
施設（事業所）名 施設種別 所在地 電話番号

1 特別養護老人ホーム 津屋崎園 介護老人福祉施設 福津市奴山１１７４番地 ０９４０－５２－３５４５

2 特別養護老人ホーム むなかた 介護老人福祉施設 宗像市用山４７１番地５ ０９４０－３８－３９１０

3 特別養護老人ホーム あかま 介護老人福祉施設 宗像市田久３丁目１１番１号 ０９４０－３８－９０００

4 特別養護老人ホーム 筑前顕慈園 介護老人福祉施設 福津市上西郷７３４番地３ ０９４０－４３－５５６１

5 地域密着型介護老人福祉施設　けんじえん介護老人福祉施設 福津市上西郷８２７番地２ ０９４０－４２－５５６３

6 特別養護老人ホーム　ケアポート玄海 介護老人福祉施設 宗像市神湊１１８番地２ ０９４０－６２－４３１２

7 特別養護老人ホーム　宗像第二わかば苑 介護老人福祉施設 宗像市大井２０６５番地１ ０９４０－７２－４４５１

8 アットホーム博多の森 介護老人福祉施設 福岡市博多区大字下月隈73-1 ０９２－６２３－６２３６

9 アットホーム　諸岡 介護老人福祉施設 福岡市博多区諸岡2-13-32 ０９２－５８８－５８８５

10 アットホーム　福岡 介護老人福祉施設 福岡市博多区千代1-1-55 ０９２－６３１－１００７

11 特別養護老人ホーム　福岡愛心の丘 介護老人福祉施設 福岡市博多区月隈6-16-11 ０９２－５０３－９０００

12 リハモール福岡 介護老人福祉施設 福岡市西区野方7-780-1 ０９２－８１２－３８１１

13
特別養護老人ホーム　マイネスハウス福
重

介護老人福祉施設 福岡市西区福重2-34-5 ０９２－８９２－３３１５

14 特別養護老人ホーム 同朋園 介護老人福祉施設 大宰府市大字向佐野515 ０９２－９２２－６１８８

15 特別養護老人ホーム同行園 介護老人福祉施設 糟屋郡宇美町障子岳南2-14-25 ０９２－９３３－４８１１

16 特別養護老人ホーム 　かすがの郷 介護老人福祉施設 春日市塚原台3-129 ０９２－５９５－６０６０

17 特別養護老人ホーム 　悠生園 介護老人福祉施設 大野城市中2-5-5 ０９２－５０４－１０００

18 特別養護老人ホーム　ねむのき 介護老人福祉施設 筑紫郡那珂川町下梶原2-6-3 ０９２－９５２－１１２２

19 特別養護老人ホーム　第２智美園 介護老人福祉施設 中間市垣生砂山2017-3 ０９３－２４３－４５６７

20 地域密着型介護老人福祉施設　清滝の郷 介護老人福祉施設 古賀市薦野1413-6 ０９２－９４６－３７７８

21 介護老人保健施設　ハーモニー聖和 介護老人保健施設 筑紫野市大字西小田991-3 ０９２－９２７－１８１１

22 介護老人保健施設　なびき苑 介護老人保健施設 宮若市下有木1517-1 ０９４９－３３－３９８８

23 介護老人保健施設　よつづか 介護老人保健施設 宗像市田熊５丁目５番６号 ０９４０－３７－０６８１

24 介護老人保健施設　水光苑 介護老人保健施設 福津市上西郷３３５番地１ ０９４０－４２－２２２１

実習施設一覧表

施設・居住型



25 介護老人保健施設　若杉の里 介護老人保健施設 糟屋郡須恵町大字上須惠112-79 ０９２－９３３－１６３０

26 特別養護老人ホーム　レイクウッド久山 介護老人福祉施設
糟屋郡久山町大字猪野字池ノ浦
1610-40

０９２－９７６－２９４１

27 介護老人保健施設　ニューライフ須恵 介護老人保健施設 糟屋郡須恵町大字旅石115-483 ０９２－９３７－１０５５

28 特別養護老人ホーム　緑の里 介護老人福祉施設 糟屋郡粕屋町大字酒殿524番地の1 ０９２－９３９－３７１１

29 特別養護老人ホーム　まつかぜ荘 介護老人福祉施設 遠賀郡芦屋町緑ヶ丘２番２号 ０９３－２２２－０７６５

30 地域密着型特養　サポートセンター本城 介護老人福祉施設 八幡西区本城東6-1-16 ０９３－６９２－８８１１

31 障害者支援施設　むなかた苑 施設入所支援 宗像市田久２丁目５番１号 ０９４０－３５－１８２４

32 津屋崎園グループホーム　座々 認知症対応型共同生活介護 福津市奴山１２０５番地１ ０９４０－５２－００９８

33 宗寿園グループホーム　愛々 認知症対応型共同生活介護 宗像市稲元５丁目２番２号 ０９４０－３３－３００８

34 グループホーム　福間 認知症対応型共同生活介護 福津市上西郷７３８番地 ０９４０－４２－８３９０

