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一覧の見方 

 

学習活動、スポーツ、文化芸術、観光、国内・国際交流の５分野に関係する、区の

各部局（指定管理者を含む）が、令和３年度に実施又は実施を予定している事業につ

いて整理しました。（令和３年 12月１日現在） 

 

◆凡例 

「分野」－「基本方針」－「施策」によって体系 No.を付番し、その順に掲載し

ています（p.14～16を参照）。 

 

 

分野 － 基本方針 － 施策 

１ 学習活動  ① だれもが、いつで

も、どこでも学べ

る環境づくり 

 ア 多様なニーズに

応じた学習機会

の充実 

 

 

体系№ 事業名 概要 担当課 

① だれもが、いつでも、どこでも学べる環境づくり 

ア 多様なニーズに応じた学習機会の充実（p.23） 

 

文京アカデミア講座 区民の学習を支援するため、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、バラエ

ティに富んだ講座を提供します。 

アカデミー推進課 

 

 

◆目次 

１．学習活動 ........................................................... 91 

２．スポーツ .......................................................... 100 

３．文化芸術 .......................................................... 107 

４．観光 .............................................................. 113 

５．国内・国際交流 .................................................... 117 
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 第４章 分野別事業一覧 

１．学習活動 

体系№ 事業名 概要 担当課 

① だれもが、いつでも、どこでも学べる環境づくり  

ア 多様なニーズに応じた学習機会の充実（p.23） 

１－①－ア 文京アカデミア講座 区民の学習を支援するため、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、バラエティに富んだ講座を

