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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 指定特定相談支援事業所 春己 

サービス種別 指定特定相談支援 

運営法人 春己ガイドサービス株式会社 

事業所所在地 春日市春日原東町 4丁目 63 シャトレ春日 103 号 

ＴＥＬ 092-574-6656 

ＦＡＸ 092-574-6657 

Ｅ-ＭＡＩＬ  

ＨＰアドレス  

窓口担当者  

指定年月日 平成 28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  

営業日  

営業時間  

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 相談支援専門員    

     

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（交通費等）  

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 相談支援事業所 ヒューマンネイチャー 

サービス種別   指定特定相談支援  障害児相談支援 

運営法人 合同会社 blue clover corp 

事業所所在地 春日市春日原南 3丁目 11-2ドエル春日公園 201号 

ＴＥＬ 092-586-7750 

ＦＡＸ 092-586-7551 

g-ＭＡＩＬ hyumannnature.8877@gmeil.com 

ＨＰアドレス  

窓口担当者 木口 敦 

指定年月日 平成 30年 11月 1日 

対象とする障がい 知的  精神  障がい児   

受入実績（障がい別） 身体  知的  精神  障がい児   

サービス提供区域 春日市・大野城市・太宰府市・那珂川市 

営業日 月曜～金曜 

営業時間 10:00～17:00 

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 相談支援専門員 事務員   

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  2  

女性  1  
 

費用（交通費等） 事業所より 5キロ以上は交通費（500円）請求あり。 

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 エフコープ介護サービス春日（居宅） 

サービス種別   指定特定相談支援  障害児相談支援 

運営法人 エフコープ生活協同組合 

事業所所在地 春日市光町 2丁目 91 

ＴＥＬ 092-572-0086 

ＦＡＸ 092-572-6122 

Ｅ-ＭＡＩＬ  

ＨＰアドレス http://www.fcoop.or.jp/service/care/index.html 

窓口担当者  

指定年月日 平成 30年 6月 1日 

対象とする障がい 身体  知的  精神  障がい児  難病等 

受入実績（障がい別） 身体  知的  精神  障がい児  難病等 

サービス提供区域 春日市、大野城市、那珂川市、太宰府市、筑紫野市、福岡市 

営業日 月～土（１２／３１～１／３を除く） 

営業時間 ９：００～１７：００ 

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 相談支援専門員    

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  2 1 
 

費用（交通費等）  

アピールポイント 

エフコープ基本理念「ともに生き、ともにつくる、くらしと地域」のも

とに住み慣れた場所でその人らしく暮らしていく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 相談支援事業所 WILL LIFE（ウィルライフ） 

サービス種別 指定一般相談支援  指定特定相談支援  障害児相談支援 

運営法人 株式会社 WILL LIFE 

事業所所在地 春日市平田台 4丁目 26番 コートクレーセＣ107号 

ＴＥＬ 092-558-4011 

ＦＡＸ 092-558-4012 

Ｅ-ＭＡＩＬ info@will-life.co.jp 

ＨＰアドレス https://will-life.co.jp 

窓口担当者 稲永佳代子 

指定年月日 平成 27年 5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） 身体  知的  精神  障がい児   

サービス提供区域 春日市、大野城市、那珂川市、大宰府市、筑紫野市、福岡市南部及近郊 

営業日 月～金曜日（お盆、年末年始、祝日を除く） 

営業時間 9時～17時（※お電話での対応は 20時まで、土日可能） 

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 相談支援専門員 事務員   

1 5 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  2  

女性  1 4 
 

費用（交通費等） 無料 

アピールポイント 

・専門の相談員が、悩みを抱えた方々の障がい特性等をしっかりと理解

し、豊かな生活を営めるように支援いたします。 

・複数の相談支援専門員が在籍しておりますので、あなたに合う相談員

がしっかりと話を聞き、不安や悩みを一緒に解決していきます。 

・お気軽にご相談ください。 

 

 

mailto:info@will-life.co.jp
https://will-life.co.jp/
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 指定特定相談支援事業所 ドリームひこうせん 

サービス種別 指定特定相談支援 

運営法人 社会福祉法人はるかぜ福祉会 

事業所所在地 〒816-0849 春日市星見ヶ丘１丁目８番 

ＴＥＬ 092-558-0077 

ＦＡＸ 092-558-0017 

Ｅ-ＭＡＩＬ dream-airship@swc-harukaze.or.jp 

ＨＰアドレス http://www.swc-harukaze.or.jp 

窓口担当者 相談支援専門員 辻 誓子 

指定年月日 平成 27年 6月 1日 

対象とする障がい 身体・知的 

受入実績（障がい別） 身体・知的 

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、福岡市南区 

営業日 月～金曜日（祝日、8月 13日～15日及び 12月 29日～1月 3日を除く） 

営業時間 10時～16時 

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 相談支援専門員 事務員   

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  １ １ 
 

費用（交通費等） 事業所から片道 15km未満 500円、片道 15km以上 1,000円 

アピールポイント 

経験豊かな相談支援専門員が優しくお話しをうかがいます。 

その方の毎日がより便利で安心できるような提案を心がけます。 

困ったらドリームひこうせんへ電話！と思ってもらえるよう日々利用

者さんに寄り添っていきます。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 相談支援ひなた 

サービス種別 指定特定相談支援  障害児相談支援 

運営法人 株式会社フライト 

事業所所在地 春日市天神山 3丁目 108番地 201号室 

ＴＥＬ 092-985-5605 

ＦＡＸ 092-985-5601 

Ｅ-ＭＡＩＬ asahi.flight@gmail.com 

ＨＰアドレス  

窓口担当者 相談支援専門員 木村 

指定年月日 平成 30年 8月 1日 

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） 障がい児   

サービス提供区域 
春日市、那珂川市、大野城市、筑紫野市、大宰府市、 

福岡市（博多区・南区）、糟屋郡（宇美町・志免町） 

営業日 月～土曜日（12月 31 日～1月 3日を除く） 

営業時間 9時～18時 

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 相談支援専門員    

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  2  
 

費用（交通費等） 区域外交通費 300円 

アピールポイント 

・就学前から学童期のお子様を担当させていただくことが多い 

事業所です。 

・ご家族様・お子様の発達に一緒に寄り添いながら、計画作成に 

取り組んでいきたいと思っています。 

 

