
区 民 の 声 の 公 表 （令和4年9月受付分）
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連絡先

（電話、FAX）
受付日 関連情報

公立保育園での
ベビーカーについて

登園で使うベビーカーを、なぜ必ず畳まなくてはいけないのか教えて下さい。
ベビーカー置き場の左右にはスペースがあり、「畳んで置いてください」と言われます
が、スペースを増やしてほしいです。

また、畳まず現状のスペースに置いても特に利用するときに支障はないように思いま
す。
どうして子どものための施設で、ベビーカーを畳むことが強要されるのでしょうか
たった一手間、と思われるかもしれませんが、仕事に向かうときや、また膝の悪い祖父
母に送迎してもらうこともあり、この一手間が大変負担に感じます。
慣習にとらわれず、利用しやすい施設にしてほしいです。

ベビーカー置き場については、各区立保育園にて場所の設定をしております。
その設定にあたっては、園の敷地内であること、雨を防げること、保護者の出入りが容易なこと、という条件を満たす場所とさ
せていただいております。園の敷地内において、これらの条件を満たす場所はどうしても一定の場所に限られてしまい、ベビー
カーを登園から降園までお預かりするには、多くの園でベビーカー置き場にあまり余裕がないのが現状です。

また、各ご家庭のご事情により、あらゆる年齢のお子さんがベビーカーを使用している状況もあり、保育園としては限られたス
ペースになるべく多くのベビーカーを置けるよう、保護者の皆様へは折りたたんでいただくようにご案内しております。
ご利用の園で、敷地内に余裕があると思われる場合は、園長へご相談ください。

保育部
保育課

電話
０３－５４３２－２３１９
FAX
０３－５４３２－３０１８

令和4年9月5日

犬の糞尿について

犬の糞尿についてはこれまで多くの苦情等あったことかと思いますが、無くならないど
ころか増えているような現状です。
家の前にされていたこともあり、処分するのも気持ち悪いですし、衛生的に問題がある
のは言うまでもありません。常に監視している訳にもいきませんし、区として具体的な
対策を実行してください。
現行のプレートでは効力が薄く、町の景観も害します。これこそ無駄なコストです。犬
税をとって清掃人を用意する、犬のDNAを採取登録して犯人を特定する、罰金制度を設
けるなど、具体的な対策を実行して欲しいです。被害を受けている住民が泣き寝入りす
るようなことのない区政をお願いします。

区では、令和３年度に区内の飼い犬登録数が過去最多の４万頭を超えました。現状を踏まえ、飼い主が秩序（飼育マナー、周辺
環境への配慮等）を守り、責任を持って飼育することが重要ととらえ、住宅密集地である世田谷区において、地域の特性に配慮
したペットの適正な飼い方と、飼い主の責務について啓発の充実を図っています。

飼い犬の登録をしている方全員に毎年発送している狂犬病定期予防注射の通知発送時や、犬のしつけ方教室の開催時など様々な
機会を捉え、飼い主のマナー向上に関するチラシや、マナーブックの配付、動物病院やペットショップ等を通じた周知などを行
い、犬の飼い主に対する飼育マナーの向上に努めています。

また、禁止事項を前面に押し出した従来の啓発プレートのほかに、新たに飼い主の自主的な行動を促すため、行動経済学も活用
した啓発用プレートを作成し、啓発を進めてまいりました。今後も、町の景観にも配慮し、デジタル手法も活用して飼い主のマ
ナー向上に取り組みます。
飼い主を直接訪問した上での飼育マナーについての説明も行いますので、相手方のお名前やご住所がおわかりになるようであれ
ば、ご連絡ください。

世田谷保健所
生活保健課

電話
０３－５４３２－２９０８
FAX
０３－５４３２－３０５４

令和4年9月5日
区ホームページ
ペット

学校緊急連絡
情報配信サービス
「すぐーる」の運用
について

すぐーるの世田谷区学校緊急連絡情報というのは、緊急連絡用に使用すべきであって、
イベント開催等の案内は別のチャンネル等を設置すべきではありませんか。
緊急連絡情報なので、受信後必ず目を通していますが、緊急ではない連絡ばかりです。

「すぐーる」の仕様では、別のチャネルを持つことができません。
しかし、ご指摘のように「様々な情報が混在してわかりにくい。」と言うご意見を受け止めて、本年12月下旬より運用によっ
て緊急連絡情報とその他の情報を分ける準備をいたしております。
実施の際には改めてすぐーるにて周知いたします。

