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◆ 地域包括支援センター
番号 事業所名 担当地区 電話番号 所在地 地区

1 甲府市南地域包括支援センター 伊勢　住吉　湯田　山城 242-2055 住吉 5-24-14 山城

−医療機関−
◆ 病院
番号 医療機関名 診療科目 電話番号 所在地 地区

2 （医）慈光会 甲府城南病院 内科　呼内　消内　循内　脳神
呼外　心外　リハ　放射 241-5811 上町 753-1 山城

3 市立甲府病院

内科　呼内　消内　循内　腎内 
内分泌内科　糖内　神内　精神 
小児　外科　消外　乳外
内分泌外科　呼外　整形　形成
脳神　皮膚　ひ尿　産婦　眼科 
耳鼻　リハ　放診　放治　病理 
麻酔　歯外　緩和ケア内科　救急

244-1111 増坪町 366 山城

4 （公財）住吉偕成会住吉病院 精神　神経 235-1521 住吉 4-10-32 住吉
◆ 診療所
番号 医療機関名 診療科目 電話番号 所在地 地区

5 あきやま医院 内科　消化　循環　小児 243-0500 東下条町 80-2 山城
6 跡部医院 産婦 233-5456 伊勢 2-15-6 伊勢
7 あとべ心のクリニック 精神　心内 243-1020 増坪町 541-3 山城
8 今井循環器呼吸器科 内科　呼吸　循環　小児 235-2278 住吉 1-10-4 住吉
9 今井小児科 小児 241-5636 中小河原町 1589 山城
10 うえむらクリニック 内科　消化 242-2111 小瀬町 1140-1 山城
11 内田皮ふ科 皮膚 237-9753 伊勢 4-1-16 伊勢
12 久保島医院 内科　小児 241-2747 上今井町 2281 山城
13 隈部小児科医院 小児 243-0510 中小河原 1-14-3 山城
14 けやき通り整形外科 整形 244-1230 上町 339 山城
15 （一社）甲府市医師会救急医療センター 内科 小児 外科 整形 眼科 耳鼻 226-3399 幸町 14-6 湯田
16 （一社）甲府市医師会健康管理センター 内科　放射 226-6382 幸町 14-6 湯田
17 小瀬こどもクリニック 小児　ア科 243-7766 下小河原町 35-5 山城
18 こせ耳鼻咽喉科クリニック 耳鼻 288-9003 小瀬町 1141-1 山城
19 （医）陽明会 小林医院 内科　小児 241-5293 小瀬町 3-4 山城
20 古守医院 内科　呼吸　放射 233-5230 幸町 22-11 伊勢
21 土屋眼科医院 眼科 235-3050 伊勢 1-3-9 伊勢
22 内藤内科小児科医院 内科　小児 233-4534 住吉 1-14-18 伊勢
23 原整形外科医院 整形　リハ 233-8832 幸町 6-15 湯田
24 平井耳鼻咽喉科医院 耳鼻 243-3341 下小河原町 25-1 山城
25 ひろクリニック 消内 腫瘍内科 乳外 外科 241-2313 中小河原 1-9-12 山城
26 わかまつ皮フ科クリニック 皮膚 242-2211 小瀬町 1142-1 山城
27 わかみや内科クリニック 内科　肝臓・消化器内科（内視鏡） 287-6377 湯田 2-19-2 湯田
28 下小河原皮膚科クリニック 皮膚　小児皮膚　ア科 288-9420 下小河原町 248-1

グレイスリー下小河原G 山城

◆ 歯科診療所
番号 医療機関名 診療科目 電話番号 所在地 地区
29 あいざわ歯科クリニック 歯科　歯外　小歯　矯歯 242-2118 小瀬町 1143-3 山城
30 池谷歯科医院 歯科 243-3611 上今井町 260-5

