
３－１．介護福祉タクシー 【３．高齢者の日常生活を支えるサービス】

令和4年5月現在

電話番号 保有台数 ストレッチャー対応 車いす貸与 料金等

福
津
市

福祉タクシーうみがめ 0940-43-0625

２台
車いす対応型　１台
ストレッチャー対応型

１台

リクライニング型
車いすを使用
(料金1,000円/片道)

・ リクライニング型
　車いすを使用
(料金1,000円/片道)
・ 一般的な車いすを
　使用
(料金1,000円/片道)

◆乗降介助不必要 ⇒ メーター料金のみ
◆乗降介助が必要 ⇒ メーター料金＋1,000円/回
◆他に時間制運賃（貸切）【30分ごとに2,000円】もあり
※障害者手帳保持者は提示により１割引き
◆自宅の部屋からの乗降介助は、別途料金がかかる場合があります

宗
像
市

みなとタクシー 0120-25-3710

５台
車いす対応型　４台
ストレッチャー対応型

１台

別途料金設定あり
リクライニング型
車いす片道1,000円
普通の車いすは無料

◆車椅子対応型 ⇒ メーター料金＋1,000円
◆ストレッチャー（ヘルパー２名対応）
   2.0㎞まで介添料8,530円(それ以降はご相談ください)
◆8～9時、14時～15時は透析の患者さんで混み合います
   ので、事前の予約をおすすめします
◆移送場所によっては回送料がかかります＋1,000円

古賀タクシー 092-942-3600

５台
車いす対応型　４台

ストレッチャー対応型　１
台

別途料金設定あり 料金300円

◆車椅子対応型 ⇒ メーター料金＋1,700円
◆ストレッチャー（ヘルパー２名対応）
   2.0kmまで運賃1,570円
　　　　＋施設整備料2,100円＋介助料4,200円
   5.0kmまで運賃2,100円
　　　　＋施設整備料2,100円＋介助料4,200円
   7,5kmまで運賃3,150円
　　　　＋施設整備料2,100円＋介助料4,200円
   以降7.5kmごとに料金設定あり
※拘束時間により料金が高くなることがあります

訪問介護タクシーどい 092-943-7768
２台

車いす対応型　２台

リクライニング型
車いすを使用
(料金1,000円)

料金不要
◆乗降介助不必要 ⇒ メーター料金のみ。
◆乗降介助が必要 ⇒ 片道500円

※料金は令和4年5月時点での確認です。詳細は各事業所にお問い合わせください。

会社名

古
賀
市
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３－２．自費ベッドレンタル（介護保険以外） 【３．高齢者の日常生活を支えるサービス】

令和4年5月現在

事業所名 所在地 電話番号 レンタル料の目安 備考

クローバー宗像営業所 宗像市日の里1-28　105棟70号 0940-62-5959
1モーターベッド　1,000～1,500円/月
(介護認定を受けている方、介護認定申請予定の方）

在庫に変動あり、問い合わせ
をお願いします。

サンテック九州 福岡市東区塩浜1-8-3 092-606-1882
ベッド本体・マットレス・サイドレールの3点セット
2,000円/月

機種は選べません。台数に限
りがあります。

ダスキンヘルスレント
福岡東ステーション

福岡市東区松田1-4-46 092-624-1070 ※直接お尋ねください

(有)プラスケア 福岡市東区松島3-22-6 092-626-8826 ※直接お尋ねください

ベストケア宗像 福津市花見が丘1-6-20 0940-35-9180
2,000円/月(介護認定をお持ちの方、申請予定の方）
約8,500円/月(介護認定がない方)

機種の指定はできません。
在庫変動しますので、
お問い合わせお願いします。

太陽シルバーサービス㈱
福岡東営業所

福岡市東区松田3-25-2 092-627-1150
・ベッド　1,500円/月
(1モーター・2モーター・3モーターベッド全て)
・車いす(標準)　1,500円/月

諸費用なし

㈱なんでも屋 福岡市東区蒲田2-22-38 092-691-1146 ※直接お尋ねください

※タウンページ（介護用品）に掲載の事業所及びケアマネジャーなどより聞き取りした事業所のうち、市で確認ができた事業所を掲載しています。
※レンタル料の目安など、確認日時点の情報です。最新の金額などの詳細はお問い合わせください。



３－３．家事サービス（介護保険以外） 【３．高齢者の日常生活を支えるサービス】

令和4年5月現在

事業所名 仕事内容 時間帯 利用料（1時間あたり）
その他の

費用
休業日 利用条件

自宅・施設内でのお手伝い（掃除、調理、入浴介助、
病院同行等）
※その他の内容はご相談ください

①福間ゆーあいの会会員
◆生活援助
最初の1時間1,500円（以降30分ごとに750円）
◆身体介護
最初の1時間2,000円（以降30分ごとに1,000円）
②福間ゆーあいの会会員以外
◆生活援助、身体介護
最初の1時間3,500円（以降30分ごとに1,750円）

◆福間ゆーあいの会の会員以外も
利用可能
◆介護認定有無は問わず
◆事前にﾁｹｯﾄを購入

移送サービス

◆距離制料金
①1.5Ｋｍ未満　400円
②1.5～3.0Ｋｍ　600円（以降2Ｋｍごとに200円加算）
◆待ち時間料金
15分以内　200円（以降、15分ごとに200円）

