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高齢者をとりまく現状と将来の姿計画策定にあたって

　本市では、令和３年度から令和５年度までを計画期間とする「第８次ふじえだ介護・福祉
ぷらん 21」を策定しました。本計画では、「地域共生社会」の実現を目指し、継続して地域
包括ケアシステムの深化・推進を図るとともに、団塊の世代が 75 歳以上の後期高齢者となる
令和７年、団塊ジュニア世代が高齢者となる令和 22 年を見据え、施策・事業を推進します。

　総人口は減少傾向となる一方、高齢者人口は増加傾向となることが予測されています。団
塊の世代が後期高齢者となる令和７年の高齢化率は 31.9％となることが見込まれています。

　要介護（要支援）認定者数は要支援・要介護ともに増加傾向となることが予測されています。
令和７年の要介護（要支援）認定率は 17.7％となることが見込まれています。

資料：藤枝市総合計画、介護福祉課

資料：介護福祉課

人口の推計

要介護（要支援）認定者の推計

計画の位置づけ・他計画との関係

計画の期間

日常生活圏域の設定

　本計画は、老人福祉法第 20 条の８及び介護保険法第 117 条の規定に基づき、策定するもの
です。また、本計画は、上位計画である「藤枝市総合計画」を基礎とし、「藤枝市地域福祉計画」
と調和を図り策定したものとなります。

　本計画は、令和３年度を初年度とし、令和５年度を目標年度とする３か年計画とします。

　住み慣れた地域で実情を踏まえたサービスの提供及び利用を行うことを基本とするため、
９圏域の「日常生活圏域」を設けることとします。また、地域の特性、高齢者人口等を考慮
して安心すこやかセンター（地域包括支援センター）の圏域設定及び設置を次のとおりとし
ます。

■安心すこやかセンターの圏域設定　（第８次（令和３年度～令和５年度）中の変更予定）

安心すこやかセンター
現状の圏域設定 変更後の圏域設定

65 歳以上
高齢者人口 担当地区 65 歳以上

高齢者人口 担当地区

グリーンヒルズ藤枝 4,832 人 瀬戸谷地区、稲葉地区
藤枝地区の一部 1,909 人 瀬戸谷地区、稲葉地区

開寿園 6,307 人 葉梨地区、広幡地区 6,307 人 葉梨地区、広幡地区

ふじトピア 7,305 人 西益津地区、藤枝地区の一部 10,228 人 西益津地区、藤枝地区

社会福祉協議会 7,343 人 青島地区の一部 7,343 人 青島地区の一部

第２開寿園 5,525 人 青島地区の一部、
大洲地区の一部 5,525 人 青島地区の一部、

大洲地区の一部

愛華の郷 7,806 人 高洲地区、大洲地区の一部 7,806 人 高洲地区、大洲地区の一部

亀寿の郷 4,121 人 岡部地区 4,121 人 岡部地区
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計画策定の趣旨
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計画の基本の柱

　日常生活圏域ごとの人口分布では、青島地区で 42,301 人と最も多く、稲瀬（稲葉・瀬戸谷）
地区では 5,088 人と最も少なくなっています。また、高齢化率では岡部地区が 38.0％と最も
高く、高洲地区では 26.3％と最も低くなっています。

　 “ 市民宣言 ” として、高齢者を取り巻く全ての市民がかかわるための五つの精神（娯・悟・吾・
互・護）を宣言しました。“ 市民宣言 ” を踏まえた以下の視点のもと、本計画を策定します。

　私たちは、年をとることや障害のあることで生じる生活のしづらさについて、自分自身や
家族個々の解決すべき問題として捉え、それらを掘り下げ、積み重ねることで地域の課題を
見いだし、解決に向け行動していくことで、障害の有無や年齢・性別に関わらず、誰もが長
年住み慣れた地域で、そこに住む人々とともに、安心して過ごすことができ、各自の持てる
力を最大限活用して、自分らしく生き生きとした生活を送ることができる「地域づくり」を
目指します。

　高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止に取り組むとともに、意欲あふれるアクティブ
シニアの社会参加の促進と効果的な介護予防を実践することで、健康寿命の延伸を進めます。

　本市の介護保険の給付分析やデータに基づいた地域課題の分析を進め、自立支援や重度化防
止の観点を重視するとともに、介護保険制度の基本的な考え方に立ち返り、適切なケアマネジ
メントの実践により制度の持続可能性を確保します。

