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令和 2年 4月 1日現在 

事業所名 おひさま 

サービス種別 児童発達支援  

運営法人 株式会社 ピノキオの家 

事業所所在地 福岡県春日市千歳町 3-30-16 

ＴＥＬ 092-516-4021 

ＦＡＸ 092-775-6951 

Ｅ-ＭＡＩＬ info@pinokionoie.com 

ＨＰアドレス pinokio-ohisama.com 

窓口担当者 松田 麻紀子 

指定年月日 2016年 7月 1日 

対象とする障がい 自閉症をはじめとする発達障がい 

受入実績（障がい別） 自閉症をはじめとする発達障がい 

サービス提供区域 春日市・大野城市・太宰府市・那珂川市・福岡市・等 

利用定員 １０名／日 

営業日 月～土曜日  休日：日・祝日・お盆・年末年始 

営業時間 9：00～18：00（サービス提供時間 10：00～16：00） 

駐車場の有無 有 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を問わ

ず計上） 

職員の人数（職種別）  

管理者 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1 4  3 

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 栄養士 調理員 

1     

看護職員 嘱託医 介護福祉士 社会福祉主事  

  3 3  

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性 1   

女性  6 1 
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活動内容 

・朝の会：挨拶・絵本の読み聞かせ 

・運動遊び：トランポリン・平均台・クライミングネット等 

・知育遊び：パズル・絵合わせカード・かるた・ひらがなカード等 

・手指訓練：ピン刺し・ネジまわし・洗濯バサミ・ボタン外し等 

・生活支援：トイレの自立・歯磨き・持ち物管理等 

・季節の活動：プール遊び・落ち葉、どんぐり拾い・花見等 

 

1 日のタイムスケジュール 

9：00～送迎出発 

10：00～到着・入所挨拶・朝の会（手洗い・トイレ）絵本の時間 

    製作・運動遊び 戸外：お散歩、公園 室内：学習療育等 

12：00～お弁当 

14：00～製作・運動遊び 

15：00～おやつ 帰りの会 

16：00～送迎出発 

送迎の有無（送迎場所） 有り 

食事提供の有無 無し 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おやつ

代等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

送迎費：厚生労働大臣の定める額に含む 

昼食代（希望者のみ）：１回３００円／おやつ代（希望者のみ）1回 100

円 

医療的ケアの実施状況 実施していない 

協力医療機関 医療法人 竹風庵 榊原医院 

アピールポイント 

 お子様一人ひとりとご家族との信頼関係を大切にし、のびのびと

安心して過ごせる環境作りをしています。その中でお子様の好きな

事・得意な事を見極め、一人ひとりに合った支援をしていきます。

個性を尊重し、成長の喜びをご家族の皆様と共に感じて行きたいと

考えています。 

お子様とご家族の皆様の心が晴れ、暖かくなる、「おひさま」のよ

うな存在でありたいと思っています。 
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平成 30年 11月 1日現在 

事業所名 こどもデイサービス ジャングルひろば 

サービス種別 児童発達支援 

運営法人 株式会社ウィルサポート 

事業所所在地 福岡県春日市光町３丁目１０２－１ 

ＴＥＬ 092-593-2282 

ＦＡＸ 092-593-2285 

Ｅ-ＭＡＩＬ  

ＨＰアドレス https://will-support.co.jp/ 

窓口担当者  

指定年月日 平成 30年 5月 1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  

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を問わ

ず計上） 

職員の人数（職種別）  

管理者 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

     

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 栄養士 調理員 

     

看護職員 嘱託医    

     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性    

女性    
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活動内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 日のタイムスケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

送迎の有無（送迎場所）  

食事提供の有無  

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おやつ

代等） 

 

医療的ケアの実施状況  

協力医療機関  

アピールポイント 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 児童発達支援ピース 

サービス種別 児童発達支援 

運営法人 

株式会社 ＴＥＡＭフェニックス  

事業所所在地 春日市惣利２丁目３５ 本田コーポ１Ｆ 

ＴＥＬ ０９２－５５８－６５５９ 

ＦＡＸ ０９２－５５８－６５６０ 

Ｅ-ＭＡＩＬ Phoenix-peace@air.ocn.ne.jp 

ＨＰアドレス http://peace-phoenix.com/ 

窓口担当者 中山・松本 

事業開始年月 平成２７年６月１日 

サービス提供区域 春日市・大野城市・筑紫野市・太宰府市・那珂川市 

利用定員 １０人 

営業日 月～土曜日（お盆・１２/２９～１/３・祝日・臨時休業日を除く） 

営業時間 サービス提供時間１０：００～１４：００（１６：００まで延長可） 

駐車場の有無 有 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、

兼務を問わず計上） 

職員の人数（職種別）  

管理者 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

１ １ 4 ５  

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 栄養士 調理員 

     

看護職員 嘱託医    

2     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性    

女性 1 11 1 
 

活動内容 お集り･・・リトミック・紙しばい・歌・手遊び・シールはり等 
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運動・・・ブランコ・スウィング・トランポリン・滑り台等 

集団･・･サーキット・散歩・ボール遊び・工作・お絵かき等 

操作・・・ハサミ・鉛筆・クッキング等 

感触・・・小麦粉・粘土・紙・布遊び等 

ルール・・・ふたり競争・しっぽ取り・椅子取りゲーム等 

1 日のタイムスケジュール 

10:00～通所・トイレ     13:00～副活動 

10:30～ﾘｽﾞﾑ遊び・お集り   13:30～帰り準備・トイレ 

11:00～主活動        14:00～送迎 

11:30～昼食         16:00まで延長可 

12:00～自由遊び・トイレ 

12:45～お着替え 

 

送迎の有無 有り 

食事提供の有無 有り 

費用 

（利用料、送迎費、食

費等、おやつ代等） 

利用料･･･厚生労働大臣の定める額 

昼食注文された方のみ￥335（税込） 

 

 

医療的ケアの実施状況 準備済。契約者 1名（利用は必要時の場合のみ） 

協力医療機関 おのこどもクリニック 

アピールポイント 

・ひとりひとりのお子さまに対する理解を深め、身辺自立や他者と

のコミュニケーションに必要なスキルを提供できるように最善を尽

くしています。                                                

・大人や社会が作ったルールにこだわることなくのびのびと育って

いただくことと同時に、他者が見て好ましいと感じる表現方法の獲

得に寄与します。 

・ご利用いただく皆様と同じように、支援が必要な子供を育てる親

の立場のスタッフも複数名在籍し、皆様の気持ちに寄り添った支援

を行っています。 

・民間では珍しい「大型の感覚遊具」を使用した支援ができる事業

所です。体を動かすことが大好きなお子様に沢山ご来所いただいて

います。 
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令和 2年 4月 1日現在 

事業所名 あぷりこっと 

サービス種別 児童発達支援 

運営法人 一般社団法人はるにれ 

事業所所在地 春日市若葉台東４－１３－２ 

ＴＥＬ 092-982-6454 

ＦＡＸ 092-983-6441 

Ｅ-ＭＡＩＬ  

ＨＰアドレス https://apricot1107.jimdofree.com/ 

窓口担当者  

指定年月日 令和元年 11月 1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  

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を問わ

ず計上） 

職員の人数（職種別） ※該当職種がない場合は追加してください 

管理者 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

     

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 栄養士 調理員 

     

看護職員 嘱託医    

     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性    

女性    
 

  



451 

 

活動内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 日のタイムスケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

送迎の有無（送迎場所）  

食事提供の有無  

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おやつ

代等） 

 

医療的ケアの実施状況  

協力医療機関  

アピールポイント 

 

 

 

 

※ＷＡＭ ＮＥＴ参照 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 こぱんはうすさくら 春日若葉台教室 

サービス種別 

該当種別に 
児童発達支援   

運営法人 株式会社 SKグループ 

事業所所在地 春日市若葉台東３－２９ 

ＴＥＬ 092-983-6531  

ＦＡＸ 092-984-6531 

Ｅ-ＭＡＩＬ mannnbou@yahoo.co.jp 

ＨＰアドレス https://h-navi.jp/support_facility/facilities/158752 

窓口担当者 管理者 柿原 

指定年月日 令和２年４月１日 

対象とする障がい 身体障がい、知的障がい、発達障がい 

受入実績（障がい別） 発達障がい、知的障がい 

サービス提供区域 春日市、大野城市、その他地域は要相談 

利用定員 10人（放課後等デイサービスを含め） 

営業日 月～日曜日（12月 31日～1月 3日を除く） 

営業時間 9：00～18：00（サービス提供時間 10：00～16：00） 

駐車場の有無 有り 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を問わ

ず計上） 

職員の人数（職種別） ※該当職種がない場合は追加してください 

管理者 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1 5  3 

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 栄養士 調理員 

     

看護職員 嘱託医    

     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性  1  

女性 3 3 3 
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活動内容 

・小グループ活動…SST（ソーシャルスキルトレーニング） 

・行事活動…季節行事（クリスマス会、ハロウィン、お月見団子作り等） 

・伝統行事の由来や祝日についての学び、伝承遊び 

・運動…サーキット、ダンス、リトミック、楽器遊び 

・製作活動…クリスマスリース作り、写真立て、カレンダー作り等 

・お楽しみ会…調理実習、フィンガーペインティング 

・社会資源活用…大型絵本、紙芝居、ペープサート、パネルシアター鑑賞 

・清掃活動…大そうじ等 

・避難訓練、防災訓練、防犯訓練 

1 日のタイムスケジュール 

9：00～お迎え            14：00～自由時間（個別プログラム） 

10：00～始めの会          15：00 おやつ 

10：30～活動（集団プログラム）   15：50 帰りの会 

11：00～自由時間（個別プログラム） 16：00 お送り開始 

12：00～お弁当 

13：00～休憩 

送迎の有無（送迎場所） 有り（自宅まで） 

食事提供の有無 お弁当を準備できない場合有り 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おやつ

代等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

送迎料：春日・大野城以外は１ｋｍあたり 20円 

食費：お弁当の準備が出来ない場合 500 円 

おやつ代：50円（持参の場合不要） 

その他：行事等参加する場合は実費を徴収 

医療的ケアの実施状況 無し 

協力医療機関 きたやま小児科 

アピールポイント 

１日の定員５名ほどの小団体で、落ちついた支援をさせて頂いてお

ります。 

保育園や幼稚園の流れに沿って、朝の会から始まり、集団プログラ

ム、個別プログラムを行います。 

身辺の自立、着替え、トイレトレーニング、食指導など日常生活に

おいて必要な事や、社会に出る上で、大切な事を身につけていきま

す。 

できる事を伸ばしできない事は一緒にトライしましょう！ 

土・日・祝も通常通り開所しています。 

リタリコ発達ナビにてブログ随時更新中です！ 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 療育訓練施設 くれよんクラブ 

サービス種別 児童発達支援 

運営法人 春日市 

事業所所在地 春日市小倉３丁目２４２番地１ 

ＴＥＬ ０９２－５７５－１２０２ 

ＦＡＸ ０９２－５７５－１２０４ 

Ｅ-ＭＡＩＬ kureyon@city.kasuga.fukuoka.jp 

ＨＰアドレス http://www.city.kasuga.fukuoka.jp/ 

窓口担当者 児童発達支援管理責任者 十時 

指定年月日 平成１２年６月１日 

対象とする障がい 身体障がい、知的障がい、発達障がい児（疑いを含む） 

受入実績（障がい別） 身体障がい、知的障がい、発達障がい児（疑いを含む） 

サービス提供区域 春日市 

利用定員 ６５人 

営業日 月～金曜日（祝休日、年末年始を除く） 

営業時間 ８時３０分～１７時（利用時間９時３０分～１６時３０分） 

駐車場の有無 有り 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を問わ

ず計上） 

職員の人数（職種別） 

管理者 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 3   17 

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 栄養士 調理員 

1 2 2   

看護職員 嘱託医 公認心理師 心理士 事務 

1 3 4 2 1 

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性  2 3 

女性 2 17 10 
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活動内容 

【集団療育】 

流れのある活動の中でコミュニケーション、運動、日常生活動作の 

発達を促す活動をします。 

・保育士による保育 

・ＳＴによるコミュニケーション活動 

・心理士によるソーシャルスキルを高める活動 

【個別活動】 

１人ひとりの気になる部分、つまずきを段階的に支援する活動をし

ます。 

・ＯＴ、ＰＴ、ＳＴ、心理士による療育 

1 日のタイムスケジュール 

【通園グループ】【幼稚園・保育園グループ】【心理・言語グループ】 

9：45  登園   14：00  登園     14：30  登園 

運動遊び       運動遊び            集会・発表 

親子遊び        集団遊び            聴覚的遊び等 

リズム遊び・体操     課題遊び          課題遊び 

自由遊び 等         自由遊び 等                絵本・自由遊び 等 

11：45 降園   15：30 降園      16:00 降園 

送迎の有無（送迎場所） なし 

食事提供の有無 なし 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おやつ

代等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

その他：（集団療育）実費徴収（年１回程度）１００円未満 

医療的ケアの実施状況 実施していない 

協力医療機関 福岡大学筑紫病院 

アピールポイント 

・親子で通園していただき、療育のポイントを家庭で取り組める支

援内容でお伝えし、協同で子育てをすすめます。 

・多職種の専門士と保育士によるチームアプローチをしています。 

・利用児童の保護者向け、幼稚園・保育園の職員向け学習会を実施

しています。 

・関係する機関や乳幼児保育、教育の場とつながり、必要に応じて

連携を取ります。 

・ふくおか就学サポートノートや就園へのサポートシート作成を協

同でします。 

・必要に応じて、感覚統合訓練を実施しています。 
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令和 3年 1月 7日現在 

事業所名 
児童発達支援 放課後等デイサービス 

あおりんご 

サービス種別 児童発達支援 

運営法人 合同会社 Q・O・Lサポート 

事業所所在地 春日市 大谷 5 丁目 3番地 

ＴＥＬ 092-558-7531/080-3959-0046 

ＦＡＸ 092-558-7541 

Ｅ-ＭＡＩＬ aoringo_kasuga@yahoo.co.jp 

ＨＰアドレス https://www.aoringo.co/ 

窓口担当者 管理者 中森美貴   児童発達支援管理責任者 仲原真澄 

指定年月日 平成 26年 12月 1 日 

対象とする障がい 身体・精神・知的・発達障がいで医療的ケアが必要でない児童 

受入実績（障がい別） 身体・精神・知的・発達 

サービス提供区域 春日市・大野城市・那珂川市・筑紫野市・糟屋郡 

利用定員 10名/日 

営業日 363日（1月 1日～2日休所） 

営業時間 10：00～19：00 

駐車場の有無 有り 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を問わ

ず計上） 

職員の人数（職種別） 

管理者 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1 3 5 1 

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 栄養士 調理員 

     

