
区 民 の 声 の 公 表 （令和４年7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

熱中症予防
「お休み処」に
ついて

熱中症予防「お休み処」は、非常に良い施策だと思います。ただ、対象の
場所についてはリスト形式ではなく地図の方が視覚的に分かりやすいと思
います。是非ご検討ください。

今回いただいたご意見を踏まえ、区のホームページの該当ページにて「お休み処」対象施設一覧をリスト形式と合わせて地図形式でも
掲載しました。

世田谷保健所
健康企画課

電話
０３-５４３２－２４７２

ファクシミリ
０３-５４３２-３０２２

令和4年7月1日

学校のエアコン

子どもが世田谷区立の中学校に通ってます。
毎日この猛暑の中30分かけて通っています。
やっと学校に着いてもこの猛暑にもかかわらず教室はエアコンがほとんど
効いておらず、室温32度の中勉強しており授業中も頭がハッキリとしな
いらしく、帰宅後も頭痛や吐気を訴えたりしています。何のために区税を
払っているのでしょうか？
現場の先生方は子供の心身の健康を守るのも仕事ではないのでしょうか？

区立小中学校に設置しているエアコンは、毎年、定期点検を実施するとともに、不具合等が確認された場合は、部品の交換など修繕対
応を行い、適宜エアコンの薬品分解洗浄を行っています。
しかし、エアコンの老朽化に加え、エアコン能力不足や日射の影響を受けやすい教室の配置などにより、３５℃を超える猛暑日におい
て特に冷えにくい状況となっています。
各学校においても、授業中での軽装や学校内の他の教室を使用する、サーキレーターや扇風機を使用する等、教育委員会と学校が連携
しながら、児童・生徒の健康に配慮しているところです。このたびは、児童・生徒ならびに学校関係者の方々に大変なご不便をおかけ
し、また、保護者の皆様にはご心配をおかけしまして、申し訳ございません。引き続き、良好な教育環境の確保が図れるよう、学校施
設・設備の保全に努めます。

教育総務部
教育環境課

電話
０３－５４３２－２６６５

ファクシミリ
０３－５４３２－３０２９

令和4年7月1日

すぐーる世田谷
区学校緊急連
絡情報につい
て

子どもが世田谷区立小中学校に通っており、すぐーるアプリがとても便利
です。登録した覚えはないのですが、世田谷区学校緊急連絡情報も受信し
ており、緊急性のない案内やお知らせが多いと感じます。
学校からの保護者連絡より通知が多く、メッセージ開封が手間です。
緊急連絡情報に値するよう、内容を厳選して欲しいです。

「世田谷区学校緊急連絡情報」の配信は、学校・家庭・地域をつなぐ連絡システムとして設計されている「すぐーる」を利用していま
す。
「すぐーる」は、登録者に一斉連絡するメッセージ機能になっています。
従来は印刷物で送付していた「学校からのお知らせ」等の一部を、電子メッセージとして配信しており、児童・生徒が印刷物を紛失や
持ち帰り忘れた場合でも、保護者の方々に確実にお伝えできる手段として活用しています。
現在まで、配信するお知らせの本文を工夫するなどの配慮を行ってきましたが、今後は、配信タグに「緊急」、「注意喚起」など表示
して緊急情報については配信内容が明確になるようにします。

教育政策部
教育ＩＣＴ推進課

電話
０３－５４３２－２９６９

ファクシミリ
０３－５４３２－３０４１

令和4年7月1日

世田谷美術館
の企画展につ
いて

世田谷美術館では、現在、幼児向けの絵本で有名な絵本作家さんの企画展
を行なっています。子どもも好きな絵本だったので伺いましたが、内容
は、とても子ども（特に未就学児）が楽しめるようなものではなく、残念
でした。会場のいたるところに監視員が立ち、子どもの自由も奪うように
注意を受けました。もちろん、通常の子供の振る舞いでしたが、子どもが
初めて美術館に行った感想としては最悪でした。せっかくの作家さんの子
どもへの想いも、ただ黙って絵を見るという行為では、伝わらない思いま
す。対象者は誰なのか、子どもが自由に感じるのが他の方の迷惑になるな
ら、最初から未就学児は入場不可とすべきではないでしょうか。監視員の
目線を感じ、私も子ども絵を見ることを楽しめずに帰ってきました。
たしかに、大人の来場者も多く、子どもだけが対象者ではないとおもいま
すが、例えば未就学児は違うブースを設けるとか、大人の観覧者と絵本を
楽しみにきたこどもをわけるなどの工夫があってもいいのではないでしょ
うか。こどもに大人と同じように静かに、何も触らず、持たず、絵をただ
見るというのが出来るとお考えなら、チケット購入前に大きく明示してい
ただきたい。