教育政策部
教育ICT推進課

電話
０３－５４３２－２９６９
FAX
０３－５４３２－３０４１

令和4年9月5日
区ホームページ
すぐーるの配信
情報一覧

災害時の水の確保
について

１．災害時給水ステーション以外に、給水場所を設置する予定はありますか。

２．給水車の手配はすぐにできますか。

震災時の飲料水等を確保するため、東京都は、災害時給水ステーション（給水拠点）を整備しており、区は、避難所となる区立
小中学校等に、受水槽や応急給水資器材等を設置しています。
　
車両輸送による応急給水は、区から東京都へ依頼を行いますが、東京都は、災害時給水ステーション（給水拠点）からの距離が
おおむね２km以上離れている避難場所や断水地域の状況、水道施設の復旧状況等に応じて、応急給水を行います。給水車の要
請が多数の場合は、原則、「病院等」「水を供給できない給水拠点」「避難所」の対応順位で、応急給水を行うことになりま
す。

大規模災害が発生した場合でも、自宅に被害がなく安全に過ごせる場合は、避難所には行かずに自宅で生活を続ける「在宅避
難」を推奨します。在宅避難には事前の備えが非常に重要となりますので、飲料水につきましては１人１日に３リットル、最低
３日以上、できれば１週間分の備蓄が理想的です。飲料水・生活用水の備蓄に積極的に取り組んでいただけますと幸いです。

北沢総合支所
地域振興課

電話
０３－５４７８－８０２８
FAX
０３－５４７８－８００４

令和4年9月7日
区ホームページ
防災・災害対策

スケートボードについて、東京オリンピックで日本勢が活躍しお家芸化するかもしれま
せん。街中で禁止されているなら世田谷区所有地に全天候型の練習場を開設し、そこに
愛好家達を誘導すれば良いです。屋内で有れば騒音の心配もありません。

スケートボード練習場所の整備（全天候型の練習場の開設）につきましては、公園敷地におけるスポーツ施設面積の割合や建ぺ
い率が法令や条例によって制限されていることや、新規施設の建築により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

駅などに区の喫煙所が有るのは知っているが数は少ないです。路上で隠れてや堂々と
吸っている人も見かけます。ならば、喫煙所を増やせば良いです。世田谷区立公園のト
イレ側に1人用の簡易喫煙所の設置や、それ以外での喫煙に対しては過料徴収をしてくだ
さい。

喫煙所の設置につきましては、近隣にお住まいの方や施設を利用される方たちのご理解とご協力が不可欠であり、また、健康増
進法や建築基準法等の関係法令の遵守も必要となるため、難しい面もございますが、いただきましたご意見を参考に引き続き鋭
意取り組んでまいります。

環境政策部
環境保全課

電話
０３－６４３２－７１３７
FAX
０３－６４３２－７９８１

区ホームページ
環境美化・ポイ
捨て・路上禁煙

生活保護の扶養照
会について

区が義務である扶養照会を誠実に実施していない旨の報道があります。

生活保護の扶養照会については、最大限の取り組みを要請します。
誠実に区税を払っている区民に恥じない行いを履行してください。

区では各保健福祉センター生活支援課にて、対象世帯の状況を丁寧に聞き取り、扶養義務者からの扶養の可能性を確認します。
そこで扶養義務の履行が期待できる扶養義務者へは、扶養照会を行い、どのような援助が可能か、生活保護法および国からの通
知の趣旨に沿って実施しております。
引き続き生活保護制度について、適正な事務執行に努めるとともに生活保護受給者の自立支援に積極的に取り組んでまいりま
す。

保健福祉政策部
生活福祉課

電話
０３－５４３２－２９３２
FAX
０３－５４３２－３０２０

令和4年9月9日

令和4年9月8日
禁止事項に対する
対策

https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kurashi/006/001/index.html
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kurashi/006/001/index.html
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/002/006/d00198697.html
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/002/006/d00198697.html
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/002/006/d00198697.html
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kurashi/005/003/index.html
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kurashi/005/003/index.html
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/sumai/011/005/index.html
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/sumai/011/005/index.html
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/sumai/011/005/index.html


