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文京区平和宣言 

文京区非核平和都市宣言 

平和の天使像（教育の森公園）

　文京区は、世界の恒久平和と永遠の繁栄を願

い、ここに平和宣言を行い、英知と友愛に基づく

世界平和の実現を希望するとともに

人類福祉の増進に努力する。

　右、宣言する。

昭和54年12月7日　文京区

　真の恒久平和を実現することは、人類共通の
願いであるとともに文京区民の悲願である。
　文京区および文京区民は、わが国が唯一の被
爆国として、被爆の恐ろしさと被爆者の苦しみを全
世界の人々に訴え、再び広島・長崎の惨禍を繰り
返してはならないことを強く主張するものである。
　文京区は、かねてより、世界の恒久平和と永遠
の繁栄を願い、平和宣言都市として、永遠の平和
を確立するよう努力しているところであるが、さらに、
われわれは、非核三原則の堅持とともに核兵器
の廃絶と軍縮を全世界に訴え、「非核平和都市」
となることを宣言する。

昭和58年7月13日　文京区

　昭和54年第4回区議会定例会において、「文京
区民平和の塔建設に関する請願」が採択され、そ
の趣旨を踏まえ、文京区は世界の恒久平和と永
遠の繁栄を願い、昭和54年12月7日「文京区平
和宣言」を行いました。

 　昭和58年第1回区議会定例会において、「非
核都市文京区宣言に関する請願」が採択され、そ
の趣旨を踏まえ、世界の恒久平和を願う文京区
は、昭和58年7月13日「文京区非核平和都市宣
言」を行いました。
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ライフサイクルINDEX
みなさまのさまざまな暮らしのシーンに対応します。

生活ミドル・
シニア

シニア

▶健康と医療…P51
　▶各種健診（検診）…P51
　▶健康相談…P51

▶税金…P80
▶暮らし…P84
▶水道・下水道…P92
▶電気・ガス…P92
▶リサイクルとごみ…P99

▶介護保険…P68
▶後期高齢者医療制度
　…P76
▶国民年金…P77

▶事件・事故…110番
▶火災・救急…119番
▶防災…P20

こんなとき
どうしたら
いいの？

緊急時
戸籍の届出
各種登録

こんなときは
必ず

行いましょう!

他の市区町村や国外へ
転出するとき

区内で住まいが
変わったら

家族が亡くなったら

▶転出日の前～
  14日後までの間に届出

▶転居した日から
　14日以内に届出

▶死亡の事実を知った日から
　7日以内に届出

P28
転出届

P28
転居届

P26
死亡届
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赤ちゃんが生まれたら

▶生まれた日から
   14日以内に届出

誕生妊娠 育児

教育

成人

結婚

▶国民健康保険…P73
　▶加入の手続き…P73
　▶出産育児一時金…P42・74

▶出産・子ども・教育…P42
　▶乳幼児健康診査…P43
　▶児童手当…P44

▶子どもの医療費助成…P44

▶出産…P42
　▶母子健康手帳…P42

▶子ども…P44
　▶保育園…P45
　▶児童館・育成室…P46

▶予防接種…P52

▶教育…P48
　▶幼稚園…P48
　▶小・中学校…P48
　▶就学援助制度など…P49

▶国民健康保険…P73
▶選挙（満18歳以上）…P130

▶届出…P25
　▶戸籍…P26
　▶婚姻届…P26
　▶住民登録…P28

P26
 出生届

必要なとき

結婚したら

他の市区町村や国外から
転入してきたら

▶届出た日から効力

▶転出の手続き後、転入した日から
　14日以内に届出

P32
印鑑登録

P26
 婚姻届

P28
転入届
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中学・高校を卒業していない方················ 49

中小企業勤労者福利厚生························ 103
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都立公園など·········································· 98

都立葬儀所·············································· 87

都立納骨堂·············································· 87
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内職あっせん相談··································· 36
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「文京」の由来 文京区の地形

文京区の位置

旧小石川区役所（統合後、文京区役所）

旧本郷区役所

　新区名については、当時（昭和22年）東京新聞社が、一般
から募集しました。そこに応募された本区の名称には、次の
ようなものがありました。
　春日、湯島、富士見、音羽、山手、白山、駒込、弥生、八千
代、後楽、曙、大和、城北、常盤、京北など。
　これらの応募結果などを参考にした両区の審議では、決
定しませんでしたが、旧小石川区役所で職員から募集した
中に「文京」という名称があり、また旧本郷区役所では両区
統合のための交渉委員会で、「文京」の名が出されました。
これらを両区の統合交渉委員会に諮ったところ、両区の特
徴を端的に表していて、文字も書きやすく、「文教の府」とい
うイメージにぴったりだ、ということになりました。これが両
区の区議会で正式に決定され「文京」区が誕生しました。

公布・施行／昭和22年３月５日公布、同年３月15日施行

　武蔵野台地の東縁部に当たり、こう配の急な坂と崖と、
江戸川（神田川）や千川・藍染川（ともに現在暗

あんきょ
渠）などにつ

くられた低地の部分、また関口台、小日向台、小石川台、白
山台、本郷台の５つの台地に分かれ、台地と坂、台地にかこ
まれた幾つかの谷から成り立っています。

文京区は、昭和22年３月15日、東京都の区部が22区（後に23区）に改編されたときに、
旧小石川区と旧本郷区の二つの区が合併して誕生しました。

　文京区は、東京都の区部（23区）の中心地に近く、都心３区
（千代田、中央、港）の北部に位置しています。皇居を中心と
すれば、その北の方角に当たり、俗にいわれる「山の手」の
一角にあって、次の６つの区と境を接しています。

東………荒川区、台東区 西………豊島区、新宿区
南………千代田区 北………北区

面積／ 11.29㎢
　大きいほうからみて、23区中20番目 都区部の50分の１

周囲／約21㎞

東西南北
　東端＝湯島三丁目、西端＝目白台二丁目、
　その距離は、約6.098㎞

　北端＝本駒込六丁目、南端＝湯島一丁目、
　その距離は、約4.068㎞

区役所の位置（測定点：春日町交差点）
　東経 139度45分08秒　北緯 35度42分29秒
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文京区歌

　区では昭和25年10月、区民の愛区精神を育て、文化活動を活発にするため、区の紋章と区歌
を一般から広く募集し、昭和26年3月1日に制定しました。区歌については、応募のあった224
点について審査を行いましたが、適当なものがなく、改めて区内に住んでいた詩人・佐藤春夫氏
に作詞を、また作曲家・弘田龍太郎氏に作曲を依頼し、完成したものです。

作詞 佐藤春夫 /作曲 弘田龍太郎 /編曲 山田年秋
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12 人口増加の推移 年齢（各歳）別および男女別人口

男 女

　平成24年7月の住民基本台帳法の改正に伴い、表の数値は日本
人と外国人住民の合計。（　）内の数値は日本人人口で内数。なお、
世帯数の（　）は日本人と外国人住民とで構成される世帯数を含む。

各年1月1日現在 （住民基本台帳人口）

令和2年1月1日現在

区のあゆみ

人口

年次 世帯数
人口 外国人住民

（総数）総数 男 女

平成28年 114,459
（108,926）

210,312
（201,979）

100,127
（96,073）

110,185
（105,906） 8,333

平成29年 116,661
（110,427）

213,969
（204,795）

101,755
（97,283）

112,214
（107,512） 9,174

平成30年 118,654
（111,815）

217,419
（207,532）

103,433
（98,618）

113,986
（108,914） 9,887

平成31年 121,128
（113,593）

221,489
（210,681）

105,462
（100,225）

116,027
（110,456） 10,808

令和2年 123,849
（115,665）

226,114
（214,479）

107,615
（102,006）

118,499
（112,473） 11,635

1,685
564
102

3,120
4,054
4,759
5,730
5,282
5,341

6,876
8,593

10,193
10,031
9,563
9,071
9,025

6,763
3,934
4,056
4,769
4,988

1,000 11,0003,000 9,0005,000 7,0007,000 5,0009,000 3,00011,000
（人）

1,000

文京のあけぼの・古代から中世へ

江戸の発展とともに（近世の姿）

文教のまちとして

地場産業の発展（明治から昭和）

　わたしたちの祖先が、現在の文京の地に住み始めたのは、約
１万8,000年前の旧石器時代と推定されています。そして、約
１万年以前に始まる縄文時代の遺跡も確認され、貝塚や土器、
石器が発見されています。
　明治17年、区内の旧弥生町から出土した土器は、日本考古
学史上の大発見で、「弥生式土器」「弥生時代」という名称に、そ
の名を残しています。
　平安時代中期の『和名類聚抄』や武蔵国分寺から発掘され
た瓦には、湯島郷、日頭郷（小日向付近）という郷名が見えます。
また室町時代に作成された『北条氏所領役帳』には、駒込・小
日向・小石川・本郷などの地名が記されています。

　江戸時代初期、この地に大名屋敷、武家屋敷が置かれ、伝通
院、護国寺などの寺院が創建され、次第にまちが形成されてい
きました。元禄時代の国絵図には、駒込村と小石川村だけが村
と記され、そのほかは、小日向町、金杉水道町、関口水道町のよ
うに町になっています。江戸の拡大発展とともに、江戸時代中
期には、文京の地は広い範囲で市街地化していたと考えられ
ます。また、商業活動も次第に活発に行われるようになりました。
江戸時代の文京区における商業の特色として、湯島・本郷の街
道商業と板橋宿へ通じる中山道筋の武家屋敷の片側に形成さ
れた町人町（片町）商業と、白山、根津など寺社の門前町商業
の発展があげられます。

　江戸時代には、区内の大半が武家地によって占められてい
ましたが、明治時代に入り、広大な武家屋敷の跡地は、大学を
はじめとした教育機関の敷地などに転用されました。
　江戸幕府によって、官学の府ともいうべき昌平坂学問所が
湯島の地に創建されました。その跡に、師範学校、女子師範学
校が設立され、東京大学が現在地に移転を完了するなど、文
教地区の特色を鮮明にしていきます。
　また、水戸徳川家の上屋敷内の庭園・小石川後楽園や柳沢
家の下屋敷庭園・六義園など、大名庭園が文化財庭園として公
開され、貴重な緑地を今に残しています。

　明治11年、郡区町村編成法によって、東京府は大区小区制
を廃止して、15区６郡を置きました。
　ここに文京区の前身、小石川・本郷両区が誕生しました。当
時の小石川区の人口は、２万6,000人、本郷区は、３万8,000人
と15区の中でも人口の少ない地域でした。
　明治政府は当時、近代国家建設のために、教育に力を入れ
ました。文京区は、旧大名屋敷・寺社が多く残り、また教育環境
としても好ましく、多くの官立、私立学校が区内に設立され、学
校の転入も相次ぎました。これとともに、逍遙、鷗外、漱石、一
葉など、多くの文人が住み、この地を舞台に数々の名作を著し、
まさしく「文教の府」として発展してきました。

5,322
4,909
4,156
3,949

6,891
8,933
8,943
9,097
9,313
9,009

7,647
6,471

5,050
4,727
4,853
3,618
2,440
1,538

599
131
19 100歳以上

95～99
90～94
85～89
80～84
75～79
70～74
65～69
60～64
55～59
50～54
45～49
40～44
35～39
30～34
25～29
20～24
15～19
10～14
5～9
0～4
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　国際間の相互理解と親善は、国だけの責務ではなく、地方自
治体による相互交流も重要な役割をもっています。
　区では、昭和55年以来、文京区議会が行ってきた姉妹都市
調査の結果、ドイツ連邦共和国カイザースラウテルン市と昭和
58年９月６日、友好都市提携を結び、さらに、この交流の成果を
踏まえ、昭和63年３月28日、同市と姉妹都市提携を結びました。

カイザースラウテルン市 イスタンブール市ベイオウル区 北京市通州区

　現在、区ではこの姉妹都市提携に基づき、ホームステイ生徒
の交換、訪問団の相互派遣等の交流をしています。また、区は
平成27年10月8日に、トルコ共和国イスタンブール市ベイオ
ウル区と、令和元年10月29日に、中華人民共和国北京市通州
区と、それぞれ友好都市提携を結びました。今後、さまざまな
分野で友好交流を深めていきます。

　ドイツ連邦共和国南西部に位置し、面
積は約139㎢で文京区の約12倍、人口
は約10万人です。大きな森に囲まれ、新
旧の住宅と自然がよく調和したまちです。
また、大学をはじめ各種の学校が散在し、
スポーツ施設なども整備された、文化と
教育のまちです。

　トルコ共和国イスタンブール市の新
市街の中心にあり、面積は約9ｋ㎡で人口
は約２3万人です。オスマントルコ帝国時
代には、外国人居住区として栄えたエリ
アで、ガラタ塔、イスティクラール通りなど、
歴史的建造物が多く、文化の中心となる
まちです。

　中華人民共和国北京市の南東に位置
し、面積約912㎢、人口約168万人の、
運河が流れる歴史ある地域です。近年で
は北京市の副都心として発展が著しく、
2021年にはユニバーサル・スタジオ北
京が開業する予定です。

海外都市との交流

戦後の復興と新しいまちづくり

　第一次世界大戦期には、日本の経済は著しい発展を遂げ、
小石川・本郷区は印刷・製本業、医療機器製造の密集地域とも
なり、人口も最盛期には明治初期に比べて5倍に増加しました。
　また、東京大学のある本郷の地には、明治末から下宿屋が
軒を並べ、大正期には300軒を超えていました。昭和になって
からは、大学の寮や地方別県別の学生寮などが整備され、また
戦後、下宿は旅館に転用されて営業し、本郷地区の特色となり
ました。

　昭和22年３月、東京都の区が22区（後に23区）に改編され、
小石川・本郷両区が合併し、文京区が誕生しました。この時、小
石川・本郷両区の人口は約14万5,000人と、戦前の昭和15年
に比べ半分以下となっていました。
　当初は、戦災を免れた小石川区役所を本所とし、本郷区役所
を支所としました。昭和34年２月には、文京区総合庁舎が完成
し、庁舎は統合されました。
　戦災で区内の相当部分を焼失した文京区ですが、多くの人々
の努力により、様々な困難を克服して、戦前にも増した姿に見
事に復興しました。

　その後、高度経済成長や少子高齢化の急速な進行など
により、まちの状況は変化を続け、区の人口も昭和38年の
253,336人をピークに、平成10年には165,864人まで減少
した後、令和２年4月現在226,933人まで回復しています。
　平成17年４月には、文京区の自治の理念や基本的なしくみ
を明らかにした、区の憲法ともいうべき「文の京」自治基本条例
を施行しました。この条例では、「協働・協治」を自治の基本理
念に位置付け、これまで、地域活動の自立性や地域の自治力
の向上を図りつつ、区民やＮＰＯ等と互いの責任と役割を果た
しながら、地域課題の解決に取り組んできました。
　また、平成22年６月に「文京区基本構想～歴史と文化と緑に
育まれた、みんなが主役のまち『文の京』」を策定し、３期にわ
たる基本構想実施計画に基づく施策を着実に実施してきまし
た。基本構想が計画期間であるおおむね10年を迎えた、令和
２年３月には「文の京」総合戦略を策定し、基本構想の根幹とな
る理念や将来都市像を、あらゆる分野の共通の指針として継
承しつつ、重要性・緊急性の高い主要課題の解決に向けた、戦
略的な事業展開を推進しています。
　今後も、「協働・協治」の理念の下、区民や団体、事業者等と
対等な関係で協力し、将来にわたり持続可能で豊かな「文の京」
の実現を目指していきます。
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イベントカレンダー

※上記両イベントとも
【最寄駅】  東京メトロ丸ノ内線・南北線「後楽園」

都営三田線・大江戸線「春日」

文京さくらまつり 文京つつじまつり

印は文京花の五大まつり

文京あじさいまつり

【最寄駅】 東京メトロ南北線「本駒込」

【最寄駅】 東京メトロ有楽町線「護国寺」

【最寄駅】  東京メトロ千代田線「根津」「千駄木」
南北線「東大前」

【最寄駅】  JR中央線・東京メトロ丸ノ内線「御茶ノ水」
千代田線「新御茶ノ水」

【最寄駅】  東京メトロ千代田線「湯島」
都営大江戸線「上野御徒町」

【最寄駅】  東京メトロ千代田線「湯島」
都営大江戸線「上野御徒町」

【最寄駅】 都営三田線「白山」、東京メトロ南北線「本駒込」

【最寄駅】 東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」

【最寄駅】 東京メトロ有楽町線「江戸川橋」

▶講道館　☎3811-7152
鏡開き

▶吉祥寺　☎3823-2010
花供養

▶史跡湯島天満宮　☎3836-0753

▶史跡湯島天満宮　☎3836-0753
湯島天満宮例大祭

▶源覚寺　☎3811-4482
閻魔例大祭（7月にも開催）

▶護国寺　☎3941-0764
花まつり

▶根津神社　☎3822-0753

▶史跡湯島聖堂　☎3251-4606
孔子祭

月1 月4

月2

月5
月3

月6

文京梅まつり
文京つつじまつり

Event Calender

▶播磨坂さくら並木　☎5803-1941
（観光インフォメーション）

▶白山神社　☎3811-6568
文京あじさいまつり

▶江戸川公園　☎3943-0621
江戸川公園花まつり（桜）

（音羽地域活動センター）

文京さくらまつり

文京区にゆかりのある文豪、 夏目漱石の代表作『吾輩は猫である』に因み、 金の猫の絵を
あしらった会津塗りの盃です。

吾
わ が は い

が盃 会津塗 （朱） ￥2,500
高さ55mm×幅60mm 高さ55mm×幅60mm

吾
わ が は い

が盃 会津塗 （黒） ￥2,500
お問合せ・ご購入は
文京区観光インフォメーション
☎ （5803）1941へ

観光協会オリジナル
観光グッズ

好評販売中

価格は令和2年4月1日現在の価格
（価格は変更になる場合があります）
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文京朝顔・ほおずき市 文京菊まつり根津・千駄木下町まつり

【最寄駅】 JR山手線・東京メトロ南北線「駒込」
【最寄駅】  東京メトロ千代田線「根津」「千駄木」

南北線「東大前」

【最寄駅】 東京メトロ有楽町線「護国寺」

【最寄駅】 東京メトロ南北線「本駒込」、千代田線「千駄木」

【最寄駅】 東京メトロ丸ノ内線「新大塚」、有楽町線「護国寺」

【最寄駅】  東京メトロ丸ノ内線・南北線「後楽園」
都営三田線・大江戸線「春日」

【最寄駅】 東京メトロ千代田線「湯島」
都営大江戸線「上野御徒町」

【最寄駅】 JR山手線・東京メトロ南北線「駒込」

【最寄駅】 都営三田線「千石」「巣鴨」、JR山手線「巣鴨」

【最寄駅】 東京メトロ丸ノ内線、都営大江戸線「本郷三丁目」

※日程等は変更になる場合があります。

【最寄駅】  東京メトロ千代田線「根津」「千駄木」
南北線「東大前」

【最寄駅】 都営三田線「白山」、東京メトロ南北線「本駒込」

▶駒込富士神社　☎3823-7894
山開き

根津神社および根津・千駄木エリア　☎5803-1174
根津・千駄木下町まつり

▶史跡湯島天満宮　☎3836-0753

▶駒込富士神社　☎3823-7894
鎮火祭

▶巣鴨大鳥神社　☎3946-7927
酉の市

▶法眞寺　☎3813-8241
文京一葉忌

▶護国寺　☎3941-0764
四万六千日

▶光源寺　☎3821-1188
四万六千日ほおずき千成り市

▶大塚先儒墓所　☎3941-1477（吹上稲荷神社）
先儒祭

▶傳通院・源覚寺ほか ☎3813-3638
文京朝顔・ほおずき市

文京菊まつり

月7
月6 月10

月11

月12

月8

月9
▶根津神社　☎3822-0753
根津神社例大祭

▶白山神社　☎3811-6568
白山神社秋季例大祭

▶傳通院
除夜の鐘

（礫川地域活動センター）

（観光担当）

文京区の観光グッズとして人気の、夏目漱石の代表作『吾輩は猫である』に因んだ、会津塗りの盃に続き、東京
都伝統工芸品の江戸切子の高盃と江戸盃が人気のシリーズ『吾が盃』に仲間入りしました。

吾
わ が は い

が盃 江戸切子 高
こうはい

杯 ￥4,200
高さ97mm×直径54mm

吾
わ が は い

が盃 江戸切子 江戸盃 ¥4,050
高さ37mm×幅65mm

吾
わ が は い

が盃 江戸切子セット ￥8,250
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六義園

護国寺

茗荷谷

千石

護国寺

石川啄木
終焉の地

鼠坂 東京メトロ丸ノ内線

東京メトロ有楽町線

都営三田線

安藤坂4

源覚寺4
傳通院33

小石川
植物園
1

1

鼠坂

根津神社

無縁坂森鷗外記念館

鷗外が明治39年に奉納した石があり、日露
戦争戦利砲弾を飾るための台座でしたが、現
在は水飲み場として利用されています。根津
神社は、小説『青年』にも登場し、春に開催さ
れる「文京つつじまつり」では、約100種3,000
株のつつじが見事に咲き誇ります。
住  根津1-28-9  問  3822-0753

短編小説『鼠坂』
の舞台となった
坂。鼠しか通れ
ない細長い急な
坂が由来といわ
れています。

小説『雁』の主人公の散歩道として親し
まれています。由来はその昔、坂上に
無縁寺があったためといわれています。
住   湯島４丁目と旧岩崎家住宅との間

鷗外が30年間を過ごし終焉を迎えた
家。東京湾を臨めたといわれることか
ら「観潮楼」と名づけられました。当時、
歌会を開催した際には石川 木らも来
会したといい、平成24年、その跡地に
記念館が開館。原稿や書簡、遺品など
を展示しています。
住  千駄木1-23-4  問  3824-5511

住  音羽１丁目10と13の間

CHECK
他にも、根津1丁目にある「S坂」は鷗外が名づ
けたといわれています。

1

3 42

本名：森林太郎
（1862～1922）

小説家、戯曲家、評論家、翻訳
家。文京区に住み続け、軍医とし
ての一面を持ちながら文芸雑誌
を創刊するなど文筆活動にも力を
入れ、数多くの名作を残しました。

代表作：『舞姫』『阿部一族』『青
年』など

文豪たちが愛した文の京

森鷗外が半生を過ごした場所
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無縁坂
不忍池

東京ドーム

都営大江戸線
後楽園

本郷3丁目

本郷3丁目春日

湯島

根津

春日

水道橋

後楽園

東大前

本駒込

千駄木

白山

東京メトロ南北線

東京メトロ千代田線

4

2 森鷗外
記念館

根津神社
1

樋口一葉
終焉の地
3

旧伊勢屋
質店
2 法眞寺1

夏目漱石
旧居跡 2

団子坂 5

切通坂 2

法眞寺

樋口一葉終焉の地　 安藤坂旧伊勢屋質店

　森鷗外や夏目漱石をはじめ、多くの文人たちが集まり居を構えた文京区。
この地は文学の中心となり、数多くの名作が誕生しました。文人たちの作品に
触れながら、ゆかりの場所をめぐり、彼らが生きていた時代を感じてみませんか？

明治9年に法眞寺の隣に居を移し、4歳から5
年間暮らしていました。この頃は家族全員が
揃っており、経済的にも恵まれた時でした。当
時の情景を小説『ゆく雲』の中で書いていま
す。境内には一葉の像を見ることができます。
住  本郷5-27-11  問  3813-8241

この地で名作
『たけくらべ』
や『にごりえ』、
『十三夜』など
が誕生しました。
記念碑の文字
は平塚らいてう
の書です。

14歳のときに安藤坂にある歌塾・萩の
舎（はぎのや）に入門した一葉が通って
いたとされる坂。坂の由来は、安藤飛
騨守の上屋敷があったためといわれ
ています。
住  春日１丁目と２丁目の間

生活の苦しかっ
た一葉が頻繁に
通った質屋。平
成28年には文
京区指定有形
文化財に指定さ
れ、週末を中心
に一般公開され
ています。

住  西片1-17-8  問  5803-1174（観光担当）住  本郷5-9-4  問  3941-7420（跡見学園女子大学）

1

3 42

本名：樋口奈津
(1872～1896）　

小説家・歌人。若くして戸主となり、
家族を養うために小説家を志しま
す。生活が苦しい中、24歳の若さ
で亡くなるまでのわずか２年６カ月
の間に次々と作品を発表しました。

代表作：『大つごもり』『たけくらべ』
『にごりえ』など

樋口一葉の才能が
開花した地　
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小石川植物園 夏目漱石旧居跡（猫の家）

源覚寺（こんにゃく閻魔） 団子坂傳通院

日本で最も古い植物園であり、植物学の研究・
教育を目的とする東京大学の教育実習施設。
漱石は園下にある新福寺の２階に友人と住み、
この界隈をよく散歩したそう。長編小説『ここ
ろ』にも登場します。
住  白山3-7-1  問  3814-0138

留学先のイギリスから帰国後、3年10か月住ん
だ旧居跡。『吾輩は猫である』の作品の舞台と
なったため、“猫の家”と呼ばれるように。碑の
後ろには猫の像が確認できます。ほかにもこ
の地で『草枕』『坊っちゃん』などを発表しました。
住  向丘2-20-7 日本医科大学同窓会館
問  5803-1174（観光担当）

徳川家康が生母を葬り、後に堂宇を建立し傳
通院となりました。漱石は、東京師範学校の講
師となった際、傳通院のそばの法蔵院山内に
下宿していました。
住  小石川3-14-6  問  3814-3701

眼病平癒の「こんにゃく閻魔」として人々の信
仰を集めているお寺。『こころ』でも登場します。
住  小石川2-23-14  問  3811-4482

小説『三四郎』に出てきたことでも知られる坂。
この坂上には漱石をはじめ、森鷗外などが居
住していました。
住  千駄木2丁目と3丁目の間

1 2

4 53

本名：夏目金之助
（1867～1916）

小説家。東京大学・英文科を卒
業後、学校の講師となり松山中
学へ赴任。イギリスへ留学後、処
女作を執筆し、新聞社の専属作
家としても活躍。後世に残る作品
を多く生み出しました。

代表作：『吾輩は猫である』『三四
郎』『こころ』など

夏目漱石のあの名作が誕生

文豪たちが愛した文の京
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切通坂

江戸川乱歩『D坂の殺人事件』

竹久夢二『黒船屋』

永井荷風『伝通院』

島崎藤村『春』

坪内逍遥『小説神髄』

徳田秋声『足迹』

団子坂時代の構想で、白梅
軒の真向かいの古本屋で殺
人事件があり、名探偵明智小
五郎が登場します。

本郷菊坂町の「菊富士ホテ
ル」で描かれた代表作。

金富町（現・春日）で生まれ育
ち、この生育地周辺が生き生
きと描かれています。

母親と長兄の妻子とともに湯
島へ移り住み、『春』ではこの
時のことを詳しく描いています。

本郷の炭団坂の上で誕生し
た、日本の近代文学の理論書
といえる作品。

区内に通算40年間住み、多
くの作品を発表。『足迹』で
は湯島が登場します。

約３年間、朝日新聞
社の夜勤の時に上っ
た坂。「二晩おきに 
夜の一時頃に切通
の坂を上りしも 勤
めなればかな」とい
う歌も残されてい
ます。由来は、湯島
の台地を切り開い
てできた坂のため。

住  湯島3丁目から4丁目の間

1 2

本名：石川一
（1886～1912）

詩人・歌人・評論家。文学で身を
立てるために上京し、処女詩集『あ
こがれ』で賞賛を得ました。家族
を迎えて本郷の喜之床に移り住
みますが、その後、久堅町で肺結
核により、その生涯を閉じました。

代表作：『一握の砂』『悲しき玩具』
『呼子と口笛』など

さらに…

知られざる石川啄木の日常
石川啄木終焉の地歌碑・顕彰室

文の京と関わりの深い文人や作品

終焉の地の隣接地に設置。歌碑には啄木最後
の歌が刻まれています。また、顕彰室では、啄
木の足跡を写真やパネルで紹介しているほか、
歌碑の直筆原稿の複製や啄木が送った手紙
に関する展示等も行っています。
住  小石川5-11-8  問  5803-1174（観光担当）

文京区山あり谷ありマップ ¥1,730吾
わ が は い

が盃 タンブラー ねこ ￥1,320
人気の 「吾が盃」シリーズにタンブラーが
新たに加わりました。爽やかな水色で、か
わいらしい猫の絵柄が全面にプリントされ
ています。

タンブラー 関口芭蕉庵・椿山 ¥1,320
かつての関口芭蕉庵・椿山の様子を描いた絵
柄をタンブラーにプリントしました。お求めや
すく、日常使いにもぴったりの商品です。

坂の多い文京区の地形的特徴をカラーでわか
りやすく示したマップです。サイズはB2版で、
ポスターとしてもお使いいただけます。

お問合せ・ご購入は文京区観光インフォメーション☎ （5803）1941へ観光協会オリジナル観光グッズ

好評販売中

価格は令和2年4月1日現在の価格（価格は変更になる場合があります）
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す
る
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所

原則的な避難方法

避難所とは

緊急避難場所とは

防災課	 ☎5803-1179

災害のときに避難する場所

避難方法の確認
　文京区の避難方法は下図のとおりになっています。災害時に自宅が無事な場合は、避難する必要はありません。自宅が倒壊
するなどの被害を受けたり、倒壊のおそれがある場合は、最寄りの避難所（区立小・中学校等）へ避難します。その後、延焼の
拡大等で避難所が危険になったときには、緊急避難場所に移動します。

※災害時の地域の状況に応じて、緊急避難場所へ直接避難するなど、安全の確保を図ってください。

　文京区では、区立小・中学校等33か所を災害時の避難所として指定しています。�➡ 右ページ
　避難所は、耐震性を備えた建物となっており、町会・自治会単位で割り当てています。避難所には、食糧や生活物資、情報通
信機器等の「命を守るために最低限度の物資」を配備しています。

　大火災などの災害から一時的に身を守る場所（屋外）として、文京区では、７か所指定しています。避難所や緊急避難場
所の詳しい位置などは、防災地図でご確認ください。

※防災地図は、防災課・地域活動センター・行政情報センター・図書館にて配布のほか、区ホームページにも掲載しています。

避難所と緊急避難場所の違い
　緊急避難場所は、一時的に身の安全を守る場所ですので、避難所のように非常用の物資等は配備していません。

文京区の避難方式（基本的な避難パターン）

避難所

自宅など

自宅が無事な場合は、避難する必要はありません！

緊急
避難場所

火災等による
避難勧告等

火災等による避難勧告等

区立小・中学校など

公園・大学等

帰宅可能

帰宅可能

住居喪失等
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　災害時に適切に行動し、自分の命を自分で守るためには、正確な情報を入手することが重要です。必要な情報を収集できる
手段を、日頃から確認しましょう。

※上記に加え、大規模災害発生の1週間後に、臨時災害FM放送局を開局する場合もあります。

▼ 

災
害
の
と
き
に
避
難
す
る
場
所

避難所一覧

施設名 所在地 対象町会等
礫川小学校 小石川2-13-2 富坂一丁目町会、富坂二丁目町会、表町町会、春日町三丁目町会

柳町小学校 小石川1-23-16� 初音町町会、小石川表町会、柳町町会、柳町中央町会、柳町三和会、八千代町町会、南戸崎町会�

指ヶ谷小学校 白山2-28-4 戸崎町町会、指ヶ谷町会、白山指ヶ谷町会、白山町会、京華通自治会

林町小学校 千石2-36-3 林町町会、丸山町会、大原町会

明化小学校 千石1-13-9 原町町会、宮下町会、西原町会

青柳小学校 大塚5-40-18 豊島ケ岡町会、大塚坂下南町会、大塚坂下北町会、目白台二丁目町会

関口台町小学校 関口2-6-1 目白台豊川町会、高田老松町会、関口町会、関口二・三丁目町会

小日向台町小学校 小日向2-3-8 小日向台町町会、茗荷谷町会

金富小学校 春日2-6-15 春日二丁目町会、第六天町会、武島町会、水道端町会、西江戸川町会

窪町小学校 大塚3-2-3 大塚窪町町会、氷川下町会

大塚小学校 大塚4-1-7 大塚上辻町会、大塚仲町町会、大塚四丁目協力会

湯島小学校 湯島2-28-14 湯島一丁目町会、湯島会、新花会、三組町会、妻恋会、湯島三丁目梅光会、天梅会、三組弥生会、
天一町会、天二町会、天三町会、同朋町会

誠之小学校 西片2-14-6 （地法）西片町会、丸山福山町町会、丸山新町町会、向丘一丁目上町会、白山前町町会

根津小学校 根津1-14-3 根津宮永町会、根津八重垣町会、藍染町会、根津片町町会、根津宮本町会、向ヶ岡弥生町会、弥生一丁目町会

千駄木小学校 千駄木5-44-2 上動五三会、動坂中町会、動坂町会

汐見小学校 千駄木2-19-23 上千駄木町会、千駄木二丁目西町会

昭和小学校 本駒込2-28-31 上富士町会、神明町会、（一社）大和郷会

駒本小学校 向丘2-37-5 肴町町会、白山上自治会、蓬莱町会、浅嘉町会

駕籠町小学校 本駒込2-29-6 駕籠町会、西丸町会、曙町会

本郷小学校 本郷4-5-15 上真砂町会、下真砂町会、中真砂町会、田町町会、菊坂町会、菊和会、本郷五丁目台町町会、
本郷五丁目町会、赤門前町会、本郷同四会

旧元町小学校 本郷1-1-19 本郷三丁目南部会、元二親和会、本郷二丁目元一会、本一町会

第一中学校 小石川5-8-9 東御殿町会、白山御殿町睦会、久堅自治会、久堅西町会

第三中学校 春日1-9-31 春日町一・二丁目春睦会、春日一丁目仲睦会、春日一丁目大門町会、道和町会、後楽町会、
第二後楽園アパート、春日礫川町会、本郷一丁目アパート自治会

第六中学校 向丘1-2-2 森川町会、向丘追分町会、向丘追分東部町会、向丘一丁目中町会、東大農学部前自治会

第八中学校 千駄木2-19-22 千駄木二丁目東町会、千駄木三丁目南部町会

第九中学校 本駒込3-28-9 吉片町会、富士前町会、神明上町会、神明西部町会、本駒自治会

第十中学校 千石2-40-17 原町西町会、上御殿町会、林町南町会

文林中学校 千駄木5-25-10 千駄木東林町会、千駄木西林町会、千駄木三丁目北町会

茗台中学校 春日2-9-5 文京中央町会、久堅町民会、久堅親交会

本郷台中学校 本郷2-38-23 本郷弓一町会、本郷二丁目弓二会、本郷二・三丁目町会、本郷三丁目金助町会、春木会、本富士町会

音羽中学校 大塚1-9-24
東青柳町会、目白台雑司ケ谷町会、音一文化会、音二町会、音羽三和会、音羽四丁目町会、
音羽五丁目町会、大塚一・二丁目町会

文京江戸川橋体育館 小日向１-７-４ 音六町会、音羽七和会、音八会、音羽九桜町会、小日水町会、古川松ケ枝町会、関口一丁目南部会、関水町会

教育センター 湯島4-7-10 湯島切通町会、湯島北町会、竜岡会、両門町会

避難所（区立小・中学校等）別対象町会一覧表

災害時の情報

 Lアラート
テレビのNHKの
データ放送画面で
お知らせします

防災行政無線
放送内容は電話で確認で
きます。電話応答システム
☎0180（993）997へ

※上記に加え、大規模災害発生の1週間後に、臨時災害FM放送局を開局する場合もあります。

緊急速報メール
（エリアメール）

区公式Twitter・
Facebook・LINE

Yahoo!防災速報

区ホームぺージ

文
ふみ

の京
みやこ

安心・防災メール

 CATV

災害情報を入手する方法
区民の皆さん
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防災に関する助成制度防災に関する刊行物

避難行動要支援者名簿

防災課	 ☎5803-1179防災課	 ☎5803-1179

防災課	 ☎5803-1179

区の防災対策

■��区民防災組織等活動助成金
　町会・自治会等の区民防災組織等に対して、自主的に実施
する防災訓練にかかる訓練経費および備蓄品等購入経費の
一部を助成します。また、区民防災組織が行う訓練に地域内
の中高層住宅が参加した場合には、各組織に対し、備蓄品等
購入にかかる経費の一部を助成します。

■���中高層共同住宅等防災対策助成金・中高層共同住宅等
エレベーター閉じ込め対策助成金
　中高層共同住宅において、防災対策に要する費用やエレ
ベーター閉じ込め対策物資を購入する費用の一部を助成し
ます。

■��家具の転倒防止器具設置・購入助成
　高齢者・障害者世帯等一定の要件を満たす世帯において、
家具の転倒防止器具の購入と設置の助成を行います。

■��避難所運営協議会活動助成金
　各避難所における避難所運営協議会活動に対し、活動に
係る費用の一部を助成します。

※助成には、各種要件があります。詳細は防災課へ問合せく
ださい。

耐震化促進事業
地域整備課	 ☎5803-1846

　➡ P93

細街路（さいがいろ）の拡幅整備
地域整備課	 ☎5803-1500（中心線協議）

	 ☎5803-1268（整備）
　➡ P93

　防災課では、以下の刊行物を発行しています。家庭や地
域での防災対策にご活用ください。これらは、防災課や地域
活動センター等で配布しているほか、区ホームページでも
ご覧いただけます。

■��防災啓発パンフレット
■��防災地図
■��水害ハザードマップ
■��神田川洪水ハザードマップ
■��土砂災害ハザードマップ
■��中高層マンション防災対策（パンフレット）

　円滑かつ迅速な避難を図るために、特に支援を必要とす
る方の名簿情報を、区や警察署、消防署、区民防災組織（町
会・自治会）および民生・児童委員が共有し、災害時における
安否確認などの支援に備えます。対象者は、年齢や介護認
定区分、障害等級など一定の条件に当てはまる方とし、共有
する名簿の登載は同意を必要としています。登録をご希望
の方は防災課へご相談ください。

▼ 

区
の
防
災
対
策

崖等整備の支援
地域整備課	 ☎5803-1846

　➡ P93
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特別警報について

ふだんの備え 地震発生時のポイント
防災課	 ☎5803-1179

家庭での備え

●��ストーブなどの火器類の点検を定期的に行い、消火器や住
宅用火災警報器を備える。

●�家の中に危険箇所がないか点検をする。
家具の転倒・落下防止、ガラスの飛散防止、ストーブ、ガス
ボンベなどの管理を万全にする。

●��出火の防止や各自の役割、緊急時の連絡方法（※）を確認
しておく。

●�非常持ち出し品の準備をしておく。
●�地域や自治体が実施する防災訓練へ積極的に参加する。
●��隣近所でお互いに助け合えるよう、日ごろから話しあって
おく。

●��避難所および緊急避難場所の所在地と避難経路、家族の
待合せ場所などを確認しておく。

●��最低でも３日分、できれば７日分の家族用の備蓄（非常食や
飲料水、持ち出し品等）を準備しておく。

●�生活用水の確保として、風呂の水の汲み置きをしておく。

（※）緊急時の連絡方法の例
■��災害用伝言ダイヤル171（NTT）
■��携帯電話の災害用伝言板（各社）

自助【自分の命を守るために】
●�まず身を守り、揺れが収まったら火の始末。
●�出口を確保し、飛び出さない。
●��避難が必要なときは、ガスの元栓を閉め、電気のブレーカー
を落とす。

●�徒歩で避難し、塀の近くや狭い道は歩かない。
●�事業所や学校にいるときは、一斉に帰宅しない。

共助【自分たちの地域を守るために】
●�高齢者や子ども、病弱者を守り、声を掛け合う。
●�協力し合って、消火・救助・救護活動を行う。

　気象庁は東日本大震災における津波や令和元年台風第１
9号による豪雨、伊勢湾台風による高潮のように、警報の発
表基準をはるかに超える異常な現象が予想され、重大な災
害が起こるおそれが著しく大きい場合に、「特別警報」を発
令します。
　「特別警報」が発令された場合は、ただちに命を守る行動
をとってください。

　ローリングストック法とは、普段食べ
る米やレトルト食品を多めに買っておき、
消費したらその分補充することで、常
に一定量の食糧を家に備蓄しておく方
法です。賞味期限切れの無駄がなくな
り、常に災害に備えることができます。

▼ 

家
庭
で
の
備
え

非常持ち出し品リスト（必要な最低限なもの）	 ローリングストック法の活用

飲料水・非常食
ミルク
ほ乳瓶など

救急セット（包帯・絆創膏）

携帯ラジオ・懐中電灯

貯金通帳・現金・カード

着替え

常備薬

タオル・マスク

歯磨きセット

携帯電話用充電ケーブル
およびモバイルバッテリー

携帯トイレなど

免許証・保険証など

ヘルメット・軍手
など

メガネ・コンタクトレンズなど

非常持ち出し袋

飲料水・食料

救急・安全

日常品

貴重品

衣類

貯金通帳・現金・カード
免許証・保険証など

メガネ・コンタクトレンズなどメガネ・コンタクトレンズなど

ほ乳瓶など

ヘルメット・軍手
など

飲料水・食料

救急セット（包帯・絆創膏） 食べる

蓄える

買い足す
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弔慰金・援護資金

り災証明

福祉政策課	 ☎5803-1202

区民課	 ☎5803-1169

　災害救助法の適用された災害で、死亡や著しい障害を受
けた場合、「災害弔慰金」「災害障害見舞金」を支給します。
また、被害を受けた世帯に「災害援護資金」を貸付けます。
　支給額、障害の程度、被害程度および貸付対象者の所得
額などについて基準があります。

　万一地震・水害・風害により家屋などが被害を受けた場合
は、その事実を証明します。り災証明書は、保険や税金の減
免を受けるときなどに必要です。

水害に関する情報配信

安全・安心まちづくり活動支援

資器材の貸出

雨水流出抑制施設の整備

土のう

水害ハザードマップ
防災課	 ☎5803-1179

土砂災害ハザードマップ
防災課	 ☎5803-1179

神田川洪水ハザードマップ
防災課	 ☎5803-1179

防災課	 ☎5803-1179

危機管理課	 ☎5803-1280

危機管理課	 ☎5803-1280

土木部管理課土木用地調整係	 ☎5803-1243

道路課維持係	 ☎5803-1250

水害に備えて

被害に遭ったら

安全・安心まちづくり

　東京都の作成した浸水予想区域図をもとに、河川の氾濫お
よび下水道の溢水により浸水した場合の区内の浸水予想区
域と浸水深、水害時の避難所を地図上に掲載したものです。

■��水防災監視システム
　区内５か所の雨量局と、神田川に架かる４つの橋に水位局
を設置し、区内の降雨量と神田川の水位を観測しています。
　最新の水位・雨量情報を文京区防災ホームページ内で
提供しています。
http://bousaiweb.city.bunkyo.lg.jp/mizubousai/

■��防災気象情報発信サイト
　文京区の天気や警報・注意報発令状況など、気象に関す
る情報を提供するサイトです。
http://bunkyocity.bosaiinfo.jp/pinpoint/index.html

■��東京アメッシュ
　東京都全域の降雨情報を提供するサイトです。
https://tokyo-ame.jwa.or.jp/ 　町会・自治会等の安全・安心まちづくり活動を行う団体に

対して、防犯パトロール等を行う際に必要な資器材等の購
入費用の一部を補助します。

　防犯パトロールに必要な資器材の貸出をしています。

■��地域が行うパトロールへの活動支援
　ぶんちゃんパトロールベスト等の貸出

■��青色防犯パトロールへの活動支援
　警察から自動車による自主防犯パトロールを行うこと
を承認されたボランティア団体への青色回転灯等の貸出

　一定規模以上の建築事業を行う場合は、雨水を浸透また
は貯留する施設の設置をお願いしています。施設の計画に

　台風や大雨等によって崖崩れの発生するおそれのある土
砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域と土砂災害時の避
難所について、地図上に示したものです。また避難行動や災
害情報の入手方法なども掲載しています。

　東京都および国土交通省の作成した浸水想定区域図をも
とに、大雨によって神田川および荒川が氾濫した場合の浸
水想定区域、浸水深および浸水継続時間を示すとともに、水
害時の避難所を地図上に掲載したものです。

　緊急のときの水防用として使用できるよう配置しています。
また、事前に貸与もしています。
　配置場所は道路課または区ホームページで閲覧できます。

▼ 

水
害
に
備
え
て
／
被
害
に
遭
っ
た
ら
／
安
全
・
安
心
ま
ち
づ
く
り 　消防署では、万一火災などの被害を受けた場合、その事実

を証明します。印鑑を持参し、手続きをしてください。り災証
明書は、保険や税金の免除を受けるときなどに必要です。

り災証明（火災）
小石川消防署	 ☎3812-0119
本郷消防署	 ☎3815-0119

ついては、区ホームページで閲覧できる資料を確認のうえ
ご相談ください。
　対象となるのは、「文京区宅地開発並びに中高層建築物
等の建設に関する指導要綱」が適用される「中高層建築物
建設事業」です。適用基準は住環境課へ問合せください。
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届出・証明
届出・証明の取扱窓口

※1�受付けられない場合があります。詳しくは戸籍住民課へ問合せください。　※2�現在戸籍に記載されている方が、その戸籍を請
求する場合のみ申請の取次を行い、後日戸籍住民課から郵送します。（委任状不可）　※3�第三者による請求は不可。　※4�マイナ
ンバーカードを利用して、コンビニエンスストアのマルチコピー機で住民票の写し等の証明書を取得できるサービス。　※5�全国の
セブンイレブン・ローソン・ファミリーマート・ミニストップのマルチコピー機設置店舗に限る。

戸籍住民課窓口 区民サービスコーナー（➡ P34） コンビニ交付※4

平日(月～金曜) 窓口延長 日曜開庁 シビックセンター内 地域活動
センター内

コンビニエンス
ストア※5

午前8時30分～
午後5時

水曜：
午後5時～8時

毎月第2日曜：
午前9時～午後5時

平日：午後5時～8時
土・日曜、祝日：
午前9時～午後8時

平日：午前9時～
午後8時

土・日曜、祝日：
午前9時～午後5時

午前6時30分～
午後11時

届
出
等

戸籍の届出 ➡ P26 ○ （平日午前8時30分〜午後5時以外の戸籍の届出は時間外窓口でお預かりします）

転入・転出等の届出 ➡ P28 ○ ○ ○

マイナンバーカード（個人
番号カード）交付➡ P30 ○ ○※1

公的個人認証サービス
（電子証明書）➡ P31 ○ ○

(午後7時まで)
○

印鑑登録 ➡ P32 ○ ○ ○

特別永住者証明書
➡ P34 ○ ○※3 ○※3

証
明
書
等

戸籍全部・個人事項証明書
(謄本・抄本)➡ P27 ○ ○※3 ○※3 ○※2 ○※2

除籍全部・個人事項証明書
(謄本・抄本)➡ P27 ○ ○※3 ○※3

改製原戸籍謄本・抄本
➡ P27 ○ ○※3 ○※3

戸籍届出受理証明書
➡ P27 ○ ○ ○

身分証明書 ➡ P27 ○ ○ ○

戸籍の附票の写し ➡ P27 ○ ○※3 ○※3

住民票の写し ➡ P29 ○ ○※3 ○※3 ○※3 ○※3 ○

印鑑登録証明書 ➡ P33 ○ ○ ○ ○ ○ ○
広域交付住民票の写し
➡ P29

○
(午前9時〜午後5時)

納課税証明書 ➡ P82 ○ ○ ○ ○ ○ ○

母子健康手帳の交付 ➡ P42 ○ ○ ○ ○

受付場所・時間

種　別

本人確認

本人確認書類一覧表

　なりすましによる証明書の不正取得や虚偽の届出を未然に防ぎ、個人情報を保護することを目的に、戸籍の届出・住民異動の届出・
戸籍や住民票の写し等の各種証明書の請求・印鑑登録諸手続きの際に、窓口等で本人確認を行っています。また、戸籍の届出・印鑑
登録申請等で代理人の方が来庁する場合は、代理人本人を確認するとともに、届出人全員に届出があった旨を郵便で通知します。

１点確認書類 マイナンバーカード（個人番号カード）、運転免許証、運転経歴証明書（交付日が平成24年4月1日以降のもの）、パスポート、
住民基本台帳カード（写真付）、在留カード、特別永住者証明書、官公署発行の身分証明書（写真付）等

２点確認書類
ア欄２点または
ア欄1点＋イ欄1点

ア
欄
国民健康保険被保険者証、健康保険証、共済組合員証、介護保険証、国民年金手帳、国民年金証書、厚生年金証書、住民基本
台帳カード（写真なし）、後期高齢者医療被保険者証、生活保護受給者証等

イ
欄
学生証（写真付）、法人の身分証明書（写真付）、官公署発行の資格証明書（写真付）、預金通帳、キャッシュカード、クレジッ
トカード、診察券、シルバーパス、公共料金領収書（３か月以内）、官公署からの通知書（住所・氏名の記載のあるもの）等

※�マイナンバーカード（個人番号カード）の手続きおよび戸籍届出に必要な本人確認書類については、「氏名・生年月日」または「氏名・
住所」が記載されたものに限ります。上記とは異なる場合がありますので、詳細は戸籍住民課へ問合せください。

▼ 

届
出
・
証
明
の
取
扱
窓
口
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戸　

籍

戸 	 籍
　戸籍とは、個人の氏名・生年月日・父母との続柄・配偶者関係など、生まれてから死亡するまでの事柄を登録・公証するもの
です。夫婦とその子（同じ氏）単位で作られています。届出・証明請求等の際は、窓口で本人確認を実施しています。

種　別 届出期間 届出先 届出人 添付書類および注意事項

出生届
生まれた日から14�
日以内（生まれた日
も含みます）

本籍地または出生地
あるいは届出人の所
在地の区市役所・町
村役場

父または母
（上記の方が届出で
きないときは、問合
せください）

届　　書　１通
添付書類　出生証明書（届書の右欄に、医師または助産師に記入・

押印してもらってください）、母子健康手帳〔「時間外
受付」に届出の場合、出生届出済証明書は後日郵送し
ます。〕

印　　鑑　届出人の印
注　　意　命名は常用漢字および人名用漢字ならびに片仮名また

は平仮名の範囲内でしてください
●��持参人が同居人（祖父母など）でも、届出人は父または母が署名・
押印してください。
※�出生子の健康保険証、児童手当の申請等を行う必要があるので、
出生届は父母の住所地での届出が便利です。

婚姻届

届出によって法律上
の効力が発生

外国方式で成立の
場合は3か月以内

夫または妻の本籍地
あるいは所在地の区
市役所・町村役場

夫および妻

届　　書　１通
添付書類　本籍地以外に届出する場合は、戸籍全部事項証明書

（戸籍謄本）
印　　鑑　夫婦（一方は旧姓）の印（届書に使用した印）
注　　意　①証人（成人２人）の署名・押印が必要
　　　　　②未成年者の婚姻の場合は父母の同意書が必要

養子
縁組届

届出によって法律上
の効力が発生

養親または養子の本
籍地または所在地の
区市役所・町村役場

養親および養子
（養子が15歳未満の
ときは親権者）

届　　書　１通
添付書類　本籍地以外に届出する場合は、戸籍全部事項証明書

（戸籍謄本）
印　　鑑　届出人の印
注　　意　①証人（成人２人）の署名・押印が必要
　　　　　②�未成年者を養子とするときは、家庭裁判所の許可が必要

（自己または配偶者の子、孫を養子にする場合は除く）

離婚届

届出によって法律上
の効力が発生

裁判等による離婚
は確定日・成立日
から10日以内

夫婦の本籍地または
所在地の区市役所・
町村役場

夫および妻

届　　書　１通
添付書類　本籍地以外に届出する場合は、戸籍全部事項証明書

（戸籍謄本）
印　　鑑　夫婦それぞれの印
注　　意　①証人（成人２人）の署名・押印が必要
　　　　　②夫婦間の未成年の子については親権者を定めること
　　　　　③�調停（裁判）離婚は確定日から10日以内に届出てく

ださい（調停調書の謄本などを添付すること）
　　　　　④�離婚届と同時か、３か月以内に別に届出れば、婚姻中

の氏を称することができます（ただし、離婚届と婚姻
中の氏を継続する届出を同時に届出しないときは、
婚姻前の氏に戻ります）

転籍届 届出によって法律上
の効力が発生

届出人の本籍地また
は新本籍地の区市役
所・町村役場

戸籍の筆頭者
およびその配偶者

届　　書　１通
添付書類　他の区市町村に転籍する場合は戸籍全部事項証明書

（戸籍謄本）
印　　鑑　届出人の印
※�他区市町村から転籍するときは、事前に転籍届書（無料）を取得
してください。

死亡届 死亡の事実を知った
日から７日以内

死亡者の本籍地また
は届出人の所在地あ
るいは死亡した場所
の区市役所・町村役場

死亡者の親族または
同居者
（上記の方が届出で
きないときは、問合
せください）

届　　書　１通
添付書類　死亡診断書（届書の右欄に、医師に記入・押印してもらっ

てください）または死体検案書
印　　鑑　届出人の印
注　　意　死体火葬許可申請は死亡届と同時に行っていただきます

改葬許可
申請 改葬する前

お骨を埋葬し、また
は預けてある寺等の
所在地の区市役所・
町村役場
（お骨が存する地の役所）

改葬者

申請書　　一体につき１通
添付書類　①お骨を埋葬または預けている寺等の証明書
　　　　　②改葬先の墓地等の使用許可書
　　　　　③�改葬前の墓地使用者の承諾書、改葬先の墓地使用者

の承諾書（申請者と墓地使用者が異なる場合のみ）
印　　鑑　申請人の印

戸籍の届出 戸籍住民課戸籍係	 ☎5803-1183

（

（

）

）



27

届
出
・
証
明

27

▼ 

戸　

籍

必要書類
1.�請求書（便せん等に（1）から（6）までを記入、またはお住
まいの区市町村の戸籍請求書あるいは文京区ホームペー
ジからダウンロードした請求書）
（1）�本籍と筆頭者（戸籍の最初に書かれている人）の氏名�
（2）�必要な証明書名〔戸籍謄（抄）本、除籍謄（抄）本、附票

など〕
（3）必要な通数�
（4）使いみち（具体的に）
（5）筆頭者からみた請求者の続柄�
（6）請求者の住所、氏名、平日昼間の連絡先（電話番号）�
2.本人確認書類（➡ P25）のコピー

その他
①�認知届・養子離縁届・特別養子縁組届・入籍届・分籍届など
の届出については、本籍地または住所地の区市町村へ問
合せください。
②�外国籍を有する方および国外での出生届出等については、
本籍地または住所地の区市町村へ問合せください。

出産については ➡ P42　国民健康保険 ➡ P73
国民年金 ➡ P77　区民葬儀 ➡ P86

※手数料は、区市町村によって異なります。
※公的年金請求用の証明書については、無料となる場合がありますので、窓口でご相談ください。

証明の種類 請求できる方 手数料（1通） 請求場所

戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）
戸籍個人事項証明書（戸籍抄本）

本人・配偶者および直系尊属・卑属の方。
第三者が請求する場合は、正当な使用目
的を明示できる方に限られますので、電
話などでご確認ください。

450円

本籍地の区市町村
（文京区での請求は区役所戸籍住民課）

除籍全部事項証明書（除籍謄本）
除籍個人事項証明書（除籍抄本）
改製原戸籍謄本・抄本

750円

戸籍の附票の写し
300円

身分証明書 本人

戸籍届出受理証明書 届出人 350円 戸籍の届出を出した区市町村
（文京区での請求は区役所戸籍住民課）

戸籍証明 戸籍住民課証明係	 ☎5803-1176

戸籍の郵送請求

時間外受付（シビックセンター1階裏口）
　夜間、土・日曜、祝日、12月29日〜1月3日は、時間外受付で
戸籍関係諸届のお預かり、死体火葬許可申請を受付けていま
す。戸籍の届出は「受付」のみで、後日審査をしますので、届
書に平日昼間の連絡先（電話番号）を必ず記入してください。
　受理証明書の発行、届出の相談等は行っていません。

※�母子手帳への出生届出済証明書は後日郵送します。

マイナンバーカード（個人番号カード）、運転免許証、住基
カード（写真付）、健康保険証等のコピー（証明書の送り
先の確認をするため現住所の記載があるもの）�
※パスポートを除く。

3.手数料
定額小為替または現金書留

4.返信用封筒
切手を貼付（お急ぎの場合は速達料金を貼付）し、請求者
の住所を明記

5.送付先（本籍が文京区の場合）
〒112-8555　文京区春日1-16-21�文京区戸籍住民課証明係
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※代理人が上記の届出をするときは、本人自筆・押印の委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
※届出には手数料はかかりません。　※届出は区民サービスコーナー（➡ P34）ではできません。

こちらもご参照ください
児童手当 ➡ P44　子どもの医療費助成 ➡ P44　小・中学校の転入学 ➡ P49　介護保険 ➡ P68

　世帯主または転出者本人による転出届出は、郵送でもで
きます。下記①〜③を同封し戸籍住民課住民記録係まで送
付してください。

①転出届（便せん等に記入）
　文京区の住所および世帯主、新住所および世帯主、転出
者の氏名・生年月日、本籍・筆頭者氏名、転出年月日、届出
人氏名、日中の連絡先（電話番号）
※転出届（郵送用）は文京区ホームページからも様式がダウ
ンロードできます。

②返信用封筒（切手を貼付し、新住所または文京区の住所
のいずれかで本人のあて先を明記）
　●�勤務先等には送付できません。
　●��転出証明書にはマイナンバー（個人番号）が記載されて
いますので、簡易書留での返送をおすすめします。簡易
書留については郵便局へお問い合わせください。

③マイナンバーカード（個人番号カード）・運転免許証・パスポー
ト・住基カード（写真付）・在留カード等本人確認書類のコ
ピー（➡ P25）

　転出前に便せん等に「特例転出届」と明記し、左記①の内容
を記載して戸籍住民課住民記録係まで送付してください。
　特例転出の場合、転出証明書はありませんので、返信用の
封筒は必要ありません。引っ越し先の区市町村でマイナン
バーカード（個人番号カード）または住基カードを提出して
特例転入届ができます。

※�異動日から14日以上経過すると特例転入届ができません。
通常の転出届を再度していただくことになりますので、余
裕をもって特例転出届をしてください。

届出の種類 届出の期間 届出人 届出に必要なもの

転入届 他の区市町村や国外から
文京区に引っ越してきたとき 引っ越してきた日から14日以内

本人または　
同一世帯の方

●��転出証明書〔国外からの転入はパス
ポート・戸籍全部事項証明書（戸籍謄
本）・戸籍の附票〕・在留カード・特別永
住者証明書

●��住民基本台帳カード（所有している方）
●��マイナンバーカード（個人番号カード）

転出届 文京区から他の区市町村や
国外に引っ越すとき

引っ越す前または
引っ越した日から14日以内

●�国民健康保険証（加入している方）
●��マイナンバーカード（個人番号カード）
●��住民基本台帳カード（所有している方）
●�在留カード
●�特別永住者証明書

転居届 文京区内で引っ越したとき 引っ越した日から14日以内

世帯
変更届

（1）世帯主が変わったとき
（2）世帯を分けたり一緒にしたとき 変更した日から14日以内 ●�国民健康保険証（加入している方）

転入・転出等の届出 戸籍住民課住民記録係	 ☎5803-1177

郵送で転出届をするときは
戸籍住民課住民記録係	 ☎5803-1177

特例転出届［マイナンバーカード（個人番号
カード）または住基カードを所有している方のみ］
戸籍住民課住民記録係	 ☎5803-1177

　住民記録は、住民の居住関係を証明するもので、選挙・国民健康保険・国民年金・介護保険のほか、印鑑の登録や証明、就学
など、生活するうえでの基礎となります。
　住所および世帯の状況に変更が生じたときなどは、届出が必要です。
　届出・証明請求等の際は、窓口にて本人確認を実施しています。マイナンバーカード（個人番号カード）・運転免許証・パスポー
ト・住基カード（写真付）・在留カード・特別永住者証明書等、本人確認書類（➡ P25）をご持参ください。

住民記録
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必要書類
1.�請求書（便せん等に（1）から(6)までを記入または文京区
ホームページから請求書をダウンロードし必要事項を記入）

(1)�必要な方の住所・氏名・生年月日（世帯全員のときは世
帯全員と書く）

(2)必要な通数
(3)請求理由（使用目的）
(4)�世帯主との続柄および日本人の方は本籍・筆頭者、外
国人の方は国籍・地域、在留区分(30条の45)、在留資
格、在留期間、在留期間の満了日、在留カードの番号等
の表示の要、不要

(5)請求者の住所・氏名・平日昼間の連絡先（電話番号）
(6)�個人番号（マイナンバー）の記載が必要な場合はその
旨を記載

住民票の写しの郵送請求

閲覧の手数料　30分につき3,000円

　住民票に記載された内容で、請求者の必要とする項目に
ついて証明します。証明用紙に記入してご請求ください。

　請求者の指定する住所に、受付日現在で住民記録がない
ことを証明します。

　住民票の記載事項のうち、住所、氏名、生年月日、性別を
表示したリストを閲覧台帳として利用に供しています。閲覧
できるのは学術調査、世論調査等の公益性がある場合のみ
です。営利目的の閲覧はできません。プライバシー保護の
ため、閲覧の請求に際しては、閲覧の目的が明らかになる具
体的な資料等の添付をお願いしています。プライバシーの
侵害や名誉棄損、差別につながるおそれがあると認められ
るときは閲覧をお断りします。また閲覧制度の趣旨を逸脱し
た目的と判断される場合も同様です。

閲覧場所
戸籍住民課住民記録係（シビックセンター２階）
予約方法、必要書類等の詳細は戸籍住民課住民記録係に問
合せください。

　ご高齢や身体の障害、疾病等の理由で、世帯全員が区民
サービスコーナーの利用が困難な方には、自宅まで住民票
の写しと税証明書をお届けします。

申込／平日（月〜金曜）�午前9時〜午後5時
　　　各区民サービスコーナーへ（➡ P34）
お届けは、翌日以降になります。

記載事項証明書

不在住証明書

住民票の閲覧

お届けサービス

戸籍住民課証明係	 ☎5803-1176

戸籍住民課証明係	 ☎5803-1176

戸籍住民課住民記録係	 ☎5803-1177

戸籍住民課証明係	 ☎5803-1178 ▼ 

住
民
記
録

　マイナンバーカード（個人番号カード）・運転免許証・パス
ポート・住基カード（写真付）・在留カード等の本人確認書類
（➡ P25）をご持参のうえ、戸籍住民課またはお近くの区民
サービスコーナー（➡ P34）に請求してください。

住民票の写し等の請求
戸籍住民課証明係	 ☎5803-1176

住民票の写しを請求できる方
　本人または同一世帯員です。同一の家屋に住んでいる
ご家族でも住民票が別になっていれば、本人自筆の委任
状（➡ P30）が必要です。
　第三者の請求は、疎明資料等が必要ですので、戸籍住
民課証明係まで問合せください。
本籍、続柄などの記載について
　原則として本籍・筆頭者氏名、世帯主との続柄は省略
します。本籍・筆頭者氏名等の記載が必要な場合は、必
ず請求時に申出てください。
除票の写し
　本人以外の方からの請求は第三者の請求としての取
扱いとなります。疎明資料等が必要ですので、戸籍住民
課証明係まで問合せください。
広域交付住民票の写し
　住所地以外で住民票の写しを請求することができます
（代理人および第三者は請求不可）。
　文京区では戸籍住民課のみ（平日月〜金曜の午前9時
〜午後５時）で取扱います。マイナンバーカード（個人番
号カード）、住基カードまたは写真付の官公署発行の身
分証明書が必要です。
●��広域交付住民票の写しには本籍・筆頭者氏名は記載で
きません。

注意点
　住民票の写し等を請求する際、区民サービスコーナー
では、第三者の請求は受付けていません。
　転出届をした方で、転出予定日前に文京区の住民票を
請求する方は、「転出証明書（国外転出の場合はパスポー
ト）」をご持参ください。特例転出の届出後は、住民票の
写しの発行はできません。

※（�6）について請求できるのは、本人および本人と同じ住
民票に記載された方のみです。返送先も請求された本
人の住民登録地のみとなります。

2.本人確認書類のコピー
マイナンバーカード（個人番号カード）・運転免許証・住民
基本台帳カード（写真付）・健康保険証等のコピー（証明
書の送り先の確認をするため現住所の記載のあるもの）

3.手数料
１通３００円��定額小為替または現金書留

4.返信用封筒
切手を貼付（お急ぎの場合は速達料金を貼付）し、請求者
の住所を明記

5.送付先
〒112-8555文京区春日1-16-21�文京区戸籍住民課証明係
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マイナンバーカード（個人番号カード）	
戸籍住民課住民記録係	☎5803-1177

マイナンバーカード（個人番号カード）の申請

マイナンバーカード（個人番号カード）

「個人番号カード交付申請書」に必要事項を記入し顔写真を
貼付して、地方公共団体情報システム機構宛に郵送してく
ださい。
　郵送のほかに、スマートフォン・パソコン・まちなかの証明

　マイナンバーカード（個人番号カード）の申請は希望制で
す。マイナンバーカード（個人番号カード）は、マイナンバー
を証明する書類として、本人確認の際の身分証明書として、
また、コンビニエンスストアに設置してあるマルチコピー機
を使用して、住民票の写し等を取得する際のカードとして、
さまざまな場面で利用できます。

※初回の交付手数料は無料。
※コンビニエンスストアでの住民票の取得について、詳しく
　は区ホームページをご覧ください。

氏名・住所・生年月日・
性別が記載され、写真
が表示されます。

マイナンバーが記載
されます。

［表］

［裏］

マイナンバーカード
（個人番号カード）の
様式

▼ 

住
民
記
録
／
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド︵
個
人
番
号
カ
ー
ド
︶

マイナンバーカード（個人番号カード）の交付
　交付の準備ができましたら、交付案内通知書を郵送します。
通知書が届いたら、文京区ホームページまたは電話で受取
日時を予約のうえ、通知書と本人確認書類（➡ P25）をご持
参になり、戸籍住民課に本人（15歳未満の場合、法定代理人
の同行が必要）がおいでください。
※�転出・転入等と本人確認書類が異なりますのでご注意くだ
さい。

マイナンバーカード（個人番号カード）に
関する諸手続き
　次の事由に該当する場合は、戸籍住民課の窓口に届け出
てください。

事　由 手　続 手数料

カードを紛失した時
カードを盗まれた時

●��マイナンバーカード（個人番号カー
ド）の場合は、一時停止を行いま
すので、個人番号カードコールセ
ンター☎0120-95-0178（フリー
ダイヤル）にご連絡ください。通知
カードの場合は、戸籍住民課にご
連絡ください。

●��再交付が必要な方は、警察に遺失
物届を提出のうえ、再交付申請を
してください。

●マイナン
バーカード
（個人番
号カード）

800円
●電子
証明書
200円

カードを汚損・破損
したとき

カードをご持参のうえ、再交付申請
をしてください。

※委任状は、便せん等に本人が手書きしてください。
　●�鉛筆や消えやすいインクは使用しないでください。
　●��記載の要・不要の指定がない場合は、本籍等の記載を

省略します。
　●��パソコン等で作成した場合は、必ず本人が手書きで署名・

押印してください。
　（�全文パソコン等で作成の委任状は印があっても受理でき
ません）

　●��記載が必要な項目は□に「レ印」をつけてください。
���●��マイナンバー（個人番号）の記載が必要な場合は、

使用の目的の下の余白に“個人番号記載が必要”と記
入してください。代理人請求の場合、マイナンバー（個
人番号）記載の住民票の写しは、切手または郵送料を
お預かりし、委任者本人の住所に郵送します。

※�代理人は、本人の委任状とマイナンバーカード（個人番号
カード）・運転免許証・パスポート・住基カード（写真付）等、
本人の確認できるもの（➡ P25）をご持参ください。
　●��本人が請求する場合も本人を確認できるものが必要です。

委　任　状
　（代理人）住所　　　△△区△△△○丁目○番○号
　　　　　�氏名　　　甲野　太郎
　　　　　�生年月日　昭和○年○月○日
私は、上記の者に住民票○通取得の権限を委任します。
（日本人・外国人共通）
□�世帯の全員　　□�世帯の一部必要な人の氏名　　　　　　　
□�世帯主との続柄
（日本人の方）
□�本籍および筆頭者
（外国人の方）
□�国籍・地域　□�30条の45（在留区分）　□�在留カードの番号等
□�在留情報（在留資格・在留期間・在留期間の満了の日）
使用の目的
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　○年○月○日
住所　文京区春日１丁目16番21号
氏名　乙山　花子　㊞
生年月日　昭和○年○月○日

《委任状の記載例》

用写真機（対応しているもの）からも申請できます。
※�マイナンバーカード（個人番号カード）交付の際は、通知
カードおよび住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）と引
替えになります。
※�詳しくは戸籍住民課住民記録係へ問合せください。
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※住民基本台帳カードの新規発行は終了しました。

カードの有効期間

住民基本台帳カードについて

　顔写真あり、顔写真なしの両タイプとも発行日から10年間
有効です（外国人の方は有効期限が異なります）。
次の事由に該当する場合は、戸籍住民課の窓口に届出てください。

事　由 手　続 手数料

カードをなくしたとき
カードを盗まれたとき

事故防止のため至急戸籍住民課に
ご連絡ください。カードの機能を一
時停止します。

無�料

カードを汚損・破損
したとき

カードをご持参のうえ、住基カード
廃止申請をしてください。

カード裏面の表示が
不鮮明になったとき

再度記載しますので、カードをご持
参のうえ手続きをしてください。

カードを返納するとき カードをご持参のうえ、住基カード
廃止申請をしてください。

記載事項に変更の
あったとき

（区内転居、氏の変更等）

裏面に変更内容を記載しますので、
カードをご持参のうえ手続きをして
ください。

住民票コードを
変更したとき

カードは失効します。紛失・盗難等で
カードがない場合を除きカードを返
還してください。

文京区外に住所を
移したとき

文京区で特例による転出届を行った
うえ、転入先の区市町村窓口にご持
参ください。

住民基本台帳カード（住基カード）	戸籍住民課住民記録係	☎5803-1177

①�広域交付（文京区以外の区市町村で住民票の写しを請求
する）の申請の際の本人確認書類として利用できます。
②転入転出の手続きが簡素化されます。
③�写真付の住民基本台帳カードは身分証明書として使えます。

▼ 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド︵
個
人
番
号
カ
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ド
︶／
住
民
基
本
台
帳
カ
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住
基
カ
ー
ド
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公
的
個
人
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証
サ
ー
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電
子
証
明
書
の
発
行
︶

公的個人認証サービス［電子証明書（署名用電子証明書/利用者証明用電子証明書）の発行］
戸籍住民課住民記録係	☎5803-1177

電子証明書を利用してできる申請や届出

電子証明書の申請

　署名用電子証明書は、所得税・消費税などの国税申告や年
金・健康保険等の社会保険関係の手続き等に利用できます。
　利用者証明用電子証明書は、マイナポータルのログイン
やコンビニでの公的な証明書の交付に利用できます。

申請できる方
　マイナンバーカード（個人番号カード）をお持ちの方で、
文京区に住民登録のある方
●��15歳未満の方および成年被後見人は法定代理人（親権者
および成年後見人）が同席のうえ、申請してください。
詳しくは、問合せください。

※�原則として利用者証明用電子証明書のみの発行となります。

申請に必要なもの
本人が申請するとき
①�電子証明書を記録する申請者本人のマイナンバーカード
（個人番号カード）

②�本人確認書類〔マイナンバーカード（個人番号カード）・住
基カード（写真付）・運転免許証（現住所記載のもの）・パ
スポート・在留カード等、官公署発行の免許証・許可証・資
格証明書等で証印または特殊加工された本人の写真が掲
載されたもの〕

③�法定代理人が同席する場合は、本人確認書類および法定
代理人の資格を確認できる書類〔親権者は戸籍全部事項
証明書（戸籍謄本）等、成年後見人は登記事項証明書等〕

　●��上記の本人確認書類をお持ちでないときは、回答書付
の照会書を郵送します（即日での発行はできません）。

任意代理人が申請するとき
　窓口での依頼に基づいて回答書付の照会書を郵送して本

事　由 手　続 手数料
カード裏面の追記欄の
余白がなくなったとき

カードをご持参のうえ、再交付申請
をしてください。

無料

記載事項に変更の
あったとき（転入、区
内転居、氏の変更等）

カードに変更事項を記載しますの
で、カードをご持参のうえ手続きを
してください。

文京区から転出した
とき（国内）

転入手続きの際に新住所地の自治
体にカードを持参してください。
※�特例転出の場合は、マイナンバー
カード（個人番号カード）を持参
のうえ文京区で特例による転出
届を行ってください。

事　由 手　続 手数料

文京区から転出した
とき（国外）

国外転出による返納について記載し
ますので、カードをご持参のうえ手
続きしてください。

無料
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▼ 

公
的
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印
鑑
登
録

　実印は、重要な契約や取引などをする際に本人を表すものとして、印鑑登録証明書と一緒に使われます。
　実印はあなたの財産を守る大切なものです。文京区では印鑑登録申請の手続きなどについて、特に慎重に取扱っています。

印鑑登録 	戸籍住民課住民記録係	☎5803-1177

印鑑登録の申請

印鑑登録の手続き

印鑑登録のできる方
　文京区に住民記録のある方（15歳未満の方と、意思能力
を有しない方は登録できません）。

登録申請するときは
　本人が窓口に来て申請することが原則です。
●��郵送による申請は受付けできません。
●��やむをえず代理の方が申請する場合は、本人自筆（登録す
る印鑑を押印）の委任状（➡ P33）が必要です。

印鑑登録の手続き
　原則として郵送照会による手続きになります。登録する
印鑑を持って戸籍住民課で申請→本人あてに照会書を郵送
→照会書が届いたら回答書（代理人が来所するときは委任
状にも）に本人が記入→本人（または代理人）が回答書と印
鑑を持って再度来所→回答書に問題がなければ印鑑登録完
了、印鑑登録証を交付します。

即日で印鑑登録できる場合
　本人が来所し、次の①または②で本人確認ができれば印
鑑登録が完了します。
①�マイナンバーカード（個人番号カード）・運転免許証・パスポー
ト・住基カード（写真付）・在留カード等、浮き出しプレスに
よる証印や特殊加工された写真付の官公署発行の身分証
明書を提示した場合。
②�都内で印鑑登録をしている方が保証人になる場合、申請
書裏面に保証人の署名・押印（実印）が必要です。文京区
外の方が保証人になる場合は３か月以内に発行された印

