
区 民 の 声 の 公 表 （令和４年11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

保育園での午
睡について

4歳の子どもが区立保育園に通っています。
身体も大きくなり体力が付いてきたので、午睡をすると夜寝付きがとても悪くなり、23
時を超えても寝付けない日が少なくありません。
休日は午睡なしで元気に過ごし、遅くとも21時にはパタッと寝るので、平日眠れないの
が本人も辛い様子で、健康や成長への影響も心配される状況です。
保育園に相談しましたが、卒園のギリギリまで午睡はさせる方針とのことで、個別対応
も難しいとの回答でした。
他区では年齢に応じて午睡を無くしている保育園もあり、早寝が出来ていると聞きまし
た。また数名ですが他の保護者にもヒアリングしたところ、同様の状況のご家庭もあ
り、日々の生活の中で大きな悩みになっています。
午睡させない分、保育園の人員が不足する等の運営上の問題があるのか分かりません
が、何か手立てはないでしょうか。

保育園では、保育時間の異なる子どもが共に過ごす事から、一人一人の生活を見通したうえで、子どもの活動と休息、緊張感
と解放感等の調和を図っていく必要があります。
午睡（お昼寝）は、集団で過ごすお子さんが、体力を回復したり脳を休ませたりするものであり、乳幼児期の発達過程や一日
の活動において必要な取り組みと考えております。しかし、睡眠の発達には個人差があり、3歳以上は特に体力や生活のリズ
ムによって午睡を必要とする子と、必要としない子が混在する場合が生じます。
保育課では、各保育園が午睡について一律な対応をとるのではなく、お子さんの発達過程、心身の疲れの状態や情緒の安定、
家庭での生活や保育時間を考慮し、小学校への連携も考慮しながら、柔軟な対応を行うよう、子どもを中心とした保育の取組
みを進めているところです。
また、お子さんの発育や発達の状態、家庭での睡眠の状態などについて、保護者の方と情報を共有し、一日の生活の流れを見
通し、静と動の活動のバランスを図るように配慮をすることも大切だと考えております。このところ区立保育園の保護者の方
から複数件、午睡の対応について保育課にご相談が寄せられており、園長会を通じて全園に、保護者の方からお子さんの午睡
について相談が寄せられたら、丁寧にお話を伺い、一律の対応を押し付けることのないように再周知したところです。
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、取り
組んでまいりますので、ご理解、ご協力をお願いします。

保育部
保育課

電話
０３－６４５３－４８３７
FAX
０３－５４５３－４８５６

令和4年11月1日

図書館での予
約状況照会欄
の改善につい
て

区立図書館の予約かごについて、現行の「予約状況照会欄」に「予約順」の項目を追加
していただけないでしょうか。予約本の借り出し可能時期がある程度わかれば、他区の
図書館で予約する方法に変更することができるからです。

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年を経過しているため、機能的に
制約や課題があることは認識しています。
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、システム改修・更新等の機会を捉え、利用者要望等を踏ま
えた機能の見直しなど、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。
ご指摘いただいた予約状況照会欄につきましては、並び替えはできませんが個々の資料の予約順位は表示されていますので、
お手数をおかけしますが、それを参考に予約変更等のご検討をしていただければと思います。

生涯学習部
中央図書館

電話
０３－３４２９－１８１１
FAX
０３－３４２９－７４３６

令和4年11月1日

「世田谷区地
球温暖化対策
地域推進計
画」について

「世田谷区地球温暖化対策地域推進計画」が見直されて、以前の目標をよりも高い削減
目標が出たと知りました。日本全国の削減アクションを進めるための心強い一歩に期待
しています。
会議資料にある「野心的な目標としての66%削減」をそのまま正式な目標に掲げて、行
政から進める削減対策を押し進めていただきたいです。
60％以上の削減でも十分だと思います。世田谷区がこのような目標を掲げることは、都
内だけでなく、全国に与える影響はとても大きいと思います。また、世田谷区のブラン
ディングにもつながりますよね。野心的に、積極的な気候対策をしてくれる自治体で暮
らしたい、と願う若い子育て世代も多いはずです。

区では、現在作成を進めている地球温暖化対策地域推進計画案において、2030年度の温室効果ガス排出量の削減目標（中期
目標）を、「達成すべき目標」「野心的な目標」として、１１月８日開催の令和４年第４回環境審議会審議資料１－５にお示
ししました。「達成すべき目標」は、2030年度の世田谷区における温室効果ガス排出量の将来予測に、電力排出係数の改
善、現時点で想定し得る国等による対策の効果や、区が独自に追加し実施する対策の効果等を積み上げ、「2013年度比で
57.1％削減」と設定しました。また、「野心的な目標」は、これに加え、今後、時勢を捉えて新規施策の実施や既存施策の拡
充を継続的に推し進めることで達成する目標として、「2013年度比で66％削減」と設定しました。
中期目標につきましては、環境審議会でのご意見やご助言、区議会での議論等を踏まえ、計画策定に向けたさらなる検討を重
ねたうえで、決定していきます。

