


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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Ⅰ 計画の基本的な考え方  
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（１）これまでの取組み 

豊島区では、平成５年２月に、障害者の在宅での自立生活支援サービスの構築と、障害者にとって

住みやすい福祉のまちづくりをめざし、障害者福祉を計画的に推進することを目的として、今後１０

年間に障害者の地域自立生活推進に必要とされる対策を中心に、施策の総合化・体系化を図るものと

して、豊島区障害者福祉計画を策定しました。 

平成１２年度には、この計画の評価・点検を行うとともに、今後重点的に取り組むべき事業や、新

たな展開を必要とする施策の課題と方向性を検討し、「重点的に推進すべき施策について」をとりま

とめました。 

また、身体・知的・精神障害者の保健福祉施策を一元化し、総合的な自立支援システムの構築をめ

ざした「障害者自立支援法」が制定され、平成 18 年度には、数値目標などを掲げた「障害福祉計画」

の策定が義務づけられることになり、既存の障害者計画と整合性を図り、平成 19 年 2 月に２か年

の計画として策定しました。 

一方、高齢者施策については、平成３年１月に「高齢社会対策総合計画」を策定し、また、平成６

年には老人福祉法および老人保健法の一部改正を受け、「高齢者保健福祉計画」を策定しました。 

その後、急速な高齢化の進展に伴い、高齢者の介護を社会全体で支える仕組みとして、平成１２年

４月からの介護保険制度を踏まえ、同年 3 月、介護保険の事業費の見込量やその確保策などを明ら

かにした「介護保険事業計画」と高齢者保健福祉政策全般にわたる「高齢者保健福祉計画」を一本化

し、「高齢者支援としまプラン２１」として策定しました。 

さらに、地域保健医療の分野については、平成５年の「東京都保健医療計画」第一次改定において、

同計画と一体をなすものとして、二次保健医療圏ごとに地域の特性や実情に即した保健医療サービス

の推進など具体策を盛り込んだ東京都区西北部保健医療圏「地域保健医療計画」豊島区編を策定しま

した。また平成 10 年の第二次改定では、高齢者保健福祉、児童福祉、障害者福祉さらに介護保険制

度など、保健・医療・福祉にわたる新たな施策や計画を念頭に置きながら、豊島区の特性や実情に即

した保健医療サービスの推進、医療施設相互間の連携、さらには保健・医療・福祉の連携を一層密に

し、具体的施策を計画的に推進することを目的に同計画の改定を行っています。 

なお、地域福祉に関連する施策については、分野別に策定されてきた計画にそれぞれ盛り込まれて

きましたが、平成 17 年 3 月、地域福祉計画、障害者計画、地域保健医療計画を一元化した「地域

保健福祉計画」を策定しました。 

平成 18 年 3 月には「高齢者支援としまプラン（第 2 期）」の改定に伴い一体化を行い、豊島区の

保健福祉の総合計画となる｢地域保健福祉計画」として策定しました。 

計画の位置付けと基本理念 1 

平成
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

豊島区障害者福祉計画

豊島区高齢社会対策総合計画

豊島区高齢者保健福祉計画

高齢者支援としまﾌﾟﾗﾝ21

高齢者支援としまﾌﾟﾗﾝ21
　　　　　　（第2期）

地域保健医療計画 地域保健医療計画

重点的に推進すべき施策

豊島区児童福祉計画

豊島区地域保健福祉計画

豊島区子どもプラン  －次世代育成支援行動計画－

障害福祉
計画

豊島区地域保健福祉計画

健康推進プラン

改定一体化

～
～

～
～
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（２）計画策定の趣旨 

少子高齢化や核家族化の進展に伴う地域住民のつながりの希薄化は、ますます加速するとともに、

価値観の多様化や景気低迷による経済状況の変化などにより、地域社会を取り巻く環境は大きく変化

をし続けています。 

そのような状況の中で、ひきこもり、ホームレス、児童虐待や孤立死など、さまざまな社会問題が

表面化し、あらためて地域での支え合いや福祉コミュニティの形成の重要性が問われてきています。 

一方で、社会に貢献することに関心を持ち、地域の課題に自発的に取り組むボランティアやＮＰＯ

などによる活動も年々拡がりを見せ、福祉分野だけに限らず、さまざまな分野で活動が展開され始め

て来ました。 

今後の福祉施策を推進する上で、すでに表面化している地域の多様な生活課題は、行政で対応でき

る範囲をはるかに超え、区民や活動団体、民間事業者も含めた相互の役割分担を明確にし、何よりも

サービスを必要とする人の立場にたった視点のもと、地域福祉が推進されることが重要になっていま

す。 

平成 15 年 4 月より社会福祉法の中で新たに、地域住民に も身近な行政主体である区市町村が

地域福祉推進の主体である区民をはじめ地域の活動団体などの参加を得て、地域福祉計画を策定する

こととされました。 

区ではこれまで保健福祉の推進に向け、高齢者保健福祉計画や障害者計画など高齢者、障害者とい

った対象者別の計画を策定してきましたが、個別の対象にとらわれることなく、すべての人々が安心

して暮らし続けることができるよう、これを継続的に支える仕組みの構築をめざして、これまでの分

野別の計画を一元化し、さらに保健医療分野の計画と一体化して平成 17 年 3 月「豊島区地域保健

福祉計画」として策定しました。また、平成 18 年 3 月「高齢者支援としまプラン（第 2 期）」の改

定に伴い一体化を行いました。 

今回は、平成 19 年 2 月に策定した障害福祉計画を新たに取り込み、関連計画すべてを包含した、

豊島区における保健福祉の総合計画として改定します。 

 

 

 

豊島区地域保健福祉計画 
策定委員会での審議 
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（３）計画の性格 

この地域保健福祉計画は、社会福祉法で規定する市町村地域福祉計画であるとともに、区の基本構

想および基本計画における地域保健福祉の推進にかかる理念や基本的な方向を明らかにしています。 

また、この計画は、高齢者分野、障害者分野、保健・医療分野およびこれらにまたがる総合分野で

構成されています。 

なお、子どもプランとの整合性も図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※印は策定が義務づけられている計画です。 

なお、子ども世代等に関する計画は、次世代育成支援対策推進法に基づき、「豊島区子どもプラン」

として平成 17 年 3 月に策定されました。 

【各分野に含まれる計画および計画の根拠となる法令】 

総合分野・・・・・地域福祉計画     社会福祉法（昭和26年法律第45号）第107条 

高齢者分野・・・・介護保険事業計画※ 介護保険法（平成9年法律第123号）第117条第1項 

          老人福祉計画※   老人福祉法（昭和38年法律第133号）第20条の8 

障害者分野・・・・障害者計画     障害者基本法（昭和45年法律第84号）第9条 

         障害福祉計画※   障害者自立支援法（平成17年法律第123号）第88条 

保健・医療分野・・健康増進計画    健康増進法（平成14年法律第103号）第8条   

地域保健福祉計画（平成２１年～平成２５年） 

　　　　　　豊島区地域保健福祉計画
○地域保健福祉を推進する上での共通の理念
○地域保健福祉に関する具体的な施策
○高齢者・障害者などの地域自立生活支援
○保健・医療の推進

豊島区基本構想・基本計画

子
ど
も
プ
ラ
ン

ー

次

世

代

育

成

支

援

行

動

計

画
ー

連携

高齢者分野

障害者
分野

保健・医療
分野

総合分野



 5 

（４）計画の期間と今後の動き 

介護保険事業計画、高齢者保健福祉計画および障害福祉計画は 3 年、障害者計画、健康増進計画

は 10 年を計画期間とします。 

これらを踏まえるとともに、平成 18 年に策定された豊島区基本計画との整合性を図り、今回の地

域保健福祉計画の計画期間は平成 21 年度から平成 25 年度までの５年間とし、３年ごとに見直しを

行うため、中間年度である平成 23 年度に見直しを行い、新たな 5 年計画として策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）計画の構成 

本計画の構成は以下のとおりです。 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

地域保健福祉計画
（障 害者 ・地 域保健 医療計 画含む ）

高 齢者保 健福祉 計 画 ・
介護 保 険事 業計 画

高齢 者支 援

  としまプ ラン21（第２ 期 ）

 （高 齢者 保健 福 祉計画 ・
  介 護保 険事 業 計画）

障 害福祉 計 画

○豊島区基本計 画［10年］

今回策定の
地域保健福祉計画

（関連計画す べて を包含）

全 面 改 定

次期地域保健福祉計画

改 定 （一 体 化 ）

改 定 （一 体 化 ）

第Ⅰ章 計画の基本的な考え方 

計画の基本理念と５つの基本方針、豊島区の現況を踏まえた地域保健福祉の主要課題および豊島

区の特色的な事業を掲載                                 

第Ⅱ章 計画策定にあたって重点的に推進すべき施策 

計画期間に重点的に取組む施策を総合分野、高齢者分野、障害者分野、保健・医療分野の４つの

分野で掲載 

第Ⅲ章 地域保健福祉の推進 

地域福祉の推進、地域自立生活支援、地域保健・医療の推進の３つの節による施策の方向性な

らびに体系化した事業を掲載 

第Ⅳ章 介護保険事業の推進（第 4 期豊島区介護保険事業計画） 

介護保険の給付対象となるサービスの見込量やその確保策、介護保険の事業費の見込み等を数値

目標と併せて掲載 

第Ⅴ章 障害者福祉の推進（第 2 期豊島区障害福祉計画） 

障害福祉サービスの見込量やその確保策を数値目標と併せて掲載 

第Ⅵ章 計画の推進に向けて 

資料編 
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（６）基本理念と基本方針 

豊島区では、区民等の参画と協働を基本とした基本構想に掲げる「未来へ ひびきあう 人 ま

ち・としま」の実現にむけ、その具体化を図る基本計画の分野別計画「すべての人が地域でともに生

きていけるまち」と整合性を図るとともに、以下の理念・方針のもと地域保健福祉の推進を図ります。 
 

 

◇ 基本理念 

 「個人の尊厳が守られ、 

         すべての人が地域でともに支え合い、 

                   心豊かに暮らせるまち」 
 

◇ 基本方針 

① 人間性の尊重と権利の保障 

  高齢者、障害者、子どもをはじめとするすべての区民の人間性が尊重され、心身の機能が低

下した場合においても一人ひとりの権利が守られるよう制度の普及、活用を推進します。 
 

② 自己決定の尊重  

   保健福祉サービスを利用するにあたり、区民一人ひとりの自己選択、自己決定が尊重され、

個人としての自己実現を図れるよう支援します。 
 

③ 健康で自立した地域生活の促進 

すべての区民がそれぞれの状況や能力に応じ、必要な支援を受けることにより、主体的に社

会参加し、健康で自立した地域生活が営める仕組みを構築します。 
 

④ 区民をはじめ、地域活動団体などと区が協働する 

          「新たな支え合い」による地域福祉の推進 

  主体的に活動する区民をはじめ、ボランティア、ＮＰＯ、地域活動団体等と区が協働するこ

とにより地域福祉を推進する「新たな支え合い」による地域社会を築きます。 
 

⑤ サービスの総合化 

  身近なところでの総合相談や、サービスの適切な利用を支援する体制を構築するとともに、

保健・医療・福祉の連携をさらに進め、住宅・交通・教育などのさまざまな生活関連分野との

連携を図り、総合的な支援を行います。 
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地域保健福祉計画策定委員会のもとに、高齢者、障害者などの分野ごとに部会等を設置し検討を

行いました。また、区民の意見等を把握するため、各分野ごとのアンケート調査も実施し、地域保

健福祉計画策定委員会の検討のための基礎資料とするとともに、施策へ反映させました。 

 

（１）地域保健福祉計画策定に係る検討体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画策定のプロセス ２ 

　□高齢者分野、障害者分野、保健・医療分野の計画を一体化し、

　　地域保健福祉計画として改定

地域保健福祉計画専門委員会

〔事務局　管理調整課〕

 

　

　□高齢者分野、障害者分野、保健・医療分野の計画を一体化し、

　　地域保健福祉計画として改定

地域保健福祉計画策定委員会

〔事務局　管理調整課〕

保健福祉施策調整部会

〔事務局　管理調整課〕

地域保健福祉計画

策定作業部会

　 ■地域福祉計画

報　告

地域保健福祉計画策定部会

〔事務局　管理調整課〕

　    ■障害者計画

　    ■障害福祉計画

障害者福祉計画

策定作業部会

報　告

 ■高齢者保健福祉計画

 ■介護保険事業計画

 ■地域密着型サービス事業者

    指定に関する意見聴取

　高齢者福祉・介護保険事業

　　　　計画策定部会

    〔事務局　介護保険課･

                  管理調整課〕

高齢者福祉・介護保険事業

計画策定作業部会

     介護保険事業推進会議

 (地域密着型サービス運営委員会)

   〔事務局　介護保険課･

                 管理調整課〕

報　告

　

 

   ■健康増進計画

   □地域保健医療計画

　　　　　　　　　（参考）

健康プラン起草委員会

〔事務局　地域保健課〕

報　告

区民の健康に関する

意識調査実施

健康プラン作業部会

介護保険アンケート

調査実施

障害者・難病患者

実態・意向調査実施

地域保健福祉計画 改定

のための区民意識・意向

調査の実施

   障害者福祉計画策定部会

 〔事務局　管理調整課･

               障害者福祉課〕

健康プラン検討会議

〔事務局　地域保健課〕

心身障害者対策調整

         協議会

〔事務局

      障害者福祉課〕

報　告

協議・調整
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（２）区民意識・意向調査 

◎アンケート調査 

１．調査の目的： 

   一般区民を対象に福祉をはじめ地域における生活上の意識・意向を調査し、「豊島区地域保健

福祉計画」の改定に反映させるための基礎資料として活用することを目的に平成１９年１０月に

実施しました。 

２．調査の対象者： 豊島区在住の 20 歳以上 75 歳未満の区民 

３．抽出方法と抽出数および回収数： 無作為抽出 3,000 名、回収率 47.4％ 

 ４．調査結果： 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

◎グループヒアリング調査 

１．調査の目的： 

高齢者、障害者、子ども、地域団体・事業者の各団体等を４つのグループにわけ、活動の状況

や成果・課題、地域における連携・ネットワークづくり、区への要望などを聞き、計画検討の基

礎資料とすることを目的とし、平成 19 年 10 月下旬～11 月に実施しました。 

２．調査結果： 

 

 

 

 

 

 
 

（３）介護保険アンケート調査 

１．調査の目的： 

   要介護者・要支援者のサービス利用状況の分析や今後のサービス利用意向等および一般高齢者

の生活・健康状態や介護予防を含む保健福祉サービスに対する需要等を把握し、介護保険事業計

画・高齢者保健福祉計画策定の基礎資料とするため、平成 20 年２月に実施しました。 

２．調査の種類、対象者および抽出方法等と回収率： 

 ①高齢者一般調査・・・・・・・無作為抽出 2,000 名、回収率 68.9％ 

 （区内に住所のある 65 歳以上の方のうち、要支援・要介護認定を受けていない方） 

②居宅サービス利用者調査・・・無作為抽出 1,500 名、回収率 63.7％ 

③サービス未利用者調査・・・・悉皆 2,154 名、回収率 59.2％ 

 （要支援・要介護認定を受けている方のうち、介護保険サービスを利用していない方） 

④特定施設入居者生活介護サービス利用者調査・・悉皆 337 名、回収率 57.9％ 

⑤地域密着型サービス利用者調査・・・・・・・・悉皆 299 名、回収率 61.9％ 

⑥昭和 22 年から昭和 24 年生まれの方に関する意識調査（区内在住） 

                 ・・・無作為抽出 1,300 名、回収率 56.3％ 

 

○今後望む近所付き合いは、何かあったときにすぐに助け合える関係が半数と多いものの、

こうした関係は実際には 1 割で、多くの人があいさつをする程度にとどまっており、きっ

かけづくりや地縁型組織の活動活性化の支援などが求められます。 

   「地域ケアの再構築」等の施策に反映させます。 

○区役所、池袋保健所、民生・児童委員が相談窓口になっていることは過半の人に知られて

いるものの、 近設置された地域包括支援センターをはじめ、その他の窓口についてはあ

まり知られていないため、一層の周知が求められます。 

    相談窓口事業等の施策に反映させます。 

○高齢者、障害者、子どもに関わる団体と事業者、NPO 等の接点は、サービス利用者として

の関わり以外には少ない様子が伺えるため、ともに活動することで新たな活動展開が予想

されることから、これらの組織の交流や情報交換の場や機会を継続的につくっていくこと

が求められます。 

     「地域ケアの再構築」等の施策に反映させます。 
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３．調査結果： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）障害者・難病患者実態・意向調査 

１．調査の目的： 

   「豊島区地域保健福祉計画」策定の基礎資料とするため、また、障害者・難病患者の生活の実

態やサービス等の利用意向を把握するために平成２０年５月中旬～６月初旬に実施しました。 

２．調査の対象者および抽出方法等と回収率： 

 ①身体障害者・・・無作為抽出 2,001 名、回収率 58.5％（身体障害者手帳所持者） 

 ②知的障害者・・・無作為抽出 500 名、回収率 65.2％（愛の手帳所持者） 

 ③精神障害者・・・直接配付 498 名、回収率 26.9％ 

          精神通院医療費公費負担申請者のうち同意を得られた方 

          共同作業所・保健所デイケア・グループホーム・授産施設等の利用者 

  ④難病患者・・・・悉皆 729 名、回収率 67.3％（難病福祉手当受給者） 

３．調査結果： 

 

 

 

 
 

 

（５）区民の健康に関する意識調査 

１．調査の目的： 

   区民の健康に関する意識や行動を明らかにするとともに、区の健康づくり施策・事業に対する

区民の意向を的確に把握し、今後の本区の健康づくり支援のための施策や関係団体、関係機関の

健康づくり事業の参考とするために平成 19 年７月に実施しました。 

２．調査の対象者： 豊島区在住の 20 歳以上 80 歳未満の区民 

３．抽出方法と抽出数および回収数： 無作為抽出 5,000 名、回収率 40.6％ 

４．調査結果： 

 

 

 

 

 

 

○介護保険事業のなかで、区が今後力を入れていくべき事業では、「在宅での生活が続けられ

るような福祉、介護サービスの充実」の割合は、利用者、未利用者で 5 割台、「できるだけ

要介護にならないような健康づくりと介護予防の推進」の割合は未利用者で 4 割強と高く

なっています。また、「介護サービスの質の向上に向けた事業者や施設への支援」「特別養

護老人ホームなどの施設サービスの充実」の割合は、特定施設入居者、地域密着型サービ

ス利用者で 3 割と高くなっています。  ｢介護予防の推進｣、｢地域密着型サービス等の

基盤整備｣、｢地域介護サービスの向上｣等の施策に反映させます。 

○「保険料が多少高くなっても、サービスの基盤を充実したほうがよい」の割合は、特定施

設入居者、地域密着型サービス利用者などで 2 割台、「現状のサービス水準に応じた保険料

でよい」の割合は、利用者、特定施設入居者、地域密着型サービス利用者で 4 割前後、「介

護サービス水準を多少抑えても、保険料は安い方がよい」の割合は、高齢者一般、未利用

者で 2 割前後と他の調査対象者と比較すると高くなっています。 

○60 歳未満の身体障害者で仕事に従事している人は約 5 割ですが、知的障害者および精神

障害者では約 7 割の人が仕事に就いています。そのうち、共同作業所、福祉作業所、就労

移行支援に従事している人は、身体障害者は 3％ですが、知的障害者は６４％、精神障害

者は５３％になっています。  「福祉的就労の場への支援」等の施策に反映させます。 

○豊島区への要望では、「給付金や手当ての充実」とともに「障害者等の理解を深めるための

啓発・広報活動」が全対象者を通じて高くなっています。 

 「権利擁護体制の充実」等の施策に反映させます。 

○男性（20 歳～69 歳）の肥満度は、平成１４年度と比較すると 5.7％上昇し、女性は 4.4％

低下しています。  「メタボリックシンドロームの予防」に反映させます。 

○運動習慣については、平成１４年度と比較すると男女とも増えていますが、東京都の平成

１８年調査と比較すると男性が 5.6％、女性が 3.2％低くなっています。 

   身体活動・運動事業等に反映させます。 

○ストレスを感じている人の割合が 76.5％と高く、平成１４年度と比較して約 8.2％上昇し

ています。  こころの健康事業等に反映させます。 
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（１）総人口 

豊島区の外国人登録者を含む総人口は、平成 20 年１月１日現在 258,470 人であり、平成 15

年から 17 年にかけて減少に転じたものの、平成 18 年以降は顕著に増加傾向がみられます。 

 

 

 

 

（２）合計特殊出生率 

一人の女性が何人の子どもを出生するかという合計特殊出生率は、平成１８年現在、東京都の

1.02、全国の 1.32 に比較して、豊島区は 0.78 と低く、平成 18 年はやや持ち直したものの、こ

の 10 年間で 0.06 減少しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
１ 合計特殊出生率は、15 歳から 49 歳までの女子の年齢別出生率を合計したもので、一人の女子が 

  仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に産むとした時の平均子ども数に相当する。 

２ 豊島区の年齢別人口は、住民基本台帳５歳階級別人口による。 

３ 東京都値は、「人口動態統計年報速報（概数）」（東京都福祉保健局）による。 

４ 全国値は、「人口動態統計月報（概数）（厚生労働省大臣官房統計情報）による。 

各年１月１日現在 

  総人口 

１３年 250,743 

１４年 252,177 

１５年 253,461 

１６年 252,874 

１７年 250,967 

１８年 251,963 

１９年 255,444 

２０年 258,470 

出典：住民基本台帳 

＋外国人登録人口 

 全国 東京都 豊島区 

７年 1.42 1.11 0.84 

８年 1.43 1.07 0.82 

９年 1.39 1.05 0.87 

１０年 1.38 1.05 0.82 

１１年 1.34 1.03 0.83 

１２年 1.36 1.07 0.82 

１３年 1.33 1.00 0.77 

１４年 1.32 1.02 0.79 

１５年 1.29 1.00 0.76 

１６年 1.29 1.01 0.76 

１７年 1.26 1.00 0.76 

１８年 1.32 1.02 0.79 

豊島区の現況 ３ 

総人口

246,000

248,000

250,000

252,000

254,000

256,000

258,000

260,000

１３年 １４年 １５年 １６年 １７年 １８年 １９年 ２０年

合計特殊出生率
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７年 ８年 ９年 １０年 １１年 １２年 １３年 １４年 １５年 １６年 １７年 １８年

全国

東京都

豊島区

（人） 

（人）



 11 

（３）世代別人口 

世代別では、20 歳未満の少なさと、20 代、30 代の多さが際立っています。また、40 歳以降

はなだらかに少なくなっています。 

平成２０年１月１日現在 

0～9 歳 10～19 歳 20～29 歳 30～39 歳 40～49 歳 50～59 歳 60～69 歳 70～79 歳 80～89 歳 90 歳以上 合計 

13,943 14,257 41,975 45,067 31,804 31,053 28,849 22,187 11,152 2,270 242,557 

出典：住民基本台帳（外国人登録者を含まない） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
世代別人口構成比を東京都・国と比較すると、国や東京都に比べ、0～9 歳、10～19 歳の子ど

も世代の占める割合が低く、20～29 歳、30～39 歳の世代の占める割合が高いことがわかります。 

 
 
 
 
 

世代別人口構成比

8.9%

7.9%

5.7%

9.6%

7.9%

5.9%

14.6%

17.8%

18.6%

14.4%

12.9%

12.8%

13.0%

12.2%

11.9%

9.9%

8.9%

9.1%

17.3%

13.9%

11.5% 12.5%

13.8%

13.1%

3.1%

3.9%

4.6%

0.9%

0.8%

2.6%
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国

都
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（４）世帯数 

平成 17 年国勢調査では、単身世帯数が 70,122 世帯で総世帯の 55.5％を占めています。平成

12 年調査の 56.2％からやや割合は低下したものの、依然として単身世帯が過半数を占めています。 

各年１０月１日現在 

出典：国勢調査 

 

※区－母子世帯    ９７６世帯 

※区－父子世帯    １０２世帯 

        出典：平成 17 年国勢調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）高齢者人口の推移 

65 歳以上人口は、年々増加して平成 20 年には 49,125 人となり、総人口に占める割合（高齢

化率）は 20.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単身世帯数 ２人世帯数 その他 総世帯数 

 国 都 区 国 都 区 国 都 区 国 都 区 

12,911,318 2,194,342 75,197 11,743,432 1,275,571 27,060 22,127,633 1,901,144 31,627 46,782,383 5,371,057 133,884
１２年 

27.6% 40.9% 56.2% 25.1% 23.7% 20.2% 47.3% 35.4% 23.7% 100.0% 100.0% 100.0%

14,457,083 2,444,145 70,122 13,023,662 1,419,109 26,923 21,581,785 1,884,206 29,263 49,062,530 5,747,460 126,308
１７年 

29.5% 42.5% 55.5% 26.5% 24.6% 21.3% 44.0% 32.8% 23.2% 100.0% 100.0% 100.0%

各年１月１日現在

  65 歳以上 総人口 割合 

１３年 43,560 235,962 18.5%

１４年 44,470 236,357 18.8%

１５年 45,357 237,097 19.1%

１６年 45,754 236,041 19.4%

１７年 46,169 235,357 19.6%

１８年 46,874 236,657 19.8%

１９年 48,103 240,275 20.0%

２０年 49,125 242,557 20.3%

出典：住民基本台帳（外国人登録者を含まない）

高齢者人口の推移
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豊島区の世帯数（平成17年）
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（６）ひとり暮らし高齢者の推移   

国勢調査によれば、ひとり暮らし高齢者数は平成 17 年現在 15,261 人となり、総人口に占める

割合は 6.1％、高齢者人口に占める割合は 31％となっています。 

 

各年１０月１日現在 

年 総人口 高齢者人口 
ひとり暮らし

高齢者数 

ひとり暮らし高齢者/

総人口 

ひとり暮らし高齢者/ 

高齢者人口 

昭和 60 年 278,455 29,422 4,772 1.7% 16.2% 

平成 ７年 246,252 38,208 9,139 3.7% 23.9% 

平成 17 年 250,585 49,158 15,261 6.1% 31.0% 

出典：国勢調査 

 

 高齢者人口 
ひとり暮らし 

高齢者数 

ひとり暮らし高齢者/

高齢者人口 

豊島区 49,158 15,261 31.0%

23 区 1,568,617 371,641 23.7%

都 2,295,527 498,443 21.7%

全国 25,672,005 3,864,778 15.1%

出典：平成 17 年 国勢調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひとり暮らし高齢者の推移
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し高齢者の割合

高齢者人口に占めるひとり
暮らし高齢者の割合
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（7）高齢者人口に占めるひとり暮らし高齢者の割合比較   

豊島区の高齢者人口に占めるひとり暮らし高齢者の割合は、全国・都・23 区のいずれに比べて

も高く、特に平成以降の伸びが著しくなっています。 

 

 各年１０月１日現在

年 昭和 50 年 昭和 55 年 昭和 60 年 平成 2 年 平成 7 年 平成 12 年 平成 17 年 

豊島区 11.4% 14.0% 16.2% 19.6% 23.9% 30.4% 31.0% 

23 区 9.1% 11.4% 13.8% 16.4% 18.9% 22.4% 23.7% 

都 8.4% 10.5% 12.7% 15.1% 17.3% 20.3% 21.7% 

全国 6.6% 7.8% 9.5% 10.9% 12.1% 13.8% 15.1% 

出典：国勢調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひとり暮らし高齢者の比較

0.0%
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豊島区
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（8）身体障害者手帳所持者数 

平成 12 年度以降、身体障害者手帳所持者は増加傾向にありましたが、近年は 7,000 人前後で

推移しています。障害部位別では肢体不自由が半数以上を占めています。平成 19 年度の部位別等

級内訳をみると、部位ごとに分布に若干偏りがみられるものの、全体では 3 級が 31.3％と も多

く、次いで 1 級が 20.5％となっています。 

※区－12 年度にデータシステム化に伴い手帳所持者数を整理 
出典：国－統計情報部「平成 19 年度社会福祉行政業務報告（福祉行政報告例）」、都－東京都統計年鑑、 

区－豊島区の社会福祉（各年年度末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◆部位別等級内訳（平成 19 年度） 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 
  国 都 

区総数 視覚障害 聴覚障害 音声・言語 肢体不自由 内部障害

１２年度 4,292,761 362,665 6,484 665 585 78 3,577 1,579 

１３年度 4,373,295 370,024 6,708 677 600 80 3,672 1,679 

１４年度 4,448,948 379,562 6,790 675 598 91 3,681 1,745 

１５年度 4,559,965 391,411 6,949 683 589 93 3,728 1,856 

１６年度 4,672,390 401,164 7,007 672 584 90 3,733 1,928 

１７年度 4,795,033 411,621 6,959 646 572 102 3,717 1,922 

１８年度 4,895,410 421,340 7,031 641 576 74 3,709 2,006 

１９年度 4,946,431 429,635 7,034 617 570 92 3,683 2,072 

  視覚 聴覚 音声・言語 肢体 内部 合計 
１級 202 35 0 713 1,285 2,235 

２級 163 173 3 785 56 1,180 
３級 38 71 56 770 285 1,220 

４級 82 125 33 933 446 1,619 
５級 79 4 0 340 0 423 
６級 53 162 0 142 0 357 

計 617 570 92 3,683 2,072 7,034 

身体障害者手帳所持者数
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20.9

13.8
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21.3

2.7

32.7

6.1
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0.00.0 0.00.0

3.3
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（９）愛の手帳所持者数 

平成 19 年度末現在、愛の手帳所持者数は 899 人となり、年々増加傾向にあります。 

 
  

国 都 区総数 
1 度 ２度 ３度 ４度 

１２年度 569,618 47,859 780 29 179 278 294 
１３年度 592,088 49,594 797 30 177 285 305 

１４年度 614,707 51,390 813 29 187 282 315 
１５年度 640,713 53,446 852 31 202 292 327 
１６年度 668,702 55,457 854 31 205 279 339 

１７年度 698,761 57,589 869 31 214 274 350 
１８年度 727,853 59,866 884 34 217 275 358 
１９年度 756,843 62,261 899 34 215 276 374 

出典：国－統計情報部「平成 19 年度社会福祉行政業務報告（福祉行政報告例）」、都－東京都統計年鑑 

    区－豊島区の社会福祉（各年年度末現在） 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

（10）精神障害者保健福祉手帳申請状況 

精神障害者保健福祉手帳申請者は手帳が 2 年有効のため隔年で増減がみられるものの、徐々に増

加しており、平成 19 年度末現在 504 人となっています。 

 国 東京都 豊島区 

 手帳所持者数 
手帳申請

件数 

平成 12 年 185,674  16,932 227  
平成 13 年 216,056  21,746 246  
平成 14 年 256,017  23,291 265  
平成 15 年 298,021  27,023 404  
平成 16 年 335,064  34,435 360  
平成 17 年 382,499  40,843 442  
平成 18 年 404,883  40,123 397  
平成 19 年 ― ― 504  

  出典：国-国民衛生の動向 

都-東京の福祉保健 

区-豊島区の保健衛生 

      （各年年度末現在）     

 

 

 

 
※17 年度までは 2 年ごとの申請、18 年度から自立支援医療費制度により

1 年ごとの申請となった。 
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（１１）障害程度区分の分布状況 

 

 

 

 

 

▼ 障害程度区分の分布状況（平成 18・19 年度審査判定分、平成 20 年 3 月末現在） 

 

障害者自立支援法の介護給付費を支給申請された人について、審査判定が行われています。 

今後、新規利用や更新の人および現在は旧法による施設支援を受けている人も、利用している施

設が障害者自立支援法に基づくサービス体系に移行する際などには、申請により障害程度区分につ

いて審査判定が行われます。 

 

 

■全体 

 

 

 

■身体 

 

 

 

■知的 

 

 

 

■精神 

 

 

 

＊障害が重複される人については、主たる障害により分類・整理。  

 

 

 

 

非該当 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６ 計  

0.2% 18.2% 30.0% 15.6% 14.4% 7.2% 14.4% 100.0%  

1 86 142 74 68 34 68 473  

         

非該当 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６ 計  

0.5% 22.1% 33.2% 12.0% 6.3% 3.8% 22.1% 100.0%  

1 46 69 25 13 8 46 208  

         

非該当 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６ 計  

0.0% 9.2% 24.0% 20.3% 24.4% 12.0% 10.1% 100.0%  

0 20 52 44 53 26 22 217  

         

非該当 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６ 計  

0.0% 41.7% 43.8% 10.4% 4.2% 0.0% 0.0% 100.0%  

0 20 21 5 2 0 0 48  

障害程度区分とは・・・ 
 障害者に対する介護給付の必要度を表す区分（1～6 段階で、区分 6 の方が必要度が高い）です。区は、障害

認定審査会の審査判定結果に基づき、障害程度区分の認定をします。 

障害程度区分別人数
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（１２）外国人登録者数の推移 

外国人登録者数は、平成 16 年まで増加傾向にあり、その後はやや減少に転じましたが、平成 20

年１月１日現在はやや増加し、15,913 人となっています。 

国：各年末現在 都、区：各年１月１日現在 

  
  国 都 区 

中国 韓国･朝鮮 その他

１３年 1,778,462 306,154 14,781 7,629 3,240 3,912 

１４年 1,851,758 331,277 15,820 8,325 3,278 4,217 

１５年 1,915,030 344,221 16,364 8,903 3,215 4,246

１６年 1,973,747 355,289 16,833 9,405 3,132 4,296 

１７年 2,011,555 353,826 15,610 8,636 3,101 3,873 

１８年 2,084,919 364,653 15,306 8,455 3,215 3,636 

１９年 2,152,973 371,375 15,169 8,400 3,246 3,523 

２０年 ― 390,321 15,913 8,657 3,469 3,787 

出典：国－総務省統計局法務省「平成 19 年末現在における外国人登録者統計について」 
都－東京都総務局統計部ホームページ掲載データ 
区－豊島の統計 

 

 

 

 

 

 

 

※区－登録総国数は 99 か国（平成 20 年） 

 
平成 19 年度外国人登録者割合（％） 

国 東京都 区  

1.6 2.9 5.9  
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（１３）生活保護の実施状況および保護世帯数 

生活保護の実施状況および保護世帯数は年々増加傾向にあり、平成 19 年度の月平均は被保護人

員 4,547 人、保護世帯は 4,028 世帯となっています。 

 

年度月平均 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※区の生活保護世帯のうち母子世帯は、19 年度月平均 94 世帯 

※区の生活保護世帯のうち高齢者単身世帯は、19 年度月平均 2,133 世帯 

      出典：国、都―平成 12～18 年「保護の手引き」、平成 19 年「福祉行政報告例（月報）」 

         区―豊島区の社会福祉 

 

 
  

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

※国は平成１８年、都・区は平成１９年の値 

  国 都 区 

  被保護人員 世帯数 被保護人員 世帯数 被保護人員 世帯数 

１２年 1,072,241  751,303 136,779  103,359 3,400 3,002 

１３年 1,148,088  805,169 147,466  111,419 3,488 3,093 

１４年 1,242,723  870,931 160,270  120,873 3,658 3,249 

１５年 1,344,327  941,270 173,286  130,278 3,803 3,395 

１６年 1,423,388  998,887 184,029  138,153 3,941 3,532 

１７年 1,475,838  1,041,508 191,246  143,603 4,032 3,622 

１８年 1,513,892  1,075,820 196,991  148,146 4,290 3,819 

１９年 ― ― 201,173  151,840 4,547 4,028 

生活保護人員の割合（％） 

国 東京都 区 

1.2 1.6 1.8

（人および世帯） 生活保護の実施状況と保護世帯数
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（１４）豊島区国民健康保険１人当たり費用額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「平成 20 年度版 としまの国保」より 

※１人当たり費用額＝費用額÷平均被保険者数 

 費用額＝療養給付費（入院、入院外、歯科） 

 

（１５）特別区 23 区の一人当たりの医療費の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「平成 19 年度国民健康保険事業状況（東京都・速報版）」より作成  

医療費：入院、入院外、歯科、調剤等の療養給付等の費用額と療養費等の費用額を合計したもの。  

豊島区国民健康保険１人当たり費用額

150,463
156,728 157,855

144,762
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（１６）豊島区の財政状況 

区の財政は、一時期の危機的状況を脱し、安定的な運営が可能となるところまで改善してきまし

たが、今なお重い負債の償還、高齢化の進展による将来の医療費や介護給付費の負担増、老朽化し

た公共施設の改築、改修など多くの課題を抱えています。 

少子高齢化が進む中、ニーズの多様化や需要の拡大により、社会保障費の増加が予想されます。

さらに、医療費や介護保険給付費の増大により、特別会計への繰出金が逓増しており、福祉や保険・

医療にかかる経費が財政に与える影響は看過できません。 

このように、行政だけで対応するには財政的な限界があります。限られた財源の中で も効率的

で効果的な福祉サービスの仕組みを、区民等との協働により地域の中で築いていくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        特別会計   

  

  

一般会計 
福祉費 衛生費 

その他の

一般会計
国民健康保

険事業会計

老人保健

医療会計

後期高齢者

医療事業会

計 

介護保険

事業会計 

予算総額

８年度 939  357  42 540 174 194 - - 1,306

９年度 933  364  53 516 180 208 - - 1,321

１０年度 1,030  406  73 551 181 218 - - 1,429

１１年度 984  392  47 545 186 210 - - 1,380

１２年度 969  350  40 579 201 206 - 92  1,468

１３年度 946  348  38 560 211 226 - 89  1,473

１４年度 907  304  38 565 215 234 - 93  1,448

１５年度 889  303  38 548 235 192 - 106  1,423

１６年度 879  304  37 538 235 213 - 121  1,448

１７年度 865  281  36 548 247 197 - 134  1,444

１８年度 861  282  32 547 248 203 - 132  1,445

１９年度 895  288  33 574 284 190 - 138  1,507

２０年度 896  301  30 565 290 25 46  140  1,396

※端数処理により、総額が合わない場合があります。 

保健福祉関連歳出予算の推移
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８年度 ９年度 １０年度 １１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度

（億円）

福祉費 衛生費 その他の一般会計 国民健康保険事業会計

老人保健医療会計 後期高齢者医療事業会計 介護保険事業会計

   平成２０年度一般会計歳出予算 

                   合計８９６億円（100％）   

○福祉に   ３０１億円（ ３４％）  ○教育に    ７５億円（  ８％） 

  ○土木に    ６０億円（  ７％）  ○清掃ﾘｻｲｸﾙに  ４８億円（    ５％） 

  ○借金返済に  ６８億円（  ８％）  ○その他   ３４４億円（ ３８％） 
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（１）地域活動やコミュニティに関すること 

従前より、単身世帯の比率が非常に高いうえに、近年では、住まい方やライフスタイルが多様化す

るなど、これまで以上に地域のつながりが希薄化してきています。生活リスクが高いひとり暮らし高

齢者や要介護高齢者、また、障害者などが地域で安心して自立生活を送るためには、地域の新たな支

え合いの仕組みを創っていく必要があります。 

いわゆる団塊の世代が定年を迎え、地域で過ごす時間が増えてきます。このような若い高齢者層の

持つ豊かな経験や技能を地域活動やボランティア活動などで生かすことができるようになれば、地域

が活性化するだけでなく、自身の生きがいや健康増進につながります。 

地域活動が活性化し、福祉コミュニティの形成を図るには、活動参加のきっかけづくりや外出を支

援するサービス、活動のコーディネート、ネットワークづくりを充実させるとともに、公共施設の有

効利用など地域活動の拠点をつくることも重要です。 

 

 

（２）相談支援に関すること 

相談する側の立場に立ち、できるだけ身近なところで複数の相談支援ができるワンストップサービ

スの総合相談窓口体制づくりが必要です。それには、保健福祉に限らず生活課題に幅広く対応できる

よう関係機関と連携し、区全体のネットワークを構築していくことが求められます。また、コミュニ

ティソーシャルワーカーの配置を検討し、困難事例に対応するとともに、総合的にサービスを提供す

る仕組みづくりも必要です。さらに、新庁舎建設に向けては、総合相談窓口を検討します。 

支援を必要とする人に、必要なサービスの情報を的確に伝えることが重要であり、さまざまな伝達

手法の確立が望まれます。加えて、サービス利用者が 善の自己選択・自己決定ができるような支援

の仕組みづくりが求められています。平成 12 年に成年後見制度が導入されましたが、未だに制度の

認知度、利用度は低く、認知症高齢者の増加が予測されるなか、また、障害者の親亡き後の支援など

として、制度の普及・利用促進が求められます。 

 

 

（３）生活環境に関すること 

バリアフリーをさらにすすめたユニバーサルデザインの理念に基づく環境整備により、高齢者、障

害者、子ども、外国人など、誰にとっても安心・安全なまちづくりが求められています。また、通行

の妨げになるはみ出し看板等の撤去、放置自転車対策をはじめ、防犯・防災対策等の充実により、誰

もが安心・安全を実感できる生活環境が求められています。  

各種の住宅施策の充実、誰もが住み慣れた地域で可能な限り暮らし続けていけるよう、地域密着型

サービスの整備や地域生活をサポートするための障害者のグループホーム・ケアホームの整備が必要

です。 

また、施設や設備などのハード面だけでなく、まちなかの案内表示や、ホームページの表示、パン

フレットなどを充実し、暮らしを支える生活情報を誰もが得られるソフト面も整備する必要がありま

す。  

 

地域保健福祉の主要課題 ４ 



 23 

（４）保健福祉サービスに関すること 

保健福祉サービスの提供に多様な民間事業者が参入しましたが、これからは、利用者を尊重したサ

ービス提供の実現とサービスの質の確保が必要です。 

多様なサービスの中から、利用者が自分に も適したサービスを選択するには、事業者の特徴やサ

ービスの質が比較できる信頼できる情報が必要です。また、事業者が、自らのサービスの水準を把握

して利用者指向の質の高いサービスを提供していくことも重要です。サービスの質を客観的に評価し、

その内容が事業者や区などを通じて利用者に広く提供される仕組みを構築することが必要です。 

あわせて、介護保険制度、障害者自立支援制度など、制度全体をコーディネートする観点から、サ

ービスの現場に関わりながら区としてサービスの質をチェックし高めるために、サービス提供事業者

と協働してサービスの質の確保を図ることも重要です。 

また、住み慣れた地域での生活をより継続できるよう、日常生活圏域ごとに各種サービスの利用実

績や今後の利用見込みを勘案し、不足している資源については整備推進を図る必要があります。 

 

 

（５）介護予防の推進に関すること 

急激な高齢化の進展の中で、健康寿命をできる限り伸ばし、また要介護状態であってもその悪化を

できる限り防いで、生活機能の向上、維持を積極的に図り、高齢者が自己実現（その人らしく生きる

こと）していくことが大切です。 

介護保険制度の円滑な運営のためにも、区は介護予防の普及啓発およびきっかけづくりとしての多

様な介護予防事業の実施に力を注ぎ、地域に根ざした介護予防の取組みが実施されるよう、さまざま

な民間活動を支援していくことが求められています。 

 

 

（６）就労支援に関すること 

働く希望を持つ障害者が就職するためには、就労面と生活面における一体的な支援が必要です。特

に就職後の定着のために、職場ではジョブコーチ等によるきめ細やかな人的支援が重要であり、職場

外では悩みなどを仲間同士で相談しあえる場が求められています。同時に、障害者の雇用の場の拡大

に向けた実習やトライアル雇用の拡大、企業等へのアプローチも求められています。 

また、福祉的就労の場に関しても、工賃アップのためのさまざまな試みを支援していくと同時に、

一般就労をめざすためのスキルアップ等を支援していく必要があります。 

高齢者の労働意欲は高く、区内の健康な前期高齢者（６５～７４歳）の４０％近くの方が、生活費

や生きがい、健康維持などを求めて就労しており、これからも働きたいという意欲を持っています。 

定年年齢の段階的引き上げも決められている中で、高齢者の就労の場の確保と、働きやすい環境づ

くりを推進することが求められています。 
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（７）地域生活移行支援に関すること 

障害者自立支援法に基づく障害福祉計画では、福祉施設入所者と退院可能な精神障害者の地域生活

への移行を掲げ、サービスの数値目標を設定しました。その実現に向けて、これまでのサービスを「日

中活動の場」と「居住の場」へ再編し、社会資源を開発、活用しながら、再整備していく必要があり

ます。 

しかし、サービスの整備が整ったとしても、社会と隔絶された世界で暮らしてきた障害者にとって

交通機関の利用や家事や買い物、金融機関の利用、地域社会との付き合い方など、さまざまな課題が

あります。そのためには、地域で暮らし始めるための準備や暮らし始めた後のさまざまな支援等、地

域生活サポート体制の強化が求められています。 

 

 

（８）健康づくりの推進に関すること 

少子高齢化の進む中で、生涯を通じた健康づくりは、国民一人ひとりの大きな課題です。 

区民一人ひとりが「自らの健康は自ら守りつくる」という自覚を持ち、積極的に健康づくりに取り

組めるよう、生活習慣病の予防や健康増進に関する正しい知識の普及や情報提供、健康づくりのため

の自主グループの支援やネットワークの育成、個人の健康度に応じた健康増進メニューの提供など、

身近なところで健康づくりが行えるよう支援する必要があります。 

 

 

（９）食育の推進に関すること 

偏った栄養による肥満の増加や朝食欠食、孤食等、食生活の乱れがおよぼす健康への悪影響が問題

となっています。また、残留農薬問題や産地偽装問題などが話題となり、食の安全、安心に対する関

心が高まりつつあります。 

豊島区は農地登録面積ゼロのため、食の生産現場が見えず、自然の恩恵が実感しにくい環境にあり

ます。 

こうした中でも、区民が「食を大切にする精神」を育て「食により健康的な心身をつくる」ことに

意識を持つことが大切です。 

今後、区民が「食を通じて、健康な身体と思いやる心を育む」ためには、区は豊島区独自の問題を

踏まえ、具体的に食育に取り組めるような計画的な施策を展開することが必要となっています。 

 

 

