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はじめに

　このパンフレットは、山梨県内にお住まいの身体障害、知的障害及び精神障害の
ある人（原則として、 18歳未満の障害児を含みます。）を対象とした福祉サービスの
概要について記載したものです。
　各サービスの対象者や申込方法などについては、障害の程度や所得により対象
者に制限がある場合や、事前の申し込みが必要な場合があります。
　詳細については、事前に各窓口にお問い合わせください。

　このパンフレットは、令和４年６月１日現在の情報を掲載しています。
　内容が変わっていることや、受付が終了していることがありますので、各サービス
をご利用の際には、事前に各窓口にお問い合わせください。
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　療育手帳は、児童相談所又は障害者相談所において、医学的、心理学的判定等によ
り、知的障害と判定された人に対して、申請により交付されます。
　障害の程度によって、重度の「Ａ」（Ａ-１、Ａ-２ａ、Ａ-２ｂ、Ａ-３）と中軽度の「Ｂ」
（Ｂ-１、Ｂ-２）に区分されます。
　この手帳を取得することにより、障害程度に応じた各種サービスを利用することができま
す。
　手続については、市町村の障害福祉担当で行っています。

　身体障害者手帳は、障害の内容により「視覚障害」、「聴覚又は平衡機能の障害」、「音
声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害」、「肢体不自由」、「心臓、じん臓若しくは呼吸
器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能若しくは肝臓の
機能の障害」に永続する一定の障害のある人に対して、申請により交付されます。
　障害の程度によって、１級から６級までの等級が定められています。
　この手帳を取得することにより、障害種別とその程度に応じた各種サービスを利用するこ
とができます。
　手続については、市町村の障害福祉担当で行っています。

※　平成31年４月１日から、甲府市が中核市に移行したことに伴い、これまで県で行っていた、
　　甲府市民に対する身体障害者手帳の交付事務については、甲府市が直接行っています。

　精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患を有する人及び発達障害のある人（知的障害の
ある人を除く)で、長期にわたり日常生活又は社会生活に制約がある人に対して、申請に
より交付されます。
　障害の程度によって、１級から３級までの等級が定められています。
　この手帳を取得することにより、障害程度に応じた各種サービスを利用することができま
す。
　手続については、市町村の障害福祉担当で行っています。

１ 手帳について

（１） 身体障害者手帳

（２） 療育手帳

（３） 精神障害者保健福祉手帳
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種　　類

③施設系
　 サービス

介護給付

　全ての障害者及び障害児が、日常生活及び社会生活を営むために必要な支援を受けられるこ
とにより、社会参加の機会が確保されること等を基本理念として、障害者総合支援法（障害者の
日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律）が平成25年４月１日から施行されまし
た。
　障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスについては、必要に応じて障害支援区分の認定
などの手続を経て、市町村から支給決定を受けることにより利用できます。
　※障害者の範囲の中には「難病等」も含まれ、令和元年７月からは対象となる疾病が
　　359疾病から361疾病に拡大されました。
　次のサービスについては、それぞれ対象者や利用方法が異なりますので、詳細は市町村の障
害福祉担当にお問い合わせください。

重度の障害があり常に介護が必要な人に、自宅での入
浴、排せつ、食事の介護、外出時の移動支援、入院先
の病院等での意思疎通支援などを総合的に行います。

重度訪問介護

自宅での入浴、排せつ、食事の介護、通院するために
必要な介助等を行います。

内　　　　　　　容名　　　　称

居宅介護
（ホームヘルプ）

①訪問系
　 サービス

介護給付

重度障害者等包括支援

知的障害や精神障害により自己判断能力が制限されて
いる等、行動する時に支援を必要とする人に、外出時の
移動支援を行います。

視覚障害により、移動が困難な人に、外出時に同行して
移動の支援を行います。

常に介護が必要な人の中でも、介護の必要な程度が非
常に高いと認められた人には、居宅介護などの障害福
祉サービスを包括的に提供します。

常に医療と介護を必要とする人に、医療機関において
機能訓練、療養上の管理、看護、介護等を提供します。

介護給付
②日中活動系
 　サービス 療養介護

短期入所
（ショートステイ）

生活介護

行動援護

施設入所支援

同行援護

常に介護が必要な人に、昼間、入浴、排せつ、食事の
介護等や創作的活動などの機会を提供します。

自宅で介護をする人が病気などの場合、短期間、夜間
も含めて施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行いま
す。

施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事
の介護等を行います。

２ 障害者総合支援法・児童福祉法によるサービス

（１） 障害者総合支援法によるサービス
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種　　類

※現在入所している施設がある市町村と、入所前に住んでいた市町村が違う場合は、入所前に住んでいた市
　 町村が窓口となります。

※サービスの利用に関しては、市町村の障害福祉担当にお問い合わせください。

※所得によって利用料が異なります。

内　　　　　　　容

単身生活をする障害のある人の居宅へ定期的な巡回
又は緊急時の訪問を行い、自立した日常生活を営む上
で必要な援助を行います。

障害のある人に対して、主に夜間において、共同生活を
営む住居で相談、入浴、排せつ又は食事の介護、その
他の日常生活上の援助を行います。

一般企業への就労が困難な人に、働く場を提供するとと
もに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行い
ます。

⑥相談系
　 サービス

⑤訓練系・
　 就労系
　 サービス

④居住系
 　サービス

共同生活援助
（グループホーム）

自立生活援助

訓練等給付

就労継続支援

名　　　　称

就労移行支援

自立訓練
（機能訓練・生活訓練・
宿泊型自立訓練）

計画相談支援

訓練等給付

地域相談支援
給付

地域移行支援

地域定着支援

就労定着支援

障害福祉サービスを利用するために必要な「サービス
等利用計画」を作成するため、相談支援専門員が支援
を行います。

施設や病院に長期入所・入院していた人に対し、地域で
の生活に移行するために必要な住居の確保や新生活
の準備のための相談支援を行います。

単身で生活する障害のある人に対し、常に連絡体制を
確保し、緊急時の相談など地域での生活を送るために
必要な支援を行います。

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労
に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を
行います。

自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、
身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を
行います。

就労移行支援等を利用して一般就労した人に対し、関
係機関等との連絡調整や日常生活または社会生活上
の問題に関する相談等を行い、雇用が継続されるよう
支援します。
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医療型児童
発達支援

③相談支援

※所得によって利用者負担が異なります。

障害のある未就学児童の居宅を訪問し、
日常生活における基本的な動作の指導、
知識技能の付与、集団生活への適応訓練
その他必要な支援を行います。

福祉型障害児入所施設

医療型障害児入所施設

※①③の利用は市町村の障害福祉担当、②の利用は各児童相談所にお問い合わせください。

②入所支援

障害のある児童が入所し、保護、日常生
活の指導及び独立自活に必要な知識技能
の付与を行います。

障害のある児童が入所（入院）し、保護、
日常生活の指導、独立自活に必要な知識
技能の付与及び治療を行います。

障害児支援を利用するために必要な「障
害児支援利用計画」を作成するため、相談
支援専門員が支援を行います。

障害児相談支援

①通所支援

児童発達支援センター

障害のある未就学児童が、地域の中核的
な療育支援施設である児童発達支援セン
ターに通い、日常生活における基本的動
作の指導、独立自活に必要な知識技能の
付与又は集団生活への適応のための訓
練を行います。

医療型児童発達支援センター

障害のある未就学児童に対し、日常生活
における基本的な動作の指導、知識技能
の付与、集団生活への適応訓練その他必
要な支援及び治療を行います。

児童発達支援センター以外

障害のある未就学児童に対し、日常生活
における基本的な動作の指導、知識技能
の付与、集団生活への適応訓練その他必
要な支援を行います。

児童発達
支援

サ　ー　ビ　ス　種　類 内　　　　　容

就学している障害のある児童が、授業の
終了後又は休業日に通い、社会との交流
の促進、生活能力の向上のために必要な
訓練等の支援を行います。

放課後等デイサービス

保育所等訪問支援

障害のある児童が通う保育所等を訪問し、
障害のある児童以外の児童との集団生活
への適応のための専門的な支援等を行い
ます。

居宅訪問型児童発達支援

（２） 児童福祉法によるサービス
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有 △ △ △ △ △ △

有 △ △ △

※目安として、△は一部該当と表示しています。詳しくは、市町村窓口にお問い合わせください。

※所得等に応じてひと月当たりの負担上限額が設定され、利用者負担が軽減されます。                                                         

自己負担：原則１割（所得要件有り）

車いす

○

○

○

頭部
保持具

排便
補助具

× ×

○ ○

電　動
車いす

歩行器
歩行
補助
つえ

重度障
害者用
意思伝
達装置

座位保
持いす

18　歳　以  上

18　歳　未　満

※その必要性を個々に判断して支給しますので、
　 市町村の障害福祉担当にお問い合わせください。

○ ○ ○ ○ ○

起立
保持具

○ ○ ○ ○ × ×

○18　歳　以  上

18　歳　未　満

○○

○○

○ ○

○

○○○

○○ ○ ○○

義眼

身 体 障 害 者 手 帳

精神通院医療

育 成 医 療

所
得
要
件

年齢・要件等

18歳以上、障
害の除去・軽減
の医療

内　　　容

更 生 医 療

精神障害
者保健福
祉手帳 自己

負担

視覚
障害者
安全
つえ

原則
１割

眼鏡

原則
１割

装具義肢

原則
１割

18歳未満、障
害の除去・軽減
の医療

継続的な通院
による精神医
療

補聴器
座位
保持
装置

人工
内耳

（人工内耳
用音声信
号処理装
置の修理
に限る。）

種 目

年 齢

種 目

年 齢

（３） 自立支援医療

（４） 補装具費（修理費）の支給
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聴覚、言語機能、音声機能、視覚等の障害のため、意思疎通を図
ることに支障がある人に対して、手話通訳者、要約筆記者等の派
遣を行います。

障害のある人等の相談に応じ、必要な情報提供等や権利擁護の
ために必要な援助を行います。また、自立支援協議会を設置し、
地域の相談支援体制やネットワークの構築を行います。

広域的な支援事業

専門性の高い
相談支援事業

発達障害、高次脳機能障害及び就業等専門性の高い相
談について、必要な情報提供等を行います。
また、在宅の重症心身障害児（者）等の地域生活を支える
ため、療育指導等を行います。

相談支援に関するアドバイザーを配置し、地域における
ネットワーク構築に向けた指導・調整等相談支援体制の
整備を推進します。

※事業の内容は、市町村によって異なります。
　 詳しくは市町村の障害福祉担当にお問い合わせください。

相談支援事業

意思疎通
支援事業

日常生活用具給
付等事業

移動支援事業

障害のある人、難病の人等に対し、自立生活支援用具等日常生
活用具の給付又は貸与を行います。

屋外での移動が困難な障害のある人について、外出の支援を行
います。

障害のある人が通い、創作的活動又は生産活動の提供、社会と
の交流の促進等の便宜を図ります。

地域活動支援
センター事業

成年後見制度を利用することが有用であると認められる人に対
し、成年後見制度の利用を支援します。

成年後見制度
利用支援事業

主な市町村事業

主な県事業

（５） 地域生活支援事業
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２　その他のサービス

区
分

所得
要件
※

有

有

一部
有

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 Ａ１ Ａ２ Ａ３ Ｂ１ Ｂ２ １級 ２級 ３級

１級 ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △

２級 ○ ○ ○ △ △ △ △ △

△ △ △ △ △

△ △ △ △ △ △ △ △ △

△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

△ △ △ △ △ △ △ △ △

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △

（ａ）手当・年金

月額（１口）20,000円

特別障害者手当

障害児福祉手当

障害基礎年金

障害基礎年金

※「所得要件」欄の「有」は所得要件があるもの。

20歳以上

制度加入者

有

１級月額　52,400円

目安として、該当は○、一部該当は△と表示しています。
詳細は各担当窓口機関にお問い合わせください。

療育手帳
精神障害者保健

福祉手帳

１級年額 975,125円
２級年額 780,100円

平均標準報酬月額や被保
険者期間の月数などで算
出

備　　　　　考

原則として各手当用診断
書等により診断します。
○でも該当しない場合が
あります。

国民年金・厚生年金保険
用診断書により認定しま
す。

給付の内容

     月額　14,850円

２級月額　34,900円

     月額　27,300円

手
当
・
年
金

特別障害者手当

年齢要件等

20歳未満

20歳以上

20歳未満

内　　　　容

障害児福祉手当

窓　　口

市町村

年金事務所

市町村

障害厚生年金
障害手当金

心身障害者
扶養共済

制度加入者

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当

障害厚生年金
障害手当金

心身障害者扶養共済

身体障害者手帳

（１）　手当・助成・貸付

障害程度

手当・年金

３ その他のサービス

（１） 手当・助成・貸付
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区
分

所得
要件
※

有

有

１級 ２級 ３級 ４級 ５・６級 Ａ１ Ａ２ Ａ３ Ｂ１ Ｂ２ １級 ２級 ３級

○ ○ ○ ○ ○ △

○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △

○ ○ △

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（ｂ）移動支援・住宅支援

市町村

県住宅供給公
社、一部市町
村

居室整備費
の助成

自動車燃料費の助成

下肢・体幹（車い
す）等

常時介護を要する者のた
めの居室の整備

内　　　　容

療育手帳

詳細については、お住まいの市町村にお問い合わせください。

詳細については、県住宅供給公社等にお問い合わせください。

詳細については、お住まいの市町村にお問い合わせください。

詳細については、お住まいの市町村にお問い合わせください。

詳細については、お住まいの市町村にお問い合わせください。

身体障害者手帳
その他

備　　　　　考

タクシー利用券利用者は
除きます。

自動車税減免又は自動車
燃料費助成者は除きま
す。

改造費・新規購入費

給付の内容

年額24,000円（軽油車は
10,800円）を限度

詳細については、お住まい
の市町村にお問い合わせ
ください。

限度額400,000円

詳細については、お住まいの市町村にお問い合わせください。

所得状況、工事費等により
最高1,300,000円

詳細については、お住まいの市町村にお問い合わせください。
運転免許取得費
の助成

タクシー利用券
の交付

自動車改造費
の助成

市町村

保健福祉
事務所

窓　　口

肢体・知的
原則18歳以上

移
動
支
援

障害・年齢要件等

車税減免対象者等

肢体・視覚・知的・
要介護老人・精神
等

自動車燃料費
の助成

介助用自動車
購入等の助成

自動車改造費の助成

住宅改修費
の助成

介助用自動車購入等
の助成

運転免許取得費の助成

居室整備費の助成

住宅改修費の助成

公営住宅の優先入居

住
宅
支
援

公営住宅
の優先入居

※「所得要件」欄の「有」は所得要件があるもの。

精神障害者保健
福祉手帳

タクシー利用券の交付

障害程度

助成
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区
分

所得
要件
※

医
療
費
助
成

有

有

有

有

有

有

有

有

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 Ａ１ Ａ２ Ａ３ Ｂ１ Ｂ２ １級 ２級 ３級

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（ｃ）医療費助成・貸付金

内　　　容

障害者
自動車
購入費

※「所得要件」欄の「有」は所得要件があるもの。

重度心身障害者
医療費助成

貸
　
付
　
金

市町村

窓　　口

障害者自動車購入費

住宅費

障害者福祉用具等購入費

療育手帳
精神障害者保健

福祉手帳
身体障害者手帳

障害・年齢要件等 備　　　　　考

受給者証の交付を受ける
必要があります。
なお、障害基礎年金を受
給している者及び同程度
の状態にある者も対象とな
ります。
（特別児童扶養手当１・２
級対象児を含む。）

連帯保証人は不要で、無
利子です。

原則、連帯保証人が必要
です。
貸付利子「年０％～1.5％」
その他、連帯借受人が必
要となる場合や貸付として
の条件が様々ありますの
で、お住まいの市町村社
会福祉協議会にお問い合
わせください。

限度額
1,700,000円以内

市町村

山梨県
社会福祉
協議会

重度心身障害者医
療費助成金受給者
証の交付を受けて
いる方

生業費

技能
習得費

給付の内容

医療費の自己負担金

１か月分の医療費を貸与

限度額：高額療養費制度
の自己負担限度額

限度額
4,600,000円以内

限度額
5,800,000円以内

限度額
　500,000円以内

限度額
　500,000円以内

限度額
2,500,000円以内

限度額
2,500,000円以内

住宅費

重度心身障害者
医療費貸与

福祉費

生業費

技能
習得費

婚姻・埋葬・転居費

生
活
福
祉
資
金

（
福
祉
資
金

）

婚姻・埋葬・
転居費

福祉費

障害者
福祉用具等
購入費

重度心身障害者
医療費助成

重度心身障害者
医療費の貸与

障害程度

医療・貸付金
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１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 Ａ１ Ａ２ Ａ３ Ｂ１ Ｂ２ １級 ２級 ３級

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

△
視覚

△
視覚

△
視覚

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

特定障害者扶養信託契約に基づ
く信託受益権の価額の3,000万円
まで非課税

相続税額から10万円×(満85歳に
達するまでの年数)控除

個人
事業税

ゴルフ場
利用税

所得税

住民税

相続税

非課税

障害者控除

非課税

非課税

特別障害者
控除

障害者控除

贈与税

障害者控除

特別障害者
控除

贈与税 非課税

特定障害者扶養信託契約に基づ
く信託受益権の価額の6,000万円
まで非課税

所得金額から270,000円控除

所得金額から750,000円控除

非課税

特別障害者控除

所得税

同居特別障害者控除　※

障害者控除

障害者控除

住民税

特別障害者控除

相続税

非課税

特別障害者
控除

所得税を給与から源泉徴
収されている場合は、勤務
先にお問い合わせくださ
い。

内 容

非課税

備　　　　　考

相続人が障害者である場
合

身体障害者手帳

税務署

市町村

税務署

窓口

ゴルフ場

精神障害者
保健福祉手帳

住民税を給与から源泉徴
収されている場合は、勤務
先にお問い合わせくださ
い。

療育手帳

県税事務所

所得金額から260,000円控除

ゴルフ場
利用税

個人
事業税

特別障害者以外の場合

非課税
（左記対象者が備考欄の事業を
行う場合）

減 免 等 の 内 容

所得金額から300,000円控除

あんま、マッサージ、指
圧、はり、灸、柔道整復等
医業に関する事業

（２）　税の控除・減免

特別障害者の場合

特別障害者控除 所得金額から400,000円控除

相続税額から20万円×(満85歳に
達するまでの年数)控除

※同居特別障害者：特別障害者である同一生計配偶者や扶養親族で、納税者本人や配偶者、生計を一にする親族の
　　　　　　　　　　　 　どなたかとの同居を常としている方

障害者控除

制 度

科 目

障害程度

税金

（２） 税の控除・減免
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（３）　自動車税・自動車取得税の減免

本　人　運　転 家族運転・常時介護者運転

３級（喉頭摘出による音声機能障害が
ある場合に限る。）

――――――

１級～６級 　※１ １級～３級

１級～３級、５級 １級～３級

上肢機能

移動機能 １級～６級 １級～３級

―――――― 障害の程度Ａ

―――――― １級　※２

※２ 身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方は、お住まいの市町村役場で発行したもの（有効期間３か月）。
　　　精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、管轄の保健所（※３）で発行したもの（有効期間３か月）。
　　　　　　（※３）平成31年４月１日に甲府市が中核市に移行したことに伴い、甲府市にお住まいの方は、
　　　　　　　　　　甲府市健康支援センター（甲府市保健所） 精神保健課（055-237-5741）にお問い合わせください。

 窓口　山梨県自動車税センター●●●
（総合県税事務所　自動車税部）

◯申請の区分

家族運転

身体障害者等と住居及び生計を一にする方が運転する場合

減免申請する自動車を、専ら身体障害者等の通学、通院、通所又は生業（通勤を含む。）のため
に週３日以上若しくは総使用日数（走行距離数）の50%以上使用していることが必要です。

常時介護者運転

身体障害者等（＊）を常時介護する方が運転する場合
（＊）「障害者のみの世帯（単身の世帯を含む。）」又は「70歳以上の方（若しくは未成年者）と障害者
　　　のみで構成される世帯」に限ります。なお、ここでいう「障害者」とは、次の表に掲げる等級の障
　　　害者手帳を所持する方」のことをいいます。

減免申請する自動車を、専ら身体障害者等の通学、通院、通所又は生業（通勤を含む。）のため
に週３日以上若しくは総使用日数（走行距離数）の50%以上使用していることが必要です。

　 減免申請には、次の３つの区分があり、それぞれ減免の要件や手続きが異なります。
　 なお、軽自動車税は、市町村の税金になりますので、お住まいの市町村役場にお問い合わせください。
   また、戦傷病者手帳をお持ちの方は、別に規定がありますので山梨県自動車税センター（TEL055-262-4662）に
 　お問い合わせください。

本人運転 身体障害者及び戦傷病者本人が運転する場合

①減免申請書　②障害者手帳（原本、複数ある場合はすべての手帳）　③運転免許証
（両面の写し）　④自動車検査証（写し）　⑤減免車両を買い換える場合は、前減免車両
の移転登録または抹消登録がわかる書類　⑥印鑑（認印可）　⑦マイナンバー（個人番
号）確認書類※１　⑧減免資格証明書※２

※１ 令和４年４月１日（金）午前０時時点で所有している自動車で減免申請を行う場合のみ。

減 免 の 対 象 と な る 障 害 者 の 範 囲

障 害 の 区 分

１級～４級視覚障害

乳幼児期以前の非進
行性脳病変による運
動機能障害

身
体
障
害
者
手
帳
所
持
者

下肢不自由

体幹不自由

上肢不自由

聴覚障害

平衡機能障害

音声機能障害

肢
体
不
自
由

家族運転・常時介護者運転

①減免申請書　②障害者手帳（原本）　③運転免許証（両面の写し）　④自動車検査証
（写し）　⑤減免車両を買い換える場合は、前減免車両の移転登録または抹消登録が
わかる書類　⑥印鑑（認印可）　⑦マイナンバー（個人番号）確認書類※１

本人運転

◯提出書類

１級～３級

※１ 身体障害者手帳下肢不自由においては、７級に該当する障害が２以上重複する場合は６級とし、本人運転に限り、
　　　減免の対象となります。

療育手帳所持者

精神障害者保健福祉手帳所持者

内部
機能
障害

心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう又は
直腸・小腸の機能障害

１級、３級

免疫機能障害・肝臓機能障害

※２ 精神障害者保健福祉手帳においては、１級の障害を有していて、かつ、自立支援医療受給者証（精神通院）の
　　　交付を受けている方が対象となります。

２級、３級

３級

１級、２級

１級、２級

（３） 自動車税（種別割・環境性能割）の減免
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（４）乗物運賃等の割引

＜第１種・２種　身体障害者＞

第１種身体障害者 第２種身体障害者

１級～３級、４級の１ ４級の２、５級～６級

　 聴覚障害 ２級、３級 ４級、６級

　 平衡機能障害 － ３級、５級

－ ３級、４級

上肢 １級、２級の１・２ ２級の３・４、３級～６級

下肢 １級、２級、３級の１ ３級の３・４、４級～６級

体幹 １級～３級 ５級

上肢機能障害 １級、２級 ３級～６級

移動機能障害 １級～３級 ４級～６級

心臓機能障害 １級、３級～４級 －

じん臓機能障害 １級、３級～４級 －

呼吸器機能障害 １級、３級～４級 －

膀胱・直腸機能障害 １級、３級 ４級

小腸機能障害 １級、３級～４級 －

免疫機能障害 １級～４級 －

肝臓機能障害 １級～４級 －

本人単独 本人と介護者 本人単独 本人と介護者

普通乗車券
片道100Km超の場合
本人５割引

距離制限なし
本人５割引
介護者５割引

片道100Km超の場合
本人５割引

定期乗車券

同上
(障害者が12歳未満
の場合は介護者のみ
５割引)

12歳未満の障害者の介
護者のみ５割引

距離制限なし
本人５割引
介護者５割引

距離制限なし
本人５割引
介護者５割引

※手続：乗車券を購入する際、手帳を提示してください。介護者は障害者１人につき１人となります。

※他の鉄道についても同様な取扱いをしている場合があるので、利用する鉄道会社にお問い合わせください。

回数乗車券
（急行回数乗車券を除く)

