
やまなし思いやりパーキング制度　協力施設一覧(施設別)

※掲載している施設は、平成３１年４月１0日までに協定書を締結した施設等です。

施　設　名 施設所在地

病院 甲府共立病院 甲府市宝1-9-1

城東病院 甲府市城東4-13-15

市立甲府病院 甲府市増坪町366

山梨県立中央病院 甲府市富士見1-1-1

富士吉田市立病院 富士吉田市上吉田6530

都留市立病院 都留市つる5-1-55

山梨市立牧丘病院 山梨市牧丘町窪平302-2

大月市立中央病院 大月市大月町花咲1225

山梨県立北病院 韮崎市旭町上條南割3314-13

韮崎市立病院 韮崎市本町3-5-3

北杜市立甲陽病院 北杜市長坂町大八田3954

北杜市立塩川病院 北杜市須玉町藤田773

上野原市立病院 上野原市上野原3195

道志村診療所 道志村7405

商業施設 オギノ　イーストモール店 甲府市朝気三丁目1－23

オギノ　貢川店 甲府市徳行一丁目2－18

いちやまマート池田店 甲府市下飯田1-2-10

イッツモア塩部店 甲府市塩部1-1-10

いちやまマート徳行店 甲府市徳行2-13-3

イッツモア増坪店 甲府市住吉本町1188

オギノ　国母店 甲府市大里町5016

(株)山交百貨店 甲府市丸の内1-3-3

カワチ薬品　甲府小瀬店 甲府市上町2425-1

カワチ薬品　甲府中央店 甲府市飯田1-2-4

朗月堂　本店 甲府市貢川本町13番6号

甲府記念日ホテル株式会社 甲府市湯村3-2-30

いちやまマート城山店 富士吉田市上吉田城山南1726-1

オギノ　都留店 都留市田原2丁目11－1

フーズマーケットおかじま都留店 都留市田原2-9-2

オギノ　山梨店 山梨市下石森35

イッツモア山梨店 山梨市小原西974-2

フーズマーケットおかじま七日市場店 山梨市七日市場831-1

朗月堂　韮崎店 韮崎市藤井町南下條272-1

ライフガーデンにらさき　 韮崎市若宮2-2-23他　

イオン大月店 大月市御太刀1-13-29

フーズマーケットおかじま甲西店 南アルプス市古市場30-1

フーズマーケットおかじま白根店 南アルプス市飯野3689

オギノ　峡西店 南アルプス市下宮地713

オギノ　長坂店 北杜市長坂町大八田160

イッツモア双葉店 甲斐市竜地4445-1

アマノパークス竜王店 甲斐市篠原1433

おかじま敷島食品館 甲斐市中下条1380-1

ラザウォーク甲斐双葉 甲斐市志田字柿木645-1

オギノ　双葉店 甲斐氏竜地3622

アピタ　石和店 笛吹市石和町窪中島154

イッツモア一宮店 笛吹市一宮町竹原田1333

オギノ　笛吹店 笛吹市石和町広瀬225

オギノ　上野原店 上野原市上野原1938－1

いちやまマート塩山店 甲州市塩山下於曽1620

ケーズデンキ　塩山店 甲州市塩山下於曽1325

区分



施　設　名 施設所在地区分

ホームプラザナフコ塩山店 甲州市塩山熊野507-1

オギノ　甲州店 甲州市塩山上於曽1470

アピタ　田富店 中央市山之神1383-9

イッツモア玉穂店 中央市若宮５０－１

オギノ　リバーシティ店 中央市山之神1122

カワチ薬品　田富店 中央市山之神3356-1

オギノ　富士川店 南巨摩郡富士川町青柳町973－1

イト－ヨ－カ堂甲府昭和店 昭和町西条１３－１

カインズホーム　ＦＣ甲府昭和店 昭和町西条770

イッツモア赤坂店 富士河口湖町船津5165-2

オギノ　河口湖店 南都留郡富士河口湖町713

オギノ　山中湖店 南都留郡山中湖村山中865－5

金融機関 甲府中央郵便局 甲府市太田町6-10

山梨中央銀行　国母支店 甲府市国母6-2-36

山梨中央銀行　後屋支店 甲府市大里町5230

山梨中央銀行　下飯田支店 甲府市下飯田1-6-43

山梨中央銀行　武田通支店 甲府市武田2-11-1

