
（令和3年6⽉1⽇現在）

医療機関名 郵便番号／所在地 電話番号

1  ⾚坂台病院
 ４００−０１１１
 甲斐市⻯王新町２１５０

０５５−２７９−０１１１

2  あすか在宅クリニック
 ４００-０１２３
  ⼭梨県甲斐市島上条３６８

０５５−２４４−７０２２

3  飯富病院
 ４０９−３４２３
 南巨摩郡⾝延町飯富１６２８

  ０５５６−４２−２３２２

4  ⽯和温泉病院
 ４０６−００２３
 笛吹市⽯和町⼋⽥３３０−５

 ０５５−２６３−０１１１

5  ⽯和共⽴病院
 ４０６−００３５
 笛吹市⽯和町広瀬６２３

０５５−２６３−３１３１

6  ⼀宮温泉病院
 ４０５−００７７
 笛吹市⼀宮町坪井１７４５

０５５３−４７−３１３１

7  塩⼭市⺠病院
 ４０４−００３７
 甲州市塩⼭⻄広⾨⽥４３３−１

０５５３−３２−５１１１

8  ⼩澤こころのクリニック
 ４０４−００４４
 甲州市塩⼭下塩後３５６−３

０５５３−３９−８６１０

9  回⽣堂病院
 ４０２−０００５
 都留市四⽇市場２７０

０５５４−４３−２２９１

10  春⽇居サイバーナイフ・リハビリ病院
 ４０６−００１４
 笛吹市春⽇居町国府４３６

０５５３−２６−４１２６

11  加納岩総合病院
 ４０５−００１８
 ⼭梨市上神内川１３０９

０５５３−２２−２５１１

12  峡南医療センター 市川三郷病院
 ４０９−３６０１
 ⻄⼋代郡市川三郷町市川⼤⾨428-1

０５５−２７２−３０００

13  峡南医療センター 富⼠川病院
 ４００−０６０１
 南巨摩郡富⼠川町鰍沢３４０−１

０５５６−２２−３１３５

14  貢川整形外科病院
 ４００-００６６
 甲府市新⽥町１０−２６

０５５−２２８−６３８１

15  恵信甲府病院
 ４００−０８１４
 甲府市上阿原町３３８−１

０５５−２２３−７３３３

16  恵信韮崎相互病院
 ４０７−０００５
 韮崎市⼀ツ⾕1865-1

０５５１-２２−２５２１

17  恵信梨北リハビリテーション病院
 ４０７−０１０６
 甲斐市岩森１１１１

 ０５５１−２８−８８２０（代表）

18  甲州リハビリテーション病院
 ４０６−００３２
 笛吹市⽯和町四⽇市場２０３２

０５５−２６２−３１２１

19  甲府共⽴病院
 ４００−００３４
 甲府市宝１−９−１

０５５−２２６−３１３１

20  甲府共⽴病院 甲府健康友の会
 ４００−００３４
 甲府市宝１−９−１

０５５−２２１−８７２５

21  甲府城南病院
 ４００−０８３１
 甲府市上町７５３−１

０５５−２４１−５８１１

22  甲府脳神経外科病院
 ４００−０８０５
 甲府市酒折１−１６−１８

０５５−２３５−０９９５

23  甲陽病院
 ４０８−００３４
 北杜市⻑坂町⼤⼋⽥３９５４

０５５１−３２−３２２１

24  国⽴病院機構甲府病院
 ４００−８５３３
 甲府市天神町１１−３５

０５５−２５３−６１３１

25  巨摩共⽴病院
 ４００−０３９８
 南アルプス市桃園３４０

０５５−２８３−３１３１

26  塩川病院
 ４０８−０１１４
 北杜市須⽟町藤⽥７７３

０５５１−４２−２２２１

27  城東病院
 ４００−０８６１
 甲府市城東４−１３−１５

０５５−２３３−６４１１

28  ⽩根徳洲会病院
 ４００−０２１３
 南アルプス市⻄野２２９４−２

 ０５５−２８４−７７１１



29  市⽴甲府病院
 ４００−０８３２
 甲府市増坪町３６６

０５５−２４４−１１１１

30  住吉病院
 ４００−０８５１
 甲府市住吉４−１０−３２

０５５−２３５−１５２１

31  都留市⽴病院