（１０）保健・医療・福祉の連携に関すること 

生活習慣やライフスタイルの変化を踏まえ、地域の中で安心して暮らすためには、NPO や事業者

による保健福祉サービスはもとより、安心して受診することができる医療機関等による医療サービス

の充実が必要です。また、健康不安の解消を図り、健康を維持していけるように、病気や健康増進の

ための正しい知識の普及や多様なニーズに応じた予防からケアまでを包含するきめ細やかなサービ

スの提供が求められています。 

保健・医療・福祉の連携は地域福祉の充実ということからも、ますますその必要性が高まっていま

す。これらを踏まえ、生活者の立場を重視した保健・福祉・医療が連携した体制の構築を進める必要

があります。 
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（１１）子どもの育ちの環境整備 

次代を担う子どもは社会全体の希望であり、かけがえのない存在です。子どもたちの健やかな成長

のために、地域や社会の環境を整備し、すべての子ども、すべての子育て家庭を支援していくことが

重要な課題となっています。 

安心して子どもを産み育てるには、子どもや母親の健康の保持増進に向けた取組みや、小児医療体

制の充実を図っていくことが求められます。また、思春期における保健対策などは学校との連携を強

化するなかで推進していく必要があります。 

子育て家庭の状況はさまざまで、就労形態や生活スタイルも多様化しています。仕事と子育ての両

立を支援するサービスに加え、すべての子育て家庭に対する支援サービスの充実を図る必要がありま

す。また、身近な地域の多様な力を有効に引き出し、子育てを地域全体で支えていく取組みも求めら

れます。 

子どもがいきいきと自分らしく育つためには、子どもの権利が保障されるなかで、自主性・主体性

を育む遊びや交流、活動の場が整備されていることが重要です。また、児童虐待やいじめなどの権利

侵害に対しては、迅速・適切に対応できる仕組みを一層強化していく必要があります。 

なお、これらの課題については、「豊島区子どもプラン」をとおして取組みの具体化を図り、子ど

もの育ちの環境整備を進めていきます。 

 

 

（１２）健康危機への対応 

「健康危機」とは、感染症や食中毒、毒物劇物、医薬品、自然災害など何らかの原因により、人々

の生命や健康を脅かす事態のことをいいます。 

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 小限にとどめるには発生直後の対応か

ら発生後の回復までの体制や手順について、平常時から準備しておくことが大切です。そのためには 

①健康危機の未然防止（予防）や発生に備えた準備（リスクコントロール） 

②健康危機発生時における緊急対応（クライシス・マネジメント） 

の両面に着目し、これらを一体的に推進していくことが不可欠です。また、健康危機発生時における

連絡体制の整備や消防署・警察署・区（関係課）・医療機関・学校等関係機関との連携を強化し対応

することが求められています。 
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（１）権利擁護事業 

専門家が虐待や消費者被害等の権利侵害に対応 

高齢者の場合は、地域包括支援センターが核となり、そのバ

ックアップ機関となる区に社会福祉士等の専門職チームを置

き、消費生活センターとも連携を図りながら一体となって対応

しています。さらに、早い時期から臨床心理士や弁護士、精神

科医等の協力を得て虐待対応や権利侵害に対して専門的な支

援を行っています。この取組みは、東京都の「高齢者虐待対応

マニュアル」や日本弁護士連合会編集の「高齢者虐待防止法活

用ハンドブック」等にも紹介されるなど先駆的な試みとして評

価されています。また、障害者の場合は、区の関係機関が連携

し、本人の権利擁護の取組みを行っています。 

豊島区社会福祉協議会が運営する権利擁護支援室「サポート

としま」では、さまざまな権利擁護事業や弁護士による専門相

談を活用するなど、専門家の協力を得て成年後見制度につなげ

ています。また、法人後見にも取り組んでいます。 

 

 

 

（２）高齢者元気あとおし事業 

高齢者のボランティア活動をポイントで評価 

ボランティア活動を通じて地域貢献をしている高齢者の努

力を評価する新規事業で、平成 20 年 10 月にスタートしまし

た。 

高齢者が行っているボランティア活動は、地域での支え合い

の心を育んでいきます。また、ご本人の楽しみや生きがいであ

るだけでなく、元気に活動することがご自身の介護予防にもな

ります。このような高齢者のボランティア活動に対して、現金

に還元するという形で評価する都内でも先進的な事業です。 

元気あとおし会員の申し込みをした高齢者が指定された区

内介護保険施設等でボランティア活動を行った場合、活動記録

手帳にスタンプを押し、貯まった数に応じて実績をポイント評

価したうえで、希望に応じて１年間に５千円を限度に換金しま

す。 

豊島区の特色的な事業 ５ 
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（３）高齢者困りごと援助サービス事業 

高齢者の困りごとに、地域の協力員が迅速に対応 

この事業は、区民の参加と協力のもと、75 歳以上のひとり

暮らし高齢者および高齢者世帯を対象に、電球や蛍光灯の交換、

水道パッキンの取替えなど、日常生活でのちょっとした困りご

とを援助するサービスで、豊島区社会福祉協議会が平成 19 年

5 月、23 区の中でも、いち早くスタートさせました。 

従来の有償家事援助サービスのような会員制をとらず、気軽

に電話で申し込みができ、迅速かつ安い利用料でサービスを提

供しています。そして今後も、ひとり暮らし高齢者などが、引

き続き身近な地域で、安心して自立した生活が送れるよう、支

え合い・助け合いの地域づくりを進めることを目的としていま

す。 

 

 

 

（４）災害時要援護者の避難支援 

災害時の名簿活用と地域の体制づくり促進 

災害発生時等における災害時要援護者の安否確認や避難支

援・救助などに役立てるため、区では豊島区行政情報公開・個

人情報保護審議会の承認を得て、保健福祉部が保有する災害時

要援護者の情報を防災課で集約し、内部共有名簿を作成、保管

しています。 

また、災害時に助け合える地域をめざし、必要な情報を平常

時から地域防災組織（町会）、警察、消防、民生委員に提供で

きるように、要援護者のうち、各機関への情報提供に同意する

人を募集し、その名簿(手挙げ名簿)を作成、提供しています。 

さらに、地域防災組織による実効的な避難支援体制づくりを

サポートするため、災害時要援護者避難支援プラン作成マニュ

アルを作るとともに、相談や助言を行い、災害発生時の安否確

認や避難支援の態勢づくりを進めています。 

 

災害時要援護者とは・・・ 

 災害発生時または発生のおそれがある時に、避難など自らの身を守るための行動に支援

が必要な人のことで、豊島区では①愛の手帳を所持する知的障害者の方、②要介護３～５

の方、③身体障害者手帳１～４級の認定を受けた身体障害者の方をさします。 

災害時要援護者の避難支援とは・・・ 

  地域防災組織を中心に、民生・児童委員の協力も得て、災害時要援護者に対する防災知

識の普及・啓発、地域の協力・連携による救出・救護等の態勢の充実に努め、必要な支援

を行うことです。 
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（５）介護保険サービス向上に資するための事業者への対応 

不正事業者に対応する事業者監査グループを設置 

安心して適切な介護サービスを受けられるよう、区では事業

者に対し研修会・連絡会や指導・検査等を実施し質の向上に努

めています。 

しかしながら中には、不適正なサービスの提供や不正な介護

報酬の受給を行う事業所（者）も存在します。 

このような不正な事業者は、利用者や区に不利益をもたらす

ばかりか、介護保険制度に対する信頼を損なうこととなります。 

そこで区では、全国的にも例を見ない「事業者監査グループ」

を組織し、不正事業者に対し厳正な対応を行っています。 

区が有する権限において、実態・追跡調査や関係者等からの

聴聞、関係書類の詳細分析等を行い、不正内容を摘発していき

ます。 

「不正は許さない、認めない。」という毅然とした姿勢もっ

て、適正な介護保険事業の運営に努めていきます。 

 

 

 

（６）福祉ホーム「さくらんぼ」 

心身障害者の親亡きあとの地域生活を支援 

「さくらんぼ」は、心身障害者が親亡き後も住み慣れた地域

で生活を続けていくことができるよう、日常生活の援護・指導

を行う施設です。 

「さくらんぼ」からの就労あるいは施設通所を行う中で、

個々の利用者の状況に応じた自立訓練を行います。 

また、保護者の疾病、事故または冠婚葬祭、家族の休養など

で一時的に介護を受けられない方、あるいは他施設に入所する

までの間に一時的に介護を必要とする方などを保護します。 

いずれも障害者が地域で安心して住み続けられるための施

設として、保護者の長年の要望から生まれた、豊島区独自の事

業であり、他の自治体からも注目されています。 
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（７）「はあとの木」運営支援事業 

福祉的就労施設の商品開発や販売、販路を拡大 

障害者の福祉的就労施設（授産施設）における工賃アップと

一般就労への意欲を高めることを目的に、区内福祉的就労施設

等が運営委員会を組織し、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、販路の拡大や共同受注・共同

販売所の設置などを行っています。 

「はあとの木」特製オリジナルクッキーの開発・製造販売、

巣鴨地蔵通り商店街の縁日での共同販売や、福祉喫茶「カフェ

ふれあい」での常設展示販売などを積極的に取り組んでいます。 

これらの取組み事業は、他の区市町村における今後の施策展

開の参考となる「先駆的事業」として、東京都に平成 19 年度

障害者施策推進区市町村包括補助事業に採択され、事例紹介さ

れました。 

 

 

 

（８）手話通訳派遣センター設置事業 

手話通訳派遣センターの区役所内設置 

豊島区手話通訳派遣センターでは、利用者の用途に応じて、

区の認定試験に合格した手話通訳者の派遣をコーディネート

しています。より多くの方に利用していただくために、平成

18 年 4 月に区役所本庁舎内に移転しました。 

派遣の窓口を本庁舎内に置くことで、利用者の用途が広がり、

区役所の各種手続きなどの受付対応がスムーズに行えるよう

になりました。また、消費者トラブルなどのこみ入った相談に

ついても、通訳者が同行するなど、適宜各相談窓口へご案内し

ます。 

今後も聴覚障害者のより一層の利便性を図るため、定期的に

手話通訳者の研修を行うことで、通訳レベルの維持向上に努め

ます。 
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（９）豊島こども平日準夜間小児初期診療事業 

豊島こども平日準夜間救急クリニックの開設による 

平日準夜間の小児初期医療体制の確保 

少子化が進むとともに、小児科医や小児科医療機関も減少傾

向にあります。しかし、夜間の小児患者は、年々増加傾向にあ

ります。 

そこで区では、平日準夜間における小児初期救急医療体制を

確保するため、都立大塚病院と区医師会と連携し、平成１９年

１２月より都立大塚病院内に「豊島こども平日準夜間救急クリ

ニック」を開設し、平日の週３日間行ってきました。平成２０

年度からは平日週５日間に拡充しました。 

２３区内で都立病院が当該事業の診療場所として使われる

のは初めてであり、区医師会の派遣医師が診療に当たっていま

す。初期診療で重症と診断された場合は、二次救急医療機関に

指定されている同病院でそのまま精密検査や入院など、迅速な

対応が可能となりました。 

 

 

 

（１０）ＡＩＤＳ知ろう館とエイズ予防教育について 

ＡＩＤＳ知ろう館の活用とエイズ予防ネットワークの充実 

エイズをはじめとする性感染症が増加し、思春期の健康教育

の重要性が高まっています。 

区では、平成６年に「ＡＩＤＳ知ろう館」を池袋保健所１階

に開設しました。ここでは、エイズ予防教育や正しい知識を身

につける場としてだけでなく、エイズに関する情報交換の場と

しての役割を果たしています。 

また、平成１４年度から教育機関と連携を図りエイズ予防教

育の普及に力をいれています。中学の卒業を控えた生徒全員に

対して、エイズの正しい知識と予防法等の教育を行っているほ

か、小学校や高等学校・保護者等対象を拡大し、エイズ予防ネ

ットワークを充実していきます。 
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（１１）子どもスキップ 

小学校施設を利用した、自主的な参加による 

子どもたちの遊びと交流の場の創出 

子どもスキップは、小学校の教室、校庭、体育館等を活用し、

学童クラブの機能を備えた小学生のための放課後対策事業で

す。より安心、安全な環境のなか、子どもたちの自主的な参加

のもとに、遊びをとおして子ども同士の交流を広げることを目

的としています。 

子どもスキップには、子どもに関する情報交換の場であり地

域で子どもを見守る拠点としての「地域子ども懇談会」を、住

民参加で設置しています。また、地域住民の協力のもと、講座

やスポーツ・文化活動等を行う「放課後子ども教室」も実施さ

れています。 

平成 20 年度では 14 の小学校区で実施しており、今後すべ

ての小学校区での実施に向けて段階的に取り組んでいきます。 

 

（１２）子ども家庭支援センター 

地域の子育て支援の核となる施設での事業展開 

●子どもの権利擁護事業 

東部子ども家庭支援センターでは、虐待対策ワーカーや心理

ケアスタッフを配置し、関係機関と連携しながら児童虐待の予

防と早期発見、被害児童とその家庭の救済のための取組みを進

めてきました。 

平成 20 年度からは、施設内に新設した専用相談室に相談員

を置くとともに、フリーダイヤルを開設して、いじめや虐待を

受けている子ども自身からの相談を受ける体制を整備しまし

た。そのほか相談窓口周知のため、保育園、幼稚園を利用して

いる保護者や、小・中学校の生徒・保護者に対し案内用の「カ

ード」を配布しました。 

●発達支援事業 

西部子ども家庭支援センターでは、心身の発達に何らかの問

題や障害をもつ子どもと家族に対し個々の状況に応じたさま

ざまな支援を行っています。 

また平成 17 年４月１日に発達障害者支援法が施行され、発

達障害の早期発見、早期療育を進めるために、当センターでも

発達に偏りのある子どもとその家族に対し、新しいグループを

立ち上げ、相談、療育支援、家庭支援を行っています。 

当センターでは、保育士、看護師をはじめ、小児精神科医、

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床心理士などの専門

スタッフを配置し、子どもの特性に応じた発達支援プログラム

を行っています。     
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池袋副都心の新たなシンボル

観　光都市再生環　境

コミニティバスのコンセプト

高齢社会
への対応

地域活性化
観　光

 

 

今後のまちづくりに重要な役割を果たす 地域公共交通システムの整備 

～ まずコミュニティバスを導入、そしてＬＲＴの整備へ ～ 

動く公共施設としてコミュニティバスを導入 

○地域の中をきめ細かく走ることで高齢者から子どもづれまで外出機会を創出 

○高齢者や子育て世帯等のいきいきした暮らしを支える新たな交通手段 

○住宅地と池袋副都心や地域商業拠点を結ぶ機能 

○病院、公共施設、商店街、文化施設、駅等を結ぶ機能 

○池袋副都心へのアクセス性向上と東西回遊性の向上 

池袋副都心の再生に向けたＬＲＴ導入（人と環境への優しさをコンセプト）

回遊型ＬＲＴ（次世代型路面電車）導入のメリット 

○道路から乗り降りできる人に優しい水平移動手段（超低床型車両の採用） 

○駅から出たら待たずに乗れる 

○気軽に乗れる分かりやすい運賃 

○来街者が安心して街を回遊できる存在感（乗れば池袋駅に運んでくれる） 

○中央図書館、あうるすぽっと、新庁舎への移動手段の確保 

コラム  コミュニティバスの導入・ＬＲＴの整備検討 

高齢社会の暮らしを豊かにするコミュニティバスの導入 

高齢者も乳幼児づれも気軽に利用 

写真は渋谷区のハチ公バス 

架線なしでの走行を実現した 
電池駆動路面電車「SWIMO」（川崎重工） 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅱ 計画策定にあたって 
重点的に推進すべき施策 

～地域における「新たな支え合い」の 

    仕組みづくりを進めるために～ 
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（１）地域ケアシステムの再構築 

高齢になっても障害があっても、個人の尊厳が守られ、住み慣れた地域の中でその人らしい暮らし

ができる仕組みをつくることが必要です。 

このため、公的なサービス（公助）だけで地域における多様なニーズに対応するのではなく、区民、

ボランティア、ＮＰＯ、地域活動団体など、地域のさまざまな主体がネットワークを形成し、互いに

助け合えるような環境づくりが重要となります。 

介護の必要な状態になっても、地域での日常的な関係による見守りやネットワークがあれば安心し

て暮らし続けることができます。施設や病院に入っていた障害者が地域で暮らし、また施設や病院に

入ることなく暮らし続けるためにも、地域のエンパワメントが欠かせません。 

区では、高齢者・障害者・子どもなどすべての区民の生活課題へ的確に対応するため、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」（共助）の領域の拡大・強化をめざし、地

域包括支援センターを中心として、保健福祉センター、区民ひろばなどと連携を図り、地域ケア体制

の再構築を推進します。 

 

 

 

●東部、中央、西部の日常生活圏域（３圏域）において、高齢者・障害者等の地域ケア体制の整

備を図ります。 

また、日常生活圏域ごとに複数設置された地域包括支援センター（８か所）を中心に、相談や

支援の地域ケアの仕組みが区民、地域活動団体や民間事業者などさまざまな主体との連携によ

って構築されるよう推進します。 

同時に、圏域ごとに設置された保健福祉センター（３か所）の組織体制を検討し、より専門的

な支援や公的な福祉サービスの提供など広域的な調整を行い、地域包括支援センターと一体的

に地域ケアを進める体制を構築します。 

●地域包括支援センター等に社会福祉協議会等よりコミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）

を派遣し、直接現場に出向くアウトリーチ型のソーシャルワークを展開しながら、高齢者、障

害者、子どもなどすべての区民に対応するとともに、困難事例については専門機関や民生・児

童委員、ＮＰＯ、地域活動団体などと連携を図り、総合的かつ包括的に支援するモデル事業を

実施します。 

●コミュニティソーシャルワーカーは区民と生活課題を共有し、問題解決に向けて社会資源を調

整するとともに、区民やさまざまな関係主体によるネットワーク形成を図ることにより、地域

福祉活動を支援し、地域の福祉力の向上をめざします。  

 

 

 

 

○コミュニティソーシャルワーカーの配置（P. 95 参照） 

○包括的支援事業（P.198～ P. 201 参照） 

 ◆介護予防マネジメント事業◆総合相談支援事業◆権利擁護事業◆包括的・継続的支援事業 

○介護予防事業（P.195～ P. 198 参照） 

○介護予防マネジメント強化事業（ P. 204 参照） 

○区は地域包括支援センターをサポートし、機能強化を支援するとともに、各センターの所管圏

域の地域資源のネットワーク化をはじめ、区全体のネットワークの構築を推進します。 

○障害者地域生活移行促進事業（P. 95 参照） 

○地域自立支援協議会の運営（P. 95 参照） 

総合分野 1 

取組み方針 

取組み事業 
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民生・児童委員、町会・自治会、商店等
NPO・ボランティア、区医師会等

警察、消防、近隣住民

区民ひろば
☆地域のアンテナ

 相談

区　民

地域支援

各地域包括支援センターの圏域

高齢者

障害者 子ども

外国人

豊

島

区

地域包括支援センター

豊島区社会福祉協議会等
東　　部
地域包括

支援センター

西　　部
地域包括

支援センター

菊かおる園
地域包括

支援センター

豊島区医師会
地域包括

支援センター

いけよんの郷
地域包括

支援センター

アトリエ村
地域包括

支援センター

 支援

　コミュニティソーシャルワーカー
　　　　　　　　　　（ＣＳＷ）とは

情報交換 情報交換 相談

中　　央
地域包括

支援センター

ふくろうの杜
地域包括

支援センター

連携

連
携

派
遣

 　モデル事業として、コミュニティソーシャルワーカーを
  社会福祉協議会等より地域包括支援センターへ派遣します。

スーパー
バイザー

による支援

情報交換

協
働

　大学・
　専門機関等

　豊島区では社会福祉協議会等より地域包括支援
センター等に派遣され、以下の業務を行う専門職員

■地域福祉計画の推進
（住民活動のコーディネート、地域福祉計画の支援）
■要援護者の見守り
■地域ネットワークの体制づくり
■相談窓口の支援（困難事例への対応）
■豊島区への情報提供
■その他、地域に出向いての課題の発見等

豊島区の地域における「新たな支え合い」イメージ図 
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地域における「新たな支え合い」の概念 

豊島区とコミュニティソーシャルワーカーの役割 

※全国社会福祉協議会資料をもとに作成

自 助 公的な福祉サービス 

住民と行政の協働による新しい福祉 

住民主体 豊島区 

 

活動の拠点 

 

(区民集会室、

空き店舗等) 

コミュニティ 
ソーシャルワーカー

（活動） 

 ○身近な相談・見守り・声かけ 

 ○簡易なボランティア活動 

 ○グループ援助活動  

 (担い手） 

 住民相互・ ボランティア 

 民生・児童委員 

 ＮＰＯ 

 自治会・町会 

 ＰＴＡ・青少年育成委員会

 高齢者クラブ   など 
早期発見  

 
 

専門家 

サービスによる

専門的な対応 

専門サービ

スの橋渡し

制度における

事業者にもな

りうる  

地域福祉計画

情報の共有 

自発的な福祉活

動による「生活

課題」への対応
＊生活課題は従来の｢福

祉｣より広い(防災・防犯

教育・文化・まちづくり等)区

民

 
 

事業者 

地域の共助 

運営・マネジメント 

豊 島 区 

○早期発見 

○住民の支え合いによる支援 

○困難ケースを専門家につなぐ  
複合的な

ニーズ 

 
社会的 

排除 

地域で生
活してい
る人にし
か見えな
いニーズ

 

制度の谷

間にある

者への対

応

 
制度外の

ニーズ

コミュニティ 

ソーシャルワーカー 
地域の生活課題

地域の「新たな支え合い」 
制度にしばられない 

生活課題に即応 
住民の自発性に依拠

公的な福祉サービス 
制度の枠がある 

専門的なサービスを提供する 
税および保険料を財源とする 

※全国社会福祉協議会資料を

もとに作成  

幅広いニーズ
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重層的な圏域設定のイメージ 

地域包括支援センターの圏域の状況 

※全国社会福祉協議会資料をもとに作成

※全国社会福祉協議会資料をもとに作成

基盤整備等の単位となる日常

生活圏域との整合性を図る  

４層：豊島区  

 ３層：保健福祉センターの圏域      ３圏域  

区全域を対象とした総合的な施策の企画・調整をする範囲 
＊区全域を対象とした公的機関の相談・支援  

２層：地域包括支援センターの圏域    ８圏域  

１層：区民ひろば              ２２圏域  

コミュニティソーシャル

ワーカーを配置する  
相談窓口や福祉施設がある範囲 
＊公的な相談・支援をブランチで実施

基盤整備等の単位となる日常生

活圏域との整合性を図る  
相談窓口や福祉施設がある範囲 
＊公的な相談・支援を実施  

住民自治活動の拠点施設がある範囲 
＊住民の地域福祉活動に関する情報交換・連携・

活動計画の作成や参加 
＊区民ひろばは区立小学校の通学区域を基礎的

な単位とする。  

児   童

児童館
スキップ

１～４か所

子ども家庭支

援センター

０～１か所

主任児童
委員

１～３人

保育園
　３～６か所

障害者手帳所持者数
（精神障害者は手帳申請者数）

８８０～１，３００人

特別養護
老人ホーム
０～３か所

介護老人
保健施設

　０～１か所

介護療養型
医療施設
０～１か所

地域包括
支援センター

１か所
相談件数

3,700～11,300件

認知症対応型共
同生活介護

０～３か所

通所介護
２～６か所

通所リハビリ

テーション

０～２か所

訪問介護
４～１７か所

介   護 医  療

要介護認定者
８００～１，３００人

（H20/4/1)

高齢者（65歳以上）
5,100～7,200人
18.3～21.6％
(H20/1/1）

保育園入所定員
２６０～５８０人

人　　口
２万７千～３万７千人

（外国人登録含む）
（H20/1/1)

母子家庭　90～150世帯
父子家庭　　10～20世帯

(H17/10/1）

14歳以下の人口
1,800～2,900人

(H20/1/1）

ケアマネジャー
１４～４２人

病　院
　　１～４か所

診療所
　２５～５４か所

外国人登録
1,100～3,000人(H20/1/1)

一人暮らし高齢者　1,600～2,300世帯
高齢夫婦世帯        800～1,300世帯

(H17/10/1）

要援護者数
８００～１，２００人

認知症高齢者数
640～1,000人

(H20/4/1）

  区の地域包括支援センター　８か所

民生委員・児童委員
約３０人

高齢者クラブ
8～13団体

交番
２～５か所

郵便局
１～６か所

地域区民ひろば
１～４圏域

コンビニ
10～40か所

小学校
１～４校

中学校
０～２校

地　　域

※地区によって数値が異なっているため、最小値～最大値を表示している。一部、概数となっている。
※豊島区は隣接校選択制のため、居住地区と通学校が一致しない場合がある。

(H19/10現在）

　地区内面積　　　1,100～2.000 k㎡
　人口密度　　  　  14～24千人/k㎡（外国人登録含む）

障害者施設
　　０～４か所

グループホーム
・ケアホーム
０～１０か所

障    害
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連携 

 

 

～青少年育成委員会と地域の連携による支え合い～ 

  子どもを中心にした支え合いの仕組みづくりが地域全体に発展するまで 

 

 

 

第 9 地区青少年育成委員会では、次世代を担う子供たちに「生きる力」を身につけさせるため、

さまざまな体験活動や交流活動を企画し、子どもを育む環境づくりに 28 年間取り組んでいます。 

 その活動を通して主体的に地域に働きかけ、高齢者や障害者も含め、地域全体で住民相互が支

え合う、心の通う地域社会が築かれつつあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民生・児童委員 

町会・自治会 

ＰＴＡ

地域における支え合いの事例～１ 

第 9 地区青少年育成委員会の取組み 

青少年育成委員会とは・・・ 

 地域社会における青少年の健全な育成を図ることを目的とした地域の自主的な組織。旧出張所行政区域を

単位（12 地区）として設置されました。 

第 ９ 地 区 
○小学校2校（高松小・要小） 

○中学校1校（千川中学校） 

○高等学校１校 

○保育園２園 

○幼稚園２園 

○児童館1館 

○子どもスキップ2か所 

○区民ひろば2か所 

活動を通して… 
●「ジュニア・リーダー養成事業」で育った子ども達が成人

した後に、地域福祉活動を継続していくための「核となる
人材」として育成される。 

●さまざまな活動を通して高齢者、障害者、子ども等との日
常的な関わりがスムーズになった。 

●子どもを通して親を地域の活動に巻き込み、地域の一員
としての自覚を持ってもらう。 

●地域でやれることは地域でやっていこうという姿勢で、
行政主導型から地域主導型へ移行しつつある。 

・単身高齢者への訪問活動  
・高齢者にイベント等に参加し

てもらい、交流を図る。  

・乳幼児をもつ保護者

との交流 

・地域での子どもの見

守り活動 

・体験学習 

・「社会を明るくする運動」 
・地域の人との交流を図る

◇育成委員54名 ◇ジュニア・リーダー110名 

 青少年育成委員、ジュニア・リーダーOB・OＧの若手指

導者、中学生のサブリーダーが力を合わせ、高松小・要小

中心に、ジュニア・リーダーを養成しています。 

 平成 19 年度は障害児（中学生）がサブリーダーとなり、

小学生と一緒に活動をしています。 

青少年育成委員会 

サブリーダー

（千川中） 

ジュニア・リーダー

（高松小、要小）

チーフリーダー 

（ジュニア・リー

ダーの OB・OＧ）

4 層圏域における第１・２層をベースとしたサービス展開 
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 ～大学と地域の連携による支え合い～           

大学院において、住民が主体となって支え合う地域づくりをめざし、西巣鴨地域を中心とした

児童・障害者・高齢者などの支援対象別調査研究活動プロジェクトを立ち上げました。 

 平成 16 年度より具体的な取組みを開始し、世代間交流に関するニーズの整理やグループイン

タビューの分析結果を根拠としながら「大正さろん」の今後の展開を示唆するまでに到りました。

平成 20 年度からは高齢者の暮らしがより豊かになるには何が必要かを考え「学生出前定期便」

を試行しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域における支え合いの事例～２ 

大正大学の取組み 

4 層圏域における第１層区民ひろばでのサービス展開 

 

 

 

庚申塚商栄会 

 

西巣鴨町会 

庚申塚商栄会エリア 

憩いの場、フリー
スペースとして開
放、地域のイベント
へ学生のボランテ
ィアを紹介等  

商店街の 
活性化 

インターンシップ

・学生ボランティア 
・「学生出前定期便」試行

利用者の「ちょっとした困りご

とを解決して欲しいというニ

ーズ」への対応  

地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 圏 域  
コミュニティソーシャルワークチーム

子育て支援

相談会実施

 区民ひろば西巣鴨第一

区民ひろば西巣鴨第二

西巣鴨地域のご高齢の方 

大 正 大 学 

指導 

NCC（ネクスト・コミュニティ・コース） 

福祉ゼミナールⅡ受講学部生 

協働

｢学生出前

定期便｣の

企画・運営

経験や学びを

授業で報告

指導 

大学院

学部 
教員

区 民 ひ ろ ば 西 巣 鴨 圏 域

NPO 法人でもくらしぃ 

大正さろん 
地域実践・研究活動拠点 

区の空き店舗利用対策事業を活用 

（主に 60 歳以上の方が利用）

（主に子ども、 子育て中の母親が利用）

学生ボランティア促進

の試行モデル研究と学

習支援を展開  
 

大学院生 
（実践分析研究）
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 年齢や使用目的により利用に制限があったことぶきの家や児童館などの区の施設を、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、区民ひろばに再編しています。このことにより、乳幼児から高齢者の方まで、地域

社会の多様な活動の拠点としての利用が可能となりました。  
 各区民ひろばに５つの機能を持たせ、機能相互を有機的に展開させることにより、世代を越

えた交流の場として、広がりある地域コミュニティの活性化を図っていきます。 

 将来的には、区民ひろばの事業の企画、運営等を地域の方が参画する運営協議会に委ねてい

く予定です。 

区民ひろばの５つの機能 

区 民 ひ ろ ば 施 設 学 校 施 設 

 

活動ひろば 

区民の自主的活動の拠点 
見守り・子育て支援ﾈｯﾄﾜｰｸ 

いきいきひろば 

高齢者のいこい・健康増進の場 
各種教室、 
生活・健康相談 

子どもスキップ 

（小学校の放課後対策） 

生涯学習の場 

学習ひろば 

保護者の相互交流 
乳幼児の遊び場 
子育て相談 
 

子育てひろば 

コラム  区民ひろば 
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住民参加がなぜ必要か 

豊島区の事業を通じてできる活動 

・高齢者元気あとおし事業・シニアライフ（地域支え合

いサポーター）講座・見守り活動協力員・認知症サポ

ーター（高齢者福祉課） 

・介護相談員(介護保険課) 

・ファミリーサポート援助会員・産後サポーター 

（子育て支援課） 

・ジュニアリーダー（学習・スポーツ課） 

・点字図書館ボランティア（点訳・音訳・拡大写本・さ

わる絵本）（中央図書館）   

・文化ボランティア・外国語ボランティア（文化観光課） 

・コミュニティビジネス支援講座（区民活動推進課） 

・手話講習会（障害者福祉課）  など 

社会福祉協議会を通じてできる活動 

・高齢者困りごと援助サービス事業の協力員  

・リボンサービス事業・ハンディキャブ事業の協力会員 

・豊島ボランティアセンターを通じて、空き時間やできる特技などを活用して、ちょっと

した活動（ちょボラ）をする など 

地域を通じてできる活動 

・地域で誰でも気軽に立ち寄れるサロンをつくったり、運営を手伝う（社会福祉協議会）

・町会・自治会や青少年育成委員などが実施する地域行事に参加し、手伝う 

・地域防災組織の活動に参加する（防災課） など 

同じ志を持つ仲間と一緒にする活動 

・既存の枠組にとらわれず、仲間と組織をつくり活動する 

・区民活動支援事業補助金を活用する・NPO組織をつくる（区民活動推進課）  

・健康づくり自主グループづくり（健康推進課/長崎健康相談所） 

・障害者等の団体の会員になって活動する など 

仕事を通じてできる活動 

・シルバー人材センターへの会員登録による多様な仕事 

・高齢者、障害者など就労の困難な方の採用を進める・地域の清掃やイベントを支援する

・社会に貢献している事業者と優先的に取引をする など 

あなたもできる 支え合い活動のイメージ 

○高齢者だけでなく、PTA、常勤者、子育て世代、団

塊世代も 

○保健福祉分野に限らず、多様な分野で活動する人も 

○地域の名望家やスーパーリーダーでなくてよい 

○束ね役になれるキーパーソン、世話好きな人 

住民だからこそできることがある 

 ○身近にいる人の問題が深刻になる前に、その前兆をつかむことができる。 

 ○「ちょっと来て」「ちょっと手伝って」に応えられる。 

 ○口コミで福祉サービスの情報などを伝えられる。 

 ○行政制度の枠にとらわれず、「温かさ」「多彩さ」などを発揮できる。 

地域だからこそ持てる力がある 

 ○地域で住民が重ねてきた助け合いや「ご近所」の底力が内在している。 

参加する住民にもメリットがある 

 ○生きがい ○リタイア後の社会とのつながり ○知識、経験、能力の発揮 など

担い手は？ 

個人でできる活動 

・隣近所の人と顔見知りになり、「ちょっと来て」「ちょっと手

伝って」をし合える仲になる 

・ひとり暮らし高齢者など気になる人がいたら、安否を気遣う

（洗濯物、明かり、新聞など） 

・点字ブロックの上に駐輪しない・障害者福祉施設などの製作

品を購入する 

・視覚障害者にまちで出会ったら、声をかけて案内・誘導する

・口コミで福祉サービス情報などを伝え合う・子育て中の人に、

応援の言葉をかける 

・「赤い羽根共同募金」や「歳末たすけあい・地域福祉募金」な

どに募金する  など 

豊島区で 

やって 

みるなら 
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現在の庁舎は 7 か所に分散しているため、

非常に不便な窓口となっています。また防災

拠点としての不安や著しい老朽化による維持

管理費の増大など、さまざまな課題を抱えて

います。 

平成 20 年 9 月に「新庁舎整備方針」を策

定し、旧日出小学校などを含む南池袋 2 丁目

地区において、市街地再開発事業による新庁

舎の実現に取組んでいます。 

受付フロアーイメージ 

   

《 新庁舎整備の基本的な考え方 》 

●区民サービスの向上 

  迅速で正確なサービスに向け、分散している本庁機能を集約するとともに、ＩＴ 

化、窓口の総合化や相談機能の充実を図ります。 

●防災拠点機能の強化。 

    停電等への対応も考慮した防災関係部署の低層部への配置や、庁舎の耐震性能を一

般的なビルの1.5倍以上とし、諸機能が維持できる設備面での十分な対策を行うなど、

防災拠点機能の強化を図ります。 

●環境保全・自然エネルギーの利用。 

  建物の耐久性を向上させ、将来のリニューアルが容易となる 100 年建築の実現と、

太陽光や太陽熱利用などの自然エネルギーを最大限利用した経済効率の高い施設を

めざします。 

新庁舎イメージ 

コラム  新庁舎整備構想 
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（２）福祉と文化の融合 

人がその人らしく心豊かに生きていくことを 

可能にするという点において、福祉と文化には 

共通の考え方があります。両者が融合すること 

によって、より豊かな生活を実現することがで 

きます。 

文化とは、地域とそこに暮らす人々の総合力 

です。文化的活動やそれを仲立ちとした人々の 

交流が、地域で誰もが元気でいきいきと暮らす 

社会を形成します。 

祭りなどの地域の伝統文化は、コミュニティ 

を醸成し地域力を高めます。また、演劇、音楽、 

美術等の芸術文化活動は、さまざまな課題を創 

造的に解決する力を育み、社会に活力をもたら 

す原動力になります。 

福祉と文化の融合のため各々の施策等を連携 

させ、高齢者や障害者を含む全ての区民が文化 

に親しめる環境づくり、基盤整備を進め、真の 

意味で豊かな地域社会の創造をめざします。 

 

 

 

 

 

●高齢者や障害者の自己実現を支援するため、主体的に文化芸術活動に参加できるプログラムづ

くりに取り組みます。 

●障害者などの創作活動と就労を結びつけた事業を推進します。 

●高齢者や障害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を推進します。 

●文化芸術へのアクセス力の弱い方を支援する文化ボランティアなどを育成し、地域での文化芸

術活動の活性化を図り、区民の自主的な文化活動を積極的に支援します。  

 

 

 

 

 

○障害者美術展等（P. 91 参照）   

○障害者の文化芸術活動支援の発掘（P. 91 参照） 

○障害者文化活動推進事業（P. 91 参照） 

○駒込屋（さをり織り）製品の販売促進（P. 91 参照） 

○視覚・聴覚障害者演劇鑑賞支援（P. 92 参照） 

○文化ボランティアの育成と活動の支援（P. 92 参照） 

○音声字幕付き映画やビデオの上映の支援（P. 92 参照） 

○介護保険ライブラリーの設置（P. 92 参照） 

○点字図書館の運営（P. 92 参照） 

 

 

 

取組み方針 

取組み事業 
さ を り 織 り  

 

 

 

 

豊島区は、「文化の風薫るまち としま」の実

現に向けた文化政策を展開しています。これま

での取組みが評価され、文化庁長官表彰を受賞

しました。この賞は、地域の特色を生かした文

化芸術の振興に、地域をあげて取組み、実績を

あげている市区町村を選定するものです。 

○１９年度受賞都市 

 横浜市、金沢市、近江八幡市、沖縄市 

○２０年度受賞都市 

 札幌市、篠山市、萩市、豊島区 

さをり織りの糸と 
織り上げた生地  
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あうるすぽっと 

新池袋モンパルナス 
西口まちかど 回遊美術館 

文 化 福 祉

生きがい

の創出 

自己実現 家族の

休 養

生活・人生の

質の向上

障害者

の就労

融 合

地域おこし

中央図書館 
中央図書館で 

さをり織りタペストリーの展示  

あうるすぽっとのホワイエで 

さをり織りタペストリーの作品展を開催  

豊島区障害者美術展 
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（３）権利擁護体制の充実 

本人の「自己決定権の尊重」、「残存能力の活用」が重視されるようになり、新しい成年後見制度

がスタートしました。認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な人の権利擁護の

仕組みが整うとともに、虐待防止の取組みの体制も確立されました。 

しかし、家庭や施設における高齢者に対する虐待が深刻なものとなり、平成 18 年 4 月には「高

齢者虐待防止法」が施行されました。 

こうして制度的に権利擁護の仕組みは整備されつつありますが、高齢者や障害者、また、そのご

家族などに成年後見制度などの権利擁護の制度が十分に知られていない現状があります。今後区は、

権利擁護体制のネットワーク化、施設における虐待対応の取組みなどを進め、高齢者・障害者をは

じめとするすべての区民の人権が尊重され、必要なサービスを安心して利用できる地域社会づくり

をめざすとともに、区民への周知を進めていきます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●地域包括支援センターを地域のネットワーク化の拠点として活用し、虐待を含め権利擁護に関

する相談や通報が、先ずそこに集約されるようなシステムを整備します。 

●福祉サービス権利擁護支援室「サポートとしま」の福祉サービス利用援助事業（地域福祉権利

擁護事業）の拡大や弁護士による専門相談の周知徹底を図り、区民が安心して権利擁護の仕組

みを利用できるように努めます。 

●特別養護老人ホームや障害者の入所施設等における虐待防止の取組みは、施設職員の意識の啓

発を図るとともに、虐待を発見したときの通報の仕組みづくりや施設への事実確認の方法を検

討します。 

 

 

 

 

○成年後見制度利用支援（P. 98 参照） 

○権利擁護ネットワーク会議（P. 96 参照） 

○福祉サービス権利擁護支援室の運営（P. 98 参照） 

○福祉サービス利用援助事業（地域福祉権利擁護事業）（P. 98 参照） 

○法人後見事業（P. 98 参照） 

○苦情対応システムの構築（P. 98 参照） 

○認知症・虐待専門対応事業（P. 97 参照） 

○高齢者虐待対応決定会議（P. 97 参照） 

○高齢者緊急ショートステイ支援事業（P. 109 参照） 

○緊急医療等保護事業（P. 97 参照） 

 

 

 

取組み方針 

取組み事業 

自己決定権の尊重とは・・・ 

 サービス利用を含めた生き方を、その人自らが判断し、決めていくことを尊重すること  

残存能力の活用とは・・・ 

 その人がもっているその人らしさを最大限発揮できるようにすること 
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■豊島区の虐待防止の早期発見・権利擁護体制のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高 齢 者 

障 害 者  

相談

支援  

サポートとしま 

（社会福祉協議会）  
消費生活センター  

豊島区権利擁護ネットワーク会議の開催 
医師会・弁護士会・司法書士会・社会福祉士会・ 

事業所等区内の関係機関と、虐待防止の早期発見等 

の権利擁護推進を図るためのネットワークを構築 

します。 

地域包括支援センター 

       （高齢者） 

地域活動支援センターⅠ型 

       （障害者） 警察署  

通 報  

相談・支援 

成年後見制度利用支援  

通 報 

通 報 

連 携

連 携 

 
 

相
談 

バ
ッ
ク 

ア
ッ
プ 

相談・支援

 

 

 

相

談

支

援  

○民生委員 

○相談員（介護・身体・知的） 

○介護保険サービス事業者 

○共同作業所 

○通所授産・更生施設 

○医療機関 ほか  
障害者 

 認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない人の財産管理や

身上監護を、法律面、生活面で支援していく制度です。 

成年後見制度とは？  

財産管理  

身上監護  

 ご本人の預貯金の管理・払戻し、不動産などの処分・登記、遺産分割など財産

に関する契約などについての助言や支援。 

 介護・福祉サービスの利用や医療・福祉施設への入退所の手続きや費用の支払

いなど、日常生活や療養看護に関する契約などの支援。  

見守り

声かけ

連 携 

 

豊 島 区  
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（４）ユニバーサルデザインに基づく福祉のまちづくり 

 ～すべての人が安全かつ快適に暮らせるまちをめざして～ 

年齢、性別、個人の能力にかかわらず安心、安全に暮らす

ことのできるような福祉のまちづくりをすすめ、誰もが自由

に移動でき、積極的に社会参加のできる社会の実現をめざし

ます。 

 

 

 

 

●誰もが「安全、安心」を実感し、「住みたい（続けたい）、訪れたい」と思えるユニバーサルデ

ザインに配慮した「人にやさしいまち」をめざし、次の４つの視点から福祉のまちづくりをす

すめます。 
 

 

 

・池袋駅西口駅前広場周辺整備事業（次ページおよび P. 101 参照） 

・池袋駅および駅周辺整備検討（P. 101 参照） 

・大塚駅南北自由通路整備事業（P. 101 参照） 

・椎名町駅周辺整備事業（P. 101 参照） 
 

 

 

・新庁舎の整備（P. 102 参照）                            

・コミュニティバスの導入（P. 102 参照）                   

・バリアフリー新法に基づく基本構想策定検討（P. 102 参照） 

・福祉のまちづくり関連法規に基づく整備指導（P. 102 参照） 

・条例に基づく整備指導（P. 102 参照） 

・公共施設のバリアフリー化（P. 102 参照） 

・区道のバリアフリー化（P. 102 参照） 

・公園のバリアフリー化（P. 102 参照） 
 

 

 

・区ホームページの活用（P. 103 参照） 

・テレビ広報番組の制作（P. 103 参照） 

・広報紙や便利帳および点字広報や声の広報の発行（P. 103 参照） 

・障害者福祉広報活動事業（P. 103 参照） 

・福祉テレホンサービス（P. 103 参照） 
 

 

 

・福祉のまちづくり普及推進（P. 103 参照） 

・放置自転車の撤去（P. 103 参照） 

・喫煙マナーの推進（P. 103 参照） 

・違反広告物の指導および撤去（P. 103 参照） 

取組み方針および取組み事業 

○駅および駅周辺のバリアフリー化整備 

○公共的建築物等のバリアフリー化整備の推進 

○情報バリアフリー 

○普及・啓発およびマナー向上 

【だれでもトイレ】 

【喫煙マナーPR・キャンペーン】 
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■池袋駅西口駅前広場周辺整備事業 

池袋駅西口駅前広場周辺整備事業（平成 19 年度～22 年度）は、東京都の「ユニバーサルデザ

イン福祉のまちづくり事業」に選定されました。 

また、平成 18 年 12 月に東京都が策定した「10 年後の東京～東京が変わる～」の中で設定さ

れている 10 のユニバーサルデザイン重点整備エリアのひとつに池袋が位置づけられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

池袋駅西口駅前広場は、街区が形成されてから 40 年以上たち、施設の老朽化、交通の流れ、バ

リアフリー化などの様々な課題を抱えています。 

このため、整備を実施するにあたり、地域をはじめ警察、バス、タクシーなどの関係者と課題を

確認し、時間をかけて検討を進めてきました。  

また、ユニバーサルデザインの視点から課題を確認するために、障害者、高齢者、ベビーカー利

用の方などの協力を得て、検証を行いました。 

このような検討、検証で確認された課題を改善し、池袋西口の新しい魅力を創造するために、事

業を推進します。 

 

 

 

 

●喫煙マナーの推進

●違反広告物の 

 指導および撤去 

●歩行者空間の拡大

●自動車交通の 

見直し 

●公共的施設の 

 バリアフリー化 

●区道の 

 バリアフリー化 

●放置自転車の撤去
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（５）地域での子育て・子育ち支援 

子どもを取り巻く状況をみると、少子化が進み遊び方も変化するなかで、子ども同士のふれあい

や集団遊び、交流の機会の減少が見られます。また、いじめや児童虐待、少年非行・犯罪なども深

刻な問題となっています。 

子育て家庭においては、近隣関係の希薄化や核家族化等を背景に、子育てに関する不安や悩みを

持つ保護者が増え、子育ての孤立化も指摘されています。一方、就労形態や生活スタイルが多様化

するなか、保護者のニーズも多岐にわたっています。 

次代を担う子どもは社会全体の希望であり、かけがえのない存在です。子育て家庭が安心と喜び

をもって子育てにあたれるよう、身近な地域や社会の力を最大限に生かし支援していくことが重要

となっています。 

すべての子どもと、すべての子育て家庭の支援に向けて、地域の多様な主体との協働を進めなが

ら、子どもの健やかな育ちを支え、安心して子育てができる環境づくりに地域全体で取り組んでい

きます。 

なお、これらの課題については、「豊島区子どもプラン」をとおして取組みの具体化を図り、地域

での子育て・子育ち支援を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

【子ども家庭支援センター】 【子どもスキップ】 

【青少年育成委員会の活動】 【ジャンプ東池袋のバンドライブ】 
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子育て家庭の状況や親の意識、抱える問題はさまざまです。子育てに関する相談内容が多様化、

複雑化するなか、「親育ち」支援の視点も含めた情報発信や相談機能を強化するとともに、気軽に交

流が図れる環境を整備していくことが求められています。 

子育て支援は地域社会のつながりのなかで支えていくことが重要です。そこに住む地域住民や地

域団体、民生・児童委員、子育て支援グループなど多様な地域の力を有効に引き出すとともに、関

係機関のより一層の連携も必要となっています。 
 

 

 

 

●子育てに関する必要な情報が必要な家庭に届くよう、さまざまな媒体・機会を通じ効果的な情

報提供を推進します。 

●すべての子育て家庭に対するきめ細かい相談支援体制を身近な環境に整備します。 

●子育てに関する不安の解消や子育ての喜びが認識できるよう、妊娠期から赤ちゃんとのふれあ

い体験の機会を提供するほか、親同士の交流の促進に向けた取組みを推進します。 

●子どもの育成や子育て支援にかかわる地域ネットワークの構築に向けた取組みを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 情報発信・相談支援体制の強化 

取組み方針 

地域全体での子育て家庭への支援

 

