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港区平和都市宣言 

 

 かけがえのない美しい地球を守り、世界の恒久平和 

を願う人びとの心は一つであり、いつまでも変わるこ 

とはありません。 

   私たちも真の平和を望みながら、文化や伝統を守り、 

生きがいに満ちたまちづくりに努めています。 

   このふれあいのある郷土、美しい大地をこれから生 

まれ育つこどもたちに伝えることは私たちの務めです。 

   私たちは、我が国が『非核三原則』を堅持すること 

を求めるとともに、ここに広く核兵器の廃絶を訴え、 

心から平和の願いをこめて港区が平和都市であること 

を宣言します。 

 

    昭和６０年８月１５日 

 

港  区   
 
 

 



 
 
はじめに 

 

 

 港区は、各地区総合支所を中心とした区民本位の区政運営を進めながら、新型コロナ

ウイルス感染症の感染拡大など、区政を取り巻く社会情勢の変化に即応し、変革の時を

とらえ、困難を乗り越え、時代を切り拓く新しい区政の実現をめざしています。港区の

すべての人が、心豊かに安心で快適に過ごすことができる「区民の誰もが誇りに思える

まち・港区」にするため、全力で取り組んでいます。 

 区民に信頼され、開かれた透明性の高い区政を推進するためには、多様化・複雑化す

る区民の声を的確に把握し、区政に迅速に反映させていくことが重要です。 

 港区では、区民の声センターを開設し、区民のご意見、ご提案などを、来訪、電話、

広聴メール及びファックス等で受け付け、幅広く区民の声を伺っています。 

 いただいた区民の声は、迅速かつ的確に対応するとともに、区民の声とそれに対する

区の対応や考え方を、３か月ごとに公表するなど、広聴制度の透明性の確保に取り組ん

でいます。 

また、区長と区政を語る会、区政モニター及び区民意見募集（パブリックコメント）

など、さまざまな方法で区民の声を伺う取組を実施しています。 

 このたび、港区の令和元年度の広聴活動についての事業概要「港区の広聴」を取りま

とめました。 

本書を基に、区に寄せられた区民の声から区政に反映するべき課題を抽出し、課題を

先取りした施策の策定につなげてまいります。 

 

 

 

 

 

令和２年８月 
 

港区企画経営部区長室 
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区民の声をお寄せください�

区では、開かれた透明性の高い区政の推進、区民参画の推進のために、皆様から区

政に対するさまざまなご意見・ご提案等をいただき、信頼される区政の実現をめざす

とともに区政運営の参考とさせていただいています。

回答が必要なものについては、担当課から文書又は電話で、原則14日以内に回答す

ることとしていますが、調査等で14日以上要する場合には、概ね７日以内に遅延理由

と回答時期を申立者に連絡します。

また、担当課では具体的な対応や今後の区政運営の参考にするなど、施策に反映す

るよう努めています。

なお、区民の声は、個人情報に関する内容等を除き、原則としてご意見・ご提案の

内容と区の対応・考え方の要旨等を区のホームページ等で公開しています。

【ご意見・ご提案等に対する回答までの流れ】

区民の声

来訪 電話

芝地区
総合支所

高輪地区
総合支所

芝浦港南地区
総合支所･台場分室

麻布地区
総合支所

赤坂地区
総合支所

企画経営部区長室

区民の声センター

実施

区
役
所

区
長

広
聴
部
門

検討 参考

陳情

区民の声

対応依頼

各担当課

区政への
反映

対応依頼

送付

回答
指示

他関係機関に
伝達等

結果報告

担当課から
回答

広聴メール 広聴ファックス
手紙･

広聴はがき
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１　区民の声の概要　� 　

令和元年度にお寄せいただいた区民の声の総件数は、2,115件でした。

そのうち、もっとも多いカテゴリは、「環境」412件、以下、「交通」204件、

「子ども」141件、「道路・橋りょう」131件、「健康・医療」123件、の順に続いてい

ます。

この上位５カテゴリの件数は1,011件で、全体の47.8％を占めています。

また、総件数は、前年度より201件減少しました。

（１）平成28年度～令和元年度カテゴリ別比較

【上位10カテゴリ件数】� 　（単位：件）

年度 環境 交通 子ども 道路・
橋りょう

健康・
医療

学校・
幼稚園・
教育

人事・
職員 高齢者 障害者 生活

安全 その他 総件数

令和
元年度 412 204 141 131 123 108 90 76 62 59 709 2,115

年度 子ども 環境 交通 人事・
職員

道路・
橋りょう 高齢者

学校・
幼稚園・
教育

公園・
児童遊
園

障害者 生活
福祉 その他 総件数

平成
30年度 384 381 199 125 99 93 85 70 62 62 756 2,316

年度 環境 子ども 交通 道路・
橋りょう 高齢者 人事・

職員

公園・
児童
遊園

学校・
幼稚園・
教育

障害者 生活
福祉 その他 総件数

平成
29年度 343 208 189 108 102 97 72 66 50 50 619 1,904

年度 環境 子ども 交通 生活
福祉

学校・
幼稚園・
教育

道路・
橋りょう

人事・
職員

公園・
児童
遊園

高齢者
届出・
登録・
証明

その他 総件数

平成
28年度 371 201 194 116 110 101 92 80 77 59 829 2,230

【上位10カテゴリ構成比】� （単位：％）
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人事・職員
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環境

健康・医療
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交通

学校・幼稚園・教育

生活安全

その他
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16.6

6.7
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5.7

4.3

6.2 5.8

4.1

5.1

5.4

4.3

3.5

5.4

4.0

3.6

2.6

2.7

2.9

2.8

3.6

3.8

3.0

5.2

2.6

2.7

2.6

37.2

32.5

32.6

33.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成
28年度

平成
29年度

平成
30年度

令和
元年度
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（２）年代別

年代別で見ると、30歳代（270件）、40歳代（303件）からの区民の声が上位を占

める一方で、年代不明（1,059件）が全体の50.1％を占めています。

【年代別件数】　　　　　　　　　　　　　　（単位：件）

年代 男性 女性 不明 計

10歳代 3� 0� 9� 12�

20歳代 6� 14� 26� 46�

30歳代 53� 63� 154� 270�

40歳代 99� 76� 128� 303�

50歳代 63� 46� 82� 191�

60歳代 62� 13� 35� 110�

70歳代 39� 42� 18� 99�

80歳以上 7� 16� 2� 25�

年代不明 373� 256� 430� 1,059�

計 705� 526� 884� 2,115�

【年代別構成比】　　� 　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：％）

10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳以上 不明

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0.6

2.2

12.8 14.3 9.0 5.2 4.7

1.2

50.1
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（３）性別

性別で見ると、男性（705件）の割合が33.3％、女性（526件）の割合が24.9％で

男性の割合が多いものの、性別不明（884件）が全体の41.8％を占めています。

【性別構成比】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：％）

性別と年代別で見ると、男性は40歳代（99件）、50歳代（63件）、女性は40歳代

（76件）、30歳代（63件）から多くの区民の声が寄せられています。

【性別年代別件数】　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：件）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性　33.3 女性　24.9 不明　41.8

80歳以上

70歳代

60歳代

50歳代

40歳代

30歳代

20歳代

10歳代
3

16

42

13

46

76

63

14
0

男性 女性

7

39

62

63

99

53

6

0 50 100 150 200
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（４）受付窓口別

区民の声は、港区の広聴部門である各総合支所管理課及び企画経営部区長室で受

け付けています。

令和元年度の区民の声を受付窓口別で見ると、企画経営部区長室を受付窓口とす

るもの（1,249件）が、全体の59.1％を占めています。

【受付窓口別申立種別件数】� （単位：件）

受付窓口 来訪 電話 陳情
広聴
はがき

区長へ
の手紙

広聴
ファックス

広聴
メール

その他 合計

芝 地 区 総 合 支 所 34� 21� 1� 9� 9� 2� 140� 10� 226�

麻 布 地 区 総 合 支 所 14� 17� 0� 6� 12� 2� 107� 4� 162�

赤 坂 地 区 総 合 支 所 4� 26� 0� 4� 5� 2� 77� 7� 125�

高 輪 地 区 総 合 支 所 16� 37� 0� 5� 5� 1� 96� 1� 161�

芝浦港南地区総合支所 14� 37� 0� 6� 1� 2� 125� 7� 192�

企 画 経 営 部 区 長 室 148� 249� 25� 74� 67� 12� 568� 106� 1,249�

計 230� 387� 26� 104� 99� 21� 1,113� 135� 2,115�

【受付窓口別構成比】　　　　　　　　　　　　　　　�　（単位：％）

また、受付窓口別に申立種別の構成比を見ると、すべての窓口で広聴メールによる

申し立てが最も多くなっています。

【受付窓口別申立種別構成比】　　� 　　　　（単位：％）

企画経営部
区長室

芝浦港南

高輪

赤坂

麻布

芝

来訪 電話 陳情 広聴はがき 区長への手紙 広聴ファックス

広聴メール その他

11.8

7.3

9.9

3.2

8.6

15.0

19.9

19.3

23.0

20.8

10.5

9.3

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.4

5.9

3.1

3.1

3.2

3.7

4.0

5.4

0.5
3.1

4.0

7.4

4.0

1.0
1.0

0.6

1.6

1.2

0.9

45.5

65.1

59.6

61.6

66.0

61.9

8.5

3.6

0.6

5.6

2.5

4.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

芝
10.7

麻布
7.7

赤坂 5.9

高輪
7.6

芝浦港南 9.1

企画経営部区長室 59.1
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（５）申立種別

区民の声は、来訪、電話、広聴はがき、広聴ファックス及び広聴メール等で受け

付けています。

年度別の申立種別件数を比較すると、「来訪」「電話」は平成27年度以降、件数が

減少していましたが、平成30年度は増加し、令和元年度は再び減少しています。

「広聴メール」による申立件数は、平成30年度は前年度より増加しましたが、令

和元年度は前年度とほぼ同数の1,113件となり、全体の52.6％を占めています。

【年度別申立種別件数】� （単位：件）

申立種別 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

来訪 242 234 179 258 230

電話 576 431 394 446 387

陳情 37 24 23 21 26

広聴はがき 138 178 98 108 104

区長への手紙 93 135 98 180 99

広聴ファックス 38 36 13 26 21

広聴メール 774 1,059 948 1,118 1,113

その他 154 133 151 159 135

計 2,052 2,230 1,904 2,316 2,115

【年度別申立種別構成比】� 　　（単位：％）

来訪 電話 陳情 広聴はがき 区長への手紙 広聴ファックス

広聴メール その他

11.8
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1.9

1.6

0.7

1.1

1.0

37.7
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（６）性質別

年度別の性質別件数を比較すると、「要望・陳情」が増加傾向にあります。

令和元年度の区民の声を性質別で見ると、「要望・陳情」（1,868件）が88.3％、

「苦情」（116件）が5.5％で、この2つで全体の93.8％を占めています。

【年度別性質別件数】　� 　　　　　　　　　　（単位：件）

性質別 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

要望・陳情 1,136 1,317 1,349 1,907 1,868

苦情 464 379 248 196 116

質問・問合せ 182 193 89 45 28

通報 118 167 98 74 40

お礼 38 47 44 40 26

提案 43 28 38 35 19

報告 8 27 5 9 10

その他 63 72 33 10 8

計 2,052 2,230 1,904 2,316 2,115

【年度別性質別構成比】　� 　　　　　　（単位：％）

苦情 質問・問合せ 通報 お礼 提案

報告 その他

要望・陳情
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２　改善に結びついた区民の声�

令和元年度にお寄せいただいた区民の声をきっかけとして、区民サービスの改善に

結びついた事例を一部紹介します。

件名 マリーブースのメンテナンスについて

分類 暮らし・手続き -区役所庁舎 -本庁舎

意見等

の内容

区役所正面入口前にあるマリーブースは、ホワイトボードのイレー

ザーが汚れて劣化しているため、ボードに書いてある文字が全然消せま

せん。

素敵な記念写真を撮りたいのに、気分が台無しです。ブースを設置す

るなら、素敵な写真が撮れるようにもっと気を配って欲しいです。

改善内容

マリーブースをご利用いただく際に不愉快な思いをさせてしまい申し

訳ありませんでした。

イレーザーは、すぐに新しいものに交換いたしました。消耗物品の交

換等、マリーブースのメンテナンスは、今後は適宜対応してまいります。

担当課 総務部契約管財課庁舎管理担当

件名 リーブラにおける営利目的での利用について

分類
暮らし・手続き - 人権・男女平等参画 - 男女平等参画センター（リーブ

ラ）

意見等

の内容

リーブラの利用については、一般に参加者を募集し、その参加者から

料金を徴収する講習会は禁じられていると思いますが、毎回参加者から

料金を徴収している団体がいます。利用規約に反するのではないかと思

いますので、確認をお願いします。

改善内容

リーブラは、登録団体の営利目的の利用を禁止しています。

いただいたご指摘を踏まえ、状況を聞き取り確認し、当該団体には禁

止事項を改めて説明し、ご理解いただきました。

今後は、利用団体による営利目的利用の禁止について周知徹底を図る

とともに、スタッフの巡回をより強化し、適正な管理運営をしてまいり

ます。

担当課 総務部総務課人権・男女平等参画係

件名 拠点回収における靴の回収について

分類 暮らし・手続き -ごみ・リサイクル -リサイクル

意見等

の内容

使用済みの靴をリサイクルに、と思い、麻布地区総合支所に 15 ～ 6 足

お持ちしました。ボックスに入れたところ警備の方から「靴は新品以外

は回収していないんです。使用済みは受け取ることができません。」と言

われました。雨の中を大きな荷物二つを抱えて持っていった身にはつら

く、「その注意書きはどこにも書いてないですよね。」とムッとしてしま

いました。確かに使い古しですが、まだ底はしっかりしており、いくつ

かはイタリア、イギリス製のものです。

結局、係の方と話し、受け取っていただきました。
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リサイクル業者に選別してもらい販売するとのことですが、そうであ

れば新品か１～２度履いたものに限られます。あくまで販売が目的であ

れば、「ごみ分別ハンドブック」にも HP にもその旨をしっかり記載して

いただきたく思います。

途上国または国内のホームレスの方への支援だと思ってましたが、販

売目的では、いまの表記では大変に不十分だと思います。

改善内容

この度は、大変、不快な思いをさせてしまい誠に申し訳ありませんで

した。

区が回収した古着や靴は、民間事業者に売却しており、事業者はこれ

を選別の上、リユースが可能な物については、主に東南アジアに輸出し

て、現地で手頃な価格で販売しています。日本から輸出された古着等は、

品質も高いことから、現地では人気が高いと伺っています。

靴についても、必ずしも新品である必要は無く、長靴以外の物で、左

右が揃っており、そのまま使用が出来る状態のものであれば、回収ボッ

クスに入れていただいております。

この度のご指摘を踏まえ、区のホームページや回収ボックスに、受入

可能な状態を表記させていただくとともに、回収ボックスを設置する施

設にも回収する基準について改めて周知徹底を図りました。

担当課 環境リサイクル支援部みなとリサイクル清掃事務所運営係

件名 区役所本庁舎１階ロビーごみ箱の表示について

分類 暮らし・手続き -区役所庁舎 -本庁舎

意見等

の内容

区役所本庁舎の１階ロビー、ベビー休憩室前にあるごみ箱は、「燃える

ごみ」と「燃えないごみ」のラベルが剥がれていて汚いです。

乾電池専用のごみ箱と同じような仕様にすれば、もう少しきれいに見

えるのではないでしょうか。

改善内容
ご指摘いただきました、ごみ箱のラベルは、より分かりやすいイラス

ト付きの新しいものに貼り替えました。

担当課 総務部契約管財課庁舎管理担当

件名 区役所本庁舎の駐輪スペースについて

分類 暮らし・手続き -区役所庁舎 -本庁舎

意見等

の内容

区役所の駐輪スペースで、センタースタンド（メインスタンド）を使

わずに斜めに傾けて駐車しているバイクが多い。センタースタンドを立

てるだけで省スペースになる。

センタースタンドを使うように、注意喚起の看板を目立つところに取

り付けるべきだ。公共の施設からまず徹底させてほしい。

改善内容

いただきましたご意見を踏まえ、バイク駐輪スペースに、「駐輪スペー

ス確保のため、センタースタンド（メインスタンド）を使用した駐輪に

ご協力願います。」との注意喚起文を掲示しました。

担当課 総務部契約管財課庁舎管理担当
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件名 古着の拠点回収について

