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自殺対策基本法（平成18年法律第85号）最終改正：平成28年法律11号
（一部抜粋）

第一章　総則
（目的）
第一条　この法律は、近年、我が国において自殺による死亡者数が高い水準で推移

している状況にあり、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して、
これに対処していくことが重要な課題となっていることに鑑み、自殺対策に関し、
基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、自殺
対策の基本となる事項を定めること等により、自殺対策を総合的に推進して、自殺
の防止を図り、あわせて自殺者の親族等の支援の充実を図り、もって国民が健康で
生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。

（基本理念）
第二条　自殺対策は、生きることの包括的な支援として、全ての人がかけがえのな

い個人として尊重されるとともに、生きる力を基礎として生きがいや希望を持っ
て暮らすことができるよう、その妨げとなる諸要因の解消に資するための支援と
それを支えかつ促進するための環境の整備充実が幅広くかつ適切に図られること
を旨として、実施されなければならない。

2　自殺対策は、自殺が個人的な問題としてのみ捉えられるべきものではなく、そ
の背景に様々な社会的な要因があることを踏まえ、社会的な取組として実施され
なければならない。

3　自殺対策は、自殺が多様かつ複合的な原因及び背景を有するものであることを
踏まえ、単に精神保健的観点からのみならず、自殺の実態に即して実施されるよ
うにしなければならない。

4　自殺対策は、自殺の事前予防、自殺発生の危機への対応及び自殺が発生した後
又は自殺が未遂に終わった後の事後対応の各段階に応じた効果的な施策として実
施されなければならない。

5　自殺対策は、保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連施策との有機的な連
携が図られ、総合的に実施されなければならない。

（国及び地方公共団体の責務）
第三条　国は、前条の基本理念にのっとり、自殺対策を総合的に策定し、及び実施

する責務を有する。
2　地方公共団体は、基本理念にのっとり、自殺対策について、国と協力しつつ、

当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
3　国は、地方公共団体に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な助言

その他の援助を行うものとする。
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（関係者の連携協力）
第八条　国、地方公共団体、医療機関、事業主、学校（学校教育法（昭和二十二年

法律第二十六号）第一条に規定する学校をいい、幼稚園及び特別支援学校の幼稚
部を除く。第十七条第一項及び第三項において同じ。）、自殺対策に係る活動を行
う民間の団体その他の関係者は、自殺対策の総合的かつ効果的な推進のため、相
互に連携を図りながら協力するものとする。

第二章　自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画等
（自殺総合対策大綱）
第十二条　政府は、政府が推進すべき自殺対策の指針として、基本的かつ総合的な

自殺対策の大綱（次条及び第二十三条第二項第一号において、「自殺総合対策大綱」
という。）を定めなければならない。

（都道府県自殺対策計画等）
第十三条　都道府県は、自殺総合対策大綱及び地域の実情を勘案して、当該都道府

県の区域内における自殺対策についての計画（次項及び次条において「都道府県
自殺対策計画」という。）を定めるものとする。

2　市町村は、自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画並びに地域の実情を勘
案して、当該市町村の区域内における自殺対策についての計画（次条において「市
町村自殺対策計画」という。）を定めるものとする。

（都道府県及び市町村に対する交付金の交付）
第十四条　国は、都道府県自殺対策計画又は市町村自殺対策計画に基づいて当該地

域の状況に応じた自殺対策のために必要な事業、その総合的かつ効果的な取組等
を実施する都道府県又は市町村に対し、当該事業実施に要する経費に充てるため、
推進される自殺対策の内容その他の事項を勘案して、厚生労働省令で定めるとこ
ろにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。

第三章　基本的施策
（調査研究等の推進及び体制の整備）
第十五条　国及び地方公共団体は、自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するた

め、自殺の実態、自殺の防止、自殺者の親族等の支援の在り方、地域の状況に応
じた自殺対策の在り方、自殺対策の実施の状況等又は心の健康の保持増進につい
ての調査研究及び検証並びにその成果の活用を推進するとともに、自殺対策につ
いて、先進的な取組に関する情報その他の情報の収集、整理及び提供を行うもの
とする。

2　国及び地方公共団体は、前項の施策の効率的かつ円滑な実施に資するための体
制の整備を行うものとする。
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（心の健康の保持に係る教育及び啓発の推進等）
第十七条　国及び地方公共団体は、職域、学校、地域等における国民の心の健康の

保持に係る教育及び啓発の推進並びに相談体制の整備、事業主、学校の教職員等
に対する国民の心の健康の保持に関する研修の機会の確保等必要な施策を講ずる
ものとする。

2　国及び地方公共団体は、前項の施策で大学及び高等専門学校に係るものを講ず
るに当たっては、大学及び高等専門学校における教育の特性に配慮しなければな
らない。

3　学校は、当該学校に在籍する児童、生徒等の保護者、地域住民その他の関係者
との連携を図りつつ、当該学校に在籍する児童、生徒に対し、各人かけがえのな
い個人として共に尊重し合いながら生きていくことについての意識の涵養等に資
する教育又は啓発、困難な事態、強い心理的負担を受けた場合における対処の仕
方を身に付ける等のための教育又は啓発その他当該学校に在籍する児童、生徒の
心の健康の保持に係る教育又は啓発を行うよう努めるものとする。

（医療提供体制の整備）
第十八条　国及び地方公共団体は、心の健康の保持に支障を生じていることにより

自殺のおそれがある者に対し必要な医療が早期かつ適切に提供されるよう、精神
疾患を有する者が精神保健に関して学識経験を有する医師（以下この条文におい
て「精神科医」という。）の診療を受けやすい環境の整備、良質かつ適切な精神医
療が提供される体制の整備、身体の傷害又は疾病についての診療の初期の段階に
おける当該診療を行う医師と精神科医との適切な連携の確保、精神科医とその地
域において自殺対策に係る活動を行うその他の心理、保健福祉等に関する専門家、
民間の団体等の関係者との円滑な連携の確保等必要な施策を講ずるものとする。
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豊島区自殺対策計画策定委員会設置要綱

（設置）
第 1 条　自殺対策基本法（平成 18 年法律第 85 条）第 13 条の規定に基づき、同

法第 2 条に規定する基本理念に沿って関係機関・団体等と協議を行い、本区の
自殺対策をセーフコミュニティの取組みを通じた包括的な支援とするため、豊島
区自殺対策計画策定委員会（以下「策定委員会」）を設置する。

（所掌事項）
第 2 条　策定委員会は次に掲げる事項について協議を行う。

（1）自殺対策計画の策定に関すること。
（2）自殺対策計画の推進及び、関係施策の連携に関すること。
（4）自殺対策に関する理解促進や自殺の実態等情報共有に関すること。
（5）その他区長が必要と認めること。

（構成）
第 3 条　策定委員会は、次の各号に掲げる者で構成し、区長が委嘱又は任命する。

（1）学識経験者を有する者
（2）関係団体の代表者
（3）地域で活動をしている者
（4）区の職員のうちから区長が指名する者
（5）その他区長が必要と認める者

（委員の任期）
第 4 条　委員の任期は、委嘱又は任命の日から第 2 条に定める計画の策定される

日までとする。

（委員長及び副委員長）
第 5 条　策定委員会に委員長及び副委員長を置く。
2　委員長は、委員のうち区長が指名するものとする。
3　副委員長は、委員長が指名するものとする。
4　委員長は、会務を整理し、策定委員会の進行を行う。
5　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故がある時は、その職務を代理する。
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（会議）
第 6 条　策定委員会は、委員長が招集する。
2　委員長は、必要があるときには委員以外の者に出席を求め、その意見を聴くこ

とができる。

（庶務）
第 8 条　策定委員会の庶務は、保健福祉部健康推進課において処理する。

（その他）
第 8 条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

付　則
この要綱は、平成 30 年 7 月 3 日から施行する。
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豊島区自殺対策計画推進会議設置要綱

平成 30 年 2 月 23 日
健康担当部長決定

（設置）
第 1 条　自殺対策基本法（平成 18 年法律第 85 条）第 13 条の規定に基づき、同

法第 2 条に規定する基本理念に沿って関係機関・団体等と協議を行い、本区の
自殺対策をセーフコミュニティの取組みを通じた包括的な支援とするため、豊島
区自殺対策計画推進会議（以下「推進会議」）を設置する。

（所掌事項）
第 2 条　推進会議は次に掲げる事項について協議を行う。

（1）自殺対策計画の策定に関すること。
（2）自殺対策計画の推進及び、関係施策の連携に関すること。
（3）自殺対策計画の評価に関すること。
（4）自殺対策に関する理解促進や自殺の実態等情報共有に関すること。
（5）その他区長が必要と認めること。

（構成）
第 3 条　推進会議は、委員長及び委員をもって構成する。
2　委員長は、保健福祉部長の職にある者とし、委員会の事務を総括する。
3　委員は、別表 1 に掲げる職にある者を充てる。

（会議）
第 4 条　委員会は、委員長が招集する。
2　委員長は、必要があると認めるときは関係職員の出席を求め、その意見を聞く

ことができる。

（部会）
第 5 条　推進会議は、部会を置くことができる。
2　部会は、以下の各号に掲げる事項について調査検討する。

一　計画策定における課題整理等に関すること。
二　推進会議から付議された事項に関すること。
三　その他、特に必要と認められる事項に関すること。

3　部会員は、委員長が指名する。
4　部会には部会長を置き、健康推進課長の職にある者をもって充てる。
5　部会長は、部会を招集し、部会の検討経過及び結果を推進会議に報告する。
6　部会長は、必要があると認めるときは、部会に関係機関の出席を求めることが
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できる。

