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施 策 の 体 系 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅲ 地域保健福祉の推進 
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※ 施 策 の 体 系 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 地域福祉の推進  

② 地域での防災・防犯対策

③ ボランティアなどの人材育成

④ 地域活動拠点の整備

⑤ 福祉教育の充実

① 地域での見守り・支え合い活動の充実 

① 文化芸術活動参加のきっかけづくり

② 就労支援等への文化活動の活用

③ 文化芸術鑑賞の環境づくり

（２） 福祉と文化の連携の仕組みづくり  

（３） 住民や活動団体などとの協働と連携の仕組みづくり  

① 活動参加のきっかけづくり

② 活動団体などへの支援

③ 活動団体などのネットワーク構築

④ コミュニティビジネスの推進

（１） 福祉コミュニティの基盤づくり  

① 地域における「新たな支え合い」の仕組みづくり  

② 相談窓口の総合化

③ ケアマネジメントの充実

④ 民生委員、育成委員や各種相談員との連携

⑤ 保健・医療・福祉の連携

（４） 地域ケアシステムの構築  

① サービス利用者の権利擁護

② サービス評価による質の向上

③ 民間サービス事業者との協働と人材育成

（５） 保健福祉サービスの充実と利用支援・権利擁護  

（６） ユニバーサルデザインに基づく福祉のまちづくり  

① 駅および駅周辺のバリアフリー化整備

② 公共的建築物等のバリアフリー化整備事業

④ ユニバーサルデザインの普及・啓発およびマナー向上  

③ 情報バリアフリー
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２ 地域自立生活支援  

① ホームヘルプサービスの充実

② ショートステイサービスの充実

③ 地域活動支援センター機能強化事業の充実

④ 各種手当や在宅サービスによる日常生活支援

（１） 日常生活を支える在宅サービスの推進  

（２） 自立生活を支える多様な住まいの確保  

① グループホームなど多様な住まいの整備

② 安定した居住を支える住宅施策の充実

③ 継続した居住を支える住宅改善の促進

① 総合的な介護予防事業の推進

（３） 自立生活を維持する介護予防事業の推進  

① 外出支援サービスの充実

② 生涯学習や余暇活動の充実

③ 社会的自立への支援

④ コミュニケーション手段の確保

（４） 社会参加の促進  

① 就労支援施策の充実

② 福祉的就労の充実

（５） 就労支援の充実  

（６） 施設サービスの基盤整備  

① 通所施設などの整備

② 地域の中の入所型施設の整備

① 区内在住外国人などと地域との連携

② 生活困窮者などへの支援

③ 支援困難ケースへの対応

④ 発達障害者および高次脳機能障害者への支援 

⑤ 中国残留邦人等への支援

⑥ 原爆被爆者等への支援

（７） ソーシャルインクルージョンの推進  
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① 栄養と食生活

② 身体活動・運動

③ こころの健康

④ アルコール・たばこ

⑥ メタボリックシンドロームの予防

⑧ 女性の健康

⑦ がんの予防・がん対策

⑤ 歯の健康

⑩ 健康づくりグループ活動の推進

⑨ 子どもの健康

① 健康危機管理体制の整備

② 災害時の健康危機対策

④ 感染症対策の強化

③ 新型インフルエンザ対策

１） 健康危機への対応

３ 地域保健・医療の推進 

（１） 健康づくりの推進  

（２） 健康危機管理  

２） 安全な生活環境の確保

① 食の安全対策

② 飲料水の安全確保

③ 環境衛生等の確保

④ 医薬品などの安全対策 

⑤ 診療所等の安全性の確保

３） 地域医療の充実

① 休日・救急医療体制の確保

② 小児救急医療体制の充実

③ 障害者（児）、要介護高齢者に対する歯科診療事業  

④ 地域医療連携の充実

⑤ 適正な受診の促進と新たな医療制度の周知

⑥ その他の医療福祉
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１ 地域福祉の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本文中の星印は、重点的に推進していくべき事業を表します。  

 

事業名の●は今回の計画に新たに掲載した事業、○は前計画から継続する 

事業を表します。 

 

 

重点事業 



84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 地域福祉の推進                ～主要事業の体系～ 

○見守りと支えあいネットワーク事業 
○高齢者クラブの見守り活動 
●認知症サポーター養成講座（認知症キャラバンメイト活動支援） 
○リボンサービス事業  
●高齢者困りごと援助サービス事業 
●サロンづくり支援事業 
○出前資源・ごみ収集事業 

●障害者美術展等  
●障害者の文化芸術活動支援の発掘 

●障害者文化活動推進事業  
●駒込屋（さをり織り）製品の販売促進 

●視覚・聴覚障害者演劇鑑賞支援 
●文化ボランティアの育成と活動の支援 
●音声字幕付き映画やビデオの上映の支援 
●介護保険ライブラリーの設置 
○点字図書館の運営 

○防犯パトロール 
○防災思想の普及・意識啓発 
○地域防災組織の育成 
●災害時要援護者の避難支援 
●防災マップの作成 

○地域区民ひろばの設置  
○区民活動センターの設置  
○公衆浴場を利用した健康づくりモデル浴場整備支援事業 

○ボランティア講座 
○青少年活動支援事業 
○手話講習会 

○子ども・若者の「次代を担う力」育成事業 
○としま出前講座事業  
○ふくしまつり等  
●福祉体験学習の支援  
●総合的な学習の時間における福祉教育の推進 
●ボランティア体験活動の推進  
●副籍制度を活用した交流および共同学習の推進 

① 地域での見守り・支え合い活動の充実  

② 地域での防災・防犯対策 

③ ボランティアなどの人材育成 

④ 地域活動拠点の整備 

⑤ 福祉教育の充実 

（１） 福祉コミュニティの基盤づくり  ８７ページ

① 文化芸術活動参加のきっかけづくり

② 就労支援等への文化活動の活用

③ 文化芸術鑑賞の環境づくり

（２） 福祉と文化の連携の仕組みづくり ９１ページ
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○夏！体験ボランティア 

○協働事業提案制度 

○ボランティア活動啓発キャンペーン 

●地域福祉活動を進める団体への助成 

○区民活動支援事業補助金 

○地域福祉推進事業 

○ＮＰＯ連携組織への支援 

○心身障害者対策調整協議会の運営 

○ボランティア団体等との連携、活動支援 

○街全体をキャンパスに！大学と地域の連携推進 

○空き店舗対策事業 

○商店街にぎわいイベント事業 

○コミュニティビジネス支援講座の実施 

●コミュニティソーシャルワーカー配置 

●障害者地域生活移行促進事業 

●地域自立支援協議会の運営 

○地域（包括的）支援事業の実施 

○指定介護予防支援事業の実施 

○民生委員・児童委員および主任児童委員 

○青少年育成委員  

○障害者相談員 

○介護相談員 

○相談員連絡会（ネットワーク会議） 

○介護支援専門員の業務相談・研修の実施 

○障害者ケアマネジメント体制整備の検討 

○研修の充実 

●権利擁護ネットワーク会議 

④ コミュニティビジネスの推進

① 活動参加のきっかけづくり

② 活動団体などへの支援

③ 活動団体などのネットワーク構築

① 地域における「新たな支え合い」の仕組みづくり

② 相談窓口の総合化

③ ケアマネジメントの充実

④ 民生委員、育成委員や各種相談員との連携

⑤ 保健・医療・福祉の連携 

（３） 住民や活動団体などとの協働と連携の仕組みづくり ９３ページ

（４） 地域ケアシステムの構築 ９５ページ

○地区懇談会 

○ケア会議 

○認知症・虐待専門対応事業 

●高齢者虐待対応決定会議 

●緊急医療等保護事業 

●もの忘れ相談事業 
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○福祉サービス権利擁護支援室の運営 

○成年後見制度利用支援 

●法人後見事業  

○福祉サービス利用援助事業＜地域福祉権利擁護事業＞ 

○苦情対応システムの構築 

○認知症高齢者グループホーム等第三者評価受審支援 

○特別養護老人ホーム等第三者評価事業 

○障害者施設第三者評価事業 

○介護保険事業者に対する指導・監査事業  

●「簡単解説 介護保険制度｣ＤＶＤの作成 

●障害者サービス提供事業者の指導検査についての検討 

○福祉のまちづくり普及推進 

●放置自転車の撤去  

●喫煙マナーの推進  

●違反広告物の指導および撤去 

○介護保険事業者連絡会議 

○サービス事業者向けの研修 

○ケアプラン指導チーム事業 

○地域密着型事業者の指定・指導・支援体制の充実 

○区有地活用・民間法人などによる施設整備への支援 

●池袋駅西口駅前広場周辺整備事業 

●池袋駅および駅周辺整備検討 

●大塚駅南北自由通路整備事業 

●椎名町駅周辺整備事業 

●新庁舎の整備 

●コミュニティバスの導入 

○バリアフリー新法に基づく基本構想策定検討 

○福祉のまちづくり関連法規に基づく整備指導 

○条例に基づく整備指導 

○公共施設のバリアフリー化 

○区道のバリアフリー化 

○公園のバリアフリー化 

○区ホームページの活用 

○テレビ広報番組の制作 

○広報紙や便利帳および点字広報や声の広報の発行 

○障害者福祉広報活動事業 

○福祉テレホンサービス 

●視覚障害者等情報支援機器の活用 

② サービス評価による質の向上 

③ 民間サービス事業者との協働と人材育成 

① サービス利用者の権利擁護

② 公共的建築物等のバリアフリー化整備事業

（６） ユニバーサルデザインに基づく福祉のまちづくり １０１ページ

（５） 保健福祉サービスの充実と利用支援・権利擁護 ９８ページ

③ 情報バリアフリー

④ ユニバーサルデザインの普及・啓発およびマナー向上 

① 駅および駅周辺のバリアフリー化整備
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（１） 福祉コミュニティの基盤づくり                    

介護が必要な状態になっても、地域での生活が継続できるよう、行政サービスや民間サービス、あ

るいは地域住民の自主的な活動などが総合的に提供され、ともに支え合うことができる相互協力関係

の基盤を構築します。  

 

 ① 地域での見守り・支え合い活動の充実                     

  子どもから高齢者まで、支援やサービスを必要とする人、あるいは必要ではないか

と思われる人などが、支援や適切なサービスを受け、地域の中でいつまでも自立した

生活が営めるように、プライバシーに十分配慮しながら、支え合える仕組みづくりを

さらに推進します。 

 

◇施策推進のための主な事務事業 

○見守りと支えあいネットワーク事業 高齢者福祉課 

主にボランティアによる「見守り活動協力員」・「民生委員」が協力・連携して、

ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯を対象に、声かけなどによる安否確認などを

行います。また、郵便事業者や新聞販売店など、戸別訪問を業態としている事業者の

協力を得て、高齢者の行動等に異変を発見した場合の通報体制を整備し、見守り活動

を強化します。 

○高齢者クラブの見守り活動 高齢者福祉課 

各地域の高齢者クラブの会員が、近隣に住む寝たきり高齢者やひとり暮らし高齢者

等の家庭を訪問し、話し相手や家事援助などを行うことにより、高齢者の孤独感の解

消を図るなど、高齢者を支援します。 

●認知症サポーター養成講座（認知症キャラバンメイト活動支援）    

高齢者福祉課 

地域において認知症の正しい理解を促進し、認知症の方の見守り支援をする認知症

サポーターを養成する講座を、認知症キャラバンメイトを講師として開催し、認知症

にやさしいまちづくりをめざします。 

○リボンサービス事業 社会福祉協議会 

地域の方々の参加と協力により、日常生活において援助を必要とする方々に、家事

援助や外出支援を中心とした支え合いのサービスを提供し、誰もが住み慣れたまちで

安心して暮らせるよう支援します。また、協力会員として、地域の支え合い活動参加

へのきっかけづくりを行います。（会員制） 

●高齢者困りごと援助サービス事業 社会福祉協議会 

75 歳以上のひとり暮らしの高齢者や、高齢者世帯の方を対象に、電球の交換や、水

道パッキンの取替えなど、ちょっとした困りごとに地域の協力員が迅速に対応し、日

常生活を応援します。 

●サロンづくり支援事業 社会福祉協議会 

町会・自治会をはじめとする区民の団体が、高齢者や障害者等の閉じこもりの防止、

子育て中の世代を地域で応援することを目的としたサロンの開設を支援する。 

○出前資源・ごみ収集事業 豊島清掃事務所 

自力で資源やごみを出すことが困難で、身近な人の協力を得ることができない高齢

者、障害者の世帯の方に、戸別の訪問収集を行います。 

 

 

地域福祉の推進 １ 
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 ② 地域での防災・防犯対策                           

  町会・事業者・行政・その他関係機関との連携により、地域の特性に応じた防災・

防犯活動を推進します。日頃から地域の中でのひとり暮らし高齢者や障害者の把握に

努め、災害時には助け合える環境づくりを進めます。 

 

◇施策推進のための主な事務事業 

○防犯パトロール 治安対策担当課 

委託契約の警備員による、繁華街および住宅地域の巡回パトロールを行い、犯罪防

止に向け、治安対策を強化します。 

  区立小学校・保育園・子どもスキップ等の子ども関連施設に立ち寄り、施設の安全

点検も実施します。 

○防災思想の普及・意識啓発 防災課 

  防災意識の高揚の持続性を保つため、防災地図やパンフレットの発行・防災座談会

などを開催し、防災思想の普及啓発を図ります。 

○地域防災組織の育成 防災課 

町会を中心とした災害時における地域防災組織の行動力向上を目的とし、組織運営

への指導助言や財政的な支援を行い、組織の活性化をめざします。 

●災害時要援護者の避難支援   防災課 

災害時に助け合える地域をめざして、災害時要援護者名簿および避難支援プラン作

成マニュアルの作成や、地域防災組織への助言などを行い、安否確認や避難支援の体

制づくりを進めます。 

●防災マップの作成 管理調整課 

豊島区民生・児童委員協議会では、ひとり暮らし高齢者、高齢者夫婦世帯、障害者、

子育て家庭等に対して、日常的な見守りと生活の支援を通し、自然災害時における安

否確認行動に向けた取組みとして、防災マップを作成し避難時の支援に役立てます。 
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重点事業 

 

 ③ ボランティアなどの人材育成                         

  地域福祉推進の主体である区民はもとより、豊島区内で勤務をしている方や、学生

も含めた多くの方々を対象に、継続して地域活動をしていただけるような人材の育成

と、その後の活動に結びつける支援体制を構築します。 

 

◇施策推進のための主な事務事業 

○ボランティア講座 社会福祉協議会 

区社会福祉協議会に設置されているボランティアセンターでは、ボランティア活動

推進事業の一環として、入門講座やテーマ別講座、体験講座などを実施し、人材育成

を図ります。 

○青少年活動支援事業 子ども課／学習・スポーツ課 

地域において青少年活動を行う際、そこに関わる人々の相談に応じて、さまざまな

活動に関する情報提供などの支援を行います。 

○手話講習会 障害者福祉課 

聴覚障害者および区登録手話通訳者を講師として、区内在住・在勤者を対象とした

手話技術習得の講習会を実施し、手話を通して、聴覚障害者等への理解を深めるとと

もに、登録手話通訳者となる人材の育成を行います。 

 

 

 ④ 地域活動拠点の整備                             

  公共施設の再構築を通じ、区民が地域活動をスムーズに行えるよう、活動拠点づく

りを積極的に進めます。また、それぞれが連携し合える体制を整えていきます。 

 

◇施策推進のための主な事務事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○地域区民ひろばの設置 地域区民ひろば課 

