
　　　　　　　　　　　　直方市　高齢者向け住宅及び施設 直方市　高齢者支援課　地域包括ケア推進係　℡0949-25-2391　2020年7月作成

施設種別 対象者（目安） 概要

サービス付高齢者住宅

60歳以上
または

60歳未満で介護認定を
持っている人

「安否確認」や「生活相談」の提供が必須とされ食事の提
供を行うことが多い。介護などのサービスは別に契約を結
ぶことで提供

軽費老人ホーム
60歳以上

（夫婦入居の場合、
どちらかが60歳以上）

自立して日常生活を送ることに不安や支障があり、家
族から充分な支援を受けることが困難な状況の方に対
し生活サポートの付いた居住施設。要介護度・医療へ
の依存が高くなった場合、住み替えが必要になること
もある。

住宅型有料老人ホーム
60歳以上、
自立～

介護が必要となった場合、訪問介護などの介護サービスを
利用しながら、施設での生活を継続することが可能

介護付有料老人ホーム
（特定施設入居者生活介護）

60歳以上、
要支援1～

その有料老人ホームが提供する介護サービスを利用しなが
ら、施設での生活を継続することが可能

養護老人ホーム
原則65歳以上、

原則自立

環境的、経済的に困窮した高齢者の入所施設
措置施設のため入所の相談窓口は、直方市役所（高齢者支
援課）

グループホーム
（認知症対応型共同生活介護）

認知症の診断あり、
65歳以上、
要支援2～

（2号被保険者可）

認知症の人を対象にした専門的ケアを提供
利用者・家族・地域の代表者・市職員などに地域との連携
やサービス内容を明らかにし地域に開かれたサービスを実
施

特別養護老人ホーム　※
（介護老人福祉施設）

原則65歳以上、
要介護3～5

（2号被保険者可）

常に介護が必要な人の入所を受入れ、入浴や食事など
の日常生活上の支援や機能訓練、療養上の世話などを
提供

介護老人保健施設　※
原則65歳以上、
要介護1～5

（2号被保険者可）

在宅復帰を目指している人の入所を受入れ、入所者が
可能な限り自立した日常生活を送ることができるよ
う、リハビリテーションや必要な医療、介護などを提
供

介護医療院　※
原則65歳以上、
要介護1～5

（2号被保険者可）

市内に該当施設なし
長期にわたり療養が必要な人に対し、療養上の管理、
看護、医学的管理の下における介護や機能訓練、必要
な医療を行う

※特定入居者介護サービス費（低所得の世帯に対し負担限度額を超えた居住費・食費の負担軽減）の制度あり
　　（要申請）
　　　　　　　　　　申請窓口・・・直方市役所　介護サービス係　℡25-2390