分類 暮らし・手続き -ごみ・リサイクル -リサイクル

意見等

の内容

誰かのお役に立てればと思い、着なくなった服や、まだ履けそうな靴

などをリサイクルに出させていただいております。

本日も出しにいった所、家族でリサイクルボックスの古着を試着など

している人たちがいました。私が出した袋も開いて物色されてました。

休みの日はリサイクルボックスがあふれかえって床に平積みされてい

ます。敷地を広くして溢れないようにした方がよいと思います。

改善内容

日頃から、古着の拠点回収にご協力をいただきありがとうございます。

高輪地区総合支所の古着の回収については、多くの区民の皆様にご協

力をいだいておりますが、古着の回収ボックスを設置している場所が、

職員の目が届きにくい場所にあることや、総合支所の業務時間外でも自

由に立ち入ることができることから、これまでも持去り行為等について

の情報が寄せられておりました。

このため、区では、月曜日から金曜日まで毎日行っている回収ボック

ス内の古着を引き上げる回数を高輪地区総合支所のみ１日１回から２回

に増やすことで、古着がなるべく回収ボックス内に溜まらないようにし

たり、回収ボックスを２段重ねにして高くし、回収ボックス内に手を入

れ難くすることで、持去り等の被害に対応してまいりました。

この度のご指摘を踏まえ、休日についても古着が回収ボックスから溢

れないよう、高輪地区総合支所の古着の回収ボックスの本数を３本から

５本に増やしました。

担当課 環境リサイクル支援部みなとリサイクル清掃事務所運営係

件名 高輪地区総合支所敷地内の屋外階段について

分類 暮らし・手続き -区役所庁舎 -総合支所・分室

意見等

の内容

雨上がりの日に、旧細川邸の椎の木のところの階段を降りて白金高輪

駅まで向かう途中、足が滑り、仙骨を強打しました。走り降りたのでは

なく歩いてです。幸い骨には異常ありませんでしたが、まだ痛みます。

高齢の方などは利用しない階段かもしれませんが、雨の日など、必ず

滑ってしまう人はいると思います。

「滑ります、注意！」などの看板や滑り止めがあると助かります。私

のように痛い思いをする方が出ないように整備をお願いしたいです。

改善内容

ご指摘をいただきました外階段は、タイルの劣化が進んでいたため、

平成 29 年度に改修工事を実施いたしました。タイルについては、屋外

用の滑りにくい素材を選定しましたが、ご指摘を受け、階段の降り口に、

雨天時には足元にご注意いただくよう注意喚起のための掲示文を掲出い

たしました。

担当課 高輪地区総合支所管理課管理係
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件名 芝地区総合支所区民課の時計について

分類 暮らし・手続き -区役所庁舎 -総合支所・分室

意見等

の内容

芝地区総合支所区民課の待合ロビーにも時計を付けて欲しいです。総

合案内には２つもあるのに、区民課にないのはどうしてでしょうか。腕

時計やスマホは持っていても、見やすい時計も必要だと思います。

改善内容

このたびは、ご不便をお掛けし申し訳ありませんでした。

時計については、区民課の通路の壁に設置しておりましたが、分かり

にくいため、新たに待合ロビーでお待ちの方からも見やすい場所に設置

しました。

担当課 芝地区総合支所区民課窓口調整係

件名 男女平等参画センター（リーブラ）の場所について

分類
暮らし・手続き - 人権・男女平等参画 - 男女平等参画センター（リーブ

ラ）

意見等

の内容

みなとパーク芝浦の受付でリーブラの場所を聞いたところ、２階です

と案内されたので２階に上がったのですが、場所がわからず、消費者セ

ンターで再度聞いてしまいました。

リーブラの受付カウンターの場所が大変わかりづらいので、初めての

人でもわかるようにして欲しいです。

改善内容

男女平等参画センター（リーブラ）をご利用いただきましてありがと

うございます。

みなとパーク芝浦２階、消費者センターの奥にリーブラがございます。

消費者センター受付前にもリーブラ受付を示す立て看板を設置していま

すが、このたびのご意見を踏まえ、初めての方にもわかりやすく、入口

からも見えるように案内板を増設いたしました。

今後とも、リーブラを区民の皆さんに気持ち良くご利用いただけるよ

う、サービスのより一層の向上に努めてまいります。

担当課 総務部総務課人権・男女平等参画係

件名 白金四丁目の危険な坂道について

分類 環境・まちづくり -道路・橋りょう -維持管理・運営

意見等

の内容

以前、白金４丁目の坂道で自転車で滑って転倒し、危ないので対策し

てくださいとお願いしたところ、すぐに、滑りの原因となった溝の蓋に

黄色いテープを張って頂きました。その後、安全に保育園の送迎ができ

ています。ありがとうございました。

ですが、最近、そのテープが経年劣化でぼろぼろになってきました。

まだ辛うじて滑ってはいないのですが、前と後ろに子どもを乗せて自転

車で通行する道なので、これからの梅雨の時期にまた滑るのではないか

と冷や冷やしています。

恐れ入りますが、再度対策をお願いいたします。

改善内容

ご指摘の箇所につきまして、現地を確認し、すべり止めシートの貼り

直しを行いました。

また、今後も時間の経過とともにシートが剥がれることが予測される

ため、蓋自体をすべり止め加工された製品に交換することを検討してま

いります。

担当課 高輪地区総合支所まちづくり課土木担当
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３　カテゴリ別区民の声� 　　　　

令和元年度にお寄せいただいた区民の声のうち、上位５カテゴリ「環境」「交通」

「子ども」「道路・橋りょう」及び「健康・医療」の1,011件について整理しました。

（１）年代別

上位５カテゴリについて年代別で見ると、全体の傾向と同様に、30歳代（166件）、

40歳代（144件）からの区民の声が上位を占める一方で、年代不明（503件）が全体

の49.8％を占めています。

カテゴリ別で見ると、「環境」は40歳代（57件）、30歳代（48件）が全体の25.5％、

「交通」は30歳代（36件）、40歳代（24件）が全体の29.4％を占めています。

【上位５カテゴリ　年代別件数】　� 　　（単位：件）

年代 環境 交通 子ども
道路・

橋りょう
健康・医療 計

10歳代 2� 2� 1� 2� 0� 7�

20歳代 10� 3� 1� 0� 7� 21�

30歳代 48� 36� 51� 15� 16� 166�

40歳代 57� 24� 21� 25� 17� 144�

50歳代 43� 13� 4� 2� 11� 73�

60歳代 23� 10� 1� 11� 3� 48�

70歳代 9� 16� 1� 12� 5� 43�

80歳以上 1� 2� 0� 1� 2� 6�

年代不明 219� 98� 61� 63� 62� 503�

計 412� 204� 141� 131� 123� 1,011�

【上位５カテゴリ　年代別構成比】� 　（単位：％）
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（２）性別

上位５カテゴリについて性別で見ると、男性（321件）の割合が31.8％、女性

（208件）の割合が20.6％で、全体の傾向と同様に、男性の割合が多いものの、性別

不明（482件）が全体の47.7％を占めています。

カテゴリ別で見ると、「環境」「交通」「道路・橋りょう」は、男性からの区民の

声が多い一方で、「子ども」「健康・医療」は、女性からの区民の声が多く寄せられ

ています。

【上位５カテゴリ　性別件数】　� 　　（単位：件）

性別 環境 交通 子ども
道路・

橋りょう
健康・医療 計

男性 156 77 9 46 33 321

女性 60 32 52 27 37 208

不明 196 95 80 58 53 482

計 412 204 141 131 123 1,011

【上位５カテゴリ　性別構成比】　　　　　　　�　　　　　　　　（単位：％）
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（３）受付窓口別

上位５カテゴリについて受付窓口別で見ると、全体の傾向と同様に、企画経営部

区長室を受付窓口とするもの（484件）が、全体の47.9％を占めています。

カテゴリ別で見ると、「健康・医療」は、企画経営部区長室を受付窓口とするも

の（120件）が97.6％を占めています。一方、「道路・橋りょう」は、各総合支所を

受付窓口とするもの（116件）が88.5％を占めており、芝地区総合支所に区民の声

が多く寄せられています。

【上位５カテゴリ　受付窓口別件数】� 　（単位：件）

受付窓口 環境 交通 子ども
道路・

橋りょう
健康・医療 計

芝 地 区 総 合 支 所 70� 28� 2� 38� 0� 138�

麻 布 地 区 総 合 支 所 43� 22� 6� 25� 0� 96�

赤 坂 地 区 総 合 支 所 57� 10� 3� 13� 0� 83�

高 輪 地 区 総 合 支 所 48� 25� 11� 13� 2� 99�

芝浦港南地区総合支所 37� 40� 6� 27� 1� 111�

企 画 経 営 部 区 長 室 157� 79� 113� 15� 120� 484�

計 412� 204� 141� 131� 123� 1,011�

　

【上位５カテゴリ　受付窓口別構成比】� 　　（単位：％）
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（４）申立種別

上位５カテゴリについて、申立種別で見ると、広聴メール（628件）による区民

の声が多く、全体の62.1％を占めています。

カテゴリ別で見ると、すべてのカテゴリで広聴メールによる申し立てが最も多く

なっています。

【上位５カテゴリ　申立種別件数】� （単位：件）

申立種別 環境 交通 子ども
道路・

橋りょう
健康・医療 計

来訪 26� 30� 6� 16� 6� 84�

電話 53� 37� 16� 12� 32� 150�

陳情 1� 2� 1� 0� 4� 8�

広聴はがき 13� 6� 7� 3� 4� 33�

区長への手紙 7� 4� 7� 10� 3� 31�

広聴ファックス 1� 6� 0� 3� 0� 10�

広聴メール 268� 115� 99� 79� 67� 628�

その他 43� 4� 5� 8� 7� 67�

計 412� 204� 141� 131� 123� 1,011�

【上位５カテゴリ　申立種別構成比】� （単位：％）
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（５）性質別

上位５カテゴリについて性質別で見ると、要望・陳情（925件）が91.5％、苦情

（34件）が3.4％で、全体の94.9％を占めています。

【上位５カテゴリ　性質別件数】　� 　　　（単位：件）

性質 環境 交通 子ども
道路・

橋りょう
健康・医療 計

要望・陳情 380� 185� 127� 117� 116� 925�

苦情 18� 8� 3� 2� 3� 34�

質問・問合せ 2� 2� 5� 4� 0� 13�

通報 6� 5� 3� 6� 3� 23�

お礼 2� 1� 0� 2� 0� 5�

提案 1� 3� 3� 0� 1� 8�

報告 1� 0� 0� 0� 0� 1�

その他 2� 0� 0� 0� 0� 2�

計 412� 204� 141� 131� 123� 1,011�

【上位５カテゴリ　性質別構成比】　� 　（単位：％）
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４　区民の声の内容�

お寄せいただいた区民の声は、個人情報に関する内容等を除き、原則としてご意見・

ご提案の内容と区の対応・考え方の要旨等を区のホームページ等で公表しています。

区民の声の公表は３か月ごとに行い、公表した区民の声は、区のホームページ及び

区政資料室（区役所３階）でご覧いただけます。

令和元年度にお寄せいただいた区民の声と区の対応・考え方の一部をカテゴリ別に

紹介します。

なお、ここで紹介する区の対応・考え方は、区民の声が寄せられた当時のものであ

り、その後の状況変化により変わっている場合があります。

（１）暮らし・手続き

令和元年度受付件数　246件

項目 件数 項目 件数

届出・登録・証明 47 就労・労働 0

税金 24 人権・男女平等参画 24

保険・年金 13 平和 1

ごみ・リサイクル 34 区民保養施設 4

食品・環境衛生 33 区民センター 8

動物・ペット 12 区役所庁舎 31

消費生活 3 その他施設 12

件名 ネズミの発生について

分類 暮らし・手続き -食品・環境衛生 -害虫・駆除

意見等

の内容

西麻布のあるマンション周辺で、今月に入り建物脇からネズミが頻繁

に出没します。驚いている通行人も多く見かけます。

飲食店も多数入居している建物ですので、管理者にネズミ対策を指示

した方がよろしいかと思います。

区の対応

・考え方

保健所ではネズミの対策として、餌になる物の管理の重要性、屋内へ

の侵入防止、室内に入り込んだネズミの駆除等について助言をしていま

す。

屋外のネズミ対策としては、ゴミの管理を適正に行い、餌を与えない

ことが原則となります。ゴミ置き場は密閉された場所か蓋付きのポリバ

ケツ等で保管していただくよう啓発チラシを用いてお願いしています。

ご指摘を受け、マンションの飲食店数店と隣の建物の飲食店に啓発チ

ラシを渡しました。

後日、マンションの管理者に適正なゴミの管理をお願いし、テナント

飲食店分の啓発チラシを送付して、配布するようお願いしました。

今後とも建物管理者等からの相談があれば、個別に調査、助言をして

まいります。

担当課 みなと保健所生活衛生課生活衛生相談係
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件名 ペットの糞の始末について

分類 暮らし・手続き -動物・ペット -ペット

意見等

の内容

麻布地区のある道沿いでは、犬の糞等のマナーが悪い。近隣マンショ

ンの住民が多いように思われる。

みなと保健所生活衛生課に相談をしてプレートを設置したり、防犯カ

メラも設置したが、一向に改善されない。糞はゴミとして事業者も扱っ

てくれないので本当に困っている。

近隣ビルにマナーについて書かれているプレートを掲示したり、パト

ロールを強化してくれれば良くなるのではないかと思う。

区の対応

・考え方

区では、「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条

例」により、区民が飼い犬を散歩等させるときは、糞を持ち帰るよう努

めることを定めており、糞の持ち帰りや尿対策のための水を持ち歩くこ

とを促すマナープレートの設置や配布をしております。

また、区では、飼い主のマナーアップのため、ドッグパスポートやマ

ナーブック等のパンフレットの配布、広報みなとの記事の掲載、広報番

組やパネル展示などを行っています。また、年２回、犬のしつけ方セミ

ナーも開催しています。

犬の糞やオシッコにお困りの方には、糞の持ち帰りや尿対策のために

水を持ち歩くことなどを記したマナープレートの配布を行っております。

ご意見を頂いた後、現場を確認し、近隣ビルの管理人や事業者に聞き

取りを行いました。

犬の糞等は確認できませんでしたが、周辺の建物等には犬の糞やマ

ナーについてのプレートが掲示されていました。隣のビルにもすでにプ

レートが掲示されていましたが、区が作成しているプレートも合わせて

掲示していただけるよう、管理会社を通じてビル所有者に依頼をしまし

た。

なお、現場周辺にて青色防犯パトロールによる巡回を強化し、不法投

棄や汚物放置等の行為を発見した場合には注意喚起を行ってまいります。

担当課
麻布地区総合支所協働推進課協働推進係

みなと保健所生活衛生課生活衛生相談係

　　

件名 マッカーサー道路での屋台営業について

分類 暮らし・手続き -食品・環境衛生 -食品・環境衛生

意見等

の内容

18 時 30 分頃新橋の公道で屋台が営業してました。

これは許可されての営業なのでしょうか。

無許可であれば営業出来ないようにしていただけないでしょうか。

食べこぼしが道路にあり、気分のいいものではありません。

対処いただければと思います

区の対応

・考え方

ご連絡をいただき、複数日お申出のあった場所にて監視を行いました

が、いずれも営業者と接触することができませんでした。

しかし、国道沿いに当該営業者のものと思われる屋台が無人の状態で

置かれている状況を確認いたしました。その後も屋台が置かれていた場

所を監視しましたが、屋台は存在しませんでした。
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ご連絡や監視結果を受け、お申出のあった場所を所管する警察署、東