井上ビル 2F 山城
31 大森歯科医院 歯科　小歯　矯歯　歯外 225-6474 上町 1045-7 山城

南ほうかつエリア（マップは 82ページ、凡例は 36ページをご覧ください）
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−介護サービス事業所−
◆ 居宅介護支援事業所（ケアマネジャー）
番号 事業所名 提供サービス 電話番号 所在地 地区
74 あいケア居宅介護支援事業所すみよし 居介 266-8088 住吉 5-7-1 住吉
75 NPO法人かんむら居宅介護支援事業所 居介 287-9972 上町 177-1 山城
76 居宅介護支援事業所 フォーリーブス甲府 居介 244-2040 東下条町 107 山城

◆ 歯科診療所（続き）
番号 医療機関名 診療科目 電話番号 所在地 地区
32 オサダ歯科医院 歯科　矯歯　小歯 233-3293 若松町 9-6 湯田
33 京嶋歯科医院 歯科 233-3294 伊勢 1-4-4 伊勢
34 隈部歯科医院 歯科 233-5085 伊勢 4-1-1 伊勢
35 甲府市夜間歯科救急センター 歯科 220-1199 幸町 14-6 湯田
36 小林歯科医院 歯科 232-4351 住吉 1-11-32 住吉
37 シオジマ歯科医院 歯科 241-5007 上今井町 184-10 山城
38 清水歯科医院 歯科 222-7063 湯田 1-10-1 湯田
39 鈴木歯科南甲府クリニック 歯科　小歯　歯外 288-0677 住吉 5-19-7 山城
40 すずき歯科クリニック 歯科　歯外　小歯 228-8241 湯田 1-14-8 湯田
41 丹沢歯科医院 歯科 233-5548 太田町 21-16 湯田
42 原歯科医院 歯科　小歯　歯外 232-3211 幸町 6-15 湯田
43 樋口歯科医院 歯科　小歯 241-7577 下小河原町 238 山城
44 古屋歯科医院 歯科　小歯　矯歯 232-7456 住吉 4-6-3 住吉
45 miho矯正歯科クリニック 矯歯 249-8161 上今井町 2339 山城
46 依田歯科医院 歯科 233-5701 住吉 1-3-16 住吉
47 かまた歯科医院 歯科　小歯　歯外 267-5498 小瀬町 374 山城

◆ 薬局
番号 薬局名 電話番号 所在地 地区 番号 薬局名 電話番号 所在地 地区

48 アーク調剤薬局
甲府住吉店 242-8017 住吉 4-12-5 住吉 61 幸町薬局 233-7140 幸町 25-1 伊勢

49 アイセイ薬局 
小瀬店 242-2311 小瀬町 1142-3 山城 62 住吉薬局 232-6441 住吉 2-1-1 伊勢

50 あめみや調剤薬局 241-4421 下小河原町 30-7 山城 63 たいよう薬局 269-5550 増坪町 416 山城
51 （株）赤岡綜合薬局

小瀬店 242-0678 小瀬町 28-1 山城 64 ナオル薬品 241-3211 住吉 5-18-26 山城

52
（一財）医薬分業
支援センター
甲府南薬局

220-2521 増坪町 447-1 山城 65 （有）日眼甲府薬局
住吉店 237-9218 住吉 1-11-22 住吉

53 ウエルシア薬局
甲府若松店 236-6606 若松町 8-6 湯田 66 はらさわ調剤薬局 298-6655 伊勢 3-8-38 伊勢

54 小沢薬局 233-3458 湯田 2-1-19 湯田 67 共創未来甲府薬局 242-0013 増坪町 531-3 山城
55 小沢薬局

南甲府駅前店 287-6680 湯田 2-19-5 湯田 68 フクシマヤ薬局 232-6241 伊勢 1-4-5 伊勢
56 カワチ薬局小瀬店 242-2720 上町 2425-1 山城 69 ふれあい薬局 268-3600 東下条町 87-1 山城
57 甲典堂板山薬局 233-4287 住吉 1-2-17 住吉 70 ミキ薬局甲府南店 220-2431 増坪町 829-5 山城
58 甲府グリーン薬局 243-8607 増坪町 507-4 山城 71 みさき薬局 小瀬 242-7370 増坪町 541-1 山城

