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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 障害者就労支援センター ゆり工房 

サービス種別 日中一時支援 

運営法人 社会福祉法人 宰府福祉会 

事業所所在地 福岡県春日市小倉３丁目２４２番地１ 

ＴＥＬ 092-575-2223  

ＦＡＸ 092-575-2224 

Ｅ-ＭＡＩＬ yurikobo@almond.ocn.ne.jp 

ＨＰアドレス http://saifu-fukushikai.com 

窓口担当者 管理者 中村 勝利 

事業開始年月日 平成１２年６月１日 

対象とする障がい 知的 

受入実績（障がい別） 知的  

サービス提供区域 春日市を中心に他の市町村 

利用定員 ３名 

営業日 月 火 水 木 金（国民の祝日、8/13～15、12/29～1/3除く） 

営業時間 ９：３０～１６：００ 

駐車場の有無 有 

活動内容 

・日常生活支援－健康管理 

・創作活動－工作・園芸等 

・生産活動－木工品、ビーズ、さをり織り 

・レクレーション 

送迎の有無 無 

食事提供の有無 有 

利用料以外の費用 

（送迎費、食費等） 

食費 ：530円(低所得者の軽減措置適用の場合 280円) 

その他：行事へ参加する場合は実費を徴収 

医療的ケアの実施状況 無 

協力医療機関 いなば心療クリニック・野北外科胃腸科、岩崎外科胃腸科医院 

アピールポイント 

・春日市の中央部に位置し利用しやすく一般市民との交流もあり、社会

参加、活動ができる環境にあります。 

・障がいのある方が地域で豊かな生活を営めるよう一人ひとりの障がい

特性をしっかりと理解し、それに合った支援を実施します。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 デイサービスセンター ペアレントかすが 

サービス種別 日中一時支援 

運営法人 有限会社ペアレント 

事業所所在地 春日市大谷１丁目１０－１ 

ＴＥＬ・ＦＡＸ ＴＥＬ：092-588-1234  ＦＡＸ：092-591-5812 

Ｅ-ＭＡＩＬ d_kasuga@parent.co.jp 

ＨＰアドレス https://parent.co.jp 

窓口担当者 矢本 

事業開始年月日 平成３０年２月１日 

対象とする障がい  身体   

受入実績（障がい別）  身体   

サービス提供区域 春日市、大野城市 

利用定員 ５名 

営業日・営業時間 月～土曜日（１２月３１日～１月３日を除く） 

駐車場の有無 有り 

活動内容 

・見守り 

・創作活動 

・外出レク 

送迎の有無 有り 

食事提供の有無 なし 

利用料以外の費用 

（送迎費、食費等） 

 

 

医療的ケアの実施状況 実施している 

協力医療機関 うめづ医院 

アピールポイント 

医療的ケアが必要な重症心身障がい児（者）を受け入れています。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 春日地域福祉事業所ひまわり 

サービス種別 日中一時支援 

運営法人 特定非営利活動法人ワーカーズコープ 

事業所所在地 福岡県春日市紅葉ヶ丘東５丁目１１１ 

ＴＥＬ・ＦＡＸ ０９２－５５８－９６４０・０９２－５５８－９６４１ 

Ｅ-ＭＡＩＬ himawari@roukyou.gr.jp 

ＨＰアドレス  

窓口担当者 藤本 

事業開始年月日 平成２７年２月１３日 

対象とする障がい  身体  知的  精神  障がい児   

受入実績（障がい別）  知的  障がい児   

サービス提供区域 春日市 

利用定員 ５～１０人 相談に応じます 

営業日・営業時間 

月～土曜日、第２、４日曜日 

※福岡県や春日市主催の行事やひまわり主催の行事に参加する時には日、

祝日でも営業することもある 

※ただし、日曜日、国民の祝日、お盆（8 月 13 日～8 月 16 日）、年末年始

（12月 29日～1月 3日）を除く 

駐車場の有無 有（台数に限りあり） 

活動内容 
・見守り 

・簡易的な生産活動 

送迎の有無 相談に応じます 

食事提供の有無 なし 

利用料以外の費用 

（送迎費、食費等） 
なし 

医療的ケアの実施状況 実施していない。 

協力医療機関 利用者によって異なる。 

アピールポイント 

事業所の従業員等は、身体障害者等の心身の特性を踏まえて、その有す

る能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、社会生活上必

要不可欠な外出及び余暇活動等の外出の際に、必要な支援を行います。 

 また、事業の実施にあたっては、関係市町村の保健・医療・福祉のサー

ビスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。 
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平成 29年 11月 1日現在 

