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はじめに

私たち「鳥栖・三養基地区障害児夏休み教室実行委員会」

は、障害のある子どもの長期休暇の受け皿づくりを目的とし

て、平成24年に結成しました。親の会や事業所・学校関係

者・行政など普段から障がいのある子どもと関わりのある有

志が実行委員となり、初年度には計15日の夏休み教室を実

施しました。

その後、長期休暇等の受け入れ先となる障害福祉サービ

スの事業所が増えてきて、この地域としての子ども達のサ

ポート体制は改善が進んでいます。しかし、その情報がどの

程度浸透しているのか、あるいは障害福祉サービス以外の

過ごし方があるのかなど、新たな課題も見えてきました。

そこで、障がいのある子どもの放課後や長期休暇に於ける

課題解決のために、この『子ども応援ハンドブック』を作成し

ました。ここでは、制度の利用方法や相談窓口、支援をして

いる事業所情報、障害の有無にかかわらず利用することが

出来る習い事の例などをご紹介しています。また、作成に当

たっては、保護者の皆さまにアンケート及びインタビュー調査

にご協力いただき、そこで出てきた声に出来るだけ応えられ

るように心がけました。まだまだ十分とは言えないかもしれま

せんが、子どもとご家族のより良い生活のためにご活用いた

だくと共に、このハンドブックが誰もが暮らしやすい地域づくり

に繋げるきっかけになることを願っています。

最後になりましたが、作成にご協力いただきましたたくさん

の方々に心より感謝いたします。ありがとうございました。

鳥栖・三養基地区障害児夏休み教室実行委員会

実行委員長 芹田 洋志
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家庭にホームヘルパーを派遣し、身のまわりのことについての支援を受けることができる

サービス。

＊こんな時に・・・
・兄弟姉妹を保育園に迎えに行く少しの間に自宅で見守りをお願いしたい…
・兄弟姉妹のお世話もしなければならないので、私（保護者）が大変…誰かにお手伝い

してもらえないだろうか…

＊どんな使い方ができる？
・保護者不在時にヘルパーに自宅に来てもらい、見守り支援をお願いすることが
できます。

・入浴の介助、食事の介助などをお願いすることができます。また、外出前の準備など
をお願いすることもできます。

＊利用料金はどのくらいかかるの？
（1時間利用で・・・）【身体介護】402円

居宅介護 上限額適用あり

サービス概要

短期入所 上限額適用あり

障害者支援施設や児童福祉施設等に短期入所してもらい、生活支援を行うことが出来る
サービスです。また、家族の休息を支援するためにも受けることが出来るサービスです。

＊こんな時に・・・
・家族（保護者）の急な用事（冠婚葬祭等）ができたけど、連れていくことができない…
・兄弟姉妹のお世話もしなければならない、休日の学校行事や習い事にも行ってあげた
いが、本人を連れていくことができない…

・私（保護者）の休憩できる時間が欲しい…気持ちをリフレッシュさせたい！
・もしもの時に備えて、お泊りの練習をさせておきたい。また、練習を通して本人のこ
とを知ってもらっていると、いざという時に安心できる…

＊どんな使い方ができる？
・事業所（入所施設等）にて、宿泊でのお預けをお願いすることが出来ます。
・食事、排泄、入浴等の介助をお願いすることができます。

＊利用料金はどのくらいかかるの？
障害程度区分により違いますが
・１日あたり・・・１７０円～８９０円
医療を必要とする場合は料金等が変わります。
・１日あたり・・・９３０円～２６００円
※食費や光熱水費などについて実費負担がある場合もあります。
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一人で外出することが困難な方が、外出できるように支援を行なうサービス。

余暇支援の利用に限る。

＊こんな時に・・・
・どこかに連れて行きたいけど、弟妹が幼いので一緒に連れて行くことは難しい…
・プールに行きたいけど、私（保護者）は一緒に入ることができない…

・年齢的に考えて…親以外の人と出かけてもらいたい。
・体を動かして遊びたいようだけど、私（保護者）はついていけない… など

＊どんな使い方ができる？

ヘルパーと一緒に、公共交通機関を利用して買い物や映画、プール、散歩などに行く
ことができます。
※余暇の支援となるため、通院、通学、通勤での利用はできません。

※ヘルパーの車に乗って、目的地等へ移動することはできません。

＊利用料金はどのくらいかかるの？
（1時間利用で…）

・身体介護を伴う場合・・・４０2円
・身体介護を伴なわない場合・・・197円
延長する場合は、30分毎に追加料金となります。

※居住市町によって異なる場合があります。

※身体介護については居住市町の福祉課での聞き取りとなります。
※電車代、バス代、入館料、入園料などは一緒に行ったヘルパーの分も負担が
必要となります。

知的・精神障害により行動が著しく困難で常時介護を必要とする障がい者が行動する際に
危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護等必要な援助を行います。

＊こんな時に・・・
・どこかに連れて行きたいけど、弟妹が幼いので一緒に連れて行くことは難しい…
・プールに行きたいけど、私（保護者）は一緒に入ることができない…

・年齢的に考えて…親以外の人と出かけてもらいたい。
・体を動かして遊びたいようだけど、私（保護者）はついていけない… など

＊どんな使い方ができる？

ヘルパーと一緒に、公共交通機関を利用して買い物や映画、プール、散歩などに行く
ことができます。

また、本人の不安を取り除くような外出前支援等、専門性の高いスタッフによる支援
の提供が行なわれます。
※余暇の支援となるため、通院、通学、通勤での利用はできません。

※ヘルパーの車に乗って、目的地等へ移動することはできません。

＊利用料金はどのくらいかかるの？
（1時間利用で…）・・・４００円

※利用可否については居住市町の福祉課での聞き取りとなります。
※電車代、バス代、入館料、入園料などは一緒に行ったヘルパーの分も負担が
必要となります。

移動支援(外出介護)

行動援護

上限額適用なし

上限額適用あり
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学校通学中の障がい児が、長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に

提供することにより、学校教育と相まって障がい児の自立を促進するとともに、放課後等

の居場所づくりを行います。

＊こんな時に・・・
・仕事をしているので、放課後に過ごせる場所がない…
・何人かのお友達と一緒に楽しく過ごしてもらいたい。

・昼間にどこか預ける場所がないだろうか…

＊どんな使い方ができる？
＜通常時＞
学校終了後（放課後）に、事業所が学校に迎えに行き活動場所にて過ごすことができま

す。
＜長期休暇時＞

朝～夕方まで活動場所で過ごすことができます。活動内容については、事業所によって
様々です。
※送迎については事業所ごとに異なりますので、ご相談ください。

＊利用料金はどのくらいかかるの？
・通常放課後 ４８０円 ※月末締めの翌月払いとなります。

・長期休暇時 ６２０円 別途おやつ代等が必要になります。

障がい児の家族の就労及び日常的に養育している家族の一時的な休息を支援するため、

日中における活動の場を提供する。

＊こんな時に・・・

・何人かのお友達と一緒に楽しく過ごしてもらいたい。
・私（保護者）が体調を崩してしまった…日中だけでも預かってもらえるところが
欲しい…

・私（保護者）が少しゆっくり過ごす時間が欲しい… など

＊どんな使い方ができる？
朝～夕方まで活動場所で過ごすことができます。活動内容については、事業所によって
様々です。

短時間からの利用も可能です。
※活動場所までは、原則的に保護者による送迎が必要となります。

＊利用料金はどのくらいかかるの？
障害程度区分により違いますが
・４時間未満…１３０円～６１０円
・４時間以上８時間未満…２５０円～１３００円

放課後等デイサービス

日中一時支援

上限額適用あり

上限額適用なし
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障害福祉サービスを利用するには？

なし

日中に子供を見てくれる所を探したい？

用事を済ませる間だけ見てくれる所を探したい？

色々な経験をさせてくれる所を探したい？ .etc

サービス提供事業所と

の契約

市・町福祉窓口に相談

市町窓口で申請
※手帳が必要

サービス提供事業所と

の契約

※計画相談支援・障害児相談支援とは

相談機関に相談

市町窓口で申請
※手帳もしくは手当等を受給してない場合は、市町村

保健センター、児童相談所、保健所等の意見が必要

移動

支援

日中
一時
支援

放課後等

ﾃﾞｨｻｰﾋﾞｽ
居宅

介護

行動

援護

介護給付費障害児通所支援地域生活支援事業

支給決定
支給決定

利用開始 利用開始

※計画相談支援

障害児相談支援

障害福祉サービス・障害児通所支援を利用する方は、サービス等利用計画（又は障害児
支援利用計画）を作成することが必要です。計画を作成することで、本人のニーズに基づ
いた支援や関係機関で連携した支援が可能となります。また計画には、本人の解決すべき
課題やその支援方針、利用するサービスなどが記載されます。利用するサービスについて
も、福祉、保健、医療、教育、就労などの幅広い支援から、本人にとって適切なサービスの
組み合わせを記載します。

計画は市町が指定する「指定特定相談支援事業者」・「指定障害児相談支援事業者」が
作成します。事業者に変わり、本人や家族、支援者等が計画（セルフプラン）を作成するこ
とも可能です。
※計画相談支援・障害児相談支援の詳細については、お住まいの市町福祉窓口に

お問合せください。

診断は受けていないけれども、子供に障が

いがあるのかもしれない？福祉サービスは

受けることができるの？
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【受給者証とは？】

福祉サービスを受けるためには、受給者証（下記の写真↓）が必要となります。この受

給者証には、住所、氏名、生年月日等のほか、受けられるサービスの種類や時間数、日

数などが記載されています。

これを持って、サービス事業所との契約を行なうこととなります。

受給者証の発行は、住んでいる市町の福祉課でサービス申請を行なってもらうことが必
要です。詳しい流れについては、５ページの図をご覧ください。また、各市町福祉課の
窓口でも、尋ねることができます。

市町福祉課

＊鳥栖市役所 社会福祉課 （TEL：0942-85-3642） 担当：緒方係長、原口さん

＊みやき町 環境福祉課 （TEL：0942-94-5724） 担当：黒田さん

＊基山町 健康福祉課 （TEL：0942-92-7964） 担当：今泉さん

＊上峰町 健康福祉課 （TEL：0952-52-7413） 担当：福島さん

※担当者は変更になる場合があります。

※市町によって、福祉サービス受給者証の発行が
1冊にまとまっている場合があります。
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①申請・聞き取り調査
・居住地福祉課窓口で行ないます。

・普段の生活の様子などの聞き取りがあります。（約20分程度）

②支給決定

・申請から2～3週間後に福祉課から決定通知書と受給者証が送られてきます。
・受給者証には利用日数や時間数などが記入されています。

③事業所との契約
・どのような事業所があるのかなどは福祉課もしくは相談支援センターからご紹介させて

頂くことができます。
・サービスを利用しないと利用料は発生致しません。

もしも…のときに備えて契約しておくという方法もあります。

④利用日程の調整・利用開始

・利用したい日時を事業所に伝え、日程の調整を行ない利用開始となります。

【サービスを利用するための手続き方法】

ほぼ毎日ある。
週1・2回程度以上ある。

・ある
・ときどきある

行動障害
及び
精神症状

⑤

全面的に介助を要する。
手を貸してもらうなど一部介助を要する。

・全介助
・一部介助

移動④

全面的に介助を要する。
身体を洗ってもらうなど一部介助を要する。

・全介助
・一部介助

入浴③

全面的に介助を要する。
便器に座らせてもらうなど一部介助を要する。

・全介助
・一部介助

排泄②

全面的に介助を要する。
おかずを刻んでもらうなど一部介助を要する。

・全介助
・一部介助

食事①

判断基準区分項目

具体的には・・・

＜行動障害及び精神症状＞

（1）強いこだわり、多動、パニックなどの不安定行動や、危険の認識に欠ける行動
（2）睡眠障害や食事・排泄に係る不適応行動

（3）自分を叩いたり傷つけたり他人を叩いたり蹴ったり器物を壊したりする行為
（4）気分が憂鬱で悲観的になったり、時には思考力が低下する
（5）再三の手洗いや繰り返しの確認のため日常動作に時間がかかる

