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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 ドリームひこうせん 

サービス種別 短期入所 

運営法人 社会福祉法人 はるかぜ福祉会 

事業所所在地 春日市星見ヶ丘 1丁目 8番地 

ＴＥＬ・ＦＡＸ TEL：０９２－５５８－００７７ FAX：０９２－５５８－００１７ 

Ｅ-ＭＡＩＬ dream-airship@swc-harukaze.or.jp 

ＨＰアドレス http://swc-harukaze.or.jp/ 

窓口担当者 杉本 菜穂子 

指定年月日 平成 28年 4月 1日 

対象とする障がい 身体・知的 

受入実績（障がい別） 知的 

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

利用定員 2人 

駐車場の有無 有 

居室（個室 or 相部屋） 個室 

居室の設備 ベッド 

活動内容 
 

 

送迎の有無 無 

入浴の有無 有 

費用 

（利用料、食費、光熱

水費等） 

食費：朝食 250円 夕食 450円 

光熱費：400円 

 

医療的ケアの実施状況 無 

協力医療機関 こうせい内科クリニック 

アピールポイント 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 短期入所 モンテ 

サービス種別 短期入所 

運営法人 特定非営利活動法人 

事業所所在地 春日市下白水南 2丁目 58番 

ＴＥＬ・ＦＡＸ 092-572-3325 

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 31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 春日市、那珂川市、大野城市、筑紫野市 

利用定員 3名 

駐車場の有無 有 

居室 個室 

居室の設備 冷暖房完備、ベッド、3段ＢＯＸ 

近隣の社会資源（店舗、公共交通機関等） ルミエール、博多駅南 

活動内容  

送迎の有無 有 

費用（利用料） 
法定利用料に準じています。夕食 265円、朝食 205円、光熱費 300円、 

リネン費 40円 

医療ケアの実施状況  

協力医療機関 田中内科クリニック 

アピールポイント 

基本的には、通所している方が優先にしております。 

 

 

 

 

  

mailto:ryoikumonte.0501@gmail.com
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 グループホーム RASIEL昇町 

サービス種別 短期入所 

運営法人 株式会社ラシエル 

事業所所在地 福岡県春日市昇町 5-33 

ＴＥＬ 092-501-0220 

ＦＡＸ 092-501-0230 

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

ＨＰアドレス https://rasiel.jp 

窓口担当者 林川、園田 

指定年月日 2021/11/1 

対象とする障がい 身体  知的  精神   

受入実績（障がい別） 身体  知的  精神   

サービス提供区域 春日市、大野城市、太宰府市、筑紫野市、那珂川市、福岡市 

利用定員 男性 1名 

駐車場の有無 有 

夜間の職員体制 夜間支援従事者２名(２０名満床時には４名) 

施設の設備 
１・２階各フロア 居室１０、短期入所用居室１、事務室１、リビングルーム兼食

堂１、キッチン１、脱衣所・浴室２、トイレ３(内 1か所は障がい者用トイレ) 

近隣の社会資源 

（店舗、医療機関、公共交通機関等） 

自衛隊福岡病院、春日市立春日小学校、セブンイレブン春日一の谷店、春日

署 下白水交番、最寄りバス停：昇町交番前 徒歩３分、最寄り駅：JR南福

岡駅 徒歩２８分 

費用 

（家賃、食費、光熱水費、日用品等） 

食費 30,000円 (３食)、光熱水費 12,000円、日用品費 30,000円 

上記日割り金額となります。 

協力医療機関 別府病院 

アピールポイント 

ラシエルはグループホーム内に短期入所も 1 室併設しております。こちら

も２４時間支援体制を確保しております。グループホームへの入居を考え

ているが、まだ気持ちの整理の付かない方やレスパイト利用も可能です。

２０２２年度には弊社グループ内の訪問看護ステーションを併設する予定

となっており、集団生活を営む中でのストレスの緩和や精神面でのご不安

などのケアにもあたらせていただきます。 

明るい雰囲気のホームで「その方らしい生活」を支援します。是非いつでも

ご見学にお越しください。 

 

mailto:r-kamata@rasiel.jp、t-mashino@rasiel.jp
https://rasiel.jp/


189 

 