◆福間ゆーあいの会の会員登録
が必要
◆介護認定または事業対象を受
けている方が対象
◆発着区間の片方又は両方が福
津市内

おそうじ本舗新宮店
　ＴＥＬ：0940-62-5663

日常の掃除、洗濯、食事、食器洗い、片付け、買い
物、ゴミ出し
※その他応相談

8時～17時
（時間外は要相談）

作業員1名1時間3,300円～
市内の場合
なし

・8/13～15
・12/29～1/4
（応相談）

◆見積無料
◆福津市・宗像市・古賀市・新宮
町

就労継続支援B型
クロールアップ
　TEL:0940-51-4660

農作業、草取り、木の伐採、網戸の張替え、荷物の
運搬、不用品処分など

9時～17時
作業員1名につき1時間500円
※作業によってはごみ袋代など別途料金がかかる場合がありま
す。

なし
土、日
12/29～1/3

◆介護認定有無は問わず
◆無料見積できます
◆福津市・宗像市・古賀市

8時～18時
◆最初の1時間3,000円
以降30分ごとに1,500円

6時～8時
18時～22時

◆最初の1時間4,000円
以降30分ごとに2,000円

22時～6時
◆最初の1時間5,000円
以降30分ごとに2,500円

公益社団法人
福津市シルバー人材センター
　　ＴＥＬ：0940-43-6541

家事（清掃、食事、洗濯、買い物)、花や植木の水や
り、高齢者の世話（話し相手、通院の付き添い）※そ
の他応相談

8時～22時
※要相談

◆966円（事務費込内税）～ 見積による
なし
※要相談

◆介護認定有無は問わず
※まずはご相談ください。

福津市社会福祉協議会
　　　指定訪問介護事業所
　　ＴＥＬ：0940-43-5453

介護保険に準じた家事援助
※その他のサービスについては応相談

8時30分～17時
◆最初の1時間2,000円
その後15分ごとに500円
※土・日・祝・時間外25％増し

なし
・日曜日
・8/13～8/15
・12/29～1/3

福津市、古賀市、宗像市

ヘルパーステーション　しらゆり
　　ＴＥＬ：0940-42-7116

介護保険に準じた家事援助
身体介護、通院介助、外出介助

8時～18時
（時間外要相談）

◆家事援助　1時間2,475円
◆身体介護　1時間4,356円
◆外出付き添い
身体介護なし　1時間2,156円
身体介護あり　1時間4,422円
※介護保険・地域支援事業の
単位数に準ずる金額

なし
・8/13～8/15
・12/29～1/3
（応相談）

◆原則、事業対象者や介護認定
を受けている方、障がいの認定を
受けている方

8時～18時 ◆1,500円

6時～8時
18時～22時

◆25％増

22時～6時 ◆50％増

※掲載内容は事業所の確認を得ています。詳細は直接事業所へお問い合わせください。 ※５０音順に掲載しています。

NPO法人福間
「ゆーあいの会」
　　ＴＥＬ：0940-42-7775

8時～17時
（時間外は要相談）

入会金
　1,000円
年会費
　3,000円
交通費
　500円/回
※交通費は
移送サービス
を除く。

・日、祝日（要相談）
・8/13～15
・12/30～1/3

水光ヘルパーステーション
　　ＴＥＬ：0940-34-3332

介護保険に準じた家事援助、身体介護、通院介助、
外出介助（公共機関の利用）など
※掃除全般、草取り、ペットの世話、危険を伴う作
業、高価な物の移動や掃除は不可
※通院介助のみ8：00～18：00、1時間2,000円

初回費用
5,000円
（契約時）
※当日の
ｷｬﾝｾﾙ料
1,000円

・8/13～15
・12/29～1/3
（応相談）

◆自費利用
   原則8時～18時
◆自費の定期利用
   ⇒応相談
◆介護保険との併用
   ⇒8時～22時の時間内で利用
可

訪問介護ｽﾃｰｼｮﾝ　向日葵
　　ＴＥＬ：0940-38-5300

身体介護、生活介護
（提供できないｻｰﾋﾞｽ：専門的なﾊｳｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ、医療
行為、危険を伴う大掃除、各種機関の手続きなど）

ｷｬﾝｾﾙ料
1,500円

なし
◆福津市、古賀市、
　 宗像市（離島除く）

※
日
曜
祝
日
25
％
増

※
時
間
外
は
割
増
料
金

※
日
曜
祝
日
25
％
増
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26
３－４．宅配・買い物代行等を行っている店舗 【３．高齢者の日常生活を支えるサービス】

令和4年5月現在

店名 問合せ（注文）先
主な取扱品および

サービス
営業日・店休日 手数料・出張料等 対応地域 留意点・備考等

イオンネットスーパー 0120-586-610
食品、お酒、生活雑
貨、衣類など

電話の場合
9：00～21：00
インターネットの場合
24時間受付

1回あたり330円 福津市内全域
イオンスクエアメンバーの会員登録（無料）
が必要
注文方法：インターネット

詳しくは「イオンネットスー
パー」で検索ください

エフコープ 0120-41-0120
食品、お酒、生活雑
貨など

電話の場合
月～金：9：00～20：45
土：9：00～17：45
インターネットの場合
24時間受付

【1回/週の注文金額：配送料】
　　　　  　　    注文なし：52円
　　　  　　  ～7,999円：210円
 8,000円～11,999円：157円
12,000円～14,999円：105円
          　   15,000円～：無料