 

mailto:asahi.flight@gmail.com
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令和２年１１月 1日現在 

事業所名 相談支援事業所 ブライト 

サービス種別 指定特定相談支援  障がい児相談支援 

運営法人 合同会社 ブライト 

事業所所在地 春日市日の出町６－７３－２０２ 

ＴＥＬ 092-586-5560 

ＦＡＸ 092-586-5561 

Ｅ-ＭＡＩＬ myouga0214@outlook.jp 

ＨＰアドレス  

窓口担当者 明賀 大亮 

指定年月日 令和元年 5月 1日 

対象とする障がい   知的  精神  障がい児 

受入実績（障がい別） 身体  知的  精神  障がい児 

サービス提供区域 春日市、大野城市、那珂川市（一部） 

営業日 月～金（12/29～1/3を除く） 

営業時間 9:00～17：00 

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 相談支援専門員    

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  １  

女性    
 

費用（交通費等） なし 

アピールポイント 
皆さんの何気ない日々が明るく喜ばしいものになるお手伝いが出来ればと 

考えております。 

 

 

 

 

 

mailto:myouga0214@outlook.jp
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 ケアプランあしき 

サービス種別 指定特定相談支援・障害児相談支援 

運営法人 株式会社エムケアサービス 

事業所所在地 筑紫野市阿志分 2399 

ＴＥＬ 092-922-6578 

ＦＡＸ 092-775-9071 

Ｅ-ＭＡＩＬ  

ＨＰアドレス  

窓口担当者 三田 尚子 

指定年月日 H28年 4月 1日 

対象とする障がい 身体・知的・精神・障がい児・難病等 

受入実績（障がい別） 身体・知的・精神・障がい児・難病等 

サービス提供区域 筑紫野市、太宰府市、大野城市、春日市、筑前町、宇美町 

営業日 平日 

営業時間 9：00～17：00 

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 相談支援専門員    

１ 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    

女性  1 2 
 

費用（交通費等） 高速代のみ頂戴いたします。 

アピールポイント 

介護保険 居宅介護支援事業所併設です。 

 

※ＷＡＭ ＮＥＴ参照 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 ケアネットはーとぴあ相談事業所 

サービス種別 指定特定相談支援・障害児相談支援 

運営法人 社会福祉法人はーと&はーと 

事業所所在地 筑紫野市岡田三丁目 11番地 1ほほえみタウン A棟 

ＴＥＬ 092-555-5923 

ＦＡＸ 092-555-5924 

Ｅ-ＭＡＩＬ heartpia@biscuit.ocn.ne.jp 

ＨＰアドレス  

窓口担当者 管理者 岩橋 長取 

指定年月日 平成 27年 3月 15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） 身体・知的・精神・障がい児 

サービス提供区域 筑紫野市、春日市、大野城市、筑前町、太宰府市、小郡市 

営業日 月曜日～金曜日（土・日・祝は応相談） 

営業時間 9:00～17:00 

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 相談支援専門員    

1 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    

女性  1 2 
 

費用（交通費等） なし 

アピールポイント 

障害のある方に寄り添いながら個人の自立を基本に支援をしていきま

す。 

利用者の心身の状況や利用者及びご家族の日常生活全般の状況等を考

慮しながら、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援

をしていきます。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 相談支援センター おかだ 

サービス種別 指定一般相談支援・指定特定相談支援・障害児相談支援 

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 27-7 

ＴＥＬ 092-408-1544 

ＦＡＸ 092-403-1560 

Ｅ-ＭＡＩＬ subaruokada@abeam.ocn.ne.jp 

ＨＰアドレス http://chikushikai.jp/ 

窓口担当者 相談支援専門員 新川 

指定年月日 平成 26年 5月 1日 

対象とする障がい 身体・知的・精神・障がい児・難病等 

受入実績（障がい別） 身体・知的・精神・障がい児   

サービス提供区域 筑紫野市 

営業日 月～金  (祝祭日・8/14・8/15・12/30～1/3 を除く) 

営業時間 9：00～16：00 

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 相談支援専門員 事務員   

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  2  

女性  1  
 

費用（交通費等） なし 

アピールポイント 

・障がい者福祉に 10 年以上携わった相談支援専門員がいます。 

・行動援護従業者養成研修過程を修了した相談支援専門員がいます。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 一般社団法人 だるま 相談支援事業所あいぞら 

サービス種別 指定特定相談支援・障害児相談支援 

運営法人 一般社団法人 だるま 

事業所所在地 福岡県筑紫野市原田 7丁目 12-9 アンジェリーク 103号室 

ＴＥＬ 0942-84-4332 

ＦＡＸ 0942-50-6003 

Ｅ-ＭＡＩＬ aizora@orion.ocn.ne.jp 

ＨＰアドレス ホームページなし 

窓口担当者 相談支援専門員 和泉幸恵 

指定年月日 令和 1年１０月１日 

対象とする障がい 身体・知的・精神・障がい児・難病等 

受入実績（障がい別） 身体・知的・精神・障がい児・難病等 

サービス提供区域 筑紫野市 太宰府市 小郡市 久留米市 鳥栖市 三養基郡 福岡市 

営業日 月～金曜日（12月 29 日～1月 3日を除く） 

営業時間 9時～17時 

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 相談支援専門員 相談支援員   

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 0 0 0 

女性 0 2 0 
 

費用（交通費等） 区域外交通費 ：なし 

アピールポイント 

・すべての年齢・疾患・背景を問わず住み慣れたご自宅で安心して生活・

療養できるように、ひとりひとりの思いを大切にし、愛をこめてサービ

スを提供します。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 ちとせ相談支援ステーション天拝坂 

サービス種別 指定特定相談支援・障害児相談支援 

運営法人 株式会社千歳 

事業所所在地 天拝坂 5-7-1-202 

ＴＥＬ 092-210-1715 

ＦＡＸ 092-210-1716 

Ｅ-ＭＡＩＬ chitose-watanabe@shore.ocn.ne.jp 

ＨＰアドレス https://chitose-gr.com 

窓口担当者 渡辺 昌昭 

指定年月日 平成 28年 3月 1日 

対象とする障がい 身体・知的・精神・障がい児・難病等 

受入実績（障がい別） 身体・知的・精神・障がい児・難病等 

サービス提供区域 
筑紫野市・太宰府市・大野城市・春日市・那珂川町・小郡市・筑前町・

鳥栖市・基山町 

営業日 月曜日～土曜日 （ただし 12/30～1/3を除く） 

営業時間 9時～18時 

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 相談支援専門員    

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   １ 

女性   １ 
 

費用（交通費等） なし 

アピールポイント 

実際に障害者をご家族にもつ相談支援専門員が在籍しており、特に障害

児のご家族にとっては将来をイメージしながら計画を作成できると思

います。 

 

