
区 民 の 声 の 公 表 （令和４年５月受付分）

件名 区民の声（要旨） 区の回答（対応・考え方） 所管課
連絡先

（電話、FAX）
受付日 関連情報

小学校支給の
タブレットの
Youtubeアプリ
に時間制限を
付けない理由
は

世田谷区から支給されているタブレットにはYoutubeへの時間制限が一切ありません。
完全にアプリを削除する必要はないとしても、時間制限を付けない理由はなんでしょう
か。
時間制限やスクリーンタイムの設定を強く要望します。

学習用タブレット型端末のYoutubeにつきましては、｢せたがやまなびチャンネル｣のほか、学習に有用な動画コンテンツを自
宅学習や学校教育で使用する場合があることから、Youtubeアプリをインストールした状態で配布をしております。
また、端末利用制限につきましては、ご指摘のように先進自治体の事例や学識経験者の意見等も踏まえ、不適切なサイトを閲
覧できなくするなどのコンテンツフィルタリングや、暴力的、成人向け等のコンテンツが検索結果に表示されないようにする
「制限付きモード」を適用した上で、お子様が多様な情報にアクセスして学びを広げられるよう、利用制限はなるべく行わな
い設定としておりますが、端末の導入から１年を経過する中で、これまでの利用状況や保護者の皆様からのご意見等を踏ま
え、利用制限を含めた端末設定の見直しを検討しているところです。変更する際には改めて保護者の皆様にお知らせいたしま
す。

教育政策部
教育ICT推進課

電話
０３－５４３２－２９６９
FAX
０３－５４３２－３０４１

令和4年5月6日

国民健康保険
等手続きにつ
いて

各種手続きについて以下を改善頂きたくご検討方宜しくお願い申し上げます。
１．本人確認　 窓口へ本人または代理人が行くことが必須条件になっています。
インターネットでの手続きをご検討下さい。
視力が悪くともインターネットであれば、拡大して入力が可能です。
２．各種保健証書
国保は紙の大きな保険証（2年毎に更新）との事ですが、
会社の健康保険証はプラスチックカードです。
持ち運びが便利で耐久性もあります。
プラスチックカード方式への切り替えをご検討下さい。
（2年ごとの更新は税金の無駄使いです。）

１の本人確認について、世田谷区では、第三者のなりすましによる国民健康保険手続き防止のため、インターネットによる手
続きを行っておりません。今後、申請手続きの利便性の向上を図るため、他自治体の事例なども参考にしながら、新たな手続
き方法を検討していきます。また申請手続きのために来庁いただいた際は、内容を職員が聞き取りの上、申請書に職員が代筆
で対応させていただくなどお手伝いをさせていただきます。
２の各種保険証書について、国民健康保険証（以下「保険証」といいます）の寸法は縦５．４cm、横８．６cmでクレジット
カードやキャッシュカードと同じ大きさです。また材質は、表面は紙製ですが、裏面は防水加工でフィルムコーティングがさ
れており、丈夫で汚れにくい仕様になっています。なお国民健康保険法施行規則第７条の２に基づき、期日を定めて保険証の
検認または更新を行うこととされており、世田谷区では２年に１度、１０月１日に更新を行っており必須の手続きとなりま
す。ご了承をお願いします。

保健福祉政策部
国保・年金課

電話
０３－５４３２－２３３１
FAX
０３－５４３２－３０３８

令和4年5月6日

世田谷区のす
べての点字ブ
ロックを黄色に
する件

点字ブロックは普通黄色ですが、モノによっては黄色以外の色、例えば床や歩道の色と
おそろいの色になっている場合があります。弱視者にとってこれが困りごとです。弱視
者は点字ブロックを目で見て利用します。これが床や歩道と同じ色ですと、全くお手上
げです。世田谷区の文化生活情報センターが入っているキャロットタワーの点字ブロッ
クは床の色と同じです。世田谷区はキャロットタワーの所有者ではありませんがオー
ナーに交渉していただけないでしょうか。点字ブロックの色は条例にしてもいいと思い
ます。

