
山梨県認知症サポート事業所一覧 (昭和町)

※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 35事業所

事業所名　１
事業所名　２
（支店名等）

〒 所在地 電話番号 HP 宣言内容

あ

アイセイ薬局 昭和店 409-3867 昭和町清水新居1215-2 055-237-6661

・認知症の正しい理解に基づき、認知症の方や家族を温かく見守り、やさし
く声をかけお手伝いします。
・従業員研修の開催等による、認知症に対する理解の促進。

あ

アポロ薬局 409-3863 昭和町河東中島748-15 055-287-6333 https://apollo-pharm.com/
認知症の方とそのご家庭に寄り添い、懇切丁寧な対応を心がけます。
認知症の方が安心して暮らせる環境づくりに、薬局一同貢献していきま
す。

い
イオン薬局 甲府昭和店 409-3852 昭和町飯喰1505-1 055-268-7690

https://www.aeon.com/store
/

昭和町の認知症初期集中支援チーム（オレンジチーム）に参加し、指導や助
言のバックアップをしていきます。

医療法人　銀門会
甲州訪問リハビリテーション
昭和事業所

409-3865
昭和町西条新田845-2　新
生館106号

055-298-4100

医療法人　銀門会
甲州訪問看護ステーション
昭和事業所

409-3865
昭和町西条新田845-2　新
生館106号

055-275-4000

医療法人武川会　武川病院 409-3852 昭和町飯喰1277 055-275-7311 http://www.takekawa-hp.jp
認知症の方や家族を、地域全体で温かく見守り、やさしくていねいな声を
かけお役に立てるよう協力いたします。
又、認知症SOS見守りネットワークに登録し、捜索にも協力します。

医療法人武川会　介護老人保健施
設ひばり苑

409-3852 昭和町飯喰1277 055-275-9511

・認知症への理解を持ち、認知症の方１人１人に合わせた個別の対応を心
がけます。
・認知症の理解を深めるため、職員研修を開催しています。
・認知症の方やそのご家族を温かく見守り、支援します。

ひばり苑指定居宅介護支援事業所 409-3852 昭和町飯喰1277 055-275-9511
認知症の方やご家族が住み慣れた地域で安心して生活して頂けるようサ
ポートしていきます。

か
介護老人保健施設　ノイエス 409-3863 昭和町河東中島443 055-275-1165 認知症の方やご家族を温かく見守り、やさしく声をかけます。

か

株式会社　イトーヨーカ堂 甲府昭和店 409-3866 昭和町西条１３-１ 055-268-1311 http://www.itoyokado.co.jp/

○高齢化社会の進行や単身世帯の増加、ならびに小売店舗をはじめとす
る様々な地域拠点の減少といった社会環境の変化が進む中、山梨県とイ
トーヨーカ堂が連携・協力して、高齢者等の見守り活動や認知症サポーター
の養成を通じて安全・安心な街づくりを推進していきます。

か

株式会社　クスリのサンロード 昭和店 409-3852 昭和町飯喰412-1 055-240-7377
http://www.kusurinosunroad.
com

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。

か
株式会社サポート ウルス薬局 409-3862

中巨摩郡昭和町上河東１３１
３－１０

055-267-8934 認知症の方へやさしく、ゆっくりとお薬の説明をします。

株式会社　山梨中央銀行 昭和支店 409-3852 昭和町飯喰1533-1 055-275-5826

株式会社　山梨中央銀行 ローンスクエア甲府支店 409-3867 昭和町清水新居5-7 055-223-8081

株式会社　山梨中央銀行 美術館前支店 409-3867
昭和町飯喰1533-1（ライフ
スクエア甲府支店内）

055－222－1381

か

カラダファクトリー イトーヨーカドー甲府昭和 409-3866
中巨摩郡昭和町西条13-1
1F

055-268-0166 https://fortune-corp.co.jp/
各事業において、認知症に関する理解を深め、お客様としてご利用いただ
く際にあたたかく見守り、ご利用いただきやすい環境整備を推進していき
ます。

