
   

目白庭園鬼子母神 巣鴨商店街



　　豊島区民社会福祉協議会の主な事業を「豊島区民地域福祉活動計画」の５つの「めざすまち」
　に分類して挙げる。

めざすまち 事　業　名

 Ⅰ．誰もが安心して暮らせるまち

 Ⅱ．新たな支え合いのあるまち

    １．リボンサービス事業　＊
    ２．ハンディキャブ運行事業　＊
    ３．困りごと援助サービス事業　＊
    ４．居宅介護支援事業（介護保険事業）
                                      <※平成 27 年 事業撤退 >
    ５．高齢者訪問介護事業（介護保険事業）
　　                            <※平成 27 年 事業撤退 >
    ６．中央高齢者総合相談センター
　　　　　　　　　　　（中央地域包括支援センター）＊
    ７．福祉サービス権利擁護事業　＊
    ８．高齢者元気あとおし事業（※豊島区からの受託事業）
    ９．視覚障害者の情報・コミュニケーション支援事業 
１０．生活福祉資金貸付事業
　　　　　　　（※東京都社会福祉協議会との協働事業）
１１．受験生チャレンジ支援貸付事業
　　　　（※東京都単独事業　※豊島区からの受託事業）
１２．福祉用具再活用事業
１３．車イスの貸出
１４．緊急支援事業（緊急援護費の助成、路上生活者特別対策）
１５．生活困窮者自立支援モデル事業

Ⅲ．災害に強いまち

１．コミュ二ティソーシャルワーク事業　＊
２．敬老の日訪問事業　＊
３．地域福祉活動計画の策定　＊
４．ボランティア研修・福祉教育支援事業
５．給食ボランティアグループ助成事業　＊
６．地区担当職員による地域支援事業　＊
７．不要入れ歯回収事業
８．使用済み切手回収・活用事業

１．東日本大震災被災者支援事業　＊
２．災害ボランティア支援事業
３．「あんしんカード」作成・配布　＊
４．防災訓練等への協力

❶　「めざすまち」と事業名（平成２６年１２月現在　　＊事業目標掲載）

     豊島区民社会福祉協議会の主な事業



事　業　名

めざすまち 事　業　名

Ⅳ．地域の元気がみえるまち

Ⅴ．協働のしくみがみえるまち

４．学習支援事業　＊
５．サロン支援事業　＊

１．役員会議等　＊
２．感謝状贈呈
３．広報活動
４．寄付金等の受領及び活用　＊
５．共同募金運動　＊
６．会員増強への取り組み　＊

目　　標

❷　主な事業

１．リボンサービス事業 誰もが安心して暮らせるよう、地域の方々の参加、協力
を得て、日常生活に不便を感じている高齢者や障がい
者、病気やケガ、子育て中の方等に対し、家事援助な
どのサービスを提供し、自立支援を図る。
①協力会員に対する研修を充実させ、質の高いサービス
　提供を図る。
②説明会などを通じて、広く区民の参加を促す。

２．ハンディキャブ運行事業　 高齢、障がい、疾病等により公共交通機関の利用が困難
な者に対し、車いすのまま乗り降りできるリフト付自動
車を区民の参加により運行し、通院や社会参加活動など
の日常生活圏の拡大を図る。

３．困りごと援助サービス事業 区民の参加と協力を得て、高齢者や障がい者に対し暮ら
しのちょっとした困りごとを援助することにより、高齢
や障がいであっても地域で自立した生活が送れるよう、
支え合い・助け合いの地域づくりの推進を図る。
①PR活動を強化し、事業を区民に広く知らせる。
②協力員に対する研修を充実させ、質の高い迅速なサー
　ビス提供を図る。

Ⅰ．誰もが安心して暮らせるまち

１．ボランティアセンター運営事業　＊
２．障がい者施設・団体等事業助成　＊
３．使用済み切手の回収・活用



事　業　名 目　　標

６．中央高齢者総合相談センター
　　（中央地域包括支援センター）

高齢者の心身の健康保持及び生活の安定に必要な援助を
行い、保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援し、
高齢者が住み慣れた地域で、尊厳あるその人らしい生活
を継続できる地域の基盤づくりを進める。また行政や地
域のサービス機関と連携を図り適切な福祉サービスの調
整を行い、「地域包括支援体制」の実現を目指す。

７．福祉サービス権利擁護事業

　

認知症、知的・精神などの障がいにより、判断能力の不
十分な方の権利を護るために、福祉サービスの利用援助
や金銭管理等のサービスを提供するとともに、成年後見
制度の利用促進を図る。

８．生活困窮者自立促進モデル事業
( くらし・しごと相談支援センター）

離職や失業などによる生活困窮の相談を受け、課題を整
理し、必要に応じて関係制度・窓口の紹介、同行支援を
行う。

事　業　名 目　　標

１．コミュ二ティソーシャルワーク事業 豊島区の区民誰もが、地域において必要とする福祉サー
ビス等を受けることができ、地域の中で孤立することな
く、人とのつながりを持って生活できるよう独自の地域
福祉システムを構築する。

２．敬老の日訪問事業　 多年にわたり社会に貢献された高齢者に敬老の意を表し、
その長寿を祝うため、敬老祝品の贈呈に対して高齢者福
祉課が行う敬老の日事業に関して、当協議会が地域福祉
推進の立場から協力し、相互に連携して事業の円滑な運
営を図る。

３．地域福祉活動計画の策定　 少子高齢化、核家族化の進展に伴い、個人や家族だけで
は解決できない問題や制度では補えないニーズが生まれ
てきている。
これらの状況を踏まえ「誰もが安心して暮らしていける
福祉のまちづくり」をめざし、区民が主体的に参画する
ための活動指針とそれを支援する豊島区民社会福祉協議
会の取組みを区民と共に策定する。

Ⅱ．新たな支え合いのあるまち



５．給食ボランティアグループ助成事業

６．地区担当職員による地域支援事業

地域との交流の乏しいひとり暮らし高齢者にバランスの
取れた食事を提供することにより、健康の増進、孤独感
の解消及び地域社会との交流を促進する。

８か所の高齢者総合相談センター圏域に豊島区民社会福
祉協議会の職員が地区担当として、その地域の福祉課題
に区民と共に解決に向けて取り組む。日常的に区政連絡会、
民生委員・児童委員協議会等に出席すると共に地域の行事
に参加し、日頃から地域との交流を図り連携を深める。

事　業　名 目　　標

１．東日本大震災被災者支援事業 平成２３年 3月 11 日に発生した東日本大震災で被災し、
区民住宅等へ避難入居している世帯の総合的支援を行う
ため区との連携のもと、入居手続きに立ち合い、生活状
況の聞き取り調査及び入居後の生活支援を行う。
更に避難者が気軽に集えるサロンを区内（巣鴨）に設け、
長期化する避難生活による孤立化の防止を図る。

３．「あんしんカード」作成・配布

　

セーフコミュニティの一環として、平成２２年度の町会
連合会との事業協力協定締結を記念して「あんしんカード」
を作成する。
かかりつけ医や緊急連絡先等を記入し、災害や事故に備
える。希望者に配布するために５万枚作成する。

事　業　名 目　　標

１．ボランティアセンター運営事業 ボランティア活動の理解と参加促進を図るための中核とし
て、ボランティア・市民活動を推進、支援する。

２．障害者施設・団体等事業助成

　

地域の福祉向上のための活動を自主的に実施する町会・
自治会、ボランティア・市民活動団体、福祉施設などに
対し、事業に要する費用の一部を助成し、地域福祉活動
の充実を図る。

事　業　名 目　　標

Ⅲ．災害に強いまち

Ⅳ．地域の元気がみえるまち





No.　　　　　事  項　　　　　　 総　数　　　 ふくろうの杜
　　圏　域

菊かおる園
　圏　域

東　部
圏　域

中　央
圏　域

1　　総　人　口　　　　　　　   275,507　　　33,967　　　37,055　　　40,562　　　31,185

2　 外国人登録者　　　　　　　   21,616　　 　 2,325　　　 2,703　　    　4,342　    　　2,278

3　　 年少人口 (0~14 歳）　　　　     23,873               3,121               3,323               3,360                2,971

4        高齢者人口（高齢化率） 56,557
(20.4%)

7,332
(21.6%)

7,878
(21.3%)

7,272
(17.9%)

6,139
(19.7%)

5        世　帯　数                                   166,782             19,851            21,953            25,628              18,348

9 特別養護老人ホーム
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）

高齢者単身世帯 (65 歳以上 )

　 　 8
　　 5 　    　　 
　　　　

　　　　１
　　　　１

ー
ー　

－
ー
   

 2
ー

10      介護老人保健施設 2　    　　      ー                    ー                     ー                      1

11      認知症グループホーム

12    

6

7      

8      

12                       3                       2                       ー                     1

13         救急医療機関 14                       2                       2                       3                       2

14                       2                       1                      ー                     ー

14 子ども家庭支援センター
子ども事故予防センター

 2
１  

ー
ー

ー
ー

１
１

ー
ー

15 保　育　園（公設）
私立・認証保育所　　　

   23
   22

2
4

4
3

 3
１

3
3

16 子どもスキップ
児　童　館

20　
2

3
ー

3
ー

3
ー

3
ー

17      中高生センター 2                      ー                     ー                      １                    ー

18       区民ひろば  　　　　　　　　　　25　       　　　5　　　　　　3　　　　　 2　　　　　4

19 教育機関 　　幼稚園　
　　　　　　 小学校
　　　　 　　中学校
         　　　高等学校
　　　　 大学・短大

19(16）
22（ 9）
17（ 9)
18(14)
　8　( 8)

