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　日常生活において常時介護が必要で、自宅では介護が困難な方が入所
できる施設です。
　食事、入浴、排せつなどの日常生活介護や療養上のお世話をします。

介護老人福祉施設 ●特別養護老人ホーム

●利用料
要介護度により異なります。
居住費（滞在費）と食費等は原則として自己負担になります。

　※詳しくは、各施設に直接お問い合わせください。

介護サービス費用
（月額・1割の場合）

約16,770～ 27,390円 居住費 ＋ 食費 ＋ 日常生活費等＋

　定員29人以下の小規模な介護老人福祉施設に入所する方に、食事・入
浴等の介護や機能訓練などのサービスを行います。

地域密着型介護老人福祉施設（地域密着型特別養護老人ホーム）

●利用方法
各施設に直接お申し込みください。
（Ｐ52をご覧ください。）

●利用料
要介護度により異なります。
居住費（滞在費）と食費等は原則として自己負担になります。

　※詳しくは、各施設に直接お問い合わせください。

居住費 ＋ 食費 ＋ 日常生活費等＋

●利用方法
各施設に直接お申し込みください。
（Ｐ51をご覧ください。）

●サービスを利用できる方
介護保険の要介護3から要介護5の認
定を受けている方及び要介護1又は要
介護2であって特例入所の要件に該当
する方。

●サービスを利用できる方
介護保険の要介護3から要介護5の認
定を受けている方及び要介護1又は要
介護2であって特例入所の要件に該当
する方。

　病状が安定している方に対し、医学的管理のもとで看護、介護、リハ
ビリテーションを行い、家庭への復帰を支援する施設です。
　必要としている方に一定期間の医療ケアと日常生活上のお世話をしま
す。

介護老人保健施設 ●老人保健施設

●サービスを利用できる方
介護保険の要介護1から要介護5の認
定を受けている方。

●利用料
要介護度により異なります。
居住費（滞在費）と食費等は原則として自己負担になります。

　※詳しくは、各施設に直接お問い合わせください。

●利用方法
各施設に直接お申し込みください。
（Ｐ52をご覧ください。）

＋ 居住費 ＋ 食費 ＋ 日常生活費等（※加算等は含みません。）

介護サービス費用
（日額・1割の場合）

567～925円
（※加算等は含みません。）

介護サービス費用
（月額・1割の場合）

約21,030～ 29,790円
（※加算等は含みません。）
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　日常生活において常時介護が必要で、自宅では介護が困難な方が入所
できる施設です。
　食事、入浴、排せつなどの日常生活介護や療養上のお世話をします。

介護老人福祉施設 ●特別養護老人ホーム

●利用料
要介護度により異なります。
居住費（滞在費）と食費等は原則として自己負担になります。

　※詳しくは、各施設に直接お問い合わせください。

介護サービス費用
（月額・1割の場合）

約16,770～ 27,390円 居住費 ＋ 食費 ＋ 日常生活費等＋

　定員29人以下の小規模な介護老人福祉施設に入所する方に、食事・入
浴等の介護や機能訓練などのサービスを行います。

地域密着型介護老人福祉施設（地域密着型特別養護老人ホーム）

●利用方法
各施設に直接お申し込みください。
（Ｐ52をご覧ください。）

●利用料
要介護度により異なります。
居住費（滞在費）と食費等は原則として自己負担になります。

　※詳しくは、各施設に直接お問い合わせください。

居住費 ＋ 食費 ＋ 日常生活費等＋

●利用方法
各施設に直接お申し込みください。
（Ｐ51をご覧ください。）

●サービスを利用できる方
介護保険の要介護3から要介護5の認
定を受けている方及び要介護1又は要
介護2であって特例入所の要件に該当
する方。

●サービスを利用できる方
介護保険の要介護3から要介護5の認
定を受けている方及び要介護1又は要
介護2であって特例入所の要件に該当
する方。

　病状が安定している方に対し、医学的管理のもとで看護、介護、リハ
ビリテーションを行い、家庭への復帰を支援する施設です。
　必要としている方に一定期間の医療ケアと日常生活上のお世話をしま
す。