35 グループホーム　城山庵 認知症対応型共同生活介護 宗像市石丸１丁目３番２７号 ０９４０－３３－８９６６

36 グループホーム　さわやかむなかたのもり 認知症対応型共同生活介護 宗像市自由ヶ丘２丁目１７番地１ ０９４０－３９－８５００

37 グループホーム　どんぐり 認知症対応型共同生活介護 古賀市青柳町８０３番地 ０９２－９４３－７６２２

38 グループホーム　花梨 認知症対応型共同生活介護 古賀市花見南２丁目１４番１５号 ０９２－９４０－７２０３

39 グループホーム　杏 認知症対応型共同生活介護 宗像市田野１３７０番地２ ０９４０－３８－７５００

40 りびんぐ紀水庵 認知症対応型共同生活介護 古賀市小山田497-1 ０９２－９４３－１６１６

41 ユトリア博多　グループホーム 認知症対応型共同生活介護 博多区博多駅南3-4-36 ０９２－２６０－１５０２

42 あたご桜花　グループホーム 認知症対応型共同生活介護 西区愛宕2-19-6 ０９２－８８１－７００８

43 グループホーム　さわやかテラス春日 認知症対応型共同生活介護 春日市須玖北4-10-405 ０９２－５８８－３３０７

44 グループホーム　さわやかテラス大野城 認知症対応型共同生活介護 大野城市牛頸4-5-29 ０９２－５１３－７５１１

45
グループホーム　さわやかテラス大野城中
央

認知症対応型共同生活介護 大野城市中央2-5-19 ０９２－５０１－０３５２

46 グループホーム　東光寺 認知症対応型共同生活介護 福岡市博多区半道橋1-18-35-1 ０９２－４３３－１７７７

47 グループホーム　菜の花 認知症対応型共同生活介護 福岡市東区東和白4-6-26 ０９２－４０５－０５５５

48 グループホーム　五条 認知症対応型共同生活介護 大宰府市五条2-15-15 ０９２－９２４－４８９８

49 グループホーム　同行園 認知症対応型共同生活介護 糟屋郡宇美町障子岳南2-14-25 ０９２－９３３－４８１１

50 グループホーム　いやしの家 認知症対応型共同生活介護 福岡県糟屋郡志免町別府2-1-8 ０９２－９３７－０３１８

51 グループホーム　しんぐう 認知症対応型共同生活介護 糟屋郡新宮町下府1-4-12 ０９２－９４１－５７１０

52 サポートセンター本城　グループホーム 認知症対応型共同生活介護 八幡西区本城東6-1-16 ０９３－６９２－８８１１



53 小規模多機能施設　あかり 小規模多機能型居宅介護 福津市津屋崎２丁目７番１号 ０９４０－５２－１２６０

54 小規模多機能型居宅介護　城山庵 小規模多機能型居宅介護 宗像市石丸１丁目３番２７号 ０９４０－３３－８９６６

55 小規模多機能型居宅介護　杏 小規模多機能型居宅介護 宗像市田野１３７０番地２ ０９４０－３８－７５００

56 余香庵 小規模多機能型居宅介護 古賀市今の庄１丁目２番１２号 ０９２－９４０－１７２２

57 さわやか憩いの家 小規模多機能型居宅介護 春日市須玖南1-91 ０９２－５８８－３５３１

58
小規模多機能型居宅介護　マイネスハウ
ス福重

小規模多機能型居宅介護 福岡市西区福重2-34-5 ０９２－８９２－３３１５

59 津屋崎園デイサービスセンター 通所介護 福津市奴山１１７４番地 ０９４０－５２－７４３０

60 宗寿園デイサービスセンター暖々 通所介護 宗像市稲元５丁目２番２号 ０９４０－３３－０２４６

61 デイサービスセンター温々庵 通所介護 宗像市自由ヶ丘6-12-12 ０９４０－３８－８０１７

62 自由ヶ丘デイサービスセンター 通所介護 宗像市自由ヶ丘11-22-1 ０９４０－３５－２５７０

63 デイサービスセンターゆう 通所介護 宗像市稲元５丁目２番２号 ０９４０－３３－２６８１

64 ケアポート玄海　デイサービスセンター 通所介護 宗像市神湊１１８番地２ ０９４０－６２－４３１２

65 デイサービスセンター　あかま 通所介護 宗像市田久３丁目１１番１号 ０９４０－３８－９０００

66 よつづか　デイケアセンター 通所リハビリテーション 宗像市田熊５丁目５番６号 ０９４０－３７－０６８１

67 水光苑　デイケアセンター 通所リハビリテーション 福津市日蒔野5-7-2 ０９４０－４２－２２２１

68 水光デイサービスセンター 通所介護 福津市日蒔野5-8-1 ０９４０－３４－３３３１

