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(5) 学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況及び 

住宅の配置の概況 

 1) 学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況 

対象事業実施区域(7)の学校等の分布状況を図 4-2-2-6 及び表 4-2-2-12 に示す。 

 

表 4-2-2-12(1) 対象事業実施区域の学校等一覧 

No. 地域 種類 名称 所在地 

a-1 上野原市 中学校 市立秋山中学校 秋山 6770 

b-1 

大月市 

保育所 
初狩保育所 初狩町中初狩 12 

b-2 笹子保育園 笹子町白野 467 

b-3 小学校 市立初狩小学校 初狩町中初狩 21 

b-4 中学校 市立大月第一中学校 初狩町下初狩 1144 

c-1 

都留市 

保育所 

盛里保育園 朝日曽雌 1798 

c-2 東陽保育園 古川渡 655 

c-3 社会福祉法人浄心福祉会川茂保育園 川茂 172 

c-4 さくら保育園 田野倉 1324-2 

c-5 

小学校 

市立旭小学校 朝日馬場 544 

c-6 市立禾生第一小学校 古川渡 553 

c-7 市立禾生第二小学校 小形山 753 

c-8 高等学校 県立桂高等学校 四日市場 909 

d-1 

笛吹市 

保育所 

社会福祉法人境川保育園 境川町小黒坂 1640-1 

d-2 市立桧峯保育所 御坂町上黒駒 4709 

d-3 市立花鳥保育所 八代町竹居 2127 

d-4 市立御所保育所 八代町米倉 37 

d-5 

小学校 

市立境川小学校 境川町小黒坂 1941 

d-6 市立八代小学校 八代町岡 780 

d-7 市立御坂東小学校 御坂町上黒駒 1692 

d-8 中学校 市立浅川中学校 八代町岡 1111 

d-9 図書館 境川図書館 境川町三椚 3 

e-1 

甲府市 

保育所 

二川保育園 大津町 1324 

e-2 柏保育園 上曽根町 258-1 

e-3 甲南立正保育園 下今井町 703 

e-4 社会福祉法人大鎌田保育園 大里町 4530 

e-5 大里保育園 大里町 2057-32 

e-6 幼稚園 甲府大里幼稚園 大里町 4338 

e-7 
小学校 

市立中道北小学校 上曽根町 3206-2 

e-8 市立大里小学校 大里町 3785-2 

e-9 中学校 市立笛南中学校 下曽根 270 

e-10 
専修学校 

市立甲府商科専門学校 西下条町 1020 

e-11 山梨秀峰調理師専門学校 中町 264 

f-1 

昭和町 

保育所 

常永保育園 河西 743-1 

f-2 上河東保育園 河西 215 

f-3 第二上河東保育園 上河東 521-1 

f-4 げんき夢保育園 河東中島 748-1 

f-5 押原保育園 押越 84 

f-6 小学校 町立常永小学校 河西 15 

f-7 図書館 町立図書館 押越 575 

  

                             
(7)「対象事業実施区域」：方法書に記載した対象事業実施区域内に位置するデータとし、地域特性の調査対象

範囲は方法書と同様とした。 
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表 4-2-2-12(2) 対象事業実施区域の学校等一覧 

