
協働の相手方 事業内容

区内七大学（学習院大学・川村学園女子大学・女子
栄養大学・大正大学・帝京平成大学・東京音楽大学・
立教大学）

「街全体をキャンパスに！」というコンセプトに基づき、それぞれの個性を活かし
た人的、知的、物的資源の交流を図り、教育機能及び福祉の向上並びに世界に開
かれた魅力と活力にあふれる豊かな地域社会の創造をめざして連携・協働する
ため、包括協定を締結している。

西武池袋本店、東武百貨店池袋本店、サンシャイン
シティ、ルミネ池袋、良品計画、池袋ショッピング
パーク、日本気象協会、自由学園サービス、東京第
一友の会、婦人之友社

女性や子育て世代、働く世代をメインターゲットに、「わたしらしく、暮らせるま
ち。」を基本コンセプトとし、区・民間事業者それぞれの強みを活かしたノウハウや
リソースを活用し、子育て、住まい・くらし、働く、学ぶ、健康など様々な分野にお
いて連携していくもの。

株式会社Proper
株式会社Propeｒが運営する近隣住人同士が情報交換できるソーシャルネット
ワークサービス（SNS）「マチマチ」との業務提携。

学習院大学
豊島区在住の外国籍住民を対象にアンケートを実施。調査内容は、日本語の学習
状況、日本語能力、日本語使用状況、情報・施設の活用状況、属性等。令和2年度
は調査を実施、令和3年度は調査結果の分析と公表を行った。

東京都市大学

豊島区在住の外国籍住民（ニューカマー）を対象にアンケートを実施。調査内容
は、住まいの現況、生活・住まい、行政支援の満足度、コロナによる生活変化、子
育て・育児等。令和2年度は調査を実施、令和3年度は調査結果の分析と公表を
行った。

NPO法人 日本ソフトインフラ研究センター 200基の掲示板の維持管理。

大正大学、創形美術学校 インターンシップとしての学生による映像作品制作。

豊島区相談事業運営協議会（豊島区内の十士業団
体・池袋公証役場・東京パブリック法律事務所）

①事業や日常生活の中で生じる問題について、10士業＋公証人の団体が区内の
事業者及び区民等を対象に年1回、無料の合同相談会を実施している。
②10士業＋公証人の団体が輪番制で毎週月・金の2回、無料の相談会を実施し
ている。
※①令和2年度に引続き、令和3年度も新型コロナウイルス感染症の影響により
中止した。②令和３年度は対応士業を縮小し密を防いで再開した。令和３年１０月
よりオンライン相談を開始した。

企画課
（多文化共生推進担当課長）

区民相談課

主管課 事業名（２21事業）

企画課
「豊島区と区内大学との連携・協働に関する包括協定」
に基づく大学との連携

広報掲示板の設置及び維持管理事業

広報課 学生による区テレビ広報番組の制作

ＦＦパートナーシップ協定

広報課

マチマチfor自治体に関する協定

外国籍住民の実態調査

外国籍住民の実態調査

令和3年度における協働事業の実績について

※  主管課欄において、スタッフ職担当課長の所掌する事業は、配置されているライン課名の後にカッコ書きで担当課長名を記載しています。

企画課
（「わたしらしく、暮らせるまち。」推

進室）

①事業と暮らしの無料相談会
②豊島区専門家合同相談室
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協働の相手方 事業内容主管課 事業名（２21事業）

豊島法曹会

豊島法曹会から推薦された弁護士による無料法律相談を月～金の午後、および
毎月第二日曜日に開催している。
※令和３年度も新型コロナウイルス感染症の影響により「電話による法律相談」
に運用方法を変更して開催した。

人権擁護委員

法務大臣から委嘱された人権擁護委員が、いじめや差別などの人権侵害等に関
する相談を受け付ける。
※令和２年度に引続き令和３年度も新型コロナウイルス感染症の影響により対面
は中止したが、電話による相談は継続している。

行政相談委員

総務大臣から委嘱された行政相談委員が、国や独立行政法人、特殊法人などに
関する苦情や意見、要望を受け付ける。
※令和３年度も緊急事態宣言及び蔓延防止期間中は中止したが、それ以外の期
間は開催した。

弁護士法人パートナーズ法律事務所

女性専門士業による無料相談会をランチタイムコンサートの後、年数回開催して
いる。
※令和2年度に引続き、令和3年度も新型コロナウイルス感染症の影響により中
止した。

東京都行政書士会豊島支部・東京税理士会豊島支
部・豊島区住宅相談連絡会事務局・東京司法書士会
豊島支部・東京都建築士事務所協会豊島支部事務
局・東京土地家屋調査士会豊島支部

各専門士業と協定を締結し、区役所内の相談室を使った無料相談を実施してい
る。
※令和３年１０月よりオンライン相談を開始した。（税金相談以外）

東日本電信電話株式会社

豊島区は、民間主導Ｗｉ-FｉをＴoｓｈｉmａ Free Ｗｉ-Fｉとして運用することで
Ｔoｓｈｉmａ Free Ｗｉ-Fｉを拡大し、それに伴う観光活性化策を検討し、相手方は
これについて協力する。相手方は、目的を達成するために、民間主導Ｗｉ-Fｉを積
極的に拡大・展開する。

人権擁護委員
街頭啓発活動、人権の花運動・人権作文・人権メッセージ等。
※令和3年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響で中止となった。

４・１３根津山小さな追悼会実行委員会
毎年４月13日に、昭和20年４月13日の空襲で亡くなった方への鎮魂の祈りと
平和への願いを込めた追悼会を実施している。

大学(令和三年度実績：学習院大学、成城大学、創価
大学、中央大学、東京外国語大学、日本大学、日本
女子大学、立教大学、早稲田大学）

各大学よりインターンシップ研修生を受け入れ、各課に配置する。就業体験を通
じ、学生の自治体行政への関心・意識を高め、意欲ある優秀な学生の公務就労へ
の動機を高める。

豊島区地域防災組織（町会）

防災行動力の向上と関係機関の連携・協力体制の強化を目的とし、災害時の活
動拠点となる各救援センターで訓練を実施している。千登世橋中学校（11月６
日）、朝日小学校（11月1４日）、西巣鴨中（11月2８日）、池袋第三小学校（12月５
日）、池袋小学校（12月11日）で計５回実施。
※令和3年度は当初年1８回実施を計画していたが、新型コロナウイルス感染症
拡大の影響で、５回のみ実施した。

区民相談課

防災危機管理課

総務課

人事課

法律相談

人権身の上相談

各専門士業の無料相談

行政相談

ミューズの相談会

４・１３根津山小さな追悼会

合同防災訓練

インターンシップ事業

情報管理課 Ｔoｓｈｉmａ Free Ｗｉ-Fｉの展開に向けた連携協定

人権啓発活動
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協働の相手方 事業内容主管課 事業名（２21事業）

 （公社）豊島区医師会、（公社）豊島区薬剤師会、（公
社）東京都豊島区歯科医師会、（公社）東京都獣医師
会、トラック協会他多数

災害時の被害の拡大防止及び救援救護活動が迅速かつ的確に実施することを目
的に、応援・協力に関する協定を締結している。

環境浄化推進委員会（５ヶ所）
客引き禁止・ポイ捨て禁止・路上看板禁止を目的に、パトロールや清掃活動を実
施している。

すがもっ子安全パトロール他
警備員による「安全安心パトロール」のほか、下校時間帯に学校、児童館、保育園
等子ども施設周辺を中心とした防犯パトロールも実施している。

池袋組織犯罪根絶協会、区内防犯協会、交通安全協
会、目白治安協会、区内警察署

薬物乱用根絶及び暴力団・国際犯罪組織根絶等の目的をもって、区民の皆さん
と警察、豊島区、事業者の方々が一緒になって取り組み、暴力団等の犯罪組織の
温床とならない「安全安心な街」を築き、薬物乱用根絶及び暴力団排除等の気運
を向上するため、開催している。
※令和3年度は、コロナ禍において、事業実施が困難であったため実施せず。代
替事業として、組織犯罪根絶に向けた取り組みをまとめたＤＶＤを作成。

区内防犯協会、警察署、豊島区町会連合会
安全安心なまちづくりのため、地域に密着した実行の上がる地域安全運動その
他各種防犯対策を地域住民と一丸となり推進するため、開催している。
※令和3年度は、コロナ禍において、事業実施が困難であったため実施せず。