（6）他者と交流することの不安や緊張、感覚の過敏さ等のため外出や集団参加が

できない。また自室に閉じこもって何もしないでいる。
（7）学習障害のため、読み書きが困難

佐賀県 障害者ハンドブック（平成26年度版）より

【聞き取り内容】 ※利用するサービスによって、聞き取り内容が異なる場合があります。
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入所施設利用の場合

通所施設、ホームヘルプ

利用の場合

37,200円上記以外一般２

9,300円

4,600円
市町村民税課税世帯一般１

0円市町村民税非課税世帯低所得

0円生活保護受給世帯生活保護

負担上限月額世帯の収入の状況区分

所得に応じて4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量に関わら

ず、それ以上の負担は生じません。

【所得を判断する世帯の範囲】
・18歳以上の障害者

障害のある方とその配偶者
・障害児

保護者の属する住民基本台帳での世帯

例えば・・・

合計：10,180円

ご利用者様の支払額は、受給者証
に示されている4,600円までとな
ります。

こんな時でも・・・

※詳しくは市町の福祉課にお尋ね
下さい。

【上限負担額4,600円の場合】

・行動援護を月に10時間利用した。

398円×10時間＝3,980円

・放課後等デイサービスを月に10日間利用した。

620円×10日間＝6,200円

【利用者上限負担額】

のサービスのみが対象となります。

（２～４ページをご確認下さい）

上限額適用あり
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＜若楠療育園＞
障害のある方、その保護者や介護者などからの相談をお受けします。
計画相談支援、基本相談支援を行います。お気軽にご連絡ください！

＜センター開設時間＞
月曜日～金曜日 → 9：00～17：00

※上記時間帯以外をご希望される場合は、事前にご相談ください。

○住 所 鳥栖市弥生が丘２－１３４
○ＴＥＬ ０９４２－８３－１２８８ ○ＦＡＸ ０９４２－８３－１７５５

まずは電話でご相談ください。

☆相談は無料です！☆

＜相談支援Sanshin.Net（さんしん．ねっと）＞
しょうがいがあっても、その人らしく生きることを応援するために、
鳥栖・三神地区を中心にネットワークを築きながら、相談支援を行ないます。

＜営業日＞
水曜日～日曜日 → 9：00～18：00
※上記営業日以外でも、お気軽にご連絡ください。

○住 所 三養基郡上峰町大字坊所５９３
○ＴＥＬ ０９５２－５２－５０７４ ○ＦＡＸ ０９５２－５２－５０７４
○メール sanshinnet@mx7.tiki.ne.jp

☆相談は無料です！☆

＜鳥栖・三養基地区総合相談支援センター キャッチ＞
鳥栖市、基山町、みやき町、上峰町から業務委託を受けて、基本相談支援活動を
実施しています。
その他にも、H25年度より障がい者虐待防止センター事業を受託しています。

＜センター開設時間＞

月曜日～金曜日 → 9：00～18：00
土曜日 → 9：00～17：00
※上記時間帯以外でもご相談をお受け致します。

事前にご相談ください。
※上記時間帯以降・日曜日・祝日は転送電話での対応となります。

○住 所 鳥栖市宿町１０４１－３
○ＴＥＬ ０９４２－８７－８９５６ ○ＦＡＸ ０９４２－８５－９００３
○メール so-sodan@tosumiyaki-sodan.or.jp

相談は｢訪問｣｢来所｣｢電話｣でお受けしております。
☆相談は無料です！☆

計画相談（児童）
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所在地
居宅介護
（P12～）

短期入所
（P19～）

移動支援
（P22～）

行動援護
（P26～）

放課後等デイ
サービス
（P28～）

日中一時
支援

（P35～）

○ ○

○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○
(土曜のみ)

○

○ ○ ○

○
(15歳以上)

○
(15歳以上)

○

○

○ ○

○

○ ○

○

○ ○

○

○ ○

神埼市 ○ ○

○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

吉野ヶ里町

肥前精神医療センター

ヘルパーステーションほがらか

サニースポット

介護支援センター山口
（放課後等デイサービスプーさん）

佐賀市

障害者介護支援センター響

佐賀県立療育支援センター（春日園）

佐賀整肢学園　こども発達医療センター

クオリティサービス佐賀

みやき町

中原たすけあいの会

さんかく

上峰町

野菊の里

多機能型療育支援　愛ルーム

ふくしサービスセンターびすけっと鳥栖

【事業所一覧】

事業所名

鳥栖市

居宅介護事業所すこやか

ニチイケアセンター鳥栖

セントポーリア

若楠療育園

障害児・者介護支援センターあそぼ～会

ヒューマンサポート・タッチ

ひかり園

児童ルーム　スマイル

若木園(空飛ぶ木馬）

青葉園

グリーンファーム山浦

とさくさん
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所在地
居宅介護
（P12～）

短期入所
（P19～）

移動支援
（P22～）

行動援護
（P26～）

放課後等デイ
サービス
（P28～）

日中一時
支援

（P35～）

○ ○

○ ○

○ ○ ○

○
(重心児)

○
(15歳以上)

○ ○

○

○ ○

○

○ ○

○

小郡市

翔朋学園

こぐま福祉会

アップルハート小郡ケアセンター

風の丘

事業所名

久留米市

訪問介護施設ひととき

ハートケアサービス

悠光会　太陽の園（プチとまと）

アルカディアキッズセンター

ちとせ園

ヘルパーステーション千歳

アップルハート久留米サポートセンター

○印は、その事業所が行っている障害福祉サービスを表しています。

詳しい内容は、12ページ以降の事業所紹介をご覧下さい。

また、事業所紹介に書かれている情報は、それぞれの事業所から提供されたものです。

詳細については各事業所にお問い合わせ下さい。

なお、情報が掲載されていない事業所もありますことをご了承下さい。
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担当者名 成清 電話番号 0942-81-1665

メール FAX番号 0942-81-1675

ホームページ

担当者名 江頭　江利子 電話番号 0942-87-9357

メール hstk51@nichiigakkan.co.jp FAX番号 0942-85-3161

ホームページ

事業所の所在地 鳥栖市蔵上町663-1

事業所紹介（居宅介護）
フリガナ キョタクカイゴジギョウショスコヤカ　／　ユウゲンガイシャプラス

事業所名　／　法人名 居宅介護事業所すこやか　／　有限会社プラス

サービス種別 居宅介護

活動内容・PR
すこやか「健やか」は「すべてに感謝」を理念とし
日々介護に対して前向きに　スタッフ一丸となって
明るく取り組んでいます。

実施日時 365日

サービス利用料 原則一割負担（受給者証の上限負担額までとなります）

定員 御相談下さい

対象者 障がい者自立支援に認定された方

事業所の所在地 鳥栖市大正町703-1

送迎の有無 御相談下さい

申し込み方法 電話にて御相談下さい

問い合わせ
連絡先

フリガナ ニチイケアセンタートス　／　カブシキガイシャ　ニチイガッカン

事業所名　／　法人名 ニチイケアセンター鳥栖　／　株式会社　ニチイ学館

サービス種別 訪問介護（居宅介護サービス）

活動内容・PR
お一人お一人のご相談内容に応じて、訪問介護ヘルパーがサービスを提供いたします。
自立支援に向けて、ご本人が出来られる能力を活かしてご自宅で安心して生活していた
だけるように、掃除や調理、身体介護などの支援を行います。

実施日時
年末年始休暇（12月30日～１月３日）を除く月曜日～日曜日
午前９時～午後６時　サービス提供時間はご相談に応じます

サービス利用料 受給者証に記載された上限管理額まで

定員 無

対象者 障がい福祉サービスの受給を受けられている方

送迎の有無 無

申し込み方法
ご相談をお聞きした後に契約を行い利用開始します
契約には受給者証が必要です

問い合わせ
連絡先

www.nichiiweb.jp
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担当者名 山口　真琴 電話番号 0942-87-5173

メール FAX番号 0942-87-5175

ホームページ

担当者名 村山　修一 電話番号 ０９４２－８３－１１２１

メール FAX番号 ０９４２－８３－１７５５

ホームページ

事業所の所在地 佐賀県鳥栖市今泉町２４３４番地1

事業所紹介（居宅介護）
フリガナ ホームヘルプサービスセントポーリア／イリョウホウジンセトジマクリニック

事業所名　／　法人名 ホームヘルプサービスセントポーリア／医療法人せとじまクリニック

サービス種別 居宅介護

活動内容・PR

セントポーリアの花言葉は、「細やかな愛．．」「親しみ深い．．」
この言葉を理念とし、住み慣れたご自宅で安心して普段の生活が送れるようサポートし
ます。
また利用者様の満足を通して、豊かで自由な生活を送っていただくために、プロとしての
自覚を持って安心・快適・親切・愛・敬意・尊厳を提供いたします。

実施日時

24時間　365日

サービス利用料 利用者負担割合もしくは利用者負担上限額

定員

対象者 障害福祉サービス受給者

事業所の所在地 鳥栖市弥生が丘2丁目134番地１

送迎の有無

申し込み方法
当事業所へ電話

問い合わせ
連絡先

フリガナ ワカクスリョウイクエン　／　シャカイフクシホウジン　ワカクス

事業所名　／　法人名 若楠療育園／社会福祉法人　若楠

サービス種別 居宅介護事業

活動内容・PR

身体介護：ご家庭に訪問し、入浴や排泄、食事などの介助を行います。
家事援助：ご家庭に訪問し、調理、洗濯、掃除などの生活支援を行います。
重度訪問介護：日常生活支援を行います。
行動援護：外出支援や排せつなどの介助を行います。
同行援護：目が不自由な方の移動および外出先での必要な介助を行います。

実施日時 ご相談ください

サービス利用料 受給者証に記載された上限負担額まで　　

定員 制度に定める範囲内

対象者 ご相談ください

送迎の有無 無し

申し込み方法 新規の方は、お電話でご相談ください。

問い合わせ
連絡先

http://www.wakakusu-swc.or.jp
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担当者名 古賀　隆浩 電話番号 0942-50-5608

メール asobowkai.2525@wind.ocn.ne.jp FAX番号 0942-50-5607

ホームページ

担当者名 貞包（サダカネ） 電話番号 0942-81-5287

メール touch@sound.ocn.ne.jp FAX番号 0942-81-5289

ホームページ

事業所の所在地 鳥栖市蔵上３丁目１１８番地アンキハウスＣ

事業所紹介（居宅介護）
フリガナ ｼｮｳｶﾞｲｼﾞ･ｼｬｶｲｺﾞｼｴﾝｾﾝﾀｰｱｿﾎﾞｰｶｲ／ｴﾇﾋﾟｰｵｰﾎｳｼﾞﾝｼｮｳｶﾞｲｼﾞ･ｼｬﾉｼﾞﾘﾂｦｻｻｴﾙｶｲｱｿﾎﾞｳ

事業所名　／　法人名 障害児・者介護支援センターあそぼ～会／NPO法人障害児・者の自立を支える会ASOBOW

サービス種別 居宅介護（身体介護）

活動内容・PR
ヘルパーがご自宅へ伺います。　内容はご相談ください。
※居宅介護（身体介護）
・自宅での見守り、食事・排泄・入浴介助等

実施日時 日～土　２４時間　３６５日　（派遣時間は要相談）

サービス利用料 受給者証に記載の上限額まで

定員

対象者 居宅介護（身体介護）の支給を受けられた方

事業所の所在地 佐賀県鳥栖市江島町字　西谷3300番地1

送迎の有無

申し込み方法
面談の上、契約を行い、利用を開始します。
お気軽にお問合せ下さい。

問い合わせ
連絡先

フリガナ ヒューマンサポート・タッチ／シャカイフクシホウジン　アサヒカイ

事業所名　／　法人名 ヒューマンサポート・タッチ／社会福祉法人　あさひ会

サービス種別 居宅介護

活動内容・PR

　　　　　　　　重い障がいがあっても、当たり前の生き方が出来るように
　　　　　　　　重い障がいがあっても、人として尊重されて生きていけるように
　　　　　　　　重い障がいがあっても、自分で考え判断して生きていけるように
　　　　　　　　地域の方々と関わりを持ちながら生きていけるように
　　　　　　　　　　　　　（社会福祉法人　あさひ会　基本理念）

