剪定作業とともに樹冠の
いです。けやきのような大きくなる木を植えてくだ
拡大を図りながら木陰を確保できるよう剪定を進め
さい。
ていきます」旨回答がありました。

広聴はがき

勝どき六丁目のバスケットコートについては、関係
機関との調整に時間を要したため工事が遅れてお
り、予定通り開放できずご迷惑をおかけしていま
す。現在は４月中旬の開放に向けて工事を進めてお
り、現地の表示も変更しました。ご理解をお願いし
ます。

Ｅメール君

日本橋馬喰町二丁目に住んでいますが、江戸バスの
路線からは相当離れていますし、コミュニティサイ
3 29 クルのポートも近くにありません。どちらも浅草橋
駅からの利用者を相当数見込めるのではないでしょ
うか。

１０月頃に閉鎖した勝どきのマンション前のバス
ケットコートの再開を楽しみにしていましたが、再
3 30 開予定の３月２４日も閉鎖中で閉鎖期間の書かれた
掲示もなくなっていました。ずっと楽しみに待って
います。早く解放してください。
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投書種別

品川区などは４月１日から２日間、警視庁などと連
携し目黒川で水上バイクを初めて規制すると新聞報
3 31 道がありました。私は隅田川沿いに住み土日祝日の
水上バイクの音に迷惑しています。中央区でも現状
把握から始め必要であれば対策してください。

隅田川の管理・警戒活動を行っている東京都と東京
湾岸警察署の各担当部署へ水上バイクの暴走行為の
規制や注意を行うよう申し入れを行いました。ま
た、区で管理する日本橋川や亀島川の水上バイクの
規制に向けて関係機関と検討を重ねています。

Ｅメール君

石川島公園先端付近の土手に咲くクロッカスを昨年
から楽しみに観察していますが、今年は昨年ほど量
3 31
が多くなく残念です。来年に備えて養生して下さ
い。

石川島公園のクロッカスについては、毎年花が終
わった後に施肥を行っていますが、植栽をしてから
５年以上経過し、クロッカスの株が太り、窮屈に
なったと考えられます。今後は、球根の状態を確認
し、化成肥料の施肥や、必要に応じ秋に球根を植え
なおします。

Ｅメール君

インバウンドの観光客が中央区に気軽に長期滞在で
きるよう、ワンルームマンションをウィークリーマ
4 1
ンションに使えるよう規制をなくし、ホテルの代替
施設として利用できるようにしてください。

ワンルームマンション規制は、定住性の高い住宅の
誘導のため、住戸の規模に関する本規定を導入した
ものです。検討を開始した「中央区基本構想」の検
討状況を踏まえつつ、インバウンドを適切に受け止
めうる建築ルールの検討を行っていきたいと考えて
います。

Ｅメール君

私たちの自治会は地元でありながら晴海地区まちづ
くり協議会に参加できません。晴海地区における地
4 13 域の要望とは誰の声ですか。晴海連合町会に入らな
ければ晴海の街づくりに参加できないというこの実
態をどう考えていますか。

本協議会への参加は、新しい地元組織などが晴海全
体への理解を深められてからが望ましく、こうした
状況と既構成員の推薦を踏まえた運用を行っていま
す。なお地元の要望は、本協議会以外の会議などの
意見も勘案し把握に努めています。

Ｅメール君

勝どき駅前総合案内板は、再開発による街区の統廃
勝どき駅前の街路案内板の地図の記載が古いので更
合などで内容が変わってしまうこともあり近年での
新を希望します。日本人だけでなく海外からの旅行
4 15
更新はできないが、ご指摘の事項は応急処置を行う
者にも不便だと思います。区内全域で３年に１回程
とともに、オリンピックも控えているため、今後、
度には更新すべきではないでしょうか。
適時更新していく旨を電話で説明し、了解を得た。

Ｅメール君

豊海小・幼稚園の改築については、地元説明会の開
豊海小学校が建つことで、すみかの景観が閉ざされ 催など、皆さまにご理解をいただきながら進めてき
5 19 圧迫感を感じ生活していますが、区政は住民の痛み ました。「景観遮断」など負担に感じられることが
を理解しているのですか。
あるかと思いますが、次世代を担う子どものための
施設整備です。何とぞご理解をお願いします。

Ｅメール君

築地駅で何度外国の方に築地のフィッシュマーケッ
トへの道を聞かれたか分かりません。駅を出たとこ
6 7 ろの地図には市場の表記がありません。２０２０年
のオリンピックに向け、外国人向けに表記をするの
もいいのではないでしょうか。

場外という名称は道路（通り）名称や正式な地名で
ないため表示していませんが、多くの方が訪れる観
光上重要な場所なので、表記の仕方について検討し
ていきます。外国人向け表記の件は、多言語化に向
けて検討しています。

Ｅメール君

勝どき・豊海地区まちづくりガイドラインに次の３
点を反映してください。①勝どき五丁目緑地前の防
6 13 潮堤を公園と一体整備②勝鬨橋～浜先水門の緩傾斜
堤防を連続的に歩けるように整備③勝どき三丁目と
五丁目の間に橋を整備

①②都に、防災性の向上はもちろん、景観にも配慮
した整備がなされるよう要望していきます。③架橋
することが都市計画で定められているものではあり
ません。本区環境土木部より、費用対効果の面から
も実現は困難であると回答を受けています。

Ｅメール君

平日の朝７時３０分ごろに勝どき三丁目の工事現場
の前で、多くの通勤通学者がいるにもかかわらず交
6 20 通誘導がほとんどなされずに大型車両が歩道を横断
して現場に入る場面を２度見ました。施工者および
建築主に指導してください。

施工会社に説明を求めたところ、警備員を常駐さ
せ、車両の乗り入れは午前９時以降に行っており、
通勤・通学の時間帯での工事車両の出入りは無いと
の説明を得ました。今一度、警備体制を確認し、安
全管理を徹底するように指導を行いました。

Ｅメール君

日本橋二丁目地区再開発事業について次の２点を教
えてください。①建物は道路からどのくらい離れて
7 4
建てられるのですか。②街路樹と通りの見通しはど
のようになるのでしょうか。

①都市再生特別地区（都決定）の都市計画で定めら
れている壁面制限は、国・都道に面する部分：０．
２ｍ以上、区道に面する部分：０．５～２ｍ以上、
高島屋は重要文化財のため制限なし。②区では、見
通しを大きく阻害するものではない、と認識してい
ます。

広聴ＦＡＸ

都市整備部（２７件）
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日本橋本町のマンション裏の道路に放置されたバイ
クや自転車が増えています。警察に相談しましたが
7 4 私道のため対応できないようです。バイクも増えて
簡単に移動できずに困っています。区から管理者に
対して申し入れしていただけないでしょうか。

現地確認後、管理会社に対し、法的根拠はないもの
の建築基準法上の２項道路上に駐輪が続いている状
モニター通信
態は趣旨として好ましくないことを説明したとこ
ろ、貼り紙などの表示による対応を行う旨回答が
あった。この旨提出者に連絡し、了解を得た。

勝どき東地区再開発により３０００戸が増加すると
聞いていますが、勝どきは既に２５０００戸が住む
7 19 街となっており「人口飽和状態」です。勝どき四丁
目はショッピング施設や文化施設、スポーツ施設な
どにぎわいのある場所になることを望みます。

再開発組合の計画では、交通基盤の改善（駅出入口
の新設など）や防災機能の向上（避難広場の整備な
ど）、にぎわい機能の整備（商業・文化施設など）
により、良好な市街地形成が図られることとなって
おり、区では、事業者を適切に指導していきます。

Ｅメール君

空き家となって久しい隣家の瓦屋根から草が生えた
り土壁が見えてきました。地震の際は瓦がわが家の
7 20 窓を直撃し飛び込む恐れがあります。自衛策として
窓枠を二重にしたいのですが、区で地震対策の一環
として助成する制度はありますか。

窓枠の二重化は助成対象外ですが、助成対象の建物
の耐震性を高める工事に併せて行うことで、費用を
軽減できると思われます。なお、隣家は現在、保安
上危険となる恐れはありませんが、適切に維持管理
していくよう所有者を指導しています。

Ｅメール君

晴海に完成したマンション高層部の照明が明るすぎ
て眼が痛く、医者からあまりまぶしいものを見ない
8 4 ように言われています。照明の明るさを抑えてもら
えるよう区が調整してください。他にも困っている
人がたくさんいると思います。

「現在、事業主に対応を依頼中ですが、相手方担当
者からは『照度を落とす方法はないか対策を練って
いる』旨回答があった」ことを電話で説明し、了解
を得た。

広聴はがき

日本橋本町のマンション裏の道路に放置されたバイ
クや自転車が増えて困っていた件について、６月２
9 21 ９日付けで区に対応を依頼しました。今では１台も 供覧しました。
違反がなくなり、おかげさまで助かりました。建築
課担当者によろしくお伝えください。

モニター通信

「中央区マンションの適正な管理に関する条例」に
基づく、区分所有法にある専用部分の管理費支出の
9 26 考え方を教えてください。また、その考え方を行政
庁として適切に管理組合と区民へ説明してくださ
い。

区では家事サービス利用契約の脱退の可否は、個々
に管理組合と協議する選択肢もあると考えます。都
から「お尋ねの件は、個々に司法的な判断に委ねら
れるもので、都が見解を述べる立場にない」旨回答
がありました。

投

区民住宅の減額申請は区職員が申請の代行をするの
が当然です。なぜ、区役所に行き、有料で課税証明
10 17 を取り申請書に記載し住宅課に持って行く必要があ
るのでしょうか。申請用紙に記入する内容や個人情
報は全て分かっているはずです。

区民住宅は区の条例に基づき、入居世帯の所得に
応じて使用料を減額することで定住の促進を図っ
ています。民間住宅にお住まいの方との公平性
からも使用者の申請に基づき減額するものであり申
請いただかなければ減額できません。

Ｅメール君

日本橋茅場町の違法建築物について、次の現状を確
認し取り締まりを要望します。①建築確認の一部未
10 17 実施②エレベーター確認の未実施③飲食店の用途変
更確認の未実施④地区計画の制限を越えた建物の高
さ⑤改善命令の未実施

①～③ご指摘のとおりですが、昇降機は定期検査
報告により安全性を確認しています。④地区計画
制定前の建築物です。⑤違反の是正指導は、是正
に向けての計画的な取り組みなどを見ながら対応
しています。

投

人形町のビル建て替え工事計画について相談に行き
ましたが、立ちっぱなし、たらいまわしにされまし
10 28 た。今後はミーティングコーナーを用意するなど配
慮すべきです。また、相談に乗り住民の意見を事業
者に指導してくれる担当者に代えてください。

来庁者に対して区民の立場に立って丁寧な対応を心
がけるよう部内周知を図ります。また、人形町のビ
ル建て替え工事計画による近隣への影響について
は、現在、開発業者と調整を行っているところで
す。

Ｅメール君

建築課の窓口で対応した職員に横柄な態度をとられ
ました。用途変更の相談に行きましたが上からもの
11 4 を言われ、こちらの立場や話しを理解しようとする
気持ちが感じられませんでした。上司の方は、どの
ように考えているのでしょうか。

この度は、職員の窓口対応で不快な思いをさせてし
まい申し訳ありませんでした。当該職員を厳重に注
意・指導し、他の建築課職員にも改めて接遇を指導
しました。今後とも職員一人一人の接遇向上を目指
し、信頼される建築行政に努めていきます。

Ｅメール君
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公共のトイレの荷物をかける位置があまりにも高い
ところにあり、年配の方や子どもなどには使用が難
11 11 しいと思います。せっかく図書館を改装しているの
だからそういったことに配慮してください。思いや
りがなさすぎます。

現在、日本橋小学校や日本橋図書館、日本橋社会教
育会館の整備工事を進めていますが、建物全体でト
イレの荷物掛けの見直しを図り、誰もが届きやすい
高さに荷物が掛けられるよう改善します。

広聴はがき

区の借上住宅に住んでいます。改修工事の振動と騒
音が激しく、工事業者に連絡していますが対処して
12 8 もらえません。住宅課にも３回相談しましたが工事
業者に指導してもらえたでしょうか。騒音対策また
は部屋の移動をお願いします。