令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 障害者支援施設 天心園 

サービス種別 短期入所 

運営法人 社会福祉法人 美光瑞園会 

事業所所在地 筑紫野市大字平等寺 1294-1 

ＴＥＬ・ＦＡＸ TEL 092-924-0801    FAX 092-925-7286 

Ｅ-ＭＡＩＬ tenshinen@tenshinen.com 

ＨＰアドレス http://tenshinen.com/ 

窓口担当者 副施設長 千代田憲吾 

指定年月日 平成 18年 10月 1日 

対象とする障がい 身体・知的・精神   

受入実績（障がい別） 身体・知的・精神   

サービス提供区域 筑紫野市、太宰府市、春日市、大野城市、小郡市、他 

利用定員 4名 

駐車場の有無 有 

居室（個室 or 相部屋） 相部屋 

居室の設備 冷暖房、ベッド、収納棚 

近隣の社会資源（店舗、公共交通機関等） JR二日市駅から車で 15分 

活動内容 食事、入浴、余暇、レクリエーション等 

送迎の有無 無 

入浴の有無 有 

費用 

（利用料、食費、光熱水費等） 

サービス利用料金：厚生労働大臣が定めた額 

食費：朝 334円、昼 550円、夕 550円 

食事提供体制加算該当の場合、朝 220円、昼 300円、夕 300円 

光熱水費：325円／1日 

医療的ケアの実施状況 配置医師による受診あり 

協力医療機関 よこみぞ医院 

アピールポイント 
身体障害のある方、お年寄りの方にも安心して楽しめる入浴設備を整え

ています。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 障がい福祉サービス事業所 第２ワークショップたんぽぽ 

サービス種別 短期入所 

運営法人 特定非営利活動法人 福祉フォーラムこすもす 

事業所所在地 筑紫野市杉塚６丁目７番２号 

ＴＥＬ・ＦＡＸ TEL：092-555-3290  FAX：092-555-3291 

Ｅ-ＭＡＩＬ w.s.tannpopo2@twatwa.ne.jp 

ＨＰアドレス なし 

窓口担当者 齋藤 

指定年月日 平成２８年４月１日 

対象とする障がい 身体・知的・難病等 

受入実績（障がい別） 身体・知的・難病等 

サービス提供区域 筑紫野市、太宰府市、春日市、大野城市、筑前町、福岡市(博多区) 

利用定員 ３名 

駐車場の有無 あり 

居室（個室 or 相部屋） 相部屋 

居室の設備 ベッド、エアコン、スプリンクラー 

近隣の社会資源（店舗、公共交通機関等） 都府楼南駅まで徒歩５分 

活動内容 余暇活動 

送迎の有無 あり 

入浴の有無 あり 

費用 

（利用料、食費、光熱水費等） 

利用料：受給者証記載内容に応じた負担額 

食費：夕食、朝食実費 

居室にかかる水光熱費：１回(１泊２日)につき３００円 

入浴費：１回２５０円 

布団シーツ洗濯代：１回１００円 

医療的ケアの実施状況 あり 

協力医療機関 古寺内科医院 

アピールポイント 
※障がい内容の把握を前提としている為、(NPO)福祉フォーラムこすも

すの利用者を対象に行っています。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 介護老人保健施設リハビリハイツアシスト桜台 

サービス種別 短期入所 

運営法人 医療法人 牧和会 

事業所所在地 筑紫野市大字常松 456番地の 2 

ＴＥＬ・ＦＡＸ 
TEL：０９２－９２３－８８００  

FAX：０９２－９２３－８８０５ 

Ｅ-ＭＡＩＬ assist@maki.or.jp 

ＨＰアドレス http://www.maki.or.jp/ 

窓口担当者 支援相談員 田中かおり 

指定年月日 令和２年１０月１日 

対象とする障がい 身体・知的・精神・障害児・難病等 

受入実績（障がい別） 身体・知的 

サービス提供区域 筑紫野市 太宰府市 春日市 大野城市 那珂川市 

利用定員 空床利用 

駐車場の有無 有 

居室（個室 or相部屋）  個室 多床室 

居室の設備 ベッド エアコン 収納設備 洗面台 テレビ 

近隣の社会資源（店舗、公共

交通機関等）  
西鉄桜台駅徒歩５分 

活動内容 レクリエーション 余暇活動 

送迎の有無 有 

入浴の有無 有 

費用 

（利用料、食費、光熱水費等） 

利用料金 厚生労働大臣の定める額 

食費 朝食 520円 昼食 640円 夕食 640円 

光熱水費 1日 500円 

医療的ケアの実施状況 要相談 

協力医療機関 牧病院 徳洲会病院 鬼木眼科 筑紫野歯科 

アピールポイント 
私達は、アシスト(支援)します。その人らしい生活をコミュニケ－シ

ョンでリハビリで介護でそして医療で… 

 

