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第３期品川区地域福祉計画 

～やさしさと支え合いのまち 品川～ 

骨子（案） 

品川区 

【資料１－１】 
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○地域福祉とは 

少子高齢化、核家族化、国際化等により、生活スタイルや価値観が多様化す

る一方で、地域のつながりは希薄化しています。 

高齢者、障害者、子ども・子育てなど、分野別の福祉施策の充実を図ってき

ましたが、個別分野での対応ができない複合的な問題が増えてきています。 

こうした社会経済状況の変化をふまえつつ、品川区においては、区民がお互

いを認め合い、地域のつながりを再構築し、誰もがいきいきと暮らせる地域共

生社会の実現を図っていきます。

○品川区がめざす地域共生社会のイメージ 

身近な地域において、子どもから高齢者・障害者等すべての人が「支え手」

「受け手」という関係を超えて支え合い、公的なサービスだけでなく、医療機

関、企業・ＮＰＯ・社会福祉法人や地域団体などにより構成される区民全体が

連携・協力し合う社会をめざします。 

○計画の趣旨 

地域福祉計画は、社会福祉法第 107 条に基づき、区市町村が策定することと

して規定されています。本計画は、地域住民、関係機関・団体、福祉や医療サ

ービスの事業者、区等のすべての区民が、地域福祉に関わる活動や取り組みを

行うことにより、住み慣れた地域で安心して暮らしていくことをめざす計画で

す。 

○計画期間 

2019 年度から 2023 年度の５年間 
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○計画の位置付け 

