
【公 募 した施設の指定管理者 】 

指定管理者 
公の施設の名称 

住所 名称 

指定期間 

（4月1日から） 

健康増進施設「健康ランド須玉」 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目１０番１号 

キッツウェルネス・ブルーアース 

（株式会社キッツウェルネス、株式会社ブルー

アースのグループ） 

５年 

須玉町デイサービスセンター 甲府市青葉町１４番１５号 株式会社やさしい手甲府 ５年 

高根町デイサービスセンター 北杜市高根町箕輪新町５０番地 社会福祉法人北杜市社会福祉協議会 ５年 

たかねの湯 北杜市高根町清里３５４５番地５ 株式会社清里丘の公園 ５年 

甲斐大泉温泉 北巨摩郡小淵沢町２９６８番地１ 株式会社マルマサホテルシステム ４年 

北杜市知的障害者通所授産施設 北杜市高根町箕輪２２７０番地１ 社会福祉法人高根福祉みのる会  ５年 

大泉町デイサービスセンター 

泉温泉健康センター                       
北杜市高根町箕輪新町５０番地 社会福祉法人北杜市社会福祉協議会 ５年 

白州福祉会館 

白州町デイサービスセンター  
北杜市高根町箕輪新町５０番地 社会福祉法人北杜市社会福祉協議会 ５年 

武川町デイサービスセンター 

むかわの湯 

武川多目的屋内運動施設 

中巨摩郡昭和町西条５１０８番地 

むかわ福祉サービスセンター 

（株式会社ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

中央山梨支店、社会福祉法人北杜市社会福

祉協議会のグループ） 

５年 

明野町農村公園直売所施設 北杜市明野町上手５６０２番地 財団法人明野村農業振興公社 ３年 

明野町育苗センター                       

高根町育苗施設 
韮崎市一ッ谷１８９５番地 梨北農業協同組合 ３年 

明野町農産物集出荷センター 韮崎市一ッ谷１８９５番地 梨北農業協同組合 ３年 

明野町堆肥センター                       

たかね有機センター 
韮崎市一ッ谷１８９６番地 梨北農業協同組合 ３年 

須玉津金ハーブ園 北杜市須玉町小倉２７０９番地 社会福祉法人 新友会 ５年 

須玉町おいしい学校 北杜市須玉町下津金３０５８番地 株式会社おいしい学校 ３年 

道の駅南きよさと                       

高根町林産物展示販売施設 
中巨摩郡昭和町西条２７９９番地 株式会社アルプス ３年 

南八ヶ岳花の森公園 北杜市高根町長沢７６０番地 花関所の郷・南清里フラワーパーク企業組合 ３年 

高根クラインガルテン 北杜市高根町蔵原１６５５番地 高根クラインガルテン企業組合 ３年 

北杜市地域食材提供施設 北杜市高根町清里２８９０番地１ 有限責任中間法人そば処清里管理運営組合 ３年 

そば処いずみ                        

そば打ち体験館 

そばもやし生産施設 

北杜市大泉町谷戸２８１５番地 有限責任中間法人いずみそば組合 ３年 

白州町鳥原平活性化施設 北杜市白州町鳥原２６６７番地 ビューファーム鳥原平管理組合 ３年 

アグリーブルむかわ                    

武川町市民農園・体験農園施設          

武川町滞在型農園施設               

武川町市民農園等管理棟  

北杜市武川町柳澤３９６９番地９ 有限会社アグリーブル ３年 

武川町農業機械センター                   

武川町麦類等乾燥調製施設 
北杜市武川町宮脇２１０５番地１ 武川ファーム ３年 

武川町農畜産物処理加工施設           

武川町農産物直売センター                 

武川町無人精米所・低温保冷庫    

北杜市武川町牧原６８８番地１ 有限会社キングフィッシャー  ３年 

須玉町農業体験農園施設 北杜市須玉町下津金２９６１番地３ 須玉町農業体験農園施設管理委員会 ５年 

須玉町農林水産物直売・食材供給施設 北杜市明野町浅尾新田１４４２番地の１ 

みどりふれあい活性化機構 

（明野興業株式会社、茅ケ岳農場のグルー

プ） 

５年 

みずがきランド 北杜市白州町横手２９１０番地の２ 特定非営利活動法人えがおつなげて ５年 

みずがきそば処 北杜市須玉町小尾８３７０番地 黒森区森林総合利用施設管理組合 ５年 

須玉全国植樹祭会場跡地公園 北杜市須玉町小尾８８６２番地１ 増富特産品出荷組合 ５年 

白州町農産物加工施設 北杜市白州町白須１２９１番地 農事組合法人味の里はくしゅう ５年 

