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A＝ 52.8 ｈａ

富士川クラフトパーク区域図 資料２
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            資料３

施設名称 建築面積（㎡） 延床面積（㎡） 設置年月 備考

カヌーポンド管理棟 100.0 168.0 H7.2
H25.3トイレ改修
入り口バリアフリー
化

カヌーポンド艇庫 43.0 40.0 H7.2

カヌーボンド － －

ゴール板吊下げ用ポスト － －

スラローム用ポスト － －

乗降部デッキ － －

観覧席 － －

表彰台 － －

国旗ポール － －

施設名称 建築面積（㎡） 延床面積（㎡） 設置年月 備考

モニュメント － － H8.3

モニュメント － －

藤棚 － － H1.5 Ｈ24.3改修

噴水池A － － H6.3

噴水池B － － H6.3 Ｈ24.6改修

「硯石の碑」

１基

公園施設一覧表（富士川クラフトパーク）

「Humane・cosmos」　無限の可
能性を秘めた人間と、それを取
り巻く環境と自然と、宇宙の織り
成す、きわめてダイナミックな
「生命のイメージ」を意図して制
作されました。

概要

修景施設

カヌー場

概要

木製、２０００×９０００

鉄筋コンクリート壁式構造二階
建、事務室、男子更衣室、女子
更衣室、休養室、男子便所、女
子便所、HC便所、倉庫（１F)、放
送室、ミーティングルーム、湯沸
室、倉庫（２F）

