か、台東区循環バス「めぐりん」

づけており、魅力あるまちづくり

けた予備設計に着手します。

に、浅草１丁目や谷中３丁目の区
道について、無電柱化の整備に向

を対象としたショートステイ事業
を実施します。

令和２年度

また、国際化が進展する今日に
おいては、子供の頃から外国語の
学習や異なる文化の理解に主体的

令和２年第１回区議会定例会
区長所信表明《要旨》
はじめに

の対応の更なる強化を図ります。
また、自助・共助の強化に向け
取り組んでいる避難行動要支援者
およ
の個別支援計画作成及びコミュニ
ティ防災の構築については、モデ

ル実施の結果を踏まえ、取り組み
の本格化・拡大化に向け、更なる
検討を進めます。
都市防災機能の強化などを図る
ために、無電柱化の推進に向けて、
区の基本的な考え方となる「無電

⑵ いつまでも 健やかに自 分

環境の更なる充実に取り組みます。
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課題や財政状況などについて全庁 らしく暮らせるまちの実現
台東病院は、高齢者の慢性期医
的な意識の共有化を図り、区民福
祉の向上に向け、必要な取り組み 療を担う拠点病院として、地域に
に対して重点的に予算配分を行い とって必要不可欠な病院です。開
設から約 年が経過し、一部機器
ました。
⑴ あらゆる世代が生涯にわ にも経年劣化がみられることから、
たって成長し輝くまちの実現
先日入れ替えが完了したＭＲＩに
およ
児童虐待を未然に防ぐためには、 続いて、来年度はＣＴ及びＸ線Ｔ
Ｖ装置を更新します。
虐待の兆候がある家庭の早期発見
また、受動喫煙の防止を図るた
と支援を行うことが重要であるこ
め、公衆喫煙環境の整備をはじめ、
とから、支援が必要な家庭の児童

ビスと施設の充実、低所得者への
支援、災害対策の強化、区有施設
昨年の台風第 号上陸の際、初 の保全や長寿命化への対応など、
さまざま
めて自主避難所を開設するなどの
様々な行政需要が増大しているこ
とから、今後より一層の健全な財
対策を講じましたが、十分な対応
が図れなかった部分もあったため、 政運営を推進していかなければな
りません。
避難所の運営や災害対策本部の体
予算編成にあたっては、
「予算
制などについて検討し、風水害時
編成方針会議」において、区政の

また、同じくまちづくり推進重
に取り組むことが重要であり、小
予算案について
点地区である「上野・御徒町地区」
学６年生では、体験型英語学習施
さまざま
は、多くの来街者が訪れる一方、
本区の財政状況は、歳入では、 設における様々な英会話プログラ
まちの高低差や動線が複雑であり、 特別区民税が増となるものの、特
ム体験、中学２年生では、外国語
回遊性の向上を図る必要があるこ 別区交付金は、地方税を国税化し
指導助手を配した実践的な英会話
とから、
「上野地区まちづくりビ て再配分する不合理な税制改正に
プログラムを新たに実施し、英語
ジョン」を策定し、
「杜の文化と よって減となっており、今後もそ
活用の意欲向上を図ります。
まちの賑わいが共演する舞台 上 のマイナスの影響により大きく減
平成 年度から実施している、
‘ｓ
野」を将来像に掲げ、取り組みを 収となることを危惧しています。 「アスリートから学ぶ Ｌｅｔ
Ｅｎｊｏｙ スポーツ」を、東京
推進します。
一方、歳出では、子育て支援の
２０２０大会 日前イベントとし
充実や待機児童対策、教育環境の
整備、高齢者・障害者に係るサー て内容を充実して開催し、大会に
災害対策について
向けた機運醸成を図ります。また、
区内の小学生を対象としたボッチ
ャの交流大会を開催し、障害者ス
ポーツの推進を図るとともに、リ
バーサイドスポーツセンター陸上
競技場の大規模改修に向けた設計
調査を実施し、スポーツができる

くりの方向性を検討します。

を一層推進していくために、ビジ
ョンの策定に向けた基礎調査を実
施し、地域の方々とともにまちづ

まちづくりの

いります。

尽力し、そこで生まれた感動やこ
れまでの取り組みを、地域の活性
化や区民生活の向上につなげてま
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を大会仕様に装飾するなど、この
世界的祭典を盛り上げる取り組み
を実施します。

