
区 民 の 声 の 公 表 （令和４年10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

体育館の利用
について

小学校などの体育館利用させて頂いておりますが　利用できる体育館が少なく抽選が取
れません。月一良くて二です。
前に使えていた体育館も殆ど使用出来なくなってしまいました。
コンスタントに使用出来る方法はございませんか。
又は他区の様に児童教育優先枠の様な物はありませんでしょうか。
使用出来る体育館利用を戻す予定は無いのでしょうか。

区立小・中学校の施設については、学校教育上の支障のない範囲で、地域住民や一般に開放しております。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響等により、依然としてコロナ禍前と比較して開放枠が減少している傾向がご
ざいます。
なお、けやきネットにおいて利用に関する優先枠はなく、利用希望の皆様には申込・抽選にご参加いただいております。
利用される皆様にはご不便をおかけしておりますが、感染状況を注視しつつ、授業や学校行事、部活動等の学校教育活動や地
域利用の状況を十分に考慮の上、開放枠の拡大に努めてまいります。

生涯学習部
生涯学習・地域学
校連携課

電話
０３－３４２９－４２６１
FAX
０３－３４２９－４２６７

令和4年10月3日

外遊び場不足
のため、送迎バ
スの導入希望

来年、世田谷区へ転入予定です。娘は年少になりますが、転園予定の保育園は園庭が小
さく、乳児向けと聞いています。また、歩道にはガードレールもなく、車の通りも多
く、近くの公園に行っても他園とのバッティングが生じて遊べない事もあると聞いてい
ます。
世田谷区にも広い公園がありますので、他区で実施している園庭のない保育園の子ども
たちをバスで広い公園に送迎する事業を導入頂き、のびのびと子どもたちが遊び回れる
環境づくりをお願いしたいです。

世田谷区では、敷地面積等の関係から十分な広さの園庭を確保できない園については、徒歩圏内の公園等を代替遊技場として
利用し、外遊びの機会を確保しています。
いただいたご意見については、今後の保育施策の参考にします。

保育部
保育運営・整備支
援課

電話
０３－５４３２－２３２０
FAX
０３－５４３２－３０１８

令和4年10月3日

がやリンの支払
方法について

世田谷区コミュニティサイクル（がやリン）を利用しています。
等々力ポートでの支払方法が現金のみになっていますが、等々力駐輪場の支払方法と同
じく電子マネーでの支払いに対応していただけないでしょうか。

等々力ポートは、区内の他のコミュニティサイクルポートと比較してポートのスペースが狭く、また、自転車の管理台数が少
ないといった理由から、他のポートのような入出庫ゲート及び精算機を設置しておりません。そのため、等々力駐輪場のよう
に、お支払の際に交通系ＩＣカードがご利用いただけない状況にあります。
等々力ポートの規模に対して設置効果が低いこと、また、設置機器が非常に高価であるため、ご要望にはお応えできないのが
現状です。利用に際しましてご不便をおかけし申し訳ありませんが、ご理解のほどよろしくお願いします。

土木部
交通安全自転車課

電話
０３－６４３２－７９６７
FAX
０３－６４３２－７９９６

令和4年10月3日

住宅リノベー
ション補助金に
ついて

今般、漸く我家では屋根・外壁補修をすることを決めたところです。
ところで、屋根塗装を行った場合、断熱効果のある塗料を使った場合は、住宅リノベー
ション補助金の対象になることは存じていましたが、当方が今回工事する屋根補修で
は、既存スレートの材質上、塗装補修は向かないことが判明したため、ガルバリウム鋼
鈑を使ったカバー工法による補修を行うことになりました。
同工法による補修で費用はかなりアップするのですが、メリットは多く、特に断熱効果
は塗装した場合よりも大きいことがわかりました。
ところが、カバー工法による補修は、本補助金の対象にはならないとのことを施工業者
から聞きました。
補助金制度の趣旨からすると、環境配慮のリフォームが補助金の対象となるから、同工
法による工事を補助金対象としない理由は理解できないのです。
是非とも、カバー工法による屋根補修も本補助金の対象とし、給付していただくことを
希望します。

