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美術館　    
☎055-228-3322　〒400-0065　甲府市貢川1-4-27

「ミレーの美術館」として知られる当館では、ミレーの「種をまく人」「落
ち穂拾い、夏」「夕暮れに羊を連れ帰る羊飼い」をはじめ、バルビゾン派
の作品や、本県ゆかりの作家の作品などを展示しています。

文学館　     
☎055-235-8080　〒400-0065　甲府市貢川1-5-35
本県出身の俳人 飯田蛇笏・龍太をはじめ、芥川龍之介、樋口一葉、太
宰治、村岡花子など本県にゆかりの深い作家の作品や資料を展示し
ています。

考古博物館　    平屋建なのでエレベーターなし 　
☎055-266-3881　〒400-1508　甲府市下曽根町923

「縄文王国」山梨を象徴する、重要文化財を中心とした縄文土器の他、
地中から発見された考古資料により、原始古代から近代までの山梨
の歴史を紹介しています。国史跡の古墳群散策も楽しめます。

博物館　    平屋建なのでエレベーターなし

☎055-261-2631　〒406-0801　笛吹市御坂町成田1501-1
「山梨の自然と人」をテーマに、山梨の多様な自然と向き合ってきた
人々の暮らしの歴史を、映像、音響、ジオラマなどにより分かりやすく
展示しています。五感で歴史を学ぶ体験型展示も充実しています。

科学館　     車イス対応エスカレーター有り

☎055-254-8151　〒400-0023　甲府市愛宕町358-1
「“科学の不思議”を見て、触れて、体験して、学ぶ」をテーマに体験展
示やサイエンスショー、スペースシアターや実験工作などを通じて、楽
しみながら科学を体験できます。

図書館　    
☎055-255-1040　〒400-0024　甲府市北口2-8-1
暮らしや仕事に役立つ本、雑誌、DVD、データベース、電子書籍など
さまざまな資料や情報を提供しています。資料や情報をお探しのとき
などは、司書がお手伝いします。交流を目的としたさまざまなイベント
も開催しています。

生涯学習推進センター　    
☎055-223-1853　〒400-8501　甲府市丸の内1-6-1 山梨県防災新館1階
各種講座の開催や学習情報の提供、学習相談、学習団体の交流など
生涯学習の拠点となる施設です。交流室、情報相談コーナーもあり
ます。

笛吹川フルーツ公園　    （くだもの広場・くだもの工房）

☎0553-23-4101　〒405-0043　山梨市江曽原1488
果樹王国・山梨のフルーツをテーマにした都市公園です。３つのドーム
からなるフルーツミュージアムがあり、フルーツに関する展示や屋内
の大型遊具での遊びを楽しめます。

舞鶴城公園　  （管理事務所） （稲荷櫓） 

☎055-227-6179　〒400-0031　甲府市丸の内1-5-4
甲府城跡につくられた都市公園です。天守台からは市内全域、甲府盆
地を囲むように連なる山々を一望することができます。

富士湧水の里水族館　     
☎0555-20-5135　〒401-0511　忍野村忍草3098-1
県内の河川や湖に生息する魚たちを展示しています。富士の湧水の
中で小型魚と大型魚が混泳する二重回遊水槽やシアターホールなど
があり、淡水魚の生態を知ることができる水族館です。
―奇跡の魚― クニマス展示館　     平屋建なのでエレベーターなし

☎０５５５-８２-３１１１　〒４０１-０３３２　富士河口湖町西湖２０６８ 西湖ネイチャーセンター内
生きたクニマスや西湖に生息するその他の魚を観察できる水槽のほ
か、クニマスの生息実態や歴史を説明するパネルなどを展示し、幻の
魚「クニマス」の生態に迫ります。

富士山世界遺産センター　    
☎0555-72-0259　〒401-0301　富士河口湖町船津6663-1
富士山の歴史や自然、人との関わりなど世界遺産富士山の魅力を分か
りやすく伝える施設です。富士登山に関する情報提供や富士北麓をは
じめとする本県全体の観光案内のほか、カフェ、売店などがあります。