59
（公社）甲府市
薬剤師会救急
調剤薬局

236-5200 幸町 14-6 湯田 72 （有）山梨薬局 233-5405 伊勢 4-1-3 伊勢

60 甲府調剤センター 242-0081 増坪町 531-4 山城 73 米永薬局 241-3946 下小河原町 231-4 山城
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◆ 居宅介護支援事業所（ケアマネジャー）（続き）
番号 事業所名 提供サービス 電話番号 所在地 地区
77 居宅支援 小春日和 居介 242-3000 中小河原町 1608-1 山城
78 ケアタウン居宅介護支援事業所 居介 225-3838 増坪町 728-5 山城
79 ケアプラン あかし 居介 236-5077 上町 2473 山城

80 居宅介護支援事業所オーキッド 
山梨営業所 居介 080-8992-

9270
住吉 5-25-14
IKビル 205 号 山城

81 ケアプラン小瀬 居介 215-0168 小瀬町 76-13 山城

82 ケアプラン 瑞季 指定居宅介護支
援事業所 居介 241-8273 小瀬町 283-5 山城

83 甲府南指定居宅介護支援事業所 居介 242-0500 住吉 5-24-14 山城

84 （公社）山梨県看護協会
指定ゆうき居宅介護支援事業所 居介 222-7443 住吉 1-15-23 住吉

85 春光園指定居宅介護支援事業所 居介 241-3111 増坪町 681 山城
86 虹の郷甲府 居介　通介（総）　通介（地） 269-6133 住吉 5-3-17-101 山城
87 ひかり指定居宅介護支援事業所 居介 241-6015 上町 753-1 山城
88 ひろ居宅介護支援事業所 居介 225-3456 中小河原 1-9-12 山城
89 風林荘居宅介護支援事業所 居介 225-5630 上町 916-2 山城
90 藤居宅介護支援事業所 居介 223-2322 伊勢 1-2-18 伊勢
91 みのり居宅介護支援事業所 居介 228-1332 太田町 3-12 湯田

92 （有）グットケアー住吉居宅介護支
援事業所 居介 236-6006 住吉 5-21-1 山城

93 居宅介護支援事業所みっちゃん家 居介 242-2323 中町 145-1 山城

◆ 訪問看護事業所
番号 事業所名 提供サービス 電話番号 所在地 地区

106（公社）山梨県看護協会
ゆうき訪問看護ステーション 訪看（予） 222-7448 住吉 1-15-23 住吉

107 なないろ訪問看護ステーション 訪看（予） 242-7716 増坪町 445-9 山城

◆ 訪問介護・訪問入浴介護事業所
番号 事業所名 提供サービス 電話番号 所在地 地区
94 アースサポート甲府 訪浴（予） 228-5400 湯田 2-7-15 湯田
95 あっとほーむ訪問介護事業所 訪介（総） 269-8072 住吉 4-20-15 住吉

96 介護のみちる 訪介（総） 243-3081 住吉 5-25-32
1-SOHO-A 山城

97 ゴールドエイジ甲府営業所 訪介（総） 242-0700 中小河原町 1584-1
ゴールドエイジ中小河原 山城

98 セントケア甲府 訪介 236-1011 住吉 2-4-8 伊勢
100 ニチイケアセンター甲府南 訪介（総）　通介（総） 242-2501 増坪町 266-11 山城
101 藤訪問介護事業所 訪介（総） 223-2322 伊勢 1-2-18 伊勢
102 訪問介護 小春日和 訪介（総） 242-3000 中小河原町 1608-1 山城
103 訪問介護事業所コスモ山城 訪介（総） 269-8023 上今井町 571-4 山城
104（有）グットケアー住吉ヘルパーステーション 訪介（総） 236-6008 住吉 3-21-16 住吉
105 ケアステーション新日本 訪介（総） 242-2353 小瀬町 777-1 山城
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◆ 短期入所生活介護・短期入所療養介護事業所（ショートステイ）
番号 事業所名 提供サービス 電話番号 所在地 地区
140 春光園指定短期入所生活介護事業所 短入生 241-3111 増坪町 681 山城

