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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 共同生活援助 グッドムード 

サービス種別 共同生活援助（グループホーム） 

運営法人 （株）インラック 

事業所所在地 春日市日の出町 3-2-1-6-809 

ＴＥＬ 092-518-7052 

ＦＡＸ 092-707-9082 

Ｅ-ＭＡＩＬ info.gmgm.inc@gmail.com 

ＨＰアドレス  

窓口担当者 宮野 

指定年月日 2019年 10月 1日 

対象とする障がい 該当種別に        身体  知的  精神  障がい児  難病等 

受入実績（障がい別） 該当種別に        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・福岡市 

利用定員 14名 

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     

女性   3 2 2 2  
 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を問

わず計上） 

職員の人数（職種別）  

管理者 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 生活支援員 世話人 

  1 1 4 

     

     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性  2  

女性  3 3 
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夜間の職員体制 24時間対応（夜間支援体制） 

施設の設備 

・マンションタイプ（オートロック） 

・シェアハウス用とワンルームタイプがあります。 

・風呂、トイレ、リビング、キッチン共用 【シェアハウス用】 

・個室（6畳×3室） 

・収納付きベッド・デスク・チェアー 

近隣の社会資源 

（店舗、医療機関、公共交通機関

等） 

 

徒歩 10分圏内に、ＪＲ・西鉄・スーパー・コンビニ・ホームセンター 

 

 

 

費用 

（家賃、食費、光熱水費、日用品

等） 

・家賃：32,000円～ （補足給付該当 22,000 円） 

・光熱水費： 15,000円 

・ホーム費：  5,000円 

・夕食費：1食   580円 

協力医療機関 おおりん病院 

アピールポイント 

 

 

 

・ＪＲ南福岡駅徒歩 5分で、アクセス面が良い。 

・シェアタイプの部屋と、サテライトタイプの部屋あり。 

・シェアタイプ定員（2名～3名） 

・看護士による定期訪問あり。 

 健康面管理や主治医との連携を図ります。 

 

             

・グループホームを卒業し、退去後の 1 人暮らしをご希望される方の  

居住支援を行っています。1人暮らしのための物件取得から生活面の

サポートを行います。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 ドリームひこうせん 

サービス種別 共同生活援助（グループホーム） 

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１－８ 

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 杉本 菜穂子 

指定年月日 平成 28年 4月 1日 

対象とする障がい 知的 身体 

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、太宰府市、筑紫野市、那珂川市、福岡市(博多区･南区)  

利用定員 10名 

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 4     

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 世話人 

1 1  2 4 

     

     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性   1 

女性  6 1 
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夜間の職員体制 夜間支援従事者 1名 

施設の設備 

居室 １ 

事務室 １ 

リビングルーム兼食堂 １ 

調理室 １ 

洗面所・脱衣所 ２ 

トイレ・浴室 ２ 

近隣の社会資源 

（店舗、医療機関、公共交通機関

等） 

・ＭｒＭａｘ春日店、ユニクロ春日フォレストシティ店、 

セブンイレブン 

・春日市老人福祉センター ナギの木苑 

・くろつち福岡春日リハビリテーションクリニック、こばやし整形外科 

 

費用 

（家賃、食費、光熱水費、日用品

等） 

家賃   ４０，０００円 

食費   ２１，０００円 

光熱水費 １２，０００円 

日用品費  ２，０００円 

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 

※ＷＡＭ ＮＥＴ参照 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 グループホーム星月 

サービス種別 共同生活援助（グループホーム） 

運営法人 株式会社 庄島 

事業所所在地 春日市大谷 8-17 

ＴＥＬ 092-982-3111 

ＦＡＸ 092-984-6111 

Ｅ-ＭＡＩＬ hosituki@vel.bbiq.jp 

ＨＰアドレス https://hositsuki.com/ 

窓口担当者 サービス管理責任者 庄島 隆博 

指定年月日 令和 2年 5月 1日 

対象とする障がい 該当種別に        身体  知的  精神  障がい児  難病等 

受入実績（障がい別） 該当種別に        身体  知的  精神  障がい児  難病等 

サービス提供区域 春日市 

利用定員 4名 

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     2   

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）  

管理者 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 生活支援員 世話人 

1 1  3 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  2 2 

女性 1 3 2 
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夜間の職員体制 夜間支援従事者配置 

施設の設備 

一戸建て（軽量鉄骨・リフォーム済） 

個室 4（和室 2洋室 2）浴室 1、手洗い 1、台所 1、トイレ 1 

自動火災報知機、誘導灯（2ヶ所）、消化器 1 

 

 

 

近隣の社会資源 

（店舗、医療機関、公共交通機関

等） 

スポーツセンター、コンビニ、ポスト 

やよいバス停 

協力医療機関（内科・歯科） 

 

 

 

費用 

（家賃、食費、光熱水費、日用品

等） 

家賃 2万 5千円（特別給付費 1万円適用時 1 万 5千円） 

食材料費 2万 8千円 

日用品費 3千円 

光熱水費 1万 4千円 

協力医療機関 ばばトータルケアクリニック、リチャード歯科 

アピールポイント 

スポーツセンター近くにある一軒家です。 

リフォーム済で、使いやすい間取りです。 

1階に和室が 1つ、２階に和室１つ、洋室２つの４名定員です。 

サンルーフがあり、雨や天候が悪い時は、そちらで洗濯物を干せます。 

地域への行事に積極的に参加し、地域交流を大切にした運営を行ってい

ます。  
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           令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 グループホーム モンテ 

サービス種別 共同生活援助（グループホーム）・介護サービス包括型 

運営法人 特定非営利活動法人日々草 

事業所所在地 春日市日の出町 1丁目 21-4 

ＴＥＬ 080-3441-0349 

ＦＡＸ 092-287-3923 

Ｅ-ＭＡＩＬ GHmonte1001@gmail.com 

ＨＰアドレス  

窓口担当者 サービス管理責任者 椎葉 

指定年月日 令和 3年 10月 1日 

対象とする障がい 該当種別に        身体  知的  精神  障がい児  難病等 

受入実績（障がい別） 該当種別に        身体  知的  精神  障がい児  難病等 

サービス提供区域 福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市 

利用定員 7名 

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  3 3     

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 世話人 

  1 1 5 

     

     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性   3 

女性  1 3 

 

 

mailto:GHmonte1001@gmail.com
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夜間の職員体制 有 

施設の設備 

ワンルームアパート（木造 2階建・築 33年リフォーム済） 

個室（６畳・６部屋） 

風呂・トイレ（個別） 

共有食堂 

 

 

近隣の社会資源 

（店舗、医療機関、公共交通機関

等） 

徒歩 15分圏内にＪＲ、西鉄の駅あり。 

徒歩 10分圏内にスーパー、コンビニ、総合病院、内科、 

歯科その他各科医院あり。郵便局もあり。 

徒歩 5分圏内にコミュニティバス停あり。 

 

 