このたびご意見をお寄せいただいた「世田谷美術館の企画展」について、事実確認を行い、世田谷美術館より次のとおり回答がありま
したのでお伝えします。
ご観覧をいただきました展覧会は、お子様と保護者の皆様にお楽しみいただきたいという思いをこめ、夏休み期間も含むかたちで会期
設定をいたしました。
本展の開催にあたっては、作家のご遺族様や関係出版社より、貴重な作品・資料を借用しています。美術館・博物館の場合、展示作品
の保護という思いが、どうしても監視業務に色濃く反映してしまい、時に過剰になることは、私どもも懸念している点です。
今回、いただいたご意見は、私どもにとって、たいへん貴重なものです。
日頃から、当該専門事業者とはお客様への接遇について意見交換をし、これを実践に結びつけていますが、とりわけ、本展のようにお
子様のご来館が多いものについては、このたびのことを大切な糧とし、あらためて状況に応じた対応ができるように工夫をしたいと思
います。
もちろん、館内の職員にも広く情報を開示し、適切な美術館活動ができるよう、さまざまな心がけに反映させていきます。
お客様の多様なご意向に添えるように、また、各展覧会の雰囲気に即して、接遇の改善と向上をめざし、監視員の教育、また館職員相
互の意思疎通を深めていきます。
区としましても、区民の皆さまが、企画展等を楽しんで鑑賞いただけるよう努めてまいります。

生活文化政策部
文化・国際課

電話
０３－６３０４－３４２７

ファクシミリ
０３－６３０４－３７１０

令和4年7月11日

駅前の治安悪
化について

駅前が近年整備され、道路や歩道が広くなり、ベンチがたくさん設置され
たことにより、深夜や早朝にたむろする人が増えました。
・ベンチで深夜～早朝に大声で宴会をする
・夜中に駅前の道路でサッカーやキャッチボールをする
・飛び起きるほどの爆音でバイクをふかせる
・大声で話しながら動画撮影をする

特に駅前や銀行前のベンチには深夜から早朝まで大声で話す人がいて、近
所に住んでいる者としてはよく眠れずに睡眠に支障が出ています。明らか
に整備前より治安が悪化していますので、ベンチの撤去および警察の方に
よる見回り等を是非ご検討いただきたいです。よろしくお願いいたしま
す。

現在、注意喚起の表示を一部のベンチに設置しているところですが、銀行前のベンチにも表示物を追加設置します。
また、『深夜および早朝の迷惑行為』につきましては、警察に周辺の巡回強化を要望します。
区としても、今後も状況を注視していきます。

土木部工事第一課

電話
０３－５４８６－７０１０

ファクシミリ
０３－６４３２－７９９７

令和4年7月11日

児童の就学支
援について

世田谷区の小学校に子どもを通わせています。学習支援が必要と判断し、
スマイルルームの利用申請をしたところ窓口が混み合っているとのことで
申込みの5ヶ月後からしか面談の受付ができないとのご返答でした。
当該学年中の利用が難しそうな様子なため、とても困っています。人員不
足等が理由でしたら必要な職員の補充をお願いいたします。

「すまいるルーム」は、発達障害等の可能性や「友達とのコミュニケーションが苦手」等の情緒面の発達にかたよりがあるなど、発達
上の特性によって一部特別な指導が必要と認められる場合に、コミュニケーションスキルなどを学んでいく教室です。
区教育委員会では、すまいるルームの活用も含め、お子さんが力を十分に発揮し、楽しく有意義な学校生活を送ることができるよう、
望ましい就学先や支援の方法について保護者の皆さまと一緒に考えていくため就学相談を実施しています。
就学相談の件数は毎年増加傾向にあり、実績をふまえて、就学相談に必要な心理面談の回数を毎年追加して対応していますが、皆様に
お待ちいただいている現状です。
教育委員会としても、少しでも早くご案内できるよう、引き続き、面談実施回数の増加、効率的な相談の進め方に努めていきます。

教育政策部
教育相談・支援課

電話
０３－６４５３－１５１４

ファクシミリ
０３－６４５３－１５３４

令和4年7月14日



世田谷区立図
書館のホーム
ページについて

検索エンジンが古いのか、ヒットしない。
漢字、カタカナ、ひらがな全部試してその通りでないと検索できないのが
とても不便です。
何年も利用してますが、フォームも変わらないしリニューアルもされな
い。はっきりいって古臭いしとても使いづらいです。ぜひリニューアル、
大幅見直しをお願いします。子ども、高齢者などみなが使いやすくあるの
が区立図書館の使命だと思います。

