
児童発達支援　情報シート

令和４年４月 発行

久留米市　障害者福祉課
久留米市障害者基幹相談支援センター





目次

児童発達支援について　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１

コアラ園　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３

プレイスクール　LikePot 　久留米南　・・・・・・・・・・・・５

こどもの園　未来　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７

こどもサポートルームアクア　・・・・・・・・・・・・・・・・９

バンビーノ（多機能型障害児施設　ころころ）　・・・・・・・１１

SOALA　久留米校  　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３

聴覚障害児支援　かいじゅうの森　・・・・・・・・・・・・・１５

スウィングキッズ　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７

児童デイサービスるんるん　・・・・・・・・・・・・・・・・１９

こどもサポートルーム　クレア　・・・・・・・・・・・・・・２１

いきいきHAPPY　STEP　津福　  ・・・・・・・・・・・・・２３

おひさま　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５

くるめさるく　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７

青木友愛園　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９

芽愛　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１

出会いの場　Leo　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３３

パソ・久留米　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３５

太陽のリハげんき　久留米教室　・・・・・・・・・・・・・・３７

児童発達支援・放課後等デイサービス　MORE～モア～　・・・３９

こども発達応援センター　プラムチャイルド　・・・・・・・・４１



（利用の流れ）

１．事業所選びを行いましょう。

《事業所を選ぶ際のポイント》

　・「集団療育」と「個別療育」があります。どのような支援プログラムを希望しますか？

　　　例）運動プログラム、学習プログラム

　　　　　社会性の構築　例）コミュニケーション、ルールやマナーの習得等　　　　　　　　　　　

　・利用時間や利用日数の希望は？

　　　※放課後等デイサービス（小学生～高校生のお子さんのサービス）を提供している事

　　　　業所は、長期休暇中や土曜日にサービスを提供していないことがあります。また、

　　　　利用時間も短時間であることが多いです。

　・送迎の有無は？

　　　※個別療育は保護者も一緒に利用することが多いため送迎はないところが多いです。

　　　　集団療育においても実施しているところといないところがあります。

　・昼食の提供は？

　　　※昼食はお弁当を持参か事業所で注文ができるところもあります。

２．事業所を選んだら、見学や体験を行いましょう。

　・実際に見学を行い、事業所の方より説明を受けましょう。また体験を通して、事業所

　　の雰囲気や他のお友達との関わりの様子などを参考にして、利用を検討しましょう。

　　※複数事業所の併用は可能ですが、同日での利用は不可。

　　　お子さまの状況に応じて利用については考えましょう。
　　　
３．利用する事業所が決まったら、受給者証の申請をしましょう。

　・利用にあたっては、相談支援専門員に計画作成を依頼して利用する場合とセルフプラン

　　での申請があります。

　（申請先）

　　　・久留米市障害者福祉課（市役所１４階）

　　　・田主丸総合支所　市民福祉課 ・北野総合支所　市民福祉課

　　　・三潴総合支所　市民福祉課 ・城島総合支所　市民福祉課

児童発達支援とは･･･

未就学児で発達に不安を感じられるお子さんや障がいをお持ちのお子さんが、日常生活に

おける基本的な動作を身につけたり、集団生活に適応するための訓練を行ったりするサービ

スです。

例えば、同年代のお友達に比べて･･･

・コミュニケーションが苦手 ・集団活動が苦手

・落ち着きがない ・「話す」「聞く」等が遅れている気がする 等
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　（申請にあたって必要なもの）

　　　・障害者手帳（療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳）

　　　　または、療育が必要なことが分かるもの

　　　　例）医師の診断書、幼児教育研究所の通所証明書、特別支援学級の在籍証明書　等

　　※窓口で市の職員より本人の様子を確認するための聞き取りが行われます。

４．利用開始

（利用料金について）

・サービス利用料の一割負担があります。

　※世帯の所得に応じた負担上限月額が設定されています。受給者証に記載されている

　　「負担上限月額」以上の金額は徴収しません。

・別途負担の必要なものがあります。事業所によって異なります。

　例）昼食代、おやつ代　等

上限月額 　

非課税世帯 0円 　

★ 4,600円 　

37,200円

例） 　

　　1,000円×10回＝10,000円　となるのですが･･･

　　　　

　お支払いいただく額は、負担上限月額までなので

　　無償化にあたり、新たな手続きは必要ありませんが、ご利用の事業所に年齢を伝える

　　等して無償化対象であることを事前に確認しましょう。

　　注）

　　

　

（利用できる日数について）

　　例） 31日まである月：　31日－8日　⇒　23日利用できます。

幼稚園、保育所、認定こども園等と、児童発達支援等の障害児サービスの併用

をする場合は、両方とも無償化となります。

利用したいと希望したのが6月1日で２歳だった場合、7月にお誕生日が来て3

歳になっても、4月1日までは無償化の対象となりません。

・原則日数（各月の日数から8日を控除した日数)を利用することができます。

　※対象となる期間は、「満3歳になって初めての4月1日～3年間」です。

世帯所得

0円

課税世帯
世帯所得割額が28万円未満

上記以外の方

世帯所得★の方

施設を1ヶ月に利用した回数が10日だった場合

（1回あたりの利用料：1,000円だった場合）

4,600円となります。

（事業所が定める別途必要なものは負担が生じます）

・ただし、3歳から5歳までは利用料金が無料（2019年10月1日～）。

2



事業種別 　児童発達支援

施設名  児童発達支援センター コアラ園 設置年月日 　昭和60年　4月　1日

運営主体 　社会福祉法人 ゆうかり学園 定員 　20名

〒839-1216

久留米市田主丸町中尾1274-2

駐車場

　　　　あり　・　　なし

連絡先

運営日

（運営時間）

　月曜日～金曜日（祝日休み）

　9:00～15:00

　年末年始・お盆休み有

対象者

食事提供 有　　　　・　　　　無

有　　　　・　　　　無

・久留米市・朝倉市・うきは市の

　片道45分以内の地域。

入浴の有無 有　　　　・　　　　無

保護者同伴の有無 有　　　　・　　　　無

サービス利用料

その他必要経費等

特記事項

 ・昼食（給食）希望される方のみへの提供

住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 至 片の瀬

至 久留米インター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　至 吉井町

                                                              牧①　　　　　牧②

電話番号）0943-73-2979　　　　　　FAX）0943-73-2979

メールアドレス）koaraen@yuukari.or.jp

ホームページURL）http://www.yuukari.or.jp

特記事項

■ 身体障害　　■ 知的障害　　■ 精神障害　　■ 発達障害　　□ 重症心身

送迎

特記事項

 ・免許証または自家用車が無い方への対応です。

特記事項

特記事項

 ・愛着形成を促す為、母子通園を基本としています。

利用負担額

児童福祉法に基づく利用料（満３歳になってはじめて

の４月１日から３年間は無償）

セブンイレブン

コアラ園

駐車場

ゆ

う

か

り

医

療

療

育

セ

ン

タ

ー

２１０号線

ＪＲ草野駅
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職員構成

事業所名 住所 事業種別

ゆうかり医療療育センター 田主丸町中尾 医療型障害児入所施設・療養介護

障害者支援施設　耳納学園 田主丸町中尾 就労継続支援Ｂ型・施設入所支援

障害者支援施設　千歳療護園 田主丸町中尾 生活介護・施設入所支援

障害者支援施設　第二千歳療護園 田主丸町中尾 生活介護・施設入所支援

相談支援事業所　夢の紀 田主丸町中尾 特定・一般・障害児相談支援

記載日 令和３年　11月　1日

関連機関

　保育士7名

　児童指導員1名

　児童発達支援管理責任者1名　　計9名

施設の特色

アピールポイント

その他

個別療育　　　　・　　　　集団療育

　