費用 

（家賃、食費、光熱水費、日用品

等） 

家賃 35,000円（補足給付該当 25,000円） 

光熱水費 実費 

食材料費 15,000円 

協力医療機関 みなみクリニック、リチャード歯科 

アピールポイント 

・静かな住宅地にあるワンルームのアパートです。 

 築 33年ですが、全面リフォームをしておりとてもきれいです。 

 各部屋とも個別性が保たれており、プライバシーに配慮されていま

す。一人暮らしに近い生活が送れます。 

・近くに社会資源が多く、又、生活支援員、夜間支援員、世話人を 

 配置しており、安心・安全で豊かな生活が送れます。食事は手作りで 

 バラエティ豊かな食事を提供しています。 

・地域とも積極的にかかわり、地域交流を大切にしています。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 グループホーム RASIEL昇町 

サービス種別 共同生活援助（日中サービス支援型グループホーム） 

運営法人 株式会社ラシエル 

事業所所在地 福岡県春日市昇町 5-33 

ＴＥＬ 092-501-0220 

ＦＡＸ 092-501-0230 

Ｅ-ＭＡＩＬ r-kamata@rasiel.jp、t-mashino@rasiel.jp、s-tonozaki@rasiel.jp  

ＨＰアドレス https://rasiel.jp 

窓口担当者 林川、園田 

指定年月日 2021/11/1 

対象とする障がい 該当種別に        身体  知的  精神  障がい児  難病等 

受入実績（障がい別） 該当種別に        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、太宰府市、筑紫野市、那珂川市、福岡市 

利用定員 男性 20名 

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      

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 世話人 

1 1  3 12 

     

     

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  6 6 

女性    

 

 

mailto:r-kamata@rasiel.jp、t-mashino@rasiel.jp
https://rasiel.jp/
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夜間の職員体制 夜間支援従事者２名(２０名満床時には４名) 

施設の設備 

１・２階各フロア 

居室 １０ 

事務室 １ 

リビングルーム兼食堂 １ 

キッチン １ 

脱衣所・浴室 ２ 

トイレ ３(内 1か所は障がい者用トイレ) 

近隣の社会資源 

（店舗、医療機関、公共交通機関

等） 

自衛隊福岡病院 

春日市立春日小学校 

セブンイレブン春日一の谷店 

春日署 下白水交番 

最寄りバス停：昇町交番前 徒歩３分 

最寄り駅：JR南福岡駅 徒歩２８分 

 

費用 

（家賃、食費、光熱水費、日用品

等） 

家賃   ４５，０００円 

食費   ３０，０００円 (３食) 

光熱水費 １２，０００円 

日用品費 ３０，０００円 

協力医療機関 別府病院 

アピールポイント 

ラシエルは日中サービス支援型のグループホームとして運営おります。 

こちらは２４時間支援体制を確保し、ホームで日常生活を過ごす中で、

職員が援助や入浴などの支援を行うサービスのことです。年齢や性別を

問わず一人一人が自分らしく過ごせる環境を整えるために、新築でバリ

アフリーとなっております。 

 

 

２０２２年度には弊社グループ内の訪問看護ステーションを併設する

予定となっており、集団生活を営む中でのストレスの緩和や精神面での

ご不安などのケアにもあたらせていただきます。 

 

 

まずはホームの雰囲気を知っていただくためにも 

是非いつでもご見学にお越しください。 

 

  



394 

 

令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 KARUGAMO １ 

サービス種別 共同生活援助（グループホーム）介護サービス包括型 

運営法人 KARUGAMO １ 

事業所所在地 福岡県春日市春日原北町５丁目 ４２－２ コーポ春日原 

ＴＥＬ ０９２－９２８－２２３５ 

ＦＡＸ ０９２－５５５－５２２２ 

Ｅ-ＭＡＩＬ Mama0909maru@gmail.com 

ＨＰアドレス  

窓口担当者 八谷（はちや） 

指定年月日 令和３年８月１日 

対象とする障がい 該当種別に        身体  知的 精神 障がい児  難病等 

受入実績（障がい別） 該当種別に        身体  知的  精神  障がい児  難病等 

サービス提供区域 福岡県 佐賀県  

利用定員 4名 

駐車場の有無 なし  近隣有料駐車場多数あり 

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        

女性  １      
 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を問

わず計上） 

職員の人数（職種別）  

管理者 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 生活支援員 世話人 

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  １ １ 
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夜間の職員体制 夜間職員配置 

施設の設備 

借家アパート（木造２階建て 築３０年） 

共同スペース 自室共にフローリング エアコン新品リフォーム済 

自室１K 8畳 お風呂トイレ別々 

共同スペース １Dk キッチン 6畳 多目的部屋 8畳 

洗濯機有 共用 

トイレ有 自室にも有り 

 

近隣の社会資源 

（店舗、医療機関、公共交通機関

等） 

JR春日駅徒歩 3分 クローバプラザ徒歩 5分 

徒歩 10分圏内 病院あり コンビニ イオン スーパ 

バス停 西鉄春日駅 春日公園 

 

 

費用 

（家賃、食費、光熱水費、日用品

等） 

家賃 ２９、０００円 

高熱日 共益費等 ５、０００円 

食費 朝 晩含め ３０、０００円 

 

協力医療機関 蒲池病院 

アピールポイント 

公共交通機関が徒歩 3分である為便利です 

徒歩 10分春日公園あり 運動やリフレッシュするのに最適な所です 

外装は築年数が経ち少し古く見えますが 全部屋リフォーム済 

エアコン新品 冷暖房完備です 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 グループホームわいわい 

サービス種別 共同生活援助（グループホーム） 

運営法人 社会福祉法人はーと＆はーと 

事業所所在地 筑紫野市山家 2775番地 20 

ＴＥＬ 092-927-3949 

ＦＡＸ 092-403-0663 

Ｅ-ＭＡＩＬ jigyodan@15@yahoo.co.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 18年 10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  

利用定員 4人 

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        
 

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 世話人 

  1 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 1  4 

女性    

 

 

mailto:jigyodan@15@yahoo.co.jp
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夜間の職員体制 夜間職員常駐 

施設の設備 

一般住宅（木造 2階建） 

居室（6畳 3部屋・8畳 1部屋） 

世話人室（2部屋） 

風呂 

共用トイレ 

ダイニングキッチン兼談話室 

警備システム 

近隣の社会資源 

（店舗、医療機関、公共交通機関

等） 

筑紫野市山家コミュニティセンターまで徒歩 5分 

筑紫野警察署山家駐在所まで車で 5分 

 

 

 

費用 

（家賃、食費、光熱水費、日用品

等） 

家賃：35,000円（補足給付該当 25,000円） 

水道光熱費・共益費等：15,000円 

食材料費：20,000円 

 

協力医療機関 むらかみクリニック 

アピールポイント 

静かな住宅街の中にある小規模のグループホームです。 

グループホーム内の居室は完全個室で、プライバシーが守られます。 

利用者の生活自立能力を養うため、職員と一緒に家事を行う等、日々訓

練を行っています。 

平成 30 年にスプリンクラー設備の設置を行い、より火災に対応したホ

ームとなりました。 

令和 2年には警備システムを導入し、セキュリティー強化も行っており

ます。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 グループホーム天心園 

サービス種別 共同生活援助（グループホーム）介護サービス包括型 

運営法人 社会福祉法人 美光瑞園会 

事業所所在地 福岡県筑紫野市原田 5丁目 8番 1号 

ＴＥＬ 092-924-0801（天心園） 

ＦＡＸ 092-925-7286（天心園） 

Ｅ-ＭＡＩＬ tenshinen@tenshinen.com 

ＨＰアドレス http://tenshinen.com/ 

窓口担当者 サービス管理責任者 千代田 正二 

指定年月日 平成 20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 大野城市 春日市 那珂川市 小郡市 基山町 

