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○市民アンケート結果（平成２７年度）○市民アンケート結果（平成２７年度）○市民アンケート結果（平成２７年度）○市民アンケート結果（平成２７年度）

回答者数 回答率378人 62.6%120人 19.9%67人 11.1%22人 3.6%17人 2.8%604人 100.0%
回答者数 回答率186人 30.8%272人 45.0%97人 16.1%13人 2.1%36人 6.0%604人 100.0%

347人 18.0% 181人 13.9% 226人 14.0%124人 6.4% 31人 2.4% 356人 22.0%16人 0.8% 101人 7.7% 70人 4.3%55人 2.9% 18人 1.4% 215人 13.3%42人 2.2% 16人 1.2% 120人 7.4%194人 10.1% 63人 4.8% 76人 4.7%26人 1.4% 30人 2.3% 172人 10.6%204人 10.6% 103人 7.9% 46人 2.8%191人 9.9% 78人 6.0% 71人 4.4%44人 2.3% 134人 10.3% 12人 0.7%136人 7.1% 71人 5.4% 43人 2.7%206人 10.7% 109人 8.4% 56人 3.5%39人 2.0% 92人 7.1% 19人 1.2%11人 0.6% 103人 7.9% 29人 1.8%218人 11.3% 32人 2.5% 55人 3.4%23人 1.2% 32人 2.5% 3人 0.2%49人 2.5% 108人 8.3% 48人 3.0%1,925人 100.0% 1,302人 100.0% 1,617人 100.0%

Ｑ１．あなたは、公共施設の統廃合の必要性について聞いたことがありますか。また関心がありますか。Ｑ１．あなたは、公共施設の統廃合の必要性について聞いたことがありますか。また関心がありますか。Ｑ１．あなたは、公共施設の統廃合の必要性について聞いたことがありますか。また関心がありますか。Ｑ１．あなたは、公共施設の統廃合の必要性について聞いたことがありますか。また関心がありますか。

Ｑ５Ｑ４Ｑ３Ｑ５．将来にわたり優先的に維持するべきと考える公共施設はどれですか。Ｑ５．将来にわたり優先的に維持するべきと考える公共施設はどれですか。Ｑ５．将来にわたり優先的に維持するべきと考える公共施設はどれですか。Ｑ５．将来にわたり優先的に維持するべきと考える公共施設はどれですか。　　　（３つまで記入可）　　　（３つまで記入可）　　　（３つまで記入可）　　　（３つまで記入可）Ｑ４．公共施設を統廃合しなければならない場合、どの施設を統廃合すべきだと考えていますか。Ｑ４．公共施設を統廃合しなければならない場合、どの施設を統廃合すべきだと考えていますか。Ｑ４．公共施設を統廃合しなければならない場合、どの施設を統廃合すべきだと考えていますか。Ｑ４．公共施設を統廃合しなければならない場合、どの施設を統廃合すべきだと考えていますか。　　　（３つまで記入可）　　　（３つまで記入可）　　　（３つまで記入可）　　　（３つまで記入可）Ｑ３．あなたが過去一年間に主に利用した施設はどれですか。Ｑ３．あなたが過去一年間に主に利用した施設はどれですか。Ｑ３．あなたが過去一年間に主に利用した施設はどれですか。Ｑ３．あなたが過去一年間に主に利用した施設はどれですか。　　　（５つまで記入可）　　　（５つまで記入可）　　　（５つまで記入可）　　　（５つまで記入可）

Ｑ2．今後の市の公共施設のあり方について、あなたの考えに最も近いのはどれですか。Ｑ2．今後の市の公共施設のあり方について、あなたの考えに最も近いのはどれですか。Ｑ2．今後の市の公共施設のあり方について、あなたの考えに最も近いのはどれですか。Ｑ2．今後の市の公共施設のあり方について、あなたの考えに最も近いのはどれですか。
区　分１　聞いたことがあり、関心もある２　聞いたことはないが、関心はある

区　分１　利用率の低い施設や、老朽化している施設から早期に、廃止、売却、貸与等により    コスト削減を図り、他の行政サービスを維持、充実すべきである

１　庁舎

無記入計

区　分
１１　スポーツ施設
２　小学校・中学校３　学校給食施設４　保育所５　児童館・放課後児童クラブ６　健康センター

無記入

無記入計
１３　観光施設

計

１２　温泉施設

３　聞いたことはあるが、関心はない４　聞いたことがなく、関心もない

１４　市営住宅１５　公園施設１６　その他
７　高齢者・障害者施設８　文化・生涯学習施設・公民館９　図書館１０　美術館

２　旧６町村単位ではなく、全市的な観点から類似施設の統合や機能の集約を検討し、     長期的な視点で計画的に再編を行い、財政状況に見合った施設数にすべきである３　他の行政サービスの内容を見直し、今ある公共施設の現状維持を    優先すべきである４　利用者が負担する使用料を高くして、今ある公共施設を可能な限り    維持していくべきである

