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ホーム-MENU-健康・福祉-高齢者福祉-高齢者向け情報（福津市の地域資源）

◆この資料はお問い合わせが多い内容に関する情報を掲載しており、

その施設や団体・機関について市が保証するものではありません。

令和4年度版

福津市役所 高齢者サービス課 ☎0940-43-8298

福津市地域包括支援センター ☎0940-43-0787

福 市津 の 地 域 資 源
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医療機関の情報
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運動できる場所

介護予防講座

これは、高齢者の方やそのご家族からの問い合わせが多い情報をまとめた冊子です。この冊子には、運動できる施設や地域の集まり、

高齢者向けの住み替えの情報のほか、生活に役立つさまざまなサービスの情報を掲載しています。内容は随時更新されます。
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１－１．高齢者の消費生活相談窓口 【１．各種相談窓口】

 電話　１８８（いやや！） 12月29日～1月3日を除く、原則毎日

　福津市消費生活相談窓口（福津市役所本館２階　消費生活相談室）

電話　0940-４３-８１０６ 　　 （月・水・金） 　９：００～１６：００

福岡県消費生活センター （月～金 ※電話・来所相談） 　９：００～１６：３０

　　電話　092-６３２-０９９９ 　（日曜日 ※電話のみ） １０：００～１６：００

　消費者ホットライン

おかしいな、困ったな、と思ったら一人で悩まず相談しましょう。

高齢者の消費者被害者急増中！

ひとりで契約するのが不安、お金の管理について、誰かと相談したいと思ったら

　福津市地域包括支援センター （日曜日、祝日、第2土曜日、年末年始を除く）

電話　0940-４３-０７８７ 　８：３０～１７：００

　福津市社会福祉協議会

電話　0940-３４-３３４１      （平日） 　８：３０～１７：００

悪質業者は高齢者を狙っています！
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１－２．その他相談窓口 【１．各種相談窓口】

その他参考資料　～詳細はQRコードからご確認ください。簡単に市公式ホームページを開くことができます～

ふくつミニバス時刻表

市役所開庁時
8：30～17：00

福津市役所うみがめ課
電話　0940-62-5019

年金に関する相談 ー

ふくとぴあでの出張相談
毎週水曜日９：30～１６：００（要予約） 東福岡年金事務所

電話　092-651-7967

健康カレンダー 福津市総合防災マップ 防災すまっぽん

ご案内や時刻表を確認でき
ます。

予防接種やがん検診な
どの情報を確認できま
す。

災害時の知識や警戒区域
などを確認できます。

スマホで防災情報を確認
できます。持ち運べる防
災マップです。

日常生活上の
悩みごと相談

心配ごと相談
毎月第２・４水曜日
10：00～15：00

福津市社会福祉協議会
電話　0940-34-3341

東福岡年金事務所（福岡市東区）：９：30～１６：００

むなかた弁護士センター（宗像市）
　　　　（火曜日）16：00～19：00（３０分/１人）
   　（木・金曜日）13：00～16：00（３０分/１人）

相続・金銭・不動産・家
庭など
法的相談

無料法律相談

古賀弁護士センター（古賀市）
（月・水・土曜日）13：00～16：00（３０分/１人）

福津市役所人権政策課
電話　0940-43-8129

社会に出るのが怖い、借
金や家族の問題など生活
のお困りごと

生活支援相談
市役所開庁時

8：30～17：00
福津市役所福祉課

電話　0940-43-8188

粗大ごみの処分に関する
相談

ー

在宅医療
・介護の相談

むーみんネット
月～金曜日（祝日除く）

8：30～17：15

宗像医師会
在宅医療連携拠点事業室
電話　0940-37-5020

相談内容 窓口または名称 開設日・時間 連絡先

介護予防の支援
権利擁護
虐待に関する相談
その他悩みごと

高齢者の総合相談
８：30～17：00

※日曜日、祝日、第2土曜日、年末年始を除く
福津市地域包括支援センター

電話　0940-43-0787



１－３．社会参加の相談窓口 【１．各種相談窓口】

１－３．知識を身につけて社会参加

認知症サポーター養成講座

・認知症サポーターとは
・認知症ってどんなもの？
・認知症の人との接し方
・認知症サポーターキャラバンVTR上映

〈申込対象〉
福津市内で活動する市民グルー
プや自治会など、１０人以上の
団体

　　市高齢者サービス課
　電話　0940-43-8298
※申込む場合には、開催希望日のおお
むね２か月前までにご相談ください。

名称 内容 受講方法 問い合わせ先

介護予防サポーター養成講座

〈講義〉４回
　①介護予防とは・サポーターの役割
　②口の動きと予防について
　③栄養食事について
　④ロコモティブシンドローム・認知症予防
〈実技〉４回

令和４年度は、養成講座を5月、
7月、９月の３回実施します。詳
細については、市のHPをご覧く
ださい。

市高齢者サービス課
電話　0940-43-8298

ボランティアセンター
◆ボランティアを必要としている人や一緒に活動したいと考えている人に登録団体を紹介し、
相談者と登録団体の仲介などを行います。

福津市ボランティアセンター
電話　0940-42-9071

はつ・らつ・コミュニティ

◆おおむね60歳以上の方で、これまでの経験・知識・技能を活かして働きたいと考えている
人はまずご登録ください。企業から派遣依頼があった場合は就業していただきます(求人一覧
表各月発行）。
◆職業紹介（有料）も可能です。
◆就業支援セミナーを年に数回実施しています。

公益社団法人福岡県高齢者
能力活用センター

電話  092-451-8621
※所在地：福岡市商工会議所1F

農作業ヘルパー

　①JAへの求職者登録票を提出
　②JAが求人者（農家）を選定
　➂面接・協議等
　④契約・仕事開始

農作物の定植作業、収穫作業、管理作業、
除草作業など

JAむなかた無料職業紹介所
電話　0940-36-2374

70歳現役応援センター

◆専門相談員が新たな就業やNPO・ボランティア活動などの社会参加を希望する皆さんと個
別相談を行い、経歴や希望などを伺い経験や技能を活かすことができる様々な進路を提案しま
す。
◆就職支援セミナーを年に数回実施しています。
◆高齢者の方に地域の子育て現場で活躍していただく「ふくおか子育てマイスター」認定のた
めの研修や手続きを提案します。

福岡県70歳現役応援センター
電話　092-432-2577
※所在地：福岡市博多区

名称 流れ 作業内容 問い合わせ先

シルバー人材センター

　①入会説明会に参加
　※原則、毎月第1・3（水）10時～
　②センターが業務内容を選定
　③仕事開始

家事援助サービス、高齢者福祉サービス、
施設等の清掃業務、子育て支援サービスな
ど

福津市シルバー人材センター
電話　0940-43-6541
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１－４．認知症ケアパス 【１．各種相談窓口】

令和4年5月現在

古賀市今の庄３丁目１２－２０

＜　認知症ガイドブックの内容　＞

＜問い合わせ＞

・市高齢者サービス課高齢者福祉係　　 電話番号：０９４０-４３-８２９８　（開所時間　平日８：３０～１７：００　※年末年始を除く）

・福津市地域包括支援センター　電話番号：０９４０-４３-０７８７　（開所時間　８：３０～１７：００　※日曜日・祝日・第２土曜日・年末年始を除く）　

認知症ケアパスとは？

認知症の症状に応じた対応・支援体制をおおまかに示したものです。

市では、認知症に関することをまとめた「認知症ガイドブック」という冊子を
作成しており、福津市の認知症ケアパスを掲載しています。
詳しくはお問い合わせください。なお、市高齢者サービス課窓口および地域
包括支援センター窓口にてお渡しするほか、市公式ホームページから確認
することも可能です。

本冊子「福津市の地域資源」を活用することで、認知症の人を支える、
介護保険サービスや民間サービス、地域住民によるサービスなどを理解できる
ものとなっています。

１.認知症を正しく理解しましょう ２.認知症かも？ ３.認知症予防【知識編】

４.認知症は早期発見が重要です ５.認知症に関する問い合わせ・相談先

６.認知症の方への対応【対応編】 ７.認知症の進行・症状に応じた支援体制

詳細は…

「福津市 認知症」

で検索！

または

QRコードから！



２－１．公民館・サロン・サークル等の活動状況　 【２．地域の集まり・運動できる場所・介護予防講座】　

○福間郷づくり地域 令和4年5月現在

開催場所 名称 問い合わせ先 電話番号 活動内容 活動日時 費用 備考

転倒予防
（てんとうむし体操）

花見公民館 0940-42-3105
◆座ってできる体操やストレッチ
　 ～のばそう平均寿命・健康寿命～

毎週水曜日
　9：30～(第1部)
　11:00～(第2部)

◆参加費⇒200円
福間地域郷づくり推
進協議会主催

花見区シニアクラブA
（花見1・2区）

花見公民館 0940-42-3105
◆区内清掃活動　◆日帰りバスハイク(年２回)　◆スポーツ大会
◆松林清掃　◆懇親会(新年会/お花見会/忘年会)
◆レクリエーション

（公民館清掃）
第1・3木曜日
　9:00～12：00

◆シニアクラブ会費
　⇒年会費2000円。
◆バスハイク⇒別途必要

花見区シニアクラブB
（花見3・4区）

花見公民館 0940-42-3105
◆区内清掃活動　◆見守り隊　◆日帰りバスハイク(年２回)
◆スポーツ大会　◆懇親会(新年会/お花見会/忘年会)
◆レクリエーション

（公民館清掃）
第2・4木曜日
　9:00～12：00

◆シニアクラブ会費
　⇒半期1,000円。
◆バスハイク⇒別途必要

花見３・４区
介護予防サロン

福津市社会
福祉協議会

0940-34-3341 ◆てんとうむし体操
毎週水曜日
　9：30～(第1部)
　11:00～(第2部)

◆問い合わせの際
　 にお尋ねください

蒲池珠算教室 蒲池 0940-43-6611 ◆蒲池珠算教室
　10：00～17：00
※12/31～1/3以外
は開館

◆問い合わせの際
　 にお尋ねください

花見１・２区福祉会
福津市社会
福祉協議会

0940-34-3341

◆分別収集支援（通年）　◆見守り・声掛け活動（通年）
◆てんとうむし体操（通年）
◆防災対策　◆演奏会　◆ウォーキング
◆高齢者の安全運転講座　◆防犯講座

－
◆問い合わせの際
　 にお尋ねください

花見３・４区福祉会
福津市社会
福祉協議会

0940-34-3341

◆見守り・声掛け活動（通年）
◆ニュースポーツ　◆出前講座　◆音楽鑑賞
◆児童との交流会  ◆防災・防犯講座　◆日帰り研修会
◆クリスマス会　◆新年会  ◆歌声喫茶　◆お花見会

－
◆問い合わせの際
　 にお尋ねください

太極拳
林

徳永
0940-42-1065
0940-43-4147

◆太極拳　◆ストレッチ
第1・2・3金曜日
　13：30～15：30

◆2,500円（2時間）
どなたでも参加でき
ます

福間会館
転倒予防
（てんとうむし体操）

廣渡
0940-42-2333
090-1875-7670

◆座ってできる体操やストレッチ
　 ～のばそう平均寿命・健康寿命～

第1・3水曜日
　14：00～15：00

◆保険代⇒200円
福間地域郷づくり推
進協議会主催

福間ゆーあいの
会

おしゃべりカフェ
福間ゆーあい

の会
0940-42-7775

◆四季折々の美味しい昼食　◆おしゃべり　◆脳トレ
◆レクリエーション　◆紙芝居　◆朗読会　など

第3日曜日
　10：30～14：00
※時間変更稀に有

◆1回100円（軽食なし）
◆1回300円（軽食あり）
◆送迎付は500円
◆実費1,000円以内

年齢、性別問わず
どなたでも参加でき
ます

※新型コロナウイルスの影響により、活動日時が不定期となっている場合があります。参加をご検討されている方は、事前に問い合わせすることをおすすめします。

花見
公民館

5



6
２－１．公民館・サロン・サークル等の活動状況　 【２．地域の集まり・運動できる場所・介護予防講座】　

○福間郷づくり地域（つづき） 令和4年5月現在

開催場所 名称 問い合わせ先 電話番号 活動内容 活動日時 費用 備考

大和1区自治会福祉
会

福津市社会
福祉協議会

0940-34-3341
◆見守り活動(通年）　◆分別収集支援（通年）
◆年賀状送付　◆なかよし会

－
◆問い合わせの際
　 にお尋ねください

大和２区福祉会
福津市社会
福祉協議会

0940-34-3341

◆見守り活動（通年）　◆分別収集支援(通年)
◆歌を楽しもう会（通年）　◆てんとうむし体操（通年）
◆福津の歴史・文化を学ぼう会（通年）　◆大和句会（通年）
◆日帰り研修旅行　◆ふれあいサロン

―
◆問い合わせの際
　 にお尋ねください

福津市将棋同好会 春日　久行 0940-42-3888 ◆将棋を通じた老化防止・会員間の交流による引きこもり防止
毎週土曜日

10：00～17：00
◆問い合わせの際
　 にお尋ねください

火曜会ＦＤサークル 草野千鶴子 0940-43-5169 ◆世界の国々のやさしいフォークダンス
毎週火・土曜日
　9：30～11：30

◆月会費1,000円前後
◆スポーツ保険
65歳以上1,200円/年
64歳以下1,850円/年
◆シューズ代実費

仲良しＦＤクラブ 西尾　征子 0940-42-3401 ◆世界の国々のやさしいフォークダンス
第1・3木曜日
　9：00～11：30

◆月会費1,000円前後
◆年会費1,000円前後
◆スポーツ保険
65歳以上1,200円/年
64歳以下1,850円/年
◆シューズ代実費

レクリエーション＆ダン
ス教室

井上　幸子 0940-42-6699
◆音楽に合わせて手軽にできる体操やダンス、レクリエーションで、楽し
みながら健康づくり　◆青空体操

毎週木曜日
　14：00～16：00

◆1回300円
年齢、性別問わずど
なたでも参加できま
す

パークハウス
福間１階

多目的ホール

ワークショップ
＆サロン　えるく塾

宮川 090-1114-9038 ◆みんなで絵（水墨画）を描こう　◆茶話会
第1・3水曜日
　13：30～15：30

◆1回500円
居住者に限らず、ど
なたでも参加できま
す

※新型コロナウイルスの影響により、活動日時が不定期となっている場合があります。参加をご検討されている方は、事前に問い合わせすることをおすすめします。

大和町
公民館

福間体育
センター



２－１．公民館・サロン・サークル等の活動状況　 【２．地域の集まり・運動できる場所・介護予防講座】　

○福間郷づくり地域（つづき） 令和4年5月現在

開催場所 名称 問い合わせ先 電話番号 活動内容 活動日時 費用 備考

本町公民館 本町区福祉会
福津市社会
福祉協議会

0940-34-3341

◆分別収集（通年）　◆廃品回収支援（通年）
◆ほっとサロン（通年）　◆てんとうむし体操（通年）
◆防災講座　◆音楽介護予防講座　◆コンサート　◆演奏会
◆年末買い物支援

―
◆問い合わせの際
　 にお尋ねください

南町公民館 南町区福祉会
福津市社会
福祉協議会

0940-34-3341
◆外出支援（通年）
◆ピンシャン体操　◆茶話会

―
◆問い合わせの際
　 にお尋ねください

緑町区福祉会
福津市社会
福祉協議会

0940-34-3341
◆分別収集支援（通年）　◆高齢者見守り活動（通年）
◆健康体操　◆音楽介護予防講座　◆クリスマス会　◆笑いヨガ
◆演奏会

―
◆問い合わせの際
　 にお尋ねください

みどり歌声サークル 田原　義郎 0940-43-1484 ◆カラオケを通じた老化防止・介護予防
毎週土曜日

13：30～15：00
◆会費　ひと月千円

昭和公民館 昭和区自治会福祉会
福津市社会
福祉協議会

0940-34-3341
◆こども見守り活動（通年）　◆分別収集支援（通年）
◆福祉会だより発行（通年）　◆草刈（通年）
◆芋ほり会　◆スマホ講座

－
◆問い合わせの際
　 にお尋ねください

西福間１
公民館

西福間１区福祉会
福津市社会
福祉協議会

0940-34-3341
◆見守り活動(通年)
◆リコーダー演奏　◆演奏会　◆音楽介護予防講座　◆日舞鑑賞
◆弁当配布・安否確認

－
◆問い合わせの際
　 にお尋ねください

住宅型有料
老人ホーム
水光松風

集いの場　みどり 磯野　孝子 0940-42-3505 ◆集いの場（サロン・市民公開講座）　◆将棋・囲碁・卓球
　10：00～17：00
※12/31～1/3以外
は開館

