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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 障がい者生活介護事業所 あいびぃ 

サービス種別 生活介護 

運営法人 株式会社 絆ホーム 

事業所所在地 春日市千歳町 3-46 

ＴＥＬ 092-586-5668 

ＦＡＸ 092-586-5268 

Ｅ-ＭＡＩＬ Ivy_kasuga_5668@yahoo.co.jp 

ＨＰアドレス  

窓口担当者 管理者 冨川 達雄 

指定年月日 平成 26年 2月 1日 

対象とする障がい 身体  知的  精神   

受入実績（障がい別） 身体  知的  精神   

サービス提供区域 春日市、那珂川市、福岡市、大宰府市、宇美町、粕屋町 

利用定員 20人 

営業日 月曜～土曜日（12月 31日～1月 2日を除く） 

営業時間 10時～16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 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 

男性 1 4 4 2 2 1 0 

女性 0 3 0 3 0 0 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） ※該当職種がない場合は追加してください 

管理者 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 生活支援員 理学療法士 

1 1  5  

作業療法士 看護職員 栄養士 嘱託医  

 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 4 

女性 1 2 1 
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活動内容 

・生産活動：軽作業（箱折り、部品の組み立て等）、 

      清掃作業、農園芸活動等 

・創作活動：貼り絵、小物製作、折り紙等 

・レクリエーション：カラオケ、ゲーム、音楽活動等 

・その他：年１回一泊旅行、日帰り旅行、季節行事（花見、七夕、 

     夏祭り、月見、運動会、クリスマス会、餅つき、新年会）、 

     誕生会等 

・入浴 

1 日のタイムスケジュール 

9：00 通所、朝礼 

9：10 作業（途中 10分休憩）、入浴 

12：00 昼休み 

13：00 作業（途中 10分休憩） 

15：00 おやつ、掃除 

16：00 終了 

送迎の有無（送迎場所） あり（基本的にはドアｔｏドア） 

食事提供の有無 あり 

入浴の有無・回数 あり（月・水・金は女性、火・木・土は男性） 

費用 

（利用料、送迎費、食費、入浴料

等） 

利用料：厚生労働大臣が定める額 

送迎費：無料 

食 費：1食 350円（食事提供加算該当 230円） 

入浴料：1回 200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 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 別府病院 

アピールポイント 

・障がいのある方々が、地域で豊かな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、それにあった活動を実施

しています。 

・一般住宅を改装した事業所であり、アットホームな雰囲気の中、

あたたかな心の通ったケアをしています。 

・地域社会と連携し、地域密着型の事業展開を図っています。 

・季節行事も多く、利用者から好評を得ています。毎年実施してい

る一泊旅行は、利用者の希望により場所を決めています。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 プレミアムワークス春日 

サービス種別 生活介護 

運営法人 有限会社すまいるふる 

事業所所在地 福岡県春日市惣利 6丁目 78 

ＴＥＬ 092-558-4874 

ＦＡＸ 092-558-4885 

Ｅ-ＭＡＩＬ mikan@knd.biglobe.ne.jp 

ＨＰアドレス  

窓口担当者 代表 泉田 

指定年月日 平成 29年 4月 1日 

対象とする障がい   知的   

受入実績（障がい別）   知的   

サービス提供区域 春日市・大野城市・筑紫野市・太宰府市・那珂川市・福岡市 

利用定員 20名 

営業日 年末年始（12/31～1/3）を除く月～日 

営業時間 9：00～16：00 

駐車場の有無 有 

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 

男性  22 1     

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 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 生活支援員 理学療法士 

1 1  8  

作業療法士 看護職員 栄養士 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 2 1 3 

女性  2 3 
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活動内容 

・清掃（プレミアムグループ短期入所事業所の寝具他清掃） 

・調理（からあげ KanKanの屋号で唐揚・かしわおにぎり等の販売を

行っています、また毎日の昼食作り・プレミアムグループ他事業

所の食事作りもご利用者と一緒に行っています） 

・軽作業（手芸、木工作業ほか） 

・機能訓練 

・運動（散歩他） 

・野外活動（毎月イベント実施）  他 

 

1 日のタイムスケジュール 

9：00  朝礼 

9：30 作業（途中、随時休憩） 

12：00 昼食・昼休み 

13：00 作業・運動（散歩）・レクリレーション等 

15：30 清掃他 

16：00 終礼 

送迎の有無（送迎場所） 有（事業所～自宅） 

食事提供の有無 有（昼食） 

入浴の有無・回数 無 

費用 

（利用料、送迎費、食費、入浴料

等） 

食費（昼食費）：1日 200円 

 

 

 

医療的ケアの実施状況 無 

協力医療機関 池田脳神経外科 

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 障害者就労支援センター ゆり工房 

サービス種別 生活介護 

運営法人 社会福祉法人 宰府福祉会 

事業所所在地 春日市小倉 3丁目 242番地 1 

ＴＥＬ 092-575-2223 

ＦＡＸ 092-575-2224 

Ｅ-ＭＡＩＬ yurikobo@almond.ocn.ne.jp 

ＨＰアドレス http://saifu-fukushikai.com/ 

窓口担当者 管理者 中村 勝利 

指定年月日 平成 21年 4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 春日市を中心とする近隣市 

利用定員 6名 

営業日 月 火 水 木 金（8/13～15、12/29～1/3を除く） 

営業時間 9：30～16：00 

駐車場の有無 有 

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 

男性   1    1 

女性   2 3    
 

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 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 生活支援員 理学療法士 

 1 1 1  

作業療法士 看護職員 栄養士 嘱託医  

 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 2 1 
 

mailto:yurikobo@almond.ocn.ne.jp
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活動内容 

・日常生活支援・・・身体介護、健康管理 

・創作活動・・・調理、工作、園芸 

・生産活動・・・パン洋菓子、木工品、ビーズ、さをり織り 

・レクレーション・・・ウォークング、ニュースポーツ 

           エアロバイク 

・行事・・・日帰り旅行、ピクニック、クリスマス会、 

      季節行事等 

 

1 日のタイムスケジュール 

 9：30 （送迎）通所 朝の会 

 9：40 作業 

（休憩 10分） 

 12：00 食事 昼休み 

13：00  作業 生活介護活動  

    （休憩 10分） 

15：50 活動終了 

 16：00 退勤（送迎） 

送迎の有無（送迎場所） 有 

食事提供の有無 有 

入浴の有無・回数 無 

費用 

（利用料、送迎費、食費、入浴料

等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

食 費：530円（食材費 280円） 

その他：行事等参加費は実費徴収 

 

医療的ケアの実施状況 無 

協力医療機関 いなば診療クリニック、野北外科胃腸科、岩崎外科胃腸科医院 

アピールポイント 

・春日市の中央部に位置し、利用しやすく、一般市民や近隣の小学

校との交流も盛んで、社会参加、活動ができる環境にあります。 

・障がいのある方が地域で豊かな生活を営めるよう一人ひとりの障

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

事業所名 障害者生活支援センター にじ 

サービス種別 生活介護 

運営法人 社会福祉法人 宰府福祉会 

事業所所在地 福岡県春日市小倉 3丁目 242番地 1 

ＴＥＬ 092-575-2225 

ＦＡＸ 092-575-2224 

Ｅ-ＭＡＩＬ niji777@snow.ocn.ne.jp 

ＨＰアドレス http://saifu-fukushikai.com 

窓口担当者 管理者 安川 幸正 

指定年月日 平成 30年 10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 春日市及び近郊 

利用定員 14名 

営業日 月 火 水 木 金（8/13～15、12/29～1/3を除く） 

営業時間 8:30～17:30（活動時間 9:30～15:45） 

駐車場の有無 有 

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 

男性 0 4 0 1 1 2 0 

女性 1 3 4 3 2 0 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） ※該当職種がない場合は追加してください 

