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はじめに 

令和３年２月 板橋区長 

現在、日本の人口は平成 20（2008）年をピークに減少に転じています

が、高齢化率は上昇を続け、令和 7（2025）年には団塊世代の全てが 75歳

以上の後期高齢者に移行するなど、少子高齢化が進行しています。また、

団塊ジュニア世代が 65 歳以上となり現役世代が急減する令和 22（2040）

年には、介護ニーズの高い 85 歳以上人口の急増が予測されています。こ

のような状況の中、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯の増加と社会的

孤立、認知症高齢者の増加、介護家族の負担増や医療・介護職の人材不

足など、高齢者を取り巻く多くの問題が、社会全体で取り組むべき課題とし

て顕在化しています。 

これらの課題に対して、板橋区では、国が構築を推進する「地域包括ケ

アシステム」を中核として、シニア活動支援などを独自に加えた「板橋区版

ＡＩＰ」を構築し、令和 7（2025）年を見据えた様々な取組を推進してきまし

た。さらに、令和 22（2040）年に向けた人口構造の変化を踏まえると、多様

な地域資源の開拓、地域とのつながりや支え合いによる支援のニーズの高

まりが想定されます。これらのニーズに応え、高齢者が可能な限り住み慣れ

た地域で暮らし続けることができるよう、「板橋区版ＡＩＰ」を深化し、推進し

ていくことが必要となっています。 

今回策定した「板橋区高齢者保健福祉・介護保険事業計画 2023」は、こ

のような課題に力強く取り組むべく、成年後見制度利用促進も含めた高齢

者の保健福祉及び介護保険制度の安定的な運営のための施策を一体とし

て取りまとめ、また、介護人材の確保などの喫緊の課題や新型コロナウイル

ス感染症拡大の影響に伴う新たな課題への対応を盛り込んだ総合的な計

画となっています。 

豊かな健康長寿社会と安心の福祉・介護の実現をめざし、区民の皆様

の期待に応えるとともに、区と区民と関係事業者の協働による住みよいまち

づくりに、一層のご理解とご協力をお願いいたします。 

最後に、本計画の策定にあたり、貴重なご意見をお寄せいただきました

区民の皆様をはじめ、長期間にわたり精力的にご審議いただきました板橋

区高齢者保健福祉・介護保険事業計画委員会委員の皆様や関係団体の

皆様に心から感謝申し上げます。 
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