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○  東京都において、高齢化が急速に進行する中、高齢者がいきいきと暮らす

ことのできる社会の実現を図ることが重要です。 
 
 
○  そのためには、生活の基盤となる住まいについて、高齢者が多様なニーズ

に応じた居住の場を選択できるようにするとともに、地域で安全に安心して

暮らすことのできる環境を整備することが求められます。 
 
 
○  このため、都では、地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣

れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよ

う、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に

確保される体制（地域包括ケアシステム）の構築を目指しています。 
 

○  本プランでは、高齢者の居住の安定確保に向け、住宅施策と福祉施策が連

携し、総合的・計画的に施策を推進するための基本的な方針と実現のための

施策を示します。 
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