看護職員 嘱託医    

     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性  1 1 

女性 3 4 1 
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活動内容 

・戸外活動：さんぽ・公園遊び等 

・リトミック：体操・身体遊び等 

・療育：個々にあった課題を提供 

・行事活動：季節行事（年に 4回）/事業所内イベント（月に 1回） 

・清掃活動：身の回りの整理、お手伝い等 

1 日のタイムスケジュール 

9：00～お迎え 

事業所到着後 バイタルチェック、トイレ誘導 

 10：00 療育訓練 

     自由時間 

 12：00 昼食 

     自由時間 

 14：00 療育訓練 

 15：00 おやつ 

 17：00 帰り送迎 

送迎の有無（送迎場所） 有り（原則、自宅・保育施設 ※特例として市町村に認められた場所） 

食事提供の有無 有り 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、お

やつ代等） 

利用料・送迎費：厚生労働大臣の定める額で受給者証に記載のある上限 

        額に準ずる 

食費： 昼食 未就学児 175円 おやつ 30円 

医療的ケアの実施状況 無し 

協力医療機関 こうせい内科クリニック 

アピールポイント 

・363日開所でご家族様のサポートもさせて頂いております。 

・送迎時間もご家族様の要望を優先し出来る限り対応しています。 

・様々な場所でストレスを溜め込んでしまいがちなお子様のストレス発

散の場を作りご自宅での安定した生活を遅れるようにお手伝いさせて

頂きます。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 リハルキッズ 

サービス種別 児童発達支援 

運営法人 医療法人 雅円会 

事業所所在地 春日市大谷 8丁目 106 

ＴＥＬ TEL 092-558-3515  FAX 092-558-3516 

ＦＡＸ info@reharukids.com 

Ｅ-ＭＡＩＬ http://www.reharukids.com/ 

ＨＰアドレス 管理者 吉岡 文恵 

窓口担当者 平成 29年 9月 1日 

指定年月日 身体障がい、知的障がい、発達障がい、難聴 

対象とする障がい 身体障がい、知的障がい、発達障がい 

受入実績（障がい別） 春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市 

サービス提供区域 10名（多機能型） 

利用定員 月～土曜日（国民の祝日、8月 13日～15日、12月 30日～1月 3日を除く） 

営業日 8時 30分～17時 30分 

営業時間 授業終了日：授業終了～17時  休業日：9時～16時 

駐車場の有無 有り 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を問わ

ず計上） 

職員の人数（職種別） ※該当職種がない場合は追加してください 

管理者 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1 3 0 0 

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 栄養士 調理員 

0 0 1 0 0 

看護職員 嘱託医    

0 0    

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性 0 0 0 

女性 3 3 0 
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活動内容 

製作、感覚遊び、スキルトレーニング、ソーシャルスキルトレーニ

ング、リトミック、日常生活動作、運動会等の全体及び個別による

トレーニング、言語聴覚士による個別トレーニングに加え、理学療

法士が監修した運動プログラムを行っております。 

 

 

 

 

 

1 日のタイムスケジュール 

9：00～ 送迎 保護者より聞き取り、検温（体調確認）、排泄 

10：00～ 体操、給水、排泄、朝のお集まり 

10：20～ 療育（製作、リトミック、感触遊びなど） 

     個別訓練（ST,PTなど）、読み聞かせ、お帰りのお集まり 

～11：30 終了 申し送り、送迎 

送迎の有無（送迎場所） 有り（自宅、幼稚園および保育園などご希望に合わせて） 

食事提供の有無 無し（クッキングの療育では提供有り） 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おやつ

代等） 

利用料、送迎費：厚生労働大臣の定める額 

その他：行事（外出など）等へ参加する場合実費を徴収 

医療的ケアの実施状況 実施していない 

協力医療機関 たなか夏樹医院 

アピールポイント 

障がい者や障がい児の施設・事業所や病院等において勤務経験のあ

る教諭免許を持ったスタッフや言語聴覚士を配置し、学習やコミュ

ニケーション、運動、言葉のトレーニング等をお子様一人ひとりに

合わせて実施しております。 

ご利用者様と共に笑い合い成長を喜びあえる、あたたかい居場所づ

くりを心がけています。 

安心安全なケアはもちろん、より質の高いサービスをご利用者様お

一人おひとりに合わせてお届けできるよう、スタッフ一同で気持ち

を一つにして、皆様のご利用を心よりお待ちしております。 
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令和 2年 4月 1日現在 

事業所名 Ｋｉｄｓ－Ｈｏｕｓｅ ＬＵＡＮＡ 

サービス種別 児童発達支援 

運営法人 一般社団法人 Ｏｒｉｏｎ 

事業所所在地 春日市松ヶ丘５－３９ 

ＴＥＬ ０９２－７１０－０５０５ 

ＦＡＸ ０９２－７１０－０５０６ 

Ｅ-ＭＡＩＬ kidshouse.luana@gmail.com 

ＨＰアドレス https://www.orion-luana.com/ 

窓口担当者 橋本 洋子 

指定年月日 令和２年１月１日 

対象とする障がい 障がい児（重心以外） 

受入実績（障がい別） 自閉症スペクトラム、ＡＤＨＤ、ダウン症等 

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 １０名 

営業日 月～土曜日（日、祝日、12/29～1/3は除く） 

営業時間 9:00～19:00 

駐車場の有無 有り 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を問わ

ず計上） 

職員の人数（職種別） ※該当職種がない場合は追加してください 

管理者 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1 5 5 6 

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 栄養士 調理員 

     

看護職員 嘱託医    

     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性 2   

女性 3 7 5 
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活動内容 

・個別療育（指先、リトミック、言語、学習など） 

・集団療育（リトミック、ＳＳＴ、お外遊びなど） 

・各イベント（夏祭り、クリスマス、運動会など） 

・習い事教室（サッカー、野球、剣道、ピアノ、陶芸、プログラミ 

ングなど） 

 

 

 

 

1 日のタイムスケジュール 

10:00～ 通所 

11:00～ 個別療育 

12:20～ お弁当 

13:30～ 集団療育 

15:00～ おやつ 

 

 

送迎の有無（送迎場所） 有り 

食事提供の有無 無し 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おやつ

代等） 

月５００円（おやつ代等含む） 

医療的ケアの実施状況 無し 

協力医療機関 くぼた小児科 

アピールポイント 

・様々な療育を行い、こどもたちがたくさんのことを見て、触って 

体験して、楽しく学べるよう目指しています。 

・2か月に 1回、家庭訪問を実施し、保護者の方と連携を取り、 

より良い支援を目指していきます。 

・様々なイベントを企画し、楽しく活動しています。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 就労支援特化型こどもサポートルーム カーサ 

サービス種別 児童発達支援（但し、15歳から 18歳の未就学児童のみ） 

運営法人 株式会社五つ星工房 

事業所所在地 春日市松ヶ丘６丁目６８−２ 

ＴＥＬ 092-558-8137 

ＦＡＸ 092-558-8138 

Ｅ-ＭＡＩＬ casa.kasuga@gmail.com 

ＨＰアドレス https://supportcasa.web.fc2.com/ 

窓口担当者 高比良（たかひら）・髙山（たかやま） 

指定年月日 令和元年 10月 1日 

対象とする障がい 障害児（精神・知的・身体・難病）※但し、一定の自立度がある方に限る 

受入実績（障がい別） 障害児（精神・知的） 

サービス提供区域 春日市・那珂川市・大野城市 ※福岡市や糟屋地区の受け入れ実績あり 

利用定員 10名 

営業日 月・火・水・木・金 ※年間予定を優先させます 

営業時間 
平日・放課後：午前10時から午後6時まで 

休日・長期休暇：午前9時から午後5時まで 

サービス提供時間 
平日・放課後：午前10時から午後5時半まで 

休日・長期休暇：午前10時から午後4時まで 

駐車場の有無 有 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を

問わず計上） 

職員の人数（職種別）  

管理者 児発支援管理責任者 児童指導員 言語聴覚士 保育士 

1 1 2 1  

 

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性 1 2  

女性 1   
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活動内容 

集団活動 

○施設外活動（趣向を凝らしたレクレーション、ゲーム性の高い運動、

外食体験、社会科見学、買い物体験、清掃活動 他） 

○SST/社会生活技能訓練 

○施設内活動（料理教室、アイロンがけ、お金の勉強、季節のイベン

ト 他） 

○企業見学・実習 

○施設（障がい福祉サービス事業所等）見学・体験・実習  他 

個別活動 

○言語聴覚士による個別活動（当事業所において必要とする児童のみ） 

○ご本人との個別面談、個別支援計画の作成   他 

1 日のタイムスケジュール 詳細はお問い合わせください。 

送迎の有無（送迎場所） 有（ご希望にお応えできない場合がございます） 

食事提供の有無 有（ご希望の方のみ） 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おや

つ代等） 

おやつ 50円/回 

昼食提供 350円/回 

※その他の費用につきましては、事前に通知を行います。 

医療的ケアの実施状況 なし 

協力医療機関 さいつこどもクリニック 

アピールポイント 

○中高生専門（13 歳から 18 歳までに特化した）児童通所支援施設で

す。高校に進学していない未就学児童にも対応しています。 

○特別支援学校卒業後の地域生活をスムーズに適応できるように、ゲ

ーム性が高く、楽しみながら取り組める訓練を中心に行っています。 

○不登校・ひきこもり経験の方も多く利用しています。少人数のクラ

スのような雰囲気もあり、学生生活を取り戻すお手伝いをします。 

○高校に進学しなかった 16 歳から 18 歳までの未就学児童の受け入れ

も行っています（児童発達支援）。カーサを卒業した高校未進学の子ど

もたちの多くは、スタッフと共に事業所見学を重ねて、自ら選択して

卒業後は「就労移行支援事業所」等への通所を行っています。 

○医療機関との連携を行っており、「ゲーム依存症」やその他精神疾患

を抱えるお子様の受け入れも行っています。（精神保健福祉士在籍） 

○障がい者の就労支援現場で働いていたスタッフが多く在籍してお

り、地区の障害福祉サービス事業所、ハローワーク、障害者就業・生

活支援センター、計画相談等との連携体制を構築しています。 

 

 



464 

 

令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 さんさんキッズ 

サービス種別 児童発達支援 

運営法人 一般社団法人 おひさまクラブ 

事業所所在地 春日市下白水南 2丁目 60 

ＴＥＬ・ＦＡＸ TEL：092-980-2218 FAX：092-980-2220 

Ｅ-ＭＡＩＬ sansan@ind.bbiq.jp 

ＨＰアドレス http://www.san-san.net/ 

窓口担当者 稲川 豊 

指定年月日 平成 27年 3月 1日 

対象とする障がい 発達障がい、知的障がい 

受入実績（障がい別） 発達障がい、知的障がい 

サービス提供区域 春日市・大野城市・那珂川市・福岡市南区 

利用定員 10名 

営業日 月～土曜日（日、祝日、12/29～1/3、8/13～8/15を除く） 

営業時間 9時 00分～18時 

サービス提供時間 9時～15時 

駐車場の有無 有り 

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 未就学   

男性 13   

女性 7   
 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を

問わず計上） 

職員の人数（職種別）  

管理者 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

１ １ ３ ２ ４ 

理学療法士 作業療法士 臨床心理士 介護福祉士 言語聴覚士 

  １（兼）  1 

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性   １ 

女性 ２ ８  
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活動内容 

・母子分離、通所習慣の経験 

・生活指導（持ち物整頓、排泄指導、更衣・衛生指導、食事指導、歯磨き、） 

・日中活動（体操・遊戯指導、創作活動、砂遊び 運動遊び ） 

・集合活動（朝の会 帰りの会） 

・外出（（公園、図書館、児童館、社会見学） 

・言語訓練 言語療育（観る 聴く 伝える） 

 

1 日のタイムスケジュール 

 

 

 

 

 

 

送迎の有無（送迎場所） 有り（自宅まで） 

食事提供の有無 なし 

費用（利用料、送迎費、食費等、

おやつ代等） 

クッキング（月 1回）材料費 300円 

戸外活動入園料 

医療的ケアの実施状況 なし 

協力医療機関 さいつこどもクリニック   野北外科医院 

アピールポイント 

・就園、就学にむけて、個々に必要な発達支援（身辺自立、集団生活スキル、コミ

ュニケーションスキル、学習スキルを身に付ける）を行います 

・就園されたお子様の幼稚園後療育（14時～17時）も行っています 

・スタッフは保育士・児童指導員の有経験者・支援員の他、教育学系の学生アルバ

イトを入れ、子ども 1.5人にスタッフ 1名の配置です。 

・ご希望により、言語や発達の相談に応じます。 

 

 

 

・送迎（900～） 

・到着後 持ち物整頓 

・自由あそび 

・個別指導 

・朝の会 体操 

・設定活動(創作、戸外、集団活動) 

・食事指導 歯磨き 

・午睡または自由あそび 個別指導 

・おやつ 

・帰りの会 

・送迎（15：00～） 

 

 



466 

 

令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 発達療育 モンテ 

サービス種別 児童発達支援   

運営法人 特定非営利活動法人 

事業所所在地 春日市下白水南 2 丁目 58番 

ＴＥＬ 092-572-3325 

ＦＡＸ 092-572-1150 

Ｅ-ＭＡＩＬ ryoikumonte.0501@gmail.com/ 

ＨＰアドレス http://honobono-monte.com/ 

窓口担当者 代表 長尾 真澄 

指定年月日 平成 26年 5月 1日 

対象とする障がい 知的障がい、発達障がい 

受入実績（障がい別） 知的障がい、発達障がい 

サービス提供区域 春日市、那珂川市、大野城市、筑紫野市 

利用定員 20名 

営業日 月～日（8/12～8/15、12/30～1/3を除く）・祝日を除く 

営業時間 ① 9：30～14：00       ②15：00～16：30 

駐車場の有無 有 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を問わ

ず計上） 

職員の人数（職種別） ※該当職種がない場合は追加してください 

管理者 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1 6 5 5 

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 栄養士 調理員 

     

看護職員 嘱託医    

     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性  2 2 

女性 1 8 6 
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活動内容 

・モンテッソーリ 感覚教育 

・体幹トレーニング 

・バランス感覚 

・週末の昼食作り 

・集団遊び：お絵かき、公園遊び、運動遊び等 

・毎月、行事あり（動物園、少年科学館等） 

1 日のタイムスケジュール 

9：30 登園 身辺整理 、体調チェック 

9：45 活動 

10：45 休憩 

11：00 活動 

12：00 昼食 片づけ、歯磨き 

13：00 活動 

13：50 身支度 

14：00 終了 帰宅 

送迎の有無（送迎場所） 有 

食事提供の有無 有 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おやつ

代等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

(送迎なし 1,347円 送迎あり 1,468円/1 回分) 

食 事：1食 150円 

おやつ：１回 100円 

その他：行事等へ参加する場合は実費を徴収 

医療的ケアの実施状況 なし 

協力医療機関 田中内科クリニック 

アピールポイント 

●早期発見・早期療育を目指し。子育ての支援も含め発達障がい 

のあるお子様の幸せを実現できるように支援します。 

 

・モンテッソーリ教育 

・理学療法訓練 

・ホームページのブログで随時様子を更新しています。 
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令和 2年 4月 1日現在 

事業所名 放課後等デイサービスＲＥＢＯＲＮ 

サービス種別 児童発達支援  

運営法人 （株）ニュークリエーション 

事業所所在地 春日市一の谷 3-27 

ＴＥＬ （092）980-2619 

ＦＡＸ （092）980-2619 

Ｅ-ＭＡＩＬ Houkago.reborn@gmail.com 

ＨＰアドレス  

窓口担当者 児童発達支援管理責任者 兼竹愛香 

指定年月日 2018年 10月 1日 

対象とする障がい 知的障がい、発達障がい 

受入実績（障がい別） 発達障がい 

サービス提供区域 春日市、大野城市、那珂川市、筑紫野市、太宰府市、福岡市 

利用定員 10人 

営業日 月～金曜日（12月 30日～1月 3日を除く） 

営業時間 11：30～19：00 

駐車場の有無 有り（3台） 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を問わ

ず計上） 

職員の人数（職種別）  

管理者 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1 2   

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 栄養士 調理員 

     