鉄骨造平屋建、器具室、
カヌー格納庫

化粧タイル、水深１１００、
７６０００×３５０００×１８００

１基、外径φ１００００

アルミ合金、テーパーポール、
H=１００００、３本

１基、外径φ１８０００

スチール製、H=２．８ｍ４本、
H=１．０ｍ４本

スチール製、H=１．５m、６本

ノンスリップ加工、ハードウッド、
９００×１１８６０、２基

スタンドベンチ、
１００００×４２６０００



施設名称 建築面積（㎡） 延床面積（㎡） 設置年月 備考

落水部 H6.3

中央池 － － H6.3

カスケードA － － H6.3

カスケードB － － H6.3

富士川（富士の庭園） － － H8.9

駿河湾（富士の庭園） － － H8.9

三尊石組（富士の庭園） － － H8.12

石柱（富士の庭園） － － H8.12

行の滝（書の庭園） － － H9.10

行の池（書の庭園） － － H9.10

影石組（書の庭園） － － H11.6

湧出口（富士の庭園） － － H8.9

修景池 － － H17.4

修景池 － － H17.4

施設名称 建築面積（㎡） 延床面積（㎡） 設置年月 備考

悠休庵 115.9 104.3 H11.3
Ｈ25.3トイレ改修
入り口バリアフリー
化

四阿（クラフト砦） 13.7 13.7 Ｈ2.8

四阿（大花壇） 30.3 30.3 Ｈ4.5

四阿（アプリコットファーム） 13.7 13.7 Ｈ3.2

２０００×５８８００

２０００×４２２００

黒ボク、W=２０００～３０００

休養施設

概要

３６００×３８００
ｺﾛﾆｱﾙ葺き、１基

５５００×５５００
ｺﾛﾆｱﾙ葺き、１基

木造平屋建、休憩所、女子便
所、男子便所、身障者便所

１基、５０００×８５００

黒ボク

佐久石、１ｔ～４ｔ級、H=９００～１
８００

修景施設

概要

　２００００×６７００

　１３０００×６３００

佐久石、０．５ｔ×８ｔ級

野面石、２５００×３０００

佐久石、０．５ｔ×５ｔ級

黒ボク、０．３ｔ～１．８ｔ級、佐久
石０．５ｔ～３ｔ級

３７００×３７００
ｺﾛﾆｱﾙ葺き、１基

６０００×７０００

白糸御影石、H=９００～１８００



施設名称 建築面積（㎡） 延床面積（㎡） 設置年月 備考

四阿（クラフト山） 27.0 27.0 Ｈ5.6

四阿（日本庭園） 32.0 32.0 Ｈ9.2

四阿（工芸素材園） 9.0 9.0 Ｈ11.2

シェルター（クラフト山） 9.0 9.0 Ｈ4.3

シェルター（ピクニック広場横） 36.0 36.0 Ｈ5.6

パーゴラ１（大花壇） 84.0 84.0 Ｈ11.3

パーゴラ２（大花壇） 26.0 26.0 Ｈ11.3

パーゴラ４（大花壇） 67.5 67.5 Ｈ4.5

展望台 25.0 25.0 Ｈ11.3

ベンチ － －

サークルベンチ － －

ツリーサークルベンチ － －

モチーフ － － H1.5

丸太ベンチ － －

野外卓 － －

３０００×１２０００
木製、１基

４５００×１５０００
木製、１基

「CRAFT PARK」、Ｈ＝１．８

５２００×５２００
杉皮葺き、１基

３０００×２８０００
木製、１基

４０００×４０００
木製　瓦葺き、２基

３０００×３０００
木製　瓦葺き、１基

３０００×３０００
スクエアータイプ、１基

３０００×３０００
スクエアータイプ、４基

木製（ＢＧ・ＩＰＥ材）、７０６５×４６
４０×４１００

１２６基

２１基

１１基

木製、４基

木製、１基

休養施設

概要



施設名称 建築面積（㎡） 延床面積（㎡） 設置年月 備考

移築民家 106.9 106.9 Ｈ3.3 Ｈ25.3改修

施設名称 建築面積（㎡） 延床面積（㎡） 設置年月 備考

中央トイレ 61.6 61.6 S63.12 Ｈ25.3改修

花のトイレ 34.0 34.0 H5.2 Ｈ25.3改修

サバイバルトイレ 29.9 29.6 H12.6 Ｈ25.3改修

アプリコットトイレ 44.6 44.6 Ｈ3.3 Ｈ25.3改修

ピクニックトイレ 54.0 45.6 H3.8 Ｈ25.3改修

山のトイレ 34.0 34.0 H6.3 Ｈ25.3改修

中央駐車場 － －

広場前駐車場 － － H16.10

大花壇トイレ － － Ｈ25.3

木造平屋建、男子トイレ、女子ト
イレ、身障者用トイレ

便益施設

普通車５６台、身障者用３台

概要

木造平屋建、男子トイレ、女子ト
イレ、身障者用トイレ

鉄筋コンクリート造平屋建、男子
トイレ、女子トイレ、身障者用トイ
レ
鉄筋コンクリート造平屋建、男子
トイレ、女子トイレ、身障者用トイ
レ

概要

鉄筋コンクリート造平屋建、男子
トイレ、女子トイレ、身障者用トイ
レ
鉄筋コンクリート造平屋建、男子
トイレ、女子トイレ、身障者用トイ
レ

大型１８台、普通４５５台

茅葺入母屋造、８１００×１３２０
００

教養施設



施設名称 建築面積（㎡） 延床面積（㎡） 設置年月 備考

入り口駐車場

カヌー第１駐車場

カヌー第２駐車場

サバイバル駐車場

バーベキュー卓 － －

サバイバル炊事棟 22.1 22.1 H12.6

ログハウス（ピクニック広場） 36.0 36.0 Ｈ3.11

ツリーハウス 45.3 45.3 Ｈ12.7

大型駐車場 Ｈ24.3

施設名称 建築面積（㎡） 延床面積（㎡） 設置年月 備考

公園管理事務所 439.8 752.8 H1.3

焔硝倉橋 － － H1.5 Ｈ23.3耐震工事

松籟橋 － － H9.7

悠久橋 － － H8.10

石橋（日本庭園内） － － H8.9

切石橋（日本庭園内） － － H8.9

船着場（日本庭園内） － － H9.10

門（日本庭園内） － － H8.12

矢沢川橋 － － H10.9

鉄筋コンクリート、歩道橋、橋長
２０．３４ｍ、幅員３．００ｍ

W(１００００～１２０００）×L９５０
００

普通車１５台

大型１１台

木製

大型５台

アルミ・杉材

鋼歩道橋、橋長５５．５０ｍ、幅
員４．００ｍ

白糸御影石、１３５０×２４００

白糸御影石、９００×３０００

自然石、２０００×７０００

１０基

普通車６台

便益施設

概要

管理施設

概要

鉄筋コンクリート二階建、駐車
場、電気室、倉庫、作業員室、
事務室、会議室、医務室、宿直
室、所長室、更衣室、湯沸室、
男子便所、女子便所、HC便所、
脱衣室、シャワーユニット室