管理者 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 生活支援員 理学療法士 

0 0 1 10 0 

作業療法士 看護職員 事務員兼生活支援員 嘱託医 運転手 

0 1 1 1 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 1 1 

女性 1 6 3 

    
 

http://saifu-fukushikai.com/
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活動内容 

（基本的事業）食事介助、排泄介助、移動介助、整容介助 

（文化的創作活動）紙すき、ペットボトルキャップ回収、ステンシ

ル、販売用作品作り、軽作業、壁面飾りパーツ作り等 

（社会参加・交流活動）公共施設利用等、買物体験、ボランティア

交流・行事等への参加 

（機能維持活動）ウォーキング、体操、健康器具使用 

（家族支援）ご家族に対しての利用者の介護等に関わる相談・情報

提供、連絡帳等による連絡報告、保護者の集いの開催等 

 

1 日のタイムスケジュール 

8:45～    送迎 

10:00～11:20 午前の活動 

11:20～13:00 給食・昼休み 

13:00～14:00 午後の活動① 

14:00～15:00 休憩・午後の活動② 

15:45～    送迎 

送迎の有無（送迎場所） 有（基本的にはドア toドア） 

食事提供の有無 有 

入浴の有無・回数 有（希望者・週 2 回） 

費用 

（利用料、送迎費、食費、入浴料

等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

送迎費：無料 

食 費：1食 530円（食事提供加算該当者は 280円） 

入浴料：1回 200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 野北外科胃腸科医院 

アピールポイント 

常時介護の必要な方に日常生活上の介護を提供し、安心して豊かな

生活を送る事が出来るよう支援します。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 第２はるかぜ 

サービス種別 生活介護 

運営法人 社会福祉法人 はるかぜ福祉会 

事業所所在地 春日市星見ヶ丘 1丁目 8番地 

ＴＥＬ 092-595-3179 

ＦＡＸ 092-595-3174 

Ｅ-ＭＡＩＬ info@swc-harukaze.or.jp 

ＨＰアドレス http://swc-harukaze.or.jp/ 

窓口担当者 三重野 智子 

指定年月日 平成 28年 4月 1日 

対象とする障害 身体・知的 

受入実績（障害別） 身体・知的 

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

利用定員 生活介護 12人 

営業日 月～土（祭日除く） 8月 13日～15日 12月 29日～1月 3日休み 

営業時間 10時～16時 

駐車場の有無 有 

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 

男性  2 3  1   

女性  5 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）  

管理者 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 生活支援員 理学療法士 

1 1  4  

作業療法士 看護職員 栄養士 嘱託医  

 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 2 

女性  4 1 
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活動内容 

創作活動（貼り絵・ｶﾚﾝﾀﾞｰ作り・手芸品・織物） 

３Ｂ体操・軽ｽﾎﾟｰﾂ 

社会体験（ﾚｸﾚｰｼｮﾝ） 

 

 

 

 

 

 

1 日のタイムスケジュール 

10:00～10:30 朝の準備・朝礼 

10:30～12:30 創作活動等 

12:30～13:30 昼食・休憩 

13:30～15:30 創作活動等 

15:30～16:00 帰りの準備・終礼 

 

送迎の有無（送迎場所） 有 

食事提供の有無 有 

入浴の有無・回数 無 

費用 

（利用料、送迎費、食費、入

浴料等） 

食費 1回 250円 

送迎 1回 150円 

 

 

医療的ケアの実施状況 週 1回 バイタルチェック  月 1回 医師による問診 

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 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 デイサービス リハモールちくし 

サービス種別 生活介護 

運営法人 株式会社ホワイト・エイジ 

事業所所在地 福岡県筑紫野市大字吉木 2459番地１ 

ＴＥＬ （092）923-0005 

ＦＡＸ （092）923-0006 

Ｅ-ＭＡＩＬ info@ume-bekkan.com 

ＨＰアドレス http://www.ume-bekkan.com 

窓口担当者 梅本 範明 

指定年月日 平成 31年 3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 精神 難病等 

サービス提供区域 筑紫野市 太宰府市 

利用定員 30名 

営業日 月～土曜日（日曜日、年始 1/1～1/3を除く） 

営業時間 8時～17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 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 

男性      2  

女性     2 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）  

管理者 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 生活支援員 理学療法士 

1     

作業療法士 看護職員 栄養士 介護福祉士 介護員 

 3  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  1 ２ 

女性  4 3 
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活動内容 

・レクリエーション（頭の体操・身体を使ったゲーム） 

・体操 

・季節に応じたイベント（節分・夏祭り） 

 

 

 

 

 

1日のタイムスケジュール 

12:00～ 昼食 

13:00～ 作業 

14:00～ レクレーション、体操 

15:30～ 終了 

 

 

 

送迎の有無（送迎場所） なし 

食事提供の有無 あり 

入浴の有無・回数 なし 

費用 

（利用料、送迎費、食費、入浴料

等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

食費 500円 

 

 

 

医療的ケアの実施状況 実施していない。 

協力医療機関 別府内科・つつみクリニック 

アピールポイント 

・高齢者(介護)の方と障がい者の方が同じフロアで同じ時間を 

過ごされています。 

 

・作業時間には、規則正しい生活の中で自立支援に向け、決まった 

 時間に仕事（作業）を通して、忍耐や社会性を育み、自分ででき 

 ることを発見する場を提供します。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 フレンズ 

サービス種別 生活介護 

運営法人 筑紫会 

事業所所在地 筑紫野岡田１丁目１８－５ 

ＴＥＬ ０９２－９２６－５６９６ 

ＦＡＸ ０９２－９２６－５７９１ 

Ｅ-ＭＡＩＬ frends@taj.bbiq.jp 

ＨＰアドレス http://chikushikai.jp/ 

窓口担当者 山本 真紗子 

指定年月日 平成１９年６月１日 

対象とする障がい 身体・知的・精神 

受入実績（障がい別） 身体・知的・精神 

サービス提供区域 筑紫野市、太宰府市、大野城市、春日市など、通所可能な区域 

利用定員 ４０名 

営業日 月曜日～金曜日、月に２回程度休日営業あり 

営業時間 ８時３０分～１７時３０分 

駐車場の有無 有 

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 

男性  3 8 6 2 2  

女性 1 3 1 1 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）  

管理者 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 生活支援員 理学療法士 

  1 16  

作業療法士 看護職員 栄養士 嘱託医  

 3  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 2  

女性 6 10 1 
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活動内容 

・授産活動：ビス作業、サプリ袋詰め、アルミ缶や古紙のリサイク

ル、宅配すしキット作り、チラシ折り込み等  

・レジャー：月に２回の休日営業日はカラオケ、調理、ミニ運動会  

スイカ割り、プール活動（夏期のみ）、紅葉狩り、外食 

ハロウィンパーティー 等、色々な活動をしています  

・年間行事：花見、バスハイク、クリスマス会等 餅つき(地域の行

事に参加させて頂いています) 