看護職員 嘱託医    

     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性    

女性  2 1 
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活動内容 

・集団活動：ボーリング・ごっこ遊び・ダンボール遊び 

・知育活動：English time 

・絵画工作：月ごとの製作・万華鏡作り 

・感覚遊び：小麦粉粘土・新聞紙・ダンボールを作った遊び 

1 日のタイムスケジュール 

11：30 朝の会、リトミック、リズム遊び 

11：50 トイレ 

12：00 昼食  14：25 出発 

13：00 午睡（4・5才は就学前準備 ひらがな・数の勉強） 

14：00 室内運動、自由遊び 

15：30 手作りおやつ 

16：00 合同活動 

17：00 絵本の読み聞かせ、帰りの会 

17：30 ＲＥＢＯＲＮ出発 

送迎の有無（送迎場所） 有り（学校、ご自宅） 

食事提供の有無 有り（昼食・給食・手作りおやつ） 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おやつ

代等） 

利用料：厚生大臣の定める額 

送迎費 

食費 ：1食 300円 

行事等へ参加する場合は実費を徴収 

医療的ケアの実施状況 実施なし 

協力医療機関 大西内科クリニック（大土居） 

アピールポイント 

・一人ひとりの個別支援計画をもとに個別学習を行っています。就学前のお子

様には、ひらがな、数の勉強・支援も行っています。 

・英語が身につくようにしています。朝の会でも 5分間 English time を行って

います。 

・毎日リトミックやサーキットトレーニングを行い、楽しみながら体を動かせ

るように支援しています。 

・子ども達の支援だけではなく、保護者に対しても相談に応じたり、子育てに

関する支援のサポートを行っています。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 児童発達支援ピース いちのたに 

サービス種別 児童発達支援   

運営法人 株式会社 ＴＥＡＭフェニックス 

事業所所在地 春日市一の谷 2-6 

ＴＥＬ 092-707-8570 

ＦＡＸ 092-707-8571 

Ｅ-ＭＡＩＬ peaceichinotani1@outlook.jp 

ＨＰアドレス https://peace-phoenix.com/ 

窓口担当者 統括管理責任者 中山・児童発達管理責任者 行本 

指定年月日 平成 29年 1月 1日 

対象とする障がい 知的障がい、発達障がい、身体障がい 

受入実績（障がい別） 知的障がい、発達障がい 

サービス提供区域 
春日市、大野城市、筑紫野市、大宰府市、那珂川市 

福岡市、糟屋郡 

利用定員 10名 

営業日 月～土曜日（お盆・年末年始・祝日・臨時休業日を除く） 

営業時間 サービス提供時間 10：00～14：00（16：00まで延長可） 

駐車場の有無 有り（事業所横） 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を問わ

ず計上） 

職員の人数（職種別）  

管理者 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1 3 9  

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 栄養士 調理員 

     

看護職員 嘱託医    

1     

 

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性 1 1  

女性 2 10 1 
 



471 

 

活動内容 

お集り・・・リトミック・紙芝居・歌・手遊び・シールはり等 

運 動・・・ブランコ・スウィング、トランポリン・滑り台等 

集 団・・・サーキット・散歩・ボール遊び・工作・お絵かき等 

操 作・・・ハサミ・鉛筆・クッキング等 

感 触・・・小麦粉・粘土・紙・布遊び等 

ルール・・・ふたり競争・しっぽ取り・椅子取りゲーム等 

1 日のタイムスケジュール 

10：00～通所・トイレ     13：25～お着替え・トイレ 

10：40～ﾘｽﾞﾑ遊び・おあつまり 13：40～おあつまり・読み聞かせ 

11：00～主活動        13：50～帰りの準備 

11：30～昼食・歯磨き     14：00～送迎 

12：15～自由遊び・トイレ   16：00まで延長可 

13：00～副活動       （月・火・水は 16：00～送迎有） 

※タイムスケジュールは利用者や活動内容により変更する場合があります。 

送迎の有無（送迎場所） 有り（ご自宅・ご利用施設等） 

食事提供の有無 有り（委託弁当） 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おやつ

代等） 

利用料・・・厚生労働大臣の定める額 

お弁当・・・335円税込み 

医療的ケアの実施状況 無し 

協力医療機関 うえだ小児科クリニック 

アピールポイント 

・ひとりひとりのお子さまに対する理解を深め、身辺自立や他者と

のコミュニケーションに必要なスキルを提供できるように最善を

尽くしています。 

・大人や社会が作ったルールにこだわることなく、のびのびと育っ

ていただくことと同時に、他者が見て好ましいと感じる表現方法

の獲得に寄与します。 

・ご利用いただく皆様と同じように、支援が必要な子供を育てる親

の立場のスタッフも複数名在籍し、皆様の気持ちに寄り添った支

援を行っています。 

・民間では珍しい「大型の感覚遊具」を使用した支援ができる事業

所です。体を動かすことが大好きなお子様に沢山ご来所いただい

ています。 
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令和 2年 1月 12日現在 

事業所名 UNICO 春日 

サービス種別 児童発達支援 

運営法人 株式会社ウェルモ 

事業所所在地 福岡県春日市天神山 7 丁目 1番 

ＴＥＬ 092-502-1155 

ＦＡＸ 092-502-1156 

Ｅ-ＭＡＩＬ unico@welmo.co.jp 

ＨＰアドレス http://unico-jp.net/ 

窓口担当者 吉田勇 

事業開始年月 平成 28年 6月 1日 

サービス提供区域 大野城市、太宰府市、春日市、筑紫野市、福岡市南区 

利用定員 10名 

営業日 月曜日～土曜日、祝日 

営業時間 8：30～17：30 

駐車場の有無 有 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、

兼務を問わず計上） 

職員の人数（職種別）  

管理者 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

１ １ 2  4 

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 栄養士 調理員 

     

看護職員 嘱託医 ドライバー   

  1   

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性    

女性 2 5 2 
 

活動内容 

【グループ遊び】 

レクレーションゲーム、サーキット運動、制作活動、誕生日会など 

【自由遊び】 

運動訓練(ボルダリング・スイング)、知育玩具、公園遊びなど 

【おでかけ】 
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地域イベント、レジャー施設、工場見学、農業体験など 

【親子教室】毎月 1回 

ミニ運動会、夏祭り、クリスマス会、親子 BBQなど 

1 日のタイムスケジュール 

10:00 お迎え 

10:30 始まりの会 

10:40 グループ遊び・自由遊び・おでかけ 

12:00 お昼ごはん 

13:00 グループ遊び・自由遊び・おやつ 

14:00 帰りの会・お送り 

送迎の有無 有 

食事提供の有無 無 

費用 

（利用料、送迎費、食

費等、おやつ代等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

送迎料：無料 

おやつ代 100円/日 

その他：レク・イベント・制作活動など実費でいただきます 

医療的ケアの実施状況 なし 

協力医療機関 安永クリニック 

アピールポイント 

UNICOは「Accelerate Your Talent(才能を促進・加速させる)」をコ

ンセプトに、以下のようなサービスを通して、子どもたちの可能性

を広げる・伸ばす支援を行っています。 

 

【広く明るく暖かく居心地の良い空間】 

デザインや色遣いにまでこだわり、子どもたちの心が明るく開放的

になれるよう、また、ご家族も安心して預けていただけるような居

心地の良い空間を設計しています。 

【ひとりひとりに合わせた学習アプローチ】 

担当制を採用し、アクティブ・ラーニングを応用した独自の支援ア

プローチにより、ひとりひとりの子どもたちの可能性が無限に伸び

るよう支援しています。 

【自由に楽しく遊びながら学べる豊富な選択肢】 

子どもたちの可能性を１つでも多く見つけるため、運動訓練のため

のボルダリングやスイングなどの遊具、PCやタブレットなどICTを活

用した教材など、遊び・学びの選択肢を豊富に揃えています。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 太陽のリハげんき 春日教室 

サービス種別 児童発達支援   

運営法人 株式会社 スピード・ラン 

事業所所在地 春日市岡本 1-126 

ＴＥＬ 092-586-6360 

ＦＡＸ 092-586-6370 

Ｅ-ＭＡＩＬ kasuga@speed-run.net 

ＨＰアドレス speed-run.net 

窓口担当者 白垣 亜希子 

指定年月日 令和 2年 6月 1日 

対象とする障がい 身体障がい、知的障がい、発達障がい 

受入実績（障がい別） 自閉スペクトラム症、知的障害、両下肢切断、総排泄腔外反症 

サービス提供区域 
春日市、大野城市、大宰府市、那珂川市 

福岡市博多区・南区（一部対象外地域あり） 

利用定員 10人（放課後等デイサービスも含む） 

営業日 
月曜日～土曜日 

（日曜・祝日・お盆 8/13～8/15・年末年始 12/30～1/3は除く） 

営業時間 8：30～12：30 

駐車場の有無 有り 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を問わ

ず計上） 

職員の人数（職種別）  

管理者 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1   2 

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 栄養士 調理員 

1 2    

看護職員 嘱託医 助手   

  1   

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性 1 0 0 

女性 3 2 1 
 

mailto:kasuga@speed-run.net
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活動内容 

・学習活動（学校の宿題、課題） 

・戸外活動：ウォーキング、探索あそび等 

・リトミック、サーキットトレーニング 

 （マット、跳び箱、鉄棒、縄跳び、平均台、ハードルなど） 

・楽器遊び、リズム遊び、体操、絵本 

・フラッシュカード、視知覚トレーニング、ビジョントレーニング 

・小グループ活動：個々にあった課題を提供 

         （粘土、紐結び、紐通し、折り紙等の制作など） 

・行事活動：ＤＶＤ鑑賞、各月季節行事等 

・清掃活動：身の回りの整理、雑巾がけなど 

1 日のタイムスケジュール 

○月～土曜日 

 8：30～送迎 

 到着 バイタルチェック、水分補給、排泄 

    療育活動 

12：30 順次送迎 

 

 

送迎の有無（送迎場所） 有り（自宅・幼稚園・保育園・祖父母宅） 

食事提供の有無 おやつのみ 

 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おやつ

代等） 

 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

送迎費：無料 

おやつ代：50円 活動内容によりおやつの提供をします 

その他：行事等へ参加する場合は、必要に応じて実費を徴収 

医療的ケアの実施状況 実施している（ストーマの交換） 

協力医療機関 きたやま小児科 

アピールポイント 

・お子さまの「できる」を増やしてサポートします。 

・お子さま一人ひとりに合わせた個別・集団療育に専念しています。 

・やる気にあふれた職員が、皆さんのご利用をお待ちしています。

元気に学び、遊び、一緒に成長していきましょう。 

・ホームページのブログで随時様子を更新しています。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 マママとままま 

サービス種別 児童発達支援 

運営法人 （株）オフィス・スローライフ 

事業所所在地 春日市桜ケ丘 8-86 

ＴＥＬ 092-586-6696 

ＦＡＸ 092-586-6845 

Ｅ-ＭＡＩＬ  

ＨＰアドレス http://mamamatomamama.net/ 

窓口担当者  

指定年月日 平成 28年 5月 1日 

対象とする障がい 自閉症スペクトラム 

受入実績（障がい別） 自閉症スペクトラム 

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  

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を問わ

ず計上） 

職員の人数（職種別） ※該当職種がない場合は追加してください 

管理者 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

     

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 栄養士 調理員 

     

看護職員 嘱託医    

     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性    

女性    
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活動内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 日のタイムスケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

送迎の有無（送迎場所）  

食事提供の有無  

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おやつ

代等） 

 

医療的ケアの実施状況  

協力医療機関  

アピールポイント 

 

※ＷＡＭ ＮＥＴ参照 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 ちくしのスマイルキッズ 

サービス種別 児童発達支援 

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 092-926-7800 

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 村田・羽田野 

指定年月日 平成 26年 4月 1日 

対象とする障がい 発達障がい 

受入実績（障がい別） 発達障がい 

サービス提供区域 筑紫野市及び近郊の市町村 

利用定員 10人 

営業日 月～金曜日（祝日・12月 29日～1月 3日を除く） 

営業時間 8時 30～17時 

駐車場の有無 有り 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を問わ

ず計上） 

職員の人数（職種別） 

管理者 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1   2 

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 栄養士 調理員 

 2    

看護職員 嘱託医    

     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性  1 1 

女性  4  
 

 



479 

 

活動内容 

・お集まり：歌、手遊び、楽器、絵本・紙芝居等 

・集団遊び：製作遊び、感触遊び、散歩、運動遊び、簡易プールで 

      水遊び等 

・リトミック：マット運動、楽器遊び等 

・その他：季節行事 

 

 

 

1 日のタイムスケジュール 

9:30 登園（自由遊び） 

10:00 お集まり（お名前呼び等） 

    リズム遊び（様々な曲に合わせて体を動かします） 

    主活動（運動遊び、感触遊び、季節行事等） 

11:00 帰りの会（絵本読み聞かせ）、自由遊び 

12:00 降園 

※タイムスケジュールは利用者に合わせて都度変更となります。 

送迎の有無（送迎場所） なし 

食事提供の有無 なし 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おやつ

代等） 

利用料：厚生労働大臣が定める額 

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 

・親子通園を集団療育のメインとしています。子どもさんの成長を 

 保護者の方と一緒に一つひとつ確認しながら療育を進めていきま 

 す。また親子通園なので、親同士が顔を合わせることで親睦を深 

 めると同時に情報交換ができます。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 どんぐり 

サービス種別 児童発達支援 

運営法人 社会福祉法人 筑紫会 

事業所所在地 筑紫野市岡田１丁目２７－３ 

ＴＥＬ ０９２－４０８－９４５７ 

ＦＡＸ ０９２－４０８－９４５８ 

Ｅ-ＭＡＩＬ donguri@salsa.ocn.ne.jp 

ＨＰアドレス http://chikushikai.jp/ 

窓口担当者 原 真知子 

指定年月日 平成３０年１０月１日 

対象とする障がい 知的 発達 

受入実績（障がい別） 知的 発達 

サービス提供区域 筑紫野市、太宰府市、その他の地域も相談に応じます 

利用定員 １日１０名 

営業日 月曜日～金曜日 ※祝日は休み 

営業時間 ８時３０分～１７時３０分 

駐車場の有無 有 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を問わ

ず計上） 

職員の人数（職種別）  

管理者 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1 1  3 

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 栄養士 調理員 

     