急行券
（特別急行券を除く)

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による
運動機能障害

第１種身体障害者・療育手帳Ａ  

内
部
機
能
障
害

① 旅客鉄道（ＪＲ）運賃

肢
体
不
自
由

　 音声機能、言語障害またはそしゃく機能障害

障害の区分

視覚障害

　 聴覚または平衡機能の障害

第２種身体障害者・療育手帳Ｂ

（４） 乗物運賃等の割引
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取扱区間 割引率 手続き

③ 乗合バス運賃

取扱区間 割 引 率 手   続

・第１種身体障害者

・療育手帳Ａ所持者

・精神障害者手帳1級所持者

・療育手帳Ｂ所持者

・精神障害者手帳2級及び3級所持者

④ タクシー運賃

取　扱 割 引 率 手   続

県内のタクシー会社 10%

○利用の際手帳を提示してくださ
　 い。
○タクシー会社により異なる場合が
　 あります。詳しくは利用するタク
　 シー会社にお問い合わせくださ
　 い。

取　扱 手   続

⑤ 有料道路通行料金

普通乗車券  50%
定期乗車券  30%

○料金支払時に手帳を提示してくだ
　 さい。
○バス会社により異なる場合があり
　 ますので、詳しくは利用するバス
　 会社にお問い合わせください。

航空運送事業者又
は路線によって異な
ることがあります。

○航空券販売窓口に手帳を提示し
○てください。
○療育手帳所持者は、あらかじめ、
○その居住地を所管する福祉事務
○所長から療育手帳に割引対象者
○である旨の証明印の押印を受け
○てください。
○精神障害者保健福祉手帳は、顔
○写真付きのもの及び搭乗日当日
○が有効期間内であるものに限り
○ます。
○詳しくは利用する航空運送事業者
　にお問い合わせください。

○窓口：市町村役場
○持参書類：身体障害者手帳又は
　 療育手帳、自動車検査証、運転免
 　許証、印鑑（認印可）
○ＥＴＣの場合は上記書類の外に、
　 ETCカード、登録を申請する自動
 　車に取付けられたETC車載器管
　 理番号が確認できる書類等
○備考：営業用車輌は対象外。
　　　　 　１人１台に限る。
　　　　 　有効期間あり。

通行料金の50％
手帳を提示又はＥ
ＴＣ割引登録

対　　　　象　　　　者

介護者運転
(生計同一者等)

本人運転 身体障害者手帳所持者

第１種身体障害者
療育手帳Ａ所持者

② 国内航空運賃

県内に発着する路線
※イオンモール線は
　 対象外

・身体障害者手帳所持者
・療育手帳所持者

対　　　　象　　　　者

・第２種身体障害者
 のうち12歳未満の者

対　　　　象　　　　者

・第２種身体障害者

本人のみ

本人及び介護者

・身体障害者手帳所持者
・療育手帳所持者
・精神障害者保健福祉手帳
・所持者

本人及び介護者1名
定期航空路線の国内
線の全区間

対象者（12歳以上）
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⑥ NHK放送受信料の減免
取　扱

全額免除

⑦ 駐車禁止除外標章交付対象者

手帳の種別

世帯主が、１級または２級の身体障害者手帳をお持ちの受信契約者の場合

世帯主が、Ａ－１、Ａ－２の療育手帳をお持ちの受信契約者の場合

世帯主が、１級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの受信契約者の場合

 小児慢性特定疾患児手帳

◯手続き
　・所轄の警察署（交通課）
　・警察本部交通規制課 （防災新館）

◯提出書類
　・駐車禁止除外申請書
　・上記一覧表に該当するいずれかの手帳の写し（すべてのページ）
　・住民票（３か月以内に交付されたもの）

◯注意事項
　・標章は、公安委員会による駐車禁止規制のみが行われている道路の部分以外の場所では、使用できません。
　・駐停車禁止場所、法定駐車禁止場所等は除外の対象となりません。
　・標章を使用する時は、用務先、連絡先を記載した連絡票を、標章とともに掲出してください。

色素性乾皮症の認定を受けている方

特別項症から第４項症までの各項症

戦傷病者手帳

上肢、下肢機能障害、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう
又は直腸、小腸、肝臓機能障害

視覚、聴覚、平衡機能、体幹機能障害

特別項症から第３項症までの各項症

１級

障害の程度Ａ

手　　　続

市福祉事務所または町村
役場で証明を受け、NHK甲
府放送局に申請する必要
があります。

詳しくは、NHK受信料ナビ
ダイヤル（電話 0570-077-
077）にお問い合わせくださ
い。

障害の級別

１級から３級

１級、３級

１級～４級

半額免除

１級、２級
（一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く）

１級～３級

世帯主が、視覚または聴覚障害の身体障害者手帳をお持ちの受信契約者の場合

障害の区分

１級～４級

１級、２級の１、２級の２
（両上肢に著しい障害がある方）

３級

２級、３級

１級～３級、４級の１視覚障害

聴覚障害

運動機能障害

体幹機能障害

下肢機能障害

上肢機能障害

平衡機能障害

対　　　　象　　　　者

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方
がいる世帯で、世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合

身体障害者手帳

内
部
機
能

肢
体
不
自
由

 精神障害者保健福祉手帳

 療育手帳

移動機能

上肢機能

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸機
能障害

免疫機能障害、肝臓機能障害
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申請に必要な書類
（確認書類）

有効期間

上肢機能

移動機能

心臓機能障害

じん臓機能障害

呼吸器機能障害

ぼうこう又は直腸の機
能障害

小腸機能障害

ヒト免疫不全ウィルス
による免疫機能障害

肝臓機能障害

療育手帳

精神障害者保健福祉手帳

特定医療費（指定難病）受
給者証、特定疾患医療受
給証、小児慢性特定疾病
医療受給証、知事が指定
難病にかかっていることを
証明する通知書

介護保険被保険者証

母子健康手帳
交付要件に該当する
期間

医師の意見書
５年の範囲内で必要
と認められる期間

医師の意見書
１年の範囲内で必要
と認められる期間

◯申請手続き
　・交付要件を確認できる書類（身体障害者手帳等）を持参し、申請窓口までお越しください。
　・代理申請も可能です。その場合は代理申請者の方の身分証明書の提示をお願いします。
  　原則、即日交付ですが、確認のため後日となることがあります。

◯申請窓口
　・各市町村の福祉担当課の窓口、県保健福祉事務所、県の障害福祉課にて受け付けています。
　・郵送、メール、ファクスで申請を行う場合は県障害福祉課まで申請書及び確認書類の写しを送付してください。
 　 ただし、交付までに時間がかかる場合があります。

妊産婦

内
部
機
能

４級以上

４級以上

４級以上

４級以上

高齢者

心臓、じん臓、呼吸
器、ぼうこう、直腸ま
たは小腸機能障害、
若しくはヒト免疫不全
ウィルスによる免疫
または肝臓機能の障
害

精神障害

知的障害

身体障害者手帳

視覚障害

けがにより歩行が困難で車い
す、杖等を使用している人

母子健康手帳交付日から出産後
1年６か月までの人。ただし、出産
後は１歳６か月以下の乳幼児と
同伴の場合に限る。

４級以上

２級以上

５級以上

交付要件

身体障害者手帳

５年

４級以上

４級以上

障害の程度Ａ

１級

特定医療費（指定難病）受給
者、特定疾患医療受給者、小
児慢性特定疾病医療受給者、
指定難病にかかっている者

要介護１以上

対象としない

移動に介助者の特別な注意
が必要と認められる人発達障害

けが人

６級以上

４級以上

⑧ やまなし思いやりパーキング制度

区分

難病

乳幼児期以前の非
進行性の脳病変によ
る運動機能障害

平衡機能障害

肢
体
不
自
由

上肢機能障害

下肢機能障害

体幹機能障害

音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害

　障害のある人や高齢の人、けが人の方などで、車の乗り降りや移動に配慮の必要な方が、公共施設、店舗等の
障害者用等の駐車場などに車をとめ、安全かつ安心して施設を使用できるように支援する制度です。
　対象の方には思いやり駐車区画利用証を交付します。

聴覚障害

６級以上

２級以上

３級以上

５級以上
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⑨ 郵便物の無料取扱・割引

料金

無料

ゆうパック
運賃表によ
る

ゆうパック
運賃表によ
る

ゆうメール
運賃表によ
る

定期刊行物の第三種郵便物認可
低料金第三
種郵便物の
扱いによる

○詳しくは郵便局にお問い合わせください。

３Kgまで
特定録音物等郵便物は指定
の盲人施設の発送または返
送するものに限る。

備考種類

身体障害者団体が発行する定期刊行物（１回の発
行部数が500部以上あるもの）に第三種郵便物の認
可条件の特例が設けられています。

点字郵便物
特定録音物等郵便物

点字ゆうパック

聴覚障害者用ゆうパック

心身障害者用ゆうメール

概要

点字のみを掲げたものを内容とする郵便物、
または、(株)日本郵便の指定を受けた施設が発送す
る視覚障害者を支援する録音物等を内容とする郵
便物。

点字郵便物として差し出せない大型のものを郵送す
る場合は低料金になります。

30Kg以内
指定の聴覚障害者施設と聴
覚障害者間に限る。

(株)日本郵便に届け出た図
書館に限る。

集配郵便局の承認が必要。

⑩青い鳥郵便はがきの無償配布

録画物の貸し出しのため、指定された聴覚障害者を
支援する施設から聴覚障害者に郵送する場合又は
施設に返送される場合は低料金になります。

図書の貸し出しのため、特定の図書館から重度心
身障害者に郵送する場合、または図書館に返送さ
れる場合は低料金になります。

申込み方法

郵便局の窓口に身体障害者手帳または療
育手帳を持参し、「青い鳥郵便葉書配布申
込書」に記入し申し込む。

○問い合わせ先　日本郵便株式会社お客様サービス相談センター ＴＥＬ　　0120-2328-86
携帯から　0570-046-666

配布対象

身体障害者手帳１、２級の者
療育手帳Ａ判定の者

受付期間

毎年４月～５月

配布物

・通常郵便葉書（無地又はインク
　ジェット紙又はくぼみ入り）
・通常郵便葉書胡蝶蘭（無地又は
　インクジェット紙）
いずれか１種類を20枚
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４　介護保険と障害者施策の適用関係等について

　　　　　障害をもつ人についても、６５歳以上の方及び４０歳以上６５歳未満の医療保険加入者は、介護保険

           介護保険の被保険者である６５歳以上の障害をもつ人が、要介護状態又は要支援状態となっ た場合

            障害を持つ人がサービスを希望する場合、その心身の状況やサービスを必要とする理由は多様であ

　　　　　 介護保険給付と共通する次の補装具の給付は、原則として介護保険給付が優先されますが、医師や

      〇補装具の給付

車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ

　　　　

障害福祉サービス固有のもの

      〇介護保険制度との適用関係

　（２）障害福祉サービスを提供する場合

同行援護、行動援護

自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、
就労継続支援（A型・B型）

居住系サービス

訪問系サービス

日中活動系サービス

－

　原則として、介護保険サービスが利用できる場合は、介護保険サービスを利用することになります。
　ただし、介護保険サービスにない障害福祉サービスについては、これまでどおり利用できます。

　(1) 基本的な考え方

      〇介護保険の被保険者

　介護保険の被保険者である65歳以上の障害のある人が要介護状態又は要支援状態となった場
合（40歳以上65歳未満の方については「特定疾病」によって同状態になった場合）、要介護認定等を
受け、介護保険法の規定による保険給付を受けることができます。（ただし介護保険適用除外施設
（障害者支援施設等※）に入所又は入院している方を除きます。）
   ※共同生活援助事業所（グループホーム）は介護保険適用除外施設に含まれません。詳しくは、
　　  お住まいの市町村の窓口にお問い合わせ下さい。

　サービスの内容や機能から、障害福祉サービス（P.2～3）に相当する介護保険サービスを利用で
きる場合には、障害者総合支援法第７条の他の法令による給付との調整規定に基づき、原則として
介護保険法の規定による保険給付が提供されます。

　障害のある人がサービスを必要とする理由は多様であり、介護保険サービスの利用では必要な
支援を受けられないことがあります。そのため、一律に介護保険サービスを優先的に利用すること
とはせず、市町村において、障害福祉サービスの利用に関する具体的な内容を聞き取りにより把
握した上で、障害のある人が必要としている支援内容を介護保険サービスにより受けることができ
るかどうか適切に判断することになっています。また、介護保険サービスでは受けられない障害福
祉サービス（障害福祉サービス固有のもの）については、これまでどおり受けられます。

　介護保険と共通する次の補装具の給付は、原則として介護保険によって貸与されます。
　ただし、医師や障害者相談所等の判断により個別に対応する必要があると認められる場合（介護
保険で貸与される既製品では対応できない場合）には、自立支援給付から必要な給付が受けられ
ます。なお、下記以外の品目については、これまでどおり自立支援給付から必要な給付が受けられ
ます。

４ 介護保険と障害者施策の適用関係等について
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                ○利用対象：自閉症・アスペルガー症候群、学習障害、注意欠陥多動性

                ○支援内容：相談支援・発達支援・就労支援 等

　　　　　　　　　　

                ○利用方法：相談は予約制｡

              　○相談受付  月曜日～金曜日（祝祭日を除く）９：００～１７：０0

       　       　              　電話  ０５５－２５４－８６３１

　　　　　　　　　  

（新規専用ダイヤル）055-288-1795　（代表電話）055-288-1695

　○支援内容：

　○利用対象：

○電話番号：

　交通事故や頭部のけが、脳卒中などで脳が損傷されたために、記憶、注意、行動、言動な
どに障が起き、生活や仕事に支障がでたり、対人関係に問題が出る場合があります。

・医師による専門相談

相談は完全予約制

月曜日～金曜日（祝祭日を除く）　9:00～16:00

　○利用方法：

　○受付時間：

高次脳機能障害のある方やその家族　など

・相談支援（医療・福祉制度、保険・年金、就学・就労など）　

　○電話番号： 055-262-3121

○開設時間：

上記の相談業務は無料

山梨県高次脳機能障害者支援センター（甲州リハビリテーション病院内）　利用案内

○利用対象： 発達障害のある方やその家族、又は支援に関わる関係者　など

○支援内容： ・相談支援（発達、家庭生活、健康・医療、教育、療育、就労など）

月曜日～金曜日（祝祭日及び年末年始を除く）9:00～17:00

・医師による診療

注記）「山梨県立こころの発達総合支援センター」は令和2年4月に「子どものこころサポートプラザ」（甲府市住吉2-1-
17）に 移転しました。

　高次脳機能障害者やその家族に対し専門相談や助言などを行うため、「山梨県高次脳機
能障害者支援センター」を設置しています。（民間医療機関に委託）

高次脳機能障害とは？

相談及び診療は完全予約制 ○利用方法：

 ○費　　　用： 相談は無料　診療は医療費が必要

山梨県立こころの発達総合支援センター利用案内

　○費　  　用：

   こころの問題を抱えたこども、発達の偏りや遅れなどのあるご本人や家族、支援者の方々を支
援する専門機関として「山梨県立こころの発達総合支援センター」を設置しています。

発達障害者とは？（法による定義）

　自閉症・アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害
などの脳機能障害で、その症状が通常低年齢において発現する障害がある者であって、発
達障害及び社会的障壁により日常生活または社会生活に制限を受けるもの。

５ 発達障害者支援について

６ 高次脳機能障害者支援について
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　　　現在、企業等への就職を希望もしくは実際に就職されている方

　　　現在、障害のある人を雇用している事業主の方

　○支援の内容

　　　(1)職業相談のための公共職業安定所等への同行支援

　　　(2)職場実習等における支援 

　　　(3)通勤の支援 

　　　(4)事業所への定期訪問等による職場定着への支援

　　　(5)その他、安定した職業生活を送るために必要な支援

　○申込方法

　　　各障害者就業・生活支援センターに連絡をお願いします。

　○支援の期間・日数について

　　　原則として、一件の支援にあたり、期間は６か月間、支援日数は16日を限度とします。

　　　※利用にかかる費用は無料です。

　　　※制度の内容など詳しいことは、下記まで直接お問い合わせください。

　 県では障害のある人の就労を進めるため、障害のある人と企業とをつなぎ、職業生活を支援する県版
障害者ジョブコーチの派遣事業を行っています。

峡北
峡南

峡中

峡東

富士
東部

障がい者就業・生活支援センター 陽だまり

　○派遣の対象

すみよし障がい者就業・生活支援センター 

障がい者就業・生活支援センター コピット 

障がい者就業・生活支援センター ありす

TEL 0551-45-9901
FAX 0551-45-9902

TEL 0553-39-8181
FAX 0553-39-8181

TEL 0555-30-0505
FAX 0555-30-0506

TEL 055-221-2133
FAX 055-221-2136

施 設 名 等

　　　そのうえで、支援が必要と判断される場合、県版障害者ジョブコーチが企業等に赴き、直接支援を行
　　ないます。

地 域 名 連 絡 先 等

７ 県版障害者ジョブコーチ派遣事業について
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　   （２）18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。

　○詳しくはお住まいの市町村の福祉担当課にお問い合わせください。

　○補助対象：次の要件を満たす方が対象となります。

   　（４）補聴器の装着により、言語の習得等一定の効果が期待できる旨の医師の判断があるこ
　　　　　と。

　○実施主体：市町村

　○助成額：補聴器の機種に応じ、補聴器購入等費用と基準価格の106/100に相当
　　　する額で比較して、 少ない方に2/3を乗じた額

　   （１）山梨県内に住所を有していること。

     （３）両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと
　　　　　（ただし、医師が装用の必要を認めた場合は交付対象）。

　身体障害者手帳の対象とならない軽度・中等度の難聴児に対して、補聴器の装用により言語の
習得、コミュニケーションの向上など健全な発達を支援するため、補聴器購入等費用の一部を助
成します。

　 　（５）対象児童又は交付対象児童の属する世帯の中に、市町村民税所得割が46万円以上の
　　　　　者がいないこと。

　

８ 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成について
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○ 山梨県障害者スポーツ大会

：陸上競技、フライングディスク、卓球、水泳、ボウリング、アーチェリー、ボッチャの部

：バレーボール、卓球（団体）、バスケットボールの部

○ 全国障害者スポーツ大会派遣費補助金

○ 障がい者スポーツ指導員派遣

○ スポーツ交流教室

○ 障害者スポーツ用具の貸出

グラウンドゴルフセット　 ２式 スポーツ用車いす ４台

フライングディスク　 ３０枚 ジャベリックスロー　 ５本

フライングディスク　アキュラシーゴール　３台 ソフトボール　 １０個

フライングディスクゴルフ　ゴール　 ４台 砲丸　 ２個

フライングディスク　ディスゲッター　 １台 ビーンバッグ　 １０個

盲人用卓球台　 １台 風船バレー　 ２セット

　注）貸し出しには2tトラックが必要になります。 ドッチビー　 ２個

ボッチャ ボール ５セット ゴールボール　 ２個

ランプ １台 鈴入りボール　 ３個

○ パラスポーツ・コーディネーター配置事業

（1）障害者スポーツに関する相談窓口

11～12月

　県では障害のある人がスポーツを通じて社会参加できるよう、スポーツ活動を行う機会の提供、支援な
ど、様々な事業を行っています。
　（※各事業の問合せ先は、次ページの下欄をご覧ください。）

　 障害のある人がスポーツを通じて身体機能の改善を図るとともに、仲間づくりなどを通じて社会参
加を推進することを目的としたスポーツ大会を開催します。なお、４～５月に行われる大会は、令和４
年10月29日から栃木県で開催される全国障害者スポーツ大会の選手選考も兼ねています。

４ ～ ５月

　 全国障害者スポーツ大会への選手団の派遣や、代表選手を対象とした強化練習会の開催等を
支援します。

 　障害のある人がスポーツの指導を受けようとする場合に、障害者スポーツの専門的知識を有する
「障がい者スポーツ指導員」を派遣し、安心・安全にスポーツを行えるよう支援します。指導員の派
遣は無料です。

 　障害のある人もない人も一緒にスポーツを楽しむことで、障害への理解や障害のある人の社会参
加を推進することを目的としています。参加料は無料です。事前に山梨県障害者福祉協会へ申し込
みを行うことで、どなたでも参加することができます。

 　山梨県障害者スポーツ協会では、次のスポーツ用具を貸し出しています。借用は無料です。

　 令和４年度より山梨県障害者福祉協会にパラスポーツ・コーディネーターを２名配置しました。今
後は関係団体との連携をより強化し、誰もがスポーツに参加可能な環境づくりを推進していきます。

　　  障害者本人や支援者、スポーツ団体等からの相談に対し、パラスポーツ・コーディネーターが
　 対応します。
　  　例えば、障害のある人がパラスポーツ競技団体の練習会へ体験参加をしたい時に、当該競技
 　団体への受け入れ調整や、初回参加時の同行などを行い、スポーツ活動が円滑に行われるよう
　 サポートします。

９ 障害者スポーツの推進について
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：月曜祝日を除く午前8時30分から午後4時30分まで（正午から午後１時までを除く）

：055-252-0100　（山梨県障害者福祉協会）

・障害者スポーツ大会に参加したい

・パラスポーツ体験ができるイベントを知りたい

                 ・パラスポーツ体験イベントでボランティアをしたい

                 ・パラスポーツ競技団体の練習に体験参加したい　等

（2）パラスポーツやってみるじゃんフェスティバル

○ 障がい者スポーツ指導員研修（初級取得）

受講対象…１８歳以上

受講費用…資格申請・登録料9,300円、テキスト代2,500円

毎年１月から２月にかけてに開催予定です。

○ 障がい者スポーツ指導員中央研修会派遣（中級・上級取得）

　日本パラスポーツ協会主催の中央研修会（県外研修）受講に要する旅費等を助成します。

（参考）障がい者スポーツ指導員の種類と資格取得要件等

級

※ 各事業の詳しい内容については、下記までお問い合わせください。

※山梨県障害者スポーツ協会は、山梨県障害者福祉協会内に所在

講習 講習日数 受講要件

受付時間

問合せ先

相  談  例

　 　パラスポーツ・コーディネーターが中心となり、複数のパラスポーツ体験ができるブースを設置
　 し、障害の有無に関わらず誰でも参加できる総合的スポーツイベントを開催します。
　　令和４年度は、11月６日（日）に、山梨県立青少年センターで開催します。

　 障害のある人が、安全で適切にスポーツ活動を行うことができる環境を作るため、日本パラス
ポーツ協会認定「障がい者スポーツ指導員養成講習会」を年１回開催し、指導員の養成を行いま
す。講習会を受講することで、初級障がい者スポーツ指導員として日本パラスポーツ協会へ登録さ
れ、地域のスポーツ交流教室などで、指導を行うことができます。

・中級所得後３年以上経過

・120時間以上の活動実績

お問い合わせ先 連絡先

初級
「初級障がい者スポーツ指導員養成講習会」
日本パラスポーツ協会認定の県内研修

４日間 18歳以上

中級
「中級障がい者スポーツ指導員養成講習会」
日本パラスポーツ協会主催の県外研修

10日間
・初級所得後２年以上経過

・80時間以上の活動実績

・山梨県障害者福祉協会
　（パラスポーツ・コーディネーター）
・山梨県障害者スポーツ協会

ＴＥＬ 055-252-0100
ＦＡＸ 055-251-3344

上級
「上級障がい者スポーツ指導員養成講習会」
日本パラスポーツ協会主催の県外研修

８日間

山梨県障害者福祉協

山梨県障害者福祉協会ＨＰ

QRコード
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※新型コロナウイルス感染症等の影響
で、今後変更となる場合がありますので
御注意ください。

