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綾 町 

高齢者ガイドブック 
～ 地域包括ケアの実現に向けて ～ 

 

 

 

このガイドブックを利用されるみなさまへ 

 綾町では、地域全体で高齢者を支える仕組み「地域包括ケアシス

テム」の構築を目指し、さまざまな支援を切れ目なく連携させる地

域づくりに努めています。 

このガイドブックは、元気な高齢者が増えるよう、また医療と介

護が必要になっても、住み慣れた地域で尊厳をもって暮らし続ける

ことができるよう、生活に役立つさまざまな情報をまとめたもので

す。ぜひご活用ください。 

 

 

 

－平成３０年度版－ 
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高年者クラブ          [問]綾町高年者研修センター ☎77‐1133                       

町内 13 地区／会員約 340 人 

健康・友愛・奉仕の全国三大運動を基本に、仲間づくり、健康づくり、シルバー

ボランティア友愛訪問・児童とのふれあい交流などを実施。 

問い合わせは各地区の高年者クラブ会長もお受けします 

 

集いの場           [問]綾町高年者研修センター ☎ 77-1133                 

入浴や交流など自由にお過ごしください。 

 

■開館日／月～金曜日の９:00～17:00（祝祭日除く） 

＊入浴利用 10:00～15:30 

■参加料／無料（食事代は自己負担） 

■その他／外出支援バスでの送迎あり（ただし巡回時間あり） 

 

お達者クラブ           [問]綾町社会福祉協議会 ☎ 77-3066  

町内 17 クラブ 

閉じこもり防止と健康寿命を延ばすことを目的に、月１回開催（日程は広報誌に

掲載されています）。 

 

■内容／レクレーション、作品づくり、会食（年２回）、交流会、遠足、映画鑑賞、

健康教室など 

■活動地区（17 地区） 

上畑・四枝・中堂・揚町・立町・宮谷・古屋・昭和・宮原・神下・東中坪・ 

西中坪・南麓・麓・北麓・二反野・尾立 

 

友愛訪問活動          [問]綾町高年者研修センター☎ 77-1133  

各地区のシルバーボランティアが、一人暮らしの高齢者宅を訪問。声掛けなどを

しながら、安否確認をしています。 

１  生きがい対策 



5 

 

綾町ボランティアセンター     [問]綾町社会福祉協議会 ☎ 77-3066  

ボランティアをしたい希望者の登録や、ボランティアの依頼についての調整を行

います。 

 

社会参加          [問]綾町シルバー人材センター ☎ 77-3200  

高齢者のための臨時的かつ短期的な就業、その他の軽易な業務に係る就業を通じ

て、高齢者の生きがいの充実や社会参加の推進を図ります。 

 

 

 

いきいき百歳体操       [問]綾町地域包括支援センター ☎77-3141                 

ＤＶＤを見ながら、体操実技を行い、自分自身で健

康維持に努めます。各地区で実施しています。 

 

■参加料／無料 

（用具は実費が必要な場合があります） 

 

通所Ａ            [問]綾町地域包括支援センター ☎77-3141   

綾町地域包括支援センターで生活相談をした者で、「チェックリスト」を実施し

た結果、支援の必要があると認められた者、または要支援１・２認定者。 

詳細はお問い合わせください。 

 

■サービス提供事業所（有料）／綾町社会福祉協議会    ☎77-2005 

ゆうあい綾デイサービス  ☎77-1458 

デイサービスやすらぎの杜 ☎77-2751 

 

 

 

 

２ 健康増進・介護予防 
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みんなの楽校リアン      [問]綾町地域包括支援センター ☎77-3141  

入浴、昼食、その日に行うゲーム等、自分したいことを決める自己選択型の集い

の場です。いきいき百歳体操も行います。自分の身のまわりのことが概ねできる

方が対象です。 

■利用料／無料（ただし、昼食は実費もしくは弁当持参） 

詳細はお問い合わせください。 

 

後期高齢者健康診査         [問]綾町役場福祉保健課 ☎77-1114  

綾町に住民があって施設等に入っていない方で、後期高齢者医療保険に加入され

ている方を対象に、健康診査を実施します。対象の方には案内を送付します。  

 

■受診料／無料（町内の医療機関に限る） 

各種がん検診             [問]綾町健康センター ☎77-0195  

綾町に住民票がある方を対象に、各種がん検診を実施して

います。がん検診の詳細については、個別に送付します。 

 

■費用／検診によって異なる 

 

 

 

