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学校・病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況及び住宅

の配置の概況 

学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況 

  1）学校教育施設 

調査区域における学校教育施設の状況を表 5-2-15、表 5-2-16、図 5-2-7に示します。 

 

表 5-2-15 学校教育施設（山梨県） 

分類 No. 名称 所在地 

小学校 

Y1 高根東小学校 北杜市高根町村山北割1035 

Y2 高根西小学校 北杜市高根町村山西割1696 

Y3 高根北小学校 北杜市高根町長沢2141 

Y4 高根清里小学校 北杜市高根町清里3545 

Y5 長坂小学校 北杜市長坂町長坂上条1603-1 

Y6 泉小学校 北杜市大泉町谷戸2870 

中学校 

Y7 高根中学校 北杜市高根町村山東割98 

Y8 長坂中学校 北杜市長坂町上条1608 

Y9 泉中学校 北杜市大泉町谷戸2087 

Y10 甲陵中学校 北杜市長坂町長坂上条2003 

高等学校 Y11 甲陵高等学校 北杜市長坂町長坂上条2003 

特別支援学校 － － － 

大学校 Y12 専門学校山梨県立農業大学校 北杜市長坂町長坂上条3251 

幼稚園 － － － 

図書館 

Y13 北杜市立たかね図書館 北杜市高根町村山北割3315 

Y14 北杜市ながさか図書館 北杜市長坂町長坂上条2575-19 

Y15 
北杜市中央図書館 

（北杜市金田一春彦記念図書館） 
北杜市大泉町谷戸3000 

博物館 

類似施設 

Y16 清春白樺美術館 北杜市長坂町中丸2072 

Y17 ポール・ラッシュ記念館 北杜市高根町清里3545 

Y18 平山郁夫シルクロード美術館 北杜市長坂町小荒間2000-6 

Y19 
キープ協会ネイチャーセンター 

やまねミュージアム 
北杜市高根町清里3545 

注 1) No.は図 5-2-7中の番号に対応しています。 

出典：「平成 30年度 山梨県内の学校・学級・児童生徒数等」（平成 30年 10月 11日現在、山梨県教育委員

会ホームページ） 

「県内公共図書館および公民館図書室等一覧表」（山梨県立図書館ホームページ） 

「博物館の登録」（平成 28年 11月 1日現在、山梨県ホームページ） 
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表 5-2-16 学校教育施設（長野県） 

分類 No. 名称 所在地 

小学校 

N1 小海小学校 小海町小海 4591 

N2 南牧北小学校 南牧村海ノ口 804 

N3 南牧南小学校 南牧村板橋 988-2 

N4 南相木小学校 南相木村 2904 

N5 北相木小学校 北相木村久保 2716-2 

中学校 
N6 小海中学校 小海町小海 4144 

N7 南牧中学校 南牧村海ノ口 1183 

高等学校 N8 小海高等学校 小海町千代里 1006-2 

大学校 － － － 

幼稚園 － － － 

図書館 
N9 小海町図書館 小海町豊里285 

N10 南牧村図書館 南牧村野辺山412-1 

博物館 

N11 小海町高原美術館 小海町豊里池の沢5918-2 

N12 小海町郷土資料館 小海町豊里285 

N13 奥村土牛記念美術館 佐久穂町穂積 1429-1 

N14 南牧村美術民俗資料館 南牧村野辺山79-3 

N15 南相木村民俗資料館 南相木村3488 

N16 北相木村考古博物館 北相木村 2744 

注 1) No.は図 5-2-7中の番号に対応しています。 

注 2) 学校は平成 30 年 8 月 1 日現在、図書館は平成 30 年 4 月 1 日現在、博物館は平成 30 年 8 月 1

日現在のデータです。 

出典：｢平成 30年度 教育要覧｣（長野県教育委員会事務局教育政策課ホームページ） 
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  2）病院・福祉施設等 

調査区域の病院及び福祉施設等は表 5-2-17～表 5-2-20、図 5-2-8に示すとおりであり、

山梨県の調査区域には病院及び診療所が 10 箇所、社会福祉施設が 64 箇所存在します。長野

県の調査区域には病院及び診療所が 11箇所、社会福祉施設等が 53箇所存在します。 

 

