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はじめに 

かわさき保健医療プラン

 昨年４月、川崎市は人口 150 万人を超えました。 

全国的に人口減少が続く中、人口の自然増は、政令指定都市で最も大きく、 

20歳代を中心とした若い世代の流入も多いことから､本市は｢成長を続ける元気

なまち｣と言うことができると思います。 

 一方で、市民の高齢化の進展や疾病構造の変化等に伴い、今後ますます保健･

医療ニーズの増大が見込まれております。 

 本市が実施する｢かわさき市民アンケート｣においても、健康や医療は非常に

関心が高く、毎年度、｢健康で安心な暮らし｣は市民の切実な願いであることを

再確認するとともに、とりわけ保健･医療が果たす役割への期待を感じていると

ころでございます。 

 子どもから高齢者まで、市民一人ひとりが住み慣れた地域で安心に暮らし続

けるためには、何より自らの健康を意識して行動する｢セルフケア｣が大切とな

りますが、専門的な治療が必要となった場合には、適切な医療を受けることが

できるよう、併せて、入院医療から在宅医療･介護まで、一連のサービスを切れ

目なく円滑に提供できる体制を構築する必要があると考えております。 

 今回策定いたしました『かわさき保健医療プラン[2018-2023 年度]』では、

｢地域包括ケアシステム｣と｢効率的で質の高い保健医療提供体制｣の構築を施策

の両輪として、『市民とともに支える誰もが住み慣れた地域で安心して保健医療

サービスを受けることができる社会の実現』を目指してまいります。 

また、近年、東日本大震災をはじめ、熊本地震など、全国各地で大規模な自然

災害が相次いで発生していることから、こうした過去の教訓を評価･分析し、災

害時における保健医療体制についても、様々な備えや取組を着実に進めてまい

ります。 

 成長と成熟の調和、そして寛容と互助の精神を持ち、保健医療サービスにお

いても、かわさきが『最幸のまち』と言われるよう、市長として全力で取り組ん

でまいりますので、地域の関係者、関係団体、さらには市民の皆様のより一層の

御理解と御協力をお願い申し上げます。 

平成 30(2018)年３月 

川崎市長
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