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第１編 総論 
 

第１章 計画のあらまし 

 

（１）後期基本計画策定の目的 

平成 16年９月１日に誕生した甲斐市は、地域の魅力を高め、住み良い地域づくりを進

めていくための道しるべとなる「第１次甲斐市総合計画」を平成 18年３月に策定し、総

合的なまちづくりを展開してきました。 

しかし、この間、尐子高齢化や財政状況の悪化など本市を取り巻く環境は予想を上回

る速さで変化しているため、新たなまちづくりの指針が必要となっています。 

そこで、計画の中間点にあたる平成 22年度に、社会情勢や各施策の進捗状況等も踏ま

えた、後期基本計画を策定することとしました。 

この計画に基づき、「緑と活力あふれる生活快適都市」の実現に向けて、効率的な施策

を推進していきます。 

 

（２）後期基本計画の役割 

基本計画は、第１次甲斐市総合計画の基本構想に定められた将来像「緑と活力あふれ

る生活快適都市」を実現するための、市民・企業の活動指針を示す役割をもっています。 

今回策定する後期基本計画は、前期基本計画の成果と課題を踏まえ、さらなる構想の

実現に向けて策定したものです。 

 

（３）第１次甲斐市総合計画の構成と期間 

第１次甲斐市総合計画は、「基本構想」、「基本計画」及び「実施計画」により構成され

ており、それぞれの内容及び期間は次のとおりです。 

 

①基本構想 

「基本構想」は、市政運営の基本理念となる地域の経営方針に基づき、目指すべき

市の将来像を設定し、これを実現するための施策体系や将来見通し、土地利用の在り

方などを示すものです。 

計画期間は、平成 18年度(2006年度)を初年度とし、平成 27年度(2015年度)を目標

年次とする 10年間とします。 

 

②基本計画 

「基本計画」は、基本構想に掲げた将来像を実現するために今後計画的に進めてい

くべき施策や事業の方向を明らかにするとともに、施策や事業を通し、実現を図る目
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標や目標達成に向け先導的な役割を果たすプロジェクトを示すものです。 

後期基本計画は、平成 23年度（2011年度）を初年度とし、平成 27年度(2015年度)

までの５年間とします。 

 

③実施計画 

「実施計画」は、基本計画に掲げた施策の方向に基づき、具体的な事業を推進して

いくための事業計画を定めるもので、計画期間は３年間とし、これを毎年度見直すロ

ーリング計画とします。 

 

■第１次甲斐市総合計画の構成 

 

 

■第１次甲斐市総合計画の構成 

平成
18年度

平成
19年度

平成
20年度

平成
21年度

平成
22年度

平成
23年度

平成
24年度

平成
25年度

平成
26年度

平成
27年度

後期計画期間

基本構想

前期計画期間 見直し

実施計画

 

 

（４）後期基本計画の特徴 

①市民の視点に立った計画 

市民ニーズを反映させるため、市民アンケート調査などを実施し、その結果を踏

まえた計画としました。 

 

②各施策の達成状況がみえる計画 

前期計画に設定した指標などを検証することにより、前期基本計画の進捗状況を

把握できるようにしました。 
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③分かりやすい計画 

難しい専門用語はなるべく使用せず、また簡潔な表現を心がけました。 

 

（５）部門計画との関係 

総合計画は、甲斐市が策定するあらゆる計画の最上位に位置付けられる計画です。

今後、市がさまざまな部門計画を策定する際には、総合計画がその規範を示し、各部

門計画の方向付けを行います。 

また、将来この総合計画に掲げる施策や事業を具体的に推進していくための行動計

画（アクションプラン）の策定や推進にあたっても、この総合計画や部門計画等との

連携・調整を図ることとします。 

 

■総合計画と各部門計画との関係 

 

 

 

 

 

 

 

第

１
次

甲

斐

市

総

合

計

画

第

１
次

甲

斐

市

総

合

計

画

甲斐市地域公共交通総合連携計画

甲斐市都市計画マスタープラン

甲斐市創甲斐教育推進大綱

甲斐市生涯学習大綱

甲斐市次世代育成支援行動計画

甲斐市健康増進計画「健やか かい21」

甲斐市特定健康診査等実施計画

第５次高齢者保健福祉計画・第４期介護保険事業計画

甲斐市第２期障害福祉計画

１ 都市機能の充実した
まちづくり

１ 都市機能の充実した
まちづくり

２ 心豊かで文化のかおる
まちづくり

２ 心豊かで文化のかおる
まちづくり

３ 健やかで心ふれあう
まちづくり

３ 健やかで心ふれあう
まちづくり

４ 活気にあふれる
まちづくり

４ 活気にあふれる
まちづくり

５ 安全で快適に暮らせる
まちづくり

５ 安全で快適に暮らせる
まちづくり

６ 住みよさをみんなで築く
まちづくり

６ 住みよさをみんなで築く
まちづくり

甲斐市鳥獣被害防止計画

甲斐市農業振興地域整備計画

甲斐市森林整備計画

甲斐市鳥獣被害防止計画

甲斐市農業振興地域整備計画

甲斐市森林整備計画

甲斐市庁舎整備事業建設基本計画

第２次甲斐市行政改革大綱及び実施計画

第２次甲斐ヒューマンプラン

甲斐市定員適正化計画

甲斐市人材育成基本計画

甲斐市庁舎整備事業建設基本計画

第２次甲斐市行政改革大綱及び実施計画

第２次甲斐ヒューマンプラン

甲斐市定員適正化計画

甲斐市人材育成基本計画

甲斐市国民保護計画

甲斐市地域防災計画

甲斐市住宅マスタープラン

甲斐市緑の基本計画

一般廃棄物処理基本計画

水質検査計画

洪水ハザードマップ

甲斐市水道ビジョン

甲斐市耐震改修促進計画

甲斐市国民保護計画

甲斐市地域防災計画

甲斐市住宅マスタープラン

甲斐市緑の基本計画

一般廃棄物処理基本計画

水質検査計画

洪水ハザードマップ

甲斐市水道ビジョン

甲斐市耐震改修促進計画
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第２章 市のすがた 

 

（１）人口・世帯 

①人 口 

甲斐市の人口は、平成 17年（2005年）国勢調査によると 74,062人で、県全体の 8.4％

を占めています。その推移をみると、昭和 50年（1975年）の 34,986 人に対し、30年

間で２倍以上の増加をみせていますが、人口増加率をみると昭和 55年（1980年）の 29.6%

をピークに減尐傾向となっています。平成 17年（2005 年）の人口増加率は 3.3％と平

成 12年（2000年）と比較して 4.3ポイントの減尐となっており、人口増加のペースが

緩やかになっています。 

 

 

■人口推移 
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45,337
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出典：国勢調査

（人）
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甲斐市と山梨県の年齢３区分別人口の構成比をみると、甲斐市は０歳から 14歳までが

15.9％、15歳から 64歳までが 68.8％、65歳以上が 15.3％であるのに対し、山梨県は０

歳から 14歳までが 14.4％、15歳から 64歳までが 63.6％、65歳以上が 22.0％となって

おり、甲斐市は高齢化率が低い地域であることが分かります。しかし、昭和 50年（1975

年）からの推移をみると、甲斐市においても尐子・高齢化が進んでいることがうかがえ

ます。特に平成 12 年（2000 年）以降の 65 歳以上人口をみると、今後高齢化がますます

進むことが予想されます。 

 

■年齢３区分別人口比率 

0～14歳

14.4%

0～14歳
15.9%

15～64歳
68.8%

15～64歳

63.6%

65歳以上

22.0%

65歳以上
15.3%

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

甲斐市

山梨県

出典：平成17年国勢調査
 

■年齢３区分別人口比率の推移 

15.9%

18.3%

21.1%

25.0%

27.0%

26.5%

16.8%

68.8%

70.5%

71.0%

69.8%

67.2%

65.9%

66.7%

15.3%

12.7%

10.7%

9.1%

7.8%

7.1%

6.8%

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

S50年

S55年

S60年

H2年

H7年

H12年

H17年

0～14歳 15～64歳 65歳以上出典：国勢調査
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甲斐市の人口と山梨県の人口構成を「人口ピラミッド1」で比較すると、山梨県は全体

的にピラミッドの形が崩れているのに対し、甲斐市は団塊の世代である 60代から 100歳

までがバランスのとれた形となっており、比較的若い世代の多い、活力ある地域である

ことがうかがえます。 

 

■甲斐市人口ピラミッド 

01,0002,0003,0004,000

 0- 4歳

 5- 9歳

10-14歳

15-19歳

20-24歳

25-29歳

30-34歳

35-39歳

40-44歳

45-49歳

50-54歳

55-59歳

60-64歳

65-69歳

70-74歳

75-79歳

80-84歳

85-89歳

90-94歳

95-99歳

100歳以上

人

男性

出典：平成17年度国勢調査
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■山梨県人口ピラミッド 

 

                             
1 人口ピラミッド 

ある時点における年齢階層別人口を上下に、男女を左右に分けて並べた図を言います。一般に多産多死

型社会ではピラミッド型になりますが、尐産尐死型社会では壺(つぼ)型になります。 
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②産業別人口 

下の図は、棒グラフが産業別の就業人口の推移を示し、折れ線グラフが、甲斐市の総

人口に占める産業別就業人口の割合を示したものですが、昭和 50年（1975年）からの

産業別就業人口の推移をみると、第一次産業の就業人口が年々減尐し、第二次産業と第

三次産業への就業人口が増加する傾向にあることが分かります。甲斐市の総人口に対す

る産業別就業率をみると、昭和 50年（1975年）には第一次産業が 10.2％、第二次産業

が 17.0％、第三次産業が 22.4％であったのに対し、平成 17 年（2005 年）には第一次

産業が 1.7％に落ち込み、第二次産業が 16.9％とほぼ横ばいであり、第三次産業が

31.5％に増加しています。しかし、第二次産業の就業割合は、平成 7 年（1995 年）の

20.2％をピークに平成 17年（2005年）は 16.9％へと、減尐に転じていることが分かり

ます。 

 

■産業別人口の推移 
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③在住外国人 

甲斐市と山梨県の外国人数の推移をみると、平成 15年（2003年）の 1,600人をピー

クに減尐傾向にあり、平成 21年（2009年）は 1,365人となり全人口に占める外国人の

割合も 2.2％から 1.8％と 0.4ポイント下降しています。 

 

■外国人数の推移 

1,328

1,492
1,600

1,365
1,462

1,481
1,565

1,478
1,428 1,424

1.8

2.0

1.8

2.0

2.2

1.9

1.9

2.0
2.1

2.0
1.9

2.0

1.5
1.9 1.9

1.91.9
1.81.7

1.7

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

Ｈ12年 Ｈ13年 Ｈ14年 Ｈ15年 Ｈ16年 Ｈ17年 Ｈ18年 Ｈ19年 Ｈ20年 Ｈ21年

(人)

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%
甲斐市外国人数(人)

甲斐市外国人割合(％)

山梨県外国人割合(％)

出典：甲斐市市民課資料
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④世帯 

世帯数をみると、年々増加の傾向にあり、昭和 50年（1975年）には 9,590世帯だった

のに対し、平成 17 年（2005 年）には 27,626 世帯と２倍以上の増加をみせています。一

方、昭和 50 年（1975 年）には１世帯あたり 3.6 人の家族構成に対し、平成 17 年（2005

年）には 2.7 人にまで減尐しています。このことから、市内世帯の核家族2化や、卖身で

生活する人々が増加していることがうかがえます。 

 

■一世帯あたりの人員 

27,626

18,957

22,483

25,573

16,329

12,902

9,590

2.72.8
3.0

3.2
3.3

3.5
3.6

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

S50年 S55年 S60年 H2年 H7年 H12年 H17年

（世帯）

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0
（人）

世帯数

1世帯あたりの人員

出典：国勢調査
 

 

                             
2 核家族 

ひと組の夫婦とその未婚の子どもなどからなる世帯を言います。 
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（２）土地利用 

土地利用の割合をみると、甲斐市の面積の 43.8％が森林となっており、その他が宅地や

農用地として活用されていることが分かります。山梨県と比較してみると、宅地や農用地

が多く、森林は県の約半分の割合となっています。 

 

■土地利用割合 

農用地 5.6%

農用地
13.4%

森林
77.8%

森林
43.8%

原野 0.4%

水面・河川・水路 2.5%

水面・河川・水路 2.0%

道路 2.5%

道路
6.4%

宅地
14.9%

宅地 4.0%

その他
7.7%

その他
19.0%

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

山梨県

甲斐市

農用地 森林 原野 水面・河川・水路 道路 宅地 その他
出典：平成20年土地利用現況調査

 

（３）産業 

①産業構造 

甲斐市における産業別就業人口の構成比は、第一次産業 3.5％、第二次産業 33.7％、

第三次産業 62.8％で、山梨県と比較すると第一次産業の比率が低く、第二次産業、第

三次産業の比率が高くなっています。 

 

■産業別就業人口構成比 

第二次産業
33.7%

第三次産業
60.6%

第三次産業
62.8%

第一次産業
8.6%

第一次産業
3.5%

第二次産業
30.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

山梨県

甲斐市

出典：平成17年国勢調査
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②農業の状況 

甲斐市の農業人口と農業粗生産額3をみると、年々減尐の傾向にあることが分かります。

農業人口は昭和 50 年（1975 年）には 11,416 人だったのに対し、平成 17 年（2005 年）

には 5,377 人と 30 年の間に約半分に減尐しています。また、農業粗生産額も昭和 50 年

（1975 年）が 42 億円だったのに対し、平成 17 年（2005 年）には 20 億円となっていま

す。 

 

■農業人口と農業粗生産額 

11,416

5,377

10,456

6,937
6,458

7,904

9,239

4,155

2,000

4,077

3,550 3,534

2,542

2,120

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

Ｓ50 Ｓ55 Ｓ60 Ｈ2 Ｈ7 Ｈ12 Ｈ17

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

農業人口（人）

農業粗生産額（百万円）

（人）

出典：農業人口 『農林業センサス』、農業粗生産額 『山梨農林水産統計年報』

（百万円）

 

 

 

                             
3 農業粗生産額 

農家が稲作、野菜・果樹栽培、養蚕、畜産などの農業生産によって得た農畜産物と、その農畜産物を原

料として作られた加工農産物を販売して得た利益額のことです。 
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③工業の状況 

工業統計の事業所数、従業者数、製造品出荷額等4の推移をみると、いずれもバブル

経済崩壊後の平成５年（1993 年）をピークに下降しています。製造品出荷額等の平成

20 年（2008 年）の状況を県内の市部で比較すると、平成 15 年（2003 年）の第７位か

ら第 10位になっています。 

 

■製造品出荷額等推移 

出典：工業統計調査

274 227 207 185 134 107

3,2813,460 3,356

5,085
4,906

4,655

32,443

69,272
74,672

95,196

103,854
99,249

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

S58年 S63年 H5年 H10年 H15年 Ｈ20年

（人､個所）

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

（百万円）

事業所数

従業者数

製造品出荷額

 

 

 

 

                             
4 製造品出荷額等 

その事業所が所有する原材料によって製造された製品の出荷額を言います。 
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④商業の状況 

商業統計をみると、事業所数、従業者数、年間商品販売額5ともに平成 11年（1999年）

にピークを迎えています。事業所数は平成 11年（1999年）以降減尐傾向ですが、従業

者数は平成 11年（1999年）までの上昇傾向から近年は大きな増減はみられません。ま

た、年間商品販売額は、平成 11 年（1999 年）と比較して平成 14 年（2002 年）は 271

億 4,700万円の大幅な減尐となっていますが、平成 14年（2002年）以降は大幅な減尐

はみられず横ばいで推移しています。 

 

 

■年間商品販売額等推移 

出典：商業統計調査

636 631 613 623 619 601 558

3,043

4,245

656

4,308

4,1104,162
3,798

3,481

3,064

103,126103,195114,038
111,566

88,588

116,625

130,342

105,282

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

S63年 H3年 H6年 H9年 H11年 H14年 H16年 H19年

（人､個所）

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000
（百万円）総数事業所数

総数従業者数

総数年間商品販売額

 

 

                             
5 年間商品販売額 

その事業所における年間の商品の販売額を言います。 
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⑤観光の状況 

甲斐市内には、地区ごとにいくつかの観光集客施設が点在しています。年間観光客

数は、合併直後の平成 17 年度は 118 万人でしたが平成 18 年度以降は約 130 万人前後

で推移しています。また、内訳は温泉、公園、ワイナリーへの観光客が高くなってい

ます。 

 

■市内への観光客の推移 

118

132
128

126

130

100

110

120

130

140

150

H17年 H18年 H19年 H20年 H21年

（万人）

出典：甲斐市商工観光課資料

 

 

■平成 21年度観光客集客割合 

温泉
26.7%

公園
19.9%

ワイナリー
12.7%

スポーツ施設
9.4%

ゴルフ場
8.6%

即売会
7.5%

イベント
4.9%

その他
4.6%

登山
3.5%

自然体験
キャンプ等

2.2%

出典：甲斐市商工観光課資料
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（４）生活圏 

①通勤圏 

甲斐市内・市外の通勤比率の推移をみると、年々市外へ通勤する人の割合が高くなっ

ており、昭和 60年（1985年）には市外通勤者がほぼ半数を占めていたのに対し、平成

17年（2005年）には市外通勤が 61.8％、市内通勤が 38.2％となっています。また、市

外の通勤先としては甲府市がほぼ半数を占めています。 

 

■市内・市外通勤比率の推移 

出典：国勢調査

50.7
55.2

57.7
60.6 61.8

49.3
44.8

42.3
39.4 38.2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Ｓ60年 Ｈ2年 Ｈ7年 Ｈ12年 Ｈ17年

（％）

市外通勤の比率

市内通勤の比率

 

 

■通勤の割合と通勤先（Ｈ17 年） 

 

出典：平成17年国勢調査

韮崎市
11.1%

昭和町
9.5%

甲府市
46.5%

南アルプス市

10.7%

北杜市
4.5%

笛吹市
3.7%

田富町
3.6%

その他
10.4%

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

市内通勤
38.2%

市外通勤
61.8%
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②通学圏 

市内・市外の通学比率（15歳以上）の推移をみると、年々市外へ通学する人の割合が

高くなっており、昭和 60年(1985年)と比べると平成 17年（2005 年）には市外通学は

6.2 ポイント増え 70.3％、市内通学は 29.7％となっています。また、市外の通学地域

をみると、甲府市が圧倒的に多いことが分かります。 

 

■市内・市外通学比率の推移 

出典：国勢調査

70.3

34.6

29.7

65.065.464.1
66.1

35.035.9
33.9

0
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■通学の割合と通学先（15歳以上、Ｈ17年） 

出典：平成17年国勢調査

甲府市
65.3%

昭和町
8.4%

韮崎市
7.8%

北杜市
4.1%

南アルプス市
2.1%

その他
5.1%

他県
7.2%

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

うち東京
4.5%

市内通学
29.7%

市外通学
70.3%
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③商圏 

市内購買率を地区別にみると、竜王地区の市内購買率が他の地区に比べ、32.4％と低

いことが分かります。また、市内・市外の購買活動を比較すると、市外での購買が多数

を占めています。市外での購買を地区別にみると大型店舗が多数出店する昭和町が最も

多く、次いで甲府市や中央市など近隣市町での購買が目立っています。 

 

■地区別市内購買率 

32.4%

41.8%

42.2%

67.6%

58.2%

57.8%

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

竜王地区

敷島地区

双葉地区

市内購買率 市外購買率
出典：平成19年度山梨県商圏実態調査

 

 

■市内購買率・市外購買率の割合 

 

出典：平成19年度山梨県商圏実態調査

甲府市
31.6%

昭和町
34.7%

中央市
23.2%

南ｱﾙﾌﾟｽ市
6.5%

韮崎市
2.1%

東京
0.7%

その他
1.2%

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

市内での購買

36.9%

市外での購買

63.1%
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④広域行政圏 

本市の広域行政の状況は、表のとおり事務、事業によってさまざまな枞組みで実施さ

れています。消防事務については竜王地区と敷島地区は甲府地区広域行政事務組合で、

双葉地区は峡北広域行政事務組合で実施し、ごみ処理については竜王地区が中巨摩地区

広域事務組合で、敷島地区、双葉地区が峡北広域行政事務組合で実施するなど、複層的

な枞組みとなっています。 

 

■３地区の広域行政事務組合等による共同処理の状況(旧峡中、旧北巨摩地域を構成する市町村) 

消防

旧玉穂町

旧田富町

竜王地区

敷島地区
甲府市
が給水

簡水

双葉地区 卖独

卖独

峡北地域広域
水道企業団

山梨県下水道
公社

釜無川流域
下水道

（公共下水道）

峡北
広域行政
事務組合

峡北
広域行政
事務組合

ごみ処理

中
央
市

卖独卖独

自治体名

中巨摩地区
広域事務組合

し尿処理 水道事業

卖独

下水道

中巨摩地区
広域事務組合

甲府市が給水

卖独

北杜市

昭和町

韮崎市

甲
斐
市

甲府市

峡北
広域行政
事務組合

甲府地区
広域行政
事務組合
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第３章 市を取り巻く環境 

 

（１）人口・世帯 

①転換期を迎える人口構成 

■人口減尐社会への突入 

甲斐市は昭和 40年代以降、人口が大きく増加してきました。しかし、平成 22年（2010

年）の国勢調査速報では 73,816人となり減尐に転じています。今後の人口推計6による

と、20年後の平成 42年（2030年）には 71,169人になると予測され、今後は人口減尐

社会になると思われます。 

 

  
H12 

（2000） 
H17 

（2005） 
H22 

（2010） 
H27 

（2015） 
H32 

（2020） 
H37 

（2025） 
H42 

（2030） 

推計人口（人） 71,706  74,062  73,816  73,648  73,579  72,727  71,169  

 

■年々進行する高齢化 

本市は年齢階層別の人口構成をみても、現時点では県内の他の自治体に比べ比較的

バランスが取れています。高齢化率は 15.3％（平成 17年国勢調査）と、県平均の 22.0％

より 6.7 ポイント低く、若い世代が多い活力のある地域と言うことができます。しか

し、本市においても高齢者の割合は増加傾向にあり、今後は高齢化が一層進行するも

のと予想されます。 

 

■緩やかに進む尐子化 

本市の平成 21年（2009年）の合計特殊出生率7は 1.61で、県平均の 1.31や国全体

の 1.37より高くなっています。しかし、年尐人口（０歳～14歳までの人口）は、平成

17 年（2005 年）の国勢調査で平成 12 年（2000 年）から 2.4％減尐しており、今後は

緩やかですが尐子化への動きが進んでいくものと思われます。 

 

 

                             
6 人口推計 

国立社会保障・人口問題研究所が平成 20年（2008年）12月に公表した「日本の市区町村将来推計人口」

の人口動態率や移動率などの仮定値をもとに、住民基本台帳に基づく平成 17 年（2005 年）から平成 22

年（2010 年）までの 5 年間の年齢階層別人口の変化率による補正を加え、平成 22 年（2010 年）を基準

年として将来人口の推計を行いました。 
7 合計特殊出生率 

 ひとりの女性が一生の間に産む子どもの数を言います。 
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（２）時代の潮流 

甲斐市を取り巻く社会状況や経済情勢はめまぐるしく変化しています。前期基本計画を

策定した以降、数年間の特筆すべき動向として、次の５つに集約されます。 

 

①全国的に加速する尐子化への対応 

平成 17 年（2005 年）に初めて総人口が減尐に転じ、合計特殊出生率が 1.26 まで落ち

込みました。この間、さまざまな施策が全国で展開されたことや、30 代の女性の出産が

増えるなどしたため、その後徐々に上昇しつつあり、平成 21年（2009年）には、合計特

殊出生率が 1.37まで回復しています。 

しかし、出生数は、増加、減尐を繰り返しながら、緩やかな減尐傾向を示しており、

まだまだ予断を許さない状況が続いています。 

この背景には、女性が社会に進出しても、出産や子育てを理由に退職せざるを得なか

ったり、職場復帰が難しかったりして、安心して子どもを産み、育てることが出来ない

現状があります。 

このような状況を踏まえ、今後は、仕事と出産・子育ての二者択一の構造を解消する

「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス8）」を実現させることが急務となってい

ます。 

 

 

②低炭素社会9の実現に向けて 

地球温暖化問題は、気温や海水温の上昇、海水面の変動、異常気象、生態系の変化な

どさまざまな影響が危惧されています。しかし、グローバルなリスクばかりではなく、

私たちの身近な生活にも影響が現れています｡ 

最近では、二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量を抑える「低炭素社会」の実現に

向け、さまざまな取り組みが行われています。内閣府が行った「低炭素社会に関する特

別世論調査」（平成 20 年 7 月）によると、低炭素社会を「実現すべき」と回答した人は

９割に達しています。 

安心、快適な生活をもたらす「低炭素社会」の実現に向け、私たちは何をしなければ

ならないかを考え、率先して実行することがますます重要となっています。 

 

                             
8 ワーク・ライフ・バランス 

「仕事と生活の調和」と訳され、国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任

を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じ

て多様な生き方が選択・実現できることを言います。 
9 低炭素社会 

地球温暖化の原因の一つと考えられる二酸化炭素の排出が尐ない社会のこと。 
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③地域コミュニティ機能の再生 

地縁関係の希薄化やライフスタイルの多様化の中で、地域が本来もっている相互扶助

の機能が低下しています。また、核家族化、高齢化など社会環境の変化に伴い、安全・

安心など、生活に直結するさまざまな課題が発生しています。 

一方、地域と行政との関係をみると、従来から自治会などは行政側からの情報伝達等、

住民の連絡調整機能を果たしてきましたが、活力に満ちた地域社会を形成していくため

には、新たな関係の構築が必要となっています。 

そこで、市民が安心して快適に暮らせる新しい地域コミュニティの再生を図るため、

これまでのように行政に依存することなく、市民と行政が自主的な意思と責任を担った

うえで協力し、地域の課題に立ち向かう協働10が強く望まれています。 

 

④低成長時代の成長戦略 

リーマンショック以来、日本経済は中国、インドなど新興国経済の回復などから持ち

直しの兆しが見えますが、依然、雇用を中心に厳しい状況が続いています。 

また、尐子高齢化による労働力人口11の低下、財政状況の悪化などにより、日本の国際

競争力も大きく後退しています。 

この低成長時代、日本経済の活性化を図るには、地域経済がもっと元気になる必要が

あります。そのためには、この難局を好機としてとらえて、業種を越えた「農・商・工」

連携による協力体制を推進し、地域資源を最大限活用した地域発の新しいビジネスを創

出していく取り組みなどを推進する必要があります。 

 

                             
10 協働 

市民、ＮＰＯ、企業などが行政と協力して地域課題などの解決に取り組むことを言います。 
11 労働力人口 
15歳以上の者で、就業者及び就業したいと希望し、求職活動をしているが仕事についていない者（完全

失業者）の総数を言います。 
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⑤厳しい財政状況下の自治体経営 

地方財政の借入金残高は、税収の落ち込みによる補てん等のために増発した地方債12に

より、平成 22年度末には 200兆円となる見込みで、既に財政破綻する自治体も出ていま

す。 

このため、自治体の財政の健全化を図るため、平成 19 年（2007 年）「地方公共団体の

財政の健全化に関する法律」が成立しました。この法律により、財政破綻に陥る手前の

自治体は、財政を改善する計画をつくり、速やかに公表しなければなりません。 

一方、本市固有の財政環境は、庁舎増築事業や公共施設の耐震工事などの投資的経費

の増加や尐子高齢化の進展に伴う社会保障費の増加等により、今後、財源不足が予想さ

れます。 

このような厳しい財政状況を乗りきるため、将来にわたり持続可能で、迅速な対応が

できる、真の行政システムの構築が強く求められています。 

 

                             
12 地方債 

自治体が一会計年度を越えて行う借入れを言います。 



 

 

 

 

 

 

 

 

基 本 計 画 

（後期計画） 
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第２編 後期基本計画 

 

後期基本計画の構成 

 

後期基本計画は、前期基本計画の６の基本政策及び 24の政策を継承しています。 

各政策は、「取り組み状況と成果」、「現状と課題」、「施策の方向」及び「政策の達

成目標【成果指標】」から構成されています。 

まず、後期基本計画を策定するにあたり、前期基本計画の成果を検証し、次にこの

検証結果を踏まえた課題や新たに生じた案件などを洗い出しました。そして、本市の

“現状”を“望ましい将来像”とするための今後５年間の取り組みを「施策の方向」

として示しています。 

前期基本計画の成果

望ましい将来像

前期基本計画

甲斐市の現状

取り組みの方向

■取り組み状況と成果

■施策の方向

■現状と課題

■政策の達成目標 【成果指標】

計画の構成

 

 

このうち、「政策の達成目標【成果指標】」は、目標年次（平成 27 年度）における

各基本政策の数値目標を示すだけでなく、本市の望ましい将来像の実現に向けた目標

を、行政だけでなく、市民や事業者、ＮＰＯ法人やボランティア団体などが共有する

指標として活用していくことが期待されます。 

政策の達成目標【成果指標】 

 
 

指標名 指標の説明 指標の算出方法 目標値

窓口サービスに対し満足度
を感じる市民の割合

窓口サービスの改善状況を
示す指標

市民アンケート調査におい
て、満足と感じる市民の割合

64.7% H17 86.0% H21 90.0%

現況値前期基本計画策定時値

例

達成目標となる指標の名

称を表します。

指標の性質や目的を表し

ます。

指標の数値を算出する方
法を表します。

把握できる直近の
数値と年次を表し
ます。

平成27年度の達
成目標となる数値
を表します。

前期基本計画策定
時に把握した数値と
年次を表します。
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政策体系 

