
指定事業所一覧（令和５年１月現在）

※介護保険法の指定を受けた南アルプス市に所在する事業所の一覧です。

居宅サービス（在宅で受けるサービス）

事　業　所　名 法　人　名 電　　話

1 しらね指定居宅介護支援事業所 医療法人  藤和会 在家塚１１８９ ２８４－５７７１

2 ケアポート峡西 特定医療法人南山会 下宮地４２１ ２８２－７００１

3 花菱指定居宅介護支援事業所 社会福祉法人千歳会 田島１１０８ ２８０－１３００

4 櫛形荘居宅介護支援事業所 社会福祉法人  光明会 上宮地1408 ２８４－００２０

5 白根聖明園指定居宅介護支援事業所 社会福祉法人白根聖明会 在家塚１３０５ ２８４－２２４３

6 南アルプス市社会福祉協議会居宅介護支援事業所 社会福祉法人  南アルプス市社会福祉協議会 鏡中條１６４２－２ ２８３－６６０８

7 SMILEフラワーパーク居宅介護支援事業所 有限会社スマイル 沢登762番地1 ２８３－７５２２

8 居宅介護支援事業所あらぐさ 公益社団法人  山梨勤労者医療協会 桃園３７７－２ ２８３－６２６２

9 ケアプランいなみ 特定非営利活動法人山梨高齢化社会を考える会 在家塚８９５ ２８０－３４５６

10 高原会介護保険相談室 医療法人 高原会 小笠原４０３－１ ２８０－１７１１

11 あんず指定居宅介護支援事業所 株式会社　Ｈ．Ｓ．Ｒ 曲輪田２６２０ ２８８－６１１１

12 特定非営利活動法人介護相談室うえの 特定非営利活動法人介護相談室うえの 下今井４８７番地７ ２８３－０５６８

13 居宅介護支援事業所アトム 有限会社ケアプラン山梨 加賀美２８９２－３ ２８０－２３１０

14 ケアセンターまた明日 また明日株式会社 百々２３５５－１ハイツ２１ ２８８－１１７７

15 指定居宅介護支援事業所　ゆめ 株式会社　ハートケア 西南湖404番地 ２６９－６７２８

16 ケアプランはなゆう ケアプランはなゆう合同会社 西南湖4381-2 ２８８－８６３４

17 ひまわりケアプラン 社会福祉法人 櫻樹会 小笠原１０８４－１ ２８０－８４８４

18 スマイル 株式会社スマイル 藤田2114-3 ２２５－６６６０

19 ケアプランあるが 有限会社城北建設 徳永１８８４番地 ２８５－７８００

20 居宅介護支援事業所　とりじん 株式会社Wonderful Life 小笠原４９１番地 ２６９－８１０９

21 介護支援センター　南岳荘 社会福祉法人八十八会 徳永４５０ ２８５－８０７１

22 まちかど福祉相談室　咲 合同会社　咲 有野９３５番地１ 080-5899-3939

23 ケアプラン緑の木 特定非営利活動法人緑の木 落合３２３番地５ ２４４－６４６０

24 ケアマネ　花 笑花合同会社 有野３３７０番地１ 080-5376-7274

25 南アルプス市指定介護予防支援事業所 南アルプス市 小笠原３７６ ２８２－７３３９

26 南アルプス市北部指定介護予防支援事業所(注) 社会福祉法人　南アルプス市社会福祉協議会 在家塚１１５６－１ ２８８－１４４０

訪問介護（ホームヘルプサービス） ※指定は山梨県が行っています。

事　業　所　名 法　人　名 電　　話

1 やさしい手南アルプス事業所 株式会社   やさしい手甲府 在家塚６７－１　ジョイハウスＥ号 ２８０－２２１２

2 南アルプス市社会福祉協議会訪問介護事業所 社会福祉法人  南アルプス市社会福祉協議会 鏡中條１６４２－２ ２８３－６６８８

3 有限会社ライフサポートなごみ 有限会社ライフサポートなごみ 飯野３７０１番地１オギノテナントビル ２８２－８１４８

住　　所

介護保険事業者の指定状況

※実際の運営状況は各事業所へお問合せください。

居宅介護支援事業所（ケアプラン実施に係る一連の支援）

住　　所
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4 幸ケアサービス 株式会社　幸 寺部３３５番地１ ２８３－１３５３