 
子育て家庭 

情報提供 

相談支援 

交流促進 

近隣住民 
など 

保健所 

子ども 
家庭支援 
センター 

地域区民
ひろば 

保育園・ 
幼稚園 

子ども 
スキップ・ 

児童館など 

民生・児童

委員 

交流促進 

相談支援 

情報提供

見守り見守り

青少年 
育成委員 

子育て支援

グループ 

地域団体

(町会など)学校 

不安解消

子育ての

喜び 
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核家族化等が進むなか、子育てをしている保護者の負担感・孤立感が高まっているといわれてい

ます。家庭での子育てを支えるためのサービスを地域に幅広く用意し、子育て家庭に生じる支援ニ

ーズにきめ細かく対応していくことが重要となっています。 

また、働きながら子育てをするなかで仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を実現す

るには、働き方の見直しとともに、保育サービスなどの仕事と子育ての両立を支援するサービスの

充実が求められています。 
 

 

 

 

●妊娠中や出産後などで日中援助が不足している家庭に対し、家事や育児の援助サービスを実施

するほか、保護者が傷病や出産等で保育に欠ける場合や育児負担の解消を図るための一時預か

り事業などの支援サービスを拡充します。 

●保育所入所待機児の解消に取り組むとともに、病後児保育・休日保育などの特別保育事業を充

実します。 

●父親の育児参加への促進に向けた支援事業を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 子育て支援サービスの充実 

取組み方針 

 
 
 
 

 

子育て家庭への支援サービス

働きながら子育てをする家庭への支援

 
 
 
 
 
 

 認可保育所  

認証保育所  
保育ママ事業  

病後児保育 
(保育所併設型・ 
診療所併設型） 

休日 
保育

延長 
保育

 
通常保育  

子どもショートステイ事業  

ファミリー・サポート・センター事業  

一時保育事業  

育児支援家庭訪問事業  

短期特例保育  

学童クラブ  

地域区民ひろば（子育てひろば） 

子ども家庭支援センター 

産後サポーター事業 

在宅で子育てをする家庭への支援
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すべての子どもの健やかな育ちと子育てを支えるうえで、特に支援を必要とする児童やその家庭

に対しては、個々の状況やニーズに応じた適切な対応により、地域のなかでいきいきとした生活を

送ることができるよう支援していくことは重要なことです。 

障害のある子どもとその家族については、気軽に相談できる窓口をはじめさまざまな課題に迅速

に対応できる体制の充実が求められています。また、子どものライフステージに応じた一貫した支

援や、家族を含めたトータルな支援などの取組みも重要となります。 
 

 

 

 

●障害児やその家族の支援に向けて、福祉・医療・教育等の関係機関の連携を強化するとともに、

発達障害を含めた障害の早期発見・早期対応策の検討を進めることで、早い段階から親子をサ

ポートしていく体制づくりを進めます。 

●障害を持つ中高生の放課後等の活動の場や、安心して一時的に子どもを預けられる場の確保に

向けた取組みを推進します。 

●ひとり親家庭への相談体制を充実させるとともに、自立支援に向けた取組みを進めます。 

 

 

 
 

子どもの健やかな発達・成長を保障するためには、自分の意見を表明する機会や、子どもの自主

性・主体性を育む遊びと交流、活動の場の整備を促進していくことが重要となります。 

また、増加する児童虐待やいじめ等の権利侵害に対し、相談支援や救済の体制の整備など子ども

を守る仕組みの強化が求められています。 
 

 

 

 

●「子どもの権利に関する条例」の地域全体への普及、理解の促進に取り組むとともに、条例に

基づく施策の具体化を検討します。 

●小学生、中高生が安心していきいきと過ごせ、自主的な活動や子ども同士の交流等が図れるよ

う、「子どもスキップ」や「中高生センター」の整備を推進します。 

●児童虐待やいじめなどの問題に対し、子ども自身からの相談に適切に対応するとともに、関係

機関との緊密な連携のもと発生予防や早期発見、迅速な対応が図れる体制をより一層強化しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 特に支援を必要とする児童・家庭への支援 

取組み方針 

④ 子どもの権利保障 

取組み方針 
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（１）介護予防の推進 

世界一の長寿国である今、高齢者の「健康寿命」を延ばし、健康で活動的な老後をその人らしく

過ごすことが重要です。 

ところが、75 歳を超える「後期高齢者」では、老化に伴う心身の機能や生活機能の低下が少し

ずつ顕在化してくることが明らかとなっています。特に女性では、何らかの介護を必要とするよう

な“不健康寿命”もまた長く、生活機能の減退が顕著となる可能性があります。 

本区の状況を見ると、要介護認定率が 16.5%と、東京都の平均の 15.5%を 1.0%上回っており、

高齢者の“不健康寿命”が長い傾向があります。今後、ひとり暮らし高齢者が増えるにもかかわら

ず、近隣同士の関係が希薄な本区にとって「高齢期を元気に過ごす」ことが大変重要な課題となっ

ています。このため、“不健康寿命”を増大させる「老年症候群」を早期発見し、区民が元気なうち

から参加しやすい介護予防施策が強く求められています。 

要介護認定者数を抑制する意味からも、今後は、社会参加も含めた主体的な活動を通し、生活機

能を安定させ、生きがいにあふれた「活動的な 85 歳」を目標に、豊かな老後を実感できる環境づ

くりを推進します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●生活機能の低下がみられる高齢者（特定高齢者）向けの介護予防事業と要支援者に対する予防

給付により、要介護状態の予防と改善、維持をめざした介護予防を推進し、個々の生活機能レ

ベルや障害に応じたきめ細やかな対応を通じて、効率的で効果的なサービスの提供に努めます。 

●また、介護予防事業に参加された方々による自主活動グループづくりの支援をはじめ、介護予

防に関するボランティア育成、すでに地域で自主的に活動されている団体や NPO などの協力

機関と連携・協働し、介護予防事業の地域展開をめざします。 

●生涯を通じての学習、趣味、スポーツ活動を楽しむことは、健康づくりと介護予防を推進しま

す。このような活動に主体的に取り組める機会や場を拡充します。 

 

 

 

 

○介護予防事業（地域支援事業）の実施（P. 195 参照） 

○介護予防サービス（予防給付）の実施（P. 163 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者分野 ２ 

取組み方針 

取組み事業 

老年症候群とは・・・ 
 加齢による衰弱など心身機能の低下のことで、生活機能を損ね、日々の生活の質を低下させます。 
活動的な高齢者とは・・・  
 たとえ持病があっても活動的で気持ちを前向きに持ち、自己実現ができる高齢者像です。  
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介護予防イベント 

介護予防自主グループ交流会 

高齢者マシントレーニング 

■豊島区の介護予防事業 ～地域展開をめざして～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

元
気
高
齢
者 
特
定
高
齢
者 

要
支
援
１
・
２ 

普及啓発  

地域・生きがい活動支援  

一般高齢者向け事業  

特定高齢者向け事業  

予防給付サービス  

○広報としま 区ホームページ

メールマガジン 

○介護予防講演会やイベント講座 

○生活機能チェック事業の実施 

○としまおたっしゃ相談・応援団 

○介護予防自主グループへの情報

提供・交流会 

○地域支え合いサポーター育成 

○元気あとおし事業 

○運動機能の向上プログラム 

○認知症予防プログラム 

○介護予防講座 

・口腔ケア ・低栄養予防 

・うつ予防 ・尿失禁予防等 

○浴場ミニデイサービス 

○おたっしゃ給食 

○運動機能の向上プログラム 

○口腔ケアプログラム 

○低栄養改善プログラム 

○閉じこもり・うつ予防プログラム 

・介護予防通所介護   ・介護予防通所リハビリ 

・介護予防訪問介護   ・介護予防訪問看護 

・介護予防福祉用具貸与 ・介護予防住宅改修   など 
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（２）認知症ケアの充実 

高齢化に伴い、特に増加する後期高齢者の抱える問題は多岐にわたっていますが、中でも認知症

は、介護をめぐる虐待や消費者被害など社会との関わりが大きく、関心が高まってきています。 

認知症については、病因、病態、治療予後など、解明に向けての基本的研究が進められ、早期の

訓練による予防も可能であり、もし発症しても早期の適切な治療により進行を緩やかにしたりする

ことがわかってきました。このため、早期の段階から予防・発見・治療に取り組む対策が求められ

ています。 

また、近年、認知症でも本人の残存能力に注目し、本人の尊厳と自立を支援するというエンパワ

メントの視点に立った「新しい認知症ケア」の考えが広まってきています。そうした支援の一つと

して「認知症サポーター100 万人キャラバン」もスタートしています。 

さらに、今後の認知症対策として、「たとえ認知症になっても安心して生活できる社会を早期に構

築すること」の必要性が指摘されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●認知症高齢者が、尊厳を保ちながら安心して住みなれた地域で暮らし続けることができるよう、

区民に対する認知症の理解の促進を図るとともに、認知症高齢者とその家族・介護者の支援を

充実します。豊島区医師会で認定している「かかりつけ医」との連携を図り、早期発見・対応

を促進します。なお、各地域包括支援センターでは、医師会の協力のもと、もの忘れ相談を実

施し、地域で認知症への取組みを行うよう努めています。 

●できる限り認知症にならないよう予防するための認知症予防事業の実施や地域包括支援セン

ターを核とした認知症高齢者や虐待の早期発見・防止体制に向けた相談体制を充実させ、認知

症高齢者の権利擁護体制を推進します。 

●認知症者のケアには家庭的な雰囲気、なじみのある安定的な人間関係、住み慣れた地域での生

活継続が有効であるため、地域密着型サービスの認知症高齢者グループホーム、小規模多機能

型居宅介護の整備を行い、可能な限り地域での安定した生活の場を確保していきます。  

 

 

 

○脳イキイキ教室（P. 196 参照） 

○地域型認知症予防事業（認知症予防教室）（P. 196 参照） 

○認知症サポーター養成講座（P. 87 参照） 

○もの忘れ相談（P. 97 参照） 

○閉じこもり・うつ予防プログラム（P. 198 参照） 

○ケア会議（地域包括支援センター）（P. 97 参照） 

○認知症・虐待専門対応事業（P. 97 参照） 

○認知症高齢者対応型共同生活介護（グループホーム）（P. 190 参照） 

○小規模多機能型居宅介護・認知症対応型通所介護（デイサービス）サービスの基盤整備 

（P. 188・189 参照） 

○権利擁護事業（P. 98 参照） 

 

取組み方針 

取組み事業 

新しい認知症ケアとは・・・ 
 本人の自立と尊厳の確保を基本として、認知症が進んでも、感情面の豊かさや心身の残存能力に注目し、

なじみの環境の中で本人の混乱を減らし、地域のつながりを活かしてケアを行なうとする考え方。 
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■認知症ケアの取組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認知症高齢者をとりまく地域ネットワーク 

 

 

 

 

 

 

 

元
気
高
齢
者 

 
 

 

特
定
高
齢
者 

 
 

 

要
支
援
・
要
介
護
高
齢
者 

普及啓発活動 
◇ 広報 パンフレット配布 

◇ 講演会 
◇ 認知症サポーター養成講座  

早期発見・早期対応 
 

◇ としま・おたっしゃ相談 

◇ 高齢者実態調査 

◇ 高齢者実態把握 

◇ 高齢者こころの相談 

◇ もの忘れ相談  

認知症予防 
 

◇ 脳イキイキ教室 
 

◇ 地域型認知症予防事業（認知症予防教室）

認知症相談・サービス 
 

◇ 介護相談：地域包括支援センター 

       高齢者福祉課 

◇ 介護保険サービス 

◇ 区のサービス： 

   徘徊高齢者位置情報サービス 

   火災安全システム 等 

◇ 福祉サービス利用援助 

◇ 成年後見制度利用支援  

困難事例に対応するケアマネジャー等の支援 
◇ ケア会議（地域包括支援センター職員等がケアマネジャー等から受けた困難事例への対応

方法を協議する。） 

◇ 専門ケア会議（精神科医、弁護士が地域包括支援センター等の抱える虐待ケース等への対

応方法をアドバイスする。） 

◇ 要介護高齢者援助スタッフ専門相談（家族関係に問題があるケースについて、臨床心理士

や精神保健福祉士等がケアマネジャー等に対し、対応方法をアドバイスする。） 

民生・児童委員 
見守り支え合い 

協力員 

社会福祉協議会 

地域包括支援センター 
豊島区

かかりつけ医 

介護保険事業所

区 民

認知症サポーター 

家族
本人
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（３）地域密着型サービス等の基盤整備 
 

 

 

平成 18 年の介護保険法改正により創設された地域密着型サービスは、区が事業者の指定および

指導・監督を行い、原則として区の被保険者のみがサービスを利用できます。 

この地域密着型サービスの整備においては、認知症高齢者や単身高齢者の増加をふまえ、高齢者

が要介護状態になっても、可能な限り住み慣れた地域で生活を継続していくという観点から、計画

に基づいた整備をすすめていくことが重要です。 

地域密着型サービス以外の施設サービスとしては、介護老人福祉

施設サービス（特別養護老人ホーム）、介護老人保健施設サービス（老

人保健施設）、介護療養型医療施設サービス（療養病床等）などの施

設がありますが、特別養護老人ホームについては年々待機者が増加

の傾向にあります。 

 

 

 

 

①地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

 （29 床以下の特別養護老人ホーム） 

②地域密着型特定施設入居者生活介護 

 （29 床以下の介護専用型特定施設） 

③認知症対応型共同生活介護 

 （認知症高齢者グループホーム） 

④認知症対応型通所介護 

 （認知症デイサービス） 

⑤小規模多機能型居宅介護 

⑥夜間対応型訪問介護 

 （③～⑤は介護予防を含みます。） 

 

 

 

                                         

①特別養護老人ホーム                 

②老人保健施設                    

③介護療養施設（療養病床等）             

（療養病床のうち、介護療養病床については平成 23 年度末に廃止が予定されています。）       

                                               

                             

 

 

 地域密着型サービスの種類 

地域密着型サービス等の概要 

 その他の施設サービス（広域型施設） 

【特別養護老人ホーム】 

【小規模多機能型居宅介護施設】
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●地域密着型サービスは、区内３つの日常生活圏域ごとに必要量を把握し、既存施設とのバラン

スを図りながら、日常生活圏域ごともしくは区内全域での整備をすすめます。 

計画どおりに整備がすすむよう区有地の活用も実施し、積極的な事業者誘致を図ります。 

●特別養護老人ホームについては、区有地の活用を視野に入れながら、ユニット型 100 床程度

の施設整備を検討していきます。 

●介護老人保健施設については、必要量を把握し、整備について検討していきます。 

●介護療養病床については、平成 23 年度末で廃止が予定されているため、国や都の動向および

事業者の転換意向をふまえながら、今後のあり方について検討していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組み方針 

日常生活圏域 

区内全域

日常生活圏域 

日常生活圏域

認知症対応型共同生活介護

小規模多機能型居宅介護 
認知症対応型通所介護

特別養護老人ホーム

【小規模多機能型居宅介護のイメージ】  

※厚生労働省資料をもとに作成  

「訪問」

「通い」を中心
とした利用 

様態や希望により
「泊まり」 

様態や希望により「訪問」

小規模多機能型居宅介護 

「通い」を中心とし、要介護者の様態や希望により 
「泊まり」や「訪問」を組み合わせて利用できます。  

自宅 

「居住」
グループホーム等

併設事業所
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（４）地域介護サービスの向上 

介護保険制度は平成 12 年４月の創設から 10 年目を迎え、介護を社会全体で支え合う制度とし

て定着するとともに、サービス提供の基盤、内容も充実してきています。 

しかしながら一方では、本格的な高齢社会を迎える中、要介護認定者数の増加や介護給付費の増

大等といった課題も生じてきています。 

本区においても制度施行時に比べサービス利用は 1.7 倍、介護給付費用は２倍となっており、年々

増加傾向をたどっている状況にあります。 

このような状況に対して今後、介護ニーズを的確に受け止めながら、高齢者の尊厳と自立を支え

るケアの実現をめざした質の高いサービス提供の仕組み作りが強く求められています。 

このため、行政、事業者、地域が一体となり介護保険サービスの強化と質の向上を図ることをめ

ざします。 

 

 

 

 

●被保険者や利用者がそれぞれ適切なニーズと効率的なサービスが受けられるよう、介護保険事

業についてより一層の趣旨普及に努めます。 

●介護保険事業者に対する連絡会や研修会の充実を図るとともに、第三者評価受審支援等により、

サービスの質の向上を図ります。 

●不適切な事業運営を未然に防止するために、情報システムを導入しチェック機能を強化すると

ともに、事業者に対する指導・監督（監査）を通じて、事業者の育成・レベルアップを図りま

す。 

●より質の高いサービス、効率的な対応を行うために、被保険者、事業者、地域包括支援センタ

ーなどを対象にアンケートや実態調査等を行い、ニーズや状況を把握していきます。 

 

 

 

 

○民間事業者支援と指導体制事業（P. 252 参照） 

○介護給付適正化対策事業（P. 202 参照） 

○認知症高齢者グループホーム等第三者評価受審支援（P. 99 参照） 

○介護保険事業者連絡会事業（P. 100 参照） 

 

 

 

 

 

取組み方針 

取組み事業 
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※地域密着型サービス事業者に対しては、保険者である豊島区が事業者指定・監査・行政処分

の権限を有します。  

 

 

介護保険サービス 

事業者 

 

豊   島   区 
（保  険  者） 

東 京 都 

適
正
サ
ー
ビ
ス
・
不
正
給
付
防
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（
シ
ス
テ
ム
管
理
）

支
援
（
研
修
・
連
絡
会
・
情
報
提
供
・
ニ
ー
ズ
等
実
態
調
査
）

 

事
業
者
と
し
て
の
指
定
（
許
認
可
）
お
よ
び
指
導
・
監
査  

第
三
者 

評 

価 
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審
・
サ
ー
ビ
ス
改
善
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・
啓
発 

（
情
報
提
供
・
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ー
ズ
等
実
態
調
査
） 

 

苦
情
等
の
相
談
、
要
望
等
の
把
握

 

 

サービス 

利用者  

運
営
の 

是
正
・ 

改
善

評価結果の公開

事業者情報の

提供（介護サー

ビス情報公表）

適切な事業者の選択

サービスの質の向上、 

適正なサービス提供 

受
審
支
援  

 
地域密着型サービス事業者

行政 

処分 

地域介護サービス向上の仕組み  
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（１）地域生活のサポート体制の強化 

利用者本位の考え方に立って、個人の多様なニーズに対応する地域生活サポート体制の整備やサ

ービスの充実を計画的に推進し、障害の有無にかかわらず安心して暮らせる地域社会の実現に向け

た体制を強化します。 

また、ライフサイクルに応じた障害福祉サービスの利用援助や権利擁護のために必要な援助等を

提供する体制の充実のため、地域自立支援協議会を中心とした障害者の地域生活を支えるネットワ

ークを構築します。 
 

 

 

 

●障害者の状態やニーズに応じた適切な支援が行われるように、これまでの障害種別ごとの施設

や事業を再編し、新体系への移行を終え、障害者が利用しやすいようにその運営を支援します。 

●障害者が安心で安定した地域生活が送れるように、地域生活支援事業のサービスの向上に努め

ます。 

●重い障害があっても、地域で生活が送れるように環境整備を進めます。 

●これまでも、日中活動の場への支援として、通所施設への交通費助成をしてきましたが、これ

からも継続するとともに、それぞれの事業所の役割や機能に応じて、より一層魅力的で使いや

すいサービスの提供に努めます。 

●成年後見制度についての情報提供と利用方法等の周知に努め、その利用を支援します。 

●地域自立支援協議会を設置し、利用者のニーズに応じたサービスや活動の場等の調整やネット

ワークを構築していきます。 
 

 

 

 

○生活介護事業等（通所施設）の運営・支援（P. 118 および P. 232 参照） 

○就労移行支援事業・就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）事業の運営・支援（P. 118 、P. 234、P. 235

参照） 

○地域活動支援センター（Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型）事業への支援（P. 110 、P. 244 参照） 

○地域生活支援事業の充実（相談支援事業・成年後見制度利用支援事業・移動支援事業・

コミュニケーション支援事業・日常生活用具給付等事業等）（P. 241～243 参照） 

○地域自立支援協議会の運営（P. 95 および P. 240 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者分野 ３ 

取組み方針 

取組み事業 

【地域生活サポート体制のイメージ図】  

・生活介護（福祉系） 
・居宅介護 など  障害者 

介護給付事業所 
・自立訓練 
  （機能訓練・生活訓練） 
・就労移行支援 
・就労継続支援（Ａ型・Ｂ型） 

訓練等給付事業所

・地域活動支援センター 
（Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型） など  

地域生活支援事業所

 

地域自立支援協議会 
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（２）地域生活移行の推進 

退院可能とされる精神障害者や福祉施設入所者の地域生活への移行を推進します。地域生活移行

に必要な衣食住などの準備や居住の場と日中活動の場の確保、関係機関との連絡・調整など、地域

生活への移行に向けたコーディネートをすすめていきます。 

退院可能な精神障害者が地域で安定した生活を送るためには、通院による受診の確保が必要です。

そのため、今後は、医療機関と連携した適切な支援体制の構築を図ります。 

あわせて、ホームヘルプ等の在宅サービスの利用や社会生活を送る上で必要なルールを習得しな

がら、生きがいを持って生活できるよう社会参加の機会を確保していきます。 

また、退院、退所後の居住の場を確保する際にも、退院・退所前の相談・情報提供と合わせ、入

居後の支援体制の構築が求められており、家主、不動産事業者、福祉サービス事業者等の地域での

連携を支援していきます。 

 

 

 

 

●退院可能とされる精神障害者や施設からの退所希望者が、安心して地域生活に移行できるよう

に、地域移行推進員を配置し、医療機関や入所施設等からの地域生活移行に向けた個別計画の

作成や院外活動の支援など、地域の社会資源を活用しながら、コミュニティソーシャルワーカ

ーや関係機関と連携して地域生活移行を促進します。 

●主な居住の場となる、グループホーム・ケアホームの整備に努めます。 

●地域に移行した後も、グループホームを退所し、一般住宅やアパートに居住した障害者が円滑

な地域生活を送れるよう支援します。 

●地域自立支援協議会では、地域生活に必要なサービスや事業等社会資源、その活用について協

議し、施策に反映するように努めます。 

 

 

 

 

○障害者地域生活移行促進事業（P. 95 参照） 

○グループホーム整備事業 

（P. 111 および P. 236 参照） 

○グループホーム運営助成事業（P.111 参照） 

○障害者居住サポート事業 

（P. 112 および P. 241 参照） 

○地域自立支援協議会の運営 

（P. 95 および P. 240 参照）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組み方針 

取組み事業 

【退院促進・地域移行のイメージ図】  

 
   

地域生活 

日中活動の場 
自立訓練 

就労移行支援・就労継続支援 
地域生活支援センター 等 

居住サポート事業 
相談支援事業 等 

コミュニティソーシャルワーカー 
その他の社会資源 

遠隔入所施設等 

地域移行支援 

地域移行推進員 

地域移行推進員 

地
域
自
立
支
援
協
議
会 

精神科病院等 

グループホーム 
ケアホーム 等 

連携

連携連携 

連携 
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（３）発達障害者および高次脳機能障害者への支援 

発達障害者支援法を踏まえ、発達障害者の乳幼児期から成人までそれぞれのライフステージに応

じながら、一貫した支援を推進する観点から、保健・医療・福祉・就労・教育・保育等の制度横断

的な関連施策の推進を図ります。また、研修や支援マニュアルの作成などを通して、区内のネット

ワークづくりを効果的に促進します。 

高次脳機能障害者には、障害特性に応じた支援を進め、企業等への理解と雇用の促進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●これまでなかなか一般に理解されにくかった発達障害や高次脳機能障害への理解や啓発を進

めるために、周知活動を推進します。 

●障害者自立支援法の見直しにより、対象となる発達障害者や高次脳機能障害者の生活支援や就

労支援のあり方を検討します。 

●障害者のサービスを利用することができなかった発達障害者や高次脳機能障害者に専門的な

相談や日中の居場所の提供を図っていきます。 

●発達障害児に対しては、適切な支援が行われるように特別支援教育の充実を図ります。 

 

 

                           （P. 120 参照） 

 

○発達障害者支援検討会の設置 

○高次脳機能障害支援対策事業 

○発達障害、高次脳機能障害の啓発、周知 

○就労支援員（ジョブコーチ）の活用 

○区内関係機関、支援者によるネットワークづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組み方針 

取組み事業 

発達障害者とは・・・ 

 自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類

する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものをいいます。 

高次脳機能障害者とは・・・ 

 外傷や脳血管障害等により脳に損傷を受け、その後遺症等として記憶障害、注意障害、社会的行動障害な

どの認知障害等を有するものをいいます。 

 

検討会の設置 

支援体制の構築 

関係機関の連携 

在宅支援 

就労支援  関係機関支援 

【発達障害者支援のイメージ図】  

相談  

医療・療育 

情報提供

研修  

普及啓発 特別支援

教育  
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（４）一般就労への支援 

障害者が地域で自立した生活を営むためには、就労できる環境を整備していくことが大切です。

障害者が就労するためには、就職に当たっての支援や仕事を続けていくための就労支援、地域生活

上のルールの習得や金銭管理などの生活支援が必要です。そのために教育機関、職業安定所（ハロ

ーワーク）、就労支援センター等の相談機関など、相互の十分な連携が求められています。 

就職後も障害者が企業に定着するために、就労支援員（ジョブコーチ）を企業に派遣し、一人ひ

とりが職場に適応できるようにきめ細やかな支援をします。また、障害者同士が支援者を交えて、

気軽に悩みを相談できる場の提供に努めます。 

今後は、一度離職した障害者が再チャレンジできるシステムも検討していきます。 

 

 

 

 

●障害者就労支援センターの運営を強化し、定着支援を行う就労支援員（ジョブコーチ）の充実

を図ります。また、精神障害者には、精神保健福祉士による就労支援相談業務を充実させます。 

●豊島区就労支援ネットワークにおける連携の強化を図り、情報の共有を行います。 

●就職している障害者が悩みなどを仲間同士で相談し会える場（「ほっと・サロン」仮称）の提

供を充実させます。 

●庁内実習など一般就労へ向けた訓練の場を企業等にも働きかけ拡大に努めます。 

 

 

                           （P. 116 参照） 

 

○障害者就労支援センターの運営 

○障害者就労支援員（ジョブコーチ） 

○精神障害者の就労支援相談事業 

○「ほっと・サロン」（仮称）運営支援事業 

○雇用実習企業奨励金 

○庁内・企業実習の推進 

○障害者通所施設等就労支援事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組み方針 

取組み事業 

【一般就労支援のイメージ図】  

障
害
者 

 

 

就労支援センター 

 
 
 
 

企業 

ハロー

ワーク 

相談支援  
生活支援  

就労支援  

実習等

 

離 

職 

再チャレンジ 

 

ビジネスマナー

就労移行支援

事業所等 

就職している障害

者 が 悩 み な ど を

仲間同士で相談

しあえる場  ほっと・

サロン

定着支援

就労支援員 

（ジョブコーチ） 
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（５）福祉的就労の場への支援 

障害者が自立した生活を営むため、福祉的就労（作業所などでの仕事）施設においても、障害者

が一般就労するために必要な支援や、より水準の高い工賃･賃金を利用者に支払うことができる工夫

が必要とされています。 

そのためには、各施設の協力体制を強化し、オリジナルブランドの開発や共同販売方法の検討、

経営安定化のための支援が求められています。 

 

 

 

 

●民間の授産施設との協力事業としまブランド「はあとの木」を充実させ、商品開発、自主生産

品の販売、共同受注、販路の拡大、共同販売所の設置、共同パンフレットの製作等を充実させ

ると同時に、区役所の軽易な業務の委託などを推進します。 

●平成２３年度末までに新体系に移行する共同作業所や小規模授産施設等へは、円滑な移行を支

援するとともに経営安定化に向けて支援を行います。 

●一般就労をめざす障害者を対象に、社会人としての基本的なルールやパソコン等の講座を開催

し、障害者のスキルアップを支援します。 

 

 

                           （P. 116 および P. 117 参照） 

 

○「はあとの木」運営支援事業 

○障害者公園清掃委託事業 

○民間事業所経営診断補助事業 

○民間福祉施設収入補填事業 

○「障害者就労前準備講座」事業 

 

 

 

 

 

                       

                             

       
 

 

 

 

取組み方針 

取組み事業 

【「はあとの木」オリジナルクッキー】【巣鴨地蔵通り商店街の縁日での共同販売所】

【としまブランドイメージキャラクター】 
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（６）情報・コミュニケーションの支援 

ＩＴ（情報通信技術）の活用により障害者の個々の能力を引き出し、より一層の自立・社会参加

が求められています。これまで、障害があることによって、必要な時に、必要な情報を得られなか

ったり、必要なコミュニケーションを図れなかったりすることがありました。 

今後は、障害および障害者に関する理解を促進し、障害者への配慮等について地域の協力と理解

のもと、障害特性に応じた情報提供の充実を図るとともに、パソコンやインターネットなどのさま

ざまな情報通信技術やコミュニケーション支援の活用を積極的に推進します。 

 

 

 

 

●広報紙やホームページのバリアフリー化を進めるとともに、障害者を対象とした機器によるパ

ソコン教室を推進し、情報のバリア解消に努めます。また、視覚、聴覚等の障害特性に応じた

情報機器を障害者の方が容易に利用できるように努めます。 

●手話ができない方や中途障害者への要約筆記者の派遣を促進するとともに、中途障害者を対象

とした手話教室等の開催を検討します。 

●失語症やその他言語障害に対する理解を深め、言語聴覚士（ST）を配するなど、適切な支援

を行います。 

●代読や代筆サービスの検討を行い、コミュニケーションバリアを解消します。 

 

 

 

 

○区ホームページの活用（P. 103 参照） 

○パソコン教室（P. 115 参照） 

 （心身障害者福祉センター福祉事業） 

○福祉テレホンサービス（P. 103 参照） 

○広報紙や便利帳および点字広報や 

  声の広報の発行（P. 103 参照） 

 

○視覚障害者等情報支援機器の活用  

    （P. 103 参照） 

○中途障害者への支援（P. 115 参照） 

 ○点字図書館の運営（P. 92 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組み方針 

取組み事業 

【情報・コミュニケーション支援のイメージ図】  

障害のある人の情報・コミュニケーションの確保 

  

情報バリア

情報バリアフリ

ー化の推進  

ホームページ

等のバリアフリ

ー化の推進  コミュニケーショ

ンバリア

手話や点訳等に

よるコミュニケー

ション支援  

字幕付き映

画やビデオ 

コミュニケーショ

ン支援体制の

充実  

情報支援機

器の活用 

中途障害者

支援の充実 
代読･代筆

サービス
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（１）メタボリックシンドロームの予防 

メタボリックシンドロームとは、内臓脂肪型肥満の人が、脂質代謝異常、高血圧、高血糖といっ

た動脈硬化の危険因子を２つ以上合わせ持った状態をいいます。メタボリックシンドロームを放置

すると糖尿病などの生活習慣病を発症し、脳血管疾患や虚血性心疾患などを発生する可能性が高く

なります。  

厚生労働省の平成 16 年国民健康・栄養調査によると、40 歳～74 歳において、男性の 2 人に 1

人、女性の 5 人に 1 人がメタボリックシンドロームか、その予備群であることが報告されました。

メタボリックシンドロームは飲酒・食事や運動などの生活習慣と密接に関係します。 

区においてはメタボリックシンドロームの予防とメタボリックシンドローム該当者や予備群の減

少に取り組みます。 

 

出典：「厚生労働省生活習慣病対策室資料」改 

 
 

保健・医療分野 ４ 

生活習慣病はこんなふうに進みます！
健康な生活習慣 バランスの

とれた食事 適度な運動

過度の摂食・飲酒 運動不足 喫煙

レベル４
●虚血性心疾患（心筋梗塞・狭心症
など）
●脳卒中（脳出血・脳梗塞など）
●糖尿病の合併症（人工透析・失明
など）

レベル３
●肥満症（とくに内臓脂肪型
肥満）
●糖尿病
●高血圧症
●脂質異常症

レベル2
●肥満
●高血糖
●高血圧
●脂質異常

レベル１
●不適切な食生活
（エネルギー・食塩・脂肪
の過剰摂取など）
●身体活動・運動不足
●喫煙
●過度の飲酒
●過度のストレス

生活機能の低下
要介護状態

レベル５
●半身のまひ
●日常生活における支障
●認知症

メタボリックシン
ドローム

不健康な生活習慣

境界領域
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●平成 20 年度から始まった、40 歳～74 歳の方への特定健康診査・特定保健指導に重点をおき、

実施の目的や必要性について普及啓発し、受診率の向上に努めます。また、若い世代の方に、メ

タボリックシンドロームになりにくい生活習慣を身につける取組みを行なっていきます。 

●区が直接実施する豊島区国民健康保険加入者に対する特定健康診査・特定保健指導は、受診しや

すい環境を整えるとともに、特定保健指導については、さまざまなメニューを用意し、自分にあ

った指導方法を選べるようにしていきます。 

●40 歳未満の区民の方に生活習慣病予防健康診査を実施するとともに、メタボリックシンドロー

ム予防の重要性を普及啓発していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     （Ｐ１３０参照）  

 

○ポピュレーションアプローチの充実 

○メタボリックシンドローム予防教室など 

○生活習慣病予防のための健康診査・保健指導 

 ・特定健康診査（国民健康保険加入者） 

 ・特定保健指導（国民健康保険加入者） 

 ・長寿健康診査（後期高齢者医療加入者） 

 ・生活習慣病予防健康診査 

 ・特定健診時の区独自健康診査（区内指定医療機関で特定健康診査を受ける区民） 

○健康相談（保健・栄養） 

○広報活動等による普及啓発  

 

 

 

 

 

 

 

取組み方針 

取組み事業 

 

【特定保健指導による支援】 【メタボリックシンドローム予防教室】 
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（２）女性の健康 

女性には生涯の中で初潮から始まり、出産、閉経という体の変化があります。そのため、思春期、

妊娠出産可能期、更年期の各年代において女性特有の症状、時には健康障害に直面する可能性が多

くなります。 

女性の健康は女性自身が日常生活の基盤を形成し、生涯を通じて明るく充実した日々を送るため

の重要な基礎となり、医療のみならず、生活の場（家庭・地域・職場・学校など）を通じて、女性

の様々な健康問題を社会全体で総合的に支援していくことが望まれています。 

区としても「生涯を通じた女性の健康支援」の重要性を十分に認識し推進を図る視点から、ホー

ムページ等による情報提供やがん検診の充実を図っていきます。さらに、将来的には「女性健康支

援センター」の設置も検討します。 

 
 

 

 

 

●栄養摂取と食育 

 妊娠期や授乳期にエネルギー、たんぱく質、カルシウム、鉄、ビタミンＤが不足する傾向があ

ります。  

●過度のダイエットによるやせすぎ 

 ２０歳代の女性で、やせているにもかかわらず、さらに体重を減らそうとしている人たちがい

ます。  

●性感染症 

 クラミジア感染症や梅毒など増加傾向にあります。 

●乳がん、子宮がん 

 乳がんは 30 歳代から罹患率が増え、40 歳代後半にピークとなっています。 

 子宮頸がんは 30 歳代から、子宮体がんは 40 歳代から罹患率が増えています。 

●骨粗しょう症 

 女性ホルモン減少との関連から、女性に多く見られ、高齢期には転倒により骨折し、寝たきり

となる原因のひとつになっています。 

●更年期障害 

 40 歳代半ばからの女性ホルモンの減少と密接に関連しているとされています。 

●うつ 

 女性は月経周期の影響や妊娠、出産、更年期というように、女性ホルモンの変化が著しく、そ

の影響を受けるため、男性よりも約２倍もうつ病に罹りやすいといわれています。 

●喫煙 

 ２０歳代女性の喫煙率は増加傾向にあり、美容の大敵となるばかりでなく、子宮がんの罹患率

との関連、妊娠時の胎児への悪影響など重要な問題があります。 

●飲酒 

 女性は女性ホルモンとの関連から、男性に比べ約半分の飲酒期間でアルコール性肝臓障害や依

存症になりやすいとされています。 

●歯 

 生涯の節目となる時期におこる女性ホルモンバランスの変化は歯周組織や口腔粘膜にも影響

し、女性特有の口腔症状が現れやすくなります。 

 

 

女性の健康を取り巻く課題 
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【骨太健診による骨密度検査】 

 

 

 

●思春期・青年期――過度のやせの減少・性感染症の減少 

●妊娠出産期――妊娠中の体重管理、安心できる出産・育児支援、 

        健康的な生活習慣の確立 

●閉経期以降――骨粗しょう症対策、更年期障害対策、女性特有のがんの予防 

●気軽に情報入手や相談ができる体制の整備 

 

 

 

                     （Ｐ１３１参照） 

 

○妊婦健康診査 

○母親学級・両親学級 

○妊婦歯科健診・保健指導 

○赤ちゃん訪問時のエジンバラ産後うつ 

評価票（EPDS）を使用した相談・支援 

○妊産婦・乳幼児保健指導 

○女性のしなやか健康づくり教室 

○ヤングエイジの骨太健診 

○乳児健診及び３歳児健診時における 

   母親の骨密度測定 

○骨粗しょう症検診（40 歳以上） 

○子宮がん検診・乳がん検診 

○講演会（産後のうつ・更年期・がん） 

○女性健康支援センターの設置 

○ホームページ等による情報提供  

 

取組み方針 

取組み事業 

　やせすぎ

20歳女性の低
体重の割合の減
少（20%以
下）

　性感染症・
人工妊娠中絶

人工妊娠中絶の
減少

　乳がん・
　子宮がん

乳がん・子宮が
ん受診率の増加

課　題 目　標
検討・実施すべき施策

骨粗しょう
症・転倒骨折

骨粗しょう症・
転倒骨折の減少

女性の健康

思春期・青年期 妊娠・出産 更年期 老年期

ダイエットの弊害や健康に過ごすため
のアプローチの強化

若い女性の健康的な自分づくりの支援

性感染症や人工妊娠中絶につ
いての健康教育

①安心して出産・育児ができる環境づくり
②母親の心の健康づくり

骨粗しょう症の予防対策

骨密度測定と骨づくり・健康情報の提供

女性の乳がん・子宮がんの受診勧奨

受診勧奨と健康教育の充実

妊産婦への健康支援

更年期障害対策
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（３）新型インフルエンザ対策 

現在、新型インフルエンザの出現の可能性について、世界保健機関（ＷＨＯ）は「かつてないほ

ど高まっている」と警告しています。新型インフルエンザは、毎年、流行を繰り返して人々の間で

ある程度の抵抗力ができているインフルエンザとは全く異なり、ほとんどの人が免疫を持っていま

せん。このため、世界的な大流行（パンデミック）となり、大きな健康被害とこれに伴う社会的・

経済的な影響が危惧されています。 

20 世紀に発生した新型インフルエンザは、「スペインインフルエンザ」（1918 年）、「アジアイ

ンフルエンザ」（1957 年）、「香港インフルエンザ」（1968 年）の３回で 10～40 年の周期で大

流行に見舞われています。この過去３回の新型インフルエンザは、すべて毒性の弱い鳥インフルエ

ンザウイルスの突然変異によるものでしたが、今、心配されている新型インフルエンザは毒性の強

い鳥インフルエンザウイルス（Ｈ５Ｎ１）が突然変異する可能性が最も高く、これまで以上に被害

が大きくなることが懸念されています。 

 

 

 

 

 

 

 

　

 
 

　

　

　

　

　新型インフルエンザに備えるための

　新型インフルエンザ対策では、今からひとり一人がしっかり

と準備することが重要です。

　また、発生した場合でも、正しい情報を入手し、落ち着いて

対応することが大切です。

１　正確な情報を入手しましょう

　テレビやラジオ、新聞、インターネットなどを通して、国、東京都、区など公的機関が発表する

最新の正確な情報を入手しましょう。そのために、今から情報収集の手段を確保しておきましょ

う。

　また、外出して帰ってきたときには、手洗いやうがいをする習慣をつけましょう。帰宅時、食

事・調理の前、病気の人と接触した後の手洗いや咳、くしゃみをするときは口を手で覆う（咳エ

チケット）習慣を身に付けておきましょう。

２　必要な物品を備蓄しましょう

　多くの人が新型インフルエンザにかかると社会生活の基盤となる活動や日常生活に必要な

電気・ガス・輸送などが停滞し、食料や生活必需品が手に入りにくくなる可能性があります。買

い物のために外出しなくて済むよう、最低２週間からできれば２か月程度の備蓄をしましょう。

３　流行時（パンデミック）の対策を考えておきましょう

　人の集まりは感染拡大の機会となります。不要不急の外出はしないこと、集会の開催・参加

などは自粛することが重要です。また、家族の健康状態に注意し、感染した場合の受診に備え

て、健康保険証や診察券を一緒にしてわかりやすい場所に保管しておきましょう。

３ つ の ポ イ ン ト
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●平成 19 年５月、区は「豊島区新型インフルエンザ対策行動計画」と「同マニュアル」を策定

し、新型インフルエンザ対策の基本方針を示したところです。今後、必要に応じて改訂作業を

行うとともに、「業務継続計画」も策定していきます。 

●区民に向けた普及啓発・情報提供の充実、庁内および関係機関との訓練実施、専用相談窓口（発

熱相談センター）の設置・発熱外来の運営に必要な医療資器材の整備・備蓄、医療機関との調

整等対策を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ｐ１３４参照） 

○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 

○医療体制の整備 

取組み方針 

取組み事業 

個 人 で の 備 蓄 例 
（参考：厚生労働省「新型インフルエンザ対策ガイドライン」） 

【食料（長期保存可能なもの）の例】  

【通常の災害時のための物品（あると便利なもの）】
   懐中電灯、乾電池、携帯電話充電器、ラジオ・携帯テレビ、カセットコンロ・ガスボンベ、トイレットペーパ

ー、ティッシュペーパー、キッチン用ラップ、アルミホイル、洗剤（衣類・食器等）・石けん・シャンプー・リ

ンス、保湿ティッシュ（アルコールのあるものとないもの）、生理用品（女性用）、紙オムツ、ビニール袋（汚染

されたごみの密封に使用）  

レトルト・フリーズドライ食品、冷凍食品、

インスタントラーメン、缶詰、菓子類、ミネラ

ルウォーター、ペットボトルや缶入りの飲料等

＜常備品＞  
【生活必需品・医療品の例】  

＜新型インフルエンザ対策の物品＞ 

不織布製マスク、ゴム手袋（破れ難いもの）、

ゴーグル、水枕・氷枕（頭やわきの下の冷却

用）、漂白剤（次亜塩素酸ナトリウム溶液）、

消毒用アルコール製剤、体温計       

常備薬、絆創膏（大・小）、ガーゼ・コットン

（滅菌とそうでないもの）、解熱剤（アセトアミ

ノフェンなど） 
※薬の成分によってはインフルエンザ脳症を助長す

る可能性があります。必ず医師・薬剤師に確認してく

ださい。 

 

 
●咳・くしゃみの際はティッシュなどで口と鼻を押さえ、他の人から顔

をそむけて１ｍ以上離れましょう。 

●鼻汁・痰などを含んだティッシュはすぐにふた付の専用ゴミ箱に捨て、

手を洗いましょう。 

●咳をしている人にはマスクの着用をお願いしましょう。 

⊿より透過性の低い家庭用又は医療用の不織布製マスクを着用します。

⊿マスクを着用しても、ウイルスの吸入を完全に防ぐことはできません。

マスク着用の際には説明書をよく読み、正しく着用しましょう。  

咳エチケット 

＜主食類＞  

米、乾燥麺（そば・ソーメン・うどん等）、切

り餅、コーンフレーク・シリアル類、乾パン、各

種調味料、粉ミルク・離乳食等   

＜その他＞ 
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（４）健康センター構想の推進 

区民の健康は、個人の健康観に基づいて、一人ひとりが自主的に取り組む課題ですが、個人の力

とあわせて、ライフステージ全体を通じた健康づくりを行政が支援していくことがますます重要に

なっています。 

このため、区では新庁舎の整備に合わせて、区民の健康づくりをはじめ、地域医療、健康危機管

理、介護予防等の機能を有する施設として健康センターを整備し、池袋保健所と連携した健康づく

りの拠点とする構想を検討し、その実現に向け取り組みます。 

健康センターは平成 28 年度中の竣工をめざし、今後検討を重ねていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○区民が健康を考えるきっかけづくり  

○身近で気軽に健康づくりに取り組める環境の提供 

予防重視の健康づくりをサポートします 

健康相談と健

康教育の実施

自分の健康を

知る環境づく

り 

健康への意識

づけの基盤づ

くり  

健康づくり普

及啓発のため

の活動 

の
取
組
み 

予
防
重
視 

健康センターのあり方 

賑わいの創出 
 

「行ってみたい」「ちょっと

立ち寄りたい」そんな気軽さ

を持った施設をめざします。

基本的な考え方  

情報発信 
 

医療・健康危機等の区民に必

要な健康に関する情報を発

信していきます。 

「食」や「体験」 
 

食事や健康関連の体験をと

おして区民への健康の意識

を醸成します。 
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健康へのきっかけ

づくりの拠点 
 

オーガニックフード 

コート 
 

健康物産展 
 

健康チェック 
 

健康機器体験 
 

こころの癒し 

地域医療の拠点 

 
休日診療所 

 

あぜりあ歯科診療 
 

調剤薬局 

 

薬剤師会医薬品管理 

センター 

健康センターのイメージ 

健康センターは以下のような機能を有する施設

とすることを検討します。  

 

健
康
セ
ン
タ
ー  

 

池
袋
保
健
所  

健康危機の拠点 

 
予防接種会場 

 

災害時の医療救護活 

動の拠点  

中央地区の介護に 

関する相談拠点 
 
地域包括支援センター 

 

高齢者疑似体験コーナー  

女性支援の拠点 
 
女性健康支援センター 

など   

IT や映像などを活用

した情報発信の拠点 
 

AIDS 知ろう館 
 

子ども事故 

予防センター 
 

健康医療情報 

ライブラリー 
 

電光掲示板の設置 
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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 
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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～ 



 

107 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○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 



 

111 

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。 
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（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 



 

116 

（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 
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 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 



 

124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○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 



 

128 

 

 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。 
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 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。 
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Ⅳ 介護保険事業の推進 
  （第 4 期 豊島区介護保険事業計画） 



144 

 

 

（１）計画策定の趣旨 

①介護保険制度の導入  

▼介護保険制度の導入 

急速な高齢化の進展に伴い、高齢者の介護を社会全体で支える仕組みとして、平成 12 年４月

から介護保険制度が導入されました。 

 

▼社会保険方式の採用 

介護保険制度は、利用者自身による選択、主体性の尊重を基本として、保健・医療・福祉にわ

たる介護サービスが、多様な事業主体から、総合的、効率的に提供されるようにするものです。

また、今後増大が見込まれる介護費用について、給付と負担の関係を明確にし、国民の理解を得

ながら安定的にまかなっていく仕組みとして社会保険方式を採用しています。 

 

