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整理
番号

名称 市町村名 町丁目名・番（番地）・号

1 甲府市立東小学校 甲府市 朝気一丁目１４番１号
2 甲府市立里垣小学校 甲府市 善光寺二丁目７番１号
3 甲府市立東中学校 甲府市 東光寺二丁目８番１号
4 甲府市立甲運小学校 甲府市 川田町６５番地２
5 甲府市東部市民センター 甲府市 和戸町９５５番地１
6 甲府市立玉諸小学校 甲府市 上阿原町４９１番地
7 甲府市立善誘館小学校 甲府市 朝気一丁目２番５２号
8 甲府市立湯田小学校 甲府市 湯田一丁目８番１号
9 甲府市立伊勢小学校 甲府市 伊勢二丁目１６番１号
10 甲府市立南中学校 甲府市 湯田二丁目２１番２４号
11 甲府市立国母小学校 甲府市 国母四丁目１番１０号
12 甲府市南西部市民センター 甲府市 国母六丁目４番２号
13 甲府市立上条中学校 甲府市 古上条町９５番地
14 甲府市立甲府商業高等学校 甲府市 上今井町３００番地
15 甲府市立山城小学校 甲府市 上今井町４７４番地２
16 甲府市環境センター管理棟 甲府市 上町６０１番地４
17 甲府市立大里小学校 甲府市 大里町３７８５番地２
18 甲府市立城南中学校 甲府市 大里町２５９０番地１
19 甲府市立大国小学校 甲府市 後屋町１５０番地
20 甲府市役所西庁舎（旧甲府市立穴切小学校） 甲府市 宝二丁目８番１９号
21 甲府市立西中学校 甲府市 飯田五丁目１３番１号
22 甲府市立石田小学校 甲府市 上石田三丁目６番３１号
23 甲府市立南西中学校 甲府市 上石田四丁目１０番８号
24 甲府市立池田小学校 甲府市 長松寺町７番地１
25 甲府市立新田小学校 甲府市 新田町１２番２８号
26 甲府市立富竹中学校 甲府市 富竹四丁目５番８号
27 甲府市貢川福祉センター 甲府市 徳行三丁目１２番１号
28 甲府市立貢川小学校 甲府市 貢川本町８番１号
29 甲府市立北中学校 甲府市 大和町４番地３５
30 甲府市立北新小学校 甲府市 北新一丁目５番１号
31 甲府市立相川小学校 甲府市 古府中町１５０１番地
32 甲府市立北東中学校 甲府市 大手二丁目４番１８号
33 甲府市立千塚小学校 甲府市 千塚一丁目２番１６号
34 甲府市立羽黒小学校 甲府市 羽黒町５２７番地
35 甲府市山宮福祉センター 甲府市 山宮町３８３番地１
36 甲府市立北西中学校 甲府市 山宮町５３８番地
37 甲府市立千代田小学校 甲府市 下帯那町３０３４番地２
38 甲府市立舞鶴小学校 甲府市 丸の内二丁目３５番５号
39 富士川悠遊館 甲府市 中央三丁目３番１号
40 甲府市立朝日小学校 甲府市 塩部一丁目４番１号
41 甲府市立新紺屋小学校 甲府市 武田一丁目３番３４号
42 甲府市北東部市民センター 甲府市 武田三丁目１番６号
43 甲府市役所南庁舎（旧甲府市立相生小学校） 甲府市 相生二丁目１７番１号
44 甲府市自治研修センター 甲府市 相生一丁目９番７号
45 甲府市総合市民会館駐車場 甲府市 青沼三丁目５番４４号
46 青葉スポーツ広場 甲府市 青葉町１９番地１
47 玉諸公園 甲府市 向町５６８番地
48 甲府市立図書館駐車場 甲府市 城東一丁目１２番３３号
49 甲府市教育研修所駐車場 甲府市 城東一丁目１２番２８号
50 荒川緑地（千秋橋上流左岸） 甲府市 伊勢一丁目
51 荒川緑地（新平和橋下流左岸） 甲府市 伊勢四丁目
52 甲府市地方卸売市場 甲府市 国母六丁目５番１号
53 荒川緑地（千秋橋下流右岸） 甲府市 高畑三丁目
54 甲府市商科専門学校 甲府市 西下条町１０２０番地
55 堀之内南公園 甲府市 堀之内町
56 荒川緑地（千秋橋上流右岸） 甲府市 高畑一丁目
57 南西第一公園 甲府市 上石田三丁目１５番
58 南西第三公園 甲府市 下石田二丁目８番
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59 南西第四公園 甲府市 下石田二丁目３番
60 荒川緑地（音羽橋下流右岸） 甲府市 荒川二丁目
61 池田公園 甲府市 中村町
62 南西第二公園 甲府市 貢川本町１４番地
63 緑が丘スポーツ公園 甲府市 緑ヶ丘二丁目８番２号
64 荒川緑地（音羽橋下流左岸） 甲府市 音羽町
65 甲府市立黒平小学校跡地 甲府市 黒平町
66 御岳文芸座 甲府市 御岳町２１３６番地
67 甲府市立中道南小学校 甲府市 下向山町４３６６番地
68 甲府市立中道北小学校 甲府市 上曽根町３２０６番地２
69 甲府市立笛南中学校 甲府市 下曽根町２７０番地
70 中道スポーツ広場体育館 甲府市 下向山町９４６番地
71 上九一色出張所 甲府市 古関町１３２１番地
72 山梨県立美術館駐車場(第３） 甲府市 貢川二丁目９番地
73 芸術の森公園 甲府市 貢川一丁目４番２７号
74 中央公園 甲府市 中央一丁目１１番
75 山梨県立大学（飯田キャンパス）グラウンド 甲府市 飯田五丁目１１番１号
76 山梨県立大学（池田キャンパス）グラウンド 甲府市 池田一丁目６番１号
77 山梨県立青少年センターグラウンド 甲府市 川田町５１７番地
78 コラニー文化ホール駐車場 甲府市 寿町２６番１号
79 山梨県立飯田野球場 甲府市 飯田五丁目１１番１号
80 山梨県立甲府東高等学校 甲府市 酒折一丁目１７番１号
81 山梨県立甲府南高等学校 甲府市 中小河原町２２２番地
82 山梨県立甲府城西高等学校 甲府市 下飯田一丁目９番１号
83 山梨県立甲府西高等学校 甲府市 下飯田４丁目１番１号
84 山梨県立甲府第一高等学校 甲府市 美咲二丁目１３番４４号
85 山梨県立甲府工業高等学校 甲府市 塩部二丁目７番１号
86 富士吉田市民会館 富士吉田市 緑ヶ丘二丁目５番２３号
87 富士吉田市立下吉田第２小学校 富士吉田市 緑ヶ丘二丁目８番２号
88 富士吉田市立下吉田東小学校 富士吉田市 下吉田９丁目２１番１号
89 富士吉田市立吉田西小学校 富士吉田市 新西原３丁目７番１号
90 富士吉田市立吉田小学校 富士吉田市 上吉田５丁目１番１号
91 富士吉田市立明見小学校 富士吉田市 小明見２１１２番地
92 富士吉田市立富士小学校 富士吉田市 上暮地１丁目２２番１号
93 富士吉田市立下吉田中学校 富士吉田市 下吉田８８６番地
94 富士吉田市立吉田中学校 富士吉田市 上吉田１丁目３番６号
95 富士吉田市立明見中学校 富士吉田市 小明見２３２７番地
96 富士吉田市立富士見台中学校 富士吉田市 上暮地１丁目６番１号
97 富士吉田市立鐘山スポーツ総合センター 富士吉田市 上吉田６２００番地