環境政策部
環境計画課

電話
０３－６４３２－７１３１
FAX
０３－６４３２－７９８１

令和4年11月7日

世田谷区地
球温暖化対
策地域推進
計画（案）

パートナーシッ
プ宣言の更な
る拡充をお願
いします

パートナーシップ宣言制度について今回の改訂では、異性間であってもどちらかが
LGBTQであれば宣言できるとされています。異性間で別姓を通したいためにパート
ナー同士でいる場合には、この「拡充」された枠から排外されています。LGBTQに当
てはまらないパートナーシップを認めてください。

区では、「世田谷区基本計画」において「多様性の尊重」を分野別の政策として掲げており、女性や子ども、高齢者、障害
者、外国人、性的マイノリティを理由に差別されることなく多様性を認め合い、人権の理解を深めるため、人権意識の啓発や
理解の促進に努めています。
これを踏まえ、平成２７年１１月から、同性間のパートナーシップに関して、当事者からの「存在を認めてほしい」という要
望に応え、「世田谷区パートナーシップ宣誓」を実施しました。同性パートナーのお二人が自由な意思によるパートナーシッ
プの宣誓を区長に対して行い、区長はその気持ちを受け止める取組みです。多様な性、多様な関係性がある実態を踏まえ、令
和４年１１月１日から「世田谷区パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓」として変更し、対象者を同性パートナーから、
双方または一方がLGBTQであるパートナーに拡充しました。
なお、この制度は、パートナーシップ関係にあるLGBTQ当事者の生活上不便さの軽減などを目的とし、婚姻制度とは別のも
のとして構築しており、法的効果を発生させるものではありません。
選択的夫婦別姓制度に関しては、引き続き、国会等における審議・議論の動向を引き続き注視していきます。

生活文化政策部
人権・男女共同参
画課

電話
０３－６３０４－３４５３
FAX
０３－６３０４－３７１０

令和4年11月14日

パートナー
シップ・ファ
ミリーシップ

宣言

ごみ収集車の
交通法規遵守
について

ごみ収集車が交差点の一時停止の標識を無視して交差点に進入、歩行者がいたにもかか
わらず、ぎりぎりまで停止することなく歩行者に向かっていくのを目撃しました。一時
停止の標識を無視して交差点に進入することは、大きな事故に繋がりかねません。交通
法規を厳守するようにご指導お願いします。

この度は、区の委託事業者の危険運転により、ご不快、ご不安な思いをおかけし誠に申し訳ございませんでした。当該車両の
運転手への聞き取りおよびドライブレコーダーの調査を行い、一時不停止の事実を確認しました。運転手には区から厳重注意
し、また、委託事業者に対して交通法規の遵守と安全運転の徹底について指導しました。
今後とも区民の皆様に信頼される資源回収を目指してまいりますので、引き続きご理解とご協力をよろしくお願いします。

清掃・リサイクル部
事業課

電話
０３－６３０４－３２６７
FAX
０３－６３０４－３３４１

令和4年11月14日

図書館の予約
機能充実の要
望について

世田谷区の図書館には、一括予約ができる予約かごがありますが、この予約かごに予約
したい図書を指定しても、そのまま残っているわけではなく消えてしまいます。２週間
で読める図書に限度があるので、予約したい図書が保存されていると便利です。機能改
善には予算が伴うと思いますが、ぜひ実現してほしいです。

区立図書館では、利用者のプライバシーを守るため、貸出履歴や予約履歴などの個人情報については業務上必要な最低限の情
報だけを保持し、業務上必要がなくなった時点で削除することとしています。
ご指摘いただいた予約かごに入れられた情報についても、利用者の個人情報保護のため、ログアウトとともに削除をする扱い
としております。
お手数をおかけして申し訳ございませんが、ご理解のほどよろしくお願いします。
都内でも、貸出履歴の保持や予約したい資料が削除されない「お気に入り機能」を設けている図書館が増えてきていることは
把握しております。今後、システム更新の機会等を捉え、プライバシー保護と利便性の向上といった課題や運用等について検
討をします。

