第２次 粕屋町地域福祉活動計画書
平成23年度〜平成27年度
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粕屋町社会福祉協議会
粕屋町地域福祉活動計画策定委員会
社会福祉法人

この
「地域福祉」
の仕組みをつくり
体系的・計画的に活動を進めるための計画です

2

計 画 の 目 的 と は …
地域福祉活動計画が目指す目的を、第 1 次計画に引き続いて、次のように設定します。

福祉とは第一義的には幸福の意であり、具体的には自らで行う自助という部分、公的扶助やサービス
による生活の安定・充足です。この公的扶助すなわち公助という部分、及び個人の努力である自助とい
う部分に限界があることが明らかになり、新しく共助という概念が持ち込まれました。
共に助け合うという行動は地域生活の中において可能になります。地域福祉を実現する鍵はそこにあ
ると考えることができます。地域に住む人びとが自らの手で福祉地域を創造することが求められている
のです。
人が幸せであるためには、自らの意志が尊重され、安心できる触れ合いがあり、和やかに語らい、生
きがいを持ち、明日の楽しみに向かって、懸命に生きていくことが大切です。目指している福祉地域と
はそのような暮らしが可能になる地域です。

地域には、生活をしていく中でさまざまな課題があります。
その生活課題の解決を図るということが重要になります。

計画を策定するにあたっては、「自助、共助、公助」を重視しました。

自助（自分で）

共助
（お互いに）

公助
（行政で）

第４層：行政、介護サービス等
行政、
地域包括支援センター、
各福祉サービスや事業所

第３層：行政区

公

助

共

助

自

助

地域との連携

民生委員・福祉委員訪問、
友愛訪問ボランティア
ゆうゆうサロン、
老人クラブ愛の一声運動
ひとり暮らし高齢者見守り活動推進事業、
電話訪問活動

第２層：隣近所、組合
ご近所同士とのつながり
挨拶、
ゴミ出し、
買い物

第１層：本人、家族
積極的に参加を促す

近隣との声かけ、
軽運動・趣味教室等の参加
ゆうゆうサロン参加、
家族の訪問
ボランティア活動への参加
グランドゴルフ参加
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発展する地域福祉を目指して…
地域が無縁化という、つながりのない状況に向かっているという現在、
その地域を再構築する必要があります。それには、

お互いに寄り添って住んでいるという
お互いに支え合って生きているという
世代間の交流が活力を生み出すという

「 地域性 」
「 共同性 」
「 継続性 」

という要素を想定することができます。
町民一人ひとりの立場で考えると、
「 地域性 」とは老若男女が ……………………………………
「知り合うこと」
「 共同性 」とは …………………………………………………
「助け合うこと」
「 継続性 」とはお互いのしあわせに貢献する喜びを ………
「学び合うこと」
という「基本的行動指針」
が想定できます。
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地域のみんなができるそれぞれの活動
地域で色々なことに困っている家庭に
対して、訪問、調査、などを行い、専
門機関、社協などに連絡をします。
地域の
「困 っ た」
問題や要望を
キ ャ ッ チ し て、
連絡・調整をし
ながら、地域福
祉活動を推進し
ていく団体で
す。

粕屋町
社会福祉
協議会

民生委員
児童委員

専門機関

地域での福祉の問題を見つけ、
活動の担い手になり民生委員・
児童委員などへ連絡をします。

福祉委員

（地域のボラ
ンティアなど）

あなた
（おとなりさん）

（役場・福祉施設）

困っている方の
お知らせを受け
た ら、専 門 的 な
サービスを提供
して問題解決の
お手伝いをしま
す。

区

突然起こっ
た事故など
をいち早く
発見できる
のは近所の
方です。

長
地域全体の「困った」ことに目を配
らせている地域の世話人さんです。

困った時の相談窓口

高齢者関係 〜高齢者に関する相談・支援を行います〜

介護福祉課 地域包括支援センター………Tel
子育て関係 〜児童・保育に関する相談・支援を行います〜
粕屋町役場 子ども未来課…………………………………Tel
福岡児童相談所………………………………………………Tel
福岡県粕屋保健福祉事務所 家庭児童相談室……………Tel
●

