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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 Kids-House LUANA 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 一般社団法人 Orion 

事業所所在地 春日市松ヶ丘５丁目３９ 

ＴＥＬ・ＦＡＸ TEL:092-710-0505  FAX:092-710-0506 

Ｅ-ＭＡＩＬ luana@orion-kidshouse.com 

ＨＰアドレス https:/www.orion-kidshouse.com 

窓口担当者 管理者：伊藤 児童発達支援管理責任者：橋本 

指定年月日 令和 2年１月１日 

対象とする障がい 発達障がい・知的障がい・精神障がい 

受入実績（障がい別） 発達障がい・知的障がい・精神障がい 

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 10人（多機能型） 

営業日 月曜日～土曜日（祝日、8/13～8/15、12/29～1/3除く） 

営業時間 月曜日～金曜日：９時～１９時 土曜日：９時～１８時 

サービス提供時間 月曜日～金曜日：11時～１7時 土曜日：11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 小学生 中学生 高校生 

男性 6   

女性 9   
 

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 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1 2 7 1 

理学療法士 作業療法士    

     

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 4 1  

女性 3 1 2 
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活動内容 

・習い事教室：ピアノ、サッカー、剣道、書道、英会話、パソコン等 

・外出活動：サファリパーク、水族館、宇宙科学館、公園など 

・個別療育：生活指導、ビジョントレーニング、SST、言語指導、タブレット学習、

学習指導等ひとりひとりに合った療育を行っています。 

・集団活動：食育指導、ライフスキル、集団スキル、運動機能訓練等社会に出て必

要なスキルトレーニングを行っています。 

・就学前準備クラス：学習指導、体幹、日常生活動作など小学校入学に向けた準備 

※インスタグラムやホームページで随時活動の様子を更新しています。 

1 日のタイムスケジュール 

〇放課後 

 下校時間 送迎 

 到着 バイタルチェック・水分補給・トイレ・持ち物整理・おやつ・療育訓練・学習指導 

16:45  帰りの会 

17:00  順次送迎 

〇休校日 

10:00 順次到着（バイタルチェック、水分補給、トイレ等）、自由遊び 

10:30 朝の会 

10:40 個別療育、学習指導または集団活動 

12:00 お弁当 

14:00 個別療育、学習指導または集団活動 

15:00 おやつ、自由遊び 

16:45 帰りの会 

17:00 順次送迎 

送迎の有無（送迎場所） 有り（自宅まで） 

食事提供の有無 なし 

費用（利用料、送迎費、食費

等、おやつ代等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 送迎費：なし 

おやつ、設備費：５００円/月 その他：行事等に参加する場合に実費を徴収 

医療的ケアの実施状況 なし 

協力医療機関 くぼた小児科 

アピールポイント 

「こどもたちの可能性は無限大です」を理念に、私たちは障がいを持つ親として兄

弟として支援者としてサポートしています。発達障がいという、外見では判断でき

ないこどもたち、ダウン症などの先天性の病気を抱えた子供たちが、社会へ出て自

由に翔ばたけることができるように、私たちが信じ寄り添っていきます。習い事教

室は、自分に合った好きな事を見つけるきっかけ作りを行い自信に繋げることがで

きるように支援しています。個別療育は、ひとりひとりのニーズに合わせ、言語や

体幹、学習面などの支援を行っています。活動は子供たちが色々な体験や経験をし

将来の自立に向けた支援を行っています。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 OZデイかすが 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 株式会社Ｋ・Ｔ 

事業所所在地 福岡県朝倉市甘木 640-1 

ＴＥＬ・ＦＡＸ ０９４６－２２－６６９２ 

Ｅ-ＭＡＩＬ outreach.kt@gmail.com 

ＨＰアドレス https://outreach-kt.jp 

窓口担当者 管理者 徳田清輝 

指定年月日 令和３年８月１日 

対象とする障がい 主として重症心身障がい・身体障がい・知的障がい・発達障がい 

受入実績（障がい別）  

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

利用定員 ５名（児童発達支援と併せて） 

営業日 月～金（祝日・お盆・年末年始を除く） 

営業時間 ９時から１８時 

サービス提供時間 １０時から１７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 小学生 中学生 高校生 

男性 ０ ０ ０ 

女性 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）   

管理者 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

１ １ １  １ 

理学療法士 作業療法士 看護職   

１ １ ３   

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性 ０ １ １ 

女性 ０ ４ ３ 
 

mailto:outreach.kt@gmail.com
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活動内容 

・お集まり：集団で歌、手遊び、本読み、紙芝居等 

・集団活動：体操、ＤＶＤ鑑賞、公園遊び及び散歩、運動遊び等 

・リトミック：トランポリン、楽器遊び等 

・食事指導：発達段階に応じて数多くの食材が食べられるよう指導 

・その他：年間計画に基づき、親子活動、 

  保護者会等の行事あり 

1 日のタイムスケジュール 

10：00 お集まり、バイタルチェック、排泄確認、水分補給 

10：30 集団活動 

11：15 療育訓練 

12：00 昼食、歯磨き介助 

13：00 療育訓練 

15：00 排泄確認、おやつ 

16：00 療育訓練及び集団活動 

17：00 送迎 

送迎の有無（送迎場所） 有（自宅） 

食事提供の有無 有 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おや

つ代等） 

利用料：厚生労働大臣のめる額 

送迎費：無料 

食費：４５０円（昼食持参可） 

おやつ：持参 

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 
１１月現在未実施ですが実施可                                 

（たん吸引・吸入・経管栄養・モニターの管理・人工呼吸器の管理等） 

協力医療機関 医療法人 横山小児科医院 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 REBORN(リボーン) 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 株式会社ニュークリエーション 

事業所所在地 福岡県春日市一の谷 3－27 

ＴＥＬ・ＦＡＸ (092)980-2619 

Ｅ-ＭＡＩＬ houkago.reborn@gmail.com 

ＨＰアドレス https://www.facebook.com/reborn.kasuga/ 

窓口担当者 平野  

指定年月日 平成 29年 12月 1日 

対象とする障がい 発達障がい、知的障がい、精神障がい 

受入実績（障がい別） 発達障がい、知的障がい、精神障がい 

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

利用定員 10名 

営業日 月～金曜日・日曜日(8月 13～15日、12月 31日～1月 3日を除く) 

営業時間 平日 11:30～19:00 祝日 09:30～18:30 

サービス提供時間 平日 14:00～17:30 祝日・学校長期休暇 10:30～17:00 

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 小学生 中学生 高校生 

男性 14 1  

女性 9  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 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1 6  1 

理学療法士 作業療法士    

 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 2 6 
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活動内容 

(１)学習支援(個別の能力に応じたプリント、宿題支援、タブレットを用いた学習支援等) 

(２)社会性育成(集団でのゲームや遊び、縦割りでのチーム活動、地域行事参加、社会見学等) 

(３)運動能力開発(公園遊びを通した全身運動、作業療法士による個別訓練等) 

(４)生活力育成(金銭感覚を養うための駄菓子屋さんプログラム、) 

リボーンでの毎月の活動に、４つの要素をバランス良く取り込み、 

楽しみながらも能力を開発していけるような活動を提供しております。 

1 日のタイムスケジュール 

【平日】15:00頃 下校後(お迎え)REBORN到着  

宿題後、おやつ・自由遊び・公園遊び・日別プログラム  

17:00片付け・帰りの準備  

17:10帰りの会、ダンスと歌、一日の振り返り  

17:40頃 REBORN出発(お送り) 

【休日】10:30 到着、朝の会、ダンスと歌 

11:00 学習 

12:00 昼食準備、配膳、昼食 

13:00～日別プログラム(外出)・自由活動・公園遊び等 

16:30 帰りの会、ダンスと歌、一日の振り返り 

17:00 出発(お送り) 

送迎の有無（送迎場所） 有 

食事提供の有無 有 

費用（利用料、送迎費、食費等、

おやつ代等） 

利用料・送迎費：厚生労働大臣の定める額 

食費：一食 300円  おやつ：無料提供 

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 無し 

協力医療機関 大西内科クリニック 

アピールポイント 

・児童発達支援との多機能事業所のため、未就学児童との合同活動・交流を通した縦割り療育

を行っており、より実際の社会に近い環境の中で、助け合い・社会性・多様性を養う事ができ

ます。 

・小学校、中学校、支援学校での教員経験のある常勤職員が、お子様の学習を個別にサポート

致します。 

・ご家族様のご都合により、送迎時間・場所をご相談いただけます。 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

リボーンの運営会社である株式会社ニュークリエーションは、これまでに欧州等海外におい

て、子どもたちの療育に携わってまいりました。その中で、多くの子どもたちが一般教育課程

を見事に修め、社会の中で成功していく姿を見て参りました。その経験と実践を、リボーンの

支援の中に生かして支援に努めております。保護者様の気持ちに寄り添いながら、お子様の長

所に目を留め、開発し、共に成長していきたいと思います。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 
児童発達支援 放課後等デイサービス 

あおりんご 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 合同会社 Q・O・Lサポート 

事業所所在地 春日市 大谷 5丁目 3番地 

ＴＥＬ・ＦＡＸ 092-558-7531/080-3959-0046 

Ｅ-ＭＡＩＬ aoringo_kasuga@yahoo.co.jp 

ＨＰアドレス https://www.aoringo.co/ 

窓口担当者 管理者兼 児童発達支援管理責任者 中森美貴 

指定年月日 平成 26年 12月 1日 

対象とする障がい 身体・精神・知的・発達障がいで医療的ケアが必要でない児童 

受入実績（障がい別） 身体・精神・知的・発達障がい 

サービス提供区域 春日市・大野城市・那珂川市・筑紫野市 

利用定員 10名/日 

営業日 360日（12月 30日～1月 3日休所） 

営業時間 10：00～19：00 

サービス提供時間 登校日 授業終了後～18：00 / 休校日・欠席 10：00～17：00 

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 小学生 中学生 高校生 

男性 6 4  

女性 2 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）  

管理者 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1 3 5 1 

理学療法士 作業療法士    

     

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 2 3 
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活動内容 

・戸外活動：さんぽ・公園遊び等 

・リトミック：体操・身体遊び等 

・療育：個々にあった課題を提供 

・行事活動：季節行事（年に 4回）/事業所内イベント（月に 1回） 

・清掃活動：身の回りの整理、お手伝い等 

1 日のタイムスケジュール 

○登校日 

下校時間   お迎え 

事業所到着後 バイタルチェック、トイレ誘導 

おやつ 

16：00 療育訓練 

    自由時間 

18：00 帰り送迎 

○休校日 

 9：00～お迎え 

事業所到着後 バイタルチェック、トイレ誘導 

 10：00 療育訓練 

     自由時間 

 12：00 昼食 

     自由時間 

 14：00 療育訓練 

 15：00 おやつ 

 17：00 帰り送迎 

送迎の有無（送迎場所） 有り（原則、自宅・学校 ※特例として市町村に認められた場所） 

食事提供の有無 有り 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おや

つ代等） 

利用料・送迎費：厚生労働大臣の定める額で受給者証に記載のある上限 

        額に準ずる 

食費： 昼食 小学生 300円 中高生 350円 おやつ 30円 

医療的ケアの実施状況 無し 

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 

・360日開所でご家族様のサポートもさせて頂いております。 

・送迎時間もご家族様の要望を優先し出来る限り対応しています。 

・様々な場所でストレスを溜め込んでしまいがちなお子様のストレス

発散の場を作りご自宅での安定した生活を遅れるようにお手伝いさせ

て頂きます。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 あっぷ 

サービス種別 放課後等デイサービス              

運営法人 合同会社ＦＭ＆Ｈ 

事業所所在地 春日市天神山 6-71-3 

ＴＥＬ・ＦＡＸ 092-558-8255 ・ 092-558-8256 

Ｅ-ＭＡＩＬ fmh.up2016@gmail.com 

ＨＰアドレス https://fmh2016@up.jimdofree.com  

窓口担当者 管理者 深谷 忍 

指定年月日 平成 28年 12月 1日 

対象とする障がい 発達障がい、知的障がい、身体障がい 

受入実績（障がい別） 発達障がい、知的障がい 

サービス提供区域 春日市、那珂川市、大野城市 

利用定員 10名 

営業日 月曜日～日曜日(8/12～/8/15、12/29～1/3を除く) 

営業時間 休校日 9：00～18：00 平日 10：00～19：00 

サービス提供時間 登校日 13：30～18：00 休校日 9：00～17：00 

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 小学生 中学生 高校生 

男性 13   

女性 4 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 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1 4 1 1 

理学療法士 作業療法士    

     

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  4  

女性 1 3  
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活動内容 

サポート内容(SST・体幹トレーニング・食育・学習支援など) 

◇平日のイベント活動 

・おやつクッキング(季節のデザート作り) 

・DIY教室(工具を使った小物等の工作) 

・パソコン教室(タイピング・文章入力) 

・頭の体操／運動 

・宿題個別支援 

◇休校時のイベント活動 

・戸外活動(社会経験を体感)／昼食クッキング(食育) 

・年間行事(遠足、BBQ、海水浴、川遊び、夏祭り、プール、防災訓練 

      運動会、ハロウィン、釣り、登山、クリスマス会など) 

1 日のタイムスケジュール 

○登校日 

 下校時間送迎 

 到着後 衣類消毒、手洗い、うがい、トイレ、バイタルチェック 

 各日 宿題、イベント活動(療育) 

 17：40～ 順次送迎 

○休校日 

 9：00 順次送迎 

 到着後 衣類消毒、手洗い、うがい、トイレ、バイタルチェック 

 10：00 各日 宿題、イベント活動(療育) 

 12：00 給食 

 13：00 イベント活動(療育) 

 16：40～ 順次送迎 

送迎の有無（送迎場所） 有(学校・自宅) 

食事提供の有無 有 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おや

つ代等） 

利用料：厚生労働大臣が定める額／送迎費：厚生労働大臣が定める額 

給食費：１食 200円 

おやつ代：50円 

その他：必要に応じて実費を徴収(運営規程に準ずる) 

医療的ケアの実施状況 実施していない 

協力医療機関 竹山ファミリークリニック 

アピールポイント 

児童が何をしたいのか、伝えたいのかを考え、サポート出来るよう 

常に意識して、支援しています。 

様々なイベント活動を考案して、楽しく過ごしながら、成長に繋がるよ

うに心掛けて運営しております。 



594 

 

令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 キッズデイサービスそらとかぜ 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 合同会社おひさまとつき 

事業所所在地 春日市白水池１丁目 115-4 

ＴＥＬ・ＦＡＸ 092-517-1709・092-776-5449 

Ｅ-ＭＡＩＬ Ohisama.tsuki.llc@gmail.com 

ＨＰアドレス www.kids-sora-kaze.com 

窓口担当者 児童発達支援管理責任者 阿部 

指定年月日 令和３年４月１日 

対象とする障がい 身体障がい・知的障がい・発達障がい 

受入実績（障がい別） 身体障がい（重度心身障がい児を含む）・発達障がい 

サービス提供区域 筑紫野市、那珂川市、春日市、太宰府市、大野城市 

利用定員 １０名 

営業日 月～土曜日（祝日・夏季・年末年始を除く） 

営業時間 平日：11時 00分～18時  学校休業日：9時～17時 

サービス提供時間 平日：13時 30分～17時 30分 学校休業日：9時 30分～16時 30分 

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 小学生 中学生 高校生 

男性 4 2 0 

女性 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）   

管理者 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1 3   

理学療法士 作業療法士 看護職員   

  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:Ohisama.tsuki.llc@gmail.com
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活動内容 

戸外活動：散歩、ピクニック、プール（夏季） 

 

個別：個々の身体・知的の状態に合わせた活動を提供 

 

季節の行事：花見、ピクニック、水遊び、ハロウィン、クリスマス会 

（集団活動） など季節に合わせた活動 

1 日のタイムスケジュール 

〇平日  下校時間 お迎え 

     到着   健康チェック 

          おやつ 

          排泄 

     16：00  個別活動  順次送り 

 

〇休業日 9：00～ 順次お迎え 

     到着   健康チェック 排泄 

     10：00～ 個別活動 

     11：30  昼食・はみがき 

     12：30 リラックスタイム 

     13：30 集団活動（レクレーション） 

     15：00 おやつ 

     16：00 順次送り 

送迎の有無（送迎場所） あり（学校、自宅） 

食事提供の有無 あり（事業所にて代理購入、手作りでの提供なし） 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おや

つ代等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

送迎費：無料 

食 費：実費 

その他：レクレーション等への参加は実費 

医療的ケアの実施状況 なし 

協力医療機関 かくた小児科 

アピールポイント 

・医療ケアを必要としない肢体不自由児のお子さんを積極的に受け入

れ しています。・子ども達が安心して安全に楽しくすごせる環境づく

りに力を入れています。・身体に障がいのないお子さんの受け入れも行

っています。・全員が経験豊富な有資格者のスタッフですので安心して

ご利用いただけます。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 放課後等デイサービス コーディキッズ 

サービス種別 放課後等デイサービス（多機能型） 

運営法人 株式会社あん 

事業所所在地 春日市惣利 2-32 

ＴＥＬ・ＦＡＸ 092-595-8810 ・ 092-595-8812 

Ｅ-ＭＡＩＬ info@coordykids-jp.com 

ＨＰアドレス http://coordykids-jp.com 

窓口担当者 管理者 鶴田庸平 児童発達支援管理責任者 西村光平 

指定年月日 令和 3年 8月 1日 

対象とする障がい 身体・精神・知的・発達障がいで医療的ケアが必要でない児童 

受入実績（障がい別） 身体・精神・知的・発達障がい 

サービス提供区域 春日市・大野城市・那珂川市・筑紫野市・太宰府市 

利用定員 20名/日 

営業日 月〜土・祝（休日：日曜日・年末年始・お盆） 

営業時間 9:00〜19:00 

サービス提供時間 登校日 授業終了後～17：00 / 休校日・欠席 10：00～17：00 

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 小学生 中学生 高校生 

男性 ３６ ２ ０ 

女性 １０ 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 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

１ ２ ４ ３ ２ 

理学療法士 作業療法士 看護職員   

     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性  ３  

女性 １ ７ １ 
 

mailto:info@coordykids-jp.com
http://coordykids-jp.com/
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活動内容 

・コーディネーショントレーニング 

・課外活動 

・集団活動トレーニング 

・感覚統合トレーニング 

・自己表現方法トレーニング 

・ソーシャルスキルトレーニング 

・就職能力開発トレーニング 

1 日のタイムスケジュール 

お迎え 

バイタルチェック 

朝礼 

活動 orフリータイム 

昼食やおやつ 

活動 orフリータイム 

帰りの会 

送迎 

送迎の有無（送迎場所） 有り（原則、自宅・学校 ※特例として市町村に認められた場所） 

食事提供の有無 有り 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おや

つ代等） 

利用料・送迎費：厚生労働大臣の定める額で受給者証に記載のある上限 

        額に準ずる 

食費： 昼食 390円（こちらで用意する場合）スポーツ保険 800円（年

間） 

医療的ケアの実施状況 無し 

協力医療機関 福岡徳洲会病院 

アピールポイント 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 こどもサポートルーム カーサ 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 株式会社五つ星工房 

事業所所在地 福岡県春日市松ヶ丘６丁目６８−２ 

ＴＥＬ・ＦＡＸ TEL092-558-8137  FAX092-558-8138 

Ｅ-ＭＡＩＬ casa.kasuga@gmail.com 

ＨＰアドレス https://supportcasa.web.fc2.com/ 

窓口担当者 高比良（たかひら） 

指定年月日 令和元年 10月 1日 

対象とする障がい 障害児（精神・知的・身体・難病）（但し、一定の自立度がある方に限る） 

受入実績（障がい別） 障害児（精神・知的） 

サービス提供区域 春日市・那珂川市・大野城市 ※筑紫地区・福岡市や糟屋地区の受け入れ実績あり 

利用定員 10名 

営業日 月・火・水・木・金 ※年間予定を優先させます 

営業時間 
平日・放課後：午前 10時から午後 6時まで 

休日・長期休暇：午前 9時から午後 5時まで 

サービス提供時間 
平日・放課後：午前 10時から午後 5時半まで 

休日・長期休暇：午前 10時から午後 4時まで 

駐車場の有無 有 

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） 登録者ベース 

年齢/性別 13-15 歳 16-18 歳  

男性 18 8  

女性 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 児発支援管理責任者 児童指導員 言語聴覚士 保育士 

1 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 2  

女性 1  1 
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活動内容 

集団活動 

○施設外活動（趣向を凝らしたレクレーション、ゲーム性の高い運動、

外食体験、社会科見学、買い物体験、清掃活動 他） 

○SST/社会生活技能訓練 

○施設内活動（料理教室、アイロンがけ、お金の勉強、季節のイベント） 

○企業見学・実習 

○施設（障がい福祉サービス事業所等）見学・体験・実習  他 

個別活動 

○言語聴覚士による個別活動（当事業所において必要とする児童のみ） 

○ご本人との個別面談、個別支援計画の作成   他 

1 日のタイムスケジュール 詳細については、お問い合わせください 

送迎の有無（送迎場所） 有（ご希望にお応えできない場合がございます） 

食事提供の有無 有（ご希望の方のみ） 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おや

つ代等） 

おやつ 50円/回 

昼食提供 350円/回 

※その他の費用につきましては、事前に通知を行います。 

医療的ケアの実施状況 なし 

協力医療機関 さいつこどもクリニック 

アピールポイント 

○中高生専門（13歳から 18歳までに特化した）児童通所支援施設です。

高校に進学していない未就学児童にも対応しています。 

○特別支援学校卒業後の地域生活をスムーズに適応できるように、ゲー

ム性が高く、楽しみながら取り組める訓練を中心に行っています。 

○不登校・ひきこもり経験の方も多く利用しています。少人数のクラス

のような雰囲気もあり、学生生活を取り戻すお手伝いをします。 

○高校に進学しなかった 16歳から 18歳までの未就学児童の受け入れも

行っています（児童発達支援）。カーサを卒業した高校未進学の子ども

たちの多くは、スタッフと共に事業所見学を重ねて、自ら選択して卒業

後は「就労移行支援事業所」等への通所を行っています。 

○医療機関との連携を行っており、「ゲーム依存症」やその他精神疾患

を抱えるお子様の受け入れも行っています。（精神保健福祉士在籍） 

○障がい者の就労支援現場で働いていたスタッフが多く在籍しており、

地区の障害福祉サービス事業所、ハローワーク、障害者就業・生活支援

センター、計画相談等との連携体制を構築しています。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 こども発達支援 ASO-VIVA 

サービス種別 放課後等デイサービス（多機能型） 

運営法人 一般社団法人 NORMAL 

事業所所在地 福岡県 春日市 泉 1丁目 19 

ＴＥＬ・ＦＡＸ TEL:092-518-6983  FAX: 092-517-0837 

Ｅ-ＭＡＩＬ aso-viva@normal.fukuoka.jp 

ＨＰアドレス https://www.normal-fukuoka.jp/ 

窓口担当者 下村雅輝 

指定年月日 2020年 12月 1日 

対象とする障がい 主に ASD ADHD LD 知的障害 

受入実績（障がい別） ASD ADHD LD 知的障害 

サービス提供区域 那珂川市 春日市 大野城市 春日市に隣接する筑紫野市と太宰府市 

利用定員 10名（多機能型） 

営業日 月曜日～金曜日、祝日（※12月 30日～翌 1月 3日までを除く） 

営業時間 9：00～18：00 

サービス提供時間 9：00～18：00 

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 小学生 中学生 高校生 

男性 7   

女性 4 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 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1  1 3 

理学療法士 作業療法士 看護師   

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  

女性  1 1 
 

tel:092-518-6983
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活動内容 

【集団療育】週間カリキュラムを通して対人スキル、コミュニケーション、運動、

日常生活動作の発達を促す活動をしています。 

月曜日：VisionTraining、SST/TEACCH 

火曜日：SST/TEACCH、SpeechTherapy 

水曜日：SpeechTherapy、SST/TEACCH 

木曜日：制作活動、VisionTraining 

金曜日：感覚統合療法、YOGA/Sports 

【個別活動】必要に応じ個々の困り感を段階的に支援する活動をします。 

【年間行事】年に春・夏・秋・冬の 4 回、季節毎の旬や地域に出る機会を設ける事

を狙いにして旬を味わったり楽しむ為に事業所外に遊びに出掛けます。 

1 日のタイムスケジュール 

【学校休業日】 

09：00～ 送迎 

来所後 バイタルチェック 

自由時間 

10：00  サービス提供開始 

週間カリキュラム 

12：00  昼食 

自由時間 

15：00  おやつ 

16：00  週間カリキュラム 

17：00～ サービス提供終了 

送迎 

自由時間（※延長時） 

18：00  送迎（※延長時） 

【放課後】 

下校時刻 送迎 

来所後 

バイタルチェック 

順次   おやつ 

     サービス提供開始 

16：00  週間カリキュラム 

17：00  自由時間 

18：00～ サービス提供終了 

送迎 

 

送迎の有無（送迎場所） 有（保育園、幼稚園、ご自宅） 

食事提供の有無 有（昼食 200円 / おやつ 30円）※持参可 

費用（利用料、送迎費、食費等、

おやつ代等） 

利用料・・・厚生労働大臣の定める額 

昼 食・・・200円税込  おやつ・・・30円税込 

医療的ケアの実施状況 無 

協力医療機関 医療法人 桂雅会 毛利外科医院 

アピールポイント 

私たち ASO-VIVA がいちばん大切に考えていることは、こども達が『連れてこられて療育をす

るところ』と感じ、ストレスになってしまわないように、専門的な目線で計画された支援をか

み砕いた状態で遊びのなかに落とし込み、こども達に気付かれないように私たちの狙いの課題

に取り組んでもらい、ASO-VIVAには『遊びに来ている』と思ってもらえるように支援をしてい

ます。こども達が『療育を受けに行く』といったモチベーションを持つことは考えにくく、遊

びの中にこそモチベーションがあると考えています 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 こぱんはうすさくら 春日若葉台教室 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 株式会社 SKグループ 

事業所所在地 春日市若葉台東３－２９ 

ＴＥＬ・ＦＡＸ TEL：092-983-6531 FAX：092-984-6531 

Ｅ-ＭＡＩＬ mannnbou@yahoo.co.jp 

ＨＰアドレス https://h-navi.jp/support_facility/facilities/158752 

窓口担当者 管理者 柿原 

指定年月日 令和２年４月１日 

対象とする障がい 身体障がい、知的障がい、発達障がい 

受入実績（障がい別） 発達障がい、知的障がい 

サービス提供区域 春日市、大野城市、その他地域は要相談 

利用定員 10人（児童発達を含め） 

営業日 月～日曜日（12月 31日～1月 3日を除く） 

営業時間 9：00～18：00 

サービス提供時間 授業終了日：13：00～17：00  休校日：10：00～16：00 

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 小学生 中学生 高校生 

男性 9 なし なし 

女性 3 なし なし 
 

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 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1 3  4 

理学療法士 作業療法士 心理師 心理  

  3 2  

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性  1  

女性 4 4 5 
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活動内容 

・小グループ活動…SST（ソーシャルスキルトレーニング） 

・行事活動…季節行事（クリスマス会、ハロウィン、お月見団子作り等） 

・伝統行事の由来や祝日についての学び、伝承遊び 

・運動…サーキット、ダンス、リトミック、楽器遊び 

・製作活動…クリスマスリース作り、写真立て、カレンダー作り等 

・お楽しみ会…調理実習、フィンガーペインティング 

・社会資源活用…大型絵本、紙芝居、ペープサート、パネルシアター鑑賞 

・清掃活動…大そうじ等 

・避難訓練、防災訓練、防犯訓練 

1 日のタイムスケジュール 

・授業終了日          ・学校休校日（土・日祝など） 

  下校時刻・送迎        9：00～お迎え 

15：00 おやつ          10：00 始めの会 

    始めの会            宿題・お勉強タイム 

15：20 宿題、お勉強       11：00 活動（集団プログラム） 

16：00 活動（療育プログラム）  12：00 昼食 

    集団・個別        12：30 リラックスタイム 

16：50 帰りの会         14：00 活動（集団プログラム） 

17：00 お送り開始        15：00 おやつ 

                 15：10 自由時間 

                 15：50 帰りの会 

                  16：00 お送り開始 

送迎の有無（送迎場所） 有り（自宅まで） 

食事提供の有無 お弁当を準備できない場合有り 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おや

つ代等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

送迎料：春日・大野城以外は１ｋｍあたり 20 円 

食費：お弁当の準備が出来ない場合 500円 

おやつ代：50円（持参の場合不要） 

その他：行事等参加する場合は実費を徴収 

医療的ケアの実施状況 無し 

協力医療機関 きたやま小児科 

アピールポイント 

１日の定員５名ほどの小団体で、落ちついた支援をさせて頂いておりま

す。小学生は学習支援も加わりメリハリのある支援を致します。 

できる事を伸ばし、できない事は一緒にトライしましょう！ 

土・日・祝も朝から開所しております。 

リタリコ発達ナビにてブログ随時更新しています。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 さくら３号館 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 株式会社ＳＡＫＵＲＡ 

事業所所在地 春日市惣利５－５ 

ＴＥＬ・ＦＡＸ 092-558-5353／092-558-5351 

Ｅ-ＭＡＩＬ sakura_houkago3@yahoo.co.jp 

ＨＰアドレス ※ＷＡＭ ＮＥＴ参照 

窓口担当者 武田 勇 

事業開始年月 平成２７年１１月 

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 

利用定員 １０名 

営業日 月～土曜日 年末年始（１２月２９日～１月 4日）を除く 

営業時間 午前８時３０分～午後６時３０分 

サービス提供時間 
平日：午後 1時３０分～午後５時３０分 

土曜日及び学校休日：午前８時３０分～午後４時３０分 

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 小学生 中学生 高校生 

男性 １０ ３ ２ 

女性  ３ ５ 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） 

管理者 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

１ １ ２ ３ １ 

理学療法士 作業療法士    

     

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 ２ 
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活動内容 

戸外活動：ボール遊び、散歩 

 

リトミック：カラオケ体操、ヨガ 

 

小グループ活動：キャップ積み、パズル等 

 

行事活動：季節行事 

1 日のタイムスケジュール 

○授業終了日 

 下校時間 送迎 

 到着～バイタルチェック、水分補給、排泄介助 

 １６時３０分～順次退所 

 

○休業日 

 ８：３０～送迎、バイタルチェック、水分補給、排泄介助 

 １０：００～療育訓練 

 １２：００～昼食、歯磨き介助 

 １４：００～療育訓練 

 １６：３０～順次退所 

送迎の有無 有り（自宅まで） 

食事提供の有無 有り 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おやつ

代等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

食費：１食２５０円 

おやつ代：５０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 目野内科クリニック 

アピールポイント 

 利用者本位で、アットホームな環境作りを行っています。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 さんさん 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 一般社団法人 おひさまクラブ 

事業所所在地 春日市下白水南 5丁目 81 

ＴＥＬ・ＦＡＸ TEL：092-986-4472  FAX：092-986-4473 

Ｅ-ＭＡＩＬ sansan@ind.bbiq.jp 

ＨＰアドレス http://www.san-san.net/ 

窓口担当者 山口 剛（児童発達管理責任者） 

指定年月日 平成 27年 3月 1日 

対象とする障がい 発達障がい、知的障がい 

受入実績（障がい別） 発達障がい、知的障がい 

サービス提供区域 春日市、大野城市、那珂川市、福岡市南区 

利用定員 10 名 

営業日 月～土曜日（日、祝日、12/29～1/3、8/13～8/15を除く） 

営業時間 10 時 00分～18時 

サービス提供時間 10 時～17時 30分（延長支援あり） 

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 小学生 中学生 高校生 

男性 16 10 1 

女性 6 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 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1（兼） 4 4 1 

理学療法士 作業療法士    

     

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 3 

女性 1 1 3 
 

mailto:sansan@ind.bbiq.jp
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活動内容 

・生活指導（持ち物整頓、歯磨き、更衣・衛生指導、食事指導） 

・教科指導（宿題、プリント学習） 

・余暇活動（読書、創作、ゲーム、PC、戸外活動、各種工作） 

・絵画教室 オルガン教室 

・集合活動（創作、集合ゲーム SST、おやつつくり） 

・外出（公園、図書館、児童館、社会見学、体験イベント参加） 

・視聴覚 SST（聴く聴くクイズ、コグトレ） 

・月 1～2回社会見学（工場、遊園地、公共交通機関、山、川、海など） 

1 日のタイムスケジュール 

＜授業終了後＞           ＜学校休業日＞ 

下校時間 送迎           ・ 9：00～送迎 

・到着後、持ち物整頓        ・        来初 持ち物整頓 

・宿題指導                          ・10：30 朝の会 掃除  

自由活動 

・余暇活動、絵画教室、オルガン教室  ・12：00 昼食・歯磨き 

・集合活動             ・13：00 戸外活動 

＊制作・戸外・ゲーム・おやつつくり          設定活動 

・おやつ              ・15：00 おやつ、自由時間 

・帰りの会             ・16：00 帰りの会 

＊ソーシャルスキルクイズ・ゲーム ・16：30 退所送迎 

送迎の有無（送迎場所） 有り（自宅まで） 

食事提供の有無 なし 

費用（利用料、送迎費、食費

等、おやつ代等） 

制度に定められた利用者負担の他 

おやつ代 １回につき 50円 

医療的ケアの実施状況 なし 

協力医療機関 さいつこどもクリニック、野北外科医院 

アピールポイント 

・放課後を安定した気持ちで過ごせること。子どもたち個々のパーソナリティや興味に合

わせて、自律的・計画的に余暇を過ごす力を身に付けることが目標です。 

・個々にスタッフがついて個別の宿題をサポートしています。 

・設定活動は、複数のメニューから子ども自身が選択して参加するようにしています。 

・戸外活動、多様な外出体験を沢山取り入れています。 

・スタッフは保育士・児童指導員・支援員の他、教育学系の学生アルバイトを入れ、子ども

1.5人にスタッフ 1名の配置です。 

・ご希望により発達相談に応じます。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 ジャングルひろば 宝校 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 ㈱ウィルサポート 