世田谷区立図書館ホームページは、平成３０年にリニューアルし機能拡充を図りましたが、すでに４年を経過しており、近年導入やシ
ステム更新を行った他区市等と比べると、機能的に課題があります。
個々の課題に対して直ちにシステム改修をすることは困難ですが、今後、システム改修・更新等の機会を捉え、検索機能の見直しな
ど、今以上に利用しやすいホームページに向けて検討していきます。
なお、ご指摘の書名検索等で漢字・カナ（かな）を正しく入力しないとヒットしない件については、漢字を入力せずに、すべてカナ
（かな）で入力していただければヒットする仕様となっています。大変お手数をおかけして申し訳ありませんが、漢字かカナかが不明
の場合には、カナ（かな）を入力し検索してください。

生涯学習部
中央図書館

電話
０３－３４２９－１８１１

ファクシミリ
０３－３４２９－７４３５

令和4年7月15日

区立中央図書
館における雑
誌の取扱いに
ついて

区立中央図書館に所蔵している月刊誌や週刊誌の一部が書架にはなく、カ
ウンターでの手渡しとなっているので、可能な限り書架に戻していただき
たい。
理由
過去に切り抜く方がいた等の理由から、現在の措置を取られていると承知
していますが、都度、カウンターに伺う手間があるほか、書架にないこと
で、区民が新しい雑誌に出会う機会を奪っていると思います。私の知る限
り、過去4年以上は現在の取扱いとなっており、現状を良しとせず、是非
見直しをご検討ください。

中央図書館で所蔵している雑誌で、最新号を地下１階カウンターで保管している資料は、約４０タイトルで、令和４年７月６日に見直
したところです。
図書館では、過去に書込み・切抜き等の事故があった雑誌は、一定期間、カウンターで保管し、閲覧の際は利用カードを預かり、返却
の際は資料の状態を確認しています。
　この度のご指摘をいただき、カウンターで保管している雑誌タイトルの周知方法を検討するなど、今後さらに適切な資料管理を心が
けていきます。

生涯学習部
中央図書館

電話
０３－３４２９－１８１１

ファクシミリ
０３－３４２９－７４３５

令和4年7月19日

庚申堂につい
て

近所にある庚申堂は有志の会員40名の年会費とお賽銭で今まで守られて
きましたが、100年以上経っているので屋根はハゲて鳥居は中までヒビが
入り、建て直しが必要になりました。
由緒ある庚申堂を、世田谷区としても、援助していただけないでしょう
か？
このままでは倒壊してしまいます。

区では、昭和５５年～５７年に区内の石造物調査を実施し、２０５体の庚申塔を確認しており、ご指摘の庚申堂が地域の中の貴重な文
化財であると認識しています。
これらの石造物等の管理は、所有者又は地域の有志の皆様にお願いせざるを得ず、区が建替え費用の負担等を行うことはできませんの
で、ご了承願います。 生涯学習部

生涯・学校連携課

電話
０３－３４２９－４２６１

ファクシミリ
０３－３４２９－４２６７

令和4年7月20日

ワクチン会場の
過重チェック

集団接種会場で４回目のワクチン接種を受けましたが、書類のチェックが
何回もあり、案内係がそこら中にいて、同じことを何回も聞かれ、あきれ
果てました。
まさに過重チェックです。半分の人数で十分対応可能なので人件費の無駄
遣いです。
即、簡素化を願います。私たちの税金を無駄遣いしないでほしいです。

会場では、来場された皆様に、安全・安心にワクチン接種を受けていただけるように必要な人員を配置しています。
書類のチェックや、お声がけを複数回行わせていただいていることにつきましては、誤接種を防止し、適切に接種を受けていただくに
あたり、確認を徹底しているためです。
今回いただいたご意見を踏まえ、改めて適切で円滑な運用を行うよう指導を徹底していきます。
今後とも世田谷区政にご理解とご協力をお願いいたします。 住民接種担当部

接種体制整備担当課

新型コロナワクチン接
種に関するお問い合わ
せの専用ダイヤル
世田谷区新型コロナワ
クチンコール
０１２０－１３６－６５２

令和4年7月20日

公園のごみに
ついて

環状七号線側道に駐停車している人が、公園横の自動販売機にて飲み物を
買い、公園内で喫煙している。喫煙禁止の立て看板は沢山あるが、全く効
果を発揮していない。公園の清掃も頻繁に行なっているが、限界を超えて
いる。監視カメラの設置や公園横の自動販売機撤去、側道の駐停車違反の
取り締まりなどできないか。