（報告）
第 6 条　委員長は、委員会の審議結果について随時区長に報告する。

（庶務）
第 7 条　委員会の庶務は、健康推進課において処理する。

（その他）
第 8 条　この要綱に定めるもののほか、委員会の委員会の運営に関し必要な事項は、

保健福祉部長が定める。

付　則
この要綱は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。
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別表 1（第 3 条関係）

委　員 名　簿

1 委　員 保健福祉部 池袋保健所長

2 〃 保健福祉部 健康担当部長

3 〃 区民部 区民部長

4 〃 政策経営部 セーフコミュニティ推進室長

5 〃 政策経営部 区民相談課長

6 〃 総務部 人材育成担当課長

7 〃 総務部 治安対策担当課長

8 〃 総務部 男女平等推進センター所長

9 〃 区民部 地域区民ひろば課長

10 〃 区民部 税務課収納推進担当課長

11 〃 区民部 国民健康保険課長

12 〃 区民部 高齢者医療年金課長

13 〃 文化商工部 生活産業課長

14 〃 保健福祉部 自立促進担当課長

15 〃 保健福祉部 高齢者福祉課長

16 〃 保健福祉部 障害福祉課長

17 〃 保健福祉部 生活福祉課長

18 〃 保健福祉部 西部生活福祉課長

19 〃 保健福祉部 介護保険課長

20 〃 池袋保健所 健康推進課長

21 〃 池袋保健所 長崎健康相談所長

22 〃 子ども家庭部 子ども課長
（平成 30 年 4 月以降子ども若者課長）

23 〃 子ども家庭部 子育て支援課長

24 〃 教育委員会事務局 指導課長

25 〃 教育委員会事務局 教育センター長
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豊島区自殺対策計画策定委員会・推進会議経過

開催日 会議名 議事内容

1 平成30年6月4日

平成 30 年度
第 1 回
豊島区自殺対策
計画推進会議

豊島区における自殺の実態と
これまでの取り組みについて

「（仮称）豊島区自殺対策計画（骨
子案）」について

2 平成30年7月19日

平成 30 年度
第 1 回
豊島区自殺対策
計画策定委員会

第 1 回自殺対策計画推進会議の
報告

「（仮称）豊島区自殺対策計画（骨
子案）」について

3 平成30年9月11日

平成 30 年度
第 2 回
豊島区自殺対策
計画策定委員会・
推進会議

第 1 回自殺対策計画策定委員会
の報告

「（仮称）豊島区自殺対策計画（素
案）」について

4 平成31年1月31日

平成 30 年度
第 3 回
豊島区自殺対策
計画策定委員会・
推進会議

「豊島区自殺対策計画（素案）」
パブリックコメント実施結果の
報告
豊島区自殺対策計画（案）につ
いて
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豊島区自殺対策計画策定委員会名簿

所属・役職等 氏名

委員長 大正大学人間学部社会福祉学科教授 坂本 智代枝

副委員長 池袋保健所長 佐藤 壽志子

委
員

地
域
活
動
団
体
等

豊島区医師会会長 髙橋 清輝

豊島区薬剤師会理事 南出 美佐

豊島区訪問看護ステーション連絡会 柏倉 美貴子

A-live connect 代表（若者支援関係団体） 卜沢 彩子

豊島区民生委員・児童委員協議会 長崎第 2 地区会長 福田 房子

豊島区民社会福祉協議会地域支援相談課長 大竹 宏和

地域生活支援センターこかげ相談員 羽毛田 幸子

全国自死遺族総合支援センター理事長
（自殺対策関係団体） 杉本 脩子

関
係
行
政
機
関

東京都立精神保健福祉センター所長 平賀 正司

池袋労働基準監督署安全衛生課長 桝島 晋司

目白警察署生活安全課防犯係長 榊原 敦郎

庁
内

保健福祉部長 常松 洋介

健康担当部長 樫原 猛

健康推進課長 関 なおみ

長崎健康相談所長 荒井 和子
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豊島区自殺対策計画推進会議委員名簿

所属・役職 氏名

保健福祉部保健福祉部長（委員長） 常松 洋介

保健福祉部池袋保健所長 佐藤 壽志子

保健福祉部健康担当部長 樫原 猛

区民部区民部長 佐藤 和彦

政策経営部セーフコミュニティ推進室長 渡邉 明日香（平成30年5月31日まで）

澤田 健（平成30年6月1日から）

政策経営部区民相談課長 大門 一幸

総務部人材育成担当課長 秦 幸一郎

総務部治安対策担当課長 秋山 徹（平成30年9月30日まで）

澤田 浩禎（平成30年10月1日から）

総務部男女平等推進センター所長 能登 絹子

区民部地域区民ひろば課長 猪飼 敏夫

区民部税務課収納推進担当課長 宇野 貢彰

区民部国民健康保険課長 小倉 桂

区民部高齢者医療年金課長 岡田 英男

文化商工部生活産業課長 山野邊 暢

保健福祉部自立促進担当課長 直江 太

保健福祉部高齢者福祉課長 佐藤 重春

保健福祉部障害福祉課長 高橋 隆史

保健福祉部生活福祉課長 尾崎 勝也

保健福祉部西部生活福祉課長 石橋 秀男

保健福祉部介護保険課長 松田 美穂

池袋保健所健康推進課長 関 なおみ

池袋保健所長崎健康相談所長 荒井 和子

子ども家庭部子ども若者課長 副島 由理

子ども家庭部子育て支援課長 時田 哲

教育委員会事務局指導課長 加藤 勲

教育委員会事務局教育センター長 鮫島 千惠子
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豊島区「生きることの包括支援」関連事業一覧

担当課 事業名 事業の概要 生きることを支える取組み
政策経営部
セーフコミュニティ
推進室

セーフコミュニティ
推進事業

平成 24 年度に認証取得したセーフコミュニティ
の取組みを継続し、分野横断的な協働のもと、活
動全体のかじ取りを行う。

各委員会において生活の安全と健康の質を高め
ていくまちづくり活動を推進する。

区民相談課 区民相談事業 一般相談・外国人相談を行うとともに、専門相談と
して、法律相談、人権身の上相談、行政相談を実施
する。また、士業団体が行う専門相談を支援する。

相談者理解に努め、自殺のサインを見落とさな
いよう職員の意識の向上を図る。また、各運営
主体と連携を図る。

総務課
人事課 職員健康 職員の健康保持増進のために、健康診断や啓発セ

ミナー、及び相談事業を実施する。
区職員に対するストレスチェックの実施やメン
タルヘルスに関するセミナーを開催する。

人事課 新任研修 新任研修で、ゲートキーパーに関する講義を行う 「ゲーチトキーパー」という言葉を理解している
状況を目指し、自身や周囲の変化に早期に気づ
くために研修を実施する。