山梨中央銀行　湯村支店 甲府市塩部4-10-11

山梨中央銀行　貢川支店 甲府市上石田3-6-40

山梨中央銀行　東支店 甲府市城東1-15-11

山梨中央銀行　本店 甲府市丸の内1-20-8

山梨中央銀行　南支店 甲府市幸町23-12

山梨中央銀行　和戸支店 甲府市和戸町970-1

甲府信用金庫　朝気支店 甲府市朝気1丁目1-39

甲府信用金庫　本店営業部 甲府市丸の内2丁目33-1

甲府信用金庫　緑町支店 甲府市若松町6-26

甲府信用金庫　南支店 甲府市住吉1丁目12-4

甲府信用金庫　大里支店 甲府市大里町4180-1

甲府信用金庫　北支店 甲府市武田1丁目2-20

甲府信用金庫　国母支店 甲府市国母5丁目4-2

甲府信用金庫　湯村支店 甲府市湯村3丁目4-34

甲府信用金庫　西支店 甲府市徳行2丁目12-6

甲府信用金庫　東支店 甲府市和戸町353-59

富士吉田郵便局 富士吉田市中曽根3-1-1

山梨中央銀行　明見支店 富士吉田市下吉田2385-1

山梨中央銀行　吉田支店 富士吉田市下吉田2-6-9

山梨中央銀行　都留支店 都留市中央2-2-15

山梨中央銀行　日下部支店 山梨市上神内川1222-1

甲府信用金庫　山梨南支店 山梨市下神内川173-2

山梨中央銀行　大月支店 大月市大月1-6-8

山梨中央銀行　猿橋支店 大月市猿橋町153

韮崎郵便局 韮崎市中央町5-22 

山梨中央銀行　韮崎支店 韮崎市本町2-9-33

南アルプス郵便局 南アルプス市下宮地563-4

山梨中央銀行　小笠原支店 南アルプス市十日市場1140

甲府信用金庫　白根支店 南アルプス市在家塚901-1

山梨中央銀行　白根支店 南アルプス市在家塚735

北杜郵便局 北杜市長坂町長坂上条字大林2051-1

山梨中央銀行　武川支店 北杜市武川町牧原686-5

山梨中央銀行　長坂支店 北杜市長坂町長坂上条2496

竜王郵便局 甲斐市名取12-1

山梨中央銀行　竜王支店 甲斐市富竹新田1192-2

山梨中央銀行　敷島支店 甲斐市中下条995



施　設　名 施設所在地区分

石和郵便局 笛吹市石和町市部458

甲府信用金庫　石和支店 笛吹市石和町窪中島106-1

甲府信用金庫　笛吹支店 笛吹市春日居町寺本30-1

上野原郵便局 上野原市上野原1070

山梨中央銀行　上野原支店 上野原市3523

山梨中央銀行　塩山支店 甲州市塩山上於曽1106-4

甲府信用金庫　塩山支店 甲州市塩山上於曽674

田富郵便局 中央市臼井阿原270-1

甲府信用金庫　田富支店 中央市山之神1122-530流通センター内

山梨中央銀行　医大前支店 中央市成島3511-5

峡南郵便局 市川三郷町岩間928 

山梨中央銀行　市川支店 市川三郷町市川大門1289-5

山梨中央銀行　青柳支店 富士川町青柳町1212

山梨中央銀行　鰍沢支店 富士川町鰍沢1716-1

山梨中央銀行　小沼支店 西桂町小沼1615-1

山梨中央銀行　山中湖支店 山中湖村山中200-2

山梨中央銀行　小立支店 富士河口湖町小立2462-3

公共施設 山梨県福祉プラザ 甲府市北新1-2-12

甲府市北部幼児教育センター 甲府市岩窪町261

甲府市相川福祉センター 甲府市古府中町6019

甲府市斎場 甲府市古府中町5079-6

山梨県立科学館 甲府市愛宕町358-1

甲府市歴史公園駐車場 甲府市北口2-170-7

山梨県立就業支援センター 甲府市塩部4-5-28

甲府合同庁舎 甲府市丸の内1-1-18

山梨県庁 甲府市丸の内1-6-1

甲府駅南口広場駐車場 甲府市丸の内1-30-2

甲府市中央部市民センター 甲府市丸の内3-26-16

甲府駅北口第１駐車場 甲府市丸の内1-12-11ほか（ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯｷ下）

