
区長への主なご意見・回答 

 

内容から個人が特定されるものは除いてあります。 

区からの回答は当時のものです。現在とは異なる場合があります。 

 

 

【問合せ】 すぐやる課 電話０３－５６５４－８４４８（直通） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆治水対策について 令和２年度受付 

 

【ご意見】 

 昨年大型の台風が来た際に荒川と中川が決壊する恐れがあるということで、

避難勧告が出て車も家も失ってしまうのかと非常に肝を冷やしました。その

後、区あるいは都でそれらの河川の治水対策を実施されているか、今後実施

する計画があるかどうかお教えください。 

 

【回答】 

飾区は周囲を河川に囲まれているため、水害への備えは重要だと考えてい

ます。 

区内の各河川について、江戸川では本区の上流において、首都圏氾濫区域堤

防強化対策による堤防拡幅が順次進められるとともに、中川では上流の埼玉県

内に首都圏外郭放水路の整備や南水元・西水元などで築堤工事が完了し上流の

吉川市などで築堤工事が進められています。また、荒川では治水上の弱点とな

っている京成本線荒川橋梁の架け替え事業に着手しています。 
また、荒川上流では河川へ流入する水を一時的に貯める第一調整池(彩湖）の

整備が完了し、第二・第三調整池の事業にも着手しているところです。江戸川

上流の利根川においても同様に、渡良瀬遊水池、稲戸井調節池が整備さていま

す。 
葛飾区内についても、総合治水対策の一環として、民間事業者に雨水貯留槽

の設置指導を行うなど水害対策に取り組んでおります。引き続き、河川を管理

する国や東京都に対して、災害に強い河川にするための要望活動を行うととも

に、水害に備えた活動を行ってまいります。 
 
【担当】調整課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆だれでもトイレの設置について 令和２年度受付 

 

【ご意見】 

 私は車椅子で生活しておりますが、車いすで使用できるトイレの数があま

りにも少なすぎるため不自由しております。特に立石駅周辺では図書館しか

車いすトイレがありません。駅にすら車いすトイレがなく、一番近くて区役

所の近くにある多機能トイレです。 お花茶屋駅は片方のホームにしか車いす

トイレがなく、さらにそのホームに行くためのエレベーターがないので、駅

の外からリフトで上がらないと使えません。 

区役所の近くにある公衆多機能トイレを各駅周辺にも欲しいです。 

  

【回答】 

 京成立石駅やお花茶屋駅の周辺には公衆多機能トイレを設置する用地が無い

ため、設置が困難な状況にあります。 
今回のご意見をふまえ、今後、適地が取得できる機会があれば検討していき

たいと考えています。 
また、駅周辺に限らず、車いすでご利用できるトイレを街全体に増やしてい

くためには、公園・児童遊園のトイレを活用していくことも考えられます。 
現在、区では、公園等のトイレを誰でもトイレに変えていく取組を進めてい

ます。また、新しく整備する公園のトイレは、誰でもトイレにするようにして

います。 
今後もこうした取組を継続し、区全体にこうしたトイレが増えていくように

努めてまいります。 
なお、区では、障害のある方や高齢の方など、全ての方が建築物その他の施

設を安全かつ快適に利用していただけるよう、「東京都福祉のまちづくり条例」

に基づき、物販店や飲食店、病院など不特定多数の方が利用する施設のバリア

フリー化に要する費用の一部を助成しております。 
本事業につきましては引き続き、広報かつしか、区ホームページ、かつしか

ＦＭ等を活用して広く周知を行ってまいりますので、ご理解のほどよろしくお

願いいたします。 
 

【担当】道路補修課・公園課・福祉管理課 

 

 

 

 



◆新小岩駅前のライトアップ費用について 令和２年度受付 

 

【ご意見】 

 私は写真を趣味に興じており、慣れ親しんだ葛飾地区や近郊を探索し探検、

撮影しています。毎年近郊の全駅のイベントの撮影をしていますが、それら

イベントの予算については今まで存じておりませんでしたので、予算の公開

を目にし、興味深く拝見しました。 

 私自身、昨年度の新しい新小岩駅前のライトの飾りは新鮮で、とても充実

した撮影ができました。ただ、費用が高いことに驚き、そのような高い費用

を払ってまでやる価値はあるのかと疑問が出てまいりました。そしてさらに

驚いたことに、駅を南北に分けてそれぞれの飾りと費用が書いてありますが、

ほとんどの飾りは北側だけについていたのに南側の方の費用がずいぶんと高

いことにとても疑念を感じました。 

 