2(1)
3(2)
3(2)
4(2)
2(2)

1(1)
3(1)
3(1)
1(1)
1(1)

－
2(2)
2(2)
2(2)
1(1)

5(5)
3(2)
3(2)
2(2)
2(2)

     豊島区の人口と社会資源等の状況 

高齢者単身世帯（75 歳以上）

19,304                2,425               2,758               2,702                1,957

11,005                1,381               1,528               1,415                1,189

 8,041
1,302

1,018                1,072              1,268                   788

※ 　）人794（内管所談相康健崎長　）人508（内管所健保袋池 ： 訳内況状請申帳手祉福健保者害障神精
※ 所在地を公開していない事業所：20 ヶ所　　　
２

１

※障害者グループホーム    
２

障害者手帳 ( 身体・愛 ) 所持者
※精神障害者保健福祉手帳  申請状況１



No.　　　　　事  項　　　　　　 　　　

4        高齢者人口（高齢化率）

5        世　帯　数                                    20,156             18,688             21,044             21,114

9

6

7

8

特別養護老人ホーム
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）

ー
ー　

ー
ー　

ー
ー　

ー
ー　

1
ー　

1
ー　

ー
1　

10      介護老人保健施設

11      認知症グループホーム

13         救急医療機関

        2                       1                       3                      ー  

        1                       1                       8                      1  

        2                       1                       1                        1  

14 子ども家庭支援センター
子ども事故予防センター

15

12

保　育　園（公設）
私立・認証保育所　　　

4
2

1
4

1
1

4
ー

2
1

3
3

3
2

 3
3

16 子どもスキップ
児　童　館

2
ー

17      中高生センター

      ー                      １                    ー                   ー

      ー                      ー                    1                       ー

18       区民ひろば　　　　　　　　　　　 1　     　　  　2　　　　　 5　　 　　　 3　　　　　

19 教育機関 　　幼稚園　
　　　　　　 小学校
　　　　 　　中学校
         　　　高等学校
　　　　 大学・短大

3(2)
2(1)
2(1)
1(1)
1(1)

2(2)
2(0)
1(0)
2(2)
1(1)

2(1)
4(0)
1(0)
2(2)
   ー

4(4)
3(0)
2(1)
4(2)
   ー

豊島区医師会
　 圏　域

いけよんの郷
     圏     域

アトリエ村
    圏　域

西　部
圏　域 備　考

平 27.1.1 現在

平 27.1.1 現在

平 27.1.1 現在

平 27.1.1 現在

平 27.1.1 現在

平 23.1.1 現在

平 23.1.1 現在

平 23.12.31 現在
平 23.  3.31 現在

平 26.4.1 現在

平 26.4.1 現在

平 26.4.1 現在

平 26.4.1 現在

平 26.4.1 現在

平 26.4.1 現在

平 26.4.1 現在

平 26.4.1 現在

平 26.4.1 現在

平 26.4.1 現在

平 26.4.1 現在

私立：(　)　

高齢者単身世帯 (65 歳以上 )

高齢者単身世帯（75 歳以上）

障害者手帳 ( 身体・愛 ) 所持者
精神障害者保健福祉手帳  申請状況

1,991                2,050              2,839                2,582

 1,123                1,095              1,722                1,552

 778                   828              1,176                1,113

      単位　：　No.1-4（人）　No.5-7（世帯）     No.8（人）　No.9 -19（ヵ所）　　　　　　

1　　総　人　口　　　　　　　　  31,961            29,890            34,816             36,071

2　 外国人登録者　　　　　　　　  3,114               4,184              1,186               1,484

3　　年少人口 (0~14 歳）　　　　　   2,596                2,437               3,007                3,058

   6,026
 (18.9%)

 5,616
(18.8%)

 8,037 
(23.1%)

 8,257
(22.9%)

障害者グループホーム    



 

注：開催日はいずれも平成 26 年

     平成 26 年度 第 1 回 区民ミーティング
開催日　　　　　                      会　　場 参加者数

7月   4 日（金）

7月 11日（金）

7月 12 日（土）

7月 18 日（金）

駒込地域文化創造館

区民ひろば富士見台

巣鴨地域文化創造館

区民ひろば千早

 14

 17

 44

 35

 24

 28

 15

 20
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7 月 18 日（金） 池袋第二区民集会室 ( 区民ひろば池袋 )

7 月 19 日（土） 上池袋第一集会室 ( 区民ひろば上池袋 )

7 月 26 日（土） 区民ひろば西池袋

7月  26 日（土） 雑司が谷地域文化創造館

合              計

          圏       域
（高齢者総合相談センター）

菊かおる園

アトリエ村

いけよんの郷

東部

中央

ふくろうの杜

西部

豊島区医師会

単位：人

 

注：開催日はいずれも平成 26 年

     平成 26 年度 第 2 回 区民ミーティング
開催日　　　　　                      会　　場 参加者数

10月 11 日（土）

10 月 16 日（木）

10 月 17 日（金）

10 月 18 日（土）

区民ひろば西池袋

区民センター　第 1．２会議室

池袋第二区民集会室 ( 区民ひろば池袋 )

南大塚地域文化創造館

 14

 21

 38

10 月 25 日（土） 巣鴨地域文化創造館

10月 25 日（土） 雑司が谷地域文化創造館

10月 25 日（土） 区民ひろば富士見台

10月 31 日（金） 区民ひろば千早

合              計

          圏       域
（高齢者総合相談センター）

いけよんの郷

中央

菊かおる園

豊島区医師会

ふくろうの杜

西部

東部

アトリエ村

単位：人

 33

 28

 17

 37

 33

211

     区民ミーティングおよび意見交換会



 

注：開催日はいずれも平成 27 年

     平成 26 年度 第３回 区民ミーティング

開催日　　　　　                      会　　場 参加者数

12月   1 日（月）

12 月 15 日（金）

12 月 16 日（火）

12 月 19 日（金）

区民センター　第 1.2 会議室

池袋第二区民集会室 ( 区民ひろば池袋 )

区民ひろばさくら第一

雑司が谷地域文化創造館

12月 20 日（土） 区民ひろば西池袋

  1 月 17 日（土） 南大塚地域文化創造館

  1 月 24 日（土） 区民ひろば千早

  2 月  28 日（土） 巣鴨地域文化創造館

合              計

          圏       域
（高齢者総合相談センター）

アトリエ村

いけよんの郷

豊島区医師会

中央

東部

菊かおる園

ふくろうの杜

西部

単位：人

 

注：開催日はいずれも平成 27 年

     平成 26 年度 第４回 区民ミーティング

開催日　　　　　                      会　　場 参加者数

2月 21 日（土）

2月 25 日（水）

3月   5 日（木）

3月   7 日（土）

区民ひろば西池袋

区民ひろば富士見台

雑司が谷地域文化創造館

区民ひろば朋有

3月   7 日（土） 区民ひろば駒込

3月 11 日（水） 池袋第二区民集会室 ( 区民ひろば池袋 )

3 月 12 日（木） 巣鴨地域文化創造館

3月 27 日（金） 区民ひろば千早

合              計

          圏       域
（高齢者総合相談センター）

ふくろうの杜

アトリエ村

東部

豊島区医師会

いけよんの郷

西部

中央

菊かおる園

単位：人

 15

 31

 20

 11

 18

 35

 31

 39

200

 20

 21

 12

 22

 23

 37

 28

 29

192



 

注：開催日はいずれも平成 2６年、参加者数は作業部会委員も含む

     関係団体との意見交換会

開催日　　　　　                   団　体　名 参加者数

9月  16日（火）

11 月  　 6 日（木）
11 月  　7 日（金）
11 月  14 日（金）
11 月 26 日（水）

9月 24日（水）

10 月 28日（火）

要援護家庭の子ども学習支援チーム
「つばめ」( 大学生 )

手をつなぐ親の会、聴覚障害者協会、
心身障害児父母連合会

日本語学校「メロス言語学院」

 7

 13

   31合              計

        会　場

区民センター第２会議室

区民センター第３会議室

区民センター第６会議室

 

注：開催日はいずれも平成 2６年

     ヒアリング調査

調査日時　　　　　　　　　対象者　　　　　　　　　　　　調査場所 調査人数

中高生センタージャンプ利用者、
中高生イベント団体「PL J」

21

 5

単位：人

単位：人

中高生センタージャンプ
東池袋　相談室

12月       2 日（木） 東部子ども家庭支援センター職員 東部子ども家庭支援センター

 11



　計画の見直しにあたり、「区民ミーティング」、「各団体との意見交換会」、「各層へのヒアリ

    ング調査」を実施した結果、区民の皆さんから地域に対する多くのご意見がありました。

　その意見を整理し、地域福祉活動計画の５理念に分類しました。

○区民ミーティングで様々な情報が入手できるのはとても有益なので、もっと情報交換
    に時間を割きたい。

○前回のミーティングをもとに発展した内容に繋げ、出席者が満足感や充実感を持って
    帰れる魅力あるミーティングが毎回開催されれば、参加の継続に繋がる。

○既存のマップの存在を知らない人が多く、必要な人に知ってもらう取組みが必要である。

○マップには問合せ先や施設の利用方法を載せるべきである。

○災害時に備えるため、井戸や消火器の場所がわかるマップが欲しい。

○高齢者は地図が読めない方も多く、情報収集弱者に対してのマップを作るべきである。

○後見人は事務的な負担も大きく、弁護士などでも横領事件が起きているので市民
    後見人は、複数で対応するのはどうだろうか。

○市民後見人の PR が必要。

○社協で作っている「わたしの記録帳」を活用して、自分の想いなどを記しておくと、
     後見人の手助けになるのではないか。

Ⅰ．誰もが安心して暮らせるまち

きるのはとても有益なので、もっと情報交換

区民ミーティングでの意見

●区民ミーティングの周知方法を工夫したい。

●広報では誰もが区民ミーティングに参加可能との ことだが、今のままでは参加し
    にくい。

●障がい者団体は、親が亡くなった後の子どもの問題で、成年後見人への関心が非常に高い。

●後見人制度があまり理解されていない。
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

多数



○区民ミーティングに参加するメリットを伝えることが必要。　

○区民ミーティングに手話通訳者を常に用意して欲しい。

○一つの地域のみではなく、異なる地域のミーティングにも参加するこ
    とでわかることがあるのではないか。

○夜の時間設定では、家事や子どもの世話でミーティングに出席できない。

○ミーティング中の子どもの世話をする為にベビーシッターやヘルパー
     などのサポートが欲しい。　

○安心して暮らせるまちづくりと言われても具体的に何を話し合ってい
    るか わからないので、簡潔に今何を話しているのか今までのミーティ
     ングの経緯を教えて欲しい。

