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函 館 市

は じ め に
我が国では，少子高齢化・人口減少により超高齢社会となってい
るなか，人口構造の今後の推移をみると，2025（令和７）年に向け
て高齢者が急速に増加する一方，生産年齢人口の減少が加速し，現
役世代の急減へ局面が変化するものと考えられており，こうした人
口動態の変化に加え，血縁，地縁，社縁といった共同体の機能の脆
弱化といった社会構造の変化もあり，介護などの高齢者を取り巻く
福祉ニーズがますます複雑化，多様化しています。
こうした状況を踏まえ，2019（令和元）年 6 月に，老人福祉法や介護保険法の一部
改正を含めた「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」が
公布され，地域住民の複雑化，複合化した支援ニーズに対応する包括的な福祉サービ
ス提供体制を整備する観点から，地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供
体制の整備等の推進などに向けた取り組みが規定されました。
本市におきましては，これまで，高齢者保健福祉計画と介護保険事業計画を一体的
なものとして 3 年ごとに策定し，高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して暮ら
せるよう，地域包括ケアシステムの構築に向けた高齢者施策を総合的に推進してまい
りました。また，新型コロナウイルス感染症の流行により，高齢者を取り巻く生活環
境に大きな変化が生じているなか，できるだけ高齢者が必要なケアを受けられるよう，
介護サービス提供体制の確保に努めているところです。
今般策定した「第 9 次函館市高齢者保健福祉計画・第 8 期函館市介護保険事業計画
（2021（令和３）年度～2023（令和５）年度）」では，地域の支え合いの推進，自立
した生活を送ることができる環境の整備，安定した介護保険制度の構築を掲げ，地域
包括支援センターの機能強化や在宅医療・介護連携を進め，認知症高齢者等への支援
を充実させるほか，評価指標を活用し PDCA サイクルに沿って取り組みを進めてま
いりたいと考えており，市民の皆様ならびに関係各位には，より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。
結びにあたり，本計画の策定に関し，貴重なご意見やご提言をいただきました函館
市高齢者計画策定推進委員会の委員の皆様ならびに関係団体の皆様に，心より厚くお
礼を申し上げます。
2021（令和３）年 3 月
函館市長

工

藤

壽

樹
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