表 5-2-17 病院（山梨県） 

分類 No. 名称 所在地 

病院 Y1 北杜市立甲陽病院 北杜市長坂町大八田3954 

診療所 

Y2 いいづかこどもクリニック 北杜市長坂町大八田3874-1 

Y3 いのうえ整形外科クリニック 北杜市長坂町夏秋943-6 

Y4 大泉中央診療所 北杜市大泉町谷戸2969 

Y5 たかね内科小児科クリニック 北杜市高根町村山北割1966 

Y6 長坂中央クリニック 北杜市長坂町大八田6626-33 

Y7 なかじまクリニック 北杜市長坂町夏秋945-1 

Y8 向井医院 北杜市長坂町長坂上条2530 

Y9 きよさと診療所 北杜市高根町清里3545-2448 

Y10 森の診療所 北杜市大泉町西井出8240-369 

注 1) No.は図 5-2-8中の番号に対応しています。 

出典：「病院一覧」（平成 31年 4月 1日現在、山梨県福祉保健部医務課ホームページ） 

「医療機関一覧」（平成 31年 4月 1日現在、山梨県福祉保健部中北保健福祉事務所ホームページ） 

 
表 5-2-18 病院（長野県） 

分類 No. 名称 所在地 

病院 N1 
長野県厚生農業協同組合連合会佐久総合

病院小海分院 
小海町豊里78 

診療所 

N2 八千穂クリニック 佐久穂町畑481-4 

N3 佐久広域老人ホーム美ノ輪荘診療所 小海町小海3449-1 

N4 厚生連佐久総合病院付属小海診療所 小海町小海 4269-9 

N5 木村医院分院 川上村御所平941-2 

N6 野辺山へき地診療所 南牧村野辺山79-3 

N7 南牧村出張診療所 南牧村海ノ口966-3 

N8 特別養護老人ホームのべやま医務室 南牧村野辺山65-3 

N9 どんぐりの森クリニック 南牧村野辺山108-3 

N10 南相木村国保直営診療所 南相木村3499 

N11 北相木村へき地診療所 北相木村3296-1 

注 1) No.は図 5-2-8中の番号に対応しています。 

出典：「長野県病院名簿」（平成 29年 10月 1日現在、長野県健康福祉部医療推進課ホームページ） 

「長野県一般診療所名簿」（平成 29年 10月 1日現在、長野県健康福祉部医療推進課ホームページ） 
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表 5-2-19(1) 社会福祉施設（老人ホーム等）等（山梨県） 

