
（２） 第２次甲斐市総合計画後期基本計画（案）について 

ﾍﾟｰｼﾞ 項  目 新 旧 

2～6 第１編 総論 本文中の「甲斐市」を「本市」

または「市」へ修正する（計７

か所） 

 

2～6 第１編 総論 本文中、名詞としての「取り組

み」を「取組」へ修正する（計３

か所） 

 

2 第１編 総論 

第１章  総合計画の概

要 

（２）計画策定の趣旨 

下から４行目 

新たに長期的な視点に立

った計画を策定しました。 

（２）計画策定の趣旨 

下から４行目 

新たな長期的な視点に立っ

た計画を策定しました。 

5 第１編 総論 

第２章 人口推計と目標

人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

（秘書政策課） 

（１）甲斐市の人口の推移 

上から 12行目 

平成 16 年（2004 年）９月１

日の合併により約７万４千

人の甲斐市が誕生しまし

た。 

※外国人を含めた人口に修

正 

平成 16年８月末時点 

日本人 72,577人 

外国人  1,513人 

合計   74,090人 

（１）甲斐市の人口の推移 

上から 12行目 

平成 16 年（2004 年）９月１

日の合併により約７万３千

人の甲斐市が誕生しまし

た。 

 

 

  



ﾍﾟｰｼﾞ 項  目 新 旧 

41 第３編 後期基本計画 

基本目標１ まちづくり

は人づくり 生涯にわた

る学びのまち（教育・文

化） 

（教育総務課） 

上から４行目 

国は、平成 30 年６月に第３

期教育振興基本計画を閣

議決定し、また令和元年６

月には県の教育振興基本

計画が策定されたことから 

上から４行目 

今回、平成 30年６月に国の 

  教育振興基本計画    

      、また令和元年６

月には県の教育振興基本

計画が策定されたことから 

43 第３編 後期基本計画 

基本目標１ まちづくり

は人づくり 生涯にわた

る学びのまち（教育・文

化） 

政策（１） 心豊かにたく

ましく、共に生きる甲斐

っ子づくり 

（学校教育課） 

●健やかな体の育成  

上から２行目 

走・投・跳などの動きや泳力

（中学校卒業までに 25m）と

いった基本的な技能を身に

付け生涯にわたって運動に

親しんでいこうとする態度の

育成に努めています。 

●健やかな体の育成  

上から２行目 

走・投・跳などの動きや泳力

（小学校で      25m）と

いった基本的な技能を身に

付け生涯にわたって運動に

親しんでいこうとする態度の

育成に努めています。 

47 第３編 後期基本計画 

基本目標１ まちづくり

は人づくり 生涯にわた

る学びのまち（教育・文

化） 

政策（１） 心豊かにたく

ましく、共に生きる甲斐

っ子づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（学校教育課） 

●成果指標 上から４段目 

「児童生徒のいじめに関す

る状況調査」における公立

学校の「いじめの解消率」 

現状値（平成 30年度）  

小中 99.0％ 

※改訂されたいじめ防止基本

方針において「いじめの解

消」における要件として「３

か月程度いじめがやんで

いる状態」と示されている。

その基準を運用しているた

め、特に３学期に発生した

いじめに関しては、実績報

告時期（平成 31 年４月～

令和元年５月）において３

か月に満たず、「解消」と判

断できない案件があった。 

●成果指標 上から４段目 

「児童生徒のいじめに関す

る状況調査」における公立

学校の「いじめの解消率」 

現状値（平成 30年度）  

小中 91.7％ 

 

 

 

 

 

 



ﾍﾟｰｼﾞ 項  目 新 旧 

47 第３編 後期基本計画 

基本目標１ まちづくり

は人づくり 生涯にわた

る学びのまち（教育・文

化） 

政策（１） 心豊かにたく

ましく、共に生きる甲斐

っ子づくり 

（学校教育課） 

●成果指標 下から２段目 

新）幼稚園や保育園との交

流活動を年３回以上行った

小学校の割合 

令和２年度目標値（上段）  

55.0％ 

●成果指標 下から２段目 

新）幼稚園や保育園との交

流活動を年３回以上行った

小学校の割合 

令和２年度目標値（上段） 

               －  

48 第３編 後期基本計画 

基本目標１ まちづくり

は人づくり 生涯にわた

る学びのまち（教育・文

化） 

政策（１） 心豊かにたく

ましく、共に生きる甲斐

っ子づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（学校教育課） 

●成果指標 上から２段目 

新）甲斐市学校評価・児童

生徒用アンケートにおける

「今住んでいる地域の行事

に参加していますか」の設

問に「よく参加している」「だ

いたい参加している」と回答

した児童生徒の割合 

現状値（平成 30年度）  

小 81.2％ 

令和２年度目標値（上段） 

  －  

  －  

●成果指標 上から３段目 

新）甲斐市学校評価・教職

員アンケートにおける「あな

たは、教育活動の中に地域

の人材や施設を活用し、地

域の教育力を生かす指導

を行っていますか」の設問

に「とてもそう思う」「そう思

う」と回答した教職員の割合 

令和２年度目標値（上段） 

  －   

  －   

※上記２つの指標について

は、現行の創甲斐教育推

進大綱において目標値の

設定が無いため削除する。 

●成果指標 上から２段目 

新）甲斐市学校評価・児童

生徒用アンケートにおける

「今住んでいる地域の行事

に参加していますか」の設

問に「よく参加している」「だ

いたい参加している」と回答

した児童生徒の割合 

現状値（平成 30年度） 

小 81.1％ 

令和２年度目標値（上段）     

小 90.0％ 

中 80.0％ 

●成果指標 上から３段目 

新）甲斐市学校評価・教職

員アンケートにおける「あな

たは、教育活動の中に地域

の人材や施設を活用し、地

域の教育力を生かす指導

を行っていますか」の設問

に「とてもそう思う」「そう思

う」と回答した教職員の割合 

令和２年度目標値（上段）  

小 95.0％ 

中 70.0％ 

 