・日常生活動作の獲得を、成功体験を重ねたスモールステップで、楽しく身に付けてい

　けるように促していきます。

・小グループ活動では、遊びや人との関わりを通じて集団行動への適応訓練を実施しま

　す。

・あそび療育では、お子さんの個性や能力に着目し、自由にのびのびと自分の力を発揮

　出来る様にして、心身の発達を促します。

・ご家族に対しては、お子さんの遊び方や育て方の相談に応じるとともに、ご家族同士

　がお互いに相談し合える仲間づくりの場を提供します。

・関係機関と連携し、情報の提供、共有を行います。

　（並行通園中の保育園・幼稚園、就学先の学校、相談支援事業所、各自治体の保健所等）
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事業種別 　児童発達支援

施設名 プレイスクールLikePot久留米南 設置年月日 平成27年7月1日

運営主体 株式会社LikeLab 定員 　１０名（放課後デイと合わせて）

〒830-0058

久留米市野伏間1丁目20‐53

駐車場

　　　　あり　・　　なし

連絡先

運営日

（運営時間）

月曜日～土曜日・祝日

10:00～14:30

対象者

食事提供 有　　　　・　　　　無

有　　　　・　　　　無

送迎可能範囲

入浴の有無 有　　　　・　　　　無

保護者同伴の有無 有　　　　・　　　　無

サービス利用料

その他必要経費等

特記事項

アレルギーや偏食への対応は出来かねます。

住所

周辺地図

電話番号）0942-65-3366　　FAX）0942-65-3369

メールアドレス）minami@likelab.jp

ホームページURL）http://likelab.jp/

facebook URL）https://www.facebook.com/likelab.jp

特記事項

9:15～9:45は延長扱いとなりますが、ご利用できま

す。（加算あり）

□ 身体障害　　■ 知的障害　　■ 精神障害　　■ 発達障害　　□ 重症心身

送迎

特記事項

基本的には保護者様に送り迎えをお願いしています

が、一時的な怪我等で運転ができない等の場合は特例

として送迎させていただくこともありますので、お気

軽にお問い合わせください。

特記事項

特記事項

ご希望があれば対応させていただきます。

利用負担額

児童福祉法に基づく利用料（満３歳になってはじめて

の４月１日から３年間は無償）

昼食代：400円、350円、300円（希望者のみ）

クッキング材料費：200円

事業所正面に駐車場あり
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職員構成

事業所名 住所 事業種別

プレイスクールLikePot 久留米市通東町 児童発達支援・放課後等デイサービス

プレイスクールLikePot久留米南 久留米市野伏間 児童発達支援・放課後等デイサービス

保育所等訪問支援Switch 久留米市通東町 保育所等訪問支援

プレイスクールLikPot小郡 小郡市小郡 児童発達支援・放課後等デイサービス

プレイスクールLikePot鳥栖 鳥栖市桜町 日中一時支援・放課後等デイサービス

プレイスクールLikePot基山 基山町宮浦 児童発達支援・放課後等デイサービス

studio　Nucca 久留米市諏訪野町 就労継続支援B型

就労継続支援　Kataru 小郡市二森 就労継続支援A型

相談支援センターLikeLab 鳥栖市 障害者相談支援、障害児相談支援

関連機関

保育士2名、児童指導員2名、作業療法士1名

施設の特色

アピールポイント

その他

個別療育　　　　・　　　　集団療育

運動をメインにした活動を行っているため73㎡、13㎡、10㎡の部屋を活動やメンバーご

とに分けて活用させていただいています。他事業所に比べ比較的に広い空間となってい

ると思います。また、障がい特性も踏まえ一人一人が理解しやすい環境作りを心がけて

います。小さな「いいね」や「できた」を積み重ねるお手伝いをしています。
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事業種別 　児童発達支援