男女平等
推進センター

男女共同参画
啓発事業

制度・組織・慣行・社会規範などに残っている、
性別による役割分担意識を解消するために、講座、
講演会、啓発活動を実施する。

すべての人が自分らしくいきいきと暮らせるよ
うに「男女共同参画」に関する意識啓発を様々
な事業を通して実施する。

ワーク・ライフ・
バランス推進事業

仕事と生活の調和の意義・重要性を区民や事業者
が理解し取り組むためにワーク・ライフ・バラ
ンスフォーラムやとしま WLB ネットワークミー
ティングを開催する。

イベントの開催や制度の周知により、心身とも
に健全な暮らし方であるという意識を醸成し、
自殺を生まない風土をつくる。

女性にかかわる
相談事業

女性をとりまく様々な問題について随時に相談を受け、
弁護士・臨床心理士の専門相談と連動して対応する。

匿名で気軽に電話で相談できる一般相談と、1
対 1 の無料面接としての専門相談を実施する

DV（ドメスティッ
ク・バイオレンス）
防止対策事業

「配偶者等暴力防止基本計画」に基づき、事業・
目標値達成のための事業を実施する。

専門カウンセラーによる DV 相談を行っている。
また、DV 予防のために、啓発や相談窓口の周
知を実施する。

デート DV
防止対策事業

「配偶者等暴力防止基本計画」に基づき、事業・
目標値達成のための事業を実施する。

デート DV 防止のために、啓発や相談窓口の周
知を実施する。

区民部
区民活動推進課 区政推進活動事業 「豊島区町会活動の活性化の推進に関する条例」に

基づき、区政推進活動に対し、交付金を交付する。
町会の支援を通して強いつながりを持った地域
社会づくりを進め、区民の自殺予防につなげる。

町会活動活性化
支援事業

町会・自治会が行う町会加入促進事業や広報活動
を支援する。町会・自治会が抱える課題について
解決策を協議する検討会を開催する。

区民一人ひとりが地域におけるつながりを持っ
た地域社会づくりを進めることにより、安全で
安心な住みよいまちづくりを推進する。

協働推進プロジェ
クト事業

コミュニティビジネスの推進、NPO との協働事
業の充実、地域団体等の地域貢献活動への支援を
通じて、地域活動の活性化を図る。

区民活動支援講座の開催等により、地域貢献活
動への参加者の増加や活動の活性化を図る。

町会連合会事業へ
の補助

町会組織の充実・強化を図り、担い手を育成し地
域力の向上を図るため、町会役員向けセミナー研
修等の事業に対し補助を行う。

町会連合会への支援を通して、安全で安心な住
みよいまちづくりを推進する町会の活動を支援
する。

地域活動交流セン
ターの管理運営

NPO 等自主的な地域活動団体の活動を促進する
ために、その拠点となる地域活動交流センターを
設置し活動を支援する。

地域の自主活動の拠点を設置し、地域活動への
参加や活動団体間の連携、地域課題の解決を促
進する。

ふるさと千川館
管理運営事業

旧千川小学校体育館を改修し、地域コミュニティ
の醸成、及び青少年育成を目的とした新たな施設
を管理、運営する。

地域における青少年育成及び体育・文化・学習
活動の育成振興と地域住民の交流を通して、地
域の活性化を図る。

区民活動推進課
区民事務所

区政連絡会
運営事業

区内 12 地区で月 1 回、町会・自治会長及び地区
の区議会議員で構成される連絡会を開催し、地域
の課題等について協議する。

地域の事情に詳しい町会・自治会長と定期的に
連絡会を開催することにより、地域の課題や要
望を迅速かつ的確に把握する。

地域区民ひろば課 地域区民ひろばの
推進

乳児から高齢者までの「世代を超えた交流の場」
として世代間交流を図る。地域の多様な主体によ
る「運営協議会」を支援する。

地域の多様な活動や世代を超えた交流を推進し、
区民の自主的な活動を促進することにより、地
域コミュニティィの活性化を図る。

税務課 ファイナンシャル
プランナーによる
生活改善相談

住民税の納付が困難な方を対象に、生活改善の手
助けをするため、家計相談の専門家による生活改
善相談会を開催する。

多重債務等の借金問題や生活苦から納税意欲を
失っている者等へ、適切な支援をする。

国民健康保険課 関係支援窓口との
連携

保険料の納付相談の中で、滞納者の生活状況を踏
まえ、関係課窓口の案内や対応依頼（連携）を行う。

単に保険料の収納事務を担うだけでなく、相談
など窓口対応を通じて生活状況を把握し生活支
援を行う。

高額療養資金の
貸付

入院等により 1 か月にかかる医療費が多額にな
り、支払いが困難な世帯に療養資金を貸しつける。
返済は高額療養費支給の際に清算する。

必要な治療を受けられるよう支援する。
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担当課 事業名 事業の概要 生きることを支える取組み
区民部
高齢者医療年金課 関係支援窓口との

連携
保険料の納付相談の中で、滞納者の生活状況を踏
まえ、関係課窓口の案内や対応依頼（連携）を行う。

単に保険料の収納事務を担うだけでなく、相談
など窓口対応を通じて生活状況を把握し生活支
援を行う。

国民健康保険課・
高齢者医療年金課

高額療養費
限度額適用認定証

【高額療養費】1 か月の医療費の負担額が自己負
担限度額を超えたとき、申請により超えた分が払
い戻される。

【限度額適用認定証】手続きで医療機関への支払
は、高額療養費を除く自己負担限度額になる。

必要な治療を受けられるよう支援する。

文化商工部
生活産業課 としまビジネスサ

ポートセンター
地元金融団体などと連携している区内起業希望
者、区内中小企業向けに無料相談の窓口を設ける。

連携団体などが開催する関連テーマのセミナー
の周知や、共催、後援を行う。

商工団体助成事業 区内商工団体等の振興を図るため、自主的な商工
団体の事業運営経費を助成する。

事業者が自立的で継続的な経営を支援できるよ
う、イベントの開催やメンタルヘルスに関する
勉強会を実施する。

消費生活相談事業 区内消費者を対象に、消費者被害の未然防止や被
害救済を図るため、相談や情報提供を行い、問題
の解決を目指す事業である。

消費生活相談は追いこまれ、一人で悩む相談者
に手を差し伸べ、専門家とともに解決を目指す。

学習・スポーツ課 「としまコミュニ
ティ大学」

区と区内大学との連携・協働に関する包括協定に
より、各大学の特色を活かした講座を開催し、学
んだ成果を地域につなげていく事業である。

一般講座とマナビト講座を実施し、学びを通じ
て地域の人と人との関わりを深め、地域づくり・
仲間づくりにつなげる。

豊島区若者支援事業 地域における若者の学びあいの場として、「雑談
のできる法律相談所」での相談や、起業や自立に
ついてのコディネートを行う。

ブックカフェを核として、実際に若者が地域に
出ていくきっかけを提供する。

図書館課 健康支援サービス 中央図書館の特集展示として保健所と連携し特集
展示を行い、健康に関する図書資料、情報やブッ
クリストを提供する。

地域の課題に対応したサービスとして、健康情
報の啓発を行うことで、図書館利用者の健康不
安を解消し、より良い生活を支える。

環境清掃部
ごみ減量推進課 フードロス対策事業 家庭の未利用食品を集め、豊島区民社会福祉協議

会へ提供する。
豊島区民社会福祉協議会を通じて、食品の確保
が困難な生活困窮者などを支援する。

豊島清掃事務所 高齢・障害世帯の
粗大ごみ運び出し

高齢者・障害者世帯を対象に戸別訪問によるごみ
出しの支援をする。

独力でのごみ出しが困難な世帯への支援は、自
殺のリスクを抱える住民へのアウトリーチ策と
なりえる。

保健福祉部
福祉総務課 コミュニティソー

シャルワーク事業
圏域の単位を高齢者総合相談センター 8 圏域か
ら将来的には町会（区政連絡会）12 圏域として、
各圏域内の地域区民ひろばを拠点にコミュニティ
ソーシャルワーカー（CSW）を配置する。

生活上の課題などへの個別支援と、生活環境の
改善や地域住民の組織化等の地域支援をチーム
アプローチによって統合的に展開していく。

自立促進担当課 生活困窮者
自立支援事業

生活困窮者自立支援制度に基づき、生活困窮者の
生活再建と早期自立を図るため、関係機関と連携
し、相談・就労支援等所要の対策を講じる。

本制度の意義に「制度の狭間」に陥らないよう
受け止め , 多様な問題に対応する包括的な支援
を行う。

高齢者
福祉課

見 守 り 支 え 合 い
ネットワーク事業

見守りが必要と判断した高齢者や、自ら見守りを
希望する高齢者に対して、地域の見守り協力員が
見守りや声掛けを行う。

孤立を防止し、併せて異常を発見した際の迅速
な対応ができる体制を整え、高齢者の生活の安
全を確保する。

認知症サポーター
養成事業

地域や職域で認知症の人や家族に対してできる範
囲での手助けをする「認知症サポーター」を養成
するとともにその活動を支援する。

認知症高齢者と家族を地域で支える機運を醸成
し、認知症の人と家族に対する支援体制を構築
していく。

高齢者
アウトリーチ事業

高齢者総合相談センターに「見守り支援事業担当」
を配置し、高齢者実態調査等を通じて潜在的な需
要や問題等を発見し、支援につなげる。

認知症本人及び家族が孤立せず、地域で生活を
続けるために、早期診断と、容態に応じた適切
な支援等を受けられる体制を構築する。

高齢者
元気あとおし事業

高齢者がボランティア活動を通して社会参加、地
域貢献することを支援し、地域ケアの担い手とな
る元気高齢者を増やしていく事業である。

高齢者が地域で社会参加できる機会を増やして
いくことは、介護予防や生きがいにつながる。

介護予防
センター運営事業

高齢者の健康寿命延伸を図るため、気軽に立ち寄
り、介護予防に触れることのできる拠点として「介
護予防センター」を設置・運営する。

介護予防を地域づくり・居場所づくりととらえ、
住民主体の介護予防を支援する拠点を整備する。

介護予防
リーダー養成事業

「介護予防リーダー養成講座」を実施し、課題解
決に向けた技術や積極的に介護予防活動を実践す
る人材を養成及びフォローアップする。

高齢者が地域の中で生きがい・役割をもって生
活できるような養成及び出番づくりを実施する。

介護予防
サロン事業

簡単な運動やレクレーション、茶話会等を楽しめ
る「介護予防サロン」を高齢者総合支援センター
等で月 1 〜 2 回実施する。

高齢者や地域住民が運営する介護予防のための
通いの場を増加し、住民主体の地域づくりを推
進する。

高齢者
虐待防止事業

高齢者に対する身体的・精神的暴力、介護放棄等
の虐待を早期に発見し、また未然に防止すること
により、在宅福祉の向上を図る。

高齢者虐待を未然に防止し、また早期に発見し
て対応し、高齢者の心身の安全を図り、養護者
の支援を行う。
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担当課 事業名 事業の概要 生きることを支える取組み
保健福祉部
障害福祉課 障害者

サポート講座
障害者への簡単なサポート方法を学ぶ区民向け講
座を区民ひろば等で開催し、障害者への理解促進
ならびに交流を図る。

障害当事者が講師になり、具体的なサポート方
法を伝えて区民の理解を深めるとともに、障害
者の孤立化を防げるように促す。

障害者虐待防止
対策支援事業

豊島区障害者虐待防止センターの設置のもと、障
害者虐待の未然防止や早期発見・対応、その後の
適切な支援を行う。

障害者虐待防止に関する啓発を行うことにより、
地域での生活向上を図る。

基幹相談支援セン
ター事業

基幹相談支援センターは障害者虐待防止センター
を内包し、障害者等の相談支援、情報提供、虐待
相談等を行う。

相談支援を通して当事者のニーズを把握する。

障害者就労支援
事業費

就労支援員による就労支援及び就労に伴う生活支
援を一体的に行うとともに、実習奨励金の支給に
より就労への動機付けを図る。

就労支援だけではなく、生活支援もあわせて行
うことにより、職場のストレス等を軽減する。

障害者用
ヘルプカードの
作成・普及

「ヘルプカード」や「ヘルプマーク」を作成し配
布する。

ヘルプカード、ヘルプマークの活用によって、
障害者が周囲に支援を得やすくなるように、啓
発も合わせて実施する。

障害者地域支援
協議会の運営

障害者が充実した日常生活又は社会生活が送れる
地域社会の実現を図るために、学識経験者を交え
て関係機関による協議を行う。

関係機関の協議の中で連携を強化し、相談を拾
い上げ、適切な相談先に繋げることができるよ
うな連携を構築する。

障害者等
相談支援事業

障害者（児）の方及び家族からの福祉に関する相
談に応じ、必要な情報の提供及び助言等、必要な
支援を行う。

相談を通して、相談者の抱える多様な課題を把
握し、適切な支援に繋げるほか、関係機関との
連絡調整、権利擁護のための援助を実施する。

生活福祉課・
西部生活福祉課

生活保護制度 生活保護制度は、病気や高齢、働き手の死亡、失
業その他様々な事情で生活に困ったとき、基準に
よって計算された最低生活費と比較して不足して
いる生活費を支給する制度である。

