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Ⅰ 平成28年度 都への提言・要望等の状況 

◎「都民の声」制度の概要 

東京都は、生活文化局に「都民の声総合窓口」、また、各局に「都民の声窓口」を設置 

しています。都民の皆様から寄せられる様々な提言、要望等は、各局において対応し、

所管事業の参考としています。 

  

１ 都民の声総合窓口及び各局都民の声窓口の受付件数（経年推移） 

それぞれの窓口の受付件数の推移は次のとおりです。平成28年度の受付件数の 

合計は、前年度より約１万２千件増加しました。 

 

      
（単位：件） 

区 分 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 

都民の声 

総合窓口 
45,507 37,164 29,538 63,756 43,029 106,032 

各局都民の

声窓口 
137,589 139,256 143,176 140,660 144,963 93,490 

合 計 183,096 176,420 172,714 204,416 187,992 199,522 

  ※28年度の各局都民の声窓口の受付件数が例年に比べ減少しているのは、集計方法を見直した局が 

あり、約76,500件減少したことによる。 
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２ 「都民の声」の公表事例件数の拡充（過去５年間の推移） 

従来、「都民の声」の受付件数と内訳、対応事例等について、「都民の声総合窓口」 

受付分は、毎月、月例報告としてホームページ上で公表していました。また、「各局

の都民の声窓口」の受付分を含めて年１回、年次報告としてホームページ上で公表

してきました。 

    都は、平成２８年９月に都政改革本部を設置し、その取組として平成２８年１０ 

月に都庁総合ホームページに「情報公開ポータルサイト」を開設しました。 

全ての局においても、「情報公開ポータルサイト」を開設して、毎月の「都民の声」 

の受付件数及び対応事例の月例の公表を開始しました。 

   これにより、「都民の声」対応事例の公表件数は、平成２７年度は、年間で７５件 

（総合窓口６５件、各局窓口１０件）であったものが、平成２８年度は、６６２件 

（総合窓口１６７件、各局窓口４９５件）と大幅に増加しました（グラフ参照）。 

なお、この年報においては、平成28年度のトピックス的事例や月例報告以降に 

時点修正等した事例を抜粋して掲載しております。（7頁以降） 

 各年度で公表した「都民の声」については、都庁総合ホームページ「情報公開ポー 

タルサイト」の「東京都に寄せられた声」にて紹介しておりますので、御覧下さい。 

（http://www.metro.tokyo.jp/tosei/johokokai/portal/index.html） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【今後の取組】 

今後とも都民から寄せられる様々な声に適切に対応するとともに、都民の声を施

策に反映していきます。そして、都民の声と対応状況の情報公開を引き続き拡充す

ることにより、都政に対する都民の信頼の確保に努めます。 
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Ⅱ 平成28 年度 都民の声総合窓口における都への提言、要望等 

１ 都民の声総合窓口における提言、要望等の概要 

 都民の声総合窓口の平成28年度受付件数１０６，０３２件の詳細については、以 

下のとおりです。 

 

（１）平成28年度 提言、要望等の区分別受付件数 

（単位：件） 

提 言 意 見 苦 情 要 望 相 談 問合せ その他 合 計 

13 88,032 451 91 305 4,178 12,962 106,032 

 

 

 

 

＜参考＞上記区分の定義  

区 分 定  義 

提 言 
施策の未実施や不十分さ等について、新たな施策の実施や既存の施策の改善策を

具体的に提示し、その実施を求めるもの。 

意 見 
施策や職員の行為についての激励・感謝、評論・感想等で、一般的な都政や知事

発言等に対する賛否や批判を含むもの。 

苦 情 
施策の実施または未実施等に伴う被害等の不都合や職員の対応への不満を申し立

てるもの。また、その是正、補償、陳謝等の救済を求めるもの。 

要 望 
施策の未実施や不十分さ等について改善を求めるもので、改善の方法等について

言及されていないか、あるいは抽象的なもの。 

相 談 
都民の声総合窓口において、困りごとについて判断の指針や助言、またはそのた

めに必要な情報や対話を通じて求めるもの。 

問合せ 
都民の声総合窓口に対して、施設の所在地、事務所の所管部署、施策の内容や手

続など知りたい点を明示して尋ねるもの。 

その他 
都民の声総合窓口に寄せられた、都政運営とは直接関係のない事象に関する苦

情・要望・提言・意見で、趣旨等不明の訴え等を含むもの。 

 

  



- 4 - 

 

（２）平成２8年度 提言、要望等の行政分類別件数 

大分類・中分類 件数 大分類・中分類 件数 大分類・中分類 件数 

知事（知事への声） 46,006  くらし 6,637  都市基盤・まちづくり 4,771  

行政一般 12,516  

  

  

  

  

  

消費生活 5,577  

  

  

  

  

  

  

都市計画等 586  

  

  

  

  

  

  

行財政 7,134  男女平等・人権 262  河川・公園・墓地 568  

広報広聴・情報公開 1,490  NPO・協働・宗教 110  水道・下水道 256  

庁舎管理・利用案内 289  青少年健全育成 144  道路・交通・港湾等 2,156  

職員（任用・その他） 690  生活一般 544  不動産関係（住宅・土地） 1,173  

職員（接遇・感謝） 770  環境 532  基地問題・首都機能移転 32  

都市外交 2,143  

  

  

  

  

自然環境 126  教育 1,692  

安全 2,267  公害 134    

  

学校・首都大学・私学 1,649  

  

  

  

治安・防犯 1,046  廃棄物対策 105  生涯学習 43  

交通安全 273  エネルギー 167  文化・スポーツ 6,265  

防災（消防含む） 948  福祉・健康・衛生・医療 4,787    

  

文化 264  

労働・産業 1,212  

  

  

  

  

福祉（高齢者） 520  スポーツ 6,001  

  

  

  

産業 183  福祉（障害者） 390  選挙等 448  

労働 386  福祉（子供・子育て） 1,949  その他（他機関等） 18,899  

観光 643  福祉（福祉全般） 710  合   計 106,032  

   
衛生･健康 744     

        医療 474      

 

 

（３）平成28年度 提言、要望等の経路別件数 

                                   （単位：件） 

電 話 
来訪 

（文書含む） 
郵 送 ファクス メール 意見箱 合 計 

28,928 814 2,193 2,332 71,762 3 106,032 
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（４）平成28年度 提言、要望等の概要(行政分類別上位１０位) 

平成28年度に都民の声総合窓口で受け付けた提言、要望等のうち、行政分類別件数の

上位１０位までの概要は以下のとおりです。 

なお、メール、ファクス、郵便、電話等により都へ直接寄せられた提言、要望等の主な

状況を取りまとめたものであり、都民の世論の状況を調査・集計したものではありません。 

 

 
 

 

①  知事への声 

知事への声は、４月分～７月分の合計が32,309件（前年同期の１５.6倍）、8

月分～３月分の合計が 13,697 件（前年同期の 5.8 倍）であり、全体の７割強は

前知事の在職中に寄せられました。 

７月までは、前知事の政治資金に関する意見が最も多く、次いで、海外出張や公

用車利用等に関する意見が多く寄せられました。 

８月以降は、豊洲新市場への移転や市場の環境問題等への取組に関する意見、新

知事に対する応援や期待、東京 2020大会に関する意見のほか、都政改革の実現、

給付型奨学金、無電柱化の推進、LED の導入促進など多くの意見が寄せられまし

た。 

 

②  行財政 

外国人学校への都有地貸出に関する多くの意見が寄せられました。また、公用車 

利用に関する様々な意見、税金の使われ方や公有財産に関する意見、都政改革に関 

する意見や提案等が広く寄せられました。 

平成28年度 行政分類別上位１０位 

順

位 
行政分類 件数 

1 知事への声 46,006 

2 行財政 7,134 

3 スポーツ 6,001 

4 消費生活 5,577 

5 道路・交通・港湾等 2,156 

6 都市外交 2,143 

7 福祉（子供・子育て） 1,949 

8 学校・首都大・私学 1,649 

9 広報広聴・情報公開 1,490 

10 不動産関係（住宅・土地） 1,173 
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③  スポーツ 

東京 2020 大会の開催、競技会場や大会予算の削減等に関する意見が多数寄せ

られました。 

 

④  消費生活 

市場移転問題に関する多くの意見（土壌汚染の測定結果、移転延期の判断、地下

水の安全性等）のほか、架空請求等消費生活に関する意見などが寄せられました。 

 

⑤  道路・交通・港湾等 

道路補修・整備など道路に関する意見、都営交通の駅の設備や乗務員の対応への

意見のほか、鉄道全般に関する意見（早急なホームドアの設置、朝夕の混雑解消等）

などが寄せられました。 

 

⑥  都市外交 

都市外交における都の役割に関する意見などが寄せられました。 

 

⑦  福祉（子供・子育て） 

待機児童対策に関する意見が最も多く、次いで、児童相談所に関する意見などが

寄せられました。 

 

⑧  学校・首都大・私学 

公立学校の教育や施設等の充実などに関する意見、私立高校無償化に関する意見

が多く寄せられました。 

 

⑨  広報広聴・情報公開 

東京都公式ホームページのリニューアルに関する意見や公文書の開示請求等情

報公開に関する意見が多く寄せられました。 

 

⑩  不動産関係（住宅・土地） 

原発事故自主避難者住宅支援に関する意見、都営住宅の建替え計画などに関する

意見が多く寄せられました。 

 

※ 「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会」は、「東京2020大会」

という略称で表記しています。 
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２ 都民の声総合窓口に寄せられた提言、要望等の主な事例 

 

 平成 28 年度「都への提言、要望等の状況」月例報告で紹介した事例 80 件を以下に

紹介します。 

 

 ※ 事例タイトルの（平成○年○月）は、月例報告の掲載年月です。 

 ※ 【対応】、【回答】は、当該案件の申出者への対応状況など 

   【取組】は、事業所管部署の取組状況など 

   【説明】は、当該案件についての事情や解説など 

   【伝達】は、都民の声総合窓口から関係部署への伝達など 

 

（1）行政一般 

〇都バスの運転手さんについて（平成２８年６月） 

昨日夕方、新宿西口行きのバスに乗車｡終点は７時前後だったように思います。眼鏡を

かけた女性運転手でした。この方とっても感じよかったです。 

まず丁寧な運転技術｡混雑時で各停留所に下車する際の注意事項など優しい口調で｡ 

バスは高齢者が多いので、動作が鈍い上にセカセカする傾向があるのですが、運転手さ

んの優しさが伝わってきて互いに「どうぞ」「ごゆっくり」と一声かけている人もいて心

和みました。誠実に仕事をしている人に出会えると幸せな気持ちになりますね。 

運転手さんありがとう！また乗り合わせたいです。            （交通局） 

 

【伝達】 

 このたびは、お礼をいただき、ありがとうございました。関係部署に伝達いたしました。 

 

〇東京都ホームページについて（平成２８年８月） 

ホームページが変わり、東京でのイベントの情報が見られなくなり困っています。 

月日で時系列に並んでいて、イベントや行事を見ていたのにどこにあるかわかりません。

イベントカレンダーをみても何も書いてありません。応募したかったものが、どこに行っ

てしまったかわかりません。イベントへの応募、行事がわかるものをトップページにおい

てください。 

 

【取組】 

ホームページを御利用いただき、ありがとうございます。また、御不便をお掛けしたこ

とをおわびいたします。 

イベントカレンダーにつきましては、過去の情報量が膨大なことから、移行に時間を要

しておりました。新しいイベントカレンダーは、トップページ下部のリンクから御利用い

ただけます。 

また、毎週月曜日には、新着情報欄に今週のおすすめイベント情報を掲載しております

ので、併せて御活用くださいますよう、お願いいたします。 

（生活文化局） 
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〇職員の応対について（平成２８年１０月） 

書類の提出のために都庁に行きました。すみませんと声を掛けても、職員は誰も窓口に

目をくれず、誰も応対に来ません。しびれを切らしたように少し離れた席の若い職員が窓

口に来て書類を一瞥し、対応する係らしき人のデスクに声を掛けに行ってくれました。 

係員らしき男性が窓口に来て書類を見て、収受印を押してくれましたが、目も合わせず

一言も発しませんでした。「お待たせしました。」とか「御苦労様です。」とか何かあるのが

普通だと思います。 

とても感じが悪かったのですが、提出書類にイチャモンをつけられるのが嫌だったので、

窓口では苦情が言えませんでした。 

 

【伝達】 

 このたびは、御不快な思いをお掛けしまして誠に申し訳ございませんでした。  

 職員に対する注意喚起のため全庁に伝達いたしました。 

 

〇東京都の広報紙について（平成２８年１１月） 

昨日、町田市民病院で、東京都の広報紙を発見しました。（今までは置いてなかった？） 

以前は、記事が載っているだけのようで見る気がしなかったのですが、今度は「東京都」

という表紙文字から違い、思わず手にとってしまいました。 

都庁関係者の給与や予算などがわかりやすく載せてあり、「随分前とは違ったなあ」と

思いながら中まで見てしまいました。見た目からして、よくできていて、親しみを感じま

した。御苦労なことだったと思います。 

都の行政組織・機構は膨大で守備範囲が広いので、どこで何が行われているのか、一般

の都民には、よく分かりませんが、今回のように工夫して、私などにも分かるように説明

していただけると、知事のおっしゃる「英知」なんてありませんが、思いつきでも申し上

げてみたいという気になりました。 

 

【説明】 

 このたびは、広報東京都を御覧いただきまして、ありがとうございました。 

広報東京都は、定期的にレイアウトの見直しを行っており、平成２９年５月号から紙面

レイアウトをリニューアルしました。紙面を横書き・左開きに統一し、目線の動きをスムー

ズにするとともに、「東京都カラーユニバーサルデザインガイドライン」（※）を遵守し、

より読みやすい紙面としました。また、連載コラムもリニューアルし、「東京のオアシス」

「懐かしの一枚」に替わり、「とうきょう日和」「とうきょうの祭」を掲載しています。 

また、広報東京都は、毎月、新聞折り込みでお届けするほか、都の施設、区市町村の窓

口・出張所・区民センター・公立図書館・公立文化施設、郵便局、都営地下鉄・ＪＲ・私

鉄線の駅、金融機関、公衆浴場、生活協同組合の店舗、医療機関、警察署、保健所、４年

制大学などに置いております。 

そのほか、広報東京都の内容を都庁公式ホームページ

（http://www.koho.metro.tokyo.jp/）で提供しております。さらに、電子チラシ配信サー

ビス『Shufoo!（シュフー）』と自治体広報紙配信スマートフォン用アプリ『マチイロ』に

も掲載しておりますので、是非、御利用ください。 

 今後も、分かりやすく、読みやすい広報紙の作成に努めて参ります。 
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（※）「東京都カラーユニバーサルデザインガイドライン」：多様な色覚に配慮し、利用者の視点に

立ったデザインのためのガイドライン 

（生活文化局） 

 

〇警備の皆様へのお礼－ロンドン在住の方から－（平成２８年１１月） 

I am from London, England and visited the Government building on Saturday 22nd 

October 2016. While I was there I became very unwell and your staff were so kind to 

me. They helped me and let me rest for a while until I felt better. I can't thank 

them all enough for being so generous. I wanted to send a message to say Dōmo 

arigatōgozaimasu for looking after me. 

I am now all better and back in London after a wonderful holiday in Japan. 

Nihon ga daisukidesu  

Thank you all - please pass my thanks onto the security team that worked there 

that day. 

 

１０月２２日土曜日に都庁舎に行きました。 

その時、私は体の具合が悪くなりました。スタッフの方は、私にとても親切にしてくれ

ました。気分が良くなるまで休ませてくれました。 

感謝の気持ちでいっぱいです。 

私は「どうもありがとうございます。」というメッセージ伝えたい。 

日本で楽しい休日を過ごし、元気にロンドンに戻ってきました。 

日本が大好きです。感謝の気持ちを警備の皆様にお伝えください。 

（総務局、財務局） 

 

【伝達】 

 このたびは、お礼をいただき、ありがとうございました。関係部署に伝達いたしました。 

 

〇水道局職員の対応に感謝します（平成２８年１２月） 

小学生の子供が都の職員に危ないところを助けていただきました。 

この電話は感謝の電話です。その方は、水道局板橋営業所の職員と名乗りました。 

 

【説明】 

 このたびは、御礼の御連絡を頂き、誠にありがとうございました。お客さまからの御連

絡を励みに今後も職員一同、職務に邁進して参ります。           

（水道局） 

 

〇都庁展望室の照明について（平成２９年１月） 

先日、夕刻に都庁北展望室を訪問しました。 

日暮れとともにポツポツと灯る都内の夜景を楽しみましたが、室内の照明が明るく、窓

に映り込んでしまうのが少し惜しく感じられました。防犯、事故防止などの観点もあるで

しょうが、展望室内の照度を見直してみてはと思いました。 
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【取組】 

このたびは、都庁展望室を御利用いただき、ありがとうございます。 

都庁展望室は、午後１１時まで開室していることから、東京の夜景を一望できる場所と

して多くの方に訪れていただいております。 

夜間については、東京の夜景を楽しんでいただけるよう、天井の照明の一部を消灯して

おりますが、構造上の問題もあり、窓ガラスの一部に映り込みが発生しております。 

今後、予定している改修工事に併せて運用面での検討も行い、安全確保や事故防止等に

配慮しつつ改善を図って参ります。 

これからも皆さまからの御意見も参考にしながら、サービス向上に努めて参りますので、

よろしくお願いいたします。 

（財務局） 

 

〇都民の声を多数、紹介してほしい（平成２９年２月） 

都庁の公式ホームページに各局の都民の声が公開されているが、都民の声をなるべく数

多く紹介してほしい。 

 

【対応】 

このたびは、貴重な御意見を頂き、ありがとうございます。 

 従来より、都民から寄せられた声の件数と対応事例につきましては、「都民の声総合窓

口」受付分は「月例報告」を毎月公表するとともに、年１回、「各局の都民の声窓口」受

付分を含めた「年次報告」を公表して参りました。 

 昨年１０月受付分からは、都政の情報公開を推進し、より透明性を高める取組として、

各局受付分につきましても、毎月、各局ホームページによる公表を開始いたしました。 

こうした取組により、平成２７年度の公表事例は年間７５件でしたが、昨年１０月以降

は、毎月約１００件の事例を公表しているところです。 

 また、頂いた御意見につきましては、より都民目線に立った見やすいホームページとし

ていくため、早速、各局と情報共有させていただきました。 

今後とも、都民から寄せられた声をより多く公表し、都政に活かすための取組を一層、

進めて参りますので、引き続き御理解と御協力をお願い申し上げます。 

（生活文化局） 

 

〇ＮＨＫ「おはよう日本」で紹介された東京都のＰＲ映像（平成２９年２月） 

２月３日、ＮＨＫの「おはよう日本」で紹介された東京都のＰＲ映像（ドローンを利用

して撮影されたもの）が非常に良かったと友人から聞いたのですが、どこかで見ることは

可能なのでしょうか？東京都の制作ではなかったら申し訳ございません。お手数をお掛け

しますが、よろしくお願いいたします。 

 

【対応】 

このたびは、「ＴＡＭＡＳＨＩＭＡ 観光ＰＲ映像」※について、お問い合わせいただ

き、ありがとうございます。 

東京都は、２０２０年に向けて、国内外からの旅行者が多摩地域・島しょ地域に訪れる

よう、様々なメディアを活用し、情報発信を強化しております。このＰＲ映像は、観光地

としての多摩・島しょ地域の多様な魅力を紹介しており、「tokyo reporter 島旅＆山旅」
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のＷＥＢサイト(https://tamashima.tokyo/)で御覧になれます。 

 

※「ＴＡＭＡＳＨＩＭＡ 観光ＰＲ映像」(https://tokyoreporter.jp/prmovies/) 

（産業労働局） 

 

〇乳幼児は都民に入らないのでしょうか？（平成２９年２月） 

本日、免許更新に生後１１ヶ月の娘をつれて都庁に伺った時のことです。 

講習を受ける時間が１２時を過ぎるので、待ち時間に娘の離乳食を食べさせようと思い 

どこか食べられる場所がないか聞いてみようとインフォメーションカウンターに近づいた 

ところ、近くにいた警備員さんが先に気付き声をかけてくださいました。 

そこで、「どこか離乳食を食べさせられるところはありますか？」と質問したところ、「そ 

この多目的トイレなら広いから大丈夫だよ。」との回答が。さらに「あんまり長く使うと他

の人が困るから短めにね。」と当たり前のように言われました。「多目的トイレ」とは、私

が知る限り排泄を行うための場所であって、食事をするための場所ではなかったはずです。 

その方では話にならないと思い、他の警備員さんにも聞きました。全く同じ「そこに多 

目的トイレがあります。」との回答でした。都庁の警備員は皆さんトイレで食事をする習慣

でもあるのでしょうか？子連れの母親は多目的トイレで食事をするべきなのでしょうか？

それとも生後１１ヶ月の赤ちゃんには都民でもなく、人権すらないのでしょうか？ 

乳幼児の食事スペースを作ってほしいということではありません。ただ近くの食堂やベ 

ンチのある公園を教えてほしかっただけです。 

今回行くにあたって、事前に問い合わせをした際も、子連れでも問題ないと気持ちよく 

お答えいただいたので、安心して連れてきたのですが、最初から連れてこない方が良い、

連れてきてもそういったスペースはないと言われた方が良かったようにすら思えてしまい

ます。 

こちらへのメールは部署が違うかもしれませんが、あまりにも辛い気持ちになってし 

まったので、ご連絡させていただきました。他の子供を持つお母様方が同じような思いを

しないように心より願っております。 

 

【取組】 

都庁舎では、清潔保持、安全確保等の観点から、庁内での飲食は限られたエリアに限定

しております。 

その中で、小さなお子様を連れた方が安心して来庁できるよう、授乳やおむつ替え等が

できるスペースとして「赤ちゃん・ふらっと」を庁内に整備するとともに、来庁者の状況

や時間帯などに応じて、各庁舎にある職員食堂や２階ソファー等での飲食を、適宜、御案

内させていただくこととなっております。 

しかし、今回、対応した警備員に確認したところ、２人ともその知識がなく、自分自身

の勝手な考えで多目的トイレを御案内してしまったとのことであり、これは社会常識に欠

け、言葉使い等も含め、あってはならない行為と考えております。 

そこで都は、御指摘の内容を踏まえ、その対応した者に対し、警備会社を通じ厳しく指

導するとともに、他の警備員にも徹底させていただきました。 

今後とも、来庁される皆さまに都庁舎を安心して御利用いただけますよう、全力を挙げ

て取り組んで参りますので、何卒よろしくお願いいたします。 

（総務局） 
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〇お礼とおわび（平成２９年２月） 

要望や苦情ではありません。お礼とおわびをと思いメールをしています。先日２３時前に展

望室からの帰りのエレベーターで倒れてしまい、ご迷惑をお掛けしました。救急車で病院

へ運んでいただき、顎の裂傷も処置してもらい、翌日無事に九州まで帰宅することができ

ました。 

救急車を手配してくださったり、あたたかい声を掛けてくださったり、本当にありがと

うございました。帰りの飛行機などの予定もあり、お礼もおわびも申し上げる間もなく帰っ

てきてしまいました。申し訳ありません。 

汚してしまったエレベーター内のことも気になっております。 

お忙しいところ大変恐縮ですが、関わってくださった警備の方、展望室のスタッフの方

にお礼とおわびをお伝えいただければと思います。 

ありがとうございました。そして、ご迷惑をおかけし、申し訳ありませんでした。 

（総務局、財務局） 

【伝達】 

 このたびは、お礼をいただき、ありがとうございました。関係部署に伝達いたしました。 

 