施設名 こどもの園　未来 設置年月日 　平成　26年　5月　1日

運営主体 株式会社　未来ジャパン 定員 　10名・5名（重しん）の2クラス

〒830-0063

久留米市荒木町荒木　1312番地24

駐車場

　　　　あり　・　　なし

連絡先

運営日

（運営時間）

月～土曜日・祝日

9：00～17：00

休業日：8/13～/15・12/31～1/3

対象者

食事提供 有　　　　・　　　　無

有　　　　・　　　　無

送迎可能範囲

事業所から30分圏内

入浴の有無 有　　　　・　　　　無

保護者同伴の有無 有　　　　・　　　　無

サービス利用料

その他必要経費等

特記事項＊ミキサー食・キザミ食・アレルギー食等

対応可　　　＊夕食対応可（アレルギー食除く）

住所

周辺地図

JR荒木駅より1ｋｍ

西鉄高良台バス停より450ｍ

＊ホームページ参照

★駐車場は事業所敷地内に可

電話番号）(0942)27-9749　　　　　　FAX）(0942)27-9888

メールアドレス）miraijp2006@outlook.jp

ホームページURL）https://www.mirai2006.jp/

特記事項

★サービス提供時間

9：00～14：30（延長対応19：00迄相談可）

＊8：30～送迎相談可

■ 身体障害　　■ 知的障害　　■ 精神障害　　■発達障害　　■重症心身

送迎

特記事項

＊車イス対応の送迎車4台あり

特記事項

＊必要に応じて対応可

特記事項

利用負担額

児童福祉法に基づく利用料（満３歳になってはじめて

の４月１日から３年間は無償）

＊サービス利用料の1割負担。

但し、世帯所得に応じた上限額（月額）あり。

昼食費：340円/日

＊おやつ代：100円/日
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職員構成

事業所名 住所 事業種別

生活介護　こどもの園　未来 同上 生活介護

記載日 令和３年　11月　5日

保育士・看護師・理学療法士・児童指導員

施設の特色

アピールポイント

その他

個別療育　　　　・　　　　集団療育

※送迎・サービス提供時間・食事提供・入浴対応等レスパイトケアにも重点をおき、

障がいがある児童達が家族と共に地域生活を継続できるように支援させて頂きます。

★ホームページ参照

関連機関
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事業種別 　児童発達支援

施設名 　こどもサポートルームアクア 設置年月日 2014年7月1日

運営主体 株式会社五つ星工房 定員 あわせて１０名

〒830-0051

久留米市南３丁目３－２６

※2021.11に移転しています。

（旧住所：久留米市東櫛原町）

駐車場

　　　　あり　・　　なし

連絡先

運営日

（運営時間）
AM10:00～PM1:00

対象者

食事提供 有　　　　・　　　　無

有　　　　・　　　　無

送迎可能範囲

入浴の有無 有　　　　・　　　　無

保護者同伴の有無 有　　　　・　　　　無

サービス利用料

その他必要経費等

特記事項

必要な方のみ

住所

周辺地図

電話番号）0942-27-8320　FAX）0942-27-8321

メールアドレス）5starfactory@gmail.com

ホームページURL）http://supportaqua.web.fc2.com

特記事項

放課後等デイサービスが優先されます。

■ 身体障害　　■ 知的障害　　■ 精神障害　　■ 発達障害　　□ 重症心身

送迎

特記事項

どうしても保護者等による送迎できない合理的な理由

がある場合は、要事前相談（ただし、すべてのご要望

にお応えできない場合があります。）

特記事項

特記事項

利用負担額

児童福祉法に基づく利用料（満３歳になってはじめて

の４月１日から３年間は無償）

食費：250円
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職員構成

事業所名 住所 事業種別

こどもサポートルーム クレア 久留米市御井幡崎 児童発達支援/放課後等デイサービス

こどもサポートルーム カーサ 春日市 児童発達支援/放課後等デイサービス

計画相談支援室 ノーマ 那珂川市 特定相談支援/障がい児相談支援

記載日 令和3年11月1日

関連機関

管理者兼児童発達支援管理責任者：１名　児童指導員２名　介護福祉士：１名

保育士：１名　（男女構成比：男性２名　女性３名）

施設の特色

アピールポイント

その他

個別療育　　　　・　　　　集団療育

○元来の設置目的は、環境の変化に弱い子どもに対して、未就学の段階から利用を行

なっていただくことで、進学と同時にスムーズに適応していただくための機会を提供す

ることを目的に設置を行なっています。ただし、最近は、これまでの受け入れ実績か

ら、早期療育の場として、２～３歳から利用される子も増えてきました。

○本人並びにご家族との関わりを通じて、一緒にこどもの成長を考え、寄り添う支援を

中心に支援を行なっています。そのため、当事業所では、より身近な「信頼できるおと

な」としての関わりを重視することを目的に、スタッフのことを「先生」とは呼ばない

ようにこどもたちにも、保護者や支援機関にもお願いしています。

○多機能型であり、放課後等デイサービスを優先せざるを得ないため、学校休業日（長

期休暇期間中）は、児童発達支援の運営を停止しております。ご了承願います。

○基準配置、加配配置については、すべて正職員で構成されています。いつ利用して

も、同じ職員が対応できるように対応しています。

○夏場の大雨による冠水被害が多発していたため、令和３年１１月より久留米市東櫛原

町から現住所地に移転を行なっています。
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事業種別 　児童発達支援

施設名 多機能型障害児施設ころころ 設置年月日 平成28年9月1日

運営主体 一般社団法人バンビーノ福祉会 定員 重心5名　重心以外10名

〒830-0054

久留米市藤光町183-1

駐車場

　　　　あり　・　　なし

連絡先

運営日

（運営時間）

月曜日～日曜日(祝日を含む)

毎月日曜日に2回、12/30～1/3は

お休み

(10時～14時半)

対象者

食事提供 有　　　　・　　　　無

有　　　　・　　　　無

送迎可能範囲

30分圏内(片道10㌔圏内)

できるだけご家族送迎をお願いし

てます。

入浴の有無 有　　　　・　　　　無

保護者同伴の有無 有　　　　・　　　　無

サービス利用料

その他必要経費等

特記事項

提携注文弁当あり。弁当や注入物をご持参頂いてます

住所

周辺地図

https://goo.gl/maps/TtALMB8VtHNPZjnh8

電話番号）0942-65-3880　FAX）0942-65-3934

メールアドレス）corocoro@bambino-tdl.com

ホームページURL）http://www.bambino-tdl.com/

Facebook）https://www.facebook.com/dongurikorokoro2016/

特記事項

■ 身体障害　　■ 知的障害　　□ 精神障害　　■ 発達障害　　■ 重症心身

送迎

特記事項

介護車両のため、車椅子のままの乗車も可能。医療的

ケアの方も、看護師同伴での送迎可能です。

特記事項

特記事項

利用負担額

児童福祉法に基づく利用料（満３歳になってはじめて

の４月１日から３年間は無償）

特にありません。
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職員構成

事業所名 住所 事業種別

多機能型生活介護どんぐり 同上 生活介護

短期入所施設のびのび 同上 短期入所

相談支援事業所バンビーノ 津福本町718-3 計画相談

多機能型障害児施設ころころ 同上 放課後等デイサービス

記載日 令和3年10月28日

関連機関

児童発達支援管理責任者・看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士(業務委託)・社

会福祉士・保育士・介護福祉士・リトミック、音楽療法士(業務委託)・医師(嘱託医)

施設の特色

アピールポイント

その他

個別療育　　　　・　　　　集団療育

看護師配置をしているため、医療的ケアがある方の療育が可能です。セラピストによ

る、リハビリも活動の中の組み込んでいます。

保育士を中心にした集団療育を行い、担当制によるマンツーマン対応をしています。

写真① 写真②

写真③ 写真④
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事業種別 　児童発達支援

施設名
　児童発達支援、放課後等デイサービス

SOALA久留米校
設置年月日 平成28年3月1日

運営主体 　SOALA合同会社 定員 　10名

〒830-0021

久留米市篠山町176-1

駐車場

　　　　あり　・　　なし

連絡先

運営日

（運営時間）

平日　９時半～13時

土曜日、長期休暇も同様

対象者

食事提供 有　　　　・　　　　無

有　　　　・　　　　無

送迎可能範囲

15分圏内

入浴の有無 有　　　　・　　　　無

保護者同伴の有無 有　　　　・　　　　無

サービス利用料

その他必要経費等

職員構成

特記事項　クッキングでの食事提供や買い物体験など

でお弁当を購入することもできます。

住所

周辺地図

電話番号）0942-91-1600　　　　　　FAX）0942-91-1600

メールアドレス）soala1201kurume@gmail.com

ホームページURL）https://soala.jp

facebook)あり　『SOALA久留米校』で検索

特記事項

□ 身体障害　　■ 知的障害　　■ 精神障害　　■ 発達障害　　□ 重症心身

送迎

特記事項

特記事項

特記事項

利用負担額

児童福祉法に基づく利用料（満３歳になってはじめて

の４月１日から３年間は無償）

毎月のイベント費100円～600円

※基本土曜のみ　イベントにより金額は異なります

保育士４名、児童指導員２名を配置しています。

※駐車場は事業所の真裏に２台あり
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事業所名 住所 事業種別

