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No.1776
■主な内容
環境保全ポスター図案コンクール展示会 …　２面
意見募集………………………………　２面

区議会 9月定例議会終わる ………　３面
区の財政状況をお知らせします … 　４・５面

文京区
シンボルマーク

▲ 区制70周年を契機に
制定した区のシンボ
ルマークです。

★本号は、11月12日時点の
情報で作成しています ▲区

☆区報は、町会・自治会などを通して配付しています。
　そのほか区内の駅・区の施設・郵便局などに置いてあります。

　多くの区民の方の接種が進み、現在、接種を受
ける方の数が減少していることから、集団接種
（1・2回目）は今後も縮小していく予定です。未接
種で接種を希望の方は、お早めにご予約ください。
　今後、新たに12歳を迎える方の接種券の発送
等については、区ホームページ等でお知らせして
いきます。

予約の最新情報は
区ホームページ

又は
コールセンターへ！

ワクチン接種問合せ ☎03（6747）459303（6747）4593　毎日午前9時～午後8時（12/29～1/3を除く）
文京区保健衛生部 新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター

1･2回目の接種をこれから受ける方へ!

2回の接種を終えた方へ!

▲区

2回接種後に文京区へ転入された方へ
「接種券発行申請書」のご提出を！

　他自治体で2回の接種後に文京区へ転入した方は、申請
書の提出が必要です。対象の方に申請書をお送りしますの
で、3回目接種を希望する場合は、ご提出をお願いします。

申請が必要な方 3年3月1日～11月30日に転入届を提出し、
転入前に2回の接種を終えた方

発 送 日 12月1日㈬（予定）

申 請 方 法 同封の返信用封筒に申請書と必要書類を入
れてポストへ投函
※12月1日以降は転入時に申請書をお渡しします。

新型コロナウイルス新型コロナウイルス

ワクチン接種ワクチン接種のお知らせのお知らせ

　ワクチンの追加接種は、2回の接種を完了した方に対し
て、1回の追加接種を行うことが国から示されています。

追加接種（3回目接種）のご案内 「ワクチンパスポート」のデジタル化

● 主に、医療従事者等の先行接種者（4月までに2回の接種
を終えた記録が文京区で確認できる方）は、11月下旬以
降に接種券を発送し、12月以降に接種を開始します。

　現在、海外渡航者向けに「予防接種証明書
（ワクチンパスポート）」を紙で発行していま
すが、年内を目途にデジタル化される予定
です。予防接種証明書をスマートフォンア
プリで表示でき、海外渡航目的だけでなく、
国内の様々な場面での活用が期待されます。
詳細が決まり次第、区報、区ホームページ
等でお知らせします。 

国内では「予防接種済証」で接種の証明ができます
　接種後、接種日等が記載された「予
防接種済証」は、ワクチン接種の証明
として利用できます。大切に保管をお
願いします。

※ 「予防接種済証」
を紛失された場
合は、再発行が
可能です。

　 （詳細は、区ホー
ムページ参照）

接種券の右側
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● 5月以降に2回の接種を終えた方は、順次段階的に接種
券を発送します。詳細が決まり次第、区報、区ホームペー
ジ等でお知らせします。
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☆第２日曜（午前９時～午後５時）に戸籍住民課で転出入、転居、印鑑登録等の手続き及び各種証明書の取得ができます。

iPhone Android
Catalog Pocket

　文京区交通安全計画は、交通安全対策基本法第26条第1項の規定に基づ
き、東京都交通安全計画を指針とし、文京区の特性を踏まえ、文京区交通
安全協議会が策定します。
　このたび、第11次文京区交通安全計画（素案）がまとまりましたので、
今後、区民の皆様から広くご意見をいただいたうえで、3～7年度を計画
期間とする「第11次文京区交通安全計画」を策定する予定です。
▷閲覧場所 土木部管理課、行政情報センター、地域活動センター、図書
館、区 ▷閲覧・募集期間 12月6日㈪～4年1月5日㈬必着
〒112-8555文京区土木部管理課交通安全係☎（5803）1244 （5803）1359

「第11次文京区交通安全計画（素案）」について

　「文京区公園再整備基本計画」の計画期間が終了したことから、今年度計
画の改定に向けた検討を行っています。
　このたび、計画（素案）がまとまりましたので、ご意見を募集します。
▷閲覧場所 みどり公園課、行政情報センター、地域活動センター、図書
館、区 ▷閲覧・募集期間 12月6日㈪～4年1月5日㈬必着
〒112-8555文京区みどり公園課計画担当☎（5803）1255 （5803）1361

文京区公園再整備基本計画（素案）について

　安全・安心まちづくり条例に基づき、安全・安心まちづくりに関する特定
の施策を推進する地区を指定し、支援しています。このたび、小日向台町
町会地区及び大塚仲町町会地区を「防犯対策を推進する地区」に指定する申
請が地域活動団体からありましたので、該当する地域の方から意見を募集
します。
▷閲覧場所 危機管理課、行政情報センター、大塚地域活動センター、真
砂中央・目白台・水道端図書館・大塚公園みどりの図書室、区 ▷閲覧・募集
期間 11月30日㈫～4年1月4日㈫必着
〒112-8555文京区危機管理課☎（5803）1280 （5803）1344

2地区の「防犯対策を推進する地区」指定について

　大規模災害に伴い発生した災害廃棄物を迅速かつ適正に処理することに
より、区民の生活環境の保全と公衆衛生を確保するとともに、早期の復旧・
復興に資することを目的として文京区災害廃棄物処理計画の策定に向けた
検討を行っています。
　このたび、計画（素案）がまとまりましたので、ご意見を募集します。
▷閲覧場所 リサイクル清掃課、行政情報センター、地域活動センター、
図書館、区 ▷閲覧・募集期間 12月6日㈪～4年1月5日㈬必着
〒112-8555文京区リサイクル清掃課清掃事業係☎（5803）1184 （5803）1362

文京区災害廃棄物処理計画（素案）について

　区の地域特性、想定される自然災害に対する脆弱性を踏まえた施策や取
組を総合的・計画的に進めるため、国土強靭化基本法第13条に基づく『文
京区国土強靭化地域計画』の策定に向けた検討を行っています。
　このたび、計画（素案）がまとまりましたので、ご意見を募集します。
▷閲覧場所 防災課、行政情報センター、地域活動センター、図書館、区
▷閲覧・募集期間 12月6日㈪～4年1月5日㈬必着
〒112-8555文京区防災課☎（5803）1744 （5803）1344

文京区国土強靭化地域計画（素案）について

環境保全ポスター図案コンクール展示会

環境政策課地域環境係☎（5803）1828

作品展名・内容 日時 会場
入選作品展　　　　　　　　
（金賞・銀賞・銅賞・佳作 38点）

12/8㈬～10㈮9：00～17：00
（8日は10：00から、10日は16：00まで） アートサロン

金賞　中村　進之輔（第九中3年）
　　　植田　大翔　（第十中3年）
銀賞　井上　将煌　（第九中2年）
　　　山田　瑞穂　（第九中2年）
　　　林　　　慧　（本郷台中2年）

銅賞　秋田　成美　（第一中2年）
　　　小川　愛美　（第八中2年）
　　　木村　日依　（本郷台中1年）
　ほかに、佳作として30人が入選
しました。

　区内中学生を対象に環境保全をテーマとした作品を募集し、環境活動へ
の参加や環境問題への意識啓発を図ることを目的としています。158点の
応募があり、厳正なる審査の結果、38人の作品が入選しました。（敬称略）
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意見募集
パブリックコメント

〒112-8555文京区総務課ダイバーシティ推進担当☎（5803）1187
（5803）1331

日時 会場
12/8㈬ 18：00～19：30 シビックセンター5階区民会議室
12/11㈯ 10：00～11：30 男女平等センター

※各回同内容、子どもの同伴可

文
ふ み

の京
みやこ

・ドイツ文化講座（第6回）
ドイツのアドベントとクリスマス 区

▲

　ドイツのクリスマスマーケットや家庭でのクリスマスの
祝い方、クリスマス前の準備期間などについて、ドイツで
現地ガイドや俳優として活動していたゲストが紹介します。
12月12日㈰午後2時～4時 スカイホール 小倉雅
子氏 区内在住・在勤・在学者 40人（抽選） 500円
（受講料） はがき又はメール（件名に「ドイツ文化
講座（第6回）」申込と記載）に住所（在勤者は勤務先名・所在地、在学者は学
校名も）・氏名（ふりがな）・生年月日・電話番号・メールアドレスを明記し、
〒112-8555文京区スポーツ振興課 オリンピック・パラリンピック推進担
当☎（5803）1309 b-dondon＠city.bunkyo.lg.jpへ 12月6日㈪必着