福津市内全域

初回出資金一口1,000円が必要
注文方法：注文書、インターネット（要無料
登録）、アプリ
配送料について、シルバー個配割引やふく
し個配割引、ペア個配あり

詳しくは「エフコープ」で検
索ください

グリーンコープ

お店への注文
0940-43-7422

カタログからの注文
0940-43-2777

食品、お酒、生活雑
貨など

電話の場合
月～日：9：00～21：00
インターネットの場合
24時間受付

配送料　440～880円/月
※配達は週に1回

福津市内全域
初回出資金2,000円、積立金500円/月
注文方法：注文書・インターネット（要無料
登録）・アプリ

詳しくは「グリーンコープ」で
検索ください

みどり牛乳岩崎販売店 0940-52-5098
牛乳、乳製品、サプ
リ、取寄せ商品、クロ
レラ等

10：00～17：00
定休日：日曜日

なし 福津市内全域 当日注文、当日配達はできません
牛乳等、重いので買い物
が大変だと思います。毎
朝、お届けいたします。

津屋崎ミルクセンター 0940-52-4547
雪印メグミルク、永
利牛乳、らくのうマ
ザーズ

定休日：日曜日 なし 福津市内全域
詳しくはお問い合わせくださ
い

デーリィ牛乳　やひさ屋 0940-52-4261 乳製品 ※応相談 宅配ルートであれば無料
福間/上西郷/津屋崎
/宮司郷づくりエリアの
み対応

乳製品の宅配を通して、皆
様の健康を考えている牛
乳屋さんです。

田ぐり庵（でんぐりあん） 0940-39-5539
お弁当、お惣菜、レト
ルト食品

9：00～18：00
年中無休

無料 福津市内全域

美味しさは愛の田ぐり庵で
す！地域限定で無料配
達！ワンコイン日替り弁当・
レトルト総菜もあります！

JA宗像お米パール 0940-37-3171 お米
9：00～17：00
定休日：日祝日

無料 福津市内全域

宗像福津を愛し、宗像福
津産にこだわるコメ作りのプ
ロによるブランド米をいかが
ですか！

※福津市電話帳の職業別リストに掲載のお店のほか、問い合わせの多い品目の取り扱いがあるお店のうち、市で内容の確認ができ、掲載許可を得られた事業所を掲載しています。



３－４．宅配・買い物代行等を行っている店舗 【３．高齢者の日常生活を支えるサービス】

（つづき） 令和4年5月現在

店名 問合せ（注文）先 品目 営業日・店休日 手数料等の料金 地域 留意点・備考等

鮨太（すしだい） 0940-42-0022 寿し・仕出し料理
10：00～20：00

※19：00注文締切
定休日：火曜日

なし 福津市内全域

真心こめた味づくり
寿し・仕出し料理出前専門
店です。冠婚葬祭等の注
文も承っております。

移動販売　しらゆり
080-3226-2427
担当：大庭（おおば）

お米、野菜、肉、お
惣菜

10：00～17：00
定休日：土・日曜日

無料 福津市内全域
ご自宅までお届け致しま
す。なんでもお気軽にお尋
ね下さい。

唐揚げお華（はな） 070-1338-5451 お弁当（日替わり）
12：00～17：30
定休日：日曜日

無料 福津市内全域

地元でとれた野菜・仕入れ
に拘った肉魚を使用し手
作りのお弁当を作っていま
す。昼夕の定期配達も対
応しています。

花かご 0940-52-7333

切花、仏花、榊、花
束、フラワーアレンジ
メント、植木剪定、消
毒等

9：00～19：00
定休日：第1日曜日

3,300円以上：配達無料 福津市内全域

季節のお花取り揃えており
ます。お花の事なら「花か
ご」にお任せ下さい。お庭
の手入れも行っておりま
す。

FLOLIST　Classic　Bouquet
（フローリスト クラシック ブーケ）

0940-72-1144
花束、生花アレンジ
メント、観葉植物、造
花等

10：00～18：00
定休日：日曜日（母の
日の場合は翌日に振
替）

11,000円以上：配達無料
3,300円～11,000円：550円

福津市内全域

生花アレンジメント・花束の
配達、全国配送承ります。
お気軽にお問い合わせくだ
さい。

花木野（はなきの） 0940-43-2888
生花、フラワーアレン
ジメント、苗物、培養
土、肥料等

9：30～18：00
定休日：日・月曜日（配
達は行います）

3,000円以上：配達無料
3,000円未満：200円

福津市内全域
培養土などは置いておくだけでよければ助
かります。

生花や花鉢から苗物まで、
ひと通り揃えています。培
養土や肥料も配達します
ので、問い合わせて下さ
い。

エイム安永 0940-43-3029
電球交換、家電製
品の販売・配達・取
付

9：00～19：00
定休日：日祝日

出張料など　3,000円～
福間南/福間/津屋崎
/宮司郷づくりエリアの
み

お客様の立場に立って親
切・丁寧に対応いたしま
す。可能な限り迅速に対応
します。お気軽にご相談下
さい。

カノデンキ 0940-43-2292
家電販売及び修
理、リフォーム

9：30～19：00
定休日：日祝日

1,650円＋作業料金 福津市内全域

カノデンキは買って安心ま
ごころサービスの店です。
福津で45年地域の電器店
として親しまれています。

メガネスーパー 0120-755-890
視力・聴力測定
メガネ、補聴器の販
売、メンテナンス

年中無休
3,300円
※有料道路使用時など別途費用か
かる場合あり

福津市内全域
メールの場合
eyecare@meganesuper.com

ご自宅、ご入居施設等ご
希望の場所に訪問致しま
す。車いすや起き上がりが
困難な方も安心してお任
せ下さい。

JA-SS　津屋崎給油所 0940-52-3101 灯油
8：00～18：00
定休日：日祝日

3缶以上から配達 福津市内全域
・マンション等、不可の場合有り
・注文を受けた翌日に配達
・時間指定不可

お気軽にお電話下さい。

※福津市電話帳の職業別リストに掲載のお店のほか、問い合わせの多い品目の取り扱いがあるお店のうち、市で内容の確認ができ、掲載許可を得られた事業所を掲載しています。