将来像

(1) 良好な景観の保全・形成
(2) 街並み景観の整備

(1) 拠点となる地域の整備
(2) 幹線道路の整備促進

(3) 市街地整備の推進

(1) 公共交通機関等の整備
(2) 公共交通機関の利用促進

(1) 生活道路の整備・改良
(2) 歩道の整備

(1) 生涯学習の推進
(2) 生涯スポーツの推進

(1) 幼児教育の充実
(2) 学校教育の充実

(3) 青少年の健全育成

(1) 芸術文化の振興
(2) 文化遺産の保護・活用

(1) 国際交流の推進
(2) 在住外国人の社会支援の推進

(1) 地域福祉の推進
(2) 障がい者福祉の推進
(3) 生活保障・自立支援の推進

(1) 高齢者福祉の推進
(2) 介護保険制度の充実

(1) 次世代育成支援対策の充実
(2) 児童福祉の推進

(1) 自らの健康づくりの推進
(2) 医療体制の充実

(3) 国民健康保険制度等の充実

(1) 観光産業の振興
(2) サービス産業の振興
(3) 商店街の活性化

(4) 創業・起業支援対策

(5) 既存産業の経営革新等の支援

　
(1) 産業間連携の推進
(2) 産学官連携の推進

(1) 農業施設整備の促進
(2) 農業の担い手育成

(3) 農地の流動化の促進

(4) 農林業基盤整備の促進

(5) 都市農山村交流の推進

(1) 商業機能の立地促進
(2) 工業機能の立地促進

(1) 防災・減災対策の推進
(2) 防犯体制の整備
(3) 交通安全の推進

(4) 治山・治水対策の推進

(5) 雨水処理対策の推進

(1) 緑化の推進
(2) 公園整備の推進

(1) 上水道等の整備
(2) 生活排水処理の充実

(3) ごみ・し尿処理施設の充実

(4) 循環型社会の確立

(5) 生活環境の保全

(6) 優良宅地等の供給促進

(7) 公営住宅の整備

(8) 新たなエネルギーの普及

(1) 自然保護・自然環境の保全
(2) 秩序のある都市計画の推進

(3) 適正な土地利用の推進

(1) 行政改革の推進
(2) 行政評価システムの導入

(1) 行政庁舎における窓口対応の充実
(2) 市民からの相談・苦情への的確な対応
(3) 情報化の推進
(4) 庁舎整備の推進

(1) 行政活動への住民参画の促進
(2) 広聴広報・情報公開の充実
(3) 自治組織の活性化
(4) 地域コミュニティの活性化

(1) 地域ブランドの確立
(2) 全市的イベントの企画・開催

3 安心して子育てができるまちづくり

4 世界の人々と歓びを分け合えるまちづくり

基本政策 政　　　策 施　　　策

2 いつまでも自分らしく生きられるまちづくり

4 豊かな自然環境と都市の便利さが共存するまちづくり

1 効率的に行政が運営されているまちづくり

2 潤いのある水と緑に囲まれたまちづくり

3 快適な生活環境があるまちづくり

4 知縁ネットワークを活かし魅力ある企業を導入するまちづくり

1 まさか（大規模災害や事件・事故など）の不安が少ないまちづくり

2 産業間・産学官の連携が活発に行われるまちづくり

3 多様な担い手による活力ある農林業が展開されるまちづくり

4 健康的に暮らしていけるまちづくり

1 時代に即した産業が地域経済をリードするまちづくり

1 学習やスポーツを通じ生きがいが持てるまちづくり

1 みんなで支え合い福祉の心を築くまちづくり

2 豊かな人格と確かな学力を育むまちづくり

3 歴史や個性を活かし地域文化を創造するまちづくり

3 自動車への過度の依存がなく過ごせるまちづくり

4 だれもが利用しやすい「やさしい道」があるまちづくり

1 美しく風格のある街並みに彩られたまちづくり

2 拠点を中心に高度な都市機能が備わるまちづくり

Ⅵ 住みよさをみんなで築くまちづくり

1 新たな郷土愛を育み一体感が実感できるまちづくり

2 親切・丁寧で分かりやすい行政サービスが提供されるまちづくり

3 市民との協働・共創が進むまちづくり

Ⅳ 活気にあふれるまちづくり

Ⅴ 安全で快適に暮らせるまちづくり

Ⅲ 健やかで心ふれあうまちづくり

Ⅰ 都市機能の充実したまちづくり

Ⅱ 心豊かで文化のかおるまちづくり

重

重

重

重

重

重

重

重 重点分野：基本政策の中に掲げた政策の
　　　　　　　うち、望ましい将来像の実現に
　　　　　　　向け寄与度、貢献度が高いと
　　　　　　　思われる分野を重点分野として
　　　　　　　特定します。

緑
と
活
力
あ
ふ
れ
る
　
生
活
快
適
都
市
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基本政策Ⅰ 都市機能の充実したまちづくり 

 

政策１ 美しく風格のある街並みに彩られたまちづくり 

 

■ 取り組み状況と成果 

 

●都市と自然が調和したまちづくりの推進 

「緑と活力あふれる生活快適都市」実現に向け、平成 20年度に自然環境に優しい都市

づくりを目指した都市計画マスタープラン1及び花と緑あふれるまちづくりの指針となる

緑の基本計画を策定しました。 

この計画に基づき、田園空間の保全、棚田2保存会への補助及び田園周辺への菜の花の

種まきなどを実施し、自然景観の保全の推進を行いました。 

また、信玄堤の景観を保全するため、住民・事業者・行政による清掃活動を行うとと

もに、県と連携して平成 21年度から双葉地区を中心に菜の花プロジェクトを実施しまし

た。 

 

●質の高い街並み景観の創出 

合併と同時に事業着手した竜王駅周辺整備事業において、地域住民の意向を反映した

街路樹を整備するなど、住民と一体となって、街並み景観の保全に取り組みました。 

また、住民が設置する生け垣や花壇に対して、行政が支援するなど、良好な街並みの

形成に努めました。 

 

 

 

 

 

                             
1 都市計画マスタープラン 

都市づくりの将来の望ましい姿(将来像)を示し、その将来像を実現するための基本的な方針を定めるも

のです。 
2 棚田 

急な傾斜地に階段状につくられた田のことを言います。 
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■ 現状と課題 

 

●美しい自然景観の保全･活用 

本市は、棚田や遠くの山並み、森林などの豊かな自然景観が広がる北部地域と、市

街地と農地が混在する单部地域の都市景観といった、二つの特色のある景観を持って

います。 

また、特に北部地域は、美しい自然が広がる田園地帯となっており、四季折々の変

化に美しく映える棚田や花畑の風景は、住民だけでなく市外から訪れる多くの人に潤

いと安らぎを与え、ふるさとの景観として親しまれています。 

しかし、田園地帯の宅地開発に伴う無秩序な都市化の進展によって自然環境や、美

しい景観が損なわれることが懸念されます。このため、ふるさとの景観の魅力を再認

識し、自然の特色を活用した景観を保全･活用していくことが必要です。 

 

●良好な街並み景観の形成 

これまで本市は、富士山、单アルプス、八ヶ岳をはじめとする山並みや釜無川、荒

川などの河川といった自然環境と調和しながら発展してきました。 

しかし、本市单部の市街地などをはじめとする地域においては、都市の形成が急速

に進むにつれ、ますます建物の派手な色彩や大きな看板など、無秩序な景観となる恐

れがあります。こうした中、地域住民や事業者の協力のもと、市街地と周囲の自然環

境が調和した潤いと安らぎを感じられる街並み景観の整備に取り組む必要があります。 
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■ 施策の方向 

 

（１）良好な景観の保全・形成 

本市の財産ともいえる北部地域の自然環境の保全を推進します。また、農業や環

境学習等により、自然環境に対する住民意識の高揚を図るとともに、住民・事業者・

行政が協働して、本市に存在する山岳景観や集落景観などさまざまな景観を保全し

ます。 

［主要事業］ 

 棚田、里山3などの景観保全 

 市民参加による自然環境の保全と環境教育の推進 

 

（２）街並み景観の整備 

住民や事業者の協力により、市街地景観や沿道景観を保全し、潤いや安らぎを感

じられる都市空間を創造します。さらにこの魅力を引き立てるために、景観法に基

づく景観計画の策定について検討します。 

また、住民が主体となって建築物や緑化等について自ら規制･誘導を行う「街並み

景観」の保全を目的とする各協定等の締結などを支援するとともに、市民の参加を

得ながら住宅や街路の植花や緑化の推進に努めます。 

［主要事業］ 

 市街地における良好な景観の創出 

 花と緑のあふれるまちづくりの推進 

 

 

 

■ 政策の達成目標～成果指標 

指標名 指標の説明 指標の算出方法 
前期基本計画 
策 定 時 値  

現況値 目標値 

景 観 地 区 の 指 定
が望まれる面積 

美しい景観づくり
に向けた取り組み
の状況を示す指標 

景観地区または地
区計画、建築協定
等が指定されてい
る区域の面積 

-  49.3ha H21 49.3ha 

地域に合った街並
みがあると感じる
市民の割合 

街並みに対する市
民の愛着度合いを
示す指標 

市民アンケート調
査において、肯定
的回答をした人の
割合 

-  68.6% H21 73.0% 

＊前期基本計画策定時値が「－」で表示してあるものは前期基本計画策定時値が明らかでないことを表します。 

 
 

                             
3 里山 

人里の近くにある生活に結びついた山のことを言います。 
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政策２ 拠点を中心に高度な都市機能が備わるまちづくり 

 

■ 取り組み状況と成果 

 

●都市拠点・地域拠点の整備促進 

均衡のとれた本市の発展のため、地域の特性や役割などを考慮して、地域の核とな

る地区の基盤整備を行いました。中でもＪＲ竜王駅の周辺整備事業、志麻の里防災公

園整備、ＪＲ塩崎駅整備計画策定など市民生活の充実を進めています。 

また、誰もが利用しやすい空間を創出するため、竜王駅周辺にポケットパーク4、花

壇などを整備して、土地の有効利用に努めました。 

 

●幹線道路網の整備 

住環境の向上の視点から、市道上の段单原線、市道岩森菖蒲沢線の整備を行うとと

もに、国・県と連携して国道 20 号の４車線化や国道 52 号竜王駅前交差点整備を推進

し、市民生活の利便性向上や都市活動による環境負荷・経済的損出の低減を図りまし

た。 

また、中央自動車道双葉ＳＡスマートＩＣ全線供用開始により、市の新たな玄関口

となるとともに、観光振興や地域の活性化に向けて大きく前進しました。 

 

●個性あふれるまちづくりの推進 

地域の歴史・文化等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを推進するため、本

市の都市拠点としての竜王駅周辺を整備し、市民の利便性の向上や、誰もが訪れたく

なるまちを形成しました。 

 

                             
4 ポケットパーク 

道路わきや街区内の空き地などわずかの土地を利用した小さな公園のことを言います。 
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■ 現状と課題 

 

●拠点連携による自律した都市づくり 

本市は、これまで芸術文化機能や余暇娯楽機能など高度な都市機能を周辺都市に依

存してきました。しかし、本市には、都市機能の集積が期待される竜王駅周辺の「都

市拠点」や双葉響が丘など地域住民が集まり交流の場となっている「地域拠点」、各地

域の公民館、児童館などがある公共施設周辺の「地域活動拠点」が存在します。これ

らの拠点を連携させることにより、自律した持続可能な都市の形成を進めていく必要

があります。 

 

●交通混雑の解消 

幹線道路が甲府市市街地から放射状に広がっているため、自動車が中心市街地に流

入し、交通が集中することにより、慢性的な渋滞が発生しています。このため、本市

の既設道路網の整備は進んでいるにもかかわらず、国道 20号をはじめとした幹線道路

や市道の交通混雑はいまだ解消されていません。 

また、市内を单北に縦断する道路網の整備が十分とは言えず、各方面に向かう市道

についても混雑する傾向にあります。 

このような状況を踏まえ、自動車専用道路や国道の整備をさらに促進し、アクセス

性の向上と各地域の特性に応じた道路整備を図り、高まるニーズに応えながら都市間

の連携強化による都市再生を図ることが必要です。 

 

●コンパクトなまちづくりの必要性 

住みやすい生活環境を整備していくためには、用途に適合した土地利用の誘導を図

るとともに、無秩序な宅地化を抑制する必要があります。今後も、卖身世帯や核家族

の増加により住宅需要が見込まれることから、地域特性に合った市街地整備を推進し、

良好な生活空間の確保を目指した持続可能なコンパクトなまちづくりの展開が必要と

なります。 
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■ 施策の方向 

 

（１）拠点となる地域の整備  

豊かな自然環境を有する北部地域や県都甲府市との近接性を背景に、ＪＲ竜王駅や

ＪＲ塩崎駅周辺地域の整備を推進します。均衡ある発展を図るため、地域拠点の機能

整備や都市拠点、地域拠点、地域活動拠点の連携を図り、本市全体の活性化を推進し

ます。 

今後は、本市の一層の発展に向け、都市機能の拡散を抑制し、未利用地5の活用や高

度利用について総合的な土地利用を検討します。 

［主要事業］ 

 駅周辺整備事業 

 地域の核となる地区の整備推進 

 未利用地の活用の検討 

 

（２）幹線道路の整備促進 

本市の均衡ある発展と市民の利便性向上の観点から、交通量、公共機関の配置、防

災機能、交通安全対策等に配慮した道路網の検討を行い、計画的な整備を推進します。 

また、国道 20 号、新山梨環状道路、田富町敷島線など国・県道の整備促進を図る

ため、引き続き関係機関との調整を進めます。 

［主要事業］ 

 補助幹線道路6の新設・改良 

 国道・県道の整備促進 

 

（３）市街地整備の推進 

地域に息づく歴史・文化や豊かな自然環境などの特性を活かした良質な都市空間の

形成を図り、市民が誇りと愛着を感じることができるまちづくりを推進します。 

［主要事業］ 

 個性あふれるまちづくりの推進 

 

                             
5 未利用地 

更地、遊休化した工場や駐車場など有効に利用されていない土地。 
6 補助幹線道路 

道路網のなかで国道や県道などの幹線道路を補う道路。幹線道路と区画街路とを連絡し、生活幹線道路

の役割を果たすもの。 
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■ 政策の達成目標～成果指標 

 

指標名 指標の説明 
指 標 の  
算出方法 

前期基本計画 
策 定 時 値  

現況値 目標値 

人 口 集 中 地
区7(DID)の人
口密度 

市街地におけ
る土地利用の
高度化の状況
を示す指標 

人 口集 中 地区
の 人口 ÷ 人口
集中地区面積 

4,813 人/k ㎡ H12 4,872 人/k ㎡ H17 5,000 人/k ㎡ 

市 街 地 整 備
が 行 わ れ た
面積 

計画的な都市
整備の状況を
示す指標 

土 地区 画 整理
事業、市街地再
開 発 事 業 及 び
都 市再 生 整備
計画事業により
整備された地区
の面積 

26.2ha H16 118.5ha H21 120.5ha 

自律した都市
圏を形成して
いると感じる
市民の割合 

高度な都市機
能の整備状況
を示す指標 

市民アンケート
調査において、
肯定的回答をし
た人の割合 

-  48.3% H21 60.0% 

＊前期基本計画策定時値が「－」で表示してあるものは前期基本計画策定時値が明らかでないことを表します。 

 

 

                             
7 人口集中地区 

国勢調査において、①原則として人口密度が 1km２当たり 4,000人以上の基本卖位区等が市区町村内で互

いに隣接し、かつ②それら隣接した地域の人口が国勢調査で 5,000人以上を有する地域を言います。 
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政策３ 自動車への過度の依存がなく過ごせるまちづくり 

 

■ 取り組み状況と成果 

 

●市内公共交通の充実 

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づき、公共交通に取り組む「甲斐

市地域公共交通活性化協議会」を平成 20年５月に設立しました。 

協議会では、「公共交通の状況及び利用意向等に関する市民アンケート」の調査結

果に基づき、「甲斐市地域公共交通総合連携計画」を平成 22年 3月に策定しました。 

また、この計画に基づき、「甲斐市公共交通実証運行事業（平成 22年度～24年度）」

を平成 22年７月 1日より開始しました。 

 

●民間バス路線の維持 

民間バス事業者が撤退した２路線を民間委託し、沿線自治体で共同運行しました。 

また、市内を運行している民間バス事業者の２社に、路線運行経費の赤字額の一部

を補填し、生活交通8を確保しました。 

 

●交通結節点の整備 

竜王駅舎、竜王駅单北自由通路、竜王駅单北駅前広場の整備が平成 22 年３月に完

了し、公共交通の結節点となっています。 

 

                             
8 生活交通 

一般的には、地域における通勤、通学、買物などの日常生活に必要なバス、電車などの公共交通のこと

を言います。 
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■ 現状と課題 

 

 

●公共交通機関等の整備 

合併後、旧３町を結ぶ公共交通のネットワークが不十分であり、交通空白地帯の解

消が必要です。特に、本市では、これまでの分庁方式から、平成 23 年４月、竜王庁

舎に組織を統合するため、敷島地区、双葉地区から竜王庁舎までの公共交通の確保が

課題となっています。 

 

●公共交通機関の利用促進 

環境問題などへの対応のため、車社会からの脱却が求められています。このように

自動車を利用しなくても通勤、買い物など日常生活に必要なサービスを享受できるよ

うにするためには、市民ニーズを的確にとらえ、だれもが利用しやすい市民バスを目

指す必要があります。 

また、持続可能な公共交通を実現していくためには、行政の力だけでは難しく、「市

民が支える体制づくり」が必要となります。 
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■施策の方向 

（１）公共交通機関等の整備 

市民バスの運行ルートなどを見直すことにより、旧３町間の交通ネットワークを再

構築し、公共交通を安全で安心して利用できる環境を整備します。 

また、新しくなった竜王駅、今後整備を予定している塩崎駅を中心とした通勤・通

学客の利便性の向上を目指します。さらに交通渋滞の緩和、温暖化対策としてのパー

ク＆バスライド、パーク＆レイルライド9の調査研究を行います。 

［主要事業］ 

 甲斐市地域公共交通総合連携計画の推進 

 他自治体バスとの相互利用、駅等への相互乗り入れの促進 

 交通弱者の外出支援 

（２）公共交通機関の利用促進 

市民バスを市民にとって、利便性の高いものとするため、アンケートなど調査研

究を実施します。また、公共交通は利用者のみならず、道路渋滞の緩和など社会全

体においてさまざまな効果が期待できます。そこで、公共交通に対する市民意識の

啓発を図りながら市民が利用しやすい運行体系を推進し、地域公共交通を市民全体

で育て、支えていく体制づくりを行います。 

［主要事業］ 

 乗降調査及び利用者アンケート調査の実施 

 市民が支える体制づくりの推進 

■ 政策の達成目標～成果指標 

 
 

                             
9 パーク＆バスライド、パーク＆レイルライド 

交通渋滞緩和のため、自家用車で最寄りの駅またはバス停まで行き、車を駐車させた後、バスや鉄道等

の公共交通機関を利用して目的地に向かうシステム。 

指標名 指標の説明 指標の算出方法 
前期基本計画 
策 定 時 値  

現況値 目標値 

鉄道駅の乗
降客数 

（年間） 

公共交通機関の
うち鉄道の利用
状況を示す指標 

JR 竜王駅定期乗
降客数＋JR 塩崎
駅定期乗降客数 

723,576 人 H14 777,309 人 H21 950,000 人 

公共交通機
関 の 便 利 さ
に 対 す る 市
民の満足度 

公共交通機関の
整備、利用促進
による成 果を 示
す指標 

市民アンケート調
査において、合併
して充実したと回
答した人の割合 

13.1% H17 15.1% H21 23.0% 

乗用車の世
帯 あ た り の
保有台数 

自家用車の利用
環境を示す指標 

乗用車（軽自動車
を除く）保有台数÷
住 民 基 本 台 帳 世
帯数 

1.04 台 H17 1.04 台 H21 1.00 台 
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政策４ だれもが利用しやすい「やさしい道」があるまちづくり 

 

■ 取り組み状況と成果 

 

 

 

■ 現状と課題 

 

●生活道路の整備 

日々の生活で利用している生活道路は、市民にとって最も身近な道路であり、消防

車など緊急車両の通行など、重要な役割を担っています。しかし、狭あい道路10など

その機能を果たせていない地域もあります。そこで、日常の維持管理はもとより地域

住民の協力のもと、計画的な道路改良を推進し、安全安心な道路網の構築を目指して

いく必要があります。 

 

●歩行環境の整備 

本市の歩道整備は、高齢者をはじめとする交通弱者が、安心して利用できる歩行環

境とは言い難い状況です。 

また、生活に密着した道路では、道路幅員などの理由で、十分な歩道空間を確保で

きず、良好な交通環境とは言えません。このため、安全で快適に利用できる歩行者空

間を整備する必要があります。 

 

                             
10 狭あい道路 

主に幅員 4ｍ未満の自動車のすれ違いや通行が困難な道路。 

●安心して利用できる道路環境の整備 

道路を効果的に拡幅整備するための指針「甲斐市生活道路整備要綱」に基づいて、

道路整備を行い、生活環境の向上に努めました。 

また、生活道路の改良については、自治会（区）長からの要望を受け、危険性、緊

急性、地域性等を考慮しながら実施しました。 

 

●歩行環境の整備促進 

歩道の整備については、道路の種別に応じた歩行環境の整備を行いました。 
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■ 施策の方向 

 

（１）生活道路の整備・改良 

市民の生活環境の向上や本市の均衡ある発展と一体感の感じられるまちづくり

をしていくために、道路整備計画を策定します。この計画に基づき、幹線道路との

接続や生活拠点間の連絡の利便性を考慮して整備し、防災面や交通安全面など住環

境の向上を図ります。 

また、狭あい道路の整備にも計画的に着手し、だれもが安心して利用できる道路

環境の整備を推進します。 

 

［主要事業］ 

 生活道路の整備・改良 

 

（２）歩道の整備 

道路の拡幅や側溝の改修、幹線道路の整備とともに歩道の整備や段差解消を図り

ます。また、高齢者・子どもたちなどの歩行者の安全確保を図るため、歩行者ネッ

トワーク11を構築し、誰もが利用しやすい歩行者空間の形成に努めます。 

 

［主要事業］ 

 歩道整備の促進 

 

■ 政策の達成目標～成果指標 

指標名 指標の説明 指標の算出方法 
前期基本計画 
策 定 時 値  

現況値 目標値 

生活道路の整備
状況に対する市
民の満足度 

生活道路の整備
による成果を示
す指標 

市民アンケート調
査 に お いて 、 肯
定的回答をした
人の割合 

13.8% H17 13.8% H17 20.0% 

車道幅員が４ｍ
未満の市道の割
合 

狭あい道路の解
消状況を示す指
標 

車道幅員４ｍ未
満の市道の総延
長÷市道の総延
長×100 

23.0% H16 35.2% H21 33.0% 

市内の公道に設
置された歩道の
延長距離 

歩行者道路の整
備状況を示す指
標 

市内の公道に設
置された歩道の
総延長 

45,640m H16 48,070m H21 55,000ｍ 

 

 

                             
11 歩行者ネットワーク 

人を主体とした魅力ある都市環境・空間形成を図るため、回遊性が高く、快適で安心・安全なゆとりあ

る歩行者空間。 
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基本政策Ⅱ 心豊かで文化のかおるまちづくり 

 

政策１ 学習やスポーツを通じ生きがいが持てるまちづくり 

 

■ 取り組み状況と成果 

 

●生涯学習大綱の実現 

市民が生涯にわたり楽しく学び、支えあう「心豊かで文化のかおるまちづくり」を

目指して、甲斐市生涯学習大綱を平成 18 年度に策定しました。それに基づき毎年、

生涯学習計画、図書館事業推進計画及びスポーツ推進計画を策定して、各種事業を実

施してきました。 

 

●多種・多様な講座等の推進 

生涯学習を推進する多種多様な講座を実施しており、受講者は増加傾向にありま

す。公民館を利用する自主グループも活動が盛んで、利用者が大きく増加しています。 

また、「子どもイベント情報」を年２回発行し、本市が実施する子どもを対象とし

た事業を一括して掲載することにより、多様なメニューを分かりやすく提供しまし

た。 

 

●図書館事業の推進 

平成 21 年度に甲斐市子ども読書活動推進計画を策定し、乳幼児から高校生までの

各年齢における読書環境の整備と、読書機会の充実を図るとともに、市立３図書館の

休館日を分散化することにより、市民の利便性を向上させました。 

 

●スポーツ事業の推進 

スポーツ施設利用団体登録数や施設利用者数については、増加傾向にあります。ま

た、スポーツ教室や大会に対しての市民の関心は強く、参加率も高くなっています。 

なお、施設整備については、双葉体育館を平成 22年度に建て替えを行いました。 
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■ 現状と課題 

 

 

 

●多様化するニーズに対応し、学んだ成果を活かせる環境づくり 

市民アンケートによると、本市において展開されている生涯学習活動への市民満足

度は充足傾向にありますが、刻々と変化する社会情勢を見極め、より多様化していく

ニーズに対応していくためにも、学習機会のさらなる充実が必要です。また、市民が

学習活動を通じて得た知識や技術を活かせる環境づくりも重要となってきます。 

図書館については、学習意欲や文化活動を向上させる場として市民の利用率が高

く、今後も生涯学習の拠点としての環境整備が求められています。 

 

●スポーツを通じての地域づくり 

本市においては、スポーツ活動で培った技術・知識・経験を、まちづくりに結びつ

けていくことが地域の一体感を醸成することにつながる重要な取り組みであると考

えられます。これからは、市主催のスポーツ教室の充実、また、体育指導委員や各地

区の地域スポーツ推進員と連携をとりながら、指導者の育成や軽スポーツの普及に努

めることが重要となっています。 

さらに、尐子化に起因するスポーツ尐年団の維持については、種目を増やしたり、

優秀な指導者の確保が必要となります。 
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■ 施策の方向 

 

（１）生涯学習の推進 

市民が学び、支え合う生涯学習の場づくりを目指します。このため、学習機会な

どに関する情報を共有する仕組みをつくるとともに、支援のための人材育成を進め

ます。 

また、市民が自ら学んだ成果を発表したり、知識や技術を地域活動に活かしたり

することができる仕組みづくりや知識基盤としての図書館活動の推進など、市民一

人ひとりが真に豊かさやゆとりを実感できる生涯学習社会の実現に努めます。 

 

［主要事業］ 

 生涯学習情報を共有する仕組み、及び支援のための人材の充実 

 学びを地域活動へ活かす仕組みづくりの推進 

 生涯学習拠点の整備・充実 

 図書館事業の充実 

（２）生涯スポーツの推進  

市民がいつでも身近なところでスポーツに親しみ、健康で活力ある暮らしがいつ

までもできるよう、スポーツ参加機会の充実とスポーツ指導者の確保・育成など地

域でのスポーツ環境の整備に重点を置き、年間を通じて「市民一人１スポーツ」の

推進に努めます。 

 

［主要事業］ 

 スポーツ推進体制の充実 

 スポーツ施設の整備・充実 
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■ 政策の達成目標～成果指標 

指標名 指標の説明 指標の算出方法 
前期基本計画 
策 定 時 値  

現況値 目標値 

市が主催する生
涯 学 習 講 座 に
参加した市民の
数（年間） 

生 涯 学 習 機 会
の利用状況を示
す指標 

市が主催する生
涯学習講座への
参加者数 

15,000 人 H16 20,999 人 H21 24,400 人 

生涯学習のリー
ダーとなった市
民の数 

生 涯 学 習 の 市
民 の 目 標 の 達
成度を示す指標 

社会教育施設等
で指導 者として
活動した市民の
数（ボランティア
バンク含む） 

200 人 H16 162 人 H21 200 人 

公 民 館 等 の 利
用 団 体 の 構 成
員の数 

生涯学習を生活
の一部とした市
民の状況を示す
指標 

１年間の各施設
ごとの登録団体
構成員数 

3,500 人 H16 8,480 人 H21 10,000 人 

市 立 図 書 館 の
入館者数 

図 書 館 の 利 用
状況を示す指標 

市立図書館の年
間総入館者数 

605,474 人 H16 625,530人 H21 650,000 人 

市が所有するス
ポーツ施設の利
用者数（年間） 

市民スポーツの
利用状況を示す
指標 

市が所有するス
ポーツ施設の利
用者総数 

298,832 人 H16 364,650人 H21 420,000 人 

生涯スポーツを
実践している市
民の数（年間） 

スポーツ事業へ
の参加状況を示
す指標 

市又は体育協会
が主催するスポ
ーツ事業への参
加者数 

27,786 人 H16 26,598 人 H21 31,600 人 
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政策２ 豊かな人格と確かな学力を育むまちづくり 

 

■ 取り組み状況と成果 

 

●幼児教育の充実 

保護者や地域の多様化するニーズに対応するため、しきしま幼稚園の適切な維持・

管理、また私立幼稚園やそこに通う園児の保護者の経済的負担を軽減するための助成

策を実施しました。 

 