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

コンポストでできた
生ごみ堆肥につい
て

コンポストを始めましたが、できた堆肥の使い道がありません。
区で回収を行なっている場所や回収イベント等はございますか。
ない場合、今後そういった取り組みを行う予定はありますか。

ご家庭で作られた生ごみ堆肥につきましては、大変恐縮ですが、区では回収をしておらず、自家利用をご案内しています。
また、今後につきましても、回収の予定はありません。

清掃・リサイクル部
事業課

電話
０３－６３０４－３２５３
ＦＡＸ
０３－６３０４－３３４１

令和4年9月15日

世田谷ナンバー

人気のある品川ナンバーが廃止され強制的に世田谷ナンバーに変わった不適切なアン
ケートに疑問があります
アンケートをやっていたことは知りませんでした。
品川ナンバーの復活を求めます。

世田谷ナンバーは、世田谷ブランドを普及・向上させるうえで有効であること、また区民の方の地域に対する愛着心の醸成、観
光振興や地域振興に資するものであるとの考えから導入したものです。導入に際しては、区内産業団体からの要望や区民・事業
者を対象としたアンケート調査を行った上で、東京都への提出及び国交省による審査を経て、導入が決定され、平成26年11月
より交付が開始されたものです。

本年4月の制度変更により、地域名表示の廃止申請の手続きが可能となりましたが、既に登録自動車の約６割が世田谷ナンバー
に切り替わっている状況も鑑みますと、にわかに廃止の手続きを取ることは適当ではないと考えております。
世田谷ナンバーの導入に係る損害賠償請求につきましては、平成26年10月に、区が不正な区民アンケート調査を実施し、その
結果を東京都を通じて国に提出して世田谷ナンバーを導入したことにより精神的損害をこうむったとして、区民が原告として、
世田谷区及び世田谷区長に対して損害賠償を求めて東京地方裁判所に提訴したものです。平成28年11月には、第一審原告らの
請求を棄却する判決が言い渡されました。この判決を不服として、控訴人らが東京高等裁判所に控訴した事案について、アン
ケート調査に関する指摘を受けておりますが、平成29年5月に控訴人らの控訴を棄却するという判決が言い渡されました。そ
して、この判決について、申立人が世田谷区らを相手方として、最高裁判所に上告受理の申立てを行い、平成29年11月、最高
裁判所において、上告受理の申立てが不受理とされ原告らが敗訴したことを受けて、一連の訴訟は終結し確定していることか
ら、現時点で改めてアンケート調査を行うことは考えておりません。

経済産業部
産業連携交流推進
課

電話
０３－３４１１－６６４４
FAX
０３－３４１１－６６３５

令和4年9月15日
区ホームページ
世田谷ナン
バーについて

路上喫煙と
ポイ捨てについて

路上喫煙について罰則がないからか、若者は路上喫煙が当たり前のごとく、吸っていま
す。
更にたちが悪いのは、排水溝を灰皿がわりに、タバコを捨てること、海に繋がっている
ことを知らないのでしょうか。今一度、タバコルールの徹底を周知してください。

区では、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などに取り組んでおります。
上記取り組み以外の方法も模索しながら、改めてたばこルールの周知に鋭意取り組んでまいります。

環境政策部
環境保全課

電話
０３－６４３２－７１３７
FAX
０３－６４３２－７９８１

令和4年9月15日
区ホームページ
環境美化・ポイ
捨て・路上禁煙

図書館で開催され
るイベントの開催
頻度について

区立図書館で開催されていた乳幼児向けの読み聞かせ、わらべうたの会に参加しまし
た。

会では、30分で5冊の絵本の読み聞かせをしていただき、わらべうたもたくさん教えて
いただきました。
また、周囲にさまざまな月齢の子供がいて、読み聞かせに反応して大笑いする可愛らし
い声や、お母さんが子供に語りかける声などもあちこちから聞こえてにぎやかで、とて
もよい刺激になりました。
30分という時間も長過ぎず短過ぎずちょうどよく、子供はもちろん、私も楽しく充実し
た時間を過ごすことができました。
次回も参加しようと思い、帰り際にお知らせのポスターを見たところ、こんなに素晴ら
しい企画が月に一度だけと知って大ショックでした。

