
区 民 の 声 の 公 表 （令和４年８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

せたがやふるさ
と区民まつりに
ついて

東京都でコロナ感染が非常に増えており、他自治体では中止となったまつりもありまし
たが、せたがやふるさと区民まつりを中止にしない理由、コロナ感染の問題がないこと
の説明をお聞かせいただきたい。

「世田谷区制９０周年 第４３回せたがやふるさと区民まつり」の開催については、この間、東京都をはじめ全国的に新型コロ
ナウイルス感染症の感染者数が急増していることを受け、実行委員会と区において、まつり開催の可否について協議を重ねて
きました。
現時点では、国や東京都からの「緊急事態措置」または「まん延防止等重点措置」等による行動制限等が出されていない状況
であること、また屋外でのイベントであることから、コロナ禍での新しい生活様式を実践し、豊かな日常生活を取り戻したい
という思いもあり、飲食スペースを限定するなど、感染防止対策の取り組みを徹底しつつ、保健所等にも確認し、予定してい
た開催内容を一部変更して実施する予定です。
変更の内容としては、出展者および出店者による酒類の提供は行わないこと（物産展での土産用の酒類販売を除く）として開
催します。また、体調不良時の参加等の自粛の徹底に加え、出店者等においては、高齢者や基礎疾患を持っている方およびそ
の家族、ワクチン未接種の方または高齢者で４回目未接種の方について自粛等を含めた参加の判断を改めてお願いしていま
す。
なお、国や東京都からの行動制限等が出された場合には、区のイベント等に係る対応方針に基づき、中止も含む判断の変更を
行うことも想定しています。
新型コロナウイルス感染防止の対応と来場者へ向けたご来場の際のお願いにつきまして区民まつりＨＰにて掲載します。
区民の皆様には開催に対して喜びのお言葉とともに、ご心配の声もいただいています。改めて対策をしながら進めていきます
ので、何卒ご理解ご協力のほどお願いします。

（令和４年８月５日時点回答）

生活文化政策部
区民健康・ふるさと
交流推進課課

電話
０３－６３０４－３５９３
FAX
０３－６３０４－３７１４

令和4年8月1日

公立小学校の
修学旅行実施
時期について

現在、夏休み中に行われている公立小学校の修学旅行を、次の理由から実施時期の前倒
しを検討できないでしょうか。
・猛暑
今年も例年通り猛暑で、熱中症が心配される状態で、ゲリラ豪雨にも見舞われていて、
帰宅後に体調を崩すなど、健康的に不安が大きい。
・受験生の夏期講習時期と重なっている
子どもの通う学校地域では、半数以上が中学受験をし、多くの児童が塾に通っていま
す。夏休みは受験生にとって夏期講習のある重要な時期で、前日検診を含め何日も塾を
欠席することになり、悔しい思いをしたり、修学旅行を欠席する家庭もあります。毎
年、周囲では同様の悩みが多く聞かれます。

区立小学校６年生の日光林間学園は、夏休み中の７月中旬から８月上旬に実施しています。区立小学校６１校が実施するため
には、多くの宿舎が必要で例年同じ時期の日程で確保しています。日光は多くの自治体で宿泊行事の行先として利用され、そ
れらの自治体も例年同じ時期に実施しており、１学期中について世田谷区が６１校の日程を確保することは困難な状況です。
猛暑については、養護教諭または看護師を同行させ、ハイキング時の水分補給用としてペットボトルの水やお茶を持参するよ
うにしています。
ゲリラ豪雨に対しては、天気予報を現地で確認し、あらかじめ行程を短縮するなど対策をとって実施し、状況によっては中止
することもあります。
今後も、猛暑対策を含めた安全・安心な実施を徹底していきます。

（令和４年８月４日時点回答）

教育総務部
学務課

電話
０３－５４３２－２６８８
FAX
０３－５４３２－３０２８

令和4年8月1日

せたがや便利
帳について

現在、せたがや便利帳2021令和3年が発行されています。2022令和4年はいつ頃発行
しますか。

せたがや便利帳２０２２（令和4年）についてご案内します。
現在、せたがや便利帳２０２２（令和4年）をお近くの総合支所くみん窓口や出張所、まちづくりセンター、区政情報センター
（区役所第一庁舎１階７番窓口）、あんしんすこやかセンター、広報広聴課（区役所第一庁舎３階３２番窓口）でお受け取り
いただけます。 政策経営部