男女平等推進センター登録団体、運営委員会
国の男女共同参画週間に合わせて、「エポック10フェスタ」を実施。講演会、イベ
ント、展示等を行っている。

男女平等推進センター登録団体
エポック10登録団体それぞれの活動内容で、区民向けの講座の企画・運営してい
る。

男女平等推進センター利用者 区民から参加者を募り、協働して講座を企画運営をしている。

東京都社会保険労務士会豊島支部

ワーク・ライフ・バランス（ＷＬＢ）に関する講演会を行ったうえで、社会保険労務士
による相談会を開催し、企業がＷＬＢを進めるための一助とする。そのほかに、区
内の認定企業以外の一般企業へ本事業への参加を呼びかけ、ＷＬＢに取り組む企
業の増加を図る。
※令和３年度は、新型コロナウイルス感染症の影響によりオンラインにて開催。

ハローワーク池袋
子育てをしながら、再就職をしたいと考える方の不安や準備に応えるセミナー。

防災危機管理課

男女平等推進センター

防災危機管理課
(治安対策担当課長)

男女平等推進センター

防犯パトロール

組織犯罪根絶豊島区民決起大会

エポック10フェスタ

登録団体との共催事業

としまＷＬＢネットワークミーティング

【共催事業】子育て中の再就職応援セミナー

環境浄化パトロール

災害時における活動・サービスの提供に関する協定

地域安全運動豊島区民大会

区民企画運営講座
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協働の相手方 事業内容主管課 事業名（２21事業）

東京都労働相談情報センター池袋事務所
育児休業後の職場復帰前後に取り組みたい育児と仕事の両立のためのポイント
を解説し、職場復帰を支援するセミナー。

公益財団法人東京しごと財団
ワークを行いながら、考えをシェアし、自分の働き方（スタイル）を考え、その考え
を伝えることにより、自分のやりたいことや大切なことをイメージする講座。就職
活動をはじめる前段階の方向けセミナー。

NPO法人SＥPＹ倶楽部
不登校やひきこもり・非行・発達障害などの子どもをもつ親や、母親としてのあり
方を勉強したい方々と一緒に、各々の問題について体験談や話し合いを通して
解決策をさぐる講座。

家庭倫理の会 豊島区 人生経験豊かな講師から、子育てや家庭生活のヒントとなる講話を伺う。

家族のためのＡＤＲセンター
子どもがいる夫婦が離婚する場合に知っておいた方がよいことや、決めておい
たほうがよいことを知り、子どもの生活を守るためのヒントを学ぶ。

NPO法人SＥPＹ倶楽部
不登校やひきこもり・非行・発達障害などの子どもをもつ親や、母親としてのあり
方を勉強したい方々に向け、子育て問題に参考になる映画上映会を行う。

公益社団法人東京青年会議所　豊島区委員会
家庭内でのジェンダー平等を構築する仕組みを作ることを目的としたワーク
ショップ及びトークセッションを行う。

地域活動交流センター運営協議会
地域活動交流センターの登録団体で構成する運営協議会による、同センターの運
営や地域活動への啓発への協力。

地域活動交流センター運営協議会 地域活動支援を目的とした講座を区との協働により実施。

区民活動推進課

東部区民事務所

西部区民事務所

【後援事業】すくすく子育てセミナー

男女平等推進センター

区民活動推進課

各町会
町会が行う区政推進活動（区政情報の周知活動、リサイクル・清掃活動、防災活
動、コミュニティづくり事業）について、区と町会が相互に協力し、住みよいまち
づくりを推進する。

地域活動交流センター運営

区民活動支援講座

区政推進活動

【後援事業】 セピイ倶楽部 親の会

（新規）【共催事業】パパとママの離婚講座

（新規）【後援事業】 子育て支援映画上映会＆自律訓練
法講座

【共催事業】育休パパ・ママの職場復帰セミナー

【共催事業】子育て女性セミナーｉｎ池袋

（新規）【後援事業】 「結婚しくじり先生から学ぶ！～
パートナーともっと幸せに生きるための秘訣とは～
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協働の相手方 事業内容主管課 事業名（２21事業）

養老乃瀧株式会社 社会貢献活動として、民間企業の研修室を区民へ無料で貸出。

NPO法人としまNPO支援協議会、地域活動交流セ
ンター運営協議会

豊島区内を中心に活動するNPO法人や区民活動団体、ＣSＲ企業等がそれぞれ
の活動内容やミッションをパネルで発表することで、広く区民に地域活動を紹介
し、また団体同士や区民との交流を深めることを目的とした展示イベント。審査
委員の審査で優秀だった団体を表彰する。
※令和3年度は新型コロナウイルスの影響により、活動紹介動画をＹoｕＴｕｂeで
配信した。

地域区民ひろば運営協議会
事業企画・実施を行うことで、地域の力や特性が生かせる仕組みづくりを推進し
ている(区民ひろばまつり、夏まつり、敬老の集い、ひなまつり等)。

東京音楽大学
子どもたちの豊かな感性と心をはぐくむことを目的に、鑑賞するだけでなく一緒
に楽しめる音楽会を開催。

大正大学
インターンシップ、ワークショップ、フィールドワーク等の場を提供し、連携するこ
とにより、地域を志向した研究・社会貢献を支援。

立教セカンドステージ大学
シニア世代を対象に、地域での交流や活躍きっかけとなるよう「コミュニティ創
り」や「ファッション」を講義と実演を通じて学ぶ講座を実施。

NPO法人 アートネットワーク・ジャパン
文化デザイン課を含めた、としま文化創造プロジェクト委員会が夏に実施。”アー
ト（芸術）”をテーマに様々な事業を展開。その内、読み聞かせとお芝居を掛け合
わせた「よみしばい」を実施。

NPO法人 芸術家と子どもたち
将来の文化の担い手である子どもたちの豊かな人間性と多様な個性を育むこと
を目的に、音楽、ダンス、芝居など「ぞうしがや こどもステーション」の出張プログ
ラムを実施。

西武池袋本店
企画課で実施しているFFパートナーシップ協定事業の一環として、「ランドセル
の選び方講座」「子どもの初めての靴の選び方講座」「高齢者向け歩き方＆靴の
選び方」（西武池袋本店）を実施。

秩父市
企画課で推進する豊島区と秩父市との移住・交流促進事業の一環として、区民ひ
ろばで秩父市の名産を使ったワークショップを実施。

区民活動推進課

地域区民ひろば課

社会貢献活動の推進に関する協定

地域区民ひろばの運営

区民ひろばプラチナ社会共創事業

秩父市交流促進事業（企画課）

区民ひろば回遊音楽キャラバン

ぞうしがやこどもステーション出張ワークショップ
（文化デザイン課）

社会貢献活動見本市

区民ひろばプラチナ社会共創事業「わくわくお洒落講
座」

FFパートナーシップ協定事業（企画課）

としまアート夏まつり（文化デザイン課）
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協働の相手方 事業内容主管課 事業名（２21事業）

豊島納税貯蓄組合連合会・豊島都税事務所・豊島税
務署

「税を考える週間」（11月11日～1７日）に、豊島納税貯蓄組合連合会・豊島都税
事務所・豊島税務署・豊島区税務課が合同で、池袋駅地下通路において、「区税及
び都税の納期内納税」や「口座振替利用の促進」等についてPＲする。
※新型コロナウイルスの感染防止の観点から、令和3年度は中止。

公益社団法人豊島区薬剤師会

健康の自己管理及び医薬品の特質等に関する正しい知識を広く国民健康保険被
保険者等に浸透させることで、保健衛生及び健康の増進に寄与することを目的
として開催する。※新型コロナウィルスの感染防止の観点から、令和3年度は中
止。

豊島区消費生活展実行委員会
消費生活に関する身近な問題について、区内の消費者団体・グループが日ごろ学
習・研究及び実践した成果を分かりやすく取り上げて展示や発表を行っている。

豊島区消費者団体連絡会
悪質商法の対処方法や環境・食品の安全等、消費生活に関する身近な事柄につ
いての講習会を開催する。

としまヤミ金融クレサラ被害対策弁護士ネットワー
ク

ヤミ金・サラ金等の高金利、強引な取り立て等に苦しむ多重債務者の救済を図る
ことを目的とし、区役所内の相談室を使った無料相談を偶数月最終木曜に開催
している。

地域金融機関、士業団体、企業支援団体、東京都等
区内中小企業の振興と発展を図るため、専門的な立場から、相談・指導等を行
う。また、ビジネスセミナー・商談会等のイベントを開催する。

としまものづくりメッセ実行委員会

区内の基幹産業である印刷業をはじめ、精密機械、金属製品、そして独自の技術
を持った区内企業などがそれぞれ自慢の製品や技術を一堂に展示した産業見本
市を実施している。
※令和３年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響で中止した。