- 113 -



回答者数 回答率73人 12.1%121人 20.0%303人 50.2%48人 7.9%18人 3.0%41人 6.8%604人 100.0%
回答者数 回答率474人 78.5%86人 14.2%13人 2.2%31人 5.1%604人 100.0%計

区　分１　全てを使用料で賄うべきである２　使用料の負担割合を半分以上にするべきである３　使用料と税金で半分ずつ賄うべきである４　税金の負担割合を半分以上にすべきである５　全て税金で賄うべきである無記入計
３　その他無記入
Ｑ７．今後、道路や橋梁などのインフラ整備や管理運営についてはどのように進めていくべきだとお考えですか。Ｑ７．今後、道路や橋梁などのインフラ整備や管理運営についてはどのように進めていくべきだとお考えですか。Ｑ７．今後、道路や橋梁などのインフラ整備や管理運営についてはどのように進めていくべきだとお考えですか。Ｑ７．今後、道路や橋梁などのインフラ整備や管理運営についてはどのように進めていくべきだとお考えですか。区　分１　道路、橋梁の新規整備は縮小し、老朽化していく既存道路、　　橋梁の維持管理を優先すべき２　道路、橋梁はまだ不足、今後も新たに整備していくべき

Ｑ６．有料公共施設の管理運営費と使用料について、あなたの考えに最も近いのはどれですか。Ｑ６．有料公共施設の管理運営費と使用料について、あなたの考えに最も近いのはどれですか。Ｑ６．有料公共施設の管理運営費と使用料について、あなたの考えに最も近いのはどれですか。Ｑ６．有料公共施設の管理運営費と使用料について、あなたの考えに最も近いのはどれですか。
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○施設一覧○施設一覧○施設一覧○施設一覧施設名 地区 築年度 延床面積(㎡) 管理 主な用途・機能 備考庁舎等庁舎等庁舎等庁舎等1 本庁舎 櫛形 S52 3,952 直営 行政サービス・会議室等2 西別館 櫛形 S48 2,078 直営 行政サービス3 東分館 櫛形 H21 120 直営 行政サービス4 東別館 櫛形 S53 341 直営 会議室 貸借施設支所支所支所支所1 八田支所 八田 S50 1,762 直営 行政サービス2 八田支所北別館 八田 H3 178 直営 会議室3 白根支所 白根 － － 直営 行政サービス 健康福祉センター内4 芦安支所 芦安 S47 910 直営 行政サービス5 若草支所 若草 S56 2,730 直営 行政サービス6 甲西支所 甲西 H2 3,299 直営 行政サービス消防防災施設消防防災施設消防防災施設消防防災施設1 消防本部庁舎 櫛形 H22 4,079 直営 消防・防災2 八田消防署庁舎 八田 H27 633 直営 消防・防災3 甲西分遣所庁舎 甲西 H8 205 直営 消防・防災消防防災施設消防防災施設消防防災施設消防防災施設1 八田防災備蓄倉庫 八田 H4 47 直営 防災用品の備蓄倉庫2 白根防災備蓄倉庫 白根 H19 126 直営 防災用品の備蓄倉庫3 芦安西防災備蓄倉庫 芦安 S63 100 直営 防災用品の備蓄倉庫4 芦安東防災備蓄倉庫 芦安 S63 119 直営 防災用品の備蓄倉庫5 若草防災備蓄倉庫 若草 S55 102 直営 防災用品の備蓄倉庫6 櫛形防災備蓄倉庫 櫛形 H10 216 直営 防災用品の備蓄倉庫7 中央防災備蓄倉庫 櫛形 H22 124 直営 防災用品の備蓄倉庫8 甲西防災備蓄倉庫 甲西 S42 54 直営 防災用品の備蓄倉庫
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施設名 地区 築年度 延床面積(㎡) 管理 主な用途・機能 備考小学校小学校小学校小学校1 八田小学校 八田 S57 5,525 直営 管理・教室棟、食堂棟、特別教室棟PC、プール付属棟、倉庫2 白根源小学校 白根 S45/H10改 2,847 直営 管理・教室棟、特別教室棟、特別教室棟PC、プール付属棟3 白根飯野小学校 白根 S47/H10改 3,060 直営 普通・特別教室棟、プール付属棟、倉庫4 白根東小学校 白根 S45/H11改 3,133 直営 管理・教室棟、特別教室棟、プール付属棟、倉庫5 白根百田小学校 白根 S57/H18改 4,134 直営 教室棟、プール付属棟、倉庫6 芦安小学校 芦安 H11 1,609 直営 管理・教室棟、倉庫7 若草小学校 若草 S46/H2改 4,823 直営 管理・教室棟、特別教室棟、プール付属棟、倉庫8 若草南小学校 若草 H11 5,002 直営 普通・特別教室棟、プール付属棟、ポンプ室棟9 小笠原小学校 櫛形 H1/S50 5,094 直営 管理・教室棟、特別教室棟、プール付属棟、倉庫10 櫛形北小学校 櫛形 S60 4,117 直営 管理・普通教室棟、講堂、特別教室棟、プール付属棟、体育庫11 櫛形西小学校 櫛形 S62 2,606 直営 管理・教室棟、プール更衣室、機械室12 豊小学校 櫛形 S57 3,395 直営 管理・教室棟、プール付属棟、機械室13 落合小学校 甲西 S57 3,042 直営 本館棟、低学年普通教室棟、プール付属棟、ポンプ室14 大明小学校 甲西 H11 4,158 直営 管理・教室棟、特別教室棟、プール付属棟、倉庫15 南湖小学校 甲西 H15/S58 4,990 直営 管理・特別教室棟、普通教室棟、プール付属棟、倉庫16 白根源小学校屋内運動場 白根 H18 950 直営 屋内運動場17 白根飯野小学校屋内運動場 白根 H21 999 直営 屋内運動場18 白根東小学校屋内運動場 白根 H22 984 直営 屋内運動場19 白根百田小学校屋内運動場 白根 S57/H18改 887 直営 屋内運動場20 芦安小学校屋内運動場 芦安 H14 953 直営 屋内運動場21 若草小学校屋内運動場 若草 S49/H13改 1,000 直営 屋内運動場22 若草南小学校屋内運動場 若草 H12 964 直営 屋内運動場23 小笠原小学校屋内運動場 櫛形 S49/H19改 1,080 直営 屋内運動場24 豊小学校屋内運動場 櫛形 H18 1,005 直営 屋内運動場25 落合小学校屋内運動場 甲西 S51 607 直営 屋内運動場26 大明小学校屋内運動場 甲西 H9 1,102 直営 屋内運動場27 南湖小学校屋内運動場 甲西 H22 983 直営 屋内運動場