介護老人保健施設 ●老人保健施設

●サービスを利用できる方
介護保険の要介護1から要介護5の認
定を受けている方。

●利用料
要介護度により異なります。
居住費（滞在費）と食費等は原則として自己負担になります。

　※詳しくは、各施設に直接お問い合わせください。

●利用方法
各施設に直接お申し込みください。
（Ｐ52をご覧ください。）

＋ 居住費 ＋ 食費 ＋ 日常生活費等（※加算等は含みません。）

介護サービス費用
（日額・1割の場合）

567～925円
（※加算等は含みません。）

介護サービス費用
（月額・1割の場合）

約21,030～ 29,790円
（※加算等は含みません。）
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　認知症の状態にある方が少人数で共同生活し、家庭的な雰囲気の
中で、介護スタッフによる日常生活の支援や機能訓練などが受けら
れます。

認知症対応型共同生活介護 ●グループホーム

●サービスを利用できる方
介護保険の要支援２、または、要介護１か
ら要介護５の認定を受けている方。
※要支援１の方は、利用できません。

●利用料
要介護度により異なります。
また、居住費（滞在費）と食費等は自己負担になります。

　※詳しくは、各施設に直接お問い合わせください。

●利用方法
各施設に直接お申し込みください。
（Ｐ53、54をご覧ください。）

＋ 居住費 ＋ 食費 ＋ 日常生活費等

（介護予防認知症対応型共同生活介護）

　長期療養のための医療と日常生活上の介護を一体的に提供する施設で
す。
　介護療養型医療施設の転換施設です。

介護医療院 　　　　　

●サービスを利用できる方
介護保険の要介護１から要介護５の認
定を受けている方。

●利用方法
各施設に直接お申し込みください。
（P52をご覧ください。）

●利用料
要介護度により異なります。
居住費（滞在費）と食費等は原則として自己負担になります。

＋ 居住費 ＋ 食費 ＋ 日常生活費等
介護サービス費用

（月額・1割の場合）
20,940～ 40,710円
（※加算等は含みません。）

介護サービス費用
（日額・1割の場合）

757～854円
（※加算等は含みません。）

　病状が安定期にあり、医学的管理のもとで長期にわたる療養を必要と
する方のための医療機関の施設です。
　療養上の管理、看護、医学的管理下での介護を行います。

介護療養型医療施設 ●介護療養病床等　

●サービスを利用できる方
介護保険の要介護１から要介護５の認
定を受けている方。

●利用料
要介護度により異なります。
居住費（滞在費）と食費等は原則として自己負担になります。

　※詳しくは、各施設に直接お問い合わせください。

●利用方法
各施設に直接お申し込みください。
（Ｐ52をご覧ください。）

介護サービス費用
（月額・1割の場合）

約19,350 ～ 38,400円
＋ 居住費 ＋ 食費 ＋ 日常生活費等

（※加算等は含みません。）

　※詳しくは、各施設に直接お問い合わせください。
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　認知症の状態にある方が少人数で共同生活し、家庭的な雰囲気の
中で、介護スタッフによる日常生活の支援や機能訓練などが受けら
れます。

