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はじめに

高齢化の進展に伴う介護問題の解決を図るため，介護が必要な方を社会全体で麦えあ

う仕組みとして，平成12年に介護保険制度が開始されました。

開始当時は全国で約900万人だった75歳以上の高齢者(後期高齢者)は，現在約

1，400万人となっており，さらに，いわゆる団塊の世代がすべて後期高齢者となる平成

37年には2，000万人を突破することが見込まれています。特に，都市部を中JD¥に後期

高齢者数が急増するとともに，単身高齢者世需や夫婦のみの高齢者世需，認知症高齢者

等，麦援が必要な高齢者が増加することが見込まれています。

このような社会情勢の中，福岡市では固の介護保険事業に係る墓本方針や「福岡市保

健福祉総合計画jの理念等を踏まえ，平成27年度から29年度までの「第6期福岡市介護

保険事業計画jを策定しました。

第6期においては，地域包括支援センター(いきいきセンターふくおか)を57か所に

増設するとともに，医療と介護の連携を推進し，平成37年に向けて，高齢者の要介護度

が重度になっても住み慣れた地織で自立した生活を安JD¥して続けることができるよう，

医療，介護，生活支援などが一体的に切れ目なく提供される地域包括ケアシステムの構

築を進めてまいります。また，持続可能な社会保障制度の確立のため，費用負担の公平化

を図ってまいります。

介護保険制度が，今後も市民の皆様に信頼され，安JD¥して利用できる制度となるよう，

健全で効率的な事業運営に努めてまいりますので，さらなるご理解とご協力をたまわり

ますようお願い申し上げます。

最後になりましたが，計画の策定にあたり，幅広い見地から熱JD¥なご審議をいただい

た「福岡市保健福祉審議会高齢者保健福祉専門分料会jの委員の皆様，多数の貴重なご意

見やご提言を寄せていただきました市民，関係団体の皆様に厚くお礼申しよげます。

平成27年4月

福岡市長 高島宗一郎
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