
市町村名 対　応　窓　口 所　　在 受付時間 電話番号 ＦＡＸ番号

甲府市障害者虐待防止センター 平日 055-237-5240 055-237-5299

甲府市 夜間・土日祝日 055-237-1161 －

富士吉田市障害者虐待防止センター 平日 0555-22-1122

富士吉田市 夜間・土日祝日 －

都留市 福祉課（障がい者基幹相談支援センター） 都留市下谷2516-1 平日 0554-46-5112 0554-46-5119

都留市 都留市上谷1-1-1 夜間・土日祝日 0554-43-1111 0554-43-5049

山梨市福祉課（障害者基幹相談支援センター） 山梨市小原西843 ２４時間対応    0553-34-8301（平日）
  0553-22-1111（夜間・土日祝日） 0553-34-8301

障害者相談センター　ちどり 山梨市小原西649-1 平日 0553-23-2941 0553-22-3930

大月市 福祉課 平日 0554-23-8031 0554-22-6422

大月市 夜間・土日祝日 0554-22-2111 －

韮崎市役所福祉課福祉総合相談担当（基幹相談支援センター） 平日 0551-22-1111

韮崎市役所 夜間・土日祝日 平日（内線 184・185）

平日
（水）のみ19:00まで

夜間・土日祝日 －

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 平日 0551-42-1411 0551-20-4422

北杜市役所 北杜市須玉町大豆生田961-1 夜間・土日祝日 0551-42-1111 －

甲斐市障がい者基幹相談支援センター 甲斐市島上条3163 055-267-7010 055-277-1284

甲斐市 福祉課 055-278-1691 055-276-2113

甲斐市 夜間・土日祝日 055-276-2111 －
平日 055-262-1274 055-262-1276

夜間・土日祝日 055-262-4111 －
障がい者地域活動支援センター ふえふき 笛吹市石和町市部448 055-263-1777 055-263-1769
美咲園福祉支援センター 笛吹市八代町北236 055-265-1850 055-265-1851
ハーモニー 笛吹市石和町下平井329 055-261-3377 055-261-3378
ぶどうの里 笛吹市石和町広瀬494-1 055-288-9107 055-288-9108

上野原市障害者基幹相談支援センター 070-4062-1934 －
上野原市 福祉課 0554-62-4133 0554-30-2041

上野原市 夜間・土日祝日 0554-62-3111 －
平日

（水）のみ19:00まで

（土）12:00～17:15

中央市・昭和町障がい者虐待防止センター 055-274-1100 055-274-1103
中央市 福祉課 055-274-8544 055-274-1124
中央市 夜間・土日祝日 055-274-1111 055-274-7130

峡南圏域障害者虐待防止センター

（市川三郷・早川・身延・南部・富士川共通）

平日 055-272-1106 055-272-1198

夜間・土日祝日 055-272-1101 －

平日 0556-45-2363 0556-20-5000

夜間・土日祝日 0556-45-2511 －

身延町切石117-1 平日 0556-20-4611 0556-20-4554

身延町切石350 夜間・土日祝日 0556-42-2111 －

南部町内船4473-1 平日 0556-64-4836 0556-64-3116

南部町福士28505-2 夜間・土日祝日 0556-66-2111 －

富士川町長澤2374-2 平日 0556-22-7207 0556-22-7261

富士川町天神中條1134 夜間・土日祝日 0556-22-1111 －

中央市・昭和町障がい者虐待防止センター 中央市臼井阿原301-1 055-274-1100 055-274-1103

昭和町 福祉課 昭和町押越616 055-275-8784 055-275-6497

昭和町 昭和町押越542-2 夜間・土日祝日 055-275-2111 055-275-2109

平日 0554-52-2113 0554-52-2572
夜間・土日祝日 0554-52-2111 －

平日 0555-25-4000 0555-25-3574

夜間・土日祝日 0555-25-2121 0555-20-2015

忍野村忍草1455-1 平日 0555-84-7795 0555-84-1036

忍野村忍草1514 夜間・土日祝日8:30～17:15 0555-84-3111 0555-84-3717

平日 0555-62-9976 0555-62-9981
夜間

土日祝日8:30～17:15

平日 0555-85-3081

夜間・土日祝日 0555-85-2311

平日 0555-72-6028 0555-72-6027

夜間・土日祝日 0555-72-1111 －

小菅村 小菅村 住民課 小菅村4698 24時間対応 0428-87-0111 0428-87-0933

丹波山村 丹波山村 住民生活課 丹波山村890 2４時間対応 0428-88-0211 0428-88-0207

山梨県障害者権利擁護センター 甲府市北新1-2-12　福祉プラザ１階 ２４時間対応 055-225-3733 055-251-3344

山梨県 障害福祉課 甲府市丸の内1-6-1 平日 055-223-1461 055-223-1464

●このチラシは、「山梨県障害者権利擁護センター」が「障害者虐待防止」の普及・啓発の目的で配布しております。      

0555-85-2461

富士河口湖町 富士河口湖町障害者虐待防止センター 富士河口湖町船津1700

055-282-6095

0555-62-1111 0555-62-3088
山中湖村山中237-1

忍野村 忍野村 福祉保健課

山梨県障害者虐待防止対応窓口一覧 （令和２年度）

都留市

※ 特記なき場合は、平日8:30～17:15 平日夜間17:15～翌8:30 土日・祝日 8:30～翌8:30

甲府市 甲府市丸の内1-18-1

甲斐市

山梨市

韮崎市 韮崎市水神1-3-1

富士吉田市

道志村6181-1

西桂町障害者虐待防止センター 西桂町下暮地915-7

富士川町 福祉保健課

市川三郷町 福祉支援課

鳴沢村 鳴沢村 福祉保健課 鳴沢村1575

早川町高住758

山梨県

峡南圏域

道志村 道志村 住民健康課

山中湖村

西桂町

市川三郷町

山中湖村福祉健康課

身延町 福祉保健課

上野原市上野原3163

甲州市 甲州市障害者地域生活支援センター 甲州市塩山上於曽933-6 0553-33-2307

上野原市
平日

富士吉田市下吉田6-1-1

大月市 大月市大月2-6-20

0555-24-5294

南アルプス市 南アルプス市障害者虐待防止センター 南アルプス市小笠原376

北杜市

笛吹市障がい者基幹相談支援センター

昭和町

身延町

南部町 福祉保健課南部町

早川町

笛吹市

早川町 福祉保健課

平日

市川三郷町市川大門1790-3

24時間対応

平日
中央市臼井阿原301-1中央市

富士川町

0551-22-8479

055-282-6197

市川三郷町岩間438

平日

甲斐市篠原2610

笛吹市石和町市部800

080-8865-6566 －

平日

0553-32-0285