●学校教育の充実 

平成 21年度に策定した創甲斐教育推進大綱に基づき、学校評議員制度及び学校評価

アンケート実施等による開かれた学校づくりに努めるとともに、地域と連携した食育12

などを推進し、特色ある学校づくりを目指しています。 

また、児童生徒の安全確保という視点から全校舎、体育館の耐震化工事を実施する

一方、甲斐っ子安心メールへの加入を保護者に呼びかけるなど、ハード・ソフトの両

面から児童生徒の安全確保に取り組みました。 

 

 

●青尐年の健全育成 

青尐年の健全育成のため、ジュニアリーダーの育成や教育に関する相談業務を実施

しました。 

 

                             
12 食育 

さまざまな経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践する

ことができる人間を育てることを言います。 
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■ 現状と課題 

 

●尐子化への対応 

本市の合計特殊出生率は平成 21年度現在で 1.61と県の平均を上回っているもの

の、今後、尐子化が進行する傾向にあり、保護者の過保護や過干渉、家庭や地域に

おける子ども同士のかかわりあいの希薄化が懸念されます。こうしたことから、保

護者同士や子ども同士が、ともに学んでいく環境づくりが求められています。 

また、幼児期の多様な体験や活動が小学校以降の教育の基盤となっており、「子

どもの発達や学びの連続性」といった視点から、幼稚園・保育園と小学校の連携の

強化が必要とされています。 

 

●地域と学校の連携 

県の中心部に位置し、都市化が進んだ本市では、子どもたちの生活状況や教育環

境も大きく変化しています。年代の違う子ども同士の遊びや、社会や自然に接し、

さまざまな体験をする機会に恵まれず、本来そこで培うべきであった社会性や規範

意識を身につけることができないでいる子どもの増加が懸念されています。これら

の問題に対応していくためには、家庭・学校・地域が連携して、子どもたちを育て

ていく環境を整えることが大切です。特に、「中１ギャップ13」と呼ばれる進学時に

おける問題に対応するために、小学校及び中学校が一体となって、地域の子どもを

育成していくという視点が課題となっています。 

 

●青尐年を地域で育てる意識の醸成 

本市では都市化に伴う、核家族化や生活習慣の多様化により、親子間・家族間あ

るいは地域とのふれあいの希薄化が懸念されています。すでに家庭・学校・地域・

その他関係機関において、地域の独自性を活かして青尐年健全育成に向けた多様な

取り組みが行われ、一定の成果を上げていますが、青尐年健全育成に対する地域社

会全体の果たす役割として「地域の子どもは地域で育てる」という意識を一層高め

ていく必要があります。 

 

 

                             
13 中１ギャップ 

小学生から中学 1年生への移行期に、子どもたちが学習や生活の変化になじめずに不登校となったり、

いじめが急増するという現象。 
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■ 施策の方向 

 

（１）幼児教育の充実 

創甲斐教育推進大綱に基づき、保護者や地域の多様化するニーズに応じた幼児教

育の充実・向上を図ります。 

また、核家族化や地域のコミュニケーションの希薄化の中での子育て支援を関係

機関との連携により推進していきます。 

［主要事業］ 

 幼児教育環境の整備・充実 

 幼稚園・保育園から小学校への円滑な移行と連携の強化 

（２）学校教育の充実 

創甲斐教育推進大綱に基づき、児童生徒の確かな学力を育む学校教育を推進する

とともに、地域に開かれ、地域とともに心豊かな人間を育む特色ある学校づくりの

実現に努めます。 

また、いじめや不登校、問題行動に対しては、人間関係を形成する力の習得や、

自己肯定感の育成、規範意識の向上に向けた取り組みを強化します。 

さらに、快適な学習環境の整備と児童生徒の安全確保の充実を図りながら、健全

な心と身体を培うという視点にたち、食育を中心とした学校給食の充実に努めます。 

［主要事業］ 

 個性や能力の伸張を図る特色ある教育の推進 

 開かれた学校の推進 

 地元と連携した食育の充実 

 学校教育環境の整備・充実 

 児童生徒の安全確保 

 小学校から中学校への円滑な移行と連携の強化 

（３）青尐年の健全育成 

思いやりの心を持ち、心身ともにたくましく主体的に行動できる資質や能力を身

につけた青尐年を育成し、地域活動への参加を促すとともに、各種団体・グループ

の育成・支援を行います。 

また、青尐年育成甲斐市民会議・地区民会議の事業の充実や関係機関と連携し、

青尐年が健全で明るく育つことができる環境づくりを推進し、非行防止に努めます。 

［主要事業］ 

 青尐年育成団体への支援 

 青尐年が地域で活動する場の充実 

 青尐年の相談事業の推進 

 青尐年を守る環境の整備 
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■ 政策の達成目標～成果指標 

指標名 指標の説明 指標の算出方法 
前期基本計画 
策 定 時 値  

現況値 目標値 

幼児教育に対
する満足度 

公 立 幼 稚 園 教
育の充実度を示
す指標 

幼児教育に対して満
足と回答した保護者の
数÷アンケート回答総
数×100 

-  90.0% H20 93.0% 

学校が楽しい
と感じる児童・
生徒の割合 

学 校 教 育 へ の
親 近 感 や 魅 力
度を示す指標 

児童・生徒を対象とす
る意識調査において、
学校が楽しいと答えた
者の割合 

-  

小学生
92.2％ 

中学生
85.5％ 

H21 

小学生 
93.0％ 

中学生 
90.0％ 

授業が分かり
やすいと感じる
児 童 ・ 生 徒 の
割合 

学校教育による
学 力 の 習 得 状
況を示す指標 

児童・生徒を対象とす
る意識調査において、
授業が分かりやすいと
答えた者の割合 

-  

小学生 
92.7％ 

中学生 
76.9％ 

H21 

小学生 
93.0％ 

中学生 
80.0％ 

＊前期基本計画策定時値が「－」で表示してあるものは前期基本計画策定時値が明らかでないことを表します。 
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政策３ 歴史や個性を活かし地域文化を創造するまちづくり 

 

■ 取り組み状況と成果 

 

●質の高い芸術文化に触れる機会の充実 

双葉ふれあい文化館は平成 20年度から指定管理者制度14を導入し、専門的な立場か

ら事業を企画・立案・実施し、より質の高い芸術文化に触れる機会を提供しています。

利用者は増加傾向にあり、また市民参加型の演劇をワークショップ形式で実施するな

ど、新しい取り組みが進んでいます。 

 

●地域の文化活動の充実 

文化協会や公民館自主グループなどの活動を支援し、活動の成果を発表する機会を

設け、文化活動の拡大を図りました。また文化祭や公民館まつりなどの事業は、完全

な自主運営を目指して取り組みました。 

 

●郷土意識の醸成 

市内の文化遺産を調査・研究し、文化財の指定を行い、後世に伝えていくために保

護・保存を行ってきました。また、文化遺産を身近に感じてもらえる市民講座の開催

や、学校等に出向くなど積極的な活動を行い、学習機会を提供してきました。 

 

 

                             
14 指定管理者制度 

地方自治法の改正により、公の施設の管理を民間事業者を含む幅広い団体ができるようになった制度を

言います。 
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■ 現状と課題 

 

 

●芸術文化に親しめる機会の創出と施設の充実 

市民が生き甲斐のある充実した生活を送ることができるよう、芸術文化に親しむ

機会の充実が求められています。このため、芸術文化の拠点である双葉ふれあい文

化館は、指定管理者制度の導入によって、内容の充実が図られています。アンケー

ト調査においても、施設・事業内容は概ね良好な結果を得ており、今後も質の高い

芸術文化に触れる機会をさらに増やすため、事業内容の充実を図るとともに、計画

的な施設の維持管理や設備の更新を行っていく必要があります。 

また、平成 25年に本県で開催される国民文化祭15を契機に文化活動の拡大を図り、

芸術文化団体を活性化していくことが求められます。このため市民の理解と関心を

高めるよう、広報活動等を積極的に行うとともに、芸術文化団体との連携を強化し、

活動の支援体制を充実する必要があります。 

 

●文化遺産の保護・活用と郷土意識の醸成 

文化遺産の大切さを学ぼうとする意識は高まってきていますが、保存・管理し、

広く市民が地域について学習するための施設の整備が不十分です。このため、発掘

調査による出土遺物や収集した文化遺産を身近に感じてもらえる講座の開催など、

見る・触れる・学ぶ機会を充実させ、後世に伝え、継承していくことが求められま

す。 

 

                             
15 国民文化祭 

全国各地から、さまざまな文化活動に親しんでいる個人や団体が集まって、音楽、舞踊、演劇、美術、

文芸などの成果を発表する国内最大の文化祭典。昭和 61年から毎年、各都道府県持ち回りで開催されて

います。 
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■ 施策の方向 

 

■ 政策の達成目標～成果指標 

指標名 指標の説明 指標の算出方法 
前期基本計画 
策 定 時 値  

現況値 目標値 

定期的に親しむ芸
術文化活動（鑑賞
の み の 場 合 を 含
む）がある市民の
割合 

芸 術 文 化 活 動 の
振興状況を示す指
標 

市民アンケート調
査において、「定期
的に親しむ芸術文
化活動がある」と
答えた者の割合 

-  37.4% H21 50.0% 

伝 統 芸 能 の 継 承
者数 

地 域 固 有 の 文 化
の継承の状況を示
す指標 

無 形 民 俗 文 化 財
に指定された伝統
芸 能 の 継 承 に 携
わっている者の数 

56 人 H16 57 人 H21 60 人 

市 内 小 中 学 校 教
職員、児童、生徒
へ の 文 化 遺 産 資
料公開、活用件数 

文化遺産が教材と
して活用されてい
る状況を示す指標 

文 化 遺 産 や そ の
資 料 を 公 開 ま た
は、教材等として
活用した件数 

-  13 件 H20 30 件 

＊前期基本計画策定時値が「－」で表示してあるものは前期基本計画策定時値が明らかでないことを表します。 

＊○新 の指標は、今回新たに設定しました。 

（１）芸術文化の振興 

芸術文化の振興は豊かな創造性と個性あふれる文化のまちづくりにつながりま

す。今後も高度で多様な市民ニーズに対応した芸術文化の環境づくりを進めていく

とともに、市民主体による芸術文化活動の支援・促進と拡大を図ります。 

［主要事業］ 

 芸術文化の醸成及び市民文化活動の充実 

 高度で多様な芸術文化に触れる機会と施設の充実 

 国民文化祭の開催及び芸術文化団体の育成・活性化 

 

（２）文化遺産の保護・活用 

貴重な文化遺産の保護意識の高揚、後世に伝える重要性を認識することは、多く

の市民が地域に関心・愛着を持つことにつながります。郷土を学ぶ意識の醸成を図

り、文化遺産保護活動そのものが特色あるまちづくりとして確立していくよう努め

ます。 

［主要事業］ 

 歴史・文化遺産を見る・触れる・学ぶ環境の整備と学習機会の充実 

 文化遺産の調査・保存の充実とその情報提供 

新 
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政策４ 世界の人々と歓びを分け合えるまちづくり 

 

■ 取り組み状況と成果 

 

 

●国際交流の推進 

本市の国際交流の推進については、甲斐国際交流協会が中心となって実施してお

り、協会の 5つの委員会がそれぞれ独自の活動を行いました。 

特に、年１回「外国人を囲む地域交流会」を開催し、日本料理を提供するなど、在

住外国人との交流を深めました。 

 

●国際交流の成果現状 

本市と国際交流関係にあるキオカック市（姉妹都市：アメリカ）及びタラマラハイ

スクール（姉妹校：オーストラリア）との間で、中学生や一般市民の相互交流を毎年

実施してきました。また、都江堰市(友好都市：中国)とは一般の文化的な交流を深め

ました。 

一方、甲斐国際交流協会の専門委員会においては、中国語講座や外国人のための日

本語教室などを開催し、相互理解に努めました。 

 

●活動ネットワークの支援 

外国人来庁者には、カウンターで各種活動案内パンフレットを配布するほか、山梨

県国際交流協会と連携し、相談業務の支援を行いました。 
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■ 現状と課題 

 

●進展する国際化と開かれた地域社会の形成 

交通・情報通信網の普及や技術革新により、さまざまな分野でグローバル化16が進

んでいます。本市に住む外国人も平成 21年現在で、市の総人口の約 1.8％を占めてい

ます。国際化が進展する中で、市民一人ひとりが多様な価値観や異なる文化を受け入

れ、ともに暮らしていく国際性豊かな地域社会が求められています。 

引き続き、国際交流関係団体・機関との連携協力のもと、さまざまな交流が行いや

すい環境づくりと、市民レベルでの国際交流の推進が求められています。このため、

市民に国際交流の意識の浸透を図るとともに、国際交流関係団体・機関に関わる市民

の数を増やし、主体的事業の展開ができるよう支援していくことが必要です。 

 

●外国人による日本文化の習得と共生社会の構築 

本市に居住する外国人が地域社会の一員として生活していくには、地域の慣習や生

活マナー、ルールを理解することが大切です。このため、同じ地域の中で暮らす市民

として、積極的な交流を通じて、お互いに多様な文化や考え方を学び、共生を図って

いくことはもとより、外国語での刉行物や相談体制の充実が課題となっています。 

 

                             
16 グローバル化 

資本や労働力の移動が活発化し貿易や投資が増大することによって、世界における経済的な結びつきが

深まることを言います。 
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■ 施策の方向 

 

 

■ 政策の達成目標～成果指標 

指標名 指標の説明 指標の算出方法 
前期基本計画 
策 定 時 値  

現況値 目標値 

市内の国際交
流団体の会員
数 

国際交流事業
への市民の参
加 状 況 を 示 す
指標 

市 内 の 国 際 交 流
団体に加入してい
る市民の数 

118 人 H17 173 人 Ｈ21 250 人 

国際交流団体
の事業に参加
した市民の数
（年間） 

国際交流事業
への市民の参
加 状 況 を 示 す
指標 

国 際 交 流 団 体 が
主催する国際交流
事業に参加した市
民の数 

1,060 人 
H16/9

～
H17/8 

718 人 Ｈ21 2,500 人 

 

（１）国際交流の推進 

市民一人ひとりが国際感覚を身につけると同時に、姉妹都市や姉妹校との国際交

流活動をさらに充実させます。また、国際交流のさまざまな取り組みが地域に根づ

いていくよう、市民レベルでの交流促進や国際交流に意欲を持っている人材の活用

を通じて、甲斐国際交流協会の活性化を図っていきます。 

 

［主要事業］ 

 姉妹都市・姉妹校・友好都市との交流の推進 

 国際交流活動ネットワークの支援 

 

（２）在住外国人の社会支援の推進 

互いに異なった考え方や習慣、文化の違いを理解することにより、一人ひとりが

「市民」としての意識をもち、互いに個性を尊重しあい、だれもが住みよい社会を

形成することを目指します。 

 

［主要事業］ 

 在住外国人に対する案内・相談体制の充実 

 在住外国人と地域住民との交流機会の提供 
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基本政策Ⅲ 健やかで心ふれあうまちづくり 

 

政策１ みんなで支え合い福祉の心を築くまちづくり 

 

■ 取り組み状況と成果 

 

●福祉コミュニティの構築 

地域福祉推進体制整備の一環として保健福祉推進協議会を設置し、市民が健康で生

きがいを持ち、生涯を通じて安心して過ごせるよう、体系的・総合的な保健・福祉事

業の推進体制を整備しました。 

さらに、地域における相互扶助体制の整備として、災害に強いまちづくり推進プロ

ジェクトによる検討を行い、要援護者名簿を作成しました。 

また、社会福祉団体に事業の助成支援を行い、団体の育成を図っています。 

 

●障がい者福祉の推進 

平成 21年度に第２期障害福祉計画を策定し、障害者自立支援法に基づき広く事業を

展開しています。 

 

●生活保障・自立支援の推進 

国の基準に基づき、訪問調査活動の充実による実態把握及び援助方針の適用による

自立に向けた生活指導・就労支援の推進を行っています。 
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■ 現状と課題 

 

●ともに支え合う地域社会の構築 

尐子高齢化や核家族化により、家庭や地域での連帯意識が希薄化しています。この

ような状況のなか、福祉や保健に対するニーズは多様化し、地域社会の果たす役割は

非常に大きなものとなっています。本市では、行政・民間事業者・市民グループなど

さまざまな組織・団体によって福祉サービスが提供されています。すべての市民が個

人の尊厳を保ちつつ生きがいをもった生活を営むために、住み慣れた地域で生活しな

がら、あらゆる場面で地域とかかわりを持っていくことが重要です。このため、高齢

者や障がい者など福祉サービスが必要な人への専門的な援助を行うとともに、地域で

自立し、社会参加できる支援体制の構築が必要です。 

 

●障がいのある人の生きがいある生活に向けて 

障がいのある人を取り巻く環境は、本人とその家族の高齢化、国の新たな障がい者

制度改正に対応した福祉サービス提供の在り方などが、大きく変化しています。こう

したなか、障がいのある人もない人も互いに支えあい、地域でいきいきと明るく豊か

に暮らしていける社会をめざすノーマライゼーション17の理念に基づき、障がいのあ

る人の自立と社会参加を支援していくことが求められています。 

このため、障がいのある人が生きがいある生活を営むことができるよう、的確な情

報提供、就労に向けた職業相談などの相談支援体制の整備や社会参加への取り組みを

進めるとともに、増大・多様化するニーズに対応したサービスの供給体制の充実を図

ることが必要です。 

 

●生活保護世帯の自立支援 

近年の厳しい雇用情勢などから本市の要保護世帯数18は年々増加しています。今後

とも、生活保護制度の適切な運用による生活支援に努めるとともに、個々の状況に応

じた相談・指導を充実し、要保護世帯の経済的・社会的な自立を図っていくことが求

められています。 

 

                             
17 ノーマライゼーション 

障がいのある人と健常の人と、お互いが区別されることなく、社会生活をすることが本来の望ましい姿

であるとする考え方。 
18 要保護世帯数 

病気や障がいなどで働けなくなったり、失業して収入が無くなったり、働いていても収入が尐なかった

りして生活に困る場合があります。そのようなときに、生活保護法に基づき、最低限度の生活を保障さ

れ、自分の力で生活していけるようになるまで支援を受けている世帯の数を言います。 
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■ 施策の方向 

 

（１）地域福祉の推進  

福祉サービスを必要とする人が、住み慣れた地域で安心して暮らしていくために、

地域とかかわりをもちつつ社会福祉協議会等との連携を図り、福祉・保健に関する専

門的な支援を受けながら、自立と社会参加が容易にできる地域づくりを推進します。 

また、障がいの有無や年齢にかかわらず、すべての人にとって分かりやすく暮らし

やすいまちづくりを推進するとともに、福祉施策全般の根幹となる地域福祉計画を策

定します。 

 

［主要事業］ 

 地域福祉推進体制の充実 

 地域における相互扶助体制の整備 

 社会福祉団体の育成 

 

（２）障がい者福祉の推進 

障がい者や障がい児が地域で自立した生活を送ることができるよう、障がい福祉サ

ービスの充実を図るとともに、就業・教育支援や社会活動への参加を進めます。 

 

［主要事業］ 

 障がい者の就労支援と社会参加の促進 

 障がい福祉サービスの充実 

 障がい者の相談支援体制の充実 

 成年後見制度19の推進 

 

（３）生活保護・自立支援の推進 

生活困窮世帯の的確な実態把握に努め、低所得者世帯の生活の安定を図ります。 

また、相談や指導、雇用対策を進め、被保護世帯の自立を促進します。 

 

［主要事業］ 

 生活保護制度の適切な運用 

 要保護世帯の自立支援 

 

 

                             
19 成年後見制度 

認知症や知的障がい者など判断能力が不十分な人について、契約の締結等を代わりに行う代理人などを

選任したり、本人が誤った判断に基づいて契約を締結した場合にその契約を取り消すことができるよう

にすることによって、不利益から守る制度のことを言います。 
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■ 政策の達成目標～成果指標 

指標名 指標の説明 指標の算出方法 
前期基本計画 
策 定 時 値  

現況値 目標値 

福祉ボランティ
ア登録者数 

介護・福祉に関
す る 市 民 の 関
心 度 合 い を 示
す指標 

市社会福祉協議会
に登録している福
祉ボランティアの数 

1,233 人 H16 3,973 人 H21 4,500 人 

日 常 生 活 で 孤
独を感じる一人
暮らし高齢者の
割合 

独 居 高 齢 者 に
対 す る 地 域 の
見 守 り や 支 援
の 状 況 を 示 す
指標 

独居高齢者のうち
「日常生活において
孤独を感じる」と答
えた人の割合 

-  24.3% H21 23.0% 

障 が い者 が 障
が い 福 祉 サ ー
ビスを利用した
回数 

障 が い 者 の 生
活自立 支援の
状 況 を 示 す 指
標 

１年間に障がい者
一人あたりが障が
い福祉サービス(自
立支援給付、訓練
等給付、地域生活
支援事業等)を利用
した回数 

4.3 回 H16 6.8 回 H21 9.0 回 

＊前期基本計画策定時値が「－」で表示してあるものは前期基本計画策定時値が明らかでないことを表します。 
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政策２ いつまでも自分らしく生きられるまちづくり 

 

■ 取り組み状況と成果 

 

●自立と生きがいづくりの推進 

第５次高齢者保健福祉計画を策定し、高齢者が住み慣れた地域で健康に暮らしてい

けるよう、友愛訪問20、ふれあいペンダント事業21、高齢者タクシー・バス利用料金助

成事業等の在宅福祉サービスの提供に努めてきました。 

また、高齢者社会活動推進事業として、ねんりんピック22への参加、高齢者と子ど

もの帰り道ふれあい事業等により生きがいづくりの推進を図りました。 

 

●介護保険制度の適正運営 

第４期介護保険事業計画を策定し、自立支援のため介護予防事業として、運動機能

向上事業、いきいきサロン等の取り組みを推進しました。 

また、要介護認定、ケアマネジメント、事業者のサービス提供体制及び介護報酬請

求の適正化のため、地域包括支援センター23を中心とした適切なサービス提供、運営

に努めました。 

 

                             
20 友愛訪問 

月２回、75歳以上の一人暮らし高齢者の自宅を訪問し、安否確認を行うとともに、乳酸菌飲料などを支

給するサービス。 
21 ふれあいペンダント事業 

一人暮らしで虚弱な 65歳以上の高齢者を対象に、急病や事故など緊急に助けが必要な時に、速やかな援

助や支援ができるよう 24時間体制で消防本部と電話回線で結ぶ「ふれあいペンダント（緊急通報システ

ム）」を設置（貸与）する事業。 
22 ねんりんピック 

全国健康福祉祭の愛称。60歳以上の高齢者を中心とするゲートボールや卓球、テニスなどの各種スポー

ツ競技や美術展、音楽文化祭などの文化イベントや健康福祉機器展、子どもフェスティバルなど、あら

ゆる世代の人たちが楽しめる総合的な祭典。 
23 地域包括支援センター 

平成 17年に改正された介護保険法により新たに位置づけられた機関で、介護保険が適用されない人に対

しても、その人が要支援・要介護状態にならないように介護予防サービスなどを提供することになって

います。 
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■ 現状と課題 

 

●高齢者へのきめ細かな支援 

本市は市民のほぼ５人に１人が 65歳以上の高齢者で、ほぼ４人に１人が高齢者で

ある県の平均に比べて高齢者の割合は低くなっています。しかし、５年前は 7 人に

１人が 65歳以上の高齢者でした。高齢化率の推移をみると、高齢化の進行をうかが

うことができ、本市においても住民の高齢化は深刻な問題になりつつあります。 

こうした中、高齢者が住みなれた地域でいきいきと暮らせるよう、寝たきり予防

対策などの健康づくりや日常生活の支援など、きめ細かな対策が求められています。

また、生きがいづくりのための積極的な社会活動への参加とその支援策も重要とな

ります。 

 

●健全運営ができる介護保険制度への対応 

本市の介護保険の認定率（要介護・要介護認定者の第１号被保険者24に対する割合）

は、平成 22 年３月末で 13.9％となっています。これは県平均 14.6％を下回ってい

ますが、本市でも高齢化が進み、介護保険給付費は増加傾向となっています。 

今後も高齢者の増加が予想されることから、介護予防対策に重点を置いた介護保

険制度の健全運営が課題となります。また、地域包括支援センター運営協議会を活

用して、住み慣れた地域で介護サービスを受けられるよう地域密着型サービスの拡

大を推進することが求められています。 

 

                             
24 第１号被保険者 

65歳以上の人全員を言います。 
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■ 施策の方向 

 

（１）高齢者福祉の推進 

高齢者が住み慣れた地域で、健康で安心して自立した生活が送れるよう、在宅福

祉サービスの推進に努めるとともに、高齢者がいきいきと暮らせるよう、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。 

[主要事業] 

 高齢者生きがい・健康づくり事業の充実 

 高齢者在宅福祉サービス事業の推進 

（２）介護保険制度の充実 

要介護となる恐れがある人を対象に、身体機能の維持や健康増進を図る介護予防

対策を進めます。また、介護・福祉・医療などの中核的支援機関として地域包括支

援センターの健全な運営を推進します。介護保険制度については、低所得者層にも

配慮しながら運営の健全化に努めます。 

また、高齢者がその意志を十分尊重され、不等な不利益を被ることのないよう、

あらかじめ代理人を選任できる成年後見制度を推進します。 

[主要事業] 

 介護保険制度の健全運営 

 介護予防の推進（地域支援事業の推進） 

 地域包括支援センターの健全運営 

 成年後見制度の推進 
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■ 政策の達成目標～成果指標 

指標名 指標の説明 指標の算出方法 
前期基本計

画 
策 定 時 値  

現況値 目標値 

高齢者の社会参
加活動と交流事
業への参加の数 

高齢者の生きがい
対 策 や 社 会 貢 献
の状況を示す指標 

過去 1 年間にボラン
ティアや地域活動を
したことがある高齢
者の延べ人数 

4,745 人 H16 4,128 人 H21 5,300 人 

介護保険サービ
スの満足度 

介護保険サービス
に対する評価を示
す指標 

市民アンケート調査
において、満足傾向
の回答をした人の
割合 

-  54.4% H20 65.0% 

介護保険認定者
の割合(65歳以上
の高齢者のうち) 

高齢者福祉サービ
スの認定状況を示
す指標 

介護保険の認定を
受けた人の割合 

13.7% H16 13.9% H21 14.1% 

＊前期基本計画策定時値が「－」で表示してあるものは前期基本計画策定時値が明らかでないことを表します。 



 59 

 

政策３ 安心して子育てができるまちづくり 

 

■ 取り組み状況と成果 

 

●次世代育成支援行動計画の策定 

平成 17年３月に策定した次世代育成支援行動計画に基づき、子育て支援策を推進し

ました。 

竜王单及び竜王ふれあい館の２児童館の新設により、市内全小学校区へ児童館が設

置されました。また、不妊相談や不妊治療への助成、ひとり親家庭の自立支援のため

の母子自立支援員の設置、父子家庭への児童扶養手当の支給、ファミリー・サポート・

センター25の設立、子ども医療費助成の対象年齢を小学校６年生まで引き上げを行うな

どの施策を実施しました。さらに、平成 22年３月には、次世代育成支援後期行動計画

を策定し、111項目に及ぶ子育て支援事業に取り組んでいます。 

 

●保育サービスの充実 

保育料の国の基準額に対する軽減率 30％を継承しました。また、県の安心子ども基

金を活用し、休日保育、病児・病後児保育等を実施する私立保育園の設立支援を行い

ました。 

さらに、公立保育園園舎の耐震診断を実施し、危険箇所を把握するとともに、将来

の保育園・幼稚園の在り方を検討する協議会を立ち上げ、保育園整備計画について検

討しています。 

 

 

                             
25 ファミリー・サポート・センター 

育児の援助を受けたい依頼会員と、育児の援助を行う提供会員という会員同士で育児の援助を行う地域

の子育て支援システムを推進するセンターのことを言います。 
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■ 現状と課題 

 

●みんなで支える子育て支援 

地域の子育て力を高めるため、市と地域が協力し、地域のマンパワー、施設を活用

した施策が求められています。 

また、子育ての孤立感や育児への不安感をもつ親が増加しており、相談や情報提供

などの心の支援が必要となっています。安心して子どもを産み育てることができる環

境構築のため企業に向けたワーク・ライフ・バランスを促進する啓発活動の推進も課

題となっています。 

 

●児童福祉サービスの多様化 

女性の社会参加の拡大等により、保育ニーズの多様化が予想され、ニーズに応じた

サービスの充実が求められています。また、老朽化した園舎の耐震化など、保育園整

備の推進が重要な課題となっています。 

一方、社会問題化している児童虐待への適切な対応や、経済的な自立が困難なひと

り親家庭に対する支援など、子どもの権利保護と健やかな育成のための支援が求めら

れています。 
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■ 施策の方向 

 

■ 政策の達成目標～成果指標 

指標名 指標の説明 指標の算出方法 
前期基本計画 
策 定 時 値  

現況値 目標値 

合計特殊出生
率 

子育て支援に
よる成果を図
る指標 

１年間に 15 歳から
49 歳までの女性一
人あたりが産んだ
子どもの数 

1.54 H16 1.61 H21 1.64 

フ ァ ミ リ ー ・ サ
ポート・センタ
ーの利用件数
（年間） 

女 性 の 就 業
支 援 の 状 況
を示す指標 

ファミリー・サポー
ト・センターの利用
実績（年間利用件
数） 

0 件 H16 2,649 件 H21 2,800 件 

放課後児童ク
ラブ及び 児童
館・児童センタ
ーの利用者数
（年間） 

子どもを育成
す る た め の
地 域 環 境 の
整 備 状 況 を
示す指標 

放 課 後 児 童 ク ラ
ブ、児童館・児童セ
ンターの年間延べ
利用者数 

167,803 人 H16 194,331 人 H21 237,600 人 

（１）次世代育成支援対策の充実 

安心して子育てができるよう、地域での育児支援、子育て中の家庭や働く親など

を対象とする相談・情報提供、経済的支援などを行います。 

また、子育てと仕事が両立できるよう、父親の育児休暇の取得や母親の就労支援

などに向けた企業・社会の意識の醸成や環境づくりを進めます。 

[主要事業] 