5 ケアポートアトム 有限会社ケアプラン山梨 加賀美２８９２－３ ２８３－０１３８

6 ひまわりヘルパーステーション 社会福祉法人 櫻樹会 小笠原１０８４－１ ２８４－３５１５

7 あおぞらヘルパーステーション あおぞら株式会社 小笠原１１６４－１ ２８３－００９５

8 楓ケアサービス 真心株式会社 徳永１番地４　コーポラス勇１０２号室 ２６９－８１９１

9 ニチイケアセンター南アルプス 株式会社 ニチイ学館 小笠原３５１－１　井上ビル１F ２８０－１１７１

10 ヘルパーステーションももその 社会福祉法人やまなし勤労者福祉会 桃園３７９ ２８４－１９６０

11 うえむら訪問介護事業所 合同会社アップビレッジ 小笠原１２２６－２小野アパート１０５号室 ２８２－８０９９

12 メディホス訪問介護中北 株式会社メディホス 藤田1657-4 ２６９－５５７３

訪問看護 ※指定は山梨県が行っています。

事　業　所　名 法　人　名 電　　話

1 訪問看護ステーションあらぐさ 公益社団法人  山梨勤労者医療協会 桃園３７７－２ ２８３－８８０３

2 アルプス訪問看護ステーション 医療法人南山会 下宮地４２１ ２４４－７７１６

3 訪問看護ステーション心結 株式会社Ｓｈｉｎ’ｙｕ 飯野3701番地1　オギノ（共同）テナントビル203号 ２６９－８３８８

4 ユアー訪問看護リハビリステーション　南アルプス your.c medical 株式会社 小笠原2141 ０８０－４３２４-０２５４

5 訪問看護ステーションももその 社会福祉法人やまなし勤労者福祉会 桃園３７９ ２８０－１０５５

6 高畑内科小児科医院 高畑内科小児科医院 飯野２７５３ ２８３－２９５５

7 秋山医院 秋山医院 在家塚１５５ ２８２－２０１７

8 飯村医院 飯村医院 飯野２９３０－１ ２８０－１１００

9 荻原整形外科外科医院 荻原整形外科外科医院 古市場１７５－１ ２８２－８６８８

10 笹本クリニック 笹本クリニック 下宮地４３３－１ ２８２－４１１４

11 小川皮膚科クリニック 小川皮膚科クリニック 加賀美３２５８ ２８３－１１１２

12 小林内科クリニック 小林邦仁 江原１５９５－１ ２８０－３３７８

13 こうの内科クリニック 河野裕樹 桃園１６８８－３ ２８３－８１００

14 特定医療法人南山会　峡西病院 特定医療法人南山会 下宮地４２１ ２８２－２１５１

15 堀内眼科 医療法人臨眼研 小笠原３８６ ２８２－０２２９

16 高原病院 医療法人高原会 荊沢２５５ ２８２－１４５５

17 医療法人弘済会　宮川病院 医療法人弘済会　宮川病院 上今諏訪１７５０ ２８２－１１０７

18 医療法人徳洲会  白根徳洲会病院 医療法人 徳洲会 西野２２９４－２ ２８４－７７１１

19 アルプスこどもクリニック 山城　大 吉田８６４－１ ２８３－５００５

20 白根なかざわクリニック 中澤　茂樹 在家塚５２－６ ２８０－８８００

21 あんどう皮フ科クリニック 安藤　典子 上今諏訪１３１５－２２ ２８０－２２２２

22 いやま整形外科クリニック 井山　晴仁 古市場１７５－１ ２８２－８６８８

23 ハートクリニックゆたか 齊藤　大雅 十五所６３３－６ ２８３－１１７５

24 志村内科医院 志村　和政 荊沢410 ２８２－３６４６

25 アルプス腎クリニック 松下　和通 上今諏訪732-2 ２６９－７３１５

26 南アルプスクリニック 大久保　栄治 川上129-1 ２１５－２５６３

住　　所
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27 近藤歯科医院 近藤歯科医院 小笠原３５２－１ ２８４－３７５５