27



28
３－５．地域で行われている移動販売や出張販売 【３．高齢者の日常生活を支えるサービス】

令和4年5月現在

店名 場所 開催日 時間 品目 問合せ 備考

くらしのサポート
センター　サンクス

第2・4火曜日 11時～1時間程度
野菜・青果・生花・

惣菜など

高齢者サービス課
高齢者福祉係

（0940-43-8298)
※くらしのサポートセンター　サンクスが企画

原町公民館 第1・3木曜日 11時～1時間程度
野菜・青果・生花・

惣菜など

高齢者サービス課
高齢者福祉係

（0940-43-8298)
※原町1区・2区・3区が主体となって企画

東福間中央公民館
小ホール

毎週水曜日 11時～1時間程度
野菜・青果・生花・

惣菜など

高齢者サービス課
高齢者福祉係

（0940-43-8298)
※神興地域郷づくり推進協議会が企画

くるみ公民館 第1・3月曜日 11時～1時間程度
野菜・青果・生花・

惣菜など

高齢者サービス課
高齢者福祉係

（0940-43-8298)
※若木台3区・4区が企画

かいがら公民館 第2・4月曜日 11時～1時間程度
野菜・青果・生花・

惣菜など

高齢者サービス課
高齢者福祉係

（0940-43-8298)
※若木台6区が企画

福津いいざい 水光松風 公開講座開講時 公開講座開講時
野菜・青果・生花・

惣菜など

高齢者サービス課
高齢者福祉係

（0940-43-8298)
※社会福祉法人水光福祉会が企画

※令和4年5月現在で確認したものです。時間・場所は変更になる場合があります。
※新型コロナウイルスの影響により、一時的に開催を見合わせている場合があります。ご注意ください。

あんずの里市



３－５．地域で行われている移動販売や出張販売 【３．高齢者の日常生活を支えるサービス】

（つづき） 令和4年8月現在

店名 場所 開催日 時間 品目 問合せ 備考

的岡公民館 毎週水曜日 14時30分頃～30分程度
グリーンコープの商

品

グリーンコープ生協
ふくおか

（093-291-3115）
※利用には出資金や積立金が必要

宮司ヶ丘公民館 毎週水曜日 15時10分頃～30分程度
グリーンコープの商

品

グリーンコープ生協
ふくおか

（093-291-3115）
※利用には出資金や積立金が必要

青空市場
にしけい駐車場
（旧JA神興支店

駐車場）
毎週日曜日 8時から

野菜・青果・生花な
ど

神興東地域
郷づくり推進協議会
（0940-43-1421）

※神興東地域郷づくり推進協議会が企画
地域の農家の方と神興東郷づくり環境景観部会が共催

※令和4年8月現在で確認したものです。時間・場所は変更になる場合があります。
※新型コロナウイルスの影響により、一時的に開催を見合わせている場合があります。ご注意ください。

グリーンコープ
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30

３－６．自費利用可能な介護用品配達業者一覧 【３．高齢者の日常生活を支えるサービス】

令和4年5月現在

業者名 電話番号 取り扱い商品 費用 支払い方法 配達エリア 配達時期
配達可能な時間

帯
配達の連絡

について
事業所の
営業時間

株式会社　エヴァ 092-292-0330

・紙おむつ（パンツタイプ、

テープタイプ）

・尿取りパッド

・福祉用具

配達時に現金

払い、口座引

落し

市内全域

注文後、２～３

日

※原則、月１回

の配達

平日

9：00～18：00

電話による配達日時

の事前連絡、商品の

確認あり

平日、土曜日

9：00～18：00

移動販売しらゆり 080-3226-2427

・紙おむつ（パンツタイプ、

テープタイプ）

・尿取りパッド

配達時に現金

払い
市内全域

注文後、１週間

以内

※原則、月１回

の配達

年中無休

9：00～21：00

電話による配達日時

の事前連絡、商品の

確認あり

平日、土曜日

9：00～18：00

大樹株式会社 092-608-4228

・紙おむつ（パンツタイプ、

テープタイプ）

・尿取りパッド

配達時に現金

払い
市内全域

月初（毎月1日～

10日の間）

※原則、月１回

の配達

平日

9：00～16：00

第１土・日曜日

9：00～15：00

毎月20日前後に商

品の内容を確認し、

配達日を事前連絡

平日

9：00～18：00

第１土・日曜日

9：00～16：00

有限会社

ライフサービス
092-605-6677

・紙おむつ（パンツタイプ、

テープタイプ）

・尿取りパッド

・福祉用具

配達時に現金払

い、口座引落し、

振込払いなど。

※利用するサービ

スにより異なる。

市内全域

月初

※原則、月１回

の配達

平日

9：00～17：00

初回配達時は事前に

電話連絡あり

翌月以降は初回配達

時に説明

平日

9：00～18：00

商品により異な

ります。詳しく

はお問い合わせ

ください。



３－７．地域住民による生活支援活動 【３．高齢者の日常生活を支えるサービス】

令和4年5月現在

団体名 対象エリア 問い合わせ先（電話番号） 費用 備考

生活支援サポート

◆ゴミ出し手伝い
◆簡単な剪定
◆簡単な大工仕事
◆その他の”お困りごと”

移送支援サポート ◆買い物・病院等の送迎

生活支援サポート
◆ゴミ出し手伝い（チーム53が行います）
◆安否確認・見守り・声掛け
◆お困りごと解決（電球交換、簡単な草刈・剪定など）

◆草刈・剪定は1時間30
分で2,500円
◆ゴミ出し無料

◆利用できる人
・宮司３区居住の高齢者

買い物サポート
◆出張販売(あんずの里市、生鮮ミニマート青い鳥）※本冊子3-5
に掲載

-
毎週火曜日
（11：00～12：00）

吉川　富雄（0940-52-1750） 集いのサポート ◆「浜友会カラオケ」会館（火・木・土10：00～12：00）
◆浜友会員300円/人
◆その他500円/人