児童発達支援、放課後等デイサービス

SOALA宇美校
糟屋郡宇美町貴船3-4-1 児童発達支援、放課後等デイサービス

児童発達支援、放課後等デイサービス

SOALA原田校
筑紫野市原田3-8-11 児童発達支援、放課後等デイサービス

児童発達支援、放課後等デイサービス

SOALA三国が丘校
小郡市三国が丘1-50-2 児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問

児童発達支援、放課後等デイサービス

SOALA小郡校
小郡市小郡742-2 児童発達支援、放課後等デイサービス

児童発達支援、放課後等デイサービス

SOALA小郡南校
小郡市上西鰺坂473 児童発達支援、放課後等デイサービス

記載日 令和３年11月1日

関連機関

施設の特色

アピールポイント

その他

個別療育　　　　・　　　　集団療育

自
由
選
択
活

食
育

視
聴
覚
室

学
習
支
援

運
動

絵
画
造
形

戸
外
活
動

季
節
を
感
じ
る

落ち着くお部屋
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事業種別 　児童発達支援

施設名 聴覚障害児支援かいじゅうの森 設置年月日 2016年6月1日

運営主体
　聴覚障害教育支援

NPO法人言葉の森くるめ
定員 　１０名

〒８３９－０８５２

久留米市高良内町２９３５番地

久留米聴覚特別支援学校内

駐車場

　　　　あり　・　　なし

連絡先

運営日

（運営時間）

月～金）14：00～17：30

長期休業日、学校の代休日）9：

00～17：30

対象者

食事提供 有　　　　・　　　　無

有　　　　・　　　　無

送迎可能範囲

入浴の有無 有　　　　・　　　　無

保護者同伴の有無 有　　　　・　　　　無

サービス利用料

その他必要経費等

特記事項

住所

周辺地図

電話番号）０９４２－４５－２０１１　　FAX）０９４２－４５－２０１１

メールアドレス）kotobanomorikurume@gmail.com

ホームページURL）http://kotobanomori.main.jp/index.html

特記事項

■ 身体障害　　□ 知的障害　　□ 精神障害　　□ 発達障害　　□ 重症心身

送迎

特記事項

特記事項

特記事項

利用負担額

児童福祉法に基づく利用料（満３歳になってはじめて

の４月１日から３年間は無償）

おやつ　５０円/1回

鑓水バス停

陸上自衛隊

久留米駐屯地

陸上自

久留米聴覚特別支援学校内
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職員構成

事業所名 住所 事業種別

相談支援事業所言葉の森くるめ 同上 相談支援事業

保育所等訪問支援事業所かいじゅうの森 同上 保育所等訪問支援事業

記載日 令和3年2月10日

関連機関

保育士２名　言語聴覚士１名　児童指導員１名

施設の特色

アピールポイント

その他

個別療育　　　　・　　　　集団療育

・乳幼児期に必要な遊びをたっぷり経験し、心と体と言葉を育てます。

・挨拶、排泄、衣類の着脱などの基本的な生活習慣の確立を目指します。

・発達段階に応じた遊びの環境を提供します。

・異年齢集団の中でコミュニケーションの楽しさを味わい、共に伝えあう力を高めま

す。

・遊びや人との関わりの中で語彙を増やします。

16



事業種別 　児童発達支援

施設名 　スウィングキッズ 設置年月日    平成28年７月

運営主体 　みち合同会社 定員    ５名

〒

久留米市安武町武島１９１－７

駐車場

　　　　あり　・　　なし

連絡先

運営日

（運営時間）

年中無休（年末年始を除く）

９：００～１８：００

対象者

食事提供 有　　　　・　　　　無

有　　　　・　　　　無

送迎可能範囲

片道約２０分以内　詳しくは相談

ください

入浴の有無 有　　　　・　　　　無

保護者同伴の有無 有　　　　・　　　　無

サービス利用料

その他必要経費等

特記事項

ミキサー食、胃ろう食等対応

住所

周辺地図

電話番号）　0942-55-1823　　　　　FAX）　0942-55-3104

メールアドレス）　michi@swingkids.net

ホームページURL） http://www.swingkids.net

特記事項

児童発達支援のサービス提供時間

１０：００～１４：００　　延長等は相談可

□身体障害　　□ 知的障害　　□ 精神障害　　□ 発達障害　　■ 重症心身

送迎

特記事項

車椅子、バギー等に対応できる福祉車両で送迎しま

す。付き添いスタッフあり

特記事項

特記事項

利用負担額

児童福祉法に基づく利用料（満３歳になってはじめて

の４月１日から３年間は無償）

食費：380円
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職員構成

事業所名 住所 事業種別

スウィングキッズ 同一 放課後等デイサービス

記載日 令和3年10月25日

関連機関

管理者、児童発達管理責任者、保育士、児童指導員、看護師、機能訓練職員、嘱託医

施設の特色

アピールポイント

その他

個別療育　　　　・　　　　集団療育

１０時３０分から、朝の会、レクレーションを毎日行っています。スイング遊び、クッ

キング、製作など様々な活動を行い、みんなで同じことをする楽しみや苦手なことをみ

んなと一緒に少しずつ行って、社会性を養います。また、個別療育にも力を入れてお

り、ストレッチや立位、座位訓練、嚥下訓練等一人ひとりに合わせて計画を立てて実施

しています。

見学や体験、相談は随時実施しています。ZOOMを使用してオンラインでの見学、相談

も可能です。

写真① 写真②

写真③ 写真④
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事業種別 　児童発達支援

施設名 　児童デイサービス　るんるん 設置年月日    平成29年　1月　1日

運営主体 　（有）大智會 定員 　3名

〒830-1227

久留米市北野町赤司1741

駐車場

　　　　あり　・　　なし

連絡先

運営日

（運営時間）
月火水木金　10:30～13:30

対象者

食事提供 有　　　　・　　　　無

有　　　　・　　　　無

送迎可能範囲

30分圏内

入浴の有無 有　　　　・　　　　無

保護者同伴の有無 有　　　　・　　　　無

サービス利用料

その他必要経費等

特記事項

住所

周辺地図

電話番号）0942-78-0166　FAX）0942-78-0167

メールアドレス）runrun0166@yahoo.co.jp

ホームページURL）http://daichikai.net/

特記事項

□ 身体障害　　■ 知的障害　　□ 精神障害　　■発達障害　　□ 重症心身

送迎

特記事項

特記事項

特記事項

利用負担額

児童福祉法に基づく利用料（満３歳になってはじめて

の４月１日から３年間は無償）

食費：400円　※希望者のみ
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職員構成

事業所名 住所 事業種別

児童デイサービス　わくわく 小郡市小郡98-1サンハイツ小郡101 放課後等デイサービス

児童デイサービス　きらきら 三井郡大刀洗町本郷929-1 放課後等デイサービス

児童デイサービス　かなむ 三井郡大刀洗町本郷4051-1 放課後等デイサービス

こども発達支援　POSC うきは市浮羽町浮羽395-5
放課後等デイサービス

児童発達支援

大刀洗リハビリ倶楽部 三井郡大刀洗町山隈1839-2 デイサービス

記載日 令和3年11月1日

関連機関

管理者・児童発達支援管理責任者１名　児童指導員3名　保育士1名　認定心理士1名

施設の特色

アピールポイント

その他

個別療育　　　　・　　　　集団療育

・久留米市にある事業所だが、大刀洗周辺への送迎も行なっている。

・敷地内は広々とした園庭や大きなトランポリンがあり、のびのびと過ごすことが出来

る。
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事業種別 　児童発達支援

施設名 　こどもサポートルームクレア 設置年月日 2015年10月1日

運営主体    株式会社五つ星工房 定員 あわせて１０名

〒839-0841

久留米市御井旗崎１－９－７

レジデンス亜依御井旗崎１０５

駐車場

　　　　あり　・　　なし

連絡先

運営日

（運営時間）
AM10:00～PM1:00

対象者

食事提供 有　　　　・　　　　無

有　　　　・　　　　無

送迎可能範囲

入浴の有無 有　　　　・　　　　無

保護者同伴の有無 有　　　　・　　　　無

サービス利用料

その他必要経費等

特記事項

必要な方のみ

住所

周辺地図

電話番号）0942-27-6471　FAX）0942-27-6472

メールアドレス）5starfactory@gmail.com

ホームページURL）http://supportcrea.web.fc2.com

特記事項

放課後等デイサービスが優先されます。

■ 身体障害　　■ 知的障害　　■ 精神障害　　■ 発達障害　　□ 重症心身

送迎

特記事項

どうしても保護者等による送迎できない合理的な理由

がある場合は、要事前相談（ただし、すべてのご要望

にお応えできない場合があります。）

特記事項

特記事項

利用負担額

児童福祉法に基づく利用料（満３歳になってはじめて

の４月１日から３年間は無償）

食費：250円
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職員構成

事業所名 住所 事業種別

こどもサポートルーム アクア 久留米市南 児童発達支援/放課後等デイサービス

こどもサポートルーム カーサ 春日市 児童発達支援/放課後等デイサービス

計画相談支援室 ノーマ 那珂川市 特定相談支援/障がい児相談支援

記載日 令和3年11月1日

関連機関

管理者兼児童発達支援管理責任者：１名　保育士：２名　社会福祉士：１名

児童指導員/事務員：１名（パート）　（男女構成比：男性１名　女性４名）

施設の特色

アピールポイント

その他

個別療育　　　　・　　　　集団療育

○元来の設置目的は、環境の変化に弱い子どもに対して、事前に利用を行なっていただ

くことで、進学と同時にスムーズに適応していただくための機会を提供することを目的

に設置を行なっています。

○本人並びにご家族との関わりを通じて、一緒にこどもの成長を考え、寄り添う支援を

中心に支援を行なっています。そのため、当事業所では、より身近な「信頼できるおと

な」としての関わりを重視することを目的に、スタッフのことを「先生」とは呼ばない

ようにこどもたちにも、保護者や支援機関にもお願いしています。

○放課後等デイサービスを優先せざるを得ないため、学校休業日（長期休暇期間中）

は、児童発達支援の運営を停止しております。ご了承願います。

○基準配置、加配配置については、すべて正職員で構成されています。いつ利用して

も、同じ職員が対応できるようにしています。
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事業種別 　児童発達支援

