
区 民 の 声 の 公 表 （令和４年６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

川場移動教室
の放射線量の
測定とその情
報発信につい
て

教育委員会作成の川場移動教室のお便りに川場区民健康村施設の放射線量について、もう10
年が経って情報の優先度は下がっているはずなのに、多くのページがさかれていて違和感と不
安を覚えます。
また、いまだに年4回も放射線量を測定されていて、測定の委託費がかかっているのでしょう
か。
ほぼ必要とされない情報にコストをかけて発信するのは無駄のように感じます。

川場移動教室の実施にあたり、学校より保護者の皆様にお配りした「川場移動教室について」の資料は、東日本大震災での福島
原発事故後に川場村での放射線量が高くなったことに対して、正確な情報を保護者にお届けすることで、移動教室に安心してご
参加いただけるように作成しています。
放射線量の測定については、法律に基づく汚染状況重点調査地域の指定が川場村で継続されていることから、移動教室に安心し
てご参加いただくために引き続き実施する必要があると考えいます。
区では、委託契約を結び、年４回、施設の水道水の放射能測定を実施しています。移動教室を含めて一年を通じて多くの区民の
皆様にご利用いただく施設ですので、安心してご利用いただくためにも、定期的に放射能測定を実施し、安全を確保することが
区民健康村施設の管理運営上の責務であると認識しています。
一方で、原発事故から１０年が経過し、川場移動教室を毎年実施してきたことや現在の新型コロナウイルス感染症の状況を踏ま
え、保護者の皆様にお知らせする情報の優先度、分量としての見直しが必要と考えており、今後掲載する情報を精査し改善に取
り組んでまいりたいと考えております。

生活文化政策部
区民健康村・ふる
さと・交流推進課

教育総務部
学務課

電話
０３－６３０４－３５９４
FAX
０３－６３０４－３７１４

電話
０３－５４３２－２６８６
FAX
０３－５４３２－３０２８

令和4年6月1日

ふれあい農園
について

ふれあい農園や他の催し物の募集で、小学生の子どもがいる世帯という条件をつけているもの
が多々あります。
どんな年齢でも、危険でない限り子どもに色々な体験をさせたい親御さんは多いと思います。
同じ条件で税金を払っているのにどうして小学生のいる世帯優先なのか不思議ですし、体験で
きずとても残念な事が何度もありました。自治体開催のものは多くの人に門戸を開けてほしい
です。

ふれあい農園事業は、区民の方に区内農家が育てた農産物の収穫体験を通して、都市農業への理解を深めていただくことを目的
に実施しています。
ご指摘の事業は、親子での収穫体験とともに農家からのお話を聞いて学んでいただくことで、子どもたちにも都市農業への関心
と理解を目的として２０年ほど前から実施しているものです。
この他にも多くのふれあい農園事業を行っており、募集対象を限定せずに実施しています。また、直接農園に行って収穫体験が
できるものもありますので、ご活用いただければ幸いです。

経済産業部
都市農業課

電話
０３－３４１１－６６５８
FAX
０３－３４１１－６６３５

令和4年6月1日

図書館のカード
について

図書館のカードですが、携帯のアプリにしてほしいです。世の中のキャッシュレス化が進み、
サイフを持ち歩かない時代になりつつあるからです。アプリ上でバーコードを表示して、アカ
ウントをデータベースと一対一にひもづけするだけのアプリなので、開発自体のコストも安い
と思います。

ご提案いただいたように、スマホ等にバーコードを表示させ、図書館共通利用カードがなくとも貸出等が可能になれば、より利
用者の利便性が向上すると考えています。またバーコード表示ではなく交通系ICカードやスマートフォン等のFeliCaを活用し
た方式もあり、２３区の図書館でもバーコード表示が１区、FeliCaが３区と徐々にではありますが増えてきています。
 区の現在の運用では、カードの所持をもって本人または本人の代理人と見做していること、また一部の資料を館内で閲覧する
際には、その間カードをお預かりすることとしているなど、解決しなければならない課題もあります。今後、図書館システムの
更新等の機会を捉え、他自治体の図書館の先例や動向等も踏まえ、利用者の利便性の向上に向けて、検討を進めてまいります。

生涯学習部
中央図書館

電話
０３－３４２９－１８１１
FAX
０３－３４２９－７４３６

令和4年6月2日

歩きタバコ、飲
食店の店先で
の喫煙につい
て

最近、店先に灰皿を置き喫煙する人が増えているように思います。
区内飲食店で禁煙を呈示している店も結局は店先で喫煙を許しているのが現状です。
茶沢通りは、歩きタバコ者が多く小さいお子さんへの健康被害も多大です。

