町会連合会・区政のあゆみ
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謳歌する時代
町会連合会

区

政

社

会

■ 昭和61年度（1986）
4月 ・さくらまつり協賛
・区理事者と常任理事との意見交換会
5月 ・定期総会
・町会功労表彰 被表彰者174人
・つつじまつり協賛
6月 ・あじさいまつり協賛
・施設見学会（中央防波堤外側埋立
処分場、葛飾清掃工場
7月 ・文京ふるさとまつり協賛
写生大会・ミス文京コンテスト
・朝顔・ほおずき市協賛
9月 ・区議会各会派幹事長と常任理事との
意見交換会
10月 ・文京ふるさとまつり本祭典協賛

11月 ・区理事者と常任理事との意見交換会
・文京ふるさとまつり9地区対抗カラオ
ケ大会協賛
・菊まつり協賛
12月 ・出張所長と常任理事との意見交換会
1月 ・新年懇親会
・講演会
2月 ・梅まつり協賛

・情報公開条例施行

・男女雇用均等法施行

・衆参同日選挙

・婦人センターオープン
・教育の森公園オープン

・伊豆大島三原山噴火全島
民避難命令
・文京区地域振興サービス
公社設立

・伊豆大島島民全面帰島

■ 昭和62年度（1987）
4月 ・さくらまつり協賛
・第12代区長に遠藤正則氏
・区理事者と常任理事との意見交換会
5月 ・定期総会
・町会功労表彰
被表彰者193人
・つつじまつり協賛
6月 ・あじさいまつり協賛
・施設見学会（国立歴史民俗博物館、
加曾利貝塚博物館
・文京ふるさとまつり協賛写生大会
7月 ・朝顔・ほおずき市協賛
・文京ふるさとまつり協賛
ミス文京コンテスト、本祭典
9月 ・区議会各会派幹事長と常任理事との
意見交換会
10月 ・文京ふるさとまつり9地区対抗カラオ
ケ大会協賛
11月 ・菊まつり協賛
・文京まちづくり指針策定
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・国鉄民営化

・利根川進氏ノーベル賞受賞
（生理学・医学賞）

町会連合会

区

政

社

会

■ 昭和62年度（1987）
12月 ・出張所長と常任理事との意見交換会

1月 ・新年懇親会
2月 ・講演会
・梅まつり協賛
3月

・根津総合センターオープン
・カイザースラウテルン市と
姉妹都市提携協定調印

・都市型有線テレビ開始

・青函トンネル開通
・東京ドーム落成

■ 昭和63年度（1988）
4月 ・さくらまつり協賛
・区理事者と常任理事との意見交換会
5月 ・定期総会
・町会功労表彰
被表彰者242人
・つつじまつり協賛
6月 ・あじさいまつり協賛
7月 ・施設見学会（八王子市役所、多摩
御陵）
・文京ふるさとまつり協賛
写生大会・ミス文京コンテスト
・朝顔・ほおずき市協賛
8月 ・文京ふるさとまつり協賛 本祭典
9月 ・区議会各会派幹事長と常任理事との
意見交換会
10月 ・文京ふるさとまつり9地区対抗カラオ
ケ大会協賛
11月 ・菊まつり協賛
12月 ・出張所長と常任理事との意見交換会
1月 ・新年懇親会
2月 ・梅まつり協賛
3月 ・講演会

・特別養護老人ホーム「み
どりの郷」オープン

・ソウルオリンピック

・昭和天皇崩御、年号が平
成に
・昭和天皇大喪の礼

■ 平成元年度（1989）
4月 ・さくらまつり協賛
・区理事者と常任理事との意見交換会
5月 ・定期総会
・町会功労表彰
被表彰者203人
・つつじまつり協賛
6月 ・あじさいまつり協賛
・文京ふるさとまつり協賛
ミス文京コンテスト
7月 ・文京ふるさとまつり協賛 写生大会
・朝顔・ほおずき市協賛