看護職員 嘱託医    

     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性  1  

女性 3 2  
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活動内容 

個別療育…色の弁別、プットイン、絵合わせや文字合わせ、プリン

トなどの課題に取り組んでもらいます 

設定保育…外活動、制作、ボーリング、新聞ちぎりなど 

※集団で順番やルール等を守って楽しめるもの 

食事や排泄や着替えなど身の回りことができるように支援を行いま

す 

1 日のタイムスケジュール 

9:30 来所・身支度など 

10:00 朝のあつまり 

    療育（個別・集団）、自由遊び 

11:30 手洗い、排せつ、昼食 

    ※お昼寝（必要に応じて） 

13:00 療育（個別・集団）、自由遊び 

14:30 手洗い、排せつ、おやつ 

    帰りのあつまり 

15:30 お迎え 

送迎の有無（送迎場所） 無 

食事提供の有無 無 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おやつ

代等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

おやつ代：１日５０円 

教材費：１日４０円 

その他：調理や制作等の活動を行うための教材費 

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 

・他の支援事業所や保育園・幼稚園の利用が難しいお子様も積極的

に支援させていただきます。 

・それぞれの特性に合わせた支援計画を作成し、お子様の成長を促

す支援を行います。 

・家族と協力し日常生活に必要なスキル獲得のための支援を行いま

す。 

・行動の分析を丁寧に行い、適切な行動を習得し、不適切な行動を

減らしていく支援を行います。 

・日中お過ごしいただく環境はのびのびと体を動かせるスペースが

あり、またその時々に応じた環境作りを行います。 
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和 2年 11月 1日現在 

事業所名 児童発達支援・放課後等デイサービス ＳＯＡＬＡ 原田校 

サービス種別 児童発達支援 

運営法人 SOALA合同会社 

事業所所在地 筑紫野市原田３丁目８－１１ 

ＴＥＬ 092-408-6525 

ＦＡＸ 092-408-6525 

Ｅ-ＭＡＩＬ  

ＨＰアドレス 
https://soala.jp/ 

【Facebook】https://www.facebook.com/SOALA.HARUDA/ 

窓口担当者 村山 

指定年月日 令和元年 8月 1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 10名 

営業日 月～土 

営業時間  

駐車場の有無 有 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を問わ

ず計上） 

職員の人数（職種別）  

管理者 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1 2  2 

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 栄養士 調理員 

     

看護職員 嘱託医    

     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性  2  

女性 2  1 
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活動内容 

 

 

グループ活動 製作 ルールのある遊び  

クッキング お出かけ等 

 

 

 

 

 

1 日のタイムスケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

送迎の有無（送迎場所） 有 

食事提供の有無 無 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おやつ

代等） 

 

医療的ケアの実施状況 実施していない 

協力医療機関 なるお内科小児科 

アピールポイント 

 

・コミュニケーション力の育成 

・お子様のテーマやペースに合わせて支援計画を作成します。 

・学習面では学ぶ意欲を育てます。 

・ご家庭と連携して発達環境づくりを行います。 
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令和２年１２月７日現在 

事業所名 発達こどもアカデミー 原田校 

サービス種別 児童発達支援 

運営法人 株式会社 済々社中 

事業所所在地 福岡県筑紫野市原田 3丁目１－１６ 

ＴＥＬ ０９２－４０８－５２７８   

ＦＡＸ ０９２－４０８－５２８３ 

Ｅ-ＭＡＩＬ info@hakodemi.jp 

ＨＰアドレス https://hakodemi.jp 

窓口担当者 南川 悠（みなみかわ ゆう）/ 祐恒 竜也（すけつね たつや） 

指定年月日 平成３１年 4月 1 日 

対象とする障がい 知的障がい、発達障がい 

受入実績（障がい別） 知的障がい、発達障がい 

サービス提供区域 筑紫野市、大野城市、春日市、太宰府市、小郡市、基山町、筑前町 

利用定員 10名 

営業日 

月・火・水・木・金・土・（日） 

※月に１日程度日曜日にペアレントトレーニングを実施致します。 

※休業日…日曜・祝祭日・お盆・年末年始 

営業時間 10:00～18:00／土曜および学校等休業日 9:00～18:00 

駐車場の有無 あり 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を問わ

ず計上） 

職員の人数（職種別） ※該当職種がない場合は追加してください 

管理者 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1 4 1  

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 栄養士 調理員 

     

看護職員 嘱託医 精神保健福祉士 臨床心理士  

  1 1  

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性  ２  

女性 1 3  
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活動内容 

●屋内や屋外での集団活動や自由活動を通して、集団ルールや相手

の状況・気持ちを意識しながら活動できるように指導しています。

また、自分の気持ちを適切な方法で相手に知らせ、スムーズに気持

ちの切り替えが出来るようになる事も目的としています。 

（活動予定例） 

 

 

 

 

 

 

1 日のタイムスケジュール ９；００～１０：００ 送迎・朝の会 

午前中 集団活動（工作・クッキング・公園での野外活動など） 

１１；３０～１２：００ お昼ご飯 

※園に通われている方は園へのお迎え 

１２：００～１７：００ 集団活動及び個別活動 

送迎の有無（送迎場所） あり（筑紫野市、太宰府市、小郡市、の学校や自宅） 

食事提供の有無 なし 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おやつ

代等） 

利用料；厚生労働大臣の定める額  送迎費；無料 

その他；行事等への参加する場合は実費を徴収 

医療的ケアの実施状況 行っておりません 

協力医療機関 スタジオリカクリニック 

アピールポイント ●精神保健福祉士、臨床心理士、保育士などの専門職員が中心となり毎

月の活動予定を作成し、児童が楽しみながら社会性や活動スキルを身に

付ける事が出来るように内容を工夫しています。 

 

●活動内容自体を習得したり出来るようになったりする事も大切です

が、発達こどもアカデミーでは、活動を通して出来たことや頑張った事

などを他者から認められ自己肯定感を育み次への意欲が伸びる事を何

よりも大切にしています。 

 

●児童への支援と共に保護者の方への支援にも力を入れています。保護

者の方を対象にした「ペアレントトレーニング」を毎月開催し、我が子

への効果的な関わり方をお伝えしています。また、保護者の方同士の交

流の場としても喜ばれています。 

 

●弊社スタッフが書籍を出版しています。内容は保護者向けに発達特性

を持つ我が子への効果的な関わり方や発達障がいを持つ子どもの特性

や考え方を具体的にわかりやすく解説しています。 

梓書院「発達障がい見方を変えればみんなハッピー」 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 児童ルーム たっちキッズ 

サービス種別 児童発達支援  

運営法人 株式会社フェイス 

事業所所在地 福岡県筑紫野市美し丘南 7丁目 9-4 

ＴＥＬ 092-408-1751 

ＦＡＸ 092-408-1751 

Ｅ-ＭＡＩＬ touchkids-zihatu@k-face.jp 

ＨＰアドレス 令和 2年 1月より公開予定  

窓口担当者 児童発達支援管理責任者：大村 裕紀子 

指定年月日 平成 27年 11月 1 日 

対象とする障がい 知的障がい、発達障がい 

受入実績（障がい別） 知的障がい、発達障がい 

サービス提供区域 筑紫野市、小郡市、三養基郡基山町、鳥栖市、太宰府市 

利用定員 10人 

営業日 
月曜日～土曜日 

但し、8月13日～8月15日、12月30日～1月3日、国民の祝日を除く。 

営業時間 営業時間：9：00～18：00 サービス提供時間：9:00～15：00 

駐車場の有無 17台（職員駐車場を含む） 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を問わ

ず計上） 

職員の人数（職種別）  

管理者 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1 2  4 

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 栄養士 調理員 

  2   

看護職員 嘱託医    

     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性    

女性 1 8  
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活動内容 

社会性、日常生活の基本的動作、コミュニケーションの獲得、学支 

援など、個々の発達に応じた療育を行います。 

・個別療育：制作、言語訓練など 

・集団療育：手遊び歌、紙芝居、ゲーム、運動遊びなど 

・食育指導 

お誕生日会などを年間計画に基づき、お子様と一緒に楽しく行って 

います。 

1 日のタイムスケジュール 

・9：00  登所 

・10：00 お集まり、朝の会 

・10：20 個別療育（制作・言語訓練など） 

・11：00  集団療育（手遊び歌、トランポリンなど） 

・11：30  昼食の準備、昼食 

・12：10 自由遊び 

・12：45  おわりの会 

・13：00  

・13：00 お預かり（15：00） 

 

※タイムスケジュールは利用者に合わせて都度変更となります 

送迎の有無（送迎場所） 往復有り 

食事提供の有無 無し 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おやつ

代等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

送迎費：無料 

その他：行事等へ参加する場合は実費を徴収 

医療的ケアの実施状況 無し 

協力医療機関 森小児科医院 

アピールポイント 

各種発達検査を行い、総合的な支援を提供し、言語・運動・社会性

などを伸ばしていきます。早期からの療育を行っており、就園や就

学に向けたスムーズな移行支援を目標としています。 

母子分離による療育を行っていますが、母子分離不安がある時は母

子通園も可能です。焦らずゆっくりお子様の成長を保護者様と一緒

に支援します。 

また、発音の未熟さやことばの数の少なさなど、言語面に不安を抱

えたお子様の訓練も行っています。 

幼稚園や保育園、医療・療育機関との密な連携を行い、必要に応じ

て訪問や電話相談なども積極的に受け付けております。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 発達こどもアカデミー 美しが丘校 

サービス種別 児童発達支援 

運営法人 株式会社 済々社中 

事業所所在地 福岡県筑紫野市美しが丘南４丁目１２－１６ 

ＴＥＬ ０９２－４０８－５９９１ 

ＦＡＸ ０９２－４０８－５９９７ 

Ｅ-ＭＡＩＬ info@hakodemi.jp 

ＨＰアドレス https://hakodemi.jp 

窓口担当者 深山 春華 

指定年月日 平成２８年２月１日 

対象とする障がい 知的障がい・発達障がい 

受入実績（障がい別） 知的障がい・発達障がい 

サービス提供区域 筑紫野市、小郡市、太宰府市、筑前町、基山町、大野城市、春日市 

利用定員 １０名 

営業日 

月・火・水・木・金・土・（日） 

※月に１日程度日曜日にペアレントトレーニングを実施致します。 

※休業日…日曜・祝祭日・お盆・年末年始 

営業時間 平日 10:00～18:00／土曜および学校等休業日 9:00～18:00 

駐車場の有無 あり 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を問わ

ず計上） 

職員の人数（職種別） ※該当職種がない場合は追加してください 

管理者 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

１ １ ６ １ ３ 

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 栄養士 調理員 

０ ０ ０ ０ ０ 

看護職員 嘱託医    

０ ０    

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性 １ ０ ０ 

女性 １ ５ ０ 
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活動内容 

●集団活動（考える遊び・体を動かす遊び） 

●イベント（公園遊び・農業体験・工場見学など） 

●クッキング 

●工作 

●読み聞かせ 

●誕生日会など 

 

1 日のタイムスケジュール 

９：００～１０：３０ 送迎・朝の会 

午前中 集団活動 例：工作、クッキング、公園での屋外活動など。 

１１：３０～１２：００ 昼食 

※園に通われている方は園へのお迎え 

１２：００～１７：００ 集団活動及び個別活動 

 

送迎の有無（送迎場所） あり（サービス提供区域の自宅・幼稚園・保育園） 

食事提供の有無 なし 

費用 

（利用料、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 

その他：行事等へ参加する場合は実費を徴収 

医療的ケアの実施状況 対応しておりません 

協力医療機関 もり小児科医院 

アピールポイント 

●保護者様のご要望に合わせて、支援内容を計画し、 

ご家族様支援を行います。 

 

●児童の良い言動を認め、成功体験を積み重ね、 

自己肯定感を育みます。 

 

●活動を通じて、ルールを守ることや 

他者との良好な関わり方を身につけていきます。 

 

●毎月ペアレントトレーニングを開催し、保護者様と職員一緒に 

お子様との良好な関わり方について学びます。 

保護者様同士の交流の機会にもなっています。 

 

●発達こどもアカデミー利用児童（希望者のみ）を対象とした 

知能検査（WISC-Ⅳ）とプレイセラピーを実施しています。 
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令和 2年 4月 1日現在 

事業所名 発達こどもアカデミー 天拝校 

サービス種別 児童発達支援 

運営法人 株式会社 済々社中 

事業所所在地 福岡県筑紫野市天拝坂６丁目１５－９ 

ＴＥＬ ０９２－５５５－９１６６ 

ＦＡＸ ０９２－５５５－９１６７ 

Ｅ-ＭＡＩＬ info@hakodemi.jp 

ＨＰアドレス https://hakodemi.jp 

窓口担当者 小鴨 由水 

指定年月日 平成２９年８月１日 

対象とする障がい 知的障がい、発達障がい 

受入実績（障がい別） 知的障がい、発達障がい 

サービス提供区域 筑紫野市、大野城市、春日市、太宰府市、小郡市、基山町、筑前町 

利用定員 １０名 

営業日 

月・火・水・木・金・土・（日） 

※月に１日程度日曜日にペアレントトレーニングを実施致します。 

※休業日…日曜・祝祭日・お盆・年末年始 

営業時間 平日 10:00～18:00／土曜および学校等休業日 9:00～18:00 

駐車場の有無 あり 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を問わ

ず計上） 

職員の人数（職種別）  

管理者 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1 4     1 3 

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 栄養士 調理員 

    0 0 0 0 0 

看護職員 嘱託医    

0 0    

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性 0 0 0 

女性 1 6 1 
 

  

https://hakodemi.jp/


491 

 

活動内容 

●集団での屋外活動及び施設内での活動を通して、社会性や語学の習得

を目指しています。経験豊富な精神保健福祉士の指針をもとに活動を行

っています。 

＜活動予定例＞ 

 

 

1 日のタイムスケジュール 

９：００～１０：００ 送迎・朝の会 

午前中 集団活動 例：工作、クッキング、公園での屋外活動など。 

１１：３０～１２：００ お昼 

※園に通われている方は園へのお迎え 

１２：００～１７：００ 集団活動及び個別活動 

送迎の有無（送迎場所） あり（筑紫野市、太宰府市、大野城市の幼稚園・保育園・自宅） 

食事提供の有無 無し 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、お

やつ代等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額  送迎費：無料 

その他：行事等へ参加する場合は実費を徴収 

医療的ケアの実施状況 対応しておりません 

協力医療機関 西本内科医院 

アピールポイント 

●保育士など専門職員が中心となり毎月次月の活動予定表を利用者へお

配りし日々何を行っているかをお知らせします。季節感を感じることが

できる活動など児童が楽しめる活動予定を組んでおります。 

●楽しめるだけではなく、活動を通して一つ一つの作業を支援者が褒め、

認めることで自己肯定感を育み、児童一人ひとりが良い方向に成長して

いけるよう支援を行っています。 

●保護者の方と「できたこと」を日々の連絡帳や送迎時でのコミュニケ

ーションで共有し、ご自宅での子育てにも良い影響がでていただくよう

家族支援も行っています。定期的に保護者の方との面談を無理なく行い、

現状の報告や中長期的な支援方針打合せ、また日々の子育ての相談受付

などを行っております 

 

 



492 

 

令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 未来こども育成クラブ 

サービス種別 児童発達支援   

運営法人 株式会社ＮＫＳＣ 

事業所所在地 筑紫野市二日市北７丁目１５番３号 

ＴＥＬ 092-231-8570 

ＦＡＸ 092-285-3416 

Ｅ-ＭＡＩＬ miraiku2020@gmail.com 

ＨＰアドレス ※ＷＡＭ ＮＥＴ参照 

窓口担当者 梶原 

指定年月日 令和 2年 3月 1日 

対象とする障がい 知的障がい 発達障がい 

受入実績（障がい別） 知的障がい 発達障がい 

サービス提供区域 筑紫野市、太宰府市、大野城市、春日市、小郡市、鳥栖市 

利用定員 １０名 

営業日 月～土（日、祝日、お盆休み、年末年始を除く） 

営業時間 ９時～１８時 

駐車場の有無 有り 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を問わ

ず計上） 

職員の人数（職種別） ※該当職種がない場合は追加してください 

管理者 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1 2 2 3 

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 栄養士 調理員 

     