鑑登録証明書の添付が必要です。
※�①または②による申請でも、本人確認に支障があるとき
は郵送照会による手続きになります。

登録できる印鑑は
　1人1個に限ります（同じ印鑑で２人以
上の方の登録はできません）。
●��印影が右図の斜線内の大きさのもの
●��氏名、氏または名を手彫りしたもの
●��「…之印」「…之章」を付けたもの
●��氏に名の頭文字をつけたもの
●��名に子を付けたり、名から子を除いたもの（女性のみ）

既製印（三文判）を登録するのは危険です
　機械によって大量生産される既製印は、事故防止のため
に登録することはお勧めできません。

登録できない印鑑があります
　印影の不鮮明なもの、ゴム印・指輪印など変形しやすい印、
漢字をひらがなまたは片仮名あるいはその逆に書きかえた
もの、別の字に書きかえたもの、外ワクのないもの、外ワク
の欠けたもの。このほかにも、逆彫りの印等、登録できない
印鑑があります。詳細は問合せください。

電子証明書の交付
●��戸籍住民課窓口に設置された鍵ペア生成装置により暗証
番号を入力します。

●��マイナンバーカード（個人番号カード）を預かり、地方公共団
体情報システム機構に必要事項を送信し、電子証明書の発行

発行手数料　200円

電子証明書の有効期限
　電子証明書の有効期限は発行の日以降申請者の5回目の
誕生日またはマイナンバーカード（個人番号カード）の有効
期間が満了する日までです。ただし、署名用電子証明書は、
住所・氏名など、電子証明書の記録事項に変更があったとき
は、変更があった時点で失効します。失効した場合、再度利
用するときには、改めて申請が必要です。

を受け、マイナンバーカード（個人番号カード）に記録します。
●��電子証明書の写し、利用案内を渡します。

※�電子証明書を利用するためには、電子証明書の記録された
マイナンバーカード（個人番号カード）とインターネットに
接続したパソコンおよびICカードリーダライタが必要です。

人確認をさせていただきます（即日での発行はできません）。
　回答書が届きましたら以下の書類をご持参ください。

①�電子証明書を記録する申請者本人のマイナンバーカード
（個人番号カード）

②郵送した回答書付きの照会書に申請者本人が記入したもの

③申請者本人が自署・押印（実印）した委任状

④�任意代理人の本人確認書類（「本人が申請するとき（➡ 
P31）」と同様の本人確認書類をお持ちでない方は任意
代理人になれません）
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▼ 

印
鑑
登
録

印鑑登録証明書を取得するには

印鑑登録証明書の有効期限

印鑑登録証明書

　印鑑登録証を持って、戸籍住民課または各区民サービス
コーナー（➡ P34）で申請してください。

●��印鑑登録証があれば代理の方でも取得できます。委任状
は必要ありません。印鑑登録証を代理人に託すときは十分
にご注意ください。

　区では印鑑登録証明書の有効期限を特に定めていません。
一般的に印鑑登録証明書を受取る側の判断に任されていま
すが、期間がたつと登録事項に変更が生じることもあります
ので、最新のものを要求される場合があります。

《委任状の記載例》

登録者本人が全文を手書きし、登録する印鑑を押印してく
ださい。（※委任事項）は次の申請事項から必要なものを記
入してください。

①印鑑登録申請　　　②印鑑登録証引替交付申請
③印鑑登録証亡失届　④印鑑登録廃止申請
（③と①や、④と①を同時にするときには両方の記入が必要です）

例�●���印鑑登録証があり実印を変更したいときは④印鑑登録
廃止申請と①印鑑登録申請。

　�●���印鑑登録証を紛失し、再度印鑑登録が必要なときは③
印鑑登録証亡失届と①印鑑登録申請。

※鉛筆や消せるインクのペンは使用しないでください。

委　任　状

（代理人）　��住所　　　　　　　　　　
　　　　　　氏名　　　　　　　　　　
　　　　　　生年月日　　年　月　日　
私は上記の者に（※委任事項）に関する権限を委任します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日
　　　　　　　　　　　住所　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　印

印鑑登録手数料　100円

印鑑登録証明書交付手数料　300円

戸籍住民課証明係	 ☎5803-1176

下記参照

　次の事由に該当する場合は、戸籍住民課の窓口に届出し
てください。

●��印鑑登録証や登録印等を紛失した場合や盗難にあったと
きは、証明書の発行を一時停止できます。事故防止のため
に至急ご連絡ください。別途、戸籍住民課で廃止・亡失の
手続きが必要です。

●��代理人が上記の届出をするときには、委任状が必要です
（記載例 ➡ 左上）。

印鑑登録に関する諸手続き
戸籍住民課住民記録係	 ☎5803-1177

事　由 手　続

印鑑登録証を
なくしたとき

事故防止のため至急印鑑登録証亡失届をし
てください。登録を抹消します。

印鑑登録証が汚れた
り破損したとき

登録番号が確かめら
れる場合

印鑑登録証をご持参のうえ、印鑑登録証引替
交付申請をしてください（交付手数料100円）。
登録番号が確かめられない場合は、登録を廃
止して改めて新規の印鑑登録の手続きが必
要です。

登録した印鑑を
なくしたとき

事故防止のため、至急印鑑登録証をご持参の
うえ、印鑑登録廃止申請をしてください。

印鑑登録を
廃止したいとき

印鑑登録証をご持参のうえ、印鑑登録廃止申
請をしてください。

登録してある印鑑を
変えたいとき

印鑑登録証をご持参のうえ、印鑑登録廃止申
請をし、改めて印鑑登録の手続きをしてくだ
さい。

文京区外に住所を
移したとき 転出届により自動的に登録が抹消されます。

文京区内で住所を
移したとき

転居届により自動的に住所が変更されます。
●��新住所の方書記載を希望する場合は戸籍住
民課へ申し出てください。

（ ）
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特別永住者証明書の更新申請
　有効期間が満了する２か月前（16歳未満の特別永住者証明
書の場合は16歳の誕生日の6か月前）から更新申請ができま
す。本人または同一世帯の親族の方（16歳未満の方は、同一
世帯の親族の方）が、以下の書類を持参のうえ戸籍住民課住
民記録係窓口で申請してください。

・特別永住者証明書・パスポート（有効なもの。所持している
方のみ）・写真（4ｃｍ×3ｃｍ　3か月以内に撮影の証明写真）

特別永住者証明書の再交付申請
　紛失等により特別永住者証明書を再交付する場合は、本人
または同一世帯の親族の方（16歳未満の方は、同一世帯の親

　平成24年（2012年）7月8日以前の居住地歴や氏名（通称
名）変更履歴、家族事項等の証明が必要な場合は、本人が直
接法務省へ外国人登録原票の開示請求をしてください。
詳細は、右記へ問合せください。

問合先／出入国在留管理庁　　　
所在地／〒100-8977�東京都千代田区霞が関1-1-1
電　話／☎3580-4111（内線4448）
受付時間／午前9時30分〜午後6時15分
　　　　　（土・日曜、祝日を除く）

毎週水曜（祝日、12月29日〜1月3日を除く）／
午後8時まで延長

毎月第2日曜／午前9時〜午後5時

取扱業務
●��転入、転出、区内転居等の届出
●��印鑑登録申請等の届出

●��マイナンバーカード（個人番号カード）交付（事前予約制）
●��戸籍証明書（第三者請求受付不可）の交付
●��住民票の写し（第三者請求受付不可）、印鑑登録証明書、
税証明書等の交付　等

※	取扱えない業務がありますので事前に戸籍住民課各担当
係へ問合せください。

特別永住者証明書	戸籍住民課住民記録係	☎5803-1177

外国人登録原票の写し

戸籍住民課の窓口延長・日曜開庁

区民サービスコーナー
　「住民票の写し」や「印鑑登録証明書」、「母子健康手帳」、「納税・課税証明書」は、区内9か所の区民サービスコーナーで発
行しています。窓口にて本人確認を実施しています。マイナンバーカード（個人番号カード）・運転免許証・パスポート・住基カー
ド（写真付）等本人確認書類（➡ P25）をご持参ください（代理人の場合も同様）。

お近くの区民サービスコーナー

地　域 区民サービスコーナー 所在地 電話番号
開設時間

平　日 土・日曜、祝日 運用停止日

後　楽
春　日
小石川

シビックセンター　　
区民サービスコーナー

春日1-16-21 ☎3812-7111
内線2518

17：00�〜�20：00
※�8：30〜17：00は戸籍
住民課で扱います。

9：00�〜�20：00 ５月第３日曜　
12/29〜１/３

族の方）が、以下の書類を持参のうえ戸籍住民課住民記録係
窓口で申請してください。

・本人確認書類（➡ P25）・紛失等の事実を示す書類（警察へ
の遺失物届受理番号等）・パスポート（有効なもの。所持して
いる方のみ）・漢字氏名の分かる書類（運転免許証、健康保険
証等）・写真（4ｃｍ×3ｃｍ　3か月以内に撮影の証明写真・16
歳未満の方は不要）

※国籍、氏名、性別、生年月日の変更に伴う再交付には別途資
料が必要です。詳しくは問合せください。
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区民サービスコーナーで証明を請求するときは次のものが必要です
証明書の種類 本人が来庁する場合 代理人が来庁する場合 手数料

住民票の写し 本人確認書類（P25）
※同一世帯員も請求可

本人自筆の委任状（P30）
代理人の本人確認書類（P25） １通300円

除票の写し 本人確認書類（P25） 本人自筆の委任状（P30）
代理人の本人確認書類（P25） １通300円

記載事項証明書 記入済の証明書用紙・本人確認書類（P25）
※同一世帯員も請求可

本人自筆の委任状（P30）
代理人の本人確認書類（P25）
記入済の証明書用紙

１通300円

不在住証明書 本人確認書類（P25） １通300円

印鑑登録証明書 印鑑登録証 １通300円

母子健康手帳 窓口で妊娠届を記入するだけです。 無　料

戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）・
戸籍個人事項証明書（戸籍抄本）
の交付申請の取次ぎ

本人確認書類（P25） 代理人による請求は、取扱いできま
せん。

１通450円と
郵送料

納税・課税証明書 本人確認書類（P25） 本人自筆の委任状
代理人の本人確認書類（P25）

１通300円
車検用は無料

　広域交付（他区市町村）の住民票の写しは、シビックセンター２階戸籍住民課のみで発行しています（月〜金曜の午前９時
〜午後５時）。申請には、マイナンバーカード（個人番号カード）または運転免許証等の官公署発行の身分証明書（写真付で証
印または特殊加工されたもの）をご持参ください。

区民サービスコーナーの業務

１　住民票の証明など

住民票の写し・除票の写し
記載事項証明書・不在住証明書の証明　
各種年金の現況届の証明
※第三者の請求はできません（戸籍住民課のみの取扱い）。
※除票の写しについては、本人以外の方からの請求は第三者の請求としての取扱いとなります。

２　印鑑登録証明書の交付 印鑑登録証明書（実印は不要）

3　母子健康手帳の交付 妊娠の届出をした妊婦の方に、母子健康手帳を交付

4　納税・課税証明書の交付　 特別区民税・都民税納税証明書は現年度と過去３年度分、課税証明書は現年度と過去５年度分、軽自動車
税納税証明書は現年度分　問合せは税務課税務係�☎5803-1152

5　戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）・
　  戸籍個人事項証明書（戸籍抄本）の
　  交付申請の取次ぎ

戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）・戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)の交付申請の取次ぎ（現在戸籍に記
載されている方からのその戸籍の申請のみ）。　
交付は後日戸籍住民課から郵送。手数料および郵送料を添えて請求。

地　域 区民サービスコーナー 所在地 電話番号
開設時間

平　日 土・日曜、祝日 運用停止日
千　石
白　山

大原地域活動センター
区民サービスコーナー 千石1-4-3 ☎3946-8594

9：00�〜�20：00 9：00�〜�17：00 ５月第３日曜　
12/29〜１/３

大　塚
水　道
小日向

大塚地域活動センター
区民サービスコーナー 大塚1-5-17 ☎3947-2624

関　口
目白台
音　羽

音羽地域活動センター
区民サービスコーナー 音羽1-22-14 ☎3943-0621

本　郷
湯　島

湯島地域活動センター
区民サービスコーナー

本郷7-1-2
（文京総合体育館内）

☎3813-6554

西　片
向　丘

向丘地域活動センター
区民サービスコーナー 向丘1-20-8� ☎3813-6668

弥　生
根　津

根津地域活動センター
区民サービスコーナー 根津2-20-7 ☎3822-3653

千駄木 汐見地域活動センター
区民サービスコーナー 千駄木3-2-6 ☎3827-8149

本駒込 駒込地域活動センター
区民サービスコーナー 本駒込3-22-4 ☎3827-8143 ▼ 

区
民
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー

※公的年金請求用の証明書については、無料となる場合がありますので、窓口でご確認ください。
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相談・貸付・融資
区の相談

▼ 

区
の
相
談

相談項目 相談内容 日時など 相談窓口・電話番号

法律相談 土地、家屋、相続、金銭貸借など
法律全般にわたる相談

火・金曜、第2・４月曜
13：00�〜�16：00（予約制）

広報課
（シビックセンター14階相談室）
☎5803-1129

税務相談
相続税、贈与税、土地・家屋の売買につ
いての税、所得税など税務問題全般の
相談 木曜

13：00�〜�16：00（予約制）

不動産相談 土地や建物などの不動産売買、賃貸借、
区内に所有する空き家に関する相談

区民相談 区政に関する質問や日常生活上の一般
的な相談

月〜金曜
8：30�〜�17：00
外国語は面談のみ（英語・中国語・韓国語・
スペイン語・ベトナム語　等）

広報課行政情報センター
（シビックセンター２階）
☎5803-1328

交通事故相談 交通事故に関する示談の方法、保険請求
手続きなどの相談

月・水・金曜
８：30�〜�17：00

広報課行政情報センター
（シビックセンター２階）
☎5803-1329

人権身の上相談 近隣トラブルやいじめ、名誉き損などの
人権問題の相談

第３月曜
13：00�〜�16：00 広報課

（シビックセンター14階相談室）
☎5803-1129行政相談 国の行政全般についての苦情、意見、要

望などの相談
第１月曜
13：00�〜�16：00

消費者相談 消費生活上のトラブルや商品・サービス
に対する疑問・苦情等の相談

月〜金曜
9：30�〜�16：00

消費生活センター
（シビックセンター地下２階）
消費者相談　☎5803-1106

経営相談 経営・金融などの相談
月〜金曜
9：30�〜�17：00（受付は16：30まで）

※創業相談は予約制

受付：東京商工会議所文京支部
（シビックセンター地下2階）
☎5842-6731
経済課（シビックセンター地下2階）
☎5803-1173

創業相談 創業に関する相談

空家等に関する
相談

（要事前申請）

空家等に関する相談
※�一年間（4月1日から翌年3月31日ま
で）、一人3回まで

月〜金曜
9：00〜17：00の間で1回につき1時間以内
日程は申請後調整
対象：区内空家の所有者および権利者

住環境課（シビックセンター18階）
☎5803-1374

分譲マンション
管理上の相談

（要事前申込）

分譲マンション管理上の様々な問題に関
する相談（相談員：マンション管理士）
※�一年間（4月1日から翌年3月31日ま
で）、一人2回まで

月〜金曜
9：00〜17：00の間で1回につき1時間以内
相談希望日の10日前までに申込書を提出
対象:区内分譲マンションの区分所有者
および居住者

内職あっせん相談 内職についての求職、求人などの相談
月〜金曜
13：00�〜�16：00

勤労者共済会
（シビックセンター地下２階）
☎5803-1108

生活に困った時 生活が困難になったときの相談 月〜金曜
8：30�〜�17：00 生活福祉課

（シビックセンター９階）
☎5803-1216母子・父子・女性相談

母子および父子、または女性の生活や就
労上のこと、夫や恋人からの暴力などの
相談

月〜金曜
９：00�〜�17：00

　各相談は一部を除き、祝日、シビックセンター休館日、年末年始はお休みです。また、事前に予約が必要なものは各相談窓口
に問合せください。
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相談項目 相談内容 日時など 相談窓口・電話番号

子育てに
関する相談

子どもと家庭に関する相談
（児童虐待に関する相談を含む）

●�一般相談
　月〜金曜　9：00�〜�17：00
●�専門相談
一般相談後に、相談内容に応じて心理
士・小児科医・弁護士等の相談も利用
できます

子ども家庭支援センター
（シビックセンター５階）
☎5803-1109　

子ども応援
サポート室 子育て世帯の経済的な困り事等の相談

月〜金曜　9:00�〜�17:00
（時間外は留守番電話対応）
メール（区ホームページより受付）

子ども家庭支援センター
（シビックセンター５階）
☎5803-1900

子どもの最善の
利益を守る

法律専門相談

子どもの利益を守るための法律的な相談
（離婚や養育費、子どもとの面会交流等）

第２・第４火曜　10:00�〜�、11:00〜
第３木曜　　���18:00�〜、�19:00〜
（電話予約制）

男女平等センター相談室
本郷４-８-３
予約受付：子ども家庭支援センター
☎5803-1894（9:00〜17:00）

青少年相談 青少年の非行・不良化の悩みごとなどの
相談

水曜
13：00�〜�16：00

広報課
（シビックセンター14階相談室）
☎5803-1129

男女平等センター
相談室

家族・職場・地域での人間関係、パート
ナーなどからの暴力、LGBT（SOGI）や
性（性被害）、自分自身の生き方などの
相談（カウンセリング）
※性別・年齢にかかわりなく受付けます。

月曜�10：00�〜�16：00（受付は15：00まで）
水曜�14：00�〜�20：00（受付は19：00まで）
金曜�10：00�〜�20：00（受付は19：00まで）
予約制（電話相談も可）
（祝日、全館清掃日、12/28〜1/4は除く）

男女平等センター相談室
本郷4-8-3
☎3812-7149（相談専用）

教育センター
総合相談室

発達および教育に関する相談
0〜18歳までの子どもの発達や教育に
関する悩みや心配事の相談

月〜金曜、第２・４土曜
8：30�〜�17：15（予約制）

教育センター総合相談室
湯島4-7-10　☎5800-2594

電話教育相談
匿名や来所できない方のための教育相談

24時間／年中無休

教育センター�電話教育相談
☎5800-2595

いじめ電話相談
いじめに悩んでいる児童・生徒・保護者
からの相談

教育センター�いじめ電話相談
☎5800-2596

高齢者に
関する相談

高齢者の総合相談
●�介護や介護予防に関すること
●�権利擁護に関すること
●�保健・医療・福祉サービスなどに
関すること

●�認知症に関すること

月〜金曜
９：00�〜�19：00
土・日曜、祝日、12/29〜１/３
９：00�〜�17：30

高齢者あんしん相談センター富坂
白山5-16-3�☎3942-8128
高齢者あんしん相談センター大塚
大塚4-50-1�☎3941-9678
高齢者あんしん相談センター本富士
湯島4-9-8�☎3811-8088
高齢者あんしん相談センター駒込
千駄木5-19-2�☎3827-5422

月〜土曜
9：00�〜�17：30
（日曜、祝日、12/29〜1/3は休み）

高齢者あんしん相談センター富坂分室
小石川2-18-18�☎5805-5032
高齢者あんしん相談センター大塚分室
音羽1-15-12�☎6304-1093
高齢者あんしん相談センター本富士分室
西片2-19-15�☎3813-7888
高齢者あんしん相談センター駒込分室
本駒込2-28-10�☎6912-1461

高齢者の相談
●��養護老人ホームへの入所相談・権利
擁護・福祉サービスなどに関すること

月〜金曜
8：30�〜�17：00

高齢福祉課高齢者相談係
（シビックセンター９階）
☎5803-1382

看護士による高齢者の健康相談

第２火曜・第4金曜
13：15�〜�14：45

文京福祉センター江戸川橋
小日向2-16-15
☎5940-2901

第1・3火曜
13：15�〜�14：45

文京福祉センター湯島
本郷3-10-18
☎3814-9245

▼ 

区
の
相
談
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▼ 

区
の
相
談

相談項目 相談内容 日時など 相談窓口・電話番号

介護保険に
関する相談

介護サービス・事業者に関することなど
介護保険についての相談

月〜金曜
8：30�〜�17：00

介護保険課�介護保険相談係
（シビックセンター９階）
☎5803-1383

精神保健相談 専門医による相談 各保健サービスセンターへ問合せ
（予約制）

保健サービスセンター
（シビックセンター３階・事務室8階）
☎5803-1805
保健サービスセンター本郷支所
千駄木5-20-18
☎3821-5106

健康相談 保健師等による健康に関する相談

月〜金曜
8：30�〜�17：00

栄養相談 栄養士による栄養や食生活に
ついての相談

歯・口に関する相談 歯科衛生士による歯・口の健康に
ついての相談

ネウボラ相談※1 保健師等による妊娠・出産・子育てに
ついての相談

※1�ネウボラ相談は、八千代助産院でも
実施。9：00�〜�17：00（通年対応）
☎5940-2102

区民葬儀相談 区民葬儀の相談
区民葬儀取扱指定店の紹介

月〜金曜
8：30�〜�17：00

福祉政策課
（シビックセンター11階）
☎5803-1202

かかりつけ医・
在宅療養相談

医療相談
●��かかりつけ医に関する医療相談
●��在宅療養に伴う医療・介護連携に関す
る相談など

月〜金曜
9：00�〜�17：00
（祝日、12/29〜1/3は休み）

高齢福祉課
（小石川医師会館内）
かかりつけ医・在宅療養相談窓口
☎6912-0810

※母と子のための相談（アレルギー相談・歯科保健相談） ➡ P43
※健康相談 ➡ P51

文の京 街景色
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▼ 

国
・
都
・
そ
の
他
の
相
談

国・都・その他の相談

相談項目 相談内容 担当・相談場所 電　話

行政・税金

都政一般相談 ●�東京都生活文化局広報広聴部都民の声課 ☎5320-7725

都政情報公開 ●�東京都生活文化局広報広聴部情報公開課 ☎5388-3134

国政についての相談
●�行政苦情110番（総務省東京行政評価事務所）

☎0570-090110
☎3363-1100
　（IP 電話用）

●�総務省東京総合行政相談所 ☎3987-0229

都税についての相談 ●�文京都税事務所 ☎3812-3241

国税についての相談
●�小石川税務署（自動音声でご案内します）
●�本郷税務署（自動音声でご案内します）

☎3811-1141
☎3811-3171

法律など

法制度および
関係機関（法律相談・公的窓口等）の
紹介

●�法テラスサポートダイヤル（日本司法支援センター）
月〜金曜＝９：00�〜�21：00
土曜＝９：00�〜�17：00
（祝日、年末年始を除く）

☎0570-078374
☎6745-5600
　（IP 電話用）

交通事故相談
●�東京都交通事故相談所
（東京都生活文化局広報広聴部都民の声課） ☎5320-7733

人権相談 ●�みんなの人権110番（東京法務局人権擁護部）
☎0570-003-110
☎5213-1372
　（IP 電話用）

外国人相談

●�東京都生活文化局広報広聴部都民の声課
英語＝月〜金曜（祝日、12/29〜1/3を除く） ☎5320-7744

中国語＝火・金曜（祝日、12/29〜1/3を除く） ☎5320-7766

韓国語＝水曜（祝日、12/29〜1/3を除く） ☎5320-7700

生活・年金・保険

消費生活相談
●�国民生活センター
●�東京都消費生活総合センター
●�全国消費生活相談員協会

☎3446-0999
☎3235-1155
☎5614-0189

計量についての相談 ●�東京都計量検定所 ☎5617-6635

国民年金・厚生年金保険・健康保険
などの相談

●�日本年金機構文京年金事務所
（国民年金、厚生年金保険、健康保険） ☎3945-1141

●�ねんきん定期便・ねんきんネット等専用ダイヤル
●�ねんきんダイヤル（一般的な年金相談）
●�ねんきん予約受付専用ダイヤル
●�ねんきん加入者ダイヤル（国民年金加入者向け）
●�ねんきん加入者ダイヤル（事業所、厚生年金加入者向け）

☎0570-058-555
☎0570-05-1165
☎0570-05-4890
☎0570-003-004
☎0570-007-123

健康と医療

お子さんの健康・救急に関する相談
●�東京都子供の健康相談室（小児救急相談）
月〜金曜（休日、年末年始を除く）＝18：00�〜�翌朝�8：00、
土・日曜、休日、年末年始＝8：00�〜�翌朝�8：00

☎5285-8898
短縮「#8000」

エイズについての電話相談 ●�東京都福祉保健局健康安全部感染症対策課 ☎3227-3335

精神保健福祉相談

●�東京都立精神保健福祉センター
　こころの電話相談
　月〜金曜（祝日、年末年始を除く）＝9：00�〜�17：00

☎3844-2212

夜間こころの電話相談
毎日　17：00�〜�22：00（受付は21：30まで） ☎5155-5028
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相談項目 相談内容 担当・相談場所 電　話

健康と医療

医療機関案内　保健医療福祉相談

●�東京都医療機関案内サービス「ひまわり」
医療機関案内（毎日24時間）
保健医療福祉相談　月〜金曜＝９：00�〜�20：00
（祝日、12/29〜1/3を除く）

☎5272-0303

かかりつけ歯科医・口腔ケアなどに
関する医療相談

●���文京区地域包括ケア歯科相談窓口
　（東京都文京区小石川歯科医師会・東京都文京区歯科医師会）
　月〜金曜＝11：00〜16：00（祝日、8/13〜16、12/29〜1/4を除く）

☎090-4544-8020

福　祉

福祉サービス利用援助事業
財産保全管理サービス
成年後見制度の相談

●�社会福祉協議会権利擁護センター（あんしんサポート文京） ☎3812-3156

認知症てれほん相談
●�（公社）認知症の人と家族の会　東京都支部
　火・金曜10：00〜15：00 ☎5367-2339

心身に障害のある方の相談

●�東京都心身障害者福祉センター
●�都立精神保健福祉センター

●�東京都難病相談・支援センター
●�東京都発達障害者支援センター
●�東京都障害者福祉会館

☎3235-2946
☎3844-2212

（相談専用）
☎5802-1892
☎3426-2318
☎3455-6321

母子・女性の生活・緊急保護の相談 ●�東京都女性相談センター ☎5261-3110

子どもの相談
（児童虐待に関する相談を含む）

●�東京都児童相談センター ☎5937-2314

仕事・中小企業

心身障害者の職業相談 ●�東京障害者職業センター ☎6673-3938

障害者の職業訓練の相談 ●�東京障害者職業能力開発校 ☎042-341-1411

求人・求職の相談 ●�ハローワーク飯田橋（公共職業安定所） ☎3812-8609

就業相談、キャリア・カウンセリング ●�東京しごとセンター ☎5211-1571

労働問題の相談 ●�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

中小企業施策等の相談 ●�中小企業庁広報相談室 ☎3501-4667

中小企業向け融資相談
●�東京都産業労働局金融部金融課
●�東京信用保証協会上野支店

☎5320-4874
☎3847-3171

子ども・教育

子どもの総合相談 ●�東京都児童相談センターよいこに電話相談 ☎3366-4152

幼児から高校生相当年齢までの教育
相談および高校進級・進路・入学に関
する相談

●�東京都教育相談センター ☎0120-53-8288

障害のある子どもの就学相談
●�東京都教育庁都立学校教育部特別支援教育課
東京都特別支援教育推進室

☎5228-3433

住まいと環境

都営住宅の入居者募集および募集相
談、公社住宅の入居相談

●�東京都住宅供給公社都営住宅募集センター ☎3498-8894

賃貸ホットライン

●�東京都住宅政策本部住宅企画部不動産業課

☎5320-4958

宅地建物取引業法の規制対象に
ついての相談

☎5320-5071

弁護士による不動産取引特別相談室
（予約制）

☎5320-5015
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▼ 

貸
付
・
融
資

内　容 担　当 頁 電　話

母子・父子 20歳未満のお子さんを扶養している母子父子家庭に
貸付（母子および父子福祉資金）

●�生活福祉課 P86 ☎5803-1216

教　育

私立高校等に入学する生徒を持つ保護者への支度資金の
融資あっせん（私立高校等入学支度資金融資あっせん）

●�教育総務課 P49 ☎5803-1291
私立中学校に通う生徒の保護者が学費の支払が困難
になった場合に、保護者に対し貸付
（緊急支援奨学資金）

高校・高専・短大・大学・専修学校に進学または在学する
生徒のいる低所得世帯に貸付（教育支援資金）

●�社会福祉協議会総務係 P50 ☎3812-3040

高校等に進学または在学する生徒に貸付
（東京都育英資金）

●�（財）東京都私学財団

P49 ☎5206-7929

入学支度金制度のある都内の私立高校等に入学する
生徒の保護者に貸付
（入学支度金）

P49 ☎5206-7926

高専・短大・大学・大学院・専修学校（専門課程）進学
または在学の生徒に貸付

●�独立行政法人日本学生支援機構 P49
申込：在学する学校へ

返還：☎0570-666-301

年度の４月から受験までの学習塾等の費用の貸付
(学習塾等受講料貸付金)

●�社会福祉協議会総務係 P50 ☎3812-3040
対象となる学校の受験料の貸付
（受験料貸付金）

健　康
高額な医療費の支払いが困難な国民健康保険加入
世帯に高額療養費相当額の90％以内の額を貸付
（高額療養費の貸付）

●�国保年金課 P74 ☎5803-1193

福祉・生活

世帯の生活の安定と経済的自立を図るため低所得・
障害者・高齢者世帯に貸付（生活福祉資金）

●�社会福祉協議会総務係 P84 ☎3812-3040

災害救助法適用世帯の世帯主に貸付（災害援護資金） ●�福祉政策課 P24 ☎5803-1202

中小企業

都内の中小企業者および事業協同組合への融資あっせん ●�東京都産業労働局金融部金融課 P104 ☎5320-4877

区内中小企業（法人・個人）への事業資金の融資あっせん ●�経済課 P103 ☎5803-1173

住　宅

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際の、金融機関
の融資金に対する利子補給助成
（個人住宅利子補給助成制度）

●�東京都住宅政策本部住宅企画部
民間住宅課 P94 ☎5320-4952

マンションの共用部分を修繕・改修する場合の、
住宅金融支援機構の融資金に対する利子補給助成
（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
マンション課

P94 ☎5320-5004

貸付・融資
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出産・子ども・教育

母子健康手帳

出産育児一時金

入院助産

ネウボラ面接（妊婦面接）

宿泊型ショートステイ事業

健康推進課健康増進係	 ☎5803-1961

国保年金課国保給付係	 ☎5803-1193

生活福祉課相談係	 ☎5803-1216

こんにちは赤ちゃん訪問（乳児家庭全戸訪問）
保健サービスセンター	 ☎5803-1805
保健サービスセンター本郷支所	 ☎3821-5106

保健サービスセンター	 ☎5803-1807
保健サービスセンター本郷支所	 ☎3821-5106

保健サービスセンター	 ☎5803-1807
保健サービスセンター本郷支所	 ☎3821-5106

出 	 産

　妊娠された方は、保健サービスセンター・
保健サービスセンター本郷支所、区民サー
ビスコーナーへ妊娠届を提出すると、「母
子健康手帳」「母と子の保健バッグ」が交
付されます。
　バッグには、妊婦健康診査の受診票（都

内の指定医療機関で受診可）、妊婦歯周疾患検診受診票（区
内の指定医療機関で受診可）や出生通知票が入っています。

　国民健康保険の加入者が出産したとき、世帯主に支給し
ます。妊娠85日以上の死産（医師の証明書が必要）でも支
給します。
　なお、出産した方が国民健康保険に加入する前の健康保
険に本人として1年以上加入し、資格喪失後6か月以内の出
産の場合は、前の健康保険から支給を受けることができます。
申請期間は出産日の翌日から2年間です。

※�医療機関等への直接支払制度あり。詳細は出産を予定し
ている医療機関等または国保年金課国保給付係へ。
※�国民健康保険の加入者以外の方が出産したときは、加入
している健康保険に問合せください。

　出産費用を支払うことが困難な妊産婦（要件あり）に対し、
助産施設においての出産費用に関する援助を行います。

　妊娠中のさまざまな不安を軽減し、安心して出産を迎え
ていただくために、保健師・助産師が妊婦の方全員と面接し、
情報提供と必要に応じたサポートを行います。また、育児用
品などが入った育児パッケージを渡しています。保健サービ
スセンター・保健サービスセンター本郷支所で実施。

　産後3か月以内で体調不良や育児不安等がある産婦と乳
児に対し、助産院等で産後の心身ケアと育児技術の習得支
援等を行います。
※�妊娠8か月以降、管轄の保健サービスセンター窓口にて事
前の利用登録申請が必要です。

　生後4か月までの全てのお子さんのご家庭を、助産師また
は保健師が訪問します。お子さんが生まれたら、「母と子の
保健バッグ」に入っている出生通知票を提出してください。

▼ 

出　

産

未熟児養育医療
健康推進課健康増進係	 ☎5803-1961

　未熟児で出生時の体重が2,000g以下の場合や医師が入
院養育を必要と認めた場合、指定の医療機関に入院すると
費用が公費負担となります（保護者の所得税額等により費
用徴収あり）。

乳児院
東京都児童相談センター	 ☎5937-2314

　保護者のいない場合や保護者による養育が困難な乳児を
預かります。
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母と子のための学級・健診・相談 保健サービスセンター	 ☎5803-1805
保健サービスセンター本郷支所	 ☎3821-5106

　以下の学級・健診・相談を行っています。

※相談・健診などの日時等は変更する場合あり、詳しくは区報等を参照。

区　分 対象・内容
受付日時・方法など

保健サービスセンター 保健サービスセンター本郷支所

母親学級 第一子妊娠中の方／妊産婦体操・育児実習など 第1〜3金曜 第1〜3火曜（8月・1月を除く）

母親学級
（土曜1回制）

平日の母親学級に参加できない方 年3回 年1回

両親学級 初めてのお子さんが生まれるご夫婦／妊婦体験・育児実習 年12回 年12回

妊婦健診 妊娠の届出をした方／血圧測定、尿検査など 都内指定医療機関で受診

プレママクッキング 妊娠した方／妊娠中の食生活について講義・調理実習（予約制） 年3回

乳幼児健診

4か月児／健康診査、保健指導など 第1・2・4火曜 9：00�〜�10：00 第1・3水曜 9：00�〜�10：00

6・9か月児／健康診査など 都内指定医療機関で受診

1歳6か月児／歯科健診・心理相談など 第1・3金曜 9：00�〜�10：00 第2木曜・
偶数月第4木曜 9：00�〜�10：00

1歳6か月児／健康診査など 区内指定医療機関で受診

3歳児／歯科健診・健康診査など 第1・3火曜 13：30�〜�14：30
第4水曜・

奇数月第2水曜 9：00�〜�10：00

経過観察健診 身長・体重等の発育面で心配のある乳幼児（予約制） 第1木曜 9：00�〜�10：00 第1・3水曜 9：00�〜�9：30

乳幼児発達
健診 発育・発達などで心配のある乳幼児（予約制） 第3火曜 9：00�〜�10：00 第1火曜 13：15�〜�14：30

アレルギー
相談

15歳未満で小児ぜんそくや湿疹等のアレルギー症状のある
方（予約制） 第4水曜 13：30�〜�14：00 第3木曜 9：30�〜�10：00

離乳食講習会 5・6か月児、7・8か月児／離乳食の進め方・作り方（予約制） 第1木曜他 10：30�〜�11：30
13：00�〜�14：00

第2水・金曜 10：30�〜�11：30
13：00�〜�14：00

幼児食講習会 1歳児／幼児食の進め方・試食（予約制） 年4日　午前・午後

歯科保健相談 歯や口の中のことで心配のある乳幼児（予約制） 木曜（年40回） 13：00�〜�14：30 木曜（年28回） 13：00�〜�14：30

歯みがき教室 1歳6か月未満で歯が生え始めたお子さんと保護者 木曜（年24回） 9：45�〜�10：25
10：45�〜11：25 木曜（年12回） 14：00�〜�14：50

不妊治療
健康推進課健康増進係	 ☎5803-1961

　不妊治療（体外受精および顕微授精）を受け、東京都特定
不妊治療費助成を受けた方に対し、1年度あたり10万円を
限度に助成します。

特定不妊治療費融資あっせん・利子助成
　不妊治療（体外受精および顕微授精）を行う方に対し、1回
の治療につき50万円以内で5回を限度に融資あっせんし、利
子の一部を助成します。

▼ 

出　

産

男性不妊検査費用一部助成
　男性不妊検査（精液検査および内分泌検査の両方）を受
けた方に対し、1万円を限度に助成します（配偶者の年齢制
限あり）。
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子どもの医療費助成

保育所案内アプリ
子ども家庭支援センター

子どもの手当

子育て支援課児童給付係	 ☎5803-1701

幼児保育課入園相談係	 ☎5803-1190
子ども家庭支援センター児童相談係

	 ☎5803-1282

子育て支援課児童給付係	 ☎5803-1701

子 ど も

　下記対象児童を扶養している方。いずれの手当も所得制限があります。

手当名 対　象 手当額

児童手当 中学校修了前（15歳到達後最初の3月31日まで）の児童

3歳未満の児童� 月額15,000円
3歳以上小学校修了前の児童
��第1子・第2子� 月額10,000円
��第3子以降� 月額15,000円
中学生の児童� 月額10,000円
所得制限限度額以上� 月額��5,000円

育成手当 離婚等（父または母の死亡・重度の障害・生死不明等）により、ひとり親家庭等に養育され
ている18歳到達後最初の3月31日までの児童 月額　13,500円

児童扶養手当

離婚等（父または母の死亡・重度の障害・生死不明等）により、ひとり親家庭等に養育され
ている18歳到達後最初の3月31日までの児童（中度以上の障害を持つ場合は20歳まで）。
ただし、公的年金（国民年金法に基づく老齢福祉年金を除く）を受けている場合は差額を
支給します。所得により支給手当額が決まります。

児童1人　月額��10,180円〜43,160円
児童2人　月額15,280円〜53,350円
以降1人につき3,060円〜6,110円加算
（物価スライドで改定の場合あり）

障害手当 心身に一定程度以上（愛の手帳1〜3度、身体障害者手帳1・2級、脳性マヒまたは進行性筋
萎縮症）の障害のある20歳未満の児童。心身障害者等福祉手当との併給はできません。 月額15,500円

特別児童扶養
手当

「身体障害者手帳」、「愛の手帳」1〜3級（度）程度の障害または左記と同程度の精神障害・
疾病がある20歳未満の児童。施設に入所している児童は該当しません。

1級　月額52,500円
2級　月額34,970円

子どもと家庭に関する相談（児童虐待に関する相談を含む）
一般相談／月〜金曜、午前9時〜午後5時
専門相談／ 一般相談後に、相談内容に応じて心理士・小児科

医・弁護士等の相談も利用できます。

ぴよぴよひろば（親子ひろば）	シビックセンター5階
月〜金曜、午前10時〜午後4時（7・8月は午前10時〜午後5時）
対象／3歳未満の子どもと保護者

▼ 

子
ど
も 児童虐待の防止

子ども家庭支援センター	児童相談係・相談専用
	 ☎5803-1109

東京都児童相談センター��☎5937-2314
新宿区北新宿4-6-1
夜間・休日緊急連絡先�☎5937-2330
児童相談所全国共通ダイヤル��☎189

文京区子育て支援事業コールセンター��☎5803-1288

　児童虐待は、子どもの心身を傷つけ、生命の安全にかかわ
ることもある深刻な問題です。怒鳴り声や泣き声、学校に行っ
ていない等、兆候はさまざまです。「おかしいな」と思ったら
迷わずにご連絡ください。連絡された方が特定されないよ
う秘密は守ります。

乳幼児および義務教育就学児医療費助成（◯・◯医療証）
　中学生までの子ども（15歳到達後最初の3月31日まで）
が医療機関にかかった場合、保険診療による医療費の自己
負担分を助成します。所得制限はありません。

ひとり親家庭等医療費助成（◯医療証）
　保険診療による医療費の全部または一部自己負担分を助
成します。所得制限があります。
　対象は18歳到達後最初の3月31日までの児童（中度以上
の障害を持つ場合は20歳まで）を監護するひとり親家庭お
よび父または母に重度の障害がある両親家庭。

文京区子育て支援事業コールセンター��☎5803-1288

乳 子

親

　自宅から近い保育所の情報や、入所申込の手続き、必要
書類等、保育所入所のために必要となる情報を調べること
ができます。
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保育園・グループ保育室

文京区保育ママ

幼児保育課入園相談係	 ☎5803-1190

幼児保育課入園相談係	 ☎5803-1190

　保護者の就労や病気などの理由により保育を必要とする
児童を、保護者に代わって預かり、保育します。所定の受付
期間に申込を受付、選考により入園を決定します。（4月入園
については11月上旬頃区ホームページ等に掲載予定）

区内の保育園 ➡ P147

　仕事を持つ保護者に代わって乳幼児を、子育て経験があ
り保育士等の資格をもつ家庭的保育者（文京区保育ママ）
が保育します。

▼ 

子
ど
も

緊急一時保育事業

リフレッシュ一時保育事業

一時保育事業

病児・病後児保育事業

ショートステイ・トワイライトステイ事業

幼児保育課幼児保育係	 ☎5803-1189

幼児保育課幼児保育係	 ☎5803-1189

子育て支援課子育て支援推進担当	 ☎5803-1256

子育て支援課子育て支援推進担当	 ☎5803-1256

子育て支援課子育て支援推進担当	 ☎5803-1256

　保護者や家族の病気、出産などにより一時的に保育に困
る家庭の就学前児童を預かります。区立保育園（柳町保育
園・根津保育園・お茶の水女子大学こども園の3園を除く）17
園で実施。

　緊急一時保育事業の定員に空きがある場合に、利用要件
を問わず就学前児童を預かります。区立保育園（柳町保育
園・根津保育園・お茶の水女子大学こども園の3園を除く）17
園で実施。

　満1歳から小学校就学前の子どもを一時的に預かり保育
します。利用には事前の登録が必要です。なお、子どもが当
日病気等の場合には預かることができません。
キッズルーム目白台��☎5395-9143
目白台3-18-7（目白台総合センター1階）

キッズルームシビック��☎5803-1396
シビックセンター3階

キッズルームかごまち��☎3945-0272
本駒込2-29-6（駕籠町小学校内）

　病中または病気回復期の子どもを一時的に預かります。利
用には事前の登録が必要です。

対象／�区内在住で、病中または病気回復期にあり、家庭で保
育できない生後4か月〜小学3年生の子ども

保坂病児保育ルーム��☎5976-0641
白山5-27-12　月〜金曜、午前8時30分〜午後5時30分
（祝日、12/29〜1/3、医療機関休業日等を除く）
順天堂病後児ルーム「みつばち」��☎3813-5810
本郷1-1-19　月〜金曜、午前8時〜午後6時
（祝日、12/29〜1/3、医療機関休業日等を除く）

　保護者が入院や出産、就労等の理由により、一時的に子ど
もを自宅で保育することが困難になったときに区が指定す
る福祉施設において、夜間の時間帯または泊まりで子どもを
お預かりします。

子育て支援事業利用者負担軽減利用料助成
子育て支援課子育て支援推進担当	 ☎5803-1256

　一定所得以下の世帯が子育て支援サービスを利用したと
きに、利用料の一部を助成します。

訪問型病児・病後児保育	利用料助成
子育て支援課子育て支援推進担当	 ☎5803-1256

　生後４か月〜小学校３年生の子どもの保護者が、ベビーシッ
ターの派遣等による病児・病後児保育サービスを利用したと
きに、利用料の一部を助成します。

認可外保育施設等の保育料補助
幼児保育課	施設給付・私立幼稚園係	☎5803-1823

　認証保育所または認可外保育施設に通っている園児の保
護者に補助金を支給します。（「保育の必要性」の認定等要
件あり。）

ファミリー・サポート・センター等
ファミリー・サポート・センター	 ☎3812-3043

　地域の中で子育ての援助を行いたい方（提供会員）と受
けたい方（依頼会員）が、助け合いながら子育てをする会員
組織の相互援助活動です。

提供会員／�原則として20歳以上の方（事前講習会あり）
依頼会員／�区内在住の生後4か月からおおむね12歳以下の

子どもの保護者
いきいきサービス（社会福祉協議会）��☎5800-2941
　妊産婦の方に対し一時的な家事支援を行っています。
サービス詳細➡ P64

子育て訪問支援券事業
子育て支援課子育て支援推進担当	 ☎5803-1256

　ベビーシッターサービスの提供を希望する2歳未満の乳
幼児がいる家庭を対象に「子育て訪問支援券」を交付し、区
が指定した事業者のベビーシッターサービス等を一定の負
担で利用できる事業です。
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▼ 

子
ど
も

　区内初の中高生向け施設として、文化・スポーツ、学習支援
等のイベントを実施しています。

開館時間／午前９時〜午後９時（中学生の利用は午後８時まで）

休館日／12/29〜1/3、保守点検日（年1回程度）

利用できる方／�区内在住・在学の中学生および高校生（在勤
の中高生世代を含む）

※�ホールおよび音楽スタジオは、区内在住・在学・在勤の一
般の方（大人）も利用可（有料）。

申込方法／施設窓口またはb-lab公式ホームページ
http://b-lab.tokyo/

※ホームページからの申込は、中高生のみ可。
※土・日・休日、夏休み等の長期休業期間および平日の午後Ⅱ・
　夜間は、中高生のみ利用可。
※中高生の施設使用料および附帯設備使用料は無料。

附帯設備使用料

利用時間および使用料

※附帯設備1回の使用単位は、施設の使用単位の午前・午後、また
は午後Ⅰに対応。

使用料（一般）

施設名 面積
午前

9:00～
12:00

午後Ⅰ
12:30～
15:30

午後Ⅱ
16:00～
18:00

夜間
18:30～
20:30

音楽スタジオＡ 36㎡ 1,200円

音楽スタジオB 12㎡ 400円

附帯設備 使用料（一般）

ドラムセット

200円

アコースティックギター

エレキギター

ベース

電子ピアノ

シンセサイザー

液晶プロジェクター

音響装置 600円

青少年プラザ（b－lab）
湯島4-7-10	 ☎5800-2731

使用料（一般）

施設名 面積 午前
9:00～12:30

午後
13:00～16:30

夜間
17:00～20:30

ホール 142㎡ 2,500円

児童館

育成室

児童青少年課児童係	 ☎5803-1188

児童青少年課児童係	 ☎5803-1188

まるごと子育て応援事業
スポーツ振興課	 ☎5803-1850

開館時間／月〜土曜、午前10時〜午後6時（午後0時〜1時は
除く、土曜は午後5時まで）

　健全な遊びや行事を通じて、子どもたちの健やかな成長
を図るための施設です。遊具や図書も備え、心身ともに健康
に育つよう、指導員が援助・指導しています。乳幼児・小学〜
高校生が登録後、利用できます。乳幼児は保護者同伴で、幼
児クラブ等、午前中にご利用ください。

区内の児童館 ➡ P148

　保護者の就労や疾病などで昼間家庭で適切な保護を受け
られない児童の保育をします。対象は、小学1〜3年生で下
校時〜午後6時30分（土曜は午後5時まで）、定員40人程度。
申込は各育成室で受付けています。

区内の育成室 ➡ P148

　後楽公園少年野球場や六義公園運動場を子どもと保護者
の遊び場として開放します。

利用できる方／�就学前児と区内在住・在勤の保護者
申込方法／当日直接施設へ
利用料／無料

後楽公園少年野球場
利用日時／水曜　午前9時〜午後1時

六義公園運動場
利用日時／金曜　午前9時〜正午
※天候や大会等により、中止となる場合あり。
※初回利用時に登録が必要。



出
産
・
子
ど
も
・
教
育

47

47

■�産前二次元コード

■�電子ブック版二次元コード

■�産後二次元コード
bunkyo@reg.kizunamail.
com

https://lg.airlibro.jp/book/
view_html5.php?id=399

※�電子ブック版は毎年夏頃に最
新年度版に更新されます。（2020年度版見本）

bunkyo_kosodate@reg.
kizunamail.com

子育てひろば（地域子育て支援拠点）

子育て情報提供 子育て支援課子育て支援推進担当	 ☎5803-1256

　保護者と就学前の乳幼児が、一緒に安心して遊びながら、楽しい一時を過ごす施設です。子育てについて気軽にご相談ください。

施設名 所在地 電話 担当

子育てひろば西片 西片1-8-15 ☎3812-2575 子育て支援課子育て支援係
☎5803-1353　子育てひろば汐見 千駄木2-19-23 ☎3828-0880

子育てひろば水道 水道1-3-26（水道保育園内） ☎3812-2345 幼児保育課幼児保育係
☎5803-1189　

子育てひろば千石 千石1-4-3（千石児童館内） ☎3941-3931 児童青少年課児童係
☎5803-1188　

子育てひろば江戸川橋 小日向2-16-15（文京総合福祉センター3階） ☎5940-2909 子育て支援課子育て支援係
☎5803-1353　

こまぴよのおうち 本駒込5-11-6 ☎5809-0756
子育て支援課子育て支援推進担当
☎5803-1256こそだて応援まちぷら 本郷3-9-5�NK本郷ビル4階 ☎6874-2108

さきちゃんちpetit 白山2-14-17 ☎080-8012-4848

子育てガイド（冊子版・電子ブック版）
　主に妊娠中の方から小学校入学前までのお子さんをお持
ちの保護者を支援するため、子育てに関する情報をわかり
やすく掲載しています。

子育て応援メールマガジン
　妊婦や乳幼児の保護者の方が安心して出産や子育てがで
きるように、おなかの赤ちゃんの様子や産後の子どもの成長
の様子、区の子育てサービス情報等を、成長に合わせた時期
にメールマガジン形式でお届けしています。

登録方法／下記に空メールを送ってください。一両日中に
確認メールが届きます。

※�この配信は、NPO法人きずなメール・プロジェクトとの協
働で実施しています。

▼ 

子
ど
も

文の京 街景色
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幼保一元化施設・柳町こどもの森

小・中学校新入学

学校選択制度（中学校）
幼児保育課入園相談係	 ☎5803-1190

学務課学事係	 ☎5803-1295

学務課学事係	 ☎5803-1295

国立・私立幼稚園等園児の保護者負担軽減補助
幼児保育課	施設給付・私立幼稚園係

	 ☎5803-1823

　柳町こどもの森は、区立柳町幼稚園・柳町保育園において、
就学前の乳幼児期に、1歳児から5歳児まで一貫した方針に
基づき、発達段階に応じた教育・保育を実施する幼保一元化
施設です。

　入学する年の初めに就学通知書を送付します。小学校は
住所によって就学先を指定しています。中学校は就学先を
選択できます。

下記の場合は、申し出てください。
●�就学通知書が届かないとき
●�国・都・私立の小・中学校に入学するとき
●�外国籍の方で、区立小・中学校への入学を希望する場合

　区立中学校は、入学する中学校を選ぶことのできる学校
選択制度を実施しています。秋に、小学６年生の保護者に、
希望校調査票を送付します。

　国立・私立幼稚園および幼稚園類似の施設に就園してい
る園児の保護者に施設等利用費等を支給します。（「保育の
必要性」の認定等要件あり）

●��柳町幼稚園の基本保育児は、他の区立幼稚園と同時に入
園児を募集します。

●��柳町保育園および柳町幼稚園の長時間保育児の入園申込
は、他の保育園と同時に受付けます。

保育園の入園受付 ➡ P45

施設名称 対象年齢 区  分 実施内容

柳町保育園 1〜3歳児 保育所保育を実施します。

柳町幼稚園 4・5歳児

基本保育 幼稚園教育を実施します。

長時間保育
上記基本保育のほか、その前後
の時間、土曜・長期休業中（夏休
み等）に保育を実施します。

区立幼稚園
幼児保育課入園相談係	 ☎5803-1190

教 	 育

　毎年11月初旬に翌年度4月入園児を募集します。区内在
住の3〜5歳児が対象となります。

※申込、利用に関することは、直接幼稚園に問合せください。

区内の幼稚園 ➡ P145

区立幼稚園の預かり保育
幼児保育課入園相談係	 ☎5803-1190

　在園児を対象に、午前8時から午前9時まで、および教育
課程終了後から午後6時まで保育します。

※申込、利用に関することは、直接幼稚園に問合せください。

区立幼稚園 ➡ P145

特別支援学級
教育指導課特別支援教育担当	 ☎5803-1298

　固定制の特別支援学級は小学校に7校（知的・情緒）、中学
校に4校（知的）あります。通級制の特別支援学級は小学校
に1校（難聴・言語学級）あります。また、全小・中学校に特別
支援教室（発達障害等）があります。

▼ 

教　

育
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▼ 

教　

育

小・中学校の転入学
学務課学事係	 ☎5803-1295

　住民登録異動手続き後、前の学校で発行の在学証明書、
教科書給与証明書をご持参ください。
区立小・中学校 ➡ P146

就学援助

文京区奨学資金

私立高校等入学支度資金融資あっせん

緊急支援奨学資金（私立中学校）

学務課学事係	 ☎5803-1295

教育総務課庶務係	 ☎5803-1291

教育総務課庶務係	 ☎5803-1291

教育総務課庶務係	 ☎5803-1291

　経済的な理由で就学することが困難な児童・生徒の保護者に、
学用品費や給食費等の経費の一部を援助します（所得制限あり）。

　経済的理由で高等学校（中等教育学校の後期課程、特別
支援学校の高等部を含む）、高等専門学校または専修学校
の高等課程への進学、または、在学が困難な生徒を対象とし
た給付金です（給付要件あり）。
給付金：公立＝60,000円　私立＝100,000円
（入学時の1回に限り、一括して給付）。

　私立の高等学校（中等教育学校の後期課程、特別支援学校
の高等部を含む）、高等専門学校または専修学校の高等課程
に入学する生徒をもつ保護者で、経済的にお困りの方に、支
度金の取扱金融機関による融資をあっせんする制度です（要
件あり）。

　私立中学校に通う生徒の保護者が家計の急変等により学
費の支払が困難になった場合に、保護者に対して奨学資金
の貸付けを行うものです（貸付要件あり）。

　生徒と保護者が都民で、高等学校・専修学校（高等課程）ま
たは、都内にある高等専門学校・専修学校（専門課程）に在学
し勉強意欲のある生徒が対象となります（貸付要件あり）。

融資額 利子・保証料 返済方法

40万円以内 全額区が負担 ６か月据え置き後40月以内の
元金均等返済

月　額 利　子 返済方法

29,000円 無利子 貸付終了後９年以内で月賦償還

東京都育英資金
東京都私学財団育英資金担当	 ☎5206-7929

私立学校入学支度金
東京都私学財団入学支度金担当	☎5206-7926

　都内に居住し、入学支度金制度がある都内の私立の高等学
校（中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部を含
む）、高等専門学校または専修学校高等課程（三年制）に入学
する生徒の保護者に、入学時に必要な費用のうち25万円を無
利息で、入学先の学校が貸付けする制度です（貸付要件あり）。

日本学生支援機構（旧日本育英会）

高等学校等就学支援金

私立高等学校等授業料軽減助成

青少年委員

東京都私学財団授業料軽減助成金担当
	 ☎5206-7925

教育総務課地域教育支援担当	 ☎5803-1306

　大学院・大学・短期大学・高等専門学校・専修学校（専門課程）
に進学または在学する学生・生徒に対して、奨学金の貸付けを行
うものです（貸付要件あり）。申込は、在学する学校を通じて行
います。問合せは在学または進学する予定先の奨学金担当へ。

　国・公・私立を問わず、高等学校等に通う一定の収入額未
満の世帯の生徒に対して、授業料に充てるための支援金を
支給します（受給要件あり）。

問合先
公立学校について／
東京都都立学校教育部高等学校教育課	 ☎5320-6744
私立高等学校について／
東京都私学就学支援金センター	 ☎5206-7814

　私立の高等学校等に在学する生徒および保護者が、いずれも都民
であり、一定の基準に該当する場合対象となります（所得制限あり）。

　小学校区20人、中学校区10人の計30人の青少年委員が、
学校と地域をつなげる役割を担い、青少年の健全育成を目
的とした活動を行っています。

中学校夜間学級
■��東京都教育庁地域教育支援部義務教育課���☎5320-6752
通信教育
■��千代田区立神田一橋中学校通信教育課程��☎3265-5961
中学校卒業程度認定試験
■��東京都教育庁地域教育支援部義務教育課��☎5320-6752
■��文部科学省生涯学習推進課��� ☎5253-4111
全日制・定時制・通信制高校
■��東京都教育相談センター��� ☎3360-4175
高等学校卒業程度認定試験
■��文部科学省生涯学習推進課��� ☎5253-4111
■��東京都教育庁都立学校教育部高等学校教育課���☎5320-6743

中学・高校を卒業していない方
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育

高等学校
専修学校

（高等課程）
高等専門学校

短期大学
専修学校

（専門課程）
大　学

教育支援費
（月額標準額）

35,000円 60,000円 65,000円

●�実際の学費に応じた金額を限度額の範囲で貸付。　●�貸付月額は在学期間中、同額での適用。
●�未払いである修学期間のみを貸付の対象。　　　　●�特に必要な場合、1.5倍額まで貸付。

就学支度費
（入学時のみ該当）

500,000円以内

●�入学する学校の入学金を、限度額の範囲で貸付。　●�未払いの場合のみ貸付の対象。

資金使途 貸付限度額

受験生チャレンジ支援貸付事業
学習塾等受講料貸付金 年度の４月から受験までの学習塾

等の費用
中学３年生　200,000円
高校３年生　200,000円

受験料貸付金 対象となる学校の受験料 中学３年生　27,400円（上限）
高校３年生　80,000円（上限）

相　談

教育支援資金	限度額

教育センター総合相談室
　こどもの発達や教育に関する悩み、心配事のご相談を専
門のスタッフがお受けしています。
発達および教育に関する相談��☎5800-2594 ➡ P37
電話教育相談�☎5800-2595 ➡ P37
いじめ電話相談��☎5800-2596 ➡ P37

児童発達支援（そよかぜ）
　幼児対象の集団適応訓練等を行う障害児通所支援事業です。

放課後等デイサービス（ほっこり）
　小学生対象の生活能力の向上のために必要な訓練を含め
た集団療育を行う障害児通所支援事業です。

障害児相談支援事業
　障害児通所支援を利用するときなどの障害児相談支援
事業です。

教育支援センター（ふれあい教室）		☎3816-5347
　長期に学校を欠席している小学４年生〜中学生を対象に
学校復帰を含めた児童・生徒の社会的自立を促すことを目
的に、相談・学習支援を行います。

科学事業
　児童・生徒を対象に、自然科学教室やパソコン教室などを
開催しています。

母子・父子・女性相談 ➡ P36
子育てに関する相談 ➡ P37
青少年相談 ➡ P37
男女平等センター相談室 ➡ P37
お子さんの健康・救急に関する相談 ➡ P39
子どもの総合相談 ➡ P40
幼児・児童・生徒の教育相談 ➡ P40

教育支援資金の貸付

受験生チャレンジ支援貸付

社会福祉協議会総務係	 ☎3812-3040

社会福祉協議会総務係	 ☎3812-3040

教育センター
湯島4-7-10	 ☎5800-2591

学習塾などの費用や高校・大学などの受験について貸付を行うことにより、一定所得以下の世帯の子どもへの支援を目的とし
た貸付です。
※対象となる学校へ入学した場合、免除申請書の提出により返済が免除されます。
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健康と医療
相談・健診・予防

　健康の維持増進をはかるため、さまざまな健診・事業を行っ
ています。

区　分 対　象 内　容 受付日時・受診方法等

一般健康相談 義務教育終了以上の
区内在住者

Ｘ線撮影・血液検査・心電図・尿
検査・骨密度測定など（有料）
生活・栄養指導など（無料）

保健サービスセンター／第２・４水曜�9：00�〜�9：30
�☎5803-1805

が
ん
検
診

胃がん検診
40歳以上の方 胃部Ｘ線検査（1年に1回） 区内の指定医療機関

※50歳以上の偶数歳の方は、胃部Ｘ線検査と胃内視鏡検査
いずれかを選択して受診50歳以上の偶数歳の方 胃内視鏡検査（2年に1回）

大腸がん検診
40歳以上の方

便潜血反応検査
区内の指定医療機関

肺がん検診 胸部X線検査など

乳がん検診 40歳以上の偶数歳の女性 マンモグラフィ 指定医療機関

子宮がん検診 20歳以上の偶数歳の女性 視診・子宮頸部の細胞診・内診など 区内の指定医療機関

骨粗しょう症健診 20・25・30・35・40・45・50・55・
60・65・70歳の区内在住の女性

骨粗しょう症の予防と早期
発見・治療のために健康診
査を実施

保健サービスセンター
健診日／第３木曜�13：00�〜�16：00
　　　　　　　　（受付は13：00�〜�13：45、要予約）
☎5803-1805

健康づくり 区内在住・在勤・在学者 健康検査・自主トレーニング・
運動教室

保健サービスセンター
☎5803-1805

特定健康診査・
特定保健指導

40歳以上の被用者保険加入者
（被扶養者含む） 保険証の発行元が実施

40歳以上の
文京区国民健康保険加入者

問診・身体測定・血圧測定・
尿検査・血液検査・必要に
応じ眼底検査・胸部Ｘ線検
査・心電図検査など
特定健康診査は健診の結
果、該当者に保健指導を実
施（後期高齢者医療制度加
入者を除く）

区内の指定医療機関
該当者に受診券を送付後期高齢者医療

健康診査 後期高齢者医療制度加入者

健康増進法による
健康診査

40歳以上で当該年度内に健康
保険の切り替えをした（する）方

受付／健康推進課�☎5803-1229
実施／区内の指定医療機関

40歳以上の生活保護受給者 受付／生活福祉課�担当ケースワーカー
実施／区内の指定医療機関

障害者歯科診療

区内在住で心身障害者手帳ま
たは愛の手帳所持者・特別支援
学校等に通学している方・保育
園で特別な配慮を必要としてい
る方など

障害者の歯科診療・
歯科健診

受付／健康推進課（月〜金曜�8：30�〜�17：15）☎5803-1229
実施／保健サービスセンター歯科室
　　　土曜�13：15�〜�15：45（予約制）

歯周疾患検診 30・35・40・45・50・55・60・65・
70・76・81歳の方

歯周組織検査
その他口腔内状況の検査

通知／該当者に受診券を送付
実施／区内の指定歯科医療機関

在宅療養者等
歯科訪問健診・予防相談指導

区内在住で歯科医院へ通院困
難な在宅療養者の方等 歯科訪問健診・予防相談指導 受付/地域包括ケア歯科相談窓口　実施／区内の指定歯科医療機関　☎090-4544-8020

（月〜金�11：00〜16：00）祝日、8月13〜16日、12月29〜1月4日を除く

精神障害回復途上者
デイケア事業 通院・治療中の区内在住者 創作・スポーツ・音楽などの

グループ活動

受付／保健サービスセンター・保健サービスセンター本郷支所
実施／保健サービスセンター本郷支所（月・水・木曜）
☎3821-5106

口腔機能向上教室 65歳以上の区内在住者 口腔機能の維持向上を
目的とした教室 保健サービスセンター�☎5803-1805

保健サービスセンター本郷支所�☎3821-5106ウォーキング教室 18歳以上74歳以下の
区内在住者

正しい姿勢と効果的な
歩き方の実技指導

※相談・検診などの日時等は変更する場合あり。詳しくは区報等を参照。　※対象年齢は実施年度中（４月〜翌年３月）に迎える誕生日現在の年齢。

▼ 

相
談
・
健
診
・
予
防

■��健康推進課� ☎5803-1229
■��保健サービスセンター� ☎5803-1805
■��保健サービスセンター本郷支所�☎3821-5106

保健サービスセンター・健康センター（シビックセンター3階） 保健サービスセンター		☎5803-1805
　区民の健康づくりを、総合的に支援していくための施設です。

事業名 内　容 対象者 申　込 コース 利用料金

健康づくり事業 自主トレーニングを始める人に健康検査を行
い、各人に適した運動処方・運動指導を行う

区内在住・
在勤・在学者

往復はがき
基礎コース 区内在住者�1,700円

在勤・在学者�2,000円

心電図等コース 区内在住者�3,600円
在勤・在学者�4,300円

自主トレーニング
支援事業 健康検査修了者の自主トレーニングを支援 随時 １回３時間 700円

健康づくり運動教室 簡単なメニューで運動を体験 往復はがき ヨガ＆ストレッチ
ピラティスなど １コース４日制�2,800円

保健サービスセンター本郷支所
千駄木5-20-18　☎3821-5106

保健サービスセンター・健康センター（シビックセンター3階）
春日1-16-21　☎5803-1805
事務室（シビックセンター8階）
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談
・
健
診
・
予
防

　HIV抗体検査を匿名、無料で行っています。検査をご希望の方は事前に電話で予約をしてください。

※1�平成7年4月2日〜19年4月1日生まれの方は、20歳になるまでの間（20歳の誕生日の前日まで）接種可能。
����� 平成19年4月2日〜21年10月1日生まれで第1期が完了していない方は、第1期の不足分を第2期の期間に接種可能。
※2�令和5年度までの経過措置として、当該年度に70歳・75歳・80歳・85歳・90歳・95歳・100歳に達する方も対象。

予防接種

エイズ検査・相談

予防対策課	 ☎5803-1834

保健サービスセンター	 ☎5803-1805

種　類 対象月・年齢

B型肝炎 1歳に至るまでの間

ＢＣＧ １歳に至るまでの間

ヒブ（インフルエンザ菌ｂ型） 生後２か月〜６０か月に至るまでの間

小児用肺炎球菌 生後２か月〜６０か月に至るまでの間

ＤＰＴ－ＩＰＶ（ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ）第１期 生後３か月〜９０か月に至るまでの間

ＭＲ（麻しん・風しん混合）第１期 生後１２か月〜２４か月に至るまでの間

ＭＲ（麻しん・風しん混合）第２期 ５歳以上７歳未満で小学校就学前の１年間

水痘（みずぼうそう） 生後１２か月〜３６か月に至るまでの間

日本脳炎第１期　※１ 生後６か月〜９０か月に至るまでの間

日本脳炎第２期　※１ ９歳以上１３歳未満

ＤＴ（ジフテリア・破傷風）第2期 １１歳以上１３歳未満

ヒトパピローマウイルス感染症（HPVワクチン） 小学校６年生〜高校１年生相当の女子

高齢者インフルエンザ
65歳以上
60歳〜65歳未満で心臓、じん臓、呼吸器の機能、またはヒト免疫不全ウイル
スによる免疫の機能に重い障害のある方（身体障害者手帳1級）

高齢者用肺炎球菌　※２
当該年度に65歳に達する方
60歳〜65歳未満で心臓、じん臓、呼吸器の機能、またはヒト免疫不全ウイル
スによる免疫の機能に重い障害のある方（身体障害者手帳1級）

　感染症予防のため、予防接種を行います。対象者には接種のための予診票を交付します。　��　　　　　（令和2年4月1日現在）

文の京 街景色
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　指定難病等で治療中の方に医療費等の助成を行います。
神経難病の方および希望者には保健師が相談に応じます。

　慢性疾患で治療中の子どもに医療費等の助成を行います。

小児疾病
慢性疾患
■��保健サービスセンター　� ☎5803-1805
■��保健サービスセンター本郷支所� ☎3821-5106

医療費の助成
指定難病（国疾病・都疾病等）
保健サービスセンター			 ☎5803-1805
保健サービスセンター本郷支所		☎3821-5106

▼ 

医
療
費
の
助
成
／
医
療
相
談

子どもの医療費助成 ➡ P44

東京都大気汚染医療費の助成（ぜん息等）

結核の医療

予防対策課	 ☎5803-1225

予防対策課	 ☎5803-1834

その他の事業
予防対策課	 ☎5803-1225

　大気汚染の影響を受けると推定される疾病（気管支ぜん
息等）にかかった方に対し、一定の要件を満たす場合に、認
定疾病の治療に要した医療費のうち健康保険を適用した後
の自己負担額について助成します。
※新規申請は18歳未満の方のみ受付。
※要件によって一部自己負担の場合あり。

　結核医療費（入院医費・通院医療）について一部公費負担
制度があります。

呼吸器疾患をテーマにした講演会
　公害健康被害被認定者および呼吸器疾患のある方を対象
に専門医による講演会、音楽療法の講座などを開催します。

原爆被爆者の方へ

原爆被爆者見舞金

予防対策課	 ☎5803-1225

生活福祉課	 ☎5803-1215

　原爆被爆者の居住地変更・医療・各種手当、葬祭料給付等
の受理・経由事務を行います。

　区内に居住し、被爆者健康手帳を交付されている方に、見
舞金を贈ります。

医療相談
患者の声相談窓口 生活衛生課	 ☎5803-1226
　専任の相談員（看護師）が医療に関する相談や、区内の診療所・歯科診療所等に関する相談を専用電話でお受けします。なお、
医療行為における過失や因果関係の有無、責任の所在についての判断、医療機関との紛争の仲介や調停はできません。
　病院についての相談は、東京都の「患者の声相談窓口☎5320-4435」で受付けます。
受付日時／月〜金曜（祝日、12/29〜1/3を除く）　午前９時〜午後5時
専用電話／☎5803-1839

子どものアレルギーをテーマにした講演会
　専門医による講演会などを開催します。

ぜん息児水泳教室
　気管支ぜん息などにかかっている子どもが対象です。水
泳を通じて心身の鍛練をするほか、希望者には医師による
療養上の相談に応じます。

プール使用券の支給
　ぜん息などの治療に効果的な水泳を奨励するため、公害
医療手帳または都の大気汚染医療券をお持ちの方に区立
プールの使用券を支給します。

アレルギー相談 ➡ P43
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▼ 

休
日
・
夜
間
診
療

休日調剤薬局

豊島文京（平日準夜間）こども救急

休日歯科診療
健康推進課	 ☎5803-1229

健康推進課	 ☎5803-1229

健康推進課	 ☎5803-1961

受付時間／午前９時〜午後５時
　歯科急病患者を対象に日曜や祝日などに診療を行います。
毎月の当番医は区報・区ホームページでお知らせします。

受付時間／午前９時〜午後５時、午後５時〜10時
　急病患者を対象に日曜や祝日などに調剤を行います。毎月
の当番薬局は区報・区ホームページでお知らせします。

受付時間／月〜金（祝日、12/29〜1/4を除く）
　　　　　午後8時〜11時
診療場所／都立大塚病院1階�救急外来診察室

　　　　	☎3941-3211
　急な発熱や腹痛などの初期救急診療を、15歳（中学生）以
下の初期救急患者を対象に、平日の準夜間帯に行います。

献 血 にご 協 力 を！
　お互いに尊い生命を守るため、健康なときに献血
しましょう。区内での献血の日時は区報・区ホームペー
ジでお知らせします。
文京区献血推進協議会
（事務局�生活衛生課　☎5803-1223）
文京区赤十字婦人奉仕団
（事務局�区民課　☎5803-1170）

休日・夜間医療

医療機関案内
■��東京都医療機関案内サービス「ひまわり」� ☎5272-0303
　https://www.himawari.metro.tokyo.jp/
　受付時間／24時間（年中無休）

■��東京消防庁救急相談センター� ☎3212-2323
短縮／「＃7119」携帯電話・�PHS・プッシュ回線

　受付時間／24時間（年中無休）

■��東京都子供の健康相談室（小児救急相談）☎5285-8898
短縮ダイヤル／「＃8000」

　受付時間／�月〜金曜（休日、年末年始を除く）：�午後6時〜
翌朝8時

　　　　　　土・日曜、祝日、年末年始�：�午前8時〜翌朝8時

休日診療・休日準夜間診療
健康推進課	 ☎5803-1229

受付時間／午前９時〜午後５時、午後５時〜10時
　急病患者（おもに小児科・内科）を対象に日曜や祝日など
に診療を行います。毎月の当番医は区報・区ホームページで
お知らせします。

文の京 街景色



55

心
身
に
障
害
の
あ
る
方

55

▼ 

手
帳
・
相
談

心身に障害のある方
手帳・相談

　視覚・聴覚平衡・音声言語・肢体・心臓・じん臓・膀胱直腸・呼
吸器・小腸・免疫・肝臓などに障害のある方が、いろいろな支
援を受けるために必要な手帳です。１〜６級まであります。

　サービスを利用するには、申請が必要です。利用するサー
ビスによって異なりますが、本人の障害状況等についての聴
き取りや障害支援区分の認定などを経て、サービスの支給
決定となります。申請方法や利用料（利用者負担）などは、
問合せください。
対象／身体障害者手帳の交付を受けた方

知的障害のある方
精神障害のある方
難病等のある方

　知的障害のある方が、いろいろな支援を受けるために必
要な手帳です。１〜４度まであります。

　精神障害を持つ方が、一定の障害にあることを証明する
ものです。手帳の等級（1〜3級）に応じた支援を受けること
ができます。

手帳をお持ちでない方
●�18歳未満の方
■��東京都児童相談センター
� ☎5937-2314/FAX  3366-6036
●�18歳以上の方
■��東京都心身障害者福祉センター
� ☎3235-2961
手帳をお持ちの方
■��障害福祉課知的障害者支援係
	 ☎5803-1214/FAX  5803-1352

障害福祉サービス等の種類

障害福祉サービス等
障害福祉課身体障害者支援係

	 ☎5803-1219/FAX  5803-1352
障害福祉課知的障害者支援係

	 ☎5803-1214/FAX  5803-1352
予防対策課精神保健係（精神・難病）

	 	☎5803-1847/FAX  5803-1355

精神障害者保健福祉手帳
予防対策課精神保健係		☎5803-1230/FAX  5803-1355
保健サービスセンター本郷支所	☎3821-5106/FAX  3822-9174

介護給付

●�居宅介護（ホームヘルプ）
●�重度訪問介護　　
●�同行援護
●�行動援護
●�重度障害者等包括支援　　
●�短期入所（ショートステイ）　　
●�療養介護　　
●�生活介護
●�施設入所支援

訓練等給付

●�自立訓練（機能訓練・生活訓練）
●�宿泊型自立訓練
●�就労移行支援
●�就労継続支援（A型・B型）
●�就労定着支援
●�自立生活援助
●�共同生活援助（グループホーム）

