社会福祉法人一覧（甲府市所管）
法人の名称

郵便番号

所

在

R2.11.17現在
地

電話

事

業

設立認可年月
日

1 山梨立正光生園

400-0856 甲府市伊勢2-1-19

乳児院、児童養護施設、母子生活支援施設、保育所、児
(055)235-1790
童家庭支援センター、児童精神科診療所

2 甲府市民生福祉会

400-0803 甲府市桜井町558

(055)232-8261 業、老人居宅介護等事業、居宅介護支援事業

昭27.5.17

3 甲府市社会福祉協議会

400-0858 甲府市相生2-17-1

社協活動、福祉サービス利用援助事業、老人居宅介護等
事業、老人デイサービス事業、障害福祉サービス事業、
(055)225-2116 老人福祉センター、居宅介護支援事業、地域包括支援セ
ンター

昭38.8.29

4 慈光福祉会

400-0806 甲府市善光寺3-36-11

(055)235-3918 保育所

昭40.7.26

5 和告福祉会

400-0069 甲府市中村町11-18

(055)226-3280 ス事業、老人短期入所事業、老人居宅介護等事業

6 大鎌田保育園

400-0053 甲府市大里町4530

(055)241-2250 保育所、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業

昭42.12.22

7 へいりん荘

400-0813 甲府市向町568

(055)235-4670 軽費老人ホーム

昭44.2.17

8 山宮保育会

400-0075 甲府市山宮町3318-2

(055)252-6871 時預かり事業

昭47.3.31

9 中道福祉会

400-1501 甲府市上曽根町258-1

(055)266-3020 幼保連携型認定こども園、一時預かり事業

昭48.11.1

10 伸芽保育会

400-0042 甲府市高畑1-5-5

(055)222-5501 保育所

昭49.3.29

11 国母福祉会

400-0043 甲府市国母7-2-4

(055)222-4894 保育所、一時預かり事業

昭49.3.29

400-0001 甲府市和田町2948-6

特別養護老人ホーム、老人短期入所事業、老人デイサー
(055)253-7231 ビス事業、認知症対応型老人共同生活援助事業、居宅介
護支援事業

昭50.6.24

13 くだま福祉会

400-0815 甲府市国玉町468-1

幼保連携型認定こども園、地域子育て支援拠点事業、一
(055)237-5982 時預かり事業、病児保育事業

昭51.6.18

14 大里保育園

400-0053 甲府市大里町2057-32

(055)241-2204 保育所

昭52.3.31

15 心和会

400-0832 甲府市増坪町681

(055)241-3111 特別養護老人ホーム、老人短期入所事業

昭54.1.26

16 明照福祉会

400-0807 甲府市東光寺1-3-27

(055)233-3392 保育所

17 南西保育会

400-0046 甲府市下石田2-10-17

(055)226-4199 課後児童健全育成事業、病児保育事業

18 山梨太陽の家

400-0071 甲府市羽黒町1272-1

(055)253-3711 業、切手類・印紙の販売事業

19 秀愛福祉会

400-0031 甲府市丸の内3-24-10

20 友愛福祉会

12 善隣会

昭27.5.17

養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、老人短期入所事

養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、老人デイサービ

幼保連携型認定こども園、地域子育て支援拠点事業、一

昭42.4.1

昭58.3.11

保育所、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、放

昭59.12.21

障害福祉サービス事業、福祉ホーム、老人居宅介護等事

昭62.3.4

(055)237-9038 課後児童健全育成事業

保育所、地域子育て支援拠点事業、小規模保育事業、放

平2.3.28

400-0822 甲府市里吉4-8-25

(055)235-1015 保育所、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業

平2.7.23

21 大寿会

400-0055 甲府市大津町333

(055)243-3939 特別養護老人ホーム、老人短期入所事業

平2.10.1

22 みづほ福祉会

400-0062 甲府市池田3-5-26

(055)251-4184 保育所

平4.3.26

23 くるみ福祉会

400-0063 甲府市金竹町5-17

(055)228-4263 児保育事業

24 明和福祉会

400-0073 甲府市湯村3-12-13

25 奥湯村福祉会

400-0071 甲府市羽黒町1657-5

26 山梨県障害者福祉協会

400-0005 甲府市北新1-2-12 山梨県福祉プラザ1階 (055)252-0100 身体障害者更生相談事業、知的障害者更生相談事業

27 豊住福祉会

400-0043 甲府市国母3-4-22

(055)227-6211 ビス事業

400-0802 甲府市横根町554

特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人デイサービ
(055)221-1200 ス事業、老人短期入所事業、介護老人保健施設、居宅介
護支援事業