提供します。 

アカデミー推進課 

１－①－ア 文京いきいきアカデミ

ア講座 

高齢者を対象とした２年制講座。１年次は教

養課程で共通科目を履修し、２年次の専門課

程に進みます。専門課程は、共通科目と選択

科目を受講し、所定の受講回数（単位）をもっ

て卒業認定とします。 

アカデミー推進課 

１－①－ア 企業等連携講座（メセ

ナ講演会） 

企業等が社会貢献活動の一環として実施す

るビジネスやマネジメントをはじめとした多

様な講座の企画・提案を募り、協力・連携して

講座（講演会）を開催します。 

アカデミー推進課 

１－①－ア 生涯学習講座での国

際理解推進 

アカデミア講座において、語学、外国文化、歴

史等をテーマにした各種の講座を開催する

ことで、幅広い国際理解の機会を提供してい

きます。 

アカデミー推進課 

１－①－ア 男女平等参画社会の

実現に向けた学習機会

の充実 

男女平等参画社会の実現に向けた学習機会

を提供します。 

総務課 

１－①－ア 生活技術を身につける

学習機会の充実 

豊かに安全で生活するための技術を身につ

けることのできる学習機会を充実します。 

防災課 

１－①－ア 職業に関する学習機会

の充実 

経営者や従業員が必要としている知識・技術

の習得を図るため研修や講演会等を開催す

る他、従業員の新たな能力の開発を支援しま

す。 

経済課 

１－①－ア 職業に関する学習機会

の充実 

区内での創業や再就職を目指す人に対し、実

践的な知識・技術を学ぶ機会を提供します。 

経済課 

１－①－ア 生活技術を身につける

学習機会の充実 

安全で豊かに生活するための技術を身につ

けることのできる学習機会を充実します。 

経済課（消費生活セン

ター） 

１－①－ア 生活技術を身につける

学習機会の充実 

子どもの生活技術向上を高める学習機会を

提供します。 

経済課（消費生活セン

ター） 

１－①－ア 障害者とともに生きる

社会をつくるための学

習機会の設置 

障害者の自立を促し、障害者に対する理解を

深めるための学習機会を提供します。 

障害福祉課 

１－①－ア 文の京ハートフル工房

（障害者施設商品販売

会）における区内大学

との地域連携 

毎月1回開催されている文の京ハートフル工

房（障害者施設商品販売会）で、区内大学学

生との協働として販売会内でのイベント企画

等を行います。学生は障害者と接する学びの

機会となっています。 

障害福祉課 

１－①－ア レッドリボン展 ギャラリーシビックでエイズ啓発物を展示し

ます。 

予防対策課 

１－①－ア 自転車実技講習会 自転車の利用・点検や整備について理解を深

め、交通のきまり、約束等を守って安全な乗

車ができるようにします。 

管理課 

１－①－ア 自然散策会 自然の植物と親しみ、緑に対する関心を深め

るとともに、自然保護に対する意識の高揚を

図るため、自然散策会を開催します。 

みどり公園課 

１－①－ア 植物講演会 みどりに関する知識の普及及び啓発を行う

ため、小学生を対象とした講演会を開催しま

す。 

みどり公園課 
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体系№ 事業名 概要 担当課 

１－①－ア 苗木配付 みどりに関する知識の普及及び啓発を行う

ため、東京都苗木生産供給事業を活用し、文

京区民を対象とした苗木配付事業を実施し

ます。 

みどり公園課 

１－①－ア 親子環境教室 環境意識啓発を目的として「体験を通じて、

考え、調べ、学び、行動する」という体験型環

境学習の機会を提供します。 

環境政策課 

１－①－ア 文京ｅｃｏカレッジ公開

講座 

区内で活動しているリサイクル団体の企画に

よる公開講座を一般区民向けに行います。 

リサイクル清掃課 

１－①－ア 文京ｅｃｏカレッジ モ

ノ・フォーラム 

モノ・プランの推進を目指しごみ減量への区

民向けの普及啓発の一環として年1回フォー

ラムを開催します。 

リサイクル清掃課 

１－①－ア 家庭教育講座 家庭における教育力の向上のため、講座・講

演会を開催します。 

教育総務課 

１－①－ア 青少年委員による学校

支援活動等 

青少年委員会に、学校支援に深く関わりのあ

る事業を委託することにより、地域とのつな

がりを深め、地域全体で学校教育を支援する

体制づくりを推進するとともに、青少年の健

全育成を推進します。 

教育総務課 

１－①－ア 「 Society5.0 の 教

室」プロジェクト 

児童・生徒に一人一台ずつ配備されたタブレ

ット端末や、各教室に配置されているアクテ

ィブボードや電子黒板等 ICT機器、通信ネッ

ト ワ ー ク や ク ラ ウ ド 環 境 を 活 用 し 、

Society5.0 時代の到来を見据えた、従来

の指導方法にとらわれない新しい授業スタイ

ルを創造する。 

教育指導課 

１－①－ア 幼児・児童・生徒を対

象とした事業の充実 

児童館において、遊びを通じた学習の機会と

なり、かつ異年齢との交流の機会となる、幼

児・児童・生徒を対象とした事業を提供しま

す。 

児童青少年課 

１－①－ア 文京区「家庭の日」啓

発 

毎月第 2 日曜日を文京区「家庭の日」と定

め、家庭の意義を見直し、家族のふれあいや

結びつきを深めるため、各種啓発事業を展

開しています。 

児童青少年課 

１－①－ア 科学教育事業の充実

（子ども科学カレッジ） 

区内大学等の研究者を講師として招き、小学

校 4 年生～中学生を対象に、大学の高度な

学術研究の成果を体験できる講座を開催し

ます（全 15回を予定）。 

教育センター 

１－①－ア 教養を高める学習機会

の充実 

教養等に関する区民の要求に応える学習機

会を充実するため、政治や選挙に関する教養

講座を開催します。 

選挙管理委員会 

イ だれもが学びを実践できる支援の充実（p.24） 

１－①－イ 保育室の設置及び手

話通訳者の配置 

幼児を持つ親が学習活動に参加できるよう、

講座・講演会等の開催時に保育室を設置しま

す。 

障害者が講座・講演会等に参加できるよう、

希望者に手話通訳者を配置します。 

アカデミー推進課 

１－①－イ 夜間・休日の講座開設 平日の昼間に講座を受講することが困難な

方のために、平日夜間や休日にも講座を開

設します。 

アカデミー推進課 

１－①－イ 生涯学習の相談 区民がそれぞれのニーズや目的に応じて生

涯学習に取組めるよう総合的に紹介等を行

います。 

アカデミー推進課 

１－①－イ 学習関連情報の収集・

提供 

区が集約した行政機関学習関連情報に加え、

生涯学習関連機関の情報も積極的に収集、

一元化し、区民等に効果的に提供します。 

アカデミー推進課 
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 第４章 分野別事業一覧 

体系№ 事業名 概要 担当課 

１－①－イ 大学等の生涯学習情

報の収集 

大学の公開講座、社会人入学などに関する

情報を収集し、区民等に提供します。また、高

校の公開講座の情報も収集します。 

アカデミー推進課 

１－①－イ 文京アカデミア講座案

内、(公財)文京アカデ

ミーＨＰによる講座・講

演会案内及び申込受

付 

生涯学習講座の受講者募集に合わせ、講座

案内、区報、(公財)文京アカデミー広報紙な

どの活字メディアのほか、(公財)文京アカデ

ミーＨＰ内に講座案内を掲載。申込は、はが

きのほか、インターネットからも受け付けま

す。 

アカデミー推進課 

１－①－イ ＣＡＴＶによる情報提供 ＣＡＴＶによる生涯学習、スポーツ振興、文化

芸術、観光、国際交流関連情報を提供しま

す。 

広報課 

１－①－イ 区報の発行 区報により生涯学習関連情報を提供します。 広報課 

１－①－イ ホームページ・ＳＮＳ等

による情報発信 

ホームページ・ＳＮＳ等により生涯学習、スポ

ーツ振興、文化芸術、観光、国際交流関連情

報を発信します。 

広報課 

１－①－イ 生活情報誌の発行 わたしの便利帳により生涯学習関連情報を

提供します。 

広報課 

１－①－イ 外国語版生活便利帳

の発行 

外国語版生活便利帳を発行します（4 カ国語

併記  日本語・英語・中国語・ハングル)。 

広報課 

１－①－イ 「区報ぶんきょう」の多

言語化 

区報を多言語版アプリ「カタログポケット」で

配信します。（英語・中国語・ハングルを含む

10言語に対応） 

広報課 

１－①－イ 講座等での保育室の

設置 

子育て中の保護者が積極的に参加できるよ

う保育室を設置します。 

総務課 

１－①－イ 講座等での手話通訳

者の設置 

聴覚障害のある方が講座等に参加できるよ

う、手話通訳者を配置します。 

総務課 

１－①－イ ボランティア・市民活

動についての情報提

供・相談 

ボランティア・市民活動についての情報収集

を行い、活動に関する相談、ボランティアコ

ーディネートを行います。 

福祉政策課 

１－①－イ 地域学校協働本部事

業 

地域住民等が学校教育に対する支援活動を

行い、子どもたちの社会性、自主性、創造性

等の豊かな人間性の育成、地域社会全体の

教育力の向上を図ります。 

教育総務課 

１－①－イ 地域資料の充実 区史や古地図等の地域資料を用いた調査・

研究に資するため、資料の収集・提供を行う

ほか、資料を活用した特集展示などを行いま

す。また、貴重な資料を長期的に保存し、幅

広い利用者に提供するため、資料のデジタル

化を進め、ホームページでの閲覧環境を充実

させます。 

真砂中央図書館 

１－①－イ 図書館のインターネッ

ト環境の整備 

図書館資料の検索等、利用者が多様な情報

にアクセスし、必要な情報が収集できるよ

う、インターネット端末を設置するとともに、

公衆無線 LANサービスを提供します。 

真砂中央図書館 

１－①－イ 図書館ホームページの

充実 

利用者の利便性の向上を図るとともに、子ど

も・中高生向けページや電子書籍のページな

ど、様々な世代や利用目的に応じた情報発

信を行い、読書活動を推進します。 

真砂中央図書館 

１－①－イ 電子図書館機能の充

実 

電子書籍やオーディオブックといった電子媒

体資料や、デジタル化した地域資料を提供す

ることにより、図書館に来館することが困難

な方も含め、様々な利用者の読書活動を推

進します。 

真砂中央図書館 
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体系№ 事業名 概要 担当課 

ウ 身近な学習環境の充実（p.24） 

１－①－ウ 視聴覚資料等の貸出 学習や地域活動に必要な視聴覚学習資料を

地域の幼稚園、小・中学校、社会教育登録団

体、個人等に貸出しを行います。 

アカデミー推進課 

１－①－ウ 「文の京」施設予約ねっ

とシステム 

利用者サービス及び操作性向上の機能を持

った予約ネットシステムの活用により、施設

利用者へのさらなる利便性の向上を図りま

す。 

アカデミー推進課 

１－①－ウ 文京 e-ラーニング 外出困難な人や時間に制約のある人などを

対象に、時間や場所に関係なく各種講座等を

受講できるように、インターネットを活用した

講座を配信します。 

アカデミー推進課 

１－①－ウ 校外施設の区民利用 児童・生徒の心身の健全な育成を図るととも

に、区民の健康及び余暇活動を促進すること

を目的として設置されている八ケ岳高原学

園について、区民利用者数の増加を図りま

す。 

学務課 

１－①－ウ 学校施設の活用 区立小・中学校の屋内運動場・格技室・教室・

校庭を地域の団体等に開放します。 

学務課 

１－①－ウ 電子図書館機能の充

実 

電子書籍やオーディオブックといった電子媒

体資料や、デジタル化した地域資料を提供す

ることにより、図書館に来館することが困難

な方も含め、様々な利用者の読書活動を推

進します。 

真砂中央図書館 

エ 地域の学習拠点としての図書館づくり（p.25）  
１－①－エ 図書館サービスの充実 図書館資料やレファレンスサービス等の充実

を図るほか、各種行事や資料の特集展示な

どを行い、図書館の利用促進と区民の読書

活動の推進を図ります。 

真砂中央図書館 

１－①－エ 地域資料の充実 区史や古地図等の地域資料を用いた調査・

研究に資するため、資料の収集・提供を行う

ほか、資料を活用した特集展示などを行いま

す。また、貴重な資料を長期的に保存し、幅

広い利用者に提供するため、資料のデジタル

化を進め、ホームページでの閲覧環境を充実

させます。 

真砂中央図書館 

１－①－エ 図書館のインターネッ

ト環境の整備 

図書館資料の検索等、利用者が多様な情報

にアクセスし、必要な情報が収集できるよ

う、インターネット端末を設置するとともに、

公衆無線 LANサービスを提供します。 

真砂中央図書館 

１－①－エ 図書館ホームページの

充実 

利用者の利便性の向上を図るとともに、子ど

も・中高生向けページや電子書籍のページな

ど、様々な世代や利用目的に応じた情報発

信を行い、読書活動を推進します。 

真砂中央図書館 

１－①－エ 大学との連携による図

書館サービスの充実 

大学や学生との連携により、行事等の充実を

図ります。 

真砂中央図書館 

１－①－エ 子どもの読書活動の

推進 

子どもたちが生涯にわたり読書習慣を身に

つけられるよう、発達段階に応じた行事や読

書支援を行います。また、保護者への啓発や

地域団体等との連携により、子どもの読書環

境の整備に取り組みます。 

真砂中央図書館 

１－①－エ 大学連携による附属図

書館の区民開放 

区内大学附属図書館の区民開放により、区

民の学習活動を支援します。 

真砂中央図書館 

１－①－エ 外国語資料の充実 外国語資料の収集や利用案内の多言語化等

により、日本語を母国語としない利用者への

サービス向上を図ります。 

真砂中央図書館 
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 第４章 分野別事業一覧 

体系№ 事業名 概要 担当課 

② 学び続けるための活動の支援 

ア 区民の主体的な学習活動の支援（p.26） 

１－②－ア 資格取得キャリアアッ

プ講座 

区民の資格取得やキャリアアップを支援する

ため、区内大学と連携し、大学で開講する講

座を区民が受講する際に一部補助を行い、

区民の資格取得やキャリアアップを支援しま

す。 

アカデミー推進課 

１－②－ア 社会教育関係団体登

録制度による活動支援 

区民の自主的な文化・スポーツ・学習活動を

促進するため、一定の要件を満たす団体を社

会教育関係団体として登録し、施設の優先利

用や利用料金の減免などを行い、その活動

を支援します。 

アカデミー推進課 

スポーツ振興課 

１－②－ア 文京区生涯学習サーク

ル連絡会の支援 

文京区生涯学習サークル連絡会によって実

