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障がい者施設等 
＜相談支援事業所＞（市内） 
相談支援事業所は、障がい福祉サービスの利用にあたり、「サービス等利用計画・障がい児支援利用計

画」を作成し、実行の支援を行います。詳しくは「障害福祉サービス等」のページをご覧ください。 

名 称 住所 ＴＥＬ／ＦＡＸ 主な対象 

くすの木園 宗像市用山 433-1 37-2555 / 36-1329 全 

緑ヶ丘学園 宗像市大井 1512-1 37-1550 / 37-1551 知 

むなかた苑  

障害者相談支援センター 

宗像市田久 2-5-1 
35-1824 / 35-1911 身 

障がい児者地域生活 

支援センターはまゆう 

宗像市自由ケ丘南 3-32  
36-9620 / 38-0187 知･児･地 

地域活動支援センターひだまり 宗像市田熊 1-3-48 39-3950 / 39-3951 精 

指定特定相談支援事業所 

障がい者相談支援センター 

イキシア 

宗像市日の里 1-11-10 

日の里文化センタービル 1 階Ａ 39-3086 / 39-3088 全 

ぷらんぷらん プランニング 宗像市赤間 3-3-4 51-1050/51-1050 知･精･児 

ティサポート 宗像市ひかりヶ丘 7-3-63 090-4353-0483 / 

32-7859 
身･難病 

宗像市子ども相談支援センター 

発達支援室 

宗像市東郷 1-１-1 

（宗像市役所内） 
36-0224 / 36-0309 児 

相談支援センター ゆづき 宗像市土穴 2-2-11 51-3720/51-3744 全･児 

障害児相談支援事業所 はぐくみ 宗像市稲元 2-1-7 72-1995/72-1996 児 

宗像市障害者 

生活支援センター 

宗像市東郷 1-1-1 

（宗像市役所内） 
34-2411 / 34-2422 基幹 

相談支援事業所 みつは 宗像市池田 1268-7 48-9268／48-9268 児 

計画相談支援 丘の上の街 宗像市田久 1090-83 51-4325／51-3779 身･知･精 

相談支援事業所 「toi.toi.toi」 宗像市光岡 104-3 090-9857-0030／ 

62-5009 
全･児 

相談支援事業所 小さなあしあと 宗像市公園通り 1-9-3 62-8355／62-8356 身･児 

相談支援センターMIRAI（ミライ） 宗像市自由ヶ丘南１-5-13 72-4369／72-5123 全 

 

●「主な対象」欄の説明 

「全」：身体障がい･知的障がい･精神障がい･難病すべての障がいに対応 

「知」：主に知的障がいに対応 「身」：主に身体障がいに対応 「精」：主に精神障がいに対応  

「難病」：難病に対応 

「児」：児童に対応 「地」：地域移行支援･地域定着支援に対応 

「基幹」：基幹型相談支援センターは、計画相談支援事業所の指導に対応 

 

 

 

 

 



３６ 

＜成人のための施設･事業所＞（宗像市・福津市） 

障がい福祉サービス事業所･障がい者支援施設                  
 

●「サービス種別」略語の説明 

「施入」：施設入所支援 「自訓」：自立訓練 「生介」：生活介護 

「就移」：就労移行支援 「就Ａ」：就労継続支援Ａ型 「就Ｂ」：就労継続支援Ｂ型 

「就定」：就労定着支援 「短入」：短期入所 「日中」：日中一時支援事業 

宗像市 

名 称 所在地 TEL/FAX サービス種別 

むなかた苑 宗像市田久 2-5-1 35-1824/35-1911 施入･生介･短入･日中 

むなかた苑障害者福祉 

センター 和の倶楽部 

宗像市田久 2-5-1 
35-1824/35-1911 

生介 

玄海はまゆう学園 宗像市江口 68 62-3112/62-3123 施入･生介･短入･日中 

緑ヶ丘学園 宗像市大井 1512-1 37-1550/37-1551 施入･生介･短入･日中 

くすの木園 宗像市用山 433-1 37-2555/36-1329 就Ｂ･生介･日中 

はまゆうワークセンター宗像 宗像市自由ヶ丘南 3-32 38-0188/38-0187 就Ｂ･日中 

はまゆうワークセンター自由ヶ丘 宗像市自由ヶ丘 3-16-1 35-7171/35-7172 就移･就Ｂ･就定 

宗像コスモス会共同作業所 宗像市田熊 1-3-36 37-3761/37-3781 就Ｂ 

宗像学園 宗像市吉留 515-1 39-2010/39-2012 就Ｂ･生介 

宗像さざなみ 宗像市神湊 485-55 62-7557/62-7558 生介･日中 

浜千鳥 宗像市神湊 118-4 62-1167/62-1168 就Ｂ･生介 

ゆりジョブ 宗像市赤間駅前 1-2-14 1F 72-4340/72-4341 就Ｂ 

ゆり庵デイライフサポート 宗像市東郷 1-9-18 72-4904/72-4904 自訓･生介 

アシスト宗像ワークセンター 宗像市東郷 1-976-1 37-8755/37-8756 就Ｂ 

ワーク＆ライフサポート  

イキシア 

宗像市日の里 1-11-10 

日の里文化ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 1 階 B 
39-3086/39-3088 