い

い

医療法人　銀門会では、医療・介護・福祉のプロ集団として認知症サポー
ターを養成し、ご本人やそのご家族の方々が住み慣れた地域で安心して自
分らしく生活できるようお手伝いをさせていただきます。また、専門職が
運営する『認知症カフェ』を定期的に開店しています。

http://www.krg.ne.jp/care/

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

http://www.takekawa-
hp.jp/original14.html

か
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く

グループホームひかり昭和西条 409-3866 昭和町西条2092 055-268-6650

・認知症ケアの専門職として、地域の皆様が住み慣れた地域で安心して暮
らし続けることができる生活環境づくりを支援していきます。
・認知症介護のことでお悩みの方の相談に応じます。
・認知症サポーター養成講座の開催ならびに昭和町認知症サポータース
テップアップ講座の開催を行っています。

け

ケアプラザ昭和 409-3851 昭和町河西1149-2 055-288-9578
http://sasamotokai.net/sasa
nohakai

①認知症についての理解を促進するため、事業所職員を認知症キャラバン
メイトとして養成し、事業所内及び地域において認知症サポーター養成講
座を開催します。
②認知症介護のことでお悩みの方の相談に応じます。
③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。

し 社会福祉法人　昭和町社会福祉協
議会

409-3864 昭和町押越955番地1 055-275-0640
http://www.showashakyo.or.j
p

認知症の方やご家族を含めた地域の人々が、住み慣れたまちで安心して
生活することが出来るよう、様々な活動を行います。

昭和町役場 409-3864 昭和町押越542-2 055-275-2111

昭和町総合会館 409-3864 昭和町押越616 055-275-6461

昭和町中央公民館 409-3864 昭和町押越532 055-275-8641

昭和町立温水プール 409-3864 昭和町押越970 055-275-9811

昭和町立図書館 409-3864 昭和町押越575 055-275-7860
https://www.lib.showacho.ed
.jp

し
昭和南耳鼻咽喉科クリニック 409-3863 昭和町河東中島1583-16 055-231-5426

https://www.showaminami-
clinic.com/

職員一同、認知症について正しく理解し、認知症の方やご家族を温かく見
守り、サポートさせて頂きます。

た

第一生命保険株式会社 甲府南営業オフィス 409-3867
昭和町清水新居1349-6
サンマリーナビル昭和1階

050-3782-3268
http://www.dai-ichi-
life.co.jp/

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。

つ
土田クリニック　腎・泌尿器科 409-3863 昭和町河東中島1590-3 055-275-5656 http://tsuchida-cl.jp/

スタッフ一同で認知症への理解を持ち、認知症の方や家族の方の言葉に耳
を傾け、温かく見守ります。

と
特別養護老人ホーム昭寿莊 409-3866 昭和町西条2605 055-275-5551 http://syowakai.jp/

認知症の方やご家族が安心して暮らすことができるよう優しい対応をお手
伝いします。

に
にいな歯科医院 409-3864 昭和町押越476-1 055-298-6525

https://www.niina-
shika.com/

認知症の方、ご家族の方の手助けができるようがんばります。

日本郵便株式会社 昭和郵便局 409-3864 昭和町押越６６８-３ 055-275-2001

日本郵便株式会社 国母駅前郵便局 409-3866 昭和町西条５１０ 055-275-5261

ほ
訪問介護ゆらぎ 409-3864 昭和町押越１７００ 055-225-6411

認知症の方、ご家族の方が、安心できる様に、優しい声掛け、見守りをし
て、地域で、生活しやすいように、お手伝い致します。

や

山梨県民信用組合 昭和支店 409-3863 昭和町河東中島298 055-275-2919
http://www.yamanashikenmi
n.shinkumi.jp

○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。

に

https://www.town.showa.yam
anashi.jp

・認知症の方やご家族はもちろん、高齢者に対してもやさしく声かけや対
応をします。
・専門職（保健師等）が認知症の相談に乗ります。
・認知症の方になっても、可能な限り住み慣れた地域で生活できるような
まちづくりを住民や関係機関とともにつくっていきます。

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/

し
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や

山梨信用金庫 昭和支店 409-3863 昭和町河東中島1750-1 055-275-4311 http://www.yamasin.jp/
　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。

ゆ

有限会社ひだまり
デイサービスりばーはうすひ
だまり

409-3851 昭和町河西1493 055-275-6106
http://care-
net.biz/19/hidamari/

認知症ケアの取組みを行っている事業所です。職員の研修会を行ったり、
認知症のかたに対する対応・ケアに力を入れています。認知症SOSに協力
します。
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