環境配慮型住宅リノベーション推進事業の補助事業のうち「屋根の断熱改修工事（高反射率塗装）」について、現在の評価基
準としては、主に「（1）日射反射率５０パーセント以上を有する塗料を用いる塗装工事をいう。」「（２）国内の第三者機関
によるＪＩＳ規格に基づく日射反射率を証明するもの（試験結果報告書等）があること、又はこれに類する証明があるこ
と。」の２つを設けさせていただいております。ガリバリウム鋼板における焼き付け塗装が、「（２）国内の第三者機関によ
るＪＩＳ規格に基づく日射反射率を証明するもの（試験結果報告書等）があること、又はこれに類する証明があること。」の
条件を満たすものであれば補助金対象となりますが、現在のところこの証明書が発行された製品を確認できておらず、このた
め、本補助金の対象外となります。
この点については、現在補助金内容の見直しを検討しており、令和５年度からは、「断熱改修」における「屋根の葺き替え」
を対象としたメニューを新たに設け、既存住宅の屋根のみを断熱材込みでガリバリウム鋼板を使用したカバー工法による補修
に対しても、補助金を交付できるか検討中です。

環境政策部
環境・エネルギー
施策推進課

電話
０３－６４３２－７１４０
FAX
０３－６４３２－７９８１

令和4年10月3日

保育部
保育課

電話
０３－５４３２－２３２５
FAX
０３－５４３２－３０１８

教育総務部
学校健康推進課

電話
０３－５４３２－２６９３
FAX
０３－５４３２－３０２９

世田谷区への
ふるさと納税の
際のワンストッ
プ特例申請に
ついて

区にふるさと納税をした際、ワンストップ特例申請書の案内がきたが、返信用封筒の同
封がなく「世田谷区本庁へ提出してください」とのことでした。
他の自治体にふるさと納税をしたときは、全てワンストップ特例申請書を送付するため
の返信用封筒が同封されており、原則郵送で申請するものだと思っていたので、今回の
案内に困惑しています。
本庁へ提出することは何を根拠にしているのか、法律、政令、規則、通達など、根拠に
しているものがあれば教えてほしい。
根拠にしているものがなければ、本庁へ提出することとしている合理的な理由を教えて
ほしい。
本庁へ提出することとあるが、郵送で申請できるのか。
郵送で申請できるのであれば、なぜその旨の記載がないのか。
郵送で申請できるのであれば、返信用封筒がなぜ同封されていないのか。
昨今のオンライン化の風潮がある中で、ワンストップ申請書はオンライン化できないの
は仕方がないとしても、「本庁へ提出してください」は非効率であると思います。
区民が交通運賃を支弁して本庁へ提出することが、郵送を含めて他手段を勘案した上で
最善の方法だとお考えですか。

お送りしたふるさと納税ワンストップ特例制度のご案内に記載した「世田谷区へご提出ください」という表記は、世田谷区に
寄附をくださった方は寄附先である世田谷区に申請書を提出してくださいという意味で記載をしています。
ワンストップ特例申請書は、ふるさと納税先の自治体に提出する必要があることから、このように記載しています（例えば目
黒区民が世田谷区にふるさと納税をした場合は、申請書を目黒区ではなく世田谷区に提出）。
提出先は、お送りした送付文に「以下の問い合わせ先まで書類をご提出ください」と記し、問い合わせ先を「世田谷区政策経
営部経営改革・官民連携担当課」と記載していましたが、わかりづらい表記で申し訳ありません。
※寄附金税額控除に係る特例申請の法的根拠は地方税法附則第7条第8項です。総務省のふるさと納税ポータルサイト「ふるさ
と納税の流れ」も参考にしてください。
また、申請書の提出は郵送でもできます。郵送先は、送付文記載の住所・部署までお願いします。
郵送でも提出できることの明記がなく、申し訳ありません。
郵送の際の封筒や切手は、本申請が寄附者の任意の手続きであるため、寄附者負担でお願いしています。
本申請書の提出方法は郵送が一般的であると考えていますので、案内文の内容がわかりやすくなるよう改善します。

