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国 勢 調 査 人 口…国が５年に１度、我が国に住む全ての人を対象に行う調査結

果の人口。直近の調査は 2015年（平成 27年）。 

住民基本台帳人口…全国の市区町村の窓口において、転入・転出などの各種届出

によって管理している人数。 

 

国は、全国の地方自治体に地方創生総合戦略の策定を求めるにあたり、将来人口

を推計するための人口推計ソフト（国立社会保障・人口問題研究所作成）を配付し

ました。 

この人口推計ソフトは、それぞれの自治体が人口データを入力することで、全国

統一の方法により将来人口を推計することを可能としますが、全国統一のデータで

ある国勢調査の結果から算出する方法になっています。そのため、この人口推計ソ

フトから算出される将来人口（50年後の人口など）は、国勢調査ベースの人口とな

ります。 

一方、通常、地方自治体で扱う人口は、住民基本台帳の人数を用いており、広報

やホームページ等で公表していますが、この住民基本台帳（地方自治体ごとに管理

している人数）と国勢調査結果（国が調査した結果の人数）は、実際には転居して

も住民票を移さない人がいるなどの理由により差が生じています。 

本市の 2015年（平成 27年）10月１日時点の人数は、住民基本台帳（146,568

人）に対し、国勢調査結果（143,605人）と、国勢調査結果の方が約 3,000人少なく

なっています。そのため、上記の、国が配付した人口推計ソフト（国勢調査ベー

ス）を使用している本人口ビジョンにおいては、日頃、市民の皆様が目にされる人

口よりも少ない値となっています。 

ふじえだ健康都市創生総合戦略における人口の取扱い 

～ 国 勢 調 査 人 口 と 住 民 基 本 台 帳 人 口 ～ 
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はじめに 

“ひと”と“まち”の元気で「選ばれるまち」へ 

ふじえだ健康都市創生総合戦略の位置付け 

本市では 2015 年（平成 27 年）10 月に第１期地方版創生総合戦略「ふじえだ健康都市

創生総合戦略（藤枝市まち・ひと・しごと創生総合戦略）」を策定するとともに、この戦

略を 2016 年（平成 28 年）４月からスタートした第５次藤枝市総合計画後期計画の政策

分野を横断した重点プロジェクトに位置付け、他市に先駆け人口減少・少子高齢社会を

見据えた施策に重点的に取り組み、成果を出してきた。 

人口急減・超高齢化という我が国が直面する大きな課題に対し、国や県とともに一体

となって進めてきた取組も５年が経過し、国は「第２期 まち・ひと・しごと創生総合戦

略」「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン（令和元年改訂版）」を策定し、「継続は力な

り」の姿勢のもと、向こう５年間の目標や施策の方向性を明らかにした。 

本市でも、引き続き持続可能な都市づくりに向けた戦略的な施策展開を図る必要があ

ることから、国や県の動きに呼応し、第１期戦略の成果検証を踏まえ、「第２期 ふじえ

だ健康都市創生総合戦略（第２期藤枝市まち・ひと・しごと創生総合戦略）」を策定する。 

なお本戦略は、2021 年度（令和３年度）から計画がスタートする「第６次藤枝市総合

計画」の重点プロジェクトに位置付け、総合計画とともに確実な実施を図る。 

 

地方創生の必要性 

地方創生は、出生率の低下や高齢化によって引き起こされる人口の減少に歯止めをか

けるとともに、東京圏への人口の過度の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境

やそれを支える雇用を確保して、将来にわたって活力ある日本社会を維持することを目

的としており、未だ人類が経験したことが無いような人口急減に対峙するため、国と地

方が一丸となってこの難局を乗り越えていく必要がある。 

本市でも、「コンパクト＋ネットワークで創る健康都市」「産業としごとを創る健康都

市」「ひとの流れを創る健康都市」「出会いと子どもの未来を創る健康都市」を４つの柱

に据える第１期戦略のもと、市の特長を活かした創生に取り組んできており、計画した

全ての事業を展開した結果、重要成果指標（ＫＰＩ）をほぼ達成するとともに、ＩＣＴ

の先駆的活用や、産学官連携、中心市街地の活性化などの取組を中心に国内外から高い

評価を得ており、10 年連続した転入超過が示すよう「選ばれるまち」としての成果を成

し得てきたところである。 

しかしながら国全体では、東京一極集中、人口減少の是正には至っておらず、本市に

おいても、市内の大学からの地元企業への就職率の低迷や大学進学時や就職時の県外へ

の大幅な流出など、課題の根本を解決する道筋には至っていない。 
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これらの課題を打開し真の地方創生を実現していくためには、改めて危機意識を高め

るとともに、第１期戦略で培った本市ならではの強みを最大限に生かしながら、地方創

生を持続的な取組として進めていかなければならない。 

 

藤枝市の強みを活かしたまちづくりの挑戦 

本市では、多くの人に選ばれるまちを目指して、総合的な政策で本市の魅力やブラン

ド力を高めながら発信し、市内外に浸透させること、そして 10 年 20 年先を見据え、本

市の基盤となる政策をしっかりと構築することを主眼として取組を進めてきた。 

この中で暮らしの面では、市民生活に直結し欠かすことができない「健康」「教育」「環

境」「危機管理」の頭文字をとった「４Ｋ施策」を重点的に取り組み、生涯を通じ一貫し

て市民生活をサポートする体制づくりを進めている。 

また、都市の基盤づくりの面では、都市機能が集積し賑わう中心市街地と、田園や茶

園が広がる自然豊かな中山間地域が近接するという地理的な特性を生かし、各地区の特

性を生かした多彩な拠点づくりと、拠点相互を地域交通や人の交流でつなぐ「コンパク

ト＋ネットワークのまちづくり」を進めている。 

加えて、市民がより快適に過ごすことができ、産業の持続力と稼ぐ力の向上に向け、

多領域でＩＣＴの活用を進めており、地域産業へのＩＣＴ導入促進や、学校教育におけ

るＩＣＴ機器やロボットの導入による人材育成、本市独自の通信インフラ構築による災

害対策や防犯対策など、その領域は多岐にわたっている。 

こうした本市独自の取組が強みとなり、子育て世代を中心に継続的な転入超過という

成果が出る一方、都市の高度化、まちの進展に比例した地価・家賃相場の上昇、そして

これに起因する人口流出などの課題も顕在化してきている。 

第２期となる本戦略は、「地方の創生無くして日本の創生無し」という観点から、本市

が全国のトップランナーとして創生に取り組み、モデルとして全国に発信し、我が国全

体、そして国際社会に貢献していこうという気概のもと、本市の重点戦略である「４Ｋ

施策」や「コンパクト＋ネットワーク」に「ＩＣＴ」を取り入れ、掛け合わせた、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」の形成を進め

る。この「スマート・コンパクトシティ」は、産業、くらし、働き方に“変革”を起こ

す藤枝版 Society5.0 の実現であり、この取組を通じて、ＳＤＧｓに寄与する本市独自の

ローカルＳＤＧｓの達成を目指す。  
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ふじえだ健康都市創生総合戦略の検討体制 

ふじえだ健康都市創生総合戦略は、住民をはじめ、産業界、教育機関、金融機関、労

働団体、メディア、士業、関係行政機関の「産学官金労言士民」からなる懇話会（ふじ

えだ健康都市創生総合戦略懇話会／会長：鷲崎早雄静岡産業大学学長）や、藤枝市議会、

女子高・大学生で構成するまちづくり会議「ふじえだガールズ・ミーティング」など、

様々な立場の方により検討されている。 

またこれに加え、市民意向調査や転入・転出者アンケートなどの多くのアンケート調

査結果を参考としている。 
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Ⅰ 人口の現状分析 

１ 人口動向分析 
（１）時系列による人口動向分析 

①総人口の推移 

我が国の総人口は 2008 年（平成 20 年）にピーク（１億 2,808 万人）を迎え、以

降人口減少時代に突入している。本県においては、国よりも１年前の 2007 年（平成

19 年）をピークに人口減少に転じ、2019 年（令和元年）には都道府県別人口減少数

がワースト８位となるなど、全都道府県の中でも強い人口減少傾向にある。 

このような状況の中、本市では、国勢調査に基づく人口が増加し続けていていた

が、住民基本台帳に基づく直近の人口は、ここ数年間ほぼ横ばいで推移している。 

 

図表１ 本市の人口推移 

 

出典：国勢調査 

 

 

  

出典：国勢調査 
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②年齢３区分別人口の推移 

年少人口と生産年齢人口の減少が進行しており、2000 年（平成 12 年）以降は特に

生産年齢人口の減少が顕著である。一方で、老年人口は急速に増加しており、それに

伴い、国勢調査に基づく 2015 年（平成 27 年）の高齢化率は 27.8％、住民基本台帳に

基づく直近の高齢化率は 29.7％（2019 年（令和元年）12 月末）となっている。 

 
図表２ 年齢３区分別人口と高齢化率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※年齢３区分には年齢不詳を含まないため、総人口と一致しない場合がある 

出典：国勢調査 
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③人口構造の比較 

1985 年（昭和 60 年）と 2015 年（平成 27 年）の人口構成を比較すると、年々少子

化が進行しているために年を追うごとに生産年齢人口の構成比が減少している。 

1985 年（昭和 60 年）には 30 代後半の働き盛りであったいわゆる“団塊の世代”

が、2015 年（平成 27 年）には通常現役を引退する 60 代後半に達するなどにより、高

齢者の割合が大きくなる一方で、65 歳以下の現役世代の割合が小さくなるツボ型化

が進行している。 

また、いずれの年次においても、進学や就職等による転出が多い 20～24 歳の人口

が少なくなっている。 

図表３ 年齢階層別将来推計人口 

 

 

 

 

 

 

出典：国勢調査 

図表４ 人口ピラミッド 

 
出典：国勢調査 

④出生・死亡、転入・転出の推移 

ア）自然動態（出生・死亡） 

1980 年（昭和 55 年）以降、出生数がほぼ一貫して減少傾向にある。その一方

で、平均寿命が延伸しているとはいえ、高齢者数が多いため死亡数が増加してい

る。 

その結果、2007 年（平成 19 年）までは「自然増」であったが、2008 年（平成

20 年）から「自然減」になっている。また、出生数の減少と死亡数の増加によ

り、「自然減」の人数が年々拡大している。 

  

 1985 年（昭和 60 年） 2015 年（平成 27 年） 

年少人口  （0～14 歳） 29,845 人 (23.9%) 19,333 人 (13.5%) 

生産年齢人口（15～64 歳） 82,674 人 (66.3%) 84,351 人 (58.7%) 

老年人口  （65 歳以上） 12,197 人 ( 9.8%) 39,921 人 (27.8%) 

合計 124,716 人 143,605 人 

団塊の 

世代 

第 2 次ベビー 

ブーム世代 
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イ）社会動態（転入・転出） 

社会動態は、2008 年（平成 20 年）から「社会増」（転入超過）となり、2017 年

（平成 29 年）まで続いている。特に 2012 年（平成 24 年）頃から社会増加が拡大

したが、近年は増加人数が縮小傾向にある。 

 

ウ）総人口動態 

2000 年代前半の「社会減」（転出超過）の間は、「自然増」が「社会減」を上回

ることで人口増加を続けてきたが、「自然減」へと変わった 2007 年（平成 19 年）

以降は、「社会増」が「自然減」分をカバーして人口増加となっていた。しかし、

2015 年（平成 27 年）にはカバーしきれなくなり、人口減少となった。 
 

 

図表５-１ 総人口・出生・死亡、転入・転出数の推移 

 
※2007 年 (平成 19 年)以前は旧藤枝市と旧岡部町の合計 

※1985 年（昭和 60 年）～1994 年（平成 6 年）の転入・転出は前年 10 月～９月で集計されている 

※1995 年（平成 7 年）～2014 年（平成 26 年）の出生・死亡、転入・転出は４月～翌年３月で集計されている 

※2015 年（平成 27 年）～2018 年（平成 30 年）の出生・死亡、転入・転出は１月～12 月で集計されている 

出典：総人口は国勢調査、 

出生・死亡・転入・転出は、1985 年（昭和 60 年）～1994 年（平成 6 年）が「静岡県統計

年鑑」（静岡県）、1995 年（平成 7 年）～2018 年（平成 30 年）が「住民基本台帳に基づく

人口、人口動態及び世帯数調査」（総務省） 

 

図表５-２ 直近５年間の自然動態・社会動態の推移 
（単位：人） 

  
2014 年 

(H26 年) 

2015 年 

(H27 年) 

2016 年 

(H28 年) 

2017 年 

(H29 年) 

2018 年 

(H30 年) 

自然増（減） -205  -394  -281  -489  -542  

出生 1,131  1,097  1,130  988  999  

死亡 1,336  1,491  1,411  1,477  1,541  

社会増（減） 323  278  203  131  -81  
転入 5,073  4,801  4,684  4,495  4,707  

その他の記載数 51  25  52  28  34  

転出 4,693  4,452  4,474  4,315  4,748  

その他の消除数 108  96  59  77  74  

※「その他の記載数」は、出生や転入以外の事由により職権で住民票に記載された者の数 

※「その他の消除数」は、死亡や転出以外の事由により職権で住民票を消除された者の数 

出典：住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査（総務省）  



10 

 

 

市内 10 地区の人口は、地区によっ

て人口動向が異なっている。 

瀬戸谷地区や岡部地区等の山間部で

人口減少が顕著である。特に瀬戸谷地

区は人口減少が急速に進行している。

これは、少子高齢化による自然減少と

生活利便性の高い場所への転居による

ものと考えられる。 

その一方で、藤枝駅に近い青島地区

や高洲地区、大規模な団地開発が進ん

だ葉梨地区等で人口増加が進んでい

る。しかし、開発余地が減少し、住宅

地が充足したこと、地価・家賃の上昇

等から葉梨地区や青島地区では、直近

５年間では人口増加のスピードが鈍化

している。 

 

 

 

図表６－１ 市内地区別人口増減率の推移（2010 年(平成 22 年)～2019 年(令和元年)） 

年 

地区 
2010  

(H22) 

2011 

(H23) 

2012 

(H24) 

2013 

(H25) 

2014 

(H26) 

2015 

(H27) 

2016 

(H28) 

2017 

(H29) 

2018 

(H30) 

2019 

(R1) 

瀬戸谷 
2,702 2,622 2,538 2,489 2,431 2,379 2,336 2,291 2,261 2,197 

(100.0%) (97.0%) (93.9%) (92.1%) (90.0%) (88.0%) (86.5%) (84.8%) (83.7%) (81.3%) 

稲葉 
3,309 3,264 3,237 3,166 3,199 3,166 3,141 3,082 3,056 3,033 

(100.0%) (98.6%) (97.8%) (95.7%) (96.7%) (95.7%) (94.9%) (93.1%) (92.4%) (91.7%) 

葉梨 
12,257 12,289 12,561 12,960 13,267 13,420 13,454 13,475 13,383 13,388 

(100.0%) (100.3%) (102.5%) (105.7%) (108.2%) (109.5%) (109.8%) (109.9%) (109.2%) (109.2%) 

広幡 
8,582 8,650 8,661 8,645 8,712 8,701 8,761 8,796 8,868 8,800 

(100.0%) (100.8%) (100.9%) (100.7%) (101.5%) (101.4%) (102.1%) (102.5%) (103.3%) (102.5%) 

西益津 
9,930 9,930 9,884 9,879 9,767 9,641 9,633 9,561 9,439 9,254 

(100.0%) (100.0%) (99.5%) (99.5%) (98.4%) (97.1%) (97.0%) (96.3%) (95.1%) (93.2%) 

藤枝 
22,465 22,258 22,056 21,970 21,962 22,009 21,870 21,727 21,379 21,204 

(100.0%) (99.1%) (98.2%) (97.8%) (97.8%) (98.0%) (97.4%) (96.7%) (95.2%) (94.4%) 

青島 
40,266 40,459 40,973 41,399 41,656 41,891 42,043 42,208 42,377 42,233 

(100.0%) (100.5%) (101.8%) (102.8%) (103.5%) (104.0%) (104.4%) (104.8%) (105.2%) (104.9%) 

高洲 
23,655 23,772 23,964 24,194 24,123 24,194 24,471 24,487 24,721 24,735 

(100.0%) (100.5%) (101.3%) (102.3%) (102.0%) (102.3%) (103.4%) (103.5%) (104.5%) (104.6%) 

大洲 
9,512 9,490 9,534 9,582 9,546 9,408 9,340 9,253 9,124 9,004 

(100.0%) (99.8%) (100.2%) (100.7%) (100.4%) (98.9%) (98.2%) (97.3%) (95.9%) (94.7%) 

岡部 
12,327 12,195 12,051 11,930 11,796 11,618 11,481 11,353 11,181 11,093 

(100.0%) (98.9%) (97.8%) (96.8%) (95.7%) (94.2%) (93.1%) (92.1%) (90.7%) (90.0%) 

合計 
145,005 144,929 145,459 146,214 146,459 146,427 146,530 146,233 145,789 144,941  
(100.0%) (99.9%) (100.3%) (100.8%) (101.0%) (101.0%) (101.1%) (100.8%) (100.5%) (100.0%) 

※上段：地区別人口（単位：人）、下段：地区別人口の増減率の推移（2010 年(平成 22 年)を 100％とした場合） 

出典：住民基本台帳より作成（各年３月 31 日時点） 

岡部地区 

90.0% 瀬戸谷地区 

81.3% 

葉梨地区 

109.2% 

稲葉地区 

91.7% 

青島地区 

104.9% 

広幡地区 

102.5% 

西益津地区 

93.2% 

高洲地区 

104.6% 

大洲地区 

94.7% 

藤枝地区 

94.4% 

（旧国道１号） 

藤枝岡部 IC 

大井川焼津藤枝 

スマート IC 

本市の独自分析① 

地区別人口動態の推移 
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年齢３階層別の構成比の推移をみると、地区毎に大きな差があるが、全ての地区で生

産年齢人口（15～64 歳）比率が減少し、高齢化率が上昇している。特に岡部地区では、

直近９年間で高齢化率が 10％以上上昇し、高齢化が急速に進行している。 

年少人口（０～14 歳）比率は、2010 年（平成 22 年）と比較して大半の地区で減少し

ている。一方、新興住宅地のある葉梨地区では 2017 年（平成 29 年）まで、土地区画整

理事業が行われた広幡地区では 2018 年（平成 30 年）まで増加していたが、これらの地

区でも現在は減少に転じている。 

図表６－２ 市内地区別年齢３階層別構成比の推移（2010 年(平成 22 年)～2019 年(令和元年)） 

地区 
年 

分類 

2010  

(H22) 

2011 

(H23) 

2012 

(H24) 

2013 

(H25) 

2014 

(H26) 

2015 

(H27) 

2016 

(H28) 

2017 

(H29) 

2018 

(H30) 

2019 

(R1) 

9 年間 

変化 

瀬戸谷 

0～14 歳 7.9% 7.9% 7.7% 7.5% 7.6% 7.7% 8.0% 7.6% 7.6% 7.6% -0.3% 

15～64 歳 59.7% 59.8% 60.1% 59.1% 58.3% 56.6% 55.0% 54.0% 52.5% 51.3% -8.4% 

65 歳以上 32.4% 32.3% 32.2% 33.3% 34.1% 35.6% 37.0% 38.5% 39.9% 41.1% 8.7% 

稲葉 

0～14 歳 13.0% 12.7% 12.5% 11.5% 11.5% 11.0% 11.1% 11.1% 10.8% 11.1% -1.9% 

15～64 歳 61.8% 62.2% 62.3% 61.5% 61.5% 61.1% 59.7% 58.7% 58.1% 56.6% -5.2% 

65 歳以上 25.1% 25.1% 25.2% 27.0% 27.0% 28.0% 29.2% 30.3% 31.0% 32.2% 7.1% 

葉梨 

0～14 歳 13.4% 13.1% 13.7% 14.0% 14.4% 14.6% 14.9% 15.0% 14.8% 14.8% 1.4% 

15～64 歳 64.5% 64.7% 64.1% 63.1% 61.9% 61.1% 59.9% 58.9% 58.1% 57.5% -7.0% 

65 歳以上 22.1% 22.2% 22.3% 22.9% 23.6% 24.3% 25.2% 26.1% 27.1% 27.7% 5.6% 

広幡 

0～14 歳 14.1% 13.8% 14.0% 14.2% 14.6% 14.5% 14.8% 14.8% 15.0% 14.8% 0.7% 

15～64 歳 63.9% 64.3% 63.5% 62.1% 60.7% 60.0% 58.9% 58.1% 57.9% 57.6% -6.3% 

65 歳以上 22.0% 22.0% 22.4% 23.7% 24.8% 25.4% 26.3% 27.0% 27.1% 27.6% 5.6% 

西益津 

0～14 歳 13.6% 13.8% 13.5% 13.2% 12.8% 12.3% 12.1% 11.8% 11.6% 11.5% -2.1% 

15～64 歳 60.9% 60.4% 59.5% 58.3% 57.1% 56.5% 55.7% 55.2% 55.1% 54.4% -6.5% 

65 歳以上 25.5% 25.8% 27.1% 28.6% 30.0% 31.2% 32.2% 33.0% 33.3% 34.1% 8.6% 

藤枝 

0～14 歳 12.3% 12.3% 12.4% 12.3% 12.3% 12.3% 12.4% 12.4% 12.1% 12.1% -0.2% 

15～64 歳 60.8% 60.4% 60.0% 58.7% 57.8% 56.8% 56.1% 55.7% 55.2% 54.5% -6.3% 

65 歳以上 26.9% 27.2% 27.7% 29.0% 29.9% 30.9% 31.5% 31.9% 32.7% 33.4% 6.5% 

青島 

0～14 歳 14.9% 14.8% 14.7% 14.7% 14.5% 14.3% 14.1% 14.2% 13.9% 13.7% -1.2% 

15～64 歳 64.0% 63.9% 63.7% 62.9% 62.2% 61.7% 61.3% 60.7% 60.5% 60.2% -3.8% 

65 歳以上 21.1% 21.3% 21.6% 22.5% 23.3% 24.0% 24.5% 25.1% 25.6% 26.1% 5.0% 

高洲 

0～14 歳 14.7% 14.7% 14.6% 14.8% 14.8% 14.4% 14.3% 14.2% 14.0% 13.9% -0.8% 

15～64 歳 64.8% 64.5% 64.1% 62.9% 61.9% 61.2% 60.7% 60.3% 60.2% 59.9% -4.9% 

65 歳以上 20.5% 20.8% 21.3% 22.3% 23.3% 24.4% 25.0% 25.5% 25.8% 26.2% 5.7% 

大洲 

0～14 歳 14.5% 14.3% 14.1% 14.1% 13.8% 13.7% 13.3% 12.8% 12.5% 12.1% -2.4% 

15～64 歳 63.3% 62.9% 62.6% 61.1% 60.2% 58.9% 58.1% 57.6% 56.9% 56.6% -6.7% 

65 歳以上 22.2% 22.8% 23.4% 24.9% 26.0% 27.4% 28.5% 29.6% 30.5% 31.3% 9.1% 

岡部 

0～14 歳 11.3% 11.5% 11.3% 11.1% 10.8% 10.6% 10.6% 10.5% 10.3% 10.5% -0.7% 

15～64 歳 61.9% 61.3% 60.6% 59.5% 58.4% 56.8% 55.7% 54.6% 53.5% 52.5% -9.3% 

65 歳以上 26.9% 27.3% 28.0% 29.4% 30.8% 32.5% 33.7% 34.9% 36.2% 36.9% 10.1% 

合計 

0～14 歳 13.7% 13.7% 13.6% 13.6% 13.6% 13.4% 13.4% 13.3% 13.1% 13.0% -0.7% 

15～64 歳 63.1% 62.9% 62.5% 61.4% 60.5% 59.7% 59.0% 58.4% 58.0% 57.5% -5.6% 

65 歳以上 23.2% 23.4% 23.9% 25.0% 25.9% 26.8% 27.6% 28.3% 28.9% 29.4% 6.2% 

出典：住民基本台帳より作成（各年３月 31 日時点） 

図表６－３ 市内地区別高齢化率の推移（2010 年(平成 22 年)～2019 年(令和元年)） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：住民基本台帳より作成（各年３月 31 日時点）  
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（２）人口移動分析 

