
練馬区高齢者基礎調査

報告書

平成 23 年（2011 年）３月

練馬区





は じ め に

練馬区の総人口は、平成 23 年１月現在、約 71 万人であり、このうち 65 歳以上の

高齢者人口は約 13 万７千人、高齢化率は 19.3％となっております。今後、団塊の世

代が高齢期を迎えるに伴い、高齢化率は平成 25 年には 20％に達し、区民の５人に１

人が高齢者になると予測しております。また、介護保険の要支援・要介護認定者や認

知症高齢者、ひとり暮らし高齢者をはじめ、様々な理由により社会的支援を必要とす

る高齢者の一層の増加も予測されております。

区では、こうした急速に進行する高齢社会に対応し、高齢者が安全・安心で、いき

いきと暮らせる地域社会を実現するため、区が目指すべき基本的な目標を定め、その

実現に向けて取り組むべき施策を明らかにすることを目的に、平成 21 年３月、第４

期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（平成 21～23 年度）を策定し、高齢者保

健福祉施策を展開してきております。

一方、平成 12 年４月から導入された介護保険制度は 10 年以上が経過し、制度の普

及とともに、サービス利用者が増加しております。国では、持続可能な介護保険制度

の運営を図り、介護サービスの基盤を強化するため、高齢者が地域で自立した生活を

営めるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが切れ目なく提供される

「地域包括ケアシステム」の実現に向けた取組みを進める方針を示しております。

こうした状況を踏まえ、区では、平成 24年度から 26 年度を計画期間とする、第５

期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定に着手いたしました。この高齢者基

礎調査は、計画策定の基礎資料とするため、高齢者の方やこれから高齢期を迎える方

の生活実態やご意見・ご意向、介護サービス事業者の事業展開や介護保険制度に対す

るご意見などをお伺いしております。また、今回は、これらの調査に加え、特別養護

老人ホームの入所待機者の生活実態や今後の入所待機の意向などを調査するととも

に、より効果的な介護予防事業の展開に役立てるために、日常生活圏域ニーズ調査を

実施しております。この調査結果を十分に分析・活用した上で、今後の状況変化を見

通した計画を策定し、高齢者が暮らしやすい区政運営に努めてまいります。

最後になりましたが、本調査にあたり、回答をお寄せいただいた区民の皆様、介護

サービス事業者の皆様に心から御礼申し上げます。

平成 23 年３月

練馬区長 志村 豊志郎
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