28 シマハラ歯科医院 シマハラ歯科医院 六科１１８６－２１ ２８５－２２２４

29 塩高歯科医院 塩高歯科医院 吉田３５２ ２８２－１７７２

30 なかむら歯科 中村 猛 藤田１３５６－２ ２８４－６４０２

31 おざわ歯科クリニック 小澤　康人 上宮地７６５ ２８３－１１８２

32 深沢デンタルクリニック 深沢康宏 古市場８７５番地 ２８４－６８７４

33 峡西中央クリニック 深沢　義村 西南湖３２ ２８３－７７１１

34 つちや歯科医院 つちや歯科医院 小笠原518 ２８４－１００５

35 さいとう歯科クリニック 斎藤　秀樹 沢登８６３－２ ２８４－００８１

36 医療法人アヴァンティ　岡部歯科医院 医療法人社団アヴァンティ 飯野３６３３番地１ ２８２－２４１８

37 わかくさ歯科 孔　俊樹 加賀美２６２６ ２６９－８２９９

38 オリーブ歯科クリニック 永田　智一 在家塚４７１－３ ２４２－８８２８

39 メディホス訪問看護中北 株式会社メディホス 藤田1657-4 ２６９－５５７３

訪問リハビリテーション ※指定は山梨県が行っています。

事　業　所　名 法　人　名 電　　話

1 峡西老人保健センター 特定医療法人南山会 下宮地４２１ ２８２－７０００

2 巨摩共立病院 公益社団法人  山梨勤労者医療協会 桃園３４０ ２８３－３１３１

3 高畑内科小児科医院 高畑内科小児科医院 飯野２７５３ ２８３－２９５５

4 秋山医院 秋山医院 在家塚１５５ ２８２－２０１７

5 飯村医院 飯村医院 飯野２９３０－１ ２８０－１１００

6 荻原整形外科外科医院 荻原整形外科外科医院 古市場１７５－１ ２８２－８６８８

7 笹本クリニック 笹本クリニック 下宮地４３３－１ ２８２－４１１４

8 小川皮膚科クリニック 小川皮膚科クリニック 加賀美３２５８ ２８３－１１１２

9 こうの内科クリニック 河野裕樹 桃園１６８８－３ ２８３－８１００

10 もちづき整形外科訪問リハビリ もちづき整形外科リハビリクリニック 在家塚６８－１ ２８８－６６７０

11 こもれびこどもクリニック 丹　哲士 在家塚６７－１ ２９８－４０００

12 特定医療法人南山会　峡西病院 特定医療法人南山会 下宮地４２１ ２８２－２１５１

13 堀内眼科 医療法人臨眼研 小笠原３８６ ２８２－０２２９

14 高原病院 医療法人高原会 荊沢２５５ ２８２－１４５５

15 宮川病院　指定訪問リハビリテーション事業所 医療法人弘済会　宮川病院 上今諏訪１７５０ ２８２－１１０７

16 医療法人徳洲会  白根徳洲会病院 医療法人 徳洲会 西野２２９４－２ ２８４－７７１１

17 アルプスこどもクリニック 山城　大 吉田８６４－１ ２８３－５００５

18 白根なかざわクリニック 中澤　茂樹 在家塚５２－６ ２８０－８８００

19 あんどう皮フ科クリニック 安藤　典子 上今諏訪１３１５－２２ ２８０－２２２２

20 いやま整形外科クリニック 井山　晴仁 古市場１７５－１ ２８２－８６８８

21 ハートクリニックゆたか 齊藤　大雅 十五所６３３－６ ２８３－１１７５

22 志村内科医院 志村　和政 荊沢410 ２８２－３６４６

23 アルプス腎クリニック 松下　和通 上今諏訪732-2 ２６９－７３１５

24 南アルプスクリニック 大久保　栄治 川上129-1 ２１５－２５６３

25 近藤歯科医院 近藤歯科医院 小笠原３５２－１ ２８４－３７５５

住　　所
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26 シマハラ歯科医院 シマハラ歯科医院 六科１１８６－２１ ２８５－２２２４