①年齢階級別の人口移動の傾向 

2010 年（平成 22 年）から 2015 年（平成 27 年）の５歳階級別の人口移動は、男

女ともに 10～19 歳から 15～24 歳になるとき（進学期）には、大幅な転出超過とな

る一方で、20～24 歳から 25～29 歳になるとき（就職期）には、大幅な転入超過と

なっており、大学等への進学に伴う転出とＵターン就職による転入が要因として考

えられる。 

しかし、20 代前半から 20 代後半にかけての転入超過数は、男性（＋420 人）と女

性（＋208 人）で約２倍の差があり、市外へ進学した若年女性の定住及び就職先と

して選ばれる対策が重要と考えられる。 

その半面、子育て世代と考えられる 20 代後半～40 代と、その子と推定される 10

代前半までの年代が転入超過となっており、子育て世帯が転入していることが考え

られる。 

なお、下記データの調査期間に東日本大震災が発生しており、津波リスクの低い

本市への転入が促進された時期であることに留意が必要である。 

 

 

図表７ 2010 年(平成 22 年)から 2015 年(平成 27 年)の性別・５歳階級別人口移動 

 

 

出典：国勢調査 
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②性別・年齢階級別の人口移動の経年変化 

男女ともに、人口移動が多い 10～24 歳から 15～29 歳になるときの振れ幅が年々

縮小している。その一方で、20 代後半から 30 代にかけての年代と 10 歳以下の子供

の社会増加がやや拡大していることから、子育て世帯の転入が促進されていると考

えられる。 

また、これまでは女性よりも男性の人口移動が活発であったが、その差は縮小す

る傾向にある。 

なお、2010 年（平成 22 年）～2015 年（平成 27 年）の期間は、東日本大震災が発

生しており、津波リスクの低い本市への転入が促進された時期であることに留意が

必要である。 

図表８ 性別・年齢階級別人口移動の長期的動向 

 

 

出典：国勢調査 
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最近５年間の年齢３区分別人口移動の状況によると、2017 年（平成 29 年）までは

転入超過（社会増）となっていたが、2018 年（平成 30 年）から転出超過（社会減）

に転じている。 

内訳を見ると、年少人口は転入超過を達成しているのに対し、2018 年（平成 30

年）は、生産年齢人口が転出超過となっており、特に 10～20 代の転出超過数が拡大す

るとともに、30～40 代の転入超過数が急速に縮小している。 

 

図表９-１ 年齢３区分別人口移動の最近の状況 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各年１月～12 月で集計 

出典：住民基本台帳 

 

図表９-２ 年齢 10 歳階級別人口移動の最近の状況（50 歳未満） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各年１月～12 月で集計 

出典：住民基本台帳  

本市の独自分析② 

人口移動の最近の状況 
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図表 10-１ 本市への地区別の転入者数の推移     図表 10-２ 市外への地区別の転出者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※市内間の移動は除く。                 ※市内間の移動は除く。 

         出典：住民基本台帳より作成              出典：住民基本台帳より作成 

 

図表 10-３ 市内地区別の転入・転出者数【集合住宅／戸建住宅別】（2018 年（平成 30 年）） 

（単位：人） 

 瀬戸谷 稲葉 葉梨 広幡 西益津 藤枝 青島 高洲 大洲 岡部 合計 

転入者数 
28 64 594 274 230 513 1,856 850 170 229 4,808 

(0.6%) (1.3%) (12.4%) (5.7%) (4.8%) (10.7%) (38.6%) (17.7%) (3.5%) (4.8%) (100%) 

 集合→集合 0 6 94 57 35 108 638 265 22 9 1,234 

集合→戸建 10 31 122 73 79 170 249 172 71 96 1,073 

戸建→集合 0 11 259 84 50 72 685 265 21 45 1,492 

戸建→戸建 18 16 119 60 66 163 284 148 56 79 1,009 

転出者数 
30 55 534 250 256 439 1,638 773 171 228 4,374 

(0.7%) (1.3%) (12.2%) (5.7%) (5.9%) (10.0%) (37.4%) (17.7%) (3.9%) (5.2%) (100%) 

 集合→集合 0 3 229 61 65 86 583 252 21 24 1,324 

集合→戸建 0 0 102 55 43 58 481 218 22 15 994 

戸建→集合 22 34 137 92 90 197 346 216 80 123 1,337 

戸建→戸建 8 18 66 42 58 98 228 87 48 66 719 

差引人数 -2 9 60 24 -26 74 218 77 -1 1 434 

※市内間の移動は除く。                            出典：住民基本台帳より作成 

 

図表 10-４ 市内地区別の転入・転出者数【年齢３階層別】（2018 年（平成 30 年）） 

 

 

 

 

 

 

 

※市内間の移動は除く。               出典：住民基本台帳より作成 

  

本市の独自分析③ 

市内地区別の転入・転出状況 
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（1）転入 

2013 年（平成 25 年）以降市全体の転入者数が減少傾向にあるが、継続して藤枝駅

に近い青島地区及び高洲地区で転入者の過半数を占めており、生活利便施設等が立地

し、通勤通学等にも便利な藤枝駅周辺の人気が高いことが確認できる。特に、駅前１

丁目や青葉町４丁目、前島２丁目等で人口に対する転入者の割合が高い。それらの地

区では、集合住宅の供給が多いこともあり、転入先の住まいとして集合住宅を選択す

る人の割合が高くなっている。 

また、葉梨地区は転入者数が減少傾向にあるが、年間 500 人以上の転入があり、全

地区の中で３番目の多さとなっている。ただし、そのうち年間 250 人程度は警察官

舎、警察学校の関係者と推測されることに留意が必要である。 

その他、年により変動はあるものの藤枝地区にも年間 400～600 人程度の転入がある

ほか、区画整理事業が行われた広幡地区、市街地や西焼津駅に近い西益津地区、静岡

市に近い岡部地区等にも一定数の転入が見られる。これらの地区への転入者は、転入

後の住まいとして戸建住宅を選択する人が過半数を超えていることが特徴である。 

一方で、中山間地に位置する瀬戸谷地区や稲葉地区、市街化調整区域が広がる大洲

地区では転入数が少ない。 

図表 10-５ 転入率上位５字（青島地区） 

（単位：人） 

  字名 転入者 転出者 人口 
転入－

転出 
転入率 転出率 

１ 駅前１丁目 147  71  1,140  76  12.9% 6.2% 

２ 青葉町４丁目 67  52  693  15  9.7% 7.5% 

３ 前島２丁目 74  46  815  28  9.1% 5.6% 

４ 田沼１丁目 101  67  1,220  34  8.3% 5.5% 

５ 小石川町１丁目 26  26  322  0  8.1% 8.1% 

※「転入（転出）率＝転入（転出）者数／人口」として計算 

出典：住民基本台帳（転出入者数は 2018 年（平成 30 年）、人口は 2017 年（平成 29 年）３月末時点） 

 

（2）転出 

転出者数はいずれの地区も比較的年による変動が少なく安定しているが、転入者と

同様、生活利便性の高い藤枝駅周辺や広幡地区、西益津地区、岡部地区等で多い傾向

が見られることから、これらの地区は人口移動が活発であることが分かる。また、い

ずれの地区も転出後の住まいとして集合住宅が過半数を占めている。 

なお、葉梨地区の転出者数のうち年間 250 人程度は警察官舎、警察学校の関係者と

推測されることに留意が必要である。 

 

（3）転出入の比較 

年代別では、一般的な傾向と同様にいずれの地区でも生産年齢人口の転出入が大半

を占めるが、年少人口の転出入が多い青島地区や高洲地区では、子育て世帯の市外へ

の転出や市外からの転入が一定数存在している。 
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沼津市 

富士市 

760 人 

272 人 

683 人 

118 人 

74 人 

70 人 

62 人 

298 人 

83 人 

63 人 

 

 

2018 年（平成 30 年）における県内自治体からの転入状況を分析すると、静岡市

（760 人）と焼津市（683 人）からの転入者が多く、次いで島田市（298 人）、浜松市

（272 人）、吉田町（118 人）等となっており、主に近隣からの転入が多いことがわか

る。 

住宅の種類別に見ると、全体的に集合住宅への転入が高いが、焼津市からの転入者

は、集合住宅から戸建住宅への住み替え比率が高くなっており、志太地区の定住先と

して本市が選ばれている可能性がある。 

図表 11-１ 県内からの転入者の主な前住所地（2018 年（平成 30 年）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 11-２ 県内からの転入者の主な前住所地【集合住宅／戸建住宅別】（2018 年（平成 30 年）） 

（単位：人） 

  静岡市 焼津市 島田市 浜松市 吉田町 富士市 牧之原市 掛川市 沼津市 磐田市 

転入者数 760 683 298 272 118 83 74 70 63 62 

  集合→集合 152 153 79 126 36 28 23 20 19 22 

  集合→戸建 180 238 72 46 19 13 6 15 17 15 

  戸建→集合 260 144 115 90 37 28 26 21 19 15 

  戸建→戸建 168 148 32 10 26 14 19 14 8 10 

出典：住民基本台帳より作成 

出典：住民基本台帳より作成 

本市の人独自分析④ 

県内市町との転入・転出状況 
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2018 年（平成 30 年）における本市から県内市町への転出状況は、静岡市への転出が

709 人と最も多く、次いで焼津市（693 人）、島田市（389 人）、浜松市（216 人）、富士

市（92 人）、吉田町（71 人）等となっており、近隣市町への転出が多い。 

また、住宅の種類別に分析すると、焼津市や静岡市への転出者は集合住宅へ、島田市

への転出者は戸建住宅に住む割合が高くなっているが、これは地価や家賃の影響だと推

測できる。 

さらに市町別に転入数と転出数を比較すると、本市の地価や家賃相場の上昇等もあ

り、相対的に安価に鉄道駅周辺の宅地を確保できる焼津市や島田市に対して転出超過と

なっている。 

図表 12-１ 県内への転出者の主な住所地（2018 年（平成 30 年）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 12-２ 県内への転出者の主な住所地【集合住宅／戸建住宅別】（2018 年（平成 30 年）） 

（単位：人） 

  静岡市 焼津市 島田市 浜松市 富士市 吉田町 掛川市 牧之原市 沼津市 菊川市 

転出者数 709 693 389 216 92 71 66 65 61 52 

  集合→集合 161 145 82 107 38 23 32 14 29 18 

  集合→戸建 157 211 149 33 23 18 9 33 6 12 

  戸建→集合 210 214 87 63 22 17 19 5 24 16 

  戸建→戸建 181 123 71 13 9 13 6 13 2 6 

 

 静岡市 焼津市 島田市 浜松市 吉田町 

転入数 760 683 298 272 118 

転出数 709 693 389 216 71 

転入超過数 51 -10 -91 56 47 

出典：住民基本台帳より作成  

沼津市 

富士市 

709 人 

216 人 

693 人 

71 人 

65 人 

66 人 

52 人 

389 人 

92 人 

61 人 

出典：住民基本台帳より作成 
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 (1)転入 

第１期人口ビジョン策定前の 2014 年

（平成 26 年）と 2018 年（平成 30 年）を

比較すると、大半の地区で焼津市、島田

市、静岡市のいずれからの転入者も減少し

ている。 

３市とも青島地区への転入者が最も多

く、島田市からの転入者の約半数、静岡市

からの転入者の約 1/3 を青島地区が占めて

いる。また、青島地区への転入者は、マン

ション供給の影響等もあり、転入先として

集合住宅を選んでいる人が多い。 

同じく藤枝駅に近い高洲地区では、集合

住宅への転入は多いものの、青島地区に比

べると戸建住宅へ住み替える比率が高くな

っている。 

さらに、焼津市と島田市からの転入者を対象に転入前後の居住地区を整理すると、

鉄道駅がある焼津市の焼津地区や豊田地区、あるいは島田市の旧島田地区や六合地区

等から青島地区への転入が多い傾向にある。また、西益津地区には焼津市豊田地区か

ら、岡部地区には焼津市焼津地区からというように、比較的近い地区からの転入が多

い傾向が見られる。これは、日常生活圏を超えない範囲で転居していることが推測さ

れる。 
図表 13-２ 近隣３市から本市への地区別の転入者数【集合住宅／戸建住宅別】（2018 年(平成 30 年)） 

（単位：人） 

    瀬戸谷 稲葉 葉梨 広幡 西益津 藤枝 青島 高洲 大洲 岡部 合計 

焼津市からの 
転入者数 

1 13 67 51 54 62 200 151 43 41 683 

(0.1%) (1.9%) (9.8%) (7.5%) (7.9%) (9.1%) (29.3%) (22.1%) (6.3%) (6.0%) (100%) 

  集合→集合 0 2 17 3 7 9 71 37 7 0 153 

  集合→戸建 1 7 18 24 25 27 48 39 21 28 238 

  戸建→集合 0 3 14 10 5 17 54 39 0 2 144 

  戸建→戸建 0 1 18 14 17 9 27 36 15 11 148 

島田市からの 
転入者数 

0 5 18 10 10 32 137 56 17 13 298 

(0.0%) (1.7%) (6.0%) (3.4%) (3.4%) (10.7%) (46.0%) (18.8%) (5.7%) (4.4%) (100%) 

  集合→集合 0 2 2 0 0 4 59 11 1 0 79 

  集合→戸建 0 0 8 1 5 17 13 15 10 3 72 

  戸建→集合 0 3 7 8 5 7 52 22 2 9 115 

  戸建→戸建 0 0 1 1 0 4 13 8 4 1 32 

静岡市からの 
転入者数 

2 3 129 62 27 87 266 109 13 60 758 

(0.3%) (0.4%) (17.0%) (8.2%) (3.6%) (11.5%) (35.1%) (14.4%) (1.7%) (7.9%) (100%) 

  集合→集合 0 1 10 16 6 9 75 33 0 2 152 

  集合→戸建 1 2 28 16 4 41 39 20 1 36 188 

  戸建→集合 0 0 61 15 10 8 117 35 4 10 260 

  戸建→戸建 1 0 30 15 7 29 35 21 8 12 158 

出典：住民基本台帳 

  

本市の独自分析⑤ 

隣接市との転入・転出状況 

 

図表 13-１ 近隣市からの転入者数の年次比較【地区別】 

出典：住民基本台帳 

焼
津
市
か
ら 

島
田
市
か
ら 

静
岡
市
か
ら 
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図表 13-３ 転入者の地区別クロス集計（焼津市及び島田市からの転入者／2018 年(平成 30 年)） 

（単位：人） 

 新居住地区 

藤枝市 

瀬戸谷 稲葉 葉梨 広幡 西益津 藤枝 青島 高洲 大洲 岡部 

元
居
住
地
区 

焼
津
市 

焼津 0 0 22 11 4 14 33 6 4 15 

豊田 1 9 10 18 24 19 59 39 7 11 

小川 0 2 8 6 7 8 32 19 4 6 

東益津 0 0 5 5 8 3 4 10 0 3 

大富 0 1 7 3 6 7 23 29 0 3 

和田 0 0 8 6 1 2 14 15 5 2 

大井川 0 1 7 2 4 9 35 33 23 1 

島
田
市 

旧島田 0 1 4 4 1 17 46 19 4 11 

六合 0 0 4 4 8 7 50 17 10 1 

大津 0 3 0 1 0 2 2 0 0 0 

大長 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 

伊久美 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

初倉 0 0 4 0 0 4 25 8 3 1 

金谷 0 1 2 1 0 1 11 9 0 0 

川根 0 0 4 0 0 1 3 1 0 0 

計 1 18 85 61 64 94 337 207 60 54 

※20 人以上の部分を着色                                 出典：住民基本台帳 

(2)転出 

＜焼津市への転出＞ 

第１期人口ビジョン策定前の 2014 年（平成 26 年）と 2018 年（平成 30 年）を比較

すると、西焼津駅のある豊田地区への転出が増加していることがわかる。鉄道駅があ

る焼津地区や豊田地区では集合住宅への転出が多く、焼津市の大井川地区や大富地区

では戸建住宅へ住み替える比率が高い。特に大富地区では、集合住宅から戸建住宅に

住み替えた人が多くなっている。また、大富地区や大井川地区への転出は 15 歳未満の

占める比率が高く、子育て世帯が戸建住宅を求めて転出しているケースが一定数ある

ことが推測される。和田地区では、土地区画整理事業が行われている地区への転出が

見られる。 
 

図表 13-４ 焼津市への転出者数の年次比較【転出先地区別】 

 
出典：住民基本台帳 

 

図表 13-５ 焼津市への地区別の転出者数【集合住宅／戸建住宅別】（2018 年(平成 30 年)） 

（単位：人） 

    焼津 豊田 小川 東益津 大富 和田 大井川 合計 

転出者数 
126 224 66 26 99 65 87 693 

(18.2%) (32.3%) (9.5%) (3.8%) (14.3%) (9.4%) (12.6%) (100%) 

  集合→集合 28 67 11 4 16 10 9 145 

  集合→戸建 24 48 17 7 51 18 46 211 

  戸建→集合 55 97 25 6 20 9 2 214 

  戸建→戸建 19 12 13 9 12 28 30 123 

出典：住民基本台帳  



21 

図表 13-６ 焼津市への地区別の転出者数【年齢別】（2018 年(平成 30 年)） 

 
出典：住民基本台帳 

＜島田市への転出＞ 

島田市への転出は、旧島田地区と六合地区が大半を占め、特に六合駅のある六合地

区は、2014 年（平成 26 年）と比較して 1.5 倍以上に増加している。また、これらの

地区は鉄道駅があるが、戸建住宅への転出が比較的多くなっており、集合住宅から戸

建住宅への住み替えは、宅地供給が続いている六合地区が最多である。年代別に見る

と、旧島田地区と六合地区には 15 歳未満の転居者が比較的多く、戸建住宅を取得した

子育て世帯の転出が考えられる。 
 

図表 13-７ 島田市への転出者数の年次比較【転出先地区別】 

 
出典：住民基本台帳 

 

図表 13-８ 島田市への地区別の転出者数【集合住宅／戸建住宅別】（2018 年(平成 30 年)） 

（単位：人） 

    旧島田 六合 大津 大長 伊久美 初倉 金谷 川根 合計 

転出者数 
127 151 9 7 1 49 41 4 389 

(32.6%) (38.8%) (2.3%) (1.8%) (0.3%) (12.6%) (10.5%) (1.0%) (100%) 

  集合→集合 33 20 1 0 0 17 11 0 82 

  集合→戸建 49 78 2 3 0 7 8 2 149 

  戸建→集合 30 32 1 0 0 13 11 0 87 

  戸建→戸建 15 21 5 4 1 12 11 2 71 

出典：住民基本台帳 
 

図表 13-９ 島田市への地区別の転出者数【年齢別】（2018 年(平成 30 年)） 

 
出典：住民基本台帳 
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＜転出前居住地区と転出後居住地区の関係＞ 

焼津市と島田市への転出者を対象に転出前後の居住地区を整理すると、青島地区や

高洲地区から六合地区や豊田地区等に転出する人が多くなっている。これは、青島地

区や高洲地区の地価や家賃の上昇に伴い、相対的に地価等が安い近隣市の鉄道駅周辺

へ転出が進行していることが考えられる。 

 

図表 13-10 転出者の地区別クロス集計（焼津市及び島田市への転出者／2018 年(平成 30 年)） 

（単位：人） 
 新居住地区 

計 

焼津市 島田市 

焼
津 

豊
田 

小
川 

東
益
津 

大
富 

和
田 

大
井
川 

旧
島
田 

六
合 

大
津 

大
長 

伊
久
美 

初
倉 

金
谷 

川
根 

元
居
住
地
区 

藤
枝
市 

瀬戸谷 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4 

稲葉 1 2 0 0 1 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 12 

葉梨 19 19 3 1 10 3 5 7 6 0 0 0 2 10 0 85 

広幡 19 11 0 3 3 5 2 6 5 1 0 0 2 2 0 59 

西益津 14 23 3 5 6 10 6 4 1 1 0 0 4 6 0 83 

藤枝 7 13 7 6 8 8 9 13 13 0 3 0 16 7 0 110 

青島 21 70 19 7 37 20 23 61 70 7 4 1 12 9 4 365 

高洲 14 59 15 0 25 8 30 22 40 0 0 0 6 5 0 224 

大洲 8 11 9 0 6 10 9 8 10 0 0 0 5 1 0 77 

岡部 23 15 9 4 3 0 0 4 3 0 0 0 2 0 0 63 

※20 人以上の部分を着色                                 出典：住民基本台帳 
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（1）転入 

県外からの転入者は、国外からの転入者

（408 人）が最も多いが、国内では、東京都

からの転入数が 275 人と最も多く、次いで愛

知県（226 人）、神奈川県（171 人）、埼玉県

（98 人）、千葉県（82 人）と、主に首都圏や

愛知県からの転入が多い。これは、大学進学

等で東京圏や愛知県に転出した若者が、就職

等を機にＵターンするケースや子育て世帯の

大都市圏からの転入が要因であると推測され

る。 

また、東京都からの転入では集合住宅から戸建住宅への住み替えが最多であり、一

人暮らしから実家に戻るケースや子育て世帯が戸建住宅に住み替えるケース等が考え

られる。 
 

図表 14-２ 県外からの転入者の主な前住所地（2018 年(平成 30 年)） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（単位：人） 

  東京都 愛知県 神奈川県 埼玉県 千葉県 大阪府 福岡県 兵庫県 北海道 岐阜県 国外 

転入者数 275 226 171 98 82 51 45 43 35 33 408 

  集合→集合 82 88 50 41 31 13 11 7 9 11 0 

  集合→戸建 100 56 42 16 23 6 6 3 5 4 0 

  戸建→集合 51 63 48 27 11 26 17 29 14 12 145 

  戸建→戸建 42 19 31 14 17 6 9 6 7 6 263 

出典：2018 年(平成 30 年)住民基本台帳より作成 

国外 

408 人 

北海道 

35 人 

埼玉県 

98 人 

愛知県 

226 人 

大阪府 

51 人 

兵庫県 

43 人 

岐阜県 

33 人 

藤
枝
市 

千葉県 

82 人 

東京都 

275 人 

福岡県 

45 人 

神奈川県 

171 人 

本市の独自分析⑥ 

県外との転入・転出状況 

 
図表 14-１ 県外からの転入者の都道府県別年齢構成 

出典：住民基本台帳（2018 年(平成 30 年)） 
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（2）転出 