生涯学習部
中央図書館

電話
０３－３４２９－１８１１
FAX
０３－３４２９－７４３６

令和4年11月15日

不動産会社に
よる違法な捨て
看板について

不動産会社による違法な捨て看板が置かれています。カラーコーンに看板を貼り付け
て、道路上に放置しているものです。これ以外にも、世田谷区内では、不動産会社に
よって電柱にビラを貼り付けてある光景を頻繁に目にします。
区としては、何らかの対策を行っているのでしょうか。

ご指摘いただきました行為は、道路法及び屋外広告物法に違反するものです。
捨て看板や貼り紙等については、区の職員や委託事業者によるパトロール及び通報対応、町会・自治会・商店会や不動産業界
団体等のボランティアで構成されている違反広告物除却協力員により随時撤去を行っています。
また、区のおしらせ「せたがや」において、道路の適正使用についての広報等を行い、啓発活動に努めています。 土木部

土木計画調整課

電話
０３－６４３２－７９５８
FAX
０３－６４３２－７９９３

令和4年11月21日

公園近くの店
の灰皿につい
て

店先に灰皿が設置されいる場所があり、タバコを吸っている人がいます。灰皿自体は店
舗敷地内に設置されていますが、タバコの煙や臭いが、公道や近くの公園まで流れてい
ることがあります。
公園では子どもをよく遊ばせているのですが、ここに喫煙者がいると、臭いが不快で、
また受動喫煙の危険性からも、遊ばせることができなくなります。
灰皿を撤去していただくのが最も良いですが、店側がそれを受け入れなくとも、灰皿の
位置を公園側ではない店の側面に移動していただく、あるいは道路側じゃなく店側を向
いてタバコを吸わせるよう、店に指導いただけませんでしょうか。

区では、屋外の公共の場所等での環境美化等を促進するため、「世田谷区たばこルール」を定め、区内全域の道路、公園を喫
煙禁止としているほか、喫煙者の責務として、喫煙による迷惑行為を行わないよう配慮することを定めています。
この度のお申立てについて、当該店舗の営業者へ申し伝えたところ、撤去や移設については難しいが、地域のたばこマナーの
向上について協力する旨の回答がありました。
また、当該地については、環境美化指導員による巡回を実施し、路上喫煙等の指導及び世田谷区たばこルールの周知を併せて
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11月21日

https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/sumai/011/010/d00199787.html
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/sumai/011/010/d00199787.html
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/sumai/011/010/d00199787.html
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/sumai/011/010/d00199787.html
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kurashi/008/007/d00200707.html
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kurashi/008/007/d00200707.html
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kurashi/008/007/d00200707.html
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kurashi/008/007/d00200707.html


大蔵大根を学
校給食で出し
てほしい

学校の授業で世田谷区で取れる大蔵大根を勉強して食べてみたいと思いました。
学校の給食で大蔵大根を出していなければ出してほしいです。
なぜかというと、大蔵大根を食べたことがないので
せっかくならクラスのみんなと一緒に食べたいからです。

区の学校給食では、食材の地産地消の観点などから世田谷産農作物（せたがやそだち）の活用について各学校にお願いをして
おり、毎年、大蔵大根を含めた世田谷産農作物（せたがやそだち）を活用した給食の提供に取り組んでいます。
今年度も大蔵大根を活用した給食の提供を予定している学校はありますが、大蔵大根の生育状況によっては、入手が難しくな
り、大蔵大根を活用した給食の提供ができない場合もあります。
大蔵大根を活用した給食の提供を行う場合の日程や献立など詳しい内容については、現在通学されている学校の栄養士などに
直接確認をお願いします。
区では、今後も世田谷産農作物（せたがやそだち）を活用した給食の提供に取り組んでいきます。

教育総務部
学校健康推進課

電話
０３－５４３２－２７０１
FAX
０３－５４３２－３０２９

令和4年11月24日

配布された学
習用タブレット
端末で小学生
が有害サイトを
閲覧している件
について

世田谷区が小学生に配布したタブレットの危険性を訴えます。子どもが配布されたタブ
レットで、自殺願望サイトを見ていました。「しにたい」「きえたい」などの検索履歴
もありました。有害サイトはブロックされているはずと思っていましたが、されていな
いようです。区としてどのようにお考えでしょうか。

学習用タブレット端末については、国が進めているGIGAスクール構想に基づき全国の自治体で児童・生徒の学習用として配
備されていますが、当区におい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、利用制限はなるべく行わない設定としてい
ます。
端末の導入から１年半を経過する中で、令和４年１２月に、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
用制限機能の提供を含めた端末設定を見直しました。学習用タブレット端末の適切な活用や、長時間使いすぎず節度を持って
利用すること、安全なサイトから正しい情報を得て活用していくことなどのＩＣＴリテラシーについては、引き続き学校から
もお子さんへ指導していきます。ご希望の場合は、学習用タブレット端末を学校でお預かりすることも可能ですので、通学中
の学校にご相談ください。また、学校保管とした場合であっても、学校との連絡や学習する際に使用するロイロノートや
Teams等はご家庭の端末からログインの上、利用することが可能ですので、学校内のみでの利用を希望される場合は通学中の
学校にご相談ください。