木造桧茅葺、２１００×３６４０

普通車１３台

木造平屋建（無壁）



施設名称 建築面積（㎡） 延床面積（㎡） 設置年月 備考

森の吊橋 － － H12.3

受水槽（カスケード南側） 91.0 91.0 H4 Ｈ25.3外部塗装

高置水槽（日本庭園南側） 28.0 28.0 H8 Ｈ25.3外部塗装

機械室．１（カスケード・噴水池） 16.0 16.0 Ｈ5.6

機械室．２（カスケード・噴水池） 20.0 20.0 Ｈ5.6

機械室．３（カスケード・噴水池） 35.0 35.0 Ｈ5.6 Ｈ24.6改修

変電設備（カスケード南側） 5.3 5.3 Ｈ4.3

変電設備（日本庭園南側） 5.3 5.3

LPGボンベ室 － － H1.5

物置 － － H1.5

冷却塔 － － H1.5

ゴミ箱 － －

灰皿 － －

ＦＲＰパネルタンク

ＦＲＰパネルタンク

鉄筋コンクリート（地上型）

５基

４棟W（６００×２２００）×L（２００
０×５６００）

２２００×４０００

木造、１８００×２８００

鉄筋コンクリート（地下型）

鉄筋コンクリート（地上型）

２５００×２１００

２５００×２１００

２２基

管理施設

概要



富士川クラフトパーク　遊具一覧表

ＮＯ 遊　具　の　分　類 名　　　　　称 設置場所 設置年
複合系遊具 エントランス クラフト砦 Ｈ２３．３

1 〃 　　　エントランスブリッジ 〃 Ｈ２３．３
2 　　　ろくぼく 〃 Ｈ２３．３
3 〃 　　　ミラー遊び 〃 Ｈ２３．３
4 〃 　　　滑り橋 〃 Ｈ２３．３
5 〃 　　　Ｕ字渡り 〃 Ｈ２３．３
6 〃 　　　カーブバー 〃 Ｈ２３．３
7 〃 　　　ウエーブラダー 〃 Ｈ２３．３
8 〃 　　　ミックスロープ 〃 Ｈ２３．３
9 〃 　　　ランダム石垣渡り 〃 Ｈ２３．３
10 〃 　　　吊橋 〃 Ｈ２３．３
11 〃 　　　ハンドレール 〃 Ｈ２３．３
12 〃 　　　ハンドルーレット 〃 Ｈ２３．３
13 〃 　　　バンクステップ 〃 Ｈ２３．３
14 〃 　　　鉄棒 〃 Ｈ２３．３
15 登はん運動系遊具 ロックブロッククライム 〃 Ｈ２３．３
16 パネル系遊具 パネル遊具 〃 Ｈ２４．３
17 登はん運動系遊具 ゆらゆら梯子 〃 Ｈ２４．３
18 渡り系遊具 パイプ渡り 〃 Ｈ２４．３
19 こま渡り 〃 Ｈ２４．３
20 あみだ渡り 〃 Ｈ２４．３
21 〃 ロープ渡り 〃 Ｈ２４．３
22 滑走系遊具 Ｗターザンロープ 〃 Ｈ２３．３
23 揺動系遊具 ブランコ 〃 Ｈ２３．３
24 複合系遊具 戦国館 〃 Ｈ２４．３
25 〃 　　　ローラースライダー 〃 Ｈ２４．３
26 〃 　　　展望砦 〃 Ｈ２４．３
27 〃 　　　階段 〃 Ｈ２４．３
28 〃 　　　ブリッジ 〃 Ｈ２４．３
29 〃 　　　一本道 〃 Ｈ２４．３
30 〃 　　　滑り橋 〃 Ｈ２４．３
31 〃 　　　階段 〃 Ｈ２４．３
32 〃 　　　ウエーブクライム 〃 Ｈ２４．３
33 〃 　　　フリーホールスライド 〃 Ｈ２４．３
34 〃 　　　ストレートスライド 〃 Ｈ２４．３
35 〃 　　　Ｓ字スライド 〃 Ｈ２４．３
36 〃 　　　ウエーブスライド 〃 Ｈ２４．３
37 〃 　　　階段 〃 Ｈ２４．３
38 〃 　　　ネットブリッジ 〃 Ｈ２４．３
39 〃 　　　ワイドウエーブスライド 〃 Ｈ２４．３
40 〃 　　　石垣渡り 〃 Ｈ２４．３
41 登はん運動系遊具 ザイルネット遊具 〃 Ｈ２３．３
42 幼児用遊具 幼児用すべり台 〃 Ｈ２４．３
43 〃 幼児用ブランコ 〃 Ｈ２４．３
44 〃 クッションドーム 〃 Ｈ２４．３
45 〃 ミニウェーブネットクライム 〃 Ｈ２３．３
46 〃 ミニウェーブクライム 〃 Ｈ２３．３
47 スプリング遊具　シーソー 〃 Ｈ２３．３
48 〃 スプリング遊具　馬　１ 〃 Ｈ２３．３
49 〃 スプリング遊具　馬　２ 〃 Ｈ２３．３
50 〃 パネル遊具 〃 Ｈ２４．３
51 砂遊び系遊具 砂場 〃 Ｈ２４．３
52 中高年向き健康遊具 踏み板ストレッチ トリム広場 Ｈ２４．３
53 バランス円盤 〃 Ｈ２４．３
54 腕上げアーチ 〃 Ｈ２４．３
55 コマ落とし 〃 Ｈ２４．３



56 ぶらぶらストレッチ 〃 Ｈ２４．３
57 座位体前屈測定 〃 Ｈ２４．３
58 ボート漕ぎ 〃 Ｈ２４．３
59 かべ渡り 〃 Ｈ２４．３
60 腕伸ばしテスト 〃 Ｈ２４．３
61 ダブル踏み台昇降 〃 Ｈ２４．３
62 筋力強化健康器具 腹筋ベンチ 〃 Ｈ２４．３
63 十字懸垂ベンチ 〃 Ｈ２４．３
64 子供用健康器具 ななめ懸垂うんてい渡り 〃 Ｈ１１　（Ｈ２４移設）
65 ジャンプタッチ 〃 Ｈ１１　（Ｈ２４移設）
66 飛び越し 〃 Ｈ１１　（Ｈ２４移設）
67 腕立て伏せ 〃 Ｈ１１　（Ｈ２４移設）
68 上体起こし 〃 Ｈ１１　（Ｈ２４移設）
69 あしふり平行棒 〃 Ｈ１１　（Ｈ２４移設）
70 バランス脚上げ 〃 Ｈ１１　（Ｈ２４移設）
71 平均台 〃 Ｈ１１　（Ｈ２４移設）
72 築山　高 トリム広場 Ｈ２３．３　（Ｈ２４補修）
73 築山　中 〃 Ｈ２３．３
74 築山　低 〃 Ｈ２３．３