住民基本台帳によると、県外への転出者

は、東京都への転出が 446 人と最も多く、次

いで神奈川県（235 人）、愛知県（188 人）、

埼玉県（111 人）、千葉県（96 人）と、東京

圏や愛知県への転出が多く、その大半を 20

～30 代の若者が占める。ただし、大学進学

等で市外に居住していても住民票を移動させ

ないケースが多いことから、実態としては大

学進学等で東京圏や愛知県等に転出し、その

まま大都市圏で就職する際に住民票を移動す

る若者が多いと推測される。なお、首都圏や

愛知県等への転出では、進学等により本市の

実家を出て大都市圏で一人暮らしをする場合

が多いことなどから、集合住宅への住み替え

が多くなっている。 

また、転出入を比較すると、東京圏に対しては転出超過であるが、愛知県に対して

は転入超過となっている。 

 

図表 14-４ 県外への転出者の主な住所地（2018 年(平成 30 年)） 

 

  
北海道 

42 人 

神奈川県 

234 人 

愛知県 

222 人 

大阪府 

75 人 

兵庫県 

40 人 

千葉県 

96 人 

埼玉県 

111 人 

東京都 

446 人 

藤
枝
市 

三重県 

32 人 

愛知県 

188 人 

神奈川県 

235 人 

茨城県 

57 人 

図表 14-３ 県外への転出者の都道府県別年齢構

成 

出典：住民基本台帳（2018 年(平成 30 年)） 
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（単位：人） 

  東京都 神奈川県 愛知県 埼玉県 千葉県 大阪府 茨城県 北海道 兵庫県 三重県 

転出者数 446 235 188 111 96 75 57 42 40 32 

  集合→集合 137 76 74 39 32 9 29 7 13 13 

  集合→戸建 68 29 16 21 17 14 3 9 15 5 

  戸建→集合 176 106 81 31 36 20 15 8 9 8 

  戸建→戸建 65 24 17 20 11 32 10 18 3 6 

 

 東京都 愛知県 神奈川県 埼玉県 千葉県 

転入数 275 226 171 98 82 

転出数 446 188 235 111 96 

転入超過数  -171 38 -64 -13 -14 

※外国への転出は除く                 出典：2018 年(平成 30 年)住民基本台帳より作成 
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本市の外国人人口は、全国的な傾向と同様にリーマンショックによる景気の悪化を

受けて 2009 年（平成 21 年）をピークに減少に転じたが、2014 年（平成 26 年）から

再び増加している。国籍は、2017 年（平成 29 年）時点で、フィリピンが最も多く、

中国、ブラジルと続く。総人口に占める外国人の比率は、静岡県全体よりも低く、近

隣の焼津市や島田市と比較しても低い水準である。 

図表 15-１ 本市の外国人人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 15-２ 本市の外国人住民の国籍別人口推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 15-３ 外国人住民が総人口に占める割合の推移（志太３市及び静岡県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※各年 12 月末現在 

出典：「静岡県における外国人の住民基本台帳人口の調査結果」（静岡県）  

本市の独自分析⑦ 

外国人住民の動向 
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富士市 

5,265 
4,890 

11,728 

10,476 

862 
1,880 

1,415 

638 
432 

196 

11,414 

5,095 

669 
233 

118 

流入者数 

流出者数 

（その他流入 696） 

（その他流出 1,589） 

316 
797 

272 
115 

229 

（人） 

（３）通勤・通学の状況 

通勤・通学等による流出人口は、焼津市や静岡市への流出がそれぞれ 11,000 人以上

で多くなっている。一方、流入人口は、焼津市からの流入が 10,000 人を超えて突出し

ている。 

流入者数と流出者数のそれぞれの合計を比較すると約 12,000 人の流出超過である。

また、昼夜間人口比率は 91.6％（2015 年（平成 27 年）国勢調査）であり、静岡市等

のベッドタウンとしての性質を持っていることがわかる。 

 

図表 16 流入流出人口（15 歳以上通勤・通学人口）の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
（単位：人） 

流出者数上位 10 市町 流入数上位 10 市町 

順位 市町名 
通勤・ 

通学計 

通勤者 通学者 
順位 市町名 

通勤・ 

通学計 

通勤者 通学者 

人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 

1 位 焼津市 11,728 10,942 93.3% 786 6.7% 1 位 焼津市 10,476  9,348  89.2% 1,128  10.8% 

2 位 静岡市 11,414 10,164 89.0% 1,250 11.0% 2 位 静岡市 5,095  4,727  92.8% 368  7.2% 

3 位 島田市 5,265 4,648 88.3% 617 11.7% 3 位 島田市 4,890  4,401  90.0% 489  10.0% 

4 位 吉田町 1,880 1,869 99.4% 11 0.6% 4 位 吉田町 862  732  84.9% 130  15.1% 

5 位 牧之原市 1,415 1,406 99.4% 9 0.6% 5 位 牧之原市 638  540  84.6% 98  15.4% 

6 位 掛川市 797 789 99.0% 8 1.0% 6 位 掛川市 316  258  81.6% 58  18.4% 

7 位 浜松市 669 492 73.5% 177 26.5% 7 位 浜松市 233  205  88.0% 28  12.0% 

8 位 菊川市 432 350 81.0% 82 19.0% 8 位 菊川市 196  157  80.1% 39  19.9% 

9 位 袋井市 272 221 81.3% 51 18.8% 9 位 富士市 118  82  69.5% 36  30.5% 

10 位 磐田市 229 193 84.3% 36 15.7% 10 位 磐田市 115  102  88.7% 13  11.3% 

出典：2015 年（平成 27 年）国勢調査  

流入者数計 23,635 人 

流出者数計 35,690 人 

差 -12,055 人 
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（４）出生に関する分析 

①合計特殊出生率の推移と周辺市町との比較 

本市の合計特殊出生率について、全国平均は上回っているものの静岡県・近隣市

と比較すると低い値を示している。 

合計特殊出生率の推移（図表 17-1）を見ると、全国的な傾向として減少傾向にあ

ったものが、最新の統計では改善傾向にある。 

出生率の改善の主な要因としては、30 代の出生率が上昇していることが、全体の

出生率の回復に寄与していると考えられ、30 代となった第２次ベビーブーム世代の

駆け込み出産によるものと言われている。 

 

図表 17-１ 合計特殊出生率の推移と近隣市町等との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 17-２ 母の年齢階級別出生率（女性人口千対、ベイズ推定値）の推移 

  
2003(H15)年～ 

2007(H19)年 

2008(H20)年～ 

2012(H24)年 
変化幅 

合計特殊出生率  1.39 1.44 0.05 

母の年齢別出生率 

（女子人口千対） 

20～24 歳 39.6 36.0 -3.6 

25～29 歳 97.7 94.2 -3.5 

30～34 歳 91.9 102.6 10.7 

35～39 歳 38.9 42.9 4.0 

出典：「人口動態保健所・市区町村別統計」より作成 
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②未婚率 

本市の未婚率は、全国的な傾向と同様に、2010 年（平成 22 年）頃まで上昇傾向

だったが、近年は横ばいあるいは減少傾向となっている。未婚率の上昇は出生数の

減少につながることから、少子化対策のためには未婚率の低下が求められる。 

また、2015 年（平成 27 年）の本市の未婚率は、25～29 歳の男性を除き、全国値

よりもやや低い水準である。 

 

図表 18 未婚率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：2015 年（平成 27 年）国勢調査 
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（５）産業別の就業状況や雇用状況分析 

①産業人口の状況 

本市の産業別就業者人口の割合では、製造業（24.8％）、卸売業・小売業

（15.8％）、医療福祉（10.8％）、建設業（7.4％）が多く、これらを合わせると約６

割を占める。このような産業別就業者人口割合は、静岡県に類似した傾向であり、

１次産業や製造業に特徴のある近隣市よりもさらに本市は静岡県に類似している。 

また、最も比率の高い製造業の内訳を見ると、プラスチック製品や輸送用機械器

具、食料品、医薬品等が含まれる化学、生産用機械器具等が多くを占めている。 

 

図表 19-１ 産業別就業者人口割合と近隣市および静岡県との比較 

 

※「サービス業」は、他に分類されないもの。           出典：2015 年（平成 27 年）国勢調査 

 

図表 19-２ 本市の製造業の中分類別従業員数 

 
 出典：2016 年（平成 28 年）経済センサス 
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②産業別就業者男女比と平均年齢 

主に第１次産業と第２次産業において男性の就業者比率が高くなっており、第３

次産業は女性の就業比率が高くなっている。女性の就業比率が 20％以下と低い産業

は、漁業、建設業、電気・ガス・熱供給・水道業となっている。一方、医療・福

祉、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業・娯楽業では女性の就業比率が

60％を超えている。 

平均年齢については、男性はすべての産業において 40 歳を超えているが、女性に

ついては、漁業や情報通信業、複合サービス事業で 40 歳以下となっている。 

 

図表 20 産業別就業者男女比と平均年齢 

 

出典：2015 年（平成 27 年）国勢調査 

 

 

 

 

 

  



32 

③年齢階級別産業人口の状況 

産業別人口が最も多い製造業は、男性と女性の 15～29 歳の割合はほぼ等しく、男

女ともに 40 代の割合が最も高くなっている。 

一方、茶をはじめとする農業においては、男女とも 60 代以上が大半を占め、40

代以下の比率が非常に低いため、今後の高齢化の進展によっては、就業者数が急減

し、産業の維持・継続が困難となる可能性がある。 

30 代以下の割合が多い産業は、男性は製造業、医療・福祉等、女性は医療・福祉

や金融・保険業、教育・学習支援業等となっている。 

 

図表 21 年齢階級別産業人口の状況 

 
出典：2015 年（平成 27 年）国勢調査 
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④若者の就職希望業種と本市の産業 

全国を対象に行った民間の調査によると、大学生が就職活動をした業種は、製造

業が最も多く、情報通信業、金融・保険業等の順になっている。一方、本市の従業

員数は、製造業や小売業、医療・福祉等が多く、大学生が求める情報通信業や金融

等の雇用が少なくなっている。 

そのため、若者が求める業種と本市の産業構造のミスマッチを解消することが求

められる。 

 

図表 22 大学生が就職活動をした業種と本市の産業分類別人口 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「サービス業」は、他に分類されないもの 

※藤枝市の産業分類別人口のうち、製造業は機械器具製造業を含む。 

 

出典：就職白書 2019（就職みらい研究所調査）、2016 年(平成 28 年)経済センサス 

 

 

 

  

大学生が就職活動した業種 藤枝市の産業分類別従業員数 
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⑤本市の産業の特徴 

本市の産業小分類別従業員数から市内の産業がどれだけ特化しているかを表す特

化係数（１を超えると全国平均よりも特化している）を算出すると、地場産品であ

る「茶・コーヒー製造業」が最も高い。また、大規模工場がある「プラスチック

板・棒・管・継手・異形押出製品製造業」の係数も高くなっている。 

さらに、市内に複数の製薬会社が立地していることから「医薬品製造業」は従業

員数が 1,000 人を超えており、特化係数も高くなっている。その他、市内に家具工

業団地があり、「家具製造業」も特徴的な産業だと言える。 

 

図表 23 本市の産業分類別特化係数（従業員数） 

（単位：ポイント、人） 

順位 コード 2016 年(平成 28 年)産業分類（小分類） 特化係数 従業員数 

1 103 茶・コーヒー製造業（清涼飲料を除く） 25.54 807 

2 181 プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品製造業 22.88 753 

3 294 電球・電気照明器具製造業 9.14 358 

4 165 医薬品製造業 8.78 1,019 

5 745 計量証明業 8.61 261 

6 131 家具製造業 7.59 604 

7 340 管理，補助的経済活動を行う事業所（ガス業） 6.73 164 

8 139 その他の家具・装備品製造業 6.32 133 

9 293 民生用電気機械器具製造業 5.97 394 

10 122 造作材・合板・建築用組立材料製造業 5.66 283 

11 264 生活関連産業用機械製造業 5.48 303 

12 111 製糸業，紡績業，化学繊維・ねん糸等製造業 4.87 133 

13 115 綱・網・レース・繊維粗製品製造業 4.21 112 

14 444 集配利用運送業 4.07 155 

15 472 冷蔵倉庫業 4.01 111 

16 166 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 4.00 185 

17 325 がん具・運動用具製造業 3.90 130 

※従業員数 100 人未満の産業は除く。 

※「特化係数（従業者数）」＝（市内の当該産業の従業者数÷市内の全産業の従業者数） 

÷（全国の当該産業の従業者数÷全国の全産業の従業者数） 

※特化係数３以上の産業を掲載 

出典：2016 年(平成 28 年)経済センサスを基に作成 
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⑥しごとを創るための本市の強み・弱みの分析 

本市において人々が求めるしごとを創出するために、本市の産業の強みと弱みを

分析（SWOT 分析）する。 

 

図表 24 SWOT 分析 

 プラス要因 マイナス要因 

内
的
要
因 

強み（Strength） 

・中心市街地は、人口が増加するとともに、商業

施設等が進出している。 

・サッカーのまちとして全国的に知名度が高い。 

・子育て世代の人口増加が継続している。 

・大井川の豊富な地下水がある。 

・緑茶・玉露、地酒、朝ラーなどの特色ある食文

化がある。 

・旧東海道や田中城址などの歴史文化資源が残さ

れている。 

・玉露の里や蓮華寺池公園等は、市内外からの交

流の場として人気がある。 

・ICT や AI 等を活用した先進的な取組が積極的

に行われている。 

・エコノミックガーデニング等の起業支援の取組

が進んでいる。 

・市内に大学があり、連携した取組が行われてい

る。 

弱み（Weakness） 

・農業従事者の高齢化や後継者不足等により、農

業の衰退や耕作放棄地の増加等が懸念される。 

・中小企業の人材不足が発生している。 

・若者が求める情報通信業など若者のニーズに合

った雇用が少ない。 

・小規模事業者の事業承継等が課題となる。 

・市外に通勤する市民が比較的多い。 

・20 歳前後の若者の転出超過傾向が継続してお

り、生産年齢人口の減少による人材不足が懸念

される。 

・中心市街地などの生活利便性が高い場所では、

地価・家賃相場が上昇している。 

外
的
要
因 

機会（Opportunity） 

・東京と名古屋のほぼ中間に位置するとともに、

本県の政治・経済の中心である静岡市に隣接し

ている。 

・温暖な気候に恵まれ、暮らしやすい。 

・東名高速道路や新東名高速道路、国道１号が市

内を通過し、富士山静岡空港が近いなど、広域

交通網が発達している。 

・東京オリンピック・パラリンピックを契機にイ

ンバウンドが活性化することが期待される。 

・国道１号藤枝バイパスの４車線化によるさらな

る交通利便性の向上が期待される。 

・東京圏から地方へのひとの移動を推進する国の

制度が創設された。 

 

脅威（Threat） 

・新興国の台頭による国際競争力の低下が懸念さ

れる。 

・人口減少や少子高齢化により、国内市場の縮

小、消費の低迷が危惧される。 

・リニア中央新幹線の開通による巨大経済圏の誕

生によって空洞化が懸念される。 

・自然災害の増加、激甚化等による被害が懸念さ

れる。特に、30 年以内の発生確率 70～80％

と言われる南海トラフ巨大地震の発生が危惧さ

れる。 
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（６）観光の動向 

本市の観光交流客数は、2006 年（平成 18 年）頃から増加し、ここ数年は年間 250

万人前後で推移している。 

本市を取り巻く環境としては、2009 年（平成 21 年）には富士山静岡空港が開港す

るとともに、2012 年（平成 24 年）には新東名高速道路が開通し、市内に藤枝岡部イ

ンターチェンジが開設された。さらに、2016 年（平成 28 年）には、東名高速道路の

本市の南部に近接する場所に大井川焼津藤枝スマートインターチェンジが開設される

など、広域からのアクセスがより便利になっている。 

そのような交通利便性の向上と我が国全体の外国人観光客の増加等を背景として、

国際観光ホテルの開業、蓮華寺池公園の再整備をはじめとするハード整備、体験型観

光プログラム等のソフト施策の充実により、本市の観光交流は活性化している。 

 

図表 25 観光交流客数の推移 

 
出典:観光交流客数調査（静岡県） 
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（７）空き家の動向 

本市の空き家数は年々増加傾向にあり、2018 年（平成 30 年）には全住宅の約 12%が

空き家となっている。区分別に推移を見ると、管理不全な状態になる可能性がある

「その他の住宅」が急速に増加しており、住宅総数に占める割合は 2018 年（平成 30

年）時点で５％を超えている。そのため、空き家の発生抑制とともに、効果的な活用

や流通の促進、適正管理のための対策が求められる。 

図表 26-１ 空き家数の推移 

 
出典:住宅・土地統計調査 

 

図表 26-２ 区分別空き家数の推移 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※四捨五入等しているため、内訳の合計と総数が一致しない場合がある。 

出典:住宅・土地統計調査 

空き家の区分 定義 

二次的住宅 

別 荘：週末や休暇時に避暑・避寒・保養などの目的で使用される住宅で、ふだんは人が住んでいない住宅 

その他：ふだん住んでいる住宅とは別に、残業で遅くなったときに寝泊まりするなど、たまに寝泊まりして

いる人がいる住宅 

賃貸用の住宅 新築・中古を問わず、賃貸のために空き家になっている住宅 

売却用の住宅 新築・中古を問わず、売却のために空き家になっている住宅 

その他の住宅 
上記以外の人が住んでいない住宅で、例えば、転勤・入院などのため居住世帯が長期にわたって不在の住宅

や建て替えなどのために取り壊すことになっている住宅など（空き家の区分の判断が困難な住宅を含む） 
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２ 将来人口の推計と分析 
（１）人口推計の概要 

「地方人口ビジョン策定のための手引き（令和元年 12 月版）」（内閣府地方創生推進

室）によると、将来人口の推計方法について、「全国の移動率について、足元の傾向が

続くと仮定した推計 （社人研推計準拠）」と「地方公共団体が独自に出生や移動の仮

定を設けた推計」の２つの方法が示されている。 

本市人口の社人研推計準拠の推計値（2018 年（平成 30 年）３月発表）を用いた場

合、2015 年（平成 27 年）の国勢調査結果を反映した推計となるため、東日本大震災

直後の沿岸部から内陸部の本市などへの大幅な転入超過の傾向を加味した特異的な推

計となっており、現実よりも過大な推計値が算出されていると考えられる。 

したがって、本市では、過去の傾向を基にしつつ、より現実的な将来人口を推計す

るため、社人研推計に準拠した推計方法を用いず、本市独自に出生や移動の仮定を設

けた推計を行うこととし、以下にその方法等を示す。 

 

 

図表 27 志太３市の社会動態の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※島田市と焼津市の値は各年とも１～12 月、藤枝市は各年とも４月～翌年３月で集計 

出典：各市町統計書及び総務省資料 
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①推計期間 

・2020 年（令和２年）から 2060 年（令和 42 年）までの５年ごと 

 

②推計方法 

・コーホート要因法※を使用  
※ある年の男女・年齢別人口を基準として、人口動態率や移動率などの仮定値を当てはめて将来人口を計算する方法 

 

・推計に用いた数値及び仮定値は以下のとおり 

ア）基準人口 

2015 年（平成 27 年）国勢調査人口 

イ）将来の生残率 

「日本の将来推計人口（平成 29 年１月推計）」（出生中位・死亡中位仮定）から

得られる全国の男女・年齢別生残率を利用 

ウ）将来の純移動率 

2014 年（平成 26 年）４月１日から 2019 年（平成 31 年）３月 31 日の期間の住

民基本台帳に基づいて算出された男女年齢別純移動率が、2030 年（令和 12 年）

まで段階的に縮小し、2030 年（令和 12 年）以降は移動が均衡する（±０）とし

て設定 

【国や静岡県の人口ビジョン仮定値と同様の考え方】 

エ）合計特殊出生率 

最新の合計特殊出生率（1.44）が、2040 年（令和 22 年）まで段階的に上昇し、

2040 年（令和 22 年）以降は、人口置換水準である 2.07 で一定となるとして設

定 

【国や静岡県の人口ビジョン仮定値と同様】 
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（２）総人口・年齢区分別人口の推計と分析 

①推計結果（人口動向年表） 

図表 28-１ 総人口・年齢３階層別人口の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 28-２ 年齢３階層別人口比率の推計 

 

 

 

 

  

老年人口のピーク 生産年齢人口最低 

年少人口が最低 

約３人に１人が高齢者 

年少人口比率が最低 

・生産年齢人口比率の最低 

・高齢化率ピーク 
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図表 28-３ 年代別高齢者数の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 28-４ 高齢者の年代別比率（65 歳以上の人口に占める割合）の推計 
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②将来人口の分析 

ア）総人口及び年代構成 

国や静岡県の人口ビジョンの考え方に基づいた本市独自の将来推計によると、

40 年後の 2060 年（令和 42 年）に総人口は 2015 年（平成 27 年）の約 79％まで減

少する。年齢３階層別の内訳を見ると、老年人口は現在よりも５％程度の減少に

対し、年少人口は、現在の９割程度、生産年齢人口は現在の約７割程度にまで落

ち込む。 

 

図表 29 現在と将来の人口等の比較 

区分 
2015 年 

（平成 27 年） 

2060 年（令和 42 年） 

推計値 対 2015 年比 

総人口 143,605 人 113,177 人 78.8％ 

年
代
構
成 

年少人口  （ 0～14 歳） 19,333 人 17,151 人 88.7％ 

生産年齢人口（15～64 歳） 84,351 人 58,184 人 69.0％ 

老年人口  （65 歳以上） 39,921 人 37,836 人 94.8％ 

 

イ）年少人口 

年少人口は 2035 年（令和 17 年）に最低となり、その後上昇する見込みであ

る。総人口に占める割合は 2030 年（令和 12 年）頃に最低となった後上昇し、

2040 年（令和 22 年）以降は現在の水準を上回る推計となっている。 

 

ウ）生産年齢人口 

生産年齢人口は 2055 年（令和 37 年）まで継続して減少する推計となってい

る。総人口に占める割合は、2045 年（令和 27 年）には 50％を割り込み、2050 年

（令和 32 年）頃に最低となり、その後上昇する見込みである。 

 

エ）老年人口 

 老年人口がピークとなる 2045 年（令和 27 年）は、第２次ベビーブーム世代が

70 歳以上となる年であり、高齢化率のピークとなる 2050 年（令和 32 年）では、

およそ 2.7 人に１人が高齢者となる。 

 また、75 歳以上の人口は 2030 年（令和 12 年）頃まで増加し、85 歳以上の人口

は 2035 年（令和 17 年）頃まで増加し、どちらもその後は概ね横ばいで推移する

推計となっているが、老年人口における年齢構成が大きく変わり、85 歳以上の人

口が占める割合が増加する見込みである。 
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３ 人口の変化が地域の将来に与える影響の分析・考察 
（１）社会保障等への影響 

2015 年（平成 27 年）は、１人の高齢者に対して 2.1 人の現役世代（生産年齢人

口）がいたのに対して、高齢化率がピークとなると推定される 2050 年（令和 32 年）

は、１人の高齢者に対して現役世代 1.3 人となり、現行の社会保障制度が変わらない

とすれば、現役世代の負担は現在の約 1.6 倍となる。 

また、生産年齢人口の減少や老年人口の増加、老年人口における 85 歳以上の割合の

増大などによってニーズが増大すると想定される医療・福祉分野を中心に人材不足が

予想される。 

図表 30 藤枝市の生産年齢人口・老年人口 

  2015 年（平成 27 年） 2050 年（令和 32 年） 

実績値 構成比 推計値 構成比 

生産年齢人口（A) 84,351 人 58.7% 58,232 人 48.4% 

老年人口(B) 39,921 人 27.8% 44,626 人 37.1% 

(A)/(B) 2.1 - 1.3 - 

推計によると、要介護認定者は 2040 年（令和 22 年）まで増加傾向にあり、その後

はほぼ横ばいで推移する見込みとなっている。2060 年（令和 42 年）には、2015 年

（平成 27 年）時点の約 1.7 倍になる（約 4,500 人増加する）ことが見込まれ、介護を

担う人材や施設の確保が課題となる可能性がある。そのため、市民の健康寿命の延伸

を促し、要介護認定者の発生を抑制することが重要である。 

図表 31 要介護認定者の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※推計方法 

「平成 27 年度介護保険事業報告」の藤枝市の第１号被保険者の５歳階級別、認定状態別に認定率を算出し、

2015 年度（平成 27 年度）の比率のまま変わらないと仮定し、これを本市独自の将来推計に乗じて算出。 

出典: 「平成 27 年度介護保険事業報告」（厚生労働省）をもとに本市独自に推計 
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（２）産業への影響 