うつ病予防              [問]綾町健康センター ☎77-0195         

“年のせい”と考え、見逃されていることが多くあります。悩みがあるときは、

一人で悩まず、まずは誰かに相談しましょう。 

 

■うつ病のサイン 

・体力の衰え、退職、親しい人との別れなどのうつ病のきっかけが増える。 

・「もの忘れ」がある。認知症と間違われやすい。 

・「疲れやすい」「あちこちが痛い」など、体に症状が出やすい。 

・体の病気が増え、ストレスや絶望感が強くなり、気弱になる。 

・これまで楽しんできた趣味や活動に興味が持てず、喜びを感じない。 

■心がけること 

 ・ まず休む  ・ 焦らない ・ ぼちぼちやる 
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口腔ケア               [問]綾町健康センター ☎77-0195  

歯や口の機能を保つことは、全身の健康を守ることにつながります。 

 

■口腔ケアのポイント 

 ・毎食後、必ず歯みがきをする（歯間ブラシも使う） 

 ・義歯ははずしてみがく 

 ・舌の清掃も大切 

 ・歯科医院での定期的な状態チェックをしましょう 

 

 

 

栄養                 [問]綾町健康センター ☎77-0195   

１日３回の食事のリズムは、低栄養を防ぎ、介護予防の第一歩となります。少量

で栄養価の高いものを選びましょう。 

 

■たんぱく質／卵、軟らかく調理した肉、むきエビ、アジ、イワシ、サンマ、豆

腐、厚揚げ、油揚げ、納豆、牛乳、乳製品 

■エネルギー／ごはん、パン、麺類 

■ビタミン・ミネラル(Fe)／魚の内臓や血合いの部分、赤身の肉類、牡蠣、 

ココア、緑黄色野菜、種実類、ドライフルーツなど 

 

 

 

災害時要支援者管理制度    [問]綾町地域包括支援センター ☎77-3141  

                   綾町役場 福祉保健課 ☎77-1114   

一人暮らしをしている高齢者や体の不自由な方と同居する高齢者を、いざという

ときに備え支援する制度。災害などの緊急時に登録情報を素早く活用し支援しま

す。 

 

 

 

 

３  生活支援サービス 
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軽度生活援助事業       [問]綾町地域包括支援センター ☎77-3141  

                   綾町役場 福祉保健課 ☎77-1114   

65 歳以上の一人暮らし高齢者などを対象に、生活援助員を派遣し、買い物や屋

内外の整理整頓などの日常生活の援助を行います。 

 

■利用条件／原則週 3 時間まで 

■料金／１時間 80 円 

 

配食サービス         [問]綾町地域包括支援センター ☎77-3141  

                     綾町デイサービス ☎77-2005  

65 歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯などで調理が困難な場合など、栄養バ

ランスのとれた食事を提供し、食生活の自立を図ります。あわせて、安否確認を

行います（日曜・祝祭日を除く）。 

 

■料金／１食あたり 450 円、おかずのみ 400 円 

高年者タクシー利用料金助成事業   [問]綾町役場福祉保健課 ☎77‐1114  

高齢者のタクシー利用時に料金の一部を助成します。 

助成には申請が必要です。お住まいの地区、年齢、身体状

況、運転免許証の有無などの申請要件があるため、必ずお

問い合わせください。 

 

 

外出支援サービス事業（巡回バス） [問]綾町高年者研修センター ☎77-1133  

65 歳以上の高齢者および障がい者を対象に、公共施設（役場、高年者研修セン

ター、図書館など）、医療機関との区間送迎を行います。利用には事前申請が必

要です。 

※運行表は最終ページに掲載されています 

 

温泉入浴料補助          [問]綾町役場 福祉保健課 ☎77-1114  

70 歳以上の高齢者を対象に温泉利用料 300 円を助成します。利用には事前申

請が必要です 
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入浴施設・歩行浴プール（無料）  [問]綾町高年者研修センター ☎77-1133  

65 歳以上の高齢者は、高年者研修センターのお風呂が無料で利用できます。ま

た、40 歳以上は歩行浴プールの利用も無料です。利用できる日時についてはお

問い合わせください。 

 

住宅改修              [問]綾町役場産業観光課 ☎77‐3464  

介護保険の認定を受けていない対象者向けに、住宅のリフォーム経費の一部を助

成します。事前申請が必要です。条件など詳しくはお問い合わせください。 

 

ごみ運搬支援            [問]綾町役場町民生活課 ☎77‐3465  

身体的な理由によりごみの運搬ができない場合は、個別収集します。利用には事

前申請が必要です。 

 

