
は じ め に

本県においては、全国平均より早いスピードで高齢化が進行し、いわゆる「団

塊の世代」が全て 歳以上となる平成 年（ 年）には、高齢化率は

％（全国平均 ）、高齢者のうち後期高齢者は約６割を占めると予想され

ています。

住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らし続けたいという県民の皆様の

願いを叶えるためには、高度急性期、急性期医療から、リハビリ、在宅医療、

介護サービスまでの一連のサービスを安定して提供する体制の整備を進める

とともに、「健康寿命日本一」を目指し、県民の皆様の健康づくり・介護予防

の推進を図るなど、医療・介護一体の取組が重要と考えています。

こうした考えの下、本年度、「なら健康長寿基本計画」の中間見直しを行う

とともに、「第７次奈良県保健医療計画」、「奈良県高齢者福祉計画及び第７

期奈良県介護保険事業支援計画」及び「第３期奈良県医療費適正化計画」等の

計画を同時に策定しました。各計画が整合性を持ちながら、一体として健康・

医療・介護に関する県民の皆様の願いの実現に資するよう、検討を重ね、策定

したものです。

平成 年度からは、これらの計画の着実な進捗を図ってまいりますが、国

民健康保険の県単位化の取組とともに、社会保障分野の「奈良モデル」として、

県民の皆様をはじめ、市町村、関係者との協力・協働の下、進めてまいりたい

と考えていますので、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。

最後になりましたが、「第７次奈良県保健医療計画」をはじめ様々な計画の

策定や見直しにあたり、多大なご協力を賜りました関係者の皆様をはじめ、貴

重なご意見をいただきました市町村、関係団体、有識者及び県民の皆様に厚く

お礼申し上げます。

平成３０年３月

奈良県知事 荒 井 正 吾
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