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住まい・環境

開発行為の許可

崖等整備の支援

耐震化促進事業

マンション管理に関する助成

細街路（さいがいろ）の拡幅整備

景観指導

地域環境整備

都市計画課 ☎5803-1235

地域整備課 ☎5803-1846

地域整備課 ☎5803-1846

住環境課 ☎5803-1374

地域整備課 ☎5803-1500（中心線協議）
 ☎5803-1268（整備）

住環境課 ☎5803-1240

住環境課 ☎5803-1237

ま ち づ くり

　土地の面積が500㎡以上で、建築物の建築等を目的として、
土地の区画形質の変更を行う場合は、区長の許可が必要です。

ブロック塀等改修の支援

不燃化特区事業

地域整備課 ☎5803-1500

地域整備課 ☎5803-1844

　地震時に倒壊のおそれがあるブロック塀等を改修する工
事に対し、その費用の一部を区が支援します。

　大塚五・六丁目地区において、一定の条件を満たす場合、老
朽建築物の建替えや除却にかかる費用の一部および建替え
に伴う引越し時の費用の一部を助成します。

　高さが2mを超える部分を含む崖・擁壁を整備する工事に
対し、その費用の一部を区が支援します。

　昭和56年5月31日以前に建築された建物の耐震診断や、一
定の要件に合った住宅や分譲マンション等の耐震改修設計・
耐震改修工事を行う所有者の方に、費用の一部を助成します。

　長期修繕計画の作成費用や劣化診断調査費用、共用部分
のバリアフリー化工事費用の一部を助成します。また、公益
財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターが実施する「マ
ンション管理アドバイザー制度」または「マンション建替え・
改修アドバイザー制度」を利用する管理組合等に対して、派
遣料を助成します。

　現況幅員４ｍ未満の道（細街路）に接する敷地に建物を新
築（増改築を含む）する場合、建築確認申請前に拡幅整備の
協議をしていただきます。拡幅整備された箇所には、「後退
表示板」を設置します。

　文京区らしい魅力溢れる景観づくりを推進するため、一定
規模以上の建築物、長期優良住宅、工作物の建設や広告物
の新設などを行う場合には、景観事前協議や景観法等に基
づく届出が必要です。

宅地開発・中高層建築物の建設を計画されている方へ
　無秩序な宅地開発および中高層建築物の建設を防止する
ため、建築確認申請前に指導要綱に基づき協議をしていた
だきます。

ワンルームマンション等を計画されている方へ
　ワンルームマンション等の建築に伴う紛争を未然に防止し、
円滑な近隣関係の保持および良好な生活環境の維持を図
るため、建築確認申請前に条例に基づき協議をしていただ
きます。

葬祭場等の設置を計画されている方へ
　葬祭場等の設置に伴う紛争を未然に防止し、併せて良好
な住環境の形成を図るため、建築確認申請等の前に指導要
綱に基づき協議をしていただきます。 

1,000㎡以上2,000㎡未満の共同住宅等を
計画されている方へ
　高齢者や障害者を含めたすべての人が、安全、安心、快適
に共同住宅等で生活できるよう、建築確認申請前に整備要
綱に基づき協議をしていただきます。

空家等利活用事業
住環境課 ☎5803-1374

　区内の空家等の所有者と利活用希望者のマッチングを行
います。また、その空家等を地域活性化施設として一定の条
件で活用する場合、改修費用を補助します。

▼ 

ま
ち
づ
く
り

文京区空家等対策事業
住環境課 ☎5803-1374

　管理不全な空家等について、区の補助により所有者等が
自ら除却を行い、その土地を区が無償で借り受け、有効活用
を図ります。

　助成金の交付について、建替えや除却費用の助成は除却前、
引越し時の費用の助成は引越し前に申請が必要です。
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▼ 