富士山科学研究所　     
☎0555-72-6211　〒403-0005　富士吉田市上吉田字剣丸尾5597-1
富士山火山防災対策など、富士山を重点的に研究しています。施設内
には、さまざまな展示や情報センターがあり、富士山の自然について
学習できます。環境教室や公開講座なども実施しています。

クリーンエネルギーセンター　     
☎055-278-1211　〒400-0111　甲斐市竜王新町2277-3
水力、太陽光、風力発電などのクリーンエネルギーを体験できる施設です。
工作教室などのクリーンエネルギーに関するイベントも開催しています。

米倉山太陽光発電所ＰＲ施設
「ゆめソーラー館やまなし」　    平屋建なのでエレベーターなし

☎055-269-6685　〒400-1507　甲府市下向山町3443-1
環境学習や次世代エネルギーに関する情報提供の場として、地球温
暖化をはじめとする環境問題や太陽光発電など再生可能エネルギー
について分かりやすく紹介しています。

森林総合研究所　   
☎0556-22-8001　〒400-0502　富士川町最勝寺2290-1
森林、林業、木材について、試験研究、普及、研修を行っています。併設の「森
の教室」（☎0556-22-8111）では、森林、林業関連の体験型イベントや木工
教室を実施しています。〔付属機関『シミック八ヶ岳薬用植物園』（北杜市小
淵沢町上笹尾3332-3）についての問い合わせ：☎0551-36-4200〕

鳥獣センター　   
☎055-252-9161　〒400-0001　甲府市和田町3004-1
本県の豊かな森林や自然に生息する鳥獣が人為的な原因により傷つ
いたり、動けなくなった場合の保護収容センターです。施設内には、森
の動物、里山・水辺の鳥のジオラマなど、標本・写真を通して動物の生
態が学べる展示館もあり、楽しく見学できます。

リニア見学センター　    （リニアシアター） 
☎0554-45-8121　〒402-0006　都留市小形山2381
超電導リニアの500km/hでの走行試験を間近で見学できる日本唯
一の施設です。世界最高速度（平成15年当時）を記録した試験車両を
シンボル展示とし、リニアジオラマや浮上走行が体験できるミニリニ
アなど体験学習機能が充実しています。

山梨ジュエリーミュージアム　    
☎055-223-1570　〒400-0031　甲府市丸の内1-6-1 山梨県防災新館1階
山梨の宝飾産業の歴史や職人たちの卓越した技術を紹介するとともに、
その技術によって生み出される美しい宝飾品の数々を展示しています。
土・日・祝日には職人による実演や、ジュエリー制作体験を行っています。

防災安全センター　    平屋建なのでエレベーターなし

☎055-273-1048　〒409-3834　中央市今福991
防災に関する知識や心得について、体験・見学を通して学べる施設です。館
内では地震体験・煙体験ができます。起震車による出張も実施しています。

中小企業人材開発センター　    
☎055-243-4916　〒400-0055　甲府市大津町2130-2
企業等が行う教育訓練、研修会、会議など多目的に利用できる施設で
す。会議室、研修室、視聴覚室、多目的実習場など。

愛宕山こどもの国・愛宕山少年自然の家　  
☎055-253-5933　〒400-0023　甲府市愛宕町358-1
恵まれた自然の中で、遊びや集団宿泊生活などを通して少年たちの
豊かな情操を育てます。宿泊施設、遊具広場、キャンプ場など。

八ヶ岳少年自然の家　  
☎0551-48-2306　〒407-0301　北杜市高根町清里3545
清里高原の大自然の中で仲間との集団宿泊生活を楽しみながら、
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チャレンジポイントを回る冒険ハイク、星空観察などの野外活動やク
ラフト体験ができます。また、５月～１０月にはキャンプ場でテント宿泊
もできます。

ゆずりはら青少年自然の里　  
☎0554-67-2333　〒409-0111　上野原市棡原13880
ウオークラリーや川遊び、郷土食の酒まんじゅう作りなど、里山の自然
や文化を味わえる各種体験プログラムがあります。体験活動・教育活
動に利用できます。