▲小倉雅子氏

百人一首をアートで表現
「百人一作展～新。そして、旧～」

　「競技かるた発祥の地」である文京区で、競技かるた札
にも使用されている小倉百人一首の歌をモチーフに100
人の作家が作り上げたアート作品を展示します。絵画、
イラスト、立体作品、映像など様々な形態の作品で、百首の歌を表現します。
12月11日㈯～13日㈪午前10時～午後6時（11日は午後1時から） アー
トサロン 無料 アカデミー推進課文化事業係☎（5803）1120
▷主催 武蔵野美術大学かるた会
▷共催 文京区、（一社）全日本かるた協会

　文京区男女平等参画推進条例を踏まえ、文京区男女平等参画推進計画の
改定に向けた検討を行っています。
　このたび、素案がまとまりましたので、ご意見を募集します。
▷閲覧場所 総務課ダイバーシティ推進担当、男女平等センター、行政情
報センター、地域活動センター、図書館、区 ▷閲覧・募集期間 12月6
日㈪～4年1月5日㈬必着

当日直接会場へ

文京区男女平等参画推進計画（素案）について

区民説明会を開催します

　学習活動、スポーツ、文化芸術、観光、国内・国際交流分野の取組みを
推進するため、アカデミー推進協議会において、4～8年度を計画期間と
する「アカデミー推進計画」を検討してきました。
　このたび、素案がまとまりましたので、ご意見を募集します。
▷閲覧場所 アカデミー推進課、行政情報センター、地域活動センター、図書館、
アカデミー文京、地域アカデミー、スポーツセンター、総合体育館、江戸川橋
体育館、小石川運動場、区 ▷閲覧・募集期間 12月6日㈪～4年1月5日㈬必着

　12月6日㈪に新聞折込をするほか、地域活動センター、図書館などの区
施設で配布します。
〒112-8555文京区アカデミー推進課アカデミー推進係☎（5803）

1307 （5803）1369

文京区アカデミー推進計画（素案）について

区報ぶんきょう特集号を発行します

　ご意見は住所・氏名を記入のうえ、持参・郵送・ 又は （区 から送信可）で各担当課へお寄せください。お寄せいただいたご
意見は、整理したうえで、個人情報を除き、区 で公開する予定です。いただいたご意見に対して個別の回答は行いません。

ご意見をお寄せください共通事項
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☆区民サービスコーナー（シビックセンター、大原・大塚・音羽・湯島・向丘・根津・汐見・駒込各地域活動センター）は、土・日曜、祝日も開設しています。（年末年始を除く）

地域子育てステーション（12月）
事前連絡が必要です　［受付時間］9：00～17：00

保育園名 日時 主な内容 電話

藍　　染 21㈫

10：00

リースを作ろう （3828）5509

久　　堅 15㈬ ふれあい遊びを楽しもう （3811）0712

青　　柳  8㈬ ふれあい遊びをしてみよう （3941）4518

さしがや  8㈬ 冬の制作を楽しもう （3811）3474

駒　　込  1㈬ 季節の飾りを作ろう （3821）8800

こひなた 16㈭ 体を動かして遊ぼう（体操） （3943）4457

本　　郷  1㈬ 看護師と話そう （3812）2394

大　　塚 10㈮ 保育園で遊ぼう （3943）1631

し お み  1㈬ 保育園で遊ぼう （3827）8229

千　　石 14㈫ 簡単な装飾を作ろう （3947）9220

向　　丘  8㈬ 季節の飾りを作ろう （3814）6755

水　　道 15㈬ 保育園で遊ぼう （3812）2237

本 駒 込 14㈫ 看護師と話そう （3822）3659

本駒込南  2㈭ 園の玩具で遊ぼう （3823）3247

千 石 西 16㈭ 園庭であそぼう （3944）4688

本駒込西  7㈫ 保育園で遊ぼう （3947）2906

目 白 台 16㈭ 看護師と話そう （3945）4220

※開催時間は30分～1時間程度
※申込後、不参加の場合は園に連絡のこと

12月の番組表
広報課CATV担当☎（5803）1130

各番組の
紹介は
こちら

▲

時間 番組
8 30 くらしのSafety（1～5日）いざという時のために災害時の情報収集手段を確認しよう

（6～12日、20～26日）電子レンジに潜む火災危険
スマイルらいふミニ（13～19日、27～31日）文京区よつばクローバークラブ（5分）

35 ライフサポートナビミニ（13～19日、27～31日）3R・食品ロス削減推進の取り組み（5分）
40 Let’sスポーツ！（1～5日、13～19日）アスリート職員オススメ！お気軽トレーニング（中級編）
Myストーリー（6～12日、20～26日）東京ケーブルネットワーク　社長　大坪龍太さん
（27～31日）あんしんサポート文京（権利擁護センター）生活支援員

50 文京インフォメーション（～59）（1～31日）
9 00 介護予防体操（1～31日）
10 スマイルらいふ（1～5日）転倒骨折予防体操「日常生活動作の見直し」前編
（6～12日）母親学級　リラックス体操
（20～26日）脳の健康度測定（認知症健診）事業について（20分）
区長の部屋TV（13～19日、27～31日）2021年を振り返って

20 スマイルらいふ（1～5日）転倒骨折予防体操「イスを使ったストレッチ運動」後編
（6～12日）産後の骨盤ケア教室
（13～19日）お口の健康を守る習慣を身につけよう　育児学級・歯科
（20～26日）脳の健康度測定（認知症健診）事業について（20分）
Bサーチャーズ（27～31日）ラグビーと教育

30 Myストーリー（1～5日）東京ケーブルネットワーク　社長　大坪龍太さん
（20～26日）野球殿堂博物館学芸員　井上裕太さん
すくすくカレンダー（6～12日）AI？今こそ求められる家庭教育
（13～19日、27～31日）家庭でできる「お金教育」

40（手）1×1（ワンバイワン）（1～5日）グッドネイバーズカンパニー　清水愛子さん
（手）Bサーチャーズ（6～12日、20～26日）友好都市トルコ共和国イスタンブール市ベイオウル区
（手）ぶんきょう浪漫紀行（13～19日、27～31日）「和魂と洋才」ジョサイア・コンドル博士

50 文京インフォメーション（～57）（1～31日）
12 00 ぶんきょう浪漫紀行（1～5日）小石川をめぐる

（27～31日）時を感じる写真
ナイスキャッチぶんきょう（6～12日、20～26日）
くらしのSafety（13～19日）いざという時のために災害時の情報収集手段を確認しよう

10 介護予防体操（1～31日）
20 ぶんきょう浪漫紀行（1～5日、13日～19日）鷗外の末子　森類の生涯
（6～12日）文京区の国際交流　これまでの歩みとこれからの未来
（20～26日）小石川をめぐる
ライフサポートナビ（27～31日）困った時の高齢者あんしん相談センター

30 ライフサポートナビ（1～5日、13～19日）防災関連助成事業のご案内
（6～12日、20～26日）新しいBーぐる「本郷・湯島ルート」運行開始!!
ファイブセンスB（27～31日）戦争の悲劇を忘れない　文の京区民平和のつどい

40（手）ぶんきょう浪漫紀行（1～5日）「和魂と洋才」ジョサイア・コンドル博士
（手）Bサーチャーズ（6～12日、20～26日）文京区観光ガイドツアー　細川ガラシャ
（手）1×1（ワンバイワン）（13～19日、27～31日）グッドネイバーズカンパニー　清水愛子さん
50 文京インフォメーション（～57）（1～31日）

16 00 文の京セレクション（1～5日）マンション管理セミナー
文の京セレクション（6～12日）生活習慣病予防教室講演会「忍び寄る脂肪肝！～コロナ禍では要注意」
文の京セレクション（13～19日）令和3年文京区地域安全運動
文の京セレクション（20～26日）中畑清氏のアテネ五輪話
文の京セレクション（27～31日）賃貸住宅オーナー、不動産店のための文京区居住支援セミナー　第1部

18 00（8：30の番組再放送）
10（9：10～9：57の番組再放送）

19 00（1～26日）（16：00の番組再放送）
文の京セレクション（27～31日）賃貸住宅オーナー、不動産店のための文京区居住支援セミナー　第2部

21 00（12：00の番組再放送）
10（8：40の番組再放送）
20（12：20～12：57の番組再放送）

＊番組は変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。

　9月定例議会は、9月3日㈮～10月14日㈭の日程で行われました。可決
された議案は、次のとおりです。
　なお、議案及び委員会資料は、区議会 で公開しています。
条例等
▷文京区個人情報の保護に関する条例及び文京区情報公開条例の一部を改正す
る条例▷文京シビックセンター地下2階特定天井及びトイレ等改修工事請負契約
▷和解及び損害賠償額の決定について▷和解及び損害賠償額の決定について▷
和解及び損害賠償額の決定について▷令和3年度文京区一般会計補正予算（第2
回）▷令和3年度文京区国民健康保険特別会計補正予算▷令和3年度文京区介護
保険特別会計補正予算▷令和3年度文京区後期高齢者医療特別会計補正予算▷
文京区旅館業法施行条例の一部を改正する条例▷文京区公衆浴場法施行条例の
一部を改正する条例▷電線共同溝設置工事（区道第870号）請負契約▷文京区特
定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を
改正する条例▷文京区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の
一部を改正する条例▷公園再整備工事（文京区立神明都電車庫跡公園）請負契約
決算
▷令和2年度文京区一般会計歳入歳出決算▷令和2年度文京区国民健康保
険特別会計歳入歳出決算▷令和2年度文京区介護保険特別会計歳入歳出決
算▷令和2年度文京区後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算
意見書
▷選択的夫婦別姓制度の法制化に関する議論を求める意見書▷ヤングケア
ラー支援の体制強化を求める意見書
　なお、意見書については、国会及び関係行政庁に送付しました。
区議会事務局☎（5803）1313