 

（2）安全 

〇首都直下地震に備えての防災を！（平成２８年４月） 

ゴールデン街の火事現場を見て、これでは首都直下地震の時は、ひどいことになるなと 

思いました。あの狭い路地の奥まで、長々と消防ホースを引き込んでいるようでは、実際

の地震の時には、道路も渋滞して現場に行くのも遅れるし、あっちこっちで火の手は上が

るし、あんなことではとても間に合わないからです。 

路地の奥にも、所々に消火栓を備えて置いたらどうでしょうか？何と言っても、初期消 

火が重要ですから、消防車が渋滞で到着できなくても、住民が消火できるようにしておけ

ばいいと思います。 

熊本地震でも明らかなように、被災するのは、木造建築です。東京で被害が出るところ 

は、既に予想がついているはずです。そういうところに防災対策を重点的にしておくべき

だと思います。 

今の日本は、地震や火山の活動期に入っているように思います。とりわけ、人口の多い 

首都直下地震がとても心配です。オリンピックも控えていますので、防災に全力を挙げて

下さい。 

 

【説明】 

 このたびは、貴重な御意見をいただき、ありがとうございます。 

東京都では、首都直下地震等が発生した時に、都が各機関と効果的・効率的な連携の下、

円滑な応急対策活動を展開できるよう、平成２８年３月に「首都直下地震等対処要領」を

改定するなど防災対応力の向上に取り組んでいます。 

引き続き、世界一の安心・安全な東京を実現するため、防災対策に全力で取り組んで参

ります。 

(総務局) 
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【取組】 

東京消防庁では、震災時については消火栓が使えなくなることを考慮して、「同時多発

火災」及び「大規模市街地火災」に対応するため、防火水槽等の整備や、河川・海などの

自然水利の確保を進めています。 

さらに、町会員・自治会員等で構成された防災市民組織等に対し、住民の方々の御自宅

周辺の路上等で、実際の災害をイメージして、消火器やスタンドパイプなどの資器材を用

いて初期消火訓練等を行う「まちかど防災訓練」等を推進しており、都民の方々の防災行

動力の向上を図っています。 

（東京消防庁） 

 

〇東京防災について（平成２８年１２月） 

東京防災のＰ８７～９１での備蓄や非常持ち出し品について、 

・マスク数枚 

・予備メガネ１個以上（老眼鏡含む） 

・食品用ラップフィルム数本 

次の冊子からは、これらも追加して頂きたく御願い致します。 

当方は元陸上自衛官レンジャーにて、広域大規模災害を含む多くの現場に行きました。 

・大勢の避難者でホコリっぽくカゼを引く・・・マスク 

・避難時にメガネが壊れた（コンタクト落した）・・・周りが見えず危険 

・食品用ラップフィルム・・・止血・ヤケドの患部を包んで二次感染抑止・おにぎりを

作る・汚れた食器にかぶせる（これは似た事が記載されていますが）。これらで非常

に困っている被災者を散々見て参りましたので、少しでも多くの方に知って頂きたく

思います。 

また、広域避難場所の小学校の先生方は災害のプロではありませんし、避難所開設まで 

は出来ても運営までは経験が無く気の毒です。しかしながら、上記の事で先生方に文句を

言ったりする人を散々止める場面に出くわしました。 

これらは消防・警察の方も慣れておられず、知られない情報になっております。公共の 

福祉のためどうぞ宜しく御願い致します。 

 

【説明】 

東京都は、各御家庭において、首都直下地震等の様々な災害に対する備えが万全となる

よう、日常的に活用できる防災ブック「東京防災」を作成いたしました。 

このたびは、備えるべき品目につきまして、体験に基づいた貴重な御提案を頂きまして

ありがとうございます。今後の防災普及啓発を行っていく上で参考とさせていただきます。 

引き続き、皆さまにお寄せいただいた御意見を参考にしながら、東京の防災力を高めて

参ります。  

                             （総務局） 

 

〇自転車の交通ルールについて（平成２９年２月） 

危険運転やマナーの悪い自転車走行（歩道）が多い。危険な思いをしたことが多々あり

ます。歩道なのに安心して歩くことができないのは問題だと思う。 
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【説明】 

このたびは、自転車の安全利用に関し、御意見を頂き、ありがとうございます。 

東京都では、自転車の安全利用に向けて、「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に

関する条例」に基づき、警視庁、区市町村、関係団体等と連携しながら、利用者のルール・

マナーの向上に取り組んでおります。 

具体的には、交通ルール等を記載したリーフレットを学校や区市町村等を通じて、幅広

く配布しているほか、自転車シミュレータを活用した交通安全教室の開催、事業者による

交通安全教育を促進するためのセミナーの開催、従業員教育用の映像教材の提供等を行っ

ております。 

さらに、今年の２月から、自転車販売時の交通ルール等の啓発義務化などを内容とする

改正自転車安全利用条例を施行しています。東京都は、全ての自転車購入者に、改めて交

通ルール等を確認いただくため、交通ルール等のチェックシートを各店舗に提供し、活用

していただく取組を開始したところでございます。 

頂いた御意見も踏まえ、自転車利用者に、より安全に自転車を利用していただけるよう、

引き続き取り組んで参ります。 

（青少年・治安対策本部） 

 

〇本日の避難訓練に対して（平成２９年２月） 

２月９日１１時頃、都庁に用件があって伺ったが、都庁職員の「防災訓練」を実施して

いたようで、ちょうど終了したころに鉢合わせになり、エレベーターが職員の方でいっぱ

いで何度待っても利用できなかった。 

エレベーターは一般来庁者も利用するし、職員は階段を利用するか、どれか一基だけを

利用するか、若しくは訓練を来庁者の少ない時間帯にするなどしてはどうかと思う。 

どこが都民ファーストなのか疑問に感じる。都庁職員は、まだまだ都民ファーストが浸

透してないのではと疑問に感じた。 

 

【説明】 

このたびは、都庁舎のエレベーター御利用の際に、御迷惑をお掛けしてしまい、おわび

申し上げます。 

 当日の２月９日は、第一・第二本庁舎に勤務する者のうち、約２，０００名の職員、テ

ナント事業者等が参加して、都庁舎の大規模な総合自衛消防・防災訓練を実施しておりま

した。 

 今後は、このたびの御指摘を踏まえ、来庁の皆さまをはじめ、職員・テナント事業者に

とっても、より円滑なエレベーター利用ができますよう、鋭意、検討して参ります。 

（総務局） 

 

〇ながらスマホについて（平成２９年３月） 

ながらスマホに我慢の限界です。特に道を塞いでスマホしている人が最近多すぎです。 

この前強引に通ろうとしたら逆に怒られました。自分がどういう状況にいるのか理解で

きないのでしょうか。道は通行するためにあるものであり、ネットや電話をする所ではあ

りません。私も歩きながら携帯で時間確認などをしますが前に人がいないことを確認して

２、３秒画面を見る程度です。このままだと最悪犯罪にまで発展するトラブルもありうる
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でしょう。 

何か対策はないものでしょうか。 

 

【説明】 

東京消防庁管内では平成２４年から平成２８年までの過去５年間で“歩きながら”“自

転車に乗りながら”などの歩きスマホ等に係る事故により、少なくとも１９３人が救急搬

送されました。平成２８年は５０人が救急搬送されており、過去５年間で最も多くなって

います。 

東京消防庁ホームページにて歩きスマホ等に対する注意を呼びかけています。 

(東京消防庁) 

 

 

（3）労働・産業 

〇日本の伝統工芸品の技伝承について（平成２８年１０月） 

今こそ日本の伝統工芸の技を受け継ぐ流れを東京主体で作るべき。日本全体に後継者が

なく、仕方なく廃業や縮小がされていますが、東京都をはじめとする自治体が連携し、弟

子入りしたい者・技術を習得したい者とそれを求める者のマッチングサイトを立ち上げ、

長きに受け継がれる日本の伝統工芸等を守ってゆく道筋をつけてはいかがでしょうか？ 

匠・・・と呼ばれる方の中には高齢者が多く、個人事業主としての後継者受け入れの手

段が難しいことのように思います。 

安心してマッチングできるサイトを作ることで、今注目されている海外からの日本・・・

という部分にも対応が可能なように思うのです。また、専門学生や企業等ともコラボレー

ションや意見交換の場ともなり得れば、今後にもつながると思うのです。 

ものづくり大国日本・・・日本らしさを残す上で非常に有効でかつ必要な事と思います。 

早期の実現を熱望します。 

 

【取組】 

都では、東京の伝統工芸品として４０品目を指定し、商品開発や販路開拓などの支援を

行い、伝統工芸品産業の保存と振興を図っております。 

また、職人と若者を「親方と弟子」という形でマッチングさせ、職人の指導のもと、若

者が、ものづくりを実際に体験する「職人塾」を開催するなど、伝統工芸をはじめ、もの

づくりの技能の継承や後継者の育成に結びつけるための事業を行っています。 

今後とも、伝統工芸品のＰＲや振興を行うとともに、ものづくりの技能を次世代に継承

できるよう取り組みを行って参ります。               （産業労働局） 

 

〇ボランティアのユニフォームについて (意見１)（平成２８年１１月） 

ユニフォームのデザインを再考されているとの事ですが、基本のデザインは法被か陣羽

織は如何でしょうか？ 

法被は、ビートルズが来日で飛行機から降りて来るとき着ていたので、みんな知ってい

ますね。陣羽織は、どこかのロータリークラブがイベントの際、制服としてスーツの上に

羽織っていまして、なかなか立派に見えました。どちらか、どちらも和の香りで、とって

も良いと思います。 
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〇ボランティアのユニフォームについて (意見２)（平成２８年１１月） 

全て作りなおす方向で盛り上がっていますが、既に３，０００万円もの費用を使って作っ

たのだから、ここは、どんなに気に入るまいが「もったいない」精神で、このまま使うべ

き、と思います。貴重なお金です。自分の財布のお金と思えば、選定に失敗した家電製品

でも、我々は我慢して使います。 

 

【取組】 

このたびは、貴重な御意見を頂き、ありがとうございます。 

現在、都では、「東京ブランドのあり方検討会」での御意見を踏まえ、観光ボランティ

アのユニフォームのデザイン及び製作に向けた取組を進めております。観光ボランティア

の活動に当たり、効果的に役立つユニフォームになるよう適切に対応して参ります。これ

まで製作したユニフォームについても引き続き使用する予定です。御理解の程よろしくお

願いいたします。 

（産業労働局） 

 

〇無料Ｗｉ-Ｆｉの普及について（平成２８年１１月） 

訪日外国人旅行者の増加に伴い、日本の公的場所、駅、お店などの所に無料Ｗｉ－Ｆｉ

を利用する外国人も多くなった。そんな彼らにとって、日本のＷｉ－Ｆｉ事情はどんな印

象なのだろうか？ 

回答は、がっかりすることもあるという。そうした「期待はずれ」の声はあります。実

は、今の多くの国では、無料Ｗｉ－Ｆｉが普及するようになる一方、日本は時代に遅れて

いる印象だと多くの訪日外国人が話しています。一日も早く改善してほしいと思います。 

 

【取組】 

このたびは、貴重な御意見を頂き、ありがとうございます。 

東京都では、平成２７年１２月より、公園、庭園、文化施設など外国人旅行者が多く訪

れる都立施設などで無料Ｗｉ-Ｆｉサービスの提供を始めております。また、このサービス

は、都内の地下鉄や自治体等が整備するサービスと連携し、一度の利用登録で共通利用が

できるなど、旅行者の利便性にも配慮しております。 

今後も、サービスが利用できる場所を増やすなど、外国人旅行者の利便性向上につなが

るよう取り組んで参ります。 

（産業労働局） 

 

〇職員の対応について（平成２８年１２月） 

大崎にある労働相談情報センターの男性職員に素晴らしい対応をしていただいた。感謝

の気持ちを言いたい。 

 

【説明】 

東京都では、都内６か所の労働相談情報センターで、労使・都民の皆さまから、労働相

談をお受けしており、「解雇」「賃金不払い」「労働契約」等の様々な労働問題に関して、

年間５万件を超える相談が寄せられております。 

 また、労働相談を受ける中で、当事者間での自主的な問題解決が図られない場合、当事
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者である労働者及び使用者の要請を受け、第三者として中立的な立場で解決に向けた調整

を行う「あっせん」も行っております。 

 今後も、労働相談情報センターは、身近な労働相談の窓口として皆さまのお役に立てる

よう取り組んで参ります。 

 

※ 労働相談情報センターについては、「ＴＯＫＹＯはたらくネット～東京都の雇用就業に関する総

合ＷＥＢサイト～(http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/)」で紹介しております。 

（産業労働局） 

 

〇”英語話せます”バッジ（平成２８年１２月） 

海外からのビジター数が年々増え続け、２０２０年のオリンピックを控える中、日本人

の平均的な英語対応能力は、なかなかアップしません。ただ、英語が出来るのに（そして

海外の方のお役にたちたいと思っているのに）街中で見知らぬ人に声をかけることも勇気

がいります。 

そこで提案です。英語が話せることを示すバッジやチャームなどを身に着ける制度をつ

くるのはいかがでしょうか。ボランティア的な発想ですが、街中で日本語がわからず道に

迷っている外国の方がたが、そのバッジ（チャーム）を目印に、英語で質問ができるとい

うものです（妊婦さんの持つ「お腹に赤ちゃんがいます」チャームにヒントを得ました）。 

自主的な判断で身に着けるので、英会話力のレベルは統一するのは難しいと思いますが、

あくまでもボランティアとしての案になります。外国からのビジターに親切な街ＴＯＫＹ

ＯのＰＲにもなると思いますので是非、ご検討ください。 

 

【取組】 

このたびは、貴重な御意見を頂き、ありがとうございます。 

生活文化局では、外国人観光客等が安心して東京に滞在できる環境を整えるため、街な

かで困っている外国人を見かけた際などに簡単な英語で積極的に声をかけ、道案内等の手

助けをする「外国人おもてなし語学ボランティア」の育成に取り組んでいるところです。 

英会話だけでなく、外国人とのコミュニケーション方法やおもてなしの心について学ぶ

育成講座を修了された方を、「外国人おもてなし語学ボランティア」として登録し、平成

２９年６月末現在、約１５，０００名の方に御登録いただいております。 

育成講座修了時には、困っている外国人観光客等に勇気をもって声をかける一助となる

よう、修了者全員に「ＭＡＹ Ｉ ＨＥＬＰ ＹＯＵ？」と書かれたバッジをお配りしてお

ります。なお、２０１９（平成３１）年度までの目標育成人数を当初の３５，０００人か

ら５０，０００人に拡充しました。東京全体での「おもてなし」実現に向けて、本事業を

さらに推進して参ります。 

（生活文化局、オリンピック・パラリンピック準備局） 

 

〇花粉症対策について（平成２９年２月） 

奥多摩周辺の都内への花粉の飛散を、杉を伐採して防御する。これにより杉花粉に苦し

む多くの都民の救世主となす。 

 

【取組】 

東京の森林・林業に関する御意見を頂き、ありがとうございます。 

http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/rodosodan/index.html
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/rodosodan/index.html
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東京都では、花粉の少ない森づくりを進めるため、平成１８年度よりスギ林を伐採し、

「東京の木多摩産材」として利用し、その跡地に花粉の少ないスギ等を植栽、保育してお

ります。 

今後とも、東京の森や東京の木多摩産材に対する都民の皆さまの御支援・御協力をよろ

しくお願いいたします。                      （産業労働局） 

 

 

（4）くらし 

〇豊洲市場調査について（平成２８年９月） 

このたびの移転延期に伴い、日々、粉骨砕身で調査に当たっておられることと存じます。 

お疲れ様でございます。 

当方、渦中の豊洲に住んでいる者です。連日の「豊洲は汚染地域である」かのような報

道に大変心を痛めております。他地区に通学されている豊洲在住のお子さんに、心無い言

葉が浴びせられるという話も伺っており、一日も早く安全宣言が出ることを祈ってやみま

せん。 

また、東京オリンピックでも注目される重要拠点があらぬ風評被害にあい、イメージが

悪くなることは、都・区、ひいては国益にも関わる重大案件かと存じます。 

報道機関の偏向報道を戒めると同時に、豊洲だけではなく、公平に、築地の土壌・水質

検査、ネズミ・ゴキブリ等の衛生問題の現状、アスベストの問題を今一度発表していただ

きたく存じます。最善の方向に向かうことを切に願います。 

 

【説明】 

豊洲市場用地の土壌汚染対策につきましては、市場関係者や都民の皆様方に正確な情報

を提供してこなかったことにより、食の安全・安心への不安を抱かせ、ひいては都政全体

に対する信頼を著しく損ねたことを心よりおわび申し上げます。 

 今後につきましては、当局の事業全般にわたり、正確な情報提供を徹底することはもと

より、職員の意識改革を進め、組織間の連携を再度見直すなど、局一丸となって信頼の回

復に向けて取り組んで参ります。                 （中央卸売市場） 

 

〇東京都青少年健全育成条例の不健全図書の指定について（平成２８年１０月） 

昨今の世の中では、インターネット上で残虐な斬首等 動画や猥褻な動画を簡単に見るこ

とができるのに対し、図書だけ不当に制限されています。 

不健全図書の正当性を示すなら、インターネットのそういった動画や画像などを全て制

限するべきではないでしょうか？ 

もし、制限出来ないのであれば、すぐにでも撤廃すべきだと思います。確実な返答を求

めます。よろしくお願いします。 

 

【説明】 

東京都青少年の健全な育成に関する条例では、不健全図書類、インターネット上の有害

情報のいずれについても、青少年が有害情報に触れにくくする取組を講じることによって、

青少年の健全育成を図っております。 

図書類についての具体的な取組は、条例に基づき図書類販売事業者等が、青少年の健全
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育成上、不健全と思われる図書類については、いわゆる成人向けであることの表示や、東

京都規則で定める方法で包装や他の図書類との区分陳列をして販売等に努めるよう自主

規制を行っております。 

このような自主規制に基づく措置がなされていない場合に、都は、販売事業者等に対し

て、青少年が手に取らないよう他の図書類との区分陳列や青少年に対する販売制限等を義

務付ける不健全図書類としての指定を行っております。 

一方、インターネット上の有害情報については、インターネット接続役務提供事業者に

対し、インターネット接続役務に係る契約を締結するに当たって青少年が利用する場合は、

青少年有害情報フィルタリングサービスを提供していることを告知し、その利用を勧奨す

るよう努めること等と規定しております。 

また、都は、「ファミリｅルール講座」等において、青少年がインターネット上の青少

年有害情報を閲覧できないようアクセス制限する「フィルタリング」の重要性を周知した

り、「東京こどもネット・ケータイヘルプデスク」に寄せられた有害サイト等の情報につ

いては、フィルタリング事業者にその情報を提供してフィルタリング機能の充実に努める

等、青少年を有害情報から守るための様々な取組も行っております。 

引き続き、東京都の青少年行政に御理解・御協力いただきますよう、お願いいたします。 

（青少年・治安対策本部） 

 

〇拉致被害者全員奪還（平成２８年１１月） 

拉致問題解決の最大の障害は国民の無関心であり、最大の武器は国民世論の圧力だと思

います。 

拉致問題を前進させるには、国民的な盛り上がり（熱狂とも言うべき）が不可欠です。 

拉致事件に関する積極的な広報活動を行ってください。 

 

【取組】 

このたびは、貴重な御意見をお寄せいただき、ありがとうございます。 

東京都では、都民一人一人が、拉致問題を自分自身の問題として考え、行動することが、

政府を後押しし、それが問題解決に向けた大きな力になることから、拉致問題等について

の正しい知識の普及を図り、都民の関心と認識を深めるための取組として、都民集会や写

真パネル展の開催、啓発ポスターを使った車内広告等、様々な啓発活動に取り組んでおり

ます。 

今後も、関係団体等と連携し、拉致被害者奪還に向けた国民運動の一翼を担いつつ、早

期解決に向けた国の動きを後押しして参ります。             （総務局） 

 

〇外国人差別について（平成２８年１２月） 

私は、国際結婚をした日本人です。 

引っ越しをする際、希望に合った物件が見つかっても、「外国人はＮＧです」と断られる

ことが多々あり、現在も引っ越し先が見つからないままでいます。ちなみに、パートナー

は日本語は問題なく出来て、漢字の読み書きも出来ます。 

東京オリンピックに向けて、いろいろ施策をしているようですが、この現状では、日本

への印象があまり良くないのではないでしょうか？ 

私達だけではなく、周りにも同じ経験をしている方達がいます。今時、外国人ＮＧなん

て時代錯誤だとは思いませんか？ 
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【取組】 

このたびは、貴重な御意見をお寄せいただき、ありがとうございます。 

東京都では、民間賃貸住宅において、国籍等の理由による入居制限が行われないよう、

リーフレットの作成・講習会の実施等を通じて、不動産業者や貸主への啓発に努めており

ます。 

また、外国人に対しては、日本の習慣や生活マナー等への理解を促進し、円滑な入居を

図るため、家の探し方や引っ越しの手続きなどについて「外国人のための生活ガイド・リ

ビングインフォメーション」（東京都国際交流委員会ホームページ）により情報の提供を

行っております。 

（生活文化局、都市整備局） 

 

〇築地は移転しないで（平成２９年１月） 

豊洲市場の汚染数値が早く出てよかった。小池さんに頑張ってもらいたい。築地は移転

しないで現地改築すべきである。豊洲は市場以外の別の利用を考えた方がよい。 

 

〇豊洲移転に関する測定結果について（平成２９年１月） 

 報告された結果をニュース等で拝見しました。大変な結果になりましたね。 

一番気になったのは、サンプリング方法・保管・輸送状態・分析手法（技術を含めて）

です。これらが正しくされていなければ、データの信憑性が全く無いと考えます。 

専門家委員会の方なり、都の職員（化学採用の上級職）の方々が、どうして、しっかり

と管理して外部に委託させていなかったのかと考えます。 

出て来たデータをまとめるだけでなく、上記について、時系列で関連性が取れるような

しっかりとしたデータを取得する仕組みになっているのかをフォローするような、責任あ

る担当者を作っておくべきではなかったかと考えます。 

今後、どうしたらという点もありますが、先ず、委託した業者に細かい作業方法や分析

条件を聴いて、比較して妥当だったかを確認した方が良いと考えます。例えば、適切な感

度での測定法だったのかなど。 

早くケリをつけて、現在、困っている築地市場の方々が、安心して仕事が出来るように

なれば良いと考えます。 

 

