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表 3-1 上位・関連計画の一覧 

区分 計画名 策定年次 

総合政策関連 

第六次甲府市総合計画 2016.3 

甲府市総合戦略 2016.3 

甲府市人口ビジョン 2016.3 

こうふ未来創り重点戦略プロジェクト 2015.6 

都市計画関連 
甲府市都市計画マスタープラン 2018.3 

甲府市立地適正化計画＜策定中＞ 2019 年度策定予定 

まちづくり関連 

甲府市リニア活用基本構想 2017.3 

甲府市公共施設等総合管理計画 2016.3 

甲府市中心市街地活性化基本計画 2014.11 

観光関連 第２次甲府市観光振興基本計画 2015.3 

福祉関連 

甲府市子ども未来プラン 2018.7 

健康都市こうふ基本構想 2018.3 

甲府市障がい者福祉計画 2018.3 

甲府市高齢者支援計画 2018.3 

甲府市地域福祉推進計画 2015.3 

甲府市保健計画 2015.3 

甲府市子ども・子育て支援計画 2015.3 

環境関連 
甲府市地球温暖化対策実行計画 2016.3 

第二次甲府市環境基本計画 2013.3 

県の関連計画 

山梨県バス交通ネットワーク再生計画 2017.3 

やまなし観光産業活性化計画 2016.3 

やまなし観光推進計画 2012.3 

 
 
 
 
  

 第３章 上位・関連計画の整理   
 

 

 

本計画の策定にあたって、上位・関連計画における将来都市構造、公共交通に係

る施策、事業等の関連について整理します。 
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３－１ 上位・関連計画の整理 

上位計画の整理 ３－１－１ 

第六次甲府市総合計画 (1) 

計画期間 2016年度～2025年度（10年間） 
計画の趣旨 甲府市が目指す将来の姿とそれを実現するための目標を明らかにし、環境の変化に的

確に対応しながら計画的に施策を推進します。 
基本理念、目標 【基本理念】 

将来のあるべき都市像「人、まち、自然が共生する未来創造都市」を実現するため、基
本目標を「人」「活力」「暮らし」「環境」の 4 つの視点から定め、まちづくりを進めていきます。 
【基本目標】 
①いきいきと輝く人を育むまちをつくる（人） 
②魅力があふれ人が集う活力あるまちをつくる（活力） 
③安全で安心して健やかに暮らせるまちをつくる（暮らし） 
④自然と都市機能が調和する快適なまちをつくる（環境） 

主な公共交通 
関連施策 

 公共交通の利便性の向上 
→公共交通機関を利用して、円滑な移動ができるよう、高齢者等の交通弱者をはじめと
する利用者ニーズを踏まえる中で、地域特性や地域の実情に即した公共交通の確保を
図るとともに、利用促進に努めます。 

 

【計画の体系図】 
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関連計画の整理（主なものを抜粋） ３－１－２ 

甲府市都市計画マスタープラン (1) 

計画期間 2018年～2027年（10年間） 
計画の趣旨 都市の課題を抽出し、実現すべき具体的な都市の将来像を明らかにするとともに、今後 

の都市計画の指針となる計画として策定します。 
基本理念、目標 【基本理念】 

国、県の方針「コンパクト・プラス・ネットワーク」を踏まえて、「まちづくり基本目標」を達成
するため、将来都市構造を「集約と連携による持続可能な都市構造」とします。 
【基本目標】 
①人口減少、少子高齢社会に対応したコンパクトなまちづくり ②既存ストックを活かした
持続可能なまちづくり ③拠点同士が連携した活力あるまちづくり ④地域特性を活かした
産業振興のまちづくり ⑤自然を保全し環境に配慮したまちづくり 

主な公共交通 
関連施策 

 地域公共交通ネットワークの再構築 
→コンパクトシティの実現に向けたまちづくりとの連携や地域全体を見渡した面的な公共交
通ネットワークの再構築を目指します。 

 将来都市構造を「集約と連携による持続可能な都市構造」とします。 
①拠点、地区の設定 
→地域特性に合わせた都市機能や生活利便機能等を集積させる拠点として、目指すべき
機能に応じて、3種類の拠点と１種類の地区を設け、市内各所に配置します。 

②ゾーン設定 
→秩序ある計画的な土地利用を図る領域として、都市計画区域及び用途地域を基本とし、
地域特性や目指すべき機能に応じて、当計画の対象区域を５つのゾーンに区分します。 