区議会 9月定例議会終わる

宝生会能楽公演ご招待

日時 会名 演目

4年2/13㈰
13：00 月浪能

仕舞3番、能「鉢
はちのき

木」「海
あ ま

人」、狂言「鶯
うぐいす

」

 　3/13㈰ 仕舞3番、能「朝
とも

長
なが

」「羽
は

衣
ごろも

」、狂言「骨
ほね

皮
かわ

」

宝生能楽堂（本郷1-5-9） 小学生以上の区内在
住・在勤・在学者 各回30人（抽選） 無料 往
復はがき（1枚2人まで）に「月浪能」・希望日・鑑賞
者全員の住所（在勤者は勤務先名、在学者は学校
名も）・氏名（ふりがな）・電話番号と返信用にもあ
て先を明記し、〒112-8555アカデミー推進課
文化事業係☎（5803）1120へ 12月20日㈪必着
※当落の通知は1月初旬発送予定

▲朝長

12月から１月までは政治家の寄附禁止PR強化期間です！

　きれいでお金のかからない政治
の実現と選挙の公正確保のため、
法律で禁止されている政治家の寄
附について、周知徹底を図ること
を目的として定めています。

政治家は有権者に        を

有権者は政治家に        を

政治家から有権者への        は

寄附 贈らない
寄附 求めない
寄附 受け取らない

みんなで守ろう「三ない運動」

● 時候のあいさつ状の禁止
　政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、
時候のあいさつ状を出すことが禁じられています。
（例）年賀状など
　処罰されると、公民権（選挙権、被選挙権）停止の対象となります。
　寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。
選挙管理委員会事務局☎（5803）1287

● 政治家の寄附禁止
　政治家（候補者、候補者になろうとする者及び現に公職にある者）は、選挙区
内にある者や団体に対して寄附をすると処罰されます。
（例）卒業祝や入学祝、秘書等が代理で出席する場合の結婚祝等

● 政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
　政治家を威迫（相手に不安を感じさせる行為）して、あるいは、陥れる目的で
寄附を求めると処罰されます。
（例）祭りや旅行などへの差し入れ

● 後援団体の寄附禁止
　後援団体が、選挙区内にある者に対して花輪、香典、祝儀などを出すと処罰
されます。
（例）落成式や開店祝などの花輪

● あいさつを目的とする有料広告の禁止
　政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対する有料のあいさつ広告を出す
と処罰されます。

寄附の禁止とは
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区の“財政状況”をお知らせします
　3年9月定例議会において、2年度決算が認定されました。今回は、2年度の決算、健全化判断比率及び財務諸表（全体賃借対照表と全体行政コスト計算書）についてお知らせします。
なお、3年度予算の上半期における執行状況と4年度予算の編成方針については、区 でご覧いただけます。 財政課☎（5803）1127

　「地方創生の推進」と「税源偏在是正」の名のもと、法人住民税の一部国税化や地方消費税の清算基準の
見直し、ふるさと納税等の不合理な税制改正により、特別区の貴重な税源は一方的に奪われています。
　こうした不合理な税制改正による特別区全体の影響額は、令和3年度のみで1,800億円を上回る規模
であり、特別区における人口40万人程度の財政規模に相当する衝撃的な額です。
　地方税を国税化して再配分する手法は、応益負担や負担分任という地方税の本旨を無視したものです。
本来、地方財源の不足や地域間の税収等の格差については、国の責任において地方交付税財源の法定率
を引き上げ、調整するべきです。
　特別区は、持続的な都市の発展のために取り組むべき喫緊の課題や将来的な課題が山積しています。
こうした中、新型コロナウイルス感染症対策では、全国で最も多くの感染者を抱えており、感染拡大防
止対策や中小企業・医療機関への支援策、生活保護費等、特別区の負担は増え続けています。
　度重なる不合理な税制改正に加え、新型コロナウイルス感染症の影響による大幅な歳出の増加もあり、
特別区の財政は極めて深刻な状況です。
　今必要なことは、全国各地域が自らの責任で真に必要な住民サービスを提供するとともに、自治体間
の積極的な交流や協働によって共存共栄する良好な姿を作ることであり、税源の奪い合いにより自治体
間に不要な対立を生むような制度は認められません。
　今こそ、国の責任において各地域を支える地方税財源の充実強化を図り、日本全体の持続可能な発展
を目指すべきです。
　詳しくは、区 を参照又は行政情報センターにてご覧ください。

不合理な税制改正等に対する特別区の主張

区 財 政 の 現 況

　地方分権の時代、地域の実情に応じ、区
自らの責任において安定的な財政運営を
行っていくためには、財源としての使途の
制限がない「一般財源」の確保が大切です。
その半分以上を占める特別区税は、元年度
より14億円の増となりました。また、年
度ごとの収支（実質単年度収支）について
は、プラス収支となりました。

　財政運営には、その年度の収入だけでな
く、中長期的な観点から基金（蓄え）を活用
することも大切です。財政調整基金は扶助
費の増加などにより、38億円の取崩しを
行い4年連続して減となりました。
　また、施設建設などの際に区債を発行し
ますが、その償還（ローン返済）が将来の重
荷とならないようにする視点が不可欠で
す。2年度は、明化小学校・誠之小学校改
築工事等のために区債を発行しました。

　限られた財源の中、新型コロナウイルス
感染症への対応のほか、社会の変化に即応
しながら喫

きっ

緊
きん

の課題に必要な財源を振り分
けていくためには、強固で弾力性のある財
政体質でなければなりません。
　財政構造の弾力性を測る指標が「経常収
支比率」です。2年度は、4年ぶりに適正水
準値となった元年度を2.9ポイント上回る
82.9％となりました。
　今後も、特別区交付金などは景気の動向
に左右されやすいため、区の財政は予断を
許さない状況が続くと予想されます。
　区政の課題に的確に対応することはもと
より、子育て支援、高齢者施策をはじめ、
区民施設や学校施設の整備など大きな財源
を必要とする事業を着実に推進していくた
めに、安定的かつ健全な財政基盤を確立・
維持していく必要があります。

財 務 諸 表
　区では、複式簿記・発生主義会計を導入し、総務省の示す「統一的な基準」による財務書類を作成しています。

財政運営の自主性・安定性の確保 計画的な蓄えとローン返済 持続可能な財政体質の確立

全体貸借対照表 全体行政コスト計算書
　貸借対照表とは、作成基準日（会計年度末）における、資産、負債、
純資産の金額を表示した一覧表で、区の財政状態を明らかにする
ものです。

　行政コスト計算書とは、一会計期間の行政運営に伴う経費と、
その財源としての収益を表示した一覧表で、区の収支状況を明ら
かにするものです。

2 年 度 決 算 の あ ら ま し
一　般　会　計　決　算　額

国民健康保険特別会計決算額

歳　

入

国・都支出金 114億8,021万円
国民健康保険料 52億8,877万円
繰入金 21億円
繰越金・その他 5億3,907万円

合　　計 194億805万円

歳　

出

保険給付費 105億3,552万円
国民健康保険事業費納付金 69億222万円
総務費・その他 11億6,326万円

合　　計 186億100万円

介護保険特別会計決算額

歳　

入

国・都支出金 55億4,888万円
支払基金交付金 38億9,339万円
保険料 36億1,806万円
繰入金・その他 29億7,037万円

合　　計 160億3,069万円

歳　

出

保険給付費 139億9,259万円
総務費・その他 17億6,231万円

合　　計 157億5,490万円

後期高齢者医療特別会計決算額

歳　

入

後期高齢者医療保険料 29億5,122万円
繰入金 21億4,538万円
諸収入・その他 2億1,882万円

合　　計 53億1,542万円

歳　

出

広域連合納付金 47億5,125万円
総務費・その他 4億2,977万円

合　　計 51億8,102万円

特別区税区民負担の状況
一世帯当たりの負担額 区民一人当たりの負担額

28年度 273,308円 149,086円

29年度 276,090円 150,695円

30年度 275,521円 150,914円

元年度 280,952円 153,783円

2年度 293,477円 160,235円

民生費 21万438円 教育費 6万7,676円 総務費 6万989円 公債費を除く諸支出金 1万3,243円 土木費 1万8,551円 衛生費 2万2,989円

保育園の運営、高齢者や体の
不自由な方の福祉などに

校舎の整備、幼稚園、小・中学校、
図書館の運営などに

区有施設の整備、防災対策、
広報・広聴、選挙などに 基金の積立、その他に 道路や公園の整備などに 区民の健康を守る保健所の運営などに

資源環境費 1万6,280円 区民費 1万4,315円 都市整備費 4万3,254円 諸支出金のうち公債費 2,827円 議会費 2,811円 産業経済費 11万815円

