
事業所名 住所

法人名 電話番号

グループホーム　シライシップ 門司区柳町一丁目11番1号

有限会社　シライシップ 093-381-0013

グループホーム　ひまわり 門司区稲積一丁目12番27号

学校法人　井上学園 093-381-3188

グループホーム　友愛 門司区青葉台6番1号

株式会社　友愛エアシステム 093-371-1208

グループホームなごみ吉志 門司区吉志一丁目8番42号

有限会社　田代総合サービス 093-481-8833

グループホームたいよう 門司区大字大積1174番地の1

株式会社　さわやか倶楽部 093-342-3300

グループホーム四季の郷 門司区吉志七丁目24番30号

有限会社　スマイル 093-481-8802

グループホーム　彩光苑 門司区矢筈町6番18号

有限会社　ノット 093-372-9333

グループホーム　みどりのき 門司区大久保一丁目9番2号

株式会社　さわやか倶楽部 093-321-8800

グループホーム　ひかりの丘 門司区上藤松三丁目2番1号

社会福祉法人　恵康会 093-382-3111

グループホームきずな 門司区吉志一丁目41番1号

有限会社　田代総合サービス 093-483-1501

グループホームかいせい 門司区錦町4番26号

株式会社　かいせい 093-331-7722

グループホームひかりの道 門司区奥田五丁目1番18号

社会福祉法人　恵康会 093-372-2005

9人

9人 0室

1室9人

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）空室情報

9人 3室

9人 5室

令和5年5月1日現在

定員 空室数行政区

0室

0室18人

18人 5室

空室状況は毎月１日時点の情報を掲載しています。最新の情報については各事業所に
お尋ねください。
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事業所名 住所

