
山梨県認知症サポート事業所一覧 (甲州市)

※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 51事業所

五十音 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
アーク調剤薬局 404-0045 甲州市塩山上塩後271-4 0553-32-8077 https://www.arc-m.co.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。

か

カーブス 甲州塩山 404-0043 甲州市塩山下於曽1538 0553-32-8040 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。

か

加田クリニック 404-0043 甲州市塩山下於曽1133-2 0553-32-5507

当院では地域の方々の健康寿命の延伸と認知症の正しい知識と理解を広
める為のお手伝いができる様に取り組んでおります。お気軽に御相談下さ
い。

か
株式会社　日医調剤 勝沼薬局 409-1316 甲州市勝沼町勝沼2959-2 0553-20-4660

http://chouzai.nichiiko-
yamanashi.co.jp/

認知症の方やそのご家族に、安心してご利用いただけるよう全力でサポー
トいたします。

株式会社やさしい手甲府 勝沼事業所 409-1304 甲州市勝沼町休息1867-2 0553-44-5160

株式会社やさしい手甲府 甲州事業所 409-1306 甲州市勝沼町山1110番1 0553-44-4116

株式会社やさしい手甲府 大和事業所 409-1202 甲州市大和町田野77番地 0553-48-2747

株式会社　山梨中央銀行 塩山支店 404-8691 甲州市塩山上於曽1106-4 0553-33-3211

株式会社　山梨中央銀行 勝沼支店 409-1316 甲州市勝沼町勝沼748-3 0553-44-1133

こ
甲府信用金庫 塩山支店 404-0042 甲州市塩山上於曽674 0553-33-3233 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。

社会福祉法人　光風会 404-0035 甲州市塩山西野原603番地 0553-33-7511

特別養護老人ホーム　光風園 404-0035 甲州市塩山西野原603番地 0553-33-7511

デイサービスセンター光風園 404-0035 甲州市塩山西野原603番地 0553-32-3336

光風園居宅介護支援事業所 404-0035 甲州市塩山西野原603番地 0553-33-8600

グループホームひかり長屋 404-0035 甲州市塩山西野原600番地 0553-33-8611

デイサービスセンターひかり横丁 404-0033 甲州市塩山赤尾507-1番地 0553-39-1177

特別養護老人ホーム　ひかり屋形 404-0036 甲州市塩山熊野774-1番地 0553-39-9000

救護施設　甲州市鈴宮寮 404-0045 甲州市塩山上塩後409番地 0553-33-2747

か

か

し

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

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。

http://www.yasashiite-
kofu.co.jp/

http://www.koufuukai-
yamanashi.or.jp/ ・光風会にはキャラバン・メイトをはじめ、各事業所に認知症サポーターが

います。
・光風会では認知症ＳＯＳネットワークに参加しています。
・光風会では甲州市認知症カフェ「オレンジカフェ」を通じて認知症の方や
ご家族との交流、相談に対応しています。

http://www.koufuukai-
yamanashi.or.jp/
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し

宿澤歯科医院 404-0042 甲州市塩山上於曽915-3 0553-33-2281
https://enzan.shukuzawa-
dc.com/

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。
治療内容も患者様の状態を診て、ご家族の方と相談しながら進めていきま
す。

す

住友生命保険相互会社 山梨支社山梨塩山支部 404-0043
甲州市塩山下於曽1342住
友生命塩山分館

0553-32-4205
https://www.sumitomolife.co
.jp

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
談窓口等の情報をお伝えします。
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。

た

第一生命保険株式会社 塩山営業オフィス 404-0042 甲州市塩山上於曽1861 050-3782-3254
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
鶴田歯科医院 409-1315

甲州市勝沼町等々力2328-
43

0553-44-5108 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。

日本郵便株式会社 勝沼郵便局 409-1399 甲州市勝沼町勝沼１４１６ 0553-44-0625

日本郵便株式会社 塩山郵便局 404-8799 甲州市塩山上於曽３２６ 0553-33-4292

日本郵便株式会社 大和郵便局 409-1203
甲州市大和町初鹿野１６７６-
７

0553-48-2933

日本郵便株式会社 下岩崎郵便局 409-1313
甲州市勝沼町下岩崎１９６６-
１

0553-44-1258

日本郵便株式会社 神金郵便局 404-0022 甲州市塩山上萩原４７１-２ 0553-33-6923

日本郵便株式会社 松里郵便局 404-0046 甲州市塩山上井尻６６９-６ 0553-33-6921

日本郵便株式会社 東雲郵便局 409-1304 甲州市勝沼町休息１５６０-５ 0553-44-1257

日本郵便株式会社 塩山駅前郵便局 404-0042 甲州市塩山上於曽１７１９-１５ 0553-33-6920

フルーツ山梨農業協同組合 本所 404-0045 甲州市塩山上塩後1100 0553-32-6500

フルーツ山梨農業協同組合 塩山支所 404-0042 甲州市塩山上於曽941-1 0553-32-3131

フルーツ山梨農業協同組合 玉宮支所 404-0051 甲州市塩山竹森3381 0553-33-3276

フルーツ山梨農業協同組合 大藤支所 404-0031 甲州市塩山上粟生野504-2 0553-33-3151

フルーツ山梨農業協同組合 神金支所 404-0022 甲州市塩山上萩原63 0553-33-3138

フルーツ山梨農業協同組合 奥野田支所 404-0036 甲州市塩山熊野784-2 0553-33-3085

フルーツ山梨農業協同組合 松里果実支所 404-0047 甲州市塩山三日市場3234 0553-33-3096

に

ふ

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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フルーツ山梨農業協同組合 松里支所 404-0053 甲州市塩山小屋敷1379 0553-33-3050

フルーツ山梨農業協同組合 勝沼支所 409-1316 甲州市勝沼町勝沼1205 0553-44-1211

フルーツ山梨農業協同組合 岩崎支所 409-1313 甲州市勝沼町下岩崎954 0553-44-1251

フルーツ山梨農業協同組合 東雲支所 409-1304 甲州市勝沼町休息1551 0553-44-1161

フルーツ山梨農業協同組合 菱山支所 409-1302 甲州市勝沼町菱山3060-2 0553-44-1125

フルーツ山梨農業協同組合 大和支所 409-1203
甲州市大和町初鹿野1724-
2

0553-48-2511

フルーツ山梨農業協同組合 塩山ＳＳ 404-0043 甲州市塩山下於曽1590-2 0553-32-2233

フルーツ山梨農業協同組合 岩崎ＳＳ 409-1314 甲州市勝沼町藤井280 0553-44-2351

フルーツ山梨農業協同組合 フルーツ直売所 岩崎 409-1314 甲州市勝沼町藤井280-3 0553-44-2511

フルーツ山梨農業協同組合 やすらぎホール 404-0045 甲州市塩山上塩後1044 0553-32-6166

も
望月医院 409-1304 甲州市勝沼町休息1200-1 0553-44-2220 認知症の診療、相談にあたります。

山梨県民信用組合 塩山支店 404-0043 甲州市塩山下於曽542 0553-32-3223

山梨県民信用組合 勝沼支店 409-1316 甲州市勝沼町勝沼3085 0553-44-1221

や

山梨信用金庫 塩山支店 404-0042 甲州市塩山上於曽1225 0553-33-5211 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。

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

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。

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