【回答】 

新小岩駅前を中心とした南地域及び北地域のイルミネーションは、令和元年

度からスタートした事業です。本事業は、地元自治町会・商店会等が主体とな

って事業を実施することから、南北地域それぞれにて「きらめきの街・新小岩」

実行委員会を組織し、イルミネーション装飾及び関連イベントの実施を区と協

働で行うことで、まち全体の賑わいを創出することを目的としております。 

令和元年度は、令和元年 12 月６日（金）から令和２年２月 29 日（土）まで

をイルミネーションの点灯期間として、北地域はスカイデッキたつみ・新小岩

駅東北広場周辺を装飾し、南地域は新小岩駅前街路灯・平和橋通りの（一部）

街路灯・商店街の（一部）街路灯を装飾することで、「新小岩」のイルミネーシ

ョンを演出しました。 

また、南地域につきましては、イルミネーションだけではなく、令和２年２

月８日（土）及び９日（日）に、期間限定フォトスポットの設置と演奏ライブ

を実施しました。 

本事業は、南北それぞれの実行委員会において、イルミネーションのデザイ

ンや設置場所、イベント内容などの検討を重ねながら実施しております。 

令和２年度の「きらめきの街・新小岩」事業におきましては、南北地域とも

に、「新小岩」及び「葛飾区」の誘客・賑わいの創出に向けて、地域の皆様との

協働により、華やかなイルミネーション等を演出していくよう尽力してまいり

ます。 

 

【担当】観光課 



◆区内施設利用時の区民優遇について 令和２年度受付 

 

【ご意見】 

区内には多くのスポーツ施設や劇場などの文化施設がありますが、この施

設を借りるときに区民として何の優遇措置がないのはおかしいのではないで

しょうか。通常、他の区では多くの優遇措置が取られています。 

・区民は一般より先に施設を予約できる 

・区民以外の一般は利用料金が通常より高額（1.5～2 倍）など 

区の施設であるのに区民が区外の方と同様に抽選をし、同額の料金なのは

区民税を払っているのに不公平ではないでしょうか。もっと区民が利用しや

すくして頂けるととてもありがたいです。是非ご検討のほど宜しくお願いい

たします。 

 

【回答】 

文化施設の利用申込みにつきまして、ご応募いただいた方々の公平・公正を

期すために抽選を行っておりますが、現在のところ、区民の皆様を優先すると

いった方法は導入しておらず、抽選受付期間の翌月からは、空いている日程を

随時ご予約いただいているところでございます。 
文化施設の利用料金につきましては、区民へのメリットとして、一定の要件

を満たし区に登録した文化・芸術団体に対し、ホールや練習室等の利用料金を

５０％減額する制度を設けて支援をしております。 
頂戴しましたご意見につきましては、今後、利用料金のあり方や施設利用の

あり方を検討する際の参考とさせていただきます。 
 地域コミュニティ施設につきましては、個人で利用する場合、区内に在住、

在勤又は在学の方の使用料は、そうでない方の１／３と安価になっています。

また、先行予約ができる登録団体となるためには、構成員の５割以上が区内に

在住、在勤又は在学であることを要件としております。 
区内体育施設の予約につきましては、区内在住・在勤・在学の高校生相当以

上の方は、個人登録またはグループ登録（登録要件有り）をしていただきます

と、随時申込より先に行われる各対象施設の抽選予約にご参加していただくこ

とができ、優先的にご予約できます。  
 
【担当】文化国際課・地域振興課・生涯スポーツ課 

 

 

 



◆公園内の禁煙周知について 令和２年度受付 

 