◆無料
社会福祉法人水光
福祉会が主催

住宅型有料
老人ホーム
水光松風

ほっとサロン　みどり
住宅型有料
老人ホーム
水光松風

0940-42-3505 ◆日中自宅で過ごすのが不安な方が利用　◆昼食の提供

送迎あり
　10：00～16：00
送迎なし
　9：00～17：00

◆送迎あり1,000円
◆送迎なし　500円
◆昼食代　  500円

※新型コロナウイルスの影響により、活動日時が不定期となっている場合があります。参加をご検討されている方は、事前に問い合わせすることをおすすめします。

緑町公民館

7



8
２－１．公民館・サロン・サークル等の活動状況　 　【２．地域の集まり・運動できる場所・介護予防講座】　

○福間南郷づくり地域 令和4年5月現在

開催場所 名称 問い合わせ先 電話番号 活動内容 活動日時 費用 備考

原町公民館
・後添集会所

原町１区福祉会
福津市社会
福祉協議会

0940-34-3341
◆一斉訪問・見守り（通年）　◆福祉会便り発行（通年）
◆ﾊﾞｰｽﾃﾞｰｶｰﾄﾞ配布（通年）
◆茶話会　◆お菓子配布・見守り　◆マスク配布・見守り

―
◆問い合わせの際
　 にお尋ねください

原町げんき塾 山田　宏子 090-4473-3254
◆簡単な文章の読み書き　◆簡単な算数問題
◆数字盤の訓練　◆手足を動かす体操　◆バスハイク
◆クリスマス会　◆スカットボール◆お楽しみ会◆音楽講座

毎週火曜日
1時限目
　9：30～10：15
2時限目
　10：15～11：00

◆原町連合会員1000円/
月、会員以外1500円/月

対象：福津市にお
住まいで、一人で
教室に通える70
歳以上の方

原町２区福祉会
福津市社会
福祉協議会

0940-34-3341
◆見守り活動(通年)　◆買い物支援（通年）
◆健康体操　◆警察署出前講座

―
◆問い合わせの際
　 にお尋ねください

原町３区福祉会
福津市社会
福祉協議会

0940-34-3341
◆見守り活動(通年)　◆買い物支援（通年）
◆敬老祝い品配布　◆美化活動　◆防災訓練　◆茶話会

―
◆問い合わせの際
　 にお尋ねください

四角公民館 四角区福祉会
福津市社会
福祉協議会

0940-34-3341
◆声かけ、見守り活動（通年）
◆健康体操　◆餅配布・見守り

◆問い合わせの際
　 にお尋ねください

両谷公民館 両谷区福祉会
福津市社会
福祉協議会

0940-34-3341
◆買い物支援（通年）　◆草刈り（通年）　◆分別収集支援（通年）
◆敬老記念品配布　◆しめ縄作り　◆餅配布・見守り
◆どんど焼き

―
◆問い合わせの際
　 にお尋ねください

光陽台
公民館

光陽台ＦＤ同好会 西尾　征子 0940-42-3401 ◆世界の国々のやさしいフォークダンス
毎週木曜日
　13：30～15：30

◆月会費1,000円前後
◆年会費1,000円前後
◆スポーツ保険
65歳以上1,200円/年
64歳以下1,850円/年
◆シューズ代実費

※新型コロナウイルスの影響により、活動日時が不定期となっている場合があります。参加をご検討されている方は、事前に問い合わせすることをおすすめします。

原町公民館



２－１．公民館・サロン・サークル等の活動状況　 【２．地域の集まり・運動できる場所・介護予防講座】　

○福間南郷づくり地域（つづき） 令和4年5月現在

開催場所 名称 問い合わせ先 電話番号 活動内容 活動日時 費用 備考

光陽台１区福祉会
福津市社会
福祉協議会

0940-34-3341
◆分別収集支援(通年)　◆買い物支援（通年）
◆健康講座　◆餅つき

―
◆問い合わせの際
　 にお尋ねください

光陽台2区福祉会
福津市社会
福祉協議会

0940-34-3341
◆分別収集支援（通年）　◆買い物支援（通年）
◆ラジオ体操（通年）　◆高齢者等の見守り(通年)
◆健康体操　◆スカットボール　◆茶話会　◆スマホ講座

―
◆問い合わせの際
　 にお尋ねください

光陽台３区福祉会
福津市社会
福祉協議会

0940-34-3341
◆分別収集支援（通年）
◆敬老祝い品配布　◆年忘れビンゴゲーム　◆忘年会

―
◆問い合わせの際
　 にお尋ねください

光陽台南区
公民館

光陽台南区福祉会
福津市社会
福祉協議会

0940-34-3341
◆学童登校見守り（通年）
◆子ども会とのボーリング大会　◆しめ縄作り
◆フラワーアレンジメント

―
◆問い合わせの際
　 にお尋ねください

有弥の里
1区公民館

有弥の里１区福祉会
福津市社会
福祉協議会

0940-34-3341

◆分別収集支援（通年）　◆福祉だより発行（通年）
◆アルミ缶・プルトップ・ベルマーク収集(通年)
◆歌子先生の健康教室　◆町内ゴミ拾い　◆ミュージックベル
◆いつでも散歩　◆日曜散歩

―
◆問い合わせの際
　 にお尋ねください

有弥の里
2区公民館

有弥の里２区
自治会福祉会

福津市社会
福祉協議会

0940-34-3341
◆高齢者への声かけ運動・健康確認活動（通年）
◆分別収集支援(通年)
◆グラウンドゴルフ　◆いちご狩り

―
◆問い合わせの際
　 にお尋ねください

※新型コロナウイルスの影響により、活動日時が不定期となっている場合があります。参加をご検討されている方は、事前に問い合わせすることをおすすめします。

光陽台
公民館

9



10
２－１．公民館・サロン・サークル等の活動状況　 【２．地域の集まり・運動できる場所・介護予防講座】

○神興郷づくり地域 令和4年5月現在

開催場所 名称 問い合わせ先 電話番号 活動内容 活動日時 費用 備考

東福間８区福祉会
福津市社会
福祉協議会

0940-34-3341
◆移動販売（通年）
◆敬老記念品配布　◆脳トレ本配布

―
◆問い合わせの際
　 にお尋ねください

東福間６区福祉会
福津市社会
福祉協議会

0940-34-3341 ◆移動販売（通年） ―
◆問い合わせの際
　 にお尋ねください

ふれ愛
サロン

ふれ愛サロン 小西　一功 0940-72-6667

【趣味の会サークル】
◆健康講話　◆健康教室　◆健康体操◆折り紙同好会
◆麻雀同好会　◆ピアノ伴奏で歌おう　◆すてきにハンドメイド
◆料理教室　◆刺繍で楽しもう　◆やさしい俳句
◆四季のお菓子作り　◆テレビの日　◆カラオケ同好会　など

毎週月～金曜日
　9：00～17：00
毎週土曜日
　13：30～17：00
(日曜・祝日・盆・正月は
休み）
※詳細は直接お問い合
わせください。

◆会員制
　1,800円/半年
　または3,600円/年
※その他サークル活動
費等については直接お
問い合わせください。

東福間1～5区、9区、10区
の65歳以上対象
※会員紹介であれば地域
年齢は問わない

光陽台
ふれあい
公民館

ふれあいＦＤ同好会 西尾　征子 0940-42-3401 ◆世界の国々のやさしいフォークダンス
毎週月曜日
　13：30～15：30

◆月会費1,000円前後
◆年会費1,000円前後
◆スポーツ保険
65歳以上1,200円/年
64歳以下1,850円/年
◆シューズ代実費

スプリングＦＤサークル 松尾　弥生 0940-42-1297 ◆世界の国々のやさしいフォークダンス
毎週月曜日
13：30～15：30

◆月会費1,000円前後
◆年会費1,000円前後
◆スポーツ保険
65歳以上1,200円/年
64歳以下1,850円/年
◆シューズ代実費

友遊ロック
中島

美和子
0940-42-8756 ◆介護予防体操　◆茶話会　など

第4金曜日
10：00～11：30

◆1回　200円

※新型コロナウイルスの影響により、活動日時が不定期となっている場合があります。参加をご検討されている方は、事前に問い合わせすることをおすすめします。

東福間
県住集会所

光陽台６区
公民館



２－１．公民館・サロン・サークル等の活動状況　 【２．地域の集まり・運動できる場所・介護予防講座】

○神興郷づくり地域（つづき） 令和4年5月現在

開催場所 名称 問い合わせ先 電話番号 活動内容 活動日時 費用 備考

さくらＦＤサークル 阿部　好子 0940-36-5309 ◆世界の国々のやさしいフォークダンス
毎週火曜日
　9：30～11：30

◆月会費1,000円前後
◆年会費1,000円前後
◆スポーツ保険
65歳以上1,200円/年
64歳以下1,850円/年
◆シューズ代実費

東福間９区福祉会
福津市社会
福祉協議会

0940-34-3341
◆見守り活動（通年）　◆分別収集支援（通年）
◆音楽介護予防講座　◆市出前講座　◆年末買い物支援

―
◆問い合わせの際
　 にお尋ねください

リズム体操 小林　信代 090-6630-4649 ◆転倒予防の体操
毎週金曜日
　13:30～16:00

◆1回200円

東福間３区福祉会
福津市社会
福祉協議会

0940-34-3341
◆分別収集支援（通年）　◆健康体操（通年）
◆認知症予防音楽活動　◆グラウンドゴルフ大会　◆年越しそば配布
◆演奏会　◆花見

―
◆問い合わせの際
　 にお尋ねください

東福間４区福祉会
福津市社会
福祉協議会

0940-34-3341

◆独居高齢者訪問（通年）　◆会報発行(通年)
◆カレンダー配布（通年）　◆暮らしの相談（通年）
◆誕生カードとプレゼント配布（通年）　◆子どもとのはがき交流
◆年末買い物支援　◆子ども一日福祉推進員活動　◆演奏会
◆小物作り　◆健康講座　◆クリスマス会

―
◆問い合わせの際
　 にお尋ねください

東福間10区福祉会
福津市社会
福祉協議会

0940-34-3341
◆分別収集支援(通年)　◆夜間防犯パトロール（通年）
◆鯉のぼり掲揚　◆松飾作り

―
◆問い合わせの際
　 にお尋ねください

※新型コロナウイルスの影響により、活動日時が不定期となっている場合があります。参加をご検討されている方は、事前に問い合わせすることをおすすめします。

東福間中央
公民館
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12
２－１．公民館・サロン・サークル等の活動状況　 【２．地域の集まり・運動できる場所・介護予防講座】　

○神興東郷づくり地域 令和4年5月現在

開催場所 名称 問い合わせ先 電話番号 活動内容 活動日時 費用 備考

若木台5区福祉会
福津市社会
福祉協議会

0940-34-3341
◆移動販売（通年）
◆演奏会　◆防災講座　◆社協出前講座

―
◆問い合わせの際
　 にお尋ねください

若木台6区福祉会
「若ロック」

福津市社会
福祉協議会

0940-34-3341
◆健康体操教室（通年）　◆移動販売（通年）　◆見守り活動（通年）
◆演奏会　◆体操　◆早口言葉　◆レクリエーション　◆大道芸
◆しめ縄作り　◆クリスマスリース作り

―
◆問い合わせの際
　 にお尋ねください

若木台ＦＤ同好会 西尾　征子 0940-42-3401 ◆世界の国々のやさしいフォークダンス
毎週水曜日
　9：30～11：30

◆月会費1,000円前後
◆年会費1,000円前後
◆スポーツ保険
65歳以上1,200円/年
64歳以下1,850円/年
◆シューズ代実費

若木台4区福祉会
福津市社会
福祉協議会

0940-34-3341
◆福祉会ニュースの発行（通年）　◆移動販売（通年）
◆唄の会　◆体操　◆茶話会　◆バスハイク　◆弁当配布・見守り
◆年末買い物支援

隔月第3木曜日
13：30～

（福祉会がない月は
唄の会）

◆問い合わせの際
　 にお尋ねください

若木台3区
サポートの会

福津市社会
福祉協議会

0940-34-3341

◆生活支援事業（買い物サポート、屋外作業、草取り・剪定、家事サ
ポート、食事サポート、見守り・声掛け、・子育て支援）（通年）
◆移動販売（通年）
◆認知症講演　◆独居高齢者訪問交流　◆スマホ講座
◆在宅介護者の会「あじさいの会」

―
◆問い合わせの際
　 にお尋ねください

若木台1区福祉会
福津市社会
福祉協議会

0940-34-3341
◆移動販売（通年）
◆健康体操　◆朗読　◆茶話会　◆出前講座　◆ビンゴゲーム

―
◆問い合わせの際
　 にお尋ねください

若木台2区「すずめの
お宿」

福津市社会
福祉協議会

0940-34-3341
◆移動販売（通年）　◆見守り活動（通年）
◆ラジオ体操　◆レクリエーション　◆おしゃべり会　◆手遊び
◆演奏会　◆ミニ運動会

―

内田邸
（若木台）

ゆーあいサロン
若木台

福間ゆーあい
の会

0940-42-7775 ◆交流活動　◆出前講座　◆外出　など
第2水曜日
　13：30～15：30

◆1回100円

ふれあいじんとう
（神興東郷づくり
交流センター）

じんとうサロン
神興東
郷づくり

0940-43-1421 ◆健康体操　◆講演会　◆麻雀　など
第4金曜日
14：00～15：30

内容によって、費用がかか
る場合もある

神興東郷づくりにお
住まいの方。他地域
の方は要相談。

かいがら
公民館

くるみ
公民館

わかば
公民館



２－１．公民館・サロン・サークル等の活動状況　 【２．地域の集まり・運動できる場所・介護予防講座】　

○上西郷郷づくり地域 令和4年5月現在

開催場所 名称 問い合わせ先 電話番号 活動内容 活動日時 費用 備考

旧岩橋医院
待合室

岩橋サロン 磯野　孝子 090‐7981‐3484
◆茶話会　◆体操　◆レクリエーション
※その日の雰囲気に合わせて活動しています

毎月第4金曜日
14:00～16：00

◆1回200円

本木公民館 本木 お楽しみ会 倉元　公子 0940-42-1449
◆ラジオ体操　◆歌　◆食事
◆イベント（出前講座、健康体操、ビンゴ など）

２ヶ月に１回
12：00～15：00

◆1回600円
　（食事代込）

65才以上
本木在住の女性のみ

※新型コロナウイルスの影響により、活動日時が不定期となっている場合があります。参加をご検討されている方は、事前に問い合わせすることをおすすめします。
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14
２－１．公民館・サロン・サークル等の活動状況　 【３．地域の集まり・運動できる場所・介護予防講座】　

○宮司郷づくり地区 令和4年5月現在

開催場所 名称 問い合わせ先 電話番号 活動内容 活動日時 費用 備考

宮司アイリス
ＦＤサークル

向井　洋子 0940-42-0387 ◆世界の国々のやさしいフォークダンス
毎週火曜日
　10：00～12：00

◆月会費1,000円前後
◆年会費1,000円前後
◆スポーツ保険
65歳以上1,200円/年
64歳以下1,850円/年
◆シューズ代実費

折り紙教室 寺本　博一 0940-52-1277 ◆折り紙
第3木曜日/
第3金曜日
　10：00～12：00

◆1回600円

折り紙は持参
人数増で曜日の追加変
更あり
出前も可能

星ヶ丘
公民館

星ヶ丘区福祉会
福津市社会
福祉協議会

0940-34-3341
◆音楽サロン（通年）　◆卓球（通年）　◆分別収集支援（通年）
◆福祉会だより発行（通年）
◆ラジオ体操　◆赤飯配布・見守り　◆門松作り　◆どんど焼き

―
◆問い合わせの際
　 にお尋ねください

にこにこサロン
福津市社会
福祉協議会

0940-34-3341
◆血圧測定　◆手話と体操　◆コミュニケーション麻雀
◆脳トレ　◆体操　◆バスハイク　◆手芸　◆出前講座
◆演奏会

第3金曜日
　10:00～12:00

◆問い合わせの際
　 にお尋ねください

活動地域
⇒宮司３区

宮司西区福祉会
福津市社会
福祉協議会

0940-34-3341

◆分別収集支援（通年）　◆見守り活動（通年）
◆買い物支援（通年）　◆安否確認福祉電話
◆あんしん情報セットの配布　◆福祉マップ　◆いきいきサロン
◆年末に一人暮らし高齢者へ絵手紙配布