法人名 電話番号

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）空室情報

令和5年5月1日現在

定員 空室数行政区

空室状況は毎月１日時点の情報を掲載しています。最新の情報については各事業所に
お尋ねください。

グループホームなずな 門司区矢筈町6番18号

株式会社　ケイエムワイ 093-372-3395

グループホーム　谷町 門司区谷町一丁目1番2号

ふく福介護株式会社 093-321-3723

グループホーム潮風 門司区新開13番14号

医療法人社団　養寿園 093-322-1110

グループホームリラ 門司区小森江三丁目3番26号

株式会社　リラ 093-382-1187

グループホーム　えん 門司区田野浦二丁目9番33号

株式会社　EPO 093-322-5116

グループホーム　好日苑　大里の
郷

門司区大里戸ノ上四丁目1番40
号

社会福祉法人　春秋会 093-391-2266

グループホーム　きしの森 門司区吉志七丁目20番28号

株式会社　きしの森 093-481-4933

グループホーム　さくらんぼ 小倉北区上富野三丁目17番1号

医療法人　北愛会 093-541-0314

グループホーム　花みずき 小倉北区篠崎一丁目9番6号

社会福祉法人　鷹羽会 093-592-3605

グループホーム　馬借 小倉北区馬借一丁目6番40号

医療法人　貞元内科医院 093-551-0803

グループホーム　琴音 小倉北区真鶴一丁目12番10号

有限会社　山崎メディカルサービ
ス

093-562-5750

グループホーム　笑和 小倉北区泉台二丁目7番19号

有限会社　笑和 093-651-5982

1室9人

9人 1室

0室18人

18人 0室

1室18人

18人 0室

1室18人

9人 0室

1室9人

18人 0室

18人 0室

0室18人
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事業所名 住所

法人名 電話番号

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）空室情報

令和5年5月1日現在

定員 空室数行政区

空室状況は毎月１日時点の情報を掲載しています。最新の情報については各事業所に
お尋ねください。

グループホームかがやき 小倉北区神岳二丁目10番14号

株式会社　さわやか倶楽部 093-513-8887

グループホーム　リズム 小倉北区熊谷二丁目1番15号

医療法人　心愛 093-571-0640

グループホームたんぽぽの家 小倉北区中井五丁目6番28号

有限会社　たんぽぽヒューマン
サービス

093-571-1833

グループホームあんずの郷 小倉北区真鶴二丁目3番25号

医療法人　おおごう会 093-562-8700

グループホーム高峰 小倉北区高峰町3番3号

株式会社　フジケア 093-562-1115

ふれあいの家　貴船 小倉北区貴船町18番13号

協栄興産株式会社 093-641-8771

グループホーム　ソレイユの丘 小倉北区中井一丁目7番14号

社会福祉法人　正勇会 093-562-2300

ふれあいの家　到津 小倉北区下到津二丁目1番3号

協栄興産株式会社 093-641-8771

ふれあいの家　さくら草 小倉北区白銀二丁目2番16号

有限会社　仁愛ケアサービス 093-641-8771

グループホームいこいの里宇佐町 小倉北区宇佐町一丁目9番36号

株式会社　ウキシロケアセンター 093-513-1266

ニチイケアセンター北九州神幸 小倉北区神幸町3番29号

株式会社　二チイ学館 093-551-2881

ふれあいの家　黄金 小倉北区黄金一丁目9番12号

協栄興産株式会社 093-641-8771

小
倉
北
区
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事業所名 住所

法人名 電話番号

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）空室情報

令和5年5月1日現在

定員 空室数行政区

空室状況は毎月１日時点の情報を掲載しています。最新の情報については各事業所に
お尋ねください。

グループホーム　おむすび苑 小倉北区赤坂一丁目7番18号

有限会社　ワンダー 093-533-0631

グループホーム　都の杜 小倉北区都一丁目12番12号

株式会社　フジケア 093-967-8326

グループホーム　三萩野 小倉北区白銀二丁目11番4号

社会福祉法人　年長者の里 093-932-1228

グループホーム　ひだまり 小倉北区片野四丁目23番2号

社会福祉法人　千里会 093-932-5160

グループホーム　ソレイユ北小倉 小倉北区西港町30番52号

社会福祉法人　正勇会 093-561-3300

グループホーム　秋桜 小倉北区足原一丁目５番25号

医療法人　心愛 093-521-6162

グループホーム　ねむの郷 小倉北区清水五丁目11番35号

医療法人　おおごう会 093-562-3520

グループホーム　桜ハウス
小倉北区上富野四丁目12番42
号

医療法人　北愛会 093-541-1105

グループホームたのしい家小倉北 小倉北区中井五丁目3番１1号

株式会社ケア２１ 093-562-0521

グループホームかすみ草 小倉北区霧ケ丘三丁目16番4号

有限会社ケアサプライ小倉 093-932-6060

グループホーム　のんきさん・おた
がいさま

小倉南区沼本町二丁目8番37号

有限会社　時輪 093-474-7727

グループホーム　いそねの里
小倉南区中曽根東二丁目16番
36号

特定非営利活動法人　虹の会 093-475-5583

小
倉
南
区

0室18人

18人 3室

小
倉
北
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18人 0室
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事業所名 住所

法人名 電話番号

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）空室情報

令和5年5月1日現在

定員 空室数行政区

空室状況は毎月１日時点の情報を掲載しています。最新の情報については各事業所に
お尋ねください。

グループホーム　光生園
小倉南区葛原高松二丁目14番
12号

株式会社　光生ビル 093-473-0062

グループホーム　ふれあい家族
小倉南区徳力新町一丁目13番
23号

有限会社　故郷 093-962-1231

グループホーム　さくら 小倉南区朽網西一丁目6番6号

医療法人　社団桜会 093-475-0063

グループホーム　みどり 小倉南区上吉田三丁目16番1号

医療法人　社団天翠会 093-471-3711

グループホーム　なかよし 小倉南区東水町6番7号

有限会社　ダイテン福祉サービス 093-953-0650

グループホームこうえつ苑
小倉南区沼緑町一丁目11番21
号

社会福祉法人薫会 093-471-8215

グループホーム美咲ヶ丘 小倉南区新道寺1085番地の1

社会福祉法人　敬寿会 093-453-1131

グループホーム　はなまる 小倉南区中曽根一丁目4番10号

有限会社　マエダ 093-475-9800

なごみ　春ヶ丘 小倉南区春ケ丘5番1号

有限会社　ジューム 093-931-5961

グループホーム　憩いの家 小倉南区木下757番地の5

特定非営利活動法人　憩いの家 093-453-1310

グループホーム　あかつき園 小倉南区石田町3番20号

有限会社　仁愛ケアサービス 093-641-8771

グループホーム　ドレミ
小倉南区中曽根東四丁目14番6
号

医療法人　心愛 093-474-4122

小
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南
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9人
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事業所名 住所