○今の若い障がい者の人はどの会にも入らない。そのような方から切実
    な意見を聞けるのではないか。　

○ミーティング会場のトイレなどに障がい者へ向けた配慮が欲しい。　

○マップを作る際は、民生委員と連絡を取るなどしてプライバシーに
    配慮して欲しい。

○高齢者、障害者、子育て世代など違う目的ごとのマップを一つの本
　にまとめて欲しい。

○マップは写真等を使うとかなり分厚いものになる。スマートフォンの
    アプリなどにできないか。

○市民後見人の定義 ( どこでどのような人がどのような研修を受けて
     なるのか ) をはっきり示して欲しい。　

○区民ミーティングでは、地域の問題点の話し合いばかりなので、地域
    のいい点を話し合い、伸ばしていけたらと思う。

○区民ミーティングに参加するまでは不安 ( 何を話せばいいか、大人に
    受け入れてもらえるか等 )も多いが、行ってしまえば話しやすい雰囲気。
 柔らかい雰囲気だということをもっと PRしたらいいと思う。

○地域についてこんなに真剣に考えている方々が大勢いることに驚いた。
    大学生等若い世代は自分のことだけに目が行きがち。

○若い世代だけで集まり、区民ミーティングをしてみたい。　

　

Ⅰ．誰もが安心して暮らせるまち

大学生

障がい者団体



○区民ミーティングは別の催しと連携してはどうか。 

○保育付きでなければ、子どもを連れて参加するのは厳しい。

○誰でも参加していい催しは、対象者がイベントの対象が自分であるこ
    とに気付けず、参加しない。「子育て中で 35歳までに出産した人」の
    様に参加者を初めから条件づけることで参加者が増える。

○ミーティングの対象をいきなり幅広い世代にするのではなく、まず子
    育て世代の方たちの話を聞く機会を作り、そこから段階的に区民ミー
    ティングへ紹介できないか。

○自分たちのニーズをどこかの政策や事業に反映してもらうために行動
　するほど社会性のある人は中々おらず、個人的に片づけがちである。

○区の子育て世代向けの施設には、「働いていない人」や「育休の人」など
    比較的ゆとりがある人達が集まりやすい。保育園の懇談会では、「働い
    ている人」「働いていない人」「介護をやっている人」が混在してより
     広く意見を集められる。

○年齢差が開きすぎると、何を話していいのかわからない。

○大学生と話す機会があったら、聞いてみたいことはたくさんある。

○掲示板に区民ミーティングのお知らせが張ってあり、たまたま見たと
     しても、具体的に何をするのか、何を話すのかがわからないので行き
     たいとは思わない。

○座って話すとかしこまった雰囲気になるため話しづらい。
    立食パーティーのように和気あいあいと話せるような雰囲気ならば、
    行ってみてもいいかと思う。

○年齢の近い方よりも、高齢者の方々と話をしてみたい。
     いろいろとためになる話が聞けそう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○豊島区のいいところを知りたい。

○外国人と日本人の交流が少ないのは日本語力の問題もあるが、誰かの
　紹介があれば日本語が上手くなくても交流できると思う。

○区民ミーティングは、もし機会があればぜひ参加したい。
    テーマは日本の文化や中国の文化について話したい。

○日本人に外国人についてどう思っているか聞きたい。

Ⅰ．誰もが安心して暮らせるまち

○年齢差が開きすぎると、何を話し

外国人

子育て世代

中高生



○CSWは朝のラジオ体操など、人が集まる場所へ出向いて活動や行事をアピールすべ
   きではないか。紙で広報しているだけでは足りない。

○町会、民生・児童委員、CSW、サポーターの相関図を作り回覧板で回し、困った時の
　連絡先として施設や機関の連絡先を載せて、施設との連携図をわかりやすくカードに
　して配布するなどの周知を行ってはどうか。

○サポーターには、区民ひろばなどに来られないような人たちを見守ってもらいたい。

○サポーターは地域で困っている人を救うために良い制度である。役に立ちたいと思う。
  共助のシステムが機能すれば、地域の絆も深まる。

○地域福祉サポーターがどういうものか分からない。やっとCSWが少しわかるようになった。

○サポーターと民生委員が繋がっておらずお互いを知らない。

○地域福祉サポーターというアンテナが地域に増えるだけではなく、関係機関と連携
　できるような体制があって初めて、点での見守りが面での見守りに広がる。

Ⅱ．新たな支え合いのあるまち

所へ出向いて活動や行事をアピールすべ

●CSWの活動をもっと周知して欲しい。

●地域福祉サポーター、CSW、町会、民生・児童委員とでネットワークを作る必要がある。

●サポーターとして活動する上で具体的にどのように活動を行うのかわからないので
    活動マニュアルが欲しい。

●町会役員・イベント主催者の高齢化が課題。

○社会生活を営んでいる人は話すことが上手で建設的な意見を発信しや
     すいが、異世代の中で意見を発表するのはさらにハードルが高い。

○高齢者から子どもまで全ての世代で話し合うのは理想だが、持ってい
     る課題がそれぞれ違うのでそれらを共通させる投げかけが必要である。

○区民ミーティングのような機会は成熟していくと大事なものになる。

○テレビ局が取材に来ると人が集まる。

○子どもの年齢別に集まってはどうか。

○生活マップを使う当事者が作成過程に入っていると良いマップができる。

○後見人の対象者を後見人につなげていくためのネットワーク作りが必要。

Ⅱ．新たな支え合いのあるまち

多数



○サロンへの CSWのサポートがありがたい。

○CSWが少しでも手話が出来れば助かる。

○日常の相談の窓口の一つとして CSWが存在するのはよいことである。

○日中、区民ひろばで何でも相談会が開かれているが、障がい者は通所や
    勤めているので参加できない。CSWは直接、施設等へ出向いて欲しい。

○通所施設の保護者会等に「今何かお話しすることはありますか」と
   出向いていただくこと も必要である。　

○  “ 社会福祉協議会 ”、  “ コミュニティソーシャルワーカー ” どちらも
      知らなかった。 

○CSWのロゴマークや目に留まるようなユニフォームを作ってもっと
　 PR してはどうか。

○学生が地域に関心を持つには、引っ張ってくれる方が必要。　

○交流会に参加したいが、私個人では、会を開く能力と機会がない。

○CSWと役割の被った既存のワーカーはたくさんいる印象があるが、
　相談の対象を限定しないソーシャルワークを行う人が身近にいるのは
　大きい。

○相談のニーズの有無がわからないところから相談を拾えるのが CSW
　のつよみだが、支援が必要な人は自分に支援が必要とは思っていない
　ので宣伝が必要である。

○CSWはフットワークの軽さを大切にして欲しい。

○日本人と外国人では、子育てに対する考え方などの習慣の違いがある。
    言葉とお互いの文化を知ることが大切である

○学生が地域に関心を持つ

Ⅱ．新たな支え合いのあるまち

外国人

大学生

障がい者団体

子育て世代

中高生



○災害時に備えて聴覚障がい者のために筆談器を用意して欲しい。

○聴覚障がい者は、食事の配給の放送なども聞けないので、情報の入手に
   苦労する。

○手話には、方言があり、非常時ではプロでなければ意思疎通が難しい。
    パネルや筆談器等の用意が必要である。

○迷子になった認知症の方を地域住民で支援したことがあるが、とても大変で GPS
    を利用する、連絡先がわかるようにしておく等のシステム作りが必要である。

○普段からのおせっかい運動でまずは地域の人と顔見知りになることが大切でる。

○日中は若い世代が働きに出て地域におらず、近所づきあいが希薄化している。
  それを前提に災害時の近隣の初期消火や要援護者の避難について考える必要がある。

○障がい者への個別対応を可能にするための現状把握が必要。

○独居の方の対応は、個人情報保護の壁のため名簿を共有できず困っている。

○防災訓練は参加者のほとんどが高齢者であり、実際に被災した際、力になってくれる
    層の参加が少ない。若い層をどのように引っ張るかという課題がある。

○ボランティア活動の中でリーダーとなる人材を育てる仕組みを作りたい。

Ⅲ．災害に強いまち

●災害が起こる前の訓練や地域の関係作り、
   現状把握が大切である。

○3.11 の際にボランティアに行ったが、東北に知人がいたことが大き
    かった。費用も時間もかかるので、なかなか難しい。

○個人情報の取り扱いに関する正しい理解を広める必要がある。(多数 )　