【取組】 

 豊洲市場用地の第９回地下水モニタリング調査結果につきましては、第８回までのデー

タと比べ、急激に変動している箇所が複数あることから、試料の採取方法等について確認

を行うため、第４回専門家会議において、暫定値として公表いたしました。 

その後、専門家会議の管理の下、再調査を実施し、これまでの調査の実施状況を検証し

ました。 

 その結果を踏まえ、第５回専門家会議（平成２９年３月１９日（日）開催）において審

議され、別添資料のとおりの結論となりました。 

※ 中央卸売市場ホームページ 

（http://www.shijou.metro.tokyo.jp/toyosu/pdf/expert/05/03.pdf） 

（中央卸売市場） 
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〇コンビニエンスストアにおける成人向け雑誌の取扱について（平成２９年１月） 

日本では、コンビニエンスストアで堂々と成人向け雑誌が売られていますが、取扱に制

限を設けて欲しいと思っております。 

何年か海外で生活したのですが、中東、アメリカ、欧州いずれの国でも、一般の書店や

コンビニエンスストアでは、成人向け雑誌を取り扱っていないか、あるとしても、わいせ

つな写真が隠れるよう、カバーをかけて売られていました。オリンピックを控えた今、東

京都だけでも同様の対応はできないでしょうか。 

先日、子どもを連れてコンビニエンスストアのＡＴＭを利用していたところ、ちょうど

機械の真横に成人向け雑誌が置いてあり、何も分からない子どもが「これ見て。」と言って

きたのを見て、心底、悲しくなりました。 

 

【説明】 

このたびは、青少年の健全育成について、御意見を頂きまして、ありがとうございます。 

東京都では、「東京都青少年の健全な育成に関する条例」に基づき、発行・販売・貸付

等の業者による自主規制から外れ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると判断さ

れる図書類が販売等されている場合は、不健全図書類として指定しております。 

これらの不健全図書類を販売等する場合には、書店やコンビニエンスストアなどの販売

業者等は、他の図書類と明確に区分し、店員が容易に見通せる場所へ陳列した上で、青少

年へ販売等をしてはならないこととなります。 

東京都といたしましては、これらを引き続き、周知・徹底するとともに、頂きました御

意見も参考にさせていただきつつ、さらなる健全育成のための環境整備に努めて参ります。 

（青少年・治安対策本部） 

 

〇銭湯を保護して（平成２９年２月） 

区内の銭湯が激減しています。災害時に頼りになる公衆浴場を保護してほしいです。 

水道料金やガス料金など、かなりの額を補助しても豊洲に５０００億円使うよりも安く

済みます。 

これ以上、東京から銭湯が減るのを防止してください。 

 

【取組】 

 このたびは、貴重な御意見を頂きまして、ありがとうございます。 

 銭湯は、都民の皆さまの公衆衛生の確保、健康づくり、地域交流の拠点として重要な役

割を担っております。 

しかしながら、自家風呂の普及による利用者の減少、施設の老朽化、経営者の高齢化な

どの理由により、転廃業が続いております。 

このため、東京都では、各種助成策を実施して、施設確保と経営の安定化を図っており

ます。 

一例として、銭湯施設の改築や改修、設備更新にかかる費用の一部を補助したり、浴場

業界が実施する利用者拡大の取組の費用を補助したりしております。 

東京都は今後とも、これらの助成策を通して、銭湯の振興に努めて参ります。 

（生活文化局） 

 



- 22 - 

 

 

〇豊洲へ早急に移転すべき（平成２９年３月） 

豊洲が安全な事が分かったなら、早急に市場を移転させてください。 

誰かの責任追及とか興味ないです。やりたきゃ移転させた後ゆっくりやればいい。 

あれだけの施設を作っておいて、放置しておくのはお金のムダです。 

市場関係者の生活の事、ちゃんと考えているんですか？ 

 

〇豊洲市場の施設は使用すべきではない（平成２９年３月） 

食品を扱う環境は常に安全と安心の両方が担保されなければならない。はじめから問題

のあることがわかっている豊洲埋立地は、そもそも初めから市場の候補地にあげるべきで

はなく、施設が出来てしまっているから早く移すべきだという考えは捨てるべきである。 

安心できない環境で扱われた食品は消費者がそっぽを向くでしょう。消費者からそっぽを

向かれた市場が、今後成り立たなくなったとしたらその責任は誰が取るのでしょうか。食

の問題に関してはどこかで折り合いをつけるとかの話ではない。現在の施設は使用すべき

ではない。 

 

【取組】 

 築地市場の豊洲市場への移転につきましては、昨年１１月にお示ししましたロードマッ

プに従って、専門家会議及び市場問題プロジェクトチームでの検証など一歩一歩ステップ

を着実に進めてきました。その後、４月に設置した「市場のあり方戦略本部」において、

その検証の成果も集約したうえで、残された諸課題の総点検を行いました。 

これらを踏まえて、平成２９年６月２０日（火）小池知事より、 

①築地市場を５年後を目途に再開発する。環状２号線は五輪前に開通させ、当面、五輪

用のデポ（輸送拠点）として活用。その後、「食のテーマパーク」機能を有する新た

な場として東京を牽引する一大拠点とする。 

②豊洲市場は、冷凍冷蔵・物流・加工等機能を強化し、将来にわたる総合物流拠点にする。  

③築地の再開発および豊洲市場利用の具体案を、事業者および都民とのオープンな場を

設け、広く情報公開しながら検討する。東京都は業者の皆さま、都民の皆さまからの

失った信頼を回復するよう徹底的に努力する。  

の３つの基本方針が示されました。 

この基本方針を基にしまして、市場の移転問題の解決に向け、着実に進めていくため、

「市場移転に関する関係局長会議」において、具体的な取り組みを進めていくこととして

います。中央卸売市場といたしましては、築地市場の豊洲市場への早期移転を円滑に実施

するために、市場業者、業界団体とのコミュニケーションを密にして、全力で取り組んで

参ります。                           （中央卸売市場） 

 

 

（5）環境 

〇クマ対策のお願い（平成２８年７月） 

東京都の山に行きたいのですが､クマが怖いので対策をお願いします。以前は、東京都内

の山歩きをし、名物を食べ歩きするのが趣味でしたが、最近はクマが怖いので行けません。

申し訳ありませんが対策をお願いします。高尾山も怖くて行けません。 



- 23 - 

 

 

【説明】 

平素から、東京都の環境行政に御理解と御協力を賜り、誠にありがとうございます。都

では、クマ（ツキノワグマ）による人的被害を防止するため、クマの生息地域となる市町

村と連携し、出没・目撃情報を把握し、警戒・防除を図っています。具体的には、クマの

出没・目撃情報があった場合には、関係機関と連携し、出没箇所やその周辺に注意看板を

設置しています。また、人里近くでクマが出没した場合には、地元市町村が放送等による

注意喚起や追払い等を行っています。 

このように都でも、クマ対策は行っておりますが、山にお出かけの際は、ビジターセン

ターでクマの目撃情報（ホームページにも掲載）を収集する等、ご自身でもクマの出没情

報に御注意いただき、音（クマ鈴、ラジオ、話し声など）を出すような対応も併せてお願

いいたします。 

（環境局） 

 

〇カラス、ハクビシン、ハトの駆除について（平成２８年７月） 

練馬区に住んでいますが、最近、タイトルに記載した生物が増えています。ハクビシン

は、猫を追い回し、ハトは、洗濯物を汚します。カラスは言うに及ばずです。 

衛生面からも都として、一斉駆除のお願いはできないのでしょうか。 

 

【説明】 

平素から、東京都の環境行政に御理解と御協力を賜り、誠にありがとうございます。 

自然界に生きている動物の被害については、原則として被害にあわれた方に対応してい

ただくことになっておりますが、都では、生活環境や生態系へ被害を及ぼす外来生物をは

じめとした鳥獣については、区市町村や住民の方々と連携しながら被害の軽減に努めてお

ります。 

カラス対策としては、平成１３年度から継続して、都内全域でトラップを用いた捕獲と

大規模なねぐらにおける巣落としを実施しており、その生息数は、最も多かった平成１３

年度の３万６千羽から、平成２７年度には１万２千羽に減っています。 

ハクビシン対策としては、区市町村が捕獲等による防除を実施するための情報提供や、

技術的な支援を行っています。また、捕獲を行う区市町村へは対策経費の助成をしています。 

ハトについて捕獲等は行っておりませんが、国や区市町村と共にエサやり防止の普及啓

発並びに指導を実施しております。 

なお、東京都の取組以外に区市町村ごとの取組もありますので、個別の取組については

地元区市町村に御相談ください。 

最後になりますが、人や他の動物に影響を与えずに特定の鳥獣を一斉駆除することは難

しいと考えております。 

（環境局） 

 

〇ヒートアイランド対策としての街路樹について（平成２８年７月） 

こんにちは、いろいろなヒートアイランド対策をやっていただいてありがとうございま

す。街路樹の枝きりについてお願いがあります。木陰は日差しから人を守るだけでなく道

路の温度上昇・蓄熱量の低減もしてくれますので、なるべく夏場の間は枝葉を茂らせたま

まにしておいてほしいです。よろしくお願いします。 
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【対応】 

今回は、貴重な御意見をいただきありがとうございました。 

御意見をお寄せいただいたとおり、日差しの厳しい夏場に木陰を提供することは、街路

樹の重要な機能の一つであり、枝葉を可能な限り伸ばすことが大切と考えています。 

その一方で街路樹は道路上にあり、道路の条件や沿道の土地利用を考慮しつつ、植物の

生育サイクルに合わせ適切な時期に維持管理をする必要があり、また、台風など強風によ

る倒木の未然防止といった安全性を確保することも重要です。 

このため、都では街路樹の剪定を定期的に行っておりますが、夏期の剪定を行う場合に

は、枝葉の密度を調整するなど、倒木の防止といった安全面に配慮しつつ、夏場に木陰が

十分形成されるよう剪定を行っております。また、道路の条件に応じて樹冠を大きくし、

木陰をより多く作りだしていくよう計画的な剪定にも取り組んでおります。 

今後とも都の道路緑化行政に御理解いただきますよう、お願いいたします。 

（建設局） 

 

〇賞味期限切れ前の備蓄クラッカー無料配布について（平成２９年１月） 

備蓄無料配布の記事を見たが、防災の為の品であれば、そういうイベントや啓蒙用に使っ

た方が良いのでは？ 

昔、秋葉原駅前かどこかで、警察主導？の防災用アルファ米とクラッカーのセットを、

もらった記憶がある。 

防災への注意喚起や必要事項などの簡単な案内用紙と共に都内各駅前で配るとか、そう

いう使い方の方が良いと思う。 

廃棄予定品を再利用して、また、それらを実際に食べてもらうことで、問題点なども見

えてくる可能性もあると思います。 

 

【説明】 

 このたびは、貴重な御意見を頂き、ありがとうございました。 

東京都では、災害時の備えとして、クラッカーをはじめとする災害救助用の食糧を備蓄

しております。 

今回の「防災と一緒に考えよう～備蓄食品の『もったいない』」防災備蓄食品の配布に

つきましては、防災備蓄の重要性を認識していただくとともに、食べ物の大切さを意識す

るきっかけとしていただくため、一般の方にお配りすることとしたものです。 

配布に当たっては、動物園等に来園された方のほか、平成２９年１月２０日（金）に外

国人支援のための防災訓練（駒沢オリンピック公園）、平成２９年１月２９日（日）に防

災ミニフェスタ（神代植物公園）でも配布しました。いずれの配布の際にも、日常備蓄を

呼びかけるチラシとともにお配りしました。 

今後も、御指摘のとおり、防災と結びつけた広報活動の一環として配布するなど、廃棄

せず有効活用できるシステムの構築に努めて参ります。    （環境局、福祉保健局） 

 

〇アホウドリ、８０年ぶりに小笠原に帰る（平成２９年３月） 

お忙しいところ、申し訳ありません。 

今年３月１日、聟島（むこじま）でアホウドリ緑 M170が確認されました。 

アホウドリの移送育成事業で金字塔がうち建てられました。 
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おめでとうございます。 

質問があります。この個体の母親は赤 Y11でしょうか。 

 

【説明】 

 このたびは、アホウドリの新繁殖地形成事業について、お問い合わせをいただきありが

とうございます。 

 御質問のあった小笠原諸島媒島(なこうどじま)生まれのアホウドリ（M170）の母親は、

カラーリング番号赤Y11の個体です。 

 赤Y11個体は鳥島からヒナの時に聟島に移送した個体で、その際にＤＮＡ資料もとって

いたことから、M170の母親がY11でほぼ間違いないということがわかりました。 

 小笠原生まれのアホウドリのヒナは、M170を筆頭に４羽が確認されており、これからも

成長した個体が戻ってきてくれることを期待しております。なお、環境局のプレス発表も

御覧いただければと存じます。 

 (http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2017/03/24/04.html) 

 

＜媒島生まれのM170（右）と親鳥の人工飼育個体Y11＞ 

  （環境局） 

 

〇メダル協力ボックスの設置（平成２９年３月） 

東京オリンピックに少しでも関われたらと思っていました。不要な携帯電話等でメダル

を作成する記事を見て協力できると思いました。が、ボックスの設置が都庁のみであるこ

と、時間が平日の日中であることで難しくなりました。働いている方や都外からでは時間

がかかり、なかなか都庁まで行かれません。 

是非、区市町村役所にもボックスの設置をお願いします。協力できる人たくさんできる

と思います。どれくらい必要なのかわかりませんが、集まり過ぎそうなら期間限定でもよ

いと思います。 

 

【説明】 

東京 2020 大会のメダル製作に向けた携帯電話等の小型電子機器の受付事業に御協力

いただき、ありがとうございます。 

 都庁舎での受付は、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会による「都

市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト」に提供するため、東京都が先行して２
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月１６日から開始し、現在は、土日も含め受付を行っております。 

４月からは、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会による「都市鉱山

からつくる！みんなのメダルプロジェクト」がスタートしており、すでに一部の区市町村

がプロジェクトに参加して、メダル製作に向けた小型電子機器の回収を始めております。 

今後も参画自治体は増える見込みと聞いておりますので、まずはお住まいの区市町村に

回収開始予定などをお問い合わせいただければと存じます。 

 

また、NTTドコモでも取組を開始していると聞いておりますので、合わせてお問い合わ

せいただければと存じます。 

 （https://www.nttdocomo.co.jp/corporate/csr/ecology/resources/medal_project/index.html） 

「都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト」については次のＵＲＬを御参照く

ださい。(http://www.toshi-kouzan.jp/) 

 何卒、よろしくお願い申し上げます。 

（環境局、オリンピック・パラリンピック準備局） 

 

〇食品ロス削減について（平成２９年３月） 

現在の都内の食品ロスを半減するという目標、事業にとても共感してます。食品ロスを

減らすことで、ゴミの削減になり環境にもいいので、ぜひ頑張って取り組んでもらいたい

です。 

 

【取組】 

貴重な励ましの御意見を頂戴しまして、誠にありがとうございます。 

都は、昨年１２月に発表した２０２０年に向けた実行プランで、２０３０年度までに食

品ロス半減を達成するための「食品ロス削減・東京方式」を確立することを目標に掲げて

おり、具体的な方策を関係者と議論しながら取り組んで参ります。 

今後とも、御理解と御協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

（環境局） 

 

 

（6）福祉・健康・衛生・医療 

〇都立病院の救急外来の対応について（平成２８年６月） 

都立病院に、救急外来で来ました。 

妊娠後期で、今朝から胎動がないため、連絡してから来ました。 

救急外来のスタッフステーションでは、最初に簡単な状況を聞いた後、何も伝えられず

４０分待たされました。 

何を待っているのか、どうしていいかもわからず、たまりかねて、どうなっているのか？

と聞いたら、「今、先生を待っています。」とだけ。 

そういうことを、最初に伝えずに、どれくらい待たされるかもなく、何のために待機さ

せられているのか、説明もなく、妻も非常に不安がっていました。 

まったく心がこもっていない上、状況の説明を求めても、「先生を待っています。」 

なぜ説明を最初にしてくれなかったのか聞いても無視。甚だ不愉快です。改善をお願い

します。 
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【取組】 

 このたびは、当院の対応に、御不快、御不安の念を与えてしまいましたことを心よりお

わび申し上げます。 

 救急外来におきましては、看護師による問診の後、できるだけ速やかに診察を開始する

ことになっておりますが、他により重篤な症状の方がいらっしゃる場合、診察開始までに

しばらくお時間をいただく場合がございます。 

 相談者様の御来院時は、病棟に緊急の処置を要する妊婦さんがいらっしゃったため、担

当医師がそちらの対応をさせていただいており、結果として長い時間お待たせすることに

なってしまいました。 

 しかしながら、御指摘いただきましたとおり、当院のスタッフから丁寧な状況説明やど

の位の待ち時間になるかなどをお知らせしていれば、御不快、御不安な思いをさせてしま

うことを避け得たと認識しております。 

 このたびいただきました御意見につきましては、院内幹部職員、救急外来スタッフ及び

診察を担当した産婦人科医師など関係職員に周知いたしました。 

 そして、今回のような事情により診察開始までにお時間をいただくような場合には、ス

タッフから適切なお声掛けや御説明をさせていただきますと共に、可能な限り待ち時間の

目安をお知らせしますよう努める所存でございます。 

 このたびは、貴重な御意見を賜り誠にありがとうございました。 

（病院経営本部） 

 

〇障害者手帳の形式について（平成２８年８月） 

現在、東京都発行の障害者手帳を交付していただいております。 

バスなどで割引運賃を適用していただくため、取り出しやすいように定期入れに障害者

手帳を入れております。 

しかし、障害者手帳のサイズが大きく、少し折り曲げなければならないのと、紙製のた

め痛んでしまいます。 

マイナンバーカードのような、お財布のカード入れにも入るサイズで、プラスチック製

にはできないものでしょうか？ 

 

【説明】 

 日頃より、東京都の福祉保健行政に御理解と御協力を賜り、誠にありがとうございます。

また、このたびは御意見をお寄せいただき、重ねて御礼申し上げます。 

障害者手帳（身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳）は、記載する情報

量、個人情報等の保護への配慮から、現在のサイズ・形式となっております。 

具体的には、それぞれの手帳が折り畳み式で、表面に手帳番号、交付年月日、本人氏名、

障害等級などが記載されており、折りたたまれた内側の面には、本人住所、生年月日等の

個人情報に加え、身体障害者手帳には補装具の給付記録、精神障害者手帳には精神障害者

都営交通乗車証発行の履歴など多様な情報がそれぞれ記載されております。 

公共交通機関の利用などで障害者手帳を提示する際は、表面のみをお見せいただくよう

になっており、内側に記載されている個人情報やその他の情報が他の方の目に触れること

のない作りになっております。 

このように、様々な事情を考慮した上で、現在の形となっております。御理解いただき
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ますよう、お願い申し上げます。                  （福祉保健局） 

 

〇ペット殺処分ゼロに期待（平成２８年１０月） 

私は、動物愛護センターで仔犬を頂き、毎日愛犬と幸せに暮らしています。殺処分ゼロ

の公約はとても嬉しかったです。必ず結果を出してほしいです。そこで、２つ提案があり

ます。 

１．動物愛護センターの存在、活動をもっと宣伝してください。意外と認知度は低いです。

ある程度のしつけをしてあること、予防接種済、無料で譲渡等。それとともに飼うと

きの条件の公表。 

２．ペットショップで購入する人の講習会参加の義務付け（愛護センターで行う講習会の

内容はとても良い。）。人はもっと犬の習性等を知るべき。講習会はペットショップが

行う。安易に売らない。 

 

【取組】 

このたびは、御意見を頂きましてありがとうございます。 

都は動物の殺処分ゼロを目指して、動物愛護相談センターや動物愛護団体が保護してい

る犬や猫を新しい飼い主へつなぐ譲渡の取組を推進しております。 

動物愛護相談センターでの譲渡に関する情報については、現在、ホームページ等でお知

らせしております。これに加えて、１１月からは都に登録している動物愛護団体の譲渡会

情報もホームページに掲載いたしました。 

また、譲渡の拡大と適正飼養の普及啓発の取組を通じて、動物愛護相談センターの存在

や譲渡の対象となる動物について、多くの都民の方へお知らせをしております。今後とも、

分かりやすい情報発信に努めて参ります。 

ペットショップ等の動物の販売を行う第一種動物取扱業者には、あらかじめ、動物を購

入しようとする方に対し、当該動物の適正飼養に関する情報を提供することが義務付けら

れております。 

都においても、ペットを飼いたいと思う方が、動物の習性や飼い方を学べるように講習

会等を開催するとともに、パンフレットやＤＶＤ等を通じて適正飼養等を働きかけており、

今後とも、こうした取組を推進して参ります。 

（福祉保健局） 

 

〇性感染症検査の予約について（平成２８年１２月） 

東京都の南新宿でされている休日の性感染症検査の予約についての苦情です。 

ホームページに電話で予約後、尿検査キットを予約日までに取りに来て、検査をすると

書かれていたのですが、何度電話しても繋がらなかったので直接窓口へ行きました。自分

だけでなく、彼女の分も予約をしたかったので２人分の予約と検査キットを受けとろうと

思ったところ、窓口で断られました。理由は予約をしないとキットは渡せないとのこと、

また、予約は本人でないと出来ないので、彼女分は予約もキットを渡すこともできないと

のことでした。 

電話で予約でき、匿名で受けられる検査に窓口では本人が来ないといけない理由がわか

りません。 

検査の性質上、どの自治体もプライバシーの配慮や受けるにあたっての敷居を低くされ

ています。 以前に住んでいた自治体では予約もいらず、検査キットは検査を受けに行った
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その日に渡して検査をしてくれていました。  

もっと都民が受けやすい検査にしてほしいです。 

 

【説明】 

このたびは、東京都南新宿検査・相談室の性感染症検査について、御不便をお掛けし、

申し訳ございませんでした。 

１１月１６日から１２月１５日までの東京都エイズ予防月間中、本検査室では、HIV と

梅毒の血液検査、クラミジアと淋病の尿検査を行っております。 

予約時には、本人の意思確認を行い、検査日には、検査内容の説明や検査（採血）に時

間を要するため、スムーズに検査を受けていただけるよう、本人による予約制としており

ます。期間中の電話予約につきましては、電話回線及び人員を増やして対応しております

が、多くの方から電話を頂いたため繋がらず、何度もお電話を頂き、御迷惑をお掛けしま

した。またそのために、窓口にお越しいただき、お手数をお掛けしました。 

なお、検査の予約は、電話だけではなく、南新宿検査・相談室のホームページでも受け

付けておりますので、併せて御利用ください。 

予約から検査結果までは、①検査日の予約、②検査日の前に御本人が検査室で尿検査用

の採尿キットを受け取る、③検査日に尿検体を持参し採血を受ける、④翌週以降に検査結

果の説明を受ける、という流れです。 

事前に御本人にお越しいただいて採尿キットをお渡しするのは、正確な検査を受けてい

ただくために御本人であることを確認し、尿の取り方などを直接、御説明するためです。 

また、本検査室は、民間の貸しビルの中にあり、トイレはフロア共用で検査室の外にあ

ることから、同フロアの検査室以外の場所を訪れる方も利用するため、検査には使用する

ことができません。そのため、検査日の前に採尿キットをお渡しし、自宅等で採尿し検査

日にお持ちいただく方法をとっております。 

 今回、頂戴しました御意見を参考にさせていただき、今後もよりよい検査が行えるよう、

努めて参ります。                          （福祉保健局） 

 