▼介護保険事業計画の策定 

この介護保険事業を運営する保険者である区では、介護保険の給付対象となるサービスの見込

量やその確保策、介護保険の事業費の見込み等を明らかにした「介護保険事業計画」を、平成

12 年３月（第１期）、平成 15 年３月（第２期）、平成 18 年３月（第３期）に策定しました。 

「介護保険事業計画」は介護保険法の規定により、３年ごとに必要な見直しを行うこととされ

ています。 

 

②介護保険事業計画見直しの必要性 

▼高齢者人口の増加 

豊島区の高齢者（65 歳以上）人口は、住民基本台帳によれば、平成 12 年 1 月 1 日に 42,407

人（高齢化率※18.1％）であったものが、平成 20 年 1 月 1 日には 49,125 人（同 20.3％）

と、高齢化率が 20%を超えました。その間に、総人口の伸びが 3.4%増（234,638 人→

242,557 人）に対し、高齢者人口の伸びは 15.8％増（42,407 人→49,125 人）と大幅な増

加となっています。高齢者人口が急激に増加している中、世帯人員は平成12 年 1 月1 日で1.84

人であったものが、平成 20 年 1 月 1 日には 1.72 人に減少しています。家族の支えが少なく

なっている中、在宅生活を継続していくためには、独居高齢者への対策や認知症のある方への対

策、要支援・要介護者などへの対策が必要となっています。 

また、「団塊の世代」といわれる 680 万人（全国）が 65 歳以上となる平成 27 年までは、

わが国の高齢化の最も急な登りの部分となるため、地域で活動する高齢者への対応として、生き

がい対策や社会参加の促進、健康づくりや介護予防への取組みが急務となっています。 

※高齢化率 ＝ 65歳以上の人口 ÷ 全体の人口 

総 論 1 
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▼新たな仕組みの定着・充実と実効性の高い計画の策定 

介護保険は、介護が必要になっても、できる限り住み慣れた地域で、自立した生活を送ること

ができるよう、必要なサービスを総合的かつ効率的に提供するための社会的支援の仕組みとして

定着してきました。また、平成 18 年 4 月には、介護保険法の改正に伴い、予防重視型システ

ムへの転換や地域の特性に応じた多様で柔軟なサービス提供が可能となるよう「地域密着型サー

ビス」が創設され、地域包括ケアの中核的拠点として「地域包括支援センター」が創設されまし

た。 

今後は、これらの新たな仕組みが区民に浸透して、質の高いサービスの提供や適切な情報の選

択や適切なサービス利用を支援する仕組みが確立されるよう、新たな仕組みの定着・充実と実効

性の高い計画の策定が必要となっています。 

 

▼療養病床の再編を踏まえた地域ケア体制の推進 

医療構造改革の一環で、平成 24 年 3 月をもって介護療養型医療施設が廃止され、療養病床

が再編成されることになりました。 

東京都では、国で示した「地域ケア体制の整備に関する基本方針」（平成 19 年 6 月）を踏ま

え、「東京都地域ケア体制整備構想」（平成 19 年 12 月）を策定しました。この構想には、高齢

者が住み慣れた地域での生活を継続できる社会の実現をめざし、地域ケアの拠点となる地域包括

支援センターをサポートするとともに、医療、介護、住まいと見守り等のネットワーク構築など

サービス基盤の充実に向けた施策の方向性、療養病床の再編成に関する基本方針が示されていま

す。 

豊島区においても、介護保険事業の運営にあたり、この整備構想の方針との整合を図りつつ、

療養病床の再編を踏まえ、利用者の介護・医療ニーズに応じた介護サービスの提供体制の確保に

努めていきます。 
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③介護保険事業計画見直しの視点 

▼第 4 期介護保険事業計画の位置付け 

「介護保険事業計画」は介護保険法の規定により、3 年ごとに必要な見直しを行うこととされ

ています。今回の計画見直しは、平成 26 年度の計画目標に向けた中間の期間にあたります。今

回の第４期計画は、平成 18 年 4 月の介護保険制度の大幅な見直し後の最初の計画策定であり、

新たな仕組みの区民への周知度を把握し、計画の点検・評価を行います。そして、今後の地域ニ

ーズを考慮した地域密着型サービスや地域支援事業などの方向性を定め、今後実現すべき豊島区

の将来像を示すものです。 

また、平成 18 年３月に策定した「豊島区地域保健福祉計画」の見直しと、計画の方向性や各

種施策との整合性を図りながら、保健福祉の総合計画に包括される計画として位置付けられるも

のです。 

  

▼地域密着型サービスの整備方針 

地域密着型サービスは、介護が必要となっても可能な限り住み慣れた地域で暮らし、身近なと

ころで介護サービスを受けられるように平成 18 年 4 月に創設されたサービスです。区が日常

生活圏域ごとに地域の実情、サービスの利用状況や事業者の状況を勘案し、既存施設とのバラン

スを図りながらサービス基盤整備の計画を定め、整備を進めていきます。 

 

▼介護予防事業の推進 

介護を必要としない 65 歳以上の高齢者を対象に、要介護状態に移行するのを防ぐための介護

予防を行います。また、要介護状態が軽度（要支援１、要支援２）の人には、介護予防マネジメ

ントを行い、介護予防のために必要なサービスとして予防給付を提供します。計画期間中の介護

予防事業の効果について、事業参加者の意見や各種データ等を蓄積し、事業参加の効果を整理・

分析していきます。 

 

▼地域包括支援センターの整備方針 

地域包括支援センターは、高齢者が身近な地域で「総合相談・支援」、「介護予防マネジメント」、

「包括的・継続的マネジメント」を受けるために設置されている相談窓口です。 

現在豊島区では、３地域の日常生活圏域を設定し、８か所の地域包括支援センターを設置して

います。第４期計画では、現状の８か所を維持します。なお、その後の高齢者人口の推移を勘案

し、センターの数や各センターの担当する区域の変更など、センターの配置のあり方について総

合的な検討を進めます。 
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（２）計画の性格と位置付け 

この計画は、老人福祉法第 20 条の８に規定する「市町村老人福祉計画」並びに介護保険法第 117

条に規定する「市町村介護保険事業計画」の性格を持つものです。 

また、豊島区基本計画の補完計画として、高齢者保健福祉分野における具体的な施策とその目標を

示すものです。 

社会福祉法に基づき、平成 21 年３月に策定する豊島区地域保健福祉計画と一体的に策定し、豊島

区の保健福祉の総合計画の一端を担うものです。 

さらに、高齢者保健福祉の推進に向けて、行政はもとより区民、事業者、福祉・医療団体等が、そ

れぞれの役割分担のもと、協働、連携して取り組むための指針としての性格も持っています。 

 

（３）計画策定のためのプロセス 

▼第４期介護保険事業推進会議での検討 

豊島区介護保険事業推進会議は、介護保険に関する施策の適切な推進を図るために、区長の附

属機関として介護保険制度施行にあわせて条例で設置されています。今回の計画の見直しにあた

っては、第４期豊島区介護保険事業推進会議において検討を進めました。会議は学識経験者、被

保険者、保健医療関係者、社会福祉関係者および事業者の 24 名で構成され、平成 18 年 10 月

の初会合以来、平成 21 年 2 月の答申までに 12 回の会議を開催しました。 

 

▼区民参加および区民意見の反映 

計画づくりに被保険者の意見を反映させるため、介護保険事業推進会議の委員には、公募によ

る被保険者６名の参画を得ています。 

計画策定段階において、広く区民から意見を求めるため、会議での検討結果を取りまとめた「高

齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（案）」を平成 20 年 12 月に作成しました。「計画（案）」

の公表については、その概要を「広報としま」に掲載したほか、同内容を豊島区ホームページに

掲載しました。 

 

▼介護保険事業計画等改定調査の実施 

区内における要介護等認定者のサービス利用状況の分析や今後のサービス利用意向等を把握

するとともに、高齢者の生活状況やサービスに対する需要等を把握するため、平成 20 年２月に

約 7 千名の方々を対象に、介護保険アンケート調査を実施しました。 

 

▼区の関係部局間の連携 

区における高齢者福祉および保健・医療の総合的な推進を図るため、地域保健福祉計画策定委

員会内に高齢者福祉・介護保険事業計画策定部会を設置し、第４期介護保険事業推進会議の審議

と併行し、計画の具体的な取組みの内容や手法等について検討を行ってきました。 
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（１）総人口と高齢者数 

①住民基本台帳人口の推移 

住民基本台帳による豊島区の人口は、平成 16 年で 236,041 人、平成 20 年で 242,557 人と

2.8％増加しています。一方、高齢者人口は平成 16 年で 45,754 人、平成 20 年で 49,125 人と

7.4％増加しており、高齢化率も年々上昇しています。 

 

■豊島区の人口推移 

単位：人 

  
平成 16 年

（2004） 

平成 17 年

（2005） 

平成 18 年

（2006） 

平成 19 年

（2007） 

平成 20 年

（2008） 

高齢者 

65 歳以上人口 
45,754 46,169 46,874 48,103 49,125

高齢化率 19.4% 19.6% 19.8% 20.0% 20.3%

平成 16 年からの増減率 0.9% 2.4% 5.1% 7.4%

前期高齢者 65～74 歳 25,175 24,865 24,952 25,445 25,650

（対人口比） (10.7%) (10.6%) (10.5%) (10.6%) (10.6%)

後期高齢者 75 歳以上 20,579 21,304 21,922 22,658 23,475

（対人口比） (8.7%) (9.1%) (9.3%) (9.4%) (9.7%)

40～64 歳人口 77,361 77,124 77,635 77,536 78,190

住民基本台帳人口 236,041 235,357 236,657 240,275 242,557

平成 16 年からの増減率 -0.3% 0.3% 1.8% 2.8%

資料：住民基本台帳（外国人登録者を含まない）                 （各年 1 月１日現在） 

 

※参考：外国人登録者数                                    単位：人 

  
平成 16 年

（2004） 

平成 17 年

（2005） 

平成 18 年

（2006） 

平成 19 年

（2007） 

平成 20 年

（2008） 

外国人登録者数 16,833 15,610 15,306 15,169 15,913

資料：外国人登録人口（各年１月１日現在） 

 

■豊島区の総人口 

単位：人 

  
平成 16 年 

（2004） 

平成 17 年 

（2005） 

平成 18 年 

（2006） 

平成 19 年 

（2007） 

平成 20 年 

（2008） 

豊島区の総人口 252,874 250,967 251,963 255,444 258,470

資料：住民基本台帳＋外国人登録人口（各年 1 月１日現在） 

高齢者の現状と将来予測 ２ 
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■年齢別人口割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■高齢化率の比較                               単位：％ 

  
平成 16 年 

（2004） 

平成 17 年 

（2005） 

平成 18 年 

（2006） 

平成 19 年 

（2007） 

平成 20 年 

（2008） 

豊島区 19.4 19.6 19.8 20.0 20.3

東京都 17.5 17.9 18.4 18.9 19.4

全 国 19.5 20.2 20.8 21.5 22.1

※豊島区・東京都は東京都総務局統計情報より 各年１月１日の数値 

※全国は総務庁統計局人口推計より 各年 10 月１日の数値（平成 20 年は概算値） 
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■都および２３区における豊島区の被保険者数等の状況（平成 20 年 3 月末日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※端数処理の関係で総計が合わないことがあります。 

※東京都福祉保健局平成 19 年度介護保険事業状況報告より。要介護度別構成比および認定率は豊島区で計算しました。 

 

 

単位：人

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 　総　計

1,033 1,100 1,184 1,432 1,418 1,211 892 8,270 16.50%

要介護度別構成比 12.49% 13.30% 14.32% 17.32% 17.15% 14.64% 10.79% 100%

２３区における構成比 2.86% 3.22% 2.96% 3.10% 3.36% 3.40% 2.97% 3.13%

東京都における構成比 2.09% 2.22% 1.96% 2.15% 2.36% 2.41% 2.06% 2.18%

36,163 34,119 40,022 46,252 42,179 35,593 30,046 264,374 15.83%

要介護度別構成比 13.68% 12.91% 15.14% 17.49% 15.95% 13.46% 11.36% 100%

49,493 49,602 60,291 66,553 60,088 50,336 43,329 379,724 15.50%

要介護度別構成比 13.03% 13.06% 15.88% 17.53% 15.82% 13.26% 11.41% 100%

豊島区

特別区

東京都 2,450,612

3.00%

2.05%

1,669,557

認定率
要介護認定者数

第１号被保険者数

50,131

23 区 
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（２）高齢者の状況 

①高齢者世帯の状況 

世帯数の推移をみると、一般世帯は平成２年で 122,654 世帯、平成 17 年で 126,308 世

帯と３.0％増加しており、また、高齢者のいる世帯数は平成２年で 24,528 世帯、平成 17 年

で 36,367 世帯と 48.3％増加しています。高齢者人口の増加とともに、高齢者のいる世帯も

今後ますます増加すると思われます。 
 

■豊島区の一般世帯数と高齢者のいる世帯数の推移 

 単位：世帯 

  
平成２年 

（1990） 

平成７年 

（1995） 

平成 12 年 

（2000） 

平成 17 年 

（2005） 

一般世帯数 122,654 123,177 133,884 126,308

平成２年からの増減率 0.4% 9.2% 3.0%

高齢者のいる世帯数 24,528 28,561 34,468 36,367

一般世帯数に対する% （20.0%） （23.2%） （25.7%） （28.8%）

平成２年からの増減率 16.4% 40.5% 48.3%

資料：国勢調査 

 

②高齢者世帯の構造（家族構成） 

高齢者世帯の家族構成の推移をみると、高齢単身世帯は平成 2 年で 6,425 世帯、平成 17 年

で 15,261 世帯と 137.5%増加しています。また、高齢夫婦世帯も平成 2 年で 5,648 世帯、

平成 17 年で 8,027 世帯と 42.1％増加しており、増大する単身高齢者および高齢夫婦世帯へ

の対応が大きな課題になっています。 
 

■高齢者世帯の家族構成の推移  

単位：世帯 

  
平成２年 

（1990） 

平成７年 

（1995） 

平成 12 年 

（2000） 

平成 17 年 

（2005） 

高齢単身世帯数 6,425 9,139 13,898 15,261

平成２年からの増減率 42.2% 116.3% 137.5%

高齢夫婦世帯数 

（夫 65 歳以上かつ 

 妻 60 歳以上） 

5,648 6,702 7,709 8,027

平成２年からの増減率 18.7% 36.5% 42.1%

同居世帯数 
※親族以外の者との同居を 

含む 
18,103 19,422 20,570 21,106

平成２年からの増減率 7.3% 13.6% 16.6%

 資料：国勢調査 
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③高齢者の就業状況 

平成 2 年から平成 17 年までの高齢者の就業者と完全失業者を合計した労働力人口の伸びは

18.7%増となっており、就業者の割合は約 97％です。 

 

■高齢者の労働力状態 

 単位：人 

  
平成２年 

（1990） 

平成７年 

（1995） 

平成 12 年 

（2000） 

平成 17 年 

（2005） 

高齢者人口 32,729 38,208 45,770 49,158

労働力人口 10,826 12,779 12,713 12,854

 平成２年からの増減率 - 18.0% 17.4% 18.7%

主に仕事 8,264 9,118 9,126 8,894

家事の他仕事 1,865 2,635 2,731 2,781

通学のかたわら

仕事 
4 5 3 2

就
業
者 

休業者 356 449 475 773

 

完全失業者 337 572 378 404

非労働力人口 21,287 24,416 26,297 28,606

就業者割合 96.9% 95.5% 97.0% 96.9%

※就業者割合＝就業者÷労働力人口                     資料：国勢調査 

 

④シルバー人材センターの事業状況 

シルバー人材センターは、高齢者に多様な就業の機会を提供する場として重要な役割を担って

います。就業率は約６割で推移しています。 

 

■就業状況 

項 目 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度

延会員数（人） 17,131 17,726 17,650 17,098 16,474

延就業実人員数（人） 10,616 10,847 10,515 10,423 10,670

就業率（％） 62.0% 61.2% 59.6% 61.0% 64.8%
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（人）
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（３）要介護者の状況 

①要介護等認定者の推移 

第 1 号被保険者（65 歳以上で、外国人被保険者や住所地特例被保険者を含む）について、平

成 15 年度から平成 19 年度までの推移をみると、第１号被保険者では 7.7%増、要介護等認定

者では 8.9%増と、年々増加しています。一方、第 1 号被保険者に占める要介護認定者数の割

合は、ほぼ横ばいで推移しています。 

 

■第１号被保険者数と要介護等認定者数の推移 

単位：人 

  平成 15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度

第１号被保険者数 46,541 47,001 47,882 49,264 50,131

平成 15 年からの増減率 1.0% 2.9% 5.9% 7.7%

 うち要介護等認定者数 7,597 7,907 8,052 8,162 8,270

 平成 15 年からの増減率 4.1% 6.0% 7.4% 8.9%

※各年度末 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１号被保険者数

要介護等認定者数

第１号被保険者数に占める

要介護等認定者数の割合 
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②給付費の推移 

平成 18 年度から平成 19 年度までの保険給付費は、2.8％増となっています。そのうち、施

設サービスの伸びが 3.8％増とやや大きくなっています。 

 

■給付費の推移 

単位：百万円 

計画期間 第２期 第３期 

年度 H15 H16 H17 H18 H19 

保険給付費 10,326 10,930 11,355 11,378 11,694

平成 18 年からの増減率  2.8%

居宅（介護予防）サービス 5,754 6,260 6,575 6,292 6,460

平成 18 年からの増減率  2.7%

地域密着型（介護予防）サービス － － － 494 510

平成 18 年からの増減率  3.2%

施設サービス 4,470 4,565 4,504 4,000 4,152

平成 18 年からの増減率  3.8%

保険給付費に対する施設サービスの

割合（％） 
43.3% 41.8% 39.7% 35.2% 35.5%
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（４）第 4 期計画での主要課題 

①介護予防に関すること 

○ アンケート調査によれば、介護予防という言葉は、８割以上の高齢者が周知しており、地域に

浸透しつつあると見受けられます。また、その必要性について、６割以上の人が必要性を感じ

ていることから、日ごろの意識的な取組みが行われるよう、介護予防の理解促進や取組みの機

会づくりに力を注ぐ必要があります。 

○ 平成 18 年 4 月の制度改正で、地域支援事業が創設され、介護保険財源の中で、特定高齢者施

策や一般高齢者施策が始まりました。これらの介護予防事業をより多くの方々に利用していた

だく必要があること、平成 20 年より特定高齢者の把握方法も変わり、これから事業実施が本

格化することから、介護予防の普及啓発や事業の参加促進に力を注ぐ必要があります。 

 

②地域ケアに関すること 

○ アンケート調査によれば、地域包括支援センターの周知度については、約５割の高齢者が知ら

ないと回答しています。地域包括支援センターは、身近な地域のワンストップ的な相談窓口機

能として、有用な情報の提供や関係機関への橋渡しなど、重要な役割を担っていくことから、

センター機能の充実、区民への定着を図っていく必要があります。 

○ 地域における多様な生活ニーズに対応していくためには、行政だけでなく、民間事業者、ボラ

ンティアや NPO 団体等、多様な提供主体が担い手となり、地域で支え合う仕組みづくりが必

要です。地域活動を活性化していく上でも、活動参加のきっかけづくりやコーディネート役を

育成するとともに、公共施設の有効利用や空き店舗などを利用した地域活動の拠点をつくるこ

とが重要です。 

○ 超高齢社会の到来に備え、災害時要援護者の把握、高齢者や障害のある人等の安全確保がより

重要となっています。在宅生活の拡大に伴い、日ごろからの関係機関等との連携体制づくり、

地域での安否確認・見守り体制の強化も求められています。 

 

③権利擁護に関すること 

○ アンケート調査によれば、成年後見制度の周知は、高齢者の場合で３割弱となっています。ひ

とり暮らし高齢者や認知症のある方が今後さらに増えていく中、本人の意思や権利を尊重しな

がら、さまざまな生活課題を解決していくことが必要です。そのためには、権利擁護の視点に

立ち、支援を行っていくことが求められています。 

 

④在宅介護に関すること 

○ アンケート調査によれば、サービス未利用者の場合、主な介護者の年齢は 75 歳以上が 3 割と

最も多く、また、５割以上が 65 歳以上となっています。介護者のストレスがたまり、また、

介護者の支えが弱くなっていく中で、在宅生活を続けていくためには、緊急時の受け入れ体制

や家族等介護者への支援、夜間や緊急時の訪問介護サービスといった要望が多くなっています。

在宅介護を支えるための各種サービスの充実が求められます。 
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（５）平成 26 年度における高齢者介護の姿および目標値等 

①将来人口と高齢者人口の推計 

平成17年～平成20年の総人口（住民基本台帳人口と外国人登録者を合わせた人数）を基に、

平成 21 年度から平成 26 年度までの豊島区の高齢者人口を推計しました。 

推計によると、高齢者人口は第 4 期の初年度（平成 22 年１月１日）で 51,203 人、平成

26 年度（平成 2７年１月１日）には 55,545 人となっており、５年間で約 4,342 人（8.5％

増）の増加が見込まれます。このうち、前期高齢者は 8.7％増、後期高齢者は 8.3％増と予測さ

れます。 

 

■豊島区の将来人口推計 

単位：人 

  第４期計画期間   

年度 平成 20 年度 平成21年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度

年月日 

平成 21 年

（2009 年） 

１月１日 

平成 22 年

（2010 年）

１月１日 

平成 23 年

（2011 年）

１月１日 

平成 24 年

（2012 年）

１月１日 

平成 25 年 

（2013 年） 

１月１日 

平成 26 年

（2014 年） 

１月１日 

平成 27 年

（2015 年）

１月１日 

高齢者 

65歳以上人口 
50,525 51,203 51,323 51,610 53,057 54,331 55,545

高齢化率 19.3% 19.4% 19.3% 19.3% 19.7% 20.1% 20.4%

平成22年からの増減率  0.2% 0.8% 3.6% 6.1% 8.5%

前期高齢者65～74歳 26,201 26,368 25,801 25,548 26,581 27,579 28,650

平成22年からの増減率  -2.2% -3.1% 0.8% 4.6% 8.7%

後期高齢者75歳以上 24,324 24,835 25,522 26,062 26,476 26,752 26,895

（対人口比） 9.3% 9.4% 9.6% 9.7% 9.8% 9.9% 9.9%

平成22年からの増減率  2.8% 4.9% 6.6% 7.7% 8.3%

40～64歳人口 82,517 83,704 85,464 86,981 87,637 88,501 89,421

総人口 261,286 263,439 265,434 267,311 269,046 270,686 272,262

資料：住民基本台帳人口に外国人登録人口を加えたものを総人口とし、H17～H20 の実績をもとに、コーホート

変化率法により推計した値 

※各年 1 月 1 日現在 
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■年齢別人口割合の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各年 1 月 1 日現在 

 

 

■高齢化率の推計 

単位：％ 

  
17 年 

（2005） 

21 年 

（2009） 

22 年 

（2010）

23 年 

（2011）

24 年 

（2012）

25 年 

（2013）

26 年 

（2014） 

27 年 

（2015）

豊島区 19.6 20.7 21.0 21.7 22.4 23.2 23.9 24.7

２３区 18.5 20.2 20.6 21.2 21.7 22.2 22.8 23.3

東京都 18.3 20.4 20.9 21.5 22.1 22.7 23.3 23.9

※各年の高齢化率は、平成 17 年国勢調査結果に基づき、東京都で予測した平成 22 年、平成 27 年の

各年 10 月１日時点の人口推計から算出した数値を補間した値 

出典：「東京都男女年齢（５歳階級）別人口の予測（平成 20 年３月）」 

（人）

261,286 263,439 265,434 267,311 269,046 270,686 272,262
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②第 1 号被保険者数の推計 

第１号被保険者数の将来推計は、第４期介護保険事業計画の初年度である平成21 年度に51,410

人、平成 23 年度に 51,936 人となっており、計画期間中で 526 人の増加が見込まれます。 

 

■第１号被保険者数の推計  

単位：人 

   20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度

第１号被保険者数 50,650 51,410 51,684 51,936 53,099 54,422 55,655

前期高齢者 65～74 歳 26,116 26,324 25,945 25,610 26,324 27,330 28,383

後期高齢者 75歳以上 24,534 25,086 25,739 26,326 26,775 27,092 27,272

※第 1 号被保険者には、外国人被保険者、住所地特例被保険者を含む 

※各年 10 月 1 日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各年 10 月 1 日現在 

 

（人）

26,116 26,324 25,945 25,610 26,324 27,330 28,383

24,534 25,086 25,739 26,326 26,775 27,092 27,272
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③要介護等認定者の推計 

要介護等認定者の将来推計は、第４期介護保険事業計画の初年度である平成21年度で8,816人、

平成 23 年度で 9,160 人と推計され、計画期間中に 344 人の増加が見込まれます。 

 

■要介護認定者数の推計 

単位：人 

   20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度

第１号被保険者 50,650 51,410 51,684 51,936 53,099 54,422 55,655

第１号被保険者の認定者 8,419 8,593 8,769 8,928 9,093 9,231 9,331

  要支援１ 1,047 1,047 1,045 1,041 1,036 1,030 1,018

  要支援２ 1,157 1,157 1,155 1,150 1,145 1,139 1,126

  要介護１ 1,072 1,071 1,071 1,065 1,063 1,054 1,042

  要介護２ 1,501 1,551 1,603 1,654 1,706 1,753 1,792

  要介護３ 1,511 1,562 1,614 1,663 1,715 1,762 1,802

  要介護４ 1,200 1,241 1,283 1,324 1,365 1,402 1,435

 要介護５ 931 964 998 1,031 1,063 1,091 1,116

第１号被保険者および 

第２号被保険者の認定者 
8,639 8,816 8,997 9,160 9,327 9,467 9,570

  要支援１ 1,064 1,064 1,063 1,059 1,054 1,048 1,037

  要支援２ 1,184 1,184 1,183 1,179 1,174 1,168 1,155

  要介護１ 1,094 1,094 1,093 1,088 1,086 1,078 1,066

  要介護２ 1,549 1,600 1,653 1,705 1,757 1,805 1,844

  要介護３ 1,556 1,608 1,661 1,710 1,763 1,810 1,851

  要介護４ 1,234 1,275 1,318 1,360 1,401 1,438 1,472

 要介護５ 958 991 1,026 1,059 1,092 1,120 1,145

※各年10月1日現在 
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■認定率の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※第 1 号被保険者の認定率＝第 1 号被保険者の認定者数÷第 1 号被保険者数 

（人）
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④施設サービス利用者の推計 

○要介護２以上に占める施設サービス利用者の推計 

豊島区では平成 20 年 10 月現在、要介護２～５の認定者（5,297 人）に占める施設サービス・

居住系サービスの利用者数（1,441 人）の割合は 27.2％となっており、国の参酌標準（要介護

２以上の認定者数に対する介護保険３施設および介護専用の居住系サービス利用者数の割合を平

成 26 年度には 37％以下とする）より低くなっています。 

※平成 26 年度の要介護２～５の認定者（6,312 人）、施設・居住系サービス利用者（1,432 人） 

第 4 期計画期間中、介護保険３施設と介護専用型の居住系サービスの利用者は増加を見込んで

います。ただし、要介護２～５の認定者の増加割合に比べて、利用者の増加割合は低くなってお

り、要介護２～５の認定者に占める施設サービス・居住系サービスの利用者数の割合は 26.0％ま

で減少するものと見込んでいます。平成 24 年度には介護療養型医療施設の廃止に伴い、介護保険

３施設の利用者が減少することで、施設サービス・居住系サービスの利用者は一時減少します。 

 

■要介護２以上に占める３施設＋グループホーム・介護専用型特定施設利用者割合の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度

３施設 1,326 1,340 1,353 1,394 1,272 1,291 1,305

居住系サービス 115 118 120 122 125 126 127

計 1,441 1,458 1,473 1,516 1,397 1,417 1,432

 

（人）
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○施設サービス利用者の重度者割合 

豊島区では平成 20 年 10 月現在、介護保険３施設の利用者全体に占める要介護４～５の割合

は 64.4％となっており、国の参酌標準（介護保険３施設利用者の合計数のうち、要介護４以上の

認定者数の合計数が占める割合を平成 26 年度には 70％以上とする）より重度者割合が低くなっ

ています。 

第４期計画期間中、介護保険３施設利用者の要介護４～５の割合は増加を続け、平成 23 年度

には 67.3％まで増加すると見込まれます。今後も引き続き軽・中度の要介護者の在宅での生活を

支援することによって、介護老人福祉施設と介護老人保健施設は重度の要介護者が利用する割合

が高くなるため、目標年度である平成 26 年度には国の参酌標準（70％以上）が達成される見通

しです。 

 

■介護保険３施設利用者に占める要介護４以上の推計 
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（１）介護保険サービスの種類と実施方針 

○ 介護保険制度によるサービス・事業には、介護保険法に定められている保険給付サービスのほ

か、区市町村が条例で定めて実施できる市町村特別給付（横出しサービス）や法定給付の支給

限度額を超える給付（上乗せサービス）、保健福祉事業および地域支援事業があります。 

○ 豊島区は、第１期から第３期の介護保険事業計画では、第１号被保険者の保険料負担等を考慮

して介護保険法に定められている保険給付サービスおよび地域支援事業のみとし、その他必要

なサービスは介護保険制度との整合を図りながら一般施策で実施していました。 

①介護給付 

○ 介護保険法第 40 条に定められる介護給付とは、居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス

費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、居宅介護福祉用具購入費、

居宅介護住宅改修費、居宅介護サービス計画費、特例居宅介護サービス計画費、施設介護サー

ビス費、特例施設介護サービス費、高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、特定

入所者介護サービス費、特例特定入所者介護サービス費の支給のことを指します。 

②予防給付 

○ 介護保険法第 52 条に定められる予防給付とは、介護予防サービス費、特例介護予防サービス

費、地域密着型介護予防サービス費、特例地域密着型介護予防サービス費、介護予防福祉用具

購入費、介護予防住宅改修費、介護予防サービス計画費、特例介護予防サービス計画費、高額

介護予防サービス費、高額医療合算介護予防サービス費、特定入所者介護予防サービス費、特

例特定入所者介護予防サービス費の支給のことを指します。 

③市町村特別給付 

○ 市町村特別給付は、介護保険法第 62 条に定められています。保険者である区市町村は、条例

で定めるところにより市町村特別給付を行うことができます。 

○ 市町村特別給付（横出しサービス）は、第１号被保険者の保険料を財源とするため高齢者の保

険料負担が増えることや、サービスの利用が要介護および要支援の認定を受けた方に限られる

ことなどから、豊島区では必要なサービスについては介護保険制度との整合を図りながら引き

続き一般施策で実施します。 

○ また、保険者である区市町村は、条例で定めるところにより、サービス費の区分支給限度基準

額に代えて、その額を超える額を当該区市町村におけるサービス費の区分支給限度基準額とす

ることができるとされています。市町村特別給付（上乗せサービス）について、支給限度額を

超える給付は、第１号被保険者の保険料を財源とするため、サービスの利用状況や高齢者の保

険料負担が増えることを考慮し、豊島区では実施しません。 

④保健福祉事業 

○ 保健福祉事業は、介護保険法第 115 条の 41 に定められています。保険者である区市町村は、

地域支援事業のほかに、要介護状態にある被保険者を現に介護する者の支援のために必要な事業

や、被保険者が要介護状態等になることを予防するために必要な事業等を行うことができます。

豊島区では、第 4 期計画期間に、要介護被保険者を現に介護する人を支援する等の保険福祉事

業を実施します。豊島区では、第 4 期計画期間に、要介護者および現に介護する人のリフレッ

シュ事業として、書籍、視聴覚資材（DVD、CD）等の貸与を行う「介護保険ライブラリー」を

設置します。 

介護保険サービスの充実 ３ 
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（２）介護給付等サービスの見込量およびその確保策 

介護給付等サービスの種類ごとの利用状況と、今後の居宅サービス、介護予防サービス、施設サー

ビスの見込量は、次のとおりです。 

 

①居宅サービス、介護予防サービス 

訪問介護、介護予防訪問介護 

【現状】 

○ 平成19年度の訪問介護の利用実績は対前年度比で93.1％、対計画比は83.4％となっており、

利用量（回数）、利用人数とも減少しています。 

【利用状況】 

訪問介護 単位 平成 18 年度 平成 19 年度 

事業計画 回/年 767,722 691,509

実績 回/年 619,697 577,009

計画比 ％ 80.7% 83.4%

前年度比 ％ 93.1%

延利用者数 人/年 31,378 27,561

前年度比 ％ 87.8%
 

介護予防訪問介護 単位 平成 18 年度 平成 19 年度 

事業計画 回/年 170,217 273,077

実績 回/年 

計画比 ％ - -

前年度比 ％ -

延利用者数 人/年 9,579 9,899

前年度比 ％ 103.3%

【今後の見込量】 

上段：サービス見込み量 下段：利用者数見込み 

事業名 単位 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

訪問介護 回/年 582,209 595,582 608,080

  人/年 26,925 27,426 27,875

介護予防訪問介護 回/年  

  人/年 10,093 10,262 10,351

合 計 回/年 582,209 595,582 608,080

  人/年 37,018 37,688 38,225

※小数第１位で四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。以下同じ。 
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訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護 

【現状】 

○ 平成 19 年度の訪問入浴介護の利用実績は対前年度比で 101.9％、対計画比は 88.0％となっ

ており、利用人数は減少していますが、利用量（回）は増加しました。 

○ 在宅介護を続けていく上で、中・重度の方の保健衛生の向上や、入浴介助に伴う介護者の負担

軽減が図られることなどから、サービスの必要性は高いと考えられます。 

【利用状況】 

訪問入浴介護 単位 平成 18 年度 平成 19 年度 

事業計画 回/年 17,726 18,149

実績 回/年 15,663 15,963

計画比 ％ 88.4% 88.0%

前年度比 ％ 101.9%

延利用者数 人/年 3,538 3,502

前年度比 ％ 99.0%
 

介護予防訪問入浴介護 単位 平成 18 年度 平成 19 年度 

事業計画 回/年 118 243

実績 回/年 51 0

計画比 ％ 43.2% -

前年度比 ％ -

延利用者数 人/年 6 0

前年度比 ％ -

【今後の見込量】 

上段：サービス見込み量 下段：利用者数見込み 

事業名 単位 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

訪問入浴介護 回/年 16,402 16,885 17,329

  人/年 3,680 3,804 3,919

介護予防訪問入浴介護 回/年 56 61 66

  人/年 10 11 12

合 計 回/年 16,458 16,946 17,395

  人/年 3,690 3,814 3,931
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訪問看護、介護予防訪問看護 

【現状】 

○ 平成19年度の訪問看護の利用実績は対前年度比で96.1％、対計画比は92.4％となっており、

利用人数、利用量（回数）とも減少しています。 

○ 自宅を訪問し、医師の指示のもとに行う療養上の世話や医療処置、診療の補助を行うサービス

です。今後、給付実績を分析するなどして需要を把握していく必要があります。 

【利用状況】 

訪問看護 単位 平成 18 年度 平成 19 年度 

事業計画 回/年 38,730 38,694

実績 回/年 37,188 35,739

計画比 ％ 96.0% 92.4%

前年度比 ％ 96.1%

延利用者数 人/年 6,976 6,356

前年度比 ％ 91.1%
 

介護予防訪問看護 単位 平成 18 年度 平成 19 年度 

事業計画 回/年 2,557 4,789

実績 回/年 734 1,309

計画比 ％ 28.7% 27.3%

前年度比 ％ 178.3%

延利用者数 人/年 248 349

前年度比 ％ 140.7%

【今後の見込量】 

上段：サービス見込み量 下段：利用者数見込み 

事業名 単位 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

訪問看護 回/年 38,315 39,660 40,795

  人/年 6,400 6,439 6,450

介護予防訪問看護 回/年 2,512 2,977 3,500

  人/年 468 529 594

合 計 回/年 40,827 42,637 44,295

  人/年 6,867 6,968 7,044
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訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション 

【現状】 

○ 平成 19 年度の訪問リハビリテーションの利用実績は対前年度比で 165.1％、対計画比は

222.1％となっており、利用人数、利用量（回数）とも増加しています。 

○ 自宅を訪問し、医師の指示に基づいて理学療法や作業療法などのリハビリテーションを行うサ

ービスです。今後、給付実績を分析するなどして需要を把握していく必要があります。 

【利用状況】 

訪問リハビリテーション 単位 平成 18 年度 平成 19 年度 

事業計画 回/年 2,150 2,090

実績 日/年 2,811 4,641

計画比 ％ 130.7% 222.1%

前年度比 ％ 165.1%

延利用者数 人/年 708 1,138

前年度比 ％ 160.7%
 

介護予防訪問 

リハビリテーション 
単位 平成 18 年度 平成 19 年度 

事業計画 回/年 130 240

実績 日/年 242 425

計画比 ％ 186.1% 177.1%

前年度比 ％ 175.6%

延利用者数 人/年 63 105

前年度比 ％ 166.7%

【今後の見込量】 

上段：サービス見込み量 下段：利用者数見込み 

事業名 単位 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

訪問リハビリテーション 日/年 6,327 7,548 8,916

  人/年 1,142 1,256 1,375

介護予防訪問リハビリテーション 日/年 229 255 282

  人/年 89 96 104

合 計 日/年 6,556 7,803 9,198

  人/年 1,230 1,352 1,479
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居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導 

【現状】 

○ 平成 19 年度の居宅療養管理指導の利用実績は対前年度比で 104.5％、対計画比は 124.2％

となっており、利用人数は増加しています。 

○ 医師、歯科医師、薬剤師などが自宅を訪問して療養上の管理および指導をするサービスです。

今後、給付実績を分析するなどして需要を把握していく必要があります。 

【利用状況】 

居宅療養管理指導 単位 平成 18 年度 平成 19 年度 

事業計画 人/月 662 638

実績 人/月 759 793

計画比 ％ 114.6% 124.2%

前年度比 ％ 104.5%

延利用者数 人/年 9,104 9,511

前年度比 ％ 104.5%
 

介護予防居宅療養管理指導 単位 平成 18 年度 平成 19 年度 

事業計画 人/月 50 92

実績 人/月 25 41

計画比 ％ 50.7% 44.7%

前年度比 ％ 162.2%

延利用者数 人/年 304 493

前年度比 ％ 162.2%

【今後の見込量】 

利用者数見込み 

事業名 単位 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

居宅療養管理指導 人/月 863 906 949

介護予防居宅療養管理指導 人/月 48 52 55

合 計 人/月 911 958 1,004
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通所介護（デイサービス）、介護予防通所介護 

【現状】 

○ 平成 19 年度の通所介護の利用実績は対前年度比で 109.4％、対計画比は 141.9％となって

おり、利用人数、利用量（回数）とも増加しています。 

【利用状況】 

通所介護 単位 平成 18 年度 平成 19 年度 

事業計画 回/年 110,905 107,677

実績 回/年 139,632 152,802

計画比 ％ 125.9% 141.9%

前年度比 ％ 109.4%

延利用者数 人/年 16,642 17,203

前年度比 ％ 103.4%
 

介護予防通所介護 単位 平成 18 年度 平成 19 年度 

事業計画 回/年 16,877 30,926

実績 回/年 

計画比 ％ - -

前年度比 ％ -

延利用者数 人/年 1,942 3,064

前年度比 ％ 157.8%

【今後の見込量】 

上段：サービス見込み量 下段：利用者数見込み 

事業名 単位 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

通所介護 回/年 171,921 190,325 209,579

  人/年 18,826 20,433 22,074

介護予防通所介護 回/年  

  人/年 4,468 5,414 6,444

合 計 回/年 171,921 190,325 209,579

  人/年 23,294 25,847 28,517
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通所リハビリテーション（デイケア）、介護予防通所リハビリテーション 

【現状】 

○ 平成 19 年度の通所リハビリテーションの利用実績は対前年度比で 97.2％、対計画比は

122.7％となっており、利用人数、利用量（回数）とも減少しています。 

【利用状況】 

通所リハビリテーション 単位 平成 18 年度 平成 19 年度 

事業計画 回/年 15,120 14,222

実績 回/年 17,948 17,444

計画比 ％ 118.7% 122.7%

前年度比 ％ 97.2%

延利用者数 人/年 2,593 2,544

前年度比 ％ 98.1%
 

介護予防通所 

リハビリテーション 
単位 平成 18 年度 平成 19 年度 

事業計画 回/年 1,623 3,033

実績 回/年 

計画比 ％ - -

前年度比 ％ -

延利用者数 人/年 275 479

前年度比 ％ 174.1%

【今後の見込量】 

上段：サービス見込み量 下段：利用者数見込み 

事業名 単位 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

通所リハビリテーション 回/年 19,887 21,537 23,252

  人/年 2,761 2,984 3,214

介護予防通所リハビリテーション 回/年  

  人/年 590 673 762

合 計 回/年 19,887 21,537 23,252

  人/年 3,351 3,657 3,976
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短期入所生活介護（ショートステイ）、介護予防短期入所生活介護 

【現状】 

○ 平成 19 年度の短期入所生活介護の利用実績は対前年度比で 112.8％、対計画比は 130.8％

となっており、利用人数、利用量（日数）とも増加しています。 

【利用状況】 

短期入所生活介護 単位 平成 18 年度 平成 19 年度 

事業計画 日/年 21,939 22,172

実績 日/年 25,711 29,003

計画比 ％ 117.2% 130.8%

前年度比 ％ 112.8%

延利用者数 人/年 3,401 3,727

前年度比 ％ 109.6%
 

介護予防短期入所生活介護 単位 平成 18 年度 平成 19 年度 

事業計画 日/年 468 906

実績 日/年 146 127

計画比 ％ 31.2% 14.0%

前年度比 ％ 87.1%

延利用者数 人/年 23 23

前年度比 ％ 99.5%

【今後の見込量】 

上段：サービス見込み量 下段：利用者数見込み 

事業名 単位 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

短期入所生活介護 日/年 32,745 35,812 39,043

  人/年 4,001 4,280 4,563

介護予防短期入所生活介護 日/年 94 87 76

  人/年 23 25 27

合 計 日/年 32,839 35,899 39,119

  人/年 4,024 4,305 4,590
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短期入所療養介護（医療ショートステイ）、介護予防短期入所療養介護 

【現状】 

○ 平成 19 年度の短期入所療養介護の利用実績は対前年度比で 104.7％、対計画比は 88.2％と

なっており、利用人数、利用回数とも増加しています。 

【利用状況】 

短期入所療養介護 単位 平成 18 年度 平成 19 年度 

事業計画 日/年 5,429 5,487

実績 日/年 4,621 4,837

計画比 ％ 85.1% 88.2%

前年度比 ％ 104.7%

延利用者数 人/年 589 652

前年度比 ％ 110.7%
 

介護予防短期入所療養介護 単位 平成 18 年度 平成 19 年度 

事業計画 日/年 116 224

実績 日/年 31 49

計画比 ％ 26.7% 21.9%

前年度比 ％ 158.1%

延利用者数 人/年 5 7

前年度比 ％ 138.1%

【今後の見込量】 

上段：サービス見込み量 下段：利用者数見込み 

事業名 単位 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

短期入所療養介護 日/年 5,804 6,248 6,723

  人/年 813 897 985

介護予防短期入所療養介護 日/年 28 18 5 

  人/年 5 3 1 

合 計 日/年 5,832 6,266 6,728

  人/年 817 900 986
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特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護 

【現状】 

○ 平成 19 年度の特定施設入居者生活介護の利用実績は対前年度比で 131.7％、対計画比は

135.9％と、計画を大きく上回っており、利用人数は増加しています。 

【利用状況】 

特定施設入居者生活介護 単位 平成 18 年度 平成 19 年度 

事業計画 人/月 234 251

実績 人/月 259 341

計画比 ％ 110.7% 135.9%

前年度比 ％ 131.7%

延利用者数 人/年 3,108 4,092

前年度比 ％ 131.7%
 

介護予防特定施設 

入居者生活介護 
単位 平成 18 年度 平成 19 年度 

事業計画 人/月 21 36

実績 人/月 12 31

計画比 ％ 57.6% 87.0%

前年度比 ％ 259.1%

延利用者数 人/年 145 376

前年度比 ％ 259.1%

【今後の見込量】 

利用者数見込み 

事業名 単位 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

特定施設入居者生活介護 人/月 414 422 429

介護予防特定施設入居者生活介護 人/月 53 54 55

合 計 人/月 467 476 484
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福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与 

【現状】 

○ 平成 19 年度の福祉用具貸与の利用実績は対前年度比で 90.3％、対計画比は 28.7％となって

おり、利用人数、利用量（件数）とも減少しています。 

【利用状況】 

福祉用具貸与 単位 平成 18 年度 平成 19 年度 

事業計画 件/年 101,766 96,071

実績 件/年 30,544 27,591

計画比 ％ 30.0% 28.7%

前年度比 ％ 90.3%

延利用者数 人/年 25,983 24,235

前年度比 ％ 93.3%
 

介護予防福祉用具貸与 単位 平成 18 年度 平成 19 年度 

事業計画 件/年 15,032 24,468

実績 件/年 1,186 1,926

計画比 ％ 7.9% 7.9%

前年度比 ％ 162.4%

延利用者数 人/年 1,944 1,893

前年度比 ％ 97.4%

【今後の見込量】 

上段：サービス見込み量 下段：利用者数見込み 

事業名 単位 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

福祉用具貸与 件/年  

  人/年 26,521 27,836 29,134

介護予防福祉用具貸与 件/年  

  人/年 2,758 3,197 3,671

合 計 件/年  

  人/年 29,279 31,033 32,805
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特定福祉用具販売（福祉用具購入費）、特定介護予防福祉用具販売 

【現状】 

○ 平成 19 年度の特定福祉用具販売の利用実績は対前年度比で 105.7％、対計画比は 98.2％と

なっており、利用件数は増加しています。 

【利用状況】 

特定福祉用具販売 単位 平成 18 年度 平成 19 年度 

事業計画 件/月 62 57

実績 件/月 53 56

計画比 ％ 85.5% 98.2%

前年度比 ％ 105.7%
 

特定介護予防福祉用具販売 単位 平成 18 年度 平成 19 年度 

事業計画 件/月 15 23

実績 件/月 8 13

計画比 ％ 53.3% 56.5%

前年度比 ％ 162.5%

【今後の見込量】 

サービス見込み量 

事業名 単位 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

特定福祉用具販売 人/月 74 78 81

特定介護予防福祉用具販売 人/月 18 20 21

合 計 人/月 92 97 102
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住宅改修費、介護予防住宅改修費 