施設名 　いきいきHAPPYSTEP津福 設置年月日 　２０１８年　８月　１日

運営主体 （有）いきいきリハビリケア 定員 　１０名

〒８３０－００４７

久留米市津福本町４９１－９

駐車場

　　　　あり　・　　なし

連絡先

運営日

（運営時間）

・月曜日～土曜日（祝日含む）

　９：００～１８：００

対象者

食事提供 有　　　　・　　　　無

有　　　　・　　　　無

送迎可能範囲

入浴の有無 有　　　　・　　　　無

保護者同伴の有無 有　　　　・　　　　無

サービス利用料

その他必要経費等

特記事項

住所

周辺地図

・試験場駅前郵便局の隣、ダイレックス津福さん、

　セカンドストリート津福さんと同じ敷地です。

電話番号）０９４２－６４－９９８８　　FAX）０９４２－６４－９９８９

メールアドレス）iki.step@iki2-k.com

ホームページURL）https://www.iki2-k.com/

特記事項

  12月31日～1月3日まで年末年始休み

■ 身体障害　　■ 知的障害　　■ 精神障害　　■ 発達障害　　■ 重症心身

送迎

特記事項

特記事項

特記事項

利用負担額

児童福祉法に基づく利用料（満３歳になってはじめて

の４月１日から３年間は無償）

特になし
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職員構成

事業所名 住所 事業種別

いきいきリハビリクリニック 久留米市荒木町 医療法人

いきいき稲富訪問看護ステーション 稲富、荒木 訪問看護・訪問リハビリ

記載日 令和３年　１１月　２日

関連機関

　作業療法士４名、理学療法士３名、言語聴覚士２名

施設の特色

アピールポイント

その他

個別療育　　　　・　　　　集団療育

・地域初となる「親子で通所頂く個別療育型」として開所しました。当事業所独自の発

達評価ツールを用い、お子様一人ひとりにあった目標設定・課題の取り組みを行ってお

ります。お子様の「できる」を着実に増やしていけるよう、個別療育ですがスタッフ同

士でのチームワークで、サービス提供を行っています。４つの個室を完備し集中しやす

い環境の提供と、学習の取り組みが終わったあとに思いっきり体を動かして発散のでき

る広さ十分な活動室を設けております。興味・関心が増える時期に思いのまま過ごせる

場所の提供を心掛けています。

・親子での通所となっているため、保護者へのサポートも個別にて行っております。

　療育についてのご相談から日々の何気ないご相談まで対応させて頂きます。

　お声掛け頂きやすいように、事務室はオープンスペースとなっております。

　また、ゆっくりと過ごせる待ち合いスペース（ミニカフェスペース有）もございま

す。

写真②

個室完備してお

りますので、

集中して学習し

やすい環境です。

活動室で思いっきり

体を使って遊ぼう！！

オープンな事務室で

相談しやすい環境です！

児童から大人まで通所したくなるように

オシャレさを追求しています！
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事業種別 　児童発達支援

施設名 おひさま 設置年月日 平成31年4月1日

運営主体 社会福祉法人おおぞら会 定員 10名

〒839-9824

久留米市善導寺町飯田204-1

駐車場

　　　　あり　・　　なし

連絡先

運営日

（運営時間）

月曜日～金曜日

9:00～15:00

対象者

食事提供 有　　　　・　　　　無

有　　　　・　　　　無

送迎可能範囲

入浴の有無 有　　　　・　　　　無

保護者同伴の有無 有　　　　・　　　　無

サービス利用料

その他必要経費等

特記事項

お弁当は各自持参をお願いしています。

住所

周辺地図

電話番号）0942-47-3688　　　　　　FAX）0942-47-3689

メールアドレス）ohisama.ozorakai@gmail.com

ホームページURL）https://oozora-ohisama.jp

特記事項

■身体障害　　■知的障害　　□ 精神障害　　■発達障害　　□ 重症心身

送迎

特記事項

児童発達支援は保護者等の送迎です。

特記事項

特記事項　子どもさんの状況によっては

登園開始して、しばらくの期間は母子通園等を提案す

ることもあります。

利用負担額

児童福祉法に基づく利用料（満３歳になってはじめて

の４月１日から３年間は無償）

おやつ代：50円/1回
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職員構成

事業所名 住所 事業種別

竹野保育所 久留米市田主丸町 保育所

記載日 令和３年　10月　27日

関連機関

児発管1名　保育士2名　児童指導員等2名

施設の特色

アピールポイント

その他

個別療育　　　　・　　　　集団療育

雄大な流れの筑後川と耳納連山を背景に自然豊かな久留米市善導寺町で事業を行ってい

ます。乳幼児期のこころとからだの基礎つくりを大切に、一人ひとりをしっかり見つめ

て寄り添いながら乳幼児期以降の成長や発達につながるように療育活動を行っていま

す。また同一法人内の保育所も連携しながら、相談や支援も行っています。

写真① 写真②

写真③ 写真④
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事業種別 　児童発達支援

施設名 くるめさるく 設置年月日 令和1年9月1日

運営主体 ＮＰＯ法人　さるく 定員 10名

〒830-0003

久留米市天神町８０番地てんじん

コーポ205

駐車場

　　　　あり　・　　なし

連絡先

運営日

（運営時間）

月曜～金曜　9：00-17：00

（第2、第4水曜日、祝祭日を除く）

第1、第3土曜日　8：45～15：00

第2、第4日曜日　8：45～15：00

対象者

食事提供 有　　　　・　　　　無

有　　　　・　　　　無

送迎可能範囲

入浴の有無 有　　　　・　　　　無

保護者同伴の有無 有　　　　・　　　　無

サービス利用料

その他必要経費等

特記事項

住所

周辺地図

駐車場は周辺の

コインパーキング

をご利用ください。

0942-64-9476

特記事項

　HP有

□ 身体障害　　■ 知的障害　　□ 精神障害　　■ 発達障害　　□ 重症心身

送迎

特記事項

特記事項

特記事項　用事等で外出していただいても大丈夫で

す。

利用負担額

児童福祉法に基づく利用料（満３歳になってはじめて

の４月１日から３年間は無償）

個別にかかる教材費（ノート、筆記用具、プリント

等）
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職員構成

事業所名 住所 事業種別

記載日 令和3年11月5日

管理者・児童発達支援管理責任者　1名、児童指導員　2名

施設の特色

アピールポイント

その他

個別療育　　　　・　　　　集団療育

関連機関

◎個別療育で獲得したスキルを保育園・幼稚園で発揮

毎回の療育を保護者に参観して頂き、ご家族も含めたコミュニ

ケーションの練習にも取り組んでいます。

◎見通しの持てる環境設定◎個々の認知レベルの評価

◎セラピストと１対１での個別療育
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事業種別 　児童発達支援

