行橋・京都圏域 介護保険サービス事業所・高齢者施設 一覧
令和4年6月1日現在

●居宅介護支援事業（ケアプラン作成）
所在地
行橋市

事

業

所

(31ヶ所)

名

ケアプランセンターそよかぜ

ひと息の村ケアプランサービス
ケアプランセンター たんぽぽ
大原介護保険センター
医療法人 敬愛会 ほっと新田原
居宅介護支援事業所ゆくはし
あおぞらの里 行橋ケアプランセンター
ケアプラン来夢
ケアプランセンター虹の家
ふくし生協ケアプランセンター京築
すざくケアマネジメント
ケアプランセンターあらた
みやこの苑おまかせセンター
ケアプランセンター リプラス
エールケアプランサービス
ケアプランたかせ
苅田町 苅田町社会福祉協議会ケアプランサービス
有限会社 ケアプラン・白ゆり
白川園 相談センター
ケアプラン相談センター 結愛の里
つくし介護保険サービス おばせ
ケアプラン 幸昌
博愛苑ケアプランセンター
みやこ町 聖家族の家 ケアプランセンター
犀川園 ケアプランサービス
はるかぜケアプランセンター
京都病院ケアプランサービス
ケアプランサポート げんき
ケアプランサービス クローバー
ケアプランセンター ことり
ケアプランサービスきずな

TEL

〒

0930-22-1688 824-0001
0930-22-3727 824-0001
0930-26-8300 824-0003
0930-23-3387 824-0008
0930-22-2304 824-0025
0930-26-6100 824-0025
0930-26-5511 824-0026
0930-22-7020 824-0026
0930-25-3926「 824-0043
0930-26-5571 824-0036
0930-26-3660 824-0041
0930-23-7025 824-0063
0930-22-0231 824-0067
0930-24-2929 824-0026
0930-23-2456 824-0025
0930-25-8325 824-0031
093-434-3641 800-0314
0930-23-9730 800-0323
0930-23-7117 800-0334
0930-23-8766 800-0338
0930-28-8113 800-0344
093-434-2161 800-0353
093-436-2318 800-0364
0930-33-2218 824-0121
0930-42-0802 824-0216
0930-55-2552 824-0231
0930-32-5670 824-0811
0930-55-6336 824-0822
0930-33-7005 824-0121
0930-33-3478 824-0121
0930-42-2951 824-0225

所
在
地
行橋市行事六丁目10番20号
末広アパートA棟101号
行橋市行事7丁目25－3
行橋市大橋1丁目5－6
行橋市宮市町2番5号
行橋市東徳永339－1
行橋市東徳永167番地11
行橋市道場寺1409番地5 2Ｆ
行橋市道場寺1250番地
行橋市流末1277番地3
行橋市南泉1丁目34－25
行橋市大野井491番地12
行橋市中津熊390番地8
行橋市二塚584番地
行橋市道場寺1589番地1
行橋市東徳永170番地5
行橋市西宮市四丁目27番5号
京都郡苅田町幸町6番地91
京都郡苅田町与原1836番地の5
京都郡苅田町法正寺623番地1
京都郡苅田町葛川133番地1
京都郡苅田町新津1597番地
京都郡苅田町尾倉4385番地1
京都郡苅田町提唐松2781番
京都郡みやこ町豊津566番地2
京都郡みやこ町犀川谷口759番地
京都郡みやこ町犀川本庄334番地1
京都郡みやこ町勝山箕田298番地
京都郡みやこ町勝山黒田615番地3
京都郡みやこ町豊津754番地11
京都郡みやこ町豊津1570番地1
京都郡みやこ町犀川大坂６９７番地

【在宅サービス】
●訪問介護（ホームヘルパー）
所在地
行橋市

事 業 所 名
ひと息の村ヘルパーステーション
ヘルパーステーション そよかぜ
ヘルパーステーションハローライフ
ヘルパーサービス きらめき
ヘルパーステーションこころ
有限会社今元ケアサービス
ヘルパーステーション果樹縁
あおぞらの里 行橋ヘルパーステーション
アップルハートゆくはしケアセンター
訪問介護 そら
訪問介護 ひかりの里
訪問介護みずき
ヘルパーステーション 美咲
ヘルパーステーションこだま
訪問介護 虹の家
訪問介護センター 泉の里
ヘルパーセンター コスモス今川
太陽交通ヘルパーサービス
いまがわえん訪問介護事業所