【現状】 

○ 平成 19 年度の住宅改修費の利用実績は対前年度比で 90.5％、対計画比は 105.6％となって

おり、利用件数は減少しています。 

【利用状況】 

住宅改修費 単位 平成 18 年度 平成 19 年度 

事業計画 件/月 41 36

実績 件/月 42 38

計画比 ％ 102.4% 105.6%

前年度比 ％ 90.5%
 

介護予防住宅改修費 単位 平成 18 年度 平成 19 年度 

事業計画 件/月 17 24

実績 件/月 12 17

計画比 ％ 70.6% 70.8%

前年度比 ％ 141.7%

【今後の見込量】 

サービス見込み量 

事業名 単位 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

住宅改修費 人/月 42 44 46

介護予防住宅改修費 人/月 19 20 22

合 計 人/月 61 64 67
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居宅介護支援（ケアマネジメント）、介護予防支援 

【現状】 

○ 平成 19 年度の居宅介護支援の利用実績は対前年度比で 93.3％、対計画比は 104.7％となっ

ており、利用人数は減少しています。 

【利用状況】 

居宅介護支援 単位 平成 18 年度 平成 19 年度 

事業計画 人/月 3,946 3,439

実績 人/月 3,862 3,602

計画比 ％ 97.9% 104.7%

前年度比 ％ 93.3%
 

介護予防支援 単位 平成 18 年度 平成 19 年度 

事業計画 人/月 1,526 2,201

実績 人/月 995 1,094

計画比 ％ 65.2% 49.7%

前年度比 ％ 110.0%

【今後の見込量】 

利用者数見込み 

事業名 単位 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

居宅介護支援 人/月 3,753 3,939 4,126

介護予防支援 人/月 1,251 1,344 1,436

合 計 人/月 5,004 5,283 5,562
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②施設サービス 

介護老人福祉施設サービス（特別養護老人ホーム） 

【現状】 

○ 平成 19 年度の利用実績は対前年度比で 101.4％、対計画比は 96.9％でした。 

【利用状況】 

  単位 平成 18 年度 平成 19 年度 

事業計画 人/月 823 823

実績 人/月 787 797

計画比 ％ 95.6% 96.9%

前年度比 ％ 101.4%

【今後の見込量】 

利用者数見込み 

事業名 単位 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

介護老人福祉施設 人/月 823 840 855

 

 

介護老人保健施設サービス（老人保健施設） 

【現状】 

○ 平成 19 年度の利用実績は対前年度比で 103.0％、対計画比は 91.5％でした。 

【利用状況】 

  単位 平成 18 年度 平成 19 年度 

事業計画 人/月 357 357

実績 人/月 317 327

計画比 ％ 88.9% 91.5%

前年度比 ％ 103.0%

【今後の見込量】 

利用者数見込み 

事業名 単位 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

介護老人保健施設 人/月 335 341 348
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介護療養型医療施設サービス（療養病床等） 

【現状】 

○ 平成 19 年度の利用実績は対前年度比で 108.2％、対計画比は 88.0％でした。 

【利用状況】 

  単位 平成 18 年度 平成 19 年度 

事業計画 人/月 230 230

実績 人/月 187 202

計画比 ％ 81.3% 88.0%

前年度比 ％ 108.2%

【今後の見込量】 

利用者数見込み 

事業名 単位 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

介護療養型医療施設 人/月 182 172 162
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■介護保険サービスの実績 

▼居宅サービス 

平成 18 年度 平成 19 年度 

サービス種類 事業計画

Ａ 

実績 

Ｂ 

計画比 

Ｂ/Ａ（%）

事業計画 

Ａ' 

実績 

Ｂ' 

計画比 

Ｂ'/Ａ'

（%） 

訪問介護（回/年） 767,722 619,697 80.7% 691,509 577,009 83.4%

訪問入浴介護（回/年） 17,726 15,663 88.4% 18,149 15,963 88.0%

訪問看護（回/年） 38,730 37,188 96.0% 38,694 35,739 92.4%

訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ（回/年） 2,150 2,811 130.7% 2,090 4,641 222.1%

居宅療養管理指導（人） 662 759 114.6% 638 793 124.2%

通所介護 （回/年） 110,905 139,632 125.9% 107,677 152,802 141.9%

通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ（回/年） 15,120 17,948 118.7% 14,222 17,444 122.7%

短期入所生活介護（日/年） 21,939 25,711 117.2% 22,172 29,003 130.8%

短期入所療養介護（日/年） 5,429 4,621 85.1% 5,487 4,837 88.2%

特定施設入居者生活介護（人） 234 259 110.7% 251 341 135.9%

福祉用具貸与（件/年） 101,766 30,544 30.0% 96,071 27,591 28.7%

福祉用具購入費（件/月） 62 53 85.5% 57 56 98.2%

住宅改修費（件/月） 41 42 102.4% 36 38 105.6%

居宅介護支援（人） 3,946 3,862 97.9% 3,439 3,602 104.7%

 

▼施設サービス 

平成 18 年度 平成 19 年度 

サービス種類 事業計画

Ａ 

実績 

Ｂ 

計画比 

Ｂ/Ａ（%）

事業計画 

Ａ' 

実績 

Ｂ' 

計画比 

Ｂ'/Ａ'

（%） 

介護老人福祉施設 

（特別養護老人ホーム）（人） 
823 787 95.6% 823 797 96.9%

介護老人保健施設 

（老人保健施設）（人） 
357 317 88.9% 357 327 91.5%

介護療養型医療施設 

（療養病床等）（人） 
230 187 81.3% 230 202 88.0%
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▼予防給付 

平成 18 年度 平成 19 年度 

サービス種類 事業計画

Ａ 

実績 

Ｂ 

計画比 

Ｂ/Ａ（%）

事業計画 

Ａ' 

実績 

Ｂ' 

計画比 

Ｂ'/Ａ'

（%） 

介護予防訪問介護（回/年） 170,217 273,077 

介護予防訪問入浴介護（回/年） 118 51 43.2% 243 0 -

介護予防訪問看護（回/年） 2,557 734 28.7% 4,789 1,309 27.3%

介護予防訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ（回/年） 130 242 186.1% 240 425 177.1%

介護予防居宅療養管理指導（人） 50 25 50.7% 92 41 44.7%

介護予防通所介護 （回/年） 16,877 30,926 

介護予防通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ（回/年） 1,623 3,033 

介護予防短期入所生活介護（日/年） 468 146 31.2% 906 127 14.0%

介護予防短期入所療養介護（日/年） 116 31 26.7% 224 49 21.9%

介護予防特定施設入居者生活介護（人） 21 12 57.6% 36 31 87.0%

介護予防福祉用具貸与（件/年） 15,032 1,186 7.9% 24,468 1,926 7.9%

特定介護予防福祉用具販売（件/月） 15 8 53.3% 23 13 56.5%

介護予防住宅改修費（件/月） 17 12 70.6% 24 17 70.8%

介護予防支援（人） 1,526 995 65.2% 2,201 1,094 49.7%
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■居宅サービスの見込み 

サービス名 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

訪問介護         

  サービス見込量（回/年） 582,209 595,582 608,080 

  利用者数見込み（人/年） 26,925 27,426 27,875 

  利用者数見込み（人/月） 2,244 2,286 2,323 

訪問入浴介護       

  サービス見込量（回/年） 16,402 16,885 17,329 

  利用者数見込み（人/年） 3,680 3,804 3,919 

  利用者数見込み（人/月） 307 317 327 

訪問看護         

  サービス見込量（回/年） 38,315 39,660 40,795 

 利用者数見込み（人/年） 6,400 6,439 6,450 

  利用者数見込み（人/月） 533 537 537 

訪問リハビリテーション       

  サービス見込量（回/年） 6,327 7,548 8,916 

  利用者数見込み（人/年） 1,142 1,256 1,375 

  利用者数見込み（人/月） 95 105 115 

居宅療養管理指導       

  利用者数見込み（人/月） 863 906 949 

通所介護        

  サービス見込量（回/年） 171,921 190,325 209,579 

  利用者数見込み（人/年） 18,826 20,433 22,074 

  利用者数見込み（人/月） 1,569 1,703 1,839 

通所リハビリテーション       

  サービス見込量（回/年） 19,887 21,537 23,252 

  利用者数見込み（人/年） 2,761 2,984 3,214 

  利用者数見込み（人/月） 230 249 268 

短期入所生活介護       

  サービス見込量（日/年） 32,745 35,812 39,043 

  利用者数見込み（人/年） 4,001 4,280 4,563 

  利用者数見込み（人/月） 333 357 380 

短期入所療養介護       

  サービス見込量（日/年） 5,804 6,248 6,723 

  利用者数見込み（人/年） 813 897 985 

  利用者数見込み（人/月） 68 75 82 

特定施設入居者生活介護       

  利用者数見込み（人/月） 414 422 429 

福祉用具貸与       

  利用者数見込み（人/年） 26,521 27,836 29,134 

  利用者数見込み（人/月） 2,210 2,320 2,428 

特定福祉用具販売       

  サービス見込量（件/月） 74 78 81 

住宅改修費         

  サービス見込量（件/月） 42 44 46 

居宅介護支援       

  利用者数見込み（人/月） 3,753 3,939 4,126 
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■施設サービスの見込み 

サービス名 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

介護老人福祉施設サービス       

  利用者数見込み（人/月） 823 840 855 

介護老人保健施設サービス       

  利用者数見込み（人/月） 335 341 348 

介護療養型医療施設サービス       

  利用者数見込み（人/月） 182 172 162 
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■介護予防サービスの見込み 

サービス名 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

介護予防訪問介護       

 利用者数見込み（人/年） 10,093 10,262 10,351 

 利用者数見込み（人/月） 841 855 863 

介護予防訪問入浴介護       

 サービス見込量（回/年） 56 61 66 

 利用者数見込み（人/年） 10 11 12 

 利用者数見込み（人/月） 1 1 1 

介護予防訪問看護       

 サービス見込量（回/年） 2,512 2,977 3,500 

 利用者数見込み（人/年） 468 529 594 

 利用者数見込み（人/月） 39 44 49 

介護予防訪問リハビリテーション       

 サービス見込量（回/年） 229 255 282 

 利用者数見込み（人/年） 89 96 104 

 利用者数見込み（人/月） 7 8 9 

介護予防居宅療養管理指導       

 利用者数見込み（人/月） 48 52 55 

介護予防通所介護       

 利用者数見込み（人/年） 4,468 5,414 6,444 

 利用者数見込み（人/月） 372 451 537 

介護予防通所リハビリテーション       

 利用者数見込み（人/年） 590 673 762 

 利用者数見込み（人/月） 49 56 64 

介護予防短期入所生活介護       

 サービス見込量（日/年） 94 87 76 

 利用者数見込み（人/年） 23 25 27 

 利用者数見込み（人/月） 2 2 2 

介護予防短期入所療養介護       

 サービス見込量（日/年） 94 87 76 

 利用者数見込み（人/年） 23 25 27 

 利用者数見込み（人/月） 2 2 2 

介護予防特定施設入居者生活介護       

 利用者数見込み（人/月） 53 54 55 

介護予防福祉用具貸与       

 利用者数見込み（人/年） 2,758 3,197 3,671 

 利用者数見込み（人/月） 230 266 306 

特定介護予防福祉用具販売       

 サービス見込量（件/月） 18 20 21 

介護予防住宅改修費       

 サービス見込量（件/月） 19 20 22 

介護予防支援       

 利用者数見込み（人/月） 1,251 1,344 1,436 
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（３）日常生活圏域の設定 

①日常生活圏域設定の考え方 

第４期介護保険事業計画の策定に当たっては、第３期で設定した「日常生活圏域」を継承し、

より区民の日常生活に浸透していくよう、その周知を図るとともに、日常生活圏域における地域

密着型サービスを中心とした介護基盤を計画的に整備していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②日常生活圏域と社会資源 

日常生活圏域は、東部地区、中央地区、西部地区の３か所です。 

 

■日常生活圏域の区域 

 

 

 

地 区 区域（町丁目） 

東部地区 駒込１～７、巣鴨１～５、西巣鴨１～４、北大塚１・２、南大塚１～３ 

中央地区 
北大塚３、上池袋１～４、東池袋１～５、南池袋１～４、西池袋１～５、  

池袋１～４、池袋本町１～４、雑司が谷１～３、高田１～３、目白１～５ 

西部地区 南長崎１～６、長崎１～６、千早１～４、要町１～３、高松１～３、千川１・２

【豊島区における日常生活圏域の設定方針】 

●既存の保健福祉センターや在宅介護支援センター、民生・児童委員協議会の地区などとで

きる限り整合性を図る。 

●介護基盤整備の単位として考えた場合、比較的面積規模の小さい豊島区をあまり細かく分

割すると、民間事業者などの整備誘導が難しくなる点を考慮し、介護基盤整備に柔軟性を

もたせるため、やや広めに日常生活圏域を設定する。 

●ひとつの日常生活圏域に複数の地域包括支援センターを設置することで、身近な相談支援

体制を継続させる。 



186 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■高齢者人口 

  東部地区 中央地区 西部地区 総計 

12,969 人 21,940 人 14,552 人 49,461 人
第１号被保険者数 （Ａ） 

（26.2%） （44.4%） （29.4%） （100.0%）

1,985 人 3,430 人 2,410 人 7,825 人要介護（要支援）認定者数 

（第１号被保険者のみ） （Ｂ） （25.4%） （43.8%） （30.8%) （100.0%）

要介護認定率 （Ｂ÷Ａ） 15.31% 15.63% 16.56% 15.82%

※平成 20 年３月 31 日現在（ただし住所地特例を除く） 
 

■社会福祉資源一覧 

  東部地区 中央地区 西部地区 総計 

地域包括支援センター 2 4 2 8

通所介護（デイサービス） 8 12 7 27

通所リハビリ（デイケア） 0 4 1 5

短期入所生活介護（ショートステイ） 1 4 3 8

短期入所療養介護（ショートステイ） 0 3 0 3

認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 3 2 3 8

特定施設入居者生活介護 1 0 1 2

介護老人福祉施設 （特別養護老人ホーム） 1 4 3 8

介護老人保健施設 0 2 0 2

介護療養型医療施設 1 1 0 2

総計 17 36 20 73

※平成 20 年 10 月１日現在 

日常生活圏域 

西部地区

東部地区

中央地区

  ◎ 保健福祉センター

西部地区

東部地区

中央地区

  ◎ 保健福祉センター
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（４）地域密着型サービスの見込量およびその確保策 

今後の地域密着型（介護予防）サービスの見込量は、次のようになっています。 

夜間対応型訪問介護 

【現状】 

○ 豊島区では平成 19 年２月１日に１事業所が開設されました。平成 19 年度の利用実績は 165

人、対計画比は 7.4%でした。 

【利用状況】 

夜間対応型訪問介護 単位 平成 18 年度 平成 19 年度 

事業計画 人/年 1,178 2,242

実績 人/年 0 165

計画比 ％ - 7.4%

前年度比 ％ -

延利用者数 人/年 0 165

前年度比 ％ -

【今後の見込量】 

夜間対応型訪問介護 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度

利用者数見込み （人/年） 豊島区 468 649 835

  東部地区 116 161 208

  中央地区 207 287 369

  西部地区 145 201 258
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小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護 

【現状】 

○ 豊島区では平成 19 年９月１日に１事業所が開設されました。平成 19 年度の小規模多機能型

居宅介護の利用実績は 31 人、対計画比は 39.2%でした。 

【利用状況】 

小規模多機能型居宅介護 単位 平成 18 年度 平成 19 年度 

事業計画 人/年 41 79

実績 人/年 0 31

計画比 ％ - 39.2%

前年度比 ％ -

延利用者数 人/年 0 31

前年度比 ％ -
 

介護予防小規模多機能型居宅介護 単位 平成 18 年度 平成 19 年度 

事業計画 人/年 1 4

実績 人/年 0 0

計画比 ％ - -

前年度比 ％ -

延利用者数 人/年 0 0

前年度比 ％ -

【今後の見込量】 

小規模多機能型居宅介護 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度

利用者数見込み （人/月） 豊島区 33 34 35

  東部地区 8 9 9

  中央地区 15 15 15

  西部地区 10 10 11
 

介護予防小規模多機能型居宅介護 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度

利用者数見込み （人/月） 豊島区 0 0 0

  東部地区 0 0 0

  中央地区 0 0 0

  西部地区 0 0 0
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認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護 

【現状】 

○ 平成 19 年度の認知症対応型通所介護の利用実績は対前年度比で 103.5％、対計画比は

94.9％となっており、利用人数、利用回数とも増加しています。 

【利用状況】 

認知症対応型通所介護 単位 平成 18 年度 平成 19 年度 

事業計画 回/年 22,459 22,199

実績 回/年 20,352 21,061

計画比 ％ 90.6% 94.9%

前年度比 ％ 103.5%

延利用者数 人/年 2,220 2,304

前年度比 ％ 103.8%
    

介護予防認知症対応型通所介護 単位 平成 18 年度 平成 19 年度 

事業計画 回/年 902 1,572

実績 回/年 132 103

計画比 ％ 14.6% 6.6%

前年度比 ％ 78.0%

延利用者数 人/年 24 12

前年度比 ％ 50.0%

【今後の見込量】 

認知症対応型通所介護 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度

サービス見込量 （回/年） 豊島区 21,904 23,381 24,605

  東部地区 5,447 5,814 6,118

  中央地区 9,691 10,345 10,887

  西部地区 6,766 7,222 7,600

利用者数見込み （人/年） 豊島区 2,560 2,668 2,743

  東部地区 636 663 682

  中央地区 1,133 1,181 1,214

  西部地区 791 824 847
     

介護予防認知症対応型通所介護 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度

サービス見込量 （回/年） 豊島区 111 110 110

  東部地区 30 30 30

  中央地区 47 47 47

  西部地区 34 33 33

利用者数見込み （人/年） 豊島区 15 15 15

  東部地区 4 4 4

  中央地区 6 6 6

  西部地区 5 5 5
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認知症対応型共同生活介護（グループホーム）、介護予防認知症対応型共同生活介護 

【現状】 

○ 平成 19 年度の認知症対応型共同生活介護の利用実績は、区外のグループホーム利用人数減少

のため、対前年度比で 90.3％、対計画比は 80.1％となっています。これは地域密着型サー

ビスの制度上、区外のグループホームを原則として利用できないためであり、区内における需

要は今後も増えるものと見込み、整備を図ります。 

【利用状況】 

認知症対応型共同生活介護 単位 平成 18 年度 平成 19 年度 

事業計画 人/月 108 107

実績 人/月 95 86

計画比 ％ 88.0% 80.1%

前年度比 ％ 90.3%

延利用者数 人/年 1,140 1,029

前年度比 ％ 90.3%
    

介護予防認知症対応型共同生活介護 単位 平成 18 年度 平成 19 年度 

事業計画 人/月 10 20

実績 人/月 1 1

計画比 ％ 10.0% 5.4%

前年度比 ％ 108.3%

延利用者数 人/年 12 13

前年度比 ％ 108.3%

【今後の見込量】 

認知症対応型共同生活介護 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度

利用者数見込み （人） 豊島区 1,212 1,236 1,260

  東部地区 301 307 313

  中央地区 536 547 558

  西部地区 375 382 389
     

介護予防認知症対応型共同生活介護 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度

利用者数見込み （人） 豊島区 12 12 12

  東部地区 3 3 3

  中央地区 5 5 5

  西部地区 4 4 4
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地域密着型特定施設入居者生活介護 

【現状】 

○ 地域密着型特定施設入居者生活介護事業所は豊島区内に所在しません。 

【利用状況】 

【今後の見込量】 

地域密着型特定施設入居者生活介護 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度

利用者数見込み （人） 豊島区 0 0 0

  東部地区 0 0 0

  中央地区 0 0 0

  西部地区 0 0 0

 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

【現状】 

○ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所は豊島区内に所在しません。 

【利用状況】 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 単位 平成 18 年度 平成 19 年度 

事業計画 人/月 0 0

実績 人/月 0 0

計画比 ％ - -

前年度比 ％ -

延利用者数 人/年 0 0

前年度比 ％ -

【今後の見込量】 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度

利用者数見込み （人） 豊島区 0 0 348

  東部地区 0 0 87

  中央地区 0 0 154

  西部地区 0 0 107

 

地域密着型特定施設入居者生活介護 単位 平成 18 年度 平成 19 年度 

事業計画 人/月 0 0

実績 人/月 0 0

計画比 ％ - -

前年度比 ％ -

延利用者数 人/年 0 0

前年度比 ％ -
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施設・居住系サービスの必要利用定員総数 

地域密着型サービスのうち、施設・居住系サービスの見込量の確保に向けて、区および日常生活

圏域ごとの必要利用定員総数を次のように設定しました。 

●区全域および日常生活圏域ごとの必要利用定員総数 

サービス名 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度

豊島区 88 106 115認知症対応型共同生活介護 

（人/月） 
東部地区 27 27 27

必要利用定員総数※ 中央地区 40 49 58

  西部地区 21 30 30

豊島区 0 0 0地域密着型特定施設 

入居者生活介護 

（人/月） 東部地区 0 0 0

必要利用定員総数 中央地区 0 0 0

  西部地区 0 0 0

豊島区 0 0 29地域密着型介護老人福祉施設 

入所者生活介護 

（人/月） 東部地区 0 0 7

必要利用定員総数 中央地区 0 0 13

  西部地区 0 0 9

※この数値には平成20年11月現在未整備の施設の定員も含みます。 
 

 

地域密着型サービスの適正な運営の確保に向けて 

地域密着型サービスの適正な運営を確保するため、サービスの運営に関する委員会の開催を今後

とも継続します。委員会では、サービスの指定や指定基準および介護報酬を協議するとともに、サ

ービスの質の確保や運営評価等もあわせて協議します。 

運営委員会の構成員は、被保険者、介護サービス利用者、介護サービス等の事業者、保健・医療・

福祉関係者、学識経験者などです。 
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（５）地域密着型サービスの基盤整備予定数 

 

サービス名 既存施設数 21 年度 22 年度 23 年度 
21～23年度

合計 

夜間対応型訪問介護 豊島区 1 か所   0 か所

  東部地区   

  中央地区   

  西部地区   

小規模多機能型居宅介護 豊島区 1 か所 20 人 2か所 50人 2か所 50人 
4 か所

100 人

  東部地区 1か所25人  1か所 25人

  中央地区 1 か所 20 人  1か所 25人 1か所 25人

  西部地区 1か所25人 1か所 25人 2か所 50人

認知症対応型通所介護 豊島区 9か所 120人   0 か所

  東部地区 2 か所 24 人   0 か所

  中央地区 4 か所 48 人   0 か所

  西部地区 3 か所 48 人   0 か所

認知症対応型共同生活介護 豊島区 8 ﾕﾆｯﾄ 64 人 1 ﾕﾆｯﾄ 9 人 2 ﾕﾆｯﾄ 18人 1 ﾕﾆｯﾄ 9 人 4 ﾕﾆｯﾄ 36人

  東部地区 3 ﾕﾆｯﾄ 27 人 1 ﾕﾆｯﾄ 9 人  1 ﾕﾆｯﾄ 9 人

  中央地区 2 ﾕﾆｯﾄ 16 人 1 ﾕﾆｯﾄ 9 人  1 ﾕﾆｯﾄ 9 人 2 ﾕﾆｯﾄ 18人

  西部地区 3 ﾕﾆｯﾄ 21 人 1 ﾕﾆｯﾄ 9 人  1 ﾕﾆｯﾄ 9 人

地域密着型特定施設入居者 

生活介護 
豊島区 0 か所   0 か所

  東部地区   

  中央地区   

  西部地区   

豊島区 0 か所  1 か所 1 か所地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護 
東部地区   

  中央地区   

  西部地区  1 か所 1 か所

※小規模多機能型居宅介護の人数は登録者数 

 介護予防地域密着型サービスを含む 

 地域密着型サービスの年間利用者見込み量および既存の施設数を基に算出 

 既存施設数については、平成 20 年 11 月末現在（第 3 期中に整備予定の施設は除く。） 
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（１）地域支援事業の概要 

①目 的 

要介護状態に陥るおそれの高い方（虚弱高齢者）等の生活機能の低下を防ぎ、介護等が必要に

なる状態を予防するとともに、要介護状態等になっても可能な限り地域において自立した日常生

活を営むことができるように、地域における包括的・継続的なケアマネジメントを推進すること

を目的とした事業です。 

 

②事業内容 

必 須 事 業 任 意 事 業 

介護予防事業 包括的支援事業 その他の任意事業 

 

■介護予防のスクリーニング 

の実施 

 （介護予防生活機能チェック

事業） 

 

■要支援・要介護になるおそれ

の高い者に介護予防サービ

スを提供 

 （特定高齢者施策） 

 

■全高齢者を対象とする介護 

 予防事業 

 （一般高齢者施策） 

 

 

 

■介護予防マネジメント事業 

 

 

■地域の総合相談・支援 

 

 

■高齢者への虐待防止の 

 早期発見等権利擁護 

 

■包括的・継続的マネジメント

  

 

■介護給付適正化事業 

 

 

■家族介護支援事業 ほか 

 

≪財源≫ 

第 1 号保険料   20％ 

第 2 号保険料   30％ 

国        25％ 

都       12.50％ 

区       12.50％ 

 

 

≪財源≫ 

第 1 号保険料      20％ 

国                 40％ 

都                 20％ 

区                 20％ 

 

 

地域支援事業等の整備 ４ 



195 

（２）地域支援事業の見込量とその確保策 

今後の、地域支援事業における各事業の見込量は次のようになっています。 

介護予防事業については、長寿健康診査や特定健康診査等を通して特定高齢者を選定し、個別介護

予防リスクに対応できる各種介護予防プログラムを整備しています。第４期計画では、介護予防事業

終了者の自主グループ化や介護予防ボランティア育成など地域に根ざした介護予防の展開をめざし

ます。 

①介護予防事業 

介護予防普及啓発事業 

【事業の内容】 

○ 「としま・おたっしゃ相談」「としま・おたっしゃ応援団」の実施。 

○ 介護予防講演会・イベントの実施。 

○ 介護予防パンフレットの作成。 

○ ホームページの充実。 

○ 区報への特集・シリーズ記事の掲載。 

○ メールマガジンの配信。 

○ 介護予防講座の開催。 

【今後の見込量】 

事業名 単位 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

介護予防普及啓発事業 

（介護予防講座等） 
回/年 12 15 18

 

介護予防生活機能チェック事業 

【事業の内容】 

○ 要介護リスク（老化のサイン）を早期に発見し対処するため、長寿健診や特定健診等において

「介護予防のための生活機能評価」を用い、スクリーニング（対象者選定）を実施します。 

【今後の見込量】 

事業名 単位 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

介護予防生活機能チェック事業 件/年 30,000 30,500 31,000
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運動機能の向上プログラム 

【事業の内容】 

▼高齢者マシントレーニング事業 

○ 高齢者用トレーニングマシンを使用し、要介護ハイリスクの高齢者へ個別プログラムに基づく

運動を行うことで身体機能を高め、要介護状態に陥ることを防ぎます。 

▼高齢者筋力アップ教室 

○ 転倒ハイリスクの高齢者へ、転倒予防に効果的な下肢筋力のアップに効果的な運動を行うこと

で、バランス能力や歩行能力を改善し転倒しない身体づくりをめざします。 

【今後の見込量】 

事業名 単位 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

運動機能の向上プログラム 

（延べ人数） 
人/年 5,300 5,750 6,200

 

認知症予防プログラム 

【事業の内容】 

▼脳イキイキ教室 

○ 簡単な読み書きや計算を行うことで、脳を活性化し、認知症の予防をめざします。 

▼地域型認知症予防事業（認知症予防教室） 

○ 旅行や料理などのグループ活動と運動を通じて、脳を活性化し、認知症の予防をめざします。 

【今後の見込量】 

事業名 単位 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

認知症予防プログラム 

（延べ人数） 
人/年 960 1,040 1,120

 

低栄養改善プログラム 

【事業の内容】 

○ 低栄養ハイリスクの特定高齢者を中心に、栄養相談・指導および調理指導を行い、低栄養状態

の改善を図るとともに自立生活を支援します。 

【今後の見込量】 

事業名 単位 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

低栄養改善プログラム 

（訪問型） 
人/年 40 45 50
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口腔ケアプログラム 

【事業の内容】 

○ 口腔機能が低下している特定高齢者に対し、歯科衛生士が咀しゃく、嚥下、口腔衛生について

実技指導を行い、おいしく食事ができる口腔環境を支援します。 

【今後の見込量】 

事業名 単位 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

口腔ケアプログラム 

（訪問型） 
人/年 90 105 120

 

高齢者元気あとおし事業 

【事業の内容】 

○ 高齢者の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の社

会参加・地域貢献を奨励・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。 

【今後の見込量】 

事業名 単位 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

高齢者元気あとおし事業 人/年 200 250 300

 

地域介護予防活動支援事業 

【事業の内容】 

○ 介護予防ボランティア（地域支え合いサポーター）や介護予防地域活動組織（介護予防事業終

了者自主グループ活動）を育成し、活動を支援します。 

【今後の見込量】 

事業名 単位 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

地域介護予防活動支援事業 

（地域支え合いサポーター数） 
人/年 35 40 45
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閉じこもり・うつ予防プログラム 

【事業の内容】 

○ 在宅で生活する高齢者に対して保健師や看護師などが訪問し、筋力向上やうつ予防、認知症予

防などの指導や保健医療福祉関係者との連絡調整を行います。 

○ 予防の必要な高齢者のうち通所型介護予防事業に参加できない高齢者に対して、３か月程度の

訪問によるプログラム提供を行います。 

【今後の見込量】 

事業名 単位 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

閉じこもり・うつ予防プログ

ラム 
回/年 200 200 200

 

 

②包括的支援事業 

地域包括支援センターが包括的に取り組む業務として、以下の事業があげられます。 

 

介護予防マネジメント事業 

▼介護予防マネジメント事業 

【事業の内容】 

○ 要介護状態になることをできるかぎり予防するために、必要な人にアセスメントに基づいた心

身の自立性向上の見込めるプランを作成し、サービス利用効果をモニタリングして評価するト

ータルなマネジメントを行います。 

【今後の見込量】 

事業名 単位 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

介護予防マネジメント事業

（特定高齢者連絡件数） 
人/年 1,600 1,600 1,600

 

○ 介護予防事業の供給量と介護予防生活機能チェック事業等の対象者数から見込量を算定していま

す。 

【実施方法等】 

○ 対象者の把握（特定高齢者把握事業・要介護認定非該当者・関係機関からの連絡・実態把握）。 

○ 介護予防アセスメントの実施（訪問）。 

○ 介護予防プランの作成（必要に応じサービス担当者会議を開催）。 

○ 介護予防プランのモニタリングおよび評価。 
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総合相談支援事業 

▼総合相談事業 

【事業の内容】 

○ 地域包括支援センターでは、地域の高齢者やその家族からの各種相談に対して専門職種が幅広

く総合的に応じ、多面的支援を行います。 

【今後の見通し】 

○ 高齢者人口の増加と在宅生活の多様なニーズに呼応して、相談件数の増加が予想されます。 

【相談内容】 

○ 介護保険認定申請等相談・受付。 

○ 介護保険外の生活支援サービス相談・受付・調整。  

○ 介護予防に関する相談・受付・調整。  

○ 高齢者福祉に関する地域社会資源の情報提供。 

○ 在宅生活に関する相談等。 

▼高齢者実態把握事業 

【事業の内容】 

○ 地域の高齢者の家庭を積極的に訪問して生活実態やニーズ等を把握し、必要なサービスにつな

げ、在宅生活を支援します。 

○ 特定高齢者把握事業から把握。 

○ 要介護等認定者でサービス未利用者から把握。 

○ 高齢者実態調査から把握。 

○ 地域関係者や近隣の情報から把握。 

【今後の見込量】 

事業名 単位 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

高齢者実態把握事業 件/年 10,500 11,000 11,500

※介護予防マネジメントを充実していく上で在宅生活の把握は必須であり、高齢者人口の増加に伴い

実態把握件数は増加していくと思われます。 



200 

 

権利擁護事業 

▼高齢者権利擁護相談事業 

【事業の内容】 

○ 高齢者に対する虐待や権利擁護に関する相談や対応を行います。 

【今後の見通し】 

○ 高齢者虐待防止法が制定され、虐待をはじめとする権利擁護に関する相談や対応は増えていく

と思われます。 

【実施内容等】 

○ 高齢者やその家族からの権利擁護の相談受付。 

○ 早期発見・見守りのための地域ネットワーク（地区懇談会）づくり。 

○ 成年後見制度の利用方法の説明、申し立て手続き支援。 

○ 成年後見制度の利用困難者について、区長申し立てに向けた支援。 

▼地域ネットワーク（地区懇談会）事業 

【事業の内容】 

○ 高齢者の権利擁護や虐待に関する早期発見・見守りの地域ネットワークづくりを行います。 

【今後の見込量】 

事業名 単位 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

地域ネットワーク事業 

（地区懇談会） 
回/年 32 32 32

※地域包括支援センター８か所の合計回数。 

【実施方法等】 

○ 地区懇談会の開催回数で見込みを算定しています。 

○ 地域の民生委員や相談員等の関係者が集まり、地区懇談会を開催し、虐待を防ぐ予防的ネット

ワークを構築・運用していきます。 
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包括的・継続的支援事業 

▼ケアマネジャー支援相談事業 

【事業の内容】 

○ 日常的個別相談・支援困難ケースに関してケアマネジャーへの助言を行います。 

○ ケアマネジャーの地域ネットワークづくりの支援を行います。 

【今後の見通し】 

○ 地域のケアマネジャーの対人援助技術の向上のために、継続的な支援が必要であると思われます。 

【相談内容】 

○ 業務プロセス相談。 

○ サービス担当者会議開催への助言。 

○ 困難ケースの対応についての指導、助言。 

○ 地域関係者との連携の取り方。 

○ 地域社会資源の情報提供。 

▼ケア会議の開催 

【事業の内容】 

○ 地域の関係者が集まり、支援困難ケースの対応方法について検討します。 

【今後の見込量】 

事業名 単位 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

ケア会議の開催 回/年 100 100 100

※地域包括支援センター８か所の合計回数。 
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③任意事業 

介護給付適正化事業 

▼給付適正化対策事業 

【事業の内容】 

○ サービス利用者数が増加するなど制度が定着しつつある一方で、提供されるサービスについて

その必要性や効果に疑問を持たざるを得ないもの、また、事業者による不正請求や制度の趣旨

から見て不適正ないし不正な事例が散見されます。このような状況の中で、サービスの質の向

上や費用の適正化および介護サービス利用者の保護を図るため、介護サービス調査員等がサー

ビス事業者に対して調査および指導を実施します。 

○ 介護給付適正化システム・東京都モニタリングシステム・国保連合会介護給付適正化システム

を活用して不適正事業者を抽出した後、その事業者のサービス利用者宅を介護サービス調査員

が訪問し調査します。訪問調査あるいは相談苦情等により不適正サービス提供等が確認できた

事業者に対しては指導を行います。 

○ 今後においても、「東京都介護給付適正化プログラム」を踏まえ、要介護認定の適正化・ケア

マネジメント等の適切化・事業所のサービス提供体制および介護報酬請求の適正化・被保険者

への説明の充実に係る 12 事業に取り組みます。 

 ※12 事業…①認定調査員研修、②要介護認定調査を委託した場合の調査結果の点検、③公正・適正な要介

護認定、④福祉用具購入・住宅改修に係る利用者宅訪問調査、⑤事業者に対する指導・監査、⑥事業者への

支援、⑦介護給付費通知、⑧給付適正化アンケート、⑨苦情・通報情報の適切な把握・分析及び迅速な対応、

⑩縦覧点検、⑪新たな給付適正化システムの導入、⑫被保険者向けパンフレットの作成・配布 

【今後の見込量】 

事業名 単位 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

事業者に対する指導・監査 件/年 70 80 90

▼介護相談員事業 

【事業の内容】 

○ 介護相談員が居宅や施設等介護サービスの提供の場を訪問して、利用者とその家族から潜在化

している相談・苦情を聞き取り、必要に応じてサービス事業者に問題解決を働きかけるなど、

サービスの改善、質の向上および円滑な提供を図ります。 

○ 利用者とその家族等の相談の機会を充実するため、介護相談員の育成を着実に図り、各地域に

バランスの取れた配置をめざします。また、介護相談員受け入れ施設の拡大を図ります。 

【今後の見込量】 

事業名 単位 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

介護相談員事業 件/年 730 730 730
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▼介護保険事業者連絡会事業 

【事業の内容】 

○ 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。 

○ 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、

区の役割を検討します。 

【今後の見込量】 

事業名 単位 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

介護保険事業者連絡会事業 回/年 6 6 6

 

家族介護支援事業 

▼徘徊高齢者位置情報サービス利用料助成事業 

【事業の内容】 

○ 徘徊行動が見られる認知症高齢者の安全を確保するとともに、介護者の負担軽減を図るため、

ＰＨＳネットワークを利用した探知システムを導入し、必要な利用料の一部を助成します。 

【今後の見込量】 

事業名 単位 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

徘徊高齢者位置情報サービス利

用料助成事業（延助成件数） 
件/年 120 120 120

▼家族介護慰労事業 

【事業の内容】 

○ 豊島区が行う介護保険の被保険者であって、重度で低所得世帯の在宅介護要介護者を現に介護

している家族に対して、家族介護慰労金を支給することにより、その家族の慰労に寄与すると

ともに、要介護者の在宅生活の継続、向上を図ることを目的としています。（支給にあたって

は、要介護度・所得状況〈住民税非課税世帯〉、介護サービス利用状況等の要件があります。） 

【今後の見込量】 

事業名 単位 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

家族介護慰労事業 件/年 3 3 3
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▼紙おむつ支給事業 

【事業の内容】 

○ 在宅の要介護認定者（要介護４以上）で、失禁状態のため紙おむつを必要とする方に対して、

一定の範囲で支給することにより、介護者の負担を軽減します。（支給にあたっては、所得状

況等の要件があります。） 

【今後の見込量】 

事業名 単位 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

紙おむつ支給事業 

（登録見込人数） 
人/年 320 360 400

 

その他の事業 

▼成年後見制度利用支援事業 

【事業の内容】 

○ 地域包括支援センター等の相談を通じ、制度の利用が必要であるが申立ての困難な方に対し、

区長申立てにより支援します。 

○ 制度の普及啓発のための講演会等を実施します。 

【今後の見込量】 

事業名 単位 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

成年後見制度利用支援事業 件/年 10 11 12

※区長申立て件数 

▼介護予防マネジメント強化事業 

【事業の内容】 

○ アセスメントから評価までの一連の介護予防マネジメントを確実に行うことができるよう、地

域包括支援センター職員の育成を行います。 

【今後の見込量】 

事業名 単位 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

介護予防マネジメント強化事業 回/年 3 3 3
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▼ケアプラン指導チーム事業 

【事業の内容】 

○ 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、福祉など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。 

【今後の見込量】 

事業名 単位 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

ケアプラン指導チーム事業 回/年 6 6 6

▼介護支援専門員事業者等支援事業 

【事業の内容】 

○ 居宅介護支援事業者・訪問介護事業者や住宅改修事業者などに対して、資質・能力向上のため

の研修を行い人材育成を図ります。 

【今後の見込量】 

事業名 単位 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

介護支援専門員事業者等支援

事業（研修の実施） 
回/年 7 7 7

     

介護支援専門員支援事業 

（住宅改修理由書作成支援） 
件/年 168 177 186

▼認知症・虐待対応専門事業 

【事業の内容】 

○ 相談を通じ、虐待が疑われる人権問題や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「専門ケア会議」、臨床心理士等による｢要介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、認知症等があっても医療機関につながらない場合には、

精神科医による「高齢者こころの相談」で対応します。 

【今後の見込量】 

事業名 単位 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

専門ケア会議 回/年 12 12 12
     

高齢者こころの相談 回/年 12 12 12
     

要介護高齢者援助スタッフ

専門相談 
回/年 11 11 11
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（１）介護予防事業の見込量 

事業名 単位 21 年度 22 年度 23 年度

介護予防普及啓発事業（介護予防講座等） 回/年 12 15 18

介護予防生活機能チェック事業 件/年 30,000 30,500 31,000

運動機能の向上プログラム（延べ人数） 人/年 5,300 5,750 6,200

認知症予防プログラム（延べ人数） 人/年 960 1,040 1,120

低栄養改善プログラム（訪問型） 人/年 40 45 50

口腔ケアプログラム（訪問型） 人/年 90 105 120

高齢者元気あとおし事業 人/年 200 250 300

地域介護予防活動支援事業（地域支え合いサポーター数） 人/年 35 40 45

閉じこもり・うつ予防プログラム 回/年 200 200 200

 

（２）包括的支援事業の見込量 

事業名 単位 21 年度 22 年度 23 年度

介護予防マネジメント事業（特定高齢者連絡件数） 人/年 1,600 1,600 1,600

高齢者実態把握事業 件/年 10,500 11,000 11,500

地域ネットワーク事業（地区懇談会） 回/年 32 32 32

ケア会議の開催 回/年 100 100 100

 

（３）任意事業の見込量 

① 介護給付適正化事業の見込量 

事業名 単位 21 年度 22 年度 23 年度

事業者に対する指導・監査 件/年 70 80 90

介護相談員事業 件/年 730 730 730

介護保険事業者連絡会事業 回/年 6 6 6

 

② 家族介護支援事業の見込量 

事業名 単位 21 年度 22 年度 23 年度

徘徊高齢者位置情報サービス利用料助成事業（延助成件数） 件/年 120 120 120

家族介護慰労事業 件/年 3 3 3

紙おむつ支給事業（登録見込人数） 人/年 320 360 400

 

③ その他の事業の見込量 

事業名 単位 21 年度 22 年度 23 年度

成年後見制度利用支援事業 件/年 10 11 12

介護予防マネジメント強化事業 回/年 3 3 3

ケアプラン指導チーム事業 回/年 6 6 6

介護支援専門員事業者等支援事業（研修の実施） 回/年 7 7 7

介護支援専門員支援事業（住宅改修理由書作成支援） 件/年 168 177 186

専門ケア会議 回/年 12 12 12

高齢者こころの相談 回/年 12 12 12

要介護高齢者援助スタッフ専門相談 回/年 11 11 11
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（３）地域支援事業に要する費用の額 

事業名 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度

介護予防特定高齢者施策  107,257千円 111,158 千円 115,679 千円

  特定高齢者把握事業 88,162 千円 91,368 千円 95,085 千円

  通所型介護予防事業 13,745 千円 14,244 千円 14,824 千円

  訪問型介護予防事業 5,275 千円 5,466 千円 5,689 千円

  介護予防特定高齢者施策評価事業 75 千円 77 千円 80 千円

介護予防一般高齢者施策 24,410 千円 25,297 千円 26,326 千円

  介護予防普及啓発事業 21,503 千円 22,285 千円 23,191 千円

  地域介護予防活動支援事業 2,907 千円 3,012 千円 3,135 千円

介護予防 

事業 

  介護予防一般高齢者施策評価事業 
※介護予防特定高齢

者施策評価事業に

含まれる 

※介護予防特定高齢

者施策評価事業に

含まれる 

※介護予防特定高齢

者施策評価事業に

含まれる 

介護予防事業の費用額 131,667 千円 136,456 千円 142,006 千円

介護予防ケアマネジメント事業 

総合相談支援・権利擁護事業 
包括的 

支援事業 

包括的・継続的マネジント事業 

地域包括 

支援センター 

 

8 ヶ所

地域包括 

支援センター 

 

8 ヶ所 

地域包括 

支援センター 

 

8 ヶ所

包括的支援事業の費用額  231,890千円  240,325千円  250,099千円

介護給付適正化事業 8,937 千円 9,262 千円 9,638 千円

家族介護支援事業 16,588 千円 17,191 千円 17,890 千円任意事業 

その他の事業 5,918 千円 6,133 千円 6,382 千円

任意事業の費用額 31,443 千円 32,586 千円 33,912 千円

地域支援事業の費用額合計 395,000 千円 409,368 千円 426,017 千円

※千円未満を切り捨てて表示してあるため、合計が一致しないことがあります。 

 

●年度ごとの地域支援事業費の上限率 

各年度の地域支援事業費は、各年度の保険給付費見込額に、次表に掲げる率を乗じて得た額の

範囲内となります。  

○地域支援事業費の保険給付費見込額に対する上限率 

21 年度 22 年度 23 年度 

地域支援事業            Ａ

介護予防事業            Ｂ

包括的支援事業＋任意事業 Ｃ

3.0%以内 

2.0%以内 

2.0%以内 

3.0%以内 

2.0%以内 

2.0%以内 

3.0%以内 

2.0%以内 

2.0%以内 

  

○保険給付費見込額 

区  分 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 3 年間合計 

保険給付費見込額 13,167百万円 13,646 百万円 14,201 百万円 41,013 百万円

       ※金額は、十万の位を四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。  
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（４）地域包括支援センターの機能充実 

①設置数と担当区域 

    設置数：８か所 

 地区 担当地域 

１ 東部地区１ 駒込１～７丁目、巣鴨１・２丁目、南大塚１～３丁目 

２ 東部地区２ 巣鴨３～５丁目、西巣鴨１～４丁目、北大塚１・２丁目 

３ 中央地区１ 北大塚３丁目、上池袋１～４丁目、東池袋１～５丁目  

４ 中央地区２ 
南池袋１～４丁目、高田１～３丁目、 

雑司が谷１～３丁目、目白１・２丁目 

５ 中央地区３ 西池袋１～５丁目、池袋３丁目、目白３～５丁目 

６ 中央地区４ 池袋１・２・４丁目、池袋本町１～４丁目 

７ 西部地区１ 

千早１～４丁目、要町１～3丁目、 

長崎１丁目、高松１～３丁目、  

千川１・２丁目 

８ 西部地区２ 長崎２～６丁目、南長崎１～６丁目 

 

 ②地域包括支援センターの機能充実 

地域包括支援センターは、地域住民の心身の健康の保持および生活の安定のために必要な援助

を行うことにより、その保健医療の向上および福祉の増進を包括的に支援する中核機関です。地

域に定着し、介護予防マネジメント、総合相談支援、権利擁護、包括的・継続的なケアマネジメ

ントの機能がより充実していけるよう、各センター間の連携強化や情報交換、専門職の資質向上

を図っていきます。 

また、地域包括支援センターが中立性を確保し、公正な運営を継続できるよう、運営協議会を

継続させ、その事業活動をチェックし、必要に応じて是正・改善を求めます。 
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（１）適切なサービス利用を支援するための体制 

介護保険制度では、要介護・要支援の認定を受けた区民が自らサービスを選択し、事業者と契約を

結んだうえでサービスを利用する仕組みになっています。したがって、区民が適切なサービスを安心

して利用できるような利用者保護の仕組みと環境を整えることが必要です。 

利用者の立場を重視し、相談、申請受付体制の整備、未申請者・未利用者に対する取組み、利用者

を支援する情報提供体制の充実、サービス利用に関する苦情対応の充実、権利擁護に向けた取組みの

拡充など、適切なサービス利用を支援するための体制を強化します。 

 