本計画は、福祉の推進の方向性を示す総合的な計画とするため、区の上位計

画である「品川区基本構想・長期基本計画」のもとに、関連計画との整合性を

図りながら推進するものです。 

○基本理念・基本目標 

【基本理念】誰もが 自分らしく やさしさをもって 暮らせるまち

【基本目標】 

 ○多様性を認め合う 

 区民一人ひとりがお互いの違いを認め合う気持ちをはぐくみます。 

○地域のつながりを再構築する 

日常的な交流や社会参加を通じ、地域の支え合いにより、孤立や孤独

のない社会をめざします。 

○誰もが役割を持つ 

区民一人ひとりが役割を持つことで、いきいきと暮らし、活躍できる

地域社会をめざします。 
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○区の現状と課題 

区においては、近年、年少・生産・高齢人口すべての区分において、増加して
います。割合でみると、現在区民の約 5人に１人が高齢者となっています。 

■三区分別の人口推移 

出典：住民基本台帳（各年1月1日現在）

■地区別高齢者人口・高齢化率

出典：第七期介護保険事業計画（2017年 4月 1日現在）

31,174 32,382 34,661 37,328 40,785 44,393 

233,911 239,324 242,734 245,426 253,007 261,783 

58,834 62,764 68,018 70,748 
78,285 

81,446 

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

H15 H18 H21 H24 H27 H30

高齢人口（65歳以上）

生産人口（15～64歳）

年少人口（0～14歳）

総人口
323,919

総人口

334,470

総人口
345,413

総人口

353,502

総人口
372,077

総人口

387,622

2003 2006 2009 2012 2015 2018
（単位：人） 



5 

■区民アンケート調査から見える現状（地域活動参加の意向について）
（品川区の地域福祉に関するアンケート調査より） 

「あなたは、地域活動やボランティア活動、お住まいの地域の行事に参加

をしていますか」に対して、 

 「よくしている（していた）」、「活動したことがある」の回答が合わせて

約 60％でした。しかし、「活動したことがない」と回答した人は約 40％

いました。 

 「活動したことがない」人のうち、「今後、活動してみたい」（15.9％）、

「興味はあるが今はできない」（49％）と回答した人が合わせて 

約６５％ いました。 

○区民・関係者から出された主なご意見

本計画策定にあたって実施した区民アンケート調査、地区懇談会、策定委員

会等では、下記のようなご意見をいただきました。 

活動して

みたい

15.9%

興味はあるが

今はできない

49.0%

活動

したくない

29.3%

その他

2.6%

無回答

3.2%

現在地域活動などに参加してい

なくても、興味・関心をお持ち

の方が多くいらっしゃることが

わかりました。 

地域とのつながりの希薄化 

・近所で見守りや生活支援が必要と思

われる方がいる 

・新たな転入者が地域に溶け込みにく

い 

・向こう三軒両隣のつきあいが見られ

なくなってきている 

モラルやマナー意識の啓発 
・みんなが正しく理解し、過ごしや

すいまちになるといい 

自主的活動の継続の不安 

・参加者、運営者が固定化している

・新たな担い手の発掘や情報発信の

工夫が必要 

災害時のための日常的なつながり 

・日頃の近所つきあいは難しくても、

防災訓練に参加することで自分の住

んでいる地域を知ってもらいたい 

偏見や差別の解消 

など
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施策の体系
  【施策】 ★太字は重点候補 【具体の事業例】

 ○生活困窮者の自立への相談支援 暮らし・しごと応援センターほか

 ○高齢者等の住まいの確保 地域密着型サービスの整備、高齢者住宅生活支援サービス

（４） 自立のための環境づくり  ○障害者等の就労移行の支援強化 障害者就労支援センター

 ○地域における虐待防止・早期発見のしくみの連携強化 しながわ見守りほっとライン、虐待防止ネットワーク推進協議会、要保護児童対策地域協議会：こども家庭あん
しんねっと協議会、児童相談所

（３） 安心して住むための支援の充実  ○高齢者、障害者等へのアウトリーチの実施 高齢者…認知症初期集中支援チーム、障害者…地域生活安定化支援事業

２. 地域で
 いきいきと
 暮らせる
 まちをつくる

（１） 地域活動等の活性化  ○地域団体等の連携支援 支え愛活動会議の充実

 ○つどいの場の運営支援

３. 適切な
 支援に
 つながる
 しくみを
 つくる

（１） 包括的な相談支援体制の充実  ★妊娠・出産・育児の切れ目のない包括的な支援の拡充 しながわネウボラネットワークの充実

 ★高齢者等の生活支援体制の整備の推進 支え愛・ほっとステーション、在宅介護支援システムの充実、多職種連携システムの充実

 ★障害者の相談支援体制の充実 拠点整備、精神障害者の地域生活支援、療育支援体制の整備・強化、発達障害・思春期サポート事業

 ○メンタルヘルス対策の拡充 精神専門医相談、精神保健の区民及び支援者向け講演会の実施

（２） 権利擁護の推進  ★成年後見制度の理解促進・サービスの拡充 市民後見人養成事業の充実

（５） 生活支援等福祉サービスの充実  ○地域の人材による支援活動の充実 さわやかサービス、ファミリーサポート、ほっとサービス等サービス提供、生活支援コーディネーターによる資源開発

 ○ルールやマナーの徹底 放置自転車、道路上の立看板・商品陳列等への指導啓発、交通ルール・マナーの啓発、交通安全教育の充実

 ○公共施設等におけるユニバーサルデザインやバリアフリーの推進 視覚障害者誘導用ブロック等の点検・補修等、公園出入口や公園施設のバリアフリー事業、だれでもトイレ設置

 ○多様な外出の支援 高齢者等の外出同行支援事業（ＮＰＯによる移動サービスの充実）、移動支援サービスの充実、施設内の
案内・移動介助員の配置、手話通訳者などコミュニケーション手段の充実

