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当たっては、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、区長への手紙、区政への提案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、令和元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。
令和３年１月
中央区企画部広報課
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Ⅰ

広聴事業のあらまし

こども歌舞伎 新富座

－ 1 －

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
区民など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。
令和元年度

２

問い合わせ

67,399件

区民相談

1,698件

法律相談

816件

人権擁護相談

１件

国の行政相談

17件

意見・要望・提案・陳情
区では、区民など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、区民など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。
令和元年度

区長への手紙

745件

要望・陳情書

31件

また、区民などから、創意工夫に基づく建設的な区政への提案を広く募集し、その
内容を区政に生かすことにより、区民などの区政への参画と区民福祉の向上に資する
制度として平成30年５月から「区政への提案」を実施しています。
令和元年度
（内訳：受理

区政への提案

提出件数

27件

３件、不受理

７件、区長への手紙として対応

17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、団体が希望する区内の
公共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
－ 3 －

令和元年度

広聴の記録

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。
令和元年度

０件

《調査広聴》
区政世論調査
区民の生活環境に対する意識、本区施策への評価および区政への意見・要望を把握
し、今後の行政施策の参考資料とするため、昭和40年度から実施しています。令和元
年度も区内に在住する満18歳以上の男女個人（外国人区民を除く）を対象に2,000人を
無作為抽出し、郵送、アンケート方式による第49回区政世論調査を実施しました。

令和元年度

広聴の記録

－ 4 －

Ⅱ

各 種 相 談

大江戸まつり盆おどり大会

－ 5 －

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、問い

合わせや相談に応じており、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。
令和元年度の問合せ件数(案内含む)は67,399件です。問合せ件数を事項別に見ると
「住民記録」が14,310件(21.2％)で最も多く、次いで「戸籍」が8,999件(13.4％)、
「国保・年金等」5,391件(8.0％)、「税務」5,210件(7.7％)、以下、「印鑑証明」、
「子育て支援」、「建築」の順になっています。
相談件数は1,698件、相談件数を事項別に見ると「相続・遺言」が213件(12.5％)で最も
多く、次いで「家庭」が120件(7.1％)、「土地・建物」が112件(6.6％)、「借地・借家」
が61件(3.6％)、以下、「金銭貸借」、「損害賠償」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。

－ 7 －

令和元年度

広聴の記録

令和元年度 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
通常

総
務

区

民

福
祉
保
健

税務関係

電話

通常

計

計
計

延長

11

5,210

2

5

7

5,098

119

5,217

防災

885

2

2

889

1

1

2

889

2

891

戸籍

8,766

228

5

8,999

36

3

39

8,810

228

9,038

13,919

386

5 14,310

3

1

印鑑証明

2,925

57

2,982

3

消費生活

219

3

222

1

商工・融資・観光協会

969

7

5

981

地域振興（区民施設等）

250

2

1

253

文化・生涯・スポーツ

552

21

3

576

障害者・生活支援

1,081

9

5

1,095

3

高齢福祉・介護

1,253

6

7

1,266

1

国保・年金等

5,286

100

5

5,391

子育て支援（保育園等）

2,236

41

2

2,279

455

3

3

461

住民記録（外人登録等）

4 13,928

386 14,314

3

2,928

57

2,985

1

2

224

1

1

975

7

982

251

2

253

555

21

576

3

1,089

9

1,098

2

3

1,263

6

1,269

5

2

7

5,298

100

5,398

1

1

2

2,240

41

2,281

458

3

461

224

697

11

10

718

1

2

3

710

11

721

清掃

168

1

10

179

1

1

2

180

1

181

公害・環境

579

7

586

1

3

4

590

590

70

1

71

1

1

72

72

6

1,828

1,827

1

139

139

1

437

土木管理

都
市
整
備

来庁

合

119

保健所（保健・衛生）

土
木

計

電話

延長

談

5,080

その他・保健福祉関係

環
境

相

（単位：件）

道路・公園

1,821

交通安全（駐輪場等）

138

住宅

432

都市計画

580

4

1

1

2

580

1,828
139

4

580

439
580

2

176

1

1

177

1,872

1

3

1,876

2

2

1,877

1

1,878

教育委員会

1,007

4

3

1,014

1

1

1,011

4

1,015

の

174

435

1

建築

そ

まちづくり

1

家庭

4

32

36

16

104

120

156

156

金銭貸借

7

23

30

6

54

60

90

90

相続・遺言

20

46

66

37

176

213

279

279

土地・建物

16

30

46

23

89

112

158

158

借地・借家

9

10

19

11

50

61

80

80

登記

4

法務・訴訟

4

4

労働
損害賠償
他

177

4

10

10

14

14

4

8

7

27

34

42

42

4

4

8

26

34

38

38

12

16

4

48

52

68

68

3

3

285

4

289

199

1

200

131

4

135

国関係

278

4

4

286

東京都関係

190

1

9

200

警察・消防関係

129

4

1

134

1

13,226

256

550 14,032

297

612

909 14,685

256 14,941

65,305

1268

826 67,399

471

1,227

1,698 67,829

1,268 69,097

その他
合

令和元年度

計

広聴の記録

－ 8 －

1

区 民 相 談 年 度 別 取 扱 件 数 （ 上 位 10位 ）

令和元年度総件数
相談事項

1 相続・遺言
2 家庭
3 土地・建物
4 借地・借家
5 金銭貸借
6 損害賠償
7 戸籍
8 法務・訴訟
9 労働
10 登記

件数

1,698
比率

213

12.5%

120

7.1%

112

6.6%

61

3.6%

60

3.5%

52

3.1%

39

2.3%

34

2.0%

34

2.0%

10

0.6%

平成30年度総件数
相談事項

件数

相続・遺言
土地・建物
家庭
金銭貸借
戸籍
借地・借家
法務・訴訟
損害賠償
労働
税務関係

－ 9 －

1,468
比率

平成29年度総件数
相談事項
相続・遺言

235

16.0%

112

7.6%

95

6.5%

69

4.7%

48

3.3%

43

2.9%

38

2.6%

34

2.3%

27

1.8%

18

住民記録（外
1.2% 国人登録等）

戸籍
土地・建物
家庭
金銭貸借
借地・借家
法務・訴訟
労働
損害賠償

件数

1,557
比率

258

16.6%

107

6.9%

105

6.7%

97

6.2%

56

3.6%

55

3.5%

40

2.6%

33

2.1%

28

1.8%

27

1.7%

令和元年度

広聴の記録

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。
令和元年度の相談件数は816件で、事項別に見ると「相続・戸籍関係」が202件
(24.8%)と最も多く、次いで土地・建物などの「不動産関係」が190件(23.3%)、「金銭
・商事」が122件(15.0%)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祝日･休日などに当たるときは、翌開庁日に振り替える。

令和元年度

広聴の記録

－ 10 －

法律相談年度別取扱件数
令和元年度

（単位：件）

平成30年度

平成29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

190

23.3%

136

17.8%

157

20.7%

金銭・ 商事 関係

122

15.0%

132

17.3%

127

16.8%

相続・ 戸籍 関係

202

24.8%

208

27.2%

195

25.8%

婚姻・ 離婚 関係

67

8.2%

76

9.9%

76

10.0%

235

28.8%

213

27.8%

202

26.7%

816

100.0%

765

100.0%

757

100.0%

そ

の

他

計

令和元年度
相 談 事 項

法 律 相 談 事 項 別 取 扱 件 数 表（ 単 位 ： 件 ）

区役所
区民相談室

日本橋
特別出張所

月 島
特別出張所

計

土地・建物

46

20

23

89

不
登
記
動
産 借地・借家
明 け 渡 し

7

3

3

13

39

26

15

80

5

1

2

8

2

0

0

2

28

20

13

61

12

4

2

18

24

7

10

41

0

0

1

1

7

1

1

9

0

0

0

0

4

1

0

5

77

41

51

169

商
事
金
銭 金 銭 貸 借
・
商 消費者関係
事 損 害 賠 償
養

子

相 親権・後見
続
扶
養
・
戸
籍
戸
籍
相
続

婚
姻
･
離
婚

そ
の
他

遺

言

6

1

11

18

婚

約

2

1

1

4

内

縁

0

0

0

0

婚

姻

3

1

1

5

離

婚

33

19

6

58

認

知

0

0

0

0

労

働

18

6

4

28

人

権

2

2

0

4

訴 訟 関 係

13

1

3

17

交 通 事 故

5

4

0

9

102

36

39

177

435

195

186

816

そ の 他
計

－ 11 －

令和元年度
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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 》 (令和２年７月１日現在)
氏
山

４

名

本

就

任

隆

平 成 18 年 １ 月 １ 日

小 澤 哲 郎

平 成 20 年 ７ 月 １ 日

渥 美 哲 夫

平 成 21 年 ４ 月 １ 日

平 賀 淳 子

平 成 21 年 ４ 月 １ 日

瀬

徹

平 成 21 年 ４ 月 １ 日

小 林 由 佳

平 成 27 年 ７ 月 １ 日

嶋 田 一 夫

平 成 30 年 ７ 月 １ 日

宮 田 直 紀

平 成 31 年 １ 月 １ 日

髙 畠 希 之

令和２年７月 １日

川

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・処理に当
たっています。
《 行 政 相 談 委 員 名 簿 》 (令和２年７月１日現在)
氏

令和元年度
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名

就

任

長 﨑 良 雄

平 成 15 年 ４ 月 １ 日

平 賀 孝 男

平 成 17 年 ４ 月 １ 日

赤 熊 弥 生

平 成 27 年 ４ 月 １ 日

－ 12 －

Ⅲ

意見・要望・提案・陳情

勝鬨橋

－ 13 －

１

「区長への手紙」
区では、区民など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）・投書種別》
不明
57人
7.7%

区外
64人
8.6%
京橋
160人
21.5%

女性
331人
44.4%

男性
357人
47.9%

性 別

月島
281人
37.7%

地 域別

日本橋
240人
32.2%

（全体＝745人）

（全体＝745人）

投書箱
22件
3.0%
投書
13件
1.7%

３０歳未満
43人
5.8%
不明
193人
25.9%

７０歳以上
72人
9.7%
６０歳代
63人
8.5%

来所
2件
0.3%
電話
37件
5.0%
広聴はがき
149件
20.0%

３０歳代
134人
18.0%

広聴FAX
35件
4.7%

投書種別

年 齢別

４０歳代
150人
20.1%

Eメール君
487件
65.4%

５０歳代
90人
12.1%

（全体＝745人）

（全体＝745人）

－ 15 －

令和元年度

広聴の記録

「区長への手紙」年度別所管別受付件数
所

管

（単位：件）

令和元年度

平成30年度

平成29年度

企

画

部

48

43

25

総

務

部

43

28

18

理

機
室

17

7

6

民

部

63

55

68

福祉保健部

98

56

69

高齢者施策
推
進
室

12

14

17

保

所

32

23

28

環境土木部

222

188

218

都市整備部

48

42

23

教育委員会
事
務
局

94

52

156

議 会 局 等

10

1

4

東

京

都

13

3

5

警

察

署

37

21

24

そ

の

他

8

3

6

745

536

667

防
管

区

災

危

健

計

（単位：件）

300
280

令和元年度

260

平成30年度

240

平成29年度

220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
企
画
部

令和元年度

総
務
部

広聴の記録

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

－ 16 －

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

３
月

「区長への手紙」要約
日

内容

対応

投書種別

企画部（48件）
4

1 ほっとプラザはるみの施設運営継続をお願いしま
す。健康維持や予防医療の観点から、温浴施設を
併設した運動施設は必要です。将来、選手村が住
宅になり人口が増え、施設の稼働率も上がると思
われます。

東京2020大会開催に伴う影響を考慮し、2020年4月
から当分の間休止し、多目的・多機能なサービス
を提供する施設へと転用を図るリニューアルを行 Ｅメール君
います。隣接街区で整備を進め、一般開放を予定
している学校の温水プールをご利用ください。

4

4 中高年の健康維持のためには、ほっとプラザはる
みのプールが必要です。小・中学校のプールで毎
日体を動かせるのでしょうか。現在の利用者の行
き場がなくなります。将来のことも見据えたリ
ニューアル案を希望します。

今回のリニューアルは、多目的・多機能なサービ
スを提供する施設への転用を図ることを目的とし
ています。隣接街区で整備を進め、一般開放予定
である学校の温水プールを利用いただきたいと考
えています。

4

8 10連休中の各公衆浴場営業日を区のおしらせに掲
載してもらえませんか。

10連休中の区施設などの利用案内については「区
のおしらせ」4月11日号に掲載しており、公衆浴場
の営業についても掲載しています。
Ｅメール君

4

9 ほっとプラザはるみはオリンピックが終わった
後、どのような施設になりますか。運動した後に
お風呂がないと風邪を引いてしまいますので、お
風呂だけは作ってください。

東京2020大会後に晴海地区が新たなまちとして生
まれ変わることを踏まえ、さまざまな世代に対応
した多目的・多機能なサービスを提供する施設へ
と転用を図ります。リニューアル後は、温浴施
設・浴室の整備予定はありません。

4

4

広聴はがき

広聴はがき

12 区のおしらせに掲載されている区政への提案制度
の記事を見ましたが、区長への手紙とはどう違う
のですか。提案の方法が複雑で、気軽に提案でき
ないように感じます。結果の記載も分かりにくい
です。この制度に変えた経緯を教えてください。

区政への提案は建設的、具体的妥当性を有する内
容の提案をいただき、区で調査検討する制度で、
結果は年度末にホームページや区のおしらせで公
表します。会議形式で行う区政モニター制度の意
義や効果が希薄になってきたことから、創設しま
した。
16 5年ほど前に、オリンピック選手村の跡地にケア付 供覧しました。
老人ホームの建設をお願いしたところ、3日後に返
事をいただききました。感謝します。

電話

投書箱

4

23 ほっとプラザはるみが、来年春に閉鎖し、リ
ニューアルすると広報紙で見ました。リニューア
ル後は温浴施設がなくなると聞きました。毎日利
用している高齢者もいます。なくさないでくださ
い。

東京2020大会開催に伴う影響を考慮し、2020年4月
から当分の間休止し、多目的・多機能なサービス
を提供する施設へと転用を図るリニューアルを行 広聴はがき
います。隣接街区で整備を進め、一般開放を予定
している学校の温水プールをご利用ください。

4

25 以前いただいた区長への手紙の回答について伺い
ます。①回答が区長名ではなく、部長名だった理
由を教えてください。②いただいた回答に公印が
押されていませんでしたが、区の公式回答でしょ
うか。

①区長への手紙の回答は、区組織条例により区長
から事務の分掌を受けた各部長が、区としての回
答を部長名で答えています。②文書管理規程第37
条2項により公印の押印を省略しています。

7 5月3日に銀座を通過するヘイトスピーチデモが行
われました。警備担当の警官は警告などせず、区
の職員も連携して積極的な抑止に取り組んでいる
様子は見られませんでした。4月1日から都が条例
を施行しましたが、区も積極的に規制すべきだと
考えます。
15 ほっとプラザはるみを利用しています。風呂やサ
ウナの温浴施設で新たな友人とめぐり合いまし
た。高齢者の心のエクササイズのために、温浴施
設を残してください。

ヘイトスピーチに限らずデモ行進の実施は、警察
が許可を行っており、警察が常に監視し、必要に
応じて指導・規制などを行うものです。区として
Ｅメール君
は、都条例の趣旨に沿い適切に対応するととも
に、国や都と協力しながら、差別の無い中央区を
目指します。
東京2020大会開催に伴う影響を考慮し、2020年4月
から当分の間休止し、多目的・多機能なサービス
を提供する施設へと転用を図るリニューアルを行 広聴はがき
います。隣接街区で整備を進め、一般開放を予定
している学校の温水プールをご利用ください。

21 他区では同性パートナーシップ証明書の交付が開
始されていて、制度の創設や理解促進の取り組み
が各地で広がっています。中央区でもなんらかの
形で同性パートナーシップ制度の制度設計に向け
た具体的な議論を進めてもらえませんか。

他自治体のパートナーシップ制度は、注目すべき
ものと受け止めていますが、証明書の法的な実効
性などの課題、婚姻のあり方や家族観など、さま
ざまな意見があると考えられることから、国や
都、他自治体の動向を参考にしながら研究してい
きます。
区として、東京2020組織委員会および都に対し、
区民生活や事業活動への影響を十分に検証し、そ
の影響を最小限に抑える適切な対応策を早期に示
すよう働きかけています。

5

5

5

6

18 2020年の東京オリンピック期間中、隅田川にかか
る三本の橋とも大変な渋滞が予想されます。渋滞
についての対策を検討してください。

－ 17 －

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

令和元年度

広聴の記録

３

「区長への手紙」要約

月 日
内容
6 24 日ごろから東京駅を利用していますが、東京駅前
のタクシー乗り場やバス乗り場などは使い勝手が
よくないと感じています。

6

7

7

対応
東京駅前のタクシー乗り場を管理する「公益財団
法人タクシーセンター」と、東京駅を管理する
「ＪＲ東日本旅客鉄道株式会社」にご意見を伝え
ました。
区長への手紙は、文書や電子メールなどで回答す
ることとしており、すでに各所属にて投稿者に
合った適切な方法で回答をしています。積極的に
電子メールによる回答をするよう庁内の会議で周
知しました。

Ｅメール君

1 オリンピックのイベントに、住吉神社例大祭に出
る八角御輿や獅子頭、町内御輿などの参加を要望
します。地元区民の参加意識が上がると思うの
で、検討をお願いします。

オリンピックイベントとしての実施は、選手村お
よび周辺が規制されることや、宗教的側面を持つ
ものは難しいと東京2020組織委員会から聞いてい
ます。多くの区民の皆さまが大会に参加できる仕
組みづくりに取り組んでいきます。

Ｅメール君

9 ほっとプラザはるみのスポーツ教室に参加して、
体調が良くなりました。ほっとプラザが終了して
も、区内の施設で同様のスポーツ教室を開催して
ください。

ほっとプラザはるみで利用されているスポーツ教
室と同様の筋力や柔軟性の向上を図るスポーツ教
室は、社会教育会館などのさまざまな区施設でも
実施していますのでご利用ください。

16 ほっとプラザはるみを利用しています。来春オリ
ンピックのために一時閉鎖すると聞きましたが、
継続営業をお願いします。

8

5 折り鶴ウェーブのチラシと折り紙をいただきまし
た。裏面に折り方を印刷されたら良いと思いま
す。

本提案については、折り鶴配布用の袋の中に、折
り紙と鶴の折り方説明文を入れることで対応する
予定です。

6 ほっとプラザはるみは、晴海の清掃工場の熱を利
用しているので、清掃工場を残すのなら、ほっと
プラザはるみも残してほしいです。リニューアル
後は小学校のプールが利用できるようですが、温
水プールだからいいということを分かっています
か。
8 折り鶴ウェーブは素敵な取り組みだと思います。
竹紙おりがみで日本の里山のいきものを折るセッ
トを来街者に手渡せば、おもてなしとしてもっと
喜ばれると思います。

ほっとプラザはるみは、多目的・多機能なサービ
スを提供する施設へとリニューアルを行います。
現在、余熱の有効活用も含め、概要案を作成中で
す。温水プールについては、隣接地区で整備を進
め、一般開放を予定している学校の温水プールを
ご利用ください。
ご提案いただいた竹紙の折り紙は来街者に喜ばれ
るものと思いますが、折り鶴ウェーブは発案・企
画段階からボランティア団体などに検討いただ
き、平和への願いとおもてなしの心を折り鶴に込
めて世界に発信していくというコンセプトで進め
られています。
新聞折り込みによる配布は発行日に確実に届けら
れるため実施していますが、近年新聞購読者数が
減少しているため、区施設やコンビニエンススト
アなど区内約170カ所で配布するほか、自力での入
手が困難な高齢の方や障害のある方に個別送付し
ています。
公営として整備する必要性など課題も多く、現状
では火葬場の整備は考えていません。築地市場跡
地は都の「築地まちづくり方針」に基づき開発が
進められる予定であり、また、選手村跡地は全体
の整備計画が具体化し工事が進んでいます。

8

8

9

10

10

Ｅメール君

27 区長への手紙への回答について、メールアドレス
を記載している場合は、コスト削減のため、郵送
ではなくメールで返信すべきだと思います。

7

8

投書種別

21 広報紙の配布方法は、月3回のうち2回が新聞折り
込みですが、新聞を購読していない世帯も多いの
で、公平に広報紙が届く別の方法を検討してくだ
さい。
3 中央区に火葬場が必要だと思います。小規模でい
いので、築地市場跡地か選手村跡地に作ってくだ
さい。

2 ストレッチ、筋肉トレーニングなどをするため、
ほっとプラザはるみに通い、健康維持に努めてい
ます。しかし、来年の3月に改装のため、休止する
と聞きました。今後も区民が運動できる場所を設
けてほしいと願っています。
11 区長への手紙の入力に際して、個人情報の提供を
要求されますが、個人情報の不適切利用が心配で
す。どのように個人情報の不適切利用防止策を実
施していますか。

令和元年度

広聴の記録

投書箱

ほっとプラザはるみは、東京2020大会開催に伴う
影響を考慮し、2020年4月から休止します。併せて
老朽化に伴う改修を機に多目的・多機能なサービ 広聴はがき
スを提供する施設へと転用を図り、2023年4月にリ
ニューアルオープンする予定です。

休止期間中は、ストレッチなどの運動プログラム
を実施している社会教育会館、いきいき館、総合
スポーツセンターのほか、築地社会教育会館のト
レーニング室などをご利用ください。施設改修後
も利用者のニーズに沿った健康増進事業の実施を
検討していきます。
投稿される情報は、ＳＳＬ暗号化通信により保護
されており、パスワードにより保護された専用の
システム内で管理・保管しています。

－ 18 －

Ｅメール君

Ｅメール君

広聴はがき

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

３

「区長への手紙」要約

月 日
内容
10 15 台風19号接近に伴う緊急時にホームページサー
バーがアクセス数に耐えられず、ハザードマッ
プ、避難所情報にアクセスできませんでした。他
自治体ではサイトを切り替える取り組みをしてい
たようなので、ぜひ参考にして改善してくださ
い。
10 16 今回の大規模台風のため避難情報やハザードマッ
プを閲覧しようとしましたが、多くの人が閲覧し
ていたためサイトにアクセスできませんでした。
必要時に見ることができないサイトでは問題があ
ると思います。今後のために検討をお願いしま
す。
11 25 折り鶴ウェーブは素晴らしい取り組みです。折り
鶴を配布する際、丸形のチラシに聖火リレーの
コースなどを印刷し一緒に配布すれば、より外国
人観光客に喜んでもらえるのではないでしょう
か。
11

12

12

12

12

1

1

1

1

26 掲示板で知り防災ラジオを購入したり、図書館で
健康講座を無料で拝聴したりと中央区の施策は気
配りのあるものと感じています。ますます、中央
区が活性化、区民が幸せを感じる街になることを
お祈りします。

対応
区では詳細な原因分析を行うとともに、他自治体
の取り組みも参考にしながら、効果的な解決策の
検討を早急に進めています。また、確実・正確な
情報の発信・伝達は、関係部署と連携を図りなが
ら調査・検討を重ねていきます。
区では詳細な原因分析を行うとともに、効果的な
対応策の導入に向けた検討を進めています。ま
た、緊急時におけるより確実・正確な情報発信・
伝達について、関係部署と連携を図りながら調
査・検討を重ねていきます。
現在、外国人観光客などへの情報発信方法の検討
を進めています。折り鶴を入れる和紙封筒に外国
人観光客などが各種情報にアクセスできるようＱ
Ｒコードを記載し、競技、観光スポットなどを多
言語で提供できる仕組みづくりに取り組んでいま
す。
供覧しました。

供覧しました。

13 中央区に住んで25年、この住み良い場所にて楽し
く過ごしています。これからもよろしくお願いし
ます。

供覧しました。

13 他自治体では、ヘイトスピーチに刑事罰を科す条
例が成立しました。中央区も公の場での迷惑行為
を全面的に禁止し、刑事罰を科するべきです。

区では「ヘイトスピーチ解消法」の趣旨を踏ま
え、ポスターの掲示やチラシの配布などにより広
報・啓発活動を実施し、差別の根絶に取り組んで
きました。今後も、国や都の動向なども参考にし
ながら研究し、差別のない中央区を目指していき
ます。
今後はこのようなことがないよう職員の接遇につ
いて徹底し、適切な説明と案内業務の向上に努
め、区民の皆さまが気持ちよく区役所に訪れてい
ただける相談窓口づくりを推進していきます。

Ｅメール君

広聴はがき

Ｅメール君

広聴はがき

6 広報紙掲載の「パブリックコメント意見募集」記
事を見て、図書館で閲覧できるか広聴係に確認し
たところ、閲覧できないと言われました。区ホー
ムページで改めて確認すると、図書館でも閲覧で
きると記載されていました。なぜこのような回答
をしたのですか。
10 区ホームページに区長への手紙への回答が8月分以
降掲載されていません。季節的な苦情なども考慮
し、定期的に回答の掲載をお願いします。

パブリックコメントの閲覧場所については、意見
募集を行う内容により、閲覧できる場所を追加す
る場合があることから、問い合わせの際に十分に
確認すべきでした。今後はこのようなことがない
よう確認を徹底します。

17 区のおしらせちゅうおう1月11日号に掲載されてい
る記事の中に、メールアドレスだけが隣の記事の
最上部に載っているものがあります。離れている
ため、同じ記事だと思えません。校正の段階で確
認し、読者が見やすい紙面構成をお願いします。

このたびは読みにくいレイアウトとなってしま
い、申し訳ありませんでした。ご指摘いただいた
内容を係内で共有し、見やすい紙面づくりについ
て、再度徹底を図りました。今後も、区民の皆さ
まに信頼いただける広報紙づくりに努めていきま
す。
子どもたちが遊びを通して学べる広い場所を設置
するためには相当の面積が必要であり、遊具など
の設置ニーズも考慮すると、現時点での実現は難
しい状況です。引き続き、公園改修や開発事業に
合わせた外遊びの場の整備・拡充を図っていきま
す。

20 勝どきに住んでいますが、子どもの数に対して、
遊ぶことができる場所が少ないと感じています。
近くに公園はありますが、子どもが集まるため、
広さが足りていません。子どもたちのために遊び
を通して学べる場所を作ってもらえませんか。

Ｅメール君

Ｅメール君

2 日頃スポーツを体験できない障害者のために、障
害者スポーツ体験会が開催されました。安全に参
加できるよう、関係者が的確に対応しており、車
いすや体の不自由な方がスポーツを楽しんでいま
した。ありがとうございます。

23 まごころステーションで土地の境界について相談
をしたところ、こちらの話を聞かずに相談日の案
内をされました。対応を改めてください。

投書種別

区長への手紙の回答は、警察や東京都などの関係
機関に依頼するものもあるため、時間を要する場
合がありますが、今後は定期的に掲載できるよう
改善していきます。

－ 19 －

Ｅメール君

広聴はがき

広聴FAX

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

令和元年度

広聴の記録

３

「区長への手紙」要約

月 日
内容
2 12 オリンピック後に施設を再利用して、子どもたち
が楽しめる音楽ホールを作ってもらえませんか。

2

2

3

3

3

17 ほっとプラザはるみ大規模改修についての住民説
明会が開催されましたが、温浴施設廃止ありきの
ものでした。住民に向き合い、開かれた議論ので
きる検討会を設けるなど、再度説明会のあり方や
方向性について検討してもらえませんか。
27 「わたしの便利帳」は高齢世帯のみへの配布に変
更して、資源の無駄を減らしてほしいです。

2 銀座でデモが行われましたが、区として①デモの
実態を把握していますか。②ヘイトスピーチ問題
解消の責務を負う中央区の今後の対応について教
えてください。③ヘイトスピーチ解消法の趣旨に
鑑み実効的な対策を検討してください。
5 障害のあるパートナーと同棲していますが、以前
は認可されていた助成が、区の方針で今後は認可
されなくなるという説明を受けました。中央区で
はパートナーシップ制度の導入に対して、今後ど
のような考えを持っているのか教えてください。
5 「わたしの便利帳」の冊子は希望者のみ配布し、
それ以外の人には区ホームページで確認してもら
う方が良いのではないでしょうか。コスト削減や
資源の適切な活用を検討してください。

対応
晴海地区将来ビジョンでは、民間ホールの活用や
再開発の機会を捉えた機能誘致が示されていま
す。選手村施設を活用した整備は難しい状況です
が、文化・交流施設を含む新たなまちに必要な機
能誘致を図るため、開発事業者との協議を進めて
いきます。
説明会の内容などに関しては、さまざまな考え方
があるかと思いますが、区はこれまでの経緯や今
後のあり方などについて説明を尽くしたものと考
えます。説明会でのご意見を参考に、利用しやす
い施設となるよう今後の検討を進めていきます。
わたしの便利帳は発行の目的から、現時点では全
戸配布が妥当なものと認識しています。区政情報
の発信についてインターネットの活用を積極的に
推進し、紙媒体の発行に当たっては必要部数を精
査し、無駄のない確実・迅速な情報伝達に努めて
いきます。
①現地に職員を派遣し状況確認をしています。②
デモの発言など詳細を確認し、必要に応じて都へ
の申出を行うなど適切に対応します。③国や都と
協力しながら民族・国籍等の違いを越え互いの人
権を尊重し合う、差別のない中央区を目指しま
す。
本区は多様な「性」があることを知るきかっけと
なるようトークショーなどの事業実施や、各種申
請書の性別記載欄を削除するなどの改善に向けた
取り組みを進めてきました。引き続き、国や都、
他自治体の動向などを参考にしながら研究してい
きます。
希望者のみの配布は発行の周知、希望するかの確
認など検討すべき課題が多いです。区政情報の発
信にはインターネットを積極的に活用しつつ、紙
媒体の発行に当たっては必要部数を精査し、コス
トの削減や環境に配慮した情報伝達に努めます。

投書種別

広聴はがき

投書

広聴はがき

Ｅメール君

Ｅメール君

広聴はがき

3

11 近所の方からのいやがらせに迷惑しています。相
談できる窓口を作ってください。

区では、区民が困ったことや、どこに相談したら
良いか分からないことなどについて、区役所1階の
「まごころステーション」で区民相談を行ってい 広聴はがき
ますので、お気軽にご相談ください。

3

11 「わたしの便利帳」がマンション住人向けに配布
されましたが、管理員室には配布されませんでし
た。住人と情報を共有するためにも、管理員室に
配布すべきではないでしょうか。

「わたしの便利帳」は区内に住民登録のある全世
帯に配布しています。事業者等希望者には窓口お
よび郵送（料金実費負担）にて配布しています。

11 「わたしの便利帳」を配布いただき、ありがとう
ございます。

供覧しました。

3

広聴はがき

広聴はがき

3

3

3

11 「わたしの便利帳」が配布されましたが、このよ
うな紙媒体での情報発信は費用の無駄であると感
じます。昔からのやり方にこだわらず、インター
ネットを活用した情報発信の実現を望みます。
11 晴海地区のマンション建設に伴う人口の増加や住
環境の低下、また、それを解消できるだけの具体
的な対策がされるのかを心配しています。ずっと
住みたいので不安です。
30 都知事が晴海の選手村を新型コロナウイルス感染
者の隔離施設として転用することを検討している
と聞きましたが、これは事実ですか。また、中央
区と協議しているのでしょうか。地域住民とし
て、隔離施設として使用することに反対です。

令和元年度

広聴の記録

区政世論調査における区政情報を得る手段では
ホームページやＳＮＳが増加傾向にあるものの、
広報紙なども高い状況にあり、紙媒体の活用は妥
当であると考えます。紙媒体の発行に当たって
は、必要部数を精査し、無駄のない情報伝達に努
めます。
基本計画において、人口増加や東京2020大会後の
晴海地区における新たなまちの形成など区政の大
きな転機となる事象を踏まえ、豊かな区民生活に
資する取組を計画化しています。引き続き同計画
や個別計画に掲げる取組の着実な推進を図ってい
きます。
この件について、現段階において都から協議を受
けていません。区としても地元の皆さまへの十分
な説明がない中で、本件の理解を得ることは難し
いと考えており、今後都から協議があった際に
は、その旨申し入れます。

－ 20 －

広聴はがき

広聴はがき

Ｅメール君

３
月

「区長への手紙」要約
日

内容

対応

投書種別

総務部（43件）
4

4

5

8 阪本小学校の周辺エリアを禁煙にしてください。

23 以下2点について、回答をお願いします。①情報公
開条例別表（第十六条関係）に記載のある「一件
名（簿冊にあっては一冊）につき三百円」のかっ
こ書きについての説明をお願いします。②副参事
（法務・特命担当）の判断に基づいた回答をお願
いします。
8 「ハートオブ東京中央区」は素晴らしい区政理念
です。長期政権目指してください。

区では、学校や保育所、保健所など小さなお子さ
んが利用する施設を禁煙とし、他の区施設は分煙
により受動喫煙防止対策を講じています。小学校
の周辺環境を安全で快適な環境が構築できるよう
努めていきます。

Ｅメール君

①一件名は決裁、供覧その他これらに準ずる手続
を一にするものごとに300円、簿冊は簿冊1冊につ
き300円の手数料がかかります。②特定の職員によ
Ｅメール君
る対応ではなく、組織として対応するものと考え
ているので、ご希望にはお応えできません。
供覧しました。
Ｅメール君

5

5

5

5

6

6

20 住民税の所得割額を確認するため、税務課に電話
をしましたが、対応した職員は所得割額を教えて
くれませんでした。仕方がないので窓口へ行った
ところ、本人なら電話で確認できると言われまし
た。なぜ電話で教えてくれなかったのですか。

電話での問い合わせでも住所・氏名などにより本
人確認ができれば、住民税の年税額だけでなく、
所得割額についてもお答えしています。電話説明
時に誤りを繰り返すことのないよう改めて全職員
に周知し、適切な電話対応を心がけていきます。

21 マンションの前に飲み物の自動販売機があり、灰
皿が置かれています。昼休みの時間帯には10人く
らいのサラリーマンが喫煙しています。小学生が
たくさん通る道なので、対策をお願いします。

小学生がたくさん通る場所において安全で快適な
環境が構築できるよう、さまざまな機会を捉えて
周知を行い、受動喫煙防止に向けて協力が得られ
るよう努めていきます。

24 まもなく、東京都の受動喫煙防止条例が施行され
ます。以前、条例施行後に区役所の喫煙室は廃止
されるという話を聞きましたが、区の現在の取り
組み状況や今後の取り組み予定などを教えてくだ
さい。

7月1日より区役所本庁舎、保育所・児童館が入っ
ている複合施設の喫煙所を閉鎖します。一方、分
煙措置が取られている区民館などの喫煙所は残し
ます。今後は、受動喫煙専用窓口（コールセン
ター）を設置し、相談・問合せに対応していきま
す。
今回ご指摘がありましたような不十分な対応につ
いてお詫びします。該当する職員については、注
意喚起を行いました。今後とも親切で誠実な行政
サービスを目指し、接遇の向上に取り組んでいき
ます。

28 先日、職員課に電話した際に対応した職員が、威
圧的な対応でした。以前に電話でやり取りした際
も威圧的な対応でしたので、改めてください。

18 女性センターの登録団体の要件に、区民・在勤の
割合が75％以上とあります。登録時に要件を満た
していても、団体の構成員の転居などにより要件
を満たさなくなる場合には、続けて利用できるよ
うに条件を緩和してください。

広聴はがき

電話

電話

女性センターの登録団体の要件は、施設設立の理
念によるところもあり、変更することは今のとこ
ろ考えていません。区外の関連団体との交流によ
る利用についても、利用方法にかかることで、す
ぐに変更できませんが、検討していきます。

広聴はがき

21 区政情報の開示請求をし、開示決定通知書を受け 中央区情報公開条例第12条は開示決定などの期限
取りましたが、区内住所に到達したのは決定日の3 に関する規定であり、決定通知書の到達日などを
日後でした。また、開示決定日の翌日に書類の受 規定したのもではありません。
領をできませんでした。どうしてなのか教えてく
ださい。

Ｅメール君

6

27 住民税の還付書類などの書類の日付記入欄を和暦
表示にしているのは、事務手続き上、無駄なこと
だと感じます。西暦表示にすれば、元号変更の際
に書き直しなどの手間が生じません。

7

1 区役所の窓口で説明をお願いした際に、警備員を
呼ぶと言われました。警備員を呼ぶ基準を教えて
ください。

庁舎管理規則に基づき、庁舎において騒ぐ行為や
職員の正常な公務の執行の妨げとなる行為、庁舎
の秩序維持が必要であるときに警備員へ対応を依
頼します。

1 各種手数料について事前に告知が必要とあります
が、情報公開手数料については件数および枚数の
みで、日付や収受番号などの記載がありません。
改善の依頼をしましたので、回答をお願いしま
す。告知は処分ですか。

決定通知書に同封のメモは金額を含め手数料をお
知らせするもので、処分ではありません。メモへ
の記載の追加は必要がないと考えています。開示
請求を受けた日付、件名、決定日は同封の決定通
知書に記載があるので、メモとあわせてご確認く
ださい。

7

Ｅメール君

区では公文書の年の表示は元号を使用しており、
令和改元後も引き続き元号を使用していきます。
年の表示は約7割の方が元号を日常的に使用してい Ｅメール君
るという調査結果もあり、元号は多くの方に定着
していると考えています。

－ 21 －

Ｅメール君

Ｅメール君

令和元年度

広聴の記録

３

「区長への手紙」要約

月 日
内容
7 22 東京都を始め、23区のほとんどの区では情報公開
手数料を取っていません。中央区政の公開性を高
めるとともに、区民により身近な区政となるよう
情報公開手数料を無料にすることを要望します。
7

8

8

対応
中央区は法人などからの営業を目的とする請求が
多いという現状を踏まえ、受益者負担の公平性か
ら開示手数料を徴収することが適当と結論してい
ます。引き続き「開かれた区政」を推進するた
め、区政情報の公表・提供に努めていきます。

25 月島や勝どきの路地で喫煙するサラリーマンを見
掛けます。地元住民に迷惑を掛けているのに配慮
が及んでいません。受動喫煙対策は重要ですが、
行きすぎた対策は副作用を起こしていると考えま
す。抜本的な対策を行わないと被害者は減りませ
ん。
8 督促状の前に届くはずの納付書がなぜ届かないの
か、確認のため税務課に電話したところ、応対し
た職員は横柄な態度で、クレーマーのような扱い
をしてきました。問い合わせをしただけなのに不
快な気持ちになりました。改善してください。

区では受動喫煙専用窓口を設置し、区民や事業者
からの受動喫煙対策に関する相談などに対応して
いきます。また、受動喫煙防止と喫煙マナーの普
及啓発に関する取り組みも関係機関と連携を図り
非喫煙者と喫煙者が共存できる環境づくりに努め
ます。
納税通知書が本区に返戻されていなかったため、
納税を促す説明に終始してしまいました。質問を
受ける場合、質問内容を的確に捉え丁寧な説明に
努めることが基本です。当該職員を含め、税務課
職員に対し改めて指導し、徹底を図りました。

29 地域整備課長は、独立行政法人からの出向と聞き
ましたが、資格的には問題はないのですか。

特別区人事委員会が実施した選考を経た上で採用
しており、資格的には問題ありません。

投書種別

広聴FAX

Ｅメール君

Ｅメール君

電話

9

9

9 土曜日に区役所の代表番号に電話をかけた際、対
応した警備員に失礼な態度を取られました。警備
会社を変更してください。

18 中央区職員の人数の内訳を教えてください。

電話にて「不快な思いをさせたことに対しお詫び
をした。電話対応した本人および委託会社の担当
職員に事実確認をするとともに注意喚起し、接遇
について指導した」旨伝え、了承を得た。

Ｅメール君

平成31年4月1日現在の常勤職員数は1,553人、非常
勤職員数は594人です。
Ｅメール君

9

9

9

10

10

10

24 区の施設の内、分煙措置が図られている施設の喫
煙所は残すようですが、分煙機器などが設置され
ていない喫煙所でも、そのまま残っている場所が
あります。近くの会社の喫煙者に配慮した喫煙所
なら、撤去するべきではないでしょうか。

ご指摘のあった喫煙所は、保育所や児童館などが
入っている複合施設ではなく、喫煙所が壁・天井
などで囲われているため、分煙措置が図られてい
る施設として喫煙所を存置しています。

26 先日、税務課の職員と話をする機会がありました
が、気分の悪くなるような口の聞き方をされまし
た。中央区の職員はレベルが低いように感じま
す。他区を見習った方がいいのではないでしょう
か。

電話にて「事務処理の内容について説明し、ま
た、職員の電話対応については、相手の立場に
立った丁寧な対応ができるよう指導していく」旨
伝え、了承を得た。

27 さきほど、区役所に電話した際、電話を受けた職
員が名乗りませんでした。何度も同じ意見を伝え
ていますが、なぜ徹底されないのでしょうか。区
としてどのように対応していくのか教えてくださ
い。

ご指摘のあった部署に対して電話での名乗りを周
知徹底するよう改めて伝えました。また、研修な
どを通じて各職場における接遇の向上を引き続き
指導徹底していきます。

2 中央区役所において、課長級の職員が係長などに
降格する場合は、本人の不祥事以外にはどのよう
なケースがあるのか教えてください。

降任となりえる場合は、地方公務員法第28条第1項
に該当する場合、または本人希望による場合で
す。

7 路上喫煙やたばこのポイ捨てなど屋外での受動喫
煙に迷惑しています。企業に室内喫煙室の設置と
空気清浄後の排気の義務付けや屋外喫煙スペース
と禁煙スペースの間隔を十分確保する規制を作る
などの対応をお願いします。

区では、施設管理者が適切な受動喫煙防止対策を
講じるための支援を行うとともに、屋外で受動喫
煙が発生している場合に、法に基づく配慮義務の
遵守の働きかけを行っています。今後もルールの
周知や喫煙マナーの普及啓発に努めます。

Ｅメール君

18 区が実施している賀詞交歓会は多額の費用が掛
かっていると聞きました。この費用は予算のどの
項目に入るのでしょうか。また、賀詞交歓会が行
われたことで、どのような効果があったのかを教
えてください。

経費は一般会計歳出の総務費に計上しています。
効果としては、区政に関連の深い関係諸団体一同
が集まり、意見交換・連携を促進する場として、
意見や要望をいただいており、実現できるものは
速やかに実施しています。

Ｅメール君

令和元年度

広聴の記録

－ 22 －

広聴はがき

Ｅメール君

電話

電話

３

「区長への手紙」要約

月 日
内容
10 21 区役所を、現代的な新しいものに建て替えてくだ
さい。展望室や結婚式場、会議室や有名レストラ
ンなどが入り、他区民や外国人も来るような区役
所にしてください。
11

1 中央区内の色々なところで再開発が行われていま
すが、再開発の前と後では、再開発を行った区域
における税収はどう変化するのでしょうか。

対応
本庁舎の建て替えは、建設候補地の選定や導入す
べき機能および事業費の概算などを整理し、総合
的に判断しながら検討する予定です。新しい区役
所は利用される全ての方が使いやすく、区のシン
ボルとして魅力的な区役所になるよう検討しま
す。
再開発事業により定住人口が増加した場合、特別
区民税も増加すると考えていますが、区域を特定
しての税収は把握していないため、再開発事業を
行った区域における税収の変化は分かりません。

投書種別

投書箱

広聴FAX

11

15 情報開示請求について教えてください。①平成30
年度の開示請求のうち営業目的による請求数②平
成30年度の開示請求のうち営業目的以外の請求数
③条例に定められている「手数料を減額、又は免
除が認められる特別の理由」とはなんですか。

①開示請求2,297件中1,799件です。②498件です。
③生活保護を受けている方や災害など不時の事故
にあった方が開示請求をした場合と、新聞事業
Ｅメール君
者、放送事業者、通信社が時事に関する報道を目
的として開示請求をした場合です。

12

11 東銀座駅近くのホテル周辺の路上に、ごみが散ら
かっているのが気になります。片付けをお願いで
きませんか。

当該地は区が貸し付けている場所であるため、借
受人に対して、周辺の良好な維持管理に努めるよ
う申し入れをしました。周辺施設の利用者などの
協力も不可欠であると考えており、ごみの投げ捨
てなどに対する注意喚起を促していきます。

広聴はがき

16 喫煙について、中央区ではさまざまな対策をして
いると思います。しかし、屋外での喫煙について
は受動喫煙を余儀なくされている場所がまだ多く
ありますので、対応をお願いします。

