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概要版 



１ 人口推移と将来展望（目標人口） 
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推計人口と 
将来展望 

（目標人口） 
約4,300人増 



１ 人口推移と将来展望（目標人口） 

目標人口（年齢３区分） 



１ 人口推移と将来展望（目標人口） 
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２ 第１期戦略の総括と課題 

・取組事業は計画どおり、ＫＰＩも 
概ね達成 

・中心市街地活性化やＩＣＴ活用、 
産学官連携体制で効果を上げ、 
住む場所、投資する場所としての
「都市の魅力」が向上 

・継続した転入超過を果たす 

・市全体の総人口は減少 
・自然減を社会増でカバーしきれない 
・20歳前後の若者の転出が依然高水準 
・地元大学から地域企業への就職率が
低い 

・子育て世代の女性の労働力率が低い 

（１）取組の成果 （２）取組から見えた課題 

（３）今後対応すべき主な課題 

就職時における若者の流出
の抑制と特に若い女性を中
心とした流入促進の両面に
対応していくことが求めら
れる。 

（人口面からの課題） 

地元企業の 
人手不足の解消 

20歳前後の 
若者の流出抑制 

（産業面からの課題） 

将来人口に 
見合った都市づくり 

（都市構造面からの課題） 

地元企業への就業と定着の促
進、生産性の向上や技術・
サービス革新、研究開発など
付加価値の創造を促進してい
くことが求められる。 

拠点集約型の都市構造づくり
と、先端技術等を駆使して減
少する人口を代替し、市民の
利便性、快適性、安全性など
を維持向上させることが求め
られる。 



３ 第２期戦略での創生に向けた方向性 

（１）目指すべき姿 

（２）都市戦略の視点 

“まち”と“ひと”が元気な健康都市・藤枝 
～都市と産業の健全で持続的な発展と市民の安全・安心で健やかな暮らしの実現～ 

コンパクトで輝きのある安全・快適・便利な 

「スマート・コンパクトシティ」 



３ 第２期戦略での創生に向けた方向性 

（３）戦略の基本方針 

（４）横断的な視点 

① コンパクト＋ 
ネットワークの 
まちを創る 

② 産業としごとを創る 

③ ひとの流れを創る 

④ 健やかに暮らし 
活躍できるまちを創る 

コンパクトでスマートな個性ある拠点づくりとつながりの強化
により、藤枝ならではの多彩な魅力が溢れる、くらし、しごと
の基盤を創る。 

産業とひとを育てつなげることで地域産業の健全な発展を応援
し、魅力ある新たな産業を生み、働き住まう場として若者を惹
きつけるしごと環境を創る。 

多様な主体による交流を促進し、地域資源や人々の力を地域の
力として活かし、若者や女性中心に、安心して訪れ、集まり、
住まい、学び、交流するまちを創る。 

若い世代の結婚・出産・子育ての希望が叶い、子どもが健全に
成長し、いくつになっても健やかに安心して暮らし、年齢や性
別、国籍に関わらず誰もが活躍できるまちを創る。 

１ 若者の定着の促進 
２ 女性、高齢者の活躍の促進 

３ ＩＣＴの幅広い活用 

（５）戦略の体系 

政策パッケージ 

施策 

ＫＰＩ 

１９ 

８０ 

１２４ 



３ 第２期戦略での創生に向けた方向性 

（６）人口減少に対峙する基本的な視点 

抑制 適応 
社会が安定する静止人
口状態の緩やかな実現
に向け、自然減、社会
減対策に取り組む。 

人口減少に適応し
た安全・快適で持
続可能なまちづく
りを行う。 

両面の視点から取組により、
相乗的な効果を発揮 

人口 
減少 



３ 第２期戦略の特徴的な取組 

大学を核とした 
人と産業づくり 

オープンイノベーション 
の推進 

スマートシティ 
の形成 

コンパクトシティ 
の構築 

【課題に対応する第２期戦略の特徴的取組】 

人口面の課題 都市構造面の課題 産業面の課題 

20歳前後の若者の流出抑制 地元企業の人手不足の解消 将来人口に見合う都市づくり 

女性の視点 
から見る 
魅力の創造 

学生の 
流出抑制と 
流入促進 

革新的で 
魅力ある 
企業の育成 

企業から 
選ばれる 
人材づくり 

効率的で 
持続可能な 
都市の実現 

快適便利に 
暮らせる 
価値の創出 

■25歳～29歳のUIJターン者数 100人増  

■街なかへの居住人数 1,000人増  

■子育て世代の転入者数 250人増  

■関係人口 500人増  

【中期的に目指す人口誘導効果】 

○若者の定着の促進 ○女性、高齢者の活躍の促進 ○ＩＣＴの幅広い活用 

【取組の方針】 

【横断的な視点】 

○企業の新価値創造、 
生産性向上の促進 

○企業の強み・特性や 
ブランド力向上 

○ベンチャーやスター 
トアップ企業の誘導 

○大学が人を集め育て 
輩出する「人と産業 
を育て繋ぐ」中心に 

○市内・都内女子学生 
の交流を促進 

○大学ネットワーク形成 

○ＩＣＴデータの連携と 
有効活用 

○中心市街地等の 
まちづくりと 
連動し、先行実装 

○中心市街地の再開発 
リノベーション促進 

○各特性を活かした 
多彩な拠点の形成 

○集約型都市構造に 
よる人口分散抑制 



４ 藤枝版Society5.0 for SDGs 

■Society5.0の実現 

ＡＩ等の先端技術により、人とモノが繋がる全体最適化の中で、
経済発展と課題解決を両立させながら、新たな価値が生まれ、市
民の安全・快適・便利で真に豊かな暮らしを実現する。 

■ローカルＳＤＧｓの実現 

本市の重点施策である「４Ｋ施策」と「コンパクト＋ネット
ワーク」にＩＣＴを掛け合わることにより、「力強い経済」、
「安全安心な社会」、「優しい環境」の３方良しの持続可能なま
ちづくりを推進しながら、多領域での政策目標を実現し、国際社
会のＳＤＧｓのゴールに貢献する。 



５ 戦略の体系 

コンパクト＋ネットワーク 
のまちを創る 

基本方針１ 

(1)多彩な魅力を放つ 
拠点を創る 

(2)拠点同士をつなげる 
ネットワークを創る 

(3)品格と魅力のある 
都市空間を創る 

(4)“環境日本一”の 
まちを創る 

(5)安全・安心な災害に 
強いまちを創る 

(6)“交通安全日本一” 
のまちを創る 

産業としごとを創る 基本方針２ 

(1)力強い地域産業と 
人材、雇用を創る 

(2)新たな産業、独自の 
ビジネスを創る 

(3)ＩＣＴでひととしごとを 
呼び込むまちを創る 

ひとの流れを創る 基本方針３ 

(1)移住・定住の 
大きな流れを創る 

(2)地域全体で 
大きな交流を創る 

(3)“藤枝の宝”を 
活かしたまちを創る 

基本方針４ 

(1)出会いと独自の 
子育て環境を創る 

(2)“教育日本一” 
のまちを創る 

(3)“健康・予防日本一” 
のまちを創る 

(4)安定・安全で高度な 
医療体制を創る 

(5)スポーツ・文化を 
活かしたまちを創る 

(6)市民の誰もが活躍 
できるまちを創る 

健やかに暮らし活躍できる 
まちを創る 

(4)市民が安心便利に 
暮らせる環境を創る 


