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Ⅰ．がん予防・がん対策の推進

（分野別施策：P.30～）
がんは、依然として区民の死亡原因の第１位であり、平成25年の全死亡者数の約

28.8％を占めています。この現状を踏まえ、平成 22年度に策定した、豊島区がん対策推

進条例、豊島区がん対策推進計画に基づき、今後もひき続きがん対策の総合的かつ計画的

な推進に取り組み、がんによる死亡率減少をめざします。 

①がんの予防・普及啓発

禁煙やバランスの良い食事、適度な運動など、がん予防に関する正しい知識の普及啓

発を図るとともに、教育委員会と連携し、子どもの頃からのがんに関する教育を推進し

ます。

また、区内企業と連携しながら、がんに関する意識・知識の普及啓発に取り組みます。 

・広報やイベントによるがんに関する知識の普及啓発

・児童・生徒へのがんに関する教育

・胃がんリスク検診、子宮頸がんに HPV検査を導入し、ウイルスや細菌感染による

がんの発症を予防

・喫煙による健康被害の予防対策

・企業との連携によるがんに関する普及啓発事業の推進

・がん対策基金の周知

がん対策推進特別公演 がん検診受診勧奨講演会

②がん検診の推進

がん検診を定期的に受診することが、がんの早期発見・早期治療につながる有効な手

段であることから、年次目標を定め、検診の受診環境を整備するとともに、様々な普及

啓発イベントや受診勧奨を行い、がん検診の受診率を向上させていきます。

また、医師会と連携してきめ細かな追跡調査を行うことにより、がん検診の精度を高め

ます。

主な取り組み事業
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・受診しやすいがん検診の体制づくり 

・がん検診の受診勧奨・未受診者への再勧奨の通知 

・がん検診受診勧奨イベントの実施 

・がん検診の追跡調査の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
がん検診受診勧奨イベント 

 

 

③がん患者と家族への支援 

がんになっても可能な限り住み慣れた地域で、必要なサービスを受けながら療養でき

るよう患者と家族に必要な情報提供を行うとともに、身体的、精神的な負担の軽減がで

きるように在宅療養を行うための医療、介護の連携体制の仕組みづくりに努めます。  

 

 

 

 

・相談支援体制の整備 

・在宅医療相談窓口の機能の充実 

・がん先進医療利子補給事業の周知 

・広報やホームページの開設等、 

様々な媒体による情報提供の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な取り組み事業 

主な取り組み事業 
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Ⅱ．こころの健康づくりの推進

（分野別施策：P.39〜）

こころの健康は、自分らしく生きるためには重要であり、生活の質に大きく影響しま

す。現代社会は、過剰なストレスや人との関係が希薄なために、こころの健康を守り維

持することが難しい時代になっています。

ストレスとの付き合い方や、健やかなこころの健康を保つための生活、こころの病気

について周知します。早期発見・早期治療をめざすとともに、病気との付き合い方の啓

発や相談を行います。

①こころの健康づくりの推進

こころの健康を保つためには、休養・睡眠・ストレス解消の重

要性についての周知とともに、ストレスマネジメントの向上を図

ります。

　また、病気を持っていても、その人らしい生活ができるような

病気の理解についての啓発を行います。

②こころの不調への早期対応のために
病気の早期発見・早期治療や周りの方の接し方について、相談や講演会を行い、病気になっ

ても地域で健やかに暮らすことを支援していきます。 

・専門相談（こころの相談、家族問題相談等）

・電話相談・面接相談・家庭訪問等による保健師の随時相談

・精神保健福祉ボランティア講座

・区ホームページや広報による周知

・自立支援医療費助成（精神通院医療）

・精神障害者家族会の支援

主な取り組み事業

主な取り組み事業

≪講座・講演会≫ 

・講座・講演会の実施
　（メンタルへルスや精神疾患、薬物乱用・薬物問題等）
・30・35歳の方へのメンタルヘルスの情報
　や相談窓口の案内を個別通知（生活習慣病
　予防健診・女性の骨太健診時に実施）
・20～39歳の健診時に行う
　「こころのセルフケア」等の集団指導
・こころまつりの開催
・精神障害者自主グループの支援
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としまﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