③軸の設定 
→県内外の市町村、市内の拠点同士をつなぐネットワーク機能や豊かな自然を感じられる機
能等を担う骨格として、地域特性や目指すべき機能に応じて、４つの軸を位置づけます。 

【コンパクト+ネットワーク】 
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【拠点、地区の設定】 
名  称 方向性 位  置 

拠

点 

広域都市 

拠点 

高次な都市機能が集約され、既存ストックを活かしな

がら、居住誘導を図るとともに、山梨県の政治、経済及

び文化をけん引する拠点 

甲府駅周辺 

広域交流 

拠点 

リニア駅をもう一つの玄関口として活用し、国内外の広

域交流の促進による産業や観光の振興、緑が多くゆと

りある居住の確保を図る拠点 

リニア駅周辺 

地区拠点 

公共交通による到達が可能で、身近な日常生活に必

要な商業、医療、子育て等の都市機能を維持し、必要

に応じて施設の立地を誘導することで、周辺における

人口集積地域※の生活利便性を高める拠点 

南甲府駅周辺、甲斐住吉駅周辺、 

酒折駅・善光寺駅周辺、山梨大学周辺、湯

村温泉郷周辺、県立美術館周辺、 

南西中学校周辺、国母駅周辺 

地

区 

特定機能 

補強地区 

工業や商業等の産業機能、身近な生活機能等に特化

した地区又は今後それらの機能を維持し、必要に応じ

て補強を図る地区 

和戸ＩＣ周辺（アリア含む）、 

落合ＩＣ周辺（機械金属工業団地含む）、向

町周辺、 

甲府南ＩＣ周辺（甲府南部工業団地含む） 

※人口集積地域：人口密度 40 人／ha（都市計画運用指針より、市街化区域内の人口密度は、lha 当たり 40 人を下回らないこととされています。） 

【目指すべき将来都市構造】 
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甲府市立地適正化計画（2019 年度策定予定） (2) 

計画期間(案) 2020年～2027年（8年間） 
計画の趣旨(案) 都市計画マスタープランの実現化に向け、都市計画法を中心とした土地利用の計画に

加え、居住機能や都市機能の適切な誘導によりコンパクトシティ形成に向けた取り組みを
推進するために策定する、都市計画マスタープランの高度化版です。 

基本理念、目標 
(案) 

【まちづくりの方針】 
 本市の活力を高め、賑わいを生み出す”拠点”の形成 
 各地域の特性を最大限に活かした魅力のある居住環境の形成 
 人が元気に活動できる公共交通ネットワークの形成 
【基本目標】 
 「人・まちが元気で健康に暮らせる集約連携型都市構造」 

主な公共交通 
関連施策(案) 

 拠点間の公共交通ネットワークの再構築 
→拠点形成や居住誘導と連携して、市内の拠点ごとの多様なサービスを受ることができるよ 
うに、「甲府市地域公共交通網形成計画」と整合を図りながら、居住地から拠点へ向か
う、又は拠点間のつながりを持つ公共交通ネットワークの再構築を図る。 

 自動車依存からの転換による健康寿命の増進と環境負荷の低減 
→超高齢社会に向けて、利便性の高い利用したくなる公共交通手段を確保することで、
過度な自動車依存からの転換を促すことにより、歩行量の増加等による市民の健康寿
命を更に増進するとともに、まちづくりの面から環境負荷の低減に貢献する。 

 公共交通の円滑化に向けた都市計画道路網の推進 
→拠点間をつなぐ公共交通ネットワークの再構築を見据えながら、都市計画道路網の整
備とともに乗継などの利便性を向上することにより、新たな市内移動の需要を創出して、
交通弱者や観光客を主とした市内移動の円滑化を図る。 
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甲府市リニア活用基本構想 (3) 

計画発行 2017年～2027年（11年間） 
計画の趣旨 リニア開業による効果を最大限に享受し、市域全体の活性化につなげるため、リニア時

代を見据えたまちづくりの基本的な考え方や施策の方向を示し、市民の皆様と協働で施策
展開を図ります。 

基本理念、目標 【基本理念】 
 リニア開業による効果を最大限に享受し、市域全体の活性化につなげます。 
【基本目標】 
①移住、定住の促進     ②国際交流都市への構築     ③産業振興の推進 
④歴史物語都市への整備  ⑤都市間連携の推進 