 

https://chitose-gr.com/
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令和 2年 12月 10日現在 

事業所名 相談支援センター はこでみ 天拝 

サービス種別 指定特定相談支援・障害児相談支援 

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 青山 雅江 

指定年月日 平成２９年８月１日 

対象とする障がい 身体・知的・精神・障がい児・難病等 

受入実績（障がい別） 身体・知的・精神・障がい児・難病等 

サービス提供区域 筑紫野市・太宰府市・大野城市・春日市・福岡市 

営業日 平日 

営業時間 ９：００～１８：００ 

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 相談支援専門員    

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  １  
 

費用（交通費等） 法令どおり 

アピールポイント 

・障がいのある方々が、自立した日常生活を営めるように一人ひとりの

障がい特性等をしっかりと理解し、個人の自立を基本として、質の高

いサービスを提案いたします。 

・相談支援専門員がじっくりと話を聞き、ニーズの掘り起しから目標の

達成まで、寄り添った支援を行っています。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 みのり相談支援センター 

サービス種別 指定特定相談支援 

運営法人 合同会社 寿老人  

事業所所在地 筑紫野市二日市北２丁目１２番１０号 ２０６号 

ＴＥＬ ０９２－９２５－２５２２ 

ＦＡＸ ０９２－４０８－５５６０ 

Ｅ-ＭＡＩＬ imamura@juroujin.jp 

ＨＰアドレス  

窓口担当者 今村 幸之助 

指定年月日 平成３０年４月１日 

対象とする障がい 身体・知的・精神・難病等 

受入実績（障がい別） 身体・知的 

サービス提供区域 筑紫野市，太宰府市，大野城市，春日市，那珂川市,福岡市, 

営業日 月～金 

営業時間 ０９：００から１７：３０ 

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 相談支援専門員 介護支援専門員   

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   1 

女性    
 

費用（交通費等） なし 

アピールポイント 

平成 31年 1月より、福岡市南区大楠に複合型共同住宅を開設しました。 

複合型共同住宅とは 5階建てのマンションに、住宅型有料老人ホーム及び障害者 

向け集合住宅を設けることで、24時間の介護サービス及び障害福祉サービスの提供 

を可能にしています。費用は、家賃月額 30,000円です。介護サービス及び障害福祉 

サービスは各利用者の自己負担になります。 

 



31 

 

令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 相談支援センターむすび 

サービス種別 指定特定相談支援・障害児相談支援 

運営法人 特定非営利活動法人 よか隊 

事業所所在地 筑紫野市紫六丁目１１－５ 

ＴＥＬ ０９２－９２５－３３３６ 

ＦＡＸ ０９２－７１０－３９８０ 

Ｅ-ＭＡＩＬ info@e-yokatai.net 

ＨＰアドレス http://www.e-yokatai.net/ 

窓口担当者 西田尚美 

事業開始年月 平成 26年 12月 1日 

対象とする障がい 身体・知的・精神・障がい児・難病等 

受入実績（障がい別） 身体・知的・精神・障がい児・難病等 

サービス提供区域 筑紫野市・太宰府市・春日市・大野城市・糟屋郡 

営業日 月曜日～土曜日（土曜日は予約のみ営業）日曜・祭日休み 

営業時間 ９：００～１７：００（時間外は相談可） 

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 相談支援専門員 相談員   

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 ０ ０ ０ 

女性 ０ ０ １ 
 

費用（交通費等） サービス提供地域外につき、１ｋｍ＝１００円 

アピールポイント 

子育て経験のある女性相談支援員です。 障がいの方の自立やより

良い生活を送る事が出来るように、就労のご相談やお子様の将来を

考えてお子様の発達相談などその方に寄り添った福祉サービス利用

計画を立てていきます。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 指定相談支援事業 ピアッツァ桜台 

サービス種別 指定一般相談支援 

運営法人 医療法人 牧和会 

事業所所在地 〒818-0064 筑紫野市大字常松 456 番地の 2 

ＴＥＬ 092-919-2055 

ＦＡＸ 092-919-2135 

Ｅ-ＭＡＩＬ  

ＨＰアドレス http://www.maki.or.jp/ 

窓口担当者 随時 

指定年月日 平成１８年１０月１日 

対象とする障がい 精神 

受入実績（障がい別） 身体・知的・精神 

サービス提供区域 筑紫野市 

営業日 
月曜日～金曜日（8月 13日～8月 15日、2月 29日～1月 3

日、及び土曜日、日曜日、祝日を除く） 

営業時間 9：30～16：30 

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 相談支援専門員    

1 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    

女性    
 

費用（交通費等） 通常の事業の実施地域以外の場合には規定の交通費。 

アピールポイント 

利用者の皆さまの主体性を大切にしながら支援していきます。 

 