池袋ショッピングパーク
企画課で実施しているFFパートナーシップ協定事業の一環として、サクラーヌ
ｂｉｚ応援プロジェクト（女性のための起業支援）から巣立った女性起業家による、
ＩSP出店イベントを実施している。

サンシャイン６0通り祭り実行委員会
サンシャイン６0通りを会場に、沖縄の伝統芸能エイサーのパフォーマンスを披露
し、来街促進と地域の活性化を図る。（平成2５年度より実施）
※令和３年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響で中止した。

豊島区伝統工芸保存会
豊島区伝統工芸保存会に所属する会員が一堂に会し、匠の技を披露する。区内
小学生の社会科見学も受け入れている。

生活産業課

税務課

国民健康保険課

豊島区消費者団体連絡会講習会

ヤミ金・サラ金等特別相談

としまビジネスサポートセンター

としまものづくりメッセ

サクラーヌｂｉｚ ＩSPチャレンジ出店

豊島区伝統工芸展

豊島区消費生活展

池袋めんそ～れ祭り　ｉｎ　サンシャイン６0通り

納税キャンペーン

健康展
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協働の相手方 事業内容主管課 事業名（２21事業）

池袋マルイ
2021年８月31日で閉店した池袋マルイが６月1日から実施していた「さよなら
大感謝祭」の一環で、７月30日～８月1日に起業家チャレンジ出店を実施。

一般社団法人SＥM
一般社団法人クレイドル

頑張っているママと家族、創業を考えている方、創業している方を応援するｎｉｋo
フェス（公園緑地課が実施の中小規模公園活用プロジェクト）にて10月23日に
起業家チャレンジ出店を実施。

株式会社日比谷アメニス
イケ・サンパークにおいて、区民、地元の地域や商店街、生産者、交流都市とのつ
ながりを生む豊島区の新たな台所として毎週末に開催し、新鮮な農産物などを
販売している。

一般社団法人日本推理作家協会
株式会社　講談社

ミステリー界の登竜門とされる「江戸川乱歩賞」を主催する一般社団法人日本推
理作家協会とパートナーシップを結び、「としま文化の日」である１１月１日に江戸
川乱歩賞の贈呈式を行った。

（公財）としま未来文化財団、（公財）東京都歴史文
化財団（東京芸術劇場・アーツカウンシル東京）

東京の多彩で奥深い芸術文化を通して世界とつながることを目指した、都市型
総合芸術祭。国際アート・カルチャー都市の基幹事業として関係団体、地域と連携
を図りながら、演劇のまちとしての魅力を発信する。

NPO法人芸術家と子どもたち
毎月、えほん、うた、音楽、ダンス、演劇など、子育て中の親子・家族がいっしょに
楽しめるワークショップを開催し、親子で芸術文化に触れる機会を提供してい
る。

NPO法人アートネットワーク・ジャパン、NPO法人
芸術家と子どもたち

文化・芸術活動の活発化と地域社会の活力向上を実現するために、旧朝日中学
校をアート系ＮＰＯ法人に貸与し、演劇・ダンス等の稽古場として活用するととも
に、子どもたちのワークショップや地域住民との交流事業を2８年12月まで実施
していた。同年７月に事務所機能は東部区民事務所に移転、その後平成2９年６
月より旧真和中学校に移転し、事業は一部変更し継続している。

NPO法人アートネットワーク・ジャパン、NPO法人
芸術家と子どもたち、（公財）としま未来文化財団

子どもに優れた芸術を体験する機会を提供するため、毎年区内各所を利用した
「としまアート夏まつり」を実施。「子どもに見せたい舞台」シリーズの制作・上演や
演劇鑑賞教室「よみしばい」、アーティストによるワークショップを実施している。

東京音楽大学、(公財)としま未来文化財団
としま区民センターにおいて、昼休みに東京音楽大学学生によるミニコンサート
を実施。

アトリエ村資料室の会
「アトリエ村」に関する調査・研究・資料の収集(施設としての「アトリエ村資料室」
は、旧平和小学校建物解体のため休止中)。

生活産業課

文化デザイン課
（新規）江戸川乱歩賞贈呈式

（新規）パークマーケット ｗｉｔｈ ｎｉｃoフェス　ｉｎ 千早フ
ラワー公園

（新規）豊島区×マルイ　起業家チャレンジ出店

文化芸術創造支援事業

ぞうしがや こどもステーション

（新規）ファーマーズマーケット

子どものための文化体験事業

庁舎ランチタイムコンサート ｉｎ としま区民センター

アトリエ村資料室

東京芸術祭
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協働の相手方 事業内容主管課 事業名（２21事業）

池袋モンパルナス回遊美術館実行委員会（NPO法
人ゼファー池袋まちづくり、立教大学、東武百貨店、
地元商店会、ギャラリー等）

「街のどこもが美術館」をコンセプトに、池袋モンパルナスの精神を現代に引き継
ぎ、池袋が新たな芸術家を育て活躍できる場となるよう、池袋西口を中心に街の
活性化と賑わいづくりを目的として、実行委員会を組織し開催するアートイベン
ト。

NPO法人アートネットワーク・ジャパン
にしすがも創造舎で活動するNPO法人のネットワークを活用し、舞台芸術に関す
る資料を収集、公開している。2８年７月事務所機能の移転に伴い、休止中。

豊島区美術家協会
豊島区書道会
豊島区伝統工芸保存会

由緒ある各豊島区文化・芸術団体において制作される作品を年間を通じて展示
することで、豊島区においては古くから、住民の文化芸術への理解、また造詣が
深い風土があったことを区内外に発信すると共に、さらなる区民の文化芸術振
興に資することを目的とする。
展示は常設、作品は各団体と相談の上、不定期に展示替えを行っている。

ふくろ祭り協議会
池袋西口等でおみこしを中心としたイベント開催（2日間）。
※令和3年度は新型コロナウィルス感染症のため中止。

東京大塚阿波おどり実行委員会
大塚駅南口で阿波おどりを中心としたイベント開催（2日間）
※2日間のうち、1日目は前夜祭
※令和３年度は新型コロナウイルス感染防止対策のため中止。

池袋フォーク＆カントリーフェスティバル実行委員
会

池袋西口公園で音楽演奏イベント開催（2日間）。
※令和３年度は新型コロナウイルス感染防止対策のため中止。

東京フラフェスタ ｉｎ池袋実行委員会
池袋西口公園等、3会場でイベント開催（3日間）。
※令和3年度は新型コロナウイルス感染防止対策のため中止。

池袋ジャズフェスティバル実行委員会
池袋西口周辺複数会場ならびに池袋西口公園で音楽イベント開催（2日間）。
※令和３年度は新型コロナウイルス感染防止対策のため中止。

外国語ボランティア登録者
外国語の堪能な区民等によるボランティア登録制度で、外国語翻訳･通訳を通じ
た協力活動を実施している。

受入れ家庭登録者
区内大学・日本語学校

区内の留学生等が日本人家庭を訪問。2～3時間程度の短時間の交流を通して、
日本の文化や生活を知ってもらう。
※令和３年度は新型コロナウイルス感染防止対策のため中止。

文化デザイン課

文化観光課

池袋フォーク＆カントリーフェスティバル

池袋モンパルナス回遊美術館

外国語ボランティア事業

池袋ジャズフェスティバル

にしすがも創造舎舞台芸術アーカイブ

東京大塚阿波おどり

ホームビジット事業

庁舎まるごとミュージアム事業

ふくろ祭り

東京フラフェスタ ｉｎ池袋
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協働の相手方 事業内容主管課 事業名（２21事業）

染井よしの桜の里駒込協議会
国の登録文化財「旧丹羽家蔵」を活用し、駒込地域の文化的な魅力ある地域づく
りを推進している。

南大塚都電沿線協議会 都電荒川線大塚駅前から向原までの沿線を中心としたイベントの開催（2週間）。

染井よしの桜祭り実行委員会
ソメイヨシノ発祥の地である駒込において、桜フォトコンテスト表彰式、交流都市
物産展など桜祭りを開催する。
※令和３年度は新型コロナウイルス感染防止対策のため中止。

染井よしの桜の里駒込協議会
ソメイヨシノ発祥の地である駒込において、吹奏楽演奏、よさこい演舞、物産展な
ど、ソメイヨシノプロジェクトの一環として秋祭りを開催する。
※令和３年度は新型コロナウイルス感染防止対策のため中止。

