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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 筑紫地区地域活動支援センター つくしぴあ 

サービス種別 地域活動支援センターⅠ型 

運営法人 社会福祉法人 野の花学園 

施設所在地 春日市春日公園 5丁目 14-1 

ＴＥＬ 092-592-6800、092-592-6801 

ＦＡＸ 092-592-6802 

Ｅ-ＭＡＩＬ tsukushi-peer@nonohana.or.jp 

ＨＰアドレス https://www.tsukushi-peer.jp/ 

窓口担当者 施設長 岩田吉史 

事業開始年月日 平成 16年 4月 1日 

対象とする障がい 精神障がい・発達障がい ※相談については全障がい者・児 

受入実績（障がい別） 精神障がい・発達障がい 

サービス提供区域 筑紫野市・春日市・大野城市・太宰府市・那珂川市 

利用定員 ― 

営業日 月曜日～土曜日（日曜日、12月 29日から翌年 1月 3日、祝日は休館） 

営業時間 午前 9時から午後 6時 30分 

駐車場の有無 有 

通所者の状況 

通所者の人数（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 １３ ２１ １２ ５ １ 

女性 １ ２ １１ １０ ７ ５ 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） ※該当職種がない場合は追加してください 

施設長 主任指導員 主任相談員 指導員 相談員 

１ １ １ ２ １ 

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性 ０ １ １ 

女性 １ ２ １ 
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活動内容 

○ 創作的活動： 園芸・陶芸・アート・おしゃべり会等、利用者の 

ニーズに応じた各活動の機会の提供 

○ 社会との交流： 地域ボランティアとの交流等 

○ 相 談 支 援： 電話・来所・訪問・同行等を実施 

※ 調理（お菓子作りを含む）・上映会・スポレク・外出・季節行事等 

も毎月開催 

※ パソコン（4台）の利用が可能 

1 日のタイムスケジュール 

午前９時 00分～ 開館 

午前１０時 00分～ 利用者朝礼 

午後０時 00分～ 昼食（持込可） 

午後１時 00分～ 館内清掃 

午後３時 00分～ ラジオ体操・コーヒータイム 

午後６時 30分～ 閉館 

※ 上記スケジュールは【つくしぴあ】で定めたものであり、利用した

い時間は自由 

送迎の有無 無 

食事提供の有無 有 （昼食…外注のお弁当（200円）） 

入浴の有無・回数 有 （午前 10時から午後 6時まで） 

費用 

（利用料、送迎費、食費、入浴

料等） 

利用料は無料 

※ 昼食   … 200円 

※ 入浴・洗濯… 無料・必要なものは各自で準備 

医療的ケアの実施状況 無 

協力医療機関 無 

アピールポイント 

平成 16 年度から筑紫地区に開設している地域活動支援センター【つ

くしぴあ】は、令和 2年度より指定管理者（運営法人）が当法人に変わ

りました。 

【つくしぴあ】は西鉄白木原駅から徒歩 10分、JR大野城駅の目の前

と、非常にアクセスのよい場所にあり、毎日 20 名以上の方が利用され

ています。 

 利用目的は人それぞれで、「仲間作り」「憩いの場」や「各種相談」「情

報収集」のほか、「入浴」「洗濯」のために利用されている方もいます。 

 また、通所的な利用をされる方は、利用申請が必要です。新規に利用

申請される場合は、体験利用を行っていただきます。 

 相談支援については、利用申請の必要はありません。匿名でのご相談、

ご家族等からのご相談にも応じています。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 地域活動支援センターⅠ型 ピアッツァ桜台 

サービス種別 地域活動支援センターⅠ型 

運営法人 医療法人 牧和会 

施設所在地 〒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 

事業開始年月日 平成 18年 10月１日 

対象とする障がい 精神 

受入実績（障がい別） 身体・知的・精神 

サービス提供区域  

利用定員 おおむね 20名 

営業日 
月曜日から土曜日（8月 13日～8月 15日、12月 29日～1月 3日、

及び日曜日、祝日を除く） 

営業時間 9時 30分～16時 30分 

駐車場の有無 なし 

通所者の状況 

通所者の人数（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）  

施設長 指導員    

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    

女性    
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活動内容 

筑紫野市からの委託を受け、在宅の患者さんや地域にお住いの

障害をお持ちの方々に日中をすごす場として利用して頂いていま

す。                                      

裁縫やものづくり、ＤＶＤ鑑賞、音楽など、ご本人なりの趣味を持ち

寄って仲間づくりをしています。                     

その他にも畑を耕して野菜を育てたり、クッキングをしたり、高齢者

施設へ慰問をしたりなど、利用者の皆さまによる企画づくりとプロ

グラム運営を大切にしています。                    

また「来たい時に来て、帰りたい時に帰る」、利用者お一人お一人

のペースですごせるところが当支援センターの特徴です。 

 

1 日のタイムスケジュール 

9：30～16：30の間で利用者の皆さまによる企画に基づき運営して

います 

 

 

 

 

送迎の有無 なし 

食事提供の有無 なし 

入浴の有無・回数 なし 

費用 

（利用料、送迎費、食費、入浴

料等） 

利用料は原則無料ですが、活動に必要な食材料費等、実費が生

じた場合のみ、費用をご負担して頂きます。 

 

 