区では、施設の管理者が適切な受動喫煙防止対策
を講ずるための支援を行うとともに、屋外で受動
喫煙が発生している場合には、施設の管理者に対
し、法に基づく配慮義務の遵守の働きかけを行っ
ています。

投書箱

26 受動喫煙防止対策として、区が早急に行うべきこ
とがいくつかあります。他の自治体の事例も参考
にして、2020年4月の国・都の法律施行に間に合う
よう対策を実行してください。

区では、施設管理者や喫煙者の方に法・都条例を
遵守していただくとともに、分煙環境の確保が重
要だと考えています。引き続き、受動喫煙防止に
関する意識啓発や分煙環境のさらなる強化などの
取り組みを進め、望まない受動喫煙の防止に努め
ます。
区では、施設の管理者が適切な受動喫煙防止対策
を講ずるための支援や法に基づく配慮義務の遵守
の働きかけを行っています。いただいたご意見を
はじめ喫煙マナーの周知について、当該施設に対
して伝えます。

12

12

1

2

2

2

2

3

22 マンションの近くにあるオフィス施設に喫煙室が
ないため、そこで働く人たちが近隣の公園で喫煙
しており、住民は迷惑しています。区からオフィ
ス施設に対して、対策を取るよう申し入れてくだ
さい。
3 1月になってから「上場株式等の譲渡所得及び配当
に関する申告不要制度」に関する記事が、区ホー
ムページに掲載されましたが、他自治体と比べ
て、対応が遅れているように感じます。また、申
告用紙の簡略化についての検討もお願いします。

ホームページ上での制度の説明は、税制改正に
伴って区民税申告書の様式も変更する必要があっ
たため対応が遅れてしまいました。また、申告用
紙については、わかりやすい様式に変更します。

19 京橋図書館を利用する際に、駐輪場を利用してい
ますがいつも満車です。何年も放置されたままの
自転車が置かれているように見えます。放置され
ている自転車について、路上駐輪と同様に撤去し
てもらえませんか。

放置自転車について、貼紙などで警告した上で、
撤去するよう対応します。

25 東京都中央区が大阪市に対して、中央区の名称を
使わないよう要望したという報道を見ましたが、
①これは事実ですか。②根拠を教えてください、
また、議決を得ていますか。③大阪市の住民自治
の侵害に当たりませんか。④銀座ブランドの毀損
とは何か。
25 新型コロナウイルスの影響で、イベントやシンポ
ジウムなどが中止になっていますが、オンライン
上で会議をするなどインターネット上でできるも
のを試してみれば、省力化のきっかけになりま
す。区内の事業所などに呼び掛けてください。

①同一名称は避けるよう検討をお願いしました。
②文書に回答したもので、議決は得ていません。
③法的拘束力を持たないことを大阪市・大阪府お
よび本区ともに認識しています。④「銀座ブラン
ドが毀損される」といった回答はしていません。

2 勝どきにある商店が路地に灰皿を設置し、そこで
朝から夜まで多くの人が喫煙しているため、近隣
住民は迷惑しています。この喫煙場所を閉鎖さ
せ、勝どき駅周辺に公の喫煙場所を作ってもらえ
ませんか。

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

本区では情報セキュリティの強化として、庁内業
務システムとインターネットとの分離を行ってお
り、会議のオンライン化やテレワークなどの導入
には至っていません。今後も、安全な情報アクセ
スを確保するとともにＩＣＴを活用した行政サー
ビスのあり方について検討していきます。
改正健康増進法の全面施行を踏まえ巡回パトロー
ルを増強し、私有地で受動喫煙が発生している場
合には喫煙の中止・是正を求めるなど、対策の強
化を図っていきます。また、公衆喫煙場所は、民
間の協力も得ながら整備を進めます。

－ 23 －

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

令和元年度

広聴の記録

３

「区長への手紙」要約

月 日
内容
3
4 保育園から配布された新型コロナウイルスに関す
るプリントを見ると、テレワークで保護者が在宅
の場合は登園を控えるよう記載がありました。テ
レワークは在宅しているだけで、普段と同様に仕
事をしています。区職員にテレワークがどのよう
なものか周知してください。
3
5 東京都中央区が大阪市に対して、中央区の名称を
使わないよう要望したという報道を見ました。名
称に対する要望について、再考を求めます。

3

3

3

3

3

11 区長にもっと外に出て、露出を増やしてほしいで
す。

対応
本件については、各保育園にテレワークに関する
理解の促進を図るよう要請しました。今後とも、
区民の方々から信頼を得ることができるよう誠実
な行政サービスを目指していきます。
大都市制度（特別区設置）協議会から本区に意見
を求められたことを受け、同趣旨の特別区制度で
の同一名称の使用は、さまざまな問題や混乱、住
民の戸惑いが生じることが懸念されるため、でき
るだけ避けていただきたく検討をお願いしまし
た。
現区長は就任間もないこともあり、地域行事など
への参加は前区長と比較してやや少なくなってい
ます。しかし、今年度参加できなかった行事など
へは来年度優先的に参加する旨指示を受けてお
り、その方針のもと対応していきます。

11 図書文化財課長の越権行為は地方公務員法第29条
に該当すると思うのですが、区としてどう考えて
いますか。処分が必要ないと考えるなら、その理
由を教えてください。

区では学習を目的として図書館を利用することも
許容しています。各種法令などに文言はあるもの
の、区立図書館という性格が現実に果たしている
役割に鑑みますと、処分に相当するような職務上
の義務違反があるとまでは認めておりません。

13 勝どき二丁目児童遊園内での喫煙者が多く迷惑で
す。ベンチでの喫煙者も見られます。公園内外に
さらに目立ように喫煙禁止の看板掲示や、近隣オ
フィスへ注意喚起などの対策をお願いします。

勝どき二丁目児童遊園は全面禁煙としており、啓
発のための看板を設置しています。4月1日の改正
健康増進法の全面施行を踏まえ、看板設置に加え
て、巡回パトロールを増強していきます。

13 最近になって、路上や公園での喫煙が増えていま
す。見回りの強化及び強制力のある罰則を設定し
てもらえませんか。

区では巡回パトロールを実施しているところです
が、改正健康増進法の全面施行を踏まえ、巡回パ
トロールを増強し、受動喫煙が発生している場合
には、喫煙の中止・是正を求めるなど対策の強化
を図ります。

30 隣接する会社にある喫煙所からの煙が、自宅の部
屋に入ってきます。何度も注意をしましたが改善
がありません。区から注意してもらえませんか。

ご指摘のビルに対し状況を確認したところ、排気
設備を含めた喫煙室の改修を検討しているとのこ
とです。改修が終了するまでの間、使用を中止す
ることを求め、了承をいただきました。

投書種別

Ｅメール君

広聴はがき

広聴はがき

Ｅメール君

Ｅメール君

広聴はがき

広聴はがき

防災危機管理室（17件）
5

7

7

8

8

17 地域防災フェアの案内が届きましたが、「重
要」・「購入申込書在中」と封筒に記載があった
点が気になりました。単なる案内に「重要」は行
きすぎではないですか。このような案内が続くと
本当に重要な書類と区別しづらくなるのではない
かと思います。
8 八重洲の飲食街に客引きが増えたような気がしま
す。看板による注意喚起や警察が注意している場
面も見掛けますが、減る気配がありません。客引
きを減らすことはできないでしょうか。
8 地域防災フェアの案内が届きました。以下の3点に
ついて回答をお願いします。①生活保護世帯への
消火器無料配布の根拠②課税者が無料配布になら
ない根拠③区長としてどう考えていますか
16 甘酒横丁通りや人形町通りなどで、夜間に客引き
をしている光景を目にします。区と警察が連携し
て取り締まりを行ってください。

19 新富稲荷神社の外の建物に町会の防犯カメラが設
置されています。道路の角に設置されていて気に
なっています。区は、防犯設備整備費助成申請時
に現場確認などはしないのですか。手続きや運用
に不備がないか教えてください。

令和元年度

広聴の記録

地域防災フェアは、防災拠点の周知と地域防災力
の向上を目的としており、重要な催しであると考
えています。郵便物を開封し関心を持って欲しい
との思いと、他の郵便物に紛れての紛失を防ぐ意
図があり、「重要」「購入申込書在中」と記載し
ました。
客引き行為については、地元防犯組織・警察署・
区が連携し合同パトロールを行い現状把握や注意
喚起に努めています。今後も、関係者と連携し環
境浄化に取り組んでいきます。なお、執ような迷
惑行為を見かけたら警察署へ連絡してください。
①憲法で定める健康で文化的な最低限度の生活を
保障するため無料としています。②各家庭での
「自助」を支援する目的で、割引販売・無料回収
を実施しています。③積極的に防災対策に取り組
み、安全で安心なまちづくりを推進していきま
す。
人形町付近の客引き行為については、地元防犯組
織や警察署と区が連携した合同パトロールを定期
的に行い、現状把握・注意喚起などに努めていま
す。執拗な迷惑行為を見かけたら、警察署へ連絡
してください。
新富町会の防犯カメラは警察署に相談し、設置場
所を検討した上で当該場所の公道を撮影場所に設
置しました。当該助成申請において、図面や運用
基準などの書類内容は交付条件を具備しているこ
とを確認しています。

－ 24 －

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君
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「区長への手紙」要約

月 日
内容
8 20 東京都の情報では、高潮災害として中央区の広い
範囲が浸水するとの表示がありますが、中央区で
想定している①高潮被害②特に月島地区の被害③
高潮被害への対策について教えてください。
9

9

9

10

10

10

10

10

12

2

3

9 入居しているビルの入り口前で客引き行為を毎夜
繰り返され迷惑しています。区は、特定の地域を
除き悪質な客引きのみを禁止し、悪質でない客引
きに関しては営業行為を許容しています。全地域
で客引き、客待ち行為を禁止してください。

対応
①②過去最大級の台風が上陸しても浸水被害が発
生しないよう都が防潮堤などを整備したため、月
島地区を含む被害は想定していません。③防潮護
岸の整備や盛土、防災行政無線などによる避難勧
告・指示などの実施体制を整備しています。
客引き行為を一概に取り締まることは難しい面も
ありますが、地域の方々に迷惑がかかっているこ
とを区としても認識しており、今後とも地元防犯
組織、警察署と連携しながら引き続き地域の環境
浄化に取り組んでいきます。

12 台風の影響で、千葉県では4日間も停電や断水が続 停電や断水が発生している地区や軒数など正確な
いていますが、中央区で同じような状況になった 被害状況を速やかに把握し、ライフラインの復旧
際の想定を教えてください。
状況などを踏まえながら、必要に応じて避難所の
開設や応急給水を実施するなど、区民に対し的確
かつ適切な支援を実施していくことを想定してい
ます。
13 現在、区が出している防災マップは、再開発でな 城東小学校は再開発終了後防災拠点に戻るため、
くなっている城東小学校が避難所になっているな 防災マップ上その旨を注釈で説明しています。本
ど更新がされていません。防災マップの見直し
区の避難者受入可能人員は東京都防災会議が発表
と、避難場所が本当に全ての避難者を受け入れら した被害想定に基づき算定した想定人数を上回る
れる場所なのかどうか調べてもらえませんか。
ため、十分な収容能力はあると考えています。

投書種別

広聴FAX

Ｅメール君

電話

Ｅメール君

15 金曜日に自主避難所を開設する予定の有無を区に
確認した時は「予定なし」との返事でしたが、開
設していただきありがとうございました。避難所
開設の段取りや連絡について改善をお願いしま
す。

大雨・洪水・暴風・波浪警報が順次発令されたこ
とから自主避難所を臨時的に開設しました。今回
の教訓を踏まえ、今後、自主避難所の開設の段取
りや区民への周知のあり方などについて検討を
行っていきます。

Ｅメール君

15 災害時、ペット同伴で避難可能な避難所の開設の
検討をお願いします。

電話にて「避難所運営の主体となる各防災拠点運
営委員会の皆さまと、ペットとの同行避難の受入
れ体制を構築するため、基本的なルールや避難場
所におけるペットの保護スペースの選定など検討
を進めています。」旨伝え、了解を得た。

Ｅメール君

17 中央区では、ペットが嫌な方やアレルギーがある
方への配慮のため、ペットとの同伴避難が不可と
のことですが、今回の対応は残念で納得がいきま
せん。ペット対応避難所を用意するなど改善をお
願いします。

電話にて「今回臨時的に開設した自主避難所への
ペット同行避難は、受入施設の部屋に限りがある
などのためご遠慮いただきました。今後は防災拠
点運営委員会での方針なども踏まえながら、対応
を検討していきます。」旨伝え、了解を得た。

Ｅメール君

17 ペット同行避難について教えてください。①同行
避難の訓練を行っていますか。②自助の意識の啓
発活動や訓練は行っていますか。③同行可能避難
所を設置した場合には、形態などを事前に明らか
にできますか。

①各防災拠点で検討を進めており、訓練を実施
（予定含む）した拠点は10箇所です。②リーフ
レットなどで周知し、訓練実施の拠点ではパネル
展示やケージに入れての訓練を行っています。③
各防災拠点の地域の方々と引き続き協議を重ねて
いきます。
今回の台風による区内でのタワーマンションから
の被害報告はありませんでした。区では、被災状
況を鑑みタワーマンションの調査を行う予定はあ
りませんが、災害に対する日頃の備えや建物の維
持管理の重要性などを広く周知し、普及啓発に努
めます。
災害時にまちぐるみの防災対応が不可欠のため、
一定のエリアごとの防災区民組織の結成を促進
し、支援しています。マンションの防災組織づく
りはもとより地域の町会などと交流を図ること
で、地域防災力の向上に向けた取り組みを推進し
ていきます。
住民の合意形成にあたっては、全ての方々の確認
を取ることは困難であることから、総会などによ
り当該町会が可能な範囲で区域内の合意形成を図
られたものを、区として交付決定したものです。

21 今回の台風でタワーマンションによる被害が報告
されています。中央区でも、今年の二つの台風で
マンション、特にタワーマンションでどのような
影響や被害があったかの調査を要望します。
2 再開発が予定されている月島三丁目北地区は地盤
が弱く、液状化の危険が指摘されています。地区
の魅力を最大限に生かして、持続可能な防災都市
を作ってください。また、区内マンションにおけ
る防災組織の設置を義務化してください。
5 町会が防犯カメラを設置する際に、近隣の理解を
得るなどの要件がありますが、要件を満たしてい
ないのに設置されているように感じられます。設
置に至った経緯を教えてください。
27 新型コロナウイルスの感染拡大防止や都からの自
粛要請などを区民に周知するため、巡回車で区民
へ向けた放送をしてもらえませんか。

広報車による周知は、広いエリアに対する広報手
段としては限界があり効率的、効果的に周知する
ことは難しいです。また、飲食店などが厳しい状
況に置かれていることも踏まえ、広報車などで周
知を行う段階ではないと考えています。

－ 25 －

Ｅメール君

広聴FAX

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

令和元年度

広聴の記録

３
月

「区長への手紙」要約
日

内容

対応

投書種別

区民部（63件）
4

4

5

5

5

5

5

6

6

6

7

7

9 数年前から、健康福祉まつりと大江戸活粋パレー
ドの開催日が同じです。両方楽しみたいので、
別々の日にしてもらえませんか。

イベントには健康福祉まつりなど区が行うもの
と、大江戸活粋パレードなど地域の商店街が行う
ものがあります。開催日はそれぞれの主催者がイ
ベントの趣旨や参加者の状況などに応じ独自に決
定しており、開催日を区が調整することは難しい
状況です。
22 総合スポーツセンターの喫煙室が気になります。1 総合スポーツセンターは、喫煙所を閉鎖する施設
階は出入りが多く、子どもたちが周辺で遊んでい の対象外であるため、現状は設置を継続していく
ます。本館内の喫煙室廃止を検討してください。 こととしています。今後も喫煙専用室の適正な利
用と設備の管理に努め、利用者の皆さまにとって
快適な環境を構築できるよう検討を進めていきま
す。
9 昨年の夏に堀留区民館などで行われていた催しに 区民館では営利目的や区民館以外で実施される講
参加した際、宗教団体に勧誘されました。また、 座・教室への誘導となる利用はお断りしていま
講座の中でけがをしたり、人格を否定されるよう す。主催者に事実関係を確認したところ、マッ
なことを言われました。主催者に事実確認の上、 サージしたことを認め、今後はこのような利用は
利用停止などの検討をお願いします。
しない、との回答を得ました。
13 今年の神田祭に子どもと参加しましたが、一部の
祭り参加者が路上喫煙をしており、子どもを連れ
て街を歩く気になりませんでした。個人のモラル
任せではなく、区からの是正勧告やパトロールな
どの具体策の検討をお願いします。

ご指摘いただいた内容は、日本橋地域の町会に対
し、区から直接伝えます。地域の皆さまが安心し
て参加し楽しめる地域行事となるよう今後とも働
きかけていきます。

13 総合スポーツセンターを毎日利用する場合、料金
が高いです。ジムの割引チケットはありますが、
ほかのプログラムの割引チケットもほしいです。
また、リズムダンス以外のメニューの対応もお願
いします。

電話にて「総合スポーツセンターの料金割引に関
する改定および使用方法の変更予定がないこと、
また、自主メニューの改善に努めるよう伝える」
旨伝え、了解を得た。

広聴はがき

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

24 1月に十思湯の男子脱衣場にある蛇口からお湯が出 電話にて「脱衣場の混合栓は営業終了後に閉栓
ないことについて意見を伝えましたが、その後ど し、営業開始前に開栓し漏水を防止している。本
うなりましたか。現在の状況を教えてください。 日も浴場営業前に運営者に電話で確認を行い、当
該混合水栓は問題なく利用できる状態にあるとの
回答を得ている」旨伝え、了解を得た。

電話

28 ヴィラ本栖の直通バスに乗る前に、トイレを借り
ようと月島特別出張所に入ると、床清掃中で使用
できませんでした。また、停めていた自転車には
駐輪禁止と張り紙をされました。区施設利用者が
利用しやすい工夫をしてください。

ご利用いただいた当日が、年数回の全館休館日に
当たっていたため、施設の利用ができませんでし
た。また、当施設は日々多くの方々が利用する施
設であるため、閉館時間以降の放置自転車につい
て、貼紙をすることで注意喚起を図っています。

電話

18 ハッピー買物券の購入枚数は、現在一人5冊までで
すが、2日経過しても多数残っています。多くの税
金を払い貢献しているのに何の見返りもありませ
ん。購入枚数の緩和を検討してください。

ハッピー買物券は区内の消費を刺激し、景気回復
や顧客拡大の契機を作り、区内中小小売店の振興
を目的に発行・販売をしています。また、可能な
限り多くの方に購入いただくことが重要と考えて
おり、今後も事業の趣旨や費用対効果を検討しま
す。
マイナンバーカードによるコンビニエンスストア
での交付サービスは、多機能端末（マルチコピー
機）を設置している店舗のみ可能となっていま
す。区のホームページの取り扱い店舗の表記にわ
かりづらい点があったことをおわびします。今
後、表記の工夫を行っていきます。
戸籍の各証明書は、関係法令により記載内容が定
められているので、英語で表記することは出来ま
せん。そのため、英訳が必要な場合にはご自身で
の対応をお願いしています。

19 区のホームページから、マイナンバーカードを利
用して印鑑証明書を取得出来るコンビニエンスス
トアを調べてお店に行きましたが、取得出来ませ
んでした。利用できないコンビニエンスストアを
明確に分かるようにできませんか。
25 ビザ申請などに必要な戸籍謄本の英語対応がなく
苦労しています。英語でも対応できるように検討
をお願いします。

1 消費者相談をした際に、回答をメールでお願いし
ましたが届きません。対応をお願いします。

8 夕方、月島児童館入り口付近でたばこの臭いを強
く感じます。月島区民センターの受動喫煙対策の
調査をお願いします。

令和元年度

広聴の記録

消費生活センターは消費者と事業者との間に生じ
たトラブル解決の支援などを原則としており、相
談を継続できない旨をメールで回答した。

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

電話にて「たばこの臭いを感じたのは6月中である
ことを確認し、月島区民センターでは7月1日から
喫煙所を閉鎖したため、今後は臭うことはない」 Ｅメール君
旨伝え、了承を得た。

－ 26 －

３

「区長への手紙」要約

月 日
内容
7 16 豊海テニス場を利用したいと思い調べたところ、4
名以上の団体登録をしないと利用できないとなっ
ていますが、その理由を教えてください。多くの
人に利用してもらいたいという趣旨なら逆効果だ
と思います。

対応
投書種別
豊海テニス場の利用を4名以上の登録団体とする理
由は、ダブルスを行う場合の最小人数が4名である
ことや登録団体構成員の人数要件を緩和した場
Ｅメール君
合、登録団体が増え、抽選倍率が高まることか
ら、現状は4名以上での登録が適当であると考えて
います。
転出が土曜日、転入が翌日の日曜日のためシステ
ム上、個人番号カードの書き換えができなかった
ことを説明し、今後カードの継続利用については Ｅメール君
注意事項をプリントで渡すよう変更した旨を伝
え、失効したカードの再発行手続きを案内した。

8

1 転入時にマイナンバーカードを持参しましたが、
日曜日だったのでカード継続利用の手続きができ
ませんでした。その際、手続きには期限がある事
を告げられておらず、失効してしまいました。引
き続き利用できるようにしてください。

8

7 中央小学校のプールを開放日に利用しましたが、
水温が高く感じました。水温を確認していただ
き、可能であれば下げてもらえないでしょうか。

確認したところ、昨年と比べ、水温が0.5～1.5度
上昇していました。水温と室温の合計温度度は62
～63度で許容範囲ではありましたが、利用者の
方々からのご指摘を受け水温を1度下げました。

8 妹死亡の相続手続きのために、戸籍の郵送請求を
したところ、平成改製原戸籍のみ送られてきて、
相続の手続きができませんでした。一般の人間は
相続や戸籍の請求に不慣れなので、もう少し親切
な対応をしてください。

電話にて「今回の件を受けて、相手の立場に立っ
た、寄り添う接遇をさらに心掛けるとともに、委
託業者はもとより職員に対しても電話対応などの
接遇について指導していく」旨伝え、了解を得
た。

19 住民票の窓口で声をかけると、要件も聞かずに発
券機のボタンを押すように言われ、手続きの際に
番号札を回収した後も番号で呼ばれました。ス
ムーズに手続きができず、イライラしました。

今後はこのようなことがないよう職員の教育を徹
底し、適時適切な説明と窓口事務の向上に努め、
皆さまに気持ちよく訪れていただく窓口づくりを
推進していきます。

26 晴海二丁目周辺に、スーパーマーケットを誘致し
てください。

スーパーマーケットの出店は事業者の責任で判
断・決定されるものと考えています。しかし区で
は、大規模再開発の際に開発事業者に対し生活関
連施設が整備されるよう指導を行ってきました。
引き続き、生活の利便性に配慮したまちづくりを
指導します。
利用者に事実関係を確認し、「今後このような利
用は行わない」との回答を得ました。今後とも公
共施設の適正な運営に努めていきます。

8

8

8

8

9

29 区の施設を営利目的で利用している団体があるの
で、調査の上、ルールに則った適正な管理をお願
いします。

3 年齢別人口統計表の年齢は105歳までですが、110
歳くらいまでにはできないでしょうか。

9

6 中央区に転入して来ました。以前よく利用してい
たスーパーマーケットが近くにないので、勝どき
にスーパーマーケットを作ってください。

9

17 区内の盆踊りの情報を一覧表にして、区ホーム
ページや広報紙に掲載してください。また、税金
から補助金が出ているのですか。

9

20 晴海四丁目に建設予定の出張所等複合施設の建設
後の維持管理はどの部署が担当する予定ですか。

9

25 レッツ中央で会員向けに映画のチケットを年に何
回か販売しますが、販売枚数が少ないため、いつ
も購入できません。販売方法を抽選にするなど公
正な対応をお願いします。

電話にて「人口統計データを変更するにはシステ
ム変更が必要なことや、社会情勢により集計する
データを変更していく必要性があることを説明
し、今回のご意見には対応できないが、今後の参
考としていく」旨伝え、了承を得た。

Ｅメール君

電話

投書箱

広聴はがき

Ｅメール君

Ｅメール君

スーパーマーケットの出店は各事業者の責任で、
立地条件や採算性などを考慮し判断・決定される
ものと考えています。そのため、特定の事業者を
広聴はがき
誘致することはできませんが、大規模な再開発が
行われる際に生活関連店舗を整備するよう指導し
ています。
区では町会などの情報発信の場として「中央区町
会・自治会ネット」を開設しており、盆踊りを含
む各種イベント情報が入手できます。また、地域
Ｅメール君
の活性化などを目的として申請を受けた町会・自
治会が主催する盆踊りに対して、助成金を交付し
ています。
当該施設につきましては、令和5年度に開設を予定
しており、建物に係る維持管理を所管する部署
は、現在のところ決まっていません。
電話

公益財団法人中央区勤労者サービス公社より「今
年度の販売を既に終了しているため、来年度に向
け、ご提案をいただいた抽選も含め販売方法など
について検討していきます。また、他にも割引
サービスがあるのでご利用ください」旨回答があ
りました。

－ 27 －

Ｅメール君

令和元年度

広聴の記録

３

「区長への手紙」要約

月 日
内容
9 26 現在の小学校体育館の予約スケジュールでは、前
月まで日程が確定せず、利用しづらい状況です。
せめてもう1・2カ月早く確定すれば、利用しやす
くなると思うので、検討をお願いします。
9

10

10

30 柏学園のテニスコートを子どもと一緒に利用しよ
うとしたところ、管理者から「小学生は利用でき
ない」と言われました。事故を心配しているのな
ら「区は責任を負わない」旨の書類にサインをさ
せればいいだけです。回答および対応をお願いし
ます。
7 総合スポーツセンターのプールを利用していま
す。水泳時にスポーツウォッチの利用許可をお願
いします。プールの運営において安全が第一です
が、スポーツウォッチ自体は腕につけるロッカー
の鍵と材質的に変わらないと思います。検討をお
願いします。
8 日本中に「○○銀座」という名前の商店街があり
ます。中央区が主体となって、銀座と名の付く商
店街が一同に会したイベント「全国銀座商店街ま
つり」を開催してください。

対応
区では地域のスポーツ振興を目的として、学校教
育に支障のない範囲で学校体育施設の開放を行っ
ています。利用申し込みをこれ以上早くすること
は学校運営に支障が生じる可能性が高くなるた
め、現行の中で運営を図っていきたいと考えてい
ます。
テニス場での親子による利用については、豊海テ
ニス場において試行的に実施した結果、これまで
特に問題が生じていないことから、現在、本格実
施に向けた検討を行っているところです。柏学園
などにおいても学校施設関係者と協議を図ってい
きます。
スポーツウォッチが破損して床に散在した場合、
可動式床構造のためプールを閉鎖し水抜きをした
上で点検確認を行う必要があります。また、保護
バンドをして泳ぐ場合でも隣の方との接触による
事故も懸念されるため、使用は認めていません。

投書種別

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

15 土曜日に開催された「起業家塾」に参加しまし
た。木曜日に確認した段階では半日に短縮して実
施するという話でしたが、行ってみたら30分で終
了に変更となっていました。災害時のイベント実
施の判断、連絡について改善をお願いします。

銀座の名の付く商店街が一同に会したイベントを
開催することは、銀座の活気やにぎわいづくりに
有意義ではありますが、既に年間を通して様々な
趣向を凝らしたイベントを実施している状況を考
えますと、現時点では実施することは難しい状況
です。
開催当日、鉄道などの運行が一層短縮するとの報
道もあったことから講師と調整し、急遽30分のみ
の実施となりました。今後は気象情報や鉄道情報
などにより注意し、事業の中止や振替を可能な限
り迅速に判断し、周知するよう取り組みます。

21 区民スポーツの日に行われるマラソン大会の警備
スタッフは、町会経由で各マンションの自治会長
が動員されていますが、区から要請しているので
しょうか。スタッフを集める方法は他にもあると
思うので、来年からは変更してもらえませんか。

区から晴海連合町会長宛てに依頼しています。地
域のことを熟知している町会・自治会の方々が現
場にいることで、円滑に大会を運営することがで
きており、次回大会以降についても町会・自治会
の皆さまのご協力をいただきたいと思います。

Ｅメール君

25 区では町会や自治会の加入人数や住民に対する割
合の統計を取っていますか。また、区から町会や
自治会に対して、補助金を出していますか。出し
ている場合は内訳も教えてください。

各町会・自治会は住民のほか事業所・法人などさ
まざまな形態で加入しているため、区は人数や割
合を把握していません。地域振興課では、町会・
自治会に対してコミュニティ施設の整備費助成や
イベント助成などを行っています。

広聴FAX

10

25 区民スポーツの日マラソン大会では、壮年の部が
男女混合で入賞が難しいため、一般女子に参加し
ています。壮年の部女子にも表彰枠を作ってくだ
さい。表彰枠があれば、参加者がもっと増えると
思います。

電話にて「5㎞壮年の部は女子のエントリー数が少
ないため、男女別の表彰枠を設けることは難しい
が、今後マラソン大会全体の問題点などを事務局 広聴はがき
で検討し、実行委員会に諮っていく」旨伝え、了
承を得た。

10

30 月島特別出張所の前の歩道を通る時に水しぶきを
浴びることが多く、不愉快です。改善をお願いし
ます。

電話にて「水しぶきの原因として、区民センター
には屋上に冷却塔および壁面緑化の給水設備があ
るが、いずれも可能性は低いこと、月島駅出口建
物の上にある駅の冷却塔については別途確認中で
ある」旨伝え、了承を得た。

5 まるごとミュージアムで実施された「手ぶらで銭
湯へ」に参加しましたが、タオルの配布は大人の
みで子どもたちはもらえませんでした。子どもも
利用料金を支払っているのにもらえない理由を教
えてください。

運営主催者の中央浴場組合より「タオルは数に限
りがあるため、親子連れの方には大人に限定して
配布し、できるだけ多くの皆さまに行き渡るよう
にと考えた」旨回答がありました。ご意見を踏ま
え、区と浴場組合で協議し、改善を図っていきま
す。
電話にて「放置されたままになっていたことを謝
罪し、回収したことを伝えた。また、次回以降、
回収漏れがないよう撤去確認を徹底していく」旨
伝え、了承を得た。

10

10

10

11

11

12

11 区のマラソン大会で使用していた看板が、大会後
もずっと放置してあります。早く回収してもらえ
ませんか。

2 日頃スポーツを体験できない障害者のために、障
害者スポーツ体験会が開催されました。安全に参
加できるよう、関係者が的確に対応しており、車
いすや体の不自由な方がスポーツを楽しんでいま
した。ありがとうございます。

令和元年度

広聴の記録

広聴はがき

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

供覧しました。

－ 28 －

Ｅメール君

３

「区長への手紙」要約

月 日
内容
12 11 戸籍謄本を取得するため区役所に行きました。離
婚して独身ですが、説明の際に何度も「ご主人」
と言われました。適切な呼称は難しいと思います
が、「配偶者」などの平等な言い方にしてもらえ
ませんか。
12

12

12

12

1

1

2

2

2

2

2

対応
通常の窓口対応において「ご主人」は一般的に使
う表現ではありますが、受け取り方はさまざまで
あるため、今回の事例をふまえ、今後とも区民の
皆さまに不快な感情を抱かせないよう接遇の向上
に努めていきます。

13 プラスチックなどのごみが大量に発生するお祭り
などのイベントに対して、区が助成金を出すこと
に違和感があります。プラスチック容器は使用禁
止にするなど、環境に配慮したルールを決めて実
施するイベントに対して助成金を出すなどの検討
をお願いします。
23 区内には日本橋劇場や銀座ブロッサムなど区の関
連する劇場がありますが、区民優先のイベントが
少ないと感じます。他区では区が主体となって文
化事業に取り組んでいます。中央区も同様に、区
が主体となって取り組み、区民優先予約を導入し
てください。
26 趣味の会で十思コミュニティルームを利用します
が、備品の机が大きく重く、準備や片付けで苦労
します。扱いが安易な机に変更してもらえません
か。

地域イベント開催時に排出されるごみの減量・資
源化へ、区ではきめ細かな分別や再生利用商品の
使用に積極的に取り組んでいます。町会などに対
しても分別回収の仕組みを参考としていただいて
おり、今後も環境への配慮を呼びかけていきま
す。
区民の皆さまを対象とした「古典芸能鑑賞会」や
音楽に親しむコンサートの開催、区の後援事業に
おける区民優先枠確保の働きかけ、さらに、「中
央区まるごとミュージアム」や「東京国際合唱コ
ンクール」の実施など、多様な文化に触れる機会
の提供に努めています。
十思コミュニティルーム和室の机は、区ではなく
町会が負担することと定められています。いただ
いたご意見は、十思コミュニティルームを管理運
営しています「十思コミュニティルーム運営委員
会」会長に、区から直接伝えます。

27 年末に町会が実施している火の用心の音が大きく
て、精神的に安らげないので、音の基準を作り、
町会を指導してもらえませんか。

区では、町会が行う夜警活動は防火・防犯を目的
としていることから、町内にお住まいの方への注
意喚起のため、一定程度の音量が必要と考えてい
ます。そのため、音量について、区が基準を設け
ることは困難です。

9 月島特別出張所で戸籍に関する書類について尋ね
たところ、「それはここの業務ではない」と言わ
れました。区としてどのような職員教育をしてい
るのか教えてください。今後もこのような対応を
していては、区役所の印象も悪くなると思いま
す。
23 プレミアム付商品券について教えてください。①
使用できるお店がハッピー買物券より少ないのは
なぜですか。②来年度も実施する場合、今年度と
同様に使用できるお店はハッピー買物券より少な
くなるのでしょうか。

特別出張所では幅広い業務を行っていますが、関
連業務については一定の知識は持つべきと考えま
す。今回の事例をふまえ、区民の皆さまに不快な
感情を抱かせないよう職員の指導を徹底し、知識
の習得と接遇の向上に努めていきます。

3 月島図書館の男子トイレにある洗面台の蛇口は、
左右で水量が違います。確認のうえ、調整・修理
をお願いします。

洗面所の自動水栓器具の点検をしたところ、異常
はありませんでした。左右の水量の違いは特に感
じられず、手を洗うには十分な量でしたが、念の
ため器具内のフィルターの掃除を実施しました。

4 日本橋小学校温水プールに設置されている、秒数
を確認するための時計が故障したまま、半年以上
修理されていないので、修理してください。ま
た、プールで泳ぐ際に運動用の電子機器の着用が
認められないのは時代錯誤なルールなので改正し
てください。
4 区民体育大会の開会式で行われる来賓などのあい
さつの時間が長すぎます。参加者の中には高齢者
や子どももおり、約1時間立ったまま話を聞くのは
大変です。参加者の着席を認めるか、あいさつを
短くしてもらえませんか。

時計の修理が遅れて申し訳ありません。業者に修
理を依頼しました。電子機器の使用は、破損した
場合にプールを閉鎖して水抜きをした上で点検す
る必要があること、隣のコースの方との接触事故
につながりかねないことから使用を禁止していま
す。
開会式の出席者の中には、当日公開演技を行うた
め衣装の関係により着座が好ましくない団体も参
加しています。また、礼節や格式を重んじるス
ポーツ大会の開会式であることから参加者全員を
着座させる一律の対応は難しい状況です。

5 区は、町会などの規約や会計などを見ているので
しょうか。

町会・自治会に対して規約や会計などの提出は求
めていませんが、法人格を取得する際は規約や会
計などの提出を受けています。また、区と連携し
て事業を行う際は、事前申請や事業報告を受ける
ことで事業内容の把握に努め、支援しています。

27 区内で畳の武道場を利用できる施設は総合スポー
ツセンターくらいしかなく、利用しようとしても
イベントなどで使えない場合もあり、継続的に利
用できない状況です。利用スケジュールの見直し
をお願いします。

①プレミアム付商品券は今年度に限定した国の事
業であり、ハッピー買物券は平成12年度から継続
している区の事業です。事業期間の違いから取扱
店舗数に違いがあります。②さらに多くの店舗に
登録していただけるよう努めていきます。

電話にて「総合スポーツセンターの武道場を個人
利用できる利用枠について説明し、各種団体の利
用状況などから、現在のところ、スケジュールの
見直しは予定していない」旨伝え、了承を得た。

－ 29 －

投書種別

投書箱

Ｅメール君

Ｅメール君

広聴はがき

Ｅメール君

Ｅメール君

広聴FAX

電話

Ｅメール君

広聴はがき

Ｅメール君

Ｅメール君

令和元年度

広聴の記録

３

「区長への手紙」要約

月 日
内容
3
3 さまざまなスポーツが中止・延期される中、中央
区軟式野球連盟が、3月に春季大会を実施するとし
ていますが、この判断を区として了承しているの
でしょうか。開催決定に至った経緯を教えてくだ
さい。
3

3 気軽に楽しめるバスケットボールのコートを作っ
てもらえませんか。

対応
投書種別
担当する中央区体育協会より電話で「3月中は中止
であること、中央区軟式野球連盟のホームページ
の更新が遅れているため、早急に更新するよう指 Ｅメール君
導する」旨伝え、了承を得た。
電話にて「本区は都心に所在し敷地面積が小さい
故にバスケットボールなどスポーツを行う場所の
確保が難しい」旨伝え、了解を得た。

3

3 月島運動場でナイターが始まると照明塔からの光
が自宅の中まで入ってきて、眩しくて困っていま
す。ナイター営業は必要ですか。照明塔の明るさ
を下げたり、ナイターは週末だけにするなど何か
しらの対策をお願いします。

3

4 新型コロナウイルス感染のおそれがあるので、区
が運営しているスポーツジムなどはなるべく休止
してください。

3

9 中央区の運動場は、運動場という名称ですが野球
専用で使用されています。小学校や中学校の児童
や生徒が利用できるよう、幅広い用途で使えるよ
うにしてもらえませんか。

3

10 現在休校している小学校に設置されているプール
の開放を希望します。総合スポーツセンターの
プールは区外からの利用者も多く非常に混んでい
ます。心身健全な生活を目指している区民のため
にお願いします。

3

11 毎年ヴィラ本栖のコテージを利用しています。コ
テージ周辺に街灯が少なく、夜間に本館からコ
テージへ移動する際、暗闇で恐怖を感じていま
す。ぜひ街灯を増やしてください。

街灯の増設は、本施設が自然公園法に指定された
富士箱根伊豆国立公園内に位置しており、街灯な
ど工作物の設置が制限されているため難しい状況
です。そのため、今回のご意見を踏まえ手持ち型
のランタンを各コテージに配置します。

13 晴海二丁目に住んでいますが、想像以上に生活利
便性が悪く、困っています。スーパーマーケット
を作ってもらえませんか。

区では大規模な再開発が行われる際に、開発事業
者に対し可能な限り生活関連店舗が整備されるよ
う指導してきました。現在、晴海では「選手村」
の建設が進んでいますが、オリンピック後の計画
では、スーパーマーケットなどの店舗が整備され
る予定です。
実行委員会の担当に確認したところ、今回のマル
シェは中止の判断をしたこと、今後の開催につい
ては状況を見ながら判断するとの回答を得まし
た。

3

3

23 新型コロナウィルスの感染が拡大する中で、浜町
マルシェの案内ポスターが町内に貼ってあり、開
催について心配しています。屋外での開催です
が、多くの人が訪れます。区から主催者に開催を
自粛するようアドバイスをお願いします。

広聴はがき

月島運動場は、区内唯一の軟式野球及びソフト
ボール専用の運動場となっており、4月から10月ま
でのナイターには多くの団体に利用いただいてい
Ｅメール君
ます。照度（ルクス）を測定したところ、照準値
以内でしたが、照明の角度調整に加え、間引きな
どを検討していきます。
総合スポーツセンターは区民の健康維持の観点か
ら開館していますが、トレーニングルームの利用
や個人利用の用具貸し出しを中止しているほか、
Ｅメール君
卓球場は台数を減らしてご利用いただいていま
す。今後も、感染拡大の防止に注意を払いながら
運営していきます。
本区には浜町運動場と月島運動場の二つがあり、
利用種目は軟式野球、ソフトボール、サッカーな
どの登録団体の利用や各種大会・スポーツ教室に
投書
利用しているほか、「遊び場開放」、区立中学校
や町会の運動会、保育園の交流の場などにも利用
されています。
学校施設のプール開放は、学校運営に支障のない
範囲で行っていることから、今回の休止にあたっ
ては学校および教育委員会との協議の結果決定し Ｅメール君
ました。大変ご不便をおかけしますが、ご理解ご
協力をお願いします。

広聴はがき

広聴はがき

Ｅメール君

3

26 月島区民センター4階でカラオケをやっています
が、機器の具合が悪く練習ができない時がありま
す。修理してもらえませんか。

昨年購入したカラオケ機器は不具合がなく、通常
こちらを貸し出しています。予備として古い機器
が2台ありますが、1台はＣＤ再生部分が故障、1台 広聴はがき
はカセットテープ再生部分が故障しているため、
利用に支障のない方をお貸ししています。

3

27 新型コロナウィルス感染拡大を防ぐために自粛さ
れるなか、4月1日に実施の月島社会教育会館の施
設の予約抽選会について問い合わせたところ、変
更なく配慮した形で実施とのことですが心配で
す。一同に会さない方法での実施を要望します。

抽選会の開催内容をさらに工夫し、ホールに50
人、第1、第2、第3洋室、講習室、料理教室に15人
～30人程度に分かれて待機すること、また換気を Ｅメール君
徹底するなどの対策をし、開催する予定です。

3

30 新型コロナウィルス騒動で外出自粛などで、まと
もに買い物ができません。ハッピー買い物券の利
用期間の延長をお願いします。

ハッピー買物券は多くの取扱店舗や金融機関等の
協力いただき実施しているため、関係団体などへ
の連絡調整が難しく使用期限を延長することはで
きません。しかし、やむをえず未使用となった場
合には令和2年4月から5月の期間に払戻しをしま
す。

令和元年度

広聴の記録

－ 30 －

Ｅメール君

３

「区長への手紙」要約

月 日
内容
3 30 新型コロナウィルスで、都知事が指摘する3密を避
けるため社会教育会館でのサークル活動を自粛し
ています。施設が開いている限り人は集まりま
す。至急閉館してください。
3

3

対応
個人利用については休止していますが、団体利用
の方には感染拡大防止のため、活動自粛を検討し
ていただき、そのうえでも利用される場合は、密
閉空間、密集場所、密接場面を避けて活動してい
ただくなどの要請をしています。

30 中央区で卓球ができる場所を探していますが、広
報紙やネットを見ても見つかりません。区の体育
館で行うイベントの中で、卓球大会を開催しても
らえませんか。

区内の主な卓球練習場を紹介し了承を得ました。
なお、現在は新型コロナウイルス拡大防止のため
利用を中止していることを申し添えました。

30 社会教育会館は現在も開館しており、毎月1日に
行っている抽選会も実施するとのことですが、な
ぜ閉館しないのですか。

区では個人利用は休止し、団体利用は電話などで
活動自粛を促し、やむを得ず活動するときは充分
注意するよう要請しています。抽選会は、来場者
を分けて待機させ、換気をよくし、人が密集する
ことがないよう注意し開催します。

投書種別

Ｅメール君

広聴はがき

Ｅメール君

福祉保健部（98件）
4

4 3月に障害者福祉課あての苦情を伝えましたが、回 投書者が来庁した際に、3月にいただいた内容への
答が送られてきません。また、申請書の送付もお 対応状況や申請書の提出方法などを説明し、了解
願いしましたが届いていません。速やかに対応し を得た。
広聴はがき
てください。

4

5 先日、里帰り出産の際、通園せずに保育園に在籍
できる期間について質問したところ、2カ月以内と
回答をいただきましたが、通園実績は日単位・月
単位のどちらでの確認になりますか。

区では里帰り出産などで保育園を休める期間を2カ
月以内としており、月単位で数えています。4月10
日に最終登園し、4月11日からお休みした場合、5 Ｅメール君
月1日から31日までを1カ月目、6月1日から30日ま
でを2カ月目と数えます。

4

5 差額ベッド代の支払いについて先日質問したとこ
ろ、区ホームページで周知するとの回答をもらい
ましたが、確認すると通知番号の表示のみで、内
容が掲載されていません。区民が損をしないよ
う、区ホームページに分かりやすく掲載してくだ
さい。
9 数年前から、健康福祉まつりと大江戸活粋パレー
ドの開催日が同じです。両方楽しみたいので、
別々の日にしてもらえませんか。