労働力人口※は、生産年齢人口の減少に伴い減少し、2060 年（令和 42 年）には、

2015 年（平成 27 年）の約 77％まで減少すると推計される。その結果、大量雇用形態

の企業を中心に事業展開が妨げられ、産業活動の停滞や事業の縮小・撤退が考えられ

るほか、農業の耕作放棄地や荒廃森林が増大するなどの問題が予想される。 

また、消費支出額の減少による影響も予測され、消費支出額の減少による地域経済

の低迷や縮小が懸念される。 

そのため、第１次産業や第２次産業も含めたＩＣＴやＡＩ等の先端技術の活用やイ

ノベーションの推進など、生産年齢人口の減少や超高齢社会に対応した産業転換も課

題となる。 

 

 

 

 

 

 

図表 32 労働力人口の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※推計方法 

労働力人口、非労働力人口、不詳の比率が現状（2015 年（平成 27 年）国勢調査時）のまま変わらないと仮定し、こ

れを将来推計（社人研推計人口）に乗じ推計。 

出典: 国勢調査をもとに本市独自に推計 

 

  

※「労働力人口」の定義 

労働力人口 ：15 歳以上の人口のうち、「就業者」と「完全失業者」を合わせたもの 

非労働力人口：15 歳以上の人口のうち、「就業者」と「完全失業者」以外のもの 
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（３）家庭・地域への影響 

人口減少と少子高齢化の進展により、自治会や町内会活動を中心とした地域活動へ

の参加人数が減少し、地域社会を支える活動自体が衰退する恐れがある。特に本市の

自治会・町内会は行政との連携のもとで公共的活動を担ってきた存在であり、その役

割については、長期的な視点で検討する必要がある。 

また、高齢者のみの世帯の増加が見込まれ、世帯内で助け合う生活保障的な役割が

失われることから、そのリスクにどのように社会として対応し、健康寿命の長い都市

を形成していくのか検討の必要がある。 

 

（４）子育てへの影響 

子育ての観点からは、少子化の進行により、保育需要が減少傾向になる見込みとな

っているが、幼児教育の無償化の影響等により、推計値よりも実績が上回る可能性も

あり、引き続き待機児童対策等が求められる。 

 

図表 33 保育需要の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典: 本市独自推計 

  

※「保育需要」の定義 

１号、２号、３号の各年度量の見込みに対し、保育所、幼稚園、認定こども園の園児数の合

計値を実績としている。 

区分 認定基準  対象等  

１号  

認定  

教 育 標 準 時 間

認定  
お子さんが満３歳以上で、教育を希望される場合  

２号  

認定  

満３歳以上・  

保育認定  

お子さんが満３歳以上で、「保育を必要とする事由」に該当

し、保育園等での保育を希望される場合  

３号  

認定  

満３歳未満・  

保育認定  

お子さんが満３歳未満で、「保育を必要とする事由」に該当

し、保育園等での保育を希望される場合  
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（５）都市への影響 

人口減少に伴い、本市の人口密度は低

下することが見込まれ、都市のスポンジ

化（都市の内部において、空き地、空き

家等の低未利用の空間が、小さな敷地単

位で、時間的・空間的にランダム性をも

って、相当程度の分量で発生する現象）

が進行する恐れがある。 

人口密度の低下は、生活サービスの縮

小や撤退、インフラの非効率化、行政サ

ービスの低下等の原因となることから、

人口規模に見合ったコンパクトな都市構

造への転換が求められる。 

 

図表 34-２ 人口密度（500ｍメッシュ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典: 国土数値情報（2015 年（平成 27 年）国勢調査に基づく推計） 

図表 34-１ 人口密度のメッシュ数変化 

(単位：メッシュ) 

 
2015 年 

（平成 27 年） 

2050 年 

（令和 32 年） 増減 

0～500 人/㎢ 172 199 +27 

～1,000 人/㎢ 53 41 -12 

～1,500 人/㎢ 33 41 +8 

～2.000 人/㎢ 38 31 -7 

～2,500 人/㎢ 20 21 +1 

～3,000 人/㎢ 18 14 -4 

～3,500 人/㎢ 15 13 -2 

～4,000 人/㎢ 12 11 -1 

～4,500 人/㎢ 8 7 -1 

～5,000 人/㎢ 8 5 -3 

5,000 人/㎢以上 27 21 -6 

出典: 国土数値情報（2015 年（平成 27 年）国勢調査に基づく推計） 
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（６）財政状況への影響 

生産年齢人口の減少に伴う担税力の縮小による個人市民税のほか、産業の縮小によ

る法人市民税、人口減少に伴う地価の下落による固定資産税の減収など、市の歳入の

根幹である市税の減少が予想される。 

さらに、橋梁などのインフラ資産の老朽化も進行しているため、コンパクトなまち

づくりと各地域の拠点を整備し結びつける「コンパクト＋ネットワーク」の考え方を

基に、持続可能なまちづくりによる財政の効率的な運用が課題となる。 

  



48 

Ⅱ 人口の将来展望 

１ 将来展望に必要な調査・分析 
（１）市民意向調査 

①調査の実施概要 

目的 
第６次藤枝市総合計画の策定にあたり、本市の施策に対する市民の声を聞

き、今後の藤枝市のまちづくりに反映させる。 

対象 市内在住の 16 歳以上の方、3,000 人（住民基本台帳より無作為抽出） 

調査方法 郵送による配布、郵送または WEB による回答 

実施期間 2020 年（令和２年）2 月 21 日～3 月 17 日 

回収結果 回答者数 1,177 人（回答率 39.2％） 

 

②主な回答結果 

〈住みやすさ〉 

【全体・経年変化】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

 

 

 

 

  

75.6%

79.1%

81.4%

10.3%

8.9%

3.4%

14.1%

12.0%

15.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成21年度

平成26年度

令和元年度

住みやすい 住みにくい どちらとも言えない

81.6%

82.7%

80.7%

81.6%

3.3%

2.8%

2.9%

3.8%

15.1%

14.5%

16.4%

14.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

16～39歳(N=283)

40～59歳(N=373)

60歳以上(N=505)

住みやすい 住みにくい どちらとも言えない
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〈重要度・満足度の高い施策（上位項目）〉 

順位 満足度 順位 重要度 

1 安定した水道水の供給 1 地震・水害・火災など災害に強いまちづくり 

2 健康診断や生活習慣の予防 2 医療の充実 

3 藤を活かしたまちづくり 3 安定した水道水の供給 

4 ごみ・リサイクル対策 4 犯罪防止対策 

5 公園の整備 5 ごみ・リサイクル対策 

6 サッカーを活かしたまちづくり 6 保育の充実や子育ての支援 

7 良好な居住環境の整備 7 高齢者が生活しやすい環境づくり 

8 小・中学校教育の充実 8 交通安全対策 

9 心地よい景観の形成 9 健康診断や生活習慣の予防 

10 医療の充実 10 小・中学校教育の充実 

11 生涯にわたる学習・スポーツの支援 11 生活に密着した道路の整備と維持管理 

12 市民が参加できるイベントの開催 12 地球環境対策や自然環境の保全 

13 歴史を活かしたまちづくり 13 障害者が生活しやすい環境づくり 

14 青少年が健やかに育つ環境づくり 14 青少年が健やかに育つ環境づくり 

15 交通安全対策 15 公共交通機関の利便性 

 

〈重点度の経年比較〉 

「重点度」＝重要度指数（重要度の高いものほど優先性が高い）―満足度指数（満足度の低いものほど改善性が高い） 

 

順位 2009 年度（平成 21 年度） 2014 年度（平成 26 年度） 2019 年度（令和元年度） 

1 医療の体制 災害に強いまちづくり 公共交通機関の利便性 

2 障害者が生活しやすい環境づくり 雇用の確保・勤労者福祉の充実 渋滞対策 

3 雇用の確保・勤労者福祉サービス 
魅力ある商店街づくり等の商

業振興 

地震・水害・火災など災害に

強いまちづくり 

4 高齢者の医療・介護・福祉の充実 公共交通機関の利便性 
生活に密着した道路の整備と

維持管理 

5 犯罪防止対策 医療の充実 高齢者が生活しやすい環境づくり 

6 災害に強いまちづくり 犯罪防止対策 商店街の活性化などの商業振興 

7 保育の充実や子育ての支援 保育の充実や子育て支援の充実 医療の充実 

8 生活道路の整備と維持管理 障害者が生活しやすい環境づくり 犯罪防止対策 

9 安心できる消費生活の実現 生活に密着した道路の整備・管理 障害者が生活しやすい環境づくり 

10 計画的な土地利用の推進 高齢者の医療・介護・福祉の充実 保育の充実や子育ての支援 
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〈将来目指すべきまちの姿〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈人口減少抑制対策〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

58.0%

39.4%

27.9%

25.7%

23.4%

14.4%

12.7%

11.0%

10.5%

9.9%

9.7%

7.6%

6.8%

3.7%

3.2%

2.4%

4.0%

6.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

働きながら子育てできる環境の整備

医療・福祉サービスの充実

安全で安心して暮らせる環境の整備

雇用機会の創出（企業誘致）

交通の利便性の向上

新たな土地利用や都市開発等の推進

市外からの移住の促進

住宅取得の支援

小中学校での特徴ある教育の実施

住宅地の整備促進

大学、専門学校など高等教育の充実

健康促進・介護予防の促進

地域資源を活かした産業振興

地域コミュニティの育成

郷土愛やふるさと意識の醸成

外国人の転入促進

その他

無効票

50.0%

36.7%

33.1%

31.7%

29.4%

24.8%

19.5%

12.1%

9.1%

7.5%

7.1%

4.8%

3.3%

3.1%

2.9%

1.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

福祉や医療などが充実したまち

災害に強いまち

緑豊かな自然環境を大切にしたまち

公共交通や道路が整備されたまち

教育・文化に恵まれたまち

住宅環境が優れたまち

志太榛原地域の中核的なまち

スポーツが盛んなまち

商業が盛んなまち

ICTを活用した利便性の高いまち

まちづくりへの市民参加が盛んなまち

観光や交流が盛んなまち

農林業が盛んなまち

工業が盛んなまち

歴史的資源を活かしたまち

その他

16～39歳 40～59歳 60歳以上 年齢不詳
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③分析 

〈住みやすさ〉 

 「住みやすい」が 8 割（81.4％）を超え、前回調査結果（平成 26 年度）よりも 2.3％

増加している。 

しかしながら、肯定的な評価が多いにも関わらず、人口減少に転じていることから、人

口減少を和らげる「抑制」と人口減少を前提に対応する「適応」の両視点から、市民の暮

らしに直結する４Ｋ施策（健康・教育・環境・危機管理）のさらなる深化とともに、各地

域の持続性を確保し、生活や産業を支える拠点づくりとそれらを公共交通などでつなげ

る「コンパクト＋ネットワーク」のまちづくりをさらに推進するなど、安全・快適・便利

な都市構造へ転換していくことが求められる。 

 

〈市の取り組みに対する「重要度」「満足度」⇒「重点度」〉 

 重要であると回答の上位は、順に「地震・水害・火災など災害に強いまちづくり」、「医

療の充実」、「安定した水道水の供給」となっている。満足していると回答の上位は、順に

「安定した水道水の供給」、「健康診断や生活習慣の予防」、「藤を活かしたまちづくり」と

なっている。 

重要度と満足度から導き出される、重要でありながら満足度が低い項目を「重点度」が

高いと定義した場合、前回調査結果から引き続き「地震・水害・火災など災害に強いまち

づくり」が上がるとともに、「公共交通機関の利便性」、「渋滞対策」、「生活に密着した道

路の整備と維持管理」など道路・交通に関する項目が多く上がった。特に本市は、静岡市

などの周辺市町への通勤者が多く、居住場所として選ばれていることから、都市の強靭化

と併せた公共交通の充実により住みやすい環境を維持し、安心して暮らし続けられる生

活環境の向上が求められる。 

 

〈将来目指すべきまちの姿〉 

 将来目指すべきまちの姿として「福祉や医療などが充実したまち」が 5 割（50.0％）と

なっている。次いで「災害に強いまち」、「緑豊かな自然環境を大切にしたまち」、「公共交

通や道路が整備されたまち」となっていることから、福祉医療の充実を図り、自然豊かで

快適な環境を守りつつ、市民が安全・安心に暮らすことができることのできる災害に強い

市域の形成の推進が求められる。 

 

〈人口減少抑制対策〉 

 人口減少抑制対策として「働きながら子育てできる環境の整備」が約 6 割（58.0％）と

半数を超えており、共働きに対する支援を求めていることがわかる。次いで「医療・福祉

サービスの充実」、「安全で安心して暮らせる環境の整備」、「雇用機会の創出（企業誘致）」、

「交通の利便性の向上」となっている。調査結果から、働きながら子育てできる環境のさ

らなる充実が求められており、家庭と仕事の両立支援等による魅力的な雇用・産業の創出

と多様な人材・技術の活用が求められる。 
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 （２） 転入・転出者アンケート調査 

①調査の実施概要 

目的 

『定住・来訪人口拡大』について、住所移動者の意向調査を通して本市に

対する率直な意見を求め、今後の『選ばれるまちふじえだ』に向けた各種

施策の参考とする。 

対象 転入及び転出の届け出を行った人 

調査方法 市民課・岡部支所・文化センターにおいて転出入の届出の際に配布・回収 

実施期間 2018 年（平成 30 年）３月～2019 年（平成 31 年）４月 

回収結果 回答者数：【転入】1,539 人／【転出】773 人 

 

②主な回答結果 

【転入者】 

＜転入のきっかけ＞（複数回答可／N=1,539） 

 

＜転入の理由＞（複数回答可／N=1,539） 
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【転出者】 

＜転出の理由＞（複数回答可／N=773） 

 

 

＜藤枝市に住んで感じた魅力＞（複数回答可／N=773） 

 

 

＜藤枝市に住んで感じた不満＞（複数回答可／N=773） 

  



54 

③分析 

本市への転入理由は、「親・子供・友人が近くにいる」（19.6%）、「実家に戻る」

（15.9%）というＵターン者と思われる理由の他には、「職場や学校が近くにある」

（27.9%）、「交通の便がよい」（16.6%）など、就業・就学の場の確保や都市基盤の充

実が要因となっていると考えられる。 

また、転出者が実際に住んでみて感じた本市の魅力は、「治安がよい」（31.7%）、

「自然環境や景色がよい」（31.3%）、「買い物が便利」（29.1%）等が上位となってい

るが、これらは上記の転入理由に比べて特に増えており、「交通の便がよい」

（23.4%）と合わせ、本市は“自然豊かで安心な生活環境で、生活利便性の高いま

ち”であると市民が感じていることを推測できる。 

一方、本市に対する不満でも、「交通が不便」（25.6%）、「買い物が不便」（16.2%）

といった項目が挙がっており、交通渋滞の解消や公共交通ネットワークの充実等が

本市の魅力向上に大きく関わると考えられる。 
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（３） 未就学児保護者アンケート調査① 

①調査の実施概要 

目的 

「藤枝市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の基礎資料として、将来の人

口展望を描く「人口ビジョン」策定のために、市民の出産や子育て等につ

いての意識や希望を把握する。 

対象 市内保育園および幼稚園に通う園児の保護者 1,290 人 

調査方法 保育園または幼稚園を通じてアンケートを実施 

実施期間 2015 年（平成 27 年）５月～６月 

回収結果 回収数 1,058 票（幼稚園 739 票、保育園 204 票、こども園 115 票） 

 

②主な回答結果 

＜理想の子供の数＞ 

 

※理想の子供の数の算出にあたって、「５人以上」は「５人」として扱っている。 

 

＜理想の子供の数を実現することが難しいと考える理由＞ 

 

 

  

平均 2.61 人 
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＜理想の子供の数を実現させるための取り組みとして望むこと＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜理想の子供の数を実現することが難しいと考える理由別＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜出産、育児に際しての不安や苦労等（複数回答可）＞ 

 
※複数回答のため、回答は回答者数に占める各々の割合を示しているため、合計は 100％を超えている。  
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＜少子化対策として行政に充実して欲しい支援＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③分析 

子供を持つ親（実際の子供の数の平均は 2.04 人）に尋ねた理想の子供の数は、半

数が３人と回答しており、平均でも 2.61 人で、実際と乖離がある。 

理想の子供の数を実現することが難しい理由として、「子育てや教育にお金がかか

るから」が 52.0％と突出して多く、出産や育児の不安や苦労でも「経済的負担が大き

い」が最も多く選択されており、子育てにかかる費用が大きな負担になっている。 

また、理想の子供の数を実現させるための取り組みとして望むことでも、少子化対

策として行政に望む支援でも、「働きながら子育てできる環境の充実」が 58.3％と突

出して多く回答されている。 

このことから、子育てには経済的な負担が大きいことから仕事と子育ての両立が必

要となるが、その困難性から理想とする子供の数と実際にギャップを生じている家庭

が多く、この解消のためには、保育所や認定こども園の整備などの社会基盤の整備や、

子育て中でも能力を発揮できる働き方などの社会構造の変革が求められる。 
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（３） 未就学児保護者アンケート調査② 

①調査の実施概要 

目的 

「子ども・子育て支援事業計画」の策定資料として、保育ニーズや藤枝市

の子育て支援サービスの利用状況や利用意向、また、子育て世帯の生活実

態、今後の要望・意見などを把握する。 

対象 藤枝市内在住の就学前児童の保護者（2,000 人を無作為抽出） 

調査方法 郵送による配布・回収 

実施期間 2018 年（平成 30 年）11 月 20 日～12 月 21 日 

回収結果 回収数 1,001 票（回収率：50.1%） 

 

②主な回答結果 

＜保護者の就労状況＞ 

 

 

＜母親の今後の就労意向＞（現在は仕事をしていない方） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

■「１年より先、一番下の子
供が（ ）歳になったころ
に就労したい」を選んだ方
の子供の年齢 ＜数量回答＞ 



59 

＜希望する就労形態＞（現在は仕事をしていない方） 

 

 

③分析 

未就学児の母親は、約半数が仕事（産休・育休等を含む）をしている一方で、父

親は約９割がフルタイムの仕事をしている。また、仕事をしていない母親は、約７

割が就労意向を持っており、そのうち６割ほどの方がパート・アルバイトの就労形

態を希望していることがわかった。また、働き始める時期の希望は、一番下の子供

が３～５歳以上になった頃が大半を占めている。 

これらのことから、雇用環境だけでなく、保育サービスの充実や父親の育児参加

等、様々な側面から育児をする母親が働きやすい環境を整えるとともに、雇用側の

需要と人材を供給する側となる母親たちの能力の適切なマッチング等が求められ

る。 
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２ 目指すべき将来の方向 

本市の人口等に関する現状分析や人口の変化が地域の将来に与える影響の分析・考察

等から本市が抱える人口等に関する課題を整理するとともに、それらを解決するための

目指すべき将来の方向性を示す。 

 

 

  



61 
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（１）人口減少に適応する都市構造への転換 

本市では、人口減少によって市全体の人口密度が低下することが予想され、現在の

都市構造のままでは、商業や公共交通、行政サービス、インフラ維持など様々な面で

不利益を生じることが考えられる。 

そのため、都市機能の集積による中心市街地の魅力を高めると同時に、本市の生活

や産業を支える拠点を各地に形成し、それらを有機的につなげる「コンパクト＋ネッ

トワーク」のまちづくりを推進し、効果的・効率的な都市経営を進めていく。あわせ

て、先端技術等を効果的に活用し、ハード・ソフト両面から人口減少に伴う諸課題に

対応するとともに、生活の質の向上を図っていく。 

 

（２）魅力的な雇用・産業の創出と多様な人材・技術の活用 

本市では、10 代後半から 20 代前半の年代の社会減少（転出超過）が顕著であり、

市外での進学や就職が理由として考えられる。また、高校卒業時に市外に転出し、そ

の後Ｕターンする若者は限定的であり、20 代後半で転出入した男性と女性で約２倍の

差があることから、特に市外へ進学した若年女性の定住及び就職先として選ばれる対

策が重要であると考えられる。 

そこで、若者が求める職種・業種を中心に企業誘致を促進するとともに、大学の拠

点化と産学官の連携を推進し、オープンイノベーションやスタートアップの支援等に

よる産業の育成及び中小企業の競争力を強化することで、若者に魅力的な雇用創出や

起業しやすい環境づくり等を進める。また、地元の高校や大学と連携し、高度人材の

育成と卒業生の地元就職を推進していく。これらによって、若者の定住と地域産業の

活性化を促していく。 

また、生産年齢人口の減少による地域産業の衰退を抑制するため、先端技術を積極

的に活用し、生産性の向上を支援するとともに、家庭と仕事の両立支援により女性の

活躍を促進する。また、高齢者や障害者も含めた誰もが働きやすい環境づくりや外国

人が活躍できる機会の創出等により、地域活力を維持していく。 

 

（３）交流人口・関係人口・活動人口の拡大 

本市は、歴史・文化的資産や豊かな自然環境、食文化、サッカー文化等の地域資源

に恵まれている。また、交通利便性の向上を背景に、ここ数年は年間約 250 万人前後

の観光交流客が訪れている。 

今後は、地域資源の魅力や交通利便性の良さを活かしたインバウンド観光をはじ

め、体験型観光、歴史文化のブランド化、あるいはサッカーを中心としたスポーツ交

流等により交流人口の拡大等を推進し、地域経済の活性化等につなげていく。 

また、産学官や地域との連携などにより、市外に居住する人が本市と継続的な関わ

りを持つ「関係人口」の創出を促進し、活力の維持、さらには移住や就業等にもつな

げていく。 
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（４）出産や子育てに希望の持てる環境の創造 

本市の合計特殊出生率は 1.44（2008 年（平成 20 年）～2012 年（平成 24 年））であ

るが、未就学児保護者アンケートによると、就学前児童を持つ保護者が理想とする子

供の数は 2.61 人であった。そのギャップは、「仕事と家庭の両立が難しい」や「経済

的に難しい」など、従来から指摘されている子育て環境のさらなる改善が求められ

る。また、７割以上の母親は、子供が一定年齢以上になった時点で働く希望を持って

いる。 

そこで、本市では、国が行う子育てに係る経済的負担軽減策と合わせて、課題とさ

れる出産・育児に係る負担軽減や仕事と子育ての両立支援、保育園等の受け皿の確保

等を積極的に推進し、出産や子育てに希望を持てる環境を創造することで、理想とす

る出生数の実現を目指していく。 

 