1日のタイムスケジュール 

9:30 通所、朝礼 

9:40 作業（途中 10 分休憩） 

12:00 昼休み 

13:00 作業（途中 10 分休憩） 

15:10 掃除 

15:20 終礼 

※作業時間は個人のスケジュールを作成しています。 

送迎の有無（送迎場所） 有 

食事提供の有無 有 

入浴の有無・回数 無 

費用 

（利用料、送迎費、食費、入浴料

等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

送迎費：無料 

食 費：１食 490 円 

滅菌タオル等貸出料：１日 50 円 

その他：行事等へ参加する場合や教養娯楽に係る費用 

医療的ケアの実施状況 なし 

協力医療機関 誠愛リハビリテーション病院 

アピールポイント 

・利用者一人ひとりの障がい特性に合わせた個別支援計画に基づい

て支援を行っていきます。また、作業内容、スケジュール、余暇

活動、環境設定なども個別に対応を行っています。 

・休日営業は主にレジャーを行い、季節のイベントなどを開催して

います。また、余暇活動や授産作業などを通して社会資源の活用

や地域とつながりを大切にしています。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 障がい福祉サービス事業所はーと＆はーと 

サービス種別 生活介護 

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 092-926-0613 

ＦＡＸ 092-403-0663 

Ｅ-ＭＡＩＬ jigyodan15@yahoo.co.jp 

ＨＰアドレス  

窓口担当者 管理者 田中 美喜子 

指定年月日 平成 25年 2月 1日 

対象とする障がい 知的   

受入実績（障がい別） 知的   

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

利用定員 17人 

営業日 月曜日～金曜日 

営業時間 午前 8時～午後 5 時 

駐車場の有無 有 

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 

男性 1 6 1 1 1   

女性  1  1 1 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）  

管理者 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 生活支援員 理学療法士 

  1 5  

作業療法士 看護職員 栄養士 嘱託医  

 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 3 
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活動内容 

生産活動：内職（タオルセット等の慶弔品） 

創作活動：小物製作、さをり織り等 

その他：ボウリング、カラオケ、ＤＶＤ鑑賞等のレクリエーション、 

季節行事、誕生会等 

1日のタイムスケジュール 

9:00 通所 朝の会 

9:10 散歩またはラジオ体操 

9:30 作業（途中 10分休憩） 

12:00 昼休み 

13:00 作業（途中 5分休憩） 

14:30 掃除 

15:00 作業終了 帰りの会 

送迎の有無（送迎場所） 有（要相談） 

食事提供の有無 有（有料） 

入浴の有無・回数 無 

費用 

（利用料、送迎費、食費、入浴料

等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

送迎費：無料 

その他：お弁当注文の場合、350円または 400 円 

 

医療的ケアの実施状況 無 

協力医療機関 むらかみクリニック 

アピールポイント 

「はーと＆はーと」は、卒業した障がい児・者が誰でも集まれる場

所として開設されました。ここでは「障がい者と健常者がともに働

きながら生活する場所」として利用者の方々が仲間と交流しながら

通所しています。 

 内職等の生産活動をはじめ、様々な創作活動に取り組むとともに、

利用者の方々が主体となって企画する本人活動部会があり、手芸・

パソコン・音楽・写真の 4 つのクラブ活動や季節行事や地域参加等

も積極的に行っています。 
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令和２年 11月 1日現在 

事業所名 筑紫野市さるびあ学園 

サービス種別 生活介護 

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 染原 

指定年月日 平成 22年 4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 筑紫野市 

利用定員 20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分～17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 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 

男性 1 1 3 3    

女性  5 2 2 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）  

管理者 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 生活支援員 理学療法士 

1 1  10  

作業療法士 看護職員 栄養士 嘱託医 配膳職員 

 3  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 1 

女性  5 4 
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活動内容 

創作活動：貼り絵、小物製作、折り紙など 

レクリエーション：音楽活動、散歩、園外活動、喫茶外出、ゲーム、 

         カラオケ、調理体験、お楽しみ食事会、買い物、 

         本読み紙芝居等 

その他：バスハイク、季節行事（花見、七夕、餅つき、ハロウィン、

クリスマス会、新年会、節分等） 

1日のタイムスケジュール 

8:50 送迎、通所 

10:20 朝の会、体操 

10:30 マット運動、歩行 

11:20 全体活動 

（創作・音楽活動、調理体験、本読み紙芝居） 

12:00 昼食 

13:30 全体・個別活動（創作、散歩、ゲーム、カラオケ、喫茶外出、ドライブ） 

15:00 送迎 

送迎の有無（送迎場所） あり 

食事提供の有無 あり 

入浴の有無・回数 なし 

費用 

（利用料、送迎費、食費、入浴料

等） 

利用料：厚生労働大臣が定める額 

送迎費：無料 

昼食代：350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 実施している（たん吸引、経管栄養） 

協力医療機関 よこみぞ医院 

アピールポイント 

・一人ひとりの障がいの特性等を理解して、その人に合った活動を

実施しています。 

・季節感を肌で感じていただけるような行事を季節ごとに企画して 

います。また、施設内だけでなく、外出行事も多く企画して、身 

近な社会と接する機会をつくります。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 デイサービスセンター ペアレント 

サービス種別 生活介護 

運営法人 有限会社ペアレント 

事業所所在地 筑紫野市筑紫２８－７ 

ＴＥＬ 092-555-3326 

ＦＡＸ 092-555-2297 

Ｅ-ＭＡＩＬ  

ＨＰアドレス https://parent.co.jp/ 

窓口担当者  

指定年月日 平成 27年 1月 1日 

対象とする障がい 身体      

受入実績（障がい別） 身体      

サービス提供区域 筑紫野市・太宰府市・春日市・大野城市・筑前町・小郡市・大刀洗町 

利用定員 ２０名 

営業日 月～土（祝日含む） 

営業時間 ８：３０～１６：００ 

駐車場の有無 有 

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 

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）  

管理者 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 生活支援員 理学療法士 

１ １ １ ６ １ 

作業療法士 看護職員 栄養士 嘱託医  

 ４ 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    
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活動内容 

・創作活動：貼り絵、製作、折り紙等 

・レクリエーション：カラオケ、ゲーム、音楽活動等 

・レクリエーション：カラオケ、ゲーム、音楽活動等、外出 

・季節行事（花見、七夕、夏祭り、月見、運動会、クリスマス会、

餅つき） 

・個別訓練 

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 有 

入浴の有無・回数 有 

費用 

（利用料、送迎費、食費、入浴料

等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

送迎費：無料 

食 費：1食 3００円 

入浴料：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 実施している（たん吸引、経管栄養、）実施 

協力医療機関 土居内科クリニック 

アピールポイント 

 

・医療的ケアが必要なご利用者様を中心にサービスを実施していま

す。 

・詳しくはホームページにてご確認ください。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 シンフォニア 

サービス種別 生活介護 

運営法人 一般社団法人 空 

事業所所在地 
筑紫野市上古賀 4 丁目 16-7 

オフィスパレア筑紫野Ⅰ-A      

ＴＥＬ 092-928-8152 

ＦＡＸ 092-928-8153 

Ｅ-ＭＡＩＬ sinfonia@sora-net.or.jp 

ＨＰアドレス https://sinfonia.sora-net.or.jp 

窓口担当者 サービス管理責任者 松岡 加奈恵 

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 難病等 

受入実績（障がい別） 身体 知的 難病等 

サービス提供区域 福岡市 春日市 大野城市 那珂川町 太宰府市 筑紫野市 

利用定員 20名 

営業日 月～金曜日（12月 30日～1月 3日を除く） 

営業時間 8：30～17：30 

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 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 

男性 5 11 0 0 0 0 0 

女性 3 5 2 0 1 0 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 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 生活支援員 理学療法士 

  1 10  

作業療法士 看護職員 栄養士 嘱託医  

 2 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 0 0 4 

女性 2 6 4 
 

https://sinfonia.sora-net.or.jp/
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活動内容 