差額ベッド代を求めてはならない場合について、
厚生労働省の通知文書を区ホームページで確認で
きるようにしました。

4

電話

4

23 以前から、生活支援課の職員に住宅の相談をして
いますが、面会をする度に前回までの結論が覆さ
れ、住む家がなかなか見つかりません。良識ある
職員を担当職員にお願いします。

イベントには健康福祉まつりなど区が行うもの
と、大江戸活粋パレードなど地域の商店街が行う
ものがあります。開催日はそれぞれの主催者がイ
広聴はがき
ベントの趣旨や参加者の状況などに応じ独自に決
定しており、開催日を区が調整することは難しい
状況です。
投書者が来庁した際に、査察指導員（係長）2名と
地区担当員の3名で対応し、現在の住居探しの状況
について話を聞いた。今後も行き違いなどを防ぐ
投書
ため、3名体制で話を聞いていくこととする。

5

8 保育園についてお願いがあります。①保育園を
もっと作ってください。年に3園の新規開設では足
りません。②審査基準を見直してください。兄弟
の人数が同じでも、保育園に在園しているかどう
かでポイントに差がつくのは不公平だと思いま
す。
20 きらら中央の一時預かり保育は、予約開始日にほ
ぼ埋まります。現在の申し込み方法では突発的な
予定で使うことができず、朝から並ぶのは無理が
あります。抽選制の導入や回数制限を設けるなど
もっと使いやすい形を考えてください。

①保育所の開設に適した土地・建物のスペース確
保に課題があり、短期に集中して大量の開設は難
しい状況です。②審査基準は、保護者の就労状況
を指数化し、世帯状況などお子さまを取り巻く環
境を調整指数として加点する基準を定めていま
す。
予約開始日に早朝から順番待ちをされている状況
は区も認識しており、これまでもさまざまな角度
から検討しましたが、日数制限などの変更は難し
いと考えます。今後とも事業の趣旨を考慮し検討
していきます。他施設の利用もご検討ください。

5

5

5

20 保育園に入園できず、困っています。今年の2月か 電話にて、年度途中でも入所に近づけるよう可能
ら入園を希望していますが、5月現在も順番待ちで な範囲で希望園を増やすことや、無認可加点を4月
入園できません。どうにかならないでしょうか。 利用調整時につけるための預け開始、復職時期の
提案をし、それに伴う必要書類を説明し、了解を
得た。
27 箱崎川第二公園にいる路上生活者が子どもを怒鳴
るため、子どもが怖がっています。日曜日には公
園のフェンスに下着などを干しています。

Ｅメール君

Ｅメール君

投書箱

占有している荷物に警告書を貼付し、直接本人に
指導を行うとともに、相談員が施設などへの入所
の提案を含めた相談を行っています。また、警察 Ｅメール君
署からは何かあった際は110番通報してほしいとの
ことです。
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「区長への手紙」要約

月 日
内容
6
3 トワイライトステイは、仕事の残業のため利用す
ることが多いと思うのですが、保護者の送迎が必
須になっています。残業で使いたいのに、夕方送
迎することは現実的ではないと思います。小学生
は子ども1人でもトワイライトステイの受け入れを
してください。
6 13 プレミアム付商品券の販売についてお知らせが来
ましたが、販売対象者は区民税非課税の方となっ
ています。多くの非対象者にも文書を送付してい
るのであれば、発送関連の経費が無駄だと思いま
す。
6

対応
トワイライトステイの利用は、安全管理のため、
子ども家庭支援センターに登録された保護者など
による送迎をお願いしています。送迎ができない
場合は、中央区社会福祉協議会のファミリー・サ
ポート・センター事業の活用をお勧めしていま
す。
プレミアム付商品券の購入対象者の判定は、住民
税の状況を確認する必要があります。税情報は、
地方税法で厳格な守秘義務があり、本人の同意を
得ることで税情報を確認に使用できることから全
世帯主に送付しています。

投書種別

Ｅメール君

Ｅメール君

19 プレミアム付商品券の関係書類を、対象世帯以外
にも配るのはなぜですか。郵送代や人件費なども
全て税金です。コスト意識と倫理観が低いと思い
ます。

プレミアム付商品券の購入対象者の判定は、住民
税の状況を確認する必要があります。税情報は、
地方税法で厳格な守秘義務があり、本人の同意を
得ることで税情報を確認に使用できることから全
世帯主に送付しています。

25 在園証明書の英語対応をお願いしましたが、前例
がなく難しいようです。英語でも対応できるよう
に検討してください。

在園証明書の英訳対応は本区では行っておらず、
保護者の方自身でのご対応をお願いしています。
なお、英訳を行う事業者をご紹介することは可能
です。

6

25 息子は頭部外傷後遺症があるため、他区が運営し
ているＢ型作業所（高次脳機能障害者向け）福祉
支援作業所に通所しています。中央区にも、若者
向けのリハビリを兼ねた福祉支援作業所の設置を
してください。

6

27 大腸がんの検診時にもらう説明書には、採取時に
トイレットペーパーを使うとありますが、上手に
採取できません。以前のように採取用のシートを
付けてください。

区では高次脳機能障害の方も通所できる就労継続
Ｂ型事業者が4カ所ありますので、見学などの希望
があれば相談をお受けします。また、福祉セン
広聴はがき
ターではリハビリテーション医師による専門相談
や交流会などの事業を実施していますのであわせ
てご案内します。
大腸がん検診を委託している医師会に、採取しや
すい資材で行うよう依頼します。また、昨年も要
望されたとのことでしたので、受診された医療機 広聴はがき
関に確認したところ、今後は採取用シートを用意
する旨回答を得ました。

6

27 子どもに先天性の持病があるため、保育園にほと
んど通えていません。居宅訪問型保育事業を利用
できないか区に相談しましたが、保育園入園済み
の子どもは無理だと言われました。なんとか居宅
訪問型保育事業に編入させてもらえませんか。

6

6

7

7

7

7

28 国民健康保険料の支払い方法を、納付書、銀行口
座振り替えのほかにクレジットカードの利用がで
きるように検討してください。

電話で「区の居宅訪問型保育事業は、今年度から
開始した認可保育園に入所できず待機となった方
に対する事業であるため、ご案内ができないこと
を説明し、病児病後児保育やファミリーサポート
センター事業（社会福祉協議会）がある」旨伝
え、了承を得た。
国民健康保険料は、金融機関や区の窓口のほか、
口座振替、コンビニエンスストアでの収納を行っ
ています。クレジットカード支払いなどの多様な
納付手段の確保は重要と認識しており、業務シス
テムの更改とあわせて、検討を進めていきます。

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

1 プレミアム付商品券の申請対象者が、非課税対象
者ならば対象者を絞って送付することは可能では
ないですか。お知らせの作成、郵送など無駄に税
金を使っていませんか。

プレミアム付商品券の購入対象者の判定は、住民
税の状況を確認する必要があります。税情報は、
地方税法で厳格な守秘義務があり、本人の同意を
得ることで税情報を確認に使用できることから全
世帯主に送付しています。

Ｅメール君

1 保険年金課から、限度額適用認定証の更新につい
ての通知が送られてきましたが、本庁舎に提出に
行くには提出までの期限が短く、同封されている
返信用封筒には切手が必要で不親切です。両特別
出張所でも提出できるようにしてください。

来年度の更新以降、通知発送から締め切りまでの
期間延長、切手貼付不要の返信用封筒の同封につ
いて検討します。なお、現時点でも両特別出張所
で提出が可能ですが、今後は通知にもその旨を明
記します。

電話

1 区内公園の路上生活者について、子どもの安全確
保のため立ち退きをお願いします。彼らに自立支
援や職業支援などを促してください。

公園を不法に占拠して使用する行為は禁止してお
り、公園などの利用方法を指導しています。ま
た、巡回相談として、相談員が公園に出向き生
Ｅメール君
活・健康・就労など自立に関する面接などを行
い、施設入所の提案を含めた相談を行っていま
す。
4 3人目の子どもが9月に生まれますが、今の保育園 電話にて「第1・2子が在園する希望園の募集は7カ
の入園制度では4月から入園するのが難しい状況で 月以上のクラスのため、4月入園申し込みはできな
す。第3子が認可保育園に入園できる制度を充実さ いが、57日以上を募集する園であれば兄弟姉妹の
投書箱
せてください。
数や在園における優先はある」旨伝え、了解を得
た。
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月 日
内容
7 11 生活保護のことで区役所に相談に行きましたが、
対応した職員の口調が乱暴でした。是正してくだ
さい。次回相談する際には、親身になってくれる
担当者にしてください。
7

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

16 中央区は他の自治体と比較して、保育園申し込み
時の多子世帯の支援に乏しいと感じますが、なぜ
ですか。また、今後制度の見直しをする予定はあ
りますか。区として多子世帯の働きたいという
ニーズに対して、制度の見直しをお願いします。
18 50歳以上の区民検診項目に、大腸がんを罹患した
ことがある方を対象とした大腸がん検診内視鏡検
査を加えてもらえませんか。

対応
ケースワーカーの接遇は的確かつ親切・丁寧な対
応が出来るよう研修を通して接遇の向上に努めて
います。今後もより一層職員の育成・指導に取り
組みます。なお、担当ケースワーカーの変更は出
来ないので、必要に応じて査察指導員（係長）が
同席し対応します。
利用調整基準は保育の必要性を考慮し作成してお
り、その一つに小学生以下の子どもの数による優
先を設けています。保育の必要性と公平性に配慮
した利用調整基準は重要と認識しており、必要に
応じて見直しを検討していきます。
区のがん検診は、国の指針に基づき実施していま
す。指針に一部改正があり胃がん検診に内視鏡検
査を導入しましたが、大腸がん検診は便潜血検査
で実施することとされ、現時点では内視鏡検査の
導入は考えていません。

投書種別

電話

Ｅメール君

Ｅメール君

22 福祉保健関係の文書には返送が必要なものが多く
ありますが、郵送代は自己負担となっています。
この郵送代を区が負担するか、本庁舎だけでなく
両特別出張所でも書類の提出ができるようにして
ください。

法令で義務付けられている調査票などは、区が返
信料を負担し、サービスの申請は窓口・郵送でも
受け付けており、本人負担をお願いしています。
広聴FAX
両特別出張所では各種申請を受け付けています
が、今後も対象事務の拡充などを検討していきま
す。
29 保育園に入れない状況で、親族などの支援が受け 中央区でも0歳（生後7日）から中学3年生までの子
られないことから、2人目以降の子どもを産みたく どもを対象に、「子どもショートステイ」を実施
ても産めない状況です。他区では子ども・赤ちゃ しています。また、「一時預かり保育」や「緊急 Ｅメール君
んのショートステイ制度が安く利用できるようで 保育」も実施していますので、お困りの際は子ど
す。中央区でも検討してもらえませんか。
も家庭支援センターへご相談ください。
29 月島の再開発地域に家があり、来年1月に定期借家
の期限が終わります。都営住宅にも落ち、民間の
住宅を借りるのも難しく、どこで何をしたらいい
のか分かりません。どうしたらいいのでしょう
か。

本人が来庁した際に生活状況を聴取し、今後の支
援を説明した。各支給・給付金については手続き
済みのため、結果に応じて対処していく。税金に
ついては、分納の相談に相談員が同行し手続きを
完了した。今後も生活相談を継続していく。

Ｅメール君

31 保育園の申請書類の提出に区役所に行きました。
その際に対応した受付担当職員が威圧的で、窓口
担当者として不適切です。

窓口における職員の対応で不快な思いをさせてし
まいおわびします。受付をした職員については、
注意喚起を行い、係内で接遇について話し合いを
しました。今後とも親切で誠実な行政サービスを
目指し、接遇の向上に取り組んでいきます。

Ｅメール君

2 生活保護費について、住居費以外を中央区のお店
で使用できる商品券で対応するのはどうでしょう
か。高齢化で支給が増えることを鑑み検討をお願
いします。

生活保護制度は、医療や介護など直接支給される
「現物支給」と、現金が支給される「金銭支給」
が基本となっています。これは、国が生活保護法
に基づき全国一律公平に実施されているものであ
り、中央区のみ商品券などの個別対応は困難で
す。
障害のある利用者がおむつ交換できない現状とユ
ニバーサルシートの必要性について、晴海トリト
ンスクエアの施設管理者と話をしました。設備ス
ペースの確保などの課題もありますが、施設の設
置状況を確認しながら継続的な働きかけに努めま
す。
区では可能な限り正確な情報を共有し、安全にお
預かりするため窓口対応としています。併せて、
予約状況に応じた案内や、限られた時間枠を有効
に活用できると考えています。暑い中で順番待ち
をされている状況は、今後対応を検討します。

5 特別支援学校に通う子どもがいます。晴海トリト
ンスクエアにあるおむつ交換スペースを使用して
いましたが、突然、男性の入室が禁止されまし
た。代替案として多目的トイレが示されました
が、乳幼児以外の利用は困難でした。区から働き
かけてもらえませんか。
15 現在行っている一時預かり保育の予約方法は、現
地窓口にて先着順に受け付けする方法ですが、暑
さのため、順番待ちをする親子に熱中症が心配さ
れます。自宅のパソコンなどから操作できる予約
システムの導入を検討してください。
15 きらら中央の一時保育の予約を窓口だけでなく、
他区のようにインターネット予約の導入も検討し
てもらえませんか。猛暑の中、並ぶのは熱中症の
危険もあります。最新の情報が必要なら、ネット
予約システムを導入して入力すればいいのではな
いでしょうか。
19 保険の手続きの際、職員の勘違いにより長時間違
う説明をされました。スムーズに手続きができ
ず、イライラしました。

区では可能な限り正確な情報を共有し、安全にお
預かりするため窓口対応としています。併せて、
予約状況に応じた案内や、限られた時間枠を有効
に活用できると考えています。暑い中で順番待ち
をされている状況は、今後対応を検討します。
今後はこのようなことがないよう職員の教育を徹
底し、適時適切な説明と窓口事務の向上に努め、
皆さまに気持ちよく訪れていただく窓口づくりを
推進していきます。
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月 日
内容
8 28 子育て支援課の窓口に現況届を提出しました。そ
の際に、応対した職員が端末を操作する時、提出
した書類をマウスパッドのように下に置いて操作
しているのを見て、いやな気分になりました。無
神経な対応を繰り返さないようにしてください。
8

8

8

9

9

9

9

9

9

9

9

対応
今回の件について、改めて窓口対応を行う全職員
に対し、区民の立場に立った対応を行うよう指導
し、同じことを繰り返さないよう改善を図りまし
た。今後も一層、接遇の向上に努め、信頼される
窓口対応を心掛けていきます。

投書種別

Ｅメール君

28 人形町保育園の園庭は向かいの建物の屋上にあり
ます。日差しが強く夏場は気温が高いため、以前
よりプール遊びが減っています。子どもたちのた
めに、少しの場所でも日陰ができるようにしても
らえませんか。

同様の意見が複数提出されたことから、人形町保
育園の保護者を対象とした意見交換の場を設ける
こととし、その旨当該意見提出者に説明し、同意
を得た。日程調整の結果、10月10日に実施するこ
とになった。

Ｅメール君

30 猛暑日が続き、保育園では外出も困難、園庭での
水遊びもできず運動不足になります。人形町保育
園の園庭屋上に屋根などの設置をお願いします。

同様の意見が複数提出されたことから、人形町保
育園の保護者を対象とした意見交換の場を設ける
こととし、その旨当該意見提出者に説明し、同意
を得た。日程調整の結果、10月10日に実施するこ
とになった。

Ｅメール君

30 人形町保育園は、今年もプールの回数が数えるほ
どでした。園庭屋上に屋根をつける計画があると
伺っています。検討お願いします。また、年長の
年にひとり担当は、先生への負担が大きいと感じ
ます。

同様の意見が複数提出されたことから、人形町保
育園の保護者を対象とした意見交換の場を設ける
こととし、その旨当該意見提出者に説明し、同意
を得た。日程調整の結果、10月10日に実施するこ
とになった。

Ｅメール君

2 暑さ指数という指標により、人形町保育園のプー
ル使用の回数が減りました。屋根の設置や、プー
ル使用可否の判定方法の緩和などの対応をお願い
します。

10月10日に当該保育園の保護者と意見交換の場を
設け、プール活動などの回数を増やすための方法
について話し合いました。この結果を踏まえ、検
討を進めていきます。

2 国民健康保険料の支払いが遅れていたので支払い
に伺いましたが、職員から延滞を責めたてる言葉
を延々と受けました。また、後日電話をした際、
係名や氏名を名乗らず電話対応マナーができてい
ないことに驚きました。

ご不快な思いをさせてしまい申し訳ありませんで
した。対応した職員に接遇の改善について厳しく
指導し、係全体でも共有し職場内研修を実施しま
した。今後も接遇向上に努めていきます。

6 区が実施しているがん検診補助は、国民健康保険
加入者のための偏った補助だと感じます。受診で
きる検診の種類を増やし、区民自身が必要だと思
う検診を選択・受診できるようなクーポンを発行
することなどにより、不公平を解消してくださ
い。
9 保育園に関する文書などを区から送付する場合、
文書などに受付可能な時間を記入し、時間外は留
守番電話で案内してはいかがでしょうか。

区では国が定めた指針に基づいたがん検診を年齢
などの要件に該当する全ての区民を対象に実施し
ています。また、新たながん検診を増やすこと
は、死亡率減少効果が科学的に証明された指針に
基づき実施することから、現時点では困難です。

11 きらら中央の利用予約のため、毎月15日の早朝か
ら子どもを連れて並ぶのがとても辛いです。イン
ターネットで予約ができるように改善してくださ
い。

乳幼児は、日々容態が変化しやすく、可能な限り
新しく正確な情報を共有し、安全にお預かりする
ため、窓口での対応としています。また、窓口対
応により、予約状況に応じた丁寧な案内や、限ら
れた時間枠を有効に活用できると考えています。

13 現在保育園の入園待ちで、認証保育園も待機して
いますが、どこの園も大量のキャンセル待ちがい
ます。中央区は待機児童が多い区なので、ベビー
シッター制度導入の検討をお願いします。

電話にて「本区の実施する居宅訪問型保育事業が
ある」旨を説明した。その後、本人が来庁し、居
宅訪問型保育事業利用申し込みを行った。

13 生活保護の件で相談した際に、担当していた職員
との折り合いが悪く、担当を変更してもらいまし
た。しかし、今回相談した際、担当者が不在との
ことで以前の担当者の対応となりました。もう少
し配慮をしてもらえませんか。

来庁した本人に対し「当日は担当ケースワーカー
が不在のため、係の責任者の立場として窓口対応
を行った。今後は担当ケースワーカーの不在時に
は、出来る限り他のケースワーカーが対応するな
どの配慮をする」旨伝え、了承を得た。

投書

17 「東京都国民健康保険被保険者証」と「東京都国
民健康保険高齢受給者証」を1枚のカードにするこ
とはできないでしょうか。できないとしても、携
帯する際の利便性向上のため、2つのカードを同じ
大きさにしてもらえると助かります。

一体化やカード化はそれぞれ更新時期が異なるこ
とや、システム改修などに多大な費用がかかるた
め慎重に検討しています。また、国がマイナン
バーカードを健康保険証として利用できるよう準
備をしていることからその動向を見据えながら検
討を進めます。

Ｅメール君

令和元年度

広聴の記録

電話にて「電話での受付可能時間を書面へ記載す
ることを検討するとともに、時間外においては留
守番電話を利用し受付時間の案内をする」旨伝
え、了承を得た。
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Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

投書箱

Ｅメール君

３

「区長への手紙」要約

月 日
内容
9 17 7月末に中央区内にある民間の放課後デイサービス
を退職しましたが、退職後の書類が送られてきま
せん。退職したことを区などに届けていないのか
もしれません。どこに相談したらいいでしょう
か。
9 18 中央区役所の前にある三吉橋の空きスペースで、
以前から路上生活者が寝泊りしています。治安上
など問題があるのではないでしょうか。施設への
入居などしかるべき対応を取ってもらえません
か。
9

9

9

10

10

10

10

10

10

10

対応
電話にて「退職の届出は所管である都に提出され
ていること、退職後の書類が届かない場合、離職
票はハローワーク、源泉徴収票は税務署、その他
事業者の対応については労働基準監督署が管轄で
ある」旨伝え、了承を得た。
ご指摘の場所や周辺で該当人物は確認できません
でした。今後とも、路上生活者の情報について
は、関係機関と情報共有し、施設や病院を紹介す
るなど福祉的な支援を行っていきます。

19 区に申請した認証保育所助成金の金額を間違われ
ました。その後、職員から電話がありましたが、
事務的に説明をされるだけでした。今後は丁寧な
対応をするよう改善してください。

窓口や電話での対応は、区民の皆様に大きな影響
を与えることを念頭に置き、丁寧な対応を心がけ
るよう職員に指導をしました。今後もこのような
ことがないよう指導を徹底していきます。

19 都が実施する保育料の多子世帯負担軽減事業を、
中央区は導入しないのでしょうか。都内他自治体
では10月から導入するところもある中、中央区は
導入せず、区民に負担を強いることになるので
しょうか。早急に対応してもらえませんか。

電話にて「多子世帯負担軽減については、実施す
る方向で、これから制度化するなど、事業のス
キームを含め検討している。事業実施の際は、保
育園を通じて事業のお知らせをする」旨伝え、了
承を得た。

30 障害者自立支援の再交付と福祉サービス受給者証 電話にて「自立支援医療受給者証と障害福祉サー
の申請を8月中にお願いしましたが、まだ届きませ ビスの受給者証は区での事務処理が終わり次第、
ん。発行までにどのくらいかかりますか。
送付する予定である」旨を説明した。その後、本
人が来庁したので、直接受給者証を渡した。
1 保育園保護者の駐輪マナーなどが悪いです。駐輪
場があるのに、保育園前の歩道へ駐輪していま
す。この歩道は特別に駐輪が許可されている場所
なのでしょうか。園に対して指導の徹底など対応
をお願いします。
2 中央区では民生委員が欠員となっている地区が10
カ所以上あると聞きました。民生委員の充実、少
なくとも欠員の補充をお願いします。

7 区から送付された「中央区の福祉施策の充実に関
する調査ご協力のお礼について」というはがき
は、全ての漢字にふりがなが振ってありました。
高齢者を子ども扱いしているように感じられ、不
愉快です。なぜふりがなを振って送ったのです
か。
9 他自治体では障害のある方が商店などを利用しや
すくなるよう、商店に対して簡易スロープの設置
や点字メニューの導入に助成を行っています。わ
ずかな段差があるだけで銀座に行くことを諦める
人もいます。中央区でも助成を導入してもらえま
せんか。
11 子どもが通っている保育園は、今年から0歳児の受
け入れがなくなりました。改善してもらえません
か。

電話にて「マナーが悪く迷惑を掛けていることを
おわびした。園に対して、迷惑行為を慎むことの
周知徹底やお迎えの集中する時間帯の見回り強化
を依頼した」旨伝え、了解を得た。また、環境土
木部から駐輪禁止のステッカーを掲示することと
なった。
民生委員の欠員は町会や自治会に協力をいただき
補充に努めていますが、地域の中で候補者を見つ
けることができず不在となっている区域もありま
す。今後も、民生委員の活動や役割の周知を図り
ながら引き続き欠員補充に努めていきます。
さまざまな障害のある方が誰もが読みやすい共通
の書状となるよう、漢字にふりがなを振らせてい
ただきました。今後、案内などをお送りする際に
は一括ではなく可能な限り個別の対応を取ってい
きます。

投書種別
Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

広聴FAX

Ｅメール君

簡易スロープ設置などの助成を過去に検討しまし
たが、多くの事業者が集積する本区ではスロープ
が歩道を占用するなどの課題もあり導入に至って
Ｅメール君
いません。なお、点字メニューは中央区社会福祉
協議会で作成を行っており、今後も普及に努めて
いきます。
当該保育園は認証保育所から認可保育所に移行す
る際に、0歳児の受け入れに必要な保育室の面積が
確保出来ないため、1歳児からの受け入れとなりま Ｅメール君
した。そのため、0歳児からの受け入れに変更する
ことは難しい状況です。

18 国民健康保険被保険者証の有効期限が切れていた
ので区役所へ行きました。窓口ですぐに交付して
もらおうとしましたが、本人確認ができる証明書
が必要と言われ、交付してもらえませんでした。
病院へ行きたいので、すぐに交付してください。

窓口での被保険者証の交付方法は、顔写真付きの
身分証明書をご提示いただき、本人確認ができた
場合に限り、即時交付することができるとしてい
ます。なりすましによる被保険者証の不正取得な
どを防ぐため、窓口で本人確認を行っています。

来所

21 保険年金課の窓口に相談に行ったところ、男性職
員の対応が横柄でした。もう少し親切に対応して
ください。

本区では、窓口での接客は親切で分かりやすい対
応を心掛けるよう指導しています。対応した職員
には接遇の改善について厳しく指導しました。接
遇は重要なものと認識しており、今後も意識啓発
および接遇向上に努めます。

投書箱
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広聴の記録
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「区長への手紙」要約

月 日
内容
11
5 保育所運営費補助金の請求をしましたが、案件が
多いため、支払いは請求の2カ月後以降になると区
の担当者から説明がありました。業務の進め方を
改善すれば、支払いまでの日数を短縮できるので
はないですか。
11

11

11

11

11

対応
新規の認証保育所運営費補助金の申請があった場
合、園児や保育所の内容確認や部署内での意思決
定などのため、最初の支払いまでに時間がかかっ
てしまいますが、それ以降は当月にお支払いする
ことができます。

投書種別

Ｅメール君

11 馬喰町駅の通路に路上生活者が複数人おり、異臭
や汚れがひどい状況です。対策を取ってもらえま
せんか。

管轄の国道事務所に連絡したところ、定期的に清
掃やパトロールをしており、不法残留荷物などは
所定の手続き後処分しているとの回答でした。区
も路上生活者については人権に配慮しながら連携
して対応していきます。

Ｅメール君

11 現地に行かなければ一時保育の申し込みができな
いのはおかしいと思います。他区では電話で予約
できるという話も聞きます。もう少し小さい子ど
もを持つ親のことを考えてほしいです。

乳幼児は、日々容体が変化しやすく、可能な限り
新しく正確な情報を共有し、安全にお預かりする
ため、窓口での対応としています。また、窓口対
応により、予約状況に応じた丁寧な案内や、限ら
れた時間枠を有効に活用できると考えています。

Ｅメール君

11 近くの保育園にみんなが通えるよう、学区を設け
てほしいです。また、遠くの保育園に通うことに
なった人向けには、転園しやすいよう加点を設け
てください。

本区では保護者の方々のご事情や保育園を選択す
るエリアもそれぞれ違うことから、区内全域から
通える範囲でいくつでも希望園の選択が可能で
す。このことから入園・転園で学区や自宅周辺の
園を希望した場合の加点などを行う予定はありま
せん。
①柔軟な人員配置が可能となるよう体制整備を検
討しています。②職員の資質向上に努めます。③
パンフレットやホームページなどで制度の内容や
問い合わせ先などが分かりやすく伝わるよう検討
します。

11 昼休みの区役所窓口の対応が悪かったです。①昼
休みは人が来る時間を避けて取ってください。②
窓口で「担当者でないと答えられない」と言うの
はやめてください。③病院で貰ったチラシも分か
りにくいので、電話による連絡先を作ってくださ
い。
14 保育園の申し込みにあたり、子育て支援課の窓口
で「精神障害者保健福祉手帳の代わりに医師の診
断書の提出でも問題ないか」と確認したところ、
担当した職員により回答が違いました。何が正し
いのか教えてください。

Ｅメール君

広聴はがき

来庁した本人に対し「申し込み時に必要な書類な
どについて改めて説明し、担当した職員により回
答が異なっていたことをおわびした。今後も職員
全員が同じ対応となるよう指導を徹底していく」
旨伝え、了承を得た。

電話

電話にて「在籍する無認可保育施設の種類により
待機対象となるかが決まり、投書者は待機児童に
該当する。また、内定に至らなかった児童は「内
定しなかった児童数」として区ホームページで公
表している」旨伝え、了承を得た。

投書箱

4 子ども2人を別々の認可保育園に預けており、転園
を希望しています。第3子の出産予定により低い利
用調整指数が適用されるため、転園ができそうに
ありません。制度の見直しをしてもらえません
か。

利用調整基準は入園に直結するものであるため、
保育の必要性と公平性に配慮した基準づくりは重
要であると認識しています。今後も皆さまからの
意見を参考にしながら、必要に応じて基準の見直
しを検討していきます。

Ｅメール君

12

4 以前に国民年金免除申請の手続きをしたはずなの
に、督促状が届きました。どうしてですか。

特別催告書は、令和元年度の免除申請書が提出さ
れておらず、令和元年7月分以降の国民年金保険料
が未納状態になっていることから、中央年金事務 Ｅメール君
所より発送されたものです。免除申請書を提出
し、承認されれば、未納状態も解消されます。

12

9 保育園に書類を提出する際、保育園から会社まで
の所要時間を45分に15分プラスして60分と記載し
ましたが、園長に45分しか認められず、朝の預か
りができなくなりました。45分では会社に遅刻し
てしまいます。60分で認めてもらえないでしょう
か。
11 区内にある保育施設などに係るデータを、オープ
ンデータとして公開してもらえませんか。特に各
園の定員や空き状況は利用を検討する保護者に
とって有用な情報です。

11

12

12

1

28 認可保育園に入れず、認可外の保育園に通園して
いますが、その場合は待機児童にならないという
説明を受けました。認可保育園を申し込んで入園
に至らない場合も待機児童と数えて、その結果を
公表してもらえませんか。

14 婦人科検診の結果通知には妊娠回数や出産回数な
どの事項が載っています。受診するために必要な
ことはわかりますが、ほかの目的に利用したいた
め、結果の表示を受診者の基本項目、結果、医療
機関にかかるものだけにしてもらえませんか。

令和元年度

広聴の記録

電話にて「お預かりする時間の考え方や既に保育
園では55分前からお預かりする認識である」旨伝
え、了承を得た。

区が保有する情報で区ホームページに掲載してい
るもののうち、地域が抱える課題の解決や地域の
活性化が期待できる分野を対象として、オープン
データとして公開しています。保育園空き状況な
ど随時更新が必要なものの対応については現在検
討中です。
本区の婦人科がん検診は、国や都の指針に基づき
実施し、受診者への結果通知は精密検査の必要性
を附して速やかに本人へ通知するとされており、
他への利用を考慮したものとはなっていません。
記載する内容については、引き続き検討します。
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「区長への手紙」要約

月 日
内容
対応
1 21 十思スクエア別館2階共有スペースにある男子トイ ご指摘いただいた箇所を確認したところ、自動水
レの手洗い場の水がほとんど出ない状態です。蛇 栓に不具合があることがわかりました。早急に部
口の調節、確認をお願いします。
品交換などの修理を実施します。

2

2

2

2

3 高齢の母の区民健診に付き添って病院に行きまし
たが、混んでいて驚きました。混雑の度合いに
よっては高齢者の苦痛になり、健診から足が遠の
く心配があります。高齢者優先の時間帯を設ける
などの配慮をしてもらえませんか。

健康診査の受診は事前予約によって実施していま
す。今後は、各医療機関に混雑が予想される場合
の事前の情報提供や、予約時間の細分化による待
ち時間の減少など、さらなる受診環境の充実を促
していきます。

4 中央区内にある認証保育所が、認可保育所に移行
する場合、区外から通っている在園児は、どのよ
うな対応になるか教えてください。

電話にて「中央区内に勤務していない場合は、中
央区の認可保育園への入園申し込みはできないこ
と、認可外保育施設なども含め検討した方がい
い」旨伝え、了承を得た。

7 現在子ども3人を育てています。頼れる人がいない
ので、困ったときはベビーシッターをお願いして
いますが、費用がかさみ苦しいです。都が発表し
た多胎児支援策に中央区も参加をお願いします。

東京都が実施する予定の多胎児家庭への支援につ
きましては、実施内容の詳細や、区の状況および
ニーズの動向を踏まえ、多胎児家庭への支援も含
めた子育て支援策の充実に努めていきます。

10 一石橋にいる路上生活者が空き缶などで路上を占
有しています。対応をお願いします。

路上生活者に対しては、都区共同で巡回相談事業
を実施しており、相談員が出向き、生活状況など
の聞き取りをしています。該当者に対しても機会
のある度に面接相談を行っています。また、橋を
管轄する都第一建設事務所と情報共有しました。

投書種別

電話

広聴はがき

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

2

10 費用助成や利用したいサービスについて、障害者
福祉課に質問をしていますが、納得のいく回答が
もらえません。利用者の立場に立った誠実な対応
を希望します。

2

12 長女に聴覚障害があり、次女が保育園に入れない
と長女を学校に通わせることができないため、保
育園の申し込みをしましたが、不合格でした。行
政の助けを必要としている家庭に対して、配慮し
てもらえませんか。

説明が不十分で、かみあっていないと感じられた
こと、納得のいく回答がもらえていないと感じら
れたことについて、おわびします。今後とも職員
電話
に対し、障害のある方の立場に立った、親切で分
かりやすい対応を心がけるよう指導していきま
す。
電話にて｢入園選考は各区の基準に基づき行って
いる｡基準は入園に直結するものであるため､保育
の必要性と公平性に配慮した基準づくりは大変重 Ｅメール君
要と認識している｡今後も必要に応じて基準の見直
しを検討していく｡｣旨回答し､了承を得ました｡

2

21 認可保育園辞退の手続きについて、区役所から電
話がありましたが、早口でまくしたてられ、一方
的に責め立てるような対応でした。区として、こ
のような対応を取るようマニュアル化しているの
でしょうか。

職員の対応で不快な思いをさせてしまったことを
おわびします。窓口や電話での対応は、職員の言
動が区民の皆さまに大きな影響を与えることを念
頭に置き、対応をした職員に対し指導を行いまし
た。

Ｅメール君

26 保育園入園選考に多胎児家庭への調整指数を設定
してもらえませんか。利用調整基準の改定につい
て、今後の見込みなどを教えてください。また、
区は多胎児家庭への支援拡充策としてどのような
ことを考えているか具体的に教えてください。

利用調整基準は重要と認識しており、必要に応じ
て見直しを検討していきますが、基準変更を行う
際は1年以上の周知期間を設けるため、来年度中に
改定する予定はありません。今後も多胎児家庭へ
の支援を含めた子育て支援策の充実に努めます。

投書

2

3

2 ①保育園入園選考に際し、区内居住歴はどのよう
に確認していますか。また、点数と優先順位を公
表してもらえませんか。②保育園入園希望者全員
を入園できるようにすべきではないですか。③期
間限定で0歳児クラスを作る予定はありませんか。

①区内居住期間は「住民日」から「入園する日」
までの日数です。指数や優先順位はお答え可能で
す。②可能な限り早期の待機児童の解消に向け、 Ｅメール君
定員拡大に取り組みます。③限られたスペースで
の保育のため、1歳児に限定して実施しています。

3

2 医療費控除に活用できる医療費通知書の発行につ
いて、検討をお願いします。医療費通知書を発行
をしている自治体としていない自治体があり、対
応がばらばらな状況です。運営主体の都にも実施
するよう伝えてください。

令和2年度より医療費控除に活用できる医療費通知
を発行する予定です。また、ホームページにおい
ても周知をしていく予定です。
Ｅメール君

3

2 あかちゃん天国が3月末まで休止になりました。あ
かちゃん天国は子どもだけでなく、保護者にも必
要な施設です。リスクがあることは承知ですが、
誓約書などを記入の上で、子どもを自由に遊ばせ
る場所を提供してもらえないでしょうか。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、あか
ちゃん天国を含む多くの人が集まる事業やイベン
トを休止もしくは中止し、安全管理に努める必要
があると判断しました。今後の再開については、
国の動向などを踏まえ検討していきます。
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Ｅメール君
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「区長への手紙」要約

月 日
内容
3
3 都が実施しているベビーシッター利用支援事業
が、多胎家庭にも使えるようになると聞きまし
た。多胎の場合、検診へ行くだけでも困難であ
り、ベビーシッターが使えると助かります。導入
している区のみ対象なので、中央区でもこの制度
を導入してください。
3
3 住民登録は中央区ですが、居所は別の場所です。
居所宛てに健康保険証を送ってもらえますか。

3

3

3

3

3

3

3

3

対応
東京都が実施する予定の多胎児家庭への支援は、
実施内容などの具体的な説明があり次第、施策化
に向けて検討を行う予定であり、本区の状況と
ニーズの動向を踏まえながら、多胎児家庭への支
援も含めた子育て支援策の充実に努めていきま
す。
健康保険証は住民登録地に簡易書留郵便で送付し
ます。ただし、入院など特別な事情がある場合申
出の居所に送付します。保険証はすでに発送しま
したが、郵便局から返礼されていません。お手元
にない場合は来庁いただき再交付の手続きが必要
です。
あかちゃん天国は親子の交流の場として大変重要
なものと認識しています。しかし、乳幼児への感
染を防ぎ安全管理に努める必要があると判断しま
した。再開については、安全性が確保できれば休
止期間を短縮していきたいと考えています。

投書種別

Ｅメール君

広聴はがき

4 新型コロナウイルスの影響で、赤ちゃんが遊べる
施設が全て閉鎖されてしまいました。施設が閉鎖
することで多くの母親が困っています。「区に責
Ｅメール君
任は問わない」という条件付きで構わないので、
どこか一部屋だけでも開放してもらえないでしょ
うか
5 自動車燃料費助成について、助成されないと説明 3年前の申請受付時に、助成の条件である同一生計
を受けました。3年前に申請を受け付けたのはなぜ であるかどうかの十分な確認を行わなかったこと
ですか。
によるものです。このようなことがないよう受付 Ｅメール君
時の確認や職員間の引継ぎの徹底に取り組みま
す。
5 区立保育園に子どもを預けています。園から「も
う少し早くお迎えに来られないか」と言われまし
た。どうしても仕事が終了しない時は、お迎えの
時間を猶予してもらえませんか。

「保育園は乳幼児期に長時間、集団で生活する場
なので、生活リズムを大切にしている。お迎え時
間は、保護者の話を聞き余裕を持たせて設定し、
状況によっては柔軟に対応するよう考えているの
で、ご理解いただきたい」旨伝え、了承を得た。

5 新型コロナウイルスに対して、区民が安心を得ら
れるよう適切な対応を願いします。

電話にて「新型コロナウイルス感染拡大防止対策
については、ご要望の内容も含め多岐に渡るた
め、対策本部を中心に検討・対応を行っているこ
と、決定した内容については、適宜区ホームペー
ジでの公表や関係者への周知を行っていく」旨伝
え、了承を得た。
生活保護基準額表の年齢別では「65～69」「70～
74」「75～」となっており、現在68歳ですので
121,540円ですが、70歳になると120,000円となり
1,540円少なくなります。

6 生活保護を受けています。年齢が70歳になると受
給額が少なくなると聞いていますが、本当でしょ
うか。

9 国民健康保険料の支払い方法に、クレジットカー
ド払いを追加してもらえませんか。

10 耳鼻咽喉科が近くに少ないので、誘致してもらえ
ませんか。

クレジットカード支払いなどの多様な納付手段
は、被保険者の利便性を図るために重要なものと
認識しています。現在、大規模なシステム改修を
予定しており、それに合わせて多様な納付方法に
ついても検討を進めていきます。
区内に耳鼻咽喉科は32か所あり、医療ニーズへの
提供は確保されていると考えています。区が医療
法人である耳鼻咽喉科を誘致することについて
は、公平性の観点から困難であります。

広聴はがき

投書

広聴はがき

Ｅメール君

広聴はがき

11 子育ての助成を手厚くしてください。他区のよう
に出産費用の助成を増やすなど、制度をもっと整
えてくれると助かります。

出産費用は、生活保護世帯などに助成を行ってい
ますが、すべての妊婦さんが対象ではありませ
ん。出産支援祝品としてタクシー券を贈呈するこ
とにより、通院などの経済的負担を軽減できるよ
う支援しています。

3

11 ①中央区では、保育園の枠が足りないと聞いてい
ます。子どもを預けられる先を増やしてもらえま
せんか。②区内で出産可能な病院が1つしかないと
知り、驚きました。病院への助成金の加算などを
検討してもらえないでしょうか。

3

13 保育園の利用調整について、国の通知には居宅内
労働か居宅外労働かという点のみで点数に差異を
設けることは望ましくないと記載があります。し
かし、中央区では居宅内と居宅外で点差がついて
います。点差がついている理由を教えてくださ
い。

①区では、昨年に比べ339人の定員拡大を図りまし
た。今後も、定員の拡大に取り組みます。②入院
助産費用は生活保護世帯などに助成を行っていま
広聴はがき
すが、すべての妊婦さんが対象ではありません。
出産支援祝品としてタクシー券を贈呈し、支援し
ています。
本区は従来、職住近接でご商売をされている方も
多く、居宅外勤務の方とくらべ時間的に柔軟な対
応ができると判断し差異をつけていましたが、子
Ｅメール君
育てを取り巻く環境は変化しており、入所調整基
準も随時見直していく必要があると認識していま
す。

令和元年度

広聴の記録
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広聴はがき

３

「区長への手紙」要約

月 日
内容
3 13 保育園の給食で、いちごを出してもらえません
か。

3

3

3

3

対応
保育園の給食は小さな子どもが食べるものなの
で、食べる部分に直接消毒液がつかないみかんや
りんごなど皮をむく果物を出しています。また、
大量のいちごを洗う際に表面に傷がつきやすいの
で、通常の献立で出すのは難しいです。

17 一時預かり保育を利用する場合、事前予約を行う
ために来所が必要ですが、来所による予約のみと
いう運営に多くの区民が困っています。インター
ネットや電話での受け付けに対応してもらえませ
んか。

区ではお子さまを安全にお預かりするため窓口対
応としています。また、予約状況に応じた案内に
より、限られた時間枠の有効活用ができると考え
ています。順番待ちへの対応は、受付整理券のオ
ンライン発券システムの導入を予定しています。

投書種別

広聴はがき

Ｅメール君

17 子育て世代からの質問と要望です。①子育て世代
向けの区報やフリーペーパーを作成し、児童館な
どのイベントが一度にわかるようにしてもらえま
せんか。②保育園をもっとつくってもらえません
か。

①児童館各館で毎月チラシを発行していますが、
各館のイベントも異なるため情報誌にまとめ、毎
月発行するのは難しいです。②区は過去5年で27園
広聴はがき
の保育所を開設しました。また、令和元年3園、2
年に3園を開設し、今後も保育定員拡大に取り組ん
でいきます。
19 自宅の近くに透析ができる診療所がないため、週3 区が医療法人である診療所を誘致するのは、公平
回他区の診療所に通院しています。晴海地区に透 性の観点から困難であります。区では人工透析を
析ができる診療所を誘致してもらえませんか。
されている身体障害者手帳をお持ちの方に、福祉 広聴はがき
タクシー利用券の給付などのサービスを行ってお
りますのでご利用ください。
26 4月から子どもが認可保育園に通う予定ですが、今 保育園を4月の1か月休園する場合、「新型コロナ
の状況で通わせるのが恐ろしいです。4月入園の延 ウイルス感染症対策による休園届」の提出により
期を検討してもらえませんか。
休園を認め、5月31日までの復職が可能となってい 広聴はがき
ることを説明しました。

高齢者施策推進室（12件）
5

6

7

9

1

1

2

20 桜川敬老館等複合施設の空調機フィルター清掃の
際、掃除機を使用せず屋外にごみをはたいていま
した。風で飛散し、桜川公園の滑り台で遊んでい
る子どもに掛かったため業者を注意しましたが、
改善されませんでした。区から指導をお願いしま
す。
3 おむつの配布を受けるため、月島おとしより相談
センターを利用しました。パンフレットの支給品
目におしりふきを入れてください。

空調機フィルター清掃業者に厳重注意し指導しま
した。今後は①清掃作業は屋内で行う②埃が飛散
しない方法で行う③作業中に排出したごみはすべ
て回収する、以上を厳守し作業を行っていきま
す。

24 介護保険範囲でデイサービスなどを利用していま
す。ケアマネジャーから区独自のサービスに関し
て教えてもらえず自分で調べました。ケアマネ
ジャーは、区独自のサービスを知らなくてもいい
のですか。

区ではケアマネジャーに対し研修会や介護サービ
ス事業者連絡協議会などで、区独自のサービスな
どの情報提供を行っています。しかし、充分把握
できていないケアマネジャーもいるため、今後も
あらゆる機会を捉え周知を図り、資質の向上に努
めます。
供覧しました。