環境保全、清掃事業、
リサイクルなどに

コミュニティバス運行、区民会館、
公会堂、スポーツ施設の運営などに まちづくりや住宅対策に

区　　債

区が借り入れた区債の償還などに 議会の運営に 地域産業の振興や消費者保護に

区民一人当たりの決算額　58万4,188円
一般会計決算額　1,324億791万円　　区民　226,653人（3年4月1日現在の日本人と外国人住民の合計）区民一人当たりの使いみち

貸借対照表（全体）の主な内容 （単位：百万円）
資産の部 負債の部
固定資産 499,845 固定負債 14,771
　　有形固定資産 460,451 　　地方債 4,441
　　　　事業用資産 333,900 　　退職手当引当金 9,735
　　　　インフラ資産 124,696 　　その他 596
　　　　物品 3,077
　　無形固定資産 93 流動負債 6,439
　　投資その他の資産 39,301 　　1年内償還予定地方債 428
　　　　投資及び出資金 246 　　未払金 43
　　　　長期延滞債権 881 　　賞与等引当金 1,531
　　　　長期貸付金 79 　　預り金 4,288
　　　　基金 38,245 　　その他 149
　　　　徴収不能引当金 △149
流動資産 35,595 負債合計 21,210
　　現金預金 16,281 純資産の部
　　未収金 667 固定資産等形成分 518,602
　　短期貸付金 15 余剰分（不足分） △4,372
　　基金 18,742
　　徴収不能引当金 △110 純資産合計 514,230
資産合計 535,440 負債及び純資産合計 535,440
※計数は、表示単位未満を四捨五入しているため、内訳と合計が合わない場合あり
●資産の部
　 土地や建物などの有形固定資産は4,605億円であり、このうち土地は事業用資産・
インフラ資産を合わせて3,580億円で、有形固定資産の77.7％を占めています。
また、基金は、学校施設建設整備基金などの特定目的基金と定額運用基金を合わ
せた額を固定資産に区分し、382億円となっています。財政調整基金は流動資産
に区分し、187億円となっています。
●負債の部
　 地方債残高（固定負債の「地方債」と流動負債の「1年内償還予定地方債」の合計）は
49億円となっています。一方、資産の部において、流動資産の資金額は356億円
となっています。これは、すぐにでも返済にあてられる手元の資金が借金の額を
上回る状態であることを示しており、健全な財政状況であることがわかります。

行政コスト計算書（全体）の主な内容 （単位：百万円）

経常費用 155,773

　　　業務費用 53,495

　　　　　　人件費 21,672

　　　　　　物件費等 30,057

　　　　　　その他の業務費用 1,765

　　　移転費用 102,278

　　　　　　補助金等 80,070

　　　　　　社会保障給付 22,169

　　　　　　その他 40

経常収益 4,088

　　　使用料及び手数料 1,732

　　　その他 2,355

純経常行政コスト【A】 151,685

臨時損失【B】 122

　　　災害復旧事業費 0

　　　資産除売却損 3

　　　損失補償等引当金繰入額 0

　　　その他 119

臨時利益【C】 13

　　　資産売却益 13

　　　その他 0

純行政コスト【A＋（B－C）】 151,793

※計数は、表示単位未満を四捨五入しているため、内訳と合計が合わない場合あり
● 経常費用から経常収益の差額である純経常行政コストは1,517億円となっていま
す。経常費用の割合に着目すると、職員給与費などの人件費は、217億円（13.9％）、
物件費等は、301億円（19.3％）、補助金等の移転費用は、1,023億円（65.7％）となっ
ています。

健 全 化 判 断 比 率
　地方公共団体の財政の健全化に関する法
律に基づき、財政の健全性に関する4つの
比率（健全化判断比率）を毎年度、決算にあ
わせて算定しています。
　区の健全化判断比率は、いずれの比率に
ついても、区財政が健全である状況を示し
ています。
　なお、算定した健全化判断比率は、監査
委員の審査に付した上で、議会に報告して
います。

健全化判断比率（4種類）
①実質赤字比率
②連結実質赤字比率
③実質公債費比率
④将来負担比率
　健全化判断比率につい
ての説明は、区 でご覧
いただけます。

健全化判断比率 （単位：％）

区　　　分 実質赤字
比率

連結実質
赤字比率

実質公債費
比率

将来負担
比率

● 実質赤字比率及び連結実
質赤字比率は、黒字のた
め負数となっている。
● 将来負担比率は、充当可
能な財源が将来負担額よ
りも多いため、負数となっ
ている。
● （　）内の算出比率は、参考
値として実数を示したもの。

比　　　率
（算出比率）

―
（△13.33）

―
（△15.32）

△4.5
（△4.5）

―
（△113.4）

早期健全化
基準 11.25 16.25 25.0 350.0

財政再生
基準 20.00 30.00 35.0

　 会計管理室☎（5803）1279

〈主な内訳〉
諸収入（1.3％） 18億4,365万円
使用料及び手数料（1.2％） 17億3,335万円
分担金及び負担金（0.9％） 12億6,455万円 など

その他（5.3％）
75億7,923万円

特別区交付金（14.8％）
211億7,274万円

繰越金（4.6％）
66億3,540万円

地方消費税交付金（4.0％）
57億8,758万円

繰入金（8.2％）
116億7,891万円

歳入合計
1,431億8,387万円
（100％）

国・都支出金（37.7％）
540億1,223万円

特別区税（25.4％）
363億1,778万円

その他（8.5％）
112億1,379万円

衛生費（3.9％）
52億1,058万円

土木費（3.2％）
42億465万円

都市整備費（7.4％）
98億367万円

教育費（11.6％）
153億3,888万円 産業経済費（19.0％）

251億1,657万円

歳出合計
1,324億791万円
（100％）

〈内訳〉
資源環境費（2.8％） 36億8,981万円
諸支出金（2.7％） 36億4,237万円
区民費（2.5％） 32億4,442万円
議会費（0.5％） 6億3,719万円

民生費（36.0％）
476億9,643万円

総務費（10.4％）
138億2,334万円

一般財源の推移

一般財源のうち、特別区税

　0
100
200
300
400
500
600
700

28 29 2年度30 元

億円

320
（57.0%）

329
（57.2%）

337
（56.5%）

349
（54.5%）

363
（55.9%）

561 576 596
640 649

基金総額（年度末現在）の推移

財政調整基金 特定目的基金 減債基金
28 29 2年度30 元  0

100

200

300

400

500

600

700

総額
570億円億円

8 3 4 6
7

395 426 445 433
376

270 250 223 197 187

区債残高（年度末現在）の推移億円

28 元29 2年度300

100

50

67

51 53 48 49

歳　入 歳　出

実質単年度収支の推移

28 29 2年度30 元

 0

△10

△40

△20

△30

20

10

億円

1.0

△1.9

△30.2

△15.4

15.9

※ 自治体間の比較を可能にするために総務省が定めた
様式に基づき算出した「普通会計」上の額を使用

経常収支比率の推移

70

80

90

28

％

文京区
特別区平均 適正水準

2年度30 元29

79.3 79.8 79.1 79.1

81.9

82.8 82.4 81.6
80.0

82.9

※経常収支比率＝
経常的経費に充当される一般財源等
経常的に収入される一般財源等

×100（％）
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1希望講座・教室 2住所
3氏名（ふりがな） 4年齢
5電話番号 6その他（各記事

に明示）
※往復はがきの場合、返信用にもあて先を明記

1人（組）1枚
はがき・FAX
などの 記入例

◀区ホームページの「電子申請」は
　左記二次元コードへ

　（　　　マークがある記事に限る）

☆催し物等に参加する際はマスクの着用や手洗い、咳エチケットの徹底にご協力ください。
　また感染が疑われる、発熱などの症状があり体調がすぐれない場合は参加をお控えください。 休止（中止）・縮小・休館等を行う窓口・事務・施設・行事（イベント）について 詳細は区 へ（右記二次元コードからもアクセス可）

☆新型コロナウイルス感染拡大に伴い、掲載記事は、内容（日時や開催方法等）が変更、中止・延期になる可能性があります。
区

▲

毎月7日は文京版クールアース・デー
冬こそ省エネ！暖房の工夫
　暖房器具はエネ
ルギーを多く使い
ます。換気や加湿
にも気を付けて、
無理のない範囲で
節電に取り組みましょう。
具体的な取組例
• 室温は20℃を目安にする。
• 電気カーペットは広さにあった大
きさにする。
暮らしのコツと省エネ豆知識
• 暖気は上に溜まるため、扇風機を
天井に向けて回せば、暖気が下り
て、足元まで広がります。

• 私たちが感じる寒い等の体感は、
温度や湿度以外に周囲の物の表面
温度（放射温度）にも左右され、体
感温度≒（室温＋放射温度）÷2の
関係があります。冬は分厚いカー
テンを閉めたりして、周りの物の
温度を上げると暖かく過ごせます。