・創作活動：さをり織り、手芸、パソコンなど 

・生産活動：軽作業（包装紙シール貼り・缶潰し）、リサイクル活動

など 

・レクリエーション活動：戸外活動、軽運動、クリスマス会、誕生

日会、季節の行事、保護者参観など 

・生活体験・社会体験活動：バザーや地域祭りへの出店（出店品準

備・販売補助）、メンバー会議、日常生活動作の習得訓練、軽運動、

地域行事への参加、歩行訓練など 

1 日のタイムスケジュール 

9：00 通所（受入れ） 

10：30 歩行訓練等 

12：00 昼食 

13：00 作業・創作活動（入浴含

む） 

15：30 終りの会・帰りの準備 

16：00 送迎 

送迎の有無（送迎場所） あり（自宅～施設まで） 

食事提供の有無 あり 

入浴の有無・回数 あり 

費用 

（利用料、送迎費、食費、入浴料

等） 

利用料：厚生労働大臣が定めたサービス料金 

送迎費：無料 

食 費：無料 

入浴料：1回 300円 

その他：創作活動等で必要になる材料費は実費負担となります 

医療的ケアの実施状況 状況によりご相談受け入れ可能です 

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 

・利用者の意思及び人格を尊重し、自立した日常生活や社会生活を営む
ことができるよう、入浴、排せつ及び食事の介助、創作活動や生産活
動の機会の提供を行っています。 

 
・利用者が主体的に活動へ参加し、充実して日中を過ごせるように支援

を行っています。 
 
・利用者・家族が安心して暮らせるよう、公的・法的手続き等の手助け

など、関係機関の協力を得ながら支援を行っています。 
 
・利用者・家族のご要望・ご相談にのり、適切に対応しています。 
 
・新しい施設のため、通所者の年齢が比較的若く活気があります。 
 
・午前中は歩行訓練や体操などで体を動かして、健康管理に努めてい
ます。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 障害者支援施設 天心園 

サービス種別 生活介護 

運営法人 社会福祉法人美光瑞園会 

事業所所在地 筑紫野市大字平等寺 1294-1 

ＴＥＬ 092-924-0801 

ＦＡＸ 092-925-7286 

Ｅ-ＭＡＩＬ tenshinen@tenshinen.com 

ＨＰアドレス http://tenshinen.com/ 

窓口担当者 副施設長 千代田憲吾 

指定年月日 平成 24年 4月 1日 

対象とする障がい 身体・知的・精神 

受入実績（障がい別） 身体・知的・精神 

サービス提供区域 筑紫野市、太宰府市、春日市、大野城市、小郡市、他 

利用定員 130名 

営業日 月曜日～土曜日（8／13～8／15、12／30～1／3を除く） 

営業時間 9:00～16:30（土曜日／09:00～15:00） 

駐車場の有無 あり 

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 

男性 1 12 17 26 14 15 13 

女性  1 2 6 14 9 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 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 生活支援員 理学療法士 

1 4 0 74 0 

作業療法士 看護職員 栄養士 嘱託医  

0 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 3 25 26 

女性 15 18 21 
 

 

施設の外観です 
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活動内容 

・軽作業（農園芸活動、箱折りなど） 

・創作活動（紙すき、貼り絵など） 

・レクリエーション（カラオケ、ダンス、ゲーム、ドライブ外出など） 

・機能訓練 

・入浴・排泄・食事などの支援 

1 日のタイムスケジュール 

09:00 サービス開始 

12:00 昼食 

16:30サービス終了 

送迎の有無（送迎場所） なし 

食事提供の有無 あり 

入浴の有無・回数 基本週 3回（希望者は月～土の入浴も可能） 

費用（利用料、送迎費、食費、入

浴料等） 

利用料／厚生労働大臣が定める額 

食事／１食 550円（食事提供体制加算該当者：300円） 

医療的ケアの実施状況  

協力医療機関 よこみぞ医院、本間病院、聖ルチア病院、石橋外科、他 

アピールポイント 

・利用者の方が自立した日常生活を送れるように、障害状況などに

合わせた日中活動を提供しています。 

・年間を通して、様々な行事や外出などを実施しています。 

・集団での活動が苦手な方には、対応できる範囲で個別活動を提供

することもできます。 

 

 

 

 

 

 

 

農園芸活動の様子です 

 

 

 

 

 

 

レクリエーション外出の様子です 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 障がい福祉サービス事業所 第２ワークショップたんぽぽ 

サービス種別 生活介護 

運営法人 特定非営利活動法人 福祉フォーラムこすもす 

事業所所在地 筑紫野市杉塚６丁目７番２号 

ＴＥＬ 092-555-3290 

ＦＡＸ 092-555-3291 

Ｅ-ＭＡＩＬ w.s.tannpopo2@twatwa.ne.jp 

ＨＰアドレス なし 

窓口担当者 齋藤 

指定年月日 平成２８年４月 

対象とする障がい 身体 知的 難病等 

受入実績（障がい別） 身体 知的 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、筑前町、福岡市(博多区、南区) 

利用定員 ２０名 

営業日 月～金(8/13～15、12/29～1/3を除く) 

営業時間 ９時～１７時(ただしサービス提供時間は 9:30～15:30(送迎時間を除く)) 

駐車場の有無  

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 

男性  5      

女性  7 3 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）  

管理者 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 生活支援員 理学療法士 

  1 7  

作業療法士 看護職員 栄養士 嘱託医  

 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  3 1 

女性  3 3 
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活動内容 

・創作活動：紙すき、紙刺繍、小物作り、織り物、布製品作り等 

・レクリエーション：ボッチャ、カラオケ等 

・その他：季節行事、調理体験、外出活動等 

※個々のニーズに合わせた活動を行っています。 

 

 

 

 

1 日のタイムスケジュール 

9：00～送迎開始 

10：10～朝の会、午前の活動(創作活動、個別活動) 

12：00～昼食、休憩 

14：15～午後の活動(レクリエーション、個別活動) 

15：15～帰りの会 

15：30～送迎開始 

送迎の有無（送迎場所） あり 

食事提供の有無 あり 

入浴の有無・回数 あり(要相談) 

費用 

（利用料、送迎費、食費、入浴料

等） 

利用料：受給者証記載内容に応じた負担額 

送迎費：なし 

食費：１食 300円 

入浴料：１回 250 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 実施している 

協力医療機関 古寺内科医院 

アピールポイント 

・木のぬくもりが感じられるバリアフリー建築です。 

・ゆったりとし、家庭的な雰囲気の中で活動を行っています。 

・床暖房等、重度障がい者の健康に配慮しています。 

・個々のニーズに合わせた活動を行っています。(外出等)。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 障害者支援施設 まどか園 

サービス種別 生活介護 

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 生活介護主任 永友敬人 

指定年月日 平成１９年４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 筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市 

利用定員 ４０人 

営業日 月 ～ 金 （ １ ２ 月 ３ ０ 日 ～ １ 月 ３ 日 を 除 く ）  

営業時間 ９時３０分～１６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 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 

男性 1 2 3 8 5  4 

女性  2 5 7 4 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 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 生活支援員 理学療法士 

