
　　　　　　　　　　　　ＡＥＤ設置状況表  H31.4.1 現在

1 緑ヶ丘スポーツ公園 野球場 甲府市 緑ヶ丘2-8-1 スポーツ課

2 青葉スポーツ広場 管理棟 甲府市 青葉町19-1 スポーツ課

3 東下条スポーツ広場 管理棟 甲府市 東下条町243-1 スポーツ課

4 中道スポーツ広場 管理棟 甲府市 下向山町946 スポーツ課

5 甲府市役所　南庁舎 １階 執務室 甲府市 相生2-17-1 健康衛生課

6 甲府市地域医療センター １階 待合室 甲府市 幸町14-6
福祉保健部
健康衛生課

7 右左口の里 管理棟 甲府市 中畑町1132 産業部農政課

8 甲府市寺川グリーン公園 売店内 甲府市 古関町2992-21 産業部農政課

9 甲府市役所　本庁舎 ６階 事務室 甲府市 丸の内1-18-1 管財課

10 甲府市役所　本庁舎 ７階 事務室 甲府市 丸の内1-18-1 管財課

11 甲府市役所　本庁舎 ８階 事務室 甲府市 丸の内1-18-1 管財課

12 甲府市役所　本庁舎 ９階 保健室 甲府市 丸の内1-18-1 管財課

13 甲府市役所　本庁舎 １0階 議会応接室 甲府市 丸の内1-18-1 管財課

14 甲府市役所　南庁舎 1号館　事務室 甲府市 相生2-17-1 管財課

15 甲府市役所　南庁舎 相生保健センター 甲府市 相生2-17-1 管財課

16 自治研修センター 管財課 甲府市 相生1-9-7 管財課

17 北部市民センター 湯村総合行政窓口センター 甲府市 湯村3-5-20 市民部総務課

18 南西部市民センター 国母総合行政窓口センター 甲府市 国母6-4-2 市民部総務課

19 東部市民センター 東部総合行政窓口センター 甲府市 和戸町955-1 市民部総務課

20 北東部市民センター 武田総合行政窓口センター 甲府市 武田3-1-6 市民部総務課

21 南部市民センター 山城総合行政窓口センター 甲府市 下今井町15 市民部総務課

22 西部市民センター 池田総合行政窓口センター 甲府市 長松寺町12-30 市民部総務課

23 緑が丘スポーツ公園 陸上競技場 甲府市 緑ヶ丘2-8-1 スポーツ課

24 中央公民館 １階 事務室入口付近 甲府市 丸の内3-26-16 生涯学習文化課

25 総合市民会館 １階 事務室入口付近 甲府市 青沼3-5-44 生涯学習文化課

26 甲府市立図書館 １階 カウンターバック 甲府市 城東1-12-33 甲府市立図書館

27 緑ヶ丘スポーツ公園 管理棟１階　事務室 甲府市 緑ヶ丘2-8-1 スポーツ課

28 甲府市役所　本庁舎 ２階 市民課前通路脇 甲府市 丸の内1-18-1 管財課

29 甲府市役所　本庁舎 １0階 議会事務局事務室 甲府市 丸の内1-18-1 管財課

30 甲府市役所　西庁舎 公園緑地課事務室 甲府市 宝2-8-19 管財課

31 北部悠遊館 千代田連絡所 甲府市 下帯那町3054-4 市民部総務課

32 上九一色出張所 上九一色総合行政窓口センター 甲府市 古関町1158 市民部総務課

33 中道窓口センター 中道総合行政窓口センター 甲府市 下曽根1070-3 市民部総務課

34 甲府市環境センター １階 総務課カウンター 甲府市 上町601-4 環境部総務課

35 甲府市リサイクルプラザ １階 受付 甲府市 上町601-2 環境部総務課

36 甲府市衛生センター １階 事務室 甲府市 小曲町948-1 環境部総務課

37 甲府市市民いこいの里 建物内 甲府市 黒平町30
産業部
雇用創生課

38 上下水道局本庁舎 １階 廊下 甲府市 下石田2-23-1 業務部総務課