（出典：都「家庭の省エネハンドブック」
より作成）

環境政策課地域環境係☎（5803）
1828

12月31日㈮～4年1月3日㈪は
ごみの収集はお休みです
　年末年始は、ごみ
の量が増えるため、
収集時間が大幅に変
わります。ごみは必
ず午前8時までに集積所へ出してく
ださい。
　また、年末最後の収集が終わると、
集積所の看板に「年内終了」のステッ
カーを貼ります。年始最初の収集日
まで、ごみを出さないでください。
収集日
種別 収集日 年末とり納め 年始とり始め

可燃ごみ

月・木曜
収集地区 12/30㈭ 1/6㈭

火・金曜
収集地区 12/28㈫ 1/4㈫

水・土曜
収集地区 12/29㈬ 1/5㈬

不燃ごみ 月2回 12/28㈫まで
曜日どおり 1/4㈫から

曜日どおり
資源 週1回 12/30㈭まで

曜日どおり

粗大ごみ 申込制 12/28㈫ 1/4㈫

粗大ごみ受付
電話で粗大ごみ受付センター☎

（5296）7000へ（ https：//sodai.
tokyokankyo.or.jpからも申込可）

種別 年末受付終了 年始受付開始

電話 12/28㈫
19：00

1/4㈫
8：00

インターネット 12/28㈫
23：59

1/4㈫
0：00

文京清掃事務所☎（3813）6661

医療関連産業支援セミナー（オンライン開催）
12月16日㈭午後1時～2

時30分 コロナ禍でのAI画
像診断の役割▷出演 田仲
浩平氏、浜本隆二氏 医工
連携に関心のある企業等 無料 上
記申込フォームから申込（区 からも
アクセス可） 経済課産業振興係☎
（5803）1173
※Z

ズ ー ム

oom（オンライン会議ツール）の
接続環境が必要

「子育てサポーター」になりませんか？
～スタンダードサポーター認定研修～
子育て支援に関する基本的な知識
や倫理、子どもへの関わり方、保育
に関する内容、ファミリー・サポー
ト・センター事業など 子育てサ
ポーターに登録し、ファミリー・サ
ポート・センター事業等の活動がで
きる20歳以上の区内在住・在勤・在
学者 20人（抽選） 無料 申込書
を郵送で〒164-0001中野区中野
4-11-10リーガルマインドへ▷申
込書配布 子育て支援課・社会福祉
協議会（区 ・社会福祉協議会 http：
//www.bunsyakyo.or.jp/にも掲載）
12月17日㈮必着

日時（4年） 会場
子育て支援員基本
研修

1/29㈯
9：30～16：30

貞静学園
短期大学
（小日向
1-26-13）

子育て支援員基本
研修
スタンダードサ
ポーター救命救急
研修

1/30㈰
9：30～17：00

スタンダードサ
ポーター認定研修

2/1㈫・2㈬
9：30～17：00 区民センター

※ 受講修了者には「子育て支援員基本研修」の
修了証明書及び「スタンダードサポーター」
の認定証を交付
※児童の保育希望者は申込時に上記へ
［子育て支援員制度］子育て支援課
子育て支援推進担当☎（5803）1256、
［子育てサポーター認定制度］社会福
祉協議会ささえあいサポート係☎
（3812）3043

中小企業向けセミナー（オンライン開催）
商品開発・改良の基礎知識
12月23日㈭午後2時～4時 茂井
康宏氏（プランコンサルティング代
表取締役社長ほか） 40人（申込順）
無料 下記 から申込 東京商工

会議所文京支部☎（3811）2683
http://event.tokyo-cci.
or.jp/event_detail-1089
87.html
※Z

ズ ー ム

oom（オンライン会議
ツール）の接続環境が必要

第59回文京区観光写真展
　区内の名所・
旧跡をはじめと
する観光スポッ
トなど、文京区
の魅力を切り
取った作品の数々を展示します。ま
た、SNSキャンペーンに応募された
写真もスライドショーでご覧いただ
けます。
12月12日㈰～14日㈫午前10時～午
後6時（14日は午後3時まで） ギャラ
リーシビック 無料 文京
区観光協会☎（3811）3321、
アカデミー推進課観光担当
☎（5803）1174

チャレンジスポーツ教室塾（卓球）
4年1月6日～27日の木曜（全4回）

午後4時30分～6時 スポーツセン
ター 区内在住・在学の小・中学生
30人予定（抽選） 640円（保険料込）

往復はがきに6面記入例 1～5と6
性別・学校名・学年・保護者名を明記
し、〒112-0012文京区大塚3-29-2
スポーツセンター☎（3944）2271へ
12月9日㈭必着

アクアエクササイズ（1月日曜コース）
4年1月9日～30日の日曜（全4回）

午前10時～11時30分 総合体育館
アクアダンス・筋力トレーニング等
医師から運動制限を受けていない

18歳以上の区内在住・在勤・在学者
50人予定（抽選） 2,200円（保険料
込） 往復はがきに 6面記入例 1～5
と6性別（在勤者は勤務先名・所在地、
在学者は学校名も）を明記し、〒113-
0033文京区本郷7-1-2総合体育館
☎（3814）4271へ 12月9日㈭必着

都民住宅入居者募集
次の要件を全て満たす方①都内に
居住し、同居親族がいる②世帯の所
得が基準内である（おおむね都営住宅
の所得基準を超える世帯）③自ら居住
するための住宅を必要としている④
暴力団員でない▷申込書配布（12月1
日㈬～9日㈭） シビックセンター1
階受付・福祉住宅サービス窓口・各地
域活動センター・勤労福祉会館 都・
住宅供給公社都営住宅募集センター
☎（3498）8894
※単身者は申込不可

教育センター
第10回

子ども科学カレッジ
第11回

子ども科学カレッジ

日時 12/25㈯
10：00～12：00

4年1/8㈯
10：00～12：00

会場 教育センター

内容 楽しい植物科学 南極の地形を
調査する

講師
（敬称略）

お茶の水女子大学 
基幹研究院 自然科
学系
教授　加藤美砂子

中央大学 理工学部 
都市環境学科
教授　金田平太郎

対象 区内在住・在学の小学4年生～中学生
定員 各16人（抽選）
費用 無料

申込
往復はがきに 6面記入例 1～3・5（3は
保護者分も）と6学校名・学年・メール
アドレスを明記し、教育センターへ

締切 12/13㈪必着 12/20㈪必着
※車での来場は不可
※ キャンセルによる空き状況の確認をする場
合は、前日までに電話で教育センターへ

※ 電子申請申込時に表示される「問合せ番号」
は、当落確認の際に必要となるため、必ず
控えること

※ 保護者及び申込以外の子どもの入室・見学
不可
〒113-0034文京区湯島4-7-10

教育センター☎（5800）2591

お楽しみ講座「歌う会（カラオケ）」
12月17日㈮午前10
時～11時30分 福祉
センター湯島 60歳以
上の区内在住者 9人
（抽選） 無料 電話
で福祉センター湯島☎（3814）9245
へ 12月1日㈬

ふれあいサロン お正月生け花教室
12月26日㈰午後1時30分～4時30
分 向丘地域活動センター お正月
に家に飾る、生け花の生け方 斉藤
理俊氏（古流華道花盛会家元師範）
区内在住・在学・在勤者 15人（抽選）
2,600円（当日納入） 往復はが

きに6面記入例 1～5を明記し、〒113-
0023文京区向丘1-20-8向丘地域活
動センター☎（3813）6668へ郵送又
は持参 12月13日㈪必着

アートウォール・シビック
誰も通らない廊下だけど…密かに藝
（愛）が育まれてるんだぜ展2
12月2日㈭～

27日㈪ シビッ
クセンター地下
1階吹きぬけ周
囲 湯島界隈で
若手アーティスト支援事業を営む「藝
を育むまち同好会」による作品展 無
料 アカデミー推進課文化事業係☎
（5803）1120

シビックホールの一般貸出を再開します
　3年4月から改修工事のため休館
しているシビックホール大ホール・
小ホールの一般貸出を再開します。

再開時期

大ホール 5年3月

小ホール 4年11月

※ 工事の影響（騒音等）で貸出再開が延期され
る場合あり
※申込方法等詳細は、下記 参照

［工事］アカデミー推進課☎（5803）
1307、［貸出］（公財）文京アカデミー施
設管理係☎（5803）1100 https：//
www.b-academy.jp/

12月は「オール東京滞納STOP
強化月間」です
―滞納は させない 
 放置しない 逃がさない―
　都と区市町村では、
安定した税収と公平
性の確保を目指して、
広報や催告による納
税推進、差押えやタ
イヤロック、捜索等の滞納処分など、
多様な徴収対策に取り組んでいます。
2年度文京区実績
差押　2,241件（タイヤロック5件含む）
税務課納税係☎（5803）1156

