
北杜市公共施設等総合管理計画改訂版
【骨子案】

第１章 目的と背景

•  北杜市公共施設等総合管理計画 （以下 総合管理計画     ）  平成26年4月 総務省  示    公共
施設等総合管理計画 策定      指針  受  平成25 年度 策定   北杜市公共施設      白書  
指摘された課題の解決に向けた今後の取組に対する基本的な考え方を示すものとして、インフラを含む全ての公共施設等
 総合的  計画的 管理 推進     目的  平成29年3月に策定された。

• その後、平成30年2月に、個別施設毎の具体の対応方針を定める計画として「個別施設計画」を策定し、公共施設等総
合管理計画 個別施設計画 記載内容等 反映     指針 改訂 示        令和3年1月には、総合管
理計画 見直       留意事項 関  通知       受  本計画を改訂する。

目的

計画の位置づけ

• 総合管理計画   北杜市総合計画  公共施設等 適正管理（公共施設      ） 観点  下支   計画
     北杜市行政改革大綱  目指 方向性 踏     本市 公共施設等 管理 総合的  計画的 進  
いくための「基本方針」に位置付けられる。

計画期間

• 改訂 伴  計画期間 以下    変更   

対象施設

公共施設 362施設（408,125.91㎡）
     道路 橋         上水道 下水道 ※詳細は巻末別表を参照

計画期間 改訂前 平成29年度 令和28年度   30年間

計画期間 改訂後 令和4年度 令和33年度   30年間
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第2章 公共施設等 現況 人口 財政及 更新費用 見通 

公共施設の他団体との比較
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推計値

直近10年間 公共施設 整備 改修費 推移

本市 市民1人当たりの公共施設の延床面積は、
・県内市平均値の約2.1倍
・人口が同規模（合併）市の約1.6倍

他市 比  施設保有量 過剰 傾向   

令和3年度末現在  全体 約4割が築30年以上 
経過 仮 令和3年度末現在 延床面積     保
持した場合、これが10年後  74.1％、20年後  
94.3％と急速に増加する。

「社人研」によると、平成27年 国勢
調査では45,111人であった本市の人
口は、29年後 令和27年   約1
万5千人少ない30,209人（平成27
年比 33％の減少）にまで減少する
と推計。
一方  北杜市人口        子
育て支援事業や移住定住促進事業
等を展開することで、中期的目標とし
 令和22年 人口規模40,000人の
確保 ⾧期的目標   令和42年 
人口規模30,000人を確保することを
目標とする。 約30年後 令和42年   本市 人口  現在 約65％程度   縮小  

   見込   （北杜市人口    ）

平成23年度  令和2年度   
10 年    公共施設等 整備 
改修を目的とする費用（普通建設事
業費（普通会計）及 建設改良費
（公営事業会計）の合計額は、年
平均で約53.7億円となっている。

このうち、インフラ施設を除く、公共施
設 費   整備 改修資金 合計
額  年平均 17.1億円/年となっ
ている。
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公共施設等 中⾧期的 経費 見込 等

公共施設

• 公共施設等 大規模改修 更新費用（以下 更新費用     ）     現在保有    公共施設等 全 改
修 更新  場合 計画期間内    更新費用（自然体費用）と、それぞれの施設分類に応じて策定した個別施設
計画（⾧寿命化計画） 方向性 反映  更新費用（対策後費用）を算出し、両者を比較することで、個別施設計
画 基  ⾧寿命化等 対策 効果 把握する。

試算期間 改訂前 平成28年度 令和27年度 30年間

試算期間 改訂後 令和4年度 令和33年度 30年間

計画期間 見直  応   
試算期間 変更

【自然体費用】
計画期間の向こう30年間    更新費用 総額  1,113.4億円（37.1億円/年）
直近10年間 整備 改修費 平均値（17.1億円/年） 2.2倍に該当
計画期間内     将来更新費用 過去 整備 改修費 均衡 図      保有する延床面積の約55％を縮減す
る必要がある。
※対策後費用については、R4年度 策定 予定  個別施設計画 内容（各施設 方向性） 受  試算   

インフラ施設
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更新積み残し 改修積み残し 更新 改修 向こう30年間の年平均 過去10年間の整備・改修費用
(百万円)(百万円)

20年平均：41.4億円/年(直近10年間の2.4倍)

30年平均：37.1億円/年(直近10年間の2.2倍)

40年平均：39.9億円/年(直近10年間の2.3倍)

30年間の更新費用の総額

1,113.4億円

計画期間30年間    更新費用平均
37.1億円/年

過去10年間 整備 改修
費用平均 17.1億円/年
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•      生活基盤   施設    一度敷設  道路 橋    上下水道等 廃止  総量 削減       考 
方 現実的    考         総量削減 具体的 数値目標 設定          整合 図     利
用需要 変化 応  計画 中止等 含     全体 見直  随時行  

• 既存施設      維持管理 見直  予防保全 導入   施設 ⾧寿命化等 整備 維持管理    削減 
図っていく。



現状 課題 対  基本認識

計画の削減目標

第３章 公共施設等 総合的  計画的 管理 関  基本的 方針

公共施設

課題 公共施設 インフラ

施設 老朽化 進行

• 大規模改修の目安となる建設後30年 
経過した施設の延床面積の割合は現時
点で約39.1％。これが10年後  
74.1％、20年後  94.3％に急増。

• 橋    例     建設年次 判明    
324橋    更新 目安   建設後60年
を経過した橋りょうの割合は現時点で9.9％。
これが10年後  約23.5％、20年後  約
56.8％に急増。

人口減少や人口構成
の変化に伴うニーズの

変化

• 平成27年度 国勢調査  45,111人であった総人口は、約40年後 令和42年   北杜
市人口ビジョンの目標で約30,000人、社人研の推計では22,764人に。また、人口構成では
平成27年 36.5％であった高齢者の割合は、約20年後  52.5％と半数以上に増加。

• 人口減少 人口構成 変化 伴 施設    変化  対応 求        令和3年時
点において約4.5万人 令和42年時点    約3万人都市と捉えた際に、施設の適正な保
有量 配置 検討          

財政的制約の強まり

• 公共施設等の整備のための歳出額は、平成23年度  令和2年度   10年間 平均 約
17.1億円/年    歳入 歳出 状況     大幅 増額     現実的     

• 一方、試算ソフトによる推計では、今後30年間 総額 1,113.4億円、1年当  37.1億円
が必要との結果に。

 

• 計画期間 満了  令和33年度    公共施設 保有量（延床面積） 40％
程度縮減   

• 類似施設 統廃合 複合化 地域 民間  譲渡 進  
• 更新等 係 財源確保    取組  進  

インフラ施設

• 施設 ⾧寿命化 維持管理 見直       削減 図 

※公共施設 削減目標      見直  行 
（改訂前目標）
• 今後30年間 更新時期 迎  公共施設 保有量（延床面積） 30％程度縮減   
• 類似施設 統廃合 複合化 地域 民間  譲渡 進  
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公共施設 削減目標 見直  向  考 方

• 当初 総合管理計画      本市 公共施設  比較的新     多 含      特徴 踏   今後30年
間 更新時期 迎  施設   対象      更新 際 30％程度 延床面積 縮減 図 との数値目標を定
めていた。

• 加えて、過去の整備・改修費用との均衡を図るために、更新時期 迎   施設 含  類似施設 再編 進    
 施設総量 縮減 進  とともに、民間活力 導入 面積縮減 伴 経費削減  見込     将来 更新費用 
充当可能な財源の均衡を目指す、との考え方を基本としていた。

• これらの考え方に基づくと、計画策定時点 施設総量全体 対  延床面積 縮減量 7.0％ 留        更新
時期 到達  前 施設 対象   類似施設 統廃合 複合化 地域 民間  譲渡等    施設再編 取組 
  総量縮減 目安（割合）  数値    明確 示        大規模改修 行 施設 一部 限定し、その
他 施設 大規模改修 実施   更新時期   使用 継続      将来更新費用 削減 見込    基本 
している。

• 一方  前述     令和2年度末時点    本市 保有  公共施設 全 同規模 改修 更新  場合 費用
（自然体）は、計画期間内に1,113.4億円と推計されているが、これは直近10年間 整備 改修費 実績 計画期
間内に充当可能と判断される整備・改修費の推計額の2倍以上に相当し、これらの均衡を図るためには、計画期間内に
   更新費用 約55％を縮減しなければならない。

