令和３年度まつど認知症予防プロジェクト実施協⼒機関
明第１
協⼒機関名

郵便番号

所在地

連絡先

区分

1 明第1地域包括⽀援センター

270-2231 稔台7-13-2

第3⼭⽥マンション101-A 047-700-5881 地域包括⽀援センター

2 芦⽥⻭科医院

270-2241 松⼾新⽥389-1

047-362-3446 かかりつけ⻭科医院

3 松⼾薬局 松⼾新⽥店

270-2241 松⼾新⽥420-7

047-363-1722 かかりつけ薬局

4 富⼠⾒台⻭科医院

270-2241 松⼾新⽥94-118

047-360-6280 かかりつけ⻭科医院

5 奥隅医院

271-0074 緑ヶ丘2-285

047-362-1825 かかりつけ医療機関

6 おひさま介護株式会社

270-2231 稔台1100-1

047-711-5211 介護事業所

7 おんぷ薬局 こがさき

271-0077 根本70-2-101

047-711-8353 かかりつけ薬局

明第２⻄
協⼒機関名

郵便番号

所在地

連絡先

区分

8 明第2⻄地域包括⽀援センター

271-0061 栄町⻄3-991-15

047-382-5707 地域包括⽀援センター

9 グループホーム松⼾の園

271-0061 栄町⻄5-1397

047-710-3272 介護事業所

10 川名薬局

271-0062 栄町5-275-13

047-363-0093 かかりつけ薬局

11 くるみ薬局

271-0062 栄町6-418-2

047-367-4628 かかりつけ薬局

12 医療法⼈社団 柳澤会 柳澤医院

271-0068 古ヶ崎803

047-364-1300 かかりつけ医療機関

明第２東
協⼒機関名

郵便番号

所在地
パインツリーコート1階

連絡先

区分

047-382-6294 地域包括⽀援センター

13 明第2東地域包括⽀援センター

271-0064 上本郷3196

14 あい調剤薬局

271-0064 上本郷2675-1⿃海ﾋﾞﾙ101

047-703-5207 かかりつけ薬局

15 アイン薬局北松⼾店

271-0064 上本郷902-5ﾊﾟｰｸｷｭｰﾌﾞ北松⼾1F

047-710-0111 かかりつけ薬局

本庁
協⼒機関名

郵便番号

所在地
シティハイツ1階

連絡先

区分

047-363-6823 地域包括⽀援センター

16 本庁地域包括⽀援センター

271-0092 松⼾1292-1

17 あさひ薬局

271-0077 根本14-2ﾊﾟｰｸｽｶｲﾀﾜｰ松⼾1F

047-360-0077 かかりつけ薬局

18 松⼾薬局

271-0091 本町18-1

047-362-2202 かかりつけ薬局

19 かつみ薬局

271-0091 本町19-16

20 明⽯⻭科医院

271-0091 本町19-16松⼾ｳｴｽﾄﾋﾞﾙ3階

047-365-3712 かかりつけ⻭科医院

21 ハーブランド薬局 松⼾店

271-0092 松⼾1293-2 ⼩川1F

047-308-6086 かかりつけ薬局

22 医療法⼈社団 ほっち医院

271-0092 松⼾2044

047-362-2531 かかりつけ医療機関

23 まり松⼾薬局

271-0092 松⼾1329 ⼤橋ﾋﾞﾙ1F

047-308-7971 かかりつけ薬局

松⼾ｳｪｽﾄﾋﾞﾙ1F

047-308-3103 かかりつけ薬局
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⽮切
協⼒機関名

