
62

◆ 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 甲府市北西地域包括支援センター 千塚　羽黒　千代田　能泉　宮本 252-4165 羽黒町 1657-5 羽黒

−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 （地独）山梨県立病院機構
山梨県立中央病院

呼内　消内　循内　腎内　血内　
内分泌内科　ア科　リ科　精神　
神内　小児　外科　整形　形成　
脳神　心外　小外　皮膚　ひ尿　
産科　婦人　眼科　耳鼻　麻酔　リハ　
放診　放治　病理　臨床　救急　歯外

253-7111 富士見 1-1-1 千塚

3 （医）八香会 湯村温泉病院 内科　呼内　外科　整形　脳神　ア科　
リハ　放射　消内　歯科 251-6111 湯村 3-3-4 千塚

◆ 診療所
番号 医療機関名 診療科目/提供サービス 電話番号 所在地 地区

4 アルガ医院 漢方内科 253-8022 湯村 3-12-16 千塚
5 おさだ内科クリニック 内科　循環 220-3703 山宮町 18-1 羽黒
6 甲府市直営宮本診療所 内科 287-2002 御岳町 2359 能泉宮本
7 順聖クリニック 内科　外科　皮膚　リハ　整形 251-2121 湯村 1-5-19 千塚
8 しまづ脳神経クリニック 脳神　内科　リハ 254-1200 千塚 5-13-21 羽黒
9 清水内科外科医院 内科　消化 252-3986 千塚 4-9-16 千塚
10 のだ内科クリニック 内科　循環 253-2119 富士見 1-7-35 ヴィラフジミ 1F 千塚
11 堀内整形外科医院 リ科　整形　リハ 252-9501 湯村 1-10-28 千塚
12 本間外科胃腸科医院 胃腸科　外科　麻酔 252-1519 湯村 3-1-8 千塚
13 松澤整形外科 整形　リ科　リハ 254-3101 富士見 1-7-6 千塚
14 よこやま泌尿器在宅クリニック ひ尿 252-7271 千塚 1-5-24 千塚

◆ 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
15 おちあい歯科医院 歯科　小歯 253-5538 千塚 5-8-8 千塚
16 末木歯科医院 歯科　小歯 254-2231 湯村 2-1-16 千塚
17 須藤歯科医院 歯科　小歯 252-0563 千塚 4-2-45 千塚
18 羽黒歯科医院 歯科　矯歯　小歯 251-4182 羽黒町 175-9 羽黒
19 花形歯科医院 歯科　矯歯　小歯 251-9416 千塚 3-5-22 千塚
20 富士見歯科医院 歯科　小歯 252-3511 富士見 1-18-4 千塚

◆ 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
21 井出薬局 254-7261 富士見 1-22-3 千塚 23 健康堂調剤薬局山宮店 254-6606 山宮町 88-8 羽黒
22 ウエルシア薬局 甲府富士見店 255-1631 富士見 1-22-7 千塚 24 甲府調剤センター 県病院前 255-6121 富士見 1-7-34 千塚

北西ほうかつエリア（マップは 86ページ、凡例は 36ページをご覧ください）
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◆ 薬局（続き）
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
25 サンロード調剤富士見店 220-3588 富士見 1-5-20 千塚 29 野口快明堂 252-4189 千塚 1-6-17 千塚

26 調剤薬局ツルハドラッグ
甲府千塚店 255-2350 千塚 4-3-27 千塚 30 のぞみ薬局 251-1193 山宮町 885-3

福島店舗 1 号室 羽黒

27 調剤薬局ツルハドラッグ
甲府富士見店 255-3268 富士見 1-6-13 千塚 31 みどり薬局富士見店 255-1122 富士見 1-5-21 千塚

28 日眼甲府薬局湯村支店 252-9992 湯村 1-9-23 千塚 32 （有）さくら
さくら調剤薬局 甲府店 298-6511 富士見 1-5-19 千塚

−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

33 アルファケア北甲府介護施設 居介　訪介　通介（総）　
短入生（予）　通介（地） 254-9511 山宮町 703-1 羽黒

34 奥湯村指定居宅介護支援事業所 居介 253-1165 羽黒町 1657-5 羽黒
35 居宅介護支援事業所カンナ 居介 251-0610 湯村 3-19-46 千塚
36 ケアセンターなごみ居宅介護支援事業所 居介 255-1151 富士見 2-8-17 千塚
37 ケアプラン ほのぼの 居介 288-1272 千塚 2-2-6 千塚
38 指定居宅介護支援事業所ふぁみりー 居介 267-7044 山宮町 1450-1 羽黒
39 NAC湯村指定居宅介護支援事業所 居介 251-9966 湯村 3-15-13 千塚
40 みやび居宅介護支援事業所 居介 231-5685 湯村 2-4-26 DハウスB号室 千塚
41 湯村温泉病院居宅介護支援事業所アシスト 居介 251-1447 湯村 3-2-32 千塚