◆希望があれば開館OK

買い物支援
◆月２回（第1.3日曜日）ダイレックスへの買い物支援、諸手続き
の代行

屋外作業 ◆網戸の張替、側溝の清掃、門扉の修理や塗装、大工仕事等

草取り・剪定 ◆早朝8：00～9：00の１時間以内の草取・剪定

家事サポート
◆家事手伝い、蛍光灯の取替え、障子の張替、分別収集ごみ出
し

食事サポート ◆週3回、会員2人が夕食をお届け

見守り・声かけ ◆見守り・声かけ、防犯を兼ねての巡回

あんずの里市
◆毎月２回（第1.3月曜日）にくるみ公民館にて実施（若木台3区.4
区合同開催）※本冊子3-5に掲載

◆不要

◆定期的な利用は不可

内　容

おたがい様隊 福津市全域
吉川　富雄（0940-52-1750）
中野　正徳（0940-52-0708）
則武　孝明（0940-52-1329）

◆利用料：無料

◆基本料：200円

※網戸修理（500円～
1,000円）、草取り・剪定
（各1,500円）、家事サ
ポート：200円、食事サ
ポート：200円等、個別に
設定されている場合があ
ります。
詳細はお尋ねください。

◆利用対象者：
若木台３区に居住する方の
うち下記の方
a.高齢者とその家族
b.障がい者とその家族
c.子育て家庭
d.その他、必要と認められる
方々
※詳細は直接お尋ねくださ
い

くらしの
サポート
センター

「サンクス」

宮司3区

サンクス（0940-52-6339）
松見　礼治（0940-52-5804）

若木台3区
サポートの会

若木台３区

伊藤　喜代美（0940-43-1203）
鶴田　弘美（0940-43-2422）
平川　正（0940-43-3901）
町田　健二（0940-43-3265）
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32
３－８．配食サービス 【３．高齢者の日常生活を支えるサービス】

令和4年5月現在

業者名 電話番号 申込み・キャンセル 配達日 費用 内容 支払い方法 宅配エリア 備考

宅配クック１２３ 0940-36-5555 随時受付（当日でも可） 月～日曜日
【普通食】
お弁当594円～
おかずのみ540円～

朝食・昼食・夕食の配達
普通食/カロリー・塩分調整食
/低たんぱく食/ムース食など
刻み、ミキサー食無料
※朝食のみの配達は不可

まとめ払い、振
込、口座引落とし

市内全域 1月1日～1月3日休み

配食のふれ愛 0940-51-5600 前日の午後6時まで 月～日曜日
【普通食】
お弁当564円～
おかずのみ510円

昼食・夕食の配達
普通食/カロリー調整食/たん
ぱく調整食/ムース食など

毎回現金払い、ま
とめ払い、振込払
いなど

市内全域
アレルギー無料対応

1月1日～1月3日休み

ころっけ 0940-42-8848
前日の午後5時まで
※月曜日の変更は土曜日の午
後5時まで

月～土曜日
（祝日含む）

お弁当680円
おかずのみ610円

昼食・夕食の配達
普通食(うす味可)
きざみ食対応可

口座振替、翌月
払い、現金払いな
ど

市内全域 年末年始休み

まごころ弁当 0940-72-4666 前日の午後5時まで
月～土曜日
（祝日含む）

【普通食】
お弁当630円
おかずのみ550円

昼食・夕食の配達
普通食/カロリー調整食/たん
ぱく調整食/ムース食など

毎回現金払い、ま
とめ払い、振込払
いなど

市内全域 1月1日～1月3日休み

エフコープ 0120-41-0120
随時受付
※キャンセルは前週の火曜日
午後6時まで

月～金曜日の5日単位
※1日単位でのお届け不可

お弁当コース5日分：2,770円
　(1食あたり554円)
おかずコース5日分：2,930円
(1食あたり586円)
こだわりおかずコース5日分：3,400円
(1食あたり680円)
ボリュームおかずコース5日分：3,400円
(1食あたり680円)

夕食のみの配達
普通食

口座振替
※現金払いは不
可

市内全域

エフコープ組合員でない方
は、出資金1,000円が必
要です。(出資金は脱退時
に返金されます。)

ワタミの宅食 0120-321-510
水曜日の午後7時までに翌週分
を申込み

5日単位/7日単位
※1日単位でのお届け不可

例）5日分：2,450円(1食あたり490円)

※曜日を選べるコース（週2日～土日祝
を除く）

夕食のみ
普通食/カロリー調整食など

前金制(1週間
分)・口座振替

市内全域
お料理キットやパン、麺
類、冷凍総菜もあり

田ぐり庵 0940-39-5539

【日替わりメニュー】
昼・夕食とも当日注文可

【各種予約弁当】
3日前までに申込。数量変更、
キャンセルは前日午後5時まで

月～日曜日
【普通食】
日替わり弁当：500円
定期便あり（要問い合わせ）

昼・夕食の配達（500円以上）
昼：3種類
　（午前9時～12時配達）
夕：2種類
　（午後4時～6時配達）

随時払い（現金、
PayPay)