「健康で文化的な最低限度の生活」を保障したう
えで、受給者が自分の力や他の方法で生活でき
るように援助する。

被保護者自立支援
事業

生活保護受給者の自立を目的として、①就労支援
②安定した生活のための各種の支援③資産の調査
と活用④日常金銭管理支援⑤高齢者の見守り支援
⑥子ども・若者への進学等支援を行う。

社会とのつながりを回復・維持し、地域社会の
一員として生活が送れるような支援を行うこと
により、孤独や孤立を防ぎ、安定した生活を送
れるよう支援する。

生活福祉課・
自立促進担当課

路上生活者応急援
護事業

路上生活者の応急援護等を目的に、区内関係諸機
関の協力を得て合同パトロール等を実施する。

道路・公園・駅舎等で起居する路上生活者に対
して、定期的な巡回により、繰り返し生活保護
制度等福祉施策を案内することで、必要な支援
に繋げる。

介護保険課 給付適正化
対策事業

介護サービス事業所への実施指導及び居宅介護支
援事業所へのケアプラン点検により、適正な事業
所運営及び計画等の作成を推進し、介護サービス
全体の質の向上を図る。

「自立支援」に資する適切なケアプランであるか
検証・確認することにより、介護支援専門員等
の資質向上を図り、住み慣れた地域で質の高い
生活を続けることができるよう支援する。

選択的介護
モデル事業

国家戦略特区の仕組みを活用して、介護保険サー
ビスと保険外サービスをより柔軟に組合せた提供
を可能にすることにより、利用者の利便性や介護
サービスの提供効率の向上等の効果を目指す。モ
デル事業は平成 30 年度から 32 年度まで実施し、
効果等の検証を行う。

利用者の利便性や QOL（生活の質）の向上、介
護家族の負担軽減等を図り、要介護になっても
住み慣れた地域で自分らしく暮らしていけるよ
うなまちづくりを目指す。

関係支援窓口との
連携

保険料の納付相談の中で、滞納者の生活状況を踏
まえ、関係課窓口の案内や対応依頼（連携）を行う。

単に保険料の収納事務を担うだけでなく、相談
など窓口対応を通じて生活状況を把握し、「くら
し・しごと相談支援センター（福祉総務課）」へ
の相談等必要な支援に繋げる。

池袋保健所
地域保健課 がん対策推進事業 豊島区がん対策基金を活用して、区民ががんに関

する正しい知識や意識を持てるよう普及啓発事業
を行う。

「豊島区みんなのためのがんサポートガイド」に、
相談機関や利用可能な制度を掲載することで、
早期から治療、生活、就労等の支援につなげる。

生活衛生課 医務・薬事事務 良質な医療及び安全な医薬品の提供を行うため、
法令に基づき医療機関及び薬局等に立入調査等の
指揮監督を行う。

良質な医療及び安全な医薬品の提供を行うため、
法令に基づき医療機関及び薬局等に立入調査等
の指揮監督を行う。
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担当課 事業名 事業の概要 生きることを支える取組み
池袋保健所
健康推進課 感染症対策 感染症の早期発見のため、HIV・性感染症、肝炎

検査・相談等を実施する。また、結核まん延防止
のため、ハイリスク者健診及び患者の療養支援に
よる治療完了率の向上に取り組む。

長期療養の必要な感染症を早期に発見すること
で、治療を受けながらも仕事や生活が維持でき
るように支援する。

女性のしなやかな
健康づくり

女性のライフステージに合わせた、健康づくりの
実践教室・骨太健診（骨密度測定等）を実施し、
生涯にわたる健康づくりを推進する。

健診時の健康講座にて、こころの健康も含め女
性のライフプラン形成・特有の健康課題につい
て知識・情報提供・支援を行う。

生活習慣病
予防事業

20 〜 39 歳男性及び女性に対して、生活習慣病
予防等の健診及び健康教育を行う。

生活習慣病の予防や早期発見の健診を行うとと
もに、心の健康も含めた健康増進等健康に関す
る正しい知識の普及を図る。

医療従事者向け
精神科連携講演会

在宅医療を行う医師向けに精神疾患の講習会を行
い、区の自殺対策や精神保健対策についても情報
提供を行うことで、地域の連携医療機関を増やし、
支援体制を充実していく。

自殺リスクのある人へ連携した支援を行うため、
医療従事者向け講演会を開催し、地域での連携
体制を構築する。

自殺予防及び対策
の推進

自殺・うつ病の予防対策委員会において、豊島区
の自殺対策について検討を行う。また、ゲートキー
パー養成講座等の啓発を行う。

ゲートキーパー養成にて、自殺防止の知識を持っ
た区民や関係者を増やす。

若年層対策 区内大学生等と協働し、「若者いのちを守る」ハー
トプロジェクトを開催している。若者の視点を取
り入れた自殺予防の啓発資材を作成する。

他大学や高校生、関係機関へと広がり、地域の
若者への自殺予防対策を実施する。

自殺未遂者支援 三次救急病院である日本医科大学付属病院、帝京
大学医学部附属病院、日本大学医学部付属板橋病
院と連携し、未遂者の再企図防止を行う。

自殺未遂者の支援を行い、地域での安定した生
活が継続できるよう支援する。

『AIDS 知ろう館』
における啓発事業

「正しく知り」「考え」「行動」するための学習スペー
スとして、「AIDS 知ろう館」を開設する。また、
東京都エイズ啓発拠点として AIDS 知ろう館内
に、「ふぉー・てぃー」が開設されている。

若者への正しい知識、予防行動についての情報
提供、生きる力を養うための活動を行う。

人口呼吸器使用者
に対する支援

在宅人工呼吸器使用者に対する「災害時個別支援
計画」を作成する。円滑な計画作成とともに発災
時を想定した訓練等を実施する。

災害時における停電時等の生命の危機に対して、
安心した療養生活を送れるよう支援する。

長崎健康相談所 こころまつり 精神障碍者の社会参加をすすめるため、地域活動
支援センターや自助グループ、ボランティア等の
関係機関と協働で地域住民との交流の場として年
に一度開催している。

精神障害者の社会参加をすすめると同時に、広
く地域住民へ精神障害についての啓発活動を行
う。

健康推進課・
地域保健課

健康危機管理 新型インフルエンザ等の感染拡大防止や災害医療
体制・保健衛生の構築など、三師会等との連携に
より、健康危機発生時の管理体制を強化する。

健康危機発生時に社会機能が低下しても、安心
して必要な医療が受けられる体制を整える。

健康推進課・
長崎健康相談所

としま鬼子母神
プロジェクト

結婚・妊娠・出産・育児と切れ目のない支援を行
う。20 歳からの男女の健診や健康相談、赤ちゃ
ん訪問の機会を捉え支援を行う。

健康、妊娠・出産、子育て等に関する不安や悩
みに対し、相談・支援を行なう。

乳幼児健康診査・
相談・訪問事業

生後 4 か月までの家庭を保健師や助産師が全戸
訪問し、その後、3 〜 4 か月・6 か月・9 か月児・
1 歳 6 か月児、3 歳健診を実施する。

母子保健法に基づき、全数を把握し早期発見や
相談等の支援ができる有効な事業を実施する。

ゆりかご・としま
事業

女性にやさしいまちづくりとして、妊娠期と出産
後に面接し、それぞれに育児パッケージを交付し、
切れ目なく受けられる相談・支援をする。

妊娠中からの支援によって、妊娠・出産・育児
に関わる不安を、軽減・解決し、安心安全な子
育てを支援する。

乳幼児歯科
健康診査

こども歯科健診に加え、1 歳児歯科健診に併せて
保健師、栄養士の集団指導を行い、歯を含めた全
身の健康増進を図る。

健診を目的として保健所に足を運ぶことで、育
児に携わる親の孤立化を防ぎ、気軽に相談でき
る場とする。

精神保健に係る
相談事業

専門医によるこころの相談、精神保健福祉士によ
る家族問題相談、その他、保健師等の専門職が随
時相談を実施する。

精神疾患についての正しい知識と適切な対応に
ついて相談に応じることで、安定した生活を支
援する。

精神保健に係る
地区活動

精神疾患の未治療や治療中断等で、生活に困りご
とがある方に対して、地区担当保健師が関係機関
等と連携し、相談支援を行う。

地区担当保健師による随時の相談を行い、地域
での生活が継続できるよう支援する。
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担当課 事業名 事業の概要 生きることを支える取組み
子ども家庭部
子ども若者課 子どもの参画

推進事業
小学生を対象に大学と協働で事業を実施する。ま
た、中高生センターを中心に、中高生が地域で活
かせる技術等の習得・実践の機会をつくる。

「子どもの権利に関する条例」の認知向上を図り、
子どもが活動する場、意見を延べる機会をつくっ
て自己肯定感を高める。

中高生センター
運営事業

中高生等の居場所、活動・交流の場、社会参加を
支援する場を提供する。気軽に悩みを打ち明けら
れる環境の整備を行う。

気軽に相談できる環境を整え、若者の気持ちに
寄り添い、自己肯定感を高める。

青少年自殺予防
対策事業

中高生センターにおいて、マガジンピクチャーや
サンドピクチャー等、青少年が自らの気持ちと向
き合うプログラムを実施する。
また、青少年を支援している団体や支援者に対し
てゲートキーパー講習を行なったり、区民向けに
自殺予防講演会を行なうなど、周知・啓発活動を
実施する。