開　催　時　期 行　　事　　名 開　催　場　所

毎月 いえなか美術館 県内各地の公共施設やカフェなど

１０月２１日～２５日
第25回山梨県障害者文化展

（国中地域展）
韮崎市民交流センターＮＩＣＯＲＩ

７月２日 ユニバーサルファッションショー
イオンモール甲府昭和

１階さくら広場

９月３日
ジャンボひまわりの集い
（障害者の結婚相談）

山梨県立図書館

富士急ターミナルビルＱ－ＳＴＡ

1０月２９日 援護功労者等知事表彰表彰式 甲府駅北口よっちゃばれ広場

１０月２９日・３０日 農福連携商品販売会 甲府駅北口よっちゃばれ広場　他

1１月４日・５日 第９回山梨県障害者芸術・文化祭 甲府駅北口よっちゃばれ広場　他

１１月１日 白い杖・盲導犬キャンペーン 甲府駅前他

１１月３日

１２月３日
障害者週間

普及・啓発キャンペーン
甲府駅前他

バリアフリー演劇 旧日野春小学校

１２月１日～５日
第25回山梨県障害者文化展

（総合展）
山梨県立図書館

１１月６日 白い杖福祉の集い 山梨県立盲学校

１１月６日
パラスポーツやってみるじゃん

フェスティバル
山梨県立青少年センター

１１月１１日～１５日
第25回山梨県障害者文化展

（富士・東部地域展）

１２月７日 第33回障害者の主張大会 山梨県防災新館

未定 いのちのセーフティフォーラム2022 未定

未定 精神障がい者リカバリーの集い 未定

１０ 令和４年度の主な行事（予定）
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地域名

甲府

峡西

東山梨

東八代

峡南

峡北

富士
北麓

東部

地域名

峡中

富士
東部

峡東

すみよし障がい者就業・生活支援センター

障がい者就業・生活支援センター　コピット

障がい者就業・生活支援センター　ありす

施 　 設　  名

峡北
峡南

施　  　 設   　　名

相談支援事業所アンダンテ
（敷島緑陽園）

育精福祉センター

どりーむ宝（宝山寮）

障がい者就業・生活支援センター　陽だまり

　在宅障害児（者）やその家族の地域における生活を支えるため、身近な地域で療
育指導、相談等を行っています。

　自立を図るための就業及びこれに伴う日常生活、又は社会生活上の支援を行っ
ています。

電 話 番 号

0554-43-3265

サポートセンターハロハロ
（白樺園）

笛吹センターみなてらす

峡南圏域相談支援センター
（くにみ園）

あけぼの医療福祉センター
（拠点施設）

富士ふれあいセンター

電 話 番 号

0555-30-0505

055-277-1181

055-285-0615

0553-34-9200

055-288-9107

0551-45-9901

055-221-2133

0553-39-8181

0556-32-1414

0551-22-6111

0555-72-5533

１１ 障害児（者）地域療育等支援事業所

１２ 障害者就業・生活支援センター
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３　施設一覧　（平成２９年６月１日現在）

名　　　称 所在地 電話番号 定員 設置経営主体

麦の家 甲府市心経寺町490-1 055-266-3976 50 （福）友好福祉会

青い鳥成人寮 甲府市下飯田2-10-1 055-224-5060 60 （福）山梨ライトハウス

千代田荘 甲府市下帯那町3215-1 055-251-8450 80 （福）清長会

障害者支援施設　きぼうの家 甲府市西油川町117-1 055-288-8081 80 （福）山梨県社会福祉事業団

向徳舎 甲府市向町277 055-223-2500 40 （福）園樹会

県立あけぼの医療福祉センター成人寮 韮崎市旭町上條南割3251-1 0551-30-0111 40 山梨県・（福）山梨県障害者援護協会

あさひワークホーム 韮崎市旭町上條南割3294 0551-22-7444 40 （福）山梨県障害者援護協会

みだい寮 韮崎市旭町上條南割3561-1 055-285-4292 70 （福）山梨県手をつなぐ親の会

穴山の里 韮崎市穴山町次第窪5164 0551-25-5900 50 （福）信和会

県立育精福祉センター成人寮 南アルプス市有野3303-2 055-285-7122 90 山梨県・（福）山梨県手をつなぐ親の会

県立育精福祉センター児童寮 南アルプス市有野3303-2 055-285-0615 70 山梨県・（福）山梨県手をつなぐ親の会

梨の実寮 南アルプス市有野4370 055-285-3717 40 （福）山梨県手をつなぐ親の会

グリーンヒルホーム 北杜市明野町上手520 0551-25-2195 40 （福）緑樹会

星の里 北杜市長坂町小荒間1095-7 0551-32-7355 40 （福）八ヶ岳名水会

第二仁生園 北杜市長坂町小荒間27-4 0551-32-8270 30 （福）愛寿会

白州いずみの家 北杜市白州町白須8438 0551-35-3324 30 （福）しあわせ会

敷島緑陽園 甲斐市牛句2027-3 055-277-1100 55 （福）三井福祉会

コスモス 甲斐市竜王267-3 055-278-2266 32 （福）ぎんが福祉会

以上中北圏域

山梨クリナース 山梨市大野1551-1 0553-23-3382 30 （福）忠恕会

そだち園 山梨市牧丘町室伏1861 0553-35-4137 35 （福）そだち会

白樺園 山梨市三富川浦2203 0553-39-2714 40 （福）三富福祉会

障害者支援施設美咲園 笛吹市八代町北175-1 055-265-4111 80 （福）美咲会

スカイコート勝沼 甲州市勝沼町山1405-1 0553-44-3851 52 （福）山の都福祉会

以上峡東圏域

くにみ園 南巨摩郡富士川町鰍沢字植村4272-1 0556-27-0311 40 （福）くにみ会

かじか寮 南巨摩郡身延町身延3637 0556-62-1134 40 （福）深敬園

以上峡南圏域

宝山寮 都留市大幡5118 0554-43-3265 60 （福）山梨福祉事業会

障害者支援施設　もえぎ寮 大月市富浜町宮谷1510-3 0554-23-2707 40 （福）山梨県社会福祉事業団

富士聖ヨハネ学園 南都留郡忍野村忍草2748 0555-23-5155 122 （福）聖ヨハネ会

障害者支援施設　はまなし寮 南都留郡富士河口湖町船津6663-1 0555-72-5322 50 （福）山梨県社会福祉事業団

以上富士・東部圏域

名　　　称 所在地 電話番号 定員 設置経営主体

（独）国立病院機構甲府病院 甲府市天神町11-35 055-253-6131 101 （独）国立病院機構甲府病院

県立あけぼの医療福祉センター 韮崎市旭町上條南割3251-1 0551-22-6111 37 山梨県

注記）甲府市内の事業所については甲府市役所障がい
福祉課にお問い合わせください。

◯施設入所支援
　 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

◯療養介護
 　医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話等を行い
　 ます。

１３ 施設一覧 （令和４年６月１日現在）

（１） 障害者支援施設

凡例

（福） 社会福祉法人 （株） 株式会社 （有） 有限会社 （同） 合同会社 （特非)特定非営利活動法人 （独） 独立行政法人 （一社） 一般社団法人 （公財） 公益財団法人 （公社） 公益社団法人

（医） 医療法人 （特医） 特定医療法人 （医社） 医療法人社団 （社医） 社会医療法人 （従） 従たる事業所
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名　　　称 所在地 電話番号 定員 設置経営主体

ゆうき工房 甲府市飯田1-3-19 055-228-4411 16 （福）ゆうき会

生活介護事業所やまびこ 甲府市上積翠寺町1003番地 055-253-2611 20 （特非）わたげの会

NPO法人デイサービスかんむら(共生型) 甲府市上町1461-1 055-287-9972 10 （特非）かんむら

デイサービスあかし(共生型) 甲府市上町2473 055-226-6580 40 （福）日新会

茅工房 甲府市貢川1-2-23 055-227-7719 20 （福）あそびじゅく

麦の家 甲府市心経寺町490-1 055-266-3976 50 （福）友好福祉会

すみれ 甲府市里吉1－6－23 055－237－3857 12 （株）えがお

こっとん 甲府市高畑1-16-8 055-225-5440 6 （株）ＮＥＸＴ・ＤＯＯＲ

青い鳥成人寮 甲府市下飯田2-10-1 055-224-5060 54 （福）山梨ライトハウス

千代田荘 甲府市下帯那町3215-1 055-251-8450 80 （福）清長会

くぬぎの森 甲府市下帯那町2979-1 055-251-8010 12

（従）くぬぎの森（城東） 甲府市城東3-7-11 055-220-6231 従6

（独）国立病院機構甲府病院 甲府市天神町11-35 055-253-6131 5 （独）国立病院機構甲府病院

ホープステーション・ジョイ 甲府市富竹1-11-10 055-227-8207 20 （福）ホープ会

障害者支援施設　きぼうの家 甲府市西油川町117-1 055-288-8081 90 （福）山梨県社会福祉事業団

エスペランサ 甲府市西高橋町328-1 055-244-2566 10 （福）幸生会

縁広場(共生型) 甲府市美咲2-15-20 055-269-5001 13 （有）縁

向徳舎 甲府市向町277 055-223-2500 50 （福）園樹会

虹の色 甲府市向町284-8 055-223-2510 20 （福）園樹会

たんぽぽ 甲府市湯田2-2-7 055-237-0130 8 （福）たんぽぽ康洋会

障害福祉サービス事業所ちっぺん 甲府市湯村3-1-31 055-236-8815 20 （同）chippendale

あずま太陽の家生活介護 甲府市羽黒町1272-1 055-253-3711 25 （福）山梨太陽の家

甲府市障害者センター 甲府市東光寺1-10-25 055-222-0742 15 甲府市・（福）甲府市社会福祉事業団

（公財）住吉偕成会　ハピアすみよし 甲府市住吉4-11-5 055-221-0073 6 （公財）住吉偕成会

ファミリーハウス大国 甲府市後屋町330-1 055-243-3092 6 （福）大国会

多機能型重症児デイサービス笑む 甲府市中央4-1-9 055-233-2525 5 （株）洗心

多機能型重症児デイサービス笑むⅡ 甲府市中央4-3-14 055-269-8397 5 （株）洗心

ワーカウト羽黒 甲府市羽黒1466-2 055-269-6571 20 （株）ラックオリジナル

ホープステーション・ジョブ 甲府市富竹1-12-11 055-226-2850 10 （福）ホープ会

笑流 甲府市宝2-14-11 090-8301-1795 10 （同）たからのありか

県立あけぼの医療福祉センター成人寮 韮崎市旭町上條南割3251-1 0551-30-0111 45 山梨県・（福）山梨県障害者援護協会

あさひワークホーム 韮崎市旭町上條南割3294 0551-22-7444 38 （福）山梨県障害者援護協会

わ～く穴山の里 韮崎市穴山町4433-1 0551-25-5866 12 （福）信和会

フレンズ 韮崎市穴山町8708 0551-23-6525 6 （福）友和会

穴山の里 韮崎市穴山町次第窪5164 0551-25-5900 50 （福）信和会

こぶし授産園 韮崎市竜岡町下條東割775－7 0551-22-1719 6 （福）韮南福祉会

県立あけぼの医療福祉センター 韮崎市旭町上條南割3251-1 0551-22-6111 15 山梨県

みだい寮 韮崎市旭町上条南割3561-1 055-285-4292 70 （福）山梨県手をつなぐ親の会

生活介護事業所　WaiWai 韮崎市岩下１２３２ 0551-30-4431 20 （特非）We Are

フルリールにらさき 韮崎市富士見二丁目15-27 0551-30-221 20 （福）燦生福祉会

空と雲 韮崎市中田町中條4119 0551-37-5128 10 （特非）空と雲

ライフサポートラヴィ 南アルプス市有野2827-1 055-267-8381 20 （福）蒼渓会

県立育精福祉センター成人寮 南アルプス市有野3303-2 055-285-7122 105 山梨県・（福）山梨県手をつなぐ親の会

県立育精福祉センター児童寮 南アルプス市有野3303-2 055-285-0615 30 山梨県・（福）山梨県手をつなぐ親の会

梨の実寮 南アルプス市有野4370 055-285-3717 52 （福）山梨県手をつなぐ親の会

ともろうらんど（ともろうライフ） 南アルプス市飯野2939-1 055-282-2002 20 （福）深敬園

みらいコンパニー 南アルプス市上宮地1143 055-283-7733 10 （福）さかき会

◯生活介護
　 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を
 　提供します。

（福）清長会
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◯生活介護（続き）

名　　　称 所在地 電話番号 定員 設置経営主体

ワークハウスみどりの家 南アルプス市寺部199 055-284-7266 20 （福）青い樹の会

スマイル 南アルプス市藤田2114-3 055-225-6660 20 （株）スマイル

ゆめこころ 南アルプス市藤田4604-1 055-225-5226 6 （特非）ゆめこころ

また明日デイサービス(共生型) 南アルプス市百々2355-1ハイツ21 055-288-1177 10 また明日（株）

南アルプスかおりの家 南アルプス市下今井220番地3 055-269-7553 6 （有）猪又

グリーンヒルホーム 北杜市明野町上手520 0551-25-2195 40 （福）緑樹会

緑の風 北杜市長坂町大井ヶ森994-1 0551-20-4400 14 （福）緑の風

北杜市障害福祉サービス事業所　パル実郷 北杜市高根町箕輪2270-1 0551-47-6777 6 （福）高根福祉みのる会

ぶーこっこ 北杜市高根町村山北割86-63 0551-47-3950 10 （特非）あさひ

星の里 北杜市長坂町小荒間1095-7 0551-32-7355 40 （福）八ヶ岳名水会

第二仁生園 北杜市長坂町小荒間27-4 0551-32-8270 30 （福）愛寿会

のはら樂団 北杜市長坂町長坂下条1237-3 0551-45-7026 15 （福）八ヶ岳名水会

はるのひ・なのはな 北杜市長坂町長坂下条1368-1 0551-45-7501 40 （福）八ヶ岳名水会

白州いずみの家 北杜市白州町白須8438 0551-35-3324 30 （福）しあわせ会

サービスセンター八峰 北杜市長坂町塚川175-2 0551-32-6321 6 （特非）八峰会

生活介護事業所　ふらっと 北杜市明野町上手247-1 0551-30-4250 30 （福）緑樹会

敷島緑陽園 甲斐市牛句2027-3 055-277-1100 60 （福）三井福祉会

ワークハウスふたば 甲斐市下今井2650 0551-28-6889 10 （福）双葉会

ぎんが工房 甲斐市天狗沢306 055-277-8686 18 （福）ぎんが福祉会

あゆみの家 甲斐市中下条954-3 055-277-9666 10 （一社）山梨県重症心身障害児（者）を守る会

春日の郷 甲斐市中下条1214-1 055-277-8800 20 （福）三井福祉会

コスモス 甲斐市竜王267-3 055-278-2266 40 （福）ぎんが福祉会

コスモス通所 甲斐市竜王267-3 055-278-2266 20 （福）ぎんが福祉会

生活介護事業所　ひびき 甲斐市篠原884-2 055-225-5217 20 （同）むすぶ

おひさま 中央市臼井阿原1653－7 055-288-8827 14 （福）ぎんが福祉会

ほっとらんにんぐ 中央市山之神1522-83 055-278-5070 20 （福）ひとふさの葡萄

みらいファーム 中巨摩郡昭和町紙漉阿原1808-2 055-275-6555 10 （福）さかき会

生活介護事業所ぱわふる 中巨摩郡昭和町紙漉阿原2457 080-1160-0111 20 （同）ぱわふる

以上中北圏域

そだち園 山梨市牧丘町室伏1861 0553-35-4137 35 （福）そだち会

白樺園 山梨市三富川浦2203 0553-39-2714 40 （福）三富福祉会

山梨授産園 山梨市下石森524-3 0553-22-2939 20 （福）ぶどうの里

サポートセンターハロハロ一番館 山梨市小原東字今田1309-1 0553-34-9200 40

（従）ワーキングベースプロペラ 甲州市塩山藤木1901 0553-39-8307 従20

ハナモモ 山梨市七日市場755-5 0553-39-8035 21 （福）三富福祉会

ともしび福祉作業所 甲州市塩山中萩原1311 0553-32-1916 10 （福）藤実会

勝沼授産園 甲州市勝沼町小佐手633-1 0553-44-2903 13 （福）ぶどうの里

スカイコート勝沼 甲州市勝沼町山1405-1 0553-44-3851 60 （福）山の都福祉会

障害者支援施設美咲園 笛吹市八代町北175-1 055-265-4111 80 （福）美咲会

障害者サービス事業所つくしの家 笛吹市石和町小石和1802-1 055-261-7707 12

（従）障害者サービス事業所つくしの家 笛吹市石和町小石和1802-3 0553-39-8307 従6

石和授産園 笛吹市石和町四日市場1632-4 050-3679-7488 20 （福）ぶどうの里

創作工房くわの家 笛吹市春日居町桑戸302-1 0553-39-8628 10 （同）カナエール

ハーモニー 笛吹市石和町下平井329 055-261-3377 15

（従）ハーモニーひろせ 笛吹市石和町広瀬222-1 055-225-6838 従6

笛吹市社会福祉協議会　一宮障害福祉サービス事業所 笛吹市一宮町竹原田40 0553-39-8503 12 （福）笛吹市社会福祉協議会

以上峡東圏域

（福）つくし会

（福）三富福祉会

（福）和音の郷
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◯生活介護（続き）

名　　　称 所在地 電話番号 定員 設置経営主体

くにみ園 南巨摩郡富士川町鰍沢字植村4272-1 0556-27-0311 40 （福）くにみ会

共生型デイサービスまたあした富士川(共生型) 南巨摩郡富士川町鰍沢1586 0556-42-8588 14 （一社）またあしたクラブ

ゆあーずあんどゆうず 南巨摩郡富士川町長澤2374-1 0556-22-8211 20 （福）くにみ会

障害福祉サービス事業所みちくさ 南巨摩郡身延町帯金833-1 0556-64-8247 20 （一社）みちくさ

かじか寮 南巨摩郡身延町身延3637 0556-62-1134 40 （福）深敬園

シェアスマイルみさと 西八代郡市川三郷町黒沢1907番地2 055-270-1623 20 （株）シェアスマイルみさと

以上峡南圏域

あかね雲ソーシャルカインドネス 富士吉田市松山1410-3 0555-22-8617 10 （同）あかね雲

富士北麓聖ヨハネ支援センター 富士吉田市下吉田東1-10-18 0555-24-8390 35 （福）聖ヨハネ会

けやき園 富士吉田市富士見4丁目11-16 0555-24-8862 10 （福）不二の里森福祉会

みとおし 都留市井倉字美通250 0554-45-8622 15 （福）あすなろの会

宝山寮 都留市大幡5118 0554-43-3265 65 （福）山梨福祉事業会

生活介護　紙ひこうき 都留市桂町1436 0554-21-9092 20 （特非）天使のおもちゃ図書館はばたき

障害者支援施設　もえぎ寮 大月市富浜町宮谷1510-3 0554-23-2707 60 （福）山梨県社会福祉事業団

スカイコート大月 大月市賑岡町浅利1108-1 0554-23-5551 20 （福）山の都福祉会

わかあゆ工房 上野原市上野原2283-1 0554-62-1069 15 （福）上野原若鮎会

ローグ 上野原市上野原2075-1 0554-67-8680 20 （株）ローグ

富士聖ヨハネ学園 南都留郡忍野村忍草2748 0555-23-5155 154 （福）聖ヨハネ会

障害者支援施設　はまなし寮 南都留郡富士河口湖町船津6663-1 0555-72-5322 55 （福）山梨県社会福祉事業団

スイートベリーKATUYAMA 南都留郡富士河口湖町勝山298 0555-72-6682 15 （福）アドバンス

生活介護事業所　パルパル 南都留郡富士河口湖町小立2487－1 0555-83-3170 20 （福）ムーブ

あおぞら（共生型） 南都留郡富士河口湖町小立2322-6 0555-72-3288 10 （株）Y'sリカバリー

以上富士・東部圏域
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名　　　称 所在地 電話番号 定員 設置経営主体

デイサービスあかし(共生型) 甲府市上町2473 055-226-6580 40 （福）日新会

青い鳥成人寮 甲府市下飯田2-10-1 055-224-5060 6 （福）山梨ライトハウス

県立あけぼの医療福祉センター成人寮 韮崎市旭町上條南割3251-1 0551-30-0111 15 山梨県・（福）山梨県障害者援護協会

リハビリテーション若彦の郷(共生型) 笛吹市八代町永井1554-1 055-225-5816 18 （株）晃秀の和

名　　　称 所在地 電話番号 定員 設置経営主体

デイサービスあかし(共生型) 甲府市上町2473 055-226-6580 40 （福）日新会

ピース工房なかみち 甲府市右左口町1257-6 055-266-7339 6 （福）ピースの会

（公財）住吉偕成会　ハピアすみよし 甲府市住吉4-11-5 055-221-0073 14 （公財）住吉偕成会

エスペランサ 甲府市西高橋町328-1 055-244-2566 6 （福）幸生会

ジリツアカデミー 甲府市宮原町94-1 055-268-2255 6 （株）ＺＩＲＩＴＳ

甲府市障害者センター 甲府市東光寺1-10-25 055-222-0743 6 甲府市・（福）甲府市社会福祉事業団

県立あゆみの家 韮崎市旭町上條南割3314-13 0551-22-3273 20

県立あゆみの家（宿泊型） 韮崎市旭町上條南割3314-13 0551-22-3273 20

ライフデザインボヤージュ 南アルプス市有野3243-1 055-236-8713 20

ライフデザインボヤージュ（宿泊型） 南アルプス市有野3243-1 055-236-8713 20

ワークハウスふたば 甲斐市下今井2650 0551-28-6889 6 （福）双葉会

グレイス・ロード　甲斐サポートセンター 甲斐市竜王新町1-1 055-287-8347 20

(従)グレイス・ロード甲府令和サポートセンター 甲府市幸町9番23号山梨回復支援センタービル１階 055-236-8377 従20

楽修舎 甲斐市龍地6021-1 0551-45-9190 20 （特非）実相会

以上中北圏域

ハーモニー 笛吹市石和町下平井329 055-261-3377 6 （福）和音の郷

ベイス 笛吹市石和町駅前12-3 055-234-5016 10 （株）スマイルサポート

以上峡東圏域

障害福祉サービス事業所ありんこ 富士吉田市大明見1-13-28 0555-22-7217 6 （福）ありんこ

グレイス・ロード　富士サポートセンター 富士吉田市下吉田東1-9-1 0555-24-2201 20

グレイス・ロード　富士サポートセンター（宿泊型） 富士吉田市下吉田東1-9-1 0555-24-2201 10

以上富士・東部圏域

◯自立訓練（生活訓練）
　 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行い
 　ます。

山梨県・（福）山梨県手をつなぐ親の会

（福）蒼渓会

（一社）グレイス・ロード

（一社）グレイス・ロード

◯自立訓練（機能訓練）
　 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行い
　 ます。
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名　　　称 所在地 電話番号 定員 設置経営主体