広報広聴課

電話
０３－５４３２－２００９
FAX
０３－５４３２－３００１

令和4年8月2日

コロナ陽性の保
健所の対応に
ついて

前月末ににコロナ陽性診断を受け、自宅療養していましたが、保健所からのショート
メールで連絡が来たのが病院で陽性判定を受けてから２日後。
ショートメールで連絡内容も解りづらい内容でした。
保険への請求で必要な書類で、My her-sysが必要と生命保険会社から言われてました。
My her-sysが重要なら保健所からのショートメールに掲載されていないのは何故です
か。
診断後10日経っても保健所からの連絡もなし、どうしたらいいんですか。
感染者が多いのは解りますが、システム的に変ではありませんか。

現在、世田谷保健所では感染者の急増に対応するため、陽性と診断された方への連絡をショートメッセージ（SMS）にてお送
りしています。
SMSの内容が分かりづらいというご指摘につきましては、大変申し訳ありませんでした。SMSでは送信できる文字数に制限が
あることから必要な情報は区ホームページに集約しているところですが、SMSについても分かりやすい内容となるよう適宜見
直していきます。
My HER-SYSのご案内についてですが、本来My HER-SYSは生命保険会社に提出するために登録するものではなく、自宅療
養中の健康観察を行うためのツールです。世田谷保健所ではMy HER-SYSを用いた健康観察を行っていないため、陽性となら
れた方へお送りするSMSにはMy HER-SYSに関しての説明はあえて掲載していません。
療養の終了についても、現在は陽性となられた方への個別の連絡は行っておらず、区ホームページに掲載している療養終了の
基準により、ご自身で判断いただくようご案内しているところです。
いただきましたご意見を踏まえまして、今後より分かりやすいご案内に努めていきます。引き続き感染拡大防止にご協力をお
願いします。

（令和４年８月１０日時点回答）

世田谷保健所
感染症対策課

電話
０３－５４３２－２４４１
FAX
０３－５４３２－３０２２

令和4年8月4日

体育・運動が
苦手な児童・生
徒に体力向上
への援助をして
いただきたい

運動が苦手な児童・生徒は、体育授業で運動能力の改善や苦手意識を克服することが難
しく、放課後は家にこもってしまう傾向もみられます。体育の授業に教員等を複数配置
して、苦手な子どもを個別に指導したり待ち時間を短くする工夫をしてほしいと思いま
す。また、放課後や長期休みに運動が苦手な子どもが参加できる教室を、通いやすい地
域毎に設置してほしいです。

教育委員会では、児童・生徒の体力向上と健康推進を図るため、関係諸機関と連携した取組みを進めており、その一つとし
て、近隣大学等の専門的知見を有する機関の協力により教員の体育指導力の向上を図る、「体育指導力向上協力研究校」の取
組み等を実施しています。
体育授業における教員一人ひとりの指導力を向上させることで、体育・運動が苦手な児童・生徒に対しても、適切なアプロー
チによる体力向上、健康推進を目指しています。
また、地域における取組みでは、地域と学校が連携して、スポーツ活動を通じた健全育成を目的に、地域の協力者と教員等が
指導を行う、「スポーツ教室」等の活動が展開されています。
体育授業時の教員等の増員配置は難しい状況ですが、教育委員会関係各課が連携して、学校及び地域における児童・生徒の体
力向上と健康推進に、引き続き取り組んでいきます。

教育政策部
教育指導課

電話
０３－５４３２－２７０６
FAX
０３－５４３２－３０４１

令和4年8月12日



iPadの
YouTube制限
について

中1の息子は、テレビ、スマホ、ゲーム、YouTubeから抜け出せない状態です。
YouTubeの視聴時間に制限かけてください。もしくは、視聴時間と内容について、本
人に注意してください。

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、児童・生徒が端末を過度に使い過ぎてしまう場合も考えられることから、長時間使いすぎず節度を持って利用すること
などのＩＣＴリテラシーについての指導を行った上で配備しており、今後も引き続き学校からもお子さんへ指導していきま
す。
なお、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します。