看護職員 嘱託医    

     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性 3   

女性 1 4 1 
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活動内容 

・屋外活動 

・ビジョントレーニング 

・体幹トレーニング 

・ワーキングメモリー 

・イベント(工場見学、地域交流、公園、買物学習、電車乗車体験、 

科学館、伝承遊び、作り体験等) 

・就労支援(封入作業、シュレッダー、ＦＡＸ、清掃活動等) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 日のタイムスケジュール 

9：00～ 健康チェック、始まりの会 

     学習、集団活動、音楽、スポーツ、クッキング等 

12：00～ 昼食、自由時間 

13：00～ イベント(屋外活動、工場見学、伝承遊び、作り体験、科学館など) 

14：00～ 休息、おやつ 

15：00～ 帰りの会 

送迎の有無（送迎場所） 有り 片道３０分範囲 ※その他応相談 

食事提供の有無 有り（要 実費） 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おやつ

代等） 

利用料 厚生労働大臣の定める金額 

その他 行事に参加する場合は実費徴収 

医療的ケアの実施状況  

協力医療機関 西本内科 

アピールポイント 

できない事ではなく、できた事に注目し、それを強み(自信につなげ

る)にしていき、未来ある子ども達の可能性を最大限に引き出す育成

に努めていきます。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 児童発達支援事業所 和み園 

サービス種別 児童発達支援 

運営法人 一般社団法人 和み 

事業所所在地 筑紫野市紫 1－１３－１－１Ｆ  

ＴＥＬ ０９２－４０８－５３３１ 

ＦＡＸ ０９２－４０８－５３３２ 

Ｅ-ＭＡＩＬ nomi753en＠yahoo.co.jp 

ＨＰアドレス http//nagomien.info/ 

窓口担当者 野上 淳子 

指定年月日 平成 30年 11月 1日 

対象とする障がい 
発達障がい・自閉症・知的障がい・精神障がい等、またお子様の成長に不安をお

持ちの方で市町村から受給者証を受けられた方 

受入実績（障がい別） 発達障がい・自閉症・知的障がい 

サービス提供区域 筑紫野市・太宰府市・大野城市・春日市・小郡市・福岡市の一部他 

利用定員 10名 

営業日 
月曜日～土曜日 

（日曜･祝日･8月 15日及び 12月 29日～1月 3日は休み) 

営業時間 午前８：３０～午後１７：３０ 

駐車場の有無 有り（事業所前） 

職員の状況 

（常勤、非常勤、

専従、兼務を問わ

ず計上） 

職員の人数（職種別） 

管理者 児発管 児童指導員 指導員 保育士 

1 1 2 4 1 

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 栄養士 調理員 

  1   

看護職員 嘱託医 その他   

  1   

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性  1 1 

女性  4 3 
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活動内容 

・日々の活動 

保育士主導により様々な活動を通じて心身の発達を促し、社会性を

養うため食事や睡眠、排泄、また子供たちの成長に応じてあいさつ

や洋服の着脱など、基本的な生活習慣を身に着けるお手伝いをさせ

ていただきます。（手遊び、リズム遊び、リズム体操、工作、お散歩

や公園へのお出かけを通じて個別支援や集団活動を行っています） 

・言語訓練 

ご家族のご要望や職員の判断により、言語聴覚士による個別訓練や

集団訓練（2～3名程度）を行っています。 

1日のタイムスケジュール 

9：00 順次登園 手洗い、うがい等 健康チェック 

9：45 朝のお集まり 体操やリズム遊び 

    戸外活動や療育活動 

11：30 昼食 

12：30 お昼寝、工作やお散歩、お遊びを含めた集団療育活動、 

言語訓練、おやつ、自由遊び 14:00～（幼稚園児お迎え） 

16：00 帰りのお集まり 

16：30 順次降園開始 

送迎の有無（送迎場所） 和み園⇔自宅  和み園⇒幼稚園⇒和み園⇒自宅 

食事提供の有無 基本無し(月間予定表により月 1、2回程度無償提供有り)   

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おやつ

代等） 

・利用料 (概ね上限額 4600円)  無償化対象児は無料 

・送迎費 無料 

・おやつ代 1日 50円 

医療的ケアの実施状況 無し 

協力医療機関 山田小児科医院 

アピールポイント 

・和み園では、お子様の将来に不安をお持ちのご家族のために、定期的に親子

親睦会を実施しております。児童発達支援管理責任者・言語聴覚士による個別

相談も行っております。 

・幼稚園や小学校に行けるよう、集団活動を主体とした支援を行っていきます。 

・和み園の願いは個々の能力に応じた自立です。 

（令和 2年 11月 1日現在、28名のお子様にご利用いただいております） 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 デイサービス ALOHAキッズ 

サービス種別 児童発達支援   

運営法人 一般社団法人 空 

事業所所在地 
筑紫野市大字永岡 1453-2 

リファレンス筑紫野 1F 

ＴＥＬ 092-923-5130 

ＦＡＸ 092-923-5135 

Ｅ-ＭＡＩＬ alohakids@sora-net.or.jp 

ＨＰアドレス https://aloha.sora-net.or.jp 

窓口担当者 管理者 村田 なつみ 

指定年月日 平成 26年 11月 1 日 

対象とする障がい 知的障がい児、発達障がい児 

受入実績（障がい別） 知的障がい児、発達障がい児 

サービス提供区域 
大野城市、筑紫野市、太宰府市、小郡市、うきは市、朝倉市       

その他の地域は相談に応じる。 

利用定員 10人 

営業日 
月～金曜日（週 5 日間） ※学校休業日（土・日曜日・長期休暇）、 

12月 30日から 1 月 3日を除く。 

営業時間 9：30～13：30 

駐車場の有無 あり 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を問わ

ず計上） 

職員の人数（職種別）  

管理者 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1 2 1 2 

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 栄養士 調理員 

  1   

看護職員 嘱託医    

2     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性 0 0 0 

女性 1 4 4 
 

mailto:alohakids@sora-net.or.jp
https://aloha.sora-net.or.jp/
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活動内容 

・日常動作訓練：日常生活の基本動作を習得する 

・集団社会生活適応訓練：集団社会生活への適応力習得を支援 

（買い物学習・消防署や資料館などの社会見学・工場見学など） 

・レクリエーション、創作、コミュニケーション支援： 

 積み木、ぬり絵、絵本、音楽、クッキング、体操、絵カードを実

施 

・食事指導  ・お誕生日会 ・公園散歩 

1 日のタイムスケジュール 

9：30 通所 バイタルチェック、手洗い、水分補給、排泄介助 

10：00 朝の会 

    療育 

12：00 昼食 

13：20 帰りの会 

13：30 送迎 

 

送迎の有無（送迎場所） 有り 

食事提供の有無 なし（お弁当） 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おやつ

代等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

創作材料費は実費負担 

医療的ケアの実施状況 実施している（たん吸引、経管栄養） 

協力医療機関 医療法人つかさ会 よこみぞ医院 

アピールポイント 

・利用者 1名に対し 1名のスタッフが支援しています。 
 
・他のお友達との生活になじむことを目的に、学校生活を送る準備
となるように過ごしていただきます。 

 
・子どもたちが社会生活に慣れるように、社会見学（消防署や新幹
線駅、工場見学など）を行って様々な体験・発見を手助けしてい
ます。 

 
・お子様をお預かりしている間に、保護者様の時間を有効的に活用
できる手助けとなります。 

 
・医療的ケアの対応ができる看護師がついています。 
 
・言語聴覚士による療育、指導をおこなっております。 
 
・保護者からの様々なご要望ご相談に適切に対応しています。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 lapoale福岡 

サービス種別 児童発達支援   

運営法人 株式会社ＳＥＮＳＴＹＬＥ 

事業所所在地 
福岡県大野城市乙金三丁目２３番１号 イオン乙金ショッピングセ

ンター内 

ＴＥＬ 092-586-6554 

ＦＡＸ 092-586-6637 

Ｅ-ＭＡＩＬ lapoale.fukuoka.@gmail.com 

ＨＰアドレス www.lapoale.link 

窓口担当者 長野 江里奈 

指定年月日 令和２年４月１日 

対象とする障がい 発達障がい 知的障がい 

受入実績（障がい別） 発達障がい 知的障がい 

サービス提供区域 大野城市、春日市、太宰府市、福岡市博多区、宇美町 

利用定員 １０名（１日あたり） 

営業日 月曜日から金曜日 但し 12/31～1/3（年末年始）は除く 

営業時間 ８：３０～１７：００ 

駐車場の有無 有 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を問わ

ず計上） 

職員の人数（職種別）  

管理者 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

１ １   １ 

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 栄養士 調理員 

３     

看護職員 嘱託医    

     

 

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性 １   

女性 １ ２  
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活動内容 

ラポァレでは、一日の中で、身体機能を高める「運動プログラム」

と思考能力を高める「机上プログラム」の両方を行います。 

・運動プログラム 

  →体操、ボール遊び、サーキット、風船遊び、マット運動 

   鉄棒、ルール遊び 等 

・机上プログラム 

  →ハサミ、箸の練習、感覚遊び（小麦粉、片栗粉、パン粉） 

   製作課題、数･ひらがな等のプリント課題、言語訓練 等 

 

1 日のタイムスケジュール 

9:00 /13:30 登園、自由あそび 

9:45 /14:15 はじまりの会 

10:00/14:30 活動①（運動課題） 

10:40/15:10 休憩 

10:50/15:20 活動②（机上課題） 

11:30/16:00 降園準備 

12:00/16:30 送迎開始 

送迎の有無（送迎場所） 有 

食事提供の有無 無 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おやつ

代等） 

障害児通所給付費サービス内容の料金 

医療的ケアの実施状況 無 

協力医療機関 石井リハビリクリニック 

アピールポイント 

・理学療法士をはじめとする医療従事者が多数在籍。 

・短時間集中プログラム 

  →３時間のご利用の中で、身体機能を高める運動プログラムや

物の使い方や製作活動等の机上プログラムを提供します。 

・集団トレーニング 

  →就学に向けて、身の回りの整理や集団生活でのルールの理解

等の社会性を育むプログラムを提供します。 

・送迎サービス 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 KID ACADEMY 大野城校 

サービス種別 児童発達支援 

運営法人 株式会社 grow for kids 

事業所所在地 福岡県大野城市雑餉隈町 5丁目 4-10 オベリスク ofNT2階 

ＴＥＬ 092-592-5055 

ＦＡＸ 092-592-5055 

Ｅ-ＭＡＩＬ grow.for.kids925@gmail.com 

ＨＰアドレス https://kid-academy.jp/ 

窓口担当者 児童発達支援管理責任者 村上 彩 

指定年月日 平成 31年 4月 1日 

対象とする障がい 発達障がい等、発達がゆっくりなお子様 

受入実績（障がい別） 自閉症スペクトラム、発達がゆっくりなお子様 

サービス提供区域 大野城市、大野城市周辺の市町村、 

利用定員 10名 

営業日 月～土(※運営法人が設定する休業日は除く。例)祝日、年末年始など) 

営業時間 月～金：11:00-17:00、土：10:00-16:00 

駐車場の有無 無 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を問わ

ず計上） 

職員の人数（職種別） ※該当職種がない場合は追加してください 

管理者 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1 1  3 

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 栄養士 調理員 

     

看護職員 嘱託医    

     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性    

女性    
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活動内容 

個別カリキュラム 

→空間認知能力、指先強化、ワーキングメモリー、自分制御 など 

グループ療育 

→集団トレーニング、2対 1トレーニング、就学カリキュラム 

→自己表現、ディスカッション 

1 日のタイムスケジュール 個別に合わせたカリキュラムを 1時間の療育の中で実施しています。 

送迎の有無（送迎場所） 有 ※事業所より 20分以内の場所 

食事提供の有無 なし 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おやつ

代等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

その他：行事や制作費など必要な場合は実費を徴収 

医療的ケアの実施状況 実施していない 

協力医療機関 いでこどもアレルギークリニック 

アピールポイント 

・脳科学にもとづいた、ひとりひとりの発達状況に応じたカリキュ

ラムを提供しております 

・母子分離の個別や集団療育です 

・遊びの中での療育カリキュラムで、脳力の底上げを図ります 

・就学へ向けて、お友達一緒に療育を行い、社会性を伸ばします 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 コペルプラス 春日原教室 

サービス種別 児童発達支援 

運営法人 株式会社 コペル 

事業所所在地 大野城市栄町３丁目１番２４号 CLUB春日原 1-C号室 

ＴＥＬ 092-287-4935 

ＦＡＸ 092-287-4935 

Ｅ-ＭＡＩＬ Kasugabaru-p@copel.info 

ＨＰアドレス https://copelplus.copel.co.jp/school/kasugabaru/ 

窓口担当者 古谷 勇人 

指定年月日 令和 2年 4月 1日 

対象とする障がい 知的障がい児・発達障がい児 

受入実績（障がい別） 知的障がい児・発達障がい児 

サービス提供区域 大野城市・春日市・筑紫野市・太宰府市 

利用定員 10人 

営業日 火 ～ 土（ 週 5日 ） 

営業時間 10：00～18：00 

駐車場の有無 有（ 3台 ） 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を問わ

ず計上） 

職員の人数（職種別）  

管理者 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

  3  1 

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 栄養士 調理員 

     

看護職員 嘱託医    

     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性 1   

女性 2 1  
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活動内容 

個別カリキュラム 

・認知  

・コミュニケーション 

・ソーシャルスキルトレーニング 

・感覚統合 

・ABA（応用行動分析学） 

 

 

1 日のタイムスケジュール 

個別に合わせたカリキュラムを 1 時間の療育の中で実施しておりま

す。 

 

 

 

 

 

 

送迎の有無（送迎場所） 無 

食事提供の有無 無 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おやつ

代等） 

厚生労働大臣の定める額 

医療的ケアの実施状況 実施していない 

協力医療機関 横山小児科 

アピールポイント 

コペルプラスは、発達にでこぼこのある子どもの自己肯定感をはぐ

くむことから始めます。 

「より良い自分になりたい」と言う本能的な欲求を大切に、できな

いことの訓練ではなく、楽しい遊びを通して、内なる能力を引き出

します。 

「できることが増えるのは世界が広がること、楽しいことが増える

こと」を合言葉に、子供が自ら幸せになる姿を目指します。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 児童発達支援 まどか園 

サービス種別 児童発達支援（多機能型） 

運営法人 社会福祉法人慶和会 

事業所所在地 大野城市大字瓦田１２７－４８ 

ＴＥＬ・ＦＡＸ ＴＥＬ：０９２－５０４－６５３７ ＦＡＸ：０９２－５０４－６５３６  

Ｅ-ＭＡＩＬ madokaen@gmail.com 

ＨＰアドレス 
http://madokaen.com/ 

【Facebook】https://www.facebook.com/madokaen1101/ 

窓口担当者 新見
し ん み

 