西武線沿線サミット実行委員会
令和3年3月から西武線沿線サミット結成10周年を記念して、西武線沿線サミッ
トロゴマークデザインコンテスト作品募集を開始した。

東武東上線沿線サミット実行委員会
加盟自治体の魅力をPＲしたパンフレット「Ｃｉｔｔａｂｉ」を作成し、各自治体で配布し
た。

東アジア文化都市201９豊島実行委員会（豊島区商
店街連合会、豊島区町会連合会、東京商工会議所
豊島支部、豊島区観光協会、豊島産業協会、豊島法
人会をはじめ地域・企業の方）（公財）としま未来文
化財団及び区内七大学（学習院大学・川村学園女子
大学・女子栄養大学・大正大学・帝京平成大学・東京
音楽大学・立教大学）など

東アジア文化都市とは日中韓文化大臣会合での合意に基づき、日中韓の3か国
において、文化芸術による発展を目指す都市を毎年各国１都市ずつ選定し、現代
の芸術文化や伝統文化、また多彩な生活文化に関連する様々な文化芸術イベント
や文化交流事業を実施するもの。
東アジア文化都市の開催を通じて豊島区の魅力を世界に向けて発信することで、
国際アート・カルチャー都市の実現に寄与する。

東京アニメアワードフェスティバル実行委員会
作品の受賞式や様々なワークショップ等を行う国際アニメーション映画祭。
ＴＡＡF2022は3月11～1４日に開催。

池袋オータムカルチャーフェスティバル実行委員会 マンガ・アニメ・サブカルチャーを味わうことができる秋の文化の祭典。

トキワ荘協働プロジェクト協議会 トキワ荘という地域文化の発信と継承を行い、魅力ある地域づくりを進める。

文化観光課

文化観光課（マンガ・アニメ活用担
当課長）

池袋オータムカルチャーフェスティバル

東京アニメアワードフェスティバル

染井よしの桜まつり

西武線沿線サミット

東アジア文化都市

染井よしの桜のふる里秋祭り

駒込地域ブランド創出プロジェクト

トキワ荘協働プロジェクト

大塚バラまつり(春・秋）

東武東上線沿線サミット
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協働の相手方 事業内容主管課 事業名（２21事業）

トキワ荘協働プロジェクト協議会、目白大学
南長崎のトキワ荘通りで、７色の紙に文字やイラストで夢を表現して路上に並べ、
モザイクアート「夢の虹」を作る。（令和3年は、トキワ荘公園に感謝の言葉ガーラ
ンド展示を実施）。

NPO法人いけぶくろ大明
大明小学校跡地をNPO法人に無償貸与し、生涯学習施設「みらい館大明」とし
て、区との協定書に基づく自主管理を行っている。

NPO法人いけぶくろ大明
主たる対象を10代後半から30代の若者に絞り、「みらい館大明」のブックカフェ
をコーディネーター常駐の居場所として開放。また、協定に基づき「豊島区若者学
びあい事業」として、オンラインを含む様々なイベントを実施している。

区民

1８歳以上の中軽度知的障害者を対象に、仲間とともに学びあい交流を深めなが
ら、生活課題の解決や、地域での社会参加、地域住民との相互理解をすすめ、余
暇活動の充実を図ることを目的に実施している。
※令和3年度は、新型コロナウイルス感染症対策のため、一部休止。

学習院大学、立教大学、日本語サークル（５サーク
ル）、NPO法人いけぶくろ大明

外国人に対し、日本語を教えているボランティア団体・学習院大学・立教大学を紹
介する。
※令和3年度は、新型コロナウイルス感染症対策のため、一部休止。

区内７大学（学習院大学・川村学園女子大学・女子栄
養大学・大正大学・帝京平成大学・東京音楽大学・立
教大学）

各大学の特色を活かした多彩なプログラムの講座を開催し、その成果を地域づく
りにつなげている。

NPO法人豊島区体育協会、豊島区レクリエーション
協会

スポーツ・レクリエーションによる交流を深めるため、関係団体との共催により各
種大会等を実施している。
※令和３年度は、新型コロナウイルス感染症対策のため、一部中止。

NPO法人豊島区体育協会、豊島区レクリエーション
協会

区民体育大会、種目別選手権大会、レディース・スポレク大会、区民レクリエーショ
ン大会を実施している。
※令和３年度は、新型コロナウイルス感染症対策のため、一部中止。

NPO法人豊島区体育協会、豊島区レクリエーション
協会

都民体育大会予選会、都民体育大会代表選手派遣、レクリエーション協会事業等
を実施している。
※令和３年度は、新型コロナウイルス感染症対策のため、一部中止。

区内六大学（学習院大学・女子栄養大学・大正大学・
帝京平成大学・東京音楽大学・立教大学）

区立図書館と区内六大学図書館との間に交換便を運行し、図書資料の相互利用
を行う。

文化観光課（マンガ・アニメ活用担
当課長）

学習・スポーツ課

図書館課

夢の虹

日本語学習事業

としまコミュニティ大学

秩父市友好親善スポーツ・レクリエーション大会

ブックカフェ（若者学びあい事業）

豊島区日曜教室（知的障害者生涯学習支援事業）

東京都民体育大会等事業

としま図書館ネットワーク事業

大明小学校跡施設の地域住民による自主管理運営

豊島区民体育大会等事業
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協働の相手方 事業内容主管課 事業名（２21事業）

豊島岡女子学園中学校・高等学校
豊島区立中央図書館児童コーナーにて、４歳～小学校低学年の児童を対象にし
た絵本・紙芝居のお話会を実施。
※令和3年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響で中止となった。

西武百貨店

FFパートナーシップ協定締結イベントとして、百貨店屋上庭園を利用している親
子連れの来場者を対象に、区立図書館司書による大型紙芝居、大型絵本等のお
はなし会を実施し、読み聞かせボランティアによるおはなし会を子どもフロアー
で実施。
※令和3年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響で中止となった。

ひかり文庫点訳研究会・朗読会・拡大写本グループ
点字図書館からの依頼により、点字図書、録音図書（デイジー）、拡大写本（テキス
トデイジー）を製作。また、利用者からの依頼によるプライベート図書の製作、対
面朗読を実施している。

としまコミュニティ大学の修了生マナビト生と講師
図書館通信に、としまコミュニティ大学修了生（マナビト生）が短評を寄稿する「こ
の本カフェ」（年４回）を掲載している。掲載にあたりとしまコミュニティ大学講師
が監修している。

区内大学
区内大学の教授等を講師に迎えた講座を実施。「書評講座」、「源氏物語と仏教」、
「読んで観る！映像舞台原作の世界」。
※令和3年度、「書評講座」はオンライン講座として実施

「調べる学習コンクールｉｎとしま」実行委員会
学校図書館、公共図書館を利用した「調べ学習と研究、その指導やサポート」など
の成果を評価するコンクール（地域予選）。

東京都書店商業組合豊島支部
現役の漫画家や編集者によるマンガ文化の理解・普及のための講演会を実施。

株式会社キョードーフアクトリー
ブリリアホールで公演された舞台「かいけつゾロリ」の公演期間に合わせ、中央・
巣鴨・千早の各図書館でダジャレコンテスト等のイベントを実施し、子どもたちの
劇場への関心と図書館への足を運ぶ機運を高めた。

株式会社キョードーフアクトリー

ブリリアホールで公演された舞台「ぼくらの七日間戦争」の公演期間に合わせ、図
書館主催の第3回文学講座の課題本を同テーマに設定。講座受講者を舞台に招
待するとともに、講座では講師と舞台演出家の対談を実施。合わせて館内で特集
展示を行った。

「グリーンとしま」再生プロジェクト実行委員会

様々な立場の方々で構成する実行委員会を軸に、区立学校、区施設、公園・児童
遊園等における「学校の森」「いのちの森」の植樹や育樹の活動を行っている。平
成30年度に「10年で10万本」の目標を達成し、記念式典を実施した。
※令和３年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で育樹活動は中止。

図書館課

環境政策課

としまがおかのおねえさんによるおはなしかい

「グリーンとしま」再生プロジェクト

（新規）本を読んで劇場に行こう、舞台を観劇して図書
館に行こう　第二弾

点字図書、録音図書等の製作及び対面朗読等の視覚
障がい者読書支援

文学講座等の実施

 調べる学習コンクールｉｎとしま

（新規）本を読んで劇場に行こう、舞台を観劇して図書
館に行こう　第一弾

『図書館通信』の「この本カフェ」コーナー

おはなし会

マンガ・アニメ作家による講演会
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協働の相手方 事業内容主管課 事業名（２21事業）