10 敬老大会にご招待いただき、ありがとうございま
す。担当の方は、ご苦労があったと思います。来
年も歌舞伎を拝見させていただきたくお願いしま
す。

高齢者紙おむつ等支給事業は、ニーズの高い商品
を支給品目に加えるなど定期的に見直しを行って
います。今後もサービス需要の動向を捉えなが
ら、支給品目の充実などを図っていきます。

Ｅメール君

広聴はがき

Ｅメール君

Ｅメール君

14 区内のグループホームに入っていますが、経済的
な事情で特別養護老人ホームへの転出を希望して
います。しかし、区役所で相談をしても職員は真
剣に対応してくれません。なんとか特別養護老人
ホームに入れないでしょうか。

電話にて「職員の対応についておわびをし、丁寧
に相談を受けるよう指導を行ったことを伝え、各
施設の空き状況や入所方法について」説明し、了
承を得た。

24 中央区の良好な介護システムのお陰で、一人で暮
らす友人の介護支援をし、看取ることができまし
た。高齢者の中には他人の世話にはならないと考
えている人も多いので、区の介護システムを広く
高齢者やその家族に周知できればいいと思いま
す。
18 さわやか体操リーダー8期生育成講座を受講した
際、私だけ職員から注意や叱責されることがあり
ました。区職員には言葉遣いなどへ留意した上で
の区民対応を望みます。また、事業者との関わり
方について、区の考えを教えてください。

電話にて「介護保険制度・サービスについて、今
後も周知を図るとともに、関係機関や地域の方々
などと連携して、介護の必要な方が必要なサービ
スを受けられるよう、ご意見を参考にしながら取
り組んでいく」旨伝え、了承を得た。
職員の対応で不快な思いをさせてしまい、申し訳
ありません。職員に対し、受講生の状況などを常
に確認しながら、より丁寧な対応を行うよう指導
しました。また、事業者に業務委託する際は、契
約内容に沿った業務を行っていただいています。

－ 39 －

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

令和元年度

広聴の記録

３

「区長への手紙」要約

月 日
内容
2 25 区民が利用しやすい特別養護老人ホームを、区内
に増やしてもらえませんか。

対応
投書種別
「中央区高齢者保健福祉計画・第7期介護保険事業
計画」に基づき、桜川敬老館等複合施設の建て替
えにあわせて、地域密着型特別養護老人ホームな
広聴はがき
どを令和2年度に開設する予定です。今後の整備に
ついては、次期計画策定の中で検討していきま
す。
いきいき館利用者間でのトラブルへの対応は、い
きいき館運営者が当事者双方より個別に話を伺う
ことが原則と考えています。区としては、これ以
電話
上の事実確認はできないと判断しており、相手の
方に再度話を聞くことは考えていません。

2

27 勝どき敬老館で物の紛失があり、利用者間のトラ
ブルになりました。解決するための当事者の話し
合いの場に、区も立ち会ってもらえませんか。

3

3 住民登録は中央区ですが、居所は別の場所です。
敬老大会の抽選で落選した人に向けて、何か代わ
りのものを検討してもらえませんか。

抽選を行う場合のルールとして、9月15日現在で偶
数の年齢の方は当選とし、奇数の年齢の方を抽選
対象としています。この方式で落選になった方
広聴はがき
も、翌年は偶数歳となり必ずご招待できるため、2
年連続して落選となることを防いでいます。

3

12 新型コロナウイルスへの対策として、小中学校は
休校となり、図書館は閲覧が中止となっている
中、敬老館だけ通常開館しているのはなぜです
か。敬老館が重要な施設であることはわかります
が、他の対策と整合性が取れていないように思え
ます。
16 現在要介護1の親と同居しています。将来施設への
入所を希望した時に、施設不足で入所できないこ
とがないよう、今から対応をお願いします。

敬老館は、一人暮らしなど社会的な孤立のリスク
が高い高齢者に対する見守り機能も兼ねていま
す。現在、講座、イベント、カラオケルームの使
Ｅメール君
用を休止するなど、感染予防対策を徹底し開館し
ていますが、今後の状況を見極めながら判断して
いきます。
令和2年度中に、桜川敬老館等複合施設の建て替え
に合わせて特別養護老人ホーム（定員29人）、認
知症高齢者グループホーム（定員18人）を新たに 広聴はがき
整備、開設する予定です。今後の整備について
は、次期計画策定の中で検討します。

3

保健所（32件）
4

5

5

6

6

6

6

9 先日、区内にある喫茶店を利用しました。店員が
本来はクリームを乗せないドリンクにクリームを
乗せてしまい、スプーンでクリームを取り除き、
ペーパータオルでカップの中を拭いて提供してい
ました。衛生的に良くないのではないかと思いま
す。区から指導してください。
21 マンションの前の私有地に飲み物の自動販売機が
あり、灰皿が置かれています。昼休みの時間帯に
は10人くらいのサラリーマンが喫煙しています。
小学生がたくさん通る道なので、対策をお願いし
ます。
29 勝どき四丁目にある飲食店が扉を開けて営業して
います。営業時間後の深夜にもお店に人がいて、
大騒ぎしています。朝5時半の時点でも騒いでい
て、眠れません。注意してください。
10 保育園の前に設置されている消火器や電柱に、毎
朝犬のふんがあり掃除をしています。これからの
時期は、ハエがたかり園内に入ることもありま
す。何かしらの対策をお願いします。
13 勝どきにある店舗は灰皿を設置し、終日多くの人
が喫煙しています。臭いや煙が気になり、窓も開
けられない状況です。私道の灰皿の撤去は難しい
と思いますが、何らかの対策を取るよう指導して
ください。
27 公園の植え込みの中や、ビルのごみ置場など、八
丁堀二、三丁目に生息しているネズミを駆除して
ください。

28 中央区内には、ビルの内部は禁煙でも、1階などに
灰皿を設置し、自由に喫煙できるビルやレストラ
ンが多く不快です。中央区は路上喫煙禁止となっ
ていますが、他区に比べると緩いため、完全禁煙
に向けてさらなる努力を期待します。

令和元年度

広聴の記録

状況確認のため立入調査を行ったところ、申し出
の事実を確認しました。通常は注文商品と違うも
のを提供した場合、廃棄し調理し直すことになっ
ていました。事業者に対し、作業手順を遵守し衛
生措置を十分に講じるよう指導しました。
東京都受動喫煙防止条例では公的機関やホテル、
飲食店などは受動喫煙配慮義務がありますが、私
有地は対象外となり指導できない状況です。しか
し、都民に対して受動喫煙を生じさせないよう努
力義務を規定しているため、こちらの周知を図り
ます。
当該地区の調査を行ったところ、指摘のあった施
設を含め複数の飲食店が営業していました。これ
ら営業者に対して、騒音により周囲の快適な生活
を阻害してはならない旨、口頭指導を行いまし
た。
現場の電柱に張り紙をし、注意喚起しました。飼
い主のマナー違反による迷惑行為を受けた場合な
どには、保健所までご連絡をお願いします。マ
ナー違反をしている飼い主に口頭注意をするとと
もに、リーフレットを渡して、犬を飼うためのマ
ナー啓発を行います。
都は「東京都受動喫煙防止条例」を制定していま
すが、私有地については都条例の対象となってお
らず、指導する権限が無い状況です。しかし、都
条例では、「他人に受動喫煙を生じさせないよう
努めること」と定めており、この内容を周知しま
す。
電話で「ビル内に入り込んだネズミの駆除方法な
どについて説明し、また、委託業者による公園周
辺の現場確認を行い、巣穴などは見られなかった
ことも説明した」旨回答し、了承を得た。

Ｅメール君

広聴はがき

Ｅメール君

投書箱

Ｅメール君

Ｅメール君

東京都受動喫煙防止条例に基づき、本年7月1日か
ら本庁舎などの喫煙所を閉鎖しました。今後、9月
1日から飲食店に店内の喫煙状況の店頭表示を求め Ｅメール君
ます。本格施行となる来年4月1日に向け、庁内関
係部署が連携した受動喫煙対策を推進します。
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３

「区長への手紙」要約

月 日
内容
7 18 勤務するビルの1階にあるスペースが喫煙所になっ
ていて、建物にたばこの煙が流れて臭います。ま
た、喫煙者が通行の妨げになっていますが、この
喫煙所はどちらの方が所有し、区が許可している
のですか。
8

9

9

9

10

10

11

11

12

12

12

対応
喫煙所は行政の許認可事業ではなく所有者を把握
していません。東京都受動喫煙防止条例施行によ
り多数の人が利用する施設は原則施設内禁煙とし
屋内喫煙所を設置する場合は都要件を満たすこと
となりますが、私有地などは対象外です。

投書種別

Ｅメール君

27 月島にあるコンビニエンスストアの入り口付近に
朝と夕方に必ず喫煙者がいて、副流煙の被害を受
けています。特に子どもの健康被害が心配です。
対応をお願いします。

私有地であるため、コンビニエンスストアの本社
に対して苦情があった旨を伝え、都受動喫煙防止
条例の「他人に受動喫煙させることのないよう努
めること」の規定を理解し、店舗前で喫煙させな
い対策を講じるよう協力を依頼しました。

Ｅメール君

3 勝どき三丁目にある飲食店の店内でネズミを見か
けます。対応をお願いします。

職員が当該飲食店に立ち入り、営業者に対してネ
ズミの駆除およびその実施記録を保存するよう厳
重口頭指導をしました。営業者は引き続き定期的
に駆除を行い、その記録を保存することを誓約し
ました。

Ｅメール君

13 日本橋にある民泊施設の前で、利用者の外国人が
喫煙していて、迷惑しています。指導をお願いし
ます。

職員が現場に赴き、喫煙の状況を確認しました。
その上で当該施設の従業員に対し、宿泊者が路上
喫煙しないよう周知徹底を依頼しました。

24 新川に開業予定のホテルは、フロントに従業員を
配置せず、宿泊者の本人確認をしない可能性が高
い状況です。また、ホテル内に従業員を常駐させ
る体制も整っていません。営業の許可を申請した
際には、十分な確認をお願いします。

営業許可申請にあたり本区の条例などを説明し、
営業予定内容についての確認を行っています。許
可を受けた営業施設に対しては、旅館業法第7条第
1項に基づく立入検査を実施し、不適事項を確認し
た場合、指導などを行い改善を求めています。

投書

16 築地駅交差点にある飲食店から汚水が流れていま
す。壁の穴から汚水が流れていて、避けて歩くの
も大変です。衛生的にも悪いので確認をお願いし
ます。

ご指摘の店舗に状況確認および立ち入り調査を行
い、汚水が流れている事実を確認しました。営業
者に対し歩道上に汚水を流さないよう汚水升周り
の施設修繕を含め、改善措置を講じるよう指導し
ました。

Ｅメール君

29 夜間に銀座を歩いていると、ネズミを多数見かけ
ます。対応をお願いします。

ネズミの対策として委託業者による現場確認や巣
穴の閉鎖、毒餌の設置、定期的な見回りなどの対
応をしています。また、町会・自治会などが自主
的に行う駆除などに掛かった経費を補助する事業
を実施し、広域的な駆除などの促進を図っていま
す。
禁煙外来受診を促すため、治療に保険が使える区
内の医療機関一覧やたばこの害と受動喫煙の影響
をリーフレットにして配布するとともに、ホーム
ページで周知しています。また、禁煙を希望する
区民を対象に禁煙外来医療費の助成を実施してい
ます。
区福祉手当は申請を受理し審査をしたうえで認定
としているため、窓口で受理する前に必ず認定さ
れるとの案内はしていないものと考えます。自身
の申請に基づき認定されている都助成に必要な書
類の経費を区が負担することはできません。

11 歩きたばこ禁止のシールが路面に貼ってあります
が、喫煙者は無視しています。路上喫煙、受動喫
煙被害をなくすには、禁煙外来を受診することが
必要です。在住、在勤者への禁煙外来受診を促進
するなど、対策に力を入れてもらえませんか。
18 窓口で区難病患者福祉手当をもらえると確認し、
認定に必要な都医療費助成を受けてから申請しま
したが収入が基準を超え認められませんでした。
認められないことが分かっていれば申請しなかっ
たので、診断書などの経費を返却してください。
10 勝どきで営業している飲食店から、深夜3時過ぎま
で騒ぎ声が聞こえる状況で、夜眠れません。部屋
の中で録音しても分かるほどの騒音です。何か解
決方法はありませんか。
16 喫煙について、中央区ではさまざまな対策をして
いると思います。しかし、屋外での喫煙について
は受動喫煙を余儀なくされている場所がまだ多く
ありますので、対応をお願いします。
23 来年度のオリンピック開催で、急激な人口増加に
対して選手村での感染症対策や育児不安を抱える
人への支援などで中心となる保健師の配置は、区
では十分にされていますか。ない場合は4月に間に
合うように対応をお願いします。

当該飲食店に立ち入り調査を行い、営業者に対
し、店の入り口のドアを開放しないこと、深夜帯
には店内の話し声などにも注意して近隣の騒音と
ならないよう配慮することなど、周囲の快適な生
活を阻害しないよう、厳重口頭指導を行いまし
た。
ご指摘の店舗を確認したところ、灰皿の設置など
が確認できたので、営業者に対して灰皿や喫煙場
所の設置方法について、受動喫煙防止の配慮義務
があることを説明しました。
東京2020大会時における感染症対策は保健所・保
健センターの全庁的な保健師の体制で対応する予
定です。大会後の人口増に対応するため、選手村
跡地の住宅化に合わせて新たな保健センターを整
備し、保健師についても適切な配置を行う予定で
す。
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Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

電話

Ｅメール君

投書箱

Ｅメール君

令和元年度

広聴の記録

３

「区長への手紙」要約

月 日
内容
1 24 築地市場の閉場後、勝どきでネズミを見かけるこ
とが増え、衛生的に心配です。家の中に駆除剤を
設置していて、屋外にも設置したいと考えていま
すが、他の動物が食べてしまわないか心配で設置
できません。対策できることがあれば、お願いし
ます。
1 29 20年以上月島に住んでいますが、ネズミにずっと
悩まされています。市販のネズミ対策の道具を
使ってもまるで効果がなく、一日中走り回ってい
る状態です。一度、現場を見にきていただき、何
かしらの対策をしてもらえませんか。
2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

20 新型コロナウイルス感染症の影響でマスク不足が
起きていますが、区民を対象に1家庭1箱など限定
的な販売をしてもらえないでしょうか。

対応
区では殺そ剤の投入やネズミ補そ器を設置して駆
除作業を行っています。個別に相談があった場合
は、ネズミが生息しにくい環境づくりの説明や粘
着シートのサンプルを配布しています。出前講習
会・定期的な個別相談会も行っていますので、ご
活用ください。
電話にて「私道部分は区として対応できないが、
区道など公共の場所については通年でネズミ防除
対策を実施していること、住所地と隣接する区道
などについては現場を確認し、巣穴などを見つけ
た場合は駆除作業を実施する」旨伝え、了解を得
た。
全国的に不足する状況となっていますが区でも確
保ができていない状況です。予防としまして、
「咳エチケット」と「手洗い」をお願いします。
確保ができた場合も患者対応を行う医療機関への
提供を優先的にさせていただくこととなります。

投書種別

Ｅメール君

電話

Ｅメール君

25 新型コロナウイルス感染症への対策として、マス
クや消毒液を入手しようとしても購入ができませ
ん。区役所や保健所で配布してもらえませんか。

全国的に不足する状況となっていますが区でも確
保ができていない状況です。予防としまして、
「咳エチケット」と「手洗い」をお願いします。
確保ができた場合も患者対応を行う医療機関への
提供を優先的にさせていただくこととなります。

投書箱

25 新型コロナウイルス感染症対策で政府がマスクや
消毒液を供給しても、なかなか入手できません。
区役所で確保し、区民に販売してもらえません
か。

全国的に不足する状況となっていますが区でも確
保ができていない状況です。予防としまして、
「咳エチケット」と「手洗い」をお願いします。
確保ができた場合も患者対応を行う医療機関への
提供を優先的にさせていただくこととなります。

Ｅメール君

2 新型コロナウイルス対策として、安心して区内を
歩けるよう、夜間、区内に消毒液をまいてもらえ
ませんか。

国内の感染状況を見ても、区内全域が汚染されて
いるとは考えていないため、区内全域に消毒液を
まいて消毒することは考えていません。予防とし
て、人ごみをさける、咳エチケット、こまめな手
洗いをお願いします。

Ｅメール君

11 区で備蓄しているマスクを区内在住の高齢者や障
害者に配布してください。

全国的に不足しメーカーに在庫がなく区でも確保
ができていない状況ですが、医療体制の確保を優
先するため、新型インフルエンザ対策用備蓄マス
クを区内医療機関に供給しました。予防として、
咳エチケットとこまめな手洗いをお願いします。

広聴はがき

本区の母子手帳は国の基準を満たしキャラクター
使用料も含めた作成経費により入札で業者を決定
しています。区民の皆様に喜ばれるよう充実して
いきますが経費も考慮しなければならないため、
新たな手帳を作成する際の参考とします。

広聴はがき

11 他区ではインフルエンザの予防接種に対して、一
部助成が行われていますが、中央区では行われて
いないのでしょうか。

予防接種法に基づき重篤化しやすい65歳以上の方
の予防接種を実施しています。区が任意で予防接
種を行う場合は、経費を区が負担するため、国の
検討状況や区の財政状況を踏まえてインフルエン
ザ予防接種公費負担について対応を検討します。

広聴はがき

23 銀座周辺で、ネズミを見かけます。植え込みの中
から地表に出てきています。猫を対策に使うのは
どうでしょうか。対応をお願いします。

区ではネズミ駆除防除を実施しており、巣穴の封
鎖、毒エサの設置などの対応を行っています。ま
た、町会・自治会および商店街などが行うネズミ
の駆除・防除などにかかった経費を補助する事業
も実施しています。ご提案の猫による対策は慎重
に検討します。
ご指摘の場所は、歩道にはみ出しての喫煙を確認
したので巡回パトロールを増強し、喫煙者には喫
煙の中止を、施設管理者には状況の改善を求めま
す。

11 中央区の母子手帳のデザインをキャラクターの柄
にしてほしいです。

26 築地駅近くの店舗は、店舗前で路上喫煙をさせて
います。歩道に煙が流れないような工夫をするよ
う、区から注意してもらえませんか。

27 妊婦に対して、マスクを配布してもらえません
か。

令和元年度

広聴の記録

国の全国市区町村に対する協力依頼に基づき、妊
婦の方へのマスク配布の準備を進めていました
が、不良品が混入していたため、全国的に配布を
中断しているところです。再開の際は、リスクの
高い方から配布を行う予定です。
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広聴はがき

Ｅメール君

３

「区長への手紙」要約

月 日
内容
3 31 区は新型コロナウイルスの感染者の人数と地域を
公表していませんが、安全を図るためにも公表を
お願いします。

対応
本区の患者数は、都ホームページで区市町村別に
公表し、本区ホームページでも同様に公表してい
ます。地域などについては、地域住民に対する偏
見、地域の風評被害や保健所の対策に協力が得ら
れなくなることが想定されるため、公表していま
せん。

投書種別

Ｅメール君

環境土木部（222件）
4

2 私のマンションは銀座から勝鬨橋を渡りきった下
り坂部分に出入り口があります。そのため、猛ス
ピードで通り抜ける自転車にひやりとした瞬間が
何度かあります。子どもが飛び出し、事故が起
こってからでは遅いので、自転車専用通路を作っ
てください。
3 先日、ルール違反のごみ出しについて投稿しまし
たが、何の連絡もありません。ルール順守の掲示
だけでもしてください。確認をお願いします。

都第一建設事務所から「この場所は自動車交通量
が多いため、例外的に普通自転車通行可の歩道と
なっています。しかし、下り坂で危険なため、自
Ｅメール君
転車通行者に対し注意喚起の目的で、3月に看板を
2枚追加設置しました。」旨回答がありました。

3 箱崎川第二公園の使用について、気になる点があ
ります。①外部の団体が使用していますが、使用
について規定はありますか。②路上生活者が生活
しています。子どもが怖い思いをしているので、
対応をお願いします。

①特定の団体が独占して公園の全部または一部を
使用する行為は、他の利用者の迷惑となることか
ら禁止しています。②占有している荷物に警告書
を貼付し、直接本人に指導を行うとともに、巡回
相談事業において、相談などを行っています。

Ｅメール君

4 浜町公園の前に住んでいます。帰宅時に桜の花を
見ようと公園に入ると、イベントの区画内に入ら
ないよう注意されました。公園内を営業行為で使
用させる場合は、使用料を取り、使用目的などを
明確化させた方がいいのではないでしょうか。

お花見は一般利用と判断し、場所取りに対する公
園使用許可は行っていません。譲り合って利用し
ていただくようお願いしています。公園が特に混
み合う時期は職員や委託業者が巡回を実施し、不
適切な利用に対しては指導を行っています。

Ｅメール君

4

8 築地川公園の工事が終われば、以前のような緑の
多い公園が戻ってくると思って我慢していました
が、新しくなった公園は緑が少なく、前とは違う
ものでした。以前のように公園の手前に木をたく
さん植えてもらえませんか。

電話で「植栽計画は四季を楽しめ、成長が早く緑
量の確保が望めるものを検討・施工しているた
め、遊具の目隠しとなる樹木の成長を見守ってい Ｅメール君
ただきたいことや、今後の植栽計画として2本植栽
する計画がある」旨伝え、了承を得た。

4

8 以前、楓川新場橋公園の路上喫煙の対策をお願い
しましたが、現在も喫煙者のたまり場になってい
ます。

新場橋周辺の緑地帯は全面禁煙としており、これ
までも禁煙の周知を図る掲示物を追加設置してい
ます。今後も、関係部署と連携し、さらにパト
ロールを重点的に行うなど、条例違反者の指導を
粘り強く行っていきます。

9 毎朝午前6時25分頃、水天宮駅前付近で路上喫煙し
ている人がいるので、区から注意してください。
以前は駅の出口付近で喫煙していた人が場所を変
えて、喫煙を続けています。

パトロール員による現場巡回を行い、喫煙者を発
見したため、条例について説明し喫煙行為に注意
を行いました。また、その場所に条例啓発用路面
シートを貼付しました。

4

4

4

4

4

当該集積所について、清掃事務所の職員が直接現
場を確認した上で、ごみ出しをされる方々にルー
ルを守っていただくための看板の設置やパトロー
ルを強化していきたいと考えています。

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

11 高齢になると、健康のために散歩に出ても長い距
離が歩けません。途中で疲れたときに、座って休
憩できる椅子を置いてほしいです。

区では歩行中に休憩や交流の場としてベンチの設
置を進めています。これまでも道路上に19基、緑
地帯24カ所に設置しました。今後も、誰もが快適
な歩行空間の整備を進めていきます。

4

12 佃公園近辺の桜は先端部まで花のない大きな枯れ
枝が増えた気がします。点検と適切な剪定をお願
いします。また、佃堀沿いの植え込みに植わって
いる桜と月桂樹などが絡まり、街灯の光が遮られ
ているので、対処してください。

4

15 晴海トリトン噴水広場とその周辺で、子どもが夜
遅くまで騒いでいて近隣住民の迷惑になっていま
す。大きな声が響いています。対応をお願いしま
す。

4

15 築地にある複数の店舗が公道上にのぼりなどを設
置しているので、撤去してください。

佃公園近辺の桜について、、ゴールデンウィーク
明けに専門業者により剪定します。佃堀沿いの月
桂樹とピラカンサスも他の植栽や街路灯へ影響し
Ｅメール君
ないよう桜と同じ日程で剪定します。アキニレ、
ハルニレの2種は芽吹きが遅い性質があるので、も
うしばらく様子を見ます。
晴海トリトンスクエアの管理者にヒアリングを
行ったところ、貼紙掲示による注意喚起や巡回警
備などの対策を実施、計画しているとのことで
Ｅメール君
す。さらに近隣の方が、子どもが夜遅くまで騒い
で迷惑していることを説明し、再度対策の徹底を
お願いしました。
当該公道上にある看板、のぼり旗については、現
場確認を行い、店舗に法令で禁止されていること
を説明し、設置など行わないよう指導しました。
Ｅメール君
その結果、のぼり旗や看板は移動または撤去され
ました。引き続きパトロールや指導を行っていき
ます。

－ 43 －

広聴はがき

令和元年度

広聴の記録

３

「区長への手紙」要約

月 日
内容
4 16 桜小橋は、晴海周辺の情景を豊かに照らし、朝潮
運河親水公園も気持ちの良い場所です。近隣住民
との折衝など苦労もあると思いますが、素晴らし
い空間をありがとうございます。
4

4

4

4

対応

投書種別

供覧しました。
Ｅメール君

22 馬喰町駅近くのゲストハウス入り口に灰皿が置か
れており、吸い殻やごみが捨てられています。掃
除はされておらず、受動喫煙だけでなく景観にも
問題があります。路上喫煙禁止をゲストハウス側
に伝え、多言語表記の禁止表示を設けてくださ
い。
22 築地川公園を散策中に、子どもが水際の植物を引
き抜いていたので注意しました。近くにいた親ら
しき人は、知らぬ顔です。利用者へのお願いや、
物理的に立ち入れないようにするなどの対応をお
願いします。

ゲストハウスの灰皿は店舗敷地内に設置されてい
るため条例による指導や撤去ができません。責任
者と会い、路上喫煙禁止を説明し協力を要請した
ところ、多言語表記の啓発用ポスターを敷地内に
掲示するとともに、清掃も行うとの回答を得まし
た。
せせらぎの池については、水生植物の保護のため
植栽帯内に立ち入らないよう、ロープ柵で囲い、
看板を設置しています。現地の見やすい場所へ看
板を設置し、周知を行うとともに、小学校や幼稚
園へ指導を行ってもらうよう申し入れます。

23 佃堀の改良工事では水を排出するためのポンプが
作動しており、ポンプから絶えず音が鳴っていま
す。就寝時間に音が気になるのですが、軽減措置
は取れないでしょうか。また、工事の終了時期を
教えてください。

ご指摘のポンプは水が溜まるとセンサーで感知し
自動運転する仕組みとなっており、全てのポンプ
を点検した結果、センサー部分が汚れ誤作動して
いる可能性もあったため、全てのポンプの清掃を
行いました。工事は7月までを予定しています。

24 銀東一歩道橋に多数の落書きを発見しました。放
置すれば、落書きが増大します。取り締まりをお
願いします。

都第一建設事務所から「当該箇所について、状況
を確認した上で、対応を検討します。」旨回答が
ありました。

Ｅメール君

広聴はがき

Ｅメール君

Ｅメール君

5

7 あやめ第二公園から遊具の吊り輪がなくなったの
ですが、どこかへ移転したのでしょうか。

あやめ第二公園の吊り輪は、平成7年10月から設置
していましたが、経年劣化による腐食や安全性な
どを考慮し、平成27年6月に撤去しました。また、 Ｅメール君
楓川宝橋公園と月島第一公園にも設置しています
ので、ご利用ください。

5

7 晴海トリトンスクエアへ渡る歩道橋に横断歩道の
設置をお願いします。ベビーカーを抱えて渡るの
も危険で、上部は強風の通り道のため危険です。

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、歩行者の利便性をはじめ、交通
事故防止対策や安全性を含め、横断歩道を所管す
る交通管理者と検討を重ねていきます。」旨回答
がありました。

Ｅメール君

5

10 銀座の街中で外国人観光客が歩きたばこやたばこ
のポイ捨てをしているのを見掛けます。区に条例
があっても、観光客には分かってもらえないと思
うので、罰則を設けたり、ポスターを張るなど具
体的な措置を取ってください。

5

10 永代橋から中央大橋までの土手を歩いていると、
自転車侵入禁止の看板が出入り口の柵の隙間に密
着して置かれていて、歩行者の通行の障害になっ
ています。対応をお願いします。

5

13 黎明橋公園からほっとプラザはるみへの道に区議
会議員選挙で置いたポスターが放置されたままに
なっています。対応をお願いします。

当該ポスターについて、5月20日に設置または管理
している方に対して、自主撤去するよう現地にお
知らせを行いました。自主撤去されない場合は、5 Ｅメール君
月27日以降、区で撤去する予定です。

5

13 月島第二児童公園の飛び出し予防の柵がべたべた
しています。清掃をお願いします。

現地で汚れが確認できましたので、早急に清掃し
ました。

外国人観光客に対し、条例周知用看板（英語併
記）の設置・路面シート（4ヶ国語併記）の貼付を
実施しています。罰則については、区民の意見を
Ｅメール君
踏まえ、違反者に対し過料を課すのではなく、指
導に従わない場合は氏名の公表を行えると定めて
います。
現地を確認したところ、看板の位置が当初の設置
場所から変わっていたので再設置しました。今後
は巡回を行い、定位置から動いていた場合は元の Ｅメール君
位置に戻すことを徹底します。

Ｅメール君

5

13 今年の神田祭に子どもと参加しましたが、一部の
参加者が路上喫煙をしており、子どもを連れて街
を歩く気になりませんでした。個人のモラル任せ
ではなく、区からの是正勧告やパトロールなどの
具体策の検討をお願いします。

令和元年度

広聴の記録

区では「中央区歩きたばこ及びポイ捨てをなくす
条例」の遵守、徹底を図るため、年末年始を除く
毎日、パトロール員が大通りを始め一般の道路な
ど区内全域を巡回し、注意喚起や指導を行ってい
ます。今後も条例の普及・啓発に努めます。
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「区長への手紙」要約

月 日
内容
5 14 コミュニティサイクルを利用していますが、明石
町地区は文化施設や医療施設がある割に、サイク
ルポートがなく不便です。サイクルポート増設の
検討をお願いします。
5

5

5

5

5

5

5

5

15 歩道を走行する自転車のマナーは改善がなく、危
険性が増しています。場所は晴海通りの勝鬨橋か
ら黎明橋、清澄通りの交差点から勝どき6丁目で
す。自転車の歩道走行を禁止するなど、歩道を安
心して歩けるよう対策をお願いします。
16 今朝江戸バスに乗車したところ、車内は熱がこ
もった状態で、明らかに気分が悪くなる温度でし
た。乗客はもちろん、運転手が体調を崩すような
温度で運行してほしくありません。運転手の注意
力や体力を消耗することはしないでください。
17 散歩などをしていると、路上喫煙や歩きたばこの
煙とすれ違い、子どもへの影響を考えると憤りを
覚えます。罰則規定を設けるなど歩きたばこの
ルールを見直し、強化の方向へ推進をお願いしま
す。
20 月島第二小学校の周辺の道路には、信号やガード
レールのない交差点があります。裏道でも交通量
が多く、小学校や幼稚園また公園もあり、子ども
が多く利用します。安全のために整備をしてくだ
さい。
20 以下の2点について対応をお願いします。①湊地区
は、コニュニティサイクルのポートが少なく感じ
ます。ポートの増設をお願いします。②江戸バス
のモニターの英語表示がローマ字表示です。プラ
ザやセンターなど英単語はその通りの表記をお願
いします。
21 マンションの前に飲み物の自動販売機があり、灰
皿が置かれています。昼休みの時間帯には10人く
らいのサラリーマンが喫煙しています。小学生が
たくさん通る道なので、対策をお願いします。
21 大雨と強風で佃公園内の枯れ枝が折れてしまいま
した。危険ですので、台風の時季が来る前に公園
内にある樹木の枯れ枝切除をお願いします。

対応
明石町地区は実証実験開始時からサイクルポート
の設置を検討していますが、既存建物への設置は
無償での土地利用や不特定多数の人の出入りに土
地所有者や施設管理者の承諾が必要であり、設置
に至っていません。今後も設置できるように努め
ます。
区では警察署と連携し、自転車安全教室などを実
施するとともに、警察署では対策重点路線で悪質
性・危険性の高い交通違反取り締まりを実施して
います。また、勝どきの清澄通りの一部歩道に白
線を引き、自転車の通行場所を明示する予定で
す。
都では環境確保条例により、アイドリングストッ
プする義務があるため、江戸バスも発車する直前
までエンジンを停止していますが、暑い時期に車
内温度が26度を超える場合には温度を調整してい
ます。今後も利用者が快適に過ごせるよう対応し
ます。
罰則については条例制定の際に、区民などの意見
を踏まえ違反者に対して過料などを課すのではな
く指導・勧告を行い、従わない場合は氏名などを
公表することとしました。条例遵守のためパト
ロール員が区内を巡回し注意喚起などを行ってい
ます。
月島第二小学校周辺の歩道がある道路はガードパ
イプが設置出来ていますが、歩道のない箇所は設
置出来ていない所があります。車道のみの道路は
幅員が狭いため自転車と自動車の接触事故の危険
性があるため、設置は難しいと考えています。
①サイクルポートの利用実態を踏まえ、改善・見
直しに取り組んでいきます。②指摘いただいた英
語表記の件について、委託している事業者ととも
に改善に努めています。
自動販売機横の吸い殻入れは、私有地に設置され
ているため、条例に基づく撤去ができません。こ
のため、当該箇所におけるパトロールを行い、歩
道上など吸い殻入れから離れた場所で喫煙するな
ど、条例に違反している人に対する指導を行って
います。
現地を確認したところ何カ所か枝が折れていたの
で、危険な枯れ木・枯れ枝は剪定しました。ま
た、台風シーズン前に改めて点検し、枯れ枝を剪
定します。

投書種別

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

広聴はがき

Ｅメール君

27 あかつき公園を毎日通ります。小さな子供が遊ん
でいるすぐそばを、自転車で追いかけっこする小
学生が通り過ぎるなど、危険な状況です。自転車
進入を物理的に困難にする、啓発活動を行うなど
の対策をお願いします。

駐輪場への案内や注意書きの表記を工夫し、看板
の増設や設置場所の見直しを行っていきます。ま
た、駐輪場の移設や遊具エリアへの侵入防止柵設
置などの検討を行っていきたいと思います。

5

27 箱崎川第二公園にいる路上生活者が子どもを怒鳴
るため、子どもが怖がっています。日曜日には公
園のフェンスに下着などを干しています。

占有している荷物に警告書を貼付し、直接本人に
指導を行うとともに、相談員が施設などへの入所
の提案を含めた相談を行っています。また、警察 Ｅメール君
署からは何かあった際は110番通報してほしいとい
うことです。

5

27 ウミネコが人形町周辺で頻繁に行動するように
なっています。早朝から夕方まで鳴き声が気にな
り、道路にも、鳥のふんが目立っています。マン
ションの屋上などに営巣する前に、早めの対応を
お願いします。

都環境局ホームページに簡易的なウミネコ防除網
の設置方法が紹介されているので、区のホーム
ページとリンクするなど情報提供について検討し
ます。また、マンション管理組合から相談があっ
た際は、都環境局ホームページを紹介するなど、
適切に情報提供をしていきます。
ご指摘のあった店舗の責任者に近隣住民の方から
苦情が寄せられていることを伝えました。昨年も
同内容の苦情があったことから、再度、騒音対策
の徹底と営業時間の遵守を指導しました。

5

29 勝どき四丁目にある飲食店が扉を開けて営業して
います。営業時間後の深夜にもお店に人がいて、
大騒ぎしています。朝5時半の時点でも騒いでい
て、眠れません。注意してください。
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Ｅメール君

Ｅメール君

令和元年度

広聴の記録

３

「区長への手紙」要約

月 日
内容
5 29 水天宮駅付近でカラスに攻撃されました。「カラ
スに注意」と書かれた張り紙があることに気づい
た時には攻撃されていました。ビル管理者が対応
するという張り紙はありましたが、区としても対
応してください。

対応
当該場所のカラスについては、他の区民からも同
様の通報があり、現地を確認したところ、カラス
による襲撃を発見したため、雛を捕獲しました。

31 小学校の和太鼓の練習について、騒音調査のお願
いをしたところ、環境推進課は、太鼓の音は騒音
とみなさないとの説明でした。都の環境局に確認
すると、太鼓の音は騒音だとの判断でした。どう
して見解が違うのでしょうか。

日本橋小学校での太鼓音については、騒音とみな
さないということではなく、騒音発生時間、目的
などを勘案した上で指導対象とはしませんでし
た。

3 最近、白いカモメのような鳥の甲高い鳴き声がう
るさく感じます。日本橋税務署のあたりから飛ん
でいるように見えます。気になるので調べてくだ
さい。

電話にて「該当の鳥はウミネコで、日本橋税務署
周辺のビルの屋上に営巣していることが判明した
こと、対策はビルの管理者が行うこととなってい
るため、管理者に対し、周辺区民が困っているこ
とを伝え、対策を取るようお願いした」旨伝え、
了承を得た。
ご指摘のあった店舗の営業時間内に現場確認を行
い、法令で禁止されていることや通行の支障に
なっていることを説明し、今後改善するとの回答
がありました。引き続きパトロールを行い、道路
を安心して利用いただけるよう努めていきます。

5

6

6

6

3 銀座にある複数の店舗が、公道上にのぼりや看板
などを設置しているので、撤去してください。

投書種別

Ｅメール君

電話

Ｅメール君

Ｅメール君

3 晴海二丁目車両基地整備工事が行われており、早
朝からの騒音に困っています。騒音で生活に支障
が出ています。対応をお願いします。

工事を実施している東京都に対して、作業時間の
遵守および近隣住民への工事案内を施行業者へ徹
底するよう指導しました。

6

4 夜、相生橋の歩道を自転車で通行していたとこ
ろ、横の石川島公園内から投げたと思われるル
アー釣りのルアーが直撃し、手に針が刺さりまし
た。公園での釣りをよく見掛けますが、なぜ規制
しないのですか。

6

4 東日本橋三丁目の歩道工事について①区が歩道に
木を植えたことで、車椅子が互いに通行できなく
なりました。なぜ工事したのですか。②当初の説
明とは違う場所に電柱を移設する理由③住民の声
を聞き、誠意を持った対応をお願いします。

6

4 久松町にある建物の間の通路に喫煙者が多く困っ
ています。当該地は私道かも知れませんが、公道
にはみだしての喫煙など、受動喫煙の観点から公
道で喫煙しているのと変わりありません。注意を
喚起するポスター掲示などの対応をお願いしま
す。
6 築地六丁目交差点の近くにある飲食店が路面に灰
皿を設置しています。交差点で信号待ちする間に
たばこの煙を吸い込んでしまうので、灰皿を設置
しないよう指導してもらえませんか。

公園内での釣りの一律禁止は難しい状況です。し
かし、投げ釣りは他の利用者などに危険を及ぼす
恐れがあり、現地看板でも表示しているとおり、
Ｅメール君
禁止としています。今後は公園巡回時に声かけな
ど注意喚起を行い、事故・トラブルの防止に努め
ます。
①都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアルに
記載の車椅子同士の通行に必要な幅員2ｍ以上の有
効幅員を確保し、植栽箇所も1.5ｍ以上を確保して
投書
います。②説明した箇所に移設すると聞いていま
す。③誠意を持って適切な道路整備を行っていき
ます。
現地確認し、私道であったため、当日中に当該私
道に接した区道上に条例啓発用路面シートを貼付
しました。 今後は、パトロール員による巡回も
Ｅメール君
継続して行い、状況の推移を見ていきます。

6

6

12 十思公園は丁寧な清掃で気持ちよく利用していま
すが、堀留児童公園にはごみや忘れ物がよく見ら
れます。対応をお願いします。

6

12 新大橋通りと清洲橋通りが交差する浜町二丁目の
交差点付近に、看板やのぼり旗が設置されていま
す。対応をお願いします。

6

13 勝どきにある店舗が店の前に吸い殻入れを設置し
ており、終日多くの人が喫煙しています。臭いや
煙が気になり、窓も開けられない状況です。何ら
かの対策を取るよう指導をお願いします。

令和元年度

広聴の記録

当該店舗の灰皿は店舗敷地内に設置されているた
め、条例などに基づく指導や撤去が出来ません。
そのため、パトロール員による巡回を行い、灰皿
から離れて喫煙するなどの条例違反者に対して、
指導を行っていきます。

Ｅメール君

Ｅメール君

区立公園では、専門業者による清掃を行ってお
り、堀留児童公園は1カ月のうち20日清掃を行って
います。区職員が公園をパトロールしたところ、
広聴はがき
ごみの取り忘れがあったので、業者に清掃作業を
丁寧に行うなど十分に気を付けるよう指導しまし
た。
現場確認を行い店舗に対して、公道上への看板や
のぼり旗の設置は法令で禁止されていること、通
行の支障になっていることを説明し、その場で看 Ｅメール君
板やのぼり旗の撤去を行い、今後改善すると回答
がありました。
ご指摘の店舗の吸い殻入れは以前より店主に状況
などを説明し、撤去するよう要請していますが、
協力が得られていません。このため、パトロール
を強化するとともに、パトロール員に対し、道路
上で喫煙するなど条例に違反している人への注意
を徹底します。
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「区長への手紙」要約

月 日
内容
6 17 回収されたプラスチックごみの多くが焼却燃料に
使われているという話がありますが、区では回収
後どのように処分されているのか教えてくださ
い。
6

6

6

6

6

6

6

6

6

7

7

18 勝鬨橋をベビーカーを押して歩いているとスピー
ドを出して通行する自転車に、ぶつかりそうにな
りました。歩行者と自転車の事故も珍しくなく感
じます。歩行者が安全に通行できるように対策を
お願いします。
18 浜町緑道には喫煙スペースがあるため、緑道やそ
の近くを通過する時に受動喫煙の被害を受けてし
まいます。ここは通学路にもなっており、子ども
が通りますし、妊婦や赤ちゃんもよく通っていま
す。受動喫煙対策を強化してください。
18 新築マンションの工事期間中に、建物前の歩道も
工事していましたが、建物が完成した後も歩道が
きれいになっていません。修復するように指示し
てください。

対応
回収されたプラスチックは再資源化工場に搬入
し、熱処理によりペレットと呼ばれる粒子状のプ
ラスチック材料やペットボトル材料にリサイクル
され、再商品化事業者に引き渡しています。な
お、プラスチック製容器包装マークがないものは
焼却され、熱として回収し発電しています。
都第一建設事務所から「通行する自転車に対し
て、看板などで注意喚起を行っています。また、
現在実施中の工事は必要最小限の規制で行ってい
ますが、工事の進捗状況に合わせて看板を増やす
などの検討をしていきます。」旨回答がありまし
た。
現地調査を行ったところ吸い殻入れが歩道に接近
しており、分煙環境の整備が困難という判断にい
たりました。そのため、関係部署との調整や地
域・利用者へ周知を行い撤去の方向で取り組んで
います。それまでの間、指導員のパトロールを強
化します。
電話にて「当該道路は建築業者および掘削企業者
から復旧費を徴収し、区が本復旧工事を行うもの
で、管路の撤去工事完了後に道路の復旧工事を実
施する予定である」旨説明し、了解を得た。

投書種別

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

19 鉄砲洲児童公園に、自動二輪車が違法駐車してい
ます。最近では、自転車も置かれ違法駐車の台数
が増えています。現状を確認していただき対応を
お願いします。

区立公園条例により指定した場所以外への自動二
輪の乗り入れ、駐車を禁止しています。今回のご
指摘を受け、警告書などによる指導や看板の増設
などを行いました。今後も定期的に巡回、指導を
行っていきます。

Ｅメール君

21 以下の2点について対応をお願いします。①月島運
動場と運河の間の歩道（都道473号）の植栽が伸び
放題で歩行の妨げになっています②同区間に掃除
機が放置されたままになっています

都第一建設事務所から「繁茂した街路樹について
は早急に剪定作業を実施します。また、不法投棄
についても現場を確認しました。今後も日々のパ
トロールなどを通じて道路の環境美化に対応しま
す。」旨回答がありました。

Ｅメール君

24 勝どき五丁親水公園のブランコが油切れで金属の
擦れる音がします。油差しと定期的な点検をお願
いします。

現地を確認したところ、金属の擦れる音が鳴って
いたので、遊具の点検と油差しや金具などのメン
テナンスを行いました。ブランコの金属音は潮風
による錆びや使用方法も音の発生要因と考えられ
ます。今後も定期的に点検や油差し、清掃を行っ
ていきます。
区および都交通局から電話で「工事についての説
明をし、夜間工事で迷惑を掛けていることをおわ
びした。工事の特性上、夜間工事の実施がやむを
得ないことがある点を伝えた。」旨説明し、了解
を得た。

26 勝どき駅付近で長期間に渡り工事が続いています
が、深夜も音が大きく出る作業や作業車の出入り
の音が響き寝つけず睡眠不足です。深夜工事作業
の中止など対応をお願いします。

