区政を知るために
請願・陳情など
☎5803-1313

区議会事務局
➡ P131

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。

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。

世論調査
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

直接請求

■

区政を話し合う集い
区民からの“生の声”を区政に反映させるため、区長と区

直接請求

■

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。

請願・陳情

■

地域広聴員

☎5803-1143 ①⑤
監査事務局
☎5803-1283 ②
選挙管理委員会事務局 ☎5803-1287 ③④
総務課

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。

区 政 PR

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。

☎5803-1128

広報課

毎月10日と25日に発行し、地元の町会・自治会を通して全

住民監査請求
☎5803-1283

監査事務局

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。

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

外部監査制度
☎5803-1139

総務課
▼請願・陳情など／広

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。

置しています。

ホームページ
広報課

☎5803-1128

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

聴／区政PR

広 聴

広報課 ☎5803-1129

区民の声
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、

区政を
知るために
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区報「ぶんきょう」

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。
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や要望も受付けています。
https://www.city.bunkyo.lg.jp/

ソーシャルメディア
広報課

☎5803-1128

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。

ケーブルテレビ広報（CATV）
☎5803-1130

広報課

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

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。

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

基本構想と「文の京」総合戦略
企画課 ☎5803-1126

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）

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

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

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
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

総務課 ☎5803-1381

情報公開請求のできる方

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」

▼区政PR／情報公開／個人情報保護／基本構想と﹁文の京﹂総合戦略

どなたでも情報公開請求ができます。

「文の京」らしさのあふれるまち

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

（ふみのみやこ）
「文の京」
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、

請求の場合は、総務課で受付けます。）

可能性に富んだこの地を、
新たな洗練と成熟の段階へと

情報公表・提供の充実

さらに発展させていく都市自治の姿を
「文の京」
と呼ぶ。

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。

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

個人情報保護 総務課 ☎5803-1381
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。
住所・氏名・生年月日などから特定の個人が識別できる情

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）
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区政を
知るために

対象となる個人情報

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

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。
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区の仕事
組織名

主な仕事

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

総務部
区民部
アカデミー推進部

福祉部

区政を
知るために
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子ども家庭部

▼区の仕事
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（令和2年4月1日現在）

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

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
税務課

区有財産の管理、物品・工事の契約、物品・工事の検査等
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

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

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

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

保健衛生部・文京保健所
都市計画部
土木部

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

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
施設管理部
会計管理室

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

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

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
教育指導課
児童青少年課
教育
センター
真砂
中央図書館
監査事務局

区議会事務局

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
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
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
区の財務に関する事務の執行等の監査等
各種選挙の執行、選挙人名簿の調製、明るい選挙の推進等
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区政を
知るために

選挙管理委員会
事務局

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
▼区の仕事

教育委員会教育推進部

環境政策課

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
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