投書者に対し、工事に対する説明と騒音のおわびを
行うとともに、工期の短縮や工法の工夫などにより
騒音の改善が図れないかを所有者や工事業者に検討
を求めていることや、工事は今後ご相談しながら進
めていくことなどを電話で伝えた。

Ｅメール君

晴海地区は、再開発に伴う街区の統廃合など大きく
変わっていく可能性があり、案内板の更新を控えて
晴海通りの歩道に設置されている案内看板の記載内
いるが今後、東京オリンピック・パランピックの開
12 26 容が古すぎます。１０年以上前の地図になっていま
催を見据え更新していくことや、ご指摘の点は部分
すので、更新をお願いします。
的にテープで修正したことを電話で伝え、理解を得
た。

Ｅメール君

都市計画課では、各種届出により建築工事概要な
東京都環境確保条例に定められている「指定建設作
どの把握に努めているところです。「指定建設作
業」の禁止事項を、工事計画のできるだけ早い時期
1 4
業」においても、必要に応じてパンフレットを配布
に工事関係者へ周知徹底するよう、指導してくださ
するとともに手続きの必要性の説明や担当窓口の案
い。
内などを行っています。

広聴ＦＡＸ

自宅マンションは自治会形成が進まず連合町会を通
じた情報が入らないなど不安です。自治会が設置さ
れない原因が不動産販売会社にあるため、区から働
2 10
きかけしてください。このままでは地域コミュニ
ティ所属も認められず、サービスを受益できませ
ん。

「中央区マンションの適正な管理の推進に関する条
例」などに基づき建築主に対し区は働きかけてきま
したが、改めて働きかけます。ただし、自治会の組
織は自主的に組織化されるものであるため、区の対
応には限界があることを説明し理解を得た。

Ｅメール君

日本橋図書館のエレベーターに乗ろうとしたとこ
ろ、既に乗っていた工事業者にドアを閉められ、け
2 13 がをするところでした。しかし、謝罪もしないどこ
ろか開き直りをされて不愉快な思いをしました。業
者名と区が指導するのかを教えてください。

ご迷惑をおかけして、申し訳ありません。早速当事
者に厳重注意を行いました。今後も施設利用者の
皆さまの安全を最優先に全ての工事関係者に対して
マナーも含め指導していきます。なお、工事業者名
についてはお知らせします。

Ｅメール君

日本橋小学校等複合施設整備工事の工事関係車両が
校庭を駐車場に使っているのを見かけました。区は
2 13 駐車についてどのような契約をしているのでしょう
か。また、契約がない場合はどのような考えで駐車
させているのでしょうか。

小学校校庭に工事関係車両を駐車することについて
契約行為はなく、学校関係者と協議の上、学校運営
に支障がない範囲で利用しているものであると説明
し、理解を得た。

広聴ＦＡＸ

中央区の銀座地区において、カプセルホテルの建設
を認めないという条例制定の動きがあるそうですが
2 16 これは認められません。①カプセルホテルが風紀を
乱す根拠と具体例②制定を予定している条例の具体
的な内容について、回答してください。

地域ならではの個性あるまちづくりを推進してい
く観点からホテルの運営形態への規制ではなく、良
質なホテル計画の誘導を検討しています。具体的に
は宿泊室やフロント前ロビーの面積が一定数値未満
の宿泊施設への規制などです。

投

首都高の移設撤去については、区では、地元組織
「日本橋再生推進協議会」での意見交換などを重ね
日本橋をまたぐ高速道路を他に移すか地下化してく
3 21
ながら実現に向けた検討を長年進めていますが、撤
ださい。
去が確実に実施されるよう、このエリアで進んでい
る再開発事業とも連携した検討も行っています。

書

広聴はがき

教育委員会事務局（６８件）
明石小学校は制服がなく私服着用になりますが、そ
の明確な理由を教えてください。以前、自主性を重
4 8 んじるという漠然とした説明を聞いたような気もし
ますが、周辺の学校は制服でなぜ明石だけが私服な
のでしょうか。

区立小学校の標準服については、各小学校がＰＴ
Ａ・保護者との話し合いを経た上で、各校の判断に
より決定しています。明石小では、過去ＰＴＡと話
し合いを行った経緯がありますが、現状の標準服を
定めないことでご理解をいただいています。
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日々小学校建築の騒音で悩まされています。学校建
築ならばすべて許されるわけではありません。区民
4 12 の現状を区政はどの程度理解しているのか疑問で
す。また、今後予想される学校騒音と児童と親の騒
音の対策とそのマナーの徹底を要請します。

豊海小学校・幼稚園の建設工事は、低騒音機器の使
用など、騒音を抑える工法を用いていますが、少し
でも騒音を低減できるよう再度、工事関係者への周
知を徹底します。学校運営開始後の騒音は、学校と
連携を図りながら、マナー向上に努めていきます。

Ｅメール君

図書館では本を貸し出すだけではなく、専門的な司
書によるレファレンスサービスを希望します。ま
4 21 た、近隣の区の公立図書館では近隣区の住民の相互
利用をやっているようですが、中央区の図書館でも
やっているのでしょうか。

利用者が求める資料や情報を探すレファレンスサー
ビスは、司書資格を有する職員が協力して行ってお
り、また、他自治体の図書館と図書資料の相互貸借
も行っていますので、ご利用ください。

Ｅメール君

娘が区立小学校で、いじめを受け不登校になってい
ます。再三に渡り学校と話し合いを続け、学校の言
4 25 葉を信じチャレンジしてきましたが、全くサポート
もなく１年を迎えようとしています。別の学校への
転校を希望します。

教育委員会において投書者および児童と面談して聴
き取りを行い、投書者の意向に沿った対応をとるこ
ととし、投書者の了解を得た。なお、現在、転校希
望校に通学を再開している。

Ｅメール君

在籍児童数について納得がいきません。特認校の第
一希望は抽選で落ち、二次募集も全ていっぱいで今
4 28 年は無理と言われました。編入制度の実現を考えて
ください。格差がありすぎます。二学期または２年
生からの特認校への編入を希望します。

今回、全特認校で抽選となりましたが、ご希望の学
校では辞退者が多く、最終的に在籍数が少なくなり
ました。追加募集は時間的な制約もあり実施してお
らず、年度途中や第二学年以降からの編入も学区内
への転入などを除き実施していません。

Ｅメール君

最近の日本橋小学校等複合施設のエレベーターは、
大きいエレベーターのボタンを押すとその前に共通
5 9 ボタンで近くまで来ていた小さいエレベーターが素
通りし通過してしまいます。以前のような別々の運
用を要望します。

ご意見のエレベ－タ－の制御は、施設完成時から変
更されていません。エレベ－タ－は、一般呼び出し
ボタンが押されている状態で、身障用のものが押さ
れると身障用エレベータ－が優先されます。なお、
次回点検時、制御を含めた確認を行い、再度ご連絡
します。

広聴ＦＡＸ

区立図書館を利用しますが非常に大きな咳を何回も
する方が気になります。感染予防や不快な音防止の
5 9 ため咳エチケットを呼び掛ける掲示や程度のひどい
方への体調の確認、トイレや館外にいったん行って
もらうよう促すなどの対応をお願いします。

ご指摘いただいた咳についてのマナーの掲示はして
おりませんが、ご利用される方に公共施設でのマ
ナーをお守りいただくようお声がけなどでお願いし
てまいりますので、お気づきの際は、お近くの職員
にお申し出ください。

Ｅメール君

京橋図書館をよく利用するのですが路上生活者と思
われる方の臭いがし、本当に気分が悪くなってしま
5 11 います。一番近いのが京橋図書館なので何とか改善
して欲しいです。消臭剤など置いているようですが
効き目がありません。

館内秩序を乱す方や職員の指示に従わない方を除い
て、適切に図書館を利用している限り、いかなる方
であってもその利用を制限しておりません。従っ
て、路上生活者と思われる方というだけでは入館を
制限することは難しいのが現状です。

Ｅメール君

月島図書館から返却本の落書きについて確認電話が
あり不愉快でした。本来は毎回職員が確認するとこ
5 13 ろ、落書きがあったことをメモでわかるようにして
ほしい旨求められました。電話の事実確認以外にで
きることを考えてください。

返却図書の電話確認において不愉快な思いをさせま
したことをおわびします。今後は、事前の確認作業
と接遇に万全を期すとともに、図書の汚損・破損な
どにお気づきの際のお願いや利用マナーについて
も、掲示などにより周知強化を図っていきます。

Ｅメール君

区立幼稚園年長の代表保護者らによる園外活動で子
どもの幼稚園生活や私生活を乱されるなどの支障が
5 17 生じています。嫌な思いをさせられ子どもを園に連
れて行くことさえできなくなっています。園外活動
について規制はないのでしょうか。

修了対策委員会などの保護者の園外活動は、自主
的・自立的運営が図られることが基本であり、園が
教育活動を進める上で支障がある場合を除き一律に
制限することはありません。ご心配ごとやご意見な
どは、遠慮なく園長にご相談ください。

Ｅメール君

豊海小・幼稚園の改築については、地元説明会の開
豊海小学校が建つことで、すみかの景観が閉ざされ 催など、皆さまにご理解をいただきながら進めてき
5 19 圧迫感を感じ生活していますが区政は住民の痛みを ました。「景観遮断」など負担に感じられることが
理解しているのですか。
あるかと思いますが、次世代を担う子どものための
施設整備です。何とぞご理解をお願いします。

Ｅメール君
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区立小学校からサポーターの面接の連絡があり行き
ましたが校長に相手にされませんでした。時間を割
5 23 いて出向いているのにひどい態度です。また、男性
が欲しいなら私を呼ばないでください。人権的に問
題ある発言が多い校長だと思います。

対

応

人権上問題のある発言の事実は確認できませんでし
た。性別による対応についても、男女の区別なく適
任かどうかの判断を行ったものとのことでしたが、
今後も教育現場である学校において、人権に関し誤
解を招くことがないよう学校に伝えました。

投書種別

Ｅメール君

ご不便をおかけして申し訳ありません。これまで、
災害時に福祉避難場所となる、月島区民センターの エレベ－タ－の扉とカウンターが対面に位置するた
モニター通信
5 23 ３階エレベーター前から月島図書館受付までの点字 め職員がお声がけするなどの対応をしてきました
ブロック設置をお願いします。
が、より多くの方が快適に図書館をご利用になれる
よう、点字タイルを早急に設置していきます。
ご希望については、所要時間や費用の点から難しい
視覚に障害がありますが区立図書館のＣＤを借りる
状況です。当面、区立図書館で行っている「対面朗
ための手がかりがないため、ＣＤタイトルを読み録
5 25
読ボランティアによる視覚障害者の方への朗読」の モニター通信
音した声の目録を作成し配布してください。点字図
機会を活用し、ボランティアによる読み上げなどで
書館では声のＣＤ図書目録を作成しています。
対応させていただきます。ご理解をお願いします。
常盤小学校にもプレディを設置して下さい。日本橋
地域に有馬幼稚園だけの預かり保育実施は十分でな
5 27 く母親が働こうと思ったら保育園を選択するしかな
い状況です。また、日本橋地域の幼稚園、小学校Ｐ
ＴＡの負担は大きいです。

特認校の児童の多くは学区域外から通学しており、
下校時の安全管理などの課題があることから、プレ
ディ設置の計画はありません。預かり保育の拡充
は、入園児童数の急増により園内に新たな部屋の確
保が困難な状況のため実施予定はありません。

Ｅメール君

日本橋図書館で携帯電話が鳴ってしまったので電源
をオフにしてエレベーターホールで対応しました。
6 7 職員が私を追って来て注意をしましたが不注意をわ
びても規則ですからと注意を繰り返します。それほ
ど取り締まらなければならないのでしょうか。

図書館では、エレベーターホールを含め、館内での
通話はご遠慮いただいています。しかし、今回の職
員の対応は配慮に欠けるものでしたので、接遇につ
いて再確認を行うとともに、通話可能な場所の案内
ポスターを館内の分かりやすい位置に掲出しまし
た。