教育政策部
教育ICT推進課

電話
０３－５４３２－２９６９
FAX
０３－５４３２－３０２８

令和4年8月17日

放課後ディサー
ビス　交通費に
ついて

放課後デイサービスについてご検討頂きたい事があります。世田谷区で通えるデイサー
ビスを探しましたが、空きがない、送迎出来ない等で通えるデイサービスが見つかりま
せんでしたが他区の新規デイサービスが受け入れてくださり今は通えています。しか
し、電車での自己通所となりますので交通費がかなりかかります。子供の特性にあうデ
イサービスに通わせる為にも交通費の助成などご検討頂きたいです。

放課後等デイサービスは児童福祉法に基づく障害児通所支援事業です。
送迎実施につきましては、事業者への報酬の上乗せにより促進を図っていますが、人員の不足等、様々な理由により送迎を実
施できない事業者もあります。
一方で、児童発達支援や放課後等デイサービスが不足しているのではないかとのお声も伺っており、多くの方が利用できるよ
う、今後も機会を捉えて検討していきます。 障害福祉部

障害保健福祉課

電話
０３－５４３２－２２４２
FAX
０３－５４３２－３０２１

令和4年8月18日

区の支援を受
けた医療機関
によるオンライ
ン診療

マスメディアで「区の支援を受けた医療機関によるオンライン診療」が報道され初めて
知りました。
区の広報、区関連の掲示板などで区民に通知されていますか。

区の支援を受けた医療機関によるオンライン診療につきましては、発熱外来のひっ迫を解消し、重症化リスクの高い方や医療
介入が必要な方が必要時に、救急・地域医療を受診可能な環境整備を目的とした緊急対応として、８月１０日より実施してい
ます。
本事業の周知につきましては、８月９日付で、区のホームページを更新し、区民の皆様へご案内しています。また、同日付で
区のTwitter、LINEの世田谷区のアカウントより情報発信を行っています。
なお、区ホームページの掲載場所は以下のとおりです。
・区HPページ番号199397：発熱等により世田谷区内の医療機関をお探しの方へ
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/fukushi/003/005/006/d00199397.html
区としましては、引き続き、適切な周知を図っていきます。

（令和４年８月２２日時点回答）

世田谷保健所
健康企画課

電話
０３－５４３２－２４７２
ＦＡＸ
０３－５４３２－３０２２

令和4年8月18日

区立図書館の
マスク着用

厚生労働省によると、図書館等のほとんど会話しない場所のマスクは推奨はなくなりま
した。これは、必要のないマスクはやめて通常を取り戻そうとする前向きな動きだと認
識しています。
ほかの区では、マスク着用を一律で求めていなかったり、柔軟な対応がされているよう
です。なぜ世田谷区立図書館は一律でマスク着用を求めるのでしょうか。
2メートルの距離が常に確保できないとの説明ですが、2メートルは目安だと思います
し、平均的な混雑具合をあらわしているのであって、常に2メートルとは歪んだ解釈を
されているように感じます。重症化リスクの高い方への配慮もわかりますが、図書館カ
ウンターなどを利用されればよいわけですし、過度な配慮を見直すという主旨ではない
でしょうか。
図書館が大好きな子供が健やかに過ごせるよう、ご検討をお願いします。マスク云々よ
りも、ダブルスタンダードに子供が不信感を持っています。

ご指摘の通り、厚生労働省は、屋内において目安２メートル以上の距離が確保でき、会話がほとんどない場合は、マスク着用
は必要ないとの見解を示し、例として図書館での読書をあげています。
しかしながら、世田谷区立図書館では、重症者リスクの高い高齢者や、マスク着用の困難な乳幼児の来館が多いこと等から、
利用者の皆様に、館内におけるマスクの着用を引き続きお願いをしています。
現在、国は、新型コロナウイルス感染者の「全数把握」に対する見直しや、感染者の自宅療養期間の短縮などを慎重に検討し
ているとの報道もあります。
世田谷区立図書館におきましても、こうした国や都の動向を注視しつつ、より現実的な新型コロナウイルス感染症対策を検討
しているところです。
ご不便をおかけいたしますが、引き続きご理解ご協力をどうぞよろしくお願いします。