69 デイサービス花梨 通所介護 古賀市花見南2-14-15 ０９２－９４０－７２００

70
あおぞらの里　香住ケ丘デイサービスセン
ター

通所介護 福岡市東区香住ケ丘3-9-3 ０９２－６７３－２７５７

71 リハモール福岡デイサービスセンター 通所介護 福岡市西区野方7-780-1 ０９２－８１２－３８１１

72 デイサービスセンター　あたご桜花 通所介護 福岡市西区愛宕2-19-6 ０９２－８８１－７５５６

73 青洲会セシリアデイサービスセンター 通所介護 糟屋郡粕屋町長者原西3-14-1 ０９２－９３８－００１６

74 デイサービスセンター　あけぼの 通所介護 筑紫野市紫4-6-15 ０９２－９１８－１３１３

75 かすがの郷　デイサービスセンター 通所介護 春日市塚原台3-129 ０９２－５９５－８４８４

76 デイサービス　五条 通所介護 大宰府市五条2-15-15 ０９２－９２４－４８９８

77 デイサービスセンター和 通所介護 筑紫郡那珂川町西隈1-19-10 ０９２－９５１－０７５３

78 デイサービスセンター同朋 通所介護 太宰府市宰都2-8-12 ０９２－９２８－０７０７

79
大野城市北デイサービスセンターこもれび
の郷

通所介護 大野城市仲畑3-10-21 ０９２－５０１－２３５３

小規模多機能型・通所



80 エフコープデイサービスりんご庵光町第２ 通所介護 春日市光町1-49-2 ０９２－５７４－７８３０

81 まつかぜ荘　デイサービスセンター 通所介護 遠賀郡芦屋町緑ヶ丘２番２号 ０９３－２２２－０７６５

82 サポートセンター本城　デイサービス 通所介護 八幡西区本城東6-1-16 ０９３－６９２－８８１１

83 ヘルパーステーション　こころ 訪問介護 宗像市三郎丸2-1-1 ０９４０－３９－７５３０

84 ホームヘルプサービス筑前顕慈園 訪問介護 福津市上西郷７３４番地３ ０９４０－４３－５５６１

85 訪問介護ステーションあかま 訪問介護 宗像市田久３丁目１１番１号 ０９４０－３８－９０００

86 愛グループ　シャングリラ訪問介護 訪問介護 宗像市東郷3-2-1 ０９４０－３７－０５５２

87 アップルハート宗像・遠賀ケアセンター 訪問介護 宗像市須恵３丁目５番８号 ０９４０－３２－４７６１

88 アップルハート新宮ケアセンター 訪問介護 糟屋郡新宮町下府4-8-1 ０９２－９６２－９３７２

89 ヘルパーステーション　どんぐり 訪問介護 古賀市花見南1-2-15 ０９２－９４３－７８１０

90 水光ヘルパーステーション 訪問介護 福津市日蒔野5-8-5 ０９４０－３４－３３３２

91 ケアワーク九州　博多南第３ステーション 訪問介護 福岡市博多区那珂1-18-10 ０９２－４３３－２８８８

92 ケアワーク九州　姪浜第２ステーション 訪問介護 福岡市西区姪浜駅南2-1-24 ０９２－８９４－６６６８

93 ケアワーク九州　本部第１ステーション 訪問介護 福岡市城南区長尾4-5-5 ０９２－８７４－５５５３

94 ケアワーク九州　長住第４ステーション 訪問介護 福岡市南区長住2-19-11 ０９２－５５７－３５１１

95 さくら・介護ステーション井尻 訪問介護 福岡市南区井尻2-5-20-104 ０９２－４０２－６２２２

96 ホームヘルプサービス五条 訪問介護 大宰府市五条2-16-8 ０９２－９１８－６８３０

97 社会福祉法人　筑紫野市社会福祉協議会 訪問介護 筑紫野市岡田3-11-1 ０９２－９２０－８００８

98
那珂川町社会福祉協議会指定訪問介護
事業所

訪問介護 那珂川町西隈1-1-2 ０９２－９５２－４５６５

99
月隈愛心の丘ホームヘルパーステーショ
ン

訪問介護 福岡市博多区月隈6-16-11 ０９２－５０３－９０００

100 あすなろヘルパーステーション 訪問介護 糟屋郡須恵町大字旅石68-261 ０９２－９３５－３８９６

101 栄光会ヘルパーステーション 訪問介護 糟屋郡志免町別府2-2-1 ０９２－９３７－５８１５

102 大野城市社会福祉協議会 訪問介護 大野城市曙町2-3-2 ０９２－５８９－５５３３

103 ヘルパーステーション海老津園 訪問介護 遠賀郡岡垣町大字海老津708-3 ０９３－２８２－５２４１

訪問介護
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