指定年月日 令和２年１月１日 

サービス提供区域 大野城市、春日市、筑紫野市、太宰府市、那珂川市、粕屋郡、博多区の一部 

利用定員 重症心身障害児以外：１０名 重症心身障害児：５名 

営業日 平日（月～金）（１２/３０～１/３を除く）、土曜日は要相談 

営業時間 ８時３０分～１７時３０分 

サービス提供時間 ９時００分～１７時００分 

駐車場の有無 有 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を

問わず計上） 

職員の人数（職種別） ※該当職種がない場合は追加してください 

管理者 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 2 3 1 2 

理学療法士 作業療法士 看護師   

 2 4   

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性 1 3 3 

女性 2 2 3 
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活動内容 

主にリハビリと音楽遊びが中心。立位台、歩行器、歩行、ストレッチ等。 

音楽療法士による音楽遊び。保育士による音楽と紙芝居。 

入浴サービス有り。 

季節のドライブ。 

1 日のタイムスケジュール 

８：３０～送迎 

   到着後、バイタル測定、排泄介助、リハビリ 

 １０：００～入浴 

 １２：００～昼食 

       リハビリと個別支援、音楽、おやつ、 

全体レクリエーション、排泄介助 

 １７：００～送迎 

送迎の有無（送迎場所） 送迎あり。（自宅まで） 

食事提供の有無 有 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、お

やつ代等） 

昼食代（４５０円） 

おやつ（イオンゼリー１００CC＝１０円）※希望者のみ 

医療的ケアの実施状況 実施している。（吸引、吸入、経管栄養、導尿、酸素管理） 

協力医療機関 うえだ小児科クリニック 

アピールポイント 

・障がい者支援施設運営の児童発達支援。 

・入浴支援あり。 

・リフト車 多数あり。 

・各所と連携したリハビリを提供。 

・常勤の作業療法士配置。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 児童発達支援おひさま大野南事業所 

サービス種別 児童発達支援 

運営法人 株式会社 ピノキオの家 

事業所所在地 大野城市南ヶ丘５丁目３－７ 

ＴＥＬ 092-586-8607 

ＦＡＸ 092-586-8608 

Ｅ-ＭＡＩＬ info@pinokionoie.com 

ＨＰアドレス pinokio-ohisama.com 

窓口担当者 松田・三好 

指定年月日 平成 30年 9月 1日 

サービス提供区域 福岡市・大野城市・春日市・太宰府市・那珂川市・筑紫野市 

利用定員 １０名／日 

営業日 月～土曜日 休日：日・祝日・お盆・年末年始 

営業時間 ９：００～１８：００（活動時間は１０：００～１６：００） 

駐車場の有無 有り 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、

兼務を問わず計上） 

職員の人数（職種別）  

管理者 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1 4 1 3 

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 栄養士 調理員 

     

看護職員 嘱託医 教員資格 歯科衛生士  

  1 1  

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性    

女性  7 1 
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活動内容 

・朝の会：挨拶、季節の歌、絵本、紙芝居の読み聞かせ 

・運動：トランポリン、平均台、ネットクライミング、ボルダリン

グ、バランスボール等 

・個別トレーニング：理学療法士により体幹トレーニング 

言語聴覚士による発語誘導トレーニング 

・生活支援：トイレの自立、衣服の着脱等、身近自立支援 

・季節の活動：プール、どんぐり・落ち葉拾い等 

・野外活動：公園遊び、お散歩、避難訓練等 

1 日のタイムスケジュール 

9：00～ 送迎 

10：00～ 来所、手洗い、トイレ、朝の会、制作等の活動 

12：00～ お弁当 

13：30～ 運動、個別トレーニング等の活動 

15：00～ おやつ  

15：30～ 帰りの会 

16：00～ 送迎 

送迎の有無 有り（自宅） 

食事提供の有無 希望者のみ 

費用 

（利用料、送迎費、食

費等、おやつ代等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

送迎費：厚生労働大臣の定める額に含む 

昼食代：（希望者のみ）１食３００円 

おやつ代：（希望者のみ）１食１００円 

医療的ケアの実施状況 実施していない 

協力医療機関 医療法人竹風庵 榊原医院 

アピールポイント 

お子様一人ひとりとの信頼関係を大切にし、のびのびと安心して

過ごせる環境作りをしています。その中でお子様の好きなこと、得

意なことを見極め、一人ひとりにあった支援をしてきます。 

集団生活の中での身辺自立、コミュニケーション能力の向上や個性

にあったトレーニング等によって個性を尊重し、成長の喜びをご家

族の皆様と共に感じていきたいと思います。歯科衛生士による「歯

磨き指導」も人気で保護者様からのご相談等も受け付けております。 

お子様とご家族の皆様の心が晴れ、暖かくなる「おひさま」のよ

うな存在でありたいと思っています。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 児童発達支援 おひさま 南ヶ丘事業所 

サービス種別 児童発達支援 

運営法人 (株)ピノキオの家 

事業所所在地 大野城市南ヶ丘５丁目１５－１ 

ＴＥＬ 092-707-9757 

ＦＡＸ 092-707-9158 

Ｅ-ＭＡＩＬ info@pinokionoie.com 

ＨＰアドレス pinokio-ohisama.com 

窓口担当者 中山・久徳 

指定年月日 2020年 2月 1日 

サービス提供区域 大野城市・春日市・太宰府市・那珂川市・筑紫野市 

利用定員 10名／日 

営業日 月～土曜日 休日：日・祝日・お盆・年末年始 

営業時間 9：00～18：00（活動時間は、10：00～16：00） 

駐車場の有無 有り 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を問わ

ず計上） 

職員の人数（職種別） 

管理者 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1 2 5 1 

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 栄養士 調理員 

1     

看護職員 嘱託医 介護福祉士 歯科衛生士 社会福祉士 

     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性  2  

女性 2 4 1 
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活動内容 

・朝の会：挨拶・絵本の読み聞かせ 

・運動遊び：トランポリン・ハンモック・鉄棒等 

・知育遊び：パズル・絵合わせカード・かるた・ひらがなカード等 

・手指訓練：ピン刺し・ネジまわし・洗濯バサミ・ボタン外し等 

・生活支援：トイレの自立・歯磨き等 

・季節の活動：プール遊び・落ち葉、どんぐり拾い・花見等 

 

 

 

 

 

 

1 日のタイムスケジュール 

9：00～送迎出発 

10：00～到着・入所挨拶・朝の会（手洗い・トイレ）絵本の時間 

    製作・運動遊び 戸外：お散歩、公園 室内：学習療育等 

12：00～お弁当 

14：00～製作・運動遊び 

15：00～おやつ 帰りの会 

16：00～送迎出発 

送迎の有無（送迎場所） 有り 

食事提供の有無 希望者のみ有り 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おやつ

代等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

送迎費：厚生労働大臣の定める額に含む 

昼食代（希望者のみ）：１回３００円／おやつ代（希望者のみ）1 回

100円 

医療的ケアの実施状況 実施していない 

協力医療機関 医療法人 竹風庵 榊原医院 

アピールポイント 

・絵合わせカード等オリジナルの教材を個々に合わせて作り療育・

手指訓練・適応訓練・自立支援を行っています。 

・小集団や個別での活動スペースも設置しており、理学療法士や社

会福祉士・保育士などの専門員とお子様の発達状態に合わせたプロ

グラムを取り入れています。また、同法人内の言語聴覚士の指導の

元、ことばのトレーニングも行っています。 

・母子分離で１０時から１６時までの活動になっていますので働く

保護者の方にも喜ばれています。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 こどもデイサービスジャングルひろば横峰校 

サービス種別 児童発達支援 

運営法人 株式会社ウィルサポート 

事業所所在地 福岡県大野城市横峰 2丁目 10-10 

ＴＥＬ 092-589-7276 

ＦＡＸ 092-589-7277 

Ｅ-ＭＡＩＬ  

ＨＰアドレス https://will-support.co.jp/ 

窓口担当者  

指定年月日 平成 30年 10月 1 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  

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を問わ

ず計上） 

職員の人数（職種別）  

管理者 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

     

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 栄養士 調理員 

     

看護職員 嘱託医    

     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性    

女性    
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活動内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 日のタイムスケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

送迎の有無（送迎場所）  

食事提供の有無  

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おやつ

代等） 

 

医療的ケアの実施状況  

協力医療機関  

アピールポイント 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 児童発達支援おひさま大野城事業所 

サービス種別 児童発達支援 

運営法人 （株）ピノキオの家 

事業所所在地 大野城市横峰１丁目３番５号 セントラル２１ビル１階 

ＴＥＬ 092-558-3269 

ＦＡＸ 092-558-3270 

Ｅ-ＭＡＩＬ info@pinokionoie.com 

ＨＰアドレス pinokio-ohisama.com 

窓口担当者 佐藤、吉田 

指定年月日 平成２９年７月１日 

サービス提供区域 大野城市・春日市・太宰府市・那珂川市、筑紫野市、その他の地域は要相談  

利用定員 １０名／日 

営業日 月～土曜日 休日：日・祝日・お盆・年末年始 

営業時間 ９：００～１８：００（活動時間は１０：００～１６：００） 

駐車場の有無 有り 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、

兼務を問わず計上） 

職員の人数（職種別）  

管理者 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1 1 3 2 

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 栄養士 調理員 

1     

看護職員 嘱託医 高校教諭 歯科衛生士 社会福祉士 

1  1  1 

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性  2  

女性  7 1 
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活動内容 

朝の会：挨拶・絵本、紙芝居の読み聞かせ 

運動遊び：トランポリン・リトミック・バランスボール等 

知育遊び：パズル、絵合わせカード、かるた、ひらがなカード等 

手指訓練：ピン刺し、ネジまわし、洗濯バサミ、ボタン外し等 

生活支援：トイレの自立、衣服の着脱・歯磨き等 

季節の活動：プール遊び、落ち葉・どんぐり拾い・花見等 

1 日のタイムスケジュール 

9：00～ 送迎出発 

10：00～ 到着・入所挨拶・朝の会（手洗い・トイレ）リトミック 

     製作・運動遊び 

     戸外：お散歩・公園  室内：学習療育等 

12：00～ お弁当 

14：00～ 製作、運動遊び 

15：00～ おやつ 帰りの会 

16：00～ 送迎出発 

送迎の有無 有り 

食事提供の有無 希望者のみ有り 

費用 

（利用料、送迎費、食

費等、おやつ代等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

送迎費：厚生労働大臣の定める額に含む 

昼食代（希望者のみ）：１回３００円 

おやつ代（希望者のみ）：１回１００円 

医療的ケアの実施状況 実施していない 

協力医療機関 医療法人竹風庵 榊原医院 

アピールポイント 

・絵合わせカード等オリジナルの教材を個々にあわせて作り療育、

手指訓練、適応訓練、自立支援を行っています。 

・経験豊富な社会福祉士、保育士、理学療法士・リトミックの職員

がいますので安心してお子様を通わせてください！ 

・母子分離で１０時から１６時までの活動になっていますので働く

保護者の方にも喜ばれています。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 COMPASS発達支援センター大野城 

サービス種別 児童発達支援 

運営法人 株式会社 三葉 

事業所所在地 〒816-0982大野城市畑ケ坂１丁目１０－２２ 

ＴＥＬ ０９２－５８６－７３２８ 

ＦＡＸ ０９２－５８６－７３２７ 

Ｅ-ＭＡＩＬ compass.onojyou@e-mitsuba.co.jp 

ＨＰアドレス https://www.compass-mitsuba.com 

窓口担当者 児童発達支援管理責任者 伊藤祐子 

指定年月日 平成２９年９月１日 

対象とする障がい 知的障がい、発達障がい 

受入実績（障がい別） 知的障がい、発達障がい 

サービス提供区域 大野城市・那珂川市・春日市・筑紫野市・太宰府市・福岡市 

利用定員 １０名 

営業日 月～土曜日（祝日、１２月２９日～1月３日を除く） 

営業時間 ９：３０～１８：３０ 

駐車場の有無 有り 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、

兼務を問わず計上） 

職員の人数（職種別）  

管理者 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

１ １ ４ １ ４ 

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 栄養士 調理員 

     

看護職員 嘱託医    

     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性 １ １ １ 

女性  ４ ３ 
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活動内容 

・コンパスオリジナル教材を使用した個別指導 

・手先の訓練 

・身近の自立訓練（トイレ・手洗い・うがい・着替え・お弁当等） 

・ソーシャル・スキル・トレーニング（月１回） 

体幹トレーニング（月１回）・リトミック（月１回）  

 

 

 

1 日のタイムスケジュール 

10：30～ 生活パターン（トイレ・手洗い・うがい）検温、朝の会 

10：40～ 個別指導 

11：45～ 絵本の読み聞かせ・ABCの歌・英単語・50音唱和・ 

あいうえおの歌・静かタイム 

12：10～ 昼食（お弁当） 

13：30～ 個別指導 

15：00～ おやつ 

送迎の有無 有り 

食事提供の有無 無し 

費用 

（利用料、送迎費、食

費等、おやつ代等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

送迎費：無料 

おやつ代：無料 

その他：行事等へ参加する場合は、実費を徴収することもある 

医療的ケアの実施状況 実施していない 

協力医療機関 うえだ小児科クリニック 

アピールポイント 

・療育の中心に「ことば」を置き、発語・発話・発声のレッスンに

重きを置いています。 

・身近の自立が発達につながるというこう考え方から、机に向かっ

て行う学習と、トイレ、手洗い、着替えなどの生活パターンを療育

の両輪にしています。 

 

※ＷＡＭ ＮＥＴ参照 
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令和 2年 12月 16日現在 

事業所名 リハルキッズ ＤＡＺＡＩＦＵ 

サービス種別 児童発達支援 

運営法人 医療法人 雅円会 

事業所所在地 太宰府市通古賀 3 丁目 9-8 

ＴＥＬ 092-710-2380 

ＦＡＸ 092-710-2381 

Ｅ-ＭＡＩＬ reharukidsdazaifu@gmail.com 

ＨＰアドレス  

窓口担当者 管理者 川路洋子 

指定年月日 令和元年 5月 1日 

対象とする障がい 身体 知的 発達障がい 難聴 

受入実績（障がい別） 身体 知的 発達障がい 

サービス提供区域 筑紫野市 大野城市 太宰府市 

利用定員 10人（多機能型） 

営業日 月～土曜日(国民の祝日、8/13～8/15、12/30～1/3を除く) 

営業時間 9時～11時 30分（交流会など 12時 30分） 

駐車場の有無 有り 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を問わ

ず計上） 

職員の人数（職種別） ※該当職種がない場合は追加してください 

管理者 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1   2 

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 栄養士 調理員 

1  1   

看護職員 嘱託医    

     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性  1  

女性  4 1 
 

  

mailto:reharukidsdazaifu@gmail.com
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活動内容 