 ○生活困窮者等世帯への学習等の支援 学習支援、子ども家庭支援プログラム、次世代育成支援事業、受験生チャレンジ支援貸付事業

（５） 外出しやすいまちづくり  ★情報バリアフリーの推進 支援を必要とする人への情報提供体制の充実、観光案内の充実、バリアフリーマップの整備

（４） 生活のしづらさを感じている子どもの支援  ○ひきこもり等困難を有する子ども・若者への居場所づくり 子ども若者応援フリースペース等運営

 ★サロン活動の拡充 親子サロン、子育て応援プログラム事業、ほっとサロン・認知症カフェ等の拡充、多世代交流支援施設やシル
バーセンター等の有効活用

 ★地域の中で子どもを育てる拠点の整備 子ども食堂ネットワーク会議の開催

（３） 社会参加を通じた生活の質の向上  ○ボランティアによる社会参加の促進、ボランティア人材の育成 すまいるねっと、地域貢献ポイント事業、すけっと品川養成講座

（２） 多世代による支え合いの地域づくり

 ○高齢者・障害者等の社会参加の促進 高齢者クラブの周知、高齢者外出習慣化事業、障害者地域活動支援事業

 ○高年齢者の生きがい就労の支援 シルバー人材センターなど

品川区要配慮者支援体制

ほっとサロン運営支援、子育て交流ルーム

 ○寄附・基金等の有効活用 共同募金、地域振興基金

 ○個人情報の活用と保護

高齢者等地域見守りネットワーク事業、品川くるみ高齢者見守りアイテムの普及

 ○PTA等による地域の子どもの見守り活動 83（ハチサン）運動

 ○認知症サポーター養成の拡充 認知症サポーター養成事業

（３） 地域による見守り体制の充実  ○民生委員・児童委員による見守り活動

 ○高齢者等を地域で見守るネットワークづくり

【施策の柱】 【施策の方向性】

１. 気づく心と
 つなげる
 気持ちを
 はぐくむ

（１） 相互理解の促進  ★多様性を認め合う意識づくり

 ○災害時助け合いのしくみの充実

おたがいさま運動の促進、ユニバーサルデザインの普及啓発

 ○障害者等理解の促進 障害者差別解消法の普及啓発、障害者週間・記念のつどい

（２） 生活の中での気づきの促進
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○３つの施策 

品川区は、近年、生活のしやすさ、子育てのしやすさなどから、子育て世代の転入

も多く、また、国際化の進展により、外国人居住者も増加しており、区全体の人口も

増加傾向にあります。 

地域で暮らす人には、年齢、性別、出身地、国籍、人種、文化など、様々な違いが

ありますが、お互いに多様性を認め、尊重しあうことが大切です。 

一人ひとりが、周りの人や地域に関心を持ち、お互いに理解を深めることが地域福

祉の最初の一歩となります。そこから、地域のつながりが生まれ、自分のできる範囲

で周りの人の困りごとを「我が事」と感じて、関わっていくことで地域が活性化して

いきます。 

【気づきのイメージ図】 

施策の柱１．気づく心とつなげる気持ちをはぐくむ

気づく

関わる

ちょっとした手助け、困りごとの

解決から、地域ぐるみでの「おた

がいさまの関係づくり」がはじま

ります。 

近所の人、自分の地

域に関心を持つこ

とが地域福祉の最

初の一歩です。 

困ったときに助けてもらう。困

っている人に手助けできること

がないか声をかける。関わるこ

とで理解が進みます。 まちなかでの周囲の人

への配慮、気遣いも大切

な心がけです。 

関心を

もつ 

つなげる 

広げる 
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・様々な偏見や差別の解消のための相互理解の機会を充実させる。 

・日常の近隣のつながりにより、地域において孤立している人・家庭を少なくする。 

・まちなかであいさつや、困っている人への声かけがあたりまえになる地域をつくる。 

・区民や事業者が地域福祉を学べる機会の提供 

・ゆるやかに見守り合う地域の支援

区民・関係者の声

新しく転居されてきた
近隣の方と関係を築く
のが難しいです。 人と関わるのが苦手な

人がいることもわか
ってほしいです。 

近所の高齢者の方が 
登下校中の子どもたちに 
いつもあいさつをしてくれて
安心して暮らせています。 

地域の生活課題

計画期間中の目標

まちなかで 
「何か手伝えることは 
ありますか？」と声を 
かけてもらえると 
うれしいです。
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★印：重点施策のみ説明文を入れています。 