青少年が芸術活動をとおして、自己肯定感を獲
得することにより、自殺の予防を図る。
また、青少年の悩みや SOS を受け止め、地域で
自殺予防が出来るような、講習会・講演会等に
よる意識向上の機会を設ける。

青少年育成委員会
支援事業

各地区青少年育成委員会に補助金を交付してその
活動を援助するとともに、青少年育成委員の資質
向上に必要な研修を行う。

地域での青少年育成活動を活性化することで、
地域コミュニティのつながりを深める。

子育て人材開発支
援・活用事業

子育て支援の区民活動を促進するため、地域の担
い手となる人材開発及び子育てグループの育成に
つながる各種講座を開発する。

子育て支援などの知識を深める講座を実施し、
地域での子ども支援サポーターの子育て支援活
動を促進する。

子ども若者総合相
談事業

子どもや若者の多岐にわたる内容の相談に対して
継続的に受け止め、社会参加・自立へ見届ける相
談支援事業を実施する。

様々な困難を抱えた子どもや若者とその家族の
相談支援を行う。他機関や地域との連携により、
適切な支援を実施し、若者の悩みや問題が重篤
化する前に予防する。

としま子ども食堂
ネットワーク事業

区内で活動する「子ども食堂」をネットワーク化
し、運営団体等が安全で安定した運営ができるよ
う情報共有や講演会、研修会を実施する。

地域での子どもの育ちを応援する区民活動が活
性化することで、コミュニティのつながりを深
める。

子育て支援課 子どもの権利擁護
事業

子どもを虐待やいじめから守るために、区民対象
の講演会の開催や子ども相談の周知・徹底を図る。

子どもへの虐待要因の一つに家庭の困難状況が
あり、対応として専門家による相談を実施し、
関係機関との連携により支援する。

子 ど も 虐 待 防 止
ネットワーク

「要保護児童対策地域協議会」を設置し、東部子
ども家庭支援センターを中核として、児童虐待に
関する相談・通告を受け、関係機関との連携しな
がら見守りと支援を行う。

被虐待の経験は、自殺へのリスクが高まる要因
であるため、児童虐待防止の取り組みを行う。
職員の対応力向上のための研修等の強化を図る。

児童虐待対応能力
強化事業

児童相談所開設に向け、児童虐待対策コーディ
ネーター、虐待対応協力員、弁護士を採用し、虐
待対応力の強化を図る。

すべての子どもが心身ともに健やかに育ち、持
てる力を最大限に発揮できるよう、子どもの虐
待に対応するための人員の増加及び強化を図る。

社会的養護基盤構
築事業

社会的養護の基盤構築を目指し、里親支援担当職員
の育成、社会的養護の制度についての普及・啓発、
里親・ショートステイ協力家庭候補者育成等を行う。

地域と連携し、区内の里親家庭を増やすほか、一
時的な養育のために子どもショートステイ事業を
拡充し、児童虐待の予防を図り子どもの命を守る。

発達支援事業 西部子ども家庭支援センターにおいて、乳幼児の
発達上の相談に応じるとともに、発達を促すため
の療育プログラムを実施する。

発達相談や療育を通じて、養育に不安を抱える
保護者の気持ちに寄り添うと共に、支援や情報
提供、関係者との連携を図る。

子ども家庭女性相
談事業

DV 被害者、母子・寡婦、売春を行う恐れのある
女性等及び要保護児童に対し、他機関との連携を
もとに相談指導、援助を行い、安全かつ安定した
生活が送れるようにする。ひとり親家庭全般の相
談を受け、生活の支援を実施する。

DV 被害者の一時保護をはじめとして、様様な
困難を抱えた女性、ひとり親家庭のあらゆる相
談を受け、安定した生活が送れるよう支援する。

ひとり親に対する
貸付・就労支援事業

ひとり親家庭の経済的自立等を援助するための各
種貸付、就労を支援するための給付金支給等を行
う。

ひとり親家庭の経済的援助としての貸付、就労
支援を切り口に申請者の状況把握をし、相談・
援助を行う。

ひとり親家庭等の
子どもに対する学
習支援事業

ひとり親世帯及び要支援家庭生活困窮世帯の子ど
もを対象にして、学習面・生活面の支援を実施し
て、学習への動機づけや学力の向上を目指す。

ひとり親家庭等の子どもに対し学習支援のみな
らず、精神的なケアに重点をおいた生活の相談
を行う。また親支援として生活の相談・援助を
行う。

母子一体型
ショートケア

見守りが必要な母子等が一時的に母子生活支援施設
を利用し、子育て及び日常生活に関する相談や必要
な育児指導、家事指導等の生活支援を実施する。

子育て及び日常生活に関する悩み相談や指導等
の生活支援を行い、母子の心身の健康回復を促
し、養育状況を把握し、支援する。

子ども家庭支援セ
ンター事業

子どもとその家族が相談等のサービスを通して支
援するとともに、センターを拠点として区民と区
が協働して子育て支援活動を行う。

東西子ども家庭支援センターでは、安心して楽
しく子育てができるよう、様々な子育て支援活
動及び業を展開している。

子育て訪問相談事業 子ども家庭支援センターの配置した相談員が自宅
を訪問し、子育てのアドバイスや各種子育て支援
サービスの紹介等を行う。

訪問することにより、その家庭にあった子育て
支援の情報や支援を提供する。

子育て支援総合相
談事業

妊娠期から子育て期間中における相談に対応し、
必要に応じて関係課へ案内・斡旋する「子育てナ
ビゲーター」を配置する。

庁舎内にある「子育てインフォメーション」の
特徴を生かし、気軽に相談できる場所としても
機能させ、子育てに関する不安を軽減する。
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担当課 事業名 事業の概要 生きることを支える取組み
都市整備部
都市計画課 鉄道駅等バリアフ

リー推進事業
鉄道事業者が実施する鉄道駅のホームドア設置事
業に対して、東京都との協調補助を行う。

鉄道駅のホームドア設置を推進し、線路への転
落を防止する。

地域交通政策検討
推進事業

豊かな区民生活に資する使いやすい交通環境の実
現に向け、各交通手段のあり方を総合的に検討し
区の交通政策として整理する。

高齢者や障害者などの交通弱者の交通手段を確
保することで外出の機会を増やしまちとのかか
わりを広めていく。

地域まちづくり課 居住環境総合整備
事業

地区内の道路の拡幅や公園・広場の整備などを進
め、併せて老朽住宅の建替えを促進することによ
り地域の防火性、住環境の改善を図る。

地域住民で組織するまちづくり協議会等を立ち
上げ、住民参加により住環境の改善を図る。

震災復興まちづく
り模擬訓練事業

震災復興マニュアルに基づく復興のまちづくり模
擬訓練を地元住民参加によるワークショップ形式
で実施する。

住民参加による模擬訓練を実施することにより、
住民同士のつながりを深め、被災後の円滑な復
興まちづくりにつなげる。

住宅課 高齢者等の入居支
援事業

民間賃貸住宅の確保が困難な高齢者等に対して、賃
貸住宅の情報提供、保証機構職員による同行サービ
ス等を通じて入居支援を行う。また、身元保証人を
確保することが困難な高齢者に対して支援を行う。

生活に困窮している高齢者等に対して、相談者
の心配事などを傾聴（相談者に寄り添い）し、
生活の基盤である住宅の確保についての選択肢
を提供していく。

教育委員会事務局・教育部
学務課 就学援助事業 経済的理由によって義務教育を受けることが困難

な児童生徒の保護者に対して、就学に必要な経費
を支給する。

就学に必要な経費を保護者に支給することによ
り、経済的な不安を軽減する。窓口で申請受付
をする際、相談先の一覧表等を渡す。

放課後対策課 放課後子ども教室
事業

子どもスキップが設置されている小学校に放課後
子ども教室を設け、子どもたちに学習やスポーツ・
文化活動、地域住民との交流活動等の機会を提供
する。

放課後子ども教室へ参加される児童、地域コー
ディネーターと社会教育指導員、地域住民の学
習・スポーツ・文化活動を通じ、参加者同士の
繋がりを深める。

学校開放事業 児童・生徒の身近で安全な遊び場及び地域住民等
の生涯学習、スポーツ、レクレーションの場とし
て、学校教育に支障のない範囲で学校施設を開放
する。

安全・安心で身近な学校施設を開放することに
より、児童、生徒の他、年齢層の異なる住民と様々
な交流機会を深める。

指導課 「豊かな人間性」
育成事業

道徳教育や人権教育を充実するとともに、様々な
体験活動や伝統・文化を尊重する教育を推進する。

自分を取り巻く他者と豊かな人間関係を築くこ
とで、自尊感情を高め、規範意識や人間関係を
形成する力をはぐくみ、社会参画への意欲や態
度を育成する。

いじめ防止対策
推進事業

「豊島区いじめ防止対策推進条例」の一層の推進
を図る。小学校 3 年生から心理検査「ハイパー
QU」を実施する。

児童・生徒の人間関係や集団状況を把握・分析し、
いじめ、不登校の予防や早期発見、より良い学
級づくりに活用する。

「教育都市としま」
を担う人材育成事業

子どもや保護者・地域と信頼関係を築き、高い授
業力を発揮できる教員を育成するために、授業研
究・教材研究の活動を推進するとともに、研修・
OJT の充実を図る。

授業改善推進プランの充実、学力調査と心理検
査ハイパー QU との相関関係に基づく授業を進
め、習得・活用・探究の学習活動を確実に授業
において実践する。

学校・地域の連携
推進事業

地域に開かれた学校運営を推進するとともに、学
校支援の在り方を協議するため、区立小中学校及
び幼稚園に、地域の代表者等を構成員とする学校
運営連絡協議会を設置する。