平9.1.14

400-0815 甲府市国玉町951-1

特別養護老人ホーム、老人デイサービス事業、老人短期
(055)223-3303 入所事業、居宅介護支援事業、地域包括支援センター

平9.8.21

400-0807 甲府市東光寺1-10-25

救護施設、障害福祉サービス事業、相談支援事業、身体
(055)222-0741 障害者福祉センター、地域生活支援事業、基幹相談支援
センター

平9.8.21

28 清翔会
29 和人会
30 甲府市社会福祉事業団
31 大国会

400-0045 甲府市後屋町207

32 相川教道福祉会

400-0002 甲府市小松町316

幼保連携型認定こども園、地域子育て支援拠点事業、病

平4.3.26

(055)252-5854 時預かり事業、放課後児童健全育成事業、病児保育事業

幼保連携型認定こども園、地域子育て支援拠点事業、一

平4.3.26

特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人デイサービ
(055)253-1165 ス事業、老人短期入所事業、居宅介護支援事業、地域包
括支援センター

平4.9.29

軽費老人ホーム、老人デイサービス事業、障害福祉サー

老人デイサービス事業、障害児通所支援事業、障害福祉
(055)243-2122 サービス事業、居宅介護支援事業
幼保連携型認定こども園、地域子育て支援拠点事業、一
(055)253-7390 時預かり事業、放課後児童健全育成事業

平7.3.31
平8.9.5

平10.9.14
平13.3.22

33 いきいき倶楽部

400-1507 甲府市下向山町1280-1

特別養護老人ホーム、老人デイサービス事業、老人短期
入所事業、老人居宅介護等事業、障害福祉サービス事
業、特定相談支援事業、障害児相談支援事業、一般相談
(055)266-8000
支援事業、障害児通所支援事業、サービス付き高齢者向
け住宅、居宅介護支援事業、訪問看護事業、家庭的保育
事業

34 日新会

400-0831 甲府市上町2473

(055)226-6580 応型老人共同生活援助事業、老人短期入所事業、居宅介

35 ホープ会

400-0049 甲府市富竹1-12-11

(055)226-2850 障害福祉サービス事業

36 園樹会

400-0813 甲府市向町277

(055)223-2500 動支援事業、地域生活支援事業、福祉有償運送事業

平14.3.15

37 あそびじゅく

400-0065 甲府市貢川1-2-23

(055)227-7719 障害福祉サービス事業、相談支援事業、移動支援事業

平14.8.8

38 旭寿会

400-0056 甲府市堀之内町8-1

(055)243-3362 軽費老人ホーム、老人デイサービス事業

平15.7.28

39 緑栄会

400-0051 甲府市古上条町163-1

(055)243-1001 老人デイサービス事業、認知症対応型老人共同生活援助
本部244-8833 事業、居宅介護支援事業、サービス付き高齢者向け住宅

平16.7.27

40 めぐみ福祉会

400-0055 甲府市大津町1324

(055)241-6956 保育所

平17.3.2

41 ゆうき会

400-0035 甲府市飯田1-3-19

(055)228-4411 障害福祉サービス事業

平17.6.14

42 恵優会

400-0828 甲府市青葉町14-15

(055)236-5159 事業、小規模多機能型居宅介護事業、地域包括支援セン

平13.12.20

特別養護老人ホーム、老人デイサービス事業、認知症対

平14.2.18

護支援事業、特定相談支援事業

障害者支援施設、障害福祉サービス、相談支援事業、移

老人デイサービス事業、認知症対応型老人共同生活援助

平14.3.15

平18.3.24

ター

43 幸生会

400-0826 甲府市西高橋町328-1

(055)244-2566 障害福祉サービス事業、地域生活支援事業

平18.4.28

44 ピースの会

400-1504 甲府市右左口町1257-6

(055)266-7339 障害福祉サービス事業

平19.9.12

45 裕良会

400-0062 甲府市池田1-1-1

(055)255-3311 ビス事業

46 真育福祉会

400-0043 甲府市国母5-16-28

(055)224-2095 保育所、病児保育事業（体調不良児対応型）

平22.10.27

47 こどものあした福祉会

400-0831 甲府市上町1246-3

(055)269-5575 保育所、一時預かり事業

平23.3.23

48 シーアンドシー福祉会

400-0827 甲府市蓬沢1-7-35

平25.8.27

49 なのはな

400-0047 甲府市徳行5-12-12

特別養護老人ホーム、老人短期入所事業、居宅介護支援
(055)287-7676 事業
幼保連携型認定こども園、一時預かり事業、病児保育事
(055)230-2270 業

50 たくみ会

400-0867 甲府市青沼2-22-14

(055)236-0037 特別養護老人ホーム、老人居宅介護等事業

平28.9.16

51 たんぽぽ康洋会

400-0864 甲府市湯田1-12-13

(055)237-0130 障害福祉サービス事業

平29.1.12

52 敬誠会

400-1501 甲府市上曽根町185

(055)240-1165 特別養護老人ホーム、老人短期入所事業

平29.8.29

53 あすなろ福祉会

400-0041 甲府市上石田4-5-18

(055)222-0505 障害福祉サービス事業

平30.2.7

54 聖愛会

400-0053 甲府市大里町2262-1

(055)242-0888 認定こども園、病児保育事業、企業主導型保育事業

平15.7.28

55 かしのみ福祉会

400-0034 甲府市宝1-29-9

(055)270-0005 障害福祉サービス事業

令1.10.23

特別養護老人ホーム、老人短期入所事業、老人デイサー

地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、幼保連携型

平21.7.9

平28.1.21