甲府駅北口第２駐車場 甲府市丸の内1-558-4（舞鶴跨線橋下）

公立大学法人山梨県立大学　飯田キャンパス 甲府市飯田5-11-1

山梨県立国際交流センター 甲府市飯田2-2-3

甲府市上下水道局 甲府市下石田2-23-1

甲府市貢川福祉センター 甲府市徳行3-12-1

甲府市立甲府商科専門学校 甲府市西下条町1020

山梨県立中小企業人材開発センター 甲府市大津町2130-2

山梨県工業技術センター 甲府市大津町2094

山梨県立産業展示交流館アイメッセ山梨 甲府市大津町2192-8

公立大学法人山梨県立大学　池田キャンパス 甲府市池田1-6-1

山梨県　中北建設事務所 甲府市貢川2-1-8

芸術の森公園（山梨県立美術館、山梨県立文学館） 甲府市貢川1-4-27

甲府市西部市民センター 甲府市長松寺町12-30

甲府市北部市民センター 甲府市湯村3-5-20

甲府市山宮福祉センター 甲府市山宮町383-1

主要地方道甲府昇仙峡線県営駐車場 甲府市上帯那町

山梨県地場産業センター（かいてらす） 甲府市東光寺3-13-25

山梨ことぶき勧学院 甲府市東光寺2-25-1

甲府市障害者センター 甲府市東光寺1-10-25

山梨県立青少年センター 甲府市川田町517

甲府市東部市民センター 甲府市和戸町955-1

甲府市玉諸福祉センター 甲府市向町568

山梨県自治会館 甲府市蓬沢1-15-35

甲府市リサイクルプラザ 甲府市上町601-2



施　設　名 施設所在地区分

小瀬スポーツ公園 甲府市小瀬町840

甲府市南部市民センター 甲府市下今井町15

甲府商業高等学校 甲府市上今井町300

甲府市役所南庁舎 甲府市幸町15-6

甲府市役所本庁舎 甲府市丸の1-18-1

甲府市立図書館 甲府市城東1-12-33

山梨県立男女共同参画推進センター　ぴゅあ総合　 甲府市朝気1-2-2

勤労者福祉センター 甲府市朝気2-2-22

中北保健福祉事務所 甲府市太田町9-1

遊亀公園 甲府市太田町10-1

甲府市総合市民会館 甲府市青沼3-5-44

山梨県立甲陽学園 甲府市中畑町1284

曽根丘陵公園（山梨県立考古博物館） 甲府市下向山町1271

甲府市中道ＹＬＯ会館 甲府市下向山町1516-1

甲府市健康の杜センターアネシス 甲府市下向山町910

中道スポーツ広場 甲府市下向山町946

甲府市役所中道支所 甲府市下向山町1523

甲府市上九一色出張所 甲府市古関町1158

甲府市上九の湯ふれあいセンター 甲府市古関町1174

山梨県緑が丘スポーツ公園スポーツ会館 甲府市和田町2564

山梨県立図書館 甲府市北口2-8-1

山梨県立県民文化ホール 甲府市寿町26-1

環境美化センター・ごみ処理施設リサイクルプラザ 富士吉田市小明見690

笹子コミュニティスポーツ広場 富士吉田市小明見876

富士北麓浄化センター 富士吉田市下吉田4166

富士吉田市役所 富士吉田市下吉田1842

みずほ公園 富士吉田市下吉田998-3

富士吉田市　特別養護老人ホーム　寿荘 富士吉田市下吉田7575

富士吉田市福祉ホール 富士吉田市下吉田1900-1

山梨県　富士吉田合同庁舎 富士吉田市上吉田1-2-5

山梨県富士山科学研究所 富士吉田市上吉田字剣丸尾5597-1

山梨県立富士北麓駐車場 富士吉田市上吉田字剣丸尾5597-84

富士北麓公園 富士吉田市上吉田5000

諏訪の森自然公園 富士吉田市上吉田5329番地2

鐘山スポーツセンター 富士吉田市上吉田6200