区では、屋外の公共の場所等での環境美化及び迷惑防止を促進するため、「世田谷区たばこルール」を定め、区内全域の道路、
公園は喫煙禁止としています。
今回お申し出の地域については、環境美化指導員による巡回を併せて実施し、路上喫煙が確認された場合には指導を行います。 環境政策部

環境保全課

電話
０３－６４３２－７１３７
FAX
０３－６４３２－７９８１

令和4年6月2日

災害時の電気
の供給および
自宅での備え

直下型地震の際、電気の供給が復旧するまで約1ヶ月かかるとききました。
家庭での電気の備えはどの様にしたら良いのでしょうか。
そもそも直下型地震の場合、自宅に戻ることは難しいので戻ってからの計画停電に対しての蓄
電池などでしょうか。それともソーラーパネルと蓄電池の設備など大がかりなものでしょう
か。
地震災害の際、個人でできる電気対策を教えてください。
また避難所では電気の供給設備はどの様になっているのでしょうか。

区では、発災時に停電が起きることを想定して、発電機や蓄電池を各避難所に配備しており、避難者の受け入れや情報連絡活動
などに必要な3日分相当の電力を確保しています。
しかしながら、こうした電力は主に避難所の運営に必要となる機器類の稼働のために使用されることとなり、区内全体で必要と
なる電力を十分に賄えるものではありませんので、各個人での備えが重要となります。
区では防災用品のあっせんを行っており、スマホ充電用のポータブルソーラー充電器等も取り扱っておりますので、こうした制
度も活用していただきながら、日頃からの家庭での備蓄に努めていただくようご協力をお願いいたします。

参考【区ホームページ】防災用品のあっせん（ページ番号28794）

危機管理部
災害対策課

電話
０３－５４３２－２２６２
FAX
０３－５４３２－３０１４

令和4年6月7日

区ホームページ

防災用品のあっ
せん

犬のフンの放
置について

犬のフンの放置対策について、「犬のフン尿放置禁止」のプレートでは全く効果がないように
感じているので、イエローチョーク作戦をご検討いただけないでしょうか。
昨年、犬と共に引っ越してきました。散歩場所も多く引っ越して来て良かったと思っています
が、他の地域に比べて飼い主の、特にフン尿の処理に関してマナーがあまり良くない方が多い
ように感じています。
緑地では、「犬の放し飼い禁止」となっているにも関わらず、リードを外して走らせている方
を多く見かけます。中には飼い犬から目を離した隙にうんちをして、結果的に放置してしまう
方もいます。
イエローチョーク作戦は、地域の目があることを意識してもらうのに非常に効果的なのではと
思います。
きちんとルールとマナーを守り、犬を飼っている人もいない人も快適に暮らせるように検討を
お願いします。

イエローチョーク作戦については、複数の自治体で取り入れられ、効果が出ているという声も聞かれるものの、効果の検証はこ
れからというところも多くあります。また、犬のフンを一週間程度放置することによる衛生上の問題や、区民の理解を得ること
の困難さなどの課題があります。
今後は、他自治体の情報収集等を行いながら、イエローチョーク作戦の有効性を研究していきます。
また、犬のノーリードについては、東京都動物の愛護及び管理に関する条例により、飼い主は犬を散歩させる場合、犬を適切な
長さの綱や鎖等で確実に保持することが義務付けられています。
昨年は、公園管理事務所や警察署と連携し、保健所職員がパトロールを行い、ノーリードの飼い主に声掛けや啓発チラシを手渡
すなどしました。今後とも飼い主の散歩マナーの向上に取り組んでいきます。

世田谷保健所
生活保健課

電話
０３－５４３２－２９０８
FAX
０３－５４３２－３０５４

令和4年6月7日

https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kurashi/005/003/001/d00028794.html
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kurashi/005/003/001/d00028794.html
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kurashi/005/003/001/d00028794.html
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kurashi/005/003/001/d00028794.html


[ほっとステイについて]
ご意見としていただきました、ほっとステイの新規開設、既存のほっとステイの定員増、またインターネット申込み等による利
便性の向上については、各ほっとステイ運営事業者・団体とも共有し、事業の参考とさせていただきます。今後子育てに関する
支援・サービスが少しでもご利用しやすくなるよう努めてまいります。
なお、子育ての不安や悩みを一緒に考え、お手伝いをする事業として「世田谷区地域子育て支援コーディネーター」がありま
す。ご本人の状況に合わせて、民間の子育て支援サービスの情報等も含め、様々な提案や情報提供、相談等を行っております。