27 楓川宝橋公園の植え込みの中に、大きめのネズミ2 電話にて「改めて園内植込地内の点検や清掃を実
匹が走り回っているのを見ました。公園に住み着 施しましたが、ネズミを確認することが出来ませ
んでした。今後も継続して状況確認を行い、発見
いているネズミを駆除してください。
出来次第、駆除を行います。」旨伝え、了承を得
た。
28 たばこ店前の路上に灰皿が設置され、多くの人が
喫煙しています。通行人に煙がかかったり、火の
ついたたばこが当たりそうになります。灰皿の撤
去の指導と歩道上の喫煙禁止の対応をお願いしま
す。
1 浜町二丁目にある店舗が道路上に店の品物を並べ
ており、毎日通過する際に危険を感じています。
区から指導してもらえませんか。

1 区内公園の生活路上者について、子どもの安全確
保のため立ち退きをお願いします。彼らが公園に
陣取っているので安心して子どもを遊ばせられま
せん。また、公園内の電灯を明るいものにするな
ど防犯対策の強化もお願いします。

条例により公共の場所での歩きたばこ、ポイ捨て
を禁止し、混雑する場所や吸殻入れのない場所で
の喫煙を禁止しています。しかし、私有地につい
ては吸殻入れを撤去できないため、路面シートや
立て看板の設置、パトロール員による巡回指導を
行っています。
店長と代表取締役に警察署と合同で強く指導し、
その場で商品を敷地内に移動させ、「近隣や歩行
者の迷惑にならないよう、商品を道路に出さな
い」との回答を受けました。今後も監視を続け、
改善ない場合は関係機関と連携して指導します。
公園を不法に占拠して使用する行為は禁止してお
り、公園などの利用方法を指導しています。ま
た、巡回相談指導を実施し、相談員が公園に行き
生活・健康・就労など自立に関する面接などを行
い施設などの入所の提案を含めた相談を行ってい
ます。
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Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

令和元年度

広聴の記録

３

「区長への手紙」要約

月 日
内容
7
5 区内には歩きながら喫煙している人が多くいて、
歩道など吸い殻が落ちている場所もたくさんあり
ます。他区のように歩道などにシールを貼るなど
の対策をお願いします。
7

8 ①タワーマンション付近や月島駅付近の路上に駐
輪している自転車を撤去してください。②月島駅
周辺の歩道に有料の自転車置き場を設置してくだ
さい。③月島地区にドッグランを作ってくださ
い。

7

8 私道での歩行喫煙やたばこのポイ捨てが多く困っ
ています。ポイ捨て禁止のポスターを張りたいの
ですが、ポスターはありますか。また、吸い殻を
清掃してもすぐに増えてしまいますが、対策があ
れば教えてもらえませんか。

7

9 区内に予定されている地下鉄新規路線の導入の際
には、晴海駅を作ってください。

7

9 人形町周辺でウミネコが繁殖していて、鳴き声が
聞こえます。近頃は堀留町や浜町でも鳴き声が聞
こえ、ふんの跡が路上にあります。近隣区でも問
題になっているようです。今後の対応方法を教え
てください。

7

7

7

7

7

7

7

10 竜関さくら橋北詰めから、神田駅に続く外堀通り
に歩道橋を設置してください。

12 区内の公衆トイレが改修されていることに気づき
ました。広くて清潔でバリアフリーの設計の上
に、災害時には緊急用のトイレとしても稼動でき
るとのこと、素晴らしい取り組みだと思います。
今後もこのようなトイレを中央区に広めてくださ
い。
12 江戸バスのマイホーム新川停留所付近の歩道に
は、違法駐輪している自転車とオートバイがあり
ます。子どもたちにけがの危険があるので撤去し
てください。その場所には、シェアサイクルの駐
輪ポートを作ってください。
16 銀座一丁目の歩道をごみ収集車が占拠していて、
歩行者が通行できない状態でした。運転手に移動
するよう伝えましたが、移動しませんでした。こ
のような迷惑行為を放置しないでください。

対応
条例により公共の場所での歩きたばこ、ポイ捨て
を禁止しています。しかし、私有地については吸
い殻入れを撤去できないため、路面シートや立て
看板の設置、パトロール員による巡回指導を行っ
ていきます。

都環境局ホームページに簡易的なウミネコ防除網
の設置方法が紹介されているので、ビルの所有者
などから相談があった際は情報提供していきま
す。また、都のホームページと区のホームページ
をリンクするなど、ウミネコに関する情報提供の
方法について検討していきます。
都第一建設事務所から「都道への横断歩道の設置
については、交通管理者と道路管理者との協議を
経て、交通管理者にて設置を行っているところで
す。」旨回答がありました。

Ｅメール君

Ｅメール君

供覧しました。
Ｅメール君

職員がパトロールし放置自転車を確認したので注
意札を貼付しました。今後も警告・指導を行い放
置の防止に努めます。放置バイクは道路管理者・
交通管理者に警告・撤去の依頼をしました。歩道
上のサイクルポートの設置は、設置基準を満たせ
ないため困難です。
作業員および運転手から歩道に車を乗り上げてご
み収集を行っていたことを確認しました。担当職
員には、今後は同様な行為をしないよう注意しま
した。区として、朝礼や研修などを通じて全ての
職員に対して指導し、再発防止に努めます。
都第一建設事務所から「バリアフリー化のための
スロープなどを設置するにあたっては、限られた
歩道幅員の中での設置となるため、今後の利用状
況なども見据えながら対応を検討していきま
す。」旨回答がありました。

17 路上喫煙禁止などの貼り紙が貼っているにもかか
わらず、たばこ屋周辺に路上喫煙者が多くいま
す。煙が上がってくるため窓を開けるとむせ返る
ほどの臭いがします。パトロール員が注意して
回っていますが減る気配がありません。対応をお
願いします。
18 月島二丁目児童遊園のベンチで、夕方から夜にか
けて飲酒・喫煙をしている人がいて、受動喫煙や
騒音に迷惑しています。取り締まりを強化するこ
とはできませんか。

条例により公共の場所での歩きたばこやポイ捨て
を禁止しています。しかし、私有地については条
例に基づく吸い殻入れの撤去ができないため、路
面シートや立て看板の設置、パトロール員による
巡回指導を行っていきます。

広聴の記録

Ｅメール君

①放置自転車に対し注意札を貼付しました。②月
島駅周辺には2カ所の駐輪場を整備済で、収容台数
に余裕があり、新たな駐輪場を整備することはで
Ｅメール君
きない状況です。③京橋、日本橋、月島の各地域
にドッグランを設置していますので、ご利用くだ
さい。
電話にて「具体的な場所を確認したところ、私道
であったため、条例に基づく指導が行えないこと
と、区で条例啓発用のポスター配布を行っている
Ｅメール君
こと」旨説明し、了解を得た。また、私道に面し
た区道上に条例啓発用路面シートの貼付を行っ
た。
晴海などの臨海部は今後も人口増加が見込まれて
いるため、都心部・臨海地域地下鉄構想の実現に
向けて、国や都などの関係機関に対し、事業計画 広聴はがき
の検討に積極的に取り組むよう、働きかけていき
ます。

16 晴海二丁目の自宅から、ベビーカーで保育園に
通っていますが、途中の月島運動場交差点の歩道
橋には階段しかなく、困っています。歩道橋のバ
リアフリー化をお願いします。

令和元年度

投書種別

月島二丁目児童遊園については、灰皿を設置せ
ず、禁煙としています。今後は、喫煙や迷惑行為
を禁止する看板を設置するとともに、巡回パト
ロールを行い、大声で騒ぐなど他の利用者の迷惑
となる行為についても指導していきます。
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Ｅメール君

Ｅメール君
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「区長への手紙」要約

月 日
内容
7 18 勤務するビルの1階にあるスペースが喫煙所になっ
ていて、建物にたばこの煙や臭いが伝わってきま
す。また、喫煙者が通行の妨げになっています。
この喫煙所は区が許可しているのですか。
7

7

7

7

7

7

22 じゃぶじゃぶ池の開催情報をＳＮＳなどで流して
ください。開催される基準が不明なので行かない
と分からず、不便です。

22 平日の夜、人形町一丁目の歩道に付近の飲食店が
看板を出していて、歩行者の通行に支障をきたし
ています。注意してください。

22 コミュニティサイクルの利用者が増加していま
す。鉄砲洲児童公園にあるサイクルポートの拡
張、台数の増加をお願いします。また、周辺のマ
ンションや空きスペースなどサイクルポートの増
設の検討もお願いします。
26 ごみが回収されていないので、中央清掃事務所に
連絡をしましたが、いまだに回収されません。な
ぜ回収されないのか回答をお願いします。

8

1 朝潮運河の船着き場から日本橋の船着き場までの
船に乗った際、隅田川沿いの堤防は水面からの高
さがあり、朝潮運河沿いは低かったです。水害時
などは、低い場所は危険だと思います。水面から
の高さの基準を教えてください。
2 浜町公園内で、ごみ箱をあさったり公園内で寝そ
べって飲食している路上生活者がいます。対応を
お願いします。

8

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

①株式会社ドコモ・バイクシェアが運営主体で
す。②3月末現在の会員登録数は38,465件です。利
用目的としては買い物・飲食が多く、利用の多い
Ｅメール君
年齢層は30代です。③区独自のシェアサイクル事
業またはレンタサイクル事業の実施はありませ
ん。
22 区道691号は、歩行者交通量が多いので歩行者に見 電話で「現地に一部設置しているガードパイプの
合った安全な歩道の確保をお願いします。
増設は可能であるが、駐車場や玄関などは歯抜け
となってしまうため、抜本的な解決とはならな
Ｅメール君
い。警察署との連携が不可欠な要望であり、相当
の時間をいただきたい」旨伝え、了解を得た。

29 石川島公園で花火見物や花見をする人が、ごみを
置いて帰るので、そのごみをカラスが荒らして周
囲に散らかっています。ごみの持ち帰りを啓発す
るとともに、臨時ごみ箱の設置を検討してくださ
い。

8

じゃぶじゃぶ池の運営状況について、ＳＮＳでの
情報提供は行っていませんが、区のホームページ
で案内しています。また、気温や小雨などでの休
止はありません。荒天などによる臨時休止情報は
ホームページに掲載していますので、ご利用くだ
さい。
公道上に看板を設置する行為は、道路法や東京都
屋外広告物条例などで禁止されています。現場確
認を行い、当該店舗に法令で禁止されていること
などを説明し、看板を設置しないよう指導しまし
た。引き続きパトロールなどを行っていきます。

投書種別

22 コミュニティサイクルについて教えてください。
①4社がサービス展開していますが中央区はどれで
すか②会員登録数、利用目的、利用の多い層③民
間の業者が参入する前に区独自のサービスを展開
しましたか

7

8

対応
条例により公共の場所での歩きたばこやポイ捨て
を禁止しています。しかし、私有地については条
例に基づく吸い殻入れの撤去ができないため、路
面シートや立て看板の設置、パトロール員による
巡回指導を行っていきます。

5 月島駅6番出口付近にあるエレベーターと道路の段
差が大きく危険です。佃側にはこの1カ所しかエレ
ベーターがないため、多くの人が利用する場所で
す。このような場所に段差があるのは疑問です。
道路の切り下げ工事を行い、段差を解消してくだ
さい。
5 浜町公園と浜町公園駅付近の緑地帯に設置してい
る、ごみ箱周辺のごみが散乱しています。ごみ箱
があるからその周辺が汚くなり、ごみが散乱して
いても捨てる人がいると思います。ごみ箱を撤去
すれば、いいのではないでしょうか。

現在のサイクルポートの拡張は難しいものの、公
園内の別の場所に確保できないか調整を行ってい
ます。周辺マンションなどへの設置は無償での土
地利用や不特定多数の人の出入りについて、土地
所有者などの承諾を得る必要があり、設置に至っ
ていません。
この度はごみの回収漏れでご迷惑をおかけしまし
た。職員や回収委託業者で情報を共有し、次回以
降は回収漏れがないよう注意するよう指示しまし
た。

Ｅメール君

Ｅメール君

イベントにあわせたごみ箱の臨時設置は、ごみの
持ち込みが増えると思われるため実施の予定はあ
りませんが、今後はごみの持ち帰りを促す看板の
Ｅメール君
増設、ごみ箱の設置場所や片付け回数の見直しも
検討し園内を清潔に保っていきたいと考えていま
す。
隅田川流域の防潮堤計画護岸高はA.P.＋6.3です。
朝潮運河などの護岸は各水門に囲まれていて、
A.P.＋5.6～6.5ｍです。また、橋梁の桁下高さは
電話
隅田川はA.P.＋5.5～8.5ｍと下流に行くほど高
く、朝潮運河は約A.P.＋4.5ｍを確保しています。
区では路上生活者支援の一環として「巡回相談事
業」を実施しています。今回、相談員が公園へ出
向き直接本人に指導し、健康・就労など面接・聞 Ｅメール君
き取りをし、施設入所などの提案を行いました。
今後も自立に向けた支援を続けていきます。
都第一建設事務所より「歩車道境界ブロックの据
え直しの補修方法について説明し、投書者から了
解が得られた。また、補修工事に着手する予定で
ある」旨回答がありました。
区立公園では美観を保つため1カ月に25日清掃を
行っていますが、片付けが追いつかずごみ箱から
あふれ出る状況です。今後はごみの持ち帰りを促
す看板を設置し、状況が改善しない場合には園内
ごみ箱の撤去を検討していきます。
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Ｅメール君

令和元年度

広聴の記録
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「区長への手紙」要約

月 日
内容
8
8 水天宮からシティエアターミナル近辺の首都高速
道路下は、昼でも暗く閉塞感があります。飾りや
緑化などで明るく感じられる工夫をしてくださ
い。
8

8

8

8

8

9 区営駐輪場のラックは、子どもを前に乗せるタイ
プの電動自転車などでは利用できない場合があり
ます。全ての自転車が無理なく利用できるラック
を導入する、定期利用スペースが空いている時は
一時利用でも使えるようにするなど検討をお願い
します。
13 江戸バスの佃二丁目の停留所が移動になり、次の
停留所までの距離が短く、手前の停留所までの距
離が長くなりました。間隔の観点から以前の場所
に戻すのが良いと考えます。
14 交通空白域解消の観点から、江戸バス南循環の晴
海三丁目から新島橋区間について、ルート変更の
検討をお願いします。

20 西河岸橋にある喫煙所の灰皿を撤収する看板を見
ました。撤収してもたばこを吸う人がいると思う
ので、当面の間喫煙者を見張っていただけないで
しょうか。検討をお願いします。

対応
当該地では日中でも照明をつけて、安全な明るさ
を確保しています。また、緑化を行うことは、困
難な状況ですが、景観向上のため有効な手段を検
討していきます。なお、閉塞感の要因となってい
る首都高の管理会社へは申し送りします。
定期利用区域には、一時利用で必要となる駐輪時
間を管理するラックが設置されていないため、一
時利用は出来ません。今後、収容台数に余裕のあ
る駐輪場は間隔の広いラックの設置や定期利用の
一部を一時利用へ転換するなどの対策を検討しま
す。
佃二丁目バス停はバス停前の建物の改修工事に伴
い移設しましたが、工事終了後道路交通法の制約
もあり、現在地に設置しました。バス停間の距離
は運行計画の見直しの際に十分に考慮しますが、
現在の位置を直ちに変更するのは難しい状況で
す。
ルート変更は追加のバス購入費や停留所設置工事
などの財政的な課題があり、直ちに実施すること
は難しい状況です。今後、新たに運行が開始され
るＢＲＴや都バスの再編なども注視し、江戸バス
の収支や利用実態を踏まえ運行ルートの見直しに
取り組みます。
西河岸橋緑地帯は8月31日に吸い殻入れを撤去し禁
煙となります。その後も喫煙される恐れがあるの
で、看板を設置し禁煙を周知するとともにパト
ロール員による指導を強化するなど、利用者のマ
ナー向上を図ります。

投書種別

広聴はがき

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

21 清洲橋通りの車道を逆走や信号無視をする自転車
にひかれそうになります。逆走しないように看板
や路面標識の設置などの対策をお願いします。

清洲橋通りは自転車を含め一方通行であり、逆走
は非常に危険な行為のため看板などを設置し、交
通ルールを守るよう周知します。また、交通安全
運動など区内警察署と連携し、自転車通行ルール
の徹底や普及・啓発に努めていきます。

21 以前、東日本橋周辺にコミュニティサイクルの
ポートが少ないと意見を送ったところ、「少ない
ので検討する」との回答をもらいました。その
後、変化がありませんが、ポートを設置する計画
などはありますか。

東日本橋地区のサイクルポート候補地について
は、建物管理者などの了解が得られず設置には至
りませんでした。現在のところ、東日本橋地区に
サイクルポートの候補地はない状況です。

8

22 「芝生の養生」という名目で、黎明橋公園の大半
が使えないように囲われています。夏休みに子ど
もたちが走り回れる場所を使えなくするのは、ど
うかと思います。本来の目的に沿った公園に戻し
てください。

芝生エリアは、経年のため固くなった土と雑草を
処理した後、芝の補植と養生を行うため、利用を
制限していますが、9月上旬には開放できる見込み Ｅメール君
です。

8

26 西仲橋際の公衆便所の手洗い場で船の洗浄用に水
をタンクに入れている男性がいます。通常利用外
に関しての管理をお願いします。

西仲橋際公衆便所の水道の不適切な利用について
は、適切な利用を呼びかける看板を設置しまし
た。また、区職員や清掃委託業者にて、水道の不
適切な利用が行われないよう点検・確認を行いま
す。

26 晴海二丁目周辺に、コミュニティサイクルのポー
トを設置してください。

サイクルポートの設置は無償での土地利用や不特
定多数の人の出入りなど、土地所有者や施設管理
者に承諾して頂く必要があり設置に至っていませ
ん。しかし、サイクルポートは利用者の利便性向
上に重要であるため、今後も設置できるよう努め
ていきます。
築地川遊歩道は2日に1回程度清掃作業を行ってい
ます。現地を確認したところ、雑草が見受けられ
ましたので除草を行います。

8

8

8

8

26 築地川遊歩道の草むしりなどの管理をお願いしま
す。

27 月島にあるコンビニエンスストアの入り口付近に
朝と夕方に必ず喫煙者がいて、副流煙の被害を受
けています。特に子どもの健康被害が心配です。
対応をお願いします。

令和元年度

広聴の記録

ご指摘のあった店舗周辺は、私有地内であるた
め、条例などに基づく指導が出来ません。そのた
め、当該場所でパトロール員による巡回を行い、
公道上に出て喫煙するなどの条例違反者に対し、
指導を行っていきます。
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「区長への手紙」要約

月 日
内容
8 29 月島第一公園に大量の雨が降ると、砂利が公園の
外に流出し、付近に堆積しています。また、強風
時に路上喫煙禁止を示す看板が根本から倒れ、一
部が折れ曲がった状態で放置されています。危険
なので対応をお願いします。
8

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

30 人形町駅前で喫煙している人がたくさんいます。
子どもに悪影響を与えるので、早急に規制してく
ださい。

3 公園などの設備を整えてください。月島第一児童
公園にボール遊びができるスペースがあります
が、地面がでこぼこです。黎明橋公園のバスケッ
トゴールはフリースローラインが消えています。
また、月島周辺にある橋の下にボール遊びができ
るスペースを増やしてください。
4 江戸バスの本数を増やしてください。本数が増え
て便利になれば多くの区民が利用すると思いま
す。また、馬喰横山駅からは中央区役所行きしか
ありません。東京駅、室町行きを作ってくださ
い。
9 区内道路をカートが集団で走っていて危険です。
一般道路を使った危険な行為に対して、区民とし
て否定的に考えます。区の権限で禁止することは
できませんか。
9 勝どき二丁目にある店舗前路地での喫煙者に迷惑
しています。道路上にラックを置いたり、消火器
の脇に灰皿を設置しています。やめさせられない
でしょうか。
11 中央通りの歩道上に、自転車が駐輪していて歩行
スペースを奪っています。駐輪スペースを表通り
以外の場所に設置することや、歩道に駐輪する人
を駐輪スペースへ誘導するなど、対策をとっても
らませんか。

対応
現地を確認したところ公園内のダスト舗装が歩道
上に堆積していたので清掃を行いました。また、
公園内禁煙・ポイ捨て禁止の看板も新しいものと
交換しました。今後大雨などの翌日には巡回パト
ロールを強化し、安心・安全に利用いただけるよ
う努めます。
ご指摘のあった人形町駅前周辺は、私有地内であ
るため、条例などに基づく指導が出来ません。そ
のため、当該場所でパトロール員による巡回を行
い、公道上に出て喫煙するなどの条例違反者に対
し、指導を行っていきます。
月島第一児童公園は現地を確認し、補修の準備を
行っています。黎明橋公園はライン設置のための
工事を準備しています。なお、橋梁下をスポーツ
施設として活用するには、管理者である都との協
議が必要ですが、現時点では整備予定はありませ
ん。
運行ルートの増設やバスの本数を増やすには、バ
ス購入費や停留所設置工事費、人件費などの増加
など費用の課題があるため、現段階での実施は難
しい状況です。今後、都バスの再編・拡充や江戸
バスの収支・利用実態を踏まえ改善・見直しに取
り組みます。
カートは道路運送車両法では原動機付自転車、道
路交通法では普通自動車に区分されています。区
にはカートの走行を禁止する権限はありません
が、国土交通省では令和2年4月以降、保安基準を
改正し安全基準を拡充・強化することを公表して
います。
現場確認を行い、店主に対し公道に置かれた植
栽・看板などについて法令で禁止されていること
や通行の支障になっていることを説明し、指導し
ました。灰皿は私有地にあるため、区が撤去の指
導ができないので、通行人への配慮をお願いしま
した。
区では放置自転車に対し、注意札・警告札を貼付
した上で撤去するほか、商業施設の管理者に放置
自転車防止について来店客に周知するよう指導す
るなどの対策を行っています。今後も安全・安心
な歩行空間の確保に努めていきます。

投書種別

Ｅメール君

広聴はがき

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

11 住居の前に区の管理する材料置き場があるのです
が、午前7時前から行っている作業の音で睡眠を妨
げられます。午前7時前は近隣に迷惑な時間帯なの
で、配慮してもらえませんか。

材料置場を使用する際は、細心の注意を払うこと
を心掛けておりますが、配慮が行き届かずご迷惑
をおかけしました。当該材料置場には道路の陥没
など緊急時の材料も保管しており、作業が夜中や
早朝となる場合もあり、注意を払っていきます。

Ｅメール君

11 勝鬨橋が工事中で、歩道が狭くなっていますが危
険な走行する自転車が多く、橋を渡る際に怖い思
いで通行しています。今の対策で効果が十分では
ないので、より実効的な対応をお願いします。

都第一建設事務所から「勝鬨橋の工事は交通管理
者と協議し必要最小限の規制で、可能な限り歩道
幅員を確保するよう実施している。勝鬨橋は歩行
者や自転車の通行量が多く、今後も交通管理者と
相談しながら検討する」旨回答がありました。

Ｅメール君

13 自宅周辺のビル前での路地喫煙者に迷惑していま
す。また、飲食店の前に灰皿が設置されていて喫
煙所になっています。以前、喫煙禁止のポスター
などの設置をすると回答をいただきましたが、設
置されていません。対応をお願いします。

現地を確認し、ビルの前の区道上に条例啓発用路
面シートの貼付を行いました。今後も条例の普
及・啓発に努めていきます。

13 昨晩、はとば公園を通った時にごみ箱から煙が出
ていましたが、燃え広がる前に消し止めることが
できました。普段からごみ箱の前で喫煙し、吸い
殻を捨てている人を見かけます。ごみ箱の撤去な
どの対応をお願いします。

はとば公園は灰皿を設置していないため全面禁煙
となっています。しかし、現地を確認したところ
喫煙が見受けられましたので、公園内に禁煙を周
知する看板を設置し、その後も改善が見られな
かった場合はごみ箱の撤去を検討します。

Ｅメール君

17 視覚障害者です。馬喰横山駅などの交差点の横断
歩道に、音響信号を設置してください。また、そ
の付近にある飲食店の看板が歩道上に出されてい
るので注意してください。併せて、歩道にがたが
たな部分があるので修復してください。

公道上に看板を設置する行為は道路法などで禁止
されています。現場を確認し、店主に対し法令で
禁止されていること、通行の支障になっているこ
とを説明し指導しました。歩道のがたがたは水道
局などが管理する鉄ぶたで、補修の依頼をしまし
た。

Ｅメール君
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Ｅメール君

令和元年度

広聴の記録

３

「区長への手紙」要約

月 日
内容
9 17 日本橋高島屋前の歩道に、日中いつも自転車が停
められています。歩道を狭めており歩行の邪魔に
なりますし、すぐ脇の信号機まではみ出ていま
す。駐輪場に案内・誘導するなど、停められない
ような対処をしていただけないでしょうか。

対応
投書種別
当該地は放置禁止区域外のため、職員がパトロー
ルを行い放置自転車に注意札を貼付し、3日以上経
過後注意札が残っていれば警告札を貼付し、さら
Ｅメール君
に2日以上経過した場合に撤去しています。今後も
パトロールを実施し放置自転車の指導を行ってい
きます。
豊海運動公園は運動ができる広場、遊具が設置さ
れた広場、デイキャンプ場の施設を備えた整備を
進めています。他自治体にあります幼児だけを対 Ｅメール君
象とした遊び場はスペースが限られていることか
ら、整備計画の変更は難しい状況です。

9

17 他自治体の公園にはベビーエリアが設けられてい
て、子ども同士でも安全に遊べるなど参考になる
部分があるので、豊海運動公園の遊具設置に際し
て検討してもらえませんか。

9

18 歩きたばこなどによる受動喫煙に困っています。
歩きたばこの禁止条例があると思いますが、取り
締まりがないのでなくなりません。取り締まりの
ために巡回をお願いします。

条例の遵守、徹底を図るため、年末年始を除く毎
日、パトロール員が大通りを始めとする公道など
区内全域を巡回し、注意喚起や指導を行っていま
す。今後もこれらの取り組みを継続して行い、条
例の普及・啓発に努めていきます。

Ｅメール君

19 箱崎町の路上で、ハトに餌を与えている人がいま
した。この行為が問題であれば、注意してもらえ
ませんか。

ハトの餌やり行為は法令などにより禁止されてい
る行為ではありません。巡回しているパトロール
員が、道路が汚れるなど周辺環境に影響を及ぼす
餌やりを発見した場合は、餌やりを行なわないよ
うに協力依頼を行っています。

Ｅメール君

24 佃にあるコンビニエンスストア前のガードレール
沿いに違法駐輪している自転車が多く、風の強い
日は自転車が歩道側に倒れていて危険です。日に
日に駐輪する自転車が増えているので、早急に対
策をお願いします。

ご指摘のあった場所は放置禁止区域であり、即日
撤去を行いました。また、翌日に駐輪禁止カラー
コーンおよびバーを設置するとともに注意札を貼
付しました。

24 晴海一丁目交差点に横断歩道がなく、通園、通勤
時は歩道橋を利用していますが人が多く混雑して
います。人通りも以前より増えています。横断歩
道の設置をお願いします。また、現在検討中、以
前検討したなどの経緯があれば教えてください。

都第一建設事務所より「当該箇所は、春海橋から
晴海三丁目に向かう下りカーブになっており、歩
行者の巻き込み事故防止のため横断歩道の設置は
難しいと月島警察署から伺っています」旨回答が
ありました。

24 晴海一丁目歩道橋の階段の昇降に不便を感じてい
ます。バリアフリーが当たり前の時代におかしい
と思います。横断歩道かエレベーターの設置をお
願いします。

都第一建設事務所より「横断歩道の設置は難しい
と月島警察署から伺っています。エレベーター設
置は限られた歩道幅員の中での設置となり、今後
歩道橋や晴海通りの将来の利用状況なども見据え
ながら対応を検討していきます」旨回答がありま
した。
現地確認を行ったところ、台風で枝が折れ、枯れ
ていました。そのため、折れた枝の撤去と枯枝の
剪定を行いました。

9

9

9

9

9

9

9

9

9

24 オーストラリアの姉妹都市から寄贈されたユーカ
リの木の枝数本が、先日の台風で折れて枯れかけ
ています。確認のうえ、対応をお願いします。

25 築地駅から有楽町駅に向かう車道について、車道
の左右の路面に「自転車用レーン」の表示をして
もらえませんか。事故が起こる前に行政として可
能な対応を取ってもらいたいです。

ご指摘いただきました道路における自転車走行空
間の整備については、当該道路の交通状況や車道
にパーキングメーターが多数設置されていること
などを踏まえ、国や都、警察署などと協議し、検
討を行っていきたいと考えています。

27 近隣の飲食店の異臭がするので、昨年区の職員に
立ち会っていただきましたが、いまだに改善され
ません。再度環境推進課に申し出ましたが、区か
らの連絡がありません。区民からの苦情はどうで
も良いのですか。見解をお願いします。

電話にて「これまでも何度か現場調査を行い、店
長と話し合いを進めてきたこと伝え、その中で悪
臭は確認できていないが引き続き調査を行うこ
と、また、「悪臭防止法」の基準、臭気測定実施
の有無についての説明をした」旨伝え、了承を得
た。
供覧しました。

30 新川テラスに生い茂る雑草の草刈りを区役所にお
願いしたところ、当日のうちに対応していただ
き、ありがとうございました。

30 以前に比べて、桜川公園のハトが増えていると思
います。公園の前の歩道にもたくさんハトが歩い
ています。禁止と表示していても、餌をやってい
る方がいると思いますので、看板以外にもハト避
けの対策をしてもらえませんか。

令和元年度

広聴の記録

Ｅメール君

Ｅメール君

投書箱

広聴はがき

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

ご指摘を受け、清掃業者への聞き取りと現地調査
を行ったところ、ハトに餌やりを行っている方が
いることが分かりました。今後は看板設置に加
え、区職員と清掃業者によるパトロールを強化し
ます。
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Ｅメール君

３

「区長への手紙」要約

月 日
内容
9 30 区のコミュニティーバスですが、障害者手帳所持
者は無料にはならないのでしょうか。

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

4 地球温暖化の異常気象を考えたら、生ごみ焼却は
許されません。生ごみの堆肥化を提案します。今
後も生ごみ焼却を続けていくのか教えてくださ
い。

対応
電話にて「コミュニティバスの運賃を低額に設定
している経緯・理由の説明および障害者割引につ
いてはご意見・要望として担当部署に伝わってい
る」旨伝え、了承を得た（障害者福祉課よりあわ
せて回答）。

投書種別

Ｅメール君

生ごみの堆肥化は、収集や中間処理・再資源化な
どに要する費用対効果、資源物の供給先の確保な
ど課題が多いことから、今のところ実施は考えて
いません。

7 歩きたばこや路上喫煙、たばこのポイ捨てが多く
困っています。たばこのポイ捨て禁止をもっと周
知したり違反者から罰金を取るなど対応をお願い
します。

条例周知のために立看板の設置や多言語併記した
路面シートの貼付、街頭キャンペーンなど啓発活
動を実施しています。罰金については、違反者に
対して過料などを課すのではなく、指導や勧告を
行い、氏名などの公表を行なうことができると定
めています。
7 京橋区民館を利用していると、区民館脇の路地で 現地を確認したところ私道であったため、条例な
喫煙する人の煙が部屋に入ってきて、困っていま どに基づく指導が出来ませんでしたが、私道に接
す。8月に冷房が故障していた際も窓を開けられま した区道上に啓発用路面シートを貼付しました。
せんでした。この路地を禁煙にしてもらえません 当該場所でパトロールを行い、公道上に出て喫煙
か。
するなどの条例違反者に対して指導を行っていき
ます。
7 京橋区民館脇の私道に喫煙場所があります。防災 現地を確認したところ私道であったため、条例な
拠点である区民館のすぐ隣で喫煙しているのはお どに基づく指導が出来ませんでしたが、私道に接
かしな光景です。区で対策を取ってもらえないで した区道上に啓発用路面シートを貼付しました。
しょうか。
当該場所でパトロールを行い、公道上に出て喫煙
するなどの条例違反者に対して指導を行っていき
ます。
7 京橋地域に何カ所か喫煙所がありますが、特に弾 公共の場所のうち人で混雑する場所または吸い殻
正橋には多くの人が集まり、喫煙しています。近 入れのない場所での喫煙を禁止しています。弾正
隣には小児科医院もあります。なぜこの場所に喫 橋公園は児童や公園利用者との分煙を図って灰皿
煙所が必要なのか教えてください。
を設置していますが、喫煙者が園内全体に広がっ
ているため灰皿の撤去を含めて検討します。
7 馬喰横山にある江戸バスのバス停には、椅子も屋
根もありません。江戸バス利用者は高齢者や子ど
も連れなどが多いので、椅子や屋根の設置をお願
いします。

バス停に上屋やベンチを設置するためには、歩行
者の通行の妨げにならないよう、一定の歩道幅員
がなければなりませんが、昨年10月にこの基準が
緩和されたため、現在、設置に向けて検討してい
ます。

8 台風が来るたびに、佃堀に設置してある違法駐輪
を予防するための仮設のコーンが強風で飛んでい
きそうになります。仮設のコーンではなく、佃公
園の入り口に設置しているような固定で取り外し
も可能な設備に替えてもらえないでしょうか。

電話にて「カラーコーンは一時的に設置したもの
で、現在プランター設置の手配をしていること、
また、台風などで強風が予想される時は、カラー
コーンを事前に撤去する」旨伝え、了承を得た。

11 ①茅場町の商店周辺で喫煙が常態化しているので
指導してください。②日本橋さくら通りはタク
シーの路上駐車と運転手の路上喫煙が常態化して
いるので警察と連携して改善してください。ま
た、桜並木にごみが捨てられているので対応をお
願いします。
15 佃にある商店の前で路上喫煙する人がいます。近
くに医療施設があり、区の条例だけでなく、都の
条例に照らしても路上喫煙が禁止されているので
はないでしょうか。行政として必要な措置を講じ
てください。

①商店の吸い殻入れは私道に設置しているため、
条例に基づく指導・撤去が出来ませんが、周辺の
区道上に啓発用路面シートの貼付、看板設置を
行っています。②巡回中に喫煙を発見した場合、
指導を行っています。また、ごみ出しルールの徹
底を図ります。
当該場所周辺でパトロール員による巡回を行い、
条例に違反するものに対して指導を行っていきま
す。今後も条例の普及・啓発に努めていきます。

16 区で自転車保険の加入費用助成を行っていると知
り、月島地下駐輪場へ申請に行きましたが、受け
付けてもらえませんでした。さらに追加で資料が
必要だという話もありました。統一されていない
対応は行政への信頼感を失う原因になります。

ＴＳマーク取得費用助成金の申請手続きは、区役
所や各区立駐輪場管理室、また郵送でも受け付け
ています。今後も申請方法などを分かりやすく案
内し、必要な情報が確実に申請者に周知されるよ
う努めていきます。

16 晴海三丁目交差点の黎明橋公園側の歩道橋の一段
目は、夜に利用する際に見えにくく、踏み外しそ
うになった事があります。黄色く縁取りするなど
の対策をお願いします。

都第一建設事務所より「晴海歩道橋の現場を確認
した上で、何らかの対策を検討します」旨、回答
がありました。
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投書

Ｅメール君

広聴はがき

広聴はがき

広聴はがき

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

広聴はがき

令和元年度

広聴の記録

３

「区長への手紙」要約

月 日
内容
10 16 勝どき五丁目緑地前の歩道の出入口をふさぐよう
に停車するタクシーがいるため、歩行者は車道を
通行しなくてはなりません。ガードレールの延伸
か、地面に駐車禁止枠の表示をお願いします。
10

16 先日の台風では、各地で河川の増水などによる被
害・影響が発生しました。中央区内にある地下街
や地下施設について、洪水や増水などによる被害
や影響の予測と対策について教えてください。

10

25 築地川公園北側で工事を行っているため、公園内
を抜ける道が使用できず、公園の南側と北側の間
の歩道に通勤する人が集中し、すれ違いが困難な
状況です。北側前の歩道に設置してある大型プラ
ンターを工事中だけでも撤去してもらえません
か。
28 災害時の月島地区の浸水対策などについて教えて
ください。

10

11

11

11

11

11

対応
現地の状況を確認し、駐車されうる箇所にガード
レールを延伸するようなイメージで、可能な限り
ガードパイプを設置します。

投書種別

Ｅメール君

洪水などによる影響は国土交通省作成の「荒川水
系荒川洪水浸水想定区域図」、都作成の「神田川
流域浸水予想区域図」で示されています。区の洪
電話
水対策として、洪水予報に関する情報の伝達訓練
や地下街などで止水板の設置訓練を行っていま
す。
ご指摘のあった築地川公園前の歩道が、工事の仮
囲いのため狭くなっていることを確認しました。
ご提案の通り歩道にある大型のプランター3基を一
Ｅメール君
時的に移動する準備を行っており、11月下旬に作
業を予定しています。

区ではリーフレットやホームページなどで浸水防
止の普及啓発に努めています。また、災害対策本
部の設置など初動態勢の構築、防災行政無線・緊
急告知ラジオなどによる避難勧告・避難指示の発
令、土のうの設置など、応急対策の実施体制を整
備しています。
5 築地三丁目で街灯の電球が2カ所切れています。車 ご指摘いただいた街灯は、地下に敷設している電
から歩行者が見えづらく危険なので、対応をお願 力供給線が漏電状態だったため、新たに電力供給
いします。
用の架空線を設置し、切替工事を完了しました。

5 築地学童クラブの近隣のビル入り口が、たばこを
吸うスペースになっています。ビルの敷地内です
が、歩道で喫煙しているのと変わらない状況で、
歩行者がたばこの煙を吸わされています。対応を
お願いします。

ご指摘のありました場所については、パトロール
員が周辺の巡回を行い、条例に違反した者に対し
指導を行っていきます。今後も条例の普及・啓発
に努めていきます。

6 月島第二児童公園内のテーブルやベンチで飲酒を
しながら喫煙している集団がいます。たばこを吸
うので子どもたちへの影響が心配です。テーブル
やベンチに禁煙の表示を貼るなどの対応をしても
らえませんか。

月島第二児童公園は灰皿を設置せず禁煙としてい
ます。ご提案を受け、テーブルベンチ利用者の目
に留まる場所に禁煙表示を行いました。引き続き
園内が禁煙であることを周知するため、巡回パト
ロールによる指導を行っていきます。

11 やっと保育園に入れましたが、遠いため、自転車
で送り迎えしています。しかし、保育園近くの区
営駐輪場には空きがなく、自転車を止める場所が
ありません。駐輪場を増やしたり、保育園利用者
が優先的に利用できる制度を作ってもらえません
か。
11 街中に休める椅子が設置されて、とても良いで
す。ありがとうございます。

区では道路管理者、交通管理者などと協議し、整
備後の歩道幅員が十分に確保できるなど設置可能
な条件を満たす歩道上への駐輪場の整備を行って
います。保育園利用者への区立駐輪場優先利用は
利用者間の公平性を保つため行っていません。

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

供覧しました。
投書箱

11

11

11

19 つくだ保育園前の歩道のタイルは、雨の日に滑り
やすく、自転車で転倒したことが何度もありま
す。滑りにくい材質に変更してもらえませんか。

都第一建設事務所より「当所にて現況の詳細調査
を行い、滑り止め対策や自転車が減速して走行し
ていただくための注意喚起看板やポールの追加設
置などの安全対策を検討していきます。」旨回答
がありました。

26 佃大橋の歩道を歩いていたら、自転車が猛スピー
ドで追い越してきて危険な思いをしました。歩道
のどこでも自転車が走っている状態で、歩行者の
行き場がなくなっています。安全に関わることで
すので、対応をお願いします。

区では区内警察署と連携し、キャンペーンや交通
安全運動などの機会を通じて、自転車安全利用の
周知を図るとともにスタントマンが自転車事故を
再現する「スケアード・ストレイン方式」の安全
教室を実施しています。今後も関係機関と連携
し、普及・啓発に努めます。
今後、まぶしさを低減しつつ、明るさを確保でき
るＬＥＤ照明器具が製品化されましたら、試験的
に採用し、効果を検証するとともに、既存のＬＥ
Ｄ照明器具の調整も適宜行っていきます。

27 道路照明灯がＬＥＤ化され節電効果は上がりまし
たが、直接照明のためまぶしさが増し、照射され
た箇所以外が見えにくくなっています。光線の拡
張を防ぐ工夫や、照射箇所の状況が確認しやすく
なるよう対応をお願いします。
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「区長への手紙」要約

月 日
内容
12
2 日本橋中学校の脇にある公衆トイレは必要性を感
じないので、撤去してください。また、隅田川沿
いを歩行者専用道路にするなど、整備してくださ
い。
12

2 東京駅八重洲口周辺には禁煙表示がなかったり、
目立たないため、路上で喫煙している人がいまし
た。八重洲口周辺の路上喫煙の禁止を徹底しても
らえませんか。

対応
公衆トイレは指針に基づき、トイレが配置されて
いない地域をなくすため必要な位置に設置してお
り、撤去は考えていません。また、歩行者専用道
路の実現は防災上の役割などから困難ですが、今
後、関係機関と協議・調整し、検討を進めていき
ます。
東京駅八重洲口周辺の外堀通りや八重洲通りは都
道であるため、区の条例啓発物を設置することが
できません。そのため、パトロール員による巡回
を強化し違反者への指導を徹底していきます。

投書種別

Ｅメール君

Ｅメール君

12

10 車いすでの移動時に、歩道と車道の段差が気にな
ります。現在、勝どきの交差点付近を工事してい
るので、歩道と車道の段差を解消してもらえませ
んか。

都第一建設事務所から「清澄通りなどの都道は、
歩道と車道との段差は2cmを標準としています。車
椅子利用者や視覚障害者の安全な通行を考慮し定 広聴はがき
めています。」旨回答がありました。

12

13 月島周辺には自転車乗り入れ禁止の公園がありま
すが、ルールを守らず乗り入れる人がいます。子
どもと一緒に安全に利用したいので、パトロール
の強化や罰則を設けるなどしてもらえませんか。

公園内に自転車は降りて通行するように注意を促
す看板を設置し、周知を図っていますが、今後
は、古くなった看板の更新を行うとともに、一定
期間、巡回警備員によるパトロールを強化し、迷
惑行為の防止や利用ルールの周知に努めていきま
す。
公園内でネズミを確認した場合、巣穴があるか調
査し、発見した場合、薬剤の投入や穴の埋め戻し
による駆除に努めています。調査を行いました
が、現段階では巣穴を発見できていない状況で
す。引き続き、園内の点検に努め、発見次第、駆
除を行います。
ご指摘のありました店舗は、私有地内に吸い殻入
れを設置しているため条例に基づく指導や撤去が
できません。そのため、周辺の区道上に啓発用路
面シートの貼付や立看板の設置を行っています。

12

12

12

12

1

1

1

1

16 築地川公園で子どもと遊んでいる時にネズミが
走っているのを目撃しました。駆除など対策をお
願いします。

16 喫煙について、中央区ではさまざまな対策をして
いると思います。しかし、屋外での喫煙について
は受動喫煙を余儀なくされている場所がまだ多く
あります。路上に灰皿を設置している店舗に対し
て注意してもらえませんか。
27 自転車、タクシー、バイクが危険な速度で運転
し、歩行者は安全に歩行ができません。中央大橋
脇の道路に速度を制限するブロック段差の設置を
お願いします。朝方の渋滞時の抜け道としてマン
ションの前を通過し危険な状態です。

都第一建設事務所より「中央警察署と協議し、車
両通行による速度抑制対策については、交差点停
止箇所の路面標示を強調させることや交差点標示
上に点滅鋲の設置などを検討していきます。」旨
回答がありました。

27 東日本橋駅地上の薬局近くや馬喰横山駅近くに、
毎朝放置自転車が数台あります。対応をお願いし
ます。

東日本橋駅および馬喰横山駅周辺は駐輪場が不足
しているため、放置禁止区域に指定していませ
ん。そのため、定期的に注意・警告札の貼り付け
を行い、注意・警告活動を実施し、自転車利用者
への注意喚起やマナーの普及啓発に取り組んでい
ます。
公園内でのハトなどへの餌やりは、他の公園利用
者に迷惑がかかるため禁止としています。現地に
は餌やりを禁止する看板を設置していますが、今
後、看板の増設を行うとともに、巡回警備員によ
るパトロール強化を図っていきます。