※その他（福祉有償サービス・介護保険サービス）もあります

実施日時 ３６５日（年末年始除きます）　お時間等、ご相談下さい

サービス利用料 受給者証の上限負担額までとなります（福祉有償サービスを除きます）

定員 無し

問い合わせ
連絡先

http://www3.ocn.ne.jp/~asahi841/

対象者 全障がい者・児

送迎の有無

申し込み方法
まずは、お電話にてご相談ください。

鳥栖・三養基郡・吉野ヶ里町以外の方もご利用可能です。
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担当者名 光安　奈保美 電話番号 0942-83-1944

メール g0weld@greencoop.or.jp FAX番号 0942-80-1737

ホームページ

担当者名 小森　ひとみ 電話番号 0942-94-9107

メール moyai-2@poppy.ocn.ne.jp FAX番号 0942-94-9108

ホームページ

事業所の所在地 鳥栖市養父町３５番１号－２－１０３

事業所紹介（居宅介護）
フリガナ フクシサービスセンタービスケットトス／シャカイフクシホウジングリーンコープ

事業所名　／　法人名 ふくしサービスセンターびすけっと鳥栖／社会福祉法人グリーンコープ

サービス種別 居宅介護

活動内容・PR

「生き生きと、その人らしく暮らしていける社会づくり、住んでる街を住みたい街に」を
目指して活動しています。障がいのある方の介護や介助をおこない、安心して、在宅で
の生活や社会参加ができるようお手伝いします。

※その他（重度訪問介護、同行援護）もあります

実施日時

営業日　月曜日から金曜日。ただし、国民の祝日、８月１３日から１６日、および１２月２９
日から１月３日までを除く。営業時間　午前９時から午後５時まで。 なお、土日曜日、及び
時間外のサービスについても可能な限り相談に応ずるものとする。

サービス利用料 サービス提供に要した費用/受給者票に記載された限度額まで

定員

対象者 受給者証をお持ちの方

事業所の所在地 三養基郡みやき町大字原古賀6706-2

送迎の有無 公共機関及び徒歩での送迎のみ行っております。

申し込み方法 面談しご説明の上、契約を行いご利用となります。

問い合わせ
連絡先

http://www.fukushi-greencoop.or.jp/

フリガナ ﾅｶﾊﾞﾙﾀｽｹｱｲﾉｶｲｼﾃｲｷｮﾀｸｶｲｺﾞｼﾞｷﾞｮｳｼｮ/ﾄｸﾃｲﾋｴｲﾘｶﾂﾄﾞｳﾎｳｼﾞﾝﾅｶﾊﾞﾙﾀｽｹｱｲﾉｶｲ

事業所名　／　法人名 中原たすけあいの会指定居宅介護事業所/特定非営利活動法人中原たすけあいの会

サービス種別 居宅介護

活動内容・PR

　当会は公益的活動（たすけあい活動等）団体として、県内で3番目に県からの認
定を受けている認定ＮＰＯ法人です。
　これまで17年間、特に移動手段(車等）がなく外出に困っておられる方に対し、自
由サービスとして支援をしてきております。
　私たちのサービスを活用して、生きがいの体感できる時間を過ごしてもらいたい
と思っております。
　小規模な訪問介護事業で、みやき町内の在住者を中心に40名弱（うち障害者7
名）の利用者に対し10名のヘルパーでサービス提供しております。
　利用者の中には15年以上前から利用している会員が20％弱おられる等、これま
での付き合いからお互いに気心のわかった関係ができております。
　特に一人暮らしの利用者においては遠隔地の家族と連携し、夜間の緊急の事
態にも即座に対応できており、家族も安心されております。

実施日時 365日　8：30～17：15

サービス利用料 原則1割負担

定員 特に定めなし

対象者 身体、知的、精神、児童

送迎の有無 無

申し込み方法 電話でお申し込み下さい。

問い合わせ
連絡先

http://nakabarutasukeai.jimdo.com/
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担当者名 諸永・四ケ所 電話番号 0952-51-4617

メール nogiku@po.saganet.ne.jp FAX番号 0952-52-6392

ホームページ

担当者名 元村良太 電話番号 ０９５２－４１－２２８２

メール FAX番号 ０９５２－４１－２２９２

ホームページ

事業所の所在地 三養基郡上峰町大字前牟田1949

事業所紹介（居宅介護）
フリガナ ホームヘルプサービスチームノギクノサト／シャカイフクシホウジンノギクノサト

事業所名　／　法人名 ホームヘルプサービスチーム野菊の里／社会福祉法人野菊の里

サービス種別 居宅介護

活動内容・PR

・当事業所は、平成12年に開所し上峰町・みやき町・鳥栖市等その他近隣の皆様の身近なヘル
パーステーションとして訪問介護サービスを提供させて頂いています。
・障害福祉サービスは平成23年1月に指定を受け居宅介護サービスを提供させて頂いています。
・当事業所のヘルパーは「明るく笑顔で」「思いやりの気持ちをもって接する」をモットーに日々活動
しています。
・専門職としての知識や技術の習得に努め、ご利用者様とのつながりを大切にしたいと思っており
ます。

実施日時 365日

サービス利用料 原則1割負担（受給者証の上限負担額までとなります。）

定員 なし

対象者 身体・知的・精神・児童

事業所の所在地 佐賀県佐賀市大財５－９－８

送迎の有無 なし

申し込み方法 電話にてご相談ください。

問い合わせ
連絡先

http://www2.saganet.ne.jp/nogiku/

フリガナ クオリティサービスサガ／カブシキガイシャクオリティサービス

事業所名　／　法人名 クオリティサービス佐賀／株式会社クオリティサービス

サービス種別 居宅介護

活動内容・PR

居宅介護事業(身体介護、家事支援、通院介助)
重度訪問介護(→現在いっぱいの状況)
行動援護
移動支援

実施日時
１２／３０～１／３休業(この期間以外の日)

ＡＭ８時～ＰＭ９時(基本)以外の時間は相談

サービス利用料 受給者証に記載された上限負担額まで

定員
特になし、ヘルパーの勤務可能者数により異なります。

☆クオリティーサービス筑紫野からの支援となる場合あり(鳥栖市、上峰町、みやき町)

対象者 受給者証や決定通知書をお持ちの方

送迎の有無

申し込み方法
面談を行った後に契約を行い、利用開始します。
契約には、受給者証や決定通知書が必要です。

問い合わせ
連絡先

http://www.qscom.net/
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担当者名 姫野 電話番号 ０９４２－５１－３７８７

メール FAX番号 ０９４２－５１－３７８８

ホームページ

担当者名 荒川、緒方 電話番号 ０９４２－４０－７２１１

メール FAX番号 ０９４２－４１－１２１４

ホームページ

事業所の所在地 久留米市大善寺宮本１６５番地３

事業所紹介（居宅介護）
フリガナ ハートケアサービス／ユウゲンガイシャハートケアニジュウイチ

事業所名　／　法人名 ハートケアサービス／(有)ハートケア２１

サービス種別 居宅介護

活動内容・PR
①当事業所では、ご本人及びご家族の意見や要望を取り入れ、家庭的な環境の中で、
安心感を与えられるような支援を行っています。
②一人一人の状態に沿った自立支援を提供するよう努めています。

実施日時
①早朝時間帯　６：００～７：５９
②夜間時間帯１８：００～２１：５９　　(月～日)
③深夜時間帯２２：００～５：５９

サービス利用料 受給者証に記載された上限負担額まで

定員 未定

対象者 居宅介護の支給を受けている方

事業所の所在地 久留米市御井町２１８４番地５

送迎の有無 無

申し込み方法
面談を行った後に契約を行い、利用開始します。
契約には、受給者証が必要です。
まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。

問い合わせ
連絡先

フリガナ ヘルパーステーションチトセ／カブシキガイシャチトセ

事業所名　／　法人名 ヘルパーステーション千歳／(株)千歳

サービス種別 居宅介護

活動内容・PR

ご本人のできる部分を経験豊富なヘルパーと共に増やしていける様に心を込めて支援さ
せていただきます。
ご利用者との心の輪(和)、心のつながりを大切に「どうにかします」との姿勢で支援させ
ていただきます。

実施日時 ３６５日

サービス利用料 原則一割負担(受給者証の負担額による)

定員 なし

対象者 受給者証をお持ちの方(年齢の規定なし)

送迎の有無

申し込み方法 お電話にてご相談受け付けております。

問い合わせ
連絡先
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担当者名 藤田　美佐子 電話番号 0942-41-2526

メール ogooricc-kaigo-p01@aso-group.co.jp FAX番号 0942-73-0277

ホームページ

事業所の所在地 福岡県小郡市稲吉1350-10

事業所紹介（居宅介護）
フリガナ ｱｯﾌﾟﾙﾊｰﾄｵｺﾞｵﾘｹｱｾﾝﾀー／ｱｿｳｶｲｺﾞｻｰﾋﾞｽｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ

事業所名　／　法人名 アップルハート小郡ケアセンター／麻生介護サービス㈱

サービス種別 居宅サービス（身体介護・家事支援・通院介護）

活動内容・PR

安心・安全な生活を確保するととともに、できる限りご自分のチカラで自由に暮らして頂ける
よう“生活的自立”をめざしたサポートを心がけています。プロとしての技能提供はもちろ
ん、コミュニケーション面でも“気心の知れた存在”になれるよう、真摯に努めさせていただき
ます。

実施日時
営業日　365日　　営業時間　24時間　/　受付　月～金　午前9時～午後6時

＊サービス時間は、事前に各種介護計画に基づくものとします。

サービス利用料 受給者証に記載された上限負担額まで

定員

対象者 居宅サービスの支給を受けられた方

送迎の有無 なし

申し込み方法
相談支援員様よりサービスの依頼を頂き、契約後サービスを開始いたします。

まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

問い合わせ
連絡先

www.aso-kaigo-jp
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担当者名 村山　修一 電話番号 ０９４２－８３－１１２１

メール FAX番号 ０９４２－８３－１７５５

ホームページ

担当者名 中原・井村 電話番号 （0952）52-3231

メール FAX番号 （0952）53-2864

ホームページ

事業所の所在地 鳥栖市弥生が丘2丁目134番地１

事業所紹介（短期入所）
フリガナ ワカクスリョウイクエン　／　シャカイフクシホウジン　ワカクス

事業所名　／　法人名 若楠療育園／社会福祉法人　若楠

サービス種別 短期入所事業

活動内容・PR

常時医療や介護が必要な重度の障害をお持ちの方に対して、利用者一人ひとりの自立
と共生を支援するために、必要な医療と福祉のサービスを行います。
＊現在、新規の利用希望の方が多くおられるため、契約、利用開始までにはお時間を頂
いております。まずはお電話でご相談ください。

実施日時 ご相談ください

サービス利用料 受給者証に記載された上限負担額まで　　

定員 制度に定める範囲内

対象者
①医療型短期入所（宿泊）：医療型区分の方が対象です。②医療型特定短期入所（日中
のみ）：重症心身障害児が対象です。通常時間は、９：００～１６：３０です。③福祉型短期
入所：医療型以外の方が対象です。

事業所の所在地 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津160

送迎の有無 無し

申し込み方法 新規の方は、お電話でご相談ください。

問い合わせ
連絡先

http://www.wakakusu-swc.or.jp

フリガナ コクリツビョウインキコウヒゼンセイシンイリョウセンター／ドクリツギョウセイホウジン

事業所名　／　法人名 国立病院機構肥前精神医療センター／独立行政法人　

サービス種別 短期入所

活動内容・PR
　介護者の急用、レスパイト目的に在宅生活をされている強度行動障害等の方々に対し
て短期間入所して頂く中で必要な介護等を提供します。（※入所）

実施日時 終日

サービス利用料 障害福祉サービス受給者証に伴い個人で異なります。

定員 空床型のため変動あり

対象者 上記

送迎の有無 無

申し込み方法 市町村にサービス利用のご相談を。

問い合わせ
連絡先

http://www.hizen-hosp.jp/
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担当者名 金尾　健 電話番号 0952-62-2131