学校運営に、学校、保護者、地域の人意見を反
映させ子供たちの豊かな成長を支え『地域とと
もにある学校づくり』を進める。

安全教育の充実 セーフティ教室、薬物乱用防止教室、携帯電話の
使用に関する指導等、安全教育を推進し、指導内
容を保護者・地域に公表して啓発を進め、地域ぐ
るみで安全対策の向上に努める。

セーフティ教室、薬物乱用防止教室等の実施を
通じて命の大切さを知ることで、自殺予防につ
なげる。

インターナショナ
ルセーフスクール
推進事業

学校・児童・保護者・地域の安全・安心な学校づ
くりが評価され、平成 30 年度までに 7 校認証取
得した。新規に 3 校が認証取得を目指す。

インターナショナルセーフスクール認証校の活
動の成果を全小・中学校で共有し、区内の警察署、
消防署などと連携を図るなど、学校安全に関す
る様々な施策の拡充を図る。

指導課・
学校施設課

学校図書館整備・
充実

区立小中学校に学校図書館司書を配置する。また、
学習情報センター化の環境を整えるため既存教室
等を改修する。

学校図書館を学習情報センターとして活用する
ことで、読書活動を充実させ、情報活用能力を
高める。

学務課・
指導課

児童・生徒の健康
推進事業及びう歯
予防事業

がんに関する教育及び学校保健安全法に基づく各
種健康診断・臨時健康診断を実施する。歯みがき
指導、歯科保健等のう歯予防の啓発に関する事業
を実施する。

「がん教育の手引書」を活用したがんに関する教
育を全学校において実施し、がんに関する正し
い知識と理解を深める。

教育センター スクールソーシャル
ワーカー派遣事業

学校のみでは解決が困難な問題を抱える児童・生
徒に対し、スクールソ - シャルワーカーを派遣し、
家庭訪問等を通じて児童・生徒へ支援を行う。ま
た、関係機関との連携を図り、環境の改善を行う。

様々な問題を抱える児童・生徒本人及びその家
族に対し、直接的な支援やコーディネートを行
うことで、児童・生徒の最善の利益を確保する。

教育センター・
指導課

教育相談等充実事業 子供の成長・発達に伴って生じてくる様々な問題
や悩みについて、本人・保護者・関係機関の相談
に応じ助言する。電話による教育相談・いじめ相
談に応じ助言する。

臨床心理士による相談を通して児童・生徒の心
のケアを行うとともに、家庭や学校、関係機関
と連携して環境調整を行い、支援体制を構築す
る。また不登校状態にある児童・生徒に対して
は宿泊も含めた体験活動等を通して学校復帰や
進路の実現をめざす。
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相談窓口一覧

「豊島区自殺予防対応マニュアル」に掲載している相談窓口一覧を掲載しました。
案内先の確認等にご活用ください。
※本計画第 6 章の施策とは分野の分け方や順番が異なっています。

分野 相談窓口名称
概要・特徴 相談方法 運営主体 問い合わせ先

開設日時

1 区民相談
区民相談・外国人相談
日常生活全般・区の行政
サービスについて

電話相談
面接相談 区民相談課

月曜〜金曜日8時半〜17時
土曜日と日曜日 9時〜17時
☎03-3981-4164

2
こころ

・
からだ

健康に関する相談
子どもや女性の健康、こ
ころの健康、生活習慣病、
感染症、栄養、歯科など
難病医療費助成
自立支援医療費制度

（精神科通院）

電話相談
面接相談

池袋保健所
健康推進課
長崎健康相談
所

月〜金曜日8時半〜17時
池袋保健所健康推進課
☎03-3987-4174
長崎健康相談所
☎03-3957-1191

3 こころ

働く人の
「こころの耳」電話相談
仕事上のストレスによる
悩み

電話相談 厚生労働省

月曜日・火曜日17時〜 22時
土曜日・日曜日10時〜 16時

（祝日・年末年始をのぞく）
☎0120-565-455

4 こころ
こころの健康相談
薬物、アルコール、思春
期・青年期、高齢者

電話相談
東京都立精神
保健福祉セン
ター

月〜金曜日9時〜 17時
☎03-3834-4102

5 こころ

東京いのちの電話
誰にも相談できず一人で
悩んでいる人のための

「眠らぬダイヤル」

電話相談
一般社団法人
日本いのちの
電話連盟

24時間
☎03-3264-4343

6 こころ

東京都自殺相談ダイヤル
こころといのちのほっと
ライン
自殺に関する総合相談窓口

電話相談

特定非営利活
動法人メンタ
ルケア協議会

（東京都委託）

14時〜翌朝5時半
年中無休
☎0570-087478

7 こころ・
悩み

働く人の悩みホットライン
職場、暮らし、家族、将
来設計などの悩み

電話相談
一般社団法人
日本産業カウ
ンセラー協会

月〜土曜日15時〜 20時
☎03-5772-2183
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分野 相談窓口名称
概要・特徴 相談方法 運営主体 問い合わせ先

開設日時

8 からだ
がん相談支援センター
治療上の不安や悩み、療
養生活について

電話相談
面接相談

（予約制）

東京都内がん
診療拠点病院
と東京都認定
がん診療病院
に設置

詳細は池袋保健所健康推進
課・長崎健康相談所へ

9 健康 都内医療機関案内
（ひまわり）

電話
インターネット

東京都保健医
療 情 報 セ ン
ター

☎03-5272-0303
アドレス：
http://www.himawari.
metro.tokyo.jp/
携帯：
http://www.himawari.
metro.tokyo.jp/kt/

10 健康

東京都難病相談・
支援センター
難病に関する不安や悩み、
病気や介護などの相談

電話相談
面接相談

（予約制）

NPO法人東京
難病団体連絡
協議会（東京
都委託）

月〜金曜日10時〜 16時
☎03-3446-0220

11 高齢者

高齢者総合相談センター
高齢者に関する相談全
般（認知症・高齢者虐待
に関する相談・介護保険
サービスの相談・介護相
談）高齢者の孤立防止

電話相談
面接相談

菊かおる園 ☎03-3576-2245

東部 ☎03-5319-8703

中央 ☎03-5985-2850

ふくろうの杜 ☎03-5958-1208

豊島区医師会 ☎03-3986-3993

いけよんの郷 ☎03-3986-0917

アトリエ村 ☎03-5965-3415

西部 ☎03-3974-0065

12 高齢者
高齢者安心電話
心配事、悩み事、福祉制
度や介護、生きがい等

電話相談
公益社団法人
東京社会福祉
士会

19時半〜 22時半
年中無休
☎03-5944-8640
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分野 相談窓口名称
概要・特徴 相談方法 運営主体 問い合わせ先

開設日時

13 障害

身体障害者・知的障害者
の援護に関すること
身体障害者手帳・愛の手
帳交付
自立支援サービス

電話相談
面接相談

障害福祉課
身体障害者支
援 第 1・ 第 2
グループ
知的障害者支
援グループ

月〜金曜日8時半〜 17時
☎03-3981-2141

☎03-3981-1853

14 障害

障害者の各種相談
機能回復訓練
65歳未満の身体障害者、
高次脳機能障害者が対象

電話相談
面接相談

心身障害者
福祉センター

月〜金曜日8時半〜 17時
☎03-3953-2811

15 障害 障害基礎年金
（国民年金）

電話相談
面接相談

高齢者医療年
金課

月〜金曜日8時半〜 17時
☎03-3981-1952

16 障害 障害厚生年金
（厚生年金）

電話相談
面接相談

勤務先事業所
を管轄する年
金事務所

17 障害 障害者の就労相談 電話相談
面接相談

障害福祉課
施設・就労支援
グループ

月〜金曜日8時半〜 17時
☎03-3985-8330

18 医療費

高額療養費貸付
支給されるまでの間、高
額療養費に相当する額の
9割を無利子で貸付

各保険者
（健康保険、共
済組合等）

19 医療費

高額療養費
1か月の医療費負担が自
己負担限度額を超えたと
き、申請により超えた分
が支給

各保険者
（健康保険、共
済組合等）

20 生活費

傷病手当金
被保険者が病気等で会社
を休み報酬が得られない
場合支給

各保険者
（健康保険、共
済組合等）
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分野 相談窓口名称
概要・特徴 相談方法 運営主体 問い合わせ先

開設日時

21 生活費

生活福祉資金貸付事業
生活福祉資金
教育支援資金
不動産担保型生活資金
対象者：低所得世帯

障害者世帯
高齢者世帯

電話相談
面接相談

社会福祉法人
豊島区民社会
福祉協議会

月〜金曜日9時〜 16時
☎03-6388-0055

22 生活費

生活保護相談
病気や高齢、働き手の死
亡、失業などで生活に
困ったとき

面接相談 生活福祉課・
西部生活福祉課

月〜金曜日8時半〜17時
生活福祉課
☎03-3981-1842
西部生活福祉課
☎03-5917-5762
※担当地域あり

（初回相談から住所地を担当
する課へ相談）

23 消費生活
多重債務

消費生活相談
契約のトラブル
債務整理に関する相談

（弁護士による法律相談）

電話相談
面接相談

豊島区消費生活
センター

月〜金曜日9時半〜16時
☎03-3984-5515

24 消費生活 消費生活相談 電話相談
面接相談

東京都消費生活
総合センター

月〜土曜日9時〜17時
☎03-3235-1155

25 消費生活 架空請求110番 電話相談
面接相談

東京都消費生活
総合センター

月〜土曜日9時〜17時
☎03-3235-2400

26 多重債務 東京都生活再生相談窓口 面接相談
（予約制）

東京都多重債務
者生活再生事業

月〜金曜日9時半〜18時
☎03-5227-7266

27 法律多重
債務

法テラス
民事法律扶助相談
一般相談
労働相談
セクハラ・DV相談
医療相談
消費者相談

資産要件
が基準以
下である
方が対象
面接相談

（予約制）

日本司法支援
センター（国）

月〜金曜日9時〜21時
土曜日9時〜17時
☎0570-078374
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分野 相談窓口名称
概要・特徴 相談方法 運営主体 問い合わせ先