施される公開講座、合同学習会、史跡・施設

見学等の各種自主学習活動への支援を行い

ます。 

アカデミー推進課 

１－②－ア サークル活動の広報 アカデミー文京・地域アカデミー等において、

各団体の活動内容等を記載した社会教育関

係団体名簿の閲覧ができます。 

アカデミー推進課 

１－②－ア 男女平等センター資料

コーナーの充実 

関係機関との連携によって、男女平等参画に

関する情報や資料を収集し提供します。 

総務課 

１－②－ア 登録消費者団体との

連携 

必要とされる消費生活の情報提供を行い、

消費者団体の活動促進を図ります。 

経済課（消費生活セン

ター） 

１－②－ア とびだせ！消費者きょ

ういく 

区内各施設へ消費生活センターが出向き、若

者や高齢者の消費者被害防止のための講義

や相談を受け付けます。 

経済課（消費生活セン

ター） 

１－②－ア ボランティア・市民活

動についての情報提

供・相談 

ボランティア・市民活動についての情報収集

を行い、活動に関する相談、ボランティアコ

ーディネートを行います。 

福祉政策課 

１－②－ア 団体への講師派遣制

度の実施 

団体の自主的な学習を促進するため、学習

団体等が合同で講習会等行う場合に講師を

派遣します。 

保健サービスセンター 

イ 活動の成果を披露できる場の充実（p.27） 

１－②－イ 生涯学習フェア 文京アカデミア講座や区内大学生涯学習セ

ンターの紹介、講座受講相談を実施し、区民

に対し生涯学習活動への参加を促す機会を

つくるとともに、区内サークルの活動紹介や

体験コーナー、ステージでの活動発表等を行

うことにより、学習成果披露の場や区民同士

の交流の機会を提供します。 

アカデミー推進課 

１－②－イ いきいきシニアの集い 高齢者が地域社会や家庭等で幅広く培った、

豊かな経験や技術・知識を活かし、作品展示

などを通じて、他世代との交流を図るととも

に高齢者の生きがいの推進を図ります。 

高齢福祉課 

１－②－イ 「敬老の日施設開放」 高齢者の生活が健康で明るいものとなるこ

とを願って、福祉センター利用者と職員が一

緒になって「敬老の日」を祝います。 

内容は、敬老の日に高齢者自身が演芸大会

で歌・踊り・手品等の特技を披露し合い、お茶

会を催します。 

高齢福祉課（福祉セン

ター） 

１－②－イ 福祉センター祭り 福祉センターを利用している高齢者、障がい

者等が制作した作品の展示等を通じて、地域

社会との交流を図ります。また福祉センター

を利用する自主的サークルの活動発表の場

を提供します。 

高齢福祉課（福祉セン

ター） 
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体系№ 事業名 概要 担当課 

１－②－イ 世代や立場の違いを

超えた、さまざまな交

流の機会の提供 

障害者の自立を促し、障害者に対する理解を

深めるための交流の場をつくります（作品展

の実施）。 

障害福祉課 

１－②－イ 世代や立場の違いを

超えた、さまざまな交

流の機会の提供 

活動成果や施設の紹介、利用者と地域住民

との交流を図ります（福祉作業所一歩いっぽ

祭り）。 

障害福祉課 

１－②－イ 世代や立場の違いを

超えた、さまざまな交

流機会の提供（本郷福

祉センター） 

本郷福祉センター利用者の日常活動での成

果の発表等を通じて地域との交流を図りま

す（本郷福祉センターほんわか祭り）。 

障害福祉課 

１－②－イ 障害者とともに生きる

社会をつくるための学

習機会の設置 

障害者の自立を促し、障害者に対する理解を

深めるための学習機会を提供します（作品展

の実施）。 

障害福祉課 

１－②－イ ステージ・エコ リサイクル事業のひとつとして、区民ひろば

でフリーマーケットを開催し、ゲスト団体のブ

ースを併せて展開します。 

リサイクル清掃課 

１－②－イ 文京エコ・リサイクルフ

ェア 

地球環境に配慮した資源循環型社会の構築

を目指すため 3Ｒ推進月間に合わせて、リサ

イクル・環境団体の活動の成果を紹介し地域

住民との交流を図ります。 

リサイクル清掃課 

ウ 学びを通じた交流・仲間づくりの推進（p.27） 

１－②－ウ ふれあいサロン 地域活動センターにおいて、幅広い年代の区

民が参加する各種イベントや様々な教室を開

催し、生きがいづくりや区民間の交流の支

援、地域のさらなる活性化を目指します。 

区民課 

１－②－ウ 交流館における交流事

業の充実 

世代間を越えて、広く区民同士が交流を図れ

るよう、交流館において、様々な交流事業を

実施します。 

区民課 

１－②－ウ 各種サークル等の育成 区民の自主的な学習活動を促進するため、

各種サークルの支援を行います。 

経済課（消費生活セン

ター） 

１－②－ウ ボランティア活動基盤

づくり 

 ボランティア活動が円滑に行えるよう、ボ

ランティア保険に関する案内や資機材の整備

を行います。 

◎ボランティア活動室・機材の貸出し 

 印刷機、紙折り機、点字プリンター 

◎ボランティア保険の加入受付 

福祉政策課 

１－②－ウ ボランティアの交流・

協働への支援 

ボランティア・市民活動団体の交流を図り、

活動しやすい環境をつくる。また、多様な協

働を支援し、区内のボランティア活動がより

活発化するように働きかけます。 

福祉政策課 

１－②－ウ いきいきシニアの集い 高齢者が地域社会や家庭等で幅広く培った、

豊かな経験や技術・知識を活かし、作品展示

などを通じて、他世代との交流を図るととも

に高齢者の生きがいの推進を図ります。 

高齢福祉課 

１－②－ウ 文京区家族介護支援

事業 

区内に住所を有する、認知症の高齢者その

他在宅の介護が必要な高齢者を現に介護す

る方等を対象に、認知症家族交流会、介護教

室等を社会福祉法人等に委託して実施しま

す。主な事業内容は介護技術・方法に関する

指導、介護保険及び保健福祉に係るサービス

の情報提供、介護者同士の交流等です。ま

た、認知症の方やその家族だけではなく、地

域の方、介護保険の事業者や専門職の方な

ど、誰もが集い、話せる場として認知症カフ

ェを社会福祉法人等に委託して実施します。 

高齢福祉課 
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 第４章 分野別事業一覧 

体系№ 事業名 概要 担当課 

１－②－ウ 世代や立場の違いを

超えた、さまざまな交

流の機会の提供 

活動成果や施設の紹介、利用者と地域住民

との交流を図ります（福祉作業所一歩いっぽ

祭り）。 

障害福祉課 

１－②－ウ 世代や立場の違いを

超えた、さまざまな交

流機会の提供（本郷福

祉センター） 

本郷福祉センター利用者の日常活動での成

果の発表等を通じて地域との交流を図りま

す（本郷福祉センターほんわか祭り）。 

障害福祉課 

１－②－ウ 文京エコ・リサイクルフ

ェア 

地球環境に配慮した資源循環型社会の構築

を目指すため 3Ｒ推進月間に合わせて、リサ

イクル・環境団体の活動の成果を紹介し地域

住民との交流を図ります。 

リサイクル清掃課 

③ 学びの循環による地域づくり 

ア 地域の学びを促進する人材育成の推進（p.28） 

１－③－ア 人材育成のための講

座 

区や公益財団等と協働して事業を行う人材

を育成するため、「文の京生涯学習司」、「文

の京地域文化インタープリター」「文京アカデ

ミアサポーター」の３つの養成講座を実施し

ます。 

アカデミー推進課 

１－③－ア 学習支援者スキルアッ

プ講座 

財団と協働して事業を行う「文京アカデミア

サポーター」「文の京生涯学習司」「文の京地

域文化インタープリター」などの生涯学習支

援者を対象としたスキルアップ講座を実施

し、より多角的な活動が行える技能等を学習

する機会を提供します。 

アカデミー推進課 

１－③－ア 社会福祉士相談援助

技術現場実習 

社会福祉士の資格を取得する為の実習生の

受入れを行います。 

毎年８月下旬～１０月上旬までの期間で計１

８０時間 

福祉政策課 

１－③－ア ボランティアの育成 ボランティアに関する理解を深めボランティ

ア活動への参加を促進します。 

また、専門的な知識を持ったボランティアを

育成します。 

福祉政策課 

１－③－ア 傾聴ボランティア講習

会 

傾聴の技術を学び、施設などで傾聴ボランテ

ィア活動を行うことを目的としたボランティ

ア養成講座を開催します。 

福祉政策課 

１－③－ア 認知症サポーター養成

講座 

跡見学園女子大学で認知症サポーター養成

講座を実施します。 

高齢福祉課 

１－③－ア ボランティアの育成 ボランティアに関する理解を深めボランティ

ア活動への参加を促進します。 

また、専門的な知識を持ったボランティアを

育成します。 

障害福祉課 

１－③－ア 子育てサポーター認定

制度 

地域における子育て支援の担い手を育成す

るため、全国共通の子育て支援員制度と文

京区独自のカリキュラムで構成する子育てサ

ポーター認定制度を実施します。子育てサポ

ーターに認定された方は、社会福祉協議会が

ファミリー・サポート・センター事業を拡充し

て実施する訪問型保育事業の担い手として

活動します。 

今回、子育てサポーター認定制度における子

育て支援員研修について、区内大学との事

業連携により実施します。 

子育て支援課 

１－③－ア 環境ライフ講座 地域における環境保全の必要性を学び、自ら

環境保全の意識啓発に取り組み活動する人

材を育成することを目的とした講座を開催し

ます。 

環境政策課 
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体系№ 事業名 概要 担当課 

１－③－ア 文京ｅｃｏカレッジリサ

イクル推進サポーター

養成講座 

廃棄物を減量し資源循環型社会の構築を進

めるため、「文京ｅｃｏカレッジ」は、地域での

リサイクル推進活動および区のリサイクル事

業への区民への参画を進め、3Ｒの推進の実

践につながる人材の育成及び活用を図るた

めの「リサイクル推進サポーター」を養成しま

す。 

リサイクル清掃課 

１－③－ア PTA 育成(PTA 研修

会） 

PTA を育成するため、学習の場として、ま

た、PTA 相互の交流を図るため、研修会を

開催します。 

教育総務課 

１－③－ア PTA 育成(PTA 連合

会主催事業の支援） 

PTA 連合会事業を共催または支援すること

により、PTA を育成します。PTA 相互の連

携強化、家庭教育力の向上を図ります。 

教育総務課 

１－③－ア PTA育成（親子ふれあ

い教室） 

ＰＴＡが実施する親子のふれあいを深めるた

めの事業を支援し、経費の一部を負担しま

す。 

教育総務課 

１－③－ア 文京区青少年の社会

参加推進事業補助金 

区内で非営利活動を行う団体（NPO等）が実

施する、青少年の社会参加を推進する事業に

対して、経費の一部を補助します。これによ

り、当該事業の充実を図り、青少年が主体的

に社会と関わることができる機会や場を提

供し、青少年の社会参加を推進し、青少年の

自立を促進することを目的とします。 

児童青少年課 

１－③－ア 文京区青少年健全育

成会活動支援 

青少年の健全育成のため活動している文京

区青少年健全育成会（９地区）を支援します。 

児童青少年課 

イ 人材活用の仕組みの構築（p.29） 

１－③－イ 区民プロデュース講座 区民の学習成果を活かし、地域に根差した生

涯学習を推進するため、個人・ＮＰＯ等の団体

が企画する講座を公募して実施します。 

アカデミー推進課 

１－③－イ 区民プロデュース講座

の企画支援 

区民プロデュース講座企画者の負担を軽減

し、企画を支援するための取り組みを実施し

ます。 

アカデミー推進課 

１－③－イ 各種講座・展示会の企

画への起用 

インタープリターや生涯学習司等の活躍を支

援し、区の文化事業に活かしていく事業（企

画展等）を展開していきます。 

アカデミー推進課 

ウ 地域の資源を活かして学びを深める取組の推進（p.29） 

１－③－ウ 大学プロデュース特別

公開講座（学長講演

会） 

大学の持つ高度で専門的な学習機能や人材

を活用した事業として、大学プロデュース特

別公開講座（大学学長の講演会）を実施しま

す。 

アカデミー推進課 

１－③－ウ 地域に関する講座 文京アカデミア講座、文京いきいきアカデミ

アの中で地域に関する講座を実施し、文京区

の歴史・文化・自然を学び、地域文化を考え

るための学習機会を提供します。 

アカデミー推進課 

１－③－ウ 大学連携による各種事

業 

区民のニーズにあった生涯学習機会を提供

するため、大学と連携した事業を展開しま

す。 

アカデミー推進課 

１－③－ウ 区内大学学長懇談会

の実施 

区内大学学長懇談会を開催し、区と大学との

連携の強化を図ります。 

アカデミー推進課 

１－③－ウ 区内大学等との連携

の拡大 

区民にとって大学を文化的資産ととらえ、区

と大学が相互に協力することで、文化・教育

の学びの場としての賑わいを図り、文京区の

魅力を高め、地域社会の活性化を目指しま

す。 

アカデミー推進課 
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 第４章 分野別事業一覧 

体系№ 事業名 概要 担当課 

１－③－ウ 大学の人材の起用 大学プロデュース講座・大学プロデュース特

別公開講座（学長講演会）を充実させること

で区内大学の人材を講師等として起用しま

す。 

アカデミー推進課 

１－③－ウ 文京お届け講座 区民の自主的な学習活動を支援するととも

に、区の職員が地域の団体の要望に応じて

講師として職務に関する話をすることで、職

員の意識改革と住民との協働関係の醸成を

図ります。 

アカデミー推進課 

１－③－ウ 「文京学」講座 文京アカデミア講座、文京いきいきアカデミ

ア講座の中で地域に関する講座を実施し 、

文京区の歴史・文化・自然を学び、地域文化

を考えるための学習機会を提供します。 

アカデミー推進課 

１－③－ウ 地域に関する学習機会

の充実 

町会の発行する地域広報紙によって地域の

現状や歴史・伝統文化を知るための学習機会

を提供します。 

区民課 

１－③－ウ お茶大こども園フォー

ラム 

平成28年４月に開設した区立保育所型認定

こども園の運営を、お茶の水女子大学に委託

しており、こども園の運営を通じた研究成果

の還元として、お茶大こども園フォーラムを

年に 1回開催しています。 

幼児保育課 

１－③－ウ 木のクイズラリーイン

教育の森公園 

教育の森公園とその周辺にある複数の樹木

を、地図を頼りにまわり、クイズに答えながら

シールを集めてもらいます。全てのシールを

集めた児童には記念品をプレゼントします。 

みどり公園課 

１－③－ウ 社会科副読本の作成

及び購入(地域につい

ての学習の推進) 