98 富士吉田市立上吉田コミュニティセンター 富士吉田市 上吉田４丁目９番１１号
99 富士吉田市立明見コミュニティセンター 富士吉田市 大明見６丁目１６番１９号
100 富士吉田市立上暮地コミュニティセンター 富士吉田市 上暮地４丁目１６番１５号
101 富士吉田市立金鳥居市民公園 富士吉田市 上吉田２丁目６番地
102 富士吉田市立西原南公園 富士吉田市 新西原２丁目１３番地
103 富士吉田市立諏訪の森自然公園 富士吉田市 上吉田５３２９番地２
104 富士吉田市立みずほ公園 富士吉田市 下吉田９９８番地３
105 富士吉田市立城山公園 富士吉田市 上吉田６６９１番地
106 道の駅「富士吉田」 富士吉田市 新屋１９３６番地６
107 富士吉田市立富士山アリーナ 富士吉田市 新屋１９３６番地
108 山梨県立吉田高等学校 富士吉田市 下吉田６丁目１７番１号
109 山梨県立ひばりが丘高等学校 富士吉田市 上吉田３５３１番地
110 山梨県立富士北稜高等学校 富士吉田市 新西原1丁目２３番１号
111 山梨県立都留興譲館高等学校 都留市 上谷５丁目７番１号
112 都留市川棚営農指導センター 都留市 川棚８０９番地
113 都留市立谷村第一小学校 都留市 上谷１丁目１番２号
114 都留市立都留第二中学校 都留市 四日市場７５０番地
115 都留市立都留第一中学校 都留市 大野５２番地５号
116 都留市立住吉球場 都留市 法能３３３番地
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117 都留市立谷村第二小学校 都留市 法能９２３番地
118 都留市立都留文科大学附属小学校 都留市 大野３９６番地
119 都留市立東桂小学校 都留市 桂町７９６番地１号
120 都留市立東桂中学校 都留市 桂町８４０番地
121 都留市立禾生第一小学校 都留市 古川渡５５３番地
122 都留市立禾生第ニ小学校 都留市 小形山７５３番地
123 都留市立宝小学校 都留市 大幡１１４３番地
124 都留市与縄営農指導センター 都留市 盛里１３４番地１号
125 都留市立旭小学校 都留市 朝日馬場５４４番地
126 都留市民総合体育館 都留市 田原３丁目８番５号
127 都留文科大学グラウンド 都留市 田原３丁目８番１号
128 山梨市立加納岩小学校 山梨市 下神内川１２３番地２
129 山梨市立日下部小学校 山梨市 小原東３０５番地
130 山梨市立八幡小学校 山梨市 北１９００番地１
131 山梨市立堀之内小学校 山梨市 堀内１９３６番地
132 山梨市立山梨小学校 山梨市 落合１番地７
133 山梨市立日川小学校 山梨市 歌田１４０番地１
134 山梨市立後屋敷小学校 山梨市 三ヶ所８７７番地
135 山梨市立岩手小学校 山梨市 東１７３７番地１
136 山梨市立山梨南中学校 山梨市 下石森３７６番地
137 山梨市立山梨北中学校 山梨市 小原東３５９番地１
138 山梨市民会館 山梨市 万力１８３０番地
139 加納岩公民館 山梨市 上神内川３８７番地１
140 日下部公民館 山梨市 小原東５７７番地
141 八幡公民館 山梨市 市川１２２０番地
142 山梨公民館 山梨市 落合１番地７
143 日川公民館 山梨市 歌田５９６番地
144 後屋敷公民館 山梨市 三ヶ所８７０番地１
145 岩手公民館 山梨市 東１７３４番地１
146 山梨市営花かげの湯 山梨市 牧丘町窪平４５３番地１
147 牧丘町コミュニティセンター 山梨市 牧丘町窪平５６番地
148 山梨市立笛川中学校 山梨市 牧丘町窪平１１００番地
149 山梨市立牧丘第一小学校 山梨市 牧丘町窪平１２００番地
150 道の駅花かげの郷まきおか 山梨市 牧丘町室伏２１２０番地
151 山梨市立杣口保育園 山梨市 牧丘町杣口１４７４番地
152 山梨市立牧丘第二小学校 山梨市 牧丘町倉科５９３８番地２
153 中牧多目的集会施設 山梨市 牧丘町西保下２２３０番地
154 コミュニティ広場 山梨市 牧丘町西保下１１１０番地
155 オーチャードヴィレッジ・フフ 山梨市 牧丘町倉科７１９０番地
156 山梨市立西保保育園 山梨市 牧丘町西保中１９４３番地
157 山梨市立牧丘第三小学校 山梨市 牧丘町牧平１６番地
158 山梨市立牧丘第一小学校柳平分校 山梨市 牧丘町柳平４３番地
159 山梨市立三富保育園 山梨市 三富下荻原１２０番地
160 山梨市立三富小学校 山梨市 三富下釜口１６５番地１
161 徳和地区多目的集会施設 山梨市 三富徳和６２８番地
162 三富基幹集落センター 山梨市 三富川浦２６２番地
163 川浦公民館 山梨市 三富川浦１３９４番地
164 広瀬地区集会所 山梨市 三富川浦１８１９番地１８９
165 山梨県立日川高等学校 山梨市 一町田中１０６２番地
166 山梨県立ろう学校 山梨市 大野１００９番地
167 旧大月市立笹子小学校 大月市 笹子町吉久保１９６番地
168 旧大月市立初狩小学校 大月市 初狩町中初狩２１番地
169 大月市立初狩小学校 大月市 初狩町下初狩１１４４番地
170 旧大月市立大月西小学校 大月市 大月町真木２２８８番地
171 大月市総合福祉センター 大月市 大月町花咲１０番地
172 大月市立大月東中学校 大月市 大月二丁目１５番１１号
173 大月市立大月東小学校 大月市 大月二丁目７番４３号
174 大月市立大月短期大学 大月市 御太刀一丁目１６番２号
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175 大月市民会館 大月市 御太刀二丁目１１番２２号
176 社会福祉法人　山の都福祉会（旧浅利小学校） 大月市 賑岡町浅利１１０８番地
177 旧大月市立強瀬小学校 大月市 賑岡町強瀬７４７番地
178 旧大月市立畑倉小学校 大月市 賑岡町畑倉１２８４番地
179 旧大月市立下和田小学校 大月市 七保町下和田１１５０番地
180 大月市立七保小学校 大月市 七保町葛野２３４５番地
181 旧大月市立瀬戸小学校 大月市 七保町瀬戸１０００番地
182 旧大月市立上和田小学校 大月市 七保町瀬戸１９０９番地１
183 大月市立猿橋小学校 大月市 猿橋町伊良原４８番地
184 大月市立猿橋中学校 大月市 猿橋町猿橋５６７番地
185 大月市立鳥沢小学校 大月市 富浜町鳥沢１９７９番地
186 旧大月市立富浜中学校 大月市 富浜町鳥沢５６２番地
187 旧大月市立宮谷小学校 大月市 富浜町宮谷９１５番地
188 旧大月市立梁川小学校 大月市 梁川町綱の上１２２５番地
189 旧大月市立梁川中学校跡地 大月市 梁川町綱の上１３８９番地
190 韮崎市立韮崎小学校 韮崎市 本町二丁目２番４１号
191 韮崎児童センター 韮崎市 本町二丁目１番７号