地域生活支援ｾﾝﾀｰ 

子ども家庭支援ｾﾝﾀｰ 

教育センター 

男女平等推進ｾﾝﾀｰ 

子ども家庭・女性相談 

区民ひろば

生活福祉課 

社会福祉協議会民生・児童委員

消費生活センター

医療機関

保健所 

都立精神保健福祉ｾﾝﾀｰ 

区民相談

ハローワーク 

高齢者総合相談ｾﾝﾀｰ 

民間企業等連携 

警察

 自殺・うつ病の

予防対策委員会 

③うつ病予防及び自殺予防対策 

自殺は本人にとってこの上ない悲劇であるだけでなく、家族や周りの人々に大きな悲

しみと生活上の困難をもたらし、社会全体にとっても大きな損失となっています。 

豊島区の自殺対策は、WHO の国際認証制度であるセーフコミュニティ活動の 10 項目

の重点課題のひとつとして位置づけられており、「自殺・うつ病の予防対策委員会」に

おいて検討しています。対策委員会では、データ分析や活動の評価、改善策の検討を行

い、ひとりでも自殺者を減らす対策を考えています。 

 

 

 

・自殺・うつ病の予防対策委員会

・若年者への啓発を進めるために、
　ソーシャル・キャピタル（区内大学）
　との連携「若者のいのちを守る」
　ハートプロジェクト
・相談窓口の周知
・ゲートキーパー養成研修
・自殺予防対策マニュアルの作成
・自殺未遂者支援事業

・精神保健アウトリーチ事業活用         

 

 

 

 
               

  
  

帝京平成大学大学院臨床心理学研究科と協働し、若者目線で考える自殺予防を目的とし

たプロジェクトを月 1 回程度開催し、ワークショップとテーマトークを通して「若者を

理解する機会」や「若者のこころの健康」について検討しています。 

ワークショップ 

「若者特性に合わせたメンタルへルス対策」 

「啓発用ポスター、啓発用カードへの意見」等 

テーマトーク 

「一番、孤独を感じる時はどんな時？」 

「希望したところに就職するには？」 

「失恋したときの立ち上がり方」等 

 

 

                            

 

 

 

 

 

主な取り組み事業 

≪ゲートキーパーの役割≫ 

 

 
声かけ

気になる人がいたら声をかけてみましょう。 

話を聴く（傾聴）
相手の話をじっくりと聴いてみましょう。

つなぐ（問題解決に向けて）
適切な相談窓口につないで問題解決へ 

≪ゲートキーパーの視点を持った人を増やす≫ 

≪区内大学との連携≫ 

≪自殺・うつ病の予防対策委員会≫ 

「若者のいのちを守る」ハートプロジェクト
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Ⅲ．生涯を通じた女性の健康の推進