地域の歴史や伝統・文化を理解するため社会

科副読本（小学校「わたしたちの文京区」「わ

たしたちの東京」、中学校「わがまち文京」）を

作成・購入します。 

教育指導課 

１－③－ウ 東京大学総合研究博

物館スクール・モバイ

ル・ミュージアム（地域

大学等連携事業） 

平成 29 年度からは地域大学等連携事業と

して、東京大学総合研究博物館の研究成果

を教育センターで展示し、トークイベント等を

実施します。 

教育センター 

１－③－ウ 大学連携による附属図

書館の区民開放 

区内大学附属図書館の区民開放により、区

民の学習活動を支援します。 

真砂中央図書館 
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２．スポーツ 

体系№ 事業名 概要 担当課 

① だれもがスポーツを身近に感じる機会の拡充    

ア スポーツの楽しさを知る機会の創出（p.35） 

２－①－ア 初心者向けスポーツ教

室 

区民の健康の維持・増進及びスポーツを続け

るきっかけづくりの機会として、区民が気軽

にスポーツを体験できる各種初心者向けス

ポーツ教室を開催します。 

スポーツ振興課 

２－①－ア 小・中学生向けスポー

ツ教室 

子どもたちの心身の健全な育成とジュニアス

ポーツの振興を図るため、水泳、スキー、ロー

ラースポーツ等をはじめとした各種スポーツ

教室を開催します。 

スポーツ振興課 

２－①－ア 親子向けスポーツ教室 親子や参加者同士のスポーツ活動を通じ、次

代を担う子どもたちを健全に育成するとと

もに、スポーツに親しみをもつきっかけづく

りの機会とするため、親子スポーツ教室を開

催する。 

スポーツ振興課 

２－①－ア スポーツの日事業 子どもから高齢者まで幅広い年齢層の区民

が、スポーツの楽しさを知り自らの健康の維

持・増進を図るきっかけをつくるため、スポ

ーツの日事業を開催します。 

スポーツ振興課 

２－①－ア スポーツ交流ひろばの

充実 

区立小・中学校の体育館や校庭を活用し、地

域の指導員の指導のもと曜日や種目を設定

し、区民の身近なスポーツ活動の場として開

放します。 

スポーツ振興課 

２－①－ア 各種区民スポーツ大会

等の開催 

区民の日頃のスポーツ活動の成果を試す機

会の場として、各種区民スポーツ大会を開催

します。 

スポーツ振興課 

２－①－ア アウトドアスポーツ事

業 

東京近郊での軽登山やノルディックウォーキ

ングなどの自然のなかで楽しめるスポーツ

事業を実施します。 

スポーツ振興課 

２－①－ア シニア向けスポーツ教

室 

水泳や体操などの種目や運動など、シニア世

代がスポーツを楽しむことのできる教室を実

施します。 

スポーツ振興課 

２－①－ア 着衣泳講習会 海水浴や川遊びなど夏のレジャーシーズンを

前に、水の事故に遭遇した際の自己対処法を

学ぶため、着衣泳教室を実施します。 

スポーツ振興課 

２－①－ア 障害者のスポーツ施設

利用促進事業 

障害のある方に地域のスポーツ施設を気軽

に利用していただけるよう、東京都障害者総

合スポーツセンターの協力のもと、個人での

利用をサポートする事業を行います。 

スポーツ振興課 

２－①－ア まるごと子育て応援未

就学児童の遊び場開

放事業 

子どもが外で自由に遊ぶ場所が不足してい

る現状をふまえ、屋外スポーツ施設（六義公

園運動場及び後楽公園少年野球場）を活用

し、未就学児童を対象に外遊びの機会を提

供します。 

１ あおぞらすくすく広場 

→施設の無料開放。（個人向け、園庭のない

保育園等向け） 

２ 親子すくすく教室 

→未就学児とその保護者向けのスポーツ教

室 

３ 園児すくすくプログラム 

→園庭のない保育園等を対象として、後楽公

園少年野球場にてスポーツプログラムを実

施する。 

スポーツ振興課 
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 第４章 分野別事業一覧 

体系№ 事業名 概要 担当課 

２－①－ア スポーツ推進委員会活

動への支援 

スポーツ推進委員への研修会の実施や委託

事業等を通じて、活動への支援を実施しま

す。 

スポーツ振興課 

イ ユニバーサルスポーツの普及振興（p.36）    

２－①－イ ニュースポーツ教室・

大会 

障害の有無や年齢に関わらず一緒に楽しむ

ことができるドッヂビーやボッチャ等の各種

ニュースポーツ教室や大会を実施します。 

スポーツ振興課 

２－①－イ スポ・レクひろば 知的障害のある方を主な対象に各種スポー

ツ・レクリエーション活動を行い、楽しみなが

ら体を動かすことを通じて、仲間づくりの機

会とスポーツへのきっかけづくりの場を提供

します。 

スポーツ振興課 

２－①－イ 障害者スポーツ体験教

室 

障害のある方が気軽にスポーツ活動に参加

できる機会とし、様々な障害者スポーツの種

目を体験できる教室を開催します。 

スポーツ振興課 

２－①－イ 障害者スポーツ指導員

資格取得の支援 

スポーツ指導者が障害者スポーツの指導員

資格を取得するための費用の助成や活動の

場についてサポートを行います。 

スポーツ振興課 

２－①－イ 障害者のスポーツ施設

利用促進事業 

障害のある方に地域のスポーツ施設を気軽

に利用していただけるよう、東京都障害者総

合スポーツセンターの協力のもと、個人での

利用をサポートする事業を行います。 

スポーツ振興課 

ウ スポーツ観戦の場と機会の拡充（p.36）   

２－①－ウ スポーツ・パブリックビ

ューイング 

区民ひろばやシビックホールなどで、ワール

ドカップやオリンピック・パラリンピックなど

のパブリックビューイングを開催し、皆で観

戦する楽しさを共有します。 

スポーツ振興課 

２－①－ウ 読売巨人軍との協定に

基づく事業の実施 

読売巨人軍との協定に基づき、観戦事業の

ほか、選手との触れ合いの場や走り方・投げ

方教室等の各種事業を展開します。 

スポーツ振興課 

２－①－ウ 文京 LB レディース支

援事業 

地域の大学や企業との連携により設立した

女子サッカーチーム「文京ＬＢレディース」の

活動を支援し、区民等が身近なチームの試合

観戦を通じて、地域で応援できる環境を整え

ます。 

スポーツ振興課 

２－①－ウ 日本サッカー協会との

協定に基づく事業の実

施 

スポーツをより身近なものとするため、日本

サッカー協会との協定に基づき、サッカー教

室等をはじめ、各種事業を展開します。 

スポーツ振興課 

２－①－ウ 講道館との協力に基づ

く事業の実施 

講道館との協力により、スポーツに触れる機

会を拡大するため、講習会等、各種事業を展

開します。 

スポーツ振興課 

２－①－ウ 地域のスポーツ団体等

との連携による事業展

開 

区内に拠点をもつスポーツ団体等との協力・

連携により、スポーツ体験教室や大会等を実

施します。 

スポーツ振興課 

２－①－ウ パラリンピアンと楽し

む障害者スポーツ事業 

パラリンピアンを招き、ボッチャなどのだれ

もが楽しむことのできるスポーツ体験事業を

開催します。 

スポーツ振興課 

エ スポーツボランティア等の活動支援（p.37）    

２－①－エ スポーツボランティア

情報の発信 

スポーツボランティア参加イベントの募集や

活動状況の報告、参加者の声等、スポーツボ

ランティアに関する情報を広く発信します。 

スポーツ振興課 

２－①－エ スポーツボランティア

の養成 

地域の生涯スポーツ・レクリエーションの振興

を推進するため、「支えるスポーツ」の担い手

として、スポーツボランティアを登録・養成・

派遣します。 

スポーツ振興課 
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体系№ 事業名 概要 担当課 

２－①－エ 障害者スポーツ指導員

資格取得の支援 

スポーツ指導者が障害者スポーツの指導員

資格を取得するための費用の助成や活動の

場についてサポートを行います。 

スポーツ振興課 

② いつでも、どこでも、いつまでもスポーツに親しむことができる環境づくり    

ア 気軽にスポーツを楽しめる環境の整備（p.38）    

２－②－ア 一般向けスポーツ教室 幅広い年齢層の区民の健康・体力づくりを推

進するため、各種スポーツやレクリエーション

教室を開催します。 

スポーツ振興課 

２－②－ア スポーツ施設の整備と

活用促進 

区立スポーツ施設の快適な環境への整備を

はじめ、区立学校施設等の活用による、スポ

ーツ活動の場の整備を進めていきます。 

スポーツ振興課 

２－②－ア スポーツの日事業 子どもから高齢者まで幅広い年齢層の区民

が、スポーツの楽しさを知り自らの健康の維

持・増進を図るきっかけをつくるため、スポ

ーツの日事業を開催します。 

スポーツ振興課 

２－②－ア スポーツ交流ひろばの

充実 

区立小・中学校の体育館や校庭を活用し、地

域の指導員の指導のもと曜日や種目を設定

し、区民の身近なスポーツ活動の場として開

放します。 

スポーツ振興課 

２－②－ア 障害者のスポーツ施設

利用促進事業 

障害のある方に地域のスポーツ施設を気軽

に利用していただけるよう、東京都障害者総

合スポーツセンターの協力のもと、個人での

利用をサポートする事業を行います。 

スポーツ振興課 

２－②－ア まるごと子育て応援未

就学児童の遊び場開

放事業 

子どもが外で自由に遊ぶ場所が不足してい

る現状をふまえ、屋外スポーツ施設（六義公

園運動場及び後楽公園少年野球場）を活用

し、未就学児童を対象に外遊びの機会を提

供します。 

１ あおぞらすくすく広場 

→施設の無料開放。（個人向け、園庭のない

保育園等向け） 

２ 親子すくすく教室 

→未就学児とその保護者向けのスポーツ教

室 

３ 園児すくすくプログラム 

→園庭のない保育園等を対象として、後楽公

園少年野球場にてスポーツプログラムを実

施する。 

スポーツ振興課 

イ スポーツに関する情報の発信と相談体制の整備（p.39）    

２－②－イ スポーツ交流ひろば通

信の発行 

スポーツ交流ひろばの指導者に向け、スポー

ツ振興に関する情報等を発信します。 

スポーツ振興課 

２－②－イ 地域スポーツ情報の提

供 

地域スポーツを普及・振興するため、地域ス

ポーツ情報を提供します。 

スポーツ振興課 

２－②－イ 各種メディアとの連携

推進 

区の魅力的なスポーツ事業等の取り組みを

報道機関等をはじめ各種メディアにリリース

し、広く内外へ発信します。 

スポーツ振興課 

２－②－イ スポーツボランティア

情報の発信 

スポーツボランティア参加イベントの募集や

活動状況の報告、参加者の声等、スポーツボ

ランティアに関する情報を広く発信します。 

スポーツ振興課 

２－②－イ ＣＡＴＶによる情報提供 ＣＡＴＶによる生涯学習、スポーツ振興、文化

芸術、観光、国際交流関連情報を提供しま

す。 

広報課 

２－②－イ 区報の発行 区報により生涯学習関連情報を提供します。 広報課 

２－②－イ ホームページ・ＳＮＳ等

による情報発信 

ホームページ・ＳＮＳ等により生涯学習、スポ

ーツ振興、文化芸術、観光、国際交流関連情

報を発信します。 

広報課 
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 第４章 分野別事業一覧 

体系№ 事業名 概要 担当課 

２－②－イ 生活情報誌の発行 わたしの便利帳により生涯学習関連情報を

提供します。 

広報課 

２－②－イ 外国語版生活便利帳

の発行 

外国語版生活便利帳を発行します（4 カ国語

併記  日本語・英語・中国語・ハングル)。 

広報課 

２－②－イ 「区報ぶんきょう」の多

言語化 

区報を多言語版アプリ「カタログポケット」で

配信します。（英語・中国語・ハングルを含む

10言語に対応） 

広報課 

ウ スポーツを楽しむ人を増やす事業の展開（p.40）    

２－②－ウ 社会教育関係団体登

録制度による活動支援 

区民の自主的な文化・スポーツ・学習活動を