メール kaneo-tsuyoshi@pref.saga.lg.jp FAX番号 0952-51-2011

ホームページ

担当者名 信国　秀樹 電話番号 0942-44-2951

メール ＨＰよりお問い合わせください。 FAX番号 0942-44-5001

ホームページ

事業所の所在地 佐賀市大和町尼寺1231-1

事業所紹介（短期入所）
フリガナ カスガエン／サガケンリョウイクシエンセンター

事業所名　／　法人名 春日園／佐賀県療育支援センター

サービス種別 短期入所事業

活動内容・PR
・園の定員の空きを利用して、泊単位で利用できる『短期入所事業』を行っていますの
で、ご活用ください。

実施日時 ・短期入所～午前8時30分～午後18時30分

サービス利用料 受給者証に記載された上限負担額まで　　その他食事代など実費

定員
平日（男2、女1）、休日（男1、女1）
　ただし入園児に空きがある場合に限ります。入園児の状況により、受け入れ人員が減
員になる場合があります。

対象者 短期入所事業の介護給付支給を受けられた方

事業所の所在地 久留米市山川町1042

送迎の有無 無

申し込み方法
面談を行った後に契約を行い、利用開始します。
契約には受給者証が必要です。
ご見学も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

問い合わせ
連絡先

https://www.pref.saga.lg.jp/web/kurashi/_1257/kf-sisetu-dantai/kasugaen.html

フリガナ タイヨウノソノ／ユウコウカイ

事業所名　／　法人名 太陽の園／悠光会

サービス種別 短期入所

活動内容・PR
ご家族の方の病気、休養、旅行などで自宅での生活が困難になった方が、当園に短期
入所していただくシステムです。ご要望に応じてご自宅までの送迎や、入浴も行ないま
す。日中は絵画やカラオケ等の文化活動や、ご希望の方は作業体験もできます。

実施日時
基本365日（年末・年始、お盆、ゴールデンウィークを除く）

※緊急の場合は相談に応じます。

サービス利用料
原則1割負担。受給者証に記載された上限負担額までとなります。

（別途食事代、入浴代をいただいています。）

定員 6名（うち児童2名）

対象者 市町村で受給者証を申請されている方

送迎の有無 久留米市近郊（朝倉郡、小郡市、吉井町、鳥栖市の一部等）　※応相談

申し込み方法
面談を行なった後に契約を行ない、利用開始となります。電話またはFAXにてお申込みく
ださい（定員を超えた場合はお断りする場合もございます）。

問い合わせ
連絡先

http://www.yuukoukai.jp
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担当者名 山下良子 電話番号 ０９４２－７５－４１９０

メール syohougakuen11@fancy.ocn.ne.jp FAX番号 ０９４２－７５－４１９２

ホームページ

事業所の所在地 小郡市三沢７４５

事業所紹介（短期入所）
フリガナ ショウホウガクエン／ショウホウカイ

事業所名　／　法人名 翔朋学園／翔朋会

サービス種別 短期入所

活動内容・PR
・土、日や夏休み、冬休み等も利用可能です。
・保育士資格者も支援員にはいます。
・事業所行事に参加してもらったり、ＤＶＤ鑑賞や宿題等も一緒にしています。

実施日時 一年中(年末年始を除く)

サービス利用料 ３食付き　１,９２０円＋利用者負担

定員 ４名

対象者 知的障害者：児

送迎の有無 原則なし

申し込み方法 電話にて予約(事前の面接・契約が必要です)

問い合わせ
連絡先

http://shouhoukai.jp/index2.html
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担当者名 成清 電話番号 0942-81-1665

メール FAX番号 0942-81-1675

ホームページ

担当者名 村山　修一 電話番号 ０９４２－８３－１１２１

メール FAX番号 ０９４２－８３－１７５５

ホームページ

事業所の所在地 鳥栖市蔵上町663-1

事業所紹介（移動支援）
フリガナ キョタクカイゴジギョウショスコヤカ　／　ユウゲンガイシャプラス

事業所名　／　法人名 居宅介護事業所すこやか　／　有限会社プラス

サービス種別 移動支援

活動内容・PR
すこやか「健やか」は「すべてに感謝」を理念とし
日々介護に対して前向きに　スタッフ一丸となって
明るく取り組んでいます。

実施日時 365日

サービス利用料 原則一割負担（受給者証の上限負担額までとなります）

定員 御相談下さい

対象者 障がい者自立支援に認定された方

事業所の所在地 鳥栖市弥生が丘2丁目134番地１

送迎の有無 御相談下さい

申し込み方法 電話にて御相談下さい

問い合わせ
連絡先

フリガナ ワカクスリョウイクエン　／　シャカイフクシホウジン　ワカクス

事業所名　／　法人名 若楠療育園／社会福祉法人　若楠

サービス種別 移動支援事業

活動内容・PR 個別移動支援、グループ移動支援（各市町村が認めたもの）を行います。

実施日時 ご相談ください

サービス利用料 受給者証に記載された上限負担額まで　　

定員 制度に定める範囲内

対象者 ご相談ください

送迎の有無 無し

申し込み方法 新規の方は、お電話でご相談ください。

問い合わせ
連絡先

http://www.wakakusu-swc.or.jp
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担当者名 古賀　隆浩 電話番号 0942-50-5608

メール asobowkai.2525@wind.ocn.ne.jp FAX番号 0942-50-5607

ホームページ

担当者名 貞包（サダカネ） 電話番号 0942-81-5287

メール touch@sound.ocn.ne.jp FAX番号 0942-81-5289

ホームページ

事業所の所在地 鳥栖市蔵上３丁目１１８番地アンキハウスＣ

事業所紹介（移動支援）
フリガナ ｼｮｳｶﾞｲｼﾞ･ｼｬｶｲｺﾞｼｴﾝｾﾝﾀｰｱｿﾎﾞｰｶｲ／ｴﾇﾋﾟｰｵｰﾎｳｼﾞﾝｼｮｳｶﾞｲｼﾞ･ｼｬﾉｼﾞﾘﾂｦｻｻｴﾙｶｲｱｿﾎﾞｳ

事業所名　／　法人名 障害児・者介護支援センターあそぼ～会／NPO法人障害児・者の自立を支える会ASOBOW

サービス種別 外出介護（移動支援）

活動内容・PR

ヘルパーと一緒にお出かけ　（買い物、プール等）
内容についてはご相談ください。
公共交通機関での移動です。
自己負担金は、お住いの市町村にお尋ねください。

実施日時 日～土　２４時間　３６５日　（派遣時間は要相談）

サービス利用料 自己負担　+　※その他交通費・施設利用料の実費負担（ヘルパー分まで）

定員

対象者 外出介護（移動支援）の支給を受けられた方

事業所の所在地 佐賀県鳥栖市江島町字　西谷3300番地1

送迎の有無

申し込み方法
面談の上、契約を行い、利用を開始します。
お気軽にお問合せ下さい。

問い合わせ
連絡先

フリガナ ヒューマンサポート・タッチ／シャカイフクシホウジン　アサヒカイ

事業所名　／　法人名 ヒューマンサポート・タッチ／社会福祉法人　あさひ会

サービス種別 移動支援

活動内容・PR

　　　　　　　　重い障がいがあっても、当たり前の生き方が出来るように
　　　　　　　　重い障がいがあっても、人として尊重されて生きていけるように
　　　　　　　　重い障がいがあっても、自分で考え判断して生きていけるように
　　　　　　　　地域の方々と関わりを持ちながら生きていけるように
　　　　　　　　　　　　　（社会福祉法人　あさひ会　基本理念）

※その他（福祉有償サービス・介護保険サービス）もあります

実施日時 ３６５日（年末年始除きます）　お時間等、ご相談下さい

サービス利用料 受給者証の上限負担額までとなります（福祉有償サービスを除きます）

定員 無し

問い合わせ
連絡先

http://www3.ocn.ne.jp/~asahi841/

対象者 全障がい者・児

送迎の有無

申し込み方法
まずは、お電話にてご相談ください。

鳥栖・三養基郡・吉野ヶ里町以外の方もご利用可能です。
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担当者名 諸永・四ケ所 電話番号 0952-51-4617

メール nogiku@po.saganet.ne.jp FAX番号 0952-52-6392

ホームページ

担当者名 元村良太 電話番号 ０９５２－４１－２２８２

メール FAX番号 ０９５２－４１－２２９２

ホームページ

事業所の所在地 三養基郡上峰町大字前牟田1949

事業所紹介（移動支援）
フリガナ ホームヘルプサービスチームノギクノサト／シャカイフクシホウジンノギクノサト

事業所名　／　法人名 ホームヘルプサービスチーム野菊の里／社会福祉法人野菊の里

サービス種別 移動支援

活動内容・PR

・当事業所は、平成12年に開所し上峰町・みやき町・鳥栖市等その他近隣の皆様の身近なヘル
パーステーションとして訪問介護サービスを提供させて頂いています。
・障害福祉サービスは平成23年1月に指定を受け居宅介護サービスを提供させて頂いています。
・当事業所のヘルパーは「明るく笑顔で」「思いやりの気持ちをもって接する」をモットーに日々活動
しています。
・専門職としての知識や技術の習得に努め、ご利用者様とのつながりを大切にしたいと思っており
ます。

実施日時 365日

サービス利用料 原則1割負担（受給者証の上限負担額までとなります。）

定員 なし

対象者 身体・知的・精神・児童

事業所の所在地 佐賀県佐賀市大財５－９－８

送迎の有無 なし

申し込み方法 電話にてご相談ください。

問い合わせ
連絡先

http://www2.saganet.ne.jp/nogiku/

フリガナ クオリティサービスサガ／カブシキガイシャクオリティサービス

事業所名　／　法人名 クオリティサービス佐賀／株式会社クオリティサービス

サービス種別 移動支援

活動内容・PR

居宅介護事業(身体介護、家事支援、通院介助)
重度訪問介護(→現在いっぱいの状況)
行動援護
移動支援

実施日時
１２／３０～１／３休業(この期間以外の日)

ＡＭ８時～ＰＭ９時(基本)以外の時間は相談

サービス利用料 受給者証に記載された上限負担額まで

定員
特になし、ヘルパーの勤務可能者数により異なります。

☆クオリティーサービス筑紫野からの支援となる場合あり(鳥栖市、上峰町、みやき町)

対象者 受給者証や決定通知書をお持ちの方

送迎の有無

申し込み方法
面談を行った後に契約を行い、利用開始します。
契約には、受給者証や決定通知書が必要です。

問い合わせ
連絡先

http://www.qscom.net/
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担当者名 姫野 電話番号 ０９４２－５１－３７８７

メール FAX番号 ０９４２－５１－３７８８

ホームページ

担当者名 荒川、緒方 電話番号 ０９４２－４０－７２１１

メール FAX番号 ０９４２－４１－１２１４

ホームページ

事業所の所在地 久留米市大善寺宮本１６５番地３

事業所紹介（移動支援）
フリガナ ハートケアサービス／ユウゲンガイシャハートケアニジュウイチ

事業所名　／　法人名 ハートケアサービス／(有)ハートケア２１

サービス種別 移動支援

活動内容・PR
①当事業所では、ご本人及びご家族の意見や要望を取り入れ、家庭的な環境の中で、
安心感を与えられるような支援を行っています。
②一人一人の状態に沿った自立支援を提供するよう努めています。

実施日時
①早朝時間帯　６：００～７：５９
②夜間時間帯１８：００～２１：５９　　(月～日)
③深夜時間帯２２：００～５：５９

サービス利用料 受給者証に記載された上限負担額まで

定員 未定

対象者 居宅介護の支給を受けている方

事業所の所在地 久留米市御井町２１８４番地５

送迎の有無 無

申し込み方法
面談を行った後に契約を行い、利用開始します。
契約には、受給者証が必要です。
まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。

問い合わせ
連絡先

フリガナ ヘルパーステーションチトセ／カブシキガイシャチトセ

事業所名　／　法人名 ヘルパーステーション千歳／(株)千歳

サービス種別 移動支援

活動内容・PR

ご本人の希望される余暇活動を経験豊富なヘルパーが心を込めて支援させていただき
ます。
支援を通じて心身のリフレッシュや社会参加を行い、ご本人が出来る部分を増やしてい
ける様に支援させていただきます。
ご利用者との心の輪(和)、心のつながりを大切に「どうにかします」との姿勢で支援させ
ていただきます。

実施日時 ３６５日

サービス利用料 原則一割負担(受給者証の負担額による)

定員 なし

対象者 受給者証をお持ちの方(年齢の規定なし)

