山梨県認知症サポート事業所一覧

(南アルプス市)

※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

事業所名 ２
（支店名等）

事業所名 １

五十音

あ

78事業所

秋山薬局

〒
400-0214

所在地
南アルプス市百々1820

電話番号

HP

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。

055-285-0303

あ
アトム薬局

甲西店

400-0403

南アルプス市鮎沢1037

055-284-2493

アトム薬局

加賀美店

400-0335

南アルプス市加賀美28922

055-284-3493

アトム薬局

あ

か

か

http://www.atomyakkyoku.com

安心してお薬を服薬して頂けるよう、優しく笑顔で解りやすいお客様対
応を行います。
又、職員研修に「認知症サポーター養成講座」を組み入れており、研修修了
者はオレンジリングを付けて勤務しています。従業員47名のうち（関連会
社含む）認知症キャラバンメイト1名とサポーターは23名在籍しています。
敷地内、店舗内はバリアフリーで車椅子でもご利用頂けます。
ご自宅でのお薬の説明や服薬のお手伝いに伺う在宅服薬指導にも対応し
ています。
関連会社の介護事業所と連携し、医療と介護の両面から患者様一人ひとり
に寄り添う応対を心掛けています。
将来的には薬局内でもサポーター養成講座を開催し地域の方々にも参加
して頂く予定です。
一人一人の元気を支えるため、地域の皆さまをはじめ、幅広く患者様に寄
り添う応対を心がけています。
安心してお薬を服用して頂けるように、解りやすく、笑顔で応対していま
す。
職員研修として「認知症サポーター養成講座」を行い、研修修了者はオレン
ジリングを付けて勤務しています。又、多職種との連携もはかっているの
で医療全般の事、お気軽にご相談ください。

400-0334

南アルプス市藤田338-3

055-284-4493

居宅介護支援事業所 アトム

400-0335

南アルプス市加賀美28923

055-280-2310

訪問介護事業所 ケアポートアトム

400-0335

南アルプス市加賀美28923

055-283-0138

アヤメ薬局

400-0306

南アルプス市小笠原445-1

055-283-5848

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。

400-0221

南アルプス市在家塚1189番
地

055-284-5771

認知症の方やご家族が安心して生活ができるよう支援していきます。

トライアル南アルプス

400-0306

南アルプス市小笠原14231 トライアル1Ｆ

055-280-2333

株式会社 クスリのサンロード

小笠原店

400-0405

南アルプス市下宮地字三輪
532-1

055-280-3370

株式会社 クスリのサンロード

白根店

400-0222

南アルプス市飯野2493-3

055-280-3610

055-280-1225

い 医療法人 藤和会
斉藤医院
か
カーブス

藤田店

宣言内容

株式会社 クスリのサンロード

甲西店

400-0411

南アルプス市西南湖字廻り木
341-2

株式会社 クスリのサンロード

八田店

400-0206

南アルプス市六科1527

055-280-7020

400-0306

南アルプス市小笠原1172

055-282-0254

株式会社 サンミルク諏訪
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一人ひとりの在宅生活を安心・安全で過ごしていただけるよう、利用者様
に寄り添う応対を心がけています。
認知症サポーターはスタッフ全員が取得し、正しい理解で対応を心がけて
おります。
関連会社の薬局と連携し、介護と医療の両面からサポートします。

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。

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。

お客様を通じて地域にどの様な方が居るかを把握し、情報を従業員と共有
して、宅配時及び集金時など、気にかけるようにします。

山梨県認知症サポート事業所一覧

(南アルプス市)

※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

78事業所
事業所名 ２
（支店名等）

〒

所在地

電話番号

HP

か
株式会社やさしい手甲府

南アルプス事業所

400-0221

南アルプス市在家塚67-1
ジョイハウスE号

055-280-2212

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

か

株式会社やさしい手甲府

南アルプスデイサービスセン
ター

400-0214

南アルプス市百々3011-6

株式会社 山梨中央銀行

小笠原支店

400-0336

南アルプス市十日市場1140 055-282-1141

株式会社 山梨中央銀行

白根支店

400-0221

南アルプス市在家塚735

055-282-2120

株式会社 山梨中央銀行

甲西支店

400-0422

南アルプス市荊沢322

055-284-3821

株式会社 山梨中央銀行

八田支店

400-0205

南アルプス市野牛島234734

055-285-4801

400-0214

南アルプス市百々2355-1
ハイツ21

055-288-1177

400-0306

南アルプス市小笠原51016

055-282-6311

055-280-0330

こ

こ

甲府信用金庫

櫛形支店

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。

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。

き
共生ケア また明日

宣言内容

・介護・福祉の事業所の中で若年性認知症の方も居場所や役割りを持って
活動できる場づくりに取り組んでいます。
・地域の方々と一緒に認知症の理解者を増やすことや、認知症の方やご家
族がほっとできる地域づくりを心がけています。
・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.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。