南長崎はらっぱ公園を育てる会
同会及び地域の住民等とともに、平成23年に同公園内に植樹した「いのちの森」
の手入れ活動を行っている。
※令和３年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により中止。

南長崎はらっぱ公園を育てる会
同会及び地域の住民等とともに、南長崎はらっぱ公園内のビオトープの維持管
理を行っている。

大正大学

大正大学と協定を結び、同大学の環境政策コースのカリキュラムと並行して地球
温暖化対策、生物多様性の保全、緑化の推進等に関する活動を実施する。
※令和３年度は、コロナ禍により、ゼロカーボンに関するワークショップのみ実
施。

秩父市、箕輪町

秩父市、箕輪町と森林整備に関する協定を締結。区が連携自治体の森林を「とし
まの森」として整備し、カーボン・オフセットする。また、区民向けに、「としまの森」
での自然体験を含む環境交流ツアーを実施する。
※令和3年度は、コロナ禍により環境交流ツアーは中止。

町会・自治会、商店街・商工関係団体、民間事業者、
教育機関他

区内全域一斉清掃、区職員清掃、違法看板等指導、放置自転車等対策キャンペー
ン、不法投棄のパトロール。
※令和3年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響で中止。

町会・自治会、商工関係団体、民間事業者・企業、公
募ボランティア

路上喫煙やポイ捨ての防止を目的に、区民や企業等と清掃活動等を実施してい
る。

商店会
企業から提供を受けたスタンド式灰皿を管理者となる商店等に貸与する制度。管
理者は、灰皿の出し入れや清掃等を行う。

町会・自治会、商店会・商工関係団体、教育機関、警
察署

街の美観と治安の向上を目的に、区民等のボランティアと区職員の協働により、
落書き消去活動を実施している。

NPO団体、民間事業者・企業、教育機関、警察 道路などに点々とついたガムの除去をしている。

町会等
町会等が実施する資源の集団回収事業を支援し、回収量に応じた報奨金を支給
している。

環境政策課

環境保全課

ごみ減量推進課

自治体間連携によるカーボン・オフセット事業

南長崎はらっぱ公園「いのちの森」観察会

生物多様性支援事業

大正大学協定事業

地域ガム取り活動

ごみゼロウィーク（旧：路上喫煙・ポイ捨て防止キャン
ペーン）

灰皿ボランティア制度

地域落書き消去活動（旧落書きなくし隊）

集団回収事業

ごみゼロデー事業
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協働の相手方 事業内容主管課 事業名（２21事業）

株式会社コークッキング
両者が相互の資源を活かし、飲食店の食品ロスの削減及び食品ロスの削減に対
する区民意識の向上を図る。

NPO法人豊島ＷＡＫＵＷＡＫＵネットワーク、良品計
画等

ＴOSＨＩMＡ ＴＡＢＬＥ主催で区内在住で就学援助を受けている家庭を対象に食
品を無料提供する取り組みに対し、会場やフードドライブの食品提供等で協力・
連携した。

池袋マルイ、西武池袋本店
池袋マルイや西武池袋本店と共催でフードドライブを実施。集まった食品を、豊
島区民社会福祉協議会に提供。(池袋マルイは８月に閉店）

ＫＤＤＩ株式会社

東京都が進める「次世代ウェルネスソリューション構築事業」のモデルプロジェク
トとして、ＫＤＤＩ（株）が開発するスマートフォン用健康管理アプリ「ポケットヘルス
ケア」を活用した実証事業。
日々の活動や健康イベントへの参加を通じてポイントを獲得し、抽選で景品がも
らえるなどの特典を用意する。

豊島区民生委員児童委員協議会
平成30年度に、豊島区と豊島区民生委員児童委員協議会が協定を締結し、災害
時要援護者支援活動に活用する。

(公社）東京都宅地建物取引業協会豊島区支部、（公
社）全日本不動産協会東京都本部豊島文京支部、
フォーシーズ(株）、（一社）賃貸保証機構

賃貸住宅情報の提供や、身元保証人を確保する事が困難な高齢者等に対し、身
元保障代替制度の利用者に、区が保障料の一部を助成している。また、本人が希
望すれば区と協定を結んでいる賃貸保証機構の職員による同行サービスによ
り、入居支援を行っている。

(公社）東京都宅地建物取引業協会豊島区支部
住宅・不動産に関わる相談について、区から委嘱を受けた「住宅相談員」が相談を
行っている。

豊島区住宅相談連絡会
住宅の修繕・リフォームに関わる助成事業について、区から委嘱を受けた「住宅修
繕・リフォーム相談員」が対象工事に関する相談・確認を行い、区が工事費の一部
を助成している。

認知症キャラバンメイト
地域住民・町会・商店会・企業などを対象に、認知症を正しく理解し、認知症の人
や家族を見守り、支えるサポーターを養成している。

介護予防自主グループ、介護予防リーダー・介護予
防サポーター、民間企業、NPO団体、高齢者クラ
ブ、地方独立行政法人

介護予防の普及啓発のためフレイル予防等の講演会や簡単な運動・レクリエー
ションを取り入れたイベントを開催している。

高齢者福祉課

福祉総務課

総合高齢社会対策推進室

福祉総務課(自立促進担当課)

ごみ減量推進課

豊島区高齢者等入居支援事業

住宅・不動産相談

住宅修繕・リフォーム資金助成事業

認知症サポーター養成講座

豊島区における食品ロス削減に向けた連携協定

としまフードサポートプロジェクト

災害福祉マップ・要援護者台帳に関する協定

ニューノマル時代の医療・ヘスケアプリを活用した健康
増進事業

民間事業者とのフードドライブ事業

介護予防大作戦ｉｎとしま
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協働の相手方 事業内容主管課 事業名（２21事業）

フレイルサポーター
地域住民、団体を対象にフレイルチェック（しっかりチェック）を実施し、フレイル予
防についてのミニ講座を実施している。

介護予防サポーター
地域住民、団体を対象にフレイルチェック（かんたんチェック）を実施し、フレイル
予防についてのミニ講座を実施している。

地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター
区に配置されている認知症コーディネーター、認知症地域支援推進員と、認知症
アウトリーチチームが協力することにより、認知症の対象者に関する地域支援を
推進する。

地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター 地域の介護予防の活性化に資するため、連携・協力する。

東京大学高齢社会総合研究機構 地域のフレイル対策の活性化のために、連携・協力する。

介護事業者、医療機関、専門学校、特別養護老人
ホーム、薬局、社会福祉法人

認知症の人が、住み慣れた地域で、自立した生活ができるよう仲間づくりや生き
がい支援、家族の負担軽減、地域住民の啓発のために認知症カフェを月１～毎週
1回実施している。

株式会社タニタ
効果的な熱中症予防対策を推進するため、全国のモデル自治体となり、必要な検
討・実行等を行う。

介護者サポーター
認知症の方を介護している家族が悩みや不安を話し、情報交換する場「介護者の
会」を実施している。

地方独立行政法人　東京都健康長寿医療センター
研究所、大正大学、NPO団体

左記研究所が厚生労働省の研究事業として実施。健康長寿のまちづくりを進め
るため、モデルエリア（巣鴨・西巣鴨地区）での健診等の実施のほか、介護予防事
業などを企画・実施できる介護予防リーダー養成講座を実施している。

社会福祉法人東京都社会福祉協議会 東京都高齢
者福祉施設協議会城北ブロック豊島区施設長会

介護人材確保のため、区内特別養護老人ホームを運営する施設と年1回、福祉の
しごとに興味がある方を対象に相談・面接会を実施している。

高齢者福祉課

認知症アウトリーチチームに関する協定

介護予防活性化に関する連携協力協定書

フレイルチェック(しっかりチェック）

フレイル対策の活性化に関する連携協力協定書

認知症カフェ

認知症介護者の会

フレイルチェック（かんたんチェック）

住民との協働による介護予防のまちづくり(まちづく
り検討会議）

福祉のしごと相談・面接会

(新規）効果的な熱中症予防対策の推進に係るモデル
事業
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協働の相手方 事業内容主管課 事業名（２21事業）

区内で活動されている事業者
事業者が活動の中で高齢者等の異変に気付いた際に関係機関に連絡する「緩や
かな見守り」等を行うことで高齢者等が住み慣れた地域でいつまでも安心して生
活できる地域社会の実現を目指している。

NPO団体等
高齢者の方が参加できる、体操や会食など介護予防に資する活動を定期的に実
施する自主グループ（サロン）を組織している。

豊島区民社会福祉協議会、日本チャリティ協会
区内障害者等からの作品を出展する美術展。※令和３年度について新型コロナウ
イルス感染症防止のためオンライン展覧会として開催。

