
水源の現況（水源別取水量）

（㎥／年） （㎥／年）

市水道 浄水受水 11,003

井戸１ 深 １０４ｍ

井戸２ 深 １０４ｍ

市水道 8,997

井戸 深 ７５ｍ 47,157

市水道 61,064

井戸 深 ３５ｍ

井戸 深 ３５ｍ

井戸 深 ３５ｍ

市水道 4,586

井戸 深 １２４ｍ 7,145

１号井 深 １５０ｍ 112,000

２号井 深 ５０ｍ 22,400

市水道 7,969 7,969

井戸 深 ９０ｍ 79,985 58,678

１号井戸 深 ７７ｍ 219,439 4,548

２号井戸 深 １２０ｍ 197,556 4,548

３号井戸 深 １２０ｍ 214,593 4,548

峡東 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 14,100 13,870

峡南 身延町 （株）下部ホテル 身延町上之平1900 井戸 深 ５０ｍ 87,600 74,000

中北
峡北
支所

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

独立行政法人
国立病院機構甲府病院

甲府市天神町11-35
浄水受水

（株）イトーヨーカ堂
（イトーヨーカ堂甲府昭和店）

中央市西花輪2680

111,750
北杜市高根町清里3545

浄水受水

甲斐市宇津谷 445

昭和町西条13-1

浄水受水

68,638
129,702

134,400

11,731

51,044

56,154
浄水受水

40,041

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

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

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

甲府市

甲斐市

中北

中北

中北

中北 甲府市

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）

財団法人　キープ協会

学校法人　日本航空学園

中北
峡北
支所

北杜市

中北

中北

中北 中央市

昭和町
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年間取水量 年間給水量
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保健所
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中北
峡北
支所

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 70,759 70,759

富士東部 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 71,158 71,158

第１ 深 ９０ｍ 366,000 153,000

第２ 深 ８０ｍ 336,000 132,000

第３ 深 ８０ｍ 177,000 67,000

コニファー 深 ８３ｍ 20,000 3,000

第４ 深 ５０ｍ 11,000 11,000

富士東部 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 143,324 143,324

富士東部 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 118,000 83,000

富士東部 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 90,786 90,786

１号井戸 深 １００ｍ 15,590

２号井戸 深 １２５ｍ 63,230

市水道 浄水受水 1,906

Ｆ棟 深 ８０ｍ 84,200

Ｊ棟 深 ８０ｍ 247,000

Ｎ棟 深 １００ｍ 421,000

Ｏ棟 深 ８０ｍ 34,000

Ｗ棟 深 １００ｍ 81,200

富士東部 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 43,771 43,771

富士東部 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 30,951 30,843

Ｎｏ．１ 深 ９２ｍ

Ｎｏ．２ 深 １２０ｍ

Ｎｏ．３ 深 １０４ｍ

Ｎｏ．１ 深

Ｎｏ．２ 深

169,394

ファナック㈱ 忍野村忍草3580

富士吉田市新西原5-6-1
（株）富士急ハイランド
（富士急ハイランド）

169,394

19,556 19,556

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

867,400

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 80,726

富士東部 富士吉田市

富士東部 忍野村

富士東部 忍野村

富士東部

山中湖村富士東部
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年間取水量 年間給水量
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設　　置　　者
（施　設　名）

設　置　場　所 水 源 名

富士東部 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 85,650 85,650

勝山 深 １３６ｍ 135,930 97,870

大田和 深 １２５ｍ 155,470 111,940

富士桜第１ 深 １４３ｍ 130,820 94,190

富士桜第２ 深 ３４０ｍ 30,240 28,730

富士桜第３ 深 ２５０ｍ 137,740 99,170

船津第１ 深 １９０ｍ 24,910 26,510

船津第２ 深 １５０ｍ 28,610 28,130

0 ダム 0

0 表流水 0

1 伏流水 71,158

0 浅井戸 0

47 深井戸 4,422,199

6 受水 95,525

3 湧水 202,536

4,791,418 3,402,049

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

合計

富士東部 鳴沢村