192 韮崎市立穂坂小学校 韮崎市 穂坂町宮久保６１２１番地
193 穂坂公民館（穂坂コミュニティーセンター） 韮崎市 穂坂町宮久保６１９６番地１
194 韮崎市健康ふれあいセンター 韮崎市 中田町中條１８００番地１
195 中田公民館 韮崎市 中田町中條４９０番地１
196 穴山公民館（ふれあいホール） 韮崎市 穴山町４４８７番地１
197 韮崎市立韮崎北東小学校 韮崎市 藤井町駒井１９１２番地
198 東京エレクトロン韮崎文化ホール 韮崎市 藤井町坂井２０５番地
199 韮崎市立韮崎東中学校 韮崎市 藤井町南下條３７１番地
200 円野公民館（つぶらの会館） 韮崎市 円野町下円井１１９９番地３
201 清哲公民館（清哲会館） 韮崎市 清哲町青木２３０９番地１
202 北西児童センター 韮崎市 清哲町青木１０７８番地１
203 韮崎市立韮崎北西小学校 韮崎市 清哲町青木１９３番地１
204 韮崎市立韮崎西中学校 韮崎市 神山町鍋山１番地１
205 旭公民館（旭地区農業集会施設） 韮崎市 旭町上條北割３８７９番地１
206 旭屋内運動場 韮崎市 旭町上條北割３８７９番地１
207 韮崎市立甘利小学校 韮崎市 大草町上條東割８２１番地１
208 竜岡公民館 韮崎市 龍岡町下條南割１００７番地
209 竜岡体育館 韮崎市 龍岡町下條南割１００７番地
210 山梨県立韮崎高等学校 韮崎市 若宮三丁目２番地１
211 山梨県立韮崎工業高校 韮崎市 龍岡町若尾新田５０番地１
212 勤労青年センター 韮崎市 穂坂町宮久保５１３６番地２
213 北東児童センター 韮崎市 藤井町駒井２２４８番地１
214 神山公民館 韮崎市 神山町北宮地９４５番地３
215 神山体育館 韮崎市 神山町北宮地１０１９番地
216 大草公民館 韮崎市 大草町上條東割７８８番地
217 甘利児童センター 韮崎市 大草町上條東割７８８番地
218 みだい体育館 韮崎市 旭町上條南割３３１４番地１５
219 エコパークたつおかコミュニティセンター 韮崎市 龍岡町下條南割１８９５番地
220 南アルプス市立八田小学校 南アルプス市 野牛島２２２２番地
221 南アルプス市立白根源小学校 南アルプス市 有野４９０番地
222 南アルプス市立白根飯野小学校 南アルプス市 飯野１９７２番地１
223 南アルプス市立白根東小学校 南アルプス市 西野２３１１番地
224 南アルプス市立白根百田小学校 南アルプス市 百々２３００番地
225 南アルプス市立芦安小学校 南アルプス市 芦安安通３３５番地
226 南アルプス市立若草小学校 南アルプス市 寺部７４０番地
227 南アルプス市立若草南小学校 南アルプス市 藤田１１３０番地１
228 南アルプス市立小笠原小学校 南アルプス市 小笠原４４１番地
229 南アルプス市立櫛形北小学校 南アルプス市 桃園８１３番地
230 南アルプス市立櫛形西小学校 南アルプス市 上市之瀬７２７番地
231 南アルプス市立豊小学校 南アルプス市 吉田７８７番地
232 南アルプス市立落合小学校 南アルプス市 落合１０９２番地
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233 南アルプス市立大明小学校 南アルプス市 古市場１８１番地１
234 南アルプス市立南湖小学校 南アルプス市 西南湖３０２４番地１
235 南アルプス市立八田中学校 南アルプス市 榎原６２０番地
236 南アルプス市立白根巨摩中学校 南アルプス市 飯野２８６０番地２
237 南アルプス市立白根御勅使中学校 南アルプス市 百々１９９０番地１
238 南アルプス市立芦安中学校 南アルプス市 芦安安通３５０番地
239 南アルプス市立若草中学校 南アルプス市 加賀美２９４３番地
240 南アルプス市立櫛形中学校 南アルプス市 小笠原９８５番地
241 南アルプス市立甲西中学校 南アルプス市 古市場１５０番地
242 御勅使南公園 南アルプス市 六科１５８８番地２
243 山梨県立育精福祉センター（ホール棟・グラウン 南アルプス市 有野３３３７番地
244 山梨県立白根高等学校 南アルプス市 上今諏訪１１８０番地
245 山梨県立巨摩高等学校 南アルプス市 小笠原１５００番地２
246 白根Ｂ＆Ｇ海洋センター 南アルプス市 百々３４６８番地６５
247 青少年児童センター 南アルプス市 山寺２５８番地１
248 働く婦人の家 南アルプス市 吉田７５３番地１
249 落合創造館アミカル 南アルプス市 湯沢１０３５番地５
250 甲西体育センター 南アルプス市 宮沢４１３番地３
251 甲西保健福祉センター 南アルプス市 古市場３２３番地
252 白根中央公園 南アルプス市 百々３４６８番地６
253 遊・湯ふれあい公園 南アルプス市 鏡中條３７８２番地
254 若草グラウンド 南アルプス市 寺部７２０番地
255 藤田緑地公園 南アルプス市 藤田１６００番地
256 甲西市民総合グラウンド 南アルプス市 宮沢２８８番地３
257 北杜市立明野小学校 北杜市 明野町上手８４１８番地
258 北杜市立明野中学校 北杜市 明野町上手８３４２番地
259 北杜市立須玉小学校 北杜市 須玉町若神子２００番地２
260 北杜市立増冨小学校 北杜市 須玉町比志３６１１番地６
261 北杜市立須玉中学校 北杜市 須玉町小倉２００番地
262 北杜市立高根東小学校 北杜市 高根町村山北割１０３５番地
263 北杜市立高根西小学校 北杜市 高根町村山西割１６９６番地
264 北杜市立高根北小学校 北杜市 高根町長澤２１４１番地
265 北杜市立高根清里小学校 北杜市 高根町清里３５４５番地２０８３
266 北杜市立高根中学校 北杜市 高根町村山東割９８番地
267 北杜市立秋田小学校 北杜市 長坂町大八田３６７７番地
268 北杜市立長坂小学校 北杜市 長坂町長坂上条１６０３番地１
269 北杜市立日野春小学校 北杜市 長坂町長坂下条１２３７番地３
270 北杜市立小泉小学校 北杜市 長坂町白井沢４０７８番地
271 北杜市立長坂中学校 北杜市 長坂町長坂上条１６０８番地
272 北杜市立泉小学校 北杜市 大泉町谷戸２８７０番地
273 北杜市立泉中学校 北杜市 大泉町谷戸２０８７番地
274 北杜市立白州小学校 北杜市 白州町白須２２５番地
275 北杜市立白州中学校 北杜市 白州町白須１９２０番地
276 北杜市立武川小学校 北杜市 武川町牧原９４４番地
277 北杜市立武川中学校 北杜市 武川町山高１４５７番地
278 北杜市立小淵沢小学校 北杜市 小淵沢町７７４１番地
279 北杜市立小淵沢中学校 北杜市 小淵沢町７３２番地
280 北杜市明野テニスコート 北杜市 明野町上手８３０３