◆ 訪問リハビリテーション事業所
番号 事業所名 提供サービス 電話番号 所在地 地区

108 介護老人保健施設
甲府南ライフケアセンター

訪リハ（予）　通リハ（予）
短入療（予）　介老保 241-3333 住吉 5-24-14 山城

109 ひかり訪問リハビリテーション事業所 訪リハ（予）　通リハ（予） 241-6015 上町 753-1 山城

◆ 通所介護・通所リハビリテーション事業所
番号 事業所名 提供サービス 電話番号 所在地 地区
110 あい上町 通介（総）　通介（地） 234-5615 小瀬町 772-2 山城
111 あいケアデイサービスすみよし 通介（総） 220-7010 住吉 5-7-1 住吉
112 あいけやき 通介（総）　通介（地） 287-8107 上町 1866-3 山城
113 あかしJOYデイサービス 通介（総）　通介（地） 225-5373 住吉本町 1407 山城

114 アルファケア南甲府介護施設 通介（総）　短入生（予）
福具貸（予）　福具販（予） 223-7511 南口町 2-7 湯田

115 郁の家甲府小瀬 通介（地） 220-2323 小瀬町 379-1 山城
116 オアゾSやましろデイサービスセンター 通介（総）　通介（地） 225-5630 上町 916-2 山城

117 ケア・コスモス 通介（総）　短入生（予）
通介（地） 269-7777 増坪町 457-1 山城

118 ケアステーションあさひ甲府 通介（総） 242-0250 中小河原町 341-1 山城
119 地域密着型通所介護みっちゃん家 通介（総）　通介（地） 242-2323 中町 145-1 山城
120 通所介護「庵雅楽」 通介（総）　通介（地） 242-3000 中小河原町 1608-1 山城
121 通所介護「歳深み」 通介（総） 242-3000 中小河原町 1608-1 山城
122 デイサービスあかし 通介（総） 226-6580 上町 2473 山城
123 デイサービスあっとほーむ 1 号館 通介（総）　通介（地） 269-8715 住吉 4-20-15 住吉
124 デイサービスあっとほーむ 2 号館 通介（総）　通介（地） 269-8072 住吉 4-20-15 住吉
125 デイサービスあっとほーむ甲府伊勢 通介（総）　通介（地） 236-9551 伊勢 3-5-10 伊勢
126 デイサービス あやめ 通介（総）　通介（地） 241-1506 中小河原町 507-12 山城
127 NPO法人デイサービスかんむら 通介（地） 287-9972 上町 177-1 山城
128 デイサービスセンター「笑くぼ」 通介（総）　通介（地） 236-6336 住吉 3-21-16 住吉
129 デイサービスセンター「すみよし」通介（総）　通介（地） 242-3113 住吉 5-21-1 山城
130 デイサービスセンター下小河原 3 丁目 通介（総） 225-6705 下小河原町 293 山城
131 デイサービスセンターフォーリーブス甲府 通介（総）　通介（地） 243-4800 東下条町 107 山城
132 デイサービスほのか 通介（総）　通介（地） 241-3356 小瀬町 573-2 山城
133 デイサービスやまぼうし 通介（総）　通介（地） 288-9735 住吉 4-23-6 住吉
134 なでしこの家 通介（総）　通介（地） 243-5176 上今井町 659-3 山城
135 ひろデイサービスなかこ 通介（総）　通介（地） 287-6225 中小河原 1-9-7 山城
136 フォレスト小瀬デイサービスセンター 通介（総） 242-3535 上町 1211-2 山城
137 南甲府ケアセンターそよ風 通介（総）　短入生（予） 221-8341 住吉 3-27-7 住吉
138 フィットネスデイサービスにこにこ 通介（総）　通介（地） 269-9680 上今井町 763-3 山城
139 ひかり通所リハビリテーション事業所 通リハ 241-6015 上町 753-1 山城
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◆ 短期入所生活介護・短期入所療養介護事業所（ショートステイ）（続き）
番号 事業所名 提供サービス 電話番号 所在地 地区
141 ショートステイあかし 短入生（予） 226-6580 上町 2473 山城
142 ショートステイ小瀬公園あかし 短入生（予） 242-7001 小瀬町 612 山城
143 ショートステイ専用施設リーフ幸町 短入生（予） 230-2800 幸町 15-10 湯田
144 ショートステイ増坪東 短入生（予） 242-6507 増坪町 327-1 山城
145 短期入所生活介護 フォーリーブス甲府 短入生（予） 243-4800 東下条町 107 山城