京都第一建設事務所及び置かれていた場所を管理する国道事務所に情報

提供を行いました。特に警察については、屋台が営業している状況でご

連絡いただければ現場に行くことも可能であるとの確認がとれました。

屋台の許可は都内一円となっているため、都内の他自治体で許可を取

得している可能性も否定できないことから、引き続き営業者の確認を行

い、必要な指導を行ってまいります。また、今後も関係する組織と連携

して対応してまいります。

担当課 みなと保健所生活衛生課東部地域食品監視係

件名 蚊の駆除対策について

分類 暮らし・手続き -食品・環境衛生 -害虫・駆除

意見等

の内容

孫を連れて区内を散策した際、孫の顔を大きな蚊に刺されてしまい、

目の周りが大きく腫れあがりました。

港区には大きな公園、庭園等が沢山あります。これから蚊の発生の季

節になります。庭園は蚊が発生し易いですが、駆除対策の消毒は実施済

みでしょうか。

数年前、代々木公園等でのデング熱対策の消毒が行われました。大き

な庭園等での消毒の徹底をご指導願います。

区の対応

・考え方

蚊の対策は、成虫の発生予防が重要なため、区では道路や区立公園の

雨水マスへの幼虫成長制御剤の投与を実施するとともに、広報みなとや

区のホームページで、蚊の発生予防方法等のお知らせをしています。

また、サーベイランス調査（調査監視）として、区内５か所の公園で蚊

の生息数と、デング熱等のウイルス保有状況の調査を行っています。

蚊の駆除は薬剤の散布による環境への影響があるため、サーベイラン

ス調査の結果などの状況を踏まえ、必要に応じて適切に対応してまいり

ます。

担当課 みなと保健所生活衛生課生活衛生相談係

件名 講座を受ける際の一時保育の対象年齢について

分類
暮らし・手続き - 人権・男女平等参画 - 男女平等参画センター（リーブ

ラ）

意見等

の内容

リーブラの講座を受ける際、一時保育が付いているので助かっている

が、子どもが小学校に上がると一時保育の対象年齢から外れてしまうた

め、受講が難しくなってしまう。小学生を夜 1 人で留守番させるのも現

実的ではないため、せめて小学生の間は一時保育の対象にしてもらいた

い。

区の対応

・考え方

リーブラでは、子育て中の方にも安心して講座等の事業に参加してい

ただけるように一時保育をご利用いただけますが、保育室のスペースが

限られているため、乳幼児と活動量の大きい小学生とが同室で遊ぶこと

による子ども同士の接触事故等の危険性を考慮し、安全のために対象を

就学前の子どもに限らせていただいております。

担当課 総務部総務課人権・男女平等参画係
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件名 住民税の支払い方法について

分類 暮らし・手続き -税金 -納税

意見等

の内容

住民税の支払い方法について（特別徴収ではなく、直接払う場合）要

望いたします。

スマートフォンを使うモバイルレジもよいのでしょうが、パソコンや

銀行 ATM から支払うことが可能なペイイージーを基本としていただきた

いです。

また、１年分を１回の支払いで済ますことができるように、１年分一

括の支払い用紙が欲しいです。ご検討願います。

区の対応

・考え方

ご提案の Pay-easy（ペイジー）を含めた多様な納付方法の導入につき

ましては、時期等を検討しているところです。

ご指摘いただいた点も踏まえ、納税の利便性向上のため、引き続き検

討を行ってまいります。

また、納税者が直接お支払いいただく普通徴収の納付書は、港区特別

区税条例第 27 条で地方税法と同月の４期を納期として４枚お送りする

こととしています。ご提案の１年分一括納付書の同封は、４期分４枚の

納付書と一緒に誤って一括納付書分も納付し、二重払いとなってしまう

ケースが多数あったため、現在は同封していません。なお、一括で納付

したい場合には、４期分４枚の納付書を金融機関等の窓口で提出してい

ただくことによりお支払することが可能です。

担当課 産業・地域振興支援部税務課税務係

件名 証明書自動交付機の撤去について

分類 暮らし・手続き -届出・登録・証明 -証明書の取得

意見等

の内容

今日、印鑑登録証明書の発行申請にきたのだが、30 分以上も待たされ

た。以前は自動交付機を利用したので、５分とかからなかった。マイナ

ンバーカードがあまり普及していない状況を考慮せず、早期に自動交付

機を撤去してしまったので、マイナンバーカードを持たない区民が不便

を強いられている。

国政のマイナンバーカード普及推進のために自動交付機を撤去する事

は仕方ないが、マイナンバーカード普及率が 50％を超えた時点で撤去す

る等をすればよかったと思う。

区の対応

・考え方

窓口でお待たせし、ご不便をおかけして申し訳ありませんでした。証

明書の交付を請求される方が多くいらっしゃる場合には、お待ちいただ

くことがありますが、待ち時間をできるだけ短くするよう迅速な事務処

理に努めてまいります。

コンビニエンスストアでの証明書の交付（以下「コンビニ交付」とい

う。）については、より身近な場所、より広範囲な場所、そして、利用

時間が長いという点を活かして、住民票や多くの種類の証明書を取得で

きるように、区ではコンビニ交付を推進しております。なお、コンビニ

交付を利用する場合は、マイナンバーカードが必要となりますが、その

他証明書の交付サービスとしては、電話予約サービスと郵送請求があり、

電話予約サービスでは住民票と印鑑登録証明書の請求を、郵送請求では

住民票と戸籍関係の証明書の請求をすることができます。

今後とも、区民の皆様が利用しやすいよう様々なサービスを心がけて

まいります。あわせて、マイナンバーカードの普及にも努めてまいりま

す。

担当課 芝地区総合支所区民課個人番号カード交付推進担当
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件名 粗大ごみの持ち込みについて

分類 暮らし・手続き -ごみ・リサイクル -ごみの収集

意見等

の内容

粗大ごみの持ち込みは、１か月半先の予約しか取れないことが多いた

め、１日当たりの受入れ件数を増やしていただけないでしょうか。

定期的に持ち込んでおりますが、いつもガラガラで、他の人と持ち込

み時間が重なったこともありません。待機している人たちもとても暇そ

うにしており、どう見ても受け入れにかなりの余裕があるように見えま

すので、人件費の有効活用のためにも枠を増やしていただけないでしょ

うか。

持ち込みが増えて、その分回収が減ることは区にとってもメリットが

大きいはずです。街中の渋滞のなかトラックで粗大ごみ１つ１つを回収

して回るのが、時間的、コスト的にどれだけ非効率かは容易に想像がつ

きます。１か月半待ちになるくらい持ち込みたい人がいるのであれば、

持ち込み枠を増やす方向にもっていった方がよいと思います。

持ち込み数を１日 200 個から 400 個に増やしたと聞きましたが、それ

でも十分ではありません。おそらく当日キャンセルも多いかと思います

ので、実際そこまで持ち込みされていないと思います。持ち込みが増え

れば、区側が回収にかかるコストも時間も節約できるはずなのに、なぜ

持ち込み枠を増やさないのでしょうか。

区の対応

・考え方

粗大ごみの直接持込みにつきましては、ご不便をおかけしております。

区では、粗大ごみの収集量が年々増加していることから、区民の利便

性を図るため、お申込みから収集までの期間の短縮を図るとともに、排

出方法を選択できるよう、平成 27 年２月から芝浦清掃作業所で、粗大ご

みの直接持込みの受入を開始しました。平成 29 年４月から１日当たりの

受入個数を 200 個から 400 個に引き上げて、より多くの区民の方にご利

用いただけるよう努めております。

芝浦清掃作業所は、月曜日から土曜日までは、区内の集積所から集め

た不燃ごみから、金属等のリサイクルが可能な資源を回収するほか、危

険物や可燃ごみなどの分別区分の異なるごみを取り除いた上で、大きな

車両に積み替え、不燃ごみの処理施設に搬入するための中継拠点として

使用しています。

粗大ごみの直接持込みは、この業務に支障が生じない範囲で実施して

います。日曜日に持込まれた粗大ごみの江東区にある粗大ごみの処理施

設への搬入は、月曜日に作業を開始する前の早朝の時間帯を使って行っ

ており、こうした制約上、１日あたりの持ち込み個数を増やすことは困

難です。

また、区では、粗大ごみを直接持ち込む自家用車等が、施設の前面道

路（海岸通り）に滞留して、他の車両の妨げにならないよう受付時間を

長めに設定し、スムーズに施設に出入りできるよう運営しております。

従事している職員の作業間隔が空くこともありますが、受入個数の拡大

とは相関関係はありません。

担当課 環境リサイクル支援部みなとリサイクル清掃事務所運営係
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（２）防災・生活安全

令和元年度受付件数　113件

項目 件数

防災・災害対策 54

生活安全 59

件名 パトロール強化の要望について

分類 防災・生活安全 -生活安全 -防犯

意見等

の内容

麻布地区にあるマンション付近では、週末の深夜など複数人が度々飲

酒や喫煙をしています。路上や隣接する建物に放尿されたり、朝方には

ゴミ置き場にたくさんの吸殻が落ちていることがあります。ゴミ置き場

ですから、火災の危険があると思います。

また、暖かくなると路上で酔って寝ていることがあります。路上に嘔

吐物が残っていることもあります。

周辺の環境悪化、治安悪化、火災防止のためマンションの管理者へ注

意喚起、対策を講じるよう区からお願いしたいです。付近では深夜に自

転車やバイクの違法駐車もあります。青パトの巡回、深夜パトロールを

強化して頂きたいです。

区の対応

・考え方

ご指摘いただいた場所について職員が現場確認を行うとともに、現在、

毎日深夜の時間帯に２回、青色防犯パトロールによる巡回を強化するよ

う巡回員に指示しております。

路上喫煙、飲酒、違法駐車のほか、不審人物や不審行為が確認された

場合は、巡回員が当該人物に直接お声かけをし、状況を判断のうえ必要

があれば 110 番通報することとしています。

また、マンションやビルの管理会社とテナントの飲食店に対しては、

職員が適切なゴミの管理方法の助言や啓発を行うなど、まちの美化につ

いて協力を求めているところです。

担当課 麻布地区総合支所協働推進課協働推進係

件名 空き家のブロック塀について

分類 防災・生活安全 -生活安全 -その他

意見等

の内容

小さな子供達が多数通る歩道沿いにブロック塀が崩れかかっている場

所があります。今後道路側へ倒れてくる恐れがあり、いつか下敷き事故

が起こらないか心配しています。様子を見ておりましたが、どうやら空

き家のようでどなたも手入れされていないように思います。

何か区で対策をしていただきたくお願い申し上げます。

区の対応

・考え方

建築基準法第８条では、「建築物の所有者、管理者又は占有者は、その

建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努め

なければならない。」と規定されており、本塀は、これに該当するものと

考えています。したがいまして、本塀については、本年３月に登記簿で

確認した土地及び建物の所有者に対し、適切な維持保全をお願いする内

容の文書を送付しました。

また、区有施設以外の塀については、所有者の方に対し安全点検をし

ていただくよう、区のホームページにてチェックポイントを掲載してい

ます。引き続き、ブロック塀の所有者等に適切な維持保全を行っていた

だくよう、注意喚起してまいります。

担当課 街づくり支援部建築課構造係
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件名 掲示板等による区の情報周知について

分類 防災・生活安全 -防災・災害対策 -その他

意見等

の内容

田町駅周辺は、芝浦港南地区総合支所が近いからか、駅の構内に広報

みなと等区の刊行物が設置されていたり、歩行者の目の届くところに掲

示板が配置してあるし、内容も最新情報が常に更新されていて、区政情

報の発信が充実している印象を受ける。

一方、港南地区及び品川駅周辺は、掲示板もなく、区政情報の掲示が

ないため、自分からホームページや広報みなと等をチェックしないと最

新情報を得られない。ネットにアクセス出来ない方々や忙しい人たちは、

大事な情報、場合に寄っては命に関わる情報を知らずに日々過ごしてい

る。みなと防災フェスタ等、区民の為になるイベントの情報や緊急時の

注意情報を区内にいるすべての人が目にすることができるよう、掲示板

の設置を充実して欲しい。とても重要なので、早急にお願いします。

区の対応

・考え方

ご意見をいただきました港南地域及び品川駅周辺における掲示板の増

設につきましては、既存掲示板の設置場所を再確認し、より多くの人に

区政情報が伝わるよう検討してまいります。

なお、緊急情報につきましては、品川駅港南口ふれあい広場に設置し

ている電光掲示板において、消防庁が発信する全国瞬時警報システム

（Ｊアラート）の受信や、区からの情報発信を行っています。

担当課 芝浦港南地区総合支所協働推進課協働推進係

件名 通学路の安全について

分類 防災・生活安全 -生活安全 -防犯

意見等

の内容

港区内で、刃物を持った男によるコンビニ強盗事件が発生しました。

小学校では、帰宅前に事件についてきちんと伝えてたのでしょうか。

大人は、子どもを守る義務があります。特に通学路は、もっとパト

ロールを強化して欲しいです。

区の対応

・考え方

事件発生後、近隣の学校においては、児童の発達段階に応じて事件の

概要を説明し、対応策について指導した後、保護者による引き取りや集

団下校など、各学校の実態に応じて児童の安全を確保できる対策をとり

ました。

なお、区では、青色回転灯を装備した白黒塗装車両によるパトロール

を毎日 24 時間体制で実施しています。登下校の時間には、子どもたちが

安全・安心して登下校をすることができるよう、学校の通学路や公園・

児童遊園等子どもが利用する施設を中心としたパトロール活動を実施し

ています。

また、区民の方々に対しては、安全安心メール等を活用し、犯罪情勢

や不審者情報等、子どもの安全・安心の確保に有効な情報発信をしてい

ます。

今後も子どもの安全確保のため、関係機関との連携を図り、安全で安

心できる港区の実現に努めてまいります。

担当課
防災危機管理室防災課生活安全推進担当

教育委員会事務局学校教育部教育指導課指導支援係
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件名 品川駅付近の客引きについて

分類 防災・生活安全 -生活安全 -客引き

意見等

の内容

品川駅港南口付近の客引きが多く、迷惑しています。

東京都の条例や区の条例があっても効果が出ていないのではないで

しょうか。

一時期は区の職員の見回りなどあって少し数が減ったようでしたが、

今は元の状態に戻っています。

客引きしている人に指摘しても、「許可をもらって客引きをやってい

る」と言われる始末です。

職員が色々とやっているのはわかりますが、徹底して客引きを取り締

まり、しっかりとした成果を出してほしい。

区の対応

・考え方

区では「港区客引き行為等の防止に関する条例」に基づき、区職員や

区が委託している港区生活安全パトロール隊が、客引き行為の指導を積

極的に行っています。

しかし、繁華街の歩道上には店舗営業の宣伝を行うため警察署から道

路使用許可を取得してチラシを配布している場合や店舗前などに立って

単なる呼び込みをしている場合もあり、こうしたケースでは客引き行為

違反にあたらないことから、条例に基づく指導はできませんが、通行人

の迷惑とならないよう引き続き啓発を行ってまいります。

今後も、品川駅港南口及び新橋地区をはじめ区内繁華街におきまして、

客引きの現状の把握に努めるとともに警察との連携を強化し、より効果

的な対策を行ってまいります。

担当課 防災危機管理室防災課生活安全推進担当

件名 防災放送について

分類 防災・生活安全 -防災・災害対策 -防災無線

意見等

の内容

2020 年２月 19 日午前 11 時前後女性の声で続いて男性の声で防災放送

がありましたが、窓を開けて聞き耳を立てましたが、何を話しているか

全くわかりません。選挙の投票日などの投票を呼びかける放送はわかる

ときがありますが、ほとんどの放送はわかりません。平日の騒音が大き

いときとか、放送される方の声の質によるのかも知れませんが、放送内

容がわからないとかえって不安になることがあります。さきほど、確認

の意味で港区ホームページをみましたが、アラートのテストをするとの

こと、それかなと思いました。できれば防災放送をした場合、その内容

を区のホームページでも出してもらうと安心します。よろしくお願いし

ます。

区の対応

・考え方

当日は、午前 11 時に全国瞬時警報システム（J アラート）の全国一斉

での自動放送試験を実施しました。

港区では、10 分前に女性の声で試験放送実施の事前アナウンスを放送

し、11 時に男性の声で試験放送を流しております。

港区内には高層の建築物が多く、防災行政無線のスピーカーから放送

する音が他のスピーカーから放送される音や、高層建築物に反射した音

と混ざり合い、反響することで、防災行政無線が聞きとりにくい状況が

生じていることは区でも把握しております。

区では、音の品質改善について、放送設備の性能向上などに取り組ん

でまいりましたが、物理的な原因であることから解決には困難を要して

います。
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そのため、防災行政無線の情報取得の補完として、下記のご案内も