利用定員 総定員 37名 

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 6 3 6 6 2 2 

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） ※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 世話人 

1 2  1  

看護師 夜間支援   世話人兼生活 

1 6   20 

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  2 18 
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夜間の職員体制 夜間支援体制加算ⅠおよびⅢ 

施設の設備 

①小郡ホーム：男性 7名定員（個室完備） 

②横隈ホーム：男性 6名定員（個室完備） 

③祇園ホーム 2F：女性 4名定員（個室完備） 

④祇園ホーム 3F：男性 7名定員（個室完備） 

⑤原田ホーム：男性 6名定員（個室完備） 

⑥基山ホーム：男性 7名定員（個室完備） 

＊各ホーム風呂・トイレ共用 

近隣の社会資源 

（店舗、医療機関、公共交通機関

等） 

①小郡ホーム：西鉄小郡駅 徒歩 20分 

②横隈ホーム：西鉄三沢駅 徒歩 13分 

③祇園ホーム：西鉄小郡駅 徒歩 5分 

④原田ホーム：JR原田駅  徒歩 15分 

⑤基山ホーム：JR基山駅  徒歩 15分 

費用 

（家賃、食費、光熱水費、日用品

等） 

・家賃：25,000円/月（補足給付該当 10,000 円） 

・光熱水費：実費負担（目安：10,000円～13,000円/月） 

・食材料費：18,000円/月 

・預り金管理料：2,100円/月 

協力医療機関 ・ひやまクリニック ・むらさき歯科 

アピールポイント 

①小郡ホーム 当事業所で最初に開設したホームで、鉄骨造 2階建てで

す。 

②横隈ホーム 閑静な立地で、民家の雰囲気が漂う、木造 2階建てです。 

③祇園ホーム 1階はパン屋（就労継続支援 B型）、2階は女性利用者の

居室フロア、3 階は男性利用者の居室フロア、4 階は洗

濯物を干したりできる屋上で、4 階建ての建物です。西

鉄小郡駅近くで便利で、このホームには夜間支援員が在

中しています。 

④原田ホーム 筑紫野市に所在する木造 2階建てのホームです。隣にパ

ン屋（就労継続支援 B型）を併設しています。近くには

JR原田駅やショッピングモールがあり便利です。 

⑤基山ホーム 事業所内唯一佐賀県に所在するホームです。木造 2階建

てで、築 5年で落ち着いた内装になっています。祗園・

原田同様にパン屋（就労継続支援 B型）を併設していま

す。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 愛信望二日市 

サービス種別 共同生活援助（グループホーム） 

運営法人 株式会社Ｈ＆Ｈ 

事業所所在地 筑紫野市二日市北４―２７－１２パルル緑台第２ 

ＴＥＬ ０９２－４０８－７５８３ 

ＦＡＸ ０９２－４０８－７５８４ 

Ｅ-ＭＡＩＬ kure@handhfukuoka.co.jp 

ＨＰアドレス http：//handh-fukuoka.com 

窓口担当者 久禮 真理 

指定年月日 令和３年７月１日 

対象とする障がい 知的・精神・難病等 

受入実績（障がい別） 知的・精神・難病等 

サービス提供区域  

利用定員  

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     ２   

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） ※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 世話人 

１ １  １ ４ 

     

     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性  １ １ 

女性  １ ２ 
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夜間の職員体制 夜勤Ⅵ（２名体制） 夜勤１宿直１ 

施設の設備 

木造アパート４部屋各 20.28㎡（１F２部屋２F２部屋） 

コンクリート建物２部屋 18.28㎡（２F ２部屋） 

共有リビング別途用意  

各部屋にエアコン・ＩＨコンロ・照明・エアコン・カーテン・机・椅子） 

レンタル可家電；冷蔵庫・洗濯機・電子レンジ 

 

 

 

近隣の社会資源 

（店舗、医療機関、公共交通機関

等） 

西鉄二日市駅 徒歩９分 

西鉄紫駅 徒歩８分 

徒歩５分～９分圏内にスーパー、コンビニ、薬局、金融機関 

協力医院：二日市那珂川病院 

佐々木歯科医院 

 

費用 

（家賃、食費、光熱水費、日用品

等） 

家賃：２９０００ 補足給付該当１９０００円 

水道費：２０００円 

光・熱費：実費 

共有室消耗品：２０００円 

朝食：３００円 

夕食：６００円 

 

協力医療機関 二日市那珂川病院 

アピールポイント 

夜勤１名宿直１名の２名体制で夜の支援にあたっている。利用者さんの

ご不安に応えるため、管理者は牧師が世話人を兼ねて対応し、ご家族の

支援も行う。アパート型であるため自炊をする方も多い為、利用者との

会話を大切に職員との接点を定例でもつためにおやつを月～金曜用意

している。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 グループホームやよい 

サービス種別 共同生活援助（グループホーム） 

運営法人 株式会社ケアネクスト 

事業所所在地 福岡県筑紫野市二日市南 3-5-10 エステート天拝Ⅱ301号 

ＴＥＬ 092-555-7765 

ＦＡＸ 092-555-7763 

Ｅ-ＭＡＩＬ carenext.yayoi@flute.ocn.ne.jp 

ＨＰアドレス https://carenext.jp/ 

窓口担当者 サービス管理責任者 村中 一成 

指定年月日 令和 3年 7月 1日 

対象とする障がい 知的・精神・難病等 

受入実績（障がい別） 知的・精神 

サービス提供区域  

利用定員 ７名 

駐車場の有無 有り（２台） 

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  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 世話人 

1 2  4 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  2  

女性  8  
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夜間の職員体制 夜間支援等体制加算区分 Ⅰ 

施設の設備 

一般住宅（鉄筋コンクリート４階建て） 

マンション個室 １K（約８畳） 

各室風呂トイレ別で完備 

食堂・相談室別部屋 ２DK 

エアコン・洗濯機・防火カーテン・照明標準装備 

テレビ、冷蔵庫、電子レンジレンタル有 

近隣の社会資源 

（店舗、医療機関、公共交通機関

等） 

徒歩 10 分圏内に、筑紫野市役所、西鉄朝倉街道駅、JR 二日市駅、    

小西第一病院、歯科医院、スーパーマルキョウ、筑紫野郵便局、    

西鉄バス停あり 

 

 

 

 

