
　第３次北杜市総合計画 目標項目（案）

No KGI（ありたい姿の実現を図る指標） 取得方法

1 合計特殊出生率 厚生労働省の統計

2 若い世代における子育て・教育施策に満足している割合 R4年度市民アンケートで取得予定

3 年少人口・若い世代の転入者数 総務省の統計

4 若い世代の定住意向 R4年度市民アンケートで取得予定

5 要介護認定率、調整済み要介護認定 厚生労働省の統計

6 生きがい、幸せを感じながら生活している市民の割合 R4年度市民アンケートで取得予定

7 子育て世代の女性就業率 総務省の統計

8 地域での支え合いが行われていると感じる市民の割合 R4年度市民アンケートで取得予定

9 市内宿泊客数 山梨県の統計

10 農業算出額 農林水産省の統計

11 ふるさと納税寄付件数、寄附額 総務省の統計

12 北杜市を他地域に誇れると感じる市民の割合 R4年度市民アンケートで取得予定

13 暮らしの多様性と共生に関する市民の認知度 R4年度市民アンケートで取得予定

14 空き家の件数、空き家バンクの登録件数、制約件数 北杜市

15 マイナンバーカードの交付率 北杜市

16 AI/RPAの導入件数 北杜市

17 自主防災組織数 北杜市

18 行政の災害等の危機管理体制が整っていると感じる市民の割合 R4年度市民アンケートで取得予定

19 里山・山紫水明整備面積 北杜市

20 若年世代の就業者数 総務省の統計

▼部門別計画

施策 No 指標 取得方法

1 子育てが楽しいと感じる親の意識度 北杜市

2 地域子育て支援拠点事業の延べ利用者数 北杜市

3 保育サービス・放課後児童クラブの利用者の満足度 北杜市

4 ファミリー・サポート・センター活動件数 北杜市

5 将来の夢や目標を持っている児童生徒の割合 北杜市

6 学校給食での地場物産の使用割合 北杜市

7 小・中学校の不登校児童生徒の割合 北杜市

8 通学路危険箇所の改善率 北杜市

9 移住相談件数（全体／うち子育て家庭） 北杜市

10 若い世代のまちづくり企画への支援件数 北杜市

11 特定健診受診率 厚生労働省の統計

12 一人あたりの医療費 厚生労働省の統計

13 高齢者の住民主体の通いの場の参加率 厚生労働省の統計

14 在宅介護率
※１－（要介護３以上の施設サービス受給者数÷要介護３以上の認定者数）

厚生労働省の統計

15 施設入所者の地域移行支援者数 北杜市

16 ５歳児相談の参加率 北杜市

17 ボランティア登録者数 北杜市

18 生活保護受給のうち「母子世帯」「その他世帯」の就労率 北杜市

19 市長への手紙、パブリックコメント等の発言件数 北杜市

20 自治会加入率 北杜市

21 生涯学習講座開催事業参加者数 北杜市

22 図書館の市民１人当たり貸出冊数 北杜市

23 体育施設の延べ利用者数 北杜市

24 芸術文化鑑賞･市民参加型事業入場者数 北杜市

25 審議会等委員への女性の登用率 北杜市

26 外国人住民向けの講座開講数 北杜市

27 経営耕地面積 農林水産省の統計

28 森林経営計画認定数 北杜市

29 観光入込客数（国内客・外国人） 山梨県の統計

30 山岳遭難発生件数 山梨県の統計

31 納税者一人あたりの課税所得 総務省の統計

32 企業誘致累計数(指定事業所件数) 北杜市

33 子育て応援企業等認定制度の認定企業数 北杜市

34 就職ガイダンス参加企業・参加者数 北杜市

35 災害時応援等の協定数 北杜市

36 消防団員数 北杜市

37 再生可能エネルギー導入量 北杜市

38 一般廃棄物総排出量 北杜市

39 水資源保全作業面積 北杜市

40 環境教育普及啓発事業参加人数 北杜市

41 水道水有収率 北杜市

42 幹線1便あたりの利用者数 北杜市

LP3-1

1-3
魅力ある学校教育の
推進

1-3-1 確かな学力の向上
1-3-2 豊かな心と健やかな身体の育成

LP5-1 強靭な地域をつくる

LP3-2 北杜のファンをつくり、ともにチャレンジする

LP4-1 地域資源を活用して新しい価値をつくる

LP1-2 若い世代に選ばれる地域をつくる

