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高校改革・特別支援教育課

山梨県教育委員会

令和２年度山梨県公立高等学校等入学者募集定員について

山梨県立高等学校学則第１４条及び山梨県立特別支援学校学則第１２条の規定に基
づき、令和２年度山梨県公立高等学校等入学者募集定員を別紙のとおり策定した。

１ 経緯
高等学校等の入学者募集定員は、中学校卒業見込者数の増減、普通科・職業

科・総合学科の比率、過年度の欠員の状況、進路希望調査の結果等を考慮し、
策定している。

（令和元年度第１次進路希望調査）
・調査基準日 令和元年９月２０日
・調査対象者 令和元年度県内中学校卒業予定者 ７，３３５人

２ 概要
（１）全日制課程 ５，４７０人（前年度５，６７０人） 前年度比２００人減

（２）定時制課程 ５７０人（前年度５７０人）

（３）通信制課程 ２００人（前年度２００人）

（４）特別支援学校 別紙のとおり

※ ホームページアドレス
https://www.pref.yamanashi.jp/koukai-tokushi/nyuusi/saishinnonyuusijouhou.html

（参考）
○検査期日
全日制前期 １月３０日（木）及び１月３１日（金）
全日制後期 ３月４日（水）
定時制 ３月４日（水）及び３月５日（木）
追検査（全・定） ３月８日（日）
通信制第１期 ３月１７日（火）
通信制第２期 ３月３０日（月）
特別支援学校 桃花台学園 １月３０日（木）

桃花台学園以外 ３月４日（水）



１　募集定員 5,470

２　普職総構成比率 　普 61.52% 　職 21.85%  総 16.63%　

（　前年度 普 61.99% 職 21.78%   総 16.23%　　）

３　学科別募集定員
（　）は内数

R02年度 対前年度増減 Ｈ31年度

募集定員 募集定員 募集定員

学　年　制 2,300 △ 240 2,540

　（コース） (190) (△10) (200)

単　位　制 860 120 740

小　　　計 3,160 △ 120 3,280

80 0 80

- △ 30 30

30 0 30

25 0 25

70 0 70

910 △ 10 920

210 0 210

600 △ 25 625

385 △ 15 400

5,470 △ 200 5,670

(1) 青洲高校  ２７５人(普 １４０人、工 ６０人、商 ７５人）

(2) 　学校の統廃合等の予定による募集停止 増穂商業高校(商 △８０人)　　

市川高校(普 △１１０人、英 △３０人）

峡南高校(工 △６０人)

(1) 　募集定員が増加した高校　　  １校

甲府工業高校（工〈電気〉 ５人）

(2) 　募集定員が減少した高校　 １１校

北杜高校(普 △２０人)　　　韮崎工業高校(工 △１０人)　　　甲府第一高校(普 △２０人)

甲府南高校(普 △２０人)　　　巨摩高校(普 △２０人)　　　　山梨高校(普 △２０人)　

塩山高校(普 △１０人、商 △１０人)　　　都留高校(普 △２０人)　　　上野原高校(総 △１０人)

都留興譲館高校(工 △２０人)　　　吉田高校(普 △２０人)

学　　科　　名

普
 

通
 

科

４　学校の新設による募集開始及び学校の統廃合等の予定による募集停止

令和２年度公立高等学校入学者募集定員の概要

（ 全 日 制 課 程 ）

人　（前年度比　200人減　）

合 　　　　　計

総  合  学  科

農　　業　　科

５　募集定員の増減

理　　数　　科

英　　語　　科

文　　理　　科

工　　業　　科

商　　業　　科

英 語 理 数 科

　学校の新設による募集開始

探　　究　　科



【全日制課程】

前期募集人員 計

北　　　杜 普通科 80 190 24 68

うち理数コース [25] [7]

総合学科 110 44

韮　　　崎 普通科 200 230 60 69

文理科 30 9

韮崎工業 160 160 56 56

甲府第一 普通科 180 250 18 35

探究科 70 17

甲 府 西 普通科 220 220 66 66

甲 府 南 普通科 200 240 20 32

理数科 40 12

甲 府 東 普通科 240 240 24 24

うち理数コース [40] [4]

甲府工業 機械科 80 280 40 140

電気科 80 40

建築科 40 20

土木科 40 20

電子科 40 20

甲府城西 総合学科 250 250 100 100

甲府昭和 普通科 240 240 36 36

農　　　林 システム園芸科 30 150 15 75

森林科学科 30 15

環境土木科 30 15

造園緑地科 30 15

食品科学科 30 15

巨　　　摩 普通科 200 200 80 80

うち理数創造コース [40] [16]

白　　　根 普通科 130 130 52 52

うち文理コース [30]

青　　　洲 普通科 140 275 56 110

※工業科(機械工学科、土木工学科） 60 24

※商業科（ビジネス探究科・ビジネス情報科） 75 30

身　　　延 総合学科 80 80 40 40

笛　　　吹 普通科 120 270 36 111

食品化学科 30 15

果樹園芸科 30 15

総合学科 90 45

日　　　川 普通科 220 220 77 77

山　　　梨 普通科 150 150 45 45

うち英理総合コース [30]

