
電話番号

1 相談支援事業所 （株）NEXT・DOOR 相談支援事業所こっとん 甲府市高畑一丁目１６－８ 1 055-225-5440 －

2 相談支援事業所 (株)やさしい手甲府 やさしい手しょうがい福祉サポート甲府北 甲府市千塚3-9-3 1 055-244-6502 年中無休 8：30-17：30

3 相談支援事業所 忠恕会 相談室ちゅうじょ 甲府市横根町１５０－１ 2 055-225-3955
月～金 8:30～17:30
土曜日は事前予約にて相談受付可

4 相談支援事業所 (株)仁　～JIN～ 相談支援事業所　結い 甲府市住吉５丁目３－２７ 1 055-288-8119 －

5 相談支援事業所 （独）国立病院機構甲府病院 相談支援事業所サンフラワー 甲府市天神町11-35 3 055-253-6131 月～金 9:00～17:00

6 相談支援事業所 （福）甲府市社会福祉事業団 甲府市障害者センター相談室あんず 甲府市東光寺1-10-25 1 055-222-0761 月～金 8:30～17:30

7 相談支援事業所 （特非）ファボール山梨 ファボール山梨 甲府市緑が丘2-12-6 1 055-244-2544 月～金 8:30～17:30

8 障害福祉サービス事業所 （社）ライフサポートひかり ライフサポートひかり 山梨県甲府市長松寺町7-13サンマリーナ長松寺1-Ａ 1 055-267-7261 月～金 9:30～17:30

9 基幹相談支援センター （福）甲府市社会福祉事業団 甲府市障害者基幹相談支援センターりんく 甲府市東光寺一丁目10-25 甲府市障害者センター 1 055-221-1233 月～土 8：30～17：30(水曜は19：30)

10 障害福祉サービス事業所 (合）ファミリーサポートクラブ なかよしクラブ「ちーず」 甲府市青沼三丁目8-11 1 055-288-8752 体制が整っていないため、対応不可。

11 医療機関 貢川訪問看護ステーション 貢川訪問看護ステーション 甲府市貢川本町12-10 1 055-223-1033 －

12 障害福祉サービス事業所 （福）大国会 大国居宅介護事業所 甲府市後屋町207 1 055-243-2123 月～金 8:30～17:30

13 医療機関 （医）笹本会 おおくに訪問看護ステーション 甲府市大里町5328 1 055-220-2818 月～金 9:00～17:00

14 甲府市役所 甲府市 甲府市障がい福祉課 甲府市丸の内１丁目18-1 1 055-237-5339 月～金 8:30～17:15

15 児童通所支援事業所 （福）山梨樫の会 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 1 055-237-5100 月～金 9:00～17:00

16 相談支援事業所 （福）山梨県社会福祉事業団 きぼうの家 甲府市西油川町117-1 1 055-288-8081 月～金 9:00～17:00

17
障害福祉サービス事業所
相談支援事業所

（福）あそびじゅく
生活介護事業所　茅工房
相談支援事業所　組木

甲府市貢川1-2-23 1 055-227-7719 月～金 9:00～17:00

18 韮崎市 療育機関 山梨県 山梨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 1 0551-22-6111 月～金 8:30～17:15

19 相談支援事業所 さかき会 相談支援事業所ぽけっとはうす 山梨県南アルプス市山寺1095-5 1 055-225-4478 月～金 8:30～17:30

20 相談支援事業所 青い樹の会 相談支援事業所レーベン 南アルプス市寺部173 1 055-284-5573 月～金 8:30～17:30

21 相談支援事業所 （福）山梨県手をつなぐ親の会 生活支援センタークローバー 南アルプス市古市場243－1 3 055－225－3985 月～金 8:30～17:15 土曜応相談

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

23 療育機関 山梨県 山梨県立育精福祉センター 南アルプス市有野3303-2 1 055-285-0615
月～金 8：30～17：15
※令和2年4月から指定管理になるため、その
後の担当者は未定。

24 障害福祉サービス事業所 また明日（株） ケアセンターまた明日 南アルプス市百々2355-1　ハイツ21 2 055-288-1177 月～金

25 南アルプス市役所 南アルプス市 南アルプス市障がい福祉課 南アルプス市小笠原376 1 055-282-6780 月～金 8:30～17:15

26 基幹相談支援センター （福）緑樹会 北杜市障害者総合支援センターかざぐるま 北杜市長坂町長坂上条2233 2 0551-42-1411 月～金 8:30～17:15 

27 相談支援事業所 （福）緑樹会 いきいきほくと相談支援事業所 山梨県北杜市明野町上手520 1 0551-25-2195 月～金 8:30～17:30

28 相談支援事業所 八ヶ岳名水会 相談支援事業所らいむ 北杜市長坂町長坂下条1237-3 2
0551-45-7025(直）
0551-32-0035（事務所）