実行委員会、豊島区民社会福祉協議会

障害者の健康増進と精神のリフレッシュを図るため、千登世橋中学校を会場に、
障害者の方とその家族、会場校生徒ボランティアの参加によるスポーツ大会。※
令和3年度については新型コロナウイルス感染拡大防止のため、自宅等で行った
スポーツの写真の募集を行った。

目白協和会、通所施設利用者家族会、（社）東京都手
をつなぐ育成会

心身障害者福祉センター内で、もちつき大会を実施。※令和3年度については新
型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。

目白協和会、通所施設利用者家族会、（社）東京都手
をつなぐ育成会

旧真和中学校グラウンドで、盆踊り大会を実施。※令和3年度については新型コ
ロナウイルス感染拡大防止のため中止。

豊島区民社会福祉協議会、豊島区医師会、豊島区歯
科医師会、豊島区薬剤師会、豊島区シルバー人材セ
ンター

障害者週間（12月3日～９日）にあわせて開催する、福祉と健康をテーマとしたイ
ベント。
※令和３年度については新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。

豊島区民社会福祉協議会、セーフコミュニティ推進
協議会、「障害者の安全」対策委員会

障害者への接し方などを学ぶ場を設けることにより障害者理解を普及し、心のバ
リアフリーによる安全安心な地域づくりを図るため、地域区民ひろば等において
講演会等を実施。

民間障害福祉サービス事業所、地域活動支援セン
ターⅢ型事業所、区立福祉作業所・生活実習所

区内事業所による共同ブランド「はあとの木」により事業所のネットワーク化、自
主製品の販売機会の拡大を図っている。

池袋ハローワーク（専門援助第二部門）
企業の障害者雇用の促進、障害者の一般就労への促進を図ることを目的として
の就職面接会の実施。（会場は練馬区立　区民産業プラザ「ココネリ」）

高齢者福祉課

障害福祉課

盆踊り大会

ふくし健康まつり

豊島区障害者美術展「ときめき想造展」

障害者の福祉的就労推進事業

スポーツのつどい

もちつき大会

障害者サポート講座

高齢者の見守りと支えあいネットワーク事業に関する
協定

つながるサロン

いけぶくろ障害者就職面接会
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協働の相手方 事業内容主管課 事業名（２21事業）

東日本旅客鉄道、東京地下鉄、西武鉄道、東武鉄
道、池袋警察署

豊島区と鉄道事業者、警察が池袋駅周辺を合同でパトロールし、路上生活者への
声がけ、注意喚起、救急要請、福祉事務所や自立支援センターの紹介等を行う。

㈱ハートメディカルケア 介護サービス事業者ガイドブックとして、「ハートページ豊島区版」を発行。

（公社）豊島区医師会、（公社）東京都豊島区歯科医
師会、（公社）豊島区薬剤師会

多職種の事業者の交流により、在宅医療の連携推進を図る事業。

（公社）豊島区薬剤師会
公益社団法人豊島区薬剤師会との共催により、薬とその他関連事業に関する講
演会を区民を対象に開催する。
※新型コロナウイルス感染拡大の影響により令和3年度は中止。

（公社）豊島区医師会
公益社団法人豊島区医師会との共催により、在宅療養に関する講演会を区民を
対象に開催する。
※新型コロナウイルス感染拡大の影響により令和3年度は中止。

（公社）豊島区医師会
公益社団法人豊島区医師会との共催により、糖尿病専門医による区民を対象と
した講演会を開催する。
※新型コロナウイルス感染拡大の影響により令和3年度は中止。

（公社）豊島区医師会等地域団体、民間企業等
(2４７件)

区と協働で結成した「健康チャレンジ！応援団」にて、健康な生活習慣を確立させ
るプログラムを実施している。対象のプログラムに参加すると、５0ポイントまた
は100ポイント（プログラムにより異なる）を付与する。また、貯まったポイントを
マイレージカードと交換すると、協賛店にてサービスが受けられる。

豊島市場活性化委員会、東京ガス、武蔵野調理師専
門学校、香川調理製菓専門学校、日本中国料理協
会、全日本司厨士協会、栄真株式会社

地域に根差した食育活動を展開する事業。

（公社）豊島区医師会、（公社）東京都豊島区歯科医
師会、サンシャインシティ

多数の集客効果があるイベントをサンシャインシティ噴水広場にて実施し、あらゆ
る年齢層の区民に広く「がん」に関する情報を発信する。定期的に検診を受ける
ことの重要性をPＲすることで、がん検診受診の普及啓発、ひいては受診率の向
上をねらうための事業。
※新型コロナウイルス感染拡大の影響により令和3年度は中止。

認定NPO法人がんサポートコミュニティー
認定NPO法人がんサポートコミュニティーの「がん体験者が歌う　合唱団いきの
ちからコンサート202１」との共催により、区民が、がんに関する正しい理解や意
識を持てるように講演会を開催した。

生活福祉課

介護保険課

地域保健課

食育推進事業（街の巨匠に学ぶ）

がん検診受診勧奨イベント

糖尿病区民公開講座

としま健康チャレンジ！マイレージ制度

がん対策推進特別講演会

豊島区在宅医療関係者交流会

ふくし健康まつり・講演会

在宅療養区民公開講座

路上生活者対策合同パトロール

介護サービス事業者ガイドブック発行事業
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協働の相手方 事業内容主管課 事業名（２21事業）

３Ｈクリニカルトライアル株式会社、がん情報サイト
「オンコロ」

小児・ＡＹＡ世代（1５ 歳～3９ 歳）のがん、臨床試験の啓発を目的としたチャリ
ティーライブ。

（公社）豊島区医師会
公益社団法人豊島区医師会に委託し、池袋休日診療所、長崎休日診療所および
年末年始の巣鴨地区輪番制にて休日・準夜診療事業を実施している。

（公社）東京都豊島区歯科医師会
公益社団法人東京都豊島区歯科医師会に委託し、池袋歯科休日応急診療所で休
日診療事業を実施している。

（公社）豊島区薬剤師会
公益社団法人豊島区薬剤師会に委託し、あうる薬局などで休日・準夜調剤事業を
実施している。

東京都立大塚病院、（公社）豊島区医師会

令和元年９月までは、豊島区、豊島区医師会、東京都立大塚病院が協定を締結
し、都立大塚病院において満1５歳以下の小児を対象とし、平日の準夜間帯(午後
８～11時)における初期救急診療事業を実施していた。
令和元年10月からは、文京区と共同実施となり、上記3団体に文京区、文京区医
師会、小石川医師会を加えた６者が関わっている。事業の概要に変更はない。

東京都薬物乱用防止推進豊島地区協議会
東京都薬物乱用防止推進豊島地区協議会に対し区民活動支援事業補助金の交
付をし、ポスター・標語事業、イベントでの啓発活動、小中学校への薬物乱用防止
教室等を通じ、薬物乱用防止の普及啓発活動を推進している。

豊島区歯科技工士会
豊島歯科技工士会に対し、区民活動支援事業補助金を交付し、特別養護老人
ホーム等での歯科技工活動を支援することにより保健衛生サービスの充実を
図っている。

豊島区救急業務連絡協議会
豊島区救急業務連絡協議会に対し、豊島区救急業務連絡事業助成金を交付し、
団体活動を支援することにより救急医療体制の充実を図っている。

（公社）豊島区薬剤師会
豊島区薬剤師会に対し、お薬手帳発行事業及び、使用済み注射針回収事業に要
する経費を助成し、団体の活動を支援することで、区民の健康増進と安全な地域
医療の確立を推進している。

（公社）東京都豊島区歯科医師会
公益社団法人東京都豊島区歯科医師会との共催により、８0歳以上で20本以上
自分の歯をもつ区民を対象とした表彰、講演等を実施している。※新型コロナウ
イルス感染拡大の影響により令和２・３年度は表彰式・講演会の実施を見送った。

地域保健課

お薬手帳発行事業及び使用済み注射針回収事業

としま健康長寿２０２1

休日歯科応急診療事業

休日・準夜調剤事業

平日準夜間小児初期救急診療事業

休日・準夜診療事業

（新規）Ｒememｂer Ｇｉrｌ'ｓ Poｗer !!