資料4　　　

備品一覧表（富士川クラフトパーク）

品名 規格品質 取得年月日 数量要 取得(評価)額 使用場所

ポロ用コースロープ ＹＭ８０，Ｌ＝３５ｍ 平成 7年5月1日 2 143,325 ｸﾗﾌﾄﾊﾟｰｸｶﾇｰ場艇庫
ポロ用コースロープ ＹＭ８０，Ｌ＝５５ｍ 平成 7年5月1日 2 225,225 ｸﾗﾌﾄﾊﾟｰｸｶﾇｰ場艇庫
コースロープ巻取機 ＦＲＰ製、直径１３８０ｍｍ 平成 7年5月1日 2 178,500 ｸﾗﾌﾄﾊﾟｰｸｶﾇｰ場艇庫
スラローム用ポスト Ｈ＝１．５ｍ，７６．３ｍｍ 平成 7年5月1日 6 105,000 ｸﾗﾌﾄﾊﾟｰｸｶﾇｰ場艇庫
ワイヤーロープ ステンレス製 平成 7年5月1日 6 33,600 ｸﾗﾌﾄﾊﾟｰｸｶﾇｰ場艇庫
ポロカヌー ポリエチレン製 平成 7年5月1日 21 83,003 ｸﾗﾌﾄﾊﾟｰｸｶﾇｰ場艇庫
旗ポール アルミ製 平成 7年5月1日 3 126,000 ｸﾗﾌﾄﾊﾟｰｸｶﾇｰ場艇庫
ポロカヌー リベンジ 平成14年1月18日 1 73,500 ｸﾗﾌﾄﾊﾟｰｸｶﾇｰ場艇庫
ポロカヌー ＦＲＰ製 平成19年3月2日 1 57,999 ｸﾗﾌﾄﾊﾟｰｸｶﾇｰ場艇庫
ペースクロック 美濃利ＳＴ３ＡＨ 平成 7年3月22日 1 118,192 ｸﾗﾌﾄﾊﾟｰｸｶﾇｰ場艇庫
オープンカヌー ＰＬ４５２　Ｗ９１ 平成 7年5月1日 10 160,650 ｸﾗﾌﾄｶﾇｰ場艇庫ｶﾇｰﾗｯｸ
事務棚 プラス３６６０９５ 平成 7年5月1日 2 ｸﾗﾌﾄｶﾇｰ場管理事務所
コインロッカー プラスＳ９５ＸＲ 平成 7年5月1日 3 ｸﾗﾌﾄｶﾇｰ場管理事務所
アンプ ＴＯＡ　ＴＡ＝１０６０ 平成 7年5月1日 1 ｸﾗﾌﾄｶﾇｰ場管理事務所
マイクアンプ ＴＯＡ　ＷＴ－１８０２ 平成 7年5月1日 1 ｸﾗﾌﾄｶﾇｰ場管理事務所
カセットデッキ RS-BX501 平成 7年5月1日 1 ｸﾗﾌﾄｶﾇｰ場管理事務所
マイク TOA　TA-1060 平成 7年5月1日 2 ｸﾗﾌﾄｶﾇｰ場管理事務所
排水ポンプ 寺田ポンプ単層１００Ｖ 平成12年3月27日 1 56,700 ｸﾗﾌﾄｶﾇｰ場管理事務所
水中ポンプ ＫＨ－８０Ｇ 平成13年6月5日 1 49,875 ｸﾗﾌﾄｶﾇｰ場管理事務所
冷水器 ＲＷＦ－Ｄ５１Ｐ 平成14年10月25日 1 99,750 ｸﾗﾌﾄｶﾇｰ場管理事務所
ＯＡテーブル サンワサプライＴＳＴ－２２４ 昭和61年3月31日 1 31,920 ｸﾗﾌﾄｶﾇｰ場管理事務所
担架 救護用 平成 7年5月1日 1 84,000 ｸﾗﾌﾄｶﾇｰ場管理事務所
ホワイトボード Ｗ＝１８００，Ｈ＝１８００ 平成 7年5月1日 1 55,230 ｸﾗﾌﾄｶﾇｰ場管理事務所
ポロ用ゴール アルミ製 平成 7年5月1日 2 92,400 ｸﾗﾌﾄﾊﾟｰｸｶﾇｰﾎﾟﾝﾄﾞ
ポロ用支持用ポスト Ｈ＝１ｍ、７６．３ｍｍ 平成 7年5月1日 4 63,000 ｸﾗﾌﾄﾊﾟｰｸｶﾇｰﾎﾟﾝﾄﾞ
表彰台 木製台 平成 7年5月1日 3 105,000 ｸﾗﾌﾄﾊﾟｰｸｶﾇｰﾎﾟﾝﾄﾞ
ポロ用ゴール吊り下げ用ポスト Ｈ＝２．８ｍ、７６．３ｍｍ 平成 7年5月1日 4 157,500 ｸﾗﾌﾄﾊﾟｰｸｶﾇｰﾎﾟﾝﾄﾞ
テレビ SONY KV21SP11 平成 7年5月1日 1 109,200 富士川ｸﾗﾌﾄﾊﾟｰｸｶﾇｰ場
ビデオデッキ SANYO VZP70 平成 7年5月1日 1 124,152 富士川ｸﾗﾌﾄﾊﾟｰｸｶﾇｰ場

書類ロッカー W890*D450*H2050 4 ｸﾗﾌﾄﾊﾟｰｸ管理棟役員室
応接テーブル W1030*D440*H420 1 ｸﾗﾌﾄﾊﾟｰｸ管理棟役員室
応接椅子 W1360*D800*H700 1 ｸﾗﾌﾄﾊﾟｰｸ管理棟役員室
応接椅子 W670*D800*H700 2 ｸﾗﾌﾄﾊﾟｰｸ管理棟役員室
図面入れ ﾗｲｵﾝ W880*D400*H1160 1 ｸﾗﾌﾄﾊﾟｰｸ管理棟役員室
草刈り機 ｺﾏﾂｾﾞﾉｱ BC2610 2 ｸﾗﾌﾄﾊﾟｰｸ管理棟倉庫
黒板 W3600*H1200 1 ｸﾗﾌﾄﾊﾟｰｸ管理棟会議室
クロススクリーン ﾌﾟﾗｽ W2100*H1700 固定吊り下げ式 1 ｸﾗﾌﾄﾊﾟｰｸ管理棟会議室
ソファー コクヨ CN-443BD 1 ｸﾗﾌﾄﾊﾟｰｸ管理棟医務室
医療用ベッド コクヨ W2100*D900*H500 1 ｸﾗﾌﾄﾊﾟｰｸ管理棟医務室
マットレス W1800*D850 1 ｸﾗﾌﾄﾊﾟｰｸ管理棟医務室
ふとん一式 敷き布団・掛け布団・毛布・枕 1 ｸﾗﾌﾄﾊﾟｰｸ管理棟医務室
更衣ロッカー W610*D520*H1800 1 ｸﾗﾌﾄﾊﾟｰｸ管理棟医務室
茶ダンス W880*D410*H1800 1 ｸﾗﾌﾄﾊﾟｰｸ管理棟給湯室
冷蔵庫 ｻﾝﾖｰ SR-111G 1 ｸﾗﾌﾄﾊﾟｰｸ管理棟給湯室
電子レンジ 象印 ERC-A10 1 ｸﾗﾌﾄﾊﾟｰｸ管理棟給湯室
更衣ロッカー ﾌﾟﾗｽ W600*D510*H1800 1 ｸﾗﾌﾄﾊﾟｰｸ管理棟更衣室
書類収納棚 W880*D450*H1800 1 ｸﾗﾌﾄﾊﾟｰｸ管理棟更衣室
書類ロッカー（ガラス戸） ﾌﾟﾗｽ W880*D510*H880 2 ｸﾗﾌﾄﾊﾟｰｸ管理棟事務室
書類ロッカー ﾌﾟﾗｽ W1210*D510*H880 2 ｸﾗﾌﾄﾊﾟｰｸ管理棟事務室