（分野別施策：P.44～）

にんよう
（※）

（※）地域の妊孕
にんよう

力：女性・男性各々にとって妊娠・出産・子育てしやすい社会環境を地域全体が協力して作り

　　　出す力

（※）F1会議：女性の声を反映した女性施策を展開するため、20・30歳代の女性を主体とした「としま F1

会議」を設立。この会議等で出された提案を受け、子育てを支援する事業を展開する。 

①20・30歳代の女性のやせを減らします。

自分に見合った正しい体格指数（BMI）（※）を認識し、間違った減量や過度なダイエットが

健康を損なう危険が伴うことを理解し、健康的なダイエットを実行することでやせ過ぎを改

善し、生涯を通じて健康に過ごせるよう支援します。
（※）体格指数（BMI）：ボディマス指数のことで、体重と身長の関係から算出されるヒトの肥満・やせを表す指数。

体重（kg）÷身長２（cm）で求めることができる。 

・骨太健診 ・女性のための健康教室

・栄養指導講習会

主な取り組み事業

平成26年度地域少子化対策強化事業

としま鬼子母神プロジェクト

F１会議の創設（※）

・キックオフイベント 

・F１会議の開催 

女性が暮らしやすい地域社会
づくりの総合的な展開へ

としま子育て応援フェスタ

としま育児サポート手帳・としま育児サポーターの導入
・「としま育児サポート手帳」を独自に作成し、支援者と養育者間、支援機関

　間の連携ツールとして活用

・「としま育児サポーター」の導入により、家庭訪問、子育て環境改善、支援

　機関への橋渡しを実施 

・切れ目のない支援の実現と支援ネットワークの形成

妊孕力（にんようりょく）啓発セミナー
・個人の問題とせず、「地域の妊孕力」を育てる

結婚妊娠子育て支援アプリ事業（としま見る知るモバイル）
・結婚・妊娠・出産・子育て支援の情報発信をおこなうアプリを作成、導入する 

・専門相談員を配置し相談体制を構築 ・双方向性の支援を実施

女性のライフプラン形成のための健康相談事業
・若年女性（４０歳代まで）を対象とした、からだとこころの総合相談

・女性が生涯を通じて健やかに自らの人生設計を行えるように、専門職が支援する

豊島区は、地域の妊孕力を育て、すべての人が安心して子どもを産み育てられる社会を目指して、
切れ目のない支援の充実に取り組みます。　　　　　　　　　　　　　　　　【豊島区】

・民間事業者との協働で開催

・Ｆ１会議の紹介

・子育て情報提供等

　豊島区は、全国的な人口減少問題に先進的に取り組むため、「としま鬼子母神プロジェクト

事業」を実施します。この事業は、「地域の妊孕力」　　を育て、全ての人が安心して子ども

を産み育てられる社会をめざして、区の関係部署が独自に力を入れて取り組む事業の総称で

す。
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②「地域の妊孕力」を高めます。

女性・男性各々の妊娠・出産・子育てしやすい社会環境づくりをめざします。

・女性のための専門相談事業 ・妊孕力啓発セミナー（妊孕力ミニ講座を含む）

・妊産婦保健対策 ・母親のこころの健康づくり 

・としま見る知るモバイル

③年代に応じた対策をとることで、高齢期の骨粗しょう症を減らします。

女性の寝たきり要因の１つに、転倒・骨折が挙げられます。その原因となる骨祖しょう症

を予防するためには、高齢期の転倒予防対策だけでなく、若い時からの注意が必要であるた

め、各ライフステージに合わせた指導を実施します。

・乳幼児健診時骨密度測定 ・骨太健診

・骨粗しょう症検診 ・骨粗しょう症予防教室 

④女性特有のがんによる死亡率を減らします。

乳がん・子宮頸がん検診の受診勧奨を積極的に行います。 

多くの女性に定期的にがん検診を受診してもらうことで、がんの早期発見・早期治療につ

なぎ、がんによる死亡率を減らします。

主な取り組み事業

主な取り組み事業
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Ⅳ．糖尿病・循環器疾患・メタボリックシンドロームの予防

（分野別施策：P.51～）
糖尿病・循環器疾患・メタボリックシンドロームなどの生活習慣病の予防は、区民が生涯

を通じて健康な生活を送るために欠かせない予防対策です。

区はこれまでに、食生活改善や運動習慣の定着などの一次予防、生活習慣病予防のための

健康診査（以下「健診」と表記）、保健指導などの二次予防に重点を置いた生活習慣病予防対

策を実施してきました。今後はこれらの取り組みに加えて、合併症の発症予防・重症化予防

に重点を置いた対策を実施し、生涯を通じての健康増進を進めていきます。

①ポピュレーションアプローチ（※）による健康づくりの推進（一次予防）

区民が主体的に健康づくりに取り組み、疾患の発症予防ができるように生活習慣病予防に

関する知識の普及啓発や健康教育を行います。
（※）ポピュレーションアプローチ 

健康障害を起こす危険因子を持つ集団のうち、集団全体に疾病予防を働きかけ、リスクを下げる方法の

ことをいいます。これに対し、より高い危険度を有する者に対して働きかける方法を「ハイリスクアプロ

ーチ」と呼びます。

・若年者への生活習慣病予防健康教育

・「としま健康チャレンジ！」事業等における自主的な健康づくりの支援

②健康障害の進行防止及び疾病の発症予防、重症化予防（二次予防） 

各種の健診を実施し、メタボリックシンドロームの予防、糖尿病・循環器疾患等の生活習

慣病予防、早期発見・早期治療を推進します。また、各種健診の結果、ハイリスクグループ

に対して、健康教室、保健指導、健康相談を実施し、疾病の発症予防及び重症化予防を図り

ます。

主な取り組み事業
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・生活習慣病予防のための健診の実施

・特定保健指導、健康相談の実施

・糖尿病の発症予防及び重症化予防 

不健康な生活習慣

・不適切な食習慣

・運動不足

・ストレス過剰

・飲酒

・喫煙

生活習慣病

・脂質異常症

・高血圧病

・糖尿病

・慢性閉塞性肺疾患

（COPD）など

生活習慣改善が、疾病の予防に

つながる!