市内全域

朝8時～注文受付

昼は手作り総菜、スイーツ
の取り扱いもあり



３－９．ハウスクリーニング、市内のごみ回収を行っている事業所 【３．高齢者の日常生活を支えるサービス】

①ハウスクリーニングを行っている事業所 令和4年5月現在

事業所名 電話番号 営業時間・店休日 主なサービス内容 備考

おそうじ本舗新宮店
0800-808-8800

080-3173-5663

電話受付：8：00～18：00
作業時間：8：00～18：00
店休日：不定休

エアコン、洗濯機、浴室、レンジフード、キッチン、トイ
レ、洗面台、ガラスサッシ、フローリング、おうち丸ごと
等、ハウスクリーニング全般

快適倶楽部 0940-72-5680
電話受付：8：00～18：00
作業時間：8：00～18：00
店休日：不定休

石鹸を使った安全なハウスクリーニング
エアコン、キッチン、バスルーム、トイレのクリーニング
等

津屋崎おそうじサービス 0940-52-3227
電話受付：9：00～18：00
作業時間：9：00～18：00
店休日：不定休

エアコンクリーニング、水回り・換気扇等のハウスク
リーニング全般

ハウスクリーニング淵脇 070-5276-1237
電話受付：9：00～19：00
作業時間：9：00～18：00
店休日：特になし

浴室、換気扇、台所、トイレ、洗面、ガラス他清掃、
草取り、草刈り、植木剪定、消毒、庭木伐採、芝刈
り、エアコンクリーニング、網戸張替、不用品・ごみ回
収、遺品整理他

※タウンページ「ハウスクリーニング（福津市）」に掲載されている事業所のうち、市で内容の確認ができ、掲載許可を得られた事業所を掲載しています。

②市内のごみ収集を行っている事業所

事業所名 エリア

(有)西村産業　　　　　0940-42-2314 旧福間町のうち、JR鹿児島本線西側

(株)林田産業　　　　　0940-42-0444 旧福間町のうち、JR鹿児島本線東側

(有)津屋崎清掃社　　0940-52-1737 旧津屋崎町

※片付け・掃除等で大型のごみやごみが大量に出る際には、上記の事業所に収集の依頼が出来ます。料金などは直接お問い合わせください。
※どこの事業所に問い合わせたらいいか分からない場合には、市うみがめ課（☎62-5019）までお問い合わせください。

月～金　9：00～16：45
土　 曜　9：00～12：00

料金は、部屋の広さや
家具等の大きさで変わ
ります。見積もり・相談
は直接ご連絡ください。

※納得のできるハウスクリーニングのために、次のことに気を付けましょう。
　　①複数社から見積もりを取り、納得した上でサービスを依頼しましょう。
　　②破損や紛失等があった場合の補償等について、事前に十分確認しておきましょう。
　　③事業所とトラブルになった場合には、消費生活相談窓口に相談しましょう。
　　（国民生活センターホームページ「破損、色落ち、雑な仕上がり！？－掃除サービスでのトラブルに遭わないために！－」より抜粋）

電話受付時間

平日　9：00～17：00

平日　9：00～17：30
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34
３－９．ハウスクリーニング、市内のごみ回収を行っている事業所 【３．高齢者の日常生活を支えるサービス】

③特殊清掃や遺品整理をしている事業所 令和4年5月現在

事業所名 電話番号 営業時間・店休日 主なサービス内容 備考

株式会社フクモト工業 0940-39-3805

電話受付：8：30～17：30
作業時間：8：30～17：30
店休日：日曜日
※時間外の電話は転送されます

遺品整理や特殊清掃作業、除菌・抗菌作業

福岡遺品整理・特殊清掃センター
（株式会社ダイワテクノサービス）

0940-34-4680

※お急ぎの場合・時

間外・土日祝は

080-6440-1852

電話受付：8：00～17：00(平日)
作業時間：8：00～17：00
店休日：なし

遺品整理、庭木伐採、※作業依頼に伴う家具・家電
等の買い取り、特殊清掃、物置・倉庫解体、ごみ屋敷
片付け、引越し等

福岡遺品整理プロ
（株式会社ゼロ）

092-405-6157
電話受付：8：00～21：00
作業時間：8：00～20：00
店休日：なし

生前整理、遺品整理、特殊清掃、引越し、不用品回
収

※市内事業所及び一般社団法人遺品整理士認定協会および事件現場特殊清掃センターのホームページに優良企業として掲載されている近隣事業所のうち、市で内容の確認ができ、

掲載許可を得られた事業所を掲載しています。

料金は、規模や部屋の
広さ等で変わります。
見積もり・相談は直接ご
連絡ください。



３－１０．出張訪問理美容 【３．高齢者の日常生活を支えるサービス】

令和4年5月現在

①電話またはメール

②メニュー、日程調整

③当日施術

④会計

施設等 自宅

¥2,000 ¥3,600

¥1,100 ¥1,100

¥1,100 ¥1,100

¥4,400 ¥6,100

¥4,400 ¥6,100

※病院等施設への訪問料金は、3名以上での料金となります。2名以下では、自宅への訪問料金となります。

電話　092-645-1304　（9：00～18：00）／　不定休 （出張理美容協会ホームページより）

出張訪問美容・理容サービス
出張訪問美容・理容サービスとは、高齢者や身体が不自由で外出が困難なため美容室・理容室のご利用ができない方のご自宅や、高齢者施設（有料老人
ホーム・グループホーム・特養・老健・デイサービス施設）、各福祉施設、病院等に訪問させていただき、美容・理容室で行う美容・理容サービス全般をご提供い
たします。

