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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 保育所等訪問支援 

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・ＦＡＸ 092-572-1150 （FAX兼） 

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 31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 春日市、那珂川市、大野城市、筑紫野市 

営業日・営業時間 月～金（8/12～8/15、12/30～1/3を除く）9：30～14：30 

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） ※該当項目がない場合は追加してください 

年齢/性別 保育所 幼稚園 小学校 特別支援学校  

男性 3 7 1   

女性 1 4    
 

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 訪問支援員   

1 1 5   

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 
 

費用（利用料等） 法定利用料に準じています 

協力医療機関 田中内科クリニック 

アピールポイント 

・児童の集団生活の場である園や学校などに訪問し、専門的な支援を行

います。 

・苦手なことを強みにしていきます。 

 

mailto:ryoikumonte.0501@gmail.com
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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 保育所等訪問支援 

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・ＦＡＸ 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 令和元年 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  

営業日・営業時間  

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） ※該当項目がない場合は追加してください 

年齢/性別 保育所 幼稚園 小学校 特別支援学校  

男性      

女性      
 

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 訪問支援員   

     

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    
 

費用（利用料等）  

協力医療機関  

アピールポイント 
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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 保育所等訪問支援 

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 

対象とする障がい 身体・知的・障害児・難病等 

受入実績(障がい別) 身体・知的・障害児・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） 

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 

利用者の状況 利用者の人数（性別・年齢別） ※該当項目がない場合は追加してください 

年齢/性別 保育所 幼稚園 小学校 特別支援学校  

男性  1    

女性 2     
 

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 訪問支援員   

1 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 1  

女性  2  
 

費用（利用料等） 利用料：厚生労働大臣の定める額 

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・児童デイと保育所など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。 

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=67&serviceSubNumber=A0000052578
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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 保育所等訪問支援 

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・ＦＡＸ 
TEL 092-925-4681 

FAX 092-925-4464 

Ｅ-ＭＡＩＬ  

ＨＰアドレス http://saifu-fukushikai.com/sumireen.html 

窓口担当者 児童発達支援管理責任者 

事業開始年月 平成 25年 4月 1日 

サービス提供区域 太宰府市・大野城市・春日市・筑紫野市・那珂川市 

営業日・営業時間 月～金曜日（年末、年始、祝日を除く）8:30～17:30 

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 保育所 幼稚園 小学校 特別支援学校  

男性 3 1 0 0  

女性 0 1 1 0  
 

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 訪問支援員   

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    

女性  2 1 
 

費用（利用料等） 厚生労働大臣の定める額 

協力医療機関 小児科 中嶋医院  まつのクリニック  可児歯科医院 

アピールポイント 

・保育園、幼稚園等に療育スタッフが訪問し障がいのあるお子さん 

 の集団生活について、担当職員の方と共に考えます。 

・保護者の方とお話しをしながら、お子さんについて一緒に考えて 

 います。 

 

 

http://saifu-fukushikai.com/sumireen.html
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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 保育所等訪問支援 

運営法人 はびりす株式会社 

事業所所在地 那珂川市今光 1丁目 88 BON Tour 602 

ＴＥＬ・ＦＡＸ 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/ 

窓口担当者 園長 川嶋 啓一 

指定年月日 平成 31年 4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 福岡市南区 那珂川市 春日市 大野城市 太宰府市 

営業日・営業時間 月〜金（祝日、8/13〜8/15、12/29～1/4を除く） 

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） ※該当項目がない場合は追加してください 

年齢/性別 保育所 幼稚園 小学校 特別支援学校  

男性 1 １ １   

女性  １    
 

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 訪問支援員   

1 1 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  3  
 

費用（利用料等） 利用料：厚生労働大臣が定める額 

協力医療機関 くわの内科・小児科医院 

アピールポイント 

言語面の発達支援を中心とした児童の発達に関する支援を専門的に行

っています。同時に訪問先への専門領域におけるアドバイス等の支援も

行っています。 

 