ポピュレーションアプローチ

ハイリスクアプローチ

重症化・合併症

・虚血性心疾患

（心筋梗塞、狭心症）

・脳卒中

（脳出血、脳梗塞等）

・糖尿病の合併症

（網膜症・神経症・腎症）

疾病の

予備群

主な取り組み事業

健康増進事業（予防段階別）

一次予防 二次予防 三次予防健康増進及び疾病

の発症予防にむけ

た健康づくりを行う

【対象】健康な区民

早期発見・早期対応
による健康障害の進
行防止を図る
【対象】自覚症状はな
いが、疾病発症のリ
スクがある区民

適切な治療と医療管
理による疾病の進行
防止及び機能障害や
能力低下防止を行う
【対象】医師による疾
病の診断がされた患
者

普及啓発

健康教育

健康相談

健康診断、がん検診

ハイリスク群対象の保健指導

医療管理
（悪化・後遺症・合併症防止）

リハビリテーション

医療費助成事業
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Ⅴ．予防接種の推進

（分野別施策：P.103〜）
予防接種は感染症の流行、重症化を防止するため

に欠かせない対策であり、わが国においても予防接

種法に基づく定期予防接種を実施しています。しか

し先進諸国とのワクチンギャップ等の問題から、平

成 26年３月 28日付厚生労働省告示第 121号に

よる「予防接種に関する基本的な計画」に基づき、

予防接種法の対象となる疾病・ワクチンを拡大する

方向で見直しが進められています。区においても国

の制度改正の動向を注視し、適正に対応するととも

に定期予防接種の接種率向上及び任意接種の費用助

成の推進により、感染症予防対策の強化を図ります。

定期予防接種事業 平成 26年 10月1日現在

齢年象対）ンチクワ（類種

Ｈｉｂ
1期初回

生後 2か月以上 5歳に至るまで
1期追加

肺炎球菌（小児）
1期初回

生後 2か月以上 5歳に至るまで
1期追加

四種混合（DPT-IPV）
1期初回

生後 3か月以上 7歳半に至るまで
1期追加

ＢＣＧ（結核） 1回 1歳に至るまで

麻しん・風しん 

第 1期 1歳以上 2歳に至るまで

第 2期
5歳以上 7歳未満で、小学校就学前の 1年間 

（就学前年度4／1～3／31） 

水痘 2回 1歳以上 3歳に至るまで

日本脳炎
1期初回 生後 6か月以上 7歳半に至るまで

1期追加 9歳以上 13 歳未満

ＤＴ［第２期］ 1回 11歳以上 13 歳未満

子宮頸がん予防 3回
12歳となる日の属する年度の初日から 16歳となる

日の属する年度の末日までの間にある女子

肺炎球菌（高齢者） 1回

65歳（特定疾病者は60歳以上）

【経過措置】平成 26年度～30年度（年度中に 65・

70・75・80・85・90・95・100 歳の年齢になる方に

接種）

インフルエンザ（高齢者）
(接種期間）10月1日から1月31日

毎年 1回
65歳以上

（特定疾病者は 60歳以上）

任意予防接種助成事業 平成 26年 10月1日現在

等齢年象対類種

でま前学就上以歳1ぜかくふたお

麻しん・風しん 

（経過措置・区単独）
2歳以上 18歳まで（定期接種対象者を除く）

麻しん・風しん 

（先天性風しん症候群の発生防止のための緊急

対策）

妊娠を希望する女性、そのパートナーまたは同居

者、風しんの抗体価が低い妊婦のパートナーまたは

同居者で抗体価が低い方

主な取り組み事業
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