コロナ禍ではあるものの続々とやってくる親子を見ていると、私と同じようにこういっ
た催しを楽しみにしている保護者は沢山いるのではないかと思います。
本当に楽しい時間でした。毎週とはいいません、隔週など、もう少し開催頻度が上がれ
ば嬉しいなと思います。

区立図書館では０歳児からの読書を支える図書館として、子どもの成長段階に応じた様々な取り組みを続けております。乳幼児
向けのおはなし会・わらべうたの会につきましては、いただいたご意見を参考に、皆さまに楽しんでいただけるよう、各区立図
書館の事情に応じて、回数等の増加を含め更に充実させていくよう取り組んでいきます。

中央図書館では毎週木曜日および第３・４土曜日と日曜日の午前11時から乳幼児向けおはなし会を開催しております。また、
おはなし会のほかにも、講演会や展示コーナーなど様々な機会を通じて、子どもたちが本に親しめる機会を設けております。

生涯学習部
中央図書館

電話
０３－３４２９－１８１１
FAX
０３－３４２９－７４３６

令和4年9月21日

生ごみ処理機の
購入助成に関して

ごみ処理に関しても家庭から出るごみは生ごみが圧倒的に多く、焼却のために莫大なエ
ネルギーが使われているということを知りました。少しでもこれからの地球のためにな
ることを、と生ごみ処理機の購入を考えています。
自治体によっては助成金を出しているところがかなりあるようです。

また、区民からの同じような質問に対して、平成２４年度ごろは行なっていたが希望者
が少なかったのでやめたというような回答がありましたが、今は小学校からそういった
ことを考える教育もありますし、情勢的にも環境を考える人が増えてきたと感じますの
で、再度導入を検討して頂きたいです。

生ごみ処理機購入費の助成に関しましては、申請者数の大幅減に伴い平成２４年度で終了しました。代わりに、生ごみの減量講
習会や生ごみ堆肥を活用した野菜作り講習会を定期的に実施し、生ごみ減量の重要性について啓発を行っています。
生ごみ処理機購入助成金の再導入につきましては、生ごみの水切りや堆肥化などに関する区民へのアンケート調査を行うととも
に、他の自治体の利用状況等も見ながら、より効果的な施策を検討していきたいと考えています。

清掃・リサイクル部
事業課

電話
０３－６３０４－３２５３
ＦＡＸ
０３－６３０４－３３４１

令和4年9月21日

不妊治療について

不妊治療に関して、保険適用では、年齢と回数制限があるため、あっという間に回数制
限に達してしまうことへの精神的不安、経済的負担があります。
他区では不妊治療助成金を始めたところもあります。。世田谷区も不妊治療助成金を開
始してほしいです。

区では、特定不妊治療が保険適用となる前までの治療費につきまして、東京都特定不妊治療費用助成制度の承認決定を受けてい
る方に対し、保険適用外の治療費の一部を助成していますが、保険適用後に始められた特定不妊治療費につきましては、現在の
ところ助成対象とはしていません。
今般、東京都をはじめ、幾つかの自治体において、保険適用後の先進医療に係る費用の一部助成を開始する動きがあることは把
握しています。区としましては、東京都および他自治体の動向を注視しているところです。

世田谷保健所
健康推進課

電話
０３－５４３２－２４４６
FAX
０３－５４３２－３１０２

令和4年9月26日

区ホームページ
世田谷区特定
不妊治療費助
成制度について

https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/shigoto/005/004/index.html
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/shigoto/005/004/index.html
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/shigoto/005/004/index.html
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/shigoto/005/004/index.html
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/sumai/011/005/index.html
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/sumai/011/005/index.html
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/sumai/011/005/index.html
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/fukushi/003/010/d00030419.html
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/fukushi/003/010/d00030419.html
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/fukushi/003/010/d00030419.html
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/fukushi/003/010/d00030419.html
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連絡先

（電話、FAX）
受付日 関連情報

図書館

図書館で本を借りるのに、利用カードを常に携帯しないとならないのが不便です。
最近は、ポイントカードや会員証は廃止され、スマホのアプリになってきています。ス
マホならいつでもどこでも肌身離さず持ち歩いているからです。
各地方自治体でも図書館アプリ導入の事例が増えてきました。区の導入検討状況を教え
てください。

