「第六次富士市総合計画

基本構想

見直し案」

新旧対照表

旧

新

富士市のあらまし

富士市のあらまし

《 位置・地勢 》

《 位置・地勢 》

…(省略)…

《

沿革

資料3

…(省略)…

》

《

市内では、旧石器時代の遺跡が発見されており、古くから人が住み
始めたことをうかがい知ることができます。

沿革

》

市内では、旧石器時代の遺跡が発見されており、古くから人が住み
始めたことをうかがい知ることができます。

…(中略)…

…(中略)…

富士山の恵みや利便性の高い広域交通網のほか、多様な産業の集積

富士山の恵みや利便性の高い広域交通網のほか、多様な産業の集積

など多くのポテンシャルを持つ本市は、平成 28（2016）年に市制 50 など多くのポテンシャルを持つ本市は、平成 28（2016）年に市制 50
周年を迎え、更なる飛躍に向け新たな歩みを進めています。

周年を迎え、更なる飛躍に向け新たな歩みを進めています。
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新旧対照表

旧

新

Ⅰ 「序論」

Ⅰ 「序論」

第１章 計画策定の目的

第１章 計画策定の目的

平成 20（2008）年をピークに人口の減少局面に入っている我が国で

平成 20（2008）年をピークに人口の減少局面に入っている我が国で

は、世界に例のない速さで進む人口減少及び高齢化に伴う人口構造の は、世界に例のない速さで進む人口減少及び高齢化に伴う人口構造の
変化により、国内市場の縮小やまちづくり等の担い手不足、社会保障 変化により、国内市場の縮小やまちづくり等の担い手不足、社会保障
費の増加など、既に様々な分野において課題が顕在化しています。

費の増加など、既に様々な分野において課題が顕在化するとともに、
東京圏への人口一極集中には歯止めがかからず、今後更に人口の偏在
が進む可能性があります。

こうした中、令和２（2020）年には、新型コロナウイルス感染症が

こうした中、令和２（2020）年には、新型コロナウイルス感染症が

世界中に蔓延し、…(中略)…人々のライフスタイルや価値観にも多大 世界中に蔓延し、…(中略)…人々のライフスタイルや価値観にも多大
な影響を与えました。

な影響を与えました。
また、相次ぐ大規模自然災害が暮らしの安全を脅かしており、今後

また、相次ぐ大規模自然災害が暮らしの安全を脅かしており、今後

発生が予想される巨大地震などへの対策とともに、これまで以上に防 発生が予想される巨大地震などへの対策とともに、これまで以上に防
災・減災への取組が求められるほか、新型コロナウイルス感染症のよ 災・減災への取組が求められるほか、
うな新たな感染症への備えも必要となっています。

新たな感染症への備えも必要となっています。

本市においても、平成 22（2010）年をピークに人口が減少している

本市においても、平成 22（2010）年をピークに人口が減少している

ことなどから、…(中略)…目標値を達成するなど成果が見え始めてき ことなどから、…(中略)…目標値を達成するなど成果が見え始めてき
ました。

ました。

また、新たな総合体育館の建設や工業団地の整備、…(中略)… 本
市の未来を拓くプロジェクトも着実に進んでいます。

また、新たな総合体育館の建設や工業団地の整備、…(中略)… 本
市の未来を拓くプロジェクトも着実に進んでいます。
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旧

新旧対照表
新

一方で、新型コロナウイルスの感染拡大により落ち込んだ市内経済

一方で、新型コロナウイルスの感染拡大により落ち込んだ市内経済

の回復や、…(中略)…将来を見据えて解決すべき課題を抱えていま の回復や、…(中略)…将来を見据えて解決すべき課題を抱えていま
す。

す。

このような中、本市が多様性を尊重するとともに独自性や創造性

社会経済情勢の著しい変化が予想される中、地域をリードする中

を発揮し、…(中略)…「めざす都市像」の実現に向けた新たな指針

核的な都市として周辺自治体と連携・協力しながら、地域全体の持

として第六次富士市総合計画を策定します。

続的発展と魅力向上を図るとともに、ＳＤＧｓ未来都市として様々
な社会課題の解決に向けた新たな成長力を生み出し、経済、社会、
環境の３側面が調和した持続可能な未来を切り拓いていく必要があ
ります。
このため、
「富士 30 年構想」の基本理念を踏まえ、市民や事業
者、行政が相互に協力・連携し、パートナーシップを深め、地域の
力を結集することが重要となります。
こうしたことを前提とし、本市が多様性を尊重するとともに独自
性や創造性を発揮し、「めざす都市像」を実現するための新たな指針
として、第六次富士市総合計画を策定します。

