
　「地域福祉活動計画」は、「誰もが安心して暮らしていける福祉のまち」をめざして、区民の

皆さん一人ひとりが、地域づくり、まちづくりを自分たちの問題として捉え、地域の課題解決に

取り組み、よりよい地域社会の構築をめざし主体的に関わっていくための具体的な行動計画です。

　「地域福祉活動計画」は、地域福祉を推進する活動計画で、豊島区民社会福祉協議会が区

民の皆さんとともに策定する計画です。

     この計画は、地域福祉の推進を区民の皆さんの立場からめざしていくための計画である

とともに、豊島区民社会福祉協議会の基本計画として位置づけられています。

　また、「地域福祉活動計画」は、区が法律に基づき作成する「地域保健福祉計画」や、 区島豊「 

子育てプラン　」とも相互に連携し、地域住民の自発的な活動を支援するものです。

    地域の福祉は、区民の皆さん
　　　　　一人ひとりが主役です。
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❶　 地域福祉推進のための圏域は、高齢者総合相談センター（地域包括
　   支援センター）の 8圏域を単位とします。

　豊島区は、13.01㎢の面積ですが、地域により商業地、住宅地、歴史文化の伝統のある地域、

みどり豊かな地域等様々な特色ある顔を持っています。

　地域福祉活動計画では、身近なところで相談や支援ができるしくみを重視し、徒歩で相談

ができる範囲を一つの圏域と考えています。

　このような観点から、地域包括支援センター（以下「高齢者総合相談センター」と表示）の

8圏域を単位とします。

※厚生労働省社会援護局の資料をもとに作成

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。

地域自治や子どもの健全育成活動の範囲　
  ＊共助の精神による相談・支援を実施

相談窓口や福祉施設がある範囲
  ＊公的な相談・支援を区民ひろばで実施

民生委員・児童委員の活動地域の範囲
   ＊身近な地域で、委員の立場で相談・支援を実施

相談窓口や福祉施設がある範囲
＊公的な相談・支援を実施

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

1層

２層

３層

４層

５層

６層

コミュニティソーシャル
ワーカー(CSW)を配置



❷　高齢者総合相談センターの 8圏域について
　  高齢者総合相談センターは、高齢者が身近な地域で「総合相談・権利擁護」「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 8か所設置されています。

　地域福祉活動は、この圏域を単位として行っていきます。

　一人暮らし高齢者：平成 22年国勢調査より

高齢者総合
相談センター

1　　　 菊かおる園    

2                   東　  部                                                                       2,758                   2,703                   37,055

3                   中　  央                                                                       2,702                   4,342                   40,562

5              豊島区医師会                                                                 1,991                   3,114                  31,961

外国人・総人口 ：住民基本台帳より　 平成 27年1月1日現在

巣鴨 3-5 西巣鴨 1-4    
  北大塚 1・2        

2,425                   2,325                    33,967

圏　域　（丁目）                                                外国人                  総人口一人暮らし高齢者
）~歳56（    

 駒込 1-7 巣鴨
1・2 南大塚 1-3  

北大塚 3     上池袋 1-4       
東池袋 1-5  

4             ふくろうの杜                                                                  1,957                  2,278                  31,185
南池袋 1-4     高田 1-3 
雑司が谷 1-3     目白 1・2   

西池袋 1-5      池袋 3 
目白 3-  5   

長崎 2-6    南長崎 1-6 

池袋 1・2・4  池袋本町 1-4

千早 1-4 　要町1-3  長崎 1
高松 1-3  千川 1・2   

6               いけよんの郷                                                                2,050                   4,184                    29,890

8　　　　 西　  部　　　　　　　　　　　　　　　　　2,582　　　　 1,484　　　　   36,071

計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  19,304 　　　21,616　　　　275,507

7               アトリエ村                                                                   2,839                    1,186                   34,816