分類1 分類2 No. 名称 所在地 

老
人
福
祉
施
設 

特別養護老人ホーム Y1 みのる荘 北杜市高根町箕輪2270-1 

老人デイサービスセンター Y2 デイサービス のんびり 北杜市高根町清里3545-1095 

Y3 
デイサービス よりあいどころ・ほくと・さ

くら苑 
北杜市長坂町白井沢1172-19 

Y4 デイサービス雅樹雅 北杜市高根町清里3545-51 

Y5 ほくと夢ポケットⅡデイサービス 北杜市高根町村山西割2044-1 

Y6 ほくと夢ポケットⅢデイサービス 北杜市長坂町大八田1576-27 

Y7 ほくと夢ポケットデイサービス 北杜市高根町村山西割2051-1 

Y8 高根通所介護事業所 北杜市高根町箕輪新町50 

Y9 森のデイサービス さんりん舎 北杜市大泉町西井出8240-5354 

Y10 大泉通所介護事業所 北杜市大泉町谷戸1880 

Y11 あい清里 北杜市高根町村山北割1391-1 

Y12 デイサービスさんりん舎 小淵沢 北杜市小淵沢町松向1044-1 

老人福祉センター Y13 北杜市大泉老人福祉センター 北杜市大泉町西井出3193 

介護老人保健施設 Y14 峡北シルバーケアホーム 北杜市長坂町渋沢907 

地域福祉センター Y15 高根福祉センター（地域福祉センター） 北杜市高根町箕輪新町50 

障
が
い
者
施
設 

施設入所支援施設 Y16 第二仁生園 北杜市長坂町小荒間27-4 

生活介護事業所 Y17 菜の花 北杜市長坂町長坂下条1368-1 

Y18 第二仁生園 北杜市長坂町小荒間27-4 

Y19 春の陽 北杜市長坂町長坂下条1368-1 

Y20 緑の風 北杜市長坂町大井ヶ森994-1 

Y21 北杜市障害福祉サービス事業所 パル実郷 北杜市高根町箕輪2270-1 

Y22 ぶーこっこ 北杜市高根町村山北割86-63 

自立訓練事業所 Y23 第二仁生園 北杜市長坂町小荒間27-4 

Y24 春の陽 北杜市長坂町長坂下条1368-1 

Y25 緑の風 北杜市長坂町大井ヶ森994-1 

就労移行支援事業所 Y26 緑の風 北杜市長坂町大井ヶ森994-1 

Y27 春の陽 北杜市長坂町長坂下条1368-1 

Y28 北杜市障害福祉サービス事業所 パル実郷 北杜市高根町箕輪2270-1 

就労継続支援B型事業所 Y29 緑の風（H31.3まで休止） 北杜市長坂町大井ヶ森994-1 

Y30 春の陽 北杜市長坂町長坂下条1368-1 

Y31 友の丘 北杜市須玉町小倉2709 

Y32 北杜市障害福祉サービス事業所 パル実郷 北杜市高根町箕輪2270-1 

Y33 かがやき夢農場（H30.3まで休止） 北杜市高根町村山西割1396 

Y34 ぶーこっこ 北杜市高根町村山北割86-63 

短期入所事業所 Y35 第二仁生園 北杜市長坂町小荒間27-4 

児童デイサービス事業所 Y36 キッズクラブひまわり 北杜市長坂町長坂上条1565-1 
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表 5-2-19(2) 社会福祉施設（老人ホーム等）等（山梨県） 