・消費税スタート
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謳歌する時代
町会連合会

区

政

社

会

■ 平成元年度（1989）
8月 ・文京ふるさとまつり協賛 本祭典
・施設見学会（埼玉県産業文化セン
ター）
9月 ・区議会各会派幹事長と常任理事との
意見交換会
10月 ・文京ふるさとまつり9地区対抗カラオ
ケ大会協賛
11月 ・菊まつり協賛
12月 ・出張所長と常任理事との意見交換会
1月 ・新年懇親会
2月 ・梅まつり協賛
3月 ・講演会

・文京・台東下町まつり
・ベルリンの壁崩壊
・衆議院解散
・衆議院総選挙

■ 平成2年度（1990）
4月 ・さくらまつり協賛
・つつじまつり協賛
5月 ・区理事者と常任理事との意見交換会
・定期総会
・町会功労表彰
被表彰者191人
6月 ・あじさいまつり協賛
・文京ふるさとまつり協賛 写生大会
・施設見学会（ガス科学館、葛西臨
海水族園）
7月 ・文京ふるさとまつり協賛
ミス文京コンテスト
・朝顔・ほおずき市協賛
8月 ・文京ふるさとまつり協賛 本祭典
9月 ・区議会各会派幹事長と常任理事との
意見交換会
10月 ・文京ふるさとまつり9地区対抗カラオ
ケ大会協賛
11月 ・菊まつり協賛
12月 ・出張所長と常任理事との意見交換会
1月 ・新年懇親会
2月 ・梅まつり協賛
3月 ・講演会

・湯島高齢者在宅サービス
センター落成式

・湯島社会教育館オープン
・東西ドイツが国家統一
・雲仙普賢岳噴火
・文京・台東下町まつり

■ 平成3年度（1991）
4月 ・さくらまつり協賛
・つつじまつり協賛
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・第13代区長に遠藤正則氏
・（財）まちづくり公社設立
・シビックセンター建設着工

・湾岸戦争開始

町会連合会

区

政

社

会

■ 平成3年度（1991）
5月 ・区理事者と常任理事との意見交換会
・定期総会
・町会功労表彰
被表彰者202人
6月 ・あじさいまつり協賛
・文京ふるさとまつり協賛
写生大会・ミス文京コンテスト
7月 ・施設見学会（文京区立少年自然の
家八ヶ岳学園）
・朝顔・ほおずき市協賛
8月 ・文京ふるさとまつり協賛 本祭典
9月 ・区議会各会派幹事長と常任理事との
意見交換会
10月 ・文京ふるさとまつり9地区対抗カラオ
ケ大会協賛
11月 ・菊まつり協賛
・写真コンクール協賛
12月 ・出張所長と常任理事との意見交換会
1月 ・新年懇親会
2月 ・梅まつり協賛
・講演会
3月

・ふるさと歴史館オープン

・飲 料 缶・牛 乳 パックの 回
収開始
・中堅ファミリー層向け住み
替え家賃助成制度開始
・文京台東下町まつり

・住宅マスタープラン策定

・大学入試センター試験始
まる
・東海道新幹線に「のぞみ」
登場

■ 平成4年度（1992）
4月 ・さくらまつり協賛
・つつじまつり協賛

5月 ・区理事者と常任理事との意見交換会
・定期総会
・町会功労表彰
被表彰者208人
6月 ・あじさいまつり協賛
・文京ふるさとまつり協賛
写生大会・ミス文京コンテスト
7月 ・施設見学会（文京区立湯之谷やま
びこ荘）
・朝顔・ほおずき市協賛
・文京ふるさとまつり協賛ミス文京区
内パレード
8月 ・文京ふるさとまつり協賛 本祭典
9月 ・区議会各会派幹事長と常任理事との

・特別養護老人ホーム「くす
のきの郷」オープン
・障害者住み替え家賃助成
開始
・ひとり親家庭住み替え家賃
助成開始
・毎週土曜日閉庁スタート

・学校週5日制スタート
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発信する時代
町会連合会

区

政

社

会

■ 平成4年度（1992）
10月
11月
12月
1月
2月
3月

意見交換会
・文京ふるさとまつり9地区対抗カラオ
ケ大会協賛
・菊まつり協賛
・写真コンクール協賛
・出張所長と常任理事との意見交換会
・新年懇親会
・梅まつり協賛
・講演会