これまで、年齢や使用目的により利用に制限があった区の施設（ことぶきの家・児

童館等）を、地域に密着した視点から見直し、小学校区を基礎的な単位とした、地域

コミュニティづくりのための施設として再編し、「地域区民ひろば」として整備します。 

「地域区民ひろば」が、乳幼児から高齢者まで、地域社会の多様な活動の拠点とし

て利用ができるよう、運営の支援をします。 

平成１８年度は９地区でスタートし、平成１９年度６地区、平成２０年度３地区で

追加実施しました。 終的には２２地区での実施をめざします。 

○区民活動センターの設置 区民活動推進課 

地域活動団体の活動拠点であり、事務所機能と団体相互の交流場所や情報発信の機

能を併せ持つ施設として、東部区民事務所２階に設置。 

NPO 活動支援講座等を実施し、区民活動を推進する人材の育成や区民の NPO への

理解を深めるための支援を行ないます。 

○公衆浴場を利用した健康づくりモデル浴場整備支援事業 生活産業課 

平成１６年度策定の健康づくりモデル浴場整備構想に基づき、健康づくり事業を積

極的に行う公衆浴場経営者に対して、設備の改修などの一部を支援していきます。 
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 ⑤ 福祉教育の充実                               

  地域や学校、家庭においても、効果的な福祉教育が推進できるよう、さまざまな機

会を通して、高齢者も若者も、障害者もそうでない人も、誰もが人間として普通の生

活を送るため、ともに暮らし、ともに生きる社会こそ､普通であるという考え方（ノ

ーマライゼーション）をさらに推進します。 

 

◇施策推進のための主な事務事業 

○子ども・若者の「次代を担う力」育成事業  学習・スポーツ課 

ジュニアリーダー講習会の実施により、小中学生が年齢や学校の枠を越えて、コミ

ュニケーション力を高め、仲間づくりを図りながら、子どもたちが主体となり地域社

会で活躍していけるよう支援します。 

○としま出前講座事業 学習・スポーツ課 

福祉をはじめ区の施策について、担当職務に関する学習会に区の職員を講師として

派遣し、わかりやすく説明します。 

○ふくしまつり等 障害者福祉課 

一般区民等の参加も得て、相互交流を図ることにより、障害者や高齢者に限らず、

福祉全般についての理解を深める機会とし、啓発に努めます。 

●福祉体験学習の支援 社会福祉協議会 

区社会福祉協議会のボランティアセンターでは、多くの人が福祉への理解を深める

ことを目的に、学校の授業や企業の社員研修における福祉体験学習を支援、コーディ

ネートします。 

●総合的な学習の時間における福祉教育の推進 教育指導課 

福祉・健康などの横断的・総合的な学習や探求的な学習を通して、自ら課題を見つ

け、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、問題を解決する資質や能力を育成します。 

●ボランティア体験活動の推進 教育指導課 

実生活に生かす体験として、児童・生徒の発達段階に応じた目標を設定し、ボラン

ティア活動の意義を理解するとともに、お年寄りとの交流を行います。 

●副籍制度を活用した交流および共同学習の推進 教育指導課 

特別支援学校に在籍する児童・生徒が居住地の小・中学校へ副次的な籍を置き、学

校便りの交換や学習活動、行事等への参加を通して、地域のつながりを維持・継承す

るとともに、障害者への理解を図ります。  
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重点事業 

（２） 福祉と文化の連携の仕組みづくり                 

文化的活動は、その人らしく、心豊かに生きていくという点において福祉と共通の考え方があり、

相互に連携を深めることで、より効果的な施策展開が可能になります。 

障害者や高齢者だけでなく全ての区民が表現の楽しさや自由を発見し、本当の意味で豊かな地域社

会の創造をめざし、文化芸術活動に必要な環境づくり、基盤づくりを進めます。 

 

 ① 文化芸術活動参加のきっかけづくり                      

  美術や音楽などの芸術を通し、障害者などの優れた能力を発見し作品を紹介すると

ともに、生きがいづくりをめざし、誰もが参加できる文化芸術活動プログラムの開発

を進めます。 

 

◇施策推進のための主な事務事業 

●障害者美術展等 障害者福祉課 

障害者美術展をはじめさまざまなアプローチにより発表の機会を提供し、障害者の

芸術活動を推進し支援します。 

●障害者の文化芸術活動支援の発掘 障害者福祉課 

障害者の文化芸術活動について、活動場所や展示発表の場所の提供や指導ボランテ

ィアの派遣などさまざまな支援を発掘します。 

 

 

 ② 就労支援等への文化活動の活用                         

  障害者などの創作活動と就労を結びつけた事業を支援すると同時に、工賃アップを

図ります。 

 

◇施策推進のための主な事務事業 

●障害者文化活動推進事業 障害者福祉課 

作品・作者のデータバンク化など作品の活用に向け、検討します。優れた作品の製

品化を検討し、障害者の就労支援につなげます。 

●駒込屋（さをり織り）製品の販売促進 障害者福祉課 

駒込屋製品（駒込施設で取り組んでいるさをり織り）の存在を広くアピールし、販

売機会を広げます。 
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 ③ 文化芸術鑑賞の環境づくり                          

  障害者や高齢者の芸術鑑賞の機会を広げるため、文化芸術施設のバリアフリー化に

取り組みます。また、文化ボランティアを育成し、地域での文化芸術活動の活性化を

図ります。 

 

◇施策推進のための主な事務事業 

●視覚・聴覚障害者演劇鑑賞支援 文化デザイン課 

あうるすぽっとにおける上演演目の一部で、視覚障害者・聴覚障害者の方も演劇を

楽しめるサービス（イヤホンガイド、電光掲示板による字幕掲出）を行います。 

●文化ボランティアの育成と活動の支援 文化観光課 

文化ボランティア育成講座を開催し、講座修了者が高齢者福祉施設等で定期的に読

み聞かせボランティアとして活動できるよう支援します。 

●音声字幕付き映画やビデオの上映の支援 障害者福祉課 

視覚障害者や聴覚障害者も楽しめるように、音声付きや字幕付きの映画やビデオの

上映の場を支援します。 

●介護保険ライブラリーの設置 介護保険課 

要支援・要介護者および家族等介護者が、少しでも気持ちにゆとりを持ち、リフレ

ッシュできるように、音楽（ＣＤ）、映画（ＤＶＤ）、書籍等の貸出しを行います。 

○点字図書館の運営 中央図書館（図書館課） 

図書・雑誌（点字、テープ、デイジー）、さわる絵本等の貸出しをはじめ、読みたい

図書などの対面朗読、点字指導などのサービスを提供し、豊かな日常生活を過ごすた

めの支援をします。 

平成２０年１０月から、対面朗読サービスを夜８時まで延長しました（中央図書館

において、平日実施する場合に限定）。 
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（３） 住民や活動団体などとの協働と連携の仕組みづくり             

区民の地域活動への参加はまだまだ低い状況ですが、各種団体などによる地域に根ざした活動は活

発化しています。住民、活動団体、事業者、区などが、それぞれの役割を確認しながら、地域特性に

応じた課題の解決に向け、調整が円滑に図れる仕組みづくりを積極的に行います。 

また、新しい地域活動やビジネスにより地域の活性化を図り、新たな取組みへの支援を行います。 

 

 ① 活動参加のきっかけづくり                              

地域活動への参加意欲は潜在的に多い割には、なかなか実践へとつながらないのが

現状です。新たに地域活動などを始めようとする人達へのきっかけづくりや、情報発

信、また相談支援できる仕組みづくりをめざします。 

 

◇施策推進のための主な事務事業 

○夏！体験ボランティア 社会福祉協議会 

ボランティア活動を体験することにより、自分たちの暮らしている地域社会や社会

福祉に対して関心を深め、市民の一人として積極的に社会参加することの意義を学ぶ

とともに、さまざまな人々との出会いや体験から、自らの生き方や「ともに生きる」

ことの意味を考える機会を構築します。 

○協働事業提案制度 自治協働推進担当課 

NPO、ボランティアグループなどの公益的な区民活動組織との協働事業を広げてい

くため、現行制度の見直しをはかり、新たな提案制度を構築します。 

○ボランティア活動啓発キャンペーン  社会福祉協議会 

広報、懸垂幕を活用し、区民の身近な福祉への関心を高めるとともに、ボランティ

アセンターの機能を知ることにより、市民がボランティア活動に関心を持ち、有効活

用できるよう、ポスターやリーフレットなどを作成し、ＰＲを行います。 

 

 

 ② 活動団体などへの支援                                  

個々の団体が持ち味を発揮し、地域活動に取り組むことができるよう、情報の提供

や相談支援を行います。また、公共施設の再構築による活動の場の提供など、協働が

図られるよう積極的に支援します。 

 

◇施策推進のための主な事務事業 

●地域福祉活動を進める団体への助成 社会福祉協議会 

共同募金を財源とした助成制度の充実を図り、地域福祉活動を進める団体に対し、

事業に対する助成のほか、先駆的な取組みを行う団体の運営費などの助成を行い、区

民の福祉向上を促進します。 

○区民活動支援事業補助金 区民活動推進課 

区民の自主的な活動で区民の社会生活の諸分野に寄与し、地域づくりに貢献する活

動をしている区民グループの事業に対し、補助金を交付し活動を支援します。 

○地域福祉推進事業 管理調整課 

地域の実情に応じて、創意と工夫により、地域の社会資源を有効に活用して柔軟に

実施する福祉サービスなどの事業展開に対し、その経費の一部を補助し活動を支援し

ます。（家事援助サービス・配食サービス・移送サービス） 
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重点事業 

 

 ③ 活動団体などのネットワーク構築                        

  さまざまな活動団体の交流を促進し、有益な情報の共有化が図られる仕組みを構築

します。そして、それらの中から核となり、新規に立ち上げようとする団体の支援ま

でも行えるような中間支援組織づくりが進められるよう支援します。 

 

◇施策推進のための主な事務事業 

○ＮＰＯ連携組織への支援 区民活動推進課 

異なる分野の団体が、協力関係をつくり、相互の連携を深めた活動ができる場とし

ての連携組織の継続的活動を支援します。 

○心身障害者対策調整協議会の運営 障害者福祉課 

障害者関係団体と障害者関係施策に関することや豊島区障害者福祉計画の推進に関

することを協働の視点から協議します。 

○ボランティア団体等との連携、活動支援 社会福祉協議会 

さまざまなボランティア活動が市民社会に大きな広がりをみせる中、イベントや地

域活動を通じて活動団体間の交流を促進し、ネットワークの構築を図ることにより、

活動の輪を広げます。 

○街全体をキャンパスに！大学と地域の連携推進 

企画課／学習・スポーツ課／教育指導課 

｢街全体をキャンパスに！地域と 6 大学のシンフォニーから未来への価値を創造す

る」というコンセプトのもと、豊島区全体をキャンパスとしてとらえ、大学と区が相

互の発展および魅力と活力あるまちづくりに寄与するため、区内 6 大学と協定を締結

し、互いの個性と強みを発揮した連携・協働事業を推進します。 

6 大学との協定に基づく 初の取組みとして、区と 6 大学が協働で「としまコミュ

ニティ大学」を開校し、さまざまな地域課題に関する講座プログラムを開催すること

により、地域に埋もれた「まちづくりリーダー」を育成します。 

 

 

 ④ コミュニティビジネスの推進                          

  地域で求められている生活支援サービスを把握し、地域コミュニティの核となる事

業（ビジネス）が順調に立ち上がるよう、情報の提供や活動拠点の整備を積極的に支

援します。 

 

◇施策推進のための主な事務事業 

○空き店舗対策事業 生活産業課 

空き店舗を活用して子育て支援や介護サービスなどの事業を行う施設に対し、改修

経費や家賃を助成するとともに、ＮＰＯ等を誘致して事業のさらなる展開と商店街の

活性化を図ります。 

○商店街にぎわいイベント事業 生活産業課 

商店街などが地域と一体となって実施するイベントなどに対し費用の一部を補助

し、商店街の活性化、地域コミュニティの形成を図ります。 

○コミュニティビジネス支援講座の実施 区民活動推進課 

地域の抱える課題を地域住民が主体となって、ビジネスの手法を活用し解決してい

くことで、地域の活性化を図ります。 
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重点事業 

重点事業 

（４） 地域ケアシステムの構築                            

住み慣れた地域で安心して暮らしつづけられるよう、区民、ボランティア、ＮＰＯ、地域活動団体、

事業者、関係機関などと連携し、在宅の介護や生活支援を必要とする方々に対して、福祉・保健・医

療など複数のサービスを総合的に提供することができる仕組みづくりをめざします。 

 

 ① 地域における「新たな支え合い」の仕組みづくり                

地域における生活課題に対応するため、区民、ボランティア、ＮＰＯ、事業者、関

係機関などと連携し、区民が主体的に関わり、支え合う、地域における「新たな支え

合い」の仕組みづくりをめざします。 

 

◇施策推進のための主な事務事業 

●コミュニティソーシャルワーカー配置 社会福祉協議会 

子どもから高齢者まで誰もが必要な福祉サービス等を利用でき、地域の中で孤立す

ることなく、つながりを持って生活できるよう「新たな支え合い」のシステムのある

地域をつくるためコミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）をモデル地区に配置し

ます。 

●障害者地域生活移行促進事業 障害者福祉課 

精神科病院等や遠隔入所施設等から地域生活移行に向けた個別の支援計画の作成や

地域移行に向けた支援などを行う地域移行推進員を配置し、コミュニティソーシャル

ワーカーや地域関係機関と連携して地域生活への移行を促進します。 

●地域自立支援協議会の運営 障害者福祉課 

障害者が自立した日常生活又は社会生活を送れる地域社会の実現を図るために、民

間事業所、就労支援、教育、権利擁護等の関係者が集まり、地域関係機関によるネッ

トワークを構築し、新たな仕組みづくりを検討します。 

 

 

 ② 相談窓口の総合化                              

地域包括支援センターが地域の総合相談窓口として高齢者の問題に対応します。ま

た、コミュニテイソーシャルワーカーの配置を検討し、区民のさまざまな問題を整理

し関係課につなげていくことで、地域包括支援センター機能の充実を図ります。 

新庁舎建設に向けて利用しやすい福祉相談窓口のあり方を検討し、福祉関係組織を

できる限りワンフロアに配置します。 

 

◇施策推進のための主な事務事業 

○地域（包括的）支援事業の実施 高齢者福祉課 

地域包括支援センターにおいて、社会福祉士・保健師・主任ケアマネジャーを中心

に、地域（包括的）支援事業（総合相談支援・権利擁護・介護予防・包括的継続的ケ

アマネジメント）を実施します。 

○指定介護予防支援事業の実施 高齢者福祉課 

地域包括支援センターに併設している指定介護予防支援事業所において、要支援

１・要支援２認定者について予防給付ケアプランを作成し、地域での介護予防事業を

推進します。 
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 ③ ケアマネジメントの充実                            

  区・事業者が協働し、個々の状態にあったきめ細やかなケアマネジメントが行える

体制を整備します。 

 

◇施策推進のための主な事務事業 

○介護支援専門員の業務相談・研修の実施 高齢者福祉課／介護保険課 

これまでの介護給付に加え、予防給付についてのケアプラン作成演習等、介護支援

専門員としての業務に必要な研修を実施するとともに、個別相談窓口で介護支援専門

員の相談に応じます。 

○障害者ケアマネジメント体制整備の検討 障害者福祉課／中央保健福祉センター 

地域での生活を総合的に支援していくため、相談支援体制を充実し、ケアマネジメ

ント体制の整備について検討を進めます。 

○研修の充実 管理調整課 

職員が保健福祉のさまざまな課題に対応できるように研修を行い、職員の能力向上

に努めます。 

●権利擁護ネットワーク会議 高齢者福祉課 

地域において、各種相談員が連携を密にすることにより、有効なマネジメントにつ

なげていくことができる、情報交換の場の設置を検討します。 

 

 

 ④ 民生委員、育成委員や各種相談員との連携                   

  見守り支え合いネットワークを核として、民生委員、育成委員や各種相談員とが連

携し、区の窓口などに行くことのできない区民（相談者）に対して、課題解決のため

のパイプ役となれるよう支援します。 

 