（５）安心して暮らし続けられる生活環境の向上 

転出者アンケート結果から、多くの市民が「自然豊かで生活利便性の高いまち」だ

と感じている一方で、不満として交通や買い物の不便に関する項目が比較的多く挙げ

られている。また、本市は静岡市や周辺市町への通勤者が多く、居住場所として選ば

れていることから、今後も住みやすい環境を維持・充実していくことが求められる。 

そこで本市では、自然豊かで快適な環境を守りつつ、市民が安心して暮らすことの

できる災害に強い市域の形成を推進するとともに、人生 100 年時代に向けて市民一人

一人が健康で自分らしく暮らし、学び、活躍する環境づくりを積極的に推進していく

ことで市民の居住満足度を高め、転出抑制につなげる。 
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３ 人口の将来展望（目標） 
（１） 総人口 

 

図表 35-１ 将来展望（目標）人口 

 

 

合計特殊出生率の上昇と若者世代の転入、社会動態の均衡を実現することにより、人

口減少を抑制し、2060 年（令和 42 年）の将来展望人口は、約 117,500 人を確保するこ

とができる。 

 

図表 35-２ 将来展望（目標）人口に向けた目標数値 

（単位：人） 

  自然動態 社会動態 
 

うち政策誘導人口 

2015（H27）～ 2020（R02）年 -2,023 ＋366 ＋240 

2020（R02）～ 2025（R07）年 -3,017 ＋417 ＋480 

2025（R07）～ 2030（R12）年 -3,432 ＋542 ＋960 

2030（R12）～ 2035（R17）年 -3,729 ＋960 ＋480 

2035（R17）～ 2040（R22）年 -3,783 ＋480 ＋240 

2040（R22）～ 2045（R27）年 -3,451 ＋240 ＋240 

2045（R27）～ 2050（R32）年 -3,246 ＋240 0 

2050（R32）～ 2055（R37）年 -3,247 0 0 

2055（R37）～ 2060（R42）年 -3,413 0 0 
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（２） 年齢３区分別人口の将来展望（目標） 

 

図表 36 総人口・年齢区分別人口の将来展望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（単位：人） 

    
2015 年 

（H27 年） 

2020 年 

（R2 年） 

2030 年 

（R12 年） 

2040 年 

（R22 年） 

2050 年 

（R32 年） 

2060 年 

（R42 年） 

総人口 143,605 141,948 136,458 130,386 124,169 117,509 

年少人口 19,333 18,634 17,193 17,840 18,510 18,078 

（0～14 歳） (13.5%) (13.1%) (12.6%) (13.7%) (14.9%) (15.4%) 

生産年齢人口 84,351 79,923 74,778 67,007 61,005 61,290 

（15～64 歳） (58.7%) (56.3%) (54.8%) (51.4%) (49.1%) (52.2%) 

老年人口 39,921 43,391 44,488 45,539 44,654 38,140 

（65 歳以上） (27.8%) (30.6%) (32.6%) (34.9%) (36.0%) (32.5%) 

※小数第一位を四捨五入しているため、年齢３階層別人口と総人口の合計が一致しない場合がある。 

 

2060 年（令和 42 年）の年少人口は 18,078 人、生産年齢人口は 61,290 人、高齢化率

は 32.5％となる。 
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（３） 自然動態 

図表 37 出生数の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※社会移動率は、いずれの場合も住民基本台帳に基づく直近５年間（（2014 年度（平成 26 年度）～2018

年度（平成 30 年度））の移動率が継続すると仮定した。 

※年間出生数は、５年間の０～４歳区分人口の増加数に 1/5 を掛けて算出している。 

（単位：ポイント、人） 

 
2015 年 

(H27) 

2020 年 

(R2) 

2025 年 

(R7) 

2030 年 

(R12) 

2035 年 

(R17) 

2040 年 

(R22) 

2050 年 

(R32) 

2060 年 

(R42) 

社 人 研 

推 計 値 

合計特殊出生率   1.63 1.61 1.62 1.63 1.63 1.63 1.63 

年 間 出 生 数 1,065 1,143 1,033 981 929 879 815 727 

出 生 率 

上 昇 

合計特殊出生率   1.60 1.70 1.80 1.94 2.07 2.07 2.07 

年 間 出 生 数 1,065 1,122 1,089 1,091 1,102 1,123 1,078 1,029 

 

＜社人研推計値＞ 

合計特殊出生率が社人研推計値（1.61～1.63）で推移した場合、出生数は 2020 年

（令和２年）以降減り続け、2060 年(令和 42 年)には 727 人（2015 年(平成 27 年)水

準の約 68.3%）まで減少する。 

＜出生率上昇＞ 

将来の合計特殊出生率を、国や静岡県の目標水準（2040 年（令和 22 年）まで段階

的に上昇し、2040 年（令和 22 年）以降 2.07 を達成）と同様に上昇させた場合、年間

の出生数を概ね 1,000 人以上で維持し、少子化傾向を抑制することができる。 

＜将来展望（目標）における合計特殊出生率の設定＞ 

人口の将来展望における合計特殊出生率は、国や静岡県の目標水準と同様に上昇さ

せることを目指す。  
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（４） 社会動態 

子育て支援施策の充実や中心市街地における市街地再開発事業、広域都心エリアの形

成、戦略的な土地利用による産業誘致等、転入先として選ばれる施策を継続的に展開す

ることで、社会増加（転入超過）の状態を維持する。 

具体的には、直近５年間（2014 年度（平成 26 年度）～2018 年度（平成 30 年度））の

社会移動が 2030 年（令和 12 年）にかけて段階的に縮小するとともに、各種施策の効果

が表れる 2020 年（令和２年）～2050 年（令和 32 年）にかけて若者世代の流入が促進

されることを想定し、子育て世帯及びＵターン就職層の社会増加分を上乗せする。 

 

図表 38 年代別・男女別移動率（2014 年度(平成 26 年度)～2018 年度(平成 30 年度）） 

 

 

図表 39 社会動態の推移 
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総合戦略 
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Ⅰ 第１期戦略の状況 

１ ＫＰＩ及び具体的事業の進捗状況 
2015 年度（平成 27 年度）からスタートした第１期戦略では、４つの基本方針のもと、

18 政策 73 施策の体系で 106 項目のＫＰＩ（重要業績評価指標）を設定し、214 事業を

実施してきた。これらの取組状況については以下のとおりである。 

 

（１）ＫＰＩの進捗状況 

全 106 項目ある指標の中には国や県、事業対象者の動向等に影響を受ける指標も多く

あるため、目標値の 80％未満となっている項目も一部あるが、全指標のうち、概ね達成

している指標（達成率 80％以上）は約９割に達しており、これまで順調に推移してい

る。 

 

達成率 ※H30 実績 100％以上 80％以上 100％未満 80％未満 

項目数（割合） ６３（59.4％） ３２（30.2％） １１（10.4％） 

 コンパクト+ネットワークで創る健康都市  １４（56.0％）  ８（32.0％）  ３（12.0％） 

産業としごとを創る健康都市 １５（65.3％）  ５（21.7％）  ３（13.0％） 

ひとの流れを創る健康都市 １８（62.1％）  ９（31.0％）  ２（ 6.9％） 

出会いと子どもの未来を創る健康都市 １６（55.2％） １０（34.5％）  ３（10.3％） 

 

（２）具体的の進捗状況 

全 214 事業ある具体的事業については、完了・実施中が全体の 99.5％であり、計画

に位置付ける事業自体の進捗は着実に進んでいる。 

 

達成率 ※Ｒ１.９月末時点 完了 実施中 未実施 

項目数（割合） ２５（11.7％） １８８（87.8％） １（0.5％） 

 コンパクト+ネットワークで創る健康都市   ８（16.3％） ４０（81.6％） １（2.0％） 

産業としごとを創る健康都市  ５（10.9％） ４１（89.1％） ０（0.0％） 

ひとの流れを創る健康都市  ９（15.8％） ４８（84.2％） ０（0.0％） 

出会いと子どもの未来を創る健康都市  ３（ 4.8％） ５９（95.2％） ０（0.0％） 

 

 

  



71 

２ 基本目標ごとの主な取組と評価 

第１期戦略で掲げた４つの基本目標ごとに実施した検証結果について、その概要は以

下のとおりである。 

（１）コンパクト＋ネットワークで創る健康都市 

都市拠点となる中心市街地を中心に都市機能集積による拠点形成を図っており、中

心市街地では市街地再開発事業等の重点取組により、市外からの転入者を継続的に獲

得し人口増加が続いている。一方、行政地区別では人口増減に大きな差が生じており、

地区ごとの特性を生かした持続性確保に対応する取組を進める必要がある。 

（２）産業としごとを創る健康都市 

広域連携や農商工連携による商品開発や女性への創業支援などの新たな価値を生

み出す取組とともに、産学官連携により藤枝ＩＣＴコンソーシアムを立ち上げ、独自

のクラウドソーシングの展開や市内企業へのＩＣＴ導入など設備投資を促進してお

り、市内総生産は 2015 年度（平成 27 年度）で 8.6％、2016 年度（平成 28 年度）で

1.7％の伸び率となっている。一方、有効求人倍率が高水準で推移し労働需給が逼迫

する中、中小企業等の担い手確保を強化するとともに、特に農業分野を中心に生産性

向上による経営基盤の強化を推進していく必要がある。 

（３）ひとの流れを創る健康都市 

駅前への産学官連携推進センター設置と一体的に大学の拠点化を図り、人材育成や

市内企業と大学生との交流の促進等を進めた結果、地域に人の往来と賑わいが生ま

れ、また県内大学からの本市企業への就職者数が増加している。一方、女性を中心に

首都圏の大学に進学した学生のＵターンは進んでおらず、高校時からの地域との関わ

りや市内企業の魅力ある仕事や領域の拡大などによる地元で活躍できる仕事の選択

肢を増やす必要がある。 

（４）出会いと子どもの未来を創る健康都市 

小中学校でのプログラミング教育の実施などにより、生徒が Pepper プログラミン

グ全国大会で金賞を受賞するなど目に見える結果として表れている。官民連携した幼

児教育の展開や計画的な保育の受け皿づくり、途切れのない発達支援、本市独自の教

育環境の整備など子供の発育に必要な様々な取組を進めており、合計特殊出生率は

2008 年（平成 20 年）から 2012 年（平成 24 年）が 1.44 であったものが、2013 年（平

成 25 年）から 2017 年（平成 29 年）で 1.47 と若干上昇がみられるが、母親世代の減

少により出生数は減少傾向である。 
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３ 第１期戦略の総括 
（１）取組の成果 

・単発的な人口誘導策のみに頼ることなく、まちの魅力と暮らしの質を高める中長期的

な施策展開により人口の維持向上を図ってきており、具体的な取組事業においては計

画どおりの執行を行い、その成果であるＫＰＩについてもそのほとんどにおいて概ね

達成することを見込んでいる。 

・特に、広域都心としての機能強化を続ける中心市街地を始め、先駆的に取組を進めて

きたＩＣＴ活用の取組や、産学官など多様な主体の連携体制など、本計画期間におい

て効果を上げてきた施策については、住む場所、投資する場所としての「都市の魅力」

となっており、都市のブランドとして多くの方から選ばれる強みとなっている。 

・これらの結果、継続した転入超過を果たすなど、一定の成果を達成してきた。 

 

（２）取組結果から見る課題 

・重点的に取組を進める中心市街地活性化区域では人口が増加する一方、市域全体の総

人口は減少している。これは、計画期間以前と比較して倍増している自然減であり、

また、まちの進展による地価・家賃相場の上昇も相まって 2018 年（平成 30 年）には

10 年ぶりに社会減に転じるなど、自然減を社会増でカバーしきれない状況が一つの

要因であると分析できる。 

・また、大学等進学期である 18 歳以上の若者の転出が依然高水準で、加えて地元大学

から地域企業に就職する割合や子育て世代の女性の労働力率が低いことも、約半数の

市内中小企業が抱える人手不足感に拍車をかけている要因である。 
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４ 第１期戦略を踏まえ今後対応すべき主な課題 

第１期戦略の取組の検証や動向分析から、今後対応すべき課題を以下のとおり整理

した。これらは第２期戦略における重点課題として解決に向けた取組方策の確実な実

施を図る。 

（人口面からの課題） 

１ 20 歳前後の若者の流出抑制 
本市の人口移動の特徴のひとつは、20 歳前後の若者の市外流出が顕著なことであり、

その理由は、高校卒業後の大学進学又は就職に伴い、市外や県外への転出が行われてい

るものと考えられる。25 歳以降は転入超過となっているが、20 代後半女性の転入超過

数は男性の約半分となっており、進学や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。 

■今後の対応方針 

・魅力ある教育機能の拠点化による、学生の流出抑制、流入促進 

・女性の視点から見る「魅力」の創造 

 （産業面からの課題） 

２ 地元企業の人手不足の解消 
本市の人口移動のもうひとつの特徴は、子育て世代で働き盛りである 20 代後半から

40 代の転入が超過していることである。しかし一方、地元中小企業へのアンケート結果

によれば、半数程度が人手不足で雇用に困難を感じており、市内大学から地元企業への

就業も低水準である。今後のさらなる少子化による雇用の逼迫を見据え、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。 

■今後の対応方針 

・大学を核とした育成システムによる企業から選ばれる人材づくり 

・先端技術等で革新をもたらす、働く場としても魅力的な企業の育成 

（都市構造面からの課題） 

３ 将来人口に見合った都市づくり 

2015 年度（平成 27 年度）をピークに本市の総人口は減少に転じており、今後も一定

の人口減少が進行していくと見込まれる。このことから、人口誘導を図りながらも今後

の人口減少に適応した都市へと形を変えていく必要がある。引き続き藤枝版 Society5.0

のモデルとなる新たな地区を含めた多彩な魅力を放つ拠点づくりとこれを繋ぐ拠点集約

型の都市構造づくりとともに、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。 

■今後の対応方針 

・先進的技術の活用による利便性、快適性など新たな価値の創出 

・集中的・効率的なコンパクトで持続可能な都市の実現  
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Ⅱ 第２期戦略での創生の考え方 

１ 創生に向けた方向性 

（１）目指すべき姿 

“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～ 

魅力と個性ある「拠点」と拠点同士の「つながり」が強化された独自のプラッ

トフォーム「藤枝型コンパクト＋ネットワーク」による「都市」において、先進

的な技術やイノベーションを駆使し新たな価値を創造する「魅力あるしごと」が

“ひと”を呼び込み、さらに“ひと”が“しごと”を生み出す好循環により、高

い競争力を有した健全な「産業」がある「元気な“まち”」。 

この“まち”のもとで、未来に希望を持ちながら、安全安心で健やかに自分ら

しく暮らし、活躍し、学び、交流する「元気な“ひと”」。 

元気な“まち”が魅力的な“ひとを創り、元気な“ひと”が持続可能な“まち”

を創る、“まち”と“ひと”がつながり高め合う「健康都市」を目指すことで、人

口減少を切り開く地域づくりを行う。 

 

（２）都市戦略の視点 

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」  

これまで本市の重点戦略として推進してきた「４Ｋ施策（健康・教育・環境・

危機管理）」と「コンパクト＋ネットワーク」をさらに深化させ、「ＩＣＴの活用」

によりソフト・ハードを掛け合わせることで、相乗効果を生み出し多領域へと好

影響を波及させる。これにより、「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」“スマート・コンパクトシティ”づくりを進める。 

“スマート・コンパクトシティ”の形成は、産業、くらし、働き方に“変革”

を起こし、経済発展と課題解決が両立する人間中心の新たな社会、いわば「藤枝

版 Society5.0」であり、これにより、市民の安全・快適・便利で真に豊かな暮ら

しを実現するとともに、国際社会の共通目標であるＳＤＧｓに対する地方自治体

としての取組姿勢を示した本市独自の目標「藤枝版ローカルＳＤＧｓ」の実現を

通じて国際社会への貢献を果たしていく。 
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スマート・コンパクトシティ ＝ 藤枝版 Society5.0 for ＳＤＧｓ 
 

“スマート・コンパクトシティ”で実現する地方創生、ローカルＳＤＧｓ 

「ＩＣＴ」の効果的な活用により、本市の重点戦略である「４Ｋ施策（健康・教育・環

境・危機管理）」、「コンパクト＋ネットワーク」をさらに深化させ掛け合わせた“スマー

ト・コンパクトシティ”を形成し、産業、くらし、働き方に“変革”を起こす独自の

Society5.0 を推進することによりローカルＳＤＧｓを実現する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■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。 
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ＳＤＧｓの 17 のゴールに貢献する藤枝市の 17 の目標 

ＳＤＧｓの実現に向けて、地方自治体として取り組むべき目標を、本市独自のローカル 

ＳＤＧｓとして、ＳＤＧｓの 17 のゴールに貢献する本市独自の 17 の目標を設定し、地

方創生の一層の充実・深化とともに、その達成を目指す。 
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（３）人口減少に対峙する基本的な姿勢 

人口減少を和らげる「抑制」と人口減少を前提に対応するまちづくりを行う「適応」

の両方の視点から人口減少への対応に取り組む。 

具体的には、「選ばれるまち」として持続的に定住・交流人口の誘導を進めるため、

特に子育て世代に訴求する「特徴ある教育」や「充実した子育て支援」を実施し、子

供を生み育てたいまちとしての魅力発信とイメージ定着を図るとともに、産業の振興

により働く場の魅力を向上させ、若い世代の誘導、戦略的な土地利用による生活の場

の魅力向上を進める。加えて、市民生活に直結する４Ｋ施策（健康、教育、環境、危

機管理）を重点的に進め、市民の定着と健康長寿を促進することで、まちの「魅力」

と「価値」の最大化を図る。 

これと並行して、長期的な人口減少に対応するため、全世代の活躍を促進し活発な

活動を誘発するとともに、多彩な拠点に魅力が集約したコンパクトなまちを目指す。 

これら「抑制」と「適応」の取組に対して「ＩＣＴ」を横断して活用することで、

人の流れを生み出すとともに、不足する人手を補う生産性が高くスリムでスマートな

生活環境を創り出す。 

 

○人口減少の「抑制」の視点 

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。 

（移住定住の促進、若者の定着、結婚・出産・子育て支援、雇用創出 など） 

 

 

○人口減少の「適応」の視点 

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。 

（スマートシティ、コンパクトなまちづくり、全世代活躍 など） 

 

 

  

両面の視点からの取組により、相乗的な効果を発揮 

ＩＣＴを両面 

に渡り活用 
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（４）「まち・ひと・しごと創生」政策５原則に基づく施策の推進 

人口減少の克服と本市ならではの創生を確実に実現するため、国の創生総合戦略に

掲げられている「「まち・ひと・しごと創生」政策５原則（自立性、将来性、地域

性、直接性、結果重視）」に基づき、適切に施策の推進を図る。 

 

 

（５）藤枝型ＰＤＣＡサイクルに基づく戦略の展開 

本総合戦略は、４つの基本方針ごとに成果指標を掲げるとともに、具体的な施策ご

とに重要業績評価指標（ＫＰＩ）を設定し、適切なフォローアップによる効果検証に

より改善を行うＰＤＣＡサイクルを構築することで、確実に推進・実現させる。 

ＰＤＣＡサイクルは、計画（Plan）、推進（Do）、点検・評価（Check）、改善

（Action）の各過程に、庁内外で関わる体制を構築し、高い実効性を確保する。 

特に、点検・評価と改善については、毎年度当初に藤枝市行政評価システムによる

１次評価（内部評価）を行い、引き続いて藤枝市行政サービス評価委員会による２次

評価（外部評価）を行うことで、改善点等を次年度以降の取組に繋げる。 

 

 
 

  

藤枝市（各部局） 

事務局：企画政策課 

藤枝市行政サービス評価委員会 

２次評価（外部評価） 

藤枝市行政評価システム 

１次評価（内部評価） 

藤枝市行政経営会議 

最終評価・改善指示 

Check 

Check Plan 

Check 

Action 

Do 

＜藤枝型ＰＤＣＡサイクルの体制＞ 
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２ 第２期戦略の施策の方向性 

（１）戦略の基本方針 

第１期戦略の検証と第２期戦略で目指す姿を踏まえ、以下４つを戦略の基本方針とする。 

① コンパクト ＋
プラス

 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 

（２）基本方針の目標 

基本方針① コンパクト ＋
プラス

 ネットワークのまちを創る 

【基本目標】 

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。 

基本方針② 産業としごとを創る 

【基本目標】 

産業とひとを育てつなげることで地域産業を健全に発展させ、さらに魅力ある新た

な産業を生み出し、若者を惹きつけるしごと環境を創る 

基本方針③ ひとの流れを創る 

【基本目標】 

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、若者や女性を中心に、安心して訪れ、集まり、住まい、学び、交流するまち

を創る。 

基本方針④ 健やかに暮らし活躍できるまちを創る 

【基本目標】 

若い世代の結婚・出産・子育ての希望が叶い、子供が健全に成長し、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 先端技術（ＩＣＴ）の幅広い活用 
  

総合戦略 
基本方針 

横断的 
な視点 
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（３）第２期戦略の特徴的な取組 

第１期戦略の展開により顕在化した課題から、第２期戦略にて特に力点を置くべ

き特徴的な取組を以下のとおり整理する。 
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（４）国戦略との整合 

国：基本目標１ ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な地域をつくる 

↓ 

市：基本方針① コンパクト＋ネットワークのまちを創る 

“本市ならではの都市創生戦略”により、多彩な魅力を放つ拠点を形成し、拠

点同士を有機的につなげる 

 

国：基本目標２ 稼ぐ地域をつくるとともに、安心して働けるようにする 

↓ 

市：基本方針② 産業としごとを創る 

産業の“健全な発展”と藤枝ならではのビジネス創出により、若い世代が輝け

るしごとをつくる 

 

国：基本目標３ 地方とのつながりを築き、地方への新しいひとの流れをつくる 

↓ 

市：基本方針③ ひとの流れを創る 

多様な主体の交流と、特性を活かした“健全なまちづくり”により、定住・交

流人口を呼び込む 

 

国：基本目標４ 結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

↓ 

市：基本方針④ 健やかに暮らし活躍できるまちを創る 

市民一人一人の誰もが活躍できる環境と健やかな暮らしを創出し、若い世代の

結婚・出産の希望をかなえ、次代を担う子供を育む 

  

プラス 
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Ⅲ 政策パッケージ 
 

戦略の基本方針 
政策パッケージ 

（分野） 
施策 

１ コンパクト

＋
プラス

ネットワ

ークのまち

を創る 

(1)多彩な魅力を放つ 

拠点を創る 

 

 

 

 

■魅力的で活力ある中心市街地づくり 

■立地特性を活かした産業拠点づくり 

■中山間地域における地域拠点づくり 

■「蓮華寺池公園」を中心とした集客拠点 

づくり 

■地域コミュニティの拠点づくり 

(2)拠点同士をつなげる 

ネットワークを創る 

 

 

■広域都市軸となる幹線道路網の整備 

■安全・安心な生活道路の確保 

■地域をつなぐ交通インフラの充実 

(3)品格と魅力のある 

都市空間を創る 

 

 

■居心地が良く歩きたくなる都市空間づくり

の推進 

■花と緑あふれる交流空間の創出 

■美しく品格ある都市景観の創出 

■空き家や空き地の利活用の推進 

(4)“環境日本一” 

のまちを創る 

 

 

 

 

■地球温暖化対策の推進 

■資源の循環促進と地域共生型環境施設づくり 

■廃棄物の削減対策の推進 

(5)安全・安心な災害に 

強いまちを創る 

 

 

■危機管理体制の充実 

■南海トラフ地震等への対策強化 

■風水害・土砂災害の軽減 

■多様な避難対策を含めた地域防災の強化 

(6)“交通安全日本一” 