【休止】ゆうき工房 甲府市飯田1-3-19 055-228-4411 6 （福）ゆうき会

障がい福祉サービスセンター　あすなろ工房 甲府市上石田4-5-19 055-222-0505 6 （福）あすなろ福祉会

（公財）住吉偕成会　すみよし作業センター 甲府市住吉4-10-32 055-221-2110 6 （公財）住吉偕成会

こっとん 甲府市高畑1-16-8 055-225-5440 6 （株）NEXT・DOOR

就労支援事業所かしのみラボ 甲府市宝1-31-17 055-288-9755 6 （福）かしのみ福祉会

就労支援事業所かしのみＮｅｏ 甲府市宝1-22-2 055-270-0005 6 （福）かしのみ福祉会

SAKURA山梨センター 甲府市徳行2-5-13　KAIスクウェア 055-221-3918 20 （株）綜合キャリアトラスト

【休止】ホープステーション・ジョブ 甲府市富竹1-12-2 055-226-2850 6 （福）ホープ会

【休止】障害者支援施設　きぼうの家 甲府市西油川町117-1 055-288-8081 6 （福）山梨県社会福祉事業団

ジリツアカデミー 甲府市宮原町94-1 055-268-2255 14 （株）ＺＩＲＩＴＳ

自立支援FIT 甲府市横根町1010-1 055-233-0838 6 （特非）自立支援FIT

山梨クリナース酒折 甲府市横根町150-1 055-233-0200 6 （福）忠恕会

甲府市障害者センター 甲府市東光寺1-10-25 055-222-0743 6 甲府市・（福）甲府市社会福祉事業団

コリード甲府 甲府市国母7-5-17 055-288-0370 20 （株）片桐建設

（公財）住吉偕成会　すみよし作業センター 甲府市住吉4-10-32 055-221-2110 6 （公財）住吉偕成会

すみれ 甲府市里吉1-6-23 055-237-3857 6 （株）えがお

あさひワークホーム 韮崎市旭町上條南割3294 0551-22-7444 8 （福）山梨県障害者援護協会

梨の実寮 南アルプス市有野4370 055-285-3717 6 （福）山梨県手をつなぐ親の会

事業所つばさ 南アルプス市飯野2088 055-280-2834 6 （一社）つばさ

たいよう 南アルプス市和泉984-1 055-244-8820 6 （特非）ジット会

みらいコンパニー 南アルプス市上宮地1143 055-283-7733 6 （福）さかき会

【休止】マハロ（通称ｽﾏｲﾙﾌｧｸﾄﾘｰ） 南アルプス市西南湖32-1 055-234-5024 6 （福）青い樹の会

緑の風 北杜市長坂町大井ヶ森994-1 0551-20-4400 6 （福）緑の風

ワーキングスペース大地 甲斐市牛久2029-2 055-277-1100 6 （福）三井福祉会

甲斐志麻の里ファーム 甲斐市島上条1277-1 055-288-1241 6 （特非）甲斐志麻の里ファーム

ワークスペース･エム 甲斐市岩森1079-1 0551-28-7471 6 （福）共生会

ルヴァン 中央市成島3508-13 055-242-8800 6 （福）忠恕会

以上中北圏域

山梨クリナース 山梨市大野1551-1 0553-23-3382 6 （福）忠恕会

ケアフィットファーム 甲州市塩山赤尾650 0553-39-8681 6 （公財）日本ケアフィット共育機構

勝沼授産園 甲州市勝沼町小佐手633-1 0553-44-2903 6 （福）ぶどうの里

以上峡東圏域

【休止】Bread&Butter 南巨摩郡身延町身延3637 0556-62-1134 6 （福）深敬園

以上峡南圏域

障害福祉サービス事業所ありんこ 富士吉田市大明見1-13-28 0555-22-7217 6 （福）ありんこ

富士吉田市地域福祉交流センター 富士吉田市上吉田東9-14-18 0555-20-1100 10 （福）富士吉田市社会福祉事業団

アエラ－ライフ 富士吉田市上吉田東3-1-68 0555-30-1042 7 （特非）Ｂｅ　Ｈａｐｐｙ

けやき園 富士吉田市富士見4丁目11-16 0555-24-8862 6 （福）不二の里森福祉会

障害福祉サービス事業所　pal-pal 南都留郡富士河口湖町小立2487-4 0555-83-3170 6 （福）ムーブ

ワークピア河口湖 南都留郡富士河口湖町小立5585 0555-72-9221 6 （福）美徳杜

以上富士・東部圏域

◯就労移行支援
　 一般企業等へ就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
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名　　　称 所在地 電話番号 定員 設置経営主体

絆 甲府市国母4-21-2 055-225-0577 20 （株）いつみ家・絆

self-A・こころと　甲府 甲府市貢川本町９－８　１Ｆ 055-234-5920 20 （株）こころと

ホワイトツリー 甲府市千塚5丁目8-6 055-244-5777 10 （株）ＥＳＴＡＴＥ

KEIPE　甲府オフィス 甲府市丸の内1-15-2第5丸銀ビル2階A号室 055-225-3262 20 ＫＥＩＰＥ（株）

【休止】ときめきスイーツクラウド 甲府市丸の内2-12-15甲和ビル１F 055-287-8706 10 （特非）エイトクラウド

self-A・わごころ　甲府 甲府市丸の内2-32-5ラ・レジスタンス・ド・グロアー 055-244-8000 20 （株）わごころ

self-A・こころと貢川 甲府市貢川本町9-8 2F 055-236-8255 20 （株）こころとプラス

ジョブタス　甲府事業所 甲府市丸の内1-16-20 ココリ119区画 055-269-7095 20 （株）ジョブタスe

三宝の杜こうふ 甲府市徳行5-13-22 055-242-9494 10 （一社）ＳＡＮＰＯ

たいよう 南アルプス市和泉984-1 055-244-8820 24 （特非）ジット会

ありがとう 南アルプス市中野４８６－１ 055-284-1609 20 （株）ありがとう

らしりば 南アルプス市下今諏訪351-1 055-225-3860 10 （福）ぎんが福祉会

アゲイン 南アルプス市飯東南湖９６８－１ 055-284-2235 20 （株）アゲイン

【休止】グリーンヒルプロダクツ 北杜市明野町上手520 0551-25-2195 10 （福）緑樹会

グローブ 北杜市須玉町若神子2356番地 0551-45-9451 20 （株）グローブ

ビリーブ 甲斐市竜王1106-1 055-234-5721 20 （株）ビリーブ

ウェーブ 中央市極楽寺1284番3-1 055-225-6575 20 （株）ウェーブ

アダストパック 中央市山之神流通団地2-4-3 055-275-7555 20 （特非）山梨県障がい者自立支援センター

ASパック 中央市一町畑1029-1 055-275-7555 20 （特非）山梨県障がい者自立支援センター

アルプスの杜 中巨摩郡昭和町上河東横田847 055-273-0294 10 （株）アルプスの杜

以上中北圏域

サポートファームあさひ 山梨市市川1658 0553-39-9303 10 （同）あさひ

勝沼授産園 甲州市勝沼町小佐手633-1 0553-44-2903 15 （福）ぶどうの里

ワークコート大和 甲州市大和町初鹿野1678-18 0553-20-5555 20 （福）山の都福祉会

KEIPE 笛吹オフィス 笛吹市石和町駅前13-11 金子ビル2階 055-225-3262 20 ＫＥＩＰＥ（株）

以上峡東圏域

ふじかわどりいむ 南巨摩郡富士川町青柳町498 0556-20-6050 10 （福）深敬園

以上峡南圏域

就労継続支援事業A型　扉 南都留郡富士河口湖町船津3148-1 0554-45-3550 15 （一社）光の糸

さくら 都留市中央2-4-12 0554-67-8739 20 （一社）桜来

以上富士・東部圏域

◯就労継続支援Ａ型
　 一般企業等での就労が困難な人に、雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上の
　 ために必要な訓練を行います。
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名　　　称 所在地 電話番号 定員 設置経営主体

ゆうき工房 甲府市飯田1-3-19 055-228-4411 10 （福）ゆうき会

放課後等デイサービスキッズ大国
（通称：ワークハウス大国）

甲府市後屋町330番地1 055-243-3092 10 （福）大国会

障がい福祉サービスセンター　あすなろ工房 甲府市上石田4-5-18 055-222-0505 14 （福）あすなろ福祉会

ピース工房なかみち 甲府市右左口町1257-6 055-266-7339 20

（従）ピース工房とよとみ 中央市浅利1010-1 055-266-7339 従10

いろどり 甲府市桜井町615番地2 055-269-8861 20 （特非）来未

すみれ 甲府市里吉1-6-23 055-237-3857 14 （株）えがお

くぬぎの森 甲府市下帯那町2979-1 055-251-8010 28

（従）くぬぎの森（城東） 甲府市城東3-7-11 055-220-6231 従14

ひかりハウス 甲府市城東1-16-24 055-244-7570 20 （特非）いでたちの家

（公財）住吉偕成会　すみよし作業センター 甲府市住吉4-10-32 055-221-2110 20

（従）（公財）住吉偕成会　すみよし作業センター 甲府市住吉4-7-27 2F 055-221-2110 従10

就労支援事業所　かしのみ 甲府市宝1-29-9 055-232-6613 24

（従）就労支援事業所　かしのみNeo 甲府市宝1-22-2 055-270-0005 従10

就労支援事業所　かしのみラボ 甲府市宝1-31-17 055-288-9755 20 （福）かしのみ福祉会

こっとん 甲府市高畑1-16-8 055-225-5440 14 （株）NEXT・DOOR

リッツ・カンパニー 甲府市徳行5-10-40 055-225-6212 20 （特非）福祉機構やまなし

ホープステーション・ジョイ 甲府市富竹1-11-10 055-227-8207 20 （福）ホープ会

ホープステーション・ジョブ 甲府市富竹1-12-2 055-226-2850 20 （福）ホープ会

和告学園 甲府市中村町10-22 055-236-9882 20 （一社）和告Ｖｉｌｌａｇｅ

障害者支援施設　きぼうの家 甲府市西油川町117-1 055-288-8081 17 （福）山梨県社会福祉事業団

エスペランサ 甲府市西高橋町328-1 055-244-2566 15 （福）幸生会

ココット 甲府市美咲1-8-5 055-251-6001 20 （医）山角会

ジリツアカデミー 甲府市宮原町94-1 055-268-2255 10 （株）ＺＩＲＩＴＳ

たんぽぽ 甲府市湯田1-12-13 055-237-0130 12 （福）たんぽぽ康洋会

自立支援FIT 甲府市横根町1010-1 055-233-0838 14 （特非）自立支援FIT

山梨クリナース酒折 甲府市横根町150-1 055-233-0200 30 （福）忠恕会

あずま太陽の家就労継続支援（B型） 甲府市羽黒町1272-1 055-253-3711 10 （福）山梨太陽の家

甲府市障害者センター 甲府市東光寺1-10-25 055-222-0743 33 甲府市・（福）甲府市社会福祉事業団

ホワイトツリー 甲府市千塚5-8-6 055-244-5777 10 （株）ESTATE

ときめきスイーツクラウド 甲府市丸の内2-12-15　甲和ビル2F 055-287-8706 20 （特非）エイトクラウド

三宝の杜こうふ 甲府市徳行5-13-22 055-242-9494 10 （一社）ＳＡＮＰＯ

グレイス・ロード　甲斐サポートセンター 甲府市幸町9番23号 055-236-8377 15 （一社）グレイス・ロード

やさしい手　しょうがい福祉サポート甲府 甲府市上石田1-8-16 055-244-6535 20 （株）やさしい手甲府

就労支援事業所里山の風 甲府市緑が丘1-2-20 055-269-7225 20 （特非）里山の風

笑流 甲府市宝2-14-11 090-8301-7695 10 （同）たからのありか

あさひワークホーム 韮崎市旭町上條南割3294 0551-22-7444 34 （福）山梨県障害者援護協会

わ～く穴山の里 韮崎市穴山町4433-1 0551-25-5866 18 （福）信和会

フレンズ 韮崎市穴山町8708 0551-23-6525 30

（従）フレンズ武川 北杜市武川町柳沢2946-12 0551-26-3811 10

（従）フレンズ双葉 甲斐市宇津谷8331 0551-28-2115 10

こぶし授産園 韮崎市竜岡町下條東割775－7 0551-22-1719 28

（従）第２こぶし授産園 韮崎市旭町上條中割684-1 0551-22-9941 12

ドリーム 韮崎市龍岡町若尾新田517 0551-23-1901 20 （特非）韮和会

リーフ韮崎 韮崎市龍岡町若尾新田849-1 0551-22-0005 20 （特非）わたげの会

空と雲 韮崎市中田町中條4119 0551-37-5128 10 （特非）空と雲

◯就労継続支援B型
　 一般企業等での就労が困難な人に、雇用契約を結ばない就労及び生産活動の機会を提供するとともに、その知識及
 　び能力の向上のために必要な訓練を行います。

（福）ピースの会

（福）韮南福祉会

（福）清長会

（公財）住吉偕成会

（福）かしのみ福祉会

（福）友和会
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◯就労継続支援B型（続き）

名　　　称 所在地 電話番号 定員 設置経営主体

就労支援センター サヴァ 南アルプス市有野3023 055-234-5420 20 （福）蒼渓会

蒼渓会ケール 南アルプス市有野3236-2 055-285-6663 20 （福）蒼溪会

梨の実寮 南アルプス市有野4370 055-285-3717 12 （福）山梨県手をつなぐ親の会

たいよう 南アルプス市和泉984-1 055-244-8820 30 （特非）ジット会

事業所つばさ 南アルプス市飯野2088 055-280-2834 14 （一社）つばさ

ステップあい 南アルプス市落合100-1 055-298-6022 20 （福）新友会

どんぐりの家 南アルプス市落合203-4 055-283-8060 31 （特非）甲西福祉会

みらいコンパニー 南アルプス市上宮地1143 055-283-7733 14 （福）さかき会

アルプスファーム 南アルプス市下宮地421 055-282-4004 20 （医）南山会

また明日セルフサポート 南アルプス市百々2355-1ハイツ21 055-288-1177 20 また明日（株）

マハロ（通称　スマイルファクトリー） 南アルプス市西南湖32-1 055-234-5024 20 （福）青い樹の会

ゆめこころ 南アルプス市藤田4604-1 055-225-5226 14 （特非）ゆめこころ

就労支援事業所ふぉーらいふ 南アルプス市六科565-3 055-285-3451 20 （特非）フォーライフ

ジョブスペースかけはし 南アルプス市野牛島1745番地3 055-287-7307 20 （特非）ジョブクリエーター

南アルプスかおりの家 南アルプス市下今井220-3 055-225-5733 14 （有）猪又

グリーンヒルプロダクツ 北杜市明野町上手520 0551-25-2195 28 （福）緑樹会

友の丘 北杜市須玉町小倉2709 0551-42-3811 20 （福）新友会

北杜市障害福祉サービス事業所　パル実郷 北杜市高根町箕輪2270-1 0551-47-6777 26 （福）高根福祉みのる会

ぶーこっこ 北杜市高根町村山北割86-63 0551-47-3950 10 （特非）あさひ

サービスセンター八峰 北杜市長坂町塚川175-2 0551-32-6321 34

（従）すずらん工房 北杜市小淵沢町6266 0551-36-8280 従17

のはら樂団 北杜市長坂町長坂下条1237-3 0551-45-7026 25 （福）八ヶ岳名水会

ホクト甲斐 北杜市武川町柳澤2946-16 0551-26-3336 20 （福）友和会

ワークスペース・エム 甲斐市岩森1079-1 0551-28-7471 40 （福）共生会

ワーキングスペース大地 甲斐市牛句2029-2 055-277-1100 24 （福）三井福祉会

ハッピーＫＡＩ 甲斐市牛句118 080-7605-8008 20 （特非）オールＷＩＮ

甲斐志麻の里ファーム 甲斐市島上条1277-1 055-288-1241 21 （特非）甲斐志麻の里ファーム

ワークハウスふたば 甲斐市下今井2650 0551-28-6889 24 （福）双葉会

ぎんが工房 甲斐市天狗沢306 055-277-8686 22 （福）ぎんが福祉会

春日の郷 甲斐市中下条1214-1 055-277-8800 10 （福）三井福祉会

きららベーカリー 甲斐市中下条851－1 055-277-8709 20 （福）ぎんが福祉会

ビリーブ 甲斐市竜王1106-1 055-234-5721 20  （株）ビリーブ

ふくろうの家 甲斐市龍地6559-1 0551-35-9422 20 （同）ＴＡＫ

ASパック 中央市一町畑1029-1 055-275-7555 10

（従）（なかよしパック） 中央市乙黒326-9 055-275-7555 従10

就労支援事業所クリーム 中央市木原1378－2 055－236－9797 20 （株）栄光

ルヴァン 中央市成島3508-13 055-242-8800 30 （福）忠恕会

ほっとらんにんぐ 中央市山之神1522-83 055-278-5070 20 （福）ひとふさの葡萄

Luce 中央市西花輪369-3 080-3014-3321 20 （同）hanasaku

アルプスの杜 中巨摩郡昭和町上河東横田847 055-273-0294 10 （株）アルプスの杜

みらいファーム 中巨摩郡昭和町紙漉阿原1808-2 055-275-6555 10 （福）さかき会

アシストゆう昭和店 中巨摩郡昭和町西条5159 055-288-8077 20 （株）アシストエンジニアリング

ハッピーカンパニー 中巨摩郡昭和町河西632-16 055-284-2235 20 （株）アゲイン

Ｇ. O　works 中巨摩郡昭和町西条新田401-6C101 055-270-0629 20 （一社）あーる

以上中北圏域

（特非）八峰会

（特非）山梨県障がい者自立支援センター
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◯就労継続支援B型（続き）

名　　　称 所在地 電話番号 定員 設置経営主体

サポートファームあさひ 山梨市市川1658 0553-39-9303 10 （同）あさひ

山梨クリナース 山梨市大野1551-1 0553-23-3382 34 （福）忠恕会

ひらしな 山梨市落合860 0553-23-5547 30 （公財）山梨厚生会

みのり 山梨市下神内川505番地 0553-34-5244 20 （株）日本のちから

すずらん 山梨市上神内川1363（日下部記念病院内） 0553-34-5080 20 （医）加納岩

レイズ 山梨市下石森723 0553-34-8466 20 （株）エンデヴァー山梨

障害者サービス事業所つくしの家 笛吹市石和町小石和1802-1 055-261-7707 14 （福）つくし会

ハーモニー 笛吹市石和町下平井329 055-261-3377 10 （福）和音の郷

笛吹市社会福祉協議会　一宮障害福祉サービス事業所 笛吹市一宮町竹原田40 0553-39-8503 20 （福）笛吹市社会福祉協議会

創造工房くわの家 笛吹市春日居町桑戸302-1 0553-39-8628 10 （同）カナエール

就労継続支援Ｂ型事業所YくまーずKion 笛吹市御坂町成田1739番7 080-5402-2963 20 （株）Ytours

通所美咲 笛吹市八代町北236 055-265-1850 20 （福）美咲会

ケアフィットファーム 甲州市塩山赤尾650 0553-39-8681 14 （公財）日本ケアフィット共育機構

塩山授産園 甲州市塩山上於曽933-1 0553-44-2903 20 （福）ぶどうの里

ともしび福祉作業所 甲州市塩山中萩原1309 0553-32-1916 20 （福）藤実会

ワークコート大和 甲州市勝沼町山1409-5 0553-20-5555 20 （福）山の都福祉会

以上峡東圏域

自立支援センターめぐみ園 西八代郡市川三郷町市川大門4796-1 055-288-0716 20 （特非）めぐみ園

リベルタ 西八代郡市川三郷町上野176 055-288-1549 20 （特非）心音会ぽこあぽこ

きりあ 西八代郡市川三郷町上野1563-1 055-272-7011 20 （特非）希会

ワークハウス「きのこ」 西八代郡市川三郷町黒沢８８０番地 055-288-0398 20 （一社）あかね

ふじかわどりいむ 南巨摩郡富士川町青柳町498 0556-20-6050 10 （福）深敬園

ふじかわどりいむ　ながさわ 南巨摩郡富士川町青柳町1112-1 0556-20-6050 20 （福）深敬園

ステップ増穂 南巨摩郡富士川町長澤399-1 0556-22-8311 40 （特非）南風会

ステップ増穂Ⅱ 南巨摩郡富士川町長澤450-1 0556-22-8311 20 （特非）南風会

アシストゆう 南巨摩郡富士川町長澤992 0556-48-8577 20 （株）アシストエンジニアリング

ゆあーずあんどゆうず 南巨摩郡富士川町長澤2374-1 0556-22-8211 20 （福）くにみ会

アグリーブみのぶ 南巨摩郡身延町大島2713 0556-62-6180 20 （福）ひとふさの葡萄

Bread&Butter 南巨摩郡身延町身延3637 0556-62-1134 20 （福）深敬園

きさらぎ南部 南巨摩郡南部町塩沢2268 0545-32-6823 20 （福）共生会

以上峡南圏域

福祉の実　たけのこ 富士吉田市旭5-1-1 0555-25-7080 20 （一社）みどり

障害福祉サービス事業所ありんこ 富士吉田市大明見1-13-28 0555-22-7217 40 （福）ありんこ

富士吉田市地域福祉交流センター 富士吉田市上吉田2046 0551-20-1100 40 （福）富士吉田市社会福祉事業団

アエラ－ライフ 富士吉田市上吉田957-2 0555-30-1042 13 （特非）Ｂｅ　Ｈａｐｐｙ

富士北麓聖ヨハネ支援センター 富士吉田市下吉田東1-10-18 0555-24-8390 15 （福）聖ヨハネ会

グレイス・ロード　富士サポートセンター 富士吉田市上吉田東7-3-10 0555-24-2201 20 （一社）グレイス・ロード

【休止】富士ハイム 富士吉田市小明見4556-2 0555-23-4877 20 （福）富士厚生会

けやき園 富士吉田市富士見4丁目11-16 0555-24-8862 18 （福）不二の里森福祉会

就労支援Ｂ型事業所　木の花 富士吉田市松山1248-2 0555-24-5061 20 （特非）五湖の会

みとおし 都留市井倉字美通250 0554-45-8622 25 （福）あすなろの会

就労支援センターいちごいちえ 都留市上谷2-5-7 0554-56-7920 20 （特非）ヒューマンサポート翼

就労支援事業所チャレンジ・ドリーム 都留市つる1-5-10 0554-43-9144 14 （福）小さな花

就労支援センター ピアハウスつる 都留市古川渡632番地4 0554-56-7744 20 （特非）むつみの会

さくら 都留市中央2-4-12 0554-67-8739 10 （一社）桜来

就労支援事業所めばえ 大月市大月町真木4680-2 0554-68-3270 20 （福）芽生福祉会

BE-JOY 大月市大月町花咲1440-5 0554-23-6533 15 （一社）デマンド・アンド・ケア
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◯就労継続支援B型（続き）

名　　　称 所在地 電話番号 定員 設置経営主体

上野原福祉作業所 上野原市上野原1500 0554-63-4725 20 （特非）わかば

わかあゆ工房 上野原市上野原2283-1 0554-62-1069 15 （福）上野原若鮎会

障害福祉サービス事業所　pal-pal 南都留郡富士河口湖町小立2487-4 0555-83-3170 34 （福）ムーブ

ワークピア河口湖 南都留郡富士河口湖町小立5585 0555-72-9221 14 （福）美徳杜

アイラブ福祉研究所 南都留郡富士河口湖町大嵐522-1 0555-20-4815 20 （株）ハイファイブ

スイートベリーKATUYAMA 南都留郡富士河口湖町勝山298 0555-72-6682 14 （福）アドバンス

以上富士・東部圏域

名　　　称 所在地 電話番号 定員 設置経営主体

（公財）住吉偕成会　すみよし作業センター 甲府市住吉4-10-32 055-221-2110 26 （公財）住吉偕成会

就労支援事業所かしのみNeo 甲府市宝1-22-2 055-270-0005 40 （福）かしのみ福祉会

就労支援事業所かしのみラボ 甲府市宝1-31-17 055-288-9755 20 （福）かしのみ福祉会

ジリツアカデミー 甲府市宮原町94-1 055-268-2255 30 （株）ＺＩＲＩＴＳ

甲府市障害者センター 甲府市東光寺1-10-25 055-222-0743 60 甲府市・（福）甲府市社会福祉事業団

SAKURA山梨センター 甲府市徳行2-5-13　KAIスクウェア 055-221-3918 20 （株）綜合キャリアトラスト

山梨クリナース酒折 甲府市横根町150-1 055-233-0200 36 （福）忠恕会

KEIPE甲府オフィス 甲府市丸の内1-15-2第5丸銀ビル2階A号室 055-225-3262 20 KEIPE（株）

ビリーブ 甲斐市竜王1106-1 055-234-5721 20  （株）ビリーブ

（株）グローブ 北杜市須玉町若神子2356 0551-45-9451 20 （株）グローブ

以上中北圏域

勝沼授産園 甲州市勝沼町小佐手633-1 0553-44-2903 34 （福）ぶどうの里

以上峡東圏域

障害福祉サービス事業所ありんこ 富士吉田市大明見1-13-28 0555-22-7217 52 （福）ありんこ

就労支援事業所チャレンジ・ドリーム 都留市つる1-5-10 0554-43-9144 20 （福）小さな花

以上富士・東部圏域

名　　　称 所在地 電話番号 定員 設置経営主体

相談支援事業所　こっとん 甲府市高畑1-16-8 055-225-5440 - （株）NEXT・DOOR

GH甲府 甲府市東光寺1-9-8 055-206-1737 - （福）ぶどうの里

サポートプラザ山の手 甲府市美咲1-8-5 055-251-7611 - （医）山角会

相談支援センターカマラド 南アルプス市有野3243-1 055-269-5671 - （福）蒼渓会

生活支援センタークローバー 南アルプス市古市場243-1 055-225-3985 - （福）山梨県手をつなぐ親の会

いきいきほくと相談支援事業所 北杜市明野町上手520 0551-25-4320 - （福）緑樹会

ふらっと 北杜市長坂町長坂下条1237-3 0551-45-7025 - （福）八ヶ岳名水会

以上中北圏域

相談支援事業所エール 山梨市落合89-3 0553-23-5525 - （公財）山梨厚生会

サポートセンターハロハロ 山梨市小原東1309-1 0553-34-9202 - （福）三富福祉会

以上峡東圏域

◯就労定着支援
　 一般就労へ移行した人について、就労に伴う生活面の課題に対し、就労の継続を図るため企業・自宅等への訪問や、
 　来所により必要な連絡調整や指導・助言等を行います。

