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「誰もがいつまでも住み慣れた地域で自分らしく暮らせるまち」をめざして

平成 年にスタートした介護保険制度は、創設から 年

が経過し、高齢者の生活を支える制度として発展・定着しまし

た。その間、国においては、年金や医療、介護・福祉といった

社会保障給付費が上昇し続け、令和７（ ）年には団塊の

世代が 歳以上を迎え、介護や医療のニーズがますます高ま

ることが予想されています。

さらに、人口推移をみると令和 （ ）年には、団塊

の世代ジュニアと呼ばれる現在 代後半の方が 歳とな

り、高齢者人口がピークを迎えることとなります。

本町においても高齢化は急速に進んでおり、令和 年の高齢化率は、 ％、令和

年には ％に達すると見込んでおります。

第 期計画は、令和 （ ）年、令和 （ ）年を見据え、これまでの、地域

包括ケアシステムをさらに深化させ、また、制度や分野の枠や「支える側」「支えられる

側」という従来の関係を超え「我が事」としてとらえ、人と人、人と社会がつながり一人

ひとりが生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らしていくことのできる町をめざす

という考え方で計画を策定いたしました。

本計画の推進には、町民の皆さま、町、保健・医療・福祉などの関係機関、ＮＰＯ法人、

ボランティアなど多様な主体が参画し、連携を図りながら進めていくことが重要である

と考えておりますので、皆さまの一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げ

ます。

最後になりましたが、本計画の策定にあたりましてアンケート調査にご協力を頂きま

した皆さまをはじめ、貴重なご意見、ご提言、ご指導を賜りました那須町介護保険事業計

画策定委員並びに関係各位の皆さまに心より感謝とお礼を申し上げます。

令和 年 月

那須町長 平 山  幸 宏
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