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区役所の組織およびレイアウトが一部変わります
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（93点）

20点…水準を全て満たしている（年間通じて問題がなかった）
19～14点…水準の範囲内である（一部軽微な課題あり）
13～12点…水準をやや下回った
11点以下…水準を大きく下回った
※優れた取組みによる加点あり（上限10点）

【総合評価における評価区分】
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極めて良好（101～110点）…協定等の水準を一部超える適正な管理運営が行われている。
良好（91～100点）…協定等の水準を満たす適正な管理運営が行われている。ただし、軽微
な課題については必要な改善を図っていく。
適正（70～90点）…協定等の水準を満たす管理運営が行われているが、一部に課題があるこ
とから、区と指定管理者とで課題を共有し、解消に向けた協議を行った上で、改善に取り組む
必要がある。
改善指示（69点以下）…協定等の水準を満たしていない事項が複数あることから、区から改
善指示を行うもの。なお、改善結果が不十分な場合は、指定の取消しの可能性もある。

皆さんの一番身近で心強い

町会に加入しませんか

町会はこのような活動を行っています
防犯パトロールの実施や、
交通事故を防止するための
活動など、安心して暮らせ
るまちづくりを行っています。

情報のある
まちづくり

区政に関するチラシなどを
掲示板や回覧などを使って
提供したり、広報「たいと
う」の配布も行っています。

災害に強い
まちづくり

いつ起こるか分からない
災害に備えて防災訓練な
どを実施し、災害に強い
まちづくりを行っています。

きれいで快適な
まちづくり

道路や公園の清掃など、
きれいで快適に暮らせる
まちづくりを行っていま
す。

ふれあいのある
まちづくり

祭り、盆踊り、運動会な
どのイベントを開催し、
地域のつながりを大切に
しています。

卵や幼鳥を守るため、威かくや攻撃をする

●巣の撤去・幼鳥の捕獲を行います（条件

ことがあります。身近に巣を作られると、

あり） カラスが巣や幼鳥を守るために、

カラスの被害が増加する原因のひとつにな

通行人等に対して激しい威かくや攻撃等の

ります。

被害が発生する恐れのある場合に限り、原

●巣が作られるのを防ぐには

因となる巣の撤去（民有地）
、幼鳥の捕獲

・葉の茂った木や、巣が安定する枝ぶりの

を行いますので、ご相談ください。なお、

木は、見通しを良くするために、3本に

巣のある場所が高層ビルの屋上などで、高

分かれた枝を1本切るなどする。

所作業が伴う場合、対応できないことがあ

▷問合せ 環境課☎（5246）1283

生ごみを取らせない工夫をする。

☎（3876）5771

お知らせ
会に申請し、認証を受ければ、
「 オリンピック 」
「 パラリンピッ

ク」
「東京２０２０大会」等の文
言の使用（タイトルへの使用は不
可）や、
「東京２０２０応援マー
ク（祭り）
」をチラシ・ポスター

16

等に使用できるようになります。
東京２０２０大会に向けて、地

11

域の機運を盛り上げましょう。

11

台 東区 公 式 観 光ウェブサ
イ ト「 ＴＡＩＴＯ おで か
け ナ ビ 」がリニューアル
しました

▽対象 原則、６～ 月に実施さ
れる祭り
▽申請期間 ４月２日㈪～ 月
日㈮
※認証要件等、詳しくは東京２０

東京２０２０オリンピック・パ
ラリンピック競技大会へ向けて増

加する観光客に、充実した観光情
報をお届けするためリニューアル
しました。

２０組織委員会ホームページを
ご覧になるか左記へ
▽問合せ 東京オリンピック・パ
ラリンピック担当
☎（５２４６）１２５９

46

130

ますので、ご了承ください。

▽問合せ 観光課
☎（５２４６）１１５１

119

理者の責任で撤去していただくことになり

ごみ対策は台東清掃事務所

特別区職員募集（Ⅰ類）

67

ります。その場合は建物の所有者または管

で出す、防鳥ネットでごみ袋を覆う等、

「祭り」を通して東京２０
２０ 大 会 に 向 け た 機 運 を
盛り上げましょう

▽採用予定数 事務１千 人、土
木造園（土木） 人、土木造園
（造園） 人、建築 人、機械
人、電気 人、福祉 人、心
理 人、衛生監視（衛生） 人、
衛生監視（化学）７人、保健師
人
区の各区
▽試験案内配布場所
役所
（台東区は区役所４階⑤番）
、
特別区人事委員会事務局
▽申込期間
・インターネット ４月１日㈰午
前 時～９日㈪午後５時（受信
有効）