行っております。

１.防災行政無線放送内容確認電話

電話（03-5401-0742）により、放送内容の録音を聴くことができます。

２.港区防災ラジオ

280 メガヘルツ帯の電波を使用し、大きな出力と電波特性により建物

浸透性に優れているため、気密性の高い住宅でも安定して室内で防災行

政無線の情報を聞くことができるラジオです。

災害時の情報伝達手段として、港区に住民登録がある世帯に有償配付

しています。

３.防災情報メール配信サービス

防災行政無線で放送する内容を、予めご登録いただいたスマートフォ

ン、携帯電話に e-mail でお届けするものです。詳しくは、区のホーム

ページでご紹介しています。

なお、放送内容を区のホームページに掲載することにつきましては、

現行のシステムではリアルタイムに情報を反映することができないため、

対応が困難です。

担当課 防災危機管理室防災課生活安全推進担当
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（３）健康・福祉

令和元年度受付件数　297件

項目 件数 項目 件数

健康・医療 123 生活福祉 35

高齢者 76 ひとり親家庭 1

障害者 62

件名 いきいきミュージアム巡りについて

分類 健康・福祉 -高齢者 -高齢者

意見等

の内容

12 月 19 日開催の「いきいきミュージアム巡り」に参加しました。

会場の泉屋博古館分館では学芸員が同伴して、陳列品の前で質問に答

えてくれる贅沢な見学で、漢字の起源に関心のある者としては楽しく有

意義な時間を過ごすことが出来、大変感謝しています。

このような個人での見学では体験できない企画を期待しています。

ありがとうございました。

広報の惹句では「参加者同士の交流を深めながら」とあり、多少腰の

引ける気持ちもありましたが、自然発生に任せる対応も好ましく思いま

した。

区の対応

・考え方

いきいきミュージアム巡りにご参加いただきありがとうございます。

有意義に過ごせたとのご意見をいただき、大変嬉しく思います。

学芸員等による解説を受けながらの見学は、大変ご好評をいただいて

います。今後も見学先施設の協力をいただきつつ、高齢者の方々に区内

の美術館・博物館等に親しんでもらいながら、参加者同士の交流を含め、

いきいきと健康的に芸術・文化に触れるきっかけづくりとなる内容を実

施してまいります。またのご参加をお待ちしておりますとともに、機会

があればご友人やパートナーの方ともお誘いあわせの上、参加をご検討

いただければ幸いです。

担当課 保健福祉支援部高齢者支援課高齢者福祉係

件名 飲食店の喫煙（全面禁煙希望）について

分類 健康・福祉 -健康・医療 -健康

意見等

の内容

港区在住の喫煙者ですが、飲食店では一切たばこは吸いません。食事

をする場面では吸おうとは思いませんし、近くにいる吸わない人にとっ

ては不要のものだからです。当然、経営者の判断もあるので仕方ないと

は思いますが、分煙だけでは近くの席になった場合不十分ですし、子供

を連れていくのをためらいます。

昼食でも吸える店がありますが、知らずに入店したときは絶望感に襲

われます。なぜなら喫煙者はそういう店を狙って集まってきますので半

端なく煙たいです。最近では、禁煙店の方が売上が上がったという報告

もききました。喫煙の店が不特定にあると禁煙者はその店に行かなくな

りますが、すべての店が禁煙になれば、喫煙者も禁煙者もいちように利

用するようになります。海外の話ですが、ハワイでは吸える店はありま

せんし、ホテルも禁止です。日本は遅れています。従業員の健康も考え

られていませんし、世界から見ると今どき飲食店で喫煙できることは恥

ずかしいことです。東京 2020 オリンピック・パラリンピックでは、世界

中から人が訪れます。ぜひこの機会に、港区が率先して全面禁煙の強制

執行をしてください。
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区の対応

・考え方

改正健康増進法では、飲食店や事業所等、多くの人が利用する施設は

原則屋内禁煙とすることが定められています。また、これに加えて、東

京都受動喫煙防止条例では、従業員のいる飲食店は全て屋内禁煙とする

ことが定められており、令和元年９月１日から都内の飲食店では、店内

の喫煙状況を示す店頭表示の実施が義務化されます。これにより、飲食

店に入る前に店内の喫煙状況を知ることができ、受動喫煙を避けること

ができるようになります。

さらに、都条例が全面施行される令和２年４月１日からは、従業員の

いる飲食店において、喫煙できる場所として認められるのは技術的基準

を満たした喫煙専用室のみとなるため、飲食店の利用者は受動喫煙の被

害にさらされることなく過ごすことができるようになります。

区では、区内飲食店において喫煙専用室の設置も認めない全面禁煙の

措置をとる予定はありませんが、改正健康増進法及び都条例に基づき、

区内の飲食店における受動喫煙対策が適切に実施されるよう、区の広報

やホームページ等を通じて新制度の内容やスケジュールに関する周知及

び普及啓発に取り組んでまいります。

また、今年度から新たに受動喫煙防止対策に関する相談窓口を保健所

内に設け、区民や事業者からの質問や問合せに丁寧に対応し、法及び都

条例に沿った指導を適切に進めてまいります。

担当課 みなと保健所健康推進課健康づくり係

件名 化学物質過敏症と今後の対策について

分類 健康・福祉 -健康・医療 -健康

意見等

の内容

現在、化学物質過敏症に苦しまれる方々は急増しており、日本医師会、

日本臨床環境医学会等の医師、日本消費者連盟等多くの方々が警鐘を鳴

らし、新築の建材や合成洗剤、柔軟剤、シャンプー等の成分が揮発し充

満する空気の悪い学校に通えなくなってしまった子供達、職場に行けな

くなって生活に困ってしまった方々がたくさんおられます。農薬や化学

肥料、食品添加物等が多用される外食産業に体調を崩し、病院での投薬

や手術にかえって体調を崩してしまう方もおられます。

大切な事は、過敏症の方だけが特別に不調を起こすわけではなく、空

気中の濃度や体に蓄積される量に応じて、誰にとっても日々発症リスク

が高くなってしまいます。特に現在化学物質が多用されている環境では

発症しやすく農薬や化学肥料、食品添加物、合成洗剤や柔軟剤、リフォー

ムがきっかけで発症される方が非常に多いです。

生産現場や環境を守る為にも有機農業を推進する事、化学物質を避け

た生活や消費行動を意識する事、生産現場に負荷がかからないよう、需

要と供給に無理のないよう価格、供給量等調整をしながら、先ずは皆様

に化学物質の危険性を共有して頂いてご理解いただいて、自然と人を

守る為に対策を考えていく事、病院での受け皿を作る事、事業者、行政、

区民や食品や健康関連の事業者と協力をし、大きく少しずつ改善してい

く事が今後必要になってくるのではないだろうかと思います。

皆様におかれましては、いきなり長年の生活習慣を覆されるような普

段異変を感じられない事を伝えられましても、困惑され、驚かれるかも

しれませんが、事実、今までなんともなく普通に生活をされていて急に

過敏症を発症されてしまい、生活や被害に苦しまれる方が近年急増して

おります。早くから気がついて使用をやめていればよかったと皆様が後

悔されて苦しんでおられますので、日常生活の習慣で健康被害を被る前



－28－

に、ご留意頂いて、化学物質の危険から守って頂きますと幸いです。

各関係課に情報共有と今後の対策を講じて頂けるよう、特に学校関係、

医療関係、保健所、給食、建設、街作り、経済振興課に情報共有して頂

き、ご協力頂けますと幸いです。

区の対応

・考え方

区ではシックハウス等の相談について、必要に応じて、現場調査やホ

ルムアルデヒド・揮発性有機化合物（VOC）の簡易測定等を行い、通風や

換気など対応の助言をしています。また、建築物の竣工時にはさまざま

な化学物質が室内に放散しているものと考えられ、その期間の対応が非

常に重要なことから、「港区建築物環境衛生管理要綱」に基づく建築物の

建築確認申請時の衛生設備の図面指導、建築設計者に対し、建材・塗料・

接着剤等は VOC の発生の少ないものを選択し適正な施行を行うこと、竣

工後、入居までに養生期間を確保し、その期間に換気を十分実施するこ

となど、シックハウス対策についても指導を行っています。

なお、現在、区有施設の建設に当たりましては、「港区有施設シックハ

ウスガイドライン」及び「港区有施設シックハウス対策マニュアル」に

基づいて、化学物資過敏症対策に取り組んでいます。

計画及び設計の段階では、使用材料に日本工業規格（JIS）、日本農林

規格（JAS）の「F ☆☆☆☆」等級等の化学物資放散量が少ないものを選

定し、有効な室内換気量を確保しています。

工事の段階では、使用材料の受入れの際に、製品安全データシート

（MSDS）等により、適正かつ安全な材料であることを確認しています。

工事が完了した段階では、揮発性有機化合物（VOC）等の室内濃度測定

を行い、厚生労働省が定める指針値以下であることを確認した上で、施

設利用を開始しております。

今後も、国の関係省庁や東京都の動向を注視し、新たな知見が得られ

た場合は、随時、本ガイドライン及び本マニュアルを見直し、区有施設

を利用する方々の健康を確保してまいります。

担当課
みなと保健所生活衛生課生活衛生相談係

企画経営部施設課庶務係

件名 健康診査・がん検診について

分類 健康・福祉 -健康・医療 -健康

意見等

の内容

港区は、健康診査・がん検診で指定された全てのがん検診を１か所で

受けられる指定医療機関が限られています。クリニックや病院に直接予

約をしに行きましたが、既に枠が埋まっていて、もう予約を受付けてい

ませんでした。無料検診は、１つの医療機関で受け入れる人数が限られ

ているのでしょうか。別々の医療機関で別々の検診を受けるのは大変な

ので、１か所で指定された健康診査の項目が受けられる様に、医療機関

の受入人数を増やしてほしいです。

区の対応

・考え方

区が実施する健康診査・がん検診を受けられる各医療機関（すべての

がん検診を１か所で受けられる医療機関を含む）では、通常の診療に加

えて、区の健（検）診を実施しているため、受入人数については限りが

あるのが現状です。

そのため、受診券と一緒にお送りしている「ご案内」や広報みなと、

区のホームページにおいて、医療機関によっては健（検）診に定員や実

施期間の制限を設けている場合があり、区が設定している受診期間内に

ご希望の医療機関に予約をできない場合があることをご案内しています。
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医療機関での受入数を増やすことにつきましては、いただいたご意見

を委託先の港区医師会に報告して情報共有を図るとともに、区としても、

予約の殺到する時期を区のホームページ等でお知らせするなど、受診予

約が平均化されるよう努めてまいります。

担当課 みなと保健所健康推進課健診事業担当、健康推進課健康づくり係

件名 高齢者の福祉施設について

分類 健康・福祉 -高齢者 -いきいきプラザ

意見等

の内容

区が高齢者の健康や憩いのために施設を作り、様々な講座や教室を開

いてくれているのは非常にありがたいと思いますが、暇つぶしや涼みに

行く事を目的に何件も応募して、２つ以上当たると参加しない人が多い

です。もっと制限をかけて、本当に行きたい人、または、行く必要があ

る人たちを選んで欲しいです。

オレンジカフェやいきいきプラザは、高齢者の遊び場や井戸端会議場

所ではありません。例えば、高齢者同士が健康管理や住まいに関して自

分の経験などを活かし、意見交換できる場を作って欲しいです。

区の対応

・考え方

区は地域の高齢者が健康でいきいきとした生活を続けられるよう、「高

齢者のいきがいづくり、学びの場」、「介護予防、健康づくりの場」、「ふ

れあい、コミュニティ活動の場」として、区内にいきいきプラザ 16 館

と芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ、台場高齢者在宅サービスセン

ターを設置しています。また、認知症高齢者やその家族が気軽に参加し

て、交流・相談できる場として、みんなとオレンジカフェを開催してい

ます。

いきいきプラザ等では、高齢者が気軽に立ち寄ることができる雰囲気

づくりに努めており、利用を通じ新しい楽しみの発見や地域の人と人と

の交流、関係を築くことが施設の重要な目的の一つとなっています。

そのため、施設を訪れる方々が、様々な目的でご利用いただいている

中で、講座や教室事業等において、区や施設側が一定の制限をかけ利用

者の選定をすることは考えておりません。

今後も、いきいきプラザ等における事業に対する利用者の皆様のご意

見、ご意向の収集・把握に努めるとともに、いただいたご意見等につい

ては、区と指定管理者及び委託事業者で共有し、サービスの向上に活用

させていただきます。

担当課 保健福祉支援部高齢者支援課高齢者福祉係

件名 子ども療育パオのシステムについて

分類 健康・福祉 -障害者 -障害保健福祉センター（ヒューマンぷらざ）

意見等

の内容

子ども療育パオのプログラムの内容は、とても手厚い内容を無料で

行っていますが、参加しようと思っても 17 時までしか利用できず、働い

ている家庭はなかなか利用できません。

多少利用料がかかってもいいので、17 時以降や土曜日のプログラム、

手続きについてなど、働いている人が利用しやすいシステムに改善にし

てください。
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区の対応

・考え方

現在こども療育パオでは、月曜日から金曜日までの午前９時から午後

５時まで、発達療育相談、個別支援、集団での通園事業等を行っていま

す。また、平成 30 年度からは、土曜日も午前９時から午後５時まで発達

療育相談を実施するよう拡充しました。

令和２年４月には、南麻布４丁目に港区立児童発達支援センターを開

設し、こども療育パオ及び発達支援センター相談室の一部を移転します。

児童発達支援センターでは、月曜日から金曜日までの午前９時から午後

６時まで、児童の成長発達の相談や経過観察のための個別指導等（総合

相談）、通所による集団指導等を実施します。土曜日は、午前９時から午

後６時まで、総合相談と通所による集団指導のうち学齢児を対象とした

指導等を実施します。

また、児童発達支援センターでは、保育園等の日常児童が過ごす場へ

職員が訪問し、保育士や教員等へ児童の発達の特性に係る対応方法や工

夫について、指導や助言を行います。

今後とも、児童の成長、発達を支援する施設として、児童の休息を確

保しながら、保護者が就労していても児童が機会を逸することなく療育

を受けられる環境を整備してまいります。

担当課 保健福祉支援部障害者福祉課発達障害者担当

件名 福祉売店「はなみずき」の取り扱い品について

分類 健康・福祉 -障害者 -障害者

意見等

の内容

福祉売店「はなみずき」を折に触れて利用させていただいています。

このような製品を買う場所がなかなかない中、とてもいい場所だと思い

ます。港区のものだけでなく、昆布やおせんべいなども取り扱っている

ことで、ラインナップが豊富で買いやすいです。また、最近カレーの販

売も始めたとのことですのでもっと利用したいと思います。品ぞろえに

ついて、ご要望できればと思います。

・賞味期限が長めの洋菓子もあれば嬉しいです

・バレンタインに向けてチョコなどもあれば嬉しいです

・箱入りの菓子などもあれば、手土産として買うこともできるのではな

いかと思います。

常設が難しいのであれば、予約票を置いて予約を受け付ける形にして

みてはいかがでしょうか。ご検討いただけますと幸いです。よろしくお

願いいたします。

区の対応

・考え方

区役所１階の福祉売店「はなみずき」では、区内の障害者就労支援事

業所等で生産したお菓子やバッグなどを販売するとともに、全国連携の

取り組みとして、全国各地の事業所等で生産した商品を販売しています。

現在も季節にあわせたお菓子などを販売しておりますが、いただいた

ご意見を各障害者就労支援事業所に伝え、今後も福祉売店の魅力向上に

努め、障害者の自立した生活や就労を支援してまいります。

担当課 保健福祉支援部障害者福祉課障害者支援係
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（４）子ども・家庭・教育