郵便番号

24 ⽮切地域包括⽀援センター

271-0094 上⽮切299-1

25 医療法⼈みゆき会⽮切クリニック

271-0097 栗⼭125-1

所在地
総合福祉会館内

連絡先

区分

047-710-6025 地域包括⽀援センター
047-394-8850 かかりつけ医療機関

東部
協⼒機関名

郵便番号

26 東部地域包括⽀援センター

270-2221 紙敷1186-8

27 ⼀条会クリニック

270-2224 ⼤橋415-1

所在地
第⼆南花園内

連絡先

区分

047-330-8866 地域包括⽀援センター
047-372-5111 かかりつけ医療機関

28 プレミア東松⼾居宅介護⽀援事業所 270-2221 紙敷297番地2

047-712-1301 居宅介護⽀援事業所

29 阿部クリニック

270-2254 河原塚158-1

047-391-1800 かかりつけ医療機関

30 東松⼾病院

270-2222 ⾼塚新⽥123-13

047-391-5500 かかりつけ医療機関

31 愛光園

270-2222 ⾼塚新⽥128-8

047-330-8125 通所介護⽀援事業所

32 加賀⾕正クリニック

270-2225 東松⼾3-7-19

047-312-7707 かかりつけ医療機関

33 リズム薬局東松⼾店

270-2225 東松⼾3-2-1

047-392-9811 かかりつけ薬局

34 からたち薬局

270-2254 河原塚411-1

047-710-2785 かかりつけ薬局

常盤平・常盤平団地
協⼒機関名
35 常盤平地域包括⽀援センター
36 常盤平団地地域包括⽀援センター

郵便番号

所在地

常盤平2-24-2
街C-5
常盤平2-24-2
270-2261
街C-6

常盤平団地中央商店

270-2261

常盤平団地中央商店

連絡先

区分

047-330-6150 地域包括⽀援センター
047-382-6535 地域包括⽀援センター

37 ファーコス薬局しいの⽊

270-2261 常盤平1-11-9

047-394-5255 かかりつけ薬局

38 五⾹薬局

270-2261 常盤平5-17-15

047-385-0260 かかりつけ薬局

39 ファーコス薬局常盤平店

270-2261 常盤平6-1-15

047-389-2249 かかりつけ薬局

40 看多機かえりえ⼋柱

270-2253 松⼾市⽇暮4－3－3

047-312-7562 介護事業所

41 マツド⻑⽣堂薬局

270-*2267 牧の原2-370-105

047-389-3674 かかりつけ薬局

42 アオイ薬局

270-2252 千駄堀1018-1

047-343-3333 かかりつけ薬局

43 レモン薬局

270-2253 ⽇暮5-239

090-7236-2711 かかりつけ薬局

五⾹松⾶台
協⼒機関名

郵便番号

所在地
⻫藤ビル1階

連絡先

区分

047-385-3957 地域包括⽀援センター

44 五⾹松⾶台地域包括⽀援センター

270-2218 五⾹⻄2-35-8

45 北丘薬局

270-2213 五⾹7-55-19

047-384-1100 かかりつけ薬局

46 ひまわりの丘

270-2218 五⾹⻄5-19-8

047-311-2100 通所介護⽀援事業所
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六実六⾼台
協⼒機関名
47 六実六⾼台地域包括⽀援センター
48

郵便番号

所在地

270-2203 六⾼台2-6-5

リバティベル1階

社会福祉法⼈気づき マネージャー思
270-2203 六⾼台3丁⽬85
いやり

49 松寿園

連絡先

区分

047-383-0100 地域包括⽀援センター
047-311-8807 居宅介護⽀援事業所
047-386-6357 通所介護⽀援事業所

270-2203 六⾼台2-19-2

⼩⾦
協⼒機関名

郵便番号

所在地

連絡先

区分

047-374-5221 地域包括⽀援センター

50 ⼩⾦地域包括⽀援センター

270-0014 ⼩⾦3

⾼橋ビル4階

51 ファーコス薬局銀杏

270-0013 ⼩⾦きよしヶ丘2-8-13

047-309-6555 かかりつけ薬局

52 渡辺⻭科クリニック

270-0013 ⼩⾦きよしｹ丘1丁⽬4-1

047-344-7734 かかりつけ⻭科医院

53 居宅介護⽀援事業所マーシイヒル

270-0011 根⽊内677-2

047-340-6100 居宅介護⽀援事業所

54 マーシイヒル

270-0011 根⽊内677-2

047-348-8787 通所介護⽀援事業所

⼩⾦原
協⼒機関名
55 ⼩⾦原地域包括⽀援センター
56

いらはら診療所ポプラ居宅介護⽀援
事業所

郵便番号

所在地

連絡先

区分

270-0022 栗ヶ沢789-22

047-383-3111 地域包括⽀援センター

270-0021 ⼩⾦原4-25-6-2階

047-394-3939 居宅介護⽀援事業所

新松⼾
協⼒機関名

郵便番号

所在地

区分

047-346-2500 地域包括⽀援センター

57 新松⼾地域包括⽀援センター

270-0034 新松⼾1-414

58 イオンフードスタイル新松⼾店薬局

270-0034 新松⼾3-2-2

047-301-1498 かかりつけ薬局

59 あおばケアプランサービス

270-0034 新松⼾3-44⼤塚ﾋﾞﾙ201

047-705-4926 居宅介護⽀援事業所

60 アンリガット居宅介護⽀援事業所

270-0034 新松⼾3丁⽬236-102

047-710-5051 居宅介護⽀援事業所

270-0034 新松⼾4-2-2ｴｽ･ｴﾌ新松⼾ﾋﾞﾙ1F

047-343-9271 かかりつけ医療機関

62 ⽥辺薬局新松⼾⻄店

270-0034 新松⼾6-39

047-312-1355 かかりつけ薬局

63 よこお薬局

270-0035 新松⼾南1-151

047-345-4362 かかりつけ薬局

61

医療法⼈財団東京勤労者医療会
新松⼾診療所

⼤清堂ビル1階

連絡先

⾺橋⻄
協⼒機関名

郵便番号

所在地

64 ⾺橋⻄地域包括⽀援センター

271-0048 ⻄⾺橋広⼿町40-1

65 いで⻭科医院

271-0045

秀栄ビル101

⻄⾺橋相川町117ｸﾞﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ⾺橋1
階

連絡先

区分

047-711-9430 地域包括⽀援センター
047-340-3718 かかりつけ⻭科医院
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⾺橋
協⼒機関名

郵便番号

所在地
第1コーポオンダ1階

連絡先

区分

047-374-5533 地域包括⽀援センター

66 ⾺橋地域包括⽀援センター

270-0025 中和倉130

67 元気介護サービス

271-0053 中根517

047-331-5353 居宅介護⽀援事業所

68 まんさくの⾥居宅介護⽀援事業所

270-0023 ⼋ヶ崎2-15-1

047-348-8357 居宅介護⽀援事業所

69 グリーンセレスト

270-0023 ⼋ヶ崎8-16-1

047-710-9471 介護事業所

70 株式会社 リノキノ

270-0023 ⼋ヶ崎8-16-1

047-710-9711 介護事業所