粕屋町役場

●

●

●

938−0229
938−0214
586−0023
939−1929

その他の相談について

心配ごと相談、行政相談、人権相談は、粕屋町福祉センターで行われています。日程については、変更の場
合がありますので、
「広報かすや」の行事予定表でご確認ください。

●

心配ごと相談
相 談 日
時

●

●

間

行政相談
相 談 日
人権相談
相 談 日

毎月第１・３火曜日

※暦の関係で、相談日が不規則になる場合がありますので、 事前に
ご確認ください。
９時から受付開始
時
間
10 時〜 15 時まで
※10 時〜 12 時までは、弁護士の先生と相談ができます。
（問い合わせ先 粕屋町福祉センター 938−6844）
毎月第 1 火曜日

偶数月の第 1 火曜日

時

時

間
10 時〜 12 時まで
（問い合わせ先 粕屋町役場 協働のまちづくり課
間

10 時〜 15 時まで
（問い合わせ先 粕屋町役場

総務課

938−0173）

938−0162）
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福 祉 地 域 づ く り 事 業 一 覧
★各種団体支援（区長会、民生委員・児童委員協議会、ボランティア連絡協議会、老人クラブ連合
会、身体障がい者福祉協会、知的障がい児（者）親の会、婦人会、食進会、子ども会育成会連絡協議
会、遺族会、遺児の会） ★就労継続支援Ｂ型事業所ステップアップ運営支援 ★各団体活動の
場の確保 ★各種機関・団体との連絡調整（行政機関、民生委員・児童委員協議会、地域包括支援セ
ンター、シルバー人材センター） ★ひとり暮らし高齢者と語る会（粕屋町福祉センターに招待し、
高齢者同士の交流、及び高齢者向け研修会を年１回 開催します。） ★幼稚園発表会（招待）
★さた・すて（障がい児・者サロン） ★親子教室の開催（児童体操教室、親子ふれあい教室、母親
リフレッシュ教室） ★バスハイク（ひとり暮らし高齢者、ひとり親家庭、知的障がい児（者）
・LD・
ADHD親子、身障者・精神障がい者
（研修会と隔年で実施）） ★障がい者団体連絡会議の開催
★身体障がい者生き甲斐対策支援通所事業（七色の会（ボランティア）の協力を得、65歳以上の
（月
身体障がい者手帳所持者の方に対して引きこもり・孤立化防止を目的にサロンを開催します。
１回）） ★心配事相談の充実 ★電話訪問活動の実施 ★友愛訪問活動の実施 ★ひとり暮ら
し高齢者見守り活動推進事業 ★福祉総合相談の充実
★ゆうゆうサロン ★配食サービス（食の自立支援サービス） ★親子オープンルーム ★各
種育児教室 ★親子サロン ★園庭開放 ★つどいの広場事業 ★在宅介護者交流事業
★子育て支援ボランティアの養成 ★ファミリーサポート・センター事業 ★生活相談 ★福
祉相談 ★人権相談 ★不登校・いじめ相談 ★相談支援事業 ★地域活動支援センター
★身体障がい者相談員・知的障がい者相談員 ★行政相談