◯自立生活援助
　 一人暮らしに必要な理解力や生活力を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により必要な支援を行います。
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事業所名 共同生活住居名 所在地 連絡先名称 電話番号
身
体

知
的

精
神

定員 型 法　　人　　名

ＭＡＲＩＫＯ寮 ＭＡＲＩＫＯ寮 甲府市下飯田1-11-6 茅工房 055-226-7723 ○ 6 介護 （福）あそびじゅく

ホープハウス ホープハウス 甲府市貢川本町8-32
ホープステーション・
ジョイ

055-226-2850 ○ 4 介護 （福）ホープ会

わかぎりホーム わかぎりホーム 甲府市富士見1-20-15 ゆうき工房 055-228-4411 ○ 5 介護 （福）ゆうき会

【休止】ピアわだ ピアわだ 甲府市和田町2968-3
HANAZONOホスピタ
ル

055-253-2228 ○ 4 介護 （公財）リヴィーズ

わだふぁみりあ わだふぁみりあＡ 甲府市和田町3003-111
HANAZONOホスピタ
ル

055-253-6027 ○ 4 介護 （公財）リヴィーズ

わだふぁみりあＢ 甲府市和田町3003-111 ○ 4

わだふぁみりあＣ 甲府市和田町3003-111 ○ 6

わだふぁみりあD 甲府市和田町3003-111 ○ 4

ケアホーム・オリー
ブ第１（増坪）

ケアホーム・オリー
ブ第１

甲府市増坪町80-1
ケアホーム・オリーブ
第1（増坪）

055-223-0246 ○ ○ 6 介護
（特非）障害者地域生
活サポート・オリーブ

ケアホーム・オリー
ブ第２（古上条）

ケアホーム・オリー
ブ第２

甲府市古上条町398-10
ケアホーム・オリーブ
第２（古上条）

055-241-9061 ○ ○ 4 介護
（特非）障害者地域生
活サポート・オリーブ

すみれ荘 甲府市住吉4-7-22
すみよし生活支援セン
ター

055-228-7751 ○ 4 外部 （公財）住吉偕成会

さくら荘 甲府市住吉4-19-1 055-227-7797 ○ 6

ひまわり荘 甲府市住吉3-13-12 055-228-0329 ○ 4

（公財）住吉偕成会
さつき荘

さつき荘 甲府市住吉4-11-5
すみよし生活支援セン
ター

055-221-0073 ○ 10 外部 （公財）住吉偕成会

青い鳥ケアホーム
青い鳥ケアホーム
第１

甲府市下飯田1-10-24 青い鳥成人寮 055-235-5566 ○ ○ ○ 5 介護 （福）山梨ライトハウス

青い鳥ケアホーム
第２

甲府市下飯田1-10-24 ○ ○ ○ 5

青い鳥ケアホーム
第3

甲府市下飯田1-10-24 ○ ○ ○ 4

なでしこホーム善光
寺

なでしこホーム善光
寺

甲府市善光寺3-29-8
甲府市障害者セン
ター

055-222-0741 ○ 5 介護
（福）甲府市社会福祉
事業団

ＧＨ甲府 希望 甲府市東光寺1-9-8 勝沼授産園 055-226-5574 ○ ○ 5 介護 （福）ぶどうの里

希望（サテライト型）
甲府市城東2-10-18 エレ
ガンス健栄201

〇 〇 1

希望（サテライト型）
甲府市酒折3-12-33 モナー
クマンション甲府Ⅱ202

○ ○ 1

輝き
甲府市東光寺1-4-23 ﾋﾙｻｲﾄﾞﾀﾂ
ｶﾜ101～103、105～107、110 〇 〇 6

輝き（サテライト型）
甲府市和戸町713-16 キャ
トルリッチ201

○ ○ 1

ヴィラ（ユニット１）
甲府市東光寺2-4-4 ヴィ
ラmoi東光寺201～203

〇 〇 3

ヴィラ（ユニット２）
甲府市東光寺2-26-3 プリ
モハイム301

〇 〇 2

共同生活援助事業
所フォルティナ

共同生活援助事業
所フォルティナ

甲府市上積翠寺町1003
番地

共同生活援助フォル
ティナ

055-253-2611 ○ ○ ○ 18 介護 （特非）わたげの会

グループホームい
ずみ

グループホームい
ずみ

甲府市飯田2-20-12
グループホームいず
み

080-7175-0117 〇 〇 〇 4 介護 （一社）いずみ

グループホームい
ず

甲府市美咲2-12-24 〇 〇 3

わおん甲府 わおん甲府城東Ｇ 甲府市城東4-7-6 （同）pri to kei 090-1858-1813 ○ ○ 4 介護 （同）pri to kei

わおん甲府湯田Ｌ 甲府市湯田1-1-18 ○ ○ 3

障害者グループ
ホーム　彦星

障害者グループ
ホーム　彦星

甲府市国母5-3-35 （同）Grk 090-2246-6723 ○ ○ ○ 8 日中 （同）Grk

こっとんほーむ こっとんほーむ 甲府市高畑1-17-16 （株）NEXT・DOOR 055-225-5440 ○ ○ ○ 4 介護 （株）NEXT・DOOR

カーサフェリス カーサフェリス 甲府市西高橋町328-4 （福）幸生会 055-222-3873 ○ ○ ○ 7 介護 （福）幸生会

はるか　里吉１ はるか　里吉１ 甲府市里吉1-6-1 福悠（株） 055-215-1445 ○ ○ 4 介護 福悠（株）

はるか千塚公園 甲府市千塚3-7-45 ○ ○ 4

山の手倶楽部
山の手倶楽部・元紺
屋

甲府市元紺屋町15 マクロ（株） 055-288-8822 ○ ○ 7 介護 マクロ（株）

山の手倶楽部・東光
寺

甲府市東光寺2-6-3 ○ ○ 4

◯障害のある人に対して、主に夜間において、共同生活を営む住居で相談、入浴、排せつ又は食事の介護、その
　 他の日常生活上の援助を行います。

（公財）住吉偕成会
すみよし生活支援
センター

（２） 共同生活援助（グループホーム）
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事業所名 共同生活住居名 所在地 連絡先名称 電話番号
身
体

知
的

精
神

定員 型 法　　人　　名

あやめはうす甲府
あやめはうす甲府
A-Ⅰ

甲府市国母7-3-1 （株）ファーストナース 055-236-2470 ○ ○ ○ 5 介護 （株）ファーストナース

あやめはうす甲府
A-Ⅱ

○ ○ ○ 5

あやめはうす甲府
B-Ⅰ

○ ○ ○ 5

あやめはうす甲府
B-Ⅱ

○ ○ ○ 5

障害福祉サービス
事業所　風の音

障害福祉サービス
事業所　風の音

甲府市向町279 （福）園樹会 055-223-2507 ○ ○ ○ 10 介護 （福）園樹会

ロサ・プリムラ ロサ・プリムラⅠ
甲府市中小河原町566-
3

（有）あかしＪＯＹ 055-225-3903 ○ ○ ○ 5 介護 （有）あかしＪＯＹ

ロサ・プリムラⅡ ○ ○ ○ 5

あなやまハイツ あなやまハイツ 韮崎市穴山町5187-4 穴山の里 0551-25-6028 ○ 6 外部 （福）信和会

くぼでら荘
北杜市明野町上手
7852-1

0551-25-4242 ○ 4

かやの木ハイツ 韮崎市岩下1010 0551-22-0720 ○ 4

ケアホーム宿尻 ケアホーム宿尻 韮崎市穴山町4379-2 穴山の里 0551-25-2440 ○ 6 介護 （福）信和会

第２あなやまハイツ 第２あなやまハイツ 韮崎市穴山町5187-3 穴山の里 0551-25-3223 ○ 4 介護 （福）信和会

Lua Lua（内サテライト2） 韮崎市中島2-2-7 星の里 0551-32-7355 ○ ○ 12 介護 （福）八ヶ岳名水会

ふたば ふたば 韮崎市富士見3-17-31 フレンズ 0551-23-6525 ○ ○ 5 外部 （福）友和会

つくしんぼ つくしんぼ
北杜市武川町柳澤
2946-15、2946-38

フレンズ 0551-26-2100 ○ ○ 7 外部 （福）友和会

すずらん園 すずらん園
韮崎市旭町上條中割
684-1

こぶし授産園 0551-22-9941 ○ ○ 6 外部 （福）韮南福祉会

プレステージ
プレステージ（内サ
テライト1）

韮崎市富士見3-8-7 春の陽 0551-32-0035 ○ ○ 6 介護 （福）八ヶ岳名水会

飛翔 飛翔
韮崎市穂坂町宮久保
1216

韮崎東ヶ丘病院 0551-22-0087 ○ 10 外部 （医）韮崎東ヶ丘病院

ハイツわたげ ハイツわたげ 韮崎市富士見1-6-8 リーフ韮崎 0551-22-0005 ○ ○ 6 外部 （特非）わたげの会

こぶしの家 こぶしの家
韮崎市龍岡町下條東割
1229

こぶし授産園 0551-23-0633 ○ ○ 7 外部 （福）韮南福祉会

みっとホーム みっとホーム 南アルプス市有野4370
山梨県立育精福祉セ
ンター成人寮

055-285-7122 ○ 4 介護
（福）山梨県手をつな
ぐ親の会

みらいホーム みらいホーム
南アルプス市飯野3574-
8

みらいコンパニー 055-283-7733 ○ 4 外部 （福）さかき会

こもれびホーム甲
西

こもれびホーム甲西 南アルプス市古市場240 みだい寮 055-283-4446 ○ 4 介護
（福）山梨県手をつな
ぐ親の会

グループホームふく
しむら

グループホームふく
しむら

南アルプス市有野3299-
Ｆ104

梨の実寮 055-285-6567 ○ ○ 3 介護
（福）山梨県手をつな
ぐ親の会

グループホームふく
しむらⅡ

南アルプス市有野3299-
A103

055-285-6411 ○ ○ 3

グループホームしら
ね

グループホームしら
ね

南アルプス市六科1093-
15

梨の実寮 055-285-5356 ○ ○ 10 介護
（福）山梨県手をつな
ぐ親の会

梨保ホーム 梨保ホーム
南アルプス市百々1668-
224

梨の実寮 055-285-3717 ○ ○ 4 外部
（福）山梨県手をつな
ぐ親の会

ラ・ピエーノⅡ ラ・ピエーノⅡ
南アルプス市鏡中條
969-3

ともろうらんど 0556-62-1134 ○ 4 外部 （福）深敬園

ラ・ピエーノⅢ ラ・ピエーノⅢ
南アルプス市飯野2018-
1

○ ○ 10 介護 （福）深敬園

蒼渓会グループ
ホーム

コパン９３(内サテラ
イト１)

南アルプス市有野3719 県立北病院 055-287-8851 ○ 9 外部 （福）蒼渓会

パウゼ９５
南アルプス市有野3236-
1

○ 10

蒼渓会グループ
ホーム（きただけ）

ホスタ０７(内サテラ
イト２)

南アルプス市徳永83-7
コーポラス勇B棟

県立北病院 055-287-8851 ○ 9 外部 （福）蒼渓会

きただけ草(内サテ
ライト1)

南アルプス市徳永1-4
コーポラス勇A棟

○ 6

きづな はなみずき
南アルプス市下宮地
523-17

峡西病院 055-282-2151 ○ 4 外部 （医）南山会

みゆき 南アルプス市下宮地512 055-282-9010 ○ 6

やまなみ 南アルプス市山寺69-1 055-248-5380 ○ 4

南アルプス地域福
祉事情所らくら

南アルプス地域福
祉事業所らくら

南アルプス市小笠原字
東村168-1

みらいコンパニー 055-267-8061 ○ ○ 7 介護
（特非）ワーカーズ
コープ

グループホーム　ド
リームハウス

グループホーム　ド
リームハウス

南アルプス市有野3299
県営福祉村団地Ｈ棟205号、206号

就労継続支援B型事
業所ドリーム

055-285-7760 ○ 5 介護 （特非）韮和会

（２） 共同生活援助（グループホーム）（続き）
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事業所名 共同生活住居名 所在地 連絡先名称 電話番号
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体
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的
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蒼渓会グループ
ホームカマラド

蒼渓会グループ
ホームカマラド

南アルプス市有野3243-
1

ライフデザイン　ボ
ヤージュ

055-269-5671 ○ 6 外部 （福）蒼渓会

ライフスタイルボ
ヌール

ライフスタイルボ
ヌール東

南アルプス市有野2826-
1

ライフサポートラヴィ 055-287-8851 ○ 10 日中 （福）蒼渓会

ライフスタイルボ
ヌール西

南アルプス市有野2826-
1

○ 10 日中

ミラテラス ミラテラス
南アルプス市下今諏訪
351-1

（福）ぎんが福祉会 055-225-3860 ○ ○ ○ 4 介護 （福）ぎんが福祉会

スマイル スマイル
南アルプス市藤田2114-
3

スマイル 055-225-6660 ○ ○ 7 介護 （株）スマイル

北杜の郷 北杜の郷
北杜市高根町村山北割
1689-2

パル実郷 0551-47-6777 ○ 4 介護
（福）高根福祉みのる
会

北斗の家 北斗の家
北杜市長坂町小荒間
836

星の里 0551-32-7355 ○ ○ 6 介護 （福）八ヶ岳名水会

ケアハウスランタン ケアハウスランタン
北杜市長坂町大井ケ森
978-1

星の里 0551-32-6270 ○ ○ 12 介護 （福）八ヶ岳名水会

すばる すばる
北杜市長坂町大八田
4297-26

星の里 0551-32-7798 ○ ○ 4 介護 （福）八ヶ岳名水会

おりおん おりおん
(内サテライト２)

北杜市長坂町長坂上条
2077-5

星の里 0551-32-6863 ○ ○ 7 介護 （福）八ヶ岳名水会

休みの国
北杜市長坂町長坂上条
2081

○ ○ 2

アヴァン アヴァン
北杜市長坂町長坂上条
3228-6

星の里 0551-32-7074 ○ ○ 5 介護 （福）八ヶ岳名水会

コスモス
北杜市長坂町長坂上条
2575-244-201

0551-32-6996 ○ ○ 2

ひまわり
北杜市長坂町長坂上条
2575-244-101

0551-32-7273 ○ 2

ケアハウス大坊 ケアハウス大坊 北杜市白州町大坊758 星の里 0551-35-4050 ○ ○ 6 介護 （福）八ヶ岳名水会

たんぽぽ たんぽぽ１
北杜市明野町上手545-
1

グリーンヒルホーム 0551-25-2195 ○ 10 介護 （福）緑樹会

たんぽぽ２
北杜市明野町上手524-
8

○ 7

たんぽぽ３
北杜市明野町上手525-
7

○ 7

たんぽぽ４ 北杜市明野町上手4320 ○ 4

ふれんどりー・ゆう ふれんどりー・ゆう
北杜市須玉町比志3621
－31

友の丘 0551-45-0055 ○ ○ 7 介護 （福）新友会

あさひテレサホーム くるみ寮
北杜市高根町村山北割
86-6

穴山の里 0551-47-3950 ○ 10 介護 （特非）あさひ

はやぶさ寮
北杜市高根町村山東割
1353

0551-33-9392 ○ 3

グループホーム　こ
こ

グループホーム　こ
こ

北杜市明野町上手247-
1

グリーンヒルホーム 0551-30-4250 ○ ○ ○ 7 介護 （福）緑樹会

グループホーム　か
なで

グループホーム　か
なで

北杜市明野町上手247-
1

グリーンヒルホーム 0551-30-4250 ○ ○ ○ 17 日中 （福）緑樹会

こんふぉーと天狗沢
こんふぉーと天狗沢
Ａ棟

甲斐市天狗沢641-1 千代田荘 055-277-3282 ○ 9 介護 （福）清長会

こんふぉーと天狗沢
Ｂ棟

甲斐市天狗沢641-1 ○ 9

雀のお宿 雀のお宿 甲斐市下今井1730 ぎんが工房 0551-28-7575 ○ 6 介護 （福）ぎんが福祉会

雀のお宿Ⅱ 甲斐市下今井1730 ○ 6

雀のお宿Ⅲ 甲斐市下今井1730 ○ 4

春日の杜 春日の杜（一） 甲斐市長塚184-2 敷島緑陽園 055-277-1100 ○ ○ 5 介護 （福）三井福祉会

春日の杜（二） 甲斐市長塚184-2 ○ ○ 5

春日の杜（三） 甲斐市長塚184-14 ○ ○ 4

春日の杜（四） 甲斐市長塚157-1 ○ ○ 6

春日の杜（五） 甲斐市長塚183-1 ○ ○ 1

春日の丘 春日の丘 甲斐市牛句宮前2261 敷島緑陽園 055-277-1181 ○ ○ 10 介護 （福）三井福祉会

春日の家 甲斐市牛句宮前2261-1 ○ ○ 6

グループホームペ
アフォレスト

グループホームペア
フォレスト

甲斐市名取731-2 (一社)山梨ダルク 055-242-7705 ○ 4 介護 （一社）山梨ダルク

共同生活援助事業
所ファミール

共同生活援助事業
所ファミール

甲斐市竜王新町534-1 リーフ韮崎 055-270-1445 ○ ○ ○ 14 外部 （特非）わたげの会

（２） 共同生活援助（グループホーム）（続き）
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グループホーム アル
プスの杜 フレンズ

グループホーム アル
プスの杜 フレンズ

甲斐市玉川19-5 （株）アルプスの杜 055-273-0294 ○ ○ 4 介護 （株）アルプスの杜

グループホームアル
プスの杜フラワー

グループホームアル
プスの杜フラワー

甲斐市玉川1335-1 アルプスの杜 055-209-0990 ○ ○ 4 介護 （株）アルプスの杜

グループホームあー
る

グループホームあー
る

中巨摩郡昭和町西条新
田375番地3

コスモス 055-270-0629 ○ ○ 4 介護 （一社）あーる

障がい者グループ
ホームKion

障がい者グループ
ホームKion

中巨摩郡昭和町清水新居1-
1コンフォーティアキオン内

055ｰ244ｰ8787 ○ 15 介護 （株）Ytours

グループホーム　ゆ
う

グループホーム　ゆ
う

中巨摩郡昭和町西条新田
401番地8　山の都Ｂ1-0

グループホームあーる 055-270-0628 ○ ○ 4 介護 （一社）あーる

以上中北圏域

山梨厚生グループ
ホーム

ぶどうの家 山梨市万力154-1 山梨厚生病院 0553-23-1311 ○ 7 外部 （財）山梨厚生会

すずらんの家Ａ 山梨市万力1088 ○ 2

すずらんの家Ｂ 山梨市万力1088 ○ 2

グリーンハウス 山梨市万力154-6 ○ 5

ふえふき
グループホーム「ふ
えふき」Ａ

山梨市上神内川1321-1 日下部記念病院 0553-22-0536 ○ 7 介護 （医）加納岩

グループホーム「ふ
えふき」Ｂ

山梨市上神内川1321-1 ○ 7

ケアホーム「ふえふ
き」

山梨市上神内川1321-1 ○ 5

ほっとはうす 山梨市上神内川1127-1 ○ 5

ラベンダー 山梨市上神内川1320-2 ○ 5

あっとけあハウス あっとけあハウス
笛吹市石和町山崎102-
2

くにみ園 055-230-5523 ○ ○ 12 外部 （株）あっとけあ

山崎荘 山崎荘
笛吹市石和町四日市場
837-6

勝沼授産園 0553-44-2903 ○ 4 介護 （福）ぶどうの里

小林荘
甲州市塩山下塩後
680ー1

○ 3

第２山崎荘
笛吹市石和町四日市場
837-5

○ 5

エクセレントサクラダ
Ｂ

笛吹市石和町四日市場
823

○ 5

エクセレントサクラダ
Ａ

笛吹市石和町四日市場
823

はなみずきホーム しらかばホーム 甲州市塩山藤木1891 白樺園 0553-39-2714 ○ 10 介護 （福）三富福祉会

ハナミズキホーム 山梨市小原西641－5 ○ 10 介護

いるとこ 山梨市下神内川192-3 ○ 5 介護

山公荘 山公荘
甲州市勝沼町山1363の
2

スカイコート勝沼 0553-44-3851 ○ 7 介護 （福）山の都福祉会

ともしびの家 ともしびの家 甲州市塩山中萩原1309 ともしび福祉作業所 0553-32-1916 ○ ○ 6 介護 （福）藤実会

第二ともしびの家 甲州市塩山中萩原1319 ○ ○ 6

すずかけ荘 すずかけ荘
甲州市塩山上於曽594-
3

（福）光風会 0553-34-6185 ○ ○ ○ 4 介護 （福）光風会

以上峡東圏域

ラ・ピエーノ ラ・ピエーノ
南巨摩郡身延町身延
3637

Bread&Butter 0556-62-1134 ○ 7 介護 （福）深敬園

ラ・ピエーノⅣ ラ・ピエーノⅣ
南巨摩郡富士川町青柳
520-1

ともろうらんど 0556-62-1134 ○ ○ 5 外部 （福）深敬園

ゆずの家 ゆずの家（内サテライト1）
南巨摩郡富士川町長沢
582

ステップ増穂 0556-22-8311 ○ ○ ○ 7 介護 （特非）南風会

ラ・ピエーノⅤ ラ・ピエーノⅤ
南巨摩郡富士川町長沢
213-2

ふじかわどりいむなが
さわ

0556-62-1134 ○ ○ ○ 4 介護 （福）深敬園

またあしたハウス またあしたハウス
南巨摩郡富士川町駅前
通2丁目4203－3

また明日(株) 0556ｰ48ｰ8211 ○ ○ ○ 6 介護 また明日（株）

以上峡南圏域

（２） 共同生活援助（グループホーム）（続き）
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事業所名 共同生活住居名 所在地 連絡先名称 電話番号
身
体