多様な人の立場や心身の状況によりバリア（障壁）があることに気づき、理解する

きっかけづくりに努めます。それにより、お互いの個性を認め合い、偏見や差別のな

い、誰もが暮らしやすいまちの実現に取り組みます。 

＜施策の展開＞ 

★多様性を認め合う意識づくり  

区では、ユニバーサルデザインの考え方などを基にした「おたがいさま運動」を

推進しています。この運動は、困っている人がいたら助ける、困ったときには

「助けて」といえる、日常的な支え合いのまちづくりを進めるものです。  

○障害者等理解の促進 

日常生活において、周囲の人に関心をもつことで、他の人のちょっとした困りごと

に気づくことがあります。たとえば、まちなかで登下校時の子どもを見守るというこ

とも気づきにつながります。一人ひとりが無理のない範囲で、日常生活の中で気づく

意識を広げていけるように周知していきます。 

＜施策の展開＞ 

○ＰＴＡ等による地域の子どもの見守り活動 

○認知症サポーター養成の拡充 

施策の方向性と施策

方向性（１） 相互理解の促進

方向性（２） 生活の中での気づきの促進
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ひとり暮らし高齢者等、ゆるやかな見守りやちょっとした生活上の支援を必要とす

る方への対応は、日頃から地域ぐるみで見守りや相談し合える関係性をつくることが

大切です。 

緊急時や災害時などのいざというときだけでなく、普段から地域で安心して暮らし

ていくために、地域住民の支え合いによる様々な見守りのしくみの充実を図っていき

ます。 

＜施策の展開＞ 

○民生委員・児童委員による見守り活動 

○高齢者等を地域で見守るネットワークづくり 

○災害時助け合いのしくみの充実 

○個人情報の活用と保護

方向性（３） 地域による見守り体制の充実



12 

暮らしやすい地域づくりのためには、地域の中で顔なじみの関係や居場所ができる

こと、地域で共通の目的を持った活動を行うことなどにより、役割を持ち、周りの人

とのつながりができることで、生活が豊かになります。 

現在、区内には、様々な地域活動の場と機会があり、多くの区民が参加しています。

今後も、子どもから大人まで、より多くの区民が多世代で交流し、困ったときには支

え合って、いきいきと暮らせるまちをつくることをめざしています。 

点字ブロックの上に 
自転車を置かないように
しています。みんなの 
ちょっとした気遣いで 
外出しやすいまちになる
といいなと思います。 

施策の柱２．地域でいきいきと暮らせるまちをつくる

区民・関係者の声

働いているけれど、 
空いた時間でできる
地域の活動があれば
はじめてみたいです。

企業でも、地域交流を
目的としたイベントを開催
していて、少しずつ地域の方
に定着し、喜んでもらえて 

うれしいです。 

自分が参加している 
つどいの場に、地域の子ども
たちが来てくれるときは、
みんなすごく楽しんで交流

していますよ。 

近所づきあいが少ない人が
家に閉じこもりがちになら
ないように、気軽に集まれる
ような場所があるといいと

思います。 
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・地域活動やボランティア活動の輪を広げる 

・身近で気軽に参加できるイベントやサロンの開催を充実させる 

・いろいろな経験や特技を持った人・団体間の連携のしくみをつくる 

・多世代交流の推進 

・地域活動やボランティア活動の周知 

・外出しやすいまちの環境整備 

地域の生活課題

計画期間中の目標



14 

区内には、区民、町会・自治会、ボランティア、ＮＰＯ法人等による様々な活動が

根付いています。地域住民相互の支え合いの活動を推進するために、各地区で地域の

課題を話し合ったり、情報交換を行う機会をつくるなど、今後も、区は場の提供、運

営支援等を通じて、活動の活発化を図っていきます。 

また、社会福祉法人・企業による地域貢献の取り組みや、共同募金の配分金の活用

などにより、地域福祉の推進を図ります。 

＜施策の展開＞ 

○地域団体等の連携支援 

○つどいの場の運営支援 

○寄附・基金等の有効活用 

区では、高齢者や子育て世代、障害者など、多世代の区民の身近な地域の憩いの場・

交流の場の整備を進めています。日頃接することがない多世代の人との交流の機会を

充実させることで、ともに支え合う意識づくりにつなげていきます。 

＜施策の展開＞ 

★サロン活動の拡充 

各種サロン活動の開設・運営の支援や、多世代交流支援施設「ゆうゆうプラザ」の

整備のほか、活動内容の把握を行い、地域資源としてのさらなる活用を図っていき

ます。 

★地域の中で子どもを育てる拠点の整備 

地域の中で子どもを育てていく拠点として、子ども食堂の開設や運営を支援してい

ます。また、子ども食堂ネットワークの構築により、実態把握や情報交換も活発に

行っており、今後、しくみの充実に向けてより一層関係者間の連携を強化していき

ます。 

施策の方向性と施策

方向性（１） 地域活動等の活性化

方向性（２） 多世代による支え合いの地域づくり
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区民の多様な価値観や生活スタイルに対応した、地域活動やボランティア活動への