・郵送 ４月１日㈰～５日㈭（消
印有効）
▽第１次試験日 ５月６日㈰

※受験資格等、詳しくは試験案内
等をご覧ください。
▽問合せ
特別区人事委員会事務局任用課
採用係
☎（５２１０）９７８７
台東区人事課人事係

☎（５２４６）１０６１

17

うかい

差して通る。

地域で行われる祭りを組織委員

問合せ

30

58

迂回路がない場合は帽子をかぶるか、傘を

所に生ごみを出すときは、ふた付き容器

区民課区民係☎（5246）1122 台東地区センター☎（3834）4406
東上野地区センター☎（5688）3633 上野地区センター☎（5815）8623
入谷地区センター☎（3876）1821 西部区民事務所☎（3876）2651
西部区民事務所谷中分室☎（3828）9291
浅草橋地区センター ☎（3851）4500 南部区民事務所☎（3842）2651
雷門地区センター☎（3841）7924 北部区民事務所☎（3876）2284
北部区民事務所清川分室☎（3876）3566

23

繁殖期に卵を産み、幼鳥を

め、ベランダ等に放置しない。

ご近所の方に相談するか、下記へお問合せください。
また、下記問合せ先では、町会に加入したい場合や、加入について相談したい場合
に使用できる「町会加入・相談申込書」を配布しています。ぜひご活用ください。

29

巣の近くで立ち止まらず、
巣を避けて通る。

育てます。この時期に人が巣に近づくと、

町会へ加入するには

44

●親ガラスの威かくや攻撃がある場合には

り始め、4～7月にかけての

・えさが手に入りにくいよう、ごみ出し場

ラジオ体操やあいさつ運
動などを通して、青少年
がのびのび育つ環境づく
りに取り組んでいます。

90

カラスは3月頃から巣を作

・針金ハンガーは巣作りの材料になるた

健やかに暮らせる
まちづくり

10

57

29

カラスの巣作りを防止しましょう

東日本大震災のような大規模災害時などには、ご近所同士の早急な情報伝達や火
災発生時の初期消火といった行動をとることにより、被害を最小限に食い止めること
ができます。負傷者の救出・救護や火災発生時の初期消火、避難所の運営など、
「いざ」
という時に頼りになるのはご近所の皆さんです。安全・安心で快適に暮らせる住みよ
いまちをつくるために、皆さんの一番身近で心強い「町会」に加入しませんか。

安全な
まちづくり

44

れた取組み」の６つの観点から評
価し、これらを踏まえて総合評価
を行います。 年度の区および評
価委員会の評価結果は、表１・２
のとおりです。
また、区民の皆さんから活発な
ご意見をいただき、今後の施設運
営に生かしていくため、評価の結
果を区役所３階⑦番区政情報コー
ナー、中央図書館のほか、区ホー
ムページで公表しています。
▽問合せ 経営改革担当
☎（５２４６）１０１３

【評価の観点における評価区分】
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年度の指定管理者施設管理評価の結果を
お知らせします

区民施設

収入
支出

総合評価 施設数
総合
評価
極めて良好 9施設
優れた
取組み （110点中）
良好
34施設
適正
3点
適正
1施設
（86点）
改善指示 0施設
極めて
全44施設
10点
良好
（103点）

また、区が選定した施設を対象
・評価の目的
公の施設としての目的を果たし に、学識経験者や区民等で構成す

〈表1〉区の評価結果
評価の観点
サービス
事業の 施設の
向上の
運営 維持管理
取組み

▷問合せ 企画課☎（5246）1013

つつ、サービスの向上や管理運営 る「指定管理者施設管理評価委員
の効率化等、制度の目的を達成し 会」により評価を実施し、報告書
ているかを毎年度評価しています。 としてまとめています。
・評価の結果
・評価の手順
年４月１日時点において、指
施設ごとに、「管理の適正性」「事
定管理者制度を適用する施設（
業の運営」「施設の維持管理」「サー
施設）のうち、指定期間の初年度と ビス向上の取組み」「収入支出」「優
最終年度を除いた 施設（指定管
理者が継続指定されている場合は、

台東区立浅
19点
草公会堂
台東区立寿
児童福祉 子ども家庭
19点
施設 支援センタ
ー
児童福祉 台東区立児
19点
施設 童館（7館）

設置したことに伴い、都市計画課の一部のレイアウトを変更。

指定期間の１年目にあたる施設も
含む）を対象に、各施設の所管課
が評価シートを作成し、全体的な
視点から事務局がヒアリングを行
い、区の評価として確定します。

管理の
適正性

▷主な変更内容 まちづくりについての業務を統括するために技監を

⑥
⑦
⑤
都市計画課 まちづくり 地区整備課
推進課

④
公園課

〈表2〉評価委員会の評価結果
施設名

▷変更後のレイアウトでの業務開始日 4月2日㈪

技監室

【たいとうパープルほっとダイヤル（予約不要）】パートナーとの関係で悩んでいませんか。DVは身体的暴力だけではありません。ひとりで悩まずにまずはご相
談ください。▷日時 月～土曜日（第1・3・5月曜日<祝日の場合は翌日>を除く）午前9時～午後5時〈相談専用電話☎3847−3611〉