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施設名 地区 築年度 延床面積(㎡) 管理 主な用途・機能 備考中学校中学校中学校中学校1 八田中学校 八田 H1 4,582 直営 管理・教室棟、部室棟、プール付属棟、武道場2 白根巨摩中学校 白根 S52/H11改 4,354 直営 管理・教室棟、屋内運動場（柔剣道場）、部室棟、プール付属棟3 白根御勅使中学校 白根 S36/H3改 4,792 直営 普通教室棟、特別教室棟、特別教室棟PC、部室棟ほか4 芦安中学校 芦安 S59 1,441 直営 管理・教室棟、倉庫ほか5 若草中学校 若草 S49/H7改 3,993 直営 普通教室、特別教室、特別教室、部室棟、プール付属棟6 櫛形中学校 櫛形 S56/H19改 7,430 直営 管理・教室棟、ﾘｿｰｽ棟、技術科棟、特別教室棟、倉庫、PC教室、武道場7 甲西中学校 甲西 H17 5,771 直営 管理・普通教室棟、特別教室棟、プール付属室8 八田中学校屋内運動場 八田 H2 1,114 直営 屋内運動場9 白根巨摩中学校屋内運動場 白根 H16 1,387 直営 屋内運動場10 白根御勅使中学校屋内運動場 白根 H25 1,247 直営 屋内運動場11 若草中学校屋内運動場 若草 H14 1,163 直営 屋内運動場12 櫛形中学校屋内運動場 櫛形 H14 1,649 直営 屋内運動場13 甲西中学校屋内運動場 甲西 H6 2,077 直営 屋内運動場給食施設給食施設給食施設給食施設1 白根・八田学校給食センター 白根 H14 2,094 直営 給食調理・防災機能2 芦安学校給食共同調理場 芦安 H11 181 直営 給食調理3 若草学校給食センター 若草 S63 706 直営 給食調理・防災機能4 甲西学校給食共同調理場 甲西 S62 202 直営 給食調理5 小笠原小学校（調理場） 櫛形 H1 255 直営 給食調理6 櫛形北小学校（調理場） 櫛形 S59 218 直営 給食調理7 櫛形西小学校（調理場） 櫛形 S62 100 直営 給食調理8 豊小学校（調理場） 櫛形 S53 181 直営 給食調理9 落合小学校（調理場） 甲西 S57 191 直営 給食調理10 南湖小学校（調理場） 甲西 S59 160 直営 給食調理11 櫛形中学校（調理場） 櫛形 S55 254 直営 給食調理コミュニティ施設コミュニティ施設コミュニティ施設コミュニティ施設1 白根ふれあい交流施設（百々公民館） 白根 H13 515 指定管理 ・地区民の研修、学習、集会・集会室・会議室・和室・調理室 百々公民館
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施設名 地区 築年度 延床面積(㎡) 管理 主な用途・機能 備考2 西野松聲堂 白根 H14 451 指定管理 ・地区民の研修、学習、集会・研修室・会議室・調理室3 今諏訪集落センター 白根 S56 281 指定管理 ・地区民の研修、学習、集会・講義室・和室・調理室4 今諏訪生涯学習推進センター 白根 H11 386 指定管理 ・地区民の研修、学習、集会・和室・調理室5 有野総合技術管理センター 白根 S57 620 指定管理 ・地区民の研修、学習、集会・集会室、研修室・実習室・和室6 西区公民館 白根 H14 210 指定管理 ・地区民の研修、学習、集会・研修室・作業室・調理室7 大曽利子供憩いの家 芦安 H12 66 指定管理 地区民の研修、学習、集会8 滝沢老人福祉センター 櫛形 S57 167 指定管理 地域住民の活動拠点9 くしがた　すこやか桃園西館 櫛形 S44 105 指定管理 地域住民の活動拠点10 くしがた　すこやか平岡館 櫛形 H14 130 指定管理 地域住民の活動拠点11 くしがた　すこやか八幡館 櫛形 H13 202 指定管理 地域住民の活動拠点12 高齢者ふれあいプラザ甲西館 甲西 H14 174 指定管理 地域住民の活動拠点文化・生涯学習施設文化・生涯学習施設文化・生涯学習施設文化・生涯学習施設1 南アルプス市高度農業情報センター（ふれあい情報館） 八田 H13 2,670 指定管理 ・図書館・集会・研修・ホール・会議室・和室・調理室、図書館2 桃源文化会館 白根 S59 5,897 指定管理 ・文化振興事業・各種大会・講演会・ホール・研修室・会議室3 南アルプス市白根中央公民館（旧白根商工会 貸借施設） 白根 S46 345 直営 公民館4 白根コミュニティー館 白根 H2 205 直営 自主活動の推進・研修室・和室5 南アルプス市高齢者コミュニティセンター 芦安 S55 300 直営 ・高齢者の自主活動の推進・地域の集会施設・会議室・和室・調理室6 芦安交流促進センター（ふれあい館） 芦安 H9 732 直営 地域集会、交流施設7 南アルプス市若草生涯学習センター 若草 H14 1,979 指定管理 ・生涯学習の推進・ホール・研修室・会議室・和室・図書館8 南アルプス市櫛形生涯学習センター 櫛形 H11 2,913 直営 ・芸術、文化事業・生涯学習の推進・ホール・研修室・展示室・図書館9 南アルプス市豊文化教室 櫛形 S57 212 指定管理 陶芸教室・音楽教室10 南アルプス市櫛形北地区農村環境改善センター 櫛形 S55 854 指定管理 ・地区民の研修、学習、集会、学童・ホール・会議室・研修室・和室・料理実習室 放課後児童クラブ11 南アルプス市櫛形西地区農村環境改善センター 櫛形 S61 611 指定管理 ・地区民の研修、学習、集会、学童・ホール・会議室・研修室・和室・料理実習室 放課後児童クラブ12 南アルプス市働く婦人の家 櫛形 S61 830 指定管理 ・地区民の研修、学習、集会、学童・ホール・会議室・研修室・和室・料理実習室 放課後児童クラブ13 落合創造館アミカル 甲西 H14 547 直営 体験交流施設14 南アルプス市甲西農村環境改善センター 甲西 S57 1,595 直営 ・産業、文化の振興　・生涯学習の推進・教育支援センター・国際交流協会ホール・会議室・和室15 文化財調査事務所 甲西 S42 396 直営 文化財の収蔵、整理、調査図書館図書館図書館図書館
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施設名 地区 築年度 延床面積(㎡) 管理 主な用途・機能 備考1 八田ふれあい図書館 八田 － － 直営 図書館 八田高度農業情報センター内2 白根桃源図書館 白根 H2 336 直営 図書館3 櫛形図書館芦安分館 芦安 － － 直営 図書館 芦安健康管理センター内4 わかくさ図書館 若草 － － 直営 図書館 若草生涯学習センター内5 櫛形図書館 櫛形 － － 直営 図書館 櫛形生涯学習センター内6 甲西図書館 甲西 － － 直営 図書館 甲西支所内美術館美術館美術館美術館1 市立白根桃源美術館 白根 S56 461 直営 市民ギャラリー2 市立春仙美術館 櫛形 H3 851 直営 美術館資料館・文化財施設資料館・文化財施設資料館・文化財施設資料館・文化財施設1 ふるさと文化伝承館 八田 H7 1,236 直営 ・文化財の収蔵、整理、調査、公開・体験学習2 南アルプス市ふるさと天文館 八田 H6 221 直営 ・観測室（天体観測、観望会実習）・大型望遠鏡・展示室3 芦安山岳館 芦安 H14 1,380 直営 ・山岳情報の提供・山岳関係資料の展示、公開4 重要文化財安藤家住宅 甲西 宝永５ 505 直営 重要文化財指定の住宅保育所保育所保育所保育所1 八田保育所 八田 S52/H14改 1,098 直営 保育所2 巨摩保育所 白根 S54/H14改 1,637 直営 保育所3 白根保育所 白根 S60/H16改 1,085 直営 保育所4 白根東保育所 白根 H10 879 直営 保育所5 百田保育所 白根 H2 1,244 直営 保育所6 芦安保育所 芦安 S60 245 直営 保育所7 若草保育所 若草 S53/H16改 1,039 直営 保育所8 櫛形中央保育所 櫛形 H5 1,123 直営 保育所9 櫛形北保育所 櫛形 H16 950 直営 保育所10 櫛形西保育所 櫛形 H3 781 直営 保育所11 豊保育所 櫛形 H14 1,279 直営 保育所12 落合保育所 甲西 S56 1,059 直営 保育所13 南湖保育所 甲西 H25 966 直営 保育所
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施設名 地区 築年度 延床面積(㎡) 管理 主な用途・機能 備考14 大明保育所 甲西 H21 1,222 指定管理 保育所児童館児童館児童館児童館1 八田児童館 八田 H14 491 直営 ・児童の健全な遊び場・児童室・集会室・図書室2 白根児童館 白根 H21 － 直営 ・児童の健全な遊び場・図書室・集会スペース・学習室・スタジオ・放課後児童クラブ 健康福祉センター内3 若草なかよし児童館 若草 H5 368 直営 ・児童の健全な遊び場・遊戯室・図書室・集会室4 おおケヤキ児童館 若草 H16 292 直営 ・児童の健全な遊び場・遊戯室・図書室・集会室・放課後児童クラブ5 青少年児童センター 櫛形 H17 771 直営 ・児童の健全な遊び場・遊戯室・体育館・集会スペース・スタジオ・放課後児童クラブ6 甲西児童館 甲西 H22 486 直営 ・児童の健全な遊び場・児童室 ・集会室 ・図書室・学習室・乳児室放課後児童クラブ放課後児童クラブ放課後児童クラブ放課後児童クラブ1 八田児童クラブ 八田 H17 160 直営 小学校の児童の保育・指導2 白根源児童クラブ 白根 H12 80 直営 小学校の児童の保育・指導 白根源桃っ子サークル　愛育館内3 白根飯野児童クラブ 白根 H13 173 直営 小学校の児童の保育・指導 白根飯野桃っ子サークル4 白根東児童クラブ 白根 H12 173 直営 小学校の児童の保育・指導 白根東桃っ子サークル5 白根百田児童クラブ 白根 H13 173 直営 小学校の児童の保育・指導 白根百田桃っ子サークル6 芦安児童クラブ 芦安 S62 － 直営 小学校の児童の保育・指導 芦安支所敷地内7 わかくさ児童クラブ 若草 H7 － 直営 小学校の児童の保育・指導 若草健康センター内9 若草北児童クラブ 若草 H16 － 直営 小学校の児童の保育・指導 おおケヤキ児童館内8 若草南児童クラブ 若草 H14 98 直営 小学校の児童の保育・指導10 櫛形小笠原児童クラブ 櫛形 H14 90 直営 小学校の児童の保育・指導11 小笠原第二児童クラブ 櫛形 H17 － 直営 小学校の児童の保育・指導 青少年児童センター内12 櫛形北児童クラブ 櫛形 S55 － 直営 小学校の児童の保育・指導 櫛形北地区農村環境改善センター内13 櫛形西児童クラブ 櫛形 S61 － 直営 小学校の児童の保育・指導 櫛形西地区農村環境改善センター内14 櫛形豊児童クラブ 櫛形 S61 － 直営 小学校の児童の保育・指導 働く婦人の家内15 櫛形豊第二児童クラブ 櫛形 S61 － 直営 小学校の児童の保育・指導 働く婦人の家内16 甲西落合児童クラブ 甲西 H17 126 直営 小学校の児童の保育・指導17 甲西大明児童クラブ 甲西 H22 － 直営 小学校の児童の保育・指導 甲西児童館内18 甲西南湖児童クラブ 甲西 H16 120 直営 小学校の児童の保育・指導高齢者福祉施設高齢者福祉施設高齢者福祉施設高齢者福祉施設