・文京台東下町まつり

■ 平成5年度（1993）
4月 ・さくらまつり協賛
・つつじまつり協賛
5月 ・区理事者と常任理事との意見交換会
・定期総会
・町会功労表彰
被表象者208人
6月 ・あじさいまつり協賛
7月 ・文京ふるさとまつり協賛
写生大会・ミス文京コンテスト
・施設見学会（文京区立湯之谷やま
びこ荘）
・朝顔・ほおずき市協賛
8月 ・文京ふるさとまつり協賛 本祭典
9月 ・区議会各会派幹事長と常任理事との
意見交換会
10月 ・文京ふるさとまつりカラオケ大会協賛
11月 ・菊まつり協賛
・写真コンクール協賛
12月 ・出張所長と常任理事との意見交換会
1月 ・新年懇親会
2月 ・梅まつり協賛
3月 ・講演会

・（財）文京区福祉公社設立
・音羽生涯学習館オープン
・皇太子徳仁親王が雅子様
とご成婚

・千石図書館オープン
・コメが 冷 夏で 凶 作、緊 急
輸入

・文京台東下町まつり

■ 平成6年度（1994）
4月 ・さくらまつり協賛
・つつじまつり協賛
5月 ・区理事者と常任理事との意見交換会
・定期総会
・町会功労表彰
被表象者199人
6月 ・あじさいまつり協賛
・文京ふるさとまつり協賛 写生大会
7月 ・文京ふるさとまつり協賛
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・松本サリン事件

町会連合会

区

政

社

会

■ 平成6年度（1994）

8月
9月
11月

12月
1月
2月
3月

ミス文京コンテスト
・施 設 見 学 会（東 京ガス根 岸 工 場・
みなとみらい21）
・朝顔・ほおずき市協賛
・文京ふるさとまつり協賛 本祭典
・関西国際空港開港
・区議会各会派幹事長と常任理事との ・文京台東下町まつり
意見交換会
・菊まつり協賛
・写真コンクール協賛
・宿泊研修会（ごうら荘）
・出張所長と常任理事との意見交換会
・阪神淡路大震災
・新年懇親会
・文京ふるさとまつりカラオケ大会協賛
・梅まつり協賛
・講演会(堀田力氏)
・文京シビックセンターオープン（12月） ・地下鉄サリン事件

■ 平成7年度（1995）
4月 ・さくらまつり協賛
・つつじまつり協賛
5月 ・区理事者と常任理事との意見交換会
・定期総会
6月 ・あじさいまつり協賛
・文京ふるさとまつり協賛 写生大会
7月 ・文京ふるさとまつり協賛
ミス文京コンテスト
・施設見学会（文京区立柏学園・布
施弁天池）
・朝顔・ほおずき市協賛
8月 ・文京ふるさとまつりカラオケ大会協賛
・文京ふるさとまつり協賛 本祭典
10月 ・区議会各会派幹事長と常任理事との
意見交換会
・町会功労表彰
被表彰者189人
11月 ・菊まつり協賛
・写真コンクール協賛
12月 宿泊研修会（ごうら荘）
1月 ・新年懇親会
2月 ・梅まつり協賛
3月 ・講演会(木村庄之助氏)

・青島知事が、世界都市博
覧会開催中止を表明
・地方分権推進法が成立
・向丘高齢者在宅サービス
センター（シルバーピア向
丘併設）オープン
・第14代区長に遠藤正則氏

・天神図書室オープン
・戦後50周年記念文京区戦
没者追悼式
・文京台東下町まつり
・文京区立学校適正規模適
正配置審議会最終答申
・北海道豊浜トンネルで岩盤
崩落死者10人
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発信する時代
町会連合会

