
くるめ見守りネットワーク協力事業者一覧 

令和４年３月３１日現在 

※ホームページ掲載をご了承いただいた事業者のみ、掲載しています。 

 

○日本郵便株式会社 

久留米郵便局 久留米瀬下郵便局 久留米東町郵便局 

久留米本町郵便局 久留米中央通郵便局 久留米ブリヂストン郵便局 

久留米諏訪野町郵便局 久留米東櫛原郵便局 久留米荘島郵便局 

久留米長門石郵便局 久留米東郵便局 御井町郵便局 

善導寺郵便局 久留米国分郵便局 久留米草野郵便局 

宮ノ陣郵便局 久留米山本郵便局 久留米合川郵便局 

久留米青峰郵便局 久留米野田郵便局 久留米東合川郵便局 

北野郵便局 金島郵便局 大善寺郵便局 

久留米花畑郵便局 荒木駅前郵便局 安武郵便局 

久留米南町郵便局 久留米上津郵便局 久留米荒木郵便局 

久留米野添郵便局 三潴郵便局 城島郵便局 

青木郵便局 江上郵便局 田主丸郵便局 

片瀬郵便局 田主丸船越郵便局 竹野郵便局 

水縄郵便局 地徳郵便局 

 

○新聞販売店 

西日本新聞エリアセンター 久留米櫛原 西日本新聞エリアセンター 三潴 

西日本新聞エリアセンター 城島 西日本新聞エリアセンター 久留米野中 

西日本新聞エリアセンター 久留米南町 西日本新聞エリアセンター 上津・荒木 

西日本新聞エリアセンター 田主丸 西日本新聞エリアセンター 久留米インター  

読売新聞読売センター 久留米駅前 読売新聞読売センター 久留米大石町 

(株)読売フットワーク 読売センター 合川  読売新聞読売センター 久留米津福 

読売新聞読売センター 久留米南町 読売新聞読売センター 久留米中央 

読売新聞読売センター 久留米北部 読売新聞読売センター 荒木 

読売新聞読売センター 久留米国分 毎日新聞 久留米販売店 

毎日新聞 田主丸販売店 朝日新聞サービスアンカー 久留米南部 

有限会社 稲益新聞販売店 

 

○農業協同組合 

久留米市農業協同組合 にじ農業協同組合 みい農業協同組合 

福岡大城農業協同組合 城島支店 三潴町農業協同組合 

 

 

 