参加、生きがい就労等により、生活の質の向上や本人の健康維持を図ります。活動の

担い手のすそ野を広げるため、活動に関する周知とともに、一人ひとりの興味や関心

に合った活動の紹介など、きめ細かな調整や支援を行います。

＜施策の展開＞ 

○ボランティアによる社会参加の促進、ボランティア人材の育成 

○高齢者・障害者等の社会参加の促進 

○高年齢者の生きがい就労の支援 

 核家族化、地域とのつながりの希薄化、子育て世帯の経済状況の悪化等により、子

育ての負担が大きくなっています。区では、生活にお困りの世帯等の子どもへの教

育・学習面の支援や、社会生活を営む上で困難を抱えた子ども・若者たちのための居

場所づくりなどを行っています。 

＜施策の展開＞ 

○ひきこもり等困難を有する子ども・若者への居場所づくり 

○生活困窮者等世帯への学習等の支援 

すべての人にとって外出しやすいまちにするためには、施設や設備などのハード面

の整備とあわせて、ソフト面の様々なバリア（障壁）を取り除くことが重要です。 

区では、地域特性に合わせてバリアフリーのまちづくりの計画を策定しています。 

また、ソフト面では、心のバリアフリー＊1に加えて、情報のバリアフリー＊2により、

誰もが平等に社会参加できる機会が確保されることをめざしています。 

＜施策の展開＞ 

★情報バリアフリーの推進 

高齢者や障害者等、情報の入手が難しい人への提供方法の工夫や充実を図ります。

また、増加する外国人向けに観光案内パンフレットなどもより一層充実させます。 

○公共施設等におけるユニバーサルデザインやバリアフリーの推進 

○ルールやマナーの徹底 

○多様な外出の支援  

＊1 心のバリアフリー  ･･･ 困っているときは支え合おうとする配慮や気遣い 

＊2 情報のバリアフリー ･･･ 多様な手段による情報提供

方向性（３） 社会参加を通じた生活の質の向上

方向性（４） 生活のしづらさを感じている子どもの支援

方向性（５） 外出しやすいまちづくり
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近年、核家族化、少子高齢化、生活スタイルの変化等により、家庭内に複数の生活

課題があったときに自分たちだけで解決することが難しくなっています。「相談でき

る人がいない」、「どのように助けを求めればよいのかわからない」と、困りごとを抱

えたまま時間が経過してしまうこともあります。 

こうした状況に対して、区では、区民が必要なときに相談できる地域に身近な窓口

をもうけ、専門的なサービスの利用等につながるしくみの構築を進めています。 

 さらに、地域福祉を担う多機関・多職種において、既存の制度では対応が難しい 

「制度の狭間」の問題を抱える人へ適切な支援を届けられるよう、より一層の連携を

図り、相談体制を強化していきます。 

施策の柱３．適切な支援につながるしくみをつくる

区民・関係者の声

困ったときにどこに相談すれば
いいのかわからないです。 

本人だけでなく、家族も 
含めてケアしてほしいです。

新聞がたまっているなど、 
近隣の方についていつもと違う
と感じたら相談窓口に連絡して 
もらえるとありがたいです。
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・生活の困りごとを地域で共有し、専門職対応だけでなく、地域住民と一緒に取り組

めるしくみをつくる 

・様々な相談機関があることや、気軽に相談できる場を増やす 

・医療、介護、福祉等の専門職が連携して相談支援にあたるしくみをつくる 

・様々な問題を抱える個人・家庭への包括的な支援を充実させる 

・区民に身近な地域での相談の場の充実 

・制度の狭間の支援を必要とする人や社会的に孤立している人など、誰もが必要な 

ときに相談・支援につながる体制づくり

・成年後見制度への理解促進

地域の生活課題

計画期間中の目標
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地域には、困りごとを相談できる身近な窓口が多数あり、相談内容に応じて関係機