土
　
地
／
建
築
と
融
資

新築・増築・改築（建築確認申請） 住居表示に関する届
建築指導課 ☎5803-1263 区民課庶務係 ☎5803-1171

（都・都市整備局建築指導課）・指定確認検査機関
　家を建てるときには、敷地・用途・建ぺい率・高さなどにつ
いて、いろいろな制限があります。工事を始める前に確認済
証の交付を受けることが必要です。また、建物の種類や構造
によっては、知事または区長の許可が必要な場合もあります。

　建物を新築・新設・建替えしたときは、必ず「建物その他工
作物新築・新設届」を提出してください。また、改築等により
玄関の位置が変わった場合、集合住宅の部屋数が増減した
場合、建物の用途の変更があった場合、建物を解体した場合
は「住居番号付定・変更・廃止申請書」を提出してください。

建設リサイクル法の届出
建築指導課 ☎5803-1267
土木部管理課 ☎5803-1242

　建設工事等に係る資材は分別解体し、再資源化が義務付
けられています。発注者または受託をした業者は工事着手
の７日前までに、分別解体等の計画等について、建築指導課
に届出が必要です。なお、道路工事等については土木部管
理課へ問合せください。

建築と融資

土  地
土地の適正な価格を知るには

（地価公示図書の閲覧）
都市計画課 ☎5803-1235

　国の公示価格（毎年３月末公表）・東京都の基準地価格
（毎年９月末公表）を都市計画課・行政情報センター・地域
活動センター・図書館で閲覧できます。

土地を売買するときの届出
都市計画課 ☎5803-1235

国土利用計画法に基づく届出
　区内で2,000㎡以上の土地取引後、２週間以内に買主によ
る届出が必要です。

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出等
　都市計画施設等の区域内で200㎡以上および5,000㎡以
上の土地取引を行う３週間前までに、所有者による届出が必
要です。

　木造住宅密集地域内において、耐火または準耐火構造の
自己用住宅を建替えにより建設する方が金融機関から借り
受けた融資金に対し、利子補給します。

　住宅金融支援機構の融資を受けてマンションの共用部分
の修繕を行う場合、管理組合に対して1％相当額を10年間
を限度に利子補給します。

都の個人住宅利子補給助成制度

都のマンション改良工事助成制度

東京都住宅政策本部住宅企画部民間住宅課
 ☎5320-4952

東京都住宅政策本部住宅企画部マンション課
 ☎5320-5004
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住
　
宅
／
相
　
談

住  宅

　中堅ファミリー世帯を対象として、家賃負担を軽減したう
えで供給する住宅です。

申込資格
①同居親族がいる方
②世帯の所得が基準内である方
③暴力団員でない方　ほか

募集方法
　あき家が発生した際に住宅をあっせんする方を、｢あき家
入居登録者｣として事前に登録します。

区立住宅
住環境課 ☎5803-1374

その他 ➡ P85

障害者の住宅 ➡ P60

障害者世帯住み替え家賃助成事業
すみかえサポート事業
高齢者等住宅修築資金助成
障害者住宅

高齢者の住宅 ➡ P64

高齢者世帯住み替え家賃助成事業
すみかえサポート事業
高齢者等住宅修築資金助成
シルバーピア

ひとり親家庭・女性への支援 ➡ P85

ひとり親家庭住み替え家賃助成事業
すみかえサポート事業

区営住宅
都営住宅

マンション管理の相談

文京区すまいる住宅登録事業

建築プランは都市計画を調べて

文京区空家等相談事業

住環境課 ☎5803-1374

福祉住宅サービス ☎5803-1238

都市計画課 ☎5803-1239

住環境課 ☎5803-1374

　分譲マンションの管理上の問題や大規模修繕等について、
専門的な知識を有する相談員が相談に応じます。

　民間賃貸住宅市場において入居制限を受けやすいひとり
親・高齢者・障害者の入居を拒まない住宅です。文京区すま
いる住宅の登録状況、登録住宅の条件や入居できる人の要
件は、福祉住宅サービス窓口に問合せ、もしくは区ホームペー
ジを参照ください。