昭和 年の東京大会の開催を記
国は、誰もが個性と多様性を尊
重され、生きがいを感じられる
念して、朝倉文夫氏の傑作である
「一億総活躍社会」の実現に向け 「生誕」像をシンボルとする生誕
改革を進めており、全ての世代が
噴水塔が、上野恩賜公園入口前に
安心できる「全世代型社会保障制
設置されました。この「生誕」像
度」を目指し、政策を実行してい
を、東京２０２０大会の開催に合
ます。
わせて下町風俗資料館脇に 年ぶ
本区には、支え合いや助け合い りに設置し、昭和と令和の東京大
会の象徴として継承します。さら
という古くから培ってきた地域の
に、今大会は本区に集積する文化、
力がある一方、共働き世帯の増加
芸術の魅力を国内外に発信すると
や核家族化の進行などにより、地
ともに、文化の裾野を広げる絶好
域コミュニティの衰退が懸念され
の機会であるため、
「たいとう文
ています。台東区が、将来にわた
化発信プログラム」に基づき、文
り活力ある都市として更なる発展
化施策を展開します。
を遂げていくためには、本区に息
７月 日には、オリンピックの
づく地域の力を最大限に活かし、
聖火ランナーが台東区内を駆け抜
誰もが安心していきいきと活躍で
けます。また、パラリンピックの
きる環境を整備することが重要で
聖火リレーも本区で実施すること
す。私は、
「ひと」も「まち」も
が決定しています。開催都市東京
輝き、区民の皆様が誇りと愛着を
持ち続けられるまちの実現に向け、 の一員として、大会の成功に向け
本年も全力で区政運営に邁進して
まいります。

東京２０２０大会
について
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柱化推進計画」を策定するととも

施設管理者への指導・助言など、
たばこを吸う人も吸わない人も誰

もが過ごしやすい空間の創出に向
け取り組みます。
障害者の意思疎通については、
さまざま
様々な社会的障壁があり、社会全
体で解消に向け取り組む必要があ

るため、
「東京都台東区手話言語
の普及及び障害者の意思疎通の促
進に関する条例」を本定例会に提

出するとともに、タブレット端末
による遠隔手話通訳を新たに導入
するなど、障害者が安心して暮ら

せる地域社会の実現を図ります。
さらに、高齢者福祉の一層の充
実に向け、旧竜泉中学校跡地にお
いて、
「
（仮称）竜泉二丁目福祉施
設」を整備します。

⑶ 活力にあふれ多彩な魅力
が輝くまちの実現

本区が誇る江戸文化の魅力を発
信・継承する江戸ルネサンス事業
について、来年度は「江戸をたず
ねる」と題して、区内の文化資源
を活かした事業を実施し、新たな
魅力創出につなげます。
また、東京２０２０大会の開催
で来街者の増加が見込まれる時期
に合わせて「
（仮称）江戸たいと
うショップ」を開設し、皮革関連
製品などの販売・情報発信をする
ことで、地域産業の魅力を国内外
に広く知っていただけるよう取り

組みます。
さらに、音響体感装置を配した
演奏会など、障害の有無にかかわ

⑷ 誰もが誇りや憧れを抱く
安全安心で快適なまちの実現

バリアフリー基本構想の評価結
果を踏まえ、区内全域で更なるバ

リアフリー化が図られるようバリ
アフリー基本構想を改定し、誰も
が安全で快適に生活できるまちの
実現に向けた取り組みを推進しま

す。
また、災害対策については、今

後の自然災害に備え、現在避難所
に配備している蓄電池の更新に加
えて新たに大容量のものを配備す
ることで、避難された方々のスマ

ートフォンの電源を確保するなど、
避難支援体制の充実を図ります。
東京２０２０大会に向けて、花
を慈しむ心を育み、心豊かでうる
おいのあるまち台東区を世界にア
ピールするため、花の心プロジェ
クトを推進してきました。大会本
番を迎えるにあたり、浅草文化観
光センターの外壁を朝顔で彩るほ
か、区内主要駅構内に朝顔をモチ
ーフとしたラッピングシートを設
さまざま
置するなど、様々な形の花による
装飾を実施します。

⑸ 多様な主体と連携した区
政運営の推進

本区における外国人人口は増加
傾向にあり、今後もこの傾向は続
くことが見込まれることから、本
区における多文化共生の基本的考
えや具体的な取り組みを示す「多
文化共生推進プラン」の策定に向

を進めます。

業務について、ＲＰＡ（ロボット
による業務自動化）の導入に向け
た実証実験を行っており、来年度
は対象業務を新たに３業務追加し、
運用面の課題について検証を行う
など、本格導入に向けた取り組み

らず、誰もが楽しめるアートイベ
ントを開催することで、相互の理

解を深めるとともに、区民が文化
に触れる機会の充実を図ります。
本区には年間約５千 万人もの
観光客が訪れており、本年も更な
る増加が予想されることから、外
国人観光客のマナー向上のための
普及啓発を強化するなど、誰もが
安心して快適に観光することがで

けて意識調査などを実施し、
「多
文化共生の地域社会」の実現を目
指します。
およ
また、区民サービスの向上及び
業務効率化などの観点から、区の

きる環境の整備を推進します。
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受入環境の整備やオリンピッ
推進について
ク・パラリンピック教育など、こ
昨年策定した「都市計画マスタ
れまでの取り組みに加え、東京
「浅草地区」や
２０２０大会の開催に合わせて、 ープラン」では、
「まち
生涯学習センターにおいてコミュ 「根岸・入谷地区」などを、
ニティライブサイトを開催するほ づくり推進重点地区」として位置

令和2（2020）年 2月20日
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【電子申請】窓口や郵送で行っていた申請等がインターネットに接続したパソコンからできる「電子申請」サービスをご利用ください。〈台東区情報システム課
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