予約から
サービス利用まで

訪問や施術についての相談

メニューの決定と訪問場所や駐車場の有無の確認、訪問日時、利用者の状態などを確認後、業務フローの説明

予約の日時に病院・施設・自宅など、ご希望の場所に出張訪問美容・理容専門のスタイリストが訪問

現金・お振込み・クレジットカードがご利用いただけます。また、お湯や電気にかかる使用料は利用者負担。

【出張理美容協会】福岡県福岡市博多区千代4-4-11　Ｌ／Ｓ　ＢＬＤ2Ｆ

料金

メニュー お願い

カット

・電気・給水（湯）のご提供をお願いいたします。（それ以外のものは全て事業者
にて用意します。）

・お客様の身体状況や体調により、ご家族または介護者の立ち合いをお願いす
ることがあります。

・パーマ・ヘアカラーなどの場合、頭皮や体調の状態によっては施術できないこと
もあります。

・伝染病・ＭＲＳＡ・皮膚疾患等の方への施術は、ご遠慮頂いておりますのでご理
解のほどよろしくお願い申し上げます。

・施術場所は、２～３畳程のスペースが必要です。

・施術前にはバイタル面に注意して施術いたしますが、具合が悪くなられても責
任は負いかねますので充分な体調管理の程、よろしくお願いいたします。体調の
すぐれない時は日時を改めてサービスさせていただきます。

シャンプー

顔剃り

カラー

パーマ　※10日間の無料保証期間あり

出張料金（交通費）
10キロ以内　500円

　10キロ以上　1,000円
　20キロ以上　2,000円

駐車場・高速道路料金 実費になる場合あり
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３－１１．安否確認・見守り 【３．高齢者の日常生活を支えるサービス】

地域支えあい連絡カード 令和4年5月現在

概要

対象

登録方法

見守りグッズの役割

問い合わせ先

認知症高齢者捜してメール

概要

対象

登録方法

申請に必要なもの

問い合わせ先

認知症等により行方不明になるおそれのある高齢者等

原則、対象者の3親等内の親族または対象者を常時介護している方（医療・介護施設従事者等を除く）による申請。

申請に来られる方の印鑑、登録対象者の写真2枚（顔写真１枚、全身写真１枚）

高齢者サービス課：0940-43-8298

高齢者や障がい者及びこれに準ずる状態にある人を、緊急時または災害時だけでなく日頃から地域で支え助け合う制度です。
地域支えあい連絡カードに登録された内容は、日常の見守り活動や災害時の支援活動で利用するために関係機関と共有します。

在宅で生活する方が対象です。
以下に該当する場合は、避難行動要支援者名簿に登録されます。
【要介護者】
要介護3以上
【障がい者】
身体障がい者…身体障害者手帳1級又は2級
知的障がい者…療育手帳Ａ
精神障がい者…精神障害者保健福祉手帳1級

申請場所：６５歳以上の場合　高齢者サービス課/６５歳未満の場合　福祉課
※ご本人が記入できない場合は、代理による記入もできます。

地域支えあい連絡カードに登録された方には、見守りグッズとしてキーホルダーとシールをお渡しします。キーホルダーを常に身に着けていただくこと
で緊急時に迅速に身元確認が行えます。なお、シールは身の回りの品に貼ってお使いください。

高齢者サービス課：0940-43-8298
福祉課：0940-43-8188

認知症になると、道に迷ったり、家の場所がわからなくなったりすることがあります。「認知症高齢者捜してメール」に登録されると、登録者が行方不明になったと
き、メールが捜索協力者に配信されます。捜索依頼メールには、実名及び写真を掲載することができます。
事前登録制で、登録後の写真付き申請書は、市および地域包括支援センター並びに宗像警察署で保管します。

表

裏



３－１１．安否確認・見守り 【３．高齢者の日常生活を支えるサービス】

令和4年5月現在

①郵便局のみまもりサービス ②九州電力のみまもりサービス

みまもり訪問サービス

月1回、郵便局社員など（委託した者を含む）がご利用者
宅などへ訪問し、会話を通じて生活状況を確認します。
確認した生活状況等はご家族などのご指定いただいた報
告先へご連絡します。ご利用者様のご希望により写真や
メッセージなども添付できます。

月額　2,500円
いつでもあんしん
みまもりサポート

毎日の電気使用量の変化を確認し、使用状況が普段と
異なった時にご家族へメールとプッシュ通知でお知らせ
します。メールの送り先は５件まで登録できます。
（お試し期間あり）

月額　550円

みまもりでんわサービス

ご利用者へ毎日同じ時間帯にお電話（自動音声）にて体
調確認を行います。回答後には、日替わりメッセージもお
楽しみいただけます。体調確認の回答内容はすぐにご家
族などのご指定いただいた報告先（4か所まで）へメール
でご連絡します。
（※7～14時、16～21時の間で時間の希望ができま
す。）

固定電話
月額　1,070円

携帯電話
月額　1,280円

利用条件

駆けつけサービス
※みまもり訪問サービス・み
まもりでんわサービスのオプ

ションです。

もしもの時には、ご家族からの要請に応じて警備会社がご
利用者宅に駆けつけます。
別途、警備会社（ＳＥＣＯＭ、ＡＬＳＯＫ）と契約を締結いた
だく必要があります。また、駆けつけの際に生じる料金は１
回につき5,500円かかります。（対応時間1時間以内）

月額　880円
※月額+2,200円～
でご利用者へ専用の

機器をお渡しする
サービス有り。

問い合わせ先

問い合わせ先

③ヤマト運輸のみまもりサービス

見守りサービス
あんしんハローライトプラン

家の電球を「ハローライト」（通信機能付きのLED電球）と交換
することで、電気の点灯・消灯を24時間計測します。前日朝
9：00～当日朝8：59の間に電気のON/OFFが確認できない場
合にご家族へメールで通知します。また、上記の場合、ご家族
の依頼に応じてスタッフが設置先を訪問することもできます。
電球自体に通信機能があるため、専用機器やwi-fi環境は不
要です。