視覚障害者誘導用ブロックについて、ご意見をお寄せいただきありがとうございます。区では、区民のだれもが安心して暮ら
せるまち、人々とのふれあいに支えあいながら生き生きと活動できるまちを目指し、福祉のまちづくりを推進してきました。
ご指摘のキャロットタワーは、竣工した平成８年当時、区は「世田谷区福祉のいえ・まち推進条例」を制定しておりました
が、公共的施設等を建築する際の届出や施設の整備基準については定めのない状態でした（平成９年に条例及び規則を改正し
て制定しています）。このため、キャロットタワーの点字ブロック整備は自主的に施工されており、結果的にはご指摘の通
り、明度差がない状態となっています。
現在、区では「世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例」を制定しており、特定公共的施設の新設、改修、用途変更をする場
合は工事に着手する前に届出をしていただき、条例に基づいた整備を要請しています。現在の整備基準では、視覚障害者誘導
用ブロックは「弱視者に配慮し、視覚障害者誘導用ブロックの色は黄色を原則とするが、白や薄いグレーの床に黄色は見にく
いため、ほかの色を選択するなど、周囲の色と明度差、輝度比に配慮する。輝度比は2.0以上確保する。」と記載しています。
キャロットタワーをはじめとする既存の建築物については、今後、改修工事などの際に現在の基準に適合させるよう、施設管
理者等に要請します。

都市整備政策部
都市デザイン課

電話
０３－６４３２－７１５１
FAX
０３－６４３２－７９９６

令和4年5月6日

燃えるごみの
収集時間

燃えるごみの収集時間が遅い日には、カラスがごみをまき散らす被害が区内のあちこち
で散見されている。ネットで被っても、最近はカラスに知恵がつき、効果が期待できな
いことも多い。収集時間を一定にできないか。

清掃事務所では効率的な収集・処理が行えるように、職員数や収集する車両台数等を勘案し、清掃車ごとに地域を割り当て、
１台あたり１日に５から６回の収集・運搬を行っています。
そのため、資源・ごみの種類によって収集地域や収集時間、収集する車両も変わり、その搬入先も異なります。さらに、車両
１台あたりの収集に要する作業の時間も異なります。
また、清掃工場のメンテナンスや道路工事等によっても収集時間が変わる場合があります。
なお、カラス被害を最小限に防ぐため、防鳥ネットの使い方など正しいごみの出し方について、利用されている方々に対する
周知等、衛生的に集積所を管理するよう指導を進めていきます。

清掃・リサイクル部
世田谷清掃事務所

電話
０３－３４２５－３１１１
FAX
０３－３４２５－８３８１

令和4年5月6日

砧地域のプ
レーパーク整備
について

大蔵運動公園アスレチック広場にプレーパーク設置計画がありますが、アスレチック広
場は貴重な場で利用者も多いです。プレーパーク設置については、他の場所を検討して
ください。

世田谷区は、世田谷区子ども計画（第２期）後期計画に掲げているとおり、外遊びの機会と場の拡充に力を入れており、砧地
域にも外遊びの拠点となるプレーパークの整備を計画しています。
プレーパークは地域住民と世田谷区の協働事業で、大蔵運動公園アスレチック広場においても、地域住民が中心となり遊び場
を展開しています。
ご意見をいただいたプレーパークの設置については、長年区民に愛されているアスレチック広場の機能も残しながら、地域住
民の願いでもある公園と一体化したプレーパークになるよう整備を考えていきます。

子ども・若者部
児童課

電話
０３－５４３２－２２５４
FAX
０３－５４３２－３０１６

令和4年5月9日

粗大ごみにつ
いて

今朝、自分の共同住宅のごみ収集場所に、他の住居人の方が粗大ごみを出されていまし
た。子供の勉強机や本棚のようで、まだまだ使える品物だったため、できたら再利用し
たいと思いましたが、そのまま持って行っては”持ち去り”の違法になってしまうた
め、区の粗大ごみ受付センターに電話しました。内容を伝えたら、「ごみとして出され
たものの再利用はしておりません」と断られてしまいました。
コロナ渦でごみが増えてしまい、区では何とか減らそうと、ジモティーとの共同された
り、色々努力されていることと思います。しかし、区の再利用への持ち込みはまだまだ
周知されていない、あるいはなかなか予約が空いていないのが実情で、時間がかかるた
め粗大ごみに出してしまう、再利用に回すこと自体面倒臭いということも予想されま
す。
今回の私のように、出された粗大ごみに利用価値を見出しても、残念ながら利用を許可
してもらえないと、捨てられるごみは増える一方です。捨てられてしまった粗大ごみを
再利用させてもらえる機会を区が創っていただくことはできないでしょうか。よろしく
お願いいたします。