促進するため、一定の要件を満たす団体を社

会教育関係団体として登録し、施設の優先利

用や利用料金の減免などを行い、その活動

を支援します。 

アカデミー推進課 

スポーツ振興課 

２－②－ウ 地域スポーツ団体の支

援・育成 

地域・生涯スポーツの普及・発展のため、各種

区民大会や教室事業等の開催を委託し、自

主的なスポーツ活動を行う団体を育成しま

す。 

スポーツ振興課 

２－②－ウ 個人利用のためのスポ

ーツ施設の開放と指導

員によるアドバイス 

水泳、卓球、バドミントン、バスケットボール、

バレーボール、ビーチボール、合気道、弓道、

アーチェリー、柔道、剣道、ミニテニスなどの

種目について、指導員を配置し、個人向けに

スポーツ施設を開放します。 

スポーツ振興課 

２－②－ウ 文京区表彰要綱に基

づく顕彰事業 

スポーツの分野で、全国規模又は東京都の競

技大会等において、優秀な成績や優れた功

績があった区内の選手・団体に対し、表彰し

ます。 

スポーツ振興課 

２－②－ウ スポーツ指導者地域派

遣 

区民の自主的なスポーツ・レクリエーション活

動を促進するため、区内スポーツ団体やＰＴ

Ａ等の地域に対し、スポーツ指導者を派遣

し、支援します。 

スポーツ振興課 

２－②－ウ スポーツの日事業 子どもから高齢者まで幅広い年齢層の区民

が、スポーツの楽しさを知り自らの健康の維

持・増進を図るきっかけをつくるため、スポ

ーツの日事業を開催します。 

スポーツ振興課 

２－②－ウ スポーツ交流ひろばの

充実 

区立小・中学校の体育館や校庭を活用し、地

域の指導員の指導のもと曜日や種目を設定

し、区民の身近なスポーツ活動の場として開

放します。 

スポーツ振興課 

２－②－ウ 各種区民スポーツ大会

等の開催 

区民の日頃のスポーツ活動の成果を試す機

会の場として、各種区民スポーツ大会を開催

します。 

スポーツ振興課 

２－②－ウ スポーツ推進委員会活

動への支援 

スポーツ推進委員への研修会の実施や委託

事業等を通じて、活動への支援を実施しま

す。 

スポーツ振興課 

エ スポーツ指導者等の育成と確保、技術の強化（p.40）    

２－②－エ スポーツ推進委員・ス

ポーツリーダー等の委

嘱 

地域の生涯スポーツ・レクリエーション等の普

及・振興及び区民の自主的なスポーツ活動を

支援するため、スポーツ推進委員やスポーツ

リーダー等を委嘱します。 

スポーツ振興課 

２－②－エ スポーツ指導者の育成 スポーツ指導者の資質向上を図るため、スポ

ーツ推進委員、スポーツリーダー、スポーツ

交流ひろばの指導員等を対象に各種研修会

を実施します。 

スポーツ振興課 

２－②－エ スポーツ推進委員会活

動への支援 

スポーツ推進委員への研修会の実施や委託

事業等を通じて、活動への支援を実施しま

す。 

スポーツ振興課 
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体系№ 事業名 概要 担当課 

２－②－エ 介護予防ボランティア

指導者等養成事業 

身近な地域において介護予防を推進するた

め、文の京介護予防体操や転倒骨折予防体

操の指導及び普及啓発を行う区民ボランテ

ィアを養成するとともに、高齢者等の社会参

加の場の推進を図っています。 

高齢福祉課 

オ 心身の健康づくり（p.41）    

２－②－オ 小・中学生向けスポー

ツ教室 

子どもたちの心身の健全な育成とジュニアス

ポーツの振興を図るため、水泳、スキー、ロー

ラースポーツ等をはじめとした各種スポーツ

教室を開催します。 

スポーツ振興課 

２－②－オ 親子向けスポーツ教室 親子や参加者同士のスポーツ活動を通じ、次

代を担う子どもたちを健全に育成するとと

もに、スポーツに親しみをもつきっかけづく

りの機会とするため、親子スポーツ教室を開

催する。 

スポーツ振興課 

２－②－オ スポーツ交流ひろばの

充実 

区立小・中学校の体育館や校庭を活用し、地

域の指導員の指導のもと曜日や種目を設定

し、区民の身近なスポーツ活動の場として開

放します。 

スポーツ振興課 

２－②－オ シニア向けスポーツ教

室 

水泳や体操などの種目や運動など、シニア世

代がスポーツを楽しむことのできる教室を実

施します。 

スポーツ振興課 

２－②－オ 着衣泳講習会 海水浴や川遊びなど夏のレジャーシーズンを

前に、水の事故に遭遇した際の自己対処法を

学ぶため、着衣泳教室を実施します。 

スポーツ振興課 

２－②－オ 障害者のスポーツ施設

利用促進事業 

障害のある方に地域のスポーツ施設を気軽

に利用していただけるよう、東京都障害者総

合スポーツセンターの協力のもと、個人での

利用をサポートする事業を行います。 

スポーツ振興課 

２－②－オ 介護予防普及啓発事

業 

高齢者が閉じこもりや要介護状態になること

を予防するため、地域の身近な施設で文の

京介護予防体操や転倒骨折予防教室等各種

教室を実施しています。また、介護予防に関

する知識とその重要性を理解してもらうた

め、講演会等を実施しています。 

高齢福祉課 

２－②－オ 短期集中予防サービス 健康質問調査票（基本チェックリスト）により

生活機能の低下がみられる高齢者を対象に

要介護状態になることを予防するため、専門

職による体操や講義等を行うプログラム事

業を実施します。 

高齢福祉課 

２－②－オ からだコンディショニ

ング事業（福祉センタ

ー江戸川橋・湯島） 

高齢者の心肺機能や運動機能の低下を防

ぎ、要介護及び要支援状態になることを予防

するための健康維持事業を行います。 

※「すこやか体操」（音羽）「心もからだもいき

いき体操」（湯島分館）の後継事業（平成 28

年度より） 

高齢福祉課（福祉セン

ター） 

２－②－オ スポーツ活動への参加

機会の充実 

区民の健康維持・増進のため、スポーツやレ

クリエーションに関する機会を提供します。 

障害福祉課 

２－②－オ 健康・体力づくりのた

めの事業の充実 

（公害保健福祉・予防

事業） 

区民の健康・体力づくりを支援するための事

業を実施します。 

予防対策課 

２－②－オ 健康教育 区民の健康の保持･増進を図るため、生活習

慣病予防等の講演会を開催します。 

保健サービスセンター 

２－②－オ 健康・体力づくりのた

めの事業の充実 

区民の健康・体力づくりを支援するため、広

く区民を対象にした講演会等を行います。 

学務課 
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 第４章 分野別事業一覧 

体系№ 事業名 概要 担当課 

２－②－オ 健康・体力増進事業 体力アップトレーナーや体力向上アドバイザ

ー等の授業支援人材を学校に派遣します。ま

た、区内大学や医療機関と連携した外部講師

によるがんに関する出前授業を実施します。 

教育センター 

③ スポーツの力を活用した地域づくり    

ア スポーツを通じた仲間づくりと地域づくり（p.42）    

２－③－ア 親子向けスポーツ教室 親子や参加者同士のスポーツ活動を通じ、次

代を担う子どもたちを健全に育成するとと

もに、スポーツに親しみをもつきっかけづく

りの機会とするため、親子スポーツ教室を開

催する。 

スポーツ振興課 

２－③－ア アウトドアスポーツ事

業 

東京近郊での軽登山やノルディックウォーキ

ングなどの自然のなかで楽しめるスポーツ

事業を実施します。 

スポーツ振興課 

２－③－ア スポ・レクひろば 知的障害のある方を主な対象に各種スポー

ツ・レクリエーション活動を行い、楽しみなが

ら体を動かすことを通じて、仲間づくりの機

会とスポーツへのきっかけづくりの場を提供

します。 

スポーツ振興課 

２－③－ア 児童館合同卓球大会 スポーツを通じて各児童館の交流を図りま

す。 

児童青少年課 

イ プロスポーツ団体等との連携・協働（p.43）   

２－③－イ スポーツ・パブリックビ

ューイング 

区民ひろばやシビックホールなどで、ワール

ドカップやオリンピック・パラリンピックなど

のパブリックビューイングを開催し、皆で観

戦する楽しさを共有します。 

スポーツ振興課 

２－③－イ 読売巨人軍との協定に

基づく事業の実施 

読売巨人軍との協定に基づき、観戦事業の

ほか、選手との触れ合いの場や走り方・投げ

方教室等の各種事業を展開します。 

スポーツ振興課 

２－③－イ 日本サッカー協会との

協定に基づく事業の実

施 

スポーツをより身近なものとするため、日本

サッカー協会との協定に基づき、サッカー教

室等をはじめ、各種事業を展開します。 

スポーツ振興課 

２－③－イ 地域のスポーツ団体等

との連携による事業展

開 

区内に拠点をもつスポーツ団体等との協力・

連携により、スポーツ体験教室や大会等を実

施します。 

スポーツ振興課 

ウ 東京2020大会におけるレガシーの継承と活用（p.44）    

２－③－ウ スポーツ指導者派遣 自主的なスポーツ活動を行う区民の団体等

へスポーツ指導者を派遣し、スポーツの競技

力を向上させます。 

スポーツ振興課 

２－③－ウ 自治体交流ジュニアサ

ッカー大会 

スポーツ祭東京2013で、少年サッカーを開

催した自治体等に協力を呼びかけ、各自治体

と競技団体の協力により、各区の代表チーム

によるサッカー大会を開催し、広域的な交流

をします。 

スポーツ振興課 

２－③－ウ カイザースラウテルン

市長杯文京区少年サッ

カー大会 

姉妹都市提携のカイザースラウテルン市（ド

イツ）が 2006 年のワールドカップドイツ大

会で開催都市となったことを記念し、平成

16年より大会を実施しています。 

スポーツ振興課 

２－③－ウ ニュースポーツ教室・

大会 

障害の有無や年齢に関わらず一緒に楽しむ

ことができるドッヂビーやボッチャ等の各種

ニュースポーツ教室や大会を実施します。 

スポーツ振興課 

２－③－ウ 障害者スポーツ体験教

室 

障害のある方が気軽にスポーツ活動に参加

できる機会とし、様々な障害者スポーツの種

目を体験できる教室を開催します。 

スポーツ振興課 

２－③－ウ 障害者スポーツ指導員

資格取得の支援 

スポーツ指導者が障害者スポーツの指導員

資格を取得するための費用の助成や活動の

場についてサポートを行います。 

スポーツ振興課 
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体系№ 事業名 概要 担当課 

エ 人材・組織（町会・地域クラブ）との連携・協働（p.45）    

２－③－エ 地域スポーツクラブの

育成 

地域のスポーツクラブを育成・支援するとと

もに、新たな地域スポーツクラブの可能性を

探ります。 

スポーツ振興課 

２－③－エ 文京 LB レディース支

援事業 

地域の大学や企業との連携により設立した

女子サッカーチーム「文京ＬＢレディース」の

活動を支援し、区民等が身近なチームの試合

観戦を通じて、地域で応援できる環境を整え

ます。 

スポーツ振興課 

２－③－エ 地域スポーツ団体の支

援・育成 

地域・生涯スポーツの普及・発展のため、各種

区民大会や教室事業等の開催を委託し、自

主的なスポーツ活動を行う団体を育成しま

す。 

スポーツ振興課 

２－③－エ スポーツ指導者地域派

遣 

区民の自主的なスポーツ・レクリエーション活

動を促進するため、区内スポーツ団体やＰＴ

Ａ等の地域に対し、スポーツ指導者を派遣

し、支援します。 

スポーツ振興課 

オ スポーツの魅力を体感する機会の充実（p.45）    

２－③－オ 初心者向けスポーツ教

室 

区民の健康の維持・増進及びスポーツを続け

るきっかけづくりの機会として、区民が気軽

にスポーツを体験できる各種初心者向けス

ポーツ教室を開催します。 

スポーツ振興課 

２－③－オ 小・中学生向けスポー

ツ教室 

子どもたちの心身の健全な育成とジュニアス

ポーツの振興を図るため、水泳、スキー、ロー

ラースポーツ等をはじめとした各種スポーツ

教室を開催します。 

スポーツ振興課 

  



 