送迎の有無

申し込み方法 お電話にてご相談受け付けております。

問い合わせ
連絡先
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担当者名 古賀　隆浩 電話番号 0942-50-5608

メール asobowkai.2525@wind.ocn.ne.jp FAX番号 0942-50-5607

ホームページ

担当者名 貞包（サダカネ） 電話番号 0942-81-5287

メール touch@sound.ocn.ne.jp FAX番号 0942-81-5289

ホームページ

事業所の所在地 鳥栖市蔵上３丁目１１８番地アンキハウスＣ

事業所紹介（行動援護）
フリガナ ｼｮｳｶﾞｲｼﾞ･ｼｬｶｲｺﾞｼｴﾝｾﾝﾀｰｱｿﾎﾞｰｶｲ／ｴﾇﾋﾟｰｵｰﾎｳｼﾞﾝｼｮｳｶﾞｲｼﾞ･ｼｬﾉｼﾞﾘﾂｦｻｻｴﾙｶｲｱｿﾎﾞｳ

事業所名　／　法人名 障害児・者介護支援センターあそぼ～会／NPO法人障害児・者の自立を支える会ASOBOW

サービス種別 行動援護

活動内容・PR
ヘルパーがご自宅へ伺います。　内容はご相談ください。
※行動援護
・散歩、買い物、プール等（徒歩又は、公共交通機関での移動）

実施日時 日～土　２４時間　３６５日　（派遣時間は要相談）

サービス利用料 受給者証に記載の上限額まで  ※その他交通費・施設利用料の実費負担（ヘルパー分まで）

定員

対象者 行動援護の支給を受けられた方

事業所の所在地 佐賀県鳥栖市江島町字　西谷3300番地1

送迎の有無

申し込み方法
面談の上、契約を行い、利用を開始します。
お気軽にお問合せ下さい。

問い合わせ
連絡先

フリガナ ヒューマンサポート・タッチ／シャカイフクシホウジン　アサヒカイ

事業所名　／　法人名 ヒューマンサポート・タッチ／社会福祉法人　あさひ会

サービス種別 行動援護

活動内容・PR

　　　　　　　　重い障がいがあっても、当たり前の生き方が出来るように
　　　　　　　　重い障がいがあっても、人として尊重されて生きていけるように
　　　　　　　　重い障がいがあっても、自分で考え判断して生きていけるように
　　　　　　　　地域の方々と関わりを持ちながら生きていけるように
　　　　　　　　　　　　　（社会福祉法人　あさひ会　基本理念）

※その他（福祉有償サービス・介護保険サービス）もあります

実施日時 ３６５日（年末年始除きます）　お時間等、ご相談下さい

サービス利用料 受給者証の上限負担額までとなります（福祉有償サービスを除きます）

定員 無し

問い合わせ
連絡先

http://www3.ocn.ne.jp/~asahi841/

対象者 全障がい者・児

送迎の有無

申し込み方法
まずは、お電話にてご相談ください。

鳥栖・三養基郡・吉野ヶ里町以外の方もご利用可能です。
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担当者名 元村良太 電話番号 ０９５２－４１－２２８２

メール FAX番号 ０９５２－４１－２２９２

ホームページ

事業所の所在地 佐賀県佐賀市大財５－９－８

事業所紹介（行動援護）
フリガナ クオリティサービスサガ／カブシキガイシャクオリティサービス

事業所名　／　法人名 クオリティサービス佐賀／株式会社クオリティサービス

サービス種別 行動援護

活動内容・PR

居宅介護事業(身体介護、家事支援、通院介助)
重度訪問介護(→現在いっぱいの状況)
行動援護
移動支援

実施日時
１２／３０～１／３休業(この期間以外の日)

ＡＭ８時～ＰＭ９時(基本)以外の時間は相談

サービス利用料 受給者証に記載された上限負担額まで

定員
特になし、ヘルパーの勤務可能者数により異なります。

☆クオリティーサービス筑紫野からの支援となる場合あり(鳥栖市、上峰町、みやき町)

対象者 受給者証や決定通知書をお持ちの方

送迎の有無

申し込み方法
面談を行った後に契約を行い、利用開始します。
契約には、受給者証や決定通知書が必要です。

問い合わせ
連絡先

http://www.qscom.net/
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担当者名 村山　修一 電話番号 ０９４２－８３－１１２１

メール FAX番号 ０９４２－８３－１７５５

ホームページ

担当者名 古賀　隆浩 電話番号 0942-50-5608

メール asobowkai.2525@wind.ocn.ne.jp FAX番号 0942-50-5607

ホームページ

事業所の所在地 鳥栖市弥生が丘2丁目134番地１

事業所紹介（放課後等デイサービス）
フリガナ ワカクスリョウイクエン　／　シャカイフクシホウジン　ワカクス

事業所名　／　法人名 若楠療育園／社会福祉法人　若楠

サービス種別 放課後等デイサービス事業

活動内容・PR

子ども達が「安心」「また行きたい」と感じ、友達と一緒に何かをすることが「楽しい」と思え
るような放課後等デイサービスを目指しています。
主なサービス・療育内容：ソーシャルスキルの習得、集団生活への適応訓練、日常生活
動作の習得、関係機関との連携、相談・助言など。

実施日時
Ⅰクラス：月曜日～金曜日　時間　１６：００～１７：００
Ⅱクラス：月曜日～土曜日　時間　授業のある日　１４：３０～１７：００
夏休みなど長期休業日　９：００～１７：００　（Ⅱクラスのみ対象）

サービス利用料 受給者証に記載された上限負担額まで（おやつ、制作材料費などの実費負担あり）

定員 Ⅰクラス：定員６名　　Ⅱクラス：定員１０名

対象者 市町村から療育による支援が必要と認められた方

事業所の所在地 三養基郡基山町大字宮浦70-1第九区公民館/鳥栖市松原町1756

送迎の有無 弥生が丘小学校の一部のみ実施

申し込み方法 お電話でご相談ください

問い合わせ
連絡先

フリガナ ﾎｳｶｺﾞﾄｳﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰｱｿﾎﾞｰｶｲ／ｴﾇﾋﾟｰｵｰﾎｳｼﾞﾝｼｮｳｶﾞｲｼﾞ･ｼｬﾉｼﾞﾘﾂｦｻｻｴﾙｶｲｱｿﾎﾞｳ

事業所名　／　法人名 放課後等デイサービスセンターあそぼ～会／NPO法人障害児・者の自立を支える会ASOBOW

サービス種別 放課後等デイサービス

活動内容・PR
宿題します！遊びます！くつろぎます！
※休日は鳥栖の場所のみ、お弁当持参、自宅送迎ありません

実施日時
月～金　学校終了後～１８時（送迎時間含む、時間延長は要相談）

土日祝日　　９時～１８時

サービス利用料 受給者証に記載の上限額まで

定員 １日１０名

対象者 放課後等デイサービスの支給を受けられた方

送迎の有無 送迎有（場所によっては相談させていただく場合があります）

申し込み方法
面談の上、契約を行い、利用を開始します。
お気軽にお問合せ下さい。

問い合わせ
連絡先
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担当者名 鳥栖市社会福祉課　牛島 電話番号 0942-85-3642

メール fukusi@city.tosu.lg.jp FAX番号 0942-85-2009

ホームページ

担当者名 山村 電話番号 0942（83）2622

メール FAX番号 0942（83）2622

ホームページ

事業所の所在地 鳥栖市本町3丁目1463-1

事業所紹介（放課後等デイサービス）
フリガナ ﾄｽｼ　ｼｮｳｶﾞｲｼﾞﾂｳｴﾝｼｾﾂ　ﾋｶﾘｴﾝ　／　ﾄｽｼ

事業所名　／　法人名 鳥栖市障害児通園施設　ひかり園　／　鳥栖市

サービス種別 放課後等デイサービス（心理リハビリティション）

活動内容・PR

・運動機能発達の遅れのある子どもや、自閉症、ＡＤＨＤなどを始めとする発達障害の
 子どもたちに、心理リハビリティション（動作法）による訓練を行っています。

・保護者の方と一緒にご参加いただいています。

実施日時
　土　8：30～17：15

※月に1～2回の頻度で実施しております。毎週ではございませんのでご注意ください。

サービス利用料 通所受給者証の負担上限額までとなります。

定員 10名

対象者 放課後等デイサービスの支給決定を受けられた方（市役所にて申請）

事業所の所在地 佐賀県鳥栖市蔵上2丁目166番地

送迎の有無 無

申し込み方法
鳥栖市役所社会福祉課へご相談ください（電話もしくは窓口）
定員を超えた場合、お断りする場合もございますのでご了承ください。

問い合わせ
連絡先

http://www.city.tosu.lg.jp/

フリガナ ジドウルーム　スマイル／トクテイヒエイリカツドウホウジン　エガオイッパイ

事業所名　／　法人名 児童ルーム　スマイル／特定非営利活動法人　笑顔いっぱい

サービス種別 放課後等デイサービス

活動内容・PR 楽しい居場所づくり、宿題、課題、余暇活動等を行っています。

実施日時 14時30分～17時（学校が休みの時は10時から）

サービス利用料 受給者証に基づく

定員 10名

対象者 小学生

送迎の有無 送迎あり

申し込み方法 受給者証を市役所から交付された後、当事業所にて面接を行います。

問い合わせ
連絡先
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担当者名 児童発達支援管理者 電話番号 ０９４２－８４-８７８５

メール FAX番号 ０９４２－８４-８７８６

ホームページ

担当者名 相浦　涼子 電話番号 0942-80-2304

メール sankaku@npo-sumika.jp FAX番号 0942-80-2305

ホームページ

事業所の所在地 〒８４１-００８４　　鳥栖市山浦町１８９５

事業所紹介（放課後等デイサービス）
フリガナ ソラトブモクバ　/　　シャカイフクシホウジンワカクス　ワカギエン

事業所名　／　法人名 空飛ぶ木馬　　/　　社会福祉法人若楠　若木園

サービス種別 放課後等デイサービス事業

活動内容・PR
放課後の居場所作りの他、ご家族のニーズや児童の特性に配慮したクラス構成を行っ
ています。

実施日時
月曜日から金曜日（その他事業所の指定する休業日あり）

放課後14時～17時30分　長期休暇時等10時～16時

サービス利用料 政令で定める額（その他おやつ代50円など）

定員 1日10名

対象者 小学生から高校の就学している障がい児

事業所の所在地 三養基郡みやき町白壁４３１２番地２５

送迎の有無
学校までお迎えに行きます

お迎えはご家族に来ていただきます

申し込み方法
電話→見学日の調整→見学（概要・内容説明）

後日契約希望者は電話にて受付

問い合わせ
連絡先

http://www.wakakusu-swc.or.jp/

フリガナ ｻﾝｶｸ　／　ｴﾇﾋﾟｰｵｰﾎｳｼﾞﾝ ｼｮｳｶﾞｲｾｲｶﾂｼｴﾝﾉｶｲｽﾐｶ

事業所名　／　法人名 さんかく　／　NPO法人しょうがい生活支援の会すみか

サービス種別 放課後等デイサービス

活動内容・PR

　さんかくでは、一人ひとりの特性に合わせた支援で“出来ることを少しずつ”を合言葉に
サービスを提供いたします。
・放課後は、友達やスタッフと遊んだり、宿題をしたり、リラックスした時間を過ごします。
　（学校へのお迎えは、事業所が手配したタクシー又は送迎車を利用します。）
・長期休暇中は、プール、おやつ作り、ゲームなどをして楽しみます。
・土曜日は、５名程度のグループによる療育を行います。

実施日時
月～金曜（祝日を除く）14:00～17:00（延長～18:00）

※長期休暇中9:00～17:00（延長8:30～18:00）
土曜日　小学生9:00～13:00　中・高校生13:00～17:00

サービス利用料 受給者証に記載された上限負担額まで　　その他おやつ代100円など実費

定員 10名（児童発達支援と合わせて）

対象者 放課後等デイサービスの支給を受けられた方

送迎の有無 放課後の学校へのお迎え（みやき町、上峰町、鳥栖市の一部）

申し込み方法
面談を行った後に契約を行い、利用開始します。
契約には受給者証が必要です。
ご見学も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