知
的

精
神

定員 型 法　　人　　名

グループホームあ
さひ

グループホームあさ
ひ

富士吉田市旭2-15-12 ありんこ 0555-22-3770 ○ 5 外部 （福）ありんこ

グループホームそよ
かぜ

富士吉田市下吉田5-
13-18

0555-23-0294 ○ 7

明見聖ヨハネケ
アービレッジ

明見聖ヨハネケアー
ビレッジ

富士吉田市向原1-5-32 富士聖ヨハネ学園 0555-24-8390 ○ 7 介護 （福）聖ヨハネ会

富士吉田聖ヨハネ
ケア－ビレッジ

城山ホーム
富士吉田市下吉田
1250-5

富士聖ヨハネ学園 0555-23-5155 ○ 7 介護 （福）聖ヨハネ会

寿第1ホーム
富士吉田市上暮地2843
－4

○ 6

寿第2ホーム
富士吉田市上暮地2843
－4

○ 7

グループホームしら
糸

グループホームしら
糸

富士吉田市上暮地5-2-
24

障害福祉サービス事
業所けやき園

0555-24-2014 ○ ○ 4 外部
（福）不二の里森福祉
会

グループホーム　マ
リーゴールド

グループホーム　マ
リーゴールド

富士吉田市上吉田東5-
14-57

（一社）山梨ダルク本
部

070-4535-1188 ○ 7 介護
（一社）山梨ダルク本
部

ドリームハウス都留 ドリームハウス都留 都留市上谷1-5-10 チャレンジドリーム 0554-67-9210 ○ ○ ○ 5 介護 （福）小さな花

宝夢さくらんぼ 宝夢さくらんぼ 都留市古川渡328-5 宝山寮 0554-43-3265 ○ 4 外部 （福）山梨福祉事業会

リライブ ハイム月見ヶ丘 都留市四日市場293 回生堂病院 0554-43-2291 ○ 9 介護 （医）回生堂病院

ハイム富士見ヶ丘 都留市四日市場290-1 ○ 8

ふよう ケアホームふよう 大月市大月町真木4680 どんぐり牧場 0554-22-3467 ○ 5 外部 （財）新約同人会

グループホームとう
か

笛吹市一宮町末木374-
106

○ 5

グループホームあ
おば

グループホームあ
おば

大月市大月町真木
4680-5

就労支援事業所めば
え

0554-68-3270 ○ ○ ○ 8 外部 （福）芽生福祉会

グループホーム　ス
カイコート大月

グループホーム　ス
カイコート大月

大月市賑岡町浅利
1108-2

スカイコート大月 0554-23-5551 ○ ○ ○ 7 介護 （福）山の都福祉会

グループホームハ
イム桜ヶ丘

ハイム桜ヶ丘 上野原市上野原1185 三生会病院 0554-62-3355 ○ 7 外部 （公財）三生会

グループホーム”な
かま”

グループホーム”な
かま”

南都留郡西桂町倉見
47-2

Ｐａｌ－Ｐａｌ 0555-83-3170 ○ 4 外部 （福）ムーブ

河口湖聖ヨハネケ
アービレッジ

河口湖聖ヨハネケ
アービレッジ

南都留郡富士河口湖町
船津5204-2

富士聖ヨハネ学園 0555-23-5155 ○ 11 介護 （福）聖ヨハネ会

グループホーム希
望の会

希望の会
南都留郡富士河口湖町
船津3961-1-B.C

富士桜作業所 0555-24-5061 ○ 4 外部 （特非）五湖の会

以上富士・東部圏域

（２） 共同生活援助（グループホーム）（続き）
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種　　別 名　　　　　称 所　　　在　　　地 電話番号 定員 設置経営主体

①地域活動
　 支援センター

（35か所）

種　　別 名　　　　　称 所　　　在　　　地 電話番号 定員 設置経営主体

②福祉ホーム あずま太陽の家福祉ホーム 甲府市羽黒町1272-1 055-253-3711 30 (福)山梨太陽の家

種　　別 名　　　　　称 所　　　在　　　地 電話番号 定員 設置経営主体

③盲人ホーム 青い鳥ホーム 甲府市塩部1-6-20 055-252-8994 20 (福)山梨ライトハウス

種　　別 名　　　　　称 所　　　在　　　地 電話番号 定員 設置経営主体

情報文化センター
甲府市下飯田2-10-1
山梨ライトハウス

055-222-3502 － （福）山梨ライトハウス

聴覚障害者情報センター
甲府市北新1-2-12
県福祉プラザ内

055-254-8660 －
山梨県・（同）カナエー
ル

視聴覚障害者
情報提供施設

◯視聴覚障害者のために、無料又は低額な料金で、点字刊行物や視聴覚障害者用の録画物などを
 　制作し、又は貸出などの情報提供を行う施設です。

◯地域で暮らす障害者に創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行います。

◯住居を必要としている人に低額な料金で居室等を提供するとともに、日常生活に必要な支援を行い
　 ます。

◯あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の免許をもつ視覚障害者で、自営し又は雇用される
 　ことが困難な人が利用し、必要な技術の指導を受ける施設です。

　　　　問い合わせ先　　①～②：市町村　③：当該施設

問い合わせ先　　当該施設

（３） 地域生活支援事業

（４） 身体障害者施設
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施設区分 名　　　称 所在地 電話番号 定員 設置経営主体

知的障害児 育精福祉センター 南アルプス市有野3303-2 055-285-0615 70
山梨県・（福）山梨県
手をつなぐ親の会

施設区分 名　　　称 所在地 電話番号 定員 設置経営主体

肢体不自由児
重症心身障害児

あけぼの医療福祉センター 韮崎市旭町上條南割3251-1 0551-22-6111 80 山梨県

施設区分 名　　　称 所在地 電話番号 定員 設置経営主体

重症心身障害児 甲府病院 甲府市天神町11-35 055-253-6131 132
（独）国立病院機構甲
府病院

施設区分 名　　　称 所在地 電話番号 定員 設置経営主体

つつじが崎学園 甲府市岩窪町614 055-251-7678 30 （福）宮前福祉会

児童発達支援センターかしのみ学園 甲府市下飯田2丁目5-12 055-237-5100 30 （福）山梨樫の会

療育センター　なないろ 甲斐市岩森字東堀580-1 0551-45-6488 50 （株）あんしん

児童発達支援センター　ひまわり 山梨市東後屋敷635-1 0553-21-8300 20 （福）いずみ会

ひかりの家学園 市川三郷町市川大門1783-2 055-272-3207 30 （福）ひかりの家

施設区分 名　　　称 所在地 電話番号 定員 設置経営主体

肢体不自由児
重症心身障害

あけぼの医療福祉センター 韮崎市旭町上條南割3251-1 0551-22-6111 15 山梨県

○医療型児童発達支援（医療型児童発達支援センター）
　 重症心身障害のある児童が通い、日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の習得又は集団
 　生活への適応のための訓練及び治療を受けるための地域の中核的な療育支援施設です。

○福祉型障害児入所施設
　 知的障害のある児童が入所し、保護、日常生活の指導及び独立自活に必要な知識技能の習得を行うことを目的とする
　 施設です。

○医療型障害児入所施設（指定医療型障害児入所施設）
　 肢体不自由のある児童又は重症心身障害のある児童が入所し、保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能
 　の習得及び治療を行うことを目的とする施設です。

○医療型障害児入所施設（指定発達支援医療機関）
　 重症心身障害のある児童が入院し、保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の習得及び治療を行うことを
　 目的とする施設です。

○児童発達支援（児童発達支援センター）
　 障害のある児童が通い、日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の習得又は集団生活への
 　適応のための訓練を受けるための地域の中核的な療育支援施設です。

重症心身障害以外

（５） 障害児施設
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施設区分 名　　　称 所在地 電話番号 定員 設置経営主体

ハッピーランド 甲府市岩窪町614 055-251-7678 10 （福）宮前福祉会

こども発達支援センター　コスモ・アンシア　ｎｏｂｉ
－ｎｏｂｉ 甲府市上阿原町548-1 055-244-2288 10 （福）いきいき倶楽部

児童発達支援事業所　結い 甲府市上曽根町208-1 055-215-7036 10 （株）仁－JIN－

コペルプラス甲府教室 甲府市国母8丁目31番9号 055-242-8350 10 （株）ケアリンク

いずみ園 甲府市宝1-19-6 055-228-4958 10 （福）いずみ会

山梨ＹＭＣＡぽかぽか教室＆きらきら教室 甲府市中央5-4-11 055-235-8543 10 （公財）山梨ＹＭＣＡ

アプリコ甲府 甲府市富士見１丁目３番地２５ 055-268-3157 10 （株）あやめ

POCCO音の泉こうふ 甲府市南口町1-40 055-225-3362 10 （株）Happinessあさひ会

運動学習支援教室StepUp.Brain improvement
ペアーレ校

甲府市南口町1-40　文化センターペ
アーレ山梨２階 055-287-6037 10 （株）山梨こども成長支援計画

発達支援教室ライフ 甲府市住吉3-8-7 055-233-8188 10 （株）グローアップ

発達支援教室ライフぷらす 甲府市朝気３丁目１４－２０ 055-233-8188 10 （株）グローアップ

なかよしクラブ「ちーず」 甲府市青沼3丁目8-11 055-288-8752 10 （同）ファミリーサポートクラブ

山梨ＹＭＣＡ　ぼかぼか教室 甲府市中央3-10-12 055-138-2933 10 （公財）山梨YMCA

発達支援教室ライフピース 甲府市増坪町142-1 090-1766-8188 10 （株）グローアップ

CLUM甲府中央ラボ 甲府市中央2-9-20 タカオカビル1階 055-225-3262 10 KEIPE（株）

発達支援教室ライフサニー 甲府市国玉町147-7 070-1567-0032 10 （株）グローアップ

発達サポートそうま 南アルプス市塩前888 055-285-8181 10 （一社）奏馬

（特非）キッズステーション 北杜市須玉町藤田441-2 0551-42-3870 10 （特非）キッズステーション

キッズクラブひまわり 北杜市長坂町長坂上条1565-1 0551-32-5855 5 （福）八ヶ岳名水会

こころとそだちの支援室ぽーれ 甲斐市島上条209 055-267-6903 10 （福）子育ち・発達の里

あどばんす 甲斐市竜王2162-2 055-225-4082 10 （一社）Advance

Yくまーず未来　甲斐 甲斐市龍地3047 1階 0551-30-7853 10 Ytours（株）

Yくまーず未来　甲斐sopra 甲斐市龍地3047 2階 0551-30-7405 10 Ytours（株）

山梨YMCA　りんごの木 中央市布施字小井川1775-1 055-235-8543 10 （公財）山梨ＹＭＣＡ

運動学習支援教室StepUp.Brain improvement甲
府昭和校 中巨摩郡昭和町西条3812-2 055-269-6668 10 （株）山梨こども成長支援計画

POCCO音の泉しょうわちゅうおう 中巨摩郡昭和町飯喰1558-4 055-269-8501 10 （株）Happinessあさひ会

学習サポートscrumPLUS甲府昭和校 中巨摩郡昭和町清水新居380 055-287-6380 10 （株）プログレス

Yくまーず未来　Kids育楽
中巨摩郡昭和町清水新居1-1
コンフォーティアキオン4階 055-232-6300 10 Ytours（株）

児童発達支援・放課後等デイサービスＫきっず 笛吹市石和町唐柏720-6 080-5032-1581 10 （同）Ｋきっず

ドレミファソライズFC笛吹 笛吹市石和町東油川66 055-244-7877 10 （同）CNカンパニー

いちばん星☆ 笛吹市石和町広瀬623-1 055-209-2634 10 AmarieightJapan（株）

ココロン富士吉田 富士吉田市上吉田4244-6 0555-24-1125 10 （株）ブライトハーツ

おもちゃ１号 富士吉田市新西原2丁目12-1 0555-25-7177 10 （同）おもちゃ箱

（特非）天使のおもちゃ図書館はばたき 都留市桂町1142-1 0554-43-3512 10
（特非）天使のおもちゃ図
書館はばたき

ココロン松山 富士吉田市松山1619-3 0555-25-7435 10 （株）ブライトハーツ

児童発達支援事業所　みらい 大月市猿橋町桂台1丁目99番 0554-67-8338 10 （福）平成福祉会

キッズサポート 南都留郡富士河口湖町船津3903 0555-72-9420 10 （同）キッズサポート

こすもす 甲府市岩窪町614 055-251-7678 5 （福）宮前福祉会

児童発達支援事業所かしのみ 甲府市下飯田2丁目5-12 055-237-5100 5 （福）山梨樫の会

多機能型重症児デイサービス　笑む 甲府市中央4-1-9 055-233-2525 5 （株）洗心

多機能型重症児デイサービス　笑むⅡ 甲府市中央4-3-14 055-269-8397 5 （株）洗心

甲府病院 甲府市天神町11-35 055-253-6131 5
（独）国立病院機構甲府病
院

重症心身障害以外

重症心身障害

○児童発達支援（児童発達支援センター以外）
　 障害のある児童が通い、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を受け
　 るための施設です。

43



施設区分 名　　　称 所在地 電話番号 定員 設置経営主体

あんど遊Kid'sあいおい 甲府市相生3-6-17 055-234-5660 10 （株）ケイティケイ

なかよしクラブ「ちーず」 甲府市青沼3丁目8-11 055-288-8752 10 （同）ファミリーサポートクラブ

かぐらきっず 甲府市飯田4-4-4 055-288-1825 10 （株）SunS

きずなっずクラスこうふ 甲府市岩窪町207-1 055-234-5733 10 （株）ケアリンク

放課後等デイサービス キッズ大国 甲府市後屋町330-1 055-243-3092 10 （福）大国会

ジリツアカデミージュニア 甲府市大里町932-1 055-298-6726 10 （株）ZIRITS

こども発達支援センター　コスモ・アンシア　ｎｏｂｉ
－ｎｏｂｉ

甲府市上阿原町548-1 055-244-2288 10 （福）いきいき倶楽部

POCCOかみいしだ 甲府市上石田4-8-34 055-287-8147 10 （株）Happinessあさひ会

放課後等デイサービス　結い 甲府市住吉5-3-27 055-288-8119 10 （株）仁―JIN―

どれみ 甲府市川田町933-35 055-288-1242 10 （福）和音の郷

わんはーと 甲府市住吉4-13-28 055-244-6500 10 （特非）青波

山梨ＹＭＣＡぽかぽか教室＆きらきら教室 甲府市中央5-4-11 055-235-8543 10 （公財）山梨ＹＭＣＡ

山梨ＹＭＣＡ南西ぽかぽか教室＆きらきら教室 甲府市下石田2-2-10 055-235-8543 10 （公財）山梨ＹＭＣＡ

ママとこどもの放課後教室　善光寺教室 甲府市善光寺3-34-21 055-223-2212 10 （株）小松遊覧農場

ぴおーね 甲府市宝1-5-18 055-222-3777 10 甲斐レスピット（株）

あくしゅ 甲府市東光寺2-3-28 055-226-5574 10 （福）ぶどうの里

アプリコ甲府 甲府市富士見1-3-25 055-268-3157 10 （株）あやめ

POCCO音の泉こうふ 甲府市南口町1-40 055-225-3362 10 （株）Happinessあさひ会

運動学習支援教室StepUp.Brain improvement
ペアーレ校

甲府市南口町1-40　文化センターペ
アーレ山梨２階

055-287-6037 10 （株）山梨こども成長支援計画

キッズステーション甲府 甲府市屋形3-5-2 055-254-0058 10 （特非）キッズステーション

きずなっずクラスよこね 甲府市横根町695-2 055-225-5141 10 （株）ケアリンク

放課後等デイサービス　てら・こや 甲府市後屋町687番地1 055-244-2531 10 （特非）諧

発達支援教室ライフ 甲府市住吉3-8-7 055-233-8188 10 （株）グローアップ

アプリコ国玉 甲府市国玉町976番地2 055-231-5051 10 （株）あやめ

ワークステーション 甲府市屋形3丁目5番4号 080-6614-4412 10 （特非）キッズステーション

放課後等デイサービス　ハッピーハグ 甲府市国母３丁目１１番２３号 055-225-5433 10 （株）EPIC

発達支援教室ライフぷらす 甲府市朝気３丁目１４－２０ 055-233-8188 10 （株）グローアップ

山梨ＹＭＣＡ　きらきらプラス 甲府市下石田2-15-23 070-3953-0311 10 （公財）山梨YMCA

発達支援教室ライフピース 甲府市増坪町142-1 090-1766-8188 10 （株）グローアップ

きらねこ 甲府市宝1-23-18 055-215-0745 10 （一社）こまねこ

きずなっずクラスおおさと 甲府市古上条町126-4 055-241-2630 10 （株）ケアリンク

放課後等デイサービス　ハッピーハグ　シャイン 甲府市高畑2-17-17 055-244-6586 10 （株）EPIC

CLUM甲府中央ラボ 甲府市中央2-9-20 タカオカビル1階 055-225-3262 10 KEIPE（株）

発達支援教室ライフサニー 甲府市国玉町147-7 070-1567-0032 10 （株）グローアップ

放課後デイ　みだい 韮崎市旭町上條南割3561-1 055-285-4292 10 （福）山梨県手をつなぐ親の会

らっく楽キッズ 韮崎市大草町若尾1326 080-9882-4283 10 （有）武井工務店

ジリツアカデミージュニア韮崎 韮崎市水神1-15-40 055-268-2255 10 （株）ZIRITS

ともろうキッズ 南アルプス市飯野2939-1 055-282-2002 10 （福）深敬園

POCCO南アルプスしらね 南アルプス市飯野3730-1 055-288-1025 10 （株）Happinessあさひ会

POCCOくしがた 南アルプス市小笠原307-5 055-288-8505 10 （株）Happinessあさひ会

発達サポートそうま 南アルプス市塩前888 055-269-6449 10 （一社）奏馬

○放課後等デイサービス
　 就学している障害のある児童が、授業の終了後又は休業日に通い、社会との交流の促進、生活能力の向上のために必
　 要な訓練等を受けるための施設です。

重症心身障害以外
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施設区分 名　　　称 所在地 電話番号 定員 設置経営主体

マハロ 南アルプス市西南湖32-1 055-284-7266 15 （福）青い樹の会

POCCO南アルプスこうさい 南アルプス市東南湖875-1 055-267-7731 10 （株）Happinessあさひ会

あそぼ 南アルプス市山寺1095-5 055-283-7754 10 （福）さかき会

また明日デイサービス（共生型） 南アルプス市百々2355-1
ハイツ21 055-288-1177 10 また明日（株）

デイサービスあんず（共生型） 南アルプス市曲輪田2620 055-288-6111 13 （株）H.S.R

放課後等デイサービスいまはぴ 南アルプス市十五所1268-1 055-225-3990 10 (同)ことのは

コロボックルの家 南アルプス市寺部1819 055-242-8327 20 (同)コロボックルの家

（特非）キッズステーション 北杜市須玉町藤田441-2 0551-42-3870 10 （特非）キッズステーション

キッズクラブひまわり 北杜市長坂町長坂上条1565-1 0551-32-5855 15 （福）八ヶ岳名水会

療育センター　なないろ 甲斐市岩森字東堀580-1 0551-45-6488 40 （株）あんしん

サポートはうすＡｎｄａｎｔｅ（あんだんて） 甲斐市牛句2029-2 055-277-1198 10 （福）三井福祉会

こころとそだちの支援室ぽーれ 甲斐市島上条209 055-297-6903 10 （福）子育ち・発達の里

POCCOかいりゅうおう 甲斐市西八幡4064-12 055-231-5871 10 （株）Happinessあさひ会

放課後等デイサービス　カルミア 甲斐市西八幡4038-1 055-244-8670 10 （同）ミント

ぽーれWing 甲斐市中下条1072-4 055-287-8087 10 （福）子育ち・発達の里

かぐらきっずKAI 甲斐市境2182 055-242-6281 10 （株）SunS

Yくまーず未来　甲斐 甲斐市龍地3047 1階 0551-30-7853 10 Ytours（株）

Yくまーず未来　甲斐sopra 甲斐市龍地3047 2階 0551-30-7405 10 Ytours（株）

放課後等デイサービスあゆむ
甲斐市篠原884-2 山梨ハウス工業ビ
ル1階

055-225-5217 5 （同）むすぶ

山梨YMCA　りんごの木 中央市布施字小井川1775-1 055-235-8543 10 （公財）山梨ＹＭＣＡ

あんど遊Kid'sわかみや 中央市若宮31-1 055-236-9150 10 （株）山梨ケイティケイ

みらいっこ 中央市若宮31番地3 055-215-0459 10 （株）ストーリーボード

みらいっこジュニア 中央市若宮34番地4 055-215-1466 10 （株）ストーリーボード

あおぞら 中巨摩郡昭和町押越2215-1 055-287-9040 10 （福）ひとふさの葡萄

なないろそらの家 中巨摩郡昭和町西条新田619-2 055-275-0808 10 （株）N.1.C

運動学習支援教室StepUp.Brain improvement甲
府昭和校

中巨摩郡昭和町西条3812-2 055-269-6668 10 （株）山梨こども成長支援計画

放課後等デイサービス　ハッピーハグ　ベリー 中巨摩郡昭和町河西６２８－７ 055-288-0960 10 （株）ＥＰＩＣ

POCCO音の泉しょうわちゅうおう 中巨摩郡昭和町飯喰1558-4 055-269-8501 10 （株）Happinessあさひ会

POCCOスタディしょうわちゅうおう 中巨摩郡昭和町飯喰1558-4 055-269-7351 10 （株）Happinessあさひ会

放課後等デイサービスあむ 中巨摩郡昭和町西条新田845-1 055-242-7197 10 （株）フリーグロース

すばる放課後等デイサービスセンター昭和 中巨摩郡昭和町河西1149-2 055-288-9578 10 （福）笹の葉会

学習サポートscrumPLUS甲府昭和校 中巨摩郡昭和町清水新居380 055-287-6380 10 （株）プログレス

Yくまーず未来　Kids育楽
中巨摩郡昭和町清水新居1-1
コンフォーティアキオン4階

055-232-6300 10 Ytours（株）

以上中北圏域

くわの家　ミラフレンズ 山梨市上神内川47 0553-39-8628 10 （同）カナエール

スマイル 山梨市南1402 0553-23-6606 10 （株）スマイルサポート

児童発達支援センター　ひまわり 山梨市東後屋敷635-1 0553-21-8300 10 （福）いずみ会

ハロハロキッズ 山梨市東後屋敷566-1 0553-39-9361 10 （福）三富福祉会

放課後等デイサービス　てならい 山梨市落合781-1 0553-20-8818 10 （福）山の都福祉会

くわの家　ステラフレンズ 山梨市大野956-2 0553-22-8011 10 （同）カナエール

放課後等デイサービス　キッズ大国・万力 山梨市万力391-1 0553-34-8990 10 （福）大国会

○放課後等デイサービス（続き）

重症心身障害以外
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施設区分 名　　　称 所在地 電話番号 定員 設置経営主体