9 毎朝、浜町公園でハトに餌を与えている人がいま
す。不衛生ですので、対応をお願いします。

9 歩道を通行中にほっとプラザはるみの送迎車とぶ
つかりそうになったことが何度かあります。改善
してもらえませんか。

10 月島第三小学校の前に歩道橋がありますが、利用
者の利便性が悪いため、歩道橋を渡らず道路を横
断する人を見かけます。また、老朽化により景観
も損ねているため、歩道橋の代わりに横断歩道を
作ってもらえませんか。
14 江戸バス全車でＷｉ－Ｆｉが利用できるようにお
願いします。

ほっとプラザはるみの指定管理者より「運河側の
道路から玄関へ戻る際の左折時に、接触しそうに
なったことを運転手から確認しました。送迎車の
運行にあたっては安全運転に努め、歩行者に注意
を払うよう指導しました。」旨、報告がありまし
た。
都第一建設事務所より「当該箇所は春海橋から晴
海三丁目交差点に向かう下りカーブになってお
り、歩行者の巻き込み事故防止のため横断歩道の
設置は難しいと交通管理者から伺っています。」
旨回答がありました。

Ｅメール君

Ｅメール君

投書箱

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

電話にて「新車両5台については既にＷｉ－Ｆｉが
導入済みで、残りの車両については令和2年の夏頃
に導入する予定である」旨伝え、了承を得た。
Ｅメール君
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「区長への手紙」要約

月 日
内容
1 14 築地川公園が整備されましたが、ブランコがなく
なってしまい残念です。また、鉄棒のある公園が
築地あかつき公園以外近くにないので、鉄棒やブ
ランコをもう少し増やしてもらえませんか。
1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

17 水天宮駅前にある飲食店前の歩道にのぼり旗が
立っています。撤去をお願いします。

対応
ご要望のありましたブランコや鉄棒の新設です
が、築地川公園内の広場は地元町会によるイベン
ト利用なども予定されているため、近隣の公園で
の設置も含めて検討を行っていきます。
現場確認を行い、店舗にのぼり旗を撤去するよう
指導しました。指導により店舗が自主撤去しまし
たが、今後も定期的に確認し、指導にあたってい
きます。

20 コミュニティサイクルを利用していますが、利用
したい時にサイクルポートに自転車がなかった
り、最寄りのサイクルポートまで歩くことがあり
ます。公共施設や大型マンションの公開空スペー
スなどにサイクルポートを増やしてください。
20 朝潮橋付近に停泊している作業船の排気ガスの臭
いが周辺に立ち込めています。健康被害が懸念さ
れます。対応をお願いします。

20 勝どきに住んでいますが、子どもの数に対して、
遊ぶことができる場所が少ないと感じています。
近くに公園はありますが、子どもが集まるため、
広さが足りていません。子どもたちのために遊び
を通して学べる場所を作ってもらえませんか。
22 晴海にある公園で喫煙する人が後を絶ちません。
これ以上増えないよう対応をお願いします。分か
りやすい位置への看板設置やごみ箱を撤去するな
どできることはまだあると思います。近隣のオ
フィスに勤める喫煙者への対策を強化してくださ
い。
24 月島駅の地下駐輪場で改善してもらいたい点があ
ります。①通路に漏水、雨漏りしている箇所が複
数あるので、修繕してください。②精算機で交通
系ＩＣカードを利用できるようにしてください。

サイクルポート設置にはさまざまな条件があり、
容易に増設ができない状況です。しかし、サイク
ルポートの数や配置バランスは、利便性向上を図
る上でも重要な要素と考えており、今後も機会を
捉えてサイクルポートを設置できるように努めて
いきます。
作業船所有者に聞き取りをしたところ、機械を始
動した後、一定時間、暖機運転を行っているとの
ことでした。そのため、暖機運転が必要な場合
は、朝潮運河の水門を出て人の迷惑にならない場
所で行うよう従業員に周知徹底をお願いしまし
た。
子どもたちが遊びを通して学べる広い場所を設置
するためには相当の面積が必要であり、遊具など
の設置ニーズも考慮すると、現時点での実現は難
しい状況です。引き続き、公園改修や開発事業に
合わせた外遊びの場の整備・拡充を図っていきま
す。
ご指摘いただきました公園は、灰皿を設置せず、
禁煙としています。今後は公園の出入り口に園内
禁煙であることを示す看板を設置し、周知を図る
とともに、ごみ箱については撤去を含めて検討し
ていきます。
①漏水部に水受けを設置するなどの対応策を早急
に実施します。②清算方法に交通系ＩＣカードを
加えることは、駐輪場利用者へのサービス向上策
として必要性を認識していますので、早期に導入
できるよう検討を進めています。

投書種別

広聴はがき

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

28 月島三丁目の月島交番付近でハトに餌を与えてい
る人がいます。ハトの数が多いのでふんや羽根な
ど衛生面でも心配です。区の条例を作ることや、
注意勧告の立て札を立てるなど対策をお願いしま
す。

電話にて「現場確認を行い当該場所に餌やり禁止
のポスターを掲示すること、また、周辺で既に掲
示されているポスターで劣化しているものについ
ては、順次更新する」旨伝え、了承を得た。

29 日本橋箱崎町の歩道上に大きい植木鉢が置いてあ
り、車道から歩行者が見えなくなっている箇所が
あります。また、歩道上に看板を設置している飲
食店もあります。現地を確認し、区から指導して
もらえませんか。

ご指摘のありました日本橋箱崎町の植木鉢と看板
について、現場確認を行い、店舗に撤去するよう
指導しました。今後も定期的に確認を行い、指導
にあたっていきます。

3 堀留児童公園南側付近に設置されている、歩きた
ばこ禁止を啓発する看板の上部に、釘が飛び出し
ている部分があります。けがの危険などがあるの
で、対応をお願いします。

現地確認を行ったところ、破損した条例啓発用立
看板を発見しました。回収し、後日、新しい立看
板を設置しました。

Ｅメール君

4 三吉橋のガードレールに玄関マットが日干しされ
ています。公共の場をそのように使われることは
不快です。区から注意してもらえませんか。

ご指摘いただいた場所を確認しましたが、干され
ているのが確認できなかったため、引き続き現場
確認を行った上で注意するようにします。

Ｅメール君

6 石川島公園に咲くクロッカスを毎年楽しみにして
います。栽培面積を隅田川に面した緑地部分に広
げてはいかがでしょうか。

クロッカスの育成は球根の保護が必要です。公園
の斜面は子どもたちが走り回って遊ぶ場所として
も活用されており、植栽は難しい状況です。今後
は踏み入りにくく散策時に観察しやすいスロープ
付近に栽培面積を増やす検討をしていきます。
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「区長への手紙」要約

月 日
内容
2
6 新型コロナウイルスへの対策として、区が設置す
る全ての公衆トイレにせっけんを配備してくださ
い。

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

対応
公衆便所への手洗い用せっけんの設置は、いたず
らや異物混入などの迷惑行為が懸念され、安全な
状態での利用を保障できないため、設置していま
せん。

6 佃堀にビニール袋などのごみが浮いているのが気
になります。網などを用意して、掃除してもらえ
ませんか。

現地確認したところ、ごみが浮いていたので清掃
を行いました。後日、再度現地を確認しました
が、ごみはありませんでした。また、網などの設
置は、いたずらなどにより適切に管理することが
できないことから、難しい状況です。

7 佃大橋がライトアップされていますが、橋の近く
に居住しているものとしては派手なライトアップ
は困ります。色数を抑えるなどの配慮をお願いし
ます。また、ライトアップの必要性と今後のライ
トアップの予定も教えてください。

都第一建設事務所より「橋梁のライトアップを整
備することにより、水辺のにぎわいの創出を目指
しています。期間限定で東京2020大会開催気運を
盛り上げるライトアップの実施も予定しており、
時期などについては現在調整中です。」旨回答が
ありました。
区では電線類の地中化、無電柱化の事業を推進
し、順次整備を進めていますが、道路下には上下
水道やガスなどの管路が多数埋設されており、整
備には時間を要する状況です。今後も電線類の地
中化を推進し、快適に歩行できる空間整備に努め
ます。
現地確認をした結果、危険な状態であったため、
応急処置をし、後日、危険なポール部分を撤去し
ました。なお、周辺の街路灯の調査を行ったとこ
ろ、劣化が進んでいる街路灯が見つかったため、
次回の改修時期に更新を行っていきます。

10 中央区内には電柱や電線が多く見られます。地下
埋設が終わっている部分もありますが、都道のみ
で区道では終わっていません。海外の方からの印
象も良くないので、予算を取り、電柱や電線の地
下埋設を進めてもらえませんか。
10 勝どき五丁目清澄通りの設置されている街路灯の
根元がさびて穴があいて、倒れそうです。周辺を
含め早急に点検と修理をお願いします。

12 あかつき公園から鉄砲洲児童公園にかけての歩道
は狭くベビーカーでの通行が難しく危険なため、
整備をお願いします。また、鉄砲洲児童公園東側
も道路を挟んで整備すれば、魅力ある空間ができ
ると思います。

当該歩道は無電線化を図っていく路線として、今
後、電線共同溝および道路の整備を実施していく
予定です。また、公園拡張整備についてですが、
現地を確認したところ、民間所有の土地となって
おり、現在のところ拡張する計画はありません。

12 リサイクルハウスかざぐるまを利用しています
が、1回に出品できる数を10品にしてもらえません
か。また、職員は購入できないと聞きましたが、
最終日まで購入希望がなかった場合には、職員も
購入できるようにしてはどうでしょうか。

出品数の緩和は展示スペースが限られているた
め、見直しは検討していません。職員の購入につ
いては、業務を委託しているシルバー人材セン
ターに確認したところ、利用者からの誤解や不信
感を招かないよう不用品販売の利用を制限してい
るとのことです。
ご指摘の場所は私有地のため条例などに基づく指
導ができません。そのため、周辺の区道上に啓発
用路面シートの貼付を行いました。

14 勝どき三丁目で毎日のように同じ場所で路上喫煙
する人がいます。注意をしても無視されてしまい
困っています。取り締まりをお願いします。

19 日本橋にある飲食店前の歩道に毎朝喫煙者が多数
おり、歩行者は車道を歩かざるを得ない状況で、
接触事故も起きています。朝の時間帯に監視員な
どを派遣して、注意するようにしてください。ま
た、灰皿の位置を変更するよう指導をお願いしま
す。
27 行政がリーダーシップを取って、脱プラスチック
の政策を進めてください。他の自治体に先駆け
て、世界の見本となる取り組みに期待します。

27 先日、夜に佃大橋がライトアップされているのを
見ましたが、これはなぜ行われているのでしょう
か。また、今後の実施予定を教えてください。

27 日本橋周辺には店舗の前などで喫煙している箇所
が複数あり、迷惑しています。店舗外の喫煙で周
辺に迷惑を掛けないよう、指導を徹底してもらえ
ませんか。

私有地に設置されている吸い殻入れは指導や撤去
ができませんが、周辺の区道上へ啓発用路面シー
トの貼付や立看板を設置しています。また、パト
ロール員による巡回を行い、吸い殻入れから離れ
た場所で喫煙している人への指導を行っていま
す。
区では脱プラスチックや使い捨てプラスチックの
発生抑制に向けて、マイバックの持参などを「エ
コまつり」や区ホームページなどで啓発していま
す。また、町会などが清掃活動を行う「クリーン
デー」の実施や防鳥ネットの貸し出しなど、ごみ
の散乱防止に努めています。
都第一建設事務所より「橋梁のライトアップを整
備することにより、水辺のにぎわいの創出を目指
しており、試験点灯を実施しました。本格的なラ
イトアップや特別ライトアップの実施時期などに
ついては現在調整中です。」旨回答がありまし
た。
ご指摘いただいた各所について、現地の状況に合
わせて、パトロールの強化や条例啓発用物品の設
置を適切に行い、条例の周知を図っていきます。
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投書種別

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

広聴はがき

Ｅメール君

Ｅメール君

広聴はがき

Ｅメール君

Ｅメール君

令和元年度

広聴の記録

３

「区長への手紙」要約

月 日
内容
3
2 区立駐輪場定期利用申請受付が行われましたが、
換気の乏しい地下駐車場に多くの人が集まり、1時
間以上列に並ぶ状況でした。新型コロナウイルス
の危険性を認識し、申請方法を再考してくださ
い。また、現場職員が柔軟に対応できるようにし
てください。
3
2 都がヘイトスピーチを認定している団体が銀座で
デモを行いました。今後もこの団体から申請があ
れば、公園の使用を許可するのですか。

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

対応
今回、受付開始日が日曜日であったことや駐輪場
利用者への事前周知を徹底したことにより、申請
者が集中して来場し混乱を招く事態となりまし
た。今後は受付方法を改善し、申請者の集中を防
ぎ、スムーズな受付ができるようにしていきま
す。
デモ行進の集合場所として占用を許可しており、
申請時に集会行為を行わないなどの誓約書を提出
させ所管警察署と連携を図りながら、現地に職員
を派遣し、違反行為があった場合は次回以降の利
用を認めないなどの指導をしています。

2 勝どきにある商店が路地に灰皿を設置し、そこで
朝から夜まで多くの人が喫煙しているため、近隣
住民は迷惑しています。この喫煙場所を閉鎖さ
せ、勝どき駅周辺に公の喫煙場所を作ってもらえ
ませんか。

ご指摘の場所は私有地のため、条例などに基づく
撤去や指導ができません。そのため、当該箇所に
おけるパトロールを強化し、条例に違反している
人にしっかり注意するよう徹底していきます。

3 隅田川テラスで喫煙者を頻繁に見かけ、吸い殻も
落ちています。灰皿の撤去はされましたが、喫煙
禁止の看板などは見かけません。さらなる改善を
要望します。

ご指摘の場所は巡回パトロールを強化し、喫煙者
を発見した場合には喫煙の中止を求めるととも
に、受動喫煙の発生の原因について意識啓発を
行っていきます。また、都とも協議し立看板等の
啓発物を設置するなど、受動喫煙の防止を図りま
す。
ご指摘の公園は全面禁煙としており、啓発の看板
を設置しています。職員が巡回パトロールを行っ
た際は喫煙者を見かけませんでしたが、吸殻が複
数落ちていたことから、今後はパトロールの頻度
を増やしルールの徹底に努めます。

3 自宅近くのあやめ公園内での喫煙者が多く、迷惑
しています。公園内に禁煙の注意書きはあります
が、気に留めていないようです。子どもと公園で
遊ぶ機会もあるので、何か対策をお願いできませ
んか。
3 住民登録は中央区ですが、居所は別の場所です。
居所で発生した粗大ごみも、受付センターに電話
をすれば収集してもらえますか。

居所のある清掃事務所に問い合わせたところ、粗
大ごみ受付センターで対応が可能とのことです。

5 毎朝ハトに餌をあげている人がいるため、ベンチ
に座ると餌付けされたハトが近寄ってきます。餌
やりを注意しても無視されてしまい、困っていま
す。何かしらの対策をしてもらえませんか。

ハトの餌付けは緑道を利用される方々の迷惑にな
ることや、施設の汚損の原因となるため、看板を
設置し餌付けを行わないよう周知するとともに、
巡回パトロール員により注意いたします。

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

広聴はがき

広聴はがき

6 築地本願寺横の歩道には、違法駐輪する自転車が
たくさんあり、それが歩行者の通行を妨げていま
す。区民に対して、歩道に自転車を止めることは
違法であることを周知し、撤去の頻度も多くして
もらえませんか。

築地本願寺横の道路は放置禁止区域内の区道のた
め、即日撤去します。なお、放置自転車防止の周
知については、区ホームページなどに掲出すると
ともに、毎年秋に区、都、警察、鉄道事業者など
によるマナーアップキャンペーンを実施していま
す。
9 相生橋下の運動スペースは、利用時間が午後8時ま 現地を確認したところ、明るい場所もありました
でですが十分な照明設備がありません。防犯上も が照明が当たりづらく暗いと感じる場所もありま
危険なので、照明設備の増設を検討してくださ
したので、照明設備を増設します。今後も、安全
い。
で快適な公園となるよう努めていきます。
11 区内にある電柱を順番に地中へ埋めることはでき
ないでしょうか。

投書種別

無電柱化事業である電線共同溝の整備は、中央区
無電柱化計画に基づき、中央区防災計画緊急道路
障害物除去路線から路線を選定して、順番に整備
しています。

投書

広聴はがき

Ｅメール君

広聴はがき

11 築地川公園の喫煙スペースをなくしてください。
公園は子どもや高齢者が多く利用するので、禁煙
にするべきではないですか。どうしても喫煙ス
ペースを作る必要があるというのであれば、理由
を教えてください。

築地川公園は分煙化が図れる場所を想定して設置
しましたが、常に10名程度の利用者がおり、風向
きによっては煙の臭いがする現状もあるため、今
後パトロールの頻度を増やすとともに、喫煙所の
環境改善について検討します。

広聴はがき

11 新富町に住んでいますが、家の近くを首都高速道
路が通っています。築地警察署の横にある公園の
ように、首都高速道路の上に公園を設置したり、
日本橋の高速道路を地下化するなら、浜崎橋あた
りまで全て地下化してもらえないでしょうか。

区は「築地川アメニティ整備構想」を策定し、首
都高の掘割区間の上部に蓋を掛け、緑化空間や憩
い空間を整備することで、都市環境の改善や新た
な人の回遊導線を生み出すため、現在、実現に向
けて関係機関へ働き掛けています。

広聴はがき

令和元年度

広聴の記録
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３

「区長への手紙」要約

月 日
内容
3 11 築地あかつき公園のトイレをきれいにしてほしい
です。

対応
投書種別
あかつき公園は毎日2回、便器、床、手を洗うとこ
ろを掃除しています。掃除をしている人にも、こ
れからも綺麗に掃除をしてもらうよう伝えまし
広聴はがき
た。冒険広場のトイレは、新しくする計画がある
ので、楽しみにしていてください。

3

11 区内の公園などに設置されているトイレは、和式
のものがほとんどのように感じます。日本人でも
不便に感じるので、外国人の女性は戸惑うのでは
ないでしょうか。できれば、オリンピックが始ま
る前に改修してもらえないでしょうか。

既存の和式便器は公衆便所の建替え時に洋式便器
に切り替えます。また、年間4箇所の公衆便所にお
いて、すべての大便器を洋式便器へと切り替える 広聴はがき
工事を行っています。今後とも安全で快適な公衆
便所の維持管理に努めます。

3

11 茅場町駅周辺に自転車が放置されていて、通行の
邪魔になっていて危険なので、対応してもらえま
せんか。

ご指摘の箇所を職員がパトロールした時に放置自
転車を確認したので注意札を貼付しました。今
後、3日以上経過後、注意札が残っているものに警 広聴はがき
告札を貼付し、さらに2日以上経過後、注意札と警
告札が残っている放置自転車を撤去します。

3

11 ごみ収集場所で集める資源回収について、ペット
ボトルのコンテナもあると良いと思います。

3

3

3

3

3

3

3

3

ペットボトルはびん・缶と比べると軽くて潰しや
すいため収集効率を考えて集合住宅などでは袋状
のネット、事業所は半透明などの袋に入れて出し
広聴はがき
ていただき、圧縮しながら積込む車両で回収して
います。コンテナでの回収は非効率のため難しい
と考えています。
11 車いすを押していると、歩道と車道の繋ぎ目にあ 歩車道境界部分は2㎝段差を標準とし、各道路管理
る少しの段差に困ってしまいます。2cm程度の段差 者が基準に沿った整備を進めています。ご指摘の
でも、空気の入っていないタイヤでは大きな衝撃 課題については、十分認識していますが、整備基 広聴はがき
が起こり、乗っている側も押している側も辛いも 準となっている段差は、目の不自由な方の利用も
のです。ご一考お願いします。
考慮した構造であることをご理解ください。
11 晴海地区の交通に関して、すでに電車やバスなど
で不便を感じることが多々あります。バスの本数
が増えれば、あわせて渋滞も起こると思います。
このままではもうこの街に住めないと考えていま
す。ずっと住みたいので不安です。
11 江戸バスのミニカーを制作してもらえませんか。

11 勝どき橋を通行する自転車が危険で、恐怖を感じ
ています。自転車専用レーンを作ってください。

区では、勝どきなどの臨海地域における交通需要
の増加に対応するため、都心と臨海地域を結ぶＢ
ＲＴの整備に向けて、都や運行事業者と協議・調
整を行ってきました。令和2年5月から第一次プレ
運行が開始し、順次運行ルートが拡大される予定
です。
江戸バスのミニカー化は、直ちに実現することは
難しい状況ですが、運行収支などを踏まえるとと
もに、何らかの機会をとらえて記念品などの作成
を検討していきます。

広聴はがき

広聴はがき

都第一建設事務所から「勝どき橋は自転車専用
レーンを設置する幅員的余裕がありません。その
ため、自転車利用者への注意喚起看板などを設置
し、道路交通が安全で円滑になるよう対策をは
かっています。」旨回答がありました。

広聴はがき

11 近隣でマンションの建設工事を行っており、騒音
に悩まされています。就寝が遅い人にとって、午
前9時から工事が始まるのはきついです。開始の時
間をもう少し遅くしてもらえないでしょうか。

ご指摘のありましたマンション建設工事の現場代
理人に会い、作業状況について聞き取りをすると
ともに現場確認を行いました。そこで、現場代理
人に対して、朝から音の出る作業を可能な範囲で
遅らせるようお願いをしました。

広聴はがき

13 勝どき二丁目児童遊園内での喫煙者が多く迷惑で
す。ベンチでの喫煙者も見られます。公園内外に
さらに目立ように喫煙禁止の看板掲示や、近隣オ
フィスへ注意喚起などの対策をお願いします。

勝どき二丁目児童遊園は全面禁煙としており、啓
発のための看板を設置しています。4月1日の改正
健康増進法の全面施行を踏まえ、看板設置に加え
て、現在の巡回パトロールを増強していきます。

13 晴海二丁目に住んでいますが、想像以上に生活利
便性が悪く、困っています。月島駅に行く際に利
用する古い歩道橋を横断歩道にしてもらえません
か。

都第一建設事務所から「当該箇所は春海橋から晴
海三丁目交差点に向かう下りカーブになってお
り、歩行者の巻き込み事故防止のため横断歩道の
設置は難しいと交通管理者から伺っています。」
旨回答がありました。

13 浜町公園にあった、ぶら下がり鉄棒が撤去されま
した。誰でも利用できる、鉄棒のような運動器具
を設置してもらえませんか

浜町公園のぶら下がり健康遊具は、鉄棒の隙間に
子供の頭部や胴体が挟み込む可能性があったた
め、安全性を考慮し、基準に合った遊具に交換す
る工事を行いました。
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Ｅメール君

広聴はがき

広聴はがき

令和元年度

広聴の記録

３

「区長への手紙」要約

月 日
内容
3 13 現在住んでいるマンションには、プラスチックご
みをまとめるスペースがありません。そのため、
ほどんどの住人は分別をせず、燃やすごみの日に
出してしまっています。環境のために、行政で状
況の調査をして改善の指導と啓発をしてもらえま
せんか。
3 13 最近になって、路上や公園での喫煙が増えていま
す。見回りの強化及び強制力のある罰則を設定し
てもらえませんか。また、自転車の交通マナーの
周知もお願いします。
3

13 区で配布している「ごみと資源の分け方・出し
方」に、消火器のリサイクルについての説明があ
りません。「㈱消火器リサイクル推進センター」
の連絡先などを記入してもらえませんか。

3

13 楓川新富橋公園には常時20人位の喫煙者がおり、
喫煙専用公園になっています。歩道にも煙が流れ
てくるので、喫煙所を廃止してもらえませんか。

3

16 築地川公園わんわん広場は、汚れやにおいなど不
衛生さが目立ちます。定期的な清掃や芝の張替え
をしてもらえませんか。

3

16 佃付近の八重洲通の歩道では、たくさんの自転車
がスピードを出して行き来しています。歩道が比
較的広いので、歩道の中に線を引いて、歩行者と
自転車の通行を分けてもらえませんか。

3

16 佃三丁目児童遊園中央の桜の木の枝にビニール袋
が巻きついています。対応をお願いします。

対応
投書者のマンションもプラマークの収集を行って
いることを確認しました。分別をしていただけれ
ばリサイクルしますので、ご協力願います。

公園等での喫煙については、遊具付近などには灰
皿を設置せず、児童や公園利用者との分煙を図
り、パトロールを強化しています。自転車の交通
マナーについては、区内警察署と連携し、交通安
全キャンペーンなど様々な機会を通じルールの普
及・啓発に努めます。
区のホームページに消火器リサイクルの項目を追
加し、「㈱消火器リサイクル推進センター」へリ
ンクするよう改めました。また、分別冊子「ごみ
と資源の分け方・出し方」につきましては、改訂
時に改めます。

投書種別

広聴はがき

広聴はがき

広聴はがき

ご指摘のありました公園は、プランターによる分
煙を図っていますが、混雑時にはプランターの外
側で喫煙をする人が多数見受けられるため、マ
広聴はがき
ナー看板の増設を行うとともに、警備員などによ
る巡回パトロールを行い利用ルールの徹底に努め
ていきます。
わんわん広場は月に25日間の清掃と月に1度の消毒
作業を行っていますが、現地を確認したところ芝
に汚れている箇所などを確認したため、犬の毛な 広聴はがき
どごみを取り除く作業を行いました。また、消臭
効果がある消毒液を試用し効果を検討します。
都第一建設事務所から「ご指摘の場所は自転車道
と歩道を分離するだけの幅員が確保できないた
め、白線を設置することができません。そのた
め、自転車利用者への注意喚起の看板設置などを
行い安全対策をはかっていきます。」旨回答があ
りました。
ご指摘のありました現場に向かい、ビニール袋を
撤去しました。

広聴はがき

Ｅメール君

3

17 勝どきエリアにある公園は、全て小さな子どもに
合わせて作られているため、球技などのできる場
所がありません。ネットを張るなどして、小学生
が体を動かせる場所を作ってもらえませんか。

3

17 子育て世代からの質問と要望です。勝どき橋を渡
ると大きく揺れて心配です。危険ではないです
か。また、月島の歩道に置かれた植木鉢が通行の
妨げになっています。災害時は、もっと危険だと
思いますので、指導してもらえませんか。

3

17 日本橋大伝馬町には、狭い歩道に電柱が設置され
ている場所があり、人とすれ違う際に困ることが
あります。電柱の地中化を検討してもらえません
か。

勝どきエリアでは豊海運動公園が改修工事を終え
て8月にオープンする予定です。なお素振りのでき
る場所の新設は大変難しい状況です。区内では、
広聴はがき
素振りやバッティング練習などのための施設を築
地川公園多目的広場に設けていますのでご利用く
ださい。
都第一建設事務所から「勝鬨橋の中央部は、昭和
45年ころまでハの字に跳開しており、他の橋より
も軽量な構造になっています。そのため、通行車
両による橋の振動が他の橋よりも大きいですが、 広聴はがき
構造上問題ないのでご安心ください。」旨回答が
ありました。植木鉢は歩道上から移動するよう指
導しました。
無電柱化事業である電線共同溝の整備は、中央区
無電柱化計画に基づき、中央区防災計画緊急道路
障害物除去路線から路線を選定して、順番に整備 広聴はがき
しています。

3

17 晴海臨海公園の運動広場で野球の硬式球とバット
を使用している人を見かけます。硬式球の使用は
非常に危険です。「硬式球の使用は禁止」「バッ
トの使用は禁止」と明記されています。徹底する
よう対応をお願いします。

硬球などの使用禁止は、看板を設置し注意を促し
ていますが、定期的に巡回パトロールを行い周知
を図っていきます。なお、土日祝はスポーツ少年
団が練習などで使用する場所となっているため、
バットの使用は責任者に一任しています。

17 勝どき二丁目児童遊園は、子どもが遊んでいても
気にせずに喫煙する人が多く、困っています。注
意喚起の看板などは設置されていますが、効果が
ないようです。定期的な見回りをお願いできませ
んか。

勝どき2丁目児童遊園は灰皿を設置せず禁煙として
いますが、現地を確認したところ園内に吸殻が多
数ある状況が続いているため、パトロールを強化 広聴はがき
しルールの徹底に努めていきます。

3

令和元年度

広聴の記録

－ 60 －

Ｅメール君

３

「区長への手紙」要約

月 日
内容
3 23 浜町公園で花見をしている人が多くいます。区
ホームページには花見を自粛してほしい旨の記載
がありますが、知らない人が多いようです。新型
コロナウイルスの感染拡大を防止するため、区内
公園での花見について対策を徹底してもらえませ
んか。
3 26 資源ごみの収集容器に、ペットボトル用を用意し
てもらえませんか。

3

3

3

3

3

27 晴海臨海公園にある、自転車侵入禁止の看板がわ
かりにくいため、気づかずに入った自転車と子ど
もが接触しそうになり危険です。わかりやすい看
板やポールなどを設置してもらえませんか。

対応
飲食を伴う宴会などの利用を控えていただくよ
う、現地に看板を設置していますが、花見客が集
まっているため注意看板を増設しました。現時点
で禁止などの措置をとる予定はありませんが、園
内での感染拡大防止の取組を継続していきます。
ペットボトルはびん・缶と比べると軽くて潰しや
すいため、集合住宅では袋状のネット、事業所は
透明・半透明の袋に入れて出していただき、圧縮
しながら積み込む車両で回収しています。ペット
ボトルをコンテナで回収することは非効率のため
現状では難しいです。
ご指摘の公園には自転車は降りて通行するように
注意を促す看板を設置し周知を図っていますが、
今後は、設置場所の見直しや古くなった看板の更
新を行い、利用ルールの徹底に努めます。

27 小伝馬町の通りに面して店を構えています。秋か
ら冬にかけて、毎日の落ち葉掃除が大変です。ま
た、歩道の所々は、樹木の根で凹凸ができていま
す。早い時期の樹木の剪定と、歩道の修繕をお願
いできませんか。

落ち葉でお困りの際は連絡いただければ区が清掃
を行います。また、街路樹の根上りによる凸凹は
現地確認を行い、順次補修工事を行います。

30 隅田川テラスで、自転車に乗っている人を見かけ
ます。スロープなどに自転車乗り入れ禁止とあり
ますが、あまり目立ちません。自転車走行禁止が
はっきり分かるような対応をお願いします。

現地を確認したところ、看板が古くなって見づら
くなっていたので新しいものに更新するととも
に、子供にも分かりやすいような表示内容の見直
しや設置場所の工夫を行うことで、利用ルールの
周知に努めます。

30 月島運動場近くの交差点に、横断歩道を設置して
もらえませんか。

都第一建設事務所より「横断歩道の設置は交通管
理者にて行っているため、設置に関する方法につ
いても所轄の警察署にご相談いただくことになり
ます。」旨回答がありました。

31 銀座8丁目から新橋駅に自転車で行くことがありま
すが、湾岸通りの東京高速道路下にある歩道橋を
渡る際に、自転車を降りて担がなければなりませ
ん。歩道橋に自転車を押して通れるスロープを設
置してもらえませんか。

都第一建設事務所より「当該箇所は、沿道の利用
状況や歩道幅員の状況から自転車用スロープを設
置する空間がなく、設置はできない状況です。」
旨回答がありました。

投書種別

Ｅメール君

広聴はがき

広聴はがき

広聴はがき

Ｅメール君

広聴はがき

広聴はがき

都市整備部（48件）
4

住宅保証金は区が一時的に保管しているものです
が、適正な会計事務を行うため、地方自治法など
の規定に基づき「債務が確定している」などの要
件を審査し、内容を確認する必要があるため、債
権者に対し請求書の提出を求めています。

Ｅメール君

7 八重洲二丁目中地区再開発準備組合が区へ提出し
た都市計画では、組合が一方的に決めた地区内の
建築物に対する建築面積の最低限度を5,000㎡にし
ていますが、区は理由、算出根拠などを確認して
いますか。

建築面積の最低限度は、都市再生特別地区に定め
ており、土地の高度利用を促進すべき区域におけ
る良好な都市環境創出に相応しい建築面積として
提案され、都が適正と確認した上で、都市計画に
位置づけられたものと認識しています。

Ｅメール君

5

8 自宅の近くに木造4階建ての建物が建設される看板
が立っていますが、木造は3階建てまでではないで
しょうか。また、木造なのに鉄筋工事がされてい
ますが、不要ではないでしょうか。

5

8 最近引っ越しをした自宅の近くにホテルの建築計
画があることを知りました。近くには小学校や公
園もあり、子どもたちにも害を及ぼすのではない
でしょうか。ホテル建築に関する規程を作ってく
ださい。

当該建築物は、建築基準について法律に適合して
いるかの確認を受けた後に工事が行われているの
で、木造4階建てでも建築可能です。また、木造建
広聴はがき
築物であっても、その基礎が鉄筋コンクリート造
で計画されている場合は、鉄筋工事は必要となり
ます。
なるべく早い段階で建築されるホテルの計画内容
を近隣の方々へ説明することで、不安などを解消
することを目的とし、4月22日に市街地開発事業指 広聴はがき
導要綱の一部改正を行い、事前に周知を行うこと
を求める規定を設けました。

5

9 築地二丁目の新大橋通り沿いに設置されている、
築地場外市場への案内板は、前に立って見る際、
案内図の上下が逆になります。設置場所を通りの
向かい側に変えてください。

5

26 区立住宅の退去時に保証金返還の書類を提出する
必要がありますが、預けている保証金を返しても
らうのになぜ請求書が必要なのでしょうか。原状
回復が不要な場合、すぐに返金すべきだと思いま
す。システムの改善を検討してください。

築地場外市場への案内図は、北が上となる一般的
な地図をベースに作成したため、設置場所によっ
ては、位置関係に混乱が生じるものとなっていま
した。都市整備公社で改善が必要な箇所につい
て、修正作業を進めています。
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月 日
内容
5 13 月島三丁目（北・南）両地区再開発について①誰
が、いつ、どのようにして再開発事業の準備組合
を設立したのですか②再開発の区域はどのように
決定されたのですか③再開発の区域になった地権
者の了解をどのように取ったのですか
5

5

5

6

6

6

7

7

7

7

7

対応
①地権者の発意のもと、多くの賛同を集め組成さ
れたと認識しています。②地権者の意向を踏まえ
つつ区の判断の下、決定しています。③準備組合
が事業区域内の地権者から「都市計画手続きに関
する同意書」を集めています。

14 都市整備部事業概要で、月島・勝どき・豊海・晴
海地区に関して、「国際的なビジネス拠点を支え
る高質な都心居住地に向けたまちづくり」から
「月島地域における良質な都心生活地に向けたま
ちづくり」と変わった原因と理由は何ですか。

平成29年6月に策定した中央区基本構想の内容を踏
まえ、必要に応じて変更しています。

20 用途別容積型地区計画から高度利用型地区計画へ
の変更により、既存不適格の建物が約800棟になる
ことや、共同住宅が既存不適格になる場合に建て
替えが難しくなることをまちづくり協議会や町会
関係者に対し説明しているのでしょうか。

現在建っている共同住宅が既存不適格となるかは
区で把握しておらず、まちづくり協議会などに対
し説明していません。既存不適格建物の建て替え
については、改定後の地区計画の活用により建築
可能であり、支援方策についても検討を行いま
す。
いずれの地区も都市計画決定前に準備組合から地
域の方々に建築計画の概要を説明しています。こ
のことは区に提出された報告書で確認しており、
住民に対し適切に対応しているものと認識してい
ます。

24 月島三丁目の再開発について、地元に住んでいる
人から「北も南も準備組合が説明会をしたがらな
い」という話を聞きました。事前に情報公開する
のが原則ではないでしょうか。組合に対して、区
からアドバイスや指導などしていないのでしょう
か。
3 ①中央区の地区計画では住宅用容積率の割り増し
を基本的に廃止して人口抑制するのに対して、な
ぜ再開発事業では住宅部分の建設を抑制しないの
ですか。②月島地区で再開発事業を多く行い、人
口を集中して増やす理由を教えてください。

投書種別

広聴FAX

広聴FAX

①地区計画をより適切な運用を図るために変更す
る一方で、個別建替えでは困難な地域課題に対応
するため、再開発事業を適切に活用しています。
②地区の課題改善に資する取り組みであり、上位
計画などに則したものです。

広聴FAX

電話

広聴FAX

14 空き家問題について伺います。①マンションの空
き家の調査を行っていますか。②マンションの空
き家対策について現時点での考え方を教えてくだ
さい。

①調査は行っていません。②総務省の調査では使
用用途が明確な物件は約90％を占めており、社会
問題化している「空き家問題」とは異なるという
広聴FAX
認識です。今後、管理不全の兆候が疑われるマン
ションがある場合は、現地調査を行い助言・指導
を行います。
24 日ごろから東京駅を利用していますが、東京駅前 東京駅前の外堀通り東側では3つの再開発事業によ
のタクシー乗り場やバス乗り場などは使い勝手が り、平常時は憩いの空間として、災害時は避難に
よくないと感じています。
も活用できる広場空間や歩道に分散する高速バス
Ｅメール君
の停留所を集約するバスターミナルの整備など、
駅周辺の歩行環境を考慮した計画を進めていま
す。
1 6月26日に開催された八重洲一丁目北地区説明会で 本説明会は、国家戦略都市計画建築物等整備事業
出された資料には、同地区の「環境影響評価書
に関する事項の案（都市計画案）の説明会であ
案」あらましに記載されている環境影響評価での り、八重洲一丁目北地区再開発事業に関する環境
広聴FAX
基準値がオーバーする場合があるということが出 影響評価案に関する説明会ではないので、再開発
ていませんでした。これはなぜですか。
事業における環境基準値の説明はしていません。
4 生まれてから月島に住んでいます。高齢になって
も友人・知人のいる住み慣れた街で過ごしたいの
で、経費が安く安心して暮らせる住宅を作ってく
ださい。再開発の住宅に等価交換で入居しても、
住み続けられません。

再開発事業では、付帯設備や管理費などは、権利
者の話し合いによって決まります。区は、住み続
けられるまちづくりを目指し、権利者に寄り添っ
た対応を行うよう、準備組合などに対して指導し
ていきます。

広聴はがき

18 区内の民間住宅は家賃が高いので、公営住宅を増
やしてください。

都心に位置する本区ではほとんどが民有地である
上に地価も高く、公営住宅を増設することは困難
です。なお、区営住宅などに空き家が出た場合、
広報紙などに掲載するので募集内容を確認の上、
お申し込みください。

広聴はがき

23 中央区で行われている「まちづくり勉強会」「ま
ちづくり検討会」は、どこで開催されているのか
教えてください。

検討会などは、まちづくりの機運が高まっている
地域で、権利者や開発事業者の主催で各々開催さ
れています。区は全ての開催状況を把握していま
せんが、八重洲や勝どきなどでは開催されている
と認識しています。

広聴FAX

24 職員の電話対応が良くないと感じます。電話の取
り次ぎの際、保留状態のままにしたり、会話をし
ても何を言っているのか分からないことがありま
す。

電話の保留時間は、電話対応の基本的なマナーと
して改めて職員に指導を徹底しました。今後とも
マナーの向上と知識の習得に努めるとともに、快
適な電話対応となるよう職員のレベルアップを
図っていきます。

Ｅメール君

令和元年度
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月 日
内容
8
1 中央区の指導要綱では、40㎡以上の住宅を10戸以
上新築する場合に協力金を納めるようになってい
ます。しかし、佃は地区計画により床面積の1／3
以上を40㎡以上で作らなくてはなりません。この
場合、協力金は免除されるべきではないですか。
8

8

8

2 超高層建物を含む再開発の計画について、メリッ
トとデメリットを教えてください。

19 建築計画のお知らせの閲覧やコピーをお願いした
際に「規模が大きいため、都でないとできない」
と言われました。規模の大小は関係ないと聞いて
いたため、改めて尋ねると、「区でもできます」
と言われました。どのような窓口教育をしている
のですか。
29 第2回中央区都市計画審議会を傍聴しましたが、首
都高速道路の地下化の事業スキーム案によると事
業費を一部民間プロジェクトが受け持つことに
なっています。これでは川沿い5地区の再開発は成
り立たなくなりませんか。

対応
地区計画の用途制限はワンルームマンション増加
による地域課題に対応するため、指導要綱の開発
協力金は教育施設の基盤整備や共同住宅の防災対
策強化に向けた施策などを推進するためで、別の
目的で定めた規定であり相反していません。
メリットは老朽化した建物の更新による防災性の
向上や、個別建て替えでは困難な地域貢献型施設
やコミュニティ空間の整備などです。デメリット
は、整備内容や時期など調整を要することが多い
ことに留意する必要があることです。

投書種別

Ｅメール君

広聴FAX

対象物件の規模が大きかったことで、都条例に基
づく標識設置届と混同してしまい、一時的に誤っ
た案内をしてしまったとのことです。今後このよ
うなことのないよう、職員に対しさらなる制度の
周知徹底を図り、再発防止に努めていきます。

電話

日本橋川沿い5地区の再開発の事業性について、首
都高地下化検討会で示されている民間プロジェク
トの公共貢献の内容は、各地区の再開発事業の検
電話
討状況に応じて、当該再開発の事業性も含めて継
続的に協議調整を行っていくものと認識していま
す。
電話にて「現状と違っている部分が多いことにつ
いて謝罪をした。昨年度から増加する来街者や障
害者、高齢者の方々が利用しやすいようにするた Ｅメール君
め、順次、新たな案内板に変更を行っている」旨
伝え、了解を得た。

9

6 街角に設置されている案内板の地図が古く実際に
即していません。施設も再開発で変わっていま
す。地図の更新をお願いします。

9

12 勝どき地区では複数の再開発計画が同時に進行し
ています。全ての再開発が完了した際に行政サー
ビスが低下しないよう、計画段階からそれぞれの
再開発の地区に公共施設を一つずつ建設すること
を検討してはどうでしょうか。

まちづくりの方向性や都市機能・都市基盤のあり
方を町会や3つのまちづくり組織と共に検討してい
ます。当エリアに求められる公共施設などについ Ｅメール君
て議論・検討し、各組織に適切に指導し地域課題
の改善や良好なまちづくりに取り組んでいます。

9

13 ①子どもも利用する黎明橋公園が、再開発により
日陰の多い公園になることを区はどう考えていま
すか。②都市計画（案）意見書の提出期間が10月1
日までとなっていますが、10月1日は都民の日で
す。当日、公的機関は開いているか教えてくださ
い。
17 ホテルや商業ビルが林立すると区民が存在しなく
なります。住民が同じ場所に住めるように、商業
ビルの上層階に居住できる制度の制定を希望しま
す。

①周辺環境への影響を検証したところ、黎明橋公
園の広場には午前8時から10時の2時間程度日影が
発生しますが、保育園などの利用頻度が高い午前
10時以降については日影の影響は少ないと考えて
います。②都庁・区役所ともに開庁しています。

9

10

10

10

10

4 ①第一種市街地再開発事業の地権者の不動産の評
価を不動産鑑定士が行う場合、鑑定士の公正中立
性はどのように担保されていますか。②再開発事
業準備組合と再開発事業組合の不動産評価額が異
なる場合、不動産鑑定士の責任はどうなります
か。
11 現在の都市整備部のやり方、進め方は強引に思え
ます。将来的にもこのような強引な進め方を続け
るのか、それとも区民の声を取り入れた柔軟な路
線で行くのか、区の考えを教えてください。

電話

現在、戸建て住宅や事務所などとの併用住宅に居
住している方が、建て替え後も引き続き住み続け
られるよう、住戸数が2戸以下の住宅および共同住 Ｅメール君
宅について、容積率を緩和する規定を新たに導入
し、居住継続が図られる制度を運用しています。
①不動産鑑定士は国家資格であり、法律により信
頼性が担保されているものと認識しています。②
準備組合の段階で示されるものは概算評価額であ
り、再開発組合設立後、権利変換計画書で示され
る不動産評価額とは異なるものです。

広聴FAX

本区のまちづくりに関しては中央区基本構想に掲
げる将来像の実現に向けて、区民の皆さんと協議
を行いながら今後も進めていきます。

①議案がある場合に適宜区民館などで開催されま
す。②当該地区の代表者、商工業関係の代表者、
区などです。③対象地区に関する議案のため、全
区民を対象とした広報媒体では周知していませ
ん。④地区外の方の参加は原則ご遠慮願っていま
す。
23 中央区の第一種市街地再開発事業によるタワーマ 超高層マンションで2階以上に駐輪場を設置してい
ンション（超高層マンション）の駐輪場で2階以上 る物件の累計件数や設置階の統計データなどは、
に設置されてる例はありますか。あれば、その数 集計していません。
と設置されている場所を教えてください。

電話

16 まちづくり協議会は、①いつ、どこで開催されて
いますか。②出席する人は誰ですか。③開催につ
いてホームページなどで周知をしていますか。④
希望すれば各地区の協議会に参加することはでき
ますか。
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電話