第２章 計画の構成と計画期間

第２章 計画の構成と計画期間

本計画は、基本構想・基本計画・実施計画の３層で構成します。

本計画は、基本構想・基本計画・実施計画の３層で構成します。

計画期間については、基本構想は長期的な視点を踏まえ

計画期間については、基本構想は長期的な視点を踏まえ令和４

10 年間とし、基本計画は社 （2022）年度から令和 13（2031）年度の 10 年間とし、基本計画は社
会経済情勢の変化に的確に対応できるよう、前期５年間、後期５年間 会経済情勢の変化に的確に対応できるよう、前期５年間、後期５年間
とします。

とします。
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旧

新

また、実施計画は５年間とし、毎年度見直しを実施します。

また、実施計画は５年間とし、毎年度見直しを実施します。

《計画の構成》

《計画の構成》

…(省略)…

…(省略)…

《計画の期間》

《計画の期間》

…(省略)…

…(省略)…

第３章 時代の展望

第３章 時代の展望

今後、急激に人口減少と高齢化が進む我が国では、…(中略)… 人
口減少に適応した持続可能な社会の構築が求められています。

今後、急激に人口減少と高齢化が進む我が国では、…(中略)… 人
口減少に適応した持続可能な社会の構築が求められています。

また、新型コロナウイルスの感染拡大の影響による、ライフスタイ
ルや価値観の変化を踏まえた社会の構築が必要とされています。

また、新型コロナウイルスの感染拡大の影響による、ライフスタイ
ルや価値観の変化を踏まえた社会の構築が必要とされています。

ここでは、これからのまちづくりを進める上で、計画の目標年次と
なる令和 13（2031）年のその先まで展望しました。

1

ここでは、これからのまちづくりを進める上で、計画の目標年次と
なる令和 13（2031）年のその先まで展望しました。

少子高齢化と人口減少

1

少子高齢化と人口減少

我が国の人口は、…(中略)…９年連続の減少となりました。

我が国の人口は、…(中略)…９年連続の減少となりました。

こうした中、令和元（2019）年の出生数は、…(中略)…86 万 5,239

こうした中、令和元（2019）年の出生数は、…(中略)…86 万 5,239

人となりました。

人となりました。

少子化の進行の主な要因は、…(中略)…今後も少子化が進行すると
予測されています。

少子化の進行の主な要因は、…(中略)…今後も少子化が進行すると
予測されています。

また、令和元（2019）年 10 月１日現在の推計人口における 15 歳か
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旧

新

ら 64 歳の生産年齢人口の割合は、…(中略)…59.5％となっています。ら 64 歳の生産年齢人口の割合は、…(中略)…59.5％となっています。
こうした傾向は今後も続いていくことが予想され、労働力不足や産
業活力の低下、消費の減少が懸念されています。

こうした傾向は今後も続いていくことが予想され、労働力不足や産
業活力の低下、消費の減少が懸念されています。

さらに、団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年問題や団塊世代ジュ

さらに、団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年問題や団塊ジュニア

ニアが高齢者となり、高齢者と生産年齢の人口に著しい不均衡が生じ 世代が高齢者となり、高齢者と生産年齢の人口に著しい不均衡が生じ
るとされている 2040 年問題により、将来、医療や介護の需要が増え るとされている 2040 年問題により、将来、医療や介護の需要が増え
社会保障費が増加することが予測されています。

2

社会保障費が増加することが予測されています。

地方都市衰退の危機

2

〇東京圏への一極集中

〇東京圏への一極集中

東京圏への転入超過が止まらない中、15 歳から 29 歳が転入超過の
大半を占め、大学進学や就職、転職を機に

地方都市衰退の危機

東京圏への転入超過が止まらない中、15 歳から 29 歳が転入超過の

東京圏へ転出する 大半を占め、大学進学や就職、転職を機に地方から東京圏に転入する

若者が多いことがうかがえます。

若者が多いことがうかがえます。

また、地方都市の人口規模の縮小により、…(中略)… 地方公共交
通の撤退・縮小などが進むことが予想されています。

また、地方都市の人口規模の縮小により、…(中略)… 地方公共交
通の撤退・縮小などが進むことが予想されています。

このような状況は、…(中略)… 更なる人口減少を招くことにも繋
がる可能性があります。

このような状況は、…(中略)… 更なる人口減少を招くことにも繋
がる可能性があります。

一方で、新型コロナウイルスの感染拡大により、大都市における

一方で、新型コロナウイルスの感染拡大により、大都市における

感染リスクが高まるとともに、テレワークの普及により東京圏に住

感染リスクが高まるとともに、テレワークが普及し、 東京圏に住

む利点が薄れ、地方移住に関心を持つ人が増加しました。

む利点が薄れ、地方移住に関心を持つ人が増加しました。

こうした中、…(中略)… 様々な形での連携や協力が進むことが予
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旧