事業所所在地 福岡県春日市宝町 2-16 

ＴＥＬ・ＦＡＸ 092-588-6235 

Ｅ-ＭＡＩＬ a.nagano@will-support.co.jp 

ＨＰアドレス  

窓口担当者 管理者 長野愛 

指定年月日 平成 27年 7月 1日 

対象とする障がい 知的障がい、発達障がい 

受入実績（障がい別） 知的障がい、発達障がい 

サービス提供区域 春日、那珂川、大野城、太宰府市、福岡市 

利用定員 20 

営業日 月～土 

営業時間 9：00～18：00 

サービス提供時間 9：00～18：00 

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 小学生 中学生 高校生 

男性 32 2 2 

女性 8 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 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1 4 3  

理学療法士 作業療法士    

     

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 4 3 
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活動内容 

戸外活動：工場見学・体験 

トレーニング：ビジョン・足育・体幹 

行事活動：クッキング・季節行事・ボディパーカッション 

 

 

 

 

1 日のタイムスケジュール 

◎授業終了日 

下校時間 送迎 

到着 バイタルチェック、連絡帳確認、水分補給、療育訓練 

17：00 順次退所 

 

◎休業日 

9：00 通所、バイタルチェック、連絡帳確認、水分補給 

10：00 療育訓練 

12：00 昼食 

13：00 療育訓練 

17：00 順次退所 

 

 

送迎の有無（送迎場所） 有（自宅） 

食事提供の有無 有 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おや

つ代等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

その他：活動費（必要に応じて） 

 

 

医療的ケアの実施状況 実施なし 

協力医療機関 横山小児科 

アピールポイント 

ビジョントレーニングをはじめとして、身体作りなど、生活能力の自立

向上を目指します。 

やる気にあふれた職員が子ども達と一緒に成長しています。元気に遊

び・元気に学ぶ。皆さんのご利用お待ちしております！ 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 ちゃれんじくらぶ春日教室 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 合同会社ちゃれんじくらぶ 

事業所所在地 福岡県春日市昇町３丁目１９６ 

ＴＥＬ・ＦＡＸ 092-589-3421・092-589-3422 

Ｅ-ＭＡＩＬ Kaji210643@gmail.com 

ＨＰアドレス https://challengeclub.jp 

窓口担当者 梶山、太田 

指定年月日 平成 30年 6月 1日 

対象とする障がい 発達障がい、知的障がい 

受入実績（障がい別） 発達障がい、知的障がい 

サービス提供区域 春日市、福岡市、大野城市、那珂川市 

利用定員 10人 

営業日 月～土曜日（年末年始、お盆を除く） 

営業時間 平日 10：00～19：00、土日祝 9：00～18：00 

サービス提供時間 授業終了日：授業終了後～18：00 休日：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 小学生 中学生 高校生 

男性 23 2 0 

女性 2 1 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 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1 1 5 1 

理学療法士 作業療法士    

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 2 1 

女性 2 4 0 
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活動内容 

・戸外活動：バスケットボール、ドッジボール 

・室内活動：体幹トレーニング、ビショントレーニング 

レゴブロックプログラミング、タイピング練習等 

・行事活動：調理活動、工作活動、季節行事等 

1 日のタイムスケジュール 

・授業終了後 

 下校時間 送迎（検温、手洗いうがい、連絡帳提出） 

（到着） 宿題 

     おやつ 

     カリキュラム（個別、集団療育） 

18：00 送迎 

・休日（半日外出） 

  9：00 送迎 

     宿題（個別療育） 

  12：00 お昼ごはん 

  13：00 外出 

  16：00 送迎 

・休日（一日外出） 

  9：30 送迎 

     外出 

  16：00 送迎 

送迎の有無（送迎場所） 有 

食事提供の有無 有 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おや

つ代等） 

・利用料：厚生労働大臣の定める額 

・送迎費：無料 

・食費：子どもサイズ１食 380円、大人サイズ 450円 

・おやつ代：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 実施していない 

協力医療機関 おの子どもクリニック 

アピールポイント 

春日総合スポーツセンターで週に２回バスケットボールの療育を行っ

ています。 

個々の得意なものを見つけ、伸ばしていくことで生活能力の自立、向上

を目指します。 

ホームページ等でブログを随時更新しています。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 ちゃれんじくらぶ 日の出教室 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 合同会社ちゃれんじくらぶ 

事業所所在地 福岡県春日市日の出町４丁目１８ グランパレ春日２０１ 

ＴＥＬ・ＦＡＸ 092-707-8256・092-707-8267 

Ｅ-ＭＡＩＬ Kaji210643@gmail.com 

ＨＰアドレス https://challengeclub.jp 

窓口担当者 梶山、木村 

指定年月日 令和 3年 4月 1日 

対象とする障がい 発達障がい、知的障がい 

受入実績（障がい別） 発達障がい、知的障がい 

サービス提供区域 春日市、福岡市、大野城市 

利用定員 10人 

営業日 月～土曜日（年末年始、お盆を除く） 

営業時間 平日 10：00～19：00、土日祝 9：00～18：00 

サービス提供時間 授業終了日：授業終了後～18：00 休日：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 小学生 中学生 高校生 

男性 24 0 0 

女性 5 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 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1 2 4 1 

理学療法士 作業療法士    

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 3 1 

女性 3 1 1 
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活動内容 

・戸外活動：バスケットボール、ドッジボール 

・室内活動：体幹トレーニング、ビショントレーニング 

レゴブロックプログラミング、タイピング練習等 

・行事活動：調理活動、工作活動、季節行事等 

1 日のタイムスケジュール 

・授業終了後 

 下校時間 送迎（検温、手洗いうがい、連絡帳提出） 

（到着） 宿題 

     おやつ 

     カリキュラム（個別、集団療育） 

18：00 送迎 

・休日（半日外出） 

  9：00 送迎 

     宿題（個別療育） 

  12：00 お昼ごはん 

  13：00 外出 

  16：00 送迎 

・休日（一日外出） 

  9：30 送迎 

     外出 

  16：00 送迎 

送迎の有無（送迎場所） 有 

食事提供の有無 有 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おや

つ代等） 

・利用料：厚生労働大臣の定める額 

・送迎費：無料 

・食費：子どもサイズ１食 380円、大人サイズ 450円 

・おやつ代：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 実施していない 

協力医療機関 水ノ江医院 

アピールポイント 

春日総合スポーツセンターで週に２回バスケットボールの療育を行っ

ています。 

個々の得意なものを見つけ、伸ばしていくことで生活能力の自立、向上

を目指します。 

ホームページ等でブログを随時更新しています。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 ブロッサムジュニア春日野教室 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 株式会社 musubi system 

事業所所在地 春日市春日３丁目１３０－３ 

ＴＥＬ・ＦＡＸ 092-574-3330 

Ｅ-ＭＡＩＬ blossom.kasugano@gmail.com 

ＨＰアドレス  

窓口担当者 管理者兼児童発達支援管理責任者 永利尚美 

指定年月日 令和３年６月１日 

対象とする障がい 知的障がい、発達障がい 

受入実績（障がい別） 知的障がい、発達障がい 

サービス提供区域 春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市、福岡市（南区・博多区） 

利用定員 １０名 

営業日 月～土（１２月３０～１月３日を除く）、祝日 

営業時間 （平日）８時半～１７時半 （土・祝日）８時半～１７時 

サービス提供時間 （平日）学校終了後～１７時（土・祝日・学休日）９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 小学生 中学生 高校生 

男性 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 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

１ １ ３ １ １ 

理学療法士 作業療法士    

     

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 
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活動内容 

・集団療育：制作、散歩、外遊び、運動遊び、リズム遊び、 

感触遊び、感覚遊び 等 

・個別療育：生活動作、巧緻性、認知、記憶、感覚、視覚探索 

      指示理解 等 

・その他：季節ごとの行事、調理活動 

1 日のタイムスケジュール 

〇（平日）学校終了後 

 下校時間 送迎 

 おやつ、個別療育、集団療育 

 17:00  順次 お迎え・送迎 

〇（祝日・学休日） 

 送り・送迎 

9:00 自由遊び 

     個別療育 

 11:10  集団療育 

 12:00 お弁当 

     個別療育 

自由遊び 

15:00  おやつ 

16:00  順次 お迎え・送迎 

送迎の有無（送迎場所） 有 

食事提供の有無 なし 

費用（利用料、送迎費、食費

等、おやつ代等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

おやつ：５０円/日（月毎に徴収） 

送迎費：無料  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 くぼた小児科 

アピールポイント 

“えがおで咲かせる、ひとりひとりの「できるよろこび」” 

さまざまな特性をお持ちのお子さまが社会的に自立できるように。 

自尊感情を高め、社会の中にとびだしていけるように。 

ありのままの自分を好きになり、自信をもって生きていけるように。 

・個別療育/集団療育 

経験を重ねた保育士、児童指導員がお子さまの得意なものを見つけ、

伸ばし、学力の向上、社会性の向上、生活能力の自立等を目指し、療

育をおこなっています。 

保護者さまの子育ての不安や悩みなどゆっくりお聞きして、一緒に考

え、保護者さまに寄り添っていきます。 
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令和 3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 かすが 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 有限会社 ペアレント 

事業所所在地 福岡県春日市大谷 1丁目 10－1 

ＴＥＬ・ＦＡＸ TEL:092—588—1234 FAX：092—591-5812 

Ｅ-ＭＡＩＬ d₋kasuga@parent.co.jp 

ＨＰアドレス https://parent.co.jp/ 

窓口担当者 矢本 

指定年月日 平成 28年 2月 1日 

対象とする障がい 重症心身障害児 

受入実績（障がい別） 重症心身障害児 

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

利用定員 5名（児童発達支援を通じて） 

営業日 月～土 （12／31～1/3を除く） 

営業時間 9:30～17:30 

サービス提供時間 9:30～17:30 

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 小学生 中学生 高校生 

男性 1 4 0 

女性 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 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1 2 1 1 

理学療法士 作業療法士    

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  7 1 
 

tel:092—588—1234
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活動内容 

・戸外活動：散歩、しゃぼん玉、水あそび、外出レク など 

・屋内活動：リトミック、音楽療法、アロママッサージ 

      スヌーズレン、個別活動 など 

・行事活動：バードハウス見学、季節行事 など 

 

 

1 日のタイムスケジュール 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

送迎の有無（送迎場所） 有 （20分圏内） 

食事提供の有無 無 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おや

つ代等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

送迎費：無料 

その他：行事等への参加費は実費を徴収 

 

医療的ケアの実施状況 実施している（喀痰吸引、経管栄養、人工呼吸器の管理、導尿など） 

協力医療機関 医療法人 社団 扶洋会 秦病院 

アピールポイント 

子どもたちへの愛情たっぷりの看護師たち、フットワークの軽い児童

指導員 などが、みんなの笑顔のためにそれぞれの得意なことを発揮

し、子どもたちが充実して過ごすことができるよう日々、頑張っていま

す。 

人工呼吸器使用や気管切開をしている医療的依存度の高い子どもたち

もお預かりしています。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 リハルキッズ 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 医療法人 雅円会 

事業所所在地 春日市大谷 8丁目 106 

ＴＥＬ・ＦＡＸ TEL 092-558-3515  FAX 092-558-3516 

Ｅ-ＭＡＩＬ info@reharukids.com 

ＨＰアドレス http://www.reharukids.com/ 

窓口担当者 管理者 吉岡 文恵 

指定年月日 平成 29年 9月 1日 

対象とする障がい 身体障がい、知的障がい、発達障がい、難聴 

受入実績（障がい別） 身体障がい、知的障がい、発達障がい 

サービス提供区域 春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市 

利用定員 10名（多機能型） 

営業日 月～土曜日（国民の祝日、8月 13日～15日、12月 30日～1月 3日を除く） 

営業時間 8時 30分～17時 30分 

サービス提供時間 授業終了日：授業終了～17時  休業日：9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 小学生 中学生 高校生 

男性 27 0 0 

女性 6 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 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1 3 0 0 

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士   

0 0 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 0 
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活動内容 

製作、感覚遊び、スキルトレーニング、ソーシャルスキルトレーニング 

リトミック、日常生活動作、運動会等の全体及び個別によるトレーニン

グ、言語聴覚士による個別トレーニングに加え、理学療法士が監修した

運動プログラム等を行っております。 

1 日のタイムスケジュール 

・授業終了日 

  下校時間～ 送迎、到着 検温（体調管理）、宿題、休憩、おやつ 

        療育（製作、運動、統合遊びなど） 

  17：00 ～ 送迎 

・休業日 

   9：00～ 送迎 検温（体調確認）、自由遊び 

  10：00～ 宿題、個別メニュー 

  12：00～ 昼食、歯みがき、休憩 

  14：00～ 療育（製作、運動、統合遊び） 

    15：30～ おやつ  

  16：00～ 送迎 

送迎の有無（送迎場所） 有り（自宅） 

食事提供の有無 有り 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おや

つ代等） 

利用料、送迎費：厚生労働大臣の定める額 

食費：購入(希望のみ) 350円 

おやつ代： 50円 

その他：行事（外出など）等へ参加する場合実費を徴収 

医療的ケアの実施状況 実施していません 

協力医療機関 たなか夏樹医院 

アピールポイント 

障がい者や障がい児の施設・事業所や病院等において勤務経験のある教

諭免許を持ったスタッフや言語聴覚士を配置し、学習やコミュニケーシ

ョン、運動、言葉のトレーニング等をお子様一人ひとりに合わせて実施

しております。 

ご利用者様と共に笑い合い成長を喜びあえる、あたたかい居場所づくり 

を心がけています。 

安心安全なケアはもちろん、より質の高いサービスをご利用者様お一人

おひとりに合わせてお届けできるよう、スタッフ一同で気持ちを一つに

して、皆様のご利用を心よりお待ちしております。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 春日地域福祉事業所 ひまわり 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 特定非営利活動法人ワーカーズコープ 

事業所所在地 春日市紅葉ヶ丘東５丁目１１１ 

ＴＥＬ・ＦＡＸ TEL 092-558-9640  FAX 092-558-9641 

Ｅ-ＭＡＩＬ himawari@roukyou.gr.jp 

ＨＰアドレス http://wokerskasugahimawari.wixsite.com/himawari-day/ 

窓口担当者 児童発達支援管理責任者  宇田 

指定年月日 平成２５年７月１日 

対象とする障がい 身体障がい、知的障がい、発達障がい 

受入実績（障がい別） 身体障がい、知的障がい、発達障がい 

サービス提供区域 春日市、大野城市、那珂川市、福岡市 他 （その他地域応相談） 

利用定員 １０名 

営業日 

（営業日）月～土曜日、第２・４日曜日 

（休業日）第１・３日曜日、お盆（8/13～8/15）年末年始（12/29～1/3） 

※就労訓練（中高生限定）や地域行事等へ参加する場合は日曜祝日を 

開所する場合があります。 

営業時間 通常時 １０時～１８時  学校休業日 ９時～１８時 

サービス提供時間 平日 学校終了～１７時  学校休業日 １０時～１７時 

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 小学生 中学生 高校生 

男性 5 1 4 

女性 1 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 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

2 3 7 4 2 

理学療法士 作業療法士    

     

職員の人数（性別・年齢別） 
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年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性  1 3 

女性 1 2 6 
 

活動内容 

・クッキング（昼食・おやつ） ・工作  ・お買い物体験 

・スポーツ（ボウリング、テニス、バドミントンなど） 

・地域のお祭りなどへの参加（奴国の丘フェスタなど） 

・食育（生活習慣、野菜栽培など） 

・清掃活動（掃除機、モップがけ・送迎車の洗車） 

 

 

 

 

1 日のタイムスケジュール 

平日休日                 

10：00 到着、バイタルチェック 

朝の会、宿題、個別活動 

12：00 昼食 

13：00 戸外活動、集団活動 

15：00 おやつ 

15：30 自由遊び 

16：45 帰りの準備 

17：00 ご自宅へ送迎 

送迎の有無（送迎場所） あり（自宅、学校、実習先、習い事先） 

食事提供の有無 なし（行事等で提供することもある） 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おや

つ代等） 

利用料：厚生労働大臣が定める額 

送迎費：同上 

食費：昼食クッキングや、おやつクッキングなどの行事費として 

徴収する場合があります（その他、地域のお祭り、学校のバザー、体験

活動などの行事も徴収する場合があります） 

医療的ケアの実施状況 なし 

協力医療機関 さかきばら医院 

アピールポイント 

子どもの自主性を中心に子どもたちに寄り添い、お互いの個性を認め合

い共感できる仲間作りを目指します。 

安心できるもうひとつの家として温もりを感じてほしいと思っていま

す。 

休日 

10：00 到着、バイタルチェック 

朝の会、宿題、個別活動 

12：00 昼食 

13：00 戸外活動、集団活動 

15：00 おやつ 

15：30 自由遊び 

16：45 帰りの準備 

17：00 ご自宅へ送迎 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 太陽のリハげんき 春日教室 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 株式会社 スピード・ラン 

事業所所在地 春日市岡本 1-126 

ＴＥＬ・ＦＡＸ ℡ 092-586-6360  Fax 092-586-6370 

Ｅ-ＭＡＩＬ kasuga@speed-run.net 

ＨＰアドレス speed-run.net 

窓口担当者 白垣 亜希子 

指定年月日 令和 2年 6月 1日 

対象とする障がい 身体障がい、知的障がい、発達障がい 

受入実績（障がい別） 自閉スペクトラム症、知的障害、精神遅滞、ADHD,LD 

サービス提供区域 春日市、大野城市、大宰府市、那珂川市、福岡市博多区・南区（一部対象外地域あり） 

利用定員 10人（児童発達支援も含む） 

営業日 月曜日～土曜日（日曜・祝日・お盆 8/13～8/15・年末年始 12/30～1/3は除く） 

営業時間 8：30～17：30 

サービス提供時間 授業終了時：15時（下校時間）～17時   休業日：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 小学生 中学生 高校生 

男性 17 0 0 

女性 7 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 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1   6 

理学療法士 作業療法士 事務員   

1  1   

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性 2 0 0 

女性 3 2 1 
 

活動内容 

【集団療育】運動 ・サーキットトレーニング（マット、跳び箱、鉄棒、平均台、ハードルなど） ・感覚

統合 ・リズムトレーニング ・スポーツビジョン/反応ゲーム・戸外活動 ・体操 ・ふれあい遊び 

【集団療育】学習 ・身辺自立（排泄、着脱など） ・運筆練習（鉛筆や箸の持ち方、姿勢など）・手先の

巧緻性/制作・工作（道具の使い方） ・ビジョントレーニング/視知覚トレーニング/フラッシュカード 

【個別療育】 ・支援計画をもとに理学療法士や保育士がお子様の個々に合った課題を行います 

mailto:kasuga@speed-run.net
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1 日のタイムスケジュール 

○授業終了日 

下校時間 送迎 

到着 バイタルチェック、水分補給、排泄 

療育活動（運動・学習） 

17：00 順次送迎 

○土曜・休暇日  

 9：30 送迎、バイタルチェック、水分補給、排泄確認 

10：00 療育活動（学習・運動） 

12：00 昼食 

14：00 療育活動 

16：00 順次送迎 

送迎の有無（送迎場所） 有り（学校、自宅、塾など） 

食事提供の有無 おやつのみ 

費用（利用料、送迎費、食費

等、おやつ代等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額  送迎費：無料 

おやつ代：50円 活動内容によりおやつの提供をします 

その他：行事等へ参加する場合は必要に応じて実費を徴収 

医療的ケアの実施状況 現在、実施者なし 

協力医療機関 きたやま小児科 

アピールポイント 

太陽のリハげんきでは、お子さまの「できる」を増やしサポートしていくことをコ

ンセプトに、運動や学習、言葉のトレーニングを通して、お子さま一人ひとりに合

わせた個別・集団療育に専念しています。 

療育の３本柱 

❶運動プログラム 

理学療法士、保育士によるチームでのアプローチをしています。集団運動やお子さ

ま一人ひとりに合わせた個別を行っています。感覚統合やリズムトレーニング、ス

ポーツビジョン、などを集団や個別にて実施しています。 

❷学習プログラム 

ビジョントレーニングを含め、手先の巧緻性（制作・工作）や日常生活に必要な課

題（身辺自立など）に応じた療育を実施しています。また、個々に応じて宿題や課

題にも取り組んでいきます。 

❸社会性の構築 

ＳＳＴでのトレーニングや日常の関わりの中で、先生やお友達とのコミュニケーシ

ョンや社会性を学べるようにしています。 

＊太陽のリハげんきホームページにてブログを随時更新しております!! 

・やる気にあふれた職員が、皆さんのご利用をお待ちしています。 

元気に学び、遊び、一緒に成長していきましょう。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 発達療育 モンテ 

サービス種別 放課後等デイサービス              

運営法人 特定非営利活動法人 日々草 

事業所所在地 ① 春日市下白水南 2丁目 58番・②下白水南 5丁目 97番地 

ＴＥＬ・ＦＡＸ ① TEL 092-572-3325・②TEL/FAX 092-572-1150 

Ｅ-ＭＡＩＬ ryoikumonte.0501@gmail.com/ 

ＨＰアドレス http://honobono-monte.com/ 

窓口担当者 代表 長尾 真澄 

指定年月日 平成 26年 5月 1日 

対象とする障がい 春日市、那珂川市、大野城市、筑紫野市 

受入実績（障がい別） 知的障がい、発達障がい 

サービス提供区域 知的障がい、発達障がい 

利用定員 30人 

営業日 月～日曜日（お盆、年末年始を除く） 

営業時間 9：30～19：30 

サービス提供時間 授業終了日：14:30～18:30 休業日：9:30～16:30 

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 小学生 中学生 高校生 

男性 19 6 4 

女性 15 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 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 3（1兼） 9 10   6 

理学療法士 作業療法士    

     

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 3 

女性 8 9 6 
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活動内容 
・外出：社会見学、ウォーキング、公園、図書館、体験イベント 

・マット運動、バランスボール、バランスクッション、 

 トランポリン、スイング、ボルタリング 

・グループ活動：個々にあった課題を提供 

（粘土、ビジョントレーニング等） 

・行事活動：季節行事等、調理実習、野外活動、宿泊訓練 

・清掃活動：身の回り 

の整理整頓、机等、拭き清掃、掃除機かけ 

・教科活動：宿題、プリント学習 

・生活支援：整理整頓、歯磨き、更衣、衛生指導、食事支援 

1 日のタイムスケジュール 

○授業終了日 

下校時間 送迎 

到着 検温、手洗い、体調チェック、身辺整理、療育訓練 

宿題活動、余暇活動、外出、リトミック等 

18：30 退所送迎 

 

○学校休業日 

9：30 通所、検温、手洗い、体調チェック、身辺整理、療育訓練 

   野外活動、季節行事活動等 

12：00 昼食 

野外活動、季節行事活動等 

16：30 退所送迎 

送迎の有無（送迎場所） 有 

食事提供の有無 有 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おや

つ代等） 

利用料：厚生労働大臣の定める法定利用料に準じています。 

食費：１食 150円 

おやつ代：100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 田中内科クリニック 

アピールポイント 

・生活能力向上の為に必要な療育、個々に合わせた活動 

その他必要な支援を行います。 

・ホームページのブログで毎日、様子を更新しています。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 こどもサポート教室「きらり」春日校 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 株式会社クラ・ゼミ 

事業所所在地 福岡県春日市白水ヶ丘３丁目１ 

ＴＥＬ・ＦＡＸ TEL：092-586-8827 FAX：092-586-8827 

Ｅ-ＭＡＩＬ Kirari.kasuga@kurazemi.co.jp 

ＨＰアドレス https://kirari-kodomo.com/ 

窓口担当者 管理者 秋吉隆憲 

指定年月日 ２０２１年３月１日 

対象とする障がい 知的、身体(重症心身障害児を除く)、精神 

受入実績（障がい別） 知的障害、精神障害 

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

宇美町、須恵町、志免町 

利用定員 １０名(児童発達支援と合わせ) 

営業日 

営業日：火曜から土曜(祝日を含む)、年間スケジュールに定める月曜 

休業日：GW(4月末から 5月初旬) お盆(8月 2週目もしくは 3週目) 

年末年始など 

営業時間 10：00～19：00 

サービス提供時間 10：00～19：00 

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 小学生 中学生 高校生 

男性 20 0 0 

女性 7 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 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1 2  1 

理学療法士 作業療法士    

     

 

mailto:Kirari.kasuga@kurazemi.co.jp
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職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性  1  

女性 2 1  
 

活動内容 

１対１の SST(ソーシャルスキルトレーニング) 

・自己認知ワーク 

・こんなときどうする 

・聞き取りワーク(大事なことを聞こう) 

生活に必要な知識の付与 

・日付、時計、お金についての活動 

・気持ちの切り替え、物の管理、についての活動 

余暇活動の提供 

・創作活動 

・アナログゲームやパズルブロックなどの遊び 

1 日のタイムスケジュール 

10：00～19：00 

・個別支援(原則 1対 1) 

・自立に向けた活動 

・コミュニケーション支援(SST) 

・自己肯定感向上に向けた活動 

・登校に向けた支援(不登校児、引きこもり児対象) 

・創作活動 

・アナログゲームやパズルブロックなどの遊び 

・小集団 SST(不定期開催) 

送迎の有無（送迎場所） なし 

食事提供の有無 なし 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おや

つ代等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

コピー代：白黒１０円 カラー２０円 

その他：イベント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 さいつこどもクリニック 

アピールポイント 

・完全個別対応(支援時間中は指導員と利用者が１対１) 

・引きこもり、不登校児(障害に起因するもの)に対する発達支援と登校

に向けたサポートを実施 

・全国１７０事業所のネットワーク、支援技術のノウハウ 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 放課後等デイサービス アルクかすが 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 株式会社３PLUS 

事業所所在地 春日市桜ケ丘２丁目６２番地５ 

ＴＥＬ・ＦＡＸ TEL：080-3954-0234 FAX：092-510-2633 

Ｅ-ＭＡＩＬ alucukasuga@san-plus.jp 

ＨＰアドレス https://san-plus.jp/ 

窓口担当者 管理者：冨田 

指定年月日 2020年 11月 1日 

対象とする障がい 発達障がい、知的障がい、身体障がい 

受入実績（障がい別） 発達障がい、知的障がい、身体障がい 

サービス提供区域 春日市・大野城市・福岡市 

利用定員 10名 

営業日 月曜日～土曜日（ゴールデンウィーク・お盆・年末年始を除く） 

営業時間 
月曜日～金曜日 13:15～19:15 

土曜日・祝日・長期休暇時など 9:30～18：30 

サービス提供時間 
月曜日～金曜日 13:15～18：00 

土曜日・祝日・長期休暇時など 10：00～17：00 

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 小学生 中学生 高校生 

男性 ９   

女性 ９   
 

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 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

１ １ ２ ４ ３ 

理学療法士 作業療法士    

     

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 3  
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活動内容 

ワーキングメモリー 

ソーシャルスキルトレーニング 

アンガーマネージメント 

ビジョントレーニング 

創作活動 

外出レクリエーション等 

 

 

 

 

 

 

 

1日のタイムスケジュール 

平日 

学校終了後  送迎 

       手洗い・うがい 

       学習（宿題等） 

16：30頃   プログラム活動 

       自由活動 

18：00頃   送迎 

送迎の有無（送迎場所） 有（学校・自宅） 

食事提供の有無 無 

費用（利用料、送迎費、食費

等、おやつ代等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

送迎費：無料  食 費：お弁当購入の場合は実費 

その他：行事等へ参加する場合は入場料等を実費 

医療的ケアの実施状況 実施していない 

協力医療機関 横山小児科 

アピールポイント 

主に小学校支援クラスのお子様を対象にしています。学ぶ、暮らす、遊

ぶという３つの視点で多彩なプログラムを提供していきます。宿題など

の学習支援やコミュニケーションの力などを養い、中学校、高校への進

学をサポートできればと考えています。 

スタッフは専門スタッフ（保育士、児童指導員）が常勤していますので、

学校生活で困っていること、将来に向けての目標や具体的な支援をご家

族と一緒に考えていきたいと思っています。 

学校休業日 

9：30頃～  送迎 

手洗い・うがい 

       学習（宿題等） 

       自由活動 

12：00頃   昼食 

14：00頃   プログラム活動 

       自由活動 

17：00頃   送迎 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 放課後等デイサービス 「晴
は

れる家
や

」 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 合同会社 にじいろのたね 

事業所所在地 春日市天神山 7丁目 238 

ＴＥＬ・ＦＡＸ TEL・FAX：092-707-9435 

Ｅ-ＭＡＩＬ hareruya@nijiironotane.co.jp 

ＨＰアドレス http://nijiironotane.co.jp/ 

窓口担当者 管理者 小山 

指定年月日 平成 30年 12月 1日 

対象とする障がい 知的障がい 発達障がい 

受入実績（障がい別） 知的障がい 発達障がい 

サービス提供区域 春日市、大野城市、那珂川市、福岡市南区(一部)、太宰府市(休日のみ) 

利用定員 10名 

営業日 毎日(8/13～8/15、12/30～1/3を除く) 

営業時間 平日 11時～19時 ／ 休日 9時～18時 

サービス提供時間 授業終了日：下校時間～17時 30分 ／ 休校日 10時～16時 30分 

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 小学生 中学生 高校生 

男性 14 6 1 

女性 8 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 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1 5 1  

理学療法士 作業療法士    

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 2 1 5 
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活動内容 

 同じ障がいを持つ子の親が運営する視点と発想、対応を大切にし、

さまざまな悩みを共有しやすい環境をつくり活動します。 

 公共のプールを利用した水泳教室や、専門の先生によるダンス教

室・絵画教室を定期的におこなっています。 

 常駐の理学療法士による個別評価、トレーニングをおこない、個々

の成長を支えます。 

 季節感のあるイベントや屋外活動、またご家族と一緒に参加できる

催事も実施しています。 

 食育アドバイザーが考える手作りおやつを提供しています。 

1 日のタイムスケジュール 

○授業終了日 

下校時間 送迎 

到着 バイタルチェック、水分補給、療育活動・学習支援、自由時間 

17:30 順次送迎 

○休校日 

  9:00 順次送迎 

10:00 通所、バイタルチェック、水分補給 

     学習支援、療育活動、自由時間 

 12:00 昼食 

 13:00 療育活動、自由時間、おやつ 

 16:30 順次送迎 

送迎の有無（送迎場所） 有り（自宅まで） 

食事提供の有無 コロナ禍のため、基本的にはお弁当の持参をお願いしています 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おや

つ代等） 

利用料・送迎費：厚生労働大臣の定める額の定める額で受給者証に記載

のある上限額に準ずる 

食費（クッキング時）：1食 250円 

おやつ代：100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 無し 

協力医療機関 医療法人 文佑会 原医院 

アピールポイント 

 くつろぎ楽しめる空間として一軒家を改修し、子どもたちが第 2の

家として、身体的にも知的にも欲求を満たせる場をご提供します。 

 一軒家の広さを活かして、療育の場を整え、のびのび楽しめる環境

を充実させていきます。 

 土日祝日も開所し、ご家族も安心して預けることができます。 

 ホームページのブログを更新しています。 
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※16:00以降のお預かり相談可 

令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 放課後等デイサービス・スリール光町 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 株式会社 蒼恵 

事業所所在地 春日市光町 3丁目 93 

ＴＥＬ・ＦＡＸ TEL:092-576-9390 FAX:092-576-9391 

Ｅ-ＭＡＩＬ sourire.kasuga@gmail.com/ 

ＨＰアドレス http://sourire123.web.fc2.com/     ※ＷＡＭ ＮＥＴ参照  

窓口担当者 児童発達支援管理責任者 村上 

指定年月日 平成 28年 5月 1日 

対象とする障がい 身体障がい・知的障がい・発達障がい 

受入実績（障がい別） 身体障がい・知的障がい・発達障がい 

サービス提供区域 春日市、大野城市、博多区（一部）、那珂川市（一部） 

利用定員 10名 

営業日 月～日曜日（8/13～8/15・12/29～1/3を除く） 

営業時間 平日：10:00～19:00      学校休業日：9:00～18:00 

サービス提供時間 平日：学校終了時間～17：30  学校休業日：9:00～16:00 

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 小学生 中学生 高校生 

男性 17 10 7 

女性 6 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 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1（兼務） 1（兼務） 3 4 2 

理学療法士 作業療法士    

0 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 2 1  

女性 4 2 1 
 

http://sourire123.web.fc2.com/
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活動内容 

・戸外活動：工場見学、科学館、苺狩り、動物園、マリンワールド、もーもーらんど、 

      消防署、公園遊び 

・行事活動：ｸｯｷﾝｸﾞ、ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ、ｶﾗｵｹ、映画鑑賞（視聴覚室）、ランチ、書道、折り紙制作、 