認知症対応型共同生活介護 ●グループホーム

●サービスを利用できる方
介護保険の要支援２、または、要介護１か
ら要介護５の認定を受けている方。
※要支援１の方は、利用できません。

●利用料
要介護度により異なります。
また、居住費（滞在費）と食費等は自己負担になります。

　※詳しくは、各施設に直接お問い合わせください。

●利用方法
各施設に直接お申し込みください。
（Ｐ53、54をご覧ください。）

＋ 居住費 ＋ 食費 ＋ 日常生活費等

（介護予防認知症対応型共同生活介護）

　長期療養のための医療と日常生活上の介護を一体的に提供する施設で
す。
　介護療養型医療施設の転換施設です。

介護医療院 　　　　　

●サービスを利用できる方
介護保険の要介護１から要介護５の認
定を受けている方。

●利用方法
各施設に直接お申し込みください。
（P52をご覧ください。）

●利用料
要介護度により異なります。
居住費（滞在費）と食費等は原則として自己負担になります。

＋ 居住費 ＋ 食費 ＋ 日常生活費等
介護サービス費用

（月額・1割の場合）
20,940～ 40,710円
（※加算等は含みません。）

介護サービス費用
（日額・1割の場合）

757～854円
（※加算等は含みません。）

　病状が安定期にあり、医学的管理のもとで長期にわたる療養を必要と
する方のための医療機関の施設です。
　療養上の管理、看護、医学的管理下での介護を行います。

介護療養型医療施設 ●介護療養病床等　

●サービスを利用できる方
介護保険の要介護１から要介護５の認
定を受けている方。

●利用料
要介護度により異なります。
居住費（滞在費）と食費等は原則として自己負担になります。

　※詳しくは、各施設に直接お問い合わせください。

●利用方法
各施設に直接お申し込みください。
（Ｐ52をご覧ください。）

介護サービス費用
（月額・1割の場合）

約19,350 ～ 38,400円
＋ 居住費 ＋ 食費 ＋ 日常生活費等

（※加算等は含みません。）

　※詳しくは、各施設に直接お問い合わせください。
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　入浴、排泄もしくは食事の介護、食事の提供、その他日常生活上
必要な便宜を提供する施設です。施設の類型としては、健康型、住宅
型、介護付きの三種類があります。

有料老人ホーム

サービスの内容
●食事の提供、その他日常生活上必要なお世話をします。
●健康型は、介護が必要となった場合、契約を解除し、退去しなければなりません。
●住宅型は、介護が必要となった場合、訪問介護等の外部の介護保険サービスを利用し
　ながら、当該施設の居室での生活を継続することが可能です。
●介護付きは、介護が必要となった場合でも当該施設が提供する特定施設入居者生活
　介護を利用しながら当該施設の居室での生活を継続することが可能です。

　ご入居時の年齢は、「65歳以上」とする施設が多いようですが、各施設によって異なり
ます。施設へ直接お問い合わせください。

サービスを利用できる方

施設によって異なります。施設へ直接お問い合わせください。

利 用 料

　各施設に直接お申し込みください。
　（Ｐ55～57有料老人ホーム一覧表をご覧ください）

利用方法

　食事、入浴及びその他の日常生活上必要な便宜を提供することにより、
高齢者が安心して生き生きと明るく生活できるようにすることを目指す
施設です。
※平成20年6月1日から、従来あったA型・B型及びケアハウスの3つの類
　型がケアハウスの基準に統一され、A型、B型の施設は建替までの「経過
　的軽費老人ホーム」とされています。

軽費老人ホーム

　60歳以上（夫婦で入居する場合はどちらかが60歳以上）の方で、家庭環境や住宅事情
などにより、自宅での生活が困難な方で、所得等の額が利用料の2倍程度の額以下の方。

サービスを利用できる方

　入居者本人の収入に応じて費用負担があります。（施設へ直接お問い合わせください）

利 用 料

　施設へ直接お申し込みください。（Ｐ57軽費老人ホーム一覧表をご覧ください）

利用方法

◎A型

◎ケアハウス

　60歳以上の方（夫婦で入居する場合はどちらかが60歳以上）で日常生活が自立してで
きる方、または高齢などのため独立して生活するには不安がある方で、家族による援助
を受けることが困難な方。

サービスを利用できる方

　入居者本人の収入に応じて費用負担があります。（施設へ直接お問い合わせください）

利 用 料

　施設へ直接お申し込みください。（Ｐ58ケアハウス一覧表をご覧ください）

利用方法
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　入浴、排泄もしくは食事の介護、食事の提供、その他日常生活上
必要な便宜を提供する施設です。施設の類型としては、健康型、住宅
型、介護付きの三種類があります。

有料老人ホーム

サービスの内容
●食事の提供、その他日常生活上必要なお世話をします。
●健康型は、介護が必要となった場合、契約を解除し、退去しなければなりません。
●住宅型は、介護が必要となった場合、訪問介護等の外部の介護保険サービスを利用し
　ながら、当該施設の居室での生活を継続することが可能です。
●介護付きは、介護が必要となった場合でも当該施設が提供する特定施設入居者生活
　介護を利用しながら当該施設の居室での生活を継続することが可能です。