子ども・若者部
子ども家庭課

電話
０３－５４３２－２５６９
FAX
０３－５４３２－３０８１

[認可保育園について]
区では、区立認可保育園では定員の空きがある保育園で各一名の受け入れ枠をもうけており、一時保育の園児についても通常保
育の園児とともに保育を行い、０歳児保育実施園で定員に空きがある場合は、０歳児の受け入れを行っています。一方、私立認
可保育園では保育園の人員・施設の基準を通常保育と同等に満たした一時保育専用室で一時保育を行っています。保育士の職員
配置については、０歳児３人に対して保育士１人を配置するという基準があり、施設基準の中で０歳児室については安全性への
配慮等から、他の児童が立ち入れないよう物理的に区画することとされています。一時保育専用室では１歳児以上の他児と物理
的に区画できないことから、私立認可保育園では０歳児の一時保育の受け入れが難しい状況となっています。
また、一時保育や緊急保育の情報提供については、世田谷区のホームページや保育のごあんないでの掲載とあわせて、各総合支
所子ども家庭支援課の窓口にて「一時保育のご案内」「緊急保育のご案内」を配布しています。

保育部
保育運営・整備支
援課

電話
０３－５４３２－２３２０
FAX
０３－５４３２－３０１８

他1件

[認証保育園について]
認証保育所では、各施設の特色を生かした保育事業を実施しており、「０歳児の一時保育」を実施している施設もございます。
詳細は各認証保育所にお問い合わせください。
現在区では、認証保育所において、地域の子育て支援施設としての役割強化の観点から、テレワークやパートタイムなど働き方
の多様化に対応するため、短時間（１日８時間週３日、月９６時間以上）でも利用できるよう、令和４年４月に制度を改正しま
した（施設によって契約できる時間は異なります）。いただいたご意見を踏まえ、さらなる拡充についても検討してまいりま
す。

保育部
保育認定・調整課

電話
０３－５４３２－２３２４
FAX
０３－５４３２－３０１８

ワーキングス
ペース開設の
要望について

ワーキングスペースとして使える区管理ののフリースペースが京王線沿線にひとつもありませ
ん。
烏山区民センターや粕谷区民センターで使われていない会議室をフリースペースとして開放す
ることを望みます。

烏山区民センター、粕谷区民センターの会議室は、公共施設利用案内システム「けやきネット」にて、一般団体の団体登録をし
ていただき、団体で利用していただくものとなっています。
ただし、烏山区民センターの大広間、粕谷区民センターの大広間と和室については、午前９時から午後５時までの時間帯は区内
に住所を有する方に限り、個人で利用できます。大広間、和室の個人利用では、他の利用者と譲り合っての利用をお願いしてい
ます。
また、烏山地域の中では、上北沢地区会館に、区内在住、在学、在勤の方が個人で利用できる学習室があります。利用時間は午
前９時から午後１０時までで、休館日は第２・第４月曜日及び１２／２８～１／４です。
いずれも、ご要望にあるワーキングスペースとして使える区管理のフリースペースには当たらないと存じますが、現在の区民集
会施設の利用方法として考えられるものとなります。
いただいたご意見は、今後の区民利用施設の検討において参考とさせていただきます。

烏山総合支所
地域振興課

電話
０３－３３２６－９３７６
FAX
０３－３３２６－１０５０

令和4年6月13日

小学校の子供
のタブレット教
育について

小学校教育でタブレットを使わせるのをやめていただけないでしょうか。子どもがタブレット
を毎日持ち帰るようになってから、片道25分の距離を毎日ランドセルで登下校し、子供が肩
や背中の痛みを訴え始めています。上の子は6年ですが、背中の骨が曲がってしまい、このま
までは取返しのつかないことになりかねません。宿題として、タブレットでインターネットで
何かを調べてまとめるようなものがよく出るのですが、タブレットを利用するなら、学校内に
限っていただき、持ち帰らせて宿題にさせるのは本当にやめていただきたいです。

学習用タブレット型端末につきましては、児童・生徒が様々な場所で使用する際における故障や破損等を防ぐ観点から、保護
ケース一体型のキーボードを備え付けた仕様となっております。
タブレットを日々の登下校で持ち運ぶことによる深刻な影響が懸念される場合等、状況によってはタブレット端末を学校で保管
することもできますので、ご希望の場合は学校へご相談願います。
また、区教育委員会では、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。今後も、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、各学校に呼び掛けてまいります。