―
◆問い合わせの際
　 にお尋ねください

活動地域
⇒宮司３区

歌声喫茶
宮司地区郷
づくり推進協

議会
0940-52-5901 ◆童謡・昭和歌謡・ポップスなどを歌う

第2・4水曜日
　14：00～16：00

◆協力金100円（参加
者）

※新型コロナウイルスの影響により、活動日時が不定期となっている場合があります。参加をご検討されている方は、事前に問い合わせすることをおすすめします。

宮司
公民館

宮司
コミュニティ
センター



２－１．公民館・サロン・サークル等の活動状況　 【３．地域の集まり・運動できる場所・介護予防講座】　

○宮司郷づくり地区(つづき） 令和4年5月現在

開催場所 名称 問い合わせ先 電話番号 活動内容 活動日時 費用 備考

くらしの
サポート
センター
サンクス

くらしのサポートセン
ター　サンクス

サンクス
松見　礼治

0940-52-6339
090-7443-6337

◆寄り合い場（カフェ、サロン等）
◆集いの場（介護予防体操、歌声喫茶、レクリエーション等）
◆生活支援のための拠点（ゴミ出し、庭の手入れ、簡単な修理、買い物
支援等）

毎週
火・木・土曜日
　10:00～17:00

◆問い合わせの際
　 にお尋ねください

原則、宮司3区の住民
の方

― 善福区福祉会
福津市社会
福祉協議会

0940-34-3341
◆分別収集支援（通年）　◆見守り活動（通年）
◆敬老祝賀会

―
◆問い合わせの際
　 にお尋ねください

宮司公民館 宮司２区福祉会
福津市社会
福祉協議会

0940-34-3341
◆分別収集支援（通年）　◆声かけ運動（通年）
◆玄米ニギニギ体操　◆楽器演奏　◆懐メロ歌唱　◆食事会

―
◆問い合わせの際
　 にお尋ねください

― 宮司３区福祉会
福津市社会
福祉協議会

0940-34-3341
◆分別収集支援(通年)　◆見守り活動（通年）
◆買い物支援（通年）　◆にこにこサロン
◆広場草刈　◆敬老祝賀会　◆防災訓練　◆餅つき

―
◆問い合わせの際
　 にお尋ねください

― 宮司ヶ丘区福祉会
福津市社会
福祉協議会

0940-34-3341

◆分別収集（通年）　◆古紙回収支援(通年)
◆見守り活動（通年）　◆安否確認電話
◆あんしん情報セットの配布　◆福祉マップ
◆出前講座　◆音楽会　◆健康体操・講話　◆健康測定会
◆落語会　◆門松作り

―
◆問い合わせの際
　 にお尋ねください

的岡公民館 的岡福祉会
福津市社会
福祉協議会

0940-34-3341
◆分別収集支援（通年）　◆買い物支援（通年）
◆お茶・お菓子配布、見守り　◆暑中見舞いはがき送付
◆敬老祝い品配布

―
◆問い合わせの際
　 にお尋ねください

※新型コロナウイルスの影響により、活動日時が不定期となっている場合があります。参加をご検討されている方は、事前に問い合わせすることをおすすめします。
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16
２－１．公民館・サロン・サークル等の活動状況　 【２．地域の集まり・運動できる場所・介護予防講座】　

○津屋崎郷づくり地域 令和4年5月現在

開催場所 名称 問い合わせ先 電話番号 活動内容 活動日時 費用 備考

シニアクラブ 井上　珠子 0940-52-5135
◆手芸　◆おしゃべり　◆編み物　◆将棋
◆コミュニケーション麻雀

第1・3月・木曜日
　13:30～17:00

◆無料
　食事必要時実費

堅川健康サロン
福津市社会
福祉協議会

0940-34-3341
◆花見　◆体操　◆麻雀　◆てんとうむし体操　◆ラジオ体操
◆座談会　◆忘年会　◆ひな祭り　◆公民館清掃

第1・3木曜日
　13:00～

◆無料
　食事必要時実費

歌いましょう
津屋崎郷づく
り

0940-52-1553 ◆歌や健康教室や季節ごとの行事
第1火曜日
　10：00～

◆無料
5月第2火曜日（連休
の為

天神町区
小地域福祉会

福津市社会
福祉協議会

0940-34-3341 ― ―
◆問い合わせの際
　 にお尋ねください

活動地域
⇒天神町区

ラジオ体操
津屋崎郷づく
り

0940-52-1553 ◆ラジオ体操・健康体操 毎日9：00～15分間 ◆無料

ふくつオレンジカフェ
津屋崎

津屋崎郷づく
り

0940-52-1553 ◆ミニコンサート　◆おしゃべり　◆ゲーム
第３火曜日
　１３：３０～１５：３０

◆1回１００円
おやつ代

どなたでも参加可能

津屋崎千軒
なごみ

青山正泉木ごころ
書の会

津屋崎千軒
なごみ

0940-52-2122 ◆書道・てん刻の教室

　
毎週金曜日
　10：00～12：00

◆1回1,000円

五反田区
公民館

なごみ会 山本　弘子 0940-52-2414
◆折紙　◆転倒予防体操　◆絵手紙　◆介護予防音楽療法
◆消しゴムはんこ作り　◆祝箸袋作り

第2火曜日
　10:00～12：00

◆無料
開催時間内であれ
ば、いつでも参加可能
五反田区の方が対象

※新型コロナウイルスの影響により、活動日時が不定期となっている場合があります。参加をご検討されている方は、事前に問い合わせすることをおすすめします。

堅川区
公民館

津屋崎行政
センター



２－１．公民館・サロン・サークル等の活動状況　 【２．地域の集まり・運動できる場所・介護予防講座】　

○津屋崎郷づくり地域（つづき） 令和4年5月現在

開催場所 名称 問い合わせ先 電話番号 活動内容 活動日時 費用 備考

カフェ＆ギャ
ラリー

古小路
大人の会話 永島 紀子

090-8761-1647
0940-52-3218

◆調理　◆健康講座　◆久山町かかし見学　◆認知症講座
◆包括と地域の方の困りごとの連携　　◆花見
◆ウクレレ、オカリナ演奏　◆日舞　◆デザート作り　◆かぎ針編み

毎週木曜日
　10：00～15：00

◆1回1,000円

末広公民館
末広区自治会
福祉会

福津市社会
福祉協議会

0940-34-3341 ◆分別収集支援　◆ふれあいサロン（分別収集後） ―
◆問い合わせの際
　 にお尋ねください

岡の２
公民館

岡の二福祉会
福津市社会
福祉協議会

0940-34-3341

◆血圧測定（福祉会開催時）　◆外出支援（通年）
◆分別収集支援（通年）　◆子ども見守り隊（通年）
◆ペタンク　◆グラウンドゴルフ　◆見守りマップ更新　◆ところてん会
◆オカリナ演奏　◆ストレッチ　◆レクリエーション　◆敬老祝い品配布
◆折紙　◆施設見学　◆マンドリン演奏　◆歌声サロン
◆餅配布・見守り　◆ストーリーテリング　◆ぜんざい会

―
◆問い合わせの際
　 にお尋ねください

渡公民館 渡区福祉会
福津市社会
福祉協議会

0940-34-3341
◆県道清掃・草刈り
◆健康体操　◆食事会　◆バスツアー　◆プレゼント配布・見守り
◆研修会　◆健康チェック

―
◆問い合わせの際
　 にお尋ねください

五反田区
公民館

五反田区福祉会
福津市社会
福祉協議会

0940-34-3341
◆分別収集支援(通年)　◆愛の声かけ運動（通年）
◆七夕飾り作り　◆敬老祝い品配布　◆クリスマスリース作り
◆スマホ講座

―
◆問い合わせの際
　 にお尋ねください

※新型コロナウイルスの影響により、活動日時が不定期となっている場合があります。参加をご検討されている方は、事前に問い合わせすることをおすすめします。

○勝浦郷づくり地域 令和4年5月現在

開催場所 名称 問い合わせ先 電話番号 活動内容 活動日時 費用 備考

勝浦郷づくり
交流センター

いきいき健康サロン
勝浦地域郷
づくり推進協
議会

0940-52-2217 ◆血圧測定　◆血管年齢測定　◆健康体操　◆脳トレ　など
毎月第４木曜日
　10：00～

◆無料

いな屋
（勝浦3294）

いな屋
（暮らしの保健室）

中村慈恵
070-4294-5005

◆寄り合い場（カフェ、サロン等）
◆暮らしの保健室
◆ワークショップ（随時）

毎週木・金・土曜日
11:00～17:00

◆問い合わせの際に
お尋ねください
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18
２－２．オレンジカフェ 【２．地域の集まり・運動できる場所・介護予防講座】　

古賀市今の庄３丁目１２－２０

○福津市内におけるオレンジカフェ 令和4年5月現在

名称 開催場所（住所） 問い合わせ先 電話番号 開催日時 共通事項

ふくつオレンジカフェまる
ケアプランセンターまる

（福津市宮司2-13-18）
ケアプランセンターまる

渡辺氏
0940-72-4745

毎月第２金曜日
午後２時～４時

福津オレンジカフェ津屋崎
津屋崎行政センター内　津屋崎

地域郷づくり
（福津市津屋崎-7-2）

津屋崎地域郷づくり推進協議
会

0940-52-1553
毎月第３火曜日
午後１時～４時

ふくつオレンジカフェ松風
住宅型有料老人ホーム

水光松風
（福津市西福間4-1-1）

グループホーム和らぎ
篠﨑氏、箱田氏

0940-72-4186
毎月第４水曜日
午後２時～４時

※開催日時は変更になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

※新型コロナウイルスの影響により、開催を見合わせている場合があります。参加をご検討されている方は、事前に問い合わせすることをおすすめします。

○身近に足を運べる場所があることの大切さ

認知症になっても安心して暮らせる地域をつくることで、地域の方や同じ悩みを持つ方との触れ合う時間が増え、在宅生活の安定にもつながります。

＜問い合わせ＞

福津市地域包括支援センター　　電話番号：０９４０-４３-０７８７　（開所時間　８：３０～１７：００　※日曜日・祝日・第２土曜日・年末年始を除く）

＜参加費＞
お菓子代・飲み物代として

100円

＜事前予約不要＞

オレンジカフェとは？
地域住民、認知症の人、家族介護者や友人、そして介護や福祉

などの専門家が、年齢や所属、地域に関係なく集える場所です。参

加した人が、気軽に相談でき、ほっとする事ができます。

また、認知症についても知る、学ぶ、考える機会にもなります。時間

内ならいつ来ても、いつ帰っても自由です。

お茶だけでも飲みに来てください。お待ちしております！

地域に関わらず、どこでも、どなたでも参加できます。

カフェのお手伝いをしてくださる方・運営してくださる方も募集しています。



２－３．福津市社会福祉協議会・ボランティアグループの活動状況 【２．地域の集まり・運動できる場所・介護予防講座】

　福津市社会福祉協議会（0940-34-3341） 令和4年5月現在

事業名

車イス貸出し事業

移送サービス事業

心配ごと相談事業
（本冊子1-2.「その他の相談窓口」再掲）

日常生活自立支援事業
（本冊子7-2.「日常生活自立支援事業」に
も掲載）

あんしん安らか事業
（本冊子7-3.「あんしん安らか事業」にも掲
載）

生活福祉資金貸付事業

事前に預託金を預かり、葬儀や家財処分等の死後事務、定期的な見守りを行います。また、契約締結後、希望される場合には入退院時等の支援サービスを行いま
す。
【対象者】
次の全ての要件を満たす方
・福津市内に居住する65歳以上の方（同居者がいる場合、全て65歳以上の親族であること）
・明確な契約能力を有する方
・原則として子がいない方
・生活保護を受給していない方
【サービス内容・利用料金】
入会金、年会費の他、預託金によるサービス、オプションサービスによって異なります。詳細はお問い合わせください。

内容

外出や家族旅行、病気や事故などで一時的に車イスが必要になった方に、車イスの無料貸出しを行っています。
【期間】１ヵ月を限度
【貸出条件】車イスを使用する方又は借りられる方が福津市内に在住で自宅や外出のために使用する場合
※入院している病院や入所している施設での使用、市外の方が市外で使用する場合はお断りします。
※事前予約はできません。借りられる日に印鑑を持参のうえ、直接窓口にお越しください。

市内在住で、高齢や障がいなどの理由により、外出の際に車イスを使用される方の社会参加を支援するため、車イスのまま乗車できる福祉車両（軽自動
車）の貸出しを行っています。ご家族などが運転ができない場合には、可能な範囲で「運転ボランティア」の調整と派遣を行います。
※ご利用にあたっては事前の登録が必要です。また、ガソリンなどの実費負担があり、そのほか運行日、利用回数、運行範囲、介護者の同乗など、利用に
あたってはいくつか条件があります。詳しくはお問い合わせください。

日常生活の中の困りごとについて、民生委員、学識経験者などが幅広くご相談に応じ、解決方法を一緒に考えます。
相談は無料、予約の必要はありません。
【実施日】毎月第2・第4水曜日、10：00～15：00　【場所】ふくとぴあ

認知症、知的障がい、精神障がいなどで判断能力が不十分な人に、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理・書類の預かりなどの支援を行いま
す。
（実施主体：福岡県社会福祉協議会）

低所得者・高齢者・障がい者などに対し、資金の貸付と必要な相談支援を行なっています。
(実施主体：福岡県社会福祉協議会)
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20
２－３．福津市社会福祉協議会・ボランティアグループの活動状況 【２．地域の集まり・運動できる場所・介護予防講座】

　福津市社会福祉協議会に登録の福祉団体・ボランティア団体 令和4年5月現在

団体名 主な活動日

福津市在宅介護者ぶどうの会

福津市あすなろ会
（障がい児者と親の会）

点訳ボランティアねむの会

音訳ボランティアふくつ

ひかりの会

心のきゃっちぼーるこいのぼりの会

福津市手話サークル「ひまわり」の会

福津市傾聴ボランティアほほえみ

福津市健康レクサポーターの会

対象者の精神的な支えや孤立防止のために、意識して相手の話を聞く「傾聴」活動を行っています。

介護予防のための体操やレクリエーション、口腔ケアなどを学び、地域の団体やサロン等に出向いて元気な高齢者を
増やしていく活動を行っています。

内容

在宅で高齢者や障がいをお持ちのご家族を介護されている方を対象に、介護者どうしの交流を目的に活動していま
す。

新型コロナウイルス感染症の影響で、活動を
休止中又は不定期の活動となっています。
直近の活動状況については社会福祉協議
会にお尋ねください。

障がいのある子どもとその保護者でつくる「あすなろ会」。
定例活動では、日頃の生活のことなどをおしゃべりしながら、親どうしが交流を深めたり情報交換などをしています。
また、時にはテーマを決めて勉強会を開催したり、子どもを交えてのクリスマス会などの企画もしています。

視覚障がい者への身近な情報提供を目的として、市の広報誌や社協だより、時刻表、映画情報、各種テキストなどを
点字に変えて配布しています。

視覚障がい者や高齢者への音声情報の提供を目的として、市の広報誌や社協だより、時刻表、各種テキストなどを音
声に変えたＣＤを作成し配布しています。

学校での視覚障がい者の啓発活動（アイマスク体験）などを行っています。

ひとり暮らしの高齢者などへ季節の絵手紙をお届けしています。

聴覚障がい者の日常生活における手話通訳や手話講習会の運営などを行っています。



２－４．市内・近隣の運動施設 【２．地域の集まり・運動できる場所・介護予防講座】

令和4年5月現在

施設名 住所・電話番号 利用時間／休館日 費用 送迎 備考

諏訪SSスポーツジム
福津市中央5-7-10

0940-72-4472

◆一般利用 3,500円(10:00～23:00)
◆シニア利用(60歳以上)
   3,000円(7:00～23:00)
◆学生利用 2,000円(10:00～23:00)
◆朝利用 2,500円(7:00～11:00)

◆入会金 5,000円
◆事務手数料 2,100円
◆ビジター利用(1回利用)あり
　　1時間　300円
　　2時間　500円

なし

◆無料駐車場10台程あり
◆シャワー完備
◆利用時は室内シューズ(持参必要)
◆利用者(50～60代)
   ⇒昼～夕方の方が多い

Curves(カーブス)
フレスポ花見が丘

福津市花見が丘2-18-30

0940-39-3807

◆平日　 10:00～13:00
       　　 15:00～19:00
◆土曜日10:00～13:00
◆休館（日曜、祝日）

◆初回無料体験あり(要予約）
◆費用⇒直接お問い合わせ なし

◆ルミエール敷地内駐車場あり
◆1回30分　　◆予約不要
◆会員スタッフ女性のみ
◆60代～80代の利用者も多い

健康増進室

福津市手光南2-1-1

健康増進室
(ふくとぴあ3階）
0940-34-3345

◆月～金9:30～21:00
◆土/祝 9:30～18:00
◆休館　毎週日曜、第2土曜、年末年始

◆1回/2時間 330円
   (延長160円/1時間）
◆12枚回数券3,300円
◆アフター7（19時以降）200円/1時間

なし

※すまいるパワーアップ倶楽部へ入会
　　⇒利用料　1回110円
※入会資格⇒福津市内在住で65歳以上の方
                  特定健康診査を受診している人かつ
　　　　　　 　　　6か月以上介護保険料並びに
　　　　　　　　 　国民健康保険税の滞納がない人