 日常生活圏域の状況

計画の基本理念

　　地域包括ケアシステムの深化・推進

　　介護保険制度の持続可能性の確保

地区人口　  5,088 人
65 歳以上　1,909 人
高齢化率　  37.5％

地区人口   10,850 人
65 歳以上　4,121 人
高齢化率　  38.0％

地区人口　13,323 人
65 歳以上　3,818 人
高齢化率　  28.7％

地区人口　20,899 人
65 歳以上　7,071 人
高齢化率　  33.8％

地区人口　 8,786 人
65 歳以上　2,489 人
高齢化率　  28.3％  〇一般市民の方々へ「地域共生社会」の実現を視野に入れた「私たちがめざすま

ちの姿」の浸透をめざします。

〇円滑な日常生活を営むための支援を積極的に行うとともに、住まいや公共施設
等においてもユニバーサルデザインの考え方に基づき整備します。

〇協働によるまちづくりを進めていくために、他人事を「我が事」に変える働き
かけをする機能及び地域課題を「丸ごと」受け止める場を創ります。

地区人口　24,972 人
65 歳以上　6,579 人
高齢化率　  26.3％

地区人口　  9,080 人
65 歳以上　3,157 人
高齢化率　  34.8％

１

2

地区人口　 8,918 人
65 歳以上　2,822 人
高齢化率　  31.6％地区人口　  42,301 人

65 歳以上　11,273 人
高齢化率　  26.6％

■日常生活圏域図

資料：住民基本台帳（令和 2 年 9 月 30 日現在）

計画の視点

いくつになっても笑顔で♥藤枝♥

計画の基本的な考え方
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　一人暮らし高齢者、高齢者のみ世帯が増加している中で、支え合える体制づくりを進める
とともに、多職種・多機関及び同職種・同機関が連携することにより、高齢者にとって安心
で自分らしい暮らしが実現できる社会を目指します。
　また、認知症の人が住み慣れた地域で自分らしく暮らし続ける社会を目指します。

