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静岡市

（仮）健康長寿・誰もが活躍のまちづくり計画
令和５（2023）年度－令和12（2030）年度

【計画素案（概要）】
第９期高齢者保健福祉計画・第８期介護保険事業計画



〇2025年・2040年※１を見据えた対応

・多様な就労・社会参加の促進
・健康寿命のさらなる延伸
・医療・介護の生産性向上

〇「静岡型地域包括ケアシステム※２」の推進及び「地域共生社会※３」の実現

・在宅医療・地域医療の充実
・日常生活圏域や基本日常生活圏それぞれにおける取組の充実
（地域包括支援センターの機能強化や、小圏域（小学校区程度）における
多職種の連携強化）

・独居、認知症、障害等、複数の問題を抱える高齢者等世帯の増加への対応
・公民連携の促進

健康寿命のさらなる延伸、静岡型地域包括ケアシステムの推進、誰もが活躍に向けた対応が必要

⇒「（仮）健康長寿・誰もが活躍のまちづくり計画」を策定し、市を挙げて総合的に施策を実施すること
により、４次総の分野横断的な重点政策に掲げる「(仮)健康活躍のまち」を実現

「（仮）健康長寿・誰もが活躍のまち」に関する計画の策定方針

静岡市の今後の主な課題
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※１：2025年と2040年
2025年には、「団塊の世代」すべてが75歳以上の後期高齢
者になる。

2040年には、「団塊ジュニア（昭和46～49年生まれ）」が65歳
以上となり、高齢者人口がピークに達する。高齢者のうち、３割
が85歳以上となり、困窮化やひとり暮らし高齢者の増加、認知
症等の問題が深刻になると予想される。

※２：静岡型地域包括ケアシステム
「地域力が強い」「元気な高齢者が多い」「小圏域で多職

種が連携」が特徴で、高齢者が重度な要介護状態となっても、
住み慣れた地域で自分らしく、人生の最期までずっと暮らせる
よう、医療・介護・予防・住まい・生活支援の５つのサービスが
一体的に切れ目なく提供される仕組み。

※高齢化がさらに進む一方で、生産年齢人口が減少し、担い手が不足していくなどの社会状況において、
以下の課題に対応することが必要。（詳細は本編「考慮すべき主な課題」参照）

※３：地域共生社会
制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という
関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が「我が
事」として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超え
て「丸ごと」つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生
きがい、地域をともに創っていく社会。



「（仮）健康長寿・誰もが活躍のまち」に関する計画の策定方針

「（仮）健康長寿・誰もが活躍のまちづくり計画」は、次の点を踏まえて策定

①高齢者のみならず、全世代を通じた健康長寿や活躍※に向けた対応を図る観点に立つこと

②健康で人生を楽しみ、かつ、人生の最期を安心して迎えるために、介護・疾病の予防、生きがいづく
り、生前の準備を重視する観点に立つこと

③（仮）健康長寿・誰もが活躍に向け、市民の自主的な取組の促進や地域での支え合い、必要とする
方への専門的な支援などを、総合的かつ横断的に連携させた体制整備を図っていくこと

④ＳＤＧｓのゴール３「すべての人に健康と福祉を」はもとより、ゴール８「働きがいも経済成長も」
に向け、就労・社会参加する機会の提供を加速させ、ゴール17「パートナーシップで目標を達成し
よう」に向け、地域での支え合いに加え、公民連携の促進にも注力し、ＳＤＧｓの理念「誰一人取り
残さない」を実践すること

※活躍・・・本計画においては、一人ひとりが個性と多様性を尊重され、それぞれの希望に応じて、その持つ能力を発揮し、
生きがいを持ちながら暮らすこと。（「『生涯活躍のまち』づくりに関するガイドライン（R4.3 内閣官房デジタル田園
都市国家構想実現会事務局・内閣府地方創生推進事務局）」を参考にして記載）
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計画策定方針



計画素案概要 静岡市が目指す「(仮)健康長寿・誰もが活躍のまち」の姿

（仮）市民が、健康で人生を楽しむことができ、住み慣れた地域で、生きがいをもって、自分らしく
暮らすことができるまちを実現する。

基本目標

①静岡型地域包括ケアシステムの推進
医療・介護の専門職や地域の市民の連携により、切れ目ない支援体制を身近な小圏域で
推進することや、人生の最期の場面を見据えた支援を行うとともに、市民に積極的に情
報発信することで、地域に根差した「静岡型地域包括ケアシステム」のさらなる推進を
目指す。
【指標：在宅看取り率 参考値：32.7％（Ｒ２、人口動態調査）】