※ＷＡＭ ＮＥＴ参照 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 えのき筑紫野 

サービス種別 指定一般相談支援・指定特定相談支援・障害児相談支援 

運営法人 一般社団法人えのき舎 

事業所所在地 筑紫野市石崎２６４－１ 

ＴＥＬ ０９２－９２５－３４６７ 

ＦＡＸ ０９２－９２５－３４６７ 

Ｅ-ＭＡＩＬ enokitikushino@csf.ne.jp 

ＨＰアドレス http://enokisha.com/ 

窓口担当者 山根敏幸 

指定年月日 H27年 12月 1日 

対象とする障がい 知的・精神・障がい児   

受入実績（障がい別） 知的・精神・障がい児・難病等 

サービス提供区域 筑紫地区圏域、その近郊 

営業日 月・火・水・木・金 （祝日・12月 31日～1 月 1日除く） 

営業時間 ９：００～１７：００ 

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 相談支援専門員    

１ 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  ２  
 

費用（交通費等） 基本は無料、対象範囲外の場合や支援内容により実費の可能性あり 

アピールポイント 

・地域の中で、連携・協力を行いながら利用者の方の心身の状況や環境

に応じて、ご本人の希望に沿った生活が実現できるように、適切な福祉

サービス等の利用につながる支援を行います。 

・生活における様々な手続きや、将来にむけての想いが実現できるよう

な安心した生活を一緒に見つけていきます。 

・自らが積極的に目標に向かっていけるような支援を行います。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 計画相談支援事業所 さくら 

サービス種別 指定特定相談支援 

運営法人 社会福祉法人 仁風会 

事業所所在地 大野城市乙金東２丁目２６－１ 

ＴＥＬ ０９２（５８０）９６６６ 

ＦＡＸ ０９２（５０３）２７６６ 

Ｅ-ＭＡＩＬ jinpuen@joy.ocn.ne.jp 

ＨＰアドレス http://www.otogane.or.jp 

窓口担当者 飯田 慎一 

指定年月日 平成２６年４月１日 

対象とする障がい 知的・精神 

受入実績（障がい別） 知的・精神 

サービス提供区域 筑紫地区（大野城市、春日市、太宰府市、筑紫野市、那珂川市） 

営業日 月～金曜日 

営業時間 ９時～１７時 

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 相談支援専門員    

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  1 1 

女性    
 

費用（交通費等） 
サービス提供区域外にお住まいの方は交通費が発生 

（当事業所～目的地までの往復距離（km）×２０円） 

api-rupointo 

 同グループには乙金病院（精神科）の他、訪問看護百合の会、GHベ

ルフラワー、就労継続支援 A 型 kimika などがあり、各部門と連携

し、幅広く対応しています。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 「ロバの耳」相談支援事業所 

サービス種別 指定特定相談支援  障がい児相談支援 

運営法人 一般社団法人 ロバの耳 

事業所所在地 大野城市大城 5丁目 125番 2 

ＴＥＬ 092-513-0337（取り継ぎ） 

ＦＡＸ 092-513-0338 

Ｅ-ＭＡＩＬ satsukikai@hamayuu.jp  robanomimi@hamayuu.jp 

ＨＰアドレス  

窓口担当者 事務主査 原田  相談支援専門員 上田 

指定年月日 平成 30年 4月 1日 

対象とする障がい 知的  精神  障がい児 

受入実績（障がい別） 知的  精神  障がい児 

サービス提供区域 大野城市、筑紫野市、春日市、太宰府市、那珂川市 

営業日 月～金（12/29～1/4を除く） 

営業時間 9：00～17：00 

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 相談支援専門員 事務主査   

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  1 1 

女性   1 
 

費用（交通費等） 区域外交通費 300円 

アピールポイント 

学校や社会に、個別的な理由や特性により適応が上手く出来ない児童や 

障がい者に対して、助言や共感において、寄り添い、家族調整や社会資

源を利用、活用する事により、諸問題の解決や安心な生活状態を図るた

めに、利用者の目線でサポートしていく事を目的としている。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 相談支援センター はまゆう 

サービス種別 指定特定相談支援 障がい児相談支援 

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５－２８－３（はまゆうワークセンター大野城内） 

ＴＥＬ ０９２（５１３）０３３７ 

ＦＡＸ ０９２（５１３）０３３８ 

Ｅ-ＭＡＩＬ soudan_oonojyo@hamayuu.jp 

ＨＰアドレス http:www.doronco.net 

窓口担当者 森川 

事業開始年月 平成２０年１１月 

対象とする障がい 身体・知的 

受入実績（障がい別） 身体・知的 

サービス提供区域 大野城市、春日市、筑紫野市、太宰府市 

営業日 月曜～金曜（祝日・年末年始・お盆期間除く） 

営業時間 ８：３０～１７：３０ 

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 相談支援専門員    

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  1  
 

費用（交通費等） 区域外有料 

アピールポイント 

法人内の通所事業所では、主に知的障がいのある方の支援を行っています。 

ご本人さんが生き生きと仕事や活動ができるように支援を行います。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 指定特定相談支援事業所 まどか園 

サービス種別 指定特定相談支援 

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番４８ 

ＴＥＬ ０９２－５０４－６５３７ 

ＦＡＸ ０９２－５０４－６５３６ 

Ｅ-ＭＡＩＬ keiwakai@axel.ocn.ne.jp 

ＨＰアドレス http://madokaen.com/ 

窓口担当者 相談支援専門員  徳田、吉田 

指定年月日 平成２８年１月１日 

対象とする障がい 身体障がい者 

受入実績（障がい別） 身体・知的・精神・難病等 

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、須恵町、宇美町、志免町、福岡市 

営業日 月・火・水・金（但し、国民の祝日、12/30～1/3は除く） 

営業時間 ９時～１７時 

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 相談支援専門員    

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  2 １ 
 

費用（交通費等） 事業実施地域外にお住まいの方からは実費をいただきます。 

アピールポイント 

・障がいのある方が自立した日常生活又は社会生活を営むことが 

できるよう、必要な計画相談支援サービスを適切に行います。 

・障がいのある方やそのご家族の生活の意向や悩み等を聞きながら 

利用計画の作成を行い、計画に沿ったサービスの提供ができるよう 

関係者等との連絡調整を行います。 

・管理者含め全て女性職員。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 相談支援事業所 スマイル大野城 

サービス種別 指定特定相談支援 障がい児相談支援 

運営法人 株式会社素敵な人生 

事業所所在地 福岡県大野城市曙町 2丁目 1-4 

ＴＥＬ 092-558-1091 

ＦＡＸ 092-558-1092 

Ｅ-ＭＡＩＬ smile-onojo@hearthome.jp 

ＨＰアドレス  

窓口担当者 相談支援専門員 堀江 昭子 

指定年月日 令和 2年 3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） 身体  知的  精神  障がい児 