(42ヶ所)
TEL
〒
所
在
地
0930-22-7755 824-0001 行橋市行事7丁目25－3
行橋市行事6丁目10-20
0930-25-1156 824-0001
末広アパートA棟101号
0930-25-3996 824-0001 行橋市行事2丁目11番29号
0930-25-6337 824-0002 行橋市東大橋2丁目17－1
0930-26-3032 824-0005 行橋市中央二丁目7番8号
0930-26-3260 824-0015 行橋市元永703－1
0930-25-6557 824-0025 行橋市東徳永167番地13
0930-26-5500 824-0026 行橋市道場寺1409番地5 2Ｆ
0930-23-0071 824-0026 行橋市道場寺1620－1
0930-26-7038 824-0026 行橋市道場寺1439－386
0930-26-5155 824-0031 行橋市西宮市1丁目6番25号
0930-22-1237 824-0031 行橋市西宮市五丁目30番3号
0930-25-7234 824-0034 行橋市泉中央2丁目17－5
0930-26-5572 824-0036 行橋市南泉1丁目34－25
0930-25-3942 824-0036 行橋市南泉2丁目28番3号
0930-55-0800 824-0036 行橋市南泉3丁目40番7号
0930-26-0716 824-0041 行橋市大野井478番地
093-435-5151 824-0018 行橋市今井1373番地5
0930-22-2421 824-0043 行橋市流末1277番地

1

オンブズマンめぐみ訪問介護
ヘルパーステーション芭蕉の杜
社協ウィズゆくはしヘルパーステーション
ヘルパーステーション さらい
訪問介護 ひびき
犀川園ヘルパーステーション
ヘルパーステーションえほーと
はーとふるヘルパーステーション
サンふくし訪問介護
西日本ケアヘルパーサービス

苅田町

訪問介護サービス すまいる
ライズ行橋ヘルパーステーション
介護サービスよりそい
つくし訪問介護ステーションおばせ
ヘルパーサービス 西頭
ヘルパーセンター コスモスかんだ
苅田医会在宅介護センター
ヘルパーステーション かんだ
ヘルパーステーションなぎ

みやこ町 ホームヘルプステーション錦陵の苑
ヘルパーステーション 桃の花
ヘルパーステーション アクティブ
ヘルパーステーション 陽

●訪問入浴
所在地
行橋市

(2ヶ所)

事 業 所 名
アップルハート京築訪問入浴センター
ひと息の村訪問入浴サービス

●訪問リハビリテーション
所在地
行橋市
苅田町

TEL
〒
所
在
地
0930‐26-3782 824-0026 行橋市大字道場寺1620番地1
0930-22-7727 824-0001 行橋市行事7丁目25番3号
(3ヶ所)

事 業 所
大原病院
介護老人保健施設行橋園
介護老人保健施設 博愛苑

名

●訪問看護

TEL
〒
所
在
地
0930-23-2345 824-0008 行橋市宮市町2番5号
0930-25-3434 824-0033 行橋市北泉３丁目１１－１
093-436-0743 800-0364 京都郡苅田町提字唐松2781番地
(23ヶ所)

所在地
行橋市

事 業 所 名
ひと息の村 訪問看護ステーション
いちご訪問看護
大原病院訪問看護ステーション
新田原訪問看護ステーション
訪問看護 医生縁
あおぞらの里 行橋訪問看護ステーション
訪問看護ステーションみずき
行橋記念病院訪問看護ステーション
リハビリ訪問看護ステーション りふる
ふくし生協訪問看護ステーション京築
ゆくはし訪問看護ステーション
訪問看護ステーションかがやき
あざみ訪問看護ステーション
のぞみ訪問看護ステーション
訪問看護ステーション 悠
訪問看護ステーション リリー
訪問看護ステーション 心の駅
苅田町 つくし訪問看護ステーション
はーとふる訪問看護ステーション
訪問看護ひかり
ラシック訪問看護ステーション
はるかぜ訪問看護ステーション
みやこ町
みやこ訪問看護ステーション