施設名 　青木友愛園 設置年月日 令和2年4月1日

運営主体 社会福祉法人　青木会 定員 　10名

〒830-0224

久留米市城島町上青木293番地1

駐車場

　　　　あり　・　　なし

連絡先

運営日

（運営時間）

月曜日～土曜日（祝日除く）

（9：30～12：30／14：30～17：

30）※土曜日は9：30～12：30迄

対象者

食事提供 有　　　　・　　　　無

有　　　　・　　　　無

送迎可能範囲

片道30分以内

入浴の有無 有　　　　・　　　　無

保護者同伴の有無 有　　　　・　　　　無

サービス利用料

その他必要経費等

住所

周辺地図

電話番号）0942-55-6668　　　　　　FAX）0942-55-6238

特記事項

※8月13～15日、12月29～１月３日、祝日はお休みで

す。

□ 身体障害　　■ 知的障害　　□ 精神障害　　■ 発達障害　　□ 重症心身

送迎

利用負担額

児童福祉法に基づく利用料（満３歳になってはじめて

の４月１日から３年間は無償）

なし
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職員構成

事業所名 住所 事業種別

記載日 令和３年　11月　5日

関連機関

管理者兼保育士1名・児童発達支援管理責任者1名・保育士2名・児童指導員1名

施設の特色

アピールポイント

その他

個別療育　　　　・　　　　集団療育

青木友愛園では発達に支援が必要なお子様の自己肯定感を育む事から始めま

す。

できないことの訓練ではなく楽しい遊びを通して内なる能力を引き出します。

また、TEACCH（コミュニケーション障害療育）、SST（ソーシャルスキルト

レーニング）などを取り入れて個別に合わせた支援を行っています。

青木友愛園では『小さな自立』を目標に、お家の中や学校などの日常生活に必

要なことを自立して行えるように支援します。『小さな自立』が積み重なって

大きな自立になれば、成長していく上で役に立つ時が必ず来ます。そのために

まずは、「あいさつをする」「自分のくつを自分のくつ箱に入れる」からス

タートします。そんな何気ない日常的な事をひとつでも多くできるように『小

さな自立』を目指します。
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事業種別 　児童発達支援

施設名 　　　　　　芽　愛 設置年月日 　令和　2　年　5　月　

運営主体 　　社会福祉法人　悠光会 定員 　5　名

〒839-0826

久留米市山本町耳納1-1

駐車場

　　　　あり　・　　なし

連絡先

運営日

（運営時間）

月曜～金曜日（9:00～14:00）

※祝日はお休みです。

対象者

食事提供 有　　　　・　　　　無

有　　　　・　　　　無

・久留米市近隣市町村

（30分圏内）

入浴の有無 有　　　　・　　　　無

保護者同伴の有無 有　　　　・　　　　無

サービス利用料

その他必要経費等

特記事項

昼食代:300円

住所

電話番号）0942-45-7711　　FAX）0942-44-5001

メールアドレス）jimu@yuukoukai.jp

ホームページURL）http://yuukoukai.jp

特記事項

■ 身体障害　　■ 知的障害　　□ 精神障害　　■ 発達障害　　■ 重症心身

※医療ケア児の対応はできかねます。

送迎

特記事項

特記事項

利用負担額

児童福祉法に基づく利用料（満３歳になってはじめて

の４月１日から３年間は無償）

昼食代：300円
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職員構成

事業所名 住所 事業種別

芽愛 久留米市耳納1-1 放課後等デイサービス

若葉

太陽の園

耳納1-1

山川町1082
障害者支援施設

楓樹

爽和

耳納1-1

山川町1082
生活介護事業所

日陽 久留米市耳納1-1 相談支援事業所

ニコニコホーム 山川町1082-1 共同生活援助事業所

ゆうゆうホーム

キラキラホーム

ほのぼのホーム

山本町豊田1656-5 共同生活援助事業所

記載日 令和３年11月　日

関連機関

保育士2人

施設の特色

アピールポイント

その他

個別療育　　　　・　　　　集団療育

〇一人一人の状況に丁寧に関わり、遊びや課題を通じて日常の基本的生活習慣や社会的

ルールが身に着けられるように支援します。年間行事や伝統行事等を通じて社会経験を広

げるような支援を提供します。
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事業種別 　児童発達支援

施設名 出会いの場　Leo　 設置年月日 　R2年8月1日

運営主体 　社会福祉法人　拓く 定員 　10名

〒830-0042

久留米市荘島町9-10

駐車場

　　　　あり　・　　なし

連絡先

運営日

（運営時間）

月曜日～土曜日

9時～16時

対象者

食事提供 有　　　　・　　　　無

有　　　　・　　　　無

入浴の有無 有　　　　・　　　　無

保護者同伴の有無 有　　　　・　　　　無

サービス利用料

その他必要経費等

特記事項

住所

周辺地図

電話番号)0942(35)1857／080(2703)5041

メールアドレス）leo@h-polepole.com

ホームページURL）http//www.h-polepole.com

特記事項

日曜日、12月29日～1月3日は休所

■ 身体障害　　■ 知的障害　　□ 精神障害　　■ 発達障害　　□ 重症心身

送迎

特記事項

特記事項

利用負担額

児童福祉法に基づく利用料（満３歳になってはじめて

の４月１日から３年間は無償）

食費：200円／おやつ代：100円(1回)