①相談、申請受付体制の整備 

【現状】 

○ 高齢者の身近な相談窓口として区内に８か所設置された地域包括支援センターで、介護保険お

よび高齢者等の福祉に関する相談・申請の受付など、各種相談に応じています。 

○ 介護保険の認定申請については、介護保険課・地域包括支援センターの区内９か所で申請がで

きます。要介護等認定者に対しては、有効期間が満了する 60 日前に更新申請のお知らせを郵

送しています。また、申請書は区のホームページからダウンロードが可能です。 

○ 75 歳以上のひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯を対象に、地域の見守り活動協力員（ボ

ランティア）が見守り、声をかける「見守りと支えあいネットワーク事業」を実施しています。 

○ 介護サービスを利用しているひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯には、要望に応じてボラ

ンティアを含む地域住民の力を活用した訪問型の介護相談員事業を実施しており、17 年度か

らは施設サービス利用者の訪問を開始しています。 

【今後の方向】 

○ 初期相談体制の各窓口については、今後も高齢者が相談しやすい環境を整えるなど充実を図り

ます。また、高齢者やその家族にとって地域の身近な相談先であるかかりつけ医が、情報提供

の窓口としての役割を担うとともに、相談内容によっては地域包括支援センター等の関係機関

につなげるような連携の仕組みづくりを進めます。 

○ 地域包括支援センターにおいて、地域支援の総合相談を実施していきます。行政機関、保健所、

医療機関、児童相談所など必要なサービスにつなぐことで、多面的（制度横断的）な支援を展

開していきます。 

○ 要介護認定申請については、地域包括支援センターで、一般施策サービスの利用相談も含めた

総合相談支援事業の一環として介護保険の認定に関する相談および申請を受け付けます。すで

に要支援・要介護認定を受けている方に対しては、今後も有効期間が満了する 60 日前に更新

のお知らせを郵送します。 

 

介護保険サービスの推進体制 ５ 
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②未申請者・未利用者に対する取組み 

【現状】 

○ ニーズが潜在化しやすい、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯が増加しているなかで、サ

ービス未利用者を必要なサービスにつなげるため、地域包括支援センターや民生・児童委員等

が状況の把握に努めています。 

【今後の方向】 

○ 申請手続きやサービス内容がわからないため、要介護認定申請をしないことがないように、認

定申請方法やサービス内容の周知を一層図るとともに、申請にあたっての利便性を高める方策

を検討します。 

○ 未申請者のうち、長寿健診や特定健診等によって発見される生活機能低下のおそれのある虚弱

な高齢者に対しては、介護予防事業により、要支援・要介護状態にならないように支援をして

いきます。 

○ 未利用者のうち、軽度の要介護状態の方には、生活機能の向上のために、予防給付の利用につ

なげていきます。 

 

③利用者を支援する情報提供体制の充実 

【現状】 

○ サービスの利用や契約についての知識・情報としては、普及啓発用のパンフレットの発行に加

え、サービス利用者ガイドブック「介護保険サービス利用の手引き」を作成しています。また、

区のホームページによる情報提供を行っています。 

○ サービス事業者に関する情報としては、新規の要介護等認定者への居宅介護支援事業者一覧の

送付、介護保険サービス事業者一覧の作成・配布など情報提供を行っています。 

○ 平成 14 年度より介護サービス評価事業として、在宅系サービス事業者を対象に、事業者自己

評価調査・利用者調査を実施しています。なお、平成 18 年度以降は「介護サービス情報の公

表」および「福祉サービス第三者評価」の対象とならない地域密着型事業者について、自己評

価調査を実施し、結果を公表しています。 

【今後の方向】 

○ 利用者がサービス事業者を選択するうえで判断基準となるような、有用な情報が容易に入手で

きる方策を実施します。また、事業者に対してもサービスの内容や利用方法に関する情報を積

極的に提供するような方策を支援します。 

○ 平成 21 年度より「介護サービス情報の公表」制度が、全介護サービス事業者を対象に実施さ

れることから、介護サービス評価事業については平成 20 年度をもって終了しました。なお、

事業者が第三者評価を受審する際に引き続き「福祉サービス第三者評価受審費用の助成」を実

施し、結果を公表します。 
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④サービス利用に関する苦情対応の充実 

【現状】 

○ 介護保険制度のもと、サービス利用に関する苦情に、区、東京都国民健康保険団体連合会、東

京都やサービス事業者等がそれぞれの役割に応じた対応をしています。 

○ 区では、総合相談窓口である地域包括支援センターや介護保険課相談担当が中心となって、保

健・医療・福祉関係機関等と密接な連携を取りながら苦情相談に対応しています。また、利用

者の潜在化しがちなニーズや苦情等への対応を図り、苦情を申し出やすい環境づくりを進める

ため、介護相談員が居宅や施設等介護サービスの提供の場を訪問しています。 

○ 区で受け付けた相談･苦情状況を、豊島区介護保険事業者連絡会を通して、サービス事業者等

に周知しています。 

○ 社会福祉協議会「福祉サービス権利擁護支援室」では、認知症高齢者、知的障害者、精神障害

者等が安心して福祉サービスを利用できるように、福祉サービス利用に関する相談・苦情の対

応も実施しています。 

 【今後の方向】 

○ サービス事業者は、利用者等からの苦情をサービス改善のきっかけとして有効に活用し、サー

ビスの質の維持・向上に活かすことが求められています。そのためにも、区では相談窓口で受

け付けた苦情相談を、サービス事業者自らが苦情処理を迅速かつ適切に行えるよう随時提供し

ていきます。また、苦情に関してサービス事業者が対応困難な場合は、利用者の権利擁護の観

点から、東京都国民健康保険団体連合会等の関係機関と連携し、必要に応じてサービス事業者

の指導・助言を行っていきます。 

○ 介護相談員の受け入れ施設を拡大し、サービスの適正化や質の向上につなげていきます。さら

により多くの利用者とその家族に対する相談の機会の充実を図っていきます。 
 

⑤権利擁護に向けた取組みの拡充 

【現状】 

○ 区では、認知症高齢者、知的障害者や精神障害者等の保護や支援を成年後見人等が行う成年後

見制度の普及啓発を行っています。さらに親族等による申立てが期待できず、本人の保護を図

る必要がある場合に、区長による法定後見制度の申立てを行い、本人の権利擁護を図るように

しています。 

○ 社会福祉協議会「福祉サービス権利擁護支援室」では、成年後見制度の普及啓発や地域福祉権

利擁護事業を中心とした福祉サービス利用援助事業の推進を図るため、弁護士会、司法書士会

や社会福祉士会など成年後見制度に積極的に取り組んでいる民間団体とも連携をしています。 

○ 認知症・虐待専門対応事業を実施し、認知症への対応、高齢者虐待の防止・早期発見のための

啓発活動、弁護士や精神科医等による専門相談を行っています。 

【今後の方向】 

○ 地域支援事業の包括的支援事業のひとつとして、地域包括支援センターにおいて権利擁護事業

を実施していきます。被保険者に対する虐待の防止および早期発見等事業として、権利擁護の

相談対応、成年後見制度利用支援の事業を行っていきます。 

○ 社会福祉協議会「福祉サービス権利擁護支援室」では、成年後見制度利用支援をはじめ権利擁

護専門相談、日常的金銭管理、書類等預りなどの福祉サービス利用援助事業を実施していきま

す。また、地域包括支援センターと連携をして事業を進めていきます。 

○ 区では、従来どおり成年後見制度の普及啓発や区長申立てを行うとともに、地域包括支援セン

ター等各種相談支援機関の統括やバックアップとネットワーク構築を推進していきます。 
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（２）サービスの円滑な提供を図るための体制 

介護保険サービスの利用にあたっては、利用者の心身の状況やニーズ、その置かれた環境等に応じ

た適切なサービスが総合的、効率的に提供されるように、要介護者等のケアマネジメントへの適切な

支援と地域全体におけるサービスの総合的な調整を図る必要があります。さらに、サービスの選択の

幅を広げ、質を向上していくためには、提供されるサービスを評価していくことが必要です。 

そのために、ケアマネジメントに関わる総合調整機能の強化、事業者相互間の連携の支援、ＮＰＯ

（民間非営利組織）への支援、人材の確保・育成、サービス利用状況の把握と評価制度の活用など、

サービスの円滑な提供を図るための体制を強化します。 

 

①ケアマネジメントに関わる総合調整機能の強化 

【現状】 

○ 現在、区内８か所の地域包括支援センターがケアマネジメントに関わる調整・支援を行ってい

ます。 

【今後の方向】 

○ 今後も多様化していく要介護者等のニーズを的確に把握する方策について検討します。 

○ 区では、要介護認定の訪問調査は区職員が実施することを基本としてきましたが、今後も増加

の一途をたどると思われる要介護認定申請に対応するため、更新に係る認定調査について民間

居宅介護支援事業者等への委託を推進していきます。委託にあたっては、認定調査員研修の実

施により、公正で客観的な調査に必要な一定の水準の確保を図っていきます。 

○ また、認定調査における公平・公正性の確保は極めて重要なため、数回に１回は区職員による

調査を実施するとともに、新規および区分変更申請は区職員による調査を基本とします。平成

21 年度以降、新規申請の一部について、認定調査を指定事務受託法人に委託する予定です。 

○ 地域包括支援センターでは、要介護者等に最適なサービスが提供されるように、サービス事業

者を含めた、保健、医療、福祉関係者による「ケア会議」の開催をはじめとし、チームアプロ

ーチケアマネジメント体制を構築します。さらに、保健、医療、福祉の連携を担保できる仕組

みづくりを進めます。 

○ また、「地域包括支援センター運営協議会」において、区内に設置された地域包括支援センタ

ーの運営状況・事業内容等について協議し、より公正・公平な運営の確保をめざします。 

 

②事業者相互間の連携の支援 

【現状】 

○ サービス事業者間の情報交換や連携を支援するとともに、区と事業者間の情報交換や連絡調整

を図るため、「介護保険事業者連絡会」を開催し、運営形態としては「全体会」形式で実施し

ています。 

【今後の方向】 

○ 事業者に対し積極的に情報提供を進め、区と事業者との情報の共有化、連携の強化を図ります。 

○ 利用者本位のサービス環境づくりに向けて、事業者相互間の情報交換や連携を促進するため、

事業者連絡会の組織化、運営形態および相談を含めた支援策について検討を進めます。 
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③ＮＰＯ（民間非営利組織）への支援 

【現状】 

○ 社会福祉協議会では、民間の福祉施設や団体に対して、区民の社会福祉向上に効果が期待でき

る福祉啓発事業や研修会などに助成を行っています。 

【今後の方向】 

○ 介護サービスの役割を担うＮＰＯの活動を支援し、区との連携を図るための方策、条件整備を

進めます。 

○ 社会福祉協議会は、現在ＮＰＯ等支援策として基金運用益や寄附金等を原資とした助成事業を

実施しています。今後も区と協力しながら、介護保険サービスを担うＮＰＯ等についても、積

極的に支援していきます。 

○ 地域包括支援センターでは、「地区懇談会」を開催するほか、民生・児童委員や区民ひろば等

地域の関係者および介護保険事業者等と連携して、地域の高齢者の実情を把握するとともに、

必要な場合には適切なサービスにつなげるような仕組みづくりを進めます。 

 

④人材の確保・育成 

【現状】 

○ 介護支援専門員（ケアマネジャー）との連携、困難ケース対応の相談、支援を図るため、サー

ビス事業者を含めた、保健、医療、福祉関係者による「ケア会議」を地域包括支援センターで

開催しています。 

【今後の方向】 

○ 区民のサービス環境充実のためには、事業所のスタッフの資質向上が不可欠です。人材の育成

は基本的にはサービス事業者が自ら行うことが基本ですが、仕組みや体制の面などで限界もあ

ります。区は事業者を支援するために、ホームヘルパー、介護支援専門員（ケアマネジャー）

のレベルアップを図る実務研修を充実します。 
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⑤サービス利用状況の把握と評価制度の活用 

【現状】 

○ 要支援・要介護者のサービス利用状況の分析や今後の利用意向等を把握するとともに、一般高

齢者の生活・健康状態や介護予防を含む保健福祉サービスに対する需要等を把握し、第４期介

護保険事業計画策定のための基礎資料として、一般高齢者や要介護者等を対象とした実態調査

を平成 20 年２月に実施しました。 

○ 平成 14 年度より介護サービス評価事業として、在宅系サービス事業者を対象に、事業者自己

評価調査・利用者調査を実施しています。なお、平成 18 年度以降は「介護サービス情報の公

表」および「福祉サービス第三者評価」の対象とならない地域密着型事業者について、自己評

価調査を実施し、結果を公表しています。 

【今後の方向】 

○ サービスの利用状況の把握については、アンケート調査等で数量的な傾向を定期的に調査しま

す。また、こうした調査では十分把握できないサービスの提供や利用の実態、利用者の意向や

要望を汲みとる仕組みづくりを進めます。 

○ 平成 21 年度より「介護サービス情報の公表」制度が、全介護サービス事業者を対象に実施さ

れることから、介護サービス評価事業については平成 20 年度をもって終了しました。なお、

事業者が第三者評価を受審する際に引き続き「福祉サービス第三者評価受審費用の助成」を実

施し、結果を公表します。 

 

⑥保険者機能の強化 

【現状】 

○ 介護給付費通知、苦情・相談内容や介護給付適正化システム等を活用し、サービス提供や介護

報酬請求などについて問題のある事業者を把握して適切な指導を行っています。 

○ 平成 18 年の制度改正により、区はサービス事業者に対し①報告・帳簿書類の提出を命じ、②

出頭を求め、③当該職員の関係者に対して質問させ、④事業所に立ち入り、その設備又は帳簿

書類その他の物件を検査させることができるようになるなど、サービス事業者に対する保険者

の指導・監督権限が大幅に強化されました。 

【今後の方向】 

○ 地域密着型サービスに関しては、「地域密着型サービス運営委員会」に諮りながら、介護保険

事業計画に基づいた適正な基盤整備を進めるとともに、事業開始後の運営について適正なサー

ビス提供がされるよう、事業者に対して指導、監督を行います。 

○ 今後は、指導・監督していく中で、事業者の適正な運営と育成を図っていくとともに、処分等

に該当するサービス事業者が認められたときは、その旨を都知事に通知していきます。 
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⑦介護保険サービス事業者育成事業 

【現状】 

○ 介護保険サービス事業の健全な経営には、運営基準関係法規のみならず、労働法、民法その他

の関係法、労務・財務・リスク管理その他の経営手法等幅広い知識を要します。しかし、厳し

い経営環境、繁忙な業務状況の中、充分な知識を得る機会に恵まれていない事業者もあること

が、実地指導を通じて判明しました。 

○ 改正介護保険法の下地となった『2015 年の高齢者介護』は、目標とする「高齢者の尊厳を支

えるケア」確立への４つの方策のうちの１つとして、「新しいケアモデルの確立：認知症高齢

者ケア（小規模な居住空間、なじみの人間関係、家庭的な雰囲気、住み慣れた地域での生活の

継続、本人主体のアプローチ）」を挙げています。これを受けて改正介護保険法で創設された

地域密着型サービスでは種別により、開設者・管理者・計画作成担当者の認知症介護に関する

専門的研修の受講、福祉サービス第三者評価の受審、利用者・家族・地域住民代表・行政職員

等をメンバーとする運営推進会議の開催が義務付けられ、サービスの質の向上を図っています。

しかし、このケアモデルはまだ事業者・一般区民に周知されているとは言えない状況にあり、

認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護では、利用定員に余裕のある状態が続いてい

ます。 

【今後の方向】 

○ “介護を必要とするようになっても、可能な限り住み慣れた日常生活圏のなかで、これまでと

変わらない生活を送ることができる”地域社会をめざして、介護保険サービス事業者がより質

の高い介護保険サービスを、より健全な経営で提供できるように支援するため、専門図書・雑

誌の貸し出し、専門家による講演会の開催等を実施します。 

○ 「新しいケアモデルの確立」を中心的に担う地域密着型サービスの従業者が互いの実践例から

学びあったり、他自治体に所在する地域密着型事業者の先進的な事例を学ぶ機会として、地域

密着型事業者学習会を開催します。 
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（３）介護保険事業の推進に向けた取組み 

①介護保険制度の普及啓発 

○ 介護保険制度の改正に伴い、制度の改正内容について、広報としまやパンフレットの発行、区

のホームページの掲載、地域での説明会などにより区民の方々に十分説明していきます。 

○ 新たな介護予防サービスや地域支援事業などのサービス・事業について、区民の十分な理解、

適切な利用が図られるよう、分かりやすい事業案内・利用の手引き、事業者ガイドブックを作

成します。 

○ 介護保険事業の運営全体について、事業計画の適切な進行管理を図り、区民に対して必要な情

報を提供し、その理解が得られるよう、介護保険事業運営に関わる報告書を作成します。 

②公正・適正な要介護認定の実施 

○ 介護認定審査会には 28 の合議体が設置されていますが、公平、公正な要介護認定を確保する

ため、審査判定手順の遵守や合議体間の審査の平準化の取組みとして、審査委員の研修会、全

体会、合議体長連絡会、事例検討会を開催します。 

○ 要介護認定の認定結果に疑義がある場合、区は保険者として被保険者に要介護認定の仕組みや

審査判定について、責任をもって十分な説明を行います。さらに、被保険者が認定結果に不服

のある場合は、東京都が設置する介護保険審査会に審査請求することができる仕組みも説明し

ていきます。 

③介護保険事業の効果的な推進、運営のための機関等の設置 

○ 介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画の進行管理、介護保険サービスの適正な利用を支援し

サービスの円滑な提供を審議するため、区長の附属機関として設置された「豊島区介護保険事

業推進会議」を引き続き運営していきます。 

○ 地域包括支援センターについて、公正で効果的な運営が図れるように、地域包括支援センター

運営協議会を引き続き運営していきます。 

○ 地域密着型サービスの整備、サービス提供について計画的で効果的に行えるよう地域密着型サ

ービス運営委員会を引き続き運営していきます。平成１８年度以降、この委員会に関する事項

については、介護保険事業推進会議が所管しています。 

④情報開示と区民参加による事業運営 

○ 年次ごとの介護保険事業報告書を作成し、介護保険事業の状況や事業運営の基本となる情報に

ついて、区民にわかりやすく公表します。これにより、介護保険制度が円滑に実施され、区民

に信頼される、透明で開かれた事業運営を図ります。 

○ 介護保険事業計画の進行管理、点検・評価のシステムに区民が参加し、意見を反映させるとと

もに、区民による事業運営を担保するため、今後も介護保険事業推進会議（地域密着型サービ

ス運営委員会に関する事項も所管）、地域包括支援センター運営協議会に公募による被保険者

の参画を図ります。 

⑤他区市町村・東京都との連携 

○ 区内で営業するサービス事業者の多くは、近隣自治体も含め広域で事業を展開しています。ま

た、施設サービスもより広域的な利用の実態があります。このような状況に対し、保険者とし

て居宅サービスおよび施設サービスの質的、量的な水準の向上をめざし、サービス事業者への

適切な対応を図るため、他区市町村や東京都との連携に努めます。 

○ また、地域密着型サービスについては、他区市町村に所在する事業所・施設のサービスを利用

する区民のため、関係自治体との協議・調整を行い、必要な事業者指定を行っていきます。 
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（４）保険料・利用料の軽減に対する取組み 

①保険料 

○ 税制改正を受け実施された激変緩和措置の終了に伴う対応策 

・高齢者の住民税非課税措置（合計所得 125 万円以下は非課税）が廃止されました。この改正

により非課税層から課税層へ移行する方の急激な保険料負担の上昇を避けるため、平成 18 年

度から平成 20 年度までの３年間本来の保険料額よりも低い保険料額が設定されました。 

平成 20 年度にこれら激変緩和措置が終了することに伴い、被保険者の方々の負担能力に応じ

た、以下のとおりよりきめ細やかな保険料段階の設定をします。 

・現行第４段階の細分化 

現行第４段階（本人は住民税非課税で、世帯に住民税を課税）に属する方のうち 

     ①本人が住民税非課税 かつ 

     ②（公的年金等収入金額＋合計所得金額）≦80 万円以下／年 

の二つの条件を満たす方については、保険料の軽減をおこなうこととします。 

・現行第５段階の細分化 

現行第５段階（本人が住民税課税で、合計所得金額が 200 万円未満の方）に属する方のう

ち、合計所得金額が 125 万円以下の方を新第５段階とし、そのほかの方々を新第６段階とし

ます。 

・現行第６段階および第７段階の細分化 

合計所得金額が 200 万円以上の方々についても、負担能力に応じたよりきめ細やかな保険

料段階の設定をします。現行第６段階を３つの区分に、現行第７段階を２つの区分にそれぞ

れ細分化します。 

 

○ 介護保険給付費準備基金の運用について 

介護保険給付費準備基金については、概ね第１号被保険者全員の保険料が引き下げられるよ

う基金を充当します。 

 

○ 特例減額 

世帯全員住民税非課税で減額要件を満たす場合、区独自の特例減額を行います。 

減額後の保険料は次のとおりです。 

① 第１段階（生活保護受給者を除く）の方は、第１段階保険料の半額 

② 第２段階の方は、第１段階保険料の額 

③ 第３段階の方は、第２段階保険料の額 

 

○ 特例交付金 

介護従事者の処遇改善等を目的として、平成２１年度に介護報酬が改定（平均でプラス

3.0％）される予定です。この改定によって保険料が引き上げられることに対する緩和措置と

して、国から保険者へ特例的に交付金が交付される予定です。 
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②利用料 

【利用者負担額の軽減制度】 

○ 高額介護サービス費の支給 

同じ月に利用したサービスの自己負担（1 割負担金額）の合計額（同一世帯内に複数の利用者が

いる場合には世帯合計額）が高額になった場合、下表の自己負担上限額を超える部分については、

申請により区から払い戻します。 

対象者の区分 自己負担上限額 

①被保険者本人が老齢福祉年金を受けている方など 

②被保険者本人の合計所得金額と課税年金収入額の

合計額が 80 万円以下の方など 

15,000 円／月 世帯全員が 

住民税非課税 

③上記以外の方など 24,600 円／月 

本人または世帯員が住民税を課税されている方 37,200 円／月 
 

○ 高額医療・高額介護合算制度の創設 

平成 20 年４月から、介護および医療の利用者の負担を軽減するため、新たに高額医療・高額介

護合算制度が創設されました。 

この内容は、同一世帯の被保険者において介護保険の自己負担と各医療保険（国民健康保険、被

用者保険、長寿医療制度（後期高齢者医療制度））の患者負担の両方が発生する場合、それぞれの

限度額（１か月）を適用した後、毎年８月から翌年７月末までの自己負担額を合算して高額医療・

高額介護合算制度の自己負担限度額（下記の表）を超えたときに、超えた分を介護保険と各医療保

険で按分して、それぞれから返還するものです。 

ただし、平成 20 年４月から平成 21 年７月末については、通常より対象期間が４か月長くなる

ため、高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額は変わります。 

所 得 区 分 
長寿医療制度 
（後期高齢者医療制度） 

＋介護保険 

国保・健康保険など 

＋介護保険 
（世帯内の 70～74 歳） 

国保・健康保険など 

＋介護保険 
（70 歳未満を含む） 

現役並み所得者 

（上位所得者） 
67 万円（89 万円） 67 万円（89 万円） 126 万円（168 万円） 

一般 56 万円（75 万円） 56 万円（75 万円） 67 万円 （89 万円）

Ⅱ 31 万円（41 万円） 31 万円（41 万円） 
低所得者 

Ⅰ 19 万円（25 万円） 19 万円（25 万円） 
34 万円 （45 万円）

（注）平成 20 年 4 月１日から 7 月 31 日に両制度の自己負担があるときは（ ）内の額を適用。 
 

●上位所得者 基礎控除後の総所得金額が 600 万円を超える世帯など。 

●現役並み所得者 同一世帯に課税所得 145 万円以上の所得がある 70 歳以上の方（新たに現役並

み所得者になる方は経過措置あり。） 

●低所得者Ⅱ 世帯全員が住民税非課税の方 

●低所得者Ⅰ 世帯全員が住民税非課税で所得が一定基準以下の方。 

●一般 上記以外の方 



219 

世帯人数 基準年間収入 世帯の預貯金額 

1 人 150 万円以下 350 万円以下 

2 人 200 万円以下 450 万円以下 

3 人以上
１人増えるごとに

50 万円を加える 

１人増えるごとに

100 万円を加える 

 

○ 介護保険施設入所者およびショートステイ利用者の居住費（滞在費）と食費の減額 

介護保険施設（地域密着型介護老人福祉施設含む）およびショートステイ利用者の居住費（滞在

費）と食費については、年金等の所得や居住環境等に応じて負担限度額を設け、負担を軽減します。 

負担限度額 
対象者の区分 

居住費および滞在費（日額） 食費（日額）

ユニット型個室 820 円 

ユニット型準個室 490 円 

従来型個室 320 円（490 円） 

①被保険者本人が老齢福祉年
金を受けている方および生
活保護受給者など 

多床室（相部屋） 0 円 

300 円 

ユニット型個室 820 円 

ユニット型準個室 490 円 

従来型個室 420 円（490 円） 

②被保険者本人の合計所得金
額と課税年金収入額の合計
額が 80 万円以下の方など 

多床室（相部屋） 320 円 

390 円 

ユニット型個室 1,640 円 

ユニット型準個室 1,310 円 

従来型個室 820 円（1,310 円） 

世帯全員が 
住民税 
非課税 

③上記以外の方など 

多床室（相部屋） 320 円 

650 円 

本人または世帯員が 
住民税を課税されている方 

減額の適用はありません。（ただし、高齢者世帯等で一方が
施設に入所して費用負担をした結果、生計が困難になった
場合は、対象となる場合があります。） 

（注）上表の金額は施設の種別を問わず共通ですが、介護老人保健施設・介護療養型医療施設・短期入所療養

介護（介護予防短期入所療養介護）の従来型個室の居住費および滞在費のみ（ ）内の金額となります。 
 

○ 生計困難者に対する利用者負担額軽減 

介護保険サービスを利用していて特に生計が困難な方の利用料を軽減します。申請して該当す

ると、利用者負担額（保険給付費・居住費（滞在費）・食費および宿泊費）の 4 分の 1（老齢福祉

年金受給者は 2 分の 1）を軽減します。 
 

【対象となる方】 

・世帯全員が住民税非課税で世帯の年間収入と

預貯金額が右表に該当している 

・世帯がその居住の用に供する家屋以外に活用

し得る資産を所有していない 

・負担能力のある親族等に扶養されていない 

・介護保険料を滞納していない 

（生活保護の方は対象外となります。） 
 

【対象となるサービス】 

利用料の軽減を申し出ている事業者が提供する以下のサービス 

［要介護 1～5 の方］ 

訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリ・通所介護・通所リハビリ・短期入所

生活介護・短期入所療養介護・夜間対応型訪問介護・認知症対応型通所介護・小規模多機能

型居宅介護・介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 
 

［要支援 1・2 の方］ 

介護予防訪問介護・介護予防訪問入浴介護・介護予防訪問看護・介護予防訪問リハビリ・

介護予防通所介護・介護予防通所リハビリ・介護予防短期入所生活介護・介護予防短期入所

療養介護・介護予防認知症対応型通所介護・介護予防小規模多機能型居宅介護 
 

○ 災害等による利用者負担の減免 

災害等、特別な事情により利用者負担の支払が困難になった場合は、利用者負担額の減免制度が

あります。 
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平成 21 年度から平成 23 年度までの介護保険事業に係る費用の見込みについて、厚生労働省が示

した計算方法に基づいて算出しました。 

事業費の見込みは、第１号被保険者の保険料を算定する基礎となります。 

（１）介護保険事業に係る費用の構成 

○ 介護保険事業を運営するために必要となる費用（要介護認定等の事務の執行に要する費用を除

く）は、介護給付費、予防給付費、地域支援事業に要する費用、財政安定化基金拠出金、市町

村特別給付費、財政安定化基金償還金、保健福祉事業に要する費用などから構成されます。 

○ 一方、事業費の財源は、国の負担金、都道府県の負担金、区市町村の負担金、国の調整交付金、

介護給付費交付金（第 2 号被保険者の保険料）、第１号被保険者の保険料などで賄われます。 

なお、事業費には、介護サービスに係る費用のうち利用者が負担する費用（利用料および日常生

活に要する費用として厚生労働省令で定める費用等）を含んでいません。 

 

 

（２）平成 2１～23 年度における事業費の見込額 

平成 21 年度から平成 23 年度までの 3 年間における介護保険事業の事業費の見込みは、次のと

おりです。 

 

  平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 ３年間合計 

標準給付費見込額（a） 13,188 百万円 13,667 百万円 14,222 百万円 41,076 百万円

地域支援事業費（ｂ） 395 百万円 409 百万円 426 百万円 1,230 百万円

財政安定化基金拠出金（c） 0 円 0円 0円 0 円

介護保険料の特例減額（d） 1 百万円 1百万円 1百万円 3 百万円

保健福祉事業費（e） 17 百万円 2百万円 2百万円 20 百万円

事業費見込額（a+b+c+d+e） 13,601 百万円 14,078 百万円 14,650 百万円 42,329 百万円

※金額は、十万の位を四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。 

 

 

 

 

 

 

介護保険事業に係る費用の見込み ６ 
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●年度ごとの標準給付費見込額の計算式 

１ 施設サービス・居住系サービスの総給付費 

     ＝[各施設・居住系サービス給付実績]÷[各施設・居住系サービス利用者数] 

       ×[各施設・居住系サービス利用者数（Ｈ21～Ｈ23 年度）] 

２ 居宅サービス・地域密着型サービスの総給付費 

     ＝[各居宅サービス給付実績（給付費）]÷[各居宅サービス給付実績（回数・日数等）] 

       ×[各居宅・地域密着型サービス供給量（Ｈ21～Ｈ23 年度）] 

３ 介護予防サービス・地域密着型介護予防サービスの総給付費 

     ＝[各居宅サービス給付実績（給付費）]÷[各居宅サービス給付実績（回数・日数等）] 

       ×[各介護予防・地域密着型介護予防サービス供給量（Ｈ21～Ｈ23 年度）] 

 

●年度ごとの地域支援事業費の上限率（再掲） 

各年度の地域支援事業費は、各年度の保険給付費見込額に、次表に掲げる率を乗じて得た額の

範囲内となります。  

○地域支援事業費の保険給付費見込額に対する上限率 

21 年度 22 年度 23 年度 

地域支援事業            Ａ

介護予防事業            Ｂ

包括的支援事業＋任意事業 Ｃ

3.0%以内 

2.0%以内 

2.0%以内 

3.0%以内 

2.0%以内 

2.0%以内 

3.0%以内 

2.0%以内 

2.0%以内 

  

○保険給付費見込額 

区  分 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 3 年間合計 

保険給付費見込額 13,167百万円 13,646 百万円 14,201 百万円 41,013 百万円

       ※金額は、十万の位を四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。 

 

●財政安定化基金拠出金（年額）の計算式 

3 か年の（標準給付費見込額＋地域支援事業費）の総額×拠出率※÷3 

※第４期計画期間については、東京都は拠出率を 0.00％と定めています。 

 

●介護保険料の特例減額（再掲） 

世帯全員住民税非課税で減額要件を満たす場合、区独自の特例減額を行います。 

減額後の保険料は次のとおりです。 

① 第１段階（生活保護受給者を除く）の方は、第１段階保険料の半額 

② 第２段階の方は、第１段階保険料の額 

③ 第３段階の方は、第２段階保険料の額 
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Ⅴ 障害者福祉の推進 
  （第２期 豊島区障害福祉計画） 
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（１）計画の概要  

① 計画策定の背景 

障害保健福祉施策については、平成１５年度支援費制度の導入により、措置から契約へと転換し、

利用者が飛躍的に増加する等サービス量の拡充が図られてきました。 

しかし一方で、「障害種別ごとにサービスが提供されており、施設や事業体系がわかりにくく使い

づらい。」「精神障害者は支援費制度の対象になっていない。」「支援費制度は支援の必要に応じた客観

的な基準がない。」「国と地方自治体の費用負担の取り決めでは、増え続けるサービス利用のための財

源を確保することが困難である。」などの課題が指摘されたほか、地域生活移行や就労支援といった

新たな課題への対応が求められていました。 

このため、支援費制度の自己決定、自己選択、利用者本位といった理念を継承しながら、障害保健

福祉施策の見直しを行う必要から､平成１７年１１月に障害者自立支援法が制定され、平成１８年４

月から段階的に施行されました。 

障害者自立支援法は、身体障害、知的障害、精神障害といった障害の種別にかかわらず、支援の必

要に応じて公平にサービスを受けられるよう、サービスを利用するための仕組みを一元化するととも

に、地域の実情に応じた新たなサービス提供体制の整備を図る「地域生活支援事業」を含む事業体系

の再編、就労支援の強化、利用者負担の見直しを行うことにより、障害者が地域で自立した生活を送

ることができる体制を強固なものとし、新たな障害者保健福祉体系を構築するものです。その中では、

障害者福祉サービスや相談支援サービスなどの地域生活支援事業が、必要量に対して計画的に提供で

きるように、目標数値を明確にした計画を策定することが求められました。 

 

② 第１期障害福祉計画の策定 

障害者自立支援法が制定されたことに伴い、都道府県および区市町村は、障害者および障害児が、

自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスや相談支援などが計

画的に提供されていくための障害福祉計画を策定することが義務づけられました。 

区では、平成１9 年度～平成２０年度までの 2 年間を計画期間とし、以下の項目を盛り込んだ第

１期障害福祉計画を平成１９年２月に策定しました。 

 ○ 障害福祉計画の基本的な理念等 

 ○ 平成２３年度の数値目標 

 ○ 障害福祉サービス等の必要な量の見込みとその見込量の確保のための方策 

  

 

 

障害者福祉の概要 １ 
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（２）第 2 期障害福祉計画の策定に向けて 

① 基本的な考え方について 

第２期障害福祉計画は、平成２１年度～平成２３年度とし、第１期の実績を踏まえた計画となりま

す。基本的には、第１期計画の策定に際して示した数値目標の考え方は、第２期計画の策定に当たっ

ても変わりませんが、第１期障害福祉計画の策定作業は、障害者自立支援法の施行時期と平行して行

われたことなどから、計画内容について検討が不十分だったところもあり、第２期計画の策定に当た

っては、障害者のニーズを踏まえ必要なサービス量を見込み、目標値を適切に補正しました。 

豊島区では、障害者計画として、平成 5 年度～平成 14 年度までの 10 年間を計画期間として、「障

害者の地域自立生活推進豊島プラン」を策定しました。このプランでは、地域福祉推進の視点から、

従来、ともすれば、障害者福祉の中心的課題が施設サービスの整備・充実に向けられていたものを、

住み慣れた地域での生活を求める障害者の希求に応じて、在宅での自立生活の支援を中心的課題とし

ました。 

また、このプランでは、障害者福祉における「自立」観を従来の身体的自立や経済的自立観中心か

ら、もっと広く、社会、文化、経済その他あらゆる活動への参加を踏まえ、一般区民と同じような区

民生活が享受できる「自立生活」をイメージした「自立」観へ高めたものでした。まさに、障害者自

立支援法の理念の先駆けとなすものです。また、障害者の在宅での自立生活を保障していくために、

行政の努力のみならず、地域の住民による福祉コミュニティの形成や障害者の生活と日常生活の関わ

りの多い地域関係者の障害者理解の促進と同時に障害者の在宅での自立生活を見守りと援助できる

ような組織を形成していく必要性を掲げています。行政の役割は、このようなコミュニティの形成に

向けた条件整備であるとしています。 

しかしながら、このプランで示した理念が現実に推進できたとは言えません。そのため、第２期計

画は、地域保健福祉計画と一体化し、この計画で示した地域福祉の理念を継承しました。さらに、障

害者自立支援法の理念のもとに、障害者が地域で自立した生活が送れるように、地域ケアシステムを

再構築し、ニーズを踏まえた基盤整備を確実なものとする目的のもと第 2 期計画を策定しました。 

 

② 障害者自立支援法の見直しについて 

平成 17 年に制定された障害者自立支援法については、平成 18 年 12 月には「障害者自立支援法

円滑施行特別対策」が出され、①利用者負担の更なる軽減措置、②事業者に対する激変緩和措置、③

新法への移行等のための緊急的な経過措置等が実施されました。 

平成 19 年 12 月には「障害者自立支援法の抜本的な見直しに向けた緊急措置」が出され、①利用

者負担の見直し、②事業者の経営基盤の見直し、③グループホーム等の整備促進等が実施されました。 

さらには、平成 20 年 12 月に「社会保障審議会障害者部会報告～障害者自立支援法施行後 3 年

の見直しについて～」が出されました。この報告には、①相談支援体制の強化、②ケアマネジメント

の充実、③自立支援協議会の充実、④地域移行の促進、⑤「住まいの場」の確保、⑥地域生活に必要

な「暮らし」の支援、⑦一般就労への移行支援の強化、⑧就労継続支援のあり方、⑨所得保障や住宅

費等のあり方、⑩障害児支援、⑪障害者の定義と手帳制度、⑫特別対策等による負担軽減の継続、⑬

人材確保のための報酬改定等の見直しが盛り込まれました。 

第 2 期計画では、障害者自立支援法の基本的な考え方に基づきながら、「障害者自立支援法の施行

後 3 年の見直し」を勘案して策定しました。また、第 1 期計画には掲載されていなかった新たな事

業やサービス量についても盛り込みました。 
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③ 障害者の居住系サービスの利用状況（平成 20 年 3 月末現在）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 障害者の日中活動系サービス（平成 20 年 3 月末現在） 斜体は旧法サービス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【北海道】 利用者数 施設数 

            ３人  ２か所 
【東 北】  利用者数 施設数 

 青森県     ７人   5か所 

 秋田県       6人   4か所 

 山形県        1人   1か所 

 福島県        1人   1か所 

 合 計      15人   11か所 

【関 東】利用者数  施設数 

 東京都  194人    74か所 

 埼玉県      8人      ８か所 

 千葉県     23人      9か所 

 栃木県    8人      ６か所 

 茨城県      4人      4か所 

 群馬県    9人     4か所 

 神奈川県   9人    4か所 

 合 計  255人  109か所 

【甲信越】  利用者数  施設数 

 長野県      4人     3か所 

 山梨県    6人    3か所 

 合 計    10人     6か所 

【四 国】 利用者数 施設数

 香川県   １人  １か所

■中央地区 

・保健福祉センター            １か所

・児童デイサービス       １か所

・短期入所（ショートステイ）  ３か所

・就労移行支援（一般型）    ２か所

・就労継続支援（Ａ型）      ２か所

・就労継続支援（Ｂ型）       １か所

・地域活動支援センター      ２か所

 

・身体障害者療護施設     １か所 
・知的障害者入所更生施設   １か所 
・知的障害者通所更生施設   １か所 
・知的障害者通所授産施設   ２か所 
・共同作業所（精神障害）   ３か所 
・心身障害者通所授産施設     ２か所 

豊島区役所

 ■西部地区 

・保健福祉センター             １か所 

・生活介護           １か所 

・児童デイサービス       １か所 

・短期入所（ショートステイ）   １か所 

・就労移行支援（一般型）    １か所 

・就労継続支援（Ｂ型）       2か所 

・地域活動支援センター         １か所 

・知的障害者通所授産施設    １か所 
・共同作業所（精神障害）    ３か所 ※区域割りは、日常生活圏域 

■東部地区 

・保健福祉センター            １か所

・短期入所（ショートステイ）  １か所

・知的障害者通所更生施設   １か所
・知的障害者通所授産施設   １か所
・共同作業所（精神障害）   １か所
・知的障害者通勤寮         １か所

【東 海】  利用者数 施設数 

 静岡県   ５人  ３か所 

【合 計】 利用者数  施設数 
      289 人   132 か所 
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（１）総合的な自立支援システムの構築  

① 新たな障害福祉サービスの体系 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

障害者自立支援法に基づく新しいサービス体系は、全国一律の障害福祉サービスである『自立支

援給付』と実施する各自治体の独自サービスである『地域生活支援事業』の二つの側面から、障害

者の自立した生活を支援する形となっています。 

 

障害福祉サービスの整備 2 

・居宅介護 
・重度訪問介護 
・行動援護 
・療養介護 
・生活介護 
・児童デイサービス 
・短期入所 
・重度障害者等包括支援 
・共同生活介護 
・施設入所支援  

介護給付 
・自立訓練（機能訓練・生活訓練）

・就労移行支援 
・就労継続支援 
・共同生活援助       

訓練等給付 

              
補装具 

障害者・児 

豊 島 区 

自
立
支
援
給
付・（旧）更生医療 

・（旧）育成医療 
・（旧）精神通院公費  

自立支援医療 等 

  ２２９ページ参照

地域生活支援事業 

・相談支援事業・コミュニケーション支援事業・日常生活用具給付等事業  

・移動支援事業・地域活動支援センター機能強化事業・訪問入浴・日中 
 一時支援事業・精神保健福祉セミナー  等   

  ２３９ページ参照
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（２）地域生活・一般就労への移行に関する数値目標の設定 

第１期障害福祉計画では、平成２３年度を目標年度として、以下の３点について数値目標を設定し

ました。        

第 2 期障害福祉計画においても、基本的には変更がありません。 

 

① 福祉施設入所者の地域生活への移行 

豊島区では、平成１７年１０月、入所施設利用者は１９３人でした。平成２３年度末には現在の施

設入所者の１割以上が地域生活に移行すると見込み、２０人の地域生活移行者数を目標値として設定

します。 

平成２０年３月現在では、２００人が入所施設を利用しています。 

 

 項        目 数 値 

平成１７年１０月現在の施設入所者数 １９３人

平成２０年３月現在の施設入所者数 ２００人

平成２３年度末現在の地域生活移行者数 ２０人

 

② 受け入れ条件が整った場合の退院可能な精神障害者の地域生活への移行 

平成１７年１０月現在、豊島区では退院可能とされる精神障害者は１００人います。（東京都資料

より）そのうち平成２３年度末までに 5 割の方が地域生活に移行すると見込み、豊島区では５０人

を退院可能な精神障害者数の減少目標値として設定します。 

 

 項        目 数 値 

平成１７年１０月現在の退院可能精神障害者数 １００人

平成２３年度末現在の地域生活移行者数 ５０人

 

 

③一般就労への移行 

平成１７年度において、福祉施設からの一般就労移行者数は１６人でした。平成２３年度末におけ

る一般就労移行者数は、現在値の２倍の３２人とします。 

平成１９年度末現在、福祉施設からの一般就労移行者数は１０名です。 

 

 項        目 数 値 

平成１７年度末現在の福祉施設からの一般就労移行者数 １６人

平成１９年度末現在の福祉施設からの一般就労移行者数 １０人

平成２３年度末現在の福祉施設からの一般就労移行者数 ３２人
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（１）自立支援給付サービスの概要 

  ○内容 

    障害者が地域で自立した生活がおくれるよう、個々の障害程度や勘案すべき事項（社会活動や

介護者、居住等の状況）を踏まえ、個別に支給するサービスです。 

 

自立支援給付は、 

・「介 護 給 付」…日常生活に必要な支援 

・「訓 練 等 給 付」…自立した生活に必要な知識や技術を身につける支援 

・「自 立 支 援 医 療」…障害に係る医療費の支援 

・「補装具費の支給」…必要と認められる補装具の購入費、又は修理費の支給 

   に大別されます。 

 

   自立支援給付サービス 

 サービス名 

居宅介護（ホームヘルプ） 

重度訪問介護 

行動援護 
①訪問系サービス 

重度障害者等包括支援 

生活介護 

療養介護 

自立訓練（機能訓練、生活訓練） 

就労移行支援 

就労継続支援（A 型、B 型） 

児童デイサービス 

②日中活動系サービス 

短期入所（ショートステイ） 

共同生活援助（グループホーム） 

共同生活介護（ケアホーム） ③居住系サービス 

施設入所支援 

④相談支援 相談支援（サービス利用計画作成） 

 

 

 

自立支援給付 ３ 
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（２）自立支援給付のサービス提供見込量と確保の方策 

自立支援給付における各事業の内容、今後のサービス提供見込み等は次のようになっています。 

＊サービス提供見込み量については、新体系に移行した施設における、一か月あたりの利用

量を示しています。 

＊文章中の事業所数、人数等は、特に記述のないものは平成 20 年 3 月末時点のものです。

新しい状況に関しては、その数値を記載し、いつの時点の数値かを明記しています。 

 

① 訪問系サービス 

 

【サービスの内容】 

自宅で入浴や排せつ、食事の介護など、自宅での生活全般にわたる介護サービスを行います。  

現状 今後のサービス提供見込量 
  

19 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

総利用時間数（月） ３，０６９時間 ３，３００時間 ３，４００時間 ３，５００時間 
 

【現状および今後の方策】 

○精神障害者のホームヘルプサービス利用者は、自立支援法施行時は１０人前後でしたが現在は

３０人程度に増え、今後も増加することが予想されます。 

○より質の高いサービス提供のため、東京都や事業者側と協議しながら、研修等のあり方につい

て検討していきます。 

○身体障害者・知的障害者・障害児のサービス提供については区内４４か所の事業所が、精神障

害者については３３か所の事業所が現在対応しています。 

 

 

 

【サービスの内容】 

重度の肢体不自由があり、常に介護が必要な方に、自宅での介護から外出時の移動支援までを総

合的に行います。（18 歳以上の方が対象です。） 

現状 今後のサービス提供見込量 
  

19 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

総利用時間数（月） ３，０１２時間 ３，２５０時間 ３，５００時間 ３，７５０時間 
 

【現状および今後の方策】 

○一人あたり 1 月平均２５０時間利用、23 年度までに 1 人ずつ利用が増えると見込まれます。 

○重度訪問介護を行うサービス事業所は区内に４０か所あります。 

○利用者が、地域で安心して生活できる質の高いサービスを提供するために、研修等の充実を図り

ます。 

 

 

 

 

居 宅 介 護 （ ホ ー ム ヘ ル プ ）  

重 度 訪 問 介 護  
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【サービスの内容】 

知的障害または精神障害により、行動が著しく困難で常に介護の必要な方に、外出時の移動の支

援や行動の際に生じる危険回避のための援護などを行います。 

現状 今後のサービス提供見込量 
 

19 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

総利用時間数（月） ０時間 ６０時間 ６０時間 １２０時間 
 

【現状および今後の方策】 

○一人あたり 1 月平均 60 時間の利用が見込まれ、現在の利用者の状況からこのサービスを必要

とする方は、23 年度までに 2 人と見込まれます。 

○指定事業所は３か所ありますが、現在行動援護を支給決定している方はおりません。 

○行動援護の対象基準が見直され、平成２０年度以降は支給決定が見込まれます。 

○行動援護の支給決定については、対象事業所と連携をとり、サービス提供体制を整備した上で、

支給決定をします。 

 

 

 