山梨県郡内地域産業振興センター 富士吉田市上吉田2277-3

富士散策公園 富士吉田市新屋1770-12

リフレふじよしだ 富士吉田市新屋1936-6

富士吉田市民会館 富士吉田市緑が丘2-5-23

山梨県森林総合研究所　富士吉田試験園 富士吉田市新西原1-18-2

山梨県立リニア見学センター 都留市小形山2381

都留市保健福祉センター　いきいきプラザ都留 都留市下谷2516-1

山梨県立男女共同参画推進センター　ぴゅあ富士 都留市中央3-9-3

都留市役所 都留市上谷1-1-1

山梨県　南都留合同庁舎 都留市田原3-3-3

都留児童相談所 都留市田原3-5-24

山梨市役所 山梨市小原西843

山梨市役所牧丘支所 山梨市牧丘町窪平350

街の駅やまなし 山梨市上神内川1229-1

根津記念館 山梨市正徳寺296

万力公園 山梨市万力1828

道の駅まきおか 山梨市牧丘町室伏2120

道の駅みとみ 山梨市三富川浦1822-20

山梨県笛吹川フルーツ公園 山梨市江曽原1488



施　設　名 施設所在地区分

大月市立図書館 大月市駒橋1-5-1

大月市民会館 大月市御太刀2-11-22

大月市役所 大月市大月2-6-20

大月市総合福祉センター 大月市大月町花咲10

大月駅前駐車場 大月市大月1丁目

大月市役所　花咲庁舎 大月市大月町花咲1608-19

桂川ウェルネスパーク 大月市富浜町鳥沢8438

桂川清流センター 大月市梁川町塩瀬800

深城ダム管理事務所 大月市七保町瀬戸2308-11

東京エレクトロン文化ホール 韮崎市藤井町坂井205

韮崎市市民交流センター 韮崎市若宮1-2-50

山梨県　北巨摩合同庁舎 韮崎市本町4-2-4

韮崎市保健福祉センター 韮崎市本町3-6-3

韮崎市役所 韮崎市水神1-3-1

御勅使南公園 南アルプス市六科1588-2

山梨県立育精福祉センター 南アルプス市有野3303-2

南アルプス市役所　健康福祉センター 南アルプス市飯野2806-1

南アルプス市役所　芦安支所 南アルプス市芦安芦倉516 

南アルプス市役所　八田支所 南アルプス市野牛島2314-3

南アルプス市役所　若草支所 南アルプス市寺部659 

南アルプス市役所 南アルプス市小笠原376 

南アルプス市役所　西別館 南アルプス市小笠原376 

南アルプス市役所　甲西支所 南アルプス市鮎沢1212 

清里の森 北杜市高根町清里3545-1

大門ダム管理所 北杜市高根町清里3654-7

山梨県立八ヶ岳自然ふれあいセンター 北杜市大泉町西井出石堂8240-1

甲斐大泉温泉（パノラマの湯） 北杜市大泉町西井出8240-1

高根町花の関所の郷・南清里フラワーパーク（道の駅南きよさと） 北杜市高根町長沢760

北杜市高根ふれあい交流ホール 北杜市高根町村山北割3315

北杜市たかね図書館 北杜市高根町村山北割3315

北杜市役所　高根総合支所 北杜市高根町村山北割3261

北杜市北の杜聖苑 北杜市高根町下黒澤378番地6

専門学校山梨県立農業大学校 北杜市長坂町長坂上条3251

三分一湧水館 北杜市長坂町小荒間292-1

シミック八ヶ岳薬用植物園 北杜市小淵沢町上笹尾3332-3

花パークフィオーレ小淵沢 北杜市小淵沢町1270

小淵沢地域資源活用総合交流促進施設（道の駅こぶちざわ） 北杜市小淵沢町2968-1

塩川ダム管理所 北杜市須玉町比志3783-1

みずがき湖ビジターセンター 北杜市須玉町比志3730