粗大ごみの排出申し込みを受け付けている区としては、責任を持って収集運搬・処理を行う必要があるとともに、お申し込み
をされた方の中には、他の方に譲ることを拒絶される方もいらっしゃることも事実です。こうした状況に鑑みまして、資源・
ごみ集積所に排出された粗大ごみを排出申込者以外の方が直接引き取ることはトラブルに繋がる恐れがあり、区としてそうし
た行為を許可・推奨することは難しいと考えます。
ご存知のとおり、株式会社ジモティーとの協定により、粗大ごみのリユースを促進するための実証実験を実施しています。そ
の中で、不要品持ち込みスポットへの区民からの持ち込みだけでなく、粗大ごみとして収集の申し込みのあったものからリ
ユースできそうなものを一部区で回収し、同スポットでの譲渡を行うことも実施しています。また、粗大ごみとして収集した
ものの中から、まだ使用できるものをリペアし、エコプラザ用賀にて展示、抽選による有償頒布を行っています。
今回いただきましたご意見も参考にさせていただきながら、粗大ごみのリユースを促進する仕組みづくりを検討していきま
す。

清掃・リサイクル部
事業課

電話
０３－６３０４－３２９７
FAX
０３－６３０４－３３４１

令和4年5月10日

小学生の荷物
について

登下校の際の荷物の多さには疑問を感じています。暑い時期にマスクを着けて重い荷物
を持っての登下校は熱中症の危険も感じます。週末には上履きや体操服なども加わり、
学期末にはさらに多くの荷物を持ち帰ります。
低学年の子どもには大きな負担です。
一因として、タブレットの影響があると思います。タブレットを持ち帰るのであれば、
宿題に必要なページを写真に撮って教科書は置いてくるとか、オンラインの教材を使用
するとか、荷物を減らすための工夫の余地があるのではないでしょうか。

教育委員会では、児童・生徒の身体的な負担を軽減するため、教科書や学用品等の置き帰りなどによる携行品の削減につい
て、子どもたちの成長に応じた弾力的な運用を行うよう、各学校に周知しておりますが、ご指摘のありました児童用タブレッ
ト端末の配備等も加わり、携行品の削減には各校が工夫を重ねながら取組んでいるところです。
この度のご連絡を受け、教育委員会では、教科書や学用品等の置き帰りを一層進め、携行品の削減に努めるよう、全校に対し
て、改めて周知を行います。 教育政策部

教育指導課

電話
０３－５４３２－２７０６
FAX
０３－５４３２－３０４１

令和4年5月11日



公立幼稚園に
ついて

公立幼稚園が3年保育じゃなく、制度やシステムなどが古いままで世にあっていない。
写真が身近で馴染んだ世代が親になっても、私立のように写真をメールで保護者に回す
ような対応ひとつできない。全て後手後手で現状を放置していながらなにをしているの
ですか。子育てで疲労困憊した世帯は私立に入れるしかなくなるが、入園金の補助が
あったとしてもどんどん金額は上がっている。保育料を無償化にしても、私立は月額払
う施設維持費などの名目で毎年のように費用を上げ続け富裕層しか入れない。公立の幼
稚園は人数も減り続けていいことが何もないです。世田谷区の恥と思った方が宜しいと
思います。どこに言ったらいいのですか。諦めて一年待つ家庭の苦労をわからないのか
なと疑問に思いますし、現状に甘んじていると感じます。下の子を抱えて公立入園を待
つご家庭は家事や育児に追われご意見する声もあまり通らないのではないかと思ってい
ます。自分がそうでした。時間に余裕ができたのは大金払って下の子を私立に入れたか
らです。公立幼稚園の現場の教員の声を聞いて、現代の世にあった柔軟な対応をするべ
きです。

未就学のお子さんの人口の減少や保育待機児の解消など、幼稚園・保育所等の世田谷区内の乳幼児教育・保育施設をめぐる状
況は大きく変化しております。こうした中、ご指摘にもあったように、近年区立幼稚園の在園児数は大幅に減少しているとこ
ろです。
区では、こういった状況を踏まえ、区立幼稚園の教員を含めた検討委員会を設置し、適切な規模や新たな役割など、今後の区
立幼稚園のあり方について検討を行っているところです。
また、検討にあたりましては、区立幼稚園の保護者に対するアンケートや関係者へのヒアリング等を実施するなど、ご意見を
伺いながら進めていきます。
区といたしましては、引き続き世田谷区の乳幼児期の教育・保育の質の向上に向けて、区立幼稚園の適切なあり方について、
検討に取り組んでいきます。
今後におきましても、何かお気づきの点がございましたらご意見いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