新

想されています。

想されています。

〇空き家、空き地の増加と都市のスポンジ化

〇空き家、空き地の増加と都市のスポンジ化

…(省略)…

…(省略)…

〇中小企業及び小規模企業が抱える課題

〇中小企業及び小規模企業が抱える課題

…(省略)…

3

…(省略)…

危機管理の強化

危機管理の強化

3

猛暑や集中豪雨などの異常気象の発生は、長期的な地球温暖化の傾

猛暑や集中豪雨などの異常気象の発生は、長期的な地球温暖化の傾

向と一致していることから今後も更に増加していくと予想されてお 向と一致していることから今後も更に増加していくと予想されてお
り、風水害を含む自然災害に対応するため、国や自治体による防災・ り、風水害を含む自然災害に対応するため、国や自治体による防災・
減災の取組が進められています。

減災の取組が行われています。

また、災害発生のリスクが高まっているとされる南海トラフ地震に

また、災害発生のリスクが高まっているとされる南海トラフ地震に

ついても、ハード・ソフト両面からの総合的な対策が進められていま ついても、ハード・ソフト両面からの総合的な対策が進められていま
す。

す。

加えて、新型コロナウイルスの感染拡大により、…(中略)…新たな
感染症への備えが進むと予想されます。

4

高速交通ネットワークの発達

加えて、新型コロナウイルスの感染拡大により、…(中略)…新たな
感染症への備えが進むと予想されます。

4

…(省略)…

高速交通ネットワークの発達

…(省略)…
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旧

5

新

グローバル化とインバウンドへの対応

5

グローバル化は、経済や政治の分野だけでなく、市民レベルの交流

グローバル化とインバウンドへの対応

グローバル化は、経済や政治の分野だけでなく、市民レベルの交流

や文化・スポーツ分野においても多様に広がりつつあるとともに、出 や文化・スポーツ分野においても多様に広がりつつあるとともに、深
入国管理及び難民認定法の改正に伴い外国人労働者が増加してきま 刻な労働力不足を背景に
した。

外国人労働者が増加してきま

した。

また、訪日外国人旅行者数についても、観光を国の基幹産業として

また、観光立国の実現を推進したことにより訪日外国人旅行者数

発展させるためにインバウンドへの対応を進めたことにより、令和元 は、令和元(2019)年には２年連続で 3,000 万人を超え７年連続で過去
（2019）年には２年連続で 3,000 万人を超え、７年連続で過去最高を 最高を記録しており、リピーターの増加により地方を訪れる外国人旅
記録し、中でも地方を訪れる外国人旅行者が増加しました。

行者が増加しました。

こうした中、…(中略)…外国人労働者の増加は止まり、訪日外国人
旅行者は急激に減少しました。

こうした中、…(中略)…外国人労働者の増加は止まり、訪日外国人
旅行者は急激に減少しました。

しかしながら、長期的には、…(中略)…国人労働者や訪日外国人旅

傾向は継続していくと予想されます。

行者の増加傾向は継続していくと予想されます。

6

しかしながら、…(中略)…外国人労働者や訪日外国人旅行者の増加

ＳＤＧｓの達成

6

ＳＤＧｓの達成

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）とは、…(中略)…令和 12（2030） 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）とは、…(中略)…令和 12（2030）
年までの国際目標です。

年までの国際目標です。

ＳＤＧｓの理念は「誰ひとり取り残さない」であり、貧困の解決、

ＳＤＧｓの理念は「誰ひとり取り残さない」であり、貧困の解決、

飢餓の解決、教育などの社会目標、気候変動・エネルギー・生物多様 保健、教育やジェンダー平等などの社会目標、気候変動、海洋と陸上
性などの環境目標、雇用・インフラ・生産と消費などの経済目標に加 の資源を守るなどの環境目標、雇用やインフラ、生産と消費などの経
え、不平等の解決・ジェンダーの平等・平和などが 17 の目標として 済目標が
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旧

