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第７期練馬区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定にあたって 

 

 

 

我が国の高齢化が急速に進行するなか、練馬区においても、平成37年には団塊の

世代が後期高齢者となり、介護が必要な方の増加が見込まれています。 

多くの高齢者の方々は、介護が必要となっても住み慣れた地域で生活したいと望

まれています。区は、そのお気持ちに沿うため、元気な方から重度の要介護の方ま

で、高齢者お一人おひとりが自分に合ったサービスを選択できる「地域包括ケアシ

ステム」の確立に努めています。 

地域包括ケアシステムを確立するうえで大きな課題となるのは、今後も増加が見

込まれるひとり暮らし高齢者や認知症の方への対応です。本計画では、ひとり暮ら

し高齢者などへの訪問支援や認知症の専門相談を充実し、医療と介護の相談窓口を

増設します。更に、特別養護老人ホームや区独自の介護予防活動である街かどケア

カフェの整備を進めます。 

区内では、様々な団体やボランティアが高齢者を支える活動を展開しています。

他区よりも介護事業者が多いという強みもあります。こうした特徴を活かし、誰も

が安心して暮らし続けることのできるまちを、ここ練馬で築きたい、そう心から念

願しています。 
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