
件数 立会い実施日 地　域 用　途

1 平成28年5月20日 福岡市 特別養護老人ホーム

2 平成28年5月26日 鞍手郡 官公庁

3 平成28年6月17日 嘉麻市 保育園

4 平成28年6月20日 直方市 体育館

5 平成28年7月22日 福岡市 中学校

6 平成28年8月3日 福岡市 小学校

7 平成28年8月20日 糟屋郡 学童保育所

8 平成28年8月20日 糟屋郡 学童保育所

9 平成28年8月20日 糟屋郡 学童保育所

10 平成28年8月31日 久留米市 医院

11 平成28年9月5日 糟屋郡 官公庁

12 平成28年9月7日 久留米市 公民館

13 平成28年9月7日 久留米市 公民館

14 平成28年10月1日 鞍手郡 官公庁

15 平成28年10月17日 北九州市 事務所

16 平成28年10月21日 久留米市 特別養護老人ホーム

17 平成28年10月21日 糸島市 図書館

18 平成28年10月25日 中間市 官公庁

19 平成28年10月25日 北九州市 事務所

20 平成28年11月2日 北九州市 工場

21 平成28年11月10日 北九州市 保育園

22 平成28年11月17日 中間市 官公庁

23 平成28年11月18日 中間市 官公庁

24 平成28年11月24日 中間市 官公庁

25 平成28年11月28日 北九州市 官公庁

26 平成28年11月29日 中間市 ケアホーム

27 平成28年12月1日 福岡市 事務所

28 平成28年12月2日 久留米市 事務所

29 平成28年12月14日 久留米市 公民館

30 平成28年12月26日 糸島市 官公庁

31 平成29年1月16日 三潴郡 官公庁

32 平成29年1月16日 三潴郡 官公庁

33 平成29年1月20日 宗像市 老人ホーム

34 平成29年1月21日 筑紫野市 官公庁

35 平成29年1月23日 福岡市 共同住宅

36 平成29年2月15日 北九州市 保育園

37 平成29年2月20日 北九州市 老人ホーム

38 平成29年2月23日 北九州市 事務所

39 平成29年2月25日 鞍手郡 官公庁

40 平成29年3月6日 田川市 官公庁

41 平成29年3月8日 北九州市 老人ホーム

42 平成29年3月9日 北九州市 老人ホーム

43 平成29年3月11日 みやま市 老人ホーム

44 平成29年3月13日 北九州市 共同住宅

45 平成29年3月13日 北九州市 保育園

46 平成29年3月14日 北九州市 グループホーム

47 平成29年3月16日 久留米市 官公庁

48 平成29年3月21日 福岡市 共同住宅

49 平成29年3月22日 福岡市 官公庁

50 平成29年3月23日 福岡市 寺院

平成２８年度　点検立会い実施状況



平成２７年度 点検立会い実施状況

件数 立会い実施日 地 域 用 途

１ 平成２７年 ９月 ２日 北九州市 有料老人ホーム

２ 平成２７年 ９月１５日 宮若市 火 葬 場

３ 平成２７年 ９月２５日 北九州市 軽費老人ホーム

４ 平成２７年１０月 ６日 福岡市 保 育 園

５ 平成２７年１０月１５日 福岡市 幼 稚 園

６ 平成２７年１０月２２日 北九州市 遊 技 場

７ 平成２７年１０月２３日 福岡市 グループホーム

８ 平成２７年１０月２７日 福岡市 保 育 園

９ 平成２７年１０月２７日 直方市 グループホーム

10 平成２７年１１月 ２日 北九州市 養護老人ホーム

11 平成２７年１１月 ４日 福岡市 保 育 園

12 平成２７年１１月 ４日 北九州市 特別養護老人ホーム

13 平成２７年１１月２５日 北九州市 工場・事務所

14 平成２７年１２月 ３日 福岡市 公 民 館

15 平成２７年１２月１１日 福岡市 公 民 館

16 平成２７年１２月１５日 北九州市 グループホーム

17 平成２７年１２月１６日 北九州市 ケアハウス

18 平成２７年１２月２１日 福岡市 保 育 園

19 平成２７年１２月２２日 福岡市 公 民 館

20 平成２７年１２月２２日 福岡市 公 民 館

21 平成２８年 ２月１０日 福岡市 保 育 園

22 平成２８年 ２月２５日 糟屋郡 図 書 館

23 平成２８年 ２月２５日 糟屋郡 学童保育所

24 平成２８年 ２月２５日 糟屋郡 学童保育所

25 平成２８年 ３月１４日 糟屋郡 町立福祉施設