◆ 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
42 あずま太陽の家 ヘルパーステーション 訪介 253-3711 羽黒町 1272-1 羽黒
43 ヴィラ武田の杜 訪問介護支援事業所 訪介（総） 253-8100 羽黒町 1455 羽黒
44 ケアセンターなごみ訪問介護事業所 訪介（総） 255-1151 富士見 2-8-17 千塚
45 訪問介護事業所 ゆい 訪介（総） 251-6466 湯村 3-9-1 千塚
46 みやびヘルパーステーション 訪介（総） 298-6671 千塚 4-12-18 千塚
47 リタ　ワーク 訪介（総） 267-7044 山宮町 1450-1 羽黒

◆ 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
48 （医）八香会 湯村訪問看護ステーション 訪看（予） 251-1447 湯村 3-2-32 千塚

◆ 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

49 NAC湯村
指定訪問リハビリテーション「にこにこ倶楽部」 訪リハ（予） 253-2200 湯村 3-15-13 千塚

50 湯村温泉病院 訪問リハビリテーション 訪リハ（予） 251-1454 湯村 3-3-4 千塚

◆ 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
51 奥湯村指定（介護予防）通所介護事業所 通介（総） 253-1165 羽黒町 1657-5 羽黒
52 介護老人保健施設NAC湯村 通リハ（予）　介老保 253-2200 湯村 3-15-13 千塚
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◆ 通所介護・通所リハビリテーション事業所（続き）
番号 事業所名 提供サービス 電話番号 所在地 地区
53 指定通所介護事業所 ふぁみりー 通介（総）　通介（地） 267-7044 山宮町 1450-1 羽黒
54 デイサービスゴールドエイジ山宮 通介（総） 298-6222 山宮町 5001-10 羽黒
55 合同会社デイサービスさくら 通介（地） 269-9682 湯村 3-20-11 羽黒
56 デイサービスセンター にじの家 通介（総） 254-6637 湯村 3-19-50 羽黒

57 デイサービスセンターレモンハート 通介（総）　通介（地） 288-8800 千塚 3-9-3
ルネマンション千塚 103 号室 千塚

58 デイサロンモア山の手 通介（総） 242-7831 千塚 3-1-32 千塚
59 ポシブル甲府 通介（総） 220-3055 富士見 2-10-2 千塚

60 湯村温泉病院
指定通所リハビリテーション事業所 通リハ（予） 251-6111 湯村 3-3-4 千塚

61 リハビリスタジオあさかわ 湯村スタジオ 通介（総）　通介（地） 288-1110 千塚 1-9-8 千塚
62 デイサービスリハビリテーションこんね千塚 通介（総）　通介（地） 269-8575 千塚 3-1-43 千塚
63 だんらんの家 山宮 通介（地） 209-0540 山宮町 3336 羽黒

◆ 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

64 奥湯村指定（介護予防）
短期入所生活介護事業所 短入生（予） 253-1165 羽黒町 1657-5 羽黒

65 ショートステイ 志麻の郷・湯村 短入生（予） 242-6300 湯村 3-11-10 千塚
66 ショートステイ万寿の杜 短入生（予） 288-0722 湯村 3-8-1 千塚
67 ショートステイ わか柳 短入生（予） 254-3311 山宮町 3294-3 羽黒
68 NAC湯村 短入療（予） 253-2200 湯村 3-15-13 千塚

◆ 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
69 奥湯村指定介護老人福祉施設 介老福 253-1165 羽黒町 1657-5 羽黒

◆ 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
70 福祉用具貸与事業所 ときめき 福具貸（予）　福具販（予） 242-6655 千塚 1-2-1 千塚

◆ 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
71 サテライト万寿の杜 介老福（地） 288-0722 湯村 3-8-1 千塚
72 グループホーム「笑がお」 認共活（予） 253-1148 羽黒町 1461-1 羽黒
73 グループホーム めだかの学校・千塚公園西 認共活（予）　認通介（予） 252-1123 千塚 3-9-31 千塚
74 グループホーム めだかの学校・湯村 認共活（予） 242-6300 湯村 3-11-10 千塚
76 ツクイ甲府富士見グループホーム 認共活（予） 255-5660 富士見 2-2-26 千塚
77 特別養護老人ホーム 志麻の郷・湯村 介老福（地） 242-6300 湯村 3-11-10 千塚
78 はなまるホーム甲府山宮 認共活（予） 255-2492 山宮町 2904 羽黒