★日常生活自立支援事業（認知症高齢者、知的障がい、精神障がい者など判断能力が不十分な方
に対して、福祉サービスの利用援助等を行うことにより自立した地域生活が送れるよう支援し
ます。） ★生活福祉資金貸付事業（資金の貸付対象となる世帯であって、
申込みのあった資金の
貸付を行うことにより、経済的自立及び生活意欲の助長、促進などが図れると認められる方につ
） ★車椅子貸出（一時的に車椅子が必要な方に対し、車椅子の
いて県社協から貸付を行います。
無料貸し出しを行います。
（介護保険利用者に関しては介護保険を優先とします。）） ★介護保
険事業（居宅介護支援事業・訪問介護事業） ★指定障害者訪問サービス事業 ★家事・介護支
援サービス事業 ★スポーツ大会参加
（郡身障者グランドゴルフ大会補助・障がい者スポーツ協会補
助） ★音訳活動 ★鶴寿祝い金
★粕屋町すみよか事業（住宅改造） ★生活支援住宅改修費補助 ★緊急通報装置の貸与
★成年後見制度 ★敬老祝い金 ★敬老祝賀会の支援 ★紙おむつ給付 ★補聴器購入補助
★福祉用具購入補助（介護保険外） ★はり・きゅう費補助 ★訪問理髪サービス ★特殊寝台
レンタル料補助 ★在宅介護者ねぎらい手当て ★寝具洗濯乾燥消毒サービス ★シルバー
人材センター支援 ★うておうて塾 ★子育てアドバイザーの配置 ★相談機関の周知
★要保護児童対策地域協議会 ★乳幼児健診 ★赤ちゃんラブコール（育児相談） ★乳幼児
家庭訪問（こんにちは赤ちゃん事業） ★発達相談・言語相談 ★年長児きこえとことば相談
会 ★一時保育 ★保育所、幼稚園における受入体制の整備 ★ことばの教室 ★学級担任サ
ポート ★介護用品給付サービス事業 ★集団療育（つくしんぼクラブ・さくらんぼクラブ）
★子育てに関する教室等の開催 ★子育て世代が参加しやすい講座等の開催 ★両親学級（パ
パとママのたまご学級） ★学童保育 ★日常生活用具給付事業 ★コミュニケーション支援
事業 ★補装具費（購入・修理）の支給 ★福祉手当支給 ★寝たきり重度障がい（児）者介
護手当 ★粕屋町福祉タクシー制度 ★当事者によるカウンセリングの場の提供 ★粕屋町
特別支援教育関係者 ★災害時要援護者の支援登録
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★軽運動・趣味教室の開催（旧シルバー教室） ★各種大会の実施（シルバー囲碁大会、老人クラブ演芸
大会） ★軽度発達障がい勉強会 ★軽度発達障がい情報提供 ★高齢者月間ポスター（敬老の日）
★児童福祉月間ポスター ★子ども障がい者擬似体験教室 ★中学生ボランティア体験教室 ★学
生ボランティアの育成 ★福祉読本の配布 ★総合学習支援 ★地域福祉環境向上への活動及び福
祉協力校活動費 ★地域青少年育成事業 ★障がい者団体啓発活動（障がい者団体・ボランティアと
のYOSAKOIかすや祭りへの参加） ★町民対象福祉研修会 ★各種団体への説明会・自治公民館学級
★児童・生徒の地域におけるボランティア活動の調査、研究 ★地域福祉活動の支援（地域座談会（小
地域福祉に関する区関係者、
民生委員、
福祉委員学習会の開催）
） ★福祉委員活動に対する援助と支援
★かすや子どもの日 ★障がい者の日 ★通学合宿 ★高齢者保健福祉計画の推進 ★障がい福祉
計画策定

★障がい者団体リーフレットの作成 ★子育てに関する情報提供 ★実施事業の広報活動の促進
（社
協だよりの充実・キッズネットの充実） ★ボランティア広報活動の推進（ボラ連だよりの発行・ボラ
ンティアセンターだよりの発行・社協だより、広報かすやへの掲載） ★ボランティアハンドブック
の作成 ★各行政区福祉マップ作成に向けての調査研究 ★障がい者合同発表会 ★地域見守り
チラシ等の配付 ★ホームページの活用 ★ニーズ調査 ★第２次地域福祉活動計画ダイジェスト
版の作成・配布
★子育てタウンページ ★関係機関の連携による情報共有