✿❀✿住まいを選ぶ前に✿❀✿

具体的な内容（住まいの仕様・利用できるサービス・費用）については、住まいに

よって異なります。満足できる住まいとより良いサービスの選択のために見学や体験入

所を実施している場合もありますので、これらの機会を活用をお勧めします。

《参考》

【チェックポイント】

①ご本人の入所する意思を確認しましょう。

②できるだけ複数の施設を見学しましょう。

⑴提供されるサービス内容と本人・家族が希望するサービスは一致していますか？

⑵入所に係る費用は、無理のない金額ですか？

⑶施設の立地条件、雰囲気、他の入所者の様子を確認しましょう。

⑷保証人については施設により条件が異なります。

⑸不明な点は、しっかり質問し、その際、施設の対応は納得できる説明でしたか？

③一人暮らしの場合、自宅の物の整理やペットの世話など自宅を離れる際に問題となる

点を整理しましょう。

家賃

共益費

水光熱費

食事の提供

治療食の提供

居室の清掃

衣類の洗濯

買物の代行

外出の支援、病院への送迎

レクレーションの実施

日常の見守り

健康相談

服薬管理

医療機関との連携

緊急時の対応

身体介護（食事、排泄、入浴、身だしなみ）

認知症の見守り

機能訓練

終末期の看取り

介護

居住費

その他サービス費

食費

日常生活費

※入居時に保証金（敷金）が必要な場合があります。
　
※契約書等で「管理費」という名称で「サービスに係る
　人件費」「共益費」などを表している場合があります。

※支払方法は前払い方式、月払い方式などがあります。

食事

家事援助

生活支援

健康管理



　　　　　　❀✿❀直方市内の高齢者向け住宅及び施設一覧❀✿❀  2020年4月現在

施設種別 施設名 所　　在　　地 電話番号 定員 施設種別 施設名 所　　在　　地 電話番号 定員

   シニア住宅泰山木 頓野９９３－１ 26-7550 21 グループホーム　いこいの家 上頓野４６７６－２４ 26-7809 9

   たくみ苑 植木５９５ 25-8739 50 グループホーム　王子苑 感田１０４０－４ 26-4245 9

   あべりあ福智の丘 湯野原２丁目１５-１ 26-0044 101 グループホーム　みんなの家 上頓野３６３５－１ 26-6808 9

   あべりあ福智の里 湯野原２丁目１５-１ 26-0044 48 グループホーム　めぐみ 頓野４３７－５ 26-4472 18

   ひなたの心 上境２６６１－１ 24-2292 50 グループホーム　みのりの郷 津田町５－２５ 29-7671 9

   丹頂園 上頓野２１３５ 26-2870 60 グループホーム　ひまわり 上境１５９５－１ 22-6855 9

   ケアハウス　めぐみ 頓野４４６－３ 26-4471 50 グループホーム　なごみ  直方 植木１５３４－１ 25-0753 9

   ケアハウス　百寿の里 上新入２１１６―７ 25-0112 50 グループホーム　はなれ 上境２６１４－３ 52-6270 9

   ひまわり 上境１５９２－１ 22-6855 40 グループホーム　母屋 山部７４３－９ 52-7810 9

   まひろの里 上新入１６４７－４ 29-3030 50 特別養護老人ホーム　愛和園 中泉１１８２－２５ 28-1038 50

   フレンズ 感田１９７３－１ 26-0345 25 特別養護老人ホーム　長光園 頓野２５９－５３ 26-3625 80

   メディカルヴィラ直方の杜 津田町９－３８ 22-8801 42 特別養護老人ホーム　植木ひかり苑 植木１９３２－５ 22-8552 50

   ベルの郷ANNEX 感田１７７５－７ 29-6001 69 特別養護老人ホーム　ソレイユ湯野原 湯野原２丁目１５－１ 26-3652 50

   平和の里 ほうらい 頓野１９１７－１ 29-8220 40 特別養護老人ホーム　すみれそうのおがた 上境２０２７-1 25-8723 50

   生協ホームのおがた 山部１４１９－８ 23-8220 40 介護老人保健施設　青風苑 上新入２４９０－１４ 22-2601 50

   暖ったか館直方上境 上境１８１１－１ 52-7650 42 介護老人保健施設　サンシルバー直方 永満寺１３４７ 28-3171 100

有料老人ホーム　福智の杜 頓野１２１３－１ 26-8106 39 介護老人保健施設　すこやか 頓野９７５ 26-7550 80

有料老人ホームすみの苑 知古１４０８－５ 25-0177 110 介護老人保健施設　ゆうあい福智 上頓野２７６１－１ 29-2060 95

さわやか直方館 山部４４２－１ 22-8880 73

介護付有料老人ホーム平和の里オアシス 頓野１９１８－１ 26-3583 47

くらじの里家 須崎町６-３ 22-0660 70

介護付有料老人ホームたいしん かていな永満寺 永満寺２０５８-１ 25-8022 50

養護老人ﾎｰﾑ    芳寿園 下境１７９４ 22-1505 60

サービス付高齢
者住宅

グループホーム
（認知症対応型
共同生活介護）

軽費老人ﾎｰﾑ

住宅型有料老人
ホーム

特別養護老人
ホーム

（介護老人福祉
施設）

介護老人保健施
設

介護付有料老人
ホーム

（特定施設入居
者生活介護）

名　　　　　　称 ご相談内容 所　　在　　地 電話番号
地域包括ケア推進係

（直方市地域包括支援センター）
高齢者の総合相談受付 25-2391

介護サービス係 介護サービスの相談受付、介護保険申請など 25-2390

名        称 担  当  校  区 所　　在　　地 電話番号

五月園 新入　・　植木校区 上新入２１１６－７ 25-0123
長光園 上頓野　・　東　・　感田校区 頓野２５９－５３ 26-8586
青風苑 南　・　西　・　北校区 上新入２４９０－１４ 24-1523
愛和園 下境　・　福地　・　中泉校区 中泉１１８２－２５ 28-1098

殿町７－１

〇　直方市役所　高齢者支援課　〇

〇　在宅介護支援センター　　　地域の高齢者の総合相談窓口〇

❀メモ❀

定員：第7期計画掲載

定員：第7期計画掲載