文京区住まいの協力店
福祉住宅サービス ☎5803-1238

　不動産業界団体から推薦を受けた店舗を「住まいの協力
店」とし、民間賃貸住宅市場において入居制限を受けやす
い、ひとり親・高齢者・障害者に対し、適切な民間賃貸住宅の
情報を提供します。また、区に登録されたすまいる住宅を仲
介します。

　都市計画が決定されると、都市計画法や建築基準法など
により、土地利用についてさまざまな制限が課されます。そ
のために、都市計画については、縦覧を行っています。
　また、区のホームページからも検索できます。

　区内の空家に関する問題や悩みについて、専門的な知識
を有する相談員が相談に応じます。

相  談

建築に係る問題の相談
住環境課 ☎5803-1237

　中高層建築物などの建築に伴う、日照・採光の阻害、工事
による騒音・振動などの問題の調整に関する相談を行います。

土地・家屋を買う場合　不動産相談 ➡ P36

　宅地建物取引業者（不動産業者）の指導監督を行ってい
ます。業者と取引きする場合には、契約前に業者名簿により、
資産や代表者そのほかをよく調べてください。
　また、業者と不動産取引のトラブルが生じた場合の相談（面
談による相談）にも応じます。

不動産業者について調べるとき
東京都住宅政策本部住宅企画部不動産業課

 ☎5320-5071
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緑
　
化
／
道
　
路

街路灯・保安灯の故障

雨水ます・汚水ます

私道整備の助成工事
道路課維持係 ☎5803-1250

　一定の要件を満たす場合、私道の舗装および下水施設の
改良工事費を助成します。

屋外広告物
土木部管理課道路占用係 ☎5803-1242

　広告塔、広告板、広告幕などの広告物を屋外に掲出すると
きは、事前に区の許可を受け、所定の手数料を納めてください。

緑  化 　みどり公園課緑化係　☎5803-1254

道  路

生垣造成の補助

みどりのサポート活動

屋上等緑化の助成 施設の緑化指導

保護樹木・保護樹林管理の補助
　生垣の造成費用の一部を補助します。また、生垣造成に伴
い既存のブロック塀や万年塀の撤去費用についても補助し
ます。

　区が実施する緑化事業のサポートをお願いしています。
また、毎週、礫川公園の花壇の手入れを行っています。

　屋上やベランダ、壁面において緑化を行う場合、経費の一
部を助成します。

　敷地面積が２００㎡以上ある土地で建築計画を行う場合、
区が定めた基準以上の緑化が必要となります。

　保護樹木や保護樹林に指定された樹木に対して、剪定の
費用の一部を補助します。

■  区道・私道＝道路課維持係　☎5803-1250
■  都道＝

東京都第六建設事務所文京工区　☎3811-3435
■  国道＝

国土交通省東京国道事務所万世橋出張所　☎3253-8361

占用許可

　そで看板、日よけ・雨よけ、建築用足場・仮囲などのために
道路を占用するときは、事前に道路管理者の許可を受け、所
定の占用料を納めて使用してください。また、道路管理者と
は別に所轄警察へ届出が必要です。

■  区道＝土木部管理課道路占用係　☎5803-1242
■  都道＝

東京都第六建設事務所管理課占用担当　☎5845-8076
■  国道＝

国土交通省東京国道事務所万世橋出張所　☎3253-8361

■  雨水ます＝道路課維持係　☎5803-1250
■  汚水ます＝

東京都下水道局北部下水道事務所
文京出張所　☎5976-2516
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▼ 

公
　
園

公  園
公園・児童遊園 みどり公園課 ☎5803-1252

　自然が失われつつある都市生活の中で、きれいな空気や緑の樹木は、安らぎと潤いを与えてくれます。公園は、憩いの場で
あるとともに、地域のコミュニティ育成の場にもなります。
　区では、美しい自然や水辺など特色ある公園づくりを進めています。また、子どもたちが安心して遊べるようにまちの各所
に児童遊園を設置しています。これらの公園・児童遊園は災害時の一時集合場所としても重要な役割を担っています。