教育政策部
教育ICT推進課

電話
０３－５４３２－２９６９
FAX
０３－５４３２－３０４１

令和4年6月13日

医療用ウィッグ
助成金につい
て

働きながら、普段の生活を送りながらがん治療を行う事が当たり前になってきています。
抗がん剤治療をするにあたり、患者側が一番気にする副作用が脱毛です。ウィッグの心配が無
くなるだけでも治療に前向きになり、社会復帰も早くなります。
東京都内でもいくつかの自治体では医療用ウィッグの助成がありますが、世田谷区はありませ
ん。
現在、AYA世代、子育て、仕事とちょうど忙しい世代のがん罹患も増えています。
ぜひ医療用ウィッグの助成金について前向きに検討よろしくお願いします。

区では、がんになっても自分らしく暮らせる地域社会の実現を目指し、世田谷区がん対策推進計画に沿って、がん対策を推進し
ております。
がんの治療等に伴う外見の変化が治療や就労への意欲を低下させることもあることから、医療用ウィッグの重要性は認識してお
りますが、医療用ウィッグの助成については、国や近隣自治体等の動向を注視してまいります。 世田谷保健所

健康企画課

電話
０３－５４３２－２４４７
FAX
０３－５４３２－３０２２

令和4年6月14日

教育総合セン
ターのSTEAM
教育ワーク
ショップについ
て

新しい教育総合センターがオープンし、魅力的なワークショップも開催されているようです
が、教育講座は毎月土曜日など学校がお休みの日に限られています。
学校に行くことができないことで学ぶ機会を失っている子ども達に、優先的に参加できる講座
があったらと思います。全ての子どもの学習権を保障する意味でもご検討お願いします。

STEAM教育講座について、準備や講師などの手配を踏まえ、学校へ通っている・通っていないに関わらず、できる限り多くの
子どもに学びの機会を提供することを目指しているため、長期休業期間以外の平日に開催する予定はなく、毎週土曜日と学校の
長期休業期間の実施としています。 教育政策部

乳幼児教育・保育
支援課

電話
０３－６４５３－１５３５
FAＸ
０３－６４５３－１５３４

令和4年6月16日

ごみ処理につ
いて

家庭ごみの約4割程度は生ごみで、水分量が多く、燃やすのに多くのエネルギーが必要だと聞
きました。これらを生ごみ処理機で処理することで、ごみやエネルギーの削減につながるので
はないでしょうか。
東京都内でも、生ごみ処理機に対する助成金が出ている地域もありますが、なぜ住宅地の多い
世田谷区は行っていないのでしょうか。

区では、家庭ごみの組成分析調査の結果、可燃ごみの約３割が生ごみであることが分かっています。また、生ごみは約８割が水
分であることから、燃やすためには多大なエネルギーが必要であり、生ごみの減量は重要な課題となっています。
お問い合わせいただきました生ごみ処理機購入費の助成につきましては、平成２４年度まで実施しておりましたが、申請者数減
少のため、現在は終了しております。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ているほか、生ごみの水切りの呼びかけ等、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、より効果的な取組みを実施してまいります。

清掃・リサイクル部
事業課

電話
０３－６３０４－３２５３
FAX
０３－６３０４－３３４１

令和4年6月16日

路上喫煙につ
いて

ここ最近路上でタバコを吸うマナーのなってない大人が多い気がします。
東京都内では大体の場所で路上喫煙が禁止されているにも関わらず、吸っている人が多すぎる
ように感じます。きちんと喫煙所があるのに、通学路など子どももたくさん通るような場所で
平気な顔して吸っている人がいます。条例とはなんのためにあるのでしょうか。例えば路上喫
煙を禁止する条例は子供の健康やタバコが嫌いな人を不快にさせないためや、喫煙者に悪いイ
メージがつかないようにするものなのではないのでしょうか。それなのにルールを守れず他の
喫煙者の人にまで迷惑をかけるような人にはさらに厳しい罰が必要かと思います。

区では、屋外の公共の場所等での環境美化及び迷惑防止を促進するため、「世田谷区たばこルール」を定め、区内全域の道路、
公園は喫煙禁止としています。
また、たばこルールの実施にあたり、環境美化指導員による巡回や電柱巻看板の設置、路面標示シートの設置、区のおしらせ等
による情報発信、地域の自治会・町会と協力したキャンペーンの実施などに取り組んでいます。
引き続き「世田谷区たばこルール」の普及啓発に努め、地域のたばこマナーが向上するまちづくりを目指していきます。 環境政策部