◇施策推進のための主な事務事業 

○民生委員・児童委員および主任児童委員 管理調整課 

それぞれの担当地域において、生活困窮者、高齢者、母子、心身障害者などに対し

て相談や援助を行い、関係行政機関との橋渡し役をします。 

○青少年育成委員 子ども課 

各地区の特色ある活動を通して、子どもたちに積極的に話し掛け、コミュニケーシ

ョンを図りサポートしながら、子どもの自主性を育て、子どもたちの成長のきっかけ

をあたえる役割を担います。 

○障害者相談員 障害者福祉課 

障害者や家族の方々から相談を受け、関係機関との連絡調整など必要な支援を行い

ます。また、障害者に対する認識と理解を深めるための活動を行います。 

○介護相談員 介護保険課 

介護保険サービスを利用しているひとり暮らしの高齢者や、高齢者のみの世帯を訪

問して、日常的な疑問や不満を汲み取り、相談に応じながら利用者と事業者・区の橋

渡しを行い、問題の改善や介護サービスの質の向上などのために活動します。 

○相談員連絡会（ネットワーク会議） 管理調整課 

地域において、各種相談員が連携を密にすることにより、有効なマネジメントにつ

なげていくことができる情報交換の場の設置を検討します。 
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 ⑤ 保健・医療・福祉の連携                           

  地域包括支援センターにおいて、民生委員・介護保険事業者・医療機関・区民ひろ

ば等による地域のネットワークを構築し、情報の収集・提供を行います。また、専門

３職種（社会福祉士・保健師・主任ケアマジャー）を中心にした連携により、地域で

安心して暮らすことができるよう支援します。 

 

◇施策推進のための主な事務事業 

○地区懇談会 高齢者福祉課 

地域包括支援センターにおいて虐待ケースの早期発見および権利擁護事業推進を目

的に実施しています。地域の民生委員・介護保険事業者・区民ひろば職員・専門家等

の連携により、地域のネットワークを構築します。 

○ケア会議 高齢者福祉課 

認知症高齢者のケアや支援困難な問題を抱える要介護高齢者等についての家族およ

び関係者からの相談に対し、主任ケアマネジャー・保健師・社会福祉士等が対応方法

や介護の仕方を検討し、安定した日常生活が維持できるよう支援します。 

○認知症・虐待専門対応事業 高齢者福祉課 

相談を通じ、虐待が疑われる等対応困難な問題を複合的に抱える場合には、精神科

医師・弁護士を交えた｢専門ケア会議」、臨床心理士等による「要援護高齢者援助スタ

ッフ専門相談」を実施し、問題解決を図ります。 

また、外来受診になかなかつながらない高齢者やその家族に対し、精神科医師によ

る｢高齢者こころの相談」（予約制）を実施し、医療機関への橋渡しや在宅での安定し

た生活を支援します。 

●高齢者虐待対応決定会議 高齢者福祉課 

高齢者虐待ケースの通報が寄せられた際に、必要に応じて、弁護士や精神科医を交

えた会議を開催し、立入調査の必要性や施設等への保護、成年後見の区長申立等、区

としての判断・決定を行います。 

●緊急医療等保護事業 高齢者福祉課 

家族等から虐待を受けていて、緊急に医療等を提供し、身の安全を図る必要がある

高齢者を、医療機関等に一時的に保護し、その間に今後の対応を検討します。 
●もの忘れ相談事業 高齢者福祉課 

地域包括支援センターにおいて「認知症かかりつけ医」の中から医師会により派遣

された相談医が、もの忘れが懸念される高齢者やその家族の相談に応じ、認知症につ

いて早期の相談支援を行ないます。 

また、もの忘れや認知症に関する普及啓発のための区民公開講座を実施します。 
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重点事業 

（５） 保健福祉サービスの充実と利用支援・権利擁護                     

福祉サービスの利用対象者に、必要とされる情報が的確に伝わり、良質なサービスへとつながる仕

組みを整えるとともに、関係機関の連携による総合的な支援体制を整えます。また、成年後見制度利

用支援などの権利擁護事業を推進します。 
 

 ① サービス利用者の権利擁護                          

  認知症高齢者や知的障害者、精神障害者など判断能力が不十分な人が、成年後見制

度などを利用することにより、財産や契約に係る不利益や被害を防止するとともに、

必要とする保健福祉サービスを適切に利用し、地域で安心して暮らしていくことがで

きるよう支援します。 

 

◇施策推進のための主な事務事業 

○福祉サービス権利擁護支援室の運営 社会福祉協議会 

福祉サービス権利擁護支援室「サポートとしま」において、高齢者や障害者の権利

擁護に関わる相談支援を行います。また、成年後見制度推進機関として、地域の関係

機関と連携するとともに、制度の普及啓発や後見人等へのサポート、社会貢献型後見

人の育成などを行い、利用促進を図ります。 

○成年後見制度利用支援 高齢者福祉課／障害者福祉課 

福祉サービス権利擁護支援室「サポートとしま」と連携し、講演会等を通じ成年後

見制度についての普及・啓発を進めるとともに、地域包括支援センターなどからの相

談を通じ、必要な状況によっては、区長申立てによる法定後見制度を活用し、判断能

力の不十分な方々の支援を行います。 

●法人後見事業 社会福祉協議会 

成年後見制度を利用したくても、後見人を受任できる親族がいなかったり、経済的

な理由で適切な後見人が見つからない方で、一定の要件を満たしている方を対象に、

豊島区社会福祉協議会が法人として後見人になる「法人後見」を受任し、その方の権

利を守ります。 

○福祉サービス利用援助事業 

    ＜地域福祉権利擁護事業＞ 社会福祉協議会 

在宅の認知症高齢者や、知的・精神障害などにより判断能力が不十分な方に対し、

契約に基づいて福祉サービスの利用援助や日常的金銭管理を行うことにより、自立し

た地域生活が送れるよう支援します。 

なお、在宅の要支援・要介護状態の虚弱高齢者や身体障害者などの方々にも同様の

サービスを行います。 

○苦情対応システムの構築 社会福祉協議会 

提供された福祉サービス等の苦情に対しては、福祉サービス権利擁護支援室「サポ

ートとしま」での専門相談や第三者機関に諮り、解決を図ります。 
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 ② サービス評価による質の向上                         

  提供されるサービスが利用者にとってより良いものとなるよう、サービス提供事業

者が第三者評価などを受審することにより、事業者の運営あるいはサービスの質の向

上をめざします。また、介護保険事業者に対しては、指導・育成を強化しサービスの

質の向上を図ります。 

 

◇施策推進のための主な事務事業 

○認知症高齢者グループホーム等第三者評価受審支援 介護保険課 

第三者評価の受審が義務付けられている認知症高齢者グループホームをはじめ、介

護サービスの事業者等に対し、第三者評価の受審支援を行い、サービスの質の向上を

図ります。 

○特別養護老人ホーム等第三者評価事業 高齢者福祉課／介護保険課 

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設運営事業者に対し第三者評価の受審支援を

行い、サービスの質の向上を図ります。 

○障害者施設第三者評価事業 障害者福祉課 

区立障害者通所施設４か所が、第三者評価を受審し、サービスの質の向上を図りま

す。 

○介護保険事業者に対する指導・監査事業 介護保険課 
介護保険事業者に対して、指導・育成を強化し質の高いサービスの提供を行うよう

に努めるとともに、不適正な事業運営や不正受給等を行う事業者に対しては、厳正な

る指導監査を行い、保険者としての機能を強化します。 

●「簡単解説 介護保険制度」ＤＶＤの作成 介護保険課 
  介護保険制度を的確に理解してもらうために、誰が見ても解りやすいドラマ仕立て

の制度解説用ＤＶＤを作成し、認定から適切なサービス利用までの紹介を行い、制度

の周知徹底に努めます。 

●障害者サービス提供事業者の指導検査についての検討  
障害者福祉課／中央保健福祉センター 

障害者自立支援法に基づく適正な制度運営に向けて、区におけるサービス提供事業

者の指導検査体制について検討します。 
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 ③ 民間サービス事業者との協働と人材育成                    

区や関係機関、事業者が連携し、支援が必要な人々に対し総合的に支援できる体制

を整備します。 

また、福祉サービス事業者の提供するサービスの質の向上のために、サービスを担

う人材の確保・育成について研修等を実施します。 

 

◇施策推進のための主な事務事業 

○介護保険事業者連絡会議 介護保険課 

会議を通し、事業者に対し積極的な情報提供に努め、区と事業者との情報の共有化、

連携の強化を図ります。また、利用者本位のサービス環境づくりに向け、事業者相互

間の情報交換や連携を促進する上での、区の役割と支援策を検討します。 

○サービス事業者向けの研修 介護保険課／障害者福祉課 

居宅介護支援事業者・訪問介護事業者や住宅改修事業者、障害者サービス事業所な

どに対して、資質・能力向上のための研修を行い人材育成を図ります。 

○ケアプラン指導チーム事業 高齢者福祉課 

地域包括支援センターの主任ケアマネジャーを中心に、医療・福祉の専門家がチー

ムを組み、ケアプランについて評価、指導・助言をすることにより、ケアプランの質

の向上を図るとともに、ケアマネジャーのスキルアップをめざします。 

○地域密着型事業者の指定・指導・支援体制の充実 介護保険課 

地域密着型事業者への指定前、指定後の指導・助言体制の充実を図るとともに、認

知症対応型の通所介護（デイサービス）・共同生活介護（グループホーム）、小規模多

機能型居宅介護等の事業者が、「新しい認知症介護－パーソンセンタードケア」の実践

力を高めることを支援するため、学習会の開催、 新の認知症ケア情報の提供、認知

症介護専門図書・雑誌の貸出しを行います。 

○区有地活用・民間法人などによる施設整備への支援 管理調整課 

計画で充足されていないサービスについて、区有地を活用しての事業者誘致を図り、

施設整備への支援を行います。 
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重点事業 

（６） ユニバーサルデザインに基づく福祉のまちづくり                

誰もが意識することなく、安全で安心して生活できるまちづくりに向けバリアフリー化整備を進め

ていくとともに、ユニバーサルデザインの普及・啓発を推進します。 
 

 ① 駅および駅周辺のバリアフリー化整備                      

誰もが利用しやすいまちを実現するために、利用度の高い駅および駅周辺のバリア

フリー化を進めていきます。 

 

◇施策推進のための主な事務事業 

●池袋駅西口駅前広場周辺整備事業 道路整備課 

安心・安全で、誰もが利用しやすい池袋駅西口駅前広場をめざして、歩道空間の拡

幅、交通処理等の改善を行います。また、平成 19 年度に行った「ユニバーサルデザ

イン検証」での意見や要望等を踏まえて整備します。 

●池袋駅および駅周辺整備検討 都市開発課 

池袋駅地区の将来像を描く「整備計画案」を検討しています。平成 21 年度以降は、

地下空間での案内誘導システムの改善、線路上空を活用した東西連絡通路の整備など、

歩行者優先の空間整備を進めます。 

●大塚駅南北自由通路整備事業 都市開発課 

駅南口と北口の地域分断を解消するため、駅南北の駅前広場を結ぶ自由通路の整備

を行うとともに、ＪＲによるバリアフリー化を含めた駅施設の改良を進めます。 

●椎名町駅周辺整備事業 都市開発課 

椎名町駅周辺では、駅に隣接した環状６号線拡幅に伴う椎名橋の架け替え工事がほ

ぼ完了し、椎名橋下空間を利用した広場や駐輪場等の整備とともに、バリアフリー化

を含めた椎名町駅の改良に併せた線路上空の自由通路で、歩行者に優しい駅と駅周辺

の整備を計画します。 
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重点事業 

 

 ② 公共的建築物等のバリアフリー化整備事業                   

  誰にとってもやさしいまちづくりを実現するために、利用度の高い公共的建築物や

道路などのバリアフリー化を計画的に進めていきます。 

 

◇施策推進のための主な事務事業 

●新庁舎の整備 庁舎建設室 

現在の庁舎は、窓口が７か所に分散しわかりにくく、分庁舎にはエレベーターがな

いなどバリアフリー化への対応が不十分なため、誰もが安全で安心して利用できる、

ユニバーサルデザインの新庁舎を整備します。 

●コミュニティバスの導入 交通対策課 

地域の交通サービスの向上により、移動手段が限られる高齢者、障害者等が気楽に

外出できる環境を整えるとともに地域の活性化を図るため、平成 22 年度を目途にコ

ミュニティバスを導入します。 

○バリアフリー新法に基づく基本構想策定検討 都市計画課／管理調整課 

国の制定した「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフ

リー新法）」に基づき、区としての福祉のまちづくりの指針となる基本構想の策定につ

いて検討します。 

○福祉のまちづくり関連法規に基づく整備指導  

建築指導課／建築審査課／管理調整課 

「豊島区福祉のまちづくり整備要綱」、｢高齢者･障害者等の移動等の円滑化の促進に

関する法律（バリアフリー新法）」、「高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に

関する条例（建築物バリアフリー条例）」、「東京都福祉のまちづくり条例」に基づき、

バリアフリー化を推進します。 
○条例に基づく整備指導 建築指導課 

「豊島区中高層集合住宅建築物の建築に関する条例」に基づき、道路から住戸に至

る経路および住戸内のバリアフリー化を推進します。 

○公共施設のバリアフリー化 施設課 

誰もが安心して利用できるよう、既存の公共施設を改修する際にはバリアフリー化

の推進を図ります。 

○区道のバリアフリー化 道路整備課 

歩道などの幅員確保、段差解消、勾配の緩和や視覚障害者誘導用ブロックの設置等

を行い、誰もが利用しやすいユニバーサルデザインに配慮した道路整備を推進します。 

○公園のバリアフリー化 公園緑地課 

誰にとっても憩いの場となるような公園をめざし、段差を解消するなどバリアフリ

ー化の推進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点事業 

重点事業 
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 ③ 情報バリアフリー                              

  誰もが必要なときに必要な情報が入手できるよう、さまざまな媒体を活用した情報

提供を行い、情報のバリアをなくしていきます。 

 

◇施策推進のための主な事務事業 

○区ホームページの活用 広報課／障害者福祉課／介護保険課 

ホームページを積極的に活用し、事業者情報を含むさまざまな情報をよりきめ細か

くわかりやすく提供します。 

○テレビ広報番組の制作 広報課 

区の施策や、地域情報をより身近なものとして提供できるよう番組の充実に努めます。 

○広報紙や便利帳および点字広報や声の広報の発行 広報課 

障害の有無に関わらず、限られた紙面の中で、求められる情報をわかりやすく提供

します。 

○障害者福祉広報活動事業 障害者福祉課 

現行の諸制度を知り、利便を図るための手引きとして「障害者のしおり」を発行し、

心身障害者関係施策の周知および利便を図るために「障害者広報」を発行します。 

○福祉テレホンサービス 障害者福祉課 

障害者福祉に関する情報をテレホンサービスで提供し、各種制度の改正や催し物の

情報をお知らせします。 

●視覚障害者等情報支援機器の活用 障害者福祉課 

視覚障害者等を対象とした拡大読書機や音声コード読み上げ装置等の情報機器を障

害者関係の窓口に配置し、必要な情報が入手できるように支援します。 

 

 

 ④ ユニバーサルデザインの普及・啓発およびマナー向上               

  誰にとっても安心・安全なまちづくりを進めるためにユニバーサルデザインの普

及・啓発を行う一方で、歩行の際のバリアとなる放置自転車や違反広告物の指導・撤

去や歩行喫煙の指導などを行うことにより、歩きやすい歩行空間を創出し、マナー向

上を推進します。 

 