設置費用無料
月額　1,078円

代金後払いの場合、別
途手数料209円/月が

必要

問い合わせ先

みまもり先（親側）
①九州電力と電気の契約をしていること
②スマートメーターが設置され、遠隔で検針していること
③契約者の２親等以内の親族であること
契約者（家族側）
①九州電力又は九電みらいエナジーと電気の契約をしていること
②会員サイト「キレイライフプラス」に入会すること

0120-986-707
または九州電力福間営業所　0120-986-203
（営業時間　月～金曜日の9：00～17：00）

お客様サービス相談センター（※）またはお近くの郵便局にお尋ねください。
※固定電話から：0120-23-28-86、携帯電話から：0570-046-666

ヤマト運輸株式会社　ネコサポサービスセンター
0120-545-425　（受付時間9：00～18：00、年中無休）
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３－１２．緊急通報装置 【３．高齢者の日常生活を支えるサービス】
令和4年5月現在

緊急通報サービス

名称 初期費用 契約 価格(月額)
本人発信以外
の安否確認

ﾜｲﾔﾚｽ型
電池交換代

対応

3,300円

3,850円

2,068円 かけつけ要請有

3,542円
かけつけ要請有
みまもりセンサー

周南マリコム㈱
(福岡営業所
 早助センター福岡)

　　092-586-5630

取付工事費
　11,000円

－ 4,180円 定期的電話連絡 無償
➊緊急ボタン
➋119番通報(状況次第)
➌緊急連絡先へ通報

7,810円～（戸建）
5,060円～（マンション）

－

2,420円（基本料金）

11,000円/回（1時間迄）

220円/回

3,080円 －

見守り・安否確認サービス

名称 初期費用 契約 価格(月額) 対応等

◆おやのことサポートあん
しん＋（プラス）

サービス名

福岡安全センター㈱

　　092-711-7795

装置設置工事費
　11,000円
※撤去時別途費用必要

－
◆緊急通報システム個人
会員サービス

提携会社職
員かけつけな
し

定期的電話連絡
3年に1回
6,600円

➊緊急ボタン
➋提携会社職員かけつけ(別料金)
   【年1～3回】 無料
   【年4回目以降】8,800円/回
➌登録協力員へ通報　⇒かけつけ
➍119番通報(状況次第)
➎緊急連絡先へ通報

提携会社職
員かけつけあ
り

西部ガスリビング㈱

　　0120-987-567

初期登録料
　5,500円

期間：3年
解約違約金なし

◆緊急通報サービス

無償

➊緊急ボタン
➋対処員かけつけあり
➌119番通報(状況次第)
➍緊急連絡先へ報告

◆緊急通報サービス
　　　　　　　　＋
ライフリズム みまもりサービス

◆緊急通報･生活サポート
　 システム

セコム㈱

　　0120-756-892

初期費用(※2)
 【戸建】63,800円～
 【ﾏﾝｼｮﾝ】47,300円～

期間：5年(当初)
　　※１年ごとに自動更新
保証金 20,000円(非課税)
契約満了時返金
解約違約金あり
　(残契約料金の20％)

◆セコム・ホーム　セキュリ
ティ

緊急通報
サービスあり

ご自宅以外への
駆けつけ

位置情報提供
（オペレーター

対応）

※1　セコム・ホームセキュリティ契約必須　／　※2　初期費用・基本料金は家の形状等による　／　※3　防犯、火災、緊急時対応

加入料金
＋11,000円

期間：2年間
以降１年ごとに自動更新
個人契約の場合解約金無

◆セコムみまもりホン（シニ
ア向け携帯電話）

定期的メール連絡

➊緊急時対応
➋現場急行
➌お預かり情報送信
➍電話健康相談
➎位置情報提供
❻安否確認

➊緊急ボタン
➋職員かけつけ(基本)
　 (カギの預かり有り)
➌119番通報(状況次第)
➍事前登録者(5名)へメール配信

◆押してライフリズム
   サービス

3,630円 ワイヤレス空間センサー

無償

➊緊急ボタン
➋センター職員かけつけ(基本)
　 (カギの預かり有り)
➌119番通報(状況次第)
➍緊急連絡先へ通報

安否見守り
サービスあり

（工事料
1,100円）

レンタルの場合
　7,590円～（戸建）
　4,840円～（マンション）

人感センサー

第一警備保障㈱
福岡支社

　　092-441-6315

－

期間：5年
解約違約金あり
　(残契約料金の20％)
機器撤去費用あり

◆緊急通報サービス

無償

㈱あんしんサポート
　
　　0120-34-1881

初回登録料
　1,000円

月契約／年間契約

◆おやのことサポート
音声ガイダン
スによる安否
確認

①通報には通常ご自宅の固定電話回線を利用します。（IP電話など利用できない回線があります。）
②サービスの内容は一部ですので、具体的なサービス内容や金額等をお知りになりたい方は直接各業者へお問い合わせいただくか、ＨＰ等をご覧ください。
③ワイヤレス（ペンダント）型は、各社にあります。（詳しくはお問い合わせください。）

サービス名 安否確認方法

月契約の場合
　　　2,980円

年間契約の場合
　　　年間30,000円
　　　（2,500円／月）

電話連絡（自動音声、週2回）
※応答があるまで30分おきに3回、応答が
なければオペレーター対応。キーパーソン
への連絡

➊事前登録者(4名)へ結果メール配信
➋119番通報(状況次第)
➌24時間お困りごとサポート

緊急通報システムの提供有
オペレーター
による健康確
認あり

電話連絡（自動音声、週2回）
※応答があるまで30分おきに3回、応答が
なければオペレーター対応。キーパーソン
への連絡
オペレーターによる健康確認（月1回）