覚醒剤等薬物乱用防止推進普及啓発活動事業

義歯名入れ・歯科技工啓発事業

救急業務活動推進事業
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協働の相手方 事業内容主管課 事業名（２21事業）

豊島区池袋食品衛生協会

食品衛生に関する街頭相談、懸垂幕の掲示等を実施している。食品等事業者に
は、自治指導員を通じ食品衛生意識の普及啓発に取り組んでいる。
※令和3年度は、街頭相談については新型コロナウイルス感染症拡大の影響で中
止となった。

株式会社　ベネッセコーポレーション
・株式会社ベネッセコーポレーション：毎月、冊子・教材見本等を提供いただき「鬼
子母神pｌｕｓ」で展示する。

東京都、帝京平成大学、大正大学、アニメイト、東武
鉄道、ＪＲ東日本、区内専門学校他

豊島区では、若年層の自殺死亡者が多いため、若者の視点を取り入れた啓発素
材の開発やリーフレットの配布が必要と考え、多くの機関と連携協働して、自殺
予防対策に取り組んでいる。また、キャンペーンや講演会等を共同開催すること
で、さらなる協力関係の構築を推進している。

東京都
平成1９年度から、ＨＩＶ／エイズについて主体的に学び交流する普及啓発拠点と
して、池袋保健所「ＡＩＤS知ろう館」内で開設している。

西武池袋本店

平成２８年度よりＦＦ協定に基づき、育休復帰を直前にした女性をターゲットに
し、区では提供できないファッション・メイクというコンテンツを西武より、区から
はレシピ（健康づくり）を提供し、講習会を実施（令和４年3月11日）。
※令和3年度も、ワーキングママセミナーと名称変更し、動画を作成し配信した。

西武池袋本店

プレママ・子育てママに向けた、簡単に作れて栄養バランスも良いレシピの紹介
等の食育講習会と、西武プレママステーションの助産師を囲んだ座談会を開催
し、家族の健康的な食生活の実現と育児不安の軽減を目的とする事業。
※新型コロナウィルス感染症拡大防止のため中止。

株式会社ホープ

「こんにちは赤ちゃん訪問事業（新生児訪問）」の際に配付する冊子を協働で作成
する。母乳や乳児の育児に関する情報等を豊島区が、育児情報以外の医療機関
情報や民間企業等の広告を事業者が担当する。製作費は広告収入で賄われるた
め、区の経費負担なし。

実行委員会（精神障害者支援事業所、コスモスの会
他）

「こころの病」への理解とノーマライゼーションを推進するため、精神障害者と地
域住民の交流の機会を設けている。
※令和３年度は新型コロナウイルス感染症の影響により「こころまつり」は中止し
たが、参加団体の活動を区ＨＰで紹介することを実行委員会で決定し、実施した。

オイテル株式会社
区施設内の女性トイレの一部に、生理用ナプキンを常備し無料で提供するサービ
スを実施。

立教大学文学部
豊島こども大学で学んだこと等を、区長を始めとする行政関係者や区議会議員
に発表し、和やかな雰囲気の中で自分たちの意見を伝える事業を実施。

子ども若者課

生活衛生課

健康推進課

長崎健康相談所

食育講習会＆座談会

豊島区子育て情報誌の官民協働発行

こころまつり

区長とティータイム

(新規）無料生理用ナプキンディスペンサー「OｉＴr」事
業実施に関する協定

鬼子母神pｌｕｓの展示

「若者のいのちを守る」ハートプロジェクト事業

ふぉー・てぃー

育休復帰セミナー

食品衛生街頭相談
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協働の相手方 事業内容主管課 事業名（２21事業）

社会を明るくする運動豊島区推進委員会

犯罪や非行をなくし、明るい社会を作り、地域ぐるみで更生を助けようという趣
旨を広く住民に周知する事業。
※新型コロナウイルス感染症の影響により令和3年度は「中央大会区民のつど
い」を中止し、作文コンテストの表彰式のみ実施。

東武百貨店池袋店
東武百貨店池袋店とのFFパートナーシップ協定事業として実施。子どもや親子
連れを対象に出張プレーパークやワークショップなど多様なあそびの場を提供。
※新型コロナウイルス感染症の影響により令和3年度は実施なし。

こども食堂ネットワーク

全国のこども食堂の運営者、スタッフ、ボランティア、支援者、行政関係者などが
一堂に会し、取組発表やワークショップ等を行い、関係者間の連携を深めるイベ
ント。
※新型コロナウイルス感染症の影響により令和3年度は実施なし。

豊島区青少年育成委員会連合会

子育て中の保護者や青少年育成委員、教育関係者、子ども若者施策に関心のあ
る方等を対象とした講演会。
※新型コロナウイルス感染症の影響により令和3年度は地区活動優先のため中
止。

子ども若者支援関係団体

子どもや若者の社会問題を考えること及びアシスとしまの周知を目的としてい
る。令和３年度の「ここにいるよ♪」講演会はとしまテレビの区広報番組に地域団
体が出演し「若者の居場所」について考えた。支援者を対象とした「ここにいるよ
♪」会議は支援団体のパネルディスカッションとグループワークを実施した。

NPO法人いけぶくろ大明
みらい館大明で活動する団体とジャンプ長崎で活動する中高生が協働し、主に音
楽に関するイベントを実施。
※新型コロナウイルス感染症の影響により令和3年度は中止。

帝京平成大学

夏休みに実施しているジャンプ若者食堂に集う中高生や若者に対し臨床心理を
学ぶ大学院生による相談会を実施。
※新型コロナウイルス感染症の影響により令和3年度は規模を縮小して冬休みに
実施。

自由学園、婦人の友社、東京第一友の会

友の会が持つ、料理の基本やコツなどの「生活の知恵」を中高生に伝える料理教
室
※新型コロナウィルス感染症の影響により令和3年度は中止。
※来年度以降については、利用者のニーズと協働事業者の活動内容とのマッチ
ング再調整が必要なため実施未定。

ファミリー・サポート援助会員
子育ての援助を必要とする利用会員と、援助ができる援助会員で構成された相
互援助組織による児童の一時預かり等事業の実施。

株式会社アスコエパートナーズ
区が子育て情報を提供し、事業者が子育て応援サイト「ママフレ」をサイト運営・管
理する官民協働事業。

子ども若者課

子育て支援課

スーパー主婦直伝　目指せカジダン、カジジョ

中高生応援・世代間交流ライブ

子育て応援サイト「ママフレ」

こども食堂サミット

ファミリー・サポート・センター事業

ここにいるよ♪

ハートプロジェクト

社会を明るくする運動

ＴOＢＵ de あそびシリーズ
（FFパートナーシップ協定事業：企画課）

青少年育成委員会連合会講演会
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協働の相手方 事業内容主管課 事業名（２21事業）

株式会社サイネックス
区が子育て情報を提供し、株式会社サイネックスが広告の募集・印刷・製本を行う
官民協働事業。制作費用はハンドブックに掲載の事業者等の広告収入により、区
の経費負担はなし。

NPO豊島子どもＷＡＫＵＷＡＫＵネットワーク
養成講座の区後援のほか、養成講座へ区より講師派遣、運営委員会への委員選
出、情報提供や広報の支援を行っている。

きづく　ｋｉdｓ-ｋｕ / ポジティブ・ディシプリン日本
事務局

育児不安や子育てに困難を感じている保護者の子育て力を向上し、虐待を未然
に防止することで、子どもが健やかに育つことができる家庭環境の構築を目指
す。

社会福祉法人豊心会
乳幼児を抱える保護者の子育て支援の一環として、豊島区役所本庁舎（南池袋二
丁目４５番1号）において調乳用のお湯の提供を、豊島区役所本庁舎４階ラウン
ジ）「Ｃａfé ふれあい」にておこなう事業。

NPO豊島子どもＷＡＫＵＷＡＫＵネットワーク

虐待や貧困など、さまざまな困難を抱える子どもたちがいます。子どもたちを真
ん中に地域がつながり、すべての子どもが安心して暮らせるまちにするために地
域、里親、施設、行政のそれぞれの視点からの発表を通して参加者の皆様にとも
に考える機会を提供する事業。

独立行政法人都市再生機構
池袋駅周辺地域における都市再生の実現に必要となる取組等に関する協定＜平
成2８年10月締結＞

「ＩＫＥＢＵS2周年記念イベント」実行委員会、一社）
としまアートカルチャーまちづくり協議会、一社）み
んなのトランパル大塚、豊島区国際アートカル
チャー特命大使有志の会、
ＷＩＬＬＥＲ ＥＸPＲＥSS(株）

ＩＫＥＢＵSの2周年を記念して、グローバルリング、イケ・サンパーク、大塚駅トラン
パルでＩＫＥＢＵSのバッテリーを利用したミュージックキャラバンを実施。企業や
区民と協働で環境にやさしい電気バスＩＫＥＢＵSをPＲするとともに、まちに賑わ
いを呼び込むことを目的に開催。