◇施策推進のための主な事務事業 

○福祉のまちづくり普及推進 管理調整課 

広報紙への関連記事の掲載をはじめパンフレットや福祉のまちづくりガイドマップ

などの作成・配布によるＰＲ活動を行うことにより、ノーマライゼーションやユニバ

ーサルデザインの普及を図ります。 

●放置自転車の撤去 交通対策課 

駅前周辺で自転車の安全利用と放置自転車解消のためのキャンペーン活動を行いま

す。歩道上に放置された自転車の撤去・移動活動を継続的に行い歩行者の通行の安全

を確保します。駐輪場の整備を推進します。 

●喫煙マナーの推進 環境課 

区内全域で喫煙マナーの向上を図るため、池袋駅前において年間を通じてＰＲ活動

を行うとともに、その他の駅では定期的にキャンペーン活動を展開します。また、街

の美化意識の向上を図るため、企業・ボランティアとの協働による合同キャンペーン

も併せて開催します。 

●違反広告物の指導および撤去 道路管理課 

道路管理巡視員による巡回パトロールで指導・取締りを行うとともに、各警察署お

よび関係部所と密に連携をとりながら、指導・取締りの強化を図ります。 

重点事業 
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２ 地域自立生活支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本文中の星印は、重点的に推進していくべき事業を表します。  

 

事業名の●は今回の計画に新たに掲載した事業、○は前計画から継続する 

事業を表します。 

 

 

 

重点事業 

※介護保険法および障害者自立支援法に基づく各種サービスの現状

と今後の見込量は、第Ⅳ章および第Ⅴ章に掲載されています。 
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●シルバー人材センターへの助成・福祉家事援助サービス事業 
○難病患者等ホームヘルプ事業 

○認知症高齢者グループホームの整備 
○知的障害者グループホーム・ケアホームの整備・運営の助成 
○精神障害者グループホーム・ケアホームの整備・運営の助成 
○重度身体障害者グループホームの整備検討  
○福祉住宅（シルバーピア等）の供給 
○高齢者向け優良賃貸住宅の供給 

●障害者居住サポート事業 
○安心住まい提供事業 
○高齢者等住み替え家賃助成事業 
○高齢者等入居支援事業 

○高齢者自立支援住宅改修 
○障害者日常生活用具・住宅改善事業 

○高齢者緊急ショートステイ支援事業 
○心身障害者（児）緊急一時保護 
●精神障害者ショートステイ事業 

●地域活動支援センターⅠ型事業への支援 
●地域活動支援センターⅡ型事業への支援 
●地域活動支援センターⅢ型事業への支援 

○各種手当や在宅サービスによる日常生活支援 

① ホームヘルプサービスの充実 

② ショートステイサービスの充実 

③ 地域活動支援センター機能強化事業の充実 

④ 各種手当や在宅サービスによる日常生活支援 

（１） 日常生活を支える在宅サービスの推進 １０９ページ

① グループホームなど多様な住まいの整備 

② 安定した居住を支える住宅施策の充実 

③ 継続した居住を支える住宅改善の促進 

○普及啓発事業 
○生活機能チェック事業 
○介護予防プログラム(地域支援事業）の実施 
○地域介護予防活動支援 
○おたっしゃ給食事業 
●浴場ミニデイサービス事業（湯友サロン） 
●高齢者元気あとおし事業 
○シニアライフ講座 

① 総合的な介護予防事業の推進 

（２） 自立生活を支える多様な住まいの確保 １１１ページ

（３） 自立生活を維持する介護予防事業の推進 １１３ページ

２ 地域自立生活支援               ～主要事業の体系～ 
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○特別養護老人ホームの整備助成 
○小規模特別養護老人ホームの整備（地域密着型サービス） 

○障害者就労支援センターの運営 
○就労支援のための作業訓練事業の委託（公園・施設清掃等） 
○中途障害者の就労支援施策の検討 
○雇用主への普及啓発 
○シルバー人材センターへの助成・就労支援 
●庁内・企業実習の推進 
●「ほっと・サロン」（仮称）運営支援事業 
●障害者通所施設等就労支援（収入補填）事業 

○小規模作業所等への支援 
●知的障害者等就労継続支援 B 型事業・就労移行支援事業（通所施設）の運営・支援
●「はあとの木」運営支援事業 
●「障害者就労前準備講座」事業 

○小規模多機能型居宅介護施設の整備（地域密着型サービス） 
○重度重複障害者のための通所の場の検討 
○生活介護事業等（通所施設）の整備 
○就労移行支援事業（通所施設）の整備 
○就労継続支援（A 型・B 型）事業（通所施設）の整備 
○機能訓練事業（通所施設）の整備 

① 就労支援施策の充実 

② 福祉的就労の充実 

（４） 社会参加の促進 １１４ページ

① 通所施設などの整備 

② 地域の中の入所型施設の整備 

（５） 就労支援の充実 １１６ページ

（６） 施設サービスの基盤整備 １１８ページ

○ハンディキャブ運行事業 
○移動支援（地域生活支援事業） 
○福祉タクシー 
○自動車燃料費の助成 
○自動車運転免許取得費の助成・自動車改造費の助成 

○各種区民教室 
○土曜余暇教室 
○日曜教室 
○そよかぜ文庫 

○福祉ホーム「さくらんぼ」運営・支援 
●知的障害者等生活介護事業（通所施設）の運営・支援 
○精神障害者生活訓練事業（保健所デイケア） 

② 生涯学習や余暇活動の充実 

① 外出支援サービスの充実 

○手話通訳者派遣事業 
○障害者パソコン講習会 
●中途障害者への支援

③ 社会的自立への支援 

④ コミュニケーション手段の確保 
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○外国語ボランティア事業の実施 

○外国人ボランティア活動の推進 

○生活保護事業 

●被保護者自立支援事業 

○路上生活者応急援護事業 

○生活福祉資金貸付事業 

●生活安定応援窓口の開設 

○精神障害者の在宅支援活動 

② 生活困窮者などへの支援 

① 区内在住外国人などと地域との連携 

（７） ソーシャルインクルージョンの推進 １１９ページ

●発達障害者支援検討会の設置 

●高次脳機能障害者の専門相談支援 

●発達障害、高次脳機能障害の啓発、周知 

●就労支援員の活用 

●区内関係機関、支援者によるネットワークづくり 

④ 発達障害者および高次脳機能障害者への支援 

③ 支援困難ケースへの対応 

●中国残留邦人等支援事業 

●支援・相談員の配置

⑤ 中国残留邦人等への支援

●原爆被爆者の相談業務等委託 

●原爆被爆者見舞金

⑥ 原爆被爆者等への支援
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（１） 日常生活を支える在宅サービスの推進                 

住み慣れた地域で在宅生活をしていくために、さまざまなサービスの支援が必要とされます。既

存のサービス提供のあり方を見直すとともに、必要とされる新たなサービスを検討し、区や事業者、

地域とが連携協力し、自立生活を支援できるようなサービス提供体制を構築します。  

 

 ① ホームヘルプサービスの充実                         

  高齢者、障害者の方々が、いつまでも地域で暮らすことができるよう、利用され

る方の状況にあった生活支援が受けられるよう環境を整備するとともに、事業者と

連携し、適正なサービスのより一層の充実に努めます。 

 

◇施策推進のための主な事務事業 

●シルバー人材センターへの助成・福祉家事援助サービス事業 管理調整課 

住み慣れた地域の中で、日常生活に困難を抱え、援助を必要としている方々（一人

暮らし高齢者、高齢者だけの世帯、障害のある方等）に新たに配置するコーディネー

ターを通じてシルバー人材センターの会員を派遣し、福祉家事援助サービスを提供し

ます。（有料） 

○難病患者等ホームヘルプ事業 中央保健福祉センター 

難病患者が居宅で日常生活を営むことができるように、ホームヘルパーを派遣し、

生活支援を行います。 

 
 

 ② ショートステイサービスの充実                        

  本人および介護者の状況など、緊急に在宅での生活が困難になった場合、ショー

トステイのベッド確保など、緊急対応ができ安心して生活できるよう体制を整備し

ます。 

 

◇施策推進のための主な事務事業 

○高齢者緊急ショートステイ支援事業 高齢者福祉課 

高齢者が、介護者の急病等で居宅において介護を受けることが一時的に困難になっ

た場合に、特別養護老人ホームのベッドを確保することにより、引き続き安定した居

宅生活を維持できるよう支援します。 

○心身障害者（児）緊急一時保護 障害者福祉課 

保護者又は家族の病気、事故、出産、冠婚葬祭のため心身障害者の介護が一時的に

困難になったとき、福祉ホーム「さくらんぼ」において緊急に保護します。また、介

護者のレスパイト（休息、息抜き）による利用についても、実施します。 

●精神障害者ショートステイ事業 障害者福祉課 

本人の自立のための練習や家族が疾病などの理由で一時的に介護ができなくなった

場合に、指定の共同生活援助事業所（グループホーム）へ短期入所することにより、

精神障害者および家族の福祉向上を図るショートステイ事業を実施します。 

 
 
 
 
 
 

地域自立生活支援 ２ 
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 ③ 地域活動支援センター機能強化事業の充実                   

  障害者が通い、創作的活動又は生産活動の提供、社会との交流の促進等を図る地

域活動支援センターを充実させます。 

 

◇施策推進のための主な事務事業 

●地域活動支援センターⅠ型事業への支援 障害者福祉課 

専門職員（精神保健福祉士等）を配置し、相談支援事業を行うとともに、医療・福

祉および地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成等の

事業を支援します。 

●地域活動支援センターⅡ型事業への支援 障害者福祉課 

地域において雇用･就労が困難な在宅障害者に対する、機能訓練、社会適応訓練、入

浴等のサービス等の事業を支援します。 

●地域活動支援センターⅢ型事業への支援 障害者福祉課 

地域の障害者のための援護対策として、地域の社会福祉法人等が実施する、通所に

よる日中活動の場の安定的な運営が、図られるように支援します。 

 
 
 ④ 各種手当や在宅サービスによる日常生活支援                  

  事業のあり方や費用負担のあり方なども含めて、随時見直しを図りながら実施し

ます。また、各種手当や医療費助成の充実については、国や東京都に要望します。 

 

◇施策推進のための主な事務事業 

○各種手当や在宅サービスによる日常生活支援   
        高齢者福祉課／障害者福祉課／中央保健福祉センター 

・紙おむつ支給 

・おむつ購入費等助成 

・出張理美容サービス 

・配食サービス 

・寝具の洗濯、乾燥サービス 

・火災安全システム 

・認知症高齢者徘徊探知システム 

・車いすの貸出 

・緊急通報システム 

・福祉電話 

・機能回復助成 

・障害者入浴サービス事業 

・重度脳性麻痺者介護人派遣事業 

・各種福祉手当 

・医療費助成 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

重点事業 

重点事業 

重点事業 
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重点事業 

（２） 自立生活を支える多様な住まいの確保                 

施設から在宅福祉へと大きく流れが変わる中、住み慣れた地域で安心して生活を送ることができ

るグループホームなど多様な住まいを充実します。また、住宅改修により高齢者や障害者の在宅生

活を支援します。 

 

 ① グループホームなど多様な住まいの整備                    

  家庭的な雰囲気をもつグループホームなどを整備する事業者を誘致し、地域で自

立した生活が送れるよう支援します。 

 

◇施策推進のための主な事務事業 

○認知症高齢者グループホームの整備 管理調整課 

国や都の施設整備費等の補助制度を活用し、民間事業者を誘致し整備を推進します。

また、区有地の活用も検討します。 

○知的障害者グループホーム・ケアホームの整備・運営の助成 
管理調整課／障害者福祉課／中央保健福祉センター 

現在就労しているか、または通所の障害福祉サービス事業などを利用している知的

障害者が、少人数で共同して生活を送る場であるグループホームの整備・運営の支援

を進めます。整備については、事業者に対し、施設整備および設備整備に係る費用の

補助を行います。 

○精神障害者グループホーム・ケアホームの整備・運営の助成 
            管理調整課／中央保健福祉センター 

一定程度の自活能力が認められ、家庭環境や障害等の理由により住宅確保が困難な

方が、適切な指導を受けながら、少人数で共同して生活を送る場であるグループホー

ム等の整備・運営の支援を進めます。整備については、事業者に対し、開設準備経費

の補助を行います。 

○重度身体障害者グループホームの整備検討 管理調整課 

常時の介護を必要とする重度の身体障害者が、地域で自立して生活できるよう、外

部の各種サービスを利用しながら、少人数で共同して生活を送る居住の場であるグル

ープホームの整備・運営の支援を検討します。 
○福祉住宅（シルバーピア等）の供給 住宅課 

高齢者、障害者、ひとり親家庭を対象とする福祉住宅については、現在の事業規模

を維持していくことを基本とするとともに、ミックストコミュニティの観点から、区

営住宅の建替え等、他の住宅に併設する形で供給を図ります。 

○高齢者向け優良賃貸住宅の供給 住宅課  

高齢者向け優良賃貸住宅制度の積極的な活用を図り、民間事業者に対して共同施設

整備費や高齢者施設整備費などの補助を行い、バリアフリー仕様や緊急時対応を確保

した優良な民間賃貸住宅の供給を図ります。 

 

 

 

 

重点事業 

重点事業 
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重点事業 

 

 ② 安定した居住を支える住宅施策の充実                     

  高齢者などの入居支援や終身賃貸借制度の普及・活用により、民間住宅における

安心居住の仕組みづくりに努めます。また、区営住宅の建替えや公有地を活用した

区民住宅などの供給を図ります。 

 

◇施策推進のための主な事務事業 

●障害者居住サポート事業 障害者福祉課 

グループホームを退所し、一般住宅やアパートに入居を希望する障害者に斡旋や契

約等の入居支援や緊急時等の対応、関係機関等との連絡・調整等を行います。 

○安心住まい提供事業 住宅課 

取り壊しによる立ち退きなどにより、住宅の確保に緊急を要する高齢者、障害者、

ひとり親家庭の方々の居住の安定を図るため、安心住まい提供事業を継続します。 

○高齢者等住み替え家賃助成事業 住宅課 

取り壊し等により転居を求められている高齢者、障害者、ひとり親家庭を対象とし

て、転居後の家賃差額の一部を一定期間助成します。助成額は、今後の社会情勢を踏

まえて検討します。 

○高齢者等入居支援事業 住宅課 

不動産業者との連携により、高齢などを理由に入居を拒まない賃貸住宅に関する情

報の収集と提供に努めるとともに、身元保証人を確保することが困難な高齢者、障害

者、ひとり親家庭については、区独自の家賃債務保証制度を活用し民間賃貸住宅の入

居を支援します。 
 

 

 ③ 継続した居住を支える住宅改善の促進                     

  住み慣れた住宅で住む人の状況にあった住環境となるよう、助成制度活用のＰＲ

や相談支援により、改善の促進を図ります。 

 

◇施策推進のための主な事務事業 

○高齢者自立支援住宅改修 高齢者福祉課 

65 歳以上の高齢者を対象に、その方の居住する住宅の改修に要する経費を助成する

ことにより、転倒防止、介護負担の軽減などを図り、在宅での生活の質を確保します。 

○障害者日常生活用具・住宅改善事業 中央保健福祉センター  

障害のある方が日常生活を容易に過ごすことができるよう、日常生活用具や住宅設

備の改善費の給付を行います。 
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（３） 自立生活を維持する介護予防事業の推進                

加齢による心身の変化と上手に付き合い介護状態にならずに、住み慣れた地域で充実した生活を

送る元気高齢者を増やすために、心身の状況に応じた効果的な介護予防事業を充実します。また、

地域での介護予防を普及させ、住民活動参加を促進して、介護予防のまちづくりを推進します。 

 

 ① 総合的な介護予防事業の推進                         

総合的な介護予防の推進をめざして、普及啓発事業の促進、効果的で利用しやす

い介護予防事業（特定高齢者向け、一般高齢者向け）の充実、地域での介護予防活

動の支援を行ないます。 

 