これまで以上に厳しい延床面積の縮減が必要であるといえる。
市民1人当   施設面積 踏   人口規模 同規模   合併市平均 同程度 目安  施設総量 40%程
度縮減     目標    
加   保有  全  公共施設 対象  適正配置 ⾧寿命化    具体的 対策内容 検討  個別施設計
画 策定 翌年度 控       踏     削減目標  計画期間内 更新時期 迎  一部 施設     
現在保有      公共施設 対象  削減   延床面積 具体的 数値 示    適切     
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公共施設等 管理 関  基本的 考 方

• 「施設 老朽化 進行」、「人口減少や人口構成に伴うニーズの変化」、「財政的制約の強まり」という課題に対し、「予
防保全 考  基  維持管理 導入」、「事業領域及     水準 見直 」、「総量 縮減           
 削減   資金 適正 活用 管理」の3点を基本方針とする。

• また、この基本方針を実現するため、「点検の実施方針」、「維持管理 修繕 更新等 実施方針」、「安全確保の実施
方針」、「耐震化の実施方針」、「⾧寿命化 実施方針」、「統合や廃止の推進方針」、「協働の推進」、「必要な公共
サービスの再構築」、「ユニバーサルデザイン化の推進方針」及び「PDCAサイクルの推進方針」を設定する。

取組体制の構築

• 施設等 適正 規模   方 配置 関     活用 整備 維持管理 運営 関           施設 各部門 
横断的  一元的 管理   公共施設等総合管理計画推進本部  設置  庁内 合意形成 行     

•    推進本部  検討 協議結果  北杜市公共施設等総合管理計画等検討委員会    検討  上  北杜
市行政改革推進委員会    審議  公共施設等       推進     
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第4章 施設類型   管理 関  基本的 方針（抜粋）

大分類 中分類 方針

行政系施設
庁舎等

• 行政機能 提供      多様 機能 有     組織 機構 見直  各課 再配置
 行 中  市民     向上 図   計画的 複合化 多機能化 図      効率
的 事務執行    環境 整備 向  検討     

その他
行政施設

• 用途変更等   施設 有効活用 検討     民間移管 譲渡   建物 廃止 図
る。

市民文化系
施設

文化施設

• 3施設  比較的近距離 設置            規模 類似       改修 更新
     同時期 迎         将来的  建物 老朽化 人口動向等 社会情勢
 変化 応   最適配置 検討  中      利用率 向上 努       統合 
複合化 多機能化 指定管理者制度 活用等 民間 資金      導入 図  

集会施設
• 地域交流 市民活動 拠点    安全性 利便性 確保     老朽化 著  施設

 利用度 稼働率 低 施設      今後 維持管理費 改修費等 勘案  統合 
民間移管 譲渡 図  

公共施設 



大分類 中分類 方針

社会教育系
施設

図書館
• 指定管理者制度 活用等 民間 資金      導入  維持管理費 抑制 図  
• 将来的  建物 老朽化 人口動向等 社会情勢 変化 応   最適配置 検討  

中で、統合を図る。

資料館等

• 施設の効果的な運営を図るため、より効果的な活用ができるよう運営方式も含めて、施設の
あり方を検討し、複合化・多機能化や廃止を図る。

• 文化財指定等 建造物    文化財価値 維持 向上  諸課題（老朽化対策    
   化 利便性向上 耐震補強 防災 防犯等） 解消  両立 目指  

スポーツ施設 プール、体
育館等

• 機能やサービスの重複がみられることから、学校施設との機能分担を踏まえ、最適配置を検討
  中  統合 多機能化 複合化 廃止 検討  保有量 縮減 図  

• 施設 維持管理 運営      各施設 利用状況 踏   施設 維持管理等 指定
管理者制度 活用等 民間 資金      導入  効率的 維持管理      維持
を図る。

産業系施設

観光施設
• 指定管理者制度 活用等 民間 資金      導入  維持管理費 抑制 図  
• 利用率 低 維持管理    高      施設      施設 最適配置 検討  中

  施設 民間移管 譲渡 廃止 図  

農林施設

• 指定管理者制度 活用等 民間 資金      導入  維持管理費 抑制 図  
• 利用率 低 維持管理    高      施設      施設 最適配置 検討  中

  民間移管 譲渡 廃止 図  
• 農業生産者 農産物加工者等 特定 市民 利用     施設      引 続  

地域団体等への施設の譲渡を進める。

温泉施設
• 指定管理者制度 活用等 民間 資金      導入  維持管理費 抑制 図  
• 施設 最適配置 検討  中  補助金 処分制限期間 考慮  上 施設 民間移

管・譲渡や廃止を図る。

子育て支援
施設

幼児・児童
施設

• 放課後児童クラブは、児童数の将来推移や社会情勢等の変化を考慮し、最適配置を検討
する中で他施設との複合化・多機能化を図る。

• 児童館  人口減少 人口構成 変化   市民    考慮  ⾧期的 視点  最適
配置を検討する中で、複合化・多機能化を図る。

•     広場  最適配置 検討  中  公共施設 空        施設 利活用等
を図る。

保育施設 •  北杜市立保育園施設整備計画   北杜市保育園充実     踏   最適配置 検討
する中で、統合を進める。

学校教育系
施設

学校

•  北杜市中学校施設中⾧期保全化計画（平成30年10月）  基   ⾧寿命化 適切
 維持補修等    維持管理費用 更新費用 抑制 図      学校規模 教育環
境の改善に向けて検討していく。

• 令和元年度   北杜市小中学校適正規模等審議会     中学校 適正規模等 検
討 行     令和3年度 答申 予定             受  最適配置 進   

• 高等学校は、施設の計画的な維持補修等を実施していく。

その他教育
施設

• 教職員住宅  現在 外国語指導助手 住宅   活用      今後 民間移管 譲
渡や廃止について検討を図る。

• 学校給食    及 学校給食調理場  最適配置 検討  中 統合 図  

保健・福祉
施設

高齢者福祉
施設

• 民間   類似     拡大 踏    北杜市老人福祉計画 介護保険事業計画（  
         計画）   整合 図    最適配置 検討  中  統合 民間移管 
譲渡を図る。

障害福祉
施設 • 利用者    考慮  統合 民間移管 譲渡 図  

公共施設②
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インフラ施設

分類 方針

道路

•  北杜市舗装⾧寿命化修繕計画  基  整備 進     
• 維持管理作業 調査 点検作業等 合理化 進       打換 工事（      

 ）      安全 安心 確保   範囲内  適正 管理水準 設定  費用 削減
を図る。

• 計画 見直 時期      利用需要 変化 応  計画 中止 廃止 含 道路網 
再構築を検討する。

•  北杜市舗装⾧寿命化修繕計画  対象 一部 路線 限        今後 道路全
体 舗装状況 把握  計画的 維持管理    仕組  検討   

橋りょう

•  北杜市橋梁⾧寿命化修繕計画（令和2年3月）  基   本市 管理      橋
りょう472橋     市職員   簡易点検及 5年 1度 専門家   定期点検 実施
  適切 維持管理等   ⾧寿命化 図  維持管理    削減 努   

• 良好 状態 保    日常的 維持管理   道路     及 清掃   実施   

トンネル・カルバート •  北杜市          ⾧寿命化修繕計画（令和2年3月）」に基づき、計画的な維持
管理 実施     維持管理    削減 努   

上水道

• 施設 老朽化 人口減少等   料金収入 減少等 経営環境 厳   増    中  
投資 財政計画 基礎    北杜市上下水道事業経営基本計画  定期的 見直  安
全  維持可能 住民     提供 可能     経営 効率化及 健全化 努   

• 上水道施設      固定資産台帳 更新 施設 状況把握 努  施設 ⾧寿命化
 重要度 緊急時対応等 考慮   北杜市水道事業中⾧期整備計画及        
     基   効率的  効果的 施設整備 取 組  

下水道

• 施設 老朽化 人口減少等   料金収入 減少等 経営環境 厳   増    中  
投資 財政計画 基礎    北杜市上下水道事業経営基本計画  定期的 見直  将
来    安定的 汚水処理 努   