 

 

 

 

http://www.maki.or.jp/


192 

 

令和 3 年 11 月 1 日現在 

事業所名 パルテールはまゆう 

サービス種別 短期入所 

運営法人 社会福祉法人 さつき会 

事業所所在地 大野城市大字大城５－２８－９ 

ＴＥＬ 092-580-8555 

ＦＡＸ 092-580-8556 

Ｅ-ＭＡＩＬ parterre@hamayuu.jp 

ＨＰアドレス www.doronco.net 

窓口担当者 成富 慶彰 

事業開始年月 平成 25年 4月 1日 

対象とする障害 知的（高校生以上） 

受入実績（障害別） 知的（高校生以上） 

サービス提供区域 大野城市・春日市・太宰府市・那珂川町・筑紫野市 

利用定員 2名 

駐車場の有無 有 

居室（個室 or 相部屋） 個室 

居室の設備 テレビ、エアコン、ベッド、収納設備 

活動内容 食事、入浴等 

送迎の有無 無 

入浴の有無 有 

費用 

（利用料、食費、光熱水

費等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額  

宿泊費（光熱水費含む）：1,820円 

食費：朝 250円、夕 350円 

※課税世帯の場合、朝食390円 昼食・夕食590円 

医療的ケアの実施状況 実施していない 

協力医療機関 井上内科医院、工藤歯科医院 

アピールポイント 

現在、家庭での緊急時や学校の休み期間中にご利用していただいています。朝

食や夕食は世話人の手料理を提供し、皿洗いなども世話人と一緒に行っていま

す。個室はプライバシーを尊重して全室施錠可能となっています。泊まる練習と

して、ご利用していただけます。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 障害者支援施設まどか園 

サービス種別 短期入所 

運営法人 社会福祉法人 慶和会 

事業所所在地 大野城市大字瓦田１２７番４８ 

ＴＥＬ・ＦＡＸ ＴＥＬ：092-504-6537  ＦＡＸ：092-504-6536 

Ｅ-ＭＡＩＬ keiwakai@axel.ocn.ne.jp 

ＨＰアドレス http://madokaen.com/ 

窓口担当者 柊山 紀臣 

指定年月日 平成１８年１０月１日 

対象とする障がい 身体 

受入実績（障がい別） 身体・知的 

サービス提供区域 問わない 

利用定員 ５名 

駐車場の有無 有 

居室（個室 or 相部屋） 個室 

居室の設備 エアコン、ベッド、タンス、床頭台、スプリンクラー 

近隣の社会資源（店舗、公共交通機関等） 徒歩 10分圏内にバス停あり。（大城５丁目入口で下車） 

活動内容 
日中活動（月：おやつ、火：スポーツ教室、ドッグセラピー、映画鑑賞、

水：音楽リハビリ、木：カラオケ、金：映画鑑賞） 

送迎の有無 無 

入浴の有無 有 

費用 

（利用料、食費、光熱水費等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 光熱水費：３３０円 

食費：加算有（朝食１６０円／昼食４３０円／夕食３３０円） 

：加算無（朝食３７８円／昼食６５０円／夕食５５０円） 

医療的ケアの実施状況 実施していない 

協力医療機関 たなか夏樹医院 

アピールポイント 

・主に身体障害者を受け入れています。 

・ご予約は２ヶ月前から受け付けています。 

・初めてのご利用時には１泊２日でのお試し利用から始めさせて頂い

ています。 

（コロナ感染拡大防止の為、現在は閉所しております。） 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 障害者支援施設 宰府園 

