
再指定する公の施設の指定管理者が決まりました 

 

【公募した施設の指定管理者】 

 

 

 

 

 

 

 

公の施設の名称 
指定管理者に指定した団体 

指定期間 
住     所 名  称 代  表 

みずがき湖ビジターセンター 北杜市須玉町比志 5989 番地 3 フィトンチッド 
代表 

小澤 弘司 

平成２１年４月 １日から 

平成２６年３月３１日まで 

明野ふるさと太陽館 

明野町家族健康旅行村「明野ふれあいの里」 

南都留郡富士河口湖町西湖 2068

番地 1 
株式会社 ピカ 

取締役社長 

福重 隆一 

平成２１年４月 １日から 

平成２６年３月３１日まで 

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 
代表取締役 

三沢 聡 

平成２１年４月 １日から 

平成２６年３月３１日まで 

美し森観光案内所 

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 

代表取締役 

小宮山 修 

平成２１年４月 １日から 

平成２６年３月３１日まで 

高根町林産物展示販売施設 

高根町花関所の郷・南清里ﾌﾗﾜｰﾊﾟｰｸ 

（総合交流ターミナル施設、軽食ﾚｽﾄﾗﾝ、その

他附帯施設） 

中巨摩郡昭和町西条 2799 番地 株式会社 アルプス 
代表取締役 

三沢 聡 

平成２１年４月 １日から 

平成２６年３月３１日まで 



 

【公募によらない施設の指定管理者】 

 

 

公の施設の名称 
指定管理者に指定した団体 

指定期間 
住     所 名  称 代  表 

北杜市埋蔵文化財センター 

明野歴史民俗資料館 
北杜市明野町上手 8310 番地 

特定非営利活動法人 

茅ヶ岳歴史文化研究所 

理事長 

新藤 武義 

平成２１年４月 １日から 

平成２３年３月３１日まで 

須玉歴史資料館 北杜市須玉町下津金 2963 番地 1
特定非営利活動法人 

文化資源活用協会 

理事長 

高橋 正明 

平成２１年４月 １日から 

平成２３年３月３１日まで 

みずがき山リーゼンヒュッテ 

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 

理事長 

白倉 政司 

平成２１年４月 １日から 

平成２６年３月３１日まで 

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 
会長 

磯貝 治男 

平成２１年４月 １日から 

平成２６年３月３１日まで 

ヴィレッジ白州 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 
代表理事 

山田 森富 

平成２１年４月 １日から 

平成２６年３月３１日まで 

甲斐駒ヶ岳七丈小屋 北杜市白州町横手1639番地 C-6
ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｱﾙﾊﾟｲﾝ･ｶﾞｲﾄﾞ組合 

南ｱﾙﾌﾟｽ支部 

支部長 

田部 直敏 

平成２１年４月 １日から 

平成２６年３月３１日まで 

清里駅前観光総合案内所 北杜市高根町清里 3545 番地 
特定非営利活動法人 

清里観光振興会 

副会長 

小口 真 

平成２１年４月 １日から 

平成２６年３月３１日まで 

長坂駅前観光案内所 
北杜市長坂町長坂上条 2575 番地

19 

北杜市観光協会 

長坂支部 

支部長 

倉田 正男 

平成２１年４月 １日から 

平成２６年３月３１日まで 



 

 

 

公の施設の名称 
指定管理者に指定した団体 

指定期間 
住     所 名  称 代  表 

北杜市営宿泊施設「たかね荘」 北杜市小淵沢町 2980 番地 
有限会社 

八ヶ岳チーズケーキ工房 

代表取締役 

堀口 博 

平成２１年４月 １日から 

平成２６年３月３１日まで 

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 

会長 

輿水 順彦 

平成２１年４月 １日から 

平成２４年３月３１日まで 

明野町農村公園直売所施設 北杜市明野町上手 5219 番地 1 
財団法人 

北杜市農業振興公社 

理事長 

白倉 政司 

平成２１年４月 １日から 

平成２６年３月３１日まで 

明野町農畜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 
代表理事組合長 

堀川 千秋 

平成２１年４月 １日から 

平成２６年３月３１日まで 

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 

代表理事組合長 

堀川 千秋 

平成２１年４月 １日から 

平成２６年３月３１日まで 

明野町堆肥センター 

たかね有機センター 
韮崎市一ッ谷 1895 番地 梨北農業協同組合 

代表理事組合長 

堀川 千秋 

平成２１年４月 １日から 

平成２６年３月３１日まで 

武川町農業機械センター 

武川町麦類等乾燥調整施設 
北杜市武川町山高 3599 番地 

農事組合法人 

武川ファーム組合 

組合長 

亀井 重治 

平成２１年４月 １日から 

平成２６年３月３１日まで 

高根町花関所の郷・南清里ﾌﾗﾜｰﾊﾟｰｸ 

（加工体験施設、展示拠点施設及び附帯施

設、リフトカー・展望施設） 

北杜市高根町長沢 760 番地 
花関所の郷・南清里ﾌﾗﾜｰﾊﾟｰｸ

企業組合 

理事長 

長田 正彦 

平成２１年４月 １日から 

平成２６年３月３１日まで 

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 

組合長 

浅川 豊和 

平成２１年４月 １日から 

平成２６年３月３１日まで 



 

 

 

公の施設の名称 
指定管理者に指定した団体 

指定期間 
住     所 名  称 代  表 

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
代表理事 

中村 三郎 

平成２１年４月 １日から 

平成２６年３月３１日まで 

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（コテージ） 

武川町市民農園等管理棟 

北杜市武川町山高 3567 番地 212 有限会社 アグリーブル 
代表取締役 

田村 和子 

平成２１年４月 １日から 

平成２４年３月３１日まで 

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 

代表理事 

小池 明智 

平成２１年４月 １日から 

平成２６年３月３１日まで 

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 
代表取締役 

白倉 政司 

平成２１年４月 １日から 

平成２６年３月３１日まで 

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
組合長 

海野 松雄 

平成２１年４月 １日から 

平成２６年３月３１日まで 

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 

代表取締役 

加藤 賢 

平成２１年４月 １日から 

平成２６年３月３１日まで 