立教大学、アニメイト、ＷＩＬＬＥＲ　ＥＸPＲＥSS(株)
立教大学の学生が企画・プロデュースした“アイドルがＩＫＥＢＵSに乗って池袋の
街を案内”という企画旅行をＩＫＥＢＵSサポーター企業と共に実施。

各地区まちづくり協議会会員
各地区のまちづくり協議会の活動を通じて、公園・道路整備や共同化等、防災ま
ちづくりに関する意見交換、ワークショップ等を実施。

（公社）東京都宅地建物取引業協会豊島区支部、（公
社）全日本不動産協会東京都本部豊島文京支部、
（一社）東京都建築士事務所協会豊島支部、東京司
法書士会豊島支部、東京土地家屋調査士会豊島支
部、東京税理士会豊島支部、東京都行政書士会豊島
支部

空家等に関する相談対応、各種セミナーの開催支援、空家所有者等への専門家
派遣の実施などに関して連携・協力を行っている。

地域まちづくり課

都市計画課
（再開発担当課長）

住宅課

都市計画課
（交通・基盤担当課長）

子育て支援課

ポジティブ・ディシプリン

居住環境総合整備事業

（新規）子どもを通してつながるまちに

子育て情報ハンドブック

池袋駅エリアまちづくりに関する協定

空家活用の推進に関する協定

ホームビジター養成講座
（ホームスタートわくわく）

子育てインフォメーション　赤ちゃんふらっと事業

（新規）ＩＫＥＢＵS周年記念事業
ミュージックキャラバン

（新規）ＩＫＥＢＵS周年記念事業
産学官連携企画
ＩＫＥＢＵS2歳になりました！～feａｔ. ＩＫＥＢＵSサ
ポーター企業～

20



協働の相手方 事業内容主管課 事業名（２21事業）

（公社）豊島区シルバー人材センター
空家所有者等と契約（有償）し、建物・敷地の見回り、屋外水栓の通水確認、敷地
内の除草、樹木の剪定などのサービス提供をしている。

ホームネット株式会社、（公社）東京都宅地建物取引
業協会豊島区支部、（公社）全日本不動産協会東京
都本部豊島文京支部

豊島区、居住支援法人、不動産団体が地域における住支援に関するノウハウ、
ネットワーク等を活用し、連携することにより、住宅確保要配慮者の民間賃貸住
宅への居住支援に関する課題の解決を図ることを目的としている。

（一社）東京都マンション管理士会城北支部、（一社）
東京都建築士事務所協会豊島支部、東京税理士会
豊島支部

分譲マンションの管理組合への相談事業として協定を締結した団体からの専門
家派遣を実施している。

（一社）東京都マンション管理士会城北支部、（一社）
東京都建築士事務所協会豊島支部、東京税理士会
豊島支部

職員と協定を締結した団体の専門家でチームを組み、管理組合が機能不全（もし
くは存在しない）分譲マンションを訪問。マンションの外観調査、マンション管理状
況届出書の提出催告等を行う。

一般社団法人マンション管理業協会
豊島区とマンション管理業協会が相互の連携・協力し、豊島区内のマンションの
適正な維持管理のための取り組みを進めることにより、区民サービスの向上と地
域の一層の活性化を促進することを目的とする。

住まいの無料相談フェア実行委員会

建築士・建築及び防災・宅地建物取引業・不動産鑑定士・弁護士等の専門家が、そ
れぞれ相談ブースを設け、区民の相談を受け付ける。
※令和3年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の影響で庁内のまるごと
ミュージアムへのパネル展示に変更。

サンシャイン６0通り商店会、巣鴨駅前商店会、要町
三丁目町会

路上等における違法な広告物の除去を行う事業。

環境浄化推進委員会、地元商店会、町会、区内警察
署

安全で安心な美しい街づくりを目指し、区・警察・地元環境浄化委員会等が一体
となって、3条例に基づき「ポイ捨て・客引き・路上違法看板禁止」の三位一体合
同パトロールを継続的に実施し、条例周知啓発活動、遵法意識の向上、是正指導
を行いながら、安全・安心かつ快適なまち（セーフシティ）のより一層の推進を図
る。※令和３年度は新型コロナウィルス感染拡大防止のため、規模を縮小して実
施した。

町会、商店会、交通安全協会、官公庁他

全国交通安全運動と同調し、地域ぐるみで交通安全運動を実施している。また、
秋の交通安全運動の一環として、交通安全思想の普及・啓発を図ることを目的に
「交通安全区民のつどい」を開催している。
※「交通安全区民のつどい」は令和3年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影
響で中止となった。

町会、商店会、NPO、企業、鉄道事業者、警察署、交
通安全活動推進委員他

鉄道利用者や放置自転車の多い駅（巣鴨・池袋・目白・大塚・新大塚）において、関
係機関の協力のもと、放置自転車に対する啓発のチラシの貼付、駐輪場利用の促
進、ハンドマイクによる呼びかけ、自転車運転マナー向上の呼びかけと啓発用品
の配布活動を実施している。
※令和3年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、規模を縮小し、池
袋・目白・新大塚の3駅において実施した。

住宅課

土木管理課

建築課

住宅課
(マンション担当課長) マンション専門家派遣事業

マンション管理支援チーム派遣事業

豊島区と一般社団法人マンション管理業協会とのマン
ション施策に係る包括連携に関する協定

住まいの無料相談フェア

豊島区違反広告物撤去協力員制度

としまセーフシティ作戦

春・秋の全国交通安全運動

豊島区における居住支援に係る包括連携に関する協
定

駅前放置自転車等対策クリーンキャンペーン・自転車
安全利用キャンペーン

空家等の適正な管理の推進に関する協定
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協働の相手方 事業内容主管課 事業名（２21事業）

豊島みどりの会
区内樹木調査・名札付、自然観察会、施設の維持管理ボランティア、目白の森クラ
ブ、提言チラシ作成などの活動を支援。

巣鴨庚申塚まちづくりを考える会
千川上水公園「花と歴史フェア」、千川上水公園再生ワークショップ、まちづくり勉
強会などの活動を支援。

池袋の森を考える会 池袋の森ビオトープ池を管理するボランティアグループを支援。

花壇管理に意欲のあるグループ
維持管理に必要な資器材を提供し、公園等の花壇の管理（植付等）を意欲のある
団体に依頼している。

各地域の住民団体
公園・児童遊園にて、月2回以上の掃き清掃、年3回以上の除草等を実施してい
る。

企業、児童及びその保護者
(株)クラレ主催の事業に協力し、使用済みランドセルをアフガニスタンに贈る事
業。

梟の樹を創る会
特定非営利活動法人SＬＣ

梟の樹を創る会が設置し、特定非営利活動法人SＬＣが管理する「梟コレクション
館」に、豊島区所有のふくろう・みみずくコレクションを貸与し、同資料の活用を図
る。

ワタミ株式会社
小学校の長期休業中、保護者の弁当作りの負担を軽減するため、学童クラブに在
籍する児童に対して栄養、衛生、環境に配慮したワタミ株式会社が製造する弁当
を提供する。

区内七大学
豊島区と区内大学相互の教育機能の向上を目指し、人的・物的資源の交流によ
る教育連携を推進している。

豊島区明るい選挙推進協議会 各種選挙啓発活動等に関する広報誌を発行している。
選挙管理委員会事務局

指導課

公園緑地課

庶務課

放課後対策課

巣鴨庚申塚エリア活性化事業

豊島区のみどりを守り豊かな街づくりのための活動

ビオトープ池の管理・池の適正管理にかかわる作業

公園みどりの協定

区内大学との教育連携事業（としま教育ネットワーク
事業）

選挙啓発広報誌「白ばら」の発行

「ランドセルは海を越えて」キャンペーン

（新規）豊島区立子どもスキップ学童クラブ在籍児童
への配達弁当等提供

梟コレクション館へのふくろう・みみずく資料の貸し出
し

公園清掃ボランティア
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協働の相手方 事業内容主管課 事業名（２21事業）

豊島区明るい選挙推進協議会 小・中・高校生から選挙啓発ポスターを募集し、コンクールを実施している。

豊島区明るい選挙推進協議会
選挙時に区内12カ所で啓発物品を配布している。
※令和３年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響で中止となった。

豊島区明るい選挙推進協議会 区内の学校にて選挙を中心とした授業や模擬投票を開催している。

選挙管理委員会事務局

選挙街頭啓発

主権者教育講座・模擬投票

明るい選挙ポスターコンクールの実施

23