★ボランティアセンターの充実（運営委員会の充実、地域ボランティアの支援） ★ボランティア連絡
協議会活動への援助・支援 ★ボランティアセンター登録団体への支援 ★環境美化活動の推進
★ボランティア活動保険加入 ★町の防災計画との連携・災害ボランティア登録の推進 ★手話講習
会入門講座 ★福祉委員研修 ★福祉研修会 ★ボランティアの育成（新しいニーズに対するボラン
ティアの育成・ライフステージに沿った活動の促進） ★ボランティア団体レベルアップ研修支援
★防犯ボランティアの活動支援 ★子育て応援団委託事業

★理事研修会の充実 ★評議員研修会の充実 ★三部会の充実 ★職員の研修会、勉強会 ★職員の
増員 ★赤い羽根共同募金運動の推進 ★公的助成の充実 ★賛助会員の拡大 ★粕屋町福祉セン
ターの効率的な運営・管理 ★町内巡回福祉バス ★戦没者追悼合同慰霊祭 ★福祉バス運行管理業務
★地域安心確保ネットワーク事業 ★粕屋町介護予防・支援サービス計画策定及びサービス利用調整
等業務 ★粕屋町障がい児放課後等対策事業 ★実施事業の点検評価
※黒文字は社協実施事業
※青文字は社協新規実施事業
※赤文字は行政実施事業
（全ての事業を掲載しているわけではありません。
）
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福 祉 環 境 の 現 状
民生委員・児童委員と主任児童委員
常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行うために、日頃から地域の人々の状態をきめ細
かく把握し、心身の支えになっています。
現在、粕屋町には、合計 35 名の民生委員・児童委員、主任児童委員が委
嘱され、 ① 地域の人々の実態把握 ② 相手の立場で相談 ③ 福祉サービ
スの情報提供と関係機関への連絡・調整 ④ 生活支援のお手伝いなどさま
ざまな活動に取り組まれています。
近年は、高齢者への見守り、特にひとり暮らし高齢者への支援や在宅福祉
サービスの情報提供が重要になっており、児童虐待の防止や早期発見、さら
には、配偶者からの暴力（ドメスティックバイオレンス）への対応や支援に
つとめられています。
そのため、粕屋町社会福祉協議会の事業と密接にかかわり、福祉地域づくりを共に目指しています。

福祉委員
近隣住民の皆さんが住み慣れた地域で安心して生活できる町づくりを目的に、民生委員さんと協力を
して地域で援助を必要としている世帯・個人に対し訪問を行い、地域住民による見守り、身近な助け合
いを行う援助サービス活動を生み出し定着させることが中心になります。
具体的な活動は・・・
① 年数回程度の情報交換会の開催

② ひとり暮らし高齢者見守り活動推進事業等への協力

③ ゆうゆうサロンへの参加・協力

④ 定期的な見守り活動の実施

などの活動をされています。

ボランティア連絡協議会
粕屋町ボランティア連絡協議会は、７団体と個人ボランティアで総勢 213 名が積極的に活動をしてい
ます。福祉分野ではさらなる活動領域も求められているので、ボランティア仲間を増やしつつ、より一
層の分野の拡大が期待されています。

所属団体

団体名
手
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話

所属団体

会

★ろうあ者との交流 ★「サンレイクかすや」において手話学習活動（毎週月曜日20時～）

か ざ ぐ る ま

★文庫の開室、
お話し会（原町公民館図書室） ★粕屋町立図書館（粕屋フォーラ
ム内）
、
粕屋町福祉センター、篠栗町立図書館でのお話し会 ★人形劇の上演、
読
み聞かせと人形劇製作の指導

七

会

★身体障がい者生き甲斐対策支援通所事業の実施や給食ボランティア活動をする
★身体障がい者福祉協会協力 ★託児

友 愛 訪 問 の 会

★各区の会員で構成され、ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯、身体障がい者及
び虚弱者を訪問し、安否確認と話し相手を目的とした活動 ★その対象者に年
賀状や暑中見舞いを送る

し お ん の 会

★希望される 70 歳程度の高齢者（ひとり暮らしの方、ご夫婦、日中ひとりの
方）に対して粕屋町福祉センターから電話で訪問（毎週月曜日～金曜日、
午前10
時～午後３時まで） ★対象者の誕生日には、
お祝いのハガキを送る