地域生活
支援事業

●�理解促進研修・啓発事業
●�自発的活動支援事業
●�相談支援事業
●�意思疎通支援事業
●�日常生活用具給付事業
●�移動支援事業
●�成年後見制度利用支援
●�地域活動支援センター
●�日中短期入所事業
●�巡回入浴サービス
●��緊急通報システムの設置
●��火災安全システムの設置
●��自動車運転免許取得経費補助事業
●��自動車改造費助成事業

障害児通所支援

●�児童発達支援
●�医療型児童発達支援
●�放課後等デイサービス
●�居宅訪問型児童発達支援　　
●�保育所等訪問支援　　

相談支援

●�地域相談支援（地域移行支援・地域定着支援）
●�計画相談支援（サービス利用支援・継続サービス利用支援）
●�障害児相談支援事業
（障害児支援利用援助、継続障害児支援利用援助）

身体障害者手帳

愛の手帳

障害福祉課身体障害者支援係
	 ☎5803-1219/FAX  5803-1352

障害福祉課知的障害者支援係
	 ☎5803-1214/FAX  5803-1352

相　談
障害者福祉の窓口
●�心身障害者・児のための相談
■��障害者基幹相談支援センター
� ☎5940-2903/FAX  5940-2904
■��教育センター総合相談室（障害児）� ☎5800-2594
●��保健サービスセンター・保健サービスセンター本郷支所の
精神保健相談 ➡ P38

●�障害者の権利擁護に係る法律相談
■��社会福祉協議会権利擁護センター（あんしんサポート文京）
� ☎3812-3156/FAX  5800-2966
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▼ 

施　

設

施 	 設

　主として、区内の障害者・児に共にふれあう場と学習の場
を提供することにより、障害者・児の福祉の向上を図るため
の施設です。

開館時間／午前９時〜午後５時
休館日／土・日曜、祝日、12/29〜１/３
利用できる方／�区内の障害者団体および区内在住・在勤・

在学者
申込方法／窓口または「施設予約ねっと」�➡ P126

事業内容／�施設入所支援、短期入所、生活介護、自立訓練、
就労継続支援、日中短期入所、重度心身障害者
通所事業、地域活動支援センター、放課後等デイ
サービス、計画相談支援、障害児相談支援

　障害のある方に、社会福祉士等の専門相談員が相談支援
を行います。

発達および教育に関する相談 ➡ P37
各種事業 ➡ P50

※登録団体は５割減額。
※�会議室Ａ・Ｂは１室（続き部屋）として、また午前・午後を通
しての利用も可。

午　前 午　後
定　員

９：00～12：00 13：00～17：00

会議室

A
1,700円 2,300円

30人
B

C
1,800円 2,600円

和室

生活介護事業（若駒の里）
利用時間／午前９時30分〜午後３時30分
休業日／土・日曜、祝日、12/29〜１/３

事業内容／�18歳以上の知的障害者が地域で社会生活を行
えるよう、通所による生活支援等の生活介護事
業を行います。

放課後等デイサービス（JOY）
利用時間／月〜金曜：午後1時〜6時30分
　　　　　土曜・学校休業日：午前9時〜午後5時
休業日／日曜、祝日、12/29〜１/３

事業内容／�就学する障害児を対象に、創作活動や日常生活
での基本的動作の習得や集団生活への適応に
向けた支援を行います。

障害者会館

障害者支援施設リアン文京

障害者基幹相談支援センター

教育センター（児童発達支援センター）

本郷福祉センター

シビックセンター３階	 ☎5803-1115/FAX  5803-1372

小日向2-16-15（文京総合福祉センター�1～3階）
	 ☎5940-2822/FAX  5940-2823

小日向2-16-15（文京総合福祉センター�1階）
	 ☎5940-2903/FAX  5940-2904

湯島4-7-10	 ☎5800-2591

本駒込4-35-15（勤労福祉会館２階）
	 ☎3823-8091/FAX  3823-8092

使用料

その他の団体

抽 

選

3月前 2月前 1月前

20日～ 1日～ 1日～8日～

使用日の月

抽選申込

申込期間

先着順受付

先着順受付

当 
日

優先受付団体
（障害者団体）

大塚福祉作業所�　大塚4-50-1
☎3946-5601/FAX  3946-2667

小石川福祉作業所�小石川3-30-6
☎3811-1431/FAX  5689-4523

福祉作業所 

作業時間／午前９時〜午後4時
休館日／土・日曜、祝日、12/29〜１/３

　18歳以上の通所可能な知的障害者または身体障害者で、
一般の就労が困難な方あるいは就労を希望していて雇用さ
れることが可能と見込まれる方が、必要な作業知識や技能
等を身に付けられるように支援を行います。

　医療・教育・職業・生活などの総合相談、必要な判定や指導、
訓練を行います（来所の予約が必要）。 ➡ P40

心身に障害のある方の総合施設
東京都心身障害者福祉センター
	 ☎3235-2946/FAX  3235-2968



57

心
身
に
障
害
の
あ
る
方

57

▼ 

手
当
と
年
金

手当と年金	

種　類 対象等 支給月額

心身障害者等福祉手当
（区制度）※

身体障害者手帳1・２級の方
愛の手帳１〜３度の方
脳性麻痺の方
進行性筋萎縮症の方
特殊疾病（難病・小児慢性疾患）等
の医療券を所持している方

●��児童育成手当（障害手当）を受給している方と、施設に入所
している方を除く

●�65歳以上で新たに障害者・特殊疾病となった方は対象外

15,500円

身体障害者手帳３級の方
愛の手帳４度の方 13,500円

重度心身障害者手当
（都制度）※

64歳以下で、在宅で常時複雑な介護を必要とする方で、次のいずれかに該当する方
①重度の知的障害で、かつ著しい精神症状の方（ただし、精神障害および認知症は除く）　
②重度の知的障害と重度の身体障害が重複している方　
③重度の肢体不自由者で、両上肢および両下肢の機能が失われ、座っていることが困難な方

60,000円

特別障害者手当
（国制度）※

20歳以上で、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある方（おおむね身体障害者手
帳１級、２級、愛の手帳１度、２度程度で重複障害の方、または重い精神障害の方） 27,350円

障害児福祉手当
（国制度）※

20歳未満で、日常生活において常時介護を必要とする状態にある方（おおむね身体障害者手帳１級、
２級の一部の方、愛の手帳１度、２度程度の方、精神障害・疾病で同程度の方） 14,880円

経過措置の福祉手当
（国制度）※ 現在、経過措置として受給されている方（新規の申請はできません） 14,880円

心身障害者扶養共済
心身障害者の保護者に万一のことがあった場合、残された障害者に、年金を支給。掛金は、保護者の
年齢により月額9,300円〜23,300円。２口まで加入できます。ただし、加入年度の初日の年齢が65歳
未満であること。

20,000円
（加入1口当たり）

※�の手当には所得・施設入所などによる支給制限あり。なお、支給月額は改定される場合がありますので、現年度の支給月額
については問合せください。子どもの手当�➡ P44

種　類 対象等 支給月額

精神障害者福祉手当
（区制度）※

精神障害者保健福祉手帳
１級の方

・心身障害者等福祉手当を受給している方、児童育成手当 （障害手当）   
 を受給している方、施設に入所している方を除く
・６５歳以上で障害等級１級となった方は対象外

10,000円

精神障害者福祉手当 予防対策課精神保健係		☎5803-1230/FAX  5803-1355

■��障害福祉課障害者在宅サービス係� ☎5803-1212/FAX  5803-1352

※所得・施設入所などによる支給制限あり。
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▼ 

医
療
助
成
／
介　

護

介 	 護

種　類 対　象 内　容 担　当

心身障害者・児短期保護
身体障害者手帳１〜３級、愛の
手帳、脳性麻痺、進行性筋萎縮
症の方等

障害者・児の介護にあたっている家族が一時的な病気ある
いは出産・事故・冠婚葬祭・休養などで介護を行うことが困難
なときに、委託施設で保護。１時間単位で利用できます。利用
理由によって年間上限時間が決まっています。

申込／文京槐
えんじゅ

の会　☎3943-4300

障害福祉課
障害福祉係
☎5803-1211
FAX  5803-1352

緊急一時介護委託費助成
身体障害者手帳１〜３級、愛の
手帳１〜４度、脳性麻痺、進行
性筋萎縮症の方

介護している家族が疾病等の理由により一時的に介護でき
ない場合に、障害者の家庭や介護人の家庭において介護を
受けたとき、その介護に要した費用の一部を助成します。

障害福祉課
障害者在宅サービス係
☎5803-1212
FAX  5803-1352

重度脳性まひ者介護人派遣 20歳以上で身体障害者手帳１級
を有する重度の脳性麻痺の方

生活圏を拡大する目的で、障害者自身の推せんによる介護
人（親・子・兄弟姉妹・配偶者に限る）を登録・派遣し、介護人
に対し、手当を支給します。

手話通訳者派遣
要約筆記者派遣

聴覚・音声・言語機能障害で身
体障害者手帳をお持ちの方ま
たは聴覚障害者団体

日常生活上手話通訳や要約筆記を必要とするとき、通訳者や
要約筆記者を派遣します。あらかじめ事前登録が必要です。

医療助成

　身体に障害のある児童が、生活能力を高めるため、指定医
療機関において行う医療の費用を公費負担します。保護者
の住民税所得割額が一定以上の方は該当しません（「重度
かつ継続」の方を除く）。自己負担は１割ですが、上限額が設
定されます。

　精神の病気で通院する際の医療費を公費負担します。自
己負担１割ですが、上限額が設定されます。また、自立支援
医療制度の非課税世帯については、原則、無料になります。
　また、満18歳未満の子どもが精神科病院に入院し、医療
保険で治療を受けたときは、その自己負担の全額を助成し
ます。ただし、食事代は自己負担となります。

自立支援医療（育成医療）

自立支援医療（精神通院）

健康推進課		☎5803-1961/FAX  5803-1355

予防対策課精神保健係	 ☎5803-1230/FAX  5803-1355
保健サービスセンター本郷支所	 ☎3821-5106/FAX  3822-9174

自立支援医療（更生医療）
障害福祉課		 ☎5803-1219/FAX  5803-1352

　身体障害者手帳の交付を受けた方が、手帳で認定された
障害の軽減や進行を防ぐことが可能と認められる特定の医
療について、医療費を助成する制度です。各都道府県から
指定された医療機関にのみ適用されます。対象となる医療
の開始前に、都または区の判定を受け、支給決定されてから
の開始となります。

　原則として64歳以下で所得が一定限度以下の方で次の
要件を満たしている場合、医療保険を使って受けた診療の
自己負担分から一部負担金を差し引いた額を助成します
　身体障害者手帳１・２級（内部障害は１〜３級）、愛の手帳１・
２度または精神障害者保健福祉手帳1級の方

医療費の助成（マル障）
障害福祉課障害者在宅サービス係（身体障害者手帳または愛の手帳の方）

	 ☎5803-1212/FAX  5803-1352
予防対策課	精神保健係（精神障害者保健福祉手帳の方）

	 ☎5803-1230/FAX  5803-1355
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▼ 

用
具
な
ど
の
給
付
・
貸
与
・
助
成

種　類 対　象 内　容 担　当

補装具費の支給
身体障害者手帳の交付を受けた方および難
病患者等（介護保険対象者は原則介護保険
福祉用具優先）

義肢・装具・車いす・補聴器などの補装具の購入、
修理にかかる費用の一部を支給します。

障害福祉課
身体障害者支援係
☎5803-1219
FAX  5803-1352

（難病）
予防対策課
精神保健係
☎5803-1847
FAX  5803-1355

日常生活用具の給付
身体障害手帳の交付を受けた方、知的障害のあ
る方、精神障害のある方および難病患者等（介
護保険対象者は原則介護保険福祉用具優先）

視覚障害者用音声拡大読書器・ストマ用装具など
日常生活用具を給付します。

住宅設備改善費給付 身体障害者手帳の交付を受けた方および難病
患者等（介護保険対象者は原則介護保険優先）

浴場・便所・居室などの改善費を一定額の範囲内で
給付します。

点字図書の給付 身体障害者手帳の交付を受け、情報の入手を
点字によっている視覚障害のある方 月刊や週刊などの雑誌を除く点字図書

障害福祉課
身体障害者支援係
☎5803-1219
FAX  5803-1352身体障害者用三輪

自転車購入費の助成

身体障害者手帳の交付を受けた肢体不自由
の障害のある方で、一般用三輪自転車が利用
困難な方

身体障害者用三輪自転車の購入にかかる費用の
一部を助成します。

布団乾燥消毒・丸洗い
重度の心身障害者等の方で、寝たきりの状態
にあり、陽光による寝具の乾燥が困難な方（64
歳以下）

布団乾燥消毒・丸洗いサービス

障害福祉課
障害者在宅サービス係
☎5803-1212
FAX  5803-1352

出張理・美容サービス 重度の心身障害等で、最寄りの理髪店・美容
院に出かけることが困難な方（64歳以下）

２か月に１回の割合で、理・美容師が自宅まで出張し
調髪。本人負担１回1,000円。

巡回入浴サービス
身体障害者手帳1・２級の肢体または体幹機能
障害のある方で、親族等の介助があっても自
宅の浴室または公衆浴場での入浴が困難な方

週２回を限度として各家庭へ訪問しサービスを実施
（本人負担、原則１回450円）します。

福祉タクシー

愛の手帳1・２度、視覚障害1・２級、下肢・体幹
機能障害１〜３級、内部障害1・２級、移動機能
障害1・２級、平衡機能障害３級、脳性まひ、進
行性筋萎縮症

区で福祉タクシーを指定し、障害者・児が安心して
外出できるように利用券を交付します。

リフト付
福祉タクシー

身体障害者手帳または愛の手帳をお持ちの
方のうち、区内在住で外出の際、車いすを使
用している方または寝たきりの状態にある方

大型タクシー料金程度の利用料金でリフト付タク
シーを利用できます。利用の際は、直接契約会社
に電話で予約してください。また、乗車の際には身
体障害者手帳または愛の手帳を提示してください。

無料乗車券の
交付など

身体障害者手帳、愛の手帳をお持ちの方 都営交通機関の無料乗車券を交付します。

障害福祉課
障害者在宅サービス係
☎5803-1212
FAX  5803-1352

その他、障害の程度によりJR・民営バス・国内航空・有料道路などが割引になる制度があります。

NHK受信料減免 身体障害者手帳または愛の手帳をお持ちの
方のいる世帯

所得の状況、障害の程度などにより全額免除と
半額免除があります。

心身障害者
自動車運転
免許取得経費補助

身体障害者手帳１〜３級（ただし、内部障害１
〜４級、下肢または体幹機能障害１〜５級で歩
行困難の方）または愛の手帳所持者で、前年
の所得税額が40万円以下の方

第１種普通自動車運転免許を取得しようとする場
合その費用の一部（164,800円を限度）を補助し
ます。排気量等の限定解除は20,600円を限度と
して補助します。

身体障害者用
自動車改造費助成

身体障害者手帳1・２級の上肢・下肢または体
幹機能障害のある18歳以上の方で、前年の
所得が制限限度額以内の方

就労などに必要なため自動車を取得し改造しよう
とする場合、その費用の一部（133,900円を限度）
を助成します。 障害福祉課

身体障害者支援係
☎5803-1219
FAX  5803-1352

補助犬の給付
盲導犬−視覚障害１級の18歳以上の方
介助犬−肢体不自由1・２級の18歳以上の方
聴導犬−聴覚障害２級の18歳以上の方

補助犬の給付をします。
（各々受付期間あり）

用具などの給付・貸与・助成
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▼ 

障
害
者
の
住
宅
／
社
会
参
加
な
ど

選　挙
郵便等投票、代理投票・点字投票 ➡ P130

　就職を希望の障害者などに仕事の相談と紹介を行います。

障害者の仕事の相談と紹介
飯田橋公共職業安定所（ハローワーク飯田橋）
	 ☎3812-8609 44#/FAX  3813-5620
東京障害者職業センター
	 ☎6673-3938/FAX  6673-3948

　毎月２回、「区報ぶんきょう」を声の広報（カセットテープ・
デイジー版）・点字広報として発行しています。
　また、「区議会だより」を声の区議会だより（カセットテープ・
デイジー版）・点字版区議会だよりとして年４回発行してい
ます。

声の広報・点字広報
広報課		☎5803-1128/FAX  5803-1331
区議会事務局	☎5803-1314/FAX  5803-1370

図書館サービス ➡ P108

各図書館

　心身に障害等のある方など、通常の図書館利用が困難な
方のために、点字・デイジー（デジタル録音図書）・大活字本
などの図書等の提供や郵送、宅配サービスを行っています。
図書館利用登録のほかに、障害者サービスの登録が必要で
す（障害の状態により、受けられるサービスが異なります）。
　拡大読書器（真砂中央・本郷・水道端・目白台）・音声読み上
げ読書器（真砂中央・水道端）の設置、対面朗読等も実施し
ています。利用を希望する方は、お近くの図書館へお申込み
ください。

社会参加など

障害者の住宅

　障害者施設やハローワークなど関係機関と連携しながら、
障害者の就労支援を行います。来所の際には電話予約をし
てください。

利用時間／午前9時〜午後５時30分

利用できる方／�身体障害、知的障害、精神障害等のある区
内在住の方で、企業への就労を希望する方
または在職をしている方

障害者就労支援センター
本郷4-15-14（区民センター1階）
	 ☎5805-1600/FAX  5805-1601

種　類 対　象 内　容 担　当

障害者世帯移転費用
等助成事業

身体障害者手帳４級以上、愛の手帳
３度以上、精神障害者保健福祉手帳
２級以上に該当する方を含む世帯

区内に引続き１年以上居住の障害者世帯が、住環境改善の
ため、または取壊し等による立退き要求のため、区内の民
間賃貸住宅に住み替えをする場合に、住み替え後の家賃お
よび引越に要した費用の一部を助成します（世帯の所得が
基準内であることなどが必要）。

福祉住宅サービス
☎5803-1238

すみかえ
サポート事業

身体障害者手帳、愛の手帳、精神障
害者保健福祉手帳のいずれかをお
持ちの方がいる世帯

連帯保証人が確保できないことから、民間賃貸住宅への入
居が困難になっている区内に引続き1年以上居住の障害者
世帯について、区と協定した民間保証会社が、入居者との
保証委託契約に基づき、賃貸人に対して滞納家賃などの債
務を保証します。
また、初回保証料の一部を助成します（世帯の所得が基準
内であることなどが必要）。

高齢者等住宅修築
資金助成 高齢者・心身障害者世帯

高齢者・心身障害者世帯のバリアフリー化等工事に要する
費用の一部を助成します。
資金助成の利用に当たっては事前の申請が必要となります
ので、申請方法等の詳細については、工事着工前に住環境
課へお問い合わせください。
助成金額：�税抜き工事費の10％（1,000円未満切捨て・上限

20万円）

住環境課
☎5803-1374

　居室内の流しや洗面台の高さが調整できるなど、障害者
に配慮した集合住宅です。供給数は１棟６戸（単身用５戸・家
族用１戸）です。

障害者住宅
福祉住宅サービス	 ☎5803-1238

申込資格／①身体障害者手帳１〜４級、愛の手帳１〜３度に
該当するひとり暮らしまたは同居する親族等で構成する障害
者世帯�②区内に引続き３年以上居住している方�③世帯の所
得が基準内である方�④自立して日常生活が営める方�⑤現
に住宅に困窮している方�⑥暴力団員でないこと　ほか

募集方法／募集は空き家が発生した場合に行い、区報など
でお知らせします。
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点字刊行物などの貸出し
■��日本点字図書館��

☎3209-0241/FAX  3204-5641
新宿区高田馬場1-23-4

■��東京ヘレン・ケラー協会点字図書館��
☎3200-0987/FAX  3200-0982
新宿区大久保3-14-20

■��日本盲人会連合点字図書館��
☎3200-6160/FAX  3200-7755
新宿区西早稲田2-18-2

新宿区高田馬場1-9-23
　点字・盲人用パソコンの指導、中途失明者の生活訓練指導、
女性・青年・高齢者向けの生活教室など

　障害者週間（12月３日〜９日）に合わせて、障害者に対す
る関心と理解を深めていただくために、障害のある人も、な
い人も、ともに集い交流を図るための催しです。内容は、作
品展・障害者スポーツ体験・手話体験などです。

　身体障害者手帳または愛の手帳をお持ちの方を日帰りバ
ス旅行に招待します。

視覚障害者向け事業
東京都盲人福祉協会	 ☎3208-9001/FAX  3208-9005

ふれあいの集い

心身障害者・児レクリエーション

障害福祉課障害者在宅サービス係
	 ☎5803-1212/FAX  5803-1352

障害福祉課障害者在宅サービス係
	 ☎5803-1212/FAX  5803-1352

　心身に障害のある方の支援等の詳細は、「文の京�
障害者福祉のてびき」をご覧ください。区ホームペー
ジに掲載しています。
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高齢者
相 	 談

高齢者のための健康づくり

高齢者あんしん相談センター ➡ P66　高齢者に関する相談 ➡ P37　養護老人ホームへの入所のことは ➡ P67
年金のことは ➡ P77　介護のことは ➡ P68

高齢者の健康相談 ➡ P37　健康診査 ➡ P51

在宅療養者等歯科訪問健診・予防相談指導

フレイル予防事業

高齢者のための病院

健康推進課保健係	 ☎5803-1229

高齢福祉課社会参画支援係	 ☎5803-1203

東京都健康長寿医療センター	 ☎3964-1141
板橋区栄町35-2

　区内在住で歯科医院へ通院困難な在宅療養者の方等を
対象に、歯の訪問健康診査および予防相談指導を行います。
詳しくは、区報などでお知らせします。
受付　（月〜金曜　午前11：00〜午後4：00）祝日・8月13〜
16日・12月29日〜1月4日を除く
地域包括ケア歯科相談窓口　　　�☎090-4544-8020

　加齢により心身の活力が低下した状態となる「フレイル」
を予防するため、「栄養」「運動」「社会参加」の3つの視点
からご自身の健康状態を把握できるフレイルチェックを区内
各所で実施します。詳しくは、区報などでお知らせします。

　なるべく要介護状態等にならないように、そしていつまで
も地域で自立した生活を送るための介護予防を目的とした
事業です。

※�65歳以上の区民の方が対象ですが、事業により参加条件
など異なるものがあります。

一般介護予防事業
事業名

まるごと元気！　筋力アップ体操教室

まるごと元気！　マシン運動教室

訪問型プログラム事業
事業名 問合先

文の京介護予防体操教室・地域会場
認知症予防教室
ひざ痛・腰痛予防教室
複合型介護予防教室、介護予防講演会
介護予防展、介護予防出前講座

高齢福祉課介護予防係
☎5803-1209

転倒骨折予防教室
尿失禁予防教室

口腔機能向上教室

保健サービスセンター
☎5803-1805
保健サービスセンター本郷支所
☎3821-5106　

　基本チェックリストにより生活機能の低下が見られる方を
対象とし、筋力向上に加え、栄養改善と口腔機能向上を目的
とした事業です。

短期集中予防サービス
高齢福祉課介護予防係	 ☎5803-1209

▼ 
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談
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日常生活の援助と介護
車椅子の貸出し敬老杖の支給
高齢福祉課高齢福祉推進係　☎5803-1213高齢福祉課高齢福祉推進係	 ☎5803-1213

　区内在住の方で、歩行が困難な方に、１か月の期間を限度
に無料で貸出します。
　高齢福祉課高齢福祉推進係� ☎5803-1213
　文京福祉センター江戸川橋� ☎5940-2901
　文京福祉センター湯島　　� ☎3814-9245
　社会福祉協議会� ☎3812-3040
　地域活動センター
　交流館　等

　歩くことに不安のある65歳以上の方に差し上げます。杖
を希望する方は交流館・地域活動センター・高齢者あんしん
相談センター・高齢福祉課等に申し出てください。
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高齢者の家庭に

種　類 対　象 内　容 担　当

日常生活
支援用具の給付

65歳以上で要介護、要支援の認定を受けている
方または総合事業対象者の被保険者証をお持ち
の方で用具を安全に使用できる方

シルバーカー（歩行補助車）の給付を行います。
高齢福祉課
高齢福祉推進係
☎5803-1213

住宅設備等改造事業
65歳以上で介護保険の認定が要介護、要支援に
該当する方のうち、日常生活動作に困難があり住
宅改造等が必要と認められる方

浴槽の取替え、便器の洋式化、流し台等の取替え
を行います（工事前に要申請）。 介護保険課

給付係
☎5803-1388

院内介助サービス
おおむね65歳以上のひとり暮らし等の方で介護
保険の認定が要支援2以上に該当し、身体介護
（通院介助）を利用している方

1か月4時間まで利用できます。担当のケアマネ
ジャーが申請を代行します。

話し合い員の派遣

65歳以上のひとり暮らしの方、座位を保てない
状態の方を含む高齢者世帯、高齢者のみの世帯
および重度の身体障害者世帯、日中に在宅して
いる人が65歳以上の方のみの世帯

孤独感を和らげるため、ご自宅を定期的に訪問し、
生活や身の上のことなどの相談相手になり、安否
の確認をあわせて行います。

高齢福祉課
高齢福祉推進係
☎5803-1213

救急通報システム

おおむね65歳以上のひとり暮らし等の方で、身
体上慢性疾患があるなど常時注意を要する状態
にある方（申請前に主治医の確認書を取ってい
ただきます。）

救急時（家の中のみ）にペンダント等のボタンを押
すことで、区が契約している民間会社を通じて東京
消防庁に通報すると同時に、提携している警備員が
利用者宅に駆け付け、速やかな救援を行います。

高齢福祉課
高齢者相談係
☎5803-1382

認知症の方やその家族の方に
種　類 対　象 内　容 担　当

ただいま!
支援登録

認知症の症状により行方不明になるおそれのあ
る方

申請により、認知症の症状により行方不明になる
おそれのある方の情報を登録し、区・警察署・高
齢者あんしん相談センターで情報共有し、保護さ
れた際の迅速な身元判明に繋げます。

高齢福祉課
認知症施策担当
☎5803-1821

ただいま!
支援ＳＯＳメール 「ただいま！支援登録」登録者の家族等

「ただいま！支援登録」の登録者などが行方不明
になったときに、地域の協力者へ一斉にメール配
信し、迅速な発見・保護に繋げます。

靴用ステッカー・衣服用
アイロンシールの配付

認知症の症状により行方不明になるおそれのあ
る方

保護された際の身元判明に役立つ靴用ステッ
カー・衣服用アイロンシールを配付します。

GPS探索サービス
認知症の症状により行方不明になるおそれのあ
る方（介護保険の要介護、要支援に該当する方）
を介護する家族等

民間事業者が運営する探索システムの利用に対
して、申込にかかる費用を助成します。

※�高齢者あんしん相談センター（➡ P66）では、嘱託医による「もの忘れ医療相談」（無料、予約制）を実施していますので、
ご相談ください。

敬老金・長寿祝金

緊急連絡カードの設置

湯遊入浴デー

シニア入浴事業

高齢福祉課高齢福祉推進係	 ☎5803-1213

高齢福祉課高齢福祉推進係	 ☎5803-1213

生活衛生課管理計画係	 ☎5803-1223

生活衛生課管理計画係	 ☎5803-1223

　９月15日現在で、一定の年齢の方に、敬老金をお贈りし
ます。
　また、９月15日現在で、満77歳の方に喜寿祝品を、満88歳
の方に米寿祝品をお贈りします。さらに、百歳以上の方に、
祝金をお贈りします。

　65歳以上のひとり暮らしの方、または80歳以上の高齢者
のみの世帯を対象に、急病などの緊急時に適切な対応がで
きるよう、緊急連絡先などを記入したカードをご自宅の目の
つくところ（電話機のそば等）にかけておきます。カードの
情報は、区と民生委員、話し合い員、高齢者あんしん相談セ
ンターが共有します。

　区内の公衆浴場組合加盟店で毎月第２・４日曜の午後４時
から11時まで、中学生以上は100円、小学生以下は無料で
利用できます。

　65歳以上の住民登録を有する方は、区が発行したシニア
入浴カードを提出することで、区内の公衆浴場組合加盟店
を年間52回（月4回程度）100円で利用できます。
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社会福祉協議会
本郷4-15-14（区民センター内）	 ☎3812-3040

寝たきり等の高齢者に
種　類 対　象 内　容 担　当

紙おむつの支給
65歳以上の要介護３以上の方で、
身体状況の低下により失禁があり、
現におむつを使用している方

毎月、紙おむつを自宅等に配送します。500円の利用者負担金が必
要です。区外のご家族宅等への配送は、別途配送料が必要です。 高齢福祉課

高齢福祉推進係
☎5803-1213

おむつ費用助成
紙おむつの支給対象となる方で、
おむつの持込みができない病院
等に入院した方

申請した月から１か月3,500円を上限に、領収書等を提出したあと、
指定の口座に助成金を振込みます。

理美容サービス 65歳以上の在宅の座位を保てな
い状態の方で外出困難な方

区内の理・美容師の協力で出張理容および美容サービスを行います。
年間６枚の利用券を発行します（申請月により、発行枚数が異なる）
利用時に１回1,000円の利用者負担金が必要です。

高齢福祉課
高齢福祉推進係
☎5803-1213

緊急ショートステイ 65歳以上の介護や見守りの必要
な方等

介護や見守りの必要な方の介護者が、特別な理由で一時的に介護が
困難になった場合に、緊急に短期入所サービスを提供します。要介護
状態区分等に応じた費用がかかります。

介護保険課
高齢者施設担当
☎5803-1208

　区内在住のおおむね60歳以上の方や障害のある方、ひと
り親家庭の児童、妊産婦など日常生活で手助けが必要な方
に、有償で各種在宅福祉サービスを提供します。
　家事援助／1時間�910�〜�980円
　大掃除・草取り／1時間�1,000�〜�1,100円
■��みまもり訪問事業

☎5800-2941/FAX  5800-2966
　ボランティア（みまもりサポーター）が月に2回程度ご自宅
を訪問し、声かけをします。以下のすべてに当てはまる方が
対象となります。

①文京区在住で65歳以上の方
②ひとり暮らし、または日中独居の方、①の方のみの世帯
③�介護保険のサービスやその他安否確認を目的とする制度
を利用していない方

■��権利擁護センター（あんしんサポート文京）
☎3812-3156/FAX  5800-2966
　認知症や障害などにより、日常生活を送る中で支障や不
安のある方が、地域で安心して生活を送ることができるよう
に各種の支援を行います。

●��福祉サービスの利用に向けての支援や、預金の出し入れ、
公共料金等の各種支払いなどを支援する日常的金銭管理
サービスの実施。

●�成年後見制度の相談、利用支援
●��成年後見相談（弁護士・司法書士）の実施（毎月第１・３水曜
実施、予約制）

●��福祉法律相談（弁護士）の実施（毎月第４水曜実施、予約制）
●�福祉サービスに関する苦情の受付
■��文京ユアストーリー

☎５６１５-８８５１/FAX  5800-2966
　区内在住の高齢の方が最後まで自分らしく安心して暮ら
せるよう、定期的な連絡・訪問、入退院時の支払い等の補助
や死後の葬儀、家財処分の手続き等を行います。
対象
①区内在住の原則として７０歳以上の方
②明確な契約能力を有する方
③身近に頼れる親族等がいない方
④生活保護を受給していない方
費用
※�入会金等の費用や、お預かりする預託金についてはお問
合せください。

■��いきいきサービス�
☎5800-2941/FAX  5800-2966

種　類 対　象 内　容 担　当

高齢者世帯移転費用
等助成事業

満65歳以上のひとり暮らしまたは
満65歳以上の方を含む満60歳以
上の方のみの世帯

区内に引続き１年以上居住の高齢者世帯が、住環境改善のため、また
は取壊し等による立退き要求のため、区内の民間賃貸住宅に住み替
えをする場合に、住み替え後の家賃および引越に要した費用の一部
を助成します（世帯の所得が基準内であることなどが必要）。

福祉住宅サービス
☎5803-1238

すみかえ
サポート事業

満60歳以上の方のみで構成する
世帯

連帯保証人が確保できないことから、民間賃貸住宅への入居が困難
になっている区内に引続き1年以上居住の高齢者世帯について、区と
協定した民間保証会社が、入居者との保証委託契約に基づき、賃貸
人に対して滞納家賃などの債務を保証します。また、初回保証料の
一部を助成します（世帯の所得が基準内であることなどが必要）。

福祉住宅サービス
☎5803-1238

高齢者等住宅修築
資金助成 高齢者・心身障害者世帯

高齢者・心身障害者世帯のバリアフリー化等工事に要する費用の一
部を助成します。資金助成の利用に当たっては事前の申請が必要と
なりますので、申請方法等の詳細については、工事着工前に住環境
課へお問い合わせください。
助成金額：税抜き工事費の10％（1,000円未満切捨て・上限20万円）

住環境課
☎5803-1374

高齢者の住宅
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設

　手すりや緊急通報装置を設置するなど高齢者に配慮した集
合住宅です。供給数は９棟204戸（単身用180戸・２人世帯用
24戸）です。

申込資格
①�65歳以上のひとり暮らしまたは65歳以上の方と60歳以
上の方で構成する２人世帯（夫婦、または２親等以内等）

シルバーピア
福祉住宅サービス	 ☎5803-1238

②区内に引続き３年以上居住している方
③世帯の所得が基準内である方
④自立して日常生活が営める方
⑤現に住宅に困窮している方
⑥暴力団員でないこと　ほか

募集方法
　空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。募集は毎年6月中旬
から7月上旬ころに行い、区報などでお知らせします。

シルバーセンター
シビックセンター４階	 ☎5803-1113
　高齢者の生きがいと健康づくりや社会参加の促進を図る
ための学習・文化活動施設です。
休館日／土・日曜、祝日、12/29〜１/３
利用できる方／�登録した高齢者団体および区内在住・在勤・

在学者
申込方法／窓口または「施設予約ねっと」�➡ P126

使用料

施 	 設

午　前 午　後

９：00～12：00 13：00～17：00

シルバーホール 4,800円 7,100円

会議室A 1,600円 2,300円

会議室B 1,900円 2,800円

和室１ 1,500円 2,500円

和室２ 400円 600円

室　名

区　分

抽 

選
優先受付団体
（高齢者団体）

その他の団体

3月前 2月前

20日～ 1日～ 8日～ 1日～

1月前 使用日の月

当 

日

抽選申込

申込期間

先着順受付

先着順受付

※優先受付団体は５割減額。

文京福祉センター江戸川橋
小日向2-16-15	 ☎5940-2901
　高齢者がいつまでも健康を保ちながら、趣味やレクリエー
ションが楽しめる施設です。学習室・トレーニングルーム・リ
フレッシュルーム・浴室などがあります。
開館時間／午前9時〜午後5時
休館日／12/29〜1/3
元気でいきいき教室
　65歳以上の方を対象に、年4回実施しています。
からだコンディショニング
　高齢者の栄養・嚥

えんげ
下、腰痛、膝痛改善のいすを使った体操

等を行います。
健康相談
　看護師が健康に関する相談に応じます（月２回）。

　高齢者がいつまでも健康を保ちながら、趣味やレクリエー
ションが楽しめる施設です。和室（３室）・浴室などがあります。
開館時間／午前9時〜午後5時
休館日／12/29〜1/3

元気でいきいき教室
　65歳以上の方を対象に年4回実施しています。

からだコンディショニング
　高齢者の栄養・嚥

えんげ
下、腰痛、膝痛改善のいすを使った体操

等を行います。

健康相談
　看護師が、健康に関する相談に応じます（月２回）。

浴室の提供
　火・水・金・土曜の正午〜午後４時、60歳以上の区内在住者で
利用登録された方が利用できます。

文京福祉センター湯島
本郷3-10-18	 ☎3814-9245

室　名 規　模 定　員

学習室 51㎡ 30人

トレーニングルーム 115㎡ 60人

学習室等の貸出し

※団体登録が必要になります。

浴室の提供
　月〜土曜の正午〜午後４時、60歳以上の区内在住者で利
用登録された方が利用できます。

室　名 規　模 定　員

和室A 24.5畳 30人

和室B 17畳 15人

和室C 8畳 8人

和室の貸出し

※団体登録が必要になります。

高齢者在宅サービスセンター
介護保険課高齢者施設担当	 	☎5803-1208

　在宅の寝たきりや虚弱な高齢者、認知症のある方など、援
護を必要とする方に、各種サービスを提供する施設です。
文京大塚高齢者在宅サービスセンター
大塚4-50-1�☎3941-6760�
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／
仕　

事
あなたの
高齢者あんしん相談センター は、
介護保険証おもて面下、
日常生活圏域欄でご確認ください。

高齢者あんしん相談センター 高齢福祉課地域包括ケア推進係	 ☎5803-1843

施設名 所在地 電　話 休業日 相談受付

高齢者あんしん
相談センター富坂 白山5-16-3 ☎3942-8128

年中無休

電話相談・面接相談
月〜金曜
＝9：00〜19：00
土・日曜、祝日、12/29〜1/3
＝9：00〜17：30

高齢者あんしん
相談センター大塚 大塚4-50-1 ☎3941-9678

高齢者あんしん
相談センター本富士 湯島4-9-8 ☎3811-8088

高齢者あんしん
相談センター駒込 千駄木5-19-2 ☎3827-5422

高齢者あんしん
相談センター富坂分室 小石川2-18-18 ☎5805-5032

日曜・祝日
12/29〜1/3

電話相談・面接相談
月〜土曜
＝9：00〜17：30

高齢者あんしん
相談センター大塚分室 音羽1-15-12 ☎6304-1093

高齢者あんしん
相談センター本富士分室 西片2-19-15 ☎3813-7888

高齢者あんしん
相談センター駒込分室 本駒込2-28-10 ☎6912-1461

高齢者の総合相談窓口です。介護保険・福祉・保健・医療などの必要なサービスが受けられるよう関連機関と連携して支援を行います。

文京湯島高齢者在宅サービスセンター
湯島2-28-14�☎3814-1898
文京くすのき高齢者在宅サービスセンター
大塚4-18-1�☎3947-2801
文京向丘高齢者在宅サービスセンター
向丘2-22-9�☎5814-1531
文京昭和高齢者在宅サービスセンター
本駒込2-28-31�☎5395-2376
文京白山高齢者在宅サービスセンター
白山5-16-3�☎3942-8225

文京本郷高齢者在宅サービスセンター
本郷4-21-2�☎3816-2317�
文京千駄木高齢者在宅サービスセンター
千駄木5-19-2�☎3827-5421

通所介護等
　身体的状況などにより、家庭に引きこもりがちな高齢者や
認知症のある方を対象に、趣味・創作活動・生活指導・機能訓
練などのサービスが提供されます。

　60歳以上の健康で働く意欲のある区内在住の高齢者が、
臨時的・短期的または軽易な就業を通じて、社会に参加する
ことを目的に作られた団体です。

東京しごとセンター	シニアコーナー
千代田区飯田橋3-10-3	 ☎5211-2335
　55歳以上の方を対象に、仕事に対するきめ細かな就業相談と、
ハローワーク飯田橋との連携により職業紹介を行っています。

仕 	 事
文京区シルバー人材センター
シビックセンター4階	 ☎3814-9248/FAX  3811-9100
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老人ホーム
種　別 対　象 年齢制限 費　用 申　込

養護老人ホーム 環境上の理由および経済的理由により居宅
において養護を受けることが困難な方 65歳以上 利用者の収入、扶養義務者の課税額に応

じた額

高齢福祉課
高齢者相談係
☎5803-1382

特別養護老人ホーム
（介護老人福祉施設）

食事、排せつなどの日常生活の全般にわたっ
て常時介護を必要とし、かつ在宅でこれを
受けることが困難な方

原則
要介護3
以上

介護保険法の規定による 各施設に直接申込
（施設の所在地などは
高齢福祉課高齢者相
談係☎5803-1382に
問合せのこと）

軽費老人ホーム

〔A型・B型〕住宅事情などにより、家庭で生
活することが困難な方
〔ケアハウス〕自炊できない程度の健康状態で、
独立して生活するには不安が認められる方

60歳以上

〔A 型〕給食付施設：収入に応じた額
〔B 型〕自炊施設：収入に応じた額
〔ケアハウス〕
収入に応じた額、ほかに生活費・管理費

有料老人ホーム 介護が必要な方、自立の方
（それぞれの施設ごとに異なる）

おおよそ
60歳以上

それぞれの施設ごとに設定
（入居一時金、利用料等施設ごとに異なる）

各施設に直接申込（全国有料
老人ホーム協会入居相談室
☎3548-1077）

特別養護老人ホーム 文京くすのきの郷
大塚4-18-1�☎3947-2801
特別養護老人ホーム／100人　短期入所生活介護／８人
運営：社会福祉法人フロンティア
特別養護老人ホーム 文京白山の郷
白山5-16-3�☎3942-1887
特別養護老人ホーム／60人　短期入所生活介護／7人
運営：社会福祉法人福音会
特別養護老人ホーム 文京千駄木の郷
千駄木5-19-2�☎3827-5420
特別養護老人ホーム／100人　短期入所生活介護／11人
運営：社会福祉法人桜栄会
特別養護老人ホーム ゆしまの郷
湯島3-29-10�☎3836-2566
特別養護老人ホーム／100人　短期入所生活介護／10人
運営：社会福祉法人東六会
特別養護老人ホーム 洛和ヴィラ文京春日
春日1-9-21�☎5804-6511
特別養護老人ホーム／116人　短期入所生活介護／12人
運営：社会福祉法人洛和福祉会
小石川ヒルサイドテラス
春日2-4-8�☎5804-0088
特別養護老人ホーム／99人　短期入所生活介護／11人
運営：社会福祉法人龍岡会

特別養護老人ホーム 文京小日向の家
小日向1-23-26�☎5810-1756
特別養護老人ホーム／24人
運営：社会福祉法人奉優会
地域密着型特別養護老人ホーム 文京大塚みどりの郷
大塚4-50-1�☎3941-6669
特別養護老人ホーム／29人　短期入所生活介護／10人
運営：社会福祉法人洛和福祉会

特別養護老人ホーム
　寝たきりや認知症により日常生活において常時介護が必要
で、自宅では介護が困難な原則要介護3以上の高齢者が入所
し、食事・入浴・排せつなどの介護や機能訓練が受けられます。
　なお、入所の申込は、各施設で受付けています。（介護保
険被保険者証の写しなどを持参）

短期入所生活介護　
　短期間施設に滞在し、介護や機能訓練などのサービスを
受けることができます。

緊急ショートステイ ➡ P64

特別養護老人ホーム 介護保険課高齢者施設担当	 	　		☎5803-1208

高齢者クラブ いきがいづくり
高齢福祉課社会参画支援係	 ☎5803-1203 高齢福祉課社会参画支援係	 ☎5803-1203

　高齢者の生活を健全で豊かなものにするため、地域の高
齢者が自主的にクラブを結成して、社会奉仕、教養の向上、
健康増進などの活動をしています。
　現在区内には約60の高齢者クラブがあります。一定の基準
を備えているクラブに対し助成金を交付します。入会したい方、
自分の地区に高齢者クラブを作りたい方は、ご相談ください。

　高齢者に楽しく生活していただくために、いきいきシニア
の集い（作品展示会）、元気ではつらつカラオケ体操教室、
囲碁・将棋交流会などを行っています。

日々を楽しく
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介護保険

介護保険制度

介護保険

　40歳以上の方が被保険者（加入者）となって保険料を負
担し、介護が必要な状態と認定されたときに、費用の１割・2割・
3割を負担して介護サービスを利用する仕組みです。

介護保険で利用できるサービス
介護保険課給付係	 ☎5803-1388

加入する方
介護保険課資格保険料係	 ☎5803-1379

　40歳以上の方が加入します（日本在住の外国人も同様）。
第１号被保険者／65歳以上の方
第２号被保険者／�40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方

被保険者証
介護保険課資格保険料係	 ☎5803-1379

　65歳になった方には、区から被保険者証を交付します。
なお、40歳以上65歳未満の方は、要介護・要支援認定の申
請をして認定された場合などに交付します。

１	居宅サービス
居宅を訪問するサービス
■��訪問介護
ホームヘルパーの訪問による身体介護や生活援助

■��訪問入浴介護（介護予防訪問入浴介護）
簡易浴槽などを居宅に持ち込んでの入浴介助

■��訪問看護（介護予防訪問看護）
看護師などの訪問による療養上の世話等

■��訪問リハビリテーション（介護予防訪問リハビリテーション）
理学療法士や作業療法士などの訪問によるリハビリ

■��居宅療養管理指導（介護予防居宅療養管理指導）
医師・歯科医師・薬剤師などによる訪問指導

届　出
下記の場合は、介護保険の届出が必要です。

届出が必要な場合 必要なもの 届出窓口
転入の場合で、前住地で要介護（支援）
認定を受けていて、文京区でも引続き
介護保険のサービスを利用する方

●��マイナンバーカード
（個人番号カード）等

介護保険課
認定調査係
☎5803-1377

要介護（支援）認定を受けて
いる方が転出するとき

●��被保険者証
●��マイナンバーカード
（個人番号カード）

介護保険課
資格保険料係
☎5803-1379

被保険者証・負担割合証を
紛失したとき

●��身分を証明するもの
●��マイナンバーカード
（個人番号カード）

被保険者証について
介護保険課
資格保険料係
☎5803-1379
負担割合証について
介護保険課
給付係
☎5803-1388

被保険者証・負担割合証を
破損したとき

●��被保険者証
または

●�負担割合証

▼ 
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施設に日帰りで通うサービス
■��通所介護
�� デイサービスセンターなどへ通所しての日常生活の支援や機
�� 能訓練等
■��通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）
介護老人保健施設などへ通所してのリハビリ

施設への短期入所サービス
■��短期入所生活介護（介護予防短期入所生活介護）
特別養護老人ホーム等へ短期間入所しての日常生活の支援
や機能訓練等

■��短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）
介護老人保健施設へ短期間入所しての日常生活の支援や機
能訓練等

その他のサービス
■��福祉用具貸与（介護予防福祉用具貸与）
車いすや歩行器などの福祉用具のレンタル

■��特定福祉用具購入（特定介護予防福祉用具購入）
シャワーチェアなどの福祉用具の購入

■��住宅改修（介護予防住宅改修）
手すりの取付けなどの住宅改修

■���特定施設入居者生活介護（介護予防特定施設入居者生活介護）
有料老人ホームなどでの介護

２	施設サービス
■��介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
常時介助が必要な方に対して、日常生活の支援や介護を行う
（入所対象者は原則要介護3以上）
■��介護老人保健施設（老人保健施設）
在宅復帰ができるよう、リハビリを中心に医療上のケアや日
常生活の支援を行う

■��介護療養型医療施設（介護医療院）
急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする方のための医療施設

３	地域密着型サービス
■��定期巡回・随時対応型訪問介護看護
日中・夜間を通して、訪問介護と訪問看護が連携しながら、定
期巡回と随時対応の介護サービスを提供

■��夜間対応型訪問介護
定期巡回や通報システムによる随時対応を行う夜間専用の
訪問介護

■��認知症対応型通所介護（介護予防認知症対応型通所介護）
認知症の方を対象にした通所介護

■��小規模多機能型居宅介護（介護予防小規模多機能型居宅介護）
通いを中心に訪問や宿泊のサービスを提供

■��看護小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護のサービスに加え、必要に応じて訪
問看護のサービスを提供

■��認知症対応型共同生活介護（介護予防認知症対応型共同生活介護）
認知症高齢者グループホーム。認知症の高齢者が共同生活
をする施設で、日常生活の支援や介護を行う

■����地域密着型通所介護
　�定員が１８人以下の小規模な通所介護で日常生活の支援や機
能訓練等



69

介
護
保
険

69

▼ 

介
護
保
険

第１号被保険者（65歳以上の方）
令和２年４月〜3年３月の基準保険料（年額）は72,200円です。

第２号被保険者
（40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方）
●�国民健康保険加入者　
国保年金課国保資格係　☎5803-1192 ➡ P73
介護保険料は、国民健康保険の算定方法と同様に、世帯ご
とに決められます。

●�職場の医療保険加入者　
各医療保険者
介護保険料は、加入している各医療保険ごとに設定される
介護保険料率と、給与（標準報酬月額）および賞与（標準賞
与額）に応じて算定されます。

（令和2年４月〜3年３月）

保険料とその仕組み 介護保険課資格保険料係	 ☎5803-1379

所得段階 対　　　　　象　　　　　者 年間保険料 基準額に
対する比率

第1段階 ・生活保護の受給者　・世帯全員が住民税非課税で本人が老齢福祉年金の受給者　
・世帯全員が住民税非課税かつ本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が８０万円以下 21,700円 0.30

第2段階
世帯全員が住民税非課税

本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が８０万円超
１２０万円以下 32,500円 0.45

第3段階 本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が１２０万円超 50,600円 0.70

第4段階 本人が住民税非課税で
世帯に住民税課税者がいる

本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が８０万円以下 61,400円 0.85

第5段階（基準額） 本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が８０万円超 72,200円 1.00

第6段階

本人が住民税課税

合計所得金額が１２０万円未満 83,100円 1.15

第7段階 合計所得金額が１２０万円以上200万円未満 90,300円 1.25

第8段階 合計所得金額が200万円以上300万円未満 101,100円 1.40

第9段階 合計所得金額が300万円以上４００万円未満 119,200円 1.65

第10段階 合計所得金額が４００万円以上５００万円未満 130,000円 1.80

第11段階 合計所得金額が５００万円以上７５０万円未満 151,700円 2.10

第12段階 合計所得金額が７５０万円以上１，０００万円未満 180,600円 2.50

第13段階 合計所得金額が１，０００万円以上２，０００万円未満 202,300円 2.80

第14段階 合計所得金額が２，０００万円以上３，０００万円未満 231,200円 3.20

第15段階 合計所得金額が３，０００万円以上 252,800円 3.50

基準保険料（年額）＝文京区の介護サービス総費用のうち第１号被保険者負担分÷文京区の第１号被保険者数

■��地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
　�定員が２９人以下の小規模な介護老人福祉施設で常時介助が必
要な方に対して日常生活の支援や介護を行う（入所対象者は原
則要介護３以上）

4	総合サービス事業
対象は、要支援1・2の方、基本チェックリストで生活機能
等の低下がみられた方。

■��訪問型サービス
●�ホームヘルパーの訪問による身体介護や生活支援
●�買い物支援おたがいさまサービス
シルバー人材センターの会員による買い物支援や見守り支援

■��通所型サービス
デイサービスセンターなどへ通所しての食事、入浴等の支援、
機能訓練、レクリエーション等

第１号被保険者（65歳以上の方）
介護保険課資格保険料係　☎5803-1379

●�特別徴収（年金が年額18万円以上の方）
年金の定期支払い（年６回）の際に、介護保険料があらか
じめ差引かれます。

●�普通徴収（年金が年額18万円未満の方）
区から送付される納付書に基づき、介護保険料を毎月個別
に納めます。

　納め忘れのない口座振替が便利です。「文京区介護保険
料口座振替（自動払込）依頼書」で手続きできます。

第２号被保険者
（40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方）
●�国民健康保険加入者　➡ P73　
国民健康保険料として世帯主が納めます。

●�職場の医療保険加入者　
各医療保険者
医療保険料として給与から納めます。

保険料の納付
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　災害や生計中心者の死亡など特別な事情があるときは、申請により保険料の減額・免除を受けられる場合があります。また、
第2段階・第３段階で収入・預貯金等が基準以下で、生計が困難と認められる人は、申請により保険料が減額される個別減額制
度があります。

　介護保険のサービスを利用するためには、要介護（要支援）認定の申請が必要です。

保険料の減免

介護保険のサービスが必要になったとき

介護保険課資格保険料係	 ☎5803-1379

介護保険課認定調査係	 ☎5803-1377

第１号被保険者（65歳以上の方）
　身体的または精神的な障害のため、入浴・排せつ・食事等の日常生活上の介護や支援が必要になった方

第２号被保険者（40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方）
　加齢を原因とする下記の特定疾病によって、入浴・排せつ・食事等の日常生活上の介護や支援が必要になった方

特　定　疾　病

●��がん（医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の
見込みがない状態に至ったと判断したものに限る）

●�関節リウマチ
●�筋萎縮性側索硬化症
●�後縦靱帯骨化症
●�骨折を伴う骨粗鬆

しょう

症
●�初老期における認知症
（アルツハイマー病、レビー小体病、血管性認知症等）
●�進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
●�脊髄小脳変性症

●�脊柱管狭窄症
●�早老症（ウェルナー症候群等）
●�多系統萎縮症（シャイ・ドレーガー症候群等）
●�糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
●�脳血管疾患（脳出血、脳梗塞等）
●�閉塞性動脈硬化症
●��慢性閉塞性肺疾患（肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性
汎細気管支炎）

●�両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

申請に必要なもの
①介護保険被保険者証

②要介護・要支援認定等申請書（申請窓口にあり）

③40歳以上65歳未満の方は、医療保険の被保険者証

④�主治医の氏名（フルネーム）・医療機関名・診療科目・所在
地・電話番号のわかるもの

⑤�マイナンバー（個人番号）の確認ができるもの［マイナン
バーカード（個人番号カード）等］

⑥�本人確認書類［マイナンバーカード（個人番号カード）、運
転免許証、パスポート等］

※�代理人が手続きを行う場合は上記の①〜⑤に加えて次の
2点をお持ちください。

●��代理権の確認出来るもの［委任状、本人の介護保険被保険
者証（原本）等］

●�代理人の本人確認書類［運転免許証、パスポート等］

申請窓口
受付場所 電話番号 受付日時

介護保険課認定調査係 5803-1377 月〜金曜
8：30�〜�17：00

高齢者あんしん相談センター富坂 3942-8128
月〜金曜
9：00�〜�19：00
土・日曜、祝日、
12/29〜1/3は
9：00�〜�17：30

高齢者あんしん相談センター大塚 3941-9678

高齢者あんしん相談センター本富士 3811-8088

高齢者あんしん相談センター駒込 3827-5422

高齢者あんしん相談センター富坂分室 5805-5032

月〜土曜
9：00�〜�17：30
（日曜・祝日・12/29
　〜1/3は休み）

高齢者あんしん相談センター大塚分室 6304-1093

高齢者あんしん相談センター本富士分室 3813-7888

高齢者あんしん相談センター駒込分室 6912-1461

高齢者あんしん相談センター ➡ P66
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➡➡

➡➡ ➡

申請から介護サービスを受けるまで 要介護5

要介護4

要介護3

要介護2

要介護1

要支援2

要支援1

非該当

介
護
を
必
要
と
す
る
方

申
請
窓
口
で
申
請
を
受
付
け
ま
す

調
査
員
が

訪
問
調
査
を

行
い
ま
す

介
護
認
定
審
査
会
で
ど
れ
く
ら
い
介
護
の

手
間
が
か
か
る
か
判
断
し
ま
す

介護サービスを
利用できます

介護予防サービスを
利用できます

生活機能の低下が見られる方

自立した生活が送れると
判断できる方

総合サービス事業を
利用できます。

一般介護予防事業を
利用できます。

区
が
主
治
医

に
意
見
書
を

依
頼
し
ま
す

基本
チェックリスト

の実施

申請を
します

結　果

結果を
通知します

※�総合サービス事業のうち
短期集中予防サービスの
み利用できます

➡

要介護
状態区分

居宅サービス等の
支給限度額

支給限度額の換算後の
金額（月額）

要支援１ 5,032単位 50,320円

要支援2 10,531単位 105,310円

要介護１ 16,765単位 167,650円

要介護2 19,705単位 197,050円

要介護3 27,048単位 270,480円

要介護4 30,938単位 309,380円

要介護5 36,217単位 362,170円

居宅（介護予防）サービス計画の作成

利用できるサービスのめやす

サービスの利用

高額介護（介護予防）サービス費の支給

介護保険課給付係	 ☎5803-1388

介護保険課給付係	 ☎5803-1388

介護保険課給付係	 ☎5803-1388

介護保険課給付係	 ☎5803-1388

要介護１～５の方
　区からお渡しする文京区居宅介護支援事業所マップを参
考にして、居宅サービス計画（ケアプラン）の作成を依頼す
る事業者を選んでください。電話等で申込をすると、介護支
援専門員（ケアマネジャー）が自宅を訪問し、相談のうえ、認
定された支給限度額内で居宅サービス計画を作成します。

要支援１・２の方
　ご自分の日常生活圏域にある高齢者あんしん相談センター
（地域包括支援センター）に申込み、保健師等が介護予防サー
ビス計画を作成します。

居宅サービス計画等の作成を依頼したとき
　ケアマネジャー等を通じて「居宅（介護予防）サービス計
画作成依頼届出書」を提出してください。
　居宅サービス計画、介護予防サービス計画の作成は全額
が保険給付となり、自己負担はありません。

※支給限度額の管理は「単位」。原則として１単位を10円に
換算し、サービスを提供する事業者の所在地やサービス
種別ごとに加算が設定されています。

在宅サービスの場合

　利用者は、認定された支給限度額内であれば原則として
費用の１・2・3割を負担するだけでサービスが利用できます。
ただし、施設サービスでの居住費・食費や日常生活費等は自
己負担になります。

　利用者負担月額が、世帯合算で高額になり上限額を超え
た場合、超えた分が、後から支給されます。対象となる方には
「高額介護（介護予防）サービス費支給申請書」を送付しま
す。施設での居住費・食費・日常生活費、特定福祉用具購入・
住宅改修の利用者負担分は、この対象とはなりません。

（令和2年４月現在）

　１年間（毎年8月1日〜翌年7月31日）に医療保険・介護保険
の両保険でかかった自己負担額を世帯内で合算し、限度額を
超えた分について、申請により支給を受けることができます。
　申請方法等については、加入の医療保険に問合せください。

問合先
文京区国民健康保険の方／�国保年金課国保給付係
　　　　　　　　　　　☎5803-1193
後期高齢者医療制度の方／�国保年金課高齢者医療係
　　　　　　　　　　　☎5803-1205
その他の医療保険の方／加入している各医療保険

高額介護合算療養費の支給
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所得の低い方に対する利用者負担の軽減
介護保険課給付係	 ☎5803-1388

　介護保険の保険給付対象となる特定福祉用具購入や住宅改修は、いったん全額自己負担し、領収書等を添付して申請す
ると、後日費用のうち介護保険給付分が支給されます。

特定福祉用具購入費・住宅改修費の支給 介護保険課給付係	 ☎5803-1388

種　類 対　象 内　容

特定福祉用具購入費の
支給

要介護・要支援認定を
受けた在宅の方

専門相談員から助言を受け特定福祉用具販売事業者（都道府県の指定を受けたサービス事業者）
からシャワーチェアなどの特定福祉用具を購入した場合に給付します。
申請上限額：年間（４月〜翌年３月までの１年間）10万円（うち利用者負担分あり）

住宅改修費の支給 要介護・要支援認定を
受けた在宅の方

手すりの取付けなど、介護に必要な小規模な住宅の改修費用を給付します。改修前に介護保険
課に申請が必要です。
申請上限額：現住所につき20万円（うち利用者負担分あり）

（1）居住費・食費の負担限度額
　施設でのサービスを利用する際の居住費・食費は原則全
額自己負担ですが、利用者が住民税非課税世帯の場合で資
産要件等に該当する方は申請により負担が軽減されます。

（2）生計困難な方への利用者負担額軽減制度
　年間収入など一定の要件に該当する方は、申請により訪
問介護などの利用者負担額が10％から7.5％（老齢福祉年
金の受給者は5％）に軽減されます。
　ただし、利用しているサービスの提供事業者が東京都と
文京区に減額の申出を行っている場合に限ります。

生活に困ったとき�➡ P84

生活福祉資金

※費用負担があらかじめ利用者負担分のみで済む受領委任払い方式（給付券方式）の申請方法もあり。

　介護保険制度の詳細については「わたしたちの介護
保険」をご覧ください。

配付場所／介護保険課・高齢者あんしん相談センター
　　　　�� ※区ホームページにも掲載しています。

文の京 街景色
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健康保険と年金
国民健康保険

　わたしたちが病気やけがをしたとき経済的負担ができるだ
け軽く済むように、ふだんから各自の収入に応じてお金を出
し合い、医療費にあてていこうという助け合いの制度です。

届		出
　国民健康保険に加入するとき、やめるときは１４日以内に
手続きをしてください。
　手続きの際には、窓口に届出に来る方の本人確認書類（免
許証、パスポート、在留カード、官公署発行の写真付身分証
明書等）のほかに、世帯主および手続きの対象となる方のマ
イナンバー（個人番号）を確認できるもの〔マイナンバーカー
ド（個人番号カード）、通知カードなど〕が必要となります。

国民健康保険制度 国保年金課国保資格係	 ☎5803-1192

こんなときの手続き 本人確認書類・マイナンバー（個人番号）確認書類以外で必要なもの

加入するとき

転入したとき ―

職場の健康保険をやめたとき 職場の保険の資格喪失証明書（または離職票、退職証明書など）

家族の健康保険の被扶養を外れたとき 職場の保険の資格喪失証明書

生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書

子どもが生まれたとき 世帯員の保険証

やめるとき

転出するとき 保険証

職場の健康保険に入ったとき 職場の保険の保険証（やめる方全員）、国民健康保険の保険証（やめる方全員）

生活保護を受けるようになったとき 保護開始決定通知書、保険証

死亡したとき 保険証

その他

住所・氏名・世帯主などが変わったとき 保険証

保険証をなくしたとき
修学のため、他の区市町村で生活する
とき 在学証明書、保険証、転出先の住民票

児童福祉施設に入所されたとき 在園証明書、保険証、転出先の住民票
介護保険施設や障害者支援施設等に
入所されたとき 入所証明書、保険証、転出先の住民票

外国籍の方で、在留期間更新・変更さ
れたとき

在留カードまたは特別永住者証明書等、パスポート、保険証
※在留資格が特定活動の方は指定書も持参（活動内容の記された書類）

保険料の納付

保険料とその仕組み

高齢受給者証
国保年金課国保資格係	 ☎5803-1192 国保年金課国保収納係	 ☎5803-1194

国保年金課国保滞納整理係       ☎5803-1195

国保年金課国保資格係	 ☎5803-1192

　70〜74歳の方の医療費の自己負担割合は、3割または2割
のいずれかとなります。70歳になる誕生日の翌月（1日生まれ
の方は誕生月）から資格が生じ、高齢受給者証を交付します。

納付書
　７月から翌年３月の９回払い。納付書は７月と11月の年２回
送付します。

口座振替
　手続きは口座のある金融機関・郵便局または国保年金課
国保収納係で受付けます。口座振替の申込用紙については
国保年金課国保収納係へ問合せください。

納付相談
　事情により納付期限までに納付できない場合は、納付方
法の相談を受付けています。

　国民健康保険は、住民票の世帯を単位とし、国民健康保
険加入者全員の保険料を世帯主に負担していただきます。
　保険料は、基礎分・支援金分と介護分（40〜64歳の方に加
算）があり、それぞれ所得割額（対象者全員の算定基礎額×
所得割料率）と均等割額（均等割額×対象者数）の合算で算
出します。
　納めていただく保険料は、医療費や高額療養費等の支払
いなど国民健康保険の運営の貴重な財源となります。

　また、同一世帯以外の代理人が届出をする場合は委任状、
代理人の本人確認書類（免許証、パスポート、在留カード、官
公署発行の写真付身分証明書等）が必要です。

加入する方
　国民健康保険には、次の方を除き、すべての方が加入しな
ければなりません。
①職場の健康保険などに加入している方とその扶養家族
②後期高齢者医療制度に加入している方
③生活保護を受けている方　等
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　国民健康保険では、下表のような給付が受けられます。
　平成28年1月からは一部申請書に世帯主と給付を受ける方のマイナンバー（個人番号）の記載および本人確認書類が必要です。

※療養費等の給付申請の際は、窓口で本人確認を実施。本人確認書類（➡ P25）
※世帯主以外の口座に振込むときは、委任状が必要となります。
※詳しくは国保給付係へ問合せください。

療養の給付
　病気やケガをしたとき、医療機関等に保険証を提示すると、医療費の一部（3割または2割）の自己負担で、診療が受けられ
ます。残りの7割または8割は国民健康保険が負担します。
※70〜74歳の方は高齢受給者証も提示してください。

療養費（あとから払戻しが受けられる場合）

その他の給付

給付とその手続き 国保年金課国保給付係	 ☎5803-1193

内　容 必要なもの 申請者 給　付

やむを得ない理由で保険証を
提示できなかったとき

●�傷病名等の記載がある診療報酬明細書　●�世帯主の印鑑
●�支払った費用の領収書　●�世帯主または受診者の保険証

世帯主

審査機関で認められた保険診療分の７
割または８割を審査後に指定された世帯
主の預金口座に振込みます。

※�国保資格取得日から14日を過ぎて　
加入手続きをしたときは、保険証を交
付された日以降の診療分のみ対象。

海外で治療を受けたとき
※帰国してからの申請となります。
※�支給金額は日本国内で同様の医
療行為を受けた場合を標準とし
て算定されます。

●�診療内容の明細書　●�支払った費用の領収書
●�上記２つの日本語の翻訳文　●�世帯主の印鑑
●�世帯主または受診者の保険証
●�海外で治療を受けた方のパスポート

医師が治療上必要と認めた
コルセットなどの補装具

●�医師の意見書　●�世帯主の印鑑
●�支払った費用の領収書　●�世帯主または受診者の保険証

骨折やねんざなどで接骨院で
治療を受けたとき

●�施術内容明細書　●�世帯主の印鑑
●�支払った費用の領収書　●�世帯主または受診者の保険証

医師が治療上、マッサージ・はり・
灸を必要と認めたとき

●�医師の同意書　●�施術内容明細書
●�支払った費用の領収書　●�世帯主または受診者の保険証
●�世帯主の印鑑

内　容 必要なもの 申請者 給　付

被保険者が
出産したとき

●�世帯主の印鑑
●�世帯主または出産した方の保険証
●�出産した方のマイナンバー（個人番号）確認書類

※直接支払制度利用等により、その他必要書類が異なるので問合せください。

世帯主

出産育児一時金�420,000円

※世帯主の預金口座事項が必要。

※出産育児一時金の支給　➡ P42

被保険者が
死亡したとき

●��会葬礼状、葬儀の領収書など葬祭を行った方の氏名がわかる書類
●�死亡した方の保険証
●�葬祭を行った方の印鑑
●�死亡した方のマイナンバー（個人番号）確認書類

葬祭を
行った方

葬祭費�70,000円
※葬祭を行った方の預金口座事項が必要。
※葬祭費を支給　➡ P87

高額療養費
国保年金課国保給付係	 ☎5803-1193

限度額適用認定証
国保年金課国保給付係	 ☎5803-1193

　病気やケガで医療機関にかかり、１か月の医療費が高額に
なった場合、申請により自己負担限度額を超えた額が支給さ
れる制度です（２か月にまたがる場合は月ごとに別々に計算）。
　ただし、差額ベッド代や食事代、歯科の自由診療分など保
険適用以外の医療費等は除きます。
　該当する世帯には、診察月のおおむね３〜４か月後に高額
療養費の申請についての通知を送付します。届きましたら
申請手続きをしてください。申請の際には世帯主および療
養を受けた方のマイナンバー（個人番号）が必要となります。

　70歳未満の方が高額な診療を受けるとき、保険証と「限

高額介護合算療養費の支給 ➡ P71

第三者行為による傷病届 ➡ P88

度額適用認定証」の提示により医療機関での支払いが自己
負担限度額までとなります。国民健康保険料の滞納がない
世帯を対象に事前の申請により証を交付します。
　70歳以上で（後期高齢者医療被保険証をお持ちの方を除
く）一般世帯の方および現役並み所得者（Ⅲ）の方は保険証
と高齢受給者証の提示により入院時の医療機関での支払い
が自己負担限度額までとなります。住民税非課税世帯の方
と現役並み所得者（Ⅰ・Ⅱ）の方は「限度額適用・標準負担額減
額認定証」または「限度額適用認定証」の提示により負担額
の軽減が受けられます。証の交付を受けるには、事前の申
請が必要となります。申請の際にはマイナンバー（個人番号）
が必要になります。
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指定保養施設
国保年金課管理係	 ☎5803-1191

　国民健康保険加入者が安い料金で安心して利用できるよ
うに、保養施設等と施設利用契約を結んでいます。詳細につ
いては各施設へ問合せください。

利用方法
1.指定宿泊施設（施設一覧 No.1〜13）
　「指定保養施設利用券」（国保便利帳綴じ込みのものを利
用、または文京区ホームページからダウンロード）利用の
旨を告げて施設へ直接予約し、利用券は宿泊時に提出し
てください。

2.大江戸温泉物語（施設一覧 No.14〜15）
　「指定保養施設利用券」（国保便利帳綴じ込みのものを利
用、または文京区ホームページからダウンロード）を、利
用時に直接施設窓口に提出してください。

3.東京染井温泉Sakura（施設一覧 No.16）
　タイムズスパ・レスタ（施設一覧 No.17）
　「Sakura平日利用割引券」「タイムズスパ・レスタ特別優
待券」（国保年金課窓口および地域活動センターで配付）
を、利用時に直接施設窓口に提出してください。

4.かんぽの宿（かんぽの宿施設一覧）
　宿泊料金から1人1泊ごとに500円割引されます。（加入者
1人につき、同伴者3人、合計4人まで割引が適用されます）
宿泊時に文京区の交付した「国民健康保険被保険者証」ま
たは「後期高齢者医療被保険者証」を提示してください。

※後期高齢者医療制度の被保険者の方も利用可。
※行楽シーズン（ゴールデンウィーク・夏期・紅葉期・年末年
始等）や利用人数等により、料金が変更になる場合あり。
施設に問合せのこと。
※上記料金の人数、年齢設定等は、各施設に問合せのこと。

※後期高齢者医療制度の被保険者の方も利用可。
※以下の場合は割引対象外。
・施設の利用開始時に証明書を提示されない場合
・1泊2食未満のご利用
・6歳以下（小学生を除く）のご利用
・繁忙期または特別日でのご利用
・特別に割引対象外としているプラン
・他の割引との併用はできません。
・他社サイトからのご予約

番
号 県 地名 保養施設名

料金（円） 入湯税
（円）

予約先
（電話番号）平日 休前日

１

群馬

上牧 ホテル辰巳館 11，150 14，450 （込）
0278-
72-

3055

2 草津� 草津グリーンパークパレス 9,702 10,692 （別）150
0279-
88-

3960

3 山梨 山中湖 ホテルマウント
富士 17,500 19,600 （別）150

0555-
62-

2111

4

長野

浅間 アルペン
浅間荘 8，800 11，000 （込）

0263-
46-

2222

5 鹿教湯 つるや旅館 11,000 11,000 （別）150
0268-
44-

2121

6 軽井沢 ペンション・
ラブラドール 10，000 10，500 −

0267-
46-

3447

7 神奈川 奥湯
河原 青巒荘 14,300 19,800 （別）150

0465-
63-

3111

8

静岡

伊東 ホテル
伊東ガーデン 10，300 13，300 （別）150

0557-
36-

3841

9 下田
（蓮台寺）

クアハウス
石橋旅館 14，300 14，300 （別）150

0558-
22-

2222

10

千葉

南房総
千倉 魚拓荘鈴木屋 11，000 14，300 −

0470-
44-

2811

11 館山 館山リゾート
ホテル 9，900 12，100 （別）150

0470-
29-

2100

12

新潟

越後
湯沢 雪国の宿高半 14，300 16，500 （別）150

025-
784-
3333

13 六日町
心と体の
保養の宿龍氣
（りゅうき）

8,250 10,450 （別）120
025-
770-
2525

14 東京 お台場 大江戸
温泉物語

入場料
（宿泊不可）
●�大人1,998
●�大人ナイター1,598
●�子ども550

（込）
03-

5500-
1126

15 千葉 浦安
大江戸
温泉物語
浦安万華郷

入場料
（宿泊不可）
●�大人平日、
土日祝1,558

●�ナイター設定なし
●�子ども平日、
土日祝528
※�特定日は
　特定日料金

（込）
047-
304-
4126

16

東京

豊島区 東京染井温泉
Sakura

入館料
（平日日帰り）
●�大人1,100
●�子ども割引なし（770）

−
03-

5907-
5566

17 豊島区 タイムズスパ・
レスタ

入館料日帰り
（18歳以上）
●�大人2,550
●�子ども利用不可

−
03-

5979-
8924

県 地名 電話番号 県 地名 電話番号
岩手県 一関� 0191-29-2131 三重県 鳥羽 0599-25-4101
福島県 いわき 0246-39-2670 滋賀県 彦根 0749-22-8090

茨城県
大洗 029-267-3191 大阪府 富田林 0721-33-0700
潮来 0299-67-5611

奈良県
大和平群 0745-45-0351

栃木県
塩原 0287-32-2845 奈良 0742-33·2351

栃木喜連川温泉 028-686-2822 和歌山県 紀伊田辺 0739-24-2900
埼玉県 寄居 048-581-1165

兵庫県

有馬 078-904-0951

千葉県
鴨川 04-7092-1231 赤穂 0791-43-7501
旭 0479-63-2161 淡路島 0799-82-1073

東京都 青梅 0428-23-1171 広島県 庄原 0824-73-1800
山梨県 石和 055-262-3755 山口県 光 0833-78-1515
福井県 福井 0776-36-5793 香川県 観音寺 0875-27-6161

静岡県

熱海（本館） 0557-83-6111 高知県 伊野 088-892-1580
熱海（別館） 0557-83-6111

福岡県
北九州 093-741-1335

伊豆高原 0557-51-4400 柳川 0944-72-6295
焼津 054-627-0661 大分県 日田 0973-24-0811

愛知県 知多美浜 0569-87-1511 熊本県 阿蘇 0967-22-1122
岐阜県 恵那 0573-26-4600

文京区国民健康保険指定保養施設一覧

かんぽの宿施設一覧

（令和2年度契約内容）
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後期高齢者医療制度

医療費の払い戻しを受けられる場合

医療機関等にかかるときの自己負担の割合

保険証

限度額適用・標準負担額減額認定証
限度額適用認定証国保年金課高齢者医療係	 ☎5803-1205

国保年金課高齢者医療係	 ☎5803-1205

国保年金課高齢者医療係	 ☎5803-1205

国保年金課高齢者医療係	 ☎5803-1205

国保年金課高齢者医療係	 ☎5803-1205　75歳以上（一定の障害がある方は65歳以上）の方を対象
とする医療制度です。東京都後期高齢者医療広域連合が制
度の運営主体となり、区では、住所変更や給付申請などの窓
口業務や保険料の徴収事務を行っています。