政策経営部
経営改革・官民連
携担当課

電話
０３－５４３２－２１９０
FAX
０３－５４３２－３０４７

令和4年10月5日

令和4年10月5日

コロナ対策

コロナ対策として、区内の保育園・小中学校に空気清浄機を設置してください。 ＜区内保育施設での新型コロナウイルス感染症対策について＞
区は、『世田谷区「新しい日常における保育」対応ガイドライン』の中で、手洗い・咳エチケット・消毒・こまめな換気等、
基本的な新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を具体的に示し、区内保育施設に配布しております。
こまめな換気については、施設の環境により難しい状況もありますので、「換気扇・窓がない場合には、空気清浄機の設置は
補完的措置として効果はあるが、二酸化炭素濃度を下げることはできないため留意する」よう内閣府の新型コロナウイルス感
染症対策分科会で提言されています。
区としましては、一律に空気清浄機の設置を進めるのではなく、施設の状況に合わせて、設置していただくことが有効と考え
ております。
令和元年度から国の補助金を活用し、区内保育施設が感染症防止対策に必要な消耗品・備品等にかかる経費の補助により支援
し、この間、空気清浄機を設置している施設も多くございます。令和４年度も同様の補助を行うほか、感染症対策として実施
する改修に必要な経費を補助するなど、感染症防止対策に必要な支援を行ってまいります。

＜区立小・中学校での新型コロナウイルス感染症対策について＞
世田谷区立小・中学校での新型コロナウイルス感染症対策は、文部科学省作成の「学校における新型コロナウイルス感染症に
関する衛生管理マニュアル～「学校の新しい生活様式」～」を踏まえて「学校・園における新型コロナウイルス感染症対応ガ
イドライン」を作成するとともに、区ＨＰにて公表・周知し、手洗いや咳エチケット、換気、身体的距離を確保するといった
感染症対策を徹底することとしています。
ご指摘の空気清浄機に関しては、一律での購入等は行っておりませんが、学校規模や学校の構造等も踏まえ各学校にて感染対
策として必要な物品を購入できるように予算を配分しており、予算の範囲で学校それぞれで優先順位をつけて適宜購入してお
ります。なお、一部学校では空気清浄機を購入した学校もあると聞いております。
今後も、児童・生徒が安心して学校生活を送れるよう適切に対応をしてまいります。



小学校の百葉
箱を活用してほ
しい

小学校の百葉箱は管理が大変だからと、学びには使われていないと聞きました。
デジタル化が急速に進む中、”ネットがなければ、電気がなければ何も出来ない人間”
になってしまわないために、アナログの原理原則を子供のときにしっかりと学び、実物
に触れるべきではないでしょうか。百葉箱は学校教育でしか触れることのないもので
す。活用をお願いします。

世田谷区立小学校では、学習指導要領に基づき、第４学年の理科の授業において百葉箱を用いた学習を行うことを定めており
ますが、履修の時期をはじめ百葉箱の運用・管理につきましては、各学校において取り決めているところです。
教育委員会では、百葉箱の活用について学校にご要望をお伝えします。 教育政策部

教育指導課

電話
０３－５４３２－２７０６
FAX
０３－５４３２－３０４１

令和4年10月7日

ドッグランを
作って欲しい

新築マンションを購入し犬を飼い始めたのですが、喜多見あたりは犬を飼う人がたくさ
んいると感じています。しかし月に一度だけ小さなドッグラン(と言うほどの大きさも確
保されていない)しか喜多見では開催されないため、次大夫堀公園のあたりなどにドッグ
ランができればと感じています。マンションは最近増えていますし、世田谷区民の生活
満足度向上のためにもぜひご検討ください。