  1 22 1 

作業療法士 看護職員 栄養士 嘱託医 事務員 

2 3 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 9 3 

女性 4 6 9 
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活動内容 

・日中活動  月－おやつ 

       火－ｽﾎﾟｰﾂ教室（第２、４）、映画鑑賞 

         ドッグセラピー（月１回） 

       水－音楽リハビリ 

       木－カラオケ 

       金―映画鑑賞 

・入浴 

・リハビリ 

・その他 季節行事（花見、節分、雛祭、クリスマス会、餅つき等） 

1 日のタイムスケジュール 

９：３０  バイタルチェック 

      入浴 

１１：３０ 昼食～口腔ケア 

１３：３０ 日中活動 

１５：３０ 帰宅準備 

送迎の有無 要相談 

食事提供の有無 有 

入浴の有無・回数 有（月・水・金は男性、火・木は女性） 

費用 

（利用料、送迎費、食

費、入浴料等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

送迎量：無料 

食費 ：６５０円 

その他：行事へ参加する場合の実費負担あり 

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 たなか夏樹医院 

アピールポイント 

・利用者が希望を持って安心で快適に過ごせる施設を目指すべく、 

個別支援計画を軸とした、介護の充実を図るための音楽療法士、 

理学療法士、作業療法士との融合でのリハビリを行っており、利

用者の日常生活動作（ＡＤＬ）の向上、目標を持てる生活につな

げております。 
 

・地域行事（福祉フェスティバル、運動会、地域イベント等）への

社会参加を支援しております。 
 

・利用者お一人おひとりの人格を尊重し、それぞれの能力に応じた 

自立促進生活改善、身体機能の維持向上を援助するため、各種サ

ービスを提供いたします。家族的な雰囲気の中でゆったりとした

時間をお過ごしいただけます。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 福岡県障がい者就労支援ホームあけぼの園 

サービス種別 生活介護            

運営法人 社会福祉法人福岡コロニー 

事業所所在地 大野城市曙町２丁目４番１８号 

ＴＥＬ ０９２－５０１－０３２４ 

ＦＡＸ ０９２－５０１－０３２５ 

Ｅ-ＭＡＩＬ kenjyusan@fukuoka-colony.net 

ＨＰアドレス http://www.fukuoka-colony.net/ 

窓口担当者 サービス管理責任者 田中 

事業開始年月 １９５１年（昭和２６年） 

対象とする障がい 身体・知的・精神 

受入実績（障がい別） 身体・知的 

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

利用定員 １６人 

営業日 月～金曜日（土日祝日営業することも有り） 

営業時間 8時 30分～17時 00分 

駐車場の有無 有 

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 

男性  4  2  2 3 

女性  1  2  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 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 生活支援員 理学療法士 

  1（兼務） 2  

作業療法士 看護職員 栄養士 嘱託医 保健師 

 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   2 
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活動内容 ・生産活動：簡易作業（ボール磨き、箱作り、シール貼り等） 

・創作活動：カレンダー作り、小物作り等 

・運動関係：リハビリ、手話ダンス、園芸等 

・生活訓練：洗濯、歯磨き、金銭管理、調理実習、外出訓練（買い物）

等 

1 日のタイムスケジュール 9：00～ 個別プログラム     

10：00～ 基本プログラム（朝礼） 

10：40～ 月次プログラム① 

13：10～ 月次プログラム② 

14：40～ 月次プログラム③ 

16：00～ 終了  

送迎の有無 有（要相談） 

食事提供の有無 有（厨房設備完備） 

入浴の有無・回数 有、但し介助入浴は週に３回。通所は要相談。 

費用 

（利用料、送迎費、食

費、入浴料等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

送迎費：無料 

食 費：入所 １，４００円／日 

通所昼食 ４５０円／日（食事提供体制加算該当者 230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 無 

協力医療機関 福岡徳洲会病院、藤田歯科クリニック 

アピールポイント 

「社会人としての自立と働く喜び、そして可能性の追求」を大切にし

て、様々な訓練（サービス）を提供しています。現在 50 名近い利用

者のみなさんが、それぞれの目標に向かってがんばっています。「働

きたい（やりがい）」という気持ちを、私たちの施設で実現していき

ませんか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 

 

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 まどか・ゆいぱる 

サービス種別 生活介護 

運営法人 社会福祉法人野の花学園 

事業所所在地 福岡県大野城市上大利５－１８－８ 

ＴＥＬ ０９２－５８３－５５６０ 

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 サービス管理責任者  吉田 史朗 

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 

受入実績（障がい別） 身体・知的 

サービス提供区域 大野城市 

利用定員 ２０人 

営業日 月～金 ※土曜開所の日あり （１２月２９日～１月３日を除く） 

営業時間 ９：３０～１６：００ 

駐車場の有無 あり 

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 

男性 1 5 5 3 1   

女性  3 4 1 1 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 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 生活支援員 理学療法士 

1 1  10  

作業療法士 看護職員 栄養士 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 0 4 4 

女性 2 3 2 
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活動内容 

◯生産活動：軽作業（海苔袋詰め・箱折り・分別・ネジ組立て等） 

      革製品・パソコン作業（名刺・カレンダー等作成） 

      アルミ缶回収 

◯創作活動：絵画教室（月２回講師来所）・制作（季節行事） 

◯余暇活動：カラオケ・レクリエーション・ＤＶＤ鑑賞等 

◯そ の 他：宿泊旅行・日帰り旅行（年１回） 

１日外出（買い物・社会見学） 

      季節行事（春の集い・七夕・秋まつり・運動会・ふく

しフェスティバル・チャレンジアート・ク

リスマス会・忘年会・初詣・餅つき・成人

を祝う会・節分・花見等） 

1 日のタイムスケジュール 

９：３０～ 通所 

１０：３０ ＡＭ活動（途中休憩あり） 

１２：００ 昼食・昼休み・ラジオ体操 

１３：００ ＰＭ活動（途中休憩あり） 

１４：４５ 清掃 

１５：１５ 終礼 

送迎の有無（送迎場所） あり 

食事提供の有無 あり 

入浴の有無・回数 なし 

費用 

（利用料、送迎費、食費、入浴料

等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

送迎費：無料 

食 費：1食５４０円（食事提供加算該当者２４０円） 

その他：旅行や外出等の費用、個人で必要な物等は実費負担あり 

医療的ケアの実施状況 実施している（喀痰吸引・導尿・人工呼吸器の管理） 

協力医療機関 医療法人 文佑会  原病院 

アピールポイント 

・当事業所は大野城市の指定管理施設（バリアフリー対応）です。そのため、

大野城市在住であることが利用条件になります。 

・法人理念である「一人ひとりの豊かな生活の場を求めて」をモットーに、や

りがい、生きがいを持てる日中活動の提供や、姉妹施設と連携したサービス

（短期入所や相談等）を提供し、一人ひとりに寄り添った支援を行います。 

・利用者希望調査と保護者会を毎月実施することで、利用者、保護者の声が事

業所へ届きやすい仕組みを作っています。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 あみゅう 

サービス種別 生活介護 

運営法人  

事業所所在地 福岡県大野城市つつじケ丘 1-15-21 つつじヶ丘サンコート 102 

ＴＥＬ 092-517-7260 

ＦＡＸ 092-519-8638 

Ｅ-ＭＡＩＬ  

ＨＰアドレス  

窓口担当者  

指定年月日  

対象とする障がい  

受入実績（障がい別）  

サービス提供区域  

利用定員  

営業日  

営業時間  

駐車場の有無  

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 

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 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 生活支援員 理学療法士 

     

作業療法士 看護職員 栄養士 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  

入浴の有無・回数  

費用 

（利用料、送迎費、食費、入浴料

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 ファン工房ほゝえみ 

サービス種別 生活介護 

運営法人 合同会社ほゝえみ 

事業所所在地 
福岡県大野城市若草３丁目 

１３番１５号 

ＴＥＬ 092-596-3918 

ＦＡＸ 092-596-3919 

Ｅ-ＭＡＩＬ yume2341@iris.ocn.ne.jp 

ＨＰアドレス https://part039.oops.jp/33872_hohoe/ 

窓口担当者 管理者 池内まどか 

指定年月日 令和 2年 9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 福岡市南区、那珂川市、春日市、大野城市、太宰府市、筑紫野市 

