山梨県認知症サポート事業所一覧

(大月市)

※事業所名（五十音順（グループで登録した場合、窓口となった事業所名の五十音順））
※令和4年2月14日現在

66事業所
事業所名 ２
（支店名等）

事業所名 １

〒

所在地

電話番号

HP

あ
秋山薬局

409-0502

大月市富浜町鳥沢1955

0554-26-5316

認知症と診断されると御家族は不安になるので、薬局は共有し、介護保険
の申請などを説明したり一包化して服薬忘れのないよう、不安を取り除く
ような声掛けをするようお手伝いします。

あすなろ大月薬局

409-0617

大月市猿橋町殿上587-5

0554-20-1301

認知症の方やご家族の見守りや、お声かけを心がけます。
認知症SOS見守りネットワークに登録し捜索に協力します。
服薬においての相談にも対応します。

401-0012

大月市御太刀2-8-8

0554-22-6500

認知症の方おひとりおひとりのペースを見守り、ご家族の方や地域の方々
のサポートに協力します。

医療法人社団富士厚生クリニック

401-0013

大月市大月1-17-23

0554-22-1450

2名の認知症サポート医が日々診療に従事しております。全職員が認知症
サポーター講習を受講し、グループ内の各介護施設とシームレスな連携・協
力体制のもと、市民の方々が安心して暮らせる環境作りに日々励んでいま
す。

梅沢薬局

409-0614

大月市猿橋町猿橋47

0554-23-1155

お薬の飲み忘れ、飲み残しなどのご相談お気軽にどうぞ。

小俣薬局

401-0012

大月市御太刀1-3-5

0554-22-0151

・認知症に対する理解を深めるため、研修会への参加をしています。
・地域の認知症高齢者の方々を見守り、やわらかく声をかけ、お手伝いい
たします。
・服用のお薬を一包化・印字を行い、残薬の確認も必要に応じて行います。

大月市薬剤師会会営大月調剤薬局

401-0015

大月市大月町花咲1264-4

0554-22-5002

あ

い 医療法人社団 すずき整形外科医
院
い

う
お

お

宣言内容

お

一包化、残薬の確認、お薬カレンダーの活用など認知症の方やご家族への
丁寧な対応を心掛けます。
・認知症になっても住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らせる大月市
0554-22-2111
を目指して地域づくりに取り組みます。
・認知症サポーター養成講座を開催し、認知症に関する正しい知識の普及
に取り組みます。
http://www.city.otsuki.yaman
・職員が認知症サポーター養成講座を受講し、認知症に対する理解を深
0554-22-2111
ashi.jp/
め、認知症の方に合わせた対応を心掛けます。
・行方不明者の捜索を行います。
0554-23-8034
・署員が認知症サポーター養成講座を受講し、認知症に対する理解を深
め、認知症の方に合わせた対応を心掛けます。

大月市役所

本庁

401-8601

大月市大月二丁目6-20

大月市役所

花咲庁舎

401-0015

大月市花咲1608-19

大月市消防署

401-0015

大月市大月町花咲160819

大月市商工会

401-0012

大月市御太刀1-14-24

0554-22-1648

大月市立図書館

401-0011

大月市駒橋1-5-1

0554-22-4815

大月短期大学

401-0013

大月市大月1-16-2

0554-23-8034

介護ショップさくら

401-0011

大月市駒橋1-11-2

0554-30-1023

か
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http://www.otsuki.or.jp

認知症の方やご家族を温かく見守り、やさしく声をかけお手伝いします。
認知症SOS見守りネットワークに登録し、捜索に協力します。
認知症サポーターの養成に努めるとともに、見守りネットワークの関係機
関との連携を図ります。

http://www.city.otsuki.yaman ・学内で認知症の方やご家族を見かけた際は、温かく見守り、やさしく声を
ashi.jp/
かけお手伝いします。
・職員が認知症サポーター養成講座を受講し、認知症に対する理解を深
め、認知症の方に合わせた対応を心掛けます。
①弊社は介護ショップも併設している為、御来店になったお客様には、や
さしくゆっくりと声掛けさせて頂き急がせないように、品物や金額の説明
などを行います。お支払いに関しても判り易く御納得頂けるように心掛け
ています。
http://www.fujikosei.or.jp
②１人で来店された場合には、帰り道等に不便がないか確認して、迎えを
必要とする場合は本人と相談しながら対応します。
③スタッフが外出先等で認知症と思われる方に遭遇したら、親切に相手に
目線を合わせながら穏やかな口調で対応する事を心掛けます。