27 塩高歯科医院 塩高歯科医院 吉田３５２ ２８２－１７７２

28 なかむら歯科 中村 猛 藤田１３５６－２ ２８４－６４０２

29 おざわ歯科クリニック 小澤　康人 上宮地７６５ ２８３－１１８２

30 深沢デンタルクリニック 深沢康宏 古市場８７５番地 ２８４－６８７４

31 峡西中央クリニック 深沢　義村 西南湖３２ ２８３－７７１１

32 つちや歯科医院 つちや歯科医院 小笠原518 ２８４－１００５

33 さいとう歯科クリニック 斎藤　秀樹 沢登８６３－２ ２８４－００８１

34 医療法人アヴァンティ　岡部歯科医院 医療法人社団アヴァンティ 飯野３６３３番地１ ２８２－２４１８

35 わかくさ歯科 孔　俊樹 加賀美２６２６ ２６９－８２９９

36 オリーブ歯科クリニック 永田　智一 在家塚４７１－３ ２４２－８８２８

通所リハビリテーション（デイケア） ※指定は山梨県が行っています。

事　業　所　名 法　人　名 電　　話

1 峡西老人保健センター 特定医療法人南山会 下宮地４２１ ２８２－７０００

2 デイケアセンター花菱 医療法人 千歳会 田島１１０５ ２８０－８７００

3 もちづき整形外科通所リハビリテーション もちづき整形外科リハビリクリニック 在家塚６８－１ ２８８－６６７０

4 こもれびこどもクリニック 丹　哲士 在家塚６７－１ ２９８－４０００

5 巨摩共立病院デイケアももその 公益社団法人  山梨勤労者医療協会 桃園３４０ ２８３－３１３１

6 医療法人徳洲会  白根徳洲会介護センター 医療法人 徳洲会 西野２２９４－２ ２８４－７８１１

7 アルプスこどもクリニック 山城　大 吉田８６４－１ ２８３－５００５

8 白根なかざわクリニック 中澤　茂樹 在家塚５２－６ ２８０－８８００

9 あんどう皮フ科クリニック 安藤　典子 上今諏訪１３１５－２２ ２８０－２２２２

10 いやま整形外科クリニック 井山　晴仁 古市場１７５－１ ２８２－８６８８

11 ハートクリニックゆたか 齊藤　大雅 十五所６３３－６ ２８３－１１７５

12 志村内科医院 志村　和政 荊沢410 ２８２－３６４６

13 アルプス腎クリニック 松下　和通 上今諏訪732-2 ２６９－７３１５

14 南アルプスクリニック 大久保　栄治 川上129-1 ２１５－２５６３

15 医療法人アヴァンティ　岡部歯科医院 医療法人社団アヴァンティ 飯野３６３３番地１ ２８２－２４１８

16 わかくさ歯科 孔　俊樹 加賀美２６２６ ２６９－８２９９

17 オリーブ歯科クリニック 永田　智一 在家塚４７１－３ ２４２－８８２８

18 医療法人藤和会斉藤医院（デイケアしらね） 医療法人  藤和会 在家塚１１８９ ２８４－５７１１

通所介護（定員19名以上の規模のデイサ－ビス） ※指定は山梨県が行っています。

事　業　所　名 法　人　名 電　　話

1 デイサービスゆうかり 社会福祉法人　南アルプス市社会福祉協議会 野牛島２７２７ ２８５－７７３０

2 デイサ－ビス南岳荘 社会福祉法人　八十八会 徳永４３６－１ ２８０－５２８１

3 あすなろデイサービスリフレッシュデイサロンいますわ温泉 医療法人　高原会 上今諏訪４３７－１クボタビル１F ２８０－８８６１

4 リハビリ特化型デイサービス カラダラボ白根 株式会社　ウィルピース 西野２５３７－１ ２４２－７２８１

住　　所

住　　所
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5 デイサービスセンター白根聖明園 社会福祉法人　白根聖明会 在家塚１３０５ ２８４－２２０１