・製作、感覚遊び、スキルトレーニング、ソーシャルスキルトレー 

ニング、リトミック、日常生活動作、運動等の全体及び個別によ 

るトレーニング 

・言語聴覚士、理学療法士による個別トレーニング等を行っており 

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

1 日のタイムスケジュール 

送迎、来所、検温、健康チェック 

10：00 

 体操、朝のお集まり 

 活動（製作、リトミック、感覚遊び等） 

 個別トレーニング（言語聴覚士、理学療法士） 

 帰りのお集まり 

11：30 

 お帰り、送迎 

送迎の有無（送迎場所） 有り（自宅、保育園など） 

食事提供の有無 無し 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おやつ

代等） 

利用料、送迎費：厚生労働大臣の定める額 

その他：行事（外出）等へ参加する場合、実費を徴収 

医療的ケアの実施状況 実施していない 

協力医療機関 たなか夏樹医院 

アピールポイント 

障がい者・児の施設、事業所や病院等において勤務経験のある教諭

免許を持ったスタッフや保育士、言語聴覚士、理学療法士を配置し、

学習やコミュニケーション、運動、言葉のトレーニング等をお子さ

ま一人ひとりに合わせて実施しております。 
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令和 2年 12月 16日現在 

事業所名 リハルキッズ ＤＡＺＡＩＦＵ ２ 

サービス種別 児童発達支援 

運営法人 医療法人 雅円会 

事業所所在地 太宰府市通古賀 3 丁目 9-7 

ＴＥＬ 092-403-0330 

ＦＡＸ 092-403-0331 

Ｅ-ＭＡＩＬ reharukidsdazaifu2@gmail.com 

ＨＰアドレス  

窓口担当者 管理者 日高智子 

指定年月日 令和 2年 2月 1日 

対象とする障がい 身体 知的 発達障がい 難聴 

受入実績（障がい別） 身体 知的 発達障がい 

サービス提供区域 筑紫野市 大野城市 太宰府市 

利用定員 10人 

営業日 月～土曜日(国民の祝日、8/13～8/15、12/30～1/3を除く) 

営業時間 8時 30分～17時 30分 

駐車場の有無 有り 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を問わ

ず計上） 

職員の人数（職種別） ※該当職種がない場合は追加してください 

管理者兼 

児発支援管理責任者 

児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1  1 1 2 

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 栄養士 調理員 

1     

看護職員 嘱託医    

     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性 1   

女性 1 3 1 
 

  

mailto:reharukidsdazaifu2@gmail.com
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活動内容 

・製作、感覚遊び、スキルトレーニング、ソーシャルスキルトレー 

ニング、リトミック、日常生活動作、体幹運動、小集団及び個別

によるトレーニング 

・理学療法士等による個別トレーニング等を行っております。 

 

 

 

 

 

 

 

1 日のタイムスケジュール 

9：30 来所、検温(体調確認)、排泄 

10：00 体操、朝のお集まり 

    活動、個別トレーニング 

11：30 昼食、お口の体操、お昼寝(体調に合わせ) 

14：00 活動、個別トレーニング、おやつ 

16：00 帰りのお集まり、お帰り、送迎 

 

送迎の有無（送迎場所） 有り 

食事提供の有無 無し 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おやつ

代等） 

利用料、送迎費：厚生労働大臣の定める額 

おやつ代等：１日５０円 

その他：行事（外出）等へ参加する場合、実費を徴収 

医療的ケアの実施状況 実施していない 

協力医療機関 たなか夏樹医院 

アピールポイント 

障がい者・児の施設、事業所や病院等において勤務経験のある教諭

免許を持ったスタッフや保育士、言語聴覚士、理学療法士を配置し、

学習やコミュニケーション、体幹運動、言葉のトレーニング等をお

子さま一人ひとりのニーズに合わせて取り組んでおります。 
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令和 2年 12月 16日現在 

事業所名 エルロン都府楼南 

サービス種別 児童発達支援 

運営法人 株式会社 エルロン筑紫野 

事業所所在地 太宰府市都府楼南 4丁目 17-1 

ＴＥＬ 092-923-5471 

ＦＡＸ 092-923-5470 

Ｅ-ＭＡＩＬ お問い合わせはお電話でお願いいたします 

ＨＰアドレス http://www.aileron.co.jp/      ※ＷＡＭ ＮＥＴ参照 

窓口担当者 児童発達支援管理責任者 山口 

指定年月日 平成２８年９月１日 

対象とする障がい 自閉症スペクトラム、ADHD、LD、ダウン症等の疾患に伴う発達障がい  

受入実績（障がい別） 同上 

サービス提供区域 太宰府市・筑紫野市・大野城市 

利用定員 １０名 

営業日 
月～土（８月１４，１５日、１２月３０日～１月３日を除く） 

その他研修等、事業所の都合による休業あり 

営業時間 ９時～１８時 

駐車場の有無 あり 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を問わ

ず計上） 

職員の人数（職種別）  

管理者 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1 ３ １ ６ 

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 栄養士 調理員 

     

看護職員 嘱託医    

     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性    

女性 １ ７ ２ 
 

http://www.aileron.co.jp/
https://www.wam.go.jp/sfkohyoout/COP020100E00.do?_FORMID=COP000101&corporationNumber=E4000000000965&facilityNumber=4051402610&bunjoNumber=000000&serviceType=63&serviceSubNumber=A0000019364
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活動内容 

・集団活動：サーキット、反射遊び、感覚遊び、協調運動他 

・制作活動：お絵かき、工作 

・戸外活動：公園、牧場、工場・資料館見学、 

地域のイベントへの参加、 

・食育活動：発達段階や嗜好に応じて食事の指導・支援 

・生活習慣指導：手洗い・歯磨き・更衣の指導・支援 

・排泄習慣指導：時間排泄・トイレトレーニング 

・その他：季節の行事、安全教育、避難訓練など 

1 日のタイムスケジュール 

9：00～10：00登所 手洗い、荷物整理、検温 

10：00 朝の会（挨拶・出席確認・今月の歌・体操・絵本の読み聞かせ） 

10：30 活動（第 1グループ） 

11：00 活動（第２グループ）内容や利用者数によっては一斉に行う 

12：00 昼食 歯磨き指導  

13：15 活動（第 1グループ） 

13：45 活動（第２グループ）内容や利用者数によっては一斉に行う 

14：20 帰りの会（今月の歌・絵本の読み聞かせ・挨拶） 

14：30～順次お迎えにより降所 

送迎の有無（送迎場所） 無し（自社規定による特例ありー要相談） 

食事提供の有無 無し（仕出し弁当の注文は可能） 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おやつ

代等） 

利用料・送迎費：厚生労働省の定める額  

弁当代：幼児用 300円 児童用 350円 大人用 400円 

＊その他実費徴収は行っておりません 

医療的ケアの実施状況 無 

協力医療機関 山田小児科医院 

アピールポイント 

・十分に身体を動かすことのできるスペースと静かな学習室を用意し、見通しを明確にし

て切り替えが上手にできるような環境にしています。 

・十分な人員配置とセキュリティで利用者の安全を守ります。 

・得意分野を伸ばし、自己肯定感を高めることを大切にしています。 

・たくさんのお友だちと一緒に活動し、思いやりや協調性を身に付けるお手伝いをします。 

・保護者とのつながりを大切にし、日々の困りごとなどへの相談にも対応します。また、

月に一度保護者同士でお話するサロン＜喋ロン＞を開催しています。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 発達こどもアカデミー とふろう南校 

サービス種別 児童発達支援 

運営法人 株式会社 済々社中        

事業所所在地 福岡県太宰府市都府楼南３丁目４－２６ 

ＴＥＬ・ＦＡＸ ０９２－７１０－３２１２・０９２－７１０－３３１４ 

Ｅ-ＭＡＩＬ info@hakodemi.jp 

ＨＰアドレス https://hakodemi.jp/          ※ＷＡＭ ＮＥＴ参照 

窓口担当者 川下 要輔 

指定年月日 令和２年５月１日 

対象とする障がい 知的障がい、発達障がい 

受入実績（障がい別） 知的障がい、発達障がい、視覚障がい 

サービス提供区域 大宰府市、筑紫野市、大野城市、春日市 

利用定員 １０名 

営業日 

〇月・火・水・木・金・土（日） ※日曜、祝祭日、お盆、年末年始は

休み ※（日）月に一度、保護者向けのペアレントトレーニングを実施。 

その間は児童の療育を実施致します。 

〇プレイセラピー 平日のみ実施。 

営業時間 １０：００～１７：００土曜日、幼稚園休業日は９：００～１８：００ 

サービス提供時間 
１０：３０～１６：３０（土曜日、幼稚園休業日は９：３０～１６：３０） 

※プレイセラピー １０:３０～１１：３０ 

駐車場の有無 有り 

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 年少 年中 年長 

男性 １人 ５人 ５人 

女性 １人 ４人 １人 
 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を

問わず計上） 

職員の人数（職種別） ※該当職種がない場合は追加してください 

管理者 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

１人 １人 ２人 ５人 １人 

理学療法士 作業療法士 臨床心理士   

  １人   

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性  １人  

女性 １人 ７人  
 

mailto:info@hakodemi.jp
https://hakodemi.jp/
https://www.wam.go.jp/sfkohyoout/COP020100E00.do?_FORMID=COP000101&corporationNumber=E4000000001269&facilityNumber=4051400028&bunjoNumber=000000&serviceType=63&serviceSubNumber=A0000043950
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活動内容 

●集団での屋外活動及び施設内での活動を通して、社会性の習得を目指

しています。保育の指針をもとに活動を行っています。 

＜活動予定例＞ 

・集団活動（考える遊び、体を動かす遊び） 

・イベント（農業体験、工場見学、公園遊びなど） 

・クッキング 

・工作 

・お誕生日会など 

1 日のタイムスケジュール 

９：００～１０：３０ 送迎・朝の会 

午前 集団活動 例：工作、クッキング、公園での屋外活動など。 

１１：３０～１２：００ 昼食 

午後 集団活動 例：工作、クッキング、ゲーム、屋外活動など。   

※園に通われている方は園へのお迎え、 

１２：００～１７：００ 集団活動及び個別活動 

送迎の有無（送迎場所） 有り（筑紫野市、太宰府市、大野城市、春日市） 

食事提供の有無 無し 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おやつ

代等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額  送迎費：無料 

その他：行事等へ参加する場合は実費を徴収 

 

医療的ケアの実施状況 行っておりません 

協力医療機関 まつのクリニック 

アピールポイント 

●保育士など専門職員が中心となり毎月次月の活動予定表を利用者へ

お配りし日々何を行っているかをお知らせします。季節感を感じること

ができる活動など児童が楽しめる活動予定を組んでおります。 

●楽しめるだけではなく、活動を通して一つ一つの作業を支援者が褒

め、認めることで自己肯定感を育み、児童一人ひとりが良い方向に成長

していけるよう支援を行っています。 

●保護者の方と「できたこと」を日々の連絡帳や送迎時でのコミュニケ

ーションで共有し、ご自宅での子育てにも良い影響がでていただくよう

家族支援も行っています。定期的に保護者の方との面談を無理なく行

い、現状の報告や中長期的な支援方針打合せ、また日々の子育ての相談

受付などを行っております。 

●臨床心理士による 

プレイセラピー（遊戯療法）を通じて、お子様の安心ができる場所を作

りながら気持ちの表出、気持ちの安定につながるように臨床心理士との

１対１の個別の支援を行っております。 
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令和 2年 3月 1日現在 

事業所名 Ｋｉｄｓ ＆ Ｆｕｎ ｄａｙ ひびお 

サービス種別 児童発達支援センター、児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援 

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:０９２-９２１-２９２１ FAX: ０９２-９２１-２９１２ 

Ｅ-ＭＡＩＬ info@hibio.co.jp 

ＨＰアドレス http://hibio.co.jp/         ※ＷＡＭ ＮＥＴ参照 

窓口担当者 日比生 健 

指定年月日 ２０１９ 年 ７ 月 １ 日 

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 １０名／日 

営業日 月～金曜日（12月 29日～1月 3日を除く） 

営業時間 9時～15時 ※日中一時支援事業との併用利用で 17時まで可 

駐車場の有無 有り 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、

兼務を問わず計上） 

職員の人数（職種別） 

管理者 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

１ ２ １  １ 

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 栄養士 調理員 

２ １ １   

看護職員 嘱託医    

２ １    

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性 １ ２  

女性 ２ ６  
 

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。 

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 

mailto:info@hibio.co.jp
http://hibio.co.jp/
https://www.wam.go.jp/sfkohyoout/COP020100E00.do?_FORMID=COP000101&corporationNumber=A4022100000002&facilityNumber=4051402719&bunjoNumber=000000&serviceType=63&serviceSubNumber=A0000052575
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1 日のタイムスケジュール 

9:00 通園 

10:00 朝の会 

11:00 発達活動 

12:00 昼食 

13:00 お昼寝 

14:00 集団活動 

(以降、日中一時支援事業利用時) 

15:00 自由あそび 

16:00 発達活動 

17:00 自由あそび 

※タイムスケジュールは利用者に合わせて都度変更となります。 

送迎の有無 有り 

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） 

費用 

（利用料、送迎費、食

費等、おやつ代等） 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スタッフが『訪問看護・リハビリ』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。 
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令和 2年 4月 1日現在 

事業所名 あおりんご太宰府 

サービス種別 児童発達支援 

運営法人 合同会社 Q・O・L サポート 

事業所所在地 五条 5丁目 9-22 

ＴＥＬ 092-408-2932 

ＦＡＸ 092-408-2937 

Ｅ-ＭＡＩＬ  

ＨＰアドレス https://www.aoringo.co/      ※ＷＡＭ ＮＥＴ参照 

窓口担当者 管理者又は児童発達支援管理責任者 

指定年月日 平成 28年 6月 1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 主に筑紫野市・大野城市・太宰府市 

利用定員 10人 

営業日 12/30～1/3を除く 360日 

営業時間 9：00～19：00 

駐車場の有無 有 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を問わ

ず計上） 

職員の人数（職種別）  

管理者 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 名 1 名 2 名 9 名 2 名 

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 栄養士 調理員 

     

看護職員 嘱託医    

     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性  1 名  

女性 7 名 6 名 1 名 
 

  

https://www.aoringo.co/
https://www.wam.go.jp/sfkohyoout/COP020100E00.do?_FORMID=COP000101&corporationNumber=E4000000000962&facilityNumber=4051402586&bunjoNumber=000000&serviceType=63&serviceSubNumber=A0000020634
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活動内容 

・お集まり：集団で歌・手遊び・本の読み聞かせ等 

・集団遊び：お絵かき・公園遊び・運動遊び・簡易プール等 

・食事指導：発達段階に応じて数多くの食材が食べられるよう指導 

      お箸等の使い方 

・その他 ：年中行事が数回有り 

1 日のタイムスケジュール 

9：00～ 送迎開始・バイタルチェック 

10：00～ 個別支援 

11：00～ 集団行動 

12：00～ 昼食 

12：30～ 自由時間 

14：00～ 個別支援 

15：00～ おやつ 

15：30～ 自由時間 

16：00～ 個別支援 

16：45～ お片付け 

17：00～ ご自宅まで送迎 

送迎の有無（送迎場所） 有り 

食事提供の有無 有り 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おやつ

代等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

送迎費：厚生労働大臣の定める額 

昼食代：￥175 おやつ 一律 1回￥30 

医療的ケアの実施状況 無し 

協力医療機関 二日市徳洲会病院 

アピールポイント 

・未就学児・就学児が同じ時間で過ごす事で、より多くの事を学び、

学校生活を送る際の準備となるよう支援していきます。 

・お子様一人一人に目を向け出来る事を少しずつ増やしていきます 

・お子様が当所をご利用の間、保護者様の時間を有効活用出来る手

助けとなります。 

・保護者様からのご意見・ご要望・ご相談に対し適切に対応させて

いただきます 
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平成 30年 11月 1日現在 

事業所名 重症児デイサービス とくとくとく 

サービス種別 児童発達支援 

運営法人 株式会社とくとくとく 

事業所所在地 福岡県太宰府市大佐野６丁目２－１０ ひまわりビル１０３ 

ＴＥＬ 092-555-3546 

ＦＡＸ 092-555-3547 

Ｅ-ＭＡＩＬ  

ＨＰアドレス https://www.tokutokusun.com/     ※ＷＡＭ ＮＥＴ参照 

窓口担当者  

指定年月日 平成 30年 4月 1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  

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を問わ

ず計上） 

職員の人数（職種別）  

管理者 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

     

