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    は じ め に 

島根県の人口は昭和30（1955）年の93万人をピークとし

て減少傾向が続き、平成29（2017）年には約68万4千人とな

っています。一方、人口に占める高齢者の割合（高齢化率）

は33.6％に達しており、このような人口減少と高齢化の進

展という傾向は今後も続くことが見込まれています。 

県では、人口構造の変化に対応しつつ、高齢者の方が出来る限り住み慣れた

地域で安心して日常生活を営めるよう、市町村と一緒になって「地域包括ケア

システム」の構築を進めています。 

「地域包括ケアシステム」とは、それぞれの地域の状況に応じて住まいを中

心に、生活支援、医療、介護などを切れ目なく提供する仕組みです。 

その基本となるものは介護予防と生活支援を中心とした地域の取組みであり、

それなくしては限りある医療や介護、リハビリテーションなどの専門職による

サービスがその機能を十分に発揮することはできません。 

県では、市町村と協力して、通いの場の創出などの介護予防の取組みや生活

支援体制の整備、医療と介護の連携体制の構築、介護サービスの充実や人材育

成等による質の向上、認知症の人を支える体制づくり等の取組みを進めてまい

ります。 

県民の皆様におかれましては、健康づくりや介護予防に取り組み、できる限

り要介護状態にならないよう心掛けていただくとともに、地域社会の担い手と

して、通いの場の運営や見守り活動などにも可能な限りご協力いただき、地域

でいきいきと元気に暮らし続けていただきたいと思います。 

この第７期計画は、高齢者の福祉に関する総合的な計画であると同時に、こ

れまで取り組んできた「地域包括ケアシステム」の構築をさらに進めていく計

画として策定しました。 

県民の皆様をはじめ、市町村、保健・医療・福祉の関係機関、関係団体の皆

様のご理解とご協力を得て、この計画を着実に進めてまいります。 

終わりに、計画の策定に当たり、様々な視点からご意見やご提言を賜りまし

た計画策定委員会の皆様や、貴重なご意見をいただいた県民の皆様に深く感謝

申し上げます。 

 

  平成３０年３月 

島根県知事 溝口 善兵衛 
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