就移 

障がい者就労定着支援センター 

イキシア  

宗像市日の里 1-11-10 

日の里文化ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 1 階 B 
39-3086/39-3088 

就定 

イキシア エンプロイメント タイプ in 宗像 宗像市日の里 1-29-4 62-5445/62-5446 就Ａ 

イキシア オフィスタイプ 

in 宗像 

宗像市田熊 3-7-20 

第 2 力丸ビル店舗 
62-6567/62-6568 

就移 

障がい者就労定着支援センター 

イキシア 田熊営業所 

宗像市田熊 3-7-20 

第 2 力丸ビル店舗 
62-6567/62-6568 

就定 

宗像医師会 介護老人保健施設 よつづか  宗像市田熊 5-5-6 37-0681/37-0701 短入 

障害者就労支援 丘の上の街 宗像市田久 1090-83 51-4325/51-3779 就Ｂ 

玄海さつきの杜 宗像市上八 1989-1 62-8288/62-8289 生介･短入 

小さなあしあと 宗像市公園通り 1-9-3 62-8355/62-8356 短入 

Ｄ＆Ｉ ライフ 宗像市王丸 772 番地 22-8282/22-8282 就Ａ 

ライフアップはまゆう 宗像市田野 310 番地 62-3144/62-3154 短入 

さつき学院 宗像キャンパス 宗像市自由ヶ丘南 3-30-4 39-3686/39-3377 自訓 

在宅 型 就 労 移 行 支 援 ホ ー プ 宗 像 宗像市赤間駅前 1-2-1 

ライオンズマンション赤間 801号  
62-5514/62-6214 

就移 

デイ・ワークセンターこみこみ 宗像市葉山 2-18-18 51-5216/51-5216 就Ｂ･自訓 

就労支援センターすたんどあっぷ  宗像市日の里 1-11-1 

早川ビル 2F7 号室 
62-5580/62-5590 

就Ａ･就Ｂ 

 



３７ 

福津市 

名 称 所在地 TEL/FAX サービス種別 

昭和学園 福津市奴山 616 52-4686/52-4687 施入 ･生介 ･短入 ･自訓 ･日中 

福間サンテラス 福津市手光 2274-1 35-8760/35-8761 就Ｂ･生介･日中 

サンドリームつやざき 福津市生家 1774 52-0977/52-0927 生介･日中 

ふくとぴあ障害福祉サービスセンター  福津市手光南 2-1-1 34-3338/34-3339 生介 

就労支援センター 緑の里 福津市花見が浜 1-5-1 42-7077/42-7077 就移･就Ｂ･就定 

アトリエ「夢工房」 福津市津屋崎 3-716-1 52-3777/52-3839 就Ｂ 

みどりの風･福津 福津市渡 471 番地 36-9955/36-9222 就Ａ 

短期入所事業所 ひなた 福津市手光 2274-1 35-8760/35-8761 短入 

介護老人保健施設 水光苑 福津市日蒔野 5-7-2 42-2221/34-3120 短入 

Ｂe myself 福間  福津市中央 6-10-6 

島田ビル 1 階 
62-5038/62-5039 

就Ｂ･自訓 

就労支援センター ほほえみ 福津市西福間 4-1-16 34-9055/34-9056 就Ｂ･自訓 

でんでん 福津市若木台 1-1-11-10 0940-5389-4575 就Ａ 

デイサービスセンター五福 福津市福間駅東 1-3-5 39-3183/39-3083 生介 

クロールアップ 福津市福間南 5-1-54 090-6893-0676 就Ｂ 

 