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 栄養士 調理員 

     

看護職員 嘱託医    

     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性    

女性    
 

  

https://www.tokutokusun.com/
https://www.wam.go.jp/sfkohyoout/COP020100E00.do?_FORMID=COP000101&corporationNumber=A4022100000001&facilityNumber=4051402685&bunjoNumber=000000&serviceType=63&serviceSubNumber=A0000010915
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活動内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 日のタイムスケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

送迎の有無（送迎場所）  

食事提供の有無  

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おやつ

代等） 

 

医療的ケアの実施状況  

協力医療機関  

アピールポイント 

※ＷＡＭ ＮＥＴ参照 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 児童発達支援センター  すみれ園 

サービス種別 児童発達支援センター 

運営法人 社会福祉法人 宰府福祉会 

事業所所在地 太宰府市大字大佐野 42-1 

ＴＥＬ 092-925-4681 

ＦＡＸ 092-925-4464 

Ｅ-ＭＡＩＬ  

ＨＰアドレス http://saifu-fukushikai.com/sumireen.html ※ＷＡＭ ＮＥＴ参照 

窓口担当者 児童発達支援管理責任者 

事業開始年月 平成 16年 4月 1日 

サービス提供区域 太宰府・春日・筑紫野・大野城・那珂川市 

利用定員 35人 

営業日 月～金（年末年始・盆休み・国民の休日除く） 

営業時間 8時 30分～17時 30分 

駐車場の有無 有り 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、

兼務を問わず計上） 

職員の人数（職種別）  

管理者 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1 1  10 

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 栄養士 調理員 

 1(委託) 1(委託) 1 1 

看護職員 嘱託医 心理士   

 1 1(委託)   

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性    

女性 6 7 5 

 

 

 

 

 

http://saifu-fukushikai.com/sumireen.html
https://www.wam.go.jp/sfkohyoout/COP020100E00.do?_FORMID=COP000101&corporationNumber=E4000000001270&facilityNumber=4051402503&bunjoNumber=000000&serviceType=63&serviceSubNumber=A0000017654
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活動内容 

・制作、粘土、絵の具、クッキング、触あそび 

・見る、聞く活動（ペープサート・紙芝居・絵本） 

・リズム運動、体操、プール遊び、体育セット 

・楽器遊び、歌リズム 

・生活習慣（食事・排泄・着脱）支援 

・年間計画に基づく、親子活動、行事あり。 

1 日のタイムスケジュール 

8:45 通園バス出発 

9:30 直接登園児保育開始 

10:00 通園バス到着 

    朝の活動、自由あそび、グループ療育、クラス活動 

11:45 給食準備 

    給食、歯みがき、着替え、自由あそび 

14:00 クラス活動、グループ活動 

15:00 バス出発 

15:30 直接降園児降園 

送迎の有無 送迎バス有り（2台） 

食事提供の有無 有り 

費用 

（利用料、送迎費、食

費等、おやつ代等） 

利用料・食費：厚生労働大臣の定める額 

その他：教材費、行事等実費徴収 

医療的ケアの実施状況 していない 

協力医療機関 中島医院・まつのクリニック・可児歯科医院 

アピールポイント 

・一人ひとりの特性を考慮していきながら、先生や友だち、人を好 

 きと思う気持ちを大切にしていきます。 

・好きな先生や好きなお友だちがいるから、気持ちを少しだけ前に 

 向けられていくことや、一緒だったら参加してみたい等の想いを 

 育みます。 

・人との関係性の中で、この子に何が必要で、何を用意するかを話 

 し合いながら、教材等の工夫をし、見通しを持たせ、気持ちの拡 

 がりをつなげます。 
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令和 2年 4月 1日現在 

事業所名 ハッピーＤＡＹＳ太宰府 

サービス種別 児童発達支援 

運営法人 JAMES HOME株式会社 

事業所所在地 福岡県太宰府市向佐野 4-11-28 

ＴＥＬ 092-555-5556 

ＦＡＸ 092-555-5557 

Ｅ-ＭＡＩＬ happy.days.dazaifu＠gmail.com 

ＨＰアドレス http://happydays-dazaifu.com/ 

窓口担当者 管理者 原田和成 

指定年月日 平成 28年 12月 1日 

サービス提供区域 太宰府市、筑紫野市、大野城市、春日市、那珂川市 

利用定員 10人 

営業日 月～土曜日（祝日、8月 13日～15日、12月 30日～1月 3日を除く） 

営業時間 9時～18時 

駐車場の有無 有り 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、

兼務を問わず計上） 

 

職員の人数（職種別） 

管理者 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1 1 2 3 

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 栄養士 調理員 

     

看護職員 嘱託医 教諭   

1  6   

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性   1 

女性  2 11 

 

 

mailto:happy.days.dazaifu＠gmail.com
http://happydays-dazaifu.com/
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活動内容 

・季節の行事 

・リトミック 

・音楽療法（専門講師） 

・制作 

・遠足 

・親子レクレーション 

1 日のタイムスケジュール 

9：00 お迎え 

9：30 健康観察（視診・検温） 

    身支度 

    朝の会 

    手遊び、わらべうたなど 

    プログラム活動 

12：00 昼食 

    自由遊び（ブロック、プラレール、ままごと等） 

13：40 帰りの会 

14：00 送り 

送迎の有無（送迎場

所） 
有 

食事提供の有無 無 

費用 

（利用料、送迎費、食

費等、おやつ代等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

送迎料：厚生労働大臣の定める額 

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 非常勤で看護師の勤務有 

協力医療機関 医療法人悠水会 水城病院 

アピールポイント 

保育士、看護師、介護福祉士の資格や教員の免許を持った経験豊

かなスタッフが、子どもたちの個性を大切にし、療育プログラムや

遊び、体験活動を通して生活に必要な知識やコミュニケーション力

を身につけ就学に向けて自立できるようにサポートします。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 コペルプラス 那珂川教室 

サービス種別 児童発達支援 

運営法人 株式会社 コペル 

事業所所在地 福岡県那珂川市片縄９丁目４４ 

ＴＥＬ 092-408-2163 

ＦＡＸ 092-408-2164 

Ｅ-ＭＡＩＬ nakagawa@copel.info 

ＨＰアドレス http://copelplus.co.jp/school/nakagawa/ 

窓口担当者 庄司 香織 

指定年月日 令和 2年 4月 1日 

対象とする障がい 重度心身障がい児を除く就学前の精神障がい児（発達障がい） 

受入実績（障がい別） 自閉症スペクトラム、知能遅滞、ＡＤＨＤ、ＬＤ、アスペルガー症候群等  

サービス提供区域 那珂川市および周辺市町村 

利用定員 10名 

営業日 火～土曜日（月曜日・日曜日・祝日を除く） 

営業時間 9:30～18:30 

駐車場の有無 有り 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を問わ

ず計上） 

職員の人数（職種別）  

管理者 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1(管理者兼任) 1  2 

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 栄養士 調理員 

1     

看護職員 嘱託医    

     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性    

女性 3 1  
 

  



535 

 

活動内容 

・発達段階に応じて、個別支援計画に基づいたサービスを提供。 

マンツーマンの個別療育 

机上課題 40分 

粗大運動、リトミック 10分 

保護者との振り返り 10分 

（計 1時間） 

・母子通園 

1 日のタイムスケジュール 

1日 5コマにわけてマンツーマンの個別療育を行っているため、タイ

ムスケジュールはありません。 

 

 

 

 

 

 

送迎の有無（送迎場所） 無し 

食事提供の有無 無し 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おやつ

代等） 

受給者証の負担額による 

医療的ケアの実施状況 現在無し 

協力医療機関 横山小児科（春日原） 

アピールポイント 

自社オリジナル教材を含む豊かな教材を使用。一人ひとりの発達

段階に応じた個別のプログラムを作成し、マンツーマンの療育を行

っております。 

 マンツーマンだからこそできるコミュニケーションと連動した言

葉のプログラムやソーシャルスキルトレーニングも療育の中に含ま

れており、無理なく自分の本来持っている能力を引き出すことがで

きます。 

 「できることが増えるのは、世界が広がること、楽しいことが増

えること」を合言葉に子どもたち自ら幸せになる姿を目指します！ 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 こぱんはうすさくら 那珂川教室 

サービス種別 児童発達支援 

運営法人 株式会社 RELAX 

事業所所在地 福岡県那珂川市片縄北一丁目３番１２号 

ＴＥＬ 092-982-8496 

ＦＡＸ 092-982-8497 

Ｅ-ＭＡＩＬ so.0731@outlook.jp 

ＨＰアドレス http://www.copain-relax.com/ 

窓口担当者 柿原 

指定年月日 平成 29年 8月 1日 

対象とする障がい 就学前の重度心身障がいを除く精神障がい（発達障がい） 

受入実績（障がい別） 
自閉症ペクトラム・アスペルガー症候群・ADHD・知能遅滞・ダウン

症候群等 

サービス提供区域 福岡市南区、那珂川市、春日市、大野城市 周辺 

利用定員 10名 

営業日 年末年始以外営業 

営業時間 9:00～18:00 

駐車場の有無 有り 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を問わ

ず計上） 

職員の人数（職種別）  

管理者 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1 4 1 3 

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 栄養士 調理員 

     

看護職員 嘱託医    

     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性 1 1 1 

女性  5 2 
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活動内容 

毎月更新する集団プログラムと個別支援計画に基づく個別支援に取

組んでいます。 

外出プログラムや製作プログラム、運動会などのイベントも実施し

ています。 

1 日のタイムスケジュール 

09：00 送迎に出発 

10：00 朝の会 

10：30 集団プログラム 

11：30 お昼ご飯 

13：30 個別支援プログラム 

14：45 おやつ 

15：30 帰りの会 

16：00 送迎に出発 

送迎の有無（送迎場所） 有り（自宅） 

食事提供の有無 無し 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おやつ

代等） 

受給者証の負担額に応じる。 

希望があればお弁当（５００円）やおやつ（５０円）の提供をして

います。但し、実費となります。 

医療的ケアの実施状況 無し 

協力医療機関 田中内科医院 

アピールポイント 

10：00～16：00 までのお預かりの中で、集団活動、個別活動を通し

て生活支援や学習支援などに取り組んでいます。 

生活支援はあいさつなどのコミュニケーションの向上や食事のマナ

ー、食具の使い方の練習、トイレトレーニングなども行います。学

習支援は SST につながる言葉のインプットとアウトプット、読み書

きはもちろんですが、少しでも長く座ることができるような支援に

努めています。 

すべての活動において褒めることを大切に関わることがモットーで

す。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 はびりすサポートこはる日和 

サービス種別 児童発達支援 

運営法人 はびりす株式会社 

事業所所在地 福岡県那珂川市今光１丁目８８ BON Tour602 

ＴＥＬ 092-555-2604 

ＦＡＸ 092-555-2605 

Ｅ-ＭＡＩＬ habilis@habilis-riverup.co.jp 

ＨＰアドレス http://www.habilis-riverup.co.jp/habilis-net/index.html 

窓口担当者 園長 川嶋啓一 

指定年月日 平成 30年 6月 1日 

対象とする障がい 身体障がい(応相談) 知的障がい 発達障がい 

受入実績（障がい別） 知的障がい 発達障がい 

サービス提供区域 福岡県全域 

利用定員 １０人 

営業日 月～土（祝日、8/13〜8/15、12/29～1/4を除く） 

営業時間 ９時～１８時 

駐車場の有無 有り（７台） 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を問わ

ず計上） 

職員の人数（職種別）  

管理者 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1(管理者兼任) 1 1  

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 栄養士 調理員 

  ３   

看護職員 嘱託医    

     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性  2  

女性  ４  
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活動内容 

・機能訓練：言語聴覚士による個別指導での言語訓練 

・集団生活適応訓練：集団社会生活への適応力習得するための個別 

指導による訓練 

・日常動作訓練：日常生活の基本動作を習得するための個別指導に 

よる訓練 

 

 

 

 

 

1 日のタイムスケジュール 

 

個別の時間帯にて来所し、約４０分の個別療育を母子同伴にて行っ

ています。 

 

 

 

 

送迎の有無（送迎場所） 無し 

食事提供の有無 無し 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おやつ

代等） 

利用料：厚生労働大臣が定める額 

教材費：実費 

医療的ケアの実施状況 無し 

協力医療機関 くわの内科小児科医院 

アピールポイント 

 

言語聴覚士による個別、母子同伴での言語訓練に特化した施設です。

お子さまの発達に応じた個別プログラムにて専門的に訓練、支援し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



540 

 

 令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 児童発達支援 きっずくらぶ しゅあ 

サービス種別 児童発達支援  

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１２３－２Ｆ 

ＴＥＬ ０９２－４０８－８００６ 

ＦＡＸ ０９２－４０３－８６２０ 

Ｅ-ＭＡＩＬ sure-support@npo-tobira.com 

ＨＰアドレス www.npo-tobira.com/index.html 

窓口担当者 森、古閑 

指定年月日 令和 2年９月１日 

対象とする障がい 区別なし 

受入実績（障がい別） 発達障がい、知的障害 

サービス提供区域 那珂川市、春日市 

利用定員 １０名 

営業日 月、火、水、木、金 

営業時間 ９時３０分～１４時３０分 

駐車場の有無 有 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を問わ

ず計上） 

職員の人数（職種別） ※該当職種がない場合は追加してください 

管理者 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

１ １ １  １ 

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 栄養士 調理員 

 １    

看護職員 嘱託医    

１     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性    

女性 ２ ３ １ 
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活動内容 

サーキット 

机上（プリントワーク、筆記、工作等） 

トイレトレーニング 

各種作業療法 

 

 

 

 

 

1 日のタイムスケジュール 

（例） 

朝の会 

グループ療育（サーキット） 

グループ療育（机上） 

ご飯の準備 給食 

個別活動（リトミック、お散歩、工作など） 

帰りの会 

送迎の有無（送迎場所） 各保育園、送迎地点 

食事提供の有無 有 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おやつ

代等） 

受給者用に記載されている利用料 

（送迎費、食費、おやつ代無料） 

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 

長年、障がい時・障がい者支援にかかわってきた経験豊富な有資格

者が、お子さまの学習や発達をサポートします。 

それぞれのお子さまの特性によりそった支援を行うことで、できる

だけスムーズな小学校生活に入っていくことを目標にした、担任制

のプレスクール形式です。 

 

個別の療育も承っています（５０分） 

 

 

 