日常生活自立支援事業（あんしんサポートセンター）             

                [問] 綾町社会福祉協議会 ☎77-3066  

もの忘れがひどく、自分の生活や財産管理が心配なとき、重要書類や金銭管理な

どを支援します。 

 

■料金／有料 ※相談は無料 

■備考／知的障がいや精神障がいをお持ちの方も利用できます 

 

成年後見制度           [問]綾町役場福祉保健課 ☎77-1114  

判断能力の不十分な方（認知症、知的障がい、精神障がいなどによるもの）を保

護する制度です。 

 

■料金／有料 

■備考／法定後見制度、任意後見制度もあります 

※直接問い合わせする場合は、家庭裁判所 ☎23-2261（内線 431）へ 
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介護サービスを利用するには、要介護認定が必要です。また、介護度により利用

できるサービスが異なります。 

 

居宅サービス（自宅を中心に利用するサービス） 

ケアプランの作成                              

居宅介護支援・介護予防支援 

ケアマネジャーに支援計画を作成してもらうほか、安心して介護サービスを利用

できるよう支援してもらうことができます。 

事業所・施設 事業所・施設 

綾町社会福祉協議会 ☎77-3066 綾慶明会在宅介護支援センター 

☎55-0608 

ケアプランやすらぎ ☎77-2208 プランニング諸井 ☎77-0679 

ケアプランぬくもり 

☎080-8350-2430 

 

 

自宅で受けるサービス                           

訪問介護 

ホームヘルパーが身体介護や生活援助を行います。 

介護予防・生活支援サービス事業訪問型サービス 

 調理や掃除をホームヘルパーと一緒に行い、「利用者本人ができること」を支

援してもらいます。 

施設に通って受けるサービス                        

訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護 

 入浴の介助を受けられます。 

 

訪問看護・介護予防訪問看護 

看護師が床ずれの手当てや点滴の管理を行います。 

 

訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション 

リハビリ専門家によるリハビリを自宅で受けることができます。 

 

 

４  介護が必要になったとき（介護保険制度） 
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居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導 

歯科、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などに訪問してもらい、薬の飲み方や食

事など療養するうえでの管理・指導を受けることができます。 

  

通所介護・介護予防・生活支援サービス事業通所介護 

 食事や入浴などの介護、機能訓練、栄養改善、口腔機能向上などを日帰りで受

けることができます。 

 [町内の事業所] 綾町社会福祉協議会デイサービス ☎77-2005 

 ゆうあい綾デイサービス ☎77-1458 

         やすらぎの杜デイサービス ☎77-2671 

 

通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション 

 機能訓練、栄養改善、口腔機能向上などを日帰りで受けることができます。 

 ［町内の事業所］ デイケアやすらぎ ☎77-2202 

 

短期間施設に泊まって受けるサービス                    

短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護（ショートステイ） 
 介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事・入浴などの介護や機能訓練を

受けることができます。 

［町内の事業所］ やすらぎの里 ☎77-0501 

 

短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護 
介護老人保健施設などに短期間入所して、医療によるケアや介護、機能訓練な

どを受けることができます。町外の事業所を利用することになります。 

 

自宅から移り住んで利用するサービス                    

特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護 

有料老人ホームなどに入所して受けるサービス。食事や入浴などの介護、機能

訓練などがあります。 

 ［町内の事業所］ やすらぎの杜 ☎77-2691 
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“生活介護が中心” 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）           

常に介護が必要で、自宅では介護ができない人が対象。要介護３～５の人。 

 ［町内の事業所］ やすらぎの里 ☎77-0501 

 

“介護やリハビリが中心” 介護老人保健施設                 

病状が安定し、リハビリに重点をおいた介護が必要な人が対象。要介護１～５

の人。町外の施設を利用することになります。 

 

“病院での療養が中心” 介護療養型医療施設                

急性期の治療を終え、病状は安定しているが、長期間にわたり療養が必要な人

が対象。要介護１～５の人。町外の施設を利用することになります。 

住み慣れた地域で受けるサービス 

認知症の方向けのサービス                        

認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 

 認知症と診断された高齢者が共同で生活できる場（住居）で、食事・入浴など

の介護や支援、機能訓練を受けることができます。 

［町内の施設］ グループホームコスモス苑 ☎30-7855 
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通い・訪問・泊まりを組み合わせたサービス                