設置施設 設置箇所（詳細に） 住　　所 所　　管



設置施設 設置箇所（詳細に） 住　　所 所　　管

39 昭和浄水場スポーツ施設 事務所カウンター 甲府市 昭和町西条2387 業務部総務課

40 平瀬浄水場 １階　事務室入口 甲府市 平瀬町437-3 浄水課

41 甲府市浄化センター 管理本館 ２階 中央監視室 甲府市 大津町1645
工務部
浄化センター

42 甲府市地方卸売市場 管理事務所執務室 甲府市 国母6-5-1
産業部市場経営室
経営管理課

43 甲府市地方卸売市場 南側出入口警備室 甲府市 国母6-5-1
産業部市場経営室
経営管理課

44
甲府市地方卸売市場
青果棟

２階 山梨中央青果㈱事務室内 甲府市 国母6-5-1
産業部市場経営室
経営管理課

45
甲府市地方卸売市場
青果棟

２階 山梨中央水産㈱事務室内 甲府市 国母6-5-1
産業部市場経営室
経営管理課

46 甲府市役所　本庁舎 １階 ATM　横 甲府市 丸の内1-18-1 管財課

47 甲府市役所　本庁舎 ３階 授乳室横 甲府市 丸の内1-18-1 管財課

48 甲府市役所　本庁舎 ４階 危機管理課　（青パト用） 甲府市 丸の内1-18-1 危機管理課

49 甲府市役所　本庁舎 ４階 事務室 甲府市 丸の内1-18-1 管財課

50 甲府市役所　本庁舎 ５階 事務室 甲府市 丸の内1-18-1 管財課

51 甲府市マウントピア黒平 甲府市マウントピア黒平 甲府市 黒平町623-1 地域振興課

52 富士川悠遊館 富士川悠遊館 甲府市 中央3-3-1 市民部総務課

53 能泉連絡所 能泉連絡所 甲府市 高成町1010 市民部総務課

54 宮本連絡所 宮本連絡所 甲府市 御岳町2359 市民部総務課

55 大里窓口センター 大里総合行政窓口センター 甲府市 大里町3805-1 市民部総務課

56 甲府市斎場 １階 待合室 甲府市 古府中町5079-6
福祉保健部
健康衛生課

57 健康の杜センター １階 待合室 甲府市 下向山町910
福祉保健部
健康衛生課

58 光風寮 医務室内 甲府市 中村町4-1
福祉保健部
生活福祉課

59 玉諸福祉センター Ｈ31.3まで社会福祉協議会事務室にて保管 甲府市 向町568
福祉保健部
高齢者福祉課

60 貢川福祉センター 施設内 甲府市 徳行3－12－1
福祉保健部
高齢者福祉課

61 相川福祉センター 施設内 甲府市 古府中町6019
福祉保健部
高齢者福祉課

62 山宮福祉センター 施設内 甲府市 山宮町383-１
福祉保健部
高齢者福祉課

63 相生福祉センター 福祉ｾﾝﾀｰ１階　入口北側壁面 甲府市 相生2-18-1
福祉保健部
高齢者福祉課

64 上九の湯ふれあいセンター 施設内 甲府市 古関町1174
福祉保健部
高齢者福祉課

65 甲府市障害者センター 障害者センター１階 入口正面 甲府市 東光寺1-10-25
福祉保健部
障がい福祉課

66 中央部幼児教育センター １階 陽だまりｺｰﾅｰ受付ｶﾞﾗｽ扉 甲府市 上石田3-6-31
子ども未来部
子ども支援課

67 北部幼児教育センター １階 入口横 相談室ガラス扉 甲府市 岩窪町261
子ども未来部
子ども支援課

68 中央保育所 １階 事務室窓際 甲府市 中央3-3-1
子ども未来部
子ども保育課

69 北新保育所 １階 事務室窓際 甲府市 北新1-1-23
子ども未来部
子ども保育課

70 甲運第一保育所 １階 事務室入口脇 甲府市 川田町１２１
子ども未来部
子ども保育課

71 玉諸保育所 １階 事務室窓際 甲府市 蓬沢町1247