• 下水道施設      固定資産台帳 更新 施設 状況把握 努   北杜市公共下
水道処理施設 管路施設維持管理計画（平成30年2月）   農業集落排水施設最適
整備構想（平成26年3月） 等 個別計画 基   施設 統廃合    経営合理化 
図るとともに、「北杜市下水道BCP（平成28年3月）」により災害時への対応にも努める。

8

大分類 中分類 方針

保健・福祉
施設

保健施設 • 人口減少 人口構成 変化   市民    考慮  複合化 多機能化 図  

医療施設
• 超高齢社会 控  在宅 高齢者 安心  暮      地域 支    必要     

    山梨県地域医療構想  踏   本市    在宅医療   地医療  要請 応
えられる機能を維持しながら、統合や複合化・多機能化を検討していく。

市営住宅 • 機能維持 基本      北杜市営住宅総合活用計画 ⾧寿命化計画  踏   最適
配置 検討  中  民間 資金      導入 廃止 図  

供給処理施設
（ 尿処理施設）

• 将来 人口動態 生活排水処理動向 考慮  施設規模 適正化 ⾧寿命化等 整備
を検討していく。

その他
• 火葬場（北 杜聖苑）  建物 老朽化     ⾧寿命化改修 検討       広

域的 視点  合理化 見込   場合   他団体  広域連携     検討     
• 駐車場  利用状況 地域環境等 見極    廃止 図  

普通財産
• 普通財産  積極的 利活用 推進     状況    売却 除却 図  
• 貸付物件      適正 賃貸料   貸付  行    歳入確保 図  

公共施設③



別表 対象となる公共施設
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施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積

庁舎等 10 21,920.95 2.8% 5.4%

その他行政系施設 2 881.21 0.6% 0.2%

文化施設 3 8,233.99 0.8% 2.0%

集会施設 11 13,388.69 3.0% 3.3%

図書館 8 4,077.80 2.2% 1.0%

資料館等 13 9,050.46 3.6% 2.2%

プール 1 726.60 0.3% 0.2%

体育館 9 17,951.93 2.5% 4.4%

弓道場 2 166.00 0.6% 0.0%

武道場 3 1,464.38 0.8% 0.4%

屋内ゲートボール場 9 5,553.40 2.5% 1.4%

グラウンド・管理施設等 22 2,059.94 6.1% 0.5%

観光施設 31 20,872.79 8.6% 5.1%

農林施設 44 32,908.03 12.2% 8.1%

温泉施設 10 16,178.99 2.8% 4.0%

幼児・児童施設 23 4,707.75 6.4% 1.2%

保育施設 15 15,221.45 4.1% 3.7%

学校 20 102,376.61 5.5% 25.1%

その他教育施設 6 3,318.55 1.7% 0.8%

高齢者福祉施設 15 9,809.96 4.1% 2.4%

障がい福祉施設 2 666.23 0.6% 0.2%

保健施設 1 898.62 0.3% 0.2%

9 医療施設 医療施設 4 18,561.20 1.1% 4.5%

10 市営住宅 市営住宅 51 87,364.60 14.1% 21.4%

11 供給処理施設 供給処理施設 1 1,531.12 0.3% 0.4%

12 その他 その他 46 8,234.66 12.7% 2.0%

362 408,125.91 100.0% 100.0%

※表中の数値は、四捨五入等の関係により、合計が一致しない場合がある。

総　数

6 子育て支援施設

7 学校教育施設

8 保健・福祉施設

3 社会教育系施設

4 スポーツ施設

5 産業系施設

1 行政系施設

2 市民文化系施設

No. 大分類 中分類
数量 構成割合（％）



別表 対象となる公共施設（詳細）
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№ 大分類 中分類 施設名称 棟数
総延床
面積

（㎡）

建設年度
（代表棟）

所在地

1 行政系施設 庁舎等 北杜市役所 7 8,724.9 1983 須玉町大豆生田961番地1
2 行政系施設 庁舎等 明野総合支所 4 3,208.6 1993 明野町上手5219番地1
3 行政系施設 庁舎等 須玉総合支所 1 1,048.3 1989 須玉町若神子2155番地
4 行政系施設 庁舎等 増富出張所 1 73.3 1991 須玉町比志3621番地30
5 行政系施設 庁舎等 高根総合支所 5 3,106.8 1982 高根町村山北割3261番地
6 行政系施設 庁舎等 ⾧坂総合支所 5 3,282.1 1977 ⾧坂町⾧坂上条2575番地19
7 行政系施設 庁舎等 大泉総合支所 7 306.4 1980 大泉町谷戸３０２５番地
8 行政系施設 庁舎等 小淵沢総合支所 1 200.0 1973 小淵沢町7711番地
9 行政系施設 庁舎等 白州総合支所 1 831.7 2003 白州町白須312番地

10 行政系施設 庁舎等 武川総合支所 3 1,138.9 1987 武川町山高1457番地3
11 行政系施設   他行政系施設 有線テレビ放送施設（旧高根ふれあいテレビ） 1 460.0 1993 高根町村山北割3261番地
12 行政系施設   他行政系施設 農村多元情報システム施設(旧にこにこすていしょん) 1 421.2 1996 小淵沢町1574番地2
13 市民文化系施設 文化施設 須玉農村総合交流     （須玉    館） 1 3,790.0 2000 須玉町若神子521番地17
14 市民文化系施設 文化施設 高根    交流   （八 岳       ） 1 1,719.0 2002 高根町村山北割3315番地
15 市民文化系施設 文化施設 ⾧坂             1 2,725.0 2004 ⾧坂町⾧坂上条2575番地19
16 市民文化系施設 集会施設 明野総合会館 1 1,741.0 1987 明野町上手5602番地
17 市民文化系施設 集会施設 増富総合会館 1 489.3 1991 須玉町比志3621番地30
18 市民文化系施設 集会施設 高根町農村環境改善センター 2 1,445.2 1979 高根町村山北割3288番地
19 市民文化系施設 集会施設 ⾧坂町農村環境改善    1 1,055.8 1983 ⾧坂町⾧坂上条2575番地19
20 市民文化系施設 集会施設 大泉総合会館 3 1,778.6 1980 大泉町西井出3193番地
21 市民文化系施設 集会施設 大泉町いずみ活性化施設 1 420.6 2003 大泉町西井出2197番地 他5筆

22 市民文化系施設 集会施設 生涯学習センターこぶちさわ 1 2,895.3 1973 小淵沢町7711番地
23 市民文化系施設 集会施設 白州町農村婦人の家 1 422.4 1977 白州町白須312
24 市民文化系施設 集会施設 白州総合会館 1 1,489.5 1987 白州町白須288番地の1
25 市民文化系施設 集会施設 甲斐駒センターせせらぎ 1 1,165.9 2013 武川町牧原1243番地
26 市民文化系施設 集会施設 須玉町農業担い手育成センター 1 485.2 2001 須玉町若神子2120番地
27 社会教育系施設 図書館 明野図書館 1 59.0 1987 明野町上手5602番地
28 社会教育系施設 図書館 すたま森の図書館 1 1,018.0 2000 須玉町若神子521番地17
29 社会教育系施設 図書館 たかね図書館 1 750.0 2001 高根町村山北割3315番地
30 社会教育系施設 図書館 ながさか図書館 1 430.0 2004 ⾧坂町⾧坂上条2575番地19
31 社会教育系施設 図書館 金田一春彦記念図書館 1 1,029.0 1998 大泉町谷戸3000番地
32 社会教育系施設 図書館 小淵沢図書館 1 369.0 1992 小淵沢町7711番地
33 社会教育系施設 図書館 ライブラリーはくしゅう 1 230.0 2003 白州町白須312番地
34 社会教育系施設 図書館 むかわ図書館 1 192.8 2013 武川町牧原1243番地
35 社会教育系施設 資料館等 埋蔵文化財センター 4 1,994.0 1997 明野町上手8310番地1
36 社会教育系施設 資料館等 津金学校 1 481.3 2015 須玉町下津金2963番地1
37 社会教育系施設 資料館等 浅川伯教 巧兄弟資料館 1 354.3 2000 高根町村山北割3315番地
38 社会教育系施設 資料館等 囲碁美術館 1 443.5 1977 ⾧坂町⾧坂上条2575番地19
39 社会教育系施設 資料館等 郷土資料館 8 2,921.0 2003 ⾧坂町中丸1996番地2
40 社会教育系施設 資料館等 考古資料館 1 1,231.0 2007 大泉町谷戸2414番地
41 社会教育系施設 資料館等 史跡金生遺跡    歴史公園 5 112.1 1990 大泉町谷戸字金生59番地4他15筆