名  称 所在地
後楽 後　楽1-6
礫川 春　日1-15
はつね広場 小石川1-9
井上 　〃　 3-20
小石川三丁目緑地 　〃　 3-22・24
竹早 　〃　 5-9
久堅 　〃　 5-27
白山 白　山5-31
丸山新町 　〃　 1-27
千石 千　石1-4
千石緑地 　〃　 1-6
文京宮下 　〃　 4-23
小日向 小日向1-11
新大塚 大　塚1-8
大塚仲町 　〃　 3-12

名  称 所在地
春日一丁目 春　日1-9
春日二丁目 　〃　 2-11
小石川一丁目 小石川1-24
八千代町 　〃　 3-30
小石川四丁目 　〃　 4-13
白山一丁目 白　山1-29
白山二丁目 　〃　 2-7
白山二丁目第二 　〃　 2-25
白山三丁目 　〃　 3-6
白山四丁目 　〃　 4-37
白山四丁目第二 　〃　 4-4
白山五丁目 　〃　 5-12
白山五丁目第二 　〃　 5-35
林町 千　石1-6
千石一丁目 　〃　 1-24
氷川下 　〃　 3-5
西原町 　〃　 4-34
千石四丁目 　〃　 4-40
水道一丁目 水　道1-6
水道二丁目（休止中） 　〃　 2-9
茗荷谷 小日向1-19
小日向台町 小日向2-8
小日向 　〃　 2-9

名  称 所在地
向丘二丁目 　〃　 2-12
大観音 　〃　 2-38
弥生 弥　生2-9
根津一丁目 根　津1-15
八重垣第一 　〃　 1-17
根津二丁目 　〃　 2-22
根津二丁目第二 　〃　 2-13
汐見 千駄木2-19
千駄木二丁目 　〃　 2-38
千駄木三丁目 　〃　 3-42
千駄木三丁目第二 　〃　 3-12
千駄木 　〃　 5-17
西林ひろば 　〃　 5-11
竜光寺 本駒込1-5
本駒込一丁目 　〃　 1-18
本駒込一丁目第二 　〃　 1-16
本駒込二丁目 　〃　 2-9
本駒込二丁目第二 　〃　 2-12
本駒込三丁目 　〃　 3-11
本駒込 　〃　 3-22

名  称 所在地
小日向二丁目 　〃　 2-23
ポポー広場 大　塚5-13
大塚五丁目 　〃　 5-16
えのき広場 　〃　 6-19
大塚 　〃　 6-22
ひょうたん広場 　〃　 6-33
関口一丁目 関　口1-9
目白台 　〃　 3-13
目白台三丁目 　〃　 3-15
文京雑司ヶ谷ひろば 　〃　 3-29
音羽 音　羽1-19
春日園 本　郷1-33
真砂 　〃　 4-8
本郷四丁目 　〃　 4-28
本郷五丁目 　〃　 5-22
台町 　〃　 5-13
台町第二 　〃　 5-18
森川町 　〃　 6-10
清水坂上 湯　島3-2
湯島三丁目 　〃　 3-26
丸山福山 西　片1-20
西片二丁目 　〃　 2-19
向丘一丁目 向　丘1-10

名  称 所在地
新花 　〃　 2-31
切通 　〃　 4-6
西片 西　片2-3
須藤 千駄木3-4
駒込林町 　〃　 3-15
千駄木 　〃　 5-43
団子坂上広場 　〃　 5-4
駕籠町 本駒込2-10
駒込 　〃　 3-18
神明 　〃　 4-13
動坂 　〃　 4-18
神明都電車庫跡 　〃　 4-35
富士前 　〃　 5-17
神明北 　〃　 5-67
六義 　〃　 6-16
千駄木ふれあいの杜 千駄木1-11

名  称 所在地
大塚窪町 　〃　 3-26
教育の森 　〃　 3-29
窪町東 大　塚3-30
大塚 　〃　 4-49
大塚坂下町 　〃　 6-10
江戸川 関　口2-1
関口三丁目 　〃　 3-2
関口台 　〃　 3-11
肥後細川（庭園） 目白台1-1
目白台運動 　〃　 1-19・20
元町 本　郷1-1
本郷給水所（公苑） 　〃　 2-7
春木町 　〃　 3-43
清和 　〃　 4-22
お茶の水 湯　島1-4