〇高齢者介護等について（平成２９年１月） 

超高齢化社会で介護等が破綻しない方法の提案です。 

税金を投入せず高齢者を支えるのは、ボランティアの力しかないと思います。 

ただし、ボランティア団体に連絡をとったり、そもそも定期的にお手伝いをできない社

会人などは、なかなか戦力になれません。 

そこで提案なのですが、都が間に入り、助けが必要なケースをウェブなどにアップし、

手伝える人が応募するという方法です。インターネット掲示板などに「助けて」のコーナー

などありますが、個人対個人だと相手がわからず不安ですが、間に都が入ることによって、

詐欺などの不安を払拭できます。ウェブで、いつでも手伝えることがわかれば、単発でも

簡単に手伝えると思います。 

例えば、独居老人が電灯の交換など簡単なものでも良いと思います。お年寄りで、ＰＣ

アクセスが無い方の場合、ケアマネージャーさんが代わりに登録すれば良いと思います。 

一歩進んで言えば、手伝った側に内容に応じてボランティアポイントを与え、それを使っ

て自分も手伝いをしてもらえると良いかと。例えば、庭の草取り、引っ越しの手伝いなど。 

もちろん、間に立つ都には、この仕組みを維持するコストがかかりますし、トラブルの

際には、間に会っていただく必要がありますが、高齢者や貧困層を支える現在のコストを
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考えると、助け合いシステムの方が維持しやすいのではないでしょうか？是非、ご検討願

います。 

 

【取組】 

このたびは、貴重な御意見を頂き、ありがとうございます。 

御指摘いただきましたとおり、高齢者の多様な生活支援ニーズに対応するには、ＮＰＯ

やボランティアなど地域の多様な主体による支援が必要です。地域の実情をよく把握し、

地域づくりの中心となる区市町村が、支え合いによるサービス提供を推進していく役割を

担っております。 

そこで、多くの区市町村では、施設等でのボランティアや見守り活動などに対し、ポイ

ントを付与する取組を実施しております。また、都は、区市町村による地域の実情に応じ

た取組を推進しており、高齢者の身の回りの困りごとを、近隣の住民が、お手伝いするサー

ビスの提供などに補助を行っております。 

今後も、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、区市町村による支え合う地

域づくりを支援して参ります。                   （福祉保健局） 

 

〇障害者雇用について（平成２９年１月） 

私は精神障害です。現在は、就労移行支援を利用して就職に向けて訓練を行っています。

しかし、障害者求人が少なかったり、自分に合った職種が無いのが現状です。障害者雇用

の増加をさせる取り組みを是非、して頂きたいです。 

 

【取組】 

このたびは、貴重な御意見を頂き、ありがとうございます。 

東京都では、事業主向けに障害者雇用の理解促進を図るため、障害者雇用に当たって配

慮すべき事項や各種支援制度等の情報を盛り込んだハンドブックの作成や、企業向けセミ

ナーやイベントの開催など、普及啓発に努めております。 

また、障害者を雇用している企業に対する助成、国や都内就労支援機関等と連携した、

中小企業への個別訪問による障害者雇用に関する情報提供、精神障害者を初めて雇用する

中小企業に対する、採用から３年間の長期的支援など、様々な取組を行っております。 

このほか、地域の身近な相談・支援機関として、各区市町村へ、職業相談・就職準備支

援・職場開拓等の支援を実施する、区市町村障害者就労支援センターの設置を進めており、

障害者就業・生活支援センターも、都内６箇所に設置されております。 

今後とも、障害者雇用の促進のため、関係機関と連携しながら取組を行って参ります。 

（産業労働局、福祉保健局） 

 

〇保育士月給補助ありがとうございます（平成２９年１月） 

私は、留学のためロサンゼルスに在住していますが、「保育士月給補助」のニュースを拝

見し、感激してメール致しました。私自身のキャリアを続けて来られたのは、東京都のす

ばらしい保育園、保育士さんに子供を育児していただけたおかげです。 

都にいるときは、保育士さんの苛酷な仕事と収入が見合わないためか、５年程勤めてベ

テランになりかけた時に、辞めていかれる方が続々といらして、とても残念に思っていま

した。日本の宝である子供を、社会で育てて下さる取り組みに感謝しつつ、自身も帰国後、

東京都のためになるよう働く所存です。 
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【取組】 

 このたびは、メールをお寄せいただき誠にありがとうございます。 

東京都では、保育士等が専門性を高め、やりがいを持って働くことができるよう、保育

士等のキャリアアップに向けた取組に要する費用の一部を支援する「保育士等キャリア

アップ補助」を平成２７年度から実施しております。 

平成２９年度からは、更に保育士等の処遇改善を図り、保育人材の確保・定着を図るた

めに補助額を拡充しております。 

保育人材の確保・定着を図るために、引き続き、国への提案や制度の充実に努めて参り

ます。 

（福祉保健局） 

 

〇保育士以外の給料について（平成２９年１月） 

都内の保育園に勤めている者です。ネットで保育士の給料を４万円上げるというニュー

スを見て気になったのですが、保育士以外の職業の方はどうなのるでしょうか？ 

保育園には、保育士以外にも看護師・栄養士・調理師・事務などの職員がいます。自分

は正規職員ですが、保育士ではありません。なので、保育園関係のニュースを見るたびに、

保育士以外の職種に関しては、きちんと認識されているのか、いつも疑問に思ってしまい

ます。 

待遇面で保育業界から離れてしまうのは、保育士だけではありません。他の職種に関し

ても中々、人が見つからない、長く勤めていられないなどの現状があります。 

 

【取組】 

 このたびは、御意見をお寄せいただき誠にありがとうございます。 

東京都では、保育従事職員が専門性を高め、やりがいを持って働くことができるよう、

そうした方々のキャリアアップに向けた取組に要する費用の一部を支援する「保育士等

キャリアアップ補助」を平成２７年度から実施しております。 

都としても保育業務には、保育士以外の職種の方々も必要であることは十分に認識して

おり、「保育士等キャリアアップ補助」は、保育士に限定せず、補助対象施設に勤務する

看護師・栄養士・調理士・保育補助者・事務職員（非常勤を含み、経営に携わる法人等の

役員である職員を除く。）も対象としております。 

保育人材の確保・定着を図るために、引き続き、国への提案や制度の充実に努めて参り

ます。                              （福祉保健局） 

 

〇貧困児童に生活の場を（平成２９年１月） 

毎日の食事もまともに食べられない子供や、服などの生活必需品を買えない子供がたく

さんいるということを知りました。その子達は、生活が豊かな子に比べて、将来の希望を

持てない割合が高いそうです。 

そんな子供たちのために、無償で、食事も提供する共同住宅をつくることを提案します。

家賃や食材費がかからないことは、生活を支えることにつながります。また、食事の提供

は栄養不足の予防にもつながります。 

そして、同じような境遇の子供たちと生活することで、子供たちは自分達の境遇に引け

目を感じにくくなったり、一緒に遊ぶ友達が増えたりするので、精神的にも安定するし、
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様々な経験も出来るようになり、将来に希望が持てるようになったり、自分のやりたいこ

と、興味のあることを発見し、将来、どんな職業に就きたいか考えるきっかけにもなると

思います。 

 

【取組】 

このたびは、御意見をお寄せいただき誠にありがとうございます。 

 東京都では、子供たちが生まれ育った環境に左右されず、健やかに成長できる社会の形

成を目指しております。 

現在、東京都独自の施策として、身近な区市町村において、子供が気軽に立ち寄れる「居

場所」をつくり、学習支援や食事提供、親の相談対応など総合的に支援できるよう、「子 

供の居場所創設事業」に取り組んでおります。 

 今後とも、児童の福祉の向上のために努めて参りますので、どうぞよろしくお願いいた

します。 

（福祉保健局） 

 

 

（7）都市基盤・まちづくり 

〇公園内における犬の放し飼いについて（平成２８年４月） 

各公園には、「犬の放し飼い禁止」、「犬はリードや鎖でつないで」「犬の放し飼いは条例

違反です」等々の表示があります。しかし、ある程度広い公園では守られていないのが現

状です。例えば、足立区にある中川公園Ａ地区では、公園奥の水再生センター側のスペー

スはドッグランになっているのが常態化しています。公園管理者は見回りをしているよう

ですが、そのことを注意している気配は見受けられません。穿った見方をすれば、見て見

ぬふり、「触らぬ神に崇りなし」の感があります。糞も放置したままで、朝の巡回で管理者

が拾っているのを見ました。守っている方もいますが、その近くには怖くて近づけません。 

万一の場合は、都が責任を負ってくれるのでしょうか？注意書掲示で１００％守れたら

苦労しないわけで、例えば、千代田区で路上喫煙禁止条例が施行された時は、徹底させる

ために行動していました。現状確認と遵守の徹底策をお願いします。 

 

【取組】 

いつも都立公園をご利用いただきありがとうございます。また、このたびは、貴重な御

意見をお寄せいただきありがとうございました。 

都立公園では、皆様に安全・快適に御利用いただくため、犬のノーリードについて、看

板による注意喚起や見つけしだい注意指導などを行っております。 

都立中川公園では、これまでも現地の巡回指導員などが１日に５回、巡回を実施し、犬

のノーリードに対しての注意と糞の持ち帰りを呼び掛けております。  

また、園内を回りながらマナーアップのリーフレットや糞を回収する袋を配布するキャ

ンペーンを行ったり、飼い主のためのマナーアップ教室を開催するなど、飼い主のマナー

啓発にも努めており、更に注意看板の増設により注意喚起も強化しています。 

今回いただきました御意見も参考にしながら、引き続き、皆様に安全・快適に御利用い

ただけるよう取り組んで参ります。 

（建設局） 
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〇路上の置き看板について（平成２８年５月） 

赤坂通りですが、置き看板が歩道の半分以上を塞いでいます。 

雨天時はすれ違いができず、災害時の避難にも支障がでると思います。 

サミットも近づき、なおかつ首相官邸など重要施設からも近いのに、取り締まりもせず、

万が一ということもあります。取り締まりの徹底をお願いします。 

 

【取組】 

 日頃より、東京都の屋外広告物行政に御理解、御協力をいただきありがとうございます。 

 赤坂通りに関し、歩道の幅員が狭く、置き看板などが歩行者の通行の支障になっている

との御指摘については、屋外広告物法等に基づく対応を行っている港区にお伝えしていま

す。 

 今後も、区の屋外広告物担当や、道路管理者である建設局及び交通管理者である所轄警

察署等と連携して、違反広告物の適正化を図ってまいりたいと考えておりますので、御理

解の程よろしくお願い申し上げます。                （都市整備局） 

 

【取組】 

このたびは、御意見をいただきまして誠にありがとうございます。 

赤坂通りにつきましては、歩道の幅員がせまく、置き看板などが歩行者の通行の支障に

なっていることから、これまでも放棄されたと判断されるものについては撤去を行うほか、

所有権が明らかなものについては、所有者に対し撤去するよう指導を行ってきました。ま

た、交通管理者である所轄警察署や屋外広告物法に基づく対応を行っている区役所と合同

点検を実施し、道路利用の適正化を行っております。 

今後も引き続き、撤去や指導を実施するとともに、皆様が安全かつ快適に通行できる道

路管理に努めて参ります。                       （建設局） 

 

〇スポーツ施設予約センターの予約システムについて（平成２８年６月） 

日頃より、都立公園でのスポーツを楽しんでいます。設備もよく整備されており、とて

も満足して利用しています。 

ただ、ＷＥＢ予約のシステムサービスの不備について大変不満を感じており、是非とも、

早急な対応をお願いいたしたく、苦情を申します。 

今年１月のサイトリニューアル後、とても使いにくくなりました。 

加えて、登録者であるのにもかかわらず、ログインが困難な状況が増えました。 

特に、明らかにサイトの混雑が予測される特定の日には、２０～３０分もログインすら

できない状況が続いています。 

文字が化けていたりして、ログイン画面すら出てこないこともありますが、東京都はこ

れをご存じなのでしょうか？とても不便で、不満です。 

 

【説明】 

平素より東京都スポーツ施設サービスを御利用いただきましてありがとうございます。 

本システムにつきましては、平成２８年 1 月にスマートフォン専用サイトの増設など、

利用者サービス向上のためにリニューアルを行った後、アクセス集中時にログインしづら

くなる状況が発生いたしました。 
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利用者の皆様におかれましては、多大なご不便をお掛けしましたが、現在では、システ

ムの見直しなどを行い、リニューアル前の通信状態と同様のログイン時間でアクセスいた

だけるようになっております。よろしくお願い申し上げます。       （建設局） 

 

〇晴海ふ頭の歩道を除草してほしい（平成２８年６月） 

 晴海ふ頭客船ターミナルから補助３１４号線の交差点までの間の埠頭側の歩道において、

１年以上全く除草がされておらず、草が伸び放題で、ただでさえ狭いのに歩くのも困難な

状況です。 

また、舗装も沿道の樹木の根が張って、ぼこぼこです。いつ怪我人が出てもおかしくな

い状況です。大した量ではないので、港湾局の職員が直接対処できます。 

 

【対応】 

 このたびは、御不便をお掛けして大変申し訳ございませんでした。 

また、都民の声に御意見をいただきありがとうございます。 

 御指摘いただいた件に関しましては、平成２８年６月２２日（水曜日）に除草を実施し

ております。 

 当該地域につきましては、例年、３回程度の除草を計画的に実施しておりましたが、当

該地域において、東京 2020 オリンピック・パラリンピック関係の工事の実施が予定され

ていることから、今後は、必要に応じて除草等を行っていく予定です。 

 よろしく御理解のほどお願い申し上げます。          

（港湾局、都市整備局） 

 

〇「はな子」さんメモリアル（平成２８年８月） 

当方は、井の頭公園マスターの認定を受けている者です。 

５月に他界したアジアゾウ「はな子」さんのモニュメント設置、遺構（遺品）の保存等

を要望いたします。 

 

【取組】 

いつも井の頭自然文化園を御利用いただき、また、このたびは、貴重な御意見をありが

とうございます。 

はな子は、子供からお年寄りまで多くの人に愛され、井の頭自然文化園の歴史にとって

も忘れることができない存在です。思い出とともに資料を大切に保存し、皆様に伝えてい

きたいと考えています。 

今後とも、地域に愛される動物園を目指して取り組んで参ります。 

（建設局） 

 

〇ホームドアの設置について（平成２８年８月） 

先日、東京メトロ銀座線で盲導犬を連れた視覚障害者が、ホームから転落され、お亡く

なりになりました。 

都内の駅ホームは、とても狭く混雑時には健常者でも転落の危険が伴います。 

先ず、都内の駅構内のホームドア設置１００％を優先されてはいかがでしょうか？ 

ホームドアは、人命に関わる問題です。電柱の地中化と共に真っ先に取り組んでいただ

きたいです。 

更に「安全な街」東京を目指してください。 
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【取組】 

先日の東京メトロにおける事故につきましては、亡くなられた御本人の御冥福をお祈り

いたしますとともに、御遺族の皆様に心より哀悼の意を表させていただきます。 

利用者の安全確保は、鉄道事業者にとって最大の使命であり、都は、従来から東京メト

ロにハード・ソフト両面の安全対策の徹底を申し入れております。 

東京メトロは、青山一丁目駅など銀座線のホームドア設置を平成３０年度中に行うとし

ており、今回、駅員教育の徹底にも取り組んだと聞いております。 

国は、この事故を踏まえ、「駅のホームにおける安全性向上のための検討会」を開催し、

鉄道事業者らとともに、ハード・ソフト両面から、総合的な安全性向上対策を検討すると

しています。 

都としても、ホームドアの補助制度を設けて事業者を積極的に支援しているところであ

り、今後、国の検討会の状況等も踏まえて、引き続き国等と連携しながら適切に対応して

参ります。 

                            （都市整備局） 

 

【取組】 

このたびは、貴重な御意見を頂き、ありがとうございました。 

都営地下鉄のホームドアについては、三田線に導入し、その後、大江戸線への整備を完

了しております。 

また、新宿線についてもホームドアの設置準備を進めており、平成３０年度からホーム

ドア本体の設置を行い、平成３１年度までに新宿線全２１駅で順次稼働させていく予定で

す。 

さらに、浅草線については東京 2020大会に向けて、泉岳寺駅と大門駅の２駅において、

先行的にホームドアを整備する予定です。 

今後とも、安全で快適な都営交通の実現に向けて取り組んで参りますので、引き続き御

利用をお願いいたします。 

（交通局） 

 

〇隅田川でのルアー釣りの禁止要望（平成２８年１０月） 

隅田川に架かる水神大橋下、墨田区側の遊歩道の所でルアー釣りをしています。時間帯

は夜９時から１１時過ぎぐらいです。水神大橋の１つ目の橋桁からサーチライトで水面を

照らしている所があります。 

その照らされた所に魚が集まるらしく、そこに向けてルアーを投げ入れます。方向的に

１つ目の橋桁に向けて投げ入れますが、外れて橋の上の人が歩いている歩道にルアーが飛

んできます。頭の上を４本から６本の針が付いたルアーが飛んで来たことが数回あります。

１度は足に絡まったり非常に危険な目にあいました。いつか必ず針が眼に刺さったり、大

怪我をすることになると思います。 

ルアーが頭の上を飛んでくるようなことが日常あってはならないことです。こんな危険

な行為は早急に何らかの対応をして止めさせなければいけないと思います。前回も同じよ

うな要望をしましたが、全く何も変わっていません。本当に危険なので早急な対応を望み

ます。皆さんお忙しいと思いますが、よろしくお願いします。 
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【対応】 

 日頃より、東京都の河川事業に御理解、御協力をいただき、ありがとうございます。 

 隅田川テラスでの釣りにつきましては、通行者など他の利用者の支障となったり、河川

管理施設を汚損することのないよう、マナーを守って楽しんでいただくよう、掲示等でお

願いしております。 

 御意見で頂いていている状況は、橋の方向にルアーが投げられた際に、目標を逸れたも

のであり、釣りをしている人が注意をしていても起こりうるものと考えます。 

そこで、当該場所の近辺での投げ釣りを禁止することとし、掲示等で周知を図るととも

に、毎日夜間の巡回警備の際に特に注意を払うようにしております。 

 今後も引き続き、皆様が安全かつ快適に水辺を楽しんでいただけるよう努めて参ります

ので、御理解と御協力の程、よろしくお願いいたします。         （建設局） 

 

〇下水道工事に伴う通行止め周知について（平成２８年１１月） 

１１月１５日夜間、品川区百反通り下水道メンテナンス工事に伴い、当該箇所に接続す

る脇道において、事前予告なく車両通行止めが行われました。 

この区道は一方通行であり、上水、電気等のインフラ工事による車両通行止めがしばし

ば行われますが、影響の及ぶ近隣には、前もって、お知らせのビラが配られることが通例

です。このような公道の通行権を制限する行為を、事前周知なく勝手に進めることは、た

とえ、公益的事業であっても不適切と考えます。事実関係の確認と改善について対応願い

ます。 

 

【対応】 

日頃より、東京都下水道事業に御理解、御協力をいただきありがとうございます。  

このたびは、お車で通行された際に、御迷惑をお掛けして、大変申し訳ございませんで

した。 

当日は、下水道管きょ内の清掃作業を行っており、通行止めを伴う作業について周知す

る案内を事前配布しておりましたが、通行止めを行う区間にお住まいの方のみに配布し、

関係する周辺の皆さまにまで、お知らせする配慮に欠けておりました。 

今後は、作業のお知らせについて、影響の及ぶ範囲には、必ず事前に周知するとともに、

こうした御迷惑をお掛けしないよう、局職員一同取り組んで参ります。また、工事を行う

受注者に対して、改めて注意喚起及び指導を行って参ります。 

今後とも、下水道事業に御理解、御協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

（下水道局） 

 

〇公園の禁煙徹底（平成２９年２月） 

日比谷公園、夢の島公園などの公園内禁煙を徹底願います。受動喫煙で迷惑です。 

特に歩きたばこ。よろしくお願いします。 

 

【取組】 

このたびは、貴重な御意見を頂きまして誠にありがとうございます。 

都立公園では、誰もが安全で快適に御利用いただけるよう、多くの利用者が集まる場所

での喫煙を控えていただいております。 

日比谷公園や夢の島公園などにおきましても、受動喫煙の恐れがある場所や歩行中の喫
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煙に対して巡回指導の中で注意喚起を行うなど、喫煙マナーの向上を推進しております。 

今後とも、都立公園を御利用くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 

（建設局） 

 

〇高齢者への貸室拒否に胸が痛む（平成２９年２月） 

私は町の小さな不動産屋に従事しております。 

部屋探しに８０歳以上の方が多数お越しになります。大家様は年齢を聞いただけで、部

屋貸しを拒否します。そのたびに私どもはお年齢を理由にお断りをします。そのたびに私

は胸が痛くなります。民間の不動産屋では手を貸してあげることさえ出来ません。どうぞ

民間の不動産屋に任せることなく、高齢者に不安のない生活が出来るよう施設をお造り下

さい。 

 

【取組】 

このたびは、貴重な御意見を頂き、ありがとうございます。 

高齢者など住宅確保要配慮者に対して、地域の実情に応じたきめ細かな支援を行うため

には、区市町村が居住支援協議会を設立し、民間賃貸住宅への入居促進に向けた支援に取

り組むことが重要です。 

このため、都は、今後とも、全国の居住支援協議会の取組事例等の情報提供や活動に対

する財政支援等により、区市町村協議会の設立を一層、促進するとともに、入居可能な賃

貸住宅の情報提供やマッチングなどの活動を支援して参ります。 

また、都で定める一定の基準を満たす高齢者の入居を拒まない賃貸住宅について、都が

独自に実施する「東京シニア円滑入居賃貸住宅情報登録・閲覧制度」により、高齢者等へ

広く情報提供しております。賃貸住宅情報については「東京都防災・建築まちづくりセン

ター」のホームページで御覧になれます。 

一方、国においては、空き家等を活用した賃貸住宅の登録制度や入居者の負担軽減など

を内容とする制度の検討がなされていると聞いており、都としては、今後とも、その動向

を注視して参ります。 

なお、高齢者が生活できる施設として、都は、バリアフリー化され、安否確認サービス

や生活相談サービス等の付いたサービス付き高齢者向け住宅や、区市町村を通じて家賃減

額補助を行っている東京都高齢者向け優良賃貸住宅を供給するとともに、介護が必要に

なったときに入所できる施設として、特別養護老人ホームや認知症高齢者グループホーム

の整備を促進しており、今後とも、高齢者が安心して暮らせる社会の実現に向けて、引き

続き取り組んで参ります。                （都市整備局、福祉保健局） 

 