区

政

社

会

■ 平成8年度（1996）
4月 ・さくらまつり協賛
・つつじまつり協賛
5月 ・定期総会
6月 ・あじさいまつり協賛
・文京ふるさとまつり協賛 写生大会
・区理事者と常任理事との意見交換会
7月 ・施設見学会（千葉県現代産業科学館・
サッポロビール千葉工場
・文京ふるさとまつり協賛
ミス文京コンテスト
・朝顔・ほおずき市協賛
8月 ・文京ふるさとまつりカラオケ大会協賛
・文京ふるさとまつり協賛 本祭典
9月 ・区議会各会派幹事長と常任理事との
意見交換会
10月 ・町会功労表彰
被表象者166人
11月 ・菊まつり協賛
・写真コンクール協賛
12月 ・宿泊研修会（ごうら荘）
1月 ・新年懇親会
2月 ・梅まつり協賛
3月 ・講演会「歳をとらないための健康管
理」(中野昭一氏)

・たつおか在宅介護支援セ
ンター開設
・文京エコ・リサイクルフェ
アー開催（教育の森公園）

・第26回オリンピック
アトランタ大会

・災害時相互応援協定締結
（石岡市、湯之谷村）
・文京区行政手続条例施行

・文京台東下町まつり

・区民斎場開設
・昭和高齢者在宅サービス
センター開設

■ 平成9年度（1997）
4月 ・さくらまつり協賛
・つつじまつり協賛
5月 ・定期総会
6月 ・あじさいまつり協賛
7月 ・施設見学会（多摩六都科学館・江
戸東京たてもの園
・朝顔・ほおずき市協賛
8月
ふるさとまつり本祭典協賛
9月 ・区議会各会派幹事長と常任理事との
意見交換会
10月 ・町会功労表彰
被表象者168人
11月 ・菊まつり協賛
・写真コンクール協賛
12月 ・宿泊研修会（ごうら荘）
1月 ・新年懇親会
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・不忍通りふれあい館開設
・特別養護老人ホーム白山
の郷開設
・文京エコ・リサイクルフェ
アー開催（教育の森公園）

・文京台東下町まつり

・制 度 改 革で、都 知 事と区
長連名で自治省に確認書
を提出

・介護保険法成立

町会連合会

区

政

社

会

■ 平成9年度（1997）
2月 ・梅まつり協賛
・制度改革推進文京大会
3月 ・講演会「早期発見でボケは防げる・
治せる」(金子満雄氏)

■ 平成10年度（1998）
4月 ・さくらまつり協賛
・つつじまつり協賛
5月 ・定期総会
6月 ・あじさいまつり協賛
7月 ・施 設 見 学 会（TEPCO新 エネ ル ギ ー
パーク・東京湾アクアライン海ほたる）
・区理事者と常任理事との意見交換会
・朝顔・ほおずき市協賛
8月 ・ふるさとまつり本祭典協賛
・区議会各会派幹事長と常任理事との
意見交換会
10月 ・町会功労表彰
被表彰者171人
11月 ・菊まつり協賛
・写真コンクール協賛
12月 ・宿泊研修会（ごうら荘）
1月 ・新年懇親会
2月 ・梅まつり協賛
3月 ・講演会「教育の現状と課題」(棚橋
嘉勝先生)

・統合校の本郷小・本郷台
中学校が開校

・特別区制度改革法案成立

・参議院選挙（投票時間2時
間延長）
・文京エコ・リサイクルフェ
アー開催（教育の森公園）
・巡回型ホームヘルプサー
ビス区内全域で開始
・文京台東下町まつり

・地域振興券交付開始
・まちづくり公社解散

■ 平成11年度（1999）
4月 ・さくらまつり協賛
・つつじまつり協賛

5月 ・定期総会
6月 ・あじさいまつり協賛
7月 ・施 設 見 学 会（横 浜ランドマ ークタ
ワー、キリン横浜ビアビレッジ）
・区理事者と常任理事との意見交換会
・朝顔・ほおずき市協賛
8月 ・ふるさとまつり本祭典協賛
・区議会各会派幹事長と常任理事との
意見交換会
10月 ・根津・千駄木下町まつり協賛
・町会功労表彰
被表彰者155人