No. 地域 種類 名称 所在地 

g-1 

中央市 

保育所 

玉穂保育園 成島 2387-2 

g-2 田富第一保育園 布施 3015 

g-3 わかばナーサリー 井之口 866-1 

g-4 まみい保育園 成島 1072-1 

g-5 みかさ保育園 臼井阿原 813-6 

g-6 
幼稚園 

田富みかさ幼稚園 臼井阿原 813-6 

g-7 わかば幼稚園 井之口 937-2 

g-8 

小学校 

市立玉穂南小学校 下河東 2020 

g-9 市立田富小学校 布施 2122 

g-10 市立田富北小学校 臼井阿原 1740-3 

g-11 市立三村小学校 成島 2140 

g-12 市立玉穂南小学校下河東分校 下河東 1110 

g-13 

中学校 

市立田富中学校 布施 2493 

g-14 市立玉穂中学校 下河東 180 

g-15 市立玉穂中学校下河東分校 下河東 1110 

g-16 大学 山梨大学 下河東 1110 

g-17 
図書館 

市立玉穂生涯学習館 下河東 1-1 

g-18 市立田富図書館 臼井阿原 240-1 

h-1 

南アルプス市 

保育所 

市立南湖第二保育所 東南湖 3278 

h-2 市立落合保育所 落合 1128-3 

h-3 市立南湖第一保育所 西南湖 4382 

h-4 市立大明保育所 鮎沢 1063-1 

h-5 市立若草保育所 藤田 35 

h-6 ポッポの家 荊沢 175 

h-7 

小学校 

市立南湖小学校 西南湖 3024-1 

h-8 市立落合小学校 落合 1092 

h-9 市立大明小学校 古市場 181 

h-10 市立若草南小学校 藤田 1130-1 

h-11 市立若草小学校 寺部 740 

h-12 
中学校 

市立甲西中学校 古市場 150 

h-13 市立若草中学校 加賀美 2943 

h-14 
図書館 

市立わかくさ図書館 寺部 725-1 

h-15 市立甲西図書館 鮎沢 1212 

i-1 

富士川町 

保育所 

小室山保育所 小室 3063 

i-2 町立第 3 保育所 最勝寺 1362 

i-3 町立第 4 保育所 青柳 434 

i-4 町立第 2 保育所 長沢 961 

i-5 町立第 1 保育所 天神中條 646 

i-6 たんぽぽこどもの家 大久保 241-1 

i-7 幼稚園 峡南幼稚園 青柳 160 

i-8 
小学校 

町立増穂南小学校 小室 2618 

i-9 町立増穂小学校 最勝寺 320 

i-10 中学校 町立増穂中学校 天神中條 991-1 

i-11 高等学校 県立増穂商業高等学校 最勝寺 1372 

i-12 図書館 町民図書館 青柳町 338-8 

ｊ-1 早川町 小学校 町立早川北小学校 大原野 163 

    資料：「山梨県内の学校・学級・児童生徒数等 平成 24 年度」 

（平成 25 年 6 月現在、山梨県ホームページ） 

「各種学校名簿」（平成 25 年 6 月現在、山梨県ホームページ） 

「大学・短大・専修学校」（平成 25 年 6 月現在、山梨県ホームページ） 

「山梨県内の保育所一覧」（平成 25 年 6 月現在、山梨県ホームページ） 

「県内公共図書館及び公民館図書室等一覧表」 

（平成 26 年 3 月現在、山梨県立図書館ホームページ） 
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図 4-2-2-6(2) 
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図 4-2-2-6(3) 
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図 4-2-2-6(4) 
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図 4-2-2-6(5) 
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また、対象事業実施区域の医療・福祉施設等の分布状況を図 4-2-2-7 及び表 4-2-2-13

に示す。 

 