【サービスの内容】 

常に介護を必要とする方のなかで意思疎通を図ることが著しく困難な方に、居宅介護や日中活動

などの障害福祉サービスを包括的に提供します。 

（障害程度区分６の寝たきりなどの極めて重度の身体・知的・精神障害者が対象） 

現状 今後のサービス提供見込量 
 

19 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

総利用時間数（月） ０時間 ５４０時間 ８１０時間 １，０８０時間 
 

【現状および今後の方策】 

○一人あたり 1 月平均 270 時間の利用、21 年度 2 人、22 年度 3 人、23 年度 4 人の利用が

見込まれます。 

○現在は対象者はおらず、区内に指定事業所はありません。今後、サービス提供体制（事業所･ヘ

ルパー）の整備が求められています。 

○ 区外の事業所の活用の検討も進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重 度 障 害 者 等 包 括 支 援  

行 動 援 護  
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② 日中活動系サービス 

 

【サービスの内容】 

常に介護を必要とする方に昼間、入浴、排せつ、食事の介護、創作的活動、生産活動の機会の提

供などを行います。 

      ＊人日…1 月あたりの総利用日数：利用見込数×平均利用日数 

現状 今後のサービス提供見込量 
 

19 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

サービス利用量（月） ４０７人日 ２，２００人日 ４，２００人日 ５，４４０人日 

実利用者数（月） ２１人 １１０人 ２１０人 ２７２人 
 

【現状および今後の方策】 

○一人あたり 1 月平均 20 日の利用が見込まれます。 

○平成２１年４月より豊島区立の生活実習所（駒込・目白）が新体系の生活介護事業所への移行

を予定しています。 

○22 年度、23 年度には、区外入所施設の日中活動が、新体系の生活介護への移行が進むものと

想定され、実利用者数が大きく増えると見込まれます。 

○今後医療的ケアの必要な方の利用について整備を進める必要があります。 

○今後重度の障害者の日中活動の場として、さらに多くの生活介護のサービスが必要となります。 

 

 

 

【サービスの内容】 

病院などの施設で、おもに日中に機能訓練や療養上の管理、看護、介護、日常生活上の援助など

を行います。 

（１８歳未満の方は児童福祉法に基づく施設給付の対象となります。） 

現状 今後のサービス提供見込量 
 

19 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

実利用者数（月） ４人 ８人 １２人 ３０人 

 

【現状および今後の方策】 

○療養介護の対象者は、病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とす

る障害者です。 

○重症心身障害児施設に入所している過年齢児については、東京都や児童相談所などと情報交換

を行いながら、今後の方策について検討を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

生 活 介 護  

療 養 介 護  
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【サービスの内容】 

自立した日常生活や社会生活ができるように、身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維

持・回復などのための訓練を一定期間の支援計画に基づき行います。 

      ＊人日…1 月あたりの総利用日数：利用見込数×平均利用日数 

現状 今後のサービス提供見込量 
   

19 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

サービス利用量（月） ０人日 ８０人日 １２０人日 １９２人日 

実利用者数（月） ０人 １０人 １５人 ２４人 
 

【現状および今後の方策】 

○一人あたり 1 月平均 8 日の利用が見込まれます。 

○中途障害者を主な対象とします。 

○診療報酬の改定により、これまで以上に早期に退院し医療機関からの移行が増えたことから、

機能回復を期待する方に対する、専門的な対応が求められてきています。 

○区立心身障害者福祉センターの一部が、平成２１年度に新体系の自立訓練（身体）に移行を予

定しています。 

 

 

 

【サービスの内容】 

自立した日常生活や社会生活が出来るように、食事や家事などの日常生活能力の向上のための訓

練を一定期間の支援計画に基づき行います。 

     ＊人日…1 月あたりの総利用日数：利用見込数×平均利用日数 

現状 今後のサービス提供見込量 
 

19 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

サービス利用量（月） ５４人日 １００人日 ２００人日 ３００人日 

実利用者数（月） ３人 ５人 １０人 １５人 
 

【現状および今後の方策】 

○一人あたり 1 月平均 20 日の利用が見込まれます。 

○今後、入所施設から新体系への移行が見込まれます。 

○経過的サービスのため、訓練終了後にアパートやグループホーム・ケアホームなどのサービス

につなげる必要があります。 

○日中は、一般就労や就労移行支援事業所への通所などのサービスにつなげる必要があります。 

○事業所と連携を図りながらサービスの提供をしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

自 立 訓 練 （ 機 能 訓 練 ）  

自 立 訓 練 （ 生 活 訓 練 ）  
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【サービスの内容】 

一般企業への就労を希望する方に、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練や職場実習など

を一定期間の支援計画に基づき行います。 

     ＊人日…1 月あたりの総利用日数：利用見込数×平均利用日数 

現状 今後のサービス提供見込量 
 

19 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

サービス利用量（月） ２６５人日 ９９０人日 ９９０人日 ９９０人日 

実利用者数（月） １９人 ５５人 ５５人 ５５人 
 

【現状および今後の方策】 

○一人あたり 1 月平均 18 日の利用が見込まれます。 

○21 年度～23 年度のサービス見込量は、期間を定めたサービスのため同数としています。 

○平成１９年１０月に「あおぞら作業所」、平成２０年 1 月に「豊芯会 ジョブトレーニング事業

所」が、新体系の就労移行支援に移行しました。 

○平成２０年１１月に「ワーカーズ・コープまめの樹」が就労移行支援を事業開始しました。 

○平成２１年度に、豊島区立駒込福祉作業所、いけぶくろ茜の里の一部が新体系への移行を予定

しています。 

○豊島区障害者就労支援センターにおいて実施している一般就労支援・定着支援等との連携を強

化していきます。 

 

 

 

【サービスの内容】 

一般企業などで雇用されることが困難な方に、働く場の提供や、就労に必要な知識や能力向上の

ための訓練を行います。 

＊事業者と雇用契約を結びます。（雇用型） 

＊人日…1 月あたりの総利用日数：利用見込数×平均利用日数 

現状 今後のサービス提供見込量 
 

19 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

サービス利用量（月） １０５人日 ３６０人日 ３６０人日 ４５０人日 

実利用者数（月） ６人 ２０人 ２０人 ２５人 
 

【現状および今後の方策】 

○一人あたり 1 月平均 18 日の利用が見込まれます。 

○平成１９年に「ワーカーズ・コープまめの樹」、平成２０年１月に「豊芯会フードサービス事業

部」が新体系の就労継続支援（Ａ型）に移行しました。 

 

 

 

 

 

 

 

就 労 移 行 支 援  

就 労 継 続 支 援 （ A 型 ）  
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【サービスの内容】 

一般企業などで雇用されることが困難な方に、働く場の提供や、就労に必要な知識や能力向上の

ための訓練を行います。 

＊事業者との雇用契約は結びません。（非雇用型） 
＊人日…1 月あたりの総利用日数：利用見込数×平均利用日数 

現状 今後のサービス提供見込量 
 

19 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

サービス利用量（月） ５６８人日 ２，４８０人日 ２，８００人日 ３，１２０人日 

実利用者数（月） ３７人 １５５人 １７５人 １９５人 
 

【現状および今後の方策】 

○一人あたり 1 月平均 16 日の利用が見込まれます。 

○平成１９年１０月に「あおぞら作業所」、平成２０年 1 月に「豊芯会ジョブトレーニング事業所」、

平成２０年４月に「オーク」が新体系の就労継続支援（Ｂ型）に移行しました。 

○平成２１年度に豊島区立目白福祉作業所・駒込福祉作業所・いけぶくろ茜の里が新体系への移

行を予定しています。 

○今後、23 年度までに区外施設が新体系への移行も考えられることもあり、実利用者数を 40 人

増やします。 

 

 

 

【サービスの内容】 

療育が必要な児童に対して、施設に通っての日常生活における基本的な動作の指導や集団生活へ

の適応訓練などを行います。 

        ＊人日…1 月あたりの総利用日数：利用見込数×平均利用日数 

現状 今後のサービス提供見込量 
 

19 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

サービス利用量（月） ２７８人日 ３１９人日 ３１９人日 ３１９人日 

実利用者数（月） ４８人 ５５人 ５５人 ５５人 
 

【現状および今後の方策】 

○一人あたり 1 月平均 5.8 日の利用が見込まれます。 

○児童の発達段階に応じた療育プログラム（グループ）づくりを行っています。 

○発達障害の早期発見、早期療育を推進するための環境を整備し、支援を必要とする児童に対し

適切なサービスを提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

就 労 継 続 支 援 （ B 型 ）  

児 童 デ イ サ ー ビ ス



236 

 

 

【サービスの内容】 

自宅で介護する方が病気の場合などに、施設や事業所に短期入所させ、入浴、排せつ、食事の介

護などを行います。 

       ＊人日…1 月あたりの総利用日数：利用見込数×平均利用日数 

現状 今後のサービス提供見込量 
 

19 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

サービス利用量（月） ２６１人日 ３２０人日 ３８４人日 ４４８人日 

実利用者数（月） ３２人 ４０人 ４８人 ５６人 
 

【現状および今後の方策】 

○一人あたり 1 月平均 8 日の利用が見込まれます。（最短 1 日、最長 3 か月と利用期間に幅があ

ります。平均すると利用日数は月 8.1 日になります。） 

○医療的ケアの拡充・充実が求められています。 

○区立福祉ホームさくらんぼの緊急一時保護事業を、新体系の短期入所へ移行することを検討し

ています。 

○レスパイト（介護者の休養）利用は年々増加しています。特に福祉ホームさくらんぼの新体系

移行によって、さらに増加が見込まれます。 

○精神障害者が利用できるショートステイの充実が求められています。今後、短期入所施設の誘

致に努めます。 

 

 

 ③ 居住系サービス 

 

【サービスの内容】 

日中に就労または就労継続支援などのサービスを利用している知的障害者または精神障害者に

対し、地域の共同生活の場において、相談や日常生活上の援助を行います。 

現状 今後のサービス提供見込量 
   

19 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

実利用者数（月） ４９人 ６０人 ６５人 ７０人 
 

 

 

 

【サービスの内容】 

日中に就労または就労継続支援などのサービスを利用している知的障害者または精神障害者に

対し、地域の共同生活の場において、入浴や排せつ、食事の介護などを行います。  

（基本的に１８歳以上の方を対象としています） 

現状 今後のサービス提供見込量 
   

19 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

実利用者数（月） ３３人 ４５人 ５０人 ５５人 

短 期 入 所 （ シ ョ ー ト ス テ イ ）

共 同 生 活 援 助 （ グ ル ー プ ホ ー ム ）

共 同 生 活 介 護 （ ケ ア ホ ー ム ）
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【現状および今後の方策】 

○区内知的障害者のグループホームは、ケアホームの指定をあわせて受けたことにより、グルー

プホームとケアホームの２つの性格を持つ施設となっています。 

○地域の社会資源の整備状況により見込み数は大きく変わります。社会資源を整備するため、豊

島区独自のグループホーム整備補助事業を実施しており、今後の見込み量を踏まえ整備をめざ

します。 

 

 

 

【サービスの内容】 

介護が必要な方や通所が困難な方で、自立訓練または就労移行支援のサービスを利用している方

に対して居住の場を提供し、夜間における日常生活上の支援を行います。 

現状 今後のサービス提供見込量 
  

19 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

実利用者数（月） １４人 ３５人 ５５人 １６０人 
 

【現状および今後の方策】 

○現在、１８０人（身体障害者５２人、知的障害者１２８人）が旧法の入所施設を利用していま

す。 

○平成２１年度以降、旧法入所施設は、順次新体系の施設入所支援又はケアホームへの移行とな

ります。 

○区内に入所施設を造るのは困難ですが、家族や本人の意向を踏まえて、地域での居住の場とし

てグループホームやケアホームの施設整備を適切に図っていきます。 

 

 

 ④ 相談支援 

 

【サービスの内容】 

病院や施設からの退院・退所時や、単身で自ら適切な福祉サービスの利用の調整ができない障害

者へ、サービス利用の相談・情報の提供・斡旋・調整等を行い、地域で安心して日常生活や社会生

活が送れるように、障害者の意向に沿ったサービス利用計画（ケアプラン）を作成します。 

現状 今後のサービス提供見込量 
  

19 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

実利用者数（月） ０人 ４人 ６人 ８人 
 

【現状および今後の方策】 

○障害者の状況に応じた福祉サービスが利用できるよう、研修によるケアマネジメント能力の向

上や、区の関係部署や相談支援事業者の連携により、相談支援の充実に努めます。 

 

施 設 入 所 支 援  

相 談 支 援 （ サ ー ビ ス 利 用 計 画 作 成 ）
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◆障害福祉サービスの提供見込み 

                           ＊1 か月あたりの利用量 

＊人日：利用見込数×平均利用日数 

現状 サービス提供見込量 
  単位

19 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

①訪問系サービス    

  居宅介護（ホームヘルプ） 時間 3,069 3,300 3,400 3,500 

  重度訪問介護 時間 3,012 3,250 3,500 3,750 

  行動援護 時間 0 60 60 120 

  重度障害者等包括支援 時間 0 540 810 1,080 

②日中活動系サービス    

  人日 407 2,200  4,200  5,440  

  
生活介護 

人 21 110  210  272  

  療養介護 人 4 8 12 30 

  人日 0 80  120  192  

  
自立訓練（機能訓練） 

人 0 10  15  24  

  人日 54 100  200  300  

  
自立訓練（生活訓練） 

人 3 5  10  15  

  人日 265 990  990  990  

  
就労移行支援 

人 19 55  55  55  

  人日 105 360  360  450  

  
就労継続支援（A 型） 

人 6 20  20  25  

  人日 568 2,480  2,800  3,120  

  
就労継続支援（B 型） 

人 37 155  175  195  

  人日 278 319  319  319  

  
児童デイサービス 

人 48 55  55  55  

  人日 261 320  384  448  

  
短期入所（ショートステイ） 

人 32 40  48  56  

③居住系サービス    

  共同生活援助  人 49 60  65  70  

  共同生活介護 人 33 45  50  55  

  施設入所支援 人 14 35  55  160  

④相談支援    

  相 談 支 援（サービス利用計画作成） 人 0 4 6 8 
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（１）地域生活支援事業の概要 

○目的 

障害者が、地域で自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、地域の特性やサー

ビスを利用する方の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的・効果的に実施すること

を目的とした事業です。 

 

○事業内容 

地域生活支援事業には、必ず実施しなければならない必須の事業と、自治体の判断で実施す

ることができる任意の事業があります。 

 

○豊島区の事業体系 

豊島区が地域生活支援事業として、実施するのは次のとおりです。 

 

 

 豊島区が実施する事業 

 相談支援事業 

 ▼障害者相談支援事業 

 ▼地域自立支援協議会 

 相談支援機能強化事業（専門相談） 

 居住サポート事業 

①相談支援事業 

 成年後見制度利用支援事業 

②コミュニケーション支援事業 

 コミュニケーション支援事業 

 ▼手話通訳者派遣事業  

 ▼要約筆記者派遣事業 

③日常生活用具給付等事業 日常生活用具給付等事業 

④移動支援事業 移動支援事業 

必 

須 

事 

業 

⑤地域活動支援センター事業 地域活動支援センター事業 

 訪問入浴サービス事業 

 更生援護施設入所者更生訓練費・就職支度金給付事業

 自動車運転免許取得・改造助成事業 

 手話講習会 

 精神保健福祉セミナー 

 精神障害者生活訓練事業（保健所デイケア） 

任 

意 

事 

業 

⑥その他の事業 

 日中一時支援事業 

地域生活支援事業 ４ 
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（２）地域生活支援事業のサービス提供見込量と今後の方策 

① 相談支援事業 

障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供および助言その他の障害福祉サービスの利用支援等、

必要な支援を行うとともに、虐待の防止およびその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の

障害者等の権利擁護のために必要な援助を行います。 

 

 

 

【事業の内容】 

障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供・助言その他の障害福祉サービスの利用支援等、

必要な支援を行います。 

【現状および今後の方策】 

○公的機関の相談窓口としては、中央・東部・西部保健福祉センターや障害者福祉課、心身障害

者福祉センター、保健所、東部・西部子ども家庭支援センターなどで実施しています。 

○相談窓口としては、公的機関が利用される割合も高く、公的機関が果たす役割は重要となって

います。 

○新庁舎建設も視野に入れながら、区民にとって利用しやすい窓口となるよう、組織の見直しを

進めていきます。 

○民間の指定相談支援事業者も相談窓口として、区との役割分担をはかりながら、連携していき

ます。また、次期計画に向けて、今後の相談支援事業のあり方を整理します。 

 

 

 

 
 
 

【事業の内容】 

相談支援事業をはじめとする地域の障害福祉に関するシステムづくりに関して、中核的な役割を

果たす定期的な協議会の場として、区が設置しています。 

 

【現状および今後の方策】 

○平成 19 年 11 月に設置しました。平成 

20 年度には、地域生活支援部会と就労支 

援部会を設け、具体的な協議をしていきま 

す。 

○今後も、地域の関係機関によるネットワー 

クの構築や困難事例への対応のあり方、地 

域の社会資源の開発、改善に関することを 

協議していきます。 

相 談 支 援 事 業  

▼ 障 害 者 相 談 支 援 事 業  

指定相談支援事業者とは・・・ 
都道府県より指定を受けて、相談支援事業を行う事業者のこと。 

▼ 地 域 自 立 支 援 協 議 会  

 

地域自立支援協議会 

保健・医療

【地域自立支援協議会のイメージ図】

相談支援事業者 

教育機関 ハローワーク

就労支援センター

行政機関 

障害サービス事業者 

障害福祉施設 



241 

 

 

【事業の内容】 

専門家を配置して、一般の相談支援事業では対応することが困難な内容の相談に応じます。 

現状 サービス提供見込み 
  

19 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

実施見込みか所数 ２か所 ２か所 ２か所 ２か所 
 

【現状および今後の方策】 

○豊島区立心身障害者福祉センターでは、心療内科医による「こころの相談」、臨床心理士による

「中途障害者受容などの心理相談」、作業・理学療法士による「補装具相談」、言語聴覚士によ

る専門相談等を行っています。今後も区の直営事業として行います。 

○地域生活支援センターこかげでは、専門職員を配置し、区と連携を図りながら、障害種別や年

齢を超えて幅広く相談に対応します。 

 

 

【事業の内容】 

賃貸契約による一般住宅への入居に当たって支援が必要な障害者について、入居支援や居住支援

のための関係機関によるサポート体制の調整等を行います。 

現状 サービス提供見込み 
  

19 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

実施見込みか所数 ０か所 ０か所 １か所 １か所 
 

【現状および今後の方策】 

○不動産業者に対する物件あっせん依頼および家主等との入居契約手続き支援を行う入居支援や

利用者の生活上の課題に応じ、関係機関から必要な支援を受けることができるように調整を行

うなどのサポート体制等、平成 22 年度実施に向けて検討を行います。 

 

 

【事業の内容】 

成年後見制度の利用が必要であるが、申し立ての困難な方に対し、区長申し立てにより支援しま

す。また、区長が申し立てた場合で、後見人等への報酬の支払いが困難な方（一定要件あり）に対

し、費用を助成します。 

現状 サービス提供見込み 
  

19 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

区長申立件数（年） 0 件 2 件 2 件 2 件 
 

 
 

相 談 支 援 機 能 強 化 事 業 （ 専 門 相 談 ）

居 住 サ ポ ー ト 事 業  

成 年 後 見 制 度 利 用 支 援 事 業  
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【現状および今後の方策】 

○福祉サービス権利擁護支援室「サポートとしま」と連携し、成年後見制度利用に関する相談支

援体制を充実します。また、必要に応じ「サポートとしま」専門相談での弁護士等の助言を受

け、区長申立て制度の利用促進が図られるよう努めます。 

○平成１９年度には、「サポートとしま」が成年後見制度推進機関となり、社会貢献型後見人の育

成や後見人等へのサポート事業などを行っています。今後、豊島区社会福祉協議会が実施する

法人後見事業等も活用し、成年後見制度の普及啓発・利用促進を図ります。 
 

② コミュニケーション支援事業 

コミュニケーションを図ることに支障がある障害者に、手話通訳等の方法により、障害者とその他

の者のコミュニケーションを仲介する手話通訳者等の派遣などを行い、コミュニケーションの円滑化

を図ります。 
 

 

 

【事業の内容】 

聴覚障害者の社会参加を援助し、コミュニケーション確保のために手話通訳者を派遣します。（手

話通訳者派遣センター業務を含みます） 

現状 サービス提供見込み 
  

19 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

実利用見込み者数

（月） 
２０人 ２５人 ２５人 ３０人 

 

【現状および今後の方策】 

○豊島区手話通訳者派遣センターは、区役所障害者福祉課内に設置されており、利用実績は年々

少しずつ伸びています。しかし、利用者が限定されている傾向があり、手話のできる多くの方

の利用を促進することが必要です。 

○手話を主なコミュニケーション手段としている聴覚障害者の利用を促進するために周知を強化

します。 

 

【事業の内容】 

会議や講演等でスクリーン等を使用する場合や手話の使えない聴覚障害者に要約筆記者を派遣

します。 

現状 サービス提供見込み 
  

19 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

実利用見込み者数

（月） 
３人 ４人 ４人 ５人 

 

コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 支 援 事 業  

▼ 手 話 通 訳 者 派 遣 事 業  

▼ 要 約 筆 記 者 派 遣 事 業  
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【現状および今後の方策】 

○手話通訳者派遣事業と同様に利用者が限定されている傾向があり、手話のできない多くの方の

利用を促進することが必要です。 

○今後、要約筆記についての周知に努めます。 
 

③ 日常生活用具給付等事業 

 

【事業の内容】 

重度障害者に対し、日常生活上の便宜を図るために自立生活支援用具等の日常生活用具を給付ま

たは貸与します。 

日常生活用具の主な品目  
介護・訓練支援用具…………特殊寝台、移動用リフト 
自立生活支援用具 …………T 字杖、入浴補助用具 
在宅療養等支援用具…………吸入器、吸引機 
情報・意思疎通支援用具……拡大読書機、録音再生機 
排泄管理支援用具 …………収尿機、紙おむつ等 
居宅生活動作補助用具………住宅改修費        等々 

現状 サービス提供見込み 
  

19 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

利用件数（年） ３，２５３件 ３，３２０件 ３，３５０件 ３，３８０件 
 

【現状および今後の方策】 

○サービスを必要としている障害者（児）が適切に利用できるよう、周知に努めます。 

 
④ 移動支援事業 

 

【事業の内容】 

移動支援を実施することにより、社会生活上必要不可欠な外出および余暇活動等の社会参加のた

めの外出の際の移動を支援します。 

（個別的支援が必要な方に対するマンツーマンによる支援） 

現状 サービス提供見込み 
  

19 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

実利用見込み者数（月）   １１９人   １３０人   １４０人   １５０人 

延べ利用見込み時間数

（月） 
１，９３２時間 ２，２００時間 ２，４００時間 ２，６００時間 

実施見込みか所数（月） ５２か所 ５５か所 ５５か所 ５５か所 
 

【現状および今後の方策】 

○利用者等から、寄せられているさまざまな要望に対して、今後、諸条件等を勘案しながら検討

を進めていきます。 

○より質の高いサービス提供のため、東京都や事業者と協議しながら、研修等のあり方について

検討していきます。 
 

日 常 生 活 用 具 給 付 等 事 業  

移 動 支 援 事 業  
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⑤ 地域活動支援センター事業 

 

【事業の内容】 

障害者に創作活動や生産活動の提供、社会との交流の促進等の場を提供します。 

地域活動支援センターには、Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型があります。 

① 地域活動支援センターⅠ型は、専門職員を配置し、専門相談、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、障害に対する理

解促進を図るための普及啓発等の事業を実施します。 

② 地域活動支援センターⅡ型は、地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に対し、

機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施します。 

③ 地域活動支援センターⅢ型は、地域において雇用・就労が困難な在宅障害者を対象に

創作的活動又は生産活動、社会との交流促進などのサービスを実施します。 

現状 サービス提供見込み 
  

19 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

実施見込みか所数 ３か所 １１か所 １１か所 １２か所 

実利用見込み者数（月） ６０人 ２１６人 ２１７人 ２３８人 
 

【現状および今後の方策】 

○平成２０年１０月現在、地域活動支援センターⅠ型として、地域生活支援センターこかげ、地

域活動支援センターⅡ型として、区立心身障害者福祉センター、地域活動支援センターⅢ型と

して、麦の家、ハートランドみのり、そよかぜ、フレンド、このはの家、染井クリエイト、あ

とりえ「ゆうかり」の合計９か所があります。 

○平成２１年度以降、３か所程度が新体系へ移行する見込みです。 

○それぞれの事業所がもつ特性や機能を活かしていけるよう支援をしながら、次期計画に向けて、

Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型の機能や役割等を整理します。 
 

⑥ その他の事業 

 

【事業の内容】 

心身障害者の居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の介護を行います。 

現状 サービス提供見込み 
  

19 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

実利用見込み者数（月） １４人 １６人 １８人 ２０人 
 

【現状および今後の方策】 

○利用意向に沿ったサービス提供が行われています。今後についても希望に応じた事業を行います。 

○単身世帯へのサービス提供については、委託事業者との契約の関係で実施できていませんが、今後、

委託事業者へ働きかけていきます。 

地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー 事 業  

訪 問 入 浴 サ ー ビ ス 事 業  
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【事業の内容】 

身体障害者更生援護施設に入所又は通所している障害者に対し、社会復帰の促進を図るため、更

生訓練費と就職支度金を支給します。 

現状 サービス提供見込み 
  

19 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

実利用見込み者数（年） 
更生訓練費 ３４人

就職支度金  ２人

更生訓練費 ３４人

就職支度金  ３人

更生訓練費 ３４人 
就職支度金  ３人 

更生訓練費 ３４人

就職支度金  ４人
 

【現状および今後の方策】 

○更生訓練費の対象は、定率負担に係る利用者負担額が生じない入所者で、現状のままで推移するものです。 

○更生訓練への意欲を高め社会復帰への促進を図るため、この制度は引き続き維持していきます。 

○就職支度金は、更生訓練を終了し、就職又は自営により施設を退所する障害者に支給しています。 
 

 

【事業の内容】 

身体障害者が所有し運転する自動車の改造に要する費用の一部、また、心身障害者が自動車運転

免許の取得に要する費用の一部を助成し、障害者の日常生活の利便と生活圏の拡大を図ります。 

現状 サービス提供見込み 
  

19 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

実利用見込み者数（年） 自動車改造   ０件

運転免許助成 ２件

自動車改造   ５件

運転免許助成 ５件

自動車改造   ５件 
運転免許助成 ５件 

自動車改造   ５件

運転免許助成  ５件
 

【現状および今後の方策】 

○移動が困難な障害者の日常生活の利便と生活圏の拡大を図るため、この制度は引き続き維持し

ていきます。 
 

 

 

【事業の内容】 

豊島区の登録手話通訳者の育成と手話の普及のための教室を開催します。入門、応用、専門コー

スの３コースがあります。 

現状 サービス提供見込み 
  

19 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

実利用見込み者数（年） １２７人 １３０人 １３０人 １３０人 
 

【現状および今後の方策】 

○昼・夜間のコースを開催していますが、近年においては講習会受講希望者は減少の傾向が見られます。

手話講習会の受講者を拡大する方法と、その後通訳者として活動しやすい条件整備に努めます。 

○講習会終了後に登録手話通訳者として活動する方が少ない現状です。 

○中途の聴覚障害者を対象とした講習会など、新たな取組みについて引き続き検討していきます。 

手 話 講 習 会  

更 生 援 護 施 設 入 所 者 更 生 訓 練 費 ・ 就 職 支 度 金 給 付 事 業

自 動 車 運 転 免 許 取 得 ・ 改 造 助 成 事 業  
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【事業の内容】 

精神障害者、その家族およびボランティアを対象とした精神保健に関する講演会を行い、障害の

理解や社会資源の利用についての情報を提供します。 

現状 サービス提供見込み 
  

19 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

見込み開催数（年） ４回 ３回 ３回 ３回 
 

【現状および今後の方策】 

○退院可能な精神障害者の地域移行を促進し、地域生活の確立と継続を支援するため、当事者自

身が障害の特性を理解し福祉サービスを有効に利用しながら自立生活を持続すること、並びに

今以上の家族や区民の障害の理解の促進が求められています。 

○障害福祉サービスの整備の充実により、選択と組み合わせ利用の幅が少しずつ広がっています。

地域での快適な生活実現のために必要な情報提供を実施していきます。 

 

 

【事業の内容】 

回復途上にある精神障害者に対する日常生活の相談および援助を実施することにより、社会生活

を円滑に行えるように支援します。 

現状 サービス提供見込み 
  

19 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

実利用見込み者数（月） １３人 ２０人 ２０人 ２０人 
 

【現状および今後の方策】 

○障害者自立支援法により福祉サービスの内容や体系が改定されたことに伴い、運営形態の見直

しと実施内容の検討が求められています。 

○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ていきます。 
 

 

【事業の内容】 

通常介護している方が、疾病、出産、休息等の理由で一時的に介護が出来ない時に、障害福祉サ

ービス事業所が入浴、排せつおよび食事の介護その他の必要な支援を行います。 

（宿泊は伴わない） 

現状 サービス提供見込み 
  

19 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

実施見込みか所数 ２か所 ５か所 ５か所 ７か所 
 

【現状および今後の方策】 

○福祉ホームさくらんぼが短期入所や日中一時支援の事業を実施した場合には、サービスの提供

状況が大きく変わります。 

精 神 保 健 福 祉 セ ミ ナ ー  

精 神 障 害 者 生 活 訓 練 事 業 （ 保 健 所 デ イ ケ ア ）

日 中 一 時 支 援 事 業  



247 

 

◆地域生活支援事業のサービス提供見込み 

現状 サービス提供見込量 
   単位 

19 年度 21 年度 22 年度 23 年度

① 相談支援事業 

 相談支援事業 

▼障害者相談支援事業 － 公的機関等の窓口にて実施 

 
▼地域自立支援協議会 か所 1 1 1 1 

 相談支援機能強化事業（専門相談） か所 2 2 2 2 

 居住サポート事業 か所 0 0 1 1 

 成年後見制度利用支援事業 件（年） 0 2 2 2 

② コミュニケーション支援事業 

コミュニケーション支援事業 

 ▼手話通訳者派遣事業 人（月） 20 25 25 30 

 ▼要約筆記者派遣事業 人（月） 3 4 4 5 

③ 日常生活用具給付等事業 件（年） 3,253 3,320 3,350 3,380 

人（月） 119 130 140 150 

時間（月） 1,932 2,200 2,400 2,600 ④ 移動支援事業 

か所 52 55 55 55 

か所 3 11 11 12 

必 

須 

事 

業 

⑤ 地域活動支援センター 
人（月） 57 216 217 238 

⑥ その他の事業 

 訪問入浴サービス事業 人（月） 14 16 18 20 

 
更生援護施設入所者更生訓練費・就職

支度金 
人（年）

更生 34 

就職 2 

更生 34 

就職 3 

更生 34

就職 3

更生 34

就職 4

 自動車改造・運転免許助成 件（年）
改造 0 

免許 2 

改造 5 

免許 5 

改造 5

免許 5

改造 5

免許 5

 手話講習会 人（年） 127 130 130 130 

 精神保健福祉セミナー 回（年） 4 3 3 3 

 精神障害者生活訓練事業 人（月） 13 20 20 20 

   

  

 

  

任 

意 

事 

業 

  

  

  

  

  日中一時支援事業 か所 2 5 5 7 
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（１）自立支援給付にかかる利用者負担の軽減  

自立支援給付は、サービス量と所得に着目した負担の仕組み（１割の定率負担と所得に応じた月額

上限の設定）になりました。また、施設利用者については食費・光熱水費等実費負担となりました。

ただし、定率負担、実費負担のそれぞれに、低所得の方に配慮した軽減策が講じられています。 

しかし、障害者自立支援法の抜本的見直しに向けた緊急措置の中で平成２０年 7 月から、以下の 3

点の利用者負担の見直しが行われました。 

①低所得世帯を中心とした利用者負担の軽減 

②軽減対象となる課税世帯の範囲の拡大 

③個人単位を基本とした所得段階区分への見直し 

こうした特別対策等による負担軽減は、平成２１年４月以降も継続して実施するとともに、平成２

１年７月からは、軽減措置を適用するために必要な「資産要件」を撤廃し、「心身障害者扶養共済給

付金」については個別減免時の収入認定から除外する取り扱いとなります。 

豊島区でも、定率負担、実費負担について、障害者自立支援法の主旨に従い、利用者に負担をして

いただくようにしました。 

ただし、利用者の負担増の状況もあり、負担が重くなりすぎないように、事業の一部については、

独自の軽減措置を以下の３点について行いました。 

①通所施設（法内）利用者の区民税課税世帯に対し、平成１８年１０月より食費について 320 円

を補助することにより軽減を図りました。 

②児童デイサービスの就学前の児童について、無料としました。 

③東京都の制度による居宅介護等の低所得者の負担軽減（３％に軽減）を実施しました。 

 

 

（２）地域生活支援事業にかかる利用者負担の軽減 

地域生活支援事業は、自立支援給付とは異なり区が行う事業と定められており、利用者負担につい

ても区で定めるものです。ただし、原則的には、自立支援給付と同じく、利用者はサービス提供費用

の原則１割を負担していただきます。 

しかし、自立支援給付による利用者負担は上限設定等軽減措置はとられていますが、平成１８年４

月以降、利用者に重く負担を強いる結果となっています。 

このような状況に対して、区の事業である地域生活支援事業については、激変緩和としてできる限

り無料になるように軽減措置を行うようにしました。 

主な事業としては、手話通訳者派遣事業はすべて無料に、移動支援事業は２０時間まで無料にしま

した。また、日中一時支援事業は、障害児について月２４時間まで無料としました。 

豊島区では、引き続き、平成２１年度以降も経過措置として、同様の軽減措置を行うとともに、平

成２１年度からは、地域活動支援センターについても無料とします。 

今後も、障害者自立支援法の見直しなどを踏まえて、次期「障害福祉計画」策定時に十分検討して

いきます。 

 

 

 

 

利用者負担の軽減に対する取組み ５ 
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Ⅵ 計画の推進に向けて 
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○ 身近な地域内で、総合的な相談支援が受けられるように、保健・福祉・医療の連携のもと、

保健福祉サービスに関する利用相談、苦情、権利侵害の相談などができる総合的な相談窓口

を３保健福祉センターに整備することを検討します。 

○ 地域の生活課題にきめ細かく迅速に対応するために、地域包括支援センターを中心に、保健

福祉センター、区民ひろば、医療機関、専門機関、民生・児童委員、ＮＰＯ団体など様々な

機関が連携するネットワーク体制を構築します。 

○ 新庁舎整備に向けて、「庁舎サービス等検討区民ワークショップ」や庁内で組織するプロジェ

クトチームなどにおいて、福祉の総合相談窓口の設置など、安心で利用しやすい相談窓口の

あり方を検討します。 

○ また、保健福祉センターなどの身近な施設の窓口においても様々な相談ができるようテレビ

電話などのＩＴを活用し、本庁と地域の施設を結ぶ設備の検討をします。  

 
 
 
 
 
 

 

 

○ 区における保健福祉に係る事項について総合的に検討し、施策の推進を図るため、区長の付

属機関として平成 21 年度に「豊島区保健福祉審議会」を設置します。 

○ 審議会は、区長の諮問に応じ、地域保健福祉計画に関することおよびその他保健福祉施策の

推進に係る基本的事項について審議し、答申を行うだけでなく、区の保健福祉施策に対して、

主体的に提言を行うことができます。 

○ 審議会の委員は、学識経験者、区議会議員、保健医療関係者、社会福祉関係者、区内関係団

体の構成員、公募区民、区職員等から組織されます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合相談支援体制の整備 １ 

保健福祉審議会の設置 ２ 
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○ 保健・福祉に係るニーズはますます多様化・複雑化し、行政だけで公共サービスを支えるこ

とは困難になってきており、様々な活動団体等との協働が不可欠になってきています。 

○ 今後区は、区民、地域活動団体、ボランティア、ＮＰＯ、民間企業などと協働推進するにあ

たり、活動拠点の確保や連携のしくみづくりをはじめ、さらに活動支援などを積極的に行い、

よりきめ細やかな公共サービスを実現するとともに、サービス利用者の立場に立ち、サービ

スの質の向上や、地域バランスのとれたサービス量の確保に努めます。 

○ 区民が、施策の形成や地域福祉計画の策定に当たり、意思を反映させるしくみを整備すると

ともに、地域活動に参加しやすいようなきっかけづくりと協働や地域活動に係る意識啓発な

どを進めていきます。 

○ また、区民の計画策定への参加が円滑に進むよう支援していきます。 

○ 地域住民が、地域社会を構成する一員として、あらゆる分野の活動に参加する機会が持てる

ような地域福祉の推進を担う人材の育成を図ります。  

 
 
 
 
 
 

 

 

○ 新しい地域福祉を推進する上で、区民の福祉活動を発掘、育成し、区民相互に支え合う環境

づくりを進めるために、社会福祉協議会が積極的な役割を果たすことへの期待は非常に大き

いものがあります。今後、社会福祉協議会が区民による地域福祉活動を支援する団体として、

活発に活動できるよう支援を充実するとともに、これまで以上、連携・協働体制を強化しま

す。 

○ 特に、新たな地域の支え合いシステムの構築にあたっては、コミュニティソーシャルワーカ

ー配置のモデル事業の実施を通して、中心的な役割を担う社会福祉協議会と緊密に連携し、

その推進を図ります。 

○ また、成年後見制度推進機関として、権利擁護事業の要である福祉サービス権利擁護支援室

「サポートとしま」との連携を強化し、成年後見制度の普及啓発、関係機関とのネットワー

クづくり、後見人等へのサポートなど、一層の充実を図っていきます。さらに、従来の地域

福祉権利擁護事業に加え、法人後見事業など新たな取組みに対しても支援を継続し、成年後

見制度等の利用促進を図ります。  

 

 

 

活動団体や区民との協働 ３ 

社会福祉協議会との連携 ４ 
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○ 平成 18 年の介護保険制度の改正により、認知症高齢者グループホームをはじめとする地域

密着型サービスの事業者の指定および指導・監督が区の役割となり３年がたちました。これ

までの取組みを検証し、指定前・指定後の指導・助言体制をより充実します。 

○ また、認知症対応型サービスや小規模多機能型居宅介護の事業者が「新しい認知症ケア」の

実践力を高めることを支援します。 

○ さらに、介護保険サービス事業者の質の向上や経営の健全化を支援するため、関連情報の提

供、従事者向け講演会の開催等を行います。 

○ 障害福祉サービス提供事業者についても、東京都および他区と連携しながら障害者自立支援

法に基づく指導検査体制等について、検討を進めます。また、障害者サービスの質の向上に

向けて、従事者向けの講演会の開催等を行ないます。 

  

 
 
 
 
 

 

 

○ 区の財政は、一時期の危機的な状況からは脱しましたが、依然として厳しい状況にあり、本

計画に掲げられた施策を実現するためには、限られた財源を有効に活用していくことが求め

られます。 

○ 事業の評価を実施していく中で、サ―ビスを継続していく必要性などを検証し、最も効率的

で効果的な公共サービスのしくみを築いていきます。 

○ また、サービスの利用が措置から契約へと転換が図られ、経費の一部を利用者が負担するよ

うになりました。それは、質の高いサービスを安定して提供する財源を確保するだけでなく、

契約当事者としての立場を明確にするものです。今後も、受益者負担について十分精査し、

適正化を図ります。 

 

 
 
 
 

 

 

○ 計画の円滑な推進を図るため平成 21 年度に設置予定されている「保健福祉審議会」におい

て、計画事業について評価を行い、計画の進行管理を行います。 

○ 計画の進行管理の体制としては、保健福祉審議会のもとに検討組織を設置し、分野ごとに専

門性を活かした部会を重層的に運営していきます。 

○ 本計画は、介護保険事業計画や障害福祉計画が包含されており、法定要件との適合性や法定

要件の見直しなどが行われた場合には、必要に応じて調整することとします。 

○ 計画を着実に推進するため、計画の進捗状況を公表するとともに、区民・地域活動団体などと

の協働により計画を積極的に推進していきます。 

 

民間事業者支援・指導体制の整備 ５ 

適切かつ効果的な財源活用 ６ 

計画の進行管理 ７ 
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日 回 主 な 検 討 内 容 

委員の委嘱、委員長の選出、諮問、  

平成１９年 １０月 ３日 第１回 

豊島区地域保健福祉計画について、今後のスケジュール ほか 

 １月２３日 第２回 進捗状況、区民意識・意向調査結果、計画の課題について ほか 

 ３月１４日 第３回 区民意識・意向調査報告書、計画の課題について ほか 

区民意識・意向調査報告書について、 

 ５月１４日 第４回 障害者・難病患者 実態・意向調査について 

計画の課題について ほか 

豊島区地域保健福祉計画（素案）について 

９月 ９日 第５回 

障害者・難病患者 実態・意向調査 報告書(案)について 

豊島区地域保健福祉計画（素案）について 

１０月２４日 第６回 

障害者・難病患者 実態・意向調査 報告書(案)について 

 

平成２０年 

１１月２１日 第７回 豊島区地域保健福祉計画（素案）について 

2 月 ９日 第 8 回 
豊島区地域保健福祉計画（案）ついて 

パブリックコメントについて 

 

平成２１年 

2 月 17 日 第 9 回 豊島区地域保健福祉計画（案） 答申 

豊島区地域保健福祉計画策定委員会等 会議経過 

豊 島 区 地 域 保 健 福 祉 計 画 策 定 委 員 会
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日 回 主 な 検 討 内 容 

区民意識・意向調査結果の概要報告について 

グループヒアリング調査の概要報告について 

 

平成１９年 

１２月１９日 第１回 

地域保健福祉計画の課題について 

区民意識・意向調査報告書について 

  ２月２０日 第２回 

地域保健福祉計画の課題について 

障害者・難病患者 実態・意向調査について 

 ４月１６日 第３回 

地域保健福祉計画の課題について 

地域保健福祉計画の課題について 

「豊島区地域保健福祉計画」に基づく 施策への取組みについて（案）７月  ９日 第４回 

障害者・難病患者 実態・意向調査について 

豊島区地域保健福祉計画（素案）について 

９月 １日 第５回 

障害者・難病患者 実態・意向調査 報告書(案)について 

 

平成２０年 

９月２９日 第６回 豊島区地域保健福祉計画（素案）について 

日 回 主 な 検 討 内 容 

地域保健福祉計画に基づく事業の進捗状況について 

地域保健福祉計画の課題について ３月２７日 第１回 

 ※高齢者福祉・介護保険事業計画策定部会と合同 

地域保健福祉計画について 

 

平成２０年 

７月１５日 第２回 

地域保健福祉計画に基づく事業の進捗状況について 

豊島区地域保健福祉計画専門委員会 

地域保健福祉計画策定部会／高齢者福祉・介護保険事業計画策定部会
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日 回 主 な 検 討 内 容 

会長の選任、会長代理の指名、諮問、会議の運営について、  

平成１８年 １０月 ２日 第１回 

介護保険制度改正後の対応について ほか 

地域密着型サービス事業所の指定および事業廃止について、平成１

１月２９日 第２回 

8 年度高齢者基本健診における特定高齢者の把握について ほか 

地域密着型サービス事業者の指定および指定取消しについて、 

３月２７日 第３回 

平成 18 年度グループホーム実地指導結果について ほか 

平成 18 年度介護予防事業実績および評価について、地域密着型 

７月 ４日 第４回 

サービス事業予定者選定および再募集等について ほか 

地域密着型サービス事業予定者募集について、地域密着型サー 

８月２４日 第５回 

ビス事業者の指定および指定取消処分について ほか 

地域密着型サービス事業者の指定について、「豊島区地域密着 

 

平成１９年 

１０月 29 日 第６回 

型サービスの利用指針」の一部改正について ほか 

介護保険事業計画等改定調査の実施について、小規模多機能型 

１月２２日 第７回 

居宅介護に係る区独自報酬基準の設定について ほか 

介護保険料激変緩和措置の平成 20 年度継続について、地域密着 

３月１４日 第８回 

型サービス事業予定者募集について、予算（案）について ほか 

第 4 期事業計画答申に向けた審議スケジュールについて、地域 

７月１４日 第９回 

密着型サービス事業者の指定（更新）について ほか 

第 4 期計画期間における介護サービス量等の見込み（第 1 次試 

１０月 ６日 第１０回 

算）について、第一号被保険者の保険料の算定方法等 ほか 

第 4 期豊島区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（案）に 

 

平成２０年 

１１月２６日 第１１回 

ついて、第一号被保険者の保険料（案）について ほか 

第 4 期豊島区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画答申(案）に 
2 月 6 日 第１２回 

ついて、パブリックコメントに対する回答について ほか 

 

平成２１年 

2 月 16 日 第１３回  答申 

第 4 期豊島区介護保険事業推進会議 
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日 回 主 な 検 討 内 容 

障害者・難病者 実態・意向調査と計画の課題について 
１月１８日 第１回 

今後のスケジュールについて 

８月 ４日 第２回 地域保健福祉計画について   

 

平成２０年 

１１月１７日 第３回 地域保健福祉計画について 

 

 
  
 

 

 
 

 

日 回 主 な 検 討 内 容 

平成１８年 ３月２４日
（ 17 年度） 

第１回 
区政への要望・意見等について 

平成１９年 １月１８日
（ 18 年度） 

第１回 
第 1 期障害福祉計画の策定について 

地域保健福祉計画の策定について 
３月１９日

（１９年度） 

第１回 
障害者自立支援法の抜本的な見直しについて 

 

平成２０年 

１２月１７日
（ 20 年度） 

第１回 
地域保健福祉計画について 

日 回 主 な 検 討 内 容 

 ６月３０日 第１回 健康プランの方向性について、今後のスケジュールについて  

平成２０年 

１１月２６日 第２回 健康プラン(素案)について 

平成２１年 ２月 ３日 第３回 健康プラン(素案)について 

日 回 主 な 検 討 内 容 

５月 ２日 第１回 検討方法について、今後のスケジュールについて 

６月２５日 第２回 健康プランの方向性について 

９月２９日 第３回 健康プラン(たたき台)について 

 

平成２０年 

１１月１７日 第４回 健康プラン（素案）について 

平成２１年 １月２６日 第５回 健康プラン（素案）について 

心 身 障 害 者 対 策 調 整 協 議 会  

豊 島 区 健 康 プ ラ ン 起 草 委 員 会  

健 康 プ ラ ン 検 討 会 議  

障 害 者 福 祉 計 画 策 定 部 会  
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豊島区地域保健福祉計画策定委員会 委員名簿 