      お買い物学習、避難訓練、夏まつり、季節行事、BBQ 

・音楽療法：音楽療法士を招いて月 1回無料にて実施 

・小児鍼：有資格者にて無料 

・運動療法：コミュニティのホールを利用して（月 2回）ダンス、 

運動用具を使用しながらグループ、個別支援 

（※コロナ禍において戸外活動は全て自粛中） 

・指先訓練：視覚や指先の力を伸ばせる様な手作りグッズを利用 

・プリント学習：線引き、漢字、かけ算等、その子に合った学習を準備 

・タブレット学習：時間や順番、ルール等を守れるよう指導 

1 日のタイムスケジュール 

<授業終了日> 

下校時間～ 送迎開始 

到着後～ 手洗い、荷物の整理、おやつ、宿題、指先訓練、タブレット、公園遊び、 

     集団遊び、掃除、帰りの会 

17：30～ 送迎開始 

<学校休業日> 

9:00～ 送迎開始 

10:00～ 朝の会、体操、宿題、プリント、指先訓練 行事がある場合は、集団活動に参加。 

11:30～ 昼食 

12：30～ 自由活動（行事による） 

14：30～ おやつ 

15：30～ 掃除、集団遊び、帰りの会 

16：00～ 送迎開始 

送迎の有無（送迎場所） 有り（自宅） 

食事提供の有無 有り 

費用（利用料、送迎費、食費

等、おやつ代等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額  送迎費：利用料に含まれる 

その他：行事等へ参加の場合は実費を徴収 食 費：1食 150円 

医療的ケアの実施状況 未実施 

協力医療機関 榊原医院 

アピールポイント 

<スリールの理念> 

スリールは障がいを持つ子どもの保護者が立ち上げた事業所です。子ども達の将来に必要な 

経験、療育を取り入れながら、職員も共に成長していきます。 

<スリールモットー> 笑顔・成長・信頼 

一、笑顔 一、成長 一、信頼 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 放課後等デイサービス aruku あるく 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 合同会社 SON  

事業所所在地 春日市下白水南 6丁目 6番 108 

ＴＥＬ・ＦＡＸ TEL：092-517-0778    FAX：092-516-9869 

Ｅ-ＭＡＩＬ arukukasuga@yahoo.co.jp 

ＨＰアドレス https://arukukasuga.wixsite.com/mysite 「aruku春日」 

窓口担当者 児童発達支援管理責任者   渡部 久美子 

指定年月日 令和 2（2020）年 4月 1日 

対象とする障がい 知的障がい  発達障がい   

受入実績（障がい別） 知的障がい  発達障がい 

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

利用定員 10名 

営業日 月曜日～土曜日 （年末年始を除く） 

営業時間 9：00～19:00 

サービス提供時間 
月曜日～金曜日 学校終了時～18:00 

学校休業日（土曜・祝日・長期休暇中）10：00～18：00 

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 小学生 中学生 高校生 

男性 16 1  

女性 8 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 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1 2 2 3 

理学療法士 作業療法士    

 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 3 1 

女性 1 1 2 
 

https://arukukasuga.wixsite.com/mysite
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活動内容 

・体育 リトミック（月曜日） 

・水泳      （火・金曜日） 

・英会話     （水曜日） 

・美術      （木曜日） 

・ソーシャルスキルトレーニング  

・ビジョントレーニング 

・聴覚トレーニング 

・行事活動 

・公園等の野外活動 レクレーション 

・施設体験 

・個々に応じた課題 

1 日のタイムスケジュール 

【平 日】           【学校休業日】 

学校終了後   お迎え     9:30～   お迎え 

  手洗い うがい 体温計測    手洗い うがい 体温計測 

  学習（宿題等）         学習（宿題等） 

15:00  おやつ         11:00  読み聞かせ活動等 

     自由時間        12:00  昼食  自由時間 

16:00  曜日毎の活動      14:00    公園等の野外活動 

17:00  帰りの準備            レクレーション 

     自由時間                 施設体験等 

17：30  順次送り               17:00  帰りの準備 

                     自由時間 

17:30   順次送り                

送迎の有無（送迎場所） 有（学校・自宅） 

食事提供の有無 無 

費用（利用料、送迎費、食費等、

おやつ代等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額    送迎費：無料 

食費：お弁当購入の場合は実費     おやつ代：1回 100円 

その他：行事等へ参加する場合は一部徴収の場合あり 

医療的ケアの実施状況 無 

協力医療機関 医療法人 敬愛会 古賀医院 

アピールポイント 

aruku では、子ども達それぞれの個性を活かしながら、遊びや多彩な活動を通して

「生活する力」「コミュニケーション力」「学ぶ力」「社会性」を身につけていくこと

を目指しています。 

児童発達支援管理責任者は、長い教職生活の中で特別支援教育に携わってきた経験

を活かして子ども達に関わっており、将来を見据えた取り組みを行っています。

arukuが子ども達にとって憩いの場になることを願っています。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 放課後等デイサービス WING平田台 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 株式会社素敵な人生 

事業所所在地 福岡県春日市平田台 4-21-29 

ＴＥＬ・ＦＡＸ TEL：092-558-2882 FAX：092-558-2883 

Ｅ-ＭＡＩＬ wing-hiratadai@sutekinajinsei.jp 

ＨＰアドレス http://www.sutekinajinsei.jp 

窓口担当者 管理者：今﨑 

指定年月日 令和 3年 11月 1日 

対象とする障がい 発達障がい、知的障がい 

受入実績（障がい別） 発達障がい、知的障がい 

サービス提供区域 春日市・大野城市・太宰府市 

利用定員 10名 

営業日 月～土曜日（日、祝日、12/31～1/3、8/14～8/15を除く） 

営業時間 休校日 9：00～18：00 平日 10：00～19：00 

サービス提供時間 休校日 10：00～16：00 平日 14：00～18：00 

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 小学生 中学生 高校生 

男性 0 0 0 

女性 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）   

管理者 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1(兼務) 1 1 2 0 

理学療法士 作業療法士    

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 0 1 0 

女性 1 2 1 
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活動内容 

「運動・学習・生活能力向上」を基本とした療育支援を行います。 

個別活動・集団活動 

プール・サーキットトレーニング・リトミック・工作・お買い物・ビジ

ョントレーニング・工場見学・外出活動・ライフスキルトレーニング・

クッキング 

その他、誕生会、季節イベント等の活動を幅広く行っています。 

「理学療法士」や「作業療法士」の指導のもと、効果的に体幹トレーニ

ングやストレッチ等の運動を楽しみながら無理のないように行ってい

ます。 

1 日のタイムスケジュール 

平日 

学校終了後 お迎え 

      手洗い・うがい 

      学習（宿題等） 

16：30頃  カリキュラム活動 

      自由活動 

18：00頃  送迎 

 

 

 

送迎の有無（送迎場所） 有（ご自宅） 

食事提供の有無 なし ※クッキングレクを月 1回以上実施。 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おや

つ代等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額  

おやつ：1日 100円 

送迎費：利用料に含まれる 

その他：行事等へ参加の場合は実費を徴収 

医療的ケアの実施状況 なし 

協力医療機関 くぼた小児科医院 

アピールポイント 

「運動・学習・生活能力向上」を基本とした療育支援を行っています。 

障がいをお持ちのお子様が安心して社会生活を送って頂けるよう、 

自立と社会性・協調性を高めることを目的とした様々なカリキュラムを

行います。 

※日々の活動内容は、Facebook(フェイスブック)にて活動内容を公開し

ております。 

  

学校休業日 

9：30頃～  送迎 

手洗い・うがい 

       学習（宿題等） 

       自由活動 

12：00頃   昼食 

14：00頃   カリキュラム活動 

       自由活動 

16：00頃   送迎 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 未来クラブ 春日 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 Ｆ・Ｅ商事 株式会社 

事業所所在地 春日市昇町 1-10-2 

ＴＥＬ・ＦＡＸ TEL 092-575-2090  FAX 092-515-9669 

Ｅ-ＭＡＩＬ miraikasuga.07@gmail.com 

ＨＰアドレス http://miraikasuga07.wixsite.com/miraiclub 

窓口担当者 武谷（たけや） 

指定年月日 平成 27年 9月 1日 

対象とする障がい 発達障がい 精神障がい 身体障がい 

受入実績（障がい別） 発達障がい 精神障がい  

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

利用定員 10名 / 1日あたり 

営業日 月～土曜日（国民の休日、12/29～1/3、8/13～8/15を除く） 

営業時間 平日：11:00～19:00   土曜日・長期休暇日：8:30～17:30 

サービス提供時間 平日：授業終了後～18:00  土曜日・長期休暇日：8:30～16:30 

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 小学生 中学生 高校生 

男性 7 2  

女性 7 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 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1  4 1 

理学療法士 作業療法士    

     

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  
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活動内容 

個別活動・集団活動 

学習支援・習字 

プール・リトミック・工作・マネートレーニング・ビジョントレーニン 

グ・工場見学・外出活動・ライフスキルトレーニング・クッキング 

その他、誕生会、季節イベント等の活動を幅広く行っています。 

1 日のタイムスケジュール 

〈平日〉             〈土曜・学校休業日〉 

学校終了後 各学校にお迎え     8:30  自宅にお迎え 

      来所              来所 

      手洗い、うがい         手洗い、うがい 

健康チェック          健康チェック 

      宿題、おやつ          学習、朝の会 

      個別活動、集団活動   12:00  昼食 

17:30    帰りの会             自由あそび 

18:00    自宅へお送り      15:00  おやつ 

                       個別活動、集団活動 

       16:00  帰りの会 

                               16:30  自宅へお送り 

送迎の有無（送迎場所） 有 

食事提供の有無 無 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おや

つ代等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

送迎費：無し 

おやつ代：1日につき 50円（消費税込み） 

その他：有料施設等を利用して活動をする場合は実費徴収 

医療的ケアの実施状況 無 

協力医療機関 医療法人 竹風庵 榊原医院 

アピールポイント 

未来クラブでは、利用者個々それぞれの自立目標に対して様々な支援や

活動を行っています。そうした様々な支援の中で、我々が大切にしてい

ることは、「小さな変化を見つける」ということです。小さな変化を見

つけると言いましても、環境によって子供たちの変化は様々です。変化

を見つけては支援につなげ、毎日の活動を行っています。 

※ 日々の活動内容は、Facebook(フェイスブック)にて活動内容を公開

しております。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 放課後等デイサービス オリーブの木 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 株式会社 E＆S Partners 

事業所所在地 春日市 須玖南５－１２ 東峰マンション春日１階３号 

ＴＥＬ・ＦＡＸ 092-588-0321/092-588-0320 

Ｅ-ＭＡＩＬ  

ＨＰアドレス https://h-navi.jp/support_facility/facilities/156256 

窓口担当者 井本・細井 

指定年月日  

対象とする障がい 身体・精神・知的・発達障がい 

受入実績（障がい別） 身体・精神・知的・発達障がい 

サービス提供区域 春日市・大野城市・那珂川市・筑紫野市・福岡市の一部 

利用定員 １０名 

営業日 月～土曜日・祝日（8/13～8/15・12/29～1/3を除く） 

営業時間 10：30-19：30 

サービス提供時間 学校のある日：13：30-19：30 学校のない日：9：30-18：30 

駐車場の有無 有（事前にご連絡ください） 

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 小学生 中学生 高校生 

男性 13 2  

女性 10 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 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 １ 4 1 1 

理学療法士 作業療法士    

 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  

女性 1 2 2 
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活動内容 

・屋外活動：自然体験プログラム、スケッチ大会、公園遊び等 

・屋内活動：絵画、軽体操、英語教室、制作活動      

・SST：一人一人に合わせ課題を提供又グループで課題について取り組みも有り 

・行事活動：調理実習、作業療法訓練、年末年始のイベント 

1 日のタイムスケジュール 

○学校のある日 

学校へお迎え 

順次来所後 消毒・手洗い・バイタルチェック 

・宿題（個別学習）・おやつ・自由活動 

・個別療育（OTによる個別リハビリ・機能訓練など） 

16：00～集団活動 

    自由活動 

18：00～帰りの会→帰りの送迎 

順次降所 

○休校日・土曜日・祝日 

 9：30～お迎え 

事業所来所後 消毒・手洗い・バイタルチェック 

10：30～  

・宿題（個別学習）・おやつ 

・自由活動・生活実践トレーニング（買い物支援など） 

12：00～自由時間 

14：00～戸外活動（公園等） 

15：00～おやつ 

17：00 帰りの準備（片付け等）・帰りの会 

17：30～送迎開始 

順次降所 

送迎の有無（送迎場所） 有（送迎時間についてはご相談させてください） 

食事提供の有無 無し 

費用（利用料、送迎費、食費

等、おやつ代等） 

おやつ代：１００円／１日  お弁当代：実費 

お出かけの際の施設利用料等：実費 

医療的ケアの実施状況 未実施 

協力医療機関 医療法人 守永クリニック 

アピールポイント 

当事業所では子どもたちの居場所でありたいと思います。 

どのような声掛け、支援を行っても本人たちが満たされていなければ受け入れづら

いことも多いと思います。 

まずは温かい気持ちで子ども達と向き合い、子ども達の情緒面の安定を目指します。

そしてお互い信頼関係を築いた上で、子ども達の支援を行うよう心掛けています。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 こども発達支援 こるでぃ 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 特定非営利活動法人 輝き 

事業所所在地 春日市天神山 1丁目 195番地 

ＴＥＬ・ＦＡＸ ＴＥＬ：092-586-5568・ＦＡＸ：092-586-5569 

Ｅ-ＭＡＩＬ Cordi030201.kagayaki@gmail.com 

ＨＰアドレス  

窓口担当者 管理者：石丸 真実 

指定年月日 令和３年２月１日 

対象とする障がい 知的障がい、発達障がい、身体障がい 

受入実績（障がい別） 知的障がい、発達障がい、身体障がい 

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

利用定員 10人 

営業日 火曜日～土曜日（お盆・年末年始・国民の祝日はお休み） 

営業時間 9時～18時 

サービス提供時間 【平日】学校終了後～17時半【学校休業日】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 小学生 中学生 高校生 

男性 5  1 

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 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1 1 2 2 

理学療法士 作業療法士    

     

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  
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活動内容 

【個別活動】 ・学習支援・個別課題 ・指先の運動やトレーニング 

（鉛筆やはさみやお箸の使い方なども含む） 

・プリント学習(一人一人にあった内容のものを使用) 

・制作活動(季節の工作やカレンダーや壁面作りなど) 

・パズルや型はめ、折り紙など(知育教材含む) 

・感触遊び(粘土やスライム時には、小麦やパン粉などを使用) 

・ソーシャルスキルトレーニング ・ライフスキルトレーニング など 

【集団活動】 ・レクリエーション活動 ・お買い物学習 ・マット運動 

・公園遊び、散策 ・感覚遊び(体の使い方、バランス、リトミックなど) 

・ボール遊び ・ルールを学ぶ など 

1 日のタイムスケジュール 

【平日】 

学校終了後～来所 

・検温、体調チェック・荷物整理 

・自由遊び・宿題・学習 

15：15～おやつ 

15：45～ 

・活動(個別活動)(集団活動) 

17：00～掃除・帰りの会 

17：30～降所 

 

【学校休業日】 

10：00～来所 

・検温、体調チェック・朝の準備 

・自由遊び・宿題・学習 

・午前の活動(個別活動)(集団活動) 

11：30～昼食・歯磨き・自由遊び 

13：00～ 

・午後の活動（個別活動）（集団活動） 

15：00～おやつ 

15：30～掃除・帰りの会 

16：00～降所 

送迎の有無（送迎場所） 有（春日市・那珂川市・大野城市内で、自宅・幼稚園及び保育園など） 

食事提供の有無 無（希望の方のみ、お弁当給食の注文は可能） 

費用（利用料、送迎費、食費

等、おやつ代等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 おやつ：50円/回 昼食注文の場合：320円/回 

その他：クッキング・イベント・レクなど実費で頂く場合があります。（その都度事

前に相談させていただいています） 

医療的ケアの実施状況 なし 

協力医療機関 安永クリニック 

アピールポイント 

こるでぃでは、母子分離での小集団の療育をメインとしています。 

たくさんの療育活動を通して、たくさんの事をお友達と一緒に学びながら、お子さん一人一 

人の「難しそう、やりたくない」という気持ちに寄り添いながら、一歩踏み出す勇気や一緒 

に乗り越え、「やってみたい」「やってみると楽しかった」という気持ちを作り出す支援を心 

がけ、子どもたちと一緒に喜び、一緒に成長していけるような楽しい活動を行っています。 

日々の療育活動と別に様々な年間行事や外部講師の方にも来ていただき放デイのお子さんと 

習字教室や工作教室も実施しています。同じような悩みをお持ちの保護者が集まる保護者会 

の実施も行っていきたいと考えています。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 発達こどもアカデミー筑紫神社前校 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 株式会社済々社中 

事業所所在地 福岡県筑紫野市原田 1丁目 5-8 

ＴＥＬ・ＦＡＸ TEL092-555-8248  FAX092-555-8258 

Ｅ-ＭＡＩＬ info@hakodemi.jp 

ＨＰアドレス https://hakodemi.jp 

窓口担当者 南川 悠 （みなみかわ ゆう） 

指定年月日 令和 3年 8月 1日 

対象とする障がい 知的障がい、発達障がい 

受入実績（障がい別） 知的障がい、発達障がい 

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

利用定員 10名 

営業日 

月・火・水・木・金・土・（日） ※月に一日程度日曜日に保護者支援（ペアレント

トレーニング）を実施します。その間は児童へ療育を実施いたします。保護者支援

以外の日曜日・祝祭日・お盆・年末年始は休み 

営業時間 13 時～19 時（土曜日・学校休業日は 9 時～18 時） 

サービス提供時間 13 時半～18 時半（土曜日・学校休業日は 9 時半～17時半） 

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 小学生 中学生 高校生 

男性 １７  １ 

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） ※該当職種がない場合は追加してください 

管理者 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

１ １ ４   

理学療法士 作業療法士 精神保健福祉士 介護福祉士  

  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  ３  
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活動内容 

●屋内や屋外での集団活動や自由活動を通して、集団ルールや相手 の状

況・気持ちを意識しながら活動できるように指導しています。ま た、

自分の気持ちを適切な方法で相手に知らせ、スムーズに気持ちの 切り

替えが出来るようになる事も目的としています。 

1 日のタイムスケジュール 

以下は放課後のスケジュールの一例です。 

 

13：00～16：00 送迎 始まりの会 

14：00～17：30 集団活動・おやつ・個別活動・相談支援 

17：30～18：30 送迎 

送迎の有無（送迎場所） あり（筑紫野市、太宰府市、小郡市、の学校や自宅） 

食事提供の有無 なし 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おや

つ代等） 

利用料；厚生労働大臣の定める額 送迎費；無料 その他；行事等への参

加する場合は実費を徴収 

医療的ケアの実施状況 行っておりません 

協力医療機関 まつのクリニック 

アピールポイント 

●精神保健福祉士などの専門職員が中心となり毎月の活動予定を作成

し、児童が楽しみながら社会性や活動スキルを身に付ける事が出来るよ

うに内容を工夫しています。 

 

●活動内容自体を習得したり出来るようになったりする事も大切で す

が、発達こどもアカデミーでは、活動を通して出来たことや頑張った事

などを他者から認められ自己肯定感を育み次への意欲が伸びる事を何

よりも大切にしています。  

 

●児童への支援と共に保護者の方への支援にも力を入れています。 保護

者の方を対象にした「ペアレントトレーニング」を毎月開催し、 我が

子への効果的な関わり方をお伝えしています。また、保護者の方同士の

交流の場としても喜ばれています。  

 

●弊社スタッフが書籍を出版しています。内容は、保護者向けに発達 特

性を持つ我が子への効果的な関わり方や発達障がいを持つ子ども の特

性や考え方を具体的に分かりやすく解説しています。 

梓書院「発達障がい見方を変えればみんなハッピー 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 発達こどもアカデミー原田校 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 株式会社済々社中 

事業所所在地 福岡県筑紫野市原田 3丁目 1-16     

ＴＥＬ・ＦＡＸ 092-408-5278・092-408-5283 

Ｅ-ＭＡＩＬ h.haruda@hakodemi.jp 

ＨＰアドレス https://hakodemi.jp 

窓口担当者 森山 千尋(もりやまちひろ)／祐恒 竜也(すけつねたつや) 

指定年月日 平成 31年 4月 1日 

対象とする障がい 知的障がい、発達障がい 

受入実績（障がい別） 知的障がい、発達障がい 

サービス提供区域 筑紫野市、小郡市、基山町、筑前町 

利用定員 10名 

営業日 

月・火・水・木・金・土・(日)＊月に 1日程度、日曜日に保護者支援を

実施。（ペアレントトレーニング）その間は児童へ療育を実施。 

保護者支援以外の日曜・祝祭日・お盆・年末年始は休み。 

営業時間 10:00～19:00（土曜日・学校休業日は 9:00～18:00） 

サービス提供時間 13:30～18:30（土曜日・学校休業日は 9:30～17:30） 

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 小学生 中学生 高校生 

男性 15   

女性 8   
 

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 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

１ １ ４   

理学療法士 作業療法士    
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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 ２ 
 

活動内容 

集団活動や自由活動を通して、ルールや相手の状況・気持ちを意識しな

がら活動できるように支援しています。 

また行動や気持ちの切替を一緒に学び、参加をすることで自信に 

繋げていくことを目的としています。 

【活動予定例】 

 

1 日のタイムスケジュール 

放課後スケジュール 

14:00～    学校へお迎え 

14:30～17:30 おやつ・集団活動・学習・個別活動 

17:30～18:30 ご自宅へ送迎／保護者様お迎え 

送迎の有無（送迎場所） 有（筑紫野市、小郡市の学校や自宅） 

食事提供の有無 無 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おや

つ代等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額  

送迎：無料 

その他：行事等へ参加する場合、実費を徴収 

おやつ：各自持参を依頼 

医療的ケアの実施状況 行っておりません 

協力医療機関 スタジオリカクリニック 

アピールポイント 

・児童の特性にあった生活面、学習面での個別支援を行っています。 

・毎月の活動内容は、「できたね！やったね！」の積み重ねによって 

自己肯定感を高めていくことを念頭に内容を工夫しています。 

・社会性を身につけることができるように、屋外での活動も多く取り 

入れています。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 児童発達支援・放課後等デイサービス SOALA原田校 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 SOALA合同会社 

事業所所在地 筑紫野市原田 3-8-11 

ＴＥＬ・ＦＡＸ 092-408-6525 

Ｅ-ＭＡＩＬ info@soala.jp 

ＨＰアドレス https://soala.jp/ 

窓口担当者 東 

指定年月日 令和元年 8月 1日 

対象とする障がい 発達障がい 

受入実績（障がい別） 発達障がい 

サービス提供区域 筑紫野市 基山町 筑前町 

利用定員 １０ 

営業日 月曜から土曜（祝祭日除） 

営業時間 9時～18時 

サービス提供時間 平日 14：00～17：30  土曜日、長期休暇 10：00～15：00 

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 小学生 中学生 高校生 

男性 10 1  

女性 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 

管理者 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1 3  1 

理学療法士 作業療法士    

     

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 3  
 

活動内容 

・お集まり：絵本・紙芝居読み聞かせ、リズム遊び 

・自由選択活動：数、言語、感覚、日常、文化 

・グループ活動：運動、音楽、製作、戸外活動 
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・イベント：毎週土曜に開催 

・戸外活動：買い物体験、公共交通機関体験 

・外部講師：ヨガ、盆栽、フラワーアレンジメント etc 

・その他：年間計画に基づき、保護者会等の行事あり 

1 日のタイムスケジュール 

平日 

14：00順次送迎 

15：00宿題、個別支援活動 

16：30余暇活動 

16：45グループ活動 

17：00清掃・帰りの会 

17：30送迎開始 

 

 

※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 

土曜日・長期休暇 

9：30順次送迎・受入れ 

10：00朝の会 

10：30イベント 

12：00昼食 

12：30読書・読み聞かせ 

13：00自由選択活動 

13：30自由遊び 

14：00グループ活動 

14：45帰りの会 

15：00送迎 

送迎の有無（送迎場所） 有り 

食事提供の有無 無し（イベントに応じて提供することがあります） 

費用（利用料、送迎費、食費等、

おやつ代等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 送迎費：無料 

その他：行事等へ参加する場合は実費を徴収（０円～５００円） 

医療的ケアの実施状況 無し 

協力医療機関 なるお内科小児科 

アピールポイント 

①コミュニケーション力の育成をテーマとしています 

まずは、お子様のやりたいことをスタッフと一緒に見つけ満足するまで遊び込みます。グループ活動では仲間と折り合いをつ

ける経験をひとつひとつ重ね、社会性を身に付けていきます。スタッフが社会のルールを強制するわけではなく、経験の中で

仲間と学び合い考えていく事を大切にしています。「他のお友達と心地良く過ごすにはどうしたら良いのだろう。」子どもたち

自身が見つけ出す力を信じ支援します。 

②お子様に合った最適な支援計画を作成します 

お子様のテーマやペースに合わせてプランを立てていきます。 

日々の小さな成長に気付き共に喜び合い自立する力を応援し、自己教育力を養います。 

③学習面では学ぶ意欲を育てます 

子どもに合わせ、教具や学習内容も準備していきます。教え込む教育ではなく、考えながら答えを導き出すプロセスを大切に

し、「わかった！」「解けた！」「知りたい！」の学ぶ土台を作ります。知的探求心を高めるための本物体験も準備しています。 

④ご家庭と連携して発達環境づくりを行います 

SOALA では、ご家族から学校や家庭でのお子様の様子を十分に聞かせて頂き,お子様の思い、ご家族の思いに寄り添いながら

支援計画を作成していきます。定期的な保護者面談や家庭訪問などを通じて目標や子どもの育ちを共有します。また、家族の

皆さまが楽しい毎日を送るための環境づくりについてもご相談ください。 
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令和 3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 放課後等デイサービス 

運営法人 有限会社ペアレント 

事業所所在地 福岡県筑紫野市大字筑紫２８－７ 

ＴＥＬ・ＦＡＸ 092-555-3326／092-555-2297 

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 重度心身障がい児 

受入実績（障がい別） 重度心身障がい児 

サービス提供区域 筑紫野市・太宰府市・小郡市・朝倉郡筑前町 

利用定員 5名 

営業日 月曜日～土曜日 

営業時間 8：30～18：00 

サービス提供時間 学校終了後～17：30/8：30～16：00 

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 小学生 中学生 高校生 

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 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

     

理学療法士 作業療法士    

     

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 

・入浴支援（土曜日のみ） 

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 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おや

つ代等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

送迎費：無料 

食 費：1食５００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 有 

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 3年 11月 1日現在 

事業所名 あおぞら縁ちくしクラブ 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 社会福祉法人宝満福祉会 

事業所所在地 〒818-0025筑紫野市筑紫 10-5-1F 

ＴＥＬ・ＦＡＸ 092-408-2326・092-408-2327 

Ｅ-ＭＡＩＬ aozora-en.chikushi1@homan.or.jp 

ＨＰアドレス http://homan.or.jp/aozoraen.chikushi/ 

窓口担当者 責任者 岡部 

指定年月日 平成 27年 5月 1日 

対象とする障がい 療育手帳・身体障害手帳・精神福祉保健手帳をお持ちの方など 

受入実績（障がい別） 発達障がい・視覚障がい・知的障がい・身体障がい 

サービス提供区域 筑紫野市・小郡市・筑前町 

利用定員 10名 

営業日 月～土曜日（12月 30日～1月 3日/8月 13日～15日を除く） 

営業時間 11時～20時/8時半～17時半 

サービス提供時間 授業終了時～18時/休日、長期休校日 8時半～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 小学生 中学生 高校生 

男性 14 3  

女性 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 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1 3 3 1 

理学療法士 作業療法士    

     

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 2 3  
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活動内容 

戸外活動：近隣の公園、ボール遊び、縄跳び、山のぼり、散歩 

室内活動：工作、歌遊び、カードゲーム、レゴ製作 

行事活動：季節に応じて行事、地域のイベントへ参加、映画鑑賞 

1 日のタイムスケジュール 

●授業終了日 

下校時間 送迎 

到着 バイタルチェック  

    療育訓練 

    おやつ・宿題・自由活動 

17：00 集団活動（日替わりイベント） 

17：30 お片付け・ラジオ体操・帰りの会・個別の振り返り 

18：00 送迎 

●休校日 

送迎 

10：00 バイタルチェック 朝の会 

療育訓練 

11：30 お片付け・買い物支援 

12：00 昼食 

13：00 レクリエーション・集団活動 

15：00 おやつ 

15：30 お片付け・ラジオ体操・帰りの会・個別の振り返り 

16：00 送迎 

送迎の有無（送迎場所） 有り（学校・自宅） 

食事提供の有無 無し 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おや

つ代等） 

利用料/送迎費：厚生労働大臣の定める額 

おやつ：100円又は 50円 

その他：行事などへ参加する場合は実費を徴収 

医療的ケアの実施状況 無し 

協力医療機関 うめづ医院・博多おおぞらクリニック 

アピールポイント 

・子どもが主役を常に念頭におき、子ども達の将来像を思い描きながら

支援に携わっています。 

・子ども達が安心できる環境を提供しています。 

・子ども達の「自分でできた！」を増やしながら自信を持って生活出来

るようにサポートしていきます。 

・子ども達がワクワクするようなイベントやレクリエーションを企画

しています。 

・ホームページのブログで随時様子を更新しています！ 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 放課後等デイサービス あおぞら縁ちくしクラブ２ 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 社会福祉法人宝満福祉会 

事業所所在地 〒818-0059 福岡県筑紫野市塔原東 1-14-1 

ＴＥＬ・ＦＡＸ TEL：092-555-8902   FAX：092-555-8903 

Ｅ-ＭＡＩＬ aozora-en.tonoharu@homan.or.jp 

ＨＰアドレス https://homan.or.jp/aozoraen_chikushi/ 

窓口担当者 責任者 岡部 

指定年月日 平成 28年 4月 1日 

対象とする障がい 療育手帳、精神福祉保健手帳、身体障がい者手帳をお持ちの方など 

受入実績（障がい別） 発達障がい、知的障がい、視覚障がい、その他 

サービス提供区域 筑紫野市・太宰府市・大野城市 

利用定員 10名 

営業日 月～土曜日（12月 29日～1月 3日/8月 13日～15日を除く） 

営業時間 登校日 11:00～20:00   休校日 8:30～17:30 

サービス提供時間 登校日 下校時刻～18:00   休校日 8:30～16:00 

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  小学生 中学生 高校生 

男性 10 6 2 

女性 3 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 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1  4 3 

理学療法士 作業療法士 看護師   

     

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 4 1 1 
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活動内容 

戸外活動：近隣の公園・ボール遊び・縄跳び・山登り・散歩 

室内活動：工作・カードゲーム・お菓子作り・ダンス・読み聞かせ 

行事活動：季節に応じて行事・外食イベント・映画鑑賞 

1 日のタイムスケジュール 

●登校日 

下校時間 送迎 

到着 バイタルチェック 

    療育訓練 

    おやつ・宿題・自由活動 

17：30 お片付け・週替わりイベント・帰りの会・個別の振り返り 

18：00 送迎 

●休校日 

送迎 

10：00 バイタルチェック 朝の会 

 療育訓練 

    学習時間・自由活動 

11：30 お片付け・買い物支援 

12：00 昼食 

13：00 レクリエーション・集団活動 

15：00 おやつ 

15：30 お片付け・週替わりイベント・帰りの会・個別の振り返り 

16：00 送迎 

送迎の有無（送迎場所） 有り（学校・自宅） 

食事提供の有無 無し 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おや

つ代等） 

利用料/送迎費：厚生労働大臣の定める額 

おやつ：100円又は 50円 

その他：行事などへ参加する場合は実費を徴収 

医療的ケアの実施状況 無し 

協力医療機関 うめづ医院・博多おおぞらクリニック 

アピールポイント 

・子どもが主役を常に念頭におき、子ども達の将来像を思い描きながら支援に携わ

っています。 

・子ども達が安心できるような環境を提供しています。 

・子ども達の「自分でできた！」を増やしながら自信を持って生活出来るようにサ

ポートしていきます。 

・子ども達がワクワクするようなイベントやレクリエーションを企画しています。 

・ホームページのブログで随時様子を更新しています！ 
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令和 3年 12月 9日現在 

事業所名 児童ルームたっちキッズ 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 株式会社フェイス 

事業所所在地 福岡県筑紫野市美し丘南 7丁目 9-4 

ＴＥＬ・ＦＡＸ 092-408-1757 ・ 092-408-1757 

Ｅ-ＭＡＩＬ touchkidshoudei@k-face.jp 

ＨＰアドレス https://www.k-face.jp 

窓口担当者 松永 真澄 

指定年月日 平成 27年 11月 1日 

対象とする障がい 知的障がい、発達障がい 

受入実績（障がい別） 知的障がい、発達障がい 

サービス提供区域 筑紫野市、小郡市、三養基郡基山町 

利用定員 10人 

営業日 
月曜日～土曜日 但し、8月 13日～8月 15日、12月 30日～1月 3日、

国民の祝日を除く。 

営業時間 営業時間：(通常日)9：00～18：00 （休業日）10：30～19：30 

サービス提供時間 
①学校通常日 13：00（下校時間）～17：30 

②土曜日や長期休暇等の休業日 10：00～16：00 

駐車場の有無 17台（職員駐車場を含む） 

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 小学生 中学生 高校生 

男性 13 0 1 

女性 7 1 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 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1 2  2 