◇施策推進のための主な事務事業 

○普及啓発事業 高齢者福祉課 

普及啓発講演会、イベント、講座の実施や、広報用パンフレットなどを作成・配布

するとともに、「としま・おたっしゃ相談」「としま・おたっしゃ応援団」を実施して、

介護予防の普及啓発を図り、事業への住民参加を促進します。 

○生活機能チェック事業 高齢者福祉課 

要介護リスク（老化サイン）を早期に発見し対応するために、長寿健診と特定健診

において「介護予防のための機能評価問診票」を用いたスクリーニングを実施します。

介護予防プログラムへの参加が必要と判定された高齢者（特定高齢者）に対し、介護

予防プランを作成して介護予防事業への参加を促します。 

○介護予防プログラム(地域支援事業）の実施 高齢者福祉課 

生活機能評価事業により、要介護リスクを保持した高齢者を選定し、個別リスクに応じ

た介護予防のプログラムを展開することにより、要介護状態になることを予防します。 

①運動器の機能向上プログラム（特定高齢者、一般高齢者） 

②認知症予防プログラム（一般高齢者） 

③低栄養改善プログラム（特定高齢者） 

④口腔機能改善プログラム（特定高齢者） 

⑤閉じこもり・うつ予防プログラム（特定高齢者） 

○地域介護予防活動支援 高齢者福祉課 

介護予防事業に参加された方の終了後の自主グループづくり支援や交流会の開催、地域

支え合いサポーター活動の育成・支援、地域団体や NPO などと連携・協働し介護予防事

業の地域拠点整備をめざします。 

○おたっしゃ給食事業 高齢者福祉課 

一般高齢者向けの介護予防事業として、小学校を会場に、高齢者のための健康体操

やレクリエーションなどの健康増進活動を行い、さらに小学生とふれあいながら給食

をとることで、異世代交流をはかり、閉じこもりを予防します。 

●浴場ミニデイサービス事業（湯友サロン） 高齢者福祉課 

一般高齢者向けの介護予防事業として、営業前の浴場を利用して、健康体操やレクリエ

ーションおよびリフレッシュ入浴を行い、閉じこもりの予防と健康増進を図ります。 

●高齢者元気あとおし事業 高齢者福祉課 

高齢者が行ったボランティア活動の実績をポイントとして評価し、現金に還元すること

で、高齢者がボランティア活動を通じて社会参加・地域貢献することを奨励支援し、本人

の介護予防に寄与するとともに元気高齢者を増やし、地域社会の活性化を図ります。 

○シニアライフ講座 高齢者福祉課 

地域において介護予防活動や認知症予防を推進していく内容の講座を実施し、介護

予防事業の地域展開をめざします。 
 



 

114 

（４）社会参加の促進                            

高齢者や障害をもった人々が自己の持つ能力を発揮し、社会参加できる環境や気軽に余暇活動に

参加できる環境を整備します。また、機会があっても一人では参加が困難な方に対しても支援する

ことにより参加が図られる仕組みを構築します。 

 

 ① 外出支援サービスの充実                             

地域活動や余暇活動への参加意欲があっても支援がないと外出が困難な人々に対

し、支援を行い社会参加を促進します。 

 

◇施策推進のための主な事務事業 

○ハンディキャブ運行事業 社会福祉協議会 

地域の方々の参加と協力により、外出時、バスやタクシーなどの公共交通機関を利

用することが困難な方を対象に、車いす等のまま乗降できる車の運行を行い、社会参加

を支援します。また、運転協力員として、地域の支え合い活動参加へのきっかけづく

りを行います。（会員制） 

○移動支援（地域生活支援事業） 中央保健福祉センター 

地域で自立した生活が営めるよう、外出と社会参加について、屋外での移動が困難

な障害のある方に対し、外出のためのヘルパーを派遣します。 

○福祉タクシー 中央保健福祉センター 

電車、バスなどの利用が困難な心身障害者、難病患者などにタクシー券を交付する

ことにより、生活圏の拡大を図ります。 

○自動車燃料費の助成 中央保健福祉センター 

自動車税の減額免除を受けている自動車の所有者で一定の障害を有する方に、燃料

費の一部を助成することにより外出の機会を促進します。 

○自動車運転免許取得費の助成・自動車改造費の助成 中央保健福祉センター 

一定の障害を有し、要件に該当する方に運転免許取得費、自動車改造費の一部を助

成することにより、日常生活の利便、生活圏の拡大、社会復帰の促進を図ります。 

 

 

 ② 生涯学習や余暇活動の充実                           

生涯学習に対する意欲がある人々が、輝きを持って生活できるよう、そのきっか

けとなる各種講座の実施や地域の中での交流活動を支援します。 

 

◇施策推進のための主な事務事業 

○各種区民教室 学習・スポーツ課 

日常の生活をより豊かにしていただくために、絵画、手芸、書道などの趣味実技講

座や、歴史、文化、社会に関する教養講座を各地域文化創造館で実施し、参加の機会

を提供します。 

○土曜余暇教室 障害者福祉課 

心身に重度の障害をお持ちの方に、ボランティアとの交流やレクリエーション、外

出行事などを実施することにより社会参加の機会を提供します。 

○日曜教室 学習・スポーツ課 

中軽度知的障害の方が、ボランティアスタッフとともに、参加者の主体性を活かし

て、年齢課題に応じた学習活動や興味に応じたコース別活動を行ないます。 

○そよかぜ文庫 中央図書館（図書館課） 

図書館への来館が困難な６５歳以上の高齢者や身体障害者の方々を対象に、定期的

に図書資料の宅配サービスを行い、生涯学習を支援し生きがいの増進を図ります。 
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 ③ 社会的自立への支援                              

相談や訓練、および関係機関との連携などにより、孤立しがちな障害者が社会参

加できる体制を構築します。 

 

◇施策推進のための主な事務事業 

○福祉ホーム「さくらんぼ」運営・支援 障害者福祉課 

就労または通所の障害福祉サービスなどを自宅から利用している心身障害者が、親

亡き後や保護者の高齢化、疾病などの家族介護力の低下により、日常生活が困難にな

った場合に、住み慣れた地域で生活ができるよう、自立助長のための支援をします。

また、短期自立訓練も行います。 

●知的障害者等生活介護事業（通所施設）の運営・支援 障害者福祉課 

主に知的障害者の方に、障害者自立支援法に基づく生活介護事業を行い、生活の支

援と援助、作業支援などによる生活能力の開発と社会適応性の増進を図ります。区立

施設においては、駒込生活実習所において平成 20 年 4 月より指定管理者制度を導入

し、目白生活実習所においても今後の導入を検討していきます。 

 区内民間の、知的障害者対象の関連障害福祉サービス事業者等と有機的に連携を図

り、利用者にとってサービスの質が確保されるよう調整します。 

○精神障害者生活訓練事業（保健所デイケア） 健康推進課 

障害者自立支援法による生活訓練として、料理、外出、手芸、音楽などのグループ

活動を通して、人との付き合い方や生活の楽しさを体験することにより、社会復帰へ

の意欲の向上を図ります。 

また、地域の社会資源の状況等をみながら保健所デイケアのあり方についても検討

します。 

 

 

 ④ コミュニケーション手段の確保                        

  広報紙やインターネット情報など提供手段が多様化する中、それらの情報を得る

ために支援が必要な人々に、応じられる体制を整備します。 

 

◇施策推進のための主な事務事業 

○手話通訳者派遣事業 障害者福祉課  

聴覚障害を持つ方の社会的活動や日常生活におけるスムーズなコミュニケーション

を図る際、必要に応じて手話通訳者（区の選考に合格した登録者）の派遣を行います。 

○障害者パソコン講習会 障害者福祉課 

情報弱者になりがちな障害者の方がより充実した日常生活が送れるように、習熟度

にあわせて情報の収集・発信、コミュニケーションの手段を習得するためのインター

ネットの活用法やワード・エクセルの基本操作などの講習を実施します。 

●中途障害者への支援 障害者福祉課 

手話や点字が利用困難な中途障害者への要約筆記や手話教室、点字教室、代読や代

筆サービス等の支援をします。 

 
 

重点事業 

重点事業 
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（５） 就労支援の充実                           

障害者や働く意欲のある高齢者が支援等を受けながら働くことを通して自立し、生き生きと生活

できる体制を整備します。 

 

 ① 就労支援施策の充実                             

 働く意欲のある高齢者・障害者などに対し、相談等を通じ本人の希望や適正・能力

に応じた就労を支援します。また、福祉的就労から一般就労へ移行できるよう支援

に努めます。 

 

◇施策推進のための主な事務事業 

○障害者就労支援センターの運営 障害者福祉課 

障害者が、安心して働き続けられるよう、身近な地域で就労支援と生活支援を一体的に

提供し、自立と社会参加の一層の促進と一般就労の機会の拡大を図ります。 

特に、精神障害者対象には精神保健福祉士を配置して就労支援相談業務を行っています。 

また、増加する職場定着支援に対応するため就労支援員（ジョブコーチ）を増員します。 

就労支援ネットワークの充実により、関係機関との連携の強化を図ります。 

○就労支援のための作業訓練事業の委託（公園・施設清掃等） 障害者福祉課 

区内の公園清掃・除草作業および区立施設の清掃を障害者支援施設に委託し、就労

の場の提供を行うとともに工賃アップを図ります。また、就労支援センターと連携を

図りながら、一般就労への移行を支援します。 

○中途障害者の就労支援施策の検討 障害者福祉課 

中途障害者の就労へ向けた仕組みづくりや、自主的な活動への支援を検討します。 

○雇用主への普及啓発 障害者福祉課 

障害者雇用促進の啓発活動を通じて、障害者が就労できるよう事業主を中心に区民

に対し障害者の雇用について理解と協力を求めていきます。 

○シルバー人材センターへの助成・就労支援 管理調整課 

健康で働く意欲のある高齢者（60 歳以上の方）が豊な経験を活かし、働くことを通

じ社会参加できる仕事を提供するシルバー人材センターの運営を支援します。 

また、可能な限り公共の仕事を提供するとともに、自主事業の拡充を通して就労支

援を行います。 

●庁内・企業実習の推進 障害者福祉課 

障害者の一般就労へのステップとして、就労継続支援事業所や就労移行支援事業所

に通所する障害者が、障害者就労支援センターを通じて、庁内実習や企業実習を行っ

た時に、実習奨励金を支給する等して、実習の場を広げます。 

●「ほっと・サロン」（仮称）運営支援事業 障害者福祉課 

就職をしている障害者が仲間同士で悩みなどを相談しあえる場としての「ほっと・

サロン」（仮称）を就労支援センターの他にも広げ、定着支援を側面から支える場を充

実します。 

●障害者通所施設等就労支援（収入補填）事業 障害者福祉課 

民間の就労継続支援Ａ、就労継続支援Ｂ事業所の利用者が、障害者就労支援センタ

ーを通して就労した場合、その利用者が在籍していれば得られる事業所収入に相当す

る程度の金額を補助することで、障害者の一般就労の促進を図ります。 

 

 

重点事業 

重点事業 

重点事業 

重点事業 
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 ② 福祉的就労の充実                               

福祉的就労を行う通所の障害福祉サービス事業や民間作業所などの内容の充実に

向け、支援体制を構築します。 

 

◇施策推進のための主な事務事業 

○小規模作業所等への支援 障害者福祉課 

平成２３年度末までに障害者自立支援法による就労移行支援、就労継続支援（A 型・

B 型）や地域活動支援センター等に移行予定です。各事業所が障害者のニーズに基づ

き、サービスが確保されるよう支援します。 

●知的障害者等就労継続支援Ｂ型事業・就労移行支援事業（通所施設）の 

運営・支援 障害者福祉課 

知的障害等があり、就職が困難な方に、障害者自立支援法に基づく就労継続支援Ｂ

型事業を行い、作業設備と仕事を提供し、就業に必要な作業の指導・生活の支援を行

うことにより自立を援助します。また、駒込福祉作業所では、一般就労等を希望する

障害者を対象にした就労移行支援事業への移行を予定しています。区立施設において

は、駒込福祉作業所において平成 20 年 4 月より指定管理者制度を導入しました。目

白福祉作業所においても今後の導入を検討します。 

●「はあとの木」運営支援事業 障害者福祉課 

障害者の工賃アップ、一般就労へ向けての意欲の向上を目的に、統一ブランド「は

あとの木」商品の開発・販売、自主生産品の販売、販路・受注開発、販売店舗確保等

に向けた活動を行います。「はあとの木」オリジナルクッキーの製造販売、巣鴨地蔵通

り縁日での販売、福祉喫茶での常設展示販売を行います。 

●「障害者就労前準備講座」事業 障害者福祉課 

一般就労をめざす障害者を対象に、社会人としての振る舞い、パソコンのスキルア

ップ等の講座を開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

重点事業 
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（６） 施設サービスの基盤整備                       

今後、国や東京都の動向を踏まえながら、利用者が自ら選択し、いきいきとした地域生活を支援

できるよう、必要な通所施設や入所施設を検討し、整備を図ります。 

 

 ① 通所施設などの整備                              

地域生活を支える通所施設については、利用者それぞれの状況に合わせた選択が

できるよう整備を図ります。 

 

◇施策推進のための主な事務事業 

○小規模多機能型居宅介護施設の整備（地域密着型サービス） 管理調整課 
高齢者が可能な限り、住みなれた地域で暮らし続けられるよう、「通い」を中心とし、

利用者の様態や希望に応じて、「泊り」「訪問」を組み合わせたサービスを提供するた

めの施設の整備を進めます。   
○重度重複障害者のための通所の場の検討 障害者福祉課 

重度重複障害がある方の増加が見込まれる中、地域で暮らし続けることが可能とな

るよう、各通所施設における医療的ケアを伴う利用者の受け入れ状況等も考慮しなが

ら、通所の場を確保するための施設整備の検討を行います。 
○生活介護事業等（通所施設）の整備 障害者福祉課 

障害者自立支援法による事業所の移行に伴い、常に介護を必要とする人に生活介護

等を行うとともに、活動の機会を提供する生活介護事業等の施設整備を進めます。 
○就労移行支援事業（通所施設）の整備 障害者福祉課 

障害者自立支援法による事業所の移行に伴い、就労を希望する人に、一定期間、就

労に必要な知識および能力の向上のために必要な支援を提供する就労移行支援事業の

施設整備を進めます。 
○就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）事業（通所施設）の整備  障害者福祉課 

障害者自立支援法による事業所の移行に伴い、一般企業等での就労が困難な人に、

働く場を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な支援を提供する就

労継続支援（Ａ型・Ｂ型）事業の施設整備を進めます。 
○機能訓練事業（通所施設）の整備 障害者福祉課 

障害者自立支援法による事業所の移行に伴い、地域生活を営むうえで身体機能・生

活能力の維持や向上に向けた支援を必要とする人に、一定の期間、機能訓練や助言等

を行っていく機能訓練事業の施設整備を進めます。 
 

 

 ② 地域の中の入所型施設の整備                         

入所型施設整備については、介護保険制度の改正や障害者施策の方向性を見極め

ながら、地域の中で家庭的な雰囲気のもと、小規模な入所型施設へと移行していく

ことを検討します。 
 

◇施策推進のための主な事務事業 

○特別養護老人ホームの整備助成 管理調整課 
公共施設の跡地活用や民間の土地活用なども含め、定員 100 人程度の特別養護老人

ホーム（ユニット型）の整備の検討をしていきます。 
○小規模特別養護老人ホームの整備(地域密着型サービス）  管理調整課 

地域密着型サービスである、定員 29 人以下の小規模特別養護老人ホームを国や都

の補助制度の活用により、民間事業者を誘致し整備します。 

また、区有地を活用しての整備についても検討します。 
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（７） ソーシャルインクルージョンの推進                  
「ともに生きる社会づくり」として、差異や多様性を認め合う地域住民相互の連帯、心のつなが

りをもつことのできる仕組みづくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 ① 区内在住外国人などと地域との連携                      

生活習慣の違う外国人に対しても、催し物などを通じ地域との交流・相互理解を図

ることにより、生活する上でのルールを学び、安心して生活する事ができる地域づく

りを進めます。また、昼間生活者である、在勤者・在学生との連携も重視します。 

 