教育政策部
乳幼児教育・保育
支援課

電話
０３－６４５３－１５３１
FAX
０３－６４５３－１５３４

令和4年5月12日

児童館のオモ
チャについて

オモチャの種類が少ないので、どの年齢の子どもでも楽しく遊べるような環境つくりを
徹底してほしいです。未就学児の親子がたくさん遊びに来れるよう今一度オモチャの確
認をお願いします。

新型コロナウイルスの感染拡大防止に配慮するあまり、お使いいただく玩具や遊具の数を減らして運営を続けてきたことにつ
きましては確かに改善の余地があり、今後は感染対策を万全にしながらも、お子様が「育ち」に応じて楽しく過ごせるよう、
館内の環境づくりに一層力を入れます。未就学児の親子をはじめ、さまざまな年代の児童にとって児童館が魅力ある居場所と
なるよう工夫を重ね、運営を続けます。

子ども・若者部
児童課

電話
０３－５４３２－２３０６
FAX
０３－５４３２－３０１６

令和4年5月13日

個人宅防災備
蓄への呼びか
け等に不足感
ありです

世田谷区の防災への、個人への呼びかけが不足してると思います。例えば、今時、風呂
に水を貯めるは常識が古いですし。防災備蓄に関する講義、用具の使い方等のプラン
ナー講義的な開催をご検討いただきたいです。個人宅、集合住宅が多い世田谷区ですか
ら、個人の意識アップと、実践練習がないと、水や食料の確保だけではもたない。簡易
トイレを準備しても使い方を知らなければ、汲み取り経験のない世代には適切な処理が
できずに衛生上問題のある避難生活が余儀なくされる。そうならないよう、世田谷区に
は東京都のリーダー的意識まで上げて欲しいです。

区では、在宅避難の推進に向けて、各種広報物において在宅避難の考え方や、災害時の家庭での備えなどを紹介しており、冊
子『せたがや防災』では、携帯トイレの使い方も紹介しています。
今後も、日頃からの備蓄の大切さ、使用方法等について、より分かりやすい周知・啓発に取り組んでいきます。
また、使用方法も含めた備蓄に関する講義の開催については、各総合支所地域振興課と連携しながら検討していきます。 危機管理部

災害対策課

電話
０３－５４３２－２２６２
FAX
０３－５４３２－３０１４

令和4年5月16日

ヘリコプターの
騒音について

ヘリコプターの騒音がひどいです。
飛行時間は早朝から夕方と時を選びません。
また、低空飛行しているため、身の危険を感じます。

区では、ヘリコプターの飛行やその経路に関する報告等を受けていないことから、対象機の判別が困難な状況にあります。民
間機の飛行に関しては国土交通省へ、自衛隊機及び米軍機の飛行に関しては防衛省へお問い合わせください。
なお、お問い合わせの際には、ヘリコプターの飛行時刻や飛行場所、飛行方角、機体の特徴（形状、塗装色等）などの情報が
機種や所属の特定に必要とのことです。
また、機体の特徴等から当該ヘリコプターの運航者が判別できた場合には、当区からも関係機関あてに、なるべく上空を飛行
し、飛行時間を考慮する等、十分騒音に配慮するよう要請をしています。

環境政策部
環境保全課

電話
０３－６４３２－７１３７
FAX
０３－６４３２－７９８１

令和4年5月18日

区立図書館に
ついて

年金生活で節約の必要から、又、死後に物を出来るだけ残さない為、本は買わずに専ら
図書館に頼っています。しかし、脚腰弱り、図書館までの道がとてもきつくなりまし
た。移動図書館を希望します。
もう一つ、せめて返却を駅構内に設置してもらえないかと思います。図書館に返却ＢＯ
Ｘがあるのですから、同様のものを駅に置くのはそれ程難しくないと思います。あとは
それをとりに行く人件費、少し費用がかかりますが、お願い出来ればサラリーマン等も
出勤時、帰宅時に返せ、遅滞もなくなるのでは。