　以下のようなときで、医療費等の全額を自己負担した場
合は、申請すると、保険者が負担する額が払い戻されます。

1��やむを得ず保険証を提示できずに診療を受けたり、保険
診療を扱っていない医療機関で診療を受けたりしたとき。
※�やむを得ない事情があったと認められた場合に限られます。

2��医師が必要と認めた、あんま・マッサージ・はり・灸などを受
けたとき。
※医師の同意を得て治療を受けた場合に認められます。
※入院中の施術は認められません。

3��骨折・脱臼などで、柔道整復師の施術を受けたとき。
※保険の適用範囲内に限ります。
※医師の同意を得て治療を受けた場合に認められます。
※入院中の施術は認められません。

4��医師が必要と認め義肢装具士が作成したコルセットなど
の治療用装具を購入したときや輸血の生血代など。
※既製品の治療用装具でも対象となる場合があります。

5��海外旅行中や海外赴任中に急な病気やけがなどによりや
むを得ず、海外の医療機関で診療等を受けたとき。
※治療目的の渡航は対象となりません。
※日本の保険の適用範囲内に限ります。

※1��75歳になられた方は、それまで加入していた医療保険
から、自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となる
ため、加入手続きは不要です。

※2��障害認定を受ける場合は、認定要件について問合せく
ださい。なお、過去にさかのぼっての認定や撤回はでき
ません。

　医療機関等の窓口での支払いは医療費等の1割または3
割です。自己負担の割合は、毎年8月1日に判定しています。

　被保険者には1人に1枚保険証が交付されます。保険証に
は、一部負担金（自己負担）の割合（1割または3割）や有効
期限などが記載されています。病院などで医療等を受ける
ときは必ず提示してください。

※�75歳になられる方には、誕生日までに保険証をお送りし
ます。誕生日以降は、それまで加入していた医療保険の
保険証は使用できなくなります。

後期高齢者医療制度

対象となる方 いつから

75歳以上の方※1 75歳の誕生日当日から

障害認定を受けた方※2
申請により一定の障害があると広
域連合から認定された65歳から
74歳までの方

区市町村に申請し、広域連合の
認定を受けた日から

自己負担の
割合 所得区分 判定基準

1割 一般
同じ世帯の被保険者全員がいずれも住
民税課税所得145万円未満の場合

3割
現役並み
所得

同じ世帯の被保険者の中に住民税課税
所得145万円以上の方がいる場合

自己負担割合が1割の方
　世帯全員が住民税非課税の場合は、申請により「限度額
適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができま
す。医療機関等の窓口に提示すると、保険適用の医療費の
自己負担限度額の区分Ⅰ・Ⅱが適用され、入院時の食事が減
額されます。

自己負担割合が3割の方
　同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税
所得がいずれも690万円未満の場合は、申請により「限度額
適用認定証」の交付を受けることができます。医療機関等
の窓口に提示すると保険適用の医療費の自己負担限度額の
現役並み所得Ⅰ・Ⅱが適用されます。
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高額療養費
国保年金課高齢者医療係	 ☎5803-1205

　月の１日から末日までの１か月ごとの自己負担額が限度額
を超えた場合は、超えた額を払い戻します。該当された場合
は、診療月からおおよそ４か月後に申請書を送付します。�
　お手元に届きましたら、ご提出ください。なお、一度申請
すると、次回以降は申請をしなくても口座に振り込まれます。

葬祭費を支給 ➡ P87

高額介護合算療養費の支給 ➡ P71

保険料
国保年金課高齢者保険料係	 ☎5803-1198

　被保険者の皆さんが病気や怪我をしたときの医療費などの支
払いにあてるため、医療費総額の一定割合を保険料として納め
ていただきます。保険料は後期高齢者医療制度を支える大切な
財源です。保険料率は2年ごとに見直され、東京都内均一です。

後期高齢者医療健康診査 ➡ P51

保険料額
（年額）
限度額あり

保険料額（年額）

保険料の決め方
　保険料は一人ひとりにかかります。保険料額は、被保険者
が均等に負担する「均等割額」と被保険者の前年の所得に
応じて負担する「所得割額」の合計額となります。
　年度の途中で75歳になられた方は、その月から月割で保
険料を計算します。

保険料の納め方
　納付方法は、「特別徴収」と「普通徴収」の2通りがあります。
●�特別徴収
　公的年金（介護保険料が引かれている年金）から後期高
齢者医療保険料が引き落とされます。
ただし、以下の場合、特別徴収できません。
■��公的年金の受給額が年額18万円未満の方
■���介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が、
公的年金の1回当たりの年金受給額の1/2を超える方

■��年度の途中で他の区市町村から転入した方（一定期間のみ）
■��年度の途中で75歳になられた方など（一定期間のみ）

●�普通徴収
　特別徴収の対象とならない方は納付書や口座振替によ
り納めます。

保険料の軽減	（軽減には所得の申告が必要となる場合があります。）
均等割額の軽減／同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保
険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに
均等割額を軽減しています。
所得割額の軽減／被保険者本人の「賦課のもととなる所得
金額」をもとに所得割額を軽減しています。
被扶養者だった方の軽減／後期高齢者医療制度の対象と
なった日の前日まで会社の健康保険など（国保・国保組合は
除く）の被扶養者だった方は、加入から2年間は均等割額が
軽減となります。所得割額はかかりません。

所得割額
賦課のもととなる
所得金額×所得割率

均等割額
被保険者１人当たり
均等に負担する額

＋＝

第三者行為による傷病（被害）届 ➡ P88

保養施設
国保年金課高齢者医療係	 ☎5803-1205

　後期高齢者医療制度の被保険者の方は、国民健康保険加
入者と同様に保養施設を利用できます。利用する方は、直接
施設に電話予約のうえ、「文京区後期高齢者医療制度指定
保養施設利用券」（国保年金課窓口配布または区ホームペー
ジからダウンロード）を宿泊時に提出してください（予約時に、
文京区後期高齢者医療制度の指定保養施設として利用する
旨を必ず伝えてください）。
指定保養施設一覧 ➡ P75

国民年金

　皆さんで保険料を出し合って、高齢の方、障害のある方、夫に先立たれた方に、安定した生活を保障していく相互扶助の制度
です。日本国内に住むすべての方が20歳から60歳になるまで加入します（日本在住の外国人の方も強制加入）。

加入する方／次の３種類に分かれます。

希望で加入できる方

国民年金制度 国保年金課国民年金係	 ☎5803-1196〜7

加入者の種類 対　象 年　齢

第１号被保険者 自営業・学生・農林漁業・無職の方など
（第２号・第３号被保険者以外の方） 20歳以上60歳未満

第２号被保険者 厚生年金加入者 就職時〜65歳未満

第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者 20歳以上60歳未満

任意加入被保険者

海外に住んでいる日本人 20歳以上65歳未満

60歳までに保険料の未納期間のある方 60歳以上65歳未満

昭和40年４月１日以前生まれの方で、受給資格を有していない方 65歳以上70歳未満
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国民年金の種類と年金額（令和2年度） 国保年金課国民年金係	 ☎5803-1196〜7
種　類 給付要件 年金額

老齢基礎年金
●�本人の納付済期間と免除期間などを合わせて10年以上あること。
●�65歳から受給

納付済期間40年の場合　781,700円
※�保険料未納期間がある場合はその分減額
※付加保険料納付済期間がある場合
　�上記金額に200円×付加保険料納付月数
の金額を加算

障害基礎年金

●�障害の程度
　国民年金法施行令障害等級表1・２級該当の方
●�本人の納付済期間
加入期間の3分の2以上（免除期間を含む）または令和8年３月31日までに初診日のある
方は、直近１年間に保険料の滞納がないこと。20歳前の障害の場合は納付要件なし。

１級　977,125円
２級　781,700円

遺族基礎年金

●��国民年金の被保険者（保険料納付済期間と免除期間を合算して25年以上となる人）が
死亡したとき、子のある配偶者または子（18歳以下）が受給

●�死亡者の納付済期間
加入期間の3分の2以上（免除期間を含む）または令和8年３月31日までに死亡したとき
は、直近１年間に保険料の滞納がないこと。　

配偶者と子１人の場合　1,006,600円
（基本781,700円　加算224,900円）

寡婦年金
●��老齢基礎年金の資格期間を満たした夫が亡くなったとき、婚姻関係が10年以上ある
妻が60歳から65歳になるまでの間受給 夫の老齢基礎年金相当額の４分の3

死亡一時金
●��本人が老齢基礎年金または障害基礎年金を受給せずに死亡し、遺族が遺族基礎年金を
受給できない場合に受給

●�本人の納付済期間が３年以上あること

保険料納付期間によって
120,000�〜�320,000円

老齢福祉年金 明治44年４月１日以前の出生者が受給。本人・配偶者および扶養義務者の所得が制限額を
超える場合は、一部または全部停止 全額支給�400,500円

特別障害
給付金

●�障害の程度：国民年金法施行令障害等級表1・２級該当の方
●�障害基礎年金等を受給していないこと
●��国民年金任意加入対象であった学生、被用者等の配偶者で、任意加入していなかった
期間内に初診日があること

月額　１級52,450円
　　　２級41,960円

手続き 老齢基礎年金

老齢基礎年金の繰上げ、繰下げ請求

国保年金課国民年金係	 ☎5803-1196〜7 国保年金課国民年金係	 ☎5803-1196〜7

国保年金課国民年金係	 ☎5803-1196〜7

　加入および変更の届出は、国保年金課で手続きをしてく
ださい。

　65歳になったら請求手続きをしてください。

　希望により、60歳以上65歳未満の間の請求（繰上げ請求）
や66歳を過ぎてからの請求（繰下げ請求）をすることがで
きます。請求した場合には、年齢に応じてそれぞれ一定の
割合（政令で定める）で減額または増額されます。この割合
は一生変わりません。

事　由 必要なもの

会社などをやめたとき
●�年金手帳（基礎年金番号通知書）
●�勤務先・退職年月日のわかるもの

配偶者の扶養で
なくなったとき

●�年金手帳（基礎年金番号通知書）
●�扶養でなくなった日のわかるもの

保険料の免除を
受けたいとき 年金手帳・印鑑、離職票など

保険料の学生納付特例を
受けたいとき 年金手帳・印鑑・学生証、離職票など

年金を受けようとするとき 国民年金係へ問合せください。

老齢基礎（老齢）年金受給者の
機関が変わったとき

年金事務所へ直接「国民年金受給権者
受取機関変更届」を郵送してください。

支払通知書を無くしたとき 年金事務所へ直接「支払通知書亡失
届」を郵送してください。
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その他の年金など

厚生年金など

国民年金基金

生活福祉課	 ☎5803-1215

文京年金事務所	 ☎3945-1141

東京都国民年金基金事務所	 ☎5285-8800

恩給
　旧軍人、軍属として一定の年数以上在職して退職した場
合に支給されます。資格を有する方が死亡したときは、遺族
に支給されます。

特別給付金等
　恩給等の受給資格を有する戦没者の妻などの遺族に対し、
特別給付金または特別弔慰金等が支給されることがあります。

厚生年金保険
　全業種の法人事業所、または、従業員が常時5人以上いる
個人の事業所（農林漁業、サービス業などの場合を除く）は、
厚生年金保険・健康保険の強制適用事業所となります。

　自営業などの方が、ゆとりある老後を過ごすことができる
ように、老齢基礎年金に加えて、２階建ての給付を行う公的
年金制度です。

※�国民年金の保険料が免除されている方、第2号・3号被保
険者、農業者年金加入者は、加入不可。

文の京 街景色
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相 	 談

申告と納期

税務相談 ➡ P36
納税、申告手続きなど税務全般

区　税

都　税

国　税
税務課	 ☎5803-1152

　特別区民税・都民税（個人分）・軽自動車税（種別割）・特別
区たばこ税・入湯税

■��文京都税事務所� ☎3812-3241
固定資産税・都市計画税・不動産取得税など

■��千代田都税事務所� ☎3252-7141
都民税（法人分）・事業税（法人分・個人分）

■��東京都自動車税コールセンター�☎3525-4066
自動車税

所得税・法人税・消費税・印紙税・相続税・贈与税
管轄区域 ➡ P83

■��小石川税務署�☎3811-1141（自動音声により案内）
■��本郷税務署� ☎3811-3171（自動音声により案内）
■��国税庁ホームページ　https://www.nta.go.jp/
■��イータックス（国税電子申告・納税システム）　

https://www.e-tax.nta.go.jp/
■��タックスアンサー（よくある税の質問）

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/
index2.htm

■��東京都主税局ホームページ　
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/

■��eLTAX（地方税ポータルシステム）
https://www.eltax.lta.go.jp/

月　別 区　税 都　税 国　税

４月

5月 軽自動車税（種別割） 自動車税（種別割）

6月 特別区民税・都民税　第１期 固定資産税・都市計画税　第１期

7月 所得税（予定納税）第１期

8月 特別区民税・都民税　第２期 個人の事業税　第１期

9月 固定資産税・都市計画税　第２期

10月 特別区民税・都民税　第３期

11月 個人の事業税　第２期 所得税（予定納税）第２期

12月 固定資産税・都市計画税　第３期

1月 特別区民税・都民税　第４期
給与支払報告書の提出【31日まで】

都民税株式等譲渡所得割【10日まで】
償却資産の申告、住宅用地の申告【31日まで】

2月
特別区民税・都民税の申告
【3月15日まで】

固定資産税・都市計画税　第４期 贈与税の申告�【２月１日〜３月15日】
所得税の申告�【２月16日〜３月15日】
個人事業者の消費税の申告
　　　　　　�【1月4日〜３月31日】

3月 個人の事業税の申告【15日まで】
事業所税（個人の事業）【15日まで】

毎月
特別区民税・都民税特別徴収分
【翌月10日まで】
特別区たばこ税、入湯税

都たばこ税、ゴルフ場利用税、軽油引取税、
宿泊税（翌月末まで）、都民税利子割、
都民税配当割【10日まで】

所得税（源泉徴収分）

臨時
（一定の期日）

法人の事業税、法人の都民税、不動産取得税、
自動車税環境性能割、事業所税（法人の事業）
など

法人税、相続税、法人の消費税など

区税・都税・国税

※申告や納付期限が、日曜などの行政機関の休日にあたるときは、休日の翌日が期限。
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区 	 税
特別区民税・都民税 特別区たばこ税

入湯税

区税を納めるとき

軽自動車税（種別割）

税務課課税係	 ☎5803-1154〜5 税務課収納管理係	 ☎5803-1153

税務課収納管理係	 ☎5803-1153

税務課収納管理係	 ☎5803-1153
税務課納税係	 ☎5803-1156

税務課税務係	 ☎5803-1152

納める方／�1月１日現在、①区内に住所がある方�②区内に事
務所・事業所・家屋敷があり、区内に住所のない方

課税されない方／①前年の所得が一定額以下の方
②�生活保護法による生活扶助を受けてい
る方
③障害者・未成年者・寡婦または寡夫で、
　前年の所得が一定限度額以下の方

税額／�特別区民税と都民税と合わせて課税されます。区内
に住所がある方は均等割額と所得割額の合計、住所
がない方は均等割額のみ。

申告／毎年３月15日までに税務課に申告してください。確
定申告をした方や給与所得・公的年金等に係る所得
のみの方は必要ありません。

納期／普通徴収（個人納付）は、６月（１期）、８月（２期）、10月
（３期）、１月（４期）の４回です。給与所得者は、特別徴
収として６月分から翌年５月分までの給与から差引き
納入されます。年金所得者（65歳以上）は、年金特別
徴収として４月分から翌年２月まで（偶数月）の年金か
ら差引き納入されます。

　たばこの消費等に対して課税されるもので、たばこの定
価の中に税金分が含まれています。

　鉱泉浴場における入湯客に対して課税されるもので、浴
場の経営者が徴収し納税します。

　納税通知書（兼領収書）を送付しますので、都内に本・支
店が所在する銀行・信用金庫・信用組合・郵便局で納めてくだ
さい。
　特別区民税・都民税および軽自動車税（種別割）は、コン
ビニエンスストアやスマートフォン（LINE�Pay）でも納付す
ることができます（納付書1枚につき30万円以下）。
　またＡＴＭ（現金自動預払機）やインターネットバンキング
等でも納付できます。

口座振替／�納め忘れなどがなく便利です。ご希望の方は税
務課にご連絡ください。

猶予相談／�特別区民税・都民税を一時納付することができ
ないときや、一時に納付することにより事業の継
続または生活の維持を困難にするおそれがある
ときなどの、一定の要件に該当するときは、申請
により、1年以内の期間に限り、納税の猶予や換
価の猶予が認められる場合があります。

納める方／�毎年４月１日現在の軽自動車等の所有者に課税
されます。

税額／種類により2,000円〜12,900円

納期／５月

登録と廃車の窓口
①原動機付自転車（125cc以下）・小型特殊自動車
　＝区役所税務課

②軽二輪（125cc超250cc以下）・二輪小型自動車（250cc超）
　＝練馬自動車検査登録事務所　�☎050-5540-2032
③軽自動車（三・四輪）
　＝軽自動車検査協会
東京主管事務所練馬支所� ☎050-3816-3101

▼ 

区　

税証明書の発行場所
税務課税務係	 ☎5803-1152

　特別区民税・都民税の納税証明書、課税証明書および軽自
動車税（種別割）の納税証明書は、税務課、戸籍住民課、区
民サービスコーナーで発行します。

窓口受付時間／�月〜金曜�午前8時30分〜午後5時

区民サービスコーナー ➡ P34

※�一部の証明書は、戸籍住民課、区民サービスコーナーでは
発行不可なものあり。
※�マイナンバーカードを利用して、コンビニエンスストアの
マルチコピー機で特別区民税・都民税の納税・課税証明書
が取得できます。（軽自動車税（種別割）の納税証明書は
除く）
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区税関係の証明 税務課税務係	 ☎5803-1152

　お近くの金融機関・郵便局、指定のコンビニエンスストア、都税事務所の窓口で納められます。金融機関・郵便局のペイジー
対応のＡＴＭ、インターネットバンキングやモバイルバンキング、パソコン・スマートフォンからクレジットカードでも納付できます。

口座振替
　固定資産税・都市計画税、個人事業税の納税には、安心・便利な口座振替をご利用ください。主税局ＨＰからＷｅｂ口座振替
申込受付サービスもご利用できます。詳しくは専用サイトをご確認ください。お申込方法等は主税局徴収部納税推進課（☎
3252-0955）までお問合せください。

証明書 説　明 手数料など

特別区民税・都民税納税証明書
特別区民税・都民税課税証明書

前年中の所得、特別区民税・都民税の
税額、納税額などを証明するもの

１通300円
申請の際は、本人確認書類をご持参ください。代理人が申請するときは、
依頼者自筆・押印の委任状と代理人自身の本人確認書類が必要です（家
族の場合も必要）。
※申告していない方は証明書の発行ができません。
※令和2年5月1日から、コンビニエンスストアでの発行のみ1通200円

軽自動車税
（種別割）
納税証明書

継続検査用
（車検用） 継続検査（車検）に必要な納税証明書

無料
申請の際は、本人確認書類をご持参ください。代理人が申請するときは、
依頼者自筆・押印の委任状と代理人自身の本人確認書類が必要です（自
動車整備業者が代理の場合は、委任状に代えて車検証の写しでも可）。

その他 車両の譲渡や廃車等をするときに必要
な証明書

１通300円
申請の際は、本人確認書類をご持参ください。代理人が申請するときは、
依頼者自筆・押印の委任状と代理人自身の本人確認書類が必要です（家
族の場合も必要）。

名　称 内　容

個人事業税 区内に事務所や事業所などを設けて法律で決められた事業を行っている個人に、前年中の所得をもとに課税

不動産取得税 不動産（土地・家屋）を取得したときに課税

固定資産税 １月１日現在、固定資産（土地・家屋・償却資産）の所有者として課税台帳に登録されている方に課税

都市計画税 １月１日現在、固定資産（土地・家屋）の所有者として課税台帳に登録されている方に課税

自動車税種別割 普通自動車と小型自動車（二輪以外）の所有者に課税

都税を納めるとき

都 	 税 　文京都税事務所��☎3812-3241

本人確認書類一覧表 ➡ P25



83

税　

金

83

▼ 

都　

税
／
国　

税

※申請者が法人の場合は、申請書に代表者印が必要。ただし、委任状は、個人・法人ともに印が必要。

証明書 説　明 手数料など

納税証明書
課税証明書 都税各税目の納税証明・課税証明

１税目
400円

申請できる方は、納税者本人、本人の代理人、法令等に基づき正当な理由を有
する方です。申請の際は、下記のとおり、本人であることが確認できるものをご
持参ください。

Ａ＝官公署が発行した書類（顔写真付き）…運転免許証・旅券（パスポート）など
Ｂ＝官公署が発行した書類（顔写真なし）…健康保険証・国民年金手帳など
Ｃ＝その他の本人名義の書類…納税通知書・クレジットカードなど

※�Ａなら１種類、それ以外の書類Ｂ・ＣであればＢから２種類、ＢとＣからそれぞれ
１種類を提示。
※�代理人が申請するときは、委任状と代理人自身の本人確認書類をご持参くだ
さい。

固定資産関係
（公課）証明書

固定資産税・都市計画税の価格およ
び税額等を証明するもの

１件400円

固定資産評価
証明書

固定資産課税台帳に登録されてい
る事項を証明するもの

固定資産物件
証明書

登記されている土地・家屋について、
固定資産課税台帳に登録されてい
る事項のうち、本人の秘密に属する
部分（価格、課税標準額等）を除い
た事項を証明するもの

１件400円 どなたでも申請できます。

自動車税
（種別割）
納税証明書

（継続検査用）

自動車の継続検査（車検）を受けよ
うとする場合 無料 納税通知書についている証明書が利用できます。ただし、未納がある場合は発

行できません。

名　称 内　容 証　明

所得税および
復興特別所得税 １月から12月までの１年間に所得のあった方に、その所得の金額に応じてかかる税

税務署で発行する納税証明書
は６種類あります。
提出先等にご確認ください。

法人税 法人の各事業年度の所得の金額に応じてかかる税

消費税 商品やサービスの売上等または輸入品にかかる税

印紙税 領収証や契約書等の作成時にかかる税

相続税・贈与税 財産の相続や贈与があったときにかかる税

都税関係の証明

国 	 税 　小石川税務署��☎3811-1141／本郷税務署��☎3811-3171

管轄区域　小石川税務署　後楽、春日、小石川、白山、千石、水道、小日向、大塚、関口、目白台、音羽
　　　　　本郷税務署　　本郷、湯島、西片、向丘、弥生、根津、千駄木、本駒込

文の京 街景色
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生活保護

民生委員・児童委員

生活困窮者等自立支援事業

生活福祉資金

生活福祉課（福祉事務所） ☎5803-1216

福祉政策課 ☎5803-1202

生活福祉課（ひきこもり支援センター） ☎5803-1917

社会福祉協議会総務係 ☎3812-3040

生活に困ったとき

　高齢や病気、失業などいろいろな事情で生活に困り、努力
してもほかに方法がないときは、困窮の程度に応じて生活
保護が受けられます。
　生活保護を受けるには、いろいろな要件がありますので、
詳しくはご相談ください。
相談 ➡ P36

　厚生労働大臣の委嘱を受けて区民などの相談、支援を行
うボランティアとして、地域に根ざした福祉活動をしています。
　担当区域内で生活上のさまざまな問題を抱えている方の
相談に応じ、行政や関係機関との橋渡しを行っています。
　秘密は守られますので、お気軽にご相談ください。

自立相談支援／ 支援員が相談を受けて、具体的な支援プラ
ンを作成し、自立に向けた支援を行います。

住居確保給付金／ 離職等によって住居を失うおそれのある方
等に一定期間家賃相当額（上限あり）を支
給し、就労活動の支援をします。

就労準備支援／ 直ちに一般就労への移行が困難な方に対し
て、計画的かつ一貫して基礎能力形成の支
援を行います。

家計改善支援／ 公的給付の利用支援や過払い債務の返還
請求に係る支援等を行います。

一時生活支援／ 不安定な住居状態にある方に、一定期間、
宿泊場所や衣食の提供を行い、自立に向け
ての支援を行います。

学習支援／ 小・中学生および高校生世代を対象に、基礎的か
つ継続的な学習の支援を行います。

ひきこもり等自立支援／ 義務教育終了後の全年齢の方を対
象に、ひきこもり支援に関する相談
窓口を設け、ひきこもり支援の情
報発信や支援機関の連携による支
援の構築を行います。

　低所得世帯や障害者世帯、高齢者世帯に無利子または低
利で福祉資金・教育支援資金等の他、緊急小口資金貸付を
行っています。
　また、失業等により生計の維持が困難となった世帯に対し、
世帯の自立を支援することを目的として、生活再建までの

生活福祉資金
資金使途 貸付上限額

福
祉
資
金

技能習得に必要な経費 6か月程度 1,110,000円
1年程度 2,000,000円

生業を営むために必要な経費
2,800,000円（低所得世帯）
4,600,000円（障害者世帯）

 ※別途条件あり。

出産・葬祭に必要な経費

 500,000円住居の移転等に必要な経費

就職の支度に必要な経費
その他日常生活上一時的に必要
な経費（貸付対象理由に該当する
場合のみ）
住宅の増改築、補修等に
必要な経費  2,500,000円

福祉用具等の購入に必要な経費  1,700,000円
障害者用自動車の購入に
必要な経費  2,500,000円

負傷または疾病の療養に
必要な経費

 1,700,000円
介護サービス、障害者サービス等
を受けるのに必要な経費
中国残留邦人等にかかる国民年金
保険料の追納に必要な経費  5,136,000円

災害を受けたことにより臨時に
必要となる経費  1,500,000円

緊急
小口資金

一時的に必要な小口
資金（貸付対象理由
に該当する場合のみ）

 100,000円

教
育
支
援
費

教育支援費
学校の授業料などに必
要な費用（特に必要な
場合1.5倍まで貸付）

高校 月額 35,000円
高専・短大 月額 60,000円
大学 月額 65,000円

就学支度費 入学金の費用  500,000円

総
合
支
援
資
金

生活支援費

生活再建に向 け て
就職活動を行う間の
生活費

（原則6か月以内）

複数世帯 月額 200,000円
（以内の必要額）

単身世帯 月額 150,000円
（以内の必要額）

住宅入居費
敷金･礼金等住宅の
賃貸契約を結ぶため
に必要な費用

 400,000円（見積額通り）

一時生活
再建費

生活再建のために一
時的に必要な費用  600,000円

生
活
資
金

不
動
産
担
保
型

不動産
担保型
生活資金

現在居住中の自己所
有の不動産に住み続
けるための生活資金

（高齢者世帯のみ）

 土地の評価額の70％限度
 月額 300,000円以内

取組みへの支援と生活費等の貸付を行う総合支援資金があ
ります。
　さらに、高齢者世帯を対象とした不動産担保型生活資金
の貸付を行っています。
　利用に際しては、所得が一定水準以下であるなどの要件
がありますので、ご相談ください。
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母子家庭および父子家庭自立支援教育訓練給付金
生活福祉課相談係 ☎5803-1216

　母子家庭の母・父子家庭の父に対し、雇用の安定および就
職の促進を図るための活動を支援するため、講座受講にか
かった費用の一部を負担する教育訓練給付金を支給します。
資格取得のための講座を申し込み・受講する前に、面談が必
要となります。

ひとり親家庭子育て訪問支援券事業
子育て支援課子育て支援推進担当 ☎5803-1256

　小学６年生以下の子どもがいるひとり親家庭の保護者を
対象に「子育て訪問支援券」を交付し、区が指定した事業者
のベビーシッターサービスを所得に応じた負担で利用でき
ます。利用には事前の登録が必要です。

　都から区が移管を受けた住宅で、低所得者世帯向けに提
供する住宅です。供給数は３団地80戸です。

申込資格
①区内に１年以上引続き居住している方
②同居する親族等がいる方
③世帯の所得が基準内である方
④現に住宅に困窮している方
⑤暴力団員でないこと　ほか

募集方法
　募集は空家が発生した場合に行い、区報などでお知らせ
します。

募集時期
● ５月上旬… 家族向・単身者向等（抽せん方式）
● ８月上旬…家族向（ポイント方式）、単身者向・シルバーピア
     （抽せん方式）
● 11月上旬… 家族向・単身者向等（抽せん方式）
● ２月上旬…家族向（ポイント方式）、単身者向・シルバーピア
     （抽せん方式）
※その他、毎月募集と随時募集を実施。

募集方法
　広報東京都、区報などでお知らせします。

募集案内の配付場所／福祉住宅サービス、シビックセンター
１階受付、地域活動センター、勤労福祉会館

問合先
東京都住宅供給公社都営住宅募集センター ☎3498-8894
テレホンサービス ☎6418-5571

区営住宅 都営住宅
福祉住宅サービス ☎5803-1238 福祉住宅サービス ☎5803-1238

ひとり親家庭・女性への支援

ひとり親家庭等医療費助成
子育て支援課児童給付係 ☎5803-1701

　保険診療の自己負担分について医療費を助成します（一部
自己負担分の場合あり）。所得制限があります。
　対象は満18歳到達後最初の3月31日までの児童（中度以
上の障害を持つ場合は20歳まで）を監護するひとり親家庭
および父または母に重度の障害がある両親家庭。
文京区子育て支援事業コールセンター  ☎5803-1288

すみかえサポート事業
福祉住宅サービス ☎5803-1238

　連帯保証人が確保できないことから、民間賃貸住宅への
入居が困難になっている区内に引続き1年以上居住のひとり
親世帯について、区と協定した民間保証会社が、入居者との
保証委託契約に基づき、賃貸人に対して滞納家賃などの債
務を保証します。
　また、初回保証料の一部を助成します（世帯の所得が基準
内であることなどが必要）。

対象世帯
ひとり親世帯
　父または母と児童で構成する世帯または養育する方（祖父、
祖母、兄または姉）と児童で構成する世帯

母子家庭および父子家庭高等職業訓練促進給付金
生活福祉課相談係 ☎5803-1216

　母子家庭の母・父子家庭の父に対し、就業にむけた修業訓
練中における生活の負担を軽減するため高等職業訓練促進
給付金を支給します。資格取得のための学校へ入学する前
に、面談が必要となります。

　区内に引続き１年以上居住のひとり親世帯が、住環境改善
のため、または取壊し等による立退き要求のため、区内の民
間賃貸住宅に住み替えをする場合に、住み替え後の家賃お
よび引越に要した費用の一部を助成します（世帯の所得が
基準内であることなどが必要）。

対象世帯
ひとり親世帯
　父または母と児童で構成する世帯または養育する方（祖父、
祖母、兄または姉）と児童で構成する世帯

ひとり親世帯移転費用等助成事業
福祉住宅サービス ☎5803-1238
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消費生活センター
シビックセンター地下２階 ☎5803-1105

消 費 生 活

　消費生活の安全および向上を図るために、消費生活の情
報収集・提供、消費者教育のための研修等の開催、消費生活
相談を行っています。また、消費者団体の活動支援・協働事
業を行っています。

開館時間／ 午前９時～午後５時（消費者相談受付/午前９時
30分～午後４時）

休館日／土・日曜、祝日、12/29～１/３

消費者相談 ➡ P36

葬  祭
区民葬儀 福祉政策課 ☎5803-1202

　葬儀費用の負担軽減のため、区民葬儀取扱業者が行っている葬儀を下記の料金で利用できます。
　葬儀には、別途に諸費用が必要になる場合があります。

利用方法／戸籍住民課で区民葬儀利用券を受取り、区民葬儀取扱指定店の看板がある葬儀店へ申出てください。取扱指定
店は、福祉政策課へ問合せください。

区民葬儀を利用した方への費用助成
対象／区民葬儀券の「火葬券」「祭壇券」を利用し、葬儀を行った喪主で、以下のいずれかに当てはまる場合
　　　①喪主が葬儀の日において区内に住所を有している場合
　　　②死亡者が死亡の日において区内に住所を有している場合

助成内容／葬儀1件あたり1万円

※祭壇料金、霊柩車運送料金、収骨容器料金には、別途消費税あり。
※満６歳以下の祭壇料金はＡ1・Ａ2・Ｂ・Ｃ券ともに1,000円プラス消費税分の割引。
※祭壇を利用せず寝棺のみの場合は、桐張棺60,000円（税抜）、プリント棺40,000円（税抜）。別途人件費が必要。

区　分 料　金

祭壇料金
（御寝棺含む・税抜）

Ａ1券（金らん5段飾・桐張棺） 283,800円

Ａ2券（金らん４段飾・桐張棺） 236,000円

Ｂ券（白布３段飾・プリント棺） 124,000円

Ｃ券（白布２段飾・プリント棺） 91,000円

霊柩車運送料金
（税抜）

距　離 10㎞まで 20㎞まで 30㎞まで

宮型指定車 30,250円 35,750円 41,250円

普通霊柩車 14,160円 17,760円 21,360円

火葬料金
（民営火葬場・非課税）

大　人 53,100円

小　人 29,000円

収骨容器料金
（一式・税抜）

大人用 ２号 ＝ 10,900円　3号 ＝ 9,800円

小人用 ６号 ＝ 2,300円

女性の相談・支援
生活福祉課相談係 ☎5803-1216

　夫や恋人などからの暴力、職場などでのハラスメント、妊娠・
出産などに伴う問題、離婚に伴う不利益等の女性の人権侵
害にかかるさまざまな相談を受けています。なお、個人の秘
密は守られますので、安心してご相談ください。

母子および父子福祉資金
生活福祉課相談係 ☎5803-1216

　都内に６か月以上居住している母子・父子家庭の方で、２０
歳未満のお子さんを扶養している方への貸付金です。貸付
が自立につながると判断され、返済の計画を立てることがで
きる方が対象となります。
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葬祭費を支給
国保年金課国保給付係 ☎5803-1193
国保年金課高齢者医療係 ☎5803-1205

　国民健康保険、後期高齢者医療制度の加入者が死亡した
とき、その葬祭を行った方に葬祭費７万円を支給します。
　なお、亡くなった方が、国民健康保険・後期高齢者医療制
度に加入する前の健康保険に本人として1年以上加入し、資
格喪失後3か月以内に亡くなった場合は、前の健康保険から
支給を受けることができます。申請期間は葬祭を行った日
の翌日から２年間です。

　国民健康保険の加入者は国保給付係へ
　後期高齢者医療制度の加入者は高齢者医療係へ

※ 国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者以外の方が
死亡したときは、加入している健康保険に問合せください。

都立霊園

都立葬儀所

戦没者霊苑

都立納骨堂

　青山・雑司ヶ谷・谷中・染井・多磨・小平・八柱・八王子の８か
所にあります。
　募集については問合せください。

■  東京都公園協会公園事業部霊園課　☎3232-3151

■  青山葬儀所（葬儀のみ）
　☎3401-3653　港区南青山2-33-20
■  瑞江葬儀所（火葬のみ）
　☎3670-0131　江戸川区春江町3-26-1

■  東京都戦没者霊苑
　☎3811-5386　文京区春日1-14-4

■  多磨霊園管理事務所
　☎042-365-2079　府中市多磨町4-628
■  八柱霊園管理事務所
　☎047-387-2181　松戸市田中新田48-2
■  雑司ヶ谷霊園管理事務所
　☎3971-6868　豊島区南池袋4-25-1
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交通事故相談 ➡ P36

第三者行為による傷病（被害）届
国保年金課国保給付係 ☎5803-1193
国保年金課高齢者医療係 ☎5803-1205

　交通事故など他人（第三者）の行為でケガをしたときに国民
健康保険、後期高齢者医療制度の保険証で治療を受ける方は、
必ず「第三者行為による傷病（被害）届」を提出してください。

　国民健康保険の加入者は国保給付係へ
　後期高齢者医療制度の加入者は高齢者医療係へ

※ 国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者以外の方は、
加入している健康保険に問合せください。

交通遺児等への育成資金貸付

自動車事故被害者への生活資金貸付

重度後遺障害者への介護料支給

療護センターの設置

自動車事故対策機構東京主管支所 ☎3621-9941

自動車事故対策機構東京主管支所 ☎3621-9941

自動車事故対策機構東京主管支所 ☎3621-9941

自動車事故対策機構千葉療護センター ☎043-277-0061

　自動車事故が原因で死亡または重度の後遺障害が残った
方の子ども（0歳から中学校を卒業するまで）を対象に無利
子で育成資金をお貸しします。

　損害賠償の債務名義を得ていながら弁済を受けることが
できない方、自賠責保険等の後遺障害保険金の請求ができ
る方、ひき逃げ・無保険者による事故で政府の保障金の請求
ができる方のうち、生活が困窮していると認められる方に生
活資金をお貸しします。

　自動車事故が原因で、脳・脊髄または胸腹部臓器を損傷し、
重度の後遺障害を持つため、移動、食事および排せつなど日
常生活動作について、常時または随時の介護が必要な状態
の方に介護料を支給します。

　自動車事故による脳損傷によって、遷延性意識障害となっ
た方に、社会復帰の可能性を追求しながら、適切な治療と看
護を行う専門の病院を設置しています。

区民交通傷害保険
区民課区民交通傷害保険 ☎5803-1384

　交通事故にあったとき、保険金を受取れる制度です。自転
車賠償責任プランは、自転車の使用により損害賠償責任を
負った場合、その費用を受取れる制度です。区内に住所のあ
る方ならどなたでも加入できます。区内の金融機関・ゆうちょ
銀行・郵便局、区民課区民交通傷害保険窓口で加入できます。

加入申込期間／ 2月上旬～3月下旬（年1回）
申込期間が近づいたら区報等でお知らせ
します。申込期間を過ぎてからの加入はで
きません。

コース 一時払保険料（年額） 最高保険金額

基本

1,000円 150万円

1,700円 350万円

2,900円 600万円

基本
＋

自転車
賠償
責任

プラン

1,400円
（基本1,000円コース＋400円）

150万円（交通傷害）
＋

１億円（自転車賠償）

2,100円
（基本1,700円コース＋400円）

350万円（交通傷害）
＋

１億円（自転車賠償）

3,300円
（基本2,900円コース＋400円）

600万円（交通傷害）
＋

1億円（自転車賠償）

保険料と補償内容
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自転車対策　土木部管理課交通安全係　☎5803-1244

放置自転車対策
　自転車整理員を毎日駅前に配置し、整理を行い、また、定
期的に放置自転車の撤去も行っています。

撤去自転車の返還方法
返還日時／毎日午前11時～午後8時（12/29～１/３を除く）

返還場所／春日自転車保管所（春日1-16 春日通り地下）
　　　　　＝撤去駅：後楽園・春日・白山・本郷三丁目・水道橋・飯田橋

　　　　　第一保管所（音羽1-23 先）＝撤去駅：上記以外

　区は、良好な生活環境および駅周辺の道路秩序の確保を図るため、自転車に対する対策を行っています。区内18駅周辺に
ある放置自転車に対し、整理、撤去を行い、また、自転車利用者の利便を考え、自転車駐車場の設置も行っています。

持参するもの／ 引取手数料（自転車4,000円、ミニバイク
6,000円）、自転車の鍵、引取りに来る方の
本人確認ができるもの（健康保険証・運転
免許証等）

保管期間／撤去日から40日間

春日通り 春日

ラクーア

東京ドーム

白
山
通
り

目
白
通
り

大
塚
警
察
署

目
白
通
り

駅
出
入
口

新
目
白
通
り

春日自転車保管所
（春日自転車駐車場内）

至 飯田橋駅 

礫川公園

地下鉄大江戸線 

地下鉄丸ノ内線 

至 本郷三丁目駅

地
下
鉄

南
北
線 

地
下
鉄

三
田
線 

後楽園
自転車
駐車場   

後楽園 

文京シビック 
センター

春日自転車保管所

地下鉄有楽町線「江戸川橋」駅 「1-A」出入口から徒歩5分
都バス（早稲田～上野松坂屋） 「音羽一丁目」から徒歩2分

第一保管所

江戸川橋駅
1A出入口  

入口  

音羽一丁目
バス停

青柳保育園
WC

第一保管所 

関口台
公園  

首都高速道路
（5号池袋線） 

音羽通り

音羽地域
活動センター

護国寺駅 第一保管所

音羽二丁目
バス停

春
日

後
楽
園 

春日通り 春日

ラクーア

東京ドーム

白
山
通
り

目
白
通
り

大
塚
警
察
署

目
白
通
り

駅
出
入
口

新
目
白
通
り

春日自転車保管所
（春日自転車駐車場内）

至 飯田橋駅 

礫川公園

地下鉄大江戸線 

地下鉄丸ノ内線 

至 本郷三丁目駅

地
下
鉄

南
北
線 

地
下
鉄

三
田
線 

後楽園
自転車
駐車場   

後楽園 

文京シビック 
センター

春日自転車保管所

地下鉄有楽町線「江戸川橋」駅 「1-A」出入口から徒歩5分
都バス（早稲田～上野松坂屋） 「音羽一丁目」から徒歩2分

第一保管所

江戸川橋駅
1A出入口  

入口  

音羽一丁目
バス停

青柳保育園
WC

第一保管所 

関口台
公園  

首都高速道路
（5号池袋線） 

音羽通り

音羽地域
活動センター

護国寺駅 第一保管所

音羽二丁目
バス停

春
日

後
楽
園 
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自転車駐車場対策

対象者／通勤、通学等で自転車を利用する方
利用方法／利用後に利用時間に応じて料金をお支払ください。
各駐車場管理人室／春日 ☎5802-2900　後楽園 ☎3817-0766
※茗荷谷中央第二自転車駐車場利用の際は、事前に駐車場車庫内に収容可能な自転車であるか、自転車の規格寸法の確認
（車体検査）が必要。検査場所は茗荷谷中央第二自転車駐車場。検査日時、規格寸法は管理課交通安全係まで。

　通勤、通学等で自転車を利用する方のために駅周辺に自転車駐車場を設置しています。

一時利用制自転車駐車場（時間利用制）
自転車駐車場名 利用日時 利用料金 プリペイドカード

後楽園自転車駐車場（春日1-15地下） 12/29～1/3を除く毎日
5：00～翌日1：00

２時間まで無料、
以後10時間ごとに100円

1,000円カード（1,100円分使用可能）
3,000円カード（3,600円分使用可能）

 5,000円カード（6,500円分使用可能）春日自転車駐車場（春日1-16地下）

茗荷谷中央第一自転車駐車場（大塚1-4-15） 常時利用可

利用不可

茗荷谷中央第二自転車駐車場※（大塚1-4-15） 12/29～1/3を除く毎日
5：30～翌日0：30

千石東自転車駐車場（本駒込2-29-17付近）

常時利用可

千石西自転車駐車場（千石1-27-12付近外）
千石南自転車駐車場（白山5-17-13付近）
護国寺駅西自転車駐車場（音羽2-12）
東大前自転車駐車場（向丘2-2-1付近）
本郷三丁目自転車駐車場（本郷3-36-8付近）
礫川公園前自転車駐車場（春日1-15）
後楽園駅前自転車駐車場（春日1-15地上）
江戸川橋交番横自転車駐車場（関口1-23-1付近）

▼ 
自
転
車
対
策

定期利用制自転車駐車場（登録制）

自転車駐車場名 位　置

水道橋A自転車駐車場 後楽1-1-18 先

水道橋B自転車駐車場 本郷1-3-9 先

湯島自転車駐車場 湯島3-47-3 付近

江戸川橋A自転車駐車場 関口1-21-19 付近

江戸川橋B自転車駐車場 関口1-19-6 付近外

江戸川公園前自転車駐車場 関口2-2

茗荷谷A自転車駐車場 小石川5-5-7

茗荷谷B自転車駐車場 大塚3-30

茗荷谷駅自転車駐車場 小日向4-6-15

飯田橋自転車駐車場 後楽2-1-8 付近

東大前自転車駐車場 向丘2-2-1 付近

根津一丁目自転車駐車場 根津1-17 付近

根津二丁目自転車駐車場 根津2-12-7 付近

本郷三丁目自転車駐車場 本郷3-36-8 付近

本郷三丁目駅自転車駐車場 本郷2-39-1

本郷三丁目臨時自転車駐車場 本郷2-40-11 付近

本駒込A自転車駐車場 向丘2-36-13 付近

本駒込B自転車駐車場 本駒込1-6-15 付近

白山上自転車駐車場 白山5-34-19 付近

白山下自転車駐車場 白山5-1-3 付近

白山京華自転車駐車場 白山5-1-9 付近

千石南自転車駐車場 白山5-17-13 付近

シビックセンター
幼児2人同乗用自転車駐車場 春日1-16-21

使用料／年額24,000円
対象者／通勤、通学等で自転車を利用する方
利用受付／一斉募集＝１月下旬受付開始
利用期間／4月１日～３月31日

　　　　（４月１日以降の登録者は登録日～３月31日）
申込先／土木部管理課

台数／電動アシスト自転車　60台

利用時間／午前７時～午後８時（12/29～１/３は除く）

利用料金／1日1回500円

利用できる方／中学生以上
　　　　　　（小学生以下は保護者同伴時のみ可）

利用方法／ 本人確認できるもの（健康保険証、運転免許証、
学生証等）を持参のうえ、春日自転車駐車場管
理人室へ（予約は１か月前から受付）

▲春日自転車駐車場入口

レンタサイクル事業
春日自転車駐車場 予約受付電話 ☎5802-2900
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　地域・観光の活性化、環境負荷軽減、放置自転車対策など
幅広い効果が見込まれる自転車シェアリング事業を行って
います。

自転車シェアリングとは
　自転車シェアリングは地域内に設置されたサイクルポート

（自転車の貸出・返却拠点）で原則として２４時間どこでも自
転車を借りたり返したりできるシステムです（有料）。

実施区域／ 文京区内および千代田区・中央区・港区・新宿区・
江東区・品川区・大田区・渋谷区・目黒区の10区で
実施しており、どこのサイクルポートでも利用で
きます（令和２年４月現在）。

▲春日自転車駐車場入口

文京区自転車シェアリング事業
文京区自転車シェアリング運営事務局

 ☎0570-783-677

負傷した犬、猫の収容
東京都動物愛護相談センター ☎3302-3507

　東京都動物愛護相談センターへ連絡して指示に従ってく
ださい。野犬や飼い主不明の放し飼いの犬を見つけた時も、
東京都動物愛護相談センターへ。

ペット 　生活衛生課環境衛生担当　☎5803-1227

犬、猫などの動物死体処理 ➡ P100

犬、猫などの相談 飼い主のいない猫の去勢・不妊手術

犬が咬傷（こうしょう）事故を起こしたとき

犬を飼うには

　動物の正しい飼い方を広め、区民の快適な生活環境を保
つため、「動物の飼養指導員」と「犬猫の正しい飼い方普及
員」を委嘱し、指導・相談を行っています。

　区が手術費用を一部助成します（上限あり、要事前申請）。

※詳細は生活衛生課まで。

　犬の飼い主は飼い犬が人を咬んだときは、24時間以内に
事故発生地の保健所に届出てください。

登録／ 生後91日以上の飼い犬は、必ず保健所（生活衛生課）
で登録してください（登録料3,000円）。

注射／ 狂犬病予防注射は、毎年動物病院等で受け、保健所
（生活衛生課）で注射済票の交付を受けてください
（交付料550円）。

利用方法／ 利用するには、会員登録が必要です。登録方法・
利用方法など詳しくは、文京区自転車シェアリン
グ専用ホームページをご覧ください。

文京区自転車シェアリング専用ホームページ
　https://www.docomo-cycle.jp/bunkyo/
　スマートフォンの方はこちらから ➡
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■  東京都下水道局西部第一下水道事務所
お客さまサービス課水質規制担当 ☎5343-6209

特定施設および除外施設などの届出

詳しくは東京都下水道局ホームページ
https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/ をご覧ください。

電気・ガスのことは
電  気

ガ  ス

■  東京電力東京カスタマーセンター
　　引越し、契約の変更 ☎0120-995-005
　　その他 ☎0120-995-006
　　上記番号を利用できない場合 ☎6375-9786

■  東京ガスお客さまセンター
　　引越し手続き ☎0570-002-211
　　上記番号を利用できない場合 ☎3842-0111

　下水道法および東京都下水道条例で規制している下水を
排出するおそれのある事業者は、除害施設を設置するなど
必要な措置をしなければなりません。
　また、法律で定められた施設（特定施設）または汚水を処
理する施設（除害施設等）を設置するか、増改築する場合は
事前に届出が必要です。

■  東京都下水道局北部下水道事務所
文京出張所 ☎5976-2516

臭気のひどいとき

水道・下水道・電気・ガス
飲み水の相談

生活衛生課環境衛生担当 ☎5803-1227
　受水槽を経由した水道水の相談を行います。

水道の問合せ
■  東京都水道局お客さまセンター（23区）
　　引越し、契約の変更 ☎5326-1100
　　料金、漏水修繕、その他 ☎5326-1101

■  東京都下水道局北部下水道事務所
文京出張所 ☎5976-2516

 （休日・夜間は下水道受付センターに自動転送）

■  東京都管工事工業協同組合・総合設備
メンテナンスセンター ☎0120-850-195

　　　　　　　　　　　　　　　携帯電話・PHS からは ☎3585-0195

下水道の問合せ
排水がつまったとき
　公道の下水管（雨水ますは含まず）がつまったとき

　私道・宅地内の
   下水道や水洗トイレの排水設備がつまったとき
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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。



住
ま
い
・
環
境

94

94

▼ 

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

　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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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・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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公 害 な ど
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

抽 

選

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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ごみの出し方 文京清掃事務所 ☎3813-6661

▼ 

リ
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リサイクルとごみ
リサイクルとごみ

　可燃ごみ・不燃ごみ・資源はきちんと分別して、収集日（地域
ごとに指定の曜日）の午前８時までに決められた集積所に出し
てください（湯島三丁目の一部地域は午前７時30分まで）。
　なお、事業系ごみ（資源を含む）は全て有料です。事業系
有料ごみ処理券（シール）をはって出してください。処理券

（シール）は、取扱店（区内商店・スーパー・コンビニ等）で購
入できます。

可燃ごみ（週２回）
●  生ごみ（水分をよく切る）・プラスチック類・ゴム・皮革・紙

くず等

不燃ごみ（月2回）
●  金属・陶磁器・使い捨てカイロ・電球等

水銀含有物（月2回）
●  蛍光管、乾電池、水銀計器類等
●  蛍光管〔直管型・環型・電球型蛍光管・白熱電球〕

不燃ごみの袋とは分けて、購入時の箱に入れるか、紙に包
んで出してください。
割れているものについては、箱または紙に「キケン」と表
示してください。

●  乾電池〔アルカリ電池・マンガン電池・水銀電池・リチウム電池等〕
セロハンテープやビニールテープを貼って、絶縁させたうえ、
不燃ごみの袋とは分けて、中身が分かる袋（透明または半
透明の袋）に入れて出してください。

●  水銀使用計器類〔水銀血圧計・水銀体温計・水銀温度計〕

ボタン電池・充電式電池
電器店やリサイクル協力店等に設置されたBOXに出してく
ださい。
回収場所の詳細は下記のホームページを参照してください。
●  ボタン電池
（一社）電池工業会
https://www.botankaishu.jp/m/top.php

●  充電式電池
（一社）JBRC
https://www.jbrc.com/general/recycle_kensaku/

資源（週1回）
●  古紙〔新聞（チラシ含む）・雑誌（雑がみ含む）・段ボール〕

種類別に分けてひもで束ねて出してください。
●  びん・缶〔飲料用・食料用・スプレー缶（必ず空にする）〕・

ペットボトル

それぞれのコンテナに分けて出してください。
なお、ペットボトルのキャップは、区内の協力酒店等で回収
しています。

次のものは、ごみとして収集できません
●  有害性、危険性、引火性のあるもの
（バッテリー、ボンベ類、石油、塗料、印刷インキ、薬品類）
●  処分作業に支障をきたすおそれのあるもの

 （耐火金庫、消火器、オートバイ、自動車タイヤ、ピアノ、コンクリート、土石等）
　購入した販売店などに処理を依頼してください。

粗大ごみ（週２回、申込制・区の有料シール購入）
■  粗大ごみ受付センター　☎5296-7000
（受付時間：月～土曜、午前８時～午後７時）

http：//sodai.tokyokankyo.or.jp/
　おおむね一辺が30㎝以上の大きなごみは、申込が必要で
す。早めに、粗大ごみ受付センターに申し込んでください。
　料金分のシールを粗大ごみにはり、指定された収集日の
午前８時までに、建物の１階玄関先に出してください。

多量に出すとき（申込制・有料）
清掃事務所にご相談ください。

家電リサイクル法対象品〔テレビ、洗濯機（衣類乾燥機
含む）、エアコン、冷蔵庫（冷凍庫含む）〕
　買い換えの場合は新たにお買い求めになる販売店に、廃棄
の場合は過去に購入した販売店に回収を依頼してください。
　過去に購入した販売店がわからない場合は、家電受付セ
ンター（☎5296-7200）に申し込んでください（受付時間：
月～土曜、午前８時～午後５時）。

家庭系使用済パソコン
　各パソコンメーカーのサービス窓口に回収を申し込んで
ください。自作パソコンやメーカー不明の場合は、パソコン
3R推進協会（☎5282-7685）へ問合せください。
　また、小型家電リサイクル法に基づく国の認定事業者であ
るリネットジャパン株式会社でも回収します。http://
www.renet.jp/にアクセスして申込みください。

建設リサイクル法の届出
建築指導課・土木部管理課 ➡ P94

資源回収日・ごみ収集日
　資源回収日・ごみ収集日については冊子「ごみと資源の分
け方・出し方」または区ホームページを参照してください。

携帯サイトはこちらから
ご覧いただけます。
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　町会・自治会、PTAやマンション管理組合など地域の団体（10世帯以上）で、新聞、雑誌、段ボールなどの資源を回収し、資
源回収業者に引渡している団体に対して、回収量に応じ報奨金を支給します。

　ごみの分別や収集等、ごみに関する簡単な質問に３R推進キャラクター「リサちゃん」が24時間365日、会話形式でお答えし
ます。利用方法は以下の2通りです。

犬、猫などの動物死体処理
① 飼い主の依頼（届出）により清掃事務所で処理することも

できます。有料です。１頭２，６００円（２５㎏未満）

② 飼い主のいない場合は、放置されている道路や土地の管
理会社が自己処理することになっています。死んでいる
場所により、右記へ連絡してください。

死んでいる場所 連絡先 手数料

敷地内 自己処理または
文京清掃事務所
☎3813-6661

１頭2,600円
私　道

都　道 文京清掃事務所（東京都の委託）
☎3813-6661

無　料

各管理者が
負担

区　道 道路課維持係
☎5803-1250

国　道 東京国道事務所万世橋出張所
☎3253-8361

公　園 みどり公園課整備係
☎5803-1253

（ ）

集団回収支援事業

チャットボットによる「ごみ分別案内サービス」

リサイクル清掃課 ☎5803-1184

リサイクル清掃課　　☎5803-1135

LINEアプリからアクセス
「文京区資源環境部リサイクル清掃課」
で検索するか、下記二次元コードから

「お友達」になる。

区ホームページからアクセス
下記二次元コードから区ホームページ
の「リサイクルとごみ」画面にアクセスし、
画面右下の「リサちゃん」をクリックする。

３R推進キャラクター
「リサちゃん」
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正しい出し方　家庭から排出された資源を拠点（区の施設等）に出すときは、下記のことをお願いします。
● 紙パック…中をすすぎ、切り開いて、乾かす。
● 衣類…洗うなどしてきれいな状態で、ビニール袋に入れる。
● 蛍光管…�直管型・環型・電球型の蛍光管。割れないように、買った時に入っていた箱に入れるか、

紙に包んで回収ボックスに入れる。
● 乾電池…使い捨ての筒形乾電池（一次電池）およびコイン型リチウム電池のみ回収。
● 食品トレイ…軽く洗って、乾かす。
● インクカートリッジ…ブラザー・キヤノン・エプソン・ヒューレットパッカードのみ回収。
● プラスチック製ボトル…プラマークが入っているボトル容器。ボトル内を軽く洗う。

▼ 

リ
サ
イ
ク
ル
と
ご
み

回収拠点

回収品目／ 紙パック、衣類、蛍光管、乾電池、食品トレイ、インクカートリッジ、プラスチック製ボトル、水銀使用計器類、携帯
電話、スマートフォン

施　設　名 紙パック 衣類 蛍光管 乾電池 食品
トレイ

インク
カートリッジ

プラスチック製
ボトル

水銀使用
計器類

携帯電話
スマート
フォン

文京シビックセンター ● ● ● ● ● ● ● ● ●

礫川地域活動センター ● ● ● ● ● ● ●

大原地域活動センター ● ● ● ● ● ● ●

大塚地域活動センター ● ● ● ● ● ● ●

音羽地域活動センター ● ● ● ● ● ● ●

湯島地域活動センター ● ● ● ● ● ● ●

向丘地域活動センター ● ● ● ● ● ● ●

根津地域活動センター ● ● ● ● ● ● ●

汐見地域活動センター ● ● ● ● ● ● ●

駒込地域活動センター ● ● ● ● ● ● ●

播磨坂清掃事業所 ● ● ● ● ● ● ●

文京総合福祉センター ● ● ● ● ● ●

水道端図書館 ● ●

勤労福祉会館 ● ● ●

小石川運動場 ●

スポーツセンター ●

小石川図書館 ●

白山東児童館 ●

白山交流館 ●

千石図書館 ●

水道児童館 ●

大塚公園みどりの図書室 ●

目白台図書館 ●

目白台交流館 ●

湯島総合センター ●

男女平等センター ●

区民センター ●

教育センター ●

向丘保育園 ●

根津交流館 ●

千駄木交流館 ●

保健サービスセンター本郷支所 ●

東京ガスライフバル文京白山店（本駒込1-13-1） ●

東都無線株式会社（千石1-16-14） ●

フジ特販（大塚5-7-11） ●

コモディイイダ江戸川橋店（関口1-47-12） ●

資源の拠点回収（区の施設等での回収） リサイクル清掃課 ☎5803-1184
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仕　事

経営相談

創業相談

仕  事

内　容 問合先

求
職
・
求
人

求人の受理・求職申込・パートタイムなどの紹介・相談、雇用保険などの相談 ハローワーク飯田橋 ☎3812-8609

就業相談、就職に役立つ知識・スキルの習得セミナーなど 東京しごとセンター ☎5211-1571

求職者のための職業訓練などの相談 東京都立中央・城北職業能力開発センター ☎5800-2611

労
働
問
題

働く方や事業主の方々のための労働相談 東京都労働相談情報センター池袋事務所 ☎5954-6110

不当労働行為の審査、労働争議の調整（あっせん、調停、仲裁）、
労働組合の資格審査 東京都労働委員会事務局（相談担当） ☎5320-6996

労働基準や労災保険などの相談
中央労働基準監督署　　方面 ☎5803-7381
　　　　　　　　　　　安全衛生課 ☎5803-7382
　　　　　　　　　　　労災課 ☎5803-7383

　中小企業の経営についての相談を受付けます。

■  （公財）東京都中小企業振興公社　☎3251-7881
■  東京商工会議所ビジネスサポートデスク（東京北）　☎4346-5523
■  東京商工会議所文京支部　☎5842-6731

■  東京商工会議所文京支部　☎5842-6731
　創業についての相談を受付けます。
　※事前予約が必要。

技術・技能の習得

　就職を目指し、職業に必要な知識・技能を習得するための
公共職業訓練施設です。修了後、職業能力開発センター・ハ
ローワークで職業紹介をしています。
　現在、雇用保険を受給できる方や45歳以上の方、母子家
庭の母親等はハローワークから入校の申込をしてください。

中央・城北 ☎5800-2611　城南 ☎3472-3411
　　 城東 ☎3605-6140　多摩 ☎042-500-8700
　　 ほか　7校１分校

東京障害者職業能力開発校　☎042-341-1411
東京都産業労働局能力開発課　  ☎5320-4716
※授業料は普通課程は有料、短期課程は無料。教材は貸与、
　教科書は自己負担。

■  東京都立職業能力開発センター

内職あっせん相談　➡ P36

文の京 街景色
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産業とくらしプラザ

中小企業勤労者福利厚生

経済課産業振興係 ☎5803-1173

文京区勤労者共済会 ☎5803-1108

■  東京商工会議所文京支部　☎5842-6731

業　種 資本の額または出資の総額 従業員数

製造業・その他 ３億円以下 300人以下

卸売業 １億円以下 100人以下

小売・飲食業
5千万円以下

50人以下

サービス業 100人以下

医療法人等 条件なし 300人以下

区の中小企業向け融資あっせん
経済課産業振興係 ☎5803-1173

融資あっせん・経営相談
（シビックセンター地下２階 東京商工会議所文京支部）
　区内の中小企業の方（法人・個人）が、事業資金を金融機関
から低利で借りられるよう、区があっせんと利子補給をします。

① 区内において商業、工業などの事業を営む下記の規模の
事業者

※ 資本金または従業員数のいずれか一方に該当していれば
対象。

※NPOの場合は、従業員数が該当していれば対象。

② 区内に営業の本拠（法人企業は本店登記も、個人事業者
は主たる営業所）を有し、原則として同一場所で同一事業
を引続き１年以上営んでいる方

③ 申込をする日までに納付すべき住民税・事業税を完納して
いる方

④ 東京信用保証協会の定める「保証対象業種」を営んでい
る方。また、許認可などを必要とする業種では、その許認
可などを受けていること

⑤ あっせんを受ける資金の使途が適正であり、かつ返済能
力がある方

⑥ 個人事業者にあっては、収入金額の過半数を当該事業か
ら得ていること

利用できない方
①東京信用保証協会の代位弁済を受けている方

② 金融機関などの返済金の滞納や、取引停止処分を受けて
いる方

③区内に事業所の実態がないなど当区が不適当と認める方
　など

④ 不動産賃貸業（管理業を除く）を営んでいる個人事業者で、
文京区内に住民登録をしていない方

　区内中小企業や商店で働く方を対象に、レジャーや健康
診断補助、慶弔見舞金などの給付事業を実施しています。

加入できる方／ 区内の300人以下の企業で働く従業員と事
業主（事業所単位で加入）

入会金／１人200円　　月会費／１人500円

※ 事業主が負担した場合の入会金・会費は、一定の要件のも
と税法上損金または必要経費となります。

https://www.bunkin.jp

中 小 企 業

シビックセンター地下２階
　区内中小企業振興と地域産業発展、区民の消費生活の安
定および向上のための施設です。

開館時間／午前９時～午後５時
休館日／土・日曜、祝日、12/29～１/３

研修室
　各種セミナーや会議の場として使用できます。
申込方法／空き状況を確認のうえ、経済課窓口で申込

シビックセンター地下2階
　区内産業団体・消費者団体等の情報発信スペースです。

開館時間／午前9時～午後5時
休館日／土・日曜、祝日、12/29～1/3
申込方法／空き状況を確認のうえ、経済課窓口で申込

Bunkyo アンテナスポット

※研修室A・Bは一室としても使用可（定員60人）。

規 模 定 員
午　前 午　後

9：00 ～ 12：00 13：00 ～ 17：00
研修室A 75㎡ 36人 1,800円 2,600円
研修室B 48㎡ 24人 1,200円 1,700円

規 模
午　前 午　後

9：00 ～ 12：00 13：00 ～ 17：00
25.86㎡ 600円 800円

▼ 

中
小
企
業
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区の中小企業向け融資あっせん
融資名 使　途 融資限度額（万円）

一
般
融
資

一般運転資金 運　転 1,500以内［1,800以内］

一般設備資金 設　備 2,000以内［2,400以内］

小規模企業資金 運転・設備 600以内［750以内］

創業支援資金 運転・設備 1,500以内［2,000以内］

特
別
融
資

商店会加入奨励資金
加入１年未満 運転・設備 800以内

加入１年以上 運転・設備 1,000以内

緊急事業資金（不況業種向け） 運転・設備 1,000以内［1,200以内］

経営環境変化対策資金 運転・設備 1,500以内［2,000以内］

借換資金 運転・設備 2,000以内［2,400以内］

● 取扱金融機関または東京信用保証協会との協議により必要に応じて決めてください。
● 必要に応じて東京信用保証協会の信用保証を要します。
● 創業をお考えの方は、東京信用保証協会上野支店 ☎3847-3171 でも相談を受付けます。
● ［　　］は代表者が区民の場合です。

東京都産業労働局金融部金融課  ☎5320-4877
　東京信用保証協会の保証を受けて、都の指定金融機関が貸
付けます。なお保証料の一部補助が受けられる場合もあります。

小規模企業融資／従業員30人（卸・小売・サービス業は10人）
以下の中小企業者

その他の融資メニューあります。

東京都環境局環境改善部自動車環境課  ☎5388-3535
東京都環境保全資金／都内に住所を有し、かつ事業を営ん
でいる中小企業者（個人営業を含む）

東京都中小企業向け融資制度

■  東京都産業労働局労働環境課
　☎5320-4647  新宿区西新宿2-8-1
■  東京都信用組合協会
　☎3567-6211  中央区京橋1-9-5

■  勤労者退職金共済機構　☎6907-1234

■  中小企業基盤整備機構　☎050-5541-7171

■  中小企業基盤整備機構　☎050-5541-7171

■  東京信用保証協会上野支店
　☎3847-3171  台東区元浅草2-6-7 マタイビル５階

■  東京都産業労働局労働環境課
　☎5320-4647  新宿区西新宿2-8-1
■  中央労働金庫本店
　☎3293-1616  千代田区神田駿河台2-5

■  日本政策金融公庫東京支店
　☎3270-1300  千代田区大手町1-9-4
　　　　　　　　   大手町フィナンシャルシティ ノースタワー
■  日本政策金融公庫上野支店
　☎3835-1391  台東区東上野2-18-10 日本生命上野ビル
■  商工組合中央金庫池袋支店
　☎3988-6311  豊島区南池袋1-21-10
■  商工組合中央金庫上野支店
　☎3834-0111  台東区上野1-10-12

その他の融資関係・相談機関

その他の機関の中小企業関係制度

育児・介護休業中の生活資金融資

中小企業退職金共済制度

小規模企業共済制度

経営セーフティ共済制度

信用保証機関

東京都の生活資金融資あっせん

政府系金融機関中小企業融資相談

　「信用保証協会法」に基づく公的機関として、堅実に事業
経営に取組んでいる中小企業の方々が金融機関から事業資
金の融資を受けるとき、保証人となって借入を容易にし、企
業の育成を金融の側面から支援する機関です。

　退職金制度を設けることのできない企業とそこに働く方
のための制度です。

　小規模企業の個人事業主（共同経営を含む）または会社
等の役員の方が将来事業をやめられたり、退職されたりした
場合に、その後の生活の安定や事業の再建を図るための資
金をあらかじめ準備しておく共済制度です。

　取引先事業者が倒産し、回収困難な売掛金債権等が生じ
たときに、納付した掛金総額の10倍（最高8,000万円）また
は回収困難な売掛金債権等の額のいずれか少ない額を無
担保・無保証人で貸付けが受けられる制度です。

▼ 

中
小
企
業
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生涯学習・文化・スポーツ・地域活動
生 涯 学 習

　充実した人生を過ごすため、生涯を通じて学び、自らを育
てる生涯学習の重要性は高まってきています。文京区では
文京区アカデミー推進計画に基づき、区内大学との連携、文
化施設などの地域資産を活用し、多彩な生涯学習の機会を
区民に提供しています。

文京アカデミア講座等

家庭教育講座
アカデミー文京 ☎5803-1119

教育総務課 ☎5803-1302
　区民の生涯学習の充実を図るため、バラエティに富んだ
講座やイベント等の学習機会を提供しています。

① 文京アカデミア講座／区内大学、生涯学習支援者、区民
や民間教育機関と連携し、地域、文学、歴史・社会、自然科
学、芸術、くらし、語学、健康・スポーツなどの講座を提供
しています（春期、秋期、冬期開講）。

② 子どもアカデミア／夏休みに、小・中学生を対象にした講
座や親子で参加できる講座を実施しています。

③ 文京いきいきアカデミア／60歳以上の方を対象に、生涯
学習の推進や仲間づくり等を目的として、2年制の文京い
きいきアカデミア講座（週１回程度）を実施しています。

④ その他の講座／パソコン講座や資格取得キャリアアップ
講座、特別公開講座、学長講演会などを実施しています。

　家庭における教育の充実のため、保護者に対する学習の機
会および情報の提供その他家庭教育を支援するため以下の
講座を開催しています。

①教科の学習に関する講演会
②子育て座談会
③家庭教育充実のための講演会

人材育成講座
アカデミー文京 ☎5803-1119

①「文の京地域文化インタープリター」養成講座
　地域文化の価値を理解するために必要な知識や技術
を習得し、文京区の文化資源の案内役となるための養成
講座です。受講し、一定の条件を満たすと、文京区より認
定証が交付されます。

②「文の京生涯学習司」養成講座
　生涯学習に関する知識を持ち、地域の生涯学習のリー
ダーとして活動する生涯学習司を養成するための講座で
す。受講し、一定の条件を満たすと、文京区より認定証が
交付されます。

③「文京アカデミアサポーター」養成講座
　文京アカデミア講座等の運営をアカデミー文京と協働
して行う、アカデミアサポーターを養成します。

▼ 

生
涯
学
習

文京お届け講座
アカデミー推進課 ☎5803-1307

　区民を中心とする団体・グループの学習会に区の職員等
が出向き、区の取組みや職務に関する専門知識を生かした
内容をお話しします。講座内容を記載した「テーマ一覧」な
どは区ホームページでご覧になれます。

生涯学習相談
アカデミー文京 ☎5803-1119

　文の京生涯学習司（区認定資格・有資格者）による生涯学
習に関する様々な相談を受付けています。

社会教育関係団体の登録
アカデミー推進課 ☎5803-1307
スポーツ振興課 ☎5803-1308

　文京区における生涯学習・文化・スポーツの振興と、グルー
プ・サークル活動を育成するため、社会教育関係団体の登録
制度を実施しています。
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▼ 

生
涯
学
習
の
拠
点

生涯学習の拠点
　アカデミー文京・地域アカデミーは、区民の皆さんの生涯
学習・文化活動の拠点として、生涯学習の充実と振興を図る
ことを目的とした施設です。

アカデミー文京 シビックセンター地下1階  ☎5803-1100
アカデミー向丘 向丘1-20-8 ☎3813-7801
アカデミー湯島 湯島2-28-14  ☎3811-0741
アカデミー音羽 大塚5-40-15  ☎5976-1290
アカデミー千石 千石1-25-3  ☎3946-4430
アカデミー茗台 春日2-9-5  ☎3817-8306
開館時間／午前９時～午後９時30分
※アカデミー千石は午後５時まで。

休館日／12/29～１/３
※アカデミー千石は12/29～1/4、祝日、月曜・第3木曜。
※ アカデミー文京は12/29～1/3、第４月曜（展示室 1・2を

除く）、5月第3日曜。

利用できる方／①社会教育関係登録団体
②生涯学習活動を行う登録団体以外の団体等

受付場所／各施設および文京アカデミー事務室
　　　　　（シビックセンター2階）

受付時間／午前９時～午後8時 
　　　　　※アカデミー千石は午後5時まで。

申込方法／窓口または「施設予約ねっと」 ➡ P126

利用時間および利用料

施設名 室名 規模 定員 午前
9:00-12:30

午後
13:00-17:30

夜間
1８:00-21:30

アカデミー文京

レクリエーションホール 195.5㎡ 160人 6,600 10,300 8,700

茶室・和室 77.9㎡ 20人 2,600 4,000 3,400

学習室 131.9㎡ 64人 3,700 4,800 4,200

アトリエ 91.6㎡ 37人 2,800 4,600 4,000

音楽室A（地下1階） 33.8㎡ 10人 800（２時間単位）

音楽室B（地下2階） 41.1㎡ 12人 900（２時間単位）

アカデミー向丘

レクリエーションホール 112㎡ 60人 2,600 3,400 2,600

学習室 68㎡ 35人 1,600 2,000 1,600

実習室 70㎡ 35人 1,600 2,100 1,600

和室 33㎡ 20人 700 1,000 700

音楽室 26㎡ 15人 600 700 600

アカデミー湯島

視聴覚室 106㎡ 56人 2,500 3,200 2,500

学習室 80㎡ 42人 1,800 2,400 1,800

和室 48㎡ 25人 1,000 1,400 1,100

実習室 113㎡ 42人 2,600 3,400 2,600

洋室 16㎡ 10人 300 400 300

抽 

選

抽 

選
社会教育関係
登録団体

その他の団体

3月前 2月前

20日～月末 1日～ 8日～

使用日の月

当 

日

抽選申込

申込期間

先着順受付

先着順受付

抽 

選
社会教育関係
登録団体

その他の団体

7月前 6月前

20日～月末 1日～ 8日～ 使用日の10日前

使用日の月

当 

日

抽選申込 先着順受付

先着順受付

アカデミー文京
（展示室除く）／
地域アカデミー（5館）

アカデミー文京
展示室

抽選
申込



生
涯
学
習
・
文
化
・

ス
ポ
ー
ツ
・
地
域
活
動

107

107

施設名 室名 規模
全日（9:00-21:30)

平日 土･日･祝日

アカデミー文京

展示室１（全室） 200.1㎡ 32,200円 34,700円

展示室１（Aのみ） 132.9㎡ 21,400円 23,100円

展示室１（Bのみ） 67.2㎡ 10,800円 11,600円

展示室２ 169.8㎡ 25,600円 27,600円

※附帯設備１回の利用単位は、施設の利用単位の午前、午後または夜間に対応。ただし、アカデミー文京音楽室は、２時間が１回。
※附帯設備はアカデミー文京・地域アカデミーによって異なる。詳しくは各施設へ問合せ。

