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見守り・安否確認
　高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けるにあたり、地域の方のちょっとした声かけや見守りがあると安心し
て生活できます。地域には公民館による見守り活動、市の高齢者福祉制度、民間事業者などによる見守りや安
否確認があります。

名称 内容 対象者 ☎お問い合わせ先

公民館による見守り活動 民生委員、福祉委員、福祉推進委員などに
よる高齢者の見守り 各公民館による 各公民館

（Ｐ.28参照）

各地区地域包括支援
センターによる見守り

各地区地域包括支援センター職員に
よる訪問・見守り 65歳以上の人 各地区地域包括支援センター

（Ｐ.27参照）

緊急まどかコール
（市の高齢者福祉サービス）

24時間体制で受信センター職員が緊急時の
相談に対応
必要時はヘルパーまたは看護師が対応

心疾患・脳血管疾患などにより必要と
認められる65歳以上の独居の人

基幹型地域包括支援センター
092-501-2306

徘徊高齢者等位置検索
サービス
（市の高齢者福祉サービス）

徘徊高齢者に発信機付携帯端末を貸与し、
所在不明になった場合、家族などからの
問い合わせに対し現在地を知らせる

65歳以上の認知症による徘徊が
認められる在宅高齢者を介護して
いる人

福祉電話設置
（市の高齢者福祉サービス）

電話がなく、安否確認や日常の連絡が
必要な高齢者へ福祉電話を設置

安否確認が必要と認められる65歳
以上の独居の人、かつ非課税の人

見まもっＴＥＬプラス

①週２回の電話による安否確認を
　行い、結果を指定連絡先（最大
　５名まで）にメールでお知らせ

・市内に単身でお住まいの人
・電話をお持ちの人（固定・
　携帯・スマートフォン）

㈱友心
0120-960-877
092-408-5939

サービス詳細：
0120-240-343

郵便局のみまもりサービス

・みまもり訪問サービス2,500円／月
・みまもりでんわサービス
（固定電話）1,070円／月 
（携帯電話）1,280円／月 
・駆けつけサービス 
（オプション）月額＋880円／月 
※金額は税込

みまもり訪問サービス
・毎月1回、郵便局社員が高齢者様宅
を訪問し、その結果をご家族様へ
お知らせします。

みまもりでんわサービス
・毎日指定された時間帯に自動音声電
話をおかけし、体調確認結果をご家
族にメールでお知らせします。

駆けつけサービス
・もしものときには、ご家族様からの
要請に応じて警備会社がご自宅に駆
けつけます。

○各郵便局 
※簡易郵便局を除く 
○お客様サービス相談センター 
※受付時間 
(平日）9：00～21：00
(土・日・休日)9：00～17：00
＜フリーコール＞ 
0120-23-28-86　
＜携帯電話＞ 
0570-046-666　
(通話料有料） 

ご存知ですか？
　最近では、高齢者の生活を支える多様なサービスを、身近なところでも展開しています。
例えば・・・
九州電力（0120-986-707）では、安否確認、家事サービス、お墓サポート、空き家サポートなど
　　　　　　西部ガス（0120-987-767）では、緊急通報、安否確認、健康・介護相談など

その他、携帯電話会社などでも、安否確認サービス等を、さまざまな形で提供しています。
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②利用者の自宅内での不慮の事故
　（スタンダードコース）
上記のような理由による原状回復・
家財整理
《支払対象》原状回復・家財整理
《補償限度額》
支払い実費分に対して最大100万円
《利用料金(税別)》
初回登録料：10,000円
月額利用料：  1,500円
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②利用者の自宅内での不慮の事故
　（スタンダードコース）
上記のような理由による原状回復・
家財整理
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配食（＋見守り）

家事援助

　買い物や調理など食事づくりに不自由を感じた場合、自宅での栄養状態を維持するために、民間事業者による
食事の配達や市の配食サービスがあります。配達時に安否の確認や見守りを行います。

　高齢や病気により自宅での生活に不自由を感じたり、困難なことがある場合、日常生活を維持するためにで
きなくなったことを手伝ってもらったり、必要に応じて、買い物や掃除、調理、洗濯などの日常生活で必要な
家事を支援します。

