４．全国規模の企業・団体での認知症サポーターキャラバン実施状況
※企業・職域団体が主催者となり自社・団体内で職域キャラバン・メイト及び
認知症サポーターの養成を行っている企業・団体による実施状況（企業・団体型）

※平成30年12月31日現在

①全国規模の企業・団体によるキャラバンメイト養成研修
修了者数

13,923 人
94 企業・団体

実施企業・団体数

234 回

開催回数

②企業・団体型キャラバン・メイト数、認知症サポーター数
※企業・団体内で養成されたキャラバン・メイト及び企業・団体キャラバン・メイトにより
養成されたサポーター数を掲載。

企業・団体
金融機関

メイト数
4,014

サポーター数
140,287

メイト+サポーター数

マンション管理会社

1,427

74,476

75,903

デパート・小売業

1,119

45,393

46,512

その他

7,363

237,018

244,381

13,923

497,174

511,097

計
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144,301

企業・団体内でキャラバン・メイトを養成した上で、認知症サポーターの養成を行っている企業・団体

【 金

融

機

関 】

（45企業・団体）

企業・団体名
株式会社 三菱UFJ銀行
朝日生命保険相互会社
日本生命保険相互会社
住友生命保険相互会社
株式会社 ゆうちょ銀行
株式会社 かんぽ生命保険
株式会社 三井住友銀行
みずほ証券株式会社
SOMPOホールディングスグループ
株式会社 みずほ銀行
東京海上ホールデｲングス株式会社
三菱UFJ信託銀行 株式会社
株式会社 きらぼし銀行（旧 東京都民銀行含む）
損保ジャパン日本興亜保険サービス株式会社
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
川崎信用金庫
株式会社 名古屋銀行
メットライフ生命保険株式会社
横浜信用金庫
株式会社 りそな銀行
日本郵便 株式会社
巣鴨信用金庫
株式会社 あおぞら銀行
日本郵便 株式会社 東京支社
日本郵政グループ
東京海上日動あんしん生命保険株式会社
磐田信用金庫
さわやか信用金庫
ジブラルタ生命保険株式会社
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険 株式会社
北海信用金庫
全国銀行協会
兵庫県信用組合
多摩信用金庫
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社
株式会社 近畿大阪銀行
朝日信用金庫
三井住友海上火災保険 株式会社
太陽生命保険 株式会社
株式会社 セブン・フィナンシャルサービス
プルデンシャル生命保険株式会社
株式会社 セブン銀行
日の出証券 株式会社
関東信用金庫協会
滋賀県銀行協会
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一覧（企業・団体型）

【 マンション管理会社 】

（36企業・団体）

企業・団体名
株式会社 大京アステージ
（旧 株式会社 大京ライフ、
株式会社 ジャパン・リビング・コミュニティ含む）
日本ハウズイング 株式会社
株式会社 東急コミュニティー
コミュニティワン 株式会社
（旧 ダイアコミュニティーサービス株式会社、
ダイア管理、ディ・エス・エス含む）
三菱地所コミュニティ 株式会社
（旧 三菱地所藤和コミュニティ 株式会社 ／
旧 Mtコミュニティスタッフ 株式会社含む）
大和ライフネクスト株式会社
株式会社 長谷工コミュニティ
三井不動産レジデンシャルサービス 株式会社
伊藤忠アーバンコミュニティ 株式会社
野村不動産パートナーズ 株式会社
東京都住宅供給公社
財団法人 住宅管理協会
社団法人 高層住宅管理業協会
株式会社 穴吹コミュニティ
株式会社 大京
ナイスコミュニティー 株式会社
大成サービス 株式会社
株式会社 URコミュニティ
株式会社あなぶきセザールサポート
双日総合管理 株式会社
株式会社 合人社計画研究所
住商建物 株式会社
東洋コミュニティサービス 株式会社
近鉄住宅管理 株式会社
中銀インテグレーション 株式会社
アーサーヒューマネット 株式会社
株式会社 ディ・エム・シー
オリックス・ファシリティーズ 株式会社
東福互光 株式会社
ネットワークサポート 株式会社
マンション管理共同職業訓練協会
株式会社 大阪スタヂアムサービス
MMSマンションマネジメントサービス株式会社
ユニオン・シティサービス株式会社
株式会社 うぇるねすさぽーと
三井不動産レジデンシャルサービス東北 株式会社
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【 デパート・小売業 】

（13企業・団体）

企業・団体名
イオン 株式会社
株式会社 ロフト
株式会社 イトーヨーカ堂
株式会社 セブン-イレブン・ジャパン
株式会社 そごう・西武
株式会社 ヨークマート
株式会社 ヨークベニマル
株式会社 セブン＆アイ・ホールディングス
サークルKサンクス
株式会社 ベルプラス
株式会社 東北シジシー
株式会社 伊徳
株式会社 マエダ

【 その他 】

（45企業・団体）

企業・団体名
全国農業協同組合中央会
日本生活協同組合連合会
スギホールディングス株式会社
JA長野中央会
JA熊本中央会
株式会社 ダスキン
JA山口中央会
株式会社 ジェネッツ
JA愛媛中央会
株式会社 朝日新聞社
JA広島中央会
警視庁
JA京都中央会
JA和歌山中央会
株式会社 セブン＆アイ・クリエイトリンク
社団法人 愛知県薬剤師会
日本柔道整復師会
株式会社 セブン＆アイ・フードシステムズ
厚生労働省
JA島根中央会
株式会社 ケーエスケー
株式会社 宅配
株式会社 カワチ薬品
株式会社 LIXILイーアールエージャパン
一般社団法人 兵庫県薬剤師会
ファイザー 株式会社
日本赤十字社
パラマウントベッド 株式会社
株式会社 穴吹工務店
日本年金機構
社団法人 東京都柔道接骨師会
社団法人 愛知県歯科医師会
全日本美容業生活衛生同業組合連合会
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日本労働者協同組合連合会
全国クリーニング生活衛生同業組合連合会
株式会社 大京穴吹建設
日本放送協会学園高等学校
株式会社 エフビーエス・ミヤマ
社団法人 全国シルバー人材センター事業協会
一般社団法人 日本作業療法士協会
株式会社 ヨーク警備
大王製紙 株式会社
アイング 株式会社
日本青年会議所（大分ブロック）
ノバルティスファーマ

株式会社
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