主な公共交通 
関連施策 

 公共交通ネットワークの構築 
→幹線道路を利用して、新たに設定した「地区拠点」と甲府駅やリニア駅、市立甲府病院
等の「ハブ停留所」を結ぶ循環型バス路線を検討し、甲府駅を基点とした放射状の民間
バス路線と組み合わせることにより、利便性の高いバス公共交通ネットワークの構築を目
指します。なお、甲府駅とリニア駅を結ぶ公共交通システムについては、市域全体のバス
交通ネットワークの基幹軸として形成を図るとともに、観光資源である甲府城跡周辺地
域や甲府駅周辺に集積する既存の会議施設等へのアクセス向上を図る等、中心市街
地の活性化につなげていきます。 

 

甲府市公共施設等総合管理計画 (4) 

計画期間 2016年 3月～2045年 3月（30年） 
計画の趣旨 公共施設等の老朽化や、今後の人口減少等が避けられない状況である中、安全で持

続的な市民サービスを提供していくため、本市における公共施設等の全体を把握するととも
に、公共施設等を取り巻く現状や将来にわたる課題等を客観的に整理し、長期的な視点
を持って公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進を目的とするものです。 

基本理念、目標 【基本理念】 
 市民ニーズを的確に捉え、必要な公共施設については、計画的な予防保全による長寿
命化を図り、機能が重複している施設等の実績を検証し、施設総量の最適化を図る。 

 新たな施設整備を行う際には、既存施設の有効利用、県や周辺市町との広域連携、
民間施設の活用等、新たな施設の建設を伴わない方法について検討する。 

 インフラ資産については、市民の日常生活や経済活動におけるライフラインであり、重要
な基盤施設であることから、計画的な整備や修繕、更新等を行う。 

【基本目標】 
 公共施設の保有量(延床面積)を今後 30年間で 31%削減することを目標とする。 

主な公共交通 
関連施策 

 まちづくりを見据えた施設配置の推進 
→施設配置を見直す際には、公共交通機関へのアクセス性の向上や、駐車スペースの確
保等、交通弱者に配慮したコンパクトかつ利便性の高い配置を検討します。 
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甲府市中心市街地活性化基本計画 (5) 

計画期間 2014年 11月～2020年 3月（5年 5 か月） 
計画の趣旨 市民においても中心市街地活性化の必要性が高いことが認識されており、少子高齢化

による人口減少社会を迎えるにあたり、既存ストックの備わった中心市街地にコンパクトシテ
ィを形成することは、たいへん重要であり、それを実現するための設計図として新計画を策定
する必要があります。 

基本理念、目標 【基本理念】 
魅力があり行きたくなる場所、子供から若者、子育て世代、高齢者までが住みやすい場

所、人とのふれあいがある場所であり、個性的な魅力を高め、センスのよい、安心で快適な
心地よい環境づくり都市としての機能強化に対応する将来像とします。 
【基本目標】 
①快適な歩行空間と人が集う魅力的な商店街の整備によるまちの活力の発揮 
②にぎわいの場を結ぶル－トの整備とまちの魅力の創出 
③アクセスしやすく、多世代が安心して暮らせる都市・生活基盤の創造 

主な公共交通 
関連施策 

 公共交通機関の利便性の増進及び特定事業の推進の必要性 
→鉄道との結節点である中心市街地と市内各地域や他市町とを結ぶ路線バスは、利用
者の減少が見込まれ、今後、高齢化の進行により自動車による移動ができず、移動手
段の制約を受ける高齢者の増加が見込まれることから、これら自動車を利用できない高
齢者が日常生活における移動手段を確保することが重要となっています。 

→無料回遊バス、レトボン運行事業により、効率的かつ利用者の利便性向上に資する運
行を行います。 

 

第２次甲府市観光振興基本計画 (6) 

計画発行 2015年～2019年（5年間） 
計画の趣旨 本市の魅力を再認識し、それらを更なる観光客の増加と、新たなまちづくりに繋げるため

には、「甲府市観光振興基本計画」の成果を活かしつつ、環境の変化にあわせた新たな観
光振興基本計画が求められます。 

基本理念、目標 【基本理念】 
 本計画は、各主体が知恵と力を合わせ、観光振興にかかわる多くの取り組みを融合し、
効果の高い観光施策を実行する上での羅針盤としての役割を有しています。 