●通所介護（デイサービス）
所在地

0930-22-1822 824-0048 行橋市宝山899ノ4
0930-25-9285 824-0062 行橋市下津熊939－1
行橋市中津熊501番地
0930-25-8088 824-0063
行橋市総合福祉センター「ウィズゆくはし」
0930-28-8418 824-0068 行橋市延永90番地1
0930-25-4186 824-0068 行橋市延永224－1
0930-28-9733 824-0011 行橋市蓑島765番地1
0930-58-9367 824-0032 行橋市南大橋五丁目１０－２
0930-25-9131 824-0036 行橋市南泉１丁目２４－７
0930-24-6800 824-0032 行橋市南大橋一丁目１番２５号
行橋市天生田586-1
0930-55-0505 824-0044
サン・ライズあもうだビル 205号
0930-55-2424 824-0056 行橋市大字前田２９２番地８
0930-28-9331 824-0008 行橋市宮市町４－３７ 松川アパート102
093-436-5866 800-0351 京都郡苅田町京町1－11－7高島ビル2階
093-435-2512 800-0353 京都郡苅田町尾倉3843－7
093-434-6008 800-0353 京都郡苅田町尾倉4835番地1
093-435-0162 800-0353 京都郡苅田町尾倉2990番地1
093-435-2111 800-0353 京都郡苅田町尾倉4丁目1番地の7
0930-24-6123 800-0334 京都郡苅田町法正寺568番地
京都郡苅田町京町1-11-1 アシーナ京町
093-383-7717 800-0351
ビル303号室
0930-33-1452 824-0114 京都郡みやこ町節丸941番地3
0930-32-3833 824-0801 京都郡みやこ町勝山大久保2362番地1
0930-28-8825 824-0114 京都郡みやこ町節丸295番地
0930-28-8745 824-0123 京都郡みやこ町国分241番地

事

TEL
0930-22-3332
0930-26-0055
0930-25-0282
0930-23-8877
0930-26-8900
0930-26-7760
0930-26-0178
0930-23-8111
0930-26-1167
0930-26-3130
0930-23-4541
0930-55-1188
0930-23-8083
0930-28-8620
0930-22-6550
0930-25-2328
0930-26-3629
0930-55-0311
093-434-1070
093-953-7718
0930-55-2220
0930-55-2552
0930-55-6519

〒
824-0001
824-0005
824-0008
824-0025
824-0025
824-0026
824-0026
824-0033
824-0026
824-0036
824-0036
824-0036
824-0041
824-0063
824-0044
824-0008
824-0043
800-0344
800-0302
800-0302
800-0323
824-0231
824-0125

所
在
地
行橋市行事7－25－3
行橋市中央一丁目7番41号
行橋市宮市町2番5号
行橋市東徳永339－1
行橋市東徳永167番地13
行橋市道場寺1409番地5 2F
行橋市道場寺1439－386
行橋市北泉3－9－1
行橋市道場寺1589－1
行橋市南泉1－34－25
行橋市南泉4－11－4
行橋市南泉二丁目5番16号
行橋市大野井618番地1
行橋市中津熊812－1
行橋市天生田585-1 106
行橋市宮市町３番２号 301号室
行橋市流末1277番地3
京都郡苅田町新津1597
京都郡苅田町若久町二丁目18番地3
京都郡苅田町若久町二丁目1番地9
京都郡苅田町与原三丁目５番地４
京都郡みやこ町犀川本庄334番地1
京都郡みやこ町国作608番地3

(38ヶ所)
業

所

名

TEL

2

〒

所

在

地

行橋市

ひと息の村デイサービス
デイサービス なぎさの家
デイサービスセンター 大空
デイサービスセンターこころ
大原デイサービスセンター
デイサービスセンターゆくはし
新田原デイサービス
あおぞらの里行橋デイサービスセンター
デイサービスセンター そら
デイサービスセンターあいあい行橋
デイサービスセンターみずき
さわやかリハビリデイサービスゆくはし
喜楽デイサービスセンター
デイサービスセンター 泉の里
宅老所第二ほのぼの
デイサービスセンター芭蕉の杜
ウィズゆくはしデイサービスセンター
みやこの苑デイサービスセンター
デイサービスセンター さらい
デイサービスセンター ひびき
デイサービスセンタープラム
デイサービスセンター大空にぎわい
宮の下デイサービスぼたん
デイサービス ひかりの里
苅田町 白川園デイサービスセンター
ツクイ苅田京町
デイサービスセンター コスモスかんだ
通所介護リハビリセンターきずな 苅田店
医療法人 博愛会 デイサービスセンターえがお
みやこ町 聖家族の家デイサービスセンター
デイサービスセンター 桃の花
勝山苑 通所介護事業所
京都病院デイサービスセンター
暮らしさぽーとデイサービス
リハビリデイサービス Ｃａｌｍ
犀川園デイサービスセンター
デイサービス クローバー
デイサービスセンター 陽