武田の杜（健康の森）　   
☎055-251-8551　〒400-0075　甲府市山宮町片山3371
恵まれた自然を健康づくりに役立てられる森林公園です。遊歩道、森林
学習展示館（3月21日～11月30日）、キャンプ場（5月～10月）、芝生広場、
バーベキュー場（4月～11月）など。「健康の森」は森林セラピー基地に認
定されており、癒しの小径（全長1.4km）は、車イスでの通行が可能です。

金川の森　   
☎0553-47-2805　〒405-0074　笛吹市一宮町国分1162-1
貴重な平地林内の森林公園です。水遊びができる滝の広場、さまざま
な遊具がある冒険遊び場、遊歩道、ターゲットバードゴルフ場、ゲート
ボール場、マウンテンバイクコース、ドッグラン、バーベキュー場など
があり、貸自転車でのサイクリングも楽しめます。

清里の森　  
☎０５５１-４８-３１５1　〒４０７-０３０１　北杜市高根町清里３５４５-1
清里の森は、別荘地区とセンター施設地区からなっています。一般開
放しているセンター施設地区では、テニス、パークゴルフ、ディスクゴ
ルフなどのスポーツ、森の工房では体験作業、音楽堂ではコンサート
をお楽しみいただけるほか、食事やショッピングも楽しめる施設です。

八ヶ岳自然ふれあいセンター　    平屋建なのでエレベーターなし

☎0551-48-2900　〒407-0311　北杜市大泉町西井出石堂8240-1
八ケ岳南麓、清里周辺の自然情報をスタッフ手作りの展示で紹介して
います。展示ホール、視聴覚ホール、自然観察路など。

富士川クラフトパーク　   
☎0556-62-5545　〒409-2522　身延町下山1597  （カヌー場）☎0556-62-5370
カヌー場、バーベキュー場、巨大迷路、大花壇、大型遊具、3千本のバラ園とレ
ストラン、そして「富士川・切り絵の森美術館」などがあり、一日中楽しめます。

八ヶ岳スケートセンター　   
☎0551-36-4796　〒408-0044　北杜市小淵沢町上の原3989-1
幅13m×1周400mのトラックコース(屋外)（11月20日～翌年2月の第2日曜日）

フラワーセンター  ハイジの村　   （展望塔） 
☎0551-25-4700　〒408-0201　北杜市明野町浅尾2471
スイスの大自然を思わせる「ハイジの村」。季節ごとの花が楽しめ、花に囲まれ
たウエディングもできます。230m続く日本一長いバラの回廊は見事です。

桂川ウェルネスパーク　  （里山交流館） 
☎0554-20-3080　〒409-0502　大月市富浜町鳥沢8438
里山の自然を生かした都市公園。県産材のぬくもりを感じられる「里
山交流館」、農業体験ができる「菜園」「農業見本園」などもあります。

まきば公園　   
☎0551-38-0220　〒409-1501　北杜市大泉町西井出8240-1
動物と触れ合いながら、八ケ岳の自然を満喫できます。まきばの館、動物
ふれあい広場、野鳥の森など。公園内には、まきばレストランもあります。

丘の公園　  （アクアリゾート清里） （アクアリゾート清里） （アクアリゾート清里）

☎0551-48-4811　〒407-0301　北杜市高根町清里3545-5
清里ゴルフコース（18ホール）をはじめ、展望風呂・温水プールなどの
施設を備えたアクアリゾート清里や、テニスコート、パターゴルフ場、
グラウンド・ゴルフ場、オートキャンプ場があります。

小瀬スポーツ公園　   （野球場以外）  
☎055-243-3111　〒400-0836　甲府市小瀬町840
山梨中銀スタジアム(400mトラック)、補助競技場（400ｍトラック）、テニスコート、
プール、山日ＹＢＳ球場（野球場）、球技場、体育館、武道館、アイスアリーナ、クライミング
場など。

