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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 天心園 

サービス種別 施設入所支援 

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 092-924-0801 

ＦＡＸ 092-925-7286 

Ｅ-ＭＡＩＬ tenshinen@tenshinen.com 

ＨＰアドレス tenshinen.com 

窓口担当者 副施設長 千代田憲吾 

指定年月日 平成 24年 4月 1日 

対象とする障がい 身体・知的・精神 

受入実績（障がい別） 身体・知的・精神 

サービス提供区域 筑紫野市、太宰府市、春日市、大野城市、小郡市、他 

利用定員 150名 

駐車場の有無 あり 

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 

男性 2 10 16 26 15 15 12 

女性  1 1 7 12 9 16 
 

職員の状況 

（常勤、非常勤、専従、兼務を問

わず計上） 

職員の人数（職種別） ※該当職種がない場合は追加してください 

管理者 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 生活支援員 理学療法士 

1 3 0  86 0 

作業療法士 職業指導員 看護職員 栄養士 嘱託医 

  4 2 1 

調理員 事務員    

10 5    

職員の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10・20代 30・40代 50 代以上 

男性  5 23 28 

女性 11 21 24 
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夜間の職員体制 生活支援員 8名配置 

1 日のタイムスケジュール 

7:00 起床 

7:30 朝食 

（9:00～16:30は生活介護サービス） 

17:40 夕食 

21:00 消灯（消灯後は周囲への迷惑にならない範囲で個人余暇） 

入浴の回数 基本週 3回（希望者は月～土の入浴も可能） 

費用 

（利用料、食費、光熱水費等） 

利用料／厚生労働大臣が定める額 

食 費／1,434円／日（昼食も含む） 

光熱費／325円／日 

その他／預り金の管理を依頼する場合：2,100円／月 

    個人的な外出で送迎・付添いを希望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 よこみぞ医院、本間病院、聖ルチア病院、石橋外科、他 

アピールポイント 

・緑豊かな自然に囲まれた広い敷地内で、自由に動き回ることができる

環境にあることでストレスなく生活ができます。 

・居室については、全室フローリングでエアコンを完備しています。1

人部屋、2人部屋の 2種類の居室形態があり、利用状況によっては居室

の選択も可能です。 

・入浴については、普通浴室はもとより、身体障害のある方、高齢の方

にも対応できるような特殊浴室を完備し、障害状況などに合わせた快適

な入浴サービスを提供できます。 

・夜間は配置基準よりも多くの職員を配置することで、利用者の方の安

全確保に努めています。 

・食事については、健康的でバラエティー豊かなメニューを提供してい

ます。また、管理栄養士を 2名配置しており内科的な病気に配慮した療

養食の提供なども可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

    （1人部屋の様子です）    （食堂の様子です） 
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令和 3年 11月 1日現在 

事業所名 福岡県障がい者就労支援ホームあけぼの園 

サービス種別 施設入所支援            

運営法人 社会福祉法人福岡コロニー 

事業所所在地 大野城市曙町２丁目４番１８号 

ＴＥＬ ０９２－５０１－０３２４ 

ＦＡＸ ０９２－５０１－０３２５ 

-ＭＡＩＬ kenjyusan@fukuoka-colony.net 

ＨＰアドレス http://www.fukuoka-colony.net/ 

窓口担当者 サービス管理責任者 青木・田中 

事業開始年月 １９５１年（昭和２６年） 

対象とする障がい 身体・知的・精神 

受入実績（障がい別） 身体・知的 

サービス提供区域 福岡県全域 

利用定員 40人 

駐車場の有無 有 

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 

男性  1  3 4 9 6 

女性 1   4 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） ※該当職種がない場合は追加してください 

管理者 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 生活支援員 理学療法士 

  1（兼任） 4  

作業療法士 職業指導員 看護職員 栄養士 嘱託医 

   1  

事務員     

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   4 

女性  1 1 
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夜間の職員体制 ２名体制 

1 日のタイムスケジュール 

７：３０ 朝食 ＊休日は８：３０ 

８：４５ ラジオ体操 

９：００～１６：００（日中活動） 

１６：００ 入浴 ＊介助入浴 １４：００～ 

１８：００ 夕食 

２３：００ 消灯 

 