◇施策推進のための主な事務事業 

○外国語ボランティア事業の実施 文化観光課 
「外国語ボランティア」として登録されている方に対し、国際交流を目的とした催

しなどでの通訳・翻訳活動を依頼します。  
○外国人ボランティア活動の推進 社会福祉協議会    

外国籍の方々に対し、地域におけるボランティア活動の相談支援および活動先とな

る施設・団体などの情報提供を行います。 
 

 

 ② 生活困窮者などへの支援                           

生活保護法に基づき、 低限度の生活を保障するとともに自立の助長を促進しま

す。また、東京都および他区と協力・連携し、路上生活者の就労による自立を支援

します。 

 

◇施策推進のための主な事務事業 

○生活保護事業 生活福祉課 

生活保護法に基づき、困窮者の程度に応じた 低生活の保障を行い、自立を助長します。 
●被保護者自立支援事業 生活福祉課 

生活保護受給者の就労および自立のために、就労支援専門員を配置し稼働能力を有

する者へ就労支援を行うとともに、求職活動や社会参加活動に要する経費の一部を支

給し、自立を促進します。 

また、保健師等の専門職を雇用し、精神疾患を患っている者が地域社会で安定した

生活ができるように個別自立支援プログラムを作成し、支援を強化します。 
○路上生活者応急援護事業 生活福祉課 

社会福祉協議会・警察・消防・鉄道事業者など関係諸機関と協力して、路上生活者

に保護、自立の機会を提供します。また、都と特別区は共同で路上生活者緊急一時保

護センターと自立支援センターを設置し、就労による自立を支援します。 

○生活福祉資金貸付事業 社会福祉協議会 
金融機関や公的資金制度からは借り入れが困難な所得の少ない世帯、障害者や介護

を要する高齢者のいる世帯で、審査のうえ対象となる方に対し、資金を貸し付け、経

済的自立と生活の安定を図ります。また、不動産を担保とする長期生活福祉資金およ

び要保護世帯向け生活福祉資金の相談・貸付を行います。  
●生活安定応援窓口の開設 社会福祉協議会  

低所得者の生活相談等を行う窓口を開設し、就業支援窓口やその他関係施策の紹介

など、きめ細かな支援を行い、低所得者の生活の安定の確保を図ります。 

ソーシャルインクルージョンとは・・・ 
     生活困窮者、外国人、障害者など、誰も差別されない    
             「ともに生き、支え合う社会づくり」をめざすという理念 
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 ③ 支援困難ケースへの対応                            

地域で孤立している人々に対して、見守りネットワークなどの機能をはじめ、区

や関係機関と連携を図り、地域社会で共生できる支援体制を構築します。 

 

◇施策推進のための主な事務事業 

○精神障害者の在宅支援活動  

障害者福祉課／中央保健福祉センター／健康推進課／長崎健康相談所 

家事・金銭管理・服薬管理・円滑な社会生活の持続など、さまざまな生活課題を抱

えた精神障害者に対する相談・支援活動を実施します。 

障害者就労支援センターでは、一般就労を希望する方に、随時、職業相談等の就労

支援や生活支援を行います。 

 

 

 ④ 発達障害者および高次脳機能障害者への支援                   

発達障害のある方が、乳幼児期から成人までのライフステージにあった適切な支

援が一貫して受けられるよう施策の推進を図ります。 

また、発達障害者、高次脳機能障害者についての正しい知識の啓発と普及に努め

るとともに、相談支援体制の構築を図ります。 

 

◇施策推進のための主な事務事業 

●発達障害者支援検討会の設置 障害者福祉課 
保健・医療・福祉・就労・教育・保育等の専門分野からの代表による発達障害者支

援検討会を設置し、発達障害者に関する施策の推進を図ります。 
●高次脳機能障害者の専門相談支援 障害者福祉課 

専門の相談員による高次脳機能障害者の相談支援を行い、訓練への紹介や日中活動

の場の確保、家族支援等を実施します。 
●発達障害、高次脳機能障害の啓発、周知 障害者福祉課 

発達障害、高次脳機能障害に関する研修や支援マニュアル作りを行い、正しい知識

の啓発、周知を図ります。 
●就労支援員の活用 障害者福祉課 

発達障害者への就労支援については、就労支援員の活用を検討し、企業等への理解

と雇用の促進を図ります。 
●区内関係機関、支援者によるネットワークづくり 障害者福祉課  

発達障害者、高次脳機能障害者の支援に関わる区内関係機関のネットワークづくり

を進め、情報の共有化、連携を図ります。 
 

 

重点事業 

重点事業 



 

121 

 ⑤ 中国残留邦人等への支援                            

戦後の混乱の中でやむなく中国等に残ることになった方々が、国交正常化以後、

順次帰国を果たしています。そうした中国残留邦人等が安心して老後の生活を送れ

るよう支援します。 

 

◇施策推進のための主な事務事業 

●中国残留邦人等支援事業 管理調整課 

「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進および永住帰国後の自立の支援に関する法

律」に基づき、老齢基礎年金を受給してもなお生活の安定が図れない場合に、支援給

付を実施します。 

●支援・相談員の配置 管理調整課 

中国残留邦人等のおかれた特別な立場を考慮し、中国残留邦人等に理解が深く中国

語ができる支援・相談員を配置します。 

 

 

 ⑥ 原爆被爆者等への支援                            

豊島区に在住する原爆被爆者健康手帳所持者に対して、相談支援や見舞金の支給

をします。 

 

◇施策推進のための主な事務事業 

●原爆被爆者の相談業務等委託 障害者福祉課 

原爆被爆者へのピアカウンセリングを行っている団体に相談事業を委託します。 

●原爆被爆者見舞金 障害者福祉課 

区内在住の被爆者健康手帳の所持者に見舞金の支給をします。 
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３ 地域保健・医療の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本文中の星印は、重点的に推進していくべき事業を表します。  

 

事業名の●は今回の計画に新たに掲載した事業、○は前計画から継続する 

事業を表します。 

 

 

 

重点事業 
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○乳幼児期からの家族を含めた食生活改善の支援
○健康教室・栄養指導講習会による食生活改善の支援 
●食文化の伝承 
○健康づくりのための食環境整備 
○食育の推進と連携・食育ネットワークづくり 
●食情報の発信 

○乳幼児期のむし歯予防対策
○母親学級における健診および保健指導 
○成人期の歯周病予防・高齢期の口腔機能維持対策 

●ポピュレーションアプローチの充実
●生活習慣病予防のための健康診査・保健指導 
○健康相談（保健・栄養） 
○広報活動等による普及・啓発 

●若い女性の健康的な自分づくりの支援
○妊産婦保健対策  
○母親の心の健康づくり 
○骨粗しょう症予防と更年期障害対策 
●女性のがん検診の受診勧奨 
●気軽に情報入手や相談ができる体制の整備 

●健康づくりのための身体活動の推進
●生涯楽しむ運動やスポーツへの参加支援 
●区立スポーツ施設の整備 
●健康チャレンジ！応援団 
○スポーツドクターによる健康相談事業 

○相談事業 
○講座・講演会 

① 栄養と食生活 

② 身体活動・運動 

③ こころの健康 

（１） 健康づくりの推進 １２７ページ

⑤ 歯の健康 

⑥ メタボリックシンドロームの予防 

３ 地域保健・医療の推進             ～主要事業の体系～ 

○適正飲酒のための個別指導
○小学校・中学校・高等学校への健康教育支援 
○適正飲酒・禁煙に関する普及・啓発 
○禁煙個別指導 

④ アルコール・たばこ 

○がん検診 
●がん検診の精度管理 
○がんに関する健康教育 
●がんに関する情報提供 

⑦ がんの予防・がん対策 

●こんにちは赤ちゃん事業
○乳幼児の健康診査 
○子育て相談・健康教室 
●予防接種の勧奨 
●子育てに関する関係機関との連携 
○子ども事故予防センター運営など事故予防の啓発 
●「早起き・早寝・朝ごはん・外遊び」について普及・啓発 

○健康づくり自主グループ活動への支援
●健康づくり活動の裾野の拡大 
●健康づくりリーダーの育成 
○健康情報の提供 

⑩ 健康づくりグループ活動の推進 

⑧ 女性の健康 

⑨ 子どもの健康 

●うつ病対策
●自殺対策 
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○豊島区健康危機管理マニュアルに基づく各体制の検証 
○関係機関との連携 
●情報集約体制の強化 
●区民への適切な情報提供 

○関係各機関との連携強化  
○対策マニュアルの策定  
○ＮＢＣテロを想定した災害対策マニュアルの策定 

●情報提供の充実  
●専用相談窓口（発熱相談センター）の設置  
●発生に備えた訓練の実施  
●医療資器材の整備・備蓄 
●地域医療体制の確保 

① 健康危機管理体制の整備 

② 災害時の健康危機対策 

③ 新型インフルエンザ対策 

○感染症対策 
●麻しん（はしか）対策 
○結核対策 
○エイズ・性感染症対策 

１） 健康危機への対応 １３３ページ

（２） 健康危機管理 

④ 感染症対策の強化 

○食品衛生監視指導計画の策定および進行管理 
○食品事故の防止  
○食品衛生情報の提供および普及・啓発 
○営業者による自主衛生管理の促進  
○飲食店等の営業に関する許可等および施設の監視指導  
○収去検査の充実  
○特別監視指導  
●適正な食品表示指導 

●貯水槽や飲用井戸の安全確保対策の充実 

●営業施設の衛生確保 

●居住環境に関する相談対応や情報提供の充実 

① 食の安全対策 

② 飲料水の安全確保 

２） 安全な生活環境の確保 １３６ページ

⑤ 診療所等の安全性の確保 

④ 医薬品などの安全対策 

●有床診療所立入検査・指導 

●診療所等に対する周知徹底 

○医薬品等の適正使用、安全性についての普及・啓発  

○家庭用品の安全性の確保  

○衛生講習会等の実施 

③ 環境衛生等の確保 
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○休日診療事業 

○医療機関案内事業 

○小児救急医療事業 

○♯8000 の周知 

○障害者（児）および要介護高齢者に対する歯科診療事業等 

●脳卒中地域医療連携パス事業 

●医療安全支援相談係（仮称）の設置の検討 

●かかりつけ医・歯科医・薬局を持つことへの普及啓発 

●後期高齢者医療制度（長寿医療制度）の周知 

○個人宛医療費通知の実施  

○診療報酬明細書の点検充実 

○特殊疾病（難病）対策 

○子どもの医療費の助成等 

○障害者に対する医療助成等 

○精神障害者の自立支援医療制度 

●ウイルス肝炎対策の充実 

●精神診療ネットワークの確立 

３） 地域医療の充実 １３９ページ

① 休日・救急医療体制の確保 

② 小児救急医療体制の充実 

③ 障害者（児）、要介護高齢者に対する歯科診療事業

④ 地域医療連携の充実 

⑤ 適正な受診の促進と新たな医療制度の周知 

⑥ その他の医療福祉 
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（１） 健康づくりの推進                           

区民の「健康寿命の延伸」と「主観的健康感の向上」に向け、「豊島区健康推進プラン 21」を改

定します。区民の健康づくりの指針、目標を設定し、各分野別に取組み事業を提示し、推進していき

ます。 

 

 ① 栄養と食生活                                

  偏った栄養による肥満ややせ、朝食欠食率の増加、加工食品や特定食品への過度の

依存、過度のダイエット志向や食事を中心とした家族の団らんの喪失など、食生活を

めぐるさまざまな問題が生じています。生涯にわたって健やかな心と体を保ち、栄養

バランスのとれた楽しい食生活を送れるよう支援を進めます。 

 

◇施策推進のための主な事務事業 

○乳幼児期からの家族を含めた食生活改善の支援 健康推進課／長崎健康相談所 

乳幼児健康診査時に子どもの食生活指導を行うとともに、子どもを通して家族の食

生活改善指導を進めます。特に食事に関するマナーや挨拶の励行、楽しく食事をする

ことを推進します。 

○健康教室・栄養指導講習会による食生活改善の支援 健康推進課／長崎健康相談所 

健康の保持・増進や生活習慣病などさまざまな疾病に応じ、バランスのとれた食生

活や適正な栄養素（食物）の摂取を中心に、食生活の改善を支援します。また、加工

食品・健康食品に日本語で栄養成分・熱量に関する表示をする場合、法律に基づいた

表示に関する相談、不適正な表示の指導を行うとともに、消費者の方が食品を選択す

る上で適切な情報を提供します。 

●食文化の伝承 地域保健課／健康推進課／長崎健康相談所／保育園課／教育指導課 

季節の行事や地域で行われる祭事などの伝統的な料理をはじめ、家庭の味を受け継

ぐことの推進を図ります。食文化の伝承を地域ぐるみで推進します。 

○健康づくりのための食環境整備 健康推進課／生活衛生課 

飲食店・給食施設などに食品の安全安心を推進するための指導を行います。また、

健康づくりに役立つような栄養情報提供やメニューに栄養成分表示等を行う「健康づ

くり協力店」の普及・啓発を推進します。 

○食育の推進と連携・食育ネットワークづくり 

           地域保健課／健康推進課／長崎健康相談所／保育園課／教育指導課 

発育・発達段階に応じて「食べる力」を育てるとともに、その環境づくりを進める

ため、保健所、学校、保育園などが連携した、食育の推進を図ります。また、食育を

推進する関係団体の相互協力による事業展開を実施することで食生活の向上を図りま

す。 

●食情報の発信 地域保健課／健康推進課／長崎健康相談所／保育園課／教育指導課 

食に関するさまざまな情報を整理し、正確な情報を選定・発信するとともに、食を

意識してもらうための取組みを地域ぐるみで推進します。 

 
 

 

 

地域保健・医療の推進 ３ 
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 ② 身体活動・運動                               

  運動やスポーツを楽しむ機会を増やし、生涯を通じて心身の健康保持増進を図りま

す。また、身体をこまめに動かすことを推奨し、身体活動量アップを図ります。 

 

◇施策推進のための主な事務事業 

●健康づくりのための身体活動の推進 健康推進課／長崎健康相談所／学習・スポーツ課 

運動不足からくる生活習慣病を予防するために、日常生活の中でできる項目を紹介

し、身体活動量を増やすことや子どもの頃から身体を動かす習慣づくりを支援します。 

●生涯楽しむ運動やスポーツへの参加支援  

学習・スポーツ課／健康推進課／長崎健康相談所 

スポーツや運動を手軽に取り組めるような体験プログラムを充実し、生涯スポーツ

や運動を楽しむための支援をします。 

●区立スポーツ施設の整備 学習・スポーツ課／施設計画課 

区民が安心して、運動やスポーツを楽しめるための施設や環境を整備します。 

西部地域におけるスポーツ・防災の機能を備えた公園の整備基本構想に基づいた整

備を行い、運動する人の人数増加を図ります。 

●健康チャレンジ！応援団 地域保健課 

「いつでも、だれでも、どこででも」をモットーに区内スポーツ施設、民間企業、

団体、区民グループ等で健康づくり応援団を結成し、ポイント制により賞品が当たる

など、区民が気軽に参加しやすい健康づくりプログラムを提供します。 

○スポーツドクターによる健康相談事業 学習・スポーツ課 

区立の健康増進体育施設において、個人の健康度に応じたスポーツドクターによる

運動の指導を実施することにより、健康づくりのための自己管理を支援します。 

 
 

 ③ こころの健康                                

  精神の疾患、アルコール・ギャンブル・薬物への依存、職場や社会への不適応、自

殺などさまざまな問題の早期の取組みや治療への支援のための相談体制の充実を図

ります。また、精神障害、ひきこもり、児童虐待などの知識やこころの健康の維持向

上を図るためのストレスマネージメント力向上について普及啓発を進めます。 

 