曽根丘陵公園　   
☎055-266-5854　〒400-1507　甲府市下向山1271
はるか古代の文化に触れ、学び遊べる都市公園。県立考古博物館、風土記
の丘研修センター、芝生広場、方形周溝墓広場、歴史植物園、日本庭園など。

富士北麓公園　   （体育館）  
☎0555-24-3651　〒403-0005　富士吉田市上吉田立石5000
陸上競技場（400mトラック）、富士ウッドストレート（130ｍ屋内練習
走路）、フリーウエイトトレーニング室、球技場、野球場、体育館。
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公園　   
☎055-285-4712　〒400-0206　南アルプス市六科1588-2
健康の森、スポーツゾーン(ラグビー、フットボール）、遊戯ゾーンなど。

緑が丘スポーツ公園　   （テニス場・球技場以外）

体育館（大・小）・柔道場・剣道場・弓道場・洋弓場（県営）
☎055-253-1906（代表）　〒400-0008　甲府市緑が丘2-8-2
スポーツ会館(宿泊施設・研修室・会議室・屋内プール)（県営）
☎055-253-1415　〒400-0001　甲府市和田町2564
陸上競技場(400mトラック)・テニスコート・野球場・球技場・プール（市営）
☎055-252-0121（代表）　〒400-0008　甲府市緑が丘2-8-1

男女共同参画推進センター　   （ぴゅあ峡南以外） 
ぴゅあ総合 ☎055-235-4171 〒400-0862 甲府市朝気1-2-2
ぴゅあ峡南 ☎0556-64-4777 〒409-2305 南部町内船9353-2
ぴゅあ富士 ☎0554-45-1666 〒402-0052 都留市中央3-9-3
男女共同参画社会実現のための講座開催、学習・交流などの拠点施
設。研修室、工芸・美術室、茶華道室、視聴覚・音楽室、調理実習室など。

国際交流センター　    
☎055-228-5419　〒400-0035　甲府市飯田2-2-3
国際交流・国際協力・多文化共生活動の拠点施設です。

青少年センター　   （本館） 
☎055-237-5311　〒400-0811　甲府市川田町517
青少年の活動や交流の場、また青少年指導者の研修の場として利用
できます。体育館、トレーニング室、グラウンド、テニスコート、室内温
水プール、研修室、宿泊室、視聴覚室、音楽室、多目的ホールなど。

やまなし出会いサポートセンター　
甲府窓口　☎055-234-５７９０　〒４００-００３２　甲府市中央４-１２-２１ 甲府法人会館
富士吉田窓口　☎0555-25-7580　〒４０3-０004　富士吉田市下吉田2-2-37 山
梨中央銀行本町通り出張所
結婚を希望する方が会員登録し、システム検索によりお見合い相手を選べます。合
意に至った場合、出会いサポーターが個別に引き合わせ、交際のフォローもします。

やまなし暮らし支援センター
☎03-6273-4306　〒100-0006　東京都千代田区有楽町2-10-1　東京交通会
館8階
山梨に移住したい方、山梨で働きたい方を対象に、移住相談員1名、就職
相談員1名が相談に対応します。

やまなしUIターン就職支援センター
☎03-6734-1092　〒100-0004　東京都千代田区大手町2-6-2　パソナグルー
プJOB HUB SQUARE３階
東京圏に住む学生や転職者を対象に山梨へのUIターン就職について、
コーディネーターが相談に対応します。

子どものこころサポートプラザ　   
中央児童相談所 ☎055-288-156０　
こころの発達総合支援センター ☎055-288-1695
子ども心理治療センターうぐいすの杜 ☎055-288-1552
特別支援学校うぐいすの杜学園 ☎055-288-1628
 〒400-0851　甲府市住吉2-1-17
子どもの心のケアに係る総合拠点。福祉プラザから移転してきた中央
児童相談所、こころの発達総合支援センターのほか、県内初の児童心
理治療施設子ども心理治療センターうぐいすの杜、新設する特別支援
学校うぐいすの杜学園の4施設で構成されています。

リフレッシュする

自然を体感する

出会う・交流する・暮らす

4月開設