〇取水制限が必要だと考えます（平成２９年３月） 

小池都知事へ  

「取水制限」を、即刻、開始していただきたい、状況だと考えます。 

様々な問題で、多忙だと思いますが、こちらも、お願いします。 

https://www.waterworks.metro.tokyo.jp/suigen/suigen_g.html 

↑水系別貯水量の推移 

 今年の冬は降水が少なく、既に昨年６月に取水制限した貯水量の少なさに近づいており

ます。平成８年の様にこれから回復することも考えられますが、今年の積雪量はどうなん

でしょうね。 
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「取水制限」を判断する貯水量に至らなくとも、総合的に判断して、早めに取水制限を

実施した方が良い状況であると、素人ながら心配しております。 

 よろしくご判断いただきますようにお願いいたします。 

 

【説明】 

このたびは、貴重な御意見をいただき、誠にありがとうございます。  

利根川では、水道用、農業用、工業用等の水として一都五県が取水をしております。取

水制限については、国土交通省関東地方整備局が事務局を務める利根川水系渇水対策連絡

協議会（国土交通省、関係自治体等で構成）が、貯水量動向を踏まえながら決定している

ところです。 

 東京都水道局としましては引き続き、水源状況、気象情報等を慎重に見守りながら、安

定給水の確保に努めて参ります。 

なお、今年の利根川上流域の状況については、藤原ダム地点の４月１０日時点で３６cm

（平年比約２９５％）の積雪があります。山に積もる雪は、利根川の水利用に欠かせない

重要な水資源であり、４月１０日現在、貯水量は回復傾向にあります。 

今後とも、東京都の水道事業への御理解と御協力をお願い申し上げます。 

（水道局） 

 

〇１００％無電柱化を実現してほしい（平成２９年３月） 

先進国を自任する我が国が、こと電線地中化に関する限り遅れているのはなぜなのか、

とても不思議でなりません。東京が欧米主要都市はもとよりシンガポール、香港、北京、

ソウルその他アジア主要都市と比べても大幅に劣る現状に赤面する思いです。長らく海外

に暮らした私が、久しぶりに帰国したときの衝撃は忘れられません。道路にペンキで区分

しただけの狭い歩道を塞ぐ電柱、醜悪な無数の電線で覆われた空。日本って本当に先進国

なんだろうか、そう思ったものです。 

増加する訪日外国人も同様の感想を持っているに違いありません。以前、外国人が日本

の不思議な風景として撮った写真に、空一面を覆う電線とトランスなどが鈴なりになった

電柱を撮った写真が放送されていました。スカイツリーをバックに記念写真を撮った外国

人が、電線がなければどんなに良いかと嘆く様子も映し出されていました。せめて幹線道

路と都道はオリンピックまでに１００％無電柱化を実現して欲しいと思います。 

 

【取組】 

日頃より東京都事業につきまして、御理解と御協力をいただきありがとうございます。 

都市整備局では、まちづくりと合わせた無電柱化の取組を進めております。 

木造住宅密集地域の無電柱化について、対象となる区の取組を支援すると共に、都市開

発諸制度の活用により、開発区域に隣接する路線での取組を促進していきます。また、土

地区画整理事業、市街地再開発事業、都営住宅外周道路の整備など、市街地整備の機会を

捉えて、区市町村道における無電柱化の取組を促進していきます。  

（都市整備局） 

 

【説明】 

東京都では、無電柱化事業について、平成２６年１２月に「東京都無電柱化推進計画（第

７期）」を策定し、良好な都市景観の創出や都市防災機能の強化、快適な歩行空間の確保
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を目的に計画的に取り組んでおります。 

具体的な取組として、平成３１年度までにセンター・コア・エリア内（おおむね首都高

速道路中央環状線の内側のエリア）の計画幅員で完成した都道の無電柱化を完了させると

ともに、防災の視点を強化し、周辺区部や多摩地域における第一次緊急輸送道路を中心に

重点的に無電柱化を推進しております。 

今後とも、東京都の無電柱化事業に御理解をよろしくお願いいたします。 

（建設局） 

 

〇地下鉄のトイレを洋式に（平成２９年３月） 

都営地下鉄トイレを早急に洋式へ。高齢者は和式トイレは使えません。何とかしてくだ

さい。都民ファーストしてもらいたい。 

 

【取組】 

都営地下鉄では、ユニバーサルデザインの考え方を取り入れ、機能性と清潔感を備えた

トイレへの改修を計画的に進めており、お客様からの要望が強い和式トイレの洋式化につ

いても順次実施しております。 

また、これに加えて、温水洗浄便座についても昨年度から一般のトイレへの設置を開始

したところです。 

 今後とも、高齢者の方を含めすべてのお客様が、より一層快適に都営地下鉄を御利用い

ただけるよう取り組んで参ります。                   （交通局） 

 

 

（8）教育 

〇都立中央図書館について（平成２８年８月） 

５階カフェテリア前の自動販売機に、ごみ箱が併設されていない。自動販売機にごみ箱

を併設するのは、公共、民間を問わず今や常識になっているので、大変驚き、１階受付で

確認したところ、当館にはごみ箱を置いていないという返答をいただき、二重に驚かされ

た。 

外から持ち込むゴミを捨てさせないというスタンスなら理解できるが、自分の施設で発

生したゴミを施設内に捨てさせないというのは、どういう考えに基づいているのか。「よそ

の店舗のゴミ箱に捨ててください。」と暗に言っているように思われてならない。 

ペットボトルだけなら、栓をしめて持ち帰るということもできるが、自動販売機にはア

イスクリームの販売機もあり、これはアイスに直に巻きついている紙を取り外して食べる

ものなので、バッグに入れて持ち帰ることなどできない。今回、私もアイスを買ったので、

ごみ箱がないことに大変閉口させられた。 

自動販売機を置くのは商売であり、商売をするからには、それに伴う責任があるはずで

ある。今日、どこの自動販売機でもゴミ箱を併設しているのはその責任を果たしているか

らであって、公共施設でその責任を放棄しているのは、大変遺憾であり、残念である。 

隣接する有栖川宮公園にポイ捨てを増やさないためにも、速やかなゴミ箱の設置を望み

ます。 

それとも、ゴミ箱を置かない何か正当な理由があるなら、ご教示いただければと思いま

す。 
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【説明】 

日頃から、都立中央図書館を御利用いただき、ありがとうございます。 

また、御利用の際に、御不便をお掛けしてしまったことにつきまして、おわび申し上げ

ます。 

御指摘のごみ箱に関しましては、５階カフェテリア内の入って左手奥のスペースにペッ

トボトル用・紙コップ用・アイスクリーム用のものを用意しております。館内の自動販売

機で発生したごみにつきましては、こちらのごみ箱を御利用いただきますようお願いいた

します。 

当館としても、ごみ箱の位置について、自動販売機周辺に案内等を設けておりませんで

したので、どこに捨てればいいのか分かり難かったかと存じます。 

今後は、自動販売機周辺にごみ箱の案内を設け、利用者の方にとって分かりやすいよう

対応させていただきます。 

今後とも、都立図書館を御利用いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

（教育庁） 

 

〇都立高校のエアコン使用の柔軟化について（平成２８年１１月） 

 私は現在、都立高校に在学しています。学校におけるエアコン使用に疑問を持ちます。

今年も、６月には、たとえ、どんなに気温が高くてもエアコンは使用されませんでした。

また、明日（１０月４日）気温予想は都内３３度と発表されていますが、エアコンの表示

パネルは使用期間終了のためか調整中の表示です。 

エアコンの使用条件をフレキシブルに改定してほしいと要望しました。 

時期とか期間で使用を決めるのでなく、気温、湿度での使用を決めてほしいと思います。 

 

【説明】 

 夏季における都立高校の空調設備の稼働期間は、原則として、７月から９月までとして

おりますが、平成２４年６月２６日付で教育庁都立学校教育部高等学校教育課長から都立

学校長宛てに通知した事務連絡「都立学校普通教室等における空調設備の使用について

（通知）」において、「児童・生徒の健康を損なうことのないよう、期間外の稼働につい

ても各学校長において適切に判断していただくよう重ねてお願いいたします。」旨を周知

しており、６月や１０月においても、各学校の柔軟な判断により、稼働することが可能と

しています。 

 また、平成２８年１０月３日付でも事務連絡「空調設備の運用管理について（依頼）」

を発出し、６月や１０月でも空調設備等の活用により校内の温度管理を適切に行うよう、

重ねて周知し、本年５月３０日付でも同様の通知により周知したところです。 

今後とも、空調設備の使用について、各学校における柔軟な対応が行われるよう努めて

参ります。 

（教育庁） 

 

〇中高生の海外研修について（平成２８年１１月） 

２０２０年のオリンピック・パラリンピックを控えた東京は、外国人観光客も増えてい

ます。しかし、案内ボランティアだけの募集では、英語をまだフルに活用できない中高生

には不利なように思います。東京は世界の中でも大きい都市ですので、もっとグローバル
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な人材育成をするべきだと思います。 

そのために、海外の都市と連携を行い、中高生の海外研修を実施していただきたく思い

ます（もちろん、費用は自己負担ですが）。現在、行われているものでは、都立高校に通っ

ている生徒だけにチャンスが与えられて不公平だと思います。 

かつて、中国への派遣をしていたと参加した方から話を伺ったこともあります。他県で

は（広島や新潟ｅｔｃ）では、このような事業が拡大されています。 

語学習得するだけでなく、異文化理解という側面においても、若いうちに海外に行くこ

とは、大変有意義で、かつ将来の東京都の発展にも大きく力を及ぼすと思います。 

ぜひ、検討いただきたく思いまして、今回、提案させていただきました。 

 

【説明】 

 このたびは、貴重な御意見を頂き、ありがとうございます。 

 都教育委員会では、グローバル社会に対応するため、「使える英語力」の育成や豊かな

国際感覚の醸成、日本人としての自覚と誇りの涵養を主要施策として位置付け、グローバ

ル人材育成を行っております。 

 その施策の１つとして、海外への関心を高め、国際感覚豊かな若者を育成するため、海

外留学への支援を行っております。 

具体的には、都立学校では、都立高等学校、都立中等教育学校、都立中学校の生徒を対

象に、「次世代リーダー育成道場」事業による海外留学を実施しております。 

 今後とも、「世界で活躍できる人材の育成」を教育施策における重要事項とし、グロー

バル人材の育成に取り組んで参ります。 
（教育庁） 

 

【取組】 

 このたびは、貴重な御意見を頂き、ありがとうございます。 

 私立学校は、各学校が、建学の精神と独自の教育理念により、個性豊かな教育を展開し

ており、留学や海外研修等にも積極的に取り組んでおります。 

 生活文化局では、（公財）東京都私学財団を通じて、私立高校生の留学に伴う経済的負

担を軽減し、海外留学を促進するため、私立高等学校が行う留学に参加する生徒に対し、

参加費用の一部を補助する制度を実施しております。 

今後とも、次代を担うグローバル人材を育成するため、私立学校の様々な取組を支援し

て参りますので、よろしくお願いいたします。 

（生活文化局） 

 

〇教育相談センターの電話相談へのお礼（平成２８年１２月） 

私の子供（小学生）のいじめの問題で教育相談センターという所を教えてもらい電話相

談した。とても親身に相談に乗っていただき、良いアドバイスももらってよかった。都民

の感謝の声として電話したほうがよいと思った。 

 

【説明】 

 東京都教育相談センターでは、都民の皆さまから寄せられる年間２万件を超える様々な

子育てや学校生活に関する相談について、傾聴しながら相談者と共に考え、必要に応じて

助言を行っております。 
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 今後も、相談者が安心して相談できる窓口として取り組んで参ります。 

（教育庁） 

 

〇私立高校の無償化について (意見１)（平成２９年１月） 

新聞記事等で報道されています、私立高校の無償化に反対します。 

その１００億円以上のお金を、公立小中学校や都立高校の環境整備、学力向上に使って

ください。現状でも、都立高校と私立高校の格差は著しく、私立小中学校へ進学させる親

としても、公立小中学校や都立高校が、さらに充実してほしいと願っています。 

 

〇私立高校の無償化について (意見２)（平成２９年１月） 

高校私立授業料ですが、所得制限を無くしてほしいです。 

ものすごいお金持ちなら別ですが、一般家庭は子供二人を私立に行かせるとなると自宅

ローン等々あり、決して楽ではありません。もちろん一人でも大変です。公立とは授業料

がかなり違いますから。先進国で高校の授業料が発生するのは日本くらいではないでしょ

うか。学びに関して所得制限をつけるのは如何なものでしょうか？ご検討下さいますよう

お願い致します。 

 

【説明】 

平素より、私学行政に御理解・御協力いただき、ありがとうございます。 

今回の特別奨学金の拡充は、私立高校が公教育に果たす役割を踏まえ、できるだけ多く

の世帯の保護者の経済的負担を軽減することを目的としております。 

具体的には支給対象の所得区分のうち、平成２７年の都の四人世帯の平均年収である約

６６０万円が含まれるのが、年収約５９０万円以上７６０万円未満の区分であるため、今

回の拡充対象をこの区分までとしました。              （生活文化局） 

 

 

（9）文化・スポーツ 

〇東京都美術館の特別展について（平成２８年５月） 

私は、東北地方在住の男性です。 

東京都美術館で開催中の「伊藤若冲展」は、随分、前から楽しみにしており、早々にイ

ンターネットでチケットを購入しておりました。 

５月２０日当日、上野駅を降りた途端に２９０分待ち（４時間５０分待ち）、翌２１日

は早朝再トライしましたが２１０分待ち（３時間３０分待ち）でした。大変無念でしたが、

観覧は断念せざるを得ませんでした。 

若冲展を運営している人たちは、この連日の行列を見てどのように思っているのでしょ

うか？ 

１，６００円のチケットだけでなく、ホテル代も飛行機代を散財して海外から来ている

人もいるだろうに。 

大行列を大満足しているのでは無いだろうか？一般企業ではお客を待たせることは罪悪

だが、役人にはその感覚は無いのだろうなと思ってしまいました。 

是非とも需要と供給のバランス感覚とシミュレーション能力を身につけて欲しいもので

す。 
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【取組】 

このたびは、東京都美術館の「若冲展」について、御意見をいただきまして、ありがと

うございます。 

 東京都美術館は、「公益財団法人東京都歴史文化財団」が指定管理者として、展覧会の

企画・運営や施設の管理運営を行っております。 

今回の「若冲展」は生誕３００年記念展であり、重要文化財の作品も含め、若冲の貴重

な代表作を国内外から多数お借りしていました。会期については、多くの所蔵機関及び所

蔵家との出品交渉を行った結果、また文化財保護の観点からも、通常の展覧会よりも短い

３１日間となりました。  

開催にあたりましては、共催者である日本経済新聞社・ＮＨＫ・ＮＨＫプロモーション

と時間指定券の販売や整理券の配付を検討いたしましたが、時間指定の是非や整理券取得

のために配付開始時間前から多数の行列や混乱が予想されるなど、多くの課題があり、導

入を見送ることとしました。 

本展は、専門家による前評判も高く、多くの皆様に御来館いただいたため、開館時間の

前倒しなどの対策やホームページやＳＮＳなどによる混雑状況の発信などに努めてまい

りましたが、このたびは、観覧を断念されたとのことで、誠に申し訳ございませんでした。 

 いただきました御意見につきましては、指定管理者に伝えるとともに、これからの展覧

会運営に活かして参ります。 

（生活文化局） 

 

〇オリンピック・パラリンピックのバッジ（平成２８年８月） 

オリンピック・パラリンピックの２つのエンブレムが一体になったピンバッジを購入し

ようと思い、先般、都庁の売店に行きました。 

売店の説明は「あのバッジは非売品で取り扱っておりません」とお聞きし、招致活動を

しているときに「卵形（桜模様の）ピンバッジ」も非売品で「特定の人にしか（無料）配

布されなかった」ことを思い出し「またか！！」と思ってしまいました。 

２０１６年の招致活動から自分なりに精いっぱい応援をしてきましたが、このように「特

権階級」を自ら作り出している人達に反発を禁じ得ません。真剣に応援している都民を無

視し、自分たちのオリンピック・パラリンピックと考えているのではないでしょうか。 

 

【取組】 

 東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会への応援を頂きまして、誠にありが

とうございます。 

バッジにつきましては、（公財）東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員

会が公式ライセンス商品として販売しているもののほか、都が広報ＰＲ用に、オリンピッ

クとパラリンピックの２つのエンブレムが並んだバッジを作成し、都が実施するイベント

などに御参加いただいた方にお配りしております。都民の皆様に広く身に着けていただき、

大会の気運盛上げに御協力いただきたいと考えております。 

バッジを配布するイベントの情報を十分にお伝えできておらず、特定の方のみへの配布

との誤解が生じたことにつきまして、深くおわび申し上げます。 

今後とも、多くの皆様に御参加いただける様々なイベントでお配りするとともに、その

情報は当局のホームページなどを活用して広くお知らせして参ります。 
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東京 2020 大会の成功に向け、引き続き御理解・御協力をいただけますよう、よろしく

お願いいたします。   

           （オリンピック・パラリンピック準備局） 

 

〇メダリストのパレードについて平成２８年８月） 

ロンドンオリンピックの時のようにメダリストのパレードをされるのなら、パラリン

ピックのメダリストも一緒にして下さい。 

前回のメダリストパレードは凄く良い事を行っていたのに、その点だけが納得いかな

かったからです。 

東京オリンピックの時も盛り上がること間違いないと思います。 

 

【取組】 

このたびは、貴重な御意見を頂き、誠にありがとうございます。 

同様の御要望を多くいただいており、都では実現に向けて、関係団体と調整を行ってき

ました。その結果、１０月７日にオリンピック・パラリンピック合同でパレードを実施い

たしました。 

今後とも、大会開催に向け、皆様の御支援の程よろしくお願いいたします。 

（オリンピック・パラリンピック準備局） 

 

〇オリンピック大会とソフトパワー発信について（平成２８年８月） 

オリンピック閉会式で日本が世界に発信したソフトパワーに感銘を受けました。 

本大会を成功に導く上で、オリンピック大会そのものの成功はもちろんのこと、日本と

しての真の成功とは、日本が持つ資源（ソフト、ハード、農業、漁業、文化など）全体が

世界に発信されて受け入れていただくことではないかと思います。 

 

【取組】 

このたびは、貴重な御意見を頂き、誠にありがとうございます。 

大会を通じ、文化、スポーツなどオールジャパンで日本の魅力を世界に発信するととも

に、東京 2020大会の成功に向けて着実に準備をして参ります。 

引き続き、皆様の御支援の程よろしくお願いいたします。 

（オリンピック・パラリンピック準備局） 

 

〇パラリンピアンの練習場確保について（平成２８年９月） 

先日、パラリンピック終了後、練習会場がないとか、スポーツクラブで断られてしまう

などのコメントがありました。是非、各市区町村の体育館を障害者が使用できるような改

修をしてほしいのと、都として障害者スポーツセンターを新たに２つ程度の建設や人口の

多い市区町村に障害者が優先の体育館を建設するなど、障害者のスポーツ環境を東京が

リードして良いものにしてほしいと改めて思いました。 

是非、補正予算の措置をお願いします。 

 

【取組】 

東京都には、障害者スポーツの広域的な拠点として、北区と国立市に２つの障害者ス

ポーツセンターがございます。これらについては、機能や利便性を向上させるため、今年
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度から順次改修工事を進めて参ります。 

また、都立特別支援学校を、障害者スポーツの拠点の１つに位置付け、身近な地域で誰も

が気軽にスポーツを楽しめる場とするとともに、競技団体の活動拠点にして参ります。 

今年度は、墨東特別支援学校、大塚ろう学校、大泉特別支援学校、村山特別支援学校、府

中けやきの森学園、城東特別支援学校、北特別支援学校、鹿本学園、小平特別支援学校、

あきる野学園の１０校をモデル校として障害者のスポーツ利用のために開放し、今後、順

次拡大していく予定です。 

区市町村に対しては、スポーツ施設の新築、改修、増築工事はもとより、施設のバリア

フリー化も対象とするスポーツ施設整備費補助事業を実施しております。 

さらに、障害のある方が身近な地域でスポーツに取り組めるよう、障害者のスポーツ施

設利用に際し、施設管理者が配慮すべきポイントをまとめた「障害者のスポーツ施設利用

促進マニュアル」の作成とともに、区市町村立スポーツ施設や民間スポーツクラブ等に配

付しております。 

こうした取組により、障害のある方やパラリンピアンの皆様が、身近な場所でスポーツ

や練習に取り組むことができるよう、引き続き環境を整えて参ります。 

（オリンピック・パラリンピック準備局） 

 

〇東京オリンピック・パラリンピックについて（平成２８年９月） 

現在、パラリンピックを開催中ですがチケットの伸び悩みがいわれています。 

東京オリンピック・パラリンピックでは、日程を分けずに一緒に開催するということは不可

能なのでしょうか？ 

空席が目立つパラリンピックより満席のパラリンピックを見たいです。検討は難しいの

でしょうか？東京から歴史を変えませんか？ 

 

【取組】 

このたびは、貴重な御意見を頂き、ありがとうございます。 

御意見をお寄せいただいたとおり、パラリンピックの観客席を満席にし、多くの方に大

会を観ていただくことはとても大切だと考えております。 

一方で、オリンピックとパラリンピックという世界最大級の２つのスポーツ大会を同時

期に開催することは、同一期間内に滞在する選手が増え、競技場施設や宿泊施設の増大に

つながることなどから、東京 2020 大会では、現在の日程（オリンピック：２０２０年７

月２４日～８月９日、パラリンピック：８月２５日～９月６日）で開催することとしてい

ます。 

なお、東京 2020 大会に向けてパラリンピックの開催気運を盛り上げるために、都内各

所において、パラリンピック競技を体験できるプログラム「ＮＯ ＬＩＭＩＴＳ Ｃ

ＨＡＬＬＥＮＧＥ」を開催しているほか、競技を紹介するアニメーション動画の作成、

障害者スポーツのファンサイト開設など様々な取組を進めております。 

また、パラリンピックに都民の皆様の身近な選手が出場することが、大会の盛り上がり

につながることから、１人でも多く東京ゆかりの選手がパラリンピック競技大会に出場し、

活躍できるように、競技志向の障害者アスリートを発掘するためのプログラム「東京都パ

ラリンピック選手発掘プログラム」を実施しております。 

引き続き、東京 2020 大会開催に向けて御支援いただきますよう、よろしくお願いいた

します。                 （オリンピック・パラリンピック準備局） 
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〇オリンピック・パラリンピック競技会場の見直しについて（平成２８年１０月） 

東京オリンピック・パラリンピックの競技会場の見直しに賛成です。 

イニシャルコストだけでなく将来のランニングコストも下げ、東京オリンピック・パラ

リンピックの開催後も持続しやすい計画に見直されることを大いに期待しております。 

 

【取組】 

 このたびは、貴重な御意見を頂き、ありがとうございます。 

新規恒久施設の整備については、施設の設計段階から、国際・国内の競技団体と施設条

件等の協議を重ねるとともに、外部有識者等の幅広い意見を参考にしながら、コスト縮減

に努めて参りました。今後も引き続き、適正なコスト管理に努めて参ります。 

また、大会後の施設の運営については、外部有識者等で構成するアドバイザリー会議を

設置し、民間事業者等の意見を幅広く聴きながら検討を進め、平成２９年４月に「新規恒

久施設の施設運営計画」を公表しました。この計画に基づき、各施設の大会後の管理運営

方式について具体的な検討を進め、運営事業者の公募にあたり、収益向上の取組や周辺と

の連携策など、民間事業者等から具体的提案を募り、後利用の取組をさらに充実させて参

ります。 

 今後とも、東京 2020 大会開催に向けて御支援いただきますよう、よろしくお願いいた

します。 

（オリンピック・パラリンピック準備局） 

 