小規模多機能型居宅介護 

介護予防小規模多機能型居宅介護 

 小規模な住居型の施設への「通い」を中心に、

自宅に来てもら「訪問」、施設に 

 「泊まる」サービスが柔軟に受けられます。 

 ［町内の施設］  

アミーチェ ☎30-7866 

 

 

 

認知症予防の 10 カ条 

①バランスの良い食事                           

高血圧の人は塩分、脂質異常症の人は動物性脂肪を 

控えましょう。 

野菜・果物（ビタミン C、E，βカロチン）・魚  

（DHC・EPA）を積極的に食べるようにしましょう。 

よく噛んで食べることも脳の活性化につながります。 

 

②適度な運動                               

 特にウォーキングや散歩（季節を五感で感じる）などの有酸素運動を週３回行

うよう心掛けましょう。 

手は「第二の脳」とも言われます。けん玉、お手玉を使って集中したり、難し

い技に挑戦したりするなど、手を使う運動も脳を活性化させます。 

 

③規則正しい生活                             

お酒の飲みすぎは脳に打撃を与えるうえ、記憶力の大敵となります。また、タ

バコも脳の血流を妨げます。 

昼寝は 30 分未満にし、起床後２時間以内に太陽を浴びましょう。 

 

④生活習慣病に気を付ける                          

高血圧・糖尿病・肥満などの予防、早期発見、早期治療を心掛けましょう。 

 

 

５  認知症対策 
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⑤けがに注意                              

転倒による頭の打撲は、認知症を招く原因になります。転倒予防には、土踏ま

ずを鍛える運動が効果的です。足指じゃんけんや手ぬぐいを床に広げ、足の指で

たくし寄せる運動などを継続するとつまずきにくくなります。 

 

⑥興味と好奇心を持つ                           

 趣味など好きなことをしているときは、脳が活性化します。趣味を続けたり、

興味を持ったことを新しく始めたりしてみましょう。 

 

⑦考えをまとめて表現する習慣を付ける                   

２日前の出来事を毎朝５分、絵や地図などを入れて日記をつけてみましょう。

絵や地図は空間認識力を高めます。レシートを見ずに、家計簿をつけるのも効果

的です。 

 

⑧コミュニケーション                           

こまやかな気配りをし、良い付き合いをしましょう。 

 

⑨身だしなみに気を付ける                           

いつも若々しく、おしゃれ心を忘れずに。 

 

⑩前向きな気持ち                            

悲観的にならず、明るい気分で生活をしましょう。 
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認知症早期発見の目安 

物忘れがひどい                               

・電話を切ったばかりなのに、すぐ相手の名前を忘れ

る。 

・同じことを何度も言う、問う、する。 

・しまい忘れや置き忘れが増え、いつも探し物をして

いる。 

・財布、通帳、衣類などが盗まれたと家族や他人を疑

う。 

判断力・理解力が衰える                           

・料理、片付け、計算、運転などでミスが多くなった。 

・新しいことが覚えられない。 

・話のつじつまが合わない。 

・テレビ番組の内容が理解できなくなった。 

 

時間・場所が分からないことが増える                    
・約束の日時や場所を間違えるようになった。 

・慣れた道でも迷うことがある。 

 

人柄が変わる                               

・些細なことで怒りっぽくなった。 

・周りへの気遣いがなくなり頑固になった。 

・自分の失敗を人のせいにする。 

・「このごろ様子がおかしい」と周囲から言われた。 

 

不安感が強くなる                             

・ひとりになると怖がったり、寂しがったりする。 

・外出時の持ち物を何度も確かめる。 

・「頭が変になった」と本人が訴える。 

 

意欲が無くなる                             

・下着を変えず、身だしなみを構わなくなった。 

こんな症状に注意！ 
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・趣味や好きなテレビ番組に興味を示さなくなった。 

・ふさぎこんで、何をするにもおっくうがったり嫌がったりする。 

 

 

 

 

 

認知症支援 

専門機関への相談      ［問］綾町地域包括支援センター ☎77-3141   

専門病院の早期受診は、認知症の急速な進行の予防につながります。県内には、

「もの忘れ外来」「認知症外来」「認知症疾患医療センター」などがあります。 

 

オレンジカフェ     ［問］綾慶明会在宅介護支援センター ☎55-0608  

認知症患者やその家族を支援するための集まりの場です。日ごろの悩みや思いを

話したり、医療や介護などの情報を交換したりすることができます。 

 