連絡帳：440円／ノート代：110円

🅿
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職員構成

事業所名 住所 事業種別

出会いの場　ポレポレ 安武町 就労支援A型、B型、生活介護

夢工房 御井町 就労支援B型、生活介護

ポレポレ居宅介護支援センター 安武町 居宅介護

相談支援センターカリブ 相談支援

チェムチェム、ニュンバ、御井あんだんて 共同生活介護

記載日 令和3年10月21日

関連機関

　児童発達管理者・管理者1名／保育士3名

施設の特色

アピールポイント

その他

個別療育　　　　・　　　　集団療育

・Leoでは一人ひとりの育ちを見極め個々に合わせてじっくり関わっていくことで、それ

ぞれが自分らしさを見出しながら成長して行けるように育てています。

・毎日、戸外(公園)に行くことで交通ルールや遊びを学び、ご近所の方と顔を合わせて挨

拶したり、地域に出る中で人との関わり等も学べるようにしています。

・隣接している「ぷらっと．荘島」のカウンターでは保護者の方や地域の方が繋がり、

対話する時間が増えています。保護者の方も、職員だけではない方と繋がれる場所とし

て出会いや繋がりを大切にされています。

写真① 写真②

写真③ 写真④
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事業種別 　児童発達支援

施設名 パソ・久留米 設置年月日 　令和２年　８月　１日

運営主体 株式会社Violette corporation 定員 　１０名

〒

久留米市合川町1011

駐車場

　　　　あり　・　　なし

連絡先

運営日

（運営時間）
月～金曜日　9:00～13:00

対象者

食事提供 有　　　　・　　　　無

有　　　　・　　　　無

送迎可能範囲

３０分圏内

入浴の有無 有　　　　・　　　　無

保護者同伴の有無 有　　　　・　　　　無

サービス利用料

その他必要経費等

特記事項

お弁当を持参していただきます

住所

周辺地図

※駐車場がある事業所は、駐車場の場所も記載いただ

けると助かります

電話番号）0942-65-3551　　　　　　FAX）0942-65-3552

メールアドレス）violette0606@aqce.ocn.ne.jp

ホームページURL）https://www.violettecorporation.com

特記事項

祝日、お盆、年末年始、臨時休業日を除く

□身体障害　　■ 知的障害　　■ 精神障害　　■ 発達障害　　□ 重症心身

送迎

特記事項

基本的には親御様の送り迎えをお願いしております

が、送迎希望の方はお伝え頂ければと思います。

特記事項

特記事項

利用負担額

児童福祉法に基づく利用料（満３歳になってはじめて

の４月１日から３年間は無償）

食費：0円
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職員構成

事業所名 住所 事業種別

PASO福岡南 福岡市南区 放課後等デイサービス

記載日 令和３年 11月 1日

関連機関

保育士3名、他3名

施設の特色

アピールポイント

その他

個別療育　　　　・　　　　集団療育

一軒家の落ち着いた空間で療育を行っております。

広い庭も併設されているため、外部に出ることなく運動も外遊びもして頂

けます。更に四季を感じることができ色々な生き物と出会うことができま

す。

集団療育・個別療育の両方を展開しており、コミュニケーション、トイレトレー

ニング、話す、聞く、歩く、座る、食べるなどの生活で必要な動作の獲得を目指

しております。就学前に必要となる動作を1人でできるように支援いたします。

写真① 写真②

写真③ 写真④
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事業種別 　児童発達支援

施設名 太陽のリハげんき久留米教室 設置年月日 2021年5月1日

運営主体 株式会社スピード・ラン 定員 10名

〒830-0017

久留米市久留米市日吉町106-5

駐車場

　　　　あり　・　　なし

連絡先

運営日

（運営時間）
月～土　8:30~17:30

対象者

食事提供 有　　　　・　　　　無

有　　　　・　　　　無

送迎可能範囲

20分圏内

入浴の有無 有　　　　・　　　　無

保護者同伴の有無 有　　　　・　　　　無

サービス利用料

その他必要経費等

特記事項

住所

周辺地図

電話番号）0942-65-4365　　　　　　FAX）0942-65-4355

メールアドレス）matsuzaki@toprun-tms.com

ホームページURL）https://speed-run.net/

特記事項

休業：日祝・8/13～15・12/30~1/3

□ 身体障害　　□ 知的障害　　□ 精神障害　　■ 発達障害　　□ 重症心身

送迎

特記事項

特記事項

特記事項

利用負担額

児童福祉法に基づく利用料（満３歳になってはじめて

の４月１日から３年間は無償）

なし

Ｐ
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職員構成

事業所名 住所 事業種別

太陽のリハげんき　春日教室 福岡県春日市岡本1-126 多機能型

太陽のリハげんき　鳥栖教室 佐賀県鳥栖市大正町７８４－７ 児童発達支援・放課後等デイサービス

太陽のリハげんき　津田沼教室 千葉県習志野市津田沼4-11-8 児童発達支援

記載日 令和4年2月10日

関連機関

管理者１名・保育士（児童指導員）3名・児発管・１名・作業療法士１名

施設の特色

アピールポイント

その他

個別療育　　　　・　　　　集団療育

写真① 写真②

写真③ 写真④

38



事業種別 　児童発達支援

施設名
児童発達支援・放課後等デイサービ

スMORE～モア～
設置年月日 令和3年8月1日

運営主体 合同会社モア 定員 10名

〒830-0037