〇東京オリンピック会場建設について（平成２８年１１月） 

会場縮小案について、財源の問題から縮小案に賛成する。国際オリンピック委員会や国

内の様々な団体から批判されているが、毅然とした態度で縮小してほしい。財源の負担は

都民の税金からである。同時に国民の税金を負担することにも反対する。新規で建設すれ

ばランニングコストの負担も都民である。また、そもそも旧施設で過去オリンピックを実

施したのだから再利用すべきである。 

 

【取組】 

このたびは、貴重な御意見を頂き、ありがとうございます。 

新たに整備する競技施設につきましては、平成２８年１１月２９日に開催されました都、

ＩＯＣ、組織委員会、国による四者協議により合意された会場の見直しを踏まえて、整備

を進めるとともに、可能な限りのコスト縮減に努めて参ります。 

また、大会後の施設の運営については、外部有識者等で構成するアドバイザリー会議を

設置し、民間事業者等の意見を幅広く聴きながら検討を進め、平成２９年４月に「新規恒

久施設の施設運営計画」を公表しました。この計画に基づき、各施設の大会後の管理運営

方式について収益向上の取組や周辺との連携策など具体的提案を民間事業者等から募る

などして、大会後も多くの都民の皆様に利用され、親しまれる施設となるよう、取り組ん

で参ります。 

今後とも、東京 2020 大会開催に向けて御支援いただきますよう、よろしくお願いいた

します。 

（オリンピック・パラリンピック準備局） 
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〇科学館、博物館、動物園などの休館日を月曜以外にして下さい（平成２８年１２月） 

小学生の母です。どちらの学校も行事の代休で月曜日に休みになることが多いのですが、

公的な施設が月曜休館日が多く残念です。 

科学館は土・日に行くと混んでいて、展示物をじっくり見ることが出来ません。そこで、

平日の代休に学びに行きたくとも、大半の見学施設は月曜休館です。月曜に行けるところ

は、商業施設やレジャー施設ばかりです。 

月曜休日をより有意義に過ごせるように、是非、公的機関の月曜開館を検討して下さい。 

周囲の親達の間でも、よく話題になる事柄です。 

 

【説明】 

美術館・博物館では、展覧会を開催し、美術作品を広く展示・公開する一方、作品を適

切に保存し後世に永く伝えることが求められております。そのため、休館日を設けて、作

品や展示環境の確認や整備・保全を行っております。 

多くの文化施設で、月曜日を休館日としている理由は、来館者の多い土曜日・日曜日の

翌日に作品を念入りに点検・調整したり、館内を清掃・整備したりすることが効果的であ

ることが挙げられます（なお、東京都庭園美術館は、月曜日に開館しております）。 

休館日を他の曜日に移す場合、こうした観点を踏まえた慎重な検討が必要になりますが、 

このたびの御意見を今後の検討課題とさせていただくとともに、引き続きサービスの向上

に努めて参りますので、今後とも、都立文化施設の活動に御理解いただきますようお願い

いたします。                           （生活文化局） 

 

【説明】 

 このたびは、貴重な御意見を頂きまして、ありがとうございます。 

都立動物園では、園内の清掃や施設等の点検のため、休園日を設定しておりますが、よ

り多くの方に御利用いただけるよう、恩賜上野動物園及び井の頭自然文化園を月曜日、多

摩動物公園及び葛西臨海水族園を水曜日に分けております。また、ゴールデンウィークや

お盆休み等の期間中は、休園日にも開園しておりますので、是非、御利用ください。 

今回、頂いた御意見につきましては、参考とさせていただくとともに、今後とも動物園

のサービス向上に努めて参りますので、何とぞ御理解いただきますようお願いいたします。 

（建設局） 

 

【説明】 

このたびは、貴重な御意見を頂きまして、ありがとうございます。 

東京都水の科学館は、体験、体感型の当局のＰＲ館であり、お客さまに安全かつ快適に

御利用いただけますよう、整備・点検・清掃等を行うため、休館日を設けております。 

当館では、来館者の多い土日の翌日に、主な点検や整備保全等を行うのが効果的である

と考えており、また、所在する有明地区の周辺の多くの類似施設の休館日が月曜日である

ことから、周辺施設と合わせてお越しいただけるよう、月曜日を休館日とさせていただい

ております。 

このたびの御意見につきまして、今後の運営の参考とさせていただくとともに、引き続

きサービスの向上に努めて参りますので、何とぞ御理解いただきますようお願いいたしま

す。 

（水道局） 
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〇オリンピックフラッグの展示について（平成２８年１２月） 

娘の７歳の誕生日の記念に、都庁へ「オリンピックフラッグ」を見学に行きました。 

娘は、学校の宿題の作文を書くと言って３０分以上観察し、メモを取るなどして楽しん

でいましたが、その間、フラッグを見にきた方は、２名程しかいませんでした。 

その後、１階のエレベーターから展望台へ行き降りてきた時、フラッグの展示されてい

る２階に全員降ろされました。（下りは「２階止まりです」と言われていたので問題はあり

ません） 

２階に降りると、エレベーターを出て、出口は右・フラッグは左（すぐ近く）なのです

が、全員一目散に出口に行ってしまいました。 

「オリンピックフラッグ」について、エレベーターの出口に一言表示があれば、見に行

く方も多くいらっしゃるかもしれません。是非、展示物についての表示看板を設置してく

ださい。 

娘は、地元に「オリンピックフラッグ」がやってくるのも楽しみにしていますが、「本物」

が見られてとても喜んでいました。「パラリンピックのトーチには、点字が書かれている

よ！！」など、興味津々でした。 

もっとたくさんの方々に本物を見ていただきたいと思います。 

 

【取組】 

このたびは、娘さんと御一緒にオリンピックフラッグ、パラリンピックフラッグの見学

にお越しいただきありがとうございました。 

頂いた貴重な御意見を基に、第一本庁舎２階の展望台エレベーター降車場所正面に「オ

リンピック・パラリンピック フラッグ展示コーナー」の案内表示を設置することといた

しました。 

引き続き、東京 2020 オリンピック・パラリンピックフラッグツアーでも大会の気運醸

成を図っていきたいと思っておりますので、是非、お誘いあわせの上、御参加いただけれ

ば幸いです。 

（オリンピック・パラリンピック準備局） 

 

〇オリンピック予算について（平成２９年１月） 

 連日のオリンピック関連報道について思うところがあります。都民ではありませんが、

オリンピック予算の不足分は、一般から寄付を募ることは出来ないのですか？ 

 日本で開かれるオリンピック。都民の皆さんの税金だけでなく、国民の一人として何か

協力できることがないかと考えます。 

※その他、同様の寄附制度を設けるべきとの御意見あり。 

 

【取組】 

このたびは、貴重な御意見を頂き、ありがとうございます。 

寄附金につきましては、オリンピック・パラリンピックの寄附を募集できるのは、ＩＯ

Ｃからの要請により、組織委員会に限られております。 

現在、組織委員会において、東京大会の寄附の仕組みを検討しており、都としても、大

会を応援したいという皆さまの思いに応えるため、先ずは、その取組を支援したいと考え

ております。 
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引き続き、都民、国民の皆さまの御理解と御協力が得られるよう、組織委員会や関係者

と十分連携しながら取り組んで参ります。 

（オリンピック・パラリンピック準備局） 

 

〇東京マラソンの運営について（平成２９年１月） 

「東京マラソン」を、もう少し公平公正な運営を行って頂きたく、また、私のような悔

しい思いをする残念な人が出ないような方法を考慮して頂きたく提言いたします。 

「東京マラソン」は第３回から９年間申込んでおります。また、ここ６年は抽選回数が

増えるので、プレミアム会員にもなっております。しかし、当たりませんでした。何回も

走ったことのある人も一回も走ったことのない人も、年に一回の抽選で決めることが公平

なのでしょうか？単に、くじ運の良い人だけが参加できる大会なのでしょうか？ 

「東京マラソン財団」としては、どうしても東京マラソンを走りたい人は、１０万円払っ

て走れって高飛車な態度のようです。 

また、プレミアム会員は、４，３２０円/年の会費を払っているにも係わらず、定員も倍

率も発表がなく、メールで外れたと通知があっただけです。本当に公正な抽選を行ってい

るのでしょうか？あまりにも倍率が高すぎて発表しないのですか？情報公開はどうなって

いるのですか？ 

そこで、例えば、まだ一回も「東京マラソン」を走ったことのない６０歳以上で５年間

プレミアム会員になっている人は、優先で参加させるなどを考えて下さい。これで６０歳

以上の方の健康寿命が延びるのではないでしょうか。 

私は無理はできませんが、走っていたからか、今でも頭の中以外は元気です！一回は「東

京マラソン」を走りたかったです。本当に悔しいです。 

 

【説明】 

このたびは、貴重な御意見ありがとうございます。 

主催者である東京マラソン財団では、一般申込及びプレミアムメンバーのランナー決定

に際して、御応募いただいた皆さまをコンピュータによって無作為に抽選し、公平を期し

ております。メンバーの方は、一般申込と合わせて計３回の抽選機会が得られますが、東

京マラソンの公式ホームページ

（http://www.marathon.tokyo/news/detail/news_000102.html）にて御報告しているとお

り、倍率はいずれも高い状況となっております。 

皆さまから頂いた御意見を参考とさせていただき、多くの方々に御参加いただけるよう

検討して参りますので、何卒、御理解のほど、よろしくお願いいたします。 

（オリンピック・パラリンピック準備局） 
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Ⅲ 平成28年度 各局都民の声窓口における都への提言、要望等の概要 

1 平成28年度 区分別受付件数 

（単位：件） 

提 言 意 見 苦 情 要 望 合 計 

785 53,741 22,084 16,880 93,490 

2 平成28年度 局別受付件数 

（単位：件） 

局 名 件数 主  な  内  容 や 項 目 等 

政策企画局 13,139 知事への意見等 

青少年・治安対策本部 131 青少年の健全育成 自転車の安全利用 防犯・治安関係 不法就労防止 

総務局 648 都政改革 防災 職員の接遇 

財務局 4,084 公用車の利用状況 外国人学校への都有地の貸出検討 

主税局 1,886 都税の申告・申請・届出 都税の軽減・減免の要件 

生活文化局 727 広報東京都の配架先 動画サイト閲覧に対する高額請求 私立高校の実質無償化 

オリンピック・パラリン

ピック準備局 
3,610 東京 2020 大会（競技、会場、公式エンブレム、開催日程、費用） 都立体育施設利用 東京マラソン 

都市整備局 1,004 都営住宅・公社住宅に関する意見や苦情 宅建業者に対する苦情 建築物の耐震診断 空き家対策 

環境局 1,077 土壌汚染に関する意見 騒音に関する苦情相談 LED化など省エネルギーへの意見等 

福祉保健局 3,620 児童福祉 介護保険 生活保護 子育て 職員の接遇 

病院経営本部 9,322 救急外来での患者対応 

産業労働局 118 雇用施策 中小企業支援 観光施策  

中央卸売市場 4,702 築地市場の移転 豊洲市場の安心・安全（土壌汚染対策、地下水） 騒音 交通安全 

建設局 19,265 
道路の利用・工事に関する意見 放置自転車・不法投棄に関する苦情 街路樹の維持管理 都立公園の管

理・整備に関する意見 無電柱化事業に関する意見 

港湾局 115 港の管理運営 臨海開発事業 海上公園の整備・管理 港湾道路の整備・管理 調布飛行場 

会計管理局 58 什器等の再利用等 

交通局 17,649 乗務員・駅係員の執務 運行ダイヤに関する意見 車内空調に対する意見 

水道局 2,697 水道工事 検針・料金への要望 口座・クレジットに関する問い合わせ 

下水道局 710 雨水ますからの臭気 

教育庁 2,543 教職員関係 生徒指導 学校運営 教育施設 図書館運営 社会教育 文化財 

選挙管理委員会事務局 1,130 候補者の選挙運動 選挙制度 

人事委員会事務局 62 職員採用試験に関する要望 職員の接遇   

監査事務局 96 監査への要望 他局等の事務執行への不審・不満  

労働委員会事務局 2 労働問題等 

収用委員会事務局 0 --- 

東京消防庁 5,095 救急活動に関する意見・苦情 防火防災に関する指導の要望 

合   計 93,490   
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3 各局都民の声窓口に寄せられた提言・要望等の主な事例 

 

平成 28 年度中に各局都民の声窓口に寄せられた提言、要望等の主な事例について、

局ごとに紹介します。 

 

【政策企画局】 

○「国際金融都市・東京のあり方懇談会」について（平成２８年１１月） 

１１月２５日に開催された「国際金融都市・東京のあり方懇談会」について、会議の内

容を知りたい。 

 

【回答】 

「国際金融都市・東京のあり方懇談会」については、政策企画局ホームページにて当日

配布資料及び議事録を掲載しています。 

   （http://www.seisakukikaku.metro.tokyo.jp/GFCT/japanese/） 

 

○「２０２０年に向けた実行プラン」の入手方法について（平成２９年１月） 

１２月２２日に発表された「都民ファーストでつくる『新しい東京』～２０２０年に向

けた実行プラン～」の入手方法について知りたい。 

 

【回答】 

「都民ファーストでつくる『新しい東京』～２０２０年に向けた実行プラン～」 につ

いては、政策企画局ホームページから本文、概要版、及びイラスト等を使い内容をわかり

やすく紹介したポケット版を御覧になれます。       

（http://www.seisakukikaku.metro.tokyo.jp/actionplan_for_2020/index.html） 

また、都民情報ルーム（都庁第一本庁舎３階）にて、本文冊子（５００円）・概要版冊

子（１００円）を販売しています。ポケット版については、都庁総合案内センター（都庁

第一本庁舎１階）などで配布しています。 

 

○東京都とパリ市との友好都市交流について（平成29年2月） 

都知事とパリ市長との会談（２月２７日実施）に関する記事を読んだ。２０１５年に合意

書を交わしたということだが、その合意書を見せてほしい。 

また、今後、どういった交流・協力を進めるのか。 

 

【回答】 

東京都とパリ市とは２０１５年１０月に「東京都とパリ市に関わる合意書」を締結しまし

た。合意書では、環境、文化、スポーツ、都市づくり、観光の分野で緊密な交流・協力を行

うことと定めています。 

合意書は政策企画局ホームページで御覧になれます。 

（http://www.seisakukikaku.metro.tokyo.jp/gaimubu/output/pdf/agreement/07paris.pdf）  

なお、東京都では、パリ市を含め12の姉妹友好都市との交流・協力を進めております。

（http://www.seisakukikaku.metro.tokyo.jp/gaimubu/output/agreement.html） 
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【青少年・治安対策本部】 

○ひきこもりについて相談したい。（平成２８年１０月） 

 １９歳の子供がひきこもっている。「東京都ひきこもりサポートネット」の相談形式に

ついて知りたい。カウンセリング等の面談は行っているのか。 

 

【取組】 

東京都では、ひきこもりに関して「東京都ひきこもりサポートネット」を開設し、電話

や電子メール、訪問による相談を実施し、適切な支援機関に繋げております。ひきこもり

の若者を社会的自立に繋げるためには、早期の対応がとても重要です。ひきこもりでお悩

みになられた時は、「東京都ひきこもりサポートネット」に御相談ください。 

 

○「大東京防犯ネットワーク」は、何のためにあるのか。（平成２８年１１月） 

「大東京防犯ネットワーク」というものがあると聞いたが、これはどのようなものか。 

 

【取組】 

東京都では、防犯ボランティア等の活動を支援するサイト「大東京防犯ネットワーク」

を運営しております。当サイトは、都道府県では全国初のＷｅｂ―ＧＩＳ（地理情報シス

テム）による、子供の安全に役立つ情報や特殊詐欺等の地域の犯罪・防犯情報を地図上で

分かりやすく発信するとともに、町丁字別犯罪情報をオープンデータ化して掲載しており

ます。 

 都民の皆様の関心が高い地域の防犯情報を引き続き発信して参りますので、ぜひ御活用

ください。 

 

○東京都自転車安全条例の改正内容について知りたい。（平成２９年３月） 

東京都自転車安全利用条例が改正されたとのことだが、内容について知りたい。 

 

【取組】 

東京都は、交通事故全体に占める自転車関与事故の割合が全国に比べて高い現状を踏ま

え、「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を改正しました（平成２９

年２月１日施行）。この条例では、利用者の方に、道交法の遵守に加え、ヘルメットの着

用や損害賠償保険への加入の努力義務等を設けています。 

 今回の改正では、こうした交通ルール等のより一層の周知を図るため、自転車小売業者

に販売時の交通ルール等の説明を義務化しており、都は各店舗へ顧客向けのチェックシー

トを提供しております。 

 今後とも自転車の安全で適正な利用に向けた取組を進めて参りますので、どうぞご協力

をよろしくお願いいたします。 

 

 

 



- 53 - 

 

【総務局】 

○マイナンバー制度に関する御意見（平成２８年１２月） 

マイナンバー制度の広報が分かりにくい。もっとわかりやすく広報をすべきである。 

 

【回答】 

平素より、都政に御理解と御協力を賜り、誠にありがとうございます。 

本制度は、皆様方からの貴重な税金をもとに運営されているということを念頭に、都民

の皆様にマイナンバー制度を御理解いただけるよう、都としても国に対して要望して参り

ます。 

また、マイナンバー制度の広報は、政府が主体となって実施しております。 

つきましては、多くの方々にとって、より分かりやすいものとなるよう、併せて国に対

して働きかけて参ります。 

 

○都政改革本部会議のインターネット中継について（平成２９年１月） 

都政改革本部会議について毎回インターネットにより視聴しています。都政には多くの

問題があり、都民ファーストの考えが浸透しつつあると感じており、都知事、都政改革本

部特別顧問等、都庁職員方々の御協力に敬意を表するものです。 

さて、自宅のパソコンで視聴しているのですが、画質が不鮮明のため会議資料の文字、

グラフ等を認識することができません。映像画質の改善をお願いします。 

 

【回答】 

このたびは貴重な御意見をいただき、ありがとうございます。 

都政改革本部会議においては、会議当日にインターネット中継をしており、その中継動

画は後日ホームページに掲載しております。 

インターネット中継において都民の皆様に広く御視聴いただくためには、通信設備が十

分に整備されていない地域（島しょ地域等）にお住まいの方でも御視聴いただけるよう通

信量を低く抑えることが重要です。 

映像の画質を低水準にすることで、サーバ負荷及び通信量の抑制が可能となっておりま

す。 

都政改革本部会議でのインターネット中継のありかたについては、都民の皆様に広くご

視聴いただくという観点を総合的に勘案しつつ、検討を進めて参ります。 

引き続き都政改革の推進に向けて取り組んで参りますので、何とぞ御理解・御協力いた

だきますようよろしくお願いいたします。 

 

※  平成２９年度より、都政改革本部会議でのインターネット中継及び録画映像配信は、 

ＹｏｕＴｕｂｅを利用しており、画質の改善が図られております。 

 

○条例案概要の掲載について（平成２９年３月） 

平成２９年第一回都議会定例会に提出された東京都議会議員の議員報酬等の特例に関す

る条例をホームページで確認したいのだが、平成２９年２月１５日の総務局発表の条例案

概要には掲載されていない。どのように確認すればよいか。 
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【回答】 

お問合せありがとうございます。 

お尋ねの条例は議員提出議案のため、都議会のホームページに議決結果が掲載されてい

ます。また、条例の内容については、平成２９年３月１日の東京都公報に掲載されていま

すので、そちらも併せて御確認ください。        

 

 

【財務局】 

○トイレの節水について（平成２８年１２月） 

トイレの水は節約出来るそうです。高層ビルになると、揚水ポンプで水を組み上げなけ

ればならないし、さらに微妙に調整すると使用水量を減らす事が出来るようです。 

 

【取組】 

都庁舎では、現在行っている改修工事において、最新の節水型大便器や自動洗浄機能付

き超節水型小便器、手洗いには自動水栓を採用するなど、継続して更なる節水に取り組ん

でおります。 

なお、トイレ洗浄水には、再生水（下水処理水）を使用しており、水道の使用量の低減

に努めております。 

 

○「知っているかな？みんなのくらしと東京都」について（平成２９年１月） 

知事が記者会見で見せていた冊子、「知っているかな？みんなのくらしと東京都」の配

布予定はありますか。 

 

【取組】 

このたびは、お問い合わせをいただき、ありがとうございます。 

「知っているかな？みんなのくらしと東京都」につきましては、財務局ホームページで

データを公開しております。 

また、冊子につきましては、部数に限りはございますが、都庁第一本庁舎１階総合受付

にて配布しております。 

なお、第一本庁舎３階都民情報ルームでも御覧になれます。 

 

○財務局のツイッターのトップ画面のアイコンについて（平成２８年１０月） 

不鮮明なかすれた画像で「東京都財務局」と読むのがやっと。絵が汚すぎる。 

 

【取組】 

アイコンの画像を見やすいように直しました。今後、より親しみやすい画像に適宜改善

していきたいと思います。 
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【主税局】 

○事業所税の申告書の様式について（平成２８年１０月） 

主税局ホームページにおいて、事業所税の申告書がＰＤＦ版しかダウンロードできす不

便である。Ｅｘｃｅｌ版を様式集に追加してほしい。 

 

【取組】 

 申告書の様式について、記載の際に御不便をお掛けしております。 

 事業所税の様式については、地方税法施行規則で定められた法定様式であるため、加工

ができないようＰＤＦ版のみ掲載しておりました。 

御意見を踏まえ、シート保護の機能を活用し、Ｅｘｃｅｌ版を掲載いたしました。 

また、他の様式も可能なものについては、Ｅｘｃｅｌ版を掲載するよう改善しました。 

貴重な御意見をありがとうございました。 

 

○自動車税の課税について（平成２８年１２月） 

年度途中で自動車を譲渡した場合、既に納めた自動車税の還付はないのか。 

 

【説明】 

 自動車税は、４月１日現在、自動車の所有者（割賦販売等で売主が自動車の所有権を留

保している場合は使用者）として自動車検査証（車検証）に記載されている方に１年分を

納めていただく制度です。年度の途中で移転登録（名義変更）された場合でも、前の所有

者の方がその年度分の自動車税を納める義務があるため、還付の対象となりません。 

御理解いただきますよう、お願い申し上げます。 

 

○固定資産税の路線価について（平成２９年１月） 

固定資産税の路線価はどこで見られるのか。 

 

【説明】 

 ２３区内では、固定資産税路線価を都税事務所（その区の路線価のみ）、都民情報ルー

ム（都庁第一本庁舎３階北側）、都立中央図書館にて無料でどなたにも公開しています。

また、東京都主税局ホームページでも御覧になれます。（最新の内容については、各都税

事務所で御確認ください。） 

なお、相続税・贈与税（国税）の路線価図については、国税庁のホームページにて御覧

になれます。詳細は、管轄の税務署へお問い合わせいただきますようお願いいたします。 

 