費用 

（家賃、食費、光熱水費、日用品

等） 

家賃（32，000円（補足給付該当 22,000円））、施設管理費（2.000円） 

水道光熱費（15.000円）、町内会費（500円） 

食事・食材費（31.000円（土日祝 3食、平日 2食））、日用品（実費） 

入退去時のみ日割り計算（月額固定） 

入居時のみ入居一時金（50.000円（退去時鍵交換修繕費等差引精算）） 

協力医療機関 小西第一病院、訪問看護ケアステーションやよい 

アピールポイント 

・各部屋完全個室のマンションタイプの為プライベートをしっかり確

保 

・全部屋リフォーム済み、壁紙張替え済み 

・全部屋 Wi-Fi使えます 

・カメラ付きインターフォン設置 

・立地が良く市役所・郵便局・主要駅に歩いて行ける 

・運動がてらに「ゆめタウン筑紫野」「イオンモール筑紫野」に 

  歩いて行ける 

・精神科認定訪問看護事業所と提携しているため幅広く対応可 

・医療、介護、福祉の各分野の事業を行っているので連携が取りやすい 

・就労等の突発的な残業があっても食事等安心してお取り頂けます 

・職員のほとんどが近隣にお住まいで何かの時の対応が早い（助言な

ど） 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 アゼスホーム 

サービス種別 共同生活援助（グループホーム）・介護サービス包括型 

運営法人 株式会社アゼスコミュニケーションズ 

事業所所在地 福岡県筑紫野市紫６丁目７－１０ー２０１ 

ＴＥＬ 092-710-1098 

ＦＡＸ 092-710-1099 

Ｅ-ＭＡＩＬ  

ＨＰアドレス  

窓口担当者 管理者 山口 

指定年月日 令和 2年 5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 福岡県 

利用定員 ５名（男性棟３名・女性棟２名） 

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    

女性  1      
 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を問

わず計上） 

職員の人数（職種別）  

管理者 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 生活支援員 世話人 

     

     

     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性    

女性    
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夜間の職員体制 夜間支援 

施設の設備 

個室（6畳）和室・洋室 

風呂 

トイレ共用 

共有リビング 

 

 

 

近隣の社会資源 

（店舗、医療機関、公共交通機関

等） 

徒歩圏内に、内科医院、コンビニ、ドラッグストア、郵便局、バス停あ

り  

最寄り駅：西鉄紫駅、JR二日市駅 

 

 

 

 

費用 

（家賃、食費、光熱水費、日用品

等） 

家 賃：21,000円（補足、給付該当 11,000円） 

光熱水費：10,000円 

食費：30,000円 

日用品費：1,000円 

 

協力医療機関 いでわき医院 

アピールポイント 

・閑静な住宅街にあるアパートタイプの住宅です。 

・夜間は安心の夜間支援体制。 

・医療連携体制で 24時間看護師対応。 

・WiFi完備、エアコン完備の個室。 

・少人数制でアットホームなグループホームです。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 共同生活援助 ピアッツァ桜台 

サービス種別 共同生活援助（介護サービス包括型グループホーム） 

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 24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  

利用定員 29名 

駐車場の有無 なし 

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 世話人 

  1 利用者の障害

支援区分に応

じ、必要な人

員を配置 

5:1基準 

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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夜間の職員体制 夜間支援等体制加算Ⅲ 

施設の設備 

全個室 29室                                

見学は随時。まずはお問い合わせ下さい。 

 

 

 

 

近隣の社会資源 

（店舗、医療機関、公共交通機関

等） 

西鉄桜台駅から近い場所にあります。                 

徒歩 15分圏内にファミリーレストラン、コンビニ、ドラッグストア、 

お弁当屋、郵便局、医療機関（精神科・内科・歯科等）あり。 

 

 

 

費用 

（家賃、食費、光熱水費、日用品

等） 

入居の際には敷金、及び所定の家賃、光熱費、所定のサービス

利用料の自己負担分が必要となります。                

詳しくは見学の際にご説明させて頂きます。 

 

協力医療機関 牧病院 

アピールポイント 

個別支援計画に基づき、利用者の皆さまの主体性を大切にし

ながら、自立へ向けた支援を行っていきます。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 ベルフラワー 

サービス種別 共同生活援助（グループホーム） 

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１７番１０号 

ＴＥＬ ０９２－５０４－８１４０ 

ＦＡＸ ０９２－５０３－２７６６ 

Ｅ-ＭＡＩＬ ghbf@otogane.jp 

ＨＰアドレス http://www.otogane.or.jp/ 

窓口担当者 サービス管理責任者 

指定年月日 2018年 7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 大野城市 

利用定員 20名 

駐車場の有無 無し 

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 5 4 

女性     3 2  
 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、

兼務を問わず計上） 

職員の人数（職種別）  

管理者 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 生活支援員 世話人 

1 1   4 

     

     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性  1  

女性   3 
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夜間の職員体制 警備会社委託 

施設の設備 

マンション（鉄筋コンクリート）エレベーター付き 

ワンルーム型（洋室８畳、トイレ、浴室） 

ベルフラワーⅠ：２Ｆ、１０室 ベルフラワーⅡ：３Ｆ、１０室 

共用設備：共同部屋、談話室、調理設備（ＩＨコンロ）、テレビ、冷蔵庫、 

洗濯機、乾燥機（コインランドリー）、公衆電話、喫煙室 

個人設備：防火カーテン、エアコン、照明、ベッド、インターホン、 

シャワー付き洗面台、ＩＨヒーター など 

近隣の社会資源 

（店舗、医療機関、公共

交通機関等） 

・西鉄バス⑪（宇美方面）『乙金病院前』バス停下車 1分 

・『乙金病院前』バス停から乙金病院まで徒歩 1 分 

・西鉄バスにて約 20分でＪＲ鹿児島本線『南福岡駅』、西鉄大牟田線

『雑餉隈駅』あり 

・徒歩 10分圏内に病院、コンビニエンスストアあり 

費用 

（家賃、食費、光熱水

費、日用品等） 

家賃:31,500 円（補足給付 10,000円 ※非課税者のみ） 

電気：実費（共有スペース 同額 1,000円） 

水道：実費（２ヶ月に１度請求、共有スペース人数均等割） 

区費:500 円  

日用品、消耗品などは自己負担 

協力医療機関 医療法人同仁会 乙金病院 

アピールポイント 

「マンション」型の建物で、２階と３階に分かれています。プライバ

シーが確保され、自立生活に重点をおいた構造となっています。 

ビルの裏手に竹林があり、落ち着いた環境です。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 グループホーム 和音 

サービス種別 共同生活援助（グループホーム） 

運営法人 有限会社 クリスタル島津 

事業所所在地 大野城市旭ヶ丘２－１４－１８ 

ＴＥＬ ０９２－５９６－１８１１ 

ＦＡＸ ０９２－５９６－１８１１ (送れない時：法人 FAX 092-524-6369) 

Ｅ-ＭＡＩＬ bz.inaba.s15@gmail.com 

ＨＰアドレス  

窓口担当者 管理者兼サビ管 島津 

指定年月日 令和２年７月１日 

対象とする障がい 該当種別に        身体  知的  精神  障がい児  難病等 

受入実績（障がい別） 該当種別に        身体  知的  精神  障がい児  難病等 

サービス提供区域 福岡県全域 

利用定員 ４名（男性のみ） 

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 ３      

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 世話人 

  １ ５ ６ 

     

     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性  １  

女性  ２ ４ 

 

 

mailto:bz.inaba.s15@gmail.com
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夜間の職員体制 有り 

施設の設備 

一般住宅（木造２階建て） 

個室（８畳２部屋、６畳２部屋） 

風呂 

トイレ共用 

共有リビング 

 