　ご入居時の年齢は、「65歳以上」とする施設が多いようですが、各施設によって異なり
ます。施設へ直接お問い合わせください。

サービスを利用できる方

施設によって異なります。施設へ直接お問い合わせください。

利 用 料

　各施設に直接お申し込みください。
　（Ｐ55～57有料老人ホーム一覧表をご覧ください）

利用方法

　食事、入浴及びその他の日常生活上必要な便宜を提供することにより、
高齢者が安心して生き生きと明るく生活できるようにすることを目指す
施設です。
※平成20年6月1日から、従来あったA型・B型及びケアハウスの3つの類
　型がケアハウスの基準に統一され、A型、B型の施設は建替までの「経過
　的軽費老人ホーム」とされています。

軽費老人ホーム

　60歳以上（夫婦で入居する場合はどちらかが60歳以上）の方で、家庭環境や住宅事情
などにより、自宅での生活が困難な方で、所得等の額が利用料の2倍程度の額以下の方。

サービスを利用できる方

　入居者本人の収入に応じて費用負担があります。（施設へ直接お問い合わせください）

利 用 料

　施設へ直接お申し込みください。（Ｐ57軽費老人ホーム一覧表をご覧ください）

利用方法

◎A型

◎ケアハウス

　60歳以上の方（夫婦で入居する場合はどちらかが60歳以上）で日常生活が自立してで
きる方、または高齢などのため独立して生活するには不安がある方で、家族による援助
を受けることが困難な方。

サービスを利用できる方

　入居者本人の収入に応じて費用負担があります。（施設へ直接お問い合わせください）

利 用 料

　施設へ直接お申し込みください。（Ｐ58ケアハウス一覧表をご覧ください）

利用方法
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　高齢者が安心して快適な生活ができるよう日常生活の援助、各種相談
及び助言を行うとともに緊急時の対応を行います。

●60歳以上の単身者、高齢者夫婦のみの世帯
●自炊が可能な程度の健康状態にあること
●高齢等のため独立して生活することに不安のある方
●家族による援助が困難な方
●市内に住所があること
●入居については、市の決定に基づいて行われます。

生活支援ハウス

入居できる方

　入居者本人の収入に応じて費用負担があります。（月額0円～5万円）
　また、食費・光熱費などは自己負担となります。

●生活支援ハウスなごみ　　富士町大字小副川562番地（1Ｋ）

市内の住宅

利 用 料

　高齢福祉課（長寿推進係）にご相談ください。

問い合わせ先

　家庭環境などの事情によって自宅での生活が困難な方が入所できる施
設です。入所者の食事、入浴などの日常生活のお世話をするとともに、自
立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導、及び
訓練等を行います。

養護老人ホーム

●おおむね65歳以上の方で、日常生活はおおむね自立しているが、環境上の理由により
　自宅において生活することが困難な方。
●生活保護世帯、または生計中心者が市民税の所得割が課されていない世帯。生活が困
　窮していることが必要条件。
●入所については、審査会に諮り、福祉事務所による措置の決定に基づいて行われます。

サービスを利用できる方

　入所者本人の収入に応じて費用負担があります。
　また、扶養義務者についても住民税・所得税額に応じて費用負担があります。

利 用 料

　高齢福祉課（長寿推進係）にご相談ください。
　（Ｐ58養護老人ホーム一覧表をご覧ください）

問い合わせ先



46

各
種
サ
ー
ビ
ス

　高齢者が安心して快適な生活ができるよう日常生活の援助、各種相談
及び助言を行うとともに緊急時の対応を行います。

●60歳以上の単身者、高齢者夫婦のみの世帯
●自炊が可能な程度の健康状態にあること
●高齢等のため独立して生活することに不安のある方
●家族による援助が困難な方
●市内に住所があること
●入居については、市の決定に基づいて行われます。

生活支援ハウス

入居できる方

　入居者本人の収入に応じて費用負担があります。（月額0円～5万円）
　また、食費・光熱費などは自己負担となります。

●生活支援ハウスなごみ　　富士町大字小副川562番地（1Ｋ）

市内の住宅

利 用 料

　高齢福祉課（長寿推進係）にご相談ください。

問い合わせ先

　家庭環境などの事情によって自宅での生活が困難な方が入所できる施
設です。入所者の食事、入浴などの日常生活のお世話をするとともに、自
立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導、及び
訓練等を行います。