子ども未来部
子ども保育課

72 中道保育所 １階 事務室入口脇 甲府市 下向山町988-1
子ども未来部
子ども保育課

73 北新児童センター １階 事務室内 甲府市 北新1-6-8
子ども未来部
子ども保育課

74 朝気児童館 １階 事務室内 甲府市 朝気1-2-55
子ども未来部
子ども保育課

75 石田児童館 事務室内 甲府市 上石田3-6-31
子ども未来部
子ども保育課

76 中道南児童館 事務室内 甲府市 下向山町4370-1
子ども未来部
子ども保育課

77 中道北児童館 １階 事務室内 甲府市 上曽根町1890-1
子ども未来部
子ども保育課



設置施設 設置箇所（詳細に） 住　　所 所　　管

78 甲府市勤労者福祉センター センター内 甲府市 朝気2-2-22
産業部産業総室
雇用創生課

79 風土記の丘農産物直売所 直売所事務所内 甲府市 下曽根町1070-3
産業部農林振興室
農政課

80 つつじが崎霊園 つつじが崎霊園 甲府市 岩窪町533-1
建設部まち保全室
公園緑地課

81 農業センター 事務棟 甲府市 増坪町791-1
産業部農林振興室
農政課

82 遊亀公園 動物園 甲府市 太田町10-1
建設部まち保全室
公園緑地課

83 甲府市立新紺屋小学校 １階 職員室 甲府市 武田1-3-34 教育部学事課

84 甲府市立湯田小学校 １階 保健室 甲府市 湯田1-8-1 教育部学事課

85 甲府市立伊勢小学校 １階 保健室 甲府市 伊勢2-16-1 教育部学事課

86 甲府市立朝日小学校 １階 職員室 甲府市 塩部1-4-1 教育部学事課

87 甲府市立里垣小学校 １階 保健室 甲府市 善光寺2-7-1 教育部学事課

88 甲府市立相川小学校 １階 保健室 甲府市 古府中町1501 教育部学事課

89 甲府市立国母小学校 １階 保健室 甲府市 国母4-1-10 教育部学事課

90 甲府市立貢川小学校 １階 保健室 甲府市 貢川本町8-1 教育部学事課

91 甲府市立千塚小学校 １階 すこやかルーム（保健室） 甲府市 千塚1-2-16 教育部学事課

92 甲府市立池田小学校 南館１階 保健室 甲府市 長松寺町7-1 教育部学事課

93 甲府市立北新小学校 １階 保健室 甲府市 北新１－５－１ 教育部学事課

94 甲府市立千代田小学校 １階 保健室 甲府市 下帯那町3034-2 教育部学事課

95 甲府市立甲運小学校 １階 職員室 甲府市 川田町65-2 教育部学事課

96 甲府市立玉諸小学校 １階 職員室 甲府市 上阿原町491 教育部学事課

97 甲府市立山城小学校 １階 職員室 甲府市 上今井町474-2 教育部学事課

98 甲府市立大里小学校 １階 玄関 甲府市 大里町3785-2 教育部学事課

99 甲府市立東小学校 １階 保健室 甲府市 朝気1-14-1 教育部学事課

100 甲府市立羽黒小学校 １階 職員室 甲府市 羽黒町527 教育部学事課

101 甲府市立石田小学校 C棟１階 保健室 甲府市 上石田3-6-31 教育部学事課

102 甲府市立新田小学校 南館１階 保健室前の廊下 甲府市 新田町12-28 教育部学事課

103 甲府市立大国小学校 １階 保健室 甲府市 後屋町150 教育部学事課

104 甲府市立舞鶴小学校 南館１階 職員室 甲府市 丸の内2-35-5 教育部学事課

105 甲府市立中道南小学校 １階 保健室 甲府市 下向山町4366 教育部学事課

106 甲府市立中道北小学校 １階 職員室 甲府市 上曽根町3206-2 教育部学事課