②「健康長寿世界一の都市」の実現
市民の健康度を見える化し、健康意識を高めるとともに、家康公の健康長寿の秘訣と言
われる“知”[就労・社会参加]、“食”[食事]、“体”[運動]を軸とした取組を進める
ことにより、市民一人ひとりが自らの健康を意識し、自然に健康長寿を実現できるまち
を目指す。
【指標：健康寿命 参考値：男性73.03歳、女性75.25歳（Ｒ１、厚生労働科学研究班）】

③「（仮）誰もが活躍の都市」の実現
市民が社会的に孤立することなく「居場所」を持ち、就労、ボランティア活動、生涯学
習等といった社会活動の機会を多様な「ひと」と活躍の「場」をつなぐことで創出し、
誰もが生きがいや役割を持ちながら暮らすことのできるまちを目指す。
【指標：ボランティア活動や地域での活動（自治会・町内会などの活動も含む）に

参加したことのある市民の割合 参考値：52.8％（Ｒ3、地域福祉に関する
市民アンケート調査）】

【指標：就労系障害福祉サービスの利用終了者に占める一般就労への移行者の割合
参考値：10％（Ｒ２、静岡市調べ）】

⇒具体的には、「富士山型」で構成される各分野の取組を進めていく

施策方針
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○令和５（2023）から12（2030）
年度までの８年間を計画期間とする。

○本計画の中間期である令和８（2026）
年度に中間見直しを行う。

○令和５（2023）、令和８（2026）、令
和11（2029）年度に高齢者保健福祉計
画及び介護保険事業計画の該当する施策、
事業等を改訂する。

計画期間

必要な方には専門的な支援が受けられる
ようにするとともに、市民の支え合いや
一人ひとりの取組により、将来にわたっ
て健康であり続け、生きがいや役割を持
ちながら生活できることを推進して、
「（仮）健康長寿・誰もが活躍のまち」

を実現。

①どの世代も活き活きと安心して過ごせる
魅力的なまちを実現

②魅力を高めることにより、地域の社会・
経済を維持・活性化

③日本の他都市でも深刻となっている高齢
化や人口減少に対応する、仮）健康長
寿・誰もが活躍のまちづくりのモデルと
して全国発信



計画素案概要 （仮）健康長寿・誰もが活躍のまちづくり計画の全体像
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※令和４年度実施の事業例
令和５年度以降の事業は、 現在検討中

・高齢者の就労促進事業
・しずおかハッピーシニアライフ事業

など

・認知症ケア推進センターの運営
・認知症初期集中支援事業

など

・生活支援体制整備事業
・高齢者見守りネットワーク推進事業

など

【山頂】
医療・介護の専門職の連携による支援

【山腹】
市民の連携による地域での支え合い
体制の整備

【裾野】
市民の自主的な（仮）健康長寿・
誰もが活躍の取組の促進

≪施策体系≫ ≪事業例≫

※第４次総合計画との整合性を図るため、図中の語句は変更になる場合があります。

健康長寿
世界一の
都市の実現

静岡型
地域包括
ケア

システム
の推進

「宝永山型」
で表現

「富士山型」
で表現

【山頂】：医療・介護の専門職の連携による支援

【山腹】：市民の連携による地域での支え合い体制の整備

【裾野】：市民の自主的な（仮）健康長寿・誰もが活躍の取組の促進（見える化と、「知・食・体」の取組）

市社協 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱNPO自治会地区社協 民生委員

地域包括
支援ｾﾝﾀｰ

薬局
訪問看護
ｽﾃｰｼｮﾝ

病院

介護ｻｰﾋﾞｽ
事業所

ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ診療所（一般・歯科）

介護施設等

老人ｸﾗﾌﾞ

見える化

健康度の『見える化』で
市民一人ひとりに

健康意識

食［食事］

民間企業・大学等と連携し、
まちぐるみで「食」を

通じた健康づくりを推進

体［運動］

地域での介護予防活動に
加え、運動を取り入れやすい

都市づくりで、日常に
ムリなく運動をプラス

知［就労・社会参加］

就労、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動、生涯学習等
といった社会活動を通じた、
生涯にわたる自己実現、