役 職 氏  名 職  名 ・ 団 体 名 

委員長 大 橋  謙 策 日本社会事業大学学長 

副委員長 田 中  英 樹 早稲田大学人間科学学術院教授 

委 員 石 川  到 覚 大正大学人間学部教授 

〃 北 野  誠 一 東洋大学ライフデザイン学部生活支援学科教授 

〃 武 田  信 子 武蔵大学人文学部教授 

〃 神 山  裕 美 山梨県立大学人間福祉学部福祉コミュニティ学科准教授 

〃 星    旦 二 首都大学東京・大学院都市環境学部・都市システム科学教授 

〃 衛 藤  公 治 豊島区医師会 

〃 小 澤  政 陽 豊島区歯科医師会副会長 

〃 佐 野  雅 昭 豊島区薬剤師会副会長 

〃 足 立  雅 子 豊島区民生・児童委員協議会 長崎第一地区副会長 

〃 石 川  智枝子 豊島区青少年育成委員会連合会会長 

〃 礒 﨑  たか子 豊島区手をつなぐ親の会「麦の家作業所」所長 

〃 近 藤   淳 豊島区精神障害者共同作業所連合会幹事 

〃 伊 藤   登 元気！ながさきの会副代表 

〃 杉 田  顕 一 豊島区高齢者クラブ連合会会長 

〃 二ノ宮  富 枝 豊島区社会福祉協議会事務局長 

〃 伊地知  和 代 公募区民 

〃 木 村  仁 美 公募区民 

〃 森     清 公募区民 

〃 松 﨑  充 彦 豊島区保健福祉部長 

〃 永 井   惠 豊島区池袋保健所長 

〃 山 中  利 道 豊島区健康担当部長（平成 20 年３月３１日まで） 

〃 若 林  弘 司 豊島区健康担当部長（平成 20 年４月１日より） 

〃 横 田   勇 豊島区子ども家庭部長（平成 20 年３月３１日まで） 

〃 吉 川  彰 宏 豊島区子ども家庭部長（平成 20 年４月１日より） 

〃 佐 藤  正 俊 豊島区教育委員会事務局教育総務部長 
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豊島区地域保健福祉計画専門委員会 委員名簿 

役 職 氏  名 職  名 ・ 団 体 名 

委員長 大 橋  謙 策 日本社会事業大学学長 

副委員長 田 中  英 樹 早稲田大学人間科学学術院教授 

委 員 石 川  到 覚 大正大学人間学部教授 

〃 北 野  誠 一 東洋大学ライフデザイン学部生活支援学科教授 

〃 武 田  信 子 武蔵大学人文学部教授 

〃 神 山  裕 美 山梨県立大学人間福祉学部福祉コミュニティ学科准教授 

〃 星    旦 二 首都大学東京・大学院都市環境学部・都市システム科学教授 

〃 松 﨑  充 彦 豊島区保健福祉部長 

〃 永 井   惠 豊島区池袋保健所長 

〃 山 中  利 道 豊島区健康担当部長（平成 20 年３月３１日まで） 

〃 若 林  弘 司 豊島区健康担当部長（平成 20 年４月１日より） 

〃 横 田   勇 豊島区子ども家庭部長（平成 20 年３月３１日まで） 

〃 吉 川  彰 宏 豊島区子ども家庭部長（平成 20 年４月１日より） 

〃 佐 藤  正 俊 豊島区教育委員会事務局教育総務部長 
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第 4 期豊島区介護保険事業推進会議 委員名簿 

役 職 氏  名 職  名 ・ 団 体 名 

会  長 大 橋   謙 策 日本社会事業大学学長 

会長代理 庄 司  洋 子 立教大学大学院教授 

委 員 宮 崎  牧 子 大正大学教授 

〃 飯 塚  智 江 公募区民 

〃 石 川  智枝子 公募区民 

〃 嵯 峨  英 雄 公募区民 

〃 梅 村  直 世 公募区民（平成 18 年 10 月 18 日まで） 

〃 佐久間  裕 子 公募区民（平成 19 年 7 月 4 日より） 

〃 富 田  惠 子 公募区民 

〃 内 藤  由美子 公募区民 

〃 岡 野  達 徳 豊島区柔道接骨師会 

〃 佐 野  雅 昭 豊島区薬剤師会副会長 

〃 高 田   靖  豊島区歯科医師会専務理事 

〃 土 屋  武 郎 豊島区医師会 豊島区医師会地域包括支援センター長 

〃 若 島  将 伸 豊島区医師会 訪問看護地域包括事業運営部委員長 

〃 金 川  宗 正 豊島区社会福祉士会 千川豊寿園施設長 

〃 杉 田  顕 一 豊島区高齢者クラブ連合会会長 

〃 高 橋    昭 平 豊島区障害者団体連合会事務局長 

〃 二ノ宮  富 枝 豊島区社会福祉協議会事務局長 

〃 渡 邉  孝 雄 豊島区民生・児童委員協議会 池袋東地区会長 

〃 秋 山  研 二 介護老人保健施設安寿 事務長 

〃 髙 野  てるみ 池袋敬心苑 施設長（平成 20 年 3 月 31 日まで） 

〃 肥 後   義 道 池袋敬心苑 施設長（平成 20 年 7 月 14 日より） 

〃 中 村  輝 彦 豊島区社会福祉事業団訪問介護ステーション 管理者（平成 19 年 3 月 31 日まで） 

〃 水鳥川   春 美 豊島区社会福祉事業団訪問介護ステーション 管理者（平成 19 年 7 月 4 日より） 

〃 野 里   安 彦 グループホーム南長崎野の里 生活相談員 

〃  秦     美 香 豊芯会居宅介護支援事業所 管理者（平成 20 年 3 月 31 日まで） 

〃 村 山   玲 子 セントケア豊島 管理者（平成 20 年 7 月 14 日より） 
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豊島区健康プラン起草委員会 委員名簿 

役 職 氏  名 職  名 ・ 団 体 名 

委員長 星    旦 二 首都大学東京・大学院都市環境学部・都市システム科学教授 

委 員 久 保  信 彦 豊島区医師会地域医療部 理事 

〃 小 林  裕太郎 豊島区医師会公衆衛生部 理事 

〃 高 田   靖 豊島区歯科医師会 専務理事 

〃 大 澤   誠 豊島区薬剤師会 副会長 

〃 永 井   惠 豊島区池袋保健所長 

〃 若 林  弘 司 豊島区健康担当部長 

〃 佐 藤  廣 明 保健福祉部生活衛生課長 

〃 宮 野  慎太郎 保健福祉部健康推進課長 

〃 深 山  紀 子 保健福祉部長崎健康相談所長 
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■ 介護保険サービス見込量等の算定手順 

 
 (1) 要支援・要介護認定者数を推計  

 平成 21 年から平成 26 年までの人口予測をもとに、各年度における被保険者数、要支援・要介護

認定者数の見込みを算出。 

 

 (2) 施設サービス利用者数、居住系サービス利用者数の推計  

要介護等認定者のうち、区内における基盤整備を勘案し平成 21 年度から平成 23 年度までの施設

サービス利用者数の見込み、居住系サービス利用者数の見込みを設定。 

※施設サービス利用者＝介護保険 3 施設利用者＋地域密着型介護老人福祉施設利用者 

※居住系サービス利用者＝認知症高齢者グループホーム利用者＋特定施設利用者（介護専用型） 
 

 (3) 居宅サービス・地域密着型サービス利用者数、介護予防サービス・地域密着型介護予防サービス利用

者数の推計 

要介護等認定者（施設サービス利用者数を除く。）のうち、居宅サービス・地域密着型サービス

利用者数、介護予防サービス・地域密着型介護予防サービス利用者数を推計。    

    

 (4) 標準的居宅サービス・標準的地域密着型サービス利用者、標準的介護予防サービス・標準的地域密着

型介護予防サービス利用者の推計  

平成 21 年度から平成 23 年度の認知症対応型共同生活介護利用者数、特定施設利用者数を見込

み、居宅サービス・地域密着型サービス利用者数から控除して、標準的居宅サービス・標準的地域

密着型サービス利用者数を推計。 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
    平成 21 年度から平成 23 年度の介護予防認知症対応型共同生活介護利用者数、介護予防特定施

設入居者生活介護利用者数を見込み、介護予防サービス・地域密着型介護予防サービス利用者数か

ら控除して、標準的介護予防サービス・標準的地域密着型介護予防サービス利用者数を推計。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【標準的居宅サービス】 
 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通

所リハビリテーション、居宅療養管理指導、短期入所生活介護、短期入所療養介

護、福祉用具貸与

【標準的地域密着型サービス】 
 夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護 

【標準的介護予防サービス】 
 介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問

リハビリテーション、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、

介護予防居宅療養管理指導、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療

養介護、介護予防福祉用具貸与

【標準的地域密着型介護予防サービス】 
 介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護 
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 (5)  標準的サービスごとの必要量、供給率、サービス見込量の算出  

次の算出式により各年度におけるサービスの見込量等を算出。 
【必要量の算出式】 

 ① サービス別１人あたり利用回数・日数   

    ＝標準的サービス別給付実績÷標準的サービス別利用者数（実績）                        
 

② 要介護度ごとのサービス別必要量  

＝標準的サービス別利用者数（推計）×サービス別１人あたり利用回数・日数   
×各年度における利用意向 

 

【供給率の算出式】      供給率＝供給量÷必要量合計 

＊供給率は、必要量に対する供給力を示すもの（最大値は 100％）。 

【サービス見込量の算出式】  サービス見込量＝必要量×供給率 
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■ 第１号被保険者の保険料(基準額)の算定について 

  

(１)  第１号被保険者の保険料(基準額)の算定方法 

平成 21 年度～平成 23 年度の各年度における保険料（基準額）は、次の算式により算定される。 

 

 

 

 

①  保険料収納必要額 

保険料として確保することが必要な、計画期間（平成 21～23 年度）における介護給付費などの

総額（3 か年の合算）。 

【算出式】  （3 か年の標準給付費見込額＋3 か年の地域支援事業費）×20％                 

＋3 か年の調整交付金相当額－3 か年の調整交付金見込額                    

＋3 か年の財政安定化基金拠出金見込額                                    

＋保険料特例減額見込額 

＋保健福祉事業費見込額 

－介護保険給付費準備基金運用額 

－介護従事者処遇改善臨時特例基金運用額（予定） 

 

②  予定保険料収納率 

保険料として賦課する総額に対して、実際に収納される保険料の見込額の割合。 

９６．５５% ※平成 19 年度実績 

 

③  補正第１号被保険者数 

保険料が所得段階に応じた定額の保険料として設定されることを踏まえ、第１号被保険者の数を

保険料の負担能力に応じて補正して算定したものをいう（3 か年の合算）。 

 

平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 合計 

51,229 人 51,501 人 51,754 人 154,484 人 

※  人数は小数点以下１位を四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。 

 

(2)  第 4 段階の保険料率の軽減 

        税制改正(平成 16・17 年度)に伴う介護保険料の激変緩和措置が平成 20 年度で終了することを受

け、第 4 期についても、保険者が同水準の保険料軽減措置を講じることができるように、保険料負担

段階第 4 段階で公的年金収入金額および合計所得金額の合計額が 80 万円以下の被保険者について、

保険者の判断でその基準額に乗じる保険料率を軽減することができることとする。 

 

(3)  課税層の弾力化 

        課税層については、保険料設定において、保険者（区市町村）による多段階化が制度上可能となって

おり、被保険者の負担能力に応じたよりきめ細かな段階数および保険料率の設定ができるものとされて

いる。 

 

【算出式】 

保険料（基準額）＝保険料収納必要額÷予定保険料収納率÷補正第１号被保険者数 
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豊島区保健福祉関連組織の変遷            ＜福祉関係＞ 

S22.12.12 児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）公布 
24.12.26 身体障害者福祉法（昭和 24 年法律第 283 号）公布 

25.05.01 精神衛生法（昭和 25 年法律第 123 号）公布 
25.05.04 生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）公布 
26.03.29 社会福祉事業法（昭和 26 年法律第 45 号）公布 
35.03.31 精神薄弱者福祉法（昭和 35 年法律第 37 号）公布 
38.07.11 老人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号）公布 
40.04.01 地方自治法一部改正、制度実施、厚生部を発足させ、管理課、福祉課、国民健康保険課、 

国民年金課、福祉事務所で組織 
45.05.21 障害者基本法（昭和 45 年法律第 84 号）公布 
45.12.01 児童課を新設 
47.04.01 老人福祉センター管理事務所を設置 
48.04.01 老人福祉課を新設 
49.04.01 保育課を新設 
50.03.01 福祉事務所を東西に分割設置 
50.04.01 厚生部から児童課と保育課を切り離して児童部を創設 
55.03.01 都から授産場が移管され管理課の所管となる 
57.04.01 心身障害者福祉センター管理事務所を設置 
60.04.01 大幅な組織改正が行われ、福祉部は福祉課、老人福祉課、国民健康保険課、国民年金課、副参事（高

齢者問題調査担当）、東福祉事務所、西福祉事務所、心身障害者福祉センター管理事務所の４課１

副参事３所で構成され、又婦人児童部は、児童課、保育課、婦人青少年課の３課で構成 
61.06.01 福祉課内に福祉相談コーナーを開設 
63.04.01 高齢化対策室を設置 
63.07.01 福祉相談コーナー、企画部広報課に吸収される 

H 2 福祉８法改正 
03.03.31 高齢化対策室を廃止 
3.04.01 高齢者施設整備課を設置 

高齢社会対策推進室を設置 
04.04.01 婦人児童部を児童女性部、婦人青少年課を女性青少年課に名称変更 
5.04.01 高齢者介護相談センターを新設 

住宅関係事業一元化のため、都市整備部に住宅事業課を新設 
6.03.31 高齢者施設整備課、高齢社会対策推進室を廃止 
6.04.01 高齢者介護相談センターを介護相談センターに組織改正 

福祉計画課を新設 
7.05.19 精神保健法から精神保健及び精神障害者福祉に関する法律へ 
8.04.01 福祉部組織改正（平成８年度・９年度）の初年度 

福祉課を廃止し、福祉計画課と統合。障害者福祉課を新設 

介護相談センターを充実し、中央保健福祉センターに改正 
09.04.01 福祉部組織改正（平成８年度・９年度）の２年度 

東・西福祉事務所を廃止し、生活福祉課を新設 

中央保健福祉センターを拡充し、東部保健福祉センター、西部保健福祉センターを新設 

児童女性部組織改正 

児童課、保育課を廃止し、管理課、子育て支援課を新設 
10.04.01 介護保険準備室を新設 
11.04.01 介護保険準備室を介護保険課に組織改正 
12.04.01 社会福祉事業法から社会福祉法へ 
12.04.01 介護保険法施行 
12.04.01 大幅な組織改正が行われ、福祉部と衛生部を統合し保健福祉部となり、福祉計画課を管理調整課に

名称変更し、高齢者福祉課、障害者福祉課、生活福祉課、介護保険課、中央保健福祉センター、東

部保健福祉センター、西部保健福祉センター、地域保健課、生活衛生課、健康推進課で構成され、
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国民健康保険課、国民年金課は区民部に編入 

児童女性部を子ども家庭部に改組し、管理課、女性青少年課を廃止し、青少年課、子育て支援課、

保育園課に再編、総務部に男女共同参画推進課を設置 
13.11.17 東部子ども家庭支援センター、西部子ども家庭支援センターを開設 
14.04.01 池袋保健所（地域保健課、生活衛生課、健康推進課）と長崎保健所を統合 

長崎健康相談所を設置 
15.04.01 障害者支援費制度施行 
15.04.01 子ども家庭部青少年課を子ども課に名称変更 
17.04.01 組織改正（保健福祉部介護予防担当課長を設置） 
18.04.01 障害者自立支援法施行 
18.04.01 地域包括支援センターを設置 
19.04.01 介護予防担当課長を廃止し、高齢者福祉課と統合。保健福祉担当課長を設置 
20.04.01 保健福祉担当課長を廃止 
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＜保健関係＞ 

S12. 3. 31 旧保健所法（昭和 12 年法律第 42 号）公布施行 
15.08.15 東京市立豊島健康相談所開設 
19.04.01 東京市立豊島保健所と改称 
22.09.05 保健所法（昭和 22 年法律第 101 号）公布 23.1.1 施行 
23.10.01 新制度による東京都豊島保健所として発足 
28.05.20 東京都豊島長崎保健所新設 これに伴い、東京都豊島保健所は東京都池袋保健所に改称 
40.04.01 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)一部改正により、保健所業務の一部が区に移管となる。 
48.12.06 豊島池袋保健所改築 
50.04.01 地方自治法の一部改正により保健所業務が区に移管され、豊島池袋保健所、豊島区長崎保健所となる。 

区に衛生部（管理課、業務課および両保健所）設置 
50.12.19 公害健康被害補償法（48 年法律第 111 号）に基づく第一種地域に指定 
53.03.12 衛生部分庁舎完成 
53.03.31 長崎保健所改築 
58.02.01 老人保健法（昭和 57 年法律第 80 号）施行 
60.04.01 組織改正（次長制廃止、業務課→健康課） 
61.04.01 組織改正（保健所総務課廃止、長崎保健所検査課新設） 
62.04.01 保健所運営協議会を統合 結核診査協議会を統合 
62.10.01 雑司ヶ谷休日診療所新設 
63.03.01 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和 63 年法律第 7 号)の施行により、地域指定解除

H 元. 3.31 池袋保健所増設（精神障害者デイケア室） 
2.03.31 長崎保健所増設（精神障害者デイケア室） 
3.06.02 長崎休日診療所・歯科休日応急診療所新設 
5.04.01 介護相談センター開設 
6.07.01 保健所法改正、地域保健法施行 
6.10.03 池袋保健所エイズ知ろう館開設 
8.04.01 組織改正（衛生部・池袋保健所組織再編成、保健所各課名称変更） 
8.11.26 池袋保健所子ども事故予防センター開設 

10.04.01 組織改正（衛生部・池袋保健所健康推進課健康係を分轄、母子保健係を設置） 
10.11.04 新池袋保健所移転竣工（平成 10 年 12 月 28 日開設） 
10.12.28 豊島健康診査センター竣工（「健康プラザとしま」内、平成 11 年 9 月 1 日開設） 
11.01.15 雑司ヶ谷休日応急診療所と池袋休日診療所を統合、池袋保健所内に池袋診療所として移転開設 

歯科休日応急診療所を池袋歯科休日応急診療所に名称変更し、池袋保健所内に移転開設 
11.04.01 口腔保健センター開設（障害者等歯科診療事業開始） 

組織改正（衛生部管理課医薬係→池袋保健所生活衛生課医薬係） 

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(平成 10 年法律第 114 号）施行 

（伝染病予防法・性病予防法・エイズ予防法の廃止） 
11.09.01 豊島健康診査センター開設 
12.04.01 組織改正（衛生部と福祉部が統合し保健福祉部に、管理課と保健計画課が統合し地域保健課に､長崎

保健所の生活衛生課と衛生検査課を統合し生活衛生課に名称変更） 

衛生部分庁舎が保健福祉部分庁舎に名称変更 
12.12.15 保健福祉部分庁舎改修 
14.04.01 組織改正（池袋保健所と長崎保健所を統合、池袋保健所に一本化。長崎健康相談所を設置） 
17.04.01 組織改正（保健福祉部に健康担当部長を設置） 
18.12.01 池袋あうる薬局開設 
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あ 行 

■IT   

 （Information Technology：インフォメーション・

テクノロジーの略） “情報技術”“ 情報通信技術” な

どと訳される。主にパソコンや携帯電話などのコンピュ

ータ機器、あるいはインターネットなどのネットワーク

にかかわる技術の総称。 

 

■アウトリーチ  

 手を伸ばす・手を差し伸べるという意味で、潜在的な

ニーズを掘り起こすために、社会福祉の実施機関等にお

いて、支援者の方から積極的に出向いていく支援方法。 

 

■アセスメント 

 環境アセスメント、ヒューマンアセスメント等、さま

ざまな分野で使われているが、福祉・介護分野では「個

人の状態像を理解し、必要な支援を考えたり、将来の行

動を予測したり、支援の成果を調べること」とされてい

る。 

 

■安心住まい提供事業 

 立ち退き等により、住宅の確保に緊急を要する高齢者、

障害者、ひとり親家庭を対象として、区が借り上げた民

間アパートを所得に応じた低廉な家賃で提供すること

により、居住の安定を確保する事業。 

 

■イベント 

 特定の目的のために催す集団的な行事、催事、興行な

ど。 

 

■インフォームドコンセント 

 医師は患者に対してこれから行おうとする検査や治

療について十分に説明をし、患者はその説明内容を理解

し、疑問点などを解消し、心から納得・同意したうえで

検査や治療を受けるという考え方であり、その第一歩は

両者間での良好なコミュニケーションにある。 

 

■エイズ（AIDS 後天性免疫不全症候群） 

 HIV（ヒト免疫不全ウイルス）に感染することによっ

て、本来人間に備わっている病原体に対する抵抗力が、

正常に働かなくなることで発症するさまざまな病気の

総称。 

 

■ＡＤＬ 

 （Activities of Daily Living：アクティビティー・デ

イリー・リビングの略）日常生活動作あるいは日常生活

活動と訳される。人が毎日の生活を送るための基本的動

作群のことで、身の回りの動作（食事、更衣、整容、ト

イレ、入浴の各動作）、移動動作、その他の生活関連動

作（家事、運動）がある。 

 

■エジンバラ産後うつ評価票（EPDS） 

  産婦の最近 1 週間の気持ちに一番近い状態を評価票

から選択し、その合計点から産後うつ病を発見しようと

する評価票。 

 

■ＮＰＯ 

 （Ｎon-Ｐrofit Ｏrganization の略）ボランティア

団体や市民活動団体などの「民間非営利組織」を広く指

す。株式会社などの営利企業とは違って、「利益追求の

ためではなく、社会的な使命（ミッション）の実現をめ

ざして活動する組織や団体。 

 

■NBC テロ 

 N （ Nuclear ／ 核 ）、 B （ Biological ／ 生 物 ）、 C

（Chemical／化学）物質を使用したテロのことをいい、

地下鉄サリン事件等がこれに当たる。 

 

■LRT 

   ＬＲＴ（Light Rail Transit：ライト・レール・トラ

ンジットの略）は文献等によってさまざまな捉え方があ

り、明確な位置付けが難しいが、平成 9 年 6 月の都市

計画中央審議会答申では、「従来の路面電車の走行環境、

車両等をグレードアップさせた、人や環境に優しく経済

性に優れた公共交通システム」と定義されている。 

 

■エンパワメント 

 個人の持つ能力や個性、意志を尊重して自己を否定す

る影響を取り除き、一人ひとり誰もが潜在的に持ってい

るパワーや個性を生き生きと息吹かせることで、組織や

社会を活性化しようとする考え方。 

 

■オーガニックフード 

化学肥料や農薬を使用しない野菜や、添加物を入れて

いない食料。 

 

 

か 行 

■介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）  

 「特別養護老人ホーム」を参照 

 

■介護療養型医療施設（療養病床等） 

 療養病床等に入院する要介護者に対し、施設サービス

計画に基づき、療養上の管理、看護、医学的管理のもと

における介護、その他の世話および機能訓練その他必要

な医療を行う施設。 

 

■介護老人保健施設 

 病院と特別養護老人ホームの中間的施設で、医療ケア

と日常の介護の両方を受けながら、在宅への復帰をめざ

すリハビリ施設。介護中心の「特別養護老人ホーム」と

医療に重点を置いた「医療施設」の中間的施設で、介護

保険で入居できる老人保健施設。 

 

■キャッチコピー 

 人の注意をひく広告文、宣伝文。 

 

■ＱＯＬ 

 （Quality of life：クオリティ・オブ・ライフの略）

「生活の質」・「生命の質」・「生きることの質」などと訳

される。 
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■居宅介護支援、介護予防支援 

 介護サービス等の適切な利用ができるよう、居宅サー

ビス計画（介護予防サービス計画）を作成するとともに、

計画に基づくサービスの提供を確保するため事業者と

の連絡調整などを行う。また、居宅要介護者が介護保険

施設への入所を要する場合には、介護保険施設への紹介

などを行う。 

 

■居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導 

 病院、診療所又は薬局の医師、歯科医師、薬剤師、歯

科衛生士、管理栄養士等が介護または介護予防を目的と

して、要介護者、要支援者の居宅を訪問し、療養上の管

理および指導等を行う。 

 

■グループホーム 

 地域社会の中にある住宅（アパート、マンション、一

戸建て等）において、数人の認知症高齢者や障害者が一

定の経済負担を負って共同生活をする形態。同居あるい

は近隣に居住している選任の職員により食事の提供、相

談その他の日常的生活援助が行われる。 

 

■ケアホーム 

 障害者が地域において自立した日常生活を送るため

に共同生活を行う住居で、入浴や排泄、食事の介護や日

常生活上の必要な支援を行う。 

 

■ケアマネジャー 

 援助のすべての過程において、利用者と社会資源の結

びつけや関係機関・施設との連携など、生活困難な利用

者が必要とする保険・医療・福祉サービスの調整を図る

（ケアマネジメント）役割をもつ援助者のこと。 

 

■ケアマネジメント   

 個々の要援護者の生活状態に合わせて、要援護者のニ

ーズを明らかにし、ニーズに合致する社会資源について

のきめ細かいケアプラン（介護サービス利用計画書）を

作成し、これに基づいて実際にサービス等の社会資源を

提供していく仕組みのこと。 

  

■高齢者自立支援住宅改修助成事業 

 住宅内の段差解消、手すりの取り付けなど、身体機能

の低下に対応した住宅改修を促進することにより、高齢

者等の安心・快適で自立した生活を支援する事業。介護

保険による住宅改修のほか、豊島区独自の要綱による設

備改修、予防的改修に対する助成がある。 

 

■高齢者専用賃貸住宅 

 「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づく「高

齢者円滑入居賃貸住宅登録制度」の「高齢者円滑入居賃

貸住宅」のうち、専ら高齢者又は同居の配偶者を賃借人

とする住宅。 

 

■高齢者向け優良賃貸住宅   

「高齢者の住居の安定確保に関する法律」に基づく住

宅で、高齢者の安全で安定した居住を確保するため、バ

リアフリー化、緊急時対応サービスを備えたもの。民間

の土地・住宅所有者等が供給する場合に、建設費補助、

家賃対策補助が行われる。  

 

■コーディネーター 

 福祉サービスを合理的、かつ効率的に提供するために

連絡・調整をする専門職。 

  具体的には、保健、医療、福祉など関連する職種を調

達し、それぞれのサービスを連携すること。 

 

■コーディネート 

 各部分の調整を図って、全体がうまくいくように整え

ること。 

 

■コミュニティ 

 居住地域を同じくする共同体のこと。通常、地域社会

と訳される。 

 

■コミュニティソーシャルワーカー（CSW） 

個別ニーズの把握、相談、適切なサービス提供を行う

とともに、これまで、個別に行われていた支援（ケース

ワーク）と、地域特性による生活課題・福祉課題などに

対応する地域への働きかけ（コミュニティワーク）を融

合させた支援を行う専門職。 

  

■コミュニティバス   

 中心市街地と周辺住宅地等を小型バス等による循環

系統で運行し、運行ダイヤ、運賃、停留所間隔等の設定

が主に通勤・通学以外の日中のバス利用の促進を図る内

容のバス運行システム。 

 

■コミュニティビジネス  

 地域の多種多様な課題、要望を満たすために、住民が

主体となって、地域の資源を活用しながら展開していく

地域密着型ビジネス。 

 

 

さ 行 

■産後サポーター事業 

 産院退院後、親族などの援助が得られない母親に対し、

有償ボランティアが家事や育児の手伝いをする援助事

業。サポーターは区の実施する講座を受講して登録し、

区が仲介する利用者宅で援助活動を行う。 

 

■収去検査 

 食品関係営業者より検査のための必要最小量を無償

で提供いただき検査すること。 

 

■小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居

宅介護 

 「通い」を中心として利用者の様態や希望などに応じ、

随時｢訪問｣や｢泊まり｣を組み合わせ、入浴、排せつ、食

事等の介護、その他の日常生活上の世話または支援およ

び機能訓練を行う。 
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■小規模特別養護老人ホーム 

「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」を参

照 

 

■ショートステイ（短期入所）サービス  

 介護を行う者の疾病その他の理由により、居宅におい

て介護を受けることができなくなった寝たきり高齢者

や重度身体障害者などを、特別養護老人ホームや身体障

害者療護施設等に短期間預かり、必要な介護を行う。 

 

■食事バランスガイド 

 健康づくりの観点から 1 日に「何を」「どれだけ」食

べたらよいかを料理区分（主食・副菜・主菜・牛乳・乳

製品・果物）に分け、組み合わせや摂取量の目安をわか

りやすくコマのイラストで示した資料のこと。 

 

■ジョブコーチ 

 障害のある人と共に現場に入り、その人が自立できる

ように仕事の事に限らず、コミュニケーションの支援な

どさまざまな角度から、多元的視点で支える人。 

 

■シルバーピア   

 高齢者（65 歳以上）の一人暮らしや二人世帯で、住

宅に困っている方が、自立して安全な日常生活が送れる

ように建設された住宅。必要に応じて入居者に生活指

導・相談、一時介護などのサービスを提供するケアセン

ターを設置することとしている。 

 

■スーパーバイザー 

 相談援助やサービスなどを行っている者に対し、より

よい援助等が行えるよう、適切な助言や指導をする者。 

 

■スキルアップ   

 資格や技術を習得する事と、それを磨き向上させるこ

と。 

 

■ストレスマネジメント 

  ストレスとは、問題と感じることを抱え負担に思って

いる状態といえる。適切な対処方法を実践することでス

トレスと上手に付き合っていくことをストレスマネジ

メントという。 

 

■スポーツドクター 

スポーツをしている人達に健康管理やスポーツ障害

に対する予防、治療等の臨床活動を行うと共に、スポー

ツ医学の研究、教育、普及にあたる者とされ、日本医師

会他２団体で実施している講習会を受講し、認定された

者。 

 

■セカンドオピニオン 

 よりよい決断をする為に、当事者以外の、専門的な知

識を持った第三者に、求めた「意見」の事。または、「意

見を求める行為」の事。 

 医療の分野の場合、患者が検査や治療を受けるに当た

って、主治医以外の医師に求めた「意見」。または「意

見を求める行為」。主治医にすべてを任せるという従来

の医師と患者の関係を脱して、複数の専門家の意見を聞

くことで、より適した治療法を患者自身が選択していく

べきという考え方に沿ったものである。 

 

■ソーシャルインクルージョン  

 イギリスやフランスなどヨーロッパ諸国で近年の社

会福祉の再編に当たって、その基調とされている理念。

具体的には、生活困窮者、外国人、障害者など、誰も排

除されない、誰も差別されない社会である「共に生き、

支え合う社会づくり」をめざすというもの。 

 

 

た 行 

■（福祉サービス）第三者評価  

 事業者でも利用者でもない第三者が専門的かつ客観

的な立場から、サービスの内容や質、事業者の経営や組

織のマネジメント力を評価するもので、利用者の選択と

サービスの質の向上に向けた事業者の取組みを促すこ

とを目的としている。 

 

■だれでもトイレ 

車いす使用者、高齢者、妊婦、乳幼児同伴の方等、だ

れもが利用しやすい設備を備えたトイレの呼称。（東京

都福祉のまちづくり条例による。） 

 だれでも利用はできるが、利用にあたっては「だれで

もトイレ」しか利用できない人が優先される。 

 

■短期入所生活介護（ショートステイ）、介護予防短期

入所生活介護 

 「ショートステイ（短期入所）サービス」を参照 

 

■短期入所療養介護（医療ショートステイ）、介護予防

短期入所療養介護 

介護老人保健施設や介護療養型医療施設に短期入所

し、医学的な管理のもとでの介護やリハビリテーション

などのサービスを行う。 

 

■地域活動支援センター 

 障害のある人が、創作的活動や生産活動、社会との交

流の促進等の活動を支援する日中活動の行われる施設。 

 

■地域ケアシステム   

 在宅の介護や生活支援を必要とする方（介護保険によ

りサービスの提供を受けられる方を除く）に対して、一

人ひとりに最も適するように福祉・保険・医療サービス

を組み合わせて提供する仕組み。 

 

■地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（小規模

特別養護老人ホーム） 

定員 29 人以下の特別養護老人ホームに入所する要

介護者に対し、地域密着型施設サービス計画に基づき、

入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の世

話、機能訓練、健康管理および療養上の世話を行う。 

 

■地域密着型サービス 

 認知症高齢者やひとり暮らしの高齢者などが中重度
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の要介護状態になっても、可能な限り住み慣れた自宅や

地域での生活が継続できるよう、地域の特性に応じて、

多様で柔軟なサービスを提供するもの。 

 

■地域密着型特定施設入居者生活介護（小規模介護専用

型（有料老人ホーム）） 

定員 29 人以下の介護専用型の特定施設に入居して

いる要介護者について、入浴、排せつ、食事等の介護そ

の他日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を行う。 

 

■通所介護（デイサービス）、介護予防通所介護 

 送迎バスなどで、デイサービスセンターなどに出かけ、

レクリエーションやリハビリテーションなどにより、日

常生活上の支援や生活行為向上支援を行う。入浴や食事

などのサービスも利用できる。また、介護予防通所介護

では、日常生活上の支援や生活行為向上支援などの共通

的サービスに加えて、介護予防を目的とした運動器の機

能向上、栄養改善、口腔機能の向上の選択的サービス等

が利用できる。 

 

■通所リハビリテーション（デイケア）、介護予防通所

リハビリテーション 

 介護または介護予防を目的として、介護老人保健施設、

病院、診療所に通い、施設において心身の機能の維持回

復を図り、日常生活の自立を助けるための理学療法、作

業療法その他必要なリハビリテーションを行う。 

 

■デイジー（DAISY） 

デ イ ジ ー と は 、 Digital Accessible Information 

SYstem（訳は「アクセシブルな情報システム」）の略

で、視覚障害者や普通の印刷物を読むことが困難な人々

のための、デジタル録音を中心としたマルチメディアの

国際標準規格のこと。 

点字図書館では、視覚障害者のためにデイジー録音図

書を製作し、主にＣＤの形態で貸し出しを行っている。

再生には、専用機またはソフトウェアをインストールし

たパソコンなどが必要。 

 

■東京都福祉のまちづくり条例   

 平成 7 年 3 月に制定された条例で、東京で生活する

すべての人が基本的人権を尊重され、自由に行動し、社

会参加できる「やさしいまち東京」の実現をめざしてい

る。建築物、道路、公園、公共交通施設の整備基準を定

めており、住宅、宗教施設、文化財施設を除くすべての

建築物で、一定規模以上の施設はその整備内容について

届出をすることになっている。 

 

■特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生

活介護 

 介護または介護予防を目的として、有料老人ホーム、

軽費老人ホームに入居している要介護者等について、そ

の施設が提供するサービスの内容、担当する者などを定

めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護、

その他日常生活上の世話（支援）、機能訓練、療養上の

世話を行う。 

 

■特定福祉用具販売、特定介護予防福祉用具販売 

 介護保険サービスのひとつで、レンタルになじまない

福祉用具（腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴

槽、移動用リフトのつり具の部分）の購入費を支給する

事業。 

 

■特別養護老人ホーム   

 排泄・食事・入浴等、日常生活に支障があるため、常

時誰かの介護を必要とし、在宅ではこれらの援助を受け

ることが困難な高齢者を利用対象とする介護老人福祉

施設。 

 

■としま・おたっしゃ相談 

 東京都老人総合研究所が開発した「おたっしゃ２１」

を豊島区でも実施。自分では気付きにくい老化の信号を

いち早く発見するための介護予防健診。 

 

■トライアル雇用 

ハローワーク等の紹介で一般企業や会社に短期間（原

則として 3 ヶ月間）雇い、雇われ、この間の仕事上の

指導等を通じて、企業と労働者相互の理解を深め、その

後の常用雇用への移行や雇用のきっかけ作りを図ろう

とする雇用制度。  

 トライアル雇用の対象者としては、 

○45 歳以上 65 歳未満の中高年齢者（原則として雇用

保険受給資格者に限る）、○35 歳未満の若年者、○母

子家庭の母等、○障害者、○日雇労働者・ホームレス

があげられる。   

 

 

な 行 

■認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共

同生活介護（認知症高齢者グループホーム） 

  「グループホーム」を参照 

 

■認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介

護（認知症デイサービス） 

 特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター等に

通い、その施設において、入浴、排せつ、食事等の介護

を行う。 

 

■ネットワーク 

 人、組織などを関係付け、網の目のようなつながりそ

のものを言う。 

 

■ノーマライゼーション   

 高齢者も若者も、障害者もそうでない人も、すべて人

間として普通（ノーマル）の生活を送るため、ともに暮

らし、ともに生きる社会こそ、ノーマルであるという考

え方。 

 

 

は 行 

■パーソンセンタードケア 

「認知症による中核症状によって全てができなくな

る訳ではない」「認知症による周辺症状は環境要因、心
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理的要因が起因となっており、言動にはメッセージが含

まれる」「その人らしさを維持するために、環境的な整

備、周囲の人の理解と支えが必要」という基本理念に基

づき、生活そのものをケアとして組み立てるケア。・環

境の変化を避け、生活の継続性を尊重する。・高齢者の

ペースでゆっくりと安心感を大事にする。・心身の力を

最大限に引き出して充実感のある暮らしを構築する。 

 

■バイオテロ 

 天然痘ウィルス､炭疽菌､ペストといった病原体を生

物兵器として用いるテロ行為をいう。 

 

■ハイリスク 

 危険性が高いこと。 

 

■バリアフリー   

 障害のある人が社会生活をしていく上で、障壁（バリ

ア）となるものを除去するという意味で、もともと住宅

建築用語で登場し、段差等の物理的障壁の除去をいう事

が多いが、より広く障害者の社会参加を困難にしている

社会的、制度的、心理的なすべての障壁の除去という意

味でも用いられる。 

 

■バリアフリー新法（高齢者、障害者等の移動等の円滑

化の促進に関する法律） 

建築物対象の「ハートビル法」と公共交通機関、旅客

施設対象の「交通バリアフリー法」を統合し、平成１８

年１２月に施行された「高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律」の通称。 

 従来のバリアフリー対策が建築物や交通施設につい

て別々に行われてきたことから、高齢者、障害者等が円

滑な移動を行えるよう、一体的・総合的な整備を行うこ

とを目的としている。 

 

■ハンディキャブ 

障害、高齢、病気、ケガなどにより車いすなどを利用

しなければ外出が困難な方に対し、車いすのまま乗り降

りできるリフト付き自動車の運行を区民の参加と協力

により行う会員制の福祉有償運送サービス。 

 

■ピアカウンセリング 

「障害者の気持ちは、障害者が最も理解することがで

きる」という米国における自立生活運動から生まれた考

え方で、障害者が、障害のある援助者に悩みなどを相談

したり、カウンセリングを受けたりするものである。同

時に障害者が援助者になることでエンパワメントを確

立していくことをめざしたものである。 

 

■ファシリテーター 

 人々の集まる「学びの場」が効果的に展開するように

「促進」「介在」（ファシリテーション）する人を意味す

る。具体的には、まちづくりや公共施策の検討において

住民が参加する会議では、人々の話し合いの場（会議）

を仕切り、事前に合意された会議のルールに沿って、円

滑に成果へたどり着くよう、会議を運営する役割を果た

す人のこと。 

■ファミリーサポートセンター事業 

 地域のなかで、子育ての手助けが必要な援助希望者と

手助けができる援助者があらかじめ区に会員登録して

おき、必要なときに区の仲介により援助会員が利用会員

の子どもを預かる。有償ボランティアによる援助事業。 

 

■フォローアップ 

 処置の内容が妥当で有効なものであるかどうかを事

後に（後追い活動として）確認する検証活動。 

 

■福祉コミュニティ 

 地域で援護を必要とする人やその家族が、住み慣れた

家で通常の生活を続けることができるように、また、地

域住民が援護を必要とするような状態になるのを防止

するため、自発的に援助を行う住民と公的な制度に基づ

いた福祉サービスの提供者が、援助と予防という視点に

立って、相互に結び合うネットワーク。 

 

■福祉住宅（シルバーピア等） 

「シルバーピア」を参照 

 

■福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与 

介護または介護予防を目的として、福祉用具のうち、

車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、

床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩

行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器、移動

用リフト、を貸与するもの。 

 

■プッシュ回線 

電話の数字を押下したとき「ピ・ポ・パ」という音の

信号で送る種類の電話回線をいう。他の電話回線として

ダイヤル回線がある。 

 

■ブランチ 

 （branch） - 英語で枝、支流、支線、分岐、支社、

支店、支部、分家、部門などのこと。 

 

■訪問介護（ホームヘルプサービス）、介護予防訪問介

護 

 介護福祉士やホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴の

介助等の身体介護や掃除・洗濯等日常生活の援助（生活

援助）などのサービスを行う。  

また、介護予防訪問介護は、介護予防の視点から、身

体介護や生活援助のサービスを行う。 

 

■訪問看護、介護予防訪問看護 

 看護師、保健師、准看護師、理学療法士又は作業療法

士が介護または介護予防を目的として、要介護者、要支

援者の居宅を訪問し、療養上の世話や必要な診療の補助

を行う。 

 

■訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護 

 介護または介護予防を目的として、要介護者、要支援

者の居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の介護を行う。  

 

 



《語句説明》  

273 

■訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテー

ション 

 介護または介護予防を目的として、居宅において、心

身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるた

めの理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーシ

ョンを行う。 

 

■ホームヘルプサービス   

 日常生活に必要な掃除、洗濯、買い物、調理などの家

事から、清拭、オムツ交換、食事介助などの身体介護ま

で、さまざまな在宅生活の援助を行うサービス。 

 

■ポピュレーションアプローチ 

 集団全体に働きかけることにより、集団全体の健康障

害のリスクを少しずつ軽減させ、良い方向にシフトさせ

ることである。対する言葉として、すでに健康障害に関

して高いリスクを持ち、疾患を発症しやすい人に対象を

絞り込んで個別に対処するハイリスクアプローチがあ

る。 

 

■ボランティア  

 活動はあくまでも自発的（自発性）な活動であり、義

務でも強制でもなく、個人個人の自由な意志により、考

え、発想し、行動するもの。 

 ただ個人の意志により行動するといえども、自己の利

益を目的とするものではなく、利他性が求められ、その

活動や目的が社会に開かれたものである必要がある。さ

らに「無償性」「継続性」といった要件も求められる。 

 

■ボランティアコーディネーター   

  ボランティアセンターや施設・企業・学校などのボ

ランティア活動推進団体や機関で「ボランティア活動を

したい」という人と「ボランティアを必要としている人」

に双方の希望にあった活動を紹介したり、活動について

の相談や助言、情報提供、講座・研修などの開催、ボラ

ンティア団体への支援など、ボランティアに関する業務

を行う専門職。 

  

■ボランティアセンター   

 主に各地区の社会福祉協議会が運営し、制度や行政だ

けでは充足することのできない、きめ細かな“福祉サー

ビスの実現を図り、人間相互の関係に支えられた、明る

く住みやすい福祉のまちづくり”をめざして、ボランテ

ィア活動の振興を図る機関（拠点）。 

 

 

ま 行 

■マニュアル 

 作業の手順などを体系的にまとめた冊子の類。  

 

■マネジメント 

必要とされる援助・支援等が、迅速かつ効果的に受け

られるよう調整すること。 

 

■マンモグラフィー 

 乳房の組織構造を微細に観察するために軟エックス

線発生装置を用いてコントラストの良好な写真を撮る

事。その撮影の仕方は、乳房を体の前にひっぱりだし、

撮影の装置で圧迫を加えていく方法。ごく早期の乳がん

（石灰化）なども発見することができ、早期発見に大き

な成果を挙げているといわれている。 

  

■ミックストコミュニティ  

 年齢や職業、所得水準などの異なる人々が、同じ地域

でともに交流して暮らせるようなまちづくりや地域社

会。 

 

■見守り支え合いネットワーク   

 区民ひろばを単位に、区内の各地域ごとに協働の組織

をつくり、ボランティアの方々の参加を得ながら、地域

での見守りが必要な高齢者等を対象に見守りと支え合

い活動を行うもの。 

 

■メールマガジン 

メールアドレスを登録することによって、パソコンや

携帯電話に電子メールで各種情報を定期的に届ける。 

 

■メタボリックシンドローム 

 内臓脂肪型肥満に加え①血糖値が高い②血圧が高い

③脂質異常といった危険因子を２つ以上持った状態。 

 

■メンタルへルス 

 ストレスに対する対応能力を高めてこころの健康を

保つこと。こころの健康を維持増進するには、自分が受

けているストレスを正確に理解し、ストレスを柔軟に受

け止めて、上手に解消するというストレスへの対応能力

を高めることがポイントになる。 

 

■モニタリング 

 ケアマネジメントの一過程。ケアプランに照らして状

況把握を行い、現在提供されているサービスで十分であ

るか、あるいは不必要なサービスは提供されていないか

等を観察・把握すること。 

 

 

や 行 

■夜間対応型訪問介護 

夜間においての定期的な巡回訪問、入浴、排せつ、食

事等の介護、その他の日常生活上の世話を行う。 

 

■ヤングエイジ 

若い世代。 

 

■ユニットケア 

 施設で個室を持つ入居者１０人程が一つのユニット

を作り、食事や入浴、施設内の行事などの日常生活を共

に送り、家庭的な雰囲気の中で介護を行うスタイル。一

人ひとりの個性や生活のリズムに沿いつつ、他の人と人

間関係を築きながら生活できるような介護をめざして

いる。 
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■ユニバーサルデザイン   

 障害の有無や年齢、性別、国籍にかかわらず、誰もが

使いやすい施設、製品、環境等のデザインのこと。 

 

 

ら 行 

■ライフステージ 

 人間の一生における出生から、就学、就職、結婚、子

育て、リタイアなど人生の節目によって生活スタイルが

変わることに着目した考え方であり、さまざまな区分方

法がある。個人に着目した場合、幼児期（育つ）・少年

期（学ぶ）・青年期（巣立つ）・壮年期（働く）・中年期

（熟す）・高年期（稔る）、などの段階に分けられる。 

 

■リスク 

 危険。危険度。（要介護リスクとは介護状態に陥る危

険度をいう） 

 

■リスクコミュニケーション 

 社会を取り巻く危機的な状態などの情報を行政、専門

家、区民などの関係主体間で共有し、相互に意思疎通を

図ることをいう。 

 

■リハビリテーション 

 心身に障害を受けた者などが、再び社会生活に復帰す

るための、総合的な治療的訓練。身体的な機能回復訓練

のみにとどまらず、精神的、職業的な復帰訓練も含まれ

る。本来は社会的権利・資格・名誉の回復を意味し、社

会復帰・更生・療育の語が当てられる。 

 

■リボンサービス   

 住み慣れたまちで安心して暮らせるように、地域の

方々の協力により、日常生活で不便を感じている高齢の

方や障害のある方などに家事援助等の支援をする、会員

制の有料在宅福祉サービス。 

 

■レスパイト 

 休息、息抜きなどを意味し、介護を必要とする高齢者

や障害者などを、一時的に預かって家族の負担を和らげ

ること。 

 

 

わ 行 

■ワークショップ 

 参加者に自主的に活動させる方式の講習会や研究会

のこと。企業研修や住民参加型まちづくりにおける合意

形成の手法としてよく用いられている。 

 

■ワンストップサービス 

 1 つの場所で複数の手続きやサービスが提供できる

ように構築されたサービス体系のこと。 
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