 ４０２−００５６
 都留市つる５-１-５５

０５５４−４６−００７０

32  HANAZONOホスピタル
 ４００−０００１
 甲府市和⽥町２９６８

０５５−２５３−２２２８

33  笛吹中央病院
 ４０６−００３２
 笛吹市⽯和町四⽇市場４７−１

０５５−２６２−２１８５

34  富⼠吉⽥市⽴病院
 ４０３−０００５
 富⼠吉⽥市上吉⽥６５３０

０５５５−２２−４１１１

35  宮川病院
 ４００−０２１１
 南アルプス市上今諏訪１７５０

０５５-２８２−１１０７

36
 ⼋尾こころのホスピタル
 診療技術課 臨床⼼理⼠

 ５８１−００２５
 ⼤阪府⼋尾市天王寺屋６−５９

０７２−９４９−５１８１

37  ⼭⾓病院
 ４００−０００７
 甲府市美咲１−６−１０

０５５−２５２−２２１９

38  ⼭梨県⽴中央病院
 ４００−００２７
 甲府市富⼠⾒１−１−１

０５５−２５３−７１１１

39  ⼭梨厚⽣病院
 ４０５−００３３
 ⼭梨市落合８６０

０５５３−２３−１３１１（代表）
０５５３−２３−１３７２（直通）

40  ⼭梨厚⽣病院 デイケア
 ４０５−００３３
 ⼭梨市落合８６０

０５５３−２３−１３１１（代表）
０５５３−２３−１３７２（直通）

41  ⼭梨市⽴牧丘病院
 ４０４−００１３
 ⼭梨市牧丘町窪平３０２−２

０５５３−３５−２０２５

42  ⼭梨⾚⼗字病院
 ４０１−０３０１
 南都留郡富⼠河⼝湖町船津６６６３−１

０５５５−７２−６８００（直通）

43  ⼭梨⼤学医学部附属病院
 ４０９−３８９８
 中央市下河東１１１０

０５５−２７３−９８７２

44  ＪＣＨＯ⼭梨病院
 ４００−００２５
 甲府市朝⽇３−１１−１６

０５５−２５２−８８３１

45  ⼭梨リハビリテーション病院
 ４０６−０００４
 笛吹市春⽇居町⼩松８５５

０５５３−２６−３０３０（代表）
０５５３−２０−２１０２（直通）

46  湯村温泉病院
 ４００−００７３
 甲府市湯村３−３−４

０５５−２５１−６１１１

47  ⻯王リハビリテーション病院
 ４００−０１１４
 甲斐市万才２８７

０５５−２７６−１１５５

居宅介護⽀援事業所名 郵便番号／所在地 電話番号

1  居宅介護⽀援事業所 ⻘い⿃
 ４００−００６４
 甲府市下飯⽥１−１０−２２

０５５−２２１−０８８０

2  居宅介護⽀援事業所 あらぐさ
 ４００-０３０１
  南アルプス市桃園３７７−２

０５５−２８３−６２６２

3
 いちのみやケアセンター
 桃の⾥居宅介護⽀援センター

 ４０５−００７６
 笛吹市⼀宮町⽵原⽥１２５５−１

０５５３−３４−９１１８

4  ＮＰＯ法⼈かんむら居宅介護⽀援事業所
 ４００−０８３１
 甲府市上町１７７−１

０５５−２８７−９９７２

5  甲州居宅介護⽀援事業所
 ４０６−００３２
 笛吹市⽯和町四⽇市場２０３１

０５５−２６２−００１１

6  甲州居宅介護⽀援事業所⼀宮事業所
 ４０５−００６４
 笛吹市⼀宮町塩⽥７４１−１

０５５３−４７−６６００

7  甲州居宅介護⽀援事業所⼭梨事業所
 ４０５−０００６
 ⼭梨市⼩原⻄９０９

０５５３−３４−５１５０

8  寿ノ家居宅介護⽀援事業所
 ４０６−００３２
 笛吹市⽯和町四⽇市場２０３１

０５５−２６３−１２３２

9  ハートフル塩⼭
 ４０４−００４２
 甲州市塩⼭上於曽１３７２

０５５３−３３−７７２８
０５５３−３３−８１０２



介護保険事業所名 郵便番号／所在地 電話番号

1  勝沼ナーシングセンター
 ４０９−１３０２
 甲州市勝沼町菱⼭中平４３００

０５５３−４４−５３１１

2  恵信サテライトロジェ⼭梨