●通所リハビリ（デイケア）
所在地
行橋市

苅田町

事 業 所 名
介護老人保健施設行橋園
大原病院デイケア
新田原聖母病院通所リハビリ
行橋整形外科デイケア
老人保健施設 こもれび 通所リハビリテーション
老人保健施設 博愛苑
健和会 京町病院
御所病院 通所リハビリテーション
介護老人保健施設 アデリーヌみやこ
事 業 所 名
ベストケア 行橋営業所
株式会社クローバー 行橋営業所
介護用品まつうら
介護ショップ 蓮
太陽シルバーサービス株式会社 行橋営業所
サン福祉用具
福の基
Violet rose
事 業
ベストケア 行橋営業所

行橋市行事7丁目25－3 ひと息の村
行橋市金屋649－1
行橋市中央3丁目8－19
行橋市中央二丁目7番8号
行橋市宮市町2番5号
行橋市東徳永167番地11
行橋市東徳永339－1
行橋市道場寺1409－5番地
行橋市道場寺1439－386
行橋市西宮市5丁目31番17号
行橋市西宮市五丁目30番3号
行橋市北泉3丁目11－4
行橋市北泉5丁目11番6 京都建材ビル1Ｆ
行橋市南泉3丁目40番7号
行橋市南泉1丁目35番2号
行橋市下津熊939－1
行橋市中津熊501番地
行橋市二塚584番地
行橋市延永90番地1
行橋市延永224番1
行橋市大野井110番地1
行橋市東泉4丁目6-16
行橋市元永882番地
行橋市西宮市1丁目6番25号
京都郡苅田町法正寺623番地1
京都郡苅田町京町1丁目3番1号
京都郡苅田町尾倉2990番地1
京都郡苅田町神田町一丁目6番地3
京都郡苅田町提字唐松2781番
京都郡みやこ町豊津566番地2
京都郡みやこ町勝山大久保2362番地1
京都郡みやこ町勝山大久保3224番地1
京都郡みやこ町勝山箕田298番地
京都郡みやこ町勝山箕田363番地1
京都郡みやこ町勝山上田946番地1
京都郡みやこ町犀川谷口759番地
京都郡みやこ町豊津754－11
京都郡みやこ町国分240番地

TEL
0930-25-3434
0930-26‐3523
0930-23-1006
0930-26-8355
0930-23-3613
093-436-1174
093-436-2111
0930-25-3294
0930-33-5688

〒
824-0033
824‐0008
824-0025
824-0035
800-0034
800-0364
800-0351
800-0344
824-0121

所
在
地
行橋市北泉3丁目11番1号
行橋市宮市町2番5号
行橋市大字東徳永382番地
行橋市東泉５丁目１番４号
京都郡苅田町法正寺568番地
京都郡苅田町提字唐松2781番地
京都郡苅田町京町2丁目21番1号
京都郡苅田町新津1400番地
京都郡みやこ町豊津2128番地

〒
824-0001
824-0002
824-0026
824-0033
824-0043
824-0032
824-0024
824-0032

所
在
地
行橋市行事7丁目24－21
行橋市東大橋4丁目10番1号
行橋市道場寺1501番地7
行橋市北泉5丁目12番1号
行橋市流末1327番地
行橋市南大橋一丁目１番２５号
行橋市金屋340番地6
行橋市南大橋四丁目15－38

(8ヶ所)

●特定福祉用具販売
所在地
行橋市

824-0001
824-0004
824-0005
824-0005
824-0008
824-0025
824-0025
824-0026
824-0026
824-0031
824-0031
824-0033
824-0033
824-0036
824-0036
824-0062
824-0063
824-0067
824-0068
824-0068
824-0041
824-0035
824-0015
824-0031
800-0334
800-0351
800-0353
800-0361
800-0364
824-0121
824-0801
824-0801
824-0811
824-0811
824-0821
824-0216
824-0121
824-0123

(9ヶ所)

