
高齢者が地域で安心して暮らせる社会の実現に向けて

我が国では、世界に類を見ないスピードで少子高齢化が進んでおり、近い将来、

世界のどの国も経験したことのない超高齢化社会を迎えます。東京においても、オ

リンピック・パラリンピックが開催される平成 32 年をピークに人口は減少に転じ、

私のような戦後生まれの「団塊の世代」が 75 歳以上になる平成 37 年には、4人に 1

人が 65 歳以上の高齢者になると予測されています。

多くの高齢者は、たとえ介護が必要になっても、可能な限り住み慣れた地域で生

活したいと望んでいます。それを実現するためには、適切な医療・介護・予防・生

活支援・住まいを地域の中で一体的に提供する「地域包括ケアシステム」を構築し

ていかなければなりません。今後 10 年先を見据えた「東京都長期ビジョン」にも、

こうした考え方に立ち、「高齢者が地域で安心して暮らせる社会の実現」を政策指針

の一つに掲げております。

本計画では、高齢者に関わる幅広い施策を総合的に展開していくために、平成 37

年を見据えながら、今後3年間において都が取り組むべき施策を明らかにしています。

今後、地域の医療・保健・福祉の関係者、介護事業者、区市町村の皆様と十分連携し、

本計画の着実な推進を図るとともに、新たな政策立案を続けていきます。

「東京で生まれ、生活し、老後を過ごせて良かった」と誰もが実感できる「世界一

の福祉先進都市・東京」を実現するため、就任以来様々な現場を実際に歩き、都民

や事業者の皆様の声を聴いてきました。厚生労働大臣として培った経験も活かしな

がら、あらゆる政策を総動員し、全力で邁進してまいります。

都民の皆様の一層のご理解とご協力をお願いします。

平成２７年３月
　　　　　東京都知事
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