Body Making
 Gym eight

福津市中央2-23-5

0940-42-1900

◆基本的に24時間利用可能だが、会員の種
類によって異なるため、直接お問い合わせくだ
さい

◆基本的に予約制だが、
　 フリー利用は予約不要
◆無料体験あり（要予約）
◆費用⇒直接お問い合わせ

なし
◆無料駐車場11台程あり
◆インターネットに詳細料金の説明記載あり
◆シャワー、更衣室あり

ライズ津屋崎
福津市津屋崎1-37-7

0940-39-3151

◆平/祝 午前　10：00～12：00
　　　　　　午後　13：30～15：30
◆休館（土・日曜）

◆体験利用1回無料
◆週1回利用　月額4,000円
◆週2回利用　月額7,000円

あり

◆送迎込の利用料
◆送迎は、自宅近くの大通りに面した所（バス停など）
◆月謝制のため前払い
※途中下車不可（買い物に行きたい等）

トータルフィットネス
B-LAB

福津市西福間1-14-21
0940-43-2758

◆月～金　9:30～22:00
土9:30～18:00
◆休館　日祝

◆初回登録　3,000円
◆通常コース8,500円。
　　週一回コース6,500円

なし
◆各種コースあり。オンラインコースあり。

オランダキックボクシング
ショウダジム

福津市福間駅東1-5-16
090-2962-3960

◆火曜休み
◆利用時間は、お問い合わせください

◆設備料　10,000円/初回
◆ジム使用料　7,000円/毎月
◆スポーツ保険料別途あり
◆体験2回まで無料

なし ◆詳細はホームページ確認してください

Takeo Fitness～
kickboxing＆exercise～

福津市渡1892-9
0940-72-5845

◆平日10:00～14:00　16:00～20:00
　土曜10:00～18:00
　日曜8:30～11：30（マンツーマン）
◆店休日　月曜、祝日

◆入会金5,500円
◆シニア会員（65歳以上）女性6,050
円、男性6,600円

なし
◆体験レッスンあり
◆シニア会員あり
◆公式Instagramあり

イトマンスイミングスクール
古賀

古賀市舞の里3-16-1
092-944-3315

◆平日10:00～20：00
　 土曜10:00～16：00
　 日曜10:00～16:00
レッスンスケジュールはお問い合わせください

◆入会金5,500円
◆事務手数料1,100円
◆年会費1,540円
◆月会費（シルバー会員）6,050円

一部
あり

送迎バスあり
ルート・時間等、詳しくはお問い合わせください

※新型コロナウイルス感染状況によって、営業時間が変更となっている場合があります。事前に問い合わせることをおすすめします。
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２－５．介護予防講座 【２．地域の集まり・運動できる場所・介護予防講座】

介護予防講座 令和4年5月現在

講座内容 申込条件 開催場所 開催時間 利用料 所要時間 回数 申込方法

音楽活動講座
（専門の講師の指導による、懐かしい歌詞の暗唱や
楽器演奏等を行う、人気の講座です）

年度内２回まで利用
できます。

認知症介護講座
（認知症予防、認知症の方との接し方、認知症に特
化した施設のお話があります）

介護予防・家族介護講座
（介護保険についてや、負担の少ない介護技術、杖
や車いすの福祉用具について学びます）

健康教室

講座内容 申込条件 開催場所 開催時間 利用料 所要時間 回数 申込方法

転倒予防のための体操
（全身のストレッチ、脳トレなど、家でもできる体操を
実践とともにお伝えします）

お口と歯の健康
（早口言葉、口腔ケアの方法、口腔体操など鏡を見
ながら口腔状態をチェックします）

高齢期のための食事
（たんぱく質摂取の大切さ、低栄養予防や脱水症状
予防等についてお伝えします）

認知症の予防について
（認知症予防のために必要なこと、脳トレなどを行
い、認知症予防について詳しく学びます）

健康レクサポーター派遣

講座内容 申込条件 開催場所 開催時間 利用料 所要時間 回数 申込方法

健康寿命を延ばそう！
ピンシャン体操

福津市内の地域やサ
ロンなどの団体

地域の公民館など

会場の準備は申込
み団体が行う

１０時～
１６時まで

無料 ３０分～４５分程度 制限なし

開催希望日の１か月前ま
でに高齢者サービス課へ
ご相談ください。
0940-43-8298

開催希望日のおおむね２
か月前までに高齢者
サービス課へご相談くだ
さい。

0940-43-8298

福津市内で活動する市
民グループや自治会な
ど、１０人以上の団体

地域の公民館など

会場の準備は申込み
団体が行う

月～金曜日
（祝日を除く）

９時～
１７時まで

無料 ６０分～９０分程度
年度内２回まで利用
できます。

開催希望日のおおむね２
か月前までに高齢者
サービス課へご相談くだ
さい。

0940-43-8298

全３回シリーズとなり
ますが、１回からの利
用もできます。

福津市内で活動する
市民グループや自治
会など、１０人以上の

団体

地域の公民館など

会場の準備は申込
み団体が行う

月～金曜日
（祝日を除く）

９時～
１７時まで

３，０００円／１回 ９０分～１２０分程度



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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24
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。

◆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）

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）

※
日
曜
祝
日
25
％
増

※
時
間
外
は
割
増
料
金

※
日
曜
祝
日
25
％
増
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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。
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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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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

◆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）

◆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
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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

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。
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36
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）

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）

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

㈱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

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

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

◆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

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

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



４－１．サービスの特徴 【４．要介護認定を持っている人が利用できるサービス】

令和4年5月現在

サービスの種類

居宅介護支援

訪問介護(ホームヘルプサービス)

訪問看護（介護予防訪問看護）

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

訪問リハビリテーション
（介護予防訪問リハビリテーション）

通所介護(デイサービス)

通所リハビリテーション(デイケア)

認知症対応型通所介護 

地域密着型通所介護

小規模多機能型居宅介護

短期入所生活介護(ショートステイ)
（介護予防短期入所生活介護）

短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
（介護予防短期入所療養介護）

福祉用具貸与（介護予防福祉用具貸与）

※詳しくは「ともにはぐくむ介護保険」（市作成）を御参照ください。

介護老人保健施設などに短期間入所して、医療によるケアや介護、機能訓練などが受けられます。

要介護認定に応じて、自立した生活を送るための福祉用具（杖や歩行器、車いすなど）を借りられます。

デイサービスセンターで、食事・入浴などの介護や機能訓練が日帰りで受けられます。

介護老人保健施設や病院・診療所で、日帰りの機能訓練などが受けられます。
基本のサービスに加えて、栄養改善や口腔機能向上などのメニューを選択して利用できます。

認知症と診断された高齢者が食事・入浴などの介護や支援、機能訓練を日帰りで受けられます。

定員１８人以下の小規模な通所介護施設で、食事・入浴などの介護や機能訓練が日帰りで受けられます。

小規模な住居型の施設への「通い」や、自宅に来てもらう「訪問」、施設に「泊まる」サービスが柔軟に受けられます。

介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。

リハビリの専門家に訪問してもらい、自宅でリハビリを受けます。

内容

居宅介護支援事業所等に所属しているケアマネジャーに、ケアプラン（どのようなサービスをどのくらい利用するかの計画書）を作成してもらうほか、安
心して介護サービスを利用できるよう支援してもらいます。　※ケアプランの作成および相談は無料です。（全額を介護保険で負担します）

ホームヘルパーに自宅を訪問してもらい、身体介護や生活援助を受けます。

看護師などに訪問してもらい、床ずれの手当てや点滴の管理をしてもらいます。

密接に連携をとっている介護職員と看護師の定期的な訪問を受けられます。
また、通報や電話などをすることで、随時対応も受けられます。
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40
４－２．介護支援専門員（ケアマネジャー）を選ぶには 【４．要介護認定を持っている人が利用できるサービス】

＜要支援１・２または要介護１～５の認定をお持ちの方＞ 令和4年5月現在

（１）居宅介護支援事業所（本冊子4-3(a）を参考に、居宅介護支援事業所を選び、本人や家族が直接連絡します。（担当ケアマネジャーを選びます））

（２）ケアマネジャーと相談しながら、ケアプラン（どのようなサービスをどのくらい利用するかの計画書）を作成・調整してもらいます。

　ケアマネジャーは本人や家族に以下のようなことをおたずねします。

　○治療中の病気や主治医、病歴、入院の有無、現在内服している薬のこと　　

　○生活で困っていること、不便を感じていること　

　○本人・家族の生活パターン、家族関係　

　○負担できる費用の目安　　　　　　　　　　　　　など

　　※サービスの利用には事業所との契約が必要です。

　　※サービスにかかった費用の1割（所得が一定以上ある方は２割もしくは３割）は自己負担です。

　　　　●内容に関する問合せ先

　　　　▼福津市役所  高齢者サービス課

介護保険相談員　℡ ０９４０－４３－８１９２　　　介護保険係　℡ ０９４０－４３－８１９１

在宅で介護サービスを利用する場合は、ケアマネジャーが配置されている居宅介護支援事業所や小規模多機能型居宅介護事業所、地域包括支援センターに依頼し、利用する介護
サービスを具体的に盛り込んだケアプランを作成します。

■要支援１・２の方は地域包括支援センターに依頼します。⇒福津市地域包括支援センター（Tel：0940-43-0787）へ連絡。
■要介護１～５の方は居宅介護支援事業所に依頼します。⇒（１）へ。

※介護保険施設入所中の方は、居宅介護支援事業所を決める必要はありません。
※小規模多機能型居宅介護事業所のサービスを利用する場合は、利用するサービス事業所（本冊子4-3(g)参照）へ直接連絡してください。

　　　○ケアマネジャーの人数と基礎資格
　　　　利用する方の状態によっては、基礎資格を参考に選ぶ場合もあります。人数も参考にしてください。
　　　　※主任ケアマネジャーとは…５年以上の経験があり専門の研修を受けたケアマネジャーです。医療など他のサービスとの連携や他のケアマネジャーの助
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 言、指導を行います。

　　　○初回相談受付時間について

　　　　事業所によって相談可能な日時が異なるため、初めての相談をするときに可能な時間帯を記載しています。
　　　　※相談についての費用は発生しません。

　　　　本人や家族の希望を聞き、専門家の立場で、自立した生活を支援するため、重度化しないようにするための計画を提案します。
　　　　その提案が希望に合わない時はよく話し合いましょう。(ケアマネジャーにお話された内容は、ご本人の許可なく使用することはありません。)



４－３．近隣のサービス事業所 【４．要介護認定を持っている人が利用できるサービス】
ａ）居宅介護支援事業所（福津市） 令和4年5月現在

男 女
主任ケアマネ

ジャー
介護

福祉士
社会

福祉士
看護師

社会福祉
主事

理学
療法士

栄養士
歯科

衛生士
精神保健
福祉士

月～金 土

8:30～17:00 8:30～12:30

※研修の詳細については本冊子4-4.「医療や介護の専門職が受講する認知症に関する研修内容」をご覧ください。

※令和4年5月現在の情報を掲載しています。

月～土
○

月～土・祝日
○ - -

9:00～18:00
○ ○

-
9:00～17:30

つやざき居宅介護支援
センター

福津市渡1564
0940-52-0183

1 1 ○

月～金

- -
8:45～17:00

○

-
9:00～18:00

ケアプランセンターたいよう
福津市宮司浜3-27-16-２F
0940-36-9507

1 1 ○

月～土・祝日
○ -3 ○

○ 1人

月～金
× - -

9:00～17:00
○

○ ○ 〇

津
屋
崎
中
校
区

ケアプランセンター　まる
福津市宮司2-13-18
0940-72-4745

2 1

津屋崎園ケアプランサービス
福津市奴山1174
0940-34-5500

1 3

ケアプランセンター太平洋
福津市津屋崎2-21-20
0940-52-7353

4 2 ○

福
間
東
中
校
区

ケアプランセンターなの花

- -

筑前顕慈園
居宅介護支援事業所

福津市上西郷827-2
0940-38-4101

4 3

○ ○ ○

月～土・祝日
○ 1人 -

9:00～17:30

ケアプランサービス東福間
福津市津丸1164-3
0940-72-5578

1 3 1

月～土
○水光会地域総合ケアセンター

福津市日蒔野5-8-7
0940-34-3434

8 5 ○

○

- -
8:30～17:30

○

1人 -
8:30～17:00

ケアプランセンター桜
福津市花見が浜1-5-1
0940-72-4488

1 0 ○

月～金
○ケアプランサービスあしたば

福津市福間南4-15-23
0940-51-3679

1 0

月～金
○

1人 -
9:00～17:00

○

- -
8:30～17:30

ケアプランセンターハロ
福津市中央5-26-23-207
0940-42-8760

1 0 ○

月～金
○ケアプランセンターオハナ

福津市花見が丘3-20-6
0940-72-5320

1 0

月～金
×

- -
8:30～17:30

○

-
8:30～17:30

〇

ケアプランセンターオオルリ
福津市日蒔野6-3-3
0940-39-3185

2 2 ○

月～土・祝日
×

月～土
○ - -

8:30～17:30
○

1 ○

○
月～土

-

認知症介護
実践リーダー研修

修了者数

福
間
中
校
区

福間ゆーあいの会
福津市中央6-11-12
0940-42-5221

5 1 ○ ○ ○

事業所名
所在地

電話番号

ケアマネジャー人数および基礎資格

初回相談受付時間
軽度

認知症
相談

認知症介護
実践者研修
修了者数

○ 1人 -
8:30～17:00

ケアプランサービスしらゆり
福津市中央1-19-7-204
0940-51-3021

1 1

月～金

8：30～17：30
- -〇

福津市若木台1-20-3
0940-43-3077

2 1 〇
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４－３．近隣のサービス事業所 【４．要介護認定を持っている人が利用できるサービス】
ａ）居宅介護支援事業所（宗像市） 令和4年5月現在

事業所名 電話番号

宗像医師会　ケアプランサービス 0940-34-8076

宗像市社会福祉協議会　居宅介護支援センター 0940-37-2780

居宅介護支援事業所　宗像アコール 0940-36-8181

赤間病院　居宅介護支援センター 0940-32-5224

宗寿園ケアプランサービス 0940-33-0337

居宅介護支援センター　あかま 0940-38-9033

ケアプランサービスせいか 0940-37-3393

東郷外科ケアプランサービス 0940-36-7708

ケアプランサービスぬくもり 0940-62-1505

ケアプランセンターいなもと 0940-35-5582

愛グループ　シャングリラ 0940-37-0552

ケアプランセンター湊の杜 0940-62-7001

ほくとケアプラン 0940-39-3503

ケアプランセンターリボーン宗像 宗像市三郎丸2-1-1 0940-39-7530

ケアプランセンター　ラディアむなかた 0940-35-7700

ケアプランサービスひかり宗像事業所 0940-39-3390

ケアプランセンターみあれ苑 0940-62-7600

マザーケアプランサービス 0940-37-8800

アップルハート宗像ケアプランセンター 0940-35-2434

ケアプランセンター　ゆづき 0940-51-3720

穏ケアプランサービス 070-4492-6239

ベストケア・ケアプランサービス元気 0940-51-1049

ケアプランサービスほのか 0940-32-9324

※令和4年5月現在の情報を掲載しています。
※福岡県が作成する事業所リストより、抜粋して作成しています。

宗像市栄町１-１２

宗像市土穴２-２-１１

宗像市赤間５-６-８-９０１

宗像市自由ケ丘３-１６-６-2

宗像市ひかりヶ丘６-２-４

宗像市日の里９-２９-４－２号室

宗像市田久３-１１-１

宗像市東郷６-１-１０

宗像市田熊４-２-６

宗像市上八７９４

宗像市稲元３-１-３５

宗像市東郷３-２-１

宗像市神湊４１１

宗像市三郎丸１-１-３７

宗像市宮田２-９-１

宗像市徳重１-２-１９

宗像市田島２２９０-１

宗像市稲元５-２-２

所在地

宗像市田熊５-５-１

宗像市久原１８０番地

宗像市光岡１３０番地　老人保健施設　宗像アコール１Ｆ

宗像市石丸１-６-７



４－３．近隣のサービス事業所 【４．要介護認定を持っている人が利用できるサービス】
ａ）居宅介護支援事業所（古賀市） 令和4年5月現在

事業所名 電話番号

福岡県看護協会　訪問看護ステーション「こが」 092-942-0411

みどり苑ケアプランステーション 古賀市新原８４０番地 092-942-0110

古賀市社会福祉協議会　居宅介護支援事業所「ゆうあい」 092-944-3123

天神介護センター 092-943-8831

聖恵ケアプランサービス 092-942-6005

医療法人　植田脳神経外科医院　ケアプランサービス 092-940-7071

豊資会ケアプランサービス 092-943-7831

ライブリーワン　ケアプランセンター 092-944-3350

ケアプランともいき 092-940-2333

ひより茶屋ケアプランサービス 092-946-9056

ケアプランセンターつむぎ 090-1518-4945

野に咲く花のように相談支援センター 092-410-1417

あおぞらの里　古賀ケアプランセンター 092-944-0010

※令和4年5月現在の情報を掲載しています。

※福岡県が作成する事業所リストより、抜粋して作成しています。

古賀市天神１-８-３５

古賀市花見東５-１７-６-９０５

古賀市米多比５５５-１

古賀市天神５-６-１２

古賀市花見南２-１４-２６

古賀市今の庄２-８-２８

古賀市花見南１-２-１５

所在地

古賀市庄２０５番地　古賀市保健福祉総合センター内

古賀市庄２０５番地　サンコスモ古賀１階

古賀市天神３-７-２７

古賀市鹿部４９８番地

古賀市久保１０９５番地１
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44
４－３．近隣のサービス事業所 【４．要介護認定を持っている人が利用できるサービス】