42 社会教育系施設 資料館等 史跡谷戸城跡    歴史公園公衆便所 1 26.0 2003 大泉町谷戸字城下2440番地1他64筆

43 社会教育系施設 資料館等 小淵沢収蔵庫 4 813.0 1981 小淵沢町7707番地1
44 社会教育系施設 資料館等 平田家住宅 1 182.9 1992 小淵沢町7761番地4
45 社会教育系施設 資料館等 白州収蔵庫 1 208.5 1980 白州町白須312番地
46 社会教育系施設 資料館等 武川収蔵庫 1 200.6 1982 武川町山高1457番地3
47 社会教育系施設 資料館等 史跡梅之木遺跡 1 82.1 2017 明野町浅尾6315番地5筆
48 スポーツ施設 プール いずみプール 1 726.6 2004 大泉町谷戸3000番地
49 スポーツ施設 体育館 明野多目的屋内運動場 2 1,383.0 1994 明野町上手8304番地１
50 スポーツ施設 体育館 須玉総合体育館 1 2,210.1 1982 須玉町大蔵734番地
51 スポーツ施設 体育館 高根体育館 1 3,546.4 2001 高根町村山北割111番地
52 スポーツ施設 体育館 ⾧坂総合    公園（体育館） 1 2,399.3 1981 ⾧坂町大八田6811番地187
53 スポーツ施設 体育館 大泉体育館 2 1,822.0 1986 大泉町谷戸1915番地
54 スポーツ施設 体育館 小淵沢総合スポーツセンター（体育館） 1 1,125.0 1982 小淵沢町2161番地
55 スポーツ施設 体育館 小淵沢東スポーツセンター（体育館） 1 583.2 1990 小淵沢町上笹尾1240番地
56 スポーツ施設 体育館 白州体育館 1 3,635.0 1995 白州町鳥原2913番地208
57 スポーツ施設 体育館 武川体育館 2 1,248.0 1983 武川町三吹2219番地
58 スポーツ施設 弓道場 明野弓道場 1 58.0 1980 明野町上手8342番地
59 スポーツ施設 弓道場 武川弓道場 1 108.0 1984 武川町三吹2218番地
60 スポーツ施設 武道場 高根武道場 1 407.5 1970 高根町村山西割65番地
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№ 大分類 中分類 施設名称 棟数
総延床
面積

（㎡）

建設年度
（代表棟）

所在地

61 スポーツ施設 武道場 ⾧坂総合    公園（柔剣道場） 3 546.9 1985 ⾧坂町大八田6811番地306
62 スポーツ施設 武道場 大泉格技場 1 510.0 1986 大泉町谷戸1915番地
63 スポーツ施設 屋内ゲートボール場 ⾧坂総合    公園（福祉公園 屋内      場） 1 567.0 1992 ⾧坂町大八田6815番地2
64 スポーツ施設 屋内ゲートボール場 ⾧坂B&G海洋    （多目的屋内運動場） 1 1,013.0 1987 ⾧坂町大八田6811番地187
65 スポーツ施設 屋内ゲートボール場 大泉屋内ゲートボール場 1 530.0 1990 大泉町谷戸2916番地
66 スポーツ施設 屋内ゲートボール場 泉温泉健康センター（屋内ゲートボール場） 1 533.0 1994 大泉町谷戸1880番地
67 スポーツ施設 屋内ゲートボール場 小淵沢総合スポーツセンター（屋内ゲートボール場） 1 518.6 1989 小淵沢町2206番地の1
68 スポーツ施設 屋内ゲートボール場 小淵沢東スポーツセンター（屋内ゲートボール場） 1 658.8 2005 小淵沢町上笹尾1240番地
69 スポーツ施設 屋内ゲートボール場 白州福祉会館（屋内ゲートボール場） 1 533.0 1997 白州町大武川344番地19
70 スポーツ施設 屋内ゲートボール場 武川多目的屋内運動施設 1 654.0 2004 武川町牧原1286番地1
71 スポーツ施設       管理施設等 明野テニスコート 1 - 1991 明野町上手8303番地
72 スポーツ施設       管理施設等 須玉和田自然公園公衆便所 1 9.0 1993 須玉町小尾6879番地
73 スポーツ施設       管理施設等 須玉ふるさと公園 2 69.1 1984 須玉町若神子3380番地1
74 スポーツ施設       管理施設等 須玉    里    公園 2 112.4 1989 須玉町若神子395番地
75 スポーツ施設       管理施設等 穂足スポーツ公園 1 - - 須玉町大蔵734番地
76 スポーツ施設       管理施設等 清里    広場 1 - - 高根町浅川267番地
77 スポーツ施設       管理施設等 高根総合グラウンド 5 196.9 1982 高根町村山北割100番地
78 スポーツ施設       管理施設等 高根総合グラウンド（テニスコート） 1 - - 高根町村山北割100番地
79 スポーツ施設       管理施設等 ⾧坂総合    公園（管理室） 1 152.5 1996 ⾧坂町大八田6811番地187
80 スポーツ施設       管理施設等 ⾧坂勤労者体育    （野球場管理室） 1 153.0 1965 ⾧坂町大八田6811番地187
81 スポーツ施設       管理施設等 ⾧坂総合    公園（      ） 1 - - ⾧坂町大八田6811番地306
82 スポーツ施設       管理施設等 ⾧坂総合    公園（陸上競技場） 2 212.0 1996 ⾧坂町大八田6811番地306
83 スポーツ施設       管理施設等 ⾧坂総合    公園（福祉公園） 3 299.7 1992 ⾧坂町大八田6811番地130
84 スポーツ施設       管理施設等 いずみふれあい公園 3 118.4 1998  大泉町谷戸2929番地1大泉町谷戸2930番地1

85 スポーツ施設       管理施設等 小淵沢総合        （管理事務所） 1 175.0 1982 小淵沢町2161番地
86 スポーツ施設       管理施設等 小淵沢東        （管理棟） 1 92.0 1981 小淵沢町上笹尾1290番地
87 スポーツ施設       管理施設等 白州    交流    1 192.0 1989 白州町白須7458番地306
88 スポーツ施設       管理施設等 白州総合運動場 1 - - 白州町白須7458番地2
89 スポーツ施設       管理施設等 白州総合運動場（テニスコート） 1 - - 白州町白須7458番地2
90 スポーツ施設       管理施設等 白州運動広場施設 1 180.0 1983 白州町横手2115番1
91 スポーツ施設       管理施設等 武川運動公園公衆便所 倉庫 1 82.0 2005 武川町新奥1112番地
92 スポーツ施設       管理施設等 武川テニスコート 2 16.0 1998 武川町山高1457番地3
93 スポーツ施設       管理施設等 高根総合グラウンド（屋内ゲートボール場） 1 546.0 1982 高根町村山北割111番地
94 産業系施設 観光施設 体験工房あけの・薬膳ふるさと 1 490.0 1995 明野町浅尾5259番地950
95 産業系施設 観光施設 みずがき山リーゼンヒュッテ 4 1,166.0 1993 須玉町比志6438番地1
96 産業系施設 観光施設 みずがき湖ビジターセンター 1 1,000.0 1998 須玉町比志3730番地3
97 産業系施設 観光施設 三分一湧水館 5 1,147.0 2003 ⾧坂町小荒間292番地1
98 産業系施設 観光施設 ⾧坂商店街活性化施設      1 570.0 1991 ⾧坂町⾧坂上条2340番地1
99 産業系施設 観光施設 小淵沢町農林漁業体験実習館 1 638.0 1997 小淵沢町2968番地1