開設日時

28 法律相談 弁護士による法律相談 面接相談
（予約制）区民相談課

月〜金曜日13時15分〜
15時45分
第2日曜日10時15分〜
12時45分
☎03-3981-4164
区内在住在勤在学の方

29 労働問題
総合労働相談コーナー
解雇、労働条件を含めた
あらゆる労働問題

電話相談
面接相談

池袋労働基準
監督署

月〜金曜日9時〜 17時
☎03-6871-6537

30 労働問題

東京都ろうどう110番
賃金不払い
ハラスメント
過重労働異動・昇進によ
るからだ等の不調

電話相談
面接相談

（予約制）

東京都労働相談
情報センター

月〜金曜日9時〜 20時
土曜日9時〜 17時
☎0570-00-6110（電話相談）
月〜金曜日9時〜 17時
池袋事務所
☎03-5954-6110（来所予約）

31 失業 雇用保険
（失業給付） 面接相談 ハローワーク

池袋

月〜金曜日
8時半〜 17時15分
☎03-3987-8609

32 しごと 職業相談
就職、職業訓練など 面接相談

池袋公共職業
安定所（サン
シャイン庁舎）

月・水・木曜日
8時半〜 17時15分
火・金曜日8時半〜 19時
第2・4土曜日10時〜 17時
☎03-5911-8609

33 しごと

東京しごとセンター
求職活動支援
職業訓練
その他職業支援

登録制
（面接相談） 東京しごと財団

月〜金曜日9時〜 20時
土曜日9時〜 17時
☎03-5211-1571

34 しごと
仕事案内
60歳以上のかたへ

（有料）
登録制

公益社団法人
豊島区シルバー
人材センター

月〜金曜日
8時半〜 17時15分
☎03-3982-9533
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分野 相談窓口名称
概要・特徴 相談方法 運営主体 問い合わせ先

開設日時

35 しごと

地域若者
サポートステーション
働きたい若者の相談支援
職業訓練・セミナー
その他職業支援

登録制
（15〜39歳）
（予約制）

あだち：NPO法
人青少年自立援
助センター
いたばし・しん
じゅく：NPO法人
ワーカーズコープ

ねりま：NPO文
化学習協同ネッ
トワーク（厚生
労働省運営委託）

あだち若者サポートステーション
月〜土曜日10時〜 18時
☎03-3882-4307
いたばし若者サポートステーション
火〜土曜日11時〜 17時半
☎03-6915-5731
しんじゅく若者サポートステーション
月〜木曜日10時〜 18時
金曜日10時〜 19時
第1・第3土曜日
13時〜 17時
☎03-5332-6110
ねりま若者サポートステーション
月・火・水・金・土曜日
10時〜 17時
☎03-5848-8341

36 しごと

アクティブシニア
就業支援センター
職業紹介所・相談窓口

（55歳以上を対象）

面接相談

公益財団法人
東京しごと財
団新宿わく☆
ワーク

月〜金曜日9時〜 17時
☎03-5273-4510

37 しごと
自立相談支援事業
相談
就労相談

面接相談
くらし・しご
と相談支援セ
ンター

月〜金曜日9時〜 16時
☎03-4566-2454

38 経営融資
中小企業相談・支援
融資、企業、経営等のサ
ポート

面接相談
（予約制）

としまビジネ
スサポートセ
ンター

月〜金曜日9時半〜 16時半
☎03-5992-7022

39 経営
ビジネスなんでも相談
中小企業診断士による
経営全般に関する相談

直接会場へ
（中央図書
館4階ビジ
ネス支援セ

ンター）

NPO法人とし
ま創業ネット
ワーク

木曜日18時〜 21時
土曜日10時半〜 16時半
当日会場にて受付（場合に
よっては待つことあり）

40 経営融資 総合相談
金融、創業、経営

電話相談
面接相談

（予約制）

東京都中小企業
振興公社総合支
援課

月〜金曜日9時〜 16時半
秋葉原庁舎
☎03-3251-7881・7882
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分野 相談窓口名称
概要・特徴 相談方法 運営主体 問い合わせ先

開設日時

41 融資

中小企業従業員
生活資金融資制度
都内在住・在勤の中小企
業従業員向け個人融資、
子育て・介護支援融資

電話相談
面接相談

東京都労働環
境課

中央労働金庫
池袋支店

月〜金曜日9時〜 17時
☎03-5320-4653

月〜金曜日9時〜 17時
☎03-3984-5201

42 税金
区税相談
特別区民税、都民税の納
付に関すること

電話相談
面接相談 税務課 月〜金曜日8時半〜 17時

☎03-4566-2362

43 税金
都税相談
固定資産税、法人・個人
事業税に関すること

電話相談
面接相談 豊島都税事務所 月〜金曜日8時半〜 17時

☎03-3981-1211

44 税金
国税相談
所得税、相続税に関する
こと

電話相談
面接相談 豊島税務署 月〜金曜日8時半〜 17時

☎03-3984-2171

45 保険料
国民健康保険相談
保険料の支払に関すること
医療費の支払に関すること

電話相談
面接相談

国民健康保険課
整理収納・特別
整理グループ
給付グループ

月〜金曜日8時半〜 17時
☎03-3981-1294・1295

☎03-3981-1296

46 保険料 介護保険料徴収猶予・減免 電話相談
面接相談

介護保険課資格
賦課グループ

月〜金曜日8時半〜 17時
☎03-3981-6376

47 すまい 公的住宅の案内 電話相談
面接相談

住宅課相談グ
ループ

月〜金曜日8時半〜 17時
☎03-3981-2683

48 すまい 住宅確保給付金事業
離職により住宅を失った方

電話相談
面接相談

くらし・しごと
相談センター

月〜金曜日9時〜 16時
☎03-4566-2454

49 人権
身の上相談 人権擁護委員による相談 面接相談 区民相談課 毎月第2・4木曜日13時〜

16時☎03-3981-4164
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分野 相談窓口名称
概要・特徴 相談方法 運営主体 問い合わせ先

開設日時

50

女性

人権

一般相談

各種専門相談
法律・こころ・DV

性的マイノリティの情報
提供
書籍の貸出・講座企画・
映画上映等

電話相談

面接相談
（事前連絡）

面接相談
（予約制）

男女平等推進
センター

月〜土曜日
9時〜 12時、13時〜 17時
☎03-3980-7830

月〜土曜日
9時〜 21時
☎03-5952-9501

51 女性

悩み相談
ハラスメント・DV・学
校職場での人間関係など
法律相談
DV・離婚・扶養・財産
相続
精神科医師相談

電話相談
面接相談

（予約制）
面接相談

（予約制）
面接相談

（予約制）

東京ウィメンズ
プラザ

月〜土曜日9時〜 21時
日曜日9時〜 17時
☎03-5467-2455

52 女性
ひとり親

女性相談、家庭相談
DV・夫婦、嫁姑、扶養
など家庭内の問題

電話相談
面接相談

子育て支援課
子ども家庭・女
性相談グループ

月〜金曜日8時半〜 17時
☎03-3981-2119

53 女性
女性相談
DV
こころや体の悩み

電話相談
面接相談

（予約制）

東京都女性相談
センター

月〜金曜日9時〜 20時
☎03-5261-3110

54 ひとり親

ひとり親Tokyo
就業支援、職業あっせん
ひとり親就労支援プロ
ジェクト

ピアカウンセリング

就業支援
面接相談

（予約制）

カウンセ
リング：
電話相談

一般社団法人
東京都ひとり
親家庭福祉協
議会

東京都ひとり親家庭支援セン
ターはあと飯田橋
職業紹介：月・水・金・土曜日
9時〜 16時半
火・木曜日9時〜 19時
☎03-3263-3451
電話相談：毎月第1・3土曜日
10時〜 16時
☎03-5261-1341

55 男性 男性のための悩み相談 電話相談 東京ウィメンズ
プラザ

月・水曜日17時〜 20時
☎03-3400-5313

56 こども
子どもの権利相談
虐待・いじめ
子ども自身の悩み・不安

電話相談
面接相談

東部子ども家庭
支援センター

月〜金曜日9時〜 18時
土曜日9時〜 17時
☎03-5980-5275
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分野 相談窓口名称
概要・特徴 相談方法 運営主体 問い合わせ先

開設日時

57 こども

教育相談事業
不登校・ひきこもり・家
庭内暴力・いじめ・成績
不振
就学相談事業
発達の遅れや問題行動

電話相談
面接相談 教育センター

月〜土曜日
9時〜 12時、13時〜 17時
教育相談担当
☎03-3971-7440
就学相談担当
☎03-3590-6746

58 こども

東京都ひきこもりサポー
トネット
ひきこもりに悩む本人や
家族からの相談

電話相談
メール相談

（登録制）
東京都 月〜金曜日10時〜 17時

☎03-5978-2043

59 こども

東京都教育相談センター
いじめ
成績不振
進路に関する悩み
青少年リスタート

電話相談
面接相談

（予約制）
メール相談

東京都
月〜金曜日9時〜 21時
土日祝日9時〜 17時
☎03-5800-8008

60 こども
青少年相談
青少年の非行防止や健全
育成の相談

面接相談

保護司会
更生保護サポー
トセンター青少
年相談室（豊島
区役所東池袋分
庁舎3階）

月曜日・金曜日
10時〜 12時半
13時半〜 16時
☎03-6321-3517

61 こども
警視庁
ヤングテレホンコーナー
非行やしつけ・いじめ

電話相談 警視庁少年相
談室

24時間
月〜金曜日8時半〜17時15分
は専門の担当者対応
☎03-3580-4970

62 こども

児童に関する相談
非行相談
育成相談
養護相談

電話相談 東京都児童相談
センター

月〜金曜日9時〜 17時
☎03-5937-2314
平日夜間・土日祝日
☎03-5937-2330

63 こども

話してみなよ
―東京子供ネット―
いじめ、虐待などの相談
子どものこころ
18歳未満対象

電話相談 東京都児童相談
センター

月〜金曜日9時〜 21時
土日祝日9時〜 17時
☎0120-874-374
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分野 相談窓口名称
概要・特徴 相談方法 運営主体 問い合わせ先