物置 ﾖﾄﾞ物置 W1500*D2000*H1500 1 富士川ｸﾗﾌﾄﾊﾟｰｸ
AED   日本光電株式会社　ＡＥＤ－９２００ 1 113,000 富士川ｸﾗﾌﾄﾊﾟｰｸ
南部鉄瓶 鉄瓶 1 ｸﾗﾌﾄﾊﾟｰｸ移築民家
東芝ルームエアコン ＲＡＳ－２８１８Ｄ（Ｗ） 平成20年9月6日 1 24,500 富士川クラフトパーク
ﾊﾟｲｵﾆｱｺｰﾄﾞﾚｽ留守番電話機 ＴＦ－ＥＶ１３０－Ｓ 平成20年9月11日 1 0 富士川クラフトパーク
発電機 ﾔﾏﾊEF9H.50HZ 平成21年2月3日 2 0 富士川クラフトパーク
ソファー　プラス 平成21年3月25日 2 0 富士川クラフトパーク
下駄箱 平成21年3月25日 1 0 富士川クラフトパーク
３連更衣ロッカー　プラス 平成21年3月25日 1 0 富士川クラフトパーク
物置　田窪工業所 ＭＢＲ用 平成21年3月25日 1 0 富士川クラフトパーク
乾燥機　ナショナル ＮＨ－Ｄ３５３ 平成21年3月25日 1 0 富士川クラフトパーク
洗濯機　ナショナル ＮＡ－Ｆ４２ＪＩ 平成21年3月25日 1 0 富士川クラフトパーク
乾燥機　ナショナル ＮＨ－Ｄ４００ 平成21年3月25日 1 0 富士川クラフトパーク
温水器　ホソヤマ ＨＤＥＮ１２Ｍ 平成21年3月25日 1 0 富士川クラフトパーク
芝刈り機　シバウラ ＧＥＤ２５ＲＥ 平成21年3月25日 1 0 富士川クラフトパーク
ブロワー 平成21年3月25日 2 0 富士川クラフトパーク
ポロカヌー ＰＯＲＯ－２０２ 平成22年3月12日 15 1,942,500 富士川クラフトパーク
書庫 プラス　ガラス戸90×1080 平成22年3月31日 1 0 富士川クラフトパーク
書庫 コクヨ　ガラス戸1760×515×880 平成22年3月31日 1 0 富士川クラフトパーク
書庫 プラス　観音開き90×90 平成22年3月31日 1 0 富士川クラフトパーク
ホワイトボード 平成22年3月31日 1 0 富士川クラフトパーク
屋形テント 加藤(株) GK1号型 1.5間×2間 ブルー平成24年3月21日 2 91,875 富士川クラフトパーク
チェーンソー マキタ　ＭＥ２３０Ｔ 平成25年1月25日 1 37,590 富士川クラフトパーク