●福祉用具貸与
所在地
行橋市

0930-22-7727
0930-22-9801
0930-26-8118
0930-26-3033
0930-23-8120
0930-26-6100
0930-23-8394
0930-26-0066
0930-26-7028
0930-26-2235
0930-22-1221
0930-23-1110
0930-26-5535
0930-55-0800
0930-26-3131
0930-25-9285
0930-24-2288
0930-22-0231
0930-28-8406
0930-25-4193
0930-26-8677
0930-55-2148
0930-25-3333
0930-26-5155
0930-23-7117
093-435-5255
093-435-0161
093-383-9213
093-434-6716
0930-33-5672
0930-32-3866
0930-32-4775
0930-32-3773
0930-55-6750
0930-32-5552
0930-42-3160
0930-33-7005
0930-28-8723

TEL
0930-26-3433
0930-28-8591
0930-22-2464
0930-55-6288
0930-26-9640
0930-55-2944
0930-24-1155
050-8880-5697
(8ヶ所)

所

名

TEL
〒
所
在
地
0930-26-3433 824-0001 行橋市行事7丁目24番21号

3

有限会社コスモス便利堂
介護用品 まつうら
介護ショップ 蓮
株式会社クローバー 行橋営業所
太陽シルバーサービス株式会社 行橋営業所
サン福祉用具
福の基

0930-26-5123
0930-22-2464
0930-55-6288
0930-28-8591
0930-26-9640
0930-55-2944
0930-24-1155

●短期入所生活介護（ショートステイ）

824-0003
824-0026
824-0025
824-0002
824-0043
824-0032
824-0024

行橋市大橋3丁目4番13号
行橋市大字道場寺1501番地7
行橋市大字東徳永473番地6 扇アパート1号室
行橋市東大橋4丁目10番1号
行橋市大字流末１３２７番地
行橋市南大橋一丁目１番２５号
行橋市金屋340番地6

〒
824-0022
824-0067
824-0033
824-0033
800-0334
800-0337
824-0121
824-0801
824-0216

所
在
地
行橋市大字稲童3927番地
行橋市大字二塚584番地
行橋市北泉3丁目11番3号
行橋市北泉3丁目11-4
京都郡苅田町法正寺623番地1
京都郡苅田町稲光1236
京都郡みやこ町豊津566番地2
京都郡みやこ町勝山大久保3224番地1
京都郡みやこ町犀川谷口759番地

〒
824-0033
824-0334
800-0364
824-0121
824-0811
824-0811

所
在
地
行橋市北泉3丁目11番1号
京都郡苅田町法正寺568番地
京都郡苅田町大字提2781番地
京都郡みやこ町豊津2128番地
京都郡みやこ町勝山箕田317番地
京都郡みやこ町勝山箕田317番地

〒
824-0022
824-0067
824-0067
800-0334
800-0337
824-0121
824-0801
824-0216

所
在
地
行橋市大字稲童3927番地
行橋市大字二塚584番地
行橋市大字二塚584番地
京都郡苅田町法正寺623番地1
京都郡苅田町稲光968番地１
京都郡みやこ町豊津566番地2
京都郡みやこ町勝山大久保3224-1番地
京都郡みやこ町犀川谷口759番地

〒
824-0033
800-0364
800-0034
824-0121
824-0811
824-0811

所
在
地
行橋市北泉3丁目11番1号
京都郡苅田町提字唐松2781番地
京都郡苅田町法正寺568番地
京都郡みやこ町豊津2128番地
京都郡みやこ町勝山箕田317番地
京都郡みやこ町勝山箕田317番地

(9ヶ所)

所在地
行橋市

事 業 所 名
特別養護老人ホーム石並園
特別養護老人ホーム みやこの苑
さわやか行橋館
さわやか行橋弐番館
苅田町 特別養護老人ホーム 白川園
地域密着型特別養護老人ホームいなみつ苑
みやこ町 聖家族の家ショートステイ
勝山苑 短期入所生活介護事業所
特別養護老人ホーム 犀川園

TEL
22-4844
22-0231
25-8900
23-1110
23-7117
23-8970
33-2218
32-4775
42-3160

●短期入所療養介護

(6ヶ所)

所在地
行橋市
苅田町

事 業 所 名
介護老人保健施設 行橋園
介護老人保健施設 こもれび
介護老人保健施設 博愛苑
みやこ町 老人保健施設 アデリーヌみやこ
介護老人保健施設 菖蒲
介護老人保健施設 御所