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施設名 地区 築年度 延床面積(㎡) 管理 主な用途・機能 備考1 八田デイサービスセンター福祉館 八田 H8 1,087 指定管理 ・介護予防通所介護施設・通所介護施設2 白根げんき館 白根 H13 251 指定管理 介護予防施設3 デイサービスセンターわかくさ 若草 H7 573 指定管理 介護予防通所介護施設4 下今井ふれあいセンター 若草 H13 107 指定管理 介護予防施設5 鏡中条ふれあいセンター 若草 H12 112 指定管理 介護予防施設6 十日市場ふれあいセンター 若草 H13 150 指定管理 介護予防施設7 藤田ふれあいセンター 若草 H14 165 指定管理 介護予防施設8 櫛形社会福祉会館 櫛形 S43 711 指定管理 福祉センター9 養護老人ホーム慈恵寮 櫛形 S61 1,488 指定管理 養護老人ホーム障害福祉施設障害福祉施設障害福祉施設障害福祉施設1 地域活動支援センターきがる館 白根 S57 218 委託 精神障害者を対象とした地域活動支援2 塩前フレンドリーセンター 白根 H14 123 指定管理 ホースセラピー事業3 地域活動支援センター松の実共同作業所 白根 H7 248 委託 精神障害者を対象とした作業所健康センター健康センター健康センター健康センター1 八田農業者健康管理センター 八田 S55 899 直営 文書保存2 健康福祉センター 白根 H21 3,306 直営 会議室・調理実習室・健診会場・児童館・事務室・白根窓口サービスセンター・健康増進課3 芦安農林漁業者等健康管理センター 芦安 S62 494 直営 介護保険の総合事業・会議室4 若草健康センター 若草 H7 1,266 指定管理 健診会場・ディサービス事業・会議室・栄養指導室・放課後児童クラブ5 櫛形健康センター 櫛形 H2 1,077 指定管理 健診会場・会議室・栄養指導室・生活指導室6 甲西保健福祉センター 甲西 H5 1,331 指定管理 多目的ホール・栄養指導室・機能訓練室屋内スポーツ施設屋内スポーツ施設屋内スポーツ施設屋内スポーツ施設1 八田屋内運動場（すぱーく八田） 八田 H3 1,141 指定管理 屋内ゲートボール場2 八田農業者トレーニングセンター 八田 S56 1,408 指定管理 ・バレーボールコート・バドミントンコート3 白根Ｂ＆Ｇ海洋センター 白根 H1 2,662 指定管理 ・アリーナ・トレーニングルーム・武道場・プール4 【公園】すぱーく白根 白根 H4 1,351 指定管理 屋内ゲートボール場5 南アルプス市白根弓道場 白根 S55 160 指定管理 弓道場6 南アルプス市芦安プール 芦安 H15 820 指定管理 プール7  【公園】遊・湯ふれあい公園  さくらの里市民プール 若草 H5 1,265 指定管理 プール
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施設名 地区 築年度 延床面積(㎡) 管理 主な用途・機能 備考8 南アルプス市若草体育館 若草 S60 2,891 指定管理 アリーナ9 南アルプス市若草卓球場 若草 S61 308 指定管理 卓球場10 南アルプス市若草弓道場 若草 S61 83 指定管理 弓道場11 南アルプス市鏡中條体育館 若草 H22 335 指定管理 アリーナ12  【公園】櫛形総合公園コミュニティプール 櫛形 H2 1,649 指定管理 プール13  【公園】櫛形総合公園トレーニングルーム 櫛形 H11 － 指定管理 トレーニングルーム14 南アルプス市櫛形総合体育館 櫛形 S59 3,730 指定管理 アリーナ15 南アルプス市櫛形北体育館 櫛形 S56 1,216 指定管理 アリーナ16 南アルプス市櫛形西体育館 櫛形 S54 1,047 指定管理 アリーナ17 南アルプス市甲西体育センター 甲西 S58 911 指定管理 アリーナ屋外スポーツ施設屋外スポーツ施設屋外スポーツ施設屋外スポーツ施設1 八田野球場 八田 S53 66 指定管理 野球場2 南アルプス市芦安ゲートボール場 芦安 S60 － 指定管理 ゲートボール場3 若草テニスコート 若草 S52 － 指定管理 テニスコート4 若草グラウンド 若草 S61 － 指定管理 野球場 ・ソフトボール・サッカー5 若草ゲートボール場 若草 S61 － 指定管理 ゲートボール場6 櫛形テニスコート 櫛形 S53 － 指定管理 テニスコート7 南アルプス市西地区多目的活性化広場 櫛形 H14 20 指定管理 グラウンド8 甲西市民総合グラウンド 甲西 S59 131 指定管理 ・多目的運動場・ソフトボール場・野球場9 【公園】白根中央公園グラウンド 白根 S56 － 指定管理 クレーグラウンド・芝生グラウンド10 【公園】遊・湯ふれあい公園テニスコート 若草 H5 － 指定管理 テニスコート11 【公園】遊・湯ふれあい公園ゲートボール場 若草 H5 － 指定管理 ゲートボール場（4面）12 【公園】櫛形総合公園　野球場 櫛形 S61 805 指定管理 野球場13 【公園】櫛形総合公園　陸上競技場 櫛形 H11 907 指定管理 陸上競技場14 【公園】櫛形総合公園　ゲートボール場 櫛形 H7 － 指定管理 ゲートボール場15 【公園】甲西工業団地南公園テニスコート兼フットサル場 甲西 S57 － 指定管理 フットサル場・テニスコート16 【公園】甲西ふれあい公園　テニスコート 甲西 H12 － 指定管理 テニスコート17 【公園】甲西ふれあい公園ゲートボール場 甲西 H12 － 指定管理 ゲートボール場