○福祉救援センターや避難場所を地域に周知する活動を行うと良い。

Ⅲ．災害に強いまち

○3 11 の際にボランティアに

多数

大学生

障がい者団体



○災害時は、情報が行き届かないことが不安。自分が耳にした情報を
    周囲に伝えられるよう、最低限のコミュニケーションは必要だと思う。

○  “ 地域 ” 的なコミュニケーションは少ないかもしれないが、池袋駅
   周辺は店舗が多いため、店員と客という形のコミュニケーションは多
   いはず。各店舗・職場でしっかり避難訓練を行っていれば、災害時、
    強みになるのではないか。

○災害時、避難の誘導をできる方がいると心強い。

○災害時には各々、耐えられるだけ耐えるしかない。

○身の安全を確保した後は、精神的なカウンセリングが必要になるので
    はないか。話したり、遊んだりコミュニケーションが必要になると思う。

○学校では毎日、３限後の休み時間に全校生徒が外に集まり、体操を
    行っている。災害時はその隊形に並ぶよう指示されている。

○学校からの指示で、災害時伝言ダイヤルの練習をしたことがある。

○他の年代の方々よりは体力がある。災害時にはそういった力を活かせ
    たらと思う。

○学校で、泊まり込みの防災訓練をしたことがある。

○自宅の両隣と正面の家に高齢者が住んでいることは把握している。
    被災時は、父と協力して助けに行く必要があると思っている。

○いつもスマートフォンを用いて情報収集しているが、災害時には充電
    も切れ、回線も滞ることが予想されるため不安である。

Ⅲ．災害に強いまち

中高生

外国人 ○日本は地震や台風があるので、危険な場所と思われているが、政府の
     被害者への支援が手厚いので安心している。

○小さな地震は慣れているが、大きな地震や出先で被災した際など特別
    な状況での避難訓練をしたい。

○防災訓練があればぜひ参加したい。地震の時に何をすればいいのかを
    知りたい。



○町会と都立高校が防災協定を結んで、校門を災害時は開けてもらい、避難の際の
   通路にしてもらうという約束を取り付け、鍵3個を既にお預かりして持ち歩いている。

○それぞれの町会長たちが自分たちの町会を守るためにどれだけ腐心しているかを
    周知し、各町会・地域の活動、実情をよく知ってほしい。区と社協が応援してく
    れることを望む。

○子育てママのサポートを強化することにより、町会や地域のことを知ってもらえる
    チャンスになるのではないか。

○町会と区内の大学が協働作業をし、関わりを持っている。

○多忙な若い世代が町会に関われるよう、準役員として負担を軽減する取り組みを
    行っている。

○学校との付き合いがなく、新入生がわからない。町会は子どもたちと付き合ってない。

○役員と町会の仕事をしたくないので町会に入りたくない。

○防災訓練時にスイカ割りのイベントを実施しており、高齢者から孫の世代まで参加
　率も非常によい。しかし、間の年齢層 ( 父母 ) に参加してもらえないため、その世
　代に参加してもら いたい。

Ⅳ．地域の元気がみえるまち

校門を災害時は開けてもらい 避難の際の

○若い人で町会に入っていなくても、掲示板を見て興味を持ち区民ひろばに来てくれ
    ることがある。防災展を区民ひろばで行った時に、町会に入ってほしいと呼びかけ
    たら、2名だが入りたいと言ってくれた人がいた。お祭りは、その時だけしかこない
    という人も多い。

○チェーン店が町会に入ってくれない。

○回覧板以外に地域の情報を得る方法が少ない。

●町会役員の高齢化が課題である。

●マンションと町会の繋がりが少ない。

●お祭り以外で町会がどのような活動を行っているかイメージが湧かない。

●若い人や外国人など特定の層が集まる場を作って情報交換をしたい。

●お祭り等のイベントは参加しやすい。

                                                                                         　　　　　

Ⅳ．地域の元気がみえるまち

多数



○地域活動は、志だけが高く実際にはできていないので、現実を汲み取って次の活動
   へ移らなければならない。

○社協が関わっていないだけで、既にサロンは 50 くらい立ち上がっており、社協の
    支援を受けなくてもサロンは立ち上がる。大切なのは、地域のボランティア活動の
    場づくりに向けた、社協のサポートである。

○話をすることなく、レジでお金を支払って出て行くなど商店でのコミュニケーション
 がない。

○子どもの両親が地域に興味を持たなければ、子どもは地域に参加しにくい。

○高齢化がすすみ、地域に子どもが少ない。

○海外勤務から戻ってきたが、以前と比べて地域との関係性が薄くなっている気がする。
     つながりが持てる街になってほしい。

○団地等に日本国籍でない方もいて、言葉・ゴミ・マナーなどで問題がある。

○生協に入ったら、地域で仲間もでき知人も多くなった気がする。

○細胞のような近所の核を沢山つくり、それらが合体して、繫がりの輪を徐々に広げられ
   るよ うな活動ができるようにしていくことが必要である。

○CSWと大学が連携して学生（グループ）に地域の行事に参加してもらう等、情報発信・
    PR の場として、大学に協力をしてもらい、地域との関わりを持って貰えるようにする。

○町会員以外の人にも見てもらえる掲示板を有効活用する。

○社会と関わりたくない人たちが自然に関わりを持てる仕組みを作っていけたらよいと思う。

○町会・民生児童委員・育成等がなにをやっているか、CSWが先頭に立ち地域の情報
    収集に努め、集約、活用していく必要がある。

○小さい地域で細かい情報を発信する方法を考える。地道な声かけを行い、掲示板を
    活用し掲示板マップを作成する。

○自分たちで何が出来るかを形にしていく時代になってきた。小さいことから始めるこ
    とが大切。そのまとめ役で連携を作る場が社協だと思う。

○町会費の使い道を説明し、理解してもらう。

○町会と学校（小学校）との連携を目指し、PTA を引き込みたい。

○マンション管理人と連携を目指す。

○盆踊り、餅つき大会、バス旅行など、子ども連れの若い世代が参加できる行事を今後
   も行う。

Ⅳ．地域の元気がみえるまち



○新しい人が入りづらい雰囲気があるので、町会活動を担っている世代の
　方々にも変わってもらいたい。

○誰が町会の役員になっているのかも知らない。

○防災訓練をしていることは知っている。

○年齢が離れた方々の生活形態がわからないため、若い世代が何か考え
　付いても、話を振っていいものなのかためらってしまう。　

○何かきっかけがあって会や集まりに入ってみれば、その会の長所が見つ
　かるが、その一歩を踏み出すのが難しい。なかなかきっかけがつかめない。　

しい人が入りづらい雰囲気があるので

Ⅳ．地域の元気がみえるまち

大学生

外国人 ○日本人と関わる機会が少ない。スポーツが好きなので、同じ趣味を持つ
     人同士で交流できればいいと思う。

○池袋は、色々な国から人が来るので楽しい。西口は中国料理屋が多いの
     で料理教室などを開けば、交流出来ると思う。

○マンションに住んでいるが、もっと日本人の方と話をしたい。話をする
    ことで日本語も上達する。

○日本の交流会に参加したい。4 年前に旅行者として日本に来たとき、
     多くの交流会に参加した。それはガイドさんがいたからで、個人では
     そのような能力と機会がない。

○朝はあいさつを行い、近所の方とお話もするので、特に心の隙間は感じ
　ない。親切な人が多い。

○東京ではあいさつをしない。子どもとお年寄りは親切にしてくれるが、
　若い人は挨拶をしてくれない。
　ちゃんと話をすればわかってくれるとは思う。

○ホームステイなどでは、近所の方とお話をする機会があるが、学生寮や
    アパートでは、特定の方以外と話す機会が少ないと思う。ホームステイ
    の受け入れ先がもっと増えればいいと思う。

○ゴミの分類が外国人にとっては難しい。　



※P L 体団トンベイ生高中るす動活で袋池東プンャジータンセ生高中：  J 

○現在は受験も控えているため余裕がないが、ボランティア活動に興味
　はある。しかし、どこにボランティア情報があるのかが分からない。

○学校でのボランティアは、パンをもらえるためやる気が出る。

○父母の活動を手伝い、地域ボランティアの一助を担うことはある。
　自らボランティア情報を調べ、活動するほどの意欲はない。

○町会内に同年代の子がどれだけいるかがわからない。同年代の子がいな
　いと、地域行事には参加しづらい。

○生活に占める学校の割合が大きいため、地域について考えたり地域行事
　に参加したりすることはほとんどない。学校のある地域でも、通学路等
　のよく使用する場所のこと以外については知らない。

○地域行事に参加することはほとんどないが、マンション内でのあいさつ
　はしている。

○　“地域　” についてあまり考えたことがない。 幼いころは地域での交流
　もあったが、現在は寝に帰る場所になっている。いつのまにかお店が
　つぶれていたり、新しい施設になっていたりする。

○幼いころは家族や地元の友人と、地元のお祭りに参加していた。高校生
　になり、遊ぶ相手が地元の友人ではなくなったため、地元のお祭りに参
　加することはなくなった。