山梨県認知症サポート事業所一覧

(大月市)

※事業所名（五十音順（グループで登録した場合、窓口となった事業所名の五十音順））
※令和4年2月14日現在

66事業所
事業所名 ２
（支店名等）

事業所名 １

〒

所在地

電話番号

か

か

き

株式会社 クスリのサンロード

大月店

401-0011

大月市駒橋2丁目2-12

0554-56-8228

株式会社 山梨中央銀行

大月支店

401-8691

大月市大月1-6-8

0554-22-3111

株式会社 山梨中央銀行

猿橋支店

409-0614

大月市猿橋町猿橋153

0554-22-2421

共立診療所さるはし

409-0617

大月市猿橋町殿上587-1

0554-22-2811

共立デイサービスさるはし

409-0617

大月市猿橋町殿上587-1

0554-22-2811

HP

認知症の方とそのご家族のサポートを通じて、すべての店舗が、その所在
http://www.kusurinosunroad.
地域で、お役に立てる様に認知症について正しい理解と対応を学んでいま
com
す。
https://www.yamanashibank. 皆さまに安心してご利用いただけるよう、見守り活動や認知症サポーター
co.jp
の養成などに取り組んで参ります。

http://gunnai-kyoritsu.jp/

職員研修会などを開催し、認知症に関する理解を深めます。
認知症の方やご家族を温かく見守り、やさしく声かけする職員風土を創り
ます。

http://www.heisei294.org

認知症の方やご家族を温かく見守り、やさしく声をかけお手伝いします。
定期的に開催しているオレンジカフェを通して認知症に対する理解を広め
ていきます。

居宅支援事業所さるはし

409-0617

大月市猿橋町殿上402-1

0554-22-2811

笑の家とのうえ

409-0617

大月市猿橋町殿上402-1

0554-22-2811

グループホームラシーク桂台

409-0618

大月市猿橋町桂台1-99

0554-56-8739

クローバーケアサービス

401-0012

大月市御太刀2-8-8 ラ・グ
ランメール2F

0554-23-3888

・認知症の方やご家族が安心して地域で生活していけるように支援してい
きます。
・認知症SOS見守りネットワークに登録し、捜索に協力します。

広明堂薬局

401-0013

大月市大月1-11-23

0554-22-0487

認知症の方とそのご家族への見守りややさしい対応を心掛けます。また、
調剤においてはわかりやすい服薬指導や残薬確認などに対応いたします。

三枝医院

401-0022

大月市初狩町中初狩191-7

0554-25-6006

・認知所の方やご家族を温かく見守り、やさしく声をかけお手伝いします。
・認知症SOS見守りネットワークに登録し、捜索に協力します。

サンコート大月

401-0005

大月市賑岡町浅利1108-1

0554-23-1165

地域での声かけで安心のお手伝いをします。

法人本部

401-0015

大月市大月町花咲10

0554-23-2001

社会福祉法人 大月市社会福祉協
議会

居宅介護支援事業所 介護プ
ラン花さき

401-0015

大月市大月町花咲10

0554-23-2001

社会福祉法人 大月市社会福祉協
議会

訪問介護事業所 ヘルパース
テーション花さき

401-0015

大月市大月町花咲10

0554-23-2001

社会福祉法人 大月市社会福祉協
議会

通所介護事業所 デイサービ
スやまゆり

409-0501

大月市富浜町宮谷1518-1

0554-23-2001

住友生命保険相互会社

山梨支社大月支部

401-0013

大月市大月1-19-6ＭＴビル

0554-23-2291

401-0015

大月市大月町花咲390 大
月フラワーハイツ1C

く

く

こ
さ
さ

宣言内容

し 社会福祉法人 大月市社会福祉協
議会

す

せ
セントケア大月

身近な地域全体、みんなで見守るネットワークを構築すべく地域福祉を推
http://www.otsuki-shakyo.jp 進しています。
めざせ！ 職員も住民もみんなサポーター！

