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福祉用具を 
扱っている業者 電話番号

ベット 車椅子

モーター 
なし 1モーター

2モータ
ー※頭・ 
　高さが 
　変わる

3モーター 
※頭・足 
　高さが 
　変わる

エア
マット

自走・ 
介助式

セピア商事 080-8350-8773 1,500円 3,000円～  
4,000円 1,500円

トーカイ 080-6972-5198

太陽シルバー 
サービス 092-627-1150 1,500円 10日間 

1,000円～

ベストケア 0940-35-9180 2,000円 2,000円 ～

プラスケア 090-5736-8385 2,000円 3,000円

ヘルスレント 
博多南 090-7385-9652 1,500円 2,900円

フランスベット 090-5948-7367

3,500円 
※高さは 
　6段階に 
　調節可能 
　手すり 
　あり

エヴァ　　　　　 080-3353-4353 1,500円

アビリティーズ・
ケアネット（株）

会社:093-522-4600
担当:080-3434-5920 1,500円

1,500円

3,000円

株式会社 
クローバー 0940-62-5959

700円
本体、
マットレス

2,000円

2,000円

2,000円

2,000円

1,500円

3,000円

2,000円

3,000円

2,000円

1,500円

2,000円

1,500円

2,500円

3,000円 1,500円～

相談窓口 連絡先 相談日(面接) 無料電話相談 その他 
費用は必ずご確認ください

高齢者・障害者
総合支援センター
「あいゆう」
福岡県弁護士会

福岡市中央区渡辺通
5-14-12南天神ビル5F
092-724-7709

※要予約
　月～金
10:00～16:30

月～金(祝日のぞく) 
10:00～16:00

出張相談も可能だが、
別途費用必要。
FAX相談:
092-752-1330

社団法人
成年後見センター
リーガルサポート
ふくおか
司法書士会

福岡市中央区舞鶴3-2-23
092-738-7050

※要予約
　月～金
13:00～15:00

月～金　　　　　　　
(祝日、年末年始、
盆休日のぞく)
13:00～15:00
※初回無料

面接・訪問相談:有料
13:00～15:00(水)
訪問相談の場合、
別途旅費・日当が
必要な場合あり。
092-738-1666 
(月～金13:00～16:00受付)

成年後見センター
「ぱあとなあ福岡」
福岡県社会福祉士会

福岡市博多区
博多駅前3-9-12
601号
092-48３-2941

月・水・金　
10:00～16:00
相談専用:
092-483-2941
※電話・ＦＡＸは
相談無料

相談の概要を聞いて後日
会員が相談に出向く。
相談料
3,500円+交通費実費
ＦＡＸ(24時間):
092-483-3037

NPO高齢者・障害者
安心サポートネット
特定非営利活動法人
高齢者・障害者
安心サポートネット

福岡市中央区舞鶴3-6-23
サンハイツ舞鶴306号
092-7３7-2３45

月～金
10:00～15:00

※要予約
　月～金
10:00～15:00

相談は全て無料　
業務を依頼され
着手した場合、
必要経費+
支援に要した費用
 (支援の内容に
よって異なる)

NPO法人
市民後見センター　
ふくおか

福岡市東区千早5丁目17-18 
TKビル2号館
TEL/FAX 092-661-1500

※要予約 水曜日
10:00～12:00

面接相談:1時間以内
2,000円
※事前予約必要。

NPO成年後見センター
「あい愛サポートふくおか」
特定非営利活動法人
あい愛サポートふくおか
(行政書士)

福岡市東区八田2-16-28 
有田ビル102
092-673-6696

月～金
9:00～17:00

月～金
9:00～17:00
092-673-6696

相談を受けて着手した
場合に費用が発生する。
申し立てなどにかかる
実費＋後見などの
実務上の費用 

名称 住所 電話 相談日時

福岡公証役場 福岡市中央区舞鶴3-7-13 
大禅ビル2階 092-741-0310 月～金　9:00～12:00 

　　　　13:00～17:00

博多公証役場 福岡市博多区博多駅前3-25-24 
八百治ビル3階 092-400-2560 月～金　9:00～12:00 

　　　　13:00～17:00

八幡公証人合同役場 北九州市八幡西区黒崎3-1-3 
菅原第一ビルディング3階 093-644-1525 月～金　9:00～12:00 

　　　　13:00～17:00

保険外の福祉用具レンタルサービス

権利擁護相談窓口

公証役場

※内容は随時変更される可能性があるため、ご確認ください。

※内容は随時変更される可能性があるため、ご確認ください。16時以降は公正証書を当日中に作成できない場合があります。

相談窓口6
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相談機関 住所 連絡先 実施日時
粕屋警察署 24時間対応
古賀交番 24時間対応
青柳交番 24時間対応
小野駐在所

粕屋町大字大隈147-1
古賀市天神4丁目4番1号
古賀市川原1540番地1
古賀市米多比1518番地

092-938-0110
092-942-2393
092-942-2325
092-946-3717 24時間対応

相談機関 住所 相談内容 連絡先 実施日時

古賀市 
消費生活センター

古賀市新原1051番地6 
ひだまり館内

消費生活に関する 
悩み相談 
(電話・面接)

092-410-4084
月・水・金・土曜 
10:00～12:15 
13:00～15:30

福岡県 
消費生活センター

福岡県博多区吉塚本町
13-50 
吉塚合同庁舎1階

消費生活に関する 
悩み相談 
(電話・面接)