 ４０５−００３３
 ⼭梨市落合４６４-１

０５５３−３９−８３８０

3  恵信ロジェ⼭梨
 ４０５−００４２
 ⼭梨市南１３３５

０５５３−２０−１７１１

4  甲州ケアホーム
 ４０６−００３２
 笛吹市⽯和町四⽇市場２０３１

０５５−２６３−０２４２

5  短期⼊所⽣活介護施設サージ
 ４０９−１３０２
 甲州市勝沼町菱⼭中平４３００

０５５３−４４−５３１８

6
 特別養護⽼⼈ホーム
 みのりの⾥いいとみ

 ４０９−３４２３
 南巨摩郡⾝延町飯富２３００

０５５６-４８−８１３１

7  リハケアセンター きらり
 ４０６−０００４
 笛吹市春⽇居町⼩松８５５

０５５３−２１−６０１７

地域包括⽀援センター名 郵便番号／所在地 電話番号

1  甲府市中央地域包括⽀援センター
 ４００−００３１
 甲府市丸の内2-9-28勤医協駅前ビル4F

０５５−２２５−２３４５

2  甲府市南東地域包括⽀援センター
 ４００−０８１５
 甲府市国⽟町９５１−１

０５５−２２３−０１０３

3  甲府市⻄地域包括⽀援センター
 ４００−００４１
 甲府市上⽯⽥１−８−２０

０５５−２２０−７６７７

4  笛吹市東部⻑寿地域包括⽀援センター
 ４０５−００７３
 笛吹市⼀宮町末⽊807-6

０５５３−３４−８２２１

障害者関係事業所 郵便番号／所在地 電話番号

1  住吉病院 すみよし⽣活⽀援センター
 ４００−０８５１
 甲府市住吉４−１０−３２

０５５−２２１−００７１

2  甲府市障害者基幹相談⽀援センター りんく
 ４００−０８０７
 甲府市東光寺１−１０−２５

０５５−２２１−１２３３

3
 ⼭梨厚⽣病院
 地域⽣活サポートセンターしるべ

 ４０５−００３３
 ⼭梨市落合８６０

０５５３−２３−５５４７

⾏政窓⼝ 郵便番号／所在地 電話番号

1  甲府刑務所 処遇部企画部⾨
 ４００−００５６
 甲府市堀之内町５００

０５５−２４１−８３１１

2
 甲府市役所福祉保健部
 健康⽀援室健康政策課

 ４００−８５８５
 甲府市丸の内１−１８−１

０５５−２３７−５４８４（直通）

3  中北保健所 地域保健課
 ４０７−００２４
 韮崎市本町４−２−４

０５５１−２３−３４４３

4  都留市役所 健康⼦育て課
 ４０２−００５１
 都留市下⾕２５１６−１ いきいきプラザ都留

０５５４−４６−５１１３

5
 ⻑野県⽴総合リハビリテーションセンター
 地域医療福祉連携室

 ３８１−８５７７
 ⻑野市⼤字下駒沢６１８−１

０２６−２９６−３９５３

6  ⼭梨県⽴精神保健福祉センター
 ４００−０００５
 甲府市北新１−２−１２

０５５−２５４−８６４４



その他 郵便番号／所在地 電話番号

1  あおぞら相談室
 ４００−００４３
 甲府市国⺟５−１８−１１

０８０−５４１０−８３２１

2
 東京家政⼤学
 ⼈⽂学部教育福祉学科

 １７３−８６０２
 東京都板橋区加賀１-１８-１

０３-３９６１-５４７１

3  新潟医療福祉⼤学
 ９５０−３１９８
 新潟市北区島⾒町１３９８

 ０２５−２５７−４４６１（直通）

4
 学校法⼈ 健康科学⼤学
 健康科学部 福祉⼼理学科

 ４０１−０３８０
 南都留郡富⼠河⼝湖町⼩⽴７１８７

０５５５−８３−５２００

5  法テラス⼭梨
 ４００-００３２
 甲府市中央1-12-37 IRIXビル1・2F

０５７０−０７８−３２６

6  やまなし勤労者福祉協会
 ４００−０８６６
 甲府市若松町６−３５

０５５−２２３−８１００

7  公益財団法⼈リヴィーズ
 ４００−０００１
 甲府市和⽥町２９６８

０５５−２５３−２２２８