広聴FAX

令和元年度

広聴の記録

３

「区長への手紙」要約

月 日
内容
10 25 区内にある高齢者向け優良賃貸住宅に住んでいま
す。管理会社の対応に不信感があり、区の住宅課
にも相談しましたが、他に住宅はないと言われま
した。なんとか助けてもらえませんか。
10

11

11

12

12

12

1

1

1

1

1

31 近隣にあるホテルの強い照明は、区の景観を損ね
るうえ、近隣住民の照明被害にもなっています。
行政による指導や規制をお願いします。

5 町会・自治会が住民の代表として会議に出席する
場合について教えてください。①町会長を代表と
する根拠はありますか。②各住民から選出や委任
をされていますか。③会議の内容が周りの住民に
周知されていることを確認していますか。

対応
管理会社などに対し、入居者が安心して居住でき
るよう適切な管理を指導しました。また、区では
区民住宅の募集や都営住宅や高齢者向け住宅の紹
介を行っていますが、申し込み多数のため入居が
困難な状態となっています。
夜間照明については、明確な法的制限がなく、環
境省においてガイドラインを出しているのが現状
で、絶対的な解決策がない状況です。当該ホテル
に確認したところ、屋上看板は自動点灯となって
おり、照明器具の調整は構造上難しいと回答があ
りました。
①町会・自治会は住民による住民のための地域の
要の団体であり、その会長を地域の代表とするこ
とは合理性があると考えます。②それぞれ代表と
して選出された方であると認識しています。③周
知されたか否かの確認は不要と考えています。

19 以前発売された週刊誌に掲載されていた再開発に
関する記事について、区はどのように対応しまし
たか。

区として記事が掲載されたことは認識しています
が、記事の内容に関して答える立場ではありませ
ん。組合設立認可については、法令などに基づき
適正な手続が進められたものと認識しています。

2 液状化や大規模水害が懸念される月島三丁目北地
区においては、住民たちと多角的に検討し、その
結果こそが再開発と呼べるものではないでしょう
か。当地区の魅力を最大限に生かして、持続可能
な防災都市を作ってください。

個別建替では改善が困難な防災上の課題を抱えて
いる当地区では、地権者の発意のもと、再開発事
業を通じて地域の防災性の向上に資する拠点や広
場などを整備するとともに月島らしさを生かした
まちづくりを行っています。

11 建築基準法上の道路種別マップを区のホームペー 電話にて「トラブル防止のため窓口での確認をお
ジに掲載してもらえませんか。3項道路のマップで 願いしていること、今後ホームページにトラブル
も構いません。
なく提供できる方法を検討していく」旨伝え、了
解を得た。
17 第一種市街地再開発事業について、①補助金（交
付金）は、何を対象として交付していますか。②
タワーマンション（高層棟）に作られる立体駐車
場、駐輪場、エレベータに対しても補助金（交付
金）を交付していますか。
8 月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業の新規
における客観的評価指標で、保留床の延床面積の1
／3以上を公的住宅とするとありますが、①どのよ
うな住宅ですか。②なぜ保留床の延床面積の1／3
以上なのですか。③特典、補助金はありますか。
10 月島一丁目西仲通り地区第一種市街地再開発事業
で建設しているマンションの住戸が、インター
ネット上で中古物件として売りに出ているのを見
ました。まだ建設中なのに、なぜ売りに出ている
のでしょうか。関係法令に照らして適法な行為な
のでしょうか。
16 月島三丁目で行われる再開発事業の地域で家を借
りて居住している人に対して、事業の説明などは
どのように行われているのか教えてください。

28 月島三丁目南地区再開発事業についての公告がさ
れていますが、地権者への事業説明が完了してい
ないのに手続きを始めることができるのでしょう
か。また、同時に再開発事業賛成の書類を配布し
ていると聞きましたが、配布していいのでしょう
か。
30 先日、月島三丁目南地区の再開発事業に関しての
借地権申告の公告が出されました。借地権の代わ
りに建物登記をすると、同時に借地権があると認
められると聞きましたが、この建物登記をしてい
る場合は、借地権申請は必要ないのでしょうか。

令和元年度

広聴の記録

①調査設計計画費、土地整備費、共同施設整備費
が補助対象事業です。②共同住宅の共用部である
立体駐車場、駐輪場、エレベータは共同施設整備
費に該当します。いずれも再開発組合などからの
申請があった場合、補助金を交付しています。
①公的住宅は、住生活基本法第2条第2項に規定す
る公営住宅などです。②市街地再開発事業補助金
における住宅型プロジェクトの要件です。③補助
対象が当地区に適したものとなります。
民間同士で行われる住宅の売買に関する内容は、
区では把握しておらず、また、これに答える立場
にありません。

都市計画の決定にあたり、準備組合において説明
会を開催し、区でも区民などを対象とした都市計
画案の説明会を開催しています。また、都市計画
決定後は、法令に基づき市街地再開発組合が説明
会を開催し、関係権利者に対し周知します。
任意の説明会の実施前に月島三丁目南地区に係る
「第一種市街地再開発事業の施行区域となるべき
区域の公告」の施行をし、当該公告と同時期に賛
成の意思表示の書類の配布を行ったとしても、手
続上の問題はないものと認識しています。
都市再開発法では、申告すべき方を「未登記の借
地権を有する者」と定めていることから、建物登
記がなされている場合であっても、借地権が未登
記であれば、申告していただく必要があります。
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投書種別

投書
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Ｅメール君
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広聴FAX
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広聴FAX

広聴FAX

広聴FAX

３

「区長への手紙」要約

月 日
内容
1 30 月島三丁目南地区の再開発事業に関しての公告が
出されました。地主の中には区内に住んでいない
人もいると思いますが、その場合はどのように知
らせているのでしょうか。

投書種別

電話

17 月島三丁目地区第一種再開発事業で建設される建
物について、インターネット上で設計に不備があ
るような意見を目にします。どのような考えで、
区はこの再開発事業に対して補助金を支出するの
でしょうか。

区では、お互いが気持ちよく生活していただくた
めに、楽器演奏だけではなく生活音についての注
意事項を「入居のしおり」によりあらかじめお伝
えするとともに、ちらしの全戸配布や掲示板への
掲示などで周知し、音への配慮をお願いしていま
す。
本区での①開発行為許可の申請②道路位置の指
定・廃止の申請③中央区総合設計許可の申請④建
築確認の申請の受付時には添付されており、⑤道
路占用許可の申請には添付されていません。⑤に
ついては口頭により手続き状況を確認していま
す。
建築物を建設するためには、建築確認を受ける必
要があり、法令などに違反する設計では工事を始
めることができないため、月島三丁目南・北地区
においても法令などを遵守するよう適切な設計を
進められているものと認識しています。

10 2019年の台風被災で、中央区令和元年台風第15号
および第19号の被害による住宅補修工事費補助金
の申請をしましたが、対象者は所有者のみと言わ
れました。建物、土地は両親の登記名義で死亡し
ています。例外的措置はありますか。

登記簿謄本では、所有者と申請者が一致する確認
が取れない状況です。区としては、相続による所
有権を明確に示す公的書類や、他の相続人からの
同意を示す書面を提出いただければ、申請資格が
あることを確認できると考えています。

3

11 区営住宅の申込書を区役所以外にも置いてほしい
です。

区営住宅の申し込みは、全て郵送での受付となり
ます。申込書を添付したしおりを本庁舎及び日本
橋・月島特別出張所で配布しています。なお、日 広聴はがき
曜日には本庁舎1階で配布しているとともに、区の
ホームページからもダウンロードできます。

3

11 築地市場の跡地から港区の竹芝ふ頭を結ぶ歩道の
公園化を検討してもらえないでしょうか。隅田川
テラスを延長すれば、素晴らしい観光場所になる
と思います。

築地市場跡地の開発では、都が歩行者ネットワー
クの一つとして浜離宮から竹芝方面に至る防波堤
の活用を掲げています。なお、区では都民に開か
れたまちづくりの推進などを都に要望していま
す。

2

2

2

3

12 区民住宅の楽器演奏禁止に関して再度検討しても
らえませんか。各階にピアノのイラスト付きの注
意喚起チラシが貼られていますが、子どもは宿題
のピアニカ練習や縦笛練習もできないと悩んでい
ます。せめてチラシを各階に貼るようなことはや
めてください。
17 中央区市街地開発事業指導要綱の第5条に法定手続
きの項目が記載されており、第8項に開発事業者は
法定手続きを行う際に合意書の写しを添付するこ
とが規定されています。法定手続きの際に合意書
の写しの添付は行われているのでしょうか。

対応
公告は不特定多数あての文書による伝達方法とし
て適切であるため、官報など他の方法による伝達
は行っていません。

Ｅメール君

広聴FAX

広聴FAX

広聴はがき

広聴はがき

教育委員会事務局（94件）
4

4

4

4

4

3 京橋築地小学校に通っていますが、各行事がなく
なり残念です。先生の時間の負担はあると思いま
すが、保護者も協力します。簡単にやめることが
ないよう検討してください。今後の姿勢、公約を
回答ください。
4 幼児教育無償化により、私立幼稚園も無償化され
ると知りました。他区では区立幼稚園でも給食制
度や預かり保育がありますが、中央区でもできな
いのでしょうか。私立と区立を同様に無償化する
なら、教育環境は同等にすべきだと思います。

学校では、各行事について、そのときの状況を踏
まえ、改善を図っています。京橋築地小学校で
は、マーチングバンド活動や持久走、遠泳などの
特色ある行事があり、今後も保護者や地域の方々
のご協力やご意見をいただきながら実施していき
ます。
国の方針では、通園送迎費、食材料費などは無償
化の対象外となっており、ご希望のサービスは実
費負担となると考えます。また、基本的な教育環
境は幼稚園教育要領に基づき、私立も公立も同等
であると認識しています。

8 日本橋図書館の学習用パソコンでラジオ局のホー
ムページを閲覧しようとしたところ、フィルタが
かかり見ることができませんでした。何を基準に
閲覧の可否を決定しているのか教えてください。

当該ラジオ局はフィルタ制限の対象ではありませ
んが、フィルタの開発、運用をしている企業の設
定が誤っており、閲覧できませんでした。現在、
修正を依頼しています。

11 子どもの通う小学校は制服を着用していますが、
放課後に学童へ通う場合、私服の着替えも持って
いく必要があります。また、女子生徒の制服はス
カートで、思うように動けず、寒い思いをしてい
ます。制服は廃止するか、選択制にしてもらえま
せんか。
11 甥が区立幼稚園に入園したところ、ＰＴＡの加入
と会費徴収についての規約書を渡されました。Ｐ
ＴＡは任意加入とのことですが、ＰＴＡの名札が
ないとお迎えに行けず、規約書には決算報告など
の記載もありません。収支内容を確認する方法は
ありますか。

標準服は、それぞれの学校において、学校長、Ｐ
ＴＡ・卒業生や地域の方々などの話し合いの中で
決められたもので、長い歴史と伝統の中で導入が
図られてきました。そのため、学校長や教育委員
会の一存ではなく、関係者と検討していくものと
考えます。
ＰＴＡの入退会は任意事項であり、園児・保護者
への対応に差はないと認識しています。ご指摘の
事例があれば、教育委員会から指導するので、幼
稚園名をお知らせください。なお、ＰＴＡは任意
団体であり、収支内容などは直接お問合せくださ
い。
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「区長への手紙」要約

月 日
内容
4 15 図書館のパソコンで「中央区基本計画2018」と検
索したところ、タイトルは間違っていないのに
「該当なし」と出てきました。途中までの入力な
ら検索できましたが、正確に入力した場合に検索
できないのはおかしいので直してください。
4

19 晴海地区から泰明小学校へ通う子どもが増加し、
下校時の都バスは混雑しており、学校にクレーム
も入ると聞きます。子どもたちによりよい環境を
作るためにも、スクールバス導入の検討をお願い
します。

対応
投書種別
「中央区基本計画2018」の検索については、タイ
トルを「中央区基本計画」、巻次を「2018」と分
けて登録していることから、「該当データなし」
電話
となりました。今回の事例は、検索方法の案内が
不十分だったことによるもので、検索方法の周知
に努めます。
都営バスの増便等を要請した結果、平成29年4月か
ら泰明小学校児童が多く利用する路線が増便され
ました。今後も引き続き働きかけていきます。現 Ｅメール君
時点では泰明小学校へのスクールバスの運行の予
定はありませんので、ご理解ください。

4

22 図書館で図書の検索をするとき、検索内容を正確
に入力しないと「該当なし」となります。本の題
名を正確に覚えていない場合もあるので、アバウ
ト検索でも読みたい本が探せるように変更してく
ださい。

図書館システムは、現在、資料検索時に一文字で
も違う文字を入力すると「該当なし」となりま
す。今年度、システムを更新する予定であり、そ
の際には「あいまい検索」機能の導入を検討して
います。

5

5

5

5

5

5

5

5

5

7 晴海中学校の朝練習はやめてください。今日も午 学校に確認したところ、運動会の練習として行っ
前7時から縄跳びをやっていて、うるさくて寝てい ていました。行事の際は、準備も含めて近隣の
られません。
方々へ配慮しながら行うよう日頃から指導してお
り、学校長に対し、改めて近隣への配慮などにつ
いて申し伝えました。
7 小学校6年生の子どもが地元のチームでサッカーを
しています。中央区の中学校は部活があまり熱心
ではなく、困っています。部活と勉強を両立した
いと思うと、クラブチームを続けるのは難しい現
状です。中学校のサッカー環境を整えてくださ
い。
10 月島幼稚園の改修工事があるかもしれないと去年
園長から話がありましたが行われず、今年も時期
など未定で夏以降に行うかもしれないため、行事
を前倒しで実施するよう言われ困惑しています。
区から保護者への説明はないのでしょうか。

運動部活動はスポーツに興味・関心のある生徒が
顧問指導の下、体力や技術の向上を図り、好まし
い人間関係の構築や責任感、連帯感の育成を図る
など、学校教育の一環として実施しています。一
部の部活動を特別に強化していくことは難しい現
状です。
月島幼稚園は、建設から28年が経過し、空調設備
や電気設備の更新を行うための大規模改修工事を
予定しています。具体的な改修工事の工程につい
ては、請負業者が決まり次第、保護者会などにお
いて、説明します。

10 図書館で本のリクエストをしても借りる順番が
回ってこないことがあります。受付カウンターで
聞くと、期限内に返却がない場合や紛失の場合と
の説明がありました。督促やラックの配置を工夫
するなど、蔵書の管理をもっとしっかり行ってく
ださい。
20 月島第二小学校の周辺の道路には、信号やガード
レールのない交差点があります。裏道でも交通量
が多く、小学校や幼稚園また公園もあり、子ども
が多く利用します。安全のために整備をしてくだ
さい。

貸し出した図書・ＣＤの返却期限が過ぎても未返
却の場合、電話・はがきによる督促を行っていま
す。長期間にわたる未返却、館外持ち出しによる
不明資料も見られるため、督促開始日や貸し出し
停止日の前倒しなどの改善策を検討しています。
小学校敷地内に歩行空間を確保し、区道との境界
部分に地中固定式の車止めを設けています。これ
らの維持管理にあたり、安全確保に万全を期して
いきます。

広聴FAX

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

来所

Ｅメール君

20 中学校の部活動の活気がなくなっていると聞きま
した。中学生でも参加できる地域スポーツの場の
提供や、部活動の充実など、もっと体を動かせる
場所を多くしてください。

中学校の運動部活動は体力や技術の向上を図り、
人間関係の構築や学校生活への意欲向上・責任
感・連帯感の育成など、学校教育の一環として
行っています。地域スポーツクラブとの連携は、
部活動充実のための今後の検討材料と考えます。

22 小学校に入ってプリントの多さや細切れの連絡に
辟易しています。また、欠席の際の連絡係の指定
などにも困っています。なぜ、ホームページや
メールサービスなど電子的な通信手段を考えない
のですか。昔のやり方のまま、あぐらをかくのは
やめてほしいです。
27 あかつき公園を毎日通ります。小さな子どもが遊
んでいるすぐそばを、自転車で追いかけっこする
小学生が通り過ぎるなど、危険な状況です。学校
で自転車の正しい利用方法を啓発するなどの対策
をお願いします。

電子メール連絡の可能性について、今後検討しま
すが、相談事や緊急な連絡などの場合は電話連絡
もご利用ください。また、連絡係の指定が難しい
場合は、学校へご相談ください。
学校では「自転車安全指導」として自転車の正し
い乗り方や事故防止などの取り組みを行っていま
す。また、登下校の安全やマナーなど、児童・生
徒の規範意識を育てる指導も行い、交通安全全般
の意識を高めるようにしています。

Ｅメール君

28 教育委員会のことについて教えてください。①校
長先生と教育委員会事務局との関係。②学務課で
行う学校の管理運営の内容。③学校で決定した事
項の可否を区が判断する際の基準。④小学校の和
太鼓の練習についてのお知らせを図書館に掲示し
た日付。

①③学校行事は事前に教育委員会に届け出ること
になっていますが、人権や安全上などの問題がな
い限り各学校の事情などにより決定しています。
②主に就学事務や学校給食に関すること。④学校
行事の詳細については学校へお問い合わせくださ
い。

電話
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「区長への手紙」要約

月 日
内容
5 30 日本橋図書館に自費出版の書籍を寄贈しようとし
たところ、係員に「リサイクルに回すかもしれな
い」と言われました。なぜ配架してもらえないの
でしょうか。納得できません。対応の改善を求め
ます。
6 中央区の公立小学校は月に1～2回土曜日に授業が
あります。学校がある時は習い事を休まないとい
けません。夏休みや春休みを短くしてもかまわな
いので、土曜日の授業を平日にやることを検討し
てください。

対応
寄贈資料は、内容や類似本の有無などについて、
図書館職員により選定を行っています。残念なが
ら配架しない場合には、児童施設などへの提供や
リサイクル資料として活用させていただくことを
すべての寄贈者に説明し、ご理解をいただいてい
ます。
土曜授業の全てを平日に移行することは難しく、
夏季休業などの縮減が一つの方法と考えますが、
各家庭の生活スタイルはさまざまであり、多様な
意見はあると思いますが、現行の夏季・春季休業
期間は適切であると認識しています。

10 小学校で使用する字体を、読みやすい書体に変更
したところ、優位な効果が出たようです。中央区
の小学校でも読みやすい書体の導入を検討してく
ださい。

書体の変更により問題の正答率に効果があったと
の報道もありますが、文字のとめ、はらいなど運
筆の指導も重要であり、導入には様々な検証が必
要と考えます。

12 区立中学校の生徒が歩道に広がって歩いていたた
め、やむなく車道を歩くことになりました。この
ような行為をしないよう指導してください。

学校長に登下校時のマナーに関する指導依頼を行
い、当該中学校全学級において学級担任から生徒
に指導を行いました。また、時間的に部活動後の
可能性が高いことから、全ての部活動顧問から改
めて下校時のマナーについて指導を行いました。

Ｅメール君

14 日本橋室町三丁目第一種市街地再開発事業で、飛
び地であったところが常盤小学校の別館となりま
した。常盤小学校の別館となった経緯と再開発事
業組合から購入することになった経緯について教
えてください。

各学年2学級規模とするため、当該地区に別館を整
備し体育館や特別教室を移設することで本校の狭
隘化を解消しました。土地・建物については権利
変換分を超える規模となったため、超過分を購入
しました。

広聴FAX

6

26 以前から教育委員会に伝えていますが、日本橋小
学校の学級崩壊が解決されません。不安のまま子
どもを学校へ送り出すのは異常だと思います。け
が人が出る前に解決してください。

学校の状況がなかなか改善されず申し訳ありませ
ん。学校には児童の安全確保、学習環境整備への
教員の組織的対応、保護者との情報共有などを指 Ｅメール君
示するとともに、2学期に向けて指導体制を見直し
ます。

6

26 月島第一小学校に子どもを通わせていますが、算
数ブロックや書道の道具などの購入で親の費用負
担が増えています。個人で購入する物が多すぎま
す。減らすよう検討してください。

学用品などの購入については、学校教育上必要な
ものを学校長の判断で推奨品として指定し、類似
するものであれば認める運用を行っています。運
用の詳細については学校までお問い合わせくださ
い。

6

28 日本橋小学校に通う2年生の保護者です。何人かの
児童が歩き回ったり暴れたりして全く授業になり
ません。子どもが大ケガをする前に早急に対応を
お願いします。

学校の状況がなかなか改善されず申し訳ありませ
ん。学校には児童の安全確保、学習環境整備への
教員の組織的対応、保護者との情報共有などを指 Ｅメール君
示するとともに、2学期に向けて指導体制を見直し
ます。

7

1 日本橋小学校の2年生が学級崩壊しています。臨時
保護者会も開かれましたが、保護者側が納得する
ような進展はなく、学校と保護者側にずれがある
ように感じます。一度、現場を確認してもらえま
せんか。

学校の状況がなかなか改善されず申し訳ありませ
ん。学校には児童の安全確保、学習環境整備への
教員の組織的対応、保護者との情報共有などを指 Ｅメール君
示するとともに、2学期に向けて指導体制を見直し
ます。

6

6

6

6

投書種別

広聴はがき

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

7

12 日本橋小学校の対応について、これまで何度も指
摘してきましたが、改善の兆しがありません。大
きな問題が起こるのではないかと保護者として心
配になります。教育委員会として、改善策を計画
し、実施してください。

学校の状況がなかなか改善されず申し訳ありませ
ん。学校には児童の安全確保、学習環境整備への
教員の組織的対応、保護者との情報共有などを指 Ｅメール君
示するとともに、2学期に向けて指導体制を見直し
ます。

7

16 京橋図書館に異臭を放つ利用者がおり、ゆっくり
閲覧できません。その方の図書館利用を制限して
もらえませんか。

図書館は誰もが利用できる施設で、入館に際して
の制限を設けていません。他の利用者が迷惑する
恐れのある利用者に対しては、職員・警備員が改
善や退館をお願いするなどの対応を図ります。お
気づきの際はお声掛けください。

Ｅメール君

19 わくわく21に在籍していた時、相談員から日常的
に暴言を吐かれるなど、精神的苦痛を受けていま
した。事情があり学校に通えない子どもが集まる
施設なので、スクールカウンセラーを増員してほ
しかったです。改めて管理体制の再確認をお願い
します。

現在、わくわく21では、若い世代の適応教室指導
員を配置しています。また、教育相談員や臨床心
理士と連携し、多くの目で見守る体制づくりに努
めています。さらに、社会福祉士などのスクール
ソーシャルワーカーをわくわく21と同じ場所に配
置しています。

Ｅメール君

7
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月 日
内容
7 19 城東小学校の建物の維持管理として今まで掛かっ
ていた費用と今後、複合ビルに入ったときの費用
との比較はどうなっているのか教えてください。

7

7

8

9

9

9

9

9

9

9

9

対応
移転前の光熱水費は平成28年度において、電気料
金が約260万円、ガス料金が約150万円、水道料金
が約300万円でした。なお、新たな校舎におけるこ
れらの費用は、現在未定です。

22 区立図書館にない書籍を取り寄せる際、図書館に
行き記入する必要があり不便です。電話やメール
などでできるように改善をお願いします。

他自治体の図書館から図書資料を取り寄せる場合
は、種類により提供に要する日数が異なるため、
条件を説明した上で手続きを行う必要があり、図
書館での受付としています。電話や電子メールで
の受付は、今後、他自治体を参考に検討していき
ます。
24 東京都環境確保条例第136条の区域別・時間別の音 音量規制の学習は、小学校では社会科で「公害か
量基準として、各地域と時間帯によってそれぞれ ら健康や生活環境を守ること」、中学校では公民
音量基準が規制されています。日常生活に関する 分野で「公害の防止、環境の保全」を行っていま
とともに、環境に対するものなので、教育現場で す。日常生活で迷惑を及ぼす音量はモラル的な要
伝えてください。
素も大きく、公害などの学習で意識は育まれると
考えます。
20 親の海外赴任に備えてインターナショナルスクー 保護者は日本国籍を有し日本国内に居住する児
ルに入学させる場合は、就学義務違反になるとの 童・生徒を学校教育法に基づく学校に就学させる
ことですが、強く疑問を感じます。個々の家の事 義務があると教育基本法・学校教育法に規定され
情を理解して欲しいです。
ています。インターナショナルスクールなどは学
校教育法に基づく学校に該当しないため就学義務
違反となります。
5 8月上旬に日本橋小学校にある文化財の説明板が傾 電話にて「担当者が現地を確認し傾いていたの
いていたので連絡しましたが、8月末の時点でその で、専門業者に連絡して調査をした。現在は説明
ままになっていました。他の文化財説明板などが 板を外し、再設置のため調整中である。他の説明
安全に設置されているのかどうか心配なので、確 板は古いものや傷み・腐食の進んでいるものから
認してください。
修繕など対応している。」旨伝え、了解を得た。

投書種別

広聴FAX

Ｅメール君

広聴FAX

広聴はがき

電話

11 保育園に比べて、小学校の給食はメニュー数が少
なくさみしい感じがします。子どもたちの食育や
栄養のためにも、給食費の補助金を増やしてもら
えませんか。

区立小学校では食育や特色ある給食提供のほか、
食物アレルギー対応などの推進に努めています。
保護者負担の適正化についても検討し、平成30年
度以降、公費負担となる米飯給食の回数を週2回か
ら週3回に増やしています。

投書箱

13 中学校で行われる歌舞伎体験ですが、この行事は
日曜日に実施されますが、予定があり休むと欠席
になります。日曜日は本来休みの日です。対応を
お願いします。

実施日は日曜日ですが、各中学校では授業の位置
付けで行うこととしており、土曜公開授業などと
同様なため、休む場合は欠席扱いとなります。年
度当初から計画し年間計画にも載せていました
が、周知が十分でなかったことをおわびします。

Ｅメール君

18 タイムドーム明石の夏休み特別展示を見学した時
に、スタッフが子どもを注意する際の対応が不快
でした。また、子どもがエレベーターホールに設
置されているコンピュータに触れて注意された時
も、子どもには怖い言い方で冷たい対応でした。
改善をお願いします。
20 晴海四・五丁目に建設を予定している小中学校に
ついて、建設後の維持管理はどの部署が担当する
予定ですか。

スタッフの不適切な対応により、不快な思いをさ
せてしまったことをおわびします。研修やミー
ティングなどの機会を通して、区職員および委託
会社職員が接遇や業務についての認識を共有し、
より良い施設運営に努めていきます。
晴海五丁目に整備を予定している小学校と中学校
の維持管理は、教育委員会事務局学校施設課が担
当します。なお、晴海四丁目における小・中学校
施設の整備については、現在のところ未定です。

25 図書館で貸し出しの際に、センサー板に本を置き
手続きをしますが、反応が鈍く、読み取れない時
があります。その際に利用できる、バーコードの
読み取り機械を各貸出機に設置してください。

貸出機で貸出処理をする際、本やＣＤの冊数が多
く、積み上げた高さが電波の領域を超えると上手
く読み取れないことがあります。その際には、職
員にお声がけください。貸出機にバーコードを設
置することはシステム上難しい状況です。

27 晴海に新設される小・中学校について質問があり
ます。①1つの体育館を一緒に使うそうですが、な
ぜ一緒に使うことになったのですか。②エレベー
タは付いていますか。③清掃はどのようにする予
定ですか。④維持管理経費の見込みを教えてくだ
さい。
30 図書館のシステムが新しくなったことで、以前は
わからなかった資料の紛失状況がわかるようにな
りました。そこで、定期的に3館の資料紛失状況な
どを各館に掲示してはどうでしょうか。

①一体的に配置することで広い空間としても使え
るようにするためです。同時に使用する際は安全
を確保します。②設置を予定しています。③学校
運営の体制とあわせて検討していく予定です。④
機械設備などの設置にあわせて積算していきま
す。
資料の紛失（不明）状況の掲示は、不明となった
理由の判別ができないことから難しいです。今後
も利用者への掲示や周知、配架場所の見直しや職
員による声かけなど、不明資料の減少に取り組ん
でいきます。
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月 日
内容
9 30 本日の昼休みの時間に、日本橋小学校の校庭から
和太鼓の音が響いてうるさかったです。どうして
近隣の住民に周知するなどの配慮をしてもらえな
いのですか。
10

10

10

10

10

10

10

10

10

11

11

11

対応
確認したところ、当日は日本橋幼稚園において、
運動会に向けた和太鼓の練習を行っていたとのこ
とです。練習は園長の指導のもと実施されてお
り、ご意見は園にお伝えしました。

投書種別
Ｅメール君

1 佃島小学校の給食室の改装により、弁当給食にな
りました。弁当がおいしくないため、食べられな
い状態が続いていますが改善されません。父兄か
ら「業者との癒着ではないか」と噂が広がってい
ます。きちんと学校からの報告をお願いします。

業者選定は区が行い、学校は関与していません。
選定理由は①学校給食用弁当の調理などの経験が
豊富。②子ども用弁当の専用工場を備えている。
③栄養摂取量など本区の基準を満たしている。④
安全面・衛生面の管理が確実であることです。

Ｅメール君

2 新しい図書館が完成した際に、指定管理者制度を
導入すると聞きました。貴重な財産である書籍の
管理などを全て外注に移行するのはやめてもらえ
ませんか。

図書館運営について、指定管理制度を含め、多角
的な観点から検討を進めています。図書資料の選
定や保管など、これまで培ってきた歴史・文化の
継承に関わるものについては、図書館運営形態の
如何に関わらず、今後も区が行います。

広聴はがき

7 国会図書館のデジタルコレクションを閲覧できる
ようになる、図書館送信参加館に中央区も参加し
てください。

当該サービスに参加するためには、著作権保護や
複製禁止などの観点から、利用環境について条件
が設けられています。日本橋・月島図書館は、こ
の条件を満たすことができないため、京橋図書館
において、導入に向けた検討をを行います。

広聴はがき

7 京橋図書館の移転が大幅に遅れてしまったのはな
ぜでしょうか。また、図書館が新しくなる時に、
指定管理者制度を導入すると聞きました。どうし
てでしょうか。

平成25年に建設費などの高騰を受け、入札不調と
なったことから数年間の工事見送りをしたもので
す。管理運営体制については、指定管理者制度の
導入も含め、多角的な観点から検討を進めていま
す。

広聴はがき

10 改修工事中の佃島小学校・佃中学校から、深夜0時 確認したところ、佃中学校の学校チャイムのタイ
になるとチャイムが鳴ります。調整してもらえま マー設定が誤っていましたので、これを改めまし
せんか。
た。

Ｅメール君

11 ①区立小学校では土曜日に授業が行われているそ
うですが、平日の授業を増やした方が、教職員・
保護者にとっていいのではないでしょうか。②区
立小学校では制服を着用する学校が多いようです
が、制服を着用するメリットはなんでしょうか。

①土曜授業の平日への振り替えは、平日の学習時
間の増加で児童の負担になると考えています。②
各校がＰＴＡ・保護者・地域の方などとの話し合
いの上で標準服の導入を決定しており、教育委員
会は判断を尊重しています。

Ｅメール君

15 区の図書館で電子版図書の貸し出しを始めてくだ
さい。中央区の図書館は他区の図書館に比べ蔵書
数が少なく、予約待ちが長いです。電子化により
保管スペースの削減になります。より有益で付帯
効果の高い公共サービスの導入をお願いします。

現在、図書館で提供できる電子図書が少数である
ほか、専用システムが未整備であるなど、さまざ
まな課題があり、すぐに導入することは難しい状
況です。必要性は認識しており、動向を注視して
いきます。

Ｅメール君

28 中央区の地域の歴史に興味があり、京橋図書館の
地域資料室の資料を活用しています。他にない貴
重な資料の収集、管理、保管、レファレンスの質
を保つのは指定管理者では難しいと思うので、引
き続き区で直接運営するようお願いします。

図書館運営については、他自治体や本区の状況な
ど多角的な観点から検討を進めています。図書館
運営形態に関わらず、継続的な貴重資料の収集・
保管などを含め、図書館サービスの維持・発展に
努めていきます。

広聴はがき

31 図書館の地域資料室を利用しています。新しい図
書館になっても今までと同じように、地域の貴重
な資料に精通し、高度なレファレンス能力を持つ
職員を配置してください。

レファレンスは、職員の誰もが適切に対応できる
ことが肝要であると考えています。図書館の運営
形態に関わらず、職員が情報を共用し、相互に連
携した対応ができるよう、職場内研修などを通し
て職員の育成を図っていきます。

広聴はがき

5 小学校就学前の健康診断に行けないため、他の学
校で受診可能か区に問い合わせましたが、納得い
く説明を得られませんでした。なぜ、他の学校で
受けられるようにできないのでしょうか。日程が
一日なのに、連絡が遅いことも問題だと思いま
す。
5 泰明小学校の生徒が下校時、数寄屋橋バス停から
集団で乗りこむため、その先からの利用者が満員
で乗り切れなく迷惑しています。スクールバスを
運用し、都営バスの集団利用をやめてください。

就学時健康診断を受ける学校を指定する理由は次
のとおりです。①健康診断の実施に必要な人員や
器具数を把握するため。②学校医や学校職員が児
童の状況を把握するため。なお、今後は各学校の
健康診断の実施日時は、確定し次第周知します。

11 本の森ちゅうおうの運営を指定管理者にすると聞
きました。地域資料室には、100年前の資料も揃っ
ており、中央区民の財産です。委託にせず、直営
でお願いします。

本の森ちゅうおうの運営については、図書館行政
のあり方など多角的な観点から検討しています。
地域資料は、今後も継続的な収集、管理、保管が
重要であると認識しており、運営形態の如何にか
かわらず区が責任を持って担っていく予定です。

下校時に教員・ＰＴＡ役員などが停留所で乗車人
数を調整し、バスが満員にならないよう配慮して
います。今後もスクールバスについては泰明小学
校で運行する予定はありません。
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Ｅメール君

Ｅメール君

広聴はがき

令和元年度

広聴の記録
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「区長への手紙」要約

月 日
内容
11 20 日本橋小学校の保護者会で、学校側から一連の問
題について「良くなった」と話がありましたが、
具体的な説明はありませんでした。教育委員会は
今回の経緯を明らかにして、保護者を納得させる
べきではないでしょうか。考えを教えてくださ
い。
11 25 2歳児を連れ月島図書館を利用した際、職員から子
どもの声が漏れると注意され、退出するよう促さ
れました。施設として、幼児連れの利用を認めな
い方針ならば、事前に告知してください。
11

12

12

12

1

2

2

2

2

2

2

対応
不安定な学級状況などに対して、小中学校の退職
校長などを学校に派遣し、体制の見直しと適切な
学習環境の確保を図ってきました。現在は、児童
が学習に集中して取り組む様子も見られ、一定程
度の改善が図られていると判断しています。

投書種別

Ｅメール君

事実確認をしたところ、図書探しのお手伝いを申
し出たものでしたが、誤解を与えてしまったこと
をおわびします。今後は利用者へのきめ細かい配
慮を徹底し、状況に応じた分かりやすいサービス
の提供に努めます。

Ｅメール君

29 晴海幼稚園の申し込みが多く倍率が2倍でした。区
立幼稚園に学区内の児童が入れないのは問題があ
ります。募集案内も分かりづらい点が多かったの
で改善をお願いします。

幼稚園の学区域内の定員が超えた場合は、周辺地
域全体で需要数を受け入れる方向で現在は進めて
います。来年度の募集案内は、抽選方法や落選時
の流れなどについて具体的に明記し、より分かり
やすいものとなるよう改善を図っていきます。

Ｅメール君

2 幼稚園の申し込み、抽選において、情報が後出し
ばかりで保護者は不安であり、抽選までの過程が
納得しにくいです。人口増加に伴い、現通園区で
の対応が難しくなるので入園について事前に明確
化してください。

募集案内の記載が分かりづらく申し訳ありません
でした。来年度は、抽選方法や落選時の流れなど
について具体的に明記し、より分かりやすいもの
となるよう改善を図っていきます。

5 他区では、公立図書館の出張営業所として、駅前
に図書の受取・返却窓口のサービスがあります。
区内3カ所の図書館窓口のみでは、区民が図書に触
れる機会が少ないです。駅前への受取・返却窓口
のサービス導入を検討してもらえませんか。

徒歩圏外の地域への補完的施設として駅前に貸
出・返却窓口を設置している事例がありますが、
本区では、およそ1.4ｋｍの徒歩圏内にあるほか、 広聴はがき
新規窓口の設置場所の確保や本の運搬などから設
置は難しいです。

Ｅメール君

16 タイムドーム明石職員の対応に問題があるように
感じます。2回利用して2回とも嫌な思いをしまし
た。どのような職員教育や人員配置をしているの
でしょうか。

今回のご指摘に対しておわびするとともに、改め
て研修やミーティングなどの多様な機会を通し
て、全職員が接遇や業務についての認識を共有
し、職員全体のレベル向上を図っていきます。

22 図書館で新刊が納品されてから貸し出されるまで
の時間がかかり過ぎているように感じます。ま
た、雑誌の保管期間が、週刊誌は3カ月、月刊誌は
1年と聞きましたが、期間が短すぎるので保管期間
の再検討をお願いします。

新刊本は、データ登録やＩＣタグの添付、ブック
カバーの装備などがあるため、提供できるまで1～
2週間かかります。雑誌の保存期間は、雑誌などの
利用頻度が減少する目安として適切な期間と考え
ています。

6 日本橋小学校では給食を食べる際、授業を受ける
時と同じように前を向いて食べています。食事と
は、楽しく会話しながら食べるものではないで
しょうか。なぜこのような形式で給食を食べてい
るのでしょうか。

学級の中に落ち着きのない児童がいる場合、授業
形式のまま、前を向いた状態で給食を取ることが
あります。改善が見られれば、班編成で食べさせ
るなど、その時の状況により対応しています。

7 「都市計画法令要覧」の本が、区立図書館に年度
別に数冊所蔵されていますが、どれも貸出禁止に
なっています。古い年度のものについては、貸し
出しするようにしてもらえませんか。

図書館では既に絶版となっている貴重資料のほか
「都市計画法令要覧」などは永年保存としていま
す。これらの図書資料は汚破損や紛失があった場
合に、再度購入することが難しいため、館内での
閲覧のみとさせていただいています。

広聴FAX

7 特別支援学校の卒業見込証明書を取得するにあた
り、区役所や学校に問い合わせをし、取得まで数
日掛かりました。毎年取得を希望する生徒が数名
いるのに、問い合わせをし、取得まで時間がかか
るのはおかしいと思うので、改善してください。

私立中学校などに通うお子さんと同様の手続きを
お願いしていましたが、特別支援学校に通うお子
さんについては、中央区教育委員会が把握できる
ため、今後は書類提出を求めないよう、事務手続
きのあり方を変更していきます。

Ｅメール君

Ｅメール君

投書箱

Ｅメール君

10 区立幼稚園の預かり保育の需要は高いのに、実施
している園は限られています。全ての園で実施し
てほしいですが、難しいのであれば、せめて定期
利用の預かり保育募集枠については、学区内外で
差別することなく平等に扱うべきではないです
か。
12 京橋図書館の奥にある、テーブル付近のビニール
タイルの床は古く、テープで補強してあります。
部分的にでも良いので、修繕してもらえません
か。

一時預かり保育を行う他施設の増設が今後も計画
されているため、現在は幼稚園での預かり保育を
拡大する方針はありません。なお入園について
Ｅメール君
は、地域や小学校との連携の観点から通園区域の
お子さんの入園を第一とさせていただいていま
す。
令和元年度中に、どのような修繕方法が最善か協
議した上で、令和2年度の特別整理期間中に修繕を
広聴はがき
行う方向で検討しています。

17 区が新しい図書館に指定管理者を導入する方針で
あるという新聞記事を読みました。他自治体では
指定管理者の導入に際し、何年もの検討を経た上
で判断をしています。中央区ではどのような経緯
で導入の方針に至ったのか教えてください。

本の森ちゅうおう（仮称）の指定管理者制度導入
については、今後の図書館行政のあり方や他自治
体の状況・動向、さらに本区の実状など多角的に
検討し、教育委員会として方針を決定しました。

令和元年度

広聴の記録
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「区長への手紙」要約

月 日
内容
2 19 豊海小学校体育館東側にある屋外階段の下に木造
倉庫が増設されましたが、耐火性能のない木造工
作物を敷設することは、法律上問題ないのでしょ
うか。

対応
電話にて「当該工作物は耐火性を備えておらず、
建築基準法上不適切な状態にあるため、壁板など
の撤去を行い、是正を図る」旨伝え、了解を得
た。

投書種別
Ｅメール君

2

19 図書館の返却ポストを地下鉄の駅に設置してもら
えませんか。また、借りた本の記録ができるシス
テムを図書館や小学校へ導入することを検討して
もらえませんか。小学校へのＷｉ－Ｆｉなどの導
入もお願いします。

ブックポストの設置は、現時点では難しい状況で
す。読書履歴の記録が出来るシステムは、他の公
立図書館での導入事例などの検証を行っていきま 広聴はがき
す。令和2年度における小中学校各教室への無線環
境の整備について検討しています。

2

19 日本橋小学校の入口階段上にある、からくり時計
の人形が、出たままで止まっています。早く修理
してもらえませんか。

電話にて「当該時計については、今後、足場を確
保して詳細な確認を行う予定である」旨伝え、了
解を得た。

27 保育園や小学校の入学式・卒業式について、開催
判断が現場に一任されており、中止か開催かで現
場と保護者との間で混乱が起きています。区とし
て、中止の指示を出して、代替案を検討してもら
えませんか。

政府の要請により、本区においても区立小中学校
で、3月2日から春季休業日前まで臨時休校するこ
ととしました。卒業式については、参加者の限定
や式の内容を簡易なものとして実施するよう指導
しています。

Ｅメール君

28 小学校休校時のプレディ運営について、検討をお
願いします。久松小学校のプレディは狭い部屋に
100名以上を預かるため、感染リスクの高い場所で
す。他自治体のように、学校の教室を使って預か
るなどしてもらえないでしょうか。

勤務先などの調整がつかず学校で養育している児
童の対応として、プレディ専用ルームだけでな
く、ランチルームや図書室など校内の広い場所を
確保し、席もなるべく離して座るなど、児童が分
散するよう工夫をしています。

Ｅメール君

2

2

2

3

28 学校の休校に伴い、プレディも休校になるとのこ
とですが、子どもはどこにいればいいのでしょう
か。

新型コロナウイルスの感染予防・拡大防止のため
には、学校同様にプレディも休止することが妥当
であると考えています。休止期間中は、各家庭で
の対応をお願いします。勤務先などの調整がつか
ず児童を養育できない場合は、各学校が相談に応
じています。
2 幼稚園の3歳枠以降の入園希望者は入園できるよう 幼稚園については学区域制度を設けていますが、
にしてもらえませんか。
定員を超える申込みがあった場合は、空きのある
近隣園を案内し、区全体として幼稚園希望者が全
員入園できる体制を整えています。

3

2 区内小中学校の臨時休校について、具体的な施策
を提示せず各学校に責任を丸投げするのでしょう
か。子どもを祖父母などに預ける家庭が出て、感
染リスクも高まるのではないでしょうか。早期に
具体的な対策をお願いします。

3

2 小学校の休校について、区の決定は安易だと感じ
ます。他の自治体は独自に思考した対応を取って
います。区民の生活を考えた検討がされていませ
ん。今からでも本当に何が必要なのか検討してく
ださい。

3

2 新型コロナウイルスの影響で、中学校で予定され
ていたさまざまな行事が中止になりました。卒業
を控える3年生にとっては大切な時間がなくなりま
した。他自治体で実施しているように、希望者の
みの登校や春休み期間の登校を許可してもらえま
せんか。
2 新型コロナウイルスの影響で、中学校で予定され
ていたさまざまな行事が中止になり、卒業式まで
なくなろうとしています。せめて卒業式だけは例
年通りに実施してもらえませんか。一日だけで良
いので、登校し、先生たちにお礼を言う機会をく
れませんか。
3 月島図書館に要望していますが、期限を過ぎても
返却しない利用者に寛容すぎます。催促をもっと
頻繁にお願いします。

3

3

3

3 新型コロナウイルスの影響で、中学校で予定され
ていたさまざまな行事が中止になりました。他自
治体で実施しているように、卒業式までの間や春
休みの期間に自己責任での登校を許可してもらえ
ませんか。3年生に最後の思い出作りをさせてくだ
さい。