TEL
25-3434
23-3611
093-436-0743
33-5688
32-2311
32-2311

【施設サービス】
●介護老人福祉施設

(8ヶ所)

所在地
行橋市

事 業 所 名
特別養護老人ホーム石並園
特別養護老人ホーム みやこの苑
ユニット型特別養護老人ホーム みやこの苑
特別養護老人ホーム 白川園
苅田町
特別養護老人ホーム あじさい
みやこ町 特別養護老人ホーム 聖家族の家
特別養護老人ホーム 勝山苑
特別養護老人ホーム 犀川園

TEL
22-4844
22-0231
22-0231
23-7117
0930-26-5225
33-2218
32-4775
42-3160

●介護老人保健施設
所在地
行橋市
苅田町

事
介護老人保健施設
介護老人保健施設
介護老人保健施設
みやこ町 介護老人保健施設
介護老人保健施設
介護老人保健施設

(6ヶ所)
業 所 名
行橋園
博愛苑
こもれび
アデリーヌみやこ
菖蒲
御所

TEL
25-3434
093-436-0743
23-3612
33-5688
32-2311
32-2311

●介護医療院
所在地
行橋市

事 業
大原病院介護医療院

(1ヶ所)
所

名

TEL
23-2345

〒
所
在
824-0008 行橋市宮市町2番5号

地

【居宅サービス】
●特定施設入居者生活介護（介護付有料老人ホーム）
所在地
行橋市

事 業 所
ファミリーホーム・アバン1号館
ファミリーホーム アバン2号館
グランドホームゆくはし
ケアハウスゆくはし
さわやか行橋館

名

(12ヶ所)
TEL
24-6888
26-2555
26-2610
26-6100
25-8900

4

〒
824-0001
824-0001
824-0031
824-0025
824-0033

所
在
地
行橋市行事1丁目13番67号
行橋市行事1丁目4番11号
行橋市西宮市2丁目2番35号
行橋市東徳永167番地11
行橋市北泉3丁目11番3号

さわやか行橋弐番館
いこいの里 小波瀬
介護付有料老人ホームメゾン・ド・プレール
介護付有料老人ホーム小波瀬ひまわり
介護付有料老人ホーム かんだんて
みやこ町 介護付有料老人ホーム夢のケア桜の里
ホステル京都
苅田町

●軽費老人ホーム
所在地
事 業
行橋市 ケアハウスゆくはし南館
みやこ町 ケアハウスかつやま

23-1110
24-8892
26-2016
23-8181
24-1088
32-6077
33-6166

824-0033
800-0344
800-0344
800-0323
800-0323
824-0802
824-0121

行橋市北泉3丁目11番4号
京都郡苅田町新津1519-1
京都郡苅田町新津1597番地
京都郡苅田町与原三丁目8番10号
京都郡苅田町与原20-2
京都郡みやこ町勝山松田1138番地
京都郡みやこ町豊津2121番地4

(2ヶ所)
所

名

TEL
23-3322
32-8001

〒
所
在
地
824-0025 行橋市大字東徳永167番地11
824-0801 京都郡みやこ町勝山大久保3223番地

【入居施設】
●住宅型有料老人ホーム

(32ヶ所)

所在地
行橋市

事 業 所 名
はーとふるゆくはし
泉の里
かがやきの家
くつろぎの家
新芭蕉の杜
虹の家
ひだまり
シルバーメイト館行橋
グループリビング コスモス今川
あんしんの家
ひかりの里
有料老人ホーム さらい
美咲の郷
メディカルホームこころ
有料老人ホームさらい2号館
大空
有料老人ホームたゆみ
有料老人ホームくくる
有料老人ホームおおはし苑
大家族の家ほのぼの
シルバーメイト館新田原
ほのかの郷
住宅型有料老人ホーム あおい
苅田町 住宅型有料老人ホームコスモスかんだ
住宅型有料老人ホームおひさま館
住宅型有料老人ホーム はーとふるかんだ
有料老人ホーム 白川の里
みやこ町 錦陵の苑
住宅型有料老人ホーム はーとふるみやこ
ケアポート 桃の花
住宅型有料老人ホーム暮らしさぽーと
はなやぎの家