281 北杜市明野多目的屋内運動場 北杜市 明野町上手８３０４
282 北杜市須玉穂足スポーツ公園 北杜市 須玉町大蔵７３４
283 北杜市須玉体育館 北杜市 須玉町大蔵７３４
284 北杜市須玉のろしの里ふれあい広場 北杜市 須玉町若神子３９５
285 北杜市高根総合グランド 北杜市 高根町村山北割１００
286 北杜市高根テニスコート 北杜市 高根町村山北割１００
287 北杜市高根ゲートボール場 北杜市 高根町村山北割１００
288 北杜市高根体育館 北杜市 高根町村山北割１１１
289 北杜市高根清里スポーツ広場 北杜市 高根町浅川２６７
290 北杜市長坂総合スポーツ公園野球場 北杜市 長坂町大八田６８１１－１８７
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291 北杜市長坂総合スポーツ公園体育館 北杜市 長坂町大八田６８１１－１８７
292 北杜市長坂総合スポーツ公園ゲートボール場 北杜市 長坂町大八田６８１１－１８７
293 北杜市長坂総合スポーツ公園陸上競技場 北杜市 長坂町大八田６８１１－１８７
294 北杜市立甲陵高校グラウンド 北杜市 長坂町長坂上条２００３
295 北杜市立甲陵高校体育館 北杜市 長坂町長坂上条２００３
296 北杜市大泉体育館 北杜市 大泉町谷戸１９１５
297 北杜市小淵沢総合スポーツセンターグラウンド 北杜市 小淵沢町２１６１
298 北杜市小淵沢総合スポーツセンター体育館 北杜市 小淵沢町２１６１
299 北杜市小淵沢東スポーツセンターグラウンド 北杜市 小淵沢町上笹尾１２４０
300 北杜市小淵沢東スポーツセンター体育館 北杜市 小淵沢町上笹尾１２４０
301 北杜市白州総合運動場 北杜市 白州町白須７４５８－２
302 北杜市白州体育館 北杜市 白州町鳥原２９１３－２０８
303 北杜市武川体育館 北杜市 武川町三吹２２１８
304 北杜市武川運動公園 北杜市 武川町深奥１１１２
305 甲斐市立竜王小学校 甲斐市 篠原２８００番地
306 甲斐市立玉幡小学校 甲斐市 西八幡２５６０番地
307 甲斐市立竜王南小学校 甲斐市 篠原１１８０番地
308 甲斐市立竜王北小学校 甲斐市 竜王５５５番地
309 甲斐市立竜王西小学校 甲斐市 玉川７５番地
310 甲斐市立竜王東小学校 甲斐市 富竹新田９３３番地１
311 甲斐市立竜王中学校 甲斐市 篠原２０３０番地
312 甲斐市立玉幡中学校 甲斐市 西八幡３１９０番地
313 甲斐市立竜王北中学校 甲斐市 竜王４２０番地
314 甲斐市立竜王南部公民館 甲斐市 西八幡１９７６番地１
315 甲斐市立敷島小学校 甲斐市 島上条２１２番地
316 甲斐市立敷島北小学校 甲斐市 境５７番地
317 甲斐市立敷島南小学校 甲斐市 大下条１７５番地
318 甲斐市立敷島中学校 甲斐市 島上条１２６３番地
319 甲斐市立睦沢地域ふれあい館 甲斐市 亀沢３６８７番地
320 甲斐市立清川地域ふれあい館 甲斐市 上福沢１２４番地
321 甲斐市立吉沢地域ふれあい館 甲斐市 吉沢２３３番地２
322 甲斐市立双葉東小学校 甲斐市 大垈２７８０番地
323 甲斐市立双葉西小学校 甲斐市 志田１４６番地
324 甲斐市立双葉中学校 甲斐市 岩森１３３７番地
325 甲斐市立双葉体育館 甲斐市 宇津谷２２２１番地
326 甲斐市敷島総合文化会館・敷島公民館 甲斐市 島上条１０２０番地
327 笛吹市立石和南小学校 笛吹市 石和町市部７２０番地
328 笛吹市立石和東小学校 笛吹市 石和町中川４７８番地
329 笛吹市立石和北小学校 笛吹市 石和町松本１４４２番地２０
330 笛吹市立富士見小学校 笛吹市 石和町今井１０番地
331 笛吹市立石和西小学校 笛吹市 石和町唐柏３６０番地
332 笛吹市立石和中学校 笛吹市 石和町小石和７１６番地
333 笛吹市立御坂西小学校 笛吹市 御坂町夏目原５９２番地１
334 笛吹市立御坂中学校 笛吹市 御坂町下野原１２５７番地
335 笛吹市立御坂東小学校 笛吹市 御坂町上黒駒１６９２番地
336 笛吹市立一宮西小学校 笛吹市 一宮町東原３４４番地
337 笛吹市立一宮南小学校 笛吹市 一宮町土塚６５５番地２
338 笛吹市立一宮北小学校 笛吹市 一宮町中尾９６６番地
339 笛吹市立一宮中学校 笛吹市 一宮町末木８０１番地
340 笛吹市立浅川中学校 笛吹市 八代町岡１１１１番地
341 笛吹市立八代小学校 笛吹市 八代町岡７８０番地
342 笛吹市立境川小学校 笛吹市 境川町小黒坂１９４１番地
343 笛吹市立春日居小学校 笛吹市 春日居町桑戸６６４番地
344 笛吹市立春日居中学校 笛吹市 春日居町鎮目６１３番地２
345 笛吹市立芦川小学校 笛吹市 芦川町中芦川８３５番地
346 旧大目小学校 上野原市 大野４０１３番地
347 旧甲東小学校和見分校 上野原市 和見９５５番地
348 旧平和中学校 上野原市 野田尻８０８番地
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349 旧沢松小学校 上野原市 八ッ沢１２番地
350 上野原市立上野原西小学校 上野原市 コモアしおつ２丁目１３番１号
351 上野原市立上野原西中学校 上野原市 四方津２１５番地
352 旧大鶴小学校 上野原市 鶴川１５７１番地
353 上野原市立島田小学校 上野原市 鶴島２０２４番地
354 旧島田中学校 上野原市 鶴島２２５５番地
355 上野原市立上野原小学校 上野原市 上野原３４５４番地
356 上野原市立上野原中学校 上野原市 上野原９１９１番地
357 旧棡原小学校 上野原市 棡原７２３４番地
358 旧棡原中学校 上野原市 棡原６４４３番地
359 旧西原小学校 上野原市 西原６９９６番地
360 上野原市立西原小学校 上野原市 西原４０６９番地
361 上野原市立秋山小学校 上野原市 秋山８６７４番地
362 上野原市立秋山中学校 上野原市 秋山６７７０番地
363 旧桜井小学校 上野原市 秋山３３２５番地
364 旧浜沢小学校 上野原市 秋山１１８６２番地
365 上野原市文化ホール 上野原市 上野原３８３２番地
366 山梨県立産業技術短期大学校 甲州市 塩山上於曽１３０８番地
367 山梨県立塩山高等学校 甲州市 塩山三日市場４４０番地１
368 甲州市立塩山中学校 甲州市 塩山下於曽１０３９番地１
369 甲州市立塩山北中学校 甲州市 塩山上粟生野１３３番地
370 甲州市立松里中学校 甲州市 塩山小屋敷１番地
371 甲州市立塩山南小学校 甲州市 塩山上於曽１０１７番地
372 甲州市立塩山北小学校 甲州市 塩山千野３４２１番地
373 甲州市立松里小学校 甲州市 塩山小屋敷１３７８番地