（令和４年８月３０日時点回答）

生涯学習部
中央図書館

電話
０３－３４２９－１８１１
FAX
０３－３４２９－７４３６

令和4年8月16日

物価の値上げ
もあり、失業
者、完全失業
者への救済、
施策について

就職がなかなか決まらない失業者、生活困窮者は、今般の各種値上げに対して、生活の
苦労が増えています。
区として、この状態が分かっていて、何の施策もしてくださらないのですか？かなり厳
しいです。

これまで生活困窮者の方々への支援として、「新型コロナウィルス感染症生活困窮者自立支援金」の支給等を実施していま
す。
物価高騰による今後の生活困窮者の方々への支援については、国の動向を踏まえた上で検討していきます。
また生活にお困りの際は、生活困窮者自立相談支援センター「ぷらっとホーム世田谷」にご相談いただければ、お話を伺い、
お困りごとを一緒に整理し、家計相談や就労相談等、関係機関と連携しながら解決策を見つける手助けをさせていただきま
す。

＜ぷらっとホーム世田谷＞
世田谷区太子堂4-3-1　STKハイツ3階
【電話】03-5431-5355　【FAX】03-5431-5357　【HP】https://platsetagaya.jp

（令和４年８月２３日時点回答）

保健福祉政策部
生活福祉課

電話
０３－５４３２－２１８８
FAX
０３－５４３２－３０２０

令和4年8月17日

池ノ上駅　駐輪
場の実質4倍
の値上げにつ
いて

池ノ上駅自転車置場を利用しています。
月ぎめ利用が廃止になるとの事ですが、これでは利用料が現在の4倍となり高すぎま
す。
どうしてこのような変更となったのですか？

池ノ上自転車等駐車場は、池ノ上小学校の改築に伴い移設することになりました。
移設に伴い利用料金については、当該自転車等駐車場の利用状況を鑑みて料金体系を月ぎめ利用から時間ぎめ利用へ変更しま
した。
大変恐れ入りますが、ご理解の程よろしくお願いします。
なお、周辺の区立自転車等駐車場もありますので利用を検討ください。 土木部

交通安全自転車課

電話
０３－６４３２－７９６７
FAX
０３－６４３２－７９９６

令和4年8月22日



高齢者補聴器

84歳の姉の補聴器助成について、ケアマネジャーに相談したところ世田谷区ではやって
いないと言われ、何十万もするので諦めました。因みに他区は二千円の負担です。こん
なことがあって世田谷区はよいのでしょうか？

現行、当区の補聴器の支給は、聴覚の障害により身体障害者手帳を交付されている方に対する補装具費としての支給のみで
す。
この補装具費の支給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が、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きましては、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まいり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、あわせてご案内いたします。詳細は、「国税庁ホームページ＞法令等＞そ
の他法令解釈に関する情報＞申告所得税関係＞補聴器の購入費用に係る医療費控除の取扱いについて（情報）」をご参照いた
だくほか最寄り税務署にご確認ください。

高齢福祉部
高齢福祉課

電話
０３－５４３２－２４０７
FAX
０３－５４３２－３０８５

令和4年8月23日

大蔵第二運動
場の浴室利用
について

大蔵第二運動場のゴルフ打球場を利用したのちに、2階の浴室を利用しています。
ジムのみ利用、ジム&浴室利用のプランはあるのですが、ゴルフ練習場＆浴室のプラン
がないので、浴室単独のブランや上記のプランが新設されればありがたいです。
浴室だけで1150円だと、設備的に高いと思う。
また、昨今のサウナブームを踏まえ、水風呂にチラーを導入していただければありがた
いです。（ゴルフセット料金やチラーを導入した場合は値上げも全然よいと思いま
す。）
サウナ室は十分暑いので満足しています。
以上、よろしくお願い致します。

いつも大蔵第二運動場をご利用いただき、誠にありがとうございます。
当該施設の浴室及びサウナにつきましては、トレーニングルームの附帯設備としてトレーニングマシン等を用いての運動後に
ご利用いただく目的の施設として条例で料金設定し運営しています。
ご提案いただきました浴室のみの利用やゴルフ練習場とセットの利用につきましては、上記の位置づけから料金設定を設けて
いない状況でございますが、チラー導入なども含めていただいたご意見につきましては、今後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8月30日