ご提案いただいた移動図書館ですが、世田谷区でも、かつて自動車図書館として、区立図書館未整備の地区を中心に運行して
いましたが、区内全域に図書館施設を整備したことによる利用者減やシステム対応への課題、運行が天候に左右される不安定
さ等の課題もあり、その役割を終え、平成１４年に廃止といたしました。
また返却用のブックポストの駅等への設置につきましては、利便性の向上や延滞の防止等も期待できると思われますが、ブッ
クポストの収容量や回収のための物流システムの構築等の課題もあります。ブックポストを直ちに設置することは、難しい状
況ではありますが、利用の多く見込まれる駅に限定しての設置や近隣に図書館がない地区の駅への設置など、今後、世田谷区
立図書館のネットワークの全体的な整備のなかで検討をしていきます。

生涯学習部
中央図書館

電話
０３－３４２９－１８１１
FAX
０３－３４２９－７４３６

令和4年5月18日

初心者がス
ケートボードを
練習できる場
所を増やしてほ
しい

世田谷区全体では世田谷公園、駒沢公園、大蔵公園とスケートボードができる公園があ
りますが、移動するにも時間がかかってしまいます。
曜日や時間の制限があってもけっこうですので、初心者が家族や近隣の方とふれあい、
練習できるような場所を検討いただけるとありがたいです。

スケートボード練習場所の新規整備については、公園敷地におけるスポーツ施設面積の割合が法令や条例によって制限されて
いることや、騒音等周辺環境に与える影響など課題が多い状況です。
しかし、東京２０２０大会を契機としてスポーツへの関心が高まり、ニーズも多様化していることは、区としても認識してお
ります。
区民の皆様がより良い環境で様々なスポーツに触れていただけるよう、今回いただいたご意見につきましては今後の施設整備
の参考とさせていただきます。

スポーツ推進部
スポーツ施設課

電話
０３－５４３２－２７４４
FAX
０３－５４３２－３０８０

令和4年5月19日

蚊の対策要請

 世田谷区に一年ちょっと前に住み始めましたが、とにかく蚊が多いことにびっくりして
おります。これまで中野区や、豊島区、さらに田舎の広島にも住みましたが、ここまで
蚊に刺されることがなかったです。
 蚊による感染症予防の観点からも、ぜひ原因究明と対策を講じていただきたいです。よ
ろしくお願い致します。

世田谷区は、緑地面積の比率が２３区内で第２位と、２３区の中でも緑の豊かな区としても知られています。緑豊かな住環境
を守るとともに、区民の健康を守るため蚊媒介感染症対策へも次の通り取り組んでおります。
①蚊の発生予防対策
 区内施設にリーフレットを配付し、蚊の発生予防対策の実施を依頼しています。区立公園内の雨水ます、砧公園及び駒沢オリ
ンピック公園周辺の区道雨水ますに昆虫成長制御剤を定期的に散布しています。区民から蚊の発生相談があった区道雨水ます
にも散布しています。
②蚊の生息密度調査
 ５～１１月の期間中、月に１回、蚊の生息密度実態調査を実施しています。また、東京都では、感染症媒介蚊サーベイランス
として砧公園及び駒沢オリンピック公園において、定期的に蚊のウイルス保有調査を実施しています。
③区民への蚊についての普及啓発
 区内掲示板でのポスター掲示、区のおしらせ、ホームページ
（https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kurashi/006/003/d00140074.html）等の広報媒体に掲載、各まちづくり
センターでのチラシの配布、町会自治会でチラシ回覧等により蚊の発生予防対策を周知して、蚊に刺されないための注意喚起
を行っています。
 今後も蚊媒介感染症の発生状況に注視しつつ、蚊媒介感染症の防止に向けた取組を積極的に進めていきます。

世田谷保健所
生活保健課

電話
０３－５４３２－２９０３
FAX
０３－５４３２－３０５４

令和4年5月20日

京王線下高井
戸駅周辺の放
置自転車及び
違法駐輪対策

京王線下高井戸駅周辺の放置自転車及び違法駐輪対策について効果的な対応をお願いす
るものです。
区道に違法駐輪があり非常に困っています。
周辺の方々に聞き込むと、かなり前から違法駐輪され全く解決されてないとのことでし
た。
月に何度見回っているとか、何度放置自転車撤去してるなど、そのような当たり前の回
答は無意味なので、効果的な対応をしてください。
毎日撤去するなど根気強くやり、違法駐輪されないようにしてください。
また、空き店舗のシャッターには大きな落書きもあり、こんなにひどい状態になってい
ることに怒りを覚えます。
具体的かつ効果的な対応策について回答してください。