【ご意見】 

曳舟親水公園、砂原第二公園、砂原第三公園、亀有一丁目児童遊園にて、1

日を通して高齢男性の喫煙を頻回に見かけます。おそらく日本人ですが、注

意しても無視されるので、日本語、英語、中国語でお伝えしてようやくやめ

てくれる方もいらっしゃいます。中には「公園が禁煙であることを知らなか

った」という方もいらっしゃいます。 

保育園が原則自宅保育になっている為、こちらも子どもの遊び場に苦慮し

ております。乳幼児や非喫煙者の受動喫煙防止の為、今一度ご対応をお願い

いたします。 

 

【回答】 

 ベンチ付近に禁煙のステッカーを貼り、改めて禁煙の周知を行ってまいりま

す。また、職員が公園を週２回巡回しておりますので、巡回時に喫煙者がいた

場合は注意いたします。 
 
【担当】公園課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆車中避難について 令和２年度受付 

 
【ご意見】 

コロナウィルスの感染が広がる中、洪水の心配の季節になりました。昨年

の台風時には、近くの中学校に避難しました。その経験も踏まえ、今年は万

が一のとき、車中避難を考えていますが、浸水しない高い土地に避難するた

めに、近所のスーパーやパチンコ屋さんの駐車場を使いたいと前から思って

います。民間の施設なので、買い物やパチンコをしないで避難するのは気が

引けます。非常事態の際に、区民に駐車場を解放する取り決めなどあれば、

堂々と避難できると思います。わざわざ広域避難せずに、近所の高い場所に

さっと逃げられる場所の確保を検討していただけると幸いです。よろしくお

願いいたします。 

 

【回答】 

 車両での避難につきましては、立体駐車場であれば亀有リリオパーキングが

あり、区内で浸水しない地域としては奥戸総合スポーツセンターがあります。 
 区内が浸水すると２週間以上水が引かない可能性もありますので、区外の浸

水しない地域へ避難する方法もあります。 
 区では引き続き、浸水しない階層に避難できるスペースを確保できるよう検

討してまいります。 
 なお、台風接近時には区からの情報などを正しく収集し、早めの避難を心が

けるようお願いいたします。 
 

【担当】危機管理課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆育児休業に伴う保育施設の在園期間について 令和２年度受付 

 
【ご意見】 

 近年育児休暇を１年以上取得できる企業が増えてきました。しかし、上の

子がいると保育園を退園しなくてはならなくなる関係上、早生まれの場合は

特に１年以上は取得しづらいように思います。昨今の保活事情を鑑みると、

必ずしも希望した時期に入園できるとも限りませんので、意図せず育休延長

をする場合もあるかと思います。 

23 区の中には在園児童が翌年度で５歳児クラスになる場合に限り、期間の

限りなく卒園まで在園を認めるという区もあるそうです。下の子が生まれて

環境が大きく変わった子どもが小学校入学を控えての退園・転園するという

のは、子どもの精神的負担が大変大きい事です。上の子が５歳児クラスの場

合は卒園まで在園を認めて頂くという事は難しいでしょうか。 

 

【回答】 

葛飾区では、令和２年度から、下のお子様が２歳になる年度末まで、育児休

業の要件で上のお子様が保育施設に在園できるように変更をいたしました。ま

た、この変更以前より、下のお子様が保育施設に入所できないなど、育児休業

からの復帰ができない場合でも、次年度に就学を控えるお子様（４月から５歳

児クラス）については、保育の継続性や急激な環境の変化を避けることを鑑み、

在園を可能としております。 
そのようなご事情がある場合は、ご相談いただければと存じます。 

 

【担当】保育課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆駐輪場と歩行空間について 令和２年度受付 

 
【ご意見】 

 区営の駐輪場のお花茶屋西駐輪場ですが、駅前という事も有り道幅が狭い

中、人や自転車や車やトラックなどが頻繁に通ります。駐輪場は需要があっ

て必要なのも理解出来ますが、なぜスタッフの方は歩道いっぱいまで駐輪す

る自転車を並べているのでしょうか？それにより歩行者は車道を歩かねばな

りません。それともあの歩道に見える場所は駐輪場の範囲なのでしょうか？ 

あの近くには幼稚園や保育園が有ります。非常に危険な場面を何度も目撃

しています。毎日出社で前を通りますが、３、４人いるスタッフは車道にト

ラックが通る時も注意を投げかけている所を見たことがありません。どうに

かして頂けないでしょうか？よろしくお願いいたします。 

 