分類1 分類2 No. 名称 所在地 

障
が
い
者
施
設 

共同生活援助事業所 

（グループホーム） 

Y37 北杜の郷 北杜市高根町村山北割1689-2 

Y38 花（花） 北杜市長坂町渋沢692-2 

Y39 コスモス 北杜市長坂町長坂上条2313 

Y40 ひまわり 北杜市長坂町長坂上条2575-244 

Y41 ケアハウスランタン 北杜市長坂町大井ヶ森978-1 

Y42 すばる 北杜市長坂町大八田4297-26 

Y43 おりおん（おりおん内サテライト2） 北杜市長坂町長坂上条2077-5 

Y44 休みの国 北杜市長坂町長坂上条2081 

Y45 アヴァン 北杜市長坂町長坂上条3228-6 

Y46 あさひテレサホーム 北杜市高根町村山北割86-6 

一般相談支援事業所 Y47 指定一般相談支援事業所 らいむ 北杜市長坂町長坂下條1368-1 

特定相談支援事業所 
Y48 

指定特定相談支援事業所 北杜市障害者総

合支援センター 

北杜市長坂町長坂上条2233 

Y49 
らいむ（旧生活支援センター 陽だまり 

相談支援事業所） 

北杜市長坂町長坂下條1368-1 

Y50 第二仁生園相談支援センター 北杜市長坂町小荒間27-4 

Y51 相談支援事業所 さんりん舎 北杜市大泉町西井出8240-5354 

Y52 指定特定相談支援事業所 みさと 北杜市高根町箕輪2270-1 

障害児相談支援事業所 
Y53 

指定特定相談支援事業所 北杜市障害者総

合支援センター 

北杜市長坂町長坂上条2233 

Y54 
らいむ（旧生活支援センター 陽だまり 

相談支援事業所） 

北杜市長坂町長坂下條1368-1 

Y55 相談支援事業所 さんりん舎 北杜市大泉町西井出8240-5354 

児
童
福
祉
施
設 

保育所 Y56 しらかば保育園 北杜市高根町箕輪2270-1 

Y57 しらかわ保育園【さくら分園】 北杜市高根町長澤2127-1 

Y58 わかば保育園 北杜市高根町浅川266-13 

Y59 みどり保育園 北杜市高根町村山西割1680 

Y60 長坂保育園 北杜市長坂町長坂上条2413-1 

Y61 いずみ保育園 北杜市大泉町谷戸2927-2 

Y62 清里聖ヨハネ保育園 北杜市高根町清里3545 

Y63 小泉保育園・北部こども園 北杜市長坂町白井沢4160 

児童館 Y64 いずみふれあい児童館 北杜市大泉町谷戸3000 

注 1) No.は図 5-2-8中の番号に対応しています。 

出典：「社会福祉施設一覧」（平成 30年 9月現在、山梨県福祉保健部福祉保健総務課ホームページ） 

「老人福祉施設等の概要と施設一覧」（平成 31年 2月現在、山梨県福祉保健部健康長寿推進課ホームページ） 

「山梨県北杜市のデイサービス」（介護 DBホームページ） 

「障害福祉施設一覧」（平成 31年 3月現在、山梨県福祉保健部障害福祉課ホームページ） 

「山梨県内の認可保育所一覧」（平成 31年 4月現在、山梨県子育て支援局子育て政策課ホームページ） 

「児童館・児童センター」（平成 30年 5月現在、山梨県福祉保健部子育て支援課ホームページ） 
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表 5-2-20(1) 社会福祉施設（老人ホーム等）等（長野県） 