第1回地域保健推進協議会
12月9日㈭午後2時～4時 シビッ
クセンター24階委員会室 保健医療
計画の実績報告について等 8人（抽
選） 傍聴希望者は当日直接会場へ
生活衛生課管理計画係☎（5803）

1223

司法書士無料相談
12月1日㈬午前

10時～午後4時（受
付は午後3時まで）
区民センター

相続・贈与・財産分与などの不動産登
記、会社法人の登記、遺言、成年後
見等に関する相談 どなたでも 当
日直接会場へ 東京司法書士会文京
支部・大野☎（5940）0015、☎090
（6028）9881

行政書士無料相談
12月14日㈫午前10時～午後4時
区民センター 借地・借家、空き

家、遺言・相続、内容証明、外国人
の在留・帰化、起業・許認可等に関す
る書類作成と手続きの相談（一人30
分程度） どなたでも 当日直接会
場へ 東京都行政書士会文京支部☎
050（5438）5467

11月30日（いいみらい）は年金の日です
　年金の日は、国
民一人一人が「ね
んきんネット＊」等
を活用して年金記
録やご自身の年金見込額を確認し、
老後の生活設計に思いを巡らせるこ
とを目的に制定されました。
＊ ねんきんネット：年金記録や年金見込額の
確認、届出書の作成などもできるサービス
（利用にはユーザー登録が必要）
ねんきん定期便・ねんき

んネット等専用ダイヤル☎
0570（058）555
※詳細は、日本年金機構
を参照

都市計画原案への公述申出と公聴会
▷対象計画案 住宅市街地の開発整
備の方針
▷対象区域 特別区、市、瑞穂町及
び日の出町
公述の申出
区域内在住又は計画案に利害関係
のある方（1人10分以内） 申出書を
郵送又は直接下記へ▷計画案の縦覧・
申出書配布（12月1日㈬～15日㈬） 都・
都市整備局都市計画課・関係区市町
都市計画主管課（下記 からもダウ
ンロード可）▷申出期間 12月1日
㈬～15日㈬必着
※申出多数の場合は、公述意見要旨
等を考慮し選定
公聴会　※公述申出がある場合
4年1月20日㈭①午後2時②午後7
時 都民ホール（新宿区西新宿2-8-
1） 傍聴希望者は当日直接会場へ
（先着順）
※詳細は下記 へ
〒163-8001都・都市整備局都市

計画課☎（5388）3336 https：//
www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.
jp/keikaku/seido_6.htm

交流館の教室  
ママとベビーの体操教室 カーレット教室 着付け教室 カービング教室 ポールウォーキング フラワーアレンジメント教室

日時 12/11㈯
10：00～11：00

12/14㈫・28㈫
10：00～12：00

12/18㈯
10：00～12：00

12/18㈯
①13：30～14：40
②15：10～16：20

12/21㈫
10：00～12：00

12/27㈪・28㈫
①10：00～11：30
②13：00～14：30
③15：30～17：00

会場
問合せ

白山交流館
☎（3813）8500

目白台交流館
☎（5395）9141

内容
講師

（敬称略）
対象等

体操、ヨガ等でふれあう 区
内在住の首の据わった1歳未満
児と母親 9組（申込順、申込開
始日に定員を超えた場合は抽選）
200円 11/30㈫10：00から電
話又は直接白山交流館へ
※運動しやすい服装でバスタオ
ル1枚と飲み物持参

卓上カーリングで多世代
交流をはかる 区内在住・
在勤・在学者 8人（申込順、
申込開始日に定員を超えた
場合は抽選） 100円 11/
30㈫10：00から電話又は直
接白山交流館へ

着物着付（袋帯）をマスターす
る 合地ケイ子 着物一式を
用意できる区内在住・在勤・在学
の女性 15人（申込順、申込開
始日に定員を超えた場合は抽
選） 800円 12/5㈰10：00か
ら電話又は直接白山交流館へ

香りのよい石けんに専用のナ
イフで美しく彫刻 丹後友香理
区内在住・在勤・在学者 各5

人（申込順、申込開始日に定員
を超えた場合は抽選） 850円
（材料費含） 12/5㈰10：00から
電話又は直接白山交流館へ

2本のポールを使用して3km程度歩
き、安定した歩行を目指す 小野富雄
（日本ノルディック連盟東京都指導員）
区内在住・在勤・在学者 12人（申込

順） 200円（ポール貸出料） 12/2㈭
9：00から電話又は直接目白台交流館へ
※運動しやすい服装で飲み物持参

お正月アレンジメント 水
野エイジ 区内在住・在勤・在
学者 各20人（申込順） 2,000
円（教材費） 12/6㈪9：00から
電話又は直接目白台交流館へ

4年度私立幼稚園入園児追加募集  
　以下の幼稚園で引続き申込を受付けています。
直接希望の園へ 幼児保育課 施設給付・私立幼稚園担当☎（5803）1823
4年度私立幼稚園入園児募集人員（追加） 11月5日現在

幼稚園名 所在地 電話番号 募集人員
3歳児 4歳児 5歳児

音
おと

羽
わ

幼稚園 大塚5-40-1 （3941)0649 若干名 0 若干名

京
けい

北
ほく

幼稚園 本駒込2-13-5 （3941)7090 0 若干名 0

彰
しょう

栄
えい

幼稚園 白山4-14-15 （3941)1239 10 10 0

聖
み

園
その

幼稚園 関口3-16-15 （3941)8580 若干名 若干名 若干名

中
ちゅう

央
おう

会
かい

堂
どう

幼稚園 本郷3-37-9 （3812)0273 5 10 若干名

貞
てい

静
せい

幼稚園 大塚1-2-10 （3943)3711 若干名 0 0

明
めい

照
しょう

幼稚園 小石川4-12-8 （3811)1306 8 4 2

弓
ゆみ

町
ちょう

本
ほん

郷
ごう

幼稚園 本郷2-35-14 （3811)3075 若干名 若干名 若干名

衆議院議員選挙 投・開票の結果  
　10月31日㈰、衆議院議員選挙が行われました。文京区の投・開票の結果
は以下のとおりです。

文京区開票区衆議院（比例代表選出）議員選挙「東京都選挙区」結果
政党等名称 文京区 東京都

自由民主党 39,063 2,000,084 
立憲民主党 23,998.449 1,293,281.168 
日本維新の会 16,870 858,577 
日本共産党 14,962 670,340 
公明党 6,676 715,450 
国民民主党 6,244.550 306,179.757 
れいわ新選組 6,167 360,387 
NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で 1,686 92,353 
社会民主党 1,653 92,995 
日本第一党 589 33,661 
新党やまと 196 16,970 
政権交代によるコロナ対策強化新党 141 6,620 
投票率 65.05% 57.20%

衆議院（小選挙区選出）議員選挙「東京都第2区」結果
候補者名 届出政党等

名称
得票数

文京区 中央区 港区の一部 台東区の一部 合計
当選 辻清人 自由民主党 48,595 35,828 7,224 27,634 119,281 
次点 松尾あきひろ 立憲民主党 43,446 22,511 4,758 19,707 90,422 

木内たかたね 日本維新の会 17,333 15,261 3,161 9,999 45,754 
北村イタル れいわ新選組 6,239 3,737 882 3,629 14,487 
出口紳一郎 1,861 1,456 312 1,030 4,659 

合計 117,474 78,793 16,337 61,999 274,603 

投票率 文京区 65.06%
東京都 57.21%

選挙管理委員会事務局☎（5803）1287

2年度清掃・リサイクル事業経費  
　ごみの減量や分別を進めることにより、ごみ処理経費は減らすことができます。
ごみ収集量・資源回収量 リサイクル清掃課☎（5803）1184
ごみ収集量 44,114t
資源回収量 14,230t
行政回収
集団回収

10,223t
4,007t

※行政回収は粗大ごみの資源化分も含む
清掃・リサイクル事業経費

区分 歳出 歳入 1人当たりの経費 1t当たりの経費
ごみ処理経費 29億9,663万円 2億7,402万円 12,006円 61,718円
リサイクル関連経費 4億5,528万円 7,978万円 1,656円 40,677円
行政回収
集団回収

4億2,928万円
2,600万円

7,978万円
0万円

1,541円
115円

34,188円
6,489円

合計 34億5191万円 3億5,380万円 13,661円 102,394円
※端数処理の関係で合計値等が合わない場合あり
※ 1人当たりの経費は、各経費の（歳出－歳入）÷人口の数値「2年10/1現在の人口（226,777人）を元に算出」
※1t当たりの経費は、各経費の（歳出－歳入）÷各回収量の数値

3年度第2四半期までのごみ収集量と資源回収量［速報値］
　3年度第2四半期までのごみ収集量は、前年度に比べ、316t（1.4％）の減
量となりました。また、資源回収量（集団回収を含む）は、前年度に比べ、
163t（2.3％）の減量となりました。 リサイクル清掃課☎（5803）1184
ごみ収集量

3年4～9月 2年4～9月 増減量 増減率
可燃ごみ 20,667t 20,970t ▲303t ▲1.4％
不燃ごみ 701t 804t ▲103t ▲12.8％
粗大ごみ 708t 618t 90t 14.6％
合計 22,076t 22,392t ▲316t ▲1.4％