【回答】 

 ご指摘いただいた京成線の線路に沿った箇所は、自転車駐車場となっており

歩行空間ではないため、改めて歩行空間として整備をすることは、現在の利用

状況から考えると大変困難となります。また、自転車駐車場係員の業務内容に

交通誘導は含まれておりませんが、歩行者への声掛けなど、可能な範囲での協

力を依頼いたします。 
 ご指摘の路線は、貨物車両なども多く通行していることから、建物側の路側

帯を通行していただくようお願いいたします。 
 また、いただいたご意見は、交通状況改善課題の一つとして考えてまいりま

す。 
ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 

【担当】交通政策課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆防災行政無線について 令和２年度受付 

 
【ご意見】 

 いつも夕方流れる放送はとてもよく聞こえているのですが、以前豪雨の時、

何か放送しているのはわかっても、何を言っているのかが窓を開けてもわか

りませんでした。区として何か伝える手段を考え、広報に載せてもらえると

ありがたいです。 

 

【回答】 

区では防災行政無線の放送が聞き取りにくい場合に、直近の放送内容を確

認できるサービスを行っております。 

下記のフリーダイヤルの番号に電話をかけていただければ、放送内容を確

認できます。 

【防災行政無線の電話案内について】 

電話番号 0800（800）0657（無料） 

他にも、防災行政無線の放送内容は、葛飾区安全・安心情報メールでも配

信しておりますので、よろしければご登録をお願いいたします。 

【葛飾区安全・安心情報メールについて】 

http://www.city.katsushika.lg.jp/1000018/1009905.html 

上記内容は、広報かつしか令和２年７月 25 日（No.1809）号、わたしの便

利帳 32 ページや今年３月に全戸配付した葛飾区水害ハザードマップ 11 ペー

ジにも掲載しておりますのでご確認ください。 

また、区では令和２年９月 23 日より防災行政無線の放送内容を音声や文字

で確認できるスマートフォンアプリ「かつラッパ」の配信を開始しました。

震災時における「学校避難所情報」や「葛飾区ホームページ」もご覧いただ

けますので是非ダウンロードをお願いいたします。 

防災無線確認用アプリ「かつラッパ」の詳細につきましては、広報かつし

か令和２年10月 25日（No.1818）号に掲載しておりますのでご確認ください。 

【防災無線確認用アプリ「かつラッパ」について】 

http://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000063/1004032/1024482.htm

l 

 

【担当】危機管理課 

 

 

 

http://www.city.katsushika.lg.jp/1000018/1009905.html
http://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000063/1004032/1024482.htm


◆生ごみの不法投棄について 令和２年度受付 

 
【ご意見】 

 自宅前の側溝や近くの駐車場に生ごみを捨てる人がいます。警察には連絡

済みですが片付けはしてくれません。コロナ禍で感染リスクがある他人の生

ゴミなどを片付けたくありません。駐車場の生ごみはほぼ毎朝あります。 

 ハエがたかる、におう、不衛生、コロナ感染リスクなど迷惑かつ危険をこう

むっています。区からのお知らせや警察と連携して対応してほしいです。も

しくは置いてある場所は同じところなので防犯カメラを設置し、かつ防犯カ

メラが設置してあることがわかるようにして頂き、それでも生ごみが置かれ

たときは警察と連携するというような注意を認識出来る状態にしてもらえま

せんか？コロナ騒動から始まっているのでストレスによるものかもしれませ

んが、小さな治安悪化を放置して大きな犯罪に繋がらないよう区からの協力

が必要なくらい深刻です。よろしくお願いします。 

 

【回答】 

 私有地の不法投棄物は管理者が処分するものであり、区が協力できることと

いたしましては、駐車場に警告看板を掲示して経過観察をし、それでも改善さ

れない場合は町会及び管理者と協力のうえ、ダミーカメラを設置するというこ

とが考えられます。 
 今後は、駐車場の管理者を特定し不法投棄物の撤去を促すとともに、管理者

には不法投棄の再発防止の取組をお願いしてまいります。管理者より依頼があ

った場合は、看板の提供等も行ってまいります。 
 

【担当】リサイクル清掃課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆通学路の防犯カメラ設置について 令和２年度受付 