【基本方針】 
①開府 500年関連事業の展開 
②東京オリンピック、パラリンピックに向けた地域資源の発掘と受皿づくり 
③観光インフラの整備、拡充 
④効果的な情報発信 
⑤推進体制の構築 

主な公共交通 
関連施策 

 観光地への交通手段拡充の検討 
→観光シーズンに合わせた路線バスの増便、シャトルバスの運行を検討します。 
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健康都市こうふ基本構想 (7) 

計画発行 2018年 3月～ 
計画の趣旨  2019年 4月 1日の「中核市・甲府」の誕生を契機に、甲府市がさらに「元気なまち」と

なっていくために、なにを大切に想って、どんな「健康づくり」を進めていくのか、その大きな方
向性をまとめています。 

基本理念、目標 【基本理念】 
健康づくりは、多くの人に、日頃の生活習慣を見つめ直し、予防の意識を持ってもらうこと

から始まります。 
「運動(遊び)」や「栄養」、「休養」などの健康に大切な要素を踏まえて、一人ひとりが「身

体の健康」はもちろん、「心の健康」にも気を配り、地域の活動などで「人」と「人」とのふれあ
い・交流を深め、また、生活環境や都市基盤などの「くらしの健康」などを整えて、以下に示
す三本柱により「健康の好循環」を創り甲府市全体の健康づくりを進めます。 
【健康づくりの三本柱】 
①「人の健康づくり」  
②「地域の健康づくり」  
③「まちの健康づくり」 

主な公共交通 
関連施策 

 「まちの健康づくり」の視点 
→くらしの中で、楽しみながら必要な運動量を確保できるようなまちづくりを進めます。 
→環境の保全や公衆衛生などの質を高めて、健康度の高い、快適な日常生活が送れるま
ちづくりを進めます。 

→身近で利用しやすい各種施設を活用したコンパクトな生活圏づくりなど、良好な市民サ
ービスが持続できるまちづくりを進めます。 

 

甲府市高齢者支援計画 (8) 

計画発行 2018年～2020年（3年間） 
計画の趣旨  医療、介護、予防等との連携により、支援が必要な方を身近な地域で支える地域包括

ケア体制を深化、推進することが求められています。また、高齢者が「支えられる側」から
「支える側」として地域や社会の活動に参加し、能力を発揮できる仕組みづくりが必要と
なっています。 

基本目標 【基本目標】 
①住み慣れた地域で安心して暮らせる環境をつくる 
②高齢者の自立した生活を支援する環境をつくる 
③社会参加を促進し健康で生きがいがもてる環境をつくる 

主な公共交通 
関連施策 

 交通弱者等の移動利便性の確保に向けた公共交通施策の展開 
→自ら移動手段を持たない高齢者等の交通弱者の方々の、日常生活における安全、安
心かつ快適な移動利便性の確保を目指し、市民をはじめとする関係機関との連携、協
働による公共交通施策の展開に努めます。 
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山梨県バス交通ネットワーク再生計画 (9) 

計画発行 2017年～2019年（3年間） 
計画の趣旨  県、市町村、事業者の連携により持続可能で利便性の高いバス交通ネットワークの構

築に向け、基本方針を示すとともに、具体的な取り組みを明らかにします。また、この計
画ではリニア開業時のバス交通ネットワークの在り方について併せて提示します。 

基本理念、目標 【基本理念】 
 鉄道駅や基幹病院等の県内の主要交通拠点間を短時間で結ぶ広域的な路線と、診
療所や子育て支援施設等の施設をきめ細かく巡る地域内の路線について、それらが効
果的に接続できるよう路線を再編、整備し、県民のライフステージに応じた生活を支え、
観光客の移動を円滑にする利便性の高いバス交通ネットワークの構築を目指します。 

【基本目標】 
①生涯にわたり安心して暮らせる社会を実現するバス交通ネットワークの構築 
②県内観光を促進するバス交通の充実 
③持続可能なバス交通の確保 
④リニア駅と県内各地を短時間で結ぶバス交通の確保 

主な公共交通 
関連施策 

 県内の交通ネットワークにおける広域的バス路線再編候補 
→交通拠点からの移動の需要や交通機関の提供状況等から抽出される、広域的な移動
を可能とする広域ネットワークの再編案を示しています。 

 

やまなし観光産業活性化計画 (10) 