○お祭りは自身の地元のものだけでなく、規模が大きいものに参加する
　ことが多い。

○魅力的なイベントがあれば、友人と誘い合って遠くまで足を延ばす。

○ P L J  の活動では、中高生向けの企画の以外では子ども向けのイベント
　等の企画をすることが多い。

○普通の学校生活だけでは子どもと触れ合う機会はほとんどないと思わ
　れるので、PLJ の活動を通して貴重な体験ができていると思う。

○ P L J では、自分たちのやりたいことが自由に発言・提案・企画・運営
　できることが魅力。学年や所属等関係なく、皆同じ立ち位置で意見を
　出し合うことができる。 リーダーも決めていない。

○ P L J の活動では、やりたいと思ったことを実行できるため楽しい。
　周りの方々にも楽しんでもらうことができるので、やりがいがある。

 

※

Ⅳ．地域の元気がみえるまち

中高生 ○現在は受験も控えているため余裕



○情報発信の方法に検討が必要である。

○若い世代 (地域情報を届けたい世代 )に対する情報発信が
    不十分である。

○社協で活動計画の中心となる部署が、きちんと各地区で出た情報・意見を集約・
　分析し、将来を見据えた活動計画を再考し、各地区へ指示を出すという流れを作
   るべきである。

○NHK の豊中市の特集のような映像を活用すれば、地域福祉サポーターや CSW
    の関係性がわかりやすいのではないか。

○若い世代でも、Twitter や Facebookを利用している割合は半々くらい。
　ただ、利用している人へ情報を流すには有効なツールだと思う。SNS
　が広まったことで、昔よりも気軽に遠くにいる知人とも情報共有でき
　るようになった。

○通信技術の活用は、連絡会等の体制づくりをしたうえで実践すること
　が重要。

○メールより電話、電話より会って話すコミュニケーションが良いと
　考えている。

Ⅴ．協働のしくみがみえるまち

●区民ミーティング、市民後見人、CSW、地域福祉
   サポーターなど社協事業の広報に力をいれるべき
   である。

○ある区では、外国人に向けてメールで、イベントや日本文化の活動に
　ついて情報を送っている。

情報発信が

福祉
べき

Ⅴ．協働のしくみがみえるまち

いか。

erや Facebookを利用している割合は

多数

○虐待の噂話をするだけでは事件の予防に結びつかないので、通報や
　地域で直接的な関わりを持つことが大切である。

○大きなマンションの人たちは、近所付き合いが希薄で孤独に子育てを
　していることがある。

子育て世代

大学生

外国人



○子どもが保育園に入れるかどうかに若い子育て世代は関心を持って
　いる。

Ⅴ．協働のしくみがみえるまち

子育て世代

中高生高生 ○ふくじいの LINE スタンプを作成し、色や文言を工夫したチラシで若者
　の目を引いてはどうか。

○ ” 社会福祉協議会 ”、  “ CSW ” とどちらも知らなかった。 C SW の
　ロゴマークと目に留まるようなユニフォームを作ってはどうか。

○情報発信は、学校やジャンプ等で既存の仕組みがあるので、そういった
　ものを活用している。

○ジャンプのことは、友達からの紹介で知った。何に関しても、友人を通
　して情報を得ることが多い。

○所属している団体での情報共有は、メーリングリスト等を使用している。

○地域行事の情報はほとんど入ってこない。

○お祭りが近づいてきた時期などは、回覧板・掲示板を気にして見ている。

○日々のやり取りは LINE を用いている。重要なことはメールで情報
   共有している。

○チラシ等はほぼ見ない。知りたい情報があればインターネットで検索
    するが、地域情報については今まで検索したことがない。

○PLJ と社会福祉協議会や CSWとの協働については、現時点では具体
    的なイメージがないため想像しづらい。しかし、イベント等であれば
    是非協力したい。

○PL J の活動は、集まって話しあうことが主である。

○PLJ には、イベントの準備や片づけの手伝いをしたことがきっかけで
    入ることとなった。一度、何か一緒に活動をすることはその団体に
    関心を持ったり、団体の一員に入ったりする大きなきっかけになる。

※

※ジャンプ：中高生センタージャンプ。豊島区内の東池袋と長崎にある
                        施設で、多目的室やスタジオ等の設備を提供することで
                        中高生の居場所づくりを行っている。また、利用者の中
                        高生自身がお祭りなどの様々なイベントを企画している。



開催経過　　　　　日　　　程　　　　　　　　　　　内　　　容

（１）社会福祉法人 豊島区民社会福祉協議会地域福祉活動計画推進委員会　

平成 25年度
第 1 回

平成 25 年 12 月 18 日 ・平成 25 年度 第 1回区民ミーティングの報告
・地域福祉サポーターについて
・重点事業の進捗状況について

第 2 回 平成 26 年 3月 4日 ・地域福祉活動計画の見直しについて
・平成 26 年度 CSWの配置について
・地域福祉サポーターについて
・生活困窮者自立支援モデル事業について

平成 26 年度
第 1回

平成 26 年 6月 3日 ・平成 25 年度「地域福祉活動計画」実績報告
・地域福祉活動計画見直し方針および作業日程
    に ついて
・平成 25 年度「コミュニティソーシャルワー
　ク事業」実績報告

第 2 回 平成 26 年 10 月 28 日 ・作業部会報告
・「地域福祉活動計画」見直し途中報告
・「生活困窮者自立支援事業のモデル事業」
　実績報告

第 3 回 平成 27 年 3月  30 日 ・地域福祉活動計画（見直し案）について
・答申

開催経過　　　　　日　　　程　　　　　　　　　　　内　　　容

（２）社会福祉法人 豊島区民社会福祉協議会地域福祉活動計画作業部会

第 1 回　   　　　平成 26 年 7 月    7 日

第 2 回　　　　   平成 26 年 8月 22 日

第 3 回                    平成 26 年 9月 29 日

第 4 回                    平成 26 年 12 月  5 日

第 5 回                    平成 27 年 2月 26 日

・作業部会の進め方について
・見直しすべき事業について

・区民ミーティングでの意見報告について
・今後の見直しスケジュールについて

・分野別の意見聴取について
・見直し後の計画の体系について

・地域福祉活動計画 ( 素案 ) について
・地域福祉活動計画の名称について

・地域福祉活動計画（見直し案）について

     計画見直しの経過



(３）社会福祉法人豊島区民社会福祉協議会　地域福祉活動計画推進委員会　委員名簿
任期：平成 25 年 3月 1日～平成 27 年 2月 28 日

NO             役職                     氏　名                               現　　職（推薦母体）                            備　考

 １            委員長             ○田中    英樹           早稲田大学　人間科学学術院　教授

 ２          副委員長        ○神山　裕美           山梨県立大学　人間学部　准教授

 ３          委　　員              山下    和郎         ）会師医区島豊（ 長院クッニリク科外形整下山

４          委　　員        ○  草薙    豊              公募区民

５          委　　員        ○  橋本   勝眞            公募区民

６          委　　員        ○  中島   育子            公募区民

７          委　　員        ○  菅原   眞弓         豊島区行政情報公開・個人情報保護審議会

８           委　　員              田中 幸一郎        池袋本町一丁目町会会長（豊島区町会連合会）

９           委　　員              寺田   晃弘          豊島区民生委員児童委員協議会代表会長
                                                                             （民生委員児童委員協議会）

10          委　　員                石川 智枝子          豊島区青少年育成委員会連合会会長
                                                                              （豊島区青少年育成委員会連合会）

11          委　　員              中島  しづゑ        豊島区高齢者クラブ連合会副会長
                                                                            （高齢者クラブ連合会）

12          委　　員              礒﨑  たか子       NPO 法人麦の家　代表（障害者団体連合会）

13          委　　員        ○  諸岡   真弓            豊島区精神保健福祉を進める
                                                                              ボランティアの会（ボランティア団体）

14          委　　員              武居   裕子          若草保育園園長

15          委　　員              肥後   義道           社会福祉法人敬心福祉会 ( 介護老人福祉
                                                                            施設・身体障害者療護施設施設長 )

16          委　　員              中野   雅義             社会福祉法人東京都知的障害者育成会
                                                                               ( 駒込実習所・駒込福祉作業所施設長 )

17          委　　員              澤田　潔             アトリエ村高齢者総合相談センター　施設長

18          委　　員              常松     洋介           豊島区　保健福祉部　福祉総務課長

19          委　　員              坪内　榮一            豊島区　子ども家庭部　子ども課長        H26.3月まで

20          委　　員              大須賀   裕子           豊島区　子ども家庭部　子ども課長        H26.4月から

21          委　　員               横田　 勇               豊島区民社会福祉協議会事務局長

○　:　作業部会委員



( 設置 )
第１条　　豊島区民社会福祉協議会地域福祉活動計画（以下「地域福祉活動計画」という。）
                      を策定し、その円滑かつ着実な推進を図るため、豊島区民社会福祉協議会地域福
　　　　　祉活動計画推進委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

(所掌事項 )
第２条　　委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

。とこるす関に定策の画計動活祉福域地   　）1（   　
。とこるす関に進推の画計動活祉福域地   　）2（   　

 　）3（   　  その他委員会が必要と認めること。

(構成）
第３条　　 委員会は、次に掲げるものの中から会長が委嘱する 20 名以内の委員をもって構
                       成する。

者験経識学　　）1（   　
   　（2）　　区民

者係関祉福　　）3（   　
員職区島豊　　）4（   　

   　（5）　　豊島区民社会福祉協議会職員

(委員の任期）
第４条          委員の任期は 2年とし、再任を妨げない。
        ２　　  委員に欠員が生じたときは、補充することができる。 ただし、その任期は前任者
                       の残任期間とする。

(委員長及び副委員長）
第５条          委員会に委員長及び副委員長を置く。
        ２  　　委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。
        ３　　  委員長は、委員会を代表し会務を統括する。
        ４　　  副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(委員会）
第６条          委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
        ２　　  委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者を出席させることがで
                       きる。