近隣の社会資源 

（店舗、医療機関、公共交通機関

等） 

徒歩１０分圏内に、歯科、眼科、スーパー、コンビニ、郵便局有り 

バス停は徒歩２分 

 

 

 

 

費用 

（家賃、食費、光熱水費、日用品

等） 

家 賃 ２２，５００円（補足給付該当 １２，５００円） 

光熱水費 １０，０００円 

食 材 費 ２７，０００円 

日用品費 実費 

協力医療機関 南福岡さくらクリニック 

アピールポイント 

・閑静な住宅街にある一軒家です。地域の活動に参加し、地域の方々と

の関わりを積極的に行っています。 

・入居者一人一人の意見を聴きながら、家族のように支えあう支援を心

掛けています。 

・専門性の高いスタッフも居て、安心して生活を送っていただけます。 

・毎月一度、会議、イベントも行っています。 
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令和 3年 11月現在 

事業所名 パルテールはまゆう 

サービス種別 共同生活援助（グループホーム） 

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 5-28-9 

ＴＥＬ 092-580-8555 

ＦＡＸ 092-580-8556 

Ｅ-ＭＡＩＬ parterre@hamayuu.jp 

ＨＰアドレス http://www.doronco.net/ 

窓口担当者 成富 慶彰 

事業開始年月 平成 25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 大野城市、春日市、太宰府市、那珂川市、筑紫野市 

利用定員 10名 

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 2 2  

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）  

管理者 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 生活支援員 世話人 

  1 2 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 3 

女性 1  1 
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夜間の職員体制 夜間宿直職員有り 

施設の設備 

個室（12部屋(6畳）） 

風呂 2箇所 

トイレ 3箇所 

共有リビング・ダイニング 

近隣の社会資源 

（店舗、医療機関、公共交通機関等）  

徒歩 5分、バス停有り 

コンビニ、スーパー、内科医院等 徒歩 20分圏内 

費用 

（家賃、食費、光熱水

費、日用品等） 

家賃:40,000円～42,000円（補足給付該当 30,000～32,000円） 

光熱水費:10,000円 日用品費:1,000円 

食費:朝 250円  夕:350円 

※課税世帯の場合、朝食 390円 昼食・夕食 590円 

協力医療機関 井上内科医院、工藤歯科医院 

アピールポイント 

パルテールはまゆうは事業を開始して 8年が経ちました。多くの方々

に見学に来ていただき、第一声として「綺麗な眺め。日当たりがいいで

すね。」とおっしゃる方が多く、入居者も満足しておられます。  

入居者は、日中は他の施設にてお仕事をされています。みなさん、洗

濯日やお風呂掃除など決めており自主的に行うことが出来ています。洗

濯機の回し方や洗濯物の干し方、たたみ方などは最初世話人と一緒に練

習するようにしています。 

夕食・朝食では、世話人が栄養を考えた手料理を提供しています。み

なさん食べたい物を世話人に伝え、メニューを楽しみにされています。 

個室は、入居者のプライバシーを尊重し、全室施錠可能となっていま

す。また全個室には、窓がついており明るい室内となっています。その

他にも、大きな姿見のついた大容量の収納やエアコンも完備されていま

す。 

パルテールはまゆうでは、世話人と入居者が交流できるイベントも企

画しています。外出する機会をつくり、どんなことがしたいかなど入居

者と話し合い決めています。 

パルテールでは『より一人暮らしに近い環境で』をテーマに入居者と

関わっています。 

すぐ入居するのは不安という方もまずは、短期入所を利用して慣れて

いくことも可能です。その後体験入所サービスを利用し、より入居を意

識した体験をすることもできます。 

高校生より受け入れていますので、見学等の要望があれば、ご説明で

きますので気軽にお問い合わせください。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 ライトハウス 

サービス種別 共同生活援助（グループホーム）・介護サービス包括型 

運営法人 株式会社Ｖｏｈｌ 

事業所所在地 大野城市東大利３丁目１４－２５ 

ＴＥＬ ０９２－５５８－５３７５ 

ＦＡＸ ０９２－５５８－５３８１ 

Ｅ-ＭＡＩＬ info.ghlh@gmail.com    

ＨＰアドレス  

窓口担当者 管理者 江田（コウダ） 

指定年月日 平成２９年１２月１日 

対象とする障がい 該当種別に        身体  知的  精神  障がい児  難病等 

受入実績（障がい別） 該当種別に        身体  知的  精神  障がい児  難病等 

サービス提供区域 福岡県他 

利用定員 １１名 

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  １  １ ２ ５  
 

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 世話人 

  １ １ ７ 

     

     

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 ５ 

 

 

mailto:info.ghlh@gmail.com


415 

 

夜間の職員体制 夜間職員常駐 

施設の設備 

① ライトハウス：４名定員 

② ライトハウスⅡ（春日）：７名定員 

 

 

 

 

近隣の社会資源 

（店舗、医療機関、公共交通機関

等） 

① 下大利駅 徒歩７分 コスモス、コンビニ 

② 雑餉隈駅 徒歩１２分 ＪＲ南福岡駅 徒歩７分 

スーパー、コンビニ、ホームセンター 

 

 

費用 

（家賃、食費、光熱水費、日用品

等） 

・家     賃 30,000円/月～32,000円/月（補足給付該当） 

・水 光 熱 費 15,000円/月 

・日 用 品 費  5,000円/月 

・食費（朝・夕）   900円/月 

協力医療機関 おおりん病院・別府病院 

アピールポイント 

① 住宅街にある戸建てタイプのグループホームです。 

  少人数でアットホームです。 

② 春日市に所在するホームで、公共機関へのアクセスも便利です。 

 

① 、②共に、夜間は安心の夜間支援体制です。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 
一般財団法人 医療・介護・教育研究財団  

精神障害者グループホーム とびうめ荘 

サービス種別 共同生活援助（グループホーム） 

運営法人 一般財団法人 医療・介護・教育研究財団 

事業所所在地 太宰府市青山 2-5-15 パシフィック青山 

ＴＥＬ 092-922-3137 

ＦＡＸ 092-924-4060 

Ｅ-ＭＡＩＬ  

ＨＰアドレス  

窓口担当者 サービス管理責任者 菅 典嗣 

事業開始年月 平成 18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 太宰府市 

利用定員 5名 

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    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）  

管理者 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 生活支援員 世話人 

1 1   1 

    補助 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   2 
 

夜間の職員体制 オンコール 
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施設の設備 

一般住宅（鉄筋コンクリート、3階建て）、1Ｒ 

個室（洋室 10.5帖）、Ａ．Ｃ、ガス（ＬＰＧ）、井戸水、 

トイレ専用、風呂、給湯、シャワー、ベランダ 

テレビ、冷蔵庫、テーブル（こたつ）、全自動洗濯機、 

オーブンレンジ、ＩＨヒーター 

近隣の社会資源 

（店舗、医療機関、公共

交通機関等） 

スーパー、公園、郵便局、公民館、バス停 

費用 

（家賃、食費、光熱水

費、日用品等） 

家賃：26,500円（補足給付該当 10,000円） 

光熱水費、町費：2,500円（井戸水含む） 

食費： 

共有室、食事代：8,000円 

協力医療機関 精神医療センター太宰府病院 

アピールポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



418 

 

