
北九州圏域 見学実習受け入れ事業所一覧 令和4年12月1日現在

市町村 事業所名 郵便番号 事業所所在地 ＴＥＬ ＦＡＸ

北九州市
小倉北区

風花会ケアプランサービス 802-0001
北九州市小倉北区浅野3丁
目1番3号

093-512-0011 093-512-0002

北九州市
小倉北区

ケアプランセンター足原のぞみ苑 802-0044
北九州市小倉北区熊本３丁
目１２－９

093-952-8341 093-952-8668

北九州市
小倉北区

みどりケアプランサービスセンター 802-0071
北九州市小倉北区小金2丁
目9－11

093-941-3622 093-941-3644

北九州市
小倉北区

ケアプラン　カラー 802-0061
北九州市小倉北区三郎丸二
丁目10番16号101

093-953-8080 093-853-8150

北九州市
小倉北区

薫会ケアプランサービス 802-0066
北九州市小倉北区萩崎町１
番３２号

093-952-1188 093-952-1077

北九州市
小倉北区

ケアプランセンター三萩野 802-0074
北九州市小倉北区白銀2丁
目11-4

093-932-0239 093-932-1189

北九州市
小倉北区

ケアプランセンタースマイル 802-0042
北九州市小倉北区東篠崎３
丁目５番４８号

093-932-0803 093-932-0802

北九州市
小倉北区

日明ケアプラン市場 803-0831
北九州市小倉北区日明２丁
目４－１

093-967-2083 093-967-2093

北九州市
小倉北区

モナトリエ・ケアプランセンター 802-0006
北九州市小倉北区魚町四丁
目３番８号

093-512-5211 093-512-5005

北九州市
小倉北区

ケアプランしんあい 803-0864
北九州市小倉北区熊谷二丁
目1番18号

093-562-2258 093-571-1883

北九州市
小倉北区

北九州ヘルスケアサービス中央 802-0084
北九州市小倉北区香春口一
丁目13番1-301号

093-932-6813 093-932-6818

北九州市
小倉北区

株式会社フジケアマネジメントセン
ター

803-0826
北九州市小倉北区高峰町3
番3号

093-562-1112 093-562-1175

北九州市
小倉北区

ふじケアプランセンター 802-0065
北九州市小倉北区三萩野二
丁目４番６号

093-941-8839 093-941-8851

北九州市
小倉北区

南小倉ケアマネジメントセンター 803-0861
北九州市小倉北区篠崎一丁
目5番1号

093-581-0668 093-581-3319

北九州市
小倉北区

ケアプランセンター　ゆ～じん 803-0844
北九州市小倉北区真鶴一丁
目４番１２号

093-562-7111 093-562-7112

北九州市
小倉北区

有限会社小倉ケアプランセンター 803-0844
北九州市小倉北区真鶴一丁
目4番12号2F

093-383-5102 093-383-5103

北九州市
小倉北区

医療法人　北愛会　桜丘ケアプラ
ンセンター

802-0034
北九州市小倉北区須賀町1
番26号

093-541-0313 093-541-0355

北九州市
小倉北区

大手町ケアプランセンター 803-0814
北九州市小倉北区大手町14
番22号

093-592-5080

北九州市
小倉北区

シルバーサンホーム　エスエム介
護支援センター

803-0814
北九州市小倉北区大手町17
番21号

093-583-1212 093-583-1122

北九州市
小倉北区

あおぞらの里　小文字ケアプラン
センター

802-0026
北九州市小倉北区大畠一丁
目7番20号

093-541-2008 093-533-2471

北九州市
小倉北区

株式会社フジケア高峰ケアプラン
センター

803-0834
北九州市小倉北区都1丁目
12番12号

093-562-2185 093-562-0666

北九州市
小倉北区

ケアプランコスモ 802-0072
北九州市小倉北区東篠崎2
丁目6-3

093-932-0531 093-932-0532
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北九州市
小倉北区