374 甲州市立井尻小学校 甲州市 塩山上井尻６７５番地
375 甲州市立奥野田小学校 甲州市 塩山熊野９０６番地
376 甲州市立大藤小学校 甲州市 塩山上粟生野４９２番地１
377 甲州市立神金小学校 甲州市 塩山上萩原１５１８番地４
378 甲州市立神金第二小・中学校 甲州市 塩山上萩原４７８３番地１９
379 甲州市立玉宮小学校 甲州市 塩山竹森３０１５番地
380 甲州市民文化会館 甲州市 塩山上塩後２４０番地
381 甲州市塩山保健福祉センター 甲州市 塩山上於曽９７７番地５
382 塩山東公民館 甲州市 塩山上於曽１９１９番地１１
383 塩山西公民館 甲州市 塩山上塩後３３９番地１
384 塩山北公民館 甲州市 塩山千野６５０番地
385 玉宮公民館 甲州市 塩山竹森３３８１番地
386 大藤公民館 甲州市 塩山中萩原６５８番地６
387 神金公民館 甲州市 塩山上萩原９番地
388 松里公民館 甲州市 塩山小屋敷１３５３番地
389 奥野田公民館 甲州市 塩山熊野９６４番地１
390 井尻公民館 甲州市 塩山上井尻１６７５番地
391 勤労青少年ホーム 甲州市 塩山下於曽１７０４番地
392 萩原山恩賜林記念館 甲州市 塩山上於曽１０９３番地
393 塩山高齢者福祉センター 甲州市 塩山千野３２４７番地
394 甲州市立市交流保養センター 甲州市 塩山上小田原７３０番地１
395 甲州市立勝沼小学校 甲州市 勝沼町勝沼３０９９番地
396 甲州市立勝沼中学校 甲州市 勝沼町勝沼７６１番地１
397 甲州市立祝小学校 甲州市 勝沼町下岩崎９６０番地
398 甲州市立東雲小学校 甲州市 勝沼町休息１５６０番地１
399 甲州市勝沼健康福祉センター 甲州市 勝沼町休息１８６７番地２
400 甲州市立菱山小学校 甲州市 勝沼町菱山１０６６番地
401 中原公民館 甲州市 勝沼町中原６０３番地２
402 甲州市勝沼体育館 甲州市 勝沼町勝沼１２８１番地２
403 旧甲州市立大和小学校天目分校 甲州市 大和村木賊１１９番地
404 甲州市立大和中学校 甲州市 大和村初鹿野１６４３番地
405 甲州市立大和小学校 甲州市 大和村初鹿野１６７９番地５
406 やまとの杜アリーナ― 甲州市 大和村日影１０８０番地
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407 大和スポーツ公園 甲州市 大和村日影７７２番地
408 甲州市立大和小学校共和分校跡地 甲州市 大和村初鹿野２５０６番地
409 中央市立田富小学校 中央市 布施２１２２番地
410 中央市立田富南小学校 中央市 西花輪１２５０番地
411 中央市立田富北小学校 中央市 臼井阿原１７４０番地３
412 中央市立田富中学校 中央市 布施２４９３番地
413 中央市立玉穂総合会館 中央市 下河東６２０番地
414 中央市立玉穂中学校 中央市 下河東１８０番地
415 中央市立三村小学校 中央市 成島２１４０番地
416 中央市立玉穂南小学校 中央市 下河東２０２０番地
417 中央市立豊富小学校 中央市 大鳥居３７９７番地
418 中央市立豊富中央公民館 中央市 大鳥居３８００番地
419 中央市立豊富健康福祉センター 中央市 大鳥居３７３８番地１
420 中央市立豊富保健センター 中央市 大鳥居３７７０番地
421 中央市豊富農業者研修センター 中央市 大鳥居３７７０番地
422 中央市立豊富保育園 中央市 大鳥居３７９０番地
423 中央市シルクふれんどりぃ 中央市 大鳥居１６１９番地１
424 中央市田富福祉センター 中央市 臼井阿原３０１番地５
425 中央市立玉穂勤労健康管理センター 中央市 下河東６２０番地
426 中央市立玉穂保育園 中央市 成島２３７８番地２
427 中央市役所豊富庁舎 中央市 大鳥居３８６６番地
428 中巨摩地区広域事務組合勤労青年センター 中央市 一町畑１１８９番地
429 JAふえふき豊富支所 中央市 大鳥居３７８１番地
430 大鳥居ふれあいプラザ 中央市 大鳥居２４６番地１
431 浅利川ふれあい館 中央市 浅利３４２４番地７
432 関原コミュニティセンター 中央市 関原３３４番地８
433 市川三郷町立三珠中学校 市川三郷町 上野２６２８番地
434 市川三郷町立上野小学校 市川三郷町 上野４９１６番地
435 市川三郷町立大塚小学校 市川三郷町 大塚４２６４番地
436 市川三郷町民大塚体育館 市川三郷町 大塚４２５７番地
437 市川三郷町総合福祉センター 市川三郷町 上野２７１４番地２
438 市川三郷町ふるさと交流センター 市川三郷町 大塚４７６３番地
439 市川三郷町民健康管理センター 市川三郷町 上野２９８５番地３
440 市川三郷町下九一色生活改善センター 市川三郷町 高萩２番地
441 下芦川地域集会所 市川三郷町 下芦川１１０３番地
442 三帳地域集会所 市川三郷町 三帳５１番地
443 垈地域集会所 市川三郷町 垈８９番地
444 中山集会所 市川三郷町 中山９１８番地
445 上野本村コミュニティセンター 市川三郷町 上野３０１５番地１
446 上野桃林橋コミュニティセンター 市川三郷町 上野１７５１番地
447 矢作ふれあいプラザ 市川三郷町 上野１５７５番地１
448 町屋集会所 市川三郷町 上野２８１５番地
449 川浦集会所 市川三郷町 上野７４番地
450 上ノ原集会所 市川三郷町 大塚３７８７番地
451 道林ふれあいプラザ 市川三郷町 大塚１５０７番地３
452 大塚桃林橋集会所 市川三郷町 大塚１４３８番地７
453 市川三郷町みたま児童館 市川三郷町 上野２７１７番地
454 市川三郷町歌舞伎文化公園 市川三郷町 上野３１５８番地
455 市川三郷町三珠農村広場 市川三郷町 上野３５５２番地
456 旧下九一色中学校校庭 市川三郷町 高萩８２９番地
457 市川三郷町立市川小学校 市川三郷町 市川大門５４７７番地
458 市川三郷町立市川中学校 市川三郷町 市川大門５１１７番地
459 市川三郷町立市川東小学校 市川三郷町 山保６３２０番地
460 市川三郷町立市川南小学校 市川三郷町 黒沢１４２０番地
461 市川三郷町立市川南中学校 市川三郷町 黒沢１４６２番地
462 市川三郷町中央公民館 市川三郷町 市川大門１７８５番地
463 市川三郷町立市川上地区公民館 市川三郷町 市川大門６３番地１
464 市川三郷町立市川下地区公民館 市川三郷町 市川大門４２３番地１
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465 市川三郷町立高田地区公民館 市川三郷町 印沢７１番地１
