
 

 

  ごあいさつ                

 

 

 

わが国の近年の社会状況をみると、平均寿命の延びと出生率の低下

により急速に少子高齢化が進んでおり、出生率の低下傾向に歯止めが

かからないことによって人口が減少する時代となるなど、大きな転換

期に直面しております。また、新興感染症や地震等の大規模災害への

対策が急務となっております。 

本市においては、平成15年4月の中核市移行に伴い、川越市保健所

を設置し、より充実した保健衛生行政サービスを提供できる体制が整

いました。 

このような中、今般、保健医療を取り巻く情勢の変化に的確に対応

し、市民が健康で生きがいを持ち、心豊かな生活を送る一助とするた

め、地域の現状を踏まえた保健医療の在り方とその実現のための方向

性を明らかにすることを目的とした「いきいき安心川越プラン（川越

市保健医療計画）」を策定いたしました。 

策定にあたっては、基本理念を「みんな いきいき 健康のまち・

川越」と定め、保健医療に対する市民一人ひとりのニーズや地域医療

の担い手である医療従事者等の視点に立って、健康づくり・保健対策

の推進、医療体制の整備・充実及び医療資源の充実を基本目標として

掲げ、主要課題や施策について検討してまいりました。 

今後は、本計画を推進し、目標を達成する所存ですが、市民及び関

係機関等との連携が不可欠ですので、市民の皆様をはじめとした関係

各位のご協力を切にお願いする次第でございます。 

結びに、本計画策定にあたりまして、ご尽力をいただきました川越

市医療問題協議会委員の皆様並びに関係各位に厚くお礼申し上げ、あ

いさつといたします。 

 

平成 18 年 3 月 
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