6 デイサービスセンターわかくさ 社会福祉法人　南アルプス市社会福祉協議会 鏡中条１６４２－２ ２８３－７５５５

7 デイサービスももその 社会福祉法人　やまなし勤労福祉会 桃園３７９ ２８０－１１３３

8 ＳＭＩＬＥフラワーパークデイサービスセンター 有限会社　スマイル 沢登７６２－１ ２８３－５２２２

9 南アルプス市小笠原介護予防センター 医療法人　高原会 小笠原４０３－１ ２８０－１７１１

10 櫛形デイサービスセンターひまわり 社会福祉法人　櫻樹会 小笠原１０７７－７ ２８０－３３７３

11 あすなろデイサービス荊沢センターもみじ 医療法人　高原会 荊沢２７７－１ ２８０－３６２２

12 花菱荘デイサービスセンター 社会福祉法人　千歳会 田島１１０８ ２８０－１３００

13 デイサービス　和生あいあい 株式会社和生 野牛島１７９８－２ ２６９－９９０９

短期入所生活介護（ショートステイ） ※指定は山梨県が行っています。

事　業　所　名 法　人　名 電　　話

1 特別養護老人ホーム南岳荘 社会福祉法人　八十八会 徳永４３６－１ ２８０－５２８１

2 白根聖明園指定短期入所生活介護事業所 社会福祉法人　白根聖明会 在家塚１３０５ ２８４－２２０１

3 櫛形荘短期入所生活介護事業所 社会福祉法人　光明会 上宮地１４０８ ２８４－００２０

4 ひまわりショートヒルズ 社会福祉法人　櫻樹会 小笠原１０８４－１ ２８３－０１０５

5 南アルプス市富士見介護施設 医療法人　高原会 小笠原１１０８－１ ２９８－６９１１

6 ショートステイももその 社会福祉法人　やまなし勤労福祉会 桃園３７９ ２８０－１１７７

7 花菱荘短期入所生活介護事業所 社会福祉法人　千歳会 田島１１０８ ２８０－１３００

8 特別養護老人ホーム　豊寿荘 社会福祉法人　山梨県社会福祉事業団 十日市場727－1 ２８２－０６０８

9 南アルプス市宮沢介護施設 医療法人　高原会 宮沢１５２ ２６９－８０２１

10 ショートステイみらい 有限会社　柏屋 東南湖３３６１－１ ２８４－１８２８

11 悠々ともろう 社会福祉法人　深敬園 飯野２９３９ ２８２－２００２

短期入所療養介護（医療型ショートステイ） ※指定は山梨県が行っています。

事　業　所　名 法　人　名 電　　話

1 峡西老人保健センター 特定医療法人　南山会 下宮地４２１ ２８２－７０００

2 ケアホーム花菱 医療法人　千歳会 田島１１０５ ２８０－８７００

3 巨摩共立病院指定居宅介護支援事業者 公益社団法人  山梨勤労者医療協会 桃園３４０ ２８３－３１３１

4 医療法人徳洲会  白根徳洲会病院 医療法人 徳洲会 西野２２９４－２ ２８４－７７１１

福祉用具貸与（レンタル） ※指定は山梨県が行っています。

事　業　所　名 法　人　名 電　　話

1 福祉用具貸与事業所はなぶさ 合同会社　はなぶさ 鏡中條３１８－４ ２６９－９３３６

2 レンタルひまわり指定福祉用具貸与事業所 社会福祉法人 櫻樹会 小笠原１０８４－１ ２８０－８１８１

3 高原会福祉用具相談室 医療法人　高原会 荊沢２４７－１ ２８０－１７１１

住　　所

住　　所

住　　所
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福祉用具販売 ※指定は山梨県が行っています。

事　業　所　名 法　人　名 電　　話

1 福祉用具貸与事業所はなぶさ 合同会社　はなぶさ 鏡中條３１８－４ ２６９－９３３６