環境保全課

電話
０３－６４３２－７１３７
FAX
０３－６４３２－７９８１

令和4年6月16日

令和4年6月8日

保育部
保育認定・調整課

電話
０３－５４３２－２３１３
FAX
０３－５４３２－３０１８

令和4年6月13日
双子助っ人くじ
利用のお願い

区では、集団保育による保育の質を確保するという方針にもとづき待機児童の解消を目指してきた経緯から、お問合せのありま
した多胎児向けのベビーシッター利用者支援事業は実施しておりません。
保育を必要とされる場合であれば、認可保育園の入園申込みに関するご相談について、お住まいの地域の子ども家庭支援セン
ターで受け付けております。
また、認可外保育施設についても下記のページでご案内しております。認可外保育施設は、利用者が施設と直接契約する形に
なっており、施設や世帯状況により、保育料負担軽減補助制度がありますので、ご検討いただければと思います。

双子、みつご家庭にベビーシッターを派遣する民間事業を知りました。
困ったときにすぐ利用しやすい、登録もLINEでわかりやすい事業の様です。ぜひ利用できる
ように予算をつけてもらえないでしょうか。

区で子育てをしている専業主婦です。体調を崩して区の一時預かり・保育を利用したいと考え
ましたが、利用できない・しづらいと感じたので改善して頂きたい点をお伝えします。

・「ほっとステイ」が利用しづらい
受け入れ可能な定員を増やしてほしいし、「ほっとステイ」自体を増やしてほしいです。
また、電話予約でなくインターネットで予約できるようにしてほしいです。
空き状況などもネットで確認できるようにしてほしいです。

・「０歳児の一時保育」をしてくれる認可・認証保育所を増やしてほしい
一時保育をおこなっている保育所が一歳からしか預かってもらえないため、０歳児だと預かっ
てもらえる場所が民間のベビーシッターサービスしかなく、高額で利用できません。

・認可・認証保育所で「スポット利用枠」を設けてほしい
例えば週三日パート勤務で働いている人達も利用できるような「スポット利用枠」を設けてほ
しいです。
リモートワークが増えて出勤回数が減っている人も増えたし、多様な働き方支援にもつながる
と思います。

・緊急時すぐに預かってもらえる場所や、そういった情報の提供・周知をしてほしい
専業主婦はコロナ禍ということもあって孤立しがち、閉じこもりがちなので、そういった人が
気軽に緊急時(子どもの兄弟の病気や身内の不幸、体調不良など)に預けられる場所や情報提供
をしてほしいです。

区の一時預か
りや一時保育
について



公共施設での
Wi-Fiについて

世田谷では、世田谷公園や、図書館で、フリーWi-Fiが使えて、とても便利になりました。
ただ、真夏、真冬になりますと、図書館は大変混み、公園なども、行けなくなります。
がやがや館など、ほかの区民施設での、フリーWi-Fiの拡大はしていただけないのでしょう
か。

世田谷区立健康増進・交流施設「せたがや　がやがや館」においては、今年度より会議室や運動室の利用者の皆様に無料でご利
用いただけるフリーWi-Fiを整備したところです。
また、本庁舎やまちづくりセンターをはじめ、区内の一部公園や主要鉄道駅の周辺等には、SETAGAYA Free Wi-Fi整備をし
ています。本事業の効果検証を実施した上で、今後のWi-Fi整備について検討してまいります。

政策経営部
政策企画課

電話
０３－５４３２－２０３２
ＦＡＸ
０３－５４３２－３０４７

令和4年6月21日

区のSDGs取組
みについて

日本の自治体のSDGsへの取組みは遅れていますが、世田谷区もごみ削減とリサイクルだけで
は、以前からやっていたことのただの紐づけに過ぎず、SDGsウォッシュと判断されかねませ
ん。
SDGsへの取組みは国際的流れで、今後ますます避けられなくなりますし、本物と偽物の判定
が明確になっていくと考えます。

国が示しているＳＤＧｓ実施指針では、地方公共団体に対して、行政計画へのＳＤＧｓの反映や様々なステークホルダーとの連
携の推進等の役割を求めています。これを踏まえ、令和４年３月に策定した「世田谷区未来つながるプラン2022－2023（実
施計画）」では、計画に基づく個別の施策とＳＤＧｓの関連を明らかにするとともに、関連性を意識しながら横断的な施策展開
を図り、持続可能な地域社会の実現に向けてＳＤＧｓと一体的に推進していくことを掲げたところです。
現在区では、令和６年度を初年度とする次期基本計画の策定に向けた検討を進めています。次期基本計画の計画期間内にＳＤＧ
ｓの目標年限である2030年を迎えることから、計画の検討にあたっては、ＳＤＧｓの推進の視点も重要だと考えており、「誰
一人取り残さない」包摂的な社会の実現に向け、今後の10年を見据えた施策展開について具体的な検討を進めてまいります。
いただいたご意見・ご提案の趣旨も踏まえまして、引き続きＳＤＧｓの理念の実現に向けて取組みを進めてまいります。