サービス提供区域 大野城市・春日市・太宰府市・筑紫野市・福岡市博多区・応相談 

営業日 月曜日～金曜日（祝日、1月 1日～3日を除く） 

営業時間 9:00～18:00 

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 相談支援専門員    

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  １ １ 
 

費用（交通費等）  なし 

アピールポイント 

利用者の意思及び人格を尊重し、利用者が地域において自立した日常生

活や社会生活を営むことができるよう、利用者の立場に立った適切な相

談支援を行なっていきます。利用者の心身の状況及びその置かれている

環境などに応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健・医療・福祉・

就労支援・教育などのサービスが、多様な事業所から、総合的かつ効率

的に提供できるよう配慮していきます。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 相談支援センター あかね 

サービス種別 指定特定相談支援  障がい児相談支援 

運営法人 あかね株式会社 

事業所所在地 大野城市東大利 1丁目 13番 27-2 

ＴＥＬ 090-2394-8625 

ＦＡＸ 092-401-8626 

Ｅ-ＭＡＩＬ  

ＨＰアドレス  

窓口担当者 相談支援専門員 髙木 

指定年月日 平成 22年 12月 1日 

対象とする障がい 身体  知的  精神  障がい児  難病等 

受入実績（障がい別） 身体  知的  精神  障がい児  難病等 

サービス提供区域 大野城市、春日市、筑紫野市、那珂川市、太宰府市 

営業日 月～金（8/13～8/15、12/29～1/3、祝日を除く 

営業時間 9：00～17：30 

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 相談支援専門員    

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  1  
 

費用（交通費等）  

アピールポイント 

相談支援員がじっくり話を聞き、個々に応じたニーズの掘り起こしから 

問題解決まで、寄り添った支援を行っていきます。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 みなみ相談支援事業所 

サービス種別 指定特定相談支援・障害児相談支援 

運営法人 みなみ合同会社 

事業所所在地 大野城市白木原３丁目６－４番地 アグリ壱番館１０１号室 

ＴＥＬ ０９２（５１５）０８１６ 

ＦＡＸ ０９２（５１０）０２８１ 

Ｅ－ＭＡＩＬ minami24.3914@icioud.com 

ＨＰアドレス なし ※ＷＡＭ ＮＥＴ参照 

窓口担当者 管理者 中村栄一 

指定年月日 平成２７年２月１日 

対象とする障がい 身体・知的・障がい児 

受入実績（障がい別） 身体・知的・障がい児 

サービス提供区域 
大野城市、春日市、太宰府市、筑紫野市、那珂川市、福岡市、 

その他福岡県全域 

営業日 12 月 29日～1月 3月日を除く平日 

営業時間 ９：００～１８：００ 

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 相談支援専門員    

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  １ １ 

女性    
 

費用（交通費等） 地域外の方を対象に交通費あり 

アピールポイント 

・本人様、ご家族のご希望、気持ちに寄り添い、しっかりと話を伺います。障

害を持たれた方々が豊かな暮らしを営めるよう、特性、生活環境などを一緒に

理解し、個々に応じ必要なサービスが受けられるように考えていきます。 

・同一法人内に訪問介護事業所も運営しています。相談支援専門員が訪問介護

事業所も兼務しているため、原則、受付時間や曜日等は上記に記載したとおり

ですが、それ以外でも対応している場合もあります。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 医療法人 ゆう 心と体のクリニック 指定特定相談支援事業所 

サービス種別 指定特定相談支援 

運営法人 医療法人 ゆう 心と体のクリニック 

事業所所在地 大野城市白木原１丁目７番５号 J.クリスタルビル３Ｆ 

ＴＥＬ ０９２－５８４－１５０１ 

ＦＡＸ ０９２－５８４－１５２０ 

Ｅ-ＭＡＩＬ  

ＨＰアドレス http://www.you-clinic.com/ 

窓口担当者 林 弓美子 

指定年月日 平成３１年４月１日 

対象とする障がい 知的  精神 

受入実績（障がい別） 知的  精神 

サービス提供区域 大野城市、春日市、太宰府市、筑紫野市、福岡市（博多区、南区の一部）  

営業日 月～金曜日 

営業時間 ９時～１７時 

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 相談支援専門員    

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   1 

女性  1  
 

費用（交通費等） 区域外交通費：要した交通費の実費 

アピールポイント 

相談支援専門員が、個々の方のニーズに寄り添った支援を行っていま

す。障がいのある方々が、豊かな生活を営めるようにサービスを提案

します。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 大野城市障がい者支援センター 

サービス種別 特定相談支援・障害児相談支援 

運営法人 社会福祉法人 野の花学園 

事業所所在地 大野城市上大利５丁目１８－８ 

ＴＥＬ ０９２－５８６－５５１９ 

ＦＡＸ ０９２－５９６－７４９５ 

Ｅ-ＭＡＩＬ yuipal5560@song.ocn.ne.jp 

ＨＰアドレス http://www.nonohana.or.jp/ 

窓口担当者 相談支援専門員 末岡 正行 

指定年月日 平成２８年４月１日 

対象とする障がい 身体・知的・精神・障がい児・難病等 

受入実績（障がい別） 身体・知的・精神・障がい児・難病等 

サービス提供区域 大野城市 

営業日 月～金 ※１２／２９～１／３を除く 

営業時間 ８：３０～１７：３０ 

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 相談支援専門員    

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  1 1 

女性    
 

費用（交通費等） なし 

アピールポイント 

相談者のライフステージに応じたニーズに寄り添い、各関係機関と連携

しながら、「自分らしい生活」の実現に向けて計画立案していきます。 

 

※強度行動障害支援者養成研修修了者 配置 

※医療的ケア児等コーディネーター養成研修修了者 配置 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 相談支援事業所 誠愛 

サービス種別   指定特定相談支援  障害児相談支援 

運営法人 特定医療法人 社団 三光会 

事業所所在地 福岡県大野城市南大利２丁目７番２号 

ＴＥＬ 092-595-1151 

ＦＡＸ 092-595-2861 

Ｅ-ＭＡＩＬ Soudanshien@seiai-riha.com 

ＨＰアドレス  

窓口担当者 竹下 太 

指定年月日 令和 2年 5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）  身体  精神  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・那珂川市・その他一部地域 

