




 

 

はじめに 

 現在、岡山市の高齢者人口は 18 万人を超え、市民のおおよそ 4人

に 1 人が高齢者となっており、今後も高齢化の進展に伴い介護ニー

ズはさらに高まる見込みです。 

岡山市民の平均寿命は男女ともに全国平均を上回っていますが、

心身ともに自立し、健康な状態で生活できる期間である健康寿命は

平成 28 年時点で、男性 71.6 歳、女性 74.3 歳となっており、どちら

も全国平均より 0.5 歳低く、本市の高齢者福祉を考えるにあたり、

健康寿命をいかに延ばしていくかが重要となっています。 

 

また、未曽有の事態となった新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、私たちの

生活は大きな転換を余儀なくされました。特に高齢者は、外出を控えることによる活動

の低下や、人や地域とのつながりの減少等が及ぼす健康への影響も懸念されています。 

 

本市では、豊富な医療・介護資源をいかし、施設・在宅サービスをバランスよく提供

できる仕組みづくりを進めるとともに、要介護状態の一歩手前であるフレイルの予防や

心身の状態改善等に努めてまいりました。 

また 2019 年には、G20 岡山保健大臣会合開催のレガシーとして策定された「ポジテ 

ィブ ヘルス オカヤマ」（PHO）において、「子どもからお年寄りまで、病気や障害など

の有無に関わらず生きがいを持ち活躍できる社会の実現」をめざすこととし、行政やさ

まざまな関係機関が連携・協働した取組も進めているところです。 

 

このたび策定しました「岡山市第８期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（地域

包括ケア計画）」は、こうした取組を継承し、さらに前に進めようとするものです。「住

み慣れた地域で支え合い誰もがよりよく生きる“健康・福祉”のまち」を基本理念とし、

高齢者が主体的に健康寿命の延伸に取り組み、地域社会で生きがいを持って活躍し、医

療や介護が必要となっても、地域や人とのつながりを保ちつつ、自分らしい生活を人生

の最後まで安心して続けられるよう、高齢者を含めた多様な主体が支え合うまちをめざ

すこととしています。 

 

今後は、基本理念の実現に向け、「支え合い、活躍」「健康、予防・改善」「安心」をキ

ーワードとする３つの基本目標に沿った取組について、地域住民や関係機関等と連携・

協働して積極的に展開することにより、地域包括ケアシステムをより充実したものとし、

さらには、地域共生の社会づくりを進めてまいります。 

 

終わりに、本計画の策定にあたりご尽力いただきました、岡山市保健福祉政策審議会

の委員をはじめとする関係各位に心から感謝申し上げますとともに、市民並びに関係者

の皆様には、今後とも、岡山市の保健福祉行政の推進に一層のご理解とご協力を賜りま

すようお願い申し上げます。 

令和 3 年 3月  岡山市長 大森 雅夫 
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