令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 
一般財団法人 医療・介護・教育研究財団 

精神障害者グループホーム ミキ・ホーム 

サービス種別 共同生活援助（グループホーム） 

運営法人 一般財団法人 医療・介護・教育研究財団 

事業所所在地 
太宰府市朱雀 2-6-7ジャパンハイツＡ 

太宰府市朱雀 2-6-8ジャパネットハイツＢ 

ＴＥＬ 092-922-3137 

ＦＡＸ 092-924-4060 

Ｅ-ＭＡＩＬ  

ＨＰアドレス  

窓口担当者 サービス管理責任者 菅 典嗣 

事業開始年月 平成 18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 太宰府市 

利用定員 5名（女性） 

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    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）  

管理者 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 生活支援員 世話人 

1 １   １ 

    補助 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   2 
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夜間の職員体制 オンコール 

施設の設備 

一般住宅（木造 2階建て）、1Ｋ 

個室（Ｋ、3.5帖、6帖）、Ａ．Ｃ、ガス（ＬＰＧ）、水道（市） 

トイレ専用、風呂、給湯、シャワー、ベランダ 

テレビ、冷蔵庫、家具調こたつ、全自動食洗機、オーブンレンジ 

ＩＨヒーター 

近隣の社会資源 

（店舗、医療機関、公共

交通機関等） 

コンビニ、公民館、体育館、スーパー 

費用 

（家賃、食費、光熱水

費、日用品等） 

家賃：30,000円（補足給付該当 10,000円） 

光熱水費、町費：1,000円 

食費： 

共有室、食事代：8,000円 

協力医療機関 精神医療センター 太宰府病院 

アピールポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



420 

 

令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 
メゾンブランセ 

（メゾンブランセ 88、ウイング観世音寺、サンシティハウス、ジャパンハイツ A、パシフィック青山） 

サービス種別 共同生活援助（グループホーム） 

運営法人 ＮＰＯ法人ふくおか福祉とびうめ会 

事業所所在地 

メゾンブランセ：太宰府市石坂 2-4-20 

ウイング観世音寺：太宰府市観世音寺 2-8-23 

サンシティハウス：筑紫野市二日市北 1-22-3 

ジャパンハイツＡ：太宰府市朱雀 2-6-7 

パシフィック青山：太宰府市青山 2-5-15 

ＴＥＬ 092-922-1400 

ＦＡＸ 092-922-0400 

Ｅ-ＭＡＩＬ maison@tobiume-net.jp 

ＨＰアドレス https://tobiume-net.jp/ 

窓口担当者 西 和弘 

指定年月日 平成 25年 9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 太宰府市、筑紫野市 

利用定員 
２０名（メゾンブランセ：７名、ウイング観世音寺：３名、サンシティハウス：５名、

ジャパンハイツＡ：２名、パシフィック青山：３名） 

駐車場の有無 有（来客者様用１） 

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別）※全事業所の合計 

年齢/性別 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70 代以上 

男性  5 3 1 3   

女性  1  2    
 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、

兼務を問わず計上） 

職員の人数（職種別）  

管理者 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 生活支援員 世話人 

  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 5 6 3 

女性 1 2  
 

夜間の職員体制 夜間、緊急時は転送電話で常時対応 

mailto:maison@tobiume-net.jp
https://tobiume-net.jp/
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施設の設備 エアコン（冷暖房）、風呂・トイレ別、クローゼット、フローリング、電気コンロ、照明、防炎遮光カーテン、クッキング（IC）ヒーター  

近隣の社会資源 

（店舗、医療機関、公

共交通機関等） 

メゾンブランセ：スーパーマーケット、西鉄五条駅、太宰府病院 

ウイング観世音寺：コンビニエンスストア(都府楼マート)、都府楼前駅 

サンシティハウス：スーパーマーケット、西鉄二日市駅 

ジャパンハイツＡ：ファミリーマート、イオン、西鉄二日市駅 

パシフィック青山：リグレット、ファミリーマート、西鉄五条駅 

費用 

（家賃、食費、光熱水

費、日用品等） 

   メゾンブランセ ウイング観世音寺 サンシティハウス ジャパンハイツＡ パシフィック青山 

家賃 30,000円 32,000円 32,000円 32,000円 32,000円 

施設管理維持費 6,000円 6,000円 6,000円 8,000円 8,000円 

水道 3,000円 実費負担 実費負担 実費負担 固定3,000円 

電気、ガス 実費負担、食費 朝食 216円 夕食 550円（月～土曜日） 
 

協力医療機関 中川医院 

アピールポイント 

自立に向け、利用者様の希望に応じた生活をサポートします。 

必要な方には、 

・計画的に使用できるよう金銭管理のお手伝い    

・朝夕の飲み薬のお声かけ 

・公共料金のお支払い 

・掃除、洗濯のお声かけ 

・重たい荷物の場合は決まった曜日に車でお買い物の支援をしています。 

（無料ですが、事前にお申し込みが必要です。） 

・自立した生活に近い形で過ごせるように全居室(６帖)一人部屋です。 

・プライバシーを守りつつ、ロフト（４帖）がありますので広々と居室を 

使用出来ます。 

・日常生活における悩みの相談など様々な面で利用様が自分らしく、安心 

して日々を過ごせるように支援していきます。 

・居室によって、間取りが若干異なりますが、広さや使用は同一です。 

 

間取り図例 

ベランダ 

玄関 靴箱 

風呂 

６畳 

中２階：ロフト 

流
し
台 



422 

 

令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 グループホームＭＡ・ＴＯ・ＳＥ 

サービス種別 共同生活援助（グループホーム） 

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 太宰府市国分 3丁目 5－32 

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 30年 10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 

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 4 

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    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 世話人 

1 1  4 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  3 3 

 

 

mailto:npo.fureai.since1991@pony.ocn.ne.jp
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夜間の職員体制 包括型 

施設の設備 

・一般住宅（木造平屋） 

・居室 4（4畳半 2部屋、6畳 1部屋、8畳 1部屋） 

・共有リビング 1  

・ダイニングキッチン 1  

・一般浴室 トイレ 

近隣の社会資源 

（店舗、医療機関、公共交通機関

等） 

徒歩 10 分圏内に、西鉄電車駅、バス停、郵便局、銀行、共同施設、内

科、コンビニ等あり 

 

 

 

 

 

費用 

（家賃、食費、光熱水費、日用品

等） 

・家賃 月額￥14.000（補足給付該当 10,000 円） 

・光熱水、消耗品費月額￥12,000 

・食材料費月額￥12,000 

 

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 

・古い一戸建ての家で、生活感を大事にゆったり生活をしています。個

人のお部屋で過ごす事が難しくてもゆったりとしたリビングで仲間の

みなさんの活動を見ながら、そして台所の音や匂いを感じながら暖かく

暮らしています。 

・必要な服薬、添付薬も利用者様と共に確認しながら行っています。 

・就寝時や夜間等、寝間着や寝具の温度調整がご自分では難しい方もス

タッフがその方に合う調整を細かく行っています。 

・毎日の入浴とお風呂上がりの団らんがとても落ち着く空間です。 

・食事は、季節感や旬のものを大切にしながら健康管理に添って提供し

ています。 

・毎朝の日中活動に出かける支度で、どこの家庭にもあるようなあわた

だしさを味わうのも利用者様の気持ちを前へ進めてくれています。 
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令和 2年 11月 1日現在 