Ｅメール君

先日プレディで、おやつの会の保護者側の会計監査
印が押印された平成２７年度の収支報告をプレディ
6 7 側が勝手に切り貼りし、別の報告書を作成、配布す
るということがありました。これは有印私文書偽造
にあたります。厳正な対応を希望します。

事業担当の課長および係長が、おやつの会の会長お
よび提出者と面談し、収支報告書の切り貼り行為に
ついて謝罪を行うとともに、当該職員を指導したこ
とや今後、このようなことがないよう事務内容を再
確認することなどを説明し、了解を得た。

Ｅメール君

小学校に通う児童が、連絡帳を忘れた罰として雨の
中、独りで校庭を１０周走らされました。しつけに
6 9 は時として厳しさが必要だとは思いますが、これは
やり過ぎです。こういう指導はやめてもらえないで
しょうか。

小学校における指導につきましては、教育委員会と
して直ちに事実関係の調査を行ったうえで、適切な
対応をとってまいります。今後、担任教諭や児童か
らの聴き取りなどを通じて、調査を進めてまいりま
すので、ご理解いただければと存じます。

Ｅメール君

わが家の通学区域は常盤小学校ですが一番近いのは
日本橋小学校で次が久松小学校です。①特認校には
6 15 プレディ設置計画がない②児童の多くが通学区域外
から就学③登下校の安全管理の３点を考慮し通学区
域について検討してください。

電話にてご意見を確認した結果、就業の関係で日本
橋小に入学希望とのことであったため、通学区域の
変更はできないが、指定校変更制度の基準により、
変更ができる可能性があることを説明し理解を得
た。

Ｅメール君

区立郷土天文館で行われた「中央区近代建築物１０
０選講演会」と「パネル展」において、建築の解説
6 15
に誤りがありました。正確な情報を提供することを
要望します。

ご指摘いただいた内容を確認したところ、解説に不
確かな情報がありました。今後は、関係者一同講演
会や展示会での解説時には、正確な情報をお伝えす
るよう努めていきます。

広聴ＦＡＸ

保育園保護者として近隣学区や特認校などの公開情
報をより身近に得たいと思います。半年間の公開予
6 15 定や公開行事など配布物などで知る機会を増やして
ほしい。情報収集に不便を感じていますので学校に
ついて知る機会を増やしてほしい。

ご意見の情報は、区や各校のホームページ、教育広
報誌「かがやき」（区内保育園にも配布）や「区立
小学校案内」（新一年生の世帯に配布）などでお知 モニター通信
らせしていますが、区のホームページについては、
よりわかりやすくお伝えできるよう検討していきま
す。
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図書館には読書のために机や椅子が設置されてお
り、その場で長時間自習を行うのは図書館利用者に
6 27 申し訳ないです。企業経営の有料自習室は高校生や
大学生が気軽に利用できません。区民が気軽に利用
出来る自習室を設置してください。

区立図書館では、館内の所蔵本をお読みいただく閲
覧席のほか座席予約制による「学習コーナー」と
「読書室」を設置しており、多くの方に自習や研究
などでご利用いただいております。詳しい利用方法
については各図書館にお問い合わせください。

Ｅメール君

月島図書館に新刊の図書をリクエストしましたが２
カ月近くたっても借りられていません。他に予約が
6 27 ないから購入せず他区などから借りるとのことです
が、新刊なので所蔵館から回ってくるのは相当遅く
なると思います。中央区で購入してください。

リクエストをいただいた図書については、６月下旬
に京橋図書館で購入を決定しています。この旨他館
へ情報が伝わるまでに日数がかかってしまいました
が、７月中旬には納品となる予定です。

広聴はがき

昨年の中央区近代建築物１００選を知る～まち歩き
～の日本橋コース説明者が「いかだ地業」について
6 27 知らず、日本橋三菱倉庫の構造が無梁工法という特
殊な工法であるという説明も無かったです。正確な
情報および知識の提供を要望します。

まち歩きにご参加の際、説明に不足している部分
がありご迷惑をおかけしました。今後は、講座など
の開催に際しては、必要な情報を事前に確認すると
ともに、質問には速やかに回答できるよう努めてい
きます。

広聴ＦＡＸ

他区から越境し、小中学校に入学している人がいま
す。住所貸しが横行するような現状は納得がいきま
6 29 せん。また、入学当初は区内在住でも、その後引越
ししたにもかかわらず、そのまま在籍を認めている
状況も納得ができません。

区立小学校は、原則区が定める通学区域により住所
に基づき指定した小学校に就学していただいており
ますが、中学校は自由選択性を導入しております。
居住の実態がない「越境」が疑われる場合は、職員
による訪問調査などを行っています。

Ｅメール君

日本橋図書館の多目的トイレ内ベビーシートは子供
が寝る部分のシートが外され金具やねじがむき出し
で、転落防止用ベルトも古く気持ち悪いです。硬い
7 1
ところに寝かせることや金具などに触れてけがをす
る可能性などについて、速やかに改善してくださ
い。

ご指摘のあった事項については、早急に改善する旨
を電話で回答し、了解を得た。なお、日本橋図書館
は、現在、フロア移転工事を実施中であるが、今後
の同工事の計画についても併せて説明した。

Ｅメール君

納付は、口座振替としています。未納金が発生した
給食費の未納入対策としてどのように取り組んでい
場合には、保護者に支払いを督促しますが、納付が
ますか。入学時から銀行引き落としにしているので
7 4
見込まれない場合、面談を行い、経済的理由による モニター通信
しょうか。収めてくれないときは給食を食べさせな
ものは、就学援助費等の事業案内もします。給食
いことはできるのでしょうか。
は、学校給食の役割上、未納者へも提供します。
学務援助費について区ホームページを探しました
が、支払日が掲載されていないので教えてくださ
7 7 い。区立学校ですが指定の物で安いものではありま
せん。支払い日を入学に合わせてずらすなどの対応
をしていただけると助かります。

ホームページの掲載内容の不案内をおわびして、今
後、見直しすることをお伝えするとともに、就学援
助については６月算出の住民税額を基に全申請の審
査を行うため、支給決定と１回目の支払いは７月の
下旬となることなどを電話で説明し、理解を得た。

Ｅメール君

勝どき東地区再開発により３０００戸が増加すると
聞いていますが、児童増加により小学校で目が行き
7 19 届かず、事故などが起きないか危惧しています。豊
海小学校は拡充されましたが十分ではないのではな
いでしょうか。

豊海小学校・幼稚園の改築により、児童増加に対応
できるものと考えています。今後も引き続き児童数
の増加に対し、人口動向を見定めながら対応してい
きます。また、事故防止策など安全対策にも十分取
り組んでいきます。

Ｅメール君

月島図書館でリクエストした新刊本が２カ月以上
たっても来ないと苦情を出したところ、京橋図書館
7 20 で購入予定とお知らせがあり、その後納品の電話ま 供覧しました。
でいただきました。迅速な対応をありがとうござい
ました。
京橋図書館に入るなり、子どもが「臭いから行きた
くない亅と言うくらい強い異臭を感じました。夏休
8 2 みの課題で読書や読書感想文などもあり、活用した
い時期です。至急改善するか、子ども図書館の一時
移設など早急に対応をお願いします。

平成28年度広聴の記録

広聴はがき

京橋図書館では、施設の老朽化などさまざまな要因
により臭いが発生することもあり、脱臭装置などで
防臭対策を行っています。悪臭などのご意見には早 モニター通信
急な対応に努めていますので、職員までお声がけを
お願いします。
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豊海小学校の新校舎はとても立派で教室内の設備な
ども素晴らしく驚きましたが、校庭の狭さにはさら
8 29 に驚きました。なぜ校舎前の区営テニスコートも一
緒に校庭にしなかったのですか。新校舎建設に携
わった人の意見をぜひ聞かせてください。

テニス場は多くの方に利用されており、豊海運動公
園も区民の貴重な公園となっています。これらの施
設とともに学校についても旧校庭面積の約１．３倍
の広さの校庭を整備したものです。

広聴はがき

区立幼稚園で国際理解教育として４歳５歳児に対し
て外国人教師が自国を紹介すると聞きましたが、何
9 2 を言うのか心配です。まさか日本の幼稚園に外国人
教師がいるとは知らず憤りを覚えています。中止か
他国の紹介への変更を要望します。

本区幼稚園・小学校では、オリンピック・パラリン
ピックに関わる国・地域の文化、あいさつの言葉を
学ぶ活動など、一校一国運動に取り組んでいます。
ご意見の国際理解教育も、こうした取り組みのひと
つとして実施するものですのでご理解をお願いしま
す。

Ｅメール君

特別支援学級においてフォロー面談が必要、不必要
の違いはどのような理由でしょうか。また、校長か
9 2 ら配慮のない言動がありましたが子どもの支援状況
は伝わっていないのでしょうか。心ない校長を指導
する機関はないのでしょうか。

就学支援委員会判定と異なる就学先を選択された児
童・生徒がフォロー面談対象です。学校長は医師の
話をお伝えしたい趣旨で発言したとのことですが、
教育委員会では、児童・生徒や保護者の視点に立っ
た学校運営が行われるよう指導していきます。

Ｅメール君

区立図書館ホームページに予約の多いベストセラー
本の寄贈を呼び掛ける通知が掲載されています。公
9 12 共図書館の目的が地域の知の環境を整備することに
あるのなら、区内の書店を積極的に紹介するなど、
視点を変えていくことも必要だと思います。

図書館購入分だけでは、予約されたすべての方に提
供されるまで１年以上を要する状況にあったため、
臨時的な措置として寄贈をお願いしたものです。な
お、図書館では、ホームページや行事などを通じ本
への興味や関心が高まるよう努めています。

Ｅメール君

知的に遅れのある子どものサポート体制について改
善をお願いします。自宅から支援学級のある小学校
9 16 までの送迎援助をしてください。また、支援学級の
夏期水泳指導は通常学級に比べて回数が半分ですの
で同じ日数を保証してください。

送迎用の自動車利用は、低学年の通学児の安全性確
保が難しい、学校までの距離が１．５ｋｍ以上離れ
ている児童を対象としています。また、水泳指導の
回数は、夏期は少ないですが、年間の回数は通常学
級以上に実施している教育課程となっています。

Ｅメール君

京橋図書館閉館後に本の返却に行きましたが、ブッ
クポストを見つけられず返却できませんでした。
9 23 ホームページに設置場所、利用可能時間、日にちを
明確に案内してもらいたいです。改善してくださ
い。

図書館入口（サンクンガーデン入口）３カ所に、休
館日および閉館後の返却場所についての案内を門扉
が閉鎖された際には確認できるよう常時掲示しま
す。また、図書館ホームページに、休館日および閉
館後の返却場所についての案内を掲載します。

Ｅメール君

小学校の運動会で毎年恒例の６年生による金管パ
レードが大変素晴らしかったので、区の行事などで
9 27 皆さんにぜひ聞いていただける機会があれば感動し
てもらえると思いました。この音色を他の方にもお
知らせしたいので、よろしくお願いします。

区立学校では、各学校が自主性と創意工夫をいかし
た特色ある教育活動を展開しています。ご意見の月
一小の活動もこうした取り組みの一つですが、区で
は、これらの成果を発表する場として、子どもフェ
スティバルなどへの参加を案内しています。

投書（箱）

子どもの安全のため家の近所に通学させたいと言っ
たら区域外だからと門前払いされました。決まった
9 28 ことしか言わない対応を注意してください。また、
通学区域をどのように決めているのか教えてくださ
い。

電話で窓口での対応についておわびした。また、通
学区域は、学校創立年次によって歴史的な街並みの
形成を踏まえ、個々の検討を経て今日に至ってお
り、通学区域を変更することは難しいことを説明
し、了承を得た。

広聴はがき

通学路の安全面を考え自宅から近い学校へ通学させ
たいと訴えたら、学務課の対応は態度が大きく圧力
9 28 をかけてくるような話し方で、できませんと言うば
かりです。不安をあおる対応はやめてください。通
学指定校の区域を考えてほしいです。

電話で窓口での対応で不快な思いをさせてしまった
ことについておわびした。また、指定校変更の条件
で、通学路について危険がある場合、学校や区、警
察と連携して対応しているため通学区域の変更は難
しいことを説明し、了承を得た。