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

南長崎1~6丁目
長崎2~6丁目

池袋本町1~4丁目
池袋１・２・４丁目

池袋3丁目
西池袋1~ 5丁目
目白3~5丁目

北大塚3丁目
上池袋1~4丁目
東池袋1~5丁目

南池袋1~4丁目
雑司ヶ谷1~3丁目
高田1~3丁目
目白1・２丁目

巣鴨3~5丁目
西巣鴨1~4丁目
北大塚１・２丁目

駒込1~7丁目
巣鴨１・２丁目
南大塚1~3丁目
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　圏　域　

豊島区医師会 
　 圏　域

菊かおる園
　圏　域

東　部
圏　域

中　央
圏　域

ふくろうの杜
　圏　域

   高齢者総合相談センター圏域



    地域福祉活動計画の期間は、平成 27（ 2015）年度から31（2019 ）年度までの 5年間です。　

また、この計画は、「豊島区地域保健福祉計画」（平成 27年度から31年度までの 5年間）と

連携を図っていきます。

　豊島区を取り巻く社会経済状況が大きく変化したとき、または、「豊島区地域保健福祉計

画」の見直しが行われたときは、必要な調整を行うこととしており、平成 26 ( 2014 ) 年度に

計画の見直しを行いました。

 

     計画目標に基づいて進捗状況を「地域福祉活動計画推進委員会」に報告し、進行管理を

行っていきます。

年度                 24                25                26               27               28                 29                30               31

社会福祉
協議会

豊島区

◎地域福祉活動計画　

◎事業計画（各年度）

◎区民の皆さんの声　
◎社会福祉協議会職員評価
◎地域福祉活動計画推進委員会

◎事業活動の展開　

◎事業・活動の改善

◎福祉ニーズへの対応　

地域福祉活動計画

地域福祉活動計画

地域保健福祉計画

地域保健福祉計画



　見直し前の「地域福祉活動計画」は、平成 24年から28年までの計画として平成 24年3月

に策定されました。策定にあたり、区民の皆さんが地域福祉を知り、学ぶ機会として「優しさ

と強さが響き合う 福祉でまちづくりフォーラム」を平成 23年 10月 1日に開催しました。

　また、より多くの区民の皆さんとともに計画を作るために「地区懇談会（現区民ミーティ

ング）」、「各種団体との意見交換会」、「社会福祉協議会会員へのアンケート」、「区立中学生

（生徒会役員）との懇談会（2校）」および「区立中学校3年生へのアンケート」を実施しました。

　その後、事業の改善と新たな福祉ニーズへの対応のため、平成 26 年に「地域福祉活動計画

推進委員会」と「作業部会」で計画の見直しが行われました。

　見直しに際しては、豊島区の地域福祉の現状と課題を明確化し、計画の方向性と事業展開

を検討するため、「平成 26年度区民ミーティング」で計画の見直しをテーマに区民の皆さん

一人ひとりに話し合っていただきました。

　また、さらに多くの区民の皆さんのニーズを計画へ反映するために、「豊島区内の障がい者

団体」、「子ども達に学習支援を行っている大学生」、「豊島区内の日本語学校に通う外国人」

と意見交換会を行い、「中高生センタージャンプ東池袋を利用している中高生」と「子育て世

代が利用している東部子ども家庭支援センターの職員」を対象にヒアリングを実施しました。                  

区民ミーティング



❶　事業計画の整理・統合

❷　新事業の展開

　従来の「地域福祉活動計画」は、５つの基本理念とそれに連なる１５事業によって構成さ

れていました。見直し後の計画は、基本理念をそのままに一部が異なる１４事業で構成され

ています。　見直し前の事業のうち、方向性が同じものや実施方法に具体性がなかったものを

統合・再構築し、地域福祉活動をより一層進めるための整理を行いました。

　見直しに際して行った作業部会、区民ミーティング、各意見交換会の中で発見された新た

なニーズと課題に基づき、４つの事業「若年層が活躍できる地域福祉活動の創出」、「地域

福祉活動をすすめ運営主体となる担い手 ( リーダー ) の育成」、「知縁団体との連携・協働」、

「社会福祉協議会事業のＰＲ」を新たに事業化しました。

つばめ意見交換会

 障がい者団体意見交換会

地域福祉活動計画推進委員会　作業部会

地域福祉活動計画推進委員会