種　別 単位 料金

ピアノ（セミグランド） １台 500円

ピアノ（アップライト） １台 400円

シンセサイザー １台 300円

ドラムセット １式 200円

電子ピアノ １台 200円

ティンパニーセット １式 600円

大太鼓（バスドラム） １台 200円

小太鼓（スネアドラム） １台 100円

シンバル １台 100円

音響ワゴンセット １式 600円

種　別 単位 料金

音響装置セットＡ １式 500円

音響装置セットＢ １式 200円

音響映像装置 １式 500円

映像装置セット １式 600円

視聴覚機器装置セット １式 800円

液晶ビデオプロジェクター １式 200円

液晶プロジェクター １式 200円

オーバーヘッドカメラ １式 200円

16ミリ映写機 １台 100円

スライド映写機 １台 100円

種　別 単位 料金

引伸機 １台 100円

陶芸窯大 １基 400円

陶芸窯小 １基 200円

七宝窯 １基 200円

電動ろくろ １台 100円

エッチングプレス １台 100円

ミシン １台 100円

卓球台 １式 100円

ステージ １式 500円

スポットライト １台 200円

アカデミー文京・地域アカデミー附帯設備利用料

▼ 

生
涯
学
習
の
拠
点

施設名 室名 規模 定員 午前
9:00-12:30

午後
13:00-17:30

夜間
1８:00-21:30

アカデミー音羽

多目的ホール 132㎡ 80人 3,100 4,000 3,100

洋室A 22㎡ 12人 500 600 500

洋室Ｂ 14㎡ 8人 300 400 300

美術室 118㎡ 42人 2,700 3,500 2,700

工芸室 72㎡ 36人 1,700 2,100 1,700

学習室A 72㎡ 36人 1,700 2,100 1,700

学習室B 64㎡ 30人 1,400 1,900 1,500

アカデミー千石
学習室A 66㎡ 36人 1,500円 1,700円 -

学習室B 55㎡ 30人 1,300円 1,400円 -

アカデミー茗台

学習室A 115㎡ 63人 2,700円 3,400円 2,700円

学習室B 99㎡ 45人 2,300円 3,000円 2,300円

洋室 67㎡ 30人 1,200円 2,000円 1,500円

実習室 97㎡ 30人 2,200円 2,900円 2,200円

レクリエーションホールＡ 164㎡ 108人 3,800円 4,900円 3,800円

レクリエーションホールＢ 251.4㎡ 200人 5,900円 7,600円 5,900円
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▼ 

図
書
館

千石 1-25-3　☎3946-7748千石図書館
午前9時～午後8時

第4月曜、特別整理期間、12/30～1/4
午前9時～午後7時

開館時間 月～土曜

日曜・祝日・12/29

休 館 日

千石図書館

不
忍
通
り

白山通り

地下鉄三田線千石駅地下鉄三田線千石駅

特別養護老人ホーム文京白山の郷
文京白山高齢者在宅サービスセンター
高齢者あんしん相談センター富坂

小石川高・小石川中等教育学校

至 巣鴨 至 白山

文京年金
事務所

バス停
千石一丁目 Bーぐる千石駅Bーぐる千石駅本郷 3-10-18 湯島総合センター4階

☎3814-9242
湯島図書館

午前9時～午後9時

第3月曜、特別整理期間、12/30～1/4
午前9時～午後7時

開館時間 月～土曜

日曜・祝日・12/29

休 館 日

湯島図書館
（湯島総合センター4階）

順天堂
医院

湯島幼稚園
本郷通り

東京医科歯科大学
附属病院外堀通り

関口 3-17-9　☎3943-5641目白台図書館
午前9時～午後9時

第4月曜、特別整理期間、12/30～1/4
午前9時～午後7時

開館時間 月～土曜

日曜・祝日・12/29

休 館 日

至 江戸川橋

バス停 目白台三丁目

関口台町小

関口台
公園

東京カテドラル
聖マリア大聖堂

Bーぐる
目白台一丁目

地下鉄
有楽町線
護国寺駅

目白通り

高
速
道
路目白台図書館

根津 2-20-7 不忍通りふれあい館2階
☎3824-2608

根津図書室

午前9時～午後9時

第3月曜、特別整理期間、12/29～1/4
午前9時～午後7時

開館時間 月～土曜

日曜・祝日

休 館 日

根津図書室
（不忍通りふれあい館2階）

東大

根津小
地下鉄千代田線
根津駅

不忍通り

至 千駄木
大塚 4-49-2 大塚公園内
☎3945-0734

大塚公園みどりの図書室

午前9時～午後9時

第3月曜、特別整理期間、12/30～1/4
午前9時～午後7時

開館時間 月～土曜

日曜・祝日・12/29

休 館 日

地下鉄丸ノ内線
新大塚駅

至 千石

小石川消防署
大塚出張所

大塚公園バス停
大塚四丁目

不忍通り

春日通り 大塚公園
みどりの図書室

（汐見地域センター1階・地階）
本郷図書館

不
忍
通
り

千駄木 3-2-6 汐見地域センター内
☎3828-2070

本郷図書館

午前9時～午後9時

第４月曜、特別整理期間、12/30～1/4
午前9時～午後7時

開館時間 月～土曜

日曜・祝日・12/29

休 館 日

至 根津

至 西日暮里

第八中

須藤公園

バス停
千駄木一丁目

バス停
団子坂下

保健サービスセンター
本郷支所

地下鉄千代田線
千駄木駅

団子坂

森鷗外
記念館

Bーぐる
特養ホーム
千駄木の郷

地下鉄三田線
春日駅

本郷 4-8-15　☎3815-6801真砂中央図書館
午前9時～午後9時

第４月曜、特別整理期間、12/30～1/4
午前9時～午後7時

開館時間

至 

本
郷
三
丁
目

小石川
後楽園

東京
ドーム

白
山
通
り

地下鉄
丸ノ内線・南北線

後楽園駅

地下鉄大江戸線
春日駅

バス停
真砂坂上

Bーぐる
（ラクーア）

本郷小

男女平等
センター

文京シビック
センター

至 水道橋

区民センター
ふるさと
歴史館

講道館　

月～土曜

日曜・祝日・12/29

休 館 日

真砂中央図書館

小石川 5-9-20　☎3814-6745小石川図書館
午前9時～午後9時

第3月曜、特別整理期間、12/30～1/4
午前9時～午後7時

開館時間 月～土曜

日曜・祝日・12/29

休 館 日

小石川図書館

第一中第一中
久堅公園

竹早公園地下鉄 丸ノ内線
茗荷谷駅

バス停
小日向四丁目

Bーぐる
第一中学校
Bーぐる
第一中学校

本駒込 4-35-15　☎3828-4117本駒込図書館
午前9時～午後9時

第3月曜、特別整理期間、12/30～1/4
午前9時～午後7時

開館時間 月～土曜

日曜・祝日・12/29

休 館 日

本駒込図書館至 千石

至 根津

至 田端

バス停 本駒込四丁目

神明都電車庫跡公園

神明公園

勤労福祉会館

天祖神社
都立駒込病院

駒込公園

Bーぐる
駒込病院Bーぐる

本駒込三丁目

不忍通り

動坂公園

水道 2-16-14　☎3945-1621水道端図書館
午前9時～午後9時

第3月曜、特別整理期間、12/30～1/4
午前9時～午後7時

開館時間 月～土曜

日曜・祝日・12/29

休 館 日

地下鉄
有楽町線
江戸川橋駅

Bーぐる
服部坂下
Bーぐる
服部坂下

Bーぐる
水道二丁目

小日向神社 小日向公園

水道郵便局水道郵便局

日輪寺
至 護国寺

至 早稲田

高速道路

水道端図書館

図書館資料の取次窓口
向丘1-20-8 向丘地域活動センター内  ☎3813-6668
　予約した区立図書館所蔵の資料の受取、返却ができます。

図 書 館
区立図書館 こんな資料があります

利用するときは

　区内には8館2室の区立図書館があります。お近くの図書
館を利用ください。

ホームページ
https://www.lib.city.bunkyo.tokyo.jp/

● 図書・新聞・雑誌・児童書・絵本・紙芝居
●  地域資料：文京区の行政資料や郷土資料、江戸時代からの

地図（真砂中央図書館のみ）
●  CD、レコード(小石川図書館のみ)、ビデオ(千石図書館の

み)、DVD（真砂中央・小石川・千石図書館のみ）

　資料を借りるときは、図書館利用カードを提示ください。
図書館利用カードの作成には、住所等の確認できるもの（運
転免許証、健康保険証など）が必要です。図書館利用カード
は全ての区立図書館で利用できます。

借りたい資料の検索・予約
　館内の利用者端末機、インターネットから検索・予約をす
ることができます。

インターネット端末利用サービス
　官公庁のホームページの閲覧や各種調査に利用いただけ
るインターネット端末を設置しています。

子ども向けサービス
　０歳から利用でき、定期的に子ども会やおはなし会などを
実施しています。また、推薦図書リストの発行、読み聞かせ
のアドバイスなども行っています。

本の相談
　レファレンスカウンターを設置し、調べもののお手伝いを
しています。お気軽にお尋ねください。

各種行事の開催

障害のある方へのサービス ➡ P60

　映画会や講演会、コンサートなどを開催しています。詳細
は区報、図書館ホームページ、ポスターなどでお知らせします。
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　ふるさと歴史館は、だれもが楽しみながら郷土に対する愛
着を深められるように、文京区の歴史や文化に関する展示
や事業を行っています。1・２階の常設展示のほかに、特別展・
収蔵品展などを毎年開催します。館内では、コンピュータで
文化財や館蔵資料等の閲覧・検索をすることもできます。

開館時間／午前10時～午後５時

休館日／ 月曜・第４火曜（祝日で開館した時は翌日）・定期く
んじょう期間・12/28～１/４

入館料／ 一般個人100円（20人以上の団体料金は70円）、
中学生以下65歳以上無料、11月3日（文化の日）は無料

※「身体障害者手帳」「愛の手帳（療育手帳を含む）」「精神
障害者保健福祉手帳」「戦傷病者手帳」をお持ちの方とそ
の介護の方（1人）、および「文京ふるさと歴史館友の会」
会員は無料。

※特別展の入館料は別途設定。
※森鷗外記念館との相互割引あり。

文化財書籍等の発行
　文化財・史跡等の書籍を発行・販売しています。また、行政
情報センター（➡P141）でも販売します。

主な販売書籍

絵でみて歩く文京のまち 500円

文京ゆかりの作詞・作曲家 —唱歌・童謡— CD版Ⅰ・Ⅱ 各1,800円

絵でみる明治のぶんきょう
—「新撰東京名所図会」を楽しむ— 240円

文京むかしむかし —考古学的な思い出— 390円

季節のうた —歌人窪田空穂生誕１４０年・没後５０年— 500円

ぶんきょう道中 史跡探訪 690円

ぶんきょう写真帖 —時を感じる— 490円

文京の切絵図 本郷・駒込編 160円

ぶんきょうの坂道 620円

ふるさと歴史館
本郷4-9-29 ☎3818-7221

▼ 

文
　
化

文  化
文化行事

アカデミー推進課 ☎5803-1120
　日本古来の伝統芸能や芸術活動などに関する催し物を開
催します。

※ 令和3・4年度はシビックホールの改修のため、開催状況・
日時・会場など詳細は区報等を参照。

※ 歌壇・俳壇および俳句大会の詳細はアカデミー文京
　☎5803-1119へ。

行事名 開催時期 内　容

民謡大会 5～6月の土曜
もしくは日曜 民　謡

謡曲大会 ９月の土曜 謡・仕舞・囃子・狂言ほか

吟剣詩舞道大会 9～10月の土曜
もしくは日曜 吟詠・剣舞・詩舞ほか

華道展 ９月下旬～10月上旬 活け花

茶会 ９月下旬～10月上旬 茶　会

書道展 10月中旬 漢字・かな・てん刻ほか（公募）

絵画展 10月下旬 洋画・日本画ほか（公募）

合唱のつどい １月の土曜
もしくは日曜 女声合唱・男声合唱・混声合唱

日本舞踊のつどい ２月の土曜
もしくは日曜 日本舞踊

三曲のつどい ２月の日曜 箏・三弦・尺八

民踊のつどい 年度により異なる 民謡舞踊

歌壇・俳壇 ４・６・９・12月 短歌・俳句の投稿

俳句大会 6月の土曜 兼題１句・席題１句、題詠

区内の文化財

文化財普及事業

教育総務課 ☎5803-1305

教育総務課 ☎5803-1305

　区内に残る文化財を大切に保存し、活用していくため昭和
48年に「文京区文化財保護条例」を制定し、昭和49年から建
造物、絵画、彫刻、工芸品、古文書、天然記念物など計85件を
区の指定文化財として指定しています。そのほか、都の指定
文化財や国指定文化財があります（令和2年４月１日現在）。

文化財標示板等設置（283基）
　区内の史跡や文化財および坂道について、その由来など
を解説した標示板を設置しています。

文化財標示板（191基）
坂道標示板（92基）

（令和2年４月１日現在）

埋蔵文化財保護
　埋蔵文化財の保護・保存のため、周知の埋蔵文化財包蔵地

（遺跡）内等での土木・建築等工事について、遺跡確認・保存
のための試掘・発掘調査等の指導をしています。
　区内で建築・土木工事等を予定している場合は、事前の相
談および協議をしてください。

周知の埋蔵文化財包蔵地（遺跡）数 132遺跡
（令和2年４月１日現在）
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▼ 

文
　
化

視聴覚ライブラリー・シネマサロン 国内交流・国際交流
アカデミー文京 ☎5803-1119 アカデミー推進課都市交流担当 ☎5803-1310

　16ミリ映画フィルム・ビデオテープ・DVD・映写機・布スク
リーンなどの視聴覚機器を区内の団体等に貸出します。
　ビデオテープ・DVDは個人（区内在住の方）にも貸出して
います。

　シビックシネマサロン（映画上映会）を毎月第３金曜に実
施しています（５月は別日に子ども向けにアニメまつりを実
施）。特別上映会として映画関係者を招きお話を伺う、シビッ
クシアター☆トークショーも実施しています。

国内交流
　協定等締結自治体と連携した、文化・観光分野等の交流事
業のほか、国内交流・連携事業補助事業や国内交流自治体食
材購入費補助事業を実施しています。

国際交流
　海外都市との交流（➡ P13）のほか、外国人と日本人が互
いの文化や価値観を理解するため、国際交流フェスタや英語
観光ツアー等、さまざまな交流イベントを実施しています。

　森鷗外記念館は、明治の文豪森鷗外が誕生して150年目
の平成24年11月、鷗外の旧居「観潮楼」跡地に開館しまし
た。小説家、戯曲家、評論家、翻訳家、陸軍軍医といくつもの
顔をもつ鷗外をはじめ、文京区ゆかりの文人たちを紹介し、

「文
ふみ

の京
みやこ

」文京区の魅力を発信しています。展示のほか講演
会やワークショップなどのイベントも行っています。

開館時間／午前10時～午後6時（最終入館は午後5時30分）

休館日／ 毎月第4火曜、12月29日～1月3日、および展示替
期間、くんじょう期間等

入館料／ 通常展・一般  300円、20人以上の団体は240円、
中学生以下無料、「身体障害者手帳」「愛の手帳

（療育手帳を含む）」「精神障害者保健福祉手帳」
をお持ちの方とその介護の方（1人まで）無料

※特別展の入館料は企画により異なる。
※ふるさと歴史館と相互割引ほか各種割引あり。

併設施設／
●  ミュージアムショップ（営業時間午前10時～午後6時）／記

念館オリジナルグッズ（絵葉書・クリアファイル・一筆箋など）、
図録、鷗外関連の書籍なども扱っています。

●  カフェ〈モリキネ・カフェ〉（営業時間午前10時30分～午後
5時30分、ラストオーダー午後５時）／コーヒー・紅茶・ハー
ブティー・ジュース・軽食・文京区ゆかりの文人銘菓などを
販売。庭園を見ながらくつろぐことができます。

●  ２F図書室 午前10時～午後6時（最終受付は午後5時30分）

▲森鷗外記念館

森鷗外記念館 千駄木1-23-4 ☎3824-5511
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文京シビックホール （公財）文京アカデミー施設管理係 ☎5803-1100
大ホール ➡ P140　クラシックコンサートをはじめとした音
楽イベントやバレエ・オペラなど舞台芸術公演に最適な1,802
席の多目的ホールです。

小ホール ➡ P140　音楽の発表会・演劇・ダンスなどあら
ゆる演目に利用できる371席の多目的ホールです。

多目的室／オーケストラなどのリハーサル・合唱・バレエ・
ダンスなどさまざまな練習の場として利用できます。

練習室１／コーラス・ピアノなどの音楽練習に利用できます。

練習室２／ドラム・シンセサイザーなどを備え、バンド練習
をはじめとした音楽練習に利用できます。

会議室１・２／可動式の間仕切りを取外し、90人収容の会
議室としても利用できます。

特別応接室／特別な来賓などの応接に利用できます。

※ 大・小ホール以外の施設は、不特定の方が入場する催し物
は不可。

休館日／５月第３日曜、12/28～１/４　
保守点検日／月２～３回程度。
利用できる方／大ホール、多目的室、練習室1・2、会議室1・2は
どなたでも。小ホールはどなたでも。ただし抽選申込は区内
在住・在勤・在学者のみ。

申込方法／窓口（シビックホール事務室）または「施設予約
ねっと」 ➡ P126

区　分 種　別 定員
利用料

午　前 午　後 夜　間 全　日
９：00 ～ 12：00 13：00 ～ 17：00 18：00 ～ 22：00 ９：00 ～ 22：00

大
ホ
ー
ル

基本料金
（入場料金5,000円超）

平　日

1,802人

157,000円 274,000円 353,000円 705,000円
土・日曜、祝日 188,000円 328,000円 423,000円 846,000円

減額料金
（入場料金5,000円以下）

平　日 134,000円 233,000円 301,000円 600,000円
土・日曜、祝日 160,000円 279,000円 360,000円 720,000円

区民料金
（入場料金3,000円以下）

平　日 95,000円 165,000円 212,000円 423,000円
土・日曜、祝日 113,000円 197,000円 254,000円 508,000円

区民料金〈１階席のみ〉
（入場料金3,000円以下）

平　日
1,242人

67,000円 116,000円 149,000円 297,000円
土・日曜、祝日 80,000円 138,000円 178,000円 356,000円

文 化 施 設

※附帯設備の使用については、別に利用料が必要。
※大小ホールを使用して催し物当日以外の日に、舞台のみをリハーサル等で使用する場合は、利用料が50％減額。
（本番日の30日以内）
※ 小ホールを使用して入場料を徴収する場合、入場料が3,000円を超えると30％、5,000円超えると50％、利用料が増額。

室名・種別 定　員
利用料

午　前 午　後 夜　間 全　日
９：00 ～ 12：00 13：00 ～ 17：00 18：00 ～ 22：00 ９：00 ～ 22：00

小ホール
平　日

371人
25,000円 43,000円 56,000円 111,000円

土・日曜、祝日 30,000円 51,000円 67,000円 133,000円
多目的室 160人 9,600円 18,100円 23,400円 51,100円
練習室１ 40人 4,700円 9,400円 11,700円 25,800円
練習室２ 20人 4,500円 9,000円 11,200円 24,700円

９：00 ～ 12：30 13：00 ～ 17：00 17：30 ～ 22：00 ９：00 ～ 22：00
会議室１ 60人 3,900円 6,800円 9,700円 20,400円
会議室２ 30人 2,100円 3,600円 5,100円 10,800円
特別応接室 8人 20,000円 25,000円 30,000円 75,000円

ホームページ／https://www.b-academy.jp/
ホール主催のイベントや施設を紹介しています。

先着順受付

抽 

選
どなたでも

大ホール
13月前 12月前

15日～21日 22日～月末 使用日の
14日前１日～

使用日の月

当 

日

当 

日

抽選申込 企画内容等
審査期間

申込期間

先着順受付

抽 

選
区内在住・
在勤・在学

その他の方

小ホール

多目的室／
練習室1・2

7月前 6月前

15日～21日 22日～月末 １日～ 8日～

使用日の月

当 

日

企画内容等
審査期間

抽選
申込 先着順受付

抽 

選

4月前 3月前

20日～月末 1日～

使用日の月

先着順受付どなたでも

当 

日

会議室1・2
特別応接室

抽 

選

3月前 2月前

20日～月末 1日～

使用日の
前日

使用日の
前日

使用日の月

先着順受付どなたでも

使用日の
10日前

抽選申込

抽選申込
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スカイホール （公財）文京アカデミー施設管理係 ☎5803-1100
シビックセンター26階 ➡ P141
各種講演会やパーティーなどに利用できます。

窓口受付時間／午前９時～午後８時
休館日／５月第３日曜、12/29～１/３
利用できる方／どなたでも
申込方法／ 窓口（シビックホール事務室）または「施設予約

ねっと」 ➡ P126
※不特定の方が入場する催し物は不可。
※会食を伴う催しは、シビックスカイレストラン椿山荘に食
事を注文。

※プロジェクター使用は、別途利用料が必要。

規　模 定　員
午　前 午　後 夜　間

10：00 ～
13：00

14：00 ～
17：00

18：00 ～
21：30

215.9㎡
立食 120人

講演会 99人
テーブル会食 60人

12,400円 15,800円 18,500円

抽 

選
どなたでも

3月前 2月前

20日～月末 1日～

使用日の月

当 

日
抽選申込

申込期間

先着順受付

使用日の
3日前
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ス ポ ー ツ
スポーツ事業

スポーツ振興課 ☎5803-1308
　スポーツを楽しめる各種教室やイベント等を開催します

スポーツ交流ひろば
スポーツ振興課 ☎5803-1850

　区民が身近でスポーツができるように学校の体育施設を
開放します。
参加受付／実施日に各実施校で受付けます。

参加費／無料

持ち物／運動着、シューズ、ボール、ラケット等

スポーツ大会・
イベント等

区民大会（３3種目）
少年軟式野球大会
少年サッカー大会
スポーツの日イベント
プロスポーツ団体・区内企業等との協働事業
学校プール開放（夏季）

スポーツ教室

ファミリーハイキング教室
初心者スポーツ教室
小・中学生スポーツ教室
親子スポーツ教室
各種水泳教室

スポーツ指導者・
ボランティア

スポーツ指導者地域派遣事業（通年）
スポーツボランティア登録・派遣（通年）

障害者スポーツ
スポ・レクひろば　　
障害者スポーツ教室

※ 実施予定日・時間は学校等の都合により、変更になる場合
があり。

※ 記載事項に変更等のあった場合は、ホームページで周知
するが、天候等の理由で急きょ中止の場合、ホームページ
に掲載されない場合あり。その場合は現地で確認のこと。

開放校名 種　目 会　場 曜　日 開放時間

柳町
小学校

バドミントン
体育館

月
18:00～21:00

バレーボール 木

関口台町
小学校

卓球
体育館

木 18:00～21:00

ビーチボール 日   9:00～12:00

金富
小学校

軽体操
体育館

月
18:00～21:00

ミニテニス 水

窪町
小学校

軽体操
体育館

日   9:00～12:00

卓球 金 18:00～21:00

湯島
小学校

バドミントン
体育館

火
18:00～21:00

ミニテニス 金

根津
小学校

ビーチボール
体育館

日   9:00～12:00

太極拳 火 18:00～21:00

開放校名 種　目 会　場 曜　日 開放時間

汐見
小学校

バドミントン
体育館

月
18:30～21:00

ビーチボール 木

本郷
小学校

卓球
体育館

月 18:30～21:00

軽体操 水 18:00～21:00

第一
中学校

バドミントン
体育館

水
18:30～21:00

卓球 木

第三
中学校

バスケットボール 体育館 金
18:30～21:00

ソフトテニス 校庭 土

第六
中学校

卓球 格技室 水

18:30～21:00バスケットボール 体育館 木

フライングディスク 体育館 水

第八
中学校

ソフトテニス 校庭 日   9:00～12:00

卓球 体育館 金 18:30～21:00

第九
中学校

ソフトテニス 校庭 日   9:00～12:00

卓球 体育館 月 18:30～21:00

第十
中学校

卓球
体育館

水
18:30～21:00

バレーボール 土

文林
中学校

バスケットボール
体育館

月
18:30～21:00

バレーボール 火

茗台
中学校

ビーチボール
体育館

水
18:30～21:00

バドミントン 木

本郷台
中学校

硬式テニス 校庭 日 13:00～16:00

バスケットボール 体育館 火 18:30～21:00

音羽
中学校

卓球

体育館

第1・3水
第2・4金

18:30～21:00バレーボール 第1・3・5金

バスケットボール 第2・4・5水
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休館日／12/29～１/３
申込方法／窓口または「施設予約ねっと」 ➡ P126
※7～8月は、プール場の貸切利用は不可。

利用方法
団体貸切での利用
事前に団体登録が必要です。利用する施設へ問合せください。

個人での利用
利用する種目や室場によって異なります。
利用手続きは、各施設へ問合せください。

各施設とも、利用にあたっては登録が必要です。手続きは各施設へお尋ねください。

※競技場は1/2面、2/3面、1/3面の利用可。多目的室・大プールは1/2面の利用可。

※ 柔道場・剣道場・弓道場・アーチェリー場・卓球場は利用日
の10日前まで申込可。

ス ポ ー ツ 施 設

先着順受付

抽 

選
優先受付団体
（スポーツ団体）

その他の団体

3月前 2月前

20日～ 1日～ 1日～

1月前 利用日の月

利
用
日

抽選申込

申込期間

先着順受付

開館時間／午前9時～午後9時30分

江戸川橋体育館
小日向 1-7-4 ☎3945-4008

開館時間／午前9時～午後10時30分

開館時間／午前8時30分～午後10時30分

スポーツセンター

総合体育館

大塚 3-29-2 ☎3944-2271

本郷 7-1-2 ☎3814-4271

屋内施設

貸切使用時間・利用料
午　前 午　後 Ⅰ 午　後 Ⅱ 夜　間 全　日

９：00 ～ 12：00 12：30 ～ 15：00 15：30 ～ 18：00 18：30 ～ 21：30 9：00 ～ 21：30

ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

競技場 27,800円 27,800円 27,800円 37,200円 96,800円

柔道場 4,400円 4,400円 4,400円 5,100円 16,500円

剣道場 4,400円 4,400円 4,400円 5,100円 16,500円

弓道場 4,400円 4,400円 4,400円 4,600円 14,400円

卓球場 5,400円 5,400円 5,400円 6,100円 18,100円

多目的室 4,400円 4,400円 4,400円 5,100円 15,100円

会議室 2,100円 1,800円 1,800円 2,100円 7,800円

スポーツ多目的室 2,900円 2,900円 2,900円 3,400円 10,100円

大・小プール 13：30～15：30　36,500円

大プール 13：30～15：30　28,600円

小プール 13：30～15：30 　 7,900円
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附帯設備利用料

※ フットサルゴールはスポーツセンター・江戸川橋体育館のみ。
※バレエバーはスポーツセンター・総合体育館のみ。

バレーボール
（１面）

バスケットボール
（１面）

バドミントン
（１面） 卓球（一式） バレエバー

（1本）
液晶ビデオプロ

ジェクター（一式）

利用料
（１回） 1,400円 2,400円 240円 240円 240円 200円

放送設備
（一式）

電光標示板
（１組）

コースロープ
（１本） フットサルゴール 演壇（1台） 演台（1台） ビーチボール

（1面）
ミニテニス
（1面）

利用料
（１回） 1,400円 1,400円 240円 850円 480円 240円 240円 240円

午　前 午　後 Ⅰ 午　後 Ⅱ 夜　間 全　日

９：00 ～ 12：00 12：30 ～ 15：00 15：30 ～ 18：00 18：30 ～ 21：30 9：00 ～ 21：30

総
合
体
育
館

競技場 20,800円 17,800円 17,800円 24,100円 69,100円

午　前 午　後 Ⅰ 午　後 Ⅱ 夜　間 全　日

8：30 ～ 11：30 12：00 ～ 14：30 15：00 ～ 17：30 18：00 ～ 21：00 8：30 ～ 21：00

武道場1（畳） 3,100円 2,800円 2,800円 3,300円 10,800円

武道場2（床） 3,100円 2,800円 2,800円 3,300円 10,800円

アーチェリー・弓道場 3,700円 3,400円 3,400円 4,200円 12,000円

卓球場 3,000円 2,700円 2,700円 3,200円 10,300円

スポーツ多目的室 4,400円 4,000円 4,000円 4,800円 15,300円

プール 9：45～11：45　28,600円

午　前 午　後 Ⅰ 午　後 Ⅱ 夜　間 全　日

９：00 ～ 12：00 12：30 ～ 15：00 15：30 ～ 18：00 18：30 ～ 21：30 9：00 ～ 21：30

江
戸
川
橋
体
育
館

競技場 9,100円 9,100円 9,100円 11,600円 31,300円

柔道場 3,100円 3,100円 3,100円 3,400円 11,400円

剣道場 3,100円 3,100円 3,100円 3,400円 11,400円

多目的室 1,300円 1,300円 1,300円 1,500円 5,200円

※競技場・スポーツ多目的室・プールは1/2面の利用可。

※競技場は1/2面の利用可。

貸切使用時間・利用料
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一般公開
午　前 午　後Ⅰ 午　後Ⅱ 夜　間

９：00～12：00 12：30～15：00 15：30～18：00 18：00～21：00 18：30～21：30

スポーツ
センター

金 ★バレーボール バドミントン バドミントン −
★バドミントン、
卓球、★柔道、
★剣道、★弓道

土 − 卓球
★バスケット

ボール
− ★ビーチボール

総合
体育館

水 ★ビーチボール バドミントン バドミントン

★卓球、
★柔道、
剣道、

★アーチェリー

★バドミントン、
卓球

江戸川橋
体育館

月 バドミントン − − − −

水 − − − −
★バスケット

ボール、
★合気道

木 − 卓球 − − −

金 ★ビーチボール − − − −

土 −
★ミニテニス、

★なぎなた
− − −

※バスケット、弓道、アーチェリーの使用は高校生以上。
※夜間のバドミントンは学生の使用不可。
※表中の★印は指導員あり。

※ 身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保険福祉手帳をお持
ちの方は、利用料金の免除制度あり。

※ 65歳以上の方の利用については、特別利用料金の適用あり。
詳細は、スポーツセンター、総合体育館へ。

個人利用・一般公開利用料
区　分 利用料

トレーニング
ルーム

個人利用
（会員のみ）

１回１単位（3時間） 600円

一
　
般

定
　
期

１か月 2,800円

3か月 8,300円

6か月 14,800円

１2か月 25,800円

プール
個人利用

一
　
般

１回　２時間以内 550円

超過　１時間以内 280円

定
　
期

１か月 4,600円

3か月 11,800円

6か月 20,600円

中
学
生
以
下

１回　２時間以内 230円

超過　１時間以内 120円

定
　
期

１か月 2,300円

3か月 5,900円

6か月 10,300円

上記以外の
個人利用・
一般公開

高校生以上１回１単位 310円

中学生以下１回１単位 160円

トレーニングルーム（会員制）
利用時間（最終入室22:00　退室22:20）

スポーツセンター 9：00 ～ 22：30

総合体育館 8：30 ～ 22：30

プール
利用時間（最終入場22:00　退水22:15）

スポーツ
センター

９：00 ～ 13：30 13：30 ～ 15：30 15：45 ～ 22：30

個人利用 団体貸切 個人利用

総合
体育館

９:45 ～ 11:45 12:00 ～ 22:30

団体貸切 個人利用

※ 7/1～8/31は、９：00～22：30までのすべての時間帯が個人
利用。

※ １回の使用は２時間で着替えの時間等を含む。２時間を超えた
場合は、超過料金が必要。

※ 高校生以上。

個人利用
　貸切利用がされていない場合は、次の競技室で個人利用
ができます。

利用できる室場／柔道場・剣道場・アーチェリー場・弓道場・卓球場
※ただし弓道場は承認書がある方のみ使用可。

利用方法／利用当日、券売機で利用券を購入してください

一般公開
　次の表の曜日と時間・種目は、各競技場・道場などの貸切
使用はせず、一般に公開しているため、個人で利用できます。
※大会等のため中止する場合あり。

利用方法／個人利用と同じ

▲総合体育館
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抽 

選
平日(個人)
土休日(個人) 先着順受付抽選

申込

抽 

選

抽 

選

テニス学生

平日(団体)

3月前 2月前 1月前

20日～ 1日～ 1日～8日～

使用日の月

抽選申込

申込期間

先着順受付

先着順受付抽選
申込

利
用
日

竹早テニスコート
小石川5-9-1 ☎3814-0427

六義公園運動場
本駒込6-16-10 ☎3947-4438

開場時間／ 午前９時～午後５時

休場日／火曜（祝日の場合は翌日）、12/28～１/４

利用できる方／都内在住・在勤・在学者

申込方法／ 窓口（小石川運動場）または「施設予約ねっと」 
➡ P126

利用料／① 少年野球（中学生以下）・少年サッカー（中学生
以下）・ソフトボール＝2時間1,200円

②運動会＝半日14,400円、１日28,800円

スポーツ
一般団体

優先受付団体
（ホームグラウンド）

抽 

選

抽 

選

3月前 2月前

20日～ 1日～ 8日～

利用日の月

抽選申込

申込期間

先着順受付

先着順受付抽選
申込

利
用
日

屋外施設

スポーツひろば
利用競技／ スケートボード、ローラースケート、ミニサッカー、

3×3、一輪車
開場時間／ 午前９時～午後５時（６/１～９/30は午後6時まで）
休場日／12/28～１/４および小石川運動場が事前に示した日
利用できる方／ 区内在住・在勤・在学の青少年（小学生～25

歳）とその保護者。事前に登録が必要。
申込方法／ 証明書を持参のうえ直接小石川運動場管理事務

所（休場日を除く午前９時～午後５時）へ
利用料／無料

後楽公園少年野球場
後楽1-6-25 ☎3811-4507

開場時間／午前９時～午後５時、12/28～１/４は休場
利用できる方／区内在住・在勤者（学生は在住者のみ）
申込方法／ 窓口（小石川運動場）または「施設予約ねっと」 

➡ P126

利用料／少年野球（小学生以下）・ソフトボール　
　　　　2時間1,200円

先着順受付スポーツ
一般団体

優先受付団体
（ホームグラウンド）

抽 
選

3月前 2月前

20日～ 1日～ 8日～

使用日の月

抽選申込

申込期間

先着順受付 利
用
日

小石川運動場
後楽1-8-23 ☎3811-4507

開場時間／ 午前６時30分～午後８時30分（12/１～３/31は、
午前８時30分からの使用）２時間単位制。

休場日／12/28～１/４
利用できる方／都内在住・在勤・在学者
申込方法／窓口または「施設予約ねっと」 ➡ P126

スポーツ
一般団体

優先受付団体
（ホームグラウンド）

抽 

選

抽 

選

3月前 2月前

20日～ 1日～ 8日～

利用日の月

抽選申込

申込期間

先着順受付

先着順受付抽選
申込

利
用
日

その他の団体

グラウンド利用団体

2月前 1月前
1日～8日～

利用日の月
申込期間

先着順受付

先着順受付

利
用
日

会議室
開場時間／午前8時30分～午後８時30分
利用料／２時間 1,500円

コート数／5面

開場時間／午前８時～午後９時、12/28～１/４は休場

利用できる方／区内在住・在勤・在学者

申込方法／ 窓口（スポーツセンター）または「施設予約ねっと」 
➡ P126

▼ 

ス
ポ
ー
ツ
施
設

※ナイター照明利用料は季節により変動。

※ナイター照明利用料は季節により変動。

利用時間および利用料

利用時間および利用料

6：30～8：30
（4～11月のみ）

8：30～18：30
（1面2時間単位） 18：30～20：30

6,600円 6,600円 12,600円

8：00～18：00（1面2時間単位） 18：00～21：00

1,500円 3,750円
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まるごと子育て応援事業 ➡ P46

利用料／ 多目的広場：全面7,400円・半面3,700円（毎週水
曜、第2日曜・第4土曜日は一般開放日）、テニスコー
ト：1面1,500円、フットサルコート：1面2,300円

スポーツ
一般団体

優先受付団体
（ホームグラウンド）

抽 

選

抽 

選

3月前 2月前

20日～ 1日～ 8日～

利用日の月

抽選申込

申込期間

先着順受付

先着順受付抽選
申込

当 
日

抽 

選
平日(個人)
土休日(個人) 先着順受付抽選

申込

抽 
選

抽 

選

学　生

平日(団体)

3月前 2月前 1月前

20日～ 1日～ 1日～8日～

利用日の月

抽選申込 先着順受付

先着順受付抽選
申込

当 

日

多目的広場／
フットサルコート

テニスコート

利用競技／軟式野球、サッカー、テニス、フットサル等

利用時間／ 午前8時～午後4時（5～8月は午後6時まで）、
　　　　　2時間単位制
休園日／12/29～１/3

利用できる方／テニスコート：区内在住・在勤・在学者

多目的広場およびフットサルコート:都内在住・在勤・在学者

※事前に登録が必要。

申込方法／ 窓口（パークセンター）または「施設予約ねっと」 
➡ P126

目白台運動公園
目白台1-20-2 ☎3941-6153

▲目白台運動公園　多目的広場

▲目白台運動公園　テニスコート

文の京 街景色
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地 域 活 動

● 窓口業務開設時間／平日＝午前8時30分～午後8時
　　　　　　　　　  土・日曜、祝日＝午前8時30分～午後5時
（区民サービスコーナー、会議室貸出の受付は午前9時から）
※ 向丘地域活動センターは平日、土・日曜、祝日の午前8時30分

～午後8時(区民サービスコーナー、会議室等貸出を除く)。
● 休館日／12/29～1/3

【地域活動センターで取扱っている事務】
●  区民サービスコーナー業務（住民票、税証明等の発行）（礫

川地域活動センターを除く） ➡ P35
●  地域活動団体（町会・青少年健全育成会・日赤など）の支援・連絡
●  地域の広聴・相談
●  ふれあいサロンの実施（各地域活動センター）
●  まち案内やパソコンコーナー等の立ち寄りスペースの設置
●  地域活動センター会議室および区民会館利用の受付・管理
●  防災活動支援、環境リサイクル業務、高齢者福祉業務の一部等

施設名 電　話 所在地

礫川地域
活動センター 3813-3638 小石川2-18-18

大原地域
活動センター 3946-8594 千石1-4-3

大塚地域
活動センター 3947-2624 大塚1-5-17

音羽地域
活動センター 3943-0621 音羽1-22-14

湯島地域
活動センター 3813-6554 本郷7-1-2（総合体育館内）

向丘地域
活動センター 3813-6668 向丘1-20-8

根津地域
活動センター 3822-3653 根津2-20-7（不忍通りふれあい館内）

汐見地域
活動センター 3827-8149 千駄木3-2-6（汐見地域センター内）

駒込地域
活動センター 3824-5801 本駒込3-22-4（本駒込地域センター内）

地域活動センター

ボランティア保険
総務課 ☎5803-1139

　ボランティア団体やその団体の指導者が、ボランティア活
動中に参加者やその他の第三者または財物等に損害を与え
て、法律上の責任を負った場合の「損害賠償責任保険」と、
活動者および指導者自身の死亡やけがに対する「傷害保険」
をセットにしたもので、保険料は区が全額負担します。

■  地域連携ステーション　フミコム  ☎3812-3044

■  文京ボランティア支援センター  ☎3812-3114

■  地域福祉コーディネーター・生活支援コーディネーター
  地域福祉推進係　☎5800-2942

　文京区社会福祉協議会が区や地域住民・ボランティア・ＮＰＯ・
企業・大学等と連携して、新たなつながりを創出し、地域の
活性化や地域課題の解決を図っていくための協働拠点です。

①各種講座の実施

②地域連携における総合相談

③文京区の地域活動情報サイト「どっとフミコム」の運営

開所時間／月～土曜　午前9時から午後9時まで　
　　　　　日・祝日　午前9時から午後5時まで

休館日／12/29～1/3、その他区民センター休館日

　ボランティア活動等の輪を広げるために各種事業を実施
します。

①ボランティア活動に関する相談、コーディネート

② 各種ボランティア養成講座、福祉学習、ボランティア体験
教室等の実施

③ ボランティア保険・行事保険の加入受付（東京都社会福祉
協議会取扱い　http://www.tokyo-fk.com/）

住み慣れた地域で住民主体による地域課題を解決するため
のしくみづくり、地域での居場所づくり、介護予防とささえ
あいの場づくり等のお手伝いをします。

①地域の支えあい体制づくり推進事業（かよい～の、つどい～の）

②ふれあいいきいきサロン

文京区の地域活動情報サイト「どっとフミコム」
https://www.d-fumi.com

スマートフォンの方はこちらから➡

文京区社会福祉協議会
本郷４－１５－１４（区民センター内） FAX   5800-2966
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集 会 施 設

　地域活動センター会議室は、地域のコミュニティ形成のための施設です。

開館時間／午前９時～午後９時30分
休館日／12/29～１/３　ただし、駒込地域活動センター会議室は第２水曜も含む。
利用できる方／区内在住・在勤・在学者

申込方法／窓口（各地域活動センター）または「施設予約ねっと」➡ P126（詳しくは、所管の各地域活動センターへ問合せください）

窓口受付時間／月～金曜：午前９時～午後８時、土・日曜、祝日：午前９時～午後５時（12/29～１/３を除く）

地域活動センター会議室

地域活動
センター名 規　模 定員

使用料
所在地 電　話午　前

（９：00 ～ 12：30）
午　後

（13：00 ～ 17：00）
夜　間

（17：30 ～ 21：30）

礫川地域活動
センター

洋室Ａ 29㎡ 15人 800円 900円 900円

小石川2-18-18 3813-3638

洋室Ｂ 27㎡ 12人 700円 800円 800円

洋室Ｃ 19㎡ 10人 500円 600円 600円

多目的室Ａ 55㎡ 30人 1,500円 1,800円 1,800円

多目的室Ｂ 37㎡ 20人 1,000円 1,200円 1,200円

大原地域活動
センター

和室 20畳 20人 900円 1,200円 1,200円

千石1-4-3 3946-8594

洋室Ａ 52㎡ 25人 1,300円 1,500円 1,500円

洋室Ｂ 50㎡ 25人 1,300円 1,500円 1,500円

洋室Ｃ 50㎡ 20人 1,300円 1,500円 1,500円

多目的室Ａ 168㎡ 80人 4,800円 5,400円 5,400円

多目的室Ｂ 66㎡ 30人 1,800円 2,000円 2,000円

多目的室Ｃ 62㎡ 30人 1,600円 1,900円 1,900円

大塚地域活動
センター

和室A 21畳 26人 900円 900円 900円
大塚1-5-17 3947-2624

和室B 21畳 26人 900円 900円 900円

音羽地域活動
センター

洋室A 43㎡ 24人 1,100円 1,300円 1,300円

音羽1-22-14 3943-0621洋室B 41㎡ 24人 1,000円 1,200円 1,200円

多目的室 69㎡ 48人 1,800円 2,000円 2,000円

湯島地域活動
センター

洋室A 35㎡ 18人 700円 700円 700円
本郷7-1-2

（総合体育館内） 3813-6554洋室B 35㎡ 18人 700円 700円 700円

多目的室 52㎡ 30人 1,000円 1,000円 1,000円

向丘地域活動
センター

洋室A 37㎡ 20人 1,000円 1,200円 1,200円

向丘1-20-8 3813-6668洋室B 37㎡ 20人 1,000円 1,200円 1,200円

多目的室 59㎡ 30人 1,600円 2,000円 2,000円

汐見地域活動
センター

洋室A 58㎡ 30人 1,200円 2,200円 2,200円

千駄木3-2-6
（汐見地域センター内）

3827-8149
洋室B 58㎡ 30人 1,200円 2,200円 2,200円

洋室C 29㎡ 15人 800円 1,100円 1,100円

洋室D 24㎡ 13人 800円 900円 1,000円

駒込地域活動
センター 注1・注２をご覧ください

本駒込3-22-4
（本駒込地域センター内）

3824-5801

駒込地域活動センター会議室（ホールA・B以外）
申込期間

抽 

選

どなたでも

優先受付団体
町会・自治会、高齢者クラブ、
青少年健全育成会等

3月前 2月前 1月前

20日～月末 1日～ 1日～ 8日～20日～月末

使用日の月

抽選申込 先着順受付

先着順受付抽選
申込

抽選
申込 当 

日
（　　　　　　） 抽 

選

駒込地域活動センターホールA・B
申込期間

抽 

選

どなたでも

優先受付団体
町会・自治会、高齢者クラブ、
青少年健全育成会等

4月前 3月前 2月前

20日～月末 1日～ 1日～ 8日～20日～月末

使用日の月

抽選申込 先着順受付

先着順受付抽選
申込

抽選
申込 当 

日
（　　　　　　） 抽 

選
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利用時間および使用料

室　名 規　模 定　員
使用料

午　前 午　後 夜　間
９：00 ～ 12：30 13：00 ～ 17：00 17：30 ～ 21：30

地下１階
ホール 201㎡ 150人 5,000円 8,800円 11,200円

スタジオ 27㎡ 8人 800円 1,500円 1,700円

３階
３階会議室 50㎡ 24人 1,200円 2,200円 2,800円

創作工房室 51㎡ 24人 1,200円 2,200円 2,800円

４階

４階会議室 61㎡ 30人 1,400円 2,600円 3,300円

和　室 20畳 24人 900円 1,800円 2,400円

茶　室 4.5畳 ６人 600円 800円 800円

１階 展示コーナー 51㎡ ― 全日（9：00 ～ 21：30）8,600円

附帯設備使用料

※単位時間ごとの料金。　※利用できる施設（部屋）に制限あり。　※附帯設備のみの使用は不可。

種　別 使用料

ピアノ 500円

ドラムセット 400円

シンセサイザー 400円

映写機（スライド） 500円

映写機（16mm） 500円

種　別 使用料

ビデオ設備 500円

液晶プロジェクター 200円

オーバーヘッドプロジェクター 200円

陶芸窯 400円

電動ろくろ 200円

開館時間／午前９時～午後９時30分
休館日／ 第３月曜（ただし窓口受付は下記時間において実

施）・12/29～１/３・設備維持保全日
利用できる方／ 区内在住・在勤・在学者および区内所在の会

社・各種団体等（営利を目的とせず、公の秩
序または善良の風俗を害するおそれのない
こと）

申込方法／ 窓口（根津地域活動センター☎3822-3653）ま
たは「施設予約ねっと」➡ P126（詳しくは、窓口
へ問合せください）

窓口受付時間／ 月～金曜：午前9時～午後8時、土・日曜、祝日：
午前9時～午後5時（12/29～1/3を除く）

　不忍通りふれあい館は、地域住民のコミュニティ形成を図
り、産業振興に役立てるために設置された施設です。

注１ 駒込地域活動センター会議室利用時間および使用料

室  名 規模 定員
使用料

午  前 午  後 夜  間

地下
２階

ホールA 144㎡ 80人 3,600円 5,500円 5,500円

ホールB 144㎡ 80人 3,600円 5,500円 5,500円

２階 多目的室 123㎡ 80人 2,500円 4,500円 4,700円

3階
和室A 20畳 24人 1,200円 1,900円 1,900円

和室B 15畳 18人 800円 1,400円 1,400円

4階
洋室A 65㎡ 36人 1,500円 2,400円 2,400円

洋室B 48㎡ 18人 800円 1,500円 1,800円

※単位時間ごとの料金。
※利用できる施設（部屋）に制限あり。
※附帯設備のみの使用は不可。

注２ 駒込地域活動センター会議室附帯設備使用料
種　別 使用料

ピアノ 500円

ビデオ設備 500円

液晶プロジェクター 200円

映写機（スライド） 500円

映写機（16mm） 500円

オーバーヘッドプロジェクター 200円

不忍通りふれあい館 根津2-20-7 ☎3822-0040

ホール・スタジオ・展示コーナー以外
申込期間

抽 

選

どなたでも

優先受付団体
町会・自治会、高齢者クラブ、
青少年健全育成会等

3月前 2月前 1月前

20日～月末 1日～ 1日～ 8日～20日～月末

使用日の月

抽選申込 先着順受付

先着順受付抽選
申込

抽選
申込 当 

日
（　　　　　　） 抽 

選

ホール・スタジオ・展示コーナー
申込期間

抽 

選

どなたでも

優先受付団体
町会・自治会、高齢者クラブ、
青少年健全育成会等

4月前 3月前 2月前

20日～月末 1日～ 1日～ 8日～20日～月末

使用日の月

抽選申込 先着順受付

先着順受付抽選
申込

抽選
申込 当 

日
（　　　　　　） 抽 

選
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会議、研修、セミナーなどにご利用いただけます。

開館時間／午前9時～午後9時30分

休館日／ 館内整備日（第４月曜、祝日の場合は翌日）、12/29～１/３

利用できる方／ 区内在住・在勤・在学者および区内所在の会
社・各種団体などで営利を目的としないこと

区内在住、在勤、
在学の方

抽 

選

3月前 2月前

20日～ 1日～ 8日～

使用日の月

抽選申込

申込期間

先着順受付 当 

日

申込方法／窓口または「施設予約ねっと」 ➡ P126

区民センター 本郷4-15-14 ☎3814-6731

※2-A・3-A の（　）内の数字はいすだけ使用の場合の定員。3-C の（　）内の数字は最大定員（教室型に並べた場合）。
※2-A・3-A は液晶プロジェクターを常設（利用する場合は事前に要相談）。

室　名 定　員
使用料 設　備

午前＝９：00 ～
　　12：30

午後＝13：00 ～
　 17：00

夜間＝17：30 ～
     21：30

全日＝９：00 ～
      21：30 マイク 白　板

２階

2-A 210（350）人 4,500円 7,200円 10,200円 21,900円 有 有
2-B 30人 1,000円 1,400円 1,800円 4,200円 無 有
2-C 20人 1,000円 1,300円 1,300円 3,600円 無 有
2-D 20（和室）人 900円 1,000円 1,200円 3,100円 無 有
2-E 12人 700円 800円 800円 2,300円 無 有

３階

3-A 252（470）人 9,700円 13,200円 13,700円 36,600円 有 有
3-B 30人 1,000円 1,400円 1,800円 4,200円 無 有
3-C 36（60）人 2,200円 2,800円 2,800円 7,800円 無 有
3-D 36人 1,500円 2,000円 2,000円 5,500円 無 有
3-E 18人 1,000円 1,300円 1,300円 3,600円 無 有

附帯設備 液晶プロジェクター1台 200円 200円 200円 600円 − −

利用時間および使用料

施設名および使用料

施設名 面 積 定 員
使用料

午　前 午　後 夜　間
９：00～12：30 13：00～17：00 17：30～21：30

視聴覚室 171㎡ 105人 3,400円 4,400円 4,400円
地域活動室A 39㎡ 24人 800円 1,000円 1,000円

　男女平等参画社会実現のための、学習および交流の施設
です。
開館時間／午前９時～午後９時30分
休館日／隔月１回全館清掃日、12/28～１/４
利用できる方／どなたでも（営利を目的としないこと）
申込方法／ 窓口または「施設予約ねっと」 ➡ P126

※ 附帯設備１回の使用単位は、施設の使用単位の午前・午後ま
たは夜間に対応。

※（　）内の数字は、椅子だけ使用の場合の定員。

室　名 定　員
（椅子のみ）

午　前 午　後 夜　間
９：00 ～ 12：30 13：00 ～ 17：00 17：30 ～ 21：30

研
修
室

A 96（156）人 5,900円 6,700円 6,700円
B 43（70）人 2,200円 2,500円 2,500円
C 18人 1,200円 1,500円 1,500円
D 25人 1,200円 1,500円 1,500円

和室1・2 20人 各700円 各800円 各1,200円
実習室 24人 2,000円 2,300円 2,300円
会議室 12人 1,200円 1,400円 1,400円
保育室 20人 1,200円 1,500円 1,500円

附帯
設備

ピアノ

1回500円
プロジェクター
DVD設備一式
ビデオ設備一式

利用時間および使用料

その他の団体

抽 

選

3月前 2月前 1月前

20日～月末 1日～ 1日～

使用日の月

抽選申込

申込期間

先着順受付

先着順受付

当 

日

優先受付団体
（男女平等センター登録団体）

男女平等センター

文京福祉センター江戸川橋

本郷4-8-3 ☎3814-6159

小日向2-16-15 ☎5940-2901
　地域福祉振興のための施設です。
開館時間／午前９時～午後９時30分　休館日／12/29～１/３
利用できる方／ 区内在住・在学・在勤者（営利を目的としな

いこと）
申込方法／ 窓口または「施設予約ねっと」➡ P126

施設名 面 積 定 員
使用料

午　前 午　後 夜　間
９：00～12：30 13：00～17：00 17：30～21：30

地域活動室B 58㎡ 30人 1,200円 1,600円 1,600円
地域活動室C 55㎡ 30人 1,100円 1,400円 1,400円

料理教室 54㎡ 30人 1,100円 1,400円 1,400円
多目的室 43㎡ 24人 900円 1,200円 1,200円
学習室 51㎡ 30人 − − 1,300円

トレーニング
ルーム 115㎡ 60人 − − 3,000円

附帯設備
（使用単位の1回は午前・
午後・夜間に対応する時間）

ピアノ 1回500円（視聴覚室）
プロジェクター 1回200円（視聴覚室）
ビデオカメラ 1回200円（料理教室）
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※第１創作室・第２創作室および第２和室・第３和室は、それぞれ一室としても利用可。
※第２洋室、第３洋室の（　）内の定員は、テーブルを利用しない場合。
※区民会議室および各和室は、駒込地域活動センターの事業を行う地域内に居住する方、区内の町会・自治会、商店会、振興組

合、高齢者クラブまたはその連合会が会議等に利用するときは、利用料が５割減額。

2階 体育館 
面　積 定　員 ９：00 ～ 12：00 12：30 ～ 16：30 17：30 ～ 21：30

487㎡ ― 7,100円 8,800円 9,500円

室　名 面　積 定　員
利用料

備　考午　前 午　後 夜　間
９：00 ～ 12：30 13：00 ～ 17：00 17：30 ～ 21：30

１
階

区民会議室 92㎡  60人 3,200円 3,700円 3,700円 　

１階洋室 34㎡ 24人 1,000円 1,100円 1,100円 　

第１創作室 52㎡ 20人 1,600円 1,800円 1,800円 　

第２創作室 43㎡ 20人 1,300円 1,500円 1,500円 　

３
階

第２洋室 61㎡ 24人（30人） 1,800円 2,100円 2,100円 　

第３洋室 61㎡ 24人（30人） 1,700円 1,900円 1,900円 ピアノ

第１和室 12畳 20人 800円 1,100円 1,100円 　

第２和室 10畳 15人 800円 1,000円 1,000円 　

第３和室 ８畳 15人 800円 900円 900円 　

利用時間および利用料

　主として中小企業に働く方のための施設ですが、一般の
方も利用できます。

開館時間／午前９時～午後９時30分
休館日／12/29～１/３
利用できる方／どなたでも（営利を目的としないこと）
館内整備日／毎月第３月曜（月曜が祝日の場合は翌日）
申込方法／窓口または「施設予約ねっと」 ➡ P126

個人利用
①体育館
　利用日／木・金曜：午後0時30分～４時30分
 　　　　　土・日曜、祝日：午後５時～９時
　種目／バドミントン、卓球
　利用料／１人 １時間 240円

②囲碁・将棋コーナー
　利用日／火・木・土・日曜
　時間／午後１時～９時
　場所／１階洋室
　利用料／１人 １日 100円

勤労福祉会館 本駒込4-35-15 ☎3823-6711

施設名および使用料

文京福祉センター湯島 本郷3-10-18 ☎3814-9245
　地域福祉の振興のための施設です。
開館時間／午前９時～午後９時30分　休館日／12/29～１/３
利用できる方／ 区内在住・在学・在勤者（営利を目的としな

いこと）
受付場所／ 文京福祉センター湯島
受付時間／ 午前9時～午後9時30分

施設名 面 積 定 員
使用料

午　前 午　後 夜　間
９：00～12：30 13：00～17：00 17：30～21：30

洋室 77㎡ 30人 2,200円 2,200円 2,200円

和室A 24.5畳 30人 ー ー 1,200円

和室B 17畳 15人 ー ー 900円

和室C 8畳 8人 ー ー 800円

区民会議室
申込期間

抽選

どなたでも

優先受付団体
区内の町会・自治会、
商店会、高齢者クラブ等

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

先着順受付

当 

日
（　　　　　　）

洋室・創作室・和室・体育館
申込期間

どなたでも

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
抽 

選
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交流館名 規 模 定 員
使用料

所在地 電　話午　前 午　後 夜　間
２室使用

９：00 ～ 12：30 13：00 ～ 17：00 17：30 ～ 21：30

白山交流館

和室Ａ 24畳 30人 1,000円 1,000円 1,000円 −

白山4-27-11 3813-8500
和室Ｂ 21畳 ２６人 1,000円 1,000円 1,000円 −

和室Ｃ 24畳 30人 1,000円 1,000円 1,000円
−

和室Ｄ 10畳 12人 700円 800円 800円

千駄木交流館
和室Ａ 24畳 30人 1,200円 1,200円 1,200円

1,800円 千駄木3-42-20 3821-6695
和室Ｂ 10畳 15人 800円 900円 900円

目白台交流館

洋室Ａ 98㎡ 56人 2,400円 2,400円 2,400円 −

目白台3-18-7
（目白台総合センター内）

5395-9141
洋室B 41㎡ １６人 1,000円 1,000円 1,000円 −

和室Ａ 28畳 ３４人 1,400円 1,400円 1,400円
1,900円

和室Ｂ 10畳 １２人 700円 800円 800円

根津交流館

洋室 29㎡ １２人 900円 900円 900円 −
根津1-14-3

（根津総合センター内）
3828-5269和室Ａ 24畳 30人 1,200円 1,200円 1,200円

1,800円
和室Ｂ 12畳 15人 900円 900円 900円

区民会議室 （公財）文京アカデミー施設管理係 ☎5803-1100
　区民会議室は、会議や研修のための施設です（シビックセ
ンター3～5階）。

利用時間／土・日曜、祝日：午前９時～午後９時30分
　　　　　月～金曜：午後６時～９時30分
　　　　　ただし、５階会議室は全日午前９時～午後９時30分

休館日／12/29～１/３、施設点検日（５月第３日曜）

利用できる方／ 区内在住・在勤・在学者および区内所在の会社・
各種団体等（営利を目的とせず、公の秩序ま
たは善良の風俗を害するおそれのないこと）

区内在住、在勤、
在学の方等

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

申込期間

先着順受付 当 

日

申込方法／ 窓口（シビックホール事務室）または「施設予約
ねっと」 ➡ P126

　交流館は、地域コミュニティ形成のための施設です。

開館時間／午前９時～午後９時30分
休館日／12/29～１/３
利用できる方／区内在住・在勤・在学者
申込方法／窓口（各交流館）または「施設予約ねっと」（詳しくは、所管の各交流館へ問合せください） ➡ P126
窓口受付時間／月～金曜：午前９時～午後８時、土・日曜、祝日：午前９時～午後５時（12/29～１/３を除く）
使用時間／午前（９：00 ～ 12：30）、午後（13：00 ～ 17：00）、夜間（17：30 ～ 21：30）

交流館

申込期間

抽 

選

どなたでも

優先受付団体
町会・自治会、高齢者クラブ、
青少年健全育成会等

3月前 2月前 1月前

20日～月末 1日～ 1日～ 8日～20日～月末

使用日の月

抽選申込 先着順受付

先着順受付抽選
申込

抽選
申込 当 

日
（　　　　　　） 抽 

選

※設備使用料は、午前・午後・夜間で区切る。

附帯設備 利用料（１回）

バスケットボール（１式） 600円

バレーボール（１式） 700円

バドミントン（１面） 200円

卓球（１台） 200円

附帯設備 利用料（１回）

ピアノ（アップライト） 500円

液晶プロジェクター（1台） 200円

ポータブルワイヤレス
アンプ・マイク（1式） 500円

附帯設備利用料
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会館名 所在地 電 話 規 模 定 員
使用料

申込先・電話
午前 午後 夜間

白山東会館 白山1-29-10 3818-1824 和室 42畳 50人 1,400円 1,400円 1,400円 向丘地域活動センター
3813-6668

かるた記念
大塚会館 大塚4-13-5 3945-0533

和室 54畳 65人 2,500円 2,500円 2,500円 大塚地域活動センター
3947-2624洋室 33㎡ １８人 900円 900円 900円

駕籠町会館 本駒込6-2-5 3947-0909 和室 35畳 ４５人 1,400円 1,400円 1,400円 大原地域活動センター
3946-8594

大塚北会館 大塚6-15-3 3943-5711

洋室A 29㎡ １２人 600円 700円 700円
大塚北会館
3943-5711洋室B 52㎡ ２４人 １,200円 １,400円 １,400円

洋室C 42㎡ ２０人 900円 １,100円 １,100円

本郷会館 本郷2-21-7 3817-6618
洋室A 4６㎡ ２４人 １,000円 １,200円 １,200円 本郷会館

3817-6618洋室B ２９㎡ １２人 600円 700円 700円

動坂会館 千駄木4-8-14 3824-5501 洋室 49㎡ 24人 1,100円 1,200円 1,200円 動坂会館
3824-5501

区民会館
　区民会館は、地域コミュニティ形成のための施設です。

開館時間／午前９時～午後９時30分
休館日／12/29～１/３
申込方法／窓口または「施設予約ねっと」 ➡ P126
窓口受付場所／下記申込先参照
窓口受付時間／月～金曜：午前９時～午後8時　ただし、大塚北会館および本郷会館は夜間利用のない日のみ午前９時～午後６時
　　　　　　　土・日曜、祝日：午前９時～午後５時（12/29～１/３を除く）
使用時間／午前（９：00 ～ 12：30）、午後（13：00 ～ 17：00）、夜間（17：30 ～ 21：30）

室　名 規　模 定　員
使用料

午　前 午　後 夜　間
９：00 ～ 12：00 13：00 ～ 17：00 18：00 ～ 21：30

３階
（障害者会館）

会議室A 58㎡ 30人 1,700円 2,300円 2,000円

会議室B 58㎡ 30人 1,700円 2,300円 2,000円

会議室C 65㎡ 30人 1,800円 2,600円 2,200円

和室 27.5畳 30人 1,800円 2,600円 2,200円

４階
（シルバーセンター）

ホール 177㎡ 105人 4,800円 7,100円 6,200円

会議室A 59㎡ 30人 1,600円 2,300円 2,000円

会議室B 70㎡ 36人 1,900円 2,800円 2,400円

和室1 27畳 約48人 1,500円 2,500円 2,400円

和室2 ８畳 約6人 400円 600円 500円

５階
（区民会議室）

会議室A 83㎡ 36人 1,900円 3,300円 2,900円

会議室B 54㎡ 24人 1,200円 2,100円 1,900円

会議室C 137㎡ 72人 3,100円 5,400円 4,800円

会議室D 48㎡ 24人 １，０00円 1,900円 1,600円

申込期間

抽 

選

どなたでも

優先受付団体
町会・自治会、高齢者クラブ、
青少年健全育成会等

3月前 2月前 1月前

20日～月末 1日～ 1日～ 8日～20日～月末

使用日の月

抽選申込 先着順受付

先着順受付抽選
申込

抽選
申込 当 

日
（　　　　　　） 抽 

選
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施設予約ねっと　アカデミー推進課  ☎5803-1307

➡ ➡
➡ ➡ ➡

シ
ス
テ
ム
に
よ
る
抽
選

使
用
料
口
座
引
落
し

施
設
利
用

システム
利用登録

（口座振替依頼）

抽選申込
（1か月分）

空き施設
申込

当選通知

落選通知

　「『文の京』施設予約ねっと」は、区民がスポーツやサークル活動などに親しむため、インターネット（パソコン、スマートフォン、
携帯電話、施設に設置されているタッチパネルまたはタブレット式利用者端末）を活用して、区の主なスポーツ施設、集会施設、
生涯学習施設、文化施設の利用申込や抽選申込を行ったり、各種施設の情報を入手したりするシステムです。

（※注）インターネットは利用するがメー
ル配信を希望しない方は、「施設予約ねっ
と」のホームページで抽選結果を確認。

メール（※注）

メール（※注）

システム利用の流れ

文京区インターネット施設予約システム

施設等窓口にて パソコン・スマートフォン・携帯電話・
利用者端末・施設等窓口にて

利用登録申請
　申請者（代表者）本人が、システム利用登録申請書および
口座振替依頼書などの必要書類を受付窓口に提出し、利用
登録を行い、利用登録証および利用者カードの交付を受け
てください。
　施設の予約申込件数や期間は、利用施設によって違いま
す。申込要件を確認の上行ってください。

必要なもの
（1）インターネット施設予約システム利用登録申請書

（2）口座振替依頼書（金融機関にて承諾印押印済みの用紙
を提出）

（3）申請者（団体代表者）の住所（団体、会社の場合は所在
地）を証明するもの（健康保険証、免許証、身分証明書、
会社の所在地がわかる郵便物など）

※ 各施設の設置目的により、優先受付や使用料が減額とな
る場合あり。

※ 施設によっては、登録時に団体構成員名簿、団体規約等の
書類が必要な場合あり。

利用するには
※ すでに優先受付や使用料の減額を受けている方（団体）は、

当該施設の団体登録証などの確認ができる書類を持参。

※ 施設使用料の口座振替は、銀行、信用金庫および信用組
合等を利用。ゆうちょ銀行は不可。　

システム利用登録の有効期間
　登録日から２年間有効です。システムにログインすると、
その時点から２年間有効期間が自動延長されます。

登録事項の変更
　変更手続きが必要です。

登録手数料
　無料です。

パスワード／暗証番号
メールアドレス インターネットから変更できます。

その他登録事項 登録を行った施設に変更届を提出。
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予約や抽選申込ができる施設
施設種別 施設名 利用者端末設置 施設詳細

集会施設等

区民会議室 ×（※1） Ｐ124

地域活動センター ○ Ｐ120

区民会館 ○ Ｐ125

交流館 ○ Ｐ124

不忍通りふれあい館 ○ Ｐ121

区民センター ○ Ｐ122

障害者会館 ×（※1） Ｐ56

シルバーセンター ×（※1） Ｐ65

男女平等センター ○ Ｐ122

福祉センター江戸川橋 ○ Ｐ122

松聲閣集会室 ○ Ｐ98

勤労福祉会館 ○ Ｐ123

大塚公園集会所 ○ Ｐ98

生涯学習施設
アカデミー文京 ○ Ｐ106

地域アカデミー ○ Ｐ106

文化施設
シビックホール ○ Ｐ111

スカイホール ×（※1） Ｐ112

スポーツ施設

スポーツセンター・総合体育館・江戸川橋体育館 ○ Ｐ114

竹早テニスコート・六義公園運動場
後楽公園少年野球場・小石川運動場 × Ｐ117

目白台運動公園 ○ Ｐ118

※1　文京アカデミー事務室前（シビックセンター2階）のタッチパネルをご利用できます。

窓口受付
　「施設予約ねっと」の利用登録をしていない方は、窓口で
お申込ください。
● 抽選申込… 申込期間中に、施設を所管する受付窓口で抽

選申込登録（施設使用申請）を行ってください。
● 空き施設の申込… 抽選申込結果を確認後、使用する施設

の受付窓口で施設利用料を現金でお支
払いのうえ申込んでください。施設使
用承認書を交付します。

「施設予約ねっと」を使わずに予約したい場合

　シビックホール・スカイホール・区民会議室・アカデミー
文京・地域アカデミーは文京アカデミー事務室（シビック
センター2階）でも利用申込ができます。

利用者端末（タッチパネルまたはタブレット）
（1）９桁の利用者番号（ID）と４桁の暗証番号を入力してく

ださい。

（2）各画面ごとに画面をタッチして、選択する項目を選んで
ください。

インターネット（パソコン・スマートフォン・携帯電話）
（1）「施設予約ねっと」のトップページを表示してください。

パソコン・スマートフォン… https://www.yoyaku.city.
bunkyo.lg.jp/

携帯電話…https://www.yoyaku.city.bunkyo.lg.jp/m/

　利用者番号（数字９桁）とパスワード（英数６～１０桁）
を入力してください。空き施設情報の検索は、ログイン
の必要はありませんが、施設の優先受付期間などのため、

利用方法
「予約可」となっていても予約申込ができない場合があ
ります。

（２）ログイン可能な時間帯は午前９時～午後１１時。

（３） 施設の空き状況や施設情報の検索は24時間利用できます
（午前4時頃に利用できない場合あり）。

（４） 当落選結果メールは、メール配信を希望した方に、抽選
日当日の午前7時30分頃から配信します（通信状況等
の影響で遅れる場合あり）。

配信用メールアドレス
mail-master@yoyaku.city.bunkyo.lg.jp

（５） メール配信を希望しない場合は、「施設予約ねっと」に
ログインして当落選結果を確認してください。
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　各施設の抽選申込期間内に、インターネットまたは利用者
端末からお申込みください（期間は各施設のページを参照）。

抽選申込可能件数
　月10件まで。テニスコート（土・日曜、祝日利用）等では、月
内の抽選申込可能件数を制限している場合があります。
　登録している団体（個人）により、抽選申込に参加できる
施設と参加できない施設があります。

　毎月１か月分をまとめて、抽選申込のあった施設の時間枠
ごとに、コンピュータによる抽選を行い、当落を決定します。
抽選により当選となった施設（部屋、室場）は、すべて使用承
認となり使用料金がかかります。
　予約の確定手続きは不要です。当選となった施設を使用
者が都合により使用しなくなった場合は、使用料の清算が必
要となりますので、インターネットまたは各施設の受付窓口
で速やかに使用取消の手続きを行ってください。

抽選申込

抽　選

　各施設の申込期間内に、インターネットまたは利用者端末
からお申込みください（期間は各施設のページを参照）。一
部のスポーツ施設を除いて、1か月の空き施設の申込可能件
数の制限はありません。インターネットでは、申込が完了し
た時点で、施設の予約が確定します。「施設予約ねっと」か
ら申込ができるのは、使用日前日までです。当日は各施設に
お問合せください。
　「施設予約ねっと」の利用登録をしていない方は、施設を
管理する受付窓口をご利用ください。

　「施設予約ねっと」に登録されている方（団体）の施設利
用料等は、あらかじめご指定いただいた口座から月ごとに一
括引き落としになります。

　取消・変更を行う場合は、期間内に施設窓口で手続きを
行ってください。取消はインターネットからも可能です。

（１）取り消した予約の使用料
　期間内に手続きされた取消については、使用料の５割
相当額を口座引き落としします。引き落とし日は、取消
処理を行った日の翌月の引き落とし日です。窓口での取
消の場合は全額お支払いいただいた後、5割相当額を還
付します。

（２）その他の注意
●  期間を過ぎての取消の場合は、全額お支払いとなりま

すのでご注意ください。
● 使用の変更は１回に限ります。
●  窓口で取消・変更される場合は、申請者の印鑑（シャチ

ハタ・ダンパー等不可）をお持ちください。

※ 金融機関の休業日の場合は、翌営業日に引き落とし。「施設
予約ねっと」の利用登録をしていない方（団体）は、使用当
日までに所管する施設の窓口で料金をお支払いください。

空き施設の申込

施設使用料の支払い

使用の変更および取消、使用料の還付

施　設 引き落とし日

区民会議室・地域活動センター
区民会館・交流館
不忍通りふれあい館
区民センター・障害者会館
シルバーセンター
男女平等センター・アカデミー向丘
大塚公園集会所

施設利用日の翌月末

その他の施設 施設利用日の翌月26日

　パソコンや携帯電話、利用者端末で予約申込を行った場
合はシステム利用登録の際に交付した「利用者カード」を提
示してください。
　「施設予約ねっと」の利用登録をしていない方は、「施設
使用承認書」を提示ください。

変更・取消期間（使用日から数えて）
施　設 変　更 取　消

区民会議室 原則不可 3日前まで

区民センター
2A、3A
会議室 14日前まで 3日前まで

その他 3日前まで

障害者会館 原則不可 3日前まで

シルバーセンター 原則不可 3日前まで

男女平等センター 3日前まで

福祉センター江戸川橋 3日前まで

肥後細川庭園
松聲閣集会室 3日前まで

大塚公園集会所 3日前まで

アカデミー文京（展示室除く）
地域アカデミー 3日前まで

展示室 （アカデミー文京内） 1か月前まで

シビック
ホール

大ホール 90日前まで

小ホール 30日前まで

練習室 7日前まで

会議室 3日前まで

スカイホール 3日前まで

各スポーツ施設 10日前まで 10日前まで
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利用料金は1泊2食付。
※大人は入湯税150円別途。
※3歳～小学生は子ども料金。
※ 区民は、区内在住を確認できるもの（健康保険証、運転免

許証など）、区内在勤・在学者は社員証、学生証などを必ず
持参。障害者は障害者手帳も併せて提示。

※12/31～1/3の宿泊期間は1,000円増。
※ 15人以上の団体で利用するときは優先予約あり（35人以

上は貸切可）。
山村体験交流事業
　区民等を対象とした田植え・稲刈り・川遊び・雪遊び等の山
村体験交流事業を実施しています。詳しくは区報・区ホーム
ページ・区設掲示板等をご覧ください。
※その他詳細はやまびこ荘フリーダイヤル 
　☎0120-801-523まで。

利用者区分 大人 子ども

区民
一般 5,500円 3,900円

障害者・随伴者 4,000円 3,150円

区民
以外

● 区内在勤者・在学者
● 区内在勤者と同行する同居の家族
● 区民と同行する区外在住者
● 15人以上の団体で利用する者
（土曜日・休前日を除く）
● 客室の定員と同人数で利用する者
（土曜日・休前日を除く）

6,700円 4,700円

一般 8,500円 5,900円

四季の郷 薬師温泉 やまびこ荘
区民課庶務係 ☎5803-1171

利用できる方／どなたでも
予約方法／区民は利用希望日の６か月前の月の1日から、区
民以外は利用希望日の5か月前の月の1日から（※土曜・休
日前は、利用希望日の3か月前の月の1日から）やまびこ荘フ
リーダイヤル☎0120-801-523（午前8時～午後9時、無
休）で申込順に受付。
※ 12/28～1/5の宿泊期間は区民を対象とした抽選を実施。