入浴の回数 毎日可（シャワー浴含む）、但し介助入浴は週に３回。 

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    1,400円/日 

光熱水費： 10,000円/月 

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 福岡徳洲会病院、藤田歯科クリニック 

アピールポイント 

「社会人としての自立と働く喜び、そして可能性の追求」を大切にし

て、様々な訓練（サービス）を提供しています。現在 50名近い利用

者のみなさんが、それぞれの目標に向かってがんばっています。「働

きたい」という気持ちを、私たちの施設で実現していきませんか？ 
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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 施設入所支援 

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 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 喜多正高 

指定年月日 平成２３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・精神・難病等 

サービス提供区域 大野城市、春日市、筑紫野市、太宰府市、福岡市、長崎市 

利用定員 ３１名 

駐車場の有無 有り 

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 

男性   1 2 5  4 

女性   3 3 6 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 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 生活支援員 理学療法士 

  1 20 1 

作業療法士 職業指導員 看護職員 栄養士 嘱託医 

2  3 1 1 

事務員 清掃員 用務員   

2 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 10 7 

女性 2 6 10 
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夜間の職員体制 生活支援員２名配置 

1 日のタイムスケジュール 

６：３０  起床、モーニングケア 

７：３０  朝食 

８：４０  入浴 

１１：３０ 昼食 

１３：３０ 日中活動 

１７：３０ 夕食     ２２：００ 消灯 

入浴の回数 週３回（男性：月、水、金／女性：火、木、土） 

費用 

（利用料、食費、光熱水費等） 

利用料：厚生労働省の定めによる 

食 費：１，５７８円（１日） 

光熱費：３３０円（１日） 

医療的ケアの実施状況 日中のみ実施している（たん吸引、経管栄養） 

協力医療機関 たなか夏樹医院、カニ歯科、すやま泌尿器科 

アピールポイント 

・なごやかな集まりの中でお一人おひとりの個性を尊重した自立支援を

基本に利用者とお世話をするスタッフが互いに向き合い充実した生活の

実現を目指します。 

・１階建ての当施設は食堂の天井が高く、開放的な空間になっています。

３つの中庭からはたくさんの光が射し、窓辺で日向ぼっこをしながらお

喋りを楽しむことできます。 

・居室ではベッドが苦手という方には畳の部屋もご提供しております。 

・それぞれの身体状況に応じたナースコールを用意しております。 

・季節ごとの行事会、個々の状態に合わせた食事形態（常食、刻み、ソフ

ト食など）の食事提供サービスを行っております。 

・週１回 音楽リハビリを実施（毎週水曜日） 

・リハビリの実施（ＯＴ／ＰＴ） 

・季節ごとの行事やスポーツ大会、音楽発表への参加など、皆様の生活が

充実したものとなるように様々な支援を行っております。 

・その他（個別外出、セレクト外出、買い物サービス、ドライブなど） 
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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 施設入所支援 

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 ０９２－９２５－７２００ 

ＦＡＸ ０９２－９２２－３１５４ 

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２０年１１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 太宰府市、筑紫野市、春日市、大野城市、那珂川市、福岡市全域 

利用定員 ４５名 

駐車場の有無 有り 

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 

男性   2 4 10 9 3 

女性    1 8 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 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 生活支援員 理学療法士 

1 1 1 6  

作業療法士 職業指導員 看護職員 栄養士 嘱託医 

   1  

事務員 運転手    

     

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 1 3 1 
 

mailto:saifuen@bz01.plala.or.jp
http://saifu-fukushikai.com/


207 

 