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士   

  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 4  
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活動内容 

子供の『できる力』を伸ばす活動や訓練、生活能力向上のための訓練、コミュニケーション

の訓練、認知課題、ソーシャルスキルトレーニングなどを積極的に行っています。 

・学習（学習障害に対する指導も含む） 

・余暇活動 

・調理体験 

・運動（キッズトレーニングなど含む） 

・社会科見学 

・行事活動（DVD鑑賞、味噌作り、季節行事など） 

・言語訓練  など 

1 日のタイムスケジュール 

【学校通常日】 

・下校時間（学校お迎え） 

・到着 バイタルチェック、水分補給、手洗い・うがい、個々人のスケ

ジュール化にそった行動、療育・支援、言語訓練 

・17：30 退所（自宅お送り） 

【土曜日や長期休暇等の休業日】 

・09：15  自宅お迎え  

・10：00  バイタルチェック、手洗い・うがいなど 

・10：30  始まりの会 

・10：45  個別療育（言語訓練含む） 

・12：00  昼食・自由時間 

・13：30  集団療育・個別療育（言語訓練含む） 

・15：45  終わりの会 

・16：00  退所（自宅お送り） 

※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（送迎場所） 往復有り 

食事提供の有無 無し 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おやつ代等）  

利用料：厚生労働大臣の定める額 

送迎費：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 無し 

協力医療機関 森小児科医院 

アピールポイント 

各種発達検査を行い、お子様一人ひとりに合った総合的な支援を提供しています。

学習障害や吃音、機能性構音障害などの療育・治療を言語聴覚士が行っています。 

また、健康・生活・余暇活動など具体的な支援を心掛けています。 

学校や医療・療育機関との密な連携を行い、必要に応じて訪問や電話相談なども積

極的に受け付けております。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 発達こどもアカデミー 美しが丘校 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 株式会社 済々社中 

事業所所在地 福岡県筑紫野市美しが丘南４丁目１２－１６ 

ＴＥＬ／ＦＡＸ ０９２－４０８－５９９１／０９２－４０８－５９９７ 

Ｅ-ＭＡＩＬ info@hakodemi.jp 

ＨＰアドレス https://hakodemi.jp 

窓口担当者 深山 春華 

指定年月日 平成２８年２月１日 

対象とする障がい 知的障がい・発達障がい 

受入実績（障がい別） 知的障がい・発達障がい・視覚障がい 

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

利用定員 １０名 

営業日 

月・火・水・木・金・土・（日） 

※月に１日程度日曜日にペアレントトレーニングを実施致します。 

※休業日…日曜・祝祭日・お盆・年末年始 

営業時間 平日 13:00～19:00／土曜および学校等休業日 9:00～18:00 

サービス提供時間 平日 13:30～18:30／土曜および学校等休業日 9:00～17:30 

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 小学生 中学生 高校生 

男性 １６ ０ ２ 

女性 １１ 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） ※該当職種がない場合は追加してください 

管理者 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

１ １ ５ １ ３ 

理学療法士 作業療法士    

０ 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 
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男性 ２ ０ ０ 

女性 ０ ４ ０ 
 

活動内容 

●集団活動（考える遊び・体を動かす遊び） 

●イベント（公園遊び・農業体験・工場見学など） 

●クッキング 

●工作 

●読み聞かせ 

●誕生日会など 

 

1 日のタイムスケジュール 

平日の例 

14:00～16:00送迎 

16:00～17:00おやつ・宿題・集団活動・自由遊び 

17:00～18:30送迎 

送迎の有無（送迎場所） あり（サービス提供区域の自宅・学校） 

食事提供の有無 なし 

費用 

（利用料、送迎費、食費等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額  送迎費：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 対応しておりません 

協力医療機関 もり小児科医院 

アピールポイント 

 

●保護者様のご要望に合わせて、支援内容を計画し、 

ご家族様支援を行います。 

 

●児童の良い言動を認め、成功体験を積み重ね、自己肯定感を育みます。 

 

●活動を通じて、ルールを守ることや 

他者との良好な関わり方を身につけていきます。 

 

●毎月ペアレントトレーニングを開催し、保護者様と職員一緒に 

お子様との良好な関わり方について学びます。 

保護者様同士の交流の機会にもなっています。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 放課後等デイサービス ドリーム 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 合同会社ドリーム 

事業所所在地 筑紫野市上古賀３丁目１－２２ 野村ビル１階 

ＴＥＬ・ＦＡＸ ＴＥＬ：092-710-1250  ＦＡＸ：092-710-1251 

Ｅ-ＭＡＩＬ dreamkt_0919@yahoo.co.jp 

ＨＰアドレス http://dreamkt.catfood.jp/ 

窓口担当者 鳥飼 健 

指定年月日 平成２８年１２月１日 

対象とする障がい 知的障がい児・発達障がい児 

受入実績（障がい別） 知的障がい児・発達障がい児 

サービス提供区域 区分２ 

利用定員 １０ 

営業日 月～土曜日（12月 31日～1月 3日・8月 13日～15日を除く） 

営業時間 放課後～18：00   学校休業日 9：30～16：30 

サービス提供時間 放課後～17：30   学校休業日 10：00～16：00 

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 小学生 中学生 高校生 

男性 19 2 1 

女性 7 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 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 3 5 1 1 

理学療法士 作業療法士    

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  3 1 
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活動内容 

・アート活動（週１回） ・外国語講座（英語 中国語） 

・創作活動（物作り 等） 

・外出活動（公園遊び・魚釣り 等） 

・畑作業（植え付け ～ 収穫） 

・ヨガ・ストレッチ・体育館での風船バレー 

・お買い物練習（月１回） 

・季節活動（夏祭り・クリスマス会・レクリエーション） 

1 日のタイムスケジュール 

放課後 

下校～ 各学校及びご家庭へ送迎開始 

15:30～ 宿題・自由時間 

16:00～ はじまりの会 おやつタイム 

16:30～ 活動 

17:30～ かえりの会 事業所出発 

 

土曜日・祝日・長期休暇・学校休業日等 

9:30～ 送迎 

10:00～ 外出 

12:00～ 昼食 

13:00～ 活動 

16:00～ 帰りの会 事業所出発 

 

送迎の有無（送迎場所） 有り（送迎エリアは“筑紫野市・太宰府市・大野城市”） 

食事提供の有無 無し 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おや

つ代等） 

障害福祉サービス受給者証の放課後等デイサービス利用の負担金額に

よる。 

おやつ代 20円/日 

イベント等活動費は都度実費をお知らせし事前に参加募集を行います。 

医療的ケアの実施状況  

協力医療機関 樋口医院 

アピールポイント 

ドリームでは「毎日楽しく過ごす場所・癒しの場所・学びの場所」であ

ることをモットーにお預かりしております。また、集団の中でのコミュ

ニケーション能力や日常生活でのマナーなど、一緒に過ごす楽しさの中

で学んでいただけることを目標にしております。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 発達こどもアカデミー 天拝校 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 株式会社 済々社中 

事業所所在地 福岡県筑紫野市天拝坂 6丁目１５－９ 

ＴＥＬ・ＦＡＸ ０９２－５５５－９１６６・０９２－５５５－９１６７ 

Ｅ-ＭＡＩＬ info@hakodemi.jp 

ＨＰアドレス https://hakodemi.jp 

窓口担当者 佐藤 あゆみ 

指定年月日 平成２９年８月１日 

対象とする障がい 知的障がい、発達障がい 

受入実績（障がい別） 知的障がい、発達障がい、視覚障がい 

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

利用定員 １０名 

営業日 月・火・水・木・金・土・(日)※日曜、祝祭日、お盆、年末年始は休み 

営業時間 １３時～１９時（土曜日、学校休業日は９時～１８時） 

サービス提供時間 １３時半～１８時半（土曜日、学校休業日は９時半～１７時半） 

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 小学生 中学生 高校生 

男性 0 0 0 

女性 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）  

管理者 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1 5 0 3 

理学療法士 作業療法士 精神保健福祉士   

0 0 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 0 0 0 

女性 0 6 2 
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活動内容 

●集団での屋外活動及び施設内での活動を通して、社会性の習得を目指

しています。経験豊富な精神保健福祉士の指針をもとに活動を行ってい

ます。 

＜活動予定例＞ 

 

1 日のタイムスケジュール 

以下は放課後のスケジュールの一例です 

１３：００～１６：００ 送迎・はじまりの会 

１４：００～１７：３０ 集団活動・おやつ・個別活動・相談支援・ 

１７：３０～１８：３０ 送迎 

 

送迎の有無（送迎場所） あり（筑紫野市、太宰府市、小郡市、筑前町の学校、ご自宅） 

食事提供の有無 なし 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おや

つ代等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額  送迎費：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 行っておりません 

協力医療機関 西本内科医院 

アピールポイント 

●精神保健福祉士、保育士など専門職員が中心となり毎月次月の活動予

定表を利用者へお配りし日々何を行っているかをお知らせします。季節

感を感じることができる活動など児童が楽しめる活動予定を組んでお

ります。 

●楽しめるだけではなく、活動を通して一つ一つの作業を支援者が褒

め、認めることで自己肯定感を育み、児童一人ひとりが良い方向に成長

していけるよう支援を行っています。 

●保護者の方と「できたこと」を日々の連絡帳や送迎時でのコミュニケ

ーションで共有し、ご自宅での子育てにも良い影響がでていただくよう

家族支援も行っています。定期的に保護者の方との面談を無理なく行

い、現状の報告や中長期的な支援方針打合せ、また日々の子育ての相談

受付などを行っております。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 ちとせ夢キッズ天拝坂 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 株式会社 千歳 

事業所所在地 筑紫野市天拝坂 5-7-1 ミレニアム天拝坂 101，201 

ＴＥＬ・ＦＡＸ TEL 092-210-1710 FAX 092-210-1716 

Ｅ-ＭＡＩＬ chitose-kidstenpai@aurora.ocn.ne.jp 

ＨＰアドレス https://chitose-gr.com/ 

窓口担当者 渡辺 泉 

指定年月日 平成 29年 10月 1日 

対象とする障がい 知的障がい、発達障がい、身体障がい、精神障がい 

受入実績（障がい別） 知的障がい、発達障がい、身体障がい、精神障がい 

サービス提供区域 筑紫野市、太宰府市、大野城市、春日市、 

利用定員 10人 

営業日 月～日（8/13～15、12/30～1/3を除く） 

営業時間 学校がある日 11：00～19：00 学校休業日 9：00～17：00 

サービス提供時間 学校がある日 14：00～17：00 学校休業日 10：00～16：00 

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 小学生 中学生 高校生 

男性 13 4 1 

女性 5 1 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 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1 2 5 2 

理学療法士 作業療法士    

     

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 4 3 
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活動内容 

※集団活動と個別活動をバ

ランスよく計画します。 

・調理活動：昼食・おやつ・行事食など 

・製作活動：遊べるおもちゃ・季節の装飾・実験道具など 

・運動療育：ニュースポーツ・バランス運動・サーキットなど 

・音楽療育：カラオケ・キーボードや手作り楽器での演奏など 

・学習療育：宿題（漢字・書き取り・音読・計算・英語）脳トレなど 

・ゲーム：ボードゲーム・カードゲーム・バランスゲームなど。 

・外出活動：動物園・体育館・川遊び・公園・工場見学・イベントなど 

・イベント：夏祭り・ハロウィン・クリスマス会・そうめん流し 

      おもしろ実験・謎解き宝探し・ボウリング大会など。 

1 日のタイムスケジュール 

・授業終了後 

  下校時刻 学校にお迎え 

  到着   手洗い・うがい・検温・排泄 

       個別活動（学習・音楽・運動など） 

  17：00  送迎開始（ご自宅へ） 希望者は延長支援 

・休日 

   9：00  ご自宅へお迎え 

    10：00  到着   手洗い・うがい・検温・排泄 

       個別活動（学習・音楽・運動など）・調理活動など 

  11：30  昼食準備（購入者は職員と買物へ） 

  12：00  昼食 

  13：00  集団活動（製作・外出・行事など） 

  16：00  送迎開始（ご自宅へ） 

送迎の有無（送迎場所） 有り（自宅まで） 

食事提供の有無 無し（弁当持参か購入） 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おや

つ代等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

送迎費：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 なし 

協力医療機関 樋口医院 

アピールポイント 

・日曜営業、延長も要相談  ・家庭的な環境 

・「褒めて育てる」をモットーに支援しています。 

・毎月 2回研修を実施し色々な特性に対応できる職員を育てています。 

・インスタ・フェイスブックにて活動状況を配信中 

・希望者には入浴支援あり 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 放課後等デイサービス 和み園 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 一般社団法人 和み 

事業所所在地 筑紫野市杉塚 7丁目１０－３６ 

ＴＥＬ・ＦＡＸ TEL 092-408-7670 FAX 092-428-7672 

Ｅ-ＭＡＩＬ nagomi753en@yahoo.co.jp 

ＨＰアドレス http//nagomien.info/ 

窓口担当者 野上 和宏 

指定年月日 平成 28年 9月 1日 

対象とする障がい 
発達障がい・知的障がい・自閉症・または市町村から受給者証を受け

られた方 

受入実績（障がい別） 発達障がい、知的障がい、自閉症、歩行障がいのある児童 

サービス提供区域 筑紫野市、太宰府市、大野城市、春日市、小郡市、福岡市の一部 

利用定員 10 名 

営業日 
月曜日～土曜日 

（日曜・祝日と 8月 15日及び 12月 29日～1月 3日は休み） 

営業時間 平日 10:00～19:00  土曜日と休校日 8:30～17:30 

サービス提供時間 平日 学校終了後～18:00 休校日 9：00～16：30 

駐車場の有無 有り（事業所前） 

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 小学生 中学生 高校生 

男 性 16   

女 性 12   
 

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 児発管 児童指導員 指導員 保育士 

1 1 4   

理学療法士 作業療法士 パート   

1  3   

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性 1   

女性 2 3 3 
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活動内容 

・日々の活動 

様々な活動を通じて心身の発達を促し、社会性を養うため食事や排泄、また子ど

も達の成長に応じてあいさつや洋服の着脱など、基本的な生活習慣を身に着ける

お手伝いをさせていただきます。子ども達の成長に応じて色々な学習法を取り入

れ個々の能力を見い出すお手伝いをさせていただきます。（手遊び、リズム遊び、

リズム体操、工作、お散歩や公園へのおでかけを通じて個別の療育活動や集団で

の療育活動を行っています） 

1日のタイムスケジュール 

（休校日の 1日の流れです） 

登校日は学校お迎え後、宿題・

課題を済ませて様々な活動を

おこないます。        

９：３０ 朝の会 

学習（宿題、課題）・自由遊び 

１２：００より昼食 

１３：００ 

気候の良い時期や天気のいい日は、出来るだけ外に出て自然の空気を感じながら

集団で活動し、集団活動の意味やその大切さをみんなで勉強しています。 

事業所内でも、子どもたちがいつも笑顔で楽しめるように盛り沢山のイベントを

予定しています。 

１５：００ おやつ 

１６：００ 帰りの会 

１６：３０ 降園 

送迎の有無（送迎場所） 有り 平日（学校～和み園～自宅） 休校日(自宅～和み園～自宅) 

食事提供の有無 基本なし （月間予定表により月１回程度 無償提供有り） 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おやつ

代等） 

利用料 厚生労働大臣の定める金額(概ね上限額 4600円) 

送迎日 無料 

おやつ代 1日 50円 

医療的ケアの実施状況 無し 

協力医療機関 山田小児科医院 

アピールポイント 

・和み園では、理学療法士や福祉、教員など専門の資格を持った職員が親切、丁

寧に地道な支援を行っていきます。 

・和み園では、お子様の将来に不安をお持ちのご家族のために、定期的に親子親

睦会を実施しております。児童発達支援管理責任者による個別相談も行っており

ます。 

・和み園の願いは個々の能力に応じた自立です。 

*当事業所は令和 3年 12月現在、２８名のお子様が利用してくださっています。

比較的低学年のお子様が多い事業所です。 

日々の活動の様子は Facebookにてご覧いただけます。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 未来こども育成クラブ 

サービス種別 放課後等デイサービス  

運営法人 株式会社 ＮＫＳＣ 

事業所所在地 筑紫野市二日市北 7丁目 15-3 

ＴＥＬ・ＦＡＸ TEL:０９２－２３１－８５７０ FAX:０９２－２８５－３４１６ 

Ｅ-ＭＡＩＬ miraiku2020@gmail.com 

ＨＰアドレス ※ＷＡＭ ＮＥＴ参照 

窓口担当者 梶原 

指定年月日 令和 2年 3月 1日 

対象とする障がい 知的障がい 発達障がい 

受入実績（障がい別） 知的障がい 発達障がい 

サービス提供区域 筑紫野市、太宰府市、大野城市、春日市、小郡市、鳥栖市 

利用定員 １０名 

営業日 月～土（日、祝日、お盆休み、年末年始を除く） 

営業時間 ９時～１８時 

サービス提供時間 ９時～１７時３０分 

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 小学生 中学生 高校生 

男性 14 2  

女性 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 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1 1 3 2 

理学療法士 作業療法士    

     

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  4 1 
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活動内容 

・屋外活動 

・ビジョントレーニング 

・体幹トレーニング 

・ワーキングメモリー 

・イベント(工場見学、地域交流、公園、買物学習、電車乗車体験、科学

館、伝承遊び、作り体験等) 

・就労支援(封入作業、シュレッダー、ＦＡＸ、清掃活動等) 

 

 

1 日のタイムスケジュール 

○登校日 

15：00～ 健康チェック、始まりの会 

16：00～ 個別支援計画に基づいた活動 

17：00～ 帰りの会 

○学校休校日  

9：00～ 健康チェック、始まりの会      

学習、集団活動、音楽、スポーツ、クッキング等 

12：00～ 昼食、自由時間 

13：00～ イベント(屋外活動、工場見学、伝承遊び、作り体験、科学館

など) 

15：00～ 休息、おやつ 

16：00～ 帰りの会 

 

 

送迎の有無（送迎場所） 有り 片道３０分範囲 ※その他応相談 

食事提供の有無 有り（要 実費） 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おや

つ代等） 

利用料 厚生労働大臣の定める金額 

その他 行事に参加する場合は実費徴収 

 

医療的ケアの実施状況  

協力医療機関 西本内科 

アピールポイント 

できない事ではなく、できた事に注目し、それを強み(自信につなげる)

にしていき、未来ある子ども達の可能性を最大限に引き出す育成に努め

ていきます 
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令和 3年 12月 1日現在 

事業所名 スリーピース 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 株式会社スマイルプロジェクト 

事業所所在地 筑紫野市二日市北 1-2-3 

ＴＥＬ・ＦＡＸ TEL：092-287-0769/FAX：0942-70-4125 

Ｅ-ＭＡＩＬ info.threepeace.fukuoka@gmail.com 

ＨＰアドレス https://www.3peace-futsukaichi.com 

窓口担当者 緒方 みはる 

指定年月日 平成 29年 1月 1日 

対象とする障がい 障害児（精神、知的、身体） 

受入実績（障がい別） 障害児（精神、知的、身体） 

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 

利用定員 10名 

営業日 月～土曜日、祝日 （日曜日、8/13～15、12/29～1/3を除く） 

営業時間 
平日、放課後：10時～19時 

土曜日、長期休暇：9時～18時 

サービス提供時間 
平日、放課後：学校下校時～18時 

土曜日、長期休暇：10時～16時 

駐車場の有無 なし （隣がコインパーキング） 

 

利用者の状況 

 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 小学生 中学生 高校生 

男性 7 16 5 

女性 2 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） ※該当職種がない場合は追加してください 

管理者 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1 3 2 2 

理学療法士 作業療法士    

0 0    
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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 0 

女性 1 3 1 

活動内容 

【月・水曜日】パソコン学習の日 

【火・金曜日】運動の日 

【木曜日】農園の日 

【土曜日・長期休暇】お出かけの日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 日のタイムスケジュール 

【平日】 

13：00 スタッフが学校へお迎え 

13：30 個別活動 

15：50 始まりの会 

16：00 おやつ 

16：20 活動 

    （上記の活動内容） 

17：50 終わりの会 

18：00 スタッフがご自宅へお送り 

【学校休校日】 

9：00 スタッフがご自宅へお迎え 

10：00 始まりの会 

10：10 パソコン学習・個別学習 

12：00 昼食 

13：00 運動（体育館・グラウンド） 

15：30 おやつ 

15：50 終わりの会 

16：00 スタッフがご自宅へお送り 

送迎の有無（送迎場所） 有（ご自宅以外の希望がある場合は要相談） 

食事提供の有無 無 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おや

つ代等） 

おやつ代：50円/回 

その他：行事に参加される場合は、実費を徴収 

アピールポイント 

スリーピースでは、パソコンを触ったことがない子ども達にも丁寧に指

導し、高学年に向けてのサポートをしていきます。 

また、運動にも特化しており、理学療法士による、子ども達の身体の状

態に合わせた運動メニューを提供いたします。 

さらに、職業体験や学校見学などの活動も行っており、中・高校生に対

しての進学・就労準備にも力を入れております。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 UNICO 筑紫野 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 株式会社ウェルモ 

事業所所在地 筑紫野市二日市北１－２２－２９ 

ＴＥＬ 092-408-6906 

ＦＡＸ 092-408-6907 

Ｅ-ＭＡＩＬ unico@welmo.co.jp 

ＨＰアドレス http://unico-jp.net/ 

窓口担当者 西嶋利彦 

事業開始年月 平成 31年 1月 1日 

サービス提供区域 筑紫野市、太宰府市、春日市、大野城市、筑前町の一部 

利用定員 10名 

営業日 月曜日～土曜日、祝日 

営業時間 平日_9:30～18：30 休校日_9:00～18:00 

駐車場の有無 有 

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 児発支援管

理責任者 

児童指導員 指導員 保育士 

1 1 2 2 2 

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 栄養士 調理員 

     

看護職員 嘱託医 ドライバー   

  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 4 2  
 

活動内容 

【学習】 

宿題・学習サポート、ビジョントレーニングなど 

【グループ遊び】 

レクレーションゲーム、サーキット運動、制作活動、誕生日会など 

【自由遊び】 

運動訓練(ボルダリング・スイング)、知育玩具、公園遊びなど 
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【おでかけ】 

地域イベント、レジャー施設、工場見学、農業体験など 

【UNICOスペシャルデイ】毎月 1回 

ミニ運動会、夏祭り、クリスマス会、親子 BBQ、動物園、いちご狩りなど 

1 日のタイムスケジュ

ール 

【平日】             【学校休業日】 

14:30 お迎え          10:00 お迎え 

15:00 宿題           10:30 始まりの会・学習 

16:00 おやつ・グループ遊び   12:00 お昼ごはん 

17:00 帰りの会         13:00 グループ遊び・おでかけ・おやつ 

17:30 自由遊び・お送り     15:30 帰りの会 

                 16:00 自由遊び・お送り 

送迎の有無 有 

食事提供の有無 無 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、

おやつ代等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

送迎料：無料 

おやつ代 100円/日 

その他：レク・イベント・制作活動など実費でいただきます 

医療的ケアの実施状況 なし 

協力医療機関 山田小児科医院 

アピールポイント 

UNICOは「Accelerate Your Talent(才能を促進・加速させる)」をコンセプト

に、以下のようなサービスを通して、子どもたちの可能性を広げる・伸ばす支

援を行っています。 

【広く明るく暖かく居心地の良い空間】 

デザインや色遣いにまでこだわり、子どもたちの心が明るく開放的になれる

よう、また、ご家族も安心して預けていただけるような居心地の良い空間を

設計しています。 

【ひとりひとりに合わせた学習アプローチ】 

担当制を採用し、アクティブ・ラーニングを応用した独自の支援アプローチ

により、ひとりひとりの子どもたちの可能性が無限に伸びるよう支援してい

ます。 

【自由に楽しく遊びながら学べる豊富な選択肢】 

子どもたちの可能性を１つでも多く見つけるため、運動訓練のためのボルダ

リングやスイングなどの遊具、PCやタブレットなど ICTを活用した教材など、

遊び・学びの選択肢を豊富に揃えています。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 え に し                                          

サービス種別 放課後等デイサービス      

運営法人 特定非営利活動法人 よか隊 

事業所所在地 筑紫野市紫六丁目１１－５ 

ＴＥＬ・ＦＡＸ TEL092-925-3336 FAX092-710-3980 

Ｅ-ＭＡＩＬ info@e-yokatai.net 

ＨＰアドレス http://www.e-yokatai.net/ 

窓口担当者 西田尚美 

指定年月日 平成２９年２月１日 

対象とする障がい 障がい児全般 

受入実績（障がい別） 発達障がい、知的障がい、身体障がい 

サービス提供区域 筑紫野市、太宰府市 

利用定員 １０名 

営業日 月曜日～土曜日 （日曜・祭日。お盆・年末年始休み） 

営業時間 10：00～19：00 

サービス提供時間 平日 14：00～18：00 土曜・日祝日 11:00～17:00 

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 小学生 中学生 高校生 

男性 ５   

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 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1 ４  １ 

理学療法士 作業療法士    

     

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  4  

女性   2 
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活動内容 

・室外活動：少年科学館、図書館、農業や職業体験 

・個々にあった課題を提供（粘土、編み物、制作、卓球、将棋、けん玉） 

・行事活動：音楽祭、ＤＶＤ鑑賞、調理実習、ゲーム大会、将棋 

小学生は、基本的な学習支援 

中学生は、高校受験の為の学習支援 

高校生は、大学受験の為の学習支援 

外国人グレン先生の英会話教室 

・希望者によりプログラミング指導 

・個別によるリハビリ支援 

1 日のタイムスケジュール 

○授業終了日 

下校時間 送迎   

到着 体調チェック        

    療育・学習訓練 

18:00 順次退所 

○休業日 

11:00 通所、体調チェック    

 10:00 療育訓練 

 12:00 昼食 

 14:00 療育訓練 

 17:00 順次退所 

送迎の有無（送迎場所） 各個人の指定場所（学校や自宅） 

食事提供の有無 有り（オーガニック野菜を使ったランチ） 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おや

つ代等） 

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 

おやつ代：100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 必要とあれば病院との情報共有 

協力医療機関 伊藤医院 

アピールポイント 

令和 4 年 1 月より事業所が改装され奇麗な事業所になります。    

小学校高学年から、中高生を対象にした大きいお子さんのための放課後

等デイサービスです。落ち着いた環境での学習支援や将来に向けて職業

体験等を行い、思春期の難しい時期を支援して行きます。精神的に病ん

で不登校のお子さんや発達障がいのコミュニケーションの取り方など

サポートを行っております。お気軽にご相談ください。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 就労準備型放課後等デイサービス ぽこあぽこ 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 株式会社 Glove Support 

事業所所在地 筑紫野市永岡 668-7 

ＴＥＬ・ＦＡＸ TEL:092-925-0685  FAX:092-925-0686 

Ｅ-ＭＡＩＬ pocoapoco.gs@gmail.com 

ＨＰアドレス https://gs-gloveheart.com/ 

窓口担当者 大久保 

指定年月日 令和 2年 3月 1日 

対象とする障がい 身体・知的・発達 

受入実績（障がい別） 身体・知的・発達 

サービス提供区域 筑紫野市・大野城市・太宰府市・小郡市 

利用定員 10名 

営業日 月～土曜日（12月 29日～1月 3日を除く） 

営業時間 学校放課後 10：30～19：00 休校日等 9：30～18：00 

サービス提供時間 学校放課後 13：00～17：30休校日等 10：00～15：00長期休暇 10：00～17：00 

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 小学生 中学生 高校生 

男性 19 3 0 

女性 3 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） ※該当職種がない場合は追加してください 

管理者 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1 1 2 2 

理学療法士 作業療法士    

0 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 0 

女性 2 1 2 
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活動内容 

室内活動：平日は宿題、リラックス、公園がメインの活動です。 

運動療育、音楽療法、制作活動、ＳＳＴ、調理レク 

戸外活動：散歩、体操、職場体験、工場見学(コロナ禍の為、自粛中) 

行事活動：畑で野菜作り、季節行事等 

 

1 日のタイムスケジュール 

○学校放課後 

下校時間 送迎 

到着後  宿題、訓練等、その他上記室内活動 

17：30～ 送迎開始 

○休業日 

10：00～ 宿題、訓練等 

12：00～ 昼食 

13：00～ 室内カリキュラム or戸外活動 

14：30～ おやつ 

15：00～ 順次退所 

※長期休暇は 17：00送迎開始 

 

送迎の有無（送迎場所） 有（ご住所によっては要相談） 

食事提供の有無 無（休校日、長期休暇は弁当持参） おやつ有（無料） 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おや

つ代等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

送迎費：無料 

おやつ代：無料 

その他：行事等へ参加する場合は実費を徴収する場合もあります。 

 

医療的ケアの実施状況 無 

協力医療機関 まつのクリニック 

アピールポイント 

・アットホームで児童さん 1 人ひとりにとって安心して過ごせる環境 

づくりを心掛けています。 

・就労に向けてのスキルをＳＳＴや系列の施設での就業体験を通して 

身につけていきます。 

・ぽこあぽこの精神で、少しずつ、スモールステップで成長を見守ります。 

・ホームページ、更新しています！いつでも見学お待ちしております。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 デイサービス ALOHAキッズ 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 一般社団法人 空 

事業所所在地 筑紫野市大字永岡 1453-2リファレンス筑紫野 1F 

ＴＥＬ・ＦＡＸ TEL：092-923-5130 FAX：092-923-5135 

Ｅ-ＭＡＩＬ alohakids@sora-net.or.jp 

ＨＰアドレス https://aloha.sora-net.or.jp 

窓口担当者 管理者 村田 なつみ 

指定年月日 平成 26年 11月 1日 

対象とする障がい 知的障がい 発達障がい 

受入実績（障がい別） 知的障がい 発達障がい 

サービス提供区域 
大野城市、春日市、筑紫野市、太宰府市、小郡市、うきは市、朝倉市 

その他の地域は相談に応じる 

利用定員 10人 

営業日 月～日曜日の週 7日 （12月 30日から 1月 3 日までを除く） 

営業時間 9：30～17：00 

サービス提供時間 
授業終了日         13：30～17：00 

学校休業日、土、日、祭日  9：30～17：00 

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 小学生 中学生 高校生 

男性 14 8 5 

女性 7 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） ※該当職種がない場合は追加してください 

管理者 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1 4 3 2 

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 看護師  

  1 3  

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性 2  3 

女性 1 9 2 
 

mailto:alohakids@sora-net.or.jp
https://aloha.sora-net.or.jp/
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活動内容 

・日常動作訓練：日常生活の基本動作を習得する 

・作業課題：手先訓練、封筒製作、袋作り、プリント三つ折り作業 

・集団生活適応訓練：集団社会生活への適応力習得を支援 

（買い物学習、ワントレイトレーニングなど） 

・機能訓練、リハビリ体操：日常生活を送るのに必要な機能向上を 

             図るための訓練を実施 

・レクリエーション、創作、コミュニケーション支援：集団ゲーム等の

レクリエーション、折り紙、読書、音楽、ダンス、バランスボール、

言葉遊び、絵カードを実施 

・行事活動：クッキング、お誕生日会、季節の行事、お誕生日会など 

1 日のタイムスケジュール 

○授業終了日（平日） 

 15：00 下校時間 送迎 

 15：30 到着 バイタルチェッ

ク、手洗い、水分補給、

排泄介助、おやつ、療育 

 16：45 帰りの会 退所準備   

 17：00  送迎 

○休業日（土日祭日） 

9：30  通所、バイタルチェッ

ク、手洗い、水分補給、

排泄介助 

 10：00 療育 

 12：00 昼食介助 

 13：00 療育 

 15：00 おやつ 

16：45 帰りの会 退所準備 

 17：00 送迎 

送迎の有無（送迎場所） 有り 

食事提供の有無 なし 

費用（利用料、送迎費、食費等、

おやつ代等） 

利用料：厚生労働大臣が定める額 

創作材料費は実費負担（実質は利用者の負担はありません） 

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 医療法人つかさ会 よこみぞ医院 

アピールポイント 

・子どもたちの笑顔や目の輝きを大切に、子どもたちに寄り添い、保護者に寄り添

い、日々の支援を行っています。 

・戸外活動・季節行事・社会見学・買物学習などを体験することにより、社会生活

での自立を目指し、また卒業後の社会生活を見据えて課題に取り組んでいます。 

・保護者からの様々なご要望ご相談に、適切に対応します。 

・筑紫野市に生活介護施設を開設しております。学校卒後も同じ法人からの引継ぎ

で通所施設をご利用いただけます。 
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令和 3年 12月 9日現在 

事業所名 児童ルームたっちキッズ永岡 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 株式会社フェイス 