社会貢献を応援

介護予防

介護予防の意識を高め、
まちぐるみで市民主体の
介護予防の活動を展開

住まい

本人の希望、支援の
必要度に応じた住まい

の確保

生活支援・見守り

ご近所が連携して日常の
ちょっとした手伝いや
見守りなどの支え合いで

サポート

生きがい・社会活動

地域の支え合い活動等に
支える側としても参加し、

地域で役割を持って生涯現役

医療

医療・介護等の専門職が連携し、

切れ目のない医療・介護サービスを提供

介護

民間企業関係機関社会福祉法人

(仮)誰もが
活躍の都市
の実現

施策方針①

施策方針② 施策方針③

施策
全体に
関わる
取組

「地域共生社会」の実現に向けた取組 災害・感染症への取組

地域住民の複雑化及び複合化した支援ニーズに

対応する包括的な支援体制を整備し、地域共生

社会の実現に向けて取り組む

「自助」「共助」「公助」への支援を促進する

災害への対策に取り組む

新型コロナウイルスを含む新興・再興感染症対策に取り組む

認知症ｹｱ推進ｾﾝﾀｰ



日常の療養支援や入・退院支援、看取りなどにおける在宅医療と介護に係る専門職の連携強化等を促進するとともに、認知症に係る早期
発見・早期対応や、容態の変化に応じた適時・適切な医療・介護の提供体制を整備

・小学校区程度の地域において、医療・介護等の専門職からなるチームでミーティングを重ね、地域の現状、課題等を把握・ 検討し地域での支援体制を構築し、推進
・病院や地域包括支援センター等に対して、かかりつけ医の紹介や介護サービスの手配等に関する助言、関係機関との調整などを行うスーパーバイザーの配置
・在宅医療研修、かかりつけ医認知症対応力向上研修の実施、介護人材の確保（介護就業促進・勤務環境改善支援）
・認知症が疑われる人や認知症の人及びその家族に、医療・保健・福祉等の専門職で構成されたチームが早期に関わり、アセスメントや家族支援などの初期支援を
包括的、集中的に実施
・認知症サポート医の全圏域への配置、かかりつけ医・地域包括支援センター・介護サービス事業者との調整を行う認知症地域支援推進員の配置、専門医療機関の
認知症疾患医療センターと連携した医療の提供
・要介護認定非該当の末期がんの方に対する在宅介護支援（介護保険と同等のサービスを実施） 等

計画素案概要 「山頂」（医療・介護の専門職の連携による支援）

介護医療

〇後期高齢者人口の増加に伴い、医療・介護を必要とする人が増加する見込み。市民が住み慣れた
地域で安心して暮らすため、在宅医療・介護連携体制の強化等を推進。

〇認知症の方も年々増加。認知症本人やその家族が希望をもって暮らし続けることができるよう、
本人の尊厳を尊重した医療・介護サービス提供に向けた環境を確保。

【指標：●●】

⇒市民が、必要なときに「山頂」に手を伸ばせば、身近な地域で専門的な支援が適切に
受けられる体制を整備
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１ 在宅医療・介護の専門職の連携



日常の生活・終活支援や見守り等について、住民
同士や、関係機関、ボランティア、ＮＰＯ、民間企
業等地域の多様な主体によるサポートにより、地域
の支え合いを促進

・各地域における生活支援コーディネーターの配置及び協議体の設置
・ひとり暮らし高齢者世帯の自宅に緊急救命通報装置等を設置
・認知症の人やその家族を支える認知症サポーターの養成
・成年後見制度の利用促進 等

２ 生活支援・見守り

〇地域の課題は、その地域に住む住民が最もよく理解しており、地域住民同士協力し合うこと
が重要。

〇近年増加しているひとり暮らし高齢者世帯に対しても、地域で声かけを行うとともに、希望
に応じて地域活動への参加を促すことは、孤立化防止の観点からも重要。

〇高齢者にボランティア活動等といった地域での支え合いの担い手となる機会をさらに創出
することが必要。また、地域住民同士の支え合いに加え、同じ状況に置かれていたり、
同じ経験をしている人同士の支え合いや、ＮＰＯや民間企業による市民活動等への支援
も、今日では欠かすことのできない支え。