 地域で支える子育ての支援 

 母子保健の充実 

 ゆとりある子育ての支援 

 

（２）児童福祉の推進 

今後の保育需要に対応した保育園数と定員、保育サービスの提供に努めます。ま

た、児童虐待の未然防止・早期発見、一時的に養育困難な幼児を持つ家庭への支援

や、ひとり親家庭などへの自立支援を行い、幼児と家庭の安心の確保に努めます。 

なお、子ども・子育て新システムにおける保育所と幼稚園の一体化については、

地域の実情に応じた移行計画を策定するなど、制度の活用に努めます。 

[主要事業] 

 保育サービスの充実 

 保育園の耐震化とあり方の検討 

 児童と家庭の安心の確保 
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政策４ 健康的に暮らしていけるまちづくり 

 

■ 取り組み状況と成果 

 

●自らの健康づくりの推進 

平成 20年３月に「健やか かい 21」健康増進計画を策定し、「自分の健康は自分

で守る」を基本に市民が健康づくりに取り組んでいけるよう支援してきました。 

また、総合健診・人間ドック・各種がん検診の実施を通じて疾病の早期発見、早

期治療に努め、生活習慣の改善に向けて保健指導を行いました。 

予防接種の実施によって伝染の恐れのある疾病の発生及びまん延を予防し、公衆

衛生の向上及び増進に努め、任意予防接種の接種費用助成制度は、県内の他の自治

体に先駆け三種類の予防接種26についての導入を行いました。 

さらに、プール等を利用した各種教室を開催し、市民の生活習慣病の予防を推進

しました。 

 

●医療体制の充実 

小児救急をはじめ休日夜間などに適切な治療が受けられるよう救急医療体制を

推進しました。 

 

●国民健康保険制度等の充実 

平成 20 年３月に「甲斐市特定健康診査等実施計画」を策定し、内臓脂肪型肥満

に着目し、その要因となっている生活習慣病を予防するために特定健康診査及び保

健指導の強化を図りました。 

また、医療制度改革の一つとして平成 20 年４月に発足した後期高齢者医療制度

は、山梨県後期高齢者医療広域連合において運営されています。 

                             
26 三種類の予防接種 

医師と本人または保護者が判断して接種する「任意予防接種」（接種費用は自己負担）のうち、子宮頸が

んワクチン・ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチンのことを言います。市では平成 22年９月から費用

の一部を助成しています。 
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■ 現状と課題 

 

●健康づくりの推進 

高齢化が進む中で、わが国の平均寿命が女性 86歳、男性 79歳に達し、健康寿命（生

涯を健康に過ごすことができる期間）を延ばすことが重要な課題となっています。本

市では平成 21年に生活習慣が要因となる悪性新生物（がん）、心疾患、脳血管疾患に

よる死亡が全体の約６割を占めています。このような状況に対応するため、平成 20

年度から内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム27）に着目して生活習慣病予防

のための健康診査（特定健康診査）及び保健指導（特定保健指導）が義務づけられ実

施しています。また、本市においては各種がん検診の項目が充実し、さらに 40 歳以

上の住民は検査料金が無料という受診しやすい体制を整えています。しかし、このよ

うな体制を整えているにもかかわらず受診率が低いという現状です。受診率が向上す

るようさらなる対策の強化を図っていく必要があります。 

今後さらに、市民が健やかな生活を送るためには、発病を予防する「一次予防28」

に重点を置いた対策の推進とともに、自主的な健康づくりを地域や社会で支援してい

く環境づくりが求められています。 

●恵まれた医療環境 

本市では、平成 22年４月現在、病院が４ヵ所、一般診療所が 44ヵ所、歯科診療所

が 28 ヵ所開設されています。また、隣接市には専門医療機関として、山梨大学医学

部附属病院、国立病院機構甲府病院、県立中央病院などが整備され、医療体制が恵ま

れた環境にあります。 

今後も、日常の健康管理等を行い、疾病予防を進めるためには、初期包括医療（プ

ライマリー・ヘルス・ケア29）が重要であり、地域医療機関とのさらなる連携強化が

求められています。一方、休日夜間の救急患者に対しては、初期救急から３次救急30ま

での医療体制が整っています。また、小児救急についても、小児初期救急医療センタ

ーを拠点に体制が整い、運営されています。 

 

                             
27 メタボリックシンドローム 

腹囲が男性で 85cm・女性で 90cm以上で、これに加えて高血圧、高血糖、高脂血症のうち２つ以上が該

当する状態を言い、虚血性心疾患や脳血管疾患等の発症リスクが高いと言われています。 
28 一次予防 

病気にならないように、普段から健康増進に努めることを言います。 
29 プライマリー・ヘルス・ケア 

プライマリーとは「最初の」「最も重要な」などを意味する言葉で、ここでは「住民に最も身近な」とい

う意味合いを持っています。ヘルス・ケアは「健康づくりに取り組む」ことを意味します。したがって、

プライマリー・ヘルス・ケアとは住民に最も身近な地域の、住民にとって最も重要な健康づくりの取り

組みのことを言います。 
30 ３次救急 

最も重症な患者を対象とする救急医療を言います。 
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●求められる安定的な国民健康保険運営 

本市の国民健康保険加入世帯は、平成 22年３月末で 11,344世帯（約４割）で、加

入者の高齢化・医療技術の高度化等による医療費の増加等のため、厳しい運営を強い

られており、平成 22年度は国民健康保険税の改正を行いました。今後も安定的な運

営を図るため県卖位による広域化の推進等が課題となっています。 

また、後期高齢者医療制度については、新制度に向けての検討が国において進めら

れており、本市においても迅速かつ適切な対応が必要となります。 

 

■ 施策の方向 

（１）自らの健康づくりの推進  

生活習慣病を発症したり、介護を必要とする状態に陥ることを防ぐため、自ら生

活習慣を改善できるよう、継続的に個別健康教育・相談を行い、市民の健康意識の

向上と健康管理に対する正しい知識の普及に努めます。 

また、総合健診等の受診率向上に向けた対策の強化を図り「自らの健康は自らが

守る」を基本に心身ともに健やかな生活が送れるよう取り組むとともに、感染症の

まん延防止に努めます。さらに、健康保持の基本となる「食」の重要性を盛り込ん

だ食育推進計画を策定します。 
 

[主要事業] 

 健康づくりへの支援 

 生活習慣の改善指導 

 感染症予防の推進 

 

（２）医療体制の充実 

医療が必要な時には、まずかかりつけ医に相談し、受診をするという体制を浸透

させ、病院と診療所の適切な連携を促進します。 

また、小児救急をはじめ休日夜間などに適切な治療が受けられるよう、救急医療

体制を推進します。 
 

[主要事業] 

 地域医療体制の充実 

 救急医療体制の充実 
 

（３）国民健康保険制度等の充実 

安定的な国民健康保険制度の運営と保健事業の充実に努めるとともに、後期高齢

者医療制度への適切な対応を図ります。 
 

[主要事業] 

 国民健康保険制度の安定的運営の推進 

 後期高齢者医療制度への適切な対応 
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■ 政策の達成目標～成果指標 

指標名 指標の説明 指標の算出方法 
前期基本計画 
策 定 時 値  

現況値 目標値 

健康づくりに関
心を持ってい
る人の数 

健康づくりに取
り組んでいる
市民の状況を
示す指標 

保健福祉センター
の利用登録者数 

1,103 人 H16 3,048 人 H21 4,000 人 

国保加入者の
健康診断の受
診率（年間） 

心身の健康維
持への支援の
状況を示す指
標 

基本検診（総合検
診と人間ドック）の
受 診 者 数 ÷ 基 本
検 診 の 対 象 者 数
×100 

67.2% H16 38.8% H21 50.0% 

市民一人あた
り の 医 療 費
（国 民健 康保
険） 

健康づくりへの
支援の成果を
示す指標 

国 民 健 康 保 険 加
入 者 が 年 度 内 に
使用した一人あた
り医療費（10 割分）
の額 

295,079 円 H16 248,546 円 H21 400,000 円 

 



 66 

基本政策Ⅳ 活気にあふれるまちづくり 

 

政策１ 時代に即した産業が地域経済をリードするまちづくり 

 

■ 取り組み状況と成果 

 

●観光振興の推進 

市内のワイナリー等を巡る、味覚探訪ツアーを行い、市内はもとより、県外からも

多くの参加者がありました。終了後の参加者へのアンケートでは、「また参加したい」

旨の回答が多数あり、好評を得ました。 

また、土・日・祝日の市民及び観光客を対象に、季節に合わせて市内の見所を織り

込んだコースを巡る、観光巡回バスの運行を始めました。 

 

●効果的なＰＲ活動 

山梨県の観光キャラバンに参加し、東京方面の旅行会社を中心にＰＲ活動を行いま

した。また、双葉サービスエリアの下り線に観光案内所を設置して、甲斐市の見所や

特産品を情報発信しました。 

また、「ふるさとの魅力・文化による地域の活性化」、「観光振興と公園の利用」な

どを主な活動内容に、山梨県立美術館及び山梨県立文学館と竜王駅を拠点とした地域

振興に関する覚書に調印しました。 

 

●商業の振興 

甲斐市一店逸品推進事業や甲斐市統一売り出し事業、コンテナ街路樹イルミネーシ

ョン事業など、甲斐市商工会が行う、各種商工振興事業に対し助成を行いました。ま

た、老朽化した商店街の街路灯を、ＬＥＤランプに改修し、各店舗の活性化につなげ

る事業に取り組みました。 

 

●事業者への支援 

経営安定化のため、小規模事業者に対し、事業資金の融資を行いました。また、景

気後退等による売上高減尐などで業況が悪化している小規模企業者の経営の安定を

図るため、利子補給を行いました。 
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■ 現状と課題 

 

●観光産業における地域資源の有効活用 

観光産業の振興にあたっては、本市が有する自然・歴史・文化・ワイン産業など地

域資源を連携させ、資源が持つ歴史・物語性などを有効に活用することが必要です。 

また、市民が地域資源の重要性を再認識し、市民全体で観光客をもてなす態勢を構

築していくことが求められています。 

 

●需要拡大が見込まれる本市のサービス産業 

現在の社会環境にあっては、個人を対象とするサービス産業の需要拡大が期待でき

ます。このため、サービスを提供する人材の育成や技能の向上を図るとともに、サー

ビス業に対する需要を的確に商機に結びつけていくための情報提供体制の構築が課題

となります。 

 

●まちづくりの観点から取り組む商業の活性化 

商業振興では、意欲ある事業者を支援し、個店の活性化を促進するとともに、まち

全体の景観形成や歩行者にやさしい環境整備など、まちづくりの観点から楽しさと魅

力あふれる商店街の形成を進めていく必要があります。 

また、商店街に対しては、大型店との連携による活性化や再生に向けた支援をして

いくことが求められています。 

 

●新たな産業の創出・育成 

事業意欲の旺盛なベンチャー企業やこれから成長が見込まれる産業の育成を促すと

ともに、ビジネスの視点から地域の課題解決を目指す住民主体の商業活動やＮＰＯ法

人等の活動を支援していくことが必要です。 

 

●変化する経営環境 

近年は、長期化する景気の低迷や消費者ニーズの多様化など大きな社会経済情勢の

変化の中で事業者の経営環境が厳しいため、事業所数の増加は微増傾向にあります。

本市のさらなる発展を図るためには、地域の特性を活かし、これからの本市の経済を

リードする産業を育成していくことが必要です。併せて、既存産業の経営革新が求め

られています。 
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■ 施策の方向 

 

 

（１）観光産業の振興 

市内各地で行われるイベントや本市が有するさまざまな地域資源を連携させ、観

光ルートを創設することにより、観光の振興を図ります。また、観光まちづくりの

視点から、観光ボランティアの育成など「もてなし」態勢の充実、観光振興団体の

育成支援、効果的なＰＲ活動や他産業との連携による観光振興への取り組みを推進

します。 

［主要事業］ 

 にぎわいをつくる観光資源の利用促進 

 ふれあいを生む受入態勢の充実 

 魅力を伝えるＰＲ活動の推進 

 

（２）サービス産業の振興 

高度で多様なニーズに応えられる専門性を備えた人材の育成・確保を促進すると

ともに、サービスの利用者と事業者の情報交流を活性化し、個人向けサービスをは

じめとするさまざまな分野におけるサービス産業の振興を図ります。 

［主要事業］ 

 質の高いサービスを提供する人材の育成支援 

 成長が見込まれる産業の情報提供 

 

（３）商店街の活性化 

品揃えや専門性の高さ、個性ある店構えや接客姿勢の改善など、個店の魅力の向

上や、空き店舗の有効活用を図り、地域経済の再生に向けた取り組みを支援します。 

また、まち全体のにぎわいを取り戻すため、歩行環境の整備や商店街の景観形成

など商業環境の整備を図ります。 

［主要事業］ 

 魅力ある商店づくりの促進 

 まちづくりと一体となった商業環境の整備 
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■ 政策の達成目標～成果指標 

指標名 指標の説明 指標の算出方法 
前期基本計画 
策 定 時 値  

現況値 目標値 

観光客数 
（年間） 

観光振興の
状況を示す
指標 

主な観光地におけ
る観光客数の合計
（昇仙峡のみの客
を除く） 

1,140,000 人 H16 1,298,000 人 H21 1,354,000 人 

サ ー ビ ス 業
を 営 む 事 業
所数 

生活関連産
業などサー
ビス業の振
興状況を示
す指標 

事業所・企業統計
に基づくサービス
業の事業所総数 

1,162 
事業所 

H16 
1,258 

事業所 
H18 

1,450 
事業所 

地元購買率 
商業の活性
化の状況を
示す指標 

山 梨 県 商 圏 実 態
調査における市内
購買率 

37.7% H16 36.9% H19 45.0% 

事業所開業
率（年率） 

市内におけ
る起業の状
況を示す指
標 

（市内において開
設された事業所数
÷ 前 回 調 査 時 の
事業所数）÷調査
期間×100 

4.2% H16 4.4% H18 5.0% 

 

 

（４）創業・起業支援対策 

創業や起業をしやすい環境を整備するため、さまざまな情報の提供や相談体制の

充実を図ります。また、地域内の課題解決に取り組む住民主体の商業活動など新た

な成長が見込まれる新規分野への支援を行うとともに、事業の担い手として期待さ

れるＮＰＯ法人などの組織化を支援します。 

［主要事業］ 

 創業・起業者向け研修会の開催支援 

 住民主体の商業・事業活動の振興、ＮＰＯ法人の組織化支援 

 

（５）既存産業の経営革新等の支援 

中小企業の経営安定や近代化のため、資金面の支援を行うとともに、甲斐市商工

会との連携を図り、経営革新や技術革新に向けた企業の取り組みを支援します。 

［主要事業］ 

 中小企業の事業資金などの支援 

 商工会の支援機能の強化 
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政策２ 産業間・産学官の連携が活発に行われるまちづくり 

 

■ 取り組み状況と成果 

 

 

■ 現状と課題 

 

 

●分野を越えた連携の推進 

市内小規模経営者の経営安定、商店街の活性化、地場産業の発展等商工振興を図る

ため、商業や工業といった業種を越えての事業者による、異業種部会交流会などを行

い、交流や情報交換に努めました。 

 

●産学官の連携 

市内の企業が行った「電気自動車普及に向けた開発実証モデル事業」に協力し、県

内の工業高校や県の機関とともに、電気自動車運行実証実験を行いました。 

また、山梨大学教育人間学部と連携し、市民を対象に運動や動作をコンピュータで

分析し、そのデータを運動能力の向上や適切なプログラム策定に役立てました。 

さらに、民間企業と協議会を設立し、地中熱利用に向けた調査研究事業に取り組み

ました。 

●業種の垣根を越えた産業交流の活性化 

世界的な経済不況の中で、経済の活力を維持、発展させていくために、企業や研究

機関が互いの経営資源や研究成果を共有し活用していく取り組みが求められていま

す。 

本市の産業振興のため、異業種交流機会の拡充などにより、技術やノウハウを有す

る複数の事業者が、業種の垣根を越えて新しい事業に挑戦する取り組みを支援してい

くことが必要です。 

 

●産業界と学術研究機関、行政とのネットワークづくり 

地域産業の継続的な発展やビジネスチャンス拡大のためには、産学官のネットワー

クづくりを促進し、市内に立地する特色ある教育機関や、県内の学術研究機関、市・

県・国の連携による企業の技術革新に向けた取り組みを進めていくことが重要です。 
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■ 施策の方向 

 

（１）産業間連携の推進 

甲斐市商工会や山梨県商工会連合会、(財)やまなし産業支援機構などの産業支

援組織と連携し、異分野・異業種の企業間交流を促進することにより、技術の高

度化や新事業への取り組み、販売力の強化を支援します。 

また、産業間の連携により、地域の個性を活かした新たな付加価値31の創出を

図ります。 

 

[主要事業] 

 異業種交流機会の拡充 

 産業支援組織との連携による異分野連携の推進 

 産業間の連携の促進 

 

（２）産学官連携の推進 

市内の産業界とサンテクノカレッジなど市内にある教育機関や県内にある学

術研究機関、行政機関などとの連携を促進し、地元企業の技術開発、高度技能の

継承、先進的な事業の創出を支援します。 

 

[主要事業] 

 市内の産学官組織のネットワーク化 

 産学官の連携による新事業の創出 

 

 

■ 政策の達成目標～成果指標 

 

指標名 指標の説明 指標の算出方法 
前期基本計画 
策 定 時 値  

現況値 目標値 

「新連携」の認定
数 

事業者間の連携
の状況を示す指標 

中小企業新事業活動
促進法に基づく「新連
携」の認定数 

0 件 H16 1 件 H21 3 件 

やまなし産業情報
交流ネットワーク
(IIEN.Y)に参加して
いる市民の数 

産学官の連携の
状況を示す指標 

さまざまな産業分野
に携わる者が肩書き
や専門分野を越えて
交流する場である
「IIEN.Y」に加盟してい
る者の数 

22 人 H16 13 人 H21 25 人 

                             
31 付加価値 

企業などが、事業活動を通じて新たに生み出す価値のことを言います。 
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政策３ 多様な担い手による活力ある農林業が展開されるまちづくり 

 

■ 取り組み状況と成果 

●施設整備や基盤の整備 

農業の生産性を向上させる施設として、甲斐敷島梅の里クラインガルテンのクラブ

ハウスに直売所の新設や農産物の保管用大型冷蔵庫を整備しました。また、中巨摩東

部農業協同組合が設置したイチゴ栽培研修施設に支援を行いました。 

安定的な農業経営につながる環境整備では、茅ケ岳東部広域農道等の農道整備や獣

害防止柵の設置を行いました。さらに都市と農山村の交流として、クラインガルテン

の休憩施設ラウベの増設や交流イベントの開催を実施し、交流の促進を図りました。 

 

●地域にあった農産物の生産と普及 

水稲の環境保全型農業経営の実証事業、「やはたいも」の作付け支援、有機質肥料

の導入、学校給食米への助成事業などに取り組み、安全で安心な農産物の生産及び普

及に努めてきました。 

 

●各種計画の策定 

農業振興地域整備計画を策定し、市の総合的な農業振興を図るため、中長期的な農

業施策を展開しました。また、鳥獣から農作物を守るため、鳥獣被害防止対策協議会

の設置や鳥獣被害防止計画を策定しました。 

一方、林業についても森林整備計画を策定し、林業振興に努めました。 

 

●耕作放棄地の解消 

地域耕作放棄地対策協議会を設置し、耕作放棄地の解消に向けて、作り手のいない

農地を所有者に代わって再生・利用する農業者に対する支援や、草刈機の貸し出しを

行いました。さらに、耕作放棄地の解消策として県と取り組んだ菜の花プロジェクト

事業等を通じて、耕作放棄地の発生防止や解消に努めました。 
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■ 現状と課題 

 

●多面的機能を有する農林業の振興 

本市の農業は、ぶどう・もも・かき・うめ等の果樹や稲作を中心に展開されてい

ますが、近年は宅地化の進展や産業構造の変化による経営耕地面積の減尐、農業就

業者の高齢化や後継者の不足などにより、農業人口や農業粗生産額の減尐が顕著と

なっています。しかし、農林業は、国土の保全機能や自然環境の保全機能、良好な

景観形成機能など、市民の生活を支える多面的機能を保有しており、今後も農林業

施設整備を促進し、振興を図っていく必要があります。 

 

●農業の担い手育成 

安定的な農業経営を維持するためには、就農者の確保・育成や集落営農32体制の育

成・法人化の促進を図り、本市の農業を支える多様な担い手の育成が課題となって

います。 

 

●生産性の高い農業の振興 

農業を維持・活性化していくためには、農地の流動化33や集約を進め、作業効率の

向上や経営規模の拡大を図っていくことが必要です。 

 

●農林業の基盤整備 

生産性の向上や農作業の効率化を進めるためには老朽化している用排水路や農林

道の整備など生産基盤の適切な維持管理を図っていく必要があります。 

また、森林資源を保全し、適切に活用していくことにより、森林の持つ多様な機

能を保持するための取り組みが大切です。 

 

●都市と農山村の交流活動の推進 

本市の北部には観光農園や美しい棚田、森林地域があります。また、滞在型の市

民農園34の整備により、都市と農山村との交流が進められています。今後も地域の特

性を活かした都市農山村交流を進め、地域の活性化に結びつけていく必要がありま

す。 

                             
32 集落営農 

集落を卖位として、生産工程の全部または一部を共同で取り組むことを言います。 
33 農地の流動化 

地域の農業に意欲的な認定農業者などの担い手に農地を貸したり、売ったり、農作業を委託したりして、

農地の有効利用を図り効率的かつ安定的な農業経営を確立することを言います。 
34 市民農園 

サラリーマンなど都市の住民がレクリエーション目的などで小面積の農地を利用して野菜や花などを育

てるための農園を言います。 
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■ 施策の方向 

（１）農業施設整備の促進 

農業の生産性を向上させたり、付加価値を高める施設の整備を促進します。また、

省力化を進めたり、経営規模の拡大を可能とする機器等の導入を支援します。 

さらに、農山村地域における住環境の改善を図り、快適な生活空間の形成を進め

ます。 

[主要事業] 

 地域の農業を支える施設の整備 

（２）農業の担い手育成 

本市農業の中核を担う認定農業者35など意欲ある担い手を育成・支援するとともに、

就農相談や研修支援による新規就農者の確保に努めます。 

また農業者の高齢化による労働力不足に対応するため、農業生産法人36や農業ボラ

ンティアなどの育成・促進や新たに農業参入に取り組む一般法人などを支援します。

併せて、担い手を中心とした地産地消の取り組みを強化していきます。 

[主要事業] 

 意欲ある農業の担い手の育成 

（３）農地の流動化の促進 

農業の生産性向上のため、中核となる担い手などへの農地の利用集積の円滑化を

促進するとともに、耕作放棄地の解消・防止による農地の有効活用と優良農地の保

全を図ります。 

[主要事業] 

 農地のあっ旋・仲介機能の強化 

（４）農林業基盤整備の促進 

農林業の生産性を高め、生産物を安定的に供給する農道や林道など生産基盤の整

備を推進します。 

また、効率的な林業経営と適切な森林管理を図ります。 

[主要事業] 

 農林業の生産基盤の整備 

 森林資源の保全と活用 

                             
35 認定農業者 

農業経営の規模拡大や生産方式の合理化など、将来の農業経営の改善計画を掲げた「農業経営改善計画」

を作成し、市長の認定を受けた農業者を言います。 
36 農業生産法人 

農業者などの農業関係者が中心となって組織された農業を行う法人であり、農業経営を行うため、農地

を買ったり借りたりすることができることになっています。 
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（５）都市農山村交流の推進 

中山間地域を中心とする地域の活性化を図るため、交流施設や農業体験施設などの

整備・充実を進め、農業体験メニューの提供などによる都市と農山村との交流を促進

します。 

また、安全で安心できる農産物の普及を図ります。 

[主要事業] 

 交流を促進する環境の整備 

 農産物の安全性の確保及び普及啓発 

 

 

 

■ 政策の達成目標～成果指標 

指標名 指標の説明 指標の算出方法 
前期基本計画 
策 定 時 値  

現況値 目標値 

認定農業者数 
積極的に農業に
取り組む担い手
を示す指標 

市内の認定農業
者の数 

20 人 H16 20 人 H21 24 人 

耕作放棄地率 
優良農地の保全
状況を示す指標 

耕作放棄地面積
÷（耕地面積＋
耕 作 放 棄 地 面
積）×100 

21.1% H12 27.6% H17 24.1% 

都市農山村交
流事業への参
加者数（年間） 

農林業の付加価
値向上に向けた
取り組みの状況
を示す指標 

都市農山村交流
事業へ参加した
者の総数 

18,800 人 H16 18,776 人 H21 21,000 人 
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政策４ 知縁ネットワークを活かし魅力ある企業を導入するまちづくり 

 

■ 取り組み状況と成果 

 

 

■ 現状と課題 

 

●市街地商業機能の低下を補う新たな商業施設の誘致 

本市では、幹線道路沿線を中心に、生活必需品を主に取り扱う郊外型の大規模小売

店が立地していますが、一方で、市街地における商業機能は低下しており、住民の約

６割が市外で商品を購入している状況です（平成 19 年度山梨県商圏実態調査）。本市

の活力を高めるためには、市街地に魅力のある商業施設の誘致を図り、質の高い生活

空間を創出していくことが必要です。 

 

●市民の人的ネットワーク活用による新しい産業の導入 

工業については、市の单部や北西部の工業団地に製造業を中心とする集積があり、

一部の工業団地では入居企業による施設の拡張も行われてきました。しかし、市全体

をみると規模の大きい事業所は尐なく、近年は事業所数、従業員数ともに減尐傾向に

あります。 

本市の特徴や恵まれた立地条件を活かし、従来型の製造業をはじめ、知識集約型の

産業37集積を促進していくことが求められます。 

また、市民の持つ多様な人的ネットワークを活かし、地域の資源を活用するととも

に、農・商・工が連携した新しい付加価値産業の導入を推進していくことが必要です。 

 

                             
37 知識集約型の産業 

コンピュータ関連産業、バイオテクノロジー、ナノテクノロジー関連の研究開発型産業、教育産業など

知識や技術を多く投入する産業のことを言います。 

●商業施設の進出 

大型ショッピングセンターなどを核とした商業施設が集積し、市民の利便性が高まりま

した。 

 

●企業誘致と雇用の創出 

下今井地区の工業団地に、経営規模拡大を目指す市内の大手企業２社を誘致し、地域経

済の活性化及び雇用の創出を図りました。また、隣地 3.1 ヘクタールについても、企業立

地重点促進区域の指定を受け、企業誘致に努めています。 
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■ 施策の方向 

 

 

■ 政策の達成目標～成果指標 

指標名 指標の説明 指標の算出方法 
前期基本計画 
策 定 時 値  

現況値 目標値 

年間商品販売額 
商業活動の状況を
示す指標 

市内の卸・小売事
業所における年間
商品販売額 

103,195
百万円 

H14 
105,282
百万円 

H19 
130,000
百万円 

製造品出荷額等 
工業活動の状況を
示す指標 

市内にある製造所
等における製造品
出荷額等 

74,672
百万円 

H15 
69,272
百万円 

H20 
73,000
百万円 

進出企業による雇
用の創出数 

企業導入による雇
用創出の状況を示
す指標 

誘致企業（うち、計
画期間内に市内で
の事業を取りやめ
た企業分を除く）に
より雇用された者
の数 

0 人 H16 10 人 H18 20 人 

 

（１）商業機能の立地促進 

市街地の活力創出や本市の商業機能を高めるために、大型商業施設周辺やアルプ

ス通り沿線、また竜王駅周辺の土地利用環境を整えるとともに、市民が質の高い生

活環境を享受できる個性的で魅力のある商店・商業施設の立地・集積を促進します。 

 

［主要事業］ 

 商業施設の誘致及び集積の促進 

 

（２）工業機能の立地促進 

市内経済の活性化や雇用の創出を図るため、有効的な土地利用の見直しを行いな

がら既存工業団地の有効活用や新規工業団地の選定などを行い、新たな成長分野を

中心とした企業などの誘致を促進します。 

また、環境に配慮した知識集約型の産業の集積を図るとともに、農・商・工連携

による新たな地域産業の芽を育てます。 

 

［主要事業］ 

 企業誘致の推進 

 企業誘致基盤の整備 
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基本政策Ⅴ 安全で快適に暮らせるまちづくり 

 

政策１ まさか（大規模災害や事件・事故など）の不安が尐ないまちづくり 

 

■ 取り組み状況と成果 

 

●防災・減災38対策の推進 

災害発生に備え、洪水ハザードマップ39を策定、全世帯に配布し、浸水想定区域図・土

砂災害危険箇所や各地の避難所等の周知に努めました。また、指定避難場所（学校体育館

等）の耐震化の実施、防災行政無線、消防施設等の整備、災害時における生活必需品の供

給などの各種協定、ＡＥＤ40の設置、自主防災組織への活動支援を実施しました。 

 