北杜市役所 北杜市須玉町大豆生田961-1

ハイジの村（山梨県立フラワーセンター） 北杜市明野町浅尾2471

尾白の湯（名水公園べるが内） 北杜市白州町白須8077-1

白州交流促進施設（道の駅はくしゅう） 北杜市白州町白須1308

山梨県立まきば公園 北杜市大泉町西井出8240-１

北杜市泉温泉健康センター 北杜市大泉町谷戸1880

響が丘中央公園 甲斐市竜地2809-1

双葉保健福祉センター 甲斐市龍地6536-1

甲斐市役所　双葉庁舎 甲斐市下今井171

双葉水辺公園 甲斐市下今井1136-7先

双葉公民館 甲斐市下今井236-2

双葉図書館 甲斐市下今井230

双葉スポーツ公園 甲斐市岩森2732

双葉農の駅 甲斐市宇津谷1764

百楽泉 甲斐市宇津谷1715-1



施　設　名 施設所在地区分

双葉体育館 甲斐市宇津谷2221

双葉B&G海洋センター 甲斐市宇津谷1957

山梨県営発電総合制御所（クリーンエネルギーセンター） 甲斐市竜王新町2277-3

竜王東児童センター 甲斐市富竹新田973-4

竜王子育てひろば 甲斐市富竹新田973-4

甲斐市働く婦人の家 甲斐市万才761

山梨県緑化センター 甲斐市篠原7-1

竜王北部公民館 甲斐市篠原2610

竜王ふれあい館 甲斐市篠原2901-1

竜王武道館 甲斐市篠原2728番地20

甲斐市役所　竜王庁舎 甲斐市篠原2610

竜王北部公園 甲斐市篠原2600

竜王図書館 甲斐市篠原2610-12

竜王南部公園 甲斐市西八幡2002

西八幡公園 甲斐市西八幡4268-6

玉幡公園 甲斐市西八幡1896-2

釜無川レクリエーションセンター 甲斐市西八幡4268-6

竜王中部公民館 甲斐市西八幡2660

竜王南部公民館 甲斐市西八幡1976-1

竜王保健福祉センター 甲斐市西八幡3018-1

釜無川スポーツ公園 甲斐市西八幡地内

竜王北児童館 甲斐市竜王465

赤坂台総合公園 甲斐市竜王338-2

山梨県水産技術センター 甲斐市牛句497

敷島総合公園 甲斐市牛句2814

敷島ふれあい中央児童館 甲斐市島上条240-3

甲斐市役所　敷島庁舎 甲斐市島上条2254-1

神明温泉志麻の湯 甲斐市島上条3123

敷島総合文化会館 甲斐市島上条1020

敷島保健福祉センター 甲斐市島上条3163

敷島図書館 甲斐市島上条1020

甲斐市勤労者会館 甲斐市島上条2232

敷島B&G海洋センター 甲斐市島上条2527番地1

敷島みなみ児童館 甲斐市長塚595-1

双葉西児童館 甲斐市志田157

笛吹市役所　一宮支所 笛吹市一宮町末木807-6

笛吹市いちのみや桃の里ふれあい文化館 笛吹市一宮町末木921-1

笛吹市一宮保健センター 笛吹市一宮町末木798-1

山梨県森林公園　金川の森 笛吹市一宮町国分1162-1

笛吹市春日居福祉保健センター 笛吹市春日居町加茂77-1

笛吹市役所　春日居支所 笛吹市春日居町寺本136

笛吹市春日居あぐり情報ステーション 笛吹市春日居町寺本155-1

笛吹市役所 笛吹市石和町市部777

笛吹市役所　南館 笛吹市石和町市部809-1

山梨県　東八代合同庁舎 笛吹市石和町広瀬785

笛吹市スコレーセンター 笛吹市石和町広瀬626-1

峡東浄化センター 笛吹市石和町東油川字北畑417

石和温泉駅北口駐車場 笛吹市石和町松本165-5

山梨県立博物館 笛吹市御坂町成田1501-1

笛吹市役所　御坂支所 笛吹市御坂町夏目原744