広聴はがき

小学校の顔とも言うべき場所に受付があります。受
付事務の職員の日頃の勤務状況を見かけますが暇そ
10 7 うにしていて挨拶もせず、来客への態度が高圧的で
す。こういうものだと割り切るべきでしょうか。今
後のために注意をお願いします。

受付は区職員と委託業者で行っています。ご指摘を
受け区職員に対し、学校長を通じて区職員としての
自覚を持つよう指導を行いました。また、委託業者
に対しては、業務内容の確認をするとともに接遇の
向上に取り組むよう指導しました。

Ｅメール君
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平成２４年度に全区域を対象とする将来的な教室不
中央区は物価は安いし、高層マンションには子ども 足解消に向けた学校施設整備の基礎調査を行い、５
10 26 が大勢おり天国だと思います。しかし、結果、小学 つの幼稚園・小学校の増改築を進めています。その
校が足りないのではないですか。
後に大規模な住宅開発があったため、１小学校・幼
稚園の増築を決定し、対応できると考えています。

広聴はがき

子どもが特認校制度を利用して通学中ですが、家族
の転勤に伴い海外に引っ越し予定です。夏休みなど
11 7 の長期休みは現在の小学校に一時帰国で受け入れて
もらえるそうですが、本帰国の場合も在籍のあった
小学校へ受け入れてください。

本帰国時の特認校への復学は一時帰国とは別で、国
内外を問わず転出した場合、特認校へ通学する資格
を失うため、帰国時に住所登録した学区域の学校に
通うことになります。また、過去の在籍を理由に指
定校を変更することはできません。

Ｅメール君

就学相談での意見などは、教育委員会の総意です
か。差別的、人権侵害的発言をされ、面談中の態度
11 9 にも憤りを感じます。もう少し親目線で面談のあり
方などについて考えてください。また、前回の回答
についても詳細を説明してください。

相談員の対応で不快な思いをされたことをおわびし
ます。本人に聞き取りをし厳しく指導しました。差
別などの気持ちはなかったものの、面談中の態度や
発言を反省しています。今後は、従来以上に皆さま
の心情に寄り添った対応をしていきます。

Ｅメール君

月島図書館は暖房が効きすぎで非常に暑いです。温
度設定は何度か調査してください。また、子ども
11 30 コーナーでは、親の読み聞かせの声が大きくてうる
さく、走りまわっている子どもがいますが、係員は
注意しないので指導してください。

冬季は１９度を目安に運転を行っていますが、日当
たりの影響などで設定温度を上回ってしまうことが
あることから状況に応じた適切な運転を徹底してま
いります。館内でのマナーは、スタッフによる巡回
を増やすなど利用環境の向上に努めていきます。

Ｅメール君

京橋図書館内でＦｅｌｉＣａの図書館利用カード登
録がうまくできず、カウンターの担当者に確認して ご不便をおかけしたことへの謝罪とともに、お持ち
12 6 も、登録も質問もできない状況となっています。ど のスマートフォンが対応可能かどうか確認後、改め
のようにすれば利用できるのかの回答、あるいは区 てご連絡することを電話で説明し、了解を得た。
の図書館担当者への取り次ぎをお願いします。

Ｅメール君

月島図書館はコピー機の両替サービスがない、週刊
誌を１週間後から貸し出しているため調べ物ができ
12 8 ない、希望する雑誌を購入しない、ホームページで
苦情の受付をしないなど、民営委託にした意味が分
かりません。低サービスの業者は替えてください。

両替に対応できない場合もありますが、利用者の利
便性を考慮したサービス提供に努め、雑誌の貸し出
しや苦情の受付方法なども改善していきます。委託
業者は能力評価に基づき選定していますが、サービ
スの向上に努めるよう引き続き指導します。

Ｅメール君

他区の保育園では保護者から許諾をとらずにイベン
ト会社による写真撮影と販売が行われました。保育
12 8 園に即時販売停止を要請しましたが、この会社は貴
区でも写真の販売実績がありますので保護者の許諾
をとっているか確認してください。

区立幼稚園では、年間を通じてさまざまな行事を実
施したり、印刷物などを発行しています。写真撮影
がある行事の実施や写真掲載がある印刷物などの発
行に際しては、事前に保護者へ周知し承諾を得た上
で実施しています。

Ｅメール君

京橋図書館でＤＶＤを借りようとしたら品揃えが悪
かったため、リクエストを申し出たところ受け付け
12 22 ていないと言われました。他地域に比べ中央区はレ
ンタルビデオ店が少ないと思います。有料でも良い
ので図書館のＤＶＤを充実させてください。

貸し出し可能な「著作権者への補償処理済み」ＤＶ
Ｄは作品数に限りがありご要望への対応が難しくリ
クエストはお受けしていません。今後、購入希望ア
ンケートなどを活用した選定方法を検討します。な
お、図書館法上区立図書館での有料貸し出しはでき
ません。

広聴はがき

中国からの留学に関する相談をしたい旨、教育委員
会事務局に電話したところ、１２月２９日が仕事納
1 4 めなので必ず１２月２９日に区役所に来るよう言わ
れ来庁しましたが休みでした。どうなっているので
しょうか。

「１２月２９日に帰国のため、帰国後３学期の始業
前に手続きするよう職員が案内しましたが、閉庁日
に来庁させてしまい申し訳ありませんでした。案内
が不十分でした。」と本人に直接謝罪し、理解を得
た。

投書（箱）

幼稚園修了に関する件で、園への信頼と居場所を失
い追い出されて退園しましたが、別の園で教育を受
1 4 けさせたいです。また、修了アルバム制作などにつ
いて、①わが子の写真や映像は使用しないでほし
い。②自己負担した費用を精算してほしい。

修了対策委員会の回答は①個人別の顔写真は対応可
能ですが、集合写真は困難です。ＤＶＤはご要望の
あった時点で製作済みであったため、ご要望すべて
にお応えすることは困難です。②役員としての交通
費などは、内容確認の上、お支払い可能です。

Ｅメール君

平成28年度広聴の記録

78

月 日

内

容

肉離れで松葉杖が必要な息子が学校へ行き、階段を
下りる際に２度目の肉離れをしてしまいました。健
1 4 常者ばかりではない学校にエレベーターがないなど
ありえません。もっとユニバーサル化したほうが良
いと思います。なぜ予算を立てないのですか。
学校におけるいじめ問題をなくすため、義務教育に
「命のあり方の事実教育」を導入してはどうです
か。いじめ問題はなくなり犯罪は激減します。全て
1 23
の生命はつながっていると知ることで思いやりの心
が生まれます。

対

応

投書種別

学校のエレベーター設置は、建物の構造や設置場所
などの問題から既存施設については困難なため校舎
の増改築時に実施しています。昇降口やトイレに手
すりを設置するなどバリアフリー化を進め利用しや
すい施設整備に努めていますのでご理解願います。

広聴はがき

区立学校では、道徳の授業などを通じ、児童・生徒
一人ひとりの人権尊重の意識や態度の育成に取り組
んでいます。ご提案の件について、導入予定はあり
ませんが、今後もあらゆる教育活動を通じて、いじ
めを生まない学校づくりを推進していきます。

Ｅメール君

昨年、区立幼稚園に対する苦情を教育委員会事務局 教育委員会事務局、園長・担任教諭間で協議し、担
1 26 に相談しましたが、約束が守られていません。子供 任教諭から新１年を迎える児童あて、祝福と応援の
のために、担任の先生から心ある手紙をください。 手紙を送付した。

投書（電話）

通話や操作音に関する苦情が多い電子機器類は使用
京橋図書館閲覧席に「タブレットなどの使用は禁
不可としていましたが、操作音の小さい機器も普及
止、学習室を使うこと」と注意書きがあるのはなぜ
2 1
してきていますので、通話を除き使用できるものと
ですか。また「閲覧席ではさみを使わない」ことに
します。はさみは、使用不可としていますが、希望
ついても他の図書館では見かけません。
する方にはカウンターで貸し出します。

Ｅメール君

小学校で起きた事件について、校長は適切な対応を
せず教育委員会事務局に報告していませんでした。
2 3 保護者として理解できず不満を言ったところ謝罪す
る態度ではなく人間性そのものに不信感を持ち教育
現場の長としての資質を疑っています。

事件を校長が教育委員会に報告しなかったことにつ
いては、校長を厳しく指導しました。教育委員会と
しておわびいたします。また、校長としての資質に
不信感を抱いておられることについては、教育委員
会としても信頼回復に努めてまいります。

Ｅメール君

冬にインフルエンザなどにかかる子どもたちが増え
ているようです。学校の教室が暖かく過ごしやすい
分乾燥してウィルスが繁殖するのではないですか。
2 6
手洗いうがいが有効ですが室内の加湿もかなりの効
果があると思います。全校に設置を検討してくださ
い。

区立小・中学校の加湿は、空気調和設備により、空
気清浄・温度などとともに調節しています。同設備
のない一部の学校についても、床置型加湿器などで
対応に努めていますが、今後とも関係機関と連携
し、学校の環境衛生管理に取り組んでいきます。

Ｅメール君

区立中学校男子生徒の髪型規則について釈然としま
せん。なぜツーブロックは禁止なのに長髪に指導は
2 7 ないのですか。スカート丈、髪型などについて、具
体的な図や写真を取り入れるなどして、学校側と生
徒側とで共通理解できるようにしてください。

ご意見は、個人情報に配慮して学校に伝え、各学校
で定めている決まりなどは丁寧に説明するよう学校
を指導しました。なお、今後、学校での活動内容な
どについてご心配ごとやご意見などがありました
ら、遠慮なく学校にご相談・ご連絡ください。

Ｅメール君

区立中学校のオーストラリア体験学習に参加した生
徒は帰国後に大量の役割を担わされるようですが、
2 7 いかがなものでしょうか。オーストラリア派遣の意
義と学校側の位置付けとに食い違いが生まれていな
いか検査してください。

海外体験学習事業の派遣生は、帰国後その体験で得
たことを学校で報告するとともに、生徒会や部活動
などで体験を活かした活躍をしています。報告など
過度な負担とならないよう丁寧に対応しており、ま
た、特別な役割や負担もかけていません。

Ｅメール君

区立小学校の周年記念式などは学校行事ではないの
ですか。ＰＴＡ会費から毎年、周年記念行事引当金
2 13 として別段積み立てられていますが、ＰＴＡ会費は
本来の目的に使うべきです。また、最小の会費で最
大の効果を上げることが前提です。
求職で保育園に申し込みましたが３年連続入園でき
ませんでした。私の場合、幼稚園の延長保育があれ
2 17 ば事足りるのですが学区の園に制度がありません。
プレディのような預けられる場所があれば保育園を
増やさなくても対応できると思います。

当該行事中、学校正式行事の記念式典は学校予算
（公費）で、ＰＴＡ自主行事の祝賀会はＰＴＡの費
用で実施されており、教育委員会では、ＰＴＡ自主
行事の積立やＰＴＡ会費は、ＰＴＡ規約に基づき、
総会や必要な会議での承認を受けているものと認識
しています。
区立幼稚園の預かり保育は、区内３地域各１カ所で
行っていますが、学区域外の申し込みもできます。
なお、この事業は、園児が昼寝をする午睡室などを
確保する必要がありますが、クラス数が増加してい
る現況では、こうした新たな部屋の確保は困難で
す。
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投書種別

京橋図書館児童室のカウンターで作業をしていた女
性が席を外した際、カッターの刃が出た状態で放置
2 22 し子どもたちを危険にさらしました。また、女性は
手から出血しており衛生的にも問題でした。このよ
うな職員を置くのは問題があると思います。

当該職員に対して、来館者の安全への配慮を欠いた
行動を厳重に注意するとともに、接遇の向上に努め
るよう指導しました。また、児童室内での職員の刃
物の使用を禁止するなど、再発の防止に努めます。

Ｅメール君

近年の保育園待機児童増加の波が数年後には学童を
圧迫するのではと不安です。小学校増改築計画は目
2 23 にしますが学童の拡張・増設計画はありますか。城
東小、阪本小エリアには現在学童もプレディもない
ので困っています。設置してください。

現在のところプレディを設置する計画はありません
が、今後は城東小学校、阪本小学校を含めプレディ
を設置していない小学校の学区域内の児童数の推移
や、プレディの利用見込みなどを踏まえ、検討して
まいります。

