山梨県認知症サポート事業所一覧

(笛吹市)

※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3月14日現在
五十音

事業所名 １

79事業所
事業所名 ２
（支店名等）

〒

所在地

電話番号

HP

あ
愛の家グループホーム

笛吹石和

406-0034

笛吹市石和町唐柏466

055-261-5090

https://mcs-ainoie.com/

406-0035

笛吹市石和町広瀬623-40

055-263-1568

http://www.yamanashimin.jp/ymp/index.html
http://www.krg.ne.jp/rehabili
/

あ
あすなろ石和薬局
い

医療法人 銀門会

甲州リハビリテーション病院

406-0032

笛吹市石和町四日市場
2031

055-262-3121

医療法人 銀門会

甲州ケア・ホーム

406-0032

笛吹市石和町四日市場
2031

055-263-0242

医療法人 銀門会

甲州通所リハビリテーション

406-0032

笛吹市石和町四日市場
2031

055-263-0242

医療法人 銀門会

甲州デイサービスセンター
認知症対応型通所介護

406-0032

笛吹市石和町四日市場
2031

055-263-0242

医療法人 銀門会

甲州訪問リハビリテーション
石和事業所

406-0032

笛吹市石和町四日市場
2031

055-263-0242

医療法人 銀門会

甲州訪問看護ステーション
石和事業所

406-0032

笛吹市石和町四日市場
2031

055-262-8011

医療法人 銀門会

甲州訪問介護ステーション

406-0032

笛吹市石和町四日市場
2031

055-261-2265

医療法人 銀門会

甲州定期巡回・随時対応型訪
問介護看護ステーション

406-0032

笛吹市石和町四日市場
2031

055-263-8000

医療法人 銀門会

甲州居宅介護支援事業所

406-0032

笛吹市石和町四日市場
2031

055-262-0011

医療法人 銀門会

居宅療養管理指導

406-0032

笛吹市石和町四日市場
2031

055-263-0242

医療法人 銀門会

甲州デイサービスセンター
一宮事業所

405-0064

笛吹市一宮町塩田741-1

0553-47-6602

医療法人 銀門会

甲州訪問看護ステーション
一宮事業所

405-0064

笛吹市一宮町塩田741-1

0553-47-6603

医療法人 銀門会

甲州居宅介護支援事業所
一宮事業所

405-0064

笛吹市一宮町塩田741-1

0553-47-6600

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

い
医療法人社団協友会 笛吹中央病
院

406-0032

笛吹市石和町四日市場47-1

055-262-2185
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http://www.fch.or.jp/

宣言内容
・認知症専門の介護事業所として、地域の方の相談窓口として相談を受け
付け致します。
・一括申込の全ホームにキャラバンメイトの保有者が在籍しているので、認
知症サポーター養成講座の開催を積極的に致します。
・認知症ケアの事例・実践実績などを活用し普及・啓発活動を行ってまいり
ます。
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。
またお薬についての困り事、心配な点のご相談にのり安心してお薬が服用
できるようお手伝いします。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。

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。

認知症ケアチームを中心に、住み慣れた地域で生活できるように支援の
輪を広げ、「認知症カフェすぴーち」を11月から月1回開店しています。
ネーミング通り、対話を中心に認知症の方やご家族の思いを傾聴し、温か
く見守る支援をしています。
また、認知症サポーターを増やすために、認知症サポーター養成講座を開
催し、認知症の理解を深める活動をしていきます。

山梨県認知症サポート事業所一覧

(笛吹市)