新

体系的に整理されています。

て体系的に整理されています。

我が国においても、…(中略)…ＳＤＧｓの目標達成に取り組むこと
は、地方創生の実現に資するものであります。

我が国においても、…(中略)…ＳＤＧｓの目標達成に取り組むこと
は、地方創生の実現に資するものであります。

中でも、ＳＤＧｓ未来都市に選定された自治体は、…(中略)…取組
を積極的に進めています。

7

中でも、ＳＤＧｓ未来都市に選定された自治体は、…(中略)…取組
を積極的に進めています。

デジタル化の加速

7

温室効果ガスの排出削減や高齢化などに伴う社会コスト上昇の抑制、
…(中略)…我が国におけるデジタル化の遅れが明らかとなりました。

デジタル化の加速

温室効果ガスの排出削減や高齢化などに伴う社会コスト上昇の抑制、
…(中略)…我が国におけるデジタル化の遅れが明らかとなりました。

こうした中、デジタル化の推進は、我が国が抱えてきた多くの課題

デジタル化の推進は、我が国が抱えてきた多くの課題

解決、そして今後の経済成長にも資することから、国はデジタル化を 解決、そして今後の経済成長にも資することから、国はデジタル化を
強力に進めています。

強力に進めています。
ＩｏＴ、ロボット、人工知能（ＡＩ)などの社会の在り方に影響を

ＩｏＴ、ロボット、人工知能（ＡＩ)などの社会の在り方に影響を

及ぼす新たな技術が進展しつつある中、デジタル化を加速しあらゆる 及ぼす新たな技術が進展しつつある中、
産業や社会生活に取り入れることにより

あらゆる

、複雑化 産業や社会生活においてデジタル化を加速させることにより、複雑化

する社会課題の解決と経済発展を両立し、人々の生活をより良いもの する社会課題の解決と経済発展を両立し、人々の生活をより良いもの
へと変革することが期待されています。

へと変革することが期待されています。

第４章 市民意識

第４章 市民意識

市民の意識や要望を把握するため、世論調査、市民懇話会、市民団体 市民の意識や要望を把握するため、世論調査、市民懇話会、市民団体
や業界団体からの意見募集を実施し、これらの結果を踏まえながら、 や業界団体からの意見募集を実施し、これらの結果を踏まえながら、
本計画の策定に当たりました。

本計画の策定に当たりました。
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「第六次富士市総合計画

基本構想

見直し案」

旧

1

世論調査

新

1

…(省略)…

2

市民懇話会（フジ６未来創造懇話会）からの提案

市民や市民団体・業界団体の意見

世論調査

…(省略)…

2

…(省略)…

3

新旧対照表

市民懇話会（フジ６未来創造懇話会）からの提案

…(省略)…

3

…(省略)…

市民や市民団体・業界団体の意見

…(省略)…
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「第六次富士市総合計画

基本構想

見直し案」

新旧対照表

旧

新

Ⅱ 「基本構想」

Ⅱ 「基本構想」

第１章 まちづくりの視点

第２章 まちづくりの視点

…(省略)…

…(省略)…

第２章 めざす都市像

第３章 めざす都市像

…(省略)…

第３章

…(省略)…

施策の大綱

第３章

…(前文省略)…

施策の大綱

…(前文省略)…

安心できる暮らしを守るまち

安心できる暮らしを守るまち

まちの主役は市民です。ライフスタイルや価値観がさらに多様化す

まちの主役は市民です。ライフスタイルや価値観がさらに多様化す

る中、年齢や性別、国籍に関わらず、一人ひとりの人生が輝き、地域 る中、年齢や性別、国籍に関わらず、一人ひとりが輝き

、地域

の力が発揮できるまちを目指すとともに、市民と地域、関係団体、事 の力が発揮できるまちを目指すとともに、市民と地域、関係団体、事
業者などと協働して、様々な地域課題に向き合い、将来にわたって持 業者などと協働して、様々な地域課題に向き合い、将来にわたって持
続可能なまちづくりを進めます。

続可能なまちづくりを進めます。

また、南海トラフ地震、台風や局地的豪雨等の大規模な自然災害の

また、南海トラフ地震、台風や局地的豪雨等の大規模な自然災害の

発生リスクが高まる中、…(省略)…災害に強いしなやかさを持ったま 発生リスクが高まる中、…(省略)…災害に強いしなやかさを持ったま
ちづくりを進めます。

ちづくりを進めます。
さらに、日常生活において、交通事故や犯罪、消費者被害などに巻き

さらに、日常生活において、交通事故や犯罪、消費者被害などに巻き

込まれないよう、…(省略)…安心して暮らせるまちづくりを進めます。 込まれないよう、…(省略)…安心して暮らせるまちづくりを進めます。
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「第六次富士市総合計画