Ｅメール君

全区立幼稚園で延長保育を実施してください。子ど
もの通う園で実施されていないため大変苦労してい
ます。実施園への転園は送迎の負担から現実的では
2 27
なく、ファミリーサポートも提供会員の不足から利
用できず、ベビーシッターは費用負担が大きいで
す。

近年、人口増加により入園児童数が急増し、新たに
預かり保育用の部屋を確保することは非常に困難な
状況です。現時点では新たな園で実施する予定はあ
りませんが、今後の人口推移やニーズの変化などを
見極めながら検討してまいります。

広聴はがき

中高一貫教育などの特色ある教育を提供してくださ
い。中央区の中学受験率は都内でトップに入るの
2 28 は、公立学校で魅力あるカリキュラムが提供できて
いないからではないですか。都立、区立の壁を外し
工夫をしながら新しい教育区を目指してください。

区立中高一貫校にはメリット・デメリットがあり、
実施は地域の実情や他地区での状況を踏まえつつ判
断していくべきと考えています。また、特色ある教
育については、区立小で理数教育や国際教育のパイ
ロット校を指定し、区独自のカリキュラムなどを実
践しています。

広聴はがき

電話でリクエストを受け付ける時に、お聞きした図
図書館は機械化され便利ですが、本のリクエストは
書資料のタイトルなどが不正確、曖昧であったた
電話で受け付けてもらえず図書館に出向かなければ
3 21
め、該当する本の特定ができず、提供に支障が出る
なりません。電話で希望を聞いてもらえると便利な
ことが多く発生したことから、電話での受付は困難
ので改善してください。
と考えています。ご理解・ご協力をお願いします。

広聴はがき

①汚破損など図書の状態の確認に３０～６０分程度
をいただければ可能です。なお、他館で返却の場合
はシステム処理上、翌日以降の貸し出しとなりま
す。②サイズ表記への新たな追加は難しいですが、
ホームページ内にサイズの目安などの表記が可能か
検討します。
ＰＴＡ加入は、保護者の了承下で進められていると
多くの学校でＰＴＡの加入に当たっての意思確認も 認識しています。改正法への対応は、ＰＴＡ連合会
されないと聞きました。中央区はどうですか。ま 理事会で、役員に個人情報の適正な取得・管理を呼
3 24
た、今年５月に施行される改正個人情報保護法の施 びかけ、区立小中幼の各校代表者へも、ＰＴＡが個
行に伴い、区立学校ではどう対応する予定ですか。 人情報を適正に扱うべき団体である旨を周知済みで
す。
図書館の貸し出しについて①貸出期限超過日に返却
した場合など継続して借りたくても一度返却し所蔵
3 23 館に戻さなければできません。返却時に借りられる
ようにしてください。②ホームページに本のサイズ
表記をすれば分かりやすくなります。

広聴はがき

Ｅメール君

議会局・選挙管理委員会・会計室・監査事務局（４件）
毎年６月に区議会の構成や常任委員会などのメン
バーが写真入りで区議会だよりに発表されますが、
6 27 会派のモットー、政策理念が分かりません。区議会
だよりに発表してもらったら良いと思います。ま
た、どうして一人の会派ができるのでしょうか。

紙面の都合上政策理念などは掲載できませんが、予
算・決算特別委員会の態度表明議案などの審議結果
や一般質問の要旨などで各会派や議員の考え方・意
思が示されています。また、会派結成時は議長あて
に結成届を提出いただいております。

広聴はがき

ご意見の活動は、個人の政治活動の一環として行わ
テレビで豊洲新市場問題が大きく取り上げられ都民
れたものであり、区議会としての活動ではありませ
の関心を高くしています。中央区議が提供した写真
10 12
ん。しかしながら、中央区議会の議員として、皆さ
により混乱に拍車をかけていますが責任はどのよう
まに混乱を引き起こすきっかけとなるような行為は
にとるのでしょうか。
慎むよう、議長から注意したところです。

Ｅメール君

他の市の任意団体です。本市では他の任意団体が小
学校統廃合の署名を集めて市議会に請願提出し可決
11 7 されましたが疑義を抱き計画を凍結するよう運動し
ています。この議会採択などについて納得がいきま
せん。貴議会の見解を教えてください。

Ｅメール君

平成28年度広聴の記録

お問い合わせの件は、住民、市、教育委員会および
市議会が十分に話し合って解決すべきことであり中
央区議会としましては、意見を申し上げることは差
し控えさせていただきます。
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月 日

内

容

対

応

都知事選挙の開票は、投票用紙を候補者ごとに分
東京都知事選挙における現知事の獲得票は元知事の
類、票数の計算、点検、審査、再計算を行い、票を
獲得票のほぼ６７％、前知事の獲得票は元知事の獲
3 27
束ね開票管理者および立会人に回覧し、候補者ごと
得票のほぼ４８％です。この集計結果の比較につい
に得票数を集計し東京都選挙管理委員会に報告しま
て区はどのように考察しますか。
す。今後も厳正な選挙の執行管理を行います。

投書種別

投

書

東京都（８件）
障害のある息子は都営地下鉄東日本橋駅を利用して
いますが早朝はエスカレーターが２台ある場所でも
5 6 全て上り専用となり階段を下らなければなりませ
ん。エレベーターの設置、エスカレーターの増設を
希望します。

都交通局から「エレベーターなどの整備は計画的に
進めています。ご要望の件は、地下空間の制約や駅
構造上の課題が多く困難だが、引き続き検討を進め
る。案内看板はホームペーシなどで案内していま
す」旨回答がありました。

広聴はがき

築地市場の豊洲新市場移転は、２０２０年東京オリ
ンピック・パラリンピクの開催に向けての話がリン
東京都の事務であるため、個人情報を伏せて中央卸
9 5 クして問題がすり替えられているようです。卸売業
売市場長あてご意見を送付しました。
者や東京都や国の負担が増えてもオリンピックの開
催をずらして移転を延期した方が良いと思います。

広聴はがき

都福祉保健局から「世代間の負担の公平を図るなど
厚生年金受給者と個人年金受給者のシルバーパスの
の課題解決のため、都議会の審議を経て見直された
値段にあまりにも差があります。私の場合は２万５
9 16
利用者負担ですが、現行制度のしくみは、多くの高
１０円です。長い間たくさん税金を納めてきたの
齢者の社会参加などに利用され、定着していると認
で、もう少し安くしてください。
識しています」旨回答がありました。

広聴はがき

晴海の春海橋横に残る線路を使って江東区までト 都港湾局から「都港湾局の事業についてのお問い合
9 28 ロッコ電車を走らせるのは面白いのではないでしょ わせにつきましては、港湾局都民の声総合窓口まで
うか。
ご連絡ください」旨回答がありました。

広聴はがき

都港湾局から「お話の都有地は、半分を２０１９年
運行開始予定のＢＲＴターミナル予定地に、残りを
オリンピック・パラリンピック大会前後の各種土地
需要への対応用地とすることで検討しています。ご
意見は都庁内関係部局とも情報共有します」旨回答
がありました。

Ｅメール君

東京都下水道局から「現時点で管きょの新設工事が
部屋の窓から公園が見えるマンションを購入しまし
概ね完了しており、防音ハウスの撤去を平成２９年
たが、下水道工事でその景観を全て奪われた上、全
11 10
３月頃までに行う予定です。また、公園の復旧方法
面に白い壁が建てられていて気が狂いそうです。助
は中央区と協議を行っており、平成２９年８月頃ま
けてください。
でに整備を行う予定です」旨回答がありました。

Ｅメール君

都交通局から「江東自動車営業所が１２月１２日に
豊海水産埠頭バス停では喫煙している人が後を絶ち 現地を調査したところ灰皿は設置されていませんで
12 9 ません。バス停に路上喫煙禁止の立て看板設置をし したが、「禁煙及びタバコの吸殻・ゴミ等で停留所
ていただけると助かります。
を汚さないようお願いします」との看板を設置しま
した」旨回答がありました。

Ｅメール君

都環境局から「当該建物は、大気の汚染状況を把握
朝潮運河親水公園と黎明橋公園の間にあるプレハブ
する大気汚染測定局とその関連施設で、環境保全上
小屋は何のための場所ですか。雑草が生い茂り廃墟
1 10
重要な施設です。敷地の樹木や雑草は、年１回の手
のようです。また、暗いため、防犯上、美観上の観
入れと必要に応じた対応をしていますので、ご理解
点からなくしてください。
をお願いします」旨回答がありました。

Ｅメール君

都の遊休地を借りあげ保育園用地に充てているとの
報道を目にしました。晴海二丁目には広大な都保有
11 8 地が存在しますが、これを区が借り受けて保育所用
地に充てることはできませんか。活用方法が決定さ
れているのでしたら教えてください。

警察署（２１件）
黎明橋公園と晴海トリトンスクエアの歩道橋は、膝
が悪い私にとって登り降りがつらいです。遠回りし
4 21 て横断歩道を渡るしかありません。ベビーカーを押
していたらなおさらです。横断歩道は設置できない
ものでしょうか。

月島警察署から「黎明橋公園交差点に横断歩道を設
置できないか、警視庁本部と検討しています。また
横断歩道設置には交差点部の歩道を前に出したりす
るなども必要なため、道路の管理者（都建設局）と
も協議を行っています」旨回答がありました。
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月島警察署から「黎明橋公園交差点に横断歩道の設
晴海通りの黎明橋公園からトリトン側へ横断歩道を
置ができないか警視庁本部と検討中です。また、交
設置してください。現在歩道橋はありますが、ベ
5 10
差点部の歩道を前に出したり、交差点直近の樹木を
ビーカーや車いすの場合、歩道橋を使えず遠回りを
移設したりすることなどを、道路管理者（都建設
しなければ晴海通りを渡る事ができません。
局）と協議中です」旨回答がありました。

Ｅメール君

黎明橋を渡って右側の晴海にも随分と居住者が増え
てきましたが車中心の構造になっており、ライフラ
5 30 インでもある晴海トリトンスクエアなどへの横断が
歩道橋のみで多くの方が不便に感じています。信号
機の設置を検討してください。

月島警察署から「黎明橋交差点に横断歩道が設置で
きないかどうか警視庁本部と検討中です。また、設
置には交差点部の歩道を前に出したり、付近の樹木
の移設などが必要なため、道路管理者（都建設局）
とも協議をしています」旨回答がありました。

広聴はがき

昨年１１月にも投書し指導していただいた日本橋久
松町の飲食店ですが、一向に改善が見られず、ほぼ
6 21 毎晩違法駐車しています。前回の回答では都度１１
０番するようにとのことでしたが、警察の巡回時に
駐車禁止の切符を毎回切ってください。

久松警察署から「違法駐車に関して違法性がある場
合は取り締まりを行っており、１１０番があれば必
ず対応しています。また、風営法に関し営業形態な
どに問題があれば確認し、違反があれば取り締まり
を行っています」旨回答がありました。

Ｅメール君

黎明橋公園側と晴海トリトンスクエア側との横断歩
道設置の早期実施、バリアフリー化を望みます。高
6 22 齢の方などが遠回りして途方にくれている姿をよく
目にします。歩道橋下を渡り危険な状況もあり、い
つ事故がないか大変危惧しています。

月島警察署から「黎明橋公園交差点に横断歩道を設
置できないか、警視庁本部と検討しています。また
横断歩道設置には交差点部の歩道を前に出したりす
るなども必要なため、道路の管理者（都建設局）と
も協議を行っています」旨回答がありました。

Ｅメール君

先日、大型バイクが飲食店がオープンしている間に
店前の歩道に止まっていることを、写真を添えて手
6 23 紙でお知らせしました。しかし、６月２１日現在、
まだバイクは置かれたままです。持ち主がわかって
いながらなぜ撤去指導しないのでしょうか。

久松警察署から「違法駐車はステッカー処理により
取り締まっており６月２４日にも取り締まりを行い
ました。また、１１０番があれば、都度現場に行き
対応します」旨回答がありました。なお、駐車違反
は区役所の管轄外です。今後は直接警察署へご連絡
ください。