6/1～6/10まで抽選申込を受付、6/13から抽選結果発表。
※予約は当日の正午まで受付。
※1人で利用する場合は、利用希望日の1週間前から申込順。
利用料金

宿 泊 施 設
協定宿泊施設

少年自然の家八ケ岳高原学園

区民課庶務係 ☎5803-1171

学務課施設係 ☎5803-1296～7

　区内在住・在勤者とその家族および在学者が一般料金よ
りも安価で民間の宿泊施設を利用できるよう、協定を結ん
でいます。詳しくは問合せください。

使用期間／ 令和2年4月15日から9月30日までの学校使用
がない日（施設の改修に伴い、令和2年10月～4
年3月まで閉館）

申込開始／利用日の３か月前から

使用できる方／区内在住・在勤者10人以上で構成する団体

申込方法／八ケ岳高原学園に問合せください
☎0267-98-2449/FAX  0267-98-3440

メール bunkyoyatugatake@ytg.janis.or.jp

使用料金／大人１泊2,800円
　　　　　3歳以上中学生以下１泊1,400円

食事料金／朝食、昼食各650円　夕食1,060円

使用施設／グラウンド・体育館・視聴覚室

▲やまびこ荘（新潟県魚沼市七日市1173番地）



選
挙
・
議
会
・

行
政
委
員

130

130

▼ 

選
　
挙

選挙・議会・行政委員
選  挙　選挙管理委員会事務局  ☎5803-1287

選挙権と選挙人名簿

郵便等投票

期日前投票（不在者投票）

　日本国民で満１８歳以上の方は、特別な理由のある場合を
除き、選挙権があります。
　しかし、実際の選挙で投票するためには、選挙人名簿に登
録されていなければなりません。また、地方公共団体（都、区）
などの議員、長の選挙では、名簿登録後から引続き、同一区
域内に住んでいる必要があります。
　選挙人名簿への登録は、住民基本台帳（住民票）に３か月
以上記録されていることが条件で、年４回の定時（３・６・９・１２
月）と公示・告示前の選挙時に行います。
　選挙の際には、投票資格のある方に、入場整理券を世帯ご
とに封書で送付し、投票の日時、投票場所をお知らせします。

　身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証を
持ち、一定の要件に該当される方は、郵便による在宅投票の
制度を利用できる場合があります。選挙管理委員会事務局
へ問合せください。

　投票日当日に仕事や用事などで投票所に行けない予定の
方は、あらかじめ投票を済ませておくことができます。

不在者投票
① 都道府県が指定した病院・老人ホーム・障害者施設などに

入院・入所している方は、各施設で不在者投票ができます。

② 区外へ旅行または滞在中の方は、期日前投票期間中に滞
在先の自治体等で不在者投票ができます。

※ ①・②ともあらかじめ投票用紙の請求が必要です。詳細は
選挙管理委員会事務局へ問合せください。

在外投票

若年層啓発グループ『文京 Vote Supporters』

代理投票・点字投票

明るい選挙推進委員

　外国に住所を移転した方が、国政選挙に投票する制度で
す。選挙管理委員会事務局または出国先の在外公館へ問合
せください。

　若者の政治および投票参画意識の向上を図ることを目的
に活動する、区内在住・在学・在勤の若者のみで構成された
グループです。
　主に若者に向けた選挙啓発活動を企画し、実施しています。

　投票の際、身体の障害などで自書できない方は、係員が代
わって記載します。目の不自由な方は、点字投票もできます。

　明るい選挙を実現するため、区内に約140人の「明るい選
挙推進委員」がいます。推進委員は、有権者が政治に対する
理解と認識を深め、主権者にふさわしい政治的教養を身に
つけていただくために活動しています。区内各所で有権者と、
福祉・経済・教育・環境・政治・社会問題等の身近な話題を中
心に「話しあい活動」などを行っています。

場　所 文京区役所(文京シビックセンター内)ほか３か所

期　間

区役所／選挙の公（告）示日の翌日から投票日前日まで
その他の施設／ 投票日１週間前の日曜日から投票日前日

まで
※ 区議・区長選挙の場合は、投票日6日前の月曜日から投

票日前日までとなります。

時　間 午前8時30分～午後8時
（土・日曜日、祝日も投票できます。）

選挙管理委員 ➡ P133
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議  会 　区議会事務局  ☎5803-1312

議　会 議会の傍聴・会議録

請願・陳情

区議会広報

　区議会は、議決機関として区民を代表する議員が、文京区
政全般について区民に代わって論議し、意思決定を行います。
条例の制定・改正、予算の決定、決算の認定、請願の審議、意
見書の提出、調査権、副区長等の選任・任命の同意権など多
くの権限があります。
　区議会には、区議会で取り扱う事柄の複雑化・専門化に対
応し、効率的・専門的に調査や審査をするため、委員会が設
けられています。委員会での調査や審査の結果は、本会議
に報告され、最終的な意思決定は、本会議での議決により行
われます。
　議員は、本会議における質問、委員会での審査および調査、
議案の提出などの活動を通じて、区長に代表される執行機
関を区民の立場から監視し、区民の利益に関わる諸問題を
慎重に審議し、どのように対応するかを決定します。
　文京区議会では、平成26年5月から会期をほぼ1年間とす
る、通年議会を実施しています。

招集議会
　毎年5月に、翌年4月までを会期とする定例会を開会する
ために開かれます。

定例議会
　６・９・11・2月の年４回開かれます。

臨時議会
　必要がある場合に開かれ、特定事案のみ審議します。

常任委員会
　常設の委員会として、総務区民委員会、厚生委員会、建設
委員会、文教委員会の４つが置かれ、議員はいずれか１つの
委員会に属しています。

議会運営委員会
　議会の運営方法などについて協議するため、設けられて
います。

特別委員会
　特定の事件を審査するため、議会の議決により設けられ
ます。現在設置されている特別委員会は、自治制度・地域振
興調査特別委員会、災害対策調査特別委員会、子ども・子育
て支援調査特別委員会の3つです。（令和2年4月現在）
　また、当初予算および決算を審査するため、2月定例議会
では予算審査特別委員会、9月定例議会では決算審査特別
委員会が設けられます。

　本会議、委員会等は、傍聴することができます。会議の当
日、区議会事務局で傍聴章の交付を受けてください（本会議
では63人、委員会では25人の方が先着順に傍聴でき、傍聴
希望者が午前8時30分の受付開始時に定員を超えたときは
抽選）。また、車椅子のままでも傍聴できるほか、聴覚障害
等のある方を対象に本会議（一般質問）での手話通訳（定例
議会初日の6日前までに申込）を導入しています。子ども連
れの方などが、傍聴が困難になった場合、ロビーのモニター
で本会議の様子を視聴できます。
　委員会資料は、閲覧用のものを除き、傍聴時に配付し、委
員会終了後7日以内に区議会ホームページで公開しています。
　本会議の会議録は、区立図書館および行政情報センター
で、委員会の会議録は、行政情報センターで閲覧できます。
　また、本会議および委員会の会議録は、文京区議会ホーム
ページで5年間分公開しています。さらに、委員会会議録は
委員会終了後3週間程度から、速報版を公開しています。

　どなたでも、要望や意見を区議会に出すことができます。
請願は、議員の紹介を必要としますが、陳情は、必要ありま
せん。
　区議会に出された請願は、所管委員会に付託して審査さ
れ、本会議で最終的に採択か不採択かが決められます。採
択された請願は、区の仕事については区長などに送付し、実
現を働き掛けます。
　また、国、都などの仕事については、その請願の内容が実
現されるよう国、都などに要請します。
　なお、陳情書は、議長が取扱いを決定し、議長、副議長お
よび議会運営委員会委員に速やかに配付しています。

　2月・６月・９月・11月の定例議会の後に「ぶんきょう区議会
だより」を年4回発行し、配付しています。視覚障害のある
方には、「声の文京区議会だより（カセットテープ版または
CD版）」、「点字版文京区議会だより」を発行しています。
　また、本会議での一般質問については、インターネットで
常時ご覧いただけるほか（平成27年6月定例議会以降の一
般質問）、CATV（東京ケーブルネットワーク）の文京区民チャ
ンネルで放映します。
　さらに、文京区議会ホームページでは、区議会の情報（議
員名簿、会議の日程、議案の審議結果など）について、お知
らせしているほか、区議会日程ポスターを区設掲示板、区有
施設、Bーぐるに掲示しています。

◀ 第一委員会室
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区議会議員 （令和2年４月１日現在［定数３４人 議席番号順］）

【会派名および略称（会派名の記載は、会派構成人数順による）】
自由民主党・無所属　文京区議団（自民党・無）
日本共産党文京区議会議員団（日本共産党）
公明党文京区議団（公明党）
市民の広場・文京（市民の広場）
文京みらい（文京みらい）
創［sow］（創）
文京永久の会（永久の会）
ぶんきょう子育て.ネット（文京子育て）

氏　名 所属会派等 電　話 住　所

のぐち　けんたろう 自民党・無 080-7172-3030 小石川5-39-4

吉村　美紀 自民党・無 5615-9214 白山1-32-5-101

松平　雄一郎 自民党・無 3816-2086 水道1-2-5-201

宮本　伸一 公明党 3942-1439 大塚5-36-12

宮崎　こうき 創 3268-3823 関口1-23-6-613

宮野　ゆみこ 市民の広場 5946-8668 関口1-10-16-807

沢田　けいじ 文京みらい 5814-5394 根津2-34-21

小林　れい子 日本共産党 5976-1680 小日向3-7-3

金子　てるよし 日本共産党 3868-2259 弥生1-5-8-302

浅川　のぼる 自民党・無 3811-8032 本郷1-31-11

佐藤　ごういち 自民党・無 5834-8295 根津1-1-8-1202

山田　ひろこ 自民党・無 5395-1323 小日向2-10-19

市村　やすとし 自民党・無 3828-6086 本駒込5-39-4

田中　香澄 公明党 3814-3120 向丘2-10-20

西村　修　 永久の会 3941-4723 大塚5-28-10

上田　ゆきこ 創 3942-4888 音羽1-21-10-501

浅田　保雄 市民の広場 090-4935-6956 千駄木3-37-17-502

海津　敦子 文京みらい 080-3027-2758 小石川4-14-24-107

たかはま　なおき 文京子育て 070-6467-1223 千石1-27-12-1F

萬立　幹夫 日本共産党 3814-3935 小石川2-6-19-401

関川　けさ子 日本共産党 3817-8985 本郷2-38-8-1304

田中　としかね 自民党・無 5684-3507 本郷4-35-2

海老澤　敬子 自民党・無 5684-6290 春日1-9-27-302

名取　顕一 自民党・無 3947-1243 千石4-18-2

白石　英行 自民党・無 3811-5115 春日1-10-9

岡崎　義顕 公明党 3813-6099 本郷3-23-5-306

松丸　昌史 公明党 3943-3259 目白台2-1-7-401

高山　泰三 永久の会 070-5468-8086 春日2-15-9

山本　一仁 永久の会 5977-3000 本駒込5-1-3

品田　ひでこ 創 3816-2982 春日2-18-7-803

田中　和子 市民の広場 3828-3014 向丘2-27-25

松下　純子 文京みらい 090-5332-5104 本郷6-20-12

国府田　久美子 日本共産党 3946-2218 千石2-19-13-205

板倉　美千代 日本共産党 5579-2550 関口1-47-12-1009
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教育委員会　教育総務課  ☎5803-1291

行 政 委 員

定例会および臨時会

傍聴・議事録

　教育委員会は、地方公共団体が行う教育に関する事務を
処理するために設置された合議制の執行機関です。教育長
および4人の教育委員により構成され、教育行政の基本的な
施策の決定と重要な案件の処理を行っています。
　教育長および教育委員は、区長が議会の同意を得て任命
し、その任期は教育長が3年、委員が4年（原則）です。また、
教育長は委員会の権限に属するすべての事務をつかさどる
責任者です。

　教育委員会の会議には、定例会と臨時会があります。文京
区では、原則として毎月１回、第２火曜日に定例会を開会して
います（例外もありますので、開催日程はホームページ等で
ご確認ください）。臨時会は必要に応じて開催されます。

　会議は、原則として傍聴することができます。ただし、会
議の開始時刻30分前の時点で傍聴希望者が１5人を超えた
場合は抽選となります（多数の希望者が見込まれる場合、受
付時間・定員を変更することがあります）。
　なお、議案等の内容が個人情報に関係するなど、会議を公
開することが不適当と教育委員会が判断した場合は、非公
開とすることもあります。
　また、議事録・会議資料はホームページで公開しています。

監査委員
◎代表監査委員

教育委員
○教育長職務代理者

氏　名

◎識見監査委員 竹澤　正美

　識見監査委員 松本　理惠子

　議員選出監査委員 白石　英行

氏　名

○清水　俊明 田嶋　幸三 坪井　節子 小川　賀代

教育長　加藤　裕一

（令和2年4月現在） （令和2年4月現在）

選挙管理委員
◎委員長　○委員長職務代理者

氏　名

◎鈴木　利葊 奥山　裕一

○若井　宣一 田邊　文江

（令和2年4月現在）
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区政を知るために
請願・陳情など

広  聴　 広報課  ☎5803-1129

区政PR

請願・陳情

住民監査請求

外部監査制度

区報「ぶんきょう」

ソーシャルメディア

ホームページ

区議会事務局 ☎5803-1313

監査事務局 ☎5803-1283

総務課 ☎5803-1139

広報課 ☎5803-1128

広報課 ☎5803-1128

広報課 ☎5803-1128

➡ P131

直接請求

区民の声

　選挙による代表民主制を補うものとして、次の制度があり
ます。

直接請求
■  総務課 ☎5803-1143　①⑤
■  監査事務局 ☎5803-1283　②
■  選挙管理委員会事務局 ☎5803-1287　③④

　選挙権を有するものが、一定数以上の連署をもって、①条
例の制定・改廃　②事務監査　③議会の解散　④議員・長の
解職⑤主要公務員の解職を請求することです。①と②は有
権者の50分の１以上、③④⑤は有権者の３分の１以上の連署
が必要です。

　広聴はがき・区ホームページ・手紙・陳情書などにより、区民
から寄せられた区政に関する意見・要望・問合せなどの「区民
の声」は、広報課で受付けています。
　「区民の声」は、内容に応じてそれぞれ所管課に連絡し、
そこで対応します。区政に関すること以外の「区民の声」は、
所管する官公署に伝達しています。
　なお、広聴はがきを本誌に組み入れてあります。また、お
近くの地域活動センターなどにも備えつけてありますので
ご利用ください。　

地域広聴員

区政を話し合う集い

世論調査

　地域に根ざした意見・要望をお聴きするため、地域活動セ
ンターに地域広聴員を配置しています。

　区民からの“生の声”を区政に反映させるため、区長と区
民が意見交換を行う場です。各種の団体・組織の代表者など
を対象に開催しています。

　区民の区政に対する意識や意向などを統計的手法によって
的確に把握し、施策を策定するうえでの基礎資料を得る目的で

「文京区政に関する世論調査」を３年ごとに実施しています。

　職員の財務に関する違法・不当な行為があると認められ
る場合などに、監査委員に監査請求ができます。

　外部監査制度は、地方自治体が外部の専門的な知識を有
する公認会計士や弁護士との契約によって監査を行う制度
で、監査機能の強化を図るとともに、区政のチェック機能を拡
大し、透明性・信頼性を向上させることを目的としています。

　毎月10日と25日に発行し、地元の町会・自治会を通して全
世帯に配付しています。特集号・１月１日号は新聞折り込みで
す。図書館など区の施設にも置いてあります。
　声の広報・点字広報 ➡ P60　区議会広報 ➡ P131

広報スタンド
　区内地下鉄全駅とJR水道橋・駒込駅に広報スタンドを設
置しています。

　区からのお知らせや催し物、危機管理などの情報を発信
します。
ツイッターアカウント ： bunkyo_tokyo
フェイスブック ：  https://www.facebook.com/bunkyo.

tokyo
LINE ID ： @bunkyocity
※右記二次元コードまたはID検索から「友だち追加」

を行ってください。
※「友だち追加」には事前にLINEアプリのインストー

ルが必要です。

　ホームページで、区政に関する情報を提供しています。
催し物や観光案内などの最新情報も随時掲載しています。
またホームページを利用して、区政に関する意見
や要望も受付けています。
https://www.city.bunkyo.lg.jp/



区
政
を

知
る
た
め
に

135

135

▼ 

区
政
P
R
／
情
報
公
開
／
個
人
情
報
保
護
／
基
本
構
想
と﹁
文
の
京
﹂総
合
戦
略

情報公開 総務課  ☎5803-1381

基本構想と「文の京」総合戦略
企画課  ☎5803-1126

個人情報保護 総務課  ☎5803-1381

ケーブルテレビ広報（CATV）
広報課 ☎5803-1130

　都市型CATV・東京ケーブルネットワークの文京区民チャ
ンネルを活用して、生活に役立つ知識や情報、区政の話題、
学校・幼稚園・保育園での子どもたちの元気な姿、教育、文化、
スポーツなど多種多様な情報を放送しています。番組の内
容は毎月区報25日号・区ホームページでお知らせします。
　この放送をより多くの方にご覧いただけるように、地域活
動センター・行政情報センターなどにテレビを設置するとと
もに、インターネットでも一部動画配信を行っています。

https://www.youtube.com/user/
citybunkyotv

（YouTube版 文京区公式チャンネル）

加入申込
　直接、東京ケーブルネットワークへ
 　☎0800-123-2600

情報公開請求のできる方
　どなたでも情報公開請求ができます。

情報公開請求のできる情報
　職員が、職務上作成し、取得した文書・電磁的記録等で、職
員が組織的に用いるものとして、現に保有しているものです。
　個人に関する情報は、原則として非公開です。このほか、
法令の定めなどにより公開できない情報もあります。

情報公開請求の受付場所
　行政情報センター ➡ P141（郵送、FAX、電子申請による
請求の場合は、総務課で受付けます。）

情報公表・提供の充実
　区民ニーズの高い情報や関連資料など、さまざまな区政
資料を行政情報センターで閲覧することができます。

個人情報保護制度とは
　区が個人情報や特定個人情報（マイナンバーをその内容
に含む個人情報）を取扱う際の基本的なルールを定めると
ともに、利用状況を明らかにして、個人情報の安全を確保す
る制度です。区が個人情報を収集するときや利用するとき
には、個人情報を保護するための手続きが定められており、
特定個人情報については、より厳格な手続きが定められて
います。

対象となる個人情報
　住所・氏名・生年月日などから特定の個人が識別できる情
報で文書等に記録されているものです。個人番号や特定個
人情報も対象となります。

　基本構想は、文京区の目指すべき将来都市像を明らかに
し、その実現に向けた、区政運営の理念を示すものです。こ
こに掲げる理念や将来都市像は、区を自立した都市として
発展させていくため、区政のあらゆる分野や区民等の地域
活動における共通の指針となります。

〈基本構想を貫く理念〉
みんなが主役のまち　

「文の京」らしさのあふれるまち
だれもがいきいきと暮らせるまち

〈将来都市像〉
歴史と文化と緑に育まれた、みんなが主役のまち「文の京」

自己情報（自分に関する情報）の開示等請求
●  自己情報の開示を請求できます。必ず身分証明書を持参
してください。

●  自己情報の訂正や削除、利用の中止を請求できる場合が
あります。

　以上の請求は、行政情報センター ➡ P141で受付けます。

　また、令和２年３月に策定した「文の京」総合戦略は、区が
解決すべき主要課題を明らかにした「重点化計画」で、財政
的な裏付けを伴う区の最上位計画です。平成22年６月に策
定した基本構想の根幹となる理念や将来都市像を継承する
とともに、各施策の基本となる考え方や主要課題の解決に向
けた事業展開を一体的に示しており、社会状況や行政需要の
変化に適応する課題解決型の区政運営を推進していきます。
　「文の京」総合戦略は、行政情報センターや図書館・図書
室、区ホームページ等でご覧いただけます。また、行政情報
センターで冊子を販売（1,460円）しています。

https://www.city.bunkyo.lg.jp/kusejoho/kekaku/
kousou/fuminomiyako-sogo-strategy.html

（「文の京」総合戦略）

「文の京」（ふみのみやこ）

　これまで、文京区は、「文教の府」といわれ、「文化の

香り高いまち」をめざして発展してきた。これに寄せる区

民の誇りと愛着を大切にしたい。

　そのうえで、区民と区が、時代の大きな変化に適応しつつ、

可能性に富んだこの地を、新たな洗練と成熟の段階へと

さらに発展させていく都市自治の姿を「文の京」と呼ぶ。
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区 の 仕 事

企
画
政
策
部

企画課 区政の総合的な計画に関すること、区政運営の総合調整、行財政改革に関すること、区政全般に係る政策課題の研究に関
すること等

財政課 予算編成、財政計画、財政状況の公表、区債の発行等

広報課 区の広報・広聴活動、区民要望・陳情の受付、各種相談、区民チャンネル、報道対応、区ホームページ・ソーシャルメディアの
運営等

情報政策課 情報システムの運用管理および総合調整、ICT推進、無料公衆無線LAN、電子申請、オープンデータの運用管理等

子
ど
も
家
庭
部

子育て
支援課

児童手当、子どもの医療費助成、ひとり親家庭等の手当と医療費助成、子育てひろば、一時保育事業、ショートステイ・トワイ
ライトステイ事業、病児・病後児保育事業、訪問型病児・病後時保育利用料助成制度、子育て訪問支援券事業、ひとり親家庭
子育て訪問支援券事業、子育て支援事業利用者負担軽減利用料助成、子育て応援メールマガジン、子どもの貧困対策等

幼児保育課 区立保育園、私立保育園、区立幼稚園（入園に関すること）、私立幼稚園、認定こども園、グループ保育室、認証保育所、家庭的
保育者（保育ママ）、緊急一時保育等

子ども家庭
支援センター 子どもと家庭に係る総合相談、ぴよぴよひろば（親子ひろば）、子育て支援講座、児童相談所準備等

総
務
部

総務課 表彰、平和推進、特別職報酬等審議会、情報公開・個人情報保護、法規、法務、人権啓発、男女平等参画の総合的な計画・啓
発、男女平等センター、内部統制等

職員課 職員の人事、給与、研修、福利厚生等

契約管財課 区有財産の管理、物品・工事の契約、物品・工事の検査等

税務課 特別区民税・軽自動車税（種別割）・特別区たばこ税・入湯税の課税および徴収、納税奨励、納税貯蓄組合、納課税証明書等

危機管理室
危機管理課 危機管理の総合調整に関すること、安全・安心まちづくり推進、国民保護、防犯施策の推進等

危機管理室
防災課 災害対策の計画・連絡調整、防災会議、防災施設整備、消防団、防災センター等

福
祉
部

福祉政策課 地域福祉保健計画、社会福祉法人許認可等、福祉避難所、民生・児童委員、保護司、区民葬儀、福祉サービス第三者評価事業、
福祉住宅サービス（高齢者・障害者等の住宅）等

高齢福祉課
高齢者相談、高齢者のいきがいづくり・社会参画、高齢者クラブ、話し合い員、地域包括支援センター（高齢者あんしん相談
センター)、地域包括ケアシステムの推進、認知症施策、長寿お祝い、福祉センター（江戸川橋・湯島）、総合事業、介護予防
事業の推進等

障害福祉課
身体障害者手帳・愛の手帳の相談、障害福祉サービス等の支給、障害者医療費助成、障害者就労支援、障害者団体の支援、
区立障害者施設運営、障害者虐待防止センター、障害者差別解消の推進、事業者指導・検査、障害者施設の整備および助成、
その他障害者福祉事業等

生活福祉課 生活保護、生活困窮者自立支援事業・ひきこもり支援センター、母子・父子・女性の相談、旧軍人・戦没者遺族の援護等

介護保険課 介護保険の資格の取得・喪失、介護保険料の徴収、介護保険・総合事業の給付、要介護認定、介護保険相談、事業者指導、地域
密着型サービス事業者の指定・整備、特別養護老人ホーム等の整備・運営に係る助成、介護人材の確保・定着等支援

国保年金課 国民健康保険の資格の取得・喪失、国民健康保険の給付、国民健康保険料の徴収・納付相談、国民年金の加入・喪失、年金裁
定請求、国民年金保険料の免除、後期高齢者医療制度の各種申請の受付、後期高齢者医療保険料の徴収・納付相談等

区
民
部

区民課 コミュニティ活動の育成・支援、宿泊施設、成人式、日赤、自動車臨時運行許可、住居表示、国勢調査等の各種統計調査、地域
活動センター、区民交通傷害保険、協働推進、コミュニティバス、区民センター等

経済課 産業の振興、就労支援、創業支援、消費生活センターの運営、消費者の啓発・相談、産業とくらしプラザの運営、内職あっせ
ん相談、勤労福祉会館等

戸籍住民課 戸籍の諸届出・証明、住民記録の届出・証明、印鑑登録・証明、マイナンバーカード（個人番号カード）交付・相談、特別永住者
証明書申請・交付、電子証明書の発行・更新、区民サービスコーナー等

ア
カ
デ
ミ
ー
推
進
部

アカデミー
推進課

アカデミー推進計画、大学連携、生涯学習、文化育成、アカデミー施設運営、ふるさと歴史館・森鷗外記念館の管理、観光振興、
住宅宿泊事業、都市交流事業等

スポーツ
振興課

スポーツ事業（教室・大会等）、スポーツ推進委員、スポーツ交流ひろば、区立スポーツ施設、東京2020オリンピック・パラリ
ンピック競技大会関連事業等

組織名 主な仕事 （令和2年4月1日現在）
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保
健
衛
生
部・文
京
保
健
所

生活衛生課 保健衛生に関する企画調整、食品衛生、環境衛生、狂犬病予防、飼い主のいない猫対策、ネズミ・衛生害虫の相談、医事・薬事衛生、
地域医療相談、公衆浴場等

健康推進課 母子保健、特定健診、特定保健指導、各種がん検診、在宅療養者等歯科訪問健診、障害者歯科診療、歯周疾患検診、栄養指
導事業、休日診療案内、小児初期救急診療、地域医療連携、受動喫煙対策等

予防対策課 結核・感染症対策、精神・大気汚染・原爆等の公費負担申請、公害健康被害補償、公害保健福祉等事業、予防接種、障害福祉
サービス等の支給（精神・難病）

保健サービス
センター

母子保健、精神保健、生活習慣病などの相談指導、保健師等による訪問・電話・面接相談、栄養相談、歯科健診、健康づくり事
業、骨粗しょう症健診、難病・小児慢性特定疾病の医療費助成の受付等

保健サービス
センター
本郷支所

母子保健、精神保健、生活習慣病などの相談指導、保健師等による訪問・電話・面接相談、栄養相談、歯科健診、難病・小児慢
性特定疾病の医療費助成の受付、衛生上の試験・検査・調査・研究等

都
市
計
画
部

都市計画課 都市計画の企画および調整、都市計画審議会、開発許可、開発登録簿の閲覧、土地取引の届出、地価公示図書の閲覧、バリ
アフリー基本構想等

地域整備課 まちづくり・市街地再開発事業の推進、マンション建替え円滑化法、細街路拡幅整備、ブロック塀等改修工事費助成、耐震化促進
事業助成、耐震化アドバイザー派遣、不燃化推進特定整備事業助成、専門家派遣（不燃化特区）、崖等整備資金助成等

住環境課
区民住宅、区立住宅、高齢者等住宅修築資金助成、分譲マンションの管理適正化支援、マンション管理状況届出制度、空家対
策事業等、建築紛争の予防と調整、ワンルームマンション等の条例、中高層建築物等の指導要綱、葬祭場等の指導要綱、福祉
のまちづくりに係る共同住宅等整備要綱、東京都福祉のまちづくり条例の届出、建築審査会の運営、景観に関すること

建築指導課
建築物等の確認・許可、優良宅地・住宅の認定、建築の諸証明、道路位置の指定・廃止、長期優良住宅・低炭素建築物の認定、建
築リサイクル法に基づく届出、特殊建築物防災査察、空家等対策計画、建築物のエネルギー消費性能に係る認定等、建築物の
定期報告、耐震改修計画の認定、耐震改修促進計画

教
育
委
員
会
教
育
推
進
部

教育総務課 教育委員会に関すること、教育予算、教育資金、専修・各種学校、学校関係職員の人事・健康診断、文化財の保護・普及、家庭
教育、PTA関係事業、青少年委員、スクールガード、学校支援地域本部、教育改革に関すること等

学務課 区立小・中学校、就学・転退学、就学援助、学校保健、学校給食、学校・校外施設整備および運営維持管理等

教育指導課 教職員の人事・給与・研修、学習指導、生活指導、特別支援教育、教科書採択、教材に関する事務等

児童青少年課 児童館、育成室、放課後事業、青少年健全育成、青少年問題協議会等

教育
センター

総合相談（発達・教育）、児童発達支援センター事業、適応指導教室（ふれあい教室）、科学事業、教員研修・研究事業、教育
資料室、教科書センター等

真砂
中央図書館 図書・CD等の収集・貸出し、レファレンス、講演会・子ども会・映画会・読書会ほか各種行事の開催等

監査事務局 区の財務に関する事務の執行等の監査等

選挙管理委員会
事務局 各種選挙の執行、選挙人名簿の調製、明るい選挙の推進等

区議会事務局 区議会の本会議・委員会その他の会議に関すること、請願の受付等に関すること

土
木
部

管理課 道路の占用許可、屋外広告物の許可・取締り、道路台帳の整備、道路等の境界確定、地籍調査、道路の監察、自転車対策、自転
車シェアリング、交通安全普及広報活動、交通安全計画、交通安全運動、路外駐車場等

道路課 道路・橋梁の整備、交通安全施設の整備、街路灯・保安灯の整備、道路清掃、私道の整備助成、私道の下水道施設整備助成等

みどり
公園課

公園・河川等の占用・使用の許可および監察、公園・児童遊園・街路樹・公衆便所等の整備および維持修繕、河川等の維持修
繕、緑化に関する指導および普及啓発、公園等に係る事業計画および調整

資
源
環
境
部

環境政策課 環境基本計画の推進、地球温暖化対策の推進、生物多様性の推進、公害対策、環境美化(路上喫煙対策)等

リサイクル
清掃課

清掃事業の総合的な企画・調整、リサイクル意識の普及・啓発、リサイクル事業の推進、一般廃棄物処理業の許可・指導、
事業用建築物所有者への排出指導等

文京
清掃事務所 廃棄物の収集・運搬、作業用自動車の運営管理、集積所の指導等

施
設
管
理
部

施設管理課 シビックセンターの管理等

保全技術課 施設の維持保全等

整備技術課 施設の営繕工事等

会
計
管
理
室

会計管理室 収入通知および支出命令書の審査・執行、現金・有価証券・物品の出納保管および管理、決算・財務書類の調製等
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だれでもトイレ

公衆電話 

Bunkyo Free Wi-Fi
（無料公衆無線LAN）

Civic Free Wi-Fi
（無料公衆無線LAN）

北側ゾーン

春
日
通
り
側

会議室 キッズルーム
シビック

シビックホール大ホール

多目的室・練習室

展望ラウンジ

議場　ロビー

保健サービスセンター・健康センター 

〔区民部〕戸籍住民課　区民サービスコーナー

カフェ  文京春日郵便局  アートサロン（展示室2）

アカデミー文京

産業とくらしプラザ　〔区民部〕経済課　消費生活センター
商店街連合会　商工会議所　勤労者共済会　Bunkyoアンテナスポット

駐車場 

議　場 

〔区議会〕議会会議室

〔区議会〕議員控室 議会図書室

都市計画会議室　会議室 

〔教育推進部〕教育指導課　児童青少年課
教育委員室　教育委員会室 

〔土木部〕みどり公園課

〔都市計画部〕地域整備課　住環境課　監査事務局　監査委員室

〔アカデミー推進部〕アカデミー推進課　スポーツ振興課　会議室

庁議室　職員研修室

〔危機管理室〕危機管理課　防災課　防災センター

情報政策課 

管理諸室 

地域振興会議室 

選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会室
〔福祉部〕福祉政策課　会議室

会計管理室　指定金融機関派出所　会議室

〔福祉部〕障害福祉課（障害者虐待防止センター）
生活福祉課（ひきこもり支援センター）

〔保健衛生部・文京保健所〕保健サービスセンター　文京公証役場

文京都税事務所　総務課

文京都税事務所

シルバーホール　　　（公社）シルバー人材センター　会議室

エ
ス
カ

レ
ー
タ
ー

玄関・エントランス
インフォメーション

エントランス
（地下鉄連絡口）区民ひろば

オストメイト  

UN Women（国連女性機関）
日本事務所

１階案内

通
　
過

光
　
庭

光
　
庭

コンビニ
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司法書士
合同事務所

スカイホール

展望レストラン

〔区議会〕第1委員会室　第2委員会室

〔区議会〕議長室　副議長室　区議会事務局

〔区議会〕議員控室

〔施設管理部〕施設管理課　保全技術課　整備技術課

教育長室　〔教育推進部〕教育総務課　学務課

〔土木部〕管理課　道路課

〔都市計画部〕都市計画課　建築指導課

〔総務部〕職員課　〔資源環境部〕環境政策課　リサイクル清掃課

区長室　副区長室　〔総務部〕総務課

〔企画政策部〕広報課（相談室）　情報政策課
〔総務部〕ダイバーシティ推進担当

職員食堂　売店

〔企画政策部〕企画課 政策研究担当　財政課
〔総務部〕契約管財課　入札室

〔区民部〕区民課
〔子ども家庭部〕幼児保育課 子ども施設担当

〔福祉部〕国保年金課 高齢者医療担当

〔総務部〕税務課 

〔福祉部〕高齢福祉課（福祉総合案内）　地域包括ケア推進担当
介護保険課　福祉住宅サービス

〔保健衛生部・文京保健所〕生活衛生課　健康推進課　予防対策課

文京都税事務所　徴収課

文京都税事務所　固定資産税課 

シルバーセンター　会議室　和室

オストメイト 障害者会館

行政情報センター
(公財)文京アカデミー　シビックホール事務室
ギャラリーシビック（展示室1）  観光インフォメーション（観光協会）　
UN Women（国連女性機関）日本事務所  時間外受付  警備室

中央監視室

シティスタジオ　音楽室B（アカデミー文京）　旅行代理店 

駐車場　駐輪場 

公共駐車場 

公共駐車場 

駐車場 
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〔子ども家庭部〕子育て支援課  子ども家庭支援センター
児童相談所準備担当  ぴよぴよひろば

地下２階案内

〔子ども家庭部〕　子ども家庭支援センター
区民会議室
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だれでもトイレ

公衆電話 

Bunkyo Free Wi-Fi
（無料公衆無線LAN）

Civic Free Wi-Fi
（無料公衆無線LAN）

北側ゾーン

春
日
通
り
側

会議室 キッズルーム
シビック

シビックホール大ホール

多目的室・練習室

展望ラウンジ

議場　ロビー

保健サービスセンター・健康センター 

〔区民部〕戸籍住民課　区民サービスコーナー

カフェ  文京春日郵便局  アートサロン（展示室2）

アカデミー文京

産業とくらしプラザ　〔区民部〕経済課　消費生活センター
商店街連合会　商工会議所　勤労者共済会　Bunkyoアンテナスポット

駐車場 

議　場 

〔区議会〕議会会議室

〔区議会〕議員控室 議会図書室

都市計画会議室　会議室 

〔教育推進部〕教育指導課　児童青少年課
教育委員室　教育委員会室 

〔土木部〕みどり公園課

〔都市計画部〕地域整備課　住環境課　監査事務局　監査委員室

〔アカデミー推進部〕アカデミー推進課　スポーツ振興課　会議室

庁議室　職員研修室

〔危機管理室〕危機管理課　防災課　防災センター

情報政策課 

管理諸室 

地域振興会議室 

選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会室
〔福祉部〕福祉政策課　会議室

会計管理室　指定金融機関派出所　会議室

〔福祉部〕障害福祉課（障害者虐待防止センター）
生活福祉課（ひきこもり支援センター）

〔保健衛生部・文京保健所〕保健サービスセンター　文京公証役場

文京都税事務所　総務課

文京都税事務所

シルバーホール　　　（公社）シルバー人材センター　会議室

エ
ス
カ

レ
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タ
ー

玄関・エントランス
インフォメーション

エントランス
（地下鉄連絡口）区民ひろば

オストメイト  

UN Women（国連女性機関）
日本事務所

１階案内

通
　
過

光
　
庭

光
　
庭

コンビニ
エンスストア

司法書士
合同事務所

スカイホール

展望レストラン

〔区議会〕第1委員会室　第2委員会室

〔区議会〕議長室　副議長室　区議会事務局

〔区議会〕議員控室

〔施設管理部〕施設管理課　保全技術課　整備技術課

教育長室　〔教育推進部〕教育総務課　学務課

〔土木部〕管理課　道路課

〔都市計画部〕都市計画課　建築指導課

〔総務部〕職員課　〔資源環境部〕環境政策課　リサイクル清掃課

区長室　副区長室　〔総務部〕総務課

〔企画政策部〕広報課（相談室）　情報政策課
〔総務部〕ダイバーシティ推進担当

職員食堂　売店

〔企画政策部〕企画課 政策研究担当　財政課
〔総務部〕契約管財課　入札室

〔区民部〕区民課
〔子ども家庭部〕幼児保育課 子ども施設担当

〔福祉部〕国保年金課 高齢者医療担当

〔総務部〕税務課 

〔福祉部〕高齢福祉課（福祉総合案内）　地域包括ケア推進担当
介護保険課　福祉住宅サービス

〔保健衛生部・文京保健所〕生活衛生課　健康推進課　予防対策課

文京都税事務所　徴収課

文京都税事務所　固定資産税課 

シルバーセンター　会議室　和室

オストメイト 障害者会館

行政情報センター
(公財)文京アカデミー　シビックホール事務室
ギャラリーシビック（展示室1）  観光インフォメーション（観光協会）　
UN Women（国連女性機関）日本事務所  時間外受付  警備室

中央監視室

シティスタジオ　音楽室B（アカデミー文京）　旅行代理店 

駐車場　駐輪場 

公共駐車場 

公共駐車場 

駐車場 
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シビックホール小ホール

23階

22階

21階

20階

19階

18階

17階

16階

15階

14階

13階

12階

11階

10階

9階

8階

7階

6階

5階

4階  

3階

2階

1階

地下1階

地下2階

地下3階

3階

2階

1階

地下1階

地下2階

地下3階

25階

24階

23階

22階

21階

20階

19階

18階

17階

16階

15階

14階

13階

12階

11階

10階

9階

8階

7階

6階

5階

4階

25階

24階

26階

13
階
〜
地
下
３
階（
低
層
階
用
）エ
レ
ベ
ー
タ
ー

1
階
〜
地
下
3
階
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

3
階
〜
地
下
2
階
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

26
階
〜
13
階（
高
層
階
用
）エ
レ
ベ
ー
タ
ー

26
階
〜
22
階（
議
会
ゾ
ー
ン
用
）エ
レ
ベ
ー
タ
ー

〔子ども家庭部〕子育て支援課  子ども家庭支援センター
児童相談所準備担当  ぴよぴよひろば

地下２階案内

〔子ども家庭部〕　子ども家庭支援センター
区民会議室
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シビックセンター施設案内
シビックセンター ➡ P138

文京シビックホール ➡ P111

文京区役所

　大ホール
　音響反射板と客席側面が一体化し、巨大なボックスを形成
することによりクオリティの高い音響空間を実現しています。
そのため、クラシックコンサートをはじめとした音楽イベン
トに最適です。
　また、バレエ・オペラなど多彩な舞台芸術公演にもご利用
いただける多目的ホールとなっています。
　客席は固定席1,802席のほか、車いす６席分のスペースを
確保し、区民の皆様が広く芸術文化に親しむ場としてご利
用いただけます。

開館時間／午前９時～午後10時
休館日／12/28～１/４、５月第３日曜

所在地／〒112-8555 東京都文京区春日1-16-21
電話番号／☎3812-7111（代表）
窓口開設時間／ 月～金曜（祝日、12/29～1/3を除く）
　　　　　　　午前8時30分～午後5時
※一部施設によって、開設時間が異なりますのでご注意ください。

　小ホール
　ピアノをはじめとした音楽の発表会・演劇・講演会など区
民の皆様の活動の発表の場としてご利用いただける371席
の多目的ホールです。
　また、昇降式の舞台を下げ、電動可動式の客席を後方に
収納することにより、フラットな平土間としてダンスなどに
も利用できます。

　文京シビックセンターは、大・小のホール、区役所、議場お
よび高齢の方々や、子育てをしている方などのための区民
施設、どなたでも利用できる展望ラウンジ、カフェやレストラ
ン施設など、区民の方および来庁者の方々の総合施設です。
どうぞお気軽にご利用ください。

休館日／12/29～１/３、5月第3日曜

【交通機関】
東京メトロ 後楽園駅・丸ノ内線（4a・5番出口）
南北線（5番出口）徒歩1分
都営地下鉄春日駅三田線・大江戸線（文京シビック
センター連絡口）徒歩1分
JR総武線 水道橋駅（東口）徒歩9分
Ｂーぐる「文京シビックセンター（春日駅前）」下車
都営バス「春日駅前」下車

【駐車場 地下１・２階】
利用時間／午前８時15分～午後10時
利用料金／30分250円
収容台数／130台

　文京区春日1-16-21
　地上27階　地下４階
　高さ141.7メートル、延べ面積80,489.99㎡
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区民ひろば 地下２階
　連絡通路／東京メトロ丸ノ内線・南北線「後楽園駅」
　　　　　　都営地下鉄大江戸線・三田線「春日駅」
　利用時間／午前７時30分～午後10時

産業とくらしプラザ 地下２階 ➡ P103
　開館時間／午前９時～午後５時
　休館日／土・日曜、祝日、12/29～１/３

Bunkyo アンテナスポット 地下2階 ➡ P103

　開館時間／午前９時～午後5時
　休館日／土・日曜・祝日、12/29～1/3

消費生活センター 地下２階 ➡ P86
　開館時間／午前９時～午後５時
　休館日／土・日曜、祝日、12/29～１/３

アカデミー文京 １階・地下１階・地下2階 ➡ P106
　展示室1（ギャラリーシビック）、2（アートサロン）＝１階
　レクリエーションホール、茶室・和室、音楽室A、学習室、
　アトリエ＝地下１階　音楽室B＝地下2階
　利用時間／午前９時～午後９時30分
　休館日／毎月第４月曜（ただし、展示室1・2を除く）、
　　　　　12/29～１/３

文京区観光インフォメーション １階
　開所時間／午前９時30分～午後６時
　休館日／12/29～１/３

夜間ポスト 1階
　利用時間／平日＝午後5時～翌日の午前8時30分
　　　　　　休日＝午前8時30分～翌日の午前8時30分

職員の執務時間外で、住民税の申告などの文書等を受け
るポストです。なお、受付けた文書については、翌開庁日
以降に担当部署で処理されます。
※執務時間中は、窓口にご持参ください。

区民サービスコーナー ２階 ➡ P34
　開設時間／平日＝午後５時～午後８時
　　　　　　土・日曜、休日＝午前９時～午後８時
　　　　　　（5月第3日曜、12/29～１/３を除く通年）

行政情報センター ２階
　開館時間／午前８時30分～午後６時
　休館日／土・日曜、祝日、12/29～１/３
　区民相談・交通事故相談 ➡ P36
　情報公開、自己情報の開示等、資料閲覧・貸出 ➡ P135

　 文京区民チャンネルとインターネットによる行政情報をご
覧になれます。

　※ 情報公開請求・自己情報開示等請求、区民相談、交通事
故相談は午後５時まで

保健サービスセンター・健康センター ３階 ➡ P51
　開館時間／午前９時～午後９時30分
　休館日／12/29～１/３

キッズルームシビック ３階
　利用方法など ➡ P45

障害者会館 ３階 ➡ P56
　開館時間／午前９時～午後５時
　休館日／土・日曜、祝日、12/29～１/３
　（区民会議室 ➡ P124）

シルバーセンター ４階 ➡ P65
　開館時間／午前９時～午後５時
　休館日／土・日曜、祝日、12/29～１/３
　（区民会議室 ➡ P124）

子ども家庭支援センター ５階
　利用方法など ➡ P44
　総合相談等
　ぴよぴよひろば（親子ひろば）

区民会議室 ５階 ➡ P124
　開館時間／午前９時～午後９時30分
　休館日／12/29～１/３

区議会議場 24階 ➡ P131

展望ラウンジ 25階
　利用時間／午前９時～午後８時30分
　休館日／5月第3日曜、12/29～１/３

スカイホール 26階 ➡ P112

　各種会議、パーティー、会食など区民の皆さんの交流の
場としてご利用いただけます。定員は立食使用120人程度、
テーブル会食使用60人程度。講演会形式は99人程度。
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ア
カ
デ
ミ
ー
推
進
部

アカデミー推進課
FAX  5803-1369

アカデミー推進係
文化事業係
観光担当
都市交流担当

☎5803-1307
☎5803-1120
☎5803-1174
☎5803-1310

スポーツ振興課
FAX  5803-1356

スポーツ振興係
施設等担当
オリンピック・パラリンピック担当

☎5803-1308
☎5803-1850
☎5803-1309

福
　
祉
　
部

福祉政策課
FAX  5803-1357

福祉企画係
地域福祉係
福祉住宅係
福祉住宅サービス（指定管理）

☎5803-1201
☎5803-1202
☎5803-1220
☎5803-1238

高齢福祉課
FAX  5803-1350

高齢福祉推進係
高齢者相談係
社会参画支援係
地域包括ケア推進係
介護予防係
認知症施策担当

☎5803-1213
☎5803-1382
☎5803-1203
☎5803-1843
☎5803-1209
☎5803-1821

障害福祉課
FAX  5803-1352

障害福祉係
給付指導係
障害者在宅サービス係
身体障害者支援係
知的障害者支援係
障害者施設担当

☎5803-1211
☎5803-1816
☎5803-1212
☎5803-1219
☎5803-1214
☎5803-1285

生活福祉課
FAX  5803-1354

管理係
相談係
保護第一係
保護第二係
保護第三係
自立支援担当

☎5803-1215
☎5803-1216
☎5803-1217
☎5803-1218
☎5803-1829
☎5803-1917

介護保険課
FAX  5803-1380

介護保険管理係
事業指導係
給付係
介護保険相談係
資格保険料係
認定審査係
認定調査係
高齢者施設担当

☎5803-1389
☎5803-1204
☎5803-1388
☎5803-1383
☎5803-1379
☎5803-1378
☎5803-1377
☎5803-1208

国保年金課
FAX  5803-1347

管理係
国保資格係
国保給付係
国保収納係
国保滞納整理係
国民年金係
高齢者医療係
高齢者保険料係

☎5803-1191
☎5803-1192
☎5803-1193
☎5803-1194
☎5803-1195
☎5803-1196～7
☎5803-1205
☎5803-1198

子
ど
も
家
庭
部

子育て支援課
FAX  5803-1345

子育て支援係
児童給付係
子育て支援推進担当

☎5803-1353
☎5803-1701
☎5803-1256

幼児保育課
FAX  5803-1346

幼児保育係
入園相談係
施設給付・私立幼稚園係
保育施設整備担当
保育施設指導担当
給食指導担当

☎5803-1189
☎5803-1190
☎5803-1823
☎5803-1857
☎5803-1845
☎5803-1289

子ども家庭支援
センター
FAX  5803-1345

家庭支援係
児童相談係
児童相談所準備担当

☎5803-1894
☎5803-1282
☎5803-1914

区役所（シビックセンター内）電話番号一覧
　区役所の電話は、直接電話を除いてダイヤルインで、直接
担当課または係につながります。また、ほかの係に転送もで
きます。係がわからないときには代表電話へどうぞ。
☎3812-7111（代表）

企
画
政
策
部

企画課
FAX  5803-1330 ☎5803-1126

財政課
FAX  5803-1330 ☎5803-1127

広報課
FAX  5803-1331

広報担当
報道・HP担当
広聴・相談担当
CATV担当
行政情報センター
区民相談
交通事故相談

☎5803-1128
☎5803-1128
☎5803-1129
☎5803-1130
☎5803-1132
☎5803-1328
☎5803-1329

情報政策課
FAX  5803-1331 ☎5803-1133

総
　
務
　
部

総務課
FAX  5803-1334

総務係
法規担当
情報公開・法務担当
ダイバーシティ推進担当
内部統制担当

☎5803-1139
☎5803-1143
☎5803-1381
☎5803-1187
☎5803-1771

職員課
FAX  5803-1335

人事係
人事企画係
給与係
福利健康係
職員育成担当
会計年度任用職員担当

☎5803-1144
☎5803-1166
☎5803-1145
☎5803-1146
☎5803-1147
☎5803-1898

契約管財課
FAX  5803-1336

管財係
契約係
検査担当

☎5803-1149
☎5803-1150
☎5803-1151

税務課
FAX  5803-1337

税務係
収納管理係
課税第一係
課税第二係
納税係
滞納整理担当

☎5803-1152
☎5803-1153
☎5803-1155
☎5803-1154
☎5803-1156～7
☎5803-1158

危
機
管
理
室

危機管理課
FAX  5803-1344

危機管理・
安全対策推進担当

☎5803-1280

防災課
FAX  5803-1344 防災担当 ☎5803-1179

区
　
民
　
部

区民課
FAX  5803-1340

庶務係
区民交通傷害保険

地域振興・協働推進係

調査統計係
コミュニティバス担当

☎5803-1169
☎5803-1384
☎5803-1170
☎5803-1167
☎5803-1172
☎5803-1387

経済課
FAX  5803-1936

産業振興係
創業・就労支援担当
消費生活センター

☎5803-1173
☎5803-1173
☎5803-1105

戸籍住民課
FAX  5803-1764

管理係
証明係
戸籍係
住民記録係
住民記録等調整担当

（マイナンバーカード交付等）

☎5803-1175
☎5803-1176
☎5803-1183
☎5803-1177
☎5803-1177

▼ 
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所
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ッ
ク
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保
健
衛
生
部・文
京
保
健
所

生活衛生課
FAX5803-1386

管理計画係
医薬係
環境衛生担当
食品衛生担当

☎5803-1223
☎5803-1226
☎5803-1227
☎5803-1228

健康推進課
FAX5803-1355

保健係
健康増進係
福祉保健政策推進担当

☎5803-1229
☎5803-1961
☎5803-1231

予防対策課
FAX5803-1355

保健予防係

精神保健係

感染症係
保健指導係

☎5803-1225
☎5803-1230
☎5803-1847
☎5803-1834
☎5803-1836

保健サービスセンター
FAX5803-1371

健康相談係
保健指導係

☎5803-1805
☎5803-1807

都
市
計
画
部

都市計画課
FAX5803-1358

庶務担当
都市計画担当
開発担当

☎5803-1234
☎5803-1239
☎5803-1235

地域整備課
FAX5803-1376

まちづくり担当
細街路担当
耐震・不燃化担当

☎5803-1375
☎5803-1268
☎5803-1846

住環境課
FAX5803-1376

管理担当
調整担当
景観担当

☎5803-1374
☎5803-1237
☎5803-1240

建築指導課
FAX5803-1363

事務担当
審査担当
構造担当
設備担当
調査担当
監察担当

☎5803-1262
☎5803-1263
☎5803-1264
☎5803-1265
☎5803-1266
☎5803-1267

土
　
木
　
部

管理課
FAX5803-1359

庶務係
道路占用係
土木用地調整係
道路監察係
交通安全係

☎5803-1241
☎5803-1242
☎5803-1243
☎5803-1245
☎5803-1244

道路課
FAX5803-1360

計画係
改良工事係
整備工事係
維持係

☎5803-1247
☎5803-1248
☎5803-1249
☎5803-1250

みどり公園課
FAX5803-1361

管理係
整備係
緑化係
計画担当

☎5803-1252
☎5803-1253
☎5803-1254
☎5803-1255

資
源
環
境
部

環境政策課
FAX5803-1362

環境調整係
地域環境係
指導担当

☎5803-1259
☎5803-1276
☎5803-1260

リサイクル清掃課
FAX5803-1362

リサイクル推進係
清掃事業係

☎5803-1135
☎5803-1184

施
設
管
理
部

施設管理課
FAX5803-1339 管理担当 ☎5803-1162～3

保全技術課
FAX5803-1339

計画担当
維持保全・建築担当
維持保全・電気担当
維持保全・機械担当

☎5803-1269
☎5803-1270
☎5803-1271
☎5803-1272

整備技術課
FAX5803-1339

技術管理担当
設計・建築担当（区民施設等）
設計・建築担当（教育施設）
設計・電気担当
設計・機械担当

☎5803-1123
☎5803-1274
☎5803-1275
☎5803-1164
☎5803-1390

会計管理室
FAX5803-1365

出納係
審査係

☎5803-1279
☎5803-1277

監査事務局
FAX5803-1974 ☎5803-1283

選挙管理委員会事務局
FAX5803-1357 ☎5803-1287

教
育
推
進
部

教育総務課
FAX5803-1366

庶務係
経理教職員係
文化財保護係
地域教育支援担当
教育改革担当
社会教育主事

☎5803-1291
☎5803-1293
☎5803-1305
☎5803-1306
☎5803-1292
☎5803-1302

学務課
FAX5803-1367

学事係
施設係 
給食担当
学校保健担当

☎5803-1295
☎5803-1296～7
☎5803-1299
☎5803-1956

教育指導課
FAX5803-1368

事務・指導主事
特別支援教育担当

☎5803-1300
☎5803-1298

児童青少年課
FAX5803-1368

児童係
青少年係
放課後事業担当

☎5803-1188
☎5803-1186
☎5803-1822

区議会事務局
FAX5803-1370

庶務係
議事調査担当

☎5803-1312
☎5803-1313～4

シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
内
の
施
設

産業とくらしプラザ	 FAX5803-1936 ☎5803-1173

消費生活センター
FAX5803-1342

事務室
消費者相談

☎5803-1105
☎5803-1106

観光インフォメーション ☎5803-1941

行政情報センター ☎5803-1132

障害者会館	 FAX5803-1372 ☎5803-1115

キッズルームシビック	 FAX5803-1858 ☎5803-1396

シルバーセンター ☎5803-1113

ぴよぴよひろば ☎5803-1398

文京アカデミー

管理課庶務係
FAX5800-2230
管理課施設管理係
FAX580０-2230
アカデミー文京
FAX5803-1341
シビックホール
FAX580０-2230

☎5803-1102

☎5803-1100

☎5803-1119

☎5803-1103

シビックセンター内の官公署
　文京都税事務所　 ☎3812-3241
　文京公証役場 　 ☎3812-0438

シビックセンター内のその他の施設 ➡ P140　

▼ 

区
役
所
（
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
内
）
電
話
番
号
一
覧
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シビックセンター内の施設
区の施設
産業とくらしプラザ	 5803-1173 地下2階
消費生活センター	 5803-1105 地下2階
観光インフォメーション	 5803-1941 1階
Bunkyoアンテナスポット	 5803-1173 地下2階
行政情報センター 5803-1132 2階
障害者会館	 5803-1115 3階
キッズルームシビック	 5803-1396 3階
シルバーセンター	 5803-1113 4階
子ども家庭支援センター	 5803-1894 5階
アカデミー文京	 5803-1100 地下1階
文京シビックホール	 5803-1100 地下1階～3階
その他の施設
(公財)文京アカデミー	 5803-1102 2階
文京区商店街連合会	 3811-4231 地下2階
東京商工会議所文京支部	 3811-2683 地下2階
（一社）文京区勤労者共済会	 5803-1108 地下2階
司法書士合同事務所	 5842-6188 地下2階
旅行代理店	 6731-7409 地下2階
文京春日郵便局	 3812-9841 1階
文京区観光協会	 3811-3321 1階
カフェ	 3830-0322 1階
コンビニエンスストア	 5802-6280 1階
(公社)文京区シルバー
人材センター 3814-9248 4階

文京都税事務所	 3812-3241 6・7階
文京公証役場	 3812-0438 8階
展望レストラン	 5800-5500 25階

地域活動センター・集会施設
礫川地域活動センター	 3813-3638 小石川2-18-18
大原地域活動センター	 3946-8594 千石1-4-3
大塚地域活動センター	 3947-2624 大塚1-5-17
音羽地域活動センター	 3943-0621 音羽1-22-14

湯島地域活動センター	 3813-6554 本郷7-1-2
（総合体育館内）

向丘地域活動センター	 3813-6668 向丘1-20-8

根津地域活動センター	 3822-3653 根津2-20-7
（不忍通りふれあい館内）

汐見地域活動センター	 3827-8149 千駄木3-2-6
（汐見地域センター内）

駒込地域活動センター	 3824-5801 本駒込3-22-4
（本駒込地域センター内）

白山交流館	 3813-8500 白山4-27-11
千駄木交流館	 3821-6695 千駄木3-42-20

目白台交流館	 5395-9141 目白台3-18-7
（目白台総合センター内）

根津交流館	 3828-5269 根津1-14-3
（根津総合センター内）

白山東会館	 3818-1824 白山1-29-10
かるた記念大塚会館	 3945-0533 大塚4-13-5
駕籠町会館	 3947-0909 本駒込6-2-5
大塚北会館 3943-5711 大塚6-15-3
本郷会館 3817-6618 本郷2-21-7
動坂会館 3824-5501 千駄木4-8-14
不忍通りふれあい館	 3822-0040 根津2-20-7
勤労福祉会館	 3823-6711 本駒込4-35-15
男女平等センター	 3814-6159 本郷4-8-3
大塚公園集会所	 3945-0734 大塚4-49-2（大塚公園内）
肥後細川庭園松聲閣集会室 3941-2010 目白台1-1-22
区民センター	 3814-6731 本郷4-15-14

宿泊施設
四季の郷

さと

	薬師温泉
やまびこ荘

0120-801-
523 新潟県魚沼市七日市1173

福祉施設など

文京福祉センター江戸川橋	 5940-2901 小日向2-16-15
（文京総合福祉センター内）

文京福祉センター湯島 3814-9245 本郷3-10-18
（湯島総合センター内）

障害者基幹相談支援
センター 5940-2903 小日向2-16-15

（文京総合福祉センター内）

障害者就労支援センター 5805-1600 本郷4-15-14
（区民センター内）

本郷福祉センター
（若駒の里・JOY） 3823-8091 本駒込4-35-15

（勤労福祉会館内）
大塚福祉作業所 3946-5601 大塚4-50-1
小石川福祉作業所 3811-1431 小石川3-30-6
障害者支援施設
リアン文京 5940-2822 小日向2-16-15

（文京総合福祉センター内）
特別養護老人ホーム
文京くすのきの郷

さと 3947-2801 大塚4-18-1

特別養護老人ホーム
文京白山の郷

さと 3942-1887 白山5-16-3

特別養護老人ホーム
文京千駄木の郷

さと 3827-5420 千駄木5-19-2

特別養護老人ホーム
ゆしまの郷

さと 3836-2566 湯島3-29-10

特別養護老人ホーム
洛和ヴィラ文京春日

5804-6511 春日1-9-21

小石川ヒルサイドテラス 5804-0088 春日2-4-8
特別養護老人ホーム
文京小日向の家 5810-1756 小日向1-23-26

地域密着型特別養護老人ホーム
文京大塚みどりの郷

さと 3941-6669 大塚4-50-1

文京大塚高齢者
在宅サービスセンター 3941-6760 大塚4-50-1

文京湯島高齢者
在宅サービスセンター 3814-1898 湯島2-28-14

文京くすのき高齢者
在宅サービスセンター 3947-2801 大塚4-18-1

施設一覧

▼ 

施
設
一
覧

大塚 〒112-0012

音羽 〒112-0013

春日 〒112-0003

小石川 〒112-0002

後楽 〒112-0004

小日向 〒112-0006

水道 〒112-0005

関口 〒112-0014

千石 〒112-0011

千駄木 〒113-0022

西片 〒113-0024

根津 〒113-0031

白山１ 〒113-0001

白山２～５ 〒112-0001

本駒込 〒113-0021

文京区内郵便番号

区役所への郵便物は、〒112-8555と文京区・担当課で届きます。

本郷 〒113-0033

向丘 〒113-0023

目白台 〒112-0015

弥生 〒113-0032

湯島 〒113-0034
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文京向丘高齢者
在宅サービスセンター 5814-1531 向丘2-22-9

文京昭和高齢者
在宅サービスセンター 5395-2376 本駒込2-28-31

文京白山高齢者
在宅サービスセンター 3942-8225 白山5-16-3

文京本郷高齢者
在宅サービスセンター 3816-2317 本郷4-21-2

文京千駄木高齢者
在宅サービスセンター 3827-5421 千駄木5-19-2

高齢者あんしん
相談センター富坂 3942-8128 白山5-16-3

高齢者あんしん
相談センター富坂分室 5805-5032 小石川2-18-18

高齢者あんしん
相談センター大塚 3941-9678 大塚4-50-1

高齢者あんしん
相談センター大塚分室 6304-1093 音羽1-15-12

高齢者あんしん
相談センター本富士 3811-8088 湯島4-9-8

高齢者あんしん
相談センター本富士分室 3813-7888 西片2-19-15

高齢者あんしん
相談センター駒込 3827-5422 千駄木5-19-2

高齢者あんしん
相談センター駒込分室 6912-1461 本駒込2-28-10

文京区介護予防拠点
いきいき森川 5840-6547 本郷6-10-6

文京区介護予防拠点
いきいき礫川 5840-9803 小石川2-16-1

文京区介護予防拠点
いきいき小日向 6902-5321 小日向2-8-15

介護老人保健施設
ひかわした 5319-0780 千石2-1-6

龍岡介護老人保健施設 3811-0088 湯島4-9-8
介護老人保健施設
音羽えびすの郷 3941-0165 音羽1-22-14

短期入所生活介護
あけぼし 3868-2240 小石川5-11-8

文京保健所の施設
文京保健所 シビックセンター８階
保健サービスセンター・
健康センター 5803-1805 シビックセンター８階（事務室）

シビックセンター３階（健診フロアー）
保健サービスセンター
本郷支所 3821-5106 千駄木5-20-18

医　療
医療機関案内
東京都医療機関
案内サービス（ひまわり） 5272-0303 （24時間受付）

東京消防庁
救急相談センター 3212-2323 （24時間受付）

短縮ダイヤル＝「♯7119」
区内医療機関
小石川東京病院 6912-2039 大塚4-45-16
東京健生病院 3944-6111 大塚4-3-8
順天堂大学医学部附属
順天堂医院 3813-3111 本郷3-1-3

慈愛病院 3812-7360 本郷6-12-5
東京大学医学部附属病院 3815-5411 本郷7-3-1
東京医科歯科大学医学部
附属病院／歯学部附属病院 3813-6111 湯島1-5-45

東都文京病院 3831-2181 湯島3-5-7
日本医科大学付属病院 3822-2131 千駄木1-1-5
東京都立駒込病院 3823-2101 本駒込3-18-22

都立病院（一般・小児・精神）
〈一般〉
駒込病院 3823-2101 本駒込3-18-22
大塚病院 3941-3211 豊島区南大塚2-8-1
広尾病院 3444-1181 渋谷区恵比寿2-34-10
墨東病院 3633-6151 墨田区江東橋4-23-15
多摩総合医療センター 042-323-5111 府中市武蔵台2-8-29
神経病院 042-323-5110 府中市武蔵台2-6-1
〈小児〉
小児総合医療センター 042-300-5111 府中市武蔵台2-8-29
〈精神〉
松沢病院 3303-7211 世田谷区上北沢2-1-1
東京都保健医療公社の病院等
大久保病院 5273-7711 新宿区歌舞伎町2-44-1
荏原病院 5734-8000 大田区東雪谷4-5-10
豊島病院 5375-1234 板橋区栄町33-1
東部地域病院 5682-5111 葛飾区亀有5-14-1
東京都がん検診センター 042-327-0201 府中市武蔵台2-9-2
多摩南部地域病院 042-338-5111 多摩市中沢2-1-2
多摩北部医療センター 042-396-3811 東村山市青葉町1-7-1

教育施設
教育センター 5800-2591 湯島4-7-10
柏学園（平成25年度より休止） — 千葉県柏市戸張909
少年自然の家
八ケ岳高原学園

0267-98-
2449

長野県南佐久郡
南牧村大字野辺山19-1

生涯学習施設
ふるさと歴史館 3818-7221 本郷4-9-29
森鷗外記念館 3824-5511 千駄木1-23-4
アカデミー文京 5803-1100 シビックセンター地下１階
アカデミー向丘 3813-7801 向丘1-20-8
アカデミー湯島 3811-0741 湯島2-28-14
アカデミー音羽 5976-1290 大塚5-40-15
アカデミー千石 3946-4430 千石1-25-3（千石図書館内）
アカデミー茗台 3817-8306 春日2-9-5

図書館
真砂中央図書館 3815-6801 本郷4-8-15

本郷図書館 3828-2070 千駄木3-2-6
（汐見地域センター内）

小石川図書館 3814-6745 小石川5-9-20
本駒込図書館 3828-4117 本駒込4-35-15
水道端図書館 3945-1621 水道2-16-14
目白台図書館 3943-5641 関口3-17-9
千石図書館 3946-7748 千石1-25-3

湯島図書館 3814-9242 本郷3-10-18
（湯島総合センター内）

根津図書室 3824-2608 根津2-20-7
（不忍通りふれあい館内）

大塚公園みどりの図書室 3945-0734 大塚4-49-2（大塚公園内）

スポーツ施設
スポーツセンター 3944-2271 大塚3-29-2
総合体育館 3814-4271 本郷7-1-2
江戸川橋体育館 3945-4008 小日向1-7-4
小石川運動場 3811-4507 後楽1-8-23
後楽公園少年野球場 3811-4507 後楽1-6-25
六義公園運動場 3947-4438 本駒込6-16-10
竹早テニスコート 3814-0427 小石川5-9-1
目白台運動公園 3941-6153 目白台1-20-2

幼稚園
区立
第一幼稚園 3811-0072 西片2-17-6
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柳町こどもの森（柳町幼稚園） 3811-0978 小石川1-23-6
明化幼稚園 3946-1706 千石1-13-9
青柳幼稚園 3947-4989 大塚5-40-18
根津幼稚園 3828-8703 根津1-14-2
小日向台町幼稚園 3947-0581 小日向2-2-2
本駒込幼稚園 3828-3200 本駒込4-35-15
千駄木幼稚園 3823-4605 千駄木5-43-3
後楽幼稚園 3811-5041 後楽1-7-7

湯島幼稚園 3814-9243 本郷3-10-18
（湯島総合センター内）

国立
東京学芸大学
附属幼稚園竹早園舎 3816-8951 小石川4-2-1

お茶の水女子大学
附属幼稚園 5978-5881 大塚2-1-1

私立
福寿幼稚園 3811-3978 小石川3-2-23
明照幼稚園 3811-1306 小石川4-12-8
愛星幼稚園 3813-8617 白山2-37-3
彰栄幼稚園 3941-1239 白山4-14-15
共立大日坂幼稚園 3941-5570 小日向2-17-7
貞静幼稚園 3943-3711 大塚1-2-10
音羽幼稚園 3941-0649 大塚5-40-1
聖園幼稚園 3941-8580 関口3-16-15
日本女子大学
附属豊明幼稚園 5981-3852 目白台1-18-14

同仁美登里幼稚園 3941-6630 目白台3-10-9
弓町本郷幼稚園 3811-3075 本郷2-35-14
中央会堂幼稚園 3812-0273 本郷3-37-9
文京学院大学文京幼稚園 3813-3771 向丘2-4-1
京北幼稚園 3941-7090 本駒込2-13-5
大和郷幼稚園 3941-3620 本駒込6-9-7

小学校
区立
礫川小学校 3811-7276 小石川2-13-2
柳町小学校 3811-0068 小石川1-23-16
指ヶ谷小学校 3811-6005 白山2-28-4
林町小学校 3946-0421 千石2-36-3
明化小学校 3944-0366 千石1-13-9
青柳小学校 3947-2471 大塚5-40-18
関口台町小学校 3947-2631 関口2-6-1
小日向台町小学校 3947-2371 小日向2-3-8
金富小学校 3811-0066 春日2-6-15
窪町小学校 3946-8261 大塚3-2-3
大塚小学校 3946-3421 大塚4-1-7
湯島小学校 3813-6061 湯島2-28-14
誠之小学校 3811-7171 西片2-14-6
根津小学校 3822-4731 根津1-14-3
千駄木小学校 3821-7168 千駄木5-44-2
汐見小学校 3827-7566 千駄木2-19-23
昭和小学校 3944-0471 本駒込2-28-31
駒本小学校 3827-5451 向丘2-37-5
駕籠町小学校 3944-1471 本駒込2-29-6
本郷小学校 3813-7551 本郷4-5-15
国立
東京学芸大学
附属竹早小学校 3816-8943 小石川4-2-1

筑波大学附属小学校 3946-1391 大塚3-29-1
お茶の水女子大学
附属小学校 5978-5873 大塚2-1-1

私立
日本女子大学
附属豊明小学校 5981-3800 目白台1-16-7

中学校
区立
第一中学校 3811-7271 小石川5-8-9
第三中学校 3814-2544 春日1-9-31
第六中学校 3814-6666 向丘1-2-2
第八中学校 3821-7128 千駄木2-19-22
第九中学校 3821-7178 本駒込3-28-9
第十中学校 3944-0371 千石2-40-17
文林中学校 3827-7671 千駄木5-25-10
茗台中学校 3811-2969 春日2-9-5
本郷台中学校 3811-2571 本郷2-38-23
音羽中学校 3947-2771 大塚1-9-24
国立
東京学芸大学
附属竹早中学校 3816-8601 小石川4-2-1

筑波大学附属中学校	 3945-3231 大塚1-9-1
お茶の水女子大学
附属中学校 5978-5862 大塚2-1-1

私立
淑徳SC中等部 3811-0237 小石川3-14-3
東洋大学京北中学校 3816-6211 白山2-36-5
京華中学校 3946-4451 白山5-6-6
京華女子中学校 3946-4434 白山5-13-5
貞静学園中学校 3943-3711 大塚1-2-10
跡見学園中学校 3941-8167 大塚1-5-9
東邦音楽大学
附属東邦中学校 3946-9668 大塚4-46-9

日本大学豊山中学校 3943-2161 大塚5-40-10
獨協中学校 3943-3651 関口3-8-1
桜蔭中学校 3811-0147 本郷1-5-25
郁文館中学校 3828-2206 向丘2-19-1
駒込中学校 3828-4141 千駄木5-6-25
村田女子中学校 5940-4187 本駒込2-29-1
文京学院大学女子中学校 3946-5301 本駒込6-18-3

中等教育学校
公立
都立小石川中等教育学校 3946-7171 本駒込2-29-29

高　校
国・公立
筑波大学附属高等学校 3941-7176 大塚1-9-1
お茶の水女子大学
附属高等学校 5978-5855 大塚2-1-1

都立竹早高等学校 3811-6961 小石川4-2-1
都立工芸高等学校 3814-8755 本郷1-3-9
都立向丘高等学校 3811-2022 向丘1-11-18
私立
中央大学高等学校 3814-5275 春日1-13-27
淑徳SC高等部 3811-0237 小石川3-14-3
東洋大学京北高等学校 3816-6211 白山2-36-5
京華高等学校 3946-4451 白山5-6-6
京華商業高等学校 3946-4491 白山5-6-6
京華女子高等学校 3946-4434 白山5-13-5
東洋女子高等学校 3941-2680 千石3-29-8
貞静学園高等学校 3943-3711 大塚1-2-10
跡見学園高等学校 3941-8167 大塚1-5-9
東邦音楽大学附属
東邦高等学校 3946-9668 大塚4-46-9

日本大学豊山高等学校 3943-2161 大塚5-40-10
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獨協高等学校 3943-3651 関口3-8-1
東京音楽大学付属高等学校 3945-6214 関口3-12-1
昭和第一高等学校 3811-0636 本郷1-2-15
桜蔭高等学校 3811-0147 本郷1-5-25
郁文館高等学校 3828-2206 向丘2-19-1
郁文館グローバル高等学校 3828-2206 向丘2-19-1
駒込高等学校 3828-4141 千駄木5-6-25
村田女子高等学校 5940-4455 本駒込2-29-1
文京学院大学女子高等学校 3946-5301 本駒込6-18-3

大　学
国立など
お茶の水女子大学 5978-5106 大塚2-1-1
筑波大学 3942-6800 大塚3-29-1
東京大学 3812-2111 本郷7-3-1
東京医科歯科大学 3813-6111 湯島1-5-45
私立
中央大学理工学部 3817-1715 春日1-13-27
国際仏教学大学院大学 5981-5271 春日2-8-9
日本社会事業大学 5689-8181 小石川5-10-12
東洋大学 3945-7224 白山5-28-20
貞静学園短期大学 3944-9811 小日向1-26-13
拓殖大学 3947-7111 小日向3-4-14
跡見学園女子大学 3941-7420 大塚1-5-2
放送大学
東京文京学習センター 5395-8688 大塚3-29-1

東邦音楽大学
東邦音楽短期大学 3946-9667 大塚4-46-9

日本女子大学 3943-3131 目白台2-8-1
東洋学園大学 3811-1696 本郷1-26-3
順天堂大学 3813-3111 本郷2-1-1
日本薬科大学 5812-9011 湯島3-15-9
文京学院大学 3814-1661 向丘1-19-1
日本医科大学 3822-2131 千駄木1-1-5

特別支援学校
筑波大学
附属大塚特別支援学校 3813-5569 春日1-5-5

筑波大学
附属視覚特別支援学校 3943-5421 目白台3-27-6

都立文京盲学校 3811-5714 後楽1-7-6　

保育園など
区立
柳町保育園 3811-0978 小石川1-23-6
久堅保育園 3811-0712 小石川5-27-7
さしがや保育園 3811-3474 白山2-32-6
千石保育園 3947-9220 千石1-4-3
千石西保育園 3944-4688 千石3-15-15
水道保育園 3812-2237 水道1-3-26
こひなた保育園 3943-4457 小日向1-21-1
大塚保育園 3943-1631 大塚6-22-19
青柳保育園 3941-4518 関口3-2-5
目白台保育園 3945-4220 目白台1-5-1
本郷保育園 3812-2394 本郷1-28-12
向丘保育園 3814-6755 向丘1-3-11
根津保育園 3827-2161 根津1-15-12
藍染保育園 3828-5509 根津2-34-15
しおみ保育園 3827-8229 千駄木2-27-8
駒込保育園 3821-8800 千駄木3-19-17
本駒込西保育園 3947-2906 本駒込2-9-16
本駒込南保育園 3823-3247 本駒込3-11-14
本駒込保育園 3822-3659 本駒込5-63-2
グループ保育室こうらく 3818-4180 後楽1-7-7（後楽幼稚園内）

お茶の水女子大学こども園 5978-5127 大塚2-1-1（大学南門付近）
春日臨時保育所 3812-5922 春日1-15-1（礫川公園内）
私立
慈愛会保育園 3816-3715 本郷6‐12‐5
たんぽぽ保育園 3812-4091 本郷7‐3‐1

分園 3816-0092 本郷3‐10‐18
第二分園 5840-8608 本郷2‐36‐9
第三分園 6240-0569 湯島2‐31‐1
第四分園 5809-0541 根津2‐13‐8