政策経営部
政策企画課

電話
０３－５４３２－２０３２
ＦＡＸ
０３－５４３２－３０４７

令和4年6月21日

低所得子育て
世帯給付金に
ついて

所得制限を設けずに、子育て世帯全体を支援してほしいです。国からの支援に上乗せして支給
するのはでなく、子ども達に平等に給付して頂きたいです。

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等の状況下、子育て等において多大なるご心労お察
しいたします。
「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」は、令和４年４月２８日に閣議決定した令和４年度補正予算に
より実施する事業であり、新型コロナウイルス感染症の影響による失業や収入減少の中で食費等の物価高騰等の影響を受けて損
害を受けた低所得の子育て世帯を対象としています。区としましても、特に低所得世帯の家計状況の悪化が想定されることか
ら、区の上乗せ分を支給することとしました。
対象者の内、令和４年４月分の児童扶養手当受給者の方には６月中、令和４年度分の住民税均等割が非課税で令和４年４月分の
児童手当受給者の方については７月中に支給を行う予定としております。
また、上記の他、令和４年度分の住民税均等割が非課税の子育て世帯以外にも、令和４年１月以降に家計が急変し、令和４年度
分の市町村民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方も対象としております。
給付対象の拡大等子育て世帯への助成の充実ついては、いただいたご意見や、他自治体の制度等も参考に、今後の施策への参考
とさせていただきます。

子ども・若者部
子ども家庭課

電話
０３－５４３２－２３０９
ＦＡＸ
０３－５４３２－３０１６

令和4年6月22日

区外のグルー
プホームで生
活する知的障
害者の移動支
援について

家族が区外のグループホームで生活しています。重度の知的障害があり、外出には必ず付添が
必要です。そのため入居時より区外で対応していただける事業所を探してもらっていますが未
だに見つかりません。理由は、世田谷区の移動支援事業所として登録するためには、移動支援
だけでなく居宅介護も行っている事業所でなくてはならず、そのような事業所が少なくて引受
先を見つけることが困難だからです。移動支援のみ、あるいは作業所を運営しながら移動支援
にも取り組んでいる事業所はあるそうです。日常生活の支援はグループホームで受けていま
す。なぜ外出する支援を受けるために居宅介護が必要なのでしょうか。区内でグループホーム
が見つからず他の自治体を利用せざるをえないのです。生活する地域の実情に沿って移動支援
が受けられるようにご検討していただきたいと思います。

区では、移動支援事業者の要件について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）
第３６条の規定に基づき都道府県知事が指定した指定障害者福祉サービス事業者（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援
護、重度障害者等包括支援に限る。）又は同法第３０条第１項第２号イに規定する事業を行う事業者のうち同法第５条第２項の
居宅介護を提供する事業者であることを要する、と定めています。
これは、移動支援事業者としての質を担保するとともに、利用者が安心してサービスを利用していただけるよう、障害者福祉
サービス事業所としての指定基準を満たすことを要件としているものですので、何卒ご理解いただければと存じます。なお、こ
の要件は、指定基準を満たすことを確認するためのものであり、当該事業者が、居宅介護（ホームヘルプ）事業者として日常生
活の支援を提供していることを求めるものではありません。
移動支援事業者の質の担保と利用者の安心のため、事業者の要件については、今後も機会を捉えて検討してまいります。

障害福祉部
障害施策推進課

電話
０３－５４３２－２４１４
FAX
０３－５４３２－３０２１

令和4年6月23日

古紙回収につ
いて

週一回土曜日朝から古紙回収されていますが、一般の業者が行政の車が回収に来る前に回収し
てしまいます。転売されるのは許せないと思います。対策をお願いします。

区では、資源や不燃ごみ等の持ち去りを防ぐため、民間会社によるパトロールを随時実施しています。いただいた情報に基づ
き、お住まい周辺のパトロール強化に活用します。
持ち去り行為を見かけましたら、下記担当まで持ち去りを行っている車両の情報や時間帯等をお知らせください。
その他、区が実施している持ち去り防止対策の詳細は、区のホームページよりご確認いただけます。