 

【生活文化局】 

○「広報東京都」の配架先について（平成２８年１１月） 

近所の公民館は利用者が多いが、「広報東京都」が置かれていない。需要があると思うの

で置いてほしい。 

 



- 56 - 

 

【取組】 

このたびは「広報東京都」の配架先について情報提供をいただき、ありがとうございま

した。公民館を管轄する自治体に状況を確認したところ、御相談のあった公民館は配架先

に指定されていませんでした。早速、自治体と調整のうえ、直近の１２月号から配架先と

して追加しました。 

引き続き、多くの都民の方が「広報東京都」を御覧になれるよう、配架先の拡大に努め

て参ります。公共施設での新たな配架先の希望がございましたら生活文化局広報広聴部広

報課まで御連絡ください。 

 

○動画サイトの閲覧に対する高額請求について（平成２８年１１月） 

動画サイトを閲覧していたところ、動画の再生ボタンをクリックしただけで、予期せず

高額な料金請求画面となった。画面には自分のＩＰアドレスが表示されており、個人情報

が知られてしまったのではないか、動画サイトの運営事業者などから料金請求の連絡等が

来ないか心配だ。今後どのように対応すればよいか。 

 

【説明】 

本件は架空請求サイトからの料金請求だと考えられます。あわてて相手方に連絡をとら

ないようにしてください。たとえ、画面上にＩＰアドレスが表示されていても、個人情報

が知られるわけではなく、利用者自らがサイトの運営事業者に連絡をしなければ個人情報

を知られることはありませんので、事業者には絶対に連絡しないでください。万一、料金

請求等の連絡があった場合には直ぐに対応せず、最寄りの消費生活センターなどに御相談

ください。 

 

○私立高校の実質無償化について（平成２９年３月） 

無償化とはどのような制度なのか。 

 

【説明】  

平素より私学行政に御理解・御協力いただきありがとうございます。 

年収が約７６０万円未満の世帯（年収は目安。住民税課税額等に基づき審査）の生徒に対

し、国の制度である就学支援金と都の授業料軽減助成金を合計して４４万２千円（都内私

立高校の平均授業料）まで補助するのが報道で無償化といわれている制度です。 

 

 

【オリンピック・パラリンピック準備局】 

○ピンバッジについて（平成２８年１０月） 

バッジが欲しい。どうすれば手に入るか。 

 

【説明】 

 東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会への応援を頂きまして、誠にありが
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とうございます。 

バッジにつきましては、（公財）東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員

会が公式ライセンス商品として販売しているもののほか、都が広報ＰＲ用に、オリンピッ

クとパラリンピックの２つのエンブレムが並んだバッジを作成し、実施するイベントなど

に御参加いただいた方にお配りしております。都民の皆様に広く身に着けていただき、大

会の気運盛上げに御協力いただきたいと考えております。 

今後も、多くの皆様に御参加いただける様々なイベントでお配りするとともに、その情

報は当局のホームページなどを活用して広くお知らせして参ります。 

東京 2020 大会の成功に向け、引き続き御理解・御協力をいただけますよう、よろしく

お願いいたします。 

 

○携帯電話の回収について（平成２９年２月） 

携帯電話の回収をしていると聞いた。どこで、何時からやっているのか。 

 

【説明】 

東京 2020 大会のメダル製作に向けた携帯電話等の小型電子機器の受付に御協力いた

だき、ありがとうございます。 

都庁舎での受付につきましては、毎日９時３０分から１８時１５分まで第一本庁舎２階 

展望室エレベーター横で受け付けています（土日祝日も回収します。）。 

何卒、よろしくお願い申し上げます。 

 

○ボランティアについて（平成２９年１月） 

東京 2020 大会でボランティアをやりたいがどうすればいいか。   

 

【説明】 

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会への応援を頂きまして、誠にありが

とうございます。 

ボランティアの募集は、２０１８年夏頃を予定しております。募集の情報は、「東京ボ

ランティアナビ」や、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会のウェブサ

イト等で御案内していきます。 

何卒、よろしくお願い申し上げます。 

 

【都市整備局】 

○都営住宅の入居申し込みについて(平成２８年１０月) 

都営住宅のうち、単身ですぐに入居できる物件を教えて欲しい。また、申込用紙を自分

のところに送付してほしい。 

 

【対応】 

単身者向けの都営住宅は年４回、２・５・８・11 月に募集を行い、抽選によって入居

者を決定しております。入居にはまずこの募集にお申込みいただき、抽選に当選した上で、

入居資格審査に合格することが必要となります。 

お申込みから入居審査までは、申込書の記載内容の確認や抽選の実施などで２か月ほど
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お時間をいただいており、その後の入居のあっせんにはさらにお待ちいただくこともあり

ます。 

募集案内及び申込書につきましては、東京都住宅供給公社募集センター・各窓口センター、

都庁、区役所、市役所及び町村役場における配布はもとより、ホームページ上でも公開し

ています。個別には送付しておりませんので、よろしくお願いいたします。 

 

○空き家対策について(平成２８年１０月) 

放置された空き家の所有者に対し、法に基づく行政指導を行ってほしい。 

 

【対応】 

昨年、全面施行されました「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、住民に身近

な区市町村が地域の実情を踏まえて、空き家対策に取り組むこととされており、東京都は

区市町村の取組を支援しております。本件につきましては、区役所の所管部署をご案内い

たします。 

 

○マンション販売業者からの迷惑勧誘電話について(平成２８年１１月) 

マンション売買の執拗な勧誘電話が多くて迷惑だ。不動産の電話営業を禁止してほしい。 

 

【対応】 

当課では、宅地建物取引業者の不動産取引に係る勧誘に対して、明確にお断りになって

いるにもかかわらず、当該業者が執拗に勧誘を行っている事実が確認できた場合に、対象

業者に対して連絡しております。 

現行法上、電話勧誘を一律に禁止することはできませんが、執拗な迷惑勧誘行為につい

ては行政指導・行政処分の対象になります。今後、都知事免許の宅地建物取引業者からの

執拗な勧誘がございましたら、当課より業者に連絡を入れますので、勧誘を行っている宅

地建物取引業者の情報（業者名、担当者の氏名、発信元の電話番号等）、勧誘があった日

時、勧誘を受けられる○○様のお電話番号（メールに表記されている○○○－の番号でよ

ろしいでしょうか）、当該勧誘の内容、○○様が当該勧誘に対し具体的にどのようにお断

りになっていたか等、可能な範囲で構いませんので、詳しい内容を改めて当課までご連絡

いただければ幸いです。 

よろしくお願いいたします。 

 

○耐震診断未実施の建築物の公表について(平成２９年１月) 

都から「耐震診断が実施されていない建築物の公表について」手紙を頂いたが、耐震診

断は税金の無駄遣いであり、行う必要はない。 

手紙には、耐震診断に着手しなければ、正当な理由がない限り公表するとあるが、私は何

も悪いことはしていない。 

私は、高齢者で、耐震工事をする資金もなく、当該建物には賃借人もいる。耐震診断を

しないことによる公表はやめてほしい。 

 

【対応】 

このたびは、耐震化推進について貴重な御意見を頂き、ありがとうございます。 

耐震化推進条例では、当該建物を含む特定緊急輸送道路沿道建築物は、震災時における
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建物倒壊を防ぎ、建物所有者等の生命・財産を守るため、耐震診断が義務付けられていま

す。 

診断費用は、原則、全額公費で負担する仕組みとなっているので、本事業の趣旨に御理

解を頂き、耐震診断の実施に協力をお願いします。 

 

 

○東京都住宅供給公社（ＪＫＫ）職員への感謝の手紙(平成２９年１月) 

私の父は８０歳代で介護認定を受けており、現在公社住宅で単身入居しております。 

入居から４０年近く経つ住宅は、至る所で老朽化（襖、床）が見受けらます。介護する

際の懸念材料の一つでもあったため、ＪＫＫに修繕の相談をしましたが、電話のやりとり

だけでははっきりしませんでした。するとその後、府中窓口センターの所長から連絡があ

り、自ら父の住宅まで出向いて修繕の可否について具体的に説明してくれたので、不安を

払拭することができました。 

苦情を申し入れるのは簡単ですが、感謝の気持ちを伝える仕組みがないため、居住者、

また高齢者の立場から対応していただいた所長に対し、父と共に感謝の気持ちを伝えるた

めに手紙を書かせていただきました。 

 

 

【環境局】 

○保全地域からの越境木に関する要望（平成２８年１０月） 

保全地域から越境している木について剪定、伐採をしてもらいたい。 

 

【取組】 
いただいた要望を受け、要望者と一緒に現地を確認し、境界際の木など１５本程度剪定、

伐採を行いました。 

 

○野川での泡の発生に関する問合せ（平成２８年１２月） 

 調布から狛江付近の野川に泡が見られる。原因について、夏季にも同じ質問したがもう

一度説明してほしい。 

 

【説明】 

 水質が改善した野川には、水草や藻が多く繁茂しており、陸上の植物と同様、これらは

光合成作用で酸素を出します。酸素は泡となって水面に出ることがあります。お問い合わ

せいただいた方が泡を観察された野川は、透明な水であり、当日の天候が快晴であったこ

とから、光合成作用による酸素の泡の可能性が高いと考えられます。 

 

○環境基準と規制基準の違いに関する問合せ（平成２８年１２月） 

環境局ホームページを見ているが、環境基準と規制基準があり、その違いはどこにある

のか。 

 

【説明】 

環境基準は、人の健康の保護及び生活環境の保全の上で維持されることが望ましい基準
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として、大気、水、土壌、騒音をどの程度に保つのかという目標を定めたものです。規制

基準は法律や条例に基づいて定められた公害の原因となる行為を規制するための基準で

あり、工場等にはこの基準を守る義務が課せられています。なお、今回のお問い合わせを

受け、環境局ホームページの「よくあるご質問」に本内容を掲載いたしました。 

 

 

【福祉保健局】 

○施設敷地内の落ち葉について（平成２８年１１月） 

施設敷地内の歩道で、落ち葉で滑り自転車ごと転倒してしまいました。 

落葉を掃除していただけると助かります。 

 

【取組】 

このたびは、落ち葉の掃除が不十分で御迷惑をお掛けしました。 

御指摘のありましたことを受け、平成２９年度から落ち葉の多くなる季節には、清掃の

回数を週１回から毎日にするよう清掃業者との契約内容を変更いたしました。 

今後とも施設、敷地内における利用者の安全管理に努めて参りますので、何卒御理解い

ただきますようよろしくお願いいたします。 

 

○児童相談所の対応について（平成２８年１２月） 

児童虐待の通告について、該当家庭が不明だったようで、児童相談所から「お子様のこ

とで話を伺いたい」旨記載された手紙が投かんされていた。子供がいることを前提に作成

された定型の文章であり、子供がいない家庭や不妊治療中の家庭への配慮に欠けている。 

 

【対応】 

児童相談所では虐待のおそれがあるとして通告があった際、集合住宅などで家庭が特定

できない場合には、可能性がある一帯の住宅に「お子様の事で御連絡をいただきたい」と

いう趣旨の手紙を投函させていただいておりますが、手紙の表現に配慮が足りず、申し訳

ありませんでした。 

御意見をいただきまして、ただちに手紙の記載を見直し、どのような方が受け取っても

わかりやすく、様々な方への配慮を踏まえた表現に変更いたしました。 

このたびは貴重な御意見をいただき、ありがとうございました。 

今後とも児童虐待の防止に努めて参りますので、よろしく御協力お願いいたします。 

 

○子育て支援員の認知度向上について 

これまでの取組のおかげで、子育て支援員の認知度が以前より向上し、子育て中の都民

や事業者の間でも徐々に子育て支援員の必要性を感じる人が増えていると実感しておりま

す。特に、地域型保育や学童保育関連、社会的養護関連につきましては、感じております。 

都における子育て支援員の認知度向上に向けた取組は、子育て支援員の役割や就業等に

大きく関係し、子育て支援における諸問題の解決の一助になるものと感じます。 

子育て支援員の認知度向上のため、子育て支援員が「子育て支援に関し、全国で通用す

る知識と技能を有していること」等がわかるようなポスターを街頭に掲出すること等は、

とても有効であると思われます。 
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今後の取り組みに期待しております。 

 

 

【取組】 

この度は、貴重な御意見をお寄せいただき、ありがとうございます。 

平成２７年４月から「子供・子育て支援新制度」が始まり、育児経験が豊富で子育て支

援の仕事に携わりたいと思っている方や、すでに子育て支援の分野で働いている方などを

対象に、地域の子育て支援分野の担い手となる人材である「子育て支援員」を養成する研

修制度が始まりました。 

これまでに多数の方が、研修を受講され、それぞれの地域で活躍されています。 

都では、子育て支援員の役割について記載したリーフレットを作成し区市町村に配布す

るとともに、さまざまな施設に対し、子育て支援員を職員として活用できること等につい

て区市町村を通じて周知するなど、効果的・効率的な子育て支援員の認知度向上を図って

おります。 

今後も、子育て支援員の方が広く活躍されますよう、区市町村や関係機関と連携しなが

ら取組を進めて参ります。 

 

○ヘルプマーク・ヘルプカードについて（平成２９年２月） 

今から５年前、都庁内のパンフレットコーナーでヘルプマーク・ヘルプカードのリーフ

レットが置いてあり、ヘルプマーク・ヘルプカードを知りました。担当である障害者施策

推進部計画課の職員とお話をしたくて、担当課のところに行きましたところ、「ヘルプマー

クの趣旨や配布場所について丁寧な説明を受けました。都営交通新宿線の新宿三丁目駅の

駅員さんからヘルプマークを貰い、今は鞄に着けています。ヘルプマーク・ヘルプカード

が今は全国的に広がり、認知されていることはとてもいいことだと思います。私は、聴覚

障害者であり心臓病を患っていて、利用者の一人ですが、都営交通のバスに乗ろうとした

ときに、ヘルプマークを乗務員さんに見せたら「優先席にどうぞ、座ってください」と言っ

てくださいました。嬉しく思いました。ヘルプマークが知られるようになり、障害者や難

病の方々等が安心して身に着け出かけられることが一番ありがたい話です。 

福祉保健局障害者施策推進部計画課の皆さんのおかげだと思います。 

これからもヘルプマーク、ヘルプカードが認知されるよう、努力するとともに、全国的

に広げてください。 

福祉保健局障害者施策推進部計画課の職員の皆さまにおかれましては、体に留意され、

益々のご活躍を心から期待したいと思います。 

本当にありがとうございました。お陰さまで、身に着けることで安心して出掛けられま

す。 

ヘルプマーク・ヘルプカードが全国的に広がりますようにと祈っています。 

 

【説明】 

このたびは、御意見をお寄せ頂きありがとうございます。 

ヘルプマークは、義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、妊娠初期の

方など、援助や配慮を必要としている方々が周囲の方に配慮を必要としていることを知ら

せることができるマークです。平成２９年８月現在、以下の場所で配布しておりますので、

どうぞ御活用ください。 
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＜ヘルプマーク配布場所＞ 

都営地下鉄各駅（押上駅、目黒駅、白金台駅、白金高輪駅、新宿線新宿駅を除く）駅務

室、都営バス各営業所、荒川電車営業所、日暮里・舎人ライナー（日暮里駅、西日暮里駅）

駅務室、ゆりかもめ（新橋駅、豊洲駅）駅務室、多摩モノレール（多摩センター駅、中央

大学・明星大学駅、高幡不動駅、立川南駅、立川北駅、玉川上水駅、上北台駅）駅務室（一

部時間帯を除く）、東京都心身障害者福祉センター（多摩支所を含む）、都立病院、公益財

団法人東京都保健医療公社の病院等 となっております。 

詳細は下記ホームページを御確認ください。 

（http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shougai/shougai_shisaku/helpmark.html） 

ヘルプカードは、緊急連絡先や必要な支援内容などを記載して、災害時や日常生活の中

で困ったときに、周囲に自己の障害への理解や支援を求めるためのカードで、都内区市町

村障害福祉課で配布しています。 

東京都では、ヘルプマークの配布や優先席へのステッカー標示等を都営交通等で行った

り、区市町村や民間企業等と連携し、ヘルプマークの普及啓発に取り組んでまいりました。 

このたび（平成２９年７月２０日）、経済産業省において、ＪＩＳ Ｚ８２１０（案内用

図記号）が改正され、東京都が作成したヘルプマークも追加されました。 

これにより、ヘルプマークが全国共通のマークになるため、多様な主体が多様な場所で

活用・啓発できるようになり、広く普及し、認知度の向上も期待されます。 

 東京都では引き続き、普及啓発に取り組んでいきます。 

なお、平成２９年８月現在、ヘルプマークやヘルプカードを導入されている府県は以下

のとおりです。 

（ヘルプマーク）京都府・和歌山県・徳島県・青森県・奈良県・神奈川県・滋賀県・大阪

府・岐阜県・栃木県 

（ヘルプカード）福岡県・愛媛県・岡山県・青森県・大阪府等 

 

ヘルプマークを身に着けた方を見かけた場合は、電車・バス内で席をゆずる、困ってい

るようであれば声をかける等、思いやりのある行動をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

＜ヘルプマーク＞            ＜ヘルプカード＞ 

 

 

ヘルプマーク・ヘルプカードの詳細はこちら 

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shougai/shougai_shisaku/helpmark.html 

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shougai/shougai_shisaku/card.html 
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【病院経営本部】 

○紹介予約制について（平成２８年１１月） 

紹介状がないと都立病院を予約できないなんておかしい。都税を無駄にしている。役に

立っていない。民間病院で紹介状が必要なら仕方ないが都立病院で紹介状が必要なのはお

かしい。 

 

【説明】 

都立病院では、地域の医療機関との役割分担により、高度専門医療などを適切に効率よ

く提供するため、紹介予約制を原則としており、かかりつけ医など地域の医療機関からの

紹介を受けて患者さんの診療を行っています。皆さんの御理解をお願いします。なお、緊

急を要する場合には紹介状や予約は不要です。  

 

○医師の応対について（平成２８年１２月） 

医師が話を聞いてくれない。診察の際に質問をしても、前にも話したでしょうなどと言

われてしまい、聞きたいことも聞きにくい雰囲気になっている。 

 

【対応】 

申出の概要を主治医に伝え、患者さんには、次回の外来で再度医師とお話しいただくよ

うにお伝えいたしました。また、今後の診療に備え、医療相談員や看護相談の看護師等と

も情報共有をさせていただきました。 

 

○レントゲン撮影時における対応について（平成２９年１月） 

レントゲン撮影時、痛いのに無理に足を持ち上げられました。もう少し思いやりがあっ

ても良いのではと思いました。 

 

【対応】 

担当した職員に対して指導するとともに、朝礼で全職員に接遇に関する意識の向上を指

導いたしました。 

 

○入院中の食事について（平成２９年３月） 

食事の肉が硬すぎる。高齢者は飲み込めないと思うので、もう少し工夫してほしい。 

 

【対応】 

患者さんの健康状態に合わせ、材料の大きさを変更する等の対応をしているところです

が、一層の注意を行っていくこととしました。 

 

○文書窓口の対応について（平成２９年３月） 

診断書申請の書き方を文書窓口で聞いたが、とても感じが悪く事務的対応で不快だった。 

 

【対応】 

委託事業者から、窓口対応は患者の立場で分かりやすくを心掛け、事務的に対応しない

よう個別に指導を行いました。 
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【産業労働局】 

○報告書の閲覧について（平成２８年１０月） 

平成１９年度以前の「東京都商店街実態調査報告書」の閲覧はできるか。 

 

【説明】 

「東京都商店街実態調査報告書」は、行政機関や関係団体が商店街施策を推進していく

上での基礎資料とするため、３年ごとに都内の全商店街を対象に実施しております。現在、

平成２５年度の調査報告書は、ホームページで公開しており、それ以前の調査報告書（平

成８年度～）につきましては、東京都立中央図書館（港区南麻布５-７-１３）で閲覧する

ことができますので、御活用ください。 

(https://catalog.library.metro.tokyo.jp/winj/opac/search-detail.do) 

※東京都立図書館の蔵書検索画面でタイトルに「東京都商店街実態調査報告書」と入力い

ただくと、該当報告書を確認することができます。 

 

○ヤミ金融被害防止強化月間について（平成２８年１１月） 

１１月は「ヤミ金融被害防止強化月間」とのことで、こちらに送られてきた金融業者か

らのダイレクトメールを送付する。ヤミ金だと思われるので確認してほしい。 

 

【説明】 

東京都では、資金需要が高まる年末前の１１月を「ヤミ金融被害防止強化月間」と定め、

各種キャンペーン等を実施し、ヤミ金融被害の未然防止に集中的に取り組んでいます。 

送付いただいたダイレクトメールを調査した結果、東京都において貸金業登録のない会

社であることを確認しましたので、警告の電話をかけるとともに、ヤミ金融の疑いがある

ため、警視庁に情報提供いたしました。 

 

○労働相談情報センターについて（平成２８年１２月） 

大崎にある労働相談情報センターの職員から様々なアドバイスを受け、背中を押してい

ただいたことで、勤めている会社との問題を解決することができた。感謝の気持ちを伝え

たい。 

 

【説明】 

東京都では、都内６か所の労働相談情報センターで、労使・都民の皆様から、労働相談

をお受けしており、「解雇」「賃金不払い」「労働契約」等の様々な労働問題に関して、年

間５万件を超える相談が寄せられています。 

また、労働相談を受ける中で、当事者間での自主的な問題解決がはかられない場合、当

事者である労働者及び使用者の要請を受け、第三者として中立的な立場で解決に向けた調

整を行う「あっせん」も行っています。 

今後も労働相談情報センターは、身近な労働相談の窓口として皆様のお役に立てるよう

取り組んで参ります。 

＜東京都労働相談情報センター＞ 

   東京都ろうどう１１０番 ０５７０－００－６１１０ 

   月～金 ９時～２０時 土曜日 ９時～１７時 （祝日、年末年始を除く。） 
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窓口の所在など  

(http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/soudan-c/center/consult/guide.html) 

 

 

【中央卸売市場】 

○豊洲市場の地下ピット内について（平成２８年１２月） 

豊洲市場の地下ピット内のたまり水の状況を教えてください。 

 

【取組】 

平成２８年１２月１０日（土）に開催した「第３回豊洲市場における土壌汚染対策等に

関する専門家会議」での指示に基づき、 同月１３日（火）から豊洲市場地下ピット内の

排水を開始しました。平成２９年６月３０日現在、地下ピット内には水はありません。 

排水の状況につきましては、ホームページで公開しております。 

・排水開始時 

(http://www.shijou.metro.tokyo.jp/toyosu/expert/pit/index.html) 

・１月の排水状況 

(http://www.shijou.metro.tokyo.jp/toyosu/expert/pit/290119.html) 

 

○豊洲市場の地下水位について（平成２８年１２月） 

豊洲市場の地下水位の現況について、引き続きアピールしてほしい。 

 

