
山梨県認知症サポート事業所一覧 (北杜市)

※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））
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事業所名　１
事業所名　２
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〒 所在地 電話番号 HP 宣言内容

あ

アーク調剤薬局 長坂店 408-0034
北杜市長坂町大八田3878-
1

0551-45-9537

・認知症の疑いに気づいたときは、速やかにかかりつけ医や地域包括支援
センターと連携して適切な対応を心がけます。
・薬物治療が適切に行われる環境を整えられるよう、お手伝いします。

あ
アイセイ薬局 白州店 408-0315 北杜市白州町白須1345 0551-35-0033 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。

あ
阿久津歯科医院 408-0011 北杜市高根町箕輪新町265 0551-47-3127 歯科の立場で認知症の方々をサポートします。

か
株式会社　赤岡綜合薬局 須玉店 408-0112 北杜市須玉町若神子713-1 0551-45-7311 認知症の方に寄り添い、やさしくサポートしていきます。

か
株式会社うえはら うえはら薬局 408-0021

北杜市長坂町長坂上条
2061-5

0551-32-8804
継続的に来局される方の見守り、また訪問時の体調の変化等に気づき、声
かけなどしていきます。

株式会社　クスリのサンロード 長坂店 408-0034 北杜市長坂町大八田4018 0551-32-1132

株式会社　クスリのサンロード 小淵沢店 408-0044 北杜市小淵沢町3181-1 0551-45-8662

か

株式会社やさしい手甲府 北杜事業所 408-0114 北杜市須玉町藤田799-1 0551-42-5211
http://www.yasashiite-
kofu.co.jp/

弊社は「いつでも・どこでも・だれにでも」をモットーに、高齢者が住み慣れ
た地域で安心して生活が送れるよう、訪問介護、通所介護、居宅介護支援
を中心に総合的な在宅介護サービスを行っております。認知症になっても
安心して生活ができる地域を目指す上で、認知症の進行とともに生じる、
生活の不自由さや不安などへ寄り添える支援者を増やしていく事が大切
だと考えております。その為に、認知症サポーター養成講座を始め、地域向
けの認知症勉強会、認知症を支えるご家族の意見交換会の開催などを推
進して参ります。
認知症専門職によるご相談も受け付けておりますので、いつでもお問い合
わせください。

株式会社　山梨中央銀行 須玉支店 408-0114 北杜市須玉町藤田442 0551-42-2211

株式会社　山梨中央銀行 長坂支店 408-0021
北杜市長坂町長坂上条
2496

0551-32-3311

株式会社　山梨中央銀行 小淵沢支店 408-0044 北杜市小淵沢町796-1 0551-36-2311

株式会社　山梨中央銀行 高根支店 408-0019
北杜市高根町村山東割
694-4

0551-47-4721

株式会社　山梨中央銀行 武川支店 408-0302 北杜市武川町牧原686-5 0551-26-3031

こ 公益社団法人　山梨勤労者医療協
会
武川歯科診療所

408-0302 北杜市武川町牧原1371 0551-26-3133

http://www.yamanashi-
min.jp/kinikyou/medical/sika
/mukawa-2.html

　認知症の方も安心して通える診療所を目指して、職員の認知症への理解
を高めていきたいと思います。

こ
甲府信用金庫 長坂支店 408-0021

北杜市長坂町長坂上条
2057

0551-32-3235 http://www.kofushinkin.co.jp
認知症の方やご家族に配慮し、安心してご利用いただけるようサービス向
上への取り組みを行います。

こ
コミュニティカフェ　たんぽぽ食堂 408-0034 北杜市長坂町大八田3913 0551-45-6890

ご来店時、認知症の方や付き添いの方をサポートします。何でもお気軽に
お声がけください。

た
高根調剤薬局 408-0002

北杜市高根町村山北割
1973-2

0551-35-9320 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。

か

か

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
の養成などに取り組んで参ります。

https://www.yamanashibank.
co.jp

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
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
す。

http://www.kusurinosunroad.
com
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特別養護老人ホーム 明山荘 408-0204 北杜市明野町上手520 0551-25-2512