ｂ）訪問介護（ホームヘルプサービス） 令和4年5月現在

所在地 電話番号
軽度認知症

相談
認知症介護実践者

研修修了者数
認知症介護実践リー
ダー研修修了者数

備考
自費利用に関する情報

（別ページ）

あすなろ福間ヘルパーステーション 福津市日蒔野1-6-10 0940-43-5027 ○ - -
サービス付高齢者

向け住宅併設

水光ヘルパーステーション 福津市日蒔野5-8-5 0940-34-3332 ○ - - あり（本冊子3-2）

福津市社会福祉協議会指定訪問介護事業所
福津市手光南2-1-1
健康福祉総合センター
　　　　　　　　ふくとぴあ内

0940-43-5453 ○ - - あり（本冊子3-2）

特定非営利活動法人福間ゆーあいの会 福津市中央6-11-12 0940-42-7775 ○ - - あり（本冊子3-2）

ヘルパーステーション　オオルリ 福津市日蒔野6-3-3 0940-39-3801 ○ - -
住宅型有料老人

ホーム併設

ヘルパーステーション健笑 福津市日蒔野5-17-4 0940-51-2014 ○ - -
住宅型有料老人

ホーム併設

ヘルパーステーション　五福 福津市日蒔野4-8-7 0940-36-9279 ○ 2人 -
住宅型有料老人

ホーム併設

ヘルパーステーション　しらゆり 福津市中央1-19-7-204 0940-42-7116 ○ - - あり（本冊子3-2）

訪問介護センター　福津の里 福津市中央5-10-7 0940-36-9312 ○ - -
住宅型有料老人

ホーム併設

ヘルパーステーション　なの花 福津市西福間3-18-11 0940-72-5222 ○ 2人 -
住宅型有料老人

ホーム併設

福
間
東
中

校
区

訪問介護ステーション向日葵 福津市手光1636-1 0940-38-5300 ○ - -
住宅型有料老人

ホーム併設
あり（本冊子3-2）

ヘルパーステーション　ひかりの花 福津市宮司浜2-35-11 0940-51-3769 ○ - -

ふれあい介護ステーション福津
福津市津屋崎3-9-18
セジュール天神102

0940-72-5737 - - -

※自費利用に関する情報「あり」の事業所以外にも自費利用が可能な場合があります。詳細は各事業所にお問い合わせください。

※研修の詳細については本冊子4-4.「医療や介護の専門職が受講する認知症に関する研修内容」をご覧ください。

事業所名

福
間
中
校
区

津
屋
崎
中

校
区



４－３．近隣のサービス事業所 【４．要介護認定を持っている人が利用できるサービス】

ｃ）訪問看護 令和4年5月現在

事業所名 所在地 電話番号 軽度認知症相談
認知症介護実践者研

修修了者数
認知症介護実践リーダー研

修修了者数

水光会ふくま訪問看護ステーション 福津市日蒔野5-8-7 0940-34-3133 ○ - -

訪問看護センター　福津の里 福津市中央5-10-7 0940-36-9312 ○ - -

訪問看護ステーション　しらゆり 福津市中央1-19-7-204 0940-51-3437 ○ - -

訪問看護ステーションふくま 福津市花見が浜1-11-3 0940-72-4442 ○ - -

はなえみ訪問看護ステーション 福津市若木台4-13-11 0940-51-4360 ○ - -

福津訪問看護ステーション 福津市畦町440-8 0940-62-5535 ○ - -

訪問看護ステーション　まる 福津市宮司2-13-18 0940-72-4740 ○ - -

※研修の詳細については本冊子4-4.「医療や介護の専門職が受講する認知症に関する研修内容」をご覧ください。

ｃ）定期巡回・随時対応型訪問介護看護 令和4年5月現在

事業所名 所在地 電話番号 軽度認知症相談
認知症介護実践者研

修修了者数
認知症介護実践リーダー研

修修了者数

24時間訪問サービス　しらゆり 福津市中央1-19-7-204 0940-51-3783 ○ - -

※研修の詳細については本冊子4-4.「医療や介護の専門職が受講する認知症に関する研修内容」をご覧ください。

※ご利用には、主治医の指示書が必要です。参考に福津市内の事業所を掲載しています。
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４－３．近隣のサービス事業所 【４．要介護認定を持っている人が利用できるサービス】

ｄ）訪問リハビリテーション 令和4年5月現在

事業所名 所在地 電話番号 軽度認知症相談
認知症介護実践者研

修修了者数
認知症介護実践リー
ダー研修修了者数

東福間病院 福津市津丸1164-3 0940-43-1311 ○ - -

宗像水光会病院 訪問リハビリテーション 福津市日蒔野5-8-7　水と光の園１F 0940-43-8822 ○ - -

宮城病院 福津市日蒔野5-12-2 0940-43-7373 × - -

菜の花診療所 福津市日蒔野5-5-1 0940-8-5220 × - -

※ご利用には、主治医の指示書が必要です。

※研修の詳細については本冊子4-4.「医療や介護の専門職が受講する認知症に関する研修内容」をご覧ください。



４－３．近隣のサービス事業所 【４．要介護認定を持っている人が利用できるサービス】

ｅ）通所介護(デイサービス) 令和4年5月現在

所在地 電話番号 軽度認知症相談
認知症介護実践者研

修修了者数
認知症介護実践リーダー研修修

了者数

あすなろ福間デイサービスセンター 福津市日蒔野1-6-10 0940-43-5038 ○ 1人 -

水光デイサービスセンター 福津市日蒔野5-8-5 0940-34-3331 ○ - -

宅老所　なの花 福津市西福間3-18-7 0940-38-5070 ○ 1人 -

ツクイ福岡福津 福津市日蒔野6-2-10 0940-38-5685 ○ 1人 1人

デイサービスセンターオオルリ壱番館 福津市日蒔野5-19-7 0940-39-3758 ○ - -

デイサービスセンターオオルリ弐番館 福津市日蒔野5-15-10 0940-62-6005 ○ - -

デイサービスセンター五福 福津市福間駅東1-3-5 0940-39-3183 ○ - -

デイサービスセンター福津の里 福津市中央5-10-7 0940-36-9312 ○ - -

宅老所第２たんぽぽ 福津市東福間3-4-7 0940-39-3008 ○ 2人 -

デイサービスセンター筑前顕慈園 福津市上西郷734-3 0940-43-5670 ○ 3人 1人

デイサービス三愛 福津市手光1791-7 0940-43-5812 ○ - 2人

デイサービス向日葵 福津市手光1636-1 0940-39-3101 ○ 1人 -

津屋崎園デイサービスセンター 福津市勝浦3514-2 0940-52-7430 ○ - -

デイサービス遊里苑 福津市宮司2-13-12 0940-62-5525 ○ 1人 -

デイサービス遊里乃杜 福津市渡462-7 0940-52-6651 ○ 2人 -

ライズ津屋崎 福津市津屋崎1-37-7 0940-39-3151 ○ - -

デイサービス福津健康長寿園NEXT 福津市渡1892-63 0940-52-7840 × - -

※自費利用可能な場合があります。詳細は各事業所にお問い合わせください。

※研修の詳細については本冊子4-4.「医療や介護の専門職が受講する認知症に関する研修内容」をご覧ください。

※定員18人以下の小規模な通所介護施設については本冊子4-3.(g)「要介護認定を持っている人が利用できるサービス」に掲載しています。

事業所名

福
間
中
校
区

福
間
東
中
校
区

津
屋
崎
中
校
区
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４－３．近隣のサービス事業所 【４．要介護認定を持っている人が利用できるサービス】

ｆ）通所リハビリテーション(デイケア) 令和4年5月現在

所在地 電話番号 軽度認知症相談
認知症介護実践者

研修修了者数
認知症介護実践リーダー研

修修了者数

桑原整形外科医院リハビリサポートセンター 福津市中央6-10-5 0940-42-8828 ○ - -

上妻整形外科医院　通所リハビリテーション 福津市中央5-24-7 0940-42-0089 ○ - -

水光苑通所リハビリテーション 福津市日蒔野5-7-2 0940-42-2221 ○ - -

宮城病院通所リハビリテーション 福津市日蒔野5-12-2 0940-43-7373 × - -

デイケアセンターおたっしゃクラブ東福間 福津市津丸1164-3 0940-43-1383 ○ - -

ナーシング・ケア宗像 福津市上西郷734-3 0940-42-8333 ○ 1人 -

津
屋
崎
中
校
区

津屋崎中央病院デイケアセンター 福津市渡1564 0940-52-5562 × - -

※研修の詳細については本冊子4-4.「医療や介護の専門職が受講する認知症に関する研修内容」をご覧ください。

ｆ）認知症対応型通所介護 令和4年5月現在

所在地 電話番号 軽度認知症相談
認知症介護実践者

研修修了者数
認知症介護実践リーダー研

修修了者数

福津市勝浦3515 0940-52-7077 ○ 4人 -

※研修の詳細については本冊子4-4.「医療や介護の専門職が受講する認知症に関する研修内容」をご覧ください。

デイサービスセンター菜々

事業所名

福
間
中
校
区

福
間
東
中
校
区

事業所名



４－３．近隣のサービス事業所 【４．要介護認定を持っている人が利用できるサービス】

ｇ）地域密着型通所介護 令和4年5月現在

事業所名 所在地 電話番号 軽度認知症相談
認知症介護実践者研修

修了者数
認知症介護実践リーダー研

修修了者数

デイサービスあしたば 福津市福間南4-15-23 0940-34-3535 ○ 2人 -

デイサービスちからいっぱい若木台 福津市若木台4-15-3 0940-62-6502 ○ - -

デイサービスなかしま 福津市宮司浜3-27-16 0940-36-9951 × - -

ハッピーデイサービスゆーあい 福津市中央6-11-12 0940-42-7775 ○ - -

デイサービスちからいっぱい日蒔野 福津市福間駅東2-9-5 0940-72-5475 × - -

リハビリセンターSumika 福津市花見が丘2-12-32 0940-62-6573 × - -

ｇ）小規模多機能型居宅介護 令和4年5月現在

事業所名 所在地 電話番号 軽度認知症相談
認知症介護実践者研修

修了者数
認知症介護実践リーダー研

修修了者数

小規模多機能型居宅介護施設　花みずき 福津市日蒔野5-8-3 0940-43-5001 ○ 6人 -

小規模多機能施設　あかり 福津市津屋崎2-7-1 0940-52-1260 ○ 5人 -

ｇ）短期入所生活介護・短期入所療養介護（ショートステイ） 令和4年5月現在

事業所名 所在地 電話番号 軽度認知症相談
認知症介護実践者研修

修了者数
認知症介護実践リーダー研

修修了者数

介護付有料老人ホーム水と光の園 福津市日蒔野5-8-7 0940-34-3071 ○ 1人 -

ショートステイいずみ 福津市上西郷827-2 0940-42-5563 ○ 7人 3人

ショートステイ筑前顕慈園 福津市上西郷734-3 0940-43-5561 ○ 4人 2人

介護老人保健施設　水光苑 福津市日蒔野5-7-2 0940-42-2221 ○ - -

津屋崎園短期入所生活介護サービス 福津市奴山1174 0940-52-3545 ○ 2人 -

介護老人保健施設　ナーシング・ケア宗像 福津市上西郷734-3 0940-42-8333 ○ 3人 2人

※研修の詳細については本冊子4-4.「医療や介護の専門職が受講する認知症に関する研修内容」をご覧ください。
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50
４－３．近隣のサービス事業所 【４．要介護認定を持っている人が利用できるサービス】

ｈ）福祉用具貸与（レンタル） 令和4年5月現在

地域 事業所名 所在地 電話番号

ベストケア 福津市花見が丘１-6-20 0940-35-9180

スペース・ワン 福津市花見が丘3-20-30 0940-38-5700

宗像市 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

古賀市 大創リベラル　福祉用具事業所 古賀市今の庄３丁目１２－２０ 092-944-3633

福津市



４－４．医療や介護の専門職が受講する認知症に関する研修内容 【４．要介護認定を持っている人が利用できるサービス】

令和4年5月現在

研修名

認知症介護実践者研修

認知症介護実践リーダー研修

かかりつけ医認知症対応力向上研修

認知症サポート医養成研修

認知症対応力向上講習会

※一部の認知症に関する研修を掲載しています。

一般社団法人福岡県歯科医師会が主催。
歯科医師・歯科衛生士を対象とした、疾患に対する正しい知識や歯科治療に関する技術の習得をめざした講習。

内容

認知症高齢者の介護に必要な知識や技術の習得をめざす、実践的な研修。

認知症介護実践者研修で学んだ知識や技術をさらに向上させ、現場におけるチームリーダーを養成する研修。
この研修を受けることによって、現場のチームリーダーとして、チームケアをさらに充実させることが望まれる。

認知症サポート医が医師会と連携して地域のかかりつけ医（主治医）に対し、認知症に関する知識・技術や、本人や家族のための地域資源との連携等に
ついての研修。

かかりつけ医（主治医）に期待される役割
①早期段階での発見・気づき
②日常的な身体疾患対応、健康管理
③家族の介護負担、不安への理解
④専門医療機関への受診誘導　＜医療連携＞
⑤地域の認知症介護サービス機関との連携　＜多職種協働＞

認知症にかかる地域医療体制構築の中核的な役割を担う「認知症サポート医」の養成研修。

認知症サポート医の役割
①かかりつけ医を対象とした認知症対応力の向上を図るための研修の企画立案
②かかりつけ医の認知症診断等に関する相談・アドバイザー役、他の認知症サポート医との連携体制の構築
③医師会と地域包括支援センターとの連携づくりへの協力
→地域における「連携」の推進役を期待されている
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52
５－１．病院 【５．認知症に関する医療機関の情報】

（福津市） 令和4年5月現在

医療機関名 所在地 電話番号 対応医師（診療科）
認知症サポート

医研修
かかりつけ医認知症
対応力向上研修

備考

明日花クリニック 福津市日蒔野3-1-109 0940-38-5577 入来　勇人（内科） ○ ○

池田内科クリニック 福津市中央3-10-1　1F 0940-42-8688 池田　潔（内科） - -

上田医院 福津市宮司6-10-1 0940-52-2823 上田　寛（内科） - -

こじまクリニック 福津市津屋崎3-16-20 0940-52-0213 小島　武士（内科/呼吸器科） ○ ○

とも子どもクリニック 福津市日蒔野5-13-1 0940-38-5550 村上　智子（小児科） - ○

中島外科医院 福津市宮司浜3-26-31 0940-52-1300 中島　啓輔（外科） ○ -

菜の花診療所 福津市有弥の里2-4-2 0940-38-5220 平部　俊哉（内科） - - ※訪問診療のみ

ひまきのクリニック内科循環器内科 福津市日蒔野5-5-11 0940-35-8230 檜田　悟（内科） - -

福間病院 福津市花見が浜1-5-1 0940-42-0145 藤川　英昭（精神科） - -

松岡内科医院 福津市宮司6-4-1 0940-52-1302 松岡　大輔（内科） - -

松野脳神経クリニック 福津市光陽台1-1-5 0940-43-5055 松野　治雄（脳神経外科） - ○

宮城病院 福津市日蒔野5-12-2 0940-43-7373 宮城　譲（内科） - -

佐々木　望（内科） - ○

上田　由起（内科） - -

淺田　容子（内科） - -

宗像水光会総合病院 福津市日蒔野5-7-1 0940-34-3111 津留　英智（脳神経外科） ○ ○

渡辺クリニック 福津市若木台1-12-2 0940-42-0046 渡邉　勲（内科） - ○

みやじ参道クリニック 福津市宮司2-1-50 0940-39-3376

※この一覧は宗像医師会に所属している病院のうち、アンケートより認知症診療および相談に対応可能と回答して頂いた病院のみを掲載しています。
※認知症に関することは、まずはかかりつけ医に相談してください。かかりつけ医がいない場合には、表中の医療機関を参考にしてください。
※医療機関によって対応可能な認知症の程度が異なります。詳細は受診前にお問い合わせください。
※○印の医療機関では各研修を受講した医師がいます。研修の詳細については本冊子4-4.「医療や介護の専門職が受講する認知症に関する研修内容」をご覧ください。



