


は  じ  め  に  
 

少子高齢化や都市化の急速な進展により、地域のつながりがますま

す、希薄化してきております。そのような中で、本区は、生活リスク

が高いひとり暮らし高齢者の比率が全国の２倍と非常に高いうえに、

虐待や孤立死など多様な生活課題が表面化してきております。さらに

今後は、団塊世代の高齢化や障害者の地域生活移行が進んでいくなど、

基本的な福祉ニーズは公的な福祉サービスが担いつつも、地域におけ

る、区民相互や地域団体などの共助の仕組みとして、「新たな支え合い」

が求められています。  
「個人の尊厳が守られ、すべての人が地域で共に支えあい、心豊か

に暮らせるまち」を保健福祉の基本理念としつつ、この計画では、す

べての分野において、地域住民の支えあい、地域団体や事業者、関係

機関との連携協働など、共助の構築を基本としております。  
 この地域保健福祉計画は、平成２１年度から５年間を計画期間とし、

老人福祉計画や介護保険事業計画の高齢者分野、障害者計画や障害福

祉計画の障害者分野、健康増進計画の保健・医療分野、そして、これ

らにまたがる総合分野で構成され、豊島区の保健福祉の総合計画とな

っています。また、別に策定する子どもプランとも整合性を図ってい

ます。  
 今回の計画には、「福祉と文化の融合」という節を設けました。これ

は、他の自治体の地域福祉計画にはない、「文化と品格を誇れる価値あ

るまち」づくりを進める「文化芸術創造都市としま」ならではのもの

です。その他、これまでに本区が取り組んできた先進的な１２の事業

を「豊島区の特色的な事業」にまとめ、区民の皆様をはじめ多くの方々

に知っていただくことにいたしました。  
 地域保健福祉計画の策定に際しまして、ご尽力をいただきました日

本社会事業大学学長大橋謙策委員長をはじめ策定委員会の委員の皆様、

並びに貴重な活動報告やご意見をお寄せいただきました多くの区民の

皆様に心より感謝申し上げます。今後とも、本区の保健福祉行政に対

しまして、さらなるご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げま

す。  
 

平成２１年３月  
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