ぴーす 笛吹市一宮町坪井1745 0553-47-3131 10 （医）桃花会

放課後等デイサービス　つくしんぼ 笛吹市境川町石橋2278-1 055-287-8168 10 （同）てぃだ

みなてらす 笛吹市石和町広瀬494 055-288-9107 10 （福）ぶどうの里

放課後等デイサービス　たけのこ 笛吹市境川町石橋2280番地2 055-287-8168 10 （同）てぃだ

いちばん星☆ 笛吹市石和町広瀬623-1 055-209-2162 10 AmarieightJapan（株）

ベイス 笛吹市石和町駅前12-3 055-234-5016 10 （株）スマイルサポート

児童発達支援・放課後等デイサービス
Ｋきっず 笛吹市石和町唐柏720-6 080-5032-1581 10 （同）Ｋきっず

ドレミファソライズFC笛吹 笛吹市石和町東油川66 055-244-7877 10 （同）CNカンパニー

放課後等デイサービス　ウィズ・ユー石和 笛吹市石和町四日市場1787 055-225-6775 10 （株）レクシー

ママとこどもの放課後教室　石和教室 笛吹市石和町窪中島587-104 055-262-2212 10 （株）小松遊覧農場

ママとこどもの放課後教室　笛吹教室 笛吹市石和町窪中島587-106 050-5527-3418 10 （株）小松遊覧農場

放課後等デイサービス　JOY 甲州市塩山上於曽1092-3 0553-33-3886 10 （特非）ぴあ

放課後等デイサービスつくしんぼ　甲州くらぶ 甲州市勝沼町等々力1389-1 080-4633-7302 10 （同）てぃだ

以上峡東圏域

ひかりの家学園 西八代郡市川三郷町市川大門1783-2 055-272-3207 10 （福）ひかりの家

共生型サービス　またあした富士川（共生型） 南巨摩郡富士川町鰍沢1586 0556-42-8588 14
（一社）またあしたクラ
ブ

ふじかわキッズ 南巨摩郡富士川町天神中條396-1 0556-42-7166 10 （福）深敬園

以上峡南圏域

あかね雲ソーシャルカインドネス 富士吉田市松山1410-3 0555-22-8617 10 （同）あかね雲

ココロン富士吉田 富士吉田市上吉田4244-6 0555-24-1125 10 （株）ブライトハーツ

おもちゃ１号 富士吉田市新西原2-12-1 0555-25-7177 10 （同 ）おもちゃ箱

通所支援ベルテール富士吉田園 富士吉田市竜ヶ丘3-12-4 0555-28-6425 10 （一社）チャイルドライフ

ココロン松山 富士吉田市松山1619-3 0555-25-7435 10 （株）ブライトハーツ

（特非）天使のおもちゃ図書館はばたき 都留市桂町1142-1 0554-43-3512 10
（特非）天使のおもちゃ図
書館はばたき

（特非）天使のおもちゃ図書館はばたき２号館 都留市桂町1436番地 0554-21-9092 20
（特非）天使のおもちゃ図
書館はばたき

宝夢ぐらんど都留大月事業所 都留市田野倉1517-1 0554-56-8077 10 （福）山梨福祉事業会

放課後等デイサービス　みらい 大月市猿橋町桂台1丁目99番 0554-67-8338 10 （福）平成福祉会

宝夢ぐらんど上野原事業所
上野原市上野原2424-1
センチュリーマンション1F

0554-56-8012 10 （福）山梨福祉事業会

放課後等デイサービス事業所ぱるっこ 南都留郡富士河口湖町小立2487-4 0555-83-3170 10 （福）ムーブ

キッズサポート 南都留郡富士河口湖町船津3903 0555-72-9420 10 （同）キッズサポート

以上富士・東部圏域

多機能型重症児デイサービス　笑む 甲府市中央4-1-9 055-233-2525 5 （株）洗心

多機能型重症児デイサービス　笑むⅡ 甲府市中央4-3-14 055-269-8397 5 （株）洗心

甲府病院 甲府市天神町11-35 055-253-6131 5
（独）国立病院機構甲府病
院

放課後等デイサービスあおば 甲府市東下条町121-5 055-242-8010 5 （福）四葉会

多機能型重症児支援ルームかしのみ 甲府市下飯田2丁目5-12 055-237-5100 5 （福）山梨樫の会

放課後等デイサービス事業所MekiMeki 韮崎市岩下1232 0551-30-4431 5 （特非）WeAre

きらり 甲斐市竜王301-2 055-278-2266 7 （福）ぎんが福祉会

放課後等デイサービスあおば　白根事業所 南アルプス市在家塚1158番地3 055-287-6130 5 （福）四葉会

放課後等デイサービス　むすぶ 甲斐市万才449-5 055-225-5217 5 （同）むすぶ

放課後等デイサービス事業所　さくら 甲州市勝沼町山1409-5 0553-44-5571 5 （福）山の都福祉会

重心放課後等デイ　紙ふうせん 都留市桂町1436 0554-21-9092 5
（NPO）天使のおもちゃ図
書館はばたき

重症心身障害

○放課後等デイサービス（続き）

重症心身障害以外
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施設区分 名　　　称 所在地 電話番号 定員 設置経営主体

－ つつじが崎学園 甲府市岩窪町614 055-251-7678 - （福）宮前福祉会

－ 児童発達支援センターかしのみ学園 甲府市下飯田2-5-12 055-237-5100 - （福）山梨樫の会

－ キッズクラブひまわり 北杜市長坂町長坂上条1565-1 0551-32-5855 - （福）八ヶ岳名水会

－ 療育センター　なないろ 甲斐市岩森字東堀580-1 0551-45-6488 - （株）あんしん

－ こころとそだちの支援室ぽーれ 甲斐市島上条209 055-297-6903 - （福）子育ち・発達の里

－ あどばんす 甲斐市竜王2162-2 055-225-4082 - （一社）Advance

－ Yくまーず未来　甲斐sopra 甲斐市龍地3047 2階 0551-30-7405 - Ytours（株）

－ 保育所等訪問支援事業ひまわり 山梨市東後屋敷635-1 0553-21-8300 - （福）いずみ会

－ コロボックルの家 南アルプス市寺部1819 055-242-8327 - (同)コロボックルの家

－ なないろそらの家 中巨摩郡昭和町西条新田619-2 055-275-0808 - （株）N.1.C

－ ひかりの家学園
西八代郡市川三郷町市川大門
1783-2

055-272-3207 - （福）ひかりの家

○保育所等訪問支援
　 障害のある児童が通う保育所等を訪問し、障害のある児童以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援
 　等を行います。
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名称 所在地 電話番号 定員 設置経営主体

共同生活援助事業所フォルティナ 甲府市上積翠寺町1003 055-253-2611 2 （特非）わたげの会

麦の家 甲府市心経寺町490-1 055-266-3976 2 （福）友好福祉会

すみれ 甲府市里吉1-6-23 055-237-3857 2 （株）えがお

青い鳥成人寮 甲府市下飯田2-10-1 055-224-5060 4 （福）山梨ライトハウス

青い鳥ケアホーム 甲府市下飯田1-10-24 055-224-5060 2 （福）山梨ライトハウス

千代田荘 甲府市下帯那町3215-1 055-251-8450 7 （福）清長会

こっとん 甲府市高畑1-16-8 055-225-5440 2 （株）NEXT・DOOR

障害者支援施設きぼうの家 甲府市西油川町117-1 055-251-4131 5 （福）山梨県社会福祉事業団

向徳舎 甲府市向町277 055-223-2500 5 （福）園樹会

ケアホーム・オリーブ第１（増坪） 甲府市増坪町80-1 055-223-0246 1 （特非）障害者地域生活サポート・オリーブ

ケアホーム・オリーブ第２（古上条） 甲府市古上条町398-10 055-241-9061 1 （特非）障害者地域生活サポート・オリーブ

就労支援事業所かしのみ 甲府市宝1-29-9 055-232-6613 3 （福）かしのみ福祉会

グループホームいずみ 甲府市飯田２－２０－１２ 055-209-0184 4 （一社）いずみ

なでしこホーム善光寺 甲府市善光寺3-29-8 055-222-0741 2 （福）甲府市社会福祉事業団

カーサフェリス 甲府市西高橋町328-4 055-244-5444 2 （福）幸生会エスペランサ

障害者グループホーム　彦星 甲府市国母5-3-35 090-2246-6723 1 （同）Grk

YADOKARI 甲府市下飯田1-11-6 055-226-7723 2 （福）あそびじゅく

山の手倶楽部 甲府市元紺屋町15 055-288-8822 11 マクロ（株）

ロサ・プリムラ 甲府市中小河原町566-3 055-226-6580 4 （有）あかしJOY

ショートステイあかし　新館 甲府市上町２４７３ 055-226-6580 20 （福）日新会

あけぼの医療福祉センター成人寮 韮崎市旭町上條南割3251-1 0551-30-0111 15 山梨県・（福）山梨県障害者援護協会

あさひワークホーム 韮崎市旭町上條南割3294 0551-22-7444 5 （福）山梨県障害者援護協会

県立あゆみの家 韮崎市旭町上條南割3314-13 0551-22-3273 2 山梨県・（福）山梨県手をつなぐ親の会

みだい寮 韮崎市旭町上條南割3561-1 055-285-4292 4 （福）山梨県手をつなぐ親の会

穴山の里 韮崎市穴山町次第窪5164 0551-25-5900 5 （福）信和会

陽だまり荘 韮崎市穴山町6319
0551-32-7355

（星の里）
2 （福）八ヶ岳名水会

敷島緑陽園 甲斐市牛句2027-3 055-277-1100 5 （福）三井福祉会

すけっと 甲斐市西八幡1777小宮山住宅1号 055-276-3099 1 （有）すけっと

コスモス 甲斐市竜王267-3 055-278-2266 4 （福）ぎんが福祉会

サポートはうすＡｎｄａｎｔｅ 甲斐市牛句2029-2 055-277-1198 5 （福）三井福祉会

グリーンヒルホーム 北杜市明野町上手520 0551-25-2195 6 （福）緑樹会

ふれんどりー・ゆう 北杜市須玉町比志3621-31 0551-45-0055 1 （福）新友会

（特非）キッズステーション 北杜市須玉町藤田441-2 0551-42-3870 3 （特非）キッズステーション

星の里 北杜市長坂町小荒間1095-7 0551-32-7355 4 （福）八ヶ岳名水会

第二仁生園 北杜市長坂町小荒間27-4 0551-32-8270 3 （福）愛寿会

白州いずみの家 北杜市白州町白須8438 0551-35-3324 2 （福）しあわせ会

ケアハウス大坊 北杜市白州町大坊758
0551-32-7355

（星の里）
1 （福）八ヶ岳名水会

仁生園ショートステイセンター 北杜市長坂町小荒間1293 0551-32-3340 13 （福）愛寿会

ここ　短期入所事業所 北杜市明野町上手247番地－１ 0551-30-4250 3 （福）緑樹会

◯自宅で介護をする人が病気などの場合、短期間、夜間も含めて施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行
　 います。

（６） 短期入所施設
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名称 所在地 電話番号 定員 設置経営主体

かなで　短期入所事業所 北杜市明野町上手247番地－１ 0551-30-4250 3 （福）緑樹会

悠々ともろう 南アルプス市飯野2939-1 055-282-2002 12 （福）深敬園

県立育精福祉センター児童寮 南アルプス市有野3303-2 055-285-0615 10 山梨県・（福）山梨県手をつなぐ親の会

県立育精福祉センター成人寮 南アルプス市有野3303-2 055-285-7122 9 山梨県・（福）山梨県手をつなぐ親の会

梨の実寮 南アルプス市有野4370 055-285-3717 6 山梨県・（福）山梨県手をつなぐ親の会

ライフスタイル　ボヌール 南アルプス市有野2826－1 055-287-8851 4 （福）蒼渓会

以上中北圏域

そだち園 山梨市牧丘町室伏1861 0553-35-4137 2 （福）そだち会

白樺園 山梨市三富川浦2203 0553-39-2714 10 （福）三富福祉会

サポートセンターハロハロ 山梨市東後屋敷566-5 0553-23-0346 3 （福）三富福祉会

ハナミズキ（単独型短期入所） 山梨市小原西641－5 0553-34-8771 10 （福）三富福祉会

短期入所サクラダ 笛吹市石和町四日市場823 ｴｸｾﾚﾝﾄ桜田B-108 055-263-5205 1 （福）ぶどうの里

美咲園 笛吹市八代町北175-1 055-265-4111 10 （福）美咲会

スカイコート勝沼 甲州市勝沼町山1405-1 0553-44-3851 7 （福）山の都福祉会

以上峡東圏域

かじか寮 南巨摩郡身延町身延3637 0556-62-1134 6 （福）深敬園

くにみ園 南巨摩郡富士川町鰍沢字植村4272-1 0556-27-0311 4 （福）くにみ会

またあしたハウス 南巨摩郡富士川町駅前通2-4203-3 0556-48-8211 2 また明日（株）

以上峡南圏域

グループホームあさひ（短期入所事業所ありが亭） 富士吉田市旭2-15-12 0555-22-7217 3 （福）ありんこ

寿聖ヨハネ短期入所 富士吉田市上暮地2843-4 0555-30-2500 1 （福）聖ヨハネ会

富士北麓聖ヨハネ支援センター 富士吉田市下吉田東1-10-18 0555-24-8390 3 （福）聖ヨハネ会

宝山寮 都留市大幡5118 0554-43-3265 6 （福）山梨福祉事業会

スカイコート大月 大月市賑岡町浅利1108-1 0554-23-5551 5 （福）山の都福祉会

グループホーム　スカイコート大月 大月市賑岡町浅利1108-6 0554-23-5551 7 （福）山の都福祉会

障害者支援施設　もえぎ寮（空床型） 大月市富浜町宮谷1510-3 0554-23-2707 2 （福）山梨県社会福祉事業団

障害者支援施設　もえぎ寮 大月市富浜町宮谷1510-3 0554-23-2707 1 （福）山梨県社会福祉事業団

グループホーム”にしかつら” 南都留郡西桂町倉見47-2 0555-83-3170 1 （福）ムーブ

障害者支援施設富士聖ヨハネ学園 南都留郡忍野村忍草2748 0555-23-5155 6 （福）聖ヨハネ会

障害福祉サービス事業所はまなし寮 南都留郡富士河口湖町船津6663-1 0555-72-5322 5 （福）山梨県社会福祉事業団

以上富士・東部圏域

名称 所在地 電話番号 定員 設置経営主体

（独）国立病院機構 甲府市天神町11-35 055-253-6131 8 （独）国立病院機構

あけぼの医療福祉センター 韮崎市旭町上條南割3251-1 0551-22-6111 8 山梨県

山梨勤労者医療協会　巨摩共立病院 南アルプス市桃園340 055-283-3131 1 （公社）山梨勤労者医療協会

げんきキッズクリニック 中巨摩郡昭和町河東中島748-1 055-268-5599 2 （医社）健輝会

みのりの里　介護老人保健施設　旭ヶ丘 上野原市上野原７８０６ 0554-63-5800 2 （医）恵風会

◯重症心身障害児者や医療的ケアが必要な児者が、短期間または日中の間入所し、医療と介護のサービス
　 を受けます。

（７） 医療型短期入所施設

（６） 短期入所施設（続き）
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事業所名 事業所所在地 電話番号 法人名

（公財）住吉偕成会　すみよし生活支援センター 甲府市住吉4-7-27 055-221-0071 地域移行 地域定着 （公財）住吉偕成会

相談支援事業所　With 甲府市向町277番地 055-223-2500 地域移行 地域定着 （福）園樹会

相談支援事業所　こっとん 甲府市高畑1-16-8 055-225-5440 地域移行 地域定着 （株）ＮＥＸＴ・ＤＯＯＲ

相談支援事業所コスモ・アンシア 甲府市相生3-3-14 055-221-8000 地域移行 地域定着 （福）いきいき倶楽部

相談室　ちゅうじょ 甲府市横根町150-1 055-233-0200 地域移行 地域定着 （福）忠恕会

サポートプラザ山の手 甲府市美咲1-8-5 055-251-7611 地域移行 地域定着 （医）山角会

生活支援センター　クローバー 南アルプス市古市場243-1 055-225-3985 地域移行 地域定着 （福）山梨県手をつなぐ親の会

ともろうなんでも相談室 南アルプス市飯野2937-1 055-282-2002 地域移行 地域定着 （福）深敬園

きづな 南アルプス市飯野2842-1 055-282-4004 地域移行 （特医）南山会

相談支援センターカマラド 南アルプス市有野3243-1 055-269-5671 地域移行 地域定着 （福）蒼渓会

指定一般相談支援事業所　らいむ 北杜市長坂町長坂下條1368-1 0551-32-0035 地域移行 地域定着 （福）八ヶ岳名水会

いきいきほくと相談支援事業所 北杜市明野町上手520 0551-25-2195 地域移行 地域定着 （福）緑樹会

相談室　りゅうおう 甲斐市竜王267-3 055-278-2266 地域移行 地域定着 （福）ぎんが福祉会

相談室　美すけっと 甲斐市西八幡1777小宮山住宅１号 055-276-3099 地域移行 地域定着 （有）すけっと

ぴーすふる千代田 甲斐市天狗沢641-1 055-288-8803 地域移行 地域定着 （福）清長会

以上中北圏域

サポートセンターハロハロ 山梨市小原東1309-1 0553-34-9202 地域移行 地域定着 （福）三富福祉会

相談支援事業所　エール 山梨市落合89-3 0553-23-5525 地域移行 地域定着 （公財）山梨厚生会

あっとけあ相談支援事業所 笛吹市石和町山崎102-2 055-230-5523 地域移行 地域定着 （株）あっとけあ

くるま座相談支援事業所 山梨市落合840-7 0553-20-7778 地域移行 地域定着 （福）山の都福祉会

以上峡東圏域

峡南圏域相談支援センター 西八代郡市川三郷町岩間438番地 0556-32-1414 地域移行 地域定着 （福）くにみ会

かじか　なんでも相談室 南巨摩郡身延町身延3637 0556-62-1134 地域移行 地域定着 （福）深敬園

以上峡南圏域

障害者相談支援センター　けやきの家 富士吉田市富士見4-11-15 0555-24-8862 地域移行 地域定着 （福）不二の里森福祉会

富士北麓障がい者相談支援センターありんこ 富士吉田市新西原3-4-20 0555-30-0505 地域移行 地域定着 （福）ありんこ

相談支援事業所　さぽーとヨハネ 富士吉田市下吉田東1-10-18 0555-24-8390 地域移行 地域定着 （福）聖ヨハネ会

おおつき社会福祉士事務所ソーシャル 大月市富浜町宮谷１０３８ 0554-37-4163 地域移行 地域定着
（特非）おおつき社会福祉士事
務所ソーシャル

地域相談支援事業所pal-pal 南都留郡富士河口湖町小立２４８７－４ 0555-83-3170 地域移行 （福）ムーブ

以上富士・東部圏域

注記）甲府市内の事業所については甲府市役所障がい福祉課に
　　　　お問い合わせください。

◯障害者支援施設等に入所している人や精神科病院に入院している人が、地域生活へ移行するための支援や、居宅におい
　 て一人暮らしをしている方等の夜間や緊急時等における支援を行います。

指定事業

（８） 指定一般相談支援事業所
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事業所所在地 電話番号 法人名

甲府市東光寺1丁目10-25 055-222-0761 （福）甲府市社会福祉事業団

甲府市下飯田1-10-22 055-221-1260 （福）山梨ライトハウス

甲府市美咲1-8-5 055-251-7611 （医）山角会

甲府市向町277 055-223-2500 （福）園樹会

甲府市岩窪町614 055-298-6868 （福）宮前福祉会

甲府市宝1-19-6 055-228-4958 （福）いずみ会

甲府市住吉4-7-27 055-221-0071 （公財）住吉偕成会

甲府市下飯田1-11-6 055-228-5383 （福）あそびじゅく

甲府市心経寺町490-1 055-266-3976 （福）友好福祉会

甲府市西油川町117-1 055-251-4131 （福）山梨県社会福祉事業団

甲府市徳行1-3-22 055-288-1077 （株）栄光

甲府市天神町11-35 055-253-6131 （独）国立病院機構甲府病院

甲府市城東3-13-8 055-237-3857 （株）えがお

甲府市岩窪町207-1 055-242-8770 （株）ケアリンク

甲府市高畑1-16-8 055-225-5440 （株）ＮＥＸＴ・ＤＯＯＲ

甲府市相生3-3-14 055-221-8000 （福）いきいき倶楽部

甲府市上町177-1 055-287-9972 （特非）かんむら

甲府市若松町6-27 055-288-1680 ハートサービス（株）

甲府市下飯田2-5-12 055-220-1100 （福）山梨樫の会

甲府市横根町150-1 055-233-0200 （福）忠恕会

甲府市上石田1-8-16 055-244-6502 （株）やさしい手甲府

甲府市緑が丘2-12-6 055-244-2544 （特非）ファボール山梨

甲府市上小河原町1177-1ベルリード甲府Ａ棟 055-288-8119 （株）仁-JIN-

甲府市羽黒町829-6 055-252-2376 （特非）ライフサポート

甲府市上町2473 055-226-6580 （福）日進会

甲府市伊勢4-21-1　清水ビル 055-231-5338 （特非）山梨ダルク

甲府市北新1-2-12 055-254-8660 （同）カナエール

韮崎市龍岡町若尾新田517 0551-23-1901 （特非）韮和会

韮崎市穴山町4914-1 0551-45-7710 （福）信和会

韮崎市穴山町8708 0551-23-6525 （福）友和会

韮崎市旭町上條南割3294 0551-22-7444 （福）山梨県障害者援護協会

韮崎市岩下1232 0551-30-4431 （特非）WeAre

韮崎市龍岡町下條東割775-7 0551-23-5240 （福）韮南福祉会

南アルプス市古市場243-1 055-225-3985 （福）山梨県手をつなぐ親の会

南アルプス市飯野2842-1 055-282-4004 （特医）南山会

南アルプス市山寺1095-5 055-283-7754 （福）さかき会

南アルプス市寺部173 055-284-5573 （福）青い樹の会

南アルプス市飯野2937-1 055-282-2002 （福）深敬園

南アルプス市有野3243-1 055-269-5671 （福）蒼渓会

南アルプス市百々2355-1 055-288-1177 また明日（株）

南アルプス市落合203-4 055-283-8060 （特非）甲西福祉会

南アルプス市小笠原403-1 055-280-1711 （医社）高原会

南アルプス市藤田4604-1 055-225-5226 （特非）ゆめこころ

南アルプス市清水244 090-4443-0991 （特非）清水館

北杜市長坂町長坂上条2233 0551-42-1411 北杜市障害者総合支援センター

北杜市長坂町長坂下條1368-1 0551-32-0035 （福）八ヶ岳名水会

相談支援事業所　WaiWai

相談室　こぶし

ことのは

かんむら

指定特定相談支援事業所北杜市障害者総合支援センター

ドリームハート

ファボール山梨

やさしい手　しょうがい福祉サポート　甲府

ハート相談支援事業所

相談支援事業所にこっと

相談室　ちゅうじょ

相談支援事業所　結い

相談支援事業所リアライズ

あかし相談支援室

指定特定相談支援事業所　あいてらす

相談支援事業所デフやまなし

ケアセンターまた明日

相談支援センターカマラド

高原会相談支援事業所　あすなろ

相談支援事業所　すみか

相談事業所サンフラワー

相談支援事業所　クリーム

特定相談支援事業所　きぼうの家

事業所名

甲府市障害者センター相談室「あんず」

With

サポートプラザ　山の手

相談支援事業所ヴィーヴィ

すみよし生活支援センター

いずみ園

相談支援事業所　こっとん

サポートセンターきずな

相談支援事業所　組木

問い合わせ先：市町村の障害福祉担当

◯障害のある人が障害福祉サービスを利用する前に、サービス等利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の
　 支援を行います。

相談支援センターあさひテラス

指定特定相談支援事業所　グッドラック

さくら

相談室ドリーム

ともろうなんでも相談室

レーベン

ぽけっとはうす

きづな

生活支援センター　クローバー

相談支援事業所コスモ・アンシア

スマハピ

ひなたぼっこ

らいむ

麦の家相談室

（９） 指定特定相談支援事業所
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事業所所在地 電話番号 法人名