営業日 平日 月～金 

営業時間 8:30 ～ 17:15 

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 相談支援専門員    

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  1  

女性    
 

費用（交通費等）  

アピールポイント 

小児期～成人期まで幅広い対応をさせて頂いてます。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 相談支援 そよ風 

サービス種別 指定特定相談支援  障害児相談支援 

運営法人 合同会社そよ風 

事業所所在地 大野城市月の浦一丁目 18番 5-501号 

ＴＥＬ 092-596-9226 

ＦＡＸ 092-588-7810 

Ｅ-ＭＡＩＬ  

ＨＰアドレス  

窓口担当者 堀 敏子 

指定年月日 平成 31年 4月 1日 

対象とする障がい 身体（応相談） 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 大野城市、春日市、太宰府市、那珂川市、筑紫野市 

営業日 月－金 

営業時間 ９：００ ～ １７：００ 

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 相談支援専門員    

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   1 
 

費用（交通費等） サービス提供区域は無料、他は実費 

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  愛真相談支援センター 

サービス種別 指定特定相談支援・障害児相談支援 

運営法人 （株）まつしん 

事業所所在地 太宰府市朱雀 3丁目 7-41  ふるさと荘 101 

ＴＥＬ 092-919-5625 

ＦＡＸ 092-919-5626 

Ｅ-ＭＡＩＬ matu.ai-sin@hb.tp1.jp 

ＨＰアドレス ※ＷＡＭ－ＮＥＴ参照 

窓口担当者 管理者 松尾 辰洋 

指定年月日 平成 27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） 身体・知的・精神・障がい児 

サービス提供区域 太宰府市・春日市・筑紫野市・大野城市・福岡市・糟屋郡 

営業日 月～金（祝日・12月 29日～1月 3日を除く） 

営業時間 9時～18時 

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 相談支援専門員    

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  2  

女性  1  
 

費用（交通費等） 頂いておりません 

アピールポイント 

・一人ひとりの障がい特性等をしっかりと理解し、個人の自立を基本と

していきます。 

・相談支援専門員がじっくりと話を聞き、ニーズの掘り起しから目標の

達成まで、寄り添った支援を行っています。 

 

 

mailto:matu.ai-sin@hb.tp1.jp
https://www.wam.go.jp/sfkohyoout/COP020100E00.do?_FORMID=COP000101&corporationNumber=E4000000000283&facilityNumber=4031400023&bunjoNumber=000000&serviceType=52&serviceSubNumber=E0000143377
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平成 30年 11月 1日現在 

事業所名 特定相談支援 みさと 

サービス種別 指定特定相談支援 

運営法人 株式会社 都府楼 

事業所所在地 福岡県太宰府市都府楼南二丁目 15番 7号 

ＴＥＬ 090-9565-3310 

ＦＡＸ 092-923-7275 

Ｅ-ＭＡＩＬ  

ＨＰアドレス  

窓口担当者 深町 敏子（相談支援専門員） 

指定年月日 平成 30年 6月 1日 

対象とする障がい 精神 

受入実績（障がい別） 精神 

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 

営業日 月曜日～金曜日（国民の祝日、8/13～15、12/28～1/3を除く） 

営業時間 10時～16時 

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 相談支援専門員    

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   1 
 

費用（交通費等） 無 

アピールポイント 

・相談支援専門員がしっかりと話を聞き、個人に合った計画を立て支援

していきます。 

・以前、看護師をしていた経験をもとに個別性を出した計画、分かりや

すい計画を利用者と一緒に考えていきます。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 ＯＤＯＡ 

サービス種別 指定特定相談支援・障害児相談支援 

運営法人 合同会社悠悠 

事業所所在地 太宰府市御笠 1-14-11 

ＴＥＬ 092-688-5826 

ＦＡＸ 092-921-7155 

Ｅ-ＭＡＩＬ yuhi-h.t@i.softbank.jp 

ＨＰアドレス https://goudoukaisya-yuyu.amebaownd.com/ 

窓口担当者  

指定年月日 2020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）  

サービス提供区域  

営業日  

営業時間  

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 相談支援専門員 事務員   

     

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（交通費等）  

アピールポイント  

 

 

 

 

mailto:yuhi-h.t@i.softbank.jp
https://goudoukaisya-yuyu.amebaownd.com/
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 相談支援センター 福岡光明園 

サービス種別 指定一般相談支援・指定特定相談支援・障害児相談支援 

運営法人 社会福祉法人 福岡盲人協会 

事業所所在地 太宰府市三条 1丁目 4番 2号 

ＴＥＬ 092-924-5171 

ＦＡＸ 092-922-0750 

Ｅ-ＭＡＩＬ  

ＨＰアドレス ※ＷＡＭ－ＮＥＴ参照 

窓口担当者  

指定年月日 平成 25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  

営業日  

営業時間  

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 相談支援専門員    

     

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（交通費等）  

アピールポイント 

 

 

 

 

https://www.wam.go.jp/sfkohyoout/COP020100E00.do?_FORMID=COP000101&corporationNumber=E4000000000594&facilityNumber=4031400015&bunjoNumber=000000&serviceType=52&serviceSubNumber=E0000143374
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 相談支援事業所まんさく 