事業所名 障がい者生活介護事業所 あいびぃ 

サービス種別 日中一時支援 

運営法人 株式会社 絆ホーム 

事業所所在地 春日市一の谷 5丁目 26番地 

ＴＥＬ・ＦＡＸ TEL:092-586-5668  FAX：092-586-5268 

Ｅ-ＭＡＩＬ ivy_kasuga_5668@yahoo.co.jp 

ＨＰアドレス  

窓口担当者 管理者 松隈 

事業開始年月日 平成 26年 2月 1日 

対象とする障がい 身体・知的・精神   

受入実績（障がい別） 身体・知的・精神   

サービス提供区域 春日市、福岡市 

利用定員 10人 

営業日・営業時間 月曜～土曜日 10時～16時 

駐車場の有無 有り 

活動内容 

・見守り 

・創作活動 

・運動、レクリエーション 

送迎の有無 有り 

食事提供の有無 有り 

利用料以外の費用 

（送迎費、食費等） 
食費：1食 220円（食事提供加算該当 230円） 

医療的ケアの実施状況 実施していない 

協力医療機関 泰平病院 

アピールポイント 

・主に知的障がい者を受け入れています。 

・昼食は常に出来立てで温かい物を提供しています。 

・自社で採れた野菜や米を提供しています。 
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令和２年 11月 1日現在 

事業所名 筑紫野市さるびあ学園 

サービス種別 日中一時支援 

運営法人 社会福祉法人筑紫野市社会福祉協議会 

事業所所在地 筑紫野市岡田 3丁目 11-1 

ＴＥＬ・ＦＡＸ 092-926-7800 

Ｅ-ＭＡＩＬ sarubia@bun.bbiq.jp 

ＨＰアドレス http://www.chiku-syakyou.or.jp/ 

窓口担当者 齊藤 

事業開始年月日 平成 22年 4月 1日 

対象とする障がい 障がい児 

受入実績（障がい別） 障がい児 

サービス提供区域 筑紫野市 

利用定員 10人 

営業日・営業時間 
夏休み等長期休暇中の月～金曜日（祝日・年末年始を除く） 

8時 30分～17時（利用時間 9時～16時 30分） 

駐車場の有無 有り 

活動内容 

・見守り 

・創作活動 

・レクリエーション、おやつ作り 

送迎の有無 なし 

食事提供の有無 有り 

利用料以外の費用 

（送迎費、食費等） 

昼食代：350円 

 

医療的ケアの実施状況 実施していない 

協力医療機関 よこみぞ医院 

アピールポイント 

・夏休み期間中は、簡易プールで水遊びを行っています。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 フレンズ 