ご意見をいただきました場所は、下高井戸駅周辺の「自転車等放置禁止区域」に設定しております。まずは、現地における放
置自転車撤去の手配をいたしました。しかしながら、通常の活動では状況が改善されていないとのことですので、今後更に、
巡回や啓発指導を強化できるように努力していきます。
区としましては、下高井戸駅の自転車等放置禁止区域において、今まで以上に放置自転車の撤去活動に注力するとともに、い
ただいた貴重なご意見も参考にし、区内４０の鉄道駅において鉄道事業者の協力も得ながら、放置自転車のない安全・安心な
まちづくりを進めていきます。今後ともご理解とご協力の程よろしくお願いします。 土木部

交通安全自転車課

電話
０３－６４３２－７９６６
FAX
０３－６４３２－７９９６

令和4年5月25日



 生ごみ処理機
の助成金に関
して

他区でも徐々に導入されている生ごみ処理機の助成金ですが、世田谷区でも今後導入す
る可能性はありますでしょうか。
また導入されないのであれば、理由を教えていただけると幸いです。
ご回答よろしくお願い致します。

お問い合わせいただいた、生ごみ処理機購入費の助成につきましては、以前、世田谷区で実施しておりましたが、申請者数減
少のため、平成２４年度で家庭用生ごみ処理機購入助成制度を終了いたしました。大変申し訳ございませんが、現在も導入の
予定はございません。なお現在は、生ごみ処理機購入費の助成に替えて、生ごみ堆肥化講習会や生ごみカラッと講習会等の各
種講習会を年間を通じて実施し、生ごみの減量に向けた普及啓発を行っております。
今後も生ごみの減量に向けて、より良い取組みを実施していきます。

清掃・リサイクル部
事業課

電話
０３－６３０４－３２５３
FAX
０３－６３０４－３３４１

令和4年5月26日

「プラスチックゴ
ミのリサイクル
について」

渋谷区で行っている、週1回のプラスチックゴミの回収を、世田谷区でも実施して頂き
たいです。
世田谷区では、リサイクルや環境に関心がある人が、自らリサイクル場に持ち込むシス
テムしかありません。
電車が主な移動手段の東京では、大量のプラスチックゴミや衣類の持ち込みはし辛いで
す。
温暖化による災害が、世界中で以前より深刻になっている今。
温暖化に関心が無い方々も、普段のゴミ出しでリサイクルが出来るような取り組みを、
是非行って欲しいです。

プラスチックごみのリサイクルについてですが、世田谷区では資源化ルートが確保された一部のプラスチックを除き、可燃ご
みとして収集し、焼却する際に発生する熱で発電を行うことで清掃工場の稼働や近隣の温水プール、区内施設の冷暖房の電力
として有効活用するサーマルリサイクルを行っております。
一方で、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の施行により、環境に配慮した持続可能な循環型社会の実現
を目指す世田谷区においても、プラスチックの分別収集に向けた社会的要請は日々高まっているものと考えております。
プラスチックの分別収集にあたっては、リサイクルの手法により二酸化炭素削減効果が大きく変化することや、実施にあたり
多大な経費が必要となるなどの課題があるため、国や都の支援策の動向、及び他自治体の取り組みを注視するとともに、清
掃・リサイクル審議会等を通じて十分な検討を行い、世田谷区としての方針・対応を今後決定していきます。

清掃・リサイクル部
事業課

電話
０３－６３０４－３２６７
FAX
０３－６３０４－３３４１

令和4年5月26日

外国人児童の
支援について

日本で生活をする外国人児童は、言語の制約の為、色々な行政サービスを受けられず不
利だと思います。
保育無償化を利用しても、インターナショナルスクールなどに通う場合、月に数十万以
上も負担がありますし、小学校以上になると何も補助がなくなります。
他にも発達障害がある場合など、発達検査や療育など全ての行政サポートは日本語での
ものに限られ、英語でのサポートは皆無です。
発達障害の子供は、新たな文化や環境、言語に慣れることが容易ではないことも多く、
そのためインターナショナルスクールに通わせる選択しかないという家族も多いと思い
ます。
そうすると、高額な学費、健康保険の使えない高額なセラピー代、本当に家計を圧迫し
てしまいます。
そのような必要経費を差し引く前の所得金額より税金は引かれてしまう為、ますます自
由に使えるお金は少なくなります。
日本に住む以上外国人も平等に税金を収めているのに、困っている人ほど受けられる
サービスに制約が出てしまうのは、平等ではないと思います。