表 4-2-2-13(1) 対象事業実施区域の医療・福祉施設等一覧 

No. 地域 区分 名称 所在地 

a-1 上野原市 診療所 上野原市立病院付属秋山診療所 秋山 7112 

b-1 

大月市 

診療所 

花田医院 初狩町下初狩 3290 

b-2 三枝医院 初狩町中初狩 191-1 

b-3 初狩クリニック 初狩町中初狩 108-1 

b-4 志仁也診療所 初狩町下初狩 4146-10 

b-5 

老人福祉施設 

志仁也 初狩町下初狩 4146-10 

b-6 ショートステイ しにあ 初狩町下初狩 4146-10 

b-7 デイサービスセンター シニア 初狩町下初狩 4146-10 

b-8 山美家 初狩町中初狩 3274-45 

b-9 ショートステイやまびこ 初狩町中初狩 3274-45 

c-1 

都留市 

診療所 
須藤整形外科医院 古川渡 3 

c-2 中野診療所 井倉 628-3 

c-3 

老人福祉施設 

介護サービスゆりの里 田野倉 1431-1 

c-4 よこぶきの郷 古川渡 658-1 

c-5 
社会福祉法人敬寿会 特別養護老人ホーム よこぶ

き荘 
川茂 328-4 

c-6 よこぶき荘指定通所介護事業所 川茂 328-4 

c-7 よこぶき荘指定短期入所生活介護事業所 川茂 328-4 

c-8 障害者施設 東部授産園みとおし 井倉字見通 250 

d-1 

笛吹市 

診療所 

養護老人ホーム光珠荘医務室 御坂町上黒駒 2964 

d-2 八代戸田内科クリニック 八代町高家 304-1 

d-3 境川診療所 境川町石橋 2207-1 

d-4 花の丘たちかわクリニック 境川町大坪 103 

d-5 

老人福祉施設 

檜峰通所介護事業所 御坂町上黒駒 4709 

d-6 光珠荘 御坂町上黒駒 2964 

d-7 絆 岡の家指定通所介護事業所 八代町岡 208 

d-8 笛吹市社会福祉協議会 八代通所介護事業所 八代町南 326-1 

d-9 笛吹市社会福祉協議会 境川通所介護事業所 境川町藤垈 2588 

d-10 境川町在宅介護センター 境川町藤垈 2588 

d-11 境川老人福祉センター 境川町三椚 3 

d-12 八代町在宅介護支援センター 八代町南 326-1 

d-13 障害者施設 地域活動支援センター八代育美会 八代町南 326-1 

d-14 
児童福祉施設 

八代児童センター 八代町南 545-1 

d-15 境川児童館 境川町小黒坂 1652 

e-1 

甲府市 診療所 

北野医院 下曽根町 781-1 

e-2 あきやま医院 東下条町 80-2 

e-3 特別養護老人ホーム快晴苑診療所 大津町 333 

e-4 NEC コンピュータテクノ（株）健康管理室 大津町 1088-3 

e-5 富山耳鼻咽喉科医院 大里町 1896-3 

e-6 甲府刑務所医務課診療所 堀之内町 500 

e-7 桜林内科消化器科医院 宮原町 1336-1 

e-8 健友堂クリニック 宮原町 211-1 

e-9 特別養護老人ホーム風林荘診療所 宮原町 1191 

e-10 ながまつ医院 宮原町 88-1 

e-11 横河マニュファクチャリング（株）甲府診療所 高室町 155 

e-12 いいじまこどもクリニック 宮原町 2003 
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表 4-2-2-13(2) 対象事業実施区域の医療・福祉施設等一覧 

No. 地域 区分 名称 所在地 

e-13 

甲府市 

老人福祉施設 

大里の憩 大里町 3375-10 

e-14 グループホーム大里の憩 大里町 3375-10 

e-15 大津ケアセンター 大津町 1509-1 

e-16 社会福祉法人大寿会 快晴苑 大津町 333 

e-17 快晴苑指定短期入所生活介護事業所 大津町 333 

e-18 快晴苑 デイサービスセンター 大津町 333 

e-19 あけぼのケアハウス 堀之内 8-1 

e-20 あけぼのデイサービスセンター 堀之内 8-1 

e-21 おおくに在宅ケアセンター指定おおさと通所介護 大里町 5328 

e-22 
おおくに在宅ケアセンター グループホームおお

くにの家 
大里町 5328 

e-23 医・笹本会 指定おおくにいきいき通所介護 大里町 5315 

e-24 風林荘 宮原町 1191 

e-25 風林荘グループホーム 宮原町 1191 

e-26 介護老人福祉施設 風林荘 宮原町 1191 

e-27 

障害者施設 

あくしゅ 西下条町 1031 

e-28 勝沼授産園すきっぷハウス 西下条町 1031 

e-29 スキルアップスクール SES 甲府 宮原町 94-1 

e-30 児童福祉施設 中道北児童館 上曽根町 1890-1 

f-1 

昭和町 

診療所 

住友電工デバイス・イノベーション（株）健康管理

室 
紙漉阿原 1000 

f-2 大塚医院 紙漉阿原 216-4 

f-3 大竹皮フ科クリニック 紙漉阿原 27-2 

f-4 こぐれ眼科クリニック 押越 70-1 

f-5 こどもクリニックぷぅやない小児科 押越 73-1 

f-6 今井クリニック 河東中島 443 

f-7 森川医院 河東中島 1903 

f-8 げんきキッズクリニック 河東中島 748-1 

f-9 吉川外科整形外科 河西 623-8 

f-10 

老人福祉施設 

医療法人立史会 介護老人保健施設ノイエス 河東中島 443 

f-11 昭和デイサービスセンター 河西 1149-2 

f-12 デイサービスひだまり 河西 1493 

f-13 デイサービスりばーはうすひだまり 河西 1235-4 

f-14 

障害者施設 

さぽーと昭和 押越 2215-1 

f-15 みらいコンパニー昭和分場みらいファーム 紙漉阿原 1808-2 

f-16 ドロップ 上河東 738-1 

f-17 児童福祉施設 昭和町常永児童館 河西 8-1 

  