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施設名 地区 築年度 延床面積(㎡) 管理 主な用途・機能 備考18 【公園】坪川公園　テニスコート 甲西 S53 － 直営 テニスコート山小屋山小屋山小屋山小屋1 山梨県北岳山荘 芦安 S53 542 受託 登山者の宿泊2 北岳診療所 芦安 H12 49 受託 登山者の救護・治療3 南アルプス市広河原山荘 芦安 S60 445 指定管理 登山者の宿泊4 南アルプス市白根御池小屋 芦安 H17 629 指定管理 登山者の宿泊5 南アルプス市両俣小屋 芦安 S54 123 指定管理 登山者の宿泊6 南アルプス市長衛小屋 芦安 H25 329 指定管理 登山者の宿泊7  南アルプス市池山御池小屋(避難小屋) 芦安 S63 33 直営 登山者の避難小屋その他レクリエーション施設・観光施設その他レクリエーション施設・観光施設その他レクリエーション施設・観光施設その他レクリエーション施設・観光施設1 塩沢渓谷河川公園 白根 H4 65 指定管理 バーベキュー・釣堀2 道の駅しらね 白根 H14 325 受託 観光情報の発信3 広河原インフォメーションセンター 芦安 H22 558 受託 登山者への情報発信、遭難救助4 ふるさと創生広場総合案内施設 芦安 H1 118 直営5 南アルプス温泉ロッジ 芦安 H6 720 指定管理 宿泊・休憩6 芦安農産物特産物直売加工施設（白峰会館） 芦安 S62 576 指定管理 売店・軽食所・温泉・加工室7 アヤメの里伊奈ヶ湖（ウッドビレッジ） 櫛形 H6 803 指定管理 観光客の宿泊、バーベキュー施設8  アヤメの里伊奈ヶ湖（グリーンロッジ） 櫛形 S50 514 指定管理 宿泊・バーベキュー施設9 アヤメの里伊奈ヶ湖（北伊奈ヶ湖水辺公園管理棟） 櫛形 H14 140 指定管理 バーべキュー施設10 アヤメの里伊奈ヶ湖（レストハウス伊奈ヶ湖） 櫛形 H3 169 指定管理 観光客に食事の提供11 アヤメの里伊奈ヶ湖（伊奈ヶ湖シャワーハウス） 櫛形 H4 38 指定管理 シャワーハウス12 アヤメの里伊奈ヶ湖（菖蒲池トイレ） 櫛形 H1 29 指定管理 トイレ温泉施設温泉施設温泉施設温泉施設1 農業体験実習館（樹園） 八田 S60 1,476 指定管理 ・食堂・宿泊・温泉・バーベキュー場・テニスコート2 天恵泉白根桃源天笑閣・やすらぎ館 白根 H3 749 指定管理 温泉・大広間・休憩室3 金山沢温泉 芦安 H8 364 指定管理 温泉・公園・バーベキュー 金山沢公園4 さくらの里いこいの家（遊・湯ふれあい公園） 若草 H5 1,493 指定管理 温泉・フィットネスジム・休憩室 遊・湯ふれあい公園5 やまなみの湯（甲西ふれあい公園） 甲西 H12 2,140 指定管理 温泉・プール・フィットネスルーム・大広間・リラックスルーム 甲西ふれあい公園
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施設名 地区 築年度 延床面積(㎡) 管理 主な用途・機能 備考産業振興施設産業振興施設産業振興施設産業振興施設1 総合交流ターミナル（ハッピーパーク） 八田 H10 506 指定管理 ・観光情報受発信施設・レストラン・直売所2 まちの駅くしがた 櫛形 H2 119 指定管理 特産品の販売・芸術作品及び文化作品の展示農業振興施設農業振興施設農業振興施設農業振興施設1 八田農畜産物処理加工施設 八田 H14 308 指定管理 果樹及び野菜等の加工2 アヤメの里活性化施設・ほたるみ館 櫛形 H11 536 指定管理 体験実習・交流施設3 クラインガルテン中野エリア（17区画） 櫛形 H20 859 指定管理 利用者の宿泊施設及び農園4 クラインガルテン湯沢エリア（13区画） 甲西 H22 648 指定管理 利用者の宿泊施設及び農園都市公園都市公園都市公園都市公園1 白根中央児童公園 白根 H8 － 直営2 白根中央公園（合宿所・管理棟） 白根 S56 525 指定管理 ・管理事務所・休憩室・合宿所・芝グラウンド・クレイグラウンド グラウンド・合宿所・管理棟3 御勅使川福祉公園 白根 H25 － 直営4 今諏訪ふれあい公園 白根 H13 － 直営5 遊・湯ふれあい公園 若草 H5 － 指定管理6 櫛形総合公園 櫛形 S62 － 指定管理7 滝沢川公園 櫛形 S62 － 直営8 仲町児童公園 櫛形 S60 － 直営9 柿平街区公園 櫛形 H14 － 直営10 滝沢川児童公園 櫛形 S60 － 直営11 一の出し街区公園 櫛形 H19 － 直営12 牧野街区公園 櫛形 H19 － 直営13 甲西工業団地南公園（ﾃﾆｽｺｰﾄ兼ﾌｯﾄｻﾙ場） 甲西 S57 － 指定管理14 坪川公園（テニスコート） 甲西 S53 － 直営15 甲西ふれあい公園 甲西 H12 － 指定管理16 秋山川すももの郷公園 甲西 H8 － 直営農村公園・その他農村公園・その他農村公園・その他農村公園・その他1 南アルプス市緑地広場・管理棟 八田 H2 95 指定管理 広場・管理棟2  下高砂農村公園（下高砂宮東地内） 八田 H2 － 指定管理
- 124 -