事業所所在地 福岡県筑紫野市永岡 1401 

ＴＥＬ・ＦＡＸ 092-710-1224 ・ 092-710-1224 

Ｅ-ＭＡＩＬ touchkidsna@k-face.jp 

ＨＰアドレス https://www.k-face.jp 

窓口担当者 中小路 美和子 

指定年月日 平成 30年 4月 1日 

対象とする障がい 知的障がい、発達障がい 

受入実績（障がい別） 知的障がい、発達障がい 

サービス提供区域 筑紫野市（一部地域を除く） 

利用定員 10人 

営業日 
月曜日～土曜日 但し、8月 13日～8月 15日、12月 30日～1月 3日、

国民の祝日を除く。 

営業時間 営業時間：(通常日)9：00～18：00 （休業日）10：30～19：30 

サービス提供時間 
①学校通常日 13：00（下校時間）～17：30 

②土曜日や長期休暇等の休業日 10：00～16：00 

駐車場の有無 8台（職員駐車場を含む） 

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 小学生 中学生 高校生 

男性 21 3 1 

女性 3 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 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1 3  1 

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士   

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  5  
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活動内容 

【感覚統合遊び】 

マット運動、バランス遊び、全身運動など 

【アナログ遊び】 

トランプ、すごろく、オセロなど 

【社会性・ことば】 

ソーシャルスキルトレーニング（SST）、個別言語訓練、集団でのことば遊びなど 

【その他】 

創作活動（絵画、工作など）・調理実習（昼食、おやつなど）・外出支援（買い物、

社会見学、公園、図書館など） 

1 日のタイムスケジュール 

【学校通常日】 

・下校時間（学校お迎え） 

・到着 バイタルチェック、水分補給、手洗い・うがい、個々人のスケ

ジュール化にそった行動、療育・支援、言語訓練 

・17：30 退所（自宅お送り） 

【土曜日や長期休暇等の休業日】 

・09：15  自宅お迎え  

・10：00  バイタルチェック、手洗い・うがいなど 

・10：30  始まりの会 

・10：45  個別療育（言語訓練含む） 

・12：00  昼食・自由時間 

・13：30  集団療育・個別療育（言語訓練含む） 

・15：45  終わりの会 

・16：00  退所（自宅お送り） 

※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（送迎場所） 往復有り 

食事提供の有無 無し 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おやつ代等）  

利用料：厚生労働大臣の定める額 

送迎費：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 無し 

協力医療機関 森小児科医院 

アピールポイント 

各種発達検査を行い、お子様一人ひとりに合った総合的な支援を提供しています。

学習障害や吃音、機能性構音障害などの療育・治療を言語聴覚士が行っています。 

また、健康・生活・余暇活動など具体的な支援を心掛けています。 

学校や医療・療育機関との密な連携を行い、必要に応じて訪問や電話相談なども積

極的に受け付けております。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 七色の音 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 (株)ＨＫ労働介護福祉サポートセンター 

事業所所在地 筑紫野市石崎３－２－１８ 

ＴＥＬ・ＦＡＸ TEL 092-918-4117 FAX 092-918-4118 

Ｅ-ＭＡＩＬ tsuyoshi_nakao_hk@yahoo.co.jp 

ＨＰアドレス http://soundsevencolors.sunnyday.jp/ 

窓口担当者 管理者 中尾 

指定年月日 平成２５年５月１日 

対象とする障がい 発達障がい 知的障がい 精神障がい 

受入実績（障がい別） 発達障がい 知的障がい 精神障がい 

サービス提供区域 筑紫野市 太宰府市 大野城市 春日市 小郡市 朝倉郡 

利用定員 １０人 

営業日 年中無休（お盆・正月休みを除く） 

営業時間 平日 １０時～２０時 長期休み等 ８時～１９時 

サービス提供時間 

「平日」学校授業終了後～１８時 ※延長１９時 

「土曜日」９時～１５時  ※延長１７時 

「日曜日・祝日」９時～１５時 ※延長なし 

「長期休み」９時～１７時 ※延長 18 時 ※長期休み期間中は日・祝日は休み  

「学校休日」対応可。送迎時間なども、個別に時間対応しております。  

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 小学生 中学生 高校生 

男性 ６ ５ ３ 

女性 １ 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 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1 ５ ７ 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  

女性 ９ ２ １ 
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活動内容 

・工場見学 職場見学           ・感覚統合・ハンドマッサージ 

・クッキング 食育 お菓子作り      ・生活力アップ 身辺自立 

・創作・絵本               ・園庭遊び・飼育 園芸 

・音楽・カラオケ・ダンス         ・スポーツ・山登り・ウォーキング・ボーリング  

・映画館・外食支援・交通機関       ・学習・就労支援・パソコン タブレット 

1 日のタイムスケジュール 

○平日 授業終了後 

順次登園  バイタルチェック、水分補給、排泄介助 

       おやつ 

療育訓練 （個別 集団） 

18：00   順次降園 

○長期休み 

 8:30 順次登園 バイタルチェック、水分補給、排泄介助 

 10:00 療育訓練 （個別 集団） 

 12:00 昼食・歯磨き 

 14:00 療育訓練 （個別 集団） 

 15:00 おやつ 

 18:00 順次降園 

※土曜日 15時まで 延長 17時まで 

※日・祝日 15時まで 延長なし 

送迎の有無（送迎場所） 有り（学校～自宅） 

食事提供の有無 なし 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おや

つ代等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

送迎費：無料 おやつ代：１日３０円（延長時間おやつプラス３０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 実施していない 

協力医療機関 山田小児科 

アピールポイント 

「みんなのもうひとつのおうち」 

Aお母さま「うちの子、映画館に行ったことがないです」 

Bお母さま「うちの子、海へ行ったことがないです」 

Cお母さま「勉強を少しでもいいから頑張ってほしいです」 

Dご利用者さま「学校や家じゃ、できないことがしたい」 

Eご利用者さま「なないろたのしくていきたいから、がっこうがんばりたい」 

そんな１人１人の保護者様やご利用者様のために個別支援計画書を作成しモニタリ

ングし処置と検証を繰り返し、学校や病院、部活や塾では体験できないことを楽し

く笑いながら過ごせる場所が当園であります。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 リハルキッズＩＳＨＩＺＡＫＩ 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 医療法人 雅円会  

事業所所在地 福岡県筑紫野市石崎 1-7-2-1Ｆ 

ＴＥＬ・ＦＡＸ TEL 092-403-0351   FAX092-403-0352 

Ｅ-ＭＡＩＬ reharukidsishizaki@gmail.com 

ＨＰアドレス http://www.reharukids.com 

窓口担当者 管理者 榮田 龍太 

指定年月日 令和 3年 6月 1日 

対象とする障がい 身体障がい、知的障がい、発達障がい、難聴 

受入実績（障がい別） 発達障がい、難聴 

サービス提供区域 筑紫野市、太宰府市 

利用定員 10名（多機能型） 

営業日 月～土曜日（国民の祝日、8月 13日～15日、12月 30日～1月 3日を除く） 

営業時間 8：30～17：30 

サービス提供時間 平日：授業終了～17：00（給食なしの場合は 14：00～）  休業日：14：00～17：00 

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 小学生 中学生 高校生 

男性 6   

女性 6   
 

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 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1 1   

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士   

  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    
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活動内容 

製作、感覚遊び、スキルトレーニング、ソーシャルスキルトレーニング、

リトミック、日常生活動作、運動等の全体及び個別によるトレーニング、

言語聴覚士による個別トレーニングに加え、理学療法士が監修した運動

プログラムを行っております。 

 

1 日のタイムスケジュール 

・平日 

 下校時間～送迎、到着 検温（体調管理）、宿題、休憩、おやつ 

      療育（製作、運動、統合遊びなど） 

 17：00～送迎 

・休業日、給食なし 

  13：15～送迎 検温（体調管理）、自由遊び 

  14：00～学習、 

  14：30～お昼のお集まり、療育（グループ ST、個別 ST） 

  15：00～おやつ、療育（グループ遊び） 

  16：00～療育（製作、運動、統合遊びなど） 

  17：00～送迎 

送迎の有無（送迎場所） 有り（自宅） 

食事提供の有無 無し（クッキングの療育では提供有り、おやつ） 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おや

つ代等） 

利用料、送迎費：厚生労働大臣の定める額 

おやつ代：50円 

その他：行事（外出など）等へ参加する場合実費を徴収 

医療的ケアの実施状況 実施していません 

協力医療機関 たなか夏樹医院 

アピールポイント 

障がい者や障がい児の施設・事業所や病院等において勤務経験のある教員免許を持ったスタッ

フや言語聴覚士を配置し、、学習やコミュニケーション、運動、言葉のトレーニング等をお子

様一人ひとりに合わせて実施しております。 

ご利用者様と共に笑い合い成長を喜びあえる、あたたかい居場所づくりを心がけています。 

安心安全なケアはもちろん、より質の高いサービスをご利用者様お一人おひとりに合わせてお

届けできるよう、スタッフ一同で気持ちを一つにして、皆様のご利用を心よりお待ちしており 

ます。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 エルロン二日市 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 株式会社 エルロン筑紫野 

事業所所在地 筑紫野市二日市中央 5丁目 12-24 

ＴＥＬ・ＦＡＸ TEL(092)921-1167 FAX(092)921-1166 

Ｅ-ＭＡＩＬ Aileronch27@sky.email.ne.jp 

ＨＰアドレス http://www.aileron.co.jp/ 

窓口担当者 三谷尚子 

指定年月日 平成 27年 3月 1日 

対象とする障がい 発達障がい・知的障がい 

受入実績（障がい別） 発達障がい・知的障がい 

サービス提供区域 筑紫野市、大野城市、太宰府市 

利用定員 10人 

営業日 
休日：日曜祝日／年間休日 ８月１４・１５日、１２月３０日～１月

３日 その他研修等及び事業所の都合による臨時休業あり） 

営業時間 
１０時００分～１９時００分  

学校休校日１０時００分～１８時００分  

サービス提供時間 

１４時３０分～１８時３０分 

学校休校日１０時００分～１８時００分 

（土曜日は１７：００） 

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 小学生 中学生 高校生 

男性 19 7 3 

女性 5 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） ※該当職種がない場合は追加してください 

管理者 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1 5  3 

理学療法士 作業療法士    

     

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 5 
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活動内容 エルロンのサポートは、発達に心配のある子の多くが苦手 

としている運動を中心としたプログラムです。  感覚統合や協調運

動、ボディーイメージをしっかり遊びの中に取り入れます。また学習専

用のスタディールームも完備しており、学習に集中した後はしっかり運

動できるようにスケジュールや環境を整えております。子どもたちの

「昨日まではできなかったけど、今日はできた」に着目し、強みにして

いきます。 

1 日のタイムスケジュール 

◆一日の流れ（放課後等デイサービス 平日）◆ 

 14:30～  登所・学校まで送迎車でお迎えに行きます。                                                

 16:00～  勉強・活動                

（宿題などの学習を行った後、感覚統合を踏まえた運動などを

楽しみながら行います。）                 

 18:30   帰所（延長 19時まで対応）  

・お迎えをスタッフと一緒に待っています。 

◆一日の流れ（放課後等デイサービス 休日）◆ 

 ～10:00  登所                                                                                                             

 10:00～  勉強・活動      

・宿題などの学習を行った後、感覚統合を踏まえた運動などを

楽しみながら行います。          

 12:00～  昼食         

・基本的にはお弁当をご持参ください。外注ですがお弁当も準

備可能です。(食費実費）            

 15:30～  活動     

・感覚統合を踏まえた運動などを楽しみながら行います。                               

 18:00   帰所・お迎えをスタッフと一緒に待っています。 

送迎の有無（送迎場所） 有り（下校時学校まで） 自宅までの送迎無 

食事提供の有無 無 自宅から弁当または注文弁当を提供 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おや

つ代等） 

利用料：厚生労働省の定める額 

送迎費：利用料に含まれる。上限 4600 円（世帯の所得によっては上回

ることがあります。） 

食 費：1食 300～450円 幼児弁当・児童弁当・普通弁当とお弁当の大

きさによって異なります。（注文仲介） 

医療的ケアの実施状況 なし 

協力医療機関 山田小児科医院 

アピールポイント 
施設が広くのびのびと遊べる空間を用意しております。又、個別相談の

部屋も用意しております。 

 



688 

 

令和３年１１月１日現在 

事業所名 ＬＥＩＦ大野城 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 リーフラス株式会社 

事業所所在地 大野城市川久保２丁目４－５ キャッスル川久保１０３ 

ＴＥＬ・ＦＡＸ ＴＥＬ：092-586-9026   ＦＡＸ：092-586-9027 

Ｅ-ＭＡＩＬ leif-onojo@leifras.co.jp 

ＨＰアドレス https://ryouiku.soccer/ 

窓口担当者 管理者・児童発達支援管理責任者 澤田 

指定年月日 令和元年９月１日 

対象とする障がい 身体障がい、知的障がい、発達障がい 

受入実績（障がい別） 身体障がい、知的障がい、発達障がい 

サービス提供区域 大野城市、春日市、太宰府市、筑紫野市の一部、宇美町、志免町 

利用定員 10人 

営業日 月～土曜日（年末年始、ＧＷ、お盆を除く） 

営業時間 平日 10：00～19：00      学校休業日  9：00～18：00 

サービス提供時間 授業終了日：15：00～18：00   学校休業日 10：00～16：00 

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 小学生 中学生 高校生 

男性 ５４ ３ １ 

女性 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） ※該当職種がない場合は追加してください 

管理者 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

１ １ ３ ２ ２ 

理学療法士 作業療法士    

     

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 １  

女性  １  
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活動内容 

・サッカー療育（ボールフィーリング、ドリブル練習、パス練習、 

    シュート練習、試合など） 

※雨天時については、体育館でボール遊び（バスケットボール、ドッジ

ボールなど）やボールフィーリング、鬼ごっこなどを行っています。 

1日のタイムスケジュール 

〇授業終了日 

 下校時間 送迎 

 16：00～ サッカー練習 

 17：00～ サッカー試合 

 17：45～ 終わりの会 

 18：00～ 送迎 

 

〇学校休業日 

  9：00～ 送迎 

 10：00～ 始まりの会 

 10：10～ 午前の活動 

      （公園遊びなど） 

 12：00～ 昼食 

 13：30～ 練習会場へ移動 

 14：00～ サッカー練習 

 15：00～ サッカー試合 

 15：45～ 終わりの会 

 16：00～ 送迎 

送迎の有無（送迎場所） 有 

食事提供の有無 無 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、 

おやつ代等） 

・利用料：厚生労働大臣の定める額 

・送迎費：厚生労働大臣の定める額 

・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 実施していない 

協力医療機関 井口野間病院 

アピールポイント 

・LEIFは、サッカー療育に特化した放課後等デイサービス事業所です。 

・厳しい研修を受けているプロの指導員が、子どもたちの「ココロに 

体力を。」という理念のもと、勤勉性や思いやり、忍耐力、協調性   

などの社会で必要とされる非認知能力を育てます。 

・「認めて、褒めて、励まし、勇気づける」指導を通して、子どもたちの

ココロの成長を支援していきます。 

始まりの会の様子 

練習① サッカーだるまさんがころんだ 

練習② ボールフィーリング 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 放課後等デイサービス 陽 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 合同会社 アールブレイン 

事業所所在地 大野城市大池 1丁目 19-1 

ＴＥＬ・ＦＡＸ 092-982-0106（TEL）   092-982-0173（FAX） 

Ｅ-ＭＡＩＬ haru@r-brain.net 

ＨＰアドレス https://bwiznet.com/ 

窓口担当者 施設管理者：岩永 

指定年月日 令和 2年 3月 1日 

対象とする障がい 発達障がい 

受入実績（障がい別） 発達障がい 

サービス提供区域 大野城市、太宰府市、春日市、その他地域 

利用定員 10人 

営業日 月曜日～金曜日 

営業時間 11時半～19時半 

サービス提供時間 授業終了日：13時半～17時半  休業日：10 時半～16時半 

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 小学生 中学生 高校生 

男性 4 1  

女性 10 6 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 

管理者 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1 1 3 3 

理学療法士 作業療法士    

     

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 1 
 



691 

 

 

活動内容 

＜学習活動＞ 

英会話教室 ピアノ教室 宿題 

※スカイプ等を利用した遠隔指導もおこなっています。 

＜IT療育＞ 

液晶タブレット、IPadを活用した個別療育 

※デジタルイラストや漫画制作の指導を中心におこなっています。 

＜食育活動＞ 

パンやクッキーなどを作ります。 

＜その他＞ 

公園や体育館を利用した運動やトレッキングなどで汗を流し、月 1回は 

お弁当をもって遠方に出かけます。 

1 日のタイムスケジュール 

＜授業終了日＞ 

下校時間 送迎 

到着：バイタルチェック  宿題  集団療育（クッキングなど） 

個別療育（デジタルイラスト、ｉＰａｄなどを活用） おやつ 

17：30～18：00 順次退所 

＜休業日＞ 

10：30～（午前） 通所 バイタルチェック 宿題 個別療育  

12：00～ 午後） 昼食  

13：00～ 個別療育（液晶タブレット、ｉＰａｄなどを活用）おやつ 

16：30～ 順次退所 

送迎の有無（送迎場所） 有り（自宅まで） 

食事提供の有無 有り 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おや

つ代等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

食費：1食 300円   おやつ代：100円 

その他：行事等に参加する場合は実費の徴収もある 

 

医療的ケアの実施状況 実施していない 

協力医療機関 吉永医院 

アピールポイント 

お子様の興味関心に着目し、集中して取り組める活動から可能性を引き

出す療育を目指します。 

療育に情報機器を積極的に取り入れています。 

広々とした療育施設とともに職員はアットホームな雰囲気作りに心が

けており、困ったときは気軽に話しやすい環境となっています。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 じどうデイサービス フィール 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 一般社団法人 空 

事業所所在地 大野城市仲畑 1丁目 7番 33号サニープレイスⅡ 

ＴＥＬ・ＦＡＸ TEL：092-558-3318  FAX：092-558-3319 

Ｅ-ＭＡＩＬ feel@sora-net.or.jp 

ＨＰアドレス https://feel.sora-net.or.jp 

窓口担当者 児童発達支援管理責任者 梯 マリ子 

指定年月日 平成 25年 11月 1日 

対象とする障がい 身体障がい、知的障がい、発達障がい 

受入実績（障がい別） 身体障がい、知的障がい、発達障がい 

サービス提供区域 福岡市、大野城市、春日市、筑紫野市、那珂川町、その他の地域は相談に応じる 

利用定員 （各教室）10名 （2教室） 

営業日 月～日曜日の週 7日 （12月 30日から 1月 3 日までを除く） 

営業時間 9：30～17：00 

サービス提供時間 
授業終了後              13：30～17：00 

学校休業日、土、日、祭日       9：30～17：00 

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 小学生 中学生 高校生 

男性 4 14 7 

女性 6 7 10 
 

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 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 2 4 4 2 

理学療法士 作業療法士 看護師 送迎  

0 0 2 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 2 6 

女性 3 7 3 
 

mailto:feel@sora-net.or.jp
https://feel.sora-net.or.jp/
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活動内容 

・日常動作訓練：日常生活の基本動作を習得する 

・作業課題：課題制作、手先訓練 ・集中課題：計算問題、知育玩具 

・集団社会生活適応訓練：集団社会生活への適応力習得を支援 

機能訓練、リハビリ体操：日常生活を送るのに必要な機能向上を 

             図るための訓練を実施 

・レクリエーション、創作、コミュニケーション支援：集団ゲーム等の

レクリエーション、読書、音楽、ダンス、バランスボール、言葉遊び、

絵カード 

・行事活動：戸外活動、クッキング、お誕生日会、季節の行事など 

1 日のタイムスケジュール 

○授業終了日（平日） 

 15：00 下校時間 

     バイタルチェック、手洗い、水分補給、排泄介助 

     おやつ 療育 

 16：45 帰りの会 退所準備   

 17：00  送迎    

○休業日（土日祭日） 

9：30  通所、バイタルチェック、手洗い、水分補給、排泄介助 

 10：00 療育 

 12：00 昼食介助 

 13：00 療育・課題制作 

 15：00 おやつ 

16：45 帰りの会 退所準備 

 17：00 送迎 

送迎の有無（送迎場所） 有り 

食事提供の有無 なし 

費用（利用料、送迎費、食費

等、おやつ代等） 
利用料：厚生労働大臣が定める額 創作材料費は実費負担 

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 ささぐり内科クリニック 

アピールポイント 

・子どもたちの笑顔や目の輝きを大切に、子どもたちに寄り添い、保護

者に寄り添い、日々の支援を行っています。 

・戸外活動・季節行事・社会見学・買物学習などを体験することにより、

社会生活での自立を目指し、卒業後の将来の生活を見据えて課題に取り

組んでいます。 

・保護者からの様々なご要望ご相談に、適切に対応しています。 

・同一グループ内に生活介護事業所（筑紫野市）が有ります。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 放課後等デイサービス まどか園 

サービス種別 放課後等デイサービス（令和 2年 1月より多機能型事業所に変更） 

運営法人 社会福祉法人慶和会 

事業所所在地 大野城市大城５丁目２８－１ 

ＴＥＬ・ＦＡＸ TEL 092-586-6037  FAX 092-586-6038 

Ｅ-ＭＡＩＬ madokaen@gmail.com 

ＨＰアドレス 
http://madokaen.com/  

【Facebook】https://www.facebook.com/madokaen1101/ 

窓口担当者 新見
し ん み

 

指定年月日 平成２９年４月１日 

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、粕屋郡、博多区の一部 

利用定員 １単位 重症心身障害児５名 ２単位 重症心身障害児５名 計１０名 

営業日 第３日曜日、１２/３０～１/３を除く毎日 

営業時間 ８時３０分～１７時３０分 

サービス提供時間 ９時００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 小学生 中学生 高校生 

男性 6 4 3 

女性 5 5 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 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 2 2 4 3 

理学療法士 作業療法士 看護師 運転手  

 2 5 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 3 7 

女性 2 6 4 
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活動内容 

主にリハビリと音楽遊びが中心。立位台、歩行器、歩行、ストレッチ等。 

音楽療法士による音楽遊び。保育士による音楽と紙芝居。 

土、日、祭日、長期夏休みには入浴サービス有り。 

季節のドライブ。 

1 日のタイムスケジュール 

＜授業終了日＞ 

 下校時送迎 

到着後、バイタル測定、排泄介助、おやつ、リハビリと個別支援、

全体レクリエーション、排泄介助 

 １７：００～送迎開始 

 

＜休業日＞ 

  ８：３０～送迎 

   到着後、バイタル測定、排泄介助、リハビリ 

 １０：００～入浴 

 １２：００～昼食 

       リハビリと個別支援、音楽、おやつ、 

全体レクリエーション、排泄介助 

 １７：００～送迎 

送迎の有無（送迎場所） 送迎あり。（自宅まで） 

食事提供の有無 有 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おや

つ代等） 

昼食代（４５０円） 

おやつ（イオンゼリー１００CC＝１０円）※希望者のみ 

医療的ケアの実施状況 実施している。（吸引、吸入、経管栄養、導尿、酸素管理） 

協力医療機関 うえだ小児科クリニック 

アピールポイント 

・障がい者支援施設運営の放課後等デイサービス。 

・入浴支援あり。 

・リフト車 多数あり。 

・各所と連携したリハビリを提供。 

・常勤の作業療法士配置。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 UNICO 大野城 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 株式会社ウェルモ 

事業所所在地 大野城市乙金東 2-17-10 ジェイネットビル１F 

ＴＥＬ・ＦＡＸ (TEL) 092-576-9213・（FAX）092-576-9227 

Ｅ-ＭＡＩＬ unico@welmo.co.jp 

ＨＰアドレス http://unico-jp.net/ 

窓口担当者 木村 元香 

指定年月日 平成 27年 11月 1日 

対象とする障がい 知的障がい児、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、太宰府市、春日市、宇美町、志免町（7km圏内） 

利用定員 10名 

営業日 月曜日～土曜日、祝日 

営業時間 平日_9:30～18：30 休校日_9:00～18:00 

サービス提供時間 同上 

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 小学生 中学生 高校生 

男性 21 6 1 

女性 10 4 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 

管理者 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1 4  1 

理学療法士 作業療法士 ドライバー   

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 1 

女性 2 2 1 
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活動内容 

【学習】宿題・学習サポート、ビジョントレーニングなど 

【グループ遊び】レクレーションゲーム、サーキット運動、制作活動、誕生

日会など 

【自由遊び】運動訓練(ボルダリング・スイング)、知育玩具、公園遊びなど 

【おでかけ】地域イベント、レジャー施設、工場見学、農業体験など 

【UNICOスペシャルデイ】毎月 1回 

ミニ運動会、夏祭り、クリスマス会、親子 BBQ、動物園、いちご狩りなど 

1 日のタイムスケジュール 

【平日】             【学校休業日】 

14:30 お迎え          10:00 お迎え 

15:00 宿題           10:30 始まりの会・学習 

16:00 おやつ・グループ遊び   12:00 お昼ごはん 

17:00 帰りの会         13:00 グループ遊び・おでかけ・おやつ 

17:30 自由遊び・お送り     15:30 帰りの会 

                  16:00 自由遊び・お送り 

送迎の有無（送迎場所） 有 

食事提供の有無 無 

費用（利用料、送迎費、食費

等、おやつ代等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 送迎料：無料 おやつ代 100円/日 

その他： レク・イベント・制作活動など実費でいただきます 

医療的ケアの実施状況 無 

協力医療機関 乙金病院 

アピールポイント 

UNICOは「Accelerate Your Talent(才能を促進・加速させる)」をコンセプトに、

以下のようなサービスを通して、子どもたちの可能性を広げる・伸ばす支援を行っ

ています。 

【多数の専門家による安心の支援】 

担当制を採用し、コーチングを基盤としたポカポカと太陽のような温かくなる関わ

りを通し、子どもたち自身が自信を持って自ら学習しようとする「内発的動機付け」

を促すことで、その子が持っている可能性を伸ばします。 

【可能性を開放する独自のメソッド】 

アクティブ・ラーニングを応用した独自の支援アプローチにより、自然と楽しみな

がら選びたくなるイロイロな人・物・場所に出会う機会を提供し、本人の興味・関

心から「内発的な動機付け」を起こすことで、その子が持っている可能性を広げま

す。 

【居心地の良さを追求した空間設計】 

デザインや色遣いにまでこだわり、子どもたちの心が明るく開放的になれるよう、

また、ご家族も安心して預けていただけるような居心地の良い空間を設計していま

す。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 UNICO 南ヶ丘 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 株式会社ウェルモ 

事業所所在地 福岡県大野城市横峰 1-2-20 エスペーログラヴィス 1階 AB号室 

ＴＥＬ・ＦＡＸ (TEL)092-558-7950・(FAX)092-558-7951 

Ｅ-ＭＡＩＬ unico@welmo.co.jp 

ＨＰアドレス http://unico-jp.net/ 

窓口担当者 園田 幸江 

指定年月日 平成 30年 5月 1日 

対象とする障がい 知的障がい児、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、太宰府市、春日市、那珂川市、筑紫野市の一部 

利用定員 10名 

営業日 月曜日～土曜日、祝日 

営業時間 平日_9:30～18：30 休校日_9:00～18:00 

サービス提供時間 平日_9:30～18：30 休校日_9:00～18:00 

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 小学生 中学生 高校生 

男性 14 0 2 

女性 11 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） ※該当職種がない場合は追加してください 

管理者 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1 2   

理学療法士 作業療法士 ドライバー   

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 2 2  
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活動内容 

【学習】宿題・学習サポート、プログラミング、ビジョントレーニングなど 

【グループ遊び】レクレーションゲーム、サーキット運動、制作活動、誕生

日会など 

【自由遊び】運動訓練(ボルダリング・スイング)、知育玩具、公園遊びなど 

【おでかけ】地域イベント、レジャー施設、工場見学、農業体験など 

【親子教室】毎月 1回 

ミニ運動会、夏祭り、クリスマス会、親子 BBQなど 

1 日のタイムスケジュール 

【平日】            【学校休業日】 

14:30 お迎え          9:30 お迎え 

15:00 始まりの会・宿題    10:00 始まりの会・学習 

16:00 おやつ・グループ遊び  12:00 お昼ごはん 

17:00 帰りの会        13:00 グループ遊び・おでかけ・おやつ 

17:30 自由遊び・お送り    17:00 帰りの会 

                  17:30 自由遊び・お送り 

送迎の有無（送迎場所） 有 

食事提供の有無 無 

費用（利用料、送迎費、食費

等、おやつ代等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 送迎料：無料 おやつ代 100円/日 

その他：レク・イベント・制作活動など実費でいただきます 

医療的ケアの実施状況 無 

協力医療機関 安永クリニック 

アピールポイント 

UNICOは「Accelerate Your Talent(才能を促進・加速させる)」をコンセプトに、

以下のようなサービスを通して、子どもたちの可能性を広げる・伸ばす支援を行っ

ています。 

【多数の専門家による安心の支援】 

担当制を採用し、コーチングを基盤としたポカポカと太陽のような温かくなる関わ

りを通し、子どもたち自身が自信を持って自ら学習しようとする「内発的動機付け」

を促すことで、その子が持っている可能性を伸ばします。 

【可能性を開放する独自のメソッド】 

アクティブ・ラーニングを応用した独自の支援アプローチにより、自然と楽しみな

がら選びたくなるイロイロな人・物・場所に出会う機会を提供し、本人の興味・関

心から「内発的な動機付け」を起こすことで、その子が持っている可能性を広げま

す。 

【居心地の良さを追求した空間設計】 

デザインや色遣いにまでこだわり、子どもたちの心が明るく開放的になれるよう、

また、ご家族も安心して預けていただけるような居心地の良い空間を設計していま

す。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 放課後等デイサービス ＷＩＮＧ曙町 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 株式会社 素敵な人生 

事業所所在地 大野城市曙町２丁目１－４ 

ＴＥＬ・ＦＡＸ TEL：０９２－５５８－１０６２ FAX：０９２－５５８－１０６３ 

Ｅ-ＭＡＩＬ wing-akebonomachi@sutekinajinsei.jp 

ＨＰアドレス main-kanri@sutekinajinsei.jp 

窓口担当者 酒巻 淳（施設長） 

指定年月日 平成２７年５月１１日 

対象とする障がい 知的障がい、発達障がい 

受入実績（障がい別） 知的障がい、発達障がい 

サービス提供区域 大野城市、春日市、太宰府市 

利用定員 １０名／１日 

営業日 月～土（休所日：日曜、祝日、１２月３１日、１月１日～１月３日） 

営業時間 平日 １０時～１９時 土・長期休暇 ９時～１７時 

サービス提供時間 平日 １４時～１８時 土・長期休暇 １０時～１６時 

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 小学生 中学生 高校生 

男性 ２１ ２  

女性 ９ 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 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

１ １ ２ ４ ２ 

理学療法士 作業療法士    

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 ６ １ １ 
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活動内容 

創作活動、作業活動、休暇、遊び 

（例えば 公園遊び、塗り絵、お散歩、歌の練習、音楽鑑賞、読書など） 

 

 

 

 

 

 

 

1 日のタイムスケジュール 

・平日の放課後 

13:00～ 開所、送迎、自由遊び 

14:00～ レクリエーション、様々な活動 

18:00～ お迎え、送迎 

・土曜、長期休暇中 

9:00～ 開所、送迎、自由な遊び 

10:00～ レクリエーション、様々な活動 

12:00～ 昼食 

13:00～ レクリエーション、様々な活動 

15:00～ レクリエーション、様々な活動 

16:00～ 片付け、帰りの会、お迎え、送迎 

送迎の有無（送迎場所） 有 

食事提供の有無 無 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おや

つ代等） 

おやつ、自費 １００円 

送迎費 無 

 

 

 

医療的ケアの実施状況 投薬等は行っていない 

協力医療機関  

アピールポイント 

他の放課後等デイサービスよりも、カリキュラムがバラエティーにとん

で楽しみであり、経験豊富なスタッフが揃っています。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 こどもデイサービスジャングルひろば横峰校 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 株式会社ウィルサポート 

事業所所在地 大野城市横峰２丁目１０－１０ 

ＴＥＬ・ＦＡＸ 092-589-7276／092-589-7277 

Ｅ-ＭＡＩＬ y.yoshijima@will-support.co.jp 

ＨＰアドレス https://will-support.co.jp/ 

窓口担当者 管理者 吉島 由起 

指定年月日 平成３０年１０月１日 

対象とする障がい 知的障がい・発達障がい 

受入実績（障がい別） 知的障がい・発達障がい 

サービス提供区域 大野城市 

利用定員 １０人 

営業日 月～土曜日 

営業時間 ９：００～１８：００（延長制度あり） 

サービス提供時間 授業終了日：14:30～17:30祝日：9:30～16:00学校休業日 9:30～17:30 

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 小学生 中学生 高校生 

男性 １９ ３  

女性 ８   
 

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 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

１ １ ５ １  

理学療法士 作業療法士    

     

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 ２ ４ 
 

mailto:y.yoshijima@will-support.co.jp
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活動内容 