基本構想

見直し案」

新旧対照表

旧

次代を担うひとを育むまち

新

次代を担うひとを育むまち

…(省略)…

活力を創り高めるまち

…(省略)…

活力を創り高めるまち

…(省略)…

支え合い健やかに過ごせるまち

…(省略)…

支え合い健やかに過ごせるまち

…(省略)…

豊かな環境を保ち継承するまち

…(省略)…

豊かな環境を保ち継承するまち

…(省略)…

活力を創り高めるまち

…(省略)…

活力を創り高めるまち

…(省略)…

力を活かし人と人を繋ぐまち

…(省略)…

魅力を活かし人と人を繋ぐまち

…(省略)…

快適な暮らしを続けられるまち

…(省略)…

快適な暮らしを続けられるまち

…(省略)…

…(省略)…
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「第六次富士市総合計画

基本構想

見直し案」

新旧対照表

旧

第４章

新

めざす都市像の実現に向けて

第４章

めざす都市像の実現に向け、次のような総合的な取組を関連付け、
施策を展開していきます。

めざす都市像の実現に向けて

めざす都市像の実現に向け、次のような総合的な取組を関連付け、

施策を展開していきます。

1 ＳＤＧｓの達成に向けた取組

1 ＳＤＧｓの達成に向けた取組

本市は、…(中略)…令和２（2020）年７月に、
「ＳＤＧｓ未来都市」 本市は、…(中略)…令和２（2020）年７月に、
「ＳＤＧｓ未来都市」
に選定されました。

に選定されました。

市民や民間事業者等とのパートナーシップによりＳＤＧｓの達成

ＳＤＧｓの達成に向け、市民や民間事業者等とのパートナーシップ

に向け取り組むことで、複雑化・多様化する行政課題を世界標準の考 により取り組むことで、複雑化 多様化する行政課題を世界標準の考
え方に則り発想し、解決していくことや、地域固有の課題の解決や特 え方で発想し、解決していくことや、地域固有の課題の解決や特長を
長を生かした発展に結びつけることができるほか、住民の生活の質の 活かした発展に結びつけることができます。また、生活の質の向上に
向上に資する施策の推進や経済・社会・環境の統合による相乗効果の 資する施策の推進や経済 社会 環境の３側面をつなぐ統合的取組に
創出などに繋がります。

よる相乗効果の創出などにも繋がります。

このことから、本計画にＳＤＧｓの理念や視点を積極的に取り入

このことから、本計画にＳＤＧｓの理念や視点を積極的に取り入

れて、政策推進の全体最適化を図り、本市のめざす都市像の実現とＳ れて、
ＤＧｓの達成に向け取り組んでいきます。

本市のめざす都市像の実現とＳ

ＤＧｓの達成に向け取り組んでいきます。

2 デジタル変革を加速する取組

2 デジタル変革を加速する取組

本市が令和２（2020）年８月に行った「デジタル変革宣言」では、
…(中略)…３つの柱として位置付けています。

本市が令和２（2020）年８月に行った「デジタル変革宣言」では、
…(中略)…３つの柱として位置付けています。

様々な社会的課題の解決を図る諸施策の推進に当たり、幅広い分野
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様々な社会的課題の解決を図る諸施策の推進にあたり、幅広い分野

「第六次富士市総合計画

基本構想

見直し案」

旧

新旧対照表
新

でのデジタル変革を加速させ、急速に進化するデジタル技術を最大限 でのデジタル変革を加速させ、急速に進化するデジタル技術を最大限
活用することで、暮らしの質や価値を高め、安心で豊かなまちづくり 活用することで、暮らしの質や価値を高め、安心で豊かなまちづくり
を推進します。

を推進します。

安心できる暮らしを
守るまち
快適な暮らしを
続けられるまち

魅力を活かし
人と人を繋ぐまち

めざす
都市像
の実現

活力を創り
高めるまち

安心できる暮らしを
守るまち
次代を担うひとを
育むまち

快適な暮らしを
続けられるまち

支え合い健やかに
過ごせるまち

魅力を活かし
人と人を繋ぐまち

豊かな環境を保ち
継承するまち

活力を創り
高めるまち

次代を担うひとを
育むまち

めざす
都市像
の実現

豊かな環境を保ち
継承するまち

ＳＤＧｓの達成に向けた取組

ＳＤＧｓの達成に向けた取組

デジタル変革を加速する取組

デジタル変革を加速する取組
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支え合い健やかに
過ごせるまち