認知症の方やご家族を温かく見守ると共に、認知症についての知識や相
https://www.post.japanpost.j 談窓口等の情報をお伝えします。
p/
また、営業活動を通じて「共生」と「予防」に向けた健康増進のサポートを
行っていきます。
認知症になっても、その人がその人らしく住み慣れた地域でずっと一緒に
暮らしていきたい。そんな「ずっとお家」プロジェクトの基、認知症SOS見
0554-21-5311 http://www.saint-care.com/
守りネットワークに登録し、捜索に協力する等、様々な活動を行っていま
す。
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※事業所名（五十音順（グループで登録した場合、窓口となった事業所名の五十音順））
※令和4年2月14日現在
事業所名 １

66事業所
事業所名 ２
（支店名等）

〒

所在地

電話番号

HP

た
第一生命保険株式会社
ち
つ

郡内東営業オフィス

中央調剤薬局

401-0012

大月市御太刀1-13-21

050-3782-3258

401-0015

大月市大月町花咲1264-3

0554-20-1125

http://www.dai-ichilife.co.jp/

と
と

に

地域の認知症の方やご家族を温かく見守り、応援者として優しく支援いた
します。
また、営業活動を通じて認知症・介護の現状について普及活動を推進しま
す。
一包化調剤、粉砕等のみやすい工夫。残薬確認で飲み忘れ防止など、認知
症の方や御家族への親切な対応を心掛けます。

都留信用組合

大月支店

401-0012

大月市御太刀1-7-3

0554-22-1333

都留信用組合

猿橋支店

409-0617

大月市猿橋町殿上357-6

0554-22-2131

○職員への認知症に対する理解の促進を行います。
http://www.tsurushinkumi.co ○認知症の正しい理解に基づく、認知症の方や家族へのやさしい対応
○各市町村の「こどもから高齢者、障がい者等の見守り活動」へ協力しま
.jp/
す。

デイサービスいきがい

409-0618

大月市猿橋町桂台1-100-1

0554-22-8887

http://www.heisei294.org

デイサービスセンター「ハッピー
サークル」

409-0623

大月市七保町葛野1574番
地2

0554-22-2770

当事業所は、認知症の方を温かく見守り、ご家族の方が安心出来るお手
伝いが出来る事業所を目指して、日々努力します。
認知症SOS見守りネットワークに登録し、捜索に協力します。

東京薬局

409-0502

大月市富浜町鳥沢2732

0554-26-5327

認知症の方やご家族を温かく見守ります。服薬指導・お薬相談・健康相談
にも対応しています。

特別養護老人ホーム 志仁也

401-0021

大月市初狩町下初狩414610

0554-20-2552

デイサービスセンター シニア

401-0021

大月市初狩町下初狩414610

0554-20-2552

特別養護老人ホーム 山美家

401-0022

大月市初狩町中初狩327445

0554-20-2550

介護老人保健施設 ももくら

409-0622

大月市七保町下和田21320554-20-1111
1

介護老人保健施設として、周辺地域に根を張り、認知症になっても安心し
て暮らせるように、ご本人様やご家族様を多職種でサポートできるようお
手伝いさせていただきます。

訪問看護ステーション ももくら

409-0622

大月市七保町下和田2132- 0554-20-1115
1

訪問介護ステーションとして、周辺地域に出張訪問し、認知症になっても安
心して暮らせるように、ご本人様やご家族様を多職種でサポートできるよ
うお手伝いさせていただきます。