教育政策部
教育ＩＣＴ推進課

電話
０３－５４３２－２９６９
FAX
０３－５４３２－３０２８

令和4年11月25日

不登校支援に
ついて

不登校支援の最前線に立つほっとスクールのスタッフたちが、子どもたちとつながるた
めのタブレットを持ってないと聞きました。
1番子どもたちとつながってほしいスタッフにぜひタブレットを支給してください。

区立小中学校で貸与している学習用タブレット端末については、区直営のほっとスクール「城山」「尾山台」においても、職
員と通室生がオンラインで面談等のやりとりを行うことを想定し、各1台の学習用タブレット端末を配置しているところで
す。ただし、ロイロノートやキュビナなどの学習支援アプリについては、利用権限の課題があることから、現状ではほっとス
クール職員が子どもと学習状況等を共有するまでには至っていません。
いただいたご意見も参考に、ほっとスクールにおけるタブレット端末の活用方法について、今後も検討していきます。

教育政策部
教育相談・支援課

電話
０３－６４５３－１５１１
ＦＡＸ
０３－６４５３－１５３４

令和4年11月28日

テニスコートの
キャンセルにつ
いて

9時～11時の時間帯で、世田谷区総合運動場コートを予約しましたが、7時時点の天気
予報で、午前中は雨の予報だったため、世田谷区総合運動場コートに電話したところ、
2時間前に雨が降っていなければ、キャンセル不可との回答でした。天気予報は関係な
いとの回答です。
私はコートに向かいましたが、コートに着く5分くらい前に雨が降ってきて、8時40分
にコートに着き、キャンセルしました。帰りは雨に打たれて家まで戻りました。
開始2時間前の天気予報で雨が予想される場合は、キャンセル可能な運用にしていただ
きたいです。テニスは一人ではないので、ほかのメンバーも途中で引き返して雨に打た
れています。特に秋、冬、春は雨に打たれて健康を害することもあり得ます。利用者の
立場に立った運営はできないものでしょうか。

当施設は、区内の一番遠い地域からでも最大２時間あれば移動できることを前提に、現在はご利用の２時間前の段階で雨天の
場合、無料キャンセルとして受付をしています。
予報段階での受付については、予報が不確実で直前まで判断が難しいことや、予報機関によって内容も様々であることなどか
ら、現在導入しておりませんが、利用者の皆様も可能な限りご利用を希望されるため直前まで判断を待たれる方も多く、概ね
ご理解をいただいているところです。
しかしながら、近年、予報技術の発達により短時間予報やポイント予報など、これまでに比べ精度の高い予報も出てきてお
り、予報段階でのキャンセル受付は、利用者の皆様の利便性向上にも繋がることから、施設を運営する（公財）世田谷区ス
ポーツ振興財団とともに利用者の皆様にとってより良いキャンセル連絡の受付方法等について検討してまいります。

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11月28日

区立小学校へ
の連絡方法に
ついて

学校の代表メールアドレス宛にメールで相談事をしたいです。外部メールを介すると情
報流出の可能性があると言うことで学校への相談などは電話を利用してほしいと言われ
ましたが、そのような規定があるのでしょうか。
またあるのであれば、すぐーるにて連絡や相談事のやり取りできるように仕様変更を行
なって頂きたいと思います。

学校へ各種相談につきましては、学校メールアドレスでの受付は当該学校の閲覧権限がある全ての教職員が閲覧することが可
能であり、ご相談内容によっては差しさわりがあることから、個人情報保護及び情報セキュリティの観点から、区では一律に
学校代表メールアドレスでは受け付けておらず、電話にて実施いただくようお願いしております。
また、学校緊急連絡情報配信サービス「すぐーる」による各家庭から学校への連絡事項つきましては、「健康連絡帳」機能に
よる日々の体温や体調の報告並びに欠席・遅刻連絡に限定しており、個々の相談事項については対象外とさせていただいてお
ります。
ご要望いただきました、すぐーるを活用した学校への相談連絡につきましては、今後のすぐーるの運用状況等を踏まえて検討
してまいります。

教育政策部
教育ＩＣＴ推進課

電話
０３－５４３２－２９６９
FAX
０３－５４３２－３０２８

令和4年11月29日