どんぐり保育園 3828-8708 千駄木2‐48‐4
ラゴム 5834-8638 根津2‐33‐17

キッズソフィア・白山保育園 3942-6460 白山4‐36‐13
八千代保育園 5981-3025 音羽1‐19‐18

まなびの森保育園茗荷谷 3946-6670 大塚3‐20‐5
アネックス茗荷谷2階

こころの保育園文京西片 5805-3911 西片2‐1‐1
小学館アカデミー小石川
保育園 5805-1015 小石川2‐1‐12

損保ジャパン日本興亜
スマイルキッズ江戸川橋保育園 5229-3007 関口1‐45‐15

白山ひかり保育園 3818-1188 白山2‐29‐9
小学館アカデミー
茗荷谷保育園 5940-2566 大塚1‐4‐15　2階

グローバルキッズ後楽二‐園 5684-3060 後楽2‐20‐15　2階
分園 5684-1020 後楽2‐6‐1

アスク本駒込保育園 5319-2511 本駒込2‐1‐23
ベネッセかごまち保育園 5940-2023 白山5‐ 17‐17
ベネッセ千石保育園 5981-6816 千石4‐ 45‐ 2
キッズガーデン文京春日 5615-8971 西片1‐17‐8　2階
グローバルキッズ新大塚園 3947-5658 大塚5‐3‐13　2階
ポピンズナーサリースクール
千駄木 5815-2151 千駄木2‐16‐7

プライムアーバン千駄木
東京こども保育園 5805-2318 湯島2‐29‐1
日生湯島保育園ひびき 6801-8583 湯島4‐1‐12
にじのいるか保育園小石川 6801-8228 小石川1‐24‐3
テンダーラビング保育園
茗荷谷 5981-8488 大塚4‐41‐12

ハッピーマム茗荷谷 5615-8877 小石川5‐4‐1
ちゃいれっく新大塚駅前
保育園 5940-3866 大塚4‐48‐7

キュラーズ新大塚2階
同仁美登里保育園 3941-8901 目白台3‐10‐9
本駒込プチ・クレイシュ 3823-5907 本駒込3‐22‐4
保育所まぁむ東大前園 6801-5660 向丘1‐16‐26
ポピンズナーサリースクール
本郷 3868-2947 本郷4‐15‐14

区民センター内1階
にじのいるか保育園千石 6902-1551 千石2‐8‐9
えがおの森保育園・せんごく 3947-3702 千石1‐29‐4
富坂まきば保育園 3868-3374 小石川2‐17‐40
テンダーラビング保育園
千駄木 5842-1126 千駄木2‐11‐3

クオリスキッズ駒込保育園 5832-9208 本駒込5‐71‐6

モニカ茗荷谷駅前園 5615-8798 小石川5‐3‐2
エイト印刷ビル2階

こころおちゃのみず
第一保育園 6801-5568 湯島1‐10‐5

湯島D&Aビル1階
こころおちゃのみず
第二保育園 3868-3969 湯島1‐10‐5

湯島D&Aビル2階
にじのいるか保育園
千石第二 6912-1525 千石3‐39‐15

テンダーラビング保育園
小石川 3868-3997 後楽1‐8‐13

小石川運動場内
さくらさくみらい	小日向 6902-2902 小日向2‐18‐3
モニカ本駒込園 5834-8361 本駒込3‐20‐3
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こどもヶ丘保育園本駒込園 5834-8633 本駒込4‐42‐14

さくらさくみらい	護国寺 6912-2303 大塚6‐37‐5
藤和護国寺コープ1階

茗荷谷ここわ保育園 3868-0639 小石川5‐8‐1
大空と大地のなーさりぃ
茗荷谷園 5981-8921 大塚3‐27‐1

テンダーラビング保育園
音羽 6902-1855 目白台3‐4‐14

グローバルキッズ茗荷谷園 3868-2625 小石川5‐38‐11
木下の保育園白山 5615-9985 白山2‐15‐12
こころぶんきょう
みょうがだに保育園 5615-8300 白山3‐3‐3

さくらさくみらい	水道 6902-2139 水道2‐14‐10
グローバルキッズ大塚四‐園 6902-2802 大塚4‐11‐2
キッズパートナー文京関口 5206-8770 関口1‐20‐6
こどもヶ丘保育園
第二本駒込園 5834-2694 本駒込4‐3‐1

うぃず千駄木保育園 5842-1952 千駄木1‐15‐12
あい・あい保育園	新大塚園 5810-1725 大塚6‐23‐9
キッズパートナー文京千石 5810-1750 千石1‐18‐19
小石川ちとせ保育園 5802-8817 小石川2‐4‐12
ちゃいれっく小石川保育園 5615-9410 小石川2‐6‐9
文京白山雲母保育園 3830-1033 白山2‐15‐5
千石すきっぷ保育園 5810-1640 千石1‐5‐15
神田川ほとりに花咲く保育園 5810-1651 水道2‐9‐6
クオリスキッズ江戸川橋保育園 5981-9612 水道2‐10‐3
テンダーラビング保育園関口 5810-1821 関口2‐4‐11
クオリスキッズ水道橋保育園 3830-1550 本郷1‐14‐7
MIRATZ本郷第二保育園 5615-9276 本郷2‐36‐4
明日葉保育園西片園 3868-0289 西片1‐8‐15
キッズパートナー文京本駒込 5810-1635 本駒込1‐11‐15
このえ本駒込保育園 6912-2185 本駒込1‐20‐19
私立（認証保育所）

ぽけっとランド本郷 5840-8370 本郷3-25-1
山崎ビル2F

モニカ茗荷谷 5803-7577 小石川4-20-5
グリーンヒル小石川2F

グローバルキッズ春日園 3814-0202 春日1-11-18
そのほか

キッズルーム目白台 5395-9143 目白台3-18-7
（目白台総合センター1階）

キッズルームシビック 5803-1396 シビックセンター3階
キッズルームかごまち 3945-0272 本駒込2-29-6（駕籠町小内）
保坂病児保育ルーム 5976-0641 白山5-27-12
順天堂病後児ルーム
「みつばち」 3813-5810 本郷1-1-19

児童館・育成室・子育てひろば・青少年プラザ
児童館（児童館内に育成室もあります）
柳町児童館 3811-9213 小石川1-23-9
久堅児童館 3815-7715 小石川5-27-7
白山東児童館 3813-6501 白山1-29-10
千石児童館 3947-9221 千石1-4-3
千石西児童館 3944-2865 千石3-15-15
水道児童館 3812-2238 水道1-3-26
小日向台町児童館 3941-1740 小日向2-2-2
大塚児童館 3943-1632 大塚6-22-19
目白台児童館 3941-8837 目白台1-5-1

目白台第二児童館 3943-9337 目白台3-18-7
（目白台総合センター内）

湯島児童館 3814-9247 本郷3-10-18
（湯島総合センター内）

本郷児童館 5689-4570 本郷5-30-8

根津児童館 3824-6466 根津1-14-3
（根津総合センター内）

しおみ児童館 3827-9129 千駄木2-27-8

汐見第二育成室 5834-7507 （しおみ児童館内）

本駒込南児童館 3823-3253 本駒込3-11-14

本駒込児童館 3822-3791 本駒込5-63-2

小学校にある育成室
柳町第二育成室（柳町小） 3818-3915 小石川1-23-16

指ヶ谷育成室（指ヶ谷小） 3811-9214 白山2-28-4

窪町育成室（窪町小） 3946-1509 大塚3-2-3

本郷第二育成室（本郷小） 3811-9215 本郷4-5-15

汐見育成室（汐見小） 3821-2212 千駄木2-19-23

千駄木育成室（千駄木小） 3824-6674 千駄木5-44-2

駒本育成室（駒本小） 3827-6175 向丘2-37-5

大塚小学校育成室（大塚小） 3946-4431 大塚4-1-7

駕籠町小学校育成室（駕籠小） 3945-6031 本駒込2-29-6

柳町第三育成室（柳町小） 3815-8171 小石川1-23-16

本郷第三育成室（本郷小） 3812-3800 本郷4-5-15

湯島小学校育成室（湯島小） 6801-6173 湯島2-28-14

そのほかの施設にある育成室

神明育成室 3823-4303 本駒込4-35-15
（勤労福祉会館内）

駕籠町育成室 3943-9336 本駒込6-2-5
（駕籠町会館内）

向丘育成室 5800-1521 向丘1-3-13
（向丘保育園敷地内）

第三中学校育成室 3815-5535 春日1-9-9
（第三中学校敷地内）

茗台育成室 5684-7681 春日2-9-5
（アカデミー茗台内）

文林中学校育成室 3823-4811 千駄木5-44-12
（文林中学校内）

誠之育成室 3868-3486 向丘2-5-7

音羽育成室 6902-0223 目白台3-4-14
（テンダーラビング保育園内）

誠之第二育成室 070-1592-0936
（R2年7月から開室）

白山1-29

根津臨時育成室 3827-4851 根津2-20-7
（不忍通りふれあい館内）

子育てひろば（地域子育て支援拠点）
子育てひろば西片 3812-2575 西片1-8-15

子育てひろば汐見 3828-0880 千駄木2-19-23

子育てひろば水道 3812-2345 水道1-3-26（水道保育園内）

子育てひろば千石 3941-3931 千石1-4-3（千石児童館内）

子育てひろば江戸川橋 5940-2909 小日向2-16-15
（文京総合福祉センター3階）

こまぴよのおうち 5809-0756 本駒込5-11-6

こそだて応援まちぷら 6874-2108 本郷3-9-5（4階）

さきちゃんちpetit 080-8012-4848 白山2-14-17（1階）

青少年プラザ

青少年プラザ（b-lab） 5800-2731 湯島4-7-10（教育センター内）

清掃・リサイクル
文京清掃事務所	 3813-6661 後楽1-7-29

文京清掃事務所本郷分室 3814-8953 湯島4-1-14

播磨坂清掃事業所 5803-7751 小石川5-40-21

粗大ごみ受付センター 5296-7000
家電リサイクル受付センター 5296-7200
パソコン3R推進協会 5282-7685
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公共機関等
警察

富坂警察署 3817-0110 小石川2-14-2

大塚警察署 3941-0110 音羽2-12-26

本富士警察署 3818-0110 本郷7-1-7

駒込警察署 3944-0110 本駒込2-28-18

消防

小石川消防署 3812-0119 白山3-3-1

本郷消防署 3815-0119 本郷7-1-11

税務

小石川税務署 3811-1141 春日1-4-5

本郷税務署 3811-3171 西片2-16-27

文京都税事務所 3812-3241 シビックセンター６・７階

法務

文京公証役場 3812-0438 シビックセンター８階

東京家庭裁判所 3502-8331 千代田区霞が関1-1-2

東京地方裁判所 3581-5411 千代田区霞が関1-1-4

東京簡易裁判所 3581-5411 千代田区霞が関1-1-2

東京法務局 5213-1234
千代田区九段南1-1-15（九
段第２合同庁舎）（不動産登
記・商業法人登記届け先）

水道・下水道・電気・ガス

東京都水道局お客さまセンター

  引っ越し、契約の変更 5326-1100
  料金、漏水修繕、その他 5326-1101
東京都水道局文京営業所 5840-8021 西片2-16-23

東京都下水道局北部
下水道事務所文京出張所 5976-2516

千石4-29-4
※ 休日、夜間は下水道受付

センターに自動転送

東京電力東京カスタマーセンター

  引っ越し、契約の変更 0120-995-005
  その他 0120-995-006
　停電・電柱・電線など 0120-995-007
  上記番号を利用できない場合 6375-9786（有料）
東京ガスお客さまセンター 0570-002-211
  上記番号を利用できない場合 3842-0111
土木

国土交通省東京国道
事務所万世橋出張所 3253-8361 千代田区外神田1-1-14

東京都建設局第六建設
事務所文京工区 3811-3435 春日1-2-10

郵便・集荷

小石川郵便局 0570-943-
276 小石川4-4-2

本郷郵便局 0570-943-
707 本郷6-1-15

電話

NTT東日本

  電話に関するお問合せ、
  申込は

116（局番なし）または
0120-116-000

  お話し中調べは 114（局番なし）
  電話の故障は 113（局番なし）または0120-444-113
  電話料金に関する
  お問合せは

0800-333-0111または
0120-002-992 

仕事・労働
ハローワーク飯田橋 3812-8609 後楽1-9-20
中央労働基準監督署 後楽1-9-20（飯田橋合同庁舎）
  方面（労働相談・解雇・賃金） 5803-7381
  安全衛生課（安全衛生） 5803-7382
  労災課（労働保険） 5803-7383

東京しごとセンター 5211-1571
（総合相談） 千代田区飯田橋3-10-3

東京都立中央・城北職業
能力開発センター 5800-2611 後楽1-9-5

東京都立中央・城北職業能
力開発センター高年齢者校 5211-2340 千代田区飯田橋3-10-3

（東京しごとセンター内）

東京都労働相談情報
センター池袋事務所

5954-6501
（代表）

5954-6110
（労働相談）

豊島区東池袋4-23-9

（公社）文京区シルバー
人材センター 3814-9248 シビックセンター４階

日本年金機構
文京年金事務所 3945-1141 千石1-6-15

交通
都営交通お客様センター 3816-5700
都営バス巣鴨営業所 3918-0376 豊島区巣鴨2-9-8
東京メトロお客様センター 0120-104-106
忘れ物
警視庁遺失物センター 0570-550-142 後楽1-9-11
東京都交通局お忘れものセンター 3816-5700 本郷1-35-15
東京メトロ
お忘れ物総合取扱所

0120-104-
106

東京メトロ南北線飯田橋駅
構内

そのほか
（社福）文京区社会福祉
協議会 3812-3040 本郷4-15-14

（区民センター内）

（社福）文京槐
えんじゅ

の会 3943-4300 大塚4-21-8
パスポート電話案内センター 5908-0400
都庁・区役所（代表）
東京都 5321-1111 新宿区西新宿2-8-1
千代田区 3264-2111 千代田区九段南1-2-1
中央区 3543-0211 中央区築地1-1-1
港区	 3578-2111 港区芝公園1-5-25
新宿区	 3209-1111 新宿区歌舞伎町1-4-1
台東区	 5246-1111 台東区東上野4-5-6
墨田区	 5608-1111 墨田区吾妻橋１-23-20
江東区	 3647-9111 江東区東陽4-11-28
品川区	 3777-1111 品川区広町2-1-36
目黒区	 3715-1111 目黒区上目黒2-19-15
大田区	 5744-1111 大田区蒲田5-13-14
世田谷区	 5432-1111 世田谷区世田谷4-21-27
渋谷区	 3463-1211 渋谷区宇田川町1-1
中野区	 3389-1111 中野区中野4-8-1
杉並区	 3312-2111 杉並区阿佐谷南1-15-1
豊島区	 3981-1111 豊島区南池袋2-45-1
北区	 3908-1111 北区王子本町1-15-22
荒川区	 3802-3111 荒川区荒川2-2-3
板橋区	 3964-1111 板橋区板橋2-66-1
練馬区	 3993-1111 練馬区豊玉北6-12-1
足立区	 3880-5111 足立区中央本町1-17-1
葛飾区	 3695-1111 葛飾区立石5-13-1
江戸川区	 3652-1151 江戸川区中央1-4-1
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官公署担当区域
文京区全域を扱う公共機関

地域活動センター・警察署・消防署など

【 都　税 】  文京都税事務所
【 水　道 】  都・水道局文京営業所
【 下水道 】  都・下水道局北部下水道事務所

【 法　務 】  東京法務局
【 公　証 】  文京公証役場
【 一般廃棄物 】  文京清掃事務所

所在地・電話番号は施設一覧をご覧ください。 ➡ P144　

町丁名 街　区〔（　）は住居番号・○は分割されます〕 地域活動
センター 警察署 消防署

保健
サービス
センター

郵便局 税務署

後楽一・二丁目 全
礫　川

富　坂

小石川

保健
サービス
センター

（小石川）

小石川

小石川

春日一丁目 全

春日二丁目
1～4、21～26 　富坂

※大塚5～20 大　塚
小石川一・二丁目 全

礫　川
富　坂小石川三丁目

1～5、6（1～6）、7、8（⑩～17）、9～39
6（7～18）、8（1～⑩）

大　塚小石川四丁目 全

小石川五丁目
1～30、31（1～4、⑪～12）、34～41 　富坂

※大塚31（5～⑪）、32、33 大　原

白山一丁目

1、2、5～8、11～14、16～22、23（4～13）、29（12～18）、30、31、
32（1～8）、33（3～⑳）、34 礫　川

富　坂

　小石川
※本郷

本 郷
支 所 本　郷3、4、9、10、15、23（1～3、14～20）、24～28、29（1～11）、32（9～13） 向　丘

33（⑳～27）、35～37 大　原

白山二丁目
1～11、12（1～4、6～24）、13（⑬～18）、15～39 礫　川

小石川

保健
サービス
センター

（小石川）

小石川

12（5）、13（1～⑬、19～21）、14
大　原白山三丁目 全

白山四丁目
1～29、31、32、34～37

30、33
礫　川

白山五丁目
1～3、4（①～11）、36（3～20） 本 郷

支 所4（①）、5～35，36（1～2）
大　原

千石一～四丁目 全

保健
サービス
センター

（小石川）

水道一丁目
1、2、11、12 礫　川

3～10
大　塚

大　塚

水道二丁目
1～5、13（13～16）、14（1～③、5～14）、15～19

6～12、13（1～12）、14（③、4） 音　羽

小日向一丁目
1～6、8～27 大　塚

7 音　羽

小日向二丁目
1～10、25（1～14）、26～31 大　塚

11～24、25（15～23） 音　羽

小日向三丁目
1～17、18（1～6） 大　塚

18（7～10） 音　羽

小日向四丁目
1、2、④、⑤

大　塚

富　坂
3、④、⑤、6～9

大　塚
大塚一・二丁目 全

大塚三丁目
1～30 大　塚
31～44 大　原 富　坂

大塚四丁目
①、②、③、④、5～53 大　塚 大　塚

①、②、③、④ 大　原 富　坂
大塚五・六丁目 全 大　塚

大　塚

関口一～三丁目 全
音　羽目白台一～三丁目 全

音羽一丁目
1～5、6（⑤～13）、7（1）、8～9、10（2～7）、13～28

6（1～⑤）、7（14～16）、10（1、8～12）、11、12 大　塚

音羽二丁目
1～2、3（1～5、17～22）、4、5、10（1～5、13～15）、11、12 音　羽

3（6～16）、6～9、10（6～12） 大　塚

※は街区により分かれます（別表）

▼ 
官
公
署
担
当
区
域



施
設
ガ
イ
ド
151

151151

※街区により分かれる窓口

電気・ガス・電話そのほかの公共機関などは施設一覧をご覧ください。 ➡ P144　

町丁名 街　区〔（　）は住居番号・○は分割されます〕 地域活動
センター 警察署 消防署

保健
サービス
センター

郵便局 税務署

本郷一丁目
1～32、34、� 湯　島 　本富士

※富坂
　本郷
※小石川

保健
サービス
センター

（小石川）

本　郷 本　郷

33、34、� 礫　川

本郷二丁目 全

湯　島
本富士 本　郷本郷三丁目 全 本　郷

本郷四丁目
1～14、⑮、16～37

保健
サービス
センター

（小石川）

⑮ 富　坂 小石川

本郷五丁目
1～29、30（1～12、21）、31、32（8～24）、33（1～12）

本富士
本　郷

30（13～20）、32（1～7）、33（13～14）
向　丘

本郷六丁目 全
本郷七丁目 全

湯　島 本 郷
支 所湯島一～四丁目 全

西片一丁目

1、2（1、19）、3～14、15（1、19、20）、17、20 向　丘

本富士

保健
サービス
センター

（小石川）

2（2～18）、15（2～18） 湯　島

19 礫　川 小石川

西片二丁目 全

向　丘

本　郷

本 郷
支 所

向丘一丁目
1～6、16～20

7～15 駒　込

向丘二丁目

1～13、14（1～4、8～10）、15～19、20（14～17）、23（1、17～20）、
24～30、35、36（1、2、⑧）、37、38 　本富士

※駒込14（5～7）、20（1～13）、21、22、23（2～16）、31～34、39 汐　見
36（3～7、⑧～13） 駒　込

弥生一・二丁目 全
根　津 本富士

根津一・二丁目 全
千駄木一～三丁目 全 汐　見

駒　込

千駄木四丁目 全 駒　込

千駄木五丁目
1～40、41（14～28）、43（1～9）、44、45（3～7） 汐　見

41（1～13、29）、42、43（10～21）、45（1、2）、46～50 駒　込

本駒込一丁目

1（1～⑨、25～30）、2、3（⑩～19、21）、5、6（1～10、⑳）、
7（1、20～26）、8（1～16、�～28） 向　丘

1（⑨～24）、3（1～⑩、22、23）、4、6（11～⑳）、7（2～19）、
8（17～�）、9～28 駒　込

本駒込二丁目
1～8、9（1～6、⑱～33）、12～28 　駒込

※富坂
　本郷
※小石川9（7～⑱）、10、11、29 大　原

本駒込三～五丁目 全 駒　込 駒　込 本　郷

本駒込六丁目

1～6、7（1～12、⑳～26）、8（1～12、19～26）、9（1～12、20～26）、
10（1～12、19～26）、11（1～11、17～24）、12（1～10、16～22） 大　原

　駒込
※富坂

　小石川
※本郷7（13～⑳）、8（13～18）、9（13～19）、10（13～18）、

11（12～16）、12（11～15）、13～25 駒　込

町丁名 街　区〔○は住居番号により分割〕 警察署 消防署

春日二丁目
1～7、9、10、12～26 富　坂

−
8、11 大　塚

小石川五丁目
1～3、④、⑦、8～17、20～41 富　坂

④、5、6、⑦、18、19 大　塚

白山一丁目
1、2、5～8、11～14、16～22、�、�、30～37

−
小石川

3、4、9、10、15、�、24～28、� 本　郷

大塚三丁目
1～30 大　塚

−
31～44 富　坂

大塚四丁目
①～④ 富　坂

小石川
①～④（他全て5～53） 大　塚

本郷一丁目
1～32、� 本富士 本　郷
33～� 富　坂 小石川

向丘二丁目
1～10、⑪、⑬ 本富士

−
⑪、12、⑬、14～39 駒　込

本駒込二丁目
1～8、⑨、12～27、� 駒　込 本　郷

⑨～11、�、29 富　坂 小石川

本駒込六丁目
1～6、⑦～⑫ 富　坂 小石川

⑦～⑫、13～25 駒　込 本　郷

※は街区により分かれます（別表）
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後
楽
地
区

医療法人社団スペクトラム
東京血管外科クリニック

後楽一丁目1番1号
TK CENTRAL2階

心血、皮、形、
内、外、循内 3556-4103

竹田診療室 後楽一丁目3番61号
東京ドーム内1階 整 3817-6764

おおたき循環器内科
クリニック

後楽一丁目4番14号
後楽森ビル2階 内、循 5842-6467

医療法人社団翔貴会
須田整形外科クリニック 後楽二丁目23番15号 整、リハ、内、

皮 3811-0881

春
日
地
区

医療法人社団講道館
ビルクリニック

春日一丁目16番30号
講道館本館6階 内、外、整 5842-6311

医療法人社団芳明会
小石川医院

春日二丁目10番18号
ランダム小石川1階 内、小、外、皮 3816-3151

ようようインター
ナショナルクリニック

春日二丁目11番8‐304号
藤和春日ホームズ 内、病 3946-5886

小
石
川
地
区

てしまクリニック 小石川一丁目3番23号
ル・ビジュー地下1階 皮、形、内 5804-1241

医療法人社団同友会
春日クリニック第二

小石川一丁目12番16号
小石川TGビル
4階・5階・6階・7階・8階

内、消、外、婦 3816-5840

医療法人社団同友会
春日クリニック

小石川一丁目12番16号
小石川TGビル
1階・2階

内、循内、
呼内、精、
消内、婦、放

3813-0080

小石川柳町クリニック 小石川一丁目13番9号
クリオ文京小石川103号室

小、内、ア、
呼内、循小 5805-3749

春日眼科 小石川一丁目13番12号
WAKOU小石川2階 眼 3815-0177

かすが耳鼻咽喉科 小石川一丁目13番12号
WAKOU小石川ビル3階 耳 5689-8741

東京健生病院 大塚四丁目３番８号 内、呼内、循内、消内、神内、外、呼外、整、脳、精、皮、泌、婦、眼、耳、リハ、腎、小、消外、肛、麻 3944-6111

医療法人社団大坪会
小石川東京病院（休止中） 大塚四丁目４５番１６号 心内、精 6912-2039

順天堂大学医学部附属 順天堂医院 本郷三丁目１番３号 内、呼、消、循、小、精、神、外、整、形、脳、呼外、心血、小外、産科、婦、眼、耳、皮、泌、リハ、放、麻、歯口、救、腫、緩、病 3813-3111

一般財団法人 慈愛病院 本郷六丁目１２番５号 内、消内（内視鏡）、皮、外、乳外、肛外、放 3812-7360

東京大学医学部附属病院 本郷七丁目３番１号
内、循内、呼内、小、精、外、整、脳、小外、産婦、眼、皮、泌、放、麻、リハ、病、消内、腎臓・内分、糖尿病・代、
血液・腫、ア・リウ内、感、神内、老、心臓内、心外、呼外、女外、頭頸部・耳、形成・美、歯口・矯、臨、救、胃・食、
大腸・肛外、血外、乳腺・泌外、臓外、肝・胆・膵外

3815-5411

東京医科歯科大学医学部附属病院 湯島一丁目５番４５号 内、小、精、神内、外、整、形、脳、心血、産婦、眼、耳、放、麻、呼内、呼外、皮、循内、泌、病、救、リハ、血外 3813-6111

東京医科歯科大学歯学部附属病院 湯島一丁目５番４５号 歯、矯、小歯 3813-6111

医療法人社団大坪会 東都文京病院 湯島三丁目５番７号 内、循内、神内、血内、皮、小、精、外、乳外、泌、整、眼、耳、産婦、リハ、放、麻、歯 3831-2181

日本医科大学付属病院 千駄木一丁目１番５号 内、小、心内、精、神内、リウ、外、整、形、脳、呼外、心血、産婦、眼、耳、皮、泌、放、麻、循内、呼内、血内、消外、
リハ、病、救、歯、腎、肝、消内、内泌、老、漢内、泌外 3822-2131

東京都立駒込病院 本駒込三丁目１８番２２号 内、呼内、消内、循内、血内、腎、内泌、腫、緩、感、小、精、神内、外、整、形、脳、骨、皮腫、食、肝・胆・膵外、胃
外、大腸外、乳外、呼外、婦、眼、耳、泌、リハ、放、麻、歯口、病、肝 3823-2101

小
石
川
地
区

クリニックヨウコ 小石川一丁目22番9号
TRESCASASビル202号 皮、内 5809-0022

医療法人社団千晶会
千晶こどもクリニック

小石川一丁目24番3号
コイシカワコロン1階 ア、小 3868-0703

東京保健生活協同組合
セツルメント菊坂診療所

小石川一丁目24番3号
1階～3階

内、循内、
消内、糖 3811-0016

春日駅前
あべファミリークリニック

小石川二丁目1番12号
小石川トーセイビル6階 内、脳、整 3830-0395

後楽園駅前診療所 小石川二丁目6番5号
小石川二丁目ビル1階 小、精、内、泌 6801-8191

小石川循環器内科
クリニック

小石川二丁目24番14号
TM畑中小石川1階

内、循内、糖、
ア 6801-8450

医療法人社団緑寿会
小林クリニック 小石川三丁目16番19号 内、皮 5689-2025

中村クリニック 小石川三丁目27番6号 内、消、外 3818-7677
豊田耳鼻咽喉科
クリニック 小石川三丁目27番13号 耳 3811-4133

ふくだ皮ふ科 小石川三丁目35番11号１階 皮、小皮、ア 3868-2229

小林医院 小石川四丁目17番1号 内、小、整 3811-4630
医療法人社団弘寿会
小石川ホームクリニック

小石川四丁目20番1号
イトークリエイト小石川ビル3階 内、心内 3868-8282

三橋医院 小石川四丁目20番1号
イトークリエイト小石川ビル6階 内、小 3816-3284

医療法人社団桜和光会
良田眼科

小石川四丁目21番2号
ハイツ小石川2階 眼 3816-1300

茗荷谷
レディースクリニック

小石川五丁目3番4号 
ラ・ヴェリエール文京ビル3階 婦、産婦 3830-0495

診療科目一覧表
内…内科
呼…呼吸器科
消…消化器科
消外…消化器外科
胃…胃腸科
循…循環器科
大…大
小…小児科
精…精神科
児精…児童精神科
神…神経科
神内…神経内科
心内…心療内科
内視…内視鏡内科

ア…アレルギー科
リウ…リウマチ科
外…外科
整…整形外科
形…形成外科
美…美容外科
美皮…美容皮膚科
小皮…小児皮膚科
脳…脳神経外科
呼外…呼吸器外科
呼内…呼吸器内科
呼ア…呼吸器アレルギー科
糖…糖尿病内科
代…代謝内科

内分…内分泌内科
泌外…内分泌外科
内泌…内分泌代謝内科
脂…脂質代謝内科
肝…肝臓内科
腎…腎臓内科
感…感染症内科
老…老年内科
胃内…胃腸内科
心血…心臓血管外科
小外…小児外科
小神…小児神経内科
産婦…産婦人科
産…産科

婦…婦人科
眼…眼科
小眼…小児眼科
耳…耳鼻咽喉科
気…気管食道科
皮…皮膚科
泌…泌尿器科
性感…性感染症内科
肛…肛門科
肛外…肛門外科
リハ…リハビリテーション科
放…放射線科
緩…緩和ケア内科
緩外…緩和ケア外科

麻…麻酔科
漢内…漢方内科
漢眼…漢方眼科
歯…歯科
矯…矯正歯科
小歯…小児歯科
歯口…歯科口腔外科
循内…循環器内科
循小…循環器小児科
消内…消化器内科
血内…血液内科
血外…血管外科
臓外…臓器移植外科
心血外…心臓血管外科

救…救急科
乳外…乳腺外科
女内…女性内科
女外…女性外科
女泌…女性泌尿器科
ペ…ペインクリニック内科
腫…腫瘍内科
病…病理診断科
骨…骨軟部腫瘍外科
皮腫…皮膚腫瘍外科
食…食道外科
心臓内…心臓内科
心外…心臓外科
臨…臨床検査科

女精…女性精神科
小耳…小児耳鼻咽喉科
疼…疼痛緩和内科
が…がん内科
が精…がん精神科
小糖…小児糖尿病内科
小内…小児内分泌内科
思…思春期内科
あ…あん摩
は…はり
き…きゅう
柔…柔道整復

医療機関情報 文京区ホームページ医療施設案内より参照（令和2年4月１日現在）
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小
石
川
地
区

茗荷谷駅前医院 小石川五丁目4番5号 
クレール21ー2階 精、神、心内 3944-2500

医療法人社団千秋双葉会
茗荷谷耳鼻咽喉科・
アレルギー科

小石川五丁目5番2号 
バンビビル2階 耳、ア 3944-8711

中沢眼科医院 小石川五丁目5番7号 眼 3944-1838

湯坂クリニック 小石川五丁目7番3号 内、外 5981-8288

ココメディカルクリニック 小石川五丁目34番10号
COCOビル

皮、ア、内、
婦、小皮 6882-3319

医療法人社団あかし会
山村クリニック

小石川五丁目37番6号
井浦ビル1階

内、胃内、外、
内視 3818-5767

森こどもクリニック 小石川五丁目40番21号 小、ア 5803-7887

白
山
地
区

医療法人社団一灯会
八千代診療所 白山一丁目5番8号 内、小、精 3811-4519

医療法人社団木の実会
やまね皮フ科クリニック 白山一丁目21番6号 1階 美、皮 6801-9790

よしはし
耳鼻咽喉科医院

白山一丁目25番16号
ミラーユ白山1階 耳 5848-8118

澤田こどもクリニック 白山一丁目33番16号
パークコートプレイス2階 小、ア 5840-7838

わたなべ皮膚科 白山一丁目33番16号
パークコートプレイスビル4階 皮、形 3830-8080

オクノクリニック東京白山 白山一丁目33番16号
パークコートプレイスビル3階 整、放 6801-6197

医療法人社団
中野小児科内科

白山一丁目33番23号
ベルメゾン文京白山
1階101号

内、小、ア、
皮、呼内 5805-8551

山内整形外科 白山二丁目1番2号 整、外 3813-5591

小石川インターナショナル
クリニック

白山二丁目29番4号
泉白山ビル1階 内 6757-2060

医療法人社団泰篤会
保坂こどもクリニック

白山五丁目27番12号
カーサホーマット1階 小 3946-0641

はとり内科クリニック 白山五丁目33番3号 
パレクレール白山1階 内、循 5800-2210

白山ながみね眼科 白山五丁目36番9号 
白山麻の実ビル5階 眼 5842-2232

吉川クリニック 白山五丁目36番9号
白山麻の実ビル4階

心内、精、
児精 5840-5677

医療法人社団光樹会白山
レディースクリニック

白山五丁目36番9号
白山麻の実ビル9階

産婦、婦、女内、
美皮、乳外 5689-3070

医療法人社団翔健会
くろだ医院

白山五丁目36番9号
白山麻の実ビル2階

内、外、消内、
皮、リハ 5804-3211

千
石
地
区

医療法人社団静朗会
千葉医院

千石一丁目6番16号 
ライズヒル千石101号室

内、循内、小、
耳、ア 3941-1340

文京整形外科 千石一丁目27番8号
3階

内、リウ、整、
リハ 5940-3123

渋谷眼科 千石一丁目28番4号
エムズビル1階 眼 3944-1103

医療法人社団杉交会
杉山クリニック

千石二丁目13番13号
1階

内、神内、
脳神、皮、リハ 3944-5933

近藤クリニック 千石四丁目3番16号 内、消、小 3944-1820

医療法人社団光永会
光永クリニック 千石四丁目4番1号 内、呼、消、

循、小、放 3943-0270

水間クリニック 千石四丁目8番1号 内、小 5976-7350

祐ホームクリニック 千石四丁目25番5号
KSTビル3階

内、外、整、神
内、皮、緩、精

050-3784-
2001

三輪医院 千石四丁目26番8号 内 5976-9933

掛川整形外科 千石四丁目39番18号 整、リハ 5319-8500

赤池耳鼻咽喉科医院 千石四丁目40番2号 耳 5976-3355

水
道
地
区

矢野医院 水道一丁目3番31号 内 3811-5787

守谷医院 水道二丁目10番1号 内、精 3941-9673

坂巻クリニック 水道二丁目14番7号
C＆H中原1階 内 3941-6074

小
日
向
地
区

石原医院 小日向一丁目6番6号 内、小、放 3941-8526

医療法人社団TKG会
小日向台町クリニック

小日向三丁目7番4号 
メゾンたかむら202号室 内 5981-9876

こひなた眼科 小日向四丁目4番3号 
カーネ小日向102号室 眼 3944-5566

しおざわクリニック 小日向四丁目4番3号 
カーネ小日向103号室

泌、内、形成外、
皮、美皮 3945-3711

茗荷谷
なかむらクリニック

小日向四丁目5番16号
ツインヒルズ茗荷谷ビル1階 内、外、肛 3945-6161

茗荷谷かさい眼科 小日向四丁目6番12号
茗荷谷駅MFビル2階 眼 6912-2844

医療法人社団健永いずみ会
岩瀬クリニック

小日向四丁目6番15号
茗荷谷駅MFビル4階

内、ア、外、整
形外、皮、循
内、消内、婦

5940-7151

医療法人社団春日会
伝通院クリニック

小日向四丁目6番18号
アマーレ茗荷谷201号室 内、小、耳 6912-1565

こひなたクリニック 小日向四丁目6番22号
アセント茗荷谷8階 内、皮 5395-5072

コパーズ・
茗荷谷クリニック

小日向四丁目7番20号
コパーズ・茗荷谷ビル1階

外、内、消外、
肛外、皮、麻、
リハ、ア

5976-2207

大
塚
地
区

みらいメディカル
クリニック茗荷谷

大塚一丁目4番15‐202号
アトラスタワー茗荷谷

内、胃内、循内、
小、ア、美皮 3943-0123

白土内科 大塚一丁目5番18-2B号 内 5976-2100

はりまざかクリニック
耳鼻咽喉科・アレルギー科

大塚一丁目5番18号
大伴ビル9A号室 耳、ア、小耳 6304-1510

吉村小児科 大塚二丁目18番6号 小 3943-3806

めぐみクリニック
大塚三丁目1番6号 
ラ・トゥール小石川
3階3A号室

精、心内、
児精 5981-8990

医療法人社団千秋双葉会
茗荷谷キッズクリニック

大塚三丁目1番6号
ラ・トゥール小石川
地下1階A1号室

小、ア、循小 5976-3077

えなのさとクリニック 大塚三丁目1番10号
ラ・ネージュ小石川206

内、小、心内、
麻、皮 5976-3065

矢吹女性心身クリニック 大塚三丁目1番10号 
ラ・ネージュ小石川303号室 心内、女精 3946-2580

岡皮フ科クリニック 大塚三丁目5番1号
茗荷谷クリアビル2階 皮、ア 6912-0213

医療法人社団心緑会
小石川メンタルクリニック

大塚三丁目6番5号
白井ビル
1階、2階、3階、4階

精、心内 3943-5858

斉藤整形外科 大塚三丁目7番15号 整、リハ 3941-8052

森内科 大塚三丁目35番8号 1階
内、呼内、糖、
代、腎、感、ア、
内分、脂、老

3945-8188

医療法人社団拓諭会
やすだクリニック

大塚四丁目45番4号
地下1階～地上1・2

内、消、外、整、
眼、肛、リハ 3945-5055

医療法人社団護友会
友成第二病院 大塚五丁目40番18号

整、形、リハ、
循内、消内、
内、外

3941-8583

東京保健生活協同組合
大塚診療所 大塚六丁目9番10号 

内、呼、循、
小、外、整、
眼、皮

3947-5521

関
口
地
区

田中医院 関口一丁目1番3号
プラザ飯田橋1階

内、消、循、
皮、リハ 3266-1407

江戸川橋
さくらクリニック

関口一丁目1番6号
新星ビル4階 内、消内 5227-3433

江戸川橋
皮フ科クリニック

関口一丁目3番7号 
CROSS神楽坂1階 皮、ア、小皮 5227-8715

あんず心の
クリニック

関口一丁目13番12号
武田ビル4階 精、心内 5579-8836

▼ 
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関
口
地
区

医療法人社団一専会
神楽坂ホームケア
クリニック

関口一丁目13番14号
向井ビル2階・3階 内、泌、小 5227-7878

医療法人社団秀志会
松平小児科

関口一丁目15番9号
1階 内、小、眼 3267-4077

医療法人社団誠仁
メディカル誠ウィメンズ
クリニック

関口一丁目18番6号
2階 産婦 3513-0355

江戸川橋クリニック
耳鼻咽喉科

関口一丁目19番6号
弥助ビル4階 耳 3235-3387

江戸川橋胃腸肛門
クリニック

関口一丁目19番6号
弥助ビル5階

消内、肛外、
内 3269-2020

佐野眼科 関口一丁目45番15号 
日火江戸川橋ビル204 眼 5229-4018

目
白
台
地
区

医療法人社団
すずき医院

目白台一丁目23番7号
グリーンヒルズ目白台101

内、小、消内、
循内、麻 3941-1590

三浦内科クリニック 目白台二丁目12番5号 内、消内、
肛外、外、ア 5319-3321

早期緩和ケア大津秀一
クリニック

目白台二丁目13番2号
K・Bビル402

緩、疼、が、
が精 6912-0217

向井内科クリニック 目白台三丁目16番12号 内 6912-1304

音
羽
地
区

医療法人社団幸樹会
おとわ内科・脳神経外科
クリニック

音羽一丁目5番17号
 音羽クリニックビル
1階、2階、3階

内、脳 6662-7755

音羽皮膚科クリニック 音羽一丁目9番4号 皮 3942-0193

友成整形・形成外科 音羽一丁目14番2号
三井音羽ハイツ101

内、整、形、
リハ 5940-0102

音羽耳鼻咽喉科医院 音羽一丁目20番2号 201号 耳 3947-4338
医療法人社団和幸会
上田医院

音羽一丁目20番15号
サンビュー102号 内、外、胃 3943-0268

本
郷
地
区

水道橋ひふ科クリニック 本郷一丁目14番4号
AU南陽堂ビル1階

皮、美皮、
小皮、ア 5684-4112

本郷さいとうクリニック 本郷一丁目20番9号 
コハタビル2階

内、精、神、
心内 5842-2215

医療法人社団大地の会
本郷ファミリークリニック

本郷一丁目33番8号
ハウス本郷ビル6階

内、循内、
呼内、外 3868-7501

後楽園
ウィメンズクリニック

本郷一丁目33番8号 
ハウス本郷ビル4階 婦、産 5689-5500

一般財団法人近藤記念
医学財団富坂診療所

本郷一丁目33番9号 
ドン・キホーテ後楽園ビル3階

内、循内、
消内、神内 3814-2662

太田明々堂眼科医院 本郷一丁目33番12号
103号 眼 3811-0318

後楽園こころのあかり
クリニック

本郷一丁目35番26号
LEREVE文京本郷2階 心内、精 3812-5562

本郷三丁目・
植村クリニック

本郷二丁目25番14号
第一ライトビル202号 神内 3811-0515

一宮クリニック 本郷二丁目27番8号 
太陽館ビル 内、産、婦 3818-5371

心陽クリニック 本郷二丁目29番3号
UK’Sビル3階

内、心内、麻、
ペ、精

050-3692-
2107

飯田医院 本郷二丁目32番12号 内、小 3811-4952
きたなかこども成長
クリニック

本郷二丁目37番6号
稲毛屋ビル4階

小、小糖、
小内、思 3817-0976

医療法人社団一如会
相田医院 本郷二丁目39番13号 内 3811-4859

文京眼科医院 本郷二丁目40番3号 眼 3813-1117
本郷東大前
こころのクリニック

本郷二丁目40番11号
かねやすビル3階・4階 精、心内 6801-8115

エムズクリニック 本郷二丁目40番17号
本郷若井ビル6階 リウ、整 3813-7600

風メンタル
クリニック本郷

本郷三丁目5番2号
第二田中ビル2階

内、精、神、
心内 5802-7181

仙頭クリニック 本郷三丁目14番16号
美工本郷第2ビル6階 漢内 3868-3350

CS眼科クリニック 本郷三丁目15番1号
美工本郷ビル8階 眼、小眼 5684-2333

和田秀樹
こころと体のクリニック

本郷三丁目21番12号 
RTビルB1階 内、精 3814-4530

本
郷
地
区

本郷三丁目眼科
本郷三丁目24番11号 
スカーラ文京本郷
スカイプラザ1階

眼、小眼 3830-0500

本郷の森診療所 本郷三丁目31番3号
本郷スズヨシビル3階 精、心内 3830-0652

桜皮膚科 本郷三丁目32番7号 
MSKビル2階 皮 5684-1431

医療法人社団本郷会
本郷整形外科

本郷三丁目32番7号
東京ビル2階 整、リハ 3814-8558

漢方・免疫
たかはし内科クリニック

本郷四丁目1番1号
玉屋ビル8階 内 3816-3318

コーラルクリニック 本郷四丁目1番7号
近江屋第二ビル3階301号室 内、神内、脳 5844-3133

本郷耳鼻咽喉科
クリニック

本郷四丁目2番8号 
フローラビルディング2階 ア、耳 5689-4133

山田眼科医院 本郷四丁目5番10号 
サンファミリー本郷201号 眼 3814-1817

坂口医院 本郷四丁目9番22号 内、皮、泌、肛 3811-1560

本郷鐙坂医院 本郷四丁目11番2号 内 6906-9901

医療法人社団水樹会
清和クリニック

本郷四丁目18番1号
1階 ア、形、皮、麻 5842-5561

こやまクリニック 本郷四丁目24番5号 
春日ビル3階 整、リハ、内 5840-7717

本郷内科クリニック 本郷四丁目24番7号
クレヴィア本郷103 内、消内 5684-1009

医療法人社団七星会
カスガメディカルクリニック

本郷四丁目24番8号 
春日タワービル3階 内、消、循、精 5689-8211

医療法人社団友徳会
つつじクリニック

本郷四丁目27番8号 
パレステュディオ
本郷東大前101号

皮、形、ア、
小皮、美皮 5804-0011

うすだクリニック 本郷四丁目36番5号
ネオパリエ1階 内 5840-8250

本郷台皮膚科 本郷五丁目1番15号 
安野ビル3階 皮 3812-4112

タツノ内科・循環器科 本郷五丁目1番16号
NPー2ビル地下1階 内、小、循内 5800-0203

医療法人社団LSM
寺本内科歯科クリニック

本郷五丁目25番13号 
スカイビジョンビル1階2階

内、歯、歯口、
矯、小歯 5689-5454

熊谷眼科 本郷五丁目25番15号 
林ビル2階 眼 3811-1504

ゆき医院 本郷五丁目26番2号 
東大赤門前ビル3階 内、消、心内 5840-8660

医療法人社団﨑鈴会
本郷メディカルクリニック

本郷五丁目26番4号 
東京クリスタルビル4階 胃内 5842-7415

本郷赤門前クリニック 本郷五丁目26番4号 
東京クリスタルビル7階 内 6658-5295

本郷麻酔科クリニック
本郷五丁目28番2号 
ライオンズマンション
東大赤門前1004

麻 3813-7224

医療法人社団優舜会
石川クリニック 本郷五丁目29番12号 103 内、消 3814-3456

湯
島
地
区

野村芳子
小児神経学クリニック

湯島一丁目2番13号 
御茶ノ水明神ビル3階

神内、精、
小内 3258-5563

東京在宅ケアクリニック 湯島一丁目5番34号
お茶の水医学会館5階

緩内、緩外、
皮 6240-0001

医療法人社団湖歩会
ゆしまクリニック

湯島一丁目5番34号
お茶の水医学会館6階

内、呼内、循内、
消内、腎、糖、
血内、リウ、脳

3830-0099

医療法人社団創知会
メモリークリニック
お茶の水

湯島一丁目5番34号
お茶の水医学会館
2階、3階、4階

神内、精 6801-8718

御茶ノ水
ファミリークリニック

湯島一丁目9番14号 
プチモンドお茶の水8階 小、内 5844-1401

医療法人社団聖桐会
御茶ノ水聖橋クリニック

湯島一丁目9番15号
茶洲ビル2階

内、呼、消、循、
小、心内、ア、皮 5689-6811

医療法人社団昭和育英会
湯島三和クリニック

湯島二丁目31番1号 
湯島三友ビル4階、5階 内、泌、整 5804-5800

▼ 
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湯
島
地
区

奥田医院 湯島三丁目8番2号 内、小、胃 3831-8371
医療法人社団天神会
天神下皮フ科形成外科

湯島三丁目31番3号
湯島東宝ビル2階

皮、形、美、
美皮 5807-8241

大塚診療所 湯島三丁目31番6号 1階 小、内、ア 3831-2294

アゴラ内科クリニック 湯島三丁目34番8号
第一天神ビル2階201号 内、循内 6803-0976

野口皮膚科医院 湯島三丁目38番12号 皮 3831-2321
医療法人社団よつ葉の会
清家クリニック

湯島三丁目38番13号 
坂東ビル2階

内、消内(内視
鏡)、循内、小 3831-2438

パーソナルヘルスケア
クリニック

湯島三丁目39番3号
上野不二ビル6階 感 5817-4415

医療法人社団龍岡会
大森内科医院 湯島四丁目9番8号 内、歯 3811-0888

西
片
地
区

寺田医院 西片一丁目2番3号 101号 内、循内、皮 3812-1821

いいもりこころの診療所 西片一丁目3番18号 1階 精、心内 050-3734-
5281

麻酔クリニック東大前 西片二丁目3番17号 
アヴィニヨン1階102号 麻 6801-8558

大橋内科クリニック 西片二丁目15番11号 内、消、ア 5842 8670

西片クリニック 西片二丁目25番8号 
モンテベルデ本郷西片 内、呼、消、放 5803-7080

向
丘
地
区

エガワ眼科 向丘一丁目1番17号 
タカサキヤビル2階 眼 5689-5207

いながき乳腺クリニック 向丘一丁目2番5号
東京セントラル本郷1、2階 乳外 3830-0407

西岡クリニック 向丘一丁目10番2号 
ザ・プラザ・オーベル白山1階 内、消、循 3812-1421

医療法人社団同済会
えみクリニック東大前

向丘二丁目2番6号
エスト本郷1階 内、皮、漢内 3868-3528

医療法人社団真寿会
田代医院

向丘二丁目20番3号 
1階 内、小、外、放 3823-0871

森田医院 向丘二丁目35番2号 内、整 3823-4919

弥
生

地
区 やよい在宅クリニック 弥生一丁目5番11号

弥生クリニックビル
内、外、緩内、
消内 6240-0737

根
津
地
区

医療法人社団杏生会
文京根津クリニック

根津一丁目1番18号 
パライソ和田ビル3階 内、老 3821-2102

細部医院 根津一丁目1番15号 内、外、泌 3822-6858
金沢耳鼻咽喉科
クリニック

根津一丁目4番4号
河内ビル2F 耳 3823-8733

根津駅前
たかやま皮膚科

根津一丁目4番4号
河内ビル6階

皮、美皮、
小皮、ア 3822-1241

猪狩医院 根津一丁目16番8号
中村ビル2階

内、呼内、
胃内、外 3822-4735

医療法人社団静晴会
山田胃腸科外科医院

根津一丁目16番10号 
イトーピア根津101・201

内、消、循、神内、
外、脳、皮、泌、胃 3821-3381

似鳥クリニック 根津一丁目19番11号 呼内、循内、小 3827-1181
東京保健生活協同組
合根津診療所 根津一丁目27番3号 内、皮、小、外 3823-0096

根津宮永町診療所 根津二丁目13番6‐101号 内、循内、消内 3824-2588
ダイナメディカル
根津クリニック

根津二丁目14番9号 
ダイナメディカル根津1F

内、呼、循、
リウ、皮 5815-8687

下司婦人科クリニック 根津二丁目14番11号
Tツウィンズビル4F 内、産婦 5832-4122

細部小児科クリニック 根津二丁目14番11号 
Tツウィンズビル2階 小 6303-3162

根津えんぜる眼科 根津二丁目15番12号
メゾンドール山喜1階 眼 5815-1122

根津整形外科クリニック 根津二丁目29番1号
TFX根津ビル2階 整、リハ 5834-8551

医療法人社団健康会
谷根千クリニック

根津二丁目33番14号 
ヴィラージュ藍染1階

内、外、胃内、
整 3827-2731

千駄木みしま眼科 根津二丁目37番4号
グランドメゾン根津101号 眼 5834-7559

千
駄
木
地
区

日本医科大学
健診医療センター 千駄木一丁目12番15号 内、放 5814-6685

文京クリニック 千駄木一丁目23番3号
カーサリーナ千駄木201

内、呼、ア、
リハ 3823-6614

千
駄
木
地
区

団子坂ひろせ小児科 千駄木一丁目23番6号
グリーンヒル汐見202号室 小 3823-4970

こころとからだ相談
クリニック

千駄木二丁目3番18号
浅野ビル101 心内、精、内 6323-9408

日原内科クリニック 千駄木二丁目13番1号
ルネ千駄木プラザ2階 内、循、ア 3822-6262

文京区医師会付属診療所 千駄木二丁目26番8号 3階 内、小、外 3823-2216

小児科佐藤医院 千駄木二丁目28番12号 小 3828-1500

齊藤皮フ科 千駄木二丁目33番9号
パレドール千駄木201 皮 3821-1236

吉行医院 千駄木二丁目34番10号 内 3821-7994
医療法人社団一声会
千駄木整形外科

千駄木二丁目43番1号
1階から4階まで

内、神内、
リウ、整、リハ 3822-9180

髙内科医院 千駄木二丁目46番2号 内 3827-5710

藤原クリニック 千駄木三丁目2番7号
リエス千駄木1階地下1階

内、呼内、循内、
心内、精 3821-3767

かやのクリニック 千駄木三丁目36番8号
シルバーパレス千駄木303 内 3824-7071

大木小児内分泌代謝
クリニック

千駄木三丁目36番11号
プラネットアイ2F 小、内分・代内 5834-7022

クマモトクリニック 千駄木三丁目37番17号
コスモ千駄木102号

内、皮、外、
泌、リハ 5685-0811

よしこ心療内科 千駄木三丁目37番20号
団子坂カンカンビル6階 心内、精 3823-8265

あいそめクリニック 千駄木三丁目40番17号
CASA VERDE2階

漢内、内、
心内 6314-5944

エミング
千駄木クリニック

千駄木三丁目42番16号
2階A

内、消内、
循内、ア 5834-2652

むらい内科・循環器
クリニック

千駄木三丁目43番3号
ATK千駄木ビル1階 内、循内、糖 3822-8010

いいの耳鼻咽喉科 千駄木三丁目48番6号
1階A ア、耳 3828-3387

わたなべ整形外科 千駄木四丁目1番16号
グランドメゾン千駄木一番館106

内、整、形、
リハ 5815-5185

医療法人社団愛明会
内科小児科にわ医院 千駄木四丁目8番12号 内、小、眼 3824-0482

動坂下泌尿器科
クリニック

千駄木四丁目13番6号
アドリーム文京動坂108号室 泌、腎、女泌 5834-7735

内藤クリニック 千駄木四丁目14番10号
2階

内、精、神、
心内 5685-2455

文京動坂診療所 千駄木四丁目15番3号
CASA文京動坂1階2階

内、呼内、
循内、消内 3822-9680

サン・ヒル
レディースクリニック

千駄木五丁目3番10号
2階 産婦 3823-8828

医療法人社団髙慈会
団子坂くつろぎクリニック

千駄木五丁目21番12号
1階

歯、矯、小歯、歯口、
内、呼内、ア 5834-7702

医療法人社団森谷会
森谷医院 千駄木五丁目43番11号 内、小 3821-0128

本
駒
込
地
区

医療法人社団碧桐会
白山皮ふ科クリニック 本駒込一丁目1番2号 皮 6801-0893

とくなが耳鼻咽喉科 本駒込一丁目6番19号
SUNYUBILL2階 ア、耳、気 5815-5887

日本医科大学腎クリニック 本駒込一丁目7番15号 内 3821-1601

谷口医院 本駒込二丁目8番11号 内、胃、外、
肛、リハ 5395-7760

折戸皮フ科クリニック 本駒込二丁目10番3号
ウエストワンビル2階 皮、小皮、ア 6902-2781

文京内科・循環器
クリニック

本駒込二丁目10番3号
ウエストワンビル4階 内、循内、糖 6304-1567

かみやレディースクリニック 本駒込二丁目10番7号 内、産婦 5977-8811

加藤診療所 本駒込二丁目18番2号 内、外 3941-7522
グリーンコート内科
クリニック 本駒込二丁目28番10号 内、消、循、小 5977-3820

鈴木医院 本駒込二丁目28番35号 内、呼内、
胃内、循内 3941-6615

ヒロ皮フ科クリニック 本駒込二丁目28番37号
吉岡ビル1階 皮 5395-1249

齋藤医院 本駒込三丁目5番10号 内、消、皮 3824-1137

本駒込耳鼻咽喉科 本駒込三丁目17番2号
木村ビル2階 耳、小耳 3827-1187

▼ 

診
療
所
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本
駒
込
地
区

駒込富士クリニック 本駒込三丁目34番10号 内、外、整、リハ 5815-3405
医療法人社団靜美会
駒込かせだクリニック

本駒込四丁目19番16号
タウンハイム本駒込1階

内、呼、神内、
ア、リハ 5832-5665

福地医院 本駒込四丁目30番2号 内、小 3821-1431

源一クリニック 本駒込四丁目38番3号
パストラル動坂201 皮、呼ア 5685-3161

動坂クリニック 本駒込四丁目42番4号
ますやビル1階 内、消、小 3822-5605

こまごめ緑陰診療所 本駒込五丁目19番2号
小林ビルデンス2階 精、心内 3943-5525

文京駒込
訪問クリニック

本駒込五丁目20番4号
メゾンブロンシュ本駒込
1階102ーB号室

内、精 5834-0335

おぎの眼科クリニック 本駒込五丁目41番6号
メゾン本駒込1階 眼 5809-0701

松本医院 本駒込五丁目41番11号
青木ビル1階

内、小、皮、
ア 5832-9518

近藤医院 本駒込五丁目60番6号 内、小、産、婦 3821-1804

本
駒
込
地
区

医療法人社団藤翔会
加藤内科胃腸科クリニック

本駒込六丁目1番21号
コロナ社第3ビル1階 内、消、小 5319-1470

医療法人社団立命会
千石クリニック

本駒込六丁目2番1号 
栄泉堂ビル201 内、麻 5976-9960

りくぎえん皮膚科 本駒込六丁目2番1号
栄泉堂ビル301号室

皮、小皮、
美皮 6912-0812

橋本こどもクリニック 本駒込六丁目4番2号
平和ビル1階 小、ア 3943-6333

井口医院 本駒込六丁目6番7号 整 3945-3188
きむら
メンタルクリニック

本駒込六丁目24番1号
後藤ビル2階 精、心内 5981-8847

医療法人社団奥山会
奥山整形外科

本駒込六丁目24番5号
東京冷機ビル1階

内、外、整、
皮、リハ、放 3942-1611

駒込みつい眼科 本駒込六丁目24番5号
ゾンネンハイム六義園4階 眼 3943-8765

中居皮フ科クリニック 本駒込六丁目25番4号 皮 5319-2200

駒込共立クリニック 本駒込六丁目25番4号
中居ビル2階・3階 内 3941-9988

　　    　　    