施設名 地区 築年度 延床面積(㎡) 管理 主な用途・機能 備考3 桃花橋公園 白根 H15 － 直営4 わかくさ農村公園 若草 S57 － 直営5 みさき公園 櫛形 H8 － 直営6 上野農村公園 櫛形 S63 － 地区7 上今井農村公園 櫛形 S57 － 地区8 田頭農村公園 櫛形 H4 － 地区9 上宮地農村公園 櫛形 H1 － 地区10 曲輪田農村公園 櫛形 H2 － 地区11 沢登農村公園 櫛形 H1 － 地区12 平岡農村公園 櫛形 S63 － 地区13 桃園農村公園 櫛形 S53 － 地区14 東吉田農村公園 櫛形 H1 － 地区15 西吉田農村公園 櫛形 S63 － 地区16 上市之瀬農村公園 櫛形 H12 － 地区17 高尾農村公園 櫛形 H2 － 地区18 湯沢公園 甲西 H11 － 直営19 その他公園８８ヵ所 市内 － － 直営市営住宅市営住宅市営住宅市営住宅1 田尻住宅 八田 S33 297 直営 住宅2 天王住宅 八田 S35 132 直営 住宅3 松ノ木住宅 八田 S45～S47 890 直営 住宅4 柳西団地 八田 S58 752 直営 住宅5 白根倉庫町団地 白根 S53～S57 3,076 直営 住宅6 古屋敷住宅 芦安 S49 246 直営 住宅7 新倉団地 芦安 S55 802 直営 住宅8 日中第1団地 芦安 S60 803 直営 住宅9 日中第2団地 芦安 S62 827 直営 住宅10 坂下第1団地 芦安 H5 502 直営 住宅
- 125 -