サービス種別 短期入所 

運営法人 社会福祉法人 宰府福祉会 

事業所所在地 太宰府市大字大佐野７６１－１ 

ＴＥＬ・ＦＡＸ ＴＥＬ０９２－９２５－７２００・ＦＡＸ０９２－９２２－３１５４ 

Ｅ-ＭＡＩＬ saifuen@bz01.plala.or.jp 

ＨＰアドレス http://saifu-fukushikai.com/ 

窓口担当者 サービス管理責任者 吉福 

指定年月日 平成１８年１０月１日 

対象とする障がい 身体・知的 

受入実績（障がい別） 身体・知的・難病等 

サービス提供区域 受入契約を交わした市町村 

利用定員 ５名 

駐車場の有無 有り 

居室（個室 or 相部屋） 相部屋（個室有り） 

居室の設備 ベッド、エアコン、テレビ、収納設備 

近隣の社会資源（店舗、公共交通機関等） 徒歩 10分圏内にバス停あり（西鉄平田バス停） 

活動内容  

送迎の有無 無し 

入浴の有無 有り 

費用 

（利用料、食費、光熱水費等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

食費（朝食：３６０円・昼食：５８５円・夕食：６１０円） 

※低所得者の軽減措置適用の場合 

食費（朝食：１９０円・昼食：２８５円・夕食：２６０円） 

医療的ケアの実施状況 実施していない 

協力医療機関 あきよし医院 

アピールポイント 

 在宅で介護を行う者が病気その他の理由により、短期間の入所利用を

必要とされる方につき、入浴、排泄及び食事の介護その他の必要な支援

を行います。 

 

mailto:saifuen@bz01.plala.or.jp
http://saifu-fukushikai.com/
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 ショートステイえのき さくら館・なずな館 

サービス種別 短期入所 

運営法人 一般社団法人えのき舎 

事業所所在地 太宰府市朱雀２－２６－１０－２０５ 

ＴＥＬ・ＦＡＸ 092-925-1166 

Ｅ-ＭＡＩＬ ghenoki@csf.ne.jp 

ＨＰアドレス http://www.enokisha.com/ 

窓口担当者 殿﨑 

指定年月日 平成 30年 8月 1日 

対象とする障がい 知的  精神 

受入実績（障がい別） 知的  精神 

サービス提供区域 特に定めず 

利用定員 １名 

駐車場の有無 １台（ただし職員駐車場） 

居室（個室 or 相部屋） 個室 

居室の設備 エアコン・冷蔵庫・照明 

近隣の社会資源（店舗、公共交通機関等） 西鉄二日市・二日市イオン・マツモトキヨシ 

活動内容  

送迎の有無 無し 

入浴の有無 個室風呂完備 

費用 

（利用料、食費、光熱水費等） 

利用料１泊２日 ３，０００円 

食費（夕食）・水光熱費込み 

医療的ケアの実施状況 なし 

協力医療機関 太宰府病院 

アピールポイント 

グループホームに併設されているショートステイです。 

夜間帯も安心の、夜勤者が在中。また、食事はグループホームのメンバ

ーと一緒に和気あいあいと食堂にて提供します。共有室も利用ができま

す。 

 

mailto:ghenoki@csf.ne.jp
http://www.enokisha.com/
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 Ｒｅｓｐｉｔｅ ひびお 

サービス種別 短期入所 

運営法人 事業所所在地 株式会社ひびお   太宰府市高雄１丁目３６７８－４ 

ＴＥＬ 📞０９２ - ９２１ - ２９２１ 📠０９２ - ９２１ - ２９１２ 

Ｅ-ＭＡＩＬ・ＨＰアドレス メールアドレス info@hibio.co.jp ＨＰアドレス http://hibio.co.jp/  

窓口担当者 日比生 健 

指定年月日 ２０１９ 年 １１ 月 １ 日 

対象とする障害 身体・知的・障害児・難病等 

受入実績（障害別） 身体・知的・障害児・難病等 

サービス提供区域 太宰府市 及び周辺地域（福岡市、久留米市、筑紫、北筑後、糟屋、鳥栖・基山） 

利用定員、駐車場の有無 ６名／日、駐車場：有り 

居室（個室 or 相部屋）・居室の設備 個室、相部屋 設備：テレビ、エアコン、ベッド、収納設備 

近隣の社会資源（店舗、公共交通機関等） 徒歩 2分圏内にバス停。ホームセンター、コンビニも近い。 

活動内容 

こんな利用者も通っています。 

 