関等と連携し、相談者にとって適切な支援につなげます。各相談機関では、様々な問

題に対応するため、他機関との連携を強化して、包括的な相談支援を行う体制を整備

します。 

＜施策の展開＞ 

★妊娠・出産・育児の切れ目のない包括的な支援の拡充 

妊娠・出産・育児の切れ目ない

支援を進める「しながわネウボ

ラネットワーク」を構築してい

ます。出産・育児をサポートす

る総合相談窓口や個別の事業

の充実を図っていきます。

★高齢者等の生活支援体制の整備の推進 

高齢者等の身近な相談窓口として、区内の全地域センターには支え愛・ほっとステ

ーションが設置されています。また、介護など専門的な相談は、在宅介護支援セン

ターが対応しており、双方で必要に応じて協力・連携を行っています。 

★障害者の相談支援体制の充実 

障害者の身近な地域での相談支援体制を早期に構築するため、既に地域に根付いて

いる在宅介護支援センターでの障害者の相談支援の実施を検討していきます。 

○メンタルヘルス対策の拡充

区民 
地域包括支援センター（区）

協力・連携

支え愛・ほっとステーション

在宅介護支援センター

自立支援高齢者・

要支援高齢者・ 

要介護高齢者と家族

相談・支援

発見

相談

施策の方向性と施策

方向性（１） 包括的な相談支援体制の充実

保健センター･健康課

妊産婦ネウボラ
相談員

保健師

子ども育成課

子育てネウボラ
相談員

児童センター図書館

児童学園

障害者福祉課

保健予防課

子ども家庭
支援課

子育て支援
センター

児童
相談所

幼稚
園

保育
課

保育
園

病院・診療所

助産所

民間サービス

社会福祉協議会

NPO法人

社会福祉法人

妊産婦・乳幼児保護者

連
携

保育
支援課 東京医療

保健大学

助産師会
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成年後見制度の理解促進・サービスの拡充を図るほか、虐待等の早期発見、対応の

ため、区民からの通報・相談に対応できる体制の強化や、関係者間の適切な情報共有・

連携を図っていきます。

＜施策の展開＞ 

★成年後見制度の理解促進・サービスの拡充 

制度の利用対象者（認知症や障害等により自分で十分な判断をすることができない

人など）だけでなく、制度を正しく理解し、適切な利用を促進できるよう、広く区

民へ周知を行います。 

○地域における虐待防止・早期発見のしくみの連携強化 

サービスにつながりづらい人に対してアウトリーチ＊を行うことにより、生活課題

に対する相談・支援につなげます。また、住み慣れた地域で生活できるよう、介護基

盤の整備や住宅の確保を支援します。

＜施策の展開＞  

○高齢者、障害者等へのアウトリーチの実施 

○高齢者等の住まいの確保 
＊アウトリーチ ･･･ 福祉や医療における、地域で支援を必要とする状況にありながら専門的サービスに結びつ

きにくい人のもとに、専門家側が出向いて、支援するサービスのこと 

 障害者、生活困窮者等を対象に、自立支援策の一環として、本人の希望、適性、状

況に合わせて、きめ細かく就労など多様な支援を行います。 

＜施策の展開＞ 

○障害者等の就労移行の支援強化 
○生活困窮者の自立への相談支援 

地域住民による買い物代行などの生活支援サービスの周知の工夫を行い、活動を広

げていきます。

＜施策の展開＞  

○地域の人材による支援活動の充実 

方向性（２） 権利擁護の推進

方向性（３） 安心して住むための支援の充実

方向性（４） 自立のための環境づくり

方向性（５） 生活支援等福祉サービスの充実
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○計画の推進体制と進行管理 

本計画の施策や事業の進捗管理については、区民、関係機関代表者、区によって

構成される「地域福祉計画推進委員会」において、計画（Plan）、実行（Do）、進

捗状況の定期的な評価（Check）、評価に基づき必要な改善や対策等を行う（Action）

のＰＤＣＡサイクルを構築して行います。 