107 

 第４章 分野別事業一覧 

３．文化芸術 

体系№ 事業名 概要 担当課 

① だれもが、いつでも、どこでも文化芸術を鑑賞できる環境づくり【みる（鑑賞・観覧等）】 

ア だれもが文化芸術を身近に鑑賞できる機会の充実（p.50）    

３－①－ア 文化・芸術に親しむ発

表会、大会等の実施 

文京区秋の文化祭（華道展、茶会、書道展、絵

画展）、各種つどい・大会事業（民謡、謡曲、吟

剣詩舞道、合唱、日本舞踊、三曲、民踊）企画

展、区民能楽鑑賞会を実施します。 

アカデミー推進課 

３－①－ア 事業提携楽団によるコ

ンサート 

区及び（公財）文京アカデミーと事業提携を

結ぶ、東京フィルハーモニー交響楽団及びシ

エナ・ウインド・オーケストラの協力により文

化・芸術の振興を図ります。 

アカデミー推進課 

３－①－ア カレッジコンサート 教育機関が集中している文京区の特徴を活

かし、区内の音楽文化の充実・発展や学生間

の交流を目的に、区内の大学及び専門学校

の音楽クラブ・サークル等によるコンサート

を実施します。 

アカデミー推進課 

３－①－ア まるキャンマーケット 文京区をまるごとキャンパスに見立て、区内

各所において、様々な人々が文化芸術を見

て、聴いて、体験できる様々なイベントを実

施します。 

アカデミー推進課 

イ 多様な手法による文化芸術の鑑賞機会の提供（p.51）    

３－①－イ 小・中学生のための出

前コンサート 

子どもたちが身近に文化芸術に触れる機会

を提供するため、区及び（公財）文京アカデミ

ーが事業提携する団体による区立小中学校

への出前コンサートを行います。 

アカデミー推進課 

３－①－イ 文の京コミュニティコ

ンサート 

文京ミューズネット等、区内文化施設におい

て、施設の雰囲気や特長を活かしたミニ・コ

ンサートを行い、音楽等を気軽に楽しむ機会

を提供します。 

アカデミー推進課 

３－①－イ 「アートウォール・シビ

ック」への作品展示 

若手芸術家の育成を図るため、シビックセン

ターの壁面を利用して平面美術作品の展示

を行い、同時に区民が身近に芸術に触れる

機会とします。 

アカデミー推進課 

３－①－イ 朗読コンテスト 文化人顕彰事業の一環として行うもので、文

京ゆかりの作家の作品を課題作として、朗読

コンテストを行います。跡見学園女子大学と

の大学連携により実施します。 

アカデミー推進課 

３－①－イ シビックコンサート クラッシック・ポップス・ジャズなどの名曲を、

管弦楽アンサンブルや声楽にのせて区内の

大学及び専門学校生等がお届けするランチ

タイムコンサートを実施します。 

アカデミー推進課 

３－①－イ 新・観潮楼歌会 森鷗外を中心に多くの文人たちが集い、交流

した「観潮楼歌会」にちなみ、幅広い文化・芸

術体験事業を展開します。 

アカデミー推進課 

３－①－イ 文学散歩 観潮楼跡地以外での広域な鷗外縁の地を巡

り、その功績を改めて感じる事業を実施しま

す。 

アカデミー推進課 

３－①－イ 夜能動画配信事業 公益社団法人宝生会による有料動画配信を

利用し、区民が能楽動画を観賞できるように

することで、コロナ禍における文化施策の一

つとして、自宅等にいながらも宝生流の能楽

を観賞し、区の有する貴重な文化資源に触れ

る機会を創出します。 

アカデミー推進課 
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体系№ 事業名 概要 担当課 

ウ 活動につながる契機としての鑑賞機会の提供（p.51） 

３－①－ウ 文化・芸術に親しむ発

表会、大会等の実施 

文京区秋の文化祭（華道展、茶会、書道展、絵

画展）、各種つどい・大会事業（民謡、謡曲、吟

剣詩舞道、合唱、日本舞踊、三曲、民踊）企画

展、区民能楽鑑賞会を実施します。 

アカデミー推進課 

② だれもが文化芸術活動を楽しむことができる機会の創出【する（活動・参加等）】 

ア 文化芸術活動を楽しむことのできる機会の充実（p.52）    

３－②－ア かるたの街文京を発

信！ 

文京区にゆかりある小倉百人一首かるたの

魅力を発信するため、講演会や体験イベン

ト、かるた教室等を実施します。 

アカデミー推進課 

３－②－ア 文の京ワークショップ 「現代の観潮楼＝交流サロン」として、森鷗外

を中心テーマに幅広い利用者をひきつける

多彩な事業を展開します。持続的な集客を図

るとともに森鷗外や「文の京」を広く発信しま

す。 

アカデミー推進課 

３－②－ア 鷗外講座 森鷗外の生涯や作品について、多角的に分

かりやすく紹介・解説します。 

アカデミー推進課 

３－②－ア 記念日イベント 森鷗外に関する記念日に講演会、イベント、

来館者サービスを行い鷗外に関して親しみ

を持てる取り組みを行います。 

アカデミー推進課 

３－②－ア 朗読会 鷗外作品の魅力を、朗読という形で訴求する

プログラムを展開します。 

アカデミー推進課 

３－②－ア まるキャンマーケット 文京区をまるごとキャンパスに見立て、区内

各所において、様々な人々が文化芸術を見

て、聴いて、体験できる様々なイベントを実

施します。 

アカデミー推進課 

３－②－ア 朗読コンテスト 文化人顕彰事業の一環として行うもので、文

京ゆかりの作家の作品を課題作として、朗読

コンテストを行います。跡見学園女子大学と

の大学連携により実施します。 

アカデミー推進課 

イ 市民団体等の活動に対する支援の充実（p.53）    

３－②－イ 社会教育関係団体登

録制度による活動支援 

区民の自主的な文化・スポーツ・学習活動を

促進するため、一定の要件を満たす団体を社

会教育関係団体として登録し、施設の優先利

用や利用料金の減免などを行い、その活動

を支援します。 

アカデミー推進課 

スポーツ振興課 

ウ 文化芸術活動の場の提供（p.53）    

３－②－ウ 舞台芸術創造事業（大

ホール） 

区民を対象にオペラ等の公演を目標とする

講習会を実施し、優れた舞台芸術や芸能、文

化を習得する機会を提供します。 

アカデミー推進課 

３－②－ウ 舞台芸術創造事業（小

ホール） 

区民を対象に演劇等の舞台技術を学ぶ機会

を提供し、活動を通じて優れた舞台芸術や芸

能、文化を習得する機会を提供します。 

アカデミー推進課 

３－②－ウ カレッジコンサート 教育機関が集中している文京区の特徴を活

かし、区内の音楽文化の充実・発展や学生間

の交流を目的に、区内の大学及び専門学校

の音楽クラブ・サークル等によるコンサート

を実施します。 

アカデミー推進課 

③ 文化芸術を支える人材の育成支援の充実【ささえる（普及・継承・指導等）】 

ア 次代を担う層が文化芸術への関心を持つきっかけとなる機会の充実（p.54）    

３－③－ア I don't know（能）…

NO（能）problem!〜

みんなで親しむ「能

（Noh）プロジェクト〜 

公益社団法人宝生会と連携し、子どもたちに

も興味を持ってもらえるよう、「鑑賞」と「体

験」を交えたプログラムで実施します。 

アカデミー推進課 

３－③－ア 親子向けコンサート 幼少期から保護者等と一緒に生の音楽等に

触れる機会を提供します。 

アカデミー推進課 
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 第４章 分野別事業一覧 

体系№ 事業名 概要 担当課 

３－③－ア 小・中学生のための歴

史教室 

夏休み期間中にクイズイベントなどを実施

し、参加することを契機として、歴史・文化に

ついての興味や文京区への愛着を深めても

らいます。 

アカデミー推進課 

３－③－ア 観客参加型公演 区及び（公財）文京アカデミーと事業提携を

結ぶ、太鼓芸能集団鼓童の協力により、観客

参加型の交流公演とワークショップを実施し

ます。 

アカデミー推進課 

３－③－ア 文化・芸術に親しむ発

表会、大会等の実施 

文京区秋の文化祭（華道展、茶会、書道展、絵

画展）、各種つどい・大会事業（民謡、謡曲、吟

剣詩舞道、合唱、日本舞踊、三曲、民踊）企画

展、区民能楽鑑賞会を実施します。 

アカデミー推進課 

３－③－ア かるたの街文京を発

信！ 

文京区にゆかりある小倉百人一首かるたの

魅力を発信するため、講演会や体験イベン

ト、かるた教室等を実施します。 

アカデミー推進課 

イ 文化芸術を支え、継承し、伝える担い手の育成（p.55）    

３－③－イ 子ども俳句大会 区内中学校在学生を対象に、日本の伝統的

文化のひとつである俳句を通じて自然や四

季、日本語の美しさ、俳句の楽しさを体験し

ます。 

アカデミー推進課 

３－③－イ 吹奏楽アンサンブルコ

ンテスト 

公募したアンサンブル団体の演奏に、シエナ・

ウインド・オーケストラ団員が講評・表彰等を

行います。プロの講評を受け、演奏技術向上

につなげます。 

アカデミー推進課 

３－③－イ 楽器演奏指導 区立中学校吹奏楽部員の演奏技術向上及び

文化芸術への関心を高めるため、事業提携

を結ぶシエナ・ウィンド・オーケストラ団員に

よる楽器演奏指導を行います。 

アカデミー推進課 

３－③－イ 文京ふるさと歴史館収

蔵品展 

文京区の歴史や文化に関することをテーマ

に設定し、資料収集、調査研究した成果を多

角的に掘り下げた館蔵資料を中心とした収

蔵品展を開催します。 

アカデミー推進課 

３－③－イ 文化・芸術に親しむ発

表会、大会等の実施 

文京区秋の文化祭（華道展、茶会、書道展、絵

画展）、各種つどい・大会事業（民謡、謡曲、吟

剣詩舞道、合唱、日本舞踊、三曲、民踊）企画

展、区民能楽鑑賞会を実施します。 

アカデミー推進課 

３－③－イ I don't know（能）…

NO（能）problem!〜

みんなで親しむ「能

（Noh）プロジェクト〜 

公益社団法人宝生会と連携し、子どもたちに

も興味を持ってもらえるよう、「鑑賞」と「体

験」を交えたプログラムで実施します。 

アカデミー推進課 

３－③－イ 技能名匠認定事業 ものづくりに携わっている技術者の社会的

評価を高め、伝統技術、技法の維持向上と技

術習得意欲の促進を図ります。技術者の地位

向上と後継者を確保することにより、区内産

業の振興及び発展を図ります。 

経済課 

ウ 多様な主体との連携・協力による文化資源の継承（p.55）    

３－③－ウ 文の京地域文化インタ

ープリターの活動支援 

地域文化の価値を理解するために必要な知

識や技術を習得した文京区の文化資源の案

内役を養成します。また、インタープリターの

活動を支援します。 

アカデミー推進課 

３－③－ウ 文化・芸術に親しむ発

表会、大会等の実施 

文京区秋の文化祭（華道展、茶会、書道展、絵

画展）、各種つどい・大会事業（民謡、謡曲、吟

剣詩舞道、合唱、日本舞踊、三曲、民踊）企画

展、区民能楽鑑賞会を実施します。 

アカデミー推進課 

３－③－ウ かるたの街文京を発

信！ 

文京区にゆかりある小倉百人一首かるたの

魅力を発信するため、講演会や体験イベン

ト、かるた教室等を実施します。 

アカデミー推進課 
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体系№ 事業名 概要 担当課 

３－③－ウ I don't know（能）…

NO（能）problem!〜

みんなで親しむ「能

（Noh）プロジェクト〜 

公益社団法人宝生会と連携し、子どもたちに

も興味を持ってもらえるよう、「鑑賞」と「体

験」を交えたプログラムで実施します。 

アカデミー推進課 

３－③－ウ 吹奏楽アンサンブルコ

ンテスト 

公募したアンサンブル団体の演奏に、シエナ・

ウインド・オーケストラ団員が講評・表彰等を

行います。プロの講評を受け、演奏技術向上

につなげます。 

アカデミー推進課 

３－③－ウ 楽器演奏指導 区立中学校吹奏楽部員の演奏技術向上及び

文化芸術への関心を高めるため、事業提携

を結ぶシエナ・ウィンド・オーケストラ団員に

よる楽器演奏指導を行います。 

アカデミー推進課 

３－③－ウ シビックコンサート クラッシック・ポップス・ジャズなどの名曲を、

管弦楽アンサンブルや声楽にのせて区内の

大学及び専門学校生等がお届けするランチ

タイムコンサートを実施します。 

アカデミー推進課 

④ 地域の資源を活かしたまちづくりの推進    

ア 文化資源を活用した事業の推進（p.56）    

３－④－ア 「文の京文化発信プロ

ジェクト」 

文京区らしさを活かした芸術文化の創造・発

信と、事業を通じた交流を目的として実施し

ているプロジェクト。演劇、音楽、伝統芸能、

美術など様々な分野のイベントを対象として

おり、全国規模の芸術文化団体や、全国の自

治体との協働（共催）により、特色を活かした

創造的な活動とその成果の発信を通じて、文

の京・文京を広くアピールします。 

アカデミー推進課 

３－④－ア コンピューターによる

館内閲覧システム 

文京ふるさと歴史館の館内閲覧システムに

より、本区の豊富な文化遺産の情報を発信

し、区民や研究者の調査・研究活動に資する

ことを目指します。 

アカデミー推進課 

３－④－ア 夜能動画配信事業 公益社団法人宝生会による有料動画配信を

利用し、区民が能楽動画を観賞できるように

することで、コロナ禍における文化施策の一

つとして、自宅等にいながらも宝生流の能楽

を観賞し、区の有する貴重な文化資源に触れ

る機会を創出します。 

アカデミー推進課 

３－④－ア かるたの街文京を発

信！ 

文京区にゆかりある小倉百人一首かるたの

魅力を発信するため、講演会や体験イベン

ト、かるた教室等を実施します。 

アカデミー推進課 

３－④－ア I don't know（能）…

NO（能）problem!〜

みんなで親しむ「能

（Noh）プロジェクト〜 

公益社団法人宝生会と連携し、子どもたちに

も興味を持ってもらえるよう、「鑑賞」と「体

験」を交えたプログラムで実施します。 

アカデミー推進課 

イ 特色ある文化資源の魅力の確認や再発見とその発信（p.57）    

３－④－イ 文京ミューズフェスタ 区内にある博物館・美術館・庭園など 36 施

設を結ぶ「文の京ミュージアムネットワーク」

の合同イベント。各施設が持つ文化的資産や

歴史的資産を紹介します。 

アカデミー推進課 

３－④－イ 紙媒体による情報提供 区報や指定管理者の発行する情報紙により、

文化芸術関連情報を提供します。 

アカデミー推進課 

３－④－イ 史跡めぐり 地域の歴史・文化財をガイドの解説を聞きな

がら歩いて実見することにより、文京区の歴

史・文化の普及・啓発を図ります。文京ふるさ

と歴史館友の会との協働事業として行いま

す。 

アカデミー推進課 
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 第４章 分野別事業一覧 

体系№ 事業名 概要 担当課 

３－④－イ 文京ゆかりの文化人顕

彰事業 

文京区に足跡を残した文化人を顕彰し、多様

な文化的資源の継承、発掘及び情報発信を

進めます。年度ごとに生誕没後などの記念の

年にあたる文化人を中心に、朗読コンテス

ト、講演会等の顕彰事業を実施します。 

アカデミー推進課 

３－④－イ 文京ふるさと歴史館特

別展 

文京区の歴史や文化に関することをテーマ

に設定し、資料収集、調査研究した成果を多

角的に掘り下げた特別展を開催します。 