養護老人ホーム

●おおむね65歳以上の方で、日常生活はおおむね自立しているが、環境上の理由により
　自宅において生活することが困難な方。
●生活保護世帯、または生計中心者が市民税の所得割が課されていない世帯。生活が困
　窮していることが必要条件。
●入所については、審査会に諮り、福祉事務所による措置の決定に基づいて行われます。

サービスを利用できる方

　入所者本人の収入に応じて費用負担があります。
　また、扶養義務者についても住民税・所得税額に応じて費用負担があります。

利 用 料

　高齢福祉課（長寿推進係）にご相談ください。
　（Ｐ58養護老人ホーム一覧表をご覧ください）

問い合わせ先



47

各
種
サ
ー
ビ
ス

　高齢者が安心して快適な生活ができるよう住宅内に緊急通報シス
テムが設置され、また生活援助員が団地内に配置されており、入居者
の方への生活相談や、安否の確認、一時的な家事援助などのサービス
を行います。

高齢者世話付住宅 ●シルバーハウジング

●佐賀市営住宅・佐賀県営住宅の入居資格要件に該当すること
●60歳以上の単身者、高齢者夫婦のみの世帯（夫婦の一方が60歳以上）、
　または60歳以上の高齢者（三親等以内の親族に限る）のみからなる世帯
●自炊が可能な程度の健康状態であるが、身体機能の低下が認められ、
　または高齢等のため、独立して生活するには不安があると認められること
●一般加入電話を設置できること（緊急通報システムを作動させるため必要です。工事
　費用は自己負担となります。）

入居できる方

●家賃
●シルバーハウジング費用負担（生計中心者の所得税額に応じて、家賃とは別に費用負担
　があります。）

利 用 料

●市営住宅　　市営江頭団地　　鍋島町大字森田841番地（2ＤＫ）　
●県営団地　　県営六座町団地　六座町7番（2ＤＫ）

市内の住宅

●市営住宅　佐賀市高齢福祉課（TEL40－7253）
　　　　　　または佐賀市営住宅等指定管理者 株式会社マベック 市営住宅管理室（TEL20-3205）
●県営住宅　佐賀県営住宅指定管理者 株式会社マベック 佐賀管理室（TEL20-2500）

問い合わせ先

佐賀市社会福祉協議会の在宅生活支援
　社会福祉協議会は、地域との連携を図り、さまざまな在宅生活を支援する
サービスを提供しています。

問い合わせ先

主なサービスの内容
●福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)
　あなたの暮らしに“あんしん”をお届けする制度です。
　福祉サービス利用援助事業は、銀行に行ってお金を下ろしたいけれど、自信がなく
誰かに相談したい。または、福祉サービスを利用したいけど手続きの仕方がわからない。
　このような場合に、金銭管理のお手伝いや福祉サービスの利用手続きを支援する事
業です。
【対象者】認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者など判断能力が不十分な方。　　
　　　　（療育手帳や精神障害者保健福祉手帳を持っていたり、認知症の診断を受けて
　　　　　いる方に限られるものではありません）
【利用料】１時間まで……1,200円（以後30分毎に600円加算）
　　　　 ※その他の費用（生活支援員が金融機関等へ行く場合の交通費など）
【サービス内容】q福祉サービスの利用援助サービス
　　　　　　　　w日常的な金銭管理サービス
　　　　　　　　e書類等の預かりサービス（eのみの契約はできません）

●移送サービス事業
　おひとりではバスやタクシーなどの交通機関による移動が困難な車椅子利用者を対象
に、運転ボランティアの協力により、車椅子が搬送できる自動車を利用した移送サービス
を行います。
【対象者】　q身体障害者手帳をお持ちの方
　　　　　　　（下肢障がい等により歩行が著しく困難な方）
　　　　　　w歩行が著しく困難な高齢者で要介護認定の要介護１以上に認定された方
【利用料】　無　料
【対象地域】　・佐賀市大和町松梅地区
　　　　　　・佐賀市富士町
　　　　　　・佐賀市三瀬村
【利用範囲】　通院や公共機関への送迎
【その他】　・原則として、車椅子をお持ちの方。
　　　　　　・利用時は必ず介助者の同乗が必要となります。
　
※上記以外にも様々なサービスがありますので、佐賀市社会福祉協議会本所、又は各支所へ
　お問い合わせください。