【取組】 

豊洲市場用地においては、地下水管理システムの水位計を稼働し、地下水位を管理する

こととしています。平成２８年１０月３日より、地下水管理システムの観測井戸（２１箇

所）における地下水位の測定を開始し、ホームページにおいて公表しております。今後も

引き続き、水位の測定結果についてお知らせして参ります。 

・豊洲市場の地下水位について 

(http://www.shijou.metro.tokyo.jp/toyosu/siryou/waterlevel/index.html) 

 

○豊洲市場の地下水について（平成２９年２月） 

豊洲市場の地下水は絶対に使用しないでほしい。 

 

○豊洲市場の地下水と情報発信について（平成２９年２月） 

移転問題について、情報発信をもっと工夫してほしい。地下水は利用しない等ときちん

と言うべき。 

 

【説明】 

豊洲市場におきましては、地下水は使用いたしません。今後も、都民の皆様に正確な情

報を伝えるよう、情報発信に努めて参ります。 
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【建設局】 

○新青梅街道街路樹とその拡ふく予定地の管理について（平成２８年１２月） 

新青梅街道の街路樹の落ち葉が、道路沿いの敷地や目の前の道路拡ふく予定地に大量に

吹きだまり、落ち葉の処理に困っています。 

最近は落ち葉へのタバコの投げ捨てや、家庭ごみの不法投棄、発泡スチロールの大量な

ごみなどが捨てられ迷惑しています。早急に、街路樹の枝払いをし、道路拡ふく予定地の

落葉やごみの清掃をお願いしたい。 

 

【 回答 】 

 都民の声に御意見をいただきありがとうございます。 

御要望を頂いた箇所については、街路樹の落ち葉と雑草が散在しておりましたので、

１２月１０日(土)に落ち葉清掃と除草も行いました。  

また、路線として街路樹の冬季剪定作業を順次行っているところです。 

よろしく御理解の程、お願い申し上げます。 

 

○歩道橋の補修要望等について（平成２８年１２月） 

いつもご苦労様です。葛飾区西新小岩に蔵前橋通りを平井大橋から新小岩方面に向かっ

て巽橋交差点手前に新小岩学園側から西都営住宅第一団地側に立体歩道橋（レインボー歩

道橋）があり、多くの方が利用しています。 

歩道橋を降りる際、夜になりますと地面との着地部分が大変見えづらく、地面側から数

えて２段目まで階段の端に滑り止めもなく、特に高齢者にとっては危なく、前のめりに地

面に転倒して危ないとの意見が何度となく寄せられます。 

橋の部分から地面から数えて２段目（セメント部分）までは滑り止めもなく、そして手

すりも歩道橋部分だけで下２段まで伸びていなく、高齢者にとっては手すりがないがため

にもたれかけて降りることも出来ず、改善してほしいとの苦情が寄せられます。 

反対側（都営側）も同様ですが、こちらは最後の１段のみ滑り止めがありません。それ

から、ペイントが劣化しかなりの部分で剥がれて来ております。こちらの方も補修してい

ただけますようお願いします。 

 

【回答】 

 日頃より、東京都の道路行政に御理解、御協力をいただき誠にありがとうございます。

また、このたびはレインボー歩道橋について御不便をお掛けしており、申し訳ございませ

ん。 

  東京都では、利用者の皆様の御不便の解消を図るため、コンクリート階段部のステップ

に夜間でも目立つ色の滑り止めシートを設置し、また手すりを製作して追加設置する工事

を実施する準備を進めて参りました。 

コンクリート階段部のステップの滑り止めシートは橋梁維持工事（単価契約）で、平成

２９年１月２０日に設置を完了し、また手すりについても同工事で平成２９年２月２２日

に設置する工事を完了致しました。 

  なお、ペイントの劣化に関しましては塗装の更新時期には至っておりませんが、このた

びの御要望も踏まえまして、次年度以降の塗装工事を検討して参ります。 

  今後とも東京都の道路行政に御理解いただきますよう、よろしくお願い致します。 
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○都立篠崎公園の整備について（平成２９年１月） 

都立篠崎公園Ａの整備について要望です。建設局の管轄かと思います。 

いつも少年野球のグラウンドを利用させて頂いているのですが、この冬の時期になると

グラウンドに霜がおりほぼ使えない状態となります。他の江戸川区による管理をしている

グラウンドは、凍結防止剤などをまききちんと予防をしているのですが、篠崎公園に関し

ては全くの未管理です。その他グラウンド整備道具もボロボロで管理の怠慢としか思えま

せん。きちんと料金を取っているのですから使える状態にするのが管理会社の義務だと思

います。対応をお願いします。 

 

【回答】 

平素より篠崎公園の運動施設を御利用いただき、誠にありがとうございます。 

篠崎公園の野球場・小野球場は A地区にあわせて４面ありますが、そのうちの南側に設

置されたグラウンドについては、日照が良くないことから、冬期の気温の変化により低温

になる朝の降霜及び日中の溶けた霜によるぬかるみが生じることがあります。 

通常の維持管理のほかに凍結防止剤散布等の対策は行っておりますが、施設の立地上、

完全に防止することは難しい状況です。 

また、グラウンドの整備用具については、定期的に点検し、必要に応じて修理や交換等

を行っておりますが、御利用いただいた際に御不便をお掛けいたしまして誠に申し訳あり

ませんでした。 

御意見をいただいた用具については、点検時に新しいものと交換しております。 

引き続き、お寄せいただいた御意見を参考にしながら、多くの皆さまが快適に御利用い

ただけるように努めて参りますので、御理解くださいますようよろしくお願いいたします。 

 

 

【港湾局】 

○夢の島緑道公園園路灯不点灯について（平成２８年１２月） 

 夢の島緑道公園の照明が切れている。また、園路灯に表示してある管理者の連絡先が古 

いものになっている。 

 

【対応】 

当該園路灯の電球の緩みを締め直し点灯を確認するとともに、管理者表示については、

現在の管理者情報に修正しました。 

 

○お台場海浜公園からシンボルプロムナード方面へのバリアフリー案内表示について 

（平成２９年１月） 

お台場海浜公園の自由の女神横の階段の前で、ベビーカーを持った外国人が立ち往生し 

ていた。スロープで階段の上に行く道があることを最近気が付いたが非常に分かり辛い。

階段の付近に案内板を立てる等、一工夫をしていただきたい。 

 

【対応】 

 当該箇所に案内看板を設置しました。 
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【会計管理局】 

〇「都庁職員が使用している肘掛けのある椅子」について(平成２８年６月) 

テレビで都庁執務室の映像を見ましたが、職員が使用している椅子は全て肘掛け付きの

椅子なのですか。 

 

【説明】 

職員が使用する椅子は肘掛けがある椅子もあれば、肘掛けが無い椅子もあります。品数

を複数用意し、各部署が目的にあった製品を選択できるようにしております。また、東京

都では、物品で比較的需要の大きなものについて、大量かつ集中的に一括購入することで

安価に購入するよう努めており、御質問の椅子についても一括購入を行う事で経費を抑え

ております。 

 

 

【交通局】 

○停留所の時刻表が見づらい（平成２８年１１月） 

両国駅入口の停留所にある時刻表が貼ってある所の背景の色が茶色であるため、見づら

い。背景紙を茶色から白に変更するなど、見やすくする対策をして欲しい。 

 

【回答】 

現場を調査したところ、透明のアクリル板が日焼けなどのため茶色に変色していました。

このため、新しいアクリル板に交換しました。お客様からは、「きれいになって見やすく

改善された」との声をいただきました。 

 

○ヘルプマークのアナウンスに感謝（平成２８年１２月） 

ヘルプマークの制度が始まった時は、周知されておらず周囲から冷たい目線で見られて

いるように感じていました。本日、乗車した際、「お客様にお願いがあります。優先席はお

年寄り・妊娠中の方・お子様をお連れの方・身体が不自由な方……」というアナウンスが

流れ、もしかしてと思ったら、最後に「ヘルプマークを身に付けている方にはお席をお譲

り下さい」と放送していました。今まで都営地下鉄でヘルプマークに関する放送はなかっ

たので本当に嬉しかったです。 

 

○トイレ故障時の迅速な対応について（平成２９年１月） 

大江戸線都庁前駅の誰でもトイレのウォシュレットが故障しているため、ホームページ

上で修理をお願いしました。すると、当日夜７時半に、自宅に電話で「早急に対応します」

とのお返事をいただきました。こんなに早くご連絡があるとは思わず驚くとともに、とて

もうれしかったです。 

今朝、誰でもトイレを使いましたが、ご連絡いただいたとおり直っていて、とてもあり

がたかったです。迅速な対処とご連絡を、本当にありがとうございました。 
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○外国人向けの経路案内について（平成２９年２月） 

新宿西口駅のホームで外国の方から何度も六本木方面に行くのにはどう行ったらよい

のかを尋ねられました。今の表示では六本木方面を目指す人にはどちら方面行きの電車に

乗れば早く着くのかが大変分かりにくいので、もう少し外国人が惑わない親切な表示方法

を考えて欲しいと思います。 

 

【回答】 

新宿西口駅から六本木方面へはどちらの方向に御乗車されても到着できますが、駅の路

線図では、早く着く方面の路線を濃い色と矢印で、反対方面を薄い色で表示し、都庁前駅

で乗り換える経路を早く着く経路として御案内しております。また、お客様の声を受け、

外国人の方にも都庁前駅での階段を経由する乗換えのイメージがつかみやすいような図

案のポスターを作成し、１月２０日より駅コンコースやホームの階段の下部に掲出しました。 

今後も、よりわかりやすい案内となるよう努力して参ります。 

 

 

【水道局】 

〇水道工事業者の運転マナーについて(平成２８年１０月) 

水道工事を行っている業者の運搬トラックが近所の小学校近くで信号無視をしていま

した。児童の下校時間帯で大変に危険な行為なので注意して下さい。 

 

【対応】 

このたびは当局工事において、御迷惑をお掛けし、大変申し訳ございませんでした。 

御指摘いただきました件につきまして、受注者及びトラック運転手に対し、厳重に注意

し、交通法規を遵守し歩行者・自転車等、第三者の安全を最優先した運転を心掛けるよう

指導をいたしました。 

今後このようなことがないよう、適切に工事の監督・指導を行い、安全第一で工事を進

めて参ります。 

 

〇水道工事の交通誘導員の誘導について(平成２８年１０月) 

小学校付近で水道工事を行っていると思いますが、工事区間を通過中に小学校前の信号

が赤になり、本来ですと交通整理員の方が止めるのが普通なのですが、赤信号でも車を止

めず進めていました。通過中、整理員を見ると頭上の信号を見ていませんでしたので見落

しと思いますが、このような行為は重大事故に繋がる恐れがありますので、全整理員に厳

重注意・指導が必要ですのでお願い致します。 

 

【対応】 

当該工事では、黄色信号で車両を停車するよう誘導をしていましたが、お急ぎの車両に

対する停車誘導のタイミングが合わず、赤信号で通してしまった場合がありました。 

御指摘いただいた通り、車両の誘導方法として不適切ですので、受注者及び整理員に厳

重注意するとともに、今後このようなことがないよう再発防止に向けて当局から厳しく指

導致しました。 
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〇浄水場の植木について(平成２８年１１月) 

浄水場の植木が邪魔で車が見にくく、車が一時停止せずに出て来た時に何度も怖い思い

をしています。植木を低くするか、失くすか、とにかく見通しをよくして貰えませんか。 

 

【対応】 

現地を確認したところ、植栽が敷地外にはみ出している訳ではありませんでしたが、角

地につき、出会いがしらの交通事故防止の観点から、地域住民の安全面に配慮して伐採い

たしました。 

 

 

【下水道局】 

○下水の臭いについて（平成２８年１０月） 

付近に下水のような臭いがするので調査してほしい。 

 

【対応】 

お客さま立ち合いのもと、周辺の公共雨水ます（道路に降った雨をすみやかに下水道管

に流すためのます）に下水道局が取り付けている防臭器具類を点検しました。そのうち、

１か所防臭キャップ（雨水ますの取付管口に設置する防臭器具）がはずれていたので設置

し直し、設置している防臭リッド（雨水ますの蓋の下に設置する防臭器具）については清

掃を行い、御了解をいただきました。 

 

○マンホールのがたつきについて（平成２８年１１月） 

近くでコンクリート製マンホール蓋ががたついて、通行するたびに音が発生している。

クサビを打って、音が発生しないように対策をお願いしたい。 

 

【対応】 

御指摘いただいたマンホール蓋にはクサビを打ち込んで、がたつきを解消させていただ

きました。また、あわせて周辺のマンホールも確認を行いました。 

 

○震災発生時の下水道の使用について（平成２９年２月） 

大地震が起きたとき下水道は使用できるのかどうかを知りたい。何か対応基準のような

ものはあるのか。 

 

【説明】 

まず、お客さまの排水設備が破損していないかを御確認ください。配管などが損傷して

いますと下水が詰まって汚水が逆流したり、損傷したところから噴出したりすることがあ

ります。特に集合住宅の場合は、下の階のお宅へ汚水が逆流する場合がありますので、配

慮が必要です。 

また、大地震等が発生した場合、トイレが使えなくなる可能性があります。御家庭で備

えている携帯用トイレや都、区市町村が用意したトイレを利用してください。下水道局の

ホームページに震災発生時の対応について掲載がありますので、あわせて御参照ください。 

（http://www.gesui.metro.tokyo.jp/living/pdf/jishinjigesui.pdf） 
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【教育庁】 

○都立高校生の通学マナーについて（平成２８年１０月） 

都立高校生が登下校時に、自転車の二人乗り、逆走、並進、信号無視をしています。 

また、広がって歩く、校門前や周辺道路での座り込み、歩きスマホなどをしています。

マナーが悪く危険ですので、指導を徹底してください。 

 

 

【対応】 

管理職を始め教員全員で毎朝の登校指導を実施するとともに、下校時も担任教員を中心

に指導を行い、今後とも生徒の通学マナー向上に努めて参ります。 

また、警察署と連携して、自転車交通安全教室を実施するなど、安全確保の観点から生

徒指導を徹底して参ります。 

 

○教員の喫煙について（平成２８年１０月） 

都立高校の正門前を通りかかったところ、男性がくわえタバコをしながら正門を開けて

いました。品格に欠けていると思いましたし、都立高校の敷地内は禁煙ではないでしょう

か。喫煙を止めさせてください。 

 

【対応】 

副校長から当該教員に対し厳重に注意をするとともに、学校の敷地内は禁煙であること

を改めて指導しました。 

 

○スクールカウンセラー等へのお礼（平成２９年１月） 

私の子供は、小・中学校で不登校でしたが、スクールカウンセラーのおかげで、都立高

校の定時制に入学することができ、卒業後は就職することもできました。お世話になりま

したスクールカウンセラーとこの制度に携わっている方々に感謝申し上げます。 

 

 

【選挙管理委員会事務局】 

○窓口の対応について（平成２８年１１月） 

窓口を開設しているにも関わらず窓口に職員が誰もおらず、番号札を取り音声が鳴って

も誰も気づかず窓口で待たされた。このような窓口対応は、直ちに改めるべきである。 

 

【対応】 

当局の窓口の対応につきまして御不快な思いをお掛けし、おわび申し上げます。 

このたびは、お客様が番号札を引いたことに気づかず、長時間お待たせしてしまいまし

た。今後このようなことがないよう、職員が常に意識して、積極的にお客さまにお声かけ

するよう、あらためて全職員に徹底をいたしました。 

また、窓口に呼び鈴を設置し、対応職員が窓口にいない場合は、番号札を引いたうえ呼
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び鈴を鳴らしていただくようにし、お客様に気づかずお待たせすることがないようにいた

しました。 

今後とも、窓口での職員の接遇に関する研修なども実施し、より良い窓口サービスに努

めて参ります。 

 

○選挙公報について（平成２８年７月） 

選挙公報がまだ届いていません。いつ頃届くのでしょうか。 

 

【説明】 

法律や条例では、区市町村の選挙管理委員会が、選挙人名簿に登録された人の属する各

世帯に対して選挙期日の前に選挙公報を配布するものとしています。 

選挙公報の配布日時、方法等は各区市町村の選挙管理委員会が決定することとなります

ので、詳細は当該区市町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。 

なお、都が管理する選挙では東京都選挙管理委員会ホームページに選挙公報のＰＤＦ

データを掲載しています。 

 

○投票所入場券について（平成２８年７月） 

投票に行きたいのですが、選挙の用紙が届いていません。どうしたらよいのでしょうか。 

 

【説明】 

選挙の用紙（投票所入場券）は、選挙期日や投票所等をお知らせするとともに、投票所

で本人であることの確認をスムーズに行うためにお送りしているものです。 

投票所入場券が届いていない場合でも、選挙人名簿に登録されている本人であることの

確認ができれば、投票することができます。投票所や期日前投票所で、受付の係員にその

旨をお申し出ください。 

投票所入場券は各区市町村の選挙管理委員会が発行しております。概ね３ヶ月以内に転

居した場合など、確認が必要な場合もありますので、詳しくはお住まいの区市町村の選挙

管理委員会にお問い合わせください。 

 

 

【人事委員会事務局】 

〇人事委員会勧告について（平成２８年１０月） 

都知事の給与は下げるのに、都職員の給与が上がるのはおかしい。国は扶養手当を下げ

るのに、都職員が上がるのが理解できない。人事委員会が給料を決定するのか？ 

 

【対応】 

人事委員会の役割は、勧告することであり、決定するものではありません。 

 

〇採用に関する要望について（平成２９年１月分） 

自分は２４歳だが、高校を卒業したばかりである。東京都の採用試験では年齢で試験の

類を分けているが、自分の年齢でもⅢ類を受験できるようにして欲しい。 
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【対応】 

このたびは、貴重な御意見をいただき、ありがとうございます。年齢にかかわらず、最

終学歴が高校卒であれば、Ⅲ類を受験できるようにして欲しいとの御意見は関係部署にも

お伝えいたします。 

 

〇採用に関する要望について（平成２９年２月分） 

都は大学院卒者、ＭＢＡ（経営学修士）、アメリカの有名大学卒者、有名企業で活躍し

た人を採用して欲しい。国家Ⅰ種よりも都が選ばれるような試験にして欲しい（特に建築、

土木、環境の職種、社会保障事務を行う福祉）。 

 

【対応】 

このたびは、貴重な御意見をいただき、ありがとうございます。都は院卒等をもっと採

用すべきとの御意見は関係部署にもお伝えいたします。 

 

〇採用に関する要望について（平成２９年３月分） 

障害者の採用（Ⅲ類）について、年齢制限を撤廃して欲しい。このような意見があった

ことを関係者に伝えるように。 

 

【対応】 

このたびは、貴重な御意見をいただき、ありがとうございます。障害者採用選考（Ⅲ類）

の年齢制限を撤廃すべきとの御意見は関係部署にもお伝えいたします。 

 

 

【監査事務局】 

○豊洲の件について（平成２８年１０月） 

豊洲の件について、監査委員は重要な役割を担うので、しっかり調査してほしい。 

 

【説明】 

これまでも中央卸売市場に対しては、毎年、定例監査や工事監査等監査を実施しており

ます。直近５年では７件の指摘を行いました。御意見を踏まえ、今後、監査の実効性を高

める方策を検討していく旨を回答しました。 

 

○オリンピック・パラリンピック３施設の整備費について（平成２８年１１月） 

オリンピック・パラリンピック３施設の整備費について、都は４００億円もの圧縮が可

能としているが、短時間の検討で可能なのか疑問である。監査事務局において使命感を持っ

てチェックして欲しい。 

 

【説明】 

頂戴した意見を局内に周知し、今後の監査に活かして参ります。 
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【東京消防庁】 

○ビルの避難障害について（平成２８年１０月） 

新宿区歌舞伎町の○○ビルは、エレベーター前と非常階段に、飲食店の荷物が置いてあ

る。火災のときに危険なので、撤去するように消防署から指導してほしい。 

 

【対応】 

管轄消防署が即日、○○ビル共用部の避難施設及び防火設備について立入検査を実施し

たところ、２階と６階に避難障害となる荷物が放置されているのを確認しました。当該飲

食店の関係者に指導を行い、その場で荷物を撤去させ、火災予防の重要性を伝えました。 
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Ⅳ 相談  

１ 交通事故相談 

(１)  事業内容 

交通事故による被害者の救済を図ることを目的として、専門の相談員が弁護士

の助言を受けて、損害賠償額、示談のしかた、保険請求の手続き、生活更生問題

などの相談に応じています。 

 

(２)  事業実績 

経路別にみると、電話が８９．７％、来訪が１０．３％となっています。 

相談者別では、被害者からの相談が全体の８１．２％を占めています。 

内容別では、保険（強制保険・任意保険・社会保険）、賠償責任者・額、初期相 

談、示談教示、過失相殺の順となっています。 

 

＜交通事故相談 経路別件数＞ 

（単位：件） 

電 話 来 訪 郵 便 合 計 

6,841 782 0 7,623 

 

 

＜交通事故相談 相談者別件数＞ 

（単位：件） 

被 害 者  加 害 者  そ の 他 合 計 

6,193 1,254 176 7,623 

 

 

＜交通事故相談 内容別件数＞ 

（単位：件） 

 初期相談 賠償責任者・額 過失相殺 示談教示 調停・訴訟 保険 更生問題 その他 合計 

1,009 1,285 743 856 187 2,171 289 1,083 7,623 
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２ 外国人相談 

(１)  事業内容 

都内に在住する外国人から寄せられる日常生活に関する相談等に対し、適切な

助言を行い、必要な生活情報を提供することにより、制度や習慣の違いから来る

ギャップを埋め、外国人と都政を結ぶ役割を果たしています。 

   相談は英語、中国語、韓国語で実施しています。 

 

(２)  事業実績 

経路別では、電話８７．１％、来訪１２．６％、郵便０．３％となっています。 

相談の内容は、「くらし一般」、「入国関係」、「婚姻・国籍」の順となっていま 

    す。 

言語別にみると、英語では｢くらし一般」、「入国関係」、「しごと」、中国語は  

「入国関係」、「くらし一般」及び「婚姻・国籍」、韓国語は「くらし一般」、「入国 

関係」、「婚姻・国籍」及び「事件・事故」の順となっています。 

 

＜外国人相談 経路別件数＞ 

（単位：件） 

電 話 来 訪 郵 便 合 計 

1,604 232 5 1,841 

 

＜外国人相談 項目別、言語別件数＞ 

（単位：件） 

順位 項  目 主 な 内 容 計 
  

英  語 中国語 韓国語 

1  くらし一般 各種相談室案内、施設や機関案内 429  296  84  49  

2  入国関係 在留資格、住民登録 267  139  98  30  

3  婚姻・国籍 婚姻・離婚、養子縁組、戸籍 234  131  84  19  

4  医療・社会保障 病院、健康保険、年金、医療費 215  124  82  9  

5  しごと 税金、雇用・解雇、職業紹介 191  133  45  13  

6  事件・事故 裁判、警察、交通事故 180  122  39  19  

7  教育・余暇 留学・就学、日本語の勉強 138  69  56  13  

8  すまい 契約、公共住宅 97  67  28  2  

9  消費者 買い物情報、トラブル 78  51  22  5  

10  生活環境 ごみ、道路 12  6  4  2  

合 計 1,841  1,138  542  161  
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