◇施策推進のための主な事務事業 

○相談事業 健康推進課／長崎健康相談所 

専門医による精神保健福祉相談、精神保健福祉士による家族問題相談、保健師によ

る随時の相談を実施し、こころの問題に関する適切な対応と治療への勧奨を図ります。 

○講座・講演会 健康推進課／長崎健康相談所 

こころの健康や精神障害者の精神保健福祉についての知識の普及啓発を図ります。

また、アルコール、薬物などの依存症（嗜癖）や、家族支援の視点からの講演会活動

を行うことにより、こころの健康についての正しい知識の普及啓発を図ります。 

●うつ病対策 健康推進課／長崎健康相談所 

ストレスを過度に取り込むことによって、こころの不健康な状態が生じ、自殺の大

きな要因となるうつ病に至ることがあります。個人のストレスマネジメントと周囲の

人のうつ病についての理解と対応力の向上をめざします。 

●自殺対策 健康推進課／長崎健康相談所 

自殺に関連する 新の捉え方、当事者を取り巻く周囲の人による予防的な取組み、

関係者のこころのケアに関する対応力向上のための普及啓発に取り組みます。 
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 ④ アルコール・たばこ                             

過度の飲酒や未成年の飲酒による健康への影響について正しい知識の普及啓発を

進めます。また、たばこの健康への影響について正しい知識の普及啓発を図るととも

に、禁煙のための情報提供を進めます。 

 

◇施策推進のための主な事務事業 

○適正飲酒のための個別指導 健康推進課／長崎健康相談所 

生活習慣病予防健診受診者等に対して、適量飲酒などのお酒の正しい飲み方を啓発

していきます。また、保健相談においても個別指導を実施します。 

○小学校・中学校・高等学校への健康教育支援 健康推進課／長崎健康相談所 

小・中・高等学校等において、アルコール・たばこの健康への影響についての教育

を支援します。  

○適正飲酒・禁煙に関する普及・啓発 生活衛生課／健康推進課／長崎健康相談所 

母親学級参加者や乳幼児健康診査時の集団指導の機会を利用して、適正飲酒や禁煙

についての情報提供を行います。また、広報・ホームページ等でも情報提供や分煙ス

テッカーの配布など、普及啓発に努めます。 

○禁煙個別指導 健康推進課／長崎健康相談所 

生活習慣病予防健診等の健診受診者や健康教室の参加者、乳幼児健康診査の保護者

等の禁煙希望者に対して、呼気 CO 濃度などの検査を行う等禁煙に対する動機付け支

援を行います。その後も個別に禁煙継続の支援を行います。 

 

 

 ⑤ 歯の健康                                  

乳幼児期のむし歯予防対策、成人期の歯周病予防対策、高齢期の口腔機能維持対策

などライフステージに応じた歯科保健対策を充実させるとともに、年齢や障害の有無

に関わりなく、誰もが身近な地域で適切な医療が受けられる体制づくりを進めます。 

 

◇施策推進のための主な事務事業 

○乳幼児期のむし歯予防対策 健康推進課／長崎健康相談所 

乳幼児のむし歯予防対策として歯科健診、保健指導や予防処置を行います。 

①乳児（3～4 か月）健康診査時に、養育者に対して歯科保健指導を行います。 

②1 歳 6 か月児、3 歳児健康診査時に歯科健康診査、保健指導を行います。  

③歯科衛生相談（4 歳未満児）に歯科健康診査、保健指導を行います。 

④上記②③において、歯科医師の指示があり、希望する方に対し、予防処置（フッ素

塗布等）を行います。 

⑤保育園や地域の区民ひろば（児童館）において、むし歯予防の啓発や歯磨き指導を

行います。 

○母親学級における健診および保健指導 健康推進課／長崎健康相談所 

妊娠中は歯科疾患をきたすことが多いため、母親学級の機会をとらえて、妊婦の歯

科健診、保健指導を実施し、口腔ケアの大切さ、むし歯や歯周病予防について啓発を

図り、妊婦の健康管理を支援します。 

○成人期の歯周病予防・高齢期の口腔機能維持対策 

                     地域保健課／健康推進課／長崎健康相談所 

中高年以降における歯周病などの早期発見、適切な治療の勧奨を行うことにより、

高齢期における歯の喪失や口腔機能低下を予防します。 

①歯周病予防や口腔機能維持向上対策を目的とした歯科教室・出張健康教室を行います。 

②歯周疾患検診…40 歳、50 歳、60 歳、70 歳の年齢の区民全員に対し受診券を送付し

て受診を勧奨し、区歯科医師会所属の医療機関において実施します。 
 



 

130 

 

 ⑥ メタボリックシンドロームの予防                       

生活習慣病の予防として、メタボリックシンドロームに着目した特定健診・特定保

健指導をはじめとした事業を実施しメタボリックシンドローム該当者の減少に努め

ます。また、若年層等へ向けたポピュレーションアプローチを強化します。 
 

◇施策推進のための主な事務事業 

●ポピュレーションアプローチの充実 健康推進課／長崎健康相談所 
メタボリックシンドロームに対する基礎知識と具体的な健康づくりの推進に向けた

健康教室を実施します。また、乳幼児健診や出張育児相談等を活用し、親向けに家族

の健康を意識した健康教育を実施します。さらに、地域で活動されているグループへ

の健康支援にも取り組みます。 
●生活習慣病予防のための健康診査・保健指導 地域保健課／健康推進課 

各種の健康診査を実施し、メタボリックシンドロームの予防、生活習慣病の予防、

早期発見、早期治療をめざします。 

①特定健康診査（国民健康保険）…40 歳以上 74 歳までの国民健康保険の加入者に、

メタボリックシンドロームに着目した健診を実施します。（区医師会所属の各医療機

関において実施）対象者全員に受診券を送付し、受診を勧奨します。 

②特定保健指導（国民健康保険）･･･特定健康診査の結果、メタボリックシンドローム

の該当者と危険性のある方には、生活習慣改善のための支援（特定保健指導）を実

施します。 

③長寿健康診査（後期高齢者健康診査）…75 歳以上の後期高齢者医療制度加入者全員

に受診券を送付し、受診を勧奨します。（区医師会所属の各医療機関において実施） 

④生活習慣病予防健診…40歳未満の区民および40歳以上の生活保護受給者を対象に

保健所で行います。 

○健康相談（保健・栄養） 健康推進課／長崎健康相談所 
生活習慣病、その他食事の改善・健康管理が必要な方に、食事診断や生活習慣改善

のための相談などの支援をします。 
○広報活動等による普及・啓発 地域保健課／健康推進課／長崎健康相談所 

ホームページ・広報等を通じ、生活習慣病予防に関する情報提供を行います。 

 

 

 ⑦ がんの予防・がん対策                            

がんによる死亡率の減少をめざして、質の高いがん検診を実施し、がん検診の受診

促進と受診しやすい体制づくりに取り組みます。また、がんの予防や治療・療養に関

する情報を提供します。 
 

◇施策推進のための主な事務事業 

○がん検診 地域保健課           
がんの早期発見のため、対象年齢の希望者に対し、区医師会所属の各医療機関およ

び豊島健康診査センターにおいて各種がん検診を行います。 

区が実施するがん検診･･･胃がん、子宮（頸部）がん、乳がん、肺がん、大腸がん 
●がん検診の精度管理 地域保健課 

精密検査の受診状況および結果の把握などから評価を行い、がん検診の精度の向上

をめざします。 
○がんに関する健康教育 健康推進課／長崎健康相談所 

区民が「がん検診」の意義や有効性を理解し積極的に受診するよう普及啓発し、が

んにならないための健康づくりを支援します。 

①がんに関する講演会の実施、乳幼児健診や健康教育の機会をとらえ、がん検診の必

要性について普及啓発します。 

②区民が自分の生活習慣を見直し、積極的に健康づくりに取り組めるよう健康教育を

行います。 

●がんに関する情報提供 地域保健課／健康推進課／長崎健康相談所   
がんに関する情報を提供し、医療相談・健康相談やセカンドオピニオン、医学知識

や医療の 新情報を提供する情報サイトへの案内など、ホームページを充実します。 
 

重点事業 

重点事業 
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 ⑧ 女性の健康                                 

女性が生涯を通じて健康で明るく充実した日々を自立して過ごすことが出来るよ

う、生活の場を通じて女性の健康づくりを支援します。 

 

◇施策推進のための主な事務事業 

●若い女性の健康的な自分づくりの支援 健康推進課／長崎健康相談所 
過度なダイエットによる健康リスク、健康を守る食に関する知識の普及啓発（食事

バランスガイド）、性感染症や人工妊娠中絶の健康リスクに関する教育等を通じて健康

なからだをつくる支援をします。 
○妊産婦保健対策 健康推進課／長崎健康相談所 

母子健康手帳の交付、妊婦健康診査、妊産婦訪問指導、母親学級、両親学級等の実

施により、出産、育児に関する支援を行います。 
○母親の心の健康づくり 健康推進課／長崎健康相談所 

産後早期に赤ちゃん訪問を実施し、母親の産後うつ傾向の早期発見・早期対応に努

めます。母親が孤立しないよう親同士の交流の場をつくり、ふれあいを通して育児不

安を解消し、母親や乳幼児の心の健康づくりに向けた取組みを実施します。 

○骨粗しょう症予防と更年期障害対策 地域保健課／健康推進課／長崎健康相談所 

ヤングエイジの骨太健康診査、乳児健康診査、3 歳児健康診査時の骨密度測定など

骨粗しょう症予防のために、若いときからの骨づくりへの意識づけを行います。また、

骨粗しょう症予防のために、40 歳から 70 歳まで 5 年毎に検診を実施します。さら

に、更年期障害についての情報提供とともに気軽に相談できる取組みを行います。 

●女性のがん検診の受診勧奨 地域保健課／健康推進課／長崎健康相談所 

女性特有の乳がん・子宮がん検診の受診勧奨を図るとともに、所内健康診査等の機

会を利用して、健康教育を実施します。 

●気軽に情報入手や相談ができる体制の整備  

地域保健課／健康推進課／長崎健康相談所 

保健師による女性相談を周知するとともに、ホームページを充実させ情報提供をし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点事業 

重点事業 

重点事業 
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 ⑨ 子どもの健康                                

家庭訪問、健康診査、健康相談、健康教室などを実施し、子どもが健やかに育つこ

とを支援します。 

 

◇施策推進のための主な事務事業 

●こんにちは赤ちゃん事業 健康推進課／長崎健康相談所 

生後４か月までの乳児のいる家庭を訪問し、乳児と母親の健康状態の全戸把握をめ

ざすとともに、子育てに関する情報提供など育児支援を行うことで母親の孤立化を防

ぎ、虐待の発生を防止します。 

○乳幼児の健康診査 健康推進課／長崎健康相談所 

乳幼児の年齢に応じて、健康診査を実施し、疾病や障害を早期に発見し、治療、療

育に結びつけていきます。また、保健に関する相談、助言を行い、乳幼児の健全な成

長を支援します。 

○子育て相談・健康教室 健康推進課／長崎健康相談所 

離乳食講習会、むし歯予防教室、母乳教室、出張育児相談等さまざまな育児に関わ

る相談に応じるとともに、家族の健康を支援します。 

●予防接種の勧奨 健康推進課／長崎健康相談所 

乳幼児健康診査や訪問・相談等においてＢＣＧ・麻しんをはじめとする定期予防接

種を勧奨し、接種率の向上に努めます。 

●子育てに関する関係機関との連携 健康推進課／長崎健康相談所 

発育や発達の問題、不適切な療育環境などの改善に向け、関係機関との連携を図ります。 

○子ども事故予防センター運営など事故予防の啓発 健康推進課／長崎健康相談所  

子どもの死亡原因の上位を占める「不慮の事故」を減少させるために、池袋保健所

内の子ども事故予防センター（キッズセーフ）において、パネル展示や事故予防に関

する資料を提供し、事故予防の普及啓発に努めます。 

●「早起き・早寝・朝ごはん・外遊び」について普及・啓発 

                健康推進課／長崎健康相談所 

子どもの生活習慣の維持と健康づくりのために、健康診査や子育て相談・教室の機

会に「早起き・早寝・朝ごはん・外遊び」について普及・啓発をします。 

 

 

 ⑩ 健康づくりグループ活動の推進                        

地域における、健康づくりを目的とするグループの活動を支援していきます。 

 

◇施策推進のための主な事務事業 

○健康づくり自主グループ活動への支援 健康推進課／長崎健康相談所 

体操やウォーキングなどの健康づくりのための自主グループ活動を支援します。 

●健康づくり活動の裾野の拡大 地域保健課／健康推進課／長崎健康相談所 

区民サークル・趣味サークル等自主グループの健康づくり事業への働きかけをしま

す。また、健康づくり協賛企業・商店の発掘をします。 

●健康づくりリーダーの育成  地域保健課／健康推進課／長崎健康相談所 

としま健康づくり大学の卒業生などから健康づくりのリーダーを育成します。 

○健康情報の提供 地域保健課／健康推進課／長崎健康相談所 

個人の健康づくりに役立てる区内外の健康情報をホームページにおいて一覧できる

ような情報提供（検索）システムを構築します。 
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（２） 健康危機管理                                

従来のマニュアルでは対応が困難な大規模食中毒、新感染症、医薬品、毒物・劇物による事故、そ

の他何らかの原因により生命と健康の安全を脅かす健康危機発生に備え、被害の発生予防や拡大防止

のために迅速な措置がとれるよう、関係機関との緊密な連携の下に危機管理体制の整備を進めます。 

 

  １） 健康危機への対応        

健康危機が発生したときに、迅速かつ適切に対処し被害を 小限にとどめるために、発生直後の

対応から発生後の回復までの体制や手順について、平常時から準備を進めます。 

・健康危機発生時における連絡体制（勤務時間内および勤務時間外） 

・消防署・警察署・区・医療機関・学校等関係機関との連携強化 

・保健所健康危機管理マニュアルの改定 

 

 ① 健康危機管理体制の整備                           

  健康危機発生から終息に至るまでの総合的な健康危機管理体制を構築します。 

 

◇施策推進のための主な事務事業 

○豊島区健康危機管理マニュアルに基づく各体制の検証 地域保健課 

想定訓練の実施などを通じ、健康危機管理マニュアルで定められた各体制を検証し、

豊島区健康危機管理マニュアルを随時改定するなど、その実効性の確保に努めます。 

○関係機関との連携 防災課／危機管理担当課／地域保健課 

防災課、危機管理担当課と連携し、警察、消防など関係機関との情報提供、連絡体

制を整備し、共同訓練を実施します。 

●情報集約体制の強化 地域保健課 

災害状況を迅速かつ的確に把握し、関係機関との連携をとり、健康被害の拡大や衛 

生状態の悪化に伴う社会不安の防止に留意します。 

●区民への適切な情報提供 地域保健課 

タイムリーで適切な情報が提供できるように、ホームページや広報等を通じて、情 

報発信を行います。 
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 ② 災害時の健康危機対策                            

  直下型地震などの大規模災害により生じる区民の生命、健康安全を脅かす事態に対

して、健康被害の発生予防、拡大防止を図るため、防疫活動および保健予防活動体制

を構築します。 

 

◇施策推進のための主な事務事業 

○関係各機関との連携強化 防災課／危機管理担当課／地域保健課 

防災課、危機管理担当課と連携し、警察および消防、並びに医師会、歯科医師会お

よび薬剤師会などとの情報連絡体制を強化していきます。 

○対策マニュアルの策定 防災課／危機管理担当課／地域保健課 

防災課、危機管理担当課と連携し、豊島区地域防災計画に基づいた保健衛生活動マ

ニュアルを整備します。整備にあたっては、災害弱者対策（障害者、妊婦、乳児、慢

性疾患罹患者、外国人等）についても検討を行っていきます。 

○ＮＢＣテロを想定した災害対策マニュアルの策定  

防災課／危機管理担当課／地域保健課 

防災課、危機管理担当課と連携し、一定規模以上のＮＢＣテロ対策に対応するため、

豊島区国民保護計画に基づく国民保護衛生部（災対衛生部）としての災害対策マニュ

アルを整備します。   

 