ご自宅で愛犬と一緒にお住まいの方が増えていること等から、ドッグランの設置に関する声はいただいております。しかしな
がら、区立公園は、規模の小さい公園が多く、隣接する住宅までの距離が近いなど、鳴き声等の音に対する懸念がございま
す。また、公園内における犬のフンの放置やノーリードなど、飼い主のマナーに関する問題は日常的に発生しており、飼い主
のマナー向上、近隣住民や公園利用者の理解が無くして、ドッグランの設置は極めて難しいのが現状です。なお、区立野川緑
道沿いの広場では市民団体の野川ドッグエリアの会が、区の後援を得て、毎月小規模なドッグエリアを数日間開催しておりま
す。
お話しの次大夫堀公園は、比較的規模の大きな公園ですが、住宅からも近く、広場状の空地が少なく、散歩や子どもの遊びや
休息などの利用が多いことなどから、他の区立公園と同様にドッグランを設置することは困難な状況です。いただいたご意見
は、人と犬との共生が進むよう、今後の管理運営の参考とさせていただきます。

みどり３３推進担当
部
公園緑地課

電話
０３－６４３２－７９０７
FAX
０３－６４３２－７９８９

令和4年10月11日

図書返却ポスト
の設置につい
て

世田谷区内の各駅に図書返却ポストを設置していただきたいです。
よろしくお願いします。

ご提案いただきました返却用のブックポストの区内各駅への設置につきましては、利便性の向上や延滞の防止等の効果も期待
できると思われますが、ブックポストの収容量や日々の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、駅周辺の公共施設への設置など、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10月12日

リサイクルごみ
に関して

一部のスーパーマーケット等で行なっているリサイクル可能な発泡スチロールやプラス
チック容器のごみの回収をペットボトルの分別回収のような形で行なっていただくこと
はできませんでしょうか。
リサイクル可能な発泡スチロールやプラスチック容器のごみは、現状可燃ごみとしても
出せるごみのため、区での分別回収がないとなると、わざわざスーパーへ持って行くご
家庭も少ないかと思います。
ぜひ区での分別回収も行なって頂けますと、リサイクルごみの分別をするご家庭も増え
るかと思います。
どうぞご検討頂きたく思います。
よろしくお願いいたします。

区では一部の公共施設で白色発泡トレイ、食品用透明プラスチック容器、色・柄付き発泡トレイの回収を行っていますが、そ
れ以外のプラスチックは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います。
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
FAX
０３－６３０４－３３４１

令和4年10月12日

子ども・若者部
子ども家庭課

電話
０３－５４３２－２５６９
FAX
０３－５４３２－３０８１

生涯学習部
中央図書館

電話
０３－３４２９－１８１１
FAX
０３－３４２９－７４３６

補聴器の購入
に対する助成
金制度につい
て

現在、都内の多くの区で、補聴器の購入に対する助成金制度が行われていますが(2～３
万円程度)、世田谷区では導入しないのでしょうか。
片耳難聴のため、人の声や車両の音、役所や窓口での呼出音が聞こえにくく、子育てや
社会生活に支障があります。片耳難聴の場合、障がい者手帳の交付がありません。
某専門サイトで「集音器を含めた聞こえを改善する機器に対する助成金制度を検討して
いるとの回答を世田谷区から頂きました」とのコメントを拝見し、所得制限なしに、少
しでも早く制度をスタートしていただきたいです。