明野町家族健康旅行村「明野ふれあいの里」 

明野ふるさと太陽館                       

体験工房あけの・薬膳ふるさと 

南都留郡富士河口湖町西湖２０６８番地の１ 株式会社ピカ ３年 



 
指定管理者 

公の施設の名称 
住所 名称 

指定期間 

（4月1日から） 

みずがき湖ビジターセンター 北杜市須玉町小尾６６７２番地 増富ラジウム峡観光協会 ３年 

ふるさと交流施設すたま自然健康村増富の湯

みずがき山リーゼンヒュッテ             

みずがき山グリーンロッジ 

北杜市須玉町比志６４３８番地 財団法人みずがき山ふるさと振興財団 ３年 

北杜市清里駅前観光総合案内所 北杜市高根町清里３５４５番地 清里観光振興会 ３年 

三分一湧水館 中巨摩郡昭和町西条２７９９番地 株式会社アルプス ３年 

北杜市長坂駅前観光案内所 北杜市長坂町長坂上条2575番地19 長坂町観光協会 ３年 

長坂駅前駐車場                          

長坂上町駐車場                          

日野春駅前駐車場 

北杜市須玉町若神子1427番地2 北杜市商工会 ３年 

大泉レストハウス赤い橋 北杜市高根町清里3545番地 財団法人キープ協会 ３年 

北杜市美し森観光案内所                  

北杜市甲斐大泉駅前観光案内所 
北杜市大泉町谷戸８６５７番地 有限会社八ヶ岳エネルギー  ３年 

ヴィレッヂ白州 北杜市白州町下教来石234番地 平久保の池自然園企業組合 ３年 

尾白の森キャンプ場 北杜市白州町白須4892番地 尾白の森友の会 ３年 

甲斐駒ヶ岳七丈小屋 北杜市白州町横手1639番地 C-6 
ジャパン・アルパイン・ガイド組合南アルプス

支部 
３年 

須玉歴史資料館 北杜市須玉町下津金２９６３番地 特定非営利活動法人文化資源活用協会 ３年 

北杜市明野テニスコート                   

北杜市明野多目的屋内運動場 
甲府市善光寺町２９９９番地 株式会社トミオカテニス ５年 

北杜市須玉のろしの里ふれあい公園 北杜市須玉町若神子新町８５番地 有限会社 北杜緑化 ５年 

北杜市須玉総合体育館               

北杜市穂足スポーツ公園  
北杜市須玉町若神子新町８５番地 有限会社 北杜緑化 ５年 

北杜市高根総合グラウンド                  

北杜市高根体育館 
北杜市長坂町大八田６８１１番地１８７ 北杜体育施設管理運営株式会社 ５年 

北杜市清里スポーツ広場 北杜市高根町浅川２６８番地３３ 清里スポーツ広場管理組合 ５年 

北杜市長坂総合スポーツ公園（B＆G海洋セ

ンターは除く。） 

ながさかげんき百歳センター               

長坂共同福祉施設 

北杜市長坂町大八田６８１１番地１８７ 北杜体育施設管理運営株式会社 ５年 

北杜市大泉体育館                        

北杜市大泉格技場                        

北杜市大泉屋内ゲートボール場  

甲府市東光寺三丁目１２番３４号 日本電子サービス株式会社 ５年 

白州運動広場施設 北杜市白州町横手１３０８番地２ 横手農林業振興会 ５年 

 

【公募によらない施設の指定管理者】 

指定管理者 
公の施設の名称 

住所 名称 

指定期間 

（4月1日から） 

須玉町下原特産品加工施設 北杜市須玉町下津金１７３４番地 下津金区下原班 ５年 

須玉町大豆生田農産物処理・加工施設 北杜市須玉町大豆生田１５番地 大豆生田区大豆生田班 ５年 

須玉町二日市場高齢者生きがい発揮促進施設 北杜市須玉町穴平２６０番地 穴平区二日市場班 ５年 

須玉町大和高齢者活動促進施設 北杜市須玉町上津金２３２３番地 上津金区大和班 ５年 

須玉町藤田女性・若者等活動促進施設 北杜市須玉町藤田１５１７番地 藤田区 ５年 

須玉町森林環境ボランティア施設上小倉コミュ

ニティセンター 
北杜市須玉町小倉２５４１番地１ 小倉区上小倉班 ５年 

清里駅前駐車場 北杜市高根町清里３５４５番地 清里駅前区 ３年 

清里駅東駐車場 北杜市高根町清里３５４５番地 清里観光振興会 ３年 

北杜市津金スポーツ公園 北杜市須玉町下津金２５８７番地 津金スポーツ公園管理組合 ５年 

北杜市多麻スポーツ公園 北杜市須玉町小倉２５１５番地 多麻スポーツ公園管理組合 ５年 

北杜市江草スポーツ公園 北杜市須玉町江草７８５２番地 江草スポーツ公園管理組合 ５年 

北杜市増富スポーツ公園 北杜市須玉町比志３６２１番地３０ 増富スポーツ公園管理組合 ５年 

 