開設日時

64 こども
子どもの人権110番
いじめ、虐待、不登校な
どの相談

電話相談
メール相談 東京法務局 月〜金曜日8時半〜17時15分

☎0120-007-110

65 こども
人権

小中学生対象
匿名電話相談
24時間年中無休で小中
学生の悩みを携帯電話で
受付

電話相談

区民相談課
（豊島区人権擁
護委員による
相談）

24時間年中無休
☎090-7206-2772
区民相談課
☎03-3981-4164

66 こども 子どもの発達に関する相談
電話相談
メール相談
面接相談

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

月〜金曜日9時〜 18時
☎03-5980-5275
☎03-5966-3131

67 こども 育児相談

広場相談
電話相談
訪問相談
メール相談

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

月〜金曜日9時〜 18時
土曜日9時〜 18時
☎03-5980-5275
☎03-5966-3131

68 若者

若者メンタル
ヘルプライン
不登校やひきこもり、無
気力などの相談

電話相談
社団法人
青少年健康セ
ンター

月〜金曜日10時〜 17時
☎03-3947-0760

69 若者
若者しごとホットライン
就職、転職、スキルアッ
プなど

電話相談 公益財団法人
東京しごと財団

月〜金曜日10時〜 19時
土曜日10時〜 16時
☎03-3511-4510

70 若者

東京都若者総合相談
若ナビα（アルファ）
18歳以上を対象とした
総合相談窓口

電話相談
メール相談
面接相談

（予約制）

東京都 月〜土曜日11時〜 20時
☎03-3267-0808

71 くらし 暮らしの安全に関する
困りごとの相談

巣鴨警察署
池袋警察署
目白警察署

☎03-3910-0110
☎03-3986-0110
☎03-3987-0110
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分野 相談窓口名称
概要・特徴 相談方法 運営主体 問い合わせ先

開設日時

72 くらし

警視庁総合相談センター
暴力からの安全確保、つ
きまとい、闇金融や悪徳
商法に関する相談など

電話相談 警視庁
月〜金曜日8時半〜17時15分
☎#9110
又は03-3501-0110

73 犯罪被害
犯罪被害者ホットライン
犯罪により心に傷を負った
被害者や家族からの相談

電話相談 警視庁 月〜金曜日8時半〜17時15分
☎03-3597-7830

74 自死遺族

自死遺族支援・相談
相続や不動産、多重債務、
いじめなど遺族が直面す
る法律問題

電話相談
メール相談

自死遺族支援
弁護団事務局
全国自死遺族
法律相談ホッ
トライン

月〜金曜日9時〜 18時
☎06-6949-8277
毎週水曜日（祝日除く）
12時〜 15時
☎050-3786-1980

75 遺族

あしなが育英会
奨学金・遺児の心のケア
学生寮あしなが心塾奨学
生のつどい

電話相談 あしなが育英会 月〜金曜日9時〜 17時
☎03-3221-0888

76 自死遺族 自死遺族相談ダイヤル
自死遺族のための電話相談

電話相談
遺族の集い

NPO法人
グリーフサポー
トリンク（全国
自死遺族総合支
援センター）

木曜日11時〜 19時
☎03-3261-4350

77 自死遺族 自死遺族傾聴電話
自死遺族の方限定

傾聴電話

自死遺族
の「分かち
合いの会」

NPO法人
グリーフケア・
サポートプラザ

火・木・土曜日10時〜18時
☎03-3796-5453
毎月第3日曜日
火・木曜日10時〜 16時
☎03-5775-3876

78 全般
よりそいホットライン
生活や暮らしに関する相談
性別や同性愛に関する相談

電話相談
一般社団法人
社 会 的 包 摂 サ
ポートセンター

年中無休
☎0120-279-338

83



分野 相談窓口名称
概要・特徴 相談方法 運営主体 問い合わせ先

開設日時

79 全般

コミュニティ
ソーシャルワーカー
菊かおる園圏域
東部圏域
中央圏域
ふくろうの杜圏域
豊島区医師会圏域
いけよんの郷圏域
西部圏域
アトリエ村圏域

電話相談
面接相談

豊島区民社会
福祉協議会

月〜金曜日
8時半〜 17時（区民ひろば内）
☎03-6845-0148（西巣鴨第一）
☎03-6861-2930（南大塚）
☎03-6844-3643（朋有）
☎03-6890-2950（高南第二）
☎03-6866-2950（西池袋）
☎03-6864-2930（池袋）
☎03-6685-9930（千早）
☎03-6843-2930（富士見台）

＜生活福祉課・西部生活福祉課担当地区＞
部署 担当地区

生活福祉課 駒込、巣鴨、西巣鴨、北大塚、南大塚、上池袋、東池袋、南池袋、池袋
1丁目、池袋2丁目、池袋本町、雑司が谷、高田

西部生活福祉課 西池袋、池袋3丁目、池袋4丁目、目白、南長崎、長崎、千早、要町、高松、
千川

＜池袋保健所健康推進課・長崎健康相談所担当地区＞
部署 担当地区

健康推進課

駒込、巣鴨、西巣鴨、北大塚、南大塚、上池袋、東池袋、南池袋、西池
袋1 〜 3丁目、4丁目（1 〜 4、7 〜 11、13 〜 18番）、5丁目（1 〜
24番）、池袋1 〜 2丁目、3丁目（1、2、4 〜 10、13、14、19 〜 71番）
4丁目、池袋本町、雑司が谷、高田、目白1 〜 3丁目、4丁目（1 〜 4、
17 〜 23、35、36番）

長崎健康相談所
西池袋4丁目（5、6、12、19 〜 40番）5丁目（25 〜 30番）池袋3
丁目（3、11、12、15 〜 18番）目白4丁目（5 〜 16、24 〜 34番）、
5丁目、南長崎、長崎、千早、要町、高松、千川
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＜高齢者総合相談センター担当地区＞
部署 担当地区

菊かおる園高齢者総合相談センター 巣鴨 3〜5 丁目、西巣鴨 1〜4 丁目、北大塚 1・2 丁目

東部高齢者総合相談センター 駒込 1〜7 丁目、巣鴨 1・2 丁目、南大塚 1〜3 丁目

中央高齢者総合相談センター 北大塚 3 丁目、上池袋 1〜 4丁目、東池袋 1〜5 丁目

ふくろうの杜高齢者総合相談センター 南池袋 1 〜 4 丁目、雑司が谷 1 〜 3 丁目、高田 1 〜
3 丁目、目白 1・2 丁目

豊島区医師会高齢者総合相談センター 池袋 3 丁目、西池袋 1 〜 5 丁目、目白 3 〜 5 丁目

いけよんの郷高齢者総合相談センター 池袋本町 1 〜 4 丁目、池袋 1・2・4 丁目

西部高齢者総合相談センター 長崎 1 丁目、千早 1 〜 4 丁目、要町 1 〜 3 丁目、高
松 1 〜 3 丁目、千川 1・2 丁目

アトリエ村高齢者総合相談センター 南長崎 1 〜 6 丁目、長崎 2 〜 6 丁目

＜コミュニティソーシャルワーカー担当地区＞
部署 担当地区

菊かおる園圏域（区民ひろば西巣鴨第一内） 巣鴨 3〜5 丁目、西巣鴨 1〜4 丁目、北大塚 1・2 丁目

東部圏域（区民ひろば南大塚内） 駒込 1〜7 丁目、巣鴨 1・2 丁目、南大塚 1〜3 丁目

中央圏域（区民ひろば朋有内） 北大塚 3 丁目、上池袋 1〜 4丁目、東池袋 1〜5 丁目

ふくろうの杜圏域（区民ひろば高南第二内） 南池袋 1 〜 4 丁目、雑司が谷 1 〜 3 丁目、高田 1 〜
3 丁目、目白 1・2 丁目

豊島区医師会圏域（区民ひろば西池袋内） 池袋 3 丁目、西池袋 1 〜 5 丁目、目白 3 〜 5 丁目

いけよんの郷圏域（区民ひろば池袋内） 池袋本町 1 〜 4 丁目、池袋 1・2・4 丁目

西部圏域（区民ひろば千早内） 長崎 1 丁目、千早 1 〜 4 丁目、要町 1 〜 3 丁目、高
松 1 〜 3 丁目、千川 1・2 丁目

アトリエ村圏域（区民ひろば富士見内） 南長崎 1 〜 6 丁目、長崎 2 〜 6 丁目
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豊島区作成 啓発リーフレット

相談窓口一覧 花のメッセージカード

啓発ポスター 啓発ランチョンマット

※これらの啓発リーフレット等は、豊島区と帝京平成大学大学院の協働で実施して
いる「若者のいのちを守る」ハートプロジェクトで作成し、区内の専門学校及び
大学などに配布しています。また、鉄道会社と協働して、池袋駅構内等にポスター
を掲示するとともに花のメッセージカードや相談窓口一覧を配布しています。
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