Ｅメール君

先日大型バイクの違法駐車について対応をお願いし
たところ、警察へ通報するようにと回答がありまし
7 12 たが、私は聴覚障害者で電話ができません。電話以
外の通報手段を全て載せたうえで返答してほしいで
す。

久松警察署から「聴覚に障害のある方の通報に関し
ては、他の方の協力を得て通報いただくほか、ご自
分で通報される場合は、警視庁ホームページでも紹
介している「１１０番サイト」をご利用ください」
旨回答がありました。

Ｅメール君

中央警察署から「廃品回収業者の騒音は、１１０番
通報が入り次第、警察官が現場で運転手に、ボ
リュームを下げるように、区域から出るように、な
どの口頭警告を行っています。今後も１１０番通報
があれば、都度現場に行き対応します」旨回答があ
りました。
月島警察署から「横断歩道の設置場所は、事故防止
上、見通しの良い直線道路です。ご要望の場所は
月島運動場交差点に歩道橋ではなく横断歩道を整備
カーブであり、また、近い将来、環状２号線開通や
9 28 してください。交通量も多くなく、月島駅までの通
新豊洲市場開場などで交通量の増加も見込まれるこ
勤路となりますので切実です。
となどから、現状維持とします」旨回答がありまし
た。
廃品回収業者の騒音に非常に悩んでいます。区に電
話した際に警察に連絡するよう言われ１１０番通報
9 26
しましたが、何を根拠に取り締まるんですかと言わ
れ対応してくれません。改善を希望します。

通勤通学・帰宅の時間帯、日本橋横山町の歩道上に
大型ダンボールが多数並べられ半ば塞がれていま
10 5 す。また、道路上でもトラックを複数台駐車し荷解
き作業をしています。通行が困難なため、事故が発
生する前に、業者に対して指導してください。

Ｅメール君

広聴はがき

久松警察署から「道路管理者と合同指導したほか、
６日間、朝と夕方に現場を確認しました。一店舗で
はなく複数の店舗が作業を行っているため、商店街
に対して集積所を設けるなどの指導を行い、自ら改
善するよう促します」旨回答がありました。

Ｅメール君

新川二丁目の交差点は小学１年生の子どもの通学路 中央警察署から「平成２９年１月下旬以降に、交差
10 11 ですが、右折・左折の車が多くとても危険です。時 点を現状より渡りやすくするための信号機改良工事
差式の信号に変えてください。
を実施します」旨回答がありました。

広聴はがき
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月 日

10 11

内

容

佃大橋下の脇の道路では、路上駐車が溢れていま
す。

黎明橋公園の信号には歩道橋しかなくベビーカーを
担ぎながらの階段は大変ですし危険も伴います。ま
12 2 た、自転車は横断歩道がなくても渡っており、いつ
か事故が起こるのではと心配しています。横断歩道
の設置を検討してください。

対
応
月島警察署から「ガードレール設置は有効と考えま
すが、佃大橋のメンテナンス車両が一時駐車できな
いなどが懸念されます。町会などと意見交換し、前
後策を検討していきます。なお、引き続きパトカー
などによる対策を行い、事故防止に取り組みます」
旨回答がありました。

投書種別

Ｅメール君

月島警察署から「当該箇所の横断歩道設置について
は、警視庁本部と検討中です。また、交差点部の歩
道を前に出したり、樹木を移設するなど警察だけで
はできないこともあるため、都道の管理者（都建設
局）にも協議中です」旨回答がありました。

広聴はがき

月島警察署から「現在、黎明橋公園交差点の横断歩
晴海トリトンスクエアと黎明橋公園の間の横断歩道
道設置に向けて、関係部署と交通状況や予算面を含
1 10 設置について、現在の進捗状況を教えてください。
めて調整中です。具体的な設置予定日は決まってい
いつ頃設置する予定なのでしょうか。
ません」旨回答がありました。

Ｅメール君

月島警察署から「ご意見のガソリンスタンドが車両
月島にあるガソリンスタンドは、２～３台の車両が
を歩道上にはみ出し駐車している状況は、現在、確
歩道にはみ出て駐車しています。交番に通報後、数
1 10
認できていませんが、交通課および交番に内容を伝
週間は効き目がありますが、その後は戻ってしまい
え、そのような状況があれば注意するよう指示して
ます。
います」旨回答がありました。

Ｅメール君

日本橋久松町に一方通行道路出口から右折しかでき
ないため、左側しか確認しない車が多い場所があり
1 16 ます。子どもが車にひかれそうになりましたので一
時停止を設置してください。また、このような車に
指導してください。

久松警察署から「一時停止の設置要望については、
本年度末の設置に向け、関係先と連絡を取りながら
調整中です。今しばらくお待ちください」旨回答が
ありました。

Ｅメール君

佃大橋下の道路（佃側）の路上駐車について、以前
巡回を増やし注意しますとの回答を月島警察からも
1 23 らいましたが改善されません。駐車できないよう車
道を狭くしたり、すぐ横の未使用駐車場を有効活用
したらどうですか。

月島警察署から「迷惑駐車に対する声掛けや、放置
車両の取り締まりを継続し、かつ車道右側にセーフ
ティーコーンを設置するなど、迷惑駐車排除対策を
行います」旨回答がありました。

Ｅメール君

中央大橋の自転車マークがある左側車道を車が並列
走行しています。この車道は、自転車が走る場所で
1 30 はないのですか。自動車も走ってもよいのですか。
何度も危ない思いをしているので、事故が起きる前
に一刻も早く対処してください。

月島警察署から「ご指摘の車道は自転車専用ではな
く、車両も通って良い車線です。自転車でご利用の
場合には、十分気を付けて走行してください。この
件については、広報が不足していたため、もっと幅
広く広報していきます」旨回答がありました。

Ｅメール君

私は新川に勤めていて目が不自由です。入社当時か
ら担当者が警察に音声信号の設置をお願いしていま
2 8 すが設置してもらえていません。そこで、横断歩道
にエスコートゾーンを設置されると安全に横断歩道
を横断できるので、検討してください。

中央警察署から「過去にも要望があり、警視庁本部
に音響とエスコートゾーンの設置を上申しました
が、警視庁全体での設置枠が少なく、いまだ設置で
きていません。今回、改めて特別上申を行います
が、設置には最短で２年ほどかかる見込みです」旨
回答がありました。

Ｅメール君

晴海通りの黎明橋公園交差点には横断歩道がなくベ
ビーカーでは横断できずに大変不便です。また、
2 13 抱っこ紐を使用していると足元が見えず非常に危険
なので、陸橋ではなく横断歩道を設置し、子供や高
齢者に優しい街づくりをしてください。

月島警察署から「ご要望については、警視庁本部と
検討中です。また、設置には、交差点部の歩道を前
に出したり、樹木を移動したりなど警察だけではで
きないことがあるため、道路管理者の都にも協議を
しているところです」旨回答がありました。

Ｅメール君

晴海二丁目にある車道は幅が狭いことから横断歩道
ではなく車道を横断する歩行者が絶えません。路上 月島警察署より「今後の交通量の変化などの推移を
3 27 に駐停車している車もあり死角ができるため危険な 注視して、道路管理者である中央区との連携に努め
状況が頻発しています。ガードレールの設置を検討 ていきます」旨回答がありました。
してください。

Ｅメール君
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その他（６件）
東京地下鉄株式会社から「①台風や大雨による浸水
東京メトロ築地駅出入口の道路と接する部分の段差
への備えとして歩道よりも出口を一段高くしてお
で夜に転倒しました。①出入口と道路の間に傾斜を
4 26
り、段差の端は色を変えて識別できるようにしてい
つけるなど改善してください。②駅の改札階と道路
ます。②エレベーター設置に向けて今後関係機関と
面の間にエレベーターを通してください。
協議を進めていきます」旨回答がありました。

広聴はがき

常盤橋の工事の騒音や振動で貸しビル・貸し住宅の
退去が発生し生活が苦しくなったり経営悪化により
千代田区の工事のため、投書者了解のもと、同区に
6 9 会社倒産の可能性があります。公共工事での近隣へ
対応を依頼した。
の補償や減税（都税、住民税など）、工事期間中の
借り上げなど考慮してもらえませんか。

Ｅメール君

消防吏員の労働条件などの改善が達成され人間らし
い労働条件の下、重大な職務専念義務を貫徹され 東京消防庁から「都単独ではなく総務省で検討中の
8 9 ワークライフバランスを保った上で活躍されること 事項であるため、東京消防庁としてはその決定に従
を願ってやみません。消防吏員に労働基本権である います」旨回答がありました。
団結権を与えることを要望します。

Ｅメール君

当該場所を管理する都道路整備保全公社から「当該
佃大橋下の駐車場に夜間スケートボードをする若者 場所は、新月陸橋の補修工事の際の工事車両用駐車
11 11 が集まり音が響きとてもうるさく迷惑です。人が入 場です。調査の結果、これまでのロープによる簡易
れないようにしてください。
の閉鎖をバリケードによる閉鎖に変更し、敷地内に
入れないよう対応しました」旨回答がありました。

Ｅメール君

中央通りの歩道にはパンジーを植えてありますが、
足元なのでほとんど見えません。次のとおり改善 東京国道事務所品川出張所から「ご提案いただいた
3 2 し、もっと美しくしてください。①桜の木を植え 内容については参考にさせていただきます」旨回答
る。②ヨーロッパのようにポールを立ててハンギン がありました。
グバスケットを吊るす。

広聴はがき

銀座中央通りの歩道を目の不自由な女性が白杖を使
いながら新橋に向かって歩いていましたが、歩道と 東京国道事務所品川出張所から「今後の歩道補修の
3 10 車道の境い目が分からず信号も見えないまま渡って タイミングに合わせ、横断歩道と分かるような工夫
しまいました。たまたま車は来ませんでしたがこの を検討する」旨回答がありました。
ままでは危険です。改善してください。

Ｅメール君
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４

要望・陳情書年度別所管別受付件数
所管

平成２８年度 平成２７年度 平成２６年度

企

画

部

8

4

8

総

務

部

2

2

1

防 災 危 機
管 理 室

0

0

0

区

部

1

1

4

福祉保健部

3

1

0

高齢者施策
推 進 室

0

0

1

保

所

5

1

1

環境土木部

3

0

8

都市整備部

8

0

0

教育委員会
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５

要望・陳情書件名一覧
月 日

件

名

所管部

「全国部落調査 復刻版」発行・出版禁止、インターネットサイトの閉
4 14
企画部
鎖にむけた要請書
5

9

保育基準の切り下げなどの規制緩和ではなく、安心、安全の認可保育所
福祉保健部
の増設を求める要望書

6 15 ヘイトスピーチの無い平和な社会の構築を求める要望書
6 29

要請書（中央区におきまして、骨髄移植ドナーへの支援制度を制定して
福祉保健部
ください。）

6 30 要望書（子どものＢ型ワクチン接種助成制度の拡充を求めます）
8 10

企画部

保健所

中央区の自転車走行空間の確保と自転車ネットワーク計画・整備等につ
環境土木部
いての要請書

8 19 中央区における、バランスの取れた受動喫煙防止対策を求める陳情

保健所

8 22

東京都中央区における、バランスのとれた受動喫煙防止対策を求める陳
保健所
情

8 23

区民の健康増進と２０２０東京オリンピク・パラリンピックにむけて受
保健所
動喫煙防止条例の早期制定を求める要望

8 25

ホームドアの早期設置などの安全対策やバリアフリー化の更なる促進を
環境土木部
求める要望書

8 30 中央区における受動喫煙防止に関する陳情

保健所

2

中央区基本構想審議会 第２回起草委員会において区民が傍聴すること
企画部
を可能にすることのお願いについて（要望書）

9 16

小規模企業振興基本法に基づき、中小業者への施策を拡充し、地域経済
区民部
の振興を求める要請書

9

9 26 平成２９年度中央区議会自由民主党議員団政策要望書

企画部

9 26 ２０１７年度中央区予算編成に関する予算要望書

企画部

10 17

公共サービス・公共調達に関わるすべての勤労者への政策充実を求める
総務部
懇談の申し入れ

10 28

高齢期の年金・保健・医療・介護・福祉・就労の充実を求める高齢者全
福祉保健部
都共同要請行動申し入れ

11

9 平成２９年度

中央区予算に対する政策要望

12 26 築地市場跡地に関する陳情

企画部
企画部

1 11 都市計画手続きに関する不同意書

都市整備部

1 11 都市計画手続きに関する不同意書

都市整備部

1 11 都市計画手続きに関する不同意書

都市整備部

1 11 都市計画手続きに関する不同意書

都市整備部

1 11 都市計画手続きに関する不同意書

都市整備部

1 11 都市計画手続きに関する不同意書

都市整備部

1 11 都市計画手続きに関する不同意書

都市整備部

1 11 都市計画手続きに関する不同意書

都市整備部

2 14 自家用車を利用した運送方法の拡大に慎重な対応を求める要請書

環境土木部

2 23 要請書（区内事業所に働く労働者のための施策について）

企画部

3

２０１７年度「給与所得等に係る市町村民税・道府県民税特別徴収税額
2 の決定・変更通知書（特別徴収義務者用）」への個人番号記載の中止を 総務部
求める陳情書
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Ⅳ