・インターネットホームペー
ジ供用開始
・資源環境部設置
・区長選で煙山力氏が当選
・文京エコ・リサイクルフェ
アー開催（教育の森公園）

・都知事選で石原慎太郎氏
が当選

・教育の森フェスティバル
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発信する時代
町会連合会

区

政

社

会

■ 平成11年度（1999）
11月 ・菊まつり協賛
・写真コンクール協賛
12月 ・宿泊研修会（ごうら荘）
1月 ・新年懇親会
2月 ・梅まつり協賛
3月 ・講演会「骨粗鬆症を防いで豊かな老
後を過ごすために」(中島信治先生)

・都心6区区民大会
・首都機能移転に断固反対
する国民大会
・公会堂等落成記念式典

■ 平成12年度（2000）
4月 ・さくらまつり協賛
・つつじまつり協賛

・清掃事業が都から移管
・小石川と本郷保健所を文
京保健所に統合
・介護保険部を設置、シビッ
クセンター管理部と厚生部
を廃止
・本駒込地域センターオープン
・リサイクルプラザオープン

5月 ・定期総会
6月 ・あじさいまつり協賛
7月 ・施 設 見 学 会（丸 富 製 紙 株 式 会 社、
白糸の滝等）
・区理事者と常任理事との意見交換会
・朝顔・ほおずき市協賛
8月 ・ふるさとまつり本祭典協賛
・区議会各会派幹事長と常任理事との
意見交換会
10月 ・根津・千駄木下町まつり協賛
・都心6区区民大会
・町会功労表彰
被表彰者151人
11月 ・菊まつり協賛
・写真コンクール協賛
12月 ・宿泊研修会（ごうら荘）
1月 ・新年懇親会
2月 ・梅まつり協賛

・衆議院議員選挙

・都営大江戸線開通

■ 平成13年度（2001）
4月 ・さくらまつり協賛
・つつじまつり協賛
5月 ・定期総会
6月 ・あじさいまつり協賛
7月 ・施設見学会（富士写真フィルム足柄
工場、大山阿夫利神社）
・区理事者と常任理事との意見交換会
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・特別養護老人ホーム千駄
木の郷オープン
・基本構想答申
・東京フィルハーモニー交
響楽団と協定

・家電リサイクル法施行

町会連合会

区

政

社

会

■ 平成13年度（2001）
8月

10月
11月

1月
2月

・朝顔・ほおずき市協賛
・ふるさとまつり本祭典協賛（この回
をもって休止）
・区議会各会派幹事長と常任理事との
意見交換会
・根津・千駄木下町まつり協賛
・町会功労表彰
被表彰者137人
・菊まつり協賛
・写真コンクール協賛
・宿泊研修会（湯之谷やまびこ荘）
・首都移転反対署名
・新年懇親会
・梅まつり協賛

・出 張 所を廃 止し、地 域 活
動センターを設置

■ 平成14年度（2002）
4月 ・さくらまつり協賛
・施設管理部発足
・つつじまつり協賛
・男女平等センターオープン
5月 ・定時総会
6月 ・あじさいまつり協賛
7月 ・施設見学会（日産株式会社栃木工場、
益子焼陶芸教室）
・朝顔・ほおずき市協賛
・区理事者と常任理事との意見交換会
8月 ・区議会各会派幹事長と常任理事との
意見交換会
10月 ・根津・千駄木下町まつり協賛
・町会功労表彰
被表彰者131人
11月 ・菊まつり協賛
・写真コンクール協賛
12月 ・宿泊研修会（ごうら荘）
1月 ・新年懇親会
2月 ・梅まつり協賛
3月
・衛生試験所を廃止

・DV防止法全面施行
・首都移転断固反対決起集会
・日韓サッカーワールドカップ

・イラク戦争

■ 平成15年度（2003）
4月 ・さくらまつり協賛
・つつじまつり協賛

5月 ・定時総会
6月 ・あじさいまつり協賛

・清掃事務所を統合、保育
課を新設
・中学校で学校選択制スタート
・煙山区長再選

・石原慎太郎知事再選
・健康増進法施行

・東京ドーム競輪復活反対
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協働する時代
町会連合会

区

政

社

会

■ 平成15年度（2003）
7月 ・施設見学会（東芝磯子エンジニアリ
ング、石川島播磨重工業、キリン横
浜ビアビレッジ
・朝顔・ほおずき市協賛
・区理事者と常任理事との意見交換会
8月 ・区議会各会派幹事長と常任理事との
意見交換会
10月 ・根津・千駄木下町まつり協賛
・町会功労表彰
被表彰者173人
11月 ・菊まつり協賛
・写真コンクール協賛
・宿泊研修会（ごうら荘）
1月 ・新年懇親会
2月 ・梅まつり協賛