4-2-2-95 

表 4-2-2-13(3) 対象事業実施区域の医療・福祉施設等一覧 

No. 地域 区分 名称 所在地 

g-1 

中央市 

病院 山梨大学医学部付属病院 下河東 1110 

g-2 

診療所 

特別養護老人ホーム「らくえん」診療所 極楽寺 745-1 

g-3 愛クリニック 西新居 1-131 

g-4 おぎの医院 井之口 980-4 

g-5 きたむらクリニック 若宮 23-2 

g-6 山梨大学玉穂地区保健センター 河東 1110 

g-7 乙黒医院 成島 1722 

g-8 玉穂眼科クリニック 成島 1400-1 

g-9 玉穂ふれあい診療所 成島 2439-1 

g-10 一般財団法人京浜保険衛生協会山梨診療所 乙黒 354-11 

g-11 若葉クリニック 浅利 1686-2 

g-12 フルヤ眼科医院 布施 1990 

g-13 木之瀬医院 布施 2078-1 

g-14 オギノリバーシティ眼科 山之神 1122 

g-15 古屋クリニック 山之神 1533-21 

g-16 西野内科医院 山之神 2389-1 

g-17 吉崎内科循環器科クリニック 東花輪 669-2 

g-18 三本松医院 東花輪 66-10 

g-19 菊島耳鼻咽喉科医院 西花輪 3599-10 

g-20 赤岡整形外科医院 西花輪 3591 

g-21 

老人福祉施設 

らくえん 極楽寺 748 

g-22 らくえん倶楽部 極楽寺 745-1 

g-23 グループホームらくえん倶楽部 極楽寺 745-1 

g-24 玉穂在宅介護支援センター 乙黒 247-1 

g-25 介護老人保健施設玉穂ケアセンター 乙黒 247-1 

g-26 グループほーむ だんらん 乙黒 247-1 

g-27 進明園 デイサービスセンター 通所介護事業所 成島 2448-2 

g-28 デイサービスわらべうた 成島 2353 

g-29 ケアハウスパンセ 成島 2448-2 

g-30 中巨摩地区広域事務組合老人福祉センター 一町畑 1189 

g-31 田富町福祉センター 臼井阿原 301-5 

g-32 デイサービスセンター ゆたんぽ 上三條 508-1 

g-33 愛デイサービス 東花輪 927-7 

g-34 なごやか 布施 3924-1 

g-35 中央市田富総合会館 布施 2382 

g-36 ケアコート アンテプリマ 山之神 3329-8 

g-37 

障害者施設 

ルヴァン 成島 2027 

g-38 あおぞら 山之神 1522-83 

g-39 ほっとらんにんぐ 山之神 1522-83 

g-40 

児童福祉施設 

中央市立玉穂北部児童館 井之口 1139-1 

g-41 中央市立玉穂中央児童館 成島 2095-1 

g-42 中央市立玉穂西部児童館 下三條 133 

g-43 中央市立田富わんぱく児童館 東花輪 1351-1 

g-44 中央市立田富すみれ児童館 布施 242-3 

g-45 中央市立田富中央児童館 布施 2382 
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表 4-2-2-13(4) 対象事業実施区域の医療・福祉施設等一覧 