・体幹トレーニング    ・ヨガ 

・足育トレーニング    ・ボールフィットネス 

・ビジョントレーニング  ・ラダー 

・行事活動：畑作業・ボディパーカッション・ＤＶＤ鑑賞 

      クッキング・デイキャンプ・アートセラピー 

      工作・工場見学 等 

1 日のタイムスケジュール 

○授業終了日 

 下 校 時 間 送迎 

 到 着 バイタルチェック、水分補給、排泄介助 

       宿題見守り、集団活動（トレーニング） 

 １６：５０ 帰りの会 

 １７：１０ 順次退所 

○休業日 

  ９：００ 送迎、バイタルチェック、水分補給、排泄介助、確認 

 １０：００ 朝の会 

 １０：３０ 午前集団活動、個別活動 

 １２：００ 昼食 

 １４：００ 集団活動 

 １６：５０ 帰りの会 

 １７：１０ 順次退所 

送迎の有無（送迎場所） 有り（自宅まで） 

食事提供の有無 無し 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おや

つ代等） 

利 用 料：厚生労働大臣の定める額 

送 迎 費：無料 

おやつ代：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 実施なし 

協力医療機関 横山小児科  せき歯科医院 

アピールポイント 

・子どもたち一人ひとりの個性を大切にし、それぞれの発達段階に応じ

た支援を提供します。 

・さまざまな活動や遊びを通して、子どもたちの可能性を引き出し、将

来の夢に向けて必要な支援を提供します。 

・地域で子どもたちを育てるという視点で、他者との関係性を重視し、

社会性を育むよう支援します。 

・ご家庭、学校や保育園と連携し、相互に理解を深めながら、子どもた

ちとご家庭の地域生活を支援します。 



704 

 

令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 スマイル 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 営利法人 

事業所所在地 大野城市山田３－３－１５ 

ＴＥＬ・ＦＡＸ TEL:０９２－７０７－９８２２ FAX:０９２－７０７－９８２３ 

Ｅ-ＭＡＩＬ Smilehoday@gmail.com 

ＨＰアドレス Smile-hoday.com 

窓口担当者 管理者 田中 

指定年月日 令和３年１月１日 

対象とする障がい 身体障がい、知的障がい、発達障がい 

受入実績（障がい別） 身体障がい、知的障がい、発達障がい 

サービス提供区域 大野城市、春日市、太宰府市、筑紫野市 

利用定員 １０名 

営業日 月～土曜日、祝日 

営業時間 １０：００～１８：００ 

サービス提供時間 学校終了 13:00～18:00 休校日 10:00～18:00 

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 小学生 中学生 高校生 

男性 １７ ０ ０ 

女性 １ １ 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 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

１ １ １ ２ １ 

理学療法士 作業療法士    

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 ２ ３ 

女性 ２ １  
 

tel:０９２－７０７－９８２２
mailto:Smilehoday@gmail.com
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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  

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おや

つ代等） 

 

 

 

 

 

医療的ケアの実施状況  

協力医療機関  

アピールポイント 
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令和 3年 12月 1日現在 

事業所名 スリーピース大野城 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 株式会社スマイルプロジェクト 

事業所所在地 筑紫野市二日市北 1-2-3 

ＴＥＬ・ＦＡＸ TEL：092-287-0769/FAX：0942-70-4125 

Ｅ-ＭＡＩＬ info.threepeace.fukuoka@gmail.com 

ＨＰアドレス 
https://www.3peace-futsukaichi.com 

YouTube『放課後等デイサービス スリーピース』 

窓口担当者 野下 麻樹 

指定年月日 令和 2年 1月 1日 

対象とする障がい 障害児（精神、知的、身体） 

受入実績（障がい別） 障害児（精神、知的、身体） 

サービス提供区域 大野城市、春日市、那珂川市 

利用定員 10名 

営業日 月～土曜日、祝日 （日曜日、8/13～15、12/29～1/3を除く） 

営業時間 
平日、放課後：10時～19時 

土曜日、長期休暇：9時～18時 

サービス提供時間 
平日、放課後：学校下校時～18時 

土曜日、長期休暇：10時～16時 

駐車場の有無 なし （隣がコインパーキング） 

 

利用者の状況 

 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 小学生 中学生 高校生 

男性 2 10 7 

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） ※該当職種がない場合は追加してください 

管理者 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1 2 1 1 

理学療法士 作業療法士    

1 0    

https://www.3peace-futsukaichi.com/
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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 0 

女性 1 1 0 

活動内容 

【月・水曜日】パソコン学習の日 

【火・金曜日】運動の日 

【木曜日】農園の日 

【土曜日・長期休暇】お出かけの日 

 

 

 

 

 

 

1 日のタイムスケジュール 

【平日】 

13：00 スタッフが学校へお迎え 

13：30 個別活動 

15：50 始まりの会 

16：00 おやつ 

16：20 活動 

    （上記の活動内容） 

17：50 終わりの会 

18：00 スタッフがご自宅へお送り 

【学校休校日】 

9：00 スタッフがご自宅へお迎え 

10：00 始まりの会 

10：10 パソコン学習・個別学習 

12：00 昼食 

13：00 運動（体育館・グラウンド） 

15：30 おやつ 

15：50 終わりの会 

16：00 スタッフがご自宅へお送り 

送迎の有無（送迎場所） 有（ご自宅以外の希望がある場合は要相談） 

食事提供の有無 無 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おや

つ代等） 

おやつ代：50円/回 

その他：行事に参加される場合は、実費を徴収 

アピールポイント 

スリーピースでは、パソコンを触ったことがない子ども達にも丁寧に指

導し、高学年に向けてのサポートをしていきます。 

また、運動にも特化しており、理学療法士による、子ども達の身体の状

態に合わせた運動メニューを提供いたします。 

さらに、職業体験や学校見学などの活動も行っており、中・高校生に対

しての進学・就労準備にも力を入れております。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 放課後等デイサービス・スリール南ヶ丘 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 株式会社 蒼恵 

事業所所在地 大野城市南ヶ丘７丁目５－１ 

ＴＥＬ・ＦＡＸ TEL 092(558)2517  FAX 092-558-2518 

Ｅ-ＭＡＩＬ sourire2_2517@yahoo.co.jp 

ＨＰアドレス 
http://sourire123.web.fc2.com/ 

https://h-navi.jp/support_facility/facilities/69669/ 

窓口担当者 児童発達支援管理責任者 高田 

指定年月日 平成２６年６月１日 

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 １０人 

営業日 
月曜日～日曜日(８月１３日～８月１５日、１２月２９日～１月３日を

除く) 

営業時間 １０：００～１９：００ 長期休暇中は９：００～１８：００ 

サービス提供時間 
授業終了日：１４：３０～１７：３０ 

休 業 日： ９：００～１６：００ 

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 小学生 中学生 高校生 

男性 ３ ８ ９ 

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） ※該当職種がない場合は追加してください 

管理者 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

１ １ １ ８ １ 

理学療法士 作業療法士 社会福祉士 精神保健福祉士  

  １ １  

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性 ２ １ １ 

女性 ５ ３ ０ 
 

mailto:sourire2_2517@yahoo.co.jp
http://sourire123.web.fc2.com/
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活動内容 

・戸外活動(公園、施設見学等) ・小児鍼(有資格者による対応) 

・療育(指先、機能訓練等)   ・音楽療法   ・プログラミング 

・クッキング  ・パソコン  ・お買い物学習 ・映画鑑賞 

・ランチ    ・ＳＳＴ(ソーシャルスキルトレーニング) など 

 

※新型コロナウイルスの影響により、活動を自粛しているものもあります。 

 詳細については事業所までご連絡ください。 

1日のタイムスケジュール 

○学校終了後 

 学校終了後～ 送迎開始、うがい、手洗い、着替え、荷物の整理 

 １５：３０～ おやつ、宿題、機能訓練、療育活動 

 １７：００～ 片付け、掃除 

 １７：１５～ 帰りの会 

 １７：３０～ 送迎開始 

○学校休業日 

  ９：００～ 送迎開始 

１０：００～ 朝の会、体操、学習時間 

 １１：３０～ 昼食 

 １３：００～ 午後の活動 

 １４：３０～ おやつ 

 １５：４０～ 清掃 

 １５：５５～ 帰りの会 

 １６：００～ 送迎開始 

送迎の有無（送迎場所） 有り（自宅まで） 

食事提供の有無 有り 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おや

つ代等） 

利 用 料：厚生労働大臣の定める額 

送 迎 費：無料 

食  費：一食１５０円 

おやつ代：０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 実施無し 

協力医療機関 榊原医院 

アピールポイント 

スリールは、障害を持つ子どもの保護者が立ち上げた事業所です。保護

者や専門家の意見を取り入れながら、子ども達に必要な療育を行いま

す。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 リハルキッズ MURASAKIDAI 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 医療法人 雅円会  

事業所所在地 福岡県大野城市紫台 25-8 

ＴＥＬ・ＦＡＸ TEL 092-558-3777   FAX092-558-3888 

Ｅ-ＭＡＩＬ reharukidsmurasakidai@gmail.com 

ＨＰアドレス http://www.reharukids.com 

窓口担当者 管理者 川路 洋子 

指定年月日 令和 3年 2月 1日 

対象とする障がい 身体障がい、知的障がい、発達障がい、難聴 

受入実績（障がい別） 身体障がい、知的障がい、発達障がい、 

サービス提供区域 筑紫野市、春日市、筑紫野市、太宰府市 

利用定員 10名（多機能型） 

営業日 月～土曜日（国民の祝日、8月 13日～15日、12月 30日～1月 3日を除く） 

営業時間 9：00～18：00 

サービス提供時間 平日：授業終了～17：00（給食なしの場合は 14：00～）  休業日：14：00～17：00 

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 小学生 中学生 高校生 

男性 14 0 0 

女性   7 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 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1 1  1 

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士   

 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  4 1 
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活動内容 

製作、感覚遊び、スキルトレーニング、ソーシャルスキルトレーニング、

リトミック、日常生活動作、運動等の全体及び個別によるトレーニング、

言語聴覚士による個別トレーニングに加え、理学療法士が監修した運動

プログラムを行っております。 

     

1 日のタイムスケジュール 

・平日 

 下校時間～送迎、到着 検温（体調管理）、宿題、休憩、おやつ 

      療育（製作、運動、統合遊びなど） 

 17：00～送迎 

・休業日、給食なし 

  13：15～送迎 検温（体調管理）、自由遊び 

  14：00～学習、 

  14：30～お昼のお集まり、療育（グループ ST、個別 ST） 

  15：00～おやつ、療育（グループ遊び） 

  16：00～療育（製作、運動、統合遊びなど） 

  17：00～送迎 

送迎の有無（送迎場所） 有り（自宅） 

食事提供の有無 無し（クッキングの療育では提供有り、おやつ） 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おや

つ代等） 

利用料、送迎費：厚生労働大臣の定める額 

おやつ代：50円 

その他：行事（外出など）等へ参加する場合実費を徴収 

医療的ケアの実施状況 実施していません 

協力医療機関 たなか夏樹医院 

アピールポイント 

障がい者や障がい児の施設・事業所や病院等において勤務経験のある教員免許を持ったスタッ

フや言語聴覚士を配置し、、学習やコミュニケーション、運動、言葉のトレーニング等をお子

様一人ひとりに合わせて実施しております。 

ご利用者様と共に笑い合い成長を喜びあえる、あたたかい居場所づくりを心がけています。 

安心安全なケアはもちろん、より質の高いサービスをご利用者様お一人おひとりに合わせてお

届けできるよう、スタッフ一同で気持ちを一つにして、皆様のご利用を心よりお待ちしており 

ます。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 放課後等デイサービス レインボー若草 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 合同会社ワールドピース 

事業所所在地 大野城市若草２丁目５番１２号 

ＴＥＬ・ＦＡＸ 
TEL:０９２－９８２－２２９５ 

FAX:０９２－９８０－５０７８ 

Ｅ-ＭＡＩＬ rainbow_wakakusa@pic.bbiq.jp 

ＨＰアドレス http://rainbow-wakakusa.webnode.jp/（または Facebook,Instagram） 

窓口担当者 森山 純子 

指定年月日 平成１７年３月１日 

対象とする障がい 発達障がい 

受入実績（障がい別） 発達障がい 

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 

営業日 月～土曜日（お盆 8/13～8/15、正月 12/29～1/3は除く） 

営業時間 平日１０時～１８時 土・祝９時～１７時 

サービス提供時間 授業日１３時～１８時 学校休業日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 小学生 中学生 高校生 

男性 9 3  

女性 6   
 

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 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1 3 4  

理学療法士 作業療法士 事務長 事務職  

  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 １ 

女性  2 4 
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活動内容 

○日常活動 

 第２・第４火曜日「おやつ作り」、月１回「茶道体験」 

 毎週木曜日「エクササイズ」（マット、鉄棒、柔軟体操等） 

 〃 金曜日「英語レッスン」 

 〃 土曜日「イベント参加、山登り（月１回）、ハイキング等」 

○グループ活動 廃材を使用しての物作り、折り紙、粘土、ブロック 

○戸外活動 【天気の良い日】 公園でのアスレチック、草スキー 

○季節の行事等 誕生会、クリスマス会、ぜんざい会・福笑い・凧揚げ（年

初）、豆まき、お別れ会等 

○年２回 防災訓練（３月末、１２月末） 

1 日のタイムスケジュール 

〇授業終了日 

 ・下校時間送迎 

 ・来所、手洗い、うがい、検温 

 ・宿題 

 ・おやつ 

 ・自由時間 天気が良い日は散歩、公園遊び（アスレチック、草スキー） 

１８：００ 順次退所 

〇学校休業日・土曜日 

 ９：００ 送迎開始 

 １０：００～１６：００   

１６：００ 順次退所 

・戸外活動のほか企画してイベント参加・山登り（月 1回） 

・プールで泳ごう 冬（温水プール利用）/月１回  

※コロナ禍のため休止中 

送迎の有無（送迎場所） （有）平日 学校～自宅 土・休 自宅～自宅 

食事提供の有無 無 

費用（利用料、送迎費、食費

等、おやつ代等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

送迎：無料  おやつ代：５０円  その他：行事等参加は実費徴収 

医療的ケアの実施状況  

協力医療機関 はまだ内科医院 

アピールポイント 

・“誉めてのばす”個性を大切にしながら、良いところをのばし、「レインボ

ー若草が安心の居場所になるように」がスタッフの合言葉です。 

・経験豊かなベテランスタッフと子どもが大好きな若手スタッフが希望あふ

れる未来を見つめ頑張っています！ご利用お待ちしています。 

・ホームページ、Facebook、Instagramにて、日々の活動の様子を随時掲載し

ています。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 放課後等デイサービス事業所 幸愛（こうあい） 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 株式会社 幸愛 

事業所所在地 福岡県大野城市若草 2丁目 22—6 

ＴＥＬ・ＦＡＸ TEL:092-595-7562 FAX:092-595-7563 

Ｅ-ＭＡＩＬ houkagoday@kouai-fukuoka.jp 

ＨＰアドレス https://www.kouai-fukuoka.jp/ 

窓口担当者 管理者 浅川 武彦 

指定年月日 平成 27年 12月 1日 

対象とする障がい 身体障がい、知的障がい、発達障がい 

受入実績（障がい別） 身体障がい、知的障がい、発達障がい 

サービス提供区域 大野城市、春日市、太宰府市、筑紫野市、那珂川市 

利用定員 10名 

営業日 
月〜土曜日 

（祝日、8月 13日〜8月 15日、12月 30日〜1月 3日を除く） 

営業時間 授業終了日：10時〜19時 学校休業日： 9時〜18時 

サービス提供時間 授業終了日：12時〜18時 学校休業日：10時〜17時 

駐車場の有無 有り（事前にご連絡ください） 

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 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員  

1 1 3 5  

※管理者は児童指導員と兼務 

 

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 2 3 1 
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活動内容 

戸外活動 ：公園遊び、昆虫採集 

         （おにごっこ、ブランコ、バドミントン、テニス等） 

運動      ：運動講師によるマット運動、体幹運動、ウォーキング、 

リレーマラソン、ヴォーテックスフットボール等 

小集団活動：個々にあった課題を提供 

         （学習、工作などの創作活動、ビジョントレーニング等） 

療育訓練  ：個別療育・小集団療育・集団療育 

(SST、LST) （遊びを通した活動で行います） 

行事活動 ：（食育の一環として）農業体験・調理実習 

         （芋掘り、バーベキュー） 

          工場見学、各市町村が行なうイベントに参加、季節行事等 

１日のタイムスケジュール 

◯授業終了日 

  下校時間 送迎 

  到着 手洗い・うがい、身支度、健康チェック、水分補給、排泄介助 

        学習支援、療育訓練、ビジョントレーニング、おやつ 

 18:00 順次退所（送迎） 

◯学校休業日 

  10:00 順次通所（送迎）、手洗い・うがい、身支度、健康チェック、 

        水分補給、排泄介助 

  10:30 学習支援、療育訓練、ビジョントレーニング 

  12:00 昼食 

  13:30 療育訓練、ビジョントレーニング、戸外活動、行事活動 

 17:00 順次退所（送迎）                 ※上記は一例となります 

送迎の有無（送迎場所） 有り（学校→事業所、事業所→自宅、自宅→事業所、活動場所→自宅） 

食事提供の有無 無し 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、 

おやつ代等） 

◯利用料、送迎費：厚生労働大臣の定める額 ◯食費：買い物支援とし

て弁当を買いに行きます。（事前連絡必要・要実費）◯おやつ代：50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 実施しておりません 

協力医療機関 毛利外科医院 

アピールポイント 

幸愛では、障がいでできなくなったことに着目するのではなく、本来、

すべての人が有しているであろう、様々な資源に着目し、それらを活か

す視点で支援をおこなっていきます。 

また、児童の『関心・願望』などの対人援助でもっとも重要とされる 

「ご本人の想い」を尊重した計画を立てて支援していきます。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 放課後等デイサービス 野の花 下大利 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 社会福祉法人 野の花学園 

事業所所在地 大野城市下大利二丁目 6-10 

ＴＥＬ 092-588-9987 

ＦＡＸ 092-588-9987 

Ｅ-ＭＡＩＬ houdei-nonohana@nonohana.or.jp 

ＨＰアドレス http://www.nonohana.or.jp/ 

窓口担当者 児童発達支援管理責任者 佐藤 

指定年月日 平成 28年 9月 1日 

対象とする障がい 障がい児 

受入実績（障がい別） 障がい児 

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 10人 

営業日 月～金曜日及び管理者が指定する日（12月 29 日から 1月 3日を除く） 

営業時間 平日：10時半から 18時半 学校休業日：午前 9時から午後 17時まで 

サービス提供時間 平日：13時から 18時   学校休業日：10時～16時半 

駐車場の有無 有（1台） 

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 小学生 中学生 高校生 

男性 8 4 7 

女性 3 0 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） ※該当職種がない場合は追加してください 

管理者 児童発達支援

管理責任者 

児童指導員 指導員 保育士 

1 1 2 4 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 2 1 

女性 3 1 1 
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活動内容 

＜授業終了日＞ 

○月…小学生：室内レクリエーション(室内でできるルール遊び他、レクリエーション) 

   中高生：就労体験やビジネスマナー体験 

○火・木…小学生：手指を使った工作・絵本の読み聞かせ・言葉のトレーニング等 

     中高生：就労体験やビジネスマナー体験 

○水…音楽レクリエーション(好きな曲を使った気持ちのコントロール・ストレスケア） 

○金…運動レクリエーション(運動を目的としたレクリエーション） 

※月１回：講師を招いての絵画教室やプログラミング教室を行なっています。 

＜学校休業日＞ 

○ドライブ・調理実習・季節行事等、様々なイベントを実施 

1 日のタイムスケジュール 

＜授業終了日＞          <学校休業日>  

放課後 送迎            自宅  送迎及び通所 

到着後 手洗い・うがい・検温   10:00  手洗い・うがい・検温 

16:00  はじめの会・おやつ    10:30   はじめの会 

17:00  療育プログラム      11:00  学習又は活動 

月：  室内レクリエーション他  12:00  昼食(歯磨き介助) 

火・木：お仕事体験・手作り工作他 14:00  活動 

水：  音楽レクリエ―ション   15:00  おやつ 

金：  運動レクリエーション 

17:50 掃除・終わりの会      16:00  掃除・終わりの会 

18:00 順次送迎                   16:30  順次送迎 

送迎の有無（送迎場所） 有 

食事提供の有無 有（希望者のみ弁当注文可） 

費用 

（利用料、送迎費、食費等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 送迎費：無料 

食 費：実費負担(持参可) おやつ代：1回につき 100円(持参可) 

その他：行事等へ参加する場合は実費を徴収 

協力医療機関 原病院 

アピールポイント 

・挨拶、返事、報告、連絡、相談等の意思表示が出来るように活動の中で練習しま

す。 

・アットホームな雰囲気の中で、職員が皆さまを温かくお迎えいたします！ 

・地域との関わりをもつことによって、社会性を身につけられるように多くの機会

を提供します。 

・近くに、同法人の第三野の花学園(就労移行支援・就労継続支援 B型・就労定着支

援事業)もあり、中高生を中心に就労に向けたトレーニングも行なっています。ま

た、小学生を中心に手先の微細トレーニングや工作、紙芝居の読み聞かせ等を行

ない、それぞれの年齢に応じた活動も展開しております。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 ことりの木 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 合同会社ユナイテッド 

事業所所在地 大野城市中央２丁目１４－３－１０２ 

ＴＥＬ・ＦＡＸ TEL:０９２‐４０４‐００６２／FAX:０９２‐４０４‐００６３ 

Ｅ-ＭＡＩＬ kotori_no_ki@hotmail.com 

ＨＰアドレス https://kotorinoki2.wixsite.com/kotorinoki 

窓口担当者 古賀 椎香 

指定年月日 ２０２１年５月１日 

対象とする障がい 身体障がい、知的障がい、発達障がい 

受入実績（障がい別） 身体障がい、知的障がい、発達障がい 

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

利用定員 １０人 

営業日 月～土曜（１２／２９～１／３除く） 

営業時間 土・祝：９時～１８時、平日：１０時～１９時 

サービス提供時間 土・祝：１０時～１７時、平日：１３時半～１８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 小学生 中学生 高校生 

男性 １４ ３ １ 

女性 ７ 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 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

１ １ ２ ３ ３ 

理学療法士 作業療法士    

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 ４ ４  
 

tel:０９２－４０４－００６２／FAX:０９２-４０４-００６３
mailto:kotori_no_ki@hotmail.com
https://kotorinoki2.wixsite.com/kotorinoki
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活動内容 

・運 動 療 育：ボール、ボルダリング、鉄棒、水泳 

・リトミック：ダンス、楽器演奏 

・学 習：英会話、プログラミング 

・行 事 活 動：季節行事、クッキング、工場見学 

 

 

 

 

1 日のタイムスケジュール 

○授業終了日 

 下校時間 送迎 

 到  着 検温、手洗い、荷物整理、おやつ 

       療育、集団活動 

 17:00～  順次送迎 

○休業日 

 10:00～ 通所、検温、手洗い、荷物整理 

 11:00～ 学習 

 12:00～ 昼食 

 14:00～ 療育、集団活動 

 16:00～ 順次送迎 

送迎の有無（送迎場所） 有り（自宅まで） 

食事提供の有無 無し 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おや

つ代等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

送迎費：無料 

おやつ代：１００円 

レクリエーション代：一部負担の場合あり 

 

医療的ケアの実施状況 なし 

協力医療機関 医療法人悠水会 水城病院 

アピールポイント 

・子ども達、保護者の気持ちに寄り添ったサポートをしていきます。 

・在籍の理学療法士による運動療育や水泳運動、外部講師による英語教

室、トリミック教室を行っています。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 しあわせ駅大野城 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 (株)ニライハート 

事業所所在地 福岡県大野城市平野台 1-20-5 

ＴＥＬ・ＦＡＸ 092-558-4101 

Ｅ-ＭＡＩＬ 092-558-4102 

ＨＰアドレス http:/shiwaseeki.com 

窓口担当者 城戸友見 

指定年月日 平成 27年２月１日 

対象とする障がい 知的障がい・発達障がい 

受入実績（障がい別） 知的障がい・発達障がい 

サービス提供区域 大野城市・太宰府市・筑紫野市・春日市 

利用定員 １０名 

営業日 月曜～土曜日（祝日含む）１２月２９日～１月３日を除く 

営業時間 9：30～18：30 

サービス提供時間 授業日：学校終了時間～17：30  休業日：10：00～15：30 

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 小学生 中学生 高校生 

男性 5 3 3 

女性 2 0 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 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1 3  1 

理学療法士 作業療法士    

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 2 3 
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活動内容 

個別：コミュニケーション・運動・学習・手先 

集団活動：指先運動・制作・公園遊び・運動遊び・リトミック等 

食事指導：クッキング・畑作り 

その他：個別支援計画に基づき、療育や季節に応じて保護者参加型の活

動を実施 

1 日のタイムスケジュール 

授業日 

下校時間  送迎 

到着後 バイタルチェック 

  学習支援・療育・集団活動 

１７：３０～ 自宅まで送迎 

 

休業日 

9：00～10：00 送迎 

到着後 バイタルチェック 朝の会 

10：30～ 集団活動・自由遊び 

12：00～昼食 

13：00～ 集団活動・自由遊び 

15：00～おやつ 

15：30～自宅まで送迎 

送迎の有無（送迎場所） 有り 

食事提供の有無 なし 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おや

つ代等） 

利用料：厚生労働省の定める額 

送迎日：無料 

その他：おやつ・活動費（一日１００円） 

    行事等参加の場合に別途徴収 

医療的ケアの実施状況 なし 

協力医療機関 医療法人 財団博愛会 博愛会病院 

アピールポイント 

・子どもたちの成長に寄り添い、楽しく過ごしながらも集団療育や個別

療育を行っています。 

・成長段階にあった、コミュニケーションスキルや集団のなかでの過ご

し方など、実践的な療育を行っています。 

・自宅や学校までの送迎も行っています。 

・カウンセラーによる子育て相談や、保護者会の実施を定期的に行って

います。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 ワーカーズコープ太宰府ほっと 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 特定非営利活動法人 ワーカーズコープ 

事業所所在地 〒８１８－０１３４福岡県太宰府市大佐野 6丁目１４－７ 

ＴＥＬ・ＦＡＸ TEL092-555-4206 FAX092-555-4207 

Ｅ-ＭＡＩＬ onojo@roukyou.gr.jp 

ＨＰアドレス 現在作成中 

窓口担当者 原田 孝子（管理者） 

指定年月日 （指定更新）平成 30年 10月 1日 （事業開始）平成 24年 10月 1日 

対象とする障がい 身体障がい、知的障がい、発達障がい 

受入実績（障がい別） 身体障がい、知的障がい、発達障がい 

サービス提供区域 太宰府市、大野城市、春日市、筑紫野市、那珂川市 

利用定員 10名 

営業日 月～土曜日（8月 13日～15日、12月 29日～1月 3日を除く）行事のある日曜日 

営業時間 9：00～18：00 

サービス提供時間 学校終了後～18：00、学校休業日 9：00～18：00 

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 小学生 中学生 高校生 

男性 0 0 4 

女性 0 2 9 
 

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 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 3 6 2 2 

理学療法士 作業療法士 介護福祉士 事務  

  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 4 
 

mailto:onojo@roukyou.gr.jp
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活動内容 

戸外活動：園遊び・公共施設などでの見学や体験、体あそび、図書館

利用・畑作業・お買い物体験・ランチ体験・工場見学・博物館見学等 

室内活動：クッキング・おやつ作り・書道・パソコン・ボール遊び・パズル・製作活動  

（カレンダー作り、らくやき絵付け・粘土・アイロンビーズ・ラキュー・スクラッチアート他）等  

その他：季節の行事、ＤＶＤ鑑賞会、公共交通機関を使ってのおでか

けなど。個々の特性に合わせて、活動内容を提供しています。 

清掃活動：身の回りの整理、お掃除タイム 

1日のタイムスケジュール  

＜学校終了後＞ ＜学校休業日＞ 

15：00 お迎え・来所 9：00～ 開所・送迎開始 

15：30 手洗い・着替え・おやつ 10：00 朝の会、ラジオ体操、学習タイム、 

テーマ別個別活動プログラム 

16：00 個別活動プログラム 

（製作や公園遊びなど） 

12：00 昼食 

16：30 後片付け・お掃除タイ

ム・降所準備 

13：00 集団学習プログラム 

クッキング、書道、製作、戸外活動等  

16：45 帰りの会 15：00 おやつ、自由時間 

（製作や公園遊びなど） 

17：00 順次降所・送迎開始・お迎え 16：30 後片付け、お掃除タイム・降所準備 

  16：45 帰りの会 

  17：00 順次降所・送迎開始・お迎え 

※水分補給や排泄介助については随時行っております 

送迎の有無（送迎場所） 有り 

食事提供の有無 有り（実費） 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おやつ代等）  

利用料：厚生労働大臣の定める額。食費：昼食が必要な方は実費にて

注文可。おやつ、その他行事などへの参加費は別途徴収。 

医療的ケアの実施状況 なし 

協力医療機関 医療法人 慈亮館 まつのクリニック 

アピールポイント 

・中、高校生のみのお預かりのため、年齢や成長に合わせた支援を行っています。 

・子どもたち一人ひとりの持っている素敵な種を大切に育て、実を付けるように支

援していきます。 

・ほっとできる居場所となるようスタッフ全員でお子様の成長をお手伝いします。 

・地域や学校との連携を図り、お子様、保護者の皆様が安心して利用していだける

居場所となるよう、お手伝いします。 

・卒業後を見据え、挨拶や掃除などルールについても支援していきます。 

・見学は随時行っておりますので、お気軽にご連絡ください。 

 

外観 カエルの看板が目印です 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 
児童発達支援センター すみれ園 

 放課後等デイサービス たんぽぽルーム 

サービス種別 放課後等デイサービス 

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 42-1 

ＴＥＬ・ＦＡＸ TEL:092-925-4681 FAX:092-925-4464 

Ｅ-ＭＡＩＬ  

ＨＰアドレス http://saifu-fukushikai.com/sumireen.html 

窓口担当者 児童発達支援 管理責任者 

事業開始年月 平成 25年 4月 1日 

サービス提供区域 太宰府市・春日市・筑紫野市・大野城市 

利用定員 10人 

営業日 
月～金曜日 

（年末年始、盆休み、国民の休日を除く） 

営業時間 8時 30分～17時 30分 

サービス提供時間 授業終了日：15時～18時 30分   休業日：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 小学生 中学生 高校生 

男性 6 0 0 

女性 8 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 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1 1  2 

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 心理士  

 1(委託) 1(委託) 1(委託)  

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性    

女性 2 1 （委託） 
 

http://saifu-fukushikai.com/sumireen.html
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活動内容 

・戸外活動：乗りもの遊び、野菜作り、散歩、公園、買い物 

 プールなど 

・室内活動：感覚遊具、楽器遊び、クッキング活動、制作活動など 

・個々に応じて宿題やお当番活動など 

・季節の行事 

・身のまわりの整理整頓、清掃など 

1 日のタイムスケジュール 

・授業終了日 

 下校時間 各自登所/到着 

 はじまりの会/おやつ 

 室外（戸外）で好きな遊びをする（感覚遊具、乗りもの遊び、 

 絵本、パズルなど） 

 18:30 閉所 

 

・休業日 

 10:00 各自登所/到着 

     はじまりの会 

          室内（戸外）での活動 

 12:00 排泄/昼食 

     室内（戸外）での活動 

     おわりの会   

 16:00 閉所 

送迎の有無 有り 

食事提供の有無 無し（お弁当・おやつは各自持参） 

費用 

（利用料、送迎費、食費

等、おやつ代等） 

買い物やクッキング活動など実費を徴収 

医療的ケアの実施状況 していない 

協力医療機関 まつのクリニック・可児歯科医院 

アピールポイント 

・児童発達支援センターすみれ園の放課後デイサービスとして、 

 幼児期～学童期、思春期の個々の発達、成長に応じた支援に取り 

組んでいます。 

・関係機関と連携を取りながら、お子様の生活を一緒に考えて 

いきます。 
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平成 30年 11月 1日現在 

事業所名 あおりんご太宰府 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 合同会社 Q・O・Lサポート 

事業所所在地 太宰府市五条 5丁目 9-22 

ＴＥＬ・ＦＡＸ TEL：092-408-2932  FAX：092-408-2937 

Ｅ-ＭＡＩＬ  

ＨＰアドレス https://www.aoringo.co/    ※ＷＡＭ ＮＥＴ参照 

窓口担当者 管理責任者又は児童発達支援管理責任者 

指定年月日 平成 28年 6月 1日 

対象とする障がい 知的障がい・発達障がい・精神障がい・身体障がい 

受入実績（障がい別） 知的障がい・発達障がい・精神障がい・身体障がい 

サービス提供区域 主に太宰府市・筑紫野市・大野城市 

利用定員 10人 

営業日 12/30～1/3を除く 360日 

営業時間 9：00～19：00 

サービス提供時間 10：00～18：00 

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 小学生 中学生 高校生 

男性 8 人 1 人 3 人 

女性 6 人 4 人  
 

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 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 人 1 人 2 人 9 名 2 人 

理学療法士 作業療法士    

     

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 名  

女性 7 名 6 名 1 名 
 

https://www.aoringo.co/
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活動内容 