100 産業系施設 観光施設 花パークフィオーレこぶちさわ 4 1,562.0 1999 小淵沢町1270番地
101 産業系施設 観光施設 こぶちさわ昆虫美術館 1 1,160.0 2001 小淵沢町1270番地
102 産業系施設 観光施設 ヴィレッジ白州 4 842.0 1994 白州町上教来石2124番地
103 産業系施設 観光施設 尾白の森キャンプ場 9 535.3 1980 白州町白須8093番地9
104 産業系施設 観光施設 白州・尾白の森名水公園（べるが） 6 1,985.8 1995 白州町白須8056番地
105 産業系施設 観光施設 明野町家族旅行健康村 明野     里 6 1,347.0 1996 明野町浅尾5260番地5
106 産業系施設 観光施設 みずがき山グリーンロッジ 1 377.3 1978 須玉町小尾8861
107 産業系施設 観光施設 宿泊施設「たかね荘」 6 2,961.0 1964 大泉町西井出8240番地1
108 産業系施設 観光施設 林業休養     八 岳   荘 1 524.0 1981 大泉町西井出8240番地1
109 産業系施設 観光施設 権現小屋 1 65.0 1971 小淵沢町10066番地
110 産業系施設 観光施設 リフレッシュビレッジこぶちさわ「スパティオ小淵沢」 2 2,414.0 1996 小淵沢町2968番地1
111 産業系施設 観光施設 甲斐駒ヶ岳七丈小屋 3 126.0 1982 白州町横手4347番地1
112 産業系施設 観光施設 青年小屋 4 507.0 1960 ⾧野県諏訪郡富士見町字広原編笠岳国有林1315外

113 産業系施設 観光施設 清里駅前観光総合案内所 1 125.0 1999 高根町清里3545番地2753
114 産業系施設 観光施設 ⾧坂駅前観光案内所 1 53.0 1998 ⾧坂町⾧坂上条2513番地10 一部

115 産業系施設 観光施設 甲斐大泉駅前観光案内所 1 20.0 1984 大泉町西井出8240番地1
116 産業系施設 観光施設 美し森観光案内所 1 198.0 1995 大泉町西井出8240番地1
117 産業系施設 観光施設 小淵沢駅前観光案内所 1 57.6 2017 小淵沢町854番地22
118 産業系施設 観光施設 小淵沢駅交流施設 1 230.7 2017 小淵沢町1024（住居表示）
119 産業系施設 観光施設 道の駅こぶちさわ観光案内所 1 41.3 2015 小淵沢町2968番地1
120 産業系施設 観光施設 清里駅前広場公衆便所 1 50.0 1984 高根町清里3545番地
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121 産業系施設 観光施設 ⾧坂    公園公衆便所 管理棟 1 11.5 2008 ⾧坂町⾧坂上条2493番地2
122 産業系施設 観光施設 美し森展望休憩舎 1 262.3 1970 大泉町西井出8240番地1
123 産業系施設 観光施設 大武川河川公園 7 356.0 1995 武川町柳澤3506番地1
124 産業系施設 観光施設 舞鶴松緑地公園 1 16.8 1981 武川町三吹2908番地１外
125 産業系施設 観光施設 神代公園 1 23.0 1997 武川町黒澤1369番地１外
126 産業系施設 観光施設 中山展望台兼待避所 1 10.2 1987 白州町台ケ原2471
127 産業系施設 農林施設 明野町農村公園直売所施設 2 218.0 1993 明野町上手11928番地1
128 産業系施設 農林施設 須玉全国植樹祭会場跡地公園 1 421.0 2003 須玉町小尾8862番地1(146林班内)

129 産業系施設 農林施設 須玉町農林水産物直売 食材供給施設（    市場） 1 425.7 2003 須玉町若神子2323番地
130 産業系施設 農林施設 須玉町おいしい学校 1 1,712.0 1999 須玉町下津金3058番地
131 産業系施設 農林施設 道の駅南きよさと 2 608.0 1999 高根町⾧沢760番地
132 産業系施設 農林施設 高根町林産物展示販売施設 1 168.0 1998 高根町⾧沢760番地
133 産業系施設 農林施設 地域食材提供施設 北甲斐亭 3 371.0 1998 高根町清里2890番地1
134 産業系施設 農林施設 高根町食彩工房きよさと 5 1,015.1 2002 高根町清里3545番地265
135 産業系施設 農林施設 高根町箕輪新町交流施設 1 20.0 2002 高根町箕輪新町1049番地1
136 産業系施設 農林施設 そば処いずみ 2 142.0 1997 大泉町谷戸1995番地1
137 産業系施設 農林施設 そば打ち体験館 1 99.0 1999 大泉町谷戸1990番地
138 産業系施設 農林施設 道の駅こぶちさわ（旧施設） 1 1,278.0 1977 小淵沢町2968番地1
139 産業系施設 農林施設 道の駅こぶちさわ 1 1,000.8 2019 小淵沢町2968番地1
140 産業系施設 農林施設 小淵沢町大滝高齢者活動・生活支援促進機会施設 2 406.4 1999 小淵沢町上笹尾2734番地2
141 産業系施設 農林施設 道の駅はくしゅう 2 659.0 2000 白州町白須1308番地
142 産業系施設 農林施設 白州町鳥原平活性化施設 1 463.9 2004 白州町鳥原4661番地
143 産業系施設 農林施設 武川町農産物直売センター 2 212.0 1999 武川町牧原682番地2
144 産業系施設 農林施設 須玉町農業体験農園施設（大正館） 1 721.8 1998 須玉町下津金2961番地3
145 産業系施設 農林施設 高根クラインガルテン 9 1,528.7 1997 高根町蔵原1655番地
146 産業系施設 農林施設 いずみふれあい農業体験の家 1 98.0 2005 大泉町谷戸2914番地1
147 産業系施設 農林施設 アグリーブルむかわ 2 635.5 1994 武川町山高3567番地212
148 産業系施設 農林施設 武川町市民農園 体験農園施設 1 - - 武川町山高3567番地125
149 産業系施設 農林施設 武川町滞在型農園施設（コテージ） 2 141.0 1995 武川町山高3567番地106
150 産業系施設 農林施設 武川町市民農園等管理棟 1 56.0 1995 武川町山高3567番地125
151 産業系施設 農林施設 須玉津金   園 2 161.0 1999 須玉町上津金3055番地2
152 産業系施設 農林施設 高根町花関所 郷 南清里       4 650.9 1999 高根町⾧澤760番地
153 産業系施設 農林施設 明野町育苗センター 3 1,213.6 1999 明野町浅尾6019番地
154 産業系施設 農林施設 明野町農産物集出荷センター 3 1,955.3 1999 明野町浅尾6019番地
155 産業系施設 農林施設 明野町堆肥センター 3 3,013.0 1999 明野町上手12022番地5
156 産業系施設 農林施設 たかね有機センター 4 2,866.8 1995 高根町村山東割1829番地
157 産業系施設 農林施設 高根町育苗施設（西割） 2 109.0 1979 高根町村山西割2053番地
158 産業系施設 農林施設 高根町育苗施設（北割） 3 124.0 1978 高根町村山北割2058番地1
159 産業系施設 農林施設 高根町育苗施設（清里） 1 - - 高根町清里1138番地
160 産業系施設 農林施設    省     花 栽培施設 3 5,468.0 1996 高根町東井出761番地
161 産業系施設 農林施設 たかね花き野菜組織培養施設 3 934.0 1995 高根町東井出759番地
162 産業系施設 農林施設 そばもやし生産施設 2 275.0 2000 大泉町谷戸2815番地
163 産業系施設 農林施設 小淵沢町特産品開発センター 2 286.0 1984 小淵沢町上笹尾3204番地の2
164 産業系施設 農林施設 小淵沢町有機肥料供給    1 553.1 2000 小淵沢町下笹尾114―147番地