●防犯体制の整備 

子どもや高齢者をはじめとする市民が犯罪に巻き込まれることがないよう、青色防犯パ

トロール車による巡回、防犯灯の設置、地域の自主防犯組織等の設立を推進しました。 

 

●交通安全の推進 

市民の交通安全の確保を図るため、専門交通指導員の増員、カーブミラーの設置を行い

ました。また交通安全関係団体として交通安全母の会が設立されたほか、韮崎交通安全協

会登美支部と塩崎支部が双葉支部として統合されたことにより、交通安全対策における市

民との協働体制の充実が図られました。 

 

●治山・治水対策の推進 

危険箇所の落石を防止するため、市内林道に落石防止ネット工事を行いました。また、

県事業により砂防堰堤工事を行いました。 

 

●雨水処理対策の推進 

道路側溝、水路改修については、大雨時の増水に対応した改修に努めました。 

 

                             
38 減災 

災害時において発生し得る被害を最小限に抑えるための取り組み。 
39 ハザードマップ 

過去の災害記録や科学的な研究、実地調査などをもとに危険な場所や避難経路を地図上に表したものを

言います。 
40 ＡＥＤ 

自動体外式除細動器。必要に応じて電気的なショックを与え、心臓の働きを戻すことを試みる医療機器。 
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■ 現状と課題 

 

●非常時に強いまちづくり 

本市では、東海地震など大地震の発生が懸念される中、災害時に備え、防災対策を

進めています。今後はさらに、自主防災組織や災害弱者の支援体制の強化・充実､ま

た、災害協定の拡充を図ることが必要です。 

常備消防41と救急体制は、甲府地区消防本部と峡北消防本部に管轄が分かれていま

すが、県消防広域化推進協議会が設立され、県内一本化に向けて協議を行っています。 

一方、峡北消防本部の管轄エリアにおける人口や世帯数の分布、さらに火災や救急

出動の状況から、双葉地区への消防分署の設置が必要となっています。また、消防団

については、計画的に消防車両や施設の整備を進めていますが、団員の確保が課題と

なっています。 

●犯罪の抑止対策 

本市の刑法犯認知件数42は、大型商業施設の開業などにより、今後の増加が懸念さ

れます。このため、市民・地域・警察・行政などが一体となって防犯意識を高めると

ともに、防犯灯などの施設整備を計画的に進めていく必要があります。また、犯罪の

抑止に向けて甲斐警察署設置が急務となっています。 

●交通事故の未然防止 

警察署など関係機関と連携を図り、子どもや高齢者などの交通弱者を含め、広く市

民に交通安全意識の普及啓発に努めるとともに、交通安全施設の整備などにより交通

環境を改善していくことが必要となっています。 

●大雨に備えた治山・治水対策の推進 

本市は、河川や水路の増水による住宅地での浸水や冠水の恐れがある一方で、山間

部では土石流や急傾斜地崩落など山地災害の発生が懸念されています。土石流危険区

域等については、洪水ハザードマップを市民に配布しましたが、今後さらに市内の危

険個所の把握に努めながら、周知を徹底する必要があります。また、引き続き土石流

や山地災害の発生が懸念される場所については、上部機関と協議のうえ整備を進めて

いく必要があります。 

●都市化に伴う雨水被害の発生 

開発による土地の宅地化や近年の集中豪雨などにより、市内でも道路冠水などの浸

水被害が見られます。このため、雨水処理に対応した水路改修や公共都市下水道の整

備など雨水対策の推進が必要です。 

                             
41 常備消防 

消防署やその出張所のことで、専任の職員が勤務しているものを言います。 
42 刑法犯認知件数 

警察等の捜査機関によって、犯罪の発生が認知された件数を言います。 
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■ 施策の方向 

 

（１）防災・減災対策の推進 

地域防災計画を推進し、災害に備えた自主防災組織の強化、災害弱者の支援、建

築物の耐震化、情報伝達網の整備、水・食料の確保を進めます。また、峡北消防本

部の管轄エリアにおける人口や世帯数の分布、さらに火災や救急出動の状況から、

双葉地区への消防分署の設置を推進します。 

併せて、市民防災マニュアルやハザードマップを活用し、市民の防災・防火意識

の高揚を図ります。 
 

［主要事業］ 

 市民の防災・防火意識の普及・啓発 

 防災施設・体制の充実 

 減災対策の推進 

 救急・消防体制の充実 

 

（２）防犯体制の整備 

防犯パトロールの実施や防犯灯の設置などを引き続き進め、地域・警察・行政が

一体となって、子どもや高齢者をはじめとする市民が犯罪に巻き込まれることがな

いよう、安全確保に努めます。 

また、甲斐警察署設置に向けた要望活動等を引き続き行っていきます。 
 

［主要事業］ 

 防犯意識の普及・啓発 

 防犯施設・体制の充実  

 

（３）交通安全の推進  

子どもや高齢者など交通弱者に重点をおいた交通指導を進めるとともに、カーブ

ミラーなど交通安全施設の整備を進めます。 
 

［主要事業］ 

 交通安全指導の推進 

 交通安全施設の設置 

 

（４）治山・治水対策の推進  

災害パトロールを実施し、危険個所の発見に努めるとともに、関係機関と連携し

て治山・治水対策を推進します。 
 

［主要事業］ 

 治山対策の推進 

 河川の整備推進 
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■ 政策の達成目標～成果指標 

指標名 指標の説明 指標の算出方法 
前期基本計画 
策 定 時 値  

現況値 目標値 

災害発生時の避
難 場 所 ・ 避 難 経
路を知っている市
民の割合 

防災情報に関す
る市民への啓発
の成果を示す指
標 

市民アンケート調
査において、知っ
ていると答えた者
の割合 

-  88.0% H21 100.0% 

けが人や病人に
応急手当ができ
る市民の数 

災 害 時 の 応 急
対策への備えの
状況を示す指標 

消防署が実施す
る応急手当の講
習 会 （ 普 通 救 命
講習会等）を受講
した市民の数（過
去 3 年間） 

2,093 人 H16 1,966 人 H21 2,200 人 

火災発生件数 
（出火率） 

消防活動による
火災予防に対す
る市民への意識
啓発を示す指標 

人口 1 万人あたり
の 1 年間の火災
発生件数 

6.4 件 H16 4.7 件 H21 4.0 件 

防犯体制に対す
る市民の満足度 

防 犯 活 動 や 防
犯灯の設置など
防 犯 対 策 の 成
果を示す指標 

市民アンケート調
査において、肯定
的回答をした 人
の割合 

-  70.7% H21 80.0% 

交通事故発生件
数（年間） 

交 通 安 全 施 設
整備、交通安全
教育の成果を示
す指標 

1 年間に市内で
発生した人身事
故の件数 

647 件 H16 617 件 H21 450 件 

都市下水路の整
備面積 

雤 水 排 水 施 設
の整備状況を示
す指標 

公共下水道など
で雤水を排除す
ることができる区
域の面積 

170ha H16 170ha H21 170ha 

＊前期基本計画策定時値が「－」で表示してあるものは前期基本計画策定時値が明らかでないことを表します。 

 

（５）雨水処理対策の推進 

大雨時の増水に対応した水路の改修及び、公共下水道整備に基づく雨水処理対策

を推進します。 
 

［主要事業］ 

 浸水対策事業の推進 

 水路の整備 
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政策２ 潤いのある水と緑に囲まれたまちづくり 

 

■ 取り組み状況と成果 

 

 

■ 現状と課題 

 

 

●緑による潤いのあるまちづくり 

本市では、緑化啓発イベントの開催や家庭での生け垣や花壇設置の奨励など、花と

緑あふれるまちづくり（ガーデンシティ・甲斐）を進めています。 

市民・地域・企業・行政が一体となって緑による良好な景観形成を進める中で、さ

らに地域やボランティアによる活動の拡大を目指します。 

 

●進む公園整備 

本市には、赤坂台総合公園（ドラゴンパーク）・玉幡公園（Ｋai・遊・パーク）・敷

島総合公園・双葉水辺公園などをはじめとした、大小多数の公園が整備されています。

これらの公園は、市民生活に潤いや安らぎを与えるばかりでなく、イベント会場や防

災機能を有するなど多様な役割を担っています。 

市民一人あたりの公園面積の拡大、さらなる緑化の推進を目指し、緑の基本計画に

基づいた公園整備を行っていく必要があります。 

●緑化の推進 

本市の緑化行政について基本的な考え方を明らかにし、市民（地域）・企業・行政

が協働して緑化施策を展開する計画として、平成 21 年３月に甲斐市緑の基本計画を

策定しました。 

また、生け垣・花壇設置の奨励、イベント等を利用した花苗プレゼント、結婚・誕

生・新築に際した記念樹の配布を行うとともに、花と緑のまちづくり推進協議会と連

携して市民の緑化意識の高揚を図りました。 

 

●公園整備の推進 

水と緑に囲まれた環境の中で市民が快適に楽しく利用できる拠点として玉幡公園

の整備を行いました。また、災害時の避難場所としての機能を備えた、志麻の里防災

公園の整備を進めるとともに、既存の公園の適正な維持管理に努めた結果、平成 21

年度の市民アンケート調査では比較的高い満足度が示されました。 
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■ 施策の方向 

 

 

 

■ 政策の達成目標～成果指標 

指標名 指標の説明 指標の算出方法 
前期基本計画 
策 定 時 値  

現況値 目標値 

まちが花と緑に
囲まれていると
感じる市民の割
合 

緑化の推進
による成果を
示す指標 

市民アンケート調
査において、感じ
ると答えた者の割
合 

-  54.4% H19 60.0% 

一人あたり都市
公園面積 

公園整備の
状況を示す
指標 

市内の都市公園
面積÷常住人口 

5.7 ㎡/人 H16 6.13 ㎡／人 H21 7.5 ㎡／人 

＊前期基本計画策定時値が「－」で表示してあるものは前期基本計画策定時値が明らかでないことを表します。 

 

（１）緑化の推進 

市民・地域・企業などと連携して市内の住宅地や公共用地への植栽を進め、花と

緑のあふれるまちづくりを推進します。 

 

［主要事業］ 

 花と緑のあふれるまちづくりの推進 

 

（２）公園整備の推進 

潤いと安らぎの場として、都市公園・ポケットパークなどの整備を進めます。 

 

［主要事業］ 

 都市公園の整備 

 身近で親しめる公園の整備 
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政策３ 快適な生活環境があるまちづくり 

 

■ 取り組み状況と成果 

 

●上水道等の整備 

平成 19 年度に水道ビジョンを策定し、安心・安全な給水のため、基幹管路の耐震

化、石綿管の布設替えを実施しています。また、業務効率化のため、料金収納業務の

民間委託、施設の運転管理等の第三者委託を実施するとともに、平成 20 年度に住民

サービス向上のため、竜王地区・双葉地区の料金統一を行いました。 

●生活排水処理の充実 

河川の水質向上のため、平成 19 年度に下水道計画区域の見直しを行い、新たに北

部地域を中心に合併処理浄化槽設置区域を設定し、公共下水道と併せて推進しました。 

●ごみ・し尿処理施設の充実 

平成 19 年度に一般廃棄物処理基本計画を策定し、生ごみ処理機の購入補助、剪定

枝粉砕処理事業、廃食用油回収事業などを行い、ごみ減量化を推進しました。 

●循環型社会の確立 

環境講座・親子環境ツアーの開催、環境副読本の配布などを通じて、環境意識の高

揚を図りました。また、地域の有価物回収運動への助成、リサイクルステーションの

増設などを行い、分別収集を推進しました。 

●生活環境の保全 

地域での環境美化活動への支援、環境測定結果の公表、不法投棄監視員による監視

活動、アスベスト調査などを実施して生活環境の保全に努めました。 

●優良宅地等の供給促進 

平成 17 年７月に甲斐市宅地開発指導要綱を策定し、民間宅地開発に対する指導、

助言を行いました。 

●公営住宅の整備 

平成 20 年度に策定した住宅マスタープランに基づき、火災報知器の設置を行うな

ど公営住宅の適正な維持・管理に努めました。 

●新たなエネルギーの普及 

クリーンエネルギー普及のため、竜王新庁舎、竜王駅周辺街路灯へ太陽光発電シス

テムを設置しました。また、民間事業者との共同による地中熱利用の調査研究に参画

しました。 
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■ 現状と課題 

 

●安全で安定した水の供給 

良質で安全なおいしい水を安定供給していくためには、計画的に施設の更新を行う

とともに、漏水調査等を通じて、給水に見合った収入の確保を図り、水道事業の経営

を安定させる必要があります。また、本市の上水道は複数の事業者や方式により供給

されており、将来的な観点からも統合が課題となっています。 

●改善が進む生活排水 

本市の生活排水クリーン処理率43は 80.7％で山梨県の平均を上回っています（平成

22年３月末）。今後、公共下水道事業の推進や合併処理浄化槽の普及を進め、さらに、

排水処理の改善を図っていくことが必要です。 

●広域行政によるごみ処理・し尿処理 

本市で発生するごみやし尿は、中巨摩地区広域事務組合と峡北広域行政事務組合で

処理されています。ごみの排出量は、減量化の取り組みなどにより減尐傾向にありま

すが、さらに減量化を推進していく必要があります。また、悪臭や水質汚濁を防ぐた

め、し尿の適切な処理を促進する必要があります。 

●環境にやさしいまちづくりの推進 

地球温暖化を防止し資源循環型社会44を形成していくためには、市民一人ひとりの

日ごろの心がけが大切であり、省資源や省エネルギーに関する意識の喚起が重要です。 

●快適な生活環境の確保 

本市では、自治会を中心に環境美化活動が行われていますが、今後も市民自らが地

域の環境を守る活動を支援していくことが必要です。また、本市では大きな公害問題

の発生はありませんが、山間地などでは、不法投棄が見られ、監視が必要です。 

●質の高い宅地の供給 

本市では、主に民間主導による宅地の供給が行われてきました。行政の適切な指導

と規制による質の高い住環境の創設が今後も望まれます。 

                             
43 生活排水クリーン処理率 

生活排水を処理する施設は、下水道や合併処理浄化槽、農業集落排水処理施設などがあり、地域特性に

応じて導入可能なものが順次整備されていますが、これらの処理施設による処理人口の総人口に占める

割合を言います。 
44 資源循環型社会 

大量消費・大量廃棄型社会から脱却し、環境負荷をできる限り抑制する仕組みが組み込まれている社会

のことを言います。 
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●公営住宅の整備 

市営住宅の多くで老朽化が進んでおり、住宅マスタープランに基づく計画的な整備

が必要です。 

●新たなエネルギーの活用促進 

環境に対する負荷が尐なく、安定した供給が可能な新たな自然エネルギーが注目さ

れています。今後、公共施設等において太陽光発電などの新たなエネルギーの利用を

進めるとともに、一般家庭や事業所などへの普及を図っていくことが必要です。 
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■ 施策の方向 

 

（１）上水道等の整備 

水道施設の改修や更新、耐震化を進め、安心・安全な供給の確保に努めます。 

 

［主要事業］ 

 安全で安定した水の供給の推進 

 老朽化した水道施設の改修・更新 

 

（２）生活排水処理の充実 

公共下水道事業、合併処理浄化槽事業を推進し、河川の水質保全などを進めます。 

また、農業集落排水施設などの適切な維持管理を図ります。 

 

［主要事業］ 

 公共下水道事業の推進 

 合併処理浄化槽設置の推進 

 

（３）ごみ・し尿処理施設の充実 

ごみ・し尿処理施設の適切な維持管理に努めます。 

また、ごみの分別収集の徹底や、し尿の適切な処理の推進を図ります。 

 

［主要事業］ 

 ごみ減量化の推進 

 し尿の適切な処理の推進 

 

（４）循環型社会の確立 

持続可能な循環型社会や低炭素社会の構築に向け、環境基本計画を策定するとと

もに、市民・行政が一体となって環境に優しい取り組みを推進します。 

 

［主要事業］ 

 環境にやさしいまちづくりの推進 

 ４Ｒ運動45の推進 

 

                             
45 ４Ｒ（ヨンアール）運動 

ごみになるものを断つ(Refuse)、買う量などを減らす(Reduce)、繰り返し使う(Reuse)、資源として再利用

する(Recycle)の４つのＲを推進することを言います。 
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（５）生活環境の保全 

住民主体の美化活動を推進するとともに、不法投棄・水質汚濁・土壌汚染などの

防止に向け監視を強化します。 

また、公害の苦情や相談に迅速に対応できる体制を整備します。 

 

［主要事業］ 

 環境美化運動の推進 

 公害防止対策の推進 

 

（６）優良宅地等の供給促進 

民間の宅地開発に対する適切な指導・誘導を行うとともに、暮らしやすい住環境

の整備を図ります。 

 

［主要事業］ 

 宅地開発にかかる適切な指導・規制の推進 

 良好な住宅・住環境の推進 

 

（７）公営住宅の整備 

老朽化が進んだ住宅の計画的な整備を進めます。 

 

［主要事業］ 

 質の高い公営住宅の計画的な整備 

 

（８）新たなエネルギーの普及 

太陽光発電や低公害車などの普及を図るとともに、新たなエネルギー情報の提供

と利用促進に努めます。 

 

［主要事業］ 

 公共施設への新たなエネルギーの導入推進 

 新たなエネルギーの普及啓発 
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■ 政策の達成目標～成果指標 

指標名 指標の説明 指標の算出方法 
前期基本計画 
策 定 時 値  

現況値 目標値 

生活排水クリーン
処理率 

生 活 排 水 処 理 の
状況を示す指標 

生 活 排 水 処 理 区
域 人 口 ÷ 総 人 口
×100 

68.8% H15 80.7% H21 85.3% 

ゴミのリサイクル
率 

ゴミの資源化への
取り組み状況を示
す指標 

資源ごみ÷家庭ご
み×100 

16.4% H16 16.1% H21 19.0% 

一人一日あたりご
み排出量 

ごみの減量化の成
果を示す指標 

一般ごみの年間収
集 量 ÷ 総 人 口 ÷
365 日 

650g H16 625g H21 610g  

環 境 保 全 活 動 に
対する市民の割合 

環境美化に対する
市民の取り組み意
識を示す指標 

市民アンケート調
査において地域の
清 掃 や 美 化 活 動
へ参加と答えた者
の割合 

-  76.8% H21 80.0% 

公営住宅の整備 
中 高 層 団 地 へ の
整備を示す指標 

中 高 層 団 地 へ の
整備戸数 

138 戸 H17 138 戸 H21 164 戸 

クリーンエネルギ
ーによる発電設備
の施設数（民間も
含む） 

新エネルギーの開
発普及の取り組み
を示す指標 

クリーンエネルギ
ー（太陽光・風力）
により電力が生成
できる発電施設 

2 カ所 H17 4 カ所 H21 10 カ所 

＊前期基本計画策定時値が「－」で表示してあるものは前期基本計画策定時値が明らかでないことを表します。 
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政策４ 豊かな自然環境と都市の便利さが共存するまちづくり 

 

■ 取り組み状況と成果 

 

 

●自然保護・自然環境の保全 

野生生物による農林産物などの被害に対応するため、平成 20 年度に鳥獣被害防止

計画を策定し、有害鳥獣防護柵を設置しました。 

自然景観の保全については、自然監視員による巡回・監視を実施するとともに、特

に山林の保全については、松くい虫防除を実施したり、山林の保全を目的に間伐を実

施しました。 

 

●秩序ある都市計画の推進 

平成 20 年度に都市計画関連事業の指針とするため、都市計画マスタープランを策

定するとともに、まちづくり交付金・社会資本総合整備制度を活用した総合的な安

心・安全なまちづくりを推進しました。 

 

●適正な土地利用の推進 

調和のとれた土地利用のため、国土利用計画法に基づく監視を行い適正な土地取引

の促進を図りました。 



 91 

■ 現状と課題 

 

●自然環境の保全 

本市の北部地域は、秩父多摩甲斐国立公園46に指定された地域を中心に豊かな自然

環境が広がっています。しかし、森林が適正に保全されていないため山麓部や里山地

域では、イノシシなど野生動物による農林産物などの被害が発生しており、自然環境

の保護と人との共存が課題です。 

 

●都市計画区域の見直し 

本市の都市計画区域は、制度の異なる甲府都市計画区域と韮崎都市計画区域からな

り、総合的な見直しが必要です。また、区域区分（線引き）47の必要性や幹線道路網

の整備など都市施設の見直しが課題です。 

 

●地域特性にあった土地利用の推進 

本市の土地利用は、農地 9.6ｋ㎡、宅地 10.7ｋ㎡、山林などその他 51.6ｋ㎡とな

っています（平成 20年度）。市民アンケートでは「計画的で秩序ある土地利用が行わ

れている」と感じる人の割合は約 55％で、さらなる市民の満足度が得られるように

甲斐市にあった施策の推進が必要です。 

 

 

 

 

                             
46 秩父多摩甲斐国立公園 

昭和 25年 7月 10日に秩父多摩国立公園に指定され、平成 12年 8月 10日に秩父多摩甲斐国立公園と名

称変更されました。 
47 区域区分（線引き） 

都市計画区域を「市街化区域」と「市街化調整区域」の２つの区域に区分することを言います。 
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■ 施策の方向 

 

■ 政策の達成目標～成果指標 

指標名 指標の説明 指標の算出方法 
前期基本計画 
策 定 時 値  

現況値 目標値 

自然環境の保
全と自然と共生
する地域づくり 

自然環境の状況を
把握し、必要に応じ
た規制等を行うとと
もに、市民の自然環
境保護事業への参
加状況を示す指標 

自然保護活動に
参加する市民の割
合 

-  12.6% H21 15.0% 

計画的で秩序の
ある土地利用が
行われていると
感じる人の割合 

適正な土地利用の
状況を示す指標 

市民アンケート調
査において、感じ
ると答えた者の割
合 

-  54.9% H21 60.0% 

用途地域面積 
計画的な都市機能
の配置や環境保全
の状況を示す指標 

用途地域面積÷
都市計画区域面
積×100 

-  50.1% H21 50.1% 

＊前期基本計画策定時値が「－」で表示してあるものは前期基本計画策定時値が明らかでないことを表します。 

（１）自然保護・自然環境の保全 

自然保護に対する市民の関心を高め、市民が活動に参加する機会を促進するとと

もに、適切な鳥獣被害防止対策を進めながら自然の保護や自然環境の保全に努めま

す。 
 

［主要事業］ 

 貴重な自然や環境保護の推進 

 市民参加型の自然保護活動の推進 

 
（２）秩序ある都市計画の推進 

２つの異なる都市計画区域から生じる土地利用格差や、市が目指すべき都市計画

への影響を解消するため、法定計画である県区域マスタープランと市マスタープラ

ンとの整合性を図り、安全で快適な空間が確保された都市づくりを推進します。 
 

［主要事業］ 

 総合的・一体的な都市づくりの推進 

 
（３）適正な土地利用の推進 

開発と保全の調和のとれた土地利用を促進するとともに、都市施設の整備などと

連動した計画的な都市形成を推進します。 
 

［主要事業］ 

 用途区域に基づく適正な土地利用の誘導 
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基本政策Ⅵ 住みよさをみんなで築くまちづくり 

 

政策１ 効率的に行政が運営されているまちづくり 

 

■ 取り組み状況と成果 

 

●第１次行政改革大綱の策定及び実施（平成 17年度～21年度） 

厳しい財政状況が続く中、これまで以上に重点的・効果的・効率的な行財政運営

に努めるため、取り組み項目 87 項目からなる第１次行政改革大綱48を策定し、行政

改革の一層の推進を図りました。第１次行政改革大綱に基づく５年間の取り組みの

結果、財政効果額は 1,418,843千円となりました。 

 

●定員適正化計画の推進 

平成 17 年５月策定の甲斐市定員適正化計画に基づき、平成 17 年４月１日時点で

489 人だった職員を平成 22 年４月１日には 450 人とする予定でしたが、目標値を上

回る 446 人となり 43 人の純減ができました。この結果、職員数は国の定員管理49指

標に比較して著しく尐なく、類似団体と比較しても職員数が尐ない団体に位置する

こととなりました。平成 21年度に策定した第２次定員適正化計画においては、定員

管理指標等に鑑み平成 28年度当初の職員数目標を前計画と同じ 450人としています。 

 

●指定管理者制度の導入 

多様化する住民ニーズに、より効果的・効率的に対応するため、公共施設の管理

を民間業者が行う指定管理者制度を平成 18年度から導入しました。施設管理に民間

業者のノウハウを活用することで、住民サービスの向上と経費節減等が図られるこ

とから、平成 22年４月現在、15施設に導入しています。 

 

●第２次行政改革大綱の策定及び推進（平成 22年度～27年度） 

人口減尐社会の到来と尐子高齢化の一層の進展によりますます厳しい財政状況が

予想されることから、限られた経営資源（ヒト・モノ・カネ・情報・時間）をでき

るだけ有効に活用し、これまで以上に重点的かつ効率的・効果的な行財政運営に努

めるため、第２次行政改革大綱を平成 22年３月に策定しました。 

 

                             
48 行政改革大綱 

本市における地方分権時代の行政改革の進むべき方向性などを明らかにした指針。 
49 定員管理 

市民サービスを今後どのように行っていくかという判断のもと、自治体の業務分析などを詳細に実施し

た上で必要な職員数を算定していくものです。 
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●行政評価の実施 

これまで以上に効果的・効率的な行政運営を進めるため、ＰＤＣＡサイクル50の確

立と、数値などの客観的視点を重視した甲斐市行政評価事務事業評価マニュアルを

策定し、それに基づく行政評価を平成 20年度から実施し、約 470事務事業の評価を

行いました。 

 

●無駄撲滅の推進 

行政内部の無駄を職員自ら洗い出し、それを排除する無駄撲滅の推進を、平成 21

年１月から全庁あげて取り組みました。 

 

●自主財源の確保 

収納課を新たに設置するとともに、山梨県地方税滞納整理推進機構との連携によ

り税収確保に努めてきました。 

また、ふるさと寄附金制度の周知や広告料収入の可能性についても検討していま

す。 

 

                             
50 ＰＤＣＡサイクル 

Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Act(改善)の 4段階を繰り返すことによって、業務を継続的に改

善する手法。 
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■ 現状と課題 

 

●さらなる行政改革の必要性 

国が果たすべき役割の見直しが行われる中、地方においても自治体の経営改善を

図るため、市民との新たな関係を構築するなど行政システムの転換が求められてい

ます。どのような情勢の変化にも対応できる簡素で効率的な行政システムを築き上

げるとともに、硬直しつつある財政構造の改善は喫緊の課題となっています。 

また、職員各自が能力向上と意識改革を図り、業務遂行の責任を果たすための努

力を惜しまず、常にコスト意識を持って、最小の経費で最大の効果をあげるという

気概で業務に邁進する必要があります。 

さらに、従来の行政から市民へのサービス提供という枞組みに捉われず、市民と

行政がそれぞれ責任と役割を分担し、お互いがより良きパートナーとして、まちづ

くりに携わる協働のシステムづくりが必要であり、「市役所のために市役所が行う

行政改革」でなく、「市民のために市民と市役所が一体となって進める行政改革」

が求められています。 

 

●外部目線による行政活動の評価 

行政評価の実施により、個々の事務事業の必要性・効率性・優先度などが明らか

になってきましたが、今後は課題解決や改善に向けた取り組みが重要になってきま

す。   

また、評価結果をもとに、重要度の位置づけなどを明確にする仕組みを確立し、

最小の経費で最大の効果を上げるため、施策や事業の進行管理を行っていく必要が

あります。 

さらに、内部による評価にとどまらず、市民参加・市民目線により現在行われて

いる事務事業及び行政サービスの適切な実施主体や質と量の見極めを行うため、事

業仕分け51などの手法を導入していく必要があります。 

 

                             
51 事業仕分け 

自治体が行なっている事業を、予算項目ごとに、必要かどうか、必要ならばどこがやるか（官か民か、

国か地方か）について、外部の視点で、公開の場において、担当職員と議論して仕分けていく作業。 
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■ 施策の方向 

 

（１）行政改革の推進  

第１次行政改革大綱に基づく諸改革の推進により、職員定数の削減、財政の健全

化などに一定の成果をあげてきました。これまでの改革の歩みを止めることなく、

甲斐市の未来を切り開いていくため、第２次行政改革大綱では、６つの重点項目と

74 の具体的な取り組み事項を定め、継続的で自立した行政運営による質の高いサ

ービスの提供を目指します。また、平成 20 年度から試行している人事評価制度を

本格実施するなど、組織をあげての意識改革に取り組みます。 

①自治体運営から新しい自治体経営の推進 

②行政サービスの見直し 

③健全な財政運営の確保 

④組織の強化と職員の意識改革 

⑤市民と行政との協働によるまちづくり 

⑥公営企業の経営健全化 

 

［主要事業］ 

 第２次行政改革大綱の推進 

 時代に即応した組織機構の見直しと効率的な組織の構築 

 自主財源の確保対策の推進 

 

（２）行政評価システムの導入  

今後も行政評価を通じて行政活動の成果や達成状況を把握し、より効率的な行政

運営に努めるとともに、課題や問題解決に向けた取り組みを強化します。 

また、行政評価システム52を軸に、主要事業を推進し、総合計画の実効性を高め

ます。 

さらに、行政評価を補完する手法として、市民参加による事業仕分けを導入し、

事務事業の必要性や透明性の確保を図っていきます。 

 

［主要事業］ 

 行政評価の実施 

 事業仕分けの導入 

 