(報告）
第７条　　委員長は、委員会の検討結果を会長に報告する。

(庶務）
第８条　     委員会の庶務は、社会福祉協議会事務局において処理する。

(委任）
第９条          この規定に定めるもののほか、委員会の運営その他について必要な事項は、委員
                       会が 定める。　　
 
 附則１　    この規定は、平成 13年 2月 1日から施行する。
          ２　    豊島区民社会福祉協議会経営委員会規程及び豊島区民社会福祉協議会地域福祉
　　　　     活動計画後期計画策定委員会要綱は、廃止する。　　
附則　　    この規定は、平成 13年 5月 30日から施行する。
附則　　    この規定は、平成 25年 5月 19日から施行する。

(４）社会福祉法人　豊島区民社会福祉協議会地域福祉活動計画推進委員会規程　



あ行

■あんしんカード
　緊急時等に備えて持ち歩くカード（氏名等必
要事項を記入）。豊島区町会連合会と豊島区民社
会福祉協議会が「安全と安心な地域づくり」の
協定に基づき、”歳末たすけあい地域福祉募金”
によって作ったもの。

■インディペンデンス（Independence）
　自立、自主性、主体性。

■ NPO（ Non Profit Organization）
　民間非営利組織といわれるもので営利を目的
としない団体。

■エンパワメント
     社会福祉援助において、利用者や利用者集団、
コミュニティ等が自ら抱える問題を主体的に解
決しようとする力を引き出すこと。また、自分
自身にある力を発見したり、その力を伸ばして
いくこと。

     用語説明

か行
■介護保険サービス
　要支援1～ 2と認定された人のための「予防
給付」と、要介護1～ 5と認定された人のため
の「介護給付」の2種類がある。予防給付は、状
態がそれ以上悪くならないように、生活機能の
維持と改善に主眼をおいている。

■エイズ (  AIDS   後天性免疫不全症候群 )
　HIV( ヒト免疫不全ウイルス ) に感染すること
によって、本来人間に備わっている病原体に対
する抵抗力が、正常に働かなくなることで発症
する様々な病気の総称。

■ＩＴ  ( Information Technology：
                             インフォーメーション・テクノロジー )
     ” 情報技術”  ” 情報通信技術” などと訳される。
主にパソコンや携帯電話などのコンピュータ機
器、あるいはインターネットなどのネットワー
クにかかわる技術の総称。

■イベント
     特定の目的のために催す集団的な行事、催事、
興行など。

■音声コード
　QR コードと同じ印刷物上の切手大の二次元
コード。漢字を含めた活字文書を格納し、活字
文書読み上げ装置等により読み上げることがで
きる。

■介護療養型医療施設 ( 療養病床等 )
　療養病床等に入院する要介護者に対し、施設
サービス計画に基づき、療養上の管理、看護、

■アウトリーチ
　手を伸ばす・手を差し伸べるという意味で、
潜在的なニーズを掘り起こすために、社会福祉
の実施機関等において、支援者の方から積極的
に出向いていく支援方法。

■安心住まい提供事業
　立ち退き等により、住宅の確保に緊急を要す
る高齢者、障がい者、ひとり親家庭を対象とし
て、区が借り上げた民間アパートを所得に応じ
た低廉な家賃で提供することにより居住の安定
を確保する事業。

■アセスメント
　環境アセスメント、ヒューマンアセスメント等、
様々な分野で使われているが、福祉・介護分野
では「個人の状態像を理解し、必要な支援を考え、
将来の行動を予測し、支援の成果を調べること」
とされている。

■SNS
     「ソーシャルネットワーキングサービス」を参照。

あ
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■介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム )
　「特別養護老人ホーム」を参照。

 
■区民ひろば
　交流の拠点として、小学校区ごとにある、乳
幼児から高齢者まで誰でも利用できる施設。

■介護老人保健施設
　病院と特別養護老人ホームの中間的施設で、
医療ケアと日常の介護の両方を受けながら、在
宅への復帰を目指すリハビリ施設。介護中心の
「特別養護老人ホーム」と医療に重点を置いた
「医療施設」の中間的施設で、介護保険で入居
できる老人保健施設。

■稼働年齢層
　生活保護制度では、15歳から 64歳までは稼
働年齢層 ( 就労して生活費を得ることのできる
年齢層 )として扱われ、よほどの病気や障がい
でない限り、就労するように指導される。

■緩和ケア
　病気の早期の段階から、患者や家族の痛みや
その他の症状をコントロールし、精神的、社会
的な苦痛を和らげる援助。

■がん診療連携拠点病院
　がん患者が全国どこでも質の高いがんの専門
治療が受けられるように、都道府県ごとに厚生
労働大臣が指定した医療機関。

■QOL(Quality of life：クオリティ・オブライフ)
　「生活の質」・「生命の質」・「生きることの質」
などと訳される。

■居宅介護支援、介護予防支援
　介護サービス等の適切な利用ができるよう、
居宅サービス計画 ( 介護予防サービス計画 ) を
作成するとともに、計画に基づくサービスの提
供を確保するため事業者との連絡調整などを行う。
また、居宅要介護者が介護保険施設への入所を要
する場合には、介護保険施設への紹介などを行う。

■グループホーム ( 障がい者 )
　地域社会の中にある住宅 (アパート、マンシ
ョン、一戸建て等 )において、数人の障がい者
が一定の経済負担を負って共同生活をする形態。
同居あるいは近隣に居住している専任の職員に
より食事の提供、相談その他の日常的生活援助
が行われる。平成26年４月１日より従来のケア
ホームがグループホームに一元化され、入浴や
排泄などの介護サービスも提供されるようにな
った。

■グループホーム ( 認知症 )
　認知症の高齢者が、介護スタッフと共に少人数
で共同生活する地域密着型サービス。家庭的な
環境のもと、食事・入浴などの日常生活上の支援
や機能訓練などが行われる。

■ケアマネージャー
　援助のすべての過程において、利用者と社会
資源の結びつけや関係機関・施設との連携など、
生活困難な利用者が必要とする保健・医療・福
祉サービスの調整を図る (ケアマネジメント)役
割をもつ援助者のこと。

■ゲートキーパー
　自殺予防の分野において、地域や職場、教育
等の分野において、自殺のサインに気づき、見
守りを行い、専門相談機関による相談へつなぐ
役割が期待される人材のこと。

■ケアマネジメント
　個々の要援護者の生活状態に合わせて、要援
護者のニーズを明らかにし、ニーズに合致する
社会資源についてのきめ細かいケアプラン (介
護サービス利用計画書 )を作成し、これに基づ
いて実際にサービス等の社会資源を提供してい
く仕組みのこと。

医学的管理のもとにおける介護、その他の世話
および機能訓練、その他必要な医療を行う施設。 か

     用語説明



さ行
■社会貢献型後見人（市民後見人）
　成年後見制度において、成年後見人等として、
家庭裁判所から選任された市民。

■コミュニティ
　居住地域を同じくする共同体。通常、地域社
会と訳される。

■コーディネーター
　いろいろな要素を統合したり、調整する者。

■権利擁護
　自己の権利や援助のニーズを表明することの
困難な障害者等に代わって、援助者が代理とし
てその権利やニーズ獲得を行うこと。

■口腔ケア
　口腔の清掃や歯垢・歯石・舌苔等の除去、
口腔疾患の治療・予防等により口腔を衛生的
に保つこと。

■高次脳機能障害
　脳卒中 ( くも膜下出血・脳内出血等 )・感
染症などの病気や交通事故・転落等で脳の
細胞が損傷されたために言語・思考・記憶・
学習等の面で起こる障がい。脳の中の障がい
のため、外見から障がいを見極めるのは非常
に困難で、患者本人が自覚していない場合も
多く、周囲からも理解されず、福祉政策を受
けにくい状況に置かれている。

■コーディネート
　各部分の調整を図って、全体がうまくいくよう
に整えること。

■骨密度
　骨の量を測定する指標。骨の中にカルシウム
などのミネラル成分がどれくらいしっかり詰ま
っているかを表す数値。骨質とともに骨強度を
決める要素。

■コミュニティビジネス
　地域の多種多様な課題、要望を満たすため
に、住民が主体となって、地域の資源を活用
しながら展開していく地域密着型ビジネス。

■高齢者総合相談センター(地域包括支援センター)
　地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進
を包括的に支援するために、区市町村に設置
されている高齢者の総合相談窓口。
　豊島区では、平成 18 年 4 月に 8 か所設置
され、社会福祉士・保健師等の専門職員が各
種相談・申請受付などの総合的な支援を行っ
ている。また、区民に親しまれるよう平成 22
年 1 月より通称名「高齢者総合相談センター」
を使用している。

■コミュニティソーシャルワーカー
　（Community Social Worker：CSW）
　地域のニーズや課題を発見し、住民参加によ
る地域活動や地域間で連絡・調整、住民への福
祉教育などの地域援助にあたる専門職。身近な
地域での相談窓口や訪問などで様々な相談に対
応し、適切なサービスにつなぎ、早期解決に結
びつける。また、地域の共通課題の解決に向け
た新たなしくみづくりやサービスの開発を行う。

■社会福祉協議会
　社会福祉法に基づいて全国・都道府県・市
区町村に設置されている社会福祉法人で、各
自治体において、住民が主体となって地域福
祉を推進することを目的とする。