資源回収量（集団回収を含む）
3年4～9月 2年4～9月 増減量 増減率

粗大ごみ 215t 204t 11t 5.4％
古紙 4,464t 4,609t ▲145t ▲3.1％
缶 335t 351t ▲16t ▲4.6％
びん 1,368t 1,416t ▲48t ▲3.4％

ペットボトル 527t 510t 17t 3.3％
その他 128t 110t 18t 16.4％
合計 7,037t 7,200t ▲163t ▲2.3％

※端数処理の関係で合計値等が合わない場合あり
※ 「その他」は、トレイ・乾電池・衣類（古布）・プラスチック製ボトル容器・ペットボトルキャップ・
蛍光管・小型家電等の合計
※粗大ごみ資源化分は、ごみとして処分していないため、粗大ごみ量に含めない

①日時 ②会場 ③内容 ④講師 ⑤入会金
⑥会費 ⑦対象その他 ⑧問合せ
・掲載内容の責任は当事者で。
・費用の記載のないものは無料。
・催し物で申込方法の記載がないものは申込不要。

　区内サークル・公共性のある団体の情報を掲載
します。紙面の都合で掲載できないこともあり
ます。なお、営利や売名を目的とするもの、前
回の掲載から1年を経過していないもの、会費が
多額なものは掲載できません。

催 し 物
竣工60周年記念企画展
「建築課・今井兼次の東洋学園大学（旧東洋
女子短期大学）フェニックス・モザイク」
①11/8㈪～4年1/28㈮②東洋学園大学1号
館9階史料室展示室（本郷1-26-3）③今井兼
次の陶片壁画「岩間がくれの菫花」の構想ス
ケッチや当時の資料、失われた作品の断片を
紹介⑧東洋学園大学広報室☎（3811）1783

会員募集
音羽太極拳クラブ（健康太極拳）
①金曜10：00～12：00②福祉センター江戸
川橋ほか⑤1,000円⑥月2,000円（3か月分前
納）⑧星谷☎（3823）6563
グリーンミント（初心者向け英会話）
①月3回木曜14：30～15：30②シルバーセン
ターほか③旅行英会話等④西洋人英語教師⑤
1,000円⑥月4,200円⑦60歳以上の初級者
⑧宮☎080（5821）9146
社交ダンス「コスモス」
①月4回金曜18：00～21：30②駒込地域活動
センターほか③社交ダンスを習う⑥月4,000
円⑦初心者歓迎⑧田中☎090（2535）3672

▲申込フォーム

▲ 東京商工
会議所

▲ 日本年金
機構

▲区

区

▲
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令和3年
（2021）

11/25
住
民
基
本
台
帳

世
帯
と
人
口

世帯…123,511 世帯 （123,351）
人口…226,670 人 （226,536）
男……107,753 人 （107,710）
女……118,917 人 （118,826）

うち
外国人
住民

計…9,816 人 （10,001）
男…4,697 人 （4,752）
女…5,119 人 （5,249）

（　　）内は前年同期　令和3年11月1日現在

印刷物番号
A0321001

区の情報はこちらをチェック！
フェイスブック ツイッター youtube（区民チャンネル）区ホームページ LINE

健康 医療 護介

シニア健康体操教室（1月コース）
4年1月6日～27日の木曜（全4回）
午後3時30分～4時30分 江戸川
橋体育館 リズム体操・筋力トレー
ニング・ストレッチ 医師から運動
制限を受けていない60歳以上の区
内在住・在勤者 40人予定（抽選）
1,240円（保険料込） 往復は

がき（1人1枚）に「シニア健康体操教
室（1月コース）」・住所（在勤者は勤
務先名・所在地も）・氏名（ふりがな）・
年齢・性別・電話番号と返信用にも
あて先を明記し、〒112-0006文京
区小日向1-7-4江戸川橋体育館☎
（3945）4008へ 12月9日㈭必着

あなたに合った運動をご提案！
個別運動指導
①12月16日㈭午後②17日㈮午

前 保健サービスセンター本郷支
所 ①寺田憲生氏（健康運動指導
士）②殿塚有希子氏（健康運動指導
士） 介護保険を利用していない
18～74歳の区内在住者（乳児との
参加も可） 各3人（申込順） 無料
12月6日㈪から電話で保健サー

ビスセンター本郷支所☎（3821）
5106へ
※飲み物・タオルを持参し、運動し
やすい服装、歩きやすい靴で参加
※2回目以降の参加不可

特定保健指導が始まりました
　特定健康診査（40～74歳の区国
民健康保険加入者に無料で実施）
の検査結果が一定の基準に該当し
た方に、特定保健指導（無料）のご
案内を送付しています。
健康推進課保健係☎（5803）

1229
※特定健康診査（無料）の未受診者
は、4年1月31日㈪まで受診可

精神保健相談
精神的な悩みで困っている方に
　精神科医による個別相談（予約
制）です。家族からの相談も可能
です。
保健サービスセンター＝12月

3日㈮・15日㈬、本郷支所＝12月10
日㈮・20日㈪ 区内在住者 無料
電話で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へ

からだコンディショニング
高齢者の食事（栄養・嚥

えん

下
げ

）や健康
を維持する腰痛・膝痛改善のいすを
使った体操等 医師から運動制限
を受けておらず、一人で会場に来
られる65歳以上の区内在住者（初
めて参加する方を優先） 無料 電
話又は直接下記へ 12月15日㈬
日時
（4年）

1～3月の水曜

10：30～12：00 13：30～15：00

定員 15人（抽選） 14人（抽選）

会場
問合せ

福祉センター
江戸川橋

☎（5940）2901

福祉センター
湯島

☎（3814）9245

S
ステップ

TEP～ひきこもり等自立支援事業～
4年1月8日㈯午前9時30分～11

時30分 シビックセンター内会議
室 ひきこもりでお困りの家族同士
の情報交換等 ひきこもり等の状
態にある子を持つ家族（区内在住者
を優先） 20人（申込順） 無料
電話又は に事業名・住所・氏名・
電話番号を明記し、茗荷谷クラブ
☎（3941）1613 （3947）0766へ

両親学級
区内在住で、はじめて
赤ちゃんが生まれる妊娠
24週以降の夫婦 無料
区 又は往復はがきに

「文京区両親学級」・住所・参加者氏
名（ふりがな）・年齢・電話番号・出産
予定日・参加希望日（第二希望日ま
で記入）と返信用にもあて先を明記
し、〒150-0012渋谷区広尾5-6-6
ポピンズプロフェッショナル「文京
区両親学級係」へ（オンライン形式
は、はがき申込不可）▷申込期間
12月5日㈰～15日㈬必着

日時
（4年）

1/8㈯ 1/22㈯ 1/23㈰

10：00～11：30 13：30～
15：00

会場
方法

保健サービ
スセンター

保健サービ
スセンター
本郷支所

Z
ズ ー ム

oom（オンラ
イン会議ツー
ル）を使用

定員
（出産予定
日を考慮）

8組 5組 50組

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

12月の休日医療のご案内
休日診療当番医

電話で待ち時間等を確認のうえ、健康保険
証を持参して受診（医療受給者証などの交
付を受けた方は、あわせて持参）。
は内科、 は小児科、 は歯科。

〔診療時間〕 昼　間 9：00～17：00
準夜間17：00～22：00

日 医療機関名 昼間 準夜 所在地 電話

5

寺田医院 ○ ○ 小石川1-5-1 （3812）1821
近藤クリニック ○ ― 千石4-3-16 （3944）1820
根津診療所 ― ○ 根津1-27-3 （3823）0096
谷根千クリニック ○ ― 根津2-33-14 （3827）2731
文京区医師会付属診療所 ○ ― 千駄木2-26-8 （3823）2217
岩佐歯科クリニック ○ ― 小日向4-4-3 （3946）6480
馬場歯科医院 ○ ― 千駄木5-34-1 （3822）8148

12

中野小児科内科 ○ ○ 白山1-33-23 （5805）8551
友成第二医院 ○ ― 大塚5-40-18 （3941）8583
団子坂ひろせ小児科 ○ ― 千駄木1-23-6 （3823）4970
文京区医師会付属診療所 ○ ― 千駄木2-26-8 （3823）2217
にわ医院 ― ○ 千駄木4-8-12 （3824）0482
文京歯科医院 ○ ― 小石川4-20-5 （3811）3994
辻村歯科医院 ○ ― 根津1-22-10 （5814）8148

19

伝通院クリニック ○ ― 小日向4-6-18 （6912）1565
橋本こどもクリニック ○ ○ 本駒込6-4-2 （3943）6333
似鳥クリニック ○ ― 根津1-19-11 （3827）1181
文京区医師会付属診療所 ○ ― 千駄木2-26-8 （3823）2217
動坂クリニック ― ○ 本駒込4-42-4 （3822）5605
おおえ歯科医院 ○ ― 大塚1-1-15 （3944）6480
ゆかりデンタルクリニック ○ ― 湯島3-14-8 （3837）8784