法人名 電話番号

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）空室情報

令和5年5月1日現在

定員 空室数行政区

空室状況は毎月１日時点の情報を掲載しています。最新の情報については各事業所に
お尋ねください。

グループホーム　ベル・エポック
小倉南区葛原東三丁目14番50
号

医療法人　聖心会 093-473-5611

グループホーム　みちくさ 小倉南区重住二丁目4番20号

有限会社　ふるさと福祉サービス 093-932-2600

グループホーム　もみの木 小倉南区朽網西三丁目5番2号

株式会社　コヤマ 093-471-5911

小倉南ケアセンター和が家 小倉南区津田一丁目5番16号

株式会社　深田商店 093-474-2118

グループホームサニーホーム
小倉南区長野本町四丁目1933
番地

社会福祉法人　親和会 093-474-1220

グループホームひかり 小倉南区長野東町11番16号

株式会社　さわやか倶楽部 093-474-7888

グループホーム第２ふれあい家族 小倉南区長行西二丁目2番17号

有限会社　故郷 093-451-2888

グループホーム高野 小倉南区高野五丁目11番1号

医療法人社団　天翠会 093-451-3611

医療法人かん養生クリニック　グ
ループホームこもれび

小倉南区蜷田若園三丁目4番10
号

医療法人　かん養生クリニック 093-951-6979

グループホーム　双葉荘 小倉南区高野三丁目11番1号

社会福祉法人　双葉会 093-451-2851

医療法人かん養生クリニック　グ
ループホームこもれびⅡ

小倉南区蜷田若園三丁目4番9
号

医療法人　かん養生クリニック 093-922-3879

グループホーム　吉兵衛どんの里
小倉南区徳吉南三丁目16番17
号

ふく福介護株式会社 093-453-3515

小
倉
南
区

18人 4室

1室18人

18人 2室

0室18人

1室9人

18人 2室

1室18人

18人 0室

1室9人
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18人 3室



事業所名 住所

法人名 電話番号

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）空室情報

令和5年5月1日現在

定員 空室数行政区

空室状況は毎月１日時点の情報を掲載しています。最新の情報については各事業所に
お尋ねください。

グループホーム　ふたばのその
小倉南区徳吉西一丁目20番15
号

社会福祉法人　双葉会 093-453-2817

グループホーム　メロディ 小倉南区上貫三丁目3番25号

医療法人　心愛 093-474-2558

グループホーム　悦和の郷
小倉南区沼緑町一丁目11番19
号

社会福祉法人薫会 093-471-8565

グループホーム　好日苑　徳力の
郷

小倉南区南方三丁目5番6号

社会福祉法人春秋会 093-964-2233

グループホーム　モンテラッセ 小倉南区蒲生二丁目4番11号

株式会社モナトリエ 093-967-0816

グループホーム　ひまわりヒルズ 小倉南区曽根北町4番31号

社会福祉法人八心会 093-474-0100

グループホームハッピー若園 小倉南区若園一丁目6番16号

株式会社ハッピーアロー 093-967-8666

ひびき荘　グループホーム
若松区安屋3310番地の3　特別
養護老人ホーム　ひびき荘

社会福祉法人　孝徳会 093-741-0055

グループホーム　大正館 若松区花野路一丁目2番5号

株式会社　七施 093-742-7070

グループホーム　けやきの杜 若松区西小石町17番27号

医療法人　若愛会 093-751-1020

ふれあいの家浜町 若松区浜町二丁目7番6号

協栄興産株式会社 093-641-8771

グループホーム玄海の森 若松区有毛2933番地の6

医療法人　正周会水巻共立病院 093-742-5567

9人 0室

3室

6室18人

0室

18人 1室

18人 5室

0室18人

5室

3室9人

18人 1室

18人 0室

18人

18人 1室

小
倉
南
区

若
松
区

27人

18人



事業所名 住所

法人名 電話番号

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）空室情報

令和5年5月1日現在

定員 空室数行政区

空室状況は毎月１日時点の情報を掲載しています。最新の情報については各事業所に
お尋ねください。

グループホームいこい 若松区畑谷町6番18号

株式会社リューズ 093-751-3233

グループホーム　すずらんの家 若松区畠田25番1号

株式会社　すずらん 093-772-1200

グループホームわかくさ 若松区本町一丁目8番3号

医療法人　寿芳会 093-771-1765

グループホーム　ひびきの虹色館 若松区ひびきの南一丁目2番3号

社会福祉法人　本城会 093-695-7788

グループホーム　ふき 若松区大字有毛1765番地

医療法人晃輝会 093-742-7100

グループホーム　いきいき桜苑 若松区青葉台西六丁目2番10号

株式会社いきいき 093-482-8705

グループホーム　ベイサイドわか
まつ

若松区浜町一丁目19番1号

社会福祉法人希燿會 093-752-1800