甲府信用金庫

白根支店

400-0221

南アルプス市在家塚901-1

055-283-8339

巨摩共立病院

訪問リハビリテーション

400-0398

南アルプス市桃園340

055-283-3131

認知症の方やご家族が安心して生活できるようにお手伝いします。

巨摩共立病院

デイケアももその

400-0398

南アルプス市桃園340

055-283-3131

認知症の方やご家族が安心して生活できるよう支えます。
・ケアマネージャー事業所として、認知症やもの忘れで心配の方、及び家族
などの困りごと相談の受付を常時行っています。
・併設の医院が、認知症サポート医の為、事業所として安心した生活をお手
伝い出来る様、医療との連携もスムーズに行う事が出来ます。
・認知症サポーターとして、住み慣れた地域で長く生活出来る様、その人に
適した対応を心がけて生活の支援を行っています。

さ
斉藤医院 しらね指定居宅介護支
援事業所

し 社会福祉法人 やまなし勤労者福
祉会
す
住友生命保険相互会社

400-0221

南アルプス市在家塚1189

055-284-5771

共立介護福祉センターももそ
の

400-0301

南アルプス市桃園379

055-280-1133

山梨支社小笠原支部

400-0305

南アルプス市十五所740-1

055-284-3583

2 / 5 ページ

http://www.yamanashimin.jp/fukushikai/

介護事業所、認知症サポート事業所として、認知症になっても安心して暮
らせる街づくりを、地域の皆様と一緒に実現できるように努力します。
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。

山梨県認知症サポート事業所一覧

(南アルプス市)

※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

78事業所
事業所名 ２
（支店名等）

〒

所在地

電話番号

HP

た
第一生命保険株式会社
つ
に

へ

甲西営業オフィス

つちや歯科医院

400-0403

南アルプス市鮎沢1017

050-3782-3270

400-0306

南アルプス市小笠原518

055-284-1005

http://www.dai-ichilife.co.jp/

み

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。
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

小笠原郵便局

400-0306

南アルプス市小笠原２５０-８

055-283-0901

日本郵便株式会社

白根郵便局

400-0299

南アルプス市在家塚１１９５４

055-283-7447

日本郵便株式会社

荊沢郵便局

400-0422

南アルプス市荊沢１３２４

055-283-0902

日本郵便株式会社

白根今諏訪郵便局

400-0211

南アルプス市上今諏訪１３２
０-３

055-283-0907

日本郵便株式会社

白根源郵便局

400-0226

南アルプス市有野５２３

055-285-1829

日本郵便株式会社

櫛形吉田郵便局

400-0304

南アルプス市吉田３３８-９

055-283-0906

日本郵便株式会社

白根百田郵便局

400-0214

南アルプス市百々２４２５-１

055-285-1828

日本郵便株式会社

南アルプス郵便局

400-0499

南アルプス市下宮地５６３-４

055-282-7940

日本郵便株式会社

桃園郵便局

400-0302

南アルプス市沢登９８３-１

055-283-0911

日本郵便株式会社

鏡中條郵便局

400-0337

南アルプス市寺部１３１５

055-283-0908

日本郵便株式会社

芦安郵便局

400-0241

南アルプス市芦安芦倉５１８

055-288-2001

日本郵便株式会社

榊郵便局

400-0312

南アルプス市上宮地３６６

055-283-0905

日本郵便株式会社

南湖郵便局

400-0411

南アルプス市西南湖４０７５１

055-284-0058

ヘアーサロン タック

400-0306

南アルプス市小笠原７９１－
５

055-283-2764

講座で学んだことを生かして（とくに3つの心得）、できる範囲で対応して
いきたい

ヘアサロンわたなべ

400-0222

南アルプス市飯野３６１１-４０

055-283-4077

最近お客様で認知症の方が増えていて、少しでも認知症の方、ご家族の方
のお話を聞いてあげたりして、お手伝い出来事があればと思っています。
認知症サポートネットワークに登録し、協力致します。