令和元年度受付件数　329件

項目 件数 項目 件数

子ども 141 生涯学習 3

家庭 2 スポーツ 38

青少年 0 歴史・文化財 6

学校・幼稚園・教育 108 図書館 31

件名 （仮称）港区子ども家庭総合支援センターを建設するための提案

分類 子ども・家庭・教育 -子ども -児童相談

意見等

の内容

児童相談所の建設に反対する人が、「コンクリートの高い塀で囲ってく

れないと安心できない。」と言っていたのをテレビで観て気になったので

すが、おそらく反対する人の多くが、児童相談所というものを全く理解

してないと思います。

そこで、都内にある他の児童相談所の建物の映像などを見せて、児童

相談所とは何をするところなのか説明すべきだと思います。その説明の

中で、虐待により児童が亡くなってしまった実際の事例なども話すとい

いと思います。自分自身、父親からの虐待を受けて育ったので、児童相

談所を建設して、子どもたちが虐待死するのを防いでほしいです。

児童相談所建設と、もう一つ、区で児童を強制保護できる条例を制定

してください。警察と合同で動けるようによろしくお願いします。

区の対応

・考え方

この度は、（仮称）港区子ども家庭総合支援センターについてご意見を

いただきありがとうございます。

区といたしましても、区民の皆様に児童相談所の役割をご理解いただ

くことが、大変重要であると考えております。これまで説明会や講演会

の開催、広報みなとやリーフレットの配布、区のホームページなどを通

じて、児童相談所が果たす役割についての啓発に努めてまいりました。

今後も、講演会やパネル展、リーフレット及びちらしの配布などを予定

しており、積極的に啓発に取り組んでまいります。

また、児童の一時保護については、児童福祉法第 33 条の規定に基づき、

児童の安全を迅速に確保するために児童相談所長が必要と認めるときに

は、児童を一時保護することができます。児童相談所開設後は、適切な

権限行使に努めていくとともに、児童相談所と警察が協力して児童の安

全確認を行うなど、警察と密接に連携して対応する体制を構築してまい

ります。

担当課 子ども家庭支援部子ども家庭課児童相談所設置準備担当

件名 MINATO シティハーフマラソンの払込取扱票について

分類 子ども・家庭・教育 -スポーツ -スポーツ

意見等

の内容

今回、「みなと社協」の通信で、福祉の申込み用紙の「払込取扱票」が

切り取り式になって、すごくよいアイデアだと思いました。

来年の港区マラソンも、このような用紙で申し込めるとトラブルも少

なく良いのではないでしょうか。

区の対応

・考え方

このたびは、貴重なご意見をいただきありがとうございます。

「払込取扱票」ですが、前回大会「MINATO シティハーフマラソン

2018」では採用しておりませんでしたが、次回大会「MINATO シティハー

フマラソン 2019」では導入する予定です。
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大会参加者に参加料金をお支払いただく際、支払方法の一つとして

「払込取扱票」を用意することで、利便性を高めてまいります。また、

「払込取扱票」による支払いのほか、区役所窓口での現金払いやインター

ネット申込による電子決済など、様々な支払方法も合わせて提供するこ

とで、参加者一人ひとりの需要に即した支払方法を選択いただけるよう、

準備を進めてまいります。

引き続き、参加者の満足度向上に努め、区民の誰もが気軽に参加し、

区民の誰からも愛着を持たれ、区民が誇りを持てる一大イベントとして、

MINATO シティハーフマラソンを成長、発展させてまいります。

担当課 企画経営部企画課オリンピック・パラリンピック推進担当

件名 学童クラブの設備の改善について

分類
子ども・家庭・教育 - 子ども - 児童館・子ども中高生プラザ・学童クラ

ブ

意見等

の内容

子供が学童クラブにお世話になっております。毎日楽しいと通ってお

ります。

先日、久しぶりにお迎えに行ったときに気になった点が２つありまし

た。

１.ランドセル置き場について

階段を上がった廊下の前に、ランドセルが雑多に投げ捨てられていま

した。子供に話を聞くと、１年生だけはロッカーがあるけれど、場所が

ないから２年生以上は廊下の机の上に置くことになっているとのこと。

ただ、廊下に置かれた机も十分ではなく、机の上にも下にも廊下にも、

ランドセル・手回り品・上着などが溢れるようにバサバサと置かれてい

ました。

以前、階段上がって右側の広いスペースが改装される前は、室内の

ロッカーや棚を使用していたかと思います。なぜ今このような運用に

なっているのか分からないのですが、「整理整頓」とは程遠い状態ですし、

これで子供たちに「物の管理」や「物を大事にする」ことを求めるのは

難しい状況かと思います。廊下に棚を設置したりするなど、ランドセル

を置くための十分なスペースを確保することは難しいのでしょうか。

２.トイレ

主に体育館のトイレを使っているそうなのですが、臭いがきついと感

じました。いわゆるトイレの「ツーン」とする臭いです。感じ方には個

人差があると思いますが、子供たちが安心して使えるトイレであって欲

しいと思います。

区の対応

・考え方

ご指摘の２点について、現地にて確認を行いましたので、以下の通り

回答いたします。

１.ランドセル置き場について

昨年度に比べ、利用児童数が増えたことにより、棚やロッカー等が不

足しております。そのため、現在、15 ～ 16 時頃に早帰りをする児童に

ついては、スムーズに帰宅できるよう、廊下の机の上に置くこととして

おります。いただいたご意見や１日あたりの利用人数のバランスも踏ま

え、棚の導入等、対応について検討してまいります。

２.体育館のトイレについて

体育館のトイレについては、毎日清掃を行っており、学童クラブ職員

にも日頃の状況をヒアリングしたところ、気になる点はないとのことで

した。また、過去に在籍児童から臭いの指摘はなく、管理課職員の現地



－33－

確認時にも特に気になる臭いは感じられませんでした。これから梅雨や

暑い時期に差し掛かると臭いが気になる日があるかもしれないので、職

員が使用するときに確認し、必要に応じて清掃等の対応をしてまいりま

す。

担当課 高輪地区総合支所管理課施設運営担当

件名 給食の委託業者の選定について

分類 子ども・家庭・教育 -学校・幼稚園・教育 -小・中学校

意見等

の内容

現在、港区内の区立小学校の学校給食は民間に委託されています。委

託先の選定方法、選定基準等民間委託にかかる港区が定めているルール

および実務運営がわかる解説、現在の委託先に決定にいたった経緯を教

えてください。

また、学校給食の食材については、港区が選定していると学校より伺

いました。食材の選定方法、選定基準等食材選定にかかる港区が定めて

いるルールおよび実務運営がわかる解説、現在の食材の調達先に決定し

た経緯を教えてください。

区の対応

・考え方

港区の区立小学校の学校給食の委託事業者は公募によるプロポーザル

で選定しています。公募に当たっては、選考委員会を設置し、事業者を

募り選定するための公募要項等を決定します。１次選考は書類審査とな

り、書類審査を通過した事業者に対し、２次選考として試食及びプレゼ

ンテーション審査を行います。１次２次審査の結果により事業候補者を

決定します。

学校給食の食材については、港区が選定しているわけではありません

が、牛乳とパンに関しては、東京都学校給食会から供給を受けるように

定めています。

また、公費補助金で特別栽培農産物という減農薬等の基準を定めた食

材（主に野菜）を購入する場合は、特別栽培農産物を取り扱っている事

業者から購入するように指定をしています。

その他、選定ではありませんが、区内事業者保護の観点から区内事業

者を優先的に取り扱うよう、学校に対し指導をしております。また、食

材の購入にあたっては食材の安全性を確認するよう指導しております。

担当課 教育委員会事務局学校教育部学務課保健給食係

件名 港区の保育園の方針について

分類 子ども・家庭・教育 -子ども -保育園・認証保育所・保育室

意見等

の内容

子どもを区立保育園に入れている者です。先々週、インフルエンザで

５日間の登園不可になった上、回復後に保育園（区の方針とのこと）か

ら医師の意見書提出を求められました。登園拒否はされませんでしたが、

医師の意見書には何の意味があるのでしょうか。５日仕事を休むことか

らして、祖父母が近隣にいない場合は大変なのは想像していただけると

思いますが、医師が回復後再度の診察が不必要と言っているにも関わら

ず、病院に行き、わざわざ意見書を取得するのは無駄な手間としか考え

られません。意見書取得には診察も不要と病院から言われました。登園

の判断は医師の指導のもと保護者の責任ですから、保護者の同意書だけ

で十分です。

これ以上マニュアル作業のために働く母親の負担を増やさないでいた

だきたいです。区の方針の再考を強く希望します。
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区の対応

・考え方

区では、保育所における感染症対策ガイドライン（厚生労働省）に基

づき、港区医師会からのご意見を踏まえて医師の意見書を作成し使用し

ています。

保育園は、乳幼児が長時間過ごす場であることや十分に体力がついて

いない乳幼児がインフルエンザに罹患すると重症化する恐れもあること

から、感染症が回復し、登園できる日が決定した段階で医師の意見書の

記入が可能となります。

また、保育園が就労支援の施設であるという性質上、学校における学

級閉鎖のような対応は行っていないため、感染の拡大を防ぐためには、

園内に感染源を持ち込まないことが必要と考えていますが、発熱日や解

熱日から個別に判断すると、基準日の数え方に違いが生じる可能性があ

ります。

登園基準が守られ、感染拡大を防止するためにも、インフルエンザ治

癒後に登園する際における医師の意見書記入については、引き続きご理

解、ご協力をいただきますようお願いいたします。

担当課 子ども家庭支援部保育課認可指導係

件名 港区競技かるた交流大会について

分類 子ども・家庭・教育 -生涯学習 -生涯学習

意見等

の内容

９月８日に開催された港区競技かるた交流大会を見学をさせて頂きま

した。

台風の為キャンセルが多かったようですが、皆、指導する先生のおか

げもあり、楽しく試合をしていて安心しました。

次回はもっと踏み込んで、かるた協会公認試合、たとえば、Ｄ級の人

がＣ級になれるような大会が行われればと思いますがいかがでしょうか。

区の対応

・考え方

区では、平成 28 年度から初心者を対象とした競技かるた講座及び交流

大会を開催しています。先日、ご見学いただいた「港区競技かるた交流

大会」は、競技かるたの作法や礼儀を楽しく学びながら交流が図れたこ

とで、参加者の皆さまから大変好評をいただきました。引き続き、初心

者を対象とした、楽しみながら学べる交流大会を実施してまいります。

また、全日本かるた協会等の公認試合の開催につきましては、全日本

かるた協会及び東京都かるた協会と協議しながら、区で開催できる可能

性について検討してまいります。

担当課 教育委員会事務局教育推進部生涯学習スポーツ振興課生涯学習係

件名 図書館の運用について

分類 子ども・家庭・教育 -図書館 -図書館

意見等

の内容

みなと図書館を大変有効に使わせていただいており、感謝しています

が、数点、他区の運用のすばらしい点を申し上げても一向に取り入れて

いただけません。ご一考ください。

１.ゆっくり読みたいので、現在貸りている資料の予約をできるようにし

てほしい。

２.CD 等、中を開かず、曲目の確認ができるようにしてほしい。

３.新橋駅利用が使いやすくなるよう、生涯学習センターでの貸出しを実

施してほしい。



－35－

区の対応

・考え方

１.港区では、より多くの方に資料を利用していただくために、貸出期間

について２週間としています。資料の延長は、次に借りたい方の予約

がない場合に限って、２週間の延長ができるようにしています。多く

の方に利用してもらう機会が失われることになるため、ご理解いただ

きますようお願い申し上げます。

２.CD につきましては、みなと図書館においては４月新着配架分から帯

など曲目が分かるものを貼付することで試行的に実施していますが、

装備方法などについて他の利用者の方からのご意見も伺いながら、曲

目がわかり易い配架方法について、引き続き検討してまいります。

３.港区では、図書館以外の区有施設の図書室と連携して図書館資料の貸

出・返却を行っています。生涯学習センターでの貸出につきましては、

区内の図書館や連携施設等の配置やサービスの充実策の検討する際に、

貴重な参考意見とさせていただきます。

担当課
教育委員会事務局教育推進部図書文化財課庶務係

教育委員会事務局教育推進部図書文化財課利用者支援係

件名 認可外保育園の助成金について

分類 子ども・家庭・教育 -子ども -保育園・認証保育所・保育室

意見等

の内容

認可外保育園の助成金について、年度ごとに申請が必要ということを

認識していなかったため、2019 年４月から８月までの助成金がもらえま

せんでした。

資料の確認不足は反省していますが、実際に認可外保育園に通園して

いて、領収書を提出することもできます。それでも助成金はもらえない

のでしょうか。

区の対応

・考え方

認可外保育施設保育料助成は、港区認可外保育施設保育料補助金交付

要綱第５条により、認可外保育施設保育料補助金交付申請書を提出され

た月からとしており、遡って助成を受けることはできません。今回の交

付申請書の受付は９月 26 日でしたので、対象が９月分からとなり、８月

以前分につきましては助成対象とすることはできません。

担当課 子ども家庭支援部保育課保育支援係
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（５）環境・まちづくり

令和元年度受付件数　878件

項目 件数 項目 件数

環境 412 都市計画・まちづくり 38

住まい 18 建築・開発 21

道路・橋りょう 131 公園・児童遊園 54

交通 204

件名 お台場海浜公園駅周辺の違法駐輪について

分類 環境・まちづくり -交通 -駐輪場等・放置自転車

意見等

の内容

お台場海浜公園駅周辺の違法駐輪が非常に多数あり、自転車と歩道分

離しているものの、自転車が通行しづらく、歩道側を通行するなど、安

全上の問題も発生しています。有明側の人口増加によるものも原因と思

います。特に、駐輪場の反対側（海側）の駅入り口周辺歩道への違法駐

輪が多いです。

１.お台場海浜公園駅暫定自転車等置場の拡充（現在、片側にしかないた

め）

２.毎朝、お台場海浜公園駅暫定自転車等置場への即時移動や、駐輪場所

の啓蒙など

現状の違法駐輪対策では改善が見られないと思いますし、駐輪場の

ニーズがあるのは間違いないので、上記２点を検討いただきたいです。

他の自治体のベストプラクティスも活用ください。

区の対応

・考え方

区では、安全安心な歩道を提供するため、放置されている自転車等に

対しては、「港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する

条例」に基づき放置自転車等の対策を実施しています。

台場地区においても駅周辺の放置自転車に対しては、警告札の貼付や

長期放置に対する撤去を行っております。また、湾岸警察署と連携した

放置禁止キャンペーンなどにより周知を図っています。

ご指摘のお台場海浜公園駅前周辺については、レインボー公園など一

部を除き、道路を含めてほとんどが東京都の所管であり、現在、テレ

ポートデッキ下に設置している「お台場海浜公園駅暫定自転車等置場」

も東京都からの貸付地となっています。

当該のシーリアお台場五番街前面の都道には、現在、歩道上に約 40 台

前後の自転車が放置されていることを確認しています。

こうしたことから、区では、土地所有者である東京都港湾局や建物管

理者である都市再生機構、東京都住宅供給公社と協力をしながら、放置

自転車の対策を検討しているところです。

制約が多い中ではありますが、引き続き、東京都等と連携して対策を

進めてまいります。

担当課 芝浦港南地区総合支所まちづくり課まちづくり係

件名 ちぃばすの活用について

分類
環境・まちづくり - 交通 - コミュニティバス（ちぃばす）・台場シャトル

バス

意見等

の内容

ちぃばすの増便、車両の大型化による利便性の向上、及び車内モニ

ターを活用した港区の情報発信、区民啓蒙の推進を提案致します。

青山ルートは、小型車両のため混雑していることが多く、ベビーカー

が２台以上あると車内の身動きが取りづらく、小さいお子様連れの方は
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非常に苦労しているように見受けられます。一時間に４便に増やすか、