５－１．病院 【５．認知症に関する医療機関の情報】

（宗像市） 令和4年5月現在

医療機関名 所在地 電話番号 対応医師（診療科）
認知症サポート

医研修
かかりつけ医認知症
対応力向上研修

備考

あかま心療クリニック 宗像市赤間駅前1-4-1 3F 0940-33-0033 長谷川　倫子（精神科） - -

おおしろ脳神経外科 宗像市宮田2-13-4 0940-39-3346 大城　真也（脳神経外科/内科） - -

相良　洋治（内科） - -

相良　鞆彦(内科） ○ -

自由ヶ丘クリニック 宗像市自由ヶ丘2-7-1 0940-32-2097 桑野　恭行（内科/胃腸科） ○ ○

摩利支病院 宗像市東郷6-2-10 0940-36-4150 田中　廣樹（内科） - ○

湊診療所 宗像市神湊937-1 0940-62-3050 村瀬　政行（内科） - -

宗像久能病院 宗像市三郎丸5-1-15 0940-32-0315 久能　治子（内科） - -

宗像病院 宗像市光岡130 0940-36-2734 長谷川　浩二（精神科） - -

吉田内科クリニック 宗像市村山田1071 0940-36-4118 吉田　道弘（内科） 〇 ○

宗像市国民健康保険 大島診療所 宗像市大島1628-13 0940-72-2004 石橋　大樹（内科） - -

さがら内科循環器医院 宗像市田熊4-3-23 0940-37-0025

※この一覧は宗像医師会に所属している病院のうち、アンケートより認知症診療および相談に対応可能と回答して頂いた病院のみを掲載しています。
※認知症に関することは、まずはかかりつけ医に相談してください。かかりつけ医がいない場合には、表中の医療機関を参考にしてください。
※※医療機関によって対応可能な認知症の程度が異なります。詳細は受診前にお問い合わせください。
※○印の医療機関では各研修を受講した医師がいます。研修の詳細については本冊子4-4.「医療や介護の専門職が受講する認知症に関する研修内容」をご覧ください。
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５－２．歯科医院 【５．認知症に関する医療機関の情報】

令和4年5月現在

所在地 電話番号
認知症対応力
向上講習会

認知症
診療可

あすはな歯科医院 福津市日蒔野6-12-9 0940-39-3982 ○ ○

有吉歯科医院 福津市中央5-21-15 0940-35-8330 ○ ○

岡本歯科医院 福津市福間南1-1150-3 0940-43-8136 - ○

きらり歯科クリニック 福津市日蒔野6-14-3 0940-35-8010 - ○

けやき歯科クリニック 福津市福間南1-1-19 0940-42-5118 ○ ○

古賀歯科医院 福津市中央6-20-18 0940-42-0270 - ○

須ノ内歯科医院 福津市花見が浜1-1-1 0940-42-0621 ○ ○

高山歯科医院 福津市中央6-12-6 0940-42-0504 - -

たくみ歯科 福津市日蒔野6-16-1　1F 0940-72-1801 ○ ○

なつやま歯科医院 福津市中央3-1-1-106 0940-42-6177 - -

はなだ歯科医院 福津市中央5-1-17 0940-42-0418 - ○

花見ヶ丘歯科 福津市花見が丘2-15-1 0940-42-6480 - -

ひとみ歯科クリニック 福津市中央1-7-18　1F-A 0940-42-7188 ○ ○

ふくつ歯科医院 福津市福間駅東2-2-20　1F 0940-39-3441 - ○

福間病院　歯科 福津市花見が浜1-5-1 0940-42-0145 - ○

水上歯科クリニック 福津市中央5-1-2 0940-43-7366 - -

医療機関名

福
間
中
校
区

※○印の医療機関では講習会を受講した医師がいます。
 　講習会の内容については本冊子4-4.「医療や介護の専門職が受講する認知症に関する研修内容」をご覧ください。
※主に在宅で生活している軽度認知症の方を対象としています。詳細は受診前にお問い合わせください。



５－２．歯科医院 【５．認知症に関する医療機関の情報】

（つづき） 令和4年5月現在

所在地 電話番号
認知症対応力
向上講習会

認知症
診療可

みやた歯科こども歯科クリニック 福津市日蒔野5-3-7 0940-38-5511 ○ ○

六人部歯科医院 福津市光陽台1-1-8 0940-42-5681 - ○

むとべデンタルオフィス 福津市日蒔野1-4-10 0940-42-2045 - -

やましろ歯科口腔外科 福津市手光南1-9-10 0940-34-3080 - ○

よしむら小児歯科医院 福津市中央6-11-41 0940-43-5565 - ○

こばやし歯科　口腔外科・矯正歯科クリニック 福津市中央6-17-6 0940-36-9937 ○ ○

しまだ歯科医院 福津市高平11-18 0940-42-3542 ○ ○

はまだ歯科・小児歯科クリニック 福津市若木台1-12-5 0940-39-3460 ○ ○

林歯科医院 福津市若木台1-19-5 0940-43-5885 - ○

ひきた歯科医院 福津市内殿1016-16 0940-43-5574 ○ -

ツインズ歯科クリニック 福津市光陽台4-1-15 0940-43-6088 - ○

あかま歯科医院 福津市津屋崎2-6-24 0940-52-0155 - ○

阿部歯科医院 福津市宮司5-14-13 0940-52-3355 - ○

かわしま歯科医院 福津市津屋崎1-4-1 0940-52-5590 ○ ○

中島歯科医院 福津市津屋崎3-11-22 0940-52-0165 - ○

福間歯科医院 福津市津屋崎6-2-11 0940-52-0765 - ○

吉田歯科医院 福津市宮司2-1-10 0940-52-4456 - -

津
屋
崎
中
校
区

※○印の医療機関では講習会を受講した医師がいます。
 　講習会の内容については本冊子4-4.「医療や介護の専門職が受講する認知症に関する研修内容」をご覧ください。
※主に在宅で生活している軽度認知症の方を対象としています。詳細は受診前にお問い合わせください。

医療機関名

福
間
中
校
区

福
間
東
中
校
区

55



56
５－３．薬局 【５．認知症に関する医療機関の情報】

令和4年5月現在

来局 電話 備考

あおい薬局 福津市津屋崎3-16-18 0940-52-6166 ○ ○
来局の場合：要電話連絡
電話相談：午後15時以降

石津調剤薬局 福津市中央3-9-30-101 0940-43-3430 ○ ○

オーエス福津薬局 福津市日蒔野5-14-1 0940-35-9200 ○ ○
相談は午後からのみ。
電話連絡をお願いします。

三気堂薬局福津店 福津市中央5-24-1 0940-43-5556 ○ ○

さんくす薬局福間店 福津市日蒔野3-1-109 0940-39-3625 ○ ○

なのはな薬局 福津市東福間1-3-2 0940-38-4001 ○ ○

いの調剤薬局 宗像市栄町１０－１ 0940-34-4135 〇 〇

クローバー薬局 宗像市田熊4-5-2 0940-36-9690 〇 〇
事前に電話連絡をお願いしま
す。

新生堂薬局赤間店 宗像市石丸１－６－１１ 0940-33-8666 〇 〇

まんまる薬局東郷調剤センター店 宗像市田熊4-2-5 0940-34-2315 〇 〇
事前に電話連絡をお願いしま
す。

宗像センター薬局 宗像市田熊５－５－１ 0940-34-8081 〇 〇

宗像東薬局 宗像市光岡120-1 0940-37-5060 〇 〇
相談は午後からのみ。
電話連絡をお願いします。

宗像調剤薬局南店 宗像市自由ヶ丘9-1-2 0940-39-8383 〇 〇
相談は午後からのみ。
電話連絡をお願いします。

※この一覧は宗像薬剤師会に所属している薬局のうち、認知症に関する相談の対応が可能な薬局のみを掲載しています。

　来局の際は事前に薬局までご連絡頂けると確実です。また、比較的、午後の方がゆっくり話ができます。

宗
像
市

薬局名 所在地 電話番号
認知症に関する相談

福
津
市



６－１．施設の特徴 【６．住まい】

令和4年5月現在

施設種別
利用できる
要介護度

1か月あたりの
費用の目安（食費込）

入居時費用
負担限度額

認定証の利用
医療サービスの対応度 特徴

地域密着型介護老人福祉施設
（小規模特養）

原則
要介護３以上

126,000～189,000円 不要 ○

嘱託医による診察が定期的に
行われます。それ以外に受診
や検査が必要となった場合は
個人で行うことになります。

29人以下の小規模な特別養護老人ホームです。常に介護が必要な
方に対し、入浴や食事などの日常生活上の支援や機能訓練、環境整
備や生活指導などを提供します。健康管理や身辺の整容・清潔の保
持が中心で医療サービスには対応していないのが一般的です。原則と
して住所がある市町村の施設のみ入居できます。

介護老人福祉施設（特養）
原則
要介護３以上

93,000～181,000円 不要 ○

嘱託医による診察が定期的に
行われます。それ以外に受診
や検査が必要となった場合は
個人で行うことになります。

常に介護が必要な方に対し、入浴や食事などの日常生活上の支援や
機能訓練、環境整備や生活指導などを提供します。健康管理や身辺
の整容・清潔の保持が中心で医療サービスには対応していないのが一
般的です。4人部屋などの多床室タイプと、個室タイプがあり料金が異
なります。

介護老人保健施設(老健） 要介護１以上 81,000～178,000円 不要 ○

病状が安定している方に対す
る医療については基本的に当
該施設の常駐医師が対応しま
す。それ以外に受診や検査が
必要となった場合は個人で行
うことになります。

自宅復帰を目指している方に対し、可能な限り自立した生活が送れる
ようリハビリテーションや必要な医療、介護などを提供します。介護老人
福祉施設に比べると医療サービスが充実しており病院と自宅をつなぐ
かけ橋のような役割を持っています。基本的に自宅復帰を目指すため
入所期間は3～6ヶ月、長くても1年未満の場合が多く、その間に自宅
での生活へ戻るのが難しい場合は有料老人ホームなどに転居する
ケースが多いです。

介護療養型医療施設
（療養病床）

要介護１以上 80,000～170,000円 不要 ○

急性期の治療が終わり、病状
が安定しているが常時医学的
管理の必要な方が対象です。
必要な医療は常駐した医師が
行います。

療養上の管理を必要とする方のための施設で、病状が安定期にあり、
長期にわたる療養や介護が必要な方を対象としています。寝たきりな
どの要介護度が高い方が多く利用されています。

介護医療院 要介護１以上 82,000～178,000円 不要 ○

主に長期にわたり療養が必要
な方が対象の施設です。医療
と介護（日常生活上の世話）
が一体的に受けられます。

医療管理の下で長期にわたり療養が必要な方で、療養上の管理、看
護、介護、リハビリ等の必要な方を対象としています。また、他の介護
保険施設に比べて、医療必要性、介護必要度の高い方が対象です。

※負担限度額認定証の利用が「○」の施設については、　負担限度額認定証をお持ちの方に限り、食費・居住費の減額により上記の額より費用が低額になります。 詳しくはお尋ねください。
※各施設の一覧は本冊子6-2.「福津市・宗像市・古賀市の施設」をご覧ください。
　　

　　＜一覧の内容に関する問合せ先＞  

    福津市役所  高齢者サービス課　介護保険係　℡　０９４０－４３－８１９１／介護保険相談員　℡　０９４０－４３－８１９２

57



58
６－１．施設の特徴 【６．住まい】

令和4年5月現在

施設種別
利用できる
要介護度

1か月あたりの
費用の目安（食費込）

入居時費用
負担限度額

認定証の利用
医療サービスの対応度 特徴

特定施設入居者生活介護
(介護付有料老人ﾎｰﾑ等）

施設によって異な
る
(要介護度がなくて
も利用できる場合
あり)

144,000～274,640円
入居一時金が
必要な場合が
多い

×
医療機関と提携しているところ
もありますが、基本的に通院
等は、個人で行います。

食事をはじめとした健康管理、掃除や洗濯、入浴、排泄などの日常生
活において必要な介護サービスが提供されます。医療サービスが必要
な方でも入居可能な施設もあります。入居の際は入居一時金が必要
な場合が多く、金額は施設によって様々です。

認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)

要支援２以上 116,000～177,000円
敷金等が必要
な場合あり

×
基本的に通院,受診は、個人
で行います。往診、訪問診療
は利用できます。

認知症の高齢者が専門の介護スタッフの援助を受けながら少人数（5
～9人）で共同生活を送ります。入居者の能力に応じて料理や掃除な
どの役割を分担しながら自宅で過ごすのと同じような雰囲気での生活
を送れるのが特徴です。原則として住所がある市町村のグループホー
ムのみ入居できます。

軽費老人ホーム(ケアハウス）
要介護度がなくても
可

85,000～143,000円
（利用した介護保険サービス
の自己負担分別途必要）

敷金等が必要
な場合あり

×
基本的に通院、受診は個人で
行います。

60歳以上の単身者、または夫婦どちらか一方が60歳以上で家庭や家
族の事情で自宅での生活ができない方が対象です。介護が必要に
なった場合は自宅と同様に介護保険サービスを受けることができます
が、共同生活に支障が出る場合には転居しなければならない場合があ
ります。

住宅型　有料老人ホーム

施設によって異な
る
(要介護度がなくて
も利用できる場合
あり)

90,000～167,300円
（利用した介護保険サービス
の自己負担分別途必要）

敷金等が必要
な場合あり

×

医療機関と提携している施設
は往診、訪問診療等は提携
先の医療機関になることがあり
ます。それ以外の通院や受診
は個人で行うことになります。

施設内で提供されるのは食事サービスと共用部分の清掃といった基本
的なサービスで、施設スタッフによる介護サービスや医療サービスは別
途費用が必要です。介護が必要な方はそこで生活しながらデイサービ
スや訪問介護を利用することになります。施設にデイサービスやヘル
パーステーションを併設している場合はそこを利用することもできます。

サービス付高齢者向け住宅

施設によって異な
る
(要介護度がなくて
も利用できる場合
あり)

115,000～227,000円
（利用した介護保険サービス
の自己負担分別途必要）

敷金等が必要
な場合あり

×

医療機関と提携している施設
は往診、訪問診療等は提携
先の医療機関になることがあり
ます。それ以外の通院や受診
は個人で行うことになります。

高齢者が安心して暮らせるように居室の広さや設備、バリアフリー構造
に関して基準を設けた高齢者向けの居住施設です。個室にトイレや洗
面所などを備えることが義務付けられており、同時に、バリアフリー化と
手すりを付けることも条件となっています。専門のスタッフが常駐し安否
確認と生活相談のサービスが必ず提供されます。

※負担限度額認定証の利用が「○」の施設については、　負担限度額認定証をお持ちの方に限り、食費・居住費の減額により上記の額より費用が低額になります。 詳しくはお尋ねください。
※各施設の一覧は本冊子6-2.「福津市・宗像市・古賀市の施設」をご覧ください。

　　＜一覧の内容に関する問合せ先＞  

    福津市役所  高齢者サービス課　介護保険係　℡　０９４０－４３－８１９１／介護保険相談員　℡　０９４０－４３－８１９２



６－２．福津市･宗像市･古賀市の施設 【６．住まい】

ａ）地域密着型介護老人福祉施設（小規模特養）　　※福津市民のみ利用可　 令和4年5月現在

施設名 住　　所 電話番号 軽度認知症相談
認知症介護実践者

研修修了者数
認知症介護実践リーダー

研修修了者数

地域密着型特別養護老人ホーム　けんじえん 福津市上西郷827-2 0940-42-5563 ○ 5人 2人

※研修の詳細については本冊子4-4.「医療や介護の専門職が受講する認知症に関する研修内容」をご覧ください。

ａ）介護老人福祉施設（特養） 　　　　　　　　 令和4年5月現在

施設名 住　　所 電話番号 軽度認知症相談
認知症介護実践者

研修修了者数
認知症介護実践リーダー

研修修了者数

特別養護老人ホーム　筑前顕慈園 福津市上西郷734-3 0940-43-5561 ○ 4人 4人

ユニット型介護老人福祉施設　さくら 福津市上西郷734-3 0940-43-5561 ○ 3人 1人

特別養護老人ホーム　津屋崎園 福津市奴山1174 0940-52-3545 ○ 3人 -

特別養護老人ホーム　第二津屋崎園 福津市奴山1174 0940-34-5511 ○ 3人 -

特別養護老人ホーム　ケアポート玄海 宗像市神湊118-2 0940-62-4312

特別養護老人ホーム　宗像わかば苑 宗像市大井1503 0940-37-0150

特別養護老人ホーム　あかま 宗像市田久3-11-1 0940-38-9000

特別養護老人ホーム　むなかた 宗像市用山471-5 0940-38-3910

特別養護老人ホーム　城山之荘 宗像市石丸1-3-1 0940-36-9004

特別養護老人ホーム　みどり苑宗像 宗像市河東1072-1 0940-32-8720

特別養護老人ホーム　みどり苑　 古賀市新原840 092-942-6000

※研修の詳細については本冊子4-4.「医療や介護の専門職が受講する認知症に関する研修内容」をご覧ください。
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６－２．福津市･宗像市･古賀市の施設 【６．住まい】