計画発行 2016年～2018年（3年間） 
計画の趣旨  本県にとって観光の果たす経済的、社会的役割がますます重要性を増す中、これからの

地域を支える基幹産業として観光産業を位置づけ、その「稼ぐ力」と「働く魅力」を高める
ことで地域の経済、社会に貢献することをめざし、本計画を策定します。 

基本目標 【基本目標】 
① 観光消費額 3,573億円（2014）→3,989億円（2018）（11%増加） 
② 観光ＧＤＰ（観光消費額から推計）1,995 億円（2014）→2,227 億円
（2018）（11%増加） 
③ 雇用誘発効果（観光消費額から推計される雇用人数）32,383 人（2014）→
36,157人（2018）（11%増加） 

主な公共交通 
関連施策 

 滞在、周遊観光の促進（リゾート型、周遊型） 
→公共交通を利用した利便性の高いバス交通ネットワークの活用 
→ワインタクシーや富士山世界遺産ループバス等観光資源を活用した交通手段、市町村
コミュニティバス＊の活用等による 2次交通の整備促進 
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３－２ 上位・関連計画のまとめ 

第六次甲府市総合計画では利用者ニーズを踏まえた公共交通の利便性の向上に努め、都市計

画マスタープランにおいては、拠点、地区の設定、ゾーンの設定、軸の設定によって「集約と

連携による持続可能な都市構造」を目指しています。これらを実現するために以下の視点から

具体的な手法を検討する必要があります。 

 

集約と連携による持続可能な都市構造 (1) 

「甲府市都市計画マスタープラン」では、拠点同士や拠点と地区のアクセスを向上することで、連

携と役割分担による相乗効果を発揮させるとともに、地域コミニュティの交流や活動が拡大され、魅

力があふれ人が集う活力あるまちづくりを推進しています。そのために新たな交通ネットワークの形

成を契機とした利便性の高い公共交通体系の構築を検討する必要があります。 
 「甲府市立地適正化計画（2019年度策定予定）」では、超高齢社会に向け、過度な自動車依存から

の転換や歩行量増加による市民の健康寿命増進、環境負荷低減への貢献を図るため、地域公共交通網

形成計画と整合を図り、居住地や拠点間のつながりを持つ公共交通ネットワークの再構築を図る必要

があるとされています。 
 

リニア開業後の利便性の高い公共交通ネットワークの構築 (2) 

「甲府市リニア活用基本構想」では、幹線道路を利用して、新たに設定した「地区拠点」と甲府駅

やリニア駅、市立甲府病院等の「ハブ停留所」を結ぶ循環型バス路線を検討し、甲府駅を基点とした

放射状の民間バス路線と組み合わせることにより、利便性の高いバス公共交通ネットワークの構築を

目指しています。甲府駅とリニア駅を結ぶ公共交通システムについては、市域全体のバス交通ネット

ワークの基幹軸として形成を図るとともに、観光資源である甲府城跡周辺地域や甲府駅周辺に集積す

る既存の会議施設等へのアクセス向上を図る等、公共交通ネットワークの構築を検討する必要があり

ます。 
 

高齢になっても安心して利用できる公共交通施策の展開 (3) 

「甲府市中心市街地活性化基本計画」では、鉄道との結節点である中心市街地と市内各地域や他市

町とを結ぶ路線バスは、利用者の減少が見込まれ、今後、高齢化の進行により自動車による移動がで

きず、移動手段の制約を受ける高齢者の増加が見込まれるとしています。また「甲府市高齢者支援計

画」では、自ら移動手段を持たない高齢者等の交通弱者の方々の、日常生活における安全、安心かつ

快適な移動利便性の確保を目指すとしています。市民をはじめとする関係機関との連携、協働による

公共交通施策の展開が必要です。 
 

観光における滞在、周遊の促進を図るための公共交通の活用 (4) 

「やまなし観光産業活性化計画」では、世界遺産の富士山やエコパークの南アルプスをはじめとす

る美しい自然と特色ある歴史文化に囲まれ、温泉、フルーツ、ワイン等の地域資源に恵まれた山梨県

の基幹産業として、観光産業を位置づけ、その「稼ぐ力」と「働く魅力」を高めることを目指してい

ます。滞在、周遊観光の促進を図るため、公共交通を利用した利便性の高いバス交通ネットワークの

活用や観光資源を活用した交通手段（2次交通）の整備促進を検討する必要があります。 
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