施 設 広 聴 会

中央区観光情報センター
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施設広聴会
区内在住・在勤者で構成された５名以上２０名以内の団体を対象に、区内の公共施
設の見学などを実施し、区政や区に対する理解を深めてもらうとともに、見学後に施
設などに対するアンケートをお願いし、関係部署に報告することで施設管理・運営の
改善に役立てています。

（１）第１回
・日

時

平成２８年１１月２４日（木）午前１１時～正午

・見学施設

築地魚河岸

・参加団体

茅場町二・三丁目地区ふれあい福祉委員会

・参加者数

１６人

・施設見学の主な感想
○雨の日でもほとんど濡れずに買い物ができ、新鮮な魚介類が少量で安く買える
ので、これからも利用しようと思います。
○施設のコンセプトを伺い、とても意義深く感じました。
○雨天時に屋上スペースが全く機能していないのがもったいないと感じました。
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Ⅴ

区 政 モ ニ タ ー

日本橋シティトレッシング
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１

平成２８年度 区政モニターの構成
地域

京橋地域

日本橋地域

月島地域

種別
合

性

年

計
(内再任12人)

計

４

１３

１３

３０

男

１

４

８

１３

女

３

９

５

１７

20 歳 代

０

０

０

０

30 歳 代

２

１

２

５

40 歳 代

２

０

２

４

50 歳 代

０

４

１

５

60 歳 代

０

４

２

６

70歳以上

０

４

６

１０

会 社 員

１

３

４

８

自 営 業

２

２

１

５

主

婦

１

４

１

６

学

生

０

０

０

０

そ の 他

０

４

７

１１

別

齢

別

職
業
別
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２

会議

（１）

第１回 区政モニター会議

＜昼間＞（委嘱式）

日 時

平成２８年５月１２日（木）

場 所

区役所８階

出席者

区政モニター

（２）

午後２時～４時

大会議室
１７人

第１回 区政モニター会議

区側

＜夜間＞（委嘱式）

日 時

平成２８年５月１２日（木）

場 所

区役所８階

出席者

区政モニター

（３）

１２人

第２回 区政モニター会議

区側

場 所

区役所別館７階

テーマ

大地震に備えて

講 師

防災危機管理室防災課長

出席者

区政モニター

第２回 区政モニター会議

午後２時～４時

Ｂ会議室

俣野

修一

１４人
＜夜間＞（ご意見をうかがう会）

日 時

平成２８年７月２８日（木）

場 所

区役所別館７階

テーマ

大地震に備えて

講 師

防災危機管理室防災課長

出席者

区政モニター

第３回 区政モニター会議

区長、副区長、企画部長

＜昼間＞（ご意見をうかがう会）

平成２８年７月２８日（木）

（５）

午後６時30分～８時30分

大会議室

日 時

（４）

区長、副区長、企画部長

午後６時３０分～８時３０分

Ｂ会議室

俣野

修一

１１人
＜昼間＞（ご意見をうかがう会）

日 時

平成２８年１１月１日（火）

場 所

区役所別館６階

テーマ

２０２０年に向けた中央区の取組

講 師

企画部オリンピック・パラリンピック調整担当課長

出席者

区政モニター

（６）

第３回 区政モニター会議

午後２時～４時

Ａ会議室

早川

秀樹

１３人
＜夜間＞（ご意見をうかがう会）

日 時

平成２８年１１月１日（火）

午後６時３０分～８時３０分

場 所

区役所別館６階

テーマ

２０２０年に向けた中央区の取組

講 師

企画部オリンピック・パラリンピック調整担当課長

出席者

区政モニター

Ａ会議室

早川

秀樹

１１人
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（７）

第４回 区政モニター会議

＜昼間＞（ご意見をうかがう会）

日 時

平成２８年１２月２０日（火）

場 所

区役所８階

テーマ

中央区の清掃リサイクル事業

講 師

環境土木部中央清掃事務所長

出席者

区政モニター

（８）

第一会議室

竹内

一正

１４人

第４回 区政モニター会議

＜夜間＞（ご意見をうかがう会）

日 時

平成２８年１２月２０日（火）

場 所

区役所８階

テーマ

中央区の清掃リサイクル事業

講 師

環境土木部中央清掃事務所長

出席者

区政モニター

（９）

午後２時～４時

午後６時３０分～８時３０分

第一会議室

竹内

一正

１２人

第５回 区政モニター会議 （全体会）

日 時

平成２９年２月１５日（水）

場 所

区役所８階

テーマ

区政全般について

出席者

区政モニター
区側

午前１０時～１２時

大会議室

２０人

区長、副区長、教育長、企画部長、総務部長、防災危機管理室長、
区民部長、福祉保健部長、高齢者施策推進室長、保健所長、環境土
木部長、都市整備部長、教育委員会事務局次長
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＜第５回 区政モニター会議
○

質疑内容＞

オリンピックのボランティアについて

（問）一区民として大会を盛り上げるためにも、ぜひ東京２０２０大会のボランティ
アに参加したいのですが、現在決まっているボランティア活動および募集状況に
ついて教えてください。
（回答）
東京２０２０年大会のボランティアについては、まず全国的なものとして、大
会組織委員会が募集・運営する「大会ボランティア」があります。これは会場や
選手村の案内・誘導・受付業務などを行う予定です。また東京都が募集・運営す
る「都市ボランティア」があり、これは空港・主要駅・観光地における案内活動
を行う予定です。「大会ボランティア」は８万人、「都市ボランティア」は１万
人を募集予定で、募集開始時期は平成３０年夏ごろと聞いています。
区においても、本年１月２６日のオリンピック・パラリンピック区民協議会に
てボランティア部会が設置され、今後、ここが中心となって、観光・福祉・国際
交流などの幅広い分野で区民のボランティア活動の推進体制が検討されます。区
としても、２０２０年大会を契機に、区内のボランティア活動が活性化し、ボラ
ンティア文化が根づくように取り組んでいきたいと考えています。

○

地震発生時の船の活用について

（問）今後３０年のうちに首都直下型地震の発生が予想されています。もし地震が起こ
れば、中央区においては、揺れに対する恐怖、液状化現象、橋の落下という最悪の
事態も予想されます。その場合に備え、船の活用に政策を向けてはどうかと思いま
す。事前に船主との話し合いや船着場の整備を進めていただきたいと思います。
（回答）
区内の橋の耐震補強工事はおおむね完了していますが、震災時、万が一、橋の落
下や道路に重大な支障が生じた場合には、負傷者の搬送、生活必需物資の輸送に多
大な影響が生じることが考えられます。これらに対する対策としては、区も、ご提
案のとおり、水上交通網を活用した防災対策は有効と認識しています。現在、区と
水上バスの運営者である東京都公園協会、船舶を保有する事業者と連携して、総合
防災訓練の中で船着場での輸送訓練を実施しています。東京都におきましては、今
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後、防災船着場３カ所の追加整備を計画しています。東京2020年大会を踏まえた来
客の方々も非常に多くなると思うので、そうした社会経済活動に支障が生じないよ
うに、老朽化しているインフラの改善、水上交通の活用などを行いながら、災害に
強い安全で安心なまちづくりに今後も取り組んでまいりたいと考えております。

３ 施設見学会
①場 所：京橋図書館・銀座四丁目公共駐車場内駐輪場・京華スクエア防災拠点
日 時：平成２８年６月８日（水）

午後２時～午後４時
午後６時30分～午後８時30分

参加者：２９名（アンケート回答２２名）

②場 所：協働ステーション中央・総合スポーツセンター
日 時：平成２８年９月７日（水）

午後２時～午後４時
午後６時30分～午後８時30分

参加者：２４名（アンケート回答２２名）

③場 所：中央防波堤埋立処分場
日 時：平成２８年11月８日（火）

午後１時～午後４時

平成２８年11月９日（水）

午後１時～午後４時

参加者：２４名（アンケート回答２０名）

【アンケート調査結果の概要】
①－１

京橋図書館

問１ 問題がある、改善すべきであると思うこと
○ 図書館のバリアフリー化が必要だと思いました。車椅子や視覚障害者にとっては
狭く、階段が多いです。
○ 区内に図書館が３館しかないのは不便だと感じました。
○ 古い建物なので耐震性が心配なこと、子どもが利用しやすい雰囲気作りや子ども
向けの本を充実させる必要性を感じました。
問２ 改善に向けて区が取り組むべきであると考えること
○ 貴重な資料を若年層にも有効に活用してもらうため、小・中・高校生を対象とし
た見学・説明会を定期的に開催したらどうでしょうか。
○ 運営について他の自治体から多くを学ぶべきだと思います。
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○ 図書館の地下が利用できることはあまり知られていないのではないかと思うの
で、広報などで紹介したらいいと思います。
問３ 施設見学会の感想
○ 立ち入ることのできない場所を見学するのではなく、普段利用している方が行く
場所を見学したいと思いました。
○ 質問の時間がほとんどなく、参加者が聞きたいことをほとんど聞けなかったので
はないですか。
○ 建物そのものにも価値があると思うので、今後も残していってほしいです。

①－２

銀座四丁目公共駐車場内駐輪場

問１ 問題がある、改善すべきであると思うこと
○ 企業との連携を今後も進めてほしいと思いました。
○ あまり区民が知らないように思いました。
○ 中央区ＨＰの駐輪場一覧に記載がないので、連携すべきだと思いました。
問２ 改善に向けて区が取り組むべきであると考えること
○ もっとＰＲをしてほしいと思いました。
○ 放置自転車の取り締まり強化。
○ 駐輪場を一括してデータベース化してほしいです。
問３ 施設見学会の感想
○ 料金体系も適切だと思いました。今後増えていくことを期待します。
○ 区と民間企業が協力し合ってできるプロジェクトはいいことだと思いました。
○ 施設見学を行う際は、利用者の迷惑にならない場所で行うべきだと思いました。

①－３

京華スクエア防災拠点

問１ 問題がある、改善すべきであると思うこと
○ 日頃の訓練の大切さがわかりました。
○ 防災拠点になっている建物も耐震化されているのか、疑問を持ちました。
○ 昼間人口に対応できるのかが疑問でした。
問２ 改善に向けて区が取り組むべきであると考えること
○ 日頃から区民の方々に考えてもらう機会を作ることが大切だと思います。
○ 企業内で自助の準備や訓練をやってもらえるように働きかけること。
○ 防災訓練は少なくとも年２回行うようにすべきだと思います。
問３ 施設見学会の感想
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○ 今まで知らなかったことを知ることができて大変有意義でした。
○ もう少し時間をかけて、ゆっくりと説明を受けたかったです。
○ 防災訓練には今後参加しなければ、と意識が高まりました。

②－１協働ステーション中央
問１ 問題がある、改善すべきであると思うこと
○ 理念は理解できるが、区民への周知など改善の余地があると思います。
○

「協働とは何か」を伺ったが、あまり理解が深まりませんでした。

○ 入口が分かりづらく、また、入口の照明も暗いため、開館しているのかどうか不
安になり、入りづらかったです。
問２ 改善に向けて区が取り組むべきであると考えること
○ 交通アクセスの利便性向上に取り組むべきだと思います。
○ もっと積極的に広報すべきだと思います。
○ 他の施設との連携を検討したらどうでしょうか。
問３ 施設見学会の感想
○ なぜこの施設を見学することになったのか教えてほしかったです。
○ 施設見学・質疑応答をそれぞれ３０分で終わらせるのは無理があったと思います。
○ 協働ステーションの存在自体知らなかったので、知ることができてよかったです。