いつまでも笑顔で暮らせる安全・安心確保の体制強化と
環境づくりの推進

基本方針

１

施策の展開

■基本方針１の目標指標

単位 令和１年度
（実績値） 令和３年度 令和４年度 令和５年度

地域ケア個別会議開催数 回 144 170 185 200

地域支え合い出かけっＣＡＲ
サービス実施地区数 地区 3 5 6 6

在宅看取り率 ％ 15.9
（253 人）

15.9
（260 人）

15.9
（268 人）

15.9
（276 人）

リハビリテーション専門職等の
地域の取組みへの関与数 人 247 250 255 260

看護小規模多機能型
居宅介護事業所数 か所 1 2 2 2

本人ミーティングの参加者数 人 17 54 62 70

ケアラーズカフェの参加者数 人 65 90 102 114

感染症対策について医療・介護
関係団体の連絡会の開催 回 2 5 5 5

高齢者福祉施設の
避難確保計画の策定 ％ 87.8 95.0 100 100

基本方針 重点施策 施策の方向性

いつまでも笑顔で
暮らせる安全・安心
確保の体制強化と
環境づくりの推進

見守りや手助け、介護を
必要とする高齢者を支える
体制の整備

安心すこやかセンターの機能の強化

見守り体制の充実

生活支援コーディネーターと支え合い地域づくり
会議等を通じての地域づくりの促進

地域における共生社会の実現に向けた取組の促進

一人暮らし高齢者等への充実した支援

高齢者施策で受けられるサービスの充実

定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び
看護小規模多機能型居宅介護の整備

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、
小規模多機能型居宅介護の活用促進

「ときどき入院・ほぼ在宅」
を実現する
医療・介護連携の推進

高齢者のための地域医療体制の整備

医療・介護の資源の把握

切れ目のない在宅医療・介護の提供体制の構築推進

医療・介護関係者の情報共有の支援

在宅医療・介護連携に関する相談支援

医療・介護関係者の研修

市民への普及啓発

重度化防止のための医療・介護連携の推進

家族を介護する人の
負担軽減

家族を介護する人の心身の負担軽減

家族を介護する人の相談・支援体制の充実

介護離職ゼロに向けた啓発

高齢者の権利を守る
取組の充実

高齢者の自己決定権の確保

高齢者の救済・支援

認知症とともに
誰もが自分らしく
暮らし続けられる
取組の充実

認知症の人とともに築く地域づくり

認知症の人を見守り家族を支える体制づくり

認知症の人が早期に医療や社会資源に
つながる体制の充実

高齢者の安全と安心の
ための取組の充実

暮らしの安全対策と福祉都市環境の整備

感染症から守る体制づくり

的確な災害対応手段の確立
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　住み慣れた地域で生き生きと暮らし続けるためには、高齢者が自発的な行動により、楽し
く心豊かに生きようとする意欲や生きがいがあることが重要です。年齢を重ねても生活の質
が低下しないように予防・改善を重視した介護予防の推進を図り、明るく、楽しく、健康的
で活力のあるアクティブ・エイジングを実現できる社会を目指します。

　高齢化の進行により、介護サービスの給付費の増加も見込まれる状況であっても、要介護（支
援）認定者にとって必要なサービスが受けられるよう取り組みます。また、介護人材の確保
に向けて、福祉教育に合わせ、事業所の負担軽減のため業務効率化を支援します。

いつまでも生き生きと暮らし続けるアクティブシニアの活躍の促進 持続性のある介護保険制度の運営
基本方針 基本方針

2 3

■基本方針 2 の目標指標

単位 令和１年度
（実績値） 令和３年度 令和４年度 令和５年度

自立高齢者の割合 ％ 84 84 84 84

支え合い介護予防教室
（ふじえだアクティブクラブ）数 か所 20 30 35 40

ふれあいサロン年間参加者数 人 21,846 21,200 21,400 22,000

地域支え合い出かけっＣＡＲ
サービス実施地区数（再掲） 地区 3 5 6 6

基本方針 重点施策 施策の方向性

いつまでも生き生きと
暮らし続ける
アクティブシニアの
活躍の促進

高齢者の健康づくり、
介護予防に向けた
活動の支援

高齢者の健康づくりの支援

高齢者の介護予防の推進

介護予防・生活支援サービスの充実

社会や地域での
活躍促進

学習意欲の向上

仲間づくりと趣味活動の推進

就労意欲の増進と就労支援

ボランティア活動への支援

支え合いの地域づくりの担い手となる高齢者の支援

高齢者の社会参加の促進

基本方針 重点施策 施策の方向性

持続性のある
介護保険制度の運営

サービスの量の確保と
質の向上

円滑な在宅サービスの推進

介護保険サービスの必要量の見込み

施設・居住系等サービスの充実

介護人材の育成・確保
人材確保に向けた福祉についての教育の推進

サービス提供事業所の支援

介護保険事業の
適正化の推進

ケアマネジメントの適正化

第５期藤枝市介護給付適正化計画

 ＜第５期藤枝市介護給付適正化計画＞
　介護給付適正化については、介護保険法の一部が改正され、介護給付等に要す
る費用の適正化に関し、市町村が取り組むべき施策に関する事項及びその目標を
定めるものとされました。よって、以下のとおり、第５期藤枝市介護給付適正化
計画を策定します。

１ 介護給付適正化の目的
　介護給付の適正化は、受給者のＱＯＬ向上を目指し、介護給付を必要とする受
給者を適切に認定し、受給者が真に必要とする過不足のないサービスを、事業者
が適切に提供するよう促すことや、適切なサービスの確保とその結果として費用
の効率化を通じて介護保険制度への信頼を高め、持続可能な介護保険制度を構築
することを目的にしています。

２ 今期の取組方針と目標
　第４期に引き続き、主要５事業等について、それぞれ前期の実績を上回る実施
目標を定めた上で、着実に取り組みを進めます。また、要介護認定申請から結果
通知までの期間の長期化が課題となっていることから、当該期間の短縮について
も目標を定めて改善を図ります。
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　介護給付費等の推計を基に算定した保険料基準額（月額）は次のとおりです。 　本計画は、市民、地域、介護サービス事業者、保健・医療・福祉の関係機関、安心すこや
かセンター、市などが連携・協力して推進します。
　それぞれの施策を適切かつ効果的に実施し、必要に応じて随時見直しを行うために「藤枝
市介護・福祉ぷらん 21 推進協議会」において計画の進行管理を行います。
　また、計画をより実効性のあるものにしていくため、前期計画と同様に、事業の進行を客
観的に管理（評価）できる具体的な目標設定を行いました。本計画期間中も、この目標に対
する進行管理や評価を適正に行っていきます。

