
別　紙

1 １階 ATM　横 丸の内1-18-1

2 ３階 授乳室横 丸の内1-18-1

3
４階 危機管理課　（青パト
用）

丸の内1-18-1

4 ４階 事務室 丸の内1-18-1

5 ５階 事務室 丸の内1-18-1

6 甲府市マウントピア黒平 管理棟 黒平町623-1

7 富士川悠遊館 富士川悠遊館 中央3-3-1

8 能泉連絡所 能泉連絡所 高成町1010

9 宮本連絡所 宮本連絡所 御岳町2359

10 大里窓口センター 大里窓口センター 大里町3805-1

11 甲府市斎場 １階 受付カウンター側 古府中町5079-6

12 健康の杜センター １階 待合室 下向山町910

13 玉諸福祉センター 福祉ｾﾝﾀｰ１階事務所内北側壁面 向町568

14 貢川福祉センター 福祉ｾﾝﾀｰ１階事務室ロッカー内 徳行3－12－1

15 相川福祉センター 福祉ｾﾝﾀｰ１階事務所入口 古府中町6019

16 山宮福祉センター 福祉ｾﾝﾀｰ１階　事務室入口西側壁面 山宮町383-１

17 相生福祉センター 福祉ｾﾝﾀｰ１階　入口北側壁面 相生2-18-1

18 上九の湯ふれあいセンター
上九の湯１階　ロビーカウン
ター

古関町1174

19 甲府市障害者センター 障害者センター１階 入口正面 東光寺1-10-25

20 中央部幼児教育センター
１階 陽だまりコーナー受付ガラ
ス扉

上石田3-6-31

21 北部幼児教育センター １階 入口横 相談室ガラス扉 岩窪町261

22 中央保育所 １階 事務室窓際 中央3-3-1

23 北新保育所 １階 事務室窓際 北新1-1-23

24 甲運第一保育所 １階 事務室入口脇 川田町121

25 玉諸保育所 １階 事務室窓際 蓬沢町1247

26 中道保育所 １階 事務室入口脇 下向山町988-1

27 北新児童センター １階 事務室内 北新1-6-8

28 朝気児童館 １階 事務室内 朝気1-2-55
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29 石田児童館 事務室内 上石田3-6-31

30 中道南児童館 事務室内 下向山町4370-1

31 中道北児童館 １階 事務室内 上曽根町1890-1

32 甲府市勤労者福祉センター 建物内 朝気2-2-22

33 風土記の丘農産物直売所 直売所事務所内 下曽根町1070-3

34 つつじが崎霊園 管理事務室 岩窪町533-1

35 甲府市農業センター 事務棟１階玄関 増坪町791-1

36 遊亀公園 動物園 太田町10-1

37 甲府市立新紺屋小学校 １階 職員室 武田1-3-34

38 甲府市立湯田小学校 １階 保健室 湯田1-8-1

39 甲府市立伊勢小学校 １階 保健室 伊勢2-16-1

40 甲府市立朝日小学校 １階 職員室 塩部1-4-1

41 甲府市立里垣小学校 １階 保健室 善光寺2-7-1

42 甲府市立相川小学校 １階 保健室 古府中町1501

43 甲府市立国母小学校 １階 保健室 国母4-1-10

44 甲府市立貢川小学校 １階 保健室 貢川本町8-1

45 甲府市立千塚小学校
１階 すこやかルーム（保健
室）

千塚1-2-16

46 甲府市立池田小学校 南館１階 保健室 長松寺町7-1

47 甲府市立北新小学校 １階 保健室 北新１－５－１

48 甲府市立千代田小学校 １階 保健室 下帯那町3034-2

49 甲府市立甲運小学校 １階 職員室 川田町65-2

50 甲府市立玉諸小学校 １階 職員室 上阿原町491

51 甲府市立山城小学校 １階 職員室 上今井町474-2

52 甲府市立大里小学校 １階 玄関 大里町3785-2

53 甲府市立東小学校 １階 保健室 朝気1-14-1

54 甲府市立羽黒小学校 １階 職員室 羽黒町527

55 甲府市立石田小学校 C棟１階 保健室 上石田3-6-31

56 甲府市立新田小学校 南館１階 保健室前の廊下 新田町12-28
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57 甲府市立大国小学校 １階 保健室 後屋町150

58 甲府市立舞鶴小学校 南館１階 職員室 丸の内2-35-5

59 甲府市立中道南小学校 １階 保健室 下向山町4366

60 甲府市立中道北小学校 １階 保健室 上曽根町3368-36

61 甲府市立善遊館小学校 １階 職員室 朝気1-2-52

62 甲府市立東中学校 南館１階 保健室 東光寺2-8-1

63 甲府市立西中学校 北館１階 保健室 飯田5-13-1

64 甲府市立南中学校 １階 職員室 湯田2-21-24

65 甲府市立北中学校 １階 職員室 大和町4-35

66 甲府市立南西中学校 １階 職員室 上石田4-10-8

67 甲府市立北東中学校 ２階 体育館前渡り廊下 大手2-4-18

68 甲府市立北西中学校 南館１階 保健室 山宮町538

69 甲府市立富竹中学校 南館１階 職員室 富竹4-5-8

70 甲府市立城南中学校 南館１階 保健室 大里町2590-1

71 甲府市立上条中学校 １階 保健室 古上条町95

72 甲府市立笛南中学校 １階 保健室 下曽根270

73 甲府商業高等学校 V字棟１階 事務室 上今井町300

74 甲府商科専門学校 A館１階 事務室 西下条町1020

75
宮本・能泉地区買物・通院等
送迎車

車内 丸の内1-18-1

76
上九一色・中道地区
コミュニティーバス

車内 丸の内1-18-1


