４

資料
(1) 高齢者福祉関係機関一覧
ア

県の機関
(ｱ) 保健福祉(環境)事務所
名

称

郵便番号

所 在 地

電話番号

筑紫保健福祉環境事務所

816-0943 大野城市白木原3丁目5-25

(092)513-5581

粕屋保健福祉事務所

811-2318 糟屋郡粕屋町戸原東1丁目7-26

(092)939-1500

糸島保健福祉事務所

819-1112 糸島市浦志2丁目3-1

(092)322-3269

舎） 811-3436 宗像市東郷1丁目2-1

(0940)36-2045

宗像・遠賀保健福祉環境事務所
（本

庁

（遠賀分庁舎）

807-0046 遠賀郡水巻町吉田西2丁目17-7

(093)201-4162

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所
（本

庁

舎） 820-0004 飯塚市新立岩8-1

（直方分庁舎）
田川保健福祉事務所

(0948)21-4911

822-0025 直方市日吉町9-10

(0949)22-5692

825-8577 田川市大字伊田3292-2

(0947)42-9311

北筑後保健福祉環境事務所
（本

庁

舎） 838-0068 朝倉市甘木2014-1

（久留米分庁舎） 839-0861 久留米市合川町1642-1

(0946)22-4184
(0942)30-1043

南筑後保健福祉環境事務所
（本

庁

舎） 832-0823 柳川市三橋町今古賀8-1

（八女分庁舎）
京築保健福祉環境事務所

834-0063 八女市本村25

(0943)22-6971

824-0005 行橋市中央1丁目2-1

(0930)23-2244

(ｲ) 福岡県精神保健福祉センター

イ

ウ

〒816-0804

春日市原町３丁目１－７

電

話

(092)582-7500

ＦＡＸ

(092)582-7505

社会福祉法人 福岡県社会福祉協議会
所在地
電 話

〒816-0804 春日市原町３丁目１－７
(092)584-3377

ＦＡＸ

(092)584-3369

福岡県介護実習・普及センター
所在地 〒816-0804 春日市原町３丁目１－７
電

エ

所在地

話

(092)584-3351

ＦＡＸ

(092)584-3354

(0944)72-2111

公益社団法人 福岡県老人クラブ連合会
所在地
電 話

〒816-0804 春日市原町３丁目１－７
(092)582-9860

ＦＡＸ

(092)582-9870
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オ

カ

キ

福岡県老人福祉施設協議会
所在地

〒816-0804

電

話

(092)584-3377

ＦＡＸ

(092)584-3369

公益社団法人 福岡県介護老人保健施設協会
所在地

〒810-0005

電

話

(092)522-1442

ＦＡＸ

(092)522-1480

ケ

話

(093)873-5001

ＦＡＸ

(093)873-5002

公益社団法人 福岡県介護福祉士会
所在地

〒812-0013

電

話

(092)474-7015

ＦＡＸ

(092)436-5234

サ

ス

第 2 高田ビル２階

福岡市市民福祉ﾌﾟﾗｻﾞ４階

(092)771-8595
(092)771-8595

特定非営利活動法人 福岡県高齢者グループホーム協議会
所在地
電 話

〒836-0091 大牟田市沖田町 492 番地
(0944)59-1030

ＦＡＸ

(0944)59-1031

公益社団法人 日本認知症グループホーム協会 福岡県支部
所在地 〒830-0051 久留米市南 1-17-1 株式会社さくら苑内
電 話
ＦＡＸ

シ

福岡市博多区博多駅東１－１－16

公益社団法人 認知症の人と家族の会 福岡県支部
所在地 〒810-0062 福岡市中央区荒戸３丁目３－39
電 話
ＦＡＸ

コ

福岡市中央区清川３丁目 14－20

公益社団法人 北九州高齢者福祉事業協会
所在地 〒804-0067 北九州市戸畑区汐井町１－６
電

ク

春日市原町３丁目１－７ 福岡県社会福祉協議会内

(0942)36-2115
(0942)36-2105

公益社団法人 全国有料老人ホーム協会
所在地

〒103-0027

東京都中央区日本橋 3 丁目 5-14 アイ・アンド・イー日本橋ビル 7 階

電

話

(03)3272-3781

ＦＡＸ

(03)3548-1078

独立行政法人 福祉医療機構
本
部 所在地 〒105-8486
電 話
ＦＡＸ

東京都港区虎ノ門４丁目３－13 ﾋｭｰﾘｯｸ神谷町ﾋﾞﾙ９階

(03)3438-0211
(03)3438-9949
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大阪支店