466 市川三郷町立山保地区公民館 市川三郷町 山保６３６０番地１
467 市川三郷町立大同地区公民館 市川三郷町 黒沢８７２番地１
468 市川三郷町民体育館 市川三郷町 市川大門１７８５番地
469 市川三郷町中地区公民館 市川三郷町 市川大門１９６－１番地
470 旧市川南小学校南分校 市川三郷町 黒沢４２５０番地
471 上町自治公民館 市川三郷町 市川大門４３３０番地
472 保泉自治公民館 市川三郷町 市川大門１５０番地
473 下町自治公民館 市川三郷町 市川大門１３７７番地７
474 小御崎自治公民館 市川三郷町 市川大門２１０９番地
475 富士見自治公民館 市川三郷町 市川大門３６６３番地
476 平塩自治公民館 市川三郷町 市川大門５２７５番地１
477 上中浦自治公民館 市川三郷町 高田２４２７番地
478 宮本自治公民館 市川三郷町 高田２９４４番地１
479 帯那自治公民館 市川三郷町 山保４８１０番地
480 芦久保自治公民館 市川三郷町 山保６９３５番地
481 近萩自治公民館 市川三郷町 山保８２１５番地
482 藤田自治公民館 市川三郷町 山保２５６３番地
483 堀切自治公民館 市川三郷町 山保８３０番地
484 四尾連自治公民館 市川三郷町 山保３６８５番地
485 下大鳥居自治公民館 市川三郷町 下大鳥居３３番地
486 八之尻多目的集会所 市川三郷町 八之尻１０２０番地
487 ケアセンターいちかわ 市川三郷町 市川大門４１６番地
488 市川三郷町立六郷小学校 市川三郷町 岩間２９１７番地
489 市川三郷町立六郷中学校 市川三郷町 岩間２９２７番地
490 市川三郷町立六郷町民会館 市川三郷町 岩間４８５番地
491 市川三郷町立総合子どもセンター 市川三郷町 岩間２９１７番地
492 六郷の里つむぎの湯 市川三郷町 鴨狩津向６４０番地
493 六郷の里活性化施設いきいきセンター 市川三郷町 鴨狩津向６４０番地
494 六郷の里ニードスポーツセンター 市川三郷町 落居２３３０番地
495 旧落居小学校体育館 市川三郷町 落居２３３０番地
496 六郷ふれあいセンター 市川三郷町 岩間４３８番地
497 山宮スポーツ広場 市川三郷町 宮原１２９０番地
498 原公民館 市川三郷町 岩間７０８番地
499 上手方ふれあいプラザ 市川三郷町 岩間１１８番地
500 細田公民館 市川三郷町 岩間２４５４番地１
501 市川三郷町文京交流センター 市川三郷町 岩間２９２０番地１
502 上仲公民館 市川三郷町 岩間２０９６番地
503 駅前ふれあいプラザ 市川三郷町 岩間１３６１番地
504 下町公民館 市川三郷町 岩間１８８６番地
505 西河原地域交流センター 市川三郷町 岩間４４１８番地１
506 落居１・２区公民館 市川三郷町 落居６５４８番地
507 落居３・４区公民館 市川三郷町 落居２２５４番地
508 落居５・６区ふれあいプラザ 市川三郷町 落居１９１６番地
509 網倉公民館 市川三郷町 落居４００９番地
510 楠甫公民館 市川三郷町 楠甫２７４番地
511 宮原公民館 市川三郷町 宮原６０９番地
512 葛籠沢公民館 市川三郷町 葛篭沢９９８番地
513 鴨狩公民館 市川三郷町 鴨狩津向２４０番地
514 五八公民館 市川三郷町 五八５４０番地
515 岩下公民館 市川三郷町 岩下１１７番地
516 寺所さくらの里会館 市川三郷町 寺所５８番地１
517 山梨県立市川高等学校 市川三郷町 市川大門１７３３番地２
518 富士川町立増穂小学校 富士川町 最勝寺３２０番地
519 富士川町立増穂南小学校 富士川町 小室２６１８番地
520 富士川町立増穂西小学校 富士川町 平林１１２４番地
521 富士川町立増穂中学校 富士川町 天神中条９９１番地１
522 富士川町ふれあい広域体育館 富士川町 天神中条９９１番地１
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523 富士川町民体育館・利根川公園スポーツ広場 富士川町 小林１７７８番地
524 ますほ児童センター 富士川町 小林１９５２番地
525 富士川町立第１保育所 富士川町 天神中条６４６番地
526 富士川町立第２保育所 富士川町 長沢９１８番地１
527 富士川町立第３保育所 富士川町 最勝寺１３６２番地
528 富士川町立第４保育所 富士川町 青柳町４３４番地
529 富士川町立小室山保育所庭 富士川町 小室３０６３番地
530 最勝寺地区公民館 富士川町 最勝寺７６２番地１
531 最勝寺集会場 富士川町 最勝寺７７４番地３
532 最勝寺馬門公民館 富士川町 最勝寺１６１２番地１
533 天神中条地区公民館 富士川町 天神中条７６６番地１
534 天神中条ふれあいの家 富士川町 天神中条５５５番地
535 大久保地区公民館 富士川町 最勝寺２５番地７
536 大久保ふれあいの家 富士川町 大久保４９８番地４地先
537 舂米地区公民館 富士川町 舂米１２３７番地
538 小林地区公民館 富士川町 小林1377－2番地
539 長沢地区公民館 富士川町 長沢５６７番地５
540 長沢ふれあいの家 富士川町 長沢１５４番地２
541 コミュニティー大椚 富士川町 長沢１０４８番地１
542 青柳地区公民館 富士川町 青柳町３８５番地
543 青柳町１丁目ふれあいの家 富士川町 青柳町１７８番地
544 青柳町３丁目ふれあいの家 富士川町 青柳町１０９０番地３
545 青柳町５丁目会館 富士川町 青柳町３４９２番地１７７
546 平林生活改善センター 富士川町 平林１１３０番地
547 富士川町ゆずの里ふれあいセンター 富士川町 小室１４９７番地
548 小室ふれあいの家 富士川町 小室８７０番地
549 高下文化センター 富士川町 高下１４３２番地
550 富士川町町民会館駐車場 富士川町 青柳町３３８番地８
551 山梨県立増穂商業高等学校 富士川町 最勝寺１３７２番地
552 新田町集会所 富士川町 鰍沢１番地１０
553 畔沢町集会所 富士川町 鰍沢２８３５番地
554 本町１区地区公民館（梅林町） 富士川町 鰍沢３４０番地１４
555 旭町集会所 富士川町 鰍沢６7２番地１
556 本町２区地区公民館（富士見町） 富士川町 鰍沢７４９番地３
557 本町３区地区公民館（上町） 富士川町 鰍沢１６８０番地３
558 富士川町立鰍沢小学校 富士川町 鰍沢１１７２番地
559 富士川町立鰍沢中学校 富士川町 鰍沢１１８７－２番地
560 本町５区地区公民館（本町南） 富士川町 鰍沢１２５６番地2
561 仲町集会所 富士川町 鰍沢１１９８番地
562 箱原集会所 富士川町 箱原405番地
563 中部地区公民館（鬼島） 富士川町 鰍沢5359－1番地