○久留米市介護福祉サービス事業者協議会 

社会福祉法人 もく 

特別養護老人ホーム 銀の庵 

合同会社 訪問ステーション 

訪問看護ステーション国分 

株式会社アステム 

株式会社アステム筑後営業部久留米支店 

社会福祉法人 はぜの実会 

ケアハウスはぜの樹 

早稲田イーライフ福岡株式会社 

早稲田イーライフ久留米 

株式会社 TASUKIリハビリサービス 

リハビリスポット TASUKI三潴店 

株式会社 TASUKIリハビリサービス 

TASUKI リレー 訪問看護ステーション三瀦センター 

学校法人 久留米ゼミナール 

北野つつじ苑 

株式会社 楓 

グループホーム市の上 

大成産業株式会社 

グループホーム利久 

西日本介護サービス株式会社 

小規模多機能居宅介護 あったか HOME－にしかい－ 

医療法人 千歳会 

リハビリステーションらくら 

有限会社 グリーンケアステーション 

あかりデイサービス 

医療法人 松岡会 

やすたけ訪問看護ステーション 

社会福祉法人 三井福祉会 

デイサービスセンター大城の里 

社会福祉法人 三井福祉会 

なごみ庵 あいの里 

社会医療法人 雪の聖母会 

介護老人保健施設 聖母の家 

社会福祉法人 三井福祉会 

デイサービスセンター久留米 あいの里 

社会福祉法人 三井福祉会 

特別養護老人ホームやまかわ 

一般社団法人バ ンビーノ福祉会 

多機能型障害児施設ころころ 

一般社団法人バンビーノ福祉会 

多機能型生活介護どんぐり 

社会医療法人 天神会 

こがケアアベニュー大石町 

医療法人 上津中央クリニック 

上津中央クリニック デイケアセンター順風 

医療法人社団 堀川会 堀川病院 

介護老人保健施設 サンダイヤル 

株式会社 一期一会 

さくらデイサービスこくぶ 

有限会社 コスモピア 

グループホーム コスモピア高良内 

株式会社フ クシアス 

看護小規模多機能あおば 

株式会社 プラスアルファ 

地域密着型デイサービスひなた 

株式会社 楓 

グループホーム唱和 

社会医療法人 天神会 

野伏間クリニック通所リハビリテーション 

社会医療法人 天神会 

こがデイサービス大石町 

株式会社 未来ジャパン 

こどもの園 未来 

かぶと山エム・エス有限会社 

Symbi 

かぶと山エム・エス有限会社 

R 

ウェルコム合同会社 

小規模多機能居宅介護 縁が輪 

社会福祉法人 屏山福祉会 

山翠園ケアプランサービス 

株式会社 フクシアス 

小規模多機能型居宅介護施設 優花 

社会福祉法人 ひじり会 

介護付有料老人ホーム ウエルネス 

 



社会福祉法人 ひじり会 

認知症対応型デイサービス あじさい 

社会福祉法人 ひじり会 

ひじり園福祉相談センター 

株式会社 惠優 

グループホーム陽だまり 

社会福祉法人 恵伸会 

小規模多機能型居宅介護事業所 

社会福祉法人 ひじり会 

第 2ひじり園 

医療法人 千歳会 

訪問看護ステーションちとせ 

医療法人 千歳会 

訪問介護ステーションちとせ 

医療法人 千歳会 

デイサービスみんなの時間 

株式会社 チェリッシュ 

訪問看護ステーションきずな 

株式会社 チェリッシュ 

複合型サービスきずな 

株式会社 ピスケア 

在宅看護センターピスケア 

社会福祉法人 久英会 

高良台シニアビレッジ 

社会福祉法人 ひじり会 

通所介護 さくら 

社会医療法人 天神会 

こがケアアベニュー野伏間 

社会医療法人 天神会 

こがヘルパーステーション野伏間 

社会福祉法人 三井福祉会 

グループホーム白梅 

有限会社 德栄会 

小規模多機能型居宅介護 こころ弐番館 

医療法人 聖峰会 

田主丸中央病院 精神科デイケアかれん 

医療法人 聖峰会 

田主丸中央病院 重度認知症デイケアさんぽ  

医療法人 聖峰会 

ひまわりケアプランサービス 

医療法人 聖峰会 

善導寺ケアプランサービスひまわり 

合同会社 まほろば 

訪問看護リハビリステーションまほろば 

医療法人 聖峰会 

ひまわりの郷 田主丸 

 

○九州電力株式会社 久留米営業所・九州電力送配電株式会社 久留米配電営業所 

○久留米ガス株式会社 

○株式会社ヴェオリア・ジェネッツ 久留米営業所 

 

○宅配クック ワン・トゥ・スリー 久留米店 

○グリーンコープ生活協同組合ふくおか久留米支部 

○エフコープ生活協同組合久留米支店 

○株式会社 セイブ 

○くるめ医療生活協同組合 

○まつのぶ食堂 

○株式会社 セブン-イレブン・ジャパン 

○有限会社 田主丸アグリビジネス 

○社会福祉法人 景福会 

○久留米ヤクルト販売株式会社 

○ワタミ株式会社 福岡久留米営業所 

○布亀株式会社 マザーケア久留米デリバリーセンター 



○株式会社 A コープ九州 

 

○明治安田生命保険相互会社久留米支社 

○第一生命保険株式会社久留米支社 

○公益社団法人 福岡県宅地建物取引業協会久留米支部 

○一般社団法人 福岡県損害保険代理業協会久留米支部 

 

○有限会社おそうじジョーズ 

○協同組合ダスキン福岡デイサービスセンター 

 

○特定非営利活動法人 松本介護サービス 

○株式会社ホームアシスト 

○介護保険外サービス みまもり本舗 


