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は  じ  め  に 

 

 少子高齢化や核家族化の進展、単身世帯割合の増加などといった傾向が進み、 

地域のつながりの希薄化が唱えられる一方で、東日本大震災を契機として「絆」 

への意識が高まり、地域におけるつながりの大切さがクローズアップされてい 

ます。様々な場面で地域の課題に自主的に取り組むボランティアや NPO などによる活動を更に促

進しながら「新たな支え合い」「共助社会づくり」による地域社会を築いていくことが求められて

います。 

殊に、地域福祉を取り巻く環境が多様化、複雑化する中、間近に迫っている超高齢社会への対応

や、障害を持つ方々の一層の地域生活の充実支援、さまざまな事情で生活に困窮されている方々の

自立支援、あらゆる世代の心身の健康の増進など、多岐にわたって取り組まなくてはならない課題

が山積しています。こうした中で、時代の要請にこたえる福祉サービスを実現していくためには、

公的なサービスの積極的な提供をすすめていくと同時に、地域における多様な社会資源の有機的な

連携を図り、地域における総合的、包括的なケア体制を構築していくことが求められます。 

 このたびの計画は平成２７年度からの５か年を計画期間とし、社会福祉法に規定された市町村地

域福祉計画であるとともに、老人福祉計画や介護保険事業計画の高齢者分野、障害者福祉計画や障

害福祉計画の障害者分野、健康増進計画の保健・医療分野などを包含し、本区の保健福祉の総合計

画に位置付けられております。さらに、別に策定する子どもプランとの整合を図るとともに、社会

福祉協議会が策定した「豊島区民地域福祉活動計画」と施策の一部を共有、連動させていくことで、

地域福祉の更なる推進を図ってまいります。 

平成２７年５月より、新庁舎での業務が開始となります。これまでいくつかの建物やフロアに分

散化されていた福祉の窓口を集約していくことで、区民の皆様の利便性が格段に向上いたします。

また、土日にも開庁するとともに、コミュニティソーシャルワーカーや新庁舎内に設置される基幹

型地域包括支援センターなどの専門職を活用した体制を整備していくことで、自治の拠点としての

庁舎機能の充実と地域でのきめ細かな展開を車の両輪として、これまで以上に情報の共有化とアウ

トリーチによるきめ細かな対応を推進してまいります。 

後に、地域保健福祉計画の策定に際しまして、ご尽力いただきました早稲田大学人間科学学術

院教授の田中英樹会長をはじめ豊島区保健福祉審議会の委員の皆様、ならびに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２７年３月  豊島区長 

 

 この地域保健福祉計画では、「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」を基本理念として、近年の地域保健福祉の動向を踏まえながら、新たな課題に

対応した重点施策を設定するなかで、今後の地域福祉システムの構築を目指しています。
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