世田谷区では、日常生活や行政に関することで悩んだり、わからないことなどの相談には電話無料相談にて外国語で応じてい
ます。
また、お子様の生活や教育に関する相談を行う教育相談や、障害や発達上の特性のあるお子さんの就学に向けた相談を行う就
学相談では、外国籍の方のために多言語の通訳で相談対応できるように準備をしております。
外国籍生徒とご家族に関してご心配な点がございましたら、ご相談ください。

教育政策部
教育相談・支援課

電話
０３－６４５３－１５１１
FAX
０３－６４５３－１５３４

令和4年5月26日

区の施設利用
の際の体調確
認書の記入に
ついて

総合運動場、大蔵第二運動場をよく利用しています。
利用の際に体調確認書を提出する必要があり、名前・電話番号・体調チェックを記入し
て提出しています。
クラスターが発生した際の連絡のためということでしたが、もうそろそろ必要ないので
は。
今はまったく必要性を感じられず、続けていることが資源の無駄遣いとしか思えず残念
でなりません。

区立スポーツ施設では、スポーツ庁が定めている『社会体育施設の再開に向けた感染拡大予防ガイドライン』（以下「ガイド
ライン」）に基づき感染拡大予防対策等を実施しています。ガイドラインにおいては、施設管理者が実施すべき感染拡大防止
策として、利用者による体調確認書の提出を定めていることから、現在区立スポーツ施設においても利用者の皆様へ提出をお
願いしています。
一方で、昨今は感染状況も落ち着いてきており、マスクの着用義務も緩和されてきております。体調確認書についても、その
必要性を施設管理者である（公財）世田谷区スポーツ振興財団と検討しておりますが、見直しや廃止を含め、実施時期につき
ましてはスポーツ庁の動きも見ながら判断していきます。

スポーツ推進部
スポーツ施設課

電話
０３－５４３２－２７４４
FAX
０３－５４３２－３０８０

令和4年5月26日

庁議の公開に
ついて

世田谷区の庁議はフルオープンにすべきである。報道機関も含めて誰でも自由に傍聴で
きるよう、前もって提出資料と共に日程が公表されるのが望ましい。
そもそも、令和４年１月で公表が止まっている現状は是正すべきで、昭和５０年代に
遡って全ての庁議資料・議事録を本庁・支所・図書館・出張所・学校図書館の全てに配
架せよ。誰もが等しく庁議について必要とする情報が得られるよう支援するため、円滑
な運営のために庁議課を新設せよ

世田谷区では、広報活動、情報公表、情報提供などによって区政運営の透明性の向上、区民参加の促進等を図り、一層開かれ
た区政の実現を目指して情報公開制度の総合的な推進を図っています。
庁議における検討又は協議に関する情報については、意思形成過程情報に関わるものであり、公にすることにより、率直な意
見の交換若しくは意思決定の中立性が損なわれるおそれ、区民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与
え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるものにあたり、庁議自体の公表は考えていません。
会議録及び付議資料の公表については、令和４年２月・３月は庁議を開催していないため、現在、１月分までの公表となって
いますが、令和４年度開催分についても順次区ホームページ、本庁舎区政情報センター及び各支所区政情報コーナーにおいて
公表します。各資料閲覧場所（区ホームページ、区政情報センター及び区政情報コーナー）では当年度に加え直近３年間の資
料を閲覧いただけますが、今後、本庁舎区政情報センター及び各支所区政情報コーナーでは当年度に加え直近５年間の資料
を、区ホームページにおいては庁議公表の取り組みを開始した平成２５年度からの資料を閲覧いただけるよう改善します。
また、地域の皆様におかれましても、各支所区政情報コーナーにおいて資料を閲覧していただけることから、その他の公共施
設への配架は予定していません。
今後とも、政策企画課において円滑な庁議運営を行い、区民の皆様へ適切な情報提供を行えるよう努めていきます。

政策経営部
政策企画課

電話
０３－５４３２－２０３２
FAX
０３－５４３２－３０４７

令和4年5月30日