ご提案いただいた図書館アプリですが、大学図書館等では導入が進み、公立図書館でも数年前から西日本などのいくつかの公立
図書館で導入し、また他区ではＬＩＮＥの区の公式アカウントと連携したサービスを開始したことは把握しております。
またアプリではありませんが、図書館ホームページのマイページにバーコードを表示させる機能により、図書館共通利用カード
がなくとも貸出等を可能としている図書館も増えてきております。

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おり、一部資料の館内閲覧についてはその間
カードを預かることとしています。バーコードリーダーが液晶画面の読み取りに対応していないなど、技術的に解決しなければ
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9月26日

私は、高齢者になりましたが、スポーツ施設でほぼ毎日運動し、医者のお世話になるの
は健康診断くらいで、医療費は殆ど使いません。ほとんどの病が生活習慣病であること
を考えると、運動を啓蒙する活動に力を入れることが、重要な区政の一つと考えます。
民間と協力し、特に高齢者が安く、気軽に運動できるような環境を整備し、医療負担を
減らせるような効率的な税金の使い方をしてください。

 区は、区民の健康の保持・増進に向けて、生活習慣病予防は重要な課題であると考えており、区の健康づくり計画である「健
康せたがやプラン（第二次）後期」においても、生活習慣病対策を重要な取組みの一つとして位置づけ、この間、様々な取組み
を進めてきました。
 区民の方が気軽に運動できる環境づくりとしては、公益財団法人世田谷区保健センターと連携して健康づくり教室やマシント
レーニングなど健康づくりに関する様々なメニューを展開し、特に高齢者の方に多くご利用いただいています。また、ウォーキ
ングマップを作成し、まちづくりセンターや、区と官民連携の取組みを行っている民間企業などを通じてお配りし、幅広く区民
の方への普及啓発に取り組んでいます。
今後も、民間企業などと連携しながら区民の健康を保持・増進できる環境づくりに取り組んでいきます。

世田谷保健所
健康企画課

電話
０３－５４３２－２３５４
FAX
０３－５４３２－３０２２

区ホームページ
健康せたがや
プラン（第２次）
について

世田谷区でしか使えない商品券を配布することがありますが、私が住んでいる地区は区
境のため消費活動は殆ど隣の区です。世田谷区の商品券を使うことは全く無く、不公平
感は否めません。区割りの規制を弱くして、他の区でも使えるような工夫をしてくださ
い。

世田谷区商店街振興組合が販売する区内共通商品券は、消費者の消費活動を促進し、区内の商店街を活性化させるために販売し
ているため、区外での使用は想定しておりません。
区内商店街の活性化のためという事業趣旨をご理解ください。

経済産業部
商業課

電話
０３－３４１１－６６６７
FAX
０３－３４１１－６６３５

区で設置している
広報板の利用方法
について

まちづくりセンターに、他市で開催するイベントの広報板へのポスター掲示をお願いし
たところ、「区内のイベントでないと掲示できない」と断られました。世田谷区の方も
ご参加いただけること、近隣で開催することなどお話しましたが、「区内での開催でな
い」という理由のみで断られました。
これまで何回か広報板を利用してきましたが、広報板の利用方法に制限がありとても厳
しいと感じています。しかも、区内の広報板はたくさんありますが、区民が自由に掲示
できる部分は半分、もしくはそれ以下です。場所によっては、町内会、区のお知らせが
半分以上を占めています。区の情報は制限ないかもしくは長期間掲示できます。区でだ
している掲示の内容は、区民に有用かどうか、いま区民に必要な情報なのかの吟味がな
されているのか甚だ疑問に感じるようなものもあります。
区で管理しているものなので、何でもかんでも掲示することは難しいかと思いますが、
区民の利益を優先し、制限ルール、掲載ルールを見直し、拡大解釈が可能な利用方法を
ご検討いただきたいと思います。

区の広報板は、区の行政情報を周知するとともに地域コミュニティ活動を支援するため、広報板左側半分を行政コーナー、広報
板右側半分を地域コーナーに分けています。
地域コーナーは、区内の地域活動団体が地域コミュニティ活動に関する掲示をするために、区民の皆さんに開放しているもので
す。掲示のご希望に沿って公平にお使いいただけるよう、掲示期間は１０日間、受付は掲示希望期間初日の１０日前からとする
等のルールを設けており、掲示の要件に関しても、活動場所は原則として区内であること、営利を目的としないこと、特定の政
治活動・宗教活動を援助、助長、圧迫、干渉等するものでないこと、公序良俗に反しないこと等の条件をつけています。
今後も広報板を活用して、区等の施策を広く区民の皆様にお知らせするとともに、地域のコミュニティ活動を支援してまいりま
す。利用方法及び掲示の要件に関しましてはご理解、ご協力をお願いします。