後
楽
地
区

飯田橋エトワール
歯科医院

後楽二丁目1番8号
エトワール飯田橋1階

矯、歯、小歯、
歯口 3830-1500

医療法人社団櫻雅会
オリオン歯科
飯田橋ファーストビル
クリニック

後楽二丁目5番1号
飯田橋ファーストビル1階

歯、小歯、
歯口、矯 3818-4618

医療法人社団ビーズ
メディカルいわぶち歯科

後楽二丁目19番14号
グローリアス3ー1階・地下1階

歯、矯、小歯、
歯口 3813-3918

後楽園デンタルオフィス 後楽二丁目19番16号
ベルコリンヌ岡島1階

歯、矯、小歯、
歯口 5840-9679

春
日
地
区

医療法人社団光駿会
講道館ビル歯科・歯科口腔外科

春日一丁目16番30号
講道館ビル本館7階

歯、小歯、
歯口 3813-1137

斉藤歯科医院 春日二丁目10番19号201 歯 3811-4732

小
石
川
地
区

文京ガーデン東京歯科 小石川一丁目4番12号
文京ガーデン・ザ・ウエスト101・103 歯 6759-1645

医療法人社団尚生会
高木デンタルクリニック

小石川一丁目8番7号
AKAビル1階

歯、矯、小歯、
歯口 3815-6725

遠藤歯科医院 小石川一丁目9番14号
アトラスタワー小石川103

歯、矯、小歯、
歯口 3818-1114

のぶもり歯科 小石川一丁目12番10号
ドリーム小石川1階 歯、小歯 3815-6788

あかおぎ歯科クリニック 小石川一丁目15番4号
ウェバーリンク小石川1階

歯、矯、小歯、
歯口 5615-8058

WCSデンタルクリニック 小石川一丁目16番1号
玉屋ビル1階 歯 3868-2525

池田歯科医院 小石川一丁目16番6号
サンクタス小石川101

歯、矯、小歯、
歯口 5684-4184

河野歯科医院 小石川一丁目16番11号
河野ビルアイビス1階

歯、小歯、歯
口 3811-5456

医療法人社団わかばの会
エルアージュ歯科クリニック

小石川一丁目17番1号
エルアージュ小石川B204

歯、矯、小歯、
歯口 5803-4183

笹川歯科医院 小石川二丁目2番13‐101号
ザ・パークハウス小石川後楽園 歯 3811-0302

医療法人社団掲光会
高橋矯正歯科医院

小石川二丁目18番17号
ミカミビル1階 矯 3812-7782

ワイズデンタルオフィス 小石川二丁目25番10号
パークホームズ小石川101

歯、矯、小歯、
歯口 6801-9505

医療法人社団清慈会
小石川歯科クリニック

小石川三丁目1番6号
こどもや・南ビル1階

歯、矯、小歯、
歯口 3816-0004

文秀歯科医院 小石川三丁目1番24号
KーWING1階B号 歯、矯 3815-2692

豊田歯科・口腔外科 小石川三丁目27番13号
豊田ビル3階

歯、歯口、
小歯、矯 3811-6480

小
石
川
地
区

富沢歯科 小石川三丁目36番8号 歯、小歯 3813-4063

歯科医院デンタル小石川 小石川四丁目5番6号
フォーラム小石川202

歯、小歯、
歯口 3817-0888

時岡歯科医院 小石川四丁目13番16号 歯 5684-3668

医療法人社団ワダ
ワダ歯科・矯正歯科

小石川四丁目17番22号
フキモトサワビル101号室 矯、小歯 6801-8618

朝比奈歯科医院 小石川四丁目20番1号
小石川イトークリエイトビル2階 歯 3814-7096

吉澤歯科クリニック 小石川四丁目20番3号201 歯、矯、小歯 5684-8141

文京歯科医院 小石川四丁目20番5号
マンショングリーンヒル202

歯、小歯、
歯口 3811-3994

医療法人社団竹早会
鍋山歯科クリニック

小石川四丁目21番4号
小石川安田ビル2階

歯、矯、
小歯、歯口 3868-3388

茗荷谷歯科クリニック 小石川五丁目3番3号
エイトビル1階

歯、矯、
小歯、歯口 3814-7644

長島デンタルクリニック 小石川五丁目3番4号
ラ・ヴェリエール文京101

歯、小歯、
歯口 3868-3098

医療法人社団鶴千会
チエデンタルクリニック

小石川五丁目4番2号
リジェネス小石川fb2階

歯、矯、
小歯、歯口 6240-0418

小野歯科 小石川五丁目5番1号
内田ビル3階 歯 3944-0696

ひとみデンタルクリニック 小石川五丁目10番18号
ビスタ竹早102号室 歯、矯 5840-8341

医療法人社団
お茶の水会小石川
矯正歯科クリニック

小石川五丁目11番17号
ニュー小石川ビル3階 歯、矯 5804-0452

渡辺歯科医院 小石川五丁目12番11号 歯 5684-4775

白
山
地
区

土居歯科クリニック 白山一丁目7番11号
小澤ビル2階 歯、小歯 5800-1033

白山きりん子ども
矯正歯科

白山一丁目31番7号
白山下ビル201号室

歯、矯、小歯、
歯口 6801-8057

医療法人社団敬和会
広野歯科クリニック

白山一丁目33番8号
朝日白山マンション107 歯 3813-1182

文京ながはま矯正歯科 白山一丁目33番8号
朝日白山マンション218 矯 3868-0770

医療法人社団慈康会
橋口歯科医院

白山一丁目33番27号
白山ビル1階、2階、地下1階

歯、矯、小歯、
歯口 5615-8320

デンタル文京白山 白山一丁目37番3号
EXAM白山2階

歯、歯口、
小歯、矯 6801-8602

キミ小児歯科クリニック 白山二丁目2番10号
第一田口ビル1階

歯、矯、小歯、
歯口 6801-5434

たけ歯科クリニック 白山二丁目26番14号
パラスト白山1階

歯、矯、小歯、
歯口 3816-8241

歯科診療所

▼ 
診
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白
山
地
区

あかり歯科医院 白山二丁目29番6号
白山スカイビュー103号 歯、矯、小歯 6240-0046

佐藤歯科医院 白山三丁目6番3号 歯 5689-3010

医療法人社団徳和会
白山歯科医院

白山五丁目1番3号
東京富山会館ビル2階 歯 3816-7007

今井歯科医院 白山五丁目14番5号 歯、小歯、歯口 3941-2768

谷口デンタルクリニック 白山五丁目17番1号
愛弘ビル1階 歯 5940-9090

片桐デンタルオフィス千石 白山五丁目17番20号
プラティーク白山1階

歯、歯口、
小歯 6902-1847

いしの歯科クリニック 白山五丁目20番10号
アークコート白山1階

歯、矯、小歯、
歯口 6902-1742

川村歯科医院 白山五丁目29番6号
白山グリーンハイツ地下1階

歯、歯口、
小歯、矯 6304-1004

千
石
地
区

ステラ
デンタルクリニック

千石一丁目6番10号
ユーガ千石1階

歯、矯、小歯、
歯口 6304-1008

にいくに
小児・矯正歯科

千石一丁目16番8号
KINKIDOUビル1階 小歯、歯、矯 6902-1886

千石ひかり歯科 千石二丁目21番3号
谷ビル1階

歯、矯、小歯、
歯口 6902-1353

西井歯科医院 千石二丁目26番7号 歯 3941-5215

医療法人社団中崎歯科 千石二丁目35番18号
千石メーゾン203 歯 5319-2881

髙橋歯科クリニック文京 千石三丁目1番8号 歯、歯口、小歯 6304-1118

はんざわ歯科 千石三丁目14番12号
コスモパレス守中館101号

歯、矯、小歯、
歯口 3945-3177

飯島歯科医院 千石四丁目13番6号 歯 3941-7605

ひまわり歯科医院 千石四丁目32番8号
プラネット千石102

歯、矯、小歯、
歯口 3946-1243

山川歯科医院 千石四丁目36番19号 歯 3941-8513

船崎歯科医院 千石四丁目39番4号 歯 3941-8912

いなだ歯科医院 千石四丁目44番9号 歯、小歯 3942-8148

医療法人社団
オリーブ歯科・矯正歯科
千石駅前

千石四丁目46番12号
地下1階・1階・2階

歯、矯、小歯、
歯口 6902-9462

水
道

地
区

藤田デンタル
クリニック文京 水道二丁目14番11号 歯、歯口、矯、

小歯 6912-0465

小
日
向
地
区

小日向歯科医院 小日向二丁目10番21号 歯 3946-4013

医療法人社団TKG会
小日向台町歯科

小日向三丁目7番4号
メゾンたかむら1階

歯、矯、小歯、
歯口 5395-6480

岩佐歯科クリニック 小日向四丁目4番3号
カーネ小日向101

歯、矯、小歯、
歯口 3946-6480

佐藤歯科医院 小日向四丁目5番10号
サニーハイツ201 歯 3944-6716

医療法人社団MEDIQOL
デンタルクリニック小日向

小日向四丁目6番12号
茗荷谷駅MFビル205号室

歯、矯、小歯、
歯口 5319-1182

坪田デンタルクリニック 小日向四丁目7番14号
坪田ビル1階

歯、歯口、
小歯、矯 6304-1511

医療法人社団進盛会
デンタル茗荷谷

小日向四丁目8番11号
地下1階 歯、矯 3947-0418

大
塚
地
区

おおえ歯科医院 大塚一丁目1番15号
FTタムラ1F 歯、小歯 3944-6480

医療法人社団石門会
茗荷谷・石渡歯科クリニック

大塚一丁目4番15号
アトラスタワー茗荷谷203

歯、小歯、
歯口 3945-4180

岡野歯科医院 大塚二丁目1番12号 歯、矯、小歯、歯口 3947-4180

医療法人社団凌成會
やまもと矯正歯科

大塚三丁目1番6号
ラ・トゥール小石川2A室 歯、矯 3944-0418

チェレステ矯正歯科
茗荷谷

大塚三丁目5番1号
茗荷谷クリアビル3階 矯 5810-1637

加賀谷歯科医院 大塚三丁目6番13号
グランドメゾン茗荷谷101 歯 3945-1184

音羽ファミリー歯科 大塚三丁目9番3号
ヒルズ音羽2階 歯、矯、小歯 6902-8020

大
塚
地
区

小家歯科医院 大塚三丁目10番3号
高田ビル201 歯 3946-8308

茗和歯科 大塚三丁目23番4号
ペナテス協和2階

歯、矯、小歯、
歯口 3946-0418

東京保健生活協同組合
氷川下セツルメント歯科 大塚三丁目36番7号 歯、小歯、矯、

歯口 3944-1321

医療法人社団重仁会
石橋歯科医院

大塚三丁目36番10号
小林ビル1階 歯、矯、小歯 5395-1484

石川歯科医院 大塚三丁目38番4号 歯 3946-8697

なかまち歯科クリニック 大塚四丁目45番10号 歯、歯口、矯、小歯 5940-2110

いちかわ
デンタルオフィス

大塚四丁目48番6号
アネックスヒルズカミクラ1階 歯、歯口 5977-1788

大塚くすのせ歯科 大塚五丁目9番2号
新大塚プラザ101

歯、小歯、矯、
歯口 5981-8648

西村歯科医院 大塚六丁目17番2号
シャルム・ドゥ・タナカ102号室

歯、矯、小歯、
歯口 5940-2021

鈴木歯科医院 大塚六丁目35番5号 歯 3943-8868

関
口
地
区

平川歯科 関口一丁目1番3号
プラザ飯田橋1階 歯 5261-1584

いるか歯科医院 関口一丁目4番7号1階 歯、矯、小歯、歯口 3260-0118

さやかデンタル
クリニック

関口一丁目8番6号
メゾン文京関口Ⅱ101

歯、小歯、
歯口、矯 6265-0418

すずきしか口腔外科
クリニック

関口一丁目9番12号
 ローレル文京1階 歯、歯口、矯 5946-8455

福本歯科医院 関口一丁目10番20号103 歯 5261-1852

地蔵通り歯科医院 関口一丁目14番11号 歯 3267-3456

髙橋歯科医院 関口一丁目17番4号 歯 3268-7890

まなぶ歯科クリニック 関口一丁目21番13号
グリーン江戸川橋ビル1階 歯、矯、小歯 5261-1011

医療法人社団MEDIQOL
EBMデンタルクリニック

関口一丁目23番6号
プラザ江戸川橋1階103・104 歯 5228-4618

医療法人社団正峰会
吉田歯科クリニック

関口一丁目24番4号
タキザワハウス2階 歯、歯口 3267-5525

ヒトミ歯科 関口一丁目24番6号
朝日関口マンション102号 歯口、歯、矯 6280-8779

デンタルクリニック
江戸川橋

関口一丁目44番4号
新・荒井ビル2階

歯、歯口、
小歯、矯 5228-3788

あかし歯科医院 関口一丁目47番12号
江戸川橋ビル1F 歯 3268-2688

伊藤歯科 関口一丁目48番7号
マツダビル1階 歯 5229-4016

医療法人社団建部会
タケルデンタルクリニック
椿山荘東京

関口二丁目10番8号
ホテル椿山荘
東京ホテル棟4階

歯、矯、小歯、
歯口 5940-4188

目
白
台
地
区

鈴木歯科医院 目白台一丁目9番9号 歯 3941-2539

三井歯科クリニック 目白台一丁目23番7号
グリーンヒルズ目白台102号室 歯、小歯 5395-1945

入野歯科医院 目白台二丁目1番2号 歯 3945-8662

千葉歯科医院 目白台二丁目6番12号 歯、小歯 3941-3689

柴田歯科医院 目白台三丁目7番5号 歯 3941-8250

音
羽
地
区

石原奈保
歯科クリニック

音羽一丁目２番１８号
ネオマイム文京音羽１０１号 歯、小歯 3943-8846

はせがわ歯科 音羽一丁目５番１１号
中村ビル２Ｆ 歯、矯、小歯 3942-8052

おかの
デンタルクリニック

音羽一丁目１５番１２号
アルス音羽１階 歯、矯、小歯 5977-7227

山口歯科医院 音羽一丁目１７番１３号 歯、小歯、歯口 5395-5553

もりた歯科クリニック 音羽一丁目２１番１２号
ストーク音羽１００ 歯、小歯、歯口 3943-8241

医療法人社団伸正会
志賀歯科医院 音羽一丁目２３番２２号２Ｆ 歯、矯、小歯、

歯口 3941-5478

▼ 

歯
科
診
療
所
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音
羽
地
区

佐久間歯科医院 音羽二丁目２番２号
アベニュー音羽１０１

歯、小歯、
歯口 3941-0280

ミューズ矯正歯科 音羽二丁目１１番１９号
オトワＫＳビル３階 矯 3944-5020

ほしの歯科
音羽二丁目１１番２１号
ライオンズマンション
護国寺第三１階

歯、小歯、
歯口 6304-1188

講談社歯科診療所 音羽二丁目１２番２１号
ＫＫ講談社内 歯 3945-1111

本
郷
地
区

医療法人社団仁和会
佐藤歯科医院

本郷一丁目16番2号
亀山ビル2階 歯 3816-2466

医療法人社団誠羽会
三羽歯科医院

本郷一丁目19番6号
田中水道橋ビル1階 歯、小歯 3811-6487

久野木歯科クリニック 本郷一丁目22番6号
本郷ハイホーム300号室

歯、矯、小歯、
歯口 6801-5418

岡地歯科医院 本郷一丁目23番6号 歯 3812-0897

アールエフ矯正歯科 本郷一丁目33番6号
ヘミニス22階 歯、矯 5803-1488

松井医院歯科 本郷一丁目33番8号
ハウス本郷ビル5階501 歯、歯口 3812-2226

小野矯正歯科クリニック 本郷一丁目33番8号
ハウス本郷ビル5階502 矯 3812-3276

医療法人社団憲清会
堀江歯科クリニック

本郷二丁目13番10号
湯浅ビル2階 歯、矯、小歯 3811-8844

本郷壱岐坂矯正歯科 本郷二丁目19番5号1階 矯 5840-8418

大野歯科医院 本郷二丁目25番14号
第一ライトビル101 歯 3813-8281

ファミリー歯科医院 本郷二丁目26番11号
種苗会館4階 歯 3816-6474

本田歯科医院 本郷二丁目27番6号
ガーラ本郷三丁目1階

歯、矯、小歯、
歯口 3816-5681

一般財団法人
日本口腔保健協会
歯科保健センター

本郷二丁目28番3号
山越ビル2階 歯 5689-3767

須川歯科医院 本郷二丁目38番14号
TKビル2階 歯、小歯 3816-5756

本郷三丁目鈴木歯科 本郷二丁目38番21号
アラミドビル2階

歯、歯口、
小歯、矯 5802-6480

医療法人社団
スマイルイノベーション
本郷さくら矯正歯科

本郷二丁目39番5号
片岡ビル2階

歯、矯、小歯、
歯口 5800-0010

いちはし歯科医院 本郷二丁目40番11号
かねやすビル2階 歯、矯 5800-0830

大高歯科医院 本郷三丁目3番1号201・202 歯、矯、小歯 5689-2114

酒井歯科クリニック 本郷三丁目3番12号
ケイズビルディング2階 歯、矯、歯口 6801-8703

文京瀧田歯科医院 本郷三丁目15番1号
美工本郷ビル2階

歯、小歯、
歯口 5615-8424

小谷歯科医院 本郷三丁目25番12号 歯 3811-5851

医療法人社団徳洋会
大谷歯科本郷三丁目
アネックス

本郷三丁目27番1号
本郷モトフジビル2階

歯、矯、小歯、
歯口 3816-9955

TSURUデンタル
クリニック

本郷三丁目35番6号
大石グリーンビル3階

歯、小歯、
歯口、矯 6240-0028

さとう歯科医院 本郷三丁目39番3号 歯 3815-0118

和久本歯科医院 本郷三丁目43番14号 歯 3811-4407

又野歯科 本郷四丁目1番1号
玉屋ビル3階 歯、矯、小歯 3814-1537

本郷明和
デンタルクリニック

本郷四丁目1番3号
明和本郷ビル8階 歯 3816-2080

タク歯科クリニック 本郷四丁目1番3号
明和本郷ビル2階

歯、矯、小歯、
歯口 6801-5584

本
郷
地
区

メイクスマイル歯科 本郷四丁目1番11号
デンタルビル2階

歯、小歯、矯、
歯口 6240-0801

歯科真砂診療所 本郷四丁目5番9号202 歯 3811-8655

本郷四丁目歯科
本郷四丁目9番3号
本郷真砂パークハウス
弐番館1階

歯、矯、小歯、
歯口 6801-8484

清歯科医院 本郷四丁目15番3号
MS本郷101 歯 3818-4188

春日歯科医院 本郷四丁目16番7号
ほそむら春日ビルⅥ 2階 歯 3814-5003

平井歯科医院 本郷四丁目17番9号
平井ビル2・3階

歯、矯、
小歯、歯口 3812-1155

ひきた矯正歯科 本郷四丁目24番8号
春日タワービル5階 矯 6240-0364

医療法人社団鶴寿会
榎歯科クリニック

本郷四丁目25番9号
ブラウンハイツ本郷101 歯、矯、小歯 5800-0005

よしむら歯科医院 本郷四丁目34番10号 歯 3817-0118

本郷こしきや歯科 本郷四丁目37番15号
ブラウンハウス1階

歯、矯、
小歯、歯口 5615-8217

グレース横山歯科医院 本郷五丁目1番14号
アールクレエ本郷202号室 歯、歯口 3811-4440

いたがき歯科クリニック 本郷五丁目1番15号
安野ビル2階 歯 3818-8214

長谷川歯科診療所 本郷五丁目3番2号
長谷川ビル地下1階 歯 3811-8114

デンタルオフィスKEN 本郷五丁目23番11号
林華ビル2階

歯、矯、
小歯、歯口 3817-6609

赤門前歯科医院 本郷五丁目24番6号
本郷大原ビル2階

歯、小歯、
矯、歯口 3812-3132

医療法人社団LSM
寺本内科歯科クリニック

本郷五丁目25番13号
スカイビジョンビル1階2階

内、歯、歯口、
矯、小歯 5689-5454

松岡歯科医院 本郷五丁目28番5号 歯、小歯 3811-7682

浜島歯科医院 本郷六丁目25番5号2階 歯 3812-5959

湯
島
地
区

依田歯科医院 湯島一丁目2番12号104 歯、矯、小歯 3253-8841

アイ歯科医院 湯島一丁目3番4号
K・Tお茶の水聖橋ビル2階

歯、小歯、
歯口 3814-7015

北村歯科医院 湯島一丁目7番9号
内山ビル201 歯、小歯 3813-8194

湯島佐藤歯科 湯島二丁目16番9号
ちどりビル102号室

歯、矯、小歯、
歯口 3813-0648

田中充歯科クリニック 湯島二丁目17番9号
ビネスト湯島1階 歯 5800-4050

湯島歯科医院 湯島二丁目33番1号
NXビル3F 歯 3836-2031

中島矯正歯科クリニック 湯島二丁目33番1号
NXビル1FB1 矯 3831-3672

ゆかりデンタルクリニック 湯島三丁目14番8号
加田ビル2F 歯 3837-8784

石神歯科医院 湯島三丁目16番10号
徳和ビル2階 歯 3835-0648

飯島歯科医院 湯島三丁目21番4号 歯 3831-2828

山﨑健幸歯科クリニック 湯島三丁目26番11号
YMビル 歯、小歯 3834-4618

重見歯科医院 湯島三丁目35番9号
渡辺ビル2階 歯 3835-7212

西
片
地
区

小平歯科医院 西片一丁目2番4号 歯、矯、小歯、歯口 3811-2303

グリーン歯科医院 西片一丁目11番13号
西片グリーンハウス107号室 歯 5800-3585

東大前
ひろた歯科クリニック 西片二丁目1番4号1階 歯、矯、小歯、

歯口 3817-7077

土居歯科医院 西片二丁目9番4号 歯、矯、小歯 3811-2319

ナミキ歯科医院 西片二丁目15番13号
デルクナーベWATANABE1階 歯、小歯 5842-5877

▼ 

歯
科
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向
丘
地
区

カワサキ歯科 向丘一丁目1番15号
ファミールヒルズ本郷東大前102

歯、矯、小歯、
歯口 3816-6480

東大前歯科クリニック 向丘一丁目1番16号
朝日堂ビル201 歯 3814-1082

近藤歯科クリニック 向丘一丁目10番2号
ザプラザオーベル白山203号 歯、矯 3816-4118

かなデンタルクリニック 向丘一丁目10番6号
コスモ文京向丘102号室

歯、矯、小歯、
歯口 5800-6480

吉野歯科クリニック
向丘一丁目13番5号
シーアイマンション
本郷向丘101

歯、小歯 3813-7747

向丘歯科医院 向丘二丁目3番8号204 歯、矯、小歯 3812-0029

田中歯科医院 向丘二丁目17番18号 歯 3821-3351

ヴィズデンタルオフィス 向丘二丁目30番10号 歯、矯、小歯 6356-7546

ヒルズデンタルクリニック 向丘二丁目35番4号1階 歯、矯、小歯、歯口 5815-4818

弥
生

地
区 チャイルズデンタル 弥生一丁目４番１６号 歯、矯、小歯 5800-0909

根
津
地
区

麻生歯科医院 根津一丁目1番11号
千代田ビル201

歯、小歯、
歯口 3823-1389

こいずみ矯正歯科 根津一丁目4番4号
河内ビル301号室 矯 3824-4182

ミルキー歯科クリニック 根津一丁目16番8号
ヴィルヌーブ文京・根津101

歯、小歯、
歯口、矯 5832-9522

辻村歯科医院 根津一丁目22番10号
メセナビル2階 歯、小歯 5814-8148

ニコライ歯科 根津一丁目23番9号202 歯、矯、小歯 3827-9823

医療法人社団聡真会
マミ歯科クリニック 根津一丁目27番4号 歯、矯、小歯 3828-3888

瓜生歯科医院 根津二丁目16番8号
トミタビル2階 歯、小歯 3823-0530

根津の街歯科 根津二丁目16番8号
WALL1階

歯、歯口、
小歯、矯 3821-1230

根津歯科クリニック 根津二丁目20番1号
フタミビル201

歯、矯、小歯、
歯口 5814-2341

根津すずらん歯科 根津二丁目28番5号
ディアハイム根津101

歯、矯、小歯、
歯口 5834-8882

千
駄
木
地
区

千駄木あおば歯科 千駄木一丁目23番1号
ドエル千駄木1階 歯、小歯 3823-8112

おはぎ在宅
デンタルクリニック

千駄木二丁目8番5号
グリーンベル1階 歯、歯口 5834-8385

とよだ歯科医院 千駄木二丁目13番1号
ルネ千駄木プラザ228

歯、矯、小歯、
歯口 5814-6487

団子坂歯科医院 千駄木二丁目28番4号 歯、小歯、
歯口 3823-8148

千駄木 のざき歯科
クリニック

千駄木二丁目33番4号
ウイン千駄木105号

歯、小歯、
歯口 5809-0908

中島歯科医院 千駄木二丁目43番3号
山中ビル2階

歯、小歯、
歯口 3823-2663

医療法人社団貴結会
千駄木プラザ歯科

千駄木二丁目47番11号
ナイスアーバン千駄木101号室

歯、矯、小歯、
歯口 3828-8839

石田歯科医院 千駄木二丁目48番18号102 歯 3828-1414

守谷歯科医院 千駄木二丁目49番8号 歯 3821-7362

千駄木歯科 千駄木三丁目19番18号 歯、矯 3824-5703

なかね歯科道灌山 千駄木三丁目22番12号
ストークエイコー1階

歯、小歯、
歯口、矯 3821-9917

アイデンタルオフィス 千駄木三丁目26番10号
グランプラス千駄木1階

歯、矯、小歯、
歯口 5842-1483

医療法人社団YDC
ゆりの木歯科医院 千駄木三丁目28番1号 歯、小歯 3823-6000

ひのまる歯科 千駄木三丁目31番12号
ワコーレ千駄木ビル9階

歯、矯、小歯、
歯口 5809-0707

医療法人社団和英会
しまだ歯科医院

千駄木三丁目36番12号
文京ビル1階

歯、小歯、
歯口 5685-1500

ツギオ歯科医院 千駄木三丁目37番17号 歯 3828-5503

千葉歯科クリニック 千駄木三丁目41番12号
アネックス千駄木102 歯、小歯 3822-3361

千
駄
木
地
区

しまざき歯科 千駄木三丁目42番16号 歯、小歯 5815-2339

小滝歯科 千駄木三丁目44番7号 歯 3821-2659

谷根千歯科 千駄木三丁目46番10号1階 歯、歯口、小歯 5834-8280

愛三歯科医院 千駄木三丁目50番12号
モナーク千駄木104号

歯、小歯、
歯口 3828-2573

内藤歯科医院 千駄木四丁目8番6号 歯 3824-6482

森歯科医院 千駄木四丁目13番6号
アドリーム文京動坂202 歯 3821-2676

岩波歯科医院 千駄木四丁目22番2号 歯、矯 3821-2625

馬場歯科医院 千駄木五丁目34番1号101 歯、小歯、歯口 3822-8148

医療法人社団髙慈会
団子坂くつろぎクリニック

千駄木五丁目21番12号
１階

歯、矯、小歯、口、
内、呼内、ア 5834-7702

デンタルクリニックアイ 千駄木五丁目39番2号 歯 3828-8502

本
駒
込
地
区

本駒込やまもと歯科 本駒込一丁目1番15号
五十嵐ビル1階

歯、歯口、
小歯 5809-0418

医療法人社団佑秀会
本駒込の文京シティ歯科

本駒込一丁目1番27号
アトラス白山1階

歯、矯、小歯、
歯口 3868-2013

たかはし歯科医院 本駒込一丁目4番4号 歯、矯、小歯 3947-8148

しのだ歯科医院 本駒込一丁目26番13号 歯、小歯 3941-8469

フジタ歯科医院 本駒込二丁目8番8号
藤田ビル内 歯 3942-0361

医療法人清明会
市田歯科医院

本駒込二丁目10番3号
ウエストワンビル3階 歯、矯、歯口 3947-8041

矯正歯科クリニック
グレイスデンタル

本駒込二丁目11番7号
2階A 矯、歯、小歯 6304-1342

醍醐歯科医院 本駒込二丁目27番15号
JESビル2階 歯 3946-6060

医療法人社団英清会
アクアグリーンコート歯科

本駒込二丁目28番10号
文京グリーンコート
イーストウイング3階

歯、矯 3944-6063

れいデンタルクリニック 本駒込二丁目28番30号
鈴木ビル1階

歯、矯、小歯、
歯口 6304-1481

医療法人社団FDS
フジサキ歯科・矯正歯科

本駒込二丁目29番17号
オリンポスコマキ101

歯、矯、小歯、
歯口 5319-7030

松原歯科医院 本駒込三丁目1番9号 歯 3821-2366

安東歯科医院 本駒込三丁目17番5号
安東ビル1階 歯 3823-0542

横田歯科医院 本駒込三丁目22番2号
グレース駒込1F

歯、矯、小歯、
歯口 5832-4388

ひまわり
デンタルクリニック

本駒込三丁目29番5号
エール文京1階

歯、小歯、
歯口 6304-1578

秋山歯科医院 本駒込三丁目34番12号 歯 3823-6500

やまだ歯科医院 本駒込四丁目16番13号
ラフィーネ本駒込102号室 歯、矯、小歯 3821-0224

川俣歯科医院 本駒込四丁目40番11号 歯 3828-0629

本駒込歯科室 本駒込四丁目48番
3号1階

歯、矯、
小歯、歯口 5815-8806

ふかほり歯科 本駒込五丁目23番2号 歯、矯、
小歯、歯口 3822-1182

医療法人社団樹正会
丸山歯科医院 本駒込五丁目44番2号1階 歯、矯、

小歯、歯口 3821-2294

医療法人社団幸歯会
福徳歯科医院

本駒込五丁目45番4号
テリービル202 歯 5814-8211

たけやま歯科医院 本駒込五丁目72番13号
アゼリアコート101

歯、小歯、
歯口 3946-5711

医療法人社団雄窓会
やまとむらデンタルクリニック

本駒込六丁目2番1号
栄泉堂ビル202号室

歯、矯、
小歯、歯口 6304-1841

おおひら歯科 本駒込六丁目13番23号 歯、矯、
小歯、歯口 3946-4188

▼ 

歯
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施術所
後
楽
地
区

東京都立文京盲学校
臨床室 後楽一丁目7番6号 あ、は、き 3811-5714

kiklos
鍼灸指圧マッサージ

後楽二丁目3番9号
ブロスホーム801 あ、は、き 6874-3675

春
日
地
区

小石川スカイ整骨院 春日二丁目4番5‐105号 柔 3817-7123

コバトラ整骨院 春日二丁目24番15‐203号
ルミエール文京伝通院 柔 6875-4850

小
石
川
地
区

整骨院サステーナ 小石川一丁目3番23号
ル・ビジュー706 柔 6801-6996

鍼灸サステーナ 小石川一丁目3番23号
ル・ビジュー706 は、き 6801-6996

小石川整骨院 小石川一丁目9番3号
TRM小石川ビル1F 柔 3814-7760

リジック鍼灸院 小石川一丁目13番12号
WAKOU小石川ビル7階 は、き 6272-3450

リジック整骨院 小石川一丁目13番12号
WAKOU小石川ビル7階 柔 6272-3450

指圧RoomMIYU 小石川一丁目16番13‐602号
パークリュクス小石川 あ 090-3684-

6024

らいと整骨院 小石川一丁目23番2号1階 柔 6885-2675

浪越指圧治療センター 小石川二丁目15番6号1階 あ 3813-7354

三上整骨院 小石川二丁目18番17号1階 柔 3811-8680

こうらくえん鍼灸院 小石川二丁目22番6号1階 は、き 3830-5099

こうらくえん整骨院 小石川二丁目22番6号1階 柔 3830-5099

大坂整骨院小石川院 小石川二丁目24番16号
クオリア小石川102 柔 5840-8836

大坂鍼灸院小石川院 小石川二丁目24番16号
クオリア小石川102 は、き 5840-8836

からだ本舗後楽園店 小石川二丁目25番13号
鶴間ビル2階 あ、は、き 3811-4441

はりきゅうるーむ
ソット・ヴォーチェ

小石川四丁目5番11号
ルート小石川703 は、き 5802-3194

飯塚はり灸マッサージ 小石川四丁目10番4号 あ、は、き 3812-4493

くにマッサージ院 小石川四丁目21番2号2階 あ、は、き 5804-1184

くに整骨院 小石川四丁目21番2号2階 柔 5684-4976

みょうが鍼灸院 小石川五丁目3番2号
エイト第2ビル1階B室 は、き 3868-2004

みょうが谷整骨院 小石川五丁目3番7号
西岡ビル101 柔 3868-2868

Salondeesora整骨院
茗荷谷駅前店

小石川五丁目5番2号
バンビビル3階 柔 6902-1825

Salondeesora鍼灸院
茗荷谷駅前店

小石川五丁目5番2号
バンビビル3階 は、き 6902-1825

ゆいまーる鍼灸院 小石川五丁目16番8号
大川ビル1階 は、き 3817-8041

ゆいまーる接骨院 小石川五丁目16番8号
大川ビル1階 柔 3817-8041

白
山
地
区

セイチ接骨院 白山一丁目6番5号　 柔 5684-5148

セイチ鍼灸院 白山一丁目6番5号　 あ、は、き 5684-5148

新井鍼灸マッサージ
治療院 白山一丁目14番14号 あ、は、き 3811-6740

あん摩マッサージ指圧
みんなのお手あて治療院 白山一丁目18番6号 2階 あ 3868-0213

白山接骨院 白山一丁目20番15号
エクスクルーシブ白山1階 柔 3830-4445

白山鍼灸マッサージ院 白山一丁目20番15号
エクスクルーシブ白山1階 あ、は、き 3830-4445

常健堂整骨院 白山一丁目31番7号白
山下ビル401 柔 3814-5614

整膚館・鍼・灸 白山一丁目31番7号
白山下ビル401 は、き 3814-5614

白
山
地
区

さち整骨院 白山一丁目31番9号
小林ビル4階 柔 3830-0330

さち鍼灸院 白山一丁目31番9号
小林ビル4階 あ、は、き 3830-0330

和漢整骨院 白山一丁目33番15号
近藤ビル1階 柔 3812-1398

太陽の東洋治療院
指圧・マッサージ・鍼灸

白山一丁目33番22号
大関ビル3階 あ、は、き 5684-2884

May鍼灸マッサージ院 白山二丁目1番15号
第1ドリームビル1階 あ、は、き 3830-0384

May整骨院 白山二丁目1番15号
第一ドリームビル1階 柔 3830-0384

中島白山指圧治療室 白山二丁目19番12号 あ 3811-3199

鍼灸マッサージサロン
スバーハー 白山二丁目27番4号 あ、は、き 6801-8979

水野マッサージ治療院 白山二丁目37番12号 あ 3815-3853

戸田鍼灸院 白山二丁目39番8号 は、き 5689-6830

戸田接骨院 白山二丁目39番8号 柔 5689-6830

増治鍼灸院 白山三丁目5番15号 あ、は、き 3813-1056

白山茗荷谷整骨院 白山三丁目6番5号 柔 6801-8812

和穎整骨院 白山四丁目3番9号　 柔 3812-9202

鍼灸マッサージ
白山治療院 白山五丁目1番3号　 あ、は、き 3811-1939

白山マッサージ室 白山五丁目1番3号105右 あ、は、き 3811-2250

椎名接骨院 白山五丁目1番3号105右 柔 3811-2250

しあつれあ 白山五丁目1番12号 あ 3812-7731

白山らくだ鍼灸院 白山五丁目19番5号 は、き —

白山はりきゅう院 白山五丁目22番7号101 は、き 6304-1210

白山整骨院 白山五丁目22番7号101 柔 6304-1210

鍼灸治療院
ふぁんふぁん

白山五丁目31番20号
コート白山1階 は、き 6240-0245

千
石
地
区

千石鍼灸整骨院 千石一丁目15番5号
千石文化苑ビル1階 柔 5976-4976

千石鍼灸整骨院 千石一丁目15番5号
千石文化苑ビル1階 あ、は、き 5976-4976

鍼灸マッサージ治療処
靭

千石一丁目16番7号
千石グリーンパーク2階 あ、は、き 6902-9604

柚の木治療院 千石二丁目46番7号 あ、は、き 5978-4566

リーベ・鍼灸 千石三丁目2番2号1階 あ、は、き 6902-9805

元気の泉整骨院 千石三丁目3番5号　 柔 3942-8341

元気の泉鍼灸院 千石三丁目3番5号　 は、き 3942-8341

千石名倉堂池田接骨院 千石三丁目32番8号 柔 3944-4227

医療法人社団光永会
光永鍼療所 千石四丁目4番20号 は、き 3943-0270

長谷川接骨院 千石四丁目24番8号
ピーアイビル1階 柔 5978-3877

整骨院シケヤス 千石四丁目33番14号
大河原ビル1階 柔 5978-3088

シケヤスはりきゅう
マッサージ院

千石四丁目33番14号
大河原ビル1階 あ、は、き 5978-3088

一代接骨院 千石四丁目37番10号
入舟荘1階 柔 5984-2609

整骨院プラスの
みらいLABO

千石四丁目41番3号奥
野ビル1階 柔 080-4135-

1048

まめの木
鍼灸マッサージ院

千石四丁目43番6号
千石柳沢マンション1階 あ、は 3944-8343

まめの木整骨院 千石四丁目43番6号
千石柳沢マンション1階 柔 3944-8343

▼ 

施
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千
石
地
区

むくの木整骨院 千石四丁目46番7号 柔 5395-5820

かごまち整骨院 千石四丁目46番13号
前田ビル2階 柔 3945-9598

鍼灸かごまち治療院 千石四丁目46番13号
前田ビル2階 は、き 3945-9598

水
道
地
区

しろくま鍼灸治療院 水道二丁目12番2号
ロジェ坂田401 は、き 5981-8993

大地堂鍼灸治療院 水道二丁目12番13号
1階 は、き 3944-8118

小
日
向
地
区

take整骨院 小日向三丁目1番8号
ヴィラホワイト1階 柔 6304-1305

秀和整骨院 小日向三丁目18番8号 柔 6912-0020

秀和鍼灸治療院 小日向三丁目18番8号 は、き 6912-0020

鍼灸マッサージSAKURA 小日向四丁目5番10号
小日向サニーハイツ704 あ、は、き 090-9147-

3999

茗荷谷クラーレ鍼灸院 小日向四丁目7番17号
KハウスA は、き 6755-2448

茗荷谷クラーレ整骨院 小日向四丁目7番17号
KハウスA 柔 6755-2448

大
塚
地
区

安藤鍼灸院 大塚一丁目1番7号　
メゾン茗荷谷101 は、き 3945-7822

安藤整骨院 大塚一丁目1番7号　
メゾン茗荷谷101 柔 3945-7822

あおやま整骨院 大塚一丁目4番15号
アトラスタワー茗荷谷205 柔 3942-5244

あおやま鍼灸院 大塚一丁目4番15‐205号
アトラスタワー茗荷谷 は、き 3942-5244

茗荷谷「風」接骨院 大塚三丁目15番2号
ラメール文京1階 柔 4500-5863

筑波大学理療科
教員養成施設理療臨床部

（はり・きゅう・あん摩
マッサージ指圧治療室）

大塚三丁目29番1号 あ、は、き 3942-6890

ゆうあい整骨院
大塚三丁目34番9号
ライオンズマンション
小石川植物園104

柔 6310-0872

小石川指圧治療室 大塚三丁目43番3号
小石川ハイツ星座206 あ 3943-2257

千石ウナギ整骨院 大塚四丁目1番14号
グレースコート白鷺坂101 柔 6902-2417

はり灸治療院平安堂 大塚四丁目39番9号 あ、は、き 3941-1984

大塚整骨院 大塚五丁目10番7号
パールモアシャトー1階 柔 5981-9036

大塚鍼灸マッサージ院 大塚五丁目10番7号
パールモアシャトー1階 あ、は、き 5981-9034

坂下通り
べんてん整骨院

大塚六丁目15番11号
シティハイツ新大塚102 柔 6902-9822

坂下通り
べんてん鍼灸院

大塚六丁目15番11号
シティハイツ新大塚102 は、き 6902-9822

関
口
地
区

リバーサイド
はり灸治療室

関口一丁目1番3号　
プラザ飯田橋105 は、き 3260-5772

こころ整骨院 関口一丁目6番8号　
ラフィネ小石川 柔 3269-6246

ふじみ整骨院 関口一丁目11番1号 柔 5228-6216

ふじみ鍼灸院 関口一丁目11番1号 は、き 5228-6216

永島鍼灸院 関口一丁目15番6号 は、き 3268-2980

永島接骨院 関口一丁目15番6号 柔 3268-2980

市原接骨院 関口一丁目28番11号 柔 3204-7537

目
白
台
地
区

西原指圧 目白台一丁目5番1号 あ 090-
8729-1938

山浦接骨院 目白台二丁目13番7号
1階 柔 5981-9680

長尾鍼療院 目白台三丁目20番15号 あ、は、き 3941-7673

音羽鍼灸院 目白台三丁目21番1号 あ、は、き 3944-8699

護国寺鍼灸治療室 目白台三丁目26番7号
303 は、き 3944-9366

筑波大学附属
視覚特別支援学校
鍼灸手技療法科治療室

目白台三丁目27番6号
筑波大学附属
視覚特別支援学校

あ、は、き 3943-5421

音
羽
地
区

マキ鍼灸院 音羽一丁目1番9号1階 は、き 6318-1990

マキ接骨院 音羽一丁目1番9号1階 柔 6318-1990

鍼灸マッサージオスト 音羽一丁目3番10号
ワダビル2階 あ、は、き 5976-0204

音羽鍼灸治療院 音羽一丁目15番15号
シティ音羽308 あ、は、き 3941-6069

音羽接骨院 音羽一丁目17番11号
花和ビル508 柔 3945-0618

ユリア
鍼灸マッサージ院

音羽一丁目20番2号
音羽ダイコクビル502 あ、は、き 3941-3371

音羽の手鍼灸院 音羽一丁目20番5‐102号 は、き 6902-2553

音羽の手整骨院 音羽一丁目20番5‐102号 柔 6902-2553

温活めぐり鍼灸サロン
～護国寺～ 音羽二丁目11番18‐501号 は、き 090-

6565-5594

本
郷
地
区

指圧治療室Liko 本郷一丁目5番7号　
宝生ハイツ317 あ 080-

4781-8550

ゆきまさ
鍼灸マッサージ治療室

本郷一丁目22番6号
本郷ハイホーム301 あ、は、き 090-8013-

8989

水道橋HOBO整骨院 本郷一丁目25番3号
松尾ビル1階 柔 3868-3399

Y2BASE
鍼灸マッサージ院

本郷一丁目33番3号
後楽園キャステール102 あ、は、き 5801-0787

健康工房はり灸院 本郷一丁目35番24‐302号 は、き 3812-8400

くつろぎ鍼灸院 本郷一丁目35番28号
804 は、き 6312-1687

鍼灸マッサージ
星空散歩治療院

本郷二丁目16番10号
西澤ビル503　 あ、は、き 070-

3976-7374

本郷壱岐坂鍼灸院 本郷二丁目18番10号2階 あ、は、き 3815-4692

本郷壱岐坂整骨院 本郷二丁目18番10号2階 柔 3815-4692

永井接骨院 本郷二丁目27番6号
204 柔 3812-3362

鍼灸治療院Mine 本郷二丁目29番3号
Uk’Sビル1階 あ、は、き 3812-7708

あん摩治療院ユタカ 本郷二丁目39番10号
第2片岡ビル2階 あ 5800-6777

おひるね堂はり灸院 本郷二丁目40番7号
和田ビル2階 あ、は、き 070-

5010-1192

あおやま整骨院
本郷三丁目院

本郷二丁目40番11号
かねやすビル5階 柔 3830-0042

あおやま鍼灸院
本郷三丁目院

本郷二丁目40番11号
かねやすビル5階 あ、は、き 3830-0042

整骨院ホスピスト 本郷二丁目40番13号
本郷コーポレイション301 柔 5802-5515

鍼灸院ホスピスト 本郷二丁目40番13号
本郷コーポレイション301 は、き 5802-5515

エバーグリーン鍼灸
マッサージ院本郷三丁目院

本郷二丁目40番18号
本郷協同ビル5階 あ、は、き 3812-5222

エバーグリーン整骨院
本郷三丁目院

本郷二丁目40番18号
本郷協同ビル5階 柔 3812-5222

真救堂はり・灸 本郷三丁目14番12号
サンパーク本郷307 あ、は、き 3815-4951

鍼灸あん魔マッサージ指圧
本郷まこと治療院

本郷三丁目17番7号
太田U．Tビル6階 あ、は、き 6801-6573

▼ 
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本
郷
地
区

グラウベ鍼灸院 本郷三丁目37番15号2階 あ、は、き 3815-7711

グラウベ整骨院 本郷三丁目37番15号1階 柔 3815-7711

湯島鍼灸接骨院 本郷三丁目39番12号 あ、は、き 3816-1957

湯島鍼灸接骨院 本郷三丁目39番12号 柔 3816-1957

リバティ文京鍼灸治療院 本郷四丁目17番8号201 は、き 5842-7890

春日接骨院 本郷四丁目22番11号
ルミエール本郷1階 柔 3868-3536

春日鍼灸マッサージ院 本郷四丁目22番11号
ルミエール本郷1階 あ、は、き 3868-3536

こいけ整骨院 本郷五丁目1番3号　
コーポ菊坂101 柔 3868-2845

こいけ鍼灸院 本郷五丁目1番3号　
コーポ菊坂101 は、き 3868-2845

本郷スポーツ
マッサージ治療院

本郷五丁目1番15号
安野ビル4階 あ、は、き 3812-9536

ノエラ治療室
はりきゅうマッサージ 本郷五丁目23番2‐1102号 あ、は、き 3814-1880

指圧健康堂 本郷五丁目28番3号
中銀本郷マンション4階401 あ 3815-5359

東京オフィス
マッサージ治療院

本郷六丁目10番5号
1階 あ 3830-0782

さくら鍼灸院 本郷六丁目21番8号 は、き 3811-5105

湯
島
地
区

北原接骨院 湯島一丁目2番12‐101号 柔 3255-6323

北原按摩 湯島一丁目2番12‐101号 あ、は、き 3255-6323

お茶の水はりきゅう
専門学校附属
お茶の水鍼灸治療院

湯島一丁目3番6号　 は、き 5689-3366

寿聞堂 湯島二丁目2番1号 7階 は、き 080-4416-
6638

導龍鍼灸治療院 湯島二丁目2番5号　
ハピネスイン湯島503号 あ、は、き 5802-0788

平川鍼灸院 湯島二丁目4番8号302 あ、は、き 3815-1630

はちまん鍼灸院 湯島二丁目31番10号
レックス湯島101 あ、は、き 5615-8918

天神鍼灸治療院 湯島二丁目33番10号
深野ビル4階 は、き 5818-0952

小橋指圧治療所 湯島三丁目1番2号　
ルミエル湯島404 あ 3837-3293

くまがい整骨院 湯島三丁目10番9号
沢井ビル1階 柔 3831-3437

丸山耕整骨院 湯島三丁目16番12号
モーリオン湯島1階 柔 5816-6633

丸山耕鍼灸院 湯島三丁目16番12号
モーリオン湯島1階 は、き 5816-6633

はりとおきゅうあまね 湯島三丁目16番13号
トーキョーユニオンビル503 は、き 090-5346-

3046

ウェルネス湯島鍼灸
マッサージ治療室

湯島三丁目17番8号
セレニティ湯島101 あ、は、き 3837-4474

湯島指圧治療室 湯島三丁目23番8号
第六川田ビル403 あ 3833-5059

しんどう鍼灸院 湯島三丁目28番18号B1 は、き 6240-1797

五味針灸院 湯島三丁目28番18号
アド・ホームズ704 あ、は、き —

湯島白梅鍼灸院 湯島三丁目28番18号
AD・HOMES505 あ、は、き 6803-2816

整骨・指圧竹森治療室 湯島三丁目30番6号
サンハイム湯島303 柔 3833-0069

整骨・指圧竹森治療室 湯島三丁目30番6号
サンハイム湯島303 あ 3833-0069

湯
島
地
区

ホジュン鍼灸治療院 湯島三丁目38番12号
野口ビル2階東側 は、き 6803-0183

ホジュン接骨院 湯島三丁目38番12号
野口ビル2階東側 柔 6803-0183

もみの手指圧・はり・
美容メディカルフロア

湯島三丁目46番5号
湯島平松ビル3階 あ、は、き 3833-2155

佐川指圧
マッサージ治療院

湯島四丁目6番12号
湯島ハイタウンAー208 あ 5802-1855

西
片
地
区

鍼灸三幸堂治療院 西片二丁目18番16号 あ、は、き 3812-2465

三幸堂整骨院 西片二丁目18番16号 柔 3812-2465

向
丘
地
区

東大前接骨院 向丘一丁目2番12号
コジマビル1階 柔 5800-2323

坂本接骨院 向丘一丁目6番8号　 柔 3816-7995

白山指圧「和み」 向丘一丁目7番15号エ
ステック安藤ビル101 あ 3818-5519

kiki整骨院 向丘二丁目3番8号　
マンションニュー本郷101 柔 4283-0945

中原鍼灸院 向丘二丁目3番11号 あ、は、き 3814-6059

医大通り東洋鍼灸院 向丘二丁目13番18号101 あ、は、き 5815-7621

丸十長尾接骨院 向丘二丁目29番5号
アトラスヒルズ文京白山101 柔 3818-5780

龍眼堂接骨院 向丘二丁目35番6号 柔 3828-7558

龍眼堂鍼灸治療院 向丘二丁目35番6号 あ、は、き 3828-7558

白山指圧院 向丘二丁目37番3号
石橋ビル5階 あ 3822-7326

根
津
地
区

文鍼閣鍼灸院 根津一丁目1番20号
キャッスルマンション201 は、き 5685-9068

かみじま整骨院 根津一丁目1番21号103 柔 5814-8654

かみじま鍼灸院 根津一丁目1番21号103 あ、は、き 5814-8654

恭生整骨院 根津一丁目16番10号
イトーピア根津102 柔 5842-1175

はり・灸杏鈴堂 根津一丁目16番13号202 は、き 3823-7573

鍼灸マッサージ指圧
伊藤治療院 根津一丁目18番6号 あ、は、き 3821-4114

芦野鍼灸院 根津一丁目23番9号
プレジデントハイツ根津107 は、き 3822-1200

はり灸和 根津二丁目10番2号1階 は、き 6914-6063

鍼灸庵みがき 根津二丁目10番2号
ボン・ヴォワール102 は、き 3823-9344

根津銀座接骨院 根津二丁目14番10号 柔 5834-1886

根津銀座鍼灸
マッサージ治療院 根津二丁目14番10号 あ、は、き 5834-1886

ゆらうみこころと
からだの鍼灸院

根津二丁目14番11号
Tツィンズビル5階 は、き 3824-5537

経和堂接骨院 根津二丁目29番2号
メゾンNEZU1 柔 5809-0741

経和堂鍼灸院 根津二丁目29番2号
メゾンNEZU1 は、き 5809-0741

快誠堂・小椋鍼灸院 根津二丁目34番4号 は、き 3821-5454

谷根千接骨院 根津二丁目37番4号 柔 3824-0816

千
駄
木
地
区

千駄木接骨院 千駄木一丁目22番28号
ネオハイツ千駄木1階 柔 3827-6588

千駄木はり・灸治療院 千駄木一丁目22番28号
ネオハイツ千駄木1階 は、き 3827-6588

彩秩指圧院 千駄木一丁目23番6号
グリーンヒル汐見303号室 あ 5834-2072

リハリーサポート
鍼灸マッサージ

千駄木二丁目7番5号
常北マンション601 あ、は、き 080-6873-

4397
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千
駄
木
地
区

千駄木じん整骨院 千駄木二丁目11番17号
モンテベルデ千駄木102 柔 5809-0565

はりきゅう治療院
はじめの一歩

千駄木二丁目13番1号
ルネ千駄木プラザ226号室 は、き 3828-8653

渡邊ハリ治療院 千駄木二丁目20番6号 は 5685-1527

千駄木団子坂
元氣計画治療院
マッサージはりきゅう

千駄木二丁目26番3号
茂木ビル1階 あ、は、き 5834-8915

あいだ接骨院 千駄木二丁目29番2号 柔 3827-1883

山本接骨院 千駄木二丁目32番6号 柔 3821-3663

GBS千駄木整骨院 千駄木二丁目33番5号
ラヴィエベル1階101号室 柔 5834-8988

GBS千駄木
はりきゅう院

千駄木二丁目33番5号
ラヴィエベル1階101号室 は、き 5834-8988

グラウベ整骨院千駄木 千駄木二丁目39番2号 柔 5834-8777

グラウベ鍼灸院千駄木 千駄木二丁目39番2号 は、き 5834-8777

高木はり療院 千駄木三丁目13番5号 は 3828-0311

もみの手鍼灸治療院 千駄木三丁目28番7号
千駄木ハイツ102 は、き 3824-1010

もみの手整骨院 千駄木三丁目28番7号
千駄木ハイツ102 柔 3824-1010

健生堂鍼灸院 千駄木三丁目31番14号
ライオンズマンション1002 は、き 3821-7871

ゆらうみ鍼灸院 千駄木三丁目39番1号 は、き 5685-6877

ゆらうみ接骨院 千駄木三丁目39番1号 柔 5685-6877

よみせ通り整骨院 千駄木三丁目40番16号
椎名マンション1階1号室 柔 3827-1523

よみせ通り鍼灸院 千駄木三丁目40番16号
椎名マンション1階1号室 は、き 3827-1523

すずらん通り接骨院 千駄木三丁目44番10号 柔 3823-3909

はり東洋治療院虹音堂 千駄木四丁目2番4号 は 3822-7268

動坂指圧「和み」 千駄木四丁目14番2号
ワイエム文京1階 あ 3824-1250

汐見接骨院 千駄木五丁目5番16‐101号 柔 5685-5907

汐見鍼灸マッサージ院 千駄木五丁目5番16‐101号 あ、は、き 5685-5907

文京接骨院 千駄木五丁目31番10号1階 柔 3827-7365

さくら接骨院 千駄木五丁目49番2号 柔 5814-6633

本
駒
込
地
区

本駒込接骨院 本駒込一丁目6番13号 柔 3828-3666

本駒込鍼灸マッサージ院 本駒込一丁目6番13号 あ、は、き 3828-3666

瀧澤整骨院 本駒込一丁目10番5号
牧野ビル2階 柔 —

駒込曙町針灸治療院 本駒込一丁目15番10号 あ、は、き 3941-8804

久芳堂 本駒込一丁目17番20号 あ、は、き 3947-3499

ミナミ指圧マッサージ 本駒込一丁目17番21号 あ、は、き 3941-0436

さわ鍼灸院 本駒込一丁目27番9号
小林ビル401 は、き 3946-8382

ふよう 本駒込二丁目2番5号 あ、は、き 3943-1199

みやび整骨院 本駒込二丁目8番3号
白山コーポビアネーズ105 柔 3942-5226

指圧一休 本駒込二丁目8番6号
スカイコート文京白山501号 あ 5940-9251

マッサージハリ治療院
ヘルスケアーかるーん 本駒込二丁目12番35号 あ、は、き 3944-1466

岡田指圧治療院 本駒込二丁目26番1号 あ 3944-3063

富士鍼灸院 本駒込二丁目28番29号201 は、き 3941-2088

千石駅前整骨院 本駒込二丁目29番19号
グランスィート文京千石104 柔 3944-5261

本
駒
込
地
区

泉鍼灸院 本駒込三丁目1番21号
鈴木ビル1ーB は、き 3827-1633

さかなし接骨院 本駒込三丁目31番5‐101号 柔 6902-1772

淑子鍼灸室 本駒込三丁目34番3号 は、き 3821-7075

中央鍼灸治療室 本駒込四丁目8番4号 は、き 3828-4841

文京富士接骨院 本駒込四丁目37番7号103 柔 5685-5550

動坂らくーだ接骨院 本駒込四丁目42番11号
サクラ文京1階 柔 6426-0301

動坂らくーだ
鍼灸マッサージ院

本駒込四丁目42番11号
サクラ文京4階 あ、は、き 6426-0301

やまだ整骨院 本駒込五丁目1番4号
帝金ビル101 柔 3942-4660

菊川治療院 本駒込五丁目22番6号
デフレール本駒込401 あ 3822-7977

本駒けいよう
マッサージ室

本駒込五丁目35番3号
駒込ハイツ1階 あ、は、き 6887-0973

さわやか整骨院 本駒込五丁目40番5号102 柔 3824-5013

さわやか鍼灸院 本駒込五丁目40番5号102 は、き 3824-5013

岩本東洋はり灸院 本駒込五丁目45番6号 あ、は、き 3821-3379

女性と子どもの
マッサージ鍼灸院かな太

本駒込五丁目72番1号
ファインライン1階 あ、は、き 070-

5021-7838

からだ本舗千石店 本駒込六丁目2番2号 あ、は、き 3946-3717

髙島指圧治療院 本駒込六丁目4番3号
ルートビル2階 あ 3944-5121

柴田針灸院 本駒込六丁目11番16号 は、き 3944-3110

香り鍼灸院NONO 本駒込六丁目15番8号
エルピスビル402 は、き 5940-5088

及川鍼灸院 本駒込六丁目22番29号
東條ビル3階301 あ、は、き 5976-8055

はりきゅうるーむ
朝の葉

本駒込六丁目23番8号
フローラル六義園102号室 あ、は、き 080-4464-

1682

駒込ハリニック 本駒込六丁目24番4号 あ、は、き 3947-7445

　　    　　    

▼ 

施
術
所
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春
日
地
区

田中トシ子薬局 春日二丁目１０番１９号
ライオンズマンション小石川第２ １０２号室 3816-7363

薬局文京ファーマシー 春日二丁目２４番１２号 3811-0196

小
石
川
地
区

岡崎薬局２ 小石川一丁目１２番１４号
小石川ビル１０２ 5689-2778

小石川薬局 小石川一丁目１３番９号
クリオ文京小石川１０１ 3815-4182

サンライトげんき薬局
小石川店

小石川一丁目２４番１号
小石川マンション１階 6801-5153

漢方薬局 彩生堂 小石川一丁目27番10号 5615-9659

スギ薬局
小石川１丁目店

小石川一丁目２８番１号
フロンティア小石川ビル１階Ｂ号室 6240-0735

スギ薬局小石川店 小石川二丁目１番１２号
小石川トーセイビル１階 5840-8536

アイセイ薬局
後楽園店

小石川二丁目１番１３号
後楽園ビューハイツ102 5805-2823

小石川三好漢方薬局 小石川二丁目２５番１０号
パークホームズ小石川１０３－１ 3813-1637

六角堂調剤薬局 小石川二丁目２５番１２号
内田ビル１階 5684-0066

くみ薬局 小石川三丁目２９番１号１階 5684-3345

CMS茗台薬局 小石川四丁目２０番３号 3816-8201

株式会社紫山堂薬局
小石川店

小石川四丁目２１番１号
小石川四丁目ビル１０２ 3814-0768

スギ薬局茗荷谷店 小石川五丁目３番２号
エイト印刷本社ビル１階 3868-3171

白
山
地
区

カテイ堂薬局 白山一丁目８番６号 3811-5843

スドウ薬局 白山一丁目２０番１７号 3811-3334

松田薬局 白山一丁目２５番１５号 3811-4496

たかしん薬局 白山店 白山一丁目33番16号
パークコートプレイス1階 5801-0752

スミレ薬局茗荷谷店 白山三丁目３番４号
田中ビル１０１ 5840-7567

なぎさ薬局 白山店 白山五丁目１７番１０号 3941-1450

さくら薬局はくさん店 白山五丁目２２番７号
白山ファミー１階 3947-3810

スドウ薬局前町店 白山五丁目３３番１号 5805-6162

白山駅前薬局 白山五丁目３６番９号
興和ビル１階 5805-1886

薬局くすりの福太郎
白山店

白山五丁目36番9号
白山麻の実ビル2階 5805-2422

千
石
地
区

よつば薬局 千石一丁目６番１７号 6912-2555

ユー・ワイ薬局千石店 千石一丁目２９番１２号
深沢ビル１階 3941-5099

ひかわ調剤薬局 千石三丁目４番３号 3944-1327

丸山町薬局 千石三丁目３７番１４号
アテック千石ビル１階 5978-9333

といだ薬局 千石四丁目２2番15号
海老沢ビル1階 3942-5041

すがも薬膳薬局 千石四丁目２４番４号１階 5976-3535

ぱぱす薬局千石駅前店 千石四丁目４６番１３号
前田ビル１階 5319-1805

水
道
地
区

さくら薬局文京水道店 水道二丁目１０番１８号 3947-8583

伊吹堂薬局水道店 水道二丁目１４番７号 3946-6173

小
日
向
地
区

紫山堂薬局小日向店 小日向四丁目5番11号
グレース文京1階-B 5981-9790

鈴薬局茗荷谷店 小日向四丁目7番20号
コパーズ茗荷谷202号室 6304-1423

大
塚
地
区

紫山堂薬局 大塚一丁目４番８号 紫山堂ビル１Ｆ 3941-2171

コール薬局茗荷谷店 大塚三丁目５番２号 佑和ビル１階 6912-2735

株式会社伊吹堂薬局 大塚三丁目１０番３号 3941-0447

フローラ薬局大塚店 大塚三丁目36番9号 小室ビル1階 5319-1626

木下薬局 大塚四丁目１番１５号 3941-3551

康和薬局 大塚四丁目３９番９号 3941-1984

あかね薬局 大塚四丁目４５番１０号 3945-4308

ぱぱす薬局新大塚駅前店 大塚四丁目５１番５号 大塚４丁目ビル 5981-4193

ミキ薬局大塚店 大塚五丁目1番17号
午後九時ロイアルハイツC号室 6912-2901

恵愛堂薬局 大塚五丁目４０番１８号
友成フォーサイトビル３階 5319-4193

さかした調剤薬局 大塚六丁目３番３号 3947-5523

関
口
地
区

キリン堂薬局
江戸川橋店

関口一丁目１番３号
プラザ飯田橋１階 3269-8910

江戸川橋ほたる薬局 関口一丁目１番６号 新星ビル５階 5228-4189

ぱぱす薬局江戸川橋店 関口一丁目１１番２号
ラ・カーザ文京１階 5227-5688

さくら薬局江戸川橋店 関口一丁目１６番１号
東海文京マンション１階 3235-1717

たんぽぽ薬局 関口一丁目１９番６号 弥助ビル４階 5228-3889

目
白
台
地
区

本田薬局一丁目店 目白台一丁目２３番６号 3944-5474

小野沢薬局 目白台二丁目１４番１３号
弥生マンション目白台１階 5978-3212

音
羽
地
区

御代の台薬局音羽店 音羽一丁目５番１８号 6902-9228

おとわ薬局 音羽一丁目１４番８号
ハイツ音羽１０２号室 6912-0034

紫山堂調剤薬局音羽店 音羽一丁目２０番１４号
ＭＢＳ音羽ビル１階 3947-4310

シバタ薬局 音羽二丁目５番１１号 ソフィア音羽１０３ 3942-9525

本
郷
地
区

水道橋駅前薬局 本郷一丁目14番8号 丸山ビル1階 5615-9482

漢方の後楽堂薬局 本郷一丁目２５番５号 見学ビル１階 3818-0371

後楽園薬局 本郷一丁目35番26号
LEREVE文京本郷B1 3830-0640

健生堂薬局本郷店 本郷二丁目２８番１号 ＳＫビル１階 3818-4193

プライム薬局本郷店 本郷二丁目３８番１９号 5615-8552

本郷薬局 本郷二丁目３９番７号 5684-5657

南山堂薬局本郷店 本郷二丁目40番8号
本郷三丁目THビル1階 5615-8916

日本調剤
本郷三丁目薬局

本郷二丁目４０番１７号
本郷若井ビル１階 5804-3051

日生薬局御茶ノ水店 本郷三丁目２番２０号 ＭＫビル 5840-8826

ＥＤＯゆしま調剤薬局 本郷三丁目３番１号
お茶の水ＫＳビル１階 3830-2121

本郷三丁目薬局 本郷三丁目３番１２号 Ｋ・Ｓビル１階 5800-0683

オアシス薬局 本郷三丁目３２番７号 5804-3129

東陽堂漢薬局 本郷三丁目３９番１２号 田中ビル２Ｆ 5802-4610

芙蓉堂薬局 本郷四丁目２番１号
芙蓉堂第二ビル４階 3816-2410

今尾薬局 本郷四丁目６番３号 3811-4033

みその薬局 本郷四丁目２５番１２号 3811-5320

いちご薬局 本郷四丁目２７番１０号
リビオレゾン本郷１０１ 5684-1702

高島堂薬局 本郷五丁目２４番４号 3811-1657

ミドリ薬局 本郷六丁目２番２号 平尾ビル１階 5802-3616

竹内調剤薬局東大店 本郷七丁目3番1号 南研究棟1階A 5844-6361

アイン薬局東大店 本郷七丁目3番1号 南研究棟1階B 5844-6335

薬　局

▼ 

薬
　
局
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湯
島
地
区

和同会薬局湯島店 湯島一丁目８番４号 山川ビル１階 5684-3939

ケイワ薬局湯島店 湯島一丁目９番１４号
プチモンドお茶の水１０１号室 5805-7898

ファーマライズ薬局
文京店 湯島三丁目３番８号 5812-7377

日本調剤湯島薬局 湯島三丁目４番１３号 松田ビル１階 3834-3327

ファーマライズ薬局
湯島店 湯島三丁目３２番８号 3832-1606

さくら薬局湯島店 湯島三丁目３８番１２号 野口ビル１階 3832-5265

竹内薬局天神下店 湯島三丁目38番13号 坂東ビル 5846-8511

スギ薬局上野広小路店 湯島三丁目３９番１０号
上野ＴＨビル１階 5812-5923

竹内調剤薬局 湯島四丁目１番２１号 3816-5891

好仁会薬局 湯島四丁目１番２２号
三和ビル１階、２階 3812-4085

水野薬局 湯島四丁目１番２４号
地下１階、１階、２階 5684-7755

鉄門前薬局 湯島四丁目１１番１０号 3868-3130

西
片
地
区

スギ薬局白山通り店 西片一丁目１５番１９号
シャトー文京１階 5805-2844

三幸堂薬局 西片二丁目１８番１６号 3812-2465

不二薬局 西片二丁目２５番８号 3811-4451

向
丘
地
区

さくら薬局向丘店 向丘二丁目１４番１号 3827-0011

雄飛堂薬局千駄木店 向丘二丁目１４番６号 3823-8551

健生堂薬局向丘店 向丘二丁目１４番１０号 5815-7621

さくら薬局団子坂店 向丘二丁目３４番３号 土橋ビル１階 3821-5898

弥
生
地
区

日本調剤根津薬局 弥生一丁目２番１６号
サンピア西須賀地下１階 5805-9331

にしすが水野薬局 弥生一丁目５番８号100 5684-7755

虎薬局 弥生一丁目５番１２号 3812-0063

根
津
地
区

三恵漢方薬局 根津一丁目１番８号
シーアイマンション根津宮永１階 3824-9373

根津調剤薬局 根津一丁目４番４号 河内ビル１階 5842-1499

平成調剤薬局 根津一丁目１６番９号
タウンシップ文京根津１０５号室 5685-1023

ぱぱす薬局根津店 根津一丁目２２番１３号
ＮＹ根津八重垣１階 5815-2055

ごんげん坂薬局 根津一丁目２７番２号
サングレース町田ビル１階 3822-6371

有限会社ダルマ薬局 根津二丁目１５番１５号 3828-1159

テート薬局 根津二丁目３４番２３号 3821-4176

千
駄
木
地
区

なの花薬局さつき店 千駄木二丁目２番１６号 5834-8170

日生薬局根津店 千駄木二丁目２番１７号 石崎ビル１階 3823-9181

日本調剤弥生薬局 千駄木二丁目２番１７号
増田ビル１階２階 3821-8410

なぎさ薬局せんだぎ店 千駄木二丁目１３番１号
ルネ千駄木プラザ１階 5834-1280

西千駄木薬局 千駄木二丁目２９番２号
az千駄木101号室 5834-1560

山松薬局 千駄木二丁目３３番１０号103 5834-2680

谷根千薬局 千駄木二丁目３４番６号102 5842-1455

リボーン薬局千駄木店 千駄木二丁目４３番２号
千駄木ビル１階 5815-8731

竹内薬局千駄木店 千駄木三丁目28番9号
前田ビル 5842-1216

ぱぱす薬局谷中店 千駄木三丁目４２番１６号 3823-9311

千
駄
木
地
区

ローソンクオール薬局
千駄木不忍通店

千駄木三丁目43番17号
KDXレジデンス千駄木1 階 5834-7089

どうかん薬局 千駄木三丁目48番6号
アパートメンツ千駄木1階 3828-1230

ニック千駄木薬局 千駄木四丁目７番１５号
朝日動坂マンション１０４号 5814-0595

アイン薬局動坂店 千駄木四丁目１６番２号 5814-0006

千駄木すみれ薬局 千駄木五丁目２番１９号１階 5815-2065

ことぶき薬局千駄木店 千駄木五丁目４２番１号
滝浦ビル１階 3823-2617

アップル薬局千駄木店 千駄木五丁目４９番３号
ベレーザ千駄木１０１ 5685-5891

スエヤス調剤薬局
文京店

千駄木五丁目４９番４号
作田ビル１０２号 3828-8177

ミネ薬局駒込店 千駄木五丁目４９番４号
赤松ビル 3827-7841

あさひ薬局駒込店 千駄木五丁目４９番４号
作田ビル１０１号 5842-1276

カイエイ薬局 千駄木五丁目５０番１号 3828-8833

本
駒
込
地
区

寿々薬局 本駒込一丁目１番８号 5689-4644

本郷通り星薬局 本駒込一丁目6番16号
浅嘉ハウス102 5842-1959

合資会社髙木薬局 本駒込一丁目１番２９号 3811-2064

かもめ薬局 本駒込二丁目9番2号
パークサイド本駒込1階 5981-9237

なぎさ薬局千石駅前店 本駒込二丁目10番4号
四季ビル千石1階 6902-2477

ウエルシア薬局
文京グリーンコート店

本駒込二丁目28番10号
イーストウイングB1F 5976-4189

中川薬局本駒込店 本駒込二丁目２８番３８号
オーナーズプラザ本郷８  １階 5319-0871

共創未来本駒込薬局 本駒込三丁目１７番１号
駒込ビル１階 3823-6111

株式会社保生堂薬局 本駒込四丁目８番７号 3823-0020

パイン薬局 本駒込四丁目２０番１１号
エクセレント文京動坂１階 3823-8487

ウイング薬局 本駒込四丁目３４番５号
石井ビル１階 5832-5757

はやぶさ薬局 本駒込五丁目１９番２号
小林ビルデンス１階 6304-1986

アーク薬局駒込店 本駒込五丁目３８番１０号 3821-1855

本駒込調剤薬局 本駒込五丁目４５番４号
テリービル１階 5685-3619

アーク薬局 本駒込六丁目１番１９号
石田ビル１０２号 3947-7076

ワカバ薬局千石店 本駒込六丁目２番１号
栄泉堂ビル１０２ 6902-9680

ぱぱす薬局
千石白山通り店

本駒込六丁目３番３号
壱番館ビル１階 5319-1320

駒込あおい薬局 本駒込六丁目24番6号
大島ビル1、2階 5981-8536

▼ 

薬
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ク

運動不足チェック （40代基準）

頭痛の種類
●風邪や二日酔いによるもの
●慢性の頭痛

●脳の異常が原因

偏頭痛

偏頭痛
緊張型頭痛

1.家族から見た最近1か月の疲労・ストレス状況
ほとんどない=0点、時々ある=1点、よくある=3点で評価し、合計点
を出してください。（判定の難しい項目は「ほとんどない」にします）

2.家族から見た最近1か月の働き方と休養
当てはまる項目に○印をつけ、その数を出してください。

1ほとんど毎晩、午後10時以降に帰宅する※・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2休日も仕事に出かけることが多い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3家に仕事を持ち帰ることが多い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4宿泊を伴う出張が多い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

5仕事のことで悩んでいるようだ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

6睡眠時間が不足しているように見える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

7寝つきが悪かったり、夜中に目が覚めたりする
　ことが多いようだ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

8家でも仕事のことが気にかかって仕方ないようだ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
9家でゆっくりくつろいでいることはほとんどない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

□
□
□
□
□
□

□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□

□

1靴ひもを結んだり、靴下をはくときに苦労する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2ズボンやスカートのウエストがきつくなった・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3背中に手が回りにくくなった・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

4床のものを拾うとき、必ずしゃがむようになった・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5少しの荷物でも重く感じられ、荷物を持たないことが多い・・・・・・・・・・・・・

6立ったり座ったりするとき、支えがほしくなる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

7階段を降りるとき、足を踏みはずしそうで、
　必ず手すりにつかまる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

8よく物につまづく・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

9階段を昇ったり、急いで歩くと息切れや動悸がする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

10歩くのが億劫で、外出してもできるだけ
　歩かないように乗り物を使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※夜勤などの勤務形態の場合は、家を出てから帰るまでの時間が14時
間以上であることを目安にしてください。

1イライラしているようだ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2不安そうだ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3落ち着かないようだ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

4ゆううつそうだ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

5体の調子が悪そうだ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

6物事に集中できないようだ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

7することに間違いが多いようだ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

8強い眠気に襲われるようだ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
9やる気が出ないようだ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

10へとへとのようだ（運動後をのぞく）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
11朝起きたとき、疲れが残っているようだ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

12以前と比べて疲れやすいようだ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

原
　因

風邪の原因の90%以上はウイルスの感染によるもの。
免疫力の低下は、栄養バランスの崩れ、睡眠不足、喫煙、
疲労、ストレスが原因です。

直接の原因はウイルス

予
防
法

風邪のウイルスを寄せつけない
● 免疫力を高める…卵、豆腐、魚などの高
タンパクの食べ物、旬の野菜や果物で
ビタミン、水分を積極的にとる。

● ウイルスを洗い流す…外出後は必ずうがいや手洗い
を。できれば洗顔まで。

● マスクをする…外出時はもちろん、寝るときにも効果的。
● 体を冷やさない…体が冷えると、のどや鼻の血行が悪
くなり、粘膜の抵抗が弱まってウイルスに感染しやすく
なります。温かくすることを心掛けましょう。

● 部屋の温度を調節…暖房で乾燥した部屋は、ウイルス
の温床。加湿器や室内に洗濯物を干して調節を。

風 邪

以下の項目に1つでも当てはまれば、運動不足の兆しと考えていいでしょう。

〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉判 定 1の点数と2の該当個数から疲労蓄積度を
出してください。

判定が「A」なら、それほど疲労
はたまっていません。｢Ｂ」はだ
いぶお疲れ気味です。休養を
とり、ストレス解消に努めましょ
う。「Ｃ・D」は、かなり疲れがた
まっています。必要に応じて上
司や医療機関への相談、受診
をおすすめします。

1の合計点数
10点未満 10点以上
A
B

3個未満
3個以上2の該当個数 C

D

仕事による疲労蓄積度
A
B
C
D

低いと考えられる
やや高いと考えられる
高いと考えられる
非常に高いと考えられる

判
定

※本人の評価と家族の評価は異なる場合があります。

※糖尿病や高血圧症の疾患がある場合は、判定が正しく行われない
　可能性があります。

症
状 痛くなる前に目がチラついたり、吐き気や嘔吐を伴うこ

とも。

側頭部がズキンズキン痛む

改
善
法

● 冷やす…痛む部分を冷たいタオルや氷枕で冷やす。
● 圧迫・マッサージ…こめかみをマッサージしたり、押さ
えて血管を圧迫すると痛みが和らぎます。

● 安静・睡眠…暗い静かな部屋で安静にして痛みを治ま
らせたり、適度な睡眠をとること。

● マグネシウムをとる…緑黄色野菜、葉もの野菜、ごま
など。サプリメントの利用もいいでしょう。

頭 痛

原
　因

食物繊維の不足によるもの、ストレス・不規則な生活が
引き起こす胃腸の運動異常によるもの。便意そのもの
を感じにくくなったり、筋力が落ちると内臓下垂になり、
腸の運動が弱くなります。

腸の調子を狂わせる生活習慣

予
防
法

便秘解消のポイント
● 朝の排便習慣をつける。
● 起き抜けに1杯の水や牛乳を飲む。
● 下腹部のマッサージで腸の動きを助
ける。

● 便意を感じたらがまんしない。
● できるだけ体を動かす。
● バランスのよい食事をする。
● 便秘に効く食べ物…玄米、果物、卯の
花（おから）、海藻、野菜、乳製品、油脂
など。

リラックスして血行をよくする
●こりが原因の場合は温める。
こりの部分を使い捨てカイロや、熱い
お湯でしぼったタオルを当てて温め
る。38～40℃くらいのお湯に10分
程度浸かる入浴も効果的。

●慢性頭痛に効くツボ
百会/左右の耳を結んだ線の中心。
頭のてっぺん。
天柱・風池／後頭部の髪の生え際の
左右に対になっている「風池」と、その
やや内側にある「天柱」が効く。

便 秘
緊張型頭痛
症
状 後頭部から首筋にかけて、鉢巻でしめつけられるよう

な感じ。重く押さえつけられるような感じで痛む。

しめつけられるように痛む

改
善
法

※命に関わる場合もあるので、激しい痛みや、続く痛みの場合は
　医師に相談しましょう。

目尻にあるツボ「瞳子りょう」から、耳に
向けてなでるようにマッサージ。

1.即効性のあるこめかみへの刺激
2.ツボマッサージ

● 眼精疲労には目のビタミンといわれる
ビタミンA・Ｂ1・B2、βー カロテン、鉄分
など。

● 視神経の働きを高め、疲れにくくする
ビタミンB群（豚や牛のレバーなど）。

● 目の機能改善には、アントシアニンや
ルテイン（ブルーベリーやほうれん草、
キャベツ、そばなど）。

3.目にいい食べ物

目が疲れる 肩や首がこる

原
因

目がしょぼしょぼする、乾きやすい、光
がまぶしい、目がかすむ、目の奥が痛
い、目が充血するなどの症状がでたら、
目が疲れている証拠。

パソコンや読書による目の使いすぎ
長時間のデスクワークや夏場の冷房が筋肉の収縮や血行不良
を招き、肩こりを一層悪化。仕事のストレスや胃腸の不調による
場合も。

姿勢の悪さや血行不良
原
因

手足が冷える

運動不足やストレス原
因

筋肉を緊張させない工夫を
● 正しい姿勢を心掛けましょう。
● 体の緊張や精神的な緊張からくる肩こりには深呼吸を。
● ストレスには休息と睡眠を。お昼休みの15分程度の仮眠も
効果的。

予
防
法

筋肉をほぐし、血行をよくする
● ツボを刺激…後頭部の頭蓋骨のへり、首の
中心から4cmほど外側の左右を両手の親
指で押す。

● 肩こりに効く食べ物…豚肉やうなぎ、豆類、
玄米、レバー、かつお。

改
善
法

体を冷やさない工夫を
冬は衣類対策で暖かさを逃さ
ない。夏には冷房対策を。体を
芯から温める半身浴も効果的。
冬は40℃、夏は38～39℃くら
いのぬるま湯で汗がでるまで
ゆっくりと。

予
防
法

改
善
法

血行改善と自律神経の正常化
● 血行をよくする背伸び運動や軽い筋トレ
足にたまりがちな血液を循環しやすくするのが背伸び運動。足を
少し開いて立ち、つま先立ちするようにかかとを上げ下げするだけ。
足が温かく感じられるまで繰り返します。
冷え性を根本的に改善するには、脂肪を減らして筋肉をつける。
テレビを見ながらでもできるダンベル体操や足のスクワットを1日
10分でも続けましょう。

予
防
法

姿勢を正してときどきの休息を
文字を読むとき、目と書類の間は30㎝
が理想。
パソコンのディスプレイとの距離は、
座ったときに背筋を伸ばし、手を伸ば
すとその指先が画面に触れるくらいが
ベスト。

改
善
法

Medical
note 健康チェックとセルフケア

どうし

どうし

ふうち

おうと

ひゃくえ

てんちゅう ふうち
ふうち

ひゃくえ

てんちゅう
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運動不足チェック （40代基準）

頭痛の種類
●風邪や二日酔いによるもの
●慢性の頭痛

●脳の異常が原因

偏頭痛

偏頭痛
緊張型頭痛

1.家族から見た最近1か月の疲労・ストレス状況
ほとんどない=0点、時々ある=1点、よくある=3点で評価し、合計点
を出してください。（判定の難しい項目は「ほとんどない」にします）

2.家族から見た最近1か月の働き方と休養
当てはまる項目に○印をつけ、その数を出してください。

1ほとんど毎晩、午後10時以降に帰宅する※・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2休日も仕事に出かけることが多い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3家に仕事を持ち帰ることが多い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4宿泊を伴う出張が多い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

5仕事のことで悩んでいるようだ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

6睡眠時間が不足しているように見える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

7寝つきが悪かったり、夜中に目が覚めたりする
　ことが多いようだ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

8家でも仕事のことが気にかかって仕方ないようだ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
9家でゆっくりくつろいでいることはほとんどない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

□
□
□
□
□
□

□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□

□

1靴ひもを結んだり、靴下をはくときに苦労する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2ズボンやスカートのウエストがきつくなった・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3背中に手が回りにくくなった・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

4床のものを拾うとき、必ずしゃがむようになった・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5少しの荷物でも重く感じられ、荷物を持たないことが多い・・・・・・・・・・・・・

6立ったり座ったりするとき、支えがほしくなる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

7階段を降りるとき、足を踏みはずしそうで、
　必ず手すりにつかまる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

8よく物につまづく・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

9階段を昇ったり、急いで歩くと息切れや動悸がする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

10歩くのが億劫で、外出してもできるだけ
　歩かないように乗り物を使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※夜勤などの勤務形態の場合は、家を出てから帰るまでの時間が14時
間以上であることを目安にしてください。

1イライラしているようだ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2不安そうだ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3落ち着かないようだ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

4ゆううつそうだ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

5体の調子が悪そうだ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

6物事に集中できないようだ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

7することに間違いが多いようだ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

8強い眠気に襲われるようだ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
9やる気が出ないようだ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

10へとへとのようだ（運動後をのぞく）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
11朝起きたとき、疲れが残っているようだ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

12以前と比べて疲れやすいようだ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

原
　因

風邪の原因の90%以上はウイルスの感染によるもの。
免疫力の低下は、栄養バランスの崩れ、睡眠不足、喫煙、
疲労、ストレスが原因です。

直接の原因はウイルス

予
防
法

風邪のウイルスを寄せつけない
● 免疫力を高める…卵、豆腐、魚などの高
タンパクの食べ物、旬の野菜や果物で
ビタミン、水分を積極的にとる。

● ウイルスを洗い流す…外出後は必ずうがいや手洗い
を。できれば洗顔まで。

● マスクをする…外出時はもちろん、寝るときにも効果的。
● 体を冷やさない…体が冷えると、のどや鼻の血行が悪
くなり、粘膜の抵抗が弱まってウイルスに感染しやすく
なります。温かくすることを心掛けましょう。

● 部屋の温度を調節…暖房で乾燥した部屋は、ウイルス
の温床。加湿器や室内に洗濯物を干して調節を。

風 邪

以下の項目に1つでも当てはまれば、運動不足の兆しと考えていいでしょう。

〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉判 定 1の点数と2の該当個数から疲労蓄積度を
出してください。

判定が「A」なら、それほど疲労
はたまっていません。｢Ｂ」はだ
いぶお疲れ気味です。休養を
とり、ストレス解消に努めましょ
う。「Ｃ・D」は、かなり疲れがた
まっています。必要に応じて上
司や医療機関への相談、受診
をおすすめします。

1の合計点数
10点未満 10点以上
A
B

3個未満
3個以上2の該当個数 C

D

仕事による疲労蓄積度
A
B
C
D

低いと考えられる
やや高いと考えられる
高いと考えられる
非常に高いと考えられる

判
定

※本人の評価と家族の評価は異なる場合があります。

※糖尿病や高血圧症の疾患がある場合は、判定が正しく行われない
　可能性があります。

症
状 痛くなる前に目がチラついたり、吐き気や嘔吐を伴うこ

とも。

側頭部がズキンズキン痛む

改
善
法

● 冷やす…痛む部分を冷たいタオルや氷枕で冷やす。
● 圧迫・マッサージ…こめかみをマッサージしたり、押さ
えて血管を圧迫すると痛みが和らぎます。

● 安静・睡眠…暗い静かな部屋で安静にして痛みを治ま
らせたり、適度な睡眠をとること。

● マグネシウムをとる…緑黄色野菜、葉もの野菜、ごま
など。サプリメントの利用もいいでしょう。

頭 痛

原
　因

食物繊維の不足によるもの、ストレス・不規則な生活が
引き起こす胃腸の運動異常によるもの。便意そのもの
を感じにくくなったり、筋力が落ちると内臓下垂になり、
腸の運動が弱くなります。

腸の調子を狂わせる生活習慣

予
防
法

便秘解消のポイント
● 朝の排便習慣をつける。
● 起き抜けに1杯の水や牛乳を飲む。
● 下腹部のマッサージで腸の動きを助
ける。

● 便意を感じたらがまんしない。
● できるだけ体を動かす。
● バランスのよい食事をする。
● 便秘に効く食べ物…玄米、果物、卯の
花（おから）、海藻、野菜、乳製品、油脂
など。

リラックスして血行をよくする
●こりが原因の場合は温める。
こりの部分を使い捨てカイロや、熱い
お湯でしぼったタオルを当てて温め
る。38～40℃くらいのお湯に10分
程度浸かる入浴も効果的。

●慢性頭痛に効くツボ
百会/左右の耳を結んだ線の中心。
頭のてっぺん。
天柱・風池／後頭部の髪の生え際の
左右に対になっている「風池」と、その
やや内側にある「天柱」が効く。

便 秘
緊張型頭痛
症
状 後頭部から首筋にかけて、鉢巻でしめつけられるよう

な感じ。重く押さえつけられるような感じで痛む。

しめつけられるように痛む

改
善
法

※命に関わる場合もあるので、激しい痛みや、続く痛みの場合は
　医師に相談しましょう。

目尻にあるツボ「瞳子りょう」から、耳に
向けてなでるようにマッサージ。

1.即効性のあるこめかみへの刺激
2.ツボマッサージ

● 眼精疲労には目のビタミンといわれる
ビタミンA・Ｂ1・B2、βー カロテン、鉄分
など。

● 視神経の働きを高め、疲れにくくする
ビタミンB群（豚や牛のレバーなど）。

● 目の機能改善には、アントシアニンや
ルテイン（ブルーベリーやほうれん草、
キャベツ、そばなど）。

3.目にいい食べ物

目が疲れる 肩や首がこる

原
因

目がしょぼしょぼする、乾きやすい、光
がまぶしい、目がかすむ、目の奥が痛
い、目が充血するなどの症状がでたら、
目が疲れている証拠。

パソコンや読書による目の使いすぎ
長時間のデスクワークや夏場の冷房が筋肉の収縮や血行不良
を招き、肩こりを一層悪化。仕事のストレスや胃腸の不調による
場合も。

姿勢の悪さや血行不良
原
因

手足が冷える

運動不足やストレス原
因

筋肉を緊張させない工夫を
● 正しい姿勢を心掛けましょう。
● 体の緊張や精神的な緊張からくる肩こりには深呼吸を。
● ストレスには休息と睡眠を。お昼休みの15分程度の仮眠も
効果的。

予
防
法

筋肉をほぐし、血行をよくする
● ツボを刺激…後頭部の頭蓋骨のへり、首の
中心から4cmほど外側の左右を両手の親
指で押す。

● 肩こりに効く食べ物…豚肉やうなぎ、豆類、
玄米、レバー、かつお。

改
善
法

体を冷やさない工夫を
冬は衣類対策で暖かさを逃さ
ない。夏には冷房対策を。体を
芯から温める半身浴も効果的。
冬は40℃、夏は38～39℃くら
いのぬるま湯で汗がでるまで
ゆっくりと。

予
防
法

改
善
法

血行改善と自律神経の正常化
● 血行をよくする背伸び運動や軽い筋トレ
足にたまりがちな血液を循環しやすくするのが背伸び運動。足を
少し開いて立ち、つま先立ちするようにかかとを上げ下げするだけ。
足が温かく感じられるまで繰り返します。
冷え性を根本的に改善するには、脂肪を減らして筋肉をつける。
テレビを見ながらでもできるダンベル体操や足のスクワットを1日
10分でも続けましょう。

予
防
法

姿勢を正してときどきの休息を
文字を読むとき、目と書類の間は30㎝
が理想。
パソコンのディスプレイとの距離は、
座ったときに背筋を伸ばし、手を伸ば
すとその指先が画面に触れるくらいが
ベスト。

改
善
法

Medical
note 健康チェックとセルフケア

どうし

どうし

ふうち

おうと

ひゃくえ

てんちゅう ふうち
ふうち

ひゃくえ

てんちゅう
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ドアノブや電車のつり革など様々なものに触れることにより、自分の手にもウイルスが付着している可能性があります。外出
先からの帰宅時や調理の前後、食事前などこまめに手を洗います。

公衆衛生の豆知識

出典：首相官邸ホームページ｢正しい手の洗い方｣｢ほかの人にうつさないために｣（https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html）より加工・編集して作成

・爪は短く切っておきましょう。 ・時計や指輪は外しておきましょう。手洗いの前に

流水でよく手をぬらした後、石けん
をつけ、手のひらをよくこすります

手の甲をのばすように
こすります

指先・爪の間を念入りに
こすります

指の間を洗います

親指と手のひら
をねじり洗いし
ます

石けんで洗い終わったら、十分に水で流し、清潔なタオルやペーパータオルでよく拭き取って乾かします。

手首も忘れずに洗います

正しい手の洗い方

咳エチケット

正しいマスクの着用

１ ２ 3

4 5 6

咳エチケットとは、感染症を他者に感染させないために、咳・くしゃみをする際、マスクやティッシュ・ハンカチ、袖、肘の内側など
を使って、口や鼻をおさえることです。
対面で人と人との距離が近い接触（互いに手を伸ばしたら届く距離でおよそ２ｍとされています）が、一定時間以上、多くの人々
との間で交わされる環境は、リスクが高いです。感染しやすい環境に行くことを避け、手洗い、咳エチケットを徹底しましょう。

何もせずに咳や
くしゃみをする

マスクを着用する
（口・鼻を覆う）

咳やくしゃみを
手でおさえる

ティッシュ・ハンカチで
口・鼻を覆う

袖で口・鼻を覆う

３つの咳エチケット 電車や職場、学校など
人が集まるところでやろう

鼻と口の両方を確実に覆う ゴムひもを耳にかける 隙間がないよう鼻まで覆う

１ ２ 3

とっさの時マスクが
ない時

せき

せき せきおお

おおおお

おお おお
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