色

の

活動内容

の

団体名
ぱ

ー

る

活動内容

会

★三つ葉の里への支援活動 ★視覚障がい者に対する広報誌の音訳テープを作成
し、
粕屋町役場、粕屋町福祉センター、
粕屋フォーラムで貸し出し

ガ イ ア の 響

★町内の各施設の式典やイベント等での和太鼓演奏活動

個人ボランティア

★自分のできる範囲内での依頼者に対するボランティア協力

ボランティアセンター
粕屋町社会福祉協議会は町内すべての分野のボランティア情報の一元化を図り、個人及び団体の行うボランティ
ア・NPO 活動を支援し、住民相互の助け合いや交流を促進する拠点として、かすやボランティアセンターを粕屋
町福祉センター内に開設しています。
ボランティアセンターの目的は、
① 町民がボランティア活動に参加できる体制の整備

そのために、

② 地域福祉活動の調整

① 町内のすべての分野のボランティア情報の一元化

③ 要援護者に対するさまざまな支援サービスの実施

② 相談、
登録窓口の整備や連絡、
調整の機関として機能

④ 住民相互の助け合いや交流の促進

③ ボランティア活動の企画、
立案、
遂行
などの活動を行っています。

⑤ 相互に支え合うことのできる福祉地域づくり
などとなっています。

連絡先
かすやボランティアセンター（粕屋町福祉センター内）
［住所］ 〒811-2311 糟屋郡粕屋町大字長者原252
［Tel・Fax］ 092-938-8835
［E-mail］ kasuyavc@town.kasuya.fukuoka.jp
［受付時間］ 9時〜17時
（月曜日〜金曜日）

元気なボランティアがいる

福祉の町かすや

行 政 機 関 の 現 状
総合窓口課
総合窓口課

引越し・結婚・病気など「くらしのできごと」にあわせて、戸籍、住民票の届出・外国人登録・印鑑登録・

引越し・結婚・病気など「くらしのできごと」にあわせて、戸籍、住民票の届出・外国人登録・印鑑登録・
国民健康保険・後期高齢者医療・国民年金・子ども手当・児童扶養手当・乳幼児、障がい者、ひとり親医療な
国民健康保険・後期高齢者医療・国民年金・子ども手当・児童扶養手当・乳幼児、障がい者、ひとり親医
どの必要な手続き・ご案内等を行っています。
療などの必要な手続き・ご案内等を行っています。
【業務内容】
【業務内容】
１．総合窓口の運営に関すること。
（税諸証明、軽

９．後期高齢者医療及び老人保健医療に関すること。

１．総合窓口の運営に関すること。
（ 税諸証明、軽
９．
後期高齢者医療及び老人保健医療に関すること。
10．乳幼児医療、
重度心身障がい者医療及びひとり親医
自動車税及びごみ案内等）
自動車税及びごみ案内等）
10．乳幼児医療、重度心身障がい者医療及びひとり親
療に関すること。
２．
戸籍に関すること。
２．
戸籍に関すること。
医療に関すること。
11．国民年金、
日雇保険、はり灸治療費及び在日外国人
３．住民基本台帳及び住基ネット（公的個人認証）
３．住民基本台帳及び住基ネット
（公的個人認証） 福祉費に関すること。
11．国民年金、日雇保険、はり灸治療費及び在日外国人
に関すること。
に関すること。
福祉費に関すること。
12．児童手当、
特別児童扶養手当及び児童扶養手当に関
４．
外国人登録に関すること。
４．
外国人登録に関すること。
12．
児童手当、
特別児童扶養手当及び児童扶養手当に関
すること。
５．印鑑の登録及び証明に関すること。
５．
印鑑の登録及び証明に関すること。
すること。
13．子ども手当に関すること。
６．
火葬認可及び補助交付に関すること。
６．
火葬認可及び補助交付に関すること。
13．
子ども手当に関すること。
14．その他上記に付随又は関連する事務に関すること。
７．住居表示
（案内）
に関すること。
７．
住居表示
（案内）に関すること。
14．その他上記に付随又は関連する事務に関すること。
８．
国民健康保険に関すること。
８．国民健康保険に関すること。
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介護福祉課
介護保険・高齢者福祉・障がい者福祉・社会福祉に関する業務を行っています。介護や福祉に関する様々
な問題に対する相談もお受けいたしますので、お気軽にご相談ください。
また、粕屋町地域包括支援センターを介護福祉課内に設置しており、介護予防ケアマネジメントや介護
に関する総合相談などを行っています。
【業務内容】
１．介護保険に関すること。