26

はとり内科クリニック ○ ― 白山5-33-3 （5800）2210
松平小児科 ○ ○ 関口1-15-9 （3267）4077
きたなかこども成長クリニック ○ ― 本郷2-37-6 （3817）0976
西片クリニック ― ○ 西片2-25-8 （5803）7080
文京区医師会付属診療所 ○ ― 千駄木2-26-8 （3823）2217
おかのデンタルクリニック ○ ― 音羽1-15-12 （5977）7227
れいデンタルクリニック ○ ― 本駒込2-28-30（6304）1481

29

中村クリニック ○ ○ 小石川3-27-6 （3818）7677
光永クリニック ○ ― 千石4-4-1 （3943）0270
文京区医師会付属診療所 ○ ― 千駄木2-26-8 （3823）2217
むらい内科・循環器クリニック ― ○ 千駄木3-43-3 （3822）8010
近藤医院 ○ ― 本駒込5-60-6 （3821）1804
さやかデンタルクリニック ○ ― 関口1-8-6 （6265）0418
田中歯科医院 ○ ― 向丘2-17-18 （3821）3351

30

山村クリニック ○ ― 小石川5-37-6 （3818）5767
吉村小児科 ○ ○ 大塚2-18-6 （3943）3806
猪狩医院 ○ ― 根津1-16-8 （3822）4735
文京区医師会付属診療所 ○ ― 千駄木2-26-8 （3823）2217
藤原クリニック ― ○ 千駄木3-2-7 （3821）3767
かなデンタルクリニック ○ ― 向丘1-10-6 （5800）6480
おはぎ在宅デンタルクリニック ○ ― 千駄木2-8-5 （5834）8385

31

森こどもクリニック ○ ― 小石川5-40-21（5803）7887
三浦内科クリニック ○ ○ 目白台2-12-5 （5319）3321
本郷真砂ハートクリニック ― ○ 本郷4-20-12 （3814）1155
うすだクリニック ○ ― 本郷4-36-5 （5840）8250
文京区医師会付属診療所 ○ ― 千駄木2-26-8 （3823）2217
時岡歯科医院 ○ ― 小石川4-13-16（5684）3668
岩波歯科医院 ○ ― 千駄木4-22-2 （3821）2625

休日調剤薬局
〔受付時間〕昼間9：00～17：00　準夜間17：00～22：00
日 薬局名 昼間 準夜 所在地 電話
5 丸山町薬局 ○ ― 千石3-37-14 （5978）9333
日本調剤根津薬局 ○ ○ 弥生1-2-16 （5805）9331

12
白山駅前薬局 ○ ○ 白山5-36-9 （5805）1886
恵愛堂薬局 ○ ― 大塚5-40-18 （5319）4193
日本調剤根津薬局 ○ ○ 弥生1-2-16 （5805）9331

19
紫山堂薬局 ○ ― 大塚1-4-8 （3945）4310
日本調剤根津薬局 ○ ○ 弥生1-2-16 （5805）9331
パイン薬局 ― ○ 本駒込4-20-11（3823）8487

26
白山駅前薬局 ○ ― 白山5-36-9 （5805）1886
今尾薬局 ○ ― 本郷4-6-3 （3811）4033
不二薬局 ― ○ 西片2-25-8 （3811）4451
日本調剤根津薬局 ○ ○ 弥生1-2-16 （5805）9331

29

くみ薬局 ○ ― 小石川3-29-1 （5684）3345
丸山町薬局 ○ ― 千石3-37-14 （5978）9333
EDOゆしま調剤薬局 ○ ― 本郷3-3-1 （3830）2121
みその薬局 ○ ― 本郷4-25-12 （3811）5320
竹内薬局千駄木店 ― ○ 千駄木3-28-9 （5842）1216
どうかん薬局 ○ ○ 千駄木3-48-6 （3828）1230
寿々薬局 ○ ― 本駒込1-1-8 （5689）4644
高木薬局 ○ ― 本駒込1-1-29 （3811）2064
アーク薬局駒込店 ○ ― 本駒込5-38-10（3821）1855

30
スミレ薬局茗荷谷店 ○ ― 白山3-3-4 （5840）7567
あかね薬局 ○ ○ 大塚4-45-10 （3945）4308
雄飛堂薬局千駄木店 ○ ○ 向丘2-14-6 （3823）8551
平成調剤薬局 ○ ― 根津1-16-9 （5685）1023

31
本田薬局目白台店 ○ ○ 目白台3-12-2 （3944）5474
今尾薬局 ○ ― 本郷4-6-3 （3811）4033
日生薬局根津店 ○ ○ 千駄木2-2-17 （3823）9181

医療機関案内
機関名 電話 受付時間

東京都子供の健康相談室
（小児救急相談）

（5285）8898
短縮「#8000」

月～金曜（休日を除く）18：00～翌朝8：00
土・日曜、祝日、12/29～1/3 8：00～翌朝8：00

東京都医療機関案内
サービス「ひまわり」（5272）0303

24時間（年中無休）
https://www.himawari.metro.tokyo.jp/
東京消防庁
救急相談センター

（3212）2323
短縮「#7119」

小石川消防署 （3812）0119
本郷消防署 （3815）0119
文京区かかりつけ医・
在宅療養相談窓口 （6912）0810 月～金曜（祝日・12/29～1/3を除く）9：00～17：00
文京区地域包括ケア
歯科相談窓口 090（4544）8020 月～金曜（祝日・8/13～8/16・12/29～1/4を除く）

11：00～16：00
豊島文京（平日準夜間）
こども救急 （3941）3211 月～金曜（祝日・12/29～1/4を除く）20：00～23：00

介護予防教室  
医師から運動制限を受けておらず、一人で会場に来られる65歳以上の

区内在住者（初めて参加する方を優先） 無料▷申込期間 11月30日㈫～
12月10日㈮ 本人が電話で高齢福祉課介護予防係☎（5803）1209へ

教室名 日時（4年） 会場 内容 定員
（抽選）

健康脳トレ教室
（全10回）

1/10～3/14
の月曜

①13：30～
14：20

②14：30～
15：20

シルバーピア
おおつか

（大塚4-18-1）
簡単な読み・書き・計算や脳
トレゲームにより、軽く体
も動かしながら脳機能の活
性化をはかり、認知機能の
衰えを防ぐ

各回
6人1/12～3/16

の水曜
①9：20～

10：10
②10：20～

11：10

昭和高齢者在宅
サービスセンター

1/13～3/17
の木曜

湯島高齢者在宅
サービスセンター

健康音楽教室
（全12回）

1/11～3/29
の火曜

13：30～
15：00

駒込地域活動
センター

楽器（カスタネットやスズ
など）を使い、軽く体も動
かしながら、脳機能の活性
化をはかり認知機能の衰え
を防ぐ 各回

20人

転ばナイス教室
（全9回）

1/11～3/29
（1/18、2/8、
3/15を除く）
の火曜 14：00～

15：30

区民センター

転倒による骨折等が原因で
要介護状態になるのを防ぐ
ため、転ばない、骨折しな
いカラダづくりを学ぶ

若返りパワー
アップ教室
（全12回）

1/11～3/29
の火曜

諏訪神社社務所
（後楽2-18-18）

筋力向上トレーニングやバ
ランス能力を向上させる運
動を行うとともに、口

こう

腔
くう

機
能の向上及び低栄養状態や
認知症の予防について学ぶ

7人

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

区分 対象 日（曜） 受付時間 日（曜） 受付時間

アレルギー相談 15歳未満で小児ぜん息などの
心配のある方（予約制） 22㈬ 13：30～14：00 16㈭  9：15～10：30

歯科保健相談※1

※2歳児の定期歯科健診も実施 乳幼児（予約制）

 2㈭
 9㈭
16㈭
23㈭

13：00～14：30  2㈭
16㈭ 13：00～14：30

歯みがき教室 1歳6か月未満の乳幼児
（予約制） 23㈭  9：45～10：30  9㈭ 14：00～14：45

HIV抗体検査（即日検査） 検査を希望する方（予約制）  1㈬ 13：00～13：50 ― ―
ハッピーベイビー健康相談 妊娠を希望する方

月～金曜  8：30～17：00 月～金曜  8：30～17：00
ネウボラ相談※2 妊娠・出産・子育てについて

相談を希望する方
※1　フッ素塗布中止。歯科健診のみ実施。
※2　八千代助産院でも実施。☎（5940）2102　9：00～17：00（通年対応）

保健サービスセンターの健康相談（12月）

　区では世界エイズデー（12月1日）に合わせ、HIV
／エイズの正しい知識を広く知っていただくために
レッドリボン展を開催しています。同時に「知ってお
きたい感染症予防豆知識」も開催します。
12月1日㈬・2日㈭午前10時～午後6時（最終日は午

後3時まで） ギャラリーシビック パネル展示・共催・
協力企業の展示 予防対策課保健指導係☎（5803）1836

文京区レッドリボン展

▲区

▲区