ｂ）介護老人保健施設（老健） 令和4年5月現在

施設名 電話番号
軽度認知症

相談
認知症介護実践者

研修修了者数
認知症介護実践リーダー

研修修了者数

介護老人保健施設　水光苑 福津市日蒔野5-7-2 0940-42-2221 ○ 3人 2人

介護老人保健施設　ナーシング・ケア宗像 福津市上西郷734-3 0940-42-8333 ○ 5人 2人

介護老人保健施設　宗像　アコール 宗像市光岡130 0940-36-8181

宗像医師会　介護老人保健施設　よつづか 宗像市田熊5-5-6 0940-37-0681

※研修の詳細については本冊子4-4.「医療や介護の専門職が受講する認知症に関する研修内容」をご覧ください。

ｂ）介護医療院 令和4年5月現在

施設名 住　　所 電話番号 軽度認知症相談
認知症介護実践者

研修修了者数
認知症介護実践リーダー

研修修了者数

津屋崎中央病院 福津市渡1564 0940-52-0120 × - -

東福間病院 福津市津丸1164-3 0940-43-1311 ○ - -

北九州古賀病院 古賀市千鳥2-12-1 092-942-4131

※研修の詳細については本冊子4-4.「医療や介護の専門職が受講する認知症に関する研修内容」をご覧ください。



６－２．福津市･宗像市･古賀市の施設 【６．住まい】

ｃ）介護付有料老人ホーム 令和4年5月現在

自立 要支援 要介護

九電ケアタウン 福津市花見が丘3-28-2 0940-35-8045 ○ 1人 1人 ○ ○ ○

【一般】　2,165～
5,596万円(2人）
【介護】　1,493～

1,843万円

153,820～
274,640円（2人）

（電気・水道代別途）
159 H14.10.1

サン・ヴィレッジ三愛 福津市手光1803-2 0940-35-8388 ○ 2人 - - ○ ○ 敷金30万円
約150,000～約

230,000円
（医療費等別）

30 H19.3.1

サンタマリア 福津市津屋崎2-21-20 0940-52-7355 ○ - - ○ ○ ○ なし

入居後30月まで
129,550円

入居後31月から
117,050円

（介護保険利用者
 負担分別途）

42 H16.9.3

水と光の園 福津市日蒔野5-8-7 0940-34-3071 ○ 1人 - ○ ○ ○ 280万円
145,970円～

（介護保険利用者
 負担分別途）

40 H17.10.1

小野山荘 古賀市薬王寺539-1 092-946-3580 - - ○ なし

146,300～
167,500円

（1割負担時）
（リース・電気代等を含

む）

20 H16.6.1

さわやか宗像館 宗像市石丸1-13-2 0940-38-8855 - ○ ○ なし
140,153～
185,113円

（電気代等別）
55 H18.3.1

※研修の詳細については本冊子4-4.「医療や介護の専門職が受講する認知症に関する研修内容」をご覧ください。

ｃ）認知症対応型共同生活介護(グループホーム)　※福津市民のみ利用可　 令和4年5月現在

施設名 住　　所 電話番号
軽度認知症

相談

認知症介護実
践者研修修了

者数

認知症介護実践リー
ダー研修修了者数

グループホーム　すまいる 福津市高平11-15 0940-42-1708 ○ 3人 1人

グループホーム福間 福津市上西郷738 0940-34-3303 ○ 6人 2人

グループホーム 和らぎ 福津市西福間4-1-15 0940-72-4186 ○ 5人 -

津屋崎園グループホーム　座々 福津市奴山1205-1 0940-52-0098 ○ 4人 1人

グループホームWA・TA・RI 福津市渡1480-10 0940-72-1170 ○ 3人 1人

※研修の詳細については本冊子4-4.「医療や介護の専門職が受講する認知症に関する研修内容」をご覧ください。

※これらのデータは福岡県のＨＰに掲載された有料老人ホームリストを基にしております。入居一時金・利用料等に関して詳しくは各施設にお問い合わせください。

入居時の要件
入居一時金等

月額利用料
（目安）

定員
開　設
年月日

施設名 住　　所 電話番号
軽度認知症

相談

認知症介護実
践者研修修了

者数

認知症介護実践リー
ダー研修修了者数
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６－２．福津市･宗像市･古賀市の施設 【６．住まい】

ｄ）軽費老人ホーム(ケアハウス） 令和4年5月現在

施設名 住　　所 電話番号 開設年月日 入居一時金 定員

ケアハウス満天 福津市津丸1159 0940-43-0856 H16.12.1 24万 50

ケアハウス宗像 宗像市久原75-8 0940-36-8200 H8.5.1
20万（夫婦の場合

は40万）
50

ケアハウスはまゆう 宗像市神湊118-2 0940-62-4398 H7.12.1 なし 30

グリーンホーム 古賀市新原840 092-942-6000 H8.8.1 なし 30

どんぐり 古賀市青柳803 092-943-7810 H17.11.21 25万 40

＜軽費老人ホーム(ケアハウス）の利用料金表＞　収入に応じて下表の階層に区分されます。

〇 3 2

●対象年収とは、前年の収入（社会通念上収入として認定する事が適当でないものを除く）から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

●上記の利用料は、県の通知により改定することがあります。
●施設によって階層段階の上限が違いますので、詳しくは施設に確認ください。

☆注　どんぐりは特定入所者生活介護の指定を受けているため、介護が必要になっても施設から介護サービスが提供されます（要介護認定が必要です）。

※月額利用料金はパンフレットもしくはホームページを元に作成しております。詳しくは施設にお問い合わせください。

●夫婦入所の場合は夫婦の収入および必要経費を合算し、合算額の2分の1をそれぞれ個々の対象年収とし、その額が150万円以下であれば、上記表の額から30％減額した額が
　 それぞれの事務費となります。

月額：事務費は別表参照

75,440＋事務費＋光熱水費＋冬期2,150

66,270＋事務費＋光熱水費＋冬期2,150

65,440＋事務費＋光熱水費+冬期2,150

46,940＋管理費＋事務費＋光熱水費＋冬期2,150

75,810＋事務費＋光熱費
＋冬期2,150＋介護利用者負担分☆注

階層 対象年収額 事務費（α） 階層 対象年収額 事務費（α）

1 1,500,000円以下 10,000 10 2,300,001円～2,400,000円 45,000

2 1,500,001円～1,600,000円 13,000 11 2,400,001円～2,500,000円 50,000

3 1,600,001円～1,700,000円 16,000 12 2,500,001円～2,600,000円 57,000

4 1,700,001円～1,800,000円 19,000 13 2,600,001円～2,700,000円 64,000

5 1,800,001円～1,900,000円 22,000 14 2,700,001円～2,800,000円 71,000

6 1,900,001円～2,000,000円 25,000 15 2,800,001円～2,900,000円 78,000

7 2,000,001円～2,100,000円 30,000 16 2,900,001円～3,000,000円 85,000

8 2,100,001円～2,200,000円 35,000 17 3,000,001円～3,100,000円 92,000

9 2,200,001円～2,300,000円 40,000 18 3,100,001円以上 全額



６－２．福津市･宗像市･古賀市の施設 【６．住まい】
令和4年5月現在

自立 要支援 要介護

住宅型有料老人ホーム福津の里 福津市中央5-10-7 0940-36-9312 ○ - - - ○ ○ 15万円（敷金） 125,000円 50 H22.5.1

住宅型有料老人ホーム梅一輪 福津市日蒔野4-8-7 0940-36-9177 ○ 1人 - - - ○ 15万円（敷金） 108,200円 59 H27.7.1

住宅型有料老人ホーム健笑 福津市日蒔野5-17-4 0940-51-2960 × - - - - ○ 16.5万円（敷金） 129,600円 22 H27.7.1

住宅型有料老人ホーム藤の蕾　壱番館 福津市日蒔野5-15-12 0940-72-1938 ○ - - ○ ○ 〇 15万円（敷金） 109,000～167,300円 47 H27.7.1

住宅型有料老人ホーム藤の蕾　弐番館 福津市日蒔野6-3-3 0940-62-6200 ○ - - - - ○ 15万円（敷金） 109,000円 40 H27.7.1

住宅型有料老人ホーム向日葵 福津市手光1636-1 0940-39-3101 ○ - - - - ○ なし 118,600円～ 30 R1.12.22

住宅型有料老人ホーム水光松風 福津市西福間4-1-1 0940-42-3505 × - - ○ ○ ○ 30万円～40万円（敷金） 93,900～127,100円 54 H20.7.1

宅老所　なの花 福津市西福間3-18-7 0940-38-5070 × 2人 1人 - - ○ なし 63,000円～117,000円 9 H28.7.1

第２宅老所　なの花 福津市西福間3-18-11 0940-38-5070 × - - - - ○ なし 63,000円～117,000円 9 H31.2.1

宅老所　なの花　東福間 福津市東福間7-12-3 0940-38-5070 × - - - - ○ なし 63,000円～117,000円 7 H29.11.1

住宅型有料老人ホーム遊里の会 福津市宮司2-13-18 0940-62-6257 ○ - - - - ○ なし 115,200円 23 H28.1.1

住宅型有料老人ホーム遊里乃杜 福津市渡462-7

9～16時の場合
0940-52-6651
上記以外の場合
0940-52-6653

○ 1人 - - - ○ なし 88,876円～ 30 H23.8.1

生協ホーム　福津 福津市東福間2-9-2 0940-35-8580 × - - - - ○ なし 92,000円～ 9 H30.10.1

生協ホーム　たんぽぽ 福津市東福間2-24-8 0940-43-6262 〇 3人 2人 - - ○ なし 92,000円～ 9 R3.10.1

住宅型有料老人ホーム福津健康長寿園NEXT 福津市渡1892-63 0940-52-7840 ○ - - - - ○ なし 110,000～150,000円 23 R1.8.1

住宅型有料老人ホームちからいっぱい 福津市福間駅東2-9-5 0940-72-5475 × - - - - ○ なし 150,000円前後 16 R2.1.6

※研修の詳細については本冊子4-4.「医療や介護の専門職が受講する認知症に関する研修内容」をご覧ください。

ｅ）住宅型有料老人ホーム（福津市）

施設名 住所 電話番号
軽度認知症

相談

※これらのデータは福岡県のＨＰに掲載された有料老人ホームリストもしくは施設パンフレットを基にしております。入居一時金・利用料等に関して詳しくは各施設にお問い合わせください。

認知症介護実践リー
ダー研修修了者数

入居時の要件
入居一時金等

月額利用料
（目安）

定員
開　設
年月日

認知症介護実践者
研修修了者数
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64
６－２．福津市･宗像市･古賀市の施設 【６．住まい】

令和4年5月現在

自立 要支援 要介護

住宅型有料老人ホームみあれ苑 宗像市田島2290-1 0940-62-7600 - ○ ○ 15万円（敷金） 150,000円 41 H26.5.1

住宅型有料老人ホーム和希 宗像市須恵4-17-47 0940-51-8800 - - ○ 10万円（敷金） 92,000円(税別） 23 H29.6.1

ラディアむなかた 宗像市宮田2-9-1 0940-35-7700 - ○ ○ 30万円（初年度管理料）
140,500円～

※別途電気代実費精算
67 H24.10.1

愛グループ　シャングリラ 宗像市東郷3-2-1 0940-37-0552 - ○ ○ 15万円（敷金）
134,370～136,370円

（介護保険自己負担分別途必要）
26 H22.11.1

ファミエール湊の杜 宗像市神湊411 0940-62-7001 - - ○ 9万円（敷金） 103,332～129,332円 31 H23.12.15

有料老人ホームよりあいの家Ⅰ・Ⅱ 宗像市武丸917-1 0940-36-9816 - ○ ○ 13.5万円（敷金） 115,000円 42 H22.5.1

住宅型有料老人ホーム
はーとらいふ宗像

宗像市三郎丸2-1-1 0940-39-7530 - ○ ○ 30万円(敷金）
136,422円

※別途光熱水費実費精算
61 R3.12.1

くつろぎの郷 宗像市自由ヶ丘8-17-1 0940-35-0057 ○ ○ ○ 18万円（敷金） 113,600円～ 29 H30.10.1

ひさの 宗像市多禮594 0940-62-0576 - - ○ なし 140,000円 8 H29.10.1

ライフステイむなかた 宗像市稲元3-1-35 0940-35-5580 - ○ ○ 27.5万円～（入居預り金）
160,437円～

(介護保険自己負担分別途必要）
58 H19.6.1

ライズセントラル 宗像市徳重1-2-19 0940-72-4161 - ○ ○ 144,000～150,000
136,000～138,000円

(介護保険自己負担分別途必要）
56 R1.11.1

ウイズライト日の里 宗像市日の里4-22-9 0940-62-6780 - - ○ 13.5万円（敷金）
118,000円～

(介護保険自己負担分別途必要）
16 R2.11.1

ｅ）住宅型有料老人ホーム（宗像市）

施設名 住所 電話番号
入居時の要件 月額利用料

（目安）
定員

開　設
年月日

※これらのデータは福岡県のＨＰに掲載された有料老人ホームリストもしくは施設パンフレットを基にしております。入居一時金・利用料等に関して詳しくは各施設にお問い合わせください。

入居一時金等



６－２．福津市･宗像市･古賀市の施設 【６．住まい】
令和3年5月現在

自立 要支援 要介護

ハイマート桑の実 古賀市駅東2-11-14 092-942-1983 - - ○ 36万円（前払金）
113,900円～148,900円
※別途光熱水費実費精算

44 H24.6.9

聖恵苑 古賀市鹿部482 092-942-7741 - ○ ○ 5万円（敷金） 100,500円～ 100 H25.5.16

住宅型有料老人ホーム和光 古賀市鹿部481-1 092-942-6181 - ○ ○ 5万円（敷金） 95,500円～ 10 H29.9.1

ナーシングホーム花見東 古賀市花見東7-2-11 092-943-7600 - ○ ○ 10万円（敷金） 15万円前後 36 H23.6.1

宅老所ひより茶屋 古賀市花見東7-9-31 092-940-7007 - ○ ○ なし 67,000円 4 H21.3.1

小野公園美原園 古賀市薦野1892-1 092-404-1311 - - ○ なし 154,500円 43 H18.11.20

住宅型有料老人ホーム　toco　home 古賀市薦野1936-1 092-719-1160 - - ○ なし 86,000円～ 29 H30.2.1

宅老所あかね 古賀市小竹583-6 092-403-5585 - ○ ○ なし 67,000円～ 9 H22.8.1

笑顔満開はなことば古賀 古賀市花見南2-11-9 092-940-2050 - - ○ なし 100,000円前後 7 H29.4.1

有料老人ホーム　こはる茶屋 古賀市米多比555-1 092-946-9055 - ○ ○ なし 96,000円～ 20 R1.11.1

グレース天神壱番館 古賀市天神1-8-36 092-941-1058 ○ ○ ○ 敷金（3か月分）
89,000円～+食費

※別途光熱水費必要
36 H17.5.1

グレース天神弐番館 古賀市天神1-8-35 092-941-1058 - ○ ○ 敷金（3か月分）
81,000円～＋食費

※別途光熱水費必要
14 H17.5.1

ウイザスどんぐり 古賀市青柳町803 080-1705-5583 - - ○ 12万円(敷金）
90,000円～

(介護保険自己負担分等別途必要）
10 H31.1.11

住宅型有料老人ホームいこいの里古賀 古賀市今の庄2-15-10 092-943-6677 - - ○ なし
96,500円～

(介護保険自己負担分等別途必要）
75 R2.8.1

月額利用料
（目安）

定員
開　設
年月日

※これらのデータは福岡県のＨＰに掲載された有料老人ホームリストもしくは施設パンフレットを基にしております。入居一時金・利用料等に関して詳しくは各施設にお問い合わせください。