②－２

総合スポーツセンター

問１ 問題がある、改善すべきであると思うこと
○ 誰でも自由に簡単に入って来られる分、警備について不安を感じました。
○ 施設全体のバランスを見直す時期に来ていると思います。
○ 災害時には一時避難場所になるので、建物の安全性確保が必要であると思います。
問２ 改善に向けて区が取り組むべきであると考えること
○ 外国人が利用しやすくすべきだと思いました。
○ どんなことを行っているのか色々と知りたいので、区報などに掲載してほしいと
思います。
○ 順番を考えて修繕をしてもらえるといいと思います。
問３ 施設見学会の感想
○ プールなど利用しているが、他の施設も充実しており、もっと活用したいと感じ
ました。
○

近くに住んでいても館全部を見ることはないので、知らないところがあり、参
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加してよかったです。
○ 事業者の話が聞けてよかったです。

③ 中央防波堤埋立処分場
問１ 問題がある、改善すべきであると思うこと
○ ごみを減らすことが、緊急・最優先であると感じました。
○ 人手を要するベッドなどのごみの処理については改善が必要だと思いました。
○ ごみを埋め立てられる場所に限界があることを、住民が知らないことに問題があ
ると思いました。
問２ 改善に向けて区が取り組むべきであると考えること
○ ごみの減量化を進めるためにも、施設の見学を周知した方がいいと思います。
○ ごみを身近に感じさせる工夫が必要だと感じます。
○ 将来的に埋立処分場がいっぱいになったら、他に場所がないことを改めて周知す
るのもいいのではないかと思いました。
問３ 施設見学会の感想
○ 実際に自分の目で見て感じることで、理解を深めることができたと思います。
○ モニターに参加しなければ見学できなかったと思うので、とても有意義でした。
○ 少し質問の時間が持てれば、もっと良かったです。

97
平成28年度広聴の記録

４

「モニター通信」年度別所管別受付件数
所

管 平成２８年度 平成２７年度 平成２６年度

企

画

部

1

3

4

総

務

部

0

1

0

防 災 危 機
管 理 室

0

1

1

区

部

2

6

5

福祉保健部

2

5

1

高齢者施策
推 進 室

3

0

4

保

所

0

1

1

環境土木部

3

8

5

都市整備部

2

3

2

教育委員会
事 務 局

5

7

3

議 会 局 等

0

0

0

東

京

都

0

0

0

警

察

署

0

3

0

そ

の

他

0

0

0

18

38

26

民

健

計

平成２８年度
平成２７年度
平成２６年度

10

0
企
画
部

総
務
部

防
管
災
理
危
室
機

区
民
部

福
祉
保
健
部

高
推齢
進者
室施
策

保
健
所
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環
境
土
木
部

都
市
整
備
部

教
事育
務委
局員
会

議
会
局
等

東
京
都

警
察
署

そ
の
他

５

「モニター通信」事例（要約）

月 日

内

容

対

応

企画部（１件）
中央区基本構想審議会委員に障害者の代表がいないの
はなぜですか。不在のまま審議会を進めるのですか。
5 23
参画させなかった理由などを教えてください。障害者
差別解消法の視点からも検討してください。

障害分野全般に精通している実務家や社会福祉の専門
家、公募区民の方などを委員として選定し、区の附属
機関等構成員選任委員会に諮って決定しております。
今後、パブリックコメントやシンポジウムなどを予定
しており、広くご意見を聞いてまいります。

区民部（２件）
災害時に福祉避難場所となる月島区民センターの①エ
レベーターのバリアフリー再点検②１階エレベーター
5 23
前の点字ブロック上のカーペット見直し③入口に誘導
チャイムの設置をお願いします。

①到着音のない旧型エレベ－タ－で、直ちに改修でき
ませんが、当面、１階常駐の警備員の誘導などにより
対応します。②雨天時用のカーペットが置かれたまま
でしたので、直ちに取り外しました。③入り口２カ所
に早急に設置します。

プリエール合唱団の高学年練習場所が区外で固定して
いるため学校音楽室使用などの区施設提供をお願いで
6 15 きませんか。また、高学年以上の練習では都外へ通う
機会も多く送迎バスのチャーターなど周辺サポートの
相談に乗っていただけませんか。

練習場所は、団体からのご要望に基づき、区と団体で
協議を重ねた結果、現在の教育施設などを提供してお
り、可能な限りのご協力をしています。送迎バスの運
行などのサポートは、団体が自主的に解決すべき問題
であり、公平性の観点からも困難です。

福祉保健部（２件）
子どもの発熱で休日応急診療所を受診したら、担当医
師に「小児科ではないから診ない」と言われました。
2 13 日曜や祝日の小児科受診環境の改善を希望します。平
日準夜間の小児科診療のように、聖路加国際病院に委
託できませんか。

休日応急診療所の対応についておわびします。業務を
受託する地区医師会に対し詳細な調査と接遇の改善を
求めていきます。なお、聖路加国際病院は重症患者へ
の対応を担っているため、休日の外来診療については
現行の体制が基本となります。

認可保育園入園を待機しながら無認可保育園やベビー
シッターを利用する家庭は大きな負担に不安や不公平
2 15 感を持っています。月５０００円や１万円といった補
助を検討できませんか。働く女性は毎月住民税を収め
ており理不尽な金額ではないはずです。

保育料の補助は、職員配置や施設面などの要件を満た
す都認証保育園のみとしています。ご提案は採用でき
ませんが、認可外保育施設などの利用者については、
認可保育園入園の利用調整で、基本点数に加算を行う
などの配慮を行っています。

高齢者施策推進室（３件）
区広報紙の「６０歳からのゆうゆう講座」記事に安
全、迷惑、不適当の理由で受講を断るということが書
5 23 かれています。３年前別の区の講座をこの理由で断ら
れたことがあります。障害者や弱者のことではないの
であれば具体的に書いてください。

身体を動かす講座で健康面で安全に支障がある場合や
講座の進行を妨げるような迷惑行為、公序良俗に反す
る不適切な行為があった場合に、受講者の健康と安全
確保などの面からその旨記載していますが、誤解を招
く表現は見直していきます。

災害時に福祉避難場所となる月島区民センターのエレ
ベーターのバリアフリー再点検や点字ブロックの整備
5 23
は、災害が起きてから実施するのは難しいため、平常
時から準備したほうがいいと思います。

供覧しました。

敬老館を３カ所利用していますが職員の熱心さが違う
ように思いますので、次の改善をお願いします。①写
9 21 真付き職員紹介の掲示②満足度の低い委託事業者の変
更③勝どき敬老館の喫煙室の撤去④他館情報のコピー
配布⑤行き届いた清掃の実施

①検討します。②３館同一の指定管理者であり、アン
ケート結果も３館ほぼ同じ満足度です。③脱臭機を設
置しました。④希望者にコピーをお渡しします。⑤日
常清掃や定期清掃などを行っていますが、職員の巡回
時にさらに注意を払っていきます。
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月 日

内

容

対

応

環境土木部（３件）
佃公園、隅田川サテライト、銀座東公園などのどこの
公園でもたばこの煙で煙っています。公園の一部でも
5 25
煙は風によって全面に広がります。区民の健康を守る
ために公園内では全面禁煙にしてください。

公園の喫煙対策として、灰皿の設置場所に配慮してい
るほか、喫煙場所の集約や灰皿周辺をプランターで囲
うなどを行っています。現在、公園での全面禁煙の予
定はありませんが、風向きなども考慮した分煙化環境
の検討も行っていきます。

箱崎の高速道路出入り口下の公園通路の横に山積みに
された路上生活者の荷物があります。汚いので処分し
7 4 てください。また、自転車に違反シールを貼っていま
すが広い場所で邪魔にならなければ必要ないと思いま
す。

箱崎川第一公園の放置物件は、パトロールを行い警告
書を貼付しました。一定期間経過後も放置のまま所有
者不明の場合は、撤去します。放置自転車は、違法で
苦情もありますので、警告シールを貼付して取り締ま
りを行っています。ご理解をお願いします。

東京駅が、放置自転車のワースト５位と発表されまし
た。条例で駐輪禁止の特別地区を指定し、違反自転車
7 5 の強制撤去、高額違反管理料の設定をして取り締まる
ほか、自転車を歩道乗り入れ禁止にして歩行者の安全
を守るようにしてください。

八重洲通り南側など東京駅周辺の一部区域を放置禁止
区域に指定して、即日撤去（一律の手数料徴収）して
おり、今後、北側も指定を図っていきます。自転車の
走行空間は、国や都、警察と検討を進めており、今
後、自転車レーンなどの整備を進めていきます。

都市整備部（２件）
日本橋本町のマンション裏の道路に放置されたバイク
や自転車が増えています。警察に相談しましたが私道
7 4 のため対応できないようです。バイクも増えて簡単に
移動できずに困っています。区から管理者に対して申
し入れしていただけないでしょうか。

現地確認後、管理会社に対し、法的根拠はないものの
建築基準法上の２項道路上に駐輪が続いている状態は
趣旨として好ましくないことを説明したところ、貼り
紙などの表示による対応を行う旨回答があった。この
旨提出者に連絡し、了解を得た。

日本橋本町のマンション裏の道路に放置されたバイク
や自転車が増えて困っていた件について、６月２９日
9 21 付けで区に対応を依頼しました。今では１台も違反が
なくなり、おかげさまで助かりました。建築課担当者
によろしくお伝えください。

供覧しました。

教育委員会事務局（５件）
災害時に福祉避難場所となる、月島区民センターの３
5 23 階エレベーター前から月島図書館受付までの点字ブ
ロック設置をお願いします。

ご不便をおかけして申し訳ありません。これまで、エ
レベ－タ－の扉とカウンターが対面に位置するため職
員がお声がけするなどの対応をしてきましたが、より
多くの方が快適に図書館をご利用になれるよう、点字
タイルを早急に設置していきます。

視覚に障害がありますが区立図書館のＣＤを借りるた
めの手がかりがないため、ＣＤタイトルを読み録音し
5 25
た声の目録を作成し配布してください。点字図書館で
は声のＣＤ図書目録を作成しています。

ご希望については、所要時間や費用の点から難しい状
況です。当面、区立図書館で行っている「対面朗読ボ
ランティアによる視覚障害者の方への朗読」の機会を
活用し、ボランティアによる読み上げなどで対応させ
ていただきます。ご理解をお願いします。

保育園保護者として近隣学区や特認校などの公開情報
をより身近に得たいと思います。半年間の公開予定や
6 15 公開行事など配布物などで知る機会を増やしてほし
い。情報収集に不便を感じていますので学校について
知る機会を増やしてほしい。

ご意見の情報は、区や各校のホームページ、教育広報
誌「かがやき」（区内保育園にも配布）や「区立小学
校案内」（新一年生の世帯に配布）などでお知らせし
ていますが、区のホームページについては、よりわか
りやすくお伝えできるよう検討していきます。

給食費の未納入対策としてどのように取り組んでいま
すか。入学時から銀行引き落としにしているのでしょ
7 4
うか。収めてくれないときは給食を食べさせないこと
はできるのでしょうか。

納付は、口座振替としています。未納金が発生した場
合には、保護者に支払いを督促しますが、納付が見込
まれない場合、面談を行い、経済的理由によるもの
は、就学援助費等の事業案内もします。給食は、学校
給食の役割上、未納者へも提供します。

京橋図書館に入るなり、子どもが「臭いから行きたく
ない亅と言うくらい強い異臭を感じました。夏休みの
8 2 課題で読書や読書感想文などもあり、活用したい時期
です。至急改善するか、子ども図書館の一時移設など
早急に対応をお願いします。

京橋図書館では、施設の老朽化などさまざまな要因に
より臭いが発生することもあり、脱臭装置などで防臭
対策を行っています。悪臭などのご意見には早急な対
応に努めていますので、職員までお声がけをお願いし
ます。
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