アカデミー推進課 

３－④－イ 森鷗外記念館特別展・

コレクション企画 

森鷗外の作品や人生に関連することをテー

マに、資料収集、調査研究した成果を、特別

展及び館蔵品を中心としたコレクション企画

として実施します。 

アカデミー推進課 

３－④－イ フィルムライブラリー 映像資料を収集・保存し、調査研究や鑑賞会

を行います。 

アカデミー推進課 

３－④－イ まち歩きワークショッ

プ 

区、大学、CATV 等が連携し、区民参加によ

る名所発見と共有のためのワークショップを

行います。 

アカデミー推進課 

３－④－イ 文の京ミュージアムネ

ットワーク 

区内博物館、美術館、庭園等、文化・芸術に関

する施設が「文の京ミュージアムネットワー

ク」（文京ミューズネット）として連携し、各施

設の特色や個性を発信します。 

アカデミー推進課 

３－④－イ 文京ふるさと歴史館だ

より・年報の発行 

文京の歴史・文化に関する情報や、歴史館の

事業、調査研究成果等について周知します。 

アカデミー推進課 

３－④－イ 森鷗外記念館ニュー

ス・年報の発行 

森鷗外や文学に関する情報、記念館の事業、

調査研究成果等について周知します。 

アカデミー推進課 

３－④－イ ＣＡＴＶによる情報提供 ＣＡＴＶによる生涯学習、スポーツ振興、文化

芸術、観光、国際交流関連情報を提供しま

す。 

広報課 

３－④－イ 区報の発行 区報により生涯学習関連情報を提供します。 広報課 

３－④－イ ホームページ・ＳＮＳ等

による情報発信 

ホームページ・ＳＮＳ等により生涯学習、スポ

ーツ振興、文化芸術、観光、国際交流関連情

報を発信します。 

広報課 

３－④－イ 生活情報誌の発行 わたしの便利帳により生涯学習関連情報を

提供します。 

広報課 

３－④－イ 外国語版生活便利帳

の発行 

外国語版生活便利帳を発行します（4 カ国語

併記  日本語・英語・中国語・ハングル)。 

広報課 

３－④－イ 「区報ぶんきょう」の多

言語化 

区報を多言語版アプリ「カタログポケット」で

配信します。（英語・中国語・ハングルを含む

10言語に対応） 

広報課 

３－④－イ 地域に関する学習機会

の充実 

町会の発行する地域広報紙によって地域の

現状や歴史・伝統文化を知るための学習機会

を提供します。 

区民課 

３－③－イ 「来て見て体験」文京

の伝統工芸 

伝統工芸品の魅力をものづくりに関心のあ

る区民や国内外からの観光客等に発信する

ため、販売、実演、体験ができるイベントを定

期的に実施します。 

経済課 

３－④－イ 技能名匠認定事業 ものづくりに携わっている技術者の社会的

評価を高め、伝統技術、技法の維持向上と技

術習得意欲の促進を図ります。技術者の地位

向上と後継者を確保することにより、区内産

業の振興及び発展を図ります。 

経済課 

３－④－イ まち並みウォッチング 坂、緑、史跡など文京区の景観特性に着目し

ながら講師と一緒にまち歩きを行い、景観形

成の視点を学びます。 

住環境課 
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体系№ 事業名 概要 担当課 

３－④－イ 文の京景観賞 区内の景観を形成している建築物等や景観

づくりに貢献している活動、また、児童が撮

影した景観に係る写真を公募し、優れたもの

を表彰します。 

住環境課 

３－④－イ 指定文化財等の保護・

保存と管理 

文化遺産等の維持・保全と活用のため①～

③を行います。 

①国・都・区指定文化財を保護するためにそ

の修理事業に対して補助金を交付するとと

もに区指定文化財に対して奨励金を交付し

ます。 

②区内の文化財を調査・記録し、保護に努め

ます。 

③区内の文化財を広く周知するとともに、文

化財に対する理解と認識をうながすため、文

化財・坂道標示板の維持管理及び新設、文化

財講演会・考古学教室等の事業を行います。 

教育総務課 

ウ 地域団体や他分野の団体等、多様な主体と連携したまちづくりの推進（p.58）   

３－④－ウ 文京ふるさと歴史館友

の会の支援 

文京ふるさと歴史館友の会の自主的な活動

を支援し、地域の現状や歴史・文化を知るた

めの学習機会の充実を図ります。協働による

事業の実施や「文京まち案内」ボランティアガ

イドの活動支援を行います。 

アカデミー推進課 

３－④－ウ 文京ふるさと歴史館常

設展示解説ボランティ

ア 

解説ボランティアを養成し、来館者への案内

を行うことにより、文京区の歴史・文化の普

及を図ります。ガイドのスキルアップを支援

します。 

アカデミー推進課 

３－④－ウ 森鷗外記念館解説ボラ

ンティア 

解説ボランティアを養成し、自主的な活動を

促進します。新たな活動を企画し、活動のブ

ラッシュアップとともに、文京区の文学館と

しての機能強化を図ります。 

アカデミー推進課 

３－④－ウ 文の京ゆかりの文人支

援事業 

文京ゆかりの文人を顕彰し、もって地域と文

化の振興を図るため、地域の民間団体等が

行う事業の運営を補助します。 

アカデミー推進課 

３－④－ウ かるたの街文京を発

信！ 

文京区にゆかりある小倉百人一首かるたの

魅力を発信するため、講演会や体験イベン

ト、かるた教室等を実施します。 

アカデミー推進課 

３－④－ウ I don't know（能）…

NO（能）problem!〜

みんなで親しむ「能

（Noh）プロジェクト〜 

公益社団法人宝生会と連携し、子どもたちに

も興味を持ってもらえるよう、「鑑賞」と「体

験」を交えたプログラムで実施します。 

アカデミー推進課 

３－④－ウ 「文の京文化発信プロ

ジェクト」 

文京区らしさを活かした芸術文化の創造・発

信と、事業を通じた交流を目的として実施し

ているプロジェクト。演劇、音楽、伝統芸能、

美術など様々な分野のイベントを対象として

おり、全国規模の芸術文化団体や、全国の自

治体との協働（共催）により、特色を活かした

創造的な活動とその成果の発信を通じて、文

の京・文京を広くアピールします。 

アカデミー推進課 

３－④－ウ まち歩きワークショッ

プ 

区、大学、CATV 等が連携し、区民参加によ

る名所発見と共有のためのワークショップを

行います。 

アカデミー推進課 

３－④－ウ 地域に関する学習機会

の充実 

町会の発行する地域広報紙によって地域の

現状や歴史・伝統文化を知るための学習機会

を提供します。 

区民課 
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 第４章 分野別事業一覧 

４．観光 

体系№ 事業名 概要 担当課 

① 区内まるごと周遊の促進    

ア 観光資源の磨き上げと新たな魅力の創出（p.64）   

４－①－ア 歴史的建造物の活用 歴史的建造物（国登録有形文化財）であり、

樋口一葉にもゆかりのある旧伊勢屋質店に

ついて、所有者である跡見学園女子大学と

協働して、建物内部の公開事業を行います。

あわせて周辺の観光・まちあるき情報などを

提供します。 

アカデミー推進課 

４－①－ア 観光写真コンクール 文京区観光協会において区内の名所・旧跡

などの歴史文化遺産や花の五大まつりなど

の風物詩、現代のまちの表情を広く紹介する

観光写真コンクールを実施します。 

アカデミー推進課 

４－①－ア 石川啄木終焉の地歌

碑・顕彰室設置・運営 

文京区ゆかりの文人(歌人)である石川啄木

を顕彰するため､その終焉の地である小石川

五丁目に啄木の歌碑及び顕彰室を設置・運

営します。 

アカデミー推進課 

４－①－ア 展望ラウンジ観光拠点

化事業 

文京シビックセンター25 階展望ラウンジと

いう区の魅力的な施設の新たな活用方法を

見出し、観光スポットとしてのプレゼンスを

向上することを目的としたイベント等を実施

します。 

アカデミー推進課 

４－①－ア 文の京ゆかりの文人銘

菓 

平成 24 年度に「森鷗外生誕 150 年記念事

業」として区内の菓子店に文京区ゆかりの文

人にちなんだお菓子を創作していただき、文

京区の文人銘菓として販売しています。 

アカデミー推進課 

４－①－ア 花の五大まつり等助成 文京花の五大まつり、朝顔・ほおずき市、根

津･千駄木下町まつりのＰＲ及び実施に要す

る経費等の補助を行い、まつりの振興と発展

を図ります。 

アカデミー推進課 

４－①－ア SNS による写真投稿

キャンペーン 

Twitter や Instagram に区内の魅力が詰

まった写真を投稿してもらいます。観光写真

コンクールと同時開催することにより、若年

層等の関心を高め、新たな参加者の獲得に

つなげます。 

アカデミー推進課 

４－①－ア 文京区観光土産品開

発事業 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた地

域活力の復興を図るため、区民参画による

観光土産品をつくり、文京区の新たな魅力を

創出・発信します。 

アカデミー推進課 

イ マイクロツーリズムの推進による周遊性の向上（p.65）    

４－①－イ 観光ガイド事業 区民を中心としたボランティアの観光ガイド

を育成するとともに、まちあるきコースの開

発や案内を行います。 

アカデミー推進課 

４－①－イ コミュニティバス「Bー

ぐる」運行事業 

コミュニティバスを運行し、区民等の利便性

向上や地域の魅力・活力を引き出します。 

区民課 

４－①－イ 肥後細川庭園周辺地

域の魅力創出事業 

観光拠点施設として、近隣の文化・観光施設

等と連携し、目白台・関口地域の観光客誘致

を図り、地域の活性化に寄与するため、歴史

性のある肥後細川庭園及び松聲閣の魅力や

情報を発信するとともに、地域周遊事業を企

画します。 

みどり公園課 

② いつでも、どこでも世界をつなぐ観光情報・魅力の収集・発信・共有    

ア 観光情報の収集・発信力の充実と共有促進（p.66）    

４－②－ア 観光インフォメーショ

ン 

シビックセンター1 階で、文京区の観光に関

する情報収集・提供や案内を行います。 

アカデミー推進課 
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体系№ 事業名 概要 担当課 

４－②－ア フィルムコミッション事

業 

映像製作者を誘致し、ロケーション撮影を行

うことで、メディアを活用した区の情報発信

を行い知名度の向上を図るとともに、ロケ地

見学などの観光客を誘致し観光振興を図り

ます。 

アカデミー推進課 

４－②－ア 観光情報の一元化 文京区観光協会のホームページの掲載コン

テンツの充実を図るとともに SNS の運用を

促進し、観光情報発信におけるプラットフォ

ームとしての基盤を整備します。 

アカデミー推進課 

４－②－ア Google ﾏｲﾋﾞｼﾞﾈｽ整

備事業 

Google の検索画面で表示される区内観光

施設情報を充実させ検索の優位性を向上さ

せることにより、本区の情報が多くの人の目

に触れる機会を増やし、誘客につなげます。 

アカデミー推進課 

４－②－ア 観光ガイドマップ、グル

メマップの作成・多言

語化 

区内観光施設や名所・旧跡等を掲載した「観

光ガイドマップ」及び区内飲食店を紹介する

「グルメマップ」を作成します。また、両マップ

の多言語化及びWEB化を推進します。 

アカデミー推進課 

４－②－ア インバウンド対策事業 新型コロナウイルス感染症で影響を受けたイ

ンバウンドの回復を見据え、旅マエ・旅ナカ・

旅アトのいつでも入手可能な情報発信に取

り組むとともに、外国人観光客のニーズを捉

えた事業を実施し、来訪や誘客につなげま

す。 

アカデミー推進課 

４－②－ア ＣＡＴＶによる情報提供 ＣＡＴＶによる生涯学習、スポーツ振興、文化

芸術、観光、国際交流関連情報を提供しま

す。 

広報課 

４－②－ア 区報の発行 区報により生涯学習関連情報を提供します。 広報課 

４－②－ア ホームページ・ＳＮＳ等

による情報発信 

ホームページ・ＳＮＳ等により生涯学習、スポ

ーツ振興、文化芸術、観光、国際交流関連情

報を発信します。 

広報課 

４－②－ア 「区報ぶんきょう」の多

言語化 

区報を多言語版アプリ「カタログポケット」で

配信します。（英語・中国語・ハングルを含む

10言語に対応） 

広報課 

イ 情報発信環境の整備（p.67）   

４－②－イ 観光インフォメーショ

ン 

シビックセンター１階で、文京区の観光に関

する情報収集・提供や案内を行います。 

アカデミー推進課 

４－②－イ 観光情報の一元化 文京区観光協会のホームページの掲載コン

テンツの充実を図るとともに SNS の運用を

促進し、観光情報発信におけるプラットフォ

ームとしての基盤を整備します。 

アカデミー推進課 

４－②－イ Google ﾏｲﾋﾞｼﾞﾈｽ整

備事業 

Google の検索画面で表示される区内観光

施設情報を充実させ検索の優位性を向上さ

せることにより、本区の情報が多くの人の目

に触れる機会を増やし、誘客につなげます。 

アカデミー推進課 

４－②－イ 観光ガイドマップ、グル

メマップの作成・多言

語化 

区内観光施設や名所・旧跡等を掲載した「観

光ガイドマップ」及び区内飲食店を紹介する

「グルメマップ」を作成します。また、両マップ

の多言語化及びWEB化を推進します。 

アカデミー推進課 

４－②－イ ＣＡＴＶによる情報提供 ＣＡＴＶによる生涯学習、スポーツ振興、文化

芸術、観光、国際交流関連情報を提供しま

す。 

広報課 

４－②－イ ホームページ・ＳＮＳ等

による情報発信 

ホームページ・ＳＮＳ等により生涯学習、スポ

ーツ振興、文化芸術、観光、国際交流関連情

報を発信します。 

広報課 
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 第４章 分野別事業一覧 

体系№ 事業名 概要 担当課 

③ つながりから生まれる観光の推進    

ア 他分野（スポーツ、文化芸術等）との融合（p.68）    

４－③－ア 文京ミューズフェスタ 区内にある博物館・美術館・庭園など 36 施

設を結ぶ「文の京ミュージアムネットワーク」

の合同イベント。各施設が持つ文化的資産や

歴史的資産を紹介します。 

アカデミー推進課 

４－③－ア 文の京ミュージアムネ

ットワーク 

区内博物館、美術館、庭園等、文化・芸術に関

する施設が「文の京ミュージアムネットワー

ク」（文京ミューズネット）として連携し、各施

設の特色や個性を発信します。 

アカデミー推進課 

４－③－ア 「来て見て体験」文京

の伝統工芸 

伝統工芸品の魅力をものづくりに関心のあ

る区民や国内外からの観光客等に発信する

ため、販売、実演、体験ができるイベントを定

期的に実施します。 

経済課 

４－③－ア 文京博覧会 

（ ぶんぱく ） 

区内産業・商業・消費者団体などによる展示・

実演・販売を行います。区内大学の産学連携

または地域連携事業も紹介します。 

経済課 

４－③－ア 自転車シェアリング事

業 

自転車シェアリング事業（一定の地域内に複

数設置されたサイクルポートにおいて、専用

の自転車を自由に貸出・返却できるネットワ

ーク型自転車共有システム） 

管理課 

イ 国内外の協定等締結自治体や近隣自治体等との連携・協力（p.68）    