※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3月14日現在

事業所名 ２
（支店名等）

事業所名 １

五十音

か

79事業所

カーブス

イッツモア一宮

〒
405-0076

所在地
笛吹市一宮町竹原田1333

電話番号

HP

0553-47-5203

https://fortune-corp.co.jp/
カラダファクトリー

イッツモア一宮

405-0076

笛吹市一宮町竹原田1333

0553-47-1335

406-0032

笛吹市石和町四日市場
2031-24

055-263-4111

サービス付き高齢者向け住宅
サンホームからかしわ

406-0034

笛吹市石和町唐柏400-1

055-261-5211

デイサービスセンターからかしわ

406-0034

笛吹市石和町唐柏400-1

055-261-5211

サンライフ訪問介護事業所

406-0034

笛吹市石和町唐柏400-1

055-261-5211

福祉用具貸与事業所 きぼう

406-0032

笛吹市石和町四日市場
2031

055-261-1602

か 介護付有料老人ホーム
サンライフ寿

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。

株式会社やさしい手甲府

笛吹事業所

405-0058

笛吹市一宮町小城300-1

0553-20-5330

http://www.yasashiitekofu.co.jp/

株式会社 クスリのサンロード

八代店

406-0822

笛吹市八代町南4255-1

055-236-8136

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。

株式会社 山梨中央銀行

石和支店

406-8701

笛吹市石和町市部789-78

055-262-2281

株式会社 山梨中央銀行

御坂支店

406-0804

笛吹市御坂町夏目原694-4

055-262-3012

株式会社 山梨中央銀行

一宮支店

405-0056

笛吹市一宮町一之宮10083

0553-47-1133

株式会社 山梨中央銀行

八代支店

406-0822

笛吹市八代町南566

055-265-2511

株式会社 山梨中央銀行

春日居支店

406-8701

笛吹市石和町市部789-78
（石和支店内）

0553－262－2281

株式会社 山梨中央銀行

富士見支店

406-0042

笛吹市石和町今井189-1

055-262-0071

甲府信用金庫

笛吹支店

406-0013

笛吹市春日居町寺本30-1

0553-26-3361

か

こ

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。

http://www.krg.ne.jp/sunlife 認知症の方やそのご家族が、住み慣れた地域で、安心して暮らせる地域づ
/
くりのお手伝いをさせていただきます。

か

か

宣言内容

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://www.kofushinkin.co.jp
甲府信用金庫

石和支店

406-0036

笛吹市石和町窪中島106-1

055-263-9393
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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。

山梨県認知症サポート事業所一覧

(笛吹市)

※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3月14日現在

し

せ
ち

事業所名 ２
（支店名等）

事業所名 １

五十音

さ

79事業所

境川歯科診療所

〒
406-0842

社会福祉法人 寿ノ家

所在地
笛吹市境川町石橋2207-1

電話番号

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。

055-266-2533

406-0032

笛吹市石和町四日市場
2031

055-263-1232

宣言内容

当法人では、認知症の方が少人数で生活するグループホームや、認知症の
方が安心して利用できるよう、なじみの職員が「通い」「泊まり」「訪問」の3
つのサービスを一体的に提供する小規模多機能型居宅介護（寄りあい所）
http://www.krg.ne.jp/kotobu を笛吹市内においてそれぞれ2カ所運営しています。
ki/
また、認知症について気軽に話ができる「認知症カフェ」や認知症について
さらに一歩踏み込んだ学びの場として「オレンジ講座」を開催しています。
在宅サービス利用者のご家族に向けては「茶話会」を開催し、日頃抱えてい
る介護の悩みや相談などの意見交換を行う取り組みを行っています。

社会福祉法人 寿ノ家

御坂事業所

406-0811

笛吹市御坂町下野原839-1

055-261-5505

社会福祉法人 寿ノ家

一宮事業所

405-0064

笛吹市一宮町塩田741-1

0553-47-6610

セキテイ調剤薬局

境川店

406-0842

笛吹市境川町石橋2193-1

055-266-8966

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。

405-0057

笛吹市一宮町下矢作300-3

0553-34-8023

地域密着の老人福祉施設です。
まずは、地域の認知症の方やご家族の困り事の相談やアドバイスが出来る
様にしていきます。

406-0832

笛吹市八代町竹居1235-1

055-265-5138

地域密着型特別養護老人ホーム
エレガローザいちのみや

と 特定非営利活動法人地域福祉サ
ポート笛吹

絆指定居宅介護支援事業所

特定非営利活動法人地域福祉サ
ポート笛吹

絆指定通所介護事業所

406-0832

笛吹市八代町竹居1235-1

055-269-9355

中沢薬局

河内店

406-0043

笛吹市石和町河内45-9

055-230-5307

日本郵便株式会社

上黒駒郵便局

406-0813

笛吹市御坂町上黒駒８５８-６

055-264-2001

日本郵便株式会社

八代郵便局

406-0822

笛吹市八代町南７４１

055-265-2010

日本郵便株式会社

春日居郵便局

406-0002

笛吹市春日居町別田１７

0553-26-2320

日本郵便株式会社

境川郵便局

406-0842

笛吹市境川町石橋２２９４-３

055-266-2001

日本郵便株式会社

中芦川郵便局

409-3703

笛吹市芦川町中芦川６４３

055-298-2001

日本郵便株式会社

御坂郵便局

406-0805

笛吹市御坂町栗合８８

055-262-6014

日本郵便株式会社

石和駅前郵便局

406-0028

笛吹市石和町駅前２-５

055-263-8911

日本郵便株式会社

一宮郵便局

405-0056

笛吹市一宮町一ノ宮９８７-１

0553-47-1455

日本郵便株式会社

富士見郵便局

406-0041

笛吹市石和町東高橋３１９-１

055-262-5000

日本郵便株式会社

石和郵便局

406-8799

笛吹市石和町市部４５８

055-262-2015

な

に

HP
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http://kizuna.social/

介護に携わる事業所・専門職として認知症についての正しい理解を促進す
べく地域に根差した活動に取り組んでまいります。介護や支援が必要なす
べての人を受け入れ、住み慣れた地域で最後まで暮らし続けられるサービ
スをご提供いたします。

http://www.nakazawaph.com/

認知症の病態、患者様ご家族の方のお気持ちを理解し、お薬を通じて悩み
にお答え致します。また他職種連携を図り患者様をサポートしてまいりま
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
https://www.post.japanpost.j ます。
p/
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。