明山荘
小規模多機能型居宅介護事
業所

408-0204 北杜市明野町上手520 0551-25-2566

明山荘 デイサービスセンター 408-0204 北杜市明野町上手520 0551-25-3500

いきいきほくと福祉相談センター 408-0204 北杜市明野町上手520 0551-25-4320

看護小規模多機能型居宅介護事業
所

きよさとの家 407-0301
北杜市高根町清里3545-
2550

0551-48-5512

日本郵便株式会社 北杜郵便局 408-8799
北杜市長坂町長坂上条２０５
１-１

0551-32-3163

日本郵便株式会社 須玉郵便局 408-0112
北杜市須玉町若神子１４７６-
１

0551-42-2951

日本郵便株式会社 台ヶ原郵便局 408-0312 北杜市白州町台ヶ原２２９１ 0551-35-2001

日本郵便株式会社 篠尾郵便局 408-0041
北杜市小淵沢町上笹尾４６８
-１

0551-36-2960

日本郵便株式会社 秋田郵便局 408-0034 北杜市長坂町大八田４９２ 0551-32-2953

日本郵便株式会社 津金郵便局 407-0322 北杜市須玉町下津金２８７３ 0551-46-2001

日本郵便株式会社 大泉郵便局 409-1502 北杜市大泉町谷戸２９７２ 0551-38-2001

日本郵便株式会社 小淵沢郵便局 408-0044 北杜市小淵沢町１０４３-４ 0551-36-2001

日本郵便株式会社 日野春郵便局 408-0024 北杜市長坂町富岡８２-１ 0551-32-6921

日本郵便株式会社 多麻郵便局 408-0105 北杜市須玉町東向２７１９ 0551-42-2952

日本郵便株式会社 長坂郵便局 408-0021
北杜市長坂町長坂上条２４９
３-１

0551-32-2001

日本郵便株式会社 増富郵便局 408-0102 北杜市須玉町比志２７４-１ 0551-45-0001

日本郵便株式会社 安都那郵便局 408-0019
北杜市高根町村山東割７１０-
７

0551-47-2001

日本郵便株式会社 駒城郵便局 408-0307 北杜市武川町柳澤１６４０-１ 0551-26-2001

日本郵便株式会社 清里郵便局 407-0301
北杜市高根町清里３５４５-４
０５

0551-48-2001

日本郵便株式会社 武川郵便局 408-0302 北杜市武川町牧原９５１-１ 0551-26-2955

と

に

https://www.ryokuju.com/

○認知症サポーター養成講座修了者34人のうち4人が認知症キャラバン
メイトです。
　北杜市と協力し、法人のキャラバンメイトが法人会議室を開放して養成講
座を開催しています。また、要請に応じて、地域住民や子育て世代、民生委
員等を対象とした出張講座を開催しています。
○地域へ認知症に対する理解を促進し、SOS見守りネットワークへ協力し
ます。
○認知症緩和プログラムを策定し、対象者に実施しています。
○認知症の方だけでなく、ご家族も安心して生活できるようにサポートし
ています。
○今後も事業所内外で養成講座受講者を増やし、認知症に対する理解と
支援の促進に力を入れていきます。

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。
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
ターとして手助けを行います。

https://www.post.japanpost.j
p/
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日本郵便株式会社 明野ひまわり郵便局 408-0204 北杜市明野町上手５０３７-１ 0551-25-2941

日本郵便株式会社 小泉郵便局 408-0031
北杜市長坂町小荒間１９８４-
１

0551-32-2010

日本郵便株式会社 熱見郵便局 408-0018
北杜市高根町村山西割２１１
５-１

0551-47-2954

日本郵便株式会社 鳳来郵便局 408-0317 北杜市白州町下教来石１-６ 0551-35-2900

ほ
北杜市立甲陽病院 408-0034

北杜市長坂町大八田3954
番地

0551-32-3221
https://www.city.hokuto.yam
anashi.jp/

「やさしく親切に地域から信頼される病院をめざします」の基本理念のも
と、認知症の方やご家族を支援いたします。

み
三井歯科クリニック 408-0112 北杜市須玉町若神子3094 0551-45-9535 来院できない患者様には自宅、施設、病院へ往診することができます。

や

八ヶ岳観光福祉デザイン室 409-1501

北杜市大泉町西井出3000-
2
山崎団地F5

080-4444-2131 http://y-kfd.com/

認知症の方を含む「誰もが誰とでも楽しく楽しめる観光地域」づくりに取り
組みます。
認知症の方と一緒に外出する機会を作ります。認知症の方が楽しめる居場
所を作ります。
地域の方へ認知症の方が不便を感じることや、手助けをしていただきたい

山梨県民信用組合 須玉支店 408-0112
北杜市須玉町若神子2300-
4

0551-42-3311

山梨県民信用組合 武川支店 408-0302 北杜市武川町牧原1450-2 0551-26-3311

山梨県民信用組合 長坂支店 408-0021
北杜市長坂町長坂上條
2502-1

0551-32-2551

山梨県民信用組合 大泉支店 409-1501
北杜市大泉町西井出3380-
1

0551-38-0311

よ
吉田医院 408-0315 北杜市白州町白須1008-1 0551-35-0121 自宅で快適に過ごせるよう協力します

や

○認知症に関する理解を深め、認知症の方が来店された際や、ご家庭に訪
問した際にやさしい対応を心がけます。
○認知症の方やそのご家族を応援することで認知症の方が安心して暮ら
せる環境づくりに地域金融機関として貢献していきます。

http://www.yamanashikenmi
n.shinkumi.jp

3 / 3 ページ