問い合わせ
連絡先

http://www.npo-sumika.jp/
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担当者名 岡　孝二 電話番号 0952-53-5473

メール info-airoom@aien.or.jp FAX番号 0952-53-3864

ホームページ

担当者名 中原・井村 電話番号 （0952）52-3231

メール FAX番号 （0952）53-2864

ホームページ

事業所の所在地 佐賀県三養基郡上峰町大字坊所954番地3

事業所紹介（放課後等デイサービス）
フリガナ タキノウガタリョウイクシエン　アイルーム／トクテイヒエイリカツドウホウジン　アイエン

事業所名　／　法人名 多機能型療育支援　愛ルーム　/　特定非営利活動法人　愛えん

サービス種別 放課後等デイサービス

活動内容・PR

☆「愛ルーム」では、一人ひとりの特性に合わせた、プログラム内容で、将来、少しでも自
立出来るようなサービスを提供いたします。
○放課後等デイサービスは、遊んだり、宿題をしたり、個別にあった課題等をし、小さな
自立を目指しながら過ごしています。（学校・自宅の送迎は、スタッフ同伴で行います。）
・長期休暇中は、プール、おやつ作り、野外活動などをして楽しみます。

実施日時 放課後等デイサービス　平日１４時３０分～１７時３０分

サービス利用料 受給者証に記載された上限負担額まで　　給食費300円・おやつ代150円・その他など実費

定員 １０名

対象者 放課後等デイサービスの支給を受けられた方

事業所の所在地 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津160

送迎の有無
・放課後の学校へのお迎え
　　（佐賀市の一部・鳥栖市の一部・神埼市・吉野ヶ里町・みやき町・上峰町）
・自宅までお送り

申し込み方法
・面談を行った後に契約を行い、利用開始します。
・契約には受給者証が必要です。
◎ご見学も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

問い合わせ
連絡先

http://www.aien.or.jp

フリガナ コクリツビョウインキコウヒゼンセイシンイリョウセンター／ドクリツギョウセイホウジン

事業所名　／　法人名 国立病院機構肥前精神医療センター／独立行政法人　

サービス種別 放課後等デイサービス

活動内容・PR
長期休暇時、学童を対象に個別性を踏まえた日中活動を主に提供しています。
（※通所）

実施日時 月～金　9：30～15：30　※年末年始は除く

サービス利用料 障害福祉サービス受給者証に伴い個人で異なります。

定員 5名/日

対象者 上記

送迎の有無 有（※要相談）

申し込み方法 市町村にサービス利用のご相談を。

問い合わせ
連絡先

http://www.hizen-hosp.jp/
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担当者名 山口　剛 電話番号 0952-65-2139/090-7530-8329

メール kaigo-yamaguchi@ac.auone-net.jp FAX番号 0952-65-2139

ホームページ

担当者名 総合相談室 電話番号 0952-98-2211（代表）

メール ssgima@star.saganet.ne.jp FAX番号 0952-98-3391（代表）

ホームページ

事業所の所在地 佐賀市鍋島4丁目２－９

事業所紹介（放課後等デイサービス）
フリガナ ﾎｳｶｺﾞﾄｳﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ ﾌﾟｰｻﾝ　／　ｷｮﾀｸｼｴﾝｼﾞｷﾞｮｳｼｮｻﾝﾗｲｽﾞｺﾞｳﾄﾞｳｶﾞｲｼｬ

事業所名　／　法人名 放課後等デイサービス　プーさん／居宅支援事業所サンライズ合同会社

サービス種別 放課後等デイサービス

活動内容・PR

利用していることもたちにとって、居心地の良い場所作りを目指しながら、個々の障がい
特性に合わせて、ワーク（学習・運動・作業・言語・音楽療法など）様々なメニューに合わ
せて行っています。また、月行事や年間行事も多数企画しております。集団活動の中で
他者とのコミュニケーションが上手くなり、卒業後社会的自立できるように、スタッフ一同
努力しております。

実施日時
月～土10:00～18:00（8:00～20:00の延長可能）
日（祝）三人以上の予約の場合は開所します。

サービス利用料 受給者証に記載された上限負担額まで　

定員 10名

対象者 放課後等デイサービスの支給を受けられた方

事業所の所在地 〒849-0906　佐賀市金立町金立2215-27

送迎の有無 放課後の学校へのお迎え/自宅への送り（旧佐賀市・小城市・大和町）

申し込み方法
面談を行った後に契約を行い、利用開始します。
契約には受給者証が必要です。
ご見学も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

問い合わせ
連絡先

フリガナ サガセイシガクエンコドモハッタツイリョウセンター／シャカイフクシホウジンサガセイシガクエン

事業所名　／　法人名 佐賀整肢学園こども発達医療センター／社会福祉法人佐賀整肢学園

サービス種別 放課後等デイサービス事業

活動内容・PR

障害の特性に応じた個別の療育を実施
休業中は給食を提供
【対象】
主に、肢体不自由児、重症心身障害児、運動発達遅延のある知的障害児などを対象に
実施しています。初回は、併設の医療機関を受診していただき、利用可能かどうかを判
断させていただいております。

実施日時

月〜金
【放課後】

（営業時間）学校終了後〜17：30ただし学校終了後〜19：00まで延長利用可
【休業中】

（営業時間）9：30〜17：30ただし8：30〜19：00の延長利用可

サービス利用料
受給者証の負担上限。別途下記実費負担分

【実費負担】昼食¥500/食、おやつ¥50/回（希望者のみ）

定員 10名

対象者 小1〜高等部まで

送迎の有無 金立特別支援学校へ迎えのみ実施

申し込み方法
新規のご利用希望の方は当センター総合相談室にご相談下さい。
定期の利用者のついては前月20日までに月の利用希望を申し込み下さい。

問い合わせ
連絡先

http://www.saganet.ne.jp/saseishi/
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担当者名 石橋　広大 電話番号 0942-45-7711

メール ＨＰよりお問い合わせください。 FAX番号 0942-44-5001

ホームページ

担当者名 福田　哲 電話番号 0942-72-7221

メール info@koguma.ed.jp FAX番号 0942-72-7222

ホームページ

事業所の所在地 久留米市山川町１０４２

事業所紹介（放課後等デイサービス）
フリガナ プチトマト　／　シャカイフクシホウジン　ユウコウカイ

事業所名　／　法人名 プチとまと　／　社会福祉法人　悠光会

サービス種別 放課後等デイサービス

活動内容・PR

日常生活における基本的な動作の支援や集団生活への適応訓練等を行い、学齢期に
あった支援を行います。
○活動内容
宿題・課題活動・年齢に応じて作業訓練・ゲーム・レクリエーション等　利用者の個々に応
じてプログラムを作成し提供します。

実施日時
月曜～土曜   　(14:30～18:00）
土・長期休暇　（8:30～18:00）

サービス利用料
原則１割負担　受給者証に記載の上限負担額が必要になります。

（別途食事代が必要になります）

定員 10名

対象者 学齢期

事業所の所在地 福岡県小郡市大板井1143-1

送迎の有無 有　（地域によっては要相談）

申し込み方法 初めてのご利用の場合は事前に面接を行いますので、お電話にてお問い合わせ下さい

問い合わせ
連絡先

http://yuukoukai.jp

フリガナ コグマクラブ　　／　　コグマフクシカイ

事業所名　／　法人名 こぐまクラブ　　／　　こぐま福祉会

サービス種別 放課後等デイサービス事業

活動内容・PR

発達が気になる方、知的障害の方、発達障害の方で集団療育を希望される方が対象で
す。
年齢に応じた活動により社会の中で生きる自信や意欲を引き出します。
学童前期（小学生）・・・学年や目的別に集団を提供します。
学童後期（中学生～高校生）・・・スポーツ、作業、クッキング、音楽等、希望に応じて課題
別の活動に取り組みます。

実施日時
火曜日～金曜日　16：00～17：00
土曜日　　　　　　　15：30～17：00

サービス利用料 平日：624円・休日：717円　処遇改善3.3％を加算　※年度によって変更する場合があります

定員 15名

対象者 小学生・中学生・高校生

送迎の有無 無

申し込み方法 電話にて連絡　⇒　相談　⇒　見学　⇒　契約　⇒　参加

問い合わせ
連絡先

http://koguma.ed.jp
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担当者名 香月　真希 電話番号 ０９４２－２３－８８８５

メール なし FAX番号 ０９４２－７３－３１５６

ホームページ

事業所の所在地 福岡県小郡市上西鰺坂３７番地１

事業所紹介（放課後等デイサービス）
フリガナ カゼノオカ／シャカイフクシホウジン　ラポール

事業所名　／　法人名 かぜのおか／社会福祉法人　ラポール

サービス種別 放課後等デイサービス

活動内容・PR

・基本的な生活習慣が身につけられるよう、各自のペースに合わせた支援を行います。
　(友達と楽しく過ごすことができる・あいさつができる・自己決定ができる)
・学校教育と相まって、自立を促進するとともに、「ほっとできる居場所づくり」を提供しま
す。
・長期休暇中には、併設する「就労継続支援Ｂ型」で就業体験することもできます。
　(原則、高校生以上)

実施日時
・放課後　　　　　　　：学校終了後～１７：３０
・土曜日、長期休暇：９：００～１７：００

サービス利用料
・受給者証に記載された上限負担額まで

・その他(おやつ１食５０円、活動教材費　月５００円)

定員 １０名

対象者 小学生から高校生までの受給者証をお持ちの就学児

送迎の有無
・放課後の学校へのお迎え
・送迎拠点まで送迎(範囲に限りがあります)

申し込み方法
・面談後、契約を行い、利用開始します。
・契約には、受給者証が必要です。
・ご見学も可能ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。

問い合わせ
連絡先

なし
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担当者名 村山　修一 電話番号 ０９４２－８３－１１２１

メール FAX番号 ０９４２－８３－１７５５

ホームページ

担当者名 若木園　地域支援課 電話番号 ０９４２－８４-８７８５

メール FAX番号 ０９４２－８４-８７８６

ホームページ

事業所の所在地 鳥栖市弥生が丘2丁目134番地１

事業所紹介（日中一時支援）
フリガナ ワカクスリョウイクエン／シャカイフクシホウジン　ワカクス

事業所名　／　法人名 若楠療育園/社会福祉法人　若楠

サービス種別 日中一時支援事業

活動内容・PR

常時医療や介護が必要な重度の障害をお持ちの方に対して、利用者一人ひとりの自立
と共生を支援するために必要な医療と福祉のサービスを行います。
＊現在、新規の利用希望の方が多くおられるため、契約、利用開始までにはお時間を頂
いております。まずはお電話でご相談ください。

実施日時
８：００～１８：００（1月1日は休園）＊医療的対応を必要とされる方は、安全確保のため、
基本的には、９：００～１７：００でお願い致します。

サービス利用料 受給者証に記載された上限負担額まで　　

定員 スタッフ体制により異なります

対象者
①：地域生活支援事業受給者証や日中一時支給決定通知書に医療型重心の記載がさ
れている方②：自力歩行が困難で、常時車いす等をご利用の方③：①②に該当しない小
学校6年生までの児童

事業所の所在地 〒８４１-００８４　　鳥栖市山浦町１８９５

送迎の有無 無し

申し込み方法 新規の方は、お電話でご相談ください。

問い合わせ
連絡先

http://www.wakakusu-swc.or.jp

フリガナ ソラトブモクバ　/　　シャカイフクシホウジンワカクス　ワカギエン

事業所名　／　法人名 空飛ぶ木馬　　/　　社会福祉法人若楠　若木園

サービス種別 日中一時支援事業

活動内容・PR
障がい児・障がい者の家族の就労支援、および日常的に介護している家族の一時的な
休息などを目的として、障がい児（者）の日中活動の場を確保し、預かりのサービスを提
供する事業です。

実施日時 １０：００～１６：００　時間外はご相談ください

サービス利用料 各市町で定める額（昼食、おやつ代は別途）

定員 特になし

対象者 障がいをお持ちの方

送迎の有無 無

申し込み方法
電話→見学日の調整→見学（概要・内容説明）

後日契約希望者は日時調整し契約
※翌月利用希望日受付は前月15日までに電話等でお願いします

問い合わせ
連絡先

http://www.wakakusu-swc.or.jp/
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担当者名 別府　健児 電話番号 0942-81-4856