564 高齢者ふれあいセンター 富士川町 鰍沢４８４４番地
565 旧五開小学校 富士川町 柳川１１３４番地１０
566 五開地区公民館（柳川） 富士川町 柳川１１３９番地
567 十谷生活改善センター 富士川町 十谷４５１番地
568 鰍沢総合福祉センター 富士川町 鰍沢６５５番地５７
569 富士川町立児童館 富士川町 鰍沢２１７５番地
570 鰍沢町デイサービスセンター 富士川町 鳥屋１３７番地１
571 富士川町教育文化会館 富士川町 鰍沢１６３９番地１
572 北新住宅集会所 富士川町 鰍沢１０５番地
573 本町４区地区公民館（緑町） 富士川町 鰍沢２４８７番地１０
574 八幡町集会所 富士川町 鰍沢１１３６番地３
575 大法師集会所 富士川町 鰍沢２２２７番地
576 明神町集会所 富士川町 鰍沢１４１０番地
577 天戸町集会所 富士川町 鰍沢３５２０番地
578 鳥屋町集会所 富士川町 鳥屋３５７番地
579 富士川町立中部小学校 富士川町 鰍沢５０８４番地
580 鹿島町集会所 富士川町 鹿島６６３１番地



11/14

整理
番号

名称 市町村名 町丁目名・番（番地）・号

山梨県避難施設一覧（２８．４．１現在）

581 駅前２丁目集会所 富士川町 駅前通２丁目３９９３番地
582 かじかざわ児童センター 富士川町 鰍沢１０９１－１
583 福寿荘 富士川町 小室１２４１
584 ますほ南児童クラブ 富士川町 最勝寺1389－1
585 大法師スポーツ公園センターハウス 富士川町 鰍沢２１０３
586 町立第5保育所 富士川町 鰍沢８１３－１
587 甲州鰍沢温泉かじかの湯 富士川町 鳥屋137－1
588 鰍沢町ふれあいプラザ 富士川町 鰍沢１５３－２１
589 本町北町集会所 富士川町 鰍沢１２３４－１０
590 日向町集会所 富士川町 鰍沢５９４４
591 駅前集会所 富士川町 駅前2丁目４－４
592 妙成寺 富士川町 鰍沢４３０７
593 早川町立早川南小学校 早川町 高住７５８番地
594 早川町立交流促進センター 早川町 薬袋４３０番地
595 早川町立早川中学校 早川町 保６６６番地
596 早川町民体育館 早川町 保５５０番地
597 早川町立総合福祉センター 早川町 草塩８８番地
598 早川町立早川北小学校 早川町 大原野１６３番地
599 ヴィラ雨畑 早川町 早川町雨畑６９９番地
600 湯島の湯 早川町 早川町湯島１７８０番地
601 下部町民体育館 身延町 市之瀬１８６５番地７
602 身延町立下部中学校 身延町 常葉１４９５番地
603 下部温泉会館 身延町 下部１１３０番地１
604 波高島集会所 身延町 波高島２６８番地
605 長塩集会所 身延町 北川１１４５番地
606 身延町立久那土中学校 身延町 三沢７２番地
607 車田集会所 身延町 車田１１３０番地３
608 切房木集会所 身延町 切房木８０８番地
609 三保寿楽の湯 身延町 久保４６３番地１
610 下部地区公民館古関分館 身延町 古関２４３７番地
611 古関体育館 身延町 古関１１８番地
612 中富地区公民館西嶋分館 身延町 西島３４０番地
613 身延町立西島小学校 身延町 西島１２２８番地
614 なかとみ青少年自然の里 身延町 平須３０６番地
615 中富地区公民館大須成分館 身延町 大塩１３９８番地１
616 身延町立中富中学校 身延町 寺沢３２５０番地
617 静川体育館 身延町 切石３０７番地
618 中富地区公民館曙分館 身延町 古長谷５４２番地
619 身延町勤労青年ｾﾝﾀｰ体育館 身延町 宮木１７０５番地
620 身延町立原小学校 身延町 伊沼２５０番地
621 中富地区公民館原分館 身延町 飯富１１０番地
622 身延町立下山小学校 身延町 下山１００００番地１
623 身延町立身延小学校 身延町 梅平８９７番地
624 身延町民体育館 身延町 梅平９４８番地
625 豊岡体育館 身延町 相又２４７番地
626 身延地区公民館豊岡分館 身延町 相又２５０番地
627 身延町立大河内小学校 身延町 丸滝４５６番地
628 帯金多目的集会所 身延町 帯金８３７番地１
629 下大島多目的集会所 身延町 大島４６１４番地
630 身延町総合文化会館 身延町 波木井４０７番地
631 山梨県立峡南高等学校 身延町 三沢２４１７番地
632 山梨県立身延高等学校 身延町 梅平１２０１番地１
633 飯富高齢者介護予防センター（ふれあいセン 身延町 飯富2280
634 農作業準備休憩施設（和田） 身延町 和田１７８４－１番地
635 農作業準備休憩施設（桜清水集会所） 身延町 横根中１５７２－１番地
636 南部町総合会館 南部町 内船４４７３番地１
637 アルカディア南部総合公園スポーツセンター 南部町 大和３６０番地
638 南部町立睦合小学校 南部町 南部４３７６番地



12/14

整理
番号

名称 市町村名 町丁目名・番（番地）・号

山梨県避難施設一覧（２８．４．１現在）

639 南部町立栄小学校 南部町 内船８７６６番地
640 南部町立南部中学校 南部町 南部８７５５番地
641 南部町立富河小学校 南部町 福士２７００番地１９
642 南部町立万沢小学校 南部町 万沢４１１９番地
643 旧南部町立富河中学校 南部町 福士２７００番地１８
644 旧南部町立万沢中学校体育館 南部町 万沢４２３０番地
645 昭和町立押原小学校体育簡 昭和町 押越８５５番地
646 昭和町立西条小学校体育館 昭和町 西条２２２２番地
647 昭和町立常永小学校体育館 昭和町 河西１５番地１
648 山梨県立甲府昭和高校 昭和町 西条３０００番地
649 昭和町地域交流センター 昭和町 押越４９５番地２
650 みなもと体験館　道志・久保分校 道志村 道志村２０００番地
651 道志村立道志小学校 道志村 道志村５５９６番地
652 道志村立道志中学校 道志村 道志村７５６８番地
653 道志村福祉センター 道志村 道志村７７１０番地
654 道志村保育所 道志村 道志村７７７９番地
655 道志村唐沢体育館 道志村 道志村８９９１番地
656 道の駅どうし 道志村 道志村９７４５番地
657 道志村善之木体育館 道志村 道志村１１１２５番地
658 月夜野地区公民館 道志村 道志村３６４番地
659 道志村立道志小学校体育館 道志村 道志村５５９６番地
660 集いの家 道志村 道志村５７３７番地
661 道志村中央公民館 道志村 道志村６１８１番地１
662 道志村立道志中学校体育館 道志村 道志村７５６８番地
663 水源の郷やまゆりセンター 道志村 道志村８９９１番地
664 善之木コミュニティーセンター 道志村 道志村１１１２５番地
