
水源の現況（水源別取水量）

（㎥／年） （㎥／年）

市水道 浄水受水 12,945

井戸１ 深 １０４ｍ

井戸２ 深 １０４ｍ

市水道 15,430

井戸 深 ７５ｍ 55,383

市水道 39,440

井戸 深 ３５ｍ

井戸 深 ３５ｍ

井戸 深 ３５ｍ

１号井 深 １５０ｍ 112,000

２号井 深 ５０ｍ 22,400

市水道 0 0

井戸 深 ９０ｍ 82,835 61,729

１号井戸 深 ７７ｍ 372,238 4,805

２号井戸 深 １２０ｍ 224,909 4,805

３号井戸 深 １２０ｍ 373,351 4,805

石和 笛吹市
社会福祉法人　美咲園
（特別養護老人ホーム　小山荘）

笛吹市八代町北760 ＡＩ第１ 深 １００ｍ 14,150 13,900

井戸 深 ５０ｍ 130,000

町水道 (浄水受水) 0

韮崎 韮崎市 医療法人　韮崎東ケ丘病院 韮崎市穂坂町宮久保 1216 深 １６０ｍ 15,000 15,000

美しの森 湧 57,000

川俣渓谷 湧 54,750

旧大泉村営 深 　ｍ 115,200 115,200

身延町

中央市

昭和町

韮崎 北杜市

韮崎

甲府

甲府

身延

甲府

甲府

甲府 甲府市湯村3-2-30

甲府市
甲府ステーションビル（株）
（甲府ステーションビル）

甲府市丸の内1-1-8

甲府市
（株）山交
（山交ビル）

甲府市丸の内1-3-3

年間取水量 年間給水量
水源の種別

管　轄
保健所

所　在
市町村

設　　置　　者
（施　設　名）

設　置　場　所 水 源 名

Kyo-ya Japan  Investment Co.,Ltd
（甲府富士屋ホテル）

甲府市

68,335

70,813
浄水受水

55,390

浄水受水

80,116
119,556

甲斐市 学校法人　日本航空学園 甲斐市宇津谷 445

（株）イトーヨーカ堂
（イトーヨーカ堂甲府昭和店）

昭和町西条13-1

ﾊ゚ｲｵﾆｱ･ﾃ゙ｨｽﾌ゚ﾚｲ･ﾌ゚ﾛﾀ゙ｸﾂ（株）
（ﾊ゚ｲｵﾆｱ･ﾃ゙ｨｽﾌ゚ﾚｲ･ﾌ゚ﾛﾀ゙ｸﾂ（株）山

梨工場）
中央市西花輪2680

134,400

111,750

（株）下部ホテル 身延町上之平1900 104,000

北杜市高根町清里3545

(浄水受水)

財団法人　キープ協会



水源の現況（水源別取水量）

（㎥／年） （㎥／年）

年間取水量 年間給水量
水源の種別

管　轄
保健所

所　在
市町村

設　　置　　者
（施　設　名）

設　置　場　所 水 源 名

韮崎 北杜市
サントリー（株）
サントリー（株）白州蒸留所

北杜市白州町鳥原2913-1 井戸 深 ８０ｍ 49,922 49,922

大月 上野原市
中日本高速道路株式会社八王子支社
大月保全サービスセンター
談合坂ＳＡ上り線休憩施設

上野原市大野字谷後原 仲間川 伏 ６．４ｍ 70,879 70,879

第１ 深 ９０ｍ 351,000 138,000

第２ 深 ８０ｍ 320,000 116,000

第３ 深 ８０ｍ 157,000 52,000

コニファー 深 ８３ｍ 19,000 2,000

吉田 富士吉田市
ハイランドリゾート（株）
（ホテルハイランドリゾート）

富士吉田市新西原5-6-1 井戸 深 １２０ｍ 144,740 144,740

吉田 富士河口湖町
富士ドクタービレッジ管理（株）
富士ドクタービレッジ

富士河口湖町富士ヶ嶺12-609 １号井戸 深 ３００ｍ 124,000 86,000

吉田 忍野村 陸上自衛隊北富士駐屯地業務隊 忍野村忍草3452-3 高木 湧 105,756 105,756

１号井戸 深 １００ｍ 16,095

２号井戸 深 １２５ｍ 62,896

市水道 浄水受水 529

Ｆ棟 深 ８０ｍ 86,570

Ｊ棟 深 ８０ｍ 223,903

Ｎ棟 深 １００ｍ 302,572

Ｏ棟 深 ８０ｍ 35,669

Ｗ棟 深 １００ｍ 126,095

吉田 山中湖村
森観光トラスト（株）
（ホテルラフォーレ山中湖）

山中湖村平野1256-1 井戸 深 １５０ｍ 40,338 40,338

吉田 山中湖村
大和ハウス工業（株）
（レイク山中）

山中湖村平野1250～2番地先 取水井 深 ７０ｍ 22,659 22,420

Ｎｏ．１ 深 ９２ｍ

Ｎｏ．２ 深 １２０ｍ

Ｎｏ．３ 深 １０４ｍ

Ｎｏ．１ 深

Ｎｏ．２ 深

吉田 山中湖村
ハイランドリゾート（株）
ホテルマウント富士

山中湖村山中1360-83 井戸 深 １４２ｍ 87,700 87,700

吉田

山中湖村吉田

富士吉田市
（株）富士急ハイランド
（富士急ハイランド）

吉田

吉田 忍野村

吉田 忍野村

富士吉田市新西原5-6-1

ファナック㈱ 忍野村忍草3580 774,809

社会福祉法人　聖ヨハネ会
（富士聖ヨハネ学園）

忍野村忍草2748 79,520

リゾートトラスト（株）
（エクシブ山中湖）

山中湖村平野字柳原562-12

山中湖村
リゾートトラスト（株）
（エクシブ山中湖社員寮）

山中湖村平野字柳原568-20

178,398 178,398

16,961 16,961



水源の現況（水源別取水量）

（㎥／年） （㎥／年）

年間取水量 年間給水量
水源の種別

管　轄
保健所

所　在
市町村

設　　置　　者
（施　設　名）

設　置　場　所 水 源 名

勝山 深 １３６ｍ 136,240 102,180

大田和 深 １２５ｍ 157,830 118,370

富士桜第１ 深 １４３ｍ 135,190 101,390

富士桜第２ 深 ３４０ｍ 28,530 27,100

富士桜第３ 深 ２５０ｍ 150,290 112,710

船津第１ 深 １９０ｍ 29,850 28,350

船津第２ 深 １５０ｍ 37,910 36,010

0 ダム 0

0 表流水 0

1 伏流水 70,879

0 浅井戸 0

45 深井戸 4,694,330

4 受水 68,344

3 湧水 217,506

5,051,059 3,320,651

吉田 鳴沢村

合計

水
源
の
種
別

富士観光開発（株）
富士桜高原別荘地

鳴沢村8545-7