地域行政部
地域行政課

電話
０３－５４３２－２０３７
FAX
０３－５４３２－３０６９

令和4年9月28日

区ホームページ
広報板地域
コーナー利用案
内

保育部
保育認定・調整課

＜認可外保育施設担当
＞
電話
０３－５４３２－２３１３
FAX
０３－５４３２－３０１８

＜入園担当＞
電話
０３－５４３２－１２００
FAX
０３－５４３２－１５０６

子ども・若者部
子ども家庭課

電話
０３－５４３２－２５６９
FAX
０３－５４３２－３０８１

小学校６年生の
連合運動会の観覧
について

ここ数年のコロナ禍で子ども達も保護者も運動会等の多くのイベントを我慢して耐えて
きました。小学校生活の半分をコロナにより制限され、修学旅行にはなんとか行けまし
た。コロナと共生すべく様々なことが緩和されている中で、連合運動会の保護者の観覧
ができないのはひどいです。
連合運動会は、室内ではなく屋外のイベントです。先生方や運営のお手伝いという形で
も、交代制でも、何とか少しでも子供たちが楽しく頑張っている姿、成長した姿を見た
いです。
制限があっても構わないので、保護者の観覧を許可してください。どうか、よろしくお
願いします。

区立小学校６年生全員が参加する連合運動会は、新型コロナウイルスの影響で２年間開催できず、今年度は３年ぶりの実施で
す。全校で約6,400人の児童が参加を予定しており、６回に分け、各回1,000人を超える児童が参加します。感染症対策とし
て、メインスタンドだけでなく、サイドスタンドも児童席に使用するため、多数の来場が予想される保護者の観覧スペースを確
保することは、例え交代制にしても困難な状況です。
現在の感染者数は減少傾向にありますが、引き続き各校で陽性者が発生していることを踏まえると、他の学校と合同で行事を実
施することに対して懸念を持つ児童、保護者もいます。そのような状況下で実施するためには、まずは児童の新型コロナウイル
ス感染症への対策を徹底し、競技中のケガ等への対策も万全に準備したうえで、児童がのびのびと競技に取り組めることを第一
優先に安全に運営したいと考えています。

教育総務部
学務課

電話
０３－５４３２－２６８８
FAX
０３－５４３２－３０２８

令和4年9月30日

税金の使い方に
ついて

令和4年9月28日

ベビーシッター
利用支援事業

2023年に、他区より世田谷区に転入予定です。
住んでいる区ではベビーシッター利用支援事業が22年9月より利用開始となりました
が、世田谷区では使えないのでしょうか。
共働き世帯にとって、保育園への送り迎えや残業時に面倒を見てもらえるシッターさん
は、なくてはならない存在です。シッターさんがいないと、時短勤務にせざるを得ず、
管理職を目指す事も難しくなります。
働く父も母も、どちらの姿も次世代を担う娘には見せたいと思っています。
ご検討よろしくお願いいたします。

令和4年9月28日

＜ベビーシッター利用支援事業について＞
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
したベビーシッター利用に関する補助事業は実施しておりません。ご希望に沿うことができず、大変申し訳ございません。

＜ファミリー・サポート・センター事業について＞
区では、子育てのサポートを受けたい方（利用会員）と援助協力が可能な方（援助会員）の支えあいによるファミリー・サポー
ト・センター事業を実施しております。利用には事前の登録が必要となっております。
・利用できる人：生後43日目以降から小学校6年生の子どもの保護者
・利用料金：1時間800円
・利用時間：原則、午前7時から午後9時
その他詳細については、こちらのホームページをご確認ください。
　https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/002/002/d00140198.html

その他の子育て情報についてご紹介します。
＜（認可保育園）入園のご相談および申し込み方法＞
　https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/003/003/002/d00187005.html
＜お子さんの一時預かり「ほっとステイ」＞
　https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/002/002/d00015709.html

＜子どもの近くで働くことのできる「ワークスペースひろば型」＞
　https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/002/003/d00161213.html

区ホームページ
短時間・短期間
の預かり
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