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～意識を変え，しくみを変え，まちを変える～ 

 

将来，支えられる側（需要）と支える側（供給）のバランスが大きく崩れ，支える側の負担の増大や財政の逼

迫など，現状の延長線上に描く福岡市の将来は非常に厳しいものです。この厳しい将来を直視し，この「受け入

れがたいシナリオ」を，「望ましい（受け入れられる）シナリオ」に大転換しなくてはなりません。 

 

この大転換を実現するためには，以下の視点が必要です。 

 

１．意識を変える ～市民の覚悟～ 

   実需給の新たなバランスを獲得するには，高齢者をはじめ，市民一人ひとりの働き方，余暇の

過ごし方，地域との関わり方，病院のかかり方，最期の迎え方を含め，さまざまな面での意識変革

や覚悟が必要です。それなしに新たな時代を乗り切ることは困難です。 

２．しくみを変える ～失敗を恐れない挑戦～ 

超高齢社会はこれまでになかった社会です。それに対応するためには，地域や社会のさまざま

な仕組みを変えていく必要がありますが，先例がなく，自力で作り上げていかざるをえません。その

ためには，失敗を恐れず，大学等の研究機関と連携してモデル事業に積極的に挑戦していく必

要があります。   

３．まちの転換 ～超高齢社会対応のまちづくり～ 

   大転換の実現は，保健・福祉・医療分野の取り組みだけでは実現できません。住まい・交通・雇

用など，市民生活を取り巻くあらゆる分野と密接に絡んでいます。そのため，超高齢社会対応を

都市政策として進めていくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今なぜ，「総合ビジョン」を策定するのか 

福岡市では，これから急速に高齢化が進みます。2010

（平成22）年の高齢化率は17.4％でしたが，2040（平成52）

年には 31.0％に達し，福岡市民の 3 人に１人が 65 歳以上

となり，その後も増加を続けます。一方で，2035（平成 47）

年以降に社会を支える働き盛りの層を中心に人口減少が始

まります。 

75 歳以上を支えられる側（需要），20～64 歳の年齢層

を支える側（供給）として需給バランスを見ると，2015 年の

1：6 から 2040 年には 1：3 の割合に需給バランスが変化し

ます。 

全国に比べ高齢化率が低く，医療・介護資源が豊富な福岡市といえども，このままでは，医療・介護供給体制の維持が

困難となり，高齢者の安全安心な暮らしを支えるさまざまな仕組みに問題が生じます。福岡市に住む高齢者，そしてこれ

から高齢者になる方，つまりすべての福岡市民がこれからも安全安心に暮らしていくためには，この重大な危機を認識し，

ただちにその克服を目指して取り組みはじめる必要があ

ります。 

この前例のない危機の克服は，容易には成し遂げら

れず，新たな発想，大胆な政策転換が必要です。 

行政だけではなく，市民をはじめ，産業界や大学・研

究機関など，あらゆる分野の方々が，目指すべき方向

性と到達点を共有し，福岡市がこれからも魅力と活力あ

るまちであり続けるよう，不断の挑戦を続けていくことが

必要です。

 

高齢者の保健と福祉に関する総合ビジョン 

― 概要版 ― 
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※2015を基準と考えるため、「需給均衡」と仮定

【図 実需給バランスからみる「大転換」イメージ】 

 

 
  
【図 需給バランスの基礎構造】 
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平成 26 年 10 月 

高齢者の保健と福祉に関する総合ビジョン策定会議 
 

事務局：福岡市 保健福祉局 高齢社会部 高齢社会政策課 

〒810-8620 福岡市中央区天神 1-8-1   TEL：092-711-4881 

本ビジョンは，有識者 7 名で構成された

策定会議より福岡市に平成 26 年 10 月

に提言したものです。 

高齢者の保健と福祉に関する総合ビジョン策定会議 



 

 

2                      3 3 

2040 年に目指すべき絵姿 

高齢化の進展とともに増大するさまざまなニーズに対して，支えられる側と支える側のバランスを均衡に保ち，市民生活

をより豊かなものにしていくために，以下の目指すべき絵姿を提言します。 

 

 
 

 

 

 

ロードマップ 

2040 年（平成 52）年までの期間を以下の３つに分けていきます。 

2015（平成 27）年             2025（平成 37）年   2031（平成 43）年           2040（平成 52）年    

 

 

 

絵姿実現のための５つの戦略テーマと重点プロジェクト 
 

 

2040年の
実需要量

2040年の
実供給量

（2015年比）

実供給への変換率を

1.5倍に！

（2015年比）

実需要への変換率を

1.5分の1（＝2/3）に！

＜好循環＞

支えるだけで
なく、需要へ
の変換率の軽
減(＝健康維持
の促進)に寄与

＜好循環＞

支えられる側
から

支える側に 住み慣れた地域

世界へ！

「1.5 志向」で 
長期的な展望のなかで，常に実需給バランスを保つことを念頭において，施策に取り組んでいく必要がありま

す。そのため，今ある課題を後追いするかたちの「課題解決型」の取り組みから，新しいものを生み出していく「未

来志向型」の取り組みに転換していきます。 

実現したエイジング・イン・プレイスを 
市民がより豊かに生活し，高齢になっても「住み慣れた地域で誰もが最期まで自分らしく老いることのできる社

会（エイジング・イン・プレイス）」の実現を目指します。それはまた，福岡市の特性に応じた「地域包括ケアシステ

ム」を具体化するものです。 

世界に発信している都市・福岡市 
アジアとの連携を強めてきた福岡市は，アジアを中心に世界に向けて取り組みを発信していく先駆者としての

使命をもっています。先駆的な取り組みを率先して実践に結び付け，その成果を世界に発信していきます。 

 