居宅介護支援事業所　寄り添い 802-0072
北九州市小倉北区東篠崎三
丁目４番１３号オフィスパレア
小倉北ⅠーＢ３号

093-953-6935 093-953-6936

北九州市
小倉北区

夢空間ケアプランセンター 803-0831
北九州市小倉北区日明4丁
目1番7号

093-571-5560 093-571-0309

北九州市
小倉北区

北九州福祉サービス株式会社ケ
アプランサービスセンター小倉北

802-0077
北九州市小倉北区馬借一丁
目3番21号 きたふくﾋﾞﾙ

093-533-1438 093-533-1389

北九州市
小倉北区

ケアプラン　いわさき 802-0062
北九州市小倉北区片野新町
一丁目１番３４号１０１－Ａ

093-967-6662 093-967-6664

北九州市
小倉北区

アップルハート小倉ケアプランセン
ター

802-0064
北九州市小倉北区片野二丁
目２番１６号

093-932-0570 093-931-0431

北九州市
小倉北区

しんえい居宅介護支援事業所 803-0856
北九州市小倉北区弁天町６
番１３号

093-571-5509 093-571-5509

北九州市
小倉北区

恵友会ケアプランステーション 802-0052
北九州市小倉北区霧ｹ丘三
丁目9番20号

093-922-8222 093-922-8221

北九州市
小倉北区

ケアプランセンター　温家 803-0827
北九州市小倉北区緑ケ丘一
丁目４番２５－２０１号

093-571-0188 093-571-0188

北九州市
小倉南区

ケアプランセンターまちかど 802-0832
北九州市小倉南区Ｓも石田１
丁目１８番２０号

093-965-4379 093-965-4379

北九州市
小倉南区

ケアプランセンター　デュエット 800-0245
北九州市小倉南区大字貫
3664-2

093-474-4570 093-475-8764

北九州市
小倉南区

北九州福祉サービス株式会社ケ
アプランサービスセンター小倉南

802-0841
北九州市小倉南区北方一丁
目１６番２４号　軸丸ビル２F

093-921-1294 093-921-1296

北九州市
小倉南区

ケアラボレディバグ 802-0811
北九州市小倉南区重住2丁
目7番29号

093-555-8627 093-777-8139

北九州市
小倉南区

ケアステーション　ねむの木 803-0277
北九州市小倉南区徳吉東5-
1-10

093-451-4313 093-451-4317

北九州市
小倉南区

けんわ南ケアプランセンター 802-0974
北九州市小倉南区徳力1丁
目1-8高嶋ビル1階

093-475-7530

北九州市
小倉南区

ケアプランセンター　リーフ 800-0236
北九州市小倉南区下貫一丁
目２０番１３号

093-474-7665 093-474-7667

北九州市
小倉南区

介護プランセンター　ハート　ｔｏ
ハート

802-0804
北九州市小倉南区下城野三
丁目8番24号

093-923-0002 093-923-0022

北九州市
小倉南区

ケアサプライ介護プランセンター 800-0206
北九州市小倉南区葛原東三
丁目12番39号

093-473-5578 093-473-9655

北九州市
小倉南区

ジケイホームヘルプそね 800-0253
北九州市小倉南区葛原本町
六丁目10番3号

093-475-1233 093-383-8700

北九州市
小倉南区

ケアプラン高野 803-0275
北九州市小倉南区高野5丁
目11-1

093-451-3400 093-451-3458

北九州市
小倉南区

melyのケアプラン 802-0811
北九州市小倉南区重住二丁
目６番５８号

093-383-7855 093-383-7150

北九州市
小倉南区

小倉医師会ケアプランサービスセ
ンター

802-0803
北九州市小倉南区春ｹ丘10
番14号

093-932-7137 093-932-7117

北九州市
小倉南区

ケアプランセンター　四季風 800-0205
北九州市小倉南区沼南町一
丁目１５番１３号

093-472-7845 093-472-7845
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北九州市
小倉南区

あだち園居宅介護支援センター 800-0207
北九州市小倉南区沼緑町2
丁目9番1号

093-471-5190 093-471-5170

北九州市
小倉南区

ケアプラン吉田 800-0201
北九州市小倉南区上吉田三
丁目１６番１号

093-474-9770 093-474-9787

北九州市
小倉南区

ケアプランセンター　好日苑 800-0219
北九州市小倉南区曽根新田
北三丁目2番1号

093-474-2288 093-474-2277

北九州市
小倉南区

ケアプランセンター　らび 803-0273
北九州市小倉南区長行東一
丁目１１番１６号

093-776-7115 093-777-5068

北九州市
小倉南区

社会福祉法人容風会地域介護支
援センターおきなの杜

800-0246
北九州市小倉南区長野455
番地35

093-471-1030 093-471-0694

北九州市
小倉南区

北九州ヘルスケアサービス曽根 800-0225
北九州市小倉南区田原1丁
目3番26号

093-474-0710 093-474-0712

北九州市
小倉南区

グリーンコープケアプランセンター
小倉南

800-0225
北九州市小倉南区田原四丁
目４番２号

093-475-8620 093-383-7220

北九州市
小倉南区

北九州ヘルスケアサービス湯川 800-0257
北九州市小倉南区湯川五丁
目9番17号

093-932-8787 093-932-8760

北九州市
小倉南区

はるよしケアプランセンター 802-0975
北九州市小倉南区徳力団地
２番２号３１号棟１０号室

093-383-0737 093-383-5600

北九州市
小倉南区

たんぽぽケアプランサービス 802-0801
北九州市小倉南区富士見二
丁目10番12号

093-922-8331 093-922-8332

北九州市
小倉南区

株式会社介護福祉サービスセン
ターひまわりケアプランサービス事
業部

802-0801
北九州市小倉南区富士見二
丁目2番6号

093-923-0009 093-932-4361

北九州市
戸畑区

共愛会ケアプランサービス 804-0092 北九州市戸畑区小芝2-2-6 093-861-1511 093-861-1511

北九州市
戸畑区

北九州福祉サービス株式会社ケ
アプランサービスセンター戸畑

804-0066
北九州市戸畑区初音町1-
16プレアール初音101号

093-884-1294 093-884-1295

北九州市
戸畑区

いわき福祉会　ケアプランサービ
スセンター

804-0065
北九州市戸畑区新川町3番
33号

093-883-3133 093-883-1333

北九州市
戸畑区

チームケア・マハロ 804-0065
北九州市戸畑区新川町５番
５号

093-883-0407 093-555-4955

北九州市
戸畑区

戸畑けんわケアプランセンター 804-0082
北九州市戸畑区新池2-2-4
重松ビル201

093-873-5610 093-873-5740

北九州市
戸畑区

戸畑大谷園ケアプランサービス 804-0032
北九州市戸畑区西大谷一丁
目6番22号

093-883-0622 093-883-0666

北九州市
戸畑区

ケアプランセンターとばた 804-0081
北九州市戸畑区千防一丁目
１番６号

093-871-6355 093-871-6373

北九州市
戸畑区

医療法人　医和基会　ケアプラン
サービスセンター

804-0053
北九州市戸畑区牧山一丁目
1番1号

093-871-3525 093-871-3996

北九州市
戸畑区

社会医療法人　共愛会　あやめケ
アプランサービスステーション

804-0073
北九州市戸畑区明治町10番
18号

093-873-8317 093-873-8321

北九州市
門司区

居宅介護支援センターもじ 801-0825
北九州市門司区黒川西二丁
目6-2

093-342-3941 093-342-3940

北九州市
門司区

パナソニック　エイジフリーケアセン
ター門司・ケアマネジメント

800-0028
北九州市門司区下二十町
11-10ロイヤルレッドビル1階

093-372-6098 093-372-2047
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北九州市
門司区

サポートセンター門司　ケアプラン
サービス

800-0064
北九州市門司区松原1丁目
3-8

093-382-1117 093-382-1118

北九州市
門司区

鳥巣病院　居宅介護支援セン
ター

800-0114
北九州市門司区吉志五丁目
2番2号

093-481-7733 093-481-7734

北九州市
門司区

ニチイケアセンター門司 801-0862
北九州市門司区錦町４番２２
号

093-322-5707 093-322-5708

北九州市
門司区

北九州市立ふれあいむら社ノ木デ
イサービスセンター

800-0054
北九州市門司区社ﾉ木二丁
目4番1号

093-381-6657 093-381-6732

北九州市
門司区

門司区医師会　ケア・マネージ
サービス

800-0007
北九州市門司区小森江3丁
目12番11号

093-382-2877 093-371-1510

北九州市
門司区

ケアハウス好日苑ケアプランセン
ター

800-0024
北九州市門司区大里戸ノ上
四丁目１番４０号

093-391-2277 093-391-2278

北九州市
門司区

介護支援センター　だんらん 800-0022
北九州市門司区大里東四丁
目12番30号

093-382-3455 093-382-3466

北九州市
門司区

北九州福祉サービス株式会社ケ
アプランサービスセンター門司

800-0039
北九州市門司区中町5番19
号

093-382-2751 093-382-2755

北九州市
門司区

さわやかケアプランセンター門司 800-0112
北九州市門司区畑1543番
地1

093-481-8602 093-483-1151

北九州市
門司区

居宅介護支援センター　かすが 801-0881
北九州市門司区鳴竹一丁目
14番17号

093-322-1181 093-322-3232

北九州市
門司区

ケアプラングリーン 800-0036
北九州市門司区柳原町２番
１８号

093-342-9360 092-342-9530

北九州市
八幡西区

指定居宅介護支援事業所　聖ヨ
ゼフの園

806-0043
北九州市八幡西区青山2丁
目1-1

093-631-6311 093-645-2039

北九州市
八幡西区

智美園ケアプランセンター 807-0077
北九州市八幡西区沖田4丁
目17-22-101号室

093-614-5338 093-614-5346

北九州市
八幡西区

医療法人愛明会ケアプランセン
ター

807-0072
北九州市八幡西区上上津役
二丁目14番17号

093-280-4890 093-611-5885

北九州市
八幡西区

医療法人西田医院　湧水館ケア
プランセンター

807-1262
北九州市八幡西区野面790
番地

093-617-1841 093-617-1843

北九州市
八幡西区

株式会社さわやかケアサービス 807-0851
北九州市八幡西区永犬丸３
丁目１０番１７号

093-647-7222 093-695-7101

北九州市
八幡西区

ケアプランセンター　さくら 807-0842
北九州市八幡西区永犬丸東
町三丁目15番29号

093-614-3331 093-614-3332

北九州市
八幡西区

善興会ケアプランセンター・ゴクラ
ク

807-0845
北九州市八幡西区永犬丸南
町二丁目3番25号

093-611-0599 093-613-5668

北九州市
八幡西区

和泉の里黒崎ケアプランセンター 806-0033
北九州市八幡西区岡田町
10-10

093-632-8088 093-632-8133

北九州市
八幡西区

ケアプランセンター　木輪館 807-0075
北九州市八幡西区下上津役
三丁目３番６号

093-613-4390 093-612-1644

北九州市
八幡西区

エフコープ介護サービス北九州 807-0075
北九州市八幡西区下上津役
四丁目19番12号

093-613-0046 093-613-0047

北九州市
八幡西区

ケアプランセンター和が家 807-0806
北九州市八幡西区御開3丁
目9番53号

093-601-3503 093-601-3506



北九州圏域 見学実習受け入れ事業所一覧 令和4年12月1日現在

市町村 事業所名 郵便番号 事業所所在地 ＴＥＬ ＦＡＸ

北九州市
八幡西区

社会福祉法人グリーンコープケア
プランセンター北九州

807-0842
北九州市八幡西区御開三丁
目４０番４７号

093-611-5135 093-611-6131

北九州市
八幡西区

北九州福祉サービス株式会社ケ
アプランサービスセンター八幡西

806-0055
北九州市八幡西区幸神2丁
目6番22号

093-621-1294 093-621-1295

北九州市
八幡西区

あおぞらの里黒崎ケアプランセン
ター

806-0021
北九州市八幡西区黒崎4丁
目4番8号

093-645-1622 093-645-1628

北九州市
八幡西区

しみずケアプランサービス 807-0072
北九州市八幡西区上上津役
四丁目７番２号

093-613-0393 093-613-0327

北九州市
八幡西区

介護サービス　愛 807-1112
北九州市八幡西区千代五丁
目10番8号

093-618-8783 093-618-8737

北九州市
八幡西区

ケアプランセンター　ここあ 807-0831
北九州市八幡西区則松六丁
目９番４２号

093-616-8810 093-616-8820

北九州市
八幡西区

サングリーン　ケアプランセンター 807-0831
北九州市八幡西区大字則松
103番地

093-602-0020 093-602-5813

北九州市
八幡西区

やはた総合介護サービス 807-0083
北九州市八幡西区大平三丁
目14番7号

093-614-2110 093-614-5773

北九州市
八幡西区

ケアプランセンター出会い茶屋の
原

807-1134
北九州市八幡西区茶屋の原
二丁目12番12号

093-618-7839 093-618-7840

北九州市
八幡西区

ケアプランセンターいぶき 807-0073
北九州市八幡西区町上津役
東2丁目1番7号

093-611-6007 093-611-6008

北九州市
八幡西区

ケアプランセンター穴生 806-0058
北九州市八幡西区鉄竜一丁
目１番１０号

093-482-7776 093-644-7790

北九州市
八幡西区

フォレスタ　ケアマネステーション 806-0037
北九州市八幡西区東王子町
13番1号

093-622-0180 093-622-0186

北九州市
八幡西区

北九州ヘルスケアサービス黒崎 806-0037
北九州市八幡西区東王子町
7番8号

093-622-9071 093-622-8585

北九州市
八幡西区

ケアプランセンターGreen 807-1141
北九州市八幡西区楠橋上方
二丁目１５番１９号

093-980-2255 093-980-2256

北九州市
八幡西区

ケアプランセンターらくす 807-1143
北九州市八幡西区楠橋南二
丁目16番2号

093-619-1185 093-619-1186

北九州市
八幡西区

ケアマネージメントステーション菜
の花

807-1154
北九州市八幡西区楠北三丁
目5番15号

093-617-5683 093-619-2104

北九州市
八幡西区

ケアプラン　りあん 807-0827
北九州市八幡西区楠木二丁
目１７番３６－１０１号

093-777-7243 093-776-6217

北九州市
八幡西区

みどりケアプランセンター 807-1133
北九州市八幡西区馬場山緑
２番２５号

093-618-2139 093-618-0345

北九州市
八幡西区

萩原中央病院　介護支援セン
ター

806-0059
北九州市八幡西区萩原一丁
目10番1号

093-616-7744 093-631-7577

北九州市
八幡西区

東筑病院ケアプランセンター 807-0856
北九州市八幡西区八枝一丁
目7番30号

093-603-8671 093-603-0202

北九州市
八幡西区

株式会社ケアリング北九州支店 806-0023
北九州市八幡西区八千代町
9番30号

093-616-1666 093-616-1667

北九州市
八幡西区

アップルハート八幡西ケアプランセ
ンター

807-0801
北九州市八幡西区本城四丁
目6-6

093-616-0987 093-695-7767



北九州圏域 見学実習受け入れ事業所一覧 令和4年12月1日現在

市町村 事業所名 郵便番号 事業所所在地 ＴＥＬ ＦＡＸ

北九州市
八幡西区

花笑みケアプランセンター 807-0815
北九州市八幡西区本城東一
丁目２番１０号コンフォート本
城１階

093-883-7186 093-883-7187

北九州市
八幡西区

サポートセンター本城ケアプラン
サービス

807-0815
北九州市八幡西区本城東六
丁目１番１６号

093-692-8811 093-692-8822

北九州市
八幡西区

医療法人　慈恵睦会　ケアプラン
サービス　むつみ

807-1261
北九州市八幡西区木屋瀬一
丁目12番23号

093-618-6954 093-618-6977

北九州市
八幡西区

ケアプランセンターかがやき 807-1261
北九州市八幡西区木屋瀬一
丁目１８番９号グランドハイツ
木屋瀬１０５号

093-616-2408 093-616-2409

北九州市
八幡西区

折尾ケアプランセンター 807-0846
北九州市八幡西区里中二丁
目1番1号

093-614-8822 093-614-8860

北九州市
八幡東区

ケアプランセンターらいふ 805-0061
北九州市八幡東区西本町1
丁目１０－７

093-671-1500 093-671-4232

北九州市
八幡東区

ケアプランセンターはぴるす 805-0069
北九州市八幡東区前田3丁
目11-20豊国ニュー八幡ス
カイマンション202号室

093-661-5601 093-661-5602

北九州市
八幡東区

なかむら整骨院介護支援 805-0067
北九州市八幡東区祇園四丁
目８番３４号

093-616-6663 093-482-6136

北九州市
八幡東区

アップルハート八幡東ケアプランセ
ンター

805-0017
北九州市八幡東区山王1丁
目9-7 1階

093-663-3840 093-661-0928

北九州市
八幡東区

ケアプラン　温（つつむ） 805-0017
北九州市八幡東区山王二丁
目12番2号

093-777-6226 093-681-3291

北九州市
八幡東区

ふらて会介護保険センター 805-0013
北九州市八幡東区昭和1丁
目2番28号

093-653-1611 093-651-5483

北九州市
八幡東区

年長者の里在宅介護支援セン
ター

805-0048
北九州市八幡東区大蔵三丁
目2番1号

093-652-2100 093-652-3999

北九州市
八幡東区

北九州ヘルスケアサービス八幡 805-0019
北九州市八幡東区中央二丁
目22-16

093-663-2737 093-661-6776

北九州市
八幡東区

居宅介護支援事業所　誠光園 805-0005
北九州市八幡東区藤見町３
番１号

093-663-5070 093-663-2032

北九州市
八幡東区

北九州福祉サービス株式会社ケ
アプランサービスセンター八幡東

805-0056
北九州市八幡東区帆柱1-
7-50

093-662-1294 093-662-1301

北九州市
八幡東区

ふくし生協ケアプランセンター夢千
帆

805-0059
北九州市八幡東区尾倉一丁
目14番25号

093-663-0101 093-663-0102

北九州市
八幡東区

八幡医師会介護保険総合セン
ター

805-0062
北九州市八幡東区平野二丁
目1番1号

093-681-3311 093-681-3317

北九州市
若松区

北九州福祉サービス株式会社ケ
アプランサービスセンター若松

808-0103
北九州市若松区二島６丁目
４番３７号　沖ビル１Ｆ

093-772-1294 093-772-1319

北九州市
若松区

ケアプランセンターすずらんの家 808-0104
北九州市若松区大字畠田
25-1すずらんの家

093-791-5100 093-791-5500

北九州市
若松区

株式会社　芳野ケアサポート　ケ
アプランセンター

808-0034
北九州市若松区本町2丁目
3-1

093-771-1355 093-771-1356

北九州市
若松区

ケアプランセンター　ひびき 808-0124
北九州市若松区安屋3310-
3

093-741-0055 093-741-6770

北九州市
若松区

しあわせケアプランセンター 808-0005
北九州市若松区下原町４番
１１号

093-751-6200 093-751-6257



北九州圏域 見学実習受け入れ事業所一覧 令和4年12月1日現在

市町村 事業所名 郵便番号 事業所所在地 ＴＥＬ ＦＡＸ

北九州市
若松区

ケアプランセンターこぐま 808-0105
北九州市若松区鴨生田3丁
目3番14号

093-791-4360 093-231-0043

北九州市
若松区

ケアプランサービス　けやき 808-0016 北九州市若松区原町16-11 093-751-1922 093-751-5018

北九州市
若松区

ツクイ若松高須 808-0144
北九州市若松区高須東三丁
目５番３０号

093-742-8812 093-742-8813

北九州市
若松区

ケアプランセンターエール 808-0071
北九州市若松区今光三丁目
５番１５－１号

093-980-1771 093-980-5602

北九州市
若松区

アップルハート北九州ケアステー
ション

808-0026
北九州市若松区桜町６番３
号

093-752-5288 093-752-5283

北九州市
若松区

ひびき荘第２ケアプランセンター 808-0031
北九州市若松区西園町11番
28号

093-771-4007 093-771-4008

北九州市
若松区

ケアプランセンター若松 808-0031
北九州市若松区西園町9番
21号

093-752-5565 093-752-5161

北九州市
若松区

いきいき青葉台ケアプランセンター 808-0143
北九州市若松区青葉台西6
丁目2-11

093-742-7055 093-742-6570

北九州市
若松区

若松区医師会トータルケアコー
ディネーション

808-0074
北九州市若松区藤ﾉ木二丁
目1番29号

093-771-8890 093-751-7299

北九州市
若松区

産業医科大学若松病院居宅介護
支援事業所

808-0024
北九州市若松区浜町一丁目
１７番１号

093-285-3220 093-588-3922

北九州市
若松区

なでしこ館ケアプランセンター 808-0106
北九州市若松区片山1丁目5
番33号

093-791-7812 093-791-0203

芦屋町
芦屋中央病院指定居宅介護支援
事業所

807-0101 遠賀郡芦屋町幸町8番30号 093-222-2931 093-223-0301

岡垣町
いこいの里ホームヘルパーステー
ション

811-4234
遠賀郡岡垣町大字高倉598
番地1

093-281-2011 093-283-2825

岡垣町 恵の家居宅介護支援事業所 811-4218
遠賀郡岡垣町中央台３丁目
２２番１号

093-283-3511 093-283-2099

岡垣町
成晴会　ケアプランサービスス
テーション

811-4235
遠賀郡岡垣町公園通り1丁目
7番1号

093-282-5167 093-282-6541

岡垣町 ケアプランサービス海老津園 811-4228
遠賀郡岡垣町東松原2丁目
2-18

093-283-1299 093-701-4015

遠賀町 浅木病院ケアプランサービス 811-4312
遠賀郡遠賀町浅木２丁目３０
－１

093-293-8839 093-293-8825

遠賀町 有限会社かがやきケアサービス 811-4341
遠賀郡遠賀町鬼津1080番
地20

093-291-5557 093-291-5558

遠賀町 ケアプランセンターこころ　遠賀 811-4321
遠賀郡遠賀町大字虫生津
692-6

093-291-3277 093-291-3278

遠賀町 おんが病院ケアプランセンター 811-4342
遠賀郡遠賀町尾崎1725番
地2 在宅総合支援ｾﾝﾀｰ内

093-281-3113 093-281-3101

中間市 ケアプラン桃のはな 809-0001 中間市垣生１４２４－２ 093-246-6901 093-246-6902

中間市 九州介護サービス　エスパス 809-0030
中間市中央１丁目17-1-
203号

093-980-7127 092-980-7128
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中間市
グリーンコープケアプランセンター
中間

809-0014
中間市蓮花寺2丁目11番30
号

093-701-5122 093-245-6811

中間市 智美園在宅介護サービスセンター 809-0001 中間市垣生2017番地3 093-244-7227 093-244-6876

中間市
ウエルパークヒルズ在宅介護サー
ビスセンター

809-0018 中間市通谷1丁目36番3号 093-244-1783 093-244-4705

中間市 ケアプランサービス暖家。 809-0033
中間市土手ノ内一丁目４０番
２６号

093-980-1784 093-980-1870

水巻町
指定居宅介護支援事業者　水卷
松快園

807-0048
遠賀郡水巻町吉田南2丁目
9-1

093-201-2500 093-201-8801

行橋市 居宅介護支援事業所ゆくはし 824-0025
行橋市大字東徳永１６７－１
１

0930-26-6100 0930-26-6800

行橋市 大原介護保険センター 824-0008 行橋市宮市町2番5号 0930-23-3387 0930-23-2353

行橋市 すざくケアマネジメント 824-0041 行橋市大野井491番地12 0930-26-3660 0930-26-3661

行橋市 ケアプラン来夢 824-0026 行橋市道場寺1250番地 0930-22-7020 0930-22-8030

行橋市
あおぞらの里　行橋ケアプランセン
ター

824-0026 行橋市道場寺1409番地5 0930-26-5511 0930-26-5577

苅田町
苅田町社会福祉協議会ケアプラ
ンサービス

800-0314 京都郡苅田町幸町6番地91 093-434-3641 093-434-4343

苅田町 つくし介護保険サービス　おばせ 800-0344
京都郡苅田町新津1597番
地

0930-28-8113 0930-28-8294

みやこ町 聖家族の家　ケアプランセンター 824-0121
京都郡みやこ町豊津５６６番
地の２

0930-33-2218 0930-33-4930

上毛町 居宅介護支援事業所　わかば 871-0928
築上郡上毛町大字西友枝
1938番地1

0979-72-4550 0979-84-8056

上毛町 安雲拓心苑居宅介護支援事業所 871-0903 築上郡上毛町八ﾂ並143-1 0979-84-7110 0979-84-7109

豊前市 ケアプランサービス　ほうらい 828-0062 豊前市今市135-1 0979-84-0260 0979-83-1171

豊前市
あおぞらの里　豊前ケアプランセン
ター

828-0031 豊前市三毛門４０４番地１ 0979-84-6919 0979-84-0611

吉富町 ひがしケアプランサービス 871-0811
築上郡吉富町広津611番地
の7

0979-22-6878 0979-22-0995