オレンジ手帳        ［問］綾町地域包括支援センター ☎77-3141  

より良い医療・介護・福祉のサービスを受けられるよう、かかりつけ医や食べ物

の好みなどの情報、医療や介護を受けるときの要望などを伝える手帳です。無料

で交付しています。 

 

認知症初期集中支援チーム  ［問］綾町地域包括支援センター ☎77-3141  

認知症専門医の指導のもと、医療・介護の専門職が認知症の疑われる人や認知症

患者及びそのご家族を訪問します。認知症の人の自立した生活を支援します。 

 

緊急時の対応（行方不明になった時の対応） 

高岡警察署   ☎０９８５‐８２‐４１１０ 

綾町消防団本部 ☎７７‐１１１２（役場）へまずはご一報下さい。 

見守りが必要なご家族のいる方へぜひご相談ください 

綾町地域包括支援センター ☎77-3141 

「最近、もの忘れがひどいなぁ」「人柄が変わったように感じる」 

そのような様子の変化は、「認知症」かもしれません。 

まずはかかりつけ医にご相談ください。 
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綾町役場福祉保健課    ☎77-1114 

綾町社会福祉協議会    ☎77-3066 

 

 

家族介護者の会       ［問］綾町地域包括支援センター ☎77-3141  

在宅で介護をしている家族が集まり、情報交換等の交流をします。どなたでも参

加できます。 

 

介護相談          ［問］綾町地域包括支援センター ☎77-3141  

介護をしている家族は、さまざまな悩みを持ったり問題を抱えたりします。気軽

にご相談ください。 

 

家族介護用品支給事業    ［問］役場福祉保健課（保健推進係）☎77-1114  

在宅高齢者を介護している家族に対し、必要な介護用品を支給します。介護度に

より支給金額が異なります。 

 

 

 

 

綾町ケアハウスうるおいの里    ［問］綾町社会福祉協議会 ☎77-3066  

自宅で生活することが困難な高齢者が、低額な料金で入所し日常生活を送るうえ

で必要なサービスを利用できます。詳しくはお

問い合わせください。 

 

 

 

 

 

６  家族への支援 

 

７  高齢者向けの住まい 
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綾町内の医療機関                     （50 音順） 

医療機関 診療科目 

綾外科 ☎77-3355 
外科・胃腸内科・循環器内科・呼吸器内科・

肛門科・麻酔科 

綾立元診療所 ☎77-0333 内科・外科 

田口歯科医院 ☎77-1477 歯科・小児歯科・矯正歯科・歯科口腔外科 

たまきクリニッ

ク 
☎77-2512 内科・小児科 

結い診療所 ☎30-7383 内科 

なるせファミリ

ー歯科 
☎77-7300 歯科・小児歯科、口腔外科 

国富町の医療機関                     （50 音順） 

医療機関名 診療科目 

海老原病院 ☎75-2115 整形外科・呼吸器・循環器内科 他 

けいめい記念病院 ☎75-7007 内科・眼科・整形外科・脳神経外科 他 

国富耳鼻咽喉科 ☎30-6217 耳鼻咽喉科 

こざくら整形外科 ☎75-2121 整形外科・リハビリ 

小橋皮膚科 ☎75-1201 皮膚科 

さとう内科小児科医院 ☎75-9099 内科・小児科 

田中外科医院 ☎75-8585 内科・消化器科・外科 

棚田内科泌尿器科 ☎75-1000 内科・泌尿器科 

日高内科胃腸科 ☎75-8500 内科・胃腸科 

山下医院 ☎75-2104 内科・循環器科 

八代たなか内科 ☎75-3300 内科 

宮崎市（旧高岡町）の主な医療機関              （50 音順） 

医療機関名 診療科目 

麻生整形外科クリニック  ☎ 82- 整形外科・リウマチ科・リハビリ 

８  医療 
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0005 

児玉胃腸科・外科 
☎ 82-

0300 

消化器科・内科・外科・肛門科 

こむら内科医院 
☎ 82-

5611 

内科・消化器科 

小室医院 ☎ 82-

0033 

内科・呼吸器科・消化器科 

辰元病院 ☎ 82-

3531 

循環器内科・リハビリ・放射線科・神経内科 

 

 