グループホーム                     
●「サービス種別」略語の説明 

「共援」：共同生活援助（グループホーム） 「短入」：短期入所 

宗像市 

名 称 所在地 TEL/FAX サービス種別 

ライフアップはまゆう 

「シーサイドヒル」 

宗像市田野字正吹309番地1 62-3144/62-3154 共援 

ライフアップはまゆう 

「サニーヒル」 

宗像市田野字正吹 310 番地 62-3144/62-3154 共援 

ライフアップはまゆう 

「フローラ」 

宗像市陵厳寺 4-9-20 62-3144/62-3154 共援 

くすくすホーム 宗像市用山 166-1 36-1561/36-1329 共援･短入 

くすくすホーム二号館 宗像市東郷 1-10-7 37-0135/36-1329 共援 

宗像ホーム 宗像市吉留字惣原515番地1 39-2010/39-2012 共援 

ゆり庵「ひいらぎ邸」 宗像市光岡 732-1 39-3156/36-9139 共援 

ゆり庵「やまぶき邸」 宗像市稲元 6-10-11 39-3156/36-9139 共援 

ゆり庵「つばき邸」 宗像市土穴 1-10-37 39-3156/36-9139 共援 

ゆり庵「ひまわり邸」 宗像市土穴 1-10-37 39-3156/36-9139 共援 

ゆり庵「すずらん」 宗像市稲元 6-10-12 39-3156/36-9139 共援 

ゆり庵「かりん邸」 宗像市稲元 6-10-9  39-3156/36-9139 共援･短入 

ゆり庵「あさがお邸」 宗像市稲元 6-10-10 39-3156/36-9139 共援 

宗像ゆうなぎ 宗像市神湊西口 450-5 62-8188/62-8189 共援 

玄海さつきの杜 宗像市上八 1989-1 62-8288/62-8289 共援･短入 

にじいろ 宗像市田久 1-6-13 47-2121/47-2122 共援･短入 

藤の木 宗像市陵厳寺 4-9-18 32-7839/51-7200 共援 

ミライホーム赤間稲元 宗像市稲元 2-15-1 32-5924/62-5368 共援 

ミライホーム自由ヶ丘南 宗像市自由ヶ丘南 2-4-18 32-5924/62-5368 共援 

ミライホーム土穴 宗像市土穴 4-4-1 32-5924/62-5368 共援 

ミライホーム自由ヶ丘 宗像市自由ヶ丘南 1-5-13 32-5924/62-5368 共援 

レジデンス 丘の上の街 宗像市石丸 1-5-1 51-4325/51-3779 共援 



３８ 

福津市 

名 称 所在地 TEL/FAX サービス種別 

ｶﾞｰﾃﾞﾝｻﾝｼｬｲﾝ  福津市花見が浜 1-11-3 72-4409/72-4586 共援 

ｶﾞｰﾃﾞﾝｻﾝｼｬｲﾝ２号 福津市花見が浜 1-16-16 72-4409/72-4586 共援 

ｶﾞｰﾃﾞﾝｻﾝｼｬｲﾝ３号 福津市花見が浜 1-11-3 72-4409/72-4586 共援 

そよ風 福津市花見が浜 1-5-1 72-4409/72-4586 共援 

れもん 福津市花見の里 3-17-7 72-4409/72-4586 共援 

ゆず 福津市花見の里 3-17-4 72-4409/72-4586 共援 

さくらんぼ 福津市花見の里 3-17-3 72-4409/72-4586 共援 

ｼｰｻｲﾄﾞﾋﾙつやざき 福津市生家 1773-2 52-5198/52-6717 共援･短入 

ｼｰｻｲﾄﾞﾋﾙつやざき WEST 福津市生家 1773-4 52-5198/52-6717 共援 

ケアホームまりな１号館 福津市本木 1522-1 092-692-7310 

/092-692-7214 

共援 

ケアホームまりな２号館 福津市宮司 4-18-7 092-692-7310 

/092-692-7214 

共援 

なないろホーム３号館 福津市有弥の里 2-7-18 092-692-7310 

/092-692-7214 

共援 

安ら居 福津市奴山 603 62-5056/62-5057 共援･短入 

メゾン･ド･コルザ 福津市渡 1480-7 62-5131/62-5132 共援･短入 
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＜訪問系サービス提供事業所＞（宗像市・福津市） 

サービス提供事業所一覧                 
 

●「サービス種別」略語の説明 

「居介」：居宅介護（ホームヘルプ） 「重訪」：重度訪問介護 

「同援」：同行援護 「行援」：行動援護 

宗像市 

名 称 所在地 TEL/FAX サービス種別 

福陽会ヘルパーステーション 宗像市原町２８０－１ 36-1103 / 36-3053 居介･重訪･同援 

アップルハート宗像ケアセン

ター 

宗像市栄町１－１２ 
32-4761 /32-4787 

居介･重訪･同援 

社会福祉法人グリーンコープ

ふくしサービスセンター 

お結び 

宗像市大井３２４－１ 

36-6963 / 37-1519 

居介･重訪･同援 

社会福祉法人宗像市社会福祉

協議会ホームヘルパーステー

ション 

宗像市久原１８０番地 

37-1322 / 37-1338 

居介･重訪･同援 

ヘルパーステーション夢現 宗像市朝町２１１８番

地５ 
35-1188 / 35-1180 

居介･重訪 

 

福津市 

名 称 所在地 TEL/FAX サービス種別 

ヘルパーステーション  

しらゆり 

福津市中央 1－19－7

－204 
42-7116 / 51-3299 

居介･重訪･同援･

行援 

サンテラスヘルパーステーシ

ョン 

福津市手光 2274―1 
43-2277 / 43-2277 

居介･重訪･行援 

水光ヘルパーステーション 福津市日蒔野５丁目８

番５号 
34-3332 / 43-7739 

居介･重訪 

訪問介護ステーション向日葵 福津市手光 1636－１ 38-5300 / 38-5310 居介･重訪 

福津市社会福祉協議会指定居

宅支援センターぴゅあ 

福津市手光南 2－1－

1（健康福祉総合センタ

ーふくとぴあ内） 

34-3341 / 34-3343 

居宅･同援 

ヘルパーステーション五福 福津市日蒔野４－８－

７ 
36-9279 / 36-9197 

居介･重訪