当該公園は定期的に清掃を行っていますが、環状七号線に面した出入り口付近にあるベンチ周辺に、ごみや吸い殻が散乱していること
は確認しています。これまでも、サインを設置するなど、利用者への啓発を行ってきましたが、状況が改善できていません。
　当該ベンチが環状七号線からの視認性が良い位置にあること、老朽化が進んでいることなどを考慮し、このベンチを撤去し、代わり
に遊具や砂場の付近で環状７号線からは見えにくい場所に新しいベンチを設置することとします。
なお、環状七号線の側道に違法駐車している車両については、世田谷警察の交通課に相談し、重点的に見回っていただくことにしまし
た。

みどり３３推進担当部
公園緑地課

電話
０３－３４１２－７８４１

ファクシミリ
０３－３４２４－２５０１

令和4年7月21日

小学校のプー
ル公開につい
て

学校のプールは学校のプール授業以外は使われないまま、夏が過ぎていき
ます。これだけの高価な施設が空いたままでいることは税金の無駄でもあ
り、子どもたちがプールを使う機会が足りないことも残念です。
学校の貸し出し施設としてNPOなど適切な団体が利用することを躊躇する
べきではないと思います。有料でもいいので子どもたちがプールを夏休み
利用する機会をもっとつくってください。世田谷区の施設を利用して子ど
もたちに水泳教室を開催したりを希望するNPOがたくさんあるそうです。
ぜひご検討ください。

区では、多くの方々にプールを安全に利用していただくため、水深の浅い小学校のプールよりも、水深が深く、かつ部分的に床の高さ
を調整できる中学校のプールを開放しています。
また、学校施設の開放は、学校教育上の支障のない範囲内で対象施設や時間帯等を決めています。小学校のプールに関しましては、小
学校全学年のプール授業や夏休み中の水泳指導（夏季水泳指導）を安全かつ円滑に行うことを最優先に開放の可否の判断をする必要が
あります。
このように、小学校のプールの開放を進めるには、安全面の他、学校運営面でも課題がございますが、プール授業や夏季水泳指導の回
数や内容など学校生活の変化に応じて、開放の可能性について検討していきます。

生涯学習部
生涯・学校連携課

電話
０３－３４２９－４２６１

ファクシミリ
０３－３４２９－４２６７

令和4年7月22日

がやリンについ
て

　
がやリンの電動アシスト自転車を独占している配達業務目的の利用者がい
るため、なかなか借りることができません。連続で利用されるのは本当に
迷惑です。
母親が身体障害になって車に乗ることができなくなったため、電動アシス
ト自転車を借りて買い物などに利用したいのですが、それも出来ません。
世田谷区の税金で購入している自転車を特定の利用者が独占しているのは
不公平です。月ぎめ利用の廃止や、連続利用の禁止を徹底してください。
　利用者が公平に使えるよう管理を徹底してください。切実なお願いで
す。

　
がやリンの電動アシスト自転車の利用について、ご迷惑とご不便をおかけしており誠に申し訳ございません。
区としても、公平性や安全性の観点から、自転車の連続利用やバッテリー交換の対応を中止するなどの措置を早急に講じるよう、レン
タサイクルポートの管理運営を行っている世田谷区シルバー人材センターに繰り返し要請していますが、未だ改善には至っていない状
況です。
こうした中、この度、シルバー人材センターより、多くのご利用者様からのご意見を広く受け止め、近日中に管理運用の見直しを実施
するとの報告が区にありました。
大変恐れ入りますが、シルバー人材センターによる、電動アシスト自転車の管理運用の見直し実施まで今しばらくお待ちください。

土木部
交通安全自転車課

電話
０３－６４３２－７９６７

ファクシミリ
０３－６４３２－７９９６

令和4年7月25日



出産費用の助
成について

区内の病院分娩費用が高く、出産育児一時金４２万円を超える病院しかあ
りませんでした。コロナ禍で地方への里帰りが難しく、仕方なく都内での
出産を選びました。出産費用、妊婦健診費用など金銭的負担が大きいの
で、他自治体のような収入制限のない出産費用助成を検討していただきた
い。

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、出産・子育て等において多大なるご心労お察しします。
ご指摘頂きました通り、東京都内の出産費用の平均が全国平均と比較し高額である等の実情を踏まえ、平成２１年度より、世田谷区で
は区独自の制度として、第３子以降を出産された方に、所得制限を設けずに出産費の一部を助成しています。出産費から「出産育児一
時金」や「出産に伴うその他の給付金等」の額を引いた差額分（最大６万円）を助成するものです。
国は、出産育児一時金の増額を表明しており、今後、その具体的な内容について議論されることから、その動向を注視しています。
子育てをする家庭の経済的負担を軽減し、子どもを産み育てやすい環境を整備するために、いただいたご意見については、今後の施策
の参考にします。

