令和３年度県民の日使用料免除施設（１１月２０日）
市町村名

施設の名称
甲府市マウントピア黒平

1

甲府市

所在地
甲府市黒平町623-1

甲府市遊亀公園附属動物園 甲府市太田町１０－１
甲府市緑が丘スポーツ公園 甲府市緑が丘2丁目8-1
（競技場・テニスコート・球技 緑が丘スポーツ公園管
場）
理事務所

2

3

無料となる使用料等

HPアドレス

055-287-2201 コテージ利用料 1棟日帰り5,500円

http://kurobera.blog0.jp/

055-233-3875 入園料

http://www.city.kofu.yamanashi.jp
甲府市HPよりアクセス

055-252-0121 運動施設使用料

http://www.city.kofu.yamanashi.jp
/sports/midorigaokamuryou.html

備考
予約が必要となります。詳
細は施設へお問い合わせ
ください。

ふじさんミュージアム

富士吉田市上吉田2288大人 400円
0555-24-2411
1
小中高 200円

https://www.fy-museum.jp/

県民・県内在勤者のみ

御師旧外川家住宅

富士吉田市上吉田3-14大人 100円
0555-22-1101
8
小中高 50円

https://www.fy-museum.jp/

県民・県内在勤者のみ

ミュージアム都留

都留市上谷1-5-1

0554-45-8008 入館料

https://www.city.tsuru.yamanashi.j
p/soshiki/shougaigakushuu/muse
um_tsuru/1340.html

万力公園 バーベキュー場

山梨市万力1828

0553-23-1560 1000円

https://www.city.yamanashi.yana
mashi.jp/citizen/gover/public/par
k-spa/manriki-park/

万力公園 休憩所(良庵)

山梨市万力1828

0553-23-1560 1000円

https://www.city.yamanashi.yana
mashi.jp/citizen/gover/public/par
k-spa/manriki-park/

山梨市民総合体育館

山梨市上石森701

・卓球室1台1回 午前・午後 220円 夜間 340円
https://www.city.yamanashi.yama
・弓道場 午前・午後 110円 夜間 170円
0553-22-5600・トレーニングルーム 午前・午後 160円 夜間
nashi.jp/citizen/gover/public/sear
220円
ch/institution/gym/
（市民でない利用者は5割増し）

山梨市屋内温水プール

山梨市上石森665-2

0553-23-5211

富士吉田市

都留市

山梨市

4

電話番号

1／5

《市町村》

個人利用（1回につき）
一般 410円 中・高校生 200円 小学生 100円

https://www.city.yamanashi.yama
nashi.jp/citizen/gover/public/sear
ch/institution/pool/

3カ所のみ開放

令和３年度県民の日使用料免除施設（１１月２０日）
4

市町村名

施設の名称

所在地

電話番号

無料となる使用料等

HPアドレス

山梨市牧丘Ｂ＆Ｇ海洋セン
ター

個人利用（1回につき）
・体育館、トレーニングルーム
一般 市内 150円 市外 250円
山梨市牧丘町窪平442-1 0553-35-4411 小・中・高校生 市内 50円 市外 100円
・プール（冬季利用）
一般 市内 250円 市外 360円
小・中・高校生 市内 100円 市外 200円

https://www.city.yamanashi.yama
nashi.jp/citizen/gover/public/sear
ch/institution/b-g/

根津記念館

山梨市正徳寺296

0553-21-8250一般 300円 高校生 200円 小中学生 100円

http://www.city.yamanashi.yaman
ashi.jp/citizen/gover/pubulic/park
-spa/nezu-kinenkan/

横溝正史館

山梨市江曽原1411-6

0553-23-5201一般100円

http://www.city.yamanashi.yam
anashi.jp/citizen/docs/yokomiz
o.html

山梨市

5

大月市

大月市郷土資料館

大月市猿橋町猿橋３１３
0554-23-1511 入館料高校生以上１１０円が無料
－２

http://www.city.otsuki.yamanashi.j
p/bunka/shisetsu/otsukishi_kyoud
oshiryoukan.html