■骨粗しょう症
　骨粗しょう症は、鬆 (す )が入ったように骨の
    中がスカスカの状態になり、骨がもろくなる病
   気で、わずかな衝撃でも骨折をしやすくなる。

がんや脳卒中、心筋梗塞の様にそれ自体が生命を
おびやかす病気ではないが、骨粗しょう症による
骨折から要介護状態になる人は少なくない。
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■青少年育成委員
　青少年問題協議会の施策を基調として、地域
社会における青少年の健全な育成を図ることを
目的とした 地域の自主的な組織で区内 12の地
区委員会において、子ども祭りやレクリェーシ
ョン、 スポーツ等を通じた青少年との交流や、
青少年の社会参画を促す様々な活動を行う者。

 
■収去検査
　食品関係営業者より検査のための必要最小量
を無償で提供いただき検査すること。

■小規模特別養護老人ホーム
　「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」
を参照。

■ジョブコーチ
　障がいのある人と共に現場に入り、その人が
自立できるように仕事のことに限らず、コミュ
ニケーションの支援など様々な角度から、多元
的視点で支える人。

■スキルアップ
　資格や技術を習得する事と、それを磨き向上
させること。

■スクールソーシャルワーカー
                                  (School Social Worker：SSW)
　児童相談所をはじめとした行政機関や社会資
源などの外部機関と当該教育機関との連携環境
の構築、あるいは保護者の経済状況や就労状況
などの生活面で、特に重大な困難や福祉的援助
の必要性が認められる家庭への、社会保障・生
活保護提供などを含めた自立支援相談を行う者。

■シルバーピア
　高齢者 (65歳以上 )の一人暮らしや二人世帯で、
住宅に困っている方が、自立して安全な日常生活
が送れるように建設された住宅。必要に応じて
入居者に生活指導・相談、一時介護などのサービ
スを提供するケアセンターを設置することとして
いる的視点で支える人。

■ショートステイ ( 短期入所 ) サービス
　介護を行う者の疾病その他の利用により、居
宅において介護を受けることができなくなった
寝たきり高齢者や重度身体障がい者などを、特
別養護老人ホームや身体障がい者療護施設等に
短期間預かり、必要な介護を行う。

■小規模多機能型居宅介護、
　介護予防小規模多機能型居宅介護
　「通い」を中心として利用者の様態や希望など
に応じ、随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせ、

入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生
活上の世話および機能訓練を行う。 ■ストレスマネジメント

    ストレスとは、問題と感じることを抱え負担
に思っている状態といえる。適切な対処方法を
実践することでストレスと上手に付き合ってい
くことをストレスマネジメントという。

■スポーツドクター
　スポーツをしている人達に健康管理やスポー
ツ障がいに対する予防、治療等の臨床活動を行
うとともに、スポーツ医学の研究、教育、普及
にあたる者とされ、日本医師会他 2団体で実施
している講習会を受講し、認定された者。

■成年後見制度
　認知症、知的・精神障がい等により、日常生
活における様々な契約行為や財産管理等が困難
な方の権利と財産を保護する制度。

■セーフコミュニティ
    は等故事やがけ「 、決して偶然の結果はなく、
原因を究明することで予防できる」という考
え方のもと、地域のコミュニティや絆を広げ
ながら、生活の安全と健康の質を高めていく
まちづくり活動。
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■( 福祉サービス ) 第三者評価
　事業者でも利用者でもない第三者が専門的か
つ客観的な立場から、サービスの内容や質、事
業者の経営や組織のマネジメント力を評価する
もので、利用者の選択とサービスの質の向上に
向けた事業者の取り組みを促すことを目的とし
ている。

■ソーシャルインクルージョン
　イギリスやフランスなどヨーロッパ諸国で近
年の社会福祉の再編にあたって、その基調とさ
れている理念。具体的には、生活困窮者、外国
人、障がい者など誰も排除されない、誰も差別
されない社会である「共に生き、支え合う社会
づくり」を目指すというもの。

■ソーシャルネットワーキングサービス
(Social Networking Service：SNS)
　インターネットを通じたコミュニケーション
を目的とした社会的なネットワーク。コミュニ
ティ型のWebサイトなどで知人間のコミュニ
ケーションを円滑にし、趣味や嗜好、居住地域、
出身校などのつながりを通じて新たな交流の場
を提供する。

■第 2 のセーフティネット
　就業と生活の安定を守る制度の第一は雇用保
険で、生活保護が最後の救済策と言われ、その
中間を補完する仕組みとして整備されたのが
「第2のセーフティネット (安全網 )」である。
雇用保険が適用されない非正規労働者や失業給
付が終了した人を対象として、就業支援を目的

■短期入所生活介護 ( ショートステイ )、
　介護予防短期入所生活介護
　「ショートステイ ( 短期入所 ) サービス」を
参照。

■短期入所療養介護 (医療ショートステイ )、
　介護予防短期入所療養介護
　介護老人保健福祉施設や介護療養型医療施設
に短期入所し、医学的な管理のもとでの介護や
リハビリテーションなどのサービスを行う。

■地域活動支援センター
　障がいのある人に創作的活動や生産活動、社
会との交流の促進等の便宜を給与する施設。

■地域自立支援協議会
　障がい福祉に関わる様々な分野の関係者で構
成され、相談支援事業を始めとする地域の障が
い福祉に関する課題を協議する場。豊島区では、
平成 19年 11 月設立。

■地域福祉サポーター
　豊島区民社会福祉協議会、コミュニティソー
シャルワーカー (ＣＳＷ)との連携のもと、身近
な地域において起きている福祉課題解決に向け
て活動する者。

■地域包括支援センター
。照参を」ータンセ談相合総者齢高「     

■地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
　(小規模特別養護老人ホーム )
　定員29人以下の特別養護老人ホームに入所す
る要介護者に対し、地域密着型施設サービス計
画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護、その
他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理およ
び療養上の世話を行う。

に生活資金や住宅入居費などの貸付・支給を行
う各種支援制度。

■ソーシャルワーカー
　主に社会福祉事業等に従事し、社会福祉学を
基に社会福祉援助技術を用いて社会的に支援を
必要とする人とその環境に働きかけを行う。
     現在は国家資格である社会福祉士と精神保健
福祉士の総称。
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■地域密着型サービス
　認知症高齢者やひとり暮らしの高齢者などが
中重度の要介護状態になっても、可能な限り住み
慣れた自宅や地域での生活が継続できるよう、
地域の特性に応じて、多様で柔軟なサービスを
提供するもの。

■地域密着型特定施設入居者生活介護
　定員 29 人以下の介護専用型有料老人ホーム
等の特定施設に入居している要介護者について、
入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上
の世話、機能訓練、療養上の世話を行う。

■地縁団体
　町会・自治会、民生委員・児童委員など。
生活環境の向上、防犯・防災、住民の親睦など
広く地域社会の維持と形成を目的とした団体。

■知縁団体
     NPO・ボランティアなど。社会貢献活動や慈
善活動などのある特定の目的をもって組織され
て地域の枠を越えて活動する機能的な団体。

■地区担当職員
　豊島区民社会福祉協議会の職員を高齢者総合
相談センター ( 地域包括支援センター )の 8圏
域に配置したもの。お祭りや防災訓練等の行事
に参加し、区民ミーティングを推進するなど地
域のコミュニティづくりの支援を行う。

■通所介護 ( デイサービス )、
　介護予防通所介護
　送迎バスなどで、デイサービスセンターなど
に出かけ、レクリエーションやリハビリテーショ
ンなどにより、日常生活上の支援や生活行為向
上支援を行う。入浴や食事などのサービスも利
用できる。また、介護予防通所介護では、日常
生活上の支援や生活行為向上支援などの共通的
サービスに加えて、介護予防を目的とした運動
器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上の選
択的サービス等が利用できる。

■通所リハビリテーション ( デイケア )、
　介護予防通所リハビリテーション
　介護または介護予防を目的として、介護老人
保健施設、病院、診療所に通い、施設において
心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立
を助けるための理学療法、作業療法その他必要
なリハビリテーションを行う。

■デイジー
　(Digital Accessible Information=DAISY )
　デイジーとは、視覚障がい者や普通の印刷物
を読むことを困難な人々のための、デジタル録
音を中心としたマルチメディアの国際標準規格
のこと。
　点字図書館では、視覚障がい者のためにデイ
ジー録音図書を製作し、主にCDの形態で貸し
出しを行っている。再生には、専用機またはソ
フトウェアをインストールしたパソコンなどが
必要。

■東京都福祉のまちづくり条例
　平成 7年 3月に制定された条例で、東京で生
活するすべての人が基本的人権を尊重され、自
由に行動し、社会参加できる「やさしいまち東
京」の実現を目指している。建築物、道路、公
園、公共交通施設の整備基準を定めており、住
宅、宗教施設、文化財施設を除くすべての建築
物で、一定規模以上の施設はその整備内容につ
いて届け出をすることになっている。

■特定施設入居者生活介護、
　介護予防特定施設入居者生活介護
　介護または介護予防を目的として、有料老人
ホーム、軽費老人ホーム等に入居している要介
護者等について、その施設が提供するサービス
の内容、担当する者などを定めた計画に基づき
行われる入浴、排せつ、食事等の介護、その他
日常生活上の世話 ( 支援 )、機能訓練、療養上の
世話を行う。

た
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■特別養護老人ホーム
　65歳以上の者であって、身体上または精神上
著しい障がいがあるために常時の介護を必要と
する者であって、居宅において適切な介護を受け
ることが困難な者が入所する介護老人福祉施設。