有料公園施設利用実績一覧表（富士川クラフトパーク　カヌー場）

平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

4月 150 167 296 495

5月 510 900 928 960

6月 155 177 203 287

7月 357 382 718 484

8月 957 1023 947 1035

9月 406 638 500 471

10月 511 659 638 621

11月 33 155 111 141

12月

1月

2月

3月

合計 3,079 4,101 4,341 4,494

平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

4月 66,090 53,920 86,080 159,430

5月 129,230 240,780 253,300 269,250

6月 46,950 50,420 65,650 75,360

7月 99,120 143,940 225,470 102,590

8月 262,790 299,750 278,640 410,330

9月 134,530 170,690 146,390 126,060

10月 139,210 172,270 168,390 173,430

11月 32,800 40,210 32,140 50,310

12月

1月

2月

3月

合計 910,720 1,171,980 1,256,060 1,366,760

月別利用収入（円）

月別利用状況（人）



（収　　入）

カ　　ヌ　　ー　　場

カヌー場会議室

カ　ヌ　ー　器　具　等

参　　　加　　　料

自　主　事　業

そ　　　の　　　他

（支　出）

公園内樹木、芝生等管理

内　　　　　　　　訳

1,596,494

2,860,405

46,200,000

9,960,000

6,956,227

104,584,773

機械警備委託、自主事業制作委託等

ガソリン代他

誘客のための広告宣伝費、電話、郵便料等

カヌー場、修景施設、浄化槽、その他給水設
備等の保守点検

直営による管理

2,843,526

峡南の夏まつり等誘客のためのイベント開催費等

そ　の　他　委　託　費　

そ　の　他　経　費

計

実　　　　　績

植栽　管理　委託費

設備　管理　委託費

清掃　管理　委託費

消　耗　品　費

役　　　務　　　費

計

単位：千円

項　　　　　　目

人　　　件　　　費

6,197,000

常勤役員１人、常勤職員６人、パート雇用職
員２人

公園管理用資材・消耗品、事務用消耗品

公園内施設・設備の電気料、水道料等

公園内施設・設備の修繕料

年間利用者　３，０７９人

内　　　　　　　訳

327,230

94,390,000

修　　　繕　　　費

利　用
料　金
収　入 583,490

6,513,707

高　熱　水　費　等

101,814,427

管　理　費　実　績　一　覧　表

富士川クラフトパーク（平成２１年度）

単位：千円

事業収入

項　　　　　目

15,173,033

4,529,817

8,268,271

実　　　　　　績

その他　　需用費

工芸館からの高熱水費負担金、切り絵美術館入館料他

指　定　管　理　料



（収　　入）

カ　　ヌ　　ー　　場

カヌー場会議室

カ　ヌ　ー　器　具

参　　　加　　　料

自　主　事　業

そ　　　の　　　他

（支　出）

計

746,230

そ　の　他　経　費 峡南の夏まつり等誘客のためのイベント開

清掃　管理　委託費 直営による管理

そ　の　他　委　託　費　 機械警備委託、自主事業制作委託等1,619,250

植栽　管理　委託費 公園内樹木、芝生等管理

設備　管理　委託費
カヌー場、修景施設、浄化槽、その他給水
設備等の保守点検

45,406,600

7,060,463

修　　　繕　　　費 公園内施設・設備の修繕料

その他　　需用費 ガソリン代他

役　　　務　　　費 誘客のための広告宣伝費、電話、郵便料等

2,997,474

9,341,149

人　　　件　　　費 常勤役員１人、常勤職員６人、パート雇用
職員２人

消　耗　品　費 公園管理用資材・消耗品、事務用消耗品

高　熱　水　費　等 公園内施設・設備の電気料、水道料等

計 101,752,588

単位：千円

項　　　　　　目 内　　　　　　　　訳

指　定　管　理　料 94,566,000

事業収入

6,014,608 工芸館からの高熱水費負担金他

利　用
料　金
収　入

425,750 年間利用者　４，１０１人

管　理　費　実　績　一　覧　表

富士川クラフトパーク（平成２２年度）

単位：千円

項　　　　　目 実　　　　　績

104,972,239

内　　　　　　　訳

実　　　　　　績

21,217,776

4,289,698

8,408,627

3,394,756

1,236,446



（収　　入）

カ　　ヌ　　ー　　場

カヌー場会議室

カ　ヌ　ー　器　具

参　　　加　　　料

自　主　事　業

そ　　　の　　　他

（支　出）

計

795,170

そ　の　他　経　費 南の夏まつり等誘客のためのイベント開催費

清掃　管理　委託費

そ　の　他　委　託　費　 機械警備委託、自主事業制作委託等201,180

植栽　管理　委託費 公園内樹木、芝生等管理

設備　管理　委託費
カヌー場、修景施設、浄化槽、その他給水
設備等の保守点検

50,600,000

7,985,368

修　　　繕　　　費 公園内施設・設備の修繕料

その他　　需用費 ガソリン代他

役　　　務　　　費 誘客のための広告宣伝費、電話、郵便料等

3,934,715

3,771,240

人　　　件　　　費
常勤役員１人、常勤職員６人、パート雇用
職員２人

消　耗　品　費 公園管理用資材・消耗品、事務用消耗品

高　熱　水　費　等 公園内施設・設備の電気料、水道料等

計 102,122,642

単位：千円

項　　　　　　目 内　　　　　　　　訳

指　定　管　理　料 95,269,000

事業収入

5,597,582 工芸館からの高熱水費負担金、自販機電気料他

利　用
料　金
収　入

460,890 年間利用者　4341人

管　理　費　実　績　一　覧　表

富士川クラフトパーク（平成２３年度）

単位：千円

項　　　　　目 実　　　　　績

102,016,420

内　　　　　　　訳

実　　　　　　績

19,129,554

3,540,372

9,291,469

1,653,771

1,908,751



富士川クラフトパーク（平成２４年度）

（収　　入）

カ　　ヌ　　ー　　場

カヌー場会議室