6

韮崎市

韮崎大村美術館

韮崎市神山町鍋山1830一般500円
0551-22-7775
1
小中高生200円

http://nirasakiomuraartmuseum.com/

芦安山岳館

南アルプス市芦安芦倉
1570

055-288-2125

大人500円
子ども（小学生まで）250円

http://www.minamialps-net.jp/

南アルプス市西南湖
4302

055-284-4448

大人300円
子ども(小中高生)100円

https://www.city.minamialps.yamanashi.jp/sisetsu/shisets
u/bunkazai-ando/

南アルプス市立美術館

南アルプス市小笠原
1281

055-282-6600 一般３２０円 大高生２６０円 小中生１６０円

北杜市郷土資料館

入館料
北杜市長坂町中丸19960551-32-6498 大人：210円
2
小中学生：100円

北杜市考古資料館

北杜市大泉町谷戸2414

7 南アルプス市 重要文化財 安藤家住宅

https://www.minamialpsmuseum.jp/
https://www.city.hokuto.yamanas
hi.jp/life/maps/list/492/

北杜市
入館料
8

0551-20-5505 大人：210円

小中学生：100円

2／5

《市町村》

https://www.city.hokuto.yamanas
hi.jp/docs/4772.html

備考

令和３年度県民の日使用料免除施設（１１月２０日）

8
市町村名
北杜市

9

10

11

施設の名称

所在地

電話番号

無料となる使用料等
入館料

HPアドレス

https://www.city.hokuto.yamanas
hi.jp/docs/1635.html

0551-42-1447 大人：210円

玉幡公園総合屋内プール

甲斐市西八幡1896-2

055-276-4189 利用料

https://www.city.kai.yamanashi.jp/
kanko_bunka_sports/sports/sports
shisetsunoriyo/4812.html

市内に住所を有する小中
学生のみ。コロナによる人
数制限等あり。

双葉Ｂ＆Ｇ海洋センター

甲斐市宇津谷1957

0551-28-6029 利用料

https://www.city.kai.yamanashi.jp/
shisetsuannai/sportsshisetsu/488
6.html

市内に住所を有する小中
学生のみ。コロナによる人
数制限等あり。

八田家書院

笛吹市石和町八田334

055-261-6111

http://www.city.fuefuki.yamanashi.
jp/

県内・県外共に無料。

青楓美術館

一般 300円
笛吹市一宮町北野呂3-1 0553-47-2122 高校生・大学生 200円
小学生・中学生 100円

http://www.city.fuefuki.yamanashi.
jp/

県内・県外共に無料。

春日居郷土館・小川正子記
念館

笛吹市春日居町寺本
170-1

0553-26-5100

http://www.city.fuefuki.yamanashi.
jp/

県内・県外共に無料。

上野原スポーツプラザ市民
プール

上野原市新田227番地2

0554-63-6070 利用料(スタジオ利用料を除く)

新湯治場 秋山温泉

上野原市秋山2210

0554-56-2611 ※大人のみ別途150円入湯税負担をいただきま

小中学生：100円

大人 200円
20歳未満 100円

一般 200円
子ども 100円

http://www.city.uenohara.yamana
shi.jp/gyosei/docs/pool.html

上野原市
入館料先着10名県民の方のみ無料

http://www.akiyamaonsen.com/

す。

12

13

備考

北杜市高根町村山北割
3315

浅川伯教・巧兄弟資料館

甲斐市

笛吹市

3／5

《市町村》

甲州市

塩山Ｂ＆Ｇ海洋センター

プール
市内：一般320円・高校生以下150円
甲州市塩山小屋敷1888市外：一般440円・高校生以下150円
0553-32-1596
3
トレーニングルーム
市内：一般・高校生以下100円
市外：一般150円・高校生以下100円

中央市

中央市玉穂ふるさとふれあ
い広場（テニスコートのみ）

中央市乙黒1-1

○市内者使用料
055-274-8522 ・昼１面 1h／160円

・夜１面 1h／420円

https://www.city.koshu.yamanashi
.jp/shisei/shisetsu/detail/%E5%A1
%A9%E5%B1%B1B%EF%BC%86G%E6
%B5%B7%E6%B4%8B%E3%82%BB%E
3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC
https://www.city.chuo.yamanashi.j
p/kankou_bunka/shisetsu/1558.ht
ml

・11月20日は県民を証明
できるものを提示
・新型コロナウイルス感染
症の状況により利用制限
等をかける場合がありま
す。詳細は施設へお問い
合わせください。

令和３年度県民の日使用料免除施設（１１月２０日）
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市町村名

施設の名称

所在地

電話番号

無料となる使用料等

HPアドレス

○入館料
中央市

中央市豊富郷土資料館

中央市大鳥居1619-1

資料館の施設利用ガイド
ラインに従って無料開放を
行います。

http://www.town.ichikawamisato.y
amanashi.jp/50sightsee/50guide/d
aimonhirinkouen.html