緊急記者会見
・後楽園競輪再開反対対策
本部設置

・衆議院議員選挙

・自衛隊イラク派遣

■ 平成16年度（2004）
4月 ・さくらまつり協賛
・本 郷 福 祉 センター「若 駒
・つつじまつり協賛
の里」を開設
5月 ・定時総会
6月 ・あじさいまつり協賛
・都町連20周年記念大会
7月 ・施 設 見 学 会（東 海 原 子 力 発 電 所、
核燃料サイクルアトムワールド、ア
クワワールド大洗水族館）
・朝顔・ほおずき市協賛
・サイクルステーション事業
・区理事者と常任理事との意見交換会
開始
8月 ・区議会各会派幹事長と常任理事との
意見交換会
10月 ・根津・千駄木下町まつり協賛
・町会功労表彰
被表彰者162人
11月 ・菊まつり協賛
・写真コンクール協賛
・宿泊研修会（ごうら荘）
12月
・自治基本条例制定
・安全安心まちづく
り条例制定
1月 ・新年懇親会
2月 ・梅まつり協賛

・参議院議員選挙

・アテネオリンピック
・新潟県中越地震発生

■ 平成17年度（2005）
4月 ・さくらまつり協賛
・つつじまつり協賛
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・自治基本条例施行
・安全安心まちづくり条例施行

・個人情報保護法全面施行
・ペイオフ全面解禁

町会連合会

区

政

社

会

■ 平成17年度（2005）
5月 ・定時総会
6月 ・あじさいまつり協賛
・都町連20周年記念大会
7月 ・施設見学会（東京ガス環境エネル
ギー館、キリン横浜ビアビレッジ）
・朝顔・ほおずき市協賛
・区理事者と常任理事との意見交換会
8月 ・区議会各会派幹事長と常任理事との
意見交換会
9月
10月 ・根津・千駄木下町まつり協賛
・町会功労表彰
被表彰者173人
11月 ・菊まつり協賛
・写真コンクール協賛
・宿泊研修会（ごうら荘）
1月 ・新年懇親会
2月 ・梅まつり協賛
3月

・都議会議員選挙

・安心メール配信開始
・施設予約ネットスタート

・衆議院議員選挙

・文京福祉センター湯島分
館開設

■ 平成18年度（2006）
4月 ・さくらまつり協賛
・つつじまつり協賛

5月 ・定時総会
6月 ・あじさいまつり協賛
7月 ・朝顔・ほおずき市協賛
・区理事者と常任理事との意見交換会
8月 ・区議会各会派幹事長と常任理事との
意見交換会
10月 ・根津・千駄木下町まつり協賛
・町会功労表彰
被表彰者131人
11月 ・菊まつり協賛
・宿泊研修会（湯河原 杉菜）
・写真コンクール協賛
12月 ・施設見学会（花王鹿島工場、ウオッ
セ21）
1月 ・新年懇親会

・交流館開設
・障害者自立支援法施行
・（財）文京アカデミー始動
・指定管理者制度導入
・文京区防災対策条例施行
・汐 見 地 域 センター（地 域
活 動 セ ンタ ー・交 流 館・
本郷図書館）開設

・子育てアシスト文京おかい
もの券交付
・鼓童と協定

・路上喫煙禁止地区指定（飯
田 橋・水 道 橋・後 楽 園・
春日駅周辺）
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協働する時代
町会連合会