カ　ヌ　ー　器　具

参　　　加　　　料

自　主　事　業

そ　　　の　　　他

（支　出）

計

そ　の　他　経　費 南の夏まつり等誘客のためのイベント開催費3,444,708

102,847,507

清掃　管理　委託費

そ　の　他　委　託　費　 機械警備委託、自主事業制作委託等2,014,740

植栽　管理　委託費 公園内樹木、芝生等管理

設備　管理　委託費
カヌー場、修景施設、浄化槽、その他給
水設備等の保守点検

50,250,000

6,747,218

その他　　需用費 ガソリン代他

役　　　務　　　費 誘客のための広告宣伝費、電話、郵便料等

4,365,960

2,521,689

高　熱　水　費　等 公園内施設・設備の電気料、水道料等

修　　　繕　　　費 公園内施設・設備の修繕料

9,070,571

2,163,928

項　　　　　　目 内　　　　　　　　訳実　　　　　　績

人　　　件　　　費
常勤役員１人、常勤職員６人、パート雇用
職員２人

消　耗　品　費 公園管理用資材・消耗品、事務用消耗品

19,027,638

3,241,055

5,537,681 工芸館からの高熱水費負担金他

計 103,051,441

単位：千円

900,760

指　定　管　理　料 96,147,000

事業収入

管　理　費　実　績　一　覧　表

単位：千円

項　　　　　目 実　　　　　績 内　　　　　　　訳

利　用
料　金
収　入

466,000 積極的な広報活動と指導による利用者の増



業　務　名　等 実　施　期　間

植栽管理業務
Ｈ21.4．1～Ｈ
22.3．31

園内人力除草業務
Ｈ21.4．1～Ｈ
22.3．31

その他
Ｈ21.4．1～Ｈ
22.3．31

消防用設備点検委託
Ｈ21.4．1～Ｈ
22.3．31

機械設備、給水設備等保
守点検委託

Ｈ21.4．1～Ｈ
22.3．31

ＡＥＤ維持管理業務委託
Ｈ21.4．1～Ｈ
22.3．31

遊具施設保守点検業務
委託

Ｈ21.4．1～Ｈ
22.3．31

警備等 園内 機械警備業務委託
Ｈ21.4．1～Ｈ
22.3．31

浄化槽・受水槽及び集計
施設管理業務委託（カ
ヌー場の浄化槽清掃点検
業務を含む）

Ｈ21.4．1～Ｈ
22.3．31

浄化槽清掃及び汚泥処理
業務

Ｈ21.4．1～Ｈ
22.3．31

機械警備

園内浄化槽9か所の管理業務

清掃と汚泥運搬業務委託

電気保安工作物点検監視
Ｈ21.4．1～Ｈ

22.3．31

消火栓、自動火災報知機等設
備点検

機械設備等調整・受水槽機器
点検

ＡＥＤ装置の点検維持

園内遊具施設の点検・安全監
視

受変電施設、非常用予備
発電装置保安管理業務

委託

建物園内管理

機械・設備等

清掃・消毒 園内

園内

緑地管理 植栽・芝 園内

芝管理　56,982㎡、大花壇管理
4,880㎡、高木3,019本、中低木
42,981㎡、剪定、害虫防除、大
花壇管理他

人力除草125,210㎡

平成21、22，23、24年度　運営管理・維持管理業務実績一覧表

平成21年度　富士川クラフトパーク

工　　種 細　　別 種　　別

実　　施　　の　　内　　容

業　務　等　の　内　容



業　務　名　等実　施　期　間

植栽管理業
Ｈ21.4．1
～Ｈ22.3．
31

園内人力除
Ｈ21.4．1
～Ｈ22.3．
31

その他
Ｈ21.4．1
～Ｈ22.3．
31

消防用設
備点検委
託

Ｈ21.4．1
～Ｈ22.3．
31

機械設
備、給水
設備等保
守点検委
託

Ｈ21.4．1
～Ｈ22.3．
31

ＡＥＤ維
持管理業
務委託

Ｈ21.4．1
～Ｈ22.3．
31

遊具施設
保守点検
業務委託

Ｈ21.4．1
～Ｈ22.3．
31

警備等 園内
機械警備
業務委託

Ｈ21.4．1
～Ｈ22.3．
31

浄化槽・
受水槽及
び集計施
設管理業
務委託
（カヌー場
の浄化槽
清掃点検
業務を含

Ｈ21.4．1
～Ｈ22.3．
31

浄化槽清
掃及び汚
泥処理業
務

Ｈ21.4．1
～Ｈ22.3．
31

機械警備

清掃・消毒 園内

園内浄化槽9か所の管理業務

清掃と汚泥運搬業務委託

建物園内管理

機械・設備等 園内

消火栓、自動火災報知機等設備点検

機械設備等調整・受水槽機器点検

受変電施
設、非常

Ｈ21.4．1
～Ｈ22.3．

電気保安工作物点検監視

ＡＥＤ装置の点検維持

園内遊具施設の点検・安全監視

緑地管理 植栽・芝 園内

芝管理　56,982㎡、大花壇管理4,880㎡、
高木3,019本、中低木42,981㎡、剪定、害
虫防除、大花壇管理他

人力除草125,210㎡

平成21、22，23、24年度　運営管理・維持管理業務実績一覧表
平成２２年度　富士川クラフトパーク

工　　種 細　　別 種　　別
実　　施　　の　　内　　容

業　務　等　の　内　容



業　務　名　等実　施　期　間

植栽管理業
Ｈ21.4．1
～Ｈ22.3．
31

園内人力除
Ｈ21.4．1
～Ｈ22.3．
31

その他
Ｈ21.4．1
～Ｈ22.3．
31

消防用設
備点検委
託

Ｈ21.4．1
～Ｈ22.3．
31

機械設
備、給水
設備等保
守点検委
託

Ｈ21.4．1
～Ｈ22.3．
31

ＡＥＤ維持
管理業務
委託

Ｈ21.4．1
～Ｈ22.3．
31

遊具施設
保守点検
業務委託

Ｈ21.4．1
～Ｈ22.3．
31

警備等 園内
機械警備
業務委託

Ｈ21.4．1
～Ｈ22.3．
31

浄化槽・
受水槽及
び集計施
設管理業
務委託
（カヌー場
の浄化槽
清掃点検
業務を含

Ｈ21.4．1
～Ｈ22.3．
31

浄化槽清
掃及び汚
泥処理業
務

Ｈ21.4．1
～Ｈ22.3．
31

機械警備

清掃・消毒 園内

園内浄化槽9か所の管理業務

清掃と汚泥運搬業務委託

建物園内管理

機械・設備等 園内

消火栓、自動火災報知機等設備点検

機械設備等調整・受水槽機器点検

受変電施
設、非常

Ｈ21.4．1
～Ｈ22.3．

電気保安工作物点検監視

ＡＥＤ装置の点検維持

園内遊具施設の点検・安全監視

緑地管理 植栽・芝 園内

芝管理　56,982㎡、大花壇管理4,880㎡、高木
3,019本、中低木42,981㎡、剪定、害虫防除、大
花壇管理他

人力除草125,210㎡

平成21、22，23、24年度　運営管理・維持管理業務実績一覧表
平成２３年度　富士川クラフトパーク

工　　種 細　　別 種　　別
実　　施　　の　　内　　容

業　務　等　の　内　容



業　務　名　等実　施　期　間

植栽管理業
Ｈ21.4．1
～Ｈ22.3．
31

園内人力除
Ｈ21.4．1
～Ｈ22.3．
31

その他
Ｈ21.4．1
～Ｈ22.3．
31

消防用設
備点検委
託

Ｈ21.4．1
～Ｈ22.3．