事業所名 グループホームあとり(坂本・朱雀・五条・石坂・桜町) 

サービス種別 共同生活援助（グループホーム） 

運営法人 合同会社アクラス 

事業所所在地 

太宰府市坂本 3-23-21(坂本)・太宰府市朱雀 1-8-13(朱雀) 

太宰府市五条 6-7-3(五条)・太宰府市石坂 1-1-18(石坂) 

太宰府市朱雀 2-2-12(桜町) 

ＴＥＬ ０９２－５５５－８０５７ 

ＦＡＸ ０９２－５８６－５２０２ 

Ｅ-ＭＡＩＬ mail@aculass.com 

ＨＰアドレス http://aculass.com/        ※ＷＡＭ ＮＥＴ参照 

窓口担当者 富松・楢木・中田 

指定年月日 平成３０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） 知的・精神・身体 

サービス提供区域  

利用定員 32名 

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 4 4 2  

女性  2 2 1 6 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 世話人 

1 4   11 

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 2 

女性  2 7 
 

mailto:mail@aculass.com
http://aculass.com/
https://www.wam.go.jp/sfkohyoout/COP020100E00.do?_FORMID=COP000101&corporationNumber=A4013200000018&facilityNumber=4021400082&bunjoNumber=000000&serviceType=33&serviceSubNumber=A0000033415
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夜間の職員体制  

施設の設備 

共同住宅(２階建て) 

個室・６畳・３２部屋 

全ての居室にトイレ・浴室あり 

共同リビング(デイルーム) 

近隣の社会資源 

（店舗、医療機関、公共交通機関

等） 

【坂本】西鉄都府楼駅９００ｍ(徒歩 11分) 

・徒歩圏内にコンビニ・内科医院・外科医院・歯科医院・銀行・郵便局・バス停あり 

【朱雀】西鉄五条駅９００ｍ(徒歩１１分)、西鉄二日市駅１ｋｍ(徒歩１２分) 

・徒歩圏内にコンビニ・スーパー・ドラックストアー・福岡県立精神医療センター太宰府病院 

皮膚科医院・整形外科医院・銀行あり 

【石坂】西鉄五条駅３５０ｍ(徒歩 6分) 

・徒歩圏内にコンビニ、ドラッグストア、銀行、福岡県立精神医療センター太宰府病院、パン

屋、八百屋、歯医者 

【五条】西鉄都府楼駅９５０ｍ(徒歩 11分) 

【桜町】西鉄二日市７００ｍ(徒歩 7分) 

・徒歩圏内にコンビニ、スーパー、福岡県立精神医療センター太宰府病院、内科、銀行 

費用 

（家賃、食費、光熱水費、日用品

等） 

家賃：３２０００円(共同生活援助１００００円給付あり) 

水道・ガス・電気：各居室にメーターあり実費負担 

日用品費(町内会費含む)：２０００円 

朝食：２００円 夕食：３００円 

協力医療機関 如月福岡クリニック・太宰府病院 

アピールポイント 

グループホームあとりでは、地域で自分らしく生活できるよう住まいと日常生活上

のお手伝いを致します。 

一人暮らしに不安がある方でも、日常生活での「困った」をスタッフに相談して頂

き助言を受け自分らしい生活ができるグループホーム(共同生活援助)です。 

・自立した生活に向けて個人のペースで習得できるよう全室個室です。 

・各居室にベッド・台所・ＩＨコンロ・トイレ・浴室・収納・ＬＥＤ照明・エア 

コン・防炎カーテンが設置されています。 

・デイルームには洗濯機(１回 100円)・冷蔵庫・wi-fi・TVが設置 

され 7:00～21:00の間で自由に使用できます。 

・健康管理はかかりつけ医や訪問看護士・ヘルパーさんと連携を取りながら維持 

増進に努めます。 

・金銭管理・服薬の管理・通院の支援など必要の際には行います。 
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令和 2年 12月 1日現在 

事業所名 グループホームあいしん 

サービス種別 共同生活援助（グループホーム） 

運営法人 （株）まつしん 

事業所所在地 太宰府市石坂 1-4-26  コーポ K 

ＴＥＬ 092-517-4262 （担当直通：080-7528-8788） 

ＦＡＸ 092-517-4262 

Ｅ-ＭＡＩＬ gh.aishin1426@gmail.com 

ＨＰアドレス https://f-matsushin.wixsite.com/matsushin/grouphome/ 

窓口担当者 佐藤信一 

指定年月日 平成 28年 8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 福岡県内全域 

利用定員 5人 

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 3  

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 世話人 

  1 1 1 

     

     

職員の人数（性別・年齢 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性 1 1  

女性  1  

 

 

mailto:gh.aishin1426@gmail.com
https://f-matsushin.wixsite.com/matsushin/grouphome/
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夜間の職員体制 携帯電話待機 

施設の設備 

アパート 6室うち居室対応 5室  1室食堂 

風呂・トイレ各部屋についています 

 

 

 

 

近隣の社会資源 

（店舗、医療機関、公共交通機関

等） 

徒歩 15 分圏内に、内科医院、歯科医院、眼科医院、コンビニ、スーパ

ー、郵便局、西鉄電車 

 

 

 

 

費用 

（家賃、食費、光熱水費、日用品

等） 

家賃：32000 

食費：32000 

光熱水費：12000 

 

協力医療機関 別府病院 

アピールポイント 

弊社の他事業所との交流が月に 1回のペースで開催致します。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 グループホームえのき さくら館・なずな館 

サービス種別 共同生活援助（グループホーム） 

運営法人 一般社団法人えのき舎 

事業所所在地 太宰府市朱雀 3丁目 3番 5号 

ＴＥＬ ０９２－９２５－１１６６ 

ＦＡＸ ０９２－９２５－１１６６ 

Ｅ-ＭＡＩＬ ghenoki@csf.ne.jp 

ＨＰアドレス http://enokisha.com/ 

窓口担当者 殿崎 

指定年月日 H30.8.1 

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 特に定めず 

利用定員 15名 

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  2  2 3 1  

女性   1 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 世話人 

1 1  2 12 

看護師     

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 1 2 8 

 

 

mailto:ghenoki@csf.ne.jp
http://enokisha.com/
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夜間の職員体制 夜勤者あり 

施設の設備 

一般住宅（一軒家タイプ）：さくら館 

風呂・トイレ・リビング・食堂は共用 

アパートタイプ：なずな館 

 食堂は共用 

 

近隣の社会資源 

（店舗、医療機関、公共交通機関

等） 

徒歩１０分圏内にイオン、セブンイレブン、ファミリーマート、内科、

眼科、整形外科、皮膚科などあり。なずな館は駅近 30秒。 

 

最寄り：西鉄二日市駅 

 

 

 