2 高原会福祉用具相談室 医療法人　高原会 荊沢２４７－１ ２８０－１７１１

施設サービス（施設に入所して受けるサービス）

介護老人福祉施設（特別養護老人ホ－ム） ※指定は山梨県が行っています。

事　業　所　名 法　人　名 電　　話

1 特別養護老人ホーム南岳荘 社会福祉法人 八十八会 徳永４３６－１ ２８０－５２８１

2 特別養護老人ホーム白根聖明園 社会福祉法人 白根聖明会 在家塚１３０５ ２８４－２２０１

3 櫛形荘介護老人福祉施設 社会福祉法人 光明会 上宮地１４０８ ２８４－００２０

4 特別養護老人ホーム花菱荘 社会福祉法人 千歳会 田島１１０８ ２８０－１３００

介護老人保健施設 ※指定は山梨県が行っています。

事　業　所　名 法　人　名 電　　話

1 峡西老人保健センター 特定医療法人 南山会 下宮地４２１ ２８２－７０００

2 ケアホーム花菱 医療法人 千歳会 田島１１０５ ２８０－８７００

地域密着型通所介護（定員18名以下の小規模なデイサービス）

事　業　所　名 法　人　名（申請者名） 電　　話

1 デイサービス　あるが 有限会社　城北建設 徳永１８９５－１ ２８８－８４７２

2 デイサービス在家塚福栄荘 社会福祉法人　白根聖明会 在家塚６０３－１ ２８４－６６５６

3  甲州デイサービスセンターきぼう南アルプス事業所 医療法人　銀門会 上今諏訪４６１－３ ２８８－６７００

4 また明日デイサービス また明日　株式会社 百々２３５５－１　ハイツ２１ ２８８－１１７７

5 寄りあいどころ　きらら 有限会社　きらら 百々１３２９ ２８５－２７３６

6 やさしい手　南アルプスデイサービスセンター 株式会社　やさしい手甲府 百々3011-6 ２８０－０３３０

7 デイサービスせーのさんち 株式会社　せーのさんち 上八田４３２ ２８８－８４３３

8 南アルプスデイサービスセンターはしゅこ 株式会社　hashuko 飯野２８７５－１ ２８３－３３８３

9 デイサービス福栄荘 社会福祉法人　白根聖明会 飯野４１７０－１０ ２８４－６６０９

10 デイサービスみかん 株式会社　中込ハーベスト 飯野３５９４ ２８２－３１０８

11 アルプスデイサービス 株式会社　アルプスさいとう 飯野３４５３ ２６９－８５１１

12 デイサ－ビス　リハかのん白根 株式会社　山梨福祉総研 飯野２９５４－１ ２６９－８３３０

13 リハビリ空間　ゆたか 有限会社　山梨豊商会 飯野２９３７－１ ２６８－２７９７

14 デイサービスあゆみ指定通所介護事業所 株式会社　Will　 有野３３７０－１ ２８５－１９３８

15 デイサービスセンター我が家 特定非営利活動法人サポートハウスひとみ 有野５２２－２ ２６９－９１３０

16 デイサービス　とりじん 株式会社　Wonderful Life 小笠原４９１ ２６９－８１０９

17 暮らしを楽しむデイサービス かえで 株式会社　女性の生活研究室 小笠原１２８ ２６７－７６６０

18 デイサービスにじ 有限会社　友愛 曲輪田７１１－２ ２８０－８８１０

19 デイサービスあんず 株式会社　Ｈ．Ｓ．Ｒ 曲輪田２６２０ ２８８－６１１１

住　　所

住　　所

住　　所

地域密着型サービス（本市に住民登録している方の利用が原則）

住所
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20 デイサービスお茶の間 有限会社　長沼工業所 上宮地２５１－１ ２８２－５７２０