障害者総合支援法では、聴覚障害６級以上の方を対象に、日常生活に補聴器が必要と医師意見書が提出された場合に、補装具
制度として補聴器の購入助成を行う制度となっています。また、重度障害者日常生活用具給付事業では、聴覚障害４級以上の
方を対象に、会議用拡聴器という品目があります。いずれも聴覚障害の身体障害者手帳の交付を受けた方を対象としておりま
す。
一方、身体障害者手帳の対象とならない中等度難聴の児童については、東京都が、児童の言語習得やコミュニケーション能力
等の向上を目的とした中等度難聴児発達支援事業を制度化しており、区としても、この都事業を実施している状況です。
身体障害者手帳の対象とならない中等度難聴の成人の方から、聞こえに関するご相談があることは承知しておりますが、補聴
器購入助成の対象とする場合には、他自治体の状況も参考としながら、対象範囲や財源、公平性、継続性などの検討や、関係
所管との整理が必要と考えております。

障害福祉部
障害施策推進課

電話
０３－５４３２－２４１５
FAX
０３－５４３２－３０２１

令和4年10月20日

図書館の英語
絵本

区の図書館にも、もっと英語の絵本などの蔵書を増やして欲しいです。
小学校で英語の授業が開始され、日本語の本を楽しむのと同じように、英語の本にも親
しんで欲しいと思っています。いつか外国人のお友達ができたときに、同じ本を読んで
いたことで盛り上がり仲良くなれるような、海外の有名絵本などがあれば子供と一緒に
楽しみたいです。そして親も英語を子供と一緒に学びつづけて行く、そんな世田谷区に
なっていけると素敵だなと期待しています。

世田谷区立図書館では、多言語対応や多文化理解に対応した資料の充実を進めており、英語も含めた外国語絵本等についても
購入をしています。ただ、ご指摘のように、日本語の絵本と比べると蔵書数がまだまだ少ないのが現状ですので、蔵書数を増
やしていく方向で検討いたします。

生涯学習部
中央図書館

電話
０３－３４２９－１８１１
FAX
０３－３４２９－７４３６

令和4年10月27日

子育て世代に
向けたブック
サービス

「ブックスタート」など、子ども向け(読み聞かせなどに適した)ブックガイドはある
が、妊婦さんや子育て中のお母さんに向けたブックガイドを図書館とネウボラ事業で協
同制作してほしい。
妊娠・育児・子育てに関する本はたくさん出版されているが、どの本が良いのか(科学的
根拠があるか、思想が偏っていないかなど)わからないので、妊娠・育児のおススメ本を
紹介したブックガイドを作って、母子手帳を配布する際に一緒に配ったり、公共施設で
配布してほしい。
テーマとしては「妊娠・出産ガイド」「赤ちゃんの育て方」「産後うつ」「ワンオペ」
「育児のパパ参加」「子育てエッセイ」「障がい児の子育て」などを取り上げた本を紹
介してほしいです。
また、妊娠中・子育て中だと外出が難しかったりするので、電子書籍で借りられる「子
育て関連資料」の紹介もしていただけるとありがたいです。

＜妊娠期から子育て中の方への取り組み＞
妊娠期から子育て中の方が気軽に立ち寄ることができる「おでかけひろば」では、月齢にあった絵本やおもちゃなどを実際に
手にとっていただくことができ、読み聞かせ等のイベントも実施しているひろばもあります。他の親子やスタッフと交流した
り、育児相談等もできますので、ぜひご利用ください。
また、「地域子育て支援コーディネーター」は、メールや電話で、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ので、お気軽にお問い合わせください。

＜区立図書館の取り組み＞
世田谷区立図書館では０歳児からの読書を支える図書館として「子育て支援に携わるすべての方に向けたおすすめの本のリス
ト」を作成し、図書館のホームページで紹介しておりますので、ぜひご覧ください。今後は、妊婦の方や子育て中の方々に向
けた育児や子育てに関するブックガイドを作成し、公共施設等で配布するよう検討いたします。
　また、電子書籍サービスにつきましても「子育て関連資料」も含め、今後も内容の充実に努めていきます。

令和4年10月18日