のまちを創る 

 

 

■高齢者の交通事故防止の強化 

■通園・通学路等の安全対策の推進 

■生活道路等の交通安全対策の強化 
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戦略の基本方針 
政策パッケージ 

（分野） 
施策 

２ 産業と 

しごとを 

創る 

(1)力強い地域産業と 

人材、雇用を創る 

 

 

 

 

■エコノミックガーデニングの推進 

■消費者の視点に立った商品開発・販売の 

促進 

■力強い農林業づくり 

■次世代農業を担う人材づくり 

■魅力あふれる商業地づくり 

■就労に繋がる学びの環境づくり 

■高校生、大学生の地元就労の促進 

■女性・若者の就労支援 

■就労を通じた高齢者や障害者の社会参加 

の促進 

(2)新たな産業、独自の 

ビジネスを創る 

 

 

 

 

■女性の起業・創業の支援、促進 

■多様な主体が連携したオープンイノベーシ

ョンの推進 

■企業立地の推進 

■「食と農」アンテナエリア形成の推進 

(3)ＩＣＴでひととしごと

を呼び込むまちを創る 

 

 

 

 

■産業スマート化の促進 

■デジタル社会を担う人材育成の推進 
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戦略の基本方針 
政策パッケージ 

（分野） 
施策 

３ ひとの流れ

を創る 

(1)移住・定住の 

大きな流れを創る 

 

 

 

 

■戦略的な移住・定住促進策の展開 

■ＵＩＪターンの推進 

■大学連携による東京からの学生還流の促進 

(2)地域全体で 

大きな交流を創る 

 

 

■東京オリンピック・パラリンピックを契機

とした広域観光の推進 

■地域資源を活かした着地型観光の推進 

■広域都市交流の推進 

(3)“藤枝の宝”を 

活かしたまちを創る 

 

 

 

 

■東海道の「街道文化」のブランド化と商業・

観光振興 

■サッカーを核としたまちづくりの推進 

■「藤枝茶」「朝比奈玉露」のブランド化と未

来への伝承 

■都市ブランド戦略に基づくシティプロモー

ションの強化 

(4)市民が安心便利に 

暮らせる環境を創る 

 

 

 

 

■地域福祉活動の推進 

■健康長寿の延伸強化 

■高齢者等の生きがいづくりの支援 

■地域包括ケアの推進による医療・介護連携

の強化 

■高齢者支援の充実 

■生活困窮者・障害者支援の充実 

■ＩＣＴ等を活用した安全・安心な生活環境

づくりの推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

戦略の基本方針 
政策パッケージ 

（分野） 
施策 

４ 健やかに 

暮らし活躍

できる 

まちを創る 

(1)出会いと独自の 

子育て環境を創る 

 

 

■結婚・新生活支援の推進 

■子育て応援・支援サービスの充実 

■子育てと仕事の両立支援の充実 

■妊娠、出産の希望を叶え、安心して子育てで

きる環境づくり 

■途切れのない発達支援の充実 

■子供が健やかに育つ環境づくり 

(2)“教育日本一” 

のまちを創る 

 

 

 

 

■未来を切り拓く力を育む 

■確かな学力を育む 

■成長に合わせた家庭教育の充実 

■安心して学べる学校づくり 

■次代を担う青少年の健全育成 

■インクルーシブ教育の推進 

■生涯学習の推進 

■大学を核とした「知の拠点」づくり 

(3)“健康・予防日本一” 

のまちを創る 

 

 

■市民自ら取り組む健康づくり 

■企業総ぐるみの健康経営の推進 

■食育を通じた健全な生活習慣づくり 

■疾病予防の推進 

(4)安定・安全で高度な 

医療体制を創る 

 

 

■地域基幹病院としての市立総合病院の機能

高度化・診療体制の強化 

■安定した地域医療体制づくり 

(5)スポーツ・文化を 

活かしたまちを創る 

 

 

■生涯スポーツの推進 

■競技スポーツの推進 

■文化を支え・伝え・育む環境づくり 

(6)市民の誰もが活躍 

できるまちを創る 

 

 

 

 

■多様なパートナーシップの推進 

■男女共同参画の推進 

■多文化共生の推進 
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１ コンパクト＋
プラス

ネットワークのまちを創る 

（１）基本目標 

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 

●数値目標（現状値：2018 年（平成 30 年）／ 目標値：2024 年（令和６年）） 

指標 現状値 目標値 

中心市街地区域内の居住人口  10,855 人  11,180 人 

中山間地域における交流人口  306,165 人  343,000 人 

 

（２）基本的方向 

中心市街地への都市機能の集積や人が集まる都市空間・景観づくりによる広域都市拠点

としてのコンパクトシティの強化と併せ、市内各エリアの立地特性を活かした拠点の充実

や新たな拠点形成を推進し、それぞれが有機的・効率的につながる強靭で快適な都市基盤

をつくることで志太榛原地域の中核都市としての求心力、さらに県内外からの吸引力を高

め、「ひと」と「しごと」を呼び込む「まち」を築く。 

 

＜ローカル SDGs の関連目標＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

（３）具体的な施策と重要業績評価指標（ＫＰＩ） （現状値：2018 年（平成 30 年）／ 目標値：2024 年（令和６年）） 

政策パッケージ 
（分類） 

施策 
主な重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 

(1) 

多彩な魅力

を放つ拠点

を創る 

■魅力的で活力ある中心市街地づくり 

生活利便性が高く質の高い暮らしと賑わいを創出

するため、藤枝駅周辺に広域的役割を担う都市機能

を集積することでしずおか中部の生活・交流拠点形

成を図る。 

〔具体的事業〕 

○藤枝駅前地区市街地再開発事業 

○中心市街地リノベーションまちづくり推進事業 

○駅周辺広場・道路空間賑わい創出事業 

○中心市街地と一体の広域新都心形成の推進 

中心市街地区域内の 

従業者数 

［現状値］ 1,384 人 

［目標値］ 1,470 人 

 

中心市街地区域内の 

イベント来場者数 

［現状値］ 53,833 人 

［目標値］ 62,000 人 

■立地特性を活かした産業拠点づくり 

新たな企業立地を図るため、新東名藤枝岡部ＩＣ

周辺地区や東名大井川焼津藤枝スマートＩＣ周辺地

区等において広域アクセス性を活かした新たな産業

用地の確保を進める。 

〔具体的事業〕 

○新産業地ゾーン等における拠点形成促進事業 

○ふじのくにフロンティアパーク高田推進事業 

産業用地確保面積 

【累計(R2～)】 

［現状値］ － 

［目標値］ ５ ha 

■中山間地域における地域拠点づくり 

中山間地域の自然豊かな環境やのびのびと子育て

ができる環境での暮らしを求める都市住民を呼び込

むため、生活基盤づくりの支援を推進するとともに、

陶芸センターなどの中山間地域の地域資源を活か

し、交流人口、活動人口の拡大を図る。 

〔具体的事業〕 

○中山間地域空き家バンク推進事業 

○優良田園住宅移住促進事業 

○グリーン・ツーリズム推進事業 

○陶芸センター整備事業 

○中山間地域移住定住促進事業 

中山間地域における 

移住支援策を活用した 

市外からの移住者数 

【累計(H23～)】 

［現状値］ 62 人 

［目標値］ 128 人 

 

田舎暮らし体験施設等の

利用者数 

【累計(H28～)】 

［現状値］ 3,478 人 

［目標値］ 9,500 人 
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政策パッケージ 
（分類） 

施策 
主な重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 

(1) 

多彩な魅力

を放つ拠点

を創る 

■「蓮華寺池公園」を中心とした集客拠点づくり 

交流の場、憩いの場としての蓮華寺池公園を中心

に地域特性、資源を活かした集客拠点を形成し、交

流人口を拡大するため、園内への新たな観光賑わい

拠点の設置などにより蓮華寺池公園の魅力やブラン

ド力を高めるとともに、岡出山公園や郷土博物館、

旧東海道沿いの商店街などとの回遊性の向上を図

り、活用・発信することで新たな魅力創出を図る。 

〔具体的事業〕 

○地域資源活用・藤枝宿エリア構想推進事業 

○蓮華寺池公園・岡出山公園再整備事業 

○蓮華寺池公園・岡出山公園回遊性向上事業、 

地域ブランド創出事業 

○商店街魅力アップ・回遊性創出事業 

蓮華寺池公園への 

年間入込客数 

［現状値］ 152 万人 

［目標値］ 170 万人 

■地域コミュニティの拠点づくり 

地区コミュニティの強化を図るため、地域コミュ

ニティの中心となる地区交流拠点づくりを進める。 

また、地域住民が主体となった地域づくりを行う

ため、自治会等の地域コミュニティと市民活動団体

が連携した多様な取組等を促進する。 

〔具体的事業〕 

○地域活動推進事業 

○地区交流拠点の更新、地域拠点化の推進 

○協働で元気なまちづくり事業 

○地域防犯活動推進事業 

○市民と協働した見守り活動の推進 

協働で元気なまちづくり 

事業実施数  

［現状値］ 69 事業 

［目標値］ 75 事業 
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政策パッケージ 
（分類） 

施策 
主な重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 

(2) 

拠点同士を

つなげるネ

ットワーク

を創る 

■広域都市軸となる幹線道路網の整備 

円滑な都市活動を展開するため、広域都市軸とな

る幹線道路の整備を進めることで渋滞を緩和し、経

済効果を高めるとともに、都市と都市、拠点と拠点

をつなぐ広域的な交通ネットワークの形成を図る。 

〔具体的事業〕 

○志太中央幹線推進事業 

○藤枝バイパス４車線化推進事業 

○仮宿高田線道路整備事業 

○天王町仮宿線道路整備事業 

広域幹線道路 

（主要３路線）の 

平均通行時間 

［現状値］ 14.6 分 

［目標値］ 13.3 分 

■安全・安心な生活道路の確保 

市民生活に密着する生活道路の安全性と利便性を

高めるため、施設の長寿命化を図りつつ、道路の新

設や改良を実施するとともに、ＩＣＴを活用した維

持管理により、道路交通の安全性を確保する。 

〔具体的事業〕 

○橋梁、トンネル、舗装及び照明灯の長寿命化事業 

○自転車通行空間整備事業 

○道路新設改良事業 

○くらしの道緊急修繕事業 

○交通安全施設維持補修事業 

生活道路（幅員４ｍ以上）

の整備率 

［現状値］ 67.4 ％ 

［目標値］ 68.6 ％ 

■地域をつなぐ交通インフラの充実 

市民の日常生活における交通手段を確保するた

め、路線バスの効率的な運行やデマンドタクシー等

の活用とともに、将来を見据えた次世代交通システ

ムの確立やインフラ同士の円滑な連携などにより、

交通体系の充実を図る。 

〔具体的事業〕 

○円滑で安定的な路線バス運行事業 

○オンデマンド交通運行事業 

○自動運転を見据えた次世代交通システム構築事業 

○街なかシェアサイクル事業 

○地域支え合い出かけっＣＡＲサービス支援事業 

路線バスと乗合タクシー 

の利用者数 

［現状値］ 1,385 千人 

［目標値］ 1,407 千人 
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政策パッケージ 
（分類） 

施策 
主な重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 

(3) 

品格と魅力

のある都市

空間を創る 

■居心地が良く歩きたくなる都市空間づくりの推進 

広域から人が集い、過ごす中心市街地に安全で快

適な歩行空間を形成するため、駅前広場や市街地再

開発事業の整備、官民連携による活動・交流空間の

創出を図る。 

〔具体的事業〕 

○藤枝駅前地区市街地再開発事業（再掲） 

○駅周辺広場・道路空間賑わい創出事業（再掲） 

○駅前広場景観形成事業 

○無電柱化促進事業 

○バリアフリー化促進事業 

中心市街地の 

歩行者通行量 

［現状値］ 9,173 人 

［目標値］ 10,820 人 

■花と緑あふれる交流空間の創出 

暮らしに癒しと潤いが感じられる環境づくりと、

品格ある都市環境を形成するため、ふじえだ花回廊

の核となる蓮華寺池公園をはじめ、市内各所で彩り

と安らぎのある空間の創出に向け、市民団体等と連

携し、市民総ぐるみによる花と緑の普及活動を推進

する。 

〔具体的事業〕 

○誕生･結婚記念樹等花木配布事業 

○花めぐりマップ作成事業 

○花と緑の推進活動団体支援事業 

○商店街花回廊事業 

○都市公園整備事業 

花回廊事業で活動した 

団体数 

［現状値］ 314 団体 

［目標値］ 330 団体 

■美しく品格ある都市景観の創出 

広域都心の顔にふさわしい品格ある都市景観を形

成するため、市内の“藤枝らしい”良好な景観の観

光資源化や保全に向けた景観形成重点地区の指定な

どを推進する。 

〔具体的事業〕 

○景観形成重点地区指定事業 

○駅前広場景観形成事業（再掲） 

○藤枝駅前地区市街地再開発事業（再掲） 

○無電柱化促進事業（再掲） 

藤枝駅周辺の 

景観に対する好感度 

［現状地］ 61.2 ％ 

［目標値］ 80.0 ％ 
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政策パッケージ 
（分類） 

施策 
主な重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 

(3) 

品格と魅力

のある都市

空間を創る 

■空き家や空き地の利活用の推進 

多様なニーズに応じた住宅を供給するため、空き

家ゼロにサポーターと連携した取組等により、空き

家や空き地の有効かつ効果的な利活用の推進や流通

を促進する。 

〔具体的事業〕 

○空き家活用・流通促進事業 

○空き家解体・除却事業 

○空き家リノベーション事業 

○民間企業と連携した住宅取得、空き家流通支援事業 

助成支援による空き家 

解消件数 

【累計(H30～)】 

［現状値］ 56 件 

［目標値］ 550 件 

(4) 

“環境日本

一”のまちを

創る 

■地球温暖化対策の推進 

地球温暖化対策を推進するため、市民・事業所・

行政等、本市に関わる全ての者が、節電・節水等の

徹底や次世代自動車等の活用等、森林等の保全等に

取り組むとともに、低炭素なまちづくりを推進する。 

〔具体的事業〕 

○次世代自動車インフラ等整備事業 

○わが家のエコ支援事業 

○公共施設等省エネ化推進事業 

○事業者省エネサポート推進事業 

市全体の CO2の排出量 

［現状値］ 935.4 千ｔ 

［目標値］ 847.5 千ｔ 

■資源の循環促進と地域共生型環境施設づくり 

市内で排出されたごみを適切に処理するととも

に、資源循環型のまちづくりを進めるため、クリー

ンセンターの整備や民間と連携した資源化を促進す

る。 

〔具体的事業〕 

○地域共生型クリーンセンター整備事業 

○クリーンセンター周辺土地利用推進事業 

○下水道消化ガス発電事業 

○家庭系生ごみ回収・資源化事業の推進 

家庭から排出される 

燃やすごみ市民１人１日 

あたりの排出量 

［現状値］ 411 ｇ 

［目標値］ 401 ｇ 
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政策パッケージ 
（分類） 

施策 
主な重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 

(4) 

“環境日本

一”のまちを

創る 

■廃棄物の削減対策の推進 

資源の有効活用と燃やすごみの減量化を進めると

ともに、４Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル・

リフューズ）を促進するため、生ごみの資源化や資

源ごみのリサイクル啓発を進めるとともに、廃プラ

スチック対策の推進により、海洋プラスチックごみ

の削減を図る。 

〔具体的事業〕 

○家庭系生ごみ回収・資源化事業の推進（再掲） 

○廃プラスチック対策の推進 

○食品ロス対策の推進 

○コンビニエンスストアと連携した廃プラスチッ

ク対策 

生ごみ分別回収量 

［現状値］ 800 ｔ 

［目標値］ 1,890 ｔ 

 

コンビニエコバック 

利用者数 

【累計(R2～)】 

［現状値］ －  

［目標値］ 300 人 

(5) 

安全・安心な

災害に強い

まちを創る 

■危機管理体制の充実 

多様化、大規模化、激甚化及び突発化する災害等

から市民の命と財産を守るため、ＩＣＴ等を活用し

た防災や災害対策の基盤づくりと危機管理体制の強

化を図る。 

〔具体的事業〕 

○的確な情報伝達手段の整備事業 

○ＧＩＳやドローン等ＩＣＴを駆使した 

災害対策機能の強化 

○山間部における災害時停電対策事業 

○避難所の健康衛生（トイレ・入浴など）等 

環境対策事業 

○原子力災害対策の強化 

災害時情報配信システム

登録人数 

［現状値］ 6,751 人 

［目標値］ 9,000 人 
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政策パッケージ 
（分類） 

施策 
主な重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 

(5) 

安全・安心な

災害に強い

まちを創る 

■南海トラフ地震等への対策強化 

発生が予想される南海トラフ地震等に備えるた

め、住宅の耐震改修や都市の強靭化を促進する。ま

た、緊急輸送路の橋梁等の耐震補強を推進する。 

〔具体的事業〕 

○水道施設・管路耐震化事業 

○南海トラフ地震等への減災対策事業 

○橋梁耐震化事業 

○住宅・建築物耐震改修事業 

○防災重点ため池整備事業 

緊急時に優先的に 

交通確保が必要な橋梁 

の耐震化率 

［現状値］ 42.9 ％ 

［目標値］ 100.0 ％ 

 

耐震性が劣る住宅数 

［現状値］ 6,076 戸 

［目標値］ 3,200 戸 

■風水害・土砂災害の軽減 

台風や局地的な豪雨などから発生する風水害、土

砂災害に的確かつ迅速に対応するため、急傾斜地対

策等の総合的な治水砂防対策やＩＣＴを活用した観

測システムの確立など、被害をできる限り軽減する

体制を整える。 

〔具体的事業〕 

○流域治水対策事業 

○準用河川整備事業 

○マイ・タイムライン作成支援事業 

○急傾斜地対策事業 

○河川水位観測システム整備事業 

マイ・タイムライン研修会

に参加した住民の 

マイ・タイムライン作成率 

［現状値］ 0 ％ 

［目標値］ 100 ％ 

 

藤枝市水位・雨量観測 

システム閲覧件数 

［現状値］ 2,152 件 

［目標値］ 10,000 件 

■多様な避難対策を含めた地域防災の強化 

地域の防災力を高めるため、大規模災害に備えた

事前対策の重要性を啓発するとともに防災活動への

女性参画の拡大や多様化する避難者ニーズに対応し

た実践的な防災訓練などにより、地域防災の要であ

る自主防災組織の強化を図る。 

〔具体的事業〕 

○自主防災組織の活性化推進事業 

○大規模災害等に対する自助共助の啓発 

○防災訓練や避難所運営訓練の実施による 

地域防災力の向上 

○女性防災ネットワークの構築、展開 

防災訓練に参加した 

市民の割合 

［現状値］ 25.3 ％ 

［目標値］ 30.5 ％ 

  



95 

政策パッケージ 
（分類） 

施策 
主な重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 

(6) 

“交通安全

日本一”のま

ちを創る 

■高齢者の交通事故防止の強化 

近年増加している高齢者による交通事故を防止す

るため、免許証自主返納の促進や交通安全教室を実

施するとともに、交通事故を未然に防ぐ運転誤操作

防止装置の設置を支援する。 

〔具体的事業〕 

○運転誤操作防止装置助成事業 

○交通安全教室等の開催 

○高齢者の運転免許証自主返納の促進事業 

高齢者の人身交通事故 

発生件数 

［現状値］ 279 件 

［目標値］ 205 件 

 

高齢者の運転免許証 

自主返納者数 

［現状値］ 581 人 

［目標値］ 850 人 

■通園・通学路等の安全対策の推進 

通園・通学中の園児や小・中学生を交通事故から

守るため、実演や体験による交通安全啓発、危険箇

所の改修や街頭指導の強化などを実施する。 

〔具体的事業〕 

○児童生徒見守り推進事業 

○交通安全教室等の開催（再掲） 

○セーフティスクールゾーン運動 

○チャイルドシート及びシートベルト着用の啓発 

○交通安全施設維持補修（再掲） 

登下校時における 

小学生・中学生の 

交通事故発生件数 

［現状値］ ９ 件 

［目標値］ ０ 件 

■生活道路等の交通安全対策の強化 

交通事故の発生を防ぐため、交通安全意識の向上

に向けた情報発信や啓発活動を行うとともに、交通

安全施設や自転車通行空間を整備するなど、生活道

路の交通安全対策を強化する。 

〔具体的事業〕 

○ゾーン３０交通安全施設整備事業 

○生活道路等交通安全対策事業 

○自動車の安全運転の啓発 

○自転車の安全利用の促進 

○ＩＣＴデータを活用した安全対策 

人身交通事故発生件数 

［現状値］ 1,094 件 

［目標値］ 1,000 件 
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２ 産業としごとを創る 

（１）基本目標 

産業とひとを育てつなげることで地域産業を健全に発展させ、

さらに魅力ある新たな産業を生み出し、若者を惹きつけるしごと

環境を創る 

●数値目標（現状値：2018 年（平成 30 年）／ 目標値：2024 年（令和６年）） 

指標 現状値 目標値 

創業者数【累計(H27～)】  386 件  1,090 件 

市税収入額（H30 を 100 とした割合）  100 ％  106 ％ 

 

（２）基本的方向 

大学を中心に産学官等の連携強化を図り、高度人材の育成とともに、技術やサービス

の革新や経営力を強化するオープンイノベーションの推進など地元企業の健全な発展の

基礎づくり、労働力の確保対策、起業・創業支援する環境づくり、働きたいと思える就

業環境づくりにより魅力ある「しごと」と輝く「ひと」を生み出し、若い世代の育成と

ＵＩＪターンを促進する。 

 

＜ローカル SDGs の関連目標＞ 
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（３）具体的な施策と重要業績評価指標（ＫＰＩ） （現状値：2018 年（平成 30 年）／ 目標値：2024 年（令和６年）） 

政策パッケージ 
（分類） 

施策 
主な重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 

(1) 

力強い地域

産業と人材、

雇用を創る 

■エコノミックガーデニングの推進 

地元の中小企業（小規模事業者を含む）を持続的

に成長させ、地域経済を活性化させるため、エコノ

ミックガーデニングの考えのもと、支援機関と連携

して経営基盤の強化や事業展開などを支援する。 

〔具体的事業〕 

○エコノミックガーデニング支援拠点推進事業 

○小規模企業の経営力強化の支援 

○支援機関と連携した中小企業の事業承継及び 

強靭化の支援 

○新製品･新技術等開発事業 

○販路拡大出展事業 

経営革新計画承認件数 

【累計(H27～)】 

［現状値］ 40 件 

［目標値］ 75 件 

 

小規模事業者の事業計画

策定件数 

【累計(R2～)】 

［現状値］ － 

［目標値］ 555 件 

 

ＦＥＧ支援センター 

「エフドア」相談者と 

事業者、他支援機関との 

マッチング件数 

【累計(R2～)】 

［現状値］ － 

［目標値］ 120 件 

■消費者の視点に立った商品開発・販売の促進 

地場産品の販売力を高めるとともに海外への輸出

を促進するため、消費者に好まれる商品開発や商品

の魅力を的確に発信する「出口戦略」の促進や現地

法人などと連携した販路拡大や販売促進を推進す

る。 

〔具体的事業〕 

○農商工連携・６次産業化による商品の開発、 

魅力発信推進事業 

○藤枝ブランド販路拡大戦略事業 

○ふるさと納税促進事業 

○海外の現地法人などと連携した販路拡大、 

販売促進 

農商工連携製品創出数 

【累計(H23～)】 

［現状値］ 62 件 

［目標値］ 105 件 

 