【指標：●●】

⇒（仮）健康長寿・誰もが活躍のまちづくりの中核を成す「山腹」として、地域での支え合いの取組を支援

高齢者自身が、地域の支え合い活動に支える側と
して参加し、地域で役割を担うことを通じて、自ら
の生きがいとしても活躍できる環境を整備

・介護施設等でボランティア活動を行った場合にポイントを付与し、静岡市の
地場産品と交換（元気いきいき！シニアサポーター事業）
・地域の支え合い活動の担い手となるリーダーの養成講座や、ボランティア
参加のための入門講座の開催 等

３ 生きがい・社会活動

介護予防への意識を高めるとともに、市民の
ニーズに応じて参加できる活動の場を設けるなど、
地域全体で市民主体の介護予防活動を展開

・地区社協が中心となり地域のボランティアで運営されるＳ型デイサービスに係る
活動支援
・しぞ～かでん伝体操活動グループへの継続的活動への支援
・フレイル（虚弱）や転倒の予防等に関する講演会の開催 等

１ 介護予防

市民がそれぞれの状態に応じて、医療・介護サー
ビス等を受けながら安心して生活できる住まいの確保
を、民間企業等の活力を活用しながら促進

・高齢者が必要な福祉サービスの提供を受けられるサービス付き高齢者向け
住宅の整備促進
・在宅での日常生活に支障がある介護認定を受けた高齢者が、手すりの取付
や段差の解消などの住宅改修を行う費用の一部補助
・市営住宅への入居支援 等

４ 住まい

計画素案概要 「山腹」（市民の連携による地域での支え合い体制の整備）

住まい
介護
予防

生活支援
・見守り

生きがい
・社会活動
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計画素案概要 「裾野」（市民の自主的な（仮）健康長寿・誰もが活躍の取組の促進）

特に中高年期まではメタボリックシンドロームに、
高齢期においてはフレイル（虚弱）にならないよう、
市民一人ひとりの健康意識を高めることを促進

・特定健診等のデータ分析による地域の健康課題等の見える化
・禁煙への支援、受動喫煙防止（喫煙リスクの普及啓発）
・高齢者の健康（虚弱度）チェックの実施
・市内の各健康イベント開催状況等の見える化
・がん教育推進事業 等

１ 見える化

食[食事]
体[運動]

見える化知
[就労・社会参加]

〇（仮）健康長寿・誰もが活躍のまちを実現するための大前提として、世代問わず、市民一人
ひとりが健康に対する意識を高め、自主的に健康づくりに取り組むとともに、誰もが生きが
いや役割を持ちながら暮らすことが大切。

〇健康に係る情報の「見える化」、適切な食事や運動の機会の提供、疾病予防、重症化予防、
介護予防の実施により、健康寿命の延伸につなげる。

〇就労、ボランティア活動、生涯学習等といった社会活動の機会を、多様な「ひと」と活躍の
「場」をつなぐことで創出。

【指標：●●】

⇒市民全体に「裾野」のごとく広がりをもって、自らの健康づくり、生きがい・役割づくりを促進

市民が、就労、ボランティア活動、生涯学習等の
社会活動を行う機会を創出し、誰もが生きがいや役
割を持ちながら日々の生活を送ることを促進

・生涯活躍のまち静岡推進事業（ＣＣＲＣ）の推進
・高齢者の社会参加の推進（しずおかハッピーシニアライフ事業）
・「静岡シチズンカレッジ こ・こ・に」で地域人材の養成等
・高齢者の就労促進（ＮＥＸＴワークしずおか）
・まちかどコンサートを通じた外出機会の創出 等

２ 知[就労・社会参加]

生活習慣病の予防や、加齢に伴う低栄養予防の観点
からも、栄養バランスのとれた食事をとることを促進

・生活習慣病予防や低栄養予防等、対象にあわせた食事の
ポイントを、講話と調理実習を通して学習する教室の開催
・民間企業や大学等と連携した健康メニューの開発や食育イベントの開催
・美味しく 楽しく 安全に食べられる歯周病検診等の歯と口の健康づくり
・小中学校やこども園等での必要な栄養バランスのとれた給食の提供 等

３ 食[食事]

市民がスポーツを生活に取り入れ、日常的に運動し
やすい環境を整備。また、身体機能が低下しても、自
立した日常生活や社会生活を送ることができるまちづ
くりに取り組む