９．
民生・児童委員並びに民生委員推薦会に関すること。

２．地域密着型サービス事業者の指定及び指定基準 10．
生活保護及び援護事務に関すること。
11．
日赤事務及び災害支援に関すること。

監督に関すること。
３．介護保険事業計画策定に関すること。

12．
社会福祉協議会との連絡調整に関すること。

４．要介護認定及び要支援認定並びに認定審査会の 13．
公営住宅の管理に関すること。
14．
福祉センターの管理に関すること。

運営に関すること。
５．地域包括支援センター業務に関すること。

15．
障がい者福祉に関すること。

６．地域支援事業（特定高齢者及び一般高齢者施策） 16．
高齢者福祉に関すること。
に関すること。

17．
福祉手当に関すること。

７．介護予防支援事業所（介護予防ケアプラン作成） 18．
ドメスティックバイオレンス対策に関すること。
に関すること。

19．
その他上記に付随又は関連する業務に関すること。

８．高齢者総合相談に関すること。
生活相談
生活保護は、国が生活に困っている人たちに対して、その状況に応じて必要な保護を行う制度で、あなたの
自立の努力を援助する制度です。相談の際には、
事前に生活相談担当へお電話ください。
福祉相談
各地域の民生委員や児童委員（主任児童委員）
が福祉に対する相談を行っています。
介護相談（地域包括支援センター）
在宅の要援護高齢者など、又はそのご家族からの各種相談に応じます。そして、必要な保健福祉サービスが
総合的に受けられるよう関係機関との連絡調整を行います。
障がい者相談
障がい者及びその家族に対し、保健師などによる相談指導を行います。障がい者の福祉制度や生活について
の相談に応じ、障がい福祉活動の推進を図っています。

健康づくり課
住民の方が健やかに暮らせることを目的として、各種事業を実施しています。母子保健係では、母子手帳の
発行、パパとママのたまご学級、乳幼児健診、赤ちゃん相談など、妊産婦さんが気軽に相談できるような窓口づ
くりを心がけています。健康推進係では成人を対象とした基本健診や各種がん検診、予防接種などの病気の予
防に重点をおいた事業を実施しています。特に、
生活習慣病については保健指導にも力を入れています。
また、住民の方と一緒に、健康かすや21という地域ぐるみの健康づくりの啓発活動にも積極的に取り組ん
でいます。

【業務内容】

１．健康増進事業に関すること。

４．
特定健診及び特定保健指導に関すること。

２．感染症予防及び予防接種に関すること。

５．
ことばの教室
（就学前）
及び療育に関すること。

３．母子保健衛生事業に関すること。

６．
健康センターの管理に関すること。
７．
その他上記に付随又は関連する業務に関すること。
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一般健康相談 体や病気のことなど、健康に関する相談を保健師が受けています。
毎月1回

午前9：00〜12：00、健康センター。

（予約制）
詳しくは健康づくり課までお問い合わせください。
赤ちゃん相談 毎月1回実施しています。

子ども未来課
安心して子どもを産み育てやすい町を目指して、子育て支援策等の推進に取り組んでいます。
主な業務としては、保育所や幼稚園の運営、虐待等の相談、ファミリー・サポート・
センター、つどいの広場等、子育て中の家族を支援する各種事業を行っています。
【業務内容】
１．
子育て支援に関すること。