ｅ）住宅型有料老人ホーム（古賀市）

施設名 住所 電話番号
入居時の要件

入居一時金等
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66
６－２．福津市･宗像市･古賀市の施設 【６．住まい】

ｆ）サービス付高齢者向け住宅（福津市・宗像市・古賀市） 令和4年5月現在

施設名 住所 電話番号
軽度認知症

相談
認知症介護実践
者研修修了者数

認知症介護実践リー
ダー研修修了者数

入居時の要件
敷　金
（ヶ月）

家　賃
（万円）

共益費
（万円）

専用面積（㎡） 戸数 開設年月日

あすなろ福間 福津市日蒔野1-6-10 0940-43-5115 ○ 1人 -
要支援から可
※要支援　⇒要相談

3 4.5 0.4 18.36 40 H24.8.1

みずきの郷 福津市日蒔野5-8-3 0940-43-1112 ○ - - 自立から可 3 7.8～14 2～3.5 30.30～53.60 33 H20.11.1

あすなろ 福津市福間駅東1-3-5
0940-43-5115
(あすなろ福間)

○ - -

自立から可
※食事の準備ができる方。
見守りｻﾎﾟｰﾄ(2.5万円/月)利
用必須。

3
6.8

（2.5万円
別途必要）

0.5 60 8 H27.12.16

サン・ヒルズ三愛 福津市手光1791-7 0940-43-5811 ○ - -
60歳以上の要支援・要介護
の方

3 4.8～8.0 1.5～1.8 20.61～41.39 22 H29.12.1

ひかりの里 宗像市光岡139-6 0940-34-2525 自立から可 2 3.7 0.4 18 63 H25.3.1

はるかぜの郷 宗像市日の里1-30-6 0940-36-8228 自立から可 3

4.9（一人部
屋)

7.2（二人部
屋）

4.1 20.00～27.50

16
（二人部
屋は2部

屋）

H26.4.1

ゆとりの里 宗像市石丸2-1-1 0940-36-9331 要介護の方 5万円 6 1.4 18.48～18.63 20 H22.1.12

悠里 宗像市石丸1-3-1 0940-36-9004
60歳以上の要支援1から要
介護3までの方

2 5 1 18～18.18 28 H28.12.1

びはらホーム
　こすもす館

古賀市薦野1885-1 092-405-0119 自立から可 3
4.5

（別途管理
費1万円）

0.5 29.81 10 H25.10.1

ブライカ 古賀市今の庄1-19-16 092-410-0943 自立から可 3 5～5.5 1.5 19.81～21.29 29 H26.5.12

※研修の詳細については本冊子4-4.「医療や介護の専門職が受講する認知症に関する研修内容」をご覧ください。

※これらのデータは福岡県より提供されたサービス付き高齢者向け住宅情報を基にしております。入居一時金・利用料等に関して詳しくは各施設にお問い合わせください。



６－３．公営住宅

○公営住宅 令和4年5月現在

団地名
問い合わせ先
（電話番号）

高齢者優遇
措置の有無

その内容

◆空き家の順番待ちの入居補欠者を随時募集

◆家賃は、14,400～43,500円（申込時の収入基準あり）収入に応じた家賃

◆単身入居可⇒後添団地のみ

◆2DK・・花見、3K・・後添　3DK・・星ヶ丘、両谷　3LDK・・五反田

※星ヶ丘及び花見　⇒　現在、新規入居を停止

◆定期募集（抽選方式、年3回）：高齢者世帯/ＤＶ被害者/障がい者等の申込には倍率優遇措置あり

◆ポイント方式（年2回）：生活困窮状況に応じた点数(ポイント）の採点あり

◆注意：市内（福間、東福間）は単身での申込不可

◆高齢者向け優良賃貸住宅 　【1か所（北九州市小倉北区）】　※参照

◆サービス付き高齢者向け住宅　【1か所（福岡市中央区）】　

◆地域優良賃貸住宅（高齢者型）【3か所(筑紫野市・久留米市・北九州市若松区)】　

◆高齢者向け優良賃貸住宅　

　 既存団地の一部の住戸(主に1階)について、 要所に手すりを設置するなど、高齢者の方が使いやすいよう配慮するとともに一定以下の所得の方には家
賃負担の軽減措置がある

◆高齢者等向け特別設備改善住宅

　 浴室の段差の緩和や設備の改善、連絡通報用装置の設置等を行った住宅です

◆健康寿命サポート住宅

　 移動等に伴う転倒の防止に配慮した住宅改修と併せて、散歩したくなるような屋外空間や豊富な社会参画の機会等により外出したくなるような環境を備
えた住宅です

◆先着順（空きがでれば随時募集）

◆県内の所在地

     福岡市各区 / 北九州市各区（若松区除く）/ 春日市 / 大野城市 / 水巻町 / 古賀市 / 宗像市

◆申込条件(参考）

   ◎世帯の合計所得金額が0円～487,000円以内であること

   ◎入居者が60歳以上であること

   ◎単身もしくは同居者が配偶者、60歳以上である親族であること

   ◎その他、特別な事情により同居が必要であると知事がみとめる場合は同居できます

      市内【なし】

      古賀市【グレース天神壱番館（36戸・家賃補助なし・㈲福徳不動産092-739-8081)】

                【グレース天神弐番館（14戸・家賃補助なし・㈲福徳不動産092-739-8081)】

      宗像市【なし】

⑤民間の高齢者向け優良賃貸
住宅
（地域優良賃貸住宅高齢者型）

各管理会社 あり

※高齢者向け優良賃貸住宅とは、福岡県・政令市の認定を受けた、要所に手すりを設置するなど高齢者の方が使いやすいよう配慮するとともに一定以下の所得の方には家賃負担の
　 軽減措置がある賃貸住宅です（一部家賃補助のない住宅もあり）。年齢、所得などに一定の資格要件があります。
※申し込み条件や空き状況など詳しい情報は直接お問い合わせください。

③福岡県住宅供給公社
賃貸管理事業課
公社住宅/福岡地区
092-781-8012

なし

④都市再生機構
　（ＵＲ都市機構）

UR福岡営業センター
0120-555-795

あり

①市営住宅
　(両谷・花見・後添・五反田・
星ヶ丘)

福津市契約管財課
0940-43-8135

なし

②県営住宅
福岡県住宅供給公社　福
岡管理事務所
092-713-1683

あり
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68
６－３．公営住宅 【６．住まい】

○近隣の公営住宅 令和4年5月現在

団地名
問い合わせ先
（電話番号）

申込時期 家賃の目安 特徴
高齢者の
優遇制度

東福間（住宅供給公社）
（東福間４丁目）

福岡県住宅供給公社
賃貸管理事業課
092-781-8012

随時
35,400円～49,900円

（敷金1ヶ月分）

◆4～5階建
◆1LDK、2K、2DK、2LDK、3DKあり
◆単身可
◆収入基準あり（月収が家賃の4倍以上等）
※連帯保証人、保障会社との契約が必要な場合あり

なし

福間（県営住宅）
（中央４丁目）

◆中階層（3～5階建）　◆単身不可
◆3DK
◆収入基準あり(60歳以上＝月間所得金額が214,000円以下)
◆現在公営住宅居住・持家の方は申込不可
※緊急連絡人が必要

あり

(倍率優遇措置)

東福間（県営住宅）
（東福間８丁目）

◆中階層（3～5階建）　◆単身不可
◆2LDK/3DK
◆収入基準あり(60歳以上＝月間所得金額が214,000円以下)
◆現在公営住宅居住・持家の方は申込不可
※緊急連絡人が必要

あり

(倍率優遇措置)

東郷（県営住宅）
（東郷１丁目）

◆中階層（3～5階建）　◆単身不可
◆2DK/3LDK
◆収入基準あり(60歳以上＝月間所得金額が214,000円以下)
◆現在公営住宅居住・持家の方は申込不可
※緊急連絡人が必要

あり

(倍率優遇措置)

日の里（ＵＲ）
ＵＲ福岡営業センター
0120-555-795

随時
30,200円～78,900円

（敷金2ヶ月分）

◆5階建　◆単身可
◆1R～5LKまで各種あり
◆収入基準あり（月収が家賃の4倍以上等）
◆保証人不要
◆健康寿命サポート住宅あり※
  （入居要件等の条件あり　詳しくはＵＲ窓口までお問い合わせください）

一部あり

日の里１丁目（ＵＲ）
ＵＲ福岡営業センター
0120-555-795

随時
38,400円～75,700円

（敷金2ヶ月分）

◆14階建 他　◆単身可
◆1LDK～3LDKあり
◆収入基準あり（月収が家賃の4倍以上等）
◆保証人不要

なし

花鶴丘（ＵＲ）
ＵＲ福岡営業センター
0120-555-795

随時
36,400円～128,200円

（敷金2ヶ月分）

◆14階建 他　◆単身可
◆2DK、2LDK、3DK
◆収入基準あり（月収が家賃の4倍以上等）
◆保証人不要
◆高齢者向け優良賃貸住宅あり※

一部あり

※「健康寿命サポート住宅」「高齢者向け優良賃貸住宅」については、前頁④をご参照ください。

※申し込み時期や条件、空き状況など詳しい情報は直接お問い合わせください。

福岡県住宅供給公社
福岡管理事務所
092-713-1683

【抽選方式】
　3・6・10月頃
【ポイント方式】

　1・7月頃
※各9日間ほどの

申込期間あり

掲載なし



７－１．高齢者の身元保証 【７．身元保証人、財産管理・契約等の代理人】

令和4年5月現在

問い合わせ先 電話番号 受託業務 こんなときに対応します 費用 備考

一般社団法人
生活支援センター結

0942-27-6671

090-2857-2310

◆身元保証支援
◆終活支援
◆住民票設置支援

◆病気や入院するとき
◆施設に入りたいが身元保証人がいない
◆住宅を借りたいが保証人がいない
◆入院して住居を退去したら住民票を置く
   ところがなくなった
◆亡くなった時に誰も見送る人がいない
◆身体が不自由で自分では動けない

◆登録料　30,000円
◆更新料　　5,000円（年）
◆１時間　　 1,000円
※時間には移動時間を含み、費
用は最大料金5,000円

相談援助の専門職
である社会福祉士
や税理士が対応しま
す

一般社団法人
プラスらいふサポート 092-406-5588

◆身元保証
　　身元保証人の引き受け
 
◆見守り・入院サポート
　　自宅でお過ごしの、高齢者の見
守り
　
◆死後事務委任手続き
　　亡くなった後の事務手続き代行

◆福祉施設へ入居するとき
◆病院へ入院するとき
◆容態などが急に悪くなったとき
◆亡くなった後の手続を任せられる人がいな
い
◆生活の様々な場面をサポートしてほしい

◆身元保証引受費用
　 初回費 330,000円～
　 月額費 3,000円

◆見守り・入院サポート
　 初回費 130,000円～
　 月額費 10,000円
　 警備装置設置費 別途

◆死後事務契約
　  公正証書作成サポート
　　　　　　100,000円
　　死後事務代行
　　　　　　600,000円～

専門の相談員が対応
し、様々な場面でプラ
ス事務所グループの
司法書士や行政書
士などがバックアップ
します。

『プラスらいふサポー
ト』で検索
http://www.pluslifes
upport.or.jp/

一般社団法人
いきいきライフ協会®

福岡中央
0120-960-487

◆身元保証に関するお困りごとの
　 無料相談
　
　
◆身元保証人の引き受け

◆高齢者施設への入所、入院のサ
ポート
　
◆死後の事務代行およびその他
   各種手続き代行

◆福祉施設へ入居時の身元保証
　
◆入院時の身元保証
　
◆定期訪問や事務代行などの生活サポート
　
◆緊急入院時の付き添い

◆医療や治療方針の意思表示の代行

◆亡くなった後の葬儀供養、死後事務の
   お手続き

◆身元保証相談士による
　 完全無料のご相談

◆身元保証基本契約
　 433,400円
　 ＋施設賃料2カ月分

◆見守り支援サポート
　 基本事務管理
　 52,800円/年～
　 定期訪問サポート
　 5,500円/時間

◆死後事務手続き一式
　 220,000円 ～

「家族の代行」として
身元保証相談士が日
常をサポートいたしま
す。また行政書士・社
会福祉士が成年後見
や相続に関するご相
談にも対応しておりま
す。まずはお気軽に
無料相談をご利用く
ださい。
「いきいきライフ協会
福岡中央」
ikiikilife.or.jp
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７－２．成年後見制度 【７．身元保証人、財産管理・契約等の代理人】　

令和4年5月現在

本人の判断能力 支援内容 費用 問い合わせ先

後見 全くない 成年後見人

保佐 著しく不十分 保佐人

補助 不十分 補助人

７－２．日常生活自立支援事業

令和4年5月現在

受託業務 費用（相談無料、契約後に発生） 問い合わせ先

・福祉サービス利用援助：
　福祉サービスを安心して利用でき
　るよう相談を受けます
・日常的金銭管理：
　毎日の生活に欠かせないお金の
　出し入れをお手伝いします
・書類等預かりサービス：
　大切な書類や印鑑、証書などを
　安全にお預かりします

1回(1時間まで)1,000円、以後、30分ご
とに350円が加算されます。

日常的金銭管理に係る書類等（50万円
以下の預貯金通帳、通帳印など）を預
ける場合は、月350円です。

上記以外のもの（年金手帳・証書、実
印、500万円以下の預貯金通帳など）は
県社会福祉協議会で預かり、月250円
です。

※生活保護を受けている方は、全て無
料です。

福津市社会福祉協議会
0940-34-3341

日常生活自立支援事業

・認知症、知的障害、精神障害などで、判断能力が不
十分なため、自分ひとりで契約などの判断をすることが
不安な方。
・お金の管理に困っている方。
※この事業を利用する意思があり、必要な契約内容に
ついて理解できる方が対象です。
※療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っていた
り、認知症と診断を受けている方に限られるものではあ
りません。
※施設や病院に入所、入院された場合でもご利用でき
ます。
※契約は福岡県の社会福祉協議会と行います。

高齢者サービス課
0940-43-8298

福津市地域包括支援センター
0940-43-0787

任意後見制度

本人の判断能力が不十分になったときに、本人があら
かじめ結んでおいた任意後見契約にしたがって、任意
後見人が本人を援助する制度です。家庭裁判所が任
意後見監督人を選任したときから、その契約の効力が
生じます。

認知症や知的障害、精神障害のある方で、日常生活に困っている方に、福祉サービスの利用や日常的金銭管理などのお手伝いをします。

区分 利用対象者

認知症・知的障害・精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方について、裁判所にその方の権利を求める援助者（成年後見人等）を選んでもらうこと
で、その方を法律的に支援する制度です。

区分 援助者

法定後見制度
監督人を選任する

ことがあります。
契約行為（介護保険サービスの利用・
施設の入退所・病院の入退院・高額の
売買など）の代行
誤って締結した契約行為（不要な訪問
販売など）の取消し
本人の財産の管理

※死後事務は対象外です。ただし、任
意後見制度は死後事務を契約に含め
ることもできます。

詳細はお問い合わせください。



７－３．あんしん安らか事業 【７．身元保証人、財産管理・契約等の代理人】　

令和4年5月現在

受託業務および費用 初期費用 問い合わせ先

・見守りサービス　無料
・入退院時支援サービス
　入退院時の付添い　1回2,000円
　入院時の緊急連絡先になること
　1回1,000円
　入院中の貴重品や現金のお預かりや支
払・手続き代行等　1回1,000円
・書類等預かりサービス
　年間　3,000円
・緊急時の対応
　電話での対応は無料
　出勤を伴う場合は平日夜間及び
　土日祝日のみ1回5,000円

・入会金　15,000円
・年会費　12,000円
・預託金　500,000円以上
（葬儀実費費用、必要経費等の支払
いなどサービスを実施するのに必要な
費用）
・残存家財処分サービス預託金
　　　　　　 業者見積額
（施設入所時及び死亡後の住居家屋
内の残存家財処分費用）

福津市社会福祉協議会
0940-34-3341

※利用までの流れは、社会福祉協議会に相談→面談→支援計画の作成→契約→支援開始となります。公正証書遺言を作成していただく場合があります。

身寄りがない高齢者などが、住み慣れた地域で安心して生活を送れるよう、事前に預託金を預かり、葬儀や家財処分等を行います。

区分 利用対象者

あんしん安らか事業
～誰にでも訪れる

　「その時」に備えて～

※以下の全ての要件を満たす方が事業の対象と
なります。
・福津市内に居住する65歳以上の方
　（同居者がいる場合、全て65歳以上の親族）
・明確な契約能力を有する方
・原則として子がいない方
・生活保護を受けていない方
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