ふれあいの家　清和苑 八幡東区清田二丁目12番7号

吉村興産株式会社 093-654-7010

グループホーム　八幡 八幡東区大蔵三丁目2番1号

社会福祉法人　年長者の里 093-652-6800

グループホーム　牧水の丘 八幡東区東鉄町5番20号

株式会社　エルダーサービス 093-652-6688

グループホーム　森の家 八幡東区山路松尾町13番25号

社会福祉法人　ふらて福祉会 093-653-1711

グループホーム牧水の丘Ⅱ 八幡東区東鉄町5番1号

株式会社　エルダーサービス 093-652-2020

0室

0室18人

27人 1室

1室18人

0室

2室18人

18人

2室18人

1室
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9人 0室

18人
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事業所名 住所

法人名 電話番号

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）空室情報

令和5年5月1日現在

定員 空室数行政区

空室状況は毎月１日時点の情報を掲載しています。最新の情報については各事業所に
お尋ねください。

グループホーム高見 八幡東区高見五丁目2番1号

株式会社　エルダーサービス 093-651-1275

グループホーム大蔵 八幡東区大蔵三丁目2番1号

社会福祉法人　年長者の里 093-652-3305

グループホーム山王 八幡東区山王一丁目15番1号

社会福祉法人　年長者の里 093-883-9741

グループホームビートルズ 八幡東区白川町7番43号

医療法人　心愛 093-663-8880

ふれあいの家祝町 八幡東区祝町二丁目13番5号

協栄興産株式会社 093-641-8771

ニチイケアセンター東田 八幡東区東田一丁目3番11号

株式会社ニチイ学館 093-662-0505

グループホームピアノ 八幡東区昭和三丁目1番27号

医療法人　心愛 093-654-1128

グループホーム　やまびこ
八幡西区町上津役東三丁目10
番16号

特定非営利活動法人　山ノ上　や
まびこ

093-614-2910

グループホーム　螢の郷
八幡西区香月西三丁目10番17
号

医療法人　香林会 093-618-8893

グループホーム　倫尚園
八幡西区馬場山東三丁目11番1
号

社会福祉法人　倫尚会 093-619-0230

八幡西ケアセンター和が家 八幡西区御開三丁目9番53号

株式会社　深田商店 093-601-3503

グループホーム　グローバルケア 八幡西区藤原三丁目10番15号

株式会社　グローバルケア 093-691-2214
9人 0室

5室

18人

0室9人

0室18人

18人 0室

18人

2室

18人 4室

0室

0室
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0室18人

八
幡
西
区

18人

18人

八
幡
東
区

18人



事業所名 住所

法人名 電話番号

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）空室情報

令和5年5月1日現在

定員 空室数行政区

空室状況は毎月１日時点の情報を掲載しています。最新の情報については各事業所に
お尋ねください。

グループホーム折尾東 八幡西区丸尾町6番22号

株式会社　エルダーサービス 093-695-1220

グループホーム華里 八幡西区八枝三丁目12番10号

医療法人　権頭クリニック 093-645-2700

グループホーム　星ヶ丘 八幡西区星ヶ丘三丁目5番21号

有限会社　星の里 093-617-4808

福の里グループホーム結
八幡西区楠橋上方二丁目18番
37号

有限会社　福の里 093-619-2970

グループホーム　きらめき
八幡西区本城東一丁目11番27
号　大野建設ビル

株式会社　プロデュ－ス 093-695-3850

グループホーム　こころ 八幡西区木屋瀬二丁目7番8号

有限会社　ケア・サービスさかえ 093-619-1430

あおぞらの里　グループホーム
黒崎

八幡西区東鳴水三丁目6番1号

株式会社　シダー 093-645-1612

グループホーム　もやい 八幡西区竹末一丁目10番15号

医療法人　権頭クリニック 093-644-2257

グループホーム　グローバルケア
Ⅱ

八幡西区中の原一丁目4番7号

株式会社　グローバルケア 093-691-2214

グループホーム　ひだまり 八幡西区浅川一丁目25番6号

株式会社　健康サポートセンター 093-695-1315

グループホーム　愛
八幡西区鷹の巣一丁目7番7号
鷹の巣ビル2Ｆ

ふく福介護株式会社 093-622-8098

グループホームこの葉
八幡西区三ツ頭二丁目15番10
号

有限会社　ミラクル 093-691-8858
0室9人

18人

18人
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1室
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0室18人
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事業所名 住所