笛吹市御坂農村環境改善センター 笛吹市御坂町栗合374

笛吹市役所　八代分庁舎 笛吹市八代町南917

笛吹市八代総合会館 笛吹市八代町南527

笛吹市境川総合会館 笛吹市境川町三椚3



施　設　名 施設所在地区分

笛吹市役所　境川支所 笛吹市境川町藤垈2600

笛吹市境川保健センター 笛吹市境川町藤垈2588

笛吹市境川観光交流センター 笛吹市境川町寺尾1534

芦川農産物直売所 笛吹市芦川町上芦川679-1

すずらんの里 笛吹市芦川町新井原1903

笛吹市芦川ふるさと総合センター 笛吹市芦川町中芦川1077

笛吹市立石和学校給食センター 笛吹市石和町砂原862-1

上野原市役所　秋山支所 上野原市秋山7131

主要地方道大月上野原線ポケットパーク駐車場 上野原市大野地内

上野原市総合福祉センターふじみ 上野原市上野原3163

上野原市役所 上野原市上野原3832

上野原市保健センター 上野原市上野原3504-1

山梨県立産業技術短期大学校 甲州市塩山上於曽1308

甲州市役所　本庁舎 甲州市塩山上於曽1085-1

山梨県　東山梨合同庁舎 甲州市塩山上塩後1239-1

甲州市役所　大和庁舎 甲州市大和町初鹿野1693番地1

甲州市役所　勝沼庁舎 甲州市勝沼町勝沼756番地1

道の駅とよとみ 中央市浅利1010-1

山梨県立防災安全センター 中央市今福991

中央市役所　豊富庁舎 中央市大鳥居3866

山梨県動物愛護指導センター 中央市乙黒1083

中央市立玉穂総合会館 中央市下河東620

中央市立玉穂生涯学習館 中央市下河東1-1

中央市立玉穂勤労健康管理センター 中央市下河東256

中央市立田富総合会館 中央市布施2382

中央市立田富図書館 中央市臼井阿原240-1

中央市役所　田富庁舎 中央市臼井阿原301-1

中央市役所　玉穂庁舎 中央市成島2266

市川三郷町役場　六郷庁舎 市川三郷町岩間495

市川三郷町役場　本庁舎 市川三郷町市川大門1790-3

山梨県　西八代合同庁舎 市川三郷町高田字大正111-1

市川三郷町役場　三珠庁舎 市川三郷町上野2714-2

早川町町民会館 早川町保509

早川町福祉センター 早川町草塩88

早川町役場 早川町高住758 　

富士川クラフトパーク 身延町下山1597

身延町総合文化会館 身延町波木井407

身延福祉センター 身延町波木井272-1

身延町役場　身延支所 身延町梅平2483-36

身延町甲斐黄金村・湯乃奥金山博物館 身延町上之平1787番地先

身延町なかとみ和紙の里 身延町西嶋345

中富すこやかセンター 身延町切石117-1

身延町役場 身延町切石350

中富浄化センター 身延町飯富2241-75番地先

南部町役場　本庁舎 南部町福士28505-2

南部町活性化センター 南部町福士28505-2

山梨県立男女共同参画推進センター　ぴゅあ峡南 南部町内船9353-2

南部町役場　南部分庁舎 南部町内船4473-1

山梨県立峡南高等技術専門校 富士川町青柳町3492

富士川町民会館 富士川町青柳町338-8

山梨県森林総合研究所　森の教室 富士川町最勝寺2290-1

富士川町　上下水道課 富士川町最勝寺26-3

富士川町役場 富士川町天神中条1134

富士川町ますほ文化ホール 富士川町天神中条820-1



施　設　名 施設所在地区分

富士川町民体育館 富士川町小林1778

釜無川浄化センター 富士川町長澤1790