サービス種別 日中一時支援 

運営法人 筑紫会                  

事業所所在地 筑紫野岡田１丁目１８－５ 

ＴＥＬ・ＦＡＸ ０９２－９２６－５６９６ 

Ｅ-ＭＡＩＬ ０９２－９２６－５７９１ 

ＨＰアドレス frends@taj.bbiq.jp 

窓口担当者 http://chikushikai.jp/ 

事業開始年月日 平成１４年８月１日 

対象とする障がい 知的 

受入実績（障がい別） 知的 

サービス提供区域 筑紫野市、太宰府市 

利用定員 ３名 

営業日・営業時間 ８時３０分～１７時３０分 

駐車場の有無 有 

活動内容 

・授産活動：ビス作業、アルミ缶や古紙のリサイクル、印字、  

宅配すしキット作り、チラシ折り込み等  

・レジャー：月に２回の休日営業日はカラオケ、調理、ミニ運動会   

スイカ割り、プール活動（夏期のみ）、紅葉狩り、外食 

 ハロウィンパーティー 等、色々な活動をしています 

送迎の有無 無 

食事提供の有無 有 

利用料以外の費用 

（送迎費、食費等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

送迎費：無料 

食 費：１食 490 円 

滅菌タオル等貸出料：１日 50 円 

その他：行事等へ参加する場合や教養娯楽に係る費用 

医療的ケアの実施状況 なし 

協力医療機関 誠愛リハビリテーション病院 

アピールポイント 

・休日営業は主にレジャーを行い、季節のイベントなどを開催していま

す。また、余暇活動や授産作業などを通して社会資源の活用や地域と

つながりを大切にしています。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 オーガニックパパユニティ 

サービス種別 日中一時支援 

運営法人 一般社団法人オーガニックパパユニティ 

事業所所在地 福岡県筑紫野市大字永岡 182番地 2 

ＴＥＬ・ＦＡＸ 092 – 408 – 2024  ・  092 – 408 – 2025 

Ｅ-ＭＡＩＬ info@organicpapa.org 

ＨＰアドレス https://organicpapa.tokyo/ 

窓口担当者 大庭 

事業開始年月日 平成 27年 9月 7日 

対象とする障がい 身体・知的・精神・難病 

受入実績（障がい別） 身体・知的・精神・難病 

サービス提供区域 筑紫野市、小郡市、太宰府市、大野城市、朝倉郡・筑前町 

利用定員  

営業日・営業時間 月曜日～土曜日（12月 29日～1月 3日は休業） 

駐車場の有無 有り 

活動内容 

・作業内容 

 農作業（土づくり、種まき、育苗、水やり等） 

 出荷作業（収穫、選果、洗い、袋詰め） 

 お米の発送（計量、袋詰め、箱詰め） 

 食品加工（自社栽培の野菜を使って漬物作り等） 

送迎の有無 要相談 

食事提供の有無 有り 

利用料以外の費用 

（送迎費、食費等） 

利用料：無料 

送迎費：片道 100円 

食費 ：1食 200円 

医療的ケアの実施状況 実施していない 

協力医療機関 樋口医院 

アピールポイント 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 はまゆうワークセンター大野城 

サービス種別 日中一時支援 

運営法人 社会福祉法人 さつき会 

事業所所在地 大野城市大城５丁目２８－３ 

ＴＥＬ・ＦＡＸ TEL 092(513)0337 FAX 092-513-0338 

Ｅ-ＭＡＩＬ work-oonojyo@hamayuu.jp 

ＨＰアドレス www.doronco.net 

窓口担当者 サービス管理責任者 堀切 

事業開始年月 平成１９年５月 

対象とする障害 知的 

受入実績（障害別） 知的 

サービス提供区域 筑紫野市・春日市・大野城市・太宰府市・那珂川町・福岡市 

利用定員 ５人 

営業日・営業時間 
月～金曜日（祝日、お盆期間、１２月２９日～１月３日を除く） 

９時～１６時 

駐車場の有無 有 

活動内容 

作業内容 

 食品製造（豚まん、給食作り） 

 食品加工（チーズぎょうざ製造、袋詰め等） 

 軽作業（箱折、缶バッチ作り） 

送迎の有無 無 

食事提供の有無 有 

利用料以外の費用 

（送迎費、食費等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

食費：１食 ３５０円 

 

医療的ケアの実施状況 実施していない 

協力医療機関 井上内科医院 

アピールポイント 
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令和 2年 12月 7日現在 

事業所名 多機能型事業所わいわいくらぶ 

サービス種別 日中一時支援 

運営法人 ＮＰＯ法人ふれあいの家 

事業所所在地 太宰府市観世音寺一丁目 25-22 

ＴＥＬ・ＦＡＸ tel092-923-1531 fax092-923-1521 

Ｅ-ＭＡＩＬ npo.fureai.since1991@pony.ocn.ne.jp 

ＨＰアドレス  

窓口担当者 木下美紀 

事業開始年月 平成 14年 8月 14日 

対象とする障がい 身体・知的 

受入実績（障がい別） 知的 

サービス提供区域 太宰府市・筑紫野市・春日市・大野城市 

利用定員 10 

営業日・営業時間 月～土 

駐車場の有無 有（一定時間） 

活動内容 
見守り 

情緒、意志の安定及び確立に向けての取り組み 

送迎の有無 有 

食事提供の有無 実費 

利用料以外の費用 

（送迎費、食費等） 

食事 490円 

 

医療的ケアの実施状況  

協力医療機関 福岡内科・眼科・皮膚科 

アピールポイント 

一人一人情緒の安定を図り、自分の意志をもち生活力を向上させた

り社会に適応していける力をつけていく支援をしています。 

 

※基本的に当事業所をご利用の方で、緊急な対応を必要とされる時

に相談に乗らせていただいています。計画的な利用は日中一時支援

の方針と異なるため利用できません。 

 

mailto:npo.fureai.since1991@pony.ocn.ne.jp
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令和 2年 4月 1日現在 

事業所名 Respite ひびお 

サービス種別 日中一時支援 

運営法人 株式会社ひびお 

事業所所在地 太宰府市高雄１丁目３６７８－４ 

ＴＥＬ・ＦＡＸ (TEL) 080-8578-5573 

Ｅ-ＭＡＩＬ・ＨＰ （E-MAIL）info@hibio.co.jp ・ （HP）http://hibio.co.jp/ 

窓口担当者 日比生 健 

事業開始年月  

対象とする障がい 身体・知的・障がい児・難病等 

受入実績（障がい別） 身体・知的・障がい児・難病等 

サービス提供区域 太 宰 府 市  及 び 周 辺 地 域（福岡市、久留米市、筑紫、北筑後、糟屋、鳥栖・基山） 

利用定員 ５名／日 

営業日・営業時間 
月～金曜日（12月 29日～1月 3日を除く） 

9時～17時 ※児童発達支援、放課後等デイサービスとの併用利用 

駐車場の有無 有り 

活動内容 

こんなお子様も通っています。 

 

 

 