                             
52 行政評価システム 

政策や事業等の行政活動について、一定の基準で、できる限りわかりやすい指標を用い、その必要性や

効率性、成果などについて評価し、総合計画の進行管理や予算編成等に活用するものです。 
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■ 政策の達成目標～成果指標 

指標名 指標の説明 指標の算出方法 
前期基本計画 
策 定 時 値  

現況値 目標値 

行政改革により
取り組んだ事務・
事業の項 目（延
べ） 

行政改革の取
り 組 み 状 況 を
示す指標 

行政改革により改善
された事務・事業の
数 

0 項目 H17 93 項目 H21 167 項目 

経常収支比率 
市の財政状況
を示す指標 

経常経費充当一般財
源÷経常一般財源×
100 

83.9% H16 87.5% H21 87.0% 

市税収納率 
自主財源の収
納状況を示す
指標 

市民税・固定資産税・
軽自動車税・市たば
こ税・目的税の徴収
率（現年分） 

97.1% H16 96.7% H21 98.0% 

国保税収納率 
自主財源の収
納状況を示す
指標 

国民健康保険税の徴
収率（現年分） 

88.3% H16 85.8% H21 90.0% 
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政策２ 親切・丁寧で分かりやすい行政サービスが提供されるまちづくり 

 

■ 取り組み状況と成果 

 

●窓口サービスの一層の向上 

窓口サービス向上アンケートを実施して、利用者の意向把握に努め、アンケート結

果を職員に周知することにより接遇53意識の高揚を図りました。また、電話応対を含

めたあいさつ運動の推進や、職員の接遇向上を目的とした委員会を設置し、各所属に

接遇リーダーを配置しました。接遇向上委員会では、より適切な接遇を行うため、接

遇マニュアルの改訂等に取り組みました。 

また、市民相談・行政相談・無料法律相談の実施により市民サービスの向上に努め

るとともに、ローカウンター54の設置により相談窓口の充実を図りました。さらに、

夜間・休日に納税相談等の窓口を開設しました。 

 

●電子情報の活用 

「やまなしくらしねっと55」への加入により、社会体育施設等の空き情報の閲覧や

住民票等の電子申請が可能となりました。また、庁舎内電算システム入替えに伴うコ

ストの抑制を図るためシンクライアントＰＣ56の導入を進めました。 

 

●庁舎配置や機能の見直し 

庁舎整備事業建設基本計画の策定を行い、竜王庁舎の増築を行いました。 

 

 

                             
53 接遇 

接客業務時における客に対する接客スキルのことを言います。 
54 ローカウンター 

窓口のカウンターを低くし、お客さんはいすに座るようになっているため、相談形式での対応が可能な

カウンターのことを言います。 
55 やまなしくらしねっと 

申請・届出業務・予約業務などを電子化し、また、メールマガジンやアンケートなどをサービス化した

行政サービスです。 
56 シンクライアントＰＣ 

ユーザーが使用するクライアント端末に必要最小限の処理をさせ、ほとんどの処理をサーバー側に集中

させたシステムです。 
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■ 現状と課題 

 

●窓口サービスの一層の向上 

市役所の窓口対応や電話応対に関しては、アンケート調査等により多くの市民が概

ね満足している傾向が示されました。今後、さらなるサービス向上に向け、来訪する

市民を迅速・的確に案内・誘導するフロアーマネージャー57の設置や、総合窓口の開

設による申請手続きの負担軽減など必要な措置を図り、さまざまな市民ニーズに応え

ていく必要があります。 

 

●市民からの相談・苦情への対応 

市民からの問い合わせや相談等にきめ細かく応じることができる体制の充実が必

要です。また、多様な専門的分野の相談にも対応できる体制を構築していく必要があ

ります。 

 

●電子情報の活用 

竜王・敷島・双葉の庁舎及び主な公共施設間を光ケーブルで結び、住民票・印鑑証

明書の発行等の住民情報システムや財務会計等の内部事務システムが整備されてい

ます。また、地方公共団体間を相互に接続し、情報のやり取りを行うネットワーク（Ｌ

ＧＷＡＮ）や住民がインターネットを活用して申請・届出等が行えるシステムも整備

されています。 

今後は、これらのシステムの利用率の向上や住民基本台帳カード58の多目的利用に

よる普及促進を図るとともに、さらなるコストの削減及び個人情報保護の観点からセ

キュリティ対策を一層高める必要があります。 

 

●庁舎の年次整備計画の推進 

本市では、これまで分庁方式を採用してきましたが、平成 23 年度から竜王庁舎に

組織を統合し業務の効率化を図ります。 

また、各支所においては、今後も、計画的に庁舎の改修や建て替え等を行い、市民

サービスの維持向上に努めていく必要があります。 

 

 

                             
57 フロアーマネージャー 

来庁者に対し、市役所業務や庁舎施設の案内を行い、各種請求書などの記入を補助し、市民サービス・

行政サービスの向上を担う職員。 
58 住民基本台帳カード 

住民票に記載された氏名や住民票コードなどが記録されたＩＣカード。住民票の広域交付に利用できる

ほか、公的個人認証サービスでの電子証明書や秘密鍵を格納するため電子申請・申告などを行う際に必

要となります。 
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■ 施策の方向 

 

（１）行政庁舎における窓口対応の充実  

市役所に用事がある市民を的確に案内・誘導する機能の充実を図ります。また、

市民に対する接遇の在り方について検討を進め、今後も窓口サービスの向上を推

進します。 

［主要事業］ 

 庁舎窓口におけるサービスの充実  

 休日や時間外における窓口サービスの充実 

 証明書等の発行サービスの充実 

（２）市民からの相談・苦情への的確な対応 

相談サービスを気軽に利用できるよう、相談体制の充実を図ります。また、市

民等から寄せられた市政に関する苦情を職員が共有し、意識改革や業務改善に活

かしていきます。 

［主要事業］ 

 相談体制の充実 

 市政に関する苦情情報の共有 

（３）情報化の推進  

住民情報システムや内部事務システムについては、標準化・共同化59の推進や、

システムの低コスト化、情報漏えい防止等に対応したシステムの導入を進めます。

また、インターネットでの電子申請・届出等のシステム、ＬＧＷＡＮを活用した

文書交換システムの利用、住民基本台帳カードの多目的利用による普及促進を行

い、住民サービスの向上・事務の効率化・情報セキュリティ対策に努めます。 

［主要事業］ 

 電子自治体構築の推進 

 現行システム効率化の推進 

（４）庁舎整備の推進 

市民に開かれた利便性の高い各庁舎の整備・改修を順次進めていきます。 

［主要事業］ 

 庁舎整備及び改修の推進 

                             
59 標準化・共同化 

標準化とは市町村ごとに異なった電算システム等を同じ形態にすることを言います。また、共同化とは

各市町村が独自に運営してきた電算システムなどを共同運営することを言います。 
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■ 政策の達成目標～成果指標 

指標名 指標の説明 指標の算出方法 
前期基本計画 
策 定 時 値  

現況値 目標値 

窓口サービスに対
し満足度を感じる
市民の割合 

窓口サービスの
改善状況を示す
指標 

市民アンケート調査
において、満足と感
じる市民の割合 

64.7% H17 86.0% H21 90.0% 

電子申請・届出等
システムの業務数
及び利用件数 

電子行政サービ
スの進展度合い
を示す指標 

電子申請・届出等シ
ステムの利用件数 

5 件 H16 148 件 H21 300 件 

庁舎利用が分かり
やすく便利だと感
じる市民の割合 

庁舎整備及び
庁舎利用サービ
スの状況を示す
指標 

市民アンケート調査
において、便利と感
じる市民の割合 

-  71.0% H21 80.0% 

＊前期基本計画策定時値が「－」で表示してあるものは前期基本計画策定時値が明らかでないことを表します。 
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政策３ 市民との協働・共創が進むまちづくり 

 

■ 取り組み状況と成果 

 

●行政活動への住民参画 

平成 19 年度からパブリックコメント制度60を導入しました。また第２次行政改革

大綱の策定に伴い、平成 22年７月から甲斐市審議会等の委員公募に関する指針を策

定し、行政への住民参加の機会を明確化しました。 

 

●広聴広報の充実 

平成 19 年度にホームページのリニューアルを実施し、ＣＭＳ61導入によりリアル

タイムな情報発信体制を整備しました。その他、ホームページへの「市長への手紙

制度」の導入や、携帯サイトを活用した市民バス等の時刻表情報の掲載など、情報

の収集・提供体制の充実を図りました。 

また、平成 20 年度に行いました広報誌に関するアンケート調査を基に、平成 21

年９月号から広報誌をリニューアルし、市民の登場するページや小中学生が作成す

るページなどを取り入れ、市民が身近に感じる広報誌づくりを実施しています。 

 

●自治組織の活性化 

広域的な連携と行政課題への検討を行うため甲斐市自治会連合会を設立しました。 

また、自治組織が地域で自主活動できるように、これまでと同様の各種支援を継

続しました。 

地域集会施設の整備については、地域との協議により要望に沿った支援を行いま

した。 

 

●地域コミュニティの推進 

平成 22年３月、第２次甲斐ヒューマンプランを策定するとともに、甲斐市男女共

同参画推進条例を制定し、男女共同参画によるまちづくりを推進しています。 

 

 

                             
60 パブリックコメント制度 

市の重要な施策、たとえば計画などを策定していく中で、その計画などの素案を公表し、広く市民に意

見や情報を求め、提出された意見などを考慮して決定していく制度を言います。 
61 ＣＭＳ 

Content management Systemの略で、Webコンテンツを構成するテキストや画像、レイアウト情報などを

一元的に保存・管理し、サイトを構築したり編集したりするソフトウェアを言います。 
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■ 現状と課題 

 

●開かれた行政の推進 

本市では、ＮＰＯ法人やボランティア団体などがさまざまな活動を行っています。

今後も新たなまちづくりの担い手として、協働・共創関係の構築を推進していくこと

が必要です。そのためにも、自治基本条例（仮称）の制定は不可欠であり、審議会等

への委員の公募により、市民の行政活動への参画を推進するとともに、市民と行政と

の役割分担を進めることが求められます。 

●市民との双方向の情報のやり取り 

市民アンケート調査によると、本市の広聴・広報活動に対する市民の満足度は高く

なっています。 

広報は、市政の状況を的確に市民に伝えるとともに、市民が市政に参加するための

情報等を収集する重要な役割を担っています。その中でも広報誌は、市民が最も身近

に情報を得る手段として多くの市民から必要とされており、今後も市民参加による誌

面づくりや情報の見やすさなど、市民に親しまれる誌面づくりに向けて調査・研究が

求められています。 

広聴においては、ホームページ等で市長への手紙制度やパブリックコメント制度を

設け、広く市民の声を受け入れていますが、さらなる制度の充実や多くの意見が寄せ

られる工夫が求められています。また、定期的な市民満足度調査などを行い、市民の

意見が市政へ反映できる広聴制度の充実が必要です。 

●地域自治組織の維持・活性化 

市内には自治会（区）が 136あり、最も大きい自治会（区）は千世帯を超え、最も

小さな自治会（区）は数世帯と、その規模には大きな隔たりがあります。また、転入

者が多い地区を中心として自治会（区）に加入しない世帯が目立つようになるなど、

地域コミュニティの維持が懸念される状況となっています。しかし、地域防災活動や

伝統芸能の伝承、環境整備など、自治会（区）を卖位とする活動も多く、自治組織や

コミュニティの活性化が求められています。 

●地域コミュニティの活性化 

さまざまな市民ニーズに適応した質の高い行政サービスの提供と、多様化した市民

ニーズに応え豊かで住みよい地域社会を実現するため、平成 23 年度には機構改革を

行い、一元化した取り組み体制を強化し、ＮＰＯやボランティア団体との連携・協働

関係を構築します。また、男女共同参画社会を推進するために、地域や職場でのコミ

ュニティの活性化が求められており、核になる人材育成や審議会等への積極的な女性

委員の登用が課題となっています。 
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■ 施策の方向 

 

（１）行政活動への住民参画の促進  

自治に関する基本原則を定めた自治基本条例（仮称）の制定を進めるとともに、

市民提案による施策の推進を図り、市政に反映させます。 

また、ＮＰＯ法人やボランティア団体などの新たなまちづくりの担い手との協働

関係を構築し、連携を強化していきます。 
 

［主要事業］ 

 自治基本条例（仮称）の制定 

 協働のまちづくり基本方針の策定 

 審議会等委員への公募委員の登用推進 

 ＮＰＯ法人等との連携の強化 

 市民提案制度の創設 

 市民の参画・協働の機会の確保 

 

（２）広聴広報・情報公開の充実 

行政情報だけでなく、市民の話題を積極的に取り入れる広報誌づくりをさらに推

進し、市民が行政を身近に感じ、市政への参加意欲が喚起されるよう、透明性の高

い新たな広報の手法を検討します。 

また、各種施策を推進する過程でホームページなどを利用したパブリックコメン

トの実施や、対話や通信を通じ市民が市政に関する意見や提言を気軽に行うことの

できる広聴制度の充実など、工夫を凝らした双方向の情報のやり取りを推進しま

す。 

さらに、定期的に市民を対象とする満足度調査を実施し、施策や事業の成果の把

握に努めます。 
 

［主要事業］ 

 広聴・広報の充実 

 各種媒体を通じた双方向の情報のやり取りの推進 

 市民満足度調査の実施 

 

（３）自治組織の活性化 

自治会（区）の要望や意向を集約し、行政との連絡調整を図ります。さらに、自

治活動が自主的にできるような自治組織の活性化、および自治組織の振興のため未

加入世帯の加入促進を支援します。 

また、自治組織の活動拠点となる地域集会施設等の整備の支援を行います。 
 

[主要事業］ 

 自治会組織を卖位とする住民自治の振興 

 地域集会施設等の整備の支援 

 

 

 

市民満足度調査の実施 
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■ 政策の達成目標～成果指標 

指標名 指標の説明 指標の算出方法 
前期基本計画 
策 定 時 値  

現況値 目標値 

市民公募委員を
含む審議会など
の割合 

市政の審議・審査
を行う場への一般
市民の参画状況を
示す指標 

市民公募委員を含
む附 属 機 関 の 数
÷ 付 属 機 関 の 総
数×100 

0% H17 2.0% H21 30.0% 

パブリックコメン
トを求めた件数 

政策立案等に際し
ての市民の意見聴
取の状況を示す指
標 

パブリックコメント
手 続 き 実 施 件 数
(年間) 

0 件 H17 5 件 H21 7 件 

会議記録を公開
している審議会
などの割合 

情報公開への取り
組み状況を示す指
標 

会議を公開してい
る附属機関の数÷
附 属 機 関 の 総 数
×100 

0% H17 2.0% H21 30.0% 

市内に主たる事
務所を置く NPO
法人の数 

NPO 法人の活動
状況を示す指標 

市内に主たる事務
所を有し、国また
は県の認証を受け
た NPO 法人の数 

7 団体 H17 14 団体 H21 16 団体 

審 議 会 等 委 員
へ の 女 性 委 員
の登用割合 

市政の審議・審査
を行う場への女性
の参画状況を示す
指標 

女 性 委 員 ÷ 審 議
会 等 委 員 の 総 数
×100 

-  20.3% H21 30.0% 

＊前期基本計画策定時値が「－」で表示してあるものは前期基本計画策定時値が明らかでないことを表します。 

＊○新 の指標は、今回新たに設定しました。 

 

 

 

（４）地域コミュニティの活性化 

コミュニティの維持・活性化を図るため、地域のリーダーを育成するとともに、

男女共同参画社会づくり推進のため、審議会委員等への女性委員の登用を積極的に

行います。 

 

[主要事業］ 

 地域リーダーの育成 

 男女共同参画社会づくりの推進 

 コミュニティ施設等の整備 

新 
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基本政策 その他（全基本政策共通） 

 

政策１ 新たな郷土愛を育み一体感が実感できるまちづくり 

 

■ 取り組み状況と成果 

 

●地域資源の再発見 

地域ブランドを考えていくためには、身近な地域の自然・文化遺産・温泉・特産品

など地域資源を洗い出すとともに、市民が地域の現状を正しく把握することが大切で

す。そこで、地域の魅力を市民に再認識してもらうために、歩いて市内の地域資源を

巡る「甲斐市ちいさな旅」を実施しました。 

 

●甲斐市の地域イメージの確立 

前期基本計画に掲げられた地域ブランド戦略推進プロジェクトにおいて、強みとな

る地域資源の掘り起こし、活用方法等の検討を行い、甲斐市ブランドのベースとなる

地域イメージを「自然環境」と「甲斐的（快適）生活」としました。 

 

●イベントの開催 

旧町で行われていたイベントを統合して、平成 19 年度から「甲斐市わくわくフェ

スタ」を開催し、さらに平成 21 年度からは「郷育の日・甲斐市わくわくフェスタ」

とし、市の一体感の醸成に努めました。 
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■ 現状と課題 

 

●地域に誇りを持てるまちづくり 

本市には、昇仙峡をはじめとする豊富な観光資源や、治水の歴史にかかわる遺構、

やはたいも・梅・桑の実などの地域の特産品、おみゆきさん（御幸祭）・下福沢道祖

神祭・金剛寺金山神社祭典などの伝統ある祭、さらにＪＲ竜王駅やドラゴンパークな

ど、さまざまな地域資源があります。 

市民が住んでいてよかったと感じるまち、誇りの持てるまちを築いていくために

は、他の地域にない魅力やイメージを市民全体で共有する必要があります。また、多

くの地域資源を有効活用し、「甲斐市」を連想できるイメージを定着させるようなＰ

Ｒ・努力が必要です。 

そこで、個々の地域資源を有機的に連携させ、物語性を持たせることで、地域の強

みが形成され、それを地域ブランドとして共有し、一体感を実感できるような取り組

みが求められています。 

 

●地域に対する愛着心の醸成 

市民アンケート調査結果では、約６割の市民が一体感を感じており、概ね政策の効

果が現れていることが分かりましたが、イベントなどを通じて、より一層地域に対す

る愛着心の醸成を図っていく必要があります。 
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■ 施策の方向 

 

 

■ 政策の達成目標～成果指標 

指標名 指標の説明 指標の算出方法 
前期基本計画 
策 定 時 値  

現況値 目標値 

市の一体感を感
じる人の割合 

新 市 の 一 体 感 の
醸成に向けた取り
組 み 状 況 や そ の
成果を示す指標 

市民アンケート調
査において、肯定
的回答をした人の
割合 

-  59.7% H21 70.0% 

郷 土 の 歴 史 に
関心を持ってい
る人の割合 

新市の歴史・文化
の掘り起こしやそ
の活用状況を示す
指標 

市民アンケート調
査において、肯定
的回答をした人の
割合 

-  59.7% H21 70.0% 

全市的な催し・
イベントへの参
加者数 

市を挙げた催しへ
の 市 民 等 の 参 加
状況を示す指標 

地域を限定しない
全市的な催し・イ
ベントへの参加者
数 

-  50,000 人 H21 55,000 人 

＊前期基本計画策定時値が「－」で表示してあるものは前期基本計画策定時値が明らかでないことを表します。 

 

（１）地域ブランドの確立 

さまざまな地域資源を有機的に連携し、物語性を持たせ、甲斐市の地域イメージ

である「自然環境」と「甲斐的（快適）生活」を浸透させる事業展開や情報発信を

行っていきます。 

 

［主要事業］ 

 地域資源の連携 

 効果的な情報発信 

 地域イメージの確立 

 甲斐市ブランドの構築・推進 

 

（２）全市的イベントの企画・開催 

郷育の日・甲斐市わくわくフェスタの内容をさらに充実させて、より一層市民の

一体感の醸成を目指します。 

 

［主要事業］ 

 郷育の日・甲斐市わくわくフェスタの開催 
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リーディング・プロジェクト 

 

■ リーディング・プロジェクトの位置づけ 

 

 

 

■ リーディング・プロジェクトの構成と特徴 

 

 

この計画の基本構想において、地域を経営するという観点に基づき戦略的な地域づく

りを進めることを掲げています。戦略的な地域づくりとは、地域の望ましい将来像の実

現に向け、さまざまな地域資源を統合して大局的な地域振興方策を講じていくことを意

味しています。 

このような戦略的な地域づくりを進めるためには、通常の事務・事業や施策の垣根を

越えた横断的なプロジェクトを組織し、一つのまとまりある事業として推進していくこ

とが効果的です。 

このような趣旨に基づき、『望ましい将来像の実現を先導する横断的な事務・事業の

まとまり』をリーディング・プロジェクトとして位置づけ、推進を図っていくこととし

ます。 

リーディング・プロジェクトは基本政策（まちづくりの基本方針）ごとに組織するこ

ととし、全体で 7本のプロジェクトから構成されています。原則として、基本構想にお

いて『重点分野』と位置づけられた分野に関連するプロジェクトとなっています。 

リーディング・プロジェクトを構成する事務・事業の中には、基本計画（本編）に掲

載がないものもあります。これは、現時点では実施することが確定していない事務・事

業も含め、戦略的な地域づくりの全体像を示すことがプロジェクトの性格や方向性を明

らかにするために必要であるためです。 

基本計画（本編）に掲載がない事務・事業については、今後、プロジェクトの進捗状

況などを見ながら、検討を進めていくこととします。 
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■ リーディング・プロジェクトの推進方法 

リーディング・プロジェクトを推進するため、地域再生計画や構造改革特区、国の省

庁による各種補助金・交付金など、利用できる制度や特定財源を積極的に活用していく

こととします。 

また、リーディング・プロジェクトに掲げられたプロジェクトは、それぞれ担当部局

で推進することはもちろんですが、複数の部局にまたがる事務・事業から構成されてい

るものが多いため、必要に応じて庁内推進本部やプロジェクト・チームを組織したり、

専任課を新設するなど、庁内における推進体制を整備していくこととします。 
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プロジェクト１ ＪＲ竜王駅を拠点とする周辺地域活性化プロジェクト 

 

■ これまでの取り組み 

 

① 平成 18年度からプロジェクトを組織し、駅周辺の土地利用方針及び市街地景観につ

いて協議を行い、イメージをまとめました。なお、プロジェクトにおいては、中心

市街地活性化基本計画の策定についても検討されました。しかし、甲斐市内におい

ては、衰退している商店街が見当たらない、また中心市街地の範囲がどこなのか不

明確などの指摘により、計画の策定を断念しました。 

② 平成 18年 12月、駅利用者に対するアンケート調査を実施し、1,370枚中 750枚の回

答を得ました。 

③ 平成 19年 1月、甲斐市商工会の竜王駅周辺地域活性化委員会が開催され、商工業者

の視点による活性化に対する協議が行われました。 

④ 平成 19年度、竜王駅单口地権者を中心に市街地再開発の手法等について理解を深め

るため、勉強会を開催するとともに先進事例の視察を行いました。また、土地利用

や自身の考え方等に関するアンケート調査を実施しました。 

⑤ 平成 20年 3月、橋上駅舎及び单北自由通路が完成しました。 

⑥ 平成 21 年 10 月、竜王駅からの集客と芸術文化の振興を目指した県立美術館・文学

館との連携調印を締結しました。 

⑦ 平成 21 年 11 月、駅周辺自治会住民を対象に、駅周辺道路に植栽する街路樹に関す

るアンケート調査を実施しました。その結果、街路樹は要望の多かった百日紅（サ

ルスベリ）に決定しました。 

⑧ 平成 22年 3月、单北駅前広場及び周辺道路の工事完了をもって、竜王駅周辺整備事

業が終了しました。 

⑨ 平成 22年 6月、駅を拠点とした周辺地域の魅力発信事業を検討する「竜王駅魅力発

信協議会」が設立され、活性化事業についての検討が始まりました。 

⑩ 平成 22年 7月、竜王駅を交通結節点とする新たな甲斐市民バスの運行が始まりまし

た。 
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■ プロジェクトの概要 

 

 

 

■ プロジェクトの具体的内容 

 

 商店街の活性化（個店の魅力再生・事業継承支援、共同店舗化支援など） 

 新たな高次都市機能62の整備・誘導（芸術文化機能、医療福祉機能の誘導など） 

 市のシンボルとなる景観形成（景観地区の指定、景観計画の策定など） 

 推進体制の構築支援（まちづくり会社、ＮＰＯ法人等の設立支援など） 

 回遊性を高める交通手段の整備に向けた支援 

（駅周辺におけるコミュニティバスの運行など） 

 竜王駅魅力発信協議会による地域活性化事業支援 

 

                             
62 高次都市機能 

日常生活を営む圏域を越えた広範な地域を対象とする質の高い都市的サービスを提供する機能を言いま

す。具体的な施設としては、テレビ局･ラジオ局など情報通信施設、大学院･大学･短期大学･研究機関な

ど研究開発施設、劇場･美術館･博物館･専門図書館など芸術文化施設、スタジアムなどスポーツ･レクリ

エーション施設、高度専門医療施設、遊園地･映画館など余暇娯楽施設などがあります。 

合併以降進めてきた竜王駅周辺整備事業は、橋上駅舎、单北自由通路、单北駅前広場

及び周辺道路等の整備をもって、平成 22年 3月にすべての事業が終了しました。 

甲斐市都市計画マスタープランにおいては、竜王駅周辺は市全域の拠点となる「都市

拠点」として複合的に機能を配置・集積し、交通結節点としてアクセス性の向上を図り、

本市の玄関口として賑わいある都市空間を創出していくこととなっています。今後は、

民間活力を活かした駅周辺地域の整備を進めていきます。 

また、既存商店街との連携・調整を図りつつ、さらに魅力ある個店の配置や集合店舗

化等を促進するとともに、駅前通りを本市のシンボルとなる街並みとして位置づけ、修

景や美化を推進します。 
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プロジェクト２ 食と文化による生涯学習推進プロジェクト 

 

■ これまでの取り組み 

 

 

① 平成 19 年 12 月、食育の推進及び生涯学習の推進をテーマに、プロジェクトを立ち

上げました。まず、食育の現状把握を行うため、各課で実施されている食育関連事

業についての拾い出しを行いました。 

② 平成 20年 2月、ワーキングメンバー及び関係職員を対象に「食」に関係する事業調

査を実施しました。 

③ 平成 20年 4月、調査結果をもとに、出先機関の職員や関連団体の代表者に参加をい

ただき、食育に関する取り組みや課題についての意見交換会を開催しました。 

④ 平成 20 年 10 月、食育を取り巻く個々の課題やその原因、解決方法などの検討結果

をとりまとめた食育推進に関する報告書を作成し、部長会議へ報告しました。 

○子ども・働き盛り・高齢者の現状、問題とその解決策 

○特に子ども・家庭・地産地消を重点項目とする 

○食育推進計画策定の必要性 

⑤ 平成 20 年 11 月、次の課題の生涯学習の推進について検討するため、プロジェクト

を立ち上げました。 

⑥ 平成 21年 2月、現在市が実施している生涯学習事業、スポーツ推進事業、国際交流

事業等の現状把握を行い、取組状況等についての整理を行いました。 
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■ プロジェクトの概要 

 

 

■ プロジェクトの具体的内容 

 

 

食事や食生活を通じて心身や人間性を育てる「食育」を進めるため、家庭と地域、教

育現場が連携した取り組みを進めます。 

特に、学びや気づきによる地域の食文化への理解を進めるとともに、地域の食材を積

極的に活用する体制を整えます。 

また、さまざまな場面で活躍する市民や経験豊富な団塊世代・高齢者の協力により、

地域の伝統文化などに対する理解と関心を深め、生涯を通じた心豊かな人間教育の推進

を図ります。 

さらに、国際社会に適合できる感性豊かな市民を育てるため、在住外国人などの協力

を得ながら、外国文化に関する学習機会の充実を図るとともに、国際交流の発展を図り

ます。 

 保育や教育の現場における食育の推進 

 学校給食への地域食材の利用の推進（学校給食への供給体制の構築など） 

 食育計画の策定 

 地域の人材を活用した伝統文化等の学習機会の充実 

 生涯スポーツにおける地域の人材の活用 

 在住外国人との交流・連携による国際教育の推進 

 生涯学習の成果をまちづくりに活かす体制の整備 
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プロジェクト３ 小地域ふれあい交流サロン推進プロジェクト 

 

■ これまでの取り組み 

本事業については、甲斐市社会福祉協議会により実施されており、その内容は次のと

おりです。 

① 事業名：甲斐市ふれあいいきいきサロン 

② 甲斐市が推進するいきいきサロンとは 

・ 65歳以上の高齢者の介護予防、閉じこもり予防の一環として、各地区が実施す

る事業への支援を行っています。（一部高齢福祉課の委託事業） 

・ 手法として、自治会の公民館等を会場にお茶飲み会などに合わせ介護予防体操

や手芸、各種レクリエーションなどを実施していただいています。 

・ 地区でサロンを設立した場合、3Ｂ体操が年 2回、保健師による介護予防教室が

年 1回、地区の負担なしで開催できます。 

・ 閉じこもり予防を兹ねているため、仲間内での「趣味の集まり」ではなく、地

域内の一人暮らしの高齢者や近所付き合いがあまりない方、また普段から閉じ

こもりがちな方に声をかけていただき、参加を呼びかけています。 

③ サロンに対する支援等 

・ 補助金の交付（サロンに要した経費（茶菓子代は除く）を対象に、年間の総参

加人数と実績により、10,000 円から 30,000円の範囲で交付） 

・ サロンの道具の貸し出し（輪投げセット、ビーンボウリング、グランドゴルフ

セット、プロジェクター、ペタンク、甲州弁カルタ、マージャンセットなどを

無料で貸し出し） 

・ 社会福祉協議会バスの運行（サロンの目的に適合した事業の場合無料で運行） 

・ 3Ｂ体操、介護予防教室の出張講師派遣（直接高齢福祉課へ申し込み） 

・ 専門講師の派遣申し込み支援 

・ 社会福祉協議会職員やボランティア講師の派遣 

・ サロンのチラシ作成、印刷物作成等の支援 

・ 設立の際の支援 

④ 平成 22年度実施状況（各自治会卖位で開催） 

・ 竜王地区 10ヶ所 

・ 敷島地区 10ヶ所 

・ 双葉地区 9ヶ所 

今後も各自治会に呼びかけを行い、サロンの設立支援を行っていきます。 
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■ プロジェクトの概要 