LP2-1 健康を支え、生命を守る体制をつくる

行政・地域のＤＸを推進するLP4-2

子育て・教育で選ばれる地域をつくる

リーディングプロジェクト

LP1-1

協働・支え合いのまちをつくるLP2-2

世界水準の観光と食の都市をつくる

1-4-1 信頼される学校教育の推進
1-4-2 時代に即した教育環境の整備

1-2
地域ぐるみの教育や
保育の実践

No

１
　
子
育
て
・
教
育
・
若
者

1-1
安心して子どもを産
み育てられる支援の
充実

1-5-1 移住・定住促進のための情報発信、相談体制
1-5-2 多様な住まいの確保支援
1-5-3 結婚支援の強化
1-5-4 若者の交流・定住・Ｕターンの促進

1-1-1 妊娠・出産・子育ての切れ目ない支援体制の強化
1-1-2 子育てに関する情報提供や交流・学習機会の充実
1-1-3 出産・子育て等の経済的負担の軽減
1-1-4 支援を要する家庭の早期発見・相談支援

1-2-1 多様な保育サービスの提供と質の向上
1-2-2 幼児期教育の推進
1-2-3 子どもの居場所の確保
1-2-4 家庭・地域の教育力の強化

1-5
子育て世代・若者の
移住・交流の促進

1-4
信頼される学校教育
の推進と教育環境の
整備

SDGs未来都市をつくるLP5-2

3-2
生涯を通じた学びの
支援

3-2-1 社会教育の充実
3-2-2 読書活動の推進

３
　
市
民
生
活
・
文
化

3-1
市民参加・協働の推
進

2-4 地域福祉の充実

2
　
健
康
・
福
祉

2-1
こころとからだの健
康づくりの推進

2-1-1 こころとからだの健康づくりの支援
2-1-2 医療体制の充実
2-1-3 感染症対策の充実

2-2-1 介護予防と生きがいづくりの推進
2-2-2 在宅生活支援の充実
2-2-3 介護保険サービスの提供体制の確保

2-4-1 地域共生社会の実現
2-4-2 生活困窮者自立支援の強化
2-4-3 要配慮者の避難支援体制づくりの推進

3-1-1 市民参加機会の創出
3-1-2 協働による地域づくりの推進
3-1-3 広報・広聴の充実

2-3

2-2
介護予防の強化と高
齢者福祉の充実

２
　
産
業
経
済
・
観
光

4-1
地域特性を活かした
農林業の振興

3-3
スポーツ・文化活動
の支援

4-4 働き方改革の推進

4-3

4-2

3-4
多様性を認め合う共
生社会の実現

感動を届ける観光の
まちづくりの推進

市内企業の成長・発
展の支援

5-4
安心で快適なインフ
ラ整備

５
　
環
境
・
都
市
基
盤

5-1
暮らしの安全と生活
の安心を守る

5-2
脱炭素・循環型社会
の構築

自然と暮らしが共存
するまちづくりの推
進

5-3

5-2-1 地球温暖化対策の推進
5-2-2 ４Ｒの促進

5-4-1 計画的なインフラ整備と適正な維持管理
5-4-2 公共交通網の整備・活用促進

2-3-1 障がい児・者福祉サービスの充実
2-3-2 障がい児・者の社会参加及び就労支援
2-3-2 障がい児に対する重層的な地域支援体制の構築

障がい児・者福祉の
充実

4-1-1 農地の保全と農業生産基盤の整備の推進
4-1-2 特色ある農業の推進
4-1-3 森林資源の活用と保全

4-4-1 魅力的な職場づくりと採用支援
4-4-2 就業・就職への支援

5-1-1 減災力の強いまちづくり
5-1-2 消費者保護の充実

3-3-1 スポーツ環境の充実
3-3-2 芸術・文化の振興・継承

3-4-1 人権の尊重、男女共同参画社会の推進
3-4-2 広域連携、交流の推進
3-4-3 多文化共生と国際交流の推進

4-3-1 市内企業への支援
4-3-2 商業環境の魅力の創出
4-3-3 創業支援、企業誘致の促進援

4-2-1 特色ある観光資源の活用
4-2-2 受入体制の充実
4-2-3 広域誘客の促進

5-3-1 秩序ある土地利用の推進
5-3-2 自然環境の保全と公害防止
5-3-3 環境保全意識の更なる向上と市民活動の支援
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