●サービス付き高齢者向け住宅
所在地
行橋市

事 業 所
ファミリーホーム・アバン3号館
シルバーメイト館西宮市

TEL
0930-25-8876
0930-55-0800
0930-24-5250
0930-25-7238
0930-25-9285
0930-25-3942
0930-28-8840
0930-25-4196
0930-26-0714
0930-26ー8188
0930-26-5155
0930-28-8405
0930-25-1157
0930-55-6279
0930-28-8301
0930-22-2550
0930-26-8688
0930-23-2996
0930-28-8228
0930-26-3131
0930-26-7002
0930-22-1620
0930-25-3996
093-435-0160
0930-55-8880
093-434-1070
0930-23-3611
0930-33-1450
0930-42-3700
0930-32-5157
0930-55-6750
0930-42-0670

〒
824-0036
824-0036
824-0002
824-0034
824-0062
824-0036
824-0015
824-0068
824-0041
824-0005
824-0031
824-0068
824-0004
824-0005
824-0068
824-0018
824-0061
824-0056
824-0002
824-0036
824-0026
824-0018
824-0041
800-0353
800-0337
800-0302
800-0334
824-0114
824-0233
824-0801
824-0811
824-0231

所
在
地
行橋市南泉一丁目24番7号
行橋市南泉三丁目40番7号
行橋市東大橋一丁目3番9号
行橋市泉中央二丁目17番5号
行橋市大字下津熊939番地1
行橋市南泉二丁目28番3号
行橋市大字元永703番地1
行橋市大字延永224番地1
行橋市大字大野井478番地
行橋市中央三丁目8番18号
行橋市西宮市一丁目6番25号
行橋市大字延永90番地1
行橋市大字金屋404番地2
行橋市中央二丁目7番8号
行橋市大字延永90番地1
行橋市大字今井1398番地1
行橋市大字草野291番3
行橋市大字前田546番地1
行橋市東大橋4丁目2番5号
行橋市南泉1丁目35-3
行橋市大字道場寺1439番地386
行橋市大字今井1346番地1
行橋市大字大野井110番1
京都郡苅田町大字尾倉2990番地1
京都郡苅田町大字稲光字黒岩1134-1
京都郡苅田町若久町2丁目18-3
京都郡苅田町大字法正寺568番地
京都郡みやこ町節丸941番地3
京都郡みやこ町犀川花熊1001番地
京都郡みやこ町勝山大久保2362番地1
京都郡みやこ町勝山箕田363番地1
京都郡みやこ町犀川本庄510番地1

(2ヶ所)
名

TEL
〒
所
在
地
0930-26-8877 824-0041 行橋市大字大野井871番地1
0930-22-1123 824-0031 行橋市西宮市五丁目30番3号

【地域密着型サービス】
原則、保険者市町に住民票がある方が利用できるサービスです。

【在宅サービス】
●地域密着型通所介護（デイサービス）
所在地
行橋市

事 業 所
デイサービスセンター 美来
デイサービスひだまり

名

(18ヶ所)
TEL
〒
所
在
地
0930-23-1001 824-0001 行橋市行事六丁目2番2号
0930-55-8850 824-0015 行橋市元永703－1

5

宮の下デイサービスぼたん
通所介護リハビリセンターきずな
デイサービスセンター ハッピークローバー
デイサービス道草こらしょ
リハビリデイサービス りふる ゆくはし
デイサービス虹の家
デイサービス和
宅老所第三ほのぼの
デイサービスセンター コスモス今川
デイサービスセンターはまゆう
デイサービス あくしゅ
西日本ケアデイサービス
苅田町 デイサービス みんなの樹
デイサービスみのり
通所介護プレール
みやこ町 デイサービスセンター錦陵の苑

●認知症対応型通所介護（デイサービス）
所在地
事 業
苅田町 在処 よってけばぁ
みやこ町 デイサービス いやしの家

所

名

●小規模多機能型居宅介護
所在地
行橋市

事 業 所 名
ケアホーム 来夢
小規模多機能ホーム コスモス今元
生活リハビリホーム 井戸端わいわい
小規模多機能型ホーム おおはし苑
小規模多機能ホームほのぼの
苅田町 小規模多機能型居宅介護 かぐや姫
みやこ町 小規模多機能型ホーム みやこ

0930-25-3333
0930-26-3335
0930-55-6101
0930-28-8058
0930-26-1165
0930-28-8915
0930-25-8778
0930-26-3131
0930-26-0714
0930-26-8686
0930-28-9530
0930-55-0505
0930-25-0133
0930-25-3410
0930-26-2016
0930-33-1451