 
【ご意見】 

 自宅前の道路が夜中も人通りの多い状態なのですが、通学路にも関わらず

防犯カメラがありません。バス停から居酒屋、水元公園駐車場と人通りが常

にある場所で、ごみ捨ても多く、騒音も気になるので治安が良くありません。

ぜひカメラの設置をお願いします。 

 

【回答】 

 通学路の防犯カメラについてお答えいたします。 

 区では、小学校の通学路安全対策に資することを目的に、区内の全小学校の

通学路に各５台、計 245 台の防犯カメラを設置しております。その設置場所は、

それぞれの学校においてＰＴＡとの協議や警察からの助言等を踏まえ決定して

おります。また通学路のカメラとは別に、地域の実情に応じて自治町会や商店

会が設置した防犯カメラが稼働しております。 

 児童の安全確保対策を推進していくための取組としては、防犯カメラの設置

に加え、地域の皆様や警察などの関係機関と連携し、防犯や交通安全に視点を

置いた通学路の点検、民生委員・児童委員による見回りパトロール、安全・安

心情報メールによる情報提供などを行っております。 

 現在のところ、各小学校の学区にそれぞれ設置している防犯カメラの台数を

増やす予定はございませんが、今後も様々な方策を組み合わせることで、通学

路の安全性を高めていきたいと考えております。 

 なお、自治町会や商店会が設置する防犯カメラにつきましては、その整備費

用の一部を区で補助しております。補助の詳細につきましては、生活安全課地

域安全係（03-5654-5478）までご連絡ください。 

 

【担当】教育総務課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆ＰＣＲ検査について 令和２年度受付 

 

【ご意見】 

民間のＰＣＲ検査が段々とできていると思うのですが、葛飾区でも安く早

くＰＣＲ唾液検査をできる店舗や郵送サービスの作成または１ヶ月に１人１

回検査が安く受けられる支援など対策をお願いしたいです。 

簡単なことではないのは分かっておりますが、医療従事者、教員や保育士、

介護士、役所、銀行、スーパーなどで働く人は休むことが出来ません。その

人達の為にも、検査を受けることができる環境を葛飾区が率先して作ってい

ただくようお願いします。 

 

【回答】 

症状のある方や濃厚接触者等の新型コロナウイルス感染が疑われる方は、医

師の判断のもとで検査をご案内しており、お待たせすることなく受けられる体

制を整えております。 
また、重症化リスクの高い方や施設等における感染拡大を防止するために、

『高齢者、基礎疾患を有する方へのＰＣＲ検査事業』を 12 月 15 日から、『福祉

施設、子育て施設へのＰＣＲ検査事業』を 12 月 18 日から開始しました。詳し

くは、区ホームページをご覧ください。 
 今後とも、区民の皆様とともに感染対策防止に取り組んでまいります。 
 
『高齢者、基礎疾患を有する方への PCR 検査事業』 
http://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000050/1001797/1025152.html  

 
『福祉施設、子育て施設への PCR 検査事業』 
http://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000050/1001797/1025156.html 
 

【担当】保健予防課 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000050/1001797/1025152.html
http://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000050/1001797/1025156.html


◆ごみの分別について 令和２年度受付 

 
【ご意見】 

 今は焼却炉の性能が良くなり、公害を出さないためプラスチックも燃やせ

ると聞いています。リサイクルも使い道がなかったりお金がかかったりで限

界だと聞いていますので、しなくても済むなら、燃える・燃えないの分別を

なくしてほしいです。ご検討をよろしくお願いいたします。 

 