相談内容 相談先 

○介護保険制度（保険料・被保険者資格） 

○後期高齢者医療制度（保険料） 

○国民健康保険制度 

福祉保健課 

保健推進係 ☎77-1114 

○生活保護制度 

○身体障がい者福祉制度 

○年金 

福祉保健課 

福祉係   ☎77-1114 

○各種健診 

○健康相談 

○介護認定申請 

福祉保健課 

健康増進係（健康センター）  

☎77-0195 

○消防関係 

○防災無線 

○町営住宅 

総務税政課 

消防管財係 ☎77-1112 

○税金のこと 

 ・固定資産税 ・個人住民税 ・軽自動車税 

 ・国民健康保険税 ・納税相談 

総務税政課 

町税係   ☎77-1113 

○環境衛生（廃棄物のこと） 

○交通防犯 

町民生活課 

生活環境係 ☎77-3465 

○住民登録（転入・転出・転居など） 

○戸籍 

町民生活課 

町民係   ☎77-3466 

○生涯学習 社会教育課 ☎77-1183 

○住宅リフォーム補助制度のこと 産業観光課 ☎77-3464 

９  地域ケア・相談窓口 

 



20 

 

○観光イベントやスポーツキャンプの情報 

○上下水道のこと 

○道路のこと 
建設課   ☎77-3467 

○綾町の財政に係ること 

○ホームページや広報誌に関すること 

○国勢調査・統計調査に関すること 

企画財政課 ☎77-2948 

○農業に関すること 

○農地の相談 
農林振興課 ☎77-0100 

 

民生委員・児童委員 

地区の皆さんをいつも見守り、相談ごとの解決のため支援します。必要に応じて

相談先の紹介や各種行政手続きの案内も行います。気軽にご相談ください。 

 

（任期／平成 31 年 11 月 30 日まで） 

地区 委員 連絡先 

上畑・倉輪 榮福  学 ☎77-2102 

四枝・中堂 佐々木幸夫 ☎30-7937 

揚町・立町 三原 信夫 ☎77-2357 

宮谷・二反野   

古屋 染矢 利子 ☎77-1650 

昭和 西川 文一 ☎77-2963 

宮原 入船 康紀 ☎77-1806 

神下 松浦 孝子 ☎77-0023 

東中坪 佐々木 保 ☎77-2185 

西中坪 満田 律子 ☎77-1126 

南麓 黒木多賀子 ☎77-2747 

麓 高妻 光郎 ☎77-1862 

北麓・久木野々 上野 賢治 ☎77-2390 

杢道・割付 長峰 栄子 ☎77-2333 

竹野・尾立 松方 邦博 ☎77-2675 

主任児童委員 坂田 正夫 ☎77-0225 
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主任児童委員 西 加代子 ☎77-1918 

 

その他の相談窓口 

相談内容 相談先 

生活保護の相談 中央福祉こどもセンター ☎26-1551 

薬の相談 

・飲み残しがある 

・薬の整理ができない など 

宮崎県薬剤師会     ☎26-7755 

綾町 健康センター   ☎77-0195 

 

 

 

（営業時間やサービス内容については、必ず事業所へご確認ください） 

種 類 事業所名 連絡先 

憩いの場 綾ふれあい館 ☎30-7270 

薬などの相談 郷田薬局（西中坪） ☎77-0045 

 綾ほうゆう薬局（立町） ☎30-7140 

 照葉薬局（立町） ☎30-7335 

新聞 
綾新聞販売所（揚町） 

＊見守りサービス実施中 
☎77-0025 

灯油など 
坂田石油（神下） ☎77-2145 

JA 綾町給油所（南麓） ☎77-0144 

電気工事・水回り・水道など 
尾原電気水道商会（東中

坪） 
☎77-0206 

見守り協力店 
綾郵便局 ☎77-2171 

ナフコ 綾店 ☎30-7761 

バス利用 

・悠々パス（定額定期券） 

・１日乗り放題券 

・ワンコインパス 

（土・日・祝日のみ 500 円） 

宮崎交通 ☎32-0718 

入浴施設 

綾温泉（酒泉の杜） ☎77-2222 

光明石の湯（綾川荘） ☎77-0070 

てるはの森の宿 ☎77-1227 

１０  生活お役立ち情報 
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介護タクシー あっとほーむ心愛 ☎30-7811 

移動サービス 

・タクシー券利用 

宮交タクシー ☎77-0127 

クーリングオフの相談 

（悪質業者からの購入品返品など）  

宮崎県消費生活センター ☎25-0999 

宮崎市消費生活センター ☎21-1755 

犯罪などの困りごと 綾駐在所 ☎77-1141 

葬儀にかんする事 

 

綾の杜ホール 

くにそう会館(国富) 

☎30-7711 

☎75-9009 

代行 綾代行 ☎77-3100 

ちょっとした困りごと 綾町シルバー人材センター ☎77-3141 
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