分類1 分類2 No. 名称 所在地 

老
人
福
祉
施
設 

特別養護老人ホーム N1 こうみの里（従来型） 小海町小海 3130-4 

N2 こうみの里（ユニット型） 小海町小海 3130-4 

N3 のべやま 南牧村野辺山 65-3 

老人デイサービスセン

ター 
N4 

長野県厚生農業協同組合連合会佐久総合病院 

宅老所やちほの家 
佐久穂町畑 996-1 

N5 
佐久穂町社会福祉協議会指定通所介護事業所 

八千穂デイサービスセンター「こまどり」 
佐久穂町畑 660 

N6 小海町宅老所「なごみ」 小海町小海 4479-1 

N7 小海町デイサービスセンター「やすらぎ園」 小海町豊里 805 

N8 宅老所 ねむの木 小海町千代里 2933 

N9 南牧村デイサービスセンター海ノ口 南牧村海ノ口 982-7 

N10 南牧村デイサービスセンター野辺山 南牧村野辺山 65-3 

N11 社会福祉法人南相木村社会福祉協議会 南相木村西原 3781-162 

N12 北相木村老人福祉複合センターみどり 北相木村 1607-1 

老人福祉センター N13 八千穂老人福祉センター 佐久穂町畑 660 

N14 小海町老人福祉センター 小海町豊里 805 

N15 南牧村老人福祉センター 南牧村海ノ口 966-3 

N16 南相木村老人福祉センター 南相木村 3498-1 

N17 
北相木村老人福祉、高齢者センター複合施設 

「にしまる荘」 
北相木村 3304-1 

在宅介護支援センター N18 北相木村在宅介護支援センター 北相木村 2744 

介護老人保健施設 N19 佐久総合病院老人保健施設こうみ 小海町小海 4487-1 

訪問看護ステーション N20 訪問看護ステーションやちほ 佐久穂町畑 660 

N21 訪問看護ステーションこうみ 小海町小海 4269-9 

地域包括支援センター N22 小海町地域包括支援センター 小海町小海 4487-1 

N23 南牧村地域包括支援センター 南牧村海ノ口 1051 

N24 南相木村地域包括支援センター 南相木村 3525-1 

N25 北相木村地域包括支援センター 北相木村 2744 

有料老人ホーム N26 ケアホームかたくり小海 小海町土村 4164-1 

N27 ケアホームかたくり 南牧村海ノ口 1032 

生活支援ハウス N28 佐久穂町高齢者生活福祉センター「ふるさと」 佐久穂町畑 660 

N29 やすらぎの家 小海町豊里 805 

N30 小海町高齢者生活福祉センター｢やすらぎ園｣ 小海町豊里 805 

N31 南相木村高齢者支援ハウス「すずらん荘」 南相木村 3781-154 

N32 北相木村生活支援ハウス 北相木村 1607-1 

N33 北相木村高齢者生活福祉センター「みどり」 北相木村 1607-1 

障
が
い
者
施
設 

障害福祉サービス事

業所 
N34 多機能型事業所「はあーと工房ポッポ」 小海町小海 4269-9 

N35 ライフサポートハウス太陽 
小海町豊里後口ノ久保

3786 

N36 すみれ会共同作業所 南牧村海ノ口 891-5 

特定相談支援事業所 N37 多機能型事業所「はあーと工房ポッポ」 小海町小海 4269-9 

N38 南牧村社協特定相談支援事業所 南牧村海ノ口 966-15 

N39 すみれ会 南牧村海ノ口 891-5 

地域活動支援センター N40 小海町地域活動支援センターひまわり 小海町豊里 107-1 

N41 南牧村地域活動支援センター 南牧村海ノ口 891-5 
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表 5-2-20(2) 社会福祉施設（老人ホーム等）等（長野県） 

分類 1 分類 2 No. 名称 所在地 

児
童
福
祉
施
設 

保育所 N42 八千穂保育園 佐久穂町畑 660 

N43 小海保育所 小海町小海 4041-4 

N44 野辺山保育園 南牧村板橋 1006-4 

N45 南牧保育園 南牧村海尻 1131-2 

N46 南相木村保育所 南相木村 3478 

N47 北相木村保育所 北相木村 3306-1 

児童館 N48 小海なかよし児童館 小海町小海 4103-1 

児童遊園 N49 南牧村児童遊園 南牧村野辺山二ツ山 316-3 

児童発達支援事業 N50 あゆみ園 小海町豊里 805 

放課後等デイサービス N51 佐久穂町障害者福祉施設 陽だまりの家 佐久穂町畑 143-2 

障害児相談支援事業所 N52 すみれ会共同作業所 南牧村海ノ口 891-5 

N53 南牧村社協特定相談支援事業所 南牧村海ノ口 966-15 

注 1) No.は図 5-2-8中の番号に対応しています。 

注 2) 休止中の施設は含みません。 

出典：｢平成 30年度 社会福祉施設名簿｣（平成 30年 4月 1日現在、長野県健康福祉部健康福祉政策課ホームページ） 
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住宅の配置の概況 

山梨県の調査区域には図 5-2-3 に示すとおり、調査区域の南西側にあたる標高 900m 前後

と比較的標高の低い地域に多くの集落が分布しています。中でも長坂駅周辺及び小淵沢駅に

延びる一般県道長坂小淵沢線周辺に比較的大きな集落が点在しています。 

長野県の調査区域には図 5-2-3に示すとおり、調査区域の北部にあたる比較的標高の低い

地域に多くの集落が分布しています。中でも JR小海線の駅周辺に比較的大きな集落が点在し

ています。 
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将来の住宅地の面整備計画の状況 

山梨県の調査区域には表 5-2-21 に示す主要な事業計画があり、圃場整備事業の面整備事

業が計画・実施中です。 

長野県の調査区域には主要な面整備計画はありません。 

 
表 5-2-21 主要な事業計画（圃場整備事業） 

事業名 所在 面積（ha） 

着工又は 

完了年度 

整備

状況

区分 

備考 

着工 完了 

農地環境整備事業 北杜市明野町浅尾 32 24 32 末 進捗率 83.0% 

注 1) 10ha以上の土地改良法により行う圃場整備事業を記載しました。 

注 2) 「整備状況区分」は次によります。 

    未：未整備（工事中又は計画のあるもの）。この場合については事業進捗率を付記しました。 

出典：「平成 30年度 土地利用動向調査」（平成 31年 3月、山梨県総合政策部地域創生・人口対策課） 
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