区立公園（46か所）

区立児童遊園（66か所）

（令和2年4月1日現在）
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相談・問合せ ネズミ・衛生害虫の相談

環境政策課 ☎5803-1260 生活衛生課環境衛生担当 ☎5803-1227
　騒音・振動・悪臭などで困ったときはご相談ください。 　ネズミやハチ、ダニ等の防除の相談を受付けています。

公園集会所 みどり公園課 ☎5803-1252

遊び場 公園を使うとき
みどり公園課 ☎5803-1252 みどり公園課 ☎5803-1252

一時開放遊び場
　公有地・民有地の空地を、一時的に遊び場として開放して
います。

占用許可／ ラジオ体操や防災訓練などの会場として公園の
一部を使用するときは、事前に公園管理者の許
可を受け、占用料を納めてから使用します。

　公園の中の集会施設です。

大塚公園集会所
大塚4-49-2（大塚公園内）  ☎3945-0734
利用できる方／ どなたでも（区内在住・在勤・在学、区外の別

により使用料が異なる）
申込方法／ 窓口（大塚公園みどりの図書室）または「施設予

約ねっと」➡126
申込期間

休所日
　第３月曜（祝日の場合はその翌日）、12/29～１/４
時間区分
　午前９時～午後１時、午後１時30分～５時30分、
　午後６時～10時
使用料

肥後細川庭園松聲閣集会室
目白台1-1-22  ☎3941-2010
利用できる方／ どなたでも
申込方法／ 窓口（松聲閣）または
　　　　　「施設予約ねっと」➡ P126
申込期間

休所日／12/28～1/4
時間区分
　午前9時～午後0時30分、午後1時30分～5時、
　午後5時30分～9時
利用料

※ 和室、洋室それぞれ２室を１室として利用可。
※  附帯設備（備品）利用料①音響セット（一式1単位500円）②液晶

プロジェクター（一式1単位200円）。
※  茶道について和室Ａでは炉・風炉使用可、和室Ｂでは風炉使用可。

その他貸出用茶器あり。

都立公園など
名　称 所在地 電　話 入園時間 休園日 入園料

小石川後楽園 後楽1-6-6 3811-3015
９：00～16：30 12/29～１/１

300円（中学生以上、65歳未満）
150円（65歳以上）
小学生以下・都内在住・在学の中学生は無料
無料公開日＝5/4、10/１

六義園 本駒込6-16-3 3941-2222

東京大学大学
院理学系研究
科附属植物園

（小石川植物園）

白山3-7-1 3814-0138 ９：00～16：00
毎週月曜

（祝日の場合はその翌日）
12/29～１/３

500円（高校生以上）
150円（小・中学生）
無料公開日＝5/4

占春園 大塚3-29 − 8：00～19：00（4～9月）
8：00～17：00（10～3月） − −

室  名 規  模 定  員
使用料

区内在住者 区内在勤・
在学者 区外

和室A ９畳 10人 400円 800円 1,700円

和室B 12畳 15人 550円 1,100円 2,600円

洋室C 31㎡ 25人 800円 1,600円 3,700円

洋室D 37㎡ 30人 1,050円 2,100円 4,600円

洋室C・D 68㎡ 55人 1,650円 3,300円 7,900円

室  名 規  模 定  員 利用料
和室Ａ（菊） １４畳 20人 ７００円

和室Ｂ（朝顔） １４畳 20人 ７００円

洋室Ａ（花菖蒲） ３３㎡ 24人 １，０００円

洋室Ｂ（芍薬） ３３㎡ 24人 １，０００円
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3月前 2月前

20日～月末 8日～

利用日の月

抽選申込 先着順受付 当 

日どなたでも
抽 

選

3月前 2月前

20日～月末 1日～ 8日～

使用日の月

抽選申込 先着順受付 当 

日どなたでも
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