施設名 地区 築年度 延床面積(㎡) 管理 主な用途・機能 備考11 坂下第2団地 芦安 H5 443 直営 住宅12 大曽利朝日団地 芦安 H3・H5 372 直営 住宅13 沓沢住宅 芦安 H7 252 直営 住宅14 大曽利西住宅 芦安 H13 392 直営 住宅15 下今井団地 若草 S43～S46 697 直営 住宅16 寺部団地 若草 S42・S46 550 直営 住宅17 十日市場団地 若草 S45 132 直営 住宅18 河原添団地 若草 S45 111 直営 住宅19 加賀美団地 若草 S54 714 直営 住宅20 浅原団地 若草 S46・S47 503 直営 住宅21 御崎団地 櫛形 S39～S41 2,531 直営 住宅22 牧野団地 櫛形 S42～S45 4,570 直営 住宅23 北原団地 櫛形 S46・S47 542 直営 住宅24 ゆたか団地 櫛形 S48・S49 2,659 直営 住宅25 富士見台団地 甲西 S39・S40 155 直営 住宅26 古市場団地 甲西 S40 93 直営 住宅27 西南湖団地 甲西 S41・S42 510 直営 住宅28 川上団地 甲西 S43～S47 929 直営 住宅29 荊沢団地 甲西 S48～S52 2,535 直営 住宅30 神の木団地 甲西 S53～S58 4,268 直営 住宅31 天神団地 甲西 S59・S61・H1 4,588 直営 住宅その他その他その他その他1 旧白根中央公民館 白根 S41 1,239 貸与2 峡西情報センター（南アルプス市シルバー人材センター） 白根 S56 271 貸与3 道路整備課分室（8000番） 白根 H2 204 直営 インフラ施設の緊急的な補修4 天恵泉ヘルスピア白根 白根 H6 499 貸与5 御勅使川温泉健康交流ｾﾝﾀｰふるやしき（ヘルシーハウス山渓園） 芦安 H3 292 委託 温泉6 みどりの郷くつさわ 芦安 H1 412 直営
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施設名 地区 築年度 延床面積(㎡) 管理 主な用途・機能 備考7 芦安都市農村交流センター 芦安 H5 781 貸与 チロル学園8 きのこセンター 芦安 H2 108 直営9 芦安小学校教員住宅（1号棟） 芦安 S61 226 直営 住宅10 芦安中学校教員住宅（2号棟） 芦安 S63 146 直営 住宅11 芦安中学校教員住宅（3号棟） 芦安 H3 82 直営 住宅12 市民活動センター 櫛形 H7 183 直営 ・NPO、ボランティア団体・市民団体の交流、活動支援施設13 くしがた　すこやか桃園東館 櫛形 S55 70 貸与 自衛官募集センター14 どんぐりの森 甲西 H3 53 貸与 グループホーム15 旧どんぐりの家（ﾌｰﾄﾞﾊﾞﾝｸやまなし） 甲西 H14 58 貸与 NPO法人フードバンク山梨食品保管庫
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