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はじめに 

 我が国では、国民の４人に１人が６５歳以上の高齢者となっており、今後も高齢化の

進展が見込まれています。本県でも特に能登地区において、３人に１人以上が６５歳以

上となるなど、高齢化がいっそう顕著となっています。 

 また、いわゆる「団塊の世代」の方々が７５歳以上の後期高齢者となる２０２５年に

は、介護などの支援を必要とする高齢者の増加が見込まれ、こうした方々を支える介護

人材の確保・育成も行っていく必要があります。 

 

 高齢者の方々が、住み慣れた地域で、いつまでも安心して暮らしていくためには、医

療、介護、介護予防、住まい、生活支援サービスが連携し、切れ目なく提供される「地

域包括ケアシステム」の構築が重要であるとともに、元気な高齢者の方々にもご活躍い

ただけるような地域づくりが必要です。このため、県では、平成２７年に「長寿社会プ

ラン２０１５」を策定し、医療と介護の連携や多様な生活支援サービスの推進、認知症

高齢者への地域における支援体制の充実などに取り組んでまいりました。 

 

 そして今回、取組の一層の推進を図るため、今後３年間の本県における基本的な高齢

者施策の目標や、今後取り組むべき施策の方向を明らかにした「石川県長寿社会プラン

２０１８」を新たに策定いたしました。 

 

 本プランでは、引き続き、在宅で生活される高齢者への支援を強化するため、各地域

の実情に応じた「地域包括ケアシステム」の深化・推進に取り組んでまいります。また、

自立支援の取組などを通して高齢者の方々がいつまでも健康で生きがいを持って安心し

て暮らせる健康長寿の社会づくりを進めていくこととしています。 

 

さらに、要介護高齢者を支える人材については、引き続き、その量と質の両面を確保

していくため、｢石川県介護･福祉人材確保･養成基本計画｣に基づき、介護サービス事業

者や関係団体等と一丸となり、中長期的な視点で取り組むこととしています。 

  

今後とも、県民の皆様の一層のご理解とご協力を得ながら、市町をはじめとする関係

団体や地域の方々と連携を図り、計画の着実な推進に取り組んでまいります。 

 

 終わりに、本プランの策定にあたり、貴重なご意見やご指導をいただきました関係の

皆様に厚くお礼申し上げます。 

 

平成３０年３月 

石川県知事  谷 本 正 憲 
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