利用定員 20名 

営業日 
月曜日から金曜日と事業所が特定する土曜日 

※行事等の都合で営業日、休業日が変更になることがあります。 

営業時間 
8 時 30分から 17時 15 分 

※サービス提供時間は 9時から 16時です。 

駐車場の有無 あり・事業所前面 2台(軽自動車)と裏側 5台(普通乗用車) 

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 

男性   1     

女性  1 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 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 生活支援員 理学療法士 

  1 4  

作業療法士 看護職員 栄養士 嘱託医  

 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  5 1 
 

 

https://part039.oops.jp/33872_hohoe/
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活動内容 

生産活動：製菓・販売 
     クッキー、スノーボール、ミニマドレーヌ、パウンドケー 

キ、シフォンケーキ等を作っています。 
事業所店舗、那珂川市役所、太宰府市役所、自衛隊病院、 
南ヶ丘病院、大野城市社協、太宰府ゴルフクラブで販売し 
ています。 

創作活動：クラフト制作・販売 
     いろいろな素材を用いた製品を作っています。 
余暇活動：①スヌーズレン 

光、音、香等を用いて、情緒の安定・リラクゼーションを 
促す活動です。 
②調理教室(1回／週) 
コンセプトは「安い、簡単、栄養がある」。みんなで一緒 
に作り、昼食に頂きます。 
③外出レクリェーション(1～2回／月) 
買物。イベント参加。近隣の公園等の公共施設等へ。 

     ④その他 
昼夜逆転防止のため、一日 1回散歩をして、日光を十分に浴びてもらい
ます。 

花見、七夕、クリスマス等の季節行事散歩 

1 日のタイムスケジュール 

9時    送迎開始 

10時    ミーティング(健康チェック、スケジュール説明) 

10時 15分 午前の活動開始※ 

12時 15分 昼食・休憩 

13時 15分 午後の活動開始※ 

15時 15分 清掃、健康チェック 

15時 45分 ティータイム 

16時    送迎開始 

※個別に適宜休憩等を挟みながら進 

めています。 

送迎の有無（送迎場所） あり・原則ドアツードアです。 

食事提供の有無 

なし 

お弁当を用意できない時は、散歩を兼ねて近所のスーパーマーケット等に買いに行

きます。同じ建物内の飲食店にお弁当等(390円)を注文することができます。 

入浴の有無・回数 なし 

費用 

（利用料、送迎費、食費、入

浴料等） 

利用料 厚生労働省の定める額 

送迎費 無料です。 

※食費、入浴費はありません。調理教室、外出レクリェーション等に参加する場合

は食材費や入場料等の実費を頂きます。 

医療的ケアの実施状況 

なし 

※月に１回、嘱託医に事業所に来ていただき、利用者さんからの相談に応じてもら

ったり、療養上の助言をしてもらいます。 

協力医療機関 こうせい内科クリニック、かわらだクリニック 

アピールポイント 

『施設のある理由を常に反省しなさい』。 

『障害の有無に関わらず、共に生き、暮らせるのが当たり前の社会である。しかし、

私たちの暮らしている社会は残念ながらそうではない。だから一社会福祉従事者と

して、その前に一市民として、常に反省の念を持っていなさい』。 

当法人のバックボーンとなっている言葉です。 

 

①「ほゝえみと根気」をモットーに、誠実・丁寧な支援を行います。 

②「ゆっくり働ける事業所」を目指し、その方に合った作業内容・工程を創出しま

す。 

③「ゆったり寛げる事業所」を目指し、安全・清潔・快適な環境作りをします。 

④個別支援プログラムを元に、一人ひとりのストレングスを伸ばします。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 月の浦デイサービス・みんなの木 

サービス種別 生活介護 

運営法人 ピュアスマイル合同会社 

事業所所在地 福岡県大野城市月の浦 3丁目 24番 3号 

ＴＥＬ 092-596-0058 

ＦＡＸ 092-596-0067 

Ｅ-ＭＡＩＬ info@minnanoki.net 

ＨＰアドレス http://www.minnanoki.net/ 

窓口担当者 管理者 柴田 修治 

指定年月日 令和 2年 1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）  

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、福岡市南区及び博多区  

利用定員 25名 

営業日 月～土曜日（8/13～8/15、12/31～1/3を除く） 

営業時間 9時～17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 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 

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 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 生活支援員 理学療法士 

1   5  

作業療法士 看護職員 栄養士 嘱託医 柔道整復師 

 3   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 4 3 
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活動内容 

・創作作業：塗り絵、貼り絵、小物制作、折り紙等 

・レクリエーション：ゲーム、カラオケ、クイズ、書道等 

・その他：外食、お誕生会、季節行事(お花見、七夕、夏祭り、 

     運動会、クリスマス会、敬老会 

・入浴 

1 日のタイムスケジュール 

9:00～ :お迎え、来諸語バイタルチェック 

10:00～ :朝の挨拶、朝の会、順番に入浴 

10:45～ :全体体操、順番に入浴 

11:20～ :頭の体操、順番に入浴 

11:45～ :昼食準備、口腔体操 

12:00～ :昼食 

14:00～ :カラオケ体操(映像を使った体操) 

14:30～ :レクリエーション 

15:00～ :おやつ、クイズ他 

16:00～ :お送り 

送迎の有無（送迎場所） あり(基本的にはドア to ドア) 

食事提供の有無 有り 

入浴の有無・回数 有り(月～土曜日まで入浴可能) 

費用 

（利用料、送迎費、食費、入浴料

等） 

利用料金：厚生労働大臣が定める額 

送迎費：無料 

昼食代：1食 540円(12回以上ご利用時は上限 6,000円) 

入浴：550円 

その他：レクリエーション等で実費が掛かった場合、徴収 

医療的ケアの実施状況 実施していない（但し、看護師が常勤しているので要相談可能） 

協力医療機関 医療法人寛恵会 がんこクリニック 

アピールポイント 

私どもは平成 24年 3月より、高齢者向けデイサービスの運営をスタート致しました。 

 今回、令和 2年 1月 1日付けで障がい福祉サービスの中の共生型サービス（生活介護）

の指定通知を受け、障がい者の方の受け入れができるデイサービスとなりました。 

 現在、65歳以上で障がいをお持ちの方でもすでに来所されておられます。これから障が

いをお持ちの方も高齢化が進み、同世代の方と楽しく過ごせる環境や入浴、健康状態や身

体状況の変化を見るところが必要ではないかと考えております。 

 当デイサービスでは営業稼働日、必ず看護師が出勤し、ご利用者様の健康状態や身体状

況の変化をチェックしております。安心してお過ごしできる環境をご提供致します。 
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令和 2年 12月 7日現在 

事業所名 多機能型事業所わいわいくらぶ 

サービス種別 生活介護 

運営法人 特定非営利活動法人ふれあいの家 

事業所所在地 福岡県太宰府市観世音寺 1丁目 25-22 

ＴＥＬ ０９２－９２３－１５３１ 

ＦＡＸ ０９２－９２３－１５２１ 

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

ＨＰアドレス ※ＷＡＭ ＮＥＴ参照 

窓口担当者 木下美紀 

指定年月日 平成 31年 4月 1日 

対象とする障がい 身体・知的・精神 

受入実績（障がい別） 身体・知的・精神 

サービス提供区域 太宰府市・春日市・大野城市・筑紫野市 

利用定員 10名 

営業日 月～金 （8/13=15  12/30-1/3除く）祝なし 

営業時間 10:00～16:30 

駐車場の有無 有 

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 

男性 1 1      

女性 2  2 1 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）  

管理者 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 生活支援員 理学療法士 

  1 3  

作業療法士 看護職員 栄養士 嘱託医  

 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  5  

 