ベーカリールーブル

400-0306

南アルプス市小笠原16544

055-284-0252

http://bakery-louvre.com/

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。

南アルプス市役所本庁舎

400-0306

南アルプス市小笠原376

055-282-1111

https://www.city.minamialps.yamanashi.jp/

市民の身近なサービス機関として、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。

へ

へ

宣言内容
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山梨県認知症サポート事業所一覧

(南アルプス市)

※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
事業所名 １

五十音

78事業所
事業所名 ２
（支店名等）

〒

所在地

電話番号

南アルプス市西別館

400-0306

南アルプス市小笠原376

055-282-1111

南アルプス市健康福祉センター（白
根窓口サービスセンター）

400-0222

南アルプス市飯野2806-1

055-283-3000

南アルプス市教育委員会

400-0403

南アルプス市鮎沢1212

055-282-3120

南アルプス市企業局

400-0222

南アルプス市飯野3303

055-282-2016

八田ふれあい図書館

400-0204

南アルプス市榎原800

055-285-5010

白根桃源図書館

400-0222

南アルプス市飯野2806

055-284-6010

わかくさ図書館

400-0337

南アルプス市寺部725-1

055-283-1501

甲西図書館

400-0403

南アルプス市鮎沢1212

055-282-7291

南アルプス市立中央図書館

400-0306

南アルプス市小笠原10601

055-280-3300

若草窓口サービスセンター

400-0337

南アルプス市寺部725-1

055-282-3100

櫛形生涯学習センター

400-0306

南アルプス市小笠原10601

055-282-7286

駒場浄水所

400-0226

南アルプス市有野2525

055-285-2778

南アルプス市立八田保育所

400-0204

南アルプス市榎原558

055-285-7600

南アルプス市立巨摩保育所

400-0222

南アルプス市飯野2912-4

055-283-4251

南アルプス市立白根保育所

400-0222

南アルプス市飯野1

055-285-3603

南アルプス市立百田保育所

400-0214

南アルプス市百々2328

055-285-3602

南アルプス市立白根東保育所

400-0213

南アルプス市西野1394

055-283-4271

南アルプス市立若草保育所

400-0334

南アルプス市藤田35

055-282-2730

南アルプス市立櫛形中央保育所

400-0306

南アルプス市小笠原985-9

055-282-2463

南アルプス市立櫛形北保育所

400-0301

南アルプス市桃園165-8

055-283-1262
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HP

宣言内容

山梨県認知症サポート事業所一覧

(南アルプス市)

※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

め

事業所名 １

78事業所
事業所名 ２
（支店名等）

〒

所在地

電話番号

HP

南アルプス市立櫛形西保育所

400-0317

南アルプス市上市之瀬724

055-284-1602

南アルプス市立豊保育所

400-0304

南アルプス市吉田804

055-282-0189

南アルプス市立南湖保育所

400-0411

南アルプス市西南湖783

055-284-0409

道の駅 しらね（観光協会）

400-0221

南アルプス市在家塚595-1

055-282-6478

400-0306

南アルプス市⼩笠原83

055-284-2524 https://www.meijiyasuda.co.jp/

400-0221

南アルプス市在家塚68-1

055-287-7600

400-0305

南アルプス市十五所745-1 055-282-1131

明治安田生命保険相互会社

南アルプス営業所

も もちづき整形外科リハビリクリニッ
ク
や
山梨県民信用組合
櫛形支店
山梨県民信用組合

御勅使支店

400-0206

南アルプス市六科143322

055-285-0714

山梨県民信用組合

白根支店

400-0222

南アルプス市飯野3439-2

055-283-4331

山梨信用金庫

小笠原支店

400-0306

南アルプス市小笠原282-2

055-282-1135

400-0405

南アルプス市下宮地467-5

055-280-1771

有限会社 櫛形調剤薬局
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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。

https://www.mochizukiseikei.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。

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。

や

ゆ

宣言内容

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。
医療保険、介護保険により自宅を訪問し、服薬管理等、自立支援に協力し
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。
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。