個別活動：レゴブロック組み立て・ぬり絵・プラレール等 

集団遊び：公園遊び・運動遊び・簡易プール等 

個別療育：計画書に基づき個々にあった課題を提供 

その他 ：DVD鑑賞・社会科見学・季節行事は数回 

1 日のタイムスケジュール 

○授業終了日○ 

 放課後～各学校にお迎え・バイタルチェック→おやつ→個別支援 

 →自由時間→帰りの準備→ご自宅までお送り 

○休校日（土日祝日・長期休暇）○ 

  9：00～送迎開始・バイタルチェック 

10：00～個別支援 

11：00～集団行動 

12：00～昼食 

12：30～自由時間 

14：00～個別支援 

15：00～おやつ  

15：30～自由時間 

16：00～個別支援 → 16：45～お片付け 

17：00～ご自宅まで送迎 

送迎の有無（送迎場所） 有り 

食事提供の有無 有り 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おや

つ代等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

送迎費：厚生労働大臣の定める額 

昼食代：￥350  

おやつ 一律 1食￥30 

医療的ケアの実施状況 無し 

協力医療機関 二日市徳洲会病院 

アピールポイント 

・未就学児・就学児が同じ時間で過ごす事で、より多くの事を学び、 

 心身の成長を促していきます 

・お子様一人一人に目を向け出来る事を少しずつ増やしていきます 

・お子様が当所をご利用の間、保護者様の時間を有効活用出来る手助け

となります。 

・保護者様からのご意見・ご要望・ご相談に対し適切に対応させていた 

 だきます 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 エルロン都府楼南 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 株式会社 エルロン筑紫野 

事業所所在地 太宰府市都府楼南 4丁目 17-1 

ＴＥＬ・ＦＡＸ ＴＥＬ：092-923-5471 ＦＡＸ：092-923-5470 

Ｅ-ＭＡＩＬ お問い合わせはお電話でお願いいたします 

ＨＰアドレス http://www.aileron.co.jp/ 

窓口担当者 児童発達支援管理責任者 丸田 

指定年月日 平成２８年９月１日 

対象とする障がい 自閉症スペクトラム、ADHD、LD、ダウン症等の疾患に伴う発達障害 

受入実績（障がい別） 同上 

サービス提供区域 筑紫野市、太宰府市、大野城市 

利用定員 10名 

営業日 
月～金（８月１４，１５日、１２月３０日～１月３日を除く） 

 （その他研修等及び事業所の都合による臨時休業あり） 

営業時間 ９時～１８時 

サービス提供時間 
平日：１４時～１８時 

学校休校日：１０時～１８時まで（９時から延長利用可能） 

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 小学生 中学生 高校生 

男性 15 1  

女性 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 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1   ３ １ ６ 

理学療法士 作業療法士  柔道整復師 臨床心理士 

   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 ７ ２ 
 

http://www.aileron.co.jp/
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活動内容 

・集団活動：サーキット、反射遊び、感覚遊び、協調運動他 

・戸外活動：公園、牧場、工場・資料館見学、地域のイベントへの参加、 

・食育活動：食事に関する知識やマナーの指導・支援 

・生活習慣指導：手洗い・歯磨き・更衣の指導・支援 

・排泄習慣指導：時間排泄・トイレトレーニング 

・学習支援：個別の宿題やプリント、マッチング等の課題など 

・その他：季節の行事、安全教育、避難訓練など 

1 日のタイムスケジュール 

平日 

下校時間 学校へお迎え⇒到着後、手洗い、荷物整理、検温を済ませて宿題（宿題

がなければプリントを用意）を済ませておやつ 

16：00 活動 （年齢或いは発達段階によってグループ分け） 

17：30～18：00順次お迎えにより退所 

学校休校日 

8：30～10：00登所 手洗い、荷物整理、検温 

10：00 朝の会、学習時間（個別の宿題もしくはプリントや課題） 

11：00 活動 （年齢或いは発達段階によってグループ分け） 

12：00 昼食 歯磨き指導  

14：00 活動 （年齢或いは発達段階によってグループ分け） 

15：00 おやつ 

16：30～18：00順次お迎えにより退所 

送迎の有無（送迎場所） 下校時のみ 自宅への送迎は無し（自社規定による特例ありー要相談） 

食事提供の有無 無し（仕出し弁当の注文は可能） 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おや

つ代等） 

利用料・送迎費：厚生労働省の定める額  

弁当代：幼児用 300円 児童用 350円 大人用 400円 

＊おやつは保護者様からお預かりした物を出しています 

＊その他実費徴収は行っておりません 

医療的ケアの実施状況 無 

協力医療機関 山田小児科医院 

アピールポイント 

・少人数の集団で緊張なく過ごせる空間を提供します。 

・十分に身体を動かすことのできる広いスペースと静かな学習室を用意し、見通しを明確にし

て切り替えが上手にできるような環境にしています。 

・十分な人員配置とセキュリティで利用者の安全を守ります。 

・得意分野を伸ばし、自己肯定感を高めることを大切にしています。 

・たくさんのお友だちと一緒に活動し、思いやりや協調性を身に付けるお手伝いをします。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 重症児デイサービス とくとくとく 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 株式会社とくとくとく 

事業所所在地 太宰府市大佐野 6-2-10 ひまわりビル 103号 

ＴＥＬ・ＦＡＸ 092-555-3546 ・ 092-555-3547 

Ｅ-ＭＡＩＬ tokutoku_sun@kf7.so-net.ne.jp 

ＨＰアドレス https://www.tokutokusun.com/ 

窓口担当者 管理者 渕上 

指定年月日 平成 30年 4月 1日 

対象とする障がい 重症心身障がい児 

受入実績（障がい別） 重症心身障がい児・肢体不自由児 

サービス提供区域 大野城市・太宰府市・春日市・筑紫野市・那珂川市 

利用定員 ５名 

営業日 月～土曜日（日・祝日、8/13～15、12/30～1月 3 日を除く）       

営業時間 8：30～18：30 

サービス提供時間 平日：15：00～17：00 土曜日・長期休み：9：00～15：00 

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 小学生 中学生 高校生 

男性 7 2 0 

女性 4 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 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 3 7 1 2 

理学療法士 言語聴覚士 看護師   

2 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 0 1 2 

女性 0 6 3 
 

mailto:tokutoku_sun@kf7.so-net.ne.jp
https://www.tokutokusun.com/


731 

 

活動内容 

・戸外活動：ボール遊び、ウォーキング、公園遊び等 

・療育（季節の作品作り、絵本、楽器遊び等） 

・理学療法士による個別リハビリ 

・言語聴覚士による個別リハビリ 

・季節の行事（花見やクリスマス会等） 

1 日のタイムスケジュール 

〈学校修了後〉 

下校時間 学校お迎え 

到着後 バイタルチェック、水分補給、排泄介助、療育・機能訓練 17：

00  順次退所 

〈休業日〉 

9：00  お迎え 

10：00 バイタルチェック 

10：30 個別活動（リハビリや療育、和み、医療ケア） 

11：00 朝の会（集団活動ではあるが、現在は感染予防のため一人一人距離

をとり行っている） 

11：30 昼食 

12：30 休憩時間 

13：00 個別活動（リハビリや療育、和み、医療ケア） 

14：30 帰宅準備 

15：00 順次お送り 

※タイムスケジュールはお子さまに合わせて都度変更となります。 

送迎の有無（送迎場所） 有り 

食事提供の有無 無し（お弁当の持参をお願いしています） 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おや

つ代等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

送迎費：無料（サービス提供区域外は距離により送迎費がかかる場合があります） 

その他：行事等へ参加する場合は実費がかかる場合があります 

医療的ケアの実施状況 
実施している（痰吸引、ﾈﾌﾞﾗｲｻﾞｰ、経管栄養など行っています。お気軽にご相談

ください。） 

協力医療機関 シグマクリニック 

アピールポイント 

・重症心身障がい児や医療ケアの必要なお子さまの受け入れを行って

います。 

・理学療法士と言語聴覚士による個別のリハビリを行っています。 

・ホームページのブログで随時様子を更新しています。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 リハルキッズ ＤＡＺＡＩＦＵ 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 医療法人 雅円会 

事業所所在地 太宰府市通古賀 3丁目 9-8 

ＴＥＬ・ＦＡＸ TEL 092-710-2380 FAX 092-710-2381 

Ｅ-ＭＡＩＬ reharukidsdazaifu@gmail.com 

ＨＰアドレス http://www.reharukids.com/ 

窓口担当者 管理者 白石 聡美 

指定年月日 令和元年 5月 1日 

対象とする障がい 身体障がい、知的障がい、発達障がい、難聴 

受入実績（障がい別） 身体障がい、知的障がい、発達障がい 

サービス提供区域 筑紫野市、大野城市、太宰府市 

利用定員 10名（多機能型） 

営業日 月～土曜日（国民の祝日、8月 13日～15日、12月 30日～1月 3日を除く） 

営業時間 8時 30分～17時 30分 

サービス提供時間 授業終了日：授業終了～17時  休業日：13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 小学生 中学生 高校生 

男性 16   

女性 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 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1 2  1 

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士   

1  2   

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性  1  

女性 2 3  
 

mailto:reharukidsdazaifu@gmail.com
http://www.reharukids.com/
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活動内容 

製作、感覚遊び、スキルトレーニング、ソーシャルスキルトレーニング 

リトミック、日常生活動作、運動会等の全体及び個別によるトレーニン

グ 

言語聴覚士、理学療法士による個別トレーニング等を行っております。 

 

 

 

 

 

 

1 日のタイムスケジュール 

・授業終了日 

  下校時間：送迎 ・到着 検温（体調確認）、宿題、休憩、おやつ 

          ・療育（製作、運動、統合遊びなど） 

  17：00：送迎 

・休業日 

  送迎 来所  

  14：00：療育（製作、運動、統合遊び） 

        おやつ  

  16：00：送迎 

送迎の有無（送迎場所） 有り（自宅） 

食事提供の有無 有り 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おや

つ代等） 

利用料、送迎費：厚生労働大臣の定める額 

食費：購入(希望のみ) 350円 

おやつ代： 50円 

その他：行事（外出など）等へ参加する場合実費を徴収 

医療的ケアの実施状況 実施していません 

協力医療機関 たなか夏樹医院 

アピールポイント 

障がい者や障がい児の施設、事業所や病院等において、勤務経験のある

教諭免許を持ったスタッフや保育士、言語聴覚士、理学療法士を配置し、

学習やコミュニケーション、運動、言葉のトレーニング等をお子様一人

一人に合わせて実施しております。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 児童ルームたっちキッズ太宰府 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 株式会社 フェイス 

事業所所在地 太宰府市高雄 5丁目 1-6 

ＴＥＬ・ＦＡＸ 
TEL：092-710-1002 

FAX：092-710-1002 

Ｅ-ＭＡＩＬ touchkidsda@k-face.jp 

ＨＰアドレス https://www.k-face.jp 

窓口担当者 西川、西田、村田 

指定年月日 令和元年 5月 1日 

対象とする障がい 発達障がい、知的障がい 

受入実績（障がい別） 発達障がい、知的障がい 

サービス提供区域 太宰府市、筑紫野市 

利用定員 10人 

営業日 月曜日～土曜日（但し、8月 13日～8月 15日、12月 30日～1月 3日、国民の祝日を除く。） 

営業時間 ①学校通常日：10：30～19：30 ②土曜日・長期休暇日：9：00～18：00 

サービス提供時間 ①学校通常日：放課後～17：30 ②土曜日・長期休暇日：10：00～16：00 

駐車場の有無 10台（職員駐車場含む） 

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 小学生 中学生 高校生 

男性 21   

女性 9   
 

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 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1（児発管

兼） 

1 2  3 

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 社会福祉士  

 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  3  

 

https://www.k-face.jp/
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女性 2 2 1 
 

活動内容 

【感覚統合遊び】 

マット運動、バランス遊び、全身運動など 

【アナログ遊び】 

トランプ、すごろく、オセロなど 

【社会性・ことば】 

ソーシャルスキルトレーニング（SST）、個別言語訓練、集団でのことば遊びなど 

【その他】 

創作活動（絵画、工作など）・調理実習（昼食、おやつなど）・外出支援（買い物、

社会見学、公園、図書館など） 

1 日のタイムスケジュール 

 

送迎の有無（送迎場所） 往復有 

食事提供の有無 無し 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おや

つ代等） 

利用料・送迎費：厚生労働大臣の定める額 

おやつ代： 108円を上限とする（土曜日、長期休暇中提供） 

昼食代：大人用 400円、子ども用 350円（希望者のみ提供） 

医療的ケアの実施状況 無し 

協力医療機関 中嶋医院 

アピールポイント 

各種発達検査を行い、お子様一人 

ひとりに合った総合的な支援を提 

供しています。 
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令和 2年 3月 1日現在 

事業所名 Ｋｉｄｓ ＆ Ｆｕｎ ｄａｙ ひびお 

サービス種別 放課後デイサービス 

運営法人 株式会社ひびお 

事業所所在地 太宰府市高雄１丁目３６７８－４ 

ＴＥＬ ０９２ - ９２１ - ２９２１ 

ＦＡＸ ０９２ - ９２１ - ２９１２ 

Ｅ-ＭＡＩＬ info@hibio.co.jp 

ＨＰアドレス http://hibio.co.jp/ 

窓口担当者 日比生 健 

事業開始年月 ２０１９ 年 ７ 月 １ 日 

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 15 時～17時 ※日中一時支援事業との併用利用で 9 時から可 

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 小学生 中学生 高校生 

男性 1  1 

女性 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 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 2 1  1 

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 看護職員 嘱託医 

2 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  1  

性  3  
 

活動内容 

こんなお子様も通っています。 

 

 

 

※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。 

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 

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


737 

 

1 日のタイムスケジュール 

9:00 通園 

10:00 朝の会 

11:00 発達活動 

12:00 昼食 

13:00 お昼寝 

14:00 集団活動 

(以前、日中一時支援事業利用時) 

15:00 通園 

16:00 発達活動 

17:00 自由あそび 

※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） 

費用（利用料、送迎費、

食費等、おやつ代等） 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スタッフが『訪問看護・リハビリ』と児童デイを兼務しており、ご

家庭と児童デイの『両方』でお子様の状態を把握します。 

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。 
 

お子様に合わせた『個別』プログラムを作成し、リハビリ・教育ス

タッフが発達をサポートします。 

また、お子様の『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。 

お子様だけでなく、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 11月 1日現在 

事業所名 放課後等デイサービス すぽりぽ 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 合同会社すぽりぽ 

事業所所在地 太宰府市青葉台２ー９－１３ 

ＴＥＬ・ＦＡＸ ＴＥＬ：092-408-9450    ＦＡＸ：092-555-5557 

Ｅ-ＭＡＩＬ  

ＨＰアドレス http://hp.kaipoke.biz/c56/index.html 

窓口担当者  

指定年月日 2016年 12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  

サービス提供時間  

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 小学生 中学生 高校生 

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 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

     

理学療法士 作業療法士    

     

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    
 

http://hp.kaipoke.biz/c56/index.html
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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  

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おや

つ代等） 

 

 

 

 

 

医療的ケアの実施状況  

協力医療機関  

アピールポイント 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 発達こどもアカデミー とふろう南校 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 株式会社 済々社中     

事業所所在地 福岡県太宰府市都府楼南３丁目４－２６ 

ＴＥＬ・ＦＡＸ ０９２－７１０－３２１２・０９２－７１０－３３１４ 

Ｅ-ＭＡＩＬ info@hakodemi.jp 

ＨＰアドレス https://hakodemi.jp/ 

窓口担当者 川下 要輔 

指定年月日 令和２年５月１日 

対象とする障がい 知的障がい、発達障がい 

受入実績（障がい別） 知的障がい、発達障がい、視覚障がい 

サービス提供区域 大宰府市、筑紫野市、大野城市、春日市 

利用定員 １０名 

営業日 

〇月・火・水・木・金・土（日） 

※日曜、祝祭日、お盆、年末年始は休み ※（日）月に一度、保護者向

けのペアレントトレーニングを実施。 

その間は児童の療育を実施いたします。 

営業時間 １２:００～１９:００（土曜日、学校休業日は９：００～１８：００） 

サービス提供時間 １２：３０～１８：３０（土曜日、学校休業日は９：３０～１７:３０） 

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 小学生 中学生 高校生 

男性 １６人   

女性 ３人   
 

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 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

１人 １人 ２人 ５人 １人 

理学療法士 作業療法士 臨床心理士   

  １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  １人  

女性 １人 ７人  
 

mailto:info@hakodemi.jp
https://hakodemi.jp/


741 

 

活動内容 

●集団での屋外活動及び施設内での活動を通して、社会性の習得を目指

しています。保育士の指針をもとに活動を行っています。 

＜活動予定例＞ 

 

 

 

 

 

 

1 日のタイムスケジュール 

以下は放課後のスケジュールの一例です 

１３：００～１６：００ 送迎・はじまりの会 

１４：００～１７：３０ 集団活動・おやつ・個別活動・相談支援・ 

１７：３０～１８：３０ 送迎 

送迎の有無（送迎場所） 有り（筑紫野市、太宰府市、大野城市、春日市） 

食事提供の有無 無し 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おやつ代等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額  送迎費：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 行っておりません 

協力医療機関 まつのクリニック 

アピールポイント 

●保育士など専門職員が中心となり毎月次月の活動予定表を利用者へ

お配りし日々何を行っているかをお知らせします。季節感を感じること

ができる活動など児童が楽しめる活動予定を組んでおります。 

●楽しめるだけではなく、活動を通して一つ一つの作業を支援者が褒

め、認めることで自己肯定感を育み、児童一人ひとりが良い方向に成長

していけるよう支援を行っています。 

●保護者の方と「できたこと」を日々の連絡帳や送迎時でのコミュニケ

ーションで共有し、ご自宅での子育てにも良い影響がでていただくよう

家族支援も行っています。定期的に保護者の方との面談を無理なく行

い、現状の報告や中長期的な支援方針打合せ、また日々の子育ての相談

受付などを行っております。 

●臨床心理士による 

プレイセラピー（遊戯療法）を通じて、お子様の安心ができる場所を作

りながら気持ちの表出、気持ちの安定につながるように臨床心理士との

１対１の個別の支援を行っております。 

 



742 

 

令和 2年 4月 1日現在 

事業所名 児童デイサービス・アニマートだざいふ 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 株式会社エールエステート 

事業所所在地 太宰府市大佐野三丁目１３－１ ピーチカーサⅢ１０３号 

ＴＥＬ・ＦＡＸ TEL:092-555-9038   FAX：092-555-9039 

Ｅ-ＭＡＩＬ  

ＨＰアドレス http://animato-dazaifu.website/   ※ＷＡＭ ＮＥＴ参照 

窓口担当者  

指定年月日 平成 29年 3月 1日 

対象とする障がい  

受入実績（障がい別）  

サービス提供区域  

利用定員  

営業日  

営業時間  

サービス提供時間  

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 小学生 中学生 高校生 

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 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

     

理学療法士 作業療法士    

     

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    
 

http://animato-dazaifu.website/
https://www.wam.go.jp/sfkohyoout/COP020100E00.do?_FORMID=COP000101&corporationNumber=E4000000000967&facilityNumber=4051402636&bunjoNumber=000000&serviceType=65&serviceSubNumber=A0000027078
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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  

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おや

つ代等） 

 

 

 

 

 

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 3年 11月 1日現在 

事業所名 放課後等デイサービスＬＩＯＮ 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 合同会社カナウ 

事業所所在地 太宰府市観世音寺 1丁目 28番 13号 

ＴＥＬ・ＦＡＸ 092-519-9586 

Ｅ-ＭＡＩＬ lion1201@dzf.csf.ne.jp 

ＨＰアドレス https://lion-10.jimdosite.com/ 

窓口担当者 井上 律子 

指定年月日 令和 2年 12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 

(二分脊椎症、ダウン症、ＡＤＨＤ、広汎性発達障がい、自閉症スペクトラム） 

サービス提供区域 太宰府市・筑紫野市・春日市・大野城市・那珂川市・宇美町 

利用定員 10人 

営業日 月曜日～土曜日（祝日対応） 

営業時間 月～金 13：00～19：00、土・祝日 9：30～19：00 

サービス提供時間 月～金 14：00～19：00、土・祝日 10：00～19：00 

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 小学生 中学生 高校生 

男性 21 3 1 

女性 8 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 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1  1 6 

理学療法士 作業療法士    

     

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  
 

mailto:lion1201@dzf.csf.ne.jp
https://lion-10.jimdosite.com/
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活動内容 

各曜日ごとにカリキュラムスケジュールを組んでいます。 

月ごとに変動しますが、主にプール、パソコン、リトミック、運動、英語教室、絵

はがき教室です。土曜日は課外教室として、水族館、屋外でのバーベキュー等を行

っています。 

運動トレーニング：近隣の公園で長なわとび、リレー、ルールを決めてのゲーム。

屋内ではストレッチ、体幹トレーニング等。 

ＳＳＴ：ビジョントレーニング、聞く聞くドリル、表情や場面から相手の気持ちを

考えるトレーニング、文章を作る練習、タングラム、気持ちの伝え方。 

1 日のタイムスケジュール 

平日 土曜日・祝日 

下校時間 送迎 7：30 開所、受け入れ 

到着 バイタルチェック、 

おやつ、荷物チェック 

9：00 お迎え 

（送迎車出発） 

 宿題 10:00 宿題、ＳＳＴ 

 ＳＳＴ 11:00 英語教室 

 当日のカリキュラム 12:00 昼食 

 帰りの準備 12:30～14:00 午睡 

 退所 15:00 おやつ、療育活動 

  17:00 帰りの準備 

  18:00 退所 
 

送迎の有無（送迎場所） 有り（自宅等） 

食事提供の有無 有り 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おや

つ代等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

送迎料：無料 

食費：実費 

おやつ代：1食 100円 

その他：行事等イベント参加費 実費 

医療的ケアの実施状況 無し 

協力医療機関 みぞぐち小児科医院 

アピールポイント 

様々なニーズに対応できるよう、生徒様、保護者様各々の思いや考えを受

容し、一人ひとりに合った支援を目標にしています。保護者様のわが子へ

の困り感などにも耳を傾け、家族単位での支援を行っています。学力や学

習に対する支援ももちろん大切なことですが、社会に適応していく力や他

者に対する思いやりなど人間力を育てる力を養うための支援サービスを提

供しています。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 コレクト太宰府教室  

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 株式会社 Rise 

事業所所在地 福岡県太宰府市向佐野 4-11-28 

ＴＥＬ・ＦＡＸ ☎ 092-555-5556 ・ 📠 092-555-5557 

Ｇ－MAIL rise.dazaihu@gmail.com 

ＨＰアドレス http://happydays-dazaifu.com/ 

窓口担当者 児童発達管理者 松本 妙子 

事業開始年月 令和３年１月 1日 

サービス提供区域 太宰府市、筑紫野市、大野城市、春日市、 

利用定員 10人 

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

営業時間 9時～18時 

サービス提供時間 平日 14時～18時 土曜日・長期休暇 9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 小学生 中学生 高校生 

男性 4 1 3 

女性 10 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） ※該当職種がない場合は追加してください 

管理者 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 5 3 1 

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 看護職員  

  １ １  

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性    

女性  １ 1１ 
 

mailto:rise.dazaihu@gmail.com
http://happydays-dazaifu.com/
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活動内容 

・ライフスキルタブレット    ・体幹トレーニング 

・学習（宿題）       ・自立活動 

・英語で遊ぼう       ・買い物・外食 

・リズムトレーニング    ・体験料理教室 

・ビジョントレーニング   ・施設見学   

・言語指導（言語聴覚士による集団・個別活動）   

・季節の行事（初詣・節分・夏祭り・ハロウィン・クリスマス会・餅つ

き 等）    

・野外活動（花見、紅葉狩り、公園、川遊び 等） 

・園芸・農業体験（春：ジャガイモほり秋：芋ほり冬：大根ほり） 

1 日のタイムスケジュール 

●平日           ●土曜日・長期休暇・学校休業日 

14：00～順次迎え       9：00～順次お迎え 

挨拶             挨拶 

身支度（整理整頓）      身支度（荷物整理） 

健康観察（視診・検温）    健康観察（視診・検温） 

手洗い            手洗い 

おやつ          10：00～体験活動・自由時間 

学習（宿題など）     12：00～昼食 

プログラム活動      13：00～プログラム活動・自由時間 

（個別・グループ対応）    （個別・グループ活動） 

17：30：～帰宅準備・帰りの会 15：00～おやつ 

18：00～帰宅         15：40～帰宅準備・帰りの会 

               16：00～帰宅 

送迎の有無 有り 

食事提供の有無 なし 

費用 

（利用料、送迎費、食費

等、おやつ代等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

送迎費：厚生労働大臣の定める額 

おやつ代（イベント、レクを含む）：100円 

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 なし 

協力医療機関 医療法人悠水会 水城病院・まつのクリニック（内科） 

アピールポイント 

・言語聴覚士、保育士、幼稚園教諭、教員の免許をもつ経験豊富なス

タッフが、子どもたちの個性を大切にしながら、学習や自立活動、遊

び、体験活動を通してコミュニケーション力や集中力を身につけ 

社会参加に向けて自立できるようにサポートします。 

・ホームページのブログで随時活動の様子を更新しています。 

プール遊び 

川遊び 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 Ｄ－ＫｉｄｓＬａｂ 向佐野教室 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 株式会社Ｄ－ＳＴＡＲ 

事業所所在地 〒818-0135 太宰府市向佐野３－３－２１ 

ＴＥＬ・ＦＡＸ TEL:092-928-3358 FAX: 092-985-3517 

Ｅ-ＭＡＩＬ dstrakids777@gmail.com 

ＨＰアドレス https://d-kidslab.com/ 

窓口担当者 土井 波輝 

指定年月日 令和 3年 4月 1日 

対象とする障がい 発達障がい 精神 

受入実績（障がい別） 発達障がい 精神 

サービス提供区域 太宰府市、筑紫野市、大野城市、春日市 

利用定員 １０人 

営業日 日・祝日を除く月～土 

営業時間 10:00～19:00 

サービス提供時間 13:00～17:15 

駐車場の有無 ７台有り 

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 小学生 中学生 高校生 

男性 17   

女性 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） ※該当職種がない場合は追加してください 

管理者 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1 1 2 2 

理学療法士 作業療法士    

     

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 4   
 

mailto:dstrakids777@gmail.com
https://d-kidslab.com/
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活動内容 

運動療育 プール活動 ・ 体育館活動 ボール運動 

ビジョントレーニング 

制作活動 レクリエーション 

日常生活動作 

 

 

 

 

1 日のタイムスケジュール 

15:30到着 

～ 活動 

17:15送迎 

 

 

 

 

送迎の有無（送迎場所） 大野城市 春日市 太宰府市 筑紫野市 

食事提供の有無 無 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おや

つ代等） 

受給者証記載 

医療的ケアの実施状況 無し 

協力医療機関  

アピールポイント 

運動、室内での制作活動やレクリエーション、ビジョントレーニングと

バランスよくプログラムが作成されていますため１週間通える教室と

なっております♪ 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 ぱすてる 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 株式会社ＤＭネクスト 

事業所所在地 太宰府市水城 3丁目 2-8 

ＴＥＬ・ＦＡＸ 📞 092-917-7055 📠 092-917-7050 

Ｅ-ＭＡＩＬ  

ＨＰアドレス https://pastel-fukuoka.jp/ 

窓口担当者  

指定年月日 令和 3年 4月 1日 

対象とする障がい  

受入実績（障がい別）  

サービス提供区域  

利用定員 １０人 

営業日 月～土曜日（日曜日、祝日を除く） 

営業時間  

サービス提供時間  

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 小学生 中学生 高校生 

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 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

     

理学療法士 作業療法士    

     

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    
 

https://pastel-fukuoka.jp/
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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  

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おや

つ代等） 

 

 

 

 

 

医療的ケアの実施状況  

協力医療機関  

アピールポイント 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 放課後等デイサービス ディスカバリー 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 合同会社ＰＡＤＤＬＥ 

事業所所在地 〒818-0105 太宰府市都府楼南 2-5-25 

ＴＥＬ・ＦＡＸ TEL:092-775-8535 FAX:092-515-6106 

Ｅ-ＭＡＩＬ discovery.dazaifu@gmail.com 

ＨＰアドレス https://discovery-dazaifu.com/ 

窓口担当者 重吉 辰哉 

指定年月日 令和 3年 6月 1日 

対象とする障がい 知的障がい、発達障がい(ADHD、自閉症スペクトラム、学習障がい等) 

受入実績（障がい別）  

サービス提供区域 太宰府市、筑紫野市、大野城市 

利用定員 10名／日 

営業日 月～土（日、祝日は休み） 

営業時間 10:00～19:00(平日) 9:00～18:00(学校休校日) 

サービス提供時間 13:00～17:30(平日) 10:00～17:00(学校休校日) 

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 小学生 中学生 高校生 

男性 8   

女性 8  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 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1 2 1 2 

理学療法士 作業療法士    

     

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性  1  

女性 2 1 2 
 

mailto:discovery.dazaifu@gmail.com
https://discovery-dazaifu.com/
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活動内容 

・戸外活動：公園遊び、お庭遊び、おでかけ 

・運動：ボルダリング 

・工作活動：レジン、粘土、ミサンガ作り、ダンボール工作等 

・クッキング、ビジョントレーニング 

 

 

 

 

 

1 日のタイムスケジュール 

平日 学校休業日 

下校時間 送迎 9:30 順次送迎 

到着 バイタル、学習援助 10:00 バイタル、療育訓練 

15:30 おやつ 12:00 昼食 

16:00 個別活動 

（ビジョントレーニング、SST 等) 

13:00 おでかけ、療育 

17:30 順次退所 17:00 順次退所 
 

送迎の有無（送迎場所） 有り（自宅まで） 

食事提供の有無 有り 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おや

つ代等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

送迎：無料 

食費：１食 200円 

おやつ代：100円 

医療的ケアの実施状況 なし（看護師は在中） 

協力医療機関 山田小児科 

アピールポイント 

・本人の気持ちを尊重し、個別に対応可能。 

・コミュニケーション能力向上のため、ＳＳＴ等を実施しています。 

・ビジョントレーニングを日々行い、お子様の視覚機能の向上を 

行います。 

・穏やかで優しいスタッフばかりです。安心して利用できると思いま

す。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 ぷらす向佐野 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 株式会社ＳＡＰＬＵＳ 

事業所所在地 太宰府市向佐野 1-3-5 

ＴＥＬ・ＦＡＸ 📞 092-924-5505 📠 092-924-5507 

Ｅ-ＭＡＩＬ  

ＨＰアドレス https://www.saplus-plus.co.jp/ 

窓口担当者  

指定年月日 令和３年１１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 月～土曜日（日曜日、年末年始５日間を除く） 

営業時間  

サービス提供時間 平日：放課後～18:00、休校日：10:00～17:00 

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 小学生 中学生 高校生 

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 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

     

理学療法士 作業療法士    

     

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  

費用（利用料、送迎費、食費等、おやつ代等）  

医療的ケアの実施状況  

協力医療機関  

アピールポイント 

当施設は、放課後等デイサービス・児童発達支援を提供している障がい児

通所施設です。 身体的・精神的な障がいがあるお子様や、発達障害などが

みられるお子様を受け入れ、個人の特性や個性に合わせた発達支援を行っ

ています。  

「いかに利用者のサポートができるかを考える」を施設目標に掲げ、利用

者のためになることなら何でも行うという誠実さを持って取り組んでいま

す。 それが、「地域を守る」「待機児童を減らす」などの現象になり、利用

者の方々からのお礼の言葉が私たちの最大の喜びでもあります。  

私たちのコンセプトは、「クオリティ オブ ライフ＝生活の質」を高めるこ

と』です。 児童発達支援管理責任者や理学療法士・保育士を中心とし、高

い志を持ったスタッフ一同で、お子様とそのご家族の皆さまの充実した日

常生活をサポートいたします。 ご相談やご見学、利用体験は随時受け付け

ておりますので、お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 放課後等デイサービス つつむ 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 一般社団法人つつむ 

事業所所在地 福岡県那珂川市片縄北４丁目７－１４ 

ＴＥＬ・ＦＡＸ 092-710-1539／092-710-1573 

Ｅ-ＭＡＩＬ ttutumu226@yahoo.co.jp 

ＨＰアドレス http://tsu-tsu-mu.jp/ 

窓口担当者 鎌田 

指定年月日 平成 29年 5月 1日 

対象とする障がい 身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、などその他 

受入実績（障がい別）  

サービス提供区域 博多区、南区、那珂川、春日 

利用定員 10名 

営業日 月～土、祭日 

営業時間 9:00～19:00 

提供時間 10:00～17:00 

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 小学生 中学生 高校生 

男性 4   

女性 7 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 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1 4 3 １ 

理学療法士 作業療法士    

0 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 2  2 

女性 1 2 1 
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活動内容 

SST…人が社会でほかの人と関わりながら生きていく為に欠かせないス

キルを身に付ける療育。 

食育…食に関する知識を教え、育む。料理、調理をし、料理への関心を

持たせたり、子供にとって、いつも大人がやっている作業を体験する喜

びを子供に与える。食文化を伝える活動。 

感覚遊び、手・指先を使った製作。お金の計算。など、毎日色々な活動

を取り入れ、子供たちが成長していく上で必要な支援を行っています。 

 

 

 

 

1 日のタイムスケジュール 

学校終了時刻にスタッフがお迎え 

   ↓ 

到着したら手洗い・うがい・トイレ・体温 

   ↓ 

荷物の整理・連絡帳の確認 

   ↓ 

活動・個別プログラム（課題学習）・自由遊び・ 

   ↓ 

みんなでおやつタイム 

   ↓ 

帰りの準備 

   ↓ 

スタッフにて送り 

 

送迎の有無（送迎場所） 有 

食事提供の有無 無 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おや

つ代等） 

利用料 

 

 

医療的ケアの実施状況  

協力医療機関 福岡徳洲会病院 

アピールポイント 

※ＷＡＭ ＮＥＴ参照 

ホームページ、フェイスブック、毎日活動を取り入れこなす。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 UNICO 那珂川 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 株式会社ウェルモ 