 

 

 

■ プロジェクトの具体的内容 

 

 

 ふれあいの“場”の確保・整備（地域集会施設、公民館等の活用など） 

 ふれあいボランティア（仮称）の確保・育成 

（事業の運営にあたる者＝コーディネーターの確保など） 

 福祉・医療など専門的支援の実施（保育士、保健師等の派遣など） 

 世代間交流イベントの実施（交流・発表の機会の確保など） 

 地域文化継承への支援（地域集会施設における地域学習の実施など） 

高齢者が住み慣れた地域で生きがいを感じながら必要なケアを受けることができる

よう、地域集会施設等を活用した世代間交流を進めます。 

ここでは、高齢者を卖に身の回りの世話などを受けるだけの存在とするのではなく、

就業している親に代わって地域の子どもたちの面倒を見たり昔の遊びを教えたりする

など、互助の精神に基づき一定の負担や貢献も行う存在として位置づけていきます。 

また、こうした取り組みを支える専門人材の派遣や経営補助者の育成・確保を進め、

日常的な取り組みとして定着を図ります。 
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プロジェクト４ 農を起点とする新たな地域産業創造プロジェクト 

 

■ これまでの取り組み 

 

 

■ プロジェクトの概要 

 

 

現在、赤坂地区で取り組んでいるトマトの水耕栽培をモデル事業に位置づけ、ブラン

ド化も視野に、その付加価値を高めるための産業間連携や新たなビジネスモデルの開拓

を進めます。 

また、都市住民との交流の推進や商工業との連携による農業の多面的価値を引き出す

取り組みを強化します。 

さらに、農業法人等の担い手を育成する中で、農業の主たる担い手への農地の集積を

進め、農業経営の近代化を促進します。 

平成 21 年度から、甲斐市の農業振興策の一つの核として、赤坂地区を拠点に遊休農

地を活用し、トマトの養液栽培を行う「赤坂地区活性化事業」がスタートしました。 

・ この事業を、プロジェクトの具体的内容である農業と商工業の連携、新たなビ

ジネスモデルの開発、また地域ブランドの開発などに通じる総合的な事業とし

て位置づけ、取り組みを推進しています。 

・ 事業は、赤坂地区活性化協議会を設立し、農林振興課が所管し推進しています

が、関係職員を中心とした協議・検討を随時行い、事業の円滑な推進を目指し

ています。 
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■ プロジェクトの具体的内容 

 

 赤坂地区活性化事業の推進 

 農地の利用集積の円滑化及びあっ旋仲介、就農支援を総合的に進めるシステムの

構築（農地保有合理化法人の設置など） 

 特色ある教育機関との連携による新たなビジネスモデルの開発 

 農業法人・農業ボランティアの育成 

 農業と商工業との連携の推進 



 120 

 

プロジェクト５ 災害に強いまちづくり推進プロジェクト 

 

■ これまでの取り組み 

 

 

① 平成 18年 6月、甲斐市市民防災マニュアルが完成し、全世帯へ配布し防災に対する

意識喚起を図りました。 

② 平成 18年 10月、プロジェクトを立ち上げ、検討を始めました。 

③ 大雨や台風による水害や土砂災害による危険箇所を明確にし、被害を最小限に抑え

るため、洪水ハザードマップの作成について協議を行い、所管課において作成作業

を始めました。平成 20年 3月、甲斐市洪水ハザードマップが完成し、市内全世帯へ

配布しました。 

④ 防災行政無線のデジタル化に伴い、平成 21年度から市全域における防災行政無線の

システム見直しに着手し、デジタル化移行に向けての整備を進めています。 

⑤ 平成 21年度には、高齢者など災害弱者救済を目的とした災害時要援護者支援マニュ

アルについて検討を行い、マニュアルを作成しました。現在、福祉部を中心に対象

者や支援希望者などの調査を行い、名簿等の整備に努めています。 

⑥ 災害発生時における応急対策等を事前に確立するため、災害協定の締結を推進して

います。平成 22年 4月現在の状況は、次のとおりです。 

相互援助・・・・・・・7協定 

応急対策、復旧・・・・7協定 

物資等緊急輸送・・・・3協定 

生活物資等調達・・・・8協定 

情報収集・・・・・・・1協定 

資機材等調達・・・・・1協定 

⑦ 非常時に備え、各指定避難場所等への災害物資備蓄の強化を行っています。 

⑧ 自治会における自主防災組織の組織化を促進し、地域での防災体制の確立を推進し

ました。また、自主防災組織が行う訓練等に対し支援を行っています。 

⑨ 社会福祉協議会との連携により、防災ボランティアの育成を推進しています。 
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■ プロジェクトの概要 

 

 

 

■ プロジェクトの具体的内容 

 

 

地震などの大規模災害に際し、全国から集まるボランティアの善意が有効に活かされ

るよう、被災地のニーズの把握や諸団体などとの連携を調整（コーディネート）する防

災ボランティア・支援員を養成するとともに、いざという時にすばやく安全に避難でき

るよう、地域自治組織卖位での避難地図づくりを促進します。 

また、情報提供体制や物資の確保などに不安がないよう、準備や態勢を整えます。さ

らに、被災時に他の自治体や民間企業などの協力が迅速に得られるよう、救援・復興活

動に関する協定の締結を進めます。 

 防災ボランティア・支援員の養成 

 救護や応急措置ができる市民ボランティアの育成 

 無線等による災害情報の提供体制の確立 

 他の自治体や民間企業等との災害協定の締結推進 

 災害物資備蓄の強化 

 自主防災組織の強化・育成 
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プロジェクト６ 市民の声を活かす協働のまちづくり推進プロジェクト 

 

■ これまでの取り組み 

 

 

■ プロジェクトの概要 

 

 

自治の基本原則や、行政の基本ルールなどを定めた自治基本条例（仮称）を制定する

とともに、協働のまちづくり基本方針を定め、市民と行政が共に担う協働の仕組みづく

りを確立し、市民の市政への参画を促進します。 

特に、政策形成や行政評価など、これまで市民に公開されてこなかった分野における

市民の参加機会を増加させるとともに、市政情報の提供を積極的に行います。 

また、ＮＰＯ法人やボランティア団体など、意欲ある市民からなる組織を協働の先導

役と位置づけ、これらの団体との連携によるまちづくりを進めます。 

① 平成 19 年 9 月、「甲斐市パブリックコメント実施要綱」が施行され、条例や計画な

どの素案を市民に事前に公表し、広く意見を求めています。 

② 平成 20年度から実施している事務事業評価の結果を、市ホームページで公表し、事

業経費や成果等を明らかにするとともに透明性の高い事務事業の執行に努めていま

す。 

③ 平成 22 年 6 月、「審議会等の設置及び運営に関する指針」、「審議会等の委員公募に

関する指針」、「審議会等の会議の公開に関する指針」及び「審議会等の会議の傍聴

に関する要領」が施行され、市民の市政参加の促進に努めています。 
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■ プロジェクトの具体的内容 

 自治基本条例（仮称）の制定 

 協働のまちづくり基本方針の策定 

 附属機関等への公募委員登用の推進 

 タウンミーティング63の開催 

 ＮＰＯ法人等との連携・協働関係の構築 

 

                             
63 タウンミーティング 

行政と市民による意見交換を目的として開催される対話集会。 
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プロジェクト７ 地域ブランド戦略推進プロジェクト 

 

■ これまでの取り組み 

 

 

① 平成 18年 8月、イベントの在り方を検討するため、プロジェクトを立ち上げました。 

・ 協議の結果、旧 3 町で実施されてきたイベントの統合は合併時からの課題であ

り、新市の一体感の醸成を図る意味からも統一を図ることになりました。 

・ 平成 19年 4月から、新しいイベントの骨子についての検討が進められました。

その結果、「子ども」をメインテーマに掲げたイベント内容とすることに決定し、

10月 7日に第 1回甲斐市わくわくフェスタが、日本航空学園を会場に開催され、

以後継続開催されています。 

② 平成 20年 1月、地域ブランドの調査・研究を行うためプロジェクトを立ち上げまし

た。 

【検討内容】 

・ 市内の地域資源の洗い出し、及び資源の現状と活用状況 

・ 市を代表する地域資源の抽出 

・ 甲斐市の地域イメージ 

・ 地域イメージの高揚やブランド化に関連する事業について 

【検討結果】 

・ 市内の資源を「自然資源」、「歴史資源」、「モノ資源」及び「サービス資源」に

分類し約 300の資源を抽出しました。 

・ 地域ブランド商標を取得している「やはたいも」また「甲州ワインビーフ」、「昇

仙峡」、「信玄堤」、「竜王駅」など著名なものはあるが、外部へ発信する資源と

してのインパクトは強くありません。 

・ 甲斐市全体のイメージを確立し、付随する他の資源を組み合わせることにより、

日常生活との違いをブランドとして組み立てが必要です。 

甲斐市のイメージ＝「自然環境」・「甲斐的（快適）生活」 

また、ブランド化の推進に関しては、関係者や地域の熱意が重要であり、行政がど

うフォローしていくかが、長続きのポイントであることを確認しました。 

③ 平成 21年 6月、赤坂地区活性化事業への取り組みが始まりました。 
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■ プロジェクトの概要 

 

 

 

■ プロジェクトの具体的内容 

特産品などの“もの”に限らず、地域が有する“こと”や、伝承する“文化”、“風習”

など、甲斐市だけに存在するさまざまな資源を活かし、その価値を磨き上げ、ブランド

として確立することにより、他の地域との差別化を図り、市場における情報発信力や競

争力の面で優位性を確保することをねらいとする取り組み（地域ブランド戦略）を進め

ます。 

 地域ブランド資源の発見・発掘 

 地域ブランド資源の磨き上げ 

（特産品開発、交流環境整備、農産物の品質向上など） 

 「甲斐的ブランド（仮称）」によるＰＲ活動の推進 

（キャンペーン、各種コミュニケーション活動など） 



 

 

 

 

 

 

 

資 料 編 
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資料編 

その他各資料 

 

 総合計画(後期基本計画)策定にかかる諮問・答申の写し 

 

 

○諮問書の写し 

 

甲斐企第 12－1 号 

平成 22 年 12 月 1 日 

 

甲斐市総合計画審議会 

会長 今 村 正 城 様 

 

                   甲斐市長  保 坂  武 

 

 

「甲斐市総合計画（後期基本計画）」(案)について（諮問） 

 

 

本市におきましては、平成 18年 3月に第１次甲斐市総合計画を策定し、この

計画に基づき各種部門計画を定め、積極的に望ましいまちづくりを推進して参り

ました。 

今回、第 1次甲斐市総合計画における基本計画の前期目標年次を迎えたことに

伴い、今後の社会経済情勢の変化を的確にとらえ、尐子高齢化への対応、低炭素

社会の実現、地域コミュニティーの向上、行政経営の基盤強化など、喫緊の行政

課題に対応していく必要があります。 

つきましては、第 1次甲斐市総合計画の将来像「緑と活力あふれる生活快適都

市」の更なる実現に向け、この度基本的な施策の方向について見直し案を作成し

ましたので、甲斐市総合計画審議会条例第 2条の規定に基づき、貴審議会の意見

を賜りたく諮問いたします。 
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○答申書の写し 
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 総合計画策定にかかる条例及び規程 

 

○ 甲 斐 市 総 合 計 画 審 議 会 条 例  

平成 16 年９月１日  

条例第 26 号  

(設置 ) 

第１条  甲斐市における総合計画及びその実施に関し必要な事項につ

いて調査審議するため、市長の附属機関として甲斐市総合計画審議会

(以下「審議会」という。 )を置く。  

(所掌事務 ) 

第２条  審議会は、市長の諮問に応じ、総合計画に関する事項について

調査し、及び審議する。  

(組織 ) 

第３条  審議会は、委員 30 人以内で組織する。  

２  委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。  

（１）地域住民代表  

（２）関係団体の役職員  

（３）識見を有する者  

（４）一般住民  

(任期 ) 

第４条  委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるも

のとする。  

２  前条の規定による委員のうち役職にあることにより任命された者

の任期は、その任期中とする。  

(会長及び副会長 ) 

第５条  審議会に会長及び副会長若干人を置く。  

２  会長及び副会長は、委員の互選により選任する。  

３  会長は、会務を総理し、審議会を代表する。  

４  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ会

長が定める順位に従い、その職務を代理する。  

(会議 ) 

第６条  審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。  

２  審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができ

ない。  

３  審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会

長の決するところによる。  
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(意見の聴取等 ) 

第７条  会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の

者を会議に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。  

(専門部会 ) 

第８条  会長は、特に必要があると認めるときは、専門的事項を審議さ

せるため、審議会に専門部会 (以下「部会」という。 )を置くことがで

きる。  

２  部会は、会長が指名する委員で構成し、部会長は、部会委員の互選

により選任する。  

３  部会長は、部会の事務を掌理する。  

４  部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名する委員が、

その職務を代理する。  

５  部会の会議については、第６条の規定を準用する。  

(委任 ) 

第９条  この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項

は、市長が定める。  

 

附  則  

この条例は、平成 16 年９月１日から施行する。  

javascript:void%20fnOwnLink(92,'r0470094041609211.html','J6')
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 甲斐市総合計画審議会委員名簿 

 

役職 番号 委員氏名 条例の区分 区分 備考 地区

○ 1 天 野 七 郎 自治会連合会 竜王地区

○ 2 山 口 正 智 自治会連合会 敷島地区

○ 3 福 岡 直 也 自治会連合会 双葉地区

4 横 山 善 宏 前都市計画審議会 敷島地区

5 雨 宮 正 英 地域公共交通活性化協議会 甲府地区

6 塚 原 卓 郎 PTA連絡協議会 竜王地区

7 田 中 實 体育指導委員協議会 双葉地区

8 渡 邉 明 子 民生委員児童委員会 竜王地区

9 赤 岡 千 恵 児童館運営委員会 敷島地区

10 中 込 助 雄 認定農業者 双葉地区

11 原 田 重 子 商工会女性部 竜王地区

12 中 村 明 雄 消防委員会 双葉地区

13 望 月 修 環境審議会 竜王地区

14 神 田 睦 興 行政改革推進委員会 竜王地区

15 橘 田 照 美 甲斐ヒューマンプラン推進委員会 敷島地区

16 清水 喜美男 環境省環境カウンセラー 竜王地区

17 佐々木 邦明 地域公共交通活性化協議会 甲府地区

◎ 18 今 村 正 城 前議会議員 双葉地区

19 小 林 守 前議会議員 敷島地区

20 田 中 陽 子 前審議会委員 竜王地区

21 須 藤 孝 子 前審議会委員 双葉地区

22 西 川 和 彦 一般公募 竜王地区

23 但 田 元 秀 一般公募 敷島地区

24 佐 野 眞 人 一般公募 双葉地区

25 角 田 貴 子 一般公募 双葉地区

※役職：◎：会長　○：副会長

自治会連合会

一般公募

地域住民
代表

（３名）

関係団体
の役職員
（１２名）

都市機能

教育文化

福祉保健

産業振興

安全快適

行政情報

一般住民
（４名）

識見を
有する者
（６名）

学識者

前議員

前審議会委員
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○ 甲 斐 市 総 合 計 画 策 定 本 部 設 置 要 綱  

平成 17 年５月 10 日  

訓令第 13 号  

(設置 ) 

第１条  甲斐市総合計画 (以下「総合計画」という。)の策定に関し、全

庁的な合意形成及び効率的な連絡調整を図るため、甲斐市総合計画策

定本部 (以下「本部」という。 )を設置する。  

(所掌事務 ) 

第２条  本部の所掌事務は、次のとおりとする。  

（１）基本構想案及び基本計画案の策定に関すること。  

（２）市政の現状分析に関すること。  

（３）前２号に掲げるもののほか、総合計画策定に関し必要な事項  

(組織 ) 

第３条  本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。  

２  本部長は市長とし、副本部長は副市長をもって充てる。  

３  本部員は、別表第１に掲げる職にある者をもって充てる。  

(職務 ) 

第４条  本部長は、本部における事務を総括し、本部を代表する。  

２  副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を

代理する。  

(会議 ) 

第５条  本部会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長とな

る。  

(部会等 ) 

第６条  部門別の調査及び検討を行うため、本部に次に掲げる部会を置

く。  

（１）都市機能部会  

（２）教育文化部会  

（３）福祉保健部会  

（４）産業振興部会  

（５）安全快適部会  

（６）行政情報部会  

２  部会は、代表部員、副代表部員及び部員で組織し、別表第２に掲げ

る職にある者をもって充てる。  

３  代表部員は、必要に応じて部会を招集し、会議の議長となる。  

４  具体的な事項の調査及び検討を行うため、各部会にワーキンググル

ープを置く。  

javascript:void%20fnOwnLink(905,'r0470723041707011.html','B1')
javascript:void%20fnOwnLink(905,'r0470723041707011.html','B2')
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５  ワーキンググループは、別表第 2 に掲げる所属の担当リーダー又は

担当者をもって組織する。  

(庶務 ) 

第７条  本部の庶務は、企画部企画課において処理する。  

(その他 ) 

第８条  この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、

本部長が別に定める。  

 

附  則  

この訓令は、公布の日から施行する。  

 

 

別表第１ (第３条関係 ) 

 

教育長     企画部長     総務部長  

 

市民部長    環境経済部長   福祉保健部長  

 

都市建設部長  会計管理者    議会事務局長  

 

教育次長    水道局長     敷島支所長  

 

双葉支所長  

 

 

    ※支所長にあっては職務の級が７級にある者  

javascript:void%20fnOwnLink(905,'r0470723041707011.html','B2')
http://172.16.32.21/reiki/reiki_word/70723001041707011.doc
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別紙 2（第 6 条関係） 

部会名 部員名（◎＝代表 ○＝副代表） 所属 ワーキングメンバー 

都市機能部会 

◎ 都市計画課長 都市計画課 まちづくり推進担当 

○ 建設課長 建設課 建設担当 

  企画課長 企画課 企画担当 

  総務課長 総務課 総務担当 

  農林振興課長 農林振興課 農林総務担当 

  下水道課長 下水道課 総務担当 

  敷島支所地域課長 敷島支所地域課 建設都市計画担当 

  双葉支所地域課長 双葉支所地域課 建設都市計画担当 

  水道局業務課長 水道局業務課 総務担当 

  水道局工務課長 水道局工務課 施設工務担当 

教育文化部会 

◎ 教育総務課長 教育総務課 施設担当 

○ 学校教育課長 学校教育課 創甲斐教育推進担当 

  企画課長 企画課 総合政策担当 

  総務課長 総務課 総務担当 

  子育て支援課長 子育て支援課 児童担当 

  生涯学習文化課長 生涯学習文化課 生涯学習担当 

  スポーツ振興課長 スポーツ振興課 推進担当 

  図書館長 図書館 総務担当 

      （観光担当） 

福祉保健部会 

◎ 福祉課長 福祉課 福祉総務担当 

○ 健康増進課長 健康増進課 保健指導担当 

  企画課長 企画課 総合政策担当 

  保険課長 保険課 国民健康保険担当 

  子育て支援課長 子育て支援課 児童担当 

  高齢福祉課長 高齢福祉課 高齢福祉担当 

  竜王支所地域課長 竜王支所地域課 福祉健康担当 

  双葉支所地域課長 双葉支所地域課 福祉健康担当 

産業振興部会 

◎ 農林振興課長 農林振興課 農林総務担当 

○ 商工観光課長 商工観光課 商工労働担当 

  企画課長 企画課 総合政策担当 

  竜王支所地域課長 竜王支所地域課 地域振興担当 

  敷島支所地域課長 敷島支所地域課 地域振興担当 

安全快適部会 

◎ 防災安全課長 防災安全課 消防防災担当 

○ 環境課長 環境課 環境保全担当・生活環境担当 

  企画課長 企画課 企画担当 

  総務課長 総務課 管理担当 

  農林振興課長 農林振興課 農林土木担当 

  都市計画課長 都市計画課 緑化推進担当 

  建設課長 建設課 土木総務担当 

  下水道課長 下水道課 総務担当 

  水道局業務課長 水道局業務課 総務担当 

  水道局工務課長 水道局工務課 施設工務担当 
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部会名 部員名（◎＝代表 ○＝副代表） 所属 ワーキングメンバー 

行政情報部会 

◎ 総務課長 総務課 総務担当 

○ 企画課長 企画課 企画担当 

  秘書広報課長 秘書広報課 広聴広報担当 

  財政課長 財政課 財政担当 

  人事課長 人事課 人事担当 

  市民課長 市民課 市民担当 

  敷島支所市民課長 敷島支所市民課 市民担当 

  双葉支所市民課長 双葉支所市民課 市民担当 

  税務課長 税務課 市民税担当 

  収納課長 収納課 管理担当 

  保険課長 保険課 国民健康保険担当 

    会計課 出納担当 

    議会事務局 庶務・議事担当 

      （観光担当） 

その他（全基
本政策共通） 

      観光担当 

      商工労働担当 

      農林総務担当 

      文化財担当 

      総合政策担当 

 

 



 136 

 

 甲斐市総合計画の策定体制及び策定経過 

 

○策定体制 

 

情報
提供

市議会 総合計画審議会

了
承

諮
問

答
申

説
明

本部会議

（部長会議）

部 会（課長）

都市機能部会

教育文化部会

福祉保健部会

産業振興部会

安全快適部会

行政情報部会

各課

計画検討

（部内会議）

住民の参画

•市民アンケート調査

•市長への手紙

•パブリックコメント

•ホームページでの意

見聴取

•審議会の審議内容の

公表

•その他
協議調整

ワーキンググループ

（担当者）

コンサルタント

市 長

計画策定本部

職員の参画

策定事務局
（企画課・総合政策担当）

意向

提案
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○策定経過 

年 月 総合計画審議会・議会 庁 内 会 議 そ の 他 

平成 21 年 

６月 
  

市民アンケート調査の実施 

（17 日～7 月 3 日） 

・有効回収数：1,018 人 

・有効回収率：50.9％ 

平成 22 年 

５月 

審議会委員の一般公募 

（6 日～21 日） 

 ・９名の募集に対し４名が応募 

  

７月 

第１回総合計画審議会（7 日） 

 ・委員委嘱 

 ・後期基本計画策定方針 

  及び今後のスケジュールについて 

部会部員・ワーキングメンバー合同会

議（22 日） 

 ・後期基本計画策定方針について 

 ・作業手順について 

  

８月  

６つの政策別ワーキング 

各３～４回（2 日～9 月 2 日） 

 ・後期基本計画素案の作成 

 

10 月  

第１回部会（9 日～14 日） 

 ・後期基本計画素案の検討 

  （各部会毎） 

第２回部会（27 日～11 月 2 日） 

 ・後期基本計画素案の検討 

  （各部会毎） 

 

11 月  
第１回本部会議（9 日） 

 ・後期基本計画素案の検討 
 

12 月 

第２回総合計画審議会（1 日） 

 ・諮問 

 ・報告（これまでの取り組み） 

 ・審議（総論、基本政策１） 

第３回総合計画審議会（6 日） 

 ・報告（要望事項検討結果） 

 ・審議（基本政策２、３） 

議会全員協議会（7 日） 

 ・見直し（案）の説明 

第４回総合計画審議会(22 日) 

 ・報告（要望事項検討結果） 

 ・審議（基本政策４、５(２)まで） 

  

平成 23 年 

１月 

第５回総合計画審議会(12 日) 

 ・報告（要望事項検討結果） 

 ・審議（基本政策５、６、その他 ﾘｰﾃﾞ

ｨﾝｸﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ） 

議会全員協議会（19 日） 

 ・要望事項等検討結果報告 

 

パブリックコメントの実施 

（6 日～26 日） 

 ・提出意見：０件 

２月 

第６回総合計画審議会(8 日) 

・報告（修正項目の確認） 

・後期基本計画案の確定 

・答申 

第２回本部会議(24 日) 

・後期基本計画の決定 
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用語集 

 

 

 

一次予防 （P63） 

病気にならないように、普段から健康増進に

努めることを言います。 

 

ＡＥＤ（エーイーディー） （P78） 

自動体外式除細動器。必要に応じて電気的な

ショックを与え、心臓の働きを戻すことを試

みる医療機器。 

 

 

核家族 （P9） 

ひと組の夫婦とその未婚の子どもなどから

なる世帯を言います。 

 

狭あい道路 （P35） 

主に幅員 4ｍ未満の自動車のすれ違いや通

行が困難な道路。 

 

行政改革大綱 （P93） 

本市における地方分権時代の行政改革の進

むべき方向性などを明らかにした指針。 

 

行政評価システム （P96） 

政策や事業等の行政活動について、一定の基

準で、できる限りわかりやすい指標を用い、

その必要性や効率性、成果などについて評価

し、総合計画の進行管理や予算編成等に活用

するものです。 

 

協働 （P21） 

市民、ＮＰＯ、企業などが行政と協力して地

域課題などの解決に取り組むことを言いま

す。 

区域区分（線引き） （P91） 

都市計画区域を「市街化区域」と「市街化調

整区域」の２つの区域に区分することを言い

ます。 

 

グローバル化 （P49） 

資本や労働力の移動が活発化し貿易や投資

が増大することによって、世界における経済

的な結びつきが深まることを言います。 

 

刑法犯認知件数 （P79） 

警察等の捜査機関によって、犯罪の発生が認

知された件数を言います。 

 

減災 （P78） 

災害時において発生し得る被害を最小限に

抑えるための取り組み。 

 

合計特殊出生率 （P19） 

ひとりの女性が一生の間に産む子どもの数

を言います。 

 

高次都市機能 （P113） 

日常生活を営む圏域を越えた広範な地域を

対象とする質の高い都市的サービスを提供

する機能を言います。具体的な施設としては、

テレビ局･ラジオ局など情報通信施設、大学

院･大学･短期大学･研究機関など研究開発施

設、劇場･美術館･博物館･専門図書館など芸

術文化施設、スタジアムなどスポーツ･レク

リエーション施設、高度専門医療施設、遊園

地･映画館など余暇娯楽施設などがあります。 

 

あ行 

か行 
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国民文化祭 （P46） 

全国各地から、さまざまな文化活動に親しん

でいる個人や団体が集まって、音楽、舞踊、

演劇、美術、文芸などの成果を発表する国内

最大の文化祭典。昭和 61 年から毎年、各都

道府県持ち回りで開催されています。 

 

 

里山 （P27） 

人里の近くにある生活に結びついた山のこ

とを言います。 

 

３次救急 （P63） 

最も重症な患者を対象とする救急医療を言

います。 

 

三種類の予防接種 （P62） 

医師と本人または保護者が判断して接種す

る「任意予防接種」（接種費用は自己負担）

のうち、子宮頸がんワクチン・ヒブワクチ

ン・小児用肺炎球菌ワクチンのことを言いま

す。市では平成 22 年９月から費用の一部を

助成しています。 

 

ＣＭＳ（シーエムエス） （P102） 

Content management Systemの略で、Ｗｅｂ

コンテンツを構成するテキストや画像、レイ

アウト情報などを一元的に保存・管理し、サ

イトを構築したり編集したりするソフトウ

ェアを言います。 

 

事業仕分け （P95） 

自治体が行なっている事業を、予算項目ごと

に、必要かどうか、必要ならばどこがやるか

（官か民か、国か地方か）について、外部の

視点で、公開の場において、担当職員と議論

して仕分けていく作業。 

 

資源循環型社会 （P85） 

大量消費・大量廃棄型社会から脱却し、環境

負荷をできる限り抑制する仕組みが組み込

まれている社会のことを言います。 

 

指定管理者制度 （P45） 

地方自治法の改正により、公の施設の管理を

民間事業者を含む幅広い団体ができるよう

になった制度を言います。 

 

市民農園 （P73） 

サラリーマンなど都市の住民がレクリエー

ション目的などで小面積の農地を利用して

野菜や花などを育てるための農園を言いま

す。 

 

住民基本台帳カード （P99） 

住民票に記載された氏名や住民票コードな

どが記録されたＩＣカード。住民票の広域交

付に利用できるほか、公的個人認証サービス

での電子証明書や秘密鍵を格納するため電

子申請・申告などを行う際に必要となります。 

 

集落営農 （P73） 

集落を卖位として、生産工程の全部または一

部を共同で取り組むことを言います。 

 

常備消防 （P79） 

消防署やその出張所のことで、専任の職員が

勤務しているものを言います。 

 

食育 （P41） 

さまざまな経験を通じて「食」に関する知識

と「食」を選択する力を習得し、健全な食生

活を実践することができる人間を育てるこ

とを言います。 

 

シンクライアントＰＣ （P98） 

ユーザーが使用するクライアント端末に必

要最小限の処理をさせ、ほとんどの処理をサ

ーバー側に集中させたシステムです。 

 