165 産業系施設 農林施設 白州町農産物加工施設 1 232.7 2002 白州町白須1291番地
166 産業系施設 農林施設 武川町麦類等乾燥調整施設 4 800.0 1983 武川町山高3599番地
167 産業系施設 農林施設 武川町農業機械センター 10 1,344.4 1999 武川町山高3599番地
168 産業系施設 農林施設 武川町農畜産物処理加工施設 1 187.0 1996 武川町山高3567番地211
169 産業系施設 農林施設 武川町無人精米所 低温保冷庫 1 88.0 1999 武川町牧原2058番地1
170 産業系施設 農林施設 江草農産物処理加工施設 2 245.3 2006 須玉町江草5737番地
171 産業系施設 温泉施設 明野ふるさと太陽館 2 2,597.0 1996 明野町浅尾5259番地950
172 産業系施設 温泉施設 健康増進施設「健康ランド須玉」 2 1,874.0 2001 須玉町若神子3900番地1
173 産業系施設 温泉施設 すたま自然健康村「増富の湯」 3 2,016.0 1997 須玉町比志6438番地外
174 産業系施設 温泉施設 たかねの湯 2 1,669.0 1995 高根町箕輪新町95番地
175 産業系施設 温泉施設 泉温泉健康センター 1 1,518.0 1994 大泉町谷戸1880番地
176 産業系施設 温泉施設 甲斐大泉温泉（パノラマの湯） 4 894.0 2004 大泉町西井出8240番地1
177 産業系施設 温泉施設 スパティオ小淵沢（延命の湯） 1 1,210.0 1996 小淵沢町2968番地1
178 産業系施設 温泉施設 白州・尾白の森名水公園（尾白の湯） 1 1,818.0 2005 白州町白須8077番地1
179 産業系施設 温泉施設 白州福祉会館（フォッサ・マグナの湯） 2 923.0 1984 白州町大武川344番地19
180 産業系施設 温泉施設 むかわの湯 2 1,660.0 2000 武川町牧原1322番地
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181 子育て支援施設 幼児・児童施設 明野児童館 1 59.0 1987 明野町上手5602番地
182 子育て支援施設 幼児・児童施設 須玉さわやか児童館 1 35.0 2003 須玉町若神子320番地
183 子育て支援施設 幼児・児童施設 いずみふれあい児童館 1 434.2 2004 大泉町谷戸3000番地
184 子育て支援施設 幼児・児童施設 武川児童館 1 91.5 2013 武川町牧原1243番地
185 子育て支援施設 幼児・児童施設 明野放課後児童クラブ 1 163.0 2003 明野町上手8310番地1
186 子育て支援施設 幼児・児童施設 須玉放課後児童クラブ 1 189.6 2003 須玉町若神子320番地
187 子育て支援施設 幼児・児童施設 高根東放課後児童クラブ 1 310.4 2018 高根町村山東割1942番地
188 子育て支援施設 幼児・児童施設 高根西放課後児童   （低学年） 1 133.7 2005 高根町村山西割1675番地1
189 子育て支援施設 幼児・児童施設 高根西放課後児童   （高学年） 1 140.8 2015 高根町村山西割1675番地1
190 子育て支援施設 幼児・児童施設 清里放課後児童   1 119.0 2003 高根町清里3545番地2083
191 子育て支援施設 幼児・児童施設 ⾧坂東放課後児童   1 164.0 2001 ⾧坂町⾧坂上条2233番地
192 子育て支援施設 幼児・児童施設 ⾧坂西放課後児童   1 249.9 2012 ⾧坂町⾧坂上条1603-1番地
193 子育て支援施設 幼児・児童施設 大泉西放課後児童   1 241.5 2003 大泉町谷戸2870番地
194 子育て支援施設 幼児・児童施設 大泉東放課後児童クラブ 1 140.8 2015 大泉町西井出3110番地1 
195 子育て支援施設 幼児・児童施設 小淵沢放課後児童クラブ 1 111.8 1973 小淵沢町7711番地
196 子育て支援施設 幼児・児童施設 白州放課後児童クラブ 1 142.8 1985 白州町白須260番地1
197 子育て支援施設 幼児・児童施設 武川放課後児童クラブ 1 66.0 2013 武川町牧原1243番地
198 子育て支援施設 幼児・児童施設 はっぴいたんたん（保健センター内） 1 216.0 1995 高根町箕輪697番地
199 子育て支援施設 幼児・児童施設       （⾧坂共同福祉施設） 1 747.0 2004 ⾧坂町大八田6811番地334
200 子育て支援施設 幼児・児童施設 つくしんぼルーム 1 150.0 1993 ⾧坂町白井沢4160番地1 
201 子育て支援施設 幼児・児童施設 ひまわりルーム 1 200.0 2002 小淵沢町6274番地1
202 子育て支援施設 幼児・児童施設 たんぽぽルーム 1 21.9 2013 武川町牧原1243番地
203 子育て支援施設 幼児・児童施設 小淵沢共同福祉施設 1 580.0 2002 小淵沢町6266番地
204 子育て支援施設 保育施設 明野保育園 2 825.7 1981 明野町小笠原3891番地
205 子育て支援施設 保育施設 須玉保育園・南部こども園 2 2,179.6 2005 須玉町大蔵795番地
206 子育て支援施設 保育施設 しらかば保育園 2 1,135.9 2000 高根町箕輪2270番地1
207 子育て支援施設 保育施設 しらかば保育園さくら分園 1 403.1 1981 高根町⾧沢2127番地1
208 子育て支援施設 保育施設 みどり保育園 2 868.8 1983 高根町村山西割1680番地
209 子育て支援施設 保育施設 わかば保育園 2 653.2 1991 高根町浅川266番地22
210 子育て支援施設 保育施設 ⾧坂保育園 2 1,431.8 1978 ⾧坂町⾧坂上条2413番地1
211 子育て支援施設 保育施設 ⾧坂保育園秋田分園 2 925.4 1980 ⾧坂町大八田3531番地
212 子育て支援施設 保育施設 小泉保育園 北部   園 1 1,058.3 2000 ⾧坂町白井沢4160番地
213 子育て支援施設 保育施設 ⾧坂保育園日野春分園 2 1,066.2 1997 ⾧坂町⾧坂下条1237番地3
214 子育て支援施設 保育施設 いずみ保育園 1 1,278.5 2019 大泉町谷戸2927番地2
215 子育て支援施設 保育施設 小淵沢西保育園 1 708.9 1976 小淵沢町6851番地
216 子育て支援施設 保育施設 小淵沢東保育園 1 522.5 1982 小淵沢町上笹尾1163番地