事業所所在地 那珂川市片縄東１丁目 21‐3 勝野ビル 1F5,6号室 

ＴＥＬ 092-408-8086 

ＦＡＸ 092-408-8087 

Ｅ-ＭＡＩＬ unico@welmo.co.jp 

ＨＰアドレス http://unico-jp.net/ 

窓口担当者 本田妃三衣 

事業開始年月 令和元年 11月 1日 

対象とする障がい 知的障害児、精神障害児 

受入実績（障がい別）  

サービス提供区域 那珂川市の一部、福岡市南区、春日市、大野城市の一部 

利用定員 10名 

営業日 月曜日～土曜日、祝日 

営業時間 平日_9:30～18：30 休校日_9:00～18:00 

駐車場の有無 有 

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 児発支援管

理責任者 

児童指導員 指導員 保育士 

1 1 2  3 

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 栄養士 調理員 

     

看護職員 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 1   

女性 2 2 1 
 

活動内容 

【学習】 

宿題・学習サポート、ビジョントレーニングなど 

【グループ遊び】 

レクレーションゲーム、サーキット運動、制作活動、誕生日会など 
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【自由遊び】 

運動訓練(ボルダリング・スイング)、知育玩具、公園遊びなど 

【おでかけ】 

地域イベント、レジャー施設、工場見学、農業体験など 

【UNICOスペシャルデイ】毎月 1回 

ミニ運動会、夏祭り、クリスマス会、親子 BBQ、動物園、いちご狩りなど 

1日のタイムスケジュール 

【平日】             【学校休業日】 

14:30 お迎え          10:00 お迎え 

15:00 宿題           10:30 始まりの会・学習 

16:00 おやつ・グループ遊び   12:00 お昼ごはん 

17:00 帰りの会         13:00 グループ遊び・おでかけ・おやつ 

17:30 自由遊び・お送り     15:30 帰りの会 

                 16:00 自由遊び・お送り 

送迎の有無 有 

食事提供の有無 無 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、お

やつ代等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

送迎料：無料 

おやつ代 100円/日 

その他：レク・イベント・制作活動など実費でいただきます 

医療的ケアの実施状況 なし 

協力医療機関 医療法人水之江医院 

アピールポイント 

UNICOは「Accelerate Your Talent(才能を促進・加速させる)」をコンセプトに、

以下のようなサービスを通して、子どもたちの可能性を広げる・伸ばす支援を行っ

ています。 

【広く明るく暖かく居心地の良い空間】 

デザインや色遣いにまでこだわり、子どもたちの心が明るく開放的になれるよ

う、また、ご家族も安心して預けていただけるような居心地の良い空間を設計し

ています。 

【ひとりひとりに合わせた学習アプローチ】 

担当制を採用し、アクティブ・ラーニングを応用した独自の支援アプローチによ

り、ひとりひとりの子どもたちの可能性が無限に伸びるよう支援しています。 

【自由に楽しく遊びながら学べる豊富な選択肢】 

子どもたちの可能性を１つでも多く見つけるため、運動訓練のためのボルダリン

グやスイングなどの遊具、PCやタブレットなど ICTを活用した教材など、遊び・

学びの選択肢を豊富に揃えています。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 放課後サポートクラブ ばんび 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 ＮＰＯ法人 とびら 

事業所所在地 那珂川市今光 1-123 

ＴＥＬ・ＦＡＸ TEL：092-408-7808  FAX：092-408-7808 

Ｅ-ＭＡＩＬ support-bambi@npo-tobira.com 

ＨＰアドレス www.npo-tobira.com/index.html 

窓口担当者 森,中尾 

指定年月日 平成 25年 12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 春日市 那珂川市 

利用定員 10名 

営業日 月・火・水・木・金・土 

営業時間  

サービス提供時間 授業終了～17時 30分から各戸送迎 休日：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 小学生 中学生 高校生 

男性 4 4 1 

女性 2 4 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 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1 1 ２  

理 学 療 法 士 作 業 療 法 士 精神保健福祉士 小学校教諭 中高教諭 

１  1 １ １ 

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性    

女性 ３ ３ ３ 
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活動内容 

★その子に合った個別の支援内容 

・くもん（国語・算数）ほぼ個別で取り組みます 

・音楽（歌、ピアノ、ダンス、リコーダーなど） 

・習字 

・運動 

・買い物の練習 

・バスに乗る練習 

など行っています。 

1 日のタイムスケジュール 

○授業終了日 

下校時間 送迎 

到着   宿題、くもん 

     おやつの準備（お手伝い） 

     おやつ 

17：00  帰りの送迎 

○休業日 

9：00  開所 

10：00 おやつ 

12：00 お昼ごはん      各自上記個人活動を行う 

15：00 おやつ 

16：00 順次退所 

送迎の有無 授業終了日：有   祝日・土曜日：無 

食事提供の有無 有 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、お

やつ代等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

送迎費：無料 

食費：無料 

おやつ：無料 

医療的ケアの実施状況 無 

協力医療機関 田中内科医院 

アピールポイント 

・専門性を持ったスタッフが一人一人の能力に合った支援をご家族と

の面談を重ねながら行っています。 

・お子様の将来を見据えて、得意分野を増やしていけるような支援を

行っています。 

・学齢が上がると、卒業後を視野に入れた支援に取り組んでいきま    

 す 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 はびりすサポート あしたね 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 はびりす株式会社 

事業所所在地 那珂川市片縄 3丁目 95-2 

ＴＥＬ・ＦＡＸ TEL 092-555-2604  FAX 092-555-2605 

Ｅ-ＭＡＩＬ habilis@habilis-riverup.co.jp 

ＨＰアドレス http://www.habilis-riverup.co.jp /habilis-net/index.html 

窓口担当者 園長 川嶋 啓一 

指定年月日 平成 30年 6月 1日 

対象とする障がい 
知的障がい 発達障がい 構音障がい（発音の誤り） 

＊身体障がい、学習障がい、吃音に関しては応相談 

受入実績（障がい別） 知的障がい 発達障がい 難聴 吃音 構音障がい（発音の誤り） 

サービス提供区域 福岡県全域 

利用定員 20名(児童発達支援事業と合算) 

営業日 月～土 （祝日、8/13〜8/15、12/29～1/4を除く） 

営業時間 ９時～１８時 

サービス提供時間 ９時～１８時 

駐車場の有無 有り（4台） 

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 小学生 中学生 高校生 

男性 11   

女性 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 

管理者 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 2 2  1 

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士   

 1 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  2  

女性  7 1 
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活動内容 

・機能訓練：言語聴覚士、作業療法士による個別指導での訓練 

・集団生活適応訓練：集団社会生活への適応力習得するための個別指導 

による訓練 

・日常動作訓練：日常生活の基本動作を習得するための個別指導による 

訓練 

1 日のタイムスケジュール 

・個別の時間帯にて来所 

・母子同伴による個別療法 

・1回 40分枠で実施 

・担当制 

＊ 当施設での言語訓練に関しては期間を 1年とさせていただいており 

ます 

送迎の有無（送迎場所） 無し 

食事提供の有無 無し 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おや

つ代等） 

 

・利用料：厚生労働大臣が定める額 

・教材費：実費 

 

医療的ケアの実施状況 無し 

協力医療機関 くわの内科・小児科医院 

アピールポイント 

 言語聴覚士、作業療法士による個別、母子同伴での訓練に特化した施

設です。お子さまの発達に応じた個別プログラムにて専門的に訓練支援

をしております。また保護者支援にも力を入れております。 

 

 学校生活や家庭での困り感、発達の悩み、心配などに関して、言語聴

覚士や作業療法士などの専門的知識をもったスタッフが個々に対応し、

個々の力や発達を促せるよう個別の訓練プログラムを立案し、実施して

おります。また、将来的な方向性も見つめながら、スキルの向上や代替

手段などの提案もさせていただいています。ご家族様のお気持ちやご意

見を伺いながら行い、寄り添えるように助言、支援できるように心がけ

ております。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 ぶーやん福岡 なかがわ 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 株式会社 ヒューマンネットプラス 

事業所所在地 那珂川市今光２丁目１３ 

ＴＥＬ・ＦＡＸ ＴＥＬ：092-555-6905 ＦＡＸ：092-555-6905 

Ｅ-ＭＡＩＬ 08019902193＠softbank.ne.jp 

ＨＰアドレス https://bu-yan-fukuoka.net/ 

窓口担当者 管理者 福田 

指定年月日 平成 28年 4月 1日 

対象とする障がい  

受入実績（障がい別）  

サービス提供区域 福岡市南区、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市 

利用定員 10人 

営業日 
月～日曜日・祝日・学校休業日 

（8月 13日～15日、12月 30日～1月 3日を除く） 

営業時間 10時～19時 

サービス提供時間 平日：13時～17時 土日祝・学校休業日：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 小学生 中学生 高校生 

男性 11 5 2 

女性 9 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 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1 4  3 

理学療法士 作業療法士    

 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 4 2 
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活動内容 

・感覚統合、ビジョントレーニング、 

SST(ソーシャルスキルトレーニング)  

・個別トレーニング：個々に合った支援(学習、工作、手先の作業) 

・フィットネス：体を動かし体幹トレーニング 

・生活訓練：身近自立 

・クッキング(昼食、おやつ)、お誕生日会、買い物・外食支援、 

・オープンキャンパス：クッキングカフェ、バザー等 

・ぶーやん３事業所全体行事：運動会、クリスマス会   など 

1 日のタイムスケジュール 

○平日           ○休業日 

 13：00 送迎～来所     10：00 送迎～来所 

 14：00 健康チェック    10：30 健康チェック 

 15：00 余暇時間      11：00 SST、手先訓練 

 15：30 おやつ       12：00 昼食 

 15：45 訓練・学習     13：00 お昼の会 

16：30 SST         13：10 戸外活動等  

16：50 帰りの会      15：50 帰りの会    

 17：00 送迎～帰宅     16：00 送迎～帰宅              

送迎の有無 有り 

食事提供の有無 有り（調理はしていないため、お弁当配達注文） 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おや

つ代等） 

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 

おやつ代：1回 20円 

医療的ケアの実施状況 実施していない 

協力医療機関 水ノ江病院 

アピールポイント 

・感覚統合→様々な感覚刺激を統合することで、脳への負担を減ら 

し、適切な行動を取ることを目指します。 

・個別トレーニング→個人の目標を設定し、段階をふんでいきなが 

ら、学習や手先の作業等を行っています。 

・ＳＳＴ→社会の中でルール、コミュニケーション、など 

 等社会生活でのルールを身につけていきます。 

 

上記の活動を中心に療育を行っています。外部講師を招き、ＳＳＴ研

修や感覚統合研修等を行い、スタッフのスキル向上に努めています。 
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 令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 ちゃれんじくらぶ 那珂川教室 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 合同会社ちゃれんじくらぶ 

事業所所在地 福岡県那珂川市今光 4-71-1-201 

ＴＥＬ・ＦＡＸ 092-408-9267・092-408-9268 

Ｅ-ＭＡＩＬ Kaji210643@gmail.com 

ＨＰアドレス https://challengeclub.jp 

窓口担当者 梶山、江良 

指定年月日 令和元年 7月 1日 

対象とする障がい 発達障がい、知的障がい 

受入実績（障がい別） 発達障がい、知的障がい 

サービス提供区域 春日市、福岡市、大野城市、那珂川市 

利用定員 10人 

営業日 月～土曜日（年末年始、お盆を除く） 

営業時間 平日 10：00～19：00、土日祝 9：00～18：00 

サービス提供時間 授業終了日：授業終了後～18：00 休日：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 小学生 中学生 高校生 

男性 27 4 1 

女性 6   
 

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 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1 2 3 3 

理学療法士 作業療法士    

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 2 1 3 

女性 1 3 1 
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活動内容 

・戸外活動：バスケットボール、ドッジボール 

・室内活動：体幹トレーニング、ビショントレーニング 

レゴブロックプログラミング、タイピング練習等 

・行事活動：調理活動、工作活動、季節行事等 

1 日のタイムスケジュール 

・授業終了後 

 下校時間 送迎（検温、手洗いうがい、連絡帳提出） 

（到着） 宿題 

     おやつ 

     カリキュラム（個別、集団療育） 

18：00 送迎 

・休日（半日外出） 

  9：00 送迎 

     宿題（個別療育） 

  12：00 お昼ごはん 

  13：00 外出 

  16：00 送迎 

・休日（一日外出） 

  9：30 送迎 

     外出 

  16：00 送迎 

送迎の有無（送迎場所） 有 

食事提供の有無 有 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おや

つ代等） 

・利用料：厚生労働大臣の定める額 

・送迎費：無料 

・食費：子どもサイズ１食 380円、大人サイズ 450円 

・おやつ代：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 実施していない 

協力医療機関 医療法人 水ノ江医院 

アピールポイント 

春日総合スポーツセンターで週に２回バスケットボールの療育を行っ

ています。 

個々の得意なものを見つけ、伸ばしていくことで生活能力の自立、向上

を目指します。 

ホームページ等でブログを随時更新しています。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 放課後等デイサービス ぷらっとほーむ 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 ＮＰＯ法人 おると 

事業所所在地 那珂川市中原 6丁目 14-8 

ＴＥＬ・ＦＡＸ ＴＥＬ：092-982-3640 ＦＡＸ：092-982-3641 

Ｅ-ＭＡＩＬ plaho@pic.bbiq.jp 

ＨＰアドレス https://plat280601.web.fc2.com/ 

窓口担当者 宮原 きよみ 

指定年月日 平成 28年 6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 那珂川市、春日市、大野城市 

利用定員 10名 

営業日 
月曜日～土曜日、長期休暇（ただし国民の休日、8月 13日～15日、12月 29

日～1月 3日は除く） 

営業時間 8：30～18：00 

サービス提供時間 
① 平日 学校終了～18時 

② 土曜日・学校休業日・長期休暇 9：30～17：00 

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 小学生 中学生 高校生 

男性 12 3 3 

女性 3 1 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 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1 6 1 2 

理学療法士 作業療法士    

     

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   4 

女性  2 4 
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活動内容 

・外部講師による運動、制作、音楽等の活動あり 

・戸外活動（公園・山・川・庭） 

・親子活動（夏祭り、クリスマス会、もちつき大会等） 

・音楽遊び、制作活動、ゲーム 

・クッキング（おやつ作り） 

・公共機関を利用しておでかけ等社会体験活動 

・地域イベントに参加 

1 日のタイムスケジュール 

○学校終了後 下校時間 送迎 

到着 健康チェック（手洗い・うがい・消毒・検温） 

       はじめの会（名前呼び・当番決め・1日のスケジュール確認） 

       おやつ リラックスタイム 宿題 

       活動（室内、庭、近隣の公園などでの活動）おわりの会 

    18：00順次お送り開始 

○休業日 9：00 お迎え開始 

到着  健康チェック（手洗い・うがい・消毒） 

         ラジオ体操、はじめの会（名前呼び・当番決め・ 

1日のスケジュール確認） 宿題 

    10：00 活動（室内や庭、近隣の公園又はお出かけして活動） 

    12：00 昼食～リラックスタイム 

    13：00 活動（制作 orクッキング） 

    16：10 掃除 

    16：30 黙想・ストレッチ、終わりの会 

    17：00 順次お送り開始 

送迎の有無 有り 

食事提供の有無 無し(学校休日、長期休暇時はお弁当注文承りあり) 

費用 
利用料：厚生労働大臣の定める額  送迎料：無料 

その他：実費徴収（外出の際に生じる公共施設の入場料や交通費等） 

医療的ケアの実施状況 実施していない（てんかん発作に関する対応可） 

協力医療機関 江副クリニック（那珂川市今光 5-9） 

アピールポイント 

●子どもの自立に向けた発達支援を目指します 

 ・子どもが主体的に活動できる環境づくり 

・子どもを理解する→子どもとの関係をつくる、子どもとしっかり遊び 

合う、子どもと子どもをつなげる 

 ・子どもの発達段階やライフステージに応じた支援 

 ・関係機関との連携を図る 

・レスパイト対応 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 ひまわりらんど なかがわ 放課後等デイサービス 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 一般社団法人向日葵福祉会 

事業所所在地 福岡県那珂川市市ノ瀬 360番地  

ＴＥＬ・ＦＡＸ 092-555-7461／092-555-7464 

Ｅ-ＭＡＩＬ  

ＨＰアドレス  

窓口担当者 土屋 慶宏（児童発達支援 管理責任者） 

指定年月日 平成 28年 7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 福岡市南区,早良区,中央区,城南区,春日市,大野城市,那珂川市 

利用定員 １０名 

営業日 月曜日～金曜日 

営業時間 学校通常期間（13:00～18:00）,学校長期休暇期間(9:00～17:00) 

サービス提供時間 学校放課後：～17:00,学校休校日・長期休暇期間：10:00～16:00 

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 小学生 中学生 高校生 

男性 ６ ２  

女性 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 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 １ 1 ３ １ 

理学療法士 作業療法士    

     

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 １  １ 
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活動内容 

◎保護者様やお子様の要望があるご家庭に関しては、宿題や学習活動の

サポートをしております。又、お子様がやりたいこと、作りたいこと等、

興味あるものを積極的に個別活動へ取り入れ、スタッフと一緒に活動し

ております。 

◎自然豊かな場所に所在しておりますので、昆虫や生き物に出会う機会

に恵まれ、命の大切さを共に遊びながら学んでおります。 

◎竹や木々にも囲まれていることから、竹細工や工作等のモノ作りをス

タッフが安全面に配慮しながら「やる気」や「自信をつける」ことの出

来るような、支援に努めております。 

1 日のタイムスケジュール 

＜学校通常期間＞ 

〇各学校にお迎え 

〇おやつ又は勉強（宿題） 

 ・個別活動・制作活動 等 

16:50頃 帰りの会（１日の振り返り） 

17:00～ 各ご利用者様宅へ送迎 

18:00  閉所 

 

 

＜学校長期休暇期間＞ 

9:00頃～ご自宅へお迎え 

10:00～ 朝の会・勉強（宿題） 

    ・個別活動・制作活動 等 

12:00～ 昼食 

    ・個別活動・制作活動 等 

15:00～ おやつ 

15:50頃 帰りの会（１日の振り返り） 

16:00～ 各ご利用者様宅へ送迎 

17:00  閉所 

送迎の有無（送迎場所） 有（各小学校又はご自宅） 

食事提供の有無 有（おやつ） 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おや

つ代等） 

〇利用料は、厚生労働大臣の定める額 

 

〇おやつ代は、￥30～40/1名 

 利用料に含まれている。 

 

医療的ケアの実施状況  

協力医療機関 陣内整形外科・内科医院（福岡市東区） 

アピールポイント 

※ＷＡＭ ＮＥＴ参照 

◎弊事業所の特色としては、山や桜の木などに囲まれた自然豊かな場所

に所属しており、年間を通して日本特有の四季を感じられます。又、福

岡市内の特別支援学校に勤務経験のある、小学校教諭一種免許状所有の

管理責任者を中心に、主に精神面・情緒面の安定を保てるよう寄り添い、

一人ひとりに適した支援を展開しています。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 さくら２号館 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 株式会社 SAKURA 

事業所所在地 那珂川市西隈 3丁目３－１８ 

ＴＥＬ・ＦＡＸ TEL 092-555-4141 / FAX 092-555-4143 

Ｅ-ＭＡＩＬ sakura@sakura-houkago2.com 

ＨＰアドレス  

窓口担当者 児童発達支援管理責任者 元岡 忠 

指定年月日 平成 26年 12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 福岡市南区、、春日市、那珂川市 

利用定員 10人 

営業日 月～日曜日（12月 29日～1月４日を除く）その他事業所が定める日 

営業時間 8時半～18時半 

サービス提供時間 授業終了日 13時～17時半 / 学校休業日 8時半～16時半 

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 小学生 中学生 高校生 

男性 8 1  

女性 8 4 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 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1 2 2 1 

理学療法士 作業療法士 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 1 

女性 1 2  
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活動内容 

戸外活動（社会科見学、社会ルール学習、ボール遊び、かけっこ） 

個別活動（レゴブロック組立、粘土、ぬり絵、輪ゴムで作成、洗い物の手伝い） 

行事活動（ドライブ、DVD鑑賞、調理実習、季節行事） 

1 日のタイムスケジュール 

●授業終了日 

下校時間 送迎  

到着 バイタルチェック 水分補給 排泄介助又は声かけ 

療育訓練、本人にあったプログラム 

17時 15分～帰りの会（読み聞かせ） 

17時 30分～送迎開始 

 

●休日 

8：30 ご家庭へお迎え 

9：30 バイタルチェック 水分補給、トイレ声掛け、朝の会 

10：00 午前中の活動（月間予定表） 

12：00 昼食 

13：30 午後の活動（月間予定表） 

15：00 おやつ 

15：30 掃除 

15：45 帰りの会 

送迎の有無 有 

食事提供の有無 有 

費用（利用料、送迎費、食費

等、おやつ代等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

送迎費：無料  食費 ２５０円、おやつ代５０円 

その他：行事等への参加で、駐車場や入園料等は実費負担 

医療的ケアの実施状況 実施なし 

協力医療機関 目野クリニック（那珂川市片縄西） 

アピールポイント 

さくらでは「食育」を大切にしています。偏食だったお子さんがバランス良く食べ

ることができるようになりました。また、場面場面で違いはありますが、他児との

協調性、思いやりの心など外出する際などは、社会のルールや、してはいけないこ

と等教えています。常に本人、ご家族に寄り添った気持ちを大切にして、不安な気

持ちを無くすこと、明るい人生が送れるように支援しています。 

※年に 4回はイベントを兼ねて、必ず保護者会の開催をしております。お子さんた

ちの日頃のさくらでの様子を見ていただき、お友だちとの関わり、家庭での様子な

ど再確認ができ、とても有効です。事前の準備等は大変ですが、毎回、本人、ご家

族に喜んでいただき感謝しています。 

※ＷＡＭ ＮＥＴ参照 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 放課後等デイサービス さくら西隈館 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 株式会社 SAKURA 

事業所所在地 福岡県那珂川市西隈 3丁目 5-10 

ＴＥＬ・ＦＡＸ 092-555-4141／092-555-4143 

Ｅ-ＭＡＩＬ sakura@sakura-houkago2.com 

ＨＰアドレス  

窓口担当者 管理者 元岡 忠 

指定年月日 平成 28年 9月 1日 

対象とする障がい 知的障がい、発達障がい 

受入実績（障がい別） 同上 

サービス提供区域 福岡市南区、那珂川市、春日市 

利用定員 10人 

営業日 月～日曜日（12月 29日～1月４日を除く）その他事業所が定める日 

営業時間 8時半～18時半 

サービス提供時間 授業終了日 13時～17時半 / 学校休業日 8時半～16時半 

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 小学生 中学生 高校生 

男性 10 1  

女性 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）  

管理者 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1 3 2 1 

理学療法士 作業療法士    

     

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 1 3  
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活動内容 

戸外活動（社会科見学、社会ルール学習、ボール遊び、かけっこ） 

個別活動（レゴブロック組立、粘土、ぬり絵、輪ゴムで作成、洗い物の手伝い） 

行事活動（ドライブ、DVD鑑賞、調理実習、季節行事） 

1 日のタイムスケジュール 

●授業終了日 

下校時間 送迎  

到着 バイタルチェック 水分補給 排泄介助又は声かけ 

療育訓練、本人にあったプログラム 

17時 15分～帰りの会（読み聞かせ） 

17時 30分～送迎開始 

 

●休日 

8：30 ご家庭へお迎え 

9：30 バイタルチェック 水分補給、トイレ声掛け、朝の会 

10：00 午前中の活動（月間予定表） 

12：00 昼食 

13：30 午後の活動（月間予定表） 

15：00 おやつ 

15：30 掃除 

15：45 帰りの会 

送迎の有無（送迎場所） 有り 

食事提供の有無 有り 

費用（利用料、送迎費、食費等、

おやつ代等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

送迎費：無料 食費 ２５０円、おやつ代５０円 

その他：行事等への参加で、駐車場や入園料等は実費負担 

医療的ケアの実施状況 実施なし 

協力医療機関 目野クリニック（那珂川市片縄西） 

アピールポイント 

さくらでは「食育」を大切にしています。偏食だったお子さんがバランス良く食べ

ることができるようになりました。また、場面場面で違いはありますが、他児との

協調性、思いやりの心など外出する際などは、社会のルールや、してはいけないこ

と等教えています。常に本人、ご家族に寄り添った気持ちを大切にして、不安な気

持ちを無くすこと、明るい人生が送れるように支援しています。 

※年に 4 回はイベントを兼ねて、必ず保護者会の開催をしております。お子さんた

ちの日頃のさくらでの様子を見ていただき、お友だちとの関わり、家庭での様子な

ど再確認ができ、とても有効です。事前の準備等は大変ですが、毎回、本人、ご家

族に喜んでいただき感謝しています。 

※ＷＡＭ ＮＥＴ参照 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 放課後等デイサービス ふたば 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 合同会社ＡＮＴＨＥＳＩＳ 

事業所所在地 福岡県那珂川市王塚台３丁目１８５ 

ＴＥＬ・ＦＡＸ 092-408-8577／092-408-8597 

Ｅ-ＭＡＩＬ futaba.8577@gmail.com 

ＨＰアドレス https://futaba8577.wixsite.com/futaba/ 

窓口担当者 管理者 山田 

指定年月日 平成 30年 9月 1日 

対象とする障がい 身体障がい(応相談) 知的障がい 発達障がい 

受入実績（障がい別） 身体障がい 知的障がい 発達障がい 

サービス提供区域 福岡市南区、大野城市、春日市、那珂川市、太宰府市 

利用定員 １０名 

営業日 月曜日～土曜日、長期休暇（ただし国民の休日、8 月 13 日～15 日、12 月 29 日～1 月 3 日は除く） 

営業時間 9時～19時 

サービス提供時間 授業終了日 13時～18時/休業日 10時～18時（延長支援あり） 

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 小学生 中学生 高校生 

男性 12 2  

女性 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）  

管理者 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

１ １ ３ １  2 

理学療法士 作業療法士 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 1 １ １ 

女性  4 1 
 

活動内容 

戸外活動（公園、川遊び、海遊び、社会科見学、社会ルール学習、消防

訓練、ボール遊び、かけっこ、農園作業、畑、体育館活動） 

個別活動（レゴブロック組立、段ボール等の制作、粘土、ぬり絵、輪ゴ

ムで作成、洗い物の手伝い、掌握運動、トランポリン） 
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集団活動（ごっこ遊び、脳トレーニング） 

行事活動（ドライブ、調理実習、季節行事、果物狩り、遠足、登山） 

1 日のタイムスケジュール 

○授業終了日 

下校時間 送迎 

到着  健康チェック（手洗い・うがい・消毒・検温） 

 宿題、自習プリント 

    おやつの準備（お手伝い） 

    おやつ 

18：00 帰りの送迎 

○休業日 

到着  健康チェック（手洗い・うがい・消毒・検温） 

 宿題、自習プリント、トレーニング 

 調理（お昼ご飯） 

    お昼ご飯準備（手伝い）        各自上記個人 

12：00 お昼ご飯 食事開始           活動を行う。 

16：00 調理 (おやつ)                         

17：00 おやつ 食事開始 

18：00 帰りの送迎 

送迎の有無（送迎場所） 有 

食事提供の有無 有 

費用（利用料、送迎費、食費等、

おやつ代等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

送迎費：無料 食費：100円 おやつ：100円 

その他：行事等への参加で、入園料は実費負担 

医療的ケアの実施状況 実施している（内容による） 

協力医療機関 ごう脳神経外科（那珂川市山田）ちだクリニック 

アピールポイント 

す  こやかな成長を 

ま   いにち見守って  

い   っしょに楽しくすごそう 

る   ーるを守ってSmile    

ふたばでは、自ら育て調理することで食べ物の大切さを 

学び、『食』への興味・関心を高めます。 

「育てる」・・・農園で野菜を育て 

「作  る 」・・・収穫した野菜をクッキング 

「食べる」・・・みんなで楽しく食べる 

一人ひとりの個性を大切にすくすくと成長できる支援を目指しています。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 ぶーやん福岡 ごろうまる 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 株式会社 ヒューマンネットプラス 

事業所所在地 那珂川市五郎丸１丁目７２ 

ＴＥＬ・ＦＡＸ TEL/FAX：092-555-2346 

Ｅ-ＭＡＩＬ buyan.f.goroumaru@gmail.com 

ＨＰアドレス http://www.bu-yan-fukuoka.net/service/dayservice.php 

窓口担当者 日高 香織 

指定年月日 令和元年 10月 1日 

対象とする障がい 知的、発達障がい 

受入実績（障がい別） 知的、発達障がい 

サービス提供区域 福岡市南区、城南区、博多区（一部） 

利用定員 １０名 

営業日 月曜～日曜（8/13～15、12/30～1/3を除く） 

営業時間 10:00～19:00 

サービス提供時間 平日 13:00～17:00、土日祝 10:00～16:00 

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 小学生 中学生 高校生 

男性 11 5 7 

女性 6 2 6 
 

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 児発支援管

理責任者 

児童指導員 指導員 保育士 

1 1 3  3 

理学療法士 作業療法士    

 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  3 2 
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活動内容 

個別活動 それぞれの発達段階に応じた 

     ・生活訓練 ・クッキング ・買い物 

     ・手先の訓練 ・ＳＳＴ  ・感覚統合 

野外活動 ドライブとして遠出したり、 

     交通機関を実際に使ってお出掛け 

イベント ・誕生日会 ・バザー ・運動会 等 

 

1日のタイムスケジュール 

平日           休業日 

13:00～ 送迎～来所   10:00～ 送迎～来所   

14:00  健康チェック  10:30  健康チェック 

15:00  余暇時間    11:00  ＳＳＴ・手先訓練 

15:30  おやつ     12:00  昼食 

15:45  訓練・学習   13:00  お昼の会 

16:30  ＳＳＴ     13:10  戸外活動等 

17:00  送迎～帰宅   15:50  帰りの会 

             16:00  送迎～帰宅 

 

 

送迎の有無（送迎場所） 有 

食事提供の有無 有 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おや

つ代等） 

お弁当（昼食） 1食 ３００円 

おやつ       1回    ５０円 

利用料   厚生労働大臣の定める額 

 

医療的ケアの実施状況 無し 

協力医療機関 水ノ江病院 

アピールポイント 

ひとりひとりに向き合い、将来安心して笑顔で過ごしていけるように 

療育を通じて提供しています。 

個別活動の内容も様々で、沢山の種類を準備しています。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 ぶーやん福岡 えこ 

サービス種別 放課後等デイサービス 

運営法人 株式会社 ヒューマンネットプラス 

事業所所在地 福岡県那珂川市恵子３丁目４－１ 

ＴＥＬ・ＦＡＸ 092-710-1710／092-710-1710 

Ｅ-ＭＡＩＬ bu-yan.fukuoka.eko@humannet-aj.co.jp 

ＨＰアドレス http://bu-yan-fukuoka.net/ 

窓口担当者 管理者 松本 

指定年月日 平成 29年 5月 1日 

対象とする障がい 発達障がい 

受入実績（障がい別） 発達障がい 

サービス提供区域 那珂川市内 

利用定員 10名 

営業日 月曜日-日曜日（8月 13日-15日、12月 30日-1月 3日を除く） 

営業時間 10：00-19：00 

サービス提供時間 平日 13：00-17：00 土日祝日 10：00-16：00 

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 小学生 中学生 高校生 

男性 22 4 1 

女性 6   
 

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 児発支援管理責任者 児童指導員 指導員 保育士 

1 1 4  1 

理学療法士 作業療法士 公認心理師   

  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  1 1 

女性 2 0 3 
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活動内容 

作業（個別活動） 

運動（体育館や公園へ行くこともあります） 

制作（カレンダー制作や季節の制作など） 

お買い物（イートインやテイクアウト体験を含む） 

クッキング（おやつ・昼食） 

えこチャレンジ（小グループに分かれそれぞれの課題に挑戦） 

野外活動（スケート、科学館、図書館など） 

他事業所との活動（運動会、クリスマス会、バザーなど） 

その他 習字・シアター・MUSICDAY・お誕生会など 

季節の行事 クリスマス会・鏡開き・豆まきなど 

1 日のタイムスケジュール 

○平日           ○休業日 

 13：00 送迎～来所     10：00 送迎～来所 

 14：00 健康チェック    10：30 健康チェック 

 15：00 余暇時間      11：00 SST、手先訓練 

 15：30 おやつ       12：00 昼食 

 15：45 訓練・学習     13：00 お昼の会 

 16：30 SST         13：10 戸外活動等 

 17：00 送迎～帰宅     15：50 帰りの会 

               16：00 送迎～帰宅 

送迎の有無（送迎場所） 有り 

食事提供の有無 有り 

費用 

（利用料、送迎費、食費等、おや

つ代等） 

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 

おやつ代：1回 200円 

医療的ケアの実施状況 無し 

協力医療機関 那珂川病院 

アピールポイント 

・作業→集中できる環境づくりを行い、自分で考え取り組む事の出来る

ような支援を行なっています。集中力の継続、時間での切り替え、能力

の向上などをねらいとしています。 

・えこチャレンジ→小学生もしくは中学生で身につけること、取り組ん

でみたい活動など、それぞれの課題に合わせてグループ活動を行ないま

す。得意な事を伸ばしたり、苦手な事にチャレンジしたりします。 
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