佐賀市社会福祉協議会　本所又は各支所（Ｐ63をご覧ください）



48

各
種
サ
ー
ビ
ス

　高齢者が安心して快適な生活ができるよう住宅内に緊急通報シス
テムが設置され、また生活援助員が団地内に配置されており、入居者
の方への生活相談や、安否の確認、一時的な家事援助などのサービス
を行います。

高齢者世話付住宅 ●シルバーハウジング

●佐賀市営住宅・佐賀県営住宅の入居資格要件に該当すること
●60歳以上の単身者、高齢者夫婦のみの世帯（夫婦の一方が60歳以上）、
　または60歳以上の高齢者（三親等以内の親族に限る）のみからなる世帯
●自炊が可能な程度の健康状態であるが、身体機能の低下が認められ、
　または高齢等のため、独立して生活するには不安があると認められること
●一般加入電話を設置できること（緊急通報システムを作動させるため必要です。工事
　費用は自己負担となります。）

入居できる方

●家賃
●シルバーハウジング費用負担（生計中心者の所得税額に応じて、家賃とは別に費用負担
　があります。）

利 用 料

●市営住宅　　市営江頭団地　　鍋島町大字森田841番地（2ＤＫ）　
●県営団地　　県営六座町団地　六座町7番（2ＤＫ）

市内の住宅

●市営住宅　佐賀市高齢福祉課（TEL40－7253）
　　　　　　または佐賀市営住宅等指定管理者 株式会社マベック 市営住宅管理室（TEL20-3205）
●県営住宅　佐賀県営住宅指定管理者 株式会社マベック 佐賀管理室（TEL20-2500）

問い合わせ先

佐賀市社会福祉協議会の在宅生活支援
　社会福祉協議会は、地域との連携を図り、さまざまな在宅生活を支援する
サービスを提供しています。

問い合わせ先

主なサービスの内容
●福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)
　あなたの暮らしに“あんしん”をお届けする制度です。
　福祉サービス利用援助事業は、銀行に行ってお金を下ろしたいけれど、自信がなく
誰かに相談したい。または、福祉サービスを利用したいけど手続きの仕方がわからない。
　このような場合に、金銭管理のお手伝いや福祉サービスの利用手続きを支援する事
業です。
【対象者】認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者など判断能力が不十分な方。　　
　　　　（療育手帳や精神障害者保健福祉手帳を持っていたり、認知症の診断を受けて
　　　　　いる方に限られるものではありません）
【利用料】１時間まで……1,200円（以後30分毎に600円加算）
　　　　 ※その他の費用（生活支援員が金融機関等へ行く場合の交通費など）
【サービス内容】q福祉サービスの利用援助サービス
　　　　　　　　w日常的な金銭管理サービス
　　　　　　　　e書類等の預かりサービス（eのみの契約はできません）

●移送サービス事業
　おひとりではバスやタクシーなどの交通機関による移動が困難な車椅子利用者を対象
に、運転ボランティアの協力により、車椅子が搬送できる自動車を利用した移送サービス
を行います。
【対象者】　q身体障害者手帳をお持ちの方
　　　　　　　（下肢障がい等により歩行が著しく困難な方）
　　　　　　w歩行が著しく困難な高齢者で要介護認定の要介護１以上に認定された方
【利用料】　無　料
【対象地域】　・佐賀市大和町松梅地区
　　　　　　・佐賀市富士町
　　　　　　・佐賀市三瀬村
【利用範囲】　通院や公共機関への送迎
【その他】　・原則として、車椅子をお持ちの方。
　　　　　　・利用時は必ず介助者の同乗が必要となります。
　
※上記以外にも様々なサービスがありますので、佐賀市社会福祉協議会本所、又は各支所へ
　お問い合わせください。

佐賀市社会福祉協議会　本所又は各支所（Ｐ63をご覧ください）