塩　　　山 普通科 80 130 24 39

うち英数コース [25] [7]

※商業科（商業科・情報ビジネス科） 50 15

令和２年度山梨県公立高等学校入学者募集定員

学　　校　　名 学 科 （ コ ー ス ） 名 定　　　員 計

※工業科（電子機械科・電気科・情報技術科・

　 環境化学科・システム工学科・制御工学科）



前期募集人員 計学　　校　　名 学 科 （ コ ー ス ） 名 定　　　員 計

都　　　留 普通科 200 200 40 40

上 野 原 総合学科 120 120 24 24

都留興譲館 100 225 30 72

英語理数科 25 7

100 35

　 制御工学科・環境工学科）

吉　　　田 普通科 200 240 40 46

理数科 40 6

富士北稜 総合学科 260 260 91 91

富士河口湖 普通科 180 180 54 54

甲府商業 商業科 165 260 82 129

情報処理科 95 47

甲　　　陵 普通科 80 80 ※ ※

5,470 1,711

○全日制課程学科別定員内訳

3,160

80

30

25

70

910

210

600

385

5,470

○隣接都県募集

対象都県

7

3

20

静岡県 30

東京都、神奈川県 30

○全国募集

40 40

　　　3 青洲高校は、工業科二学科、商業科二学科をそれぞれ一括して募集する。

※工業科（機械工学科・電子工学科・

合　　　　計

定　              員

　　　4 塩山高校は、商業科二学科を一括して募集する。

　　　5 都留興譲館高校は、工業科四学科を一括して募集する。

農　　　業　　　科

工　　　業　　　科

商　　　業　　　科

普　　　通　　　科

英  語  理  数  科

　　　2 韮崎工業高校は、工業科六学科を一括して募集する。

探　　　究　　　科

　　　6 甲陵高校は、県立高校（甲府商業を含む）とは異なる独自方式による入試を実施する。同校の前期募集人員は、甲陵高校が定める。

普通科

（注）「全国募集」は、山梨県以外の都道府県からの募集を示す。

定　　　員 計

甲　　　　　　陵 普　　通　　科

学　　校　　名 学 　　　　　科

学 科 ・ コ ー ス

普通科理数コース

普　　　 通 　　　科

（注）「隣接都県募集」は、山梨県以外の「対象都県」からの募集を示す。

長野県北　　　　　　杜

総　　合　　学　　科

上　　 野 　　原 総　　合　　学　　科

総　　合　　学　　科身　　　　　　延

合　　　　　計

理　　　数　　　科

（注）1 定員欄及び前期募集人員欄の[　]は、普通科のコ－スの定員であり、当該普通科の募集定員の内数である。

総　 合 　学 　科

文　　　理　　　科

学　　　科　　　名

学　　校　　名 定　員　の　上　限



学　　科　　名

普   通   科 40 40

※工業科（機械科・ 120 120

　　電気科・建築科）

普   通   科 40 40

普   通   科 40 40

普   通   科 40 40

午前部 普   通   科 60 200

普   通   科 60

情報経理科 40

普   通   科 20

情報経理科 20

普   通   科 30 90

情報経理科 30

普   通   科 30

570

360

120

90

570

第1期募集人員 計

普   通   科 180 108

衛生看護科 20 12

学　　　　　　　科 定　　　　　　　　員

学　　校　　名 学　　　科　　　名

夜

【通信制課程】

商　　　　　　　業

合　　　　　　　計

200

【定時制課程】

韮　　　崎

巨　　　摩

中　　　央

山　　　梨

学　　校　　名

120

午後部

夜間部

昼

中　　　央

普　　　　　　　通

工　　　　　　　業

（注） 甲府工業高校は、工業科三学科を一括して募集する。

○定時制課程学科別定員内訳

計

合　　　　　　　　計

昼夜別

定　　　　員

夜

昼

甲府工業

計

夜

夜

定　　　員

夜

ひばりが丘

夜

昼

都　　　留



学　　校　　名 部 学　科　（　コ　ー　ス　）　名 定　　　　　員

幼稚部 若干名

普通科 8

普通科（重複障害） 若干名

保健理療科 8

専攻科・保健理療科 8

専攻科・理療科 8

幼稚部 若干名

普通科 8

普通科（重複障害） 若干名

普通科 8

普通科（重複障害） 若干名

普通科 8

普通科（重複障害） 若干名

普通科 32

普通科（重複障害） 若干名

普通科 16

普通科（重複障害） 若干名

普通科 16

普通科（重複障害） 若干名

普通科 32

普通科（重複障害） 若干名

高等部

       わかば支援

産業技術科高等部

       ろ　　う

      桃花台学園

高等部

高等部

       あけぼの支援

令和２年度山梨県立特別支援学校入学者募集定員

高等部

高等部

高等部

       盲

       甲府支援

48

高等部

       ふじざくら支援

       かえで支援

       やまびこ支援

高等部