人口集中地区 （P31） 

国勢調査において、①原則として人口密度が

１km２当たり 4,000人以上の基本卖位区等が

市区町村内で互いに隣接し、かつ②それら隣

接した地域の人口が国勢調査で 5,000 人以

上を有する地域を言います。 

さ行 
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人口推計 （P19） 

国立社会保障・人口問題研究所が平成 20 年

（2008 年）12 月に公表した「日本の市区町

村将来推計人口」の人口動態率や移動率など

の仮定値をもとに、住民基本台帳に基づく平

成 17年（2005年）から平成 22年（2010年）

までの 5 年間の年齢階層別人口の変化率に

よる補正を加え、平成 22年（2010年）を基

準年として将来人口の推計を行いました。 

 

人口ピラミッド （P6） 

ある時点における年齢階層別人口を上下に、

男女を左右に分けて並べた図を言います。一

般に多産多死型社会ではピラミッド型にな

りますが、尐産尐死型社会では壺(つぼ)型に

なります。 

 

生活交通 （P32） 

一般的には、地域における通勤、通学、買物

などの日常生活に必要なバス、電車などの公

共交通のことを言います。 

 

生活排水クリーン処理率 （P85） 

生活排水を処理する施設は、下水道や合併処

理浄化槽、農業集落排水処理施設などがあり、

地域特性に応じて導入可能なものが順次整

備されていますが、これらの処理施設による

処理人口の総人口に占める割合を言います。 

 

製造品出荷額等 （P12） 

その事業所が所有する原材料によって製造

された製品の出荷額を言います。 

 

成年後見制度 （P53） 

認知症や知的障がい者など判断能力が不十

分な人について、契約の締結等を代わりに行

う代理人などを選任したり、本人が誤った判

断に基づいて契約を締結した場合にその契

約を取り消すことができるようにすること

によって、不利益から守る制度のことを言い

ます。 

 

接遇 （P98） 

接客業務時における客に対する接客スキル

のことを言います。 

 

 

第１号被保険者 （P56） 

65歳以上の人全員を言います。 

 

タウンミーティング （P123） 

行政と市民による意見交換を目的として開

催される対話集会。 

 

棚田 （P25） 

急な傾斜地に階段状につくられた田のこと

を言います。 

 

地域包括支援センター （P55） 

平成 17 年に改正された介護保険法により新

たに位置づけられた機関で、介護保険が適用

されない人に対しても、その人が要支援・要

介護状態にならないように介護予防サービ

スなどを提供することになっています。 

 

知識集約型の産業 （P76） 

コンピュータ関連産業、バイオテクノロジー、

ナノテクノロジー関連の研究開発型産業、教

育産業など知識や技術を多く投入する産業

のことを言います。 

 

秩父多摩甲斐国立公園 （P91） 

昭和 25年 7月 10日に秩父多摩国立公園に指

定され、平成 12年 8月 10日に秩父多摩甲斐

国立公園と名称変更されました。 

 

地方債 （P22） 

自治体が一会計年度を越えて行う借入れを

言います。 

 

た行 
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中１ギャップ （P42） 

小学生から中学 1年生への移行期に、子ども

たちが学習や生活の変化になじめずに不登

校となったり、いじめが急増するという現象。 

 

定員管理 （P93） 

市民サービスを今後どのように行っていく

かという判断のもと、自治体の業務分析など

を詳細に実施した上で必要な職員数を算定

していくものです。 

 

低炭素社会 （P20） 

地球温暖化の原因の一つと考えられる二酸

化炭素の排出が尐ない社会のこと。 

 

都市計画マスタープラン （P25） 

都市づくりの将来の望ましい姿(将来像)を

示し、その将来像を実現するための基本的な

方針を定めるものです。 

 

 

認定農業者 （P74） 

農業経営の規模拡大や生産方式の合理化な

ど、将来の農業経営の改善計画を掲げた「農

業経営改善計画」を作成し、市長の認定を受

けた農業者を言います。 

 

年間商品販売額 （P13） 

その事業所における年間の商品の販売額を

言います。 

 

ねんりんピック （P55） 

全国健康福祉祭の愛称。60 歳以上の高齢者

を中心とするゲートボールや卓球、テニスな

どの各種スポーツ競技や美術展、音楽文化祭

などの文化イベントや健康福祉機器展、子ど

もフェスティバルなど、あらゆる世代の人た

ちが楽しめる総合的な祭典。 

 

農業生産法人 （P74） 

農業者などの農業関係者が中心となって組

織された農業を行う法人であり、農業経営を

行うため、農地を買ったり借りたりすること

ができることになっています。 

 

農業粗生産額 （P11） 

農家が稲作、野菜・果樹栽培、養蚕、畜産な

どの農業生産によって得た農畜産物と、その

農畜産物を原料として作られた加工農産物

を販売して得た利益額のことです。 

 

農地の流動化 （P73） 

地域の農業に意欲的な認定農業者などの担

い手に農地を貸したり、売ったり、農作業を

委託したりして、農地の有効利用を図り効率

的かつ安定的な農業経営を確立することを

言います。 

 

ノーマライゼーション （P52） 

障がいのある人と健常の人と、お互いが区別

されることなく、社会生活をすることが本来

の望ましい姿であるとする考え方。 

 

 

パーク＆バスライド、パーク＆レイルライド （P34） 

交通渋滞緩和のため、自家用車で最寄りの駅

またはバス停まで行き、車を駐車させた後、

バスや鉄道等の公共交通機関を利用して目

的地に向かうシステム。 

 

ハザードマップ （P78） 

過去の災害記録や科学的な研究、実地調査な

どをもとに危険な場所や避難経路を地図上

に表したものを言います。 

 

パブリックコメント制度 （P102） 

市の重要な施策、たとえば計画などを策定し

ていく中で、その計画などの素案を公表し、

広く市民に意見や情報を求め、提出された意

見などを考慮して決定していく制度を言い

ます。 

な行 

は行 
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ＰＤＣＡ（ピーディーシーエー）サイクル （P94） 

Plan(計画 )→ Do(実行 )→Check(評価 )→

Act(改善)の 4 段階を繰り返すことによって、

業務を継続的に改善する手法。 

 

標準化・共同化 （P100） 

標準化とは市町村ごとに異なった電算シス

テム等を同じ形態にすることを言います。ま

た、共同化とは各市町村が独自に運営してき

た電算システムなどを共同運営することを

言います。 

 

ファミリー・サポート・センター （P59） 

育児の援助を受けたい依頼会員と、育児の援

助を行う提供会員という会員同士で育児の

援助を行う地域の子育て支援システムを推

進するセンターのことを言います。 

 

付加価値 （P71） 

企業などが、事業活動を通じて新たに生み出

す価値のことを言います。 

 

プライマリー・ヘルス・ケア （P63） 

プライマリーとは「最初の」「最も重要な」

などを意味する言葉で、ここでは「住民に最

も身近な」という意味合いを持っています。

ヘルス・ケアは「健康づくりに取り組む」こ

とを意味します。したがって、プライマリ

ー・ヘルス・ケアとは住民に最も身近な地域

の、住民にとって最も重要な健康づくりの取

り組みのことを言います。 

 

ふれあいペンダント事業 （P55） 

一人暮らしで虚弱な 65 歳以上の高齢者を対

象に、急病や事故など緊急に助けが必要な時

に、速やかな援助や支援ができるよう 24 時

間体制で消防本部と電話回線で結ぶ「ふれあ

いペンダント（緊急通報システム）」を設置

（貸与）する事業。 

 

フロアーマネージャー （P99） 

来庁者に対し、市役所業務や庁舎施設の案内

を行い、各種請求書などの記入を補助し、市

民サービス・行政サービスの向上を担う職員。 

 

ポケットパーク （P28） 

道路わきや街区内の空き地などわずかの土

地を利用した小さな公園のことを言います。 

 

歩行者ネットワーク （P36） 

人を主体とした魅力ある都市環境・空間形成

を図るため、回遊性が高く、快適で安心・安

全なゆとりある歩行者空間。 

 

補助幹線道路 （P30） 

道路網のなかで国道や県道などの幹線道路

を補う道路。幹線道路と区画街路とを連絡し、

生活幹線道路の役割を果たすもの。 

 

 

未利用地 （P30） 

更地、遊休化した工場や駐車場など有効に利

用されていない土地。 

 

メタボリックシンドローム （P63） 

腹囲が男性で 85cm・女性で 90cm以上で、こ

れに加えて高血圧、高血糖、高脂血症のうち

２つ以上が該当する状態を言い、虚血性心疾

患や脳血管疾患等の発症リスクが高いと言

われています。 

 

 

やまなしくらしねっと （P98） 

申請・届出業務・予約業務などを電子化し、

また、メールマガジンやアンケートなどをサ

ービス化した行政サービスです。 

 

友愛訪問 （P55） 

月２回、75 歳以上の一人暮らし高齢者の自

宅を訪問し、安否確認を行うとともに、乳酸

菌飲料などを支給するサービス。 

 

や行 

ま行 
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要保護世帯数 （P52） 

病気や障がいなどで働けなくなったり、失業

して収入が無くなったり、働いていても収入

が尐なかったりして生活に困る場合があり

ます。そのようなときに、生活保護法に基づ

き、最低限度の生活を保障され、自分の力で

生活していけるようになるまで支援を受け

ている世帯の数を言います。 

 

４Ｒ（ヨンアール）運動 （P87） 

ごみになるものを断つ(Refuse)、買う量など

を減らす(Reduce)、繰り返し使う(Reuse)、

資源として再利用する(Recycle)の４つのＲ

を推進することを言います。 

 

 

労働力人口 （P21） 

15 歳以上の者で、就業者及び就業したいと

希望し、求職活動をしているが仕事について

いない者（完全失業者）の総数を言います。 

 

ローカウンター （P98） 

窓口のカウンターを低くし、お客さんはいす

に座るようになっているため、相談形式での

対応が可能なカウンターのことを言います。 

 

ワーク・ライフ・バランス （P20） 

「仕事と生活の調和」と訳され、国民一人ひ

とりがやりがいや充実感を感じながら働き、

仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域

生活などにおいても、子育て期、中高年期と

いった人生の各段階に応じて多様な生き方

が選択・実現できることを言います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わ行 

ら行 
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成果指標一覧 

 

基本政策Ⅰ  都市機能の充実したまちづくり 

指標名 指標の説明 指標の算出方法 
前期基本計画
策 定 時 値 

現況値 目標値 

景観地区の指定が望ま
れる面積 

美しい景観づくりに向け
た取り組みの状況を示

す指標 

景観地区または地区計
画、建築協定等が指定

されている区域の面積 

-  49.3ha H21 49.3ha 

地域に合った街並みが
あると感じる市民の割
合 

街並みに対する市民の

愛着度合いを示す指標 

市民アンケート調査に
おいて、肯定的回答を
した人の割合 

-  68.6% H21 73.0% 

人口集中地区 (DID)の
人口密度 

市街地における土地利
用の高度化の状況を示

す指標 

人口集中地区の人口÷
人口集中地区面積 

4,813 人/k ㎡ H12 4,872 人/k ㎡ H17 5,000 人/k ㎡ 

市街地整備が行われた
面積 

計画的な都市整備の状
況を示す指標 

土地区画整理事業、市
街地再開発事業及び都

市再生整備計画事業に
より整備された地区の
面積 

26.2ha H16 118.5ha H21 120.5ha 

自律した都市圏を形成
していると感じる市民の
割合 

高度な都市機能の整備

状況を示す指標 

市民アンケート調査に
おいて、肯定的回答を
した人の割合 

-  48.3% H21 60.0% 

鉄道駅の乗降客数 
（年間） 

公共交通機関のうち鉄

道の利用状況を示す指
標 

JR 竜王駅定期乗降客

数＋JR 塩崎駅定期乗
降客数 

723,576 人 H14 777,309 人 H21 950,000 人 

公共交通機関の便利さ
に対する市民の満足度 

公共交通機関の整備、
利用促進による成果を

示す指標 

市民アンケート調査に
おいて、合併して充実し

たと回答した人の割合 

13.1% H17 15.1% H21 23.0% 

乗用車の世帯あたりの
保有台数 

自家用車の利用環境を
示す指標 

乗用車（軽自動車を除

く）保有台数÷住民基
本台帳世帯数 

1.04 台 H17 1.04 台 H21 1.00 台 

生活道路の整備状況に

対する市民の満足度 

生活道路の整備による

成果を示す指標 

市民アンケート調査に

おいて、肯定的回答を

した人の割合 

13.8% H17 13.8% H17 20.0% 

車道幅員が 4m 未満の

市道の割合 

狭あい道路の解消状況

を示す指標 

車道幅員 4m 未満の市

道の総延長÷市道の総

延長×100 

23.0% H16 35.2% H21 33.0% 

市内の公道に設置され

た歩道の延長距離 

歩行者道路の整備状況

を示す指標 

市内の公道に設置され

た歩道の総延長 
45,640m H16 48,070m H21 55,000ｍ 
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基本政策Ⅱ  心豊かで文化のかおるまちづくり 

指標名 指標の説明 指標の算出方法 
前期基本計画

策 定 時 値 
現況値 目標値 

市が主催する生涯学習
講座に参加した市民の

数（年間） 

生涯学習機会の利用
状況を示す指標 

市が主催する生涯学習
講座への参加者数 

15,000 人 H16 20,999 人 H21 24,400 人 

生涯学習のリーダーと
なった市民の数 

生涯学習の市民の目
標の達成度を示す指標 

社会教育施設等で指導

者として活動した市民
の数（ボランティアバン
ク含む） 

200 人 H16 162 人 H21 200 人 

公民館等の利用団体
の構成員の数 

生涯学習を生活の一部

とした市民の状況を示
す指標 

１年間の各施設ごとの
登録団体構成員数 

3,500 人 H16 8,480 人 H21 10,000 人 

市立図書館の入館者
数 

図書館の利用状況を示
す指標 

市立図書館の年間総
入館者数 

605,474 人 H16 625,530 人 H21 650,000 人 

市が所有するスポーツ
施設の利用者数 
（年間） 

市民スポーツの利用状

況を示す指標 

市が所有するスポーツ

施設の利用者総数 
298,832 人 H16 364,650 人 H21 420,000 人 

生涯スポーツを実践し
ている市民の数（年間） 

スポーツ事業への参加
状況を示す指標 

市又は体育協会が主

催するスポーツ事業へ
の参加者数 

27,786 人 H16 26,598 人 H21 31,600 人 

幼児教育に対する満足
度 

公立幼稚園教育の充
実度を示す指標 

幼児教育に対して満足
と回答した保護者の数
÷アンケート回答総数

×100 

-  90.0% H20 93.0% 

学校が楽しいと感じる

児童・生徒の割合 

学校教育への親近感

や魅力度を示す指標 

児童・生徒を対象とする
意識調査において、学

校が楽しいと答えた者
の割合 

-  
小学生 92.2％ 

中学生 85.5％ 
H21 

小学生 93.0％ 

中学生 90.0％ 

授業が分かりやすいと
感じる児童・生徒の割
合 

学校教育による学力の

習得状況を示す指標 

児童・生徒を対象とする
意識調査において、授

業が分かりやすいと答
えた者の割合 

-  
小学生 92.7％ 

中学生 76.9％ 
H21 

小学生 93.0％ 

中学生 80.0％ 

定期的に親しむ芸術文
化活動（鑑賞のみの場
合を含む）がある市民

の割合 

芸術文化活動の振興
状況を示す指標 

市民アンケート調査に
おいて、「定期的に親し
む芸術文化活動があ

る」と答えた者の割合 

-  37.4% H21 50.0% 

伝統芸能の継承者数 
地域固有の文化の継
承の状況を示す指標 

無形民俗文化財に指定

された伝統芸能の継承
に携わっている者の数 

56 人 H16 57 人 H21 60 人 

市内小中学校教職員、

児童、生徒への文化遺
産資料公開、活用件数 

文化遺産が教材として

活用されている状況を
示す指標 

文化遺産やその資料を

公開または、教材等と
して活用した件数 

-  13 件 H20 30 件 

市内の国際交流団体

の会員数 

国際交流事業への市
民の参加状況を示す指
標 

市内の国際交流団体に

加入している市民の数 
118 人 H17 173 人 Ｈ21 250 人 

国際交流団体の事業に
参加した市民の数（年

間） 

国際交流事業への市
民の参加状況を示す指

標 

国際交流団体が主催
する国際交流事業に参

加した市民の数 

1,060 人 
H16/9

～

H17/8 

718 人 Ｈ21 2,500 人 
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基本政策Ⅲ  健やかで心ふれあうまちづくり 

指標名 指標の説明 指標の算出方法 
前期基本計画

策 定 時 値 
現況値 目標値 

福祉ボランティア登録
者数 

介護・福祉に関する市
民の関心度合いを示す

指標 

市社会福祉協議会に登
録している福祉ボランテ

ィアの数 

1,233 人 H16 3,973 人 H21 4,500 人 

日常生活で孤独を感じ

る一人暮らし高齢者の
割合 

独居高齢者に対する地

域の見守りや支援の状
況を示す指標 

独居高齢者のうち「日
常生活において孤独を
感じる」と答えた人の割

合 

-  24.3% H21 23.0% 

障がい者が障がい福祉
サービスを利用した回
数 

障がい者の生活自立支

援の状況を示す指標 

１年間に障がい者一人
あたりが障がい福祉サ
ービス(自立支援給付、

訓練等給付、地域生活
支援事業等)を利用した
回数 

4.3 回 H16 6.8 回 H21 9.0 回 

高齢者の社会参加活動

と交流事業への参加の
数 

高齢者の生きがい対策

や社会貢献の状況を示
す指標 

過去 1 年間にボランティ
アや地域活動をしたこと
がある高齢者の延べ人

数 

4,745 人 H16 4,128 人 H21 5,300 人 

介護保険サービスの満
足度 

介護保険サービスに対
する評価を示す指標 

市民アンケート調査に

おいて、満足傾向の回
答をした人の割合 

-  54.4% H20 65.0% 

介護保険認定者の割合

(65 歳以上の高齢者の
うち) 

高齢者福祉サービスの
認定状況を示す指標 

介護保険の認定を受け
た人の割合 

13.7% H16 13.9% H21 14.1% 

合計特殊出生率 
子育て支援による成果
を図る指標 

１年間に 15 歳から 49
歳までの女性一人あた

りが産んだ子どもの数 

1.54 H16 1.61 H21 1.64 

ファミリー・サポート・セ
ンターの利用件数 

（年間） 

女性の就業支援の状況
を示す指標 

ファミリー・サポート・セ
ンターの利用実績 

（年間利用件数） 

0 件 H16 2,649 件 H21 2,800 件 

放課後児童クラブ及び
児童館・児童センターの

利用者数（年間） 

子どもを育成するため
の地域環境の整備状況

を示す指標 

放課後児童クラブ、児
童館・児童センターの年

間延べ利用者数 

167,803 人 H16 194,331 人 H21 237,600 人 

健康づくりに関心を持っ
ている人の数 

健康づくりに取り組んで
いる市民の状況を示す

指標 

保健福祉センターの利
用登録者数 

1,103 人 H16 3,048 人 H21 4,000 人 

国保加入者の健康診断
の受診率（年間） 

心身の健康維持への支
援の状況を示す指標 

基本検診（総合検診と

人間ドック）の受診者数
÷基本検診の対象者数
×100 

67.2% H16 38.8% H21 50.0% 

市民一人あたりの医療
費（国民健康保険） 

健康づくりへの支援の
成果を示す指標 

国民健康保険加入者が

年度内に使用した一人
あたり医療費（10 割分）
の額 

295,079 円 H16 248,546 円 H21 400,000 円 
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基本政策Ⅳ  活気にあふれるまちづくり 

指標名 指標の説明 指標の算出方法 
前期基本計画

策 定 時 値 
現況値 目標値 

観光客数 

（年間） 

観光振興の状況を示す

指標 

主な観光地における観
光客数の合計（昇仙峡
のみの客を除く） 

1,140,000 人 H16 1,298,000 人 H21 1,354,000 人 

サービス業を営む事業
所数 

生活関連産業などサー
ビス業の振興状況を示

す指標 

事業所・企業統計に基
づくサービス業の事業

所総数 

1,162 
事業所 

H16 
1,258 

事業所 
H18 

1,450 
事業所 

地元購買率 
商業の活性化の状況を

示す指標 

山梨県商圏実態調査に

おける市内購買率 
37.7% H16 36.9% H19 45.0% 

事業所開業率（年率） 
市内における起業の状
況を示す指標 

（市内において開設され

た事業所数÷前回調査
時の事業所数）÷調査
期間×100 

4.2% H16 4.4% H18 5.0% 

「新連携」の認定数 
事業者間の連携の状況
を示す指標 

中小企業新事業活動促
進法に基づく「新連携」

の認定数 

0 件 H16 1 件 H21 3 件 

やまなし産業情報交流
ネットワーク (IIEN.Y)に
参加している市民の数 

産学官の連携の状況を

示す指標 

さまざまな産業分野に

携わる者が肩書きや専
門分野を越えて交流す
る場である「IIEN.Y」に加

盟している者の数 

22 人 H16 13 人 H21 25 人 

認定農業者数 
積極的に農業に取り組
む担い手を示す指標 

市内の認定農業者の数 20 人 H16 20 人 H21 24 人 

耕作放棄地率 
優良農地の保全状況を

示す指標 

耕作放棄地面積÷（耕
地面積＋耕作放棄地面
積）×100 

21.1% H12 27.6% H17 24.1% 

都市農山村交流事業
への参加者数（年間） 

農林業の付加価値向上

に向けた取り組みの状
況を示す指標 

都市農山村交流事業へ
参加した者の総数 

18,800 人 H16 18,776 人 H21 21,000 人 

年間商品販売額 
商業活動の状況を示す
指標 

市内の卸・小売事業所

における年間商品販売
額 

103,195 百万円 H14 105,282 百万円 H19 130,000 百万円 

製造品出荷額等 
工業活動の状況を示す

指標 

市内にある製造所等に

おける製造品出荷額等 
74,672 百万円 H15 69,272 百万円 H20 73,000 百万円 

進出企業による雇用の

創出数 

企業導入による雇用創

出の状況を示す指標 

誘致企業（うち、計画期

間内に市内での事業を
取りやめた企業分を除
く）により雇用された者

の数 

0 人 H16 10 人 H18 20 人 
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基本政策Ⅴ  安全で快適に暮らせるまちづくり 

指標名 指標の説明 指標の算出方法 
前期基本計画

策 定 時 値 
現況値 目標値 

災害発生時の避難場所・避
難経路を知っている市民の

割合 

防災情報に関する市民へ
の啓発の成果を示す指標 

市民アンケート調査におい
て、知っていると答えた者

の割合 

-  88.0% H21 100.0% 

けが人や病人に応急手当
ができる市民の数 

災害時の応急対策への備
えの状況を示す指標 

消防署が実施する応急手
当の講習会（普通救命講
習会等）を受講した市民の

数（過去 3 年間） 

2,093 人 H16 1,966 人 H21 2,200 人 

火災発生件数 

（出火率） 

消防活動による火災予防
に対する市民への意識啓
発を示す指標 

人口 1 万人あたりの 1 年間

の火災発生件数 
6.4 件 H16 4.7 件 H21 4.0 件 

防犯体制に対する市民の満
足度 

防犯活動や防犯灯の設置
など防犯対策の成果を示

す指標 

市民アンケート調査におい
て、肯定的回答をした人の

割合 

-  70.7% H21 80.0% 

交通事故発生件数（年間） 
交通安全施設整備、交通
安全教育の成果を示す指
標 

1 年間に市内で発生した人

身事故の件数 
647 件 H16 617 件 H21 450 件 

都市下水路の整備面積 
雤水排水施設の整備状況
を示す指標 

公共下水道などで雤水を
排除することができる区域

の面積 

170ha H16 170ha H21 170ha 

まちが花と緑に囲まれてい
ると感じる市民の割合 

緑化の推進による成果を
示す指標 

市民アンケート調査におい
て、感じると答えた者の割

合 

-  54.4% H19 60.0% 

一人あたり都市公園面積 
公園整備の状況を示す指
標 

市内の都市公園面積÷常
住人口 

5.7 ㎡/人 H16 6.13 ㎡/人 H21 7.5 ㎡/人 

生活排水クリーン処理率 
生活排水処理の状況を示
す指標 

生活排水処理区域人口÷
総人口×100 

68.8% H15 80.7% H21 85.3% 

ゴミのリサイクル率 
ゴミの資源化への取り組み
状況を示す指標 

資源ごみ÷家庭ごみ×100 16.4% H16 16.1% H21 19.0% 

一人一日あたりごみ排出量 
ごみの減量化の成果を示
す指標 

一般ごみの年間収集量÷
総人口÷365 日 

650g H16 625g H21 610g  

環境保全活動に対する市民
の割合 

環境美化に対する市民の
取り組み意識を示す指標 

市民アンケート調査におい
て地域の清掃や美化活動

へ参加と答えた者の割合 

-  76.8% H21 80.0% 

公営住宅の整備 
中高層団地への整備を示
す指標 

中高層団地への整備戸数 138 戸 H17 138 戸 H21 164 戸 

クリーンエネルギーによる発
電設備の施設数（民間も含

む） 

新エネルギーの開発普及
の取り組みを示す指標 

クリーンエネルギー（太陽
光・風力）により電力が生

成できる発電施設 

2 カ所 H17 4 カ所 H21 10 カ所 

自然環境の保全と自然と共
生する地域づくり 

自然環境の状況を把握し、
必要に応じた規制等を行う
とともに、市民の自然環境

保護事業への参加状況を
示す指標 

自然保護活動に参加する
市民の割合 

-  12.6% H21 15.0% 

計画的で秩序のある土地利

用が行われていると感じる
人の割合 

適正な土地利用の状況を
示す指標 

市民アンケート調査におい

て、感じると答えた者の割
合 

-  54.9% H21 60.0% 

用途地域面積 
計画的な都市機能の配置
や環境保全の状況を示す
指標 

用途地域面積÷都市計画

区域面積×100 
-  50.1% H21 50.1% 
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基本政策Ⅵ  住みよさをみんなで築くまちづくり 

指標名 指標の説明 指標の算出方法 
前期基本計画

策 定 時 値 
現況値 目標値 

行政改革により取り組んだ

事務・事業の項目（延べ） 

行政改革の取り組み状況を

示す指標 

行政改革により改善された

事務・事業の数 
0 項目 H17 93 項目 H21 167 項目 

経常収支比率 市の財政状況を示す指標 
経常経費充当一般財源÷

経常一般財源×100 
83.9% H16 87.5% H21 87.0% 

市税収納率 
自主財源の収納状況を示す
指標 

市民税・固定資産税・軽自

動車税・市たばこ税・目的
税の徴収率（現年分） 

97.1% H16 96.7% H21 98.0% 

国保税収納率 
自主財源の収納状況を示す

指標 

国民健康保険税の徴収率

（現年分） 
88.3% H16 85.8% H21 90.0% 

窓口サービスに対し満足
度を感じる市民の割合 

窓口サービスの改善状況を
示す指標 

市民アンケート調査におい

て、満足と感じる市民の割
合 

64.7% H17 86.0% H21 90.0% 

電子申請・届出等システム
の業務数及び利用件数 

電子行政サービスの進展度
合いを示す指標 

電子申請・届出等システム
の利用件数 

5 件 H16 148 件 H21 300 件 

庁舎利用が分かりやすく便
利だと感じる市民の割合 

庁舎整備及び庁舎利用サ
ービスの状況を示す指標 

市民アンケート調査におい

て、便利と感じる市民の割
合 

-  71.0% H21 80.0% 

市民公募委員を含む審議
会などの割合 

市政の審議・審査を行う場

への一般市民の参画状況を
示す指標 

市民公募委員を含む附属

機関の数÷付属機関の総
数×100 

0% H17 2.0% H21 30.0% 

パブリックコメントを求めた
件数 

政策立案等に際しての市民
の意見聴取の状況を示す指

標 

パブリックコメント手続き実
施件数(年間) 

0 件 H17 5 件 H21 7 件 

会議記録を公開している
審議会などの割合 

情報公開への取り組み状況
を示す指標 

会議を公開している附属
機関の数÷附属機関の総

数×100 

0% H17 2.0% H21 30.0% 

市内に主たる事務所を置く
NPO 法人の数 

NPO 法人の活動状況を示
す指標 

市内に主たる事務所を有
し、国または県の認証を受

けた NPO 法人の数 

7 団体 H17 14 団体 H21 16 団体 

審議会等委員への女性委
員の登用割合 

市政の審議・審査を行う場

への女性の参画状況を示す
指標 

女性委員÷審議会等委員
の総数×100 

-  20.3% H21 30.0% 

 

基本政策 その他 

指標名 指標の説明 指標の算出方法 
前期基本計画

策 定 時 値 
現況値 目標値 

市の一体感を感じる人
の割合 

新市の一体感の醸成に

向けた取り組み状況や
その成果を示す指標 

市民アンケート調査に

おいて、肯定的回答をし
た人の割合 

-  59.7% H21 70.0% 

郷土の歴史に関心を持
っている人の割合 

新市の歴史・文化の掘
り起こしやその活用状

況を示す指標 

市民アンケート調査に
おいて、肯定的回答をし

た人の割合 

-  59.7% H21 70.0% 

全市的な催し・イベント
への参加者数 

市を挙げた催しへの市
民等の参加状況を示す

指標 

地域を限定しない全市
的な催し・イベントへの

参加者数 

-  50,000 人 H21 55,000 人 

 