665 西桂町立西桂小学校 西桂町 小沼１８７４番地
666 西桂町立西桂中学校 西桂町 下暮地８８４番地１
667 西桂町立西桂保育所 西桂町 下暮地９１６番地８
668 きずな未来館 西桂町 下暮地９３７番地４
669 西桂町いきいき健康福祉センター 西桂町 下暮地９１５番地７
670 内野コミュニティセンター 忍野村 内野５０１番地
671 忍草コミュニティセンター 忍野村 忍草８３４番地
672 忍野村民体育館 忍野村 忍草１６６０番地３９
673 忍野村民ふれあいホール 忍野村 忍草１６６６番地７７
674 内野老人福祉センター 忍野村 内野５０１番地
675 忍草老人福祉センター 忍野村 忍草８２６番地
676 忍野村立内野保育所 忍野村 内野５６０番地
677 忍野村立忍草保育所 忍野村 忍草８４２番地１
678 忍野村立忍野幼稚園 忍野村 忍草１４３７番地
679 忍野村立忍野小学校体育館 忍野村 忍草１５１６番地
680 忍野村立忍野中学校体育館 忍野村 忍草１６６６番地３６
681 平山コミュニティーセンター 忍野村 忍草２４１６番地１４
682 保健福祉センター 忍野村 忍草１４４５番地１
683 山中湖温泉紅富士の湯 山中湖村 山中８６５番地７７６
684 山中湖村立山中保育所 山中湖村 山中８６５番地２９２
685 山中湖村立山中小学校 山中湖村 山中７０５番地
686 山中湖村公民館 山中湖村 山中４４８番地
687 山中湖村立山中湖中学校 山中湖村 山中３４１番地４０
688 山中湖村民体育館 山中湖村 山中３４１番地４０
689 山中湖情報創造館 山中湖村 平野５０６番地２９６
690 山中湖村コミュニティセンター 山中湖村 平野２８３番地
691 山中湖温泉石割の湯 山中湖村 平野１４５０番地
692 山中湖村立平野保育所 山中湖村 平野１９９７番地１
693 山中湖村立東小学校 山中湖村 平野２４３５番地１
694 長池コミュニティセンター 山中湖村 平野３３０５番地
695 山中湖交流プラザきらら 山中湖村 平野４７９番地２
696 旭日丘公民館 山中湖村 平野５０６番地６２４
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697 鳴沢村立鳴沢小学校・体育館 鳴沢村 １５８５番地
698 鳴沢村大田和公民館 鳴沢村 ３８６４番地
699 鳴沢村総合センター 鳴沢村 １４５１番地２１
700 鳴沢村山道ホール 鳴沢村 ７４８番地１
701 鳴沢村民体育館 鳴沢村 ８５３１番地９５
702 なるさわ富士山博物館 鳴沢村 ８５３２番地６３
703 鳴沢村保健センター 鳴沢村 １５８４番地
704 大田和さくらの里公園 鳴沢村 ３０６１番地１
705 道の駅 なるさわ 鳴沢村 ８５３２番地６３
706 鳴沢スポーツ広場 鳴沢村 ８５３１番地３５
707 富士河口湖町民体育館 富士河口湖町 船津５５４２番地１
708 富士河口湖町中央公民館 富士河口湖町 船津１７４７番地
709 富士河口湖町船津地区公民館 富士河口湖町 船津３７３７番地
710 富士河口湖町立船津小学校 富士河口湖町 船津３７３７番地
711 富士河口湖町船津福祉センター 富士河口湖町 船津６７１３番地５１
712 組合立湖南中学校 富士河口湖町 船津１１６４番地
713 富士河口湖町小立福祉センター 富士河口湖町 小立６７７番地
714 富士河口湖町立小立小学校 富士河口湖町 小立２４４６番地
715 富士河口湖町大石福祉センター 富士河口湖町 大石７２番地１
716 富士河口湖町立大石小学校 富士河口湖町 大石１４２５番地
717 富士河口湖町河口福祉センター 富士河口湖町 河口６番地
718 富士河口湖町立河口湖北中学校 富士河口湖町 河口３２１０番地
719 富士河口湖町立河口小学校 富士河口湖町 河口１５６０番地
720 富士河口湖町立勝山小・中学校 富士河口湖町 勝山１０４７番地
721 富士河口湖町勝山ふれあいセンター 富士河口湖町 勝山４０２９番地５
722 富士河口湖町勝山多目的ドーム 富士河口湖町 勝山４１３３番地
723 富士河口湖町立西浜小中学校 富士河口湖町 長浜１０６１番地
724 富士河口湖町立大嵐小学校 富士河口湖町 大嵐５５９番地
725 富士河口湖町足和田地区公民館 富士河口湖町 長浜２４１０番地
726 富士河口湖町西湖地区公民館 富士河口湖町 西湖南１番地３
727 富士河口湖町根場地区公民館 富士河口湖町 西湖西５番地１８
728 富士河口湖町大嵐児童館 富士河口湖町 大嵐４２２番地
729 富士河口湖町西湖南体育館 富士河口湖町 西湖２０６８番地１
730 富士河口湖町西湖南運動場 富士河口湖町 西湖２０６８番地１
731 富士河口湖町西湖西運動場 富士河口湖町 西湖西１２番地１
732 富士河口湖町大嵐運動場 富士河口湖町 大嵐５７６番地
733 富士河口湖町精進体育館 富士河口湖町 精進５１４番地１
734 富士河口湖町立富士豊茂小学校 富士河口湖町 富士ケ嶺１２０９番地
735 富士河口湖町本栖体育館 富士河口湖町 本栖２０番地
736 富士河口湖町精進公民館 富士河口湖町 精進７１番地
737 富士河口湖町本栖公民館 富士河口湖町 本栖３６０番地
738 富士河口湖町富士ケ嶺公民館 富士河口湖町 富士ケ嶺１２１２番地
739 富士河口湖町精進出張所 富士河口湖町 本栖２４４番地
740 富士ケ嶺地区ふれあいプラザ 富士河口湖町 富士ケ嶺１２１２番地
741 富士河口湖町富士ケ嶺スポーツ広場 富士河口湖町 富士ケ嶺１２０９番地
742 長浜下条浜河川敷 富士河口湖町 長浜２２５４先
743 西湖向浜河川敷 富士河口湖町 西湖２０７先
744 西湖前浜河川敷 富士河口湖町 西湖６５３先
745 西湖桑留尾浜河川敷 富士河口湖町 西湖１０２７先
746 小菅村立小菅中学校 小菅村 川池４５９０番地
747 高齢者生活福祉センター 小菅村 川池６０２７番地
748 多摩源流小菅の湯 小菅村 中組３４４５番地
749 寺子屋自然塾 小菅村 長作４２５番地
750 丹波山村立丹波中学校 丹波山村 ２００４番地
751 丹波山村中央公民館 丹波山村 ８９０番地
752 高尾集会施設 丹波山村 ８３０番地
753 押垣外公民館 丹波山村 ４７７番地
754 保之瀬公民館 丹波山村 ３５１１番地
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755 所畑公民館 丹波山村 ４４０３番地
756 鴨沢公民館 丹波山村 ４９４３番地２
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