北杜市長坂町小荒間27-4 0551-32-8270 （福）愛寿会

北杜市明野町上手520 0551-25-2195 （福）緑樹会

北杜市白州町白須8438 0551-35-3324 （福）しあわせ会

北杜市須玉町藤田441-2 0551-42-3870 （特非）キッズステーション

北杜市高根町箕輪2270-1 0551-47-6777 （福）高根福祉みのる会

北杜市長坂町塚川175-2 0551-32-6321 （特非）八峰会

甲斐市竜王267-3 055-278-2266 （福）ぎんが福祉会

甲斐市牛句2029-2 055-277-1198 （福）三井福祉会

甲斐市西八幡1777小宮山住宅1号 055-276-3099 （有）すけっと

甲斐市志田２９８ 0551-45-8311 （福）共生会

甲斐市岩森東堀580-1 0551-45-6488 （株）あんしん　療育センターなないろ

甲斐市島上条3163 055-277-1122 （福）甲斐市社会福祉協議会

甲斐市天狗沢641-1 055-288-8803 （福）清長会

甲斐市篠原1379-1 055-244-8670 （同）ミント

甲斐市万才449-5 055-225-5217 （同）むすぶ

甲斐市島上条1440-1 070-1349-2674 （福）子育ち・発達の里

甲斐市龍地3047 0551-30-7405 Ytours（株）

中央市山之神1522-83 055-278-5070 （福）ひとふさの葡萄

中央市下河東620 055ｰ274ｰ0294 （福）中央市社会福祉協議会

中央市西花輪2737-7 055-242-7655 （一社）わん

中巨摩郡昭和町紙漉阿原2457 055-236-9447 （同）ぱわふる

中巨摩郡昭和町西条新田845-1 055-242-7197 （株）フリーグロース

中巨摩郡昭和町西条2014パナハイツ秋山201 090-9327-8545 （同）ハルノヒ

中巨摩郡昭和町河西1149-2 055-288-9578 （福）笹の葉会

以上中北圏域

山梨市小原東1309-1 0553-34-9200 （福）三富福祉会

山梨市小原西649-1 0553-23-2941 （福）山梨市社会福祉協議会

山梨市東後屋敷635-1 0553-21-8300 （福）いずみ会

山梨市牧丘町室伏1861 0553-35-4137 （福）そだち会

山梨市落合89-3 0553-23-5525 （公財）山梨厚生会

山梨市落合840-7 0553-20-7778 （福）山の都福祉会

笛吹市八代町北236 055-265-1850 （福）美咲会

笛吹市春日居町寺本142-1（やまゆりの湯内） 0553-34-8080 （福）笛吹市社会福祉協議会

笛吹市石和町下平井329 055-261-3377 （福）和音の郷

笛吹市石和町山崎102-2 055-230-5523 （株）あっとけあ

笛吹市石和町広瀬494-1 055-288-9107 （福）ぶどうの里

笛吹市石和町広瀬781 055-263-3133 （福）やまなし勤労者福祉会

甲州市塩山上於曽977-5 0553-34-8562 （福）甲州市社会福祉協議会

甲州市塩山中萩原1309 0553-32-1916 （福）藤実会

甲州市塩山上塩後540-7 0553-34-8139 （福）光風会

以上峡東圏域

西八代郡市川三郷町岩間438 0556-32-1414 （福）くにみ会

西八代郡市川三郷町市川大門4796-1 055-288-0716 （特非）めぐみ園

南巨摩郡身延町身延3637 0556-62-1134 （福）深敬園

南巨摩郡身延町帯金833-1 0556-64-8247 （一社）みちくさ

南巨摩郡富士川町長沢399-2　サンヴェール205 0556-22-8311 （特非）南風会

以上峡南圏域

相談室　つなぐ

相談支援事業所ハルノヒ

相談支援事業所　ぽーれBridge

相談室八峰CoCo

指定特定相談支援事業所みちくさ

相談支援事業所すばる昭和

すずみや計画相談支援室

指定特定相談支援事業所　みさと

相談室りゅうおう

サポートセンター　ハロハロ

甲州市社会福祉協議会障害者相談支援事業所

あっとけあ相談支援事業所

ハーモニー

相談支援事業所あむ

Yくまーず未来　相談支援事業所

くるま座相談支援事業所

いきいきほくと相談支援事業所

白州いずみの家

キッズステーション

相談支援事業所パレット

第二仁生園相談支援センター

相談支援事業所　カルミア

甲斐市社会福祉協議会　相談支援事業所

相談支援センターすてっぷ

指定特定相談支援事業所　ミント

相談室　美すけっと

アンダンテ

相談支援事業所ともしび

相談支援事業所　ぶどうの里

ピーチ美咲　相談支援事業所

居宅介護事業所ほほえみ

相談支援事業所　エール

そだち園

児童発達支援センター　ひまわり

障害者相談センターちどり

支援センター　ふえふき

峡南圏域相談支援センター

相談支援事業所ぱわふる

介護相談支援センター　ぴーす

中央市社会福祉協議会特定相談支援事業所

ソテリア

ぴーすふる千代田

事業所名

ステップ

かじかなんでも相談室

（９） 指定特定相談支援事業所（続き）
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事業所所在地 電話番号 法人名

富士吉田市下吉田4-2-15 0555-23-8105 （福）富士吉田市社会福祉協議会

富士吉田市新西原3-4-20 0555-30-0505 （福）ありんこ

富士吉田市富士見4-11-15 0555-24-8862 （福）不二の里森福祉会

富士吉田市下吉田東1-10-18 0555-24-8390 （福）聖ヨハネ会

富士吉田市上吉田東3-1-68 0555-30-1042 （特非）Be Happy

富士吉田市松山1410-3 0555-22-8617 （同）あかね雲

富士吉田市上吉田4244-6 0555-24-1125 （株）ブライトハーツ

都留市大幡5118 0554-43-3265 （福）山梨福祉事業会

都留市上谷5-6-25 0554-56-7920 （特非）ヒューマン・サポート翼

都留市つる1-5-10 0554-43-9144 （福）小さな花

都留市下谷2516-1 0554-46-5115 （福）都留市社会福祉協議会

都留市桂町1142-1 0554-43-3512 （ＮＰＯ）天使のおもちゃ図書館はばたき

都留市井倉250 0554-45-8622 （福）あすなろの会

都留市下谷3762-1 080-7798-5338 （株）水鈴

大月市富浜町宮谷1038 0554-37-4163 （特定）おおつき社会福祉士事務所ソーシャル 

大月市猿橋町桂台1-99 0554-67-8338 （福）平成福祉会

上野原市上野原2283-1 0554-62-1069 （福）上野原若鮎会

上野原市上野原３１６３ 0554-63-0002 （福）上野原市社会福祉協議会

南都留郡富士河口湖町小立2487-4 0555-83-3170 （福）ムーブ

南都留郡道志村9334 0554-52-2072 （福）道志村社会福祉協議会

以上富士・東部圏域

事業所名

社会福祉法人　道志村社会福祉協議会

相談支援事業所ポコアポコ

相談支援事業所　みらい

Rireえがお

相談支援事業所ひまわり

あかね雲

指定特定・指定障害児相談支援事業所　上野原市社会福祉協議会

特定・障害児相談支援事業所pal-pal

相談支援センターいちごいちえ

どりーむ宝

おおつき社会福祉士事務所ソーシャル 

富士吉田市社会福祉協議会障害者相談支援事業所

富士北麓障がい者相談支援センターありんこ

障害者相談支援センターけやきの家

相談支援事業所　さぽーとヨハネ

相談支援事業所アエラーライフ

相談支援事業所　チャレンジドリーム

都留市社会福祉協議会　相談支援事業所

相談支援ぴんぽん

障害福祉サービス事業所　わかあゆ工房

（９） 指定特定相談支援事業所（続き）
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事業所所在地 電話番号 法人名

甲府市東光寺1-10-25 055-222-0761 （福）甲府市社会福祉事業団

甲府市下飯田1-10-22 055-221-1260 （福）山梨ライトハウス

甲府市向町277 055-223-2500 （福）園樹会

甲府市岩窪町614 055-298-6868 （福）宮前福祉会

甲府市宝一丁目19-6 055-228-4958 （福）いずみ会

甲府市下飯田1-11-6 055-228-5383 （福）あそびじゅく

甲府市心経寺町490-1 055-266-3976 （福）友好福祉会

甲府市徳行1-3-22 055-288-1077 （株）栄光

甲府市天神町11-35 055-253-6131 （独）国立病院機構甲府病院

甲府市城東3-13-8 055-237-3857 （株）えがお

甲府市岩窪町207-1 055-242-8770 （株）ケアリンク

甲府市高畑1-16-8 055-225-5440 （株）ＮＥＸＴ・ＤＯＯＲ

甲府市相生3-3-14 055-221-8000 （福）いきいき倶楽部

甲府市上町177-1 055-287-9972 （特非）かんむら

甲府市若松町6-27 055-288-1680 ハートサービス（株）

甲府市下飯田2-5-12 055-220-1100 （福）山梨樫の会

甲府市横根町150-1 055-233-0200 （福）忠恕会

甲府市上石田1-8-16 055-244-6502 （株）やさしい手甲府

甲府市緑が丘2-12-6 055-244-2544 （特非）ファボール山梨

甲府市上小河原町1177-1ベルリード甲府Ａ棟 055-288-8119 （株）仁-JIN-

甲府市羽黒町829-6 055-252-2376 （特非）ライフサポート

甲府市北新1-2-12 055-254-8660 （同）カナエール

韮崎市水神1-10-6 0551-22-1602 （有）武井工務店

韮崎市岩下1232 0551-30-4431 （特非）WeAre

南アルプス市古市場243-1 055-225-3985 （福）山梨県手をつなぐ親の会

南アルプス市山寺1095-5 055-283-7754 （福）さかき会

南アルプス市寺部173 055-284-5573 （福）青い樹の会

南アルプス市飯野2937-1 055-282-2002 （福）深敬園

南アルプス市有野3243-1 055-269-5671 （福）蒼渓会

南アルプス市百々2355-1 055-288-1177 （株）また明日株式会社

南アルプス市小笠原403-1 055-280-1711 （医社）高原会

南アルプス市藤田4604-1 055-225-5226 （特非）ゆめこころ

南アルプス市沢登15-3 055-267-5152 （一社）Happinessあさひ会

南アルプス市清水244 090-4443-0991 （特非）清水館

北杜市長坂町長坂上条2233 0551-42-1411 北杜市障害者総合支援センター

北杜市長坂町長坂下條1368-1 0551-32-0035 （福）八ヶ岳名水会

北杜市明野町上手520 0551-25-2195 （福）緑樹会

北杜市須玉町藤田441-2 0551-42-3870 （特非）キッズステーション

甲斐市竜王267-3 055-278-2266 （福）ぎんが福祉会

甲斐市牛句2029-2 055-277-1198 （福）三井福祉会

甲斐市西八幡1777小宮山住宅1号 055-276-3099 （有）すけっと

甲斐市大下条752-1 055-277-9357 （福）青空会

甲斐市岩森580-1 0551-45-6488 （株）あんしん

甲斐市島上条3163 055-277-1122 （福）甲斐市社会福祉協議会

甲斐市天狗沢641-1 055-288-8803 （福）清長会

甲斐市篠原1379-1 055-244-8670 （同）ミント

甲斐市竜王2162-2 055-225-4082 （一社）Advance

問い合わせ先：市町村の障害福祉担当　　

やさしい手　しょうがい福祉サポート　甲府

ファボール山梨

相談支援事業所　結い

相談支援事業所リアライズ

ぴーすふる千代田

With

相談支援事業所ヴィーヴィ

相談室　ちゅうじょ

いずみ園

サポートセンターきずな

相談支援事業所　すみか

相談事業所サンフラワー

相談支援事業所　クリーム

麦の家相談室

相談支援事業所　組木

ケアセンターまた明日

相談支援センターカマラド

◯障害のある児童が障害児通所支援（児童発達支援や放課後等デイサービス等）を利用する前に、障害児支援利用計
　画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。

相談支援センター　すてっぷ

子ども教室　あん

相談室　美すけっと

相談室りゅうおう

事業所名

甲府市障害者センター相談室「あんず」

ハート相談支援事業所

かんむら

相談支援事業所コスモ・アンシア

相談支援事業所　こっとん

ぽけっとはうす

生活支援センター　クローバー

相談支援事業所にこっと

相談支援事業所デフやまなし

スマハピ

甲斐市社会福祉協議会　相談支援事業所

相談支援所Happy

アンダンテ

高原会相談支援事業所　あすなろ

障害児相談事業所らっく楽

相談支援事業所　カルミア

相談室ぷりも

ともろうなんでも相談室

キッズステーション

いきいきほくと相談支援事業所

らいむ

指定特定相談支援事業所北杜市障害者総合支援センター

相談支援事業所　WaiWai

ことのは

レーベン

ドリームハート

（１０） 指定障害児相談支援事業所
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事業所所在地 電話番号 法人名

甲斐市万才449-5 055-225-5217 （同）むすぶ

甲斐市島上条1440-1 070-1349-2674 （福）子育ち・発達の里

甲斐市龍地3047 0551-30-7405 Ytours（株）

中央市山之神1522-83 055-278-5070 （福）ひとふさの葡萄

中央市下河東620 055ｰ274ｰ0294 （福）中央市社会福祉協議会

中央市西花輪2737-7 055-242-7655 （一社）わん

中巨摩郡昭和町紙漉阿原2457 055-236-9447 （同）ぱわふる

中巨摩郡昭和町西条新田845-1 055-242-7197 （株）フリーグロース

中巨摩郡昭和町河西1149-2 055-288-9578 （福）笹の葉会

以上中北圏域

山梨市小原東1309-1 0553-34-9200 （福）三富福祉会

山梨市小原西649-1 0553-23-2941 （福）山梨市社会福祉協議会

山梨市東後屋敷635-1 0553-21-8300 （福）いずみ会

山梨市落合840-7 0553-20-7778 （福）山の都福祉会

笛吹市八代町北236 055-265-1850 （福）美咲会

笛吹市春日居町寺本142-1（やまゆりの湯内） 0553-34-8080 （福）笛吹市社会福祉協議会

笛吹市石和町下平井329 055-261-3377 （福）和音の郷

笛吹市石和町広瀬494-1 055-288-9107 （福）ぶどうの里

笛吹市石和町広瀬781 055-263-3133 （福）やまなし勤労者福祉会

甲州市塩山上於曽977-5 0553-34-8562 （福）甲州市社会福祉協議会

甲州市塩山中萩原1309 0553-32-1916 （福）藤実会

甲州市塩山上塩後540-7 0553-34-8139 （福）光風会

甲州市塩山赤尾650 0553-39-8685 （公財）日本ケアフィット共育機構

以上峡東圏域

西八代郡市川三郷町岩間438 0556-32-1414 （福）くにみ会

西八代郡市川三郷町市川大門1783-2 055-272-3207 （福）ひかりの家

西八代郡市川三郷町市川大門4796-1 055-288-0716 （特非）めぐみ園

南巨摩郡身延町身延3637 0556-62-1134 （福）深敬園

南巨摩郡富士川町長沢399-2　サンヴェール206 0556-22-8311 （特非）南風会

以上峡南圏域

富士吉田市下吉田4-2-15 0555-23-8105 （福）富士吉田市社会福祉協議会

富士吉田市新西原3-4-20 0555-30-0505 （福）ありんこ

富士吉田市富士見4-11-15 0555-24-8862 （福）不二の里森福祉会

富士吉田市下吉田東1-10-18 0555-24-8390 （福）聖ヨハネ会

富士吉田市上吉田東3-1-68 0555-30-1042 （特非）Be Happy

富士吉田市松山1410-3 0555-22-8617 （同）あかね雲

富士吉田市上吉田4244-6 0555-24-1125 （株）ブライトハーツ

都留市大幡5118 0554-43-3265 （福）山梨福祉事業会

都留市下谷2516-1 0554-43-9144 （福）都留市社会福祉協議会

都留市桂町1142-1 0554-43-3512 （ＮＰＯ）天使のおもちゃ図書館はばたき

都留市下谷3762-1 080-7798-5338 （株）水鈴

大月市富浜町宮谷1038 0554-37-4163 （特非)おおつき社会福祉士事務所ソーシャル

大月市猿橋町桂台1-99 0554-67-8338 （福）平成福祉会

上野原市上野原2283-1 0554-62-1069 （福）上野原若鮎会

上野原市上野原3163 0554-63-0002 （福）上野原市社会福祉協議会

南都留郡富士河口湖町小立2487-4 0555-83-3170 （福）ムーブ

南都留郡道志村9334 0554-52-2072 （福）道志村社会福祉協議会

以上富士・東部圏域

相談支援ぴんぽん

サポートセンター　ハロハロ

事業所名

峡南圏域相談支援センター

相談支援事業所ともしび

くるま座相談支援事業所

相談支援事業所　ぶどうの里

甲州市社会福祉協議会障害者相談支援事業所

支援センター　ふえふき

ピーチ美咲　相談支援事業所

障害者相談センターちどり

ソテリア

中央市社会福祉協議会特定相談支援事業所

相談支援事業所ぱわふる

特定・障害児相談支援事業所pal-pal

障害福祉サービス事業所　わかあゆ工房

指定特定・指定障害児相談支援事業所　上野原市社会福祉協議会

児童発達支援センター　ひまわり

相談支援事業所パレット

相談支援事業所アエラーライフ

ステップ

かじかなんでも相談室

相談支援事業所　ムーミン

おおつき社会福祉士事務所ソーシャル 

都留市社会福祉協議会　相談支援事業所

どりーむ宝

相談支援事業所　さぽーとヨハネ

障害者相談支援センターけやきの家

ハーモニー

居宅介護事業所ほほえみ

すずみや計画相談支援室

介護相談支援センター　ぴーす

相談支援事業所あむ

社会福祉法人　道志村社会福祉協議会

相談室　つなぐ

相談支援事業所ポコアポコ

相談支援事業所　みらい

相談支援事業所　ぽーれBridge

Yくまーず未来　相談支援事業所

相談支援事業所ひまわり

相談支援事業所すばる昭和

あかね雲

富士北麓障がい者相談支援センターありんこ

富士吉田市社会福祉協議会障害者相談支援事業所

相談支援事業所ケアフィット

（１０） 指定障害児相談支援事業所（続き）
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相談内容 機関の名称 所在地

障害者の虐待防止
山梨県障害者権利擁護センター
（(福)山梨県障害者福祉協会）

障害者の権利相談

障害者の結婚

障害者スポーツの支援
パラスポーツ・コーディネーター
（(福)山梨県障害者福祉協会）

自立生活の支援
地域福祉権利擁護センター
 ((一社)山梨県社会福祉協議会）

甲府市北新1-2-12
県福祉ﾌﾟﾗｻﾞ内

成年後見制度 甲府家庭裁判所家事相談 甲府市中央1-10-7

障害者の雇用 山梨障害者職業センター 甲府市湯田2-17-14

重度聴覚障害者の
就労関係

山梨県立聴覚障害者情報センター
甲府市北新1-2-12
県福祉ﾌﾟﾗｻﾞ内

心の悩み 山梨県立精神保健福祉センター
甲府市北新1-2-12
県福祉ﾌﾟﾗｻﾞ内

依存症相談
山梨県立精神保健福祉センター
（依存症相談窓口）

甲府市北新1-2-12
県福祉ﾌﾟﾗｻﾞ内

ひきこもり相談 山梨県ひきこもり地域支援センター
甲府市北新1-2-12
県福祉ﾌﾟﾗｻﾞ内

自殺防止 山梨県自殺防止センター
甲府市北新1-2-12
県福祉ﾌﾟﾗｻﾞ内

てんかん
山梨県てんかん支援拠点病院
（山梨大学医学部附属病院）

中央市下河東1110

055-252-0100

055-254-8644

055-254-6266

055-254-8660

055-232-7069

055-235-1131

電話番号

055-225-3733

山梨県障害者社会参加推進センター
（(福)山梨県障害者福祉協会）

055-273-1111

甲府市北新1-2-12
県福祉ﾌﾟﾗｻﾞ内

055-252-0100

055-254-7231

055-254-8651

055-254-1820

055-254-8644

１４ その他の相談窓口
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機　関　の　名　称 所　　在　　地 連 絡 先

山梨県福祉保健部 障害福祉課
TEL　055-223-1460
FAX　055-223-1464

山梨県スポーツ振興局
スポーツ振興課 パラスポーツ担当

TEL　055-225-3942
FAX　055-223-1578

各市福祉事務所 居住地の市役所内 ―

各町村障害福祉担当課 居住地の町村役場内 ―

中北保健福祉事務所 福祉課・地域保健課 韮崎市本町4-2-4
TEL　0551-23-3443
FAX　0551-23-3075

峡東保健福祉事務所 福祉課・地域保健課 山梨市下井尻126-1
TEL　0553-20-2750
FAX　0553-20-2754

峡南保健福祉事務所 福祉課・地域保健課 南巨摩郡富士川町鰍沢771-2
TEL　0556-22-8145
FAX　0556-22-8147

富士・東部保健福祉事務所 福祉課・地域保健課 富士吉田市上吉田1-2-5
TEL　0555-24-9032
FAX　0555-24-9037

甲府市健康支援センター（保健所） 精神保健課 甲府市相生2-17-1
TEL　055-237-5741
FAX　055-242-6178

山梨県中央児童相談所
甲府市住吉2-1-17
こどものこころサポートプラザﾞ内

TEL　055-288-1560
FAX　055-288-1574

山梨県都留児童相談所 都留市田原3-5-24
TEL　0554-45-7835
FAX　0554-45-7836

山梨県障害者相談所 甲府市北新1-2-12 福祉ﾌﾟﾗｻﾞ内
TEL　055-254-8671
FAX　055-254-8675

山梨県立こころの発達総合支援センター
（発達障害者支援センター）

甲府市住吉2-1-17
こどものこころサポートプラザﾞ内

TEL　055-288-1695
FAX　055-288-1696

山梨県立富士ふれあいセンター 南都留郡富士河口湖町船津6663-1
TEL　0555-72-5533
FAX　0555-72-5539

山梨県立精神保健福祉センター 甲府市北新1-2-12 福祉ﾌﾟﾗｻﾞ内
TEL　055-254-8644
FAX　055-254-8647

山梨県立聴覚障害者情報センター 甲府市北新1-2-12 福祉ﾌﾟﾗｻﾞ内
TEL　055-254-8660
FAX　055-254-8665

山梨県自動車税センター
（総合県税事務所自動車税部）

笛吹市石和町唐柏1000-4  
TEL　055-262-4662
FAX　055-263-2421

山梨県障害者福祉協会 甲府市北新1-2-12 福祉ﾌﾟﾗｻﾞ内
TEL　055-252-0100
FAX　055-251-3344

山梨県社会福祉協議会 甲府市北新1-2-12 福祉ﾌﾟﾗｻﾞ内
TEL　055-254-8610
FAX　055-254-8614

情報文化センター（点字図書館） 甲府市下飯田2-10-1
TEL　055-222-3502
FAX　055-233-0124

山梨県障害者スポーツ協会
（パラスポーツ・コーディネーター）

甲府市北新1-2-12 福祉ﾌﾟﾗｻﾞ
障害者社会参加推進ｾﾝﾀｰ内

TEL　055-252-0100
FAX　055-251-3344

山梨県住宅供給公社 甲府市丸の内2-14-13
TEL　055-237-1647
FAX　055-237-7095

山梨県農福連携推進センター 甲府市丸の内1-6-1　障害福祉課内
TEL　055-223-1361
FAX　055-223-1485

甲府市丸の内1-6-1

１５ 問い合わせ先一覧
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団　体　の　名　称 所　　在　　地 連　絡　先

山梨県精神障害者家族会連合会
（山梨県しゃくなげ会）

甲府市北新1-2-12 県福祉ﾌﾟﾗｻﾞ内
TEL　055-252-0100
FAX　055-251-3344

山梨県手をつなぐ育成会 韮崎市旭町上条南割３５６１－１　みだい寮内
TEL　055-285-4292
FAX　055-285-4293

山梨県身体障害者連合福祉会 甲府市北新1-2-12 県福祉ﾌﾟﾗｻﾞ内
TEL　055-252-0100
FAX　055-251-3344

山梨県視覚障がい者福祉協会 甲府市北新1-2-12 県福祉ﾌﾟﾗｻﾞ内
TEL　055-252-0100
FAX　055-251-3344

山梨県聴覚障害者協会 甲府市大里町4225-1コアタウン6号
TEL　055-269-6694
FAX　055-269-6695

山梨県知的障害者支援協会（白樺園） 山梨市三富川浦2203
TEL　0553-39-2714
FAX　0553-39-2713

山梨県障害者地域生活支援事業所協議会 甲府市湯田2-2-7 たんぽぽ内
TEL　055-237-0130
FAX　055-237-0130

山梨県喉頭摘出者福祉会 笛吹市石和町唐柏737-1-510 北村様方
TEL　055-262-1153
FAX　055-262-1153

山梨県腎臓病協議会 甲府市北新1-2-12 県福祉ﾌﾟﾗｻﾞ内
TEL　055-242-6308
FAX　055-242-6818

山梨県障害者福祉協会 甲府市北新1-2-12 県福祉ﾌﾟﾗｻﾞ内
TEL　055-252-0100
FAX　055-251-3344

※これらの団体は、障害のある人並びにその御家族等の日頃の相談に応じるとともに、必要な情報を交換する等、互いに助け合いながら、
　 障害のある人の交流を深め自立と社会参加の促進を目指しています。
※入会を随時受け付けておりますので、御希望の方は各団体にお問い合わせください。

１６ 障害者団体事務局一覧
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