ﾍﾟｰｼﾞ 項  目 新 旧 

54 第３編 後期基本計画 

基本目標１ まちづくり

は人づくり 生涯にわた

る学びのまち（教育・文

化） 

政策（２）  人生を豊か

にする学びとスポーツの

環境づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（スポーツ振興課） 

⑤スポーツ事業と活動機会の

充実 下から３行目 

「ラジオ体操のまち甲斐市」

の取組の継続実施、また、

高齢者や障がいのある方

の運動への抵抗感解消と

健康増進を図り、人生を豊

かにするスポーツ環境づく

りの充実を図ります。 

 

⑥スポーツ参画体制の整備 

上から１行目 

将来を担う子どもたちや若

者のスポーツ参加機会の拡

充、また、            

                  

                  

     ライフステージや体

力状況に応じた事業を計画

し、 

⑤スポーツ事業と活動機会の

充実 下から３行目 

「ラジオ体操のまち甲斐市」

の取組を継続実施すること

で、                

                  

           人生を豊

かにするスポーツ環境づく

りの充実を図ります。 

 

⑥スポーツ参画体制の整備 

上から１行目 

将来を担う子どもたちや若

者のスポーツ参加機会の拡

充、また、高齢者や障がい

のある方の運動への抵抗

感の解消と健康増進を図る

ため、ライフステージや体

力状況に応じた事業を計画

し、 

69 第３編 後期基本計画 

基本目標２  健やかで

心ふれあう安心に暮ら

せるまち（福祉・健康） 

政策（２）  切れ目のな

い子ども・子育て支援の

充実 

（子育て支援課） 

●保育園・幼稚園等の充実 

上から２行目 

小規模保育事業２園が新

たに開園し、認定こども園

に移行した幼稚園が１園、

新制度対象施設に移行し

た幼稚園が２園あり、現在

では   施設数は 24 園に

なっています。 

●保育園・幼稚園等の充実 

上から２行目 

小規模保育事業保育園２

園の開園、           

                  

新制度対象施設に移行し

た幼稚園が３園あり、現在

では保育施設数は 24 園に

なっています。 

74 第３編 後期基本計画 

基本目標２  健やかで

心ふれあう安心に暮ら

せるまち（福祉・健康） 

政策（３） 高齢者保健

福祉の充実 

（長寿推進課） 

①高齢者保健福祉の推進 

下から２行目 

介護予防推進に努めるとと

もに、各種運動教室  や

教養講座などの生きがいと

健康づくり対策の充実を図

ります。 

①高齢者保健福祉の推進 

下から２行目 

介護予防推進に努めるとと

もに、各種スポーツ大会や

教養講座などの生きがいと

健康づくり対策の充実を図

ります。 

 

 

 



 

ﾍﾟｰｼﾞ 項  目 新 旧 

75 第３編 後期基本計画 

基本目標２  健やかで

心ふれあう安心に暮ら

せるまち（福祉・健康） 

政策（３） 高齢者保健

福祉の充実 

（長寿推進課） 

②介護保険事業の充実 

上から１行目 

在宅介護を希望する人が

増加しているため、多様化

するニーズに応じた居宅サ

ービスのさらなる充実を図る

とともに、 

②介護保険事業の充実 

上から１行目 

在宅介護を希望する人が

多いため     、多様化

するニーズに応じた居宅サ

ービスのさらなる充実を図る

とともに、 

97 第３編 後期基本計画 

基本目標３  美しい景

観と快適で安全な都市

機能を築くまち（都市・

建設・交通・防災） 

政策（４） 安心安全なま

ちづくりの推進 

 

（防災危機管理課） 

●防災・減災対策の推進 

上から１行目 

本市では、南海トラフ巨大

地震（東海地震）や大雨に

よる洪水、土砂災害などの

発生が懸念されており、災

害時に備え、危機管理体制

の充実を図るなど防災対策

を進めています。 

●防災・減災対策の推進 

上から１行目 

本市では、東海地震、南海

トラフ巨大地震  や大雨に

よる洪水、土砂災害などの

発生が懸念されており、災

害時に備え、危機管理体制

の充実を図るなど防災対策

を進めています。 

120 第３編 後期基本計画 

基本目標５ 交流と協働

による未来を拓く活力の

あふれるまち (産業・行

政) 

政策（１） 魅力ある農林

業の振興 

（農林振興課） 

●関連個別計画 

甲斐農業振興地域整備計

画 

平成 29年度～        

●関連個別計画 

甲斐農業振興地域整備計

画 

平成 25年度～令和 4年度 

 