参考【区ホームページ】持ち去り防止対策（ページ番号　190100）

清掃・リサイクル部
事業課

電話　０３－６３０４－
３２６７

令和4年6月27日
持ち去り防止対

策

千歳台プール
の案内につい
て

駐車場で1時間待ち、館内入って入場規制で1時間待ちました。
駐車場で案内してくれれば先に整理券取れて、その分駐車場の回転率も上がりませんか。

この度は、千歳温水プールのご利用にあたりご不快な思いをさせてしまい大変申し訳ありません。
夏場のプール利用、特に土日祝日や夏休みの期間は混雑するため、利用者の安全面などの観点から同時には300名程度でのご
利用をお願いしています。それを超える場合には入場規制を設けさせていただき、お待ちいただく方には整理券をお取りいただ
き、順次ご案内しております。
入場規制に関する案内について、施設を管理する（公財）世田谷区スポーツ振興財団のホームページ及び館内出入口で掲載をし
ており、駐車場においては警備員が口頭で案内しています。
しかしながら、今回はその案内が十分行き届いていない状況であったかと思われますので、今回いただいたご意見を（公財）世
田谷区スポーツ振興財団へ共有させていただき、案内をより徹底してまいります。

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6月27日

区立小学校で
貸与されるタブ
レットの
YouTubeアプリ
について

学校で貸与されるタブレットにはYouTubeアプリがあらかじめ入っており、子どもが見るの
にふさわしくないような番組や広告に制限がかかっていないようで、知らず知らずのうちに出
てきてしまい大変困っております。そのような番組・広告が出てこないような設定をしていた
だけるようご検討いただけないでしょうか。

学習用タブレット型端末の利用制限につきましては、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、YouTubeアプリを利用可能な設
定としています。
また、広告の非表示設定については、現行の端末管理ツールやフィルタリングツール等で設定可能か確認いたします。

教育政策部
教育ICT推進課

電話
０３－５４３２－２９６９
FAX
０３－５４３２－３０４１

令和4年6月27日

駐輪場の増設
要望

千歳烏山駅周辺の区立駐輪場が満車の状態で駐輪を断られ、やむ終えず路上駐車をしたところ
区に回収されました。
駐輪スペースを拡大するか、もし駐輪場の確保ができないのであれば、満車の日は避けて回収
するなどできないでしょうか。

自転車の放置の定義につきましては、国の法律や区の条例において「自転車等の利用者又は所有者が、その場から離れ、自転車
等を直ちに移動できない状態におくこと」とされています。そのため道路上の駐輪は場所や理由、時間の長短に関係なく、自転
車をすぐに動かせない状態になった時点で放置とみなし、撤去の対象となります。
区では放置自転車があった場合、まずその自転車に警告の札付けを行い、その後一定時間経過してもなお放置されている自転車
を撤去しています。
なお、千歳烏山駅周辺には区営・民営合わせておよそ２０箇所の駐輪場が整備されています。お手数ですが、空きのある駐輪場
をお探しいただいたうえで、自転車をご利用いただきますように、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
０３－６４３２－７９６８
FAX
０３－６４３２－７９９６

令和4年6月28日

打ち水は各家庭でもできる身近な暑さ対策として効果的です。区では、夏の節電に向け、朝や夕方に打ち水をして気温を下げる
ことや、綿や麻の衣服を着る、ゴーヤなどを育てて緑のカーテンで日差しを和らげる、エアコンや扇風機、すだれを併用するこ
と等、室内温度を無理のない範囲でコントロールする工夫について、区報やSNS等による情報発信を行っています。地球温暖
化による気候危機に対し、私たち一人ひとりができることの具体的な方法について、引き続き区民の皆様への普及啓発を進めて
いきます。

環境政策部
環境・エネルギー
施策推進課

電話
０３－６４３２－７１３０
FAX
０３－６４３２－７９８１

区では、豪雨等への対策として透水性舗装、ヒートアイランド対策として遮熱性舗装や保水性舗装など様々な舗装を施工してい
ます。
ご提案頂きました土系舗装は、主に天然の土による層で構成された舗装であり、適度な弾力性、衝撃吸収性、保水性を有した舗
装です。その特徴から、主に公園の園路やグラウンドなどへの使用が一般的となっております。課題としては、アスファルト舗
装に比べて耐久性が低く、供用とともに摩耗による表面の荒れ、剥がれ、変色や泥濘化が発生する可能性があること、また、耐
久性を高めるために固化材を使用すると、土本来の柔らかさが失われる可能性があることなどが挙げられています。
 耐久性の問題や長期的な維持管理等の理由から、土系舗装を車道に利用することは考えておりません。

土木部
土木計画調整課

電話
０３－６４３２－７９５７
FAX
０３－６４３２－７９９３

令和4年6月29日

朝と夕の2回打ち水をする事で気化熱がアスファルトによる温度の急激な上昇を抑え、翌日の
朝の温度の上昇の抑制になります。
国土交通省もグリーンインフラを用いる事による環境負荷低減を唱えていますが、自分たちの
できる事を自分たちの手で行う事で環境負荷が低減できるであるならば行ったほうが良いと思
いました。
また、できればアスファルト舗装から雨水を貯留できるような、ゲリラ豪雨に対応できる土由
来の舗装材に変更していっていただきたいです。