４．要保護児童に関すること。

２．
児童福祉に関すること。

５．保育所に関すること。

３．
次世代育成支援に関すること。

６．幼稚園に関すること。
７．その他上記に付随又は関連する業務に関すること。

養育相談
虐待に関する相談や虐待の通告、子どもの保護を伴う養育相談などを受け付けています。また、 虐待の疑
いがあるなど判断がつかない場合でも相談してください。

学校教育課
義務教育である小中学校教育を担当し、町内４小学校、２中学校で児童生徒の教育を行っています。今
後も、当町の育成方針である「育てよう心豊かな粕屋の子ども」を継承し、教育行政においては、「学力の
向上」
、
「心の教育」を推進し、これからめまぐるしく変動していく激動の時代を担うことのできる人材の
育成を目指していきます。
【業務内容】
１．
粕屋町教育委員会（以下「教育委員会」という。
）
の
会議に関すること。
２．
学校及び幼稚園の施設等の整備及び財産の管理
に関すること。
３．
教育委員会の人事に関すること。

６．校舎、園舎その他の施設及び教具の整備に関すること。
７．学校及び幼稚園の環境衛生に関すること。
８．教育に係る調査及び指定統計に関すること。
９．言語通級教室に関すること。
10．
学童保育に関すること。

４．
学齢児童、
生徒の入学、
転学及び退学に関すること。 11．
教育相談に関すること。
５．学校の組織、編制、教科書その他の教材に関する 12．その他前各号に付随又は関連する業務に関すること。
こと。
教育相談
粕屋町教育委員会において、午前8：30 〜午後5：00 まで、
教育相談を行っています。
（粕屋町ＨＰより抜粋：平成23年３月現在）
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粕屋町主要施設電話番号一覧
生活相談や緊急時の連絡はお間違いなく！
！

町内の施設

県の施設
㈹ 938-2311 福岡県粕屋保健福祉事務所

粕屋町役場

㈹ 939-1500

粕屋町社会福祉協議会（粕屋町福祉センター）

938-6844 福岡県消費生活センター

632-0999

粕屋町総合体育館 (かすやドーム)

939-5130 福岡県女性相談所

711-9874

粕屋町立図書館 ( 粕屋フォーラム内 )

939-4646 福岡県福岡児童相談所

586-0023

粕屋町立生涯学習センター ( サンレイクかすや )

931-3309 かすや地区女性ホットライン

401-5353

( 社 ) 粕屋町シルバー人材センター

938-3300

認可保育所（町立）

届出保育施設

西保育所

938-4556 あおぞら園子どもの家
611-9108 いきいき保育園

957-1373
939-5304

中央保育所

938-8746 えつじキッズガーデン保育園

938-1001

仲原保育所

認可保育所（私立）

939-5808

にこにこ長者原保育園

粕屋わかば保育所

939-6111 チャイルドドリームゆうゆうえん

939-0415

大川保育園

938-3109 天使のはね保育園

406-0570

ヴィラのぞみ愛児園

957-1005 はらっぱ保育園

938-6613
939-3151

森の木こども園

幼稚園（町立）

学 校

大川幼稚園

938-3108 大川小学校

938-2151

仲原幼稚園

938-4557 粕屋中央小学校

938-0555

西幼稚園

611-2411 粕屋西小学校

611-8123

中央幼稚園

938-0521 仲原小学校

938-2197

粕屋中学校

938-2220

幼稚園（私立）
はこぶね幼稚園

938-1230 粕屋東中学校
福岡県立福岡魁誠高等学校

JR九州

939-0740
938-2021

門松駅

939-0895 柚須駅

611-7683

長者原駅

939-0893 伊賀駅
938-8003 酒殿駅

938-4015
652-1548

原町駅

緊急時
粕屋警察署
粕屋交番
警察への事件 ･ 事故の急報

㈹ 939-0110 火事 ･ 救助 ･ 救急車
938-2120 粕屋中南部休日診療所
110 中部消防署

119
652-3119
938-3216