久留米市諏訪野町2705-2-103

駐車場

　　　　あり　・　　なし

連絡先

運営日

（運営時間）

月曜～金曜日　9：00～18：00

土曜日（長期休暇）9：00～17：00

対象者

食事提供 有　　　　・　　　　無

有　　　　・　　　　無

送迎可能範囲

事業所から15～20分圏内

入浴の有無 有　　　　・　　　　無

保護者同伴の

有無
有　　　　・　　　　無

サービス利用料

その他必要経費等

職員構成

特記事項　　　イベント時に食事の提供がある場合も

あります。

住所

周辺地図

　

施設の前に駐車スペースがあります。

電話番号）　0942-35-8888　　　　　FAX）0942-35-8888

メールアドレス）info@more-grp.com

ホームページURL）https://more-grp.com/

facebook)　ページ名：児童発達支援・放課後等デイサービスMORE～モア～

instagram）アカウント名：kurume_more

特記事項

※児童発達支援のサービス提供時間

月曜～金曜日　9：30～13：00

土曜日（長期休暇）　10：00～13：00

■ 身体障害　　■ 知的障害　　■ 精神障害　　■ 発達障害　　■ 重症心身

送迎

特記事項

特記事項

特記事項　　　保護者様のご希望や状況により、同伴

も可能です。

利用負担額

児童福祉法に基づく利用料（満３歳になってはじめて

の４月１日から３年間は無償）

食費：0円　（イベント時の昼食代は別途かかる場合が

あります）

児童発達支援管理責任者1名　常勤3名（社会福祉士1名）　非常勤5名（保育士2名）
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事業所名 住所 事業種別

記載日 令和3年10月30日

関連機関

施設の特色

アピールポイン

ト

その他

個別療育　　　　・　　　　集団療育

・一人ひとりの個性に合わせた個別プログラムを作成し、長期・短期で療育を行っておりま

す。

・毎週土曜日はイベントを開催。

・栄養士監修のもと食育にも力をいれたクッキングや、地域食を通じて様々な土地の文化知

る活動も行っております。

・室内でできる運動会や、プロジェクターを使用したリトミック、ヨガ教室を開催。

・課外活動では久留米市内から郊外まで外出しています。

・もっと笑顔が見たいをポリシーに楽しく過ごせる施設づくりを行っております。

・専門的な知識をもったスタッフが常駐していますので、より広い視野での支援が可能で
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事業種別 　児童発達支援

施設名
こども発達応援センター

プラムチャイルド
設置年月日 　2021年　9月　1日

運営主体 　(株)ままも 定員 　10名

〒839-1225

久留米市田主丸町菅原2276-1

駐車場

　　　　あり　・　　なし

連絡先

運営日

（運営時間）

平日(月～金)　　09:00 ~ 18:00

土・祝・休校日　08:30 ~ 17:30

対象者

食事提供 有　　　　・　　　　無

有　　　　・　　　　無

送迎可能範囲

事業所より車で１５～２０分圏内

入浴の有無 有　　　　・　　　　無

保護者同伴の有無 有　　　　・　　　　無

サービス利用料

その他必要経費等

特記事項

おやつの提供があります

住所

周辺地図

※事業所横に約10台停めれる駐車場有

電話番号）070-1580-0735　　　FAX）0942-47-5091

メールアドレス）2021.mamamo@gmail.com

ホームページURL）https://h-navi.jp/support_facility/facilities/160308

Instagram)  @plum_child.kurume_

特記事項

※児童発達支援のサービス提供時間　10：00～13：00

※今後利用日や定休日は変更になる場合がございます

■ 身体障害　　■ 知的障害　　■ 精神障害　　■ 発達障害　　□ 重症心身

送迎

特記事項

今後利用児の増加、スタッフの増員に合わせて変更は

ありますが

現状、学校や家から事業所までのお迎えは行っていま

すが、終了後の自宅へのお送りは対応しておりません

のでお子様のお迎えをお願いします。

その際に連絡事項など直接お伝えいたします。

特記事項

特記事項

ご希望あれば対応可能 ※要相談

利用負担額

児童福祉法に基づく利用料（満３歳になってはじめて

の４月１日から３年間は無償）

おやつ代：約100円
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職員構成

事業所名 住所 事業種別

記載日 令和３年　月　日

関連機関

児童発達管理責任者：1名

保育士(理学療法士の資格もあり)：1名

児童指導員(養護教諭の経験あり)：1名

療育アシストサポーター：2名

施設の特色

アピールポイント

その他

個別療育　　　　・　　　　集団療育

　”笑顔で楽しく！面白く”を理念として、こども達はもちろん！それに関わる私た

ち、家族の皆が笑顔になれる療育を目指しています！

　色んなことに興味を持ったり、新しいことを体験したり挑戦してみたりとワクワ

ク笑顔になれるような仕掛けやプログラムを多数準備しています！

　全国に類を見ない歯科医院とのコラボにより、子供の時に悩みやすい食育や指

しゃぶりなどの習癖、ガタガタな歯並び、発音・発語の問題、など歯ブラシによる

虫歯や歯周病の予防だけではなく、その子の生活,人生をより良いものに出来るよう

な応援プログラムも用意しています。

　広いログハウスで療育を行います！すぐ前には広い公園もあるのでのびのびとし

た環境でその子の出来る事、好きな事を発見して応援する。この療育を通じて 人生

がちょっとでも良くなるきっかけになれるようにします！
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