名称 内容 注文時の注意点 ☎お問い合わせ先

配食サービス
（市の高齢者福祉サービス）

原則手渡し　事前調査あり
毎日配達

65歳以上で調理、
食材の調達が難しい人

基幹型地域包括支援センター
092-501-2306

原則手渡し　保冷箱への配達も可
カロリー、塩分控えめ食・透析食・
日替わりメニューあり

1食から注文可
キャンセルは前日まで
常温で配達　時間指定不可

092-921-2164

まごころ弁当
福岡中央店

保冷バックへの配達可
各種調整食あり
無料の安否確認サービスあり

前日16:00までの注文で翌日配達可
電話受付は平日のみ（定休日：日曜日）
市内配達できない地域あり
（要相談）

092-555-5579

コープの夕食宅配

宅配クック１２３
太宰府・大野城店

ライフデリ博多店
配食サービス

原則手渡し　保冷箱への配達可
各種アレルギー食あり
安否確認・お困りごとサービスあり
（短時間での対応で、内容は要相談）

配達は２回
昼食 8:30～12:00
夕食 14:00～18:00
時間指定は不可

092-710-0345

ワタミの宅食 鍵付きボックスあり
冷蔵の弁当・おかずのみの冷凍弁当あり

水曜日までの注文で
翌週から毎日配達 0120-191-950

エフコープ 月曜日～金曜日５日分の夕食宅配
おかずのみコース・弁当コースあり
保冷箱対応可

組合員対象（出資金1,000円）
支払いは口座引き落とし
時間指定不可

0120-41-0120
(月)～(金) 9:00-18:00
(土) 9:00-17:00

セブン-イレブンの
セブンミール

セブンミールで注文した弁当（日替わり
弁当、おかずセット）を自宅へ配達
（最寄りの店舗での受け取りも可能）
※お届けを実施していない店舗あり。

1,000円以上の注文から配達
店頭受取の場合、料金設定なし
《配達料》
200円（1,000円～2,999円）
3,000円以上は無料
受取希望の3日前、朝10:30までに注文
（その他の商品は、前日10:30まで
の注文で配達可能）※全て税別

注文専用ダイヤル
0120-736-014

8：00～19：00
年中無休

名称 内容 ☎お問い合わせ先

使ってバンク
暮らしのサポート事業

日常生活の中のちょっとした困りごとを「おタスケさん（ボランティア）」が
解決のお手伝いをする地域の支えあい事業
例）電球交換、窓ふき、ゴミ出し、家具のちょっとした移動、ちょっとした
修理など60分以内で解決できるもの
事前に職員が下見訪問
10分程度の活動で100円相当のありがとう券が必要

各パートナーシップ活動支援センター
（各コミュニティセンター内）
使ってバンク専用電話
南　　092-595-6232
中央　092-516-6946
東　　092-515-9231
北　　092-504-4833

公益社団法人
大野城市シルバー人材
センター

仕事依頼の受付（除草・剪定、掃除・洗濯・調理、話し相手、
エアコンクリーニングなど）
会員の募集、60歳以上の市内在住の人が会員登録可能
入会を希望する場合は、まずは電話→説明会出席（約２時間）→
登録・年会費支払後、仕事の調整

シルバー人材センター
092-582-0221

【家事援助】
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※下記は配食のみ
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名称 内容 ☎お問い合わせ先

就労継続支援Ａ型ノア
障害を持つ方による個人宅の草刈り
事前に訪問し、下見の上見積りをする
作業は２時間程度　刈った草等は回収する

就労継続支援Ａ型ノア
管理者 西田
090-1190-0999
092-933-8851

石油燃料配送センター
〔太宰府市五条〕

灯油配達
配達希望の前日までに電話連絡が必要
２缶以上、ポリ缶は事前準備が必要
配達：月～土曜日　9:00～15:00（時間指定不可）

福岡ライフエナジー(株)
石油燃料配送センター
092-923-1382
電話受付：月～土曜日
8:30～17:00

名称 内容 ☎お問い合わせ先

買物代行
ごきげんお届け便

インターネットが使えない日々のお買い物にお困りの人が対象
電話またはFAXで注文し、イオン大野城から自宅に商品が届く
大野城市・イオン大野城・各地区パートナーシップ活動支援センターの共働事業

南コミュニティセンター内
専用電話
092-517-0264
大野城市全域対応

エフコープの個別
配達

※組合加入（出資金）が必要
カタログから注文書　インターネット・電話にて注文
個別配達手数料必要（割引制度あり）月曜日～金曜日

0120-41-0120
(月曜日～金曜日) 9:00-18:00
(土曜日) 9:00-17:00

グリーンコープの食材等
配達

※組合加入（出資金）が必要
注文方法は申込書を提出するかインターネットで注文できます
エリアで配達日が決定（月曜日～金曜日）
グループ配達、二人ペア配達、個人配達
※個人配達の場合、配達料が必要

0120-349-017
電話受付
月曜日～日曜日  9:00-21:00
祝日可(年末年始除く) 

コッペリア
食材の宅配

鍵付きボックスあり　食材カット（済み・無し）あり
パン発注は、原則大口の注文のみ　個人は指定された特定日のみ　
注意）水曜日までに発注で翌週月曜日から納品、毎日配達、
土曜日は配達休み、時間指定不可

0120-17-4931

ヨシケイ　食材の宅配 鍵付きボックスあり
水曜日までの注文で翌週配達 0120-412-712

ワタミの宅食（食材）
鍵付きボックスあり
水曜日までの注文で翌週から毎日配達（平日のみ）
土日分は金曜日に配達　平日コース・７日間コースあり

0120-191-950

【食材等の配達】

健康増進教室
場所：すこやか交流プラザ2階 健康増進室
利用は40歳以上の市民または市内の事業所に勤務する方１回300円

無理なく運動を始めてみませんか！

詳細はすこやか交流プラザ健康増進室　☎092-501-2322

健康度測定
場所：すこやか交流プラザ2階 健康増進室・南コミュニティセンター
医師立ち合いのもと体力測定を行い、健康運動指導士が運動の種類・
強度・時間・量など具体的なプログラムを作成し、アドバイスします
１回1,800円
詳細はすこやか交流プラザ健康増進室　☎092-501-2322
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