猛暑における
環境改善につ

いて

https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kurashi/004/001/d00190100.html
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kurashi/004/001/d00190100.html


保育園におけ
る熱中症対策
について

朝平熱で元気だったのですが、炎天下の中シッターさんに送迎してもらい登園し、検温すると
熱がある状態でした。何度検温しても熱が下がらず、クールダウンしている間も受け入れに
なってしまうため、受け入れができないと言われ、熱中症が疑われるのにすぐに帰宅すること
になりました。
保育園には看護師も常勤しています。子どもの健康の事を第一に考えて、保護者が安心して働
ける環境を提供していただきたく、ガイドラインを見直してください。

保育課では、環境省「熱中症環境保健マニュアル2022」を保育施設と共有し、熱中症対応を行っております。具体的には、衣
服を調節するなど工夫して暑さを避けること、こまめに水分補給すること、暑さに備えた体づくりをすること、暑さ指数の測定
値などを把握することなど、子どもや保育施設の状況に合わせて熱中症の予防対策を講じるよう指導しています。
今回の保育園での対応をお聞きした限りでは、お子さんを涼しい場所で安静にさせ、少し時間を置いてから、脇の下で体温測定
を行うことが望ましかったと考えます。
保護者の皆様が安心して保育園に預けることができ、また子どもたちが心身ともに健やかに成長することができるよう、今後も
保育園における適切な熱中症対策を周知してまいります。

保育部
保育課

電話
０３－６４５３－４８３７
FAX
０３－５４３２－３０１８

令和4年6月29日

マイナンバーポ
イントの手続き
が出来なかっ
た

マイナンバーポイントの付与が始まるため、担当窓口に行くと、午後からでないと手続きが出
来ないと言われました。日を改めて担当窓口に行った時は、システム障害が発生していて手続
きが出来ませんでした。
スマホは持っておらず、自宅のパソコンで手続きするには、マイナンバーカードを読み込む装
置が必要で、そのような物は持っていません。だから直接窓口に行くのですが、なかなか手続
きが出来ません。
手続きは予約制にするなどして、確実に手続きが出来るようにしてほしいです。

この度は、何度もご足労いただいたにもかかわらず、ご不便をおかけして誠に申し訳ありませんでした。
マイナポイント第２弾の申込みについては、システムのメンテナンス（６月２５日（土）から６月３０日（木）午前中）が終わ
り次第、開始されるという総務省からの通知を受けてのご案内となりました。本メンテナンス情報についてはマイナポイント公
式サイトのほか、区ホームページでも掲載しておりましたが、周知が不足しており、申し訳ありませんでした。
また、マイナポイント第２弾に向けてのシステムメンテナンスや障害等の発生により、以前にもご不便をおかけしたことを重ね
てお詫び申し上げます。
７月４日以降、各窓口（下記ご参照）にスマートフォンも設置し、できるだけスムーズにお手続きができるよう支援体制の強化
を図っているところです。

設置窓口：各総合支所　マイナンバーカード特設窓口
開設時間：午前9時30分～午後4時（12時～13時昼休み）
ただし、第3土曜日、全ての日曜日及び祝日を除く

地域行政部
番号制度・マイナン
バーカード交付推
進担当課

電話
０３－６４１３－０９５２
FAX
０３－６４１３－９４８２

令和4年6月30日

世田谷区立男
女共同参画セ
ンターらぷらす
について

昭和女子大のとなりに図書館のような施設があるが区長へのハガキ、利用者の声をきく投書箱
がありません。また私の読みたい本が少なく新聞もないです。区立図書館とも連携していませ
ん。

男女共同参画センターらぷらすは、世田谷区男女共同参画センター条例に基づき、男女共同参画社会の実現を目指し、区民の自
主的かつ実践的な活動の場と機会を提供するために設置された施設です。
らぷらすの情報・交流コーナーでは、男女共同参画に関する図書資料を配架し、基礎的な知識の習得・理解促進の機会をつく
り、男女共同参画の意識を深めることができるよう、閲覧・貸出を行っています。図書館法における公立図書館とは設置根拠が
異なるため、所蔵する図書資料の内容が異なっています。
また、お話にありました投書箱については、利用者から見えにくい場所に設置されていましたので、利用しやすいよう設置場所
を工夫します。区長へのハガキについては、設置できるよう施設とも協議します。

生活文化部
人権・男女共同参
画課

電話
０３－６３０４－３４５３
FAX
０３－６３０４－３７１０

令和4年6月30日