電話

Ｅメール君

Ｅメール君

新型コロナウイルス感染予防の点から集団生活を
避けるため、臨時休校期間中は原則としてご家庭
での児童の養育をお願いしています。児童の養育
Ｅメール君
が困難なご家庭に対しては、学校に相談窓口を設
置し、児童の居場所の速やかな提供に努めまし
た。
新型コロナウイルス感染拡大防止のための全国的
な取組に協力すべきとの判断から、2月27日に開催
された国の新型コロナウイルス感染症対策本部の Ｅメール君
要請に基づき、3月2日から25日（春季休業日前
日）までの期間を臨時休校としました。
中学3年生の皆さんにとって卒業式などの様々な行
事、教職員や友人と関わる時間は大切であると認
識していますが、同時に皆さんの健康状態が脅か
Ｅメール君
される状況にさせないことも重要です。卒業式は
参加者を限定し、簡易なものにして実施します。
中学3年生の皆さんにとって卒業式などの様々な行
事、教職員や友人と関わる時間は大切であると認
識していますが、同時に皆さんの健康状態が脅か
Ｅメール君
される状況にさせないことも重要です。卒業式は
参加者を限定し、簡易なものにして実施します。
電話にて「図書館で実施している未返却者への督
促方法を説明し、返却期限を厳守してもらうた
め、督促方法の変更や未返却者へのペナルティ強
化の検討を行っている」旨伝え、了解を得た。

Ｅメール君

中学3年生の皆さんにとって卒業式などの様々な行
事、教職員や友人と関わる時間は大切であると認
識していますが、同時に皆さんの健康状態が脅か
Ｅメール君
される状況にさせないことも重要です。卒業式は
参加者を限定し、簡易なものにして実施します。
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月 日
内容
3
4 新型コロナウイルス対策として、区内小学校が休
校になりましたが、休校を判断した理由や根拠を
教えてください。他自治体のように、休校の期限
を設けて、その都度対応を判断していくのが妥当
ではないかと思います。
3

9 京橋図書館で上下巻2冊を借りようとしたところ、
下巻の貸し出しを拒否されました。どうして上下
巻の同時貸し出しを拒否するのでしょうか。元は
同じ本なので1冊とみなしてもいいのではないです
か。意味のないルールなので撤廃してください。

対応
投書種別
新型コロナウイルス感染拡大防止のための全国的
な取組に協力すべきとの判断から、2月27日に開催
された国の新型コロナウイルス感染症対策本部の Ｅメール君
要請に基づき、3月2日から25日（春季休業日前
日）までの期間を臨時休校としました。
図書資料については、適正な蔵書管理を行うた
め、1冊ごとに管理しており、上下巻でも個別のも
のとして管理しています。個人での貸出冊数の上 Ｅメール君
限を10冊としていることから、同一作品の上下巻
であっても、10冊を超えた分は貸出できません。

3

10 図書館を広くして、蔵書を増やしてもらえません
か。

区立図書館は、すべて複合施設内に設置してお
り、これ以上広くすることは難しい状況です。蔵
書数については、3区立図書館合計で62万冊の蔵書 広聴はがき
に達しており、他自治体に比べ同等またはそれ以
上の蔵書数であると認識しています。

3

11 常盤小学校への入学を希望していますが、常盤小
学校にはプレディがありません。設置を検討して
もらえませんか。

常盤小学校では、児童の多くがスクールバスなど
を利用して学区域外から通学しているため、下校
時の安全管理などに課題があり、プレディを設置
する計画はありません。お住いの地域のプレディ
をご利用ください。

3

11 図書館を広くしてほしいです。また、座席も増や
してほしいです。

3

11 図書館の閲覧席に、現在設置しているものより強
い文言で注意喚起する札を設置してください。

3

13 月島第三小学校の校庭は、児童の数に対して狭い
ため、子ども同士がぶつかってしまい危険です。
校庭を広くしてもらえませんか。

区立図書館は、すべて複合施設内に設置してお
り、今以上の専有面積拡大は困難ですが、書架や
座席配置の見直しなどにより座席数確保を工夫し
広聴はがき
ています。令和4年度に開設予定の「本の森ちゅう
おう（仮称）」では一層の環境の整備を進めま
す。
図書館では周囲に迷惑がかからないようご案内し
ていますが、今後は、各館の会議室を学習室とし
て開放するなど利用環境の改善に努めます。ま
Ｅメール君
た、閲覧席や学習席など座席の利用方法の周知を
充実させ、利用しやすい図書館づくりを進めま
す。
月島第三小学校の近隣に広い土地がないため、校
庭を拡張するのは難しい状況です。そうした中、
どうしたら子どもたちが安全に遊べるか、学校と 広聴はがき
教育委員会で検討していきます。

3

18 新型コロナウィルス関連での突然の休校措置につ
いてお尋ねします。政府からの要請を受け、どの
ような検討の結果、最短での休校を決定したの
か、また、休校措置を撤回し学校再開ができない
のか教えてください。

新型コロナウイルス感染拡大防止のための全国的
な取組に協力すべきとの判断から、2月27日に開催
された国の新型コロナウイルス感染症対策本部の Ｅメール君
要請に基づき、3月2日から25日（春季休業日前
日）までの期間を臨時休校としました。

3

24 プレディの説明会が新型コロナウィルスの影響で
中止になりましたが、そのお知らせが学校の張り
紙だけでした。多くの人が利用登録しているプレ
ディのお知らせが張り紙だけというのはいかかで
しょうか。対応をお願いします。

プレディ利用者の保護者が自主的に運営している
「おやつの会」の説明会中止の周知が間に合わず
張り紙で対応したと聞いています。今後はホーム
ページや学校の一斉メールを活用するなどして周
知していきます。

Ｅメール君

26 日曜・祝日の図書館の閉館時間を延長してもらえ
ませんか。

閉館時間の延長には、人員体制や勤務体制の見直
しが必要であり、利用者対応等から現状では難し
いと考えます。今後「本の森ちゅうおう（仮
称）」の開設にあわせ、職員体制や皆様のご意見
などを参考にしながら、検討します。

広聴はがき

3

広聴はがき

3

30 新型コロナウイルスの感染拡大防止として、長期
の春休み中ですが、外は比較的安全と言われてい
ますので、小中学校の校庭開放を実施してもらえ
ませんか。

感染症拡大防止のため、学校における諸活動を制
限しているところですが、春休み期間中の4日間に
おいて、小学校の校庭開放を行いました。今後、 広聴はがき
国の方針や国内動向を踏まえながら適切に対応し
ていきます。

3

30 4月から小学校1年生になる子どもを持つ母です。
新型コロナウイルス感染者が日々増大している
中、学校再開をするのですか。休校になった時よ
りも状況が悪化しているのに、なぜ再開になるの
か理解できません。納得できるかたちでの再開を
望みます。

4月2日の国の新型コロナウイルス感染症対策専門
家会議などの判断を踏まえて、4月7日から5月6日
まで再度臨時休校としました。学校再開について
は、専門家会議の知見や国等の対応のほか、義務
教育を行う学校としての役割を踏まえて検討しま
す。

令和元年度
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月 日
内容
3 30 別居している親が、子どもの学校行事に参加でき
るのかなど、教育委員会として、どのようなこと
まで許容しているのか教えてください。

対応
別居していても婚姻中であれば父母ともに親権が
あるため、学校教育法の解釈でも保護者に当たり
ます。入校証や通信簿の交付、決定クラスの開示
などについては、保護者に対し行っており、別居
している保護者も例外ではないと認識していま
す。

投書種別

Ｅメール君

議会局（１件）
8

5 チラシなどお断りと注意書きをしているのに、区 電話にて、区議会だよりの配布部数は1世帯に1部
議会だよりが郵便ポストに2部投函されています。 ずつであることや、配布の仕方について説明し、
本人から了承を得た。

Ｅメール君

選挙管理委員会（７件）
4

3 選挙カーの音量と車のスピード・ルートについ
て、制限を検討してください。赤ちゃんがお昼寝
から何度も起き、号泣します。うつになりそうな
ほどストレスです。

4

22 選挙の投票方法を電子化し、タブレットでクリッ
クする方法を導入してください。導入することで
誤字や集計ミスが完全になくせます。また、今の
投票方法では投票用紙の費用や集計する人件費も
掛かるので検討をお願いします。

5

7 先日行われた、区議会議員選挙のポスター掲示板
が撤去されず、いまだにそのままの状態になって
います。撤去をお願いします。

5

13 黎明橋公園からほっとプラザはるみへの道に区議
会議員選挙で置いたポスターが放置されたままに
なっています。対応をお願いします。

現場でポスターを調査したところ、公職選挙法の
規制を受けるポスターではありませんでした。こ
のポスターは飲食店や不動産などのポスターと同
様、屋外広告物となるため、屋外広告物の観察・
指導を担当する部署が引き継ぎ、対応します。

Ｅメール君

22 障害のある有権者が選挙の投票所へ赴いた際に、
職員がプライバシーを侵害し、不愉快な対応をし
ました。障害者に対する配慮が感じられず、不公
平な選挙の現場に疑問を感じました。弁明および
選挙の公平性を求めます。

代理投票の方法について、選挙人に不快感を抱か
せることのないよう、丁寧な説明を十分に行う必
要がありました。今後は意思確認の方法や補助の
仕方など障害者福祉課と協議を行い、安心して投
票できる環境づくりに努めていきます。

Ｅメール君

23 体が不自由な家族が期日前投票に行きましたが、
その際のスタッフの対応が事務的で残念でした。
気配りができるスタッフを選んでください。

電話にて「参議院議員選挙における期日前投票所
での対応で不快な思いをされたことをおわびし、
体が不自由な方に対する投票所での対応につい
て、選挙事務従事者説明会で改めて周知する」旨
伝え、了承を得た。

広聴はがき

18 選挙の立会人は町会長が決定するのではなく、公
募により決定してください。

投票立会人については町会長などの皆さまに推薦
を依頼し、推薦いただいた方々から選挙管理委員
会が選任しています。

7

7

10

選挙期間中ではないため、街頭宣伝車と思われま
す。日常生活に支障をきたす場合は警察署にご相
談ください。選挙運動期間中の街頭演説などは、
Ｅメール君
法に基づき行うことができる選挙運動方法の一つ
であり、音量についても特に規制はされていませ
ん。
電子投票については、地方選挙においてこれまで
に10自治体が導入し、活用してきました。しか
し、機器のリース代が高額なことに加え、機器の
Ｅメール君
故障や操作ミスなどトラブルが重なったことか
ら、現在、電子投票を行っている自治体はありま
せん。
電話にて「ポスター掲示板については、委託業者
が4月26日までに撤去することになっていたが、一
カ所もれていたことをおわびするとともに、早急 Ｅメール君
に撤去したことと当該業者を厳しく指導した」旨
伝え、了解を得た。

Ｅメール君

会計室（１件）
4

26 区立住宅の退去時に保証金返還の書類を提出する
必要がありますが、預けている保証金を返しても
らうのになぜ請求書が必要なのでしょうか。原状
回復が不要な場合、すぐに返金すべきだと思いま
す。システムの改善を検討してください。

住宅保証金は区が一時的に保管しているものです
が、適正な会計事務を行うため、地方自治法など
の規定に基づき「債務が確定している」などの要
件を審査し、内容を確認する必要があることか
ら、債権者に対し請求書の提出を求めています。

Ｅメール君

監査事務局（１件）
4

25 なぜ1月に受け付けた住民監査請求の審査結果を区 監査請求に基づき監査を行ったものは、地方自治
ホームページに公表しないのですか。
法第242条にその結果を公表することと定められて
いますが、監査を行わず却下となったものは地方 Ｅメール君
自治法に定めがなく公表義務がないため、本区で
は公表していません。
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日

内容

対応

投書種別

東京都（13件）
5

10

10

3

3

3

3

3

3

3

3

3

27 月島駅8番出口をよく利用していますが、階段を上 都交通局より「さまざまな要因を考慮しても、
がりきったところで、車道側を走ってくる自転車 ポールなどの工作物を設置するのは困難です。」
と接触しそうになります。歩道上にプラスチック 旨回答がありました。
製のポールを立てるなど注意喚起策をお願いしま
す。

Ｅメール君

15 佃などの水門はいつ閉まるのですか。東日本大震
災の時は佃水門が閉まる前に佃堀に波が入りまし
た。くれぐれも遅れることがないように余裕を
もって閉めてください。

都港湾局より「台風や地震などの際に、潮位が定
められた基準に達し、さらに上昇する場合などは
水門を閉鎖します。」旨回答がありました。

Ｅメール君

30 月島特別出張所の前の歩道を通ると水しぶきを浴
びることが多く、不愉快です。改善をお願いしま
す。

都交通局より「冷却塔の設備を確認したところ機
器に異常はありませんでした。現在、冬季のため
冷房装置の稼働がなく十分な検証ができないの
で、稼働を開始した際に再度状況を確認しま
す。」旨回答がありました。

18 勝どき駅でエレベータの工事が始まりました。双
子の子どもがいて、ベビーカーを利用している場
合、エレベータが利用できないと、エスカレータ
や階段では移動が難しいため、電車を使った外出
ができなくなります。何かしらの対応をお願いで
きませんか。
18 双子の子どもと外出する際、ベビーカーの利用が
必須です。しかし、ベビーカーでタクシーやバス
に乗るのは難しいため、電車で移動する必要があ
ります。勝どき駅のエレベータが利用できないと
移動ができなくなってしまうので、対処してもら
えませんか。
18 双子の子どもがいてベビーカーを利用しています
が、勝どき駅のエレベータが利用できず困りまし
た。何かしらの対応をお願いします。

都交通局より「勝どき駅をご利用の際は地上部か
らＢ1階まではビュータワーのエレベーターを、Ｂ
1階から改札階・ホーム階まではエスカレーターを
ご利用ください。なお、移動にお手伝いが必要な
方は、現地の警備員がご案内します。」旨回答が
ありました。
都交通局より「勝どき駅をご利用の際は地上部か
らＢ1階まではビュータワーのエレベーターを、Ｂ
1階から改札階・ホーム階まではエスカレーターを
ご利用ください。なお、移動にお手伝いが必要な
方は、現地の警備員がご案内します。」旨回答が
ありました。
都交通局より「勝どき駅をご利用の際は地上部か
らＢ1階まではビュータワーのエレベーターを、Ｂ
1階から改札階・ホーム階まではエスカレーターを
ご利用ください。なお、移動にお手伝いが必要な
方は、現地の警備員がご案内します。」旨回答が
ありました。
18 双子の子どもを育てていますが、勝どき駅の工事 都交通局より「勝どき駅をご利用の際は地上部か
に伴い、エレベータが利用できなくなったことで らＢ1階まではビュータワーのエレベーターを、Ｂ
困っています。対応策を検討してもらえません
1階から改札階・ホーム階まではエスカレーターを
か。
ご利用ください。なお、移動にお手伝いが必要な
方は、現地の警備員がご案内します。」旨回答が
ありました。
18 勝どき駅のエレベータが工事中のため、双子用の 都交通局より「勝どき駅をご利用の際は地上部か
ベビーカーでスムーズに移動することができませ らＢ1階まではビュータワーのエレベーターを、Ｂ
ん。対応してもらえないでしょうか。
1階から改札階・ホーム階まではエスカレーターを
ご利用ください。なお、移動にお手伝いが必要な
方は、現地の警備員がご案内します。」旨回答が
ありました。
18 双子の子どもを育てていますが、勝どき駅のエレ 都交通局より「勝どき駅をご利用の際は地上部か
ベータが利用できず困っています。
らＢ1階まではビュータワーのエレベーターを、Ｂ
1階から改札階・ホーム階まではエスカレーターを
ご利用ください。なお、移動にお手伝いが必要な
方は、現地の警備員がご案内します。」旨回答が
ありました。
都交通局より「勝どき駅をご利用の際は地上部か
18 エレベータ工事中の勝どき駅を双子用のベビー
カーで利用しようと、駅員や警備員に相談しまし らＢ1階まではビュータワーのエレベーターを、Ｂ
たが、たらい回しにされるだけで対応してもらえ 1階から改札階・ホーム階まではエスカレーターを
ませんでした。利用できるよう改善・検討しても ご利用ください。なお、移動にお手伝いが必要な
らえませんか。
方は、現地の警備員がご案内します。」旨回答が
ありました。
23 1歳の双子の子どもを育てています。保育園の送り 都交通局より「勝どき駅をご利用の際は地上部か
迎えの際に電車を利用していますが、勝どき駅の らＢ1階まではビュータワーのエレベーターを、Ｂ
エレベータが使えず、困っています。安全に駅を 1階から改札階・ホーム階まではエスカレーターを
利用できるよう対応をお願いします。
ご利用ください。なお、移動にお手伝いが必要な
方は、現地の警備員がご案内します。」旨回答が
ありました。
23 6か月の双子を育てています。勝どき駅のエレベー 都交通局より「勝どき駅をご利用の際は地上部か
タ工事の間、双子用のベビーカーでも利用できる らＢ1階まではビュータワーのエレベーターを、Ｂ
よう対策をお願いします。
1階から改札階・ホーム階まではエスカレーターを
ご利用ください。なお、移動にお手伝いが必要な
方は、現地の警備員がご案内します。」旨回答が
ありました。

令和元年度

広聴の記録
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Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

３

「区長への手紙」要約

月 日
内容
3 23 双子の子どもを育てています。勝どき駅のエレ
ベータ工事中は、どのように子どもを連れて地下
鉄に乗車すればいいのでしょうか。双子用のベ
ビーカーでは都営バスやタクシーに乗ることはで
きません。早急に対応をお願いします。

対応
投書種別
都交通局より「勝どき駅をご利用の際は地上部か
らＢ1階まではビュータワーのエレベーターを、Ｂ
1階から改札階・ホーム階まではエスカレーターを
Ｅメール君
ご利用ください。なお、移動にお手伝いが必要な
方は、現地の警備員がご案内します。」旨回答が
ありました。

警察署（37件）
4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

8 阪本小学校の周辺は、自動車がスピードを出して
通過します。児童の通学路で危険なので、速度を
出さなくする表示などの対策をお願いします。

中央警察署より「違反行為の現場を目撃した場合
などは、直接警察署へ通報をお願いします。」旨
回答がありました。

15 選挙カーがマンション前に2時間以上路上駐車し、 月島警察署より「選挙運動用自動車であっても、
迷惑です。対応をお願いします。
速度や駐車などについては道路交通法を遵守する
こととなっているので、違反行為の現場を目撃し
た際には、すぐに通報をお願いします。」旨回答
がありました。
24 銀東一歩道橋に多数の落書きを発見しました。放
置すれば、落書きが増大します。取り締まりをお
願いします。
24 東日本橋交差点の清洲橋通りの路面に、停止線が
新しく引かれたことについて、お願いと質問があ
ります。①停止線が引かれたことを周知してくだ
さい。②右折後の正しい通行の仕方。③信号の表
示について。

築地警察署より「当該箇所のパトロールを行いま
すが、違反行為の現場を目撃した際は、すぐに警
察署などへの通報をお願いします。」旨回答があ
りました。
久松警察署より「①停止線が引かれたことに対す
る周知として、立て看板を設置済みです。②交通
ルールのとおり、赤信号の場合は停止してくださ
い。③日程は未定ですが、近日中に現場を確認し
ます。」旨回答がありました。

7 晴海トリトンスクエアへ渡る歩道橋に横断歩道の
設置をお願いします。ベビーカーを抱えて渡るの
も危険で、上部は強風の通り道のため危険です。

月島警察署より「横断歩道の設置は道路の幅員や
構造（勾配のある坂）、交通事故防止対策や安全
性を検討していますが、道路環境の変化など総合
的に対応するため、当面は現状維持としたいと思
います。」旨回答がありました。

10 勝鬨橋をベビーカーで歩いていると、スピードを
出して通行する自転車が多く、昨日は正面衝突さ
れそうになりました。対策をしているのは分かり
ますが、効果がないように感じます。事故が各地
で起こっています。対応をお願いします。

月島警察署より「自転車運転者に対するマナー向
上に向けたキャンペーンなどについては、年代別
かつ横断的な指導教育を推進していきます。事故
に直結する悪質かつ危険な運転行為については、
指導取り締まりを徹底していきます。」旨回答が
ありました。
月島警察署より「夜間については、治安維持の観
点から、重点的に警戒を実施しており、子どもに
関する取り扱いについても、子どもの健全育成に
向けて、今後も生活安全課および地域課（交番）
と連携して、取り組んでいきます。」旨回答があ
りました。
久松警察署より「信号機の設置には条件があり、
すべてに該当しなければ設置できません。条件に
基づき検討したところ、該当しない項目があり設
置はできません。」旨回答がありました。

13 月島第二児童公園で夜、子どもが遊んでいます。
夜は声が響きます。対応をお願いします。

14 箱崎湊橋通りに信号機のない横断歩道があります
が、歩行者が渡ろうとしても多くの車が速度を緩
めず通過することがほとんどです。路面に「止ま
れ」の表記、一時停止標識の設置、信号機の設置
など検討をお願いできないでしょうか。
15 歩道を走行する自転車のマナーは改善がなく、危
険性が増しています。場所は晴海通りの勝鬨橋か
ら黎明橋、清澄通りの交差点から勝どき六丁目で
す。自転車の歩道走行を禁止するなど、歩道を安
心して歩ける対策をお願いします。
20 月島第二小学校の周辺の道路には、信号やガード
レールのない交差点があります。裏道でも交通量
が多く、小学校や幼稚園また公園もあり、子ども
が多く利用します。安全のために整備をしてくだ
さい。
20 車いすの男性が、勝どき駅の交差点で待っていた
時、右折専用赤信号になった段階で走り始めまし
た。右折車はいませんでしたが、とても危険で
す。勝どき駅の交差点の青信号の時間は、年配の
方などには短いと思います。検討をお願いしま
す。

月島警察署より「自転車運転者に対するマナー向
上に向けたキャンペーンなどについては、年代別
かつ横断的な指導教育を推進していきます。悪質
かつ危険な運転行為についても取り締まりを行
い、指導啓発につなげていきます。」旨回答があ
りました。
月島警察署より「信号機を設置するために必要な
条件を満たしていないため、新設することはでき
ません。また、ガードレールの設置も歩道などの
安全施設があるため、交通指導で対応できると思
われます。」旨回答がありました。

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

Ｅメール君

月島警察署より「勝どき駅前交差点は、来年3月に
工事が終了する予定で、完成後の交通量の状況を
確認したうえで全体の交通の円滑を考慮し、信号
Ｅメール君
のサイクルなどを見直しする計画です。」旨回答
がありました。
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月 日
内容
6 12 銀座一丁目駅と京橋駅の間にある銀座通り口交差
点と警察博物館前は、日本橋方面からの車両が強
引に右折するので横断する際に危険です。交番が
ありますが、車両や信号無視の自転車に注意を促
してくれません。対応をお願いします。

対応
中央警察署より「ご指摘のありました場所につい
ては、交通課・地域課とともにパトロールを行
い、監視指導の強化をしていきます。」旨回答が
ありました。

投書種別

Ｅメール君

6

14 日本橋保健センター向かいにある押しボタン式の
横断歩道では、歩行者用信号が青でも車両が信号
無視で走っていきます。保育園や児童館があり、
子どもが横断する場所なので不安を感じます。巡
回をするなどの対応をお願いします。

中央警察署より「当該箇所のパトロールを行いま
す。違反行為を目撃または危険な状況を体験した
場合、すぐに110番などへの通報をお願いします。 広聴はがき
警察官が駆けつけて対応します。」旨回答があり
ました。

6

18 勝鬨橋をベビーカーを押して歩いているとスピー
ドを出して通行する自転車に、ぶつかりそうにな
りました。歩行者と自転車の事故も珍しくなく感
じます。歩行者が安全に通行できるように対策を
お願いします。

月島警察署より「自転車運転者マナー向上に向け
た交通安全教育・キャンペーンは、年代別の指導
教育を地道に推進していきます。また、事故に直
結する悪質かつ危険な運転行為は指導を徹底して
いきます。」旨回答がありました。

7

8 八重洲の飲食街に客引きが増えたような気がしま
す。看板による注意喚起や警察が注意している場
面も見掛けますが、減る気配がありません。客引
きを減らすことはできないでしょうか。

7

12 江戸バスのマイホーム新川停留所付近の歩道に
は、違法駐輪している自転車とオートバイがあり
ます。子どもたちにけがの危険があるので撤去し
てください。

中央警察署より「江戸バス停留所周辺の駐車バイ
クについては、区環境土木部と現場を確認の上、
警告札を貼付し、撤去します。今後も定期的にパ
トロールし、警告や取り締まりを実施していきま
す。」旨回答がありました。

16 晴海二丁目の自宅から、ベビーカーで保育園に
通っていますが、途中の月島運動場交差点の歩道
橋には階段しかなく、困っています。歩道橋のバ
リアフリー化をお願いします。

月島警察署より「月島運動場交差点は下りカーブ
になっており、横断中の交通事故を防止するた
め、あえて横断歩道橋が架けられています。事情
を考慮し、現在設置されている横断歩道橋は現状
維持とさせていただきます。」旨回答がありまし
た。
月島警察署より「管内の公園は日頃から警戒を
行っていますが、特に夜間は治安維持の観点から
重点的に警戒を実施しており、今後も地域課（交
番）と連携して取り組んでいきます。」旨回答が
ありました。

7

7

8

8

8

8

9

18 月島二丁目児童遊園のベンチで、夕方から夜にか
けて飲酒・喫煙をしている人がいて、受動喫煙や
騒音に迷惑しています。取り締まりを強化するこ
とはできませんか。

Ｅメール君

中央警察署より「客引きに遭い、不快に感じた際
や迷惑だと思ったら、その場ですぐに110番通報し
てください。通報の際は匿名でも構いません。巡 Ｅメール君
回中のパトカーか近隣の交番から警官が向かいま
す。」旨回答がありました。

広聴はがき

広聴はがき

Ｅメール君

7 勝どき四丁目東仲通りで行われているの工事のた
め、両側の歩道が一時封鎖されて、歩行者は仮設
歩道のない車道を通行しています。とても危険な
状態なので、改善を指示してください。

月島警察署より「当該地では数カ所で工事が行わ
れていますが、安全が確保されていなければ許可
を出していません。現場視察を実施し、路上工事
が安全に行われるよう取り組んでいきます。」旨
回答がありました。

Ｅメール君

16 甘酒横丁通りや人形町通りなどで、夜間に客引き
をしている光景を目にします。区と警察が連携し
て取り締まりを行ってください。

久松警察署より「客引きについては把握してお
り、年初より取り締まりを実施しています。早
速、現場において視察と警告を実施しました。今
後とも視察・警告・取り締まりを継続し、厳しく
対処していく予定です。」旨回答がありました。

Ｅメール君

21 清洲橋通りの車道を逆走や信号無視をする自転車
にひかれそうになります。平日の朝の時間帯に取
り締まりをお願いします。また、逆走しないよう
に看板や路面標識の設置などの対策をお願いしま
す。

久松警察署より「午前8時から8時30分の間に、東
日本橋三丁目で自転車に対する指導、取り締まり
を行いました。」旨回答がありました。

30 人形町駅のコンビニエンスストア前には、お酒を
買って路上に座り込み飲酒している人がいます。
子どもに悪影響を与えるので、早急に規制してく
ださい。

久松警察署より「現場を確認し、ビルの警備員を
通じて、オーナーに喫煙と飲酒についての対応を
依頼しました。また、区とも連絡を取り、対応し
ていきます。今後もパトロールを強化します。」
旨回答がありました。

広聴はがき

9 区内道路をカートが集団で走って危険です。一般
道路を使った危険な行為に区民として否定的に考
えます。区の権限で禁止することはできません
か。

月島警察署より「現段階では、カート走行を禁止
することができませんが、管内を通過する際は、
信号待ちなどで先導している普通車両に対し、充
分注意して走行するようにと注意喚起を促してい
ます。」旨回答がありました。

Ｅメール君

令和元年度
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月 日
内容
9 11 勝鬨橋が工事中で、歩道が狭くなっていますが危
険な走行する自転車が多く、橋を渡る際に怖い思
いで通行しています。今の対策では効果が十分で
はないので、より実効的な対応をお願いします。
9

9

9

9

10

10

12

1

2

2

3

3

17 視覚障害者です。馬喰横山駅などの交差点の横断
歩道に、音響信号を設置してください。

対応
月島警察署より「歩道部分の作業帯を見直し、拡
幅した上、看板を増設しました。また、誘導員を
増員し、スピーカーを設置して注意喚起を呼びか
けるなど安全対策を強化しました。」旨回答があ
りました。

投書種別

Ｅメール君

久松警察署より「馬喰横山駅付近の横断歩道に、
音響信号設備を優先的に設置する必要があること
を本部交通管制課に上告しています。」旨回答が
ありました。
月島警察署より「月島運動場交差点は下りカーブ
になっており、横断中の交通事故を防止するた
め、あえて横断歩道橋が架けられています。事情
を考慮し、現在設置されている横断歩道橋は現状
維持とさせていただきます。」旨回答がありまし
た。
月島警察署より「当署、警視庁、都、中央区の各
関係機関と現場調査を行ったところ、道路形態か
ら横断歩道の設置は交通事故防止の観点から相応
しくないと判断しましたので、現状維持とさせて
いただきます。」旨回答がありました。

Ｅメール君

27 月島第一幼稚園から月島特別出張所方面へ向かう
一方通行の道路を、スピードをあげて走る車や駐
車している車をよく見かけます。対応をお願いし
ます。

月島警察署より「登下校時間帯に調査しました
が、スピードを上げて走る車両などは確認できま
せんでした。しかし、事故が発生してからでは遅
いので白バイ、パトカーなどでパトロールを強化
していきます。」旨回答がありました。

Ｅメール君

11 日本橋さくら通りはタクシーの路上駐車と運転手
の路上喫煙が常態化しているので区と連携し改善
してください。

中央警察署より「日本橋さくら通りと新場橋に停
車しているタクシーについて、定期的にパトロー
ルし、警告、排除などの取り締まりを実施してい
きます。」旨回答がありました。

Ｅメール君

16 勝どき五丁目緑地前の歩道の出入口をふさぐよう
に停車するタクシーがいるため、歩行者は車道を
通行しなくてはなりません。ガードレールの延伸
か、地面に駐車禁止枠の表示をお願いします。

月島警察署より「現場を確認したところ、ガード
レールが一部設置されていない箇所がありまし
た。現在はブロックでふさがれていますが、新た
にガードレールを設置し、歩行者の通行路を確保
します。」旨回答がありました。

Ｅメール君

2 日本橋中学校近くの歩道橋周辺に、多くのタク
シーが駐停車しているので、取り締まりを厳しく
してください。

久松警察署より「当該道路付近への駐車車両に対
し、恒常的な取り締まりを行います。運転手が乗
車している車両に対しては、マイク広報を使い注
意喚起をし、取り締まりを強化します。」旨回答
がありました。

Ｅメール君

10 月島第三小学校の前に歩道橋がありますが、利用
者の利便性が悪いため、歩道橋を渡らず道路を横
断する人を見かけます。また、老朽化により景観
も損ねているため、歩道橋の代わりに横断歩道を
作ってもらえませんか。

月島警察署より「当署、都、区で合同の現場実査
を実施したところ、同箇所に横断歩道を設置する
ことは道路の形状などを考慮した結果、交通事故
防止の観点から相応しくないと判断されまし
た。」旨回答がありました。

Ｅメール君

25 臨港消防署が建て直される前は、東仲通りの消防
署に面した部分が全面歩行者天国となっていまし
た。しかし、建て直し後は半分近くを車両出入り
口が占めています。歩行者天国はなくなってしま
うのでしょうか。今後の予定などを教えてくださ
い。
27 朝の時間帯、日本橋小学校周辺道路を速度規制し
てもらえませんか。大型車両を含む車両がかなり
の速度で通り抜けていくため、子どもが飛び出さ
ないかひやりとしたことがあります。

月島警察署より「この交通規制は、公園の整備が
整わず子どもの遊び場が確保できなかった昭和40
～50年代にかけて設置されたものですが、現在で
は当初の設置目的が達成されたため、遊戯道路を
廃止する方向で検討しています。」旨回答があり
ました。
久松警察署より「日本橋小学校周辺における車両
の速度規制は、現在、考えていません。当該地は
ガードパイプで歩道と車道が分離されており、安
全な運転を心がけていただくよう標識を設置する
などの方法で対応します。」旨回答がありまし
た。
月島警察署より「当署、都、区で合同の現場実査
を実施したところ、同箇所に横断歩道を設置する
ことは道路の形状などを考慮した結果、交通事故
防止の観点から相応しくないと判断されまし
た。」旨回答がありました。

24 晴海一丁目交差点に横断歩道がなく、通園、通勤
時は歩道橋を利用していますが人が多く混雑して
います。人通りも以前より増えています。横断歩
道の設置をお願いします。また、現在検討中、以
前検討したなどの経緯があれば教えてください。
24 晴海一丁目歩道橋の階段の昇降に不便を感じてい
ます。バリアフリーが当たり前の時代におかしい
と思います。横断歩道かエレベーターの設置をお
願いします。

13 晴海二丁目に住んでいますが、想像以上に生活利
便性が悪く、困っています。月島駅に行く際に利
用する古い歩道橋を横断歩道にしてもらえません
か。
23 通勤時間帯にバスを利用していますが、晴海3丁目
から勝どき駅前交差点を抜けるのに30分ほどかか
ります。左右折の車が青信号の間に数台しか通行
できず後続車はその分しか進めない状態です。歩
車分離式信号機するなどの対策をお願いします。

月島警察署より「歩者分離式導入のメリットは、
事故防止効果が得られること。デメリットは信号
の待ち時間が長くなることで、歩行者などの信号
無視を誘発する等の特徴がるため、勝どき駅前交
差点の形態は現状維持とします。」旨回答があり
ました。
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Ｅメール君

投書箱

Ｅメール君

広聴はがき

広聴はがき

Ｅメール君

令和元年度

広聴の記録

３

「区長への手紙」要約

月 日
内容
3 30 月島運動場近くの交差点に、横断歩道を設置して
もらえませんか。

対応
月島警察署より「当署、都、区で合同の現場実査
を実施したところ、同箇所に横断歩道を設置する
ことは道路の形状などを考慮した結果、交通事故
防止の観点から相応しくないと判断されまし
た。」旨回答がありました。

投書種別

広聴はがき

その他（８件）
7

10

12

1

1

2

3

3

16 東京メトロ有楽町線新富町駅の聖路加病院近くの
出口は、妊産婦や赤ちゃん連れ、病人が利用する
ので、エレベーターを設置してください。

東京地下鉄株式会社より「新富町駅の聖路加国際
病院側の出入り口については、地上までのエレ
ベーターを整備する必要性を認識しており、今後
も継続して検討していきます。」旨回答がありま
した。

7 勝どき敬老館横の公園に椅子を置いてください。
川岸にはありますが、公園にはないのでお願いし
ます。

都住宅供給公社より「自治会長に確認したとこ
ろ、ベンチを設置することにより喫煙所としての
利用やごみの放置、夜間の治安悪化も心配される
ため、設置は不要とのことでした。そのため、公
園へのベンチの設置はしません。」旨回答があり
ました。
ＪＲ東日本旅客鉄道株式会社より「植え込みに禁
煙の看板を設置するなど、利用者に協力をお願い
していますが、マナーに頼らざるを得ない部分も
あります。いただいたご意見は今後の参考にさせ
ていただきます。」旨回答がありました。

2 東京駅八重洲口周辺には禁煙表示がなかったり、
目立たないため、路上で喫煙している人がいま
す。八重洲口周辺の路上喫煙の禁止を徹底しても
らえませんか。
14 銀座中央通りの歩道に視覚障害者用の点字ブロッ
クを設置してもらえませんか。

24 車いすで移動している方が、日本橋二丁目の横断
歩道にある数㎝の段差を上ることができず、困っ
ていました。スムーズに移動できるよう、段差を
解消してもらえませんか。

東京国道事務所より「当該地に視覚障害者誘導用
ブロックが設置されていない状況を把握していま
す。現在、日本橋付近で整備中であり、銀座中央
通りについても設置に向けて、地元関係者と調整
しながら検討していきます。」旨回答がありまし
た。
東京国道事務所より「ご要望にありました段差に
ついて当方で現地を確認した結果、基準内の段差
でありましたが、少しでも段差を解消できる対策
として、交差点の端の段差を削り、丸くする対応
を行いました。」旨回答がありました。

Ｅメール君

広聴はがき

Ｅメール君

投書

Ｅメール君

10 永代通りの呉服橋交差点から八重洲一丁目交差点
間の中央分離帯へのごみの不法投棄が絶えず、雑
草も野放し状態です。清掃をしていただくなどの
対応をお願いします。

東京国道事務所より「投棄されているごみについ
ては近日中に実施する植栽の剪定時に回収しま
す。また、剪定後も定期的にパトロールなどを実
施し、ごみを発見した際には回収します。」旨回
答がありました。

Ｅメール君

9 都営住宅の敷地内にある歩道がでこぼこで、つま
づいて転倒しました。危険なので修繕してもらえ
ませんか。

都住宅供給公社より「アスファルト舗装は経年劣
化でわずかに不整面を生じています。アスファル
ト舗装部分の補修工事を実施することを、投書者
に伝えたところ満足されている様子でした。」旨
回答がありました。

広聴はがき

23 6か月の双子を育てています。八丁堀駅がバリアフ ＪＲ東日本旅客鉄道株式会社より「八丁堀駅は地
リーでないため、双子用ベビーカーを利用する場 下駅のため駅構造に制約が大きく、既に地下ホー
合は重労働です。対応をお願いします。
ムと改札階をつなぐエレベーターとエスカレー
ターおよび改札階と地上出口をつなぐエレベー
ターが設置されているため、これ以上の設置は難
しい状況です。」旨回答がありました。

Ｅメール君

令和元年度

広聴の記録
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４

「区政への提案」
区民などから、創意工夫に基づく建設的な区政への提案を広く募集し、その内
容を区政に生かすことにより、区民などの区政への参画と区民福祉の向上に資す
る制度として平成30年５月から「区政への提案」を実施しています。
郵送、持参のほか、区のホームページの専用入力フォームからの投稿も受け付
けています。
いただいた提案は、実現の可能性、既存事業との関係、費用対効果、効率性な
ど多方面にわたり区で調査検討し、その結果を区ホームページおよび年度末に
「区のおしらせ ちゅうおう」で公表しますが、提案者への個別回答はしていま
せん。
「区政への提案」年度別提出件数
令和元年度 平成30年度
内

提出件数（件）
訳
受
理
不受理（受理要件不足）
区長への手紙として対応

５

27

24

3
7
17

0
11
13

「区政への提案」要約

月 日
内容
4 12 江戸時代にあった伝馬町牢屋敷、元吉原大門、武
家屋敷等を跡地に復元し、観光ルートとする。

調査検討結果
ご提案の歴史的建造物については、遺跡および当
該建造物の位置・規模・形式・意匠・材質・工法
などに関して十分な根拠を持つ資料が少なく、正
確性を持った再現が困難です。そのため、ご提案
については採用できませんが、区内の観光ルート
づくりについては、今後とも積極的に取り組んで
いきます。

投書種別

ホームページ

8

28 養育費の不払い分を区が補填する事業を開始し、
子どもの権利を守る。

養育費支援を行うに当たっては、私人間の問題に
対する支援についての整理、プライバシーに関わ
る個人情報の取り扱い、人材の確保などさまざま
な課題があることから、国の養育費立て替え制度
創設への取り組みを注視していきます。なお、
2020年4月、改正民事執行法の施行により、債務者
の預貯金などに関する情報が裁判所を通じて得ら
れるようになったことから、相談の際には、養育 ホームページ
費の取り決めを公正証書などの文書で行うように
ご案内をするとともに、パンフレットなどでも積
極的に広報していきます。以上のことから、現時
点ではご提案について採用できません。

10

25 生前に書類と費用を区に納め、死亡した際に必要
な諸手続きを区が代行する。

葬儀などの事前準備として、事前に区へ各種書類
と費用・財産を納めるような仕組みは、お預かり
した書類の情報や財産の長期にわたる保管、逐
次、定期的な内容の更新など課題が多く、ご提案
の採用は困難です。区では、弁護士などによる専
門相談やいわゆる死後事務の委任契約が利用でき
るサービスをご案内しています。

－ 79 －

ホームページ

令和元年度

広聴の記録

６

要望・陳情書年度別所管別受付件数
所 管

令和元年度

（単位：件）

平成３０年度 平成２９年度

企

画

部

7

9

7

総

務

部

8

6

2

防 災 危 機
管 理 室

0

0

0

区

部

3

2

2

福祉保健部

2

2

5

高齢者施策
推 進 室

0

1

0

保

所

0

3

1

環境土木部

3

3

3

都市整備部

4

7

5

教育委員会
事 務 局

4

0

0

議 会 局 等

0

1

0

34

25

民

健

計

31

（単位：件）

20
令和元年度
平成３０年度
平成２９年度

10

0
企
画
部

令和元年度

総
務
部

広聴の記録

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

－ 80 －

環
境
土
木
部

都
市
整
備
部

教
事育
務委
局員
会

議
会
局
等

７ 要望・陳情書件名一覧
月 日

件

名

所管部

4

10 タクシー乗り場整備について

環境土木部

5

20 東京都市計画地区計画日本橋・東京駅前地区地区計画の変更に関する確認

企画部

5

22 中央区公契約条例制定を求める要請書

総務部

6

24 旅館業法に関連する条例等についての請願

企画部

8

20 中央区公契約条例制定等に向けてのご尽力のお願い

総務部

8

26 香港政府の「逃亡犯条例」改正案に関する意見書を求める陳情書

企画部

8

28

9

10 地域経済の新興を図るため、中小商工業者への施策拡充を求める要請書

区民部

9

19 令和２年度政策要望書（中央区議会自由民主党議員団）

企画部

社会福祉法人ちとせ交友会が東京都中央区勝どき２丁目16-１に計画する保
福祉保健部
育園建設の中止を求める署名

10 24

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懇
談の申し入れ

総務部

10 28

2019年度
要請書

福祉保健部

高齢期の年金・保健・医療・介護・福祉・就労の充実を求める

11

5 2020年度中央区予算編成に関する予算要望書

企画部

11

6 令和２年度税制改正に関する提言について

総務部

11 12 令和２年度中央区各会計予算に対する政策要望

企画部

11 26 中央区公契約条例制定等を求める陳情

総務部

12 10

日本に対外的情報省を設置し、米軍横田基地の全面返還、縮小の意見書を
国に提出することを求める陳情

12 12 「気候非常事態宣言」に関する中央区への提言

総務部
環境土木部

12 13

月島三丁目南地区と同北地区の再開発について中央区と住民との話し合い
の開催についてのお願い

都市整備部

1

17

月島三丁目南地区と同北地区の再開発について中央区と住民との話し合い
の開催についての再度のお願い

都市整備部

1

27

2

江戸東京の貴重な資料を守るため中央区立京橋図書館への指定管理者制度
導入の撤回を求める要望書
第一種市街地再開発事業の施行地区となるべき区域の公告に関連して『中
10 央区まちづくり基本条例』に基づき話し合いの場を仲介していただきたい
旨の要望書

－ 81 －

教育委員会
事務局
都市整備部

令和元年度

広聴の記録

月 日

件

名

所管部

2

10 月島第二公園に関する要望書

環境土木部

2

10 不法駐輪自転車への対応策に関する要望書

企画部

2

18 請願権条例の制定を求める件

総務部

2

28 政府からの「一斉臨時休校」要請にかかる対応について

教育委員会
事務局

3

4 新型コロナウイルス(COVID-19)対策に関する緊急要望

教育委員会
事務局

3

6 新型コロナウイルスの感染症対策にかかわる緊急要望書

教育委員会
事務局

3

12 要請書＋中央区公契約条例制定等を求める陳情書

総務部

3

23

新型コロナウイルス感染拡大による影響、中小商工業者の経営を守る緊急
対策に関する要請書

区民部

3

26

新型コロナウイルス感染症の感染爆発の重大局面において、公衆衛生上の
観点から臨時総会開催中止を要請すべきことの要請書

都市整備部

3

30 新型コロナウィルス感染症に伴う緊急経済対策の要望について

令和元年度

広聴の記録

－ 82 －

区民部

令和元年度

広 聴 の 記 録
令和３年１月発行
編集・発行

刊行物登録番号
２－０７５

東京都中央区企画部広報課
東京都中央区築地１－１－１
電話

印刷

有限会社

０３－３５４６－５２２２
ハギワラ企画

東京都中央区築地２－８－１－６０１