車両を大型化することで、利便性向上、利用者増につながると思います。

利用者増となったところで、車内のモニターによって区の取組を区民

に伝えるコンテンツ（港区広報トピックス等）を拡充することで効果的

な広報活動が実現できると思います。また、ちぃばすを電動化し、環境

への区の取組を示す公告とし、車内モニターで区民にゴミの分別や区内

企業の環境・社会への取組の好事例を情宣することで、SDGs の実現に向

けて先進的な港区を国内外に示せると思います。

区の対応

・考え方

現在、青山ルートは５台のバスで１日38便運行しています。運行間隔

を15分間隔にする場合、１日52便に増便する必要がありますが、増便に

伴う経費を試算すると、新たなバス２台の購入経費、人件費、車輛維持費

および燃料代等で約6,600万円程度必要となります。こうした経費とのバ

ランスを勘案した結果、事業の収支に大きく影響し、収支率の改善が図

れないことから、現段階では15分間隔にすることは考えておりません。

また、青山ルートは日赤通り等一部ルートで道路幅員が狭いこともあ

り、運行の安全上、小型車で運行しております。

今後も引き続きサービスの向上に向け、運行の安全性、運行に伴う経

費の採算性のバランスに配慮しながら、実現の可能性を慎重に検討して

まいります。

また、EV バスは芝ルートにて４台導入しております。走行距離、充電

場所等の課題があり、現在は他の路線に EV バスを導入することはできま

せんが、引き続きちぃばすの環境への取組を周知してまいります。

担当課 街づくり支援部地域交通課地域交通係

件名 レジ袋の素材について

分類 環境・まちづくり -環境 -その他

意見等

の内容

テレビのニュースで、スーパーのレジ袋による環境破壊への対策とし

て、各自がエコバッグを持ちレジ袋を廃止させようという意見が出てい

て、私もこの方法で世間に少しでも貢献しようと思ったが、今まで台所

の野菜の切り屑等の生ごみは、レジ袋がなくなったらどのように捨てれ

ばいいのか、ふと考えて困ってしまった。

ビニールのレジ袋廃止を推奨するのであれば、代替え案も明確に提案

しないと事は進みにくい。ビニールは有害だが、水漏れしないハトロン

封筒のような素材のものであれば、紙コップ同様自然に還るので良いの

ではないか思い、みなとリサイクル清掃事務所にも電話で提案してみた

が、のらりくらりした対応で頼りにならない。

区役所の方から「レジ袋は、ビニール製ではなく、例えば紙由来製品

を使うように。」と明確に各スーパー・コンビニに指導していただきたい。

区の対応

・考え方

スーパーやコンビニ等で配布されるレジ袋などの廃プラスチックが海

洋に流出し、生態系に大きな影響を与えていることが地球規模での問題

となっています。G20 サミットでは、廃プラスチック削減に向けた初の

国際的枠組みの創設が合意される見通しです。

現在、国でレジ袋有料化義務付けの検討が進められる中、小売り各社

ではレジ袋を紙やバイオマス、生分解性の代替素材へ切り替える動きが

あり、今後の更なる技術開発も期待されるところです。

区では、昨年度から、国による「プラスチックとの賢い付き合い方」

を進め、広める活動・取組となる「プラスチック・スマート」に参画し、

使い捨てプラスチックの削減に向けた啓発活動に取り組んでいます。こ

の一環として、何度でも使えるマイバッグの利用を促進することで、不

用なレジ袋の削減を進めてまいります。

担当課 環境リサイクル支援部みなとリサイクル清掃事務所ごみ減量推進係
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件名 溜池交差点の喫煙所について

分類 環境・まちづくり -環境 -タバコ対策

意見等

の内容

溜池交差点に隣接して喫煙所がありますが、タバコの煙が交差点に流

れ込み、信号待ち時間中悪臭に苦しまされる事が多いのですが、オリン

ピックを控えた港区において、果たしてこれはあるべき姿でしょうか。

酷い受動喫煙であるように思います。

そもそもパネルの外側で喫煙する人もよくいます。今一度、喫煙所の

あり方を見直していただきたい。

区の対応

・考え方

区では、「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条

例」で「みなとタバコルール」を定めております。

屋外の公共の場所（指定喫煙所を除く）でのたばこの吸い殻のポイ捨

てや喫煙の禁止などを規定し、決められた場所での喫煙を促すため、指

定喫煙場所を設置及び指定しています。条例の目的であるたばこを吸う

人、吸わない人双方にとって快適な生活環境を確保する上で、指定喫煙

場所は必要であり、区では地域の方々と協議しながら指定喫煙場所の整

備を進めています。

ご指摘のありました溜池山王駅付近は、路上での喫煙者が大変多いエ

リアとなっています。そのため、交差点付近に設置されている喫煙場所

は、地域のタバコ対策を進めるために設置したものです。また、当該喫

煙場所の設置場所については、人通り等を考慮し、近隣の方々と相談の

上、駅出口付近から現在の場所に移設した経緯がございます。

道路上の通行確保の観点から喫煙場所を完全に囲う工作物等を道路上

に設置することは困難ですが、利用者がパーテーションの内側でマナー

を守って当該喫煙場所を利用するように、引き続き指導・啓発に努めて

まいります。

担当課 赤坂地区総合支所協働推進課協働推進係

件名 飲食店前に置かれる灰皿について

分類 環境・まちづくり -環境 -タバコ対策

意見等

の内容

来年４月の受動喫煙防止条例施行に向けて全席禁煙の飲食店が増えて

きていることは喜ばしいことなのですが、店の中に喫煙専用ブースを設

けることができず喫煙者の客が離れることを恐れて「店の出口付近に灰

皿を置いている」店が増えてきています。都の条例が施行されていない

現時点では店内を禁煙にするのは自由ですが、だからといって店の前で

吸っていいということにはなりません。

港区ではすでに路上喫煙禁止の条例が施行されています。喫煙者は、

灰皿がある場所を喫煙して良い場所だと勘違いします。これまで店の中

で吸っていた喫煙者が、店内が禁煙になったがために路上で喫煙し、一

般人が受動喫煙させられる被害が増えています。

コンビニと同様、飲食店の前に灰皿をおかないこと。置いている場合

は撤去することを区内に周知徹底お願いします。

区の対応

・考え方

区では、「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条

例」(平成 26 年７月１日施行 )で、「みなとタバコルール」を定めており、

港区内全域の道路、公園、児童遊園、公開空地など屋外の公共の場所

（指定喫煙場所を除く。）での喫煙やポイ捨て禁止などを規定しています。

みなとたばこルールに抵触する恐れのある店舗前の灰皿については指導

員が各地区を巡回する際に、記録を取ったうえで指導啓発を行い灰皿の

撤去・移動のお願いをしています。一回目の指導で撤去・移動していた

だけない場合については、繰り返し訪問し、指導啓発を実施すること
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で灰皿の撤去・移動に対する理解を継続的に求めています。今回ご意見

をいただいた場所につきましても、指導員による現場確認を行い、チラ

シを配布する等の啓発・指導を行い、既に灰皿撤去に至った店舗もあり

ます。未だ灰皿の移動・撤去いただけない店舗につきましては、引き続

き粘り強く指導してまいります。

また今年度 10 月より指導員を増員し、繁華街を中心としたエリアの店

舗指導を含めた巡回指導を強化しています。

今後もいただいたご意見を踏まえながら、改善に向けた取組を継続し、

たばこを吸う人も吸わない人も共生できる環境づくりに努めてまいりま

す。

担当課 環境リサイクル支援部環境課環境政策係

件名 公園の整備計画について

分類 環境・まちづくり -公園・児童遊園 -建設・整備

意見等

の内容

芝浦公園についてなのですが、利用者に対して公園の面積が狭小であ

り、児童が遊ぶことができずに困っています。

港区は港南緑水公園や芝公園、芝浦中央公園などの大規模公園がある

ために、人口当たりの公園面積は一見すると 23 区の中央値付近に位置し

ていますが、人口も増えてきており実際としては小学生ぐらいの児童が

走り回って遊べる公園はわずかしかありません。

今回芝浦第２小学校を建設するにあたりさらに、公園面積がさらに縮

小されていることを危惧しています。住民としては、隣接の民有地（森

永やボウリング場）などを、予算がつけば譲り受けていただきたいとこ

ろです。

また、大規模住宅やオフィスビル再開発での公開空地を供出させて緑

化を進めるのは区の主体性が乏しく、やや他力本願的な政策です。今後

区が主導して公園を増設していく計画などはないのでしょうか。

区の対応

・考え方

区の人口は、平成９年以降増加傾向にあり、今後もさらに増加が見込

まれるため、区民一人当たりの公園面積はさらに低下することが予想さ

れます。そこで、様々な創意工夫による公園面積の拡大を図る必要があ

ります。

区では、未開設都市計画公園の開設に向け、都市計画決定に基づき将

来的に公園にする区域の用地を取得し、計画的に公園の拡張や新設を

行っていますが、都市計画事業以外では、区が土地を取得して公園を整

備する計画は現時点ではございません。その一方で、民間開発が区内の

各地区で活発に行われている特性を生かし、公園等の整備を誘導するな

どにより公園面積の確保に努めております。

今後も引き続き、計画的に公園面積の拡大を図ると共に、開発事業に

よるまちづくりの中で、公園の確保及び公園機能を補完する民間空地の

有効活用に向け指導・誘導を行い、誰もが気軽に楽しく安心して利用で

きる公園等の整備に努めてまいります。

担当課 街づくり支援部土木課公園計画担当

件名 港南地域の工事現場による光害について

分類 環境・まちづくり -環境 -公害（騒音・振動・臭気等）

意見等

の内容

港南地域のマンションに住む者ですが、川を隔てた先に囲いがしてあ

る場所があり、工事が行われています。そこの工事現場から反射する太

陽の光が非常に眩しく、特に午後３時頃まではカーテンを開けられない

状態です。ソーラーパネルのようなものに反射しているのか定かではあ
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りませんが、建設現場についての情報（工期等）を知りたく、また、区

民から苦情が出ていることを区役所から伝えて、施工業者の今後の対応

を教えて欲しいです。

区の対応

・考え方

ご指摘の工事現場について、６月７日に現地へ赴き、現場監督者に確

認したところ、コンクリートを打つ際の下地材として使用する鋼板であ

る「デッキプレート」が屋上に敷かれており、そこに太陽光が反射して

いる可能性が高いとのことでした。

今後の工事予定については、６月 10 日からデッキプレート上にコンク

リートを打ち、７月 20 日に完了する予定とのことでした。工事期間中

は、デッキプレートの露出が少なくなるよう対応を要請しました。状況

により太陽光が反射してしまう可能性がありますが、工事完了後は屋上

のデッキプレートの露出がなくなることで、状況は改善されるものと考

えられます。

担当課 芝浦港南地区総合支所協働推進課協働推進係

件名 芝浦公園について

分類 環境・まちづくり -公園・児童遊園 -維持管理・運営

意見等

の内容

芝浦公園に、こども向けの遊具をもっとたくさん設置していただけま

せんか。

区の対応

・考え方

芝浦公園は、公園整備の設計を進める中で、地域の多くの方々に参加

いただいたワークショップで議論を重ね、幅広い年齢の方が様々な用途

で使用できる公園として計画しております。その中で、子どもたちが遊

ぶ遊具についても、限られたエリアの中で幅広い年齢層の子どもが使用

できるものをワークショップの中で選定し、設置しております。

芝浦公園は、地域のイベントや園庭のない保育園の園児が運動をする

場所としても使用しており、芝浦公園の遊具エリアを拡張することは困

難です。また、守るべき安全基準などを考慮すると、現在の遊具エリア

に新たな遊具を設置することも難しい状況です。

今後、遊具の更新の際にはいただいたご意見を参考にさせていただき

ます。

引き続き、安全で安心して楽しく遊べる公園となるよう努めてまいり

ます。

担当課 芝浦港南地区総合支所まちづくり課土木担当

件名 点字ブロックの上への店舗看板の設置について

分類 環境・まちづくり -道路・橋りょう -占用物（放置看板等）

意見等

の内容

新橋周辺では、歩道に店舗看板が設置され、歩行の妨げになっていま

す。

歩道を塞ぐ看板や点字ブロックの上にもお店の看板を置く有様です。

すでに警察にも何度か相談していますが、看板には触ることが出来な

いの一点張りで全く改善されません。行政側からも速やかな改善と看板

を出しているお店への厳重注意をお願いします。

区の対応

・考え方

ご指摘の場所周辺の道路上に看板を置いている店舗責任者に対し、道

路上に看板を置くことができないことを伝え、各店舗の敷地内に収める

よう指導しました。

今後も巡回し、引き続き対策を行ってまいります。

担当課 芝地区総合支所まちづくり課まちづくり係
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件名 防鼠対策及びゴミ置き場について

分類 環境・まちづくり -環境 -公害（騒音・振動・臭気等）

意見等

の内容

西麻布のビルが並ぶ一画で、ビルとビルの間にネズミが入る姿が度々

目撃されています。ビル管理者に防鼠対策を指示した方がよいのではな

いでしょうか。

原因は、ビルの前にあるゴミ置き場だと思います。飲食店の空き瓶、

発泡スチロールなども路上に置かれていて、ただでさえ近隣のビル解体

工事以降ネズミが増えている上に不法投棄では、出没は必然です。ビル

前のゴミ置き場の状況は長年解決されていません。最近は更に酷く烏も

群がります。自治会でも話題になっており、区に苦情出した人が多数い

るらしいですが、まったく解決しないということは区の対応にも問題が

あるのではないでしょうか。

ステンレスの箱型ゴミ置き場の設置等をしなければ衛生的にも環境的

にも良くありません。より具体的な対応を求めます。

区の対応

・考え方

西麻布周辺のネズミの発生に伴う保健所の対応について、周辺の現場

確認および複数の飲食店への生ゴミの出し方についての啓発（チラシ配

布）を実施しました。特定のビルについては、通り沿いの歩道における

ゴミの散乱状況が著しいことが確認されたため、営業中の飲食店に対し

て生ゴミを密閉容器に保管するよう指導するとともに、ビルの管理会社

へ直接連絡し、ビル全体で生ゴミの管理状況を改善するよう指導し、啓

発資料も郵送しました。

また、近隣のマンションにおいて、廃棄物保管庫のドアが常に解放さ

れた状態になっていたところもあったため、マンションの管理担当者に

対して、適切に生ゴミを保管するよう指導しました。

保健所では、今後必要に応じて周辺施設へ情報提供を行い、周囲の住

民の方々の不安解消に取り組むよう指導いたします。

担当課 みなと保健所生活衛生課生活衛生相談係

件名 有栖川宮記念公園の池について

分類 環境・まちづくり -公園・児童遊園 -維持管理・運営

意見等

の内容

有栖川公園の池の水がとても汚れているように見えます。

数年前より匂いもあると思います。是非水の入れ替えをお願いしたい

です。

生き物が沢山いて子供にとって良い公園なので、水が汚れているのは

とても残念です。

区の対応

・考え方

有栖川宮記念公園の池の底には、落ち葉や土が堆積しており、これら

から溶出した有機質により発生する植物性プランクトンや浮遊物等が、

池の水質に影響を与えています。そのため、区は、池の水を浄化するた

めの装置を常時稼働させるとともに、夏季には水の供給を増やすように

しています。今後、池の底にたまった泥土の堆積状況を調査し、しゅん

せつ（泥上げ）の実施時期を検討してまいります。

今後も、皆様に愛される公園づくりに努めてまいります。

担当課 麻布地区総合支所まちづくり課土木担当
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（６）産業・文化・観光

令和元年度受付件数　42件

項目 件数 項目 件数

産業 15 地域振興 6

中小企業・創業支援 5 文化・芸術 9

観光 6 国際化推進・国際交流 1

件名 「とっておきの港区�魅力発見読本」について

分類 産業・文化・観光 -観光 -観光振興

意見等

の内容

先日の東京旅行の際、港区が作成している「とっておきの港区魅力発

見読本」が、宿泊したホテルにあったので拝見しました。とてもきれい

な写真で港区の魅力が伝わってくるもので、長い時間眺めていました。

また、最新号の冬号を拝見させていただき赤坂の迎賓館に実際に行って

みたいと思い、赤坂の迎賓館に行きました。素敵な建物とお庭を見学す

ることができ、「とっておきの港区　魅力発見読本」のおかげで、より充

実した観光を楽しむことができました。

巻頭の区長のあいさつ文の中にもありましたように、港区には、神社

仏閣、近代的なビルや商業施設、自然環境、そして私達旅する者をを温

かく迎え入れてくれる人々がいます。それらの素晴らしい観光資源が東

京の中で最も充実しているのが港区だと思います。来年は東京オリン

ピックが開催され、港区にも国内外を問わず数多くの観光客訪れること

と思いますが、その素晴らしい観光資源がより多くの人に伝わり、私の

ような港区のファンが多く生まれればと思います。

区の対応

・考え方

この度は、「とっておきの港区　魅力発見読本」に対し貴重なご意見を

いただきありがとうございます。また、本誌をご覧いただけましたこと

大変嬉しく思います。

本誌は、「ホテル滞在中のちょっとした空き時間に読んでみたくなる冊

子、散策したくなる冊子」をコンセプトとしています。ホテル等に宿泊

される方々が、観光やビジネスなどの合間に本誌を読み、気分転換や新

たな発見をしていただきたいと考えています。例えば、明朝からの用事

に備え、チェックインしたホテルで過ごす夕方、チェックアウトからフ

ライトまでの隙間時間、これらのちょっとした空き時間に遠出せずに気

軽にホテルでのくつろぎ時間と併せホテル近辺を散策していただき、港

区の魅力を体感していただきたいと思っています。そして、「また港区に

きたい」、「次回は、ホテルの周りをもっと散策したい」と再訪に想いを

馳せながら、旅の帰路についていただきたいとの願いを込め制作に励ん

だものです。

今後も、いただきましたお言葉を励みとし、誌面のさらなる充実化に

取り組むとともに、本誌をより多くの方々にご覧いただけるよう設置先

ホテルの拡充を図ってまいりますので、次回東京、港区をご旅行される

際にも本誌をご活用いただければ幸いです。

またのお越しを心よりお待ちしております

担当課 産業・地域振興支援部産業振興課シティプロモーション担当
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件名 プレミアム付き区内共通商品券の販売について

