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計画の改定に当たって
神奈川県では、2015(平成 27)年３月に「かながわ高齢者
保健福祉計画」を改定し、いわゆる「団塊の世代」が 75 歳
以上となる 2025（平成 37）年を見据え、
「高齢者が安心し
て、元気に、いきいきと暮らせる社会づくり」の実現に向
けて施策を進めてきました。
本県の総人口はピークを迎えつつあり、全国でも有数の
スピードで高齢化が進んでいます。高齢夫婦世帯や高齢単
身世帯も増加しており、介護や支援が必要な高齢者が増え
ていくことが予想されます。県では、市町村や関係者の皆様と共に、高齢者が住み慣れ
た地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予
防・住まい・生活支援が一体的に提供される「地域包括ケアシステム」の構築に取り組
んできたところであり、引き続きこれを推進していく必要があります。
また、県では、未病の改善による健康寿命の延伸を目指す取組や、
「人生 100 歳時代」
を迎える中、県民一人ひとりが自分自身の人生の設計図を描く取組を進めており、高齢
者も支えられる側としてだけではなく、地域共生社会の実現に向けて、地域社会の担い
手としてその経験、知識、意欲をいかして活躍していくことが求められています。
そこで、県は、これまでの取組を踏まえて、2025（平成 37）年を見据えながら、新た
な課題等を整理し、このたび、「かながわ高齢者保健福祉計画」を改定しました。
この計画は、2018(平成 30)年度から 2020 年度までの３年間を計画期間として、引き
続き「高齢者が安心して、元気に、いきいきと暮らせる社会づくり」を基本目標に掲げ
ています。そして、
「2025 年に向けた地域包括ケアシステムの深化・推進」
「認知症の人
や家族等に対する総合的な認知症施策の推進」
「安心して暮らせるまちづくり」
「健康寿
命の延伸を目指した高齢者の健康づくり」
「人生 100 歳時代における高齢者の社会参画
の推進」「介護保険制度の円滑な運営と適切なサービスの提供」の６項目を計画で取り
組む事項として位置づけ、施策を展開してまいります。
今後、この計画に基づき、市町村と緊密に連携するとともに、県民の皆様や関係団体、
NPO 等と協働・連携しながら、いつまでも健康で笑顔あふれる 100 歳時代を皆様ととも
に創り上げていきたいと思います。
皆様の温かいご理解とご協力をお願いいたします。

2018(平成 30)年３月
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