 

mailto:npo.fureai.since1991@pony.ocn.ne.jp
https://www.wam.go.jp/sfkohyoout/COP020100E00.do?_FORMID=COP000101&corporationNumber=E4000000000722&facilityNumber=4011400035&bunjoNumber=000000&serviceType=22&serviceSubNumber=E0000140706
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活動内容 

健康づくり：野外活動 ウォーキング ハイキング等 

身体ケア：身体ケア 足浴 リラクゼーション等 

レクリエーション：音楽 コミュニケーション 

その他：日帰り旅行 季節行事（初詣、節分、花見数種、紅葉見学 

    紅葉見学、クリスマス、忘年会 等） 

 

 

1 日のタイムスケジュール 

9:00 送迎 

10:00 到着（健康観察等） 

    外出 

12:00 食事 

    休憩 

13:30 身体ケア その他 

15:30 おやつ、掃除 

16:30 終了 

送迎の有無（送迎場所） 有（基本的に玄関） 

食事提供の有無 有 

入浴の有無・回数 無 

費用 

（利用料、送迎費、食費、入浴料

等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

送迎費：無料 

食 費：1食￥495 

その他：行事等へ参加する場合はかかった実費を徴収 

医療的ケアの実施状況 無（配置看護師の業務範囲のみ） 

協力医療機関 いなば心療内科クリニック 

アピールポイント 

・就労や作業が難しい方、大きな集団が苦手な方も安心して地域の

中で普段通りに暮らしていける生活を目指しています。個々の障

害特性を理解し、その方自身の価値や気持ちを大切にしています。 
 

・二次障害に注目し、予防や解消に努めています。 
 

・身体も心も健康で過ごせるよう、毎日外出をし身体を動かす事、

感覚の刺激や安定に関することを生活の中で取り入れています。 
 

・仲間同士の信頼関係を大切にし、あったかい支援を行っています。 
 

・季節や利用者様の状況を踏まえて、毎回行事を考えています。お

弁当持参の桜見や紫陽花、ポピー、秋桜等のハイキングは、何度も

出向いて味わっています。 
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平成 28年 8月 1日現在 

事業所名 障がい者支援施設 福岡光明園 

サービス種別 生活介護 

運営法人 社会福祉法人 福岡県盲人協会 

事業所所在地 福岡県太宰府市三条１－４－２ 

ＴＥＬ ０９２－９２４－５１７１ 

ＦＡＸ ０９２－９２２－５７０５ 

Ｅ-ＭＡＩＬ koumeien3@spice.ocn.ne.jp 

ＨＰアドレス http://koumeien.server-shared.com/ ※ＷＡＭ ＮＥＴ参照 

窓口担当者 施設長 石井 昭 

事業開始年月 平成 4年 4月 1日 

対象とする障がい 身体・知的・精神 

受入実績（障がい別） 身体・知的・精神 

サービス提供区域 特になし 

利用定員 ４０人 

営業日 月～金曜日（祭日は除く） 

営業時間 ８時３０分～１７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 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 

男性 0 1 2 6 8 4 0 

女性 0 0 3 3 1 3 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 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 生活支援員 ＰＴ兼務 

1 1 0 17 1 

作業療法士 看護職員 栄養士 嘱託医 事務員 

0 2 0 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 4 8 

女性 2 4 5 
 

mailto:koumeien3@spice.ocn.ne.jp
http://koumeien.server-shared.com/
https://www.wam.go.jp/sfkohyoout/COP020100E00.do?_FORMID=COP000101&corporationNumber=E4000000000594&facilityNumber=4011400027&bunjoNumber=000000&serviceType=22&serviceSubNumber=E0000140702
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活動内容 

（生産活動） 

・ 点字印刷（福岡県・福岡市等の広報誌）・名刺点字印刷（一般法

人等の、名刺に点字を印刷する） 

・ ビス（ねじ）仕分け（タカラのユニットバスに使用するビスの仕分け） 

（創作活動） 

・ 手工芸（指編み物） 

（サークル活動） 

・ＤＶＤ鑑賞、カラオケ、散策、体操他 

（行事） 

・ お花見、バスハイク、ショッピング、夏祭り、１泊旅行、 

忘年会、初詣、利用者様希望イベント他 

1 日のタイムスケジュール 

9：20ラジオ体操 

9：30～10：30生産活動①生活支援①  

10：45～11：45生産活動②生活支援② 

12：00昼食 13：15～14：15サークル活動・入浴 

14：30～15：30生活支援③・入浴 15：30～自由時間・入浴 

送迎の有無 毎週金曜日及び休日の前日に施設～西鉄大宰府駅間の送迎有り 

食事提供の有無 有り 

入浴の有無・回数 夏季（7月～9月）は毎日・10月～6月は月・水・金・日曜日 

費用 （利用料、送迎

費、食費、入浴料等） 
・利用料：厚生労働大臣の定める額 

医療的ケアの実施状況 なし 

協力医療機関 

歯科（筑紫野歯科クリニック）・耳鼻科（黒木耳鼻咽喉科医院）・ 

眼科（鬼木眼科医院）・婦人科（吉川レディースクリニック） 

内科（嘱託医 中川内科循環器科医院） 

アピールポイント 

当施設は視覚障がいのある利用者様が、現在 9 割を占めています。

視覚障がい者の方に対する支援の専門性はもちろん、平成 23 年 10

月からは、障害者総合支援法の理念の下、三障がいの利用者様を対

象に、施設運営を行っております。開設以来、利用対象者様が、視

覚障がい者の方のみでしたので、他障がい者の方の、相談があまり

ないのが現状です。視覚障がい者支援の専門性を生かし、三障害い

ずれの対象者の方にも、安心・安全・快適な暮らしの支援に努めて

まいります。 

障がいの壁を越え、利用者皆様の生きがいとなるような施設を職員

一同で、目指しております。 
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令和 2年 3月 1日現在 

事業所名 Ｆｕｎ ｄａｙ ひびお 

サービス種別 生活介護 

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/ ※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 

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 

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 サービス管理責任者 生活支援員 看護職員  

１ １ ２ ２  

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 栄養士 嘱託医 

２ 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 ２  

女性 ２ ５  
 

mailto:info@hibio.co.jp
http://hibio.co.jp/
https://www.wam.go.jp/sfkohyoout/COP020100E00.do?_FORMID=COP000101&corporationNumber=A4022100000002&facilityNumber=4011400266&bunjoNumber=000000&serviceType=22&serviceSubNumber=A0000035460
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活動内容 

こんな利用者も通っています。 

 

 

 

※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。 

1 日のタイムスケジュール 

9:00 通園 

10:00 朝の会 

11:00 訓練・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 個別活動 

16:00 発達活動 

17:00 自由活動 

※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） 

入浴の有無・回数 有り・制限なし 

費用 利用料：厚生労働大臣の定める額、その他：要相談 

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

協力医療機関 主治医所属の医療機関 

アピールポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人工呼吸器 、 気管切開 ・ 気管カニューレ 、 留置カテーテル 

(胃瘻・腸瘻) 、 経管栄養 、 中心静脈栄養 、 在宅酸素 、 

人工肛門 などを使用しているお子様 

 

スタッフが『訪問看護・リハビリ』を兼務しており、ご家庭と施設の『両方』

で状態を把握します。 

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。 

 