メール ｇｆｙａｍａｕｒａ＠ｉａａ．ｉｔｋｅｅｐｅｒ．ｎｅ．ｊｐ FAX番号 0942-85-8852

ホームページ

担当者名 岩村　康彦 電話番号 0942-84-8087

メール kaigo@tosakusan.com FAX番号 0942-48-3770

ホームページ

事業所の所在地 鳥栖市山浦町字椿谷1732-1

事業所紹介（日中一時支援）
フリガナ ワカクスリョウイクエン　／　シャカイフクシホウジン　ワカクス

事業所名　／　法人名 若楠療育園／社会福祉法人　若楠

サービス種別 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日中一時支援事業

活動内容・PR

　きっと見つかる自分の居場所、なんかホッとする場所、それがグリーンファーム山浦です。
・園芸班,　食品加工班、菌床椎茸班、クリーニング班、業務受託班と５つの部門に分かれており
利用者の希望や能力に合わせた作業を行っています。
・その他の活動は、クラブ活動、利用者の勉強会、一日旅行、梅まつり等、盛り沢山の楽しい
活動も行っています。

実施日時 平日　8:30～17:15　（休み、土日、祝祭日、夏期冬期）ご相談下さい

サービス利用料  原則一割負担  

定員

対象者 主に知的　（ご相談下さい）

事業所の所在地 鳥栖市田代昌町5番地

送迎の有無 無

申し込み方法 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話にてご連絡下さい

問い合わせ
連絡先

フリガナ ﾄｽｼﾁｲｷｷｮｳｾｲｽﾃｰｼｮﾝﾄｸﾃｲﾋｴｲﾘｶﾂﾄﾞｳﾎｳｼﾞﾝﾄｻｸｻﾝﾄｽ／ﾄｸﾃｲﾋｴｲﾘｶﾂﾄﾞｳﾎｳｼﾞﾝﾄｻｸｻﾝ

事業所名　／　法人名 鳥栖市地域共生ｽﾃｰｼｮﾝ特定非営利活動法人とさくさんとす／特定非営利活動法人とさくさん

サービス種別 日中一時支援事業

活動内容・PR

とさくさんは、地域共生を掲げ、ご高齢の方や障害者（児）、地域の子どもたちが気軽に
集い、充実した時間を過ごす場を提供しています。
未就学児から高齢者まで、利用される方を限定していませんので、お気軽にお問合せ下
さい。
看護スタッフが常駐していますので、医療的なケアが必要な方もご相談下さい。

実施日時 月曜日から日曜日　8：30～17：30

サービス利用料 受給者証に記載された利用者負担上限額まで　　送迎代（片道）350円　昼食代480円

定員 高齢者の方と併せて25名

対象者 日中一時支援の受給者証を取得された方

送迎の有無 ご自宅、学校など要望に応じてお迎えいたします。（片道350円）

申し込み方法
当事業所の見学、面談を行った後、契約を結び、利用開始します。（お住まいの市町村と
当事業所が契約を結ぶ必要あり）
契約には受給者証が必要です。お気軽にお問合せ下さい。

問い合わせ
連絡先

http://www.tosakusan.com/
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担当者名 金尾　健 電話番号 0952-62-2131

メール kaneo-tsuyoshi@pref.saga.lg.jp FAX番号 0952-51-2011

ホームページ

担当者名 石橋広大（とまと） 電話番号 0942-44-2951

メール

ホームページ

事業所の所在地 佐賀市大和町尼寺1231-1

事業所紹介（日中一時支援）
フリガナ カスガエン／サガケンリョウイクシエンセンター

事業所名　／　法人名 春日園／佐賀県療育支援センター

サービス種別 日中一時支援事業

活動内容・PR
・園の定員の空きを利用して、短時間で利用できる『日中一時支援事業』を行っています
ので、ご活用ください。

実施日時
・日中一時～午前8時30分～午後7時
　（ただし、土・日・祭日は8時30分～午後18時30分）

サービス利用料 受給者証に記載された上限負担額まで　　その他食事代など実費

定員

平日（男2、女1）、休日（男1、女1）
　利用定員は男女各々平日３名、休日２名ですが短期入所の定員に含まれます。ただし
入園児に空きがある場合に限ります。入園児の状況により、受け入れ人員が減員になる
場合があります。

対象者 日中一時支援の支給を受けられた方

事業所の所在地 久留米市山川町1042

送迎の有無 無

申し込み方法
面談を行った後に契約を行い、利用開始します。
契約には受給者証が必要です。
ご見学も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

問い合わせ
連絡先

https://www.pref.saga.lg.jp/web/kurashi/_1257/kf-sisetu-dantai/kasugaen.html

フリガナ タイヨウノソノ／ユウコウカイ

事業所名　／　法人名 太陽の園／悠光会

サービス種別 日中一時支援

活動内容・PR
市町村独自の事業で、介護者の学校行事への参加や休養、通院等の都合で障害のあ
る方の一時的な介助や見守りが必要な場合に、日帰りでサービスを提供します。

実施日時 8：30～17：30　※利用時間は相談に応じます。

サービス利用料
原則1割負担。受給者証に記載された上限負担額までとなります。

（別途食事代、入浴代をいただいています。）

定員 10名

対象者 市町村で受給者証を申請されている方

送迎の有無 久留米市近郊（朝倉郡、小郡市、吉井町、鳥栖市の一部等）　※応相談

申し込み方法
面談を行なった後に契約を行ない、利用開始となります。電話またはFAXにてお申込みく
ださい（定員を超えた場合はお断りする場合もございます）。

問い合わせ
連絡先

ＨＰよりお問い合わせください。

http://www.yuukoukai.jp
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担当者名 福田　清一 電話番号 0942-46-6010

メール FAX番号 0942-46-6007

ホームページ

担当者名 時田 電話番号 ０９４２－３９－２３５０

メール chitoseen@aroma.ocn.ne.jp FAX番号 ０９４２－３９－２３５０

ホームページ

事業所現住所 福岡県久留米市宮ノ陣4丁目2-25

事業所紹介（日中一時支援）
フリガナ アルカディア・キッズ・センター／イリョウホウジン　フクダコドモクリニック

事業所名　／　法人名 アルカディア・キッズ・センター／医療法人　福田こどもクリニック

サービス種別 重症心身障害児　日中一時支援

活動内容・PR
障害者自立支援法に基づき、市町村が行う地域生活支援事業によるサービスです。重
症心身障害児をお預かりして日中における活動の場を確保し、介護されている家族のレ
スパイトケア（休息）を行います。

実施日時 月・火・水・木・金・土（日・祝日・第1水曜日は休園）　　9時～17時

サービス利用料 お住まいの各市町村が定めた料金体系

定員 1日10名

対象者
地域生活支援事業の利用決定通知書の医療型

または重心型区分の支給決定を受けた児

事業所の所在地 久留米市長門石１丁目１番３２号

送迎の有無 無

申し込み方法 アルカディア・キッズ・センターにＴＥＬ連絡（見学の予約をしてください）

問い合わせ
連絡先

フリガナ チトセエン／シャカイフクシホウジンクルメフクシカイ

事業所名　／　法人名 ちとせ園／社会福祉法人久留米福祉会

サービス種別 日中一時支援事業

活動内容・PR

・昭和６３年４月に久留米市の委託を受け、通所授産施設として開園し、平成２４年４月１
日に生活介護事業所として、移行致しました。毎日の生活の中で、自立した生活、楽しい
生活ができるように支援を行います。
・①食事、更衣、排泄等日常生活の支援②生産、創作活動の提供③①や②と通じた身
体・日常生活上の健康管理
・年間を通じて様々な行事(社会見学、誕生会、運動会、調理実習、お茶会、カラオケ等)
・日中一時支援事業も行っています。

実施日時
月～金　　９時４５分～１５時３０分

土　　９時４５分～１４時
国民の祝日、８月１４日～１６日、１２月２９日～１月３日を除く

サービス利用料 受給者証に記載された上限負担額まで　その他給食費など実費

定員 ４０名（生活介護の定員）

対象者

送迎の有無 有(久留米市近郊)

申し込み方法
面談を行った後に契約を行い、ご利用の開始になります。
契約には、受給者証が必要です。
見学も可能ですので、まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。

問い合わせ
連絡先

無
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担当者名 山下良子 電話番号 ０９４２－７５－４１９０

メール syohougakuen11@fancy.ocn.ne.jp FAX番号 ０９４２－７５－４１９２

ホームページ

事業所の所在地 小郡市三沢７４５

事業所紹介（日中一時支援）
フリガナ ショウホウガクエン／ショウホウカイ

事業所名　／　法人名 翔朋学園／翔朋会

サービス種別 日中一時支援

活動内容・PR
・土、日や夏休み、冬休み等も利用可能です。
・保育士資格者も支援員にはいます。
・事業所行事に参加してもらったり、ＤＶＤ鑑賞や宿題等も一緒にしています。

実施日時 一年中(年末年始を除く)

サービス利用料 日中一時：４時間未満約６０円＋利用者負担

定員 ７名

対象者 知的障害者：児

送迎の有無 原則なし

申し込み方法 電話にて予約(事前の面接・契約が必要です)

問い合わせ
連絡先

http://shouhoukai.jp/index2.html
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担当者名 重松　邦彦 電話番号 0942-82-6080

メール hiko1692@estate.ocn.ne.jp FAX番号 0942-82-6080

ホームページ

事業所の所在地 〒841‐0051鳥栖市元町1228-1　鳥栖市社会福祉会館内

事業所紹介（その他）
フリガナ トスシテヲツナグイクセイカイ

事業所名　／　法人名 鳥栖市手をつなぐ育成会

サービス種別 障害者福祉の向上を目指す活動、保護者（親）の会

活動内容・PR

鳥栖市手をつなぐ育成会は、定期的に会合等をもち、地域の問題や個別の悩みなどに
ついて相談や話し合う場を作っています。また、「セミナーの開催」や、毎年他の地区の
施設等を見学する「視察研修」、「クリスマス会」、ミニコンサート等を通じた「地域の人と
のふれあいイベント」、障害児の夏休みのための「サマースクール」などの活動を行って
います。その他、鳥栖市/三養基地区の特別支援教育研究会等と共同で実施する研修
会、鳥栖市障害福祉計画策定委員会への参画等を通じて、障害者本人及び保護者の意
見を代表して、行政、関係団体等に伝えていく活動を行っています。

実施日時
理事会：毎月第１月曜日

その他のイベントは随時告知します。

サービス利用料 正会員：３０００円、賛助会員：1000円

定員 なし

対象者 知的・肢体不自由・障害者本人及び保護者、及び本会活動に関心のある方。

送迎の有無 該当なし

申し込み方法 申込書あり。

問い合わせ
連絡先

http://pacjp.com/tosuhand.html

障害福祉サービスを行う事業所以外にも、地域の中には様々な相談機関

や親の会、障害の有無を問わず利用できる習い事等があります。

お子さんの過ごし場所・保護者さんの心のより所・困り事を社会に発信し

ていくための仲間づくりなど、色々な可能性があります。

その全てをご紹介することは出来ませんが、ここではその中の一部をご

紹介します。

もしも興味があるところが見つかったら、直接お問い合わせ下さい。
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担当者名 於保美代子 電話番号 090－1365-5631（於保）

齊藤恭江 〃 080-1723-7508（齊藤）

メール tty.saito66@ser.bbiq.jp  （齊藤） ＦＡＸ番号 0942-94-4951（齊藤）

ホームページ

担当者名 加藤弘子 電話番号 090-5731-8695

メール yagichandayo@docomo.ne.jp FAX番号 0942-92-7396

ホームページ

サービス種別 親の会

事業所紹介（その他）

事業所名　／　法人名 みやき町手をつなぐ育成会

事業所の所在地 三養基郡みやき町大字東津1870-1　ふれあい広場「ひだまり」内

フリガナ ミヤキチョウ　テヲツナグイクセイカイ

活動内容・ＰＲ

主に知的障害児（者）の親を中心に活動してきましたが、今は、いろいろな障がいの方
が参加しています。三根・北茂安・中原の３町合併に伴い、みやき町育成会となりまし
た。クリスマス会・町民祭・こどもまつり等に参加、また、県育成会・三神地区研修会・
地域自立支援協議会・町社会福祉協議会評議委員会・町の障がい者相談員等にかか
わり、地域の福祉団体として認められています。その他、校区ごとの活動も継続し、当
事者の参加を勧めています。
今後も当事者と家族の方が地域で安心で豊かな生活が出来るよう活動してゆきます。