月～金 8:30～17：30(土,日は要相談）

29 相談支援事業所 （福）ぎんが福祉会 相談室りゅうおう 甲斐市竜王267-3 2
080-8718-3866（山本）
070-1068-0990（澤登）
080-8026-7796（橋本）

月～金 8:30～17：30

30 甲斐市役所 甲斐市福祉課 甲斐市福祉課 甲斐市篠原2610番地 2 055-278-1691 月～金 8:30～17:15

31 相談支援事業所 (福）三井福祉会 相談支援事業所アンダンテ 甲斐市牛句2029-2 2 055-277-198 －

32 基幹相談支援センター （福）甲斐市社会福祉協議会 甲斐市障がい者基幹相談支援センター 甲斐市島上条３１６３ 2 055-267-7010 月～金 8:30～17:15

33 療育機関 （医）仁和会 しらゆり訪問看護ステーション 甲斐市万才287-8 1 055-276-9933

34 相談支援事業所 （福）三富福祉会 サポートセンターハロハロ相談支援部 山梨市小原東1309-1 3 0553-34-9202 月～金 8:30～17:30
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山梨県医療的ケア児等コーディネーター配置機関一覧表（令和3年2月現在）

圏域 市町村 機関種別 法人名 機関名 所在地 配置人数
連絡先 備考（相談受付時間など）

※基本的に年末年始、祝日は除く



35 基幹相談支援センター 山梨市 山梨市障害者基幹相談支援センター 山梨市小原西８４３ 2 0553-34-8301 月～金 8:30～17:15

36 障害福祉サービス事業所 (福）三井福祉会 ハロハロ１番館 山梨市小原東1309-1 1 0553-34-9200 月～金 8:30～17:30

37 障害福祉サービス事業所 （福）ぶどうの里 笛吹センター 笛吹市石和町広瀬494-1 1 055-288-9107 月曜～金曜9：00～17：00　土日祝休み

38 基幹相談支援センター 笛吹市 障がい者基幹相談支援センター 笛吹市石和町市部800 1 055-262-1274 月～金 8:30～17:15

39 障害福祉サービス事業所 （福）和音の郷 ハーモニー 笛吹市石和町下平井329 1 055-261-3377 月～金 9:00～17:00

40 療育機関 （医）加納岩 山梨リハビリテーション病院 笛吹市春日居町小松855 1 0553-20-2102  月～金9:00～17:00（土・日・祝 休み）

41 療育機関 （一社）フォースケアジャパン 訪問看護ステーション影法師 笛吹市石和町河内43-4 1 090-7712-8819  月、火、木、金9:00～17:00

42 相談支援事業所 (福）山の都福祉会 くるま座相談支援事業所 甲州市勝沼町山1405-1 1 0553-44-3851 月～金 8:30～17:30

43 甲州市役所 甲州市 福祉あんしん相談センター 甲州市塩山上於曽933-6 1 0553-33-2203 月～金 8:30～17:15

44 市川三郷町 相談支援事業所 （福）くにみ会 峡南圏域相談支援センター 西八代郡市川三郷町岩間４３８ 1 0556-32-1414
月～金 8:30～17:15
休日又は時間外は事前相談

45 富士川町 障害福祉サービス事業所 （一社）またあしたクラブ 共生型デイサービスまたあした富士川 南巨摩郡富士川町鰍沢1586 1 0556-42-8588
月～土8:30～17:30
（日曜定休）

46 相談支援事業所 （福）不二の里森福祉会 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 1 0555-24-8862 月～金 9:00～17：00

47 相談支援事業所 （福）聖ヨハネ会 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 2 0555-24-8390 月～金（祝日含）8:30～17:30

48 相談支援事業所 （特非）Be-Happy 相談支援事業所アエラーライフ 富士吉田市上吉田3丁目1-681 1 0555-30-1042 月～金 8:30～17:00

49 障害福祉サービス事業所 （合）あかね雲 あかね雲ソーシャルカインドネス 富士吉田市上吉田2452-2 1 0555-22-8617 令和2年4月相談支援事業所開所予定

50 相談支援事業所 （福）山梨福祉事業会 地域療育等支援事業所どりーむ宝 都留市大幡５１１８ 1 0554-43-3265 月～金 8:30～17:15

51 相談支援事業所 ハートサービス（株） ハート相談支援事業所 留市四日市場359-23 1 0554-43-8039 －

52 上野原市 相談支援事業所 上野原市社会福祉協議会 上野原市社会福祉協議会 上野原市上野原3163 1 0554-63-0002 月～金 8:30～17:15

53 富士河口湖町 相談支援事業所 （福）ムーブ 相談支援事業所pal-pal 南都留郡富士河口湖町小立2487-4 1 0555-83-3170 月～金 9:00～18:00
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