217 子育て支援施設 保育施設 白州保育園 西部   園 1 1,063.9 1978 白州町白須1140番地
218 子育て支援施設 保育施設 武川保育園 2 1,099.6 1979 武川町牧原1146番地
219 学校教育施設 学校 明野小学校 8 5,124.0 1974 明野町上手8418番地
220 学校教育施設 学校 須玉小学校 10 6,549.0 1984 須玉町若神子200番地2
221 学校教育施設 学校 高根東小学校 12 4,683.0 1979 高根町村山北割1035番地
222 学校教育施設 学校 高根西小学校 8 4,287.0 1980 高根町村山西割1696番地
223 学校教育施設 学校 ⾧坂小学校 5 7,157.0 2012 ⾧坂町⾧坂上条1603番地1
224 学校教育施設 学校 泉小学校 15 4,578.0 1973 大泉町谷戸2870番地
225 学校教育施設 学校 小淵沢小学校 11 5,211.0 1974 小淵沢町7741番地
226 学校教育施設 学校 白州小学校 13 4,128.0 1960 白州町白須225番地
227 学校教育施設 学校 武川小学校 9 4,251.0 1991 武川町牧原944番地
228 学校教育施設 学校 明野中学校 9 5,618.0 2005 明野町上手8342番地
229 学校教育施設 学校 須玉中学校 10 6,006.0 1969 須玉町小倉200番地
230 学校教育施設 学校 高根中学校 8 6,979.0 1988 高根町村山東割98番地
231 学校教育施設 学校 ⾧坂中学校 8 7,978.0 2004 ⾧坂町⾧坂上条1608番地
232 学校教育施設 学校 泉中学校 13 5,165.0 1978 大泉町谷戸2087番地
233 学校教育施設 学校 小淵沢中学校 6 6,038.0 2007 小淵沢町732番地
234 学校教育施設 学校 白州中学校 6 4,857.0 1978 白州町白須1920番地
235 学校教育施設 学校 武川中学校 9 3,956.0 1978 武川町山高1457番地
236 学校教育施設 学校 甲陵中学校 3 3,615.0 2003 ⾧坂町⾧坂上条2003番地
237 学校教育施設 学校 甲陵高等学校 9 6,049.0 1979 ⾧坂町⾧坂上条2003番地
238 学校教育施設 学校 教育支援センター（エール） 1 147.6 2002 ⾧坂町⾧坂下条1295番地3
239 学校教育施設 その他教育施設 高根清里教職員住宅 2 251.0 1990 高根町浅川266番地13
240 学校教育施設 その他教育施設 高根北教職員住宅 2 220.0 1992 高根町⾧澤2243番地
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241 学校教育施設 その他教育施設 北杜南学校給食    1 1,479.6 2008 須玉町大蔵834番地1
242 学校教育施設 その他教育施設 北杜北学校給食    1 781.0 1996 ⾧坂町⾧坂上条1608
243 学校教育施設 その他教育施設 小淵沢学校給食センター 1 284.0 1975 小淵沢町7741番地
244 学校教育施設 その他教育施設 泉中学校学校給食調理場 1 303.0 1978 大泉町谷戸2087番地
245 保健・福祉施設 高齢者福祉施設 須玉町デイサービスセンター 1 784.0 1997 須玉町藤田799番1
246 保健・福祉施設 高齢者福祉施設 高根町デイサービスセンター 1 1,540.5 1997 高根町箕輪新町50番地
247 保健・福祉施設 高齢者福祉施設 大泉町デイサービスセンター 1 555.3 1994 大泉町谷戸1880番地
248 保健・福祉施設 高齢者福祉施設 小淵沢町デイサービスセンター 1 604.0 2002 小淵沢町6266番地
249 保健・福祉施設 高齢者福祉施設 武川町デイサービスセンター 1 839.8 2000 武川町牧原1322番地
250 保健・福祉施設 高齢者福祉施設 塩川病院訪問看護ステーションつくしんぼ 1 58.0 2004 須玉町藤田773番地
251 保健・福祉施設 高齢者福祉施設 八ヶ岳訪問看護ステーション 1 64.0 1977 ⾧坂町⾧坂上条2575番地19
252 保健・福祉施設 高齢者福祉施設     福寿 里 1 3,375.3 1995 須玉町藤田787番地
253 保健・福祉施設 高齢者福祉施設 明野ゆうゆうふれあい館 1 268.3 2004 明野町浅尾新田1499番地1
254 保健・福祉施設 高齢者福祉施設 明野小笠原高齢者憩  家 2 119.0 2002 明野町小笠原3659番地1
255 保健・福祉施設 高齢者福祉施設 ながさかげんき百歳センター 1 348.9 2002 ⾧坂町大八田6811番地306
256 保健・福祉施設 高齢者福祉施設 大泉屋内スポーツ施設 1 627.0 2002 大泉町西井出3110番地2
257 保健・福祉施設 高齢者福祉施設 小淵沢町高齢者健康づくりの家 1 122.8 2000 小淵沢町7682番地4
258 保健・福祉施設 高齢者福祉施設 元気アッププラザ 1 161.0 2000 武川町牧原1349番地2
259 保健・福祉施設 高齢者福祉施設 武川町高齢者活動センター 2 342.1 1982 武川町山高1457番地3
260 保健・福祉施設 障がい福祉施設 ながさかリハビリセンター 1 179.2 2004 ⾧坂町⾧坂上条1565番地1
261 保健・福祉施設 障がい福祉施設 障害者総合支援センター（かざぐるま） 1 487.0 1999 ⾧坂町⾧坂上条2233番地
262 保健・福祉施設 保健施設 保健センター 3 898.6 1995 高根町箕輪697番地
263 医療施設 医療施設 塩川病院 2 8,743.9 2003 須玉町藤田773番地
264 医療施設 医療施設 甲陽病院 2 8,319.6 1996 ⾧坂町大八田3954番地
265 医療施設 医療施設 辺見診療所 1 508.5 2003 明野町上手1番地12
266 医療施設 医療施設 白州診療所 2 989.1 1994 白州町白須1341番地
267 市営住宅 市営住宅 富士見 丘住宅 3 94.2 1965 明野町上手4941番地
268 市営住宅 市営住宅 緑 丘住宅 2 68.7 1969 明野町小笠原3630番地
269 市営住宅 市営住宅 明野ひまわり団地 17 2,048.2 2003 明野町上手8431番地
270 市営住宅 市営住宅 御所前団地 2 62.8 1963 須玉町若神子 １５番地（木造） ３１番地（簡易耐火）