医療的ケアの実施状況 なし 

協力医療機関 牧病院 

アピールポイント 

 交通の便が良く、西鉄桜台駅から近いところにあります。    

利用者皆さまによる企画作りとプログラム運営を大切にしていま

す。                                      

開館時間内であれば、「来たい時に来て、帰りたい時に帰る」、ご

自身のペースで、体調と向き合いながらご利用頂けます。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 地域活動支援センターⅢ型「あす・ラック工房」 

サービス種別 地域活動支援センターⅢ型 

運営法人 NPO法人太宰府障害者団体協議会 

施設所在地 太宰府市通古賀１９７－３ 

ＴＥＬ ０９２－９２５－８８９９ 

ＦＡＸ ０９２－９２５－８８９９ 

Ｅ-ＭＡＩＬ d-shogai-npo@asu-luck.com 

ＨＰアドレス http://asuluck.blog.fc2.com/ 会報誌「あす＊ラック」 

窓口担当者 樋口 香 

事業開始年月 H20.4.1 

対象とする障害 身体・知的・精神 

受入実績（障害別） 身体・知的・精神 

サービス提供区域 太宰府市内 

利用定員 １５人 

営業日 月曜日～金曜日 （年末始、お盆は休み） 

営業時間 ９時～１５時 

駐車場の有無 有り 

通所者の状況 

通所者の人数（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 3 

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） 

施設長 指導員 事務員 ボランティア 相談員 

1 2 1 9 再掲（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   6 

女性  1 6 
 

mailto:d-shogai-npo@asu-luck.com
http://asuluck.blog.fc2.com/
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活動内容 

談話室でのくつろぎ、ふれあいによりお互いの理解を深めます。ま

た軽作業を通して日常の生活のリズム作りと就労の前準備をし、生

活相談をすることにより明日への安心と活力を培っています。 

活動内容は 

○生産活動―福岡農業高校からの指導を受けて「梅みそ」や「梅ジ

ュース」を製造販売します。 

○軽作業活動―車のヘッドライトの配線作業、パンフレットの封書

入れ作業など、作業量に応じた工賃が出ます。 

○ふれあい活動―花見や体育大会、グランドゴルフ大会など、相互

交流を深めます。太宰府市の環境祭り、人権祭り

などに展示・販売で参加します。 

○文化活動―音楽会鑑賞や博物館見学など、で情緒を豊かにします。 

○地域貢献活動―ダンボールコンポスト普及活動、資源回収活動に

より環境保全活動に一役貢献しています。 

1 日のタイムスケジュール 

９時～１０時  朝のミーティング、健康チェック、ラジオ体操 

１０時～１１時      作業１ 

１１時１０分～１２時   作業２ 

１２時～１２時３０分   昼休み 

１２時３０分～１４時   作業３ 

１４時～１５時      談笑、相互交流、後片付け 

送迎の有無 なし 

食事提供の有無 火、木曜日のみ有料(実費)で提供 

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 月５００円（居場所の提供のみは不要） 

医療的ケアの実施状況 必要により最適な医療機関を紹介します。 

協力医療機関 太宰府病院など 

アピールポイント 

○和気あいあいの雰囲気でお互いの理解と親睦を深めている。 

○常駐している障がい者相談員にいつでも生活相談ができる。 

○文化活動、社会貢献活動などにより地域に溶け込む。 

○各種の作業に対し工賃を支払う。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 地域活動支援センター らぶは～つ 

サービス種別 地域活動支援センターⅡ型 

運営法人 ＮＰＯ法人らぶはーつ 

施設所在地 那珂川市道善 1丁目 23-2 地域福祉会館 1F 

ＴＥＬ 092-953-0941 

ＦＡＸ 092-953-0941 

Ｅ-ＭＡＩＬ loveheart@oasis.ocn.ne.jp 

ＨＰアドレス https://loveheart232.blogspot.com 

窓口担当者 施設長 木原 由美 

事業開始年月日 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 那珂川市 

利用定員 15名 

営業日 月～金曜日（祝日及び盆、年末年始休暇を除く） 

営業時間 9時 30分～16時 30分 

駐車場の有無 有 

通所者の状況 

通所者の人数（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 1    

女性   2 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）  

施設長 指導員    

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    

女性  2 3 
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活動内容 

・生産活動：軽作業（内職、台拭き縫い、廃油石けん作り、等） 

・レクリエーション：カラオケ、観劇、施設見学等 

・その他：バザー出店、クリスマス会、初詣、園芸、料理教室                               

1 日のタイムスケジュール 

9：30 通所、朝礼 

9：45 活動・イベント 

12：00 昼食・昼休み 

13：00 活動・イベント 

15：00 終了 （～16：30 延長支援） 

送迎の有無 無 

食事提供の有無 無 

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：1,000円/年 

その他：行事への参加は実費負担（事前にお知らせします） 

医療的ケアの実施状況 実施していない 

協力医療機関 無 

アピールポイント 

・一般就労、障害福祉サービスをご利用中の方でも利用できます。 

・居場所としての利用も可能です。みなさまの希望に応じて、作業

や活動を提供します。 

・延長支援を開始しました。16時 30分まで利用可能となります。 

・午前のみ、午後のみ、週一からなど一人一人にあった利用が可能

です。 
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空白ページ 