　本計画は、令和３年度から令和５年度の高齢者のあるべき姿を念頭におき、目標を掲げて
策定しています。毎年度、計画の達成状況を点検・評価し、進行管理を行うとともに、計画
期間の最終年となる令和５年度に事業実績、実施状況や効果など計画全体の評価を行い、次
期計画に反映していきます。

第８次ふじえだ介護・福祉ぷらん 21
高齢者福祉計画・介護保険事業計画

【概要版】

発行年月：令和３年３月
発　　行：藤枝市
編　　集：健康福祉部　介護福祉課・地域包括ケア推進課
住　　所：〒 426-8722　静岡県藤枝市岡出山一丁目 11 番１号
T    E    L：054-643-3144（介護福祉課）　
　　　　　054-643-3225（地域包括ケア推進課）
F    A    X：054-643-3506
U    R     L：https://www.city.fujieda.shizuoka.jp

第１号被保険者の保険料基準月額

第１号被保険者の保険料段階

計画の推進及び進行管理

計画の点検・評価

項目 金額

標準給付費 ＋ 地域支援事業費計 ( Ａ ) 38,580,051,212 円

第１号被保険者負担分相当額 ( Ｂ ) ＝ ( Ａ )×23.0％ 8,873,411,779 円

調整交付金相当額 ( Ｃ ) 1,892,460,311 円

調整交付金等見込額 ( Ｄ ) 1,468,046,000 円

介護給付費準備基金取崩額 ( Ｅ ) 691,000,000 円

保険料収納必要額（ F  ）＝ ( Ｂ ) ＋ ( Ｃ ) － ( Ｄ ) － ( Ｅ ) 8,606,826,089 円

予定保険料収納率 ( Ｇ ) 98.00％

所得段階別加入割合補正後被保険者数 ( Ｈ ) 136,807 人

第１号被保険者の保険料基準額 ( 月額 )
( Ｉ ) ≒ ( Ｆ )÷( Ｇ )÷( Ｈ )÷12 5,350 円

所得段階（保険料率） 所得段階の条件 月額保険料 年額保険料

第１段階
( 基準額 ×0.30）

生活保護を受給している人、または世帯全員が市民税非課
税で老齢福祉年金を受給している人
または世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額
と合計所得金額の合計が 80 万円以下の人

1,605 19,260

第２段階
( 基準額 ×0.40）

世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計
所得金額の合計が 80 万円を超え 120 万円以下の人 2,140 25,680

第３段階
( 基準額 ×0.70）

世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計
所得金額の合計が 120 万円を超える人 3,745 44,940

第４段階
( 基準額 ×0.83）

本人が市民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得
金額の合計が 80 万円以下の人

（世帯に市民税課税者がいる人）
4,441 53,286

第５段階
( 基準額）

本人が市民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得
金額の合計が 80 万円を超える人

（世帯に市民税課税者がいる人）
5,350 64,200

第６段階
( 基準額 ×1.15）

本人が市民税課税で合計所得金額が
120 万円未満の人 6,153 73,830

第７段階
( 基準額 ×1.30）

本人が市民税課税で合計所得金額が
120 万円以上 210 万円未満の人 6,955 83,460

第８段階
( 基準額 ×1.55）

本人が市民税課税で合計所得金額が
210 万円以上 320 万円未満の人 8,293 99,510

第９段階
( 基準額 ×1.68）

本人が市民税課税で合計所得金額が
320 万円以上 500 万円未満の人 8,988 107,856

第 10 段階
( 基準額 ×1.80）

本人が市民税課税で、合計所得金額が
500 万円以上 800 万円未満の人 9,630 115,560

第 11 段階
( 基準額 ×2.00）

本人が市民税課税で、合計所得金額が
800 万円以上の人 10,700 128,400

計画の推進体制第１号被保険者保険料額

単位：円

※第 1 ～ 3 段階は公費が投入され、軽減された場合の保険料です。
※年額保険料の 100 円未満は切り捨てとなります。
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いくつになっても笑顔で♥藤枝♥