海外企業の引き合わせ 

（マッチング）件数 

【累計(H30～)】 

［現状値］ 10 件 

［目標値］ 70 件 
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政策パッケージ 
（分類） 

施策 
主な重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 

(1) 

力強い地域

産業と人材、

雇用を創る 

■力強い農林業づくり 

農林業の経営体質を改善し、農作物の品質や価格

の向上、経営力の強化を図るため、法人経営体の誘

致やスマート農業の促進などによる生産性の向上、

間伐等の森林環境整備、有害鳥獣対策による農作物

の被害軽減等を図る。 

〔具体的事業〕 

○次世代農業者の経営基盤強化支援事業 

○農地集積・集約化対策事業 

○荒廃農地再生・集積促進事業 

○農業基盤整備促進事業 

○有害鳥獣対策事業 

農用地利用集積面積 

【累計(S55～)】 

［現状値］ 792.4 ha 

［目標値］1,160.0 ha 

 

有害鳥獣による 

農作物被害額 

［現状値］ 13,791 千円 

［目標値］ 10,300 千円 

■次世代農業を担う人材づくり 

農業を「持続可能な産業」とするため、認定農業

者等の経営力強化への支援、新規就農者への支援等

による担い手育成を推進する。 

〔具体的事業〕 

○農業次世代人材支援事業 

○認定農業者組織支援事業 

○就農希望者に対する相談支援事業 

○農福連携推進事業 

認定新規就農者育成 

目標数到達率 

［現状値］ 74.1 ％ 

［目標値］ 100.0 ％ 

■魅力あふれる商業地づくり 

市民のニーズに応える商業機能の充実と広域集客

力を有する商業地づくりを進めるため、商工会議所

や商店街、各種団体、意欲ある個店事業者等との連

携による誘客促進・回遊性創出、空き店舗解消、後

継者育成、個店強化等を促進する。 

〔具体的事業〕 

○商店街魅力アップ・回遊性創出事業 

○地域資源活用・藤枝宿エリア構想推進事業（再掲） 

○藤枝版まちゼミサポート事業 

○開業チャンス！応援事業 

○キャッシュレス推進事業 

商店街魅力アップ事業 

活用件数 

【累計(R1～)】 

［現状値］ 10 件 

［目標値］ 65 件 

 

空き店舗等開業支援事業 

利用件数 

【累計(R1～)】 

［現状値］ 14 件 

［目標値］ 75 件 
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政策パッケージ 
（分類） 

施策 
主な重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 

(1) 

力強い地域

産業と人材、

雇用を創る 

■就労に繋がる学びの環境づくり 

潜在的な労働力を掘り起こし、働く意欲を就労に

つなげるため、結婚や出産等を機に離職した女性や

退職した中高年の再就職希望者、就職氷河期世代を

はじめとする非正規雇用者などの知識や技術の取得

などのスキルアップを求める若者等が学び直せる環

境づくりを推進する。 

〔具体的事業〕 

○社会人等リカレント教育事業 

○未来型スキル教育支援事業 

リカレント教育等 

受講者数 

【累計(R2～)】 

［現状値］ ―  

［目標値］ 600 人 

■高校生、大学生の地元就労の促進 

若者の将来的な地域定着に向けて、地元企業への

就職を促進するとともに、ミスマッチによる離職を

防ぐため、大学生や高校生に対して、地域の魅力や

活躍する地元企業の情報を提供し、学生と企業の交

流・協働・マッチングの場を創出する。 

〔具体的事業〕 

○高校生地元企業就職促進事業 

○学生による地元企業紹介ＰＲ事業 

○学生と企業との交流事業 

○藤枝型キャリア教育プログラム事業 

○大学と連携した革新的人材育成事業 

高校生対象合同企業 

説明会参加者数 

【累計(R2～)】 

［現状値］ －  

［目標値］ 4,750 人 

 

連携大学から市内企業 

へ就職した学生数 

［現状値］ 53 人 

［目標値］ 80 人 

■女性・若者の就労支援 

女性や若者の地域への定着と生産年齢人口減少に

伴う人手不足を補うため、事業所等の資格取得の支

援や労働環境の改善等を進めるとともに、特に女性

や若者の就労支援を強化する。 

〔具体的事業〕 

○資格取得支援及び従業員労働環境改善支援事業 

○若年者の就労支援事業 

○輝く女性のしごと創造事業 

○子育てママインターンシップ事業 

○藤枝版クラウドソーシング推進事業 

労働環境改善事業を 

活用した施設改善等の 

事業所数 

【累計(H27～)】 

［現状値］ ６ 事業所 

［目標値］ 36 事業所 
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政策パッケージ 
（分類） 

施策 
主な重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 

(1) 

力強い地域

産業と人材、

雇用を創る 

■就労を通じた高齢者や障害者の社会参加の促進 

経験やスキルがある高齢者を積極的に活用し、技

術伝承や新たなビジネス創出等を進めるため、高齢

者が積極的に社会参加できる環境整備を推進する。 

また、障害の有無に関わらず誰もが働きやすい職

場環境を整えるため、市民や企業等に対して情報提

供や啓発を進めるとともに、地域への理解を促し、

就労意欲を持つ障害のある方が社会参加しやすい環

境づくりを進める。 

〔具体的事業〕 

○活動拠点運営事業 

○シルバー世代就労支援事業 

○共生社会普及啓発事業 

○農福連携推進事業（再掲） 

○障害者就労支援・テレワークオフィス運営事業 

シルバー人材センター 

登録者数 

［現状値］ 894 人 

［目標値］ 1,235 人 

 

福祉施設利用者の 

一般企業等に就職した 

人数 

［現状値］ 15 人 

［目標値］ 21 人 

(2) 

新たな産業、

独自のビジ

ネスを創る 

■女性の起業・創業の支援、促進 

夢や希望を叶え、自分らしく働くことを応援する

ため、環境づくりを支援し、藤枝ならではの資源や

人材を生かした起業・創業のしくみを構築し、女性

の創業支援を図る。 

〔具体的事業〕 

○女性創業支援事業 

○女性ビジネス・創業支援スクール事業 

女性の創業支援者数 

【累計(H27～)】 

［現状値］ 336 人 

［目標値］ 785 人 
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政策パッケージ 
（分類） 

施策 
主な重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 

(2) 

新たな産業、

独自のビジ

ネスを創る 

■多様な主体が連携したオープンイノベーションの推進 

地域課題解決や新しいサービスの創出による地域

産業の革新のため、大学、地元企業、市とベンチャ

ー企業など産学官が連携して課題解決を図るオープ

ンイノベーションを推進する。 

〔具体的事業〕 

○行政サービスオープンイノベーション推進事業 

○フーズ・ヘルスケアオープンイノベーション 

プロジェクト推進事業 

○オープン型地域政策研究事業 

個別最適化に向けた 

実証実験の件数 

【累計(R2～)】 

［現状値］ ３ 件 

［目標値］ 10 件 

 

フーズ・ヘルスケア 

オープンイノベーション 

プロジェクト参加企業数 

【累計(H20～)】 

［現状値］ 59 社 

［目標値］ 75 社 

■企業立地の推進 

地域経済の活性化と新たな雇用創出のため、県や

民間と連携した企業誘致活動や情報提供、補助金等

の優遇制度による支援などを進め、企業の定着と誘

致を推進する。 

〔具体的事業〕 

○トップセールス等による御用聞き型企業訪問 

○サテライトオフィス等立地推進事業 

○県や民間と連携した企業誘致活動 

○誘致企業支援事業 

○新産業地ゾーン等における拠点形成促進事業 

（再掲） 

企業立地件数 

【累計(H23～)】 

［現状値］ 79 件 

［目標値］ 103 件 

 

企業立地優遇制度による 

設備投資額 

【累計(H23～)】 

［現状値］ 337 億円 

［目標値］ 577 億円 

■「食と農」アンテナエリア形成の推進 

ふじのくにフロンティア総合特区において、農業

振興や食と農の連動による観光振興による地域の活

性化と賑わいを創出するため、「食と農」に特化し

た本市ならではの新産業を集積する。 

〔具体的事業〕 

○農業法人等の誘致 

○レストランや道の駅などの観光施設整備 

○６次産業化・観光資源化事業の促進 

食と農のアンテナエリア内

農業法人等誘致件数 

【累計(H30～)】 

［現状値］ １ 件 

［目標値］ ４ 件 
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政策パッケージ 
（分類） 

施策 
主な重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 

(3) 

ＩＣＴでひ

ととしごと

を呼び込む

まちを創る 

■産業スマート化の促進 

地元企業の革新により魅力と稼ぐ力の向上を図る

ため、ＩＣＴ等の先端技術の導入やキャッシュレス

を推進し、生産性の向上、高付加価値化など、産業

分野におけるスマート化を進める。 

〔具体的事業〕 

○多領域でのＧＩＳ導入促進事業 

○キャッシュレス推進事業（再掲） 

○藤枝版クラウドソーシング推進事業（再掲） 

○官民データ活用連携事業 

クラウドソーシングを活

用した市内企業数 

［現状値］ 13 件 

［目標値］ 18 件 

■デジタル社会を担う人材育成の推進 

デジタル社会に対応した人材を育成するため、地

元企業のニーズに即した情報ビジネススキル教育や

ＩＣＴに特化したスキル教育やＩＣＴ人材と企業と

をマッチングなどを行う。 

〔具体的事業〕 

○未来型スキル教育支援事業（再掲） 

○ＩＣＴ人材マッチング事業 

事業により育成した 

ＩＣＴ人材と市内企業の 

マッチング数 

【累計(R2～)】 

［現状値］ － 

［目標値］ 50 件 
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３ ひとの流れを創る 

（１）基本目標 

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、若者や女性を中心に、安心して訪れ、集まり、

住まい、学び、交流するまちを創る 

 

●数値目標（現状値：2018 年（平成 30 年）／ 目標値：2024 年（令和６年）） 

指標 現状値 目標値 

年間観光交流客数  252 万人  257 万人 

転入者数  4,691 人  4,930 人 

 

（２）基本的方向 

少子高齢、人口減少社会を自ら切り拓き、元気と活力そして夢と希望が満ち溢れ、将来

に渡って“選ばれる「まち」「地域」”を築くため、本市が誇る資源の活用等により都市と

しての魅力やブランド力、まちのイメージを高め、発信するとともに、地域力を高めるた

めの広域連携体制の強化、市民や企業との協働、福祉の充実により、新たな藤枝ファンも

発掘し、力強い「ひとの流れ」を創る。 

 

＜ローカル SDGs の関連目標＞ 
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（３）具体的な施策と重要業績評価指標（ＫＰＩ） （現状値：2018 年（平成 30 年）／ 目標値：2024 年（令和６年）） 

政策パッケージ 
（分類） 

施策 
主な重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 

(1) 

移住・定住の

大きな流れ

を創る 

■戦略的な移住・定住促進策の展開 

市の資源や強みを活かし、定住人口の拡大を図る

ため、中心市街地におけるまちなか居住促進や田舎

暮らしの取組等を推進するとともに、官民連携によ

り、空き家の活用流通の強化を図る。 

また、ＩＣＴプログラミング教育や自然環境等の

地域資源を活かした教育、ＣＣＲＣの推進等、藤枝

の特徴的な住環境を活かし、子育て世代やアクティ

ブシニアの移住・定住を促進する。 

〔具体的事業〕 

○移住定住相談等事業 

○中山間地域移住定住促進事業（再掲） 

○優良田園住宅移住促進事業 

○お試し移住事業 

○子育てファミリー移住定住促進事業 

移住支援策を活用した 

市外からの移住者数 

【累計(H30～)】 

［現状値］ 360 人 

［目標値］ 2,520 人 

 

子育て世代（20～40 代） 

の転入者数 

［現状値］ 3,153 人 

［目標値］ 3,310 人 

■ＵＩＪターンの推進 

大都市圏に流出した若い世代を呼び戻すため、近

隣市町と連携して、首都圏等の学生を対象に企業説

明会や学校訪問、企業見学ツアーなど実施し、市内

企業とのマッチングを促進する。 

〔具体的事業〕 

○ＵＩＪターン者受入企業支援事業 

○輝く女性のしごと創造事業（再掲） 

○首都圏等学生と市内企業のマッチング事業 

○近隣市町と連携した企業説明会や学校訪問、 

企業見学ツアー 

県外からの転入者数 

［現状値］ 1,882 人 

［目標値］ 1,980 人 
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政策パッケージ 
（分類） 

施策 
主な重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 

(1) 

移住・定住の

大きな流れ

を創る 

■大学連携による東京からの学生還流の促進 

首都圏等の大学から地方への若者の流れを促進す

るため、首都圏及び県内の大学との連携により、対

流・交流拠点づくりを進めるとともに、単位互換等

による学生の相互交流や市内中小企業との交流、就

業体験等を一体的に進め、首都圏の学生による本市

での事業活動を通じた関わりを深化させることで関

係人口の創出を図る。 

〔具体的事業〕 

○静岡産業大学と大正大学との大学生対流促進事業 

○首都圏等学生と市内企業のマッチング事業 

（再掲） 

○ふじえだガールズ・ミーティング事業 

○首都圏大学生の長期インターンシップ事業 

○大正大生と地元の若者によるまちづくり会議 

本市にかかわりを持った 

首都圏大学の学生数 

【累計(H30～)】 

［現状値］ 17 人 

［目標値］ 200 人 

(2) 

地域全体で

大きな交流

を創る 

■東京オリンピック・パラリンピックを契機とした 

広域観光の推進 

東京オリンピック・パラリンピックを契機とし、

国内外からの持続的なインバウンド誘客とこれによ

る経済波及効果を図るため、近隣市町等と連携し、

動向等の調査分析や誘客プロモーション、来訪者の

受入体制の充実を進める。 

〔具体的事業〕 

○富士山静岡空港就航先等における国内外誘客 

○富士山静岡空港アクセスバス運行事業 

○おもてなし強化支援事業 

○地域連携ＤＭＯ等事業 

○観光施設等における受入環境の整備 

年間宿泊客数 

［現状値］236,106 人 

［目標値］239,500 人 

 

外国人観光交流客数 

［現状値］ 42,839 人 

［目標値］ 45,000 人 
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政策パッケージ 
（分類） 

施策 
主な重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 

(2) 

地域全体で

大きな交流

を創る 

■地域資源を活かした着地型観光の推進 

地域の宝、資源を最大限に活かして交流人口の拡

大を図るため、観光コンテンツの磨き上げと観光資

源の掘り起こしによる回遊性の高い新観光商品の開

発や、観光情報の発信強化等を進める。 

〔具体的事業〕 

○「ほどよく田舎」交流事業 

○中山間地域観光拠点機能強化事業 

○観光イベント開催事業 

○地域資源活用・藤枝宿エリア構想推進事業（再掲） 

○観光情報発信強化事業 

観光ボランティア 

案内件数 

［現状値］ 49 件 

［目標値］ 61 件 

 

体験型観光プログラム 

参加者満足度 

［現状値］ － 

［目標値］ 90 ％ 

■広域都市交流の推進 

他都市の文化風土に触れることで市民や企業の相

互交流を深め、新たな価値の創出につなげるため、

国内、国外との友好都市との交流、連携を進める。 

〔具体的事業〕 

○国内交流事業 

○国際交流事業 

○都市交流事業 

○国内外の友好都市との交流促進事業 

○藤枝ブランドの海外展開と一体の都市交流事業 

国内友好都市交流件数 

［現状値］ 58 件 

［目標値］ 63 件 

 

国外姉妹都市等交流件数 

［現状値］ 15 件 

［目標値］ 21 件 

(3) 

“藤枝の宝”

を活かした

まちを創る 

■東海道の「街道文化」のブランド化と商業・観光振興 

来訪者へのおもてなし環境づくりを進め、市民の

郷土愛の醸成を図るため、本市の個性・宝である歴

史、街道文化等の独自の魅力に磨きをかけ、東海道

のブランド化を推進することで、新たな人の流れを

創る。 

〔具体的事業〕 

○日本遺産登録を契機とした東海道ブランド化 

推進事業 

○地域資源活用・藤枝宿エリア構想推進事業（再掲） 

○街道・文化発信事業 

○「ほどよく田舎」交流事業（再掲） 

街道遺産来訪者数 

［現状値］ 64,282 人 

［目標値］ 66,800 人 
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政策パッケージ 
（分類） 

施策 
主な重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 

(3) 

“藤枝の宝”

を活かした

まちを創る 

■「サッカー」を核としたまちづくりの推進 

藤枝の特徴と誇りであるサッカーを介してまちの

活性化や一体感の醸成、イメージアップを図るため、

女子を始めとするサッカー選手の育成強化はもとよ

り、商業や観光など多様な主体と連携し、誰もがサ

ッカーに触れ、親しむことができる幅広い取組を行

い、藤枝のサッカーに関わる関係人口の創出を図る。 

〔具体的事業〕 

○サッカーのまち環境づくり推進事業 

○サッカーのまち藤枝・なでしこ育成事業 

○トップアスリート育成事業 

○藤枝総合運動公園整備事業 

○「サッカー」を核としたまちづくり事業 

（蹴球都市のブランド化） 

サッカーに携わる人の数 

［現状値］ 3,717 人  

［目標値］ 3,830 人 

 

女子サッカーの競技人数 

［現状値］ 209 人 

［目標値］ 230 人 

■「藤枝茶」「朝比奈玉露」のブランド化と未来へ

の伝承 

特徴的な藤枝茶や日本三大産地の一つである朝比

奈玉露のブランドを高め、需要を創出し、持続可能

な産業として後世へと伝承するため、独自の茶文化

の世界へ向けた発信・開拓を支援し、また、次代の

産業を担う後継者の育成を推進する。 

〔具体的事業〕 

○お茶のまち藤枝発信事業 

○子供向けの茶文化伝承と朝比奈玉露承継事業 

○「藤枝茶、朝比奈玉露」のブランド力強化事業 

○有機抹茶生産・販路拡大事業 

○茶産業遺産の観光資源化 

茶改植等面積 

［現状値］ 6.7 ha 

［目標値］ 12.7 ha 

 

藤枝ジュニアお茶博士 

認定数 

［現状値］ 289 人 

［目標値］ 500 人 
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政策パッケージ 
（分類） 

施策 
主な重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 

(3) 

“藤枝の宝”

を活かした

まちを創る 

■都市ブランド戦略に基づくシティプロモーション

の強化 

“選ばれるまち”として定住人口と交流人口の維

持・拡大を図るため、本市の魅力を産学官連携や多

様な手法、媒体で効果的に発信する。 

〔具体的事業〕 

○シティプロモーション推進事業 

○市の魅力情報発信事業 

○ふるさと納税促進事業（再掲） 

○ふじえだガールズ・ミーティング事業（再掲） 

市ホームページ閲覧数 

［現状値］ 1,626 千件 

［目標値］ 1,845 千件 

(4) 

市民が安心

便利に暮ら

せる環境を

創る 

■地域福祉活動の推進 

市民の誰もが、様々な生活課題を抱えながらも、

住み慣れた地域で自分らしく安心して暮らしていけ

るようにするため、住民同士の支え合いの地域づく

りを推進するとともに、包括的な支援体制を構築す

る。 

〔具体的事業〕 

○民生委員等地域における相談支援事業 

○成年後見制度の利用促進事業 

○地区社会福祉協議会を主体とした支え合いの 

地域づくり事業 

○災害時要支援者支援 

○地域における福祉教育の推進 

福祉活動を行う 

市民団体数 

［現状値］ 202 団体 

［目標値］ 245 団体 

 

福祉活動を行う市民の数 

［現状値］ 4,710 人 

［目標値］ 4,900 人 

■健康長寿の延伸強化 

高齢者が健康長寿で生活できる環境を整えるた

め、介護予防や認知症予防など、要介護状態への予

防対策を推進する。 

〔具体的事業〕 

○認知症地域支援推進員等設置事業 

○介護予防普及啓発事業 

○地域支え合い介護予防教室支援事業 

要支援要介護認定を 

受けていない高齢者 

の割合 

［現状値］ 84.5 ％ 

［目標値］ 84.6 ％ 
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政策パッケージ 
（分類） 

施策 
主な重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 

(4) 

市民が安心

便利に暮ら

せる環境を

創る 

■高齢者等の生きがいづくりの支援 

高齢者等が生きがいを持って健康的で豊かな生活

が送れる環境をつくるため、自ら積極的に社会に関

わりを持つことができる仕組みを構築する。 

〔具体的事業〕 

○ふれあいサロン活動事業 

○居場所づくり支援事業 

○大学と連携した生涯学習推進事業 

○企業と連携した高齢者就労支援事業 

○地域支え合い介護予防教室支援事業（再掲） 

地域支え合い 

介護予防教室の数 

［現状値］ 20 か所 

［目標値］ 45 か所 

■地域包括ケアの推進による医療・介護連携の強化 

住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後

まで続けることができるよう、地域で完結する包括

的な医療・介護体制のもと、予防や生活支援を含め

た本人への支援とともに介護する家族の負担軽減を

図る。 

〔具体的事業〕 

○介護サービス提供体制整備促進事業 

○在宅医療・介護連携推進事業 

○介護家族の負担軽減事業 

○見守りネットワーク事業 

在宅看取者数 

［現状値］ 242 人 

［目標値］ 245 人 

■高齢者支援の充実 

高齢者が安全安心で快適に生活できる環境をつく

るため、移動支援や買い物支援、引きこもり対策等、

高齢者の生活支援を進める。 

〔具体的事業〕 

○地域支え合い出かけっＣＡＲサービス支援事業

（再掲） 

○買い物支援サービスの充実・強化 

○お年寄り見守りロボット 

（在宅生活安心システム）の導入事業 

○一人暮らし高齢者の会食会支援事業 

○ごみの戸別回収事業 

地域支え合い 

「出かけっＣＡＲ」 

サービス実施地区 

［現状値］ ３ 地区 

［目標値］ ６ 地区 
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政策パッケージ 
（分類） 

施策 
主な重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 

(4) 

市民が安心

便利に暮ら

せる環境を

創る 

■生活困窮者・障害者支援の充実 

生活困窮者や障害者が複合的に抱える経済、心身、

家庭といった様々な問題に対応し、自立した生活を

営めるようにするため、包括的な相談や関係機関と

連携した就労支援を行う。 

〔具体的事業〕 

○自立相談支援事業 

○学習チャレンジ支援事業 

○引きこもり対策事業 

○基幹相談支援センター事業 

自立相談支援事業利用者 

の就労件数 

［現状値］ 75 件 

［目標値］ 75 件 

 

生活困窮世帯の 

子供の高校進学率 

［現状値］ 100 ％ 

［目標値］ 100 ％ 

■ＩＣＴ等を活用した安全・安心な生活環境づくりの推進 

犯罪のない安全で安心して暮らせる地域づくりを

進めるため、ボランティアやＩＣＴを活用した防犯

活動を推進する。 

〔具体的事業〕 

○ドライブレコーダーによる企業等の見守り活動事業 

○街頭防犯カメラの設置補助事業 

○児童生徒見守り推進事業（再掲） 

○企業による安全安心ネットワーク活動の促進 

市内犯罪発生件数 

［現状値］ 535 件 

［目標値］ 505 件 
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４ 健やかに暮らし活躍できるまちを創る 

（１）基本目標 

若い世代の結婚・出産・子育ての希望が叶い、子供が健全に成

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 

●数値目標（現状値：2018 年（平成 30 年）／ 目標値：2024 年（令和６年）） 

指標 現状値 目標値 

出生数  988 人  1,100 人 

婚姻年間届件数  521 件  550 件 

 