146 春光園指定介護予防短期入所生活
介護事業所 短入生（予） 241-3111 増坪町 681 山城

◆ 特定施設入居者生活介護事業所
番号 事業所名 提供サービス 電話番号 所在地 地区
147 なかこの家 特入介（予） 244-0711 中小河原町 92-2 山城

◆ 施設サービス（介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設）
番号 事業所名 提供サービス 電話番号 所在地 地区
148 春光園 介老福 241-3111 増坪町 681 山城
149 特別養護老人ホームロイヤルあかし 介老福 226-6580 上町 2473 山城

◆ 福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業所
番号 事業所名 提供サービス 電話番号 所在地 地区

150（有）グットケアー指定福祉用具貸
与事業所 福具貸（予）　福具販（予） 236-6006 住吉 5-21-1 山城

151 ダスキンヘルスレント甲府ステーション 福具貸（予）　福具販（予） 236-6522 住吉 3-26-20 住吉
152 ふうが介護ショップ 福具貸（予）　福具販（予） 243-0013 上今井町 681-12 山城
153（株）フロンティア 山梨営業所 福具貸（予）　福具販（予） 227-7300 住吉 4-3-38 住吉
154（株）山梨福祉設備センター 福具貸（予）　福具販（予） 243-1294 小瀬町 329-4 山城
155 福祉用具事業所知足 福具貸（予）　福具販（予） 242-3000 中小河原町 1608-1 山城

◆ 地域密着型サービス事業所
番号 事業所名 提供サービス 電話番号 所在地 地区
156 愛の家デイサービス甲府住吉 認通介（予） 236-3050 住吉本町 1398-1 山城
157 愛の家グループホーム甲府住吉 認共活（予） 236-3050 住吉本町 1398-1 山城
158 愛の家デイサービス甲府増坪 認通介（予） 242-0655 増坪町 338 山城
159 愛の家グループホーム甲府増坪 認共活（予） 242-0655 増坪町 338 山城
160 グループホーム あかし 認共活（予）　認通介（予） 226-6580 上町 2473 山城
161 小瀬公園あかし 介老福（地） 242-7001 小瀬町 612 山城

162 地域密着型介護老人福祉施設
フォーリーブス甲府 介老福（地） 243-4800 東下条町 107 山城

163 デイサービスあかしNT 認通介（予） 226-6580 上町 2473 山城
164 特別養護老人ホーム オアゾSやましろ 介老福（地） 225-5630 上町 916-2 山城

165 やさしい手甲府小瀬事業所
けやきの森茶論 小多居介（予） 244-1165 上町 339-2 山城

166 小規模多機能型居宅介護
フォーリーブス甲府 小多居介（予） 243-4800 東下条町 107 山城