区

政

社

会

■ 平成18年度（2006）
2月 ・梅まつり協賛
3月

・文京区制60周年
・収入役室を廃止

■ 平成19年度（2007）
4月 ・さくらまつり協賛
・つつじまつり協賛

・自治法改正により、助役を
副区長に改称、会計管理
者を新設
・成澤廣修氏が区長に当選
・コミュニティバスが運行開始

・石原慎太郎氏東京都知事
再選

5月 ・定時総会
6月 ・あじさいまつり協賛

7月 ・朝顔・ほおずき市協賛
・区理事者と常任理事との意見交換会
8月 ・区議会各会派幹事長と常任理事との
意見交換会
9月 ・施設見学会（ガスの科学館、江戸
東京博物館）
10月 ・根津・千駄木下町まつり協賛
・町会功労表彰
被表彰者91人
11月 ・菊まつり協賛
・宿泊研修会（湯河原 杉菜）
・写真コンクール協賛
1月 ・新年懇親会
2月 ・梅まつり協賛
3月

・新潟県中越沖地震
・くすのきの郷介護報酬不正
請求事件により指定介護老
人福祉施設等指定取消処分
・土地開発公社解散
・くすのきの郷等民営化

・基本構想実施計画策定
・地域防災計画改定
・耐震改修促進計画策定

■ 平成20年度（2008）
4月 ・さくらまつり協賛
・つつじまつり協賛
5月 ・定時総会
6月 ・あじさいまつり協賛

7月 ・文町連と区との相互協力協定締結
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・介護保険部を廃止
・特養、高齢者在宅サービ
スセンター民営化
・保育園待機児童緊急対策
会議設置
・路上喫煙禁止地区指定（湯
島・本郷）
・教育委員会が学校配置計
画（年次計画）を廃案

・後期高齢者医療制度開始

・中国四川大地震

町会連合会

区

政

社

会

■ 平成20年度（2008）

8月
9月
10月

1月
2月
3月

・朝顔・ほおずき市協賛
・区理事者と常任理事との意見交換会
・区議会と常任理事との意見交換会
・施 設 見 学 会（つくば エキスポ セン
ター、桜井ぶどう園）
・根津・千駄木下町まつり協賛
・町会功労表彰
被表彰者64人
・研修会及び懇親会（函徳亭）
・新年懇親会
・梅まつり協賛

・北京オリンピック
・リーマンブラザーズが破た
ん、以降世界同時不況
・ノーベ ル 物 理 学 賞（南 部
陽 一 郎・益 川 敏 英・小 林
誠）、化学賞（下村脩）
・第3次行財政改革推進計画
策定

・オバマ氏が第44代米国大
統領に就任

・アカデミー推進部新設
・歩行喫煙等の禁止に関す
る条例施行
・目白台運動公園開園
・音羽中学校開校
・定額給付金・子育て応援
特別手当支給開始
・名 誉 区 民（元 区 長）遠 藤
正則氏の区葬
・「文京区平和宣言」30周年

・新型インフルエンザ世界的
流行

■ 平成21年度（2009）
4月 ・さくらまつり協賛
・つつじまつり協賛

5月 ・定時総会

6月 ・あじさいまつり協賛
7月 ・朝顔・ほおずき市協賛
・研修会及び懇親会（シビック椿山荘）
8月
9月
・産業とくらしプラザ開設
10月 ・施設見学会（山梨県甲州市甘草屋敷、
恵林寺、ワイン工場）
・根津・千駄木下町まつり協賛
・町会功労表彰
被表彰者74人
11月 ・菊まつり協賛
・区議会と常任理事との意見交換会
1月 ・新年懇親会
2月 ・梅まつり協賛

・衆議院議員選挙

・バンクーバーオリンピック

■ 平成22年度（2010）
4月 ・さくらまつり協賛
・つつじまつり協賛

・地域活動センター機能強
化 の た め、地 域 活 動セン
ター所長を設置
・真砂中央図書館の除く地区
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協働する時代
町会連合会

区

政

社

会

■ 平成22年度（2010）
館に指定管理者制度導入
5月 ・定時総会
6月 ・あじさいまつり協賛
7月 ・朝顔・ほおずき市協賛
8月 ・区議会と常任理事との意見交換会
10月 ・施設見学会（茨城県石岡市常陸風
土記の丘、筑波山、筑波ハム）
・根津・千駄木下町まつり協賛
・町会功労表彰
被表彰者74人
11月 ・菊まつり協賛
・写真コンクール協賛
・宿泊研修会（湯之谷やまびこ荘）柏
崎刈羽原子力発電所、信濃川水力
発電所
・区議会と常任理事との意見交換会
1月 ・新年懇親会
2月 ・梅まつり協賛
3月