法人名 電話番号

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）空室情報

令和5年5月1日現在

定員 空室数行政区

空室状況は毎月１日時点の情報を掲載しています。最新の情報については各事業所に
お尋ねください。

愛好の里グループホーム青春・明
苑

八幡西区馬場山東一丁目26番
20号

株式会社　エルゼ 093-618-7831

グリーンリーフ星ヶ丘 八幡西区星ケ丘六丁目1番37号

有限会社　サンコー 093-618-7726

グループホームのぞみ 八幡西区陣原三丁目25番1号

有限会社　精祥 093-621-1007

グループホーム黒崎 八幡西区東王子町7番8号

北九州ヘルスケアサービス株式会
社

093-621-2612

風の里　グループホーム 八幡西区里中二丁目17番13号

社会福祉法人　薫風会 093-612-0120

グループホームいなほ園
八幡西区町上津役東二丁目21
番44号

特定非営利活動法人　山ノ上　や
まびこ

093-612-1500

いきいき良花居 八幡西区東折尾町16番10号

株式会社　いきいき 093-692-5600

ニチイケアセンター下上津役
八幡西区下上津役二丁目11番
21号

株式会社　二チイ学館 093-614-5201

グループホーム　蓬莱 八幡西区森下町27番38号

社会福祉法人　もやい聖友会 093-645-2700

グリーンリーフ瀬板 八幡西区則松東二丁目1番12号

有限会社　サンコー 093-695-6422

サポートセンター本城グループ
ホーム

八幡西区本城東六丁目1番16号

社会福祉法人　孝徳会 093-692-8811

グループホーム　わかば 八幡西区香月西二丁目9番3号

社会福祉法人　健美会 093-617-1515
18人
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事業所名 住所

法人名 電話番号

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）空室情報

令和5年5月1日現在

定員 空室数行政区

空室状況は毎月１日時点の情報を掲載しています。最新の情報については各事業所に
お尋ねください。

グループホームきらめき　上の原
八幡西区上の原二丁目17番11
号

株式会社　プロデュース 093-613-8866

きたふくグループホーム　「自悠の
郷」幸神

八幡西区幸神二丁目6番5号

北九州福祉サービス株式会社 093-642-9500

グループホームかすがの杜(一号
館・二号館)

八幡西区八千代町9番30号

株式会社　ケアリング 093-644-3888

さわやかグループホームせいのう 八幡西区清納二丁目11番13号

株式会社　さわやか倶楽部 093-662-8100

グループホーム聖ヨゼフの園
八幡西区八幡西区鷹見台一丁
目４番１７号

社会福祉法人援助会 093-603-8110

グループホームほたるのまち
八幡西区上上津役五丁目８番１
号

社会福祉法人風の森 093-613-1170

グループホーム　ひろき苑 八幡西区本城４丁目７番４６号

株式会社河村福祉サービス 093-603-8770

グループホーム金刀比羅 戸畑区金比羅町4番29号

医療法人　医和基会 093-873-8731

グループホーム　ほうらい小芝 戸畑区小芝一丁目6番10号

有限会社　ほうらい 093-871-8200

グループホーム　新池 戸畑区新池三丁目3番19号

有限会社　八起 093-871-4341

いこいの里中原 戸畑区中原西二丁目7番8号

株式会社　ウキシロケアセンター 093-873-3151

グループホームわらい 戸畑区新川町5番6号

木曽工業株式会社 093-881-4451

八
幡
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事業所名 住所

法人名 電話番号

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）空室情報

令和5年5月1日現在

定員 空室数行政区

空室状況は毎月１日時点の情報を掲載しています。最新の情報については各事業所に
お尋ねください。

グループホームらいふ 戸畑区新池一丁目5番4号

社会福祉法人　ライフ北九州 093-881-1780

グループホームとばた 戸畑区千防一丁目1番6号

社会福祉法人　福音会 093-873-5115

認知症対応型共同生活介護　プロ
ムナードとばた

戸畑区金比羅町4番40号

社会福祉法人　いわき福祉会 093-873-3050

さわやかグループホームなかばる 戸畑区中原西三丁目8番12号

株式会社　さわやか倶楽部 093-873-7755
1室18人

0室

0室
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18人
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