■都市型経費老人ホーム
　自炊できる程度の健康状態にあり、独立して
生活するには不安がある 60 歳以上の低所得者
が無料または低料金で入居でき、食事や入浴な
どのサービスを受けられる施設。都市型は、大
都市限定で設備、運営基準が緩和され、居室も
4畳半程度でも可。

■ニーズ
　必要。要求。需要。

■認知症対応型共同生活介護、
　介護予防認知症対応型共同生活介護
　( 認知症グループホーム )
　「グループホーム」を参照。

■認知用対応型通所介護、介護予防認知症
　対応型共同生活介護 (認知症デイサービス)
　特別養護老人ホーム、老人デイサービスセン
ター等に通い、その施設において、入浴、排せ
つ、食事等の介護を行う。

■ネットワーク
　人、組織などを関係づけ、網の目のようなつ
ながりそのもの。

■ハイリスク
　危険性が高いこと。

■発達障害
　おもに乳幼児から幼児期にかけて発達の遅れ
や機能獲得の困難さが生じる心身の障がいで、
通常、自閉症、アスペルガー症候群などの広汎
性発達障害、学習障害 (LD)、注意欠陥多動性障
害 (AD/HD)、その他これらに類する脳機能の障
がい。

■バリアフリー
     社会生活をしていく上で障壁となるものを除
去する意。もともと建築用語として、段差の解
消といった物理的側面の障壁を除くという意味
であったが、現在では障がいの有無や高齢者等
に関わらずすべての人の社会参加を阻害する物
理的、社会的、制度的、心理的なすべての障が
いの除去という意味で用いられている。

■ハンディキャブ
　障がいのある方や高齢の方が、車いすに乗っ
たまま乗り降りできるリフト付き自動車の運行
を、地域の皆さんの参加と協力により行う会員
制の有償運送サービス。

■パートナーシップ
　協働、連携し、お互いに協力関係にあること。

■ピアカウンセリング
　「障がい者の気持ちは、障がい者が最も理解す
ることができる」という米国における自立生活
運動から生まれた考え方で、障がい者が、障が
いのある援助者に悩みなどを相談し、カウンセ
リングを受けるもの。同時に障がい者が援助者
になることでエンパワメントを確立していくこ
とを目指したもの。

■ノーマライゼーション
     障がい者や高齢者等が区別されることなく、
社会生活を共にするのが正常なことであり、本
来の望ましい姿であるとする考え方。またそれ
に向けた運動や施策なども含まれる。

た

な

は

     用語説明



■BCP(Business Continuity Plan=事業継続計画)
　災害や事故等が発生した場合に、影響を最小限
に抑えて業務を継続させていくための計画のこと。

■福祉コミュニティ
　地域で援護を必要とする人やその家族が、住
み慣れた家で通常の生活を続けることができる
よう、また、地域住民が援護を必要とするよう
な状態になるのを防止するため、自発的に援助
を行う住民と公的な制度に基づいた福祉サービ
スの提供者が、援助と予防の視点に立って、相
互に結び合うネットワーク。

■福祉住宅 ( シルバーピア等 )
　「シルバーピア」を参照。

■福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与
　介護又は介護予防を目的として、福祉用具の
うち、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊
寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、
手すり、スロープ、歩行器、歩行補助杖、認知
症老人徘徊感知器、移動用リフトを貸与するもの。

■ブランチ (branch)
　英語で枝、支流、支線、分岐、支社、支店、
支部、分家、部門などのこと。

■訪問介護 ( ホームヘルプサービス )、
　介護予防訪問介護
　介護福祉士やホームヘルパーが自宅を訪問し、
入浴の介助等の身体介護や掃除・洗濯等日常生活
の援助 (生活援助 )などのサービスを行う。
　また、介護予防訪問介護は、介護予防の視点
から身体介護や生活援助のサービスを行う。

■訪問看護、介護予防訪問看護
　看護師、保健師、准看護師、理学療法士、作業
療法士が介護または介護予防を目的として、要介
護者、要支援者の居宅を訪問し、療養上の世話や
必要な診療の補助を行う。

■訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護
　介護または介護予防を目的として、要介護者、
要支援者の居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴
の介護を行う。

■訪問リハビリテーション、
　介護予防訪問リハビリテーション
　介護または介護予防を目的として、居宅にお
いて心身の機能の維持回復を図り、日常生活の
自立を助けるための理学療法、作業療法、その
他必要なリハビリテーションを行う。

■ホームヘルプサービス
     日常生活に必要な掃除、洗濯、買い物、調理
などの家事から、清拭、オムツ交換、食事介助
などの身体介護まで、様々な在宅生活の援助を
行うサービス。

■ホームドア
　プラットホームの線路に面する部分に設置さ
れる可動式の開口部を持った仕切りで、ホーム
からの転落や列車との接触事故防止などを目的
とした安全対策の一つ。

■ポピュレーションアプローチ
　集団全体に働きかけることにより、健康障が
いのリスクを少しずつ軽減させ、良い方向にシ
フトさせること。対する言葉として、すでに健
康障がいに関して高いリスクを持ち、疾患を発
症しやすい人に対象を絞り込んで個別に対処す
るハイリスクアプローチがある。

■ボランティア
　活動はあくまで自発的 (自発性 )な活動であり、
義務でも強制でもなく、個人個人の自由な意思
により、考え、発想し、行動するもの。
　ただ個人の意思により行動するといえども、
自己の利益を目的とするものではなく、利他性
がもとめられ、その活動や目的が社会に開かれ
たものである必要がある。

は

     用語説明



ま行

や行

■ボランティアセンター
　ボランティアに関する事務、広報活動、拠点
および機材の貸し出し、教育・研修などを行い、
ボランティアの活性化を図る組織のこと。主に
各地区の社会福祉協議会が運営する。

■まちづくり協議会
　様々なまちづくり事業を推進していくために
区と区民との間が行政からの一方通行という関
係ではなく、区民が主役としてまちづくりに積
極的に関わることこそが住みよいまちの実現に
つながるという考えのもとにつくられた団体の
協議会。

■マニュアル
　作業の手順などを体系的にまとめた冊子の類。

■マネジメント
　必要とされる援助・支援等が、迅速かつ効果
的に受けられるよう調整すること。

■民生委員・児童委員
　厚生労働大臣の委嘱を受けて一人暮らしの高
齢者等に対する援護活動や相談・助言活動など、
社会奉仕の精神をもって地域社会の福祉向上に
むけたさまざまな取り組みを行う者。

■メールマガジン
　メールアドレスを登録することによって、パ
ソコンや携帯電話に電子メールで各種情報を定
期的に届ける。

■メタボリックシンドローム
　内臓脂肪型肥満に加え①血糖値が高い②血圧
が高い③脂質異常といった危険因子を2つ以上
持った状態。

■メンタルヘルス
　ストレスに対する対応能力を高めてこころの
健康を保つこと。こころの健康を維持増進する
には、自身が受けているストレスを正確に理解
し、ストレスを柔軟に受け止めて、上手に解消
するというストレスへの対応能力を高めること
がポイントとなる。

■モニタリング
　ケアマネジメントの一過程。ケアプランに照
らして状況把握を行い、現在提供されているサー
ビスで十分であるか、あるいは不必要なサービス
は提供されていないか等を観察・把握すること。

■夜間対応型訪問介護
　夜間においての定期的な巡回訪問、入浴、排せ
つ、食事等の介護、その他の日常生活上の世話を
行う。

■ユニバーサルデザイン
　 障がいの有無や年齢に関係なく、すべての人
にとって使いやすい形状や機能が配慮された
造形、設計。

■要支援要介護認定
　介護保険制度において、被保険者が介護を要す
る状態であることを保険者である市町村が認定す
るものである。健康保険は被保険者証を持参して
医療機関で受診するだけで保険給付を受けられる
のに対し、介護保険は被保険証を持っているだけ
では保険給付を受けることはできず、要介護認定
を受けなければならない。
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■リスクコミュニケーション
　社会を取り巻く危機的な状態などの情報を
行政、専門家、区民などの関係主体間で共有し、
相互に意思疎通を図ること。

■リハビリテーション
　心身に障がいを受けた人などが、再び社会
生活に復帰するための、総合的な治療的訓練。
身体的な機能回復訓練のみにとどまらず、精
神的、職業的な復帰訓練も含まれる。本来は、
社会的権利・資格・名誉の回復を意味し、社
会復帰・更生・療育の語が当てられる。

■リボンサービス
　住み慣れたまちで安心して暮らせるように、
地域の方々の協力により、日常生活で不便を感
じている高齢者や障がい者などに家事援助等の
支援をする、豊島区民社会福祉協議会の会員制
有料在宅福祉サービス。

■レスパイト
　休息、息抜きなどを意味し、介護を必要とす
る高齢者や障がい者などを、一時的に預かって
家族の負担を和らげること。

■ワークショップ
　参加者に自主的に活動させる方式の講習会や
研究会のこと。企業研修や住民参加型まちづく
りにおける合意形成の手法としてよく用いられ
ている。

ら行
■ライフステージ
　人間の一生における出生から、就学、就職、
結婚、子育て、リタイアなど人生の節目によっ
て生活スタイルが変わることに着目した考え方
であり、様々な区分方法がある。個人に着目し
た場合、幼児期 ( 育つ )・少年期 ( 学ぶ )・青年
期 ( 巣立つ )・壮年期 ( 働く )・中年期 ( 熟す )・
高年期 ( 稔る )、などの段階に分けられる。

■リスク
　危険。危険度。( 要介護リスクとは介護状態に
陥る危険度 )
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