分類 産業・文化・観光 -産業 -商店街振興

意見等

の内容

港区内共通商品券の平日販売枠で購入しようと思い、案内チラシに書

いてあるとおり本日午前９時の販売開始に間に合うよう販売所に買いに

行ったら、もの凄い行列ができていて、９時 10 分にはもう売り切れてし

まった。

こんなにすぐに売り切れるほど人気とは知らなかったので、販売所の

スタッフに他の販売所の在庫状況を聞いたら、スタッフは把握していな

かった。また、インターネット事前予約の販売枠は何枠で、全体の販売

数の何割を占めるのかも尋ねたら、これもまったく把握しておらず、区

役所の産業振興課に聞けと言われたので、先ほど産業振興課に寄って来

たのだが、そこでも、港区商店街連合会がやっていることなので分から

ないと言われた

また、インターネットでの事前申込は今年から始めたようで、これは

平日に購入することができない人向けの救済措置か、平日販売の混雑緩

和のための取組だと思うが、インターネット販売だけでは、高齢者など

インターネットが苦手な人の状況は何も変わっておらず、公平さに欠け

る。はがき申込みなど、他のツールも充実させるべきだ。

区の対応

・考え方

このたびはプレミアム付き区内共通商品券（スマイル商品券）（以下

「商品券」という。）の購入に当たり、不快な思いをさせてしまい申し訳

ありません。

区は、発行・販売元である港区商店街連合会（以下「連合会」とい

う。）と、商品券に関する諸課題を検討するための部会を立ち上げ、より

多くの方に喜ばれる商品券となるよう検討を進めており、販売状況、販

売方法についても把握しております。区と連合会では、これまでも平日

に購入できない方のために平成 25 年からはインターネットの事前申込制

度を導入し、昨年 12 月からは休日販売を開始するなど、購入者の利便性

向上、負担軽減を図ってまいりました。

今回のご指摘を踏まえ、チラシ、区のホームページに可能な限り販売

時の状況や販売枠に関する情報を掲載し、改善を図ってまいりたいと考

えております。

また、高齢者に配慮した販売方法の検討につきましては、過去はがき

での申込制度を検討し、その際は係る経費が増大してしまうことから断

念いたしましたが、改めて検討を進めてまいりたいと考えております。

今後も連合会とともに、検討・改善を進めてまいります。

担当課 産業・地域振興支援部産業振興課産業振興係

件名 港区の蜂蜜の販売について

分類 産業・文化・観光 -地域振興 -その他

意見等

の内容

数量限定販売の蜂蜜を買いに西麻布から区役所まで行ったのですが、

販売から１時間もせず売り切れ。蜂蜜好きなので楽しみにしていました。

とても残念です。

港区は広いですよ。芝は遠いです。フェアではありません。麻布地区

総合支所でも取り扱ってください。
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区の対応

・考え方

この度は大変お忙しい中、蜂蜜の販売会にお越しいただきありがとう

ございました。

販売した蜂蜜は、芝地区総合支所が多世代交流を目的に区民と協働で

実施している養蜂事業「芝 BeeBee's プロジェクト」において採取したも

のです。芝地区総合支所独自の事業となりますので、芝地区内（今回は

区役所）で販売会を行いました。

本プロジェクトは、地域の多世代交流を主な目的として実施している

ため、はちみつの年間採取量はごく限られています。今後は、この限ら

れたはちみつをできるだけ多くの皆様の手に渡るよう、イベント等の機

会を活用し、年に数回販売会を実施する予定です。

担当課 芝地区総合支所協働推進課協働推進係

件名 令和の商品券「和らぎ」について

分類 産業・文化・観光 -産業 -商店街振興

意見等

の内容

まさに子育てで日々四苦八苦しておりますので大変助かります。何と

いっても日常の買い物で使えるのが希望ですが、あいにく近所のスー

パー等が、取扱店舗に入っていない様なので、大変残念です。ぜひ広く

スーパーで使える様にして頂けることを熱望いたします。子供をかかえ

て遠くのスーパーまで足をのばすのは大変困難なので。

区の対応

・考え方

区では、令和元年 10 月１日の消費税率の引上げに伴う低所得者や子育

て世帯への影響の緩和と地域経済の下支えを目的として、低所得者や子

育て世帯を対象に、令和の商品券「和らぎ」（港区プレミアム付商品券）

（以下「商品券」という。）を発行・販売します。

事業の実施に当たり、７月 16 日から商品券取扱店舗・医療機関を公募

しており、ご意見にありますスーパーをはじめ、生活用品を取り扱う店

舗を中心に広く募集を呼びかけてまいりました。

８月 31 日現在で、約 1,000 店舗・医療機関にご登録いただいており、

要望のありました店舗も含まれておりますが、専用ホームページの表記

が分かりづらく、ご迷惑お掛けし、大変申し訳ありませんでした。

今後、取扱店舗・医療機関の一覧について、より分かりやすく確認で

きるよう工夫するとともに、生活利便品を提供する店舗などを中心に募

集してまいりたいと考えております。

担当課 産業・地域振興支援部産業振興課プレミアム付商品券発行事業担当
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（７）区政情報

令和元年度受付件数　176件

項目 件数 項目 件数

区の施策・計画 18 情報公開・個人情報保護 3

広報 14 人事・職員 90

広聴 31 選挙 13

財政 5 入札・契約 1

監査 0 区議会 1

件名 フリー Wi-Fi 設置について

分類 区政情報 -区の施策・計画 -区の施策・計画

意見等

の内容

今のご時世に、限られたエリアにしかフリー Wi-Fi が無いのはおかし

いです。早急に港区全体にフリー Wi-Fi を設置してください。

また、区有施設、例えば息子が通っている高輪子ども中高生プラザ

（TAP）では、「ソフトバンクの Wi-Fi しか繋がりません」と掲示されてい

ますが、特定の通信会社と契約した人だけでなく、誰でも分け隔てなく

利用できるように設置してください。

区の対応

・考え方

区では、区民の皆さんや来街者が防災や観光等の情報に快適にアクセ

スいただけるよう、東京都や民間事業者の公衆無線 LAN のサービスとの

調整を図りながら、効率的・効果的に、区内の各地点に必要なアクセス

ポイントを整備しています。

また、区民センターをはじめとした区有施設についても、利用者の利

便性の観点から、順次公衆無線 LAN の整備を進めています。

なお、区では、災害時に区民避難所及び福祉避難所等となる施設に、

避難者等が災害情報を迅速かつ正確に収集できるインターネット接続環

境の整備のため、Wi-Fi を導入しています。この Wi-Fi は、災害時には

通信事業者を問わず利用可能となっており、導入時にこの条件で Wi-Fi

を設置できる事業者はソフトバンクのみであったため、同社の Wi-Fi を

設置しました。

担当課
総務部情報政策課情報政策担当

防災危機管理室防災課防災係

件名 区長と区政を語る会について

分類 区政情報 -区の施策・計画 -区の施策・計画

意見等

の内容

先日、田町駅で「区長と区政を語る会」の案内チラシを目にしたが、

品川駅には置いてなかったので、品川駅にも港区役所からのお知らせな

どをもっと置いてほしいです。そして、港区をもっと盛り上げていける

ように、より多くの区民が区長と定期的に語り合えるように、区長と区

政を語る会を充実させてほしいです。

区の対応

・考え方

区長と区政を語る会では総合支所ごとに毎年テーマを設定して開催し

ています。今年度は、区のホームページや広報みなと、芝浦港南地区内

の保育園や区民センター等の施設で周知を行っています。

ご指摘いただいた品川駅でのポスター掲示を含め、今後も参加者募集

方法やテーマ設定等をより工夫し、区長と区政を語る会を充実できるよ

う努めてまいります。

担当課 企画経営部�区長室�広聴担当
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件名 区役所駐車場の職員について

分類 区政情報 -人事・職員 -その他

意見等

の内容

車で区役所を訪れ、用事を終えて 10 階のレストランポートで昼食と

コーヒーをいただいた。用事を済ませた課で駐車券にスタンプを押して

もらうのを忘れたため、帰る際にレストランポートでスタンプを押して

もらったのだが、駐車場の出口で駐車券を提示したら、駐車場の職員に

「（駐車時間が）長いですね。」、「どこに行ったのか。」、「区役所以外の用

事で駐車場を利用されると困る。」などと無礼なことを言われた。

なぜ尋問されないといけないのか。なぜその様な失礼な言われ方をさ

れないといけないのか。用事が無いならわざわざ区役所に行かない。

駐車場職員の担当責任者に、きちんと注意及び指導する様に伝えて欲

しい。

区の対応

・考え方

この度は駐車場職員の不適切な対応により、不快な思いをさせてしま

い申し訳ございませんでした。

区では、駐車場管理業務を高齢者の雇用確保を目的として、その趣旨

にあう事業者に業務を委託しています。

業務に当たっては、不正駐車防止のため、ご利用者に質問をさせてい

ただく場合がございますが、その際にはお客様が不快に感じられない聞

き方をするよう委託事業者に伝えました。

その後、現場責任者から当該従業員に対し、直接指導を行ったとの報

告を受けています。

今後もきめ細かく丁寧な対応を行ってまいります。

担当課 総務部契約管財課庁舎管理担当

件名 広聴はがきの配置について

分類 区政情報 -広聴 -広聴

意見等

の内容

広聴はがきの用紙について、区役所１階の区民ラウンジに置くなど、

もっと気軽に手に取れるようにしてください。

いちいち区民の声窓ロカウンターの方にお願いするのは億劫です。

区の対応

・考え方

広聴はがきは、区政に対するご意見・ご提案（区民の声）をお寄せい

ただくために、各地区総合支所、いきいきプラザ、区民センターや図書

館など各施設で配布し、ご利用いただいております。今後、広聴はがき

を、より気軽に手に取っていただけるような配置場所などについても検

討し、利便性の向上に努めてまいります。

担当課 企画経営部区長室広聴担当

件名 広報みなと自宅配送の封筒について

分類 区政情報 -広報 -広報

意見等

の内容

広報みなとをいつもありがとうございます。立派な封筒でお送りくだ

さるのですが、宛先リストを配布する人に渡して、普通の新聞のように、

広報みなとだけをポストに入れたらいかがでしょうか。

封筒がもったいないといつも思っています。

区の対応

・考え方

広報みなとは、発行日当日の新聞６紙（朝日・読売・毎日・日本経済・

産経・東京）の朝刊に折り込んで配布していますが、新聞を定期購読さ

れていない世帯に対しては、ご希望に応じて、各ご家庭に個別配布して

います。
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個別配布は、区と新聞販売所との業務委託契約によって行っており、

お届け先を記載した封筒に広報みなとを入れて配布しています。

この業務委託において、区は、新聞販売所に一覧性の高い「配布先リ

スト」を新聞販売所に渡さないことにしており、これは区民の皆さんの

個人情報を保護することを目的としています。

新聞の定期購読をしていないご家庭にも「広報みなと」を安価な方法

で確実にお届けできるのは、新聞販売所の協力を得て行っている現在の

方法です。

担当課 企画経営部区長室広報係

件名 代表電話交換手の対応について

分類 区政情報 -広聴 -広聴

意見等

の内容

港区役所に電話した際、代表電話交換の人は自分から名前を名乗らず、

私の個人情報を色々聞いてきたのですが、どういうことなのでしょうか。

いきいきプラザの利用について質問をいくつかしたかっただけなので、

単純に担当課に回してもらえればよかっただけです。電話交換手は、私

の居住地等を聞いてきたので、とても不信感を持ちました。

港区の個人情報保護の考え方が甘いのか、代表交換手の認識不足だっ

たのか。きちんと確認をしてください。

区の対応

・考え方

このたびは、代表電話の対応について、不快な思いをさせてしまい申

し訳ありませんでした。

港区では、いきいきプラザの管理を各地区総合支所で行っています。

このため、居住地のご確認をさせていただきました。今回の件を受け、

各地区へのご案内に対して、わかりやすく丁寧にご案内をするよう指導

いたしました。

代表電話では、区民の皆様のご用件等をお伺いし、速やかに的確かつ

丁寧に応対するよう指導しておりますが、このたびのご意見を伝え、対

応の改善を指導いたしました。

引き続き、区民の皆様方が気持ち良くご利用いただけるよう、サービ

スの向上に努めてまいります。

担当課 企画経営部区長室広聴担当

件名 投票の電子化について

分類 区政情報 -選挙 -選挙

意見等

の内容

選挙の投票方法を電子化してタブレットでクリック式にしてほしいで

す。

なぜなら、その方が誤字や集計ミスが完全に無くせるからです。

さらに、選挙用の特設サイトを作り、投票後にそのサイトでマイナン

バーを入れると自分が誰に投票できているかをチェックできるサービス

も実施してほしいです。

悩みに悩んで決めた候補者に票を入れようと時間をかけて選んでも、

誤字で１票に加算されなかったり、しっかりと正確に名前を書いて投票

しても、集計する人のミスで加算されないと、せっかくの努力も水の泡

なので、ぜひ電子化してほしいです。
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区の対応

・考え方

現在、電子投票機を用いて投票することは法律的には可能ですが、実

施している自治体はありません。

これは、過去に先進的に取り組んだ自治体において、投票時間中の機

器の不具合から選挙無効となる判決に至った事例が複数回あり、メー

カーの撤退を含めて普及しなかったことによります。

投票を電子化した場合のメリットもありますが、デメリットを十分に

考え、どのような対策をどこまで施せば安全な運用が確約されるのか、

その技術的裏付けが整わないうちは実施は難しいと思われます。

総務省においても将来的な課題として研究は続けているようですので、

そうした動向を注視してまいります。

担当課 選挙管理委員会事務局選挙係

件名 投票立会人の募集について

分類 区政情報 -選挙 -選挙

意見等

の内容

一般の人、特に若い学生に対しても投票立会人の募集をかけてほしい。

以前、選挙管理委員事務局に問い合わせたところ「募集をかけたけれ

ど、若い人たちが集まらなかった」と言われた。

今回の参議院選挙でも、学生の投票立会人はあまり見かけなかった。

平成 27 年に選挙権年齢が 18 歳以上に変更され、社会参加の為にも投票

立会人になってみようと考える学生も増えてくると思うので、若い人た

ちへの募集及び選任を優先して欲しい。

区の対応

・考え方

投票立会人に若い方を募集するアイデアをお寄せいただき、ありがと

うございます。

お問い合わせにご回答させて頂いたように、過去に募集はしてみたも

ののなかなか希望者が集まらないこともあり、現在は公募による募集は

行ってはおりません。

一方で、投票立会人の方から地域の中で若い方をご推薦頂くことはあ

り、そうした方は少数ではありますが、いくつかの投票所で立会いをお

願いしています。

こうした取組が広まるよう、選挙管理委員会としても募集方法等に工

夫を施してまいります。

担当課 選挙管理委員会事務局選挙係
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５　集団広聴、調査広聴及び相談事業�

（１）区長と区政を語る会

各総合支所において、それぞれテーマを設け、区民と区長の懇談会を実施してい

ます。

【令和元年度実績】

総合支所 開催日 テーマ 参加者数

芝地区 12月14日（土）
多様性に配慮した、人に優しい浜松町・竹芝
地区の未来像～再開発が進む地域のまちづく
りを学ぶ～

26人

麻布地区 10月29日（火）
東京2020オリンピック・パラリンピック競技
大会を直前に控え、多くの来街者が訪れる麻
布地区の国際交流や安心安全について

11人

赤坂地区 11月７日（木）
「これからの赤坂・青山のまちを考える」
～誰もが共存できるまちづくりのために私た
ちができること～

５人

高輪地区 10月17日（木） 若者からみる高輪地区の魅力について ８人

芝浦港南地区 12月７日（土）
みんなで高める防災意識～水辺のまちの災害
対策～

８人

（２）区政モニター

区政モニター事業は、一般公募により応募した区民及び住民基本台帳から無作為

に抽出した区民の方に、継続的に区の施策や区政の現状、課題などについて理解を

深めていただき、活動を通してお伺いしたご意見やご提案を区政運営に活用してい

くことを目的とした制度です。

令和元年度は、30人の方に１年間にわたりご協力をいただきました。

ア　活動内容

（ア）区政モニター会議への出席

区政モニター活動を行う上での参考としていただくため、区の施策、区政の

現状や課題などをお知らせする会議に出席していただきます。

（イ）施設見学会への出席

区立施設等を見学し、区政への理解を深めていただくとともに、見学した施

設の運営や区の施策などについてご意見やご感想を伺います。

（ウ）区政モニターアンケート

区の施策や区政の現状、課題などをテーマとしたアンケート調査に回答いた

だきます。
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（エ）区政モニター随時報告

活動期間中、日頃の生活の中で感じた区政に対するご意見、ご提案等を随時

お寄せいただきます。

イ　活動実績

（ア）区政モニター会議

開催日 内容

第１回 平成31年４月24日（水） 意見交換及び区長との懇談等

第２回 令和元年11月22日（金） 港区の災害対策について等

第３回 中止 ―

（イ）�施設見学会

開催日 内容

第１回 令和元年７月12日（金）

港区内の清掃関連施設

　港清掃工場

　港資源化センター　他

第２回 令和２年２月14日（金）

港区内の災害対策施設

古川地下調節池

高浜水門・第二高潮対策センター

（ウ）�区政モニターアンケート�

テーマ 公共施設（建物）について

実施期間 令和元年12月25日～令和２年１月15日（22日間）

調査目的

港区の人口は、すべての世代で増加が続き、８年後の令和９（2027）

年には、30万人を超える見込みです。

区は、時代の変化に対応し、限られた財源の中で、公共施設（建物）

の安全・安心を最優先に、質の高い行政サービスを提供するため「港区

公共施設マネジメント計画※」に基づいて、公共施設の計画的な維持管

理に取り組んでいます。

本調査は、より効率的・効果的な公共施設マネジメントを推進してい

くため、区民の皆様から公共施設について感じている思いやご意見を伺

い、今後の取組の参考にさせていただくため、本調査を実施しました。

※調査結果については、「令和元年度（2019年度）区政モニターアンケート調査報告書」
参照
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（エ）区政モニター随時報告

区政モニターから寄せられた報告と区の対応・考え方の一部を紹介します。

なお、ここで紹介する区の対応・考え方は、区政モニター随時報告が寄せら

れた当時のものであり、その後の状況変化により変わっている場合があります。

件名 運転免許証の自主返納について

分類 健康・福祉 -高齢者 -高齢者

意見等

の内容

運転免許証返上の気持はあっても、高齢者にとってなかなか車を手放

す決心がつかない。

そこで、一定の年齢以上の返上者に対し、１回２～３km までのタク

シークーポンを配布したら返上の動機づけになると思われるが如何で

しょうか。

区の対応

・考え方

警視庁では、運転免許証を自主返納した方に運転経歴証明書を発行し

ています。運転経歴証明書を提示することで、高齢者運転免許自主返納

サポート協議会に加盟している店舗などで様々なサービスを受けること

ができ、一部のタクシー業者では、乗車料金から 10％割引するサービス

を行っています。詳しくは、所轄の警察署にお問い合わせください。

区では、運転免許証の自主返納の促進を図るため、区で作成したチラ

シをいきいきプラザや各地区総合支所の区民課保健福祉係等に配置して

います。

また、区内警察署と連携し、「みんなとオレンジカフェ」等で運転免許

証の自主返納の呼びかけを行っています。

担当課 街づくり支援部地域交通課地域交通係

件名 電柱の地中化について

分類 環境・まちづくり -道路・橋りょう -維持管理・運営

意見等

の内容

歩道の幅がせまいことが、電線類地中化のできない理由となっていま

すが、変圧器のサイズ等の変更で可能と考えます。

区の対応

・考え方

電線類の地中化にあたっては、電柱の上に乗っている樽の形をした変

圧器（地上機器）を道路上に設置し、地中に電線を埋設しております。

地上機器は、保安上、車の衝突等を避けるため、歩道がない道路には

設置することができません。都心部で設置している地上機器の大きさは

高さ 1.45m、幅 1.1m、奥行き 0.45m が一般的であり、歩道が狭い道路で

は、安全に通行できる歩道幅員が確保できないため地上機器が設置でき

ず、このことが電線類の地中化が進まない大きな要因となっております。

現在、国や東京都と電気・通信事業者において地上機器の小型化に向

けた開発が進められています。区としましては、今後、国や東京都の動

向を注視しながら、電線類の地中化を推進してまいります。

担当課 街づくり支援部土木課土木計画係
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（３）区民意見募集（パブリックコメント）

区民意見募集（パブリックコメント）は、区の施策や検討段階の計画等を区民の

皆様にお知らせするとともに、広く区政に対する区民の皆様のご意見やご提案をい

ただき、区政運営に生かすものです。

いただいたご意見等は、ご意見等に対する区の考え方と合わせて公表しています。

なお、区民意見募集（パブリックコメント）の周知は、広報みなと等で行い、素

案等は、意見募集期間に、区のホームページ「施策・計画に対するご意見」の他、

担当課、区政資料室（区役所３階）、総合案内（区役所１階）、各総合支所及び各港

区立図書館（高輪図書館分室を除く）でご覧になれます。

【令和元年度実績】� （単位：件）

№ 件　名 意見募集期間 意見件数

1
（仮称）港区手話言語の理解促進及び障害者の

多様な意思疎通の推進に関する条例

令和元年６月21日から

令和元年７月22日まで
36

2
高輪ゲートウェイ駅周辺の町区域の変更に関

する素案

令和元年８月１日から

令和元年９月２日まで
６

3

（仮称）区民の生活環境等を守る区内建築物低

炭素化推進に関する条例（案）の制定に向け

た基本的考え方等について

令和元年11月１日から

令和元年12月２日まで
18

4
旧神応小学校本格活用に係る施設整備計画（素

案）

令和元年11月７日から

令和元年12月６日まで
129

5
港区における性的指向に関する制度「（仮称）

みなとマリアージュ」（素案）

令和元年11月11日から

令和元年12月10日まで
54

6 港区子ども・子育て支援事業計画
令和元年12月11日から

令和２年１月９日まで
７

7
民法改正後の「港区成人の日記念のつどい」

の対象年齢について

令和２年１月11日から

令和２年２月10日まで
６

8
令和２年度（2020年度）港区食品衛生監視指

導計画（案）

令和２年１月11日から

令和２年２月10日まで
０

9 港区立麻布いきいきプラザ等整備計画
令和２年２月１日から

令和２年３月１日まで
18

（４）インターネットアンケート

区民の声を迅速、的確に聴取し、区政運営に反映するため、インターネットアン

ケートを実施しました。

【令和元年度の実績】

テーマ 港区民の栄養・食生活に関する調査

実施期間 令和元年11月13日～11月28日（16日間）

対象者 18歳以上の港区在住者

回収数 600件　

調査担当課 みなと保健所健康推進課
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調査目的
本調査は、区民の食生活や生活習慣の状況を明らかにし、今後の健

康づくり推進事業展開の参考とすることを目的に実施しました。

※調査結果については、「令和元年度（2019年度）インターネットアンケート調査報告書」

参照

（５）相談事業

ア　法律相談

区民等が日常生活で直面する法律的諸問題の相談に、弁護士が専門的な立場

から応じ、必要な指導助言を行い、区民生活の安定に役立てるために法律相談

を実施しています。

法律相談は、毎週月・水・金曜日の午後１時から４時まで実施しています。

【年度別相談種別件数】� （単位：件）

相談種別 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度

家庭生活 443 424 415 509 384

消費・金銭 84 88 63 76 55

しごと 62 73 74 59 97

くらし 34 36 49 46 48

生活環境 5 9 5 5 10

交通事故 28 20 21 29 22

すまい 367 325 339 344 383

その他 189 241 243 227 216

計 1,212 1,216 1,209 1,295 1,215

※その他：保証（債務）、損害賠償、訴訟等

イ　法律講座

区民等が日常生活で必要な基礎的な法律知識を得ることによって、今後の生

活に役立てるため、法律講座を実施しています。

【法律講座実績】

実施日 テーマ 参加者数

令和元年12月18日（水） 相続法の改正について 25 人

令和２年２月21日（金）
これからの借地・借家契約で気をつけること

～ 2020 年４月施行民法改正を踏まえて
14 人
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６　区民の声センターの実績�

（１）区民の声の受付

区役所３階の区民の声センター及び１階相談ブースでは、傾聴スキルや接遇スキ

ルをもったコミュニケーター（受付員）が、区民の声（来訪、電話、広聴メール、

広聴はがき、区長への手紙、陳情等）を傾聴し、広聴業務の初期対応とその後の事

務処理（広聴システムへの入力）を行うとともに、区が実施する法律相談の受付や

運営管理を行っています。

申立種別件数を見ると、広聴メール（1,213件）が43.8％、電話（895件）が

32.3％で、全体の76.2％を占めています。

ただし、電話による受付件数には、法律相談の予約など簡易な問い合わせ等の件

数（580件）が含まれているため、実際の区民の声の受付件数は、315件（11.4％）

となります。

【区民の声センター　月別申立種別受付件数】　� 　　（単位：件）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 小計 計

来訪

（1階）

簡易な問合せ 8 2 3 10 6 6 8 2 1 2 11 7 66
206

区民の声 21 10 7 15 17 10 12 9 16 8 10 5 140

来訪

（3階）

簡易な問合せ 5 10 8 13 6 7 6 12 17 18 15 21 138
173

区民の声 3 3 3 4 2 1 3 2 2 2 2 8 35

電話
簡易な問合せ 50 43 42 58 55 34 48 45 50 63 40 52 580

895
区民の声 21 24 16 24 19 33 35 17 23 22 32 49 315

広聴メール 89 102 111 97 94 96 111 68 100 74 123 148 － 1,213

広聴ファックス 0 3 4 3 3 1 4 0 1 1 2 2 － 24

陳情 1 0 0 1 1 1 0 2 0 0 1 0 － 7

区長への手紙等 16 19 22 28 22 15 15 22 20 22 24 24 － 249

計 214 216 216 253 225 204 242 179 230 212 260 316 － 2,767

（２）総合案内

区役所１階の総合案内では、窓口に来訪した来庁者の用件をお伺いし、日本語ま

たは英語で円滑かつ効率的な案内及び誘導を行っています。令和元年12月から、手

話通訳者が常駐しています。

【月別案内件数】　� 　（単位：件）

　 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 計

件数 3,538 3,297 3,636 3,966 3,206 4,045 3,842 3,656 3,844 3,656 3,918 4,715 45,319
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（３）コールセンター

区役所庁舎外に設置する港区コールセンター（みなとコール）では、区民等から

の電話、メール及びファックスによる問合せや区事業の参加申込み受付等に日本語

と英語で対応しています。

問合せのほとんどが電話によるもので、全体の94.0％を占めています。

【月別種別受付件数】� （単位：件）

4月� 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

電話 3,178�2,564�2,694�2,821�2,535�3,636�3,593�2,803�2,492�2,500�2,539�2,497�33,852

メール 183� 175� 173� 201� 156� 165� 197� 187� 181� 147� 178� 208� 2,151�

ファックス 0� 0� 0� 1� 0� 7� 0� 0� 3� 0� 0� 0� 11�

計 3,361�2,739�2,867�3,023�2,691�3,808�3,790�2,990�2,676�2,647�2,717�2,705�36,014�

（４）電話交換

区役所及び各総合支所の代表電話を受信し、本庁舎内及び各総合支所等の業務担

当課・係・担当へつないでいます。

【月別転送件数】� （単位：件）

4月� 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

本庁舎 11,996�11,729�17,900�16,532�12,582�12,752�14,074�12,745�12,610�12,186�12,965�14,973�163,044�

芝 6,454� 6,837� 5,733� 6,196� 5,505� 5,489� 5,631� 6,068� 5,624� 6,015� 5,949� 6,231� 71,732�

麻布 1,173� 1,132� 1,171� 1,086� 975� 1,193� 1,267� 1,184� 1,055� 1,107� 1,116� 1,287� 13,746�

赤坂 976� 877� 970� 867� 793� 881� 1,010� 889� 862� 837� 772� 960� 10,694�

高輪 1,008� 989� 1,049� 1,127� 1,134� 1,123� 1,125� 1,031� 1,010� 1,049� 1,109� 1,270� 13,024�

芝浦港南 821� 714� 773� 833� 742� 840� 897� 777� 767� 800� 728� 955� 9,647�

計 22,428�22,278�27,596�26,641�21,731�22,278�24,004�22,694�21,928�21,994�22,639�25,676�281,887�
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広聴・相談活動沿革

年月 内容

昭和46年４月 広報課広聴係設置

昭和47年４月 広聴電話設置

昭和47年５月
「不動産取引相談」開始
※平成９年４月から「不動産相談」へ名称変更、㈶港区住宅公社へ移管

昭和48年４月 「区政モニター制度」開始

昭和51年７月 「港区民世論調査」開始

昭和52年７月
「施設広聴会」開始
「こんにちは区長です」開始

昭和55年６月 「広聴はがき」開始

昭和58年２月 「港区アンケート協力員制度」開始

昭和58年７月 「移動区長室」開始

昭和61年10月

「在住外国人と区長との懇談会」を「こんにちは区長です」の一環として開
始
※昭和61年度～平成４年度まで隔年、平成５年度から毎年実施
平成７年度から単独事業として実施

平成元年１月 「区民法律講座」開始

平成元年４月 「外国人専門案内及び相談」開始

平成元年５月 外国人広聴電話設置

平成２年４月
「定住のためのすまいと土地の相談」開始
※平成９年４月から「税務相談」へ名称変更、㈶港区住宅公社へ移管

平成８年４月 「広聴ファックス」設置

平成10年４月 「区民広報課区民の声係」に組織名称変更

平成11年12月 「広聴メール」開始

平成12年４月 「区民広報課区民の声担当」に組織名称変更

平成17年４月 「区長室区民の声担当」に組織名称変更

平成18年４月

「区長室広聴担当」に組織名称変更
各総合支所に「区民の声担当」を設置
「区長と区政を語る会」、「施設広聴会」、「区政モニター制度」を総合支所へ
移管

平成19年２月 港区コールセンター「みなとコール」を設置

平成19年４月 「区政モニター制度」を広聴担当へ移管

平成20年４月 「外国人相談」を国際化推進担当（現：国際化・文化芸術担当）へ移管

平成21年４月
各総合支所「区民の声担当」を廃止し、広聴機能を管理課へ移管
（財）港区住宅公社解散に伴い、「すまいの税務相談」及び「マンション管
理相談」などの住宅関係相談を、都市計画課（現：住宅課）へ移管

平成22年４月 「区民意見募集（パブリックコメント）」開始

平成24年４月

「区民の声センター」開設（３階区民相談室及び１階相談ブース）
庁舎総合案内業務、法律相談受付業務及び港区コールセンター業務を区民
の声センター運営業務に統合
「インターネットアンケート」開始

平成26年３月 「広聴システム」運用開始

平成27年４月 電話交換業務を区民の声センター運営業務に統合

令和２年４月 電話交換業務と港区コールセンター業務の運用時間を変更

※上記の活動内容には、既に廃止されているものも含みます。
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広聴制度に関わる規定

№ 規定名 制定年月日

1 港区区政モニター設置要綱 昭和48年４月13日

2 港区民世論調査実施要綱 昭和51年６月23日

3 港区広聴はがき事業実施要領 昭和55年４月22日

4 港区法律相談実施要綱� 昭和57年３月24日

5 港区アンケート協力員事業実施要領 昭和58年１月19日

6 区政モニターの選定基準、身分等に関する要領 昭和58年５月19日

7 港区集団広聴実施要綱 昭和59年５月22日

8 港区区民相談室設置要綱 昭和62年３月23日

9 港区区民意見募集に関する要綱 平成22年３月24日

10 港区区民の声センター運営要綱 平成24年４月１日

11 港区総合案内窓口運営要領 平成24年４月１日

12 港区コールセンター運営要領 平成24年４月１日

13 港区区民の声への対応に関する要綱 平成24年８月１日

14 港区区民の声への対応に関する事務取扱要領 平成24年８月１日





 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

港区は、みどりの保全とごみの減量に努めています。

この印刷物は、古紙を活用した再生紙を使用しています。

港区「区の木・区の花」

区の木　ハナミズキ 区の花　アジサイ 区の花　バラ
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