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基山町在宅福祉サービスのご紹介

基山町在宅福祉サービス
～住み慣れた地域で、できる限り自立し、自分らしく暮らし続けることが

できるよう支援するサービスのご紹介です～

配食サービス事業（食の自立支援事業）

対象者  在宅者であって、老衰、心身の障害及び疾
病等の理由により、食事の調理が困難なお
おむね 65 歳以上の方及び身体障がい者の
みで居住している方。

内　容　栄養バランスのとれた弁当を自宅に訪問
してお届けします。その際、安否確認を行
い、健康状態の異常等の早期発見や孤独感
の解消に努めます。昼食・夕食のお届けを
毎日実施していますが、利用回数等は対象
者の身体状況や家族の状況などにより決ま
ります。

※高血圧症や糖尿病などの治療食ではありません。
※既に利用されている方のお宅に年１回程度訪問 

して利用後の状況把握も行います。
利用料　350 円（１食）

緊急通報システム

対象者　おおむね 65 歳以上の一人暮らしの方等
内　容　家庭で火災・急病などの事故に遭い、自

ら 119 番通報ができない場合に、通報装
置によって町が委託した事業所に連絡さ
れ、迅速な救急援助が受けられます。

費　用  通報装置、取付けは無料（通話料は本人負担）

老人日常生活用具給付事業

対象者　おおむね 65 歳以上の一人暮らしの世帯等
　　　　※給付内容により異なります。
内　容　日常生活用具（電磁調理器・火災報知器・

自動消火器）の給付（貸与）により、
　　　　日常生活の便宜を図ります。
費　用  本人及び世帯の所得により負担割合が異な

ります。

基山町多世代交流センター憩の家　料理教室

　おおむね 60 歳以上の方を対象に料理教室を行ってい
ます。旬を大事にした食事を楽しく作り、仲間を増や
しながら健康な食生活を一緒に学びませんか？
対象者　おおむね 60 歳以上の方
内　容　各コースは、毎月第２・４金曜日にそれぞれ

開催しています。米２分の１カップを持参し
てください。キャンセルは 3 日前までで、

　　　   それ以降のキャンセルは、
　　　   材料代を頂きます。
定　員　15 名（事前申込み要）
参加料　１回 500 円

基山町多世代交流センター憩の家

利用日　月・火・木・金・土・日曜日
　　　　（休館日：水曜日、祝日、12 月 29 日～１月３日）
時　間　午前９時～午後５時
利用料　入館料は無料
　　　　（各部屋のご使用は使用料が必要となります。）
活動内容   囲碁や将棋、グラウンドゴルフ、手芸サークル、

気功教室、健康相談、介護予防講座、お楽し
み会、レクリエーション、バスハイク、カラ
オケサークル等

昼　食　各自ご持参ください。
送　迎　コミュニティバスをご利用ください。

基山町多世代交流センター憩の家は
平成 30 年４月１日（日）にリニューアルオープンしました！

▼サービス利用には、申請手続が必要なものがあります。ご利用の場合は、下記までお問い合わせください。

・健康福祉課　☎９２－７９６４　　　　　・基山地区地域包括支援センター　 　☎８１－７０３９
・各地区担当民生委員　　　　　　　　　・基山町多世代交流センター憩の家　 ☎９２－８２９５　　
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家族介護用品支給事業

対象者　次の①②に該当する方
①在宅の 65 歳以上の方で常時失禁状態にある方
②家族全員が所得税非課税世帯

内　容　介護用品（紙おむつ、尿取りパット）を
　　　　支給します。

あんま・はり・きゅう等の施術料助成

対象者　満 65 歳以上の方（65 歳になる月から申請可）
内　容　町指定の施術師（下表）に、あんま・マッサージ・指圧・はり・きゅう等の施術を受けた場合、その 

 料金の一部を助成します。１回あたり 1,000 円以内（利用できる施術券は月に４枚、年間 24 枚まで。）
　　　    ※施術を受ける前に、施術券の申請が必要です。　

施術師 施術所 住所 電話番号
多賀 宏之 多賀はりきゅう整骨院 基山町大字小倉１７４２－３ ８５－９３８６
古賀 芙美 アイズ基山駅前整骨院 基山町大字小倉５３２番地 ８５－９７８７
櫻井 高洋
櫻井 明子 桜井整骨院 鳥栖市秋葉町１丁目１０２３－２ ８２－１７８１