【回答】 

葛飾区のプラスチック製容器包装（プラマーク）は、容器包装リサイクル法

に則ってリサイクルを実施しており、回収されたプラマークは、再び原材料と

なってさまざまな製品に再活用されています。 
廃プラスチックについては、海洋ごみ対策や天然資源の枯渇など、幅広い課

題に地球規模で対応していくことが求められており、日本国内においても昨年

度「プラスチック資源循環戦略」が策定され、プラスチックの資源循環を総合

的に推進していくための施策が進められています。 
葛飾区では、来年度策定する「一般廃棄物処理基本計画（第四次）」において

徹底的なプラスチックの資源循環を掲げ、より一層取組を進めていくこととし

ております。 
プラスチックの原料は石油であり、限りある資源です。プラマークを分別し、

リサイクルすることで再び資源として活用することができれば、資源の循環や、

ごみの減量（埋め立て量の削減）の課題に貢献することができます。持続可能

な社会を実現し、次の世代に豊かな環境を引き継いでいくためにも、プラマー

クの分別とリサイクルの推進にご理解とご協力を賜りますようお願いいたしま

す。 

 

【担当】リサイクル清掃課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆指定喫煙場所について 令和２年度受付 

 
【ご意見】 

 新小岩駅北口のスカイデッキ入り口付近に喫煙所が設置されています。先

日駅でお会いした方が気管支喘息の持病があり、ここを通ると発作が起きそ

うになるので何とかして欲しいとの訴えがありました。この場所は確かにタ

バコの煙や臭いが充満しておりました。東京都の受動喫煙防止条例が施行さ

れておりますので改善策をとって頂きたくお願い申し上げます。 

 

【回答】 

本区では、「葛飾区きれいで清潔なまちをつくる条例」に基づき、平成 30 年

から新小岩駅を含む駅周辺を順次喫煙禁止区域に指定し、併せて、吸う人と吸

わない人がともに「きれいで清潔なまち」をつくっていけるよう、分煙化を図

るため喫煙場所を設置しております。 

喫煙場所の選定につきましては、駅から比較的近く、通行の妨げとならない

場所を候補地として、地域の自治町会や商店会の皆様からご意見を伺った上で

決めさせていただいたものでございます。 

現在区では、喫煙者による煙や臭いを分散化するため、新小岩駅北口周辺に

新たな指定喫煙場所の設置準備を進めております。 

なお、法律や都の条例において屋外は受動喫煙の対象としておりませんが、

いただいたご意見を一つ一つ検証し、保健所とも連携しながら引き続きよりよ

い方策を検討し、区民の方々にご理解いただけるよう努めてまいります。 

 

【その後の対応】 

新小岩駅北口につきましては、昨年新しくなった広場内に植栽型の喫煙場所

を設置し、本年 1 月末にオープンしました。複数の喫煙場所を設けることで、

これまでよりも喫煙者が分散され、煙や臭いが軽減されると考えております。 

今後も保健所や関係機関と連携しながら、よりよい方策を検討してまいります。 
 

【担当】地域振興課 

 

 

 

 

 

 



◆おくやみコーナーについて 令和２年度受付 

 
【ご意見】 

 おくやみコーナー設置に関して死後の手続きをワンストップでできると広

報で読みました。数年前、親を亡くした時、区役所で何枚番号札を持った事

でしょう。それを考えると一歩進んだと言えます。 

しかし、予約制とは余りにも酷いと思います。常時開設していたら予約必

要ありますか？改善して欲しいです。本来なら、マイナンバーカードで処理

出来れば一番です。 

 

【回答】 

 この度のおくやみコーナーは、身近な人を亡くされたご遺族の気持ちに寄り

添い、区役所での手続に関するご不安や、様々な書類に何度も記載するご負担

を少しでも軽減することを目的にしております。 
予約制にさせていただいているのは、亡くなられた方の情報等をお聞きし、

予めそれぞれの申請書に入力・印刷しておくことで、お客様の記入負担を軽減

するとともに、事前にきちんと準備をしておくことで、当日お越しいただいた

際に、お待たせせず円滑で丁寧なご対応ができるようにするためでございます。 
もちろん、予約なしでおいでになっても、予約が入っていなければすぐにご

対応しますし、申請書への入力・印刷のお時間をいただくことになりますが、

丁寧に手続を進めてまいります。 
また、マイナンバーカードの活用についてもご提言いただき、ありがとうご

ざいます。おくやみコーナーは開設したばかりですので、今回頂戴したご意見

を今後に生かしながら、皆様にとって使いやすいものとなるよう改善してまい

ります。 

 

【担当】戸籍住民課 

 

 

 

 


