
 

 

                                  資料４ 

設備概要一覧 

山梨県立青少年センター 

種目 構造・規格等 関連施設 
個数 

箇所 

本館 

鉄筋コンクリート造り 地下１階・地上５階 

敷地面積 ２０，６４５．３６㎡ 

建築面積    ５２３．３５㎡ 

延床面積  ２，５４３．３１㎡ 

    

体育館・プール 

鉄筋コンクリート造り 倉庫建 地上１階 

建築面積 ２，５３０．２９㎡ 

延床面積 ２，５３０．２９㎡ 

    

別館 

鉄筋コンクリート造り 地上２階 

敷地面積 １，５５５．８５㎡ 

建築面積   ４８１．９９㎡ 

延床面積   ９５８．２６㎡ 

    

リバース和戸館 

鉄筋コンクリート造り 地上２階 

敷地面積   ７，６７６．０７㎡ 

建築面積   １，１８２．４６㎡ 

延床面積   １，９４６．７７㎡ 

    

照明装置 建物附属設備 受電設備 本館 2 

電柱 建物附属設備 幹線動力設備 本館 2 

通信装置 建物附属設備 電話設備 本館 1 

通信装置 建物附属設備 拡声設備 本館 2 

通信装置 建物附属設備 テレビアンテナ 本館 1 

消火装置 建物附属設備 火災報知装置 本館 2 

照明装置 金属造 広場照明外灯等 本館 3 

冷暖房装置 建物附属設備 ボイラー・ラジエター 本館 1 

通風装置 建物附属設備 ダクト換気 本館 2 

水道 建物附属設備 給水装置 本館 2 

水道 建物附属設備 給湯装置 本館 2 

消火装置 建物附属設備 消火装置 本館 2 

水路・下水 コンクリート造 排水設備 本館 2 

水路・下水 コンクリート造 浄化槽 本館 2 

舗床 舗装道路 駐車場道路 本館 1 

舗床 コンクリート造 歩廊 本館 1 

舗床 その他 歩廊 本館 1 

囲障 金属造 フェンス柵 本館 1 

門 鉄筋コンクリート 門 本館 5 

囲障 鉄筋コンクリート 橋梁 本館 1 



 

 

雑物 鉄筋コンクリート 青銅像 本館 1 

水道 コンクリート造 側溝水呑場 本館 1 

池井 その他 井水設備 本館 1 

かまど及び炉 金属造 焼却炉 本館 1 

雑物 その他 避難器具、救助袋 本館 3 

橋梁 鉄筋コンクリート 橋梁 本館 2 

雑物 金属造 防球網・防中網 本館 1 

囲障 金属造 フェンス、中庭側溝 本館 1 

門 コンクリート造 門 本館 1 

昇降機 建物附属設備 昇降機 本館 1 

通信装置 建物附属設備 非常用放送設備 本館 1 

囲障 金属造 間仕切り 本館 1 

水路・下水 鉄筋コンクリート 汚水処理施設・合併処理槽 本館 1 

冷暖房装置 金属造 かん流蒸気ボイラー 本館 2 

囲障 金属造 防球ネットフェンス 本館 1 

囲障 金属造 防球ネットフェンス 本館 1 

雑物 建物附属設備 太陽電池時計 本館 1 

雑物 その他 テニスコート 本館 1 

囲障 鉄筋コンクリート 擁壁 リバース和戸館 1 

囲障 金属造 格子フェンス リバース和戸館 1 

囲障 金属造 ネットフェンス リバース和戸館 1 

土留 コンクリート造 花壇 リバース和戸館 1 

門 鉄筋コンクリート 正門・通用門 リバース和戸館 1 

水路・下水 鉄筋コンクリート 構内排水溝 リバース和戸館 1 

水路・下水 鉄筋コンクリート 周辺水路 リバース和戸館 1 

かまど及び炉 金属造 焼却炉 リバース和戸館 1 

雑物 金属造 ベンチ リバース和戸館 6 

雑物 金属造 車止め リバース和戸館 7 

照明装置 金属造 外灯 リバース和戸館 1 

水道 金属造 屋外給排水設備 リバース和戸館 1 

諸標 金属造 施設標識 リバース和戸館 1 

雑物 金属造 車止め リバース和戸館 1 

土留 コンクリート造 道路境界渠 リバース和戸館 1 

水路・下水 鉄筋コンクリート Ｕ字排水溝 別館 1 

水路・下水 鉄筋コンクリート 現場打コンクリート排水溝 別館 1 

囲障 その他 ネットフェンス 別館 1 

門 コンクリート造 門及び門扉 別館 2 



 

 

 

 

樹種 関連施設 本数 

いちょう 本館 2 

えのき 本館 2 

かいずかいぶき 本館 177 

くぬぎ 本館 1 

さくら 本館 45 

さつき 本館・リバース和戸館 1847 

しんじゅ 本館 1 

すぎ 本館 7 

せんだん 本館 1 

どうだんつつじ 本館 64 

ひのき 本館 5 

もくせい 本館 2 

もみじ 本館 3 

やつで 本館 1 

プラタナス 本館 2 

ひまらやすぎ 本館 3 

その他 本館 70 

けやき リバース和戸館 17 

やまざくら リバース和戸館 2 

やえざくら リバース和戸館 3 

ゆりのき リバース和戸館 14 

はなみずき リバース和戸館 15 

さざんか リバース和戸館 118 

つばき リバース和戸館 20 

きんもくせい リバース和戸館 1 

ひいらぎもくせい リバース和戸館 1 

いぬつげ リバース和戸館 60 

ぢんちょうげ リバース和戸館 65 

アベリア リバース和戸館 500 

あじさい リバース和戸館 330 

さるすべり リバース和戸館 1 

つげ玉 リバース和戸館 10 

つつじ リバース和戸館 1740 

けやき 別館 2 

さつき 別館 1674 



 

 

 