824-0015
824-0018
824-0026
824-0026
824-0027
824-0034
824-0036
824-0036
824-0041
824-0061
824-0063
824-0044
800-0323
800-0323
800-0344
824-0114

行橋市元永882番地
行橋市今井1399番1
行橋市道場寺1470番地3
行橋市道場寺1268－26
行橋市高瀬379番地1
行橋市泉中央6丁目11－15
行橋市南泉1丁目24－12
行橋市南泉1丁目35－2
行橋市大野井478番地
行橋市草野291番地3
行橋市中津熊333－10
行橋市天生田586‐1
京都郡苅田町与原1893番地2
京都郡苅田町与原1833番地3
京都郡苅田町新津1597番地
京都郡みやこ町節丸941番地3

(2ヶ所)
TEL
〒
所
在
地
093-953-7841 800-0354 京都郡苅田町集２４２７番地
0930-33-2000 824-0123 京都郡みやこ町国分1396番地
(7ヶ所)
TEL
22-7020
26-1811
26-1030
22-2711
26-3135
55-8800
33-3100

〒
824-0026
824-0018
824-0043
824-0002
824-0036
800-0337
824-0121

所
在
地
行橋市大字道場寺1250番地
行橋市大字今井3138番地1
行橋市大字流末1277番地1
行橋市東大橋4丁目2番5号
行橋市南泉1丁目35番4号
京都郡苅田町大字稲光字黒岩1130－1
京都郡みやこ町豊津２１２１番地７

〒
824-0036
824-0041
824-0002
824-0067
824-0026
824-0031
824-0018
824-0026
824-0025
824-0036
800-0344
800-0337
800-0364
800-0302
800-0337
824-0231
824-0123
824-0205
824-0121
824-0225
824-0216
824-0802

所
在
地
行橋市南泉2丁目28番2号
行橋市大字大野井477番地1
行橋市東大橋1丁目3番10号
行橋市大字二塚584番地
行橋市大字道場寺1274番地1
行橋市西宮市1丁目12番33号
行橋市大字今井3138番地1
行橋市大字道場寺1250番地
行橋市大字東徳永167番地6
行橋市南泉1丁目35番4号
京都郡苅田町大字新津1505-27
京都郡苅田町大字稲光字黒岩1130－1
京都郡苅田町大字提字唐松2781番地
京都郡苅田町若久町２丁目１８番地３
京都郡苅田町大字稲光１２４４番地
京都郡みやこ町犀川本庄458番地2
京都郡みやこ町国分１３９６番地
京都郡みやこ町犀川久富1616番地
京都郡みやこ町豊津1205番地１
京都郡みやこ町犀川大坂６４６番地１
京都郡みやこ町犀川谷口４２５番地
京都郡みやこ町勝山松田1133番地

【居宅サービス】
●認知症対応型共同生活介護（グループホーム）
所在地
行橋市

事 業 所 名
グループホーム 愛の家
グループホームコスモス今川
グループホーム つるとかめ
みやこの苑 グループホーム
グループホーム 真心
グループホームあおいうみ
グループホーム コスモス今元
グループホーム 来夢
グループホーム楽生縁
グループホームほのぼの
苅田町 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ いこいの里 小波瀬
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ おひさまの家
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ まごころ
はーとふるかんだ
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ かすみそう
みやこ町 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 美咲
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ いやしのさと
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 白梅の里
グループホーム『みやこの愛』
グループホームおおさかの里

マルミ苑グループホーム
グループホームつくし

(22ヶ所)
TEL
25-3926
26-4522
24-3649
22-0231
26-3030
25-7500
26-1811
22-7020
26-1022
26-3135
24-9051
25-8886
093-434-6666
093-434-1070
26-9020
45-4155
33-2000
42-0637
33-3851
42-0801
42-0117
32-5523

【施設サービス】
●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
所在地
行橋市

事 業 所 名
地域密着型特別養護老人ホーム おおはし苑

(3ヶ所)
TEL
22-2711

6

〒
所
在
地
824-0002 行橋市東大橋4丁目2番5号

苅田町 地域密着型特別養護老人ホームいなみつ苑
みやこ町 地域密着型特別養護老人ホーム美夜古

23-8970
42-2700

7

800-0337 京都郡苅田町稲光1236
824-0225 京都郡みやこ町犀川大坂1194番地９