 ③ 新型インフルエンザ対策                           

  「豊島区新型インフルエンザ対策行動計画」に基づき、区民の健康被害や社会的・

経済的な影響を 小限にとどめるため、新型インフルエンザ対策を推進します。 

 

◇施策推進のための主な事務事業 

●情報提供の充実 健康推進課／長崎健康相談所 

区民に向けて、新型インフルエンザの正しい知識や発生前・発生した場合の対応に

ついて、分かりやすいリーフレットを作成します。また、広報やホームページの新型

インフルエンザ情報の充実を図ります。 

●専用相談窓口（発熱相談センター）の設置 健康推進課 

新型インフルエンザが発生した場合、専用相談窓口を設置し、相談に対応するとと

もに保健指導を実施できる体制を整えます。 

●発生に備えた訓練の実施  

             地域保健課／生活衛生課／健康推進課／長崎健康相談所 

発生段階に応じた全庁的な訓練を実施し、職員の危機意識を高めるとともに、関係

機関の参加による訓練を行い、地域における連携・協力体制を強化します。 

●医療資器材の整備・備蓄 地域保健課／健康推進課 

発熱外来の運営および積極的疫学調査を実施するために必要な医療資器材を整備・

備蓄し、継続して運営ができる体制を整えます。 

●地域医療体制の確保 地域保健課／健康推進課 

新型インフルエンザの発生に備えて、関係機関と協議し、連携・協力を図りながら、

医療体制が確保できるように努めます。 

 

 

 

 

重点事業 

重点事業 

重点事業 

重点事業 

重点事業 
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 ④ 感染症対策の強化                              

  新型インフルエンザの脅威の高まり、病原体によるテロ、結核の総合的な対策等の

必要性から、平成１９年４月および同年６月「感染症の予防及び感染症の患者に対す

る医療に関する法律等の一部を改正する法律」が施行されました。この改正に対応し

た感染症対策の強化を図ります。 

 

◇施策推進のための主な事務事業 

○感染症対策 健康推進課／生活衛生課 

感染症予防に関する普及啓発、感染症情報の収集・分析・提供、関係機関との連携・

協力体制の整備、予防接種の推進等、事前対応型の予防対策を強化します。 

感染症発生時には、区民に迅速かつ的確な情報提供や保健指導を実施し、幅広く相

談に応じるとともに、勧告入院患者に対する入院から退院までの対応、積極的疫学調

査、検体搬送、防疫活動を総合的に行います。また、患者や関係者等への差別や偏見

をなくすための普及啓発に努めます。  

●麻しん（はしか）対策 健康推進課／長崎健康相談所 

平成２４年度までに麻しん排除を達成するため、 

①予防接種率の向上、②発生動向調査、③発生時の迅速対応を実施します。 

さらに、麻しん排除に向けた取組みを効果的・計画的に進めるため、毎年度「豊島

区麻しん対策実施計画」を策定します。策定にあたっては、前年度の取組みを評価し、

必要に応じて計画を見直し、麻しん対策の充実を図ります。 

○結核対策 健康推進課 

結核の重症化予防を目的とした BCG 予防接種を実施します。また、発症リスクの高

い人への胸部Ⅹ線検査を実施し、患者の早期発見・早期治療に努めます。 

患者に対しては、治療の完了を目的とした療養支援として、直接服薬確認療法

（DOTS）を推進します。また、適正な医療を確保するために「感染症の診査に関す

る協議会」の意見に基づき、医療費の公費負担を行います。 

○エイズ・性感染症対策 健康推進課／長崎健康相談所 

匿名方式による HIV 検査・相談を実施し感染拡大の防止に努め、治療や療養を続け

ていく患者を支えるための療養相談体制を整えます。 

また、正しい知識の普及啓発の活動拠点として、エイズに関する図書や資料などが

揃う「ＡＩＤＳ知ろう館」を運営、情報発信をします。さらに、学校保健との連携を

図り、若年層を中心としたエイズをはじめとする性感染症の予防に努めます。 
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  ２） 安全な生活環境の確保      

食品、健康食品、医薬品などの安全確保を図るとともに、環境衛生管理の不備等に起因する健康

被害防止対策を推進します。 

 

 ① 食の安全対策                                

  調理従事者を介してのノロウイルス食中毒、生食肉嗜好による食肉を介しての食中

毒発生の増加、食品の安全性が問われる事故や偽装表示が明らかになるなど、区民の

食生活に対する不安が増す中、食品の総合的な安全安心確保対策を実施していきます。 

 

◇施策推進のための主な事務事業 

○食品衛生監視指導計画の策定および進行管理 生活衛生課 

区民・事業者・行政間の情報および意見の交換（リスクコミュニケーション）を行

い、年度ごとにより効果的な計画を策定し、数値目標に基づいた監視指導を行います。 

○食品事故の防止 生活衛生課 

食中毒が発生した場合には、速やかに患者や関係者の調査を行い、原因究明に努め

るとともに東京都や他の自治体と連携し患者の拡大防止に努めます。また、原因施設

に対して、営業停止、販売禁止および施設改善などの措置をとり、事故の拡大・再発

防止を図ります。さらに、食品に関する苦情には迅速に対応し必要な調査を行います。 

○食品衛生情報の提供および普及・啓発 生活衛生課 

区民の食に対する不安解消のため、タイムリーな情報発信を行っていきます。食品

による危機発生の際には、ホームページ・広報紙・医師会等を通じて情報発信を行っ

ていきます。また、広く区民に食の安全を普及啓発するために食の安全推進事業を行

います。 

○営業者による自主衛生管理の促進 生活衛生課 

東京都食品衛生自主管理認証制度の普及啓発に努めるとともに、食品講習会を通じ

食品関係営業者に対し、自主管理の必要性を指導します。また、食品衛生推進員によ

る、地域における食品衛生の向上および食品等事業者の食品衛生向上に関する自主的

な活動を促進します。 

○飲食店等の営業に関する許可等および施設の監視指導 生活衛生課 

食品衛生法や東京都食品製造業等取締条例などに基づき飲食店、乳類・肉類・魚介

類などの販売業、菓子などの製造業および集団給食施設などに対する許可や届出の事

務を行うとともに、これら施設に対する監視指導を実施します。また、近年生食肉に

よる食中毒が多発しているため、生食肉を提供する飲食店営業および食肉販売業の監

視・指導を強化し、食中毒を防止します。 

○収去検査の充実 生活衛生課 

食品衛生法などで規格基準の定められている食品、器具・容器包装を収去検査し、

安全確保に努めます。また、施設等の衛生管理状況の把握と食中毒等の事故防止のた

め、調理人の手指などの現場簡易検査を実施します。さらに、区民から届出のあった

疑義の生じた食品についても東京都と協力して検査を実施し原因を追究します。 

○特別監視指導 生活衛生課 

食中毒の多発時期である夏季および、多様な食品が短期間に大量に流通する歳末に

は業種別に一斉監視を実施します。また、夜間や休日に営業する施設も監視指導を実

施します。さらに、行事や学校祭等で食品を提供する場合は、衛生的な取扱い等につ

いて事前に指導します。  

●適正な食品表示指導 生活衛生課 

製造または販売されている食品の表示について、年間を通じて監視を行い、表示が

不適切な食品の排除を行います。 
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 ② 飲料水の安全確保                              

  貯水槽や井戸水などの飲料水の衛生的な管理方法の相談指導および周知等により

管理者等による自主管理を推進し、衛生的な飲料水の確保を図ります。 

 

◇施策推進のための主な事務事業 

●貯水槽や飲用井戸の安全確保対策の充実 生活衛生課  

貯水槽や飲用井戸の所有者・管理者等に対して、飲料水の相談窓口の開設および維

持管理方法の周知と実施の啓発、汚染事故が起きたおそれがある場合の対処方法の周

知を図ることにより、飲料水の衛生的な自主管理意識の向上をめざします。 

 

 ③ 環境衛生等の確保                              

  日常生活に密接な関係をもつ営業施設の衛生水準の向上と、快適な居住空間づくり

のための衛生的知識の普及により、快適な生活環境づくりを推進します。 

 

◇施策推進のための主な事務事業 

●営業施設の衛生確保 生活衛生課  

理容所、美容所、クリーニング所、興行場、旅館、公衆浴場、プールなど環境衛生

関係営業施設についての許可を行うとともに、監視指導を行って、施設の衛生水準の

向上をめざします。併せて、講習会などを通じて、営業者の公衆衛生意識の向上なら

びに施設の衛生水準の向上を図ります。 

また、建築物における衛生的環境の確保に関する法律に規定する大規模な建築物に

対し、その空調、排水などの維持管理状況について、立入検査、相談指導を行い、多

くの人が利用する施設の快適さの向上に努めます。  

●居住環境に関する相談対応や情報提供の充実 生活衛生課 

住宅の空気環境等に関する、相談、検査窓口の開設、広報等の普及啓発活動の推進

により、快適な居住空間の実現をめざします。 

また、ねずみ・衛生害虫などの対処方法の知識について、衛生講習会や相談窓口を

通じて、普及啓発活動を促進します。 
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 ④ 医薬品などの安全対策                                

  多種多様な医薬品、健康食品などに対して効率的な監視・指導を行うとともに、事

業者および消費者に正確で迅速な情報提供を図ります。 

 

◇施策推進のための主な事務事業 

○医薬品等の適正使用、安全性についての普及・啓発 生活衛生課 

パンフレット、ホームページなどの媒体により医薬品等の適正使用の啓発、健康食

品等による被害の発生状況などの 新情報の収集および提供体制の整備を図ります。 

○家庭用品の安全性の確保 生活衛生課 

家庭用品による健康被害防止の観点から、規制対象である繊維製品、家庭用化学製

品を試買し、有害物質の含有量を検査し、健康被害の恐れのある家庭用品を排除する

ことで、安全性を確保します。 

○衛生講習会等の実施 生活衛生課 

医薬品の適正管理・薬剤師の適正配置を確保するため、薬局等の経営者および管理

者を対象に、衛生事業者講習会を実施します。 

 

 ⑤ 診療所等の安全性の確保                               

  診療所および助産所に対し、必要に応じた立入検査の実施および医療機器等の適正

使用等についての情報提供を行い、区内診療所等の安全性を確保します。 

 

◇施策推進のための主な事務事業 

●有床診療所立入検査・指導 生活衛生課 

平成 20 年度から、有床診療所および入院設備のある助産所に対し効率的で継続的

な監視指導を実施します。 

●診療所等に対する周知徹底 生活衛生課 

資料配布とホームページの併用により、診療所等に対し効率的な周知徹底を図って

いきます。 
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  ３） 地域医療の充実         

救急時の医療をはじめ、誰もが身近な場所で適切な医療サービスの提供を受けられる体制づくり

を推進するため、都との役割分担のもとに、地域における医療連携を図ります。 

 

 ① 休日・救急医療体制の確保                          

  休日診療所（内科、小児科、歯科）・休日調剤の円滑な運営と、休診日、休診時間

帯の初期救急医療を推進します。 

 

◇施策推進のための主な事務事業 

○休日診療事業 地域保健課 

休日診療所において、内科・小児科・歯科の休日診療、内科・小児科の休日準夜お

よび土曜準夜診療を実施し、休診日の急病に対処します。 

○医療機関案内事業 地域保健課 

東京都保健医療情報センターに委託して、電話とインターネットにより、年中無休

の体制で、医療機関の案内を実施し、情報提供の充実を図ります。 

 

 ② 小児救急医療体制の充実                           

  東京都との役割分担の下に、医療関係者との連携を一層深め、小児救急医療体制を

充実させます。 

 

◇施策推進のための主な事務事業 

○小児救急医療事業 地域保健課 

夜間、休日の小児救急医療体制について、区医師会と連携し、区内医療機関におい

ての実施を円滑に推進します。 

○♯8000 の周知 地域保健課 

東京都の実施している「小児救急電話相談♯8000（プッシュ回線）」や「お母さん

のための救急＆予防サイト『こどもの救急』」の活用を広く周知します。 

 

 ③ 障害者（児）、要介護高齢者に対する歯科診療事業                

  豊島区歯科医師会と連携し、豊島区口腔保健センターにおいて障害者（児）、要介

護高齢者に歯科診療事業を行い、口腔機能の維持・向上に努めます。 

 

◇施策推進のための主な事務事業 

○障害者（児）および要介護高齢者に対する歯科診療事業等 地域保健課 

豊島区口腔保健センター「あぜりあ歯科診療所」において、一般の歯科診療所では

十分な治療を受けることが困難な障害者および高齢者に対する診療、相談、保健指導

を行います。 
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 ④ 地域医療連携の充実                             

  区内医師会、歯科医師会、薬剤師会、（三師会）等と連携し、区民に対しより良い

医療サービスが提供されるよう検討します。 

 

◇施策推進のための主な事務事業 

●脳卒中地域医療連携パス事業 地域保健課／健康推進課／長崎健康相談所 

東京都および各医療圏域単位で検討されている、脳卒中の発生から専門病院への搬

送時間の短縮、急性期から在宅までの切れ目のない医療サービス提供のための連携パ

スの検討や区民への普及啓発を支援します。 

●医療安全支援相談係（仮称）の設置の検討 地域保健課 

区民の医療安全を確保するため、相談係の設置を検討します。 

●かかりつけ医・歯科医・薬局を持つことへの普及啓発 地域保健課 

身近な地域で日常的に診療や薬の相談を受けられることは、健康を保つ上で大切で

す。こうした、かかりつけ医・歯科医・薬局を持つ人が増えるように普及啓発を行い

ます。 

 

 ⑤ 適正な受診の促進と新たな医療制度の周知                   

  医療保険制度を今後も維持していくために、健康を維持しながら必要なときに適正

な受診ができるよう推進します。また、新たな医療制度について区民への周知を図り

ます。 

 

◇施策推進のための主な事務事業 

●後期高齢者医療制度（長寿医療制度）の周知 高齢者医療年金課 

広報やホームページ等で制度に関する記事を掲載するとともに、制度説明用パンフ

レット等の配布を通じ周知を図ります。また、高齢者クラブ等への出前講座により一

層の制度周知を行います。 

○個人宛医療費通知の実施 国民健康保険課 

健康への関心を深めてもらうため、国民健康保険で受診された医療費の額等をお知

らせします。 

○診療報酬明細書の点検充実 国民健康保険課 

適正な診療報酬請求に基づく診療報酬支払のため、点検の正確性を高め、効率化を

図ります。 
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 ⑥ その他の医療福祉                                  

  乳幼児や難病患者への医療助成やウイルス肝炎対策などさまざまな施策により医

療を支援します。 

 

◇施策推進のための主な事務事業 

○特殊疾病（難病）対策 健康推進課／長崎健康相談所 

医療費の助成、在宅難病患者への訪問指導などを通して、難病患者の在宅療養生活

を支援します。 

○子どもの医療費の助成等 子育て支援課／健康推進課／長崎健康相談所 

中学校 3 年生までの子どもに対する医療費の助成、未熟児養育医療、自立支援医療

（育成医療）、小児慢性疾患医療費助成等を行い、負担軽減を図ります。 

○障害者に対する医療助成等 障害者福祉課／中央保健福祉センター 

身体障害者手帳を持っている障害者に対して、自立支援医療（更正医療）の給付や、

身体障害者手帳又は愛の手帳を持っている場合の一部において医療費の助成を行い、

負担軽減を図ります。 

○精神障害者の自立支援医療制度 健康推進課／長崎健康相談所 

精神障害者に対して通院医療費等の助成を行い、負担軽減を図ることにより自立の

支援を図ります。 

●ウイルス肝炎対策の充実 地域保健課／健康推進課／長崎健康相談所 

肝炎検査陽性者に対して、未受診者の受診勧奨を行い確実な受診へとつなげるとと

もに、肝炎ネットワークとの連携を図り、ウイルス肝炎対策の充実に努めます。 

●精神診療ネットワークの確立 地域保健課／健康推進課 

うつ病対策・自殺予防のための、内科医と精神科医療の相互の連携を検討します。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 