山梨県認知症サポート事業所一覧

(笛吹市)

※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3月14日現在

79事業所
事業所名 ２
（支店名等）

事業所名 １

五十音

〒

所在地

電話番号

は

ふ
ふ

ふ

ふ

HP

花の丘たちかわクリニック

406-0841

笛吹市境川町大坪103

055-266-8181

当院は有床診療所ですが、通所リハビリテーションとショートステイを併設
http://park19.wakwak.com/~
しています。認知症が疑われる方もいらっしゃるため、認知症に対する理
hananooka/
解を深め、対応しています。

笛吹市東部長寿包括支援センター

405-0073

笛吹市一宮町末木807-6

0553-34-8221

高齢者の相談窓口として認知症の相談・ご本人・ご家族への支援を行いま
す。また、認知症の理解普及に努めます。

笛吹市役所

本館

406-0031

笛吹市石和町市部777

055-262-4111

笛吹市役所

保健福祉館

406-0031

笛吹市石和町市部800

055-262-1271

笛吹市役所

市民窓口館

406-0031

笛吹市石和町市部809-1

055-262-4111

笛吹市役所

御坂支所

406-0804

笛吹市御坂町夏目原744

055-262- 2271

笛吹市役所

一宮支所

405-0073

笛吹市一宮町末木807-6

0553-47-1111

笛吹市役所

八代支所

406-0822

笛吹市八代町南917

055-265-2111

笛吹市役所

境川支所

406-0853

笛吹市境川町藤垈2588

055-266-2111

笛吹市役所

春日居支所

406-0013

笛吹市春日居町寺本136

0553-26-3111

笛吹市役所

芦川支所

409-3703

笛吹市芦川町中芦川585

055-298-2111

406-0822

笛吹市八代町南561番地

055-265-1600

笛吹農業協同組合

住民に身近な市役所として、認知症の方やご家族が安心して暮らせるよ
https://www.city.fuefuki.yam
う、やさしく声をかけお手伝いします。オレンジリングを携帯し、認知症の
anashi.jp/
正しい理解の普及に努めます。

笛吹農業協同組合

八代支所

406-0822

笛吹市八代町南561

055-265-2311

笛吹農業協同組合

御坂西支所

406-0804

笛吹市御坂町夏目原620

055-262-2248

笛吹農業協同組合

一宮西支所

405-0079

笛吹市一宮町金田1305

0553-47-1211

笛吹農業協同組合

富士見支所

406-0043

笛吹市石和町河内70

055-262-2158

406-0031

笛吹市石和町市部1078-1

055-262-2815

406-0003

笛吹市春日居町桑戸855

0553-26-3221

http://www.ja-fruits.or.jp/

古屋医院

406-0804

笛吹市御坂町夏目原750-1

055-262-0045

http://www2.plala.or.jp/furu 医療機関として、認知症の診断・投薬を的確に行い、ご本人やご家族も安
yaclinic/
心して日常生活が送れるよう、サポートしていきたいと思っております。

御坂共立歯科診療所

406-0806

笛吹市御坂町八千蔵535-1

055-263-6954

http://www.yamanashi-min.jp

フリヤ薬局

http://www.ja-fuefuki.or.jp

フルーツ山梨農業協同組合

み

春日居支所
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認知症の方やご家族が安心して暮らせる地域づくりを推進します。

認知症の方やご家族を温かく見守り、不安を少しでも解消できる様、やさ
しく声をかけお手伝いします。

ふ

ふ

宣言内容

認知症の方やご家族を温かく見守り、やさしく声をかけ、安心して生活や
お取引いただけるようお手伝いします。
また、認知症サポーターの養成に取り組みます。
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SOS見守りネットワークに登録し、認知症の方やご家族への対応
等、協力していきたいです。

山梨県認知症サポート事業所一覧

(笛吹市)

※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3月14日現在
事業所名 １

五十音

み
や

や

や

79事業所
事業所名 ２
（支店名等）

三森歯科

〒

所在地

電話番号

405-0053

笛吹市一宮町中尾661

0553-47-3553

山梨県民信用組合

石和支店

406-0031

笛吹市石和町市部1075

055-262-3635

山梨県民信用組合

御坂支店

406-0805

笛吹市御坂町栗合94-1

055-263-0131

山梨信用金庫

石和支店

406-0031

笛吹市石和町市部1103-14

055-262-4181

山梨信用金庫

石和南支店

406-0043

笛吹市石和町河内34-4

055-262-0511

山梨第一交通株式会社

石和営業所

406-0035

笛吹市石和町広瀬151番地1

055-252-5534

406-0033

笛吹市小石和134-1

055-263-7788

よ
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宣言内容
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。

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。

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。

http://yamanashi.0152.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。
認知症の正しい理解に基づく、認知症の方やご家族へのやさしい対応をし
ます。
認知症の方やご家族の気持ちを理解して温かい目で見守ります。