 

 

※看護師が常駐していますので、日常の医療的ケアも行います。 

送迎の有無 有り 

入浴の有無・回数 有り・制限なし 

費用(利用料、送迎費、食費入浴料等)  利用料：厚生労働大臣の定める額、その他：要相談 

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

協力医療機関 主治医所属の医療機関 

アピールポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人工呼吸器 、 気管切開 ・ 気管カニューレ 、 留置カテーテル 

(胃瘻・腸瘻) 、 経管栄養 、 中心静脈栄養 、 在宅酸素 、 

人工肛門 などを使用しているお子様 

 
スタッフが『訪問看護・リハビリ』を兼務しており、ご家庭と施設の

『両方』で状態を把握します。 

また、関係機関とも密に『連携』をとり、適切なケアを行います。 

 

ご利用者様に合わせた『個別』プログラムを作成し、リハビリスタッ

フが機能発達をサポートします。また、ご利用者様の『状態に合わせ

たケア』を医療・福祉スタッフがサポートします。 

 

『みんなが笑顔になれる場所』でありたいと考えています。 

ご利用者様だけでなく、ご家族も『ほっと』できる場所をつくります。

家族交流会等を通じ、支えあえる『コミュニティ』をつくります。 

mailto:info@hibio.co.jp
http://hibio.co.jp/
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 グループホーム やまもも 

サービス種別 短期入所 

運営法人 社会福祉法人 宰府福祉会 

事業所所在地 那珂川市大字不入道 366-4 

ＴＥＬ・ＦＡＸ ＴＥＬ：092-408-6288 ＦＡＸ：092-953-7008 

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

ＨＰアドレス http://saifu-fukushikai.com/ 

窓口担当者 サービス管理責任者 阪井 栄一 

指定年月日 平成 31年 5月 1日（更新） 

対象とする障がい 身体・知的 

受入実績（障がい別） 知的 

サービス提供区域 福岡市 春日市 大野城市 筑紫野市 太宰府市 那珂川市 

利用定員 2名 

駐車場の有無 有り 

居室（個室 or 相部屋） 個室 

居室の設備 テレビ、ベッド、エアコン、収納 

活動内容 余暇活動 

送迎の有無 無し 

入浴の有無 有り 

費用 

（利用料、食費、光熱水

費等） 

利用料：厚生労働大臣の定める額 

朝食 400円/食 昼食 500円/食 夕食 600 円/食 

光熱水費 400円/日  日用品 200円/日 

リネン代 50円/日 

医療的ケアの実施状況 無し 

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

院 佐藤道彦歯科医院 

アピールポイント 
・出窓付きの明るいお部屋です。必要なサポートを行いながらプライ

バシーを尊重し、安心して生活ができるよう支援しています。 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 短期入所 さくら館 

サービス種別 短期入所 

運営法人 株式会社ＳＡＫＵＲＡ 

事業所所在地 那珂川市西隈３－３－１８ 

ＴＥＬ・ＦＡＸ 092-403-4422 ／ 092-555-4143 

Ｅ-ＭＡＩＬ sakurashort@gmail.com 

ＨＰアドレス  

窓口担当者 管理者 元岡 忠 

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、肢体不自由 

受入実績（障がい別） 同上 

サービス提供区域 それぞれ打ち合わせの上 

利用定員 10人 

駐車場の有無 有り 

居室（個室 or 相部屋） 個室、相部屋 

居室の設備 テレビ、クローゼット、ベット、DVD、アマゾン 

近隣の社会資源（店舗、公共交通機関等）  

活動内容 
 

 

送迎の有無 お打ち合わせの上 

入浴の有無 有り 

費用 

（利用料、食費、光熱水費等） 

食費（夜 200円、朝 100円）水道光熱費（200 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 お打ち合わせの上 

協力医療機関 目野内科クリニック 

アピールポイント 
※ＷＡＭ ＮＥＴ参照 

ディズニーのオフィシャルホテル並みの充実した設備、環境 

 


