




 

は じ め に 

 

本格的な人口減少・少子高齢社会を迎える中、本県は、

令和元年の高齢化率が全国第３位となっており、全国に先

行して高齢化が進行しています。 

このような中にあっても、活気ある地域の中で、県民誰

もがはつらつと暮らせる「活力みなぎる山口県」を実現し

ていくためには、高齢者の皆さんが可能な限り住み慣れた

地域で安心して暮らし、これまで培ってこられた豊富な知

識や経験を活かし、地域を支える担い手として、いきいき

と活躍することができる社会づくりを進めていくことが重要です。 

新型コロナウイルス感染症の流行が続く中でも、直面する感染症の危機を克服し、

活力に満ちた山口県の未来を切り拓いていくため、更なる感染拡大を防ぎ、県民の皆

様の命と健康を守るとともに、危機から生まれた社会全体のデジタルトランスフォー

メーションの動きを施策推進に確実に取り込み、これからの成長につなげていく必要

があります。 

県では、これまでも「やまぐち高齢者プラン」に基づき、医療・介護・予防・住ま

い・生活支援を一体的に提供する地域包括ケアシステムの構築をはじめ、様々な高齢

者施策を計画的に推進してきたところですが、今後、高齢化の更なる進行、高齢単身

世帯や認知症の人の増加等が見込まれることから、いわゆる「団塊の世代」が75歳以

上となる2025年、さらには「団塊ジュニア世代」が65歳以上となる2040年を見据え、

地域包括ケアシステムの深化・推進や高齢者が活躍する地域社会の実現に向けて、一

層積極的に取り組んでいくことが求められています。 

こうした取組を推進するため、このたび、「山口県高齢者保健福祉推進会議」の

委員の皆様をはじめ、広く県民の皆様の御意見をお聴きしながら、今後３年間の本

県の高齢者施策の基本指針となる「第七次やまぐち高齢者プラン」を策定いたしま

した。 

私は、今後、このプランに基づき、市町や関係団体等と一体となって、各分野に

わたる施策を着実に推進し、「だれもが生涯にわたり、住み慣れた家庭や地域で、

安心していきいきと暮らせる社会づくり」の実現に向けて、全力で取り組んでまい

りますので、県民の皆様の一層の御理解と御協力をお願い申し上げます。 

   

    令和３年(2021年)３月 

                                         山口県知事   村  岡  嗣  政 

写 真 
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