No. 地域 区分 名称 所在地 

h-1 

南アルプス市 

病院 高原病院 荊沢 255 

h-2 

診療所 

河住医院 浅原 208 

h-3 津久井胃腸科医院 加賀美 2885 

h-4 小川皮膚科クリニック 加賀美 3258 

h-5 荻原整形外科・外科医院 古市場 175-1 

h-6 やまびこ小児科クリニック 鮎沢 1363 

h-7 志村内科医院 荊沢 410 

h-8 

老人福祉施設 

デイサービスセンターわかくさ 鏡中條 1642-2 

h-9 花菱在宅介護支援センター 田島 1108 

h-10 
社会福祉法人千歳会 特別養護老人ホーム 花菱

荘 
田島 1108 

h-11 特別養護老人ホーム花菱荘 田島 1108 

h-12 花菱荘デイサービスセンター 田島 1108 

h-13 介護老人保健施設 ケアホーム花菱 田島 1105 

h-14 グループホーム甲西 田島 1105 

h-15 デイサービス花あかり 江原 171-1 

h-16 小規模通所事業所「あした葉」 落合 220-3 

h-17 医療法人高原会あすなろデイサービス 荊沢 247 

h-18 

障害者施設 

ラ・ピエーノⅡ 鏡中條 969-3 

h-19 どんぐりの森甲西 古市場 240 

h-20 どんぐりの家 古市場 240 

h-21 

児童福祉施設 

南アルプス市若草なかよし児童館 藤田 1512 

h-22 和泉児童遊園 和泉 296 

h-23 甲西児童館 清水 24 

i-1 

富士川町 

診療所 

ますほ共立診療所 長澤 225-4 

i-2 くぼた内科胃腸科医院 青柳町 50 

i-3 有泉医院 天神中條 1044 

i-4 医療法人小野皮膚科 最勝寺 1276-4 

i-5 

老人福祉施設 

国民健康保険 高齢者保険福祉支援センター 長澤 2374-2 

i-6 富士川町増穂デイサービスセンター 長澤 1942-1 

i-7 地域健康福祉センター 長澤 1942-1 

i-8 いきいきくらぶ第 2 長澤 687-2 

i-9 ますほ共立診療所デイサービスふるさと 長澤 225-4 

i-10 みんなの家どんぐり通所介護事業所 小林 1954-7 

i-11 グループホームどんぐり 小林 1954-7 

i-12 
あすなろデイサービス 天神中條センター こで

まりの家 
天神中條 64-1 

i-13 増穂町立老人福祉センター 青柳町 338-8 

i-14 ヒューマンサービス山梨いきいきくらぶ 最勝寺 1369-13 

i-15 指定短期入所生活介護事業所 福寿荘 小室 1241 

i-16 
社会福祉法人江戸川会 特別養護老人ホーム 福

寿荘 
小室 1241 

i-17 

障害者施設 

ゆあーずあんどゆうず 長澤 2374-1 

i-18 富士川町地域活動支援センター 長澤 1942-1 

i-19 増穂ふれあいワークハウス 長澤 2374-1 

i-20 ステップ増穂 長澤 450-1 

i-21 ステップ増穂Ⅱ 長澤 2318-7 

i-22 ますほホーム 天神中條 1104-5 

i-23 児童福祉施設 ますほ児童センター 小林 1952-8 

注 1.老人福祉施設のうち、「老人デイサービスセンター」、「在宅介護支援センター」、「老人福祉施設付設

作業所」については、平成 25 年 6 月現在、山梨県福祉保健部長寿社会課で見直し中のため、平成 23 年度

資料に基づいて作成している。 

資料：「病院一覧」（平成 25 年 6 月現在、山梨県ホームページ）     

「診療所一覧」（平成 25 年 6 月現在、山梨県ホームページ）    

「社会福祉施設一覧」（平成 25 年 6 月現在、山梨県ホームページ） 
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 2) 住宅の配置の概況 

対象事業実施区域を含む周辺市町村のうち、上野原市、大月市、都留市、笛吹市、甲府市、

昭和町、中央市、南アルプス市、富士川町には都市計画法に基づく都市計画区域が指定され

ている。これらのうち、上野原市を除く市町では対象事業実施区域に都市計画区域の指定が

掛かっており、さらに用途地域が掛かる市町は甲府市、昭和町、中央市、南アルプス市、富

士川町となる。 

対象事業実施区域及びその周囲では、甲府盆地内は、東海旅客鉄道身延線の常永駅、小井

川駅及び東花輪駅周辺や国道 52 号沿いに住宅が存在するが、概ね水田や畑地と集落が混在

している。また、甲府盆地の東側及び西側の地域はほとんどが森林地域となっている。 

 

  



 