夜間の職員体制 生活支援員２名配置 

1 日のタイムスケジュール 

６：３０ 起床 

７：３０ 朝食・服薬・歯磨き 

８：００ 排泄介助等 

（９：４０～１６：００は日中活動） 

１７：３０ 夕食・服薬・歯磨き 

１８：００ 入浴（入浴自立の方） 

２２：００ 消灯（休日前２３：００消灯） 

入浴の回数 入浴自立毎日  介助入浴週２回 （夏期週３回） 

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 

光熱水費：２２０円（１日あたり） 

※低所得者に対しては、食費・光熱水費の補足給付有り 

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（通院介助支援は有り） 

協力医療機関 あきよし医院 

アピールポイント 

・食事、入浴、排泄等の個々の障害特性に配慮した介助や、生活全般の

支援を行い、その他の必要な相談、助言並びに集団生活に適応する為の

様々な支援を行っています。 

・障害者支援施設として、日中活動は生活介護を実施しています。 

・生活介護の内容は、生産活動（木工作業・ねじ作業・リサイクル作業

等）、創作活動（小物作り等）、レクリエーション（カラオケ・音楽活動・

ＤＶＤ鑑賞等）です。 

・利用者の個々の日課にて、趣味や余暇を楽しんでいます。また、外出

も入所の方のニーズに応え、買物や映画鑑賞などを実施しています。 

・新型コロナウイルスをはじめ感染症対策も万全を期しております。反

面、入所生活の制限も多くなりましたので、イベント等の実施、日常生

活の充足を目指し、ＱＯＬの高い生活が送れるよう工夫しています。 
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平成 28年 8月 1日現在 

事業所名 障がい者支援施設 福岡光明園 

サービス種別 施設入所支援 

運営法人 社会福祉法人 福岡県盲人協会 

事業所所在地 福岡県太宰府市三条１－４－２ 

ＴＥＬ 092-924-5171 

ＦＡＸ 092-922-5071 

Ｅ-ＭＡＩＬ koumeien3@spice.ocn.ne.jp 

ＨＰアドレス http://koumeien.server-shared.com/  ※ＷＡＭ ＮＥＴ参照 

窓口担当者 施設長 石井 昭 

事業開始年月 平成 23年 10月 

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 特になし 

利用定員 40名 

駐車場の有無 有り 

利用者の状況 

利用者の人数（性別・年齢別） 

年齢/性別 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 

男性 0 1 2 6 8 4 0 

女性 0 0 3 3 1 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 サービス管理責任者 管理者兼サビ管 生活支援員 ＰＴ兼務 

1 1 0 17 1 

作業療法士 職業指導員 看護職員 栄養士 嘱託医 

0 0 2 0 1 

事務員     

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 0 4 8 

女性 2 4 5 
 

mailto:koumeien3@spice.ocn.ne.jp
http://koumeien.server-shared.com/
https://www.wam.go.jp/sfkohyoout/COP020100E00.do?_FORMID=COP000101&corporationNumber=E4000000000594&facilityNumber=4011400027&bunjoNumber=000000&serviceType=32&serviceSubNumber=E0000140701
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夜間の職員体制 生活支援員２名配置 

1 日のタイムスケジュール 

7:00 起床、 

8:00 朝食、歯磨き 

8:30 排泄介助 

（8:30～17時は日中活動） 

18:00 夕食、服薬、歯磨き、入浴、排泄介助 

22:00 消灯 

入浴の回数 夏季（7月～9月）は毎日・10月～6月は月・水・金・日曜日 

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 1日 3食（1，578円）減免制度有り（受給者証に記載） 

・高熱水費 1ヶ月（10，000円） 

医療的ケアの実施状況 なし 

協力医療機関 

歯科（筑紫野歯科クリニック）・耳鼻科（黒木耳鼻咽喉科医院）・ 

眼科（鬼木眼科医院）・婦人科（吉川レディースクリニック） 

内科（嘱託医 中川内科循環器科医院） 

アピールポイント 

当施設は視覚障がいのある利用者様が、現在 9 割を占めています。

視覚障がい者の方に対する支援の専門性はもちろん、平成 23 年 10

月からは、障害者総合支援法の理念の下、三障がいの利用者様を対象

に、施設運営を行っております。開設以来、利用対象者様が、視覚障

がい者の方のみでしたので、他障がい者の方の、相談があまりないの

が現状です。視覚障がい者支援の専門性を生かし、三障害いずれの対

象者の方にも、安心・安全・快適な暮らしの支援に努めてまいります。 

障がいの壁を越え、利用者皆様の生きがいとなるような施設を職員

一同で、目指しております。 
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空白ページ 