実施日時
中原校区定例会：毎月第３金曜日１９：３０～２１：００　（於：希望の家）

三根校区、その他いろいろ：お問い合わせください

利用料 年会費￥３，５００

事業所名　／　法人名 基山町　手をつなぐ育成会

定員 現在の会員数：４８世帯（内、当事者４６名、賛助会員４名）

対象者 みやき町及び近隣市町の障がい児（者）の保護者及び関係者

送迎の有無 無

申し込み方法 お問い合わせの上、一度お出で下さい。

問い合わせ
連絡先

フリガナ キヤマチョウ　テヲツナグイクセイカイ

事業所の所在地 三養基郡基山町小倉318-11

サービス種別 親の会

活動内容・PR

H25年1月に50周年を迎えた歴史ある親の会です。現在は知的だけでなく、身体や精
神の保護者も集まっています。活動は、年に1回、ふれあいフェスタの出店や親子親睦
会・研修会を開催しています。その他、県の育成会関係で、県大会や三神地区大会な
ども行っています。また、地域に密着した福祉団体と認められ、自立支援協議会や障
害者策定委員・基山町社会福祉協議会の評議議員などに関わっています。今後も地
域に密着し、親亡き後も子ども達が安心して暮らせるように理解促進・啓蒙活動に取り
組んでいきます。

実施日時
活動会：毎月第2・4木曜日10：00～14：00

基山町社会福祉協議会（きやまんふれあいセンター）にて

サービス利用料 年会費：3,000円・見学費：無料

定員 現在の会員数：29名　うち賛助会員：1名

問い合わせ
連絡先

対象者 身体・知的・精神の障がい児・者をもつ親、関係者すべて

送迎の有無 無し

申し込み方法 まずはお問い合わせの上、見学にお越しください。
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鳥栖・三養基地区障害者相談員 情報

※「知的障害者相談員」「身体障害者相談員」とは、市または町より委託された、
家庭における養育、生活等に関する相談・指導・助言を行う相談員のことです。

1.鳥栖市

知的障害者相談員（２名）

相談場所：鳥栖市社会福祉会館（鳥栖市社会福祉協議会）

対応時間：第2、第4金曜日

身体障害者相談員（２名）

相談場所：鳥栖市社会福祉会館（鳥栖市社会福祉協議会）

対応時間：第1、第3金曜日

問合せ：鳥栖市社会福祉課：0942-85-3642

鳥栖市社会福祉協議会：0942-85-3555

2.基山町

知的障害者相談員（1名）

身体障害者相談員（2名）

相談場所：特に指定なし。

対応時間：役場健康福祉課福祉係（0942-92-7964）が窓口となり、相談員に

引き継ぎ随時対応。

3.みやき町

知的障害者相談員（3名）

相談場所：特に指定なし。相談員が、随時相談対応。

相談員：三根校区地区 ：志賀佐由美（96-4357）

中原校区地区 ：斉藤恭江（94-4951）

北茂安校区地区：山之上泉（94-3576）

身体障害者相談員（5名）

相談場所：特に指定なし。相談員が、随時相談対応

相談員：中島義信（96-4203）、中島 伸（94-2220）、中村勝十（94-2375）、

赤司信幸（89-2355）、大塚行春（89-3096）

4.上峰町

知的障害者相談員（1名）

相談場所：特に指定なし。

対応時間：役場健康福祉課介護福祉係（0952-52-7413）が窓口となり、相談

員に引き継ぎ随時対応

身体障害者相談員（2名）

相談場所：おたっしゃ館（0952-52-4927）

対応時間：偶数月 第1水曜 13：00-15：00
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担当者名 芹田　洋志 電話番号 0942-83-7638

メール info@npo-sumika.jp FAX番号 0942-50-5124

ホームページ

担当者名 代表：山内久仁子 電話番号 0942-82-2921

メール kuniko21@kumin.ne.jp FAX番号 同上

ホームページ

事業所の所在地 【会場】鳥栖市元町1228-1 鳥栖市社会福祉会館　【法人事務所】鳥栖市儀徳町3262-1

事業所紹介（その他）
フリガナ ｵﾔｶﾌｪ（ﾎｯﾄｽﾍﾟｰｽ）　／　ｴﾇﾋﾟｰｵｰﾎｳｼﾞﾝｼｮｳｶﾞｲｾｲｶﾂｼｴﾝﾉｶｲｽﾐｶ

事業所名　／　法人名 おやCAFE（ほっとスペース）／NPO法人しょうがい生活支援の会すみか

サービス種別 ピアサポート(相談事業）

活動内容・PR

＜お子さんの発達のこと、家での関わり方について困っていませんか？＞
　お子さんが10人いれば、その子への関わり方も10通り以上ある、工夫の引き出しをたく
さん作るお手伝いができれば…そんな思いから『おやCAFE』を立ち上げました。同じ思い
の保護者さんが集まって、日頃の関わりについてゆっくり振り返ってみませんか？また、
臨床心理士の先生が進行し、適宜助言も受けられます。（保育もあります）
※鳥栖市からの委託事業（単年度）として行っています。

実施日時
毎月１回（日曜日）10:30～12:00

※詳細の日程は、鳥栖市（社会福祉課）等のホームページに掲載しています。

サービス利用料 500円（保育はお子さま１人あたり500円）

定員 －

対象者
　鳥栖市内在住の、障がいのある、あるいは発達が気になるお子さま（18才未満）がい
らっしゃる方。（18才以上の方向けの成人の部もあります）

事業所の所在地 佐賀県鳥栖市田代大官町848-2

送迎の有無 －

申し込み方法
　お名前・ご住所・電話番号・FAX番号・メールアドレスをを下記のお問い合わせ先までご
連絡下さい。（メールまたはFAX推奨）
　折り返し、日程をご連絡させていただきます。

問い合わせ
連絡先

http://npo-sumika.jp/

フリガナ ｻｶﾞ･ﾁｸｺﾞﾁｸｴﾙﾃﾞｨｰｴｲﾃﾞｨｴｲﾁﾃﾞｨｵﾖﾋﾞｿﾉｼｭｳﾍﾝｼﾞｼｬｵﾔﾉｶｲﾕﾒｷｷｭｳ

事業所名　／　法人名 佐賀・筑後地区LD.ADHD及びその周辺児・者親の会「夢気球」

サービス種別 親の会

活動内容・PR

私たちは、1994年1月に発足した発達障がい児・者の親と関心のある関係者の集まりで
す。一緒に悩みを分かち合い、情報交換や研修を行うことで、リフレッシュしたり、ストレ
スを発散しながら、これからに向けて共に歩んでいます。また、福祉関係の活動に参加し
たり、JDDネット、全国LD親の会に加盟し、地域や九州ブロックなどのネットワークに参加
しています。特に子どもの会では、専門家の先生を中心にボランティアの学生さんと一緒
に集団行動や個別活動を通してコミュニケーションを学んでいます。

実施日時
定例会＆子どもの会：毎月第2土曜日13：00～15：00

鳥栖市社会福祉協議会にて
その他不定期で親だけの会や講演会等を開催しています。

サービス利用料 年会費4,000円（賛助会員3,000円）・子どもの会参加費1人1回500円

定員 現在の会員数：60名　うち賛助会員：8名

対象者 発達障がい児・者をもつ親と関心のある方

送迎の有無 無し

申し込み方法 まずはお問い合わせの上、見学にお越しください。

問い合わせ
連絡先
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担当者名 加藤弘子 電話番号 090-5731-8695

メール yagichandayo@docomo.ne.jp FAX番号 0942-92-7396

ホームページ

担当者名 加藤弘子 電話番号 090-5731-8695

メール yagichandayo@docomo.ne.jp FAX番号 0942-92-7396

ホームページ

事業所の所在地 鳥栖市蔵上３丁目１１８番地

事業所紹介（その他）
フリガナ エヌピーオーホウジン　ショウガイジ・シャノジリツヲササエルカイ　アソボウ

事業所名　／　法人名 NPO法人　障害児・者の自立を支える会　ASOBOW

サービス種別 親の会

活動内容・PR

私たちは、2005年の1月に夏休み教室を開催することを目的とし発足した親の会です。翌
年にはNPO法人を所得し、障害児・者介護支援センターを開設し現在に至ります。毎月
ではございませんが、例会で保護者の情報交換や勉強会を開催しています。また、同時
開催しています外出支援は、ヘルパーさんと子どもたちでボウリング・パン教室・カラオ
ケ・吉野ヶ里公園などを楽しんでいます。今後も地域で楽しく生き生きとした生活ができる
ように親としてできることは何かを、考えていきます。私たちと一緒に語らいませんか。

実施日時
例会＆外出支援：基本毎月1回（1.3.7.8.12月お休み）

14：00～16：00　　鳥栖または基山町にて

サービス利用料 入会金：1,000円・年会費：3,000円・外出支援：サービス料＋交通費や参加費などの実費

定員 現在の会員数：17名　うち賛助会員：5名

対象者 身体・知的・精神の障がい児・者をもつ親、関係者すべて

事業所の所在地 三養基郡基山町小倉318-11

送迎の有無 無し

申し込み方法 まずはお問い合わせの上、見学にお越しください。

問い合わせ
連絡先

フリガナ ザックバランチ／ショウガイジシャオヤノカイ

事業所名　／　法人名 ざっくバ・ランチ/障害児・者の親の会

サービス種別 親の会

活動内容・PR

私たちは平成15年1月身体・知的・精神などをもつ保護者の集まりです。「ざっくばらんに
ランチを食べながら話ができる場所があったらいいよね！」との意見で設立して11年目。
理解促進や啓蒙活動など、特別なことは一切していませんが、それぞれの悩みや問題を
一緒に分かち合いながら、情報交換をしています。同じ立場の人（仲間）に話をするだけ
で、こんなに心もからだもリフレッシュできるのは不思議ですね。一人で育児を頑張って
いる方に、「一人で頑張らんで一緒に助け合おうよ。」と言ってあげたい。仲間と一緒に子
ども達の成長を見守りませんか。

実施日時
定例会：毎月第2金曜日12：00～15：00

基山町社会福祉協議会（きやまんふれあいセンター）にて

サービス種利用料 年会費：1,500円・見学費：200円

定員 現在の会員数：12名

対象者 身体・知的・精神の障がい児・者をもつ親

送迎の有無 無し

申し込み方法 まずはお問い合わせの上、見学にお越しください。

問い合わせ
連絡先
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担当者名 居石　晋弥 電話番号 0942-50-8857　090-2716-5930

メール FAX番号 0942-50-8857

ホームページ

担当者名 秋山綾子 電話番号 090-7393-2383

メール FAX番号

ホームページ

事業所の所在地 鳥栖市儀徳町2650-2

事業所紹介（その他）
フリガナ フレアイカイガキョウシツ　／　トクテイヒエイリカツドウホウジン　ゼンリョクシッソウ

事業所名　／　法人名 ふれあい絵画教室　／　特定非営利活動法人　全力疾走

サービス種別

活動内容・PR
子供から大人まで、又、障がいの有無にかかわらず
楽しく絵を描いています。
基本的には、自分が好きな絵を描いてます。

実施日時
毎週　月、土曜日　　　月　19:00～20:30　　　土　14:00～15:30

事前に開催の有無を確認下さい

サービス利用料 500円／回　（材料費込み）

定員 無

対象者

事業所の所在地 鳥栖市弥生が丘1-8 東峰マンション弥生が丘201号

送迎の有無 無し

申し込み方法 TELで前日までに連絡

問い合わせ
連絡先

フリガナ アキヤマアヤコ

事業所名　／　法人名 秋山綾子 

サービス種別 ピアノ教室

活動内容・PR 個人レッスンのピアノ教室です。

実施日時 相談に応じます

サービス利用料 5000円（テキスト代は含みません）

定員

対象者 マナーを守れる方

送迎の有無

申し込み方法 下記へお問い合わせください。

問い合わせ
連絡先
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