て

て

宣言内容

・従業員研修等の開催等、認知症に対する理解の促進
・認知症の方や家族へのやさしい対応
・認知症高齢者等の見守り、SOSネットワークへの協力

認知症の方を積極的に受け入れ、安心して生活ができるよう支援していき
ます。
http://www.fujikosei.or.jp

日本郵便株式会社

猿橋郵便局

409-0617

大月市猿橋町殿上４２３-５

0554-22-1255

日本郵便株式会社

初狩郵便局

401-0022

大月市初狩町中初狩３０１-１

0554-25-6650

日本郵便株式会社

鳥沢郵便局

409-0502

大月市富浜町鳥沢３９５-２

0554-26-5054

日本郵便株式会社

大月郵便局

401-8799

大月市御太刀１-１３-１

0554-22-0055

日本郵便株式会社

七保郵便局

409-0623

大月市七保町葛野２３７０-１

0554-22-2540

日本郵便株式会社

笹子郵便局

401-0024

大月市笹子町吉久保２７

0554-25-2040

日本郵便株式会社

真木郵便局

401-0016

大月市大月町真木３５８３

0554-22-5101
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認知症に対する正しい知識と理解のある認知症サポーターの養成を行い
ます。
https://www.post.japanpost.j
認知症の方やその家族に対して業務に支障のない範囲で認知症サポー
p/
ターとして手助けを行います。
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※事業所名（五十音順（グループで登録した場合、窓口となった事業所名の五十音順））
※令和4年2月14日現在
事業所名 １

ふ

ふ
ほ
ま
や
や

事業所名 ２
（支店名等）

〒

所在地

電話番号

HP

梁川郵便局

409-0503

大月市梁川町綱の上１４４３

0554-26-2040

日本郵便株式会社

大月駒橋郵便局

401-0011

大月市駒橋３-４-２１

0554-22-5102

401-0013

大月市大月2-12-30 塩谷
ビル1階

0554-30-1125

認知症状のご利用者だけではなく介護する家族の悩み、悲しみ、苦しい思
いに寄り添った援助ができるようお手伝いします。

401-0013

大月市大月2-12-30 塩谷
ビル1階

0554-20-1222

認知症の方も訪問ヘルパーがやさしく、温かく支援しています。

デイサービスセンター福祉工房

401-0006

大月市賑岡町奥山1833

0554-21-5335

・認知症の方やその家族への支援、相談等進んで行います。
・専門職という立場を活かし地域に正しい理解を促進できるように努めま
す。

藤本医院

409-0613

大月市猿橋町伊良原91-1

0554-22-8155

認知症の方やご家族を支援していきます。

古沢薬局

401-0013

大月市大月1-6-11

0554-23-0032

服薬指導・お薬相談・健康相談にも対応しています。認知症の方やご家族
を温かく見守ります。

堀田医院

401-0013

大月市大月1-5-20

0554-22-0113

認知症の方やご家族を支援していきます。

真木調剤薬局

401-0016

大月市大月町真木2182

0554-22-1857

認知症の方やご家族を温かく見守り、やさしく声をかけお手伝いします。

安留薬局

401-0013

大月市大月2-12-34

0554-22-0049

薬の飲み間違いや飲み忘れ、飲み残しなどを防止する方法を工夫するな
どして、認知症の方やご家族の相談にのっていきたいと思います。

401-0013

大月市大月1-10-1

0554-22-1161

福祉工房

山梨信用金庫

訪問事業所

大月支店

http://www.yamasin.jp/
山梨信用金庫

猿橋支店

当金庫は、認知症の方やご家族が住み慣れた地域で安心して生活できる
よう、日常業務を通じて、温かく見守るとともに、やさしく声をかけること
などを行い、支え合う地域づくりを目指す山梨県の取組みに協力します。

409-0614

大月市猿橋町猿橋48-1

0554-22-2161

有限会社 かえでケアサービス

409-0613

大月市猿橋町伊良原214

0554-20-1261

有限会社ひまわり福祉サービス

409-0622

大月市七保町下和田1521- 0554-56-7111
http://yuuyuu.in.coocan,jp
5

認知症サポート事業所として、地域の方々と共に学び、認知症を予防する
取り組みを広げていきます。
認知症の方々に寄り添い安心してその人らしく暮らせるよう支援します。

わたなべクリニック

409-0614

大月市猿橋町猿橋184

認知症の方やご家族を支援していきます。

ゆ

ゆ

わ

宣言内容

日本郵便株式会社

福祉工房

ふ

66事業所

0554-22-2428
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・認知症になった人や家族の気持ちを理解するよう努め、できる範囲で手
助けをいたします。
・認知症になっても安心して暮らせる町づくりを応援します。