※看護師が常駐していますので、日常の医療的ケアも行います。 

送迎の有無 要相談 

食事提供の有無 無し（食事介助、経管栄養などの対応は実施） 

利用料以外の費用（送迎費、食費等） 利用料：厚生労働大臣の定める額、その他：要相談 

医療的ケアの実施状況 実施している（たん吸引、経管栄養、人工呼吸器の管理） 

協力医療機関 主治医所属の医療機関 

アピールポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

人工呼吸器 、 気管切開 ・ 気管カニューレ 、 留置カテーテル 

(胃瘻・腸瘻) 、 経管栄養 、 中心静脈栄養 、 在宅酸素 、 

人工肛門 などを使用しているお子様 

 

スタッフが『訪問看護・介護』と児童デイを兼務しており、ご家庭と児童デイの『両方』でお

子様の状態を把握します。また、関係機関とも密に『連携』をとり、適切なケアを行います。 

 
お子様に合わせた『個別』プログラムを作成し、リハビリ・教育スタッフが 

発達をサポートします。 

また、お子様の『状態に合わせたケア』を医療・福祉スタッフがサポートします。 

 

『みんなが笑顔になれる場所』でありたいと考えています。お子様だけでなく、ご家族も『ほっ

と』できる場所をつくります。家族交流会等を通じ、支えあえる『コミュニティ』をつくります。 

mailto:info@hibio.co.jp
http://hibio.co.jp/
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 障害福祉サービス事業所 やまもも 

サービス種別 日中一時支援 

運営法人 社会福祉法人 宰府福祉会 

事業所所在地 那珂川市大字不入道 414-1 

ＴＥＬ・ＦＡＸ ＴＥＬ：092-951-2075 ＦＡＸ：092-953-7008 

Ｅ-ＭＡＩＬ yamamomo-10.09.01@rose.plala.or.jp 

ＨＰアドレス http://saifu-fukushikai.com/ 

窓口担当者 管理者 開 裕美 

事業開始年月 平成 20年 4月 1日 

対象とする障がい 知的 

受入実績（障がい別） 知的 

サービス提供区域 福岡市 春日市 大野城市 筑紫野市 太宰府市 那珂川市 

利用定員 2名 

営業日・営業時間 
月～金 ただし祝日、盆、年末年始を除く 

8：30～17：30（利用者の活動時間 9：30～15：30） 

駐車場の有無 有り 

活動内容 

・見守り 

・創作活動 

・簡易な生産活動 

送迎の有無 無し 

食事提供の有無 有り 

利用料以外の費用 

（送迎費、食費等） 
食費：280円/食 送迎費：片道 213円  

医療的ケアの実施状況 実施していない 

協力医療機関 
西江こころのクリニック 野北外科胃腸科医院 岩崎外科胃腸科医

院 佐藤道彦歯科医院 

アピールポイント 

・主に知的障害者を受け入れています。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 さくら館 

サービス種別 日中一時支援 

運営法人 株式会社ＳＡＫＵＲＡ 

事業所所在地 那珂川市西隈３丁目５－１０ 

ＴＥＬ・ＦＡＸ TEL 092-555-4141  FAX 092-555-4177 

Ｅ-ＭＡＩＬ  

ＨＰアドレス  

窓口担当者  

事業開始年月日  

対象とする障がい  

受入実績（障がい別）  

サービス提供区域  

利用定員  

営業日・営業時間  

駐車場の有無  

活動内容 

 

 

 

送迎の有無  

食事提供の有無  

利用料以外の費用 

（送迎費、食費等） 

 

 

医療的ケアの実施状況  

協力医療機関  

アピールポイント 

 

現在新規受付はしていません。 

 

 

 

 



441 

 

令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 放課後サポートクラブばんび 

サービス種別 日中一時支援 

運営法人 ＮＰＯ法人とびら 

事業所所在地 那珂川市今光 1丁目 123 

ＴＥＬ・ＦＡＸ ０９２－４０８－７８０８/０９２－４０８－７８０９ 

Ｅ-ＭＡＩＬ support-bambi@npo-tobira.com 

ＨＰアドレス www.npo-tobira.com/detail.hyml 

窓口担当者 森、中尾 

事業開始年月日 令和 2年 10月 1日 

対象とする障がい   精神  障がい児   

受入実績（障がい別）   知的   

サービス提供区域 那珂川市 春日市 

利用定員 １０人 

営業日・営業時間 月、火、水、木、金、土 

駐車場の有無 有 

活動内容 

・見守り 

・宿題 

・遊び 

送迎の有無 無 

食事提供の有無 あり 

利用料以外の費用 

（送迎費、食費等） 

無料 

 

医療的ケアの実施状況 無 

協力医療機関 田中内科医院 

アピールポイント 

当法人の放課後等デイサービス・児童発達支援事業所をご利用のお子さ

んを優先に受け入れています 

 

 

 