107 甲府市立善遊館小学校 １階 職員室 甲府市 朝気1-2-52 教育部学事課

108 甲府市立東中学校 南館１階 保健室 甲府市 東光寺2-8-1 教育部学事課

109 甲府市立西中学校 北館１階 保健室 甲府市 飯田5-13-1 教育部学事課

110 甲府市立南中学校 １階 保健室 甲府市 湯田2-21-24 教育部学事課

111 甲府市立北中学校 １階 職員室 甲府市 大和町4-35 教育部学事課

112 甲府市立南西中学校 １階 職員室 甲府市 上石田4-10-8 教育部学事課

113 甲府市立北東中学校 ２階 体育館前渡り廊下 甲府市 大手2-4-18 教育部学事課

114 甲府市立北西中学校 南館１階 保健室 甲府市 山宮町538 教育部学事課

115 甲府市立富竹中学校 南館１階 職員室 甲府市 富竹4-5-8 教育部学事課

116 甲府市立城南中学校 南館１階 保健室 甲府市 大里町2590-1 教育部学事課



設置施設 設置箇所（詳細に） 住　　所 所　　管

117 甲府市立上条中学校 １階 保健室 甲府市 古上条町95 教育部学事課

118 甲府市立笛南中学校 １階 保健室 甲府市 下曽根270 教育部学事課

119 甲府商業高等学校 V字棟１階 事務室 甲府市 上今井町300 甲府商業

120 甲府商科専門学校 A館１階 事務室 甲府市 西下条町1020 甲府商科専門学校

121 宮本地区買物・通院等送迎車 車内 甲府市 丸の内1-18-1
企画部リニア交通室
交通政策課

122
上九一色・中道地区
コミュニティーバス

車内 甲府市 丸の内1-18-1
企画部リニア交通室
交通政策課

123 甲府市創作の森おびな 管理棟 甲府市 下帯那町２４ 企画部地域振興課

124 石田悠遊館 入口付近 甲府市 上石田3-3-46 協働推進課

125 大国悠遊館 入口付近 甲府市 後屋町155-15 協働推進課

126 里垣悠遊館 入口付近 甲府市 善光寺2-8-17 協働推進課

127 相川悠遊館 入口付近 甲府市 古府中町6019 協働推進課

128 湯田悠遊館 入口付近 甲府市 幸町14-15 協働推進課

129 伊勢悠遊館 入口付近 甲府市 伊勢3-8-17 協働推進課

130 羽黒悠遊館 入口付近 甲府市 山宮町2401-1 協働推進課

131 朝日悠遊館 入口付近 甲府市 塩部1-4-1 協働推進課

132 玉諸悠遊館 入口付近 甲府市 上阿原町564-1 協働推進課

133 住吉悠遊館 入口付近 甲府市 住吉1-3-13 協働推進課

134 花菱ｺﾐｭﾆﾃｨﾎｰﾙ 入口付近 甲府市 相生2-17-1 協働推進課

135 甲府市国母教育センター 入口付近 甲府市 国母4-1-12 学校教育課

136 市立甲府病院 総合窓口 甲府市 増坪町366 市立甲府病院

137 市立甲府病院 内科外来受付 甲府市 増坪町366 市立甲府病院

138 市立甲府病院 脳神経外科外来受付 甲府市 増坪町366 市立甲府病院

139 市立甲府病院 リハビリテーション室受付 甲府市 増坪町366 市立甲府病院

140 市立甲府病院 血液浄化療法室 甲府市 増坪町366 市立甲府病院

141 市立甲府病院 ３階 東病棟 甲府市 増坪町366 市立甲府病院

142 市立甲府病院 ４階 東病棟 甲府市 増坪町366 市立甲府病院

143 市立甲府病院 ５階 西病棟 甲府市 増坪町366 市立甲府病院

144 市立甲府病院 ６階 東病棟 甲府市 増坪町366 市立甲府病院

145 市立甲府病院 ＤＭＡＴ用 甲府市 増坪町366 市立甲府病院