子ども・若者部
子ども家庭課

電話
０３－５４３２－２３０９

ファクシミリ
０３－５４３２－３０８１

令和4年7月25日

プラごみの分
別に関して

世田谷区のプラごみの分別はペットボトルのみと理解しています。が、
ペットボトル以外のプラごみは多いです。他地区、市では、ペットボトル
以外のプラごみも分別しているところもあります。世田谷区でも、プラご
みを分別し、リサイクルに回す仕組みはできませんか？ご検討をお願いし
ます。

現在、区では、一部のプラスチックを除き、可燃ごみとして収集し、清掃工場で焼却・熱回収したうえで、発電や温水プール等に有効
利用しています。また、「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います。
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く次第です。

清掃・リサイクル部
事業課

電話
０３－６３０４－３２６７

ファクシミリ
０３－６３０４－３３４１

令和4年7月27日

ごみの出し方

 
ごみがひどく散乱し、吹き溜まりのようになっているエリアがあり、毎
朝、収集車が来る前に近隣の住民と思われる方が掃除をしています。おそ
らく自分の家のごみではないのに、見ていて気の毒でなりません。　コロ
ナ禍で、どんなごみが散乱しているかもわかりません。一年以上、この光
景を目にしています。住みやすい街にするために、一般区民が文句も言わ
ずに我慢して、ごみをまとめています。住みやすい街にするために、区役
所が動いてあげてください。お願いします。

 
まず、ごみ集積所については、利用する住民の皆さまで管理していただくことが原則となっています。
 カラスによる被害を防ぐごみの出し方としては、蓋付きの容器に入れる等、中身が外側から見えないように出していただくことや、袋
で出す場合は、生ごみがカラスから見えないように、水を切ってから紙で包んだり、袋の中央部に隠して出していただく等の方法が有
効です。
 また、カラス被害対策として、世田谷区では、一定の条件のもと、集積所へごみ散乱防止ネットの助成を行っています。ネットを使用
する場合は、ごみ袋がはみ出さないようネットを巻き込む形で置いていただく等、適正に使用していただくことが重要です。
 カラス被害を防ぐごみの出し方やネットの適正な利用については、区の広報やごみ収集カレンダーなどで住民の皆さまに呼びかけてい
ます。一方で、排出のマナーが悪い集積所については、区の職員が可能な限り現地を確認したうえで、注意喚起の看板を設置するな
ど、区としてできる範囲で個別に指導しています。集積所の詳しい住所が分かれば、現地確認や状況に応じた個別指導も可能です。

清掃・リサイクル部
事業課

電話
０３－６３０４－３２６３

ファクシミリ
０３－６３０４－３３４１

令和4年7月28日

高齢者の補聴
器補助金につ
いて

８０歳になる母の耳がだいぶ遠くなり、車や自転車の音やサイレンが聴き
取れないなど日常生活でも危険に感じる事が増えたため、初めて耳鼻科で
検査をし補聴器を使用する準備を始めました。そこで補聴器の高額なこと
や、東京都内でも区によって補助金有無や額も違うことを知りました。
世田谷区は障害者以外の高齢者への補助金はないようですが、どういう理
由からでしょうか。今後も検討はなされないでしょうか。
医療機関で検査をして的確な説明を受け自分に合う補聴器を見つけても
「ハイ、○十万円です」と、何％の方々が即決で購入できるのか疑問で
す。区の補助金を周囲の区にならって検討いただきたいと思います。

聴覚の障害により補装具として補聴器を支給する制度の要件は満たさないものの、加齢による聴力の低下から補聴器購入費の補助を希
望される方がいらっしゃることは認識しています。
しかしながら、高齢者の自立した生活の支援を目的とした加齢による聴力、視力、筋力といった身体機能の低下に対する支援について
は、区民間の公平性や制度の持続可能性など、多角的な視点も考慮しながら検討していく必要があります。
補聴器購入費の補助については、高齢者福祉施策のひとつとして、令和６年度から３年間を計画期間とする第９期高齢者保健福祉計
画・介護保険事業計画の策定にあわせて、その必要性等について議論を進めていきたいと考えています。
なお、医師による診療や治療などのために直接必要な補聴器の購入のための費用で、一般的に支出される水準を著しく超えない部分の
金額は医療費控除の対象となりますので、あわせてご案内します。

高齢福祉部
高齢福祉課

電話
０３－５４３２－２４０７

ファクシミリ
０３－５４３２－３０８５

令和4年7月28日