271 市営住宅 市営住宅 多麻団地 14 3,462.0 1972 須玉町東向2231番地
272 市営住宅 市営住宅 さつき団地 3 4,355.6 1990 須玉町若神子4115番地1
273 市営住宅 市営住宅 上の原団地 5 3,020.3 1966 高根町村山北割1595番地107

274 市営住宅 市営住宅 高根団地 5 739.2 1971 高根町村山北割1245番地
275 市営住宅 市営住宅 新町団地 1 28.1 1961 高根町村山東割2309番地5
276 市営住宅 市営住宅 箕輪団地 2 473.8 1976 高根町箕輪1290番地
277 市営住宅 市営住宅 大林団地 1 31.4 1966 高根町箕輪2434番地2
278 市営住宅 市営住宅 高根みどり団地 3 4,640.8 2007 高根町村山西割1887番地1
279 市営住宅 市営住宅 五町田団地 3 100.0 1966 高根町五町田669番地1
280 市営住宅 市営住宅 黒沢団地 1 28.1 1961 高根町下黒澤1841番地1
281 市営住宅 市営住宅 朝日ヶ丘団地 26 3,723.8 2001 高根町清里3545番地3599
282 市営住宅 市営住宅 新井上団地 20 1,553.8 1999 高根町村山北割1655番地9
283 市営住宅 市営住宅 福祉村団地 4 555.1 2001 高根町箕輪2270番地1
284 市営住宅 市営住宅 ⾧坂本町団地 1 1,540.8 1992 ⾧坂町⾧坂上条2575番地1
285 市営住宅 市営住宅 大日向団地 1 1,542.6 1998 ⾧坂町⾧坂上条2575番地77
286 市営住宅 市営住宅 高松団地 17 4,045.8 1974 ⾧坂町⾧坂上条3143番地
287 市営住宅 市営住宅 中之島団地 1 1,897.8 1999 ⾧坂町⾧坂上条3232番地1
288 市営住宅 市営住宅 やまなみ団地 2 3,132.5 2002 ⾧坂町⾧坂上条621番地9
289 市営住宅 市営住宅 西田住宅 5 642.2 1972 大泉町谷戸1944番地
290 市営住宅 市営住宅 宮地住宅 3 637.9 1973 大泉町西井出1833番地
291 市営住宅 市営住宅 井出原住宅 3 607.2 1980 大泉町西井出8240番地1420
292 市営住宅 市営住宅 姥神住宅 7 1,570.2 1976 大泉町西井出3545番地
293 市営住宅 市営住宅 山崎団地 9 3,627.4 1991 大泉町西井出3000番地1
294 市営住宅 市営住宅 平井出団地 8 256.9 1963 小淵沢町320番地
295 市営住宅 市営住宅 下笹尾団地 10 1,248.0 1989 小淵沢町下笹尾114番地97
296 市営住宅 市営住宅 久保団地 2 1,897.2 1999 小淵沢町3279番地
297 市営住宅 市営住宅 松向団地 2 3,243.6 2003 小淵沢町松向696番地
298 市営住宅 市営住宅 竹花2号団地 3 94.2 1969 白州町白須6807番地213
299 市営住宅 市営住宅 横手団地 2 527.4 1961 白州町横手1639番地
300 市営住宅 市営住宅 宮の上団地 2 654.4 1982 白州町下教来石25番地
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301 市営住宅 市営住宅 横手南団地 1 982.3 1996 白州町横手1639番地
302 市営住宅 市営住宅 武川団地 11 1,768.4 1971 武川町三吹2161番地1
303 市営住宅 市営住宅 巾下団地 1 31.3 1966 武川町牧原1731番地
304 市営住宅 市営住宅 武川さくら団地 1 1,842.0 2008 武川町牧原1226番地1
305 市営住宅 市営住宅 サンコーポラス須玉団地 2 4,867.5 1984 須玉町藤田346番地5
306 市営住宅 市営住宅        ⾧坂団地 2 4,885.1 1987 ⾧坂町⾧坂上条1542番地1
307 市営住宅 市営住宅 サンコーポラス小淵沢団地 2 3,668.9 1982 小淵沢町7865番地
308 市営住宅 市営住宅 サンコーポラス高根団地 2 3,723.5 1995 高根町五町田893番地4
309 市営住宅 市営住宅 サンコーポラス武川団地 1 2,457.6 1992 武川町牧原1133番地1
310 市営住宅 市営住宅 みさき団地 2 2,162.0 1992 須玉町藤田851番地
311 市営住宅 市営住宅     住宅（小尾団地） 1 139.1 1989 須玉町小尾1433番地1
312 市営住宅 市営住宅     住宅（比志団地） 2 139.9 1988 須玉町比志3606番地6
313 市営住宅 市営住宅 就業促進住宅 4 2,400.8 2003 須玉町若神子744番地5
314 市営住宅 市営住宅 子育 支援住宅須玉団地 1 1,630.0 2015 須玉町若神子2155番地1
315 市営住宅 市営住宅 子育 支援住宅大泉団地 1 1,695.0 2016 大泉町谷戸3025番地
316 市営住宅 市営住宅 子育 支援住宅武川団地 1 1,522.5 2017 武川町山高1457番地5
317 市営住宅 市営住宅 就業者向 定住促進住宅（白州甲斐駒団地） 1 1,296.7 2018 白州町白須1002番地1
318 供給処理施設 供給処理施設 北部    公苑 3 1,531.1 1992 ⾧坂町中丸916番地
319 その他 その他 北 杜聖苑 1 2,051.8 2005 高根町下黒澤378番地6
320 その他 その他 旧津金学校 1 1,010.0 1971 須玉町下津金3059番地2
321 その他 その他 オオムラサキセンター 5 2,770.0 1995 ⾧坂町富岡2812番地
322 その他 その他 ⾧坂駅前駐車場 1 - - ⾧坂町⾧坂上条2513番地10
323 その他 その他 ⾧坂上町駐車場 1 - - ⾧坂町⾧坂上条2077番地33
324 その他 その他 日野春駅前駐車場 1 - - ⾧坂町富岡69番地3
325 その他 その他 小淵沢   橋駐車場 1 - - 小淵沢町10024番地4
326 その他 その他 小淵沢第1駐車場 1 - - 小淵沢町7712番地
327 その他 その他 小淵沢第2駐車場 1 - - 小淵沢町379番地2
328 その他 その他 小淵沢第3駐車場 1 - - 山梨県小淵沢町835番地1
329 その他 その他 須玉駐車場（中央高速  利用者専用） 1 - - 須玉町大豆生田953番地1
330 その他 その他 甲斐小泉駅前駐車場 1 - - ⾧坂町小荒間1995番地1
331 その他 その他 小淵沢駅公衆便所 1 34.6 2017 小淵沢町854番地22
332 その他 その他 甲斐大泉駅南駐車場 1 - - 大泉町西井出8240番地１
333 その他 その他 甲斐大泉駅西駐車場公衆便所 1 25.1 2018 大泉町西井出8240番地5040
334 その他 その他 甲斐大泉駅西駐車場 1 - - 大泉町西井出8240番地5040
335 その他 その他 清里駅西駐車場公衆便所 1 - 1977 高根町清里3545番地1
336 その他 その他 小淵沢城山駐車場公衆便所 1 - - 小淵沢町下笹尾731番地
337 その他 その他 大泉美 森駐車場公衆便所 1 - - 大泉町西井出8240番地1
338 その他 その他 大泉鳥 小池駐車場 1 - - 大泉町谷戸4267番地5
339 その他 その他 増富温泉郷駐車場公衆便所 1 - - 須玉町比志6498番地455
340 その他 その他 清里大滝駐車場 1 - - 高根町清里3348番地3
341 その他 その他 武川真原桜並木駐車場① 1 - - 武川町柳澤2946番地17
342 その他 その他 白州尾白川渓谷駐車場公衆便所 1 40.1 2016 白州町白須8898番地4
343 その他 その他 白州大坊駐車場 1 - - 白州町大坊1183番地1
344 その他 その他 武川保育園前駐車場① 1 - - 武川町牧原1140番地
345 その他 その他 武川保育園前駐車場② 1 - - 武川町牧原1160番地1
346 その他 その他 小淵沢駐車場（中央高速  利用者専用）① 1 - - 小淵沢町2455番地1
347 その他 その他 小淵沢駐車場（中央高速  利用者専用）② 1 - - 小淵沢町2440番地
348 その他 その他 小淵沢駐車場（中央高速  利用者専用）③ 1 - - 小淵沢町3184番地8
349 その他 その他 ⾧坂高根駐車場（中央高速  利用者専用）① 1 - - ⾧坂町夏秋14番地1
350 その他 その他 ⾧坂高根駐車場（中央高速  利用者専用）② 1 - - ⾧坂町大八田125番地7
351 その他 その他 ⾧坂高根駐車場（中央高速  利用者専用）③ 1 - - 高根町五町田963番地1
352 その他 その他 八 岳駐車場（中央高速  利用者専用）① 1 - - ⾧坂町白井沢1748番地5
353 その他 その他 八 岳駐車場（中央高速  利用者専用）② 1 - - ⾧坂町白井沢1751番地9
354 その他 その他 須玉町大豆生田農産物処理 加工施設 1 198.5 1999 須玉町大豆生田421番地1
355 その他 その他 須玉町二日市場高齢者生きがい発揮支援施設 1 198.7 1998 須玉町穴平193番地1
356 その他 その他 須玉町大和高齢者活動促進施設 1 199.2 1998 須玉町上津金2256番地
357 その他 その他 須玉町藤田女性 若者等活動促進施設 1 142.8 2004 須玉町藤田2192番地
358 その他 その他 須玉町森林環境      施設上小倉          1 148.9 2004 須玉町小倉2560番地1
359 その他 その他 小淵沢町物産会館 1 566.2 1997 小淵沢町7559番地6
360 その他 その他 小淵沢高野高齢者活動促進施設 1 259.4 1999 小淵沢町8598番地
361 その他 その他 小淵沢町下笹尾農林水産物処理加工施設 1 293.5 2000 小淵沢町下笹尾114番地81
362 その他 その他 小淵沢町岩窪女性 若者等活動促進施設 1 295.7 2003 小淵沢町5030番地



別表 対象となるインフラ施設）

分類 箇所数等 出典 

道路 

市道 1,082,487.0ｍ 令和 2年度北杜市道路台帳 

農道 650,692.3ｍ 道路現況調書（令和 3 年 3月現在） 

林道 137,027.8ｍ 
林道路線一覧表（支所別）（平成 28 年 3 月現
在） 

合計 1,870,207.1ｍ  

橋りょう 631 橋 

・北杜市橋梁長寿命化修繕計画（令和 2 年 3
月） 

・道路現況調書（令和 3年 3月現在） 
・個別施設計画一覧表（橋梁） 

トンネル ７か所 
・北杜市トンネル・カルバート長寿命化修繕計
画（令和 2年 3月） 

・個別施設計画一覧表（トンネル） 

上水道施設 

管路 1,516,977.3ｍ ・上下水道事業地方公営企業法適用化基本計
画（平成 28 年 2 月） 

水源 81 か所 ・上下水道事業地方公営企業法適用化基本計
画（平成 28 年 2 月） 

配水池 114 か所 ・上下水道事業地方公営企業法適用化基本計
画（平成 28 年 2 月） 

下
水
道
施
設 

特定環境保全 
公共下水道 
施設 

管渠（管路） 559,496.6m 
・北杜市公共下水処理施設維持管理計画（管路
施設編）（平成 30 年 2 月） 

終末処理場 13 か所 ・北杜市公共下水処理施設・管路施設維持管理
計画（処理場編）（平成 30 年 2 月） 

マンホールポン
プ場 

271 か所 ・北杜市公共下水処理施設維持管理計画（管路
施設編）（平成 30 年 2 月） 

農業集落排水 
施設 

管渠（管路） 210,440.0m ・農業集落排水施設最適整備構想（平成 26 年
3 月） 

処理場 26 か所 ・農業集落排水施設最適整備構想（平成 26 年
3 月） 

マンホールポン
プ場 

182 か所 ・農業集落排水施設最適整備構想（平成 26 年
3 月） 

特定地域生活 
排水処理施設 

合併浄化槽 
(市町村設置型) 

105 基  

合計 

管渠（管路） 769,936.6ｍ 

 
 

処理場 39 か所 

マンホールポン
プ場 453 か所 

合併浄化槽 105 基 
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