・市体育施設におけるスポーツ教室及びスポーツイベント等の実施
・自転車の利用促進や自転車利用環境の整備推進
・ホームタウンチームとの連携・協働
・バリアフリーによる高齢者等誰もが利用しやすい環境の整備 等

４ 体[運動]
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計画素案概要 ３つの重点プロジェクト(分野横断的なプロジェクト)

8

在宅医療・介護の専門職の連携強化
や、地域での支え合い体制の整備に
よる在宅生活を継続するための支援
を実施。

（事業例）
・在宅医療・介護連携推進事業
・地域ケア会議の開催
・ＡＣＰの理解促進
・かかりつけ医の総合的評価による
介護予防事業

・生活支援体制整備事業

山頂

山腹

認知症総合支援プロジェクト在宅生活継続支援プロジェクト

山頂

山腹

裾野

幅広い世代が交流する多世代交流の場
づくりや、地域や社会の中で誰もが活
躍できる機会の提供を促し、生きがい
や役割を持ちながら暮らすことのでき
る環境を整備。

（事業例）
・生涯活躍のまち静岡（CCRC）推進
事業

・しずおかハッピーシニアライフ事業
・元気いきいき！シニアサポーター
事業

・高齢者の就労促進事業
・地域支え合い人材養成講座：
静岡シチズンカレッジ こ・こ・に

誰もが活躍支援プロジェクト

山腹

裾野

認知症の発症・重症化を遅らせるた
めの支援と、認知症になっても希望
をもって日常生活を過ごせる環境を
整備。

（事業例）
・認知症ケア推進センターの運営
・認知症初期集中支援事業
・認知症地域支援推進員の配置
・若年性認知症施策推進事業
・権利擁護のための支援
・ピアサポート活動支援事業



計画素案概要 持続可能な介護保険制度の実現

9

第８期については、令和４年度から団塊の世代の75歳到達が始まるなど、高齢者世代内の高齢化が進展します。

これにより、要介護（要支援）認定者数が増加し、介護サービス等の利用量が増加することから、保険料は上昇します。

中・重度者の在宅生活の継続を支えられるよう、医療と介護の連携がとれた
サービスを重点的に見込む

・高齢者が新たに要介護（要支援）状態となることの防止
・要介護（要支援）状態の軽減、重度化防止 ※「裾野」「山腹」「山頂」ごとの取組（再掲）

・介護人材の確保、多様な人材の育成など
・介護給付の適正化、介護事業者の指導監督など

１ 在宅生活を重視したサービス見込み

2 予防を重視した事業の推進

3 必要な介護サービスの「量」と「質」の確保

高齢者が、本人や家族の希望に応じて、住み慣れた場所、特に自宅でずっと安心して暮らせるまちの実現に向け、介護給付等対象サービス

を提供する体制の確保や地域支援事業を計画的に実施し、持続可能な介護保険制度の実現を目指します。

第８期介護保険料 基準額

３つの取組方針

第７期 第８期

月額 5,492円 月額 6,325円

参考：要介護（要支援）認定者の状況
（各年度９月末・人）

※保険給付費等に対し第１号被保険者の保険料が
負担すべき割合以上に収入された場合に、その
剰余額を積み立て不足が生じたときに備える基金

第７期（平成30～令和２年度）の保険料算定時は、準備基金（※）の残高が年々増加していた
ことから、これを被保険者に還元するため、準備基金を取り崩し、保険料の上昇を抑制しました。

⇒第８期については、準備基金投入による抑制効果が第７期と比べ、極めて限定的となります。

【準備基金の残高（単位：億円）】

第８期（令和３～５年度）のポイント

38,192
38,867

39,989
40,743

41,888

42,913

H30 R1 R2 R3 R4 R5

→推計

30.4

5
0

６期末 ７期末 ８期末



今後のスケジュール（予定）

【方針案提示】※実施済

８月４日（木） 高齢者保健福祉・介護保険合同専門分科会

【素案提示】
10月20日（木） 高齢者保健福祉・介護保険合同専門分科会
11月１日から パブリックコメント実施
（１か月間）

【案提示】
２月頃 高齢者保健福祉・介護保険合同専門分科会

健康福祉審議会

３月頃 公表

10