令和4年8月23日
保育園でのマ
スク着用につ
いて

幼児（特に3歳-6歳）のマスク着用の必要なしについて疑問があります。
厚生労働省からの発表である＜保育所・認定こども園・幼稚園等の就学前児について＞
・２歳未満の子どもでは推奨されない
・２歳以上の就学前の子どもについても、個々の発達の状況や体調等を踏まえ
る必要があることから、他者との身体的距離にかかわらず、マスク着用を一律
には求めていない
本人の体調がすぐれず持続的なマスクの着用が難しい場合は、無理に着用する必要はな
く、特に夏場については、熱中症予防の観点から、屋外でマスクの必要のない場面で
は、マスクを外すことを推奨。
これを読む限り、『マスクを外す事を推奨』しているとは思えないのですが、基本、マ
スクはしないという考え方なのでしょうか。熱中症対策と言われておりますが、実際、
園の中はかなり冷房も効いている状態です。大人がどんなに対策をしても、意味がない
様に思います。実際、クラスターも発生しており、それでもマスクの着用はありませ
ん。密にならない事は不可能であり、マスク着用は唯一できる対策ではないかと考えま
すが、いかがでしょうか。

世田谷区では、厚生労働省の「保育所等における新型コロナウイルスへの対応にかかるQ&A」を参考に、「「新しい日常にお
ける保育」対応ガイドライン」を定め、各保育施設に周知しています。直近の状況を踏まえ、7月19日に一部改訂を行いまし
たが、その中で、職員及び子ども・保護者のマスク着用について、以下のように記載しています。
（「「新しい日常における保育」対応ガイドライン」より抜粋）
〇職員はマスクを適切に着用するようにしましょう。
〇マスク着用しながらの保育にあたっては、子どもが職員の表情が見えないことで不安を感じるようになる場合もあるので、
職員同士で連携して子どもを見守り、声掛けをしていきましょう。
〇送迎する保護者にもマスク着用を呼びかけ、協力をお願いしてください。
〇子どものマスク着用については、子ども一人ひとりの発達の状況を踏まえる必要があることから一律にマスクを着用するこ
とは求めていません（厚生労働省通知に基づく）が、家庭からマスクを着用してきた場合はその限りではありません。
〈留意点〉
・職員のマスク着用及び園児がマスクを着用してきた場合、夏季は熱中症予防対策を十分に行うこととする。
・職員は、マスクを着用することを基本とするものの、保育の必要上、マスクを外すことがある場合は、事前に保護者に伝え
て理解を求める。
・低年齢児（2歳未満児）のマスク着用は熱がこもり、熱中症のリスクが高まる等、健康に過ごすうえでのリスクが指摘されて
いるため、着用しないようにする。
・保護者の希望によりマスクを着用している場合は、マスク着用によって息苦しさを感じていないかどうかについて、十分に
注意していただくとともに、その子を見ている保育士等が持続的なマスクの着用が難しいと判断する場合は、無理して着用さ
せず、外すようにしてください（なお、WHOは５歳以下の子どもへのマスクの着用は必ずしも必要ないとしています）。（厚
生労働省通知に基づく）
・園児がマスクを着用してきた場合、マスクを外す際は、袋に入れる等の工夫をし、他園児が触らないようにする。
・子どもがふざけてマスクを取り外したような場合でも、無理に着用を求める必要はありません。
・一定以上の年齢の子どもに一律にマスク着用を求めることや、子どもやその保護者以外の第三者の指摘等により着用を促す
など、子どもや保護者の意に反してマスク着用を実質的に無理強いすることにならないよう留意してください。
（抜粋以上）
区内保育施設の新型コロナウイルス感染者数は、７月中旬以降大幅な増加に転じ、それ以降継続して感染者が多い状況にあり
ます。保育施設内の感染症防止対策といたしましては、ガイドラインに沿って子ども、職員の健康状態の継続的把握、園内の
定期的な消毒、手洗いの徹底、３密の回避を考慮した保育の工夫、定期的な換気の徹底、また、幼児を中心とした手洗い・咳
エチケット等の健康教育をお願いしています。
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
とも保育園の感染症防止対策の徹底に努めていきますので、ご理解、ご協力をお願いします。

（令和４年８月２５日時点回答）

保育部
保育課

電話
０３－６４５３―４８３７
FAX
０３－６４５３－４８５６