31

機械設
備、給水
設備等保
守点検委
託

Ｈ21.4．1
～Ｈ22.3．
31

ＡＥＤ維持
管理業務
委託

Ｈ21.4．1
～Ｈ22.3．
31

遊具施設
保守点検
業務委託

Ｈ21.4．1
～Ｈ22.3．
31

警備等 園内
機械警備
業務委託

Ｈ21.4．1
～Ｈ22.3．
31

浄化槽・
受水槽及
び集計施
設管理業
務委託
（カヌー場
の浄化槽
清掃点検
業務を含

Ｈ21.4．1
～Ｈ22.3．
31

浄化槽清
掃及び汚
泥処理業
務

Ｈ21.4．1
～Ｈ22.3．
31

機械警備

清掃・消毒 園内

園内浄化槽9か所の管理業務

清掃と汚泥運搬業務委託

建物園内管理

機械・設備等 園内

消火栓、自動火災報知機等設備点検

機械設備等調整・受水槽機器点検

受変電施
設、非常

Ｈ21.4．1
～Ｈ22.3．

電気保安工作物点検監視

ＡＥＤ装置の点検維持

園内遊具施設の点検・安全監視

緑地管理 植栽・芝 園内

芝管理　56,982㎡、大花壇管理4,880㎡、高木
3,019本、中低木42,981㎡、剪定、害虫防除、大
花壇管理他

人力除草125,210㎡

平成21、22，23、24年度　運営管理・維持管理業務実績一覧表
平成２４年度　富士川クラフトパーク

工　　種 細　　別 種　　別
実　　施　　の　　内　　容

業　務　等　の　内　容



平成２１、２２、２３、２４年度カヌー振興事業実績一覧 
 
カヌー競技の魅力やカヌーの魅力を知ってもらい、カヌー競技人口の拡大を図ることを目

的としたカヌーポロ教室等を開催。 
 
平成２１年度カヌー振興業務実績一覧表 
カヌーポロ教室 ４回 参加者 ８４人 
 
平成２２年度カヌー振興業務実績一覧表 
カヌーポロ教室 ３回 参加者 ６７人 
カヌー競技を楽しもう！ 参加者５８人 
（カヌーポロ競技エキシビジョンマッチ・現役選手による実践指導） 
 
平成２３年度カヌー振興業務実績一覧表 
カヌーポロ教室 ３回 参加者 ８７人 
親子歓迎 初心者カヌーポロ教室 参加者１７名 
 
平成２４年度カヌー振興業務実績一覧表 
カヌーポロ教室 ３回 参加者 ７５人 
第一回カヌーポロ振興競技大会 参加者３２人 
 
 
 



実施日 修繕項目 工事費用 備考

4月4日 滑り台ローラー修理 15,855

4月6日 宿直室畳・襖取替 190,365

5月1日 公園内スピーカー取替 22,050

6月18日 投光器保護用ステンレス修理 13,250

7月1日 ガス湯沸し器取替 43,838

7月13日 浄化槽つまり 17,272

7月22日 洗面台取替 840,000

7月23日 遊具修理 129,150

7月23日 汚物入れ取替 34,303

7月31日 浄化槽ブロアー修理 115,500

8月20日 車止めプランター設置 400,050

9月18日 アプリコットファーム止水弁取替 51,660

9月25日 高置水槽送付ポンプ基盤修理 169,050

9月25日 バーベキュ場用消火器詰替え 6,300

10月1日 日本庭園循環操作盤改修 168,000

11月1日 禁止行為看板取り付け 29,190

12月4日 アプリコットファームグレーティング設置 44,100

12月23日 配電盤・安定器取替 239,500

1月30日 管理棟ブロアー取替 19,000

1月30日 ピクニックトイレブロアー取替 79,000

1月30日 花のトイレセンサー修理 35,021

3月12日 日本庭園ポンプ槽防水工事 147,682

3月9日 中央トイレ障害者便器取替 13,440

3月9日 管理棟消化槽ブロアー取替 19,950

2,843,526

富士川クラフトパーク修繕費明細表　21年度分



実施日 修繕項目 工事費用 備考

4月7日 ピクニック広場時計修理代 25,000

5月6日 移築民家前デッキ・丸木橋改修整備 1,630,000

5月17日 バイクパンク修理 3,500

5月20日 電話関係工事 19,950

6月18日 会議室ブラインド修理 44,000

7月6日 バイク修理 4,000

7月20日 屋外コンセント盤増設工事 103,000

7月29日 軽トラ車検代 73,827

8月20日 除伐、伐倒、集積工 210,000

8月28日 バイクライト修繕 3,000

9月21日 悠休庵浄化槽ブロアー取替 157,000

9月21日 日本庭園水循環装置電気系統修繕改修 215,000

11月22日 案内看板修繕 3,500

11月22日 刈り払い機修繕 13,650

1月20日 中央トイレ浄化槽フロートスイッチ取り替え 114,450

1月20日 移築古民家への階段手すり 683,529

1月20日 医務室エアコン修理費 91,350

3,394,756

富士川クラフトパーク修繕費明細表　22年度分



実施日 修繕項目 工事費用 備考

4月25日 山のトイレ洗面場水洗器具修繕 77,049

4月25日 サバイバルの森水飲み水栓修繕 124,255

6月20日 中央トイレタイムスイッチ 9,450

7月8日 サバイバルトイレ水栓装置修理 29,400

8月22日 電力警報ブザー設置 20,000

8月22日 噴水中央池給水用電磁弁取り換え修理 79,800

9月5日 案内看板修繕 37,590

9月20日 カヌー場テント修繕取り換え 315,000

11月7日 自動車修理代 40,000

12月20日 会議室ブラインド修繕 103,840

1月17日 車両修理代 32,287

2月27日 物品だな修理取り換え 255,900

毎月支払い 電話保安修理費 529,200

1,653,771

富士川クラフトパーク修繕費明細表　23年度分



実施日 修繕項目 工事費用 備考

4月18日 アプリコットトイレ前止水栓修理 95,000

4月24日 カヌー場時計修理 69,972

5月17日 高圧負担開閉盤購入 472,500

6月29日 軽自動車車検 82,096

7月9日 獣害防止用ネット購入 268,600

7月20日 園内案内看板修正 13,125

9月12日 シャッター制御盤取替工事 107,835

10月12日 見晴らし広場展望台根元修理 277,200

10月26日 トリム広場遊具ナット取替 80,850

12月18日 園内放送設備・トイレ呼び出しブザー修理 75,600

1月15日 管理棟照明器具取替 49,000

1月18日 園内看板塗り替え 23,100

1月23日 ブロアー修理 7,250

2月7日 ガス湯沸かし器修理 12,600

毎月 電話保守、修繕費 529,200

2,163,928

富士川クラフトパーク修繕費明細表　24年度分
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