21 櫛形荘通所介護事業所 社会福祉法人　光明会 上宮地１４０８ ２８４－６５５８

22 デイサービスはっぴ～ふぁいと 有限会社　ふぁいと 鏡中条６１８ ２８４－５５８３

23 デイサービス　リハかのん若草 株式会社　山梨福祉総研 浅原２４０ ２４２－７３４３

24 郁の家南アルプス ありがとうの介護　株式会社 藤田２６０７－２ ２８３－３９２３

25 デイサービスぬくもりの和 南アルプス事業所 有限会社　エムティケー 加賀美２８１４ ２６７－５５６７

26 デイサービス花あかり 有限会社　モア 江原１７１－１ ２８２－５２１１

27 デイサービス　すごろく 有限会社　長沼工業所 江原２０３－４ ２８２－１４６２

28 デイサービスしゃきょんの家下町 社会福祉法人　南アルプス市社会福祉協議会 下宮地５２１－３ ２８２－０８２１

29 リハビリ特化型デイサービス カラダラボ南アルプス 株式会社　ウィルピース 下宮地２６１ ２２５－５４５１

30 デイサ－ビスセンタ－ひかり 株式会社　ひかり 古市場５９５ ２２５－４７６２

31 小規模デイサービス　里の家 株式会社　ハート　ケア 西南湖４０４ ２６９－６７２８

32 デイサービスなすびの花 有限会社　長沼工業所 大師２８３－１ ２８４－５８３５

33 ハートデイサービス甲西 ハートサービス株式会社 大師６７１－２ ２４９－８３１５

事　業　所　名 法人名 電話

1 あすなろデイサービス小笠原センター寛
くつろぎ 医療法人　高原会 小笠原４０３－１ ２８０－１７１１

2 高原会デイサービス小笠原ゆとり 医療法人　高原会 小笠原４０３－１ ２８０－１７１１

事　業　所　名 法　人　名 電　　話

1 グループホーム南岳荘 社会福祉法人　八十八会 徳永４３６－１ ２８０－５２８１

2 グループホームふうりん 有限会社　長沼工業所 飯野２３００－１ ２８０－８３０５

3 グループホーム「アルプスのなかまたち」 株式会社　奉伸 桃園３４５－３ ２８2－７０７０

4 グループホーム甲西 医療法人　千歳会 田島１１０５ ２８０－８７００

事　業　所　名 法　人　名 電　　話

1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護ももその 社会福祉法人やまなし勤労者福祉会 桃園３７９番地 ２８０－１１２２

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（定員29名以下の小規模な特別養護老人ホーム）

事　業　所　名 法　人　名 電　　話

1 特別養護老人ホーム白峰荘 社会福祉法人　昭和会 飯野２８２０ ２８８－７０８０

2 地域密着型介護老人福祉施設豊寿荘 社会福祉法人　山梨県社会福祉事業団 十日市場７２７－１ ２８２－０６０８

3 ひまわりの家 社会福祉法人 櫻樹会 小笠原１３２８－１ ２８３－００５５

※厚労省介護サービス情報公表システムでも介護サービス事業所の検索が可能です。

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/19/index.php

定期巡回・随時対応型訪問介護看護（多様な訪問の組合せによる24時間体制の介護と看護）

認知症対応型通所介護（認知症ケアの専門性が高いデイサ－ビス）

住所

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

住　　所

住　　所

住　　所
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特定施設入居者生活介護 ※指定は山梨県が行っています。

事　業　所　名 法　人　名 電　　話

1 特定施設入居者生活介護事業所　豊寿荘 社会福祉法人　山梨県社会福祉事業団 十日市場７２７－１ ２８２－０６０８

2 ハイランドホーム櫛形富士見 医療法人 高原会 小笠原１１０８－１ ２９８－６９１１

サービス付き高齢者向け住宅 ※指定は山梨県が行っています。

事　業　所　名 法　人　名 電　　話

1 さくらの泉 社会福祉法人櫻樹会 小笠原１０８４－１ ２８３－７７７７

2 さくらの泉　２号 社会福祉法人櫻樹会 小笠原１０８４－１ ２８３－７７７７

3 高齢者住宅ももその 社会福祉法人やまなし勤労者福祉会 桃園３７９ ２８０－１０５５

4 ハイランドホーム甲西荊沢 医療法人高原会 落合２２０－１ ２８０－３５１１

5 ハイランドホーム若草寺部 医療法人高原会 寺部２０１９－１ ２８０－３５１１

6 ハイランドホーム甲西落合 医療法人高原会 落合１２８ ２８０－３５１１

7 ハートホーム甲西 ハートサービス株式会社 大師671-2 ２８３－５７８８

8 ひかり 株式会社ひかり 古市場５９５ ２２５－４７６２

9 ハイランドホーム櫛形富士見 医療法人 高原会 小笠原１１０８－１ ２９８－６９１１

10 メディホス南アルプス 株式会社メディホス 藤田1657-4 ２６９－５５７２

有料老人ホーム ※指定は山梨県が行っています。

事　業　所　名 法　人　名 電　　話

1 住宅型有料老人ホームにじ 有限会社　友愛 曲輪田711-2 ２８０－８８１０

2 なすびの花 有限会社　長沼工業所 大師283-1 ２８４－５８３５

3 お茶の間 有限会社　長沼工業所 上宮地２５１－１ ２８２－５７２０

4 すごろく 有限会社　長沼工業所 江原２０３－４ ２８２－１４６２

5 郁の家南アルプス ありがとうの介護株式会社 藤田２６０７－２ ２８３－３９２３

軽費老人ホーム ※指定は山梨県が行っています。

事　業　所　名 法　人　名 電　　話

1 セレソ櫛形 社会福祉法人櫻樹会 小笠原１０77-2 ２８３－７７７７

養護老人ホーム ※指定は山梨県が行っています。

事　業　所　名 法　人　名 電　　話

1 豊寿荘 社会福祉法人山梨県社会福祉事業団 十日市場７２７-1 ２８２－０６０８

住　　所

住　　所

その他の施設

住　　所

住　　所

住　　所
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