（２）基本的方向 

市民の安全・安心で健やかな暮らしを守り、若い世代の結婚や出産、子育ての希望を叶

え、子供たちが将来に夢と希望を抱き実現できるまちを築くため、途切れのないサポート

と幅広い子育て環境づくりや藤枝型の教育の充実、スポーツ等による生涯健康づくり、本

市独自の文化の強化・伝承、多様な主体の協働を進め、誰もが安心して健やかに暮らし活

躍できる環境を創る。 

 

 

＜ローカル SDGs の関連目標＞ 
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（３）具体的な施策と重要業績評価指標（ＫＰＩ） （現状値：2018 年（平成 30 年）／ 目標値：2024 年（令和６年）） 

政策パッケージ 
（分類） 

施策 
主な重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 

(1) 

出会いと独

自の子育て

環境を創る 

■結婚・新生活支援の推進 

若い世代の結婚意識醸成により結婚を促進し、定

住促進と出生率向上を図るため、独身男女の出会い

のきっかけづくりや結婚や子育てをサポートする仕

掛けづくり等を推進する。 

〔具体的事業〕 

○若い世代の結婚意識の醸成事業 

○結婚応援サポーター育成事業 

○結婚新生活応援事業 

25 歳から 34 歳までの 

市民の有配偶者率 

［現状値］ 42.6 ％ 

［目標値］ 45.0 ％ 

■子育て応援・支援サービスの充実 

子育ての不安を軽減し、地域で安心して育児がで

きる環境を提供するため、母子の心身のケアなどを

行う子育て支援団体等と連携しながら、多様なニー

ズに対応する子育て支援サービスや相談体制の充実

を図る。 

〔具体的事業〕 

○「れんげじスマイルホール・キッズパーク」運営事業  

○地域子育て支援拠点事業 

○保育士による訪問支援事業 

○保育所や藤枝おやこ館等での相談体制の充実 

○子育てアプリによる情報提供 

地域子育て支援拠点の 

延べ利用者数 

［現状値］ － 

［目標値］126,000 人 

■子育てと仕事の両立支援の充実 

子育てと仕事の両立を支援するため、保育や放課

後児童クラブの量的拡大等を行うとともに、就労を

希望する母親に対する就労しやすい環境づくりを進

める。 

〔具体的事業〕 

○幼児教育・保育施設整備事業 

○病児・病後児保育事業 

○放課後児童クラブ整備事業 

○子育てママインターンシップ事業 

○藤枝版クラウドソーシング推進事業（再掲） 

保育所等利用者数 

［現状値］ 2,489 人 

［目標値］ 2,920 人 

 

放課後児童クラブ 

利用者数 

［現状値］ 1,390 人 

［目標値］ 1,645 人 
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政策パッケージ 
（分類） 

施策 
主な重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 

(1) 

出会いと独

自の子育て

環境を創る 

■妊娠、出産の希望を叶え、安心して子育てできる

環境づくり 

親の妊娠、出産、育児への不安を軽減し、子供の

健やかな成長を育むため、妊娠、出産及び育児期を

通じて継続的に母子の健康を支えるとともに、産後

の母の心身のケアを促進する。 

〔具体的事業〕 

○妊婦及び乳幼児の健康診査の推進 

○妊娠出産包括支援事業 

○乳児家庭全戸訪問（赤ちゃん訪問）事業 

○不妊治療支援の充実 

○産後ケアの推進 

乳幼児健診の受診率 

［現状値］ 97.3 ％ 

［目標値］ 100.0 ％ 

 

不妊治療助成件数 

［現状値］ 238 件 

［目標値］ 270 件 

■途切れのない発達支援の充実 

発達に課題がある子供の健やかな成長を支援する

ため、子供と家族への支援、支援者への支援、発達

障害の地域理解、幼児期から就労期まで一貫性のあ

る支援を行う。 

〔具体的事業〕 

○発達支援事業の充実 

○人材育成・啓発事業の拡充 

○福祉・教育等の関係機関との連携強化 

○特別支援教育支援員活用事業 

○障害福祉サービスの充実 

発達に課題がある 

児童を支える 

「サポートファイル」 

利用者数 

【累計(R1～)】 

［現状値］ － 

［目標値］ 370 人 

■子供が健やかに育つ環境づくり 

子供が安全・安心で健やかに育つ環境づくりを推

進するため、虐待や貧困等により社会的支援を必要

とする子供やその家族に対し、個々の状況に応じた

決め細かな支援を行う。 

〔具体的事業〕 

○子ども家庭総合支援拠点事業 

○ひとり親家庭の生活支援の強化 

○こども食堂実施支援事業 

○子ども育成支援事業 

子ども育成支援事業 

利用児数 

［現状値］ － 

［目標値］ 1,200 人 

 

相談支援実人数 

［現状値］ 470 人 

［目標値］ 530 人 
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政策パッケージ 
（分類） 

施策 
主な重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 

(2) 

“教育日本

一”のまちを

創る 

■未来を切り拓く力を育む 

夢や目標を持ちながら自ら学び、変革する社会に

もしなやかに対応できる子供を育成するため、児童・

生徒の個性の伸長や論理的思考力、創造性及び問題

解決能力の育成に向けた特ある教育を推進する。 

〔具体的事業〕 

○科学・ロボット教育推進事業 

○小中一貫教育・コミュニティ・スクール推進事業 

○学校ＩＣＴ教育推進事業 

○キャリア教育の推進 

将来の夢や目標を 

持っている子供の割合 

［現状値］ 76.5 ％ 

［目標値］ 77.7 ％ 

 

科学教室参加者数 

［現状値］ 515 人 

［目標値］ 950 人 

■確かな学力を育む 

児童・生徒の学力を確実に高め、グローバル社会

にも対応し、生きる力を育む教育を実現するため、

個に応じた学習指導や学ぶ楽しさを実感できる授業

づくりなど、基礎的・基本的な知識・技能を確実に

習得させる環境を整える。 

〔具体的事業〕 

○小中学校接続英語教育プラン事業 

○ふじえだ教師塾事業 

○やる気と元気を引き出す学力アップ事業 

○子ども読書活動推進事業 

○教員の働き方改革 

英語で簡単な情報や 

考えなどを表現したり 

伝えたりすることが 

できる中学３年生の割合 

［現状値］ － 

［目標値］ 90 ％ 

 

児童 1 人当たりの図書館 

での年間図書貸出数 

［現状値］ 23.5 冊 

［目標値］ 25.9 冊 

■成長に合わせた家庭教育の充実 

家庭におけるしつけや道徳教育を通じて、当たり

前のことが当たり前にできる子供を育むため、保護

者に対する啓発や講座・学習会の開催、相談等を充

実する。 

〔具体的事業〕 

○子ども未来応援事業 

○家庭教育支援事業 

○幼稚園・保育園での親学講座事業 

○大人のためのピアサポート事業 

進んで挨拶ができる 

子供の割合 

［現状値］ 85.0 ％ 

［目標値］ 97.0 ％ 

 

幼稚園・保育園での 

親学講座年間受講者数 

［現状値］ 961 人 

［目標値］ 1,070 人 
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政策パッケージ 
（分類） 

施策 
主な重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 

(2) 

“教育日本

一”のまちを

創る 

■安心して学べる学校づくり 

安心して学校生活を送ることができる環境づくり

のため、いじめを防止する体制を整え、思いやりあ

ふれる学校づくりを推進する。 

また、学校施設や設備などの改修や地元産の食材

を積極的に活用した安全な給食の提供を進める。 

〔具体的事業〕 

○学校ネットパトロール事業 

○小学校トイレ環境整備事業 

○児童生徒見守り推進事業（再掲） 

○スクールロイヤーの活用 

○食育の推進と学校給食センターの環境整備 

学校が楽しいと 

感じている子供の割合 

［現状値］ 90.4 ％ 

［目標値］ 92.0 ％ 

 

給食食材への 

県内地場産品年間使用率 

［現状値］ 38.6 ％ 

［目標値］ 40.5 ％ 

■次代を担う青少年の健全育成 

市内の青少年に自立と社会参加を促し、将来の藤

枝を支える人材として健全に育成するため、放課後

の子供の居場所づくりや体験活動などの環境を整え

る。 

〔具体的事業〕 

○放課後子ども教室事業 

○体験活動促進事業 

放課後子ども教室 

参加者数 

［現状値］ 486 人 

［目標値］ 710 人 

■インクルーシブ教育の推進 

共生社会の基盤をつくるため、障害の有無に関わ

りなく、一人一人の子供のニーズに合った支援を行

い、すべての子供たちが共に学ぶ環境を構築する。 

〔具体的事業〕 

○特別支援教育強化事業 

○特別支援教育支援員活用事業（再掲） 

○通級指導教室等の体制整備 

○巡回相談員活用事業 

○ユニバーサルデザインの視点を取り入れた 

授業づくり 

「特別支援教育の 

理解が進み、支援体制の 

充実が図られている」 

と回答した割合 

［現状値］ － 

［目標値］ 70.0 ％ 
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政策パッケージ 
（分類） 

施策 
主な重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 

(2) 

“教育日本

一”のまちを

創る 

■生涯学習の推進 

市民一人一人が、自己を磨き豊かな人生を送るこ

とができる環境を創出するため、生涯にわたって学

び続けられる仕組をつくるとともに、その成果を適

切に生かすことができる生涯学習のまちづくりを推

進する。 

〔具体的事業〕 

○地区交流センター講座開催事業 

○学校サポーターズクラブ事業 

○科学・ロボット教育推進事業（再掲） 

○交流センターを中心にした技能やスキルの向上

と地域に還元する環境創出事業 

○大学と連携した生涯学習推進事業（再掲） 

地区交流センター 

講座年間受講者数 

［現状値］ 7,432 人 

［目標値］ 8,000 人 

■大学を核とした「知の拠点」づくり 

大学間の相互連携により、駅前を「知の拠点」と

して教育機関の拠点化を進め、これを中心にあらゆ

る世代の学習意欲やニーズに対応した学びの環境づ

くりを行う。 

〔具体的事業〕 

○大学ネットワーク会議 

○連携大学共同講座 

○教育活動拠点化支援事業 

○社会人リカレント事業（再掲） 

共同講座の参加大学数 

［現状値］ － 

［目標値］ ６ 大学 

(3) 

“健康・予防

日本一”のま

ちを創る 

■市民自ら取り組む健康づくり 

市民一人一人が自ら意識し、心身ともに健康な生

活を送る健康長寿のまちを実現するため、継続して

健康づくりに取り組む仕掛けづくりや地域ぐるみで

健康づくりに取り組む環境づくりを進める。 

〔具体的事業〕 

○健康マイレージ推進事業 

○歩いて健康づくり推進事業 

○歯や口の健康づくり推進事業 

○保健委員活動活性化事業 

○ＩＣＴを活用したデータヘルス推進事業 

健康マイレージ達成者数 

【累計(H24～)】 

［現状値］ 2,404 人 

［目標値］ 5,500 人 

 

保健講座等年間参加者数 

［現状値］ 5,761 人 

［目標値］ 5,870 人 
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政策パッケージ 
（分類） 

施策 
主な重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 

(3) 

“健康・予防

日本一”のま

ちを創る 

■企業総ぐるみの健康経営の推進 

生産年齢世代の健康寿命の延伸と健康格差の縮小

を図るため、健康無関心層と言われる働き盛り世代

の健康づくりを進める。 

〔具体的事業〕 

○企業向け健康経営実践事業 

○働き盛り世代の健康づくり事業 

健康経営プロジェクト 

参加者数 

【累計(R1～)】 

［現状値］ ０ 人 

［目標値］ 330 人 

■食育を通じた健全な生活習慣づくり 

正しい食文化の継承と健全な食生活を実現し、健

やかな身体づくりを支えるため、子供から大人まで

食に対する知識の普及に努めるとともに、食の観点

から生活習慣の改善を進める。 

〔具体的事業〕 

○学校給食食育指導事業 

○地産地消による食育推進事業 

○健康づくり食生活推進事業 

小中学生の「食事をする 

ことが楽しい」の回答率 

［現状値］ 60.2 ％ 

［目標値］ 64.0 ％ 

■疾病予防の推進 

疾病を未然に防ぎ、健康を保持して健康長寿のま

ちを実現するため、生活習慣病や感染症などの疾病

を予防する体制を強化する。 

〔具体的事業〕 

○特定健診・特定保健指導事業 

○定期予防接種事業 

○歯周病検診事業 

○がん対策の充実・強化、がん教育等推進事業 

○若年代の健康支援事業 

がん検診受診率 

［現状値］ － 

［目標値］ 30.0 ％ 

 

特定健診受診率 

［現状値］ 48.8 ％ 

［目標値］ 60.0 ％ 

 

特定保健指導受診率 

［現状値］ 61.1 ％ 

［目標値］ 65.0 ％ 
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政策パッケージ 
（分類） 

施策 
主な重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 

(4) 

安定・安全で

高度な医療

体制を創る 

■地域基幹病院としての市立総合病院の 

機能高度化・診療体制の強化 

全ての人に安全・安心で高度な医療を提供するた

め、がん診療と救急医療を柱とした急性期医療の充

実を図るとともに、持続可能な経営基盤を確立する。 

〔具体的事業〕 

○急性期病院としての救急救命機能強化と救急医

療体制の確立 

○がん診療連携拠点病院としての機能強化事業 

（手術支援ロボット、緩和ケア病棟整備、がん 

 ゲノム医療の導入） 

○災害拠点病院としての機能・診療体制の強化事

業（非常用資機材導入等の推進） 

○医師看護師の安定確保と診療基盤の充実 

○病院アセットマネジメント推進事業 

市立総合病院の 

正規常勤医師数 

［現状値］ 111 人 

［目標値］ 130 人 

 

市立総合病院の看護師数 

［現状値］ 595 人 

［目標値］ 610 人 

■安定した地域医療体制づくり 

誰もがいつでも身近に適切な医療が受けられる環

境を創出するため、病診連携のさらなる体制の強化

と近隣市の病院との連携を推進する。 

〔具体的事業〕 

○救急医療協力促進事業 

○志太榛原地域救急医療センター運営事業 

○地域医療連携の充実、強化 

○地域医療構想における圏域の病床機能の検討 

総合病院の紹介率 

［現状値］ 71.5 ％ 

［目標値］ 74.5 ％ 

 

総合病院の逆紹介率 

［現状値］ 114.3 ％ 

［目標値］ 120.3 ％ 
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政策パッケージ 
（分類） 

施策 
主な重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 

(5) 

スポーツ・文

化を活かし

たまちを創

る 

■生涯スポーツの推進 

誰もが生涯にわたり「いつでも」「どこでも」「い

つまでも」スポーツを楽しむことで、交流促進と健

康増進を図るため、関係機関と連携し、地域におけ

るスポーツ環境の充実を進める。 

〔具体的事業〕 

○市民体育館・市武道館環境整備事業 

○子ども体づくり事業 

○スポーツ情報専用サイト開設事業 

○「れんげじスマイルホール・キッズパーク」運営事業（再掲） 

市民体育館・市民武道館の 

年間利用者数 

［現状値］174,961 人 

［目標値］192,000 人 

■競技スポーツの推進 

スポーツを通じた子供の人間形成や健全な心身の

育成とともに、世界で活躍する人材育成を進めるた

め、スポーツ教室の開催等による競技スポーツ全体

のレベル向上や全国大会等出場者への支援を進め

る。 

〔具体的事業〕 

○トップアスリート育成事業（再掲） 

○サッカーのまち藤枝・なでしこ育成事業（再掲） 

○ジュニアアスリートマルチサポート事業 

全国大会・国際大会の 

出場者数 

［現状値］ 119 人 

［目標値］ 115 人以上 

 

静岡県トレーニング 

センター及びナショナル 

トレーニングセンター 

への輩出人数 

［現状値］ ９ 人 

［目標値］ ６ 人以上 

■文化を支え・伝え・育む環境づくり 

本市の持つ豊かな文化をまちの誇り・魅力として

発信しつつ、活発な文化活動をさらに高めて次代を

担う人材を育むため、活動・発表の場の提供や個人・

団体等の支援、文化に身近に触れる環境づくりを進

める。 

〔具体的事業〕 

○文化を支える人づくり事業 

○文化を育む環境づくり事業 

○歴史・文化の継承と活用事業 

○藤枝ジュニアコーラスの育成支援事業 

○陶芸を活かしたまちづくり 

芸術文化体験事業の 

新規体験・参加者数 

【累計(H30～)】 

［現状値］ 97 人 

［目標値］ 520 人 

 

郷土博物館・文学館の 

年間入館者数 

［現状値］135,688 人 

［目標値］143,490 人 
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政策パッケージ 
（分類） 

施策 
主な重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 

(6) 

市民の誰も

が活躍でき

るまちを創

る 

■多様なパートナーシップによる協働の推進 

様々な連携により市民活動の裾野を広げ、市民の

自主的な活動を活性化させるため、市民ボランティ

ア制度の充実や市民活動団体のネットワークを強

化・支援し、活動しやすい環境づくりを進める。 

〔具体的事業〕 

○ディーセントライフ事業 

（社会貢献生きがい創出事業） 

○市民活動団体実態調査 

○市民活動支援センターの充実・強化 

○市民活躍まちづくり事業 

ディーセントライフ 

活動人数 

［現状値］ 929 人 

［目標値］ 1,040 人 

 

市民活動団体数 

［現状値］ 533 団体 

［目標値］ 580 団体 

■男女共同参画の推進 

男女それぞれが個性と能力を十分に発揮し、活躍

できる社会を築くため、様々な場面への女性の登用

等により、男女共同参画社会形成への意識の向上を

図る。 

〔具体的事業〕 

○男女共同参画推進事業所認定事業 

○女性活躍推進事業 

○女性が安心して活躍できる仕事と環境創出事業 

○産学官によるイクボスの取組強化 

○小中学校における男女共同参画意識の啓発 

男女共同参画 

推進事業所認定数 

【累計(H23～)】 

［現状値］ 31 事業所 

［目標値］ 43 事業所 

■多文化共生の推進 

外国人住民と日本人住民がともに安心して暮らせ

る地域社会を築くため、住民間の交流などによる多

文化共生意識の醸成や各種情報の多言語化、外国人

住民への生活、就労、防災情報の提供等を進める。 

〔具体的事業〕 

○多文化共生推進事業 

○日本語教育事業 

○各種情報の多言語化事業 

○外国人児童生徒の学校適応支援事業 

日本語講座の受講者数 

［現状値］ 178 人 

［目標値］ 280 人 

 

国際交流イベントへの 

参加者数 

［現状値］ － 

［目標値］ 450 人 
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１ 計画策定体制 

 
 

２ 計画策定の経過 

2018 年度（平成 30 年度） 

 2018 年 ４月 １日 ～  転入転出者アンケート 

 2018 年 11 月 20 日 ～  子育て等についての意識や希望に関するアンケート 

2019 年度（令和元年度） 

 2019 年 ６月 30 日 ～  ふじえだガールズ・ミーティング（全 13 回） 

 2019 年 ７月 11 日   行政サービス評価委員会 

 2019 年 ９月 30 日   第２期ふじえだ健康都市創生総合戦略策定方針を決定 

 2019 年 11 月 21 日   第１回ふじえだ健康都市創生総合戦略懇話会 

 2020 年 １月 15 日   第２回ふじえだ健康都市創生総合戦略懇話会 

 2020 年 ２月 21 日 ～  市民アンケート（対象 16 歳以上の市民、回答数（1,177） 

 2020 年 ３月 11 日   第３回ふじえだ健康都市創生総合戦略懇話会 

 2020 年 ３月 上旬 ～  第２期ふじえだ健康都市創生総合戦略（案）パブリックコメント 

 2020 年 ３月    第２期ふじえだ健康都市創生総合戦略を決定 
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３ ふじえだ健康都市創生総合戦略懇話会等 
 
■ふじえだ健康都市創生総合戦略懇話会          （氏名五十音順・敬称略） 

氏 名 所 属 役 職 備 考 

池谷 照代 藤枝市男女共同参画推進センター運営協議会 会長  

石川 敦司 志太地区労働者福祉協議会 会長  

稲葉 俊英 藤枝市私立幼稚園・認定こども園協会 会長  

臼井 郁夫 NPO 法人 藤枝市スポーツ協会 会長  

江﨑 晴城 藤枝市観光協会 会長  

大須賀紳晃 株式会社 静岡新聞社 常務取締役  

大橋  弘 株式会社 静岡銀行 常務執行役員兼地方創生部長  

奥野 雅治 株式会社 村上開明堂 専務取締役  

小林 一男 藤枝市自治会連合会 会長  

近藤美和子 社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会 主幹  

佐藤  創 佐藤創会計事務所 公認会計士・税理士  

島田慎太郎 一般社団法人 藤枝青年会議所 理事長 12/1～ 

石川 裕紀 一般社団法人 藤枝青年会議所 理事長 ～11/30 

杉本 美幸 常葉大学（ふじえだガールズ・ミーティング代表） 学生  

塚本 秀綱 静岡県 中部地域局 局長  

寺田 益男 藤枝市文化協会 会長  

長谷川佳男 大井川農業協同組合 藤枝統括本部長  

服部順一郎 藤枝金融協会（静岡銀行藤枝駅支店長） 会長  

山田 壽久 藤枝商工会議所 会頭 会長代理 

山田美穂子 藤枝市教育委員会 教育委員  

鷲崎 早雄 静岡産業大学（藤枝 ICT コンソーシアム会長） 学長 会長 

 

■行政サービス評価委員会                （氏名五十音順・敬称略） 

氏 名 所 属 役 職 備 考 

青島以津子 藤枝商工会議所 女性会 会長  

石川 敦司 志太地区労働者福祉協議会  会長  

石川 裕紀 一般社団法人 藤枝青年会議所 理事長  

大橋 慶士 川根本町 教育長 委員長 

岸本 道明 静岡大学 地域創造教育センター 特任教授  

栗田 隆 物産館岡部宿かしばや  代表理事  

松永由弥子 静岡産業大学 情報学部 教授  

村松 淳旨 杉原・村松会計事務所 公認会計士・税理士  

望月 琴江 藤枝おやこ館運営協議会 会長  

横山 稔 中部電力 株式会社 藤枝営業所  所長  
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■女子学生まちづくり推進会議（ふじえだガールズ・ミーティング） 

             （氏名五十音順・敬称略） 

氏 名 学校名 氏 名 学校名 

西野 愛美 静岡女子高等学校 満山 媛香 静岡産業大学 

伊熊 萌生 
藤枝北高等学校 

原川 麻友 
静岡大学 

粉川 祥子 松本 愛子 

伊東 愛里花 

藤枝順心高等学校 

原田 倫花 
静岡福祉大学 

大石 紋萌 廣田 奈津実 

服部 はずき 石川 真由子 

常葉大学 河原﨑 桃花 
藤枝西高等学校 

杉本 美幸 

森 夏海 高田 莉子 

吉川 真由 
藤枝東高等学校 

 
三木 理恵子 

板谷 茉衣 
藤枝明誠高等学校 

大石 咲羽 
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第２期ふじえだ健康都市創生総合戦略 
（藤枝市まち・ひと・しごと創生総合戦略） 

 

令和２年３月 

策定 静岡県藤枝市 

編集 藤枝市企画創生部企画政策課 

〒426-8722 藤枝市岡出山一丁目 11番１号 

電話（054）643-2055 

E-mail kikaku@city.fujieda.shizuoka.jp 

 