ご利用者様に合わせた『個別』プログラムを作成し、リハビリスタッ

フが機能発達をサポートします。 

また、ご利用者様の『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。 

ご利用者様だけでなく、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 12月 18日現在 

事業所名 障害者支援施設 宰府園 

サービス種別 生活介護 

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７６１－１ 

ＴＥＬ ０９２－９２５－７２００ 

ＦＡＸ ０９２－９２２－３１５４ 

Ｅ-ＭＡＩＬ saifuen@bz01.plala.or.jp 

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

窓口担当者 サービス管理責任者 岡田 

指定年月日 平成１８年１０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・難病等 

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、福岡市全域 

利用定員 ６０名 

営業日 月曜日～金曜日 

営業時間 ９：４０～１６：００ 

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 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 

男性  4 5 5 10 10 3 

女性 1 2 1 5 11 2 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）  

管理者 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 生活支援員 理学療法士 

1 1 1 16  

作業療法士 看護職員 栄養士 嘱託医 運転手 

 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 4 5 

女性 0 8 3 
 

mailto:saifuen@bz01.plala.or.jp
http://saifu-fukushikai.com/
https://www.wam.go.jp/sfkohyoout/COP020100E00.do?_FORMID=COP000101&corporationNumber=E4000000001270&facilityNumber=4011400019&bunjoNumber=000000&serviceType=22&serviceSubNumber=E0000140699
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活動内容 

・生産活動：木工作業・下請け作業（ねじの袋詰め・リサイクル作

業） 

・創作活動：小物作り（ミサンガ・ビーズ等） 

・レクリエーション：カラオケ・ＤＶＤ鑑賞・音楽活動等 

・軽運動：散歩、平行棒、ストレッチ等 

・その他：日帰り旅行・誕生会・ショッピング・親睦会 

 身体障害者スポーツ大会・ときめきスポーツ大会 

1 日のタイムスケジュール 

８：３０～通所者送迎 

９：４０～活動準備・朝礼 

１０：００～午前の活動・作業（10:30～10:45休憩） 

１１：４５～昼休み（昼食 11:45～又は 12:15～） 

１３：００～午後の活動・作業（14:30～14:45休憩） 

１６：００～通所者送迎 

送迎の有無（送迎場所） 有り 

食事提供の有無 有り 

入浴の有無・回数 無し 

費用 

（利用料、送迎費、食費、入浴料

等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

食費：５７０円（低所得者の軽減措置適用の場合２７０円） 

その他：行事へ参加する場合は実費を徴収 

 

医療的ケアの実施状況 実施していない 

協力医療機関 あきよし医院 

アピールポイント 

 利用者の意向を把握しながら、創作活動又は生産活動の機会を提

供するとともに、自立した日常生活又は社会生活を営むことができ

るよう食事、入浴、排泄等の介護、洗濯・掃除等の家事並びに相談、

助言その他の日常生活上の支援を行います。また、機能減退防止の

為の運動を取り入れ、心身ともに健やかに生活できるよう支援して

いきます。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 ハッピー！ハッピー！！ 

サービス種別 生活介護 

運営法人 特定非営利活動法人オールハッピー 

事業所所在地 那珂川市今光６－６６－２ 

ＴＥＬ 092-953-7417 

ＦＡＸ 092-953-7418 

Ｅ-ＭＡＩＬ hapihapi@san.bbiq.jp 

ＨＰアドレス  

窓口担当者 鬼木 卓也 

指定年月日 平成 29年 8月 1日 

対象とする障がい 身体・精神・知的 

受入実績（障がい別） 全て 

サービス提供区域 那珂川市・大野城・春日・福岡市南区 

利用定員 20名 

営業日 月曜～土曜・休日・日祝・お盆・年末年始 

営業時間 月～金曜（8:00～15:30）土曜（8:30～13:00） 

駐車場の有無 有 

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 

男性 １  2 1 1 2 1 

女性  1  1 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）  

管理者 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 生活支援員 理学療法士 

  1 2  

作業療法士 看護職員 栄養士 嘱託医  

 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 6 
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活動内容 

パソコンでネットサーフィンをしたり編み物をしたりなど通所頂い

た皆様が 1 人 1 人お好きに過ごして頂く自由な空間として利用頂い

ております。 

 

1 日のタイムスケジュール 

8:30 開所（送迎開始） 

到着後自由時間 

12:00 昼食 

昼食後は自由時間 

15:00 又は 15:30 帰宅 

 

 

 

送迎の有無（送迎場所） 那珂川市・大野城・春日・福岡市南区 

食事提供の有無 有（無料） 

入浴の有無・回数 無 

費用 

（利用料、送迎費、食費、入浴料

等） 

一切無し 

 

 

 

 

医療的ケアの実施状況 毎週火曜に嘱託医の巡回及び簡易器具を使用した運動行為 

協力医療機関 天神西通りクリニック 

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 障害福祉サービス事業所 やまもも 

サービス種別 生活介護 

運営法人 社会福祉法人 宰府福祉会 

事業所所在地 那珂川市大字不入道 414-1 

ＴＥＬ 092-951-2075 

ＦＡＸ 092-953-7008 

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

ＨＰアドレス http://saifu-fukushikai.com/ 

窓口担当者 管理者 開 裕美 

指定年月日 平成 20年 4月 1日 

対象とする障がい 知的 

受入実績（障がい別） 知的 

サービス提供区域 福岡市 春日市 大野城市 筑紫野市 太宰府市 那珂川市 

利用定員 28人 

営業日 月～金及び土（1,2日程度/月）ただし祝日、盆、年末年始を除く 

営業時間 8：30～17：30（利用者の活動時間 9：30～15：30） 

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 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 

男性  4 5 5    

女性  1 5 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）  

管理者 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 生活支援員 理学療法士 

  1 13  

作業療法士 看護職員 栄養士 嘱託医 運転手 

 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 1 6 

女性 1 7 1 
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活動内容 

・作業活動：軽作業（食品マット消毒・自動車部品・シール加工等）

ｽﾎﾟｰﾂ活動、クラブ活動、個別活動等 

・創作活動：ビーズ、紙すき等 

・レクリエーション：カラオケ、ゲーム等 

・その他：2年に 1回一泊旅行、クリスマス会、ピクニック、ナイタ

ー観戦、地域行事への参加、散歩等 

1 日のタイムスケジュール 

8：30～ 送迎 

10：00～ 朝礼、活動 

10：40～ 休憩 

11：00～ 活動 

11：40～ 昼食準備、昼食 

13：00～ 活動 

13：40～ 休憩 

14：00～ 活動 

14：40～ 掃除、帰りの準備 

15：15～ 終礼 

15：30～ 送迎 

送迎の有無 有 

食事提供の有無 有 

入浴の有無・回数 無 

費用 

（利用料、送迎費、食

費、入浴料等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

送迎費：無料 

食費：1食 550円（食事提供加算該当 280円） 

その他：行事等へ参加する場合は実費を徴収 お弁当購入時等は別

途請求 

医療的ケアの実施状況 実施していない 

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

院 佐藤道彦歯科医院 

アピールポイント 

障がいのある方たちが、心豊かな地域生活ができるよう、一人ひと

りのニーズに基づいた支援のあり方を実践するとともに、個性や障

がい特性を尊重した運営を行っています。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 生活介護 さくら館 

サービス種別 生活介護 

運営法人 株式会社ＳＡＫＵＲＡ 

事業所所在地 那珂川市西隈３－３－１８ 

ＴＥＬ 092-403-4422 

ＦＡＸ 092-555-4143 

Ｅ-ＭＡＩＬ  

ＨＰアドレス  

窓口担当者  

指定年月日 平成 29年 9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  

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 

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）  

管理者 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 生活支援員 理学療法士 

     

作業療法士 看護職員 栄養士 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  

入浴の有無・回数  

費用 

（利用料、送迎費、食費、入浴料

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 

 

 

 

 

 

 

 