サービス種別 指定特定相談支援・障害児相談支援 

運営法人 一般社団法人まんさく 

事業所所在地 太宰府市青山 3-25-5 

ＴＥＬ 092-923-3987   070-5492-0056 

ＦＡＸ 092-923-3987 

Ｅ-ＭＡＩＬ mansaku0725@gmail.com 

ＨＰアドレス http://d-mansaku.com/          ※ＷＡＭ ＮＥＴ参照 

窓口担当者 相談支援専門員 碇道子 

指定年月日 2017年 4月 1日 

対象とする障がい 身体・知的・精神・障がい児・難病等 

受入実績（障がい別） 身体・知的・精神・障がい児・難病等 

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 

営業日 月曜から金曜 

営業時間 9：30～17：30 

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 相談支援専門員 事務員   

（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   1 

女性  1 1 
 

費用（交通費等） 交通費（０円） 

アピールポイント 

自分らしくいきるために、 
 
「あなたの夢や希望をきかせてください 
あなたの好きなこと 楽しいと思うことを教えてください 
あなたのこんな風にくらしたい、こんな風になりたい 」 
 
を応援させていただきます。 
 
※ＷＡＭ－ＮＥＴ参照 

 

mailto:mansaku0725@gmail.com
http://d-mansaku.com/
https://www.wam.go.jp/sfkohyoout/COP020100E00.do?_FORMID=COP000101&corporationNumber=E4000000000036&facilityNumber=4031400049&bunjoNumber=000000&serviceType=52&serviceSubNumber=E0000143379
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 Ａｌｉｖｅ lab ひびお 

サービス種別 指定特定相談支援・障害児相談支援 

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 ０９２ - ９２１ - ２９２１ 

ＦＡＸ ０９２ - ９２１ - ２９１２ 

Ｅ-ＭＡＩＬ info@hibio.co.jp 

ＨＰアドレス http://hibio.co.jp/ 

窓口担当者 日比生 健 

指定年月日 ２０１９ 年 ７ 月 １ 日 

対象とする障害 身体・知的・障害児・難病等 

受入実績（障害別） 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 

（福岡都市圏、久留米市、北筑後、鳥栖・基山） 

営業日 月～金曜日（12月 29日～1月 3日を除く） 

営業時間 9時～18時 

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 相談支援専門員    

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 １ １  

女性    
 

費用（交通費等） 無料 

アピールポイント 

障害児及び難病対象者が主に利用しています。 

医療依存度が高い方への支援を得意としています。 

支援員も医療・福祉の資格所有者ですので、きめ細かい支援ができると思い

ます。 

 

 

mailto:info@hibio.co.jp
http://hibio.co.jp/


51 

 

令和 2年 12月 18日現在 

事業所名 やまもも・すみれ園相談支援センター 

サービス種別 指定一般相談支援・指定特定相談支援・障害児相談支援 

運営法人 社会福祉法人 宰府福祉会 

事業所所在地 福岡県太宰府市大佐野７６１−１ 

ＴＥＬ 092-918-1803 

ＦＡＸ 092-922-3154 

Ｅ-ＭＡＩＬ y.s-soudan@saifu-fukushikai.com 

ＨＰアドレス http://saifu-fukushikai.com/ 

窓口担当者 管理者 草本 武俊 

指定年月日 平成 26年 4月 1日 

対象とする障がい 身体・知的・障がい児 

受入実績（障がい別） 身体・知的・障がい児 

サービス提供区域 太宰府市 春日市 大野城市 筑紫野市 那珂川市 

営業日 月～金曜日（土日祝日、年末年始、夏季休暇を除く） 

営業時間 8：30～17：30 

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 相談支援専門員 相談員 事務員  

1 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  ２ １ 
 

費用（交通費等） 無 

アピールポイント 

「計画相談」事業所です。 

子どもから大人まで、福祉サービスを必要とされる方に計画（プラン）を作

成しています。 

法人母体が、子どもから大人まで入所・通所・在宅のサービスを提供する事

業所を 5市で展開しているので、幅広くニーズにお応えすることができます。 

 

 

mailto:y.s-soudan@saifu-fukushikai.com
http://saifu-fukushikai.com/
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 指定特定相談支援事業所・指定障がい児相談支援事業所 白梅 

サービス種別 指定特定相談支援・障害児相談支援 

運営法人 株式会社 YMK 

事業所所在地 福岡県太宰府市向佐野 518-1 

ＴＥＬ 092-776-3306 

ＦＡＸ 092-776-3306 

Ｅ-ＭＡＩＬ  

ＨＰアドレス ※ＷＡＭ－ＮＥＴ参照 

窓口担当者  

指定年月日  

対象とする障がい 障がい児 

受入実績（障がい別） 身体・知的・障がい児 

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・宇美町・福岡市南

区 

営業日 日・祝祭日・月・火・金・土（12月 31日～1 月 3日を除く） 

営業時間 8時 30分～18時 

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 相談支援専門員    

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  1  
 

費用（交通費等） 区域外交通費 500円 

アピールポイント 
 

 

 

 

 

 

https://www.wam.go.jp/sfkohyoout/COP020100E00.do?_FORMID=COP000101&corporationNumber=E4000000000332&facilityNumber=4071402657&bunjoNumber=000000&serviceType=70&serviceSubNumber=A0000023910
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 相談支援 すぴあら 

サービス種別 指定特定相談支援  障害児相談支援 

運営法人 株式会社 栞 

事業所所在地 那珂川市片縄 5-130 

ＴＥＬ 092-954-3892 

ＦＡＸ 092-408-7214 

Ｅ-ＭＡＩＬ info@shiori-s.com 

ＨＰアドレス なし 

窓口担当者 相談支援専門員 柳瀬 

指定年月日 令和 2年 10月 1日 

対象とする障がい 身体  知的  精神  障がい児  難病等 

受入実績（障がい別） 身体  知的  精神  障がい児  難病等 

サービス提供区域 
福岡市（東区除く）、那珂川市、春日市、大野城市、筑紫野市、太宰府

市、その他近郊 

営業日 月～金曜日（12月 29 日～1月 3日を除く） 

営業時間 9時～18時 

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 相談支援専門員 事務員   

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  1 1 
 

費用（交通費等） なし 

アピールポイント 

・全ては利用者様の“笑顔”のために寄り添い、提案していきます。 

・“幸せ”“希望”“経験”“人生”いろいろな思いを紡いで、細くても強

い絆で繋がっていけたらという思いで支援を行っています。 

 

 

 

mailto:info@shiori-s.com
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 計画相談支援室 ノーマ 