費用 

（家賃、食費、光熱水費、日用品

等） 

 さくら館 なずな館 

家賃 ３２，０００円 ３２，０００円 

水光熱費 １１，０００円 ２，０００円 

食費 ３７，２００円 ２７，０００円 
 

協力医療機関 太宰府病院 

アピールポイント 

【さくら館】 

閑静な住宅街にある一軒家タイプのグループホームです。 

１階は和室、2階は洋室となっています。 

【なずな館】 

駅近 30 秒のアパートタイプのグループホームです。洋室で明るく、交

通の便もとてもいいです。 

 

自治会の活動にも積極的に参加を行っており、年に２回のクリーンデー

や、地域のお祭りなどにも参加し、楽しんでいます。 

ホーム内でも季節によってイベントを行っており、季節感を大切にして

います。（ハロウィンパーティーやクリスマスパーティー、お正月には

おせち等） 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 グループホームえのき コスモス、コスモス五条 

サービス種別 共同生活援助（グループホーム） 

運営法人 一般社団法人えのき舎 

事業所所在地 
コスモス  ：〒818-0103太宰府市朱雀 4丁目 17-10-101 

コスモス五条：〒818-0125太宰府市五条 1丁目 8-7 

ＴＥＬ ０９２－９２５－１１６６ 

ＦＡＸ ０９２－９２５－１１６６ 

Ｅ-ＭＡＩＬ ghenoki@csf.ne.jp 

ＨＰアドレス http://enokisha.com/ 

窓口担当者 殿﨑 

指定年月日 H30.11.1 

対象とする障がい 知的・精神 

受入実績（障がい別） 精神 

サービス提供区域  

利用定員 14名 

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 1 3 2   

女性   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）  

管理者 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 生活支援員 世話人 

1 1  1 12 

看護師     

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 5 3 4 
 

mailto:ghenoki@csf.ne.jp
http://enokisha.com/
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夜間の職員体制 緊急連絡先を掲示 

施設の設備 

食堂 

事務室 

 

コスモス：一般住宅（１R+ロフト） 7部屋 

コスモス五条：一般住宅（１Ｋ）    7部屋 

 

近隣の社会資源 

（店舗、医療機関、公共交通機関

等） 

徒歩１０分圏内に、 

イオン・セブンイレブン・ファミリーマート・レガネット 

内科・眼科・整形外科などあり  

 

最寄駅：コスモス：西鉄二日市駅、コスモス五条：西鉄五条駅 

費用 

（家賃、食費、光熱水費、日用品

等） 

 コスモス コスモス五条 

家賃 32,000円 32,000円 

食費 25,000円 25,000円 

水道費 実費 2,000円 

光熱費 実費 実費 
 

協力医療機関 太宰府病院 

アピールポイント 

閑静な住宅街にあるアパートタイプのグループホームです。居室にはそ

れぞれお風呂・トイレがあります。 

またフローリングで、きれいにつかえますし、コスモスはロフトがある

ので収納場所にも困りません。コスモス五条ではインターネットが無料

で使えます。 

自治会の活動にも積極的に参加を行っており、年に２回のクリーンデー

や、地域のお祭りなどにも参加し、楽しんでいます。 

ホーム内でも季節によってイベントを行っており、季節感を大切にして

います。（ハロウィンパーティーやクリスマスパーティーなど） 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 グループホームえのき花水木 

サービス種別 共同生活援助（グループホーム） 

運営法人 一般社団法人えのき舎 

事業所所在地 太宰府市朱雀 3丁目１０－３８ 

ＴＥＬ ０９２－９２５－１１６６ 

ＦＡＸ ０９２－９２５－１１６６ 

Ｅ-ＭＡＩＬ ghenoki@csf.ne.jp 

ＨＰアドレス http://enokisha.com/ 

窓口担当者 殿﨑 真未 

指定年月日 R2.6.1 

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 特に定めず 

利用定員 ３０名 

駐車場の有無 有（入居者の方の駐車は不可ですが、ご見学などでは可能です） 

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 3 2 2 4 1  

女性 1 2 4 3 4   
 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を問

わず計上） 

職員の人数（職種別） ※該当職種がない場合は追加してください 

管理者 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 生活支援員 世話人 

1 1  3 17 

     

     

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 6 

女性 3 3 8 
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夜間の職員体制 常駐（４名） 

施設の設備 

個室：ベット、エアコン、カーテン、照明、 

共有設備：冷蔵庫、洗濯機、ポット、電子レンジ、トースター 

各フロア：浴室１、トイレ２、洗面所２、キッチン１ 

 

 

 

近隣の社会資源 

（店舗、医療機関、公共交通機関

等） 

西鉄二日市駅 

イオン二日市 

マツモトキヨシ 

太宰府病院 

寺本整形外科 その他コンビニなども近隣にあり 

費用 

（家賃、食費、光熱水費、日用品

等） 

家賃：３２０００円（家賃補助ありの場合、２２０００円） 

水光熱費：１１０００円 

食費：３７２００円 

 

協力医療機関 福岡県立精神医療センター太宰府病院 

アピールポイント 

・住宅街の中にある新築のグループホームなので、近隣の音も気になら

ずにゆっくりと過ごすことが出来ます。 

R2.6に完成したグループホームです。部屋も大変綺麗で、夏は涼しく、

冬は暖かく過ごすことが出来ます。 

・駅からも徒歩圏内の為、お仕事をされている方や、これから仕事や通

所を行う予定の方、また通院などにも大変便利です。 

・地域との交流を大切にしているため、自治会の清掃活動（年に２回）

や夏祭り、餅つき大会などの参加も行っています。 

・誕生日会やハロウィンパーティーなど、季節を感じる行事をおこなっ

ています。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 グループホーム やまもも 

サービス種別 共同生活援助（グループホーム） 

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 366-4 

ＴＥＬ 092-408-6288 

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 サービス管理責任者 阪井 栄一 

指定年月日 平成 31年 5月 1日（更新） 

対象とする障がい 知的 

受入実績（障が別） 知的・身体 

サービス提供区域 福岡市 春日市 大野城市 筑紫野市 太宰府市 那珂川市 

利用定員 10名（男女） 

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 0 0 3 0 1 0 

女性 0 0 1 3 0 0 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 世話人 

1 1 0 5 4 

     

     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性 2 1 1 

女性 2 2 2 
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夜間の職員体制 宿直 1名 

施設の設備 

木造 2階建て 

個室（洋室 10部屋） 

風呂・トイレ共用 

共有リビング 

近隣の社会資源 

（店舗、医療機関、公共

交通機関等） 

・コミュニティバスかわせみバス停まで徒歩 7分 

・周辺にコンビニ、郵便局、内科医院あり 

 

費用 

（家賃、食費、光熱水

費、日用品等） 

家賃 27,000円/月（補足給付該当者 17,000円） 

光熱水費 12,000円/月 

日用品 3,000円/月 

リネン代 1,300円/月 

朝食 300円/食 昼食 400円/食 夕食 500 円/食 

その他弁当代で実費あり（利用者が希望する時等） 

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 

・日の光と木のぬくもりを感じられる暖かな住まいで、安心・安全な

生活ができるようお手伝いします。 

・スプリンクラーや自動火災通報装置等の防火設備を完備しており、

定期的に避難訓練や消火訓練等を行い、火災等の防災に取り組んで

います。 
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