県民のみ
県民を証明できるものを
提示

http://www.town.ichikawamisato.y
amanashi.jp/50sightsee/50guide/k
abukibunkakouen.html

県民のみ
県民を証明できるものを
提示
資料館・ふるさと会館共通

https://www.town.minobu.lg.jp/ch
osei/koukyoushisetsu/osozawa_sp
orts.html

詳細は身延町教育委員会
生涯学習課へお問い合わ
せください
【電話番号】
0556-20-3017
県民のみ

小学生：300円

https://www.town.minobu.lg.jp/kin
zan/

県民のみ

・子供 110円

15

身延町

備考

http://silknosato.com/museum

055-269-3399 ・大人 260円

入園料
一般 大学生 600円
高校生
500円
小中学生
250円

大門碑林公園

市川三郷町市川大門
4930

055-272-7100

歌舞伎文化公園

市川三郷町上野3158番
地

入場料
055-272-5500 大人
小中学生

14 市川三郷町

4／5

《市町村》

500円
250円

遅沢スポーツ広場
（ターゲットバードゴルフ、
パークゴルフ、グラウンドゴ
ルフ）

身延町飯富・遅沢地内

甲斐黄金村・湯之奥金山博
物館

身延町上之平1787番地
先

0556-36-0015 中学生：400円

木喰の里微笑館

身延町北川2855

0556-36-0753

入館料
大人300円

https://www.town.minobu.lg.jp/ka
nko/annai/midokoro-mokujiki.html

100円～500円

大人:500円

16

南部町

近藤浩一路記念南部町立美
南部町大和360番地
術館

0556-62-9292

大人 300円
小人 200円

https://www.town.nanbu.yaman
ashi.jp/shisetsu/syakaikyouiku
/museum.html

17

昭和町

風土伝承館 杉浦醫院

昭和町西条新田850-1

055-275-1400

大人 200円
小中校生100円

http://www.sugiura-iin.com/

18

道志村

道志の湯

道志村7501

0554-52-2384 入湯料

忍野村忍草2838-1

0555-84-3222

http://www.doshinoyu.jp

岡田紅陽写真美術館
19

忍野村
小池邦夫絵手紙美術館

大人５００円 中高生３００円
※２館に入場可能

小学生以下無料

http://shikinomori.webcrow.jp/

新型コロナウイルス感染
症拡大状況により休館の
場合あり

令和３年度県民の日使用料免除施設（１１月２０日）
市町村名

施設の名称
山中湖花の都公園

20

山中湖村

所在地
山中湖村山中1650

山中湖文学の森
三島由紀夫文学館

電話番号

0555-62-5587 入場料500円 駐車場300円

HPアドレス

山中湖村平野506-296

入館料500円

http://www.mishimayukio.jp

富士河口湖町河口3170

0555-73-8666

大人：800円 中・高校生：500円
小学生以下：無料

http://www.fkchannel.jp/kgmuse/

河口湖ミューズ館

富士河口湖町小立923

0555-72-5258

一般・大学生：600円 中・高校生：400円
小学生以下：無料

http://www.fkchannel.jp/muse/

富士河口湖町西湖根場
2710

0555-20-4677

大人：350円
小人（小・中学生）：150円

https://saikoiyashinosatonenba
.jp/

西湖ネイチャーセンター
（クニマス展示館・西湖コウモ 富士河口湖町西湖2068
リ穴）

0555-82-3111

（コウモリ穴入洞料）大人300円 小人150円
※クニマス展示館は無料

https://fujisan.ne.jp/pages/363
/

河口湖フィールドセンター
船津胎内樹型

富士河口湖町船津6603

0555-72-4331

高校生以上：200円
小・中学生：100円

http://www.fkchannel.jp/fieldcent
er/

第一スポーツ広場

小菅村4299

0428-87-0111 1時間840円

http://www.vill.kosuge.yamanashi.j
p/tourism/news/

小菅村
第二スポーツ広場

県民の方
※１１月２０日（金）
県民を証明できるものを
提示

0555-20-2633

河口湖美術館

21 富士河口湖町 西湖いやしの里根場

備考

http://www.hananomiyakokouen.jp

0555-20-2655

山中湖文学の森
徳富蘇峰館

22

無料となる使用料等
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《市町村》

小菅村3321

0428-87-0111 1時間840円

県民のみ

詳細は施設へお問い合わ
せ下さい