サービス種別 指定特定相談支援  障害児相談支援 

運営法人 株式会社五つ星工房 

事業所所在地 那珂川市今光１丁目８８ BONTour那珂川 303 号室 

ＴＥＬ 092-710-2214 

ＦＡＸ 092-710-2215 

Ｅ-ＭＡＩＬ noma3f@gmail.com 

ＨＰアドレス http://noma3f.web.fc2.com/ 

窓口担当者 管理者/相談支援専門員 寺川 

指定年月日 平成３０年２月１日 

対象とする障がい 知的  精神  障がい児 

受入実績（障がい別） 身体  知的  精神  障がい児 

サービス提供区域 那珂川市・春日市 

営業日 月〜金曜日（国民の祝日・年末年始・夏季休暇は除く/カレンダーによる） 

営業時間 午前 9時半から午後 6時まで 

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 相談支援専門員 事務員   

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  2  

女性  1（事務員）  
 

費用（交通費等） 無 

アピールポイント 

○那珂川市と春日市に特化した地域密着型の計画相談支援事業所です。 

○相談支援専門員は、精神科医療または障がい福祉の現場経験者で構成

しています。 

○母体法人は、３つの児童発達支援及び放課後等デイサービス事業所を

運営しており、児童分野のノウハウも豊富です。 

○地域の障害福祉に関する情報発信などにも取り組んでいます。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 相談支援事業所 なないろ 

サービス種別 指定特定相談支援  障害児相談支援 

運営法人 株式会社 Ｈａｎａ 

事業所所在地 那珂川市中原３丁目１２７－４０６ グランカーザ・エテシア 

ＴＥＬ 092-287-6482 

ＦＡＸ 092-518-8758 

Ｅ-ＭＡＩＬ  

ＨＰアドレス https://soudan7716.wixsite.com/mysite/ 

窓口担当者  

指定年月日 平成 24年 3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  

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 相談支援専門員    

     

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（交通費等）  

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 おるとプラス 

サービス種別 指定特定相談支援  障害児相談支援 

運営法人 
特定非営利活動法人おると 

事業所所在地 那珂川市中原６－１４－８ 

ＴＥＬ 
※お問い合わせは携帯へ ０８０－８５６８－３１５３ 

092-982-3640 

ＦＡＸ 092-982-3641 

Ｅ-ＭＡＩＬ juntonkey_q@yahoo.co.jp 

ＨＰアドレス 準備中 

窓口担当者 宮村 

指定年月日 2018年 12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） 身体  知的  精神  障がい児 

サービス提供区域 那珂川市、春日市、大野城市、太宰府市、筑紫野市、福岡市(早良区・西区を除く)、  

営業日 月～金（祝日および 12/29～1/3除く）※個別の対応に応じます 

営業時間 9：00～17：00 個別の対応に応じます。電話、メール対応はいつでも可。 

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 相談支援専門員    

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   1 

女性   1 
 

費用（交通費等） いただいておりません 

アピールポイント 

者の方も対応しています。が、ほとんど児童。発達障がいがメイン。こども

の場合、固有の発達のステージ・特性から、制度的助言を。さらに学校（園）

環境・家庭環境・地域環境（インフォーマル含む）から方向性を考えます。

特に保護者との愛着形成を支え、ＡＢＡ、ＴＥＡＣＣＨをベースにコーチン

グによる保護者支援・助言実施。その子、その方の、本人主体で、伴走する

相談支援を目指します。「強度行動障がい基礎研修・実践研修」「福岡県医療

的ケア児等コーディネーター研修」受講修了。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 相談センター あ夢 

サービス種別 指定特定相談支援 

運営法人 合同会社 TSUMIKI 

事業所所在地 那珂川市松木４丁目２-７ 

ＴＥＬ 092-517-9503 

ＦＡＸ 092-510-1503 

Ｅ-ＭＡＩＬ nagatani-sa@lic-tsumiki.com 

ＨＰアドレス  

窓口担当者 長谷 けい子 

指定年月日 平成 29年 2月 1日 

対象とする障がい 身体・知的・精神障がい者 

受入実績（障がい別） 身体・知的・精神障がい者 

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 

営業日 月～木曜日 

営業時間 8：30～17：30 

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 相談支援専門員    

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 
 

費用（交通費等） 無 

アピールポイント 

居宅介護支援事業所併設 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 那珂川市社会福祉協議会 相談支援事業所 

サービス種別 指定特定相談支援  障がい児相談支援 

運営法人 社会福祉法人 那珂川市社会福祉協議会 

事業所所在地 那珂川市西隈 1丁目 1番 2号 

ＴＥＬ 092-952-4565（法人）、092-951-1440（事業所） 

ＦＡＸ 092-952-7321 

Ｅ-ＭＡＩＬ n-city.info@nakagawa-shakyo.jp  soudansien@nakagawa-shakyo.jp 

ＨＰアドレス http://www.nakagawa-shakyo.jp/ 

窓口担当者 石津 

指定年月日 令和元年 11月 1日 

対象とする障がい 身体  知的  精神  障がい児  難病等 

受入実績（障がい別） 身体  知的  精神  障がい児 

サービス提供区域 那珂川市および市外５ｋｍ以内 

営業日 月～金 

営業時間 8：30～17：00 

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 相談支援専門員    

1 1 名以上    

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    
 

費用（交通費等） 通常の事業実施地域外のサービス提供は実費徴収 

アピールポイント 

関係機関と連携し、お一人おひとりの希望や状況にあわせた支援を行い

ます。 

 

 



59 

 

令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 計画相談 むげん 

サービス種別 指定特定相談支援 

運営法人 合同会社メンタルパワー 

事業所所在地 福岡県那珂川市恵子５－８－１４ 

ＴＥＬ 080-7478-2805 

ＦＡＸ 092-710-3922 

Ｅ-ＭＡＩＬ  

ＨＰアドレス  

窓口担当者 白濱 

指定年月日 平成 31年 4月 1日 

対象とする障がい 精神 

受入実績（障がい別） 精神 

サービス提供区域 
福岡市（離島、東区を除く）、那珂川市、春日市、筑紫野市、太宰府市、

糸島市 

営業日 月～金（12月 29日～1月 3日を除く 

営業時間 ９：００～１８：００ 

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 相談支援専門員    

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  1  

女性   1 
 

費用（交通費等） 無 

アピールポイント 

相談支援専門員がしっかり話を聞き、自立を基本として、望まれる生活

に近づけるよう支援を行います。 

 