・新たな基本構想策定
・汐見・駒込地域活動センター
にふれあいサロンを開設

・小惑星探査機「はやぶさ」
帰還
・参議院議員選挙

・シエナ・ウインド・オーケ
ストラと協定
・ノーベ ル 化 学 賞 受 賞（根
岸英一・鈴木章）
・イチロー 10年 連 続200本
安打達成

・東日本大震災

■ 平成23年度（2011）
4月 ・さくらまつり協賛
・つつじまつり協賛

・区長選挙で成澤廣修氏再選
・東日本大震災被災地に職
員派遣

5月 ・定時総会
6月 ・あじさいまつり協賛
7月 ・朝顔・ほおずき市協賛
・研修会及び懇親会（シビック椿山荘）
8月 ・区議会と常任理事との意見交換会
10月 ・施設見学会（栃木県足利市足利学校、
益子焼窯元）
・根津・千駄木下町まつり協賛
・町会功労表彰
被表彰者69人
11月 ・菊まつり協賛
12月 ・写真コンクール協賛
1月
2月 ・新年懇親会
・コミュニティバス第2路線
3月 ・梅まつり協賛
がスタート
・さくらまつり協賛
・行財政改革推進計画策定

■ 平成24年度（2012）
4月 ・さくらまつり協賛
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・石原慎太郎氏知事再選

・なでしこジャパンサッカー
女子ワールドカップ優勝

町会連合会

区

政

社

会

■ 平成24年度（2012）
4月
5月
6月
6月
7月
8月

10月

11月
1月
2月
3月

・つつじまつり協賛
・定時総会
・あじさいまつり協賛
・朝顔・ほおずき市協賛
・研修会及び懇親会（シビック椿山荘）
・区議会と常任理事との意見交換会
・施設見学会（神奈川県川崎市東芝
科学館、横浜市三渓園）
・施設見学会（神奈川県川崎市東芝
科学館、横浜市三渓園）
・下町まつり協賛
・町会功労表彰
被表彰者57人
・菊まつり協賛
・写真コンクール協賛
・新年懇親会
・梅まつり協賛

・江戸川橋体育館新設
・施設使用料改定
・森鷗外生誕150年記念事業

・スカイツリー開業

・ロンドンオリンピック
・山中教授ノーベル賞受賞
（医学・生理学）
・森鷗外記念館開館
・知事選・衆院選
・文京区地域防災計画修正

■ 平成25年度（2013）
4月 ・さくらまつり協賛
・つつじ祭り協賛
5月 ・定時総会
6月 ・あじさいまつり協賛
・朝顔・ほおずき市協賛
7月 ・研修会及び懇親会（シビック椿山荘）
8月 ・区議会と常任理事との意見交換会
・施設見学会（松戸市・水戸市徳川
ミュージアム、戸定歴史館）
10月 ・下町まつり協賛
・町会功労表彰
被表彰者54人
11月 ・菊まつり協賛
・写真コンクール協賛
1月 ・新年懇親会
2月 ・梅まつり協賛

・文京総合体育館オープン
・湯島地域活動センターに
ふれあいサロン開設
・徳川慶喜没後100年記念事
業

・スポーツ祭東京2013

・都議会議員選挙
・参議院議員選挙
・富士山世界文化遺産登録
・2020年東京オリンピック・
パラリンピック決定

・カイザースラウテルン市訪
問（姉妹都市提携25周年
記念）
・中国大気汚染（PM2.5）
・豪 雨 被 害 地（津 和 野 市・ ・東京都知事選
伊豆大島）に職員派遣
・ソチオリンピック
・牧阿佐美バレヱ団と協定

■ 平成26年度（2014）
4月 ・さくらまつり協賛
・つつじまつり協賛
5月 ・定時総会
6月 ・あじさいまつり協賛

・消費税5％→8％
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