４－③－イ 花の五大まつり等助成 文京花の五大まつり、朝顔・ほおずき市、根

津･千駄木下町まつりのＰＲ及び実施に要す

る経費等の補助を行い、まつりの振興と発展

を図ります。 

アカデミー推進課 

４－③－イ 国内交流自治体食材

購入費補助事業 

協定締結自治体と食を通じた交流の活性化

を図る事業。区内飲食店が交流自治体の食

材を利用し料理等を提供した場合、食材購入

費の一部を補助します。料理提供期間に合わ

せ、食めぐりスタンプラリーを実施すること

で交流自治体の魅力を発信し、区民への周

知を図ります。 

アカデミー推進課 

４－③－イ 区事業における物産展

等の出店 

文京博覧会、花の５大まつりへの交流自治体

物産展の出店により、周知をします。 

アカデミー推進課 

４－③－イ 国際交流フェスタ 外国人と日本人が日本や世界各国の様々な

文化体験を通じて友好交流及び相互理解を

推進する事業を実施します。 

アカデミー推進課 

４－③－イ 文京博覧会 

（ ぶんぱく ） 

区内産業・商業・消費者団体などによる展示・

実演・販売を行います。区内大学の産学連携

または地域連携事業も紹介します。 

経済課 

４－③－イ 文京区観光土産品開

発事業 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた地

域活力の復興を図るため、区民参画による

観光土産品をつくり、文京区の新たな魅力を

創出・発信します。 

アカデミー推進課 

④ 何度でも訪れたくなるおもてなしの環境整備    

ア 観光客の受入基盤整備（p.69）    

４－④－ア 観光協会振興助成 文京区観光協会の事業経費等の補助を行

い、観光振興の発展と地域の活性化を図りま

す。 

アカデミー推進課 

４－④－ア 無料公衆無線 LAN の

整備 

国内外の観光客や施設利用者へ文京区の情

報を発信するとともに、災害時の情報提供や

区民サービス向上につながる通信手段とし

て、文京区内に無料公衆無線 LAN を整備し

ます。 

情報政策課 

４－④－ア コミュニティバス「Bー

ぐる」運行事業 

コミュニティバスを運行し、区民等の利便性

向上や地域の魅力・活力を引き出します。 

区民課 
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体系№ 事業名 概要 担当課 

４－④－ア バリアフリー基本構想

の推進 

高齢者、障害者や外国人観光客等が安全・快

適に過ごせるよう、道路、公共施設、スポーツ

施設等のバリアフリーを進めるため、文京区

バリアフリー基本構想を推進します。 

都市計画課 

４－④－ア 自転車シェアリング事

業 

自転車シェアリング事業（一定の地域内に複

数設置されたサイクルポートにおいて、専用

の自転車を自由に貸出・返却できるネットワ

ーク型自転車共有システム） 

管理課 

イ 多様な人材の育成・活用（p.70）    

４－④－イ インバウンド対策事業 新型コロナウイルス感染症で影響を受けたイ

ンバウンドの回復を見据え、旅マエ・旅ナカ・

旅アトのいつでも入手可能な情報発信に取

り組むとともに、外国人観光客のニーズを捉

えた事業を実施し、来訪や誘客につなげま

す。 

アカデミー推進課 

４－④－イ 観光ガイド事業 区民を中心としたボランティアの観光ガイド

を育成するとともに、まちあるきコースの開

発や案内を行います。 

アカデミー推進課 

４－④－イ 花の五大まつり等助成 文京花の五大まつり、朝顔・ほおずき市、根

津･千駄木下町まつりのＰＲ及び実施に要す

る経費等の補助を行い、まつりの振興と発展

を図ります。 

アカデミー推進課 

４－④－イ 英語観光ガイド 区内の庭園、寺社、文化施設等を英語観光ボ

ランティアガイドが外国人の方に英語で案内

をして、区の歴史や魅力を紹介します。 

アカデミー推進課 
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 第４章 分野別事業一覧 

５．国内・国際交流 

体系№ 事業名 概要 担当課 

① 国内交流自治体との交流促進と相互発展    

ア 交流自治体の魅力発信と PRの充実（p.76）    

５－①－ア 国内交流自治体食材

購入費補助事業 

協定締結自治体と食を通じた交流の活性化

を図る事業。区内飲食店が交流自治体の食

材を利用し料理等を提供した場合、食材購入

費の一部を補助します。料理提供期間に合わ

せ、食めぐりスタンプラリーを実施すること

で交流自治体の魅力を発信し、区民への周

知を図ります。 

アカデミー推進課 

５－①－ア 交流自治体主催の区

民向け事業への協力 

つわのでキャンプ、くまモンファン感謝祭、上

天草フェアの後援、モリハチ祭りの共催など

を行い、事業に協力します。 

アカデミー推進課 

５－①－ア 区事業における物産展

等の出店 

文京博覧会、花の５大まつりへの交流自治体

物産展の出店により、周知をします。 

アカデミー推進課 

５－①－ア 防災フェスタ協力 防災フェスタに交流自治体 PRブースを設置

します。 

防災課 

５－①－ア 文京博覧会 

（ ぶんぱく ） 

区内産業・商業・消費者団体などによる展示・

実演・販売を行います。区内大学の産学連携

または地域連携事業も紹介します。 

経済課 

イ 交流自治体との交流の活性化（p.78）    

５－①－イ 全国各自治体主催事

業への周知協力 

日帰りバスツアー等の周知に協力します。 アカデミー推進課 

５－①－イ 交流自治体との文化

交流 

交流自治体の伝統文化を区民に紹介する事

業。かなざわ講座（金沢市）、啄木学級（盛岡

市）、石見神楽（津和野町）の主催・共催 

アカデミー推進課 

５－①－イ 国内交流自治体食材

購入費補助事業 

協定締結自治体と食を通じた交流の活性化

を図る事業。区内飲食店が交流自治体の食

材を利用し料理等を提供した場合、食材購入

費の一部を補助します。料理提供期間に合わ

せ、食めぐりスタンプラリーを実施すること

で交流自治体の魅力を発信し、区民への周

知を図ります。 

アカデミー推進課 

５－①－イ 交流自治体主催の区

民向け事業への協力 

つわのでキャンプ、くまモンファン感謝祭、上

天草フェアの後援、モリハチ祭りの共催など

を行い、事業に協力します。 

アカデミー推進課 

５－①－イ 区事業における物産展

等の出店 

文京博覧会、花の５大まつりへの交流自治体

物産展の出店により、周知を図ります。 

アカデミー推進課 

５－①－イ 宿泊施設事業及び山

村体験宿泊施設の運

営 

区民の健康増進と福祉の向上を図るため、

区民が一般料金より低廉な宿泊料金で利用

できる宿泊施設と各種サービス条件等につ

いて協定を締結しています。 

区民と魚沼市民との交流や体験の場として、

やまびこ荘の運営を湯之谷薬師スキー場管

理組合に運営を委託し、山村体験宿泊施設と

して、区民に都会では得られない人や自然と

のふれあいの機会を提供しています。 

区民課 

５－①－イ 魚沼移動教室 区立小学校 6 年生の移動教室を魚沼市とそ

の周辺で実施します。 

学務課 

ウ 横断的な交流事業の展開（p.79）   

５－①－ウ 国内交流・連携事業補

助事業 

住民同士の交流の活性化を目的とし、区内で

活動する地域団体等が交流事業を行う際の

費用の一部を補助します。 

アカデミー推進課 
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５－①－ウ 防災フェスタ協力 防災フェスタに交流自治体 PRブースを設置

します。 

防災課 

５－①－ウ 学校給食における食

材・料理提供 

交流自治体のメニュー（芋煮）や食材（みか

ん）を提供し、あわせて交流自治体の紹介を

行います。 

学務課 

② 国際理解を育み定着に向けた機会づくり    

ア 海外都市との交流の活性化（p.80）    

５－②－ア 姉妹都市等との交流 姉妹都市のカイザースラウテルン市（ドイツ）

や友好都市のベイオウル区（トルコ）北京市通

州区（中国）と公式訪問団の派遣・受入をはじ

め、様々な交流を通じて区民の国際理解を

促進しています。 

アカデミー推進課 

５－②－ア 海外都市との交流の

活性化 

これまで交流のなかった新たな都市も含め

て、機会をとらえて積極的に海外都市との交

流を行い、友好を深めるとともに、行政間の

交流を区民にも広げ、さらに活性化させるよ

う取り組みます。 

アカデミー推進課 

５－②－ア ホームステイ生徒交換

事業 

姉妹都市のカイザースラウテルン市と交流の

一環として、隔年で中学生、高校生の派遣受

け入れを実施しています。姉妹都市での生活

体験を通じて、市民交流を図り、異文化理解

を推進します。 

アカデミー推進課 

５－②－ア 国際交流フェスタ 外国人と日本人が日本や世界各国の様々な

文化体験を通じて友好交流及び相互理解を

推進する事業を実施します。 

アカデミー推進課 

イ 国際理解に向けた情報の収集・発信・共有（p.81）   

５－②－イ 生涯学習講座での国

際理解推進 

アカデミア講座において、語学、外国文化、歴

史等をテーマにした各種の講座を開催する

ことで、幅広い国際理解の機会を提供してい

きます。 

アカデミー推進課 

５－②－イ 国際交流フェスタ 外国人と日本人が日本や世界各国の様々な

文化体験を通じて友好交流及び相互理解を

推進する事業を実施します。 

アカデミー推進課 

５－②－イ 英語観光ガイド 区内の庭園、寺社、文化施設等を英語観光ボ

ランティアガイドが外国人の方に英語で案内

をして、区の歴史や魅力を紹介します。 

アカデミー推進課 

５－②－イ 国際理解促進事業 外国人が地域との連携を高め、日本文化へ

の理解を深める事業や地域の行事や団体と

連携して、区民と外国人が交流することで国

際理解を促進します。 

中国文化「変面」・やさしい日本語交流会、能

楽鑑賞、英語落語等 

アカデミー推進課 

ウ 横断的な交流事業の展開（p.82）    

５－②－ウ 国際理解促進事業 外国人が地域との連携を高め、日本文化へ

の理解を深める事業や地域の行事や団体と

連携して、区民と外国人が交流することで国

際理解を促進します。 

中国文化「変面」・やさしい日本語交流会、能

楽鑑賞、英語落語等 

アカデミー推進課 

５－②－ウ 国際理解教育の推進 全区立小・中学校の全学年にＡＬＴ（外国語指

導助手）を派遣して、進展する国際化に対応

する教育を行います。 

教育指導課 

５－②－ウ 日本語指導員の派遣 英語圏以外の、日本語指導が必要な児童、生

徒に母国語の日本語指導員を派遣していま

す。 

教育指導課 
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 第４章 分野別事業一覧 

体系№ 事業名 概要 担当課 

③ 外国人が活躍できる環境づくり    

ア 多言語及びやさしい日本語を活用した情報発信の充実（p.83）    

５－③－ア 区内大学、ボランティ

ア団体等との協働・連

携 

「外国人のための専門家相談会」の共催をは

じめ、区内の大学や団体の実施する事業を後

援等することで、情報を広く発信していきま

す。 

アカデミー推進課 

５－③－ア 外国人の日常生活支

援のための多言語化 

外国人住民の日常生活に必要な行政文書の

多言語化を進め、区窓口での手続きの効率

化を図っています。 

アカデミー推進課 

５－③－ア 観光リーフレット作成 区内観光施設及び名所・旧跡を紹介する日

本語版及び外国語版のリーフレットを作成

し、積極的に観光客を誘致します。 

アカデミー推進課 

５－③－ア 配布物の多言語化（ス

ポーツ振興課） 

スポーツセンター及び総合体育館のトレーニ

ングルームとプールの利用案内を英訳した

英語版を配布。 

スポーツ振興課 

５－③－ア 文京区紹介映像及び

文京区公式 PR 動画 

多言語版の公開 

文京区紹介映像「ようこそ文の京へ」 約 12

分及び文京区公式PR動画「文京区～つなが

りが見つかるまち～」10 分。 英語、中国語、

ハングル版を作成し、ホームページでも公開

しています。 

広報課 

５－③－ア 通訳クラウドサービス

活用による外国人相談 

区民相談員が行政情報センターにてタブレッ

ト端末での通訳クラウドサービスを活用し

て、外国人相談を行います。 

広報課 

５－③－ア わかりやすいホームペ

ージの構築 

インターネットによる情報提供の一層の充実

を図るとともに、自動翻訳機能を使った多言

語での情報提供を行います。 

広報課 

５－③－ア 「区報ぶんきょう」の多

言語化 

区報を多言語版アプリ「カタログポケット」で

配信します。（英語・中国語・ハングルを含む

10言語に対応） 

広報課 

５－③－ア 外国語版生活便利帳

の発行 

外国語版生活便利帳を発行します（4 カ国語

併記  日本語・英語・中国語・ハングル)。 

広報課 

５－③－ア 防災対策での多言語

対応 

避難所プレート、防災啓発パンフレット及び

ハザードマップ、防災情報一斉通知アプリ等

の多言語化や災害時専門ボランティアの通

訳ボランティアの登録推進等により、防災対

策における多言語対応を進めます。 

防災課 

５－③－ア わかりやすいまちの表

示 

案内標識やコミュニティバス「B－ぐる」、区

有施設における多言語表記を進めます。 

区民課 

５－③－ア 資料の多言語化 在住外国人の方が窓口でスムーズに手続き

ができるよう、窓口案内システム、国保制度・

年金制度の案内ちらし、出産育児一時金等の

給付申請案内ちらし、前年中の所得状況申告

書を多言語対応するとともに、窓口対応の際

に通訳タブレット等を活用し相談に応じてい

ます。 

国保年金課 

５－③－ア 外国語版母子手帳の

配布 

英語、ハングル、中国語、タイ語、タガログ語、

ポルトガル語、インドネシア語、スペイン語、ベ

トナム語の 9 カ国語の母子手帳を配布しま

す。 

健康推進課 

５－③－ア 看板の多言語化 外国人向けに駐輪場の利用方法及び放置自

転車禁止区域の案内を行うため、看板の多

言語化を行う。 

管理課 

５－③－ア わかりやすいまちの表

示 

案内標識やコミュニティバス「B－ぐる」、区

有施設における多言語表記を進めます。 

道路課 

５－③－ア 配布物の多言語化（リ

サイクル清掃課） 

「ごみと資源の分け方・出し方」の英語版、中

国語版、ハングル版を作成して配布します。 

リサイクル清掃課 
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５－③－ア 外国語資料の充実 外国語資料の収集や利用案内の多言語化等

により、日本語を母国語としない利用者への

サービス向上を図ります。 

真砂中央図書館 

イ 外国人の活躍できる場の提供支援（p.84）    

５－③－イ 生涯学習講座での国

際理解推進 

アカデミア講座において、語学、外国文化、歴

史等をテーマにした各種の講座を開催する

ことで、幅広い国際理解の機会を提供してい

きます。 

アカデミー推進課 

５－③－イ 区内大学、ボランティ

ア団体等との協働・連

携 

「外国人のための専門家相談会」の共催をは

じめ、区内の大学や団体の実施する事業を後

援等することで、情報を広く発信していきま

す。 

アカデミー推進課 


