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わが国においては、少子高齢化の進展に伴い、総人口に対する65歳以上の高齢者の割
合である高齢化率は増加を続け、平成28年に27.3％であったのが、平成48年には33.3％
と３人に１人が高齢者になると見込まれております。
一方で、本市においては、平成28年に31.4％でありました高齢化率は、平成37年には
37.1％に達すると見込まれ、国を上回る早さで高齢化が進行していく見通しであります。
このような状況の中で、高齢者の方が住み慣れた地域で安心して生活していくために
は、いつまでも健康で生きがいを持った生活を維持する取り組みとともに、支援や介護が
必要となった場合の多様なニーズに応えていくため、地域での支え合い体制を築きなが
ら、サービスの確保や質の向上を図っていくことが必要になってまいります。
今回の「高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画」では、「住み慣れた地域でいつま
でも暮らせるまちづくり」を基本理念として、高齢者の生きがい対策の充実、介護予防の
推進と安心して生活できる環境づくり、適切なサービスや支援が受けられる基盤整備を基
本目標としております。
この計画を推進していくにあたりましては、市民の皆様をはじめ，関係機関・事業者の
皆様との連携が何より重要であると考えておりますので、より一層のご理解とご協力をお
願い申し上げます。
結びに、本計画の策定にあたりまして、ご尽力いただきました登米市高齢者福祉計画策
定委員・登米市介護保険運営委員の皆様をはじめ、貴重なご意見やご提言をいただきまし
た市民の皆様方に心からお礼申し上げます。

平成３０年３月
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