山梨県認知症サポート事業所一覧

(山梨市)

※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6月9日現在
五十音

事業所名 １

43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

山梨小原西

405-0006

山梨市小原西641-7

0553-21-8220

い 医療法人 銀門会
甲州居宅介護支援事業所

山梨事業所

405-0006

山梨市小原西909

0553-34-5150

医療法人 銀門会
甲州訪問リハビリテーション

山梨事業所

https://mcs-ainoie.com/

・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。

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

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。

405-0006

山梨市小原西909

0553-34-5153

医療法人 三輝会
通所リハビリテーション いぶき

405-0007

山梨市七日市場805-1

0553-23-3111

○医療と介護の職員が連携し、認知症の正しい理解ができるよう定期的に
研修を行います。
○患者さん、介護施設の利用者さんやその家族の方に必要な援助、助言等
ができるよう、目を配り対応します。

株式会社まきおか薬局

404-0013

山梨市牧丘町窪平292-1

0553-35-5000

認知症の方やご家族を温かく見守り、寄り添っていきます。
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。

い

か
か

か

株式会社やさしい手甲府

山梨事業所

405-0018

山梨市上神内川1546 ス
テーションビル竹川2階

0553-21-7330

株式会社 山梨中央銀行

日下部支店

405-8691

山梨市上神内川1222-1

0553-22-1711

株式会社 山梨中央銀行

牧丘支店

404-0013

山梨市牧丘町窪平147

0553-35-3155

株式会社 山梨中央銀行

東山梨支店

405-8691

山梨市上神内川122-1（日
下部支店内）

0553-22-1711

株式会社 山梨中央銀行

加納岩支店

405-0015

山梨市下石森705-2

0553-22-8121

株式会社 クスリのサンロード

小原西店

405-0006

山梨市小原西字今田1046

0553-21-8166

甲府信用金庫

加納岩支店

405-0018

山梨市上神内川1184

0553-22-2331

甲府信用金庫

山梨南支店

405-0017

山梨市下神内川173-2

0553-22-3911

405-0018

山梨市上神内川1363

0553-22-0536

く

こ

し

宣言内容

社会医療法人加納岩 日下部記念
病院
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http://www.yasashiitekofu.co.jp/

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。

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。

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。

http://www.kusakabe-hp.jp/

当院では認知症疾患医療センターとして、山梨に住んでいらっしゃる皆様
が住み慣れた場所で暮らし続けられるよう、認知症に係る相談、診断、治
療など幅広く対応させて頂きます。
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五十音

に
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日本郵便株式会社

山梨郵便局

405-8799

山梨市小原西１０４３

0553-22-0260

日本郵便株式会社

日川郵便局

405-0025

山梨市一町田中１１２５

0553-22-5786

日本郵便株式会社

牧丘郵便局

404-0013

山梨市牧丘町窪平２６７-５

0553-35-2001

日本郵便株式会社

山梨正徳寺郵便局

405-0031

山梨市万力７０-６

0553-22-5789

日本郵便株式会社

三富郵便局

404-0203

山梨市三富下荻原３５８

0553-39-2001

日本郵便株式会社

山梨加納岩郵便局

405-0018

山梨市上神内川１７０８

0553-22-5785

日本郵便株式会社

八幡郵便局

405-0044

山梨市市川１１１５-４

0553-22-5783

日本郵便株式会社

山梨三ヶ所郵便局

405-0011

山梨市三ケ所８９９-２

0553-22-5784

日本郵便株式会社

山梨下井尻郵便局

405-0003

山梨市下井尻１２８１-２

0553-22-5788

HP

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。
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。

ひ

ふ
ふ

東山梨訪問看護ステーション

405-0018

山梨市上神内川1309

0553-22-8894

富士薬局

405-0014

山梨市上神内川47

0553-22-1457

フルーツ山梨農業協同組合

山梨支所

405-0033

山梨市落合688

0553-22-1361

フルーツ山梨農業協同組合

後屋敷支所

405-0011

山梨市三ケ所890-1

0553-22-0359

フルーツ山梨農業協同組合

加納岩支所

405-0017

山梨市下神内川185

0553-22-0175

フルーツ山梨農業協同組合

日川支所

405-0023

山梨市下栗原1023

0553-22-2561

フルーツ山梨農業協同組合

日下部支所

405-0005

山梨市小原東36-1

0553-22-1731

フルーツ山梨農業協同組合

八幡支所

405-0044

山梨市市川1370

0553-22-2261

フルーツ山梨農業協同組合

岩手支所

405-0002

山梨市東1734-1

0553-22-0168

フルーツ山梨農業協同組合

笛川支所

404-0003

山梨市牧丘町倉科70

0553-35-3820
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宣言内容

住み慣れた地域で安心して暮らせる様、日常生活の支援をします。全職員
が認知症のサポーターであり認知症看護認定看護師も在籍していますの
で、認知症の方や家族の相談や対応をさらに充実していきます。
看護師として認知症の正しい理解と対応の方法を広く促進するための啓
発活動を推進します。地域の中で見守りを重視し、捜索にも協力していき
ます。
http://www.fuji-pha.com/

認知症薬剤に関して、処方せんに基づき正確に調剤の上、ご説明いたしま
す。

http://www.ja-fruits.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、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。
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五十音

め

43事業所
〒

所在地

電話番号

HP

フルーツ山梨農業協同組合

山梨ＳＳ

405-0033

山梨市落合14

0553-22-2034

フルーツ山梨農業協同組合

牧丘ＳＳ

404-0003

山梨市牧丘町倉科128

0553-35-3192

フルーツ山梨農業協同組合

フルーツ直売所 八幡

405-0041

山梨市北239

0553-23-3914

明治安田生命保険相互会社

⼭梨営業所

405-0018

⼭梨市上神内川1628

0553-22-8064 https://www.meijiyasuda.co.jp/

山梨県民信用組合

牧丘支店

404-0013

山梨市牧丘町窪平61

0553-35-3178

山梨県民信用組合

山梨支店

405-0006

山梨市小原西91-1

0553-22-1221

405-8501

山梨市小原西843番地

0553-22-1111 https://www.city.yamanashi.y 事業所、市全体で、認知症についての理解を深めるために、認知症サポー
(内線1176）
amanashi.jp/
ター養成講座を推進しています。

405-0018

山梨市上神内川1087-6

0553-23-2211

ゆららかデイサービス

405-0024

山梨市歌田110-3 コン
フォートヤマナシ1階

0553-23-0122

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。

若杉歯科クリニック

405-0018

山梨市上神内川1240-1

0553-22-1288

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。

山梨市役所

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

や
山梨信用金庫
ゆ
わ

宣言内容

山梨支店
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http://www.yamasin.jp/

認知症の方やご家族が安心して暮らせる地域社会を目指し、人に一番やさ
しい行動と正しい理解を広める活動に取り組んでまいります。
○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。

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。