 

需要１×     :  供給 3×1.5 ＝ 0.67 ： 4.5 ≒ １：６ 
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【移行期】 

2026～2030 年 
【フェーズ１】 2015～2025 年 

後期高齢者が激増する期間 

【フェーズ２】2031～2040 年 

生産年齢人口が激減する期間 

【「1.5 志向」の考え方】 

2015（平成 27）年と 2040（平成 52）年の需要と供給は，1：6 から 1：3 と大きくバランスが崩れます。ただし，2040（平成 52）年の需

要を 1.5 分の 1 に抑え，供給を 1.5 倍増やすことにより，おおむね現在と同じ 1：6 というバランスを取ることがきます。 

戦略テーマ 重点プロジェクト ※フェーズ１の期間に実施 

▼戦略テーマ１ 自立の促進 

市民の４つの自立度を高める 
～健康・生活・経済・終末期～ 

現在の制度を将来も維持していくために，市民一人ひとりが制度

や専門職に頼りすぎず，“自立”することで需給バランスを保つこ

とが重要。若い頃から高齢期の生活を念頭に置き，自らの努力

と責任で，特に「健康」「生活」「経済」「終末期」の 4 つの自立度

を高めていく。 

① 「自立」意識改革プロジェクト   

あらゆる機会を通じた意識啓発を行うため，大学等の研究者

や実務者等と連携した研修プログラムの作成，実施。さらに，市

民講師を養成し，全市に展開。 

② 多様な働き方支援プロジェクト  

高齢者の生きがいや健康づくり，経済的な自立につなげるため

に多様な働き方を支援する産学官による連携組織の設置，団

塊の世代にふさわしい働き方の開発・普及・マッチングを実施。 

▼戦略テーマ２ わかちあい（シェア） 

持てる力を互いにわかちあい，つながりを強める 

住民が抱える課題や困難を地域の課題として捉え，さまざまな

活動を通じて，それぞれが持てる力（能力・経験・趣味・思いやり

等）や時間を出し合い，わかちあうといった支え合いの取り組み

を推進する。 

③ お互いさまコミュニティ創出プロジェクト(地域シェアプロジェクト)  
住民同士がつながり，支え合いや助け合いを行える環境づくり

や自治機能を強化するため，地域経営の視点でコミュニティを

支援する中間支援機能（コーディネーター）の設置や拠点づくり

のモデル事業を実施。 

▼戦略テーマ３ 地域ケア・包括ケア 

地域特性に応じた， 

フレキシブルな包括ケアをつくる 

福岡市は，都心，郊外など，地域によって人口構成・生活利便

性，社会資源の種類や量などが大きく異なるため，住民をはじ

め，行政・医療介護関係者・企業・ＮＰＯ等が共に話し合い創意

工夫を凝らしながら，フレキシブルで効率的なケアの仕組みを，

地域特性に応じて構築していく。 

④ 地域包括「校区ケアモデル」構築プロジェクト  

地域の類型化，モデル校区選定を行い，保健・医療・介護の

サービスが包括的に提供され，フォーマル・インフォーマルサービ

スが効率的・効果的に提供できる仕組みの構築。 

⑤ 在宅救急医療システム構築プロジェクト  

限られた資源で効率的に急増する高齢者を支えていくため

に，在宅療養患者の救急医療体制を構築。 

⑥ 未来志向の介護人材確保・養成システム検討プロジェクト  
将来を見据えた介護人材確保・養成を行うために，市独自の

人材戦略を立て，専門職の職務や養成システムを見直すととも

に，福祉・介護分野の魅力をＰＲ。 

▼戦略テーマ４ テクノロジーの活用 

ＩＣＴ（情報通信技術）・ＲＴ（ロボット技術） 

の有効活用度合いを高める 

高齢者の健康や生活面での自立を高めたり，効果・効率の高い

地域ケアを実現するためには，ＩＣＴやＲＴ技術の研究開発を促

進させ，活用していくことが不可欠。産学官のオール福岡市で，

研究開発や活用を進めていく。 

⑦ 医療・介護データ活用プロジェクト  
これまで蓄積された医療・介護データ等を活用し，費用対効

果の高い事業展開につなげるために，オープンデータ化の推進

やデータを活用した健康づくり，介護予防プログラム等の開発。

また，情報の集約・分析・提供の拠点となるデータセンターの設

置を検討。 

▼戦略テーマ５ グローバル化 

アクティブ・エイジング・シティ 

 Ｆｕｋｕｏｋａをつくる 

高齢化・人口減少による危機的な状況を日本，福岡市だけで

完結して考えるのではなく，グローバルな視点で考えていくことが

必要。さらに，さまざまな取り組みにより築いた福岡市の超高齢

社会対応の姿を，国内外に積極的に発信していく。 

⑧ グローバルな人材活用プロジェクト  

外国人が活躍できるようにするため，育成・支援体制の検討・

整備を行うとともに，外国人有資格者の規制緩和等を検討。 

⑨ 世界に発信するプロジェクト  

戦略テーマに基づいて進めてきたプロジェクトの成果やシステ

ムを国内外に発信するため，国際的な人材養成拠点の設置

や，国際会議・海外からの視察の受入れ等を展開。 

戦略テーマ横断プロジェクト 

上記の戦略テーマ１～５を横断的に実施していくプロジェクト。 

⑩ 超高齢社会対応の住環境モデル構築プロジェクト  

高齢者の在宅生活を維持するため，産学官連携による施策

立案や環境づくりを研究するとともに，公営住宅の積極的な活

用。 
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