梅林 浩気 うめばやし鍼灸院 鳥栖市萱方町５２－８ ４８－１０１３
井上 正子 ホリスティック治療院ゆる氣 鳥栖市萱方町１１ ８４－１６５９

山下 千代子 くらのうえ鍼灸治療院 鳥栖市蔵上町４６４ ８５－２６２６
松隈 都 高田町治療院 鳥栖市高田町４７－４ ８２－２８６０

山中 寛人 和み鍼灸整体院 鳥栖市本通町１丁目８５５－２ ８４－０１３１
三好 隆司 みよし鍼灸治療院 鳥栖市山浦町２４２５－２ ８３－６６３８
徳渕 信能 一光堂はり灸院 鳥栖市鎗田町２８８－１ ８５－３９３９

立石 早百合 和田鍼灸マッサージ 鳥栖市鎗田町３３１－２５ ８２－７２６５

大西 秀彦 鳥栖中央マッサージ 鳥栖市大正町７５２－１３
エフォートマンション１Ｆ ８２－６６０７

佐貫 航 福富整骨院　鳥栖院 鳥栖市本鳥栖町 1 丁目８１３－１３
篠原第２ビル１Ｆ ８２－５３００

花田 正樹 東洋鍼療院 神埼郡吉野ヶ里町田手 1630－19 ０９５２－５３－２３００
内野 仁 正健堂鍼灸指圧院 小郡市上岩田１３０５－１ ７２－１８０７

森光 智哉 はる鍼灸院 小郡市三沢３８８６－１ ７５－２４３１
岡田 勝利 マッサージ・はり灸治療院ゆのま 筑紫野市原田６丁目５－８ ０９２－９２７－０８０８
中西 秀之 中西灸療院 朝倉郡筑前町上高場１７９７ ０９４６－２２－３１６８
 中村 暢通 中村鍼灸院 久留米市篠山町４３８－１ ３５－３４０２
川添 繁信 川添マッサージ 福岡市博多区麦野５－１－１ ０９２－５８２－５５１１

基山地区地域包括支援センター

　高齢者の方々への保健・福祉・介護の総合相談
窓口で、社会福祉法人寿楽園にあります。
　住み慣れた地域で、できる限り自立して自分ら
しく暮らし続けるために、高齢者の生活を保健・
福祉・介護の面から総合的にサポートします。支
援センターでは、保健師、社会福祉士、主任介護
支援専門員等が連携し、包括的な支援事業を行っ
ています。

《 地域包括支援センターの 4 つの機能 》
 １．介護予防ケアマネジメント
 ２．権利擁護、虐待の早期発見・防止
 ３．ケアマネジメント支援
 ４．総合的な相談、支援

訪問相談

対象者　寝たきり、認知症、虚弱な高齢者や
　　　　その家族の方等
内　容　身体的なことや制度の利用などについて、 

 本人や家族のニーズに合わせた相談・助言 
 を町の保健師又は地域包括支援センターが 
 行います。

利用料　無料
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基山町在宅福祉サービスのご紹介

徘徊高齢者等安全安心ネットワーク事業 認知症サポーター養成講座（無料）

対象者　町内に居住し徘徊が見られる高齢者及び町内
の高齢者福祉施設に入所されている方

内　容　認知症等のために徘徊が見られる高齢者の情
報を事前に登録し、希望される方には位置探
索端末機を貸与します。関係機関と連携を行
うことで徘徊高齢者の安全確保とご家族の不
安解消を図ります。

利用料　登録は無料
　　　　《 機器貸与の場合にかかる費用 》
　 　　　基本料金　月額 540 円
　 　　　位置情報提供料（インターネット）１回 108 円
　 　　　電話　１回 216 円
※詳しくは、健康福祉課までお問い合わせください。

　認知症サポーター養成講座を受講いただくと、
認知症サポーターとなり、「認知症の人を支援し
ます」という意思を示す目印のオレンジリング
が渡されます。
　講座では、認知症の症状や認知症の方との接
し方など、60 ～ 90 分程度受講いただきます。
※サポーターとして登録されるものではありま

せんので、気軽に受講することができます。
詳しくは、健康福祉
課までお問い合わせ
ください。

　町では、老人福祉事業の一環として、９月 16 日（日）に開催される敬老会で、

結婚 50 周年を迎えられるご夫婦に記念品をお贈りします。該当されるご夫

婦は届出をお願いします。（届出をされたご夫婦には、敬老会に出席されない

場合にも記念品をお贈りします。）

▼対象者　　昭和 43 年１月１日～ 12 月 31 日にご結婚されたご夫妻

▼届出期限　７月 20 日（金）※期限までに必ず届出をお願いします。

▼届出方法　健康福祉課（役場１階）にて届出書をご記入いただきます。
　　　　　　また、届出書は郵送でも受け付けますので、届出書が必要な方は
　　　　　　健康福祉課までご連絡ください。

▼届出・問合せ先　健康福祉課　高齢福祉係　☎９２－７９６４

金婚式
＼  結婚 50 周年 誠におめでとうございます ／