富士川町保健福祉支援センター 富士川町長澤2374-2

富士川町地域健康福祉センター 富士川町長澤1942-1

まほらの湯 富士川町長沢1757-2

ゆずの里ふれあいセンター 富士川町小室1497

平林交流の里みさき耕舎 富士川町平林2335-1

増穂ふるさと自然塾 富士川町平林3337-11

鰍沢税務署 富士川町鰍沢1502-1

山梨県　南巨摩合同庁舎 富士川町鰍沢771-2

富士川町役場　分庁舎 富士川町鰍沢1599-5

富士川町教育文化会館 富士川町鰍沢1639-1

富士川町鰍沢福祉センター 富士川町鰍沢655-57

富士川町高齢者ふれあいセンター 富士川町鰍沢4844

甲州鰍沢温泉　かじかの湯 富士川町鳥屋137-1

昭和町役場 昭和町押越542-2

昭和町総合会館 昭和町押越616

昭和町立温水プール 昭和町押越970

昭和町立図書館 昭和町押越575

昭和町立総合体育館 昭和町押越1001

道志村役場 道志村6181-1

道志の湯 道志村7501

水源の郷やまゆりセンター 道志村8990番1

道の駅どうし 道志村9745

野鳥ふれあい広場 道志村10232-内1

西桂町いきいき健康福祉センター 西桂町下暮地915-7

西桂保育所 西桂町下暮地916-8

ふれあいサロン三ツ峠 西桂町小沼1501番地4

山梨県水産技術センター　忍野支所 忍野村忍草3098-1

山梨県立富士湧水の里水族館 忍野村忍草3098-1

忍野村役場 忍野村忍草1514

忍野村生涯学習センター 忍野村忍草1423-1

忍草コミュニティセンター 忍野村忍草834

忍草老人福祉センター 忍野村忍草826

四季の杜おしの公園 忍野村忍草2838-1

さかな公園 忍野村忍草3098-1 

忍野村立村民ふれあいホール 忍野村忍草1666-77

忍野村民体育館 忍野村忍草1660-39

忍野村保健福祉センター 忍野村忍草1445-1

内野コミュニティセンター 忍野村内野501

内野老人福祉センター 忍野村内野501

山中湖村役場 山中湖村山中237-1

山中湖老人福祉しあわせセンター 山中湖村山中237-1

山中湖村立山中保育所 山中湖村山中865-292

山中湖村立平野保育所 山中湖村平野1997-1

道の駅なるさわ 鳴沢村8532－63

山梨県立富士ふれあいセンター 富士河口湖町船津6663-1

富士五湖広域行政事務組合　富士五湖聖苑 富士河口湖町船津6663-1

富士河口湖町　生涯学習館 富士河口湖町船津1754

富士河口湖町民体育館 富士河口湖町船津5542-1

山梨県立富士ビジターセンター 富士河口湖町船津字剣丸尾6663-1

富士河口湖町役場 富士河口湖町船津1700

富士河口湖町　中央公民館 富士河口湖町船津1747

富士河口湖町　小立福祉センター 富士河口湖町小立677



施　設　名 施設所在地区分

富士河口湖町　河口福祉センター 富士河口湖町河口6-1

富士河口湖町　大石福祉センター 富士河口湖町大石72

富士河口湖町役場　勝山出張所（勝山ふれあいセンター） 富士河口湖町勝山4029番地5

富士河口湖町役場　足和田出張所 富士河口湖町長浜1222

富士河口湖町役場　上九一色出張所 富士河口湖町富士ヶ嶺1219番地1

主要地方道富士宮鳴沢線展望台 富士河口湖町富士ヶ嶺地内

小菅村役場 小菅村4698

多摩源流小菅の湯 小菅村3445

丹波山村役場 丹波山村890

丹波山温泉のめこい湯 丹波山村778番地2

計436