セ

所在地

〒541-0054

大阪市中央区南本町３丁目６－14 ｲﾄｩﾋﾞﾙ３階

電

話

(06)6252-0215

ＦＡＸ

(06)6252-0257

福岡県 70 歳現役応援センター
福岡オフィス
所在地 〒812-0013

福岡市博多区博多駅東１－１－33
はかた近代ビル５階

電
北九州オフィス

久留米オフィス

飯塚オフィス

話

(092)432-2577

ＦＡＸ
所在地

(092)432-2513
〒802-0007 北九州市小倉北区船場町２－10

電

近藤会館４階
(093)513-8188

話

ＦＡＸ

(093)513-8190

所在地

〒830-0033

電

リベール４階
(0942)36-8355

話

久留米市天神町８

ＦＡＸ

(0942)36-8356

所在地

〒820-0042

飯塚市本町７－25
三協木村ビル１階（本町商店街）

電

ソ

話

(0948)21-6032

ＦＡＸ

(0948)21-6033

シルバー人材センター
(ｱ) 福岡ブロック
名

称

郵便番号

所

(公社)福岡市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

812-0044

福岡市博多区千代1-25-15

092-643-8200

(公社)大野城市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

816-0931

大野城市筒井5-15-5

092-582-0221

(公社)春日市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

816-0843

春日市松ヶ丘1-5

092-596-1826

(公社)太宰府市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

818-0134

太宰府市大佐野30-1

092-921-4222

(公社)筑紫野市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

818-0013

筑紫野市岡田3-11-1

092-919-7755

(公社)古賀市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

811-3113

古賀市千鳥2-21-3

092-942-6994

(公社)糸島市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

819-1105

糸島市潤1-21-1

092-322-5111

(公社)宗像市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

811-4146

宗像市赤間4-2-1

0940-33-1151

(公社)福津市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

811-3218

福津市手光南2-1-1

0940-43-6541

(公社)那珂川市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

811-1223

那珂川市上梶原1-2-2

092-953-4165

(公社)粕屋町ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

811-2309

粕屋町駕与丁3-2-21

092-938-3300

(公社)志免町ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

811-2202

志免町大字志免451-1

092-936-8012

(公社)新宮町ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

811-0123

新宮町上府北1丁目1-24

092-963-4890

(公社)篠栗町ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

811-2417

篠栗町中央4-20-26

092-947-5199

(公社)須恵町ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

811-2221

須恵町大字旅石72-353

092-936-3201

(一社)久山町ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

811-2501

久山町大字久原1080-3

092-976-1498
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在

地

電話番号

(ｲ) 北九州ブロック
名

称

郵便番号

所

在

地

電話番号

(公社)北九州市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

802-0062

北九州市小倉北区片野新町1-1-6

093-922-4801

(公社)岡垣町ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

811-4234

岡垣町大字高倉598-1

093-282-4688

(公社)中間市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

809-0003

中間市大字上底井野59-1

093-246-4528

(公社)遠賀町ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

811-4331

遠賀町大字別府3113-2

093-293-8007

(公社)豊前･上毛ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

828-0051

豊前市大字吉木955

0979-83-0677

(公社)行橋市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

824-0005

行橋市中央1-10-67

0930-26-3355

(公社)苅田町ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

800-0353

苅田町尾倉4-1-7

093-435-3221

(公社)築上町ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

829-0102

築上町大字築城1728

0930-57-4800

(公社)みやこ町ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

824-0121

みやこ町豊津2174-10

0930-33-6060

(ｳ) 筑豊ブロック
名

称

郵便番号

所

在

地

電話番号

(公社)飯塚市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

820-0071

飯塚市忠隈382-9

0948-28-1212

(公社)宮若・小竹ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

823-0011

宮若市宮田118-1

0949-32-2400

(公社)田川地区ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

826-0042

田川市大字川宮1474-1

0947-44-8925

(公社)直方市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

822-0031

直方市大字植木849-1

0949-25-0511

(公社)嘉麻･桂川広域ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

821-0012

嘉麻市上山田528-35

0948-52-2715

(ｴ) 筑後ブロック
名

称

郵便番号

所

在

地

電話番号

(公社)久留米市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

830-0038

久留米市西町873-7

0942-35-5229

(公社)大牟田市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

836-0016

大牟田市北磯町81-2

0944-53-2319

(公社)大川市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

831-0041

大川市大字小保614-6

0944-87-1025

(公社)八女広域ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

834-0063

八女市本村402-1

0943-22-7430

(公社)朝倉市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

838-0061

朝倉市菩提寺480-2

0946-22-4085

(公社)小郡大刀洗広域ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

838-0137

小郡市福童688-1

0942-73-1881

(公社)柳川市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

832-0035

柳川市東魚屋町17-3

0944-73-4585

(公社)筑後市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

833-0032

筑後市大字野町423-2

0942-52-0722

(公社)みやま市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

839-0221

みやま市高田町下楠田480

0944-22-6636

(公社)筑前町ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

838-0816

筑前町新町421-5

0946-22-8099

(公社)うきは市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

839-1321

うきは市吉井町347-1

0943-75-5544

(公社)大木町ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

830-0416

大木町大字八町牟田255-7

0944-33-2207
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