092-632-0999

月～金曜(来所・電話相談) 
9:00～16:30 
日曜(電話相談のみ) 
10:00～16:00

相談機関 住所 相談内容 連絡先 実施日時

古賀市 
弁護士相談センター

古賀市新原1051番地6 
ひだまり館内 法律相談全般 092-940-4100

月・水・土曜 
13:00～16:00 
※要予約

むなかた 
弁護士センター 宗像市東郷2丁目1-16 法律相談全般 0940-34-8266

火曜16:00～19:00  
木・金曜13:00～16:00  
※要予約

相談機関 住所 相談内容 連絡先 実施日時

無料職業紹介所
古賀市駅東1丁目1番1号 
市役所第1庁舎2階 
なんでもきくコーナー横

職業紹介や就職指導など
(面接) 092-942-2258

月～金曜 
10:00～12:15 
13:00～15:30

相談機関 住所 相談内容 連絡先 実施日時

市役所なんでも 
きくコーナー

古賀市駅東1丁目1番1号
市役所第1庁舎2階 
なんでもきくコーナー

市政、法律相談などの相
談全般 092-942-1191 月～金曜 8:30～17:00

そうだん5 
(人権センターWith) 

古賀市駅東1丁目1番1号
市役所第2庁舎1階

人権、家庭内の相談、隣
近所のもめごと、借地借
家の問題など

092-942-1128
5がつく日(毎月3回 
土日祝日の場合は次の平日)  
10:00～15:00　※要予約 

相談機関 住所 相談内容 連絡先 実施日時
障がい者生活支援 
センター「咲」 
(障がい者 
虐待防止センター)

古賀市中央5丁目  
3番15号

障がい者(児)やその家族など
からのあらゆる相談。障がい
に関する情報提供など(電
話・Eメール・面接・訪問)

092-944-2441 
saki@fukuoka 
-colony.net

月～金曜 
8:40～17:30

地域活動 
支援センター 
「みどり」

福津市花見が浜 
1-5-1社会復帰施
設「緑の里」内

精神障がい者や 
家族などからの悩み相談 0940-34-9750 月～金曜 

9:30～16:30

障がい者就業・生活支
援センター「ちどり」

古賀市久保 
1３4３番地３

障がい者の就労と 
生活に関する相談 092-940-1212 月～金曜 

8:40～17:30

障がい者相談 古賀市中央 
5丁目３番15号

障がい者自身や家族の悩みな
ど(電話・面接)

092-944-2441 
saki@fukuoka 
-colony.net

第1・第2火曜日、 
第1～第4木曜日 
13:30～15:30

夜間・休日 
精神科相談ダイヤル

精神障害者やその家族に対し
て不安の増大やストレスへの
対処方法や症状が悪化した者
への受診勧奨等を行います。

050-3777-9824
夜間17:00～8:00 
休日8:00～17:00 
※電話相談

相談機関 住所 相談内容 連絡先 実施日時

福岡東医療センター 古賀市千鳥 
1丁目1番1号 物忘れ外来 092-942-2331

金曜 13:00～15:00 
※要予約(予約時間:月～金
曜13:00～15:00)

福岡聖恵病院 古賀市鹿部482番地 092-942-6181 月～金曜9:00～12:00
北九州古賀病院 古賀市千鳥2丁目12番1号 092-942-4131 月～金曜8:30～11:00

なかよし 
脳神経外科 
クリニック

新宮町中央駅前 
1-1-18

事前の電話相談も受付ます。 
MRI、画像診断あり 092-941-5121

月～土曜9:00～12:30 
14:00～17:30 
※木曜午後休診 
土曜16:00まで

福間病院 福津市花見が浜 
1丁目5-1 0940-42-0145

初診:月曜 受付13:00 
(受付後問診) 
診察14:00～ ※要予約

相談機関 相談内容 連絡先 実施日時
若年性認知症 
コールセンター 若年性認知症特有の様々な疑問や悩みの相談 0800-100-2707 月～土曜 10:00～15:00 

※通話、相談無料

相談機関 住所 相談内容 連絡先 実施日時

かすや地区 
女性ホットライン

福岡市博多区 
博多駅東 
３丁目9-３

DV、夫婦や家族、子育て、 
仕事などの相談(電話・面接) 092-401-5353

毎日(祝日、年末年始除く)
10:00～17:00 
木曜のみ19:00まで

あすばる相談室 
(福岡県男女共同 
参画センター)

春日市原町 
3丁目1-7

DV、夫婦や家族、人間関係、 
心とからだ、職業、法律上 
の問題など(電話・面接)

092-584-1266
毎日(第4以外の月曜日、 
盆、年末年始除く) 
9:00～16:00 
金曜のみ18:00～20:30可

相談機関 相談内容 連絡先 実施日時

福岡県医療相談 
支援センター

医療に関する苦情・心配・相談、医療安全に関する
助言および情報提供(電話相談のみ) 092-474-6633

月～金曜 
(祝日、年末年始を除く) 
9:30～11:00 
13:30～16:00

救急医療 
相談センター 救急医療期間の紹介など(電話のみ) 092-471-0099 24時間対応

緊急時の連絡先

消費生活に関する相談

無料法律相談

職業紹介所

暮らしに関する相談

障がいに関する相談

認知症専門医療機関

認知症に関する相談

女性の相談

病気や医療に関する相談



37

本冊子は下記企業の協力により作成・寄贈されています。

協賛企業

平成29年4月発行

発行：古賀市 介護支援課　☎092-942-1156
編集・デザイン：株式会社ホープ


	2017古賀市KG_P40-P41_責了.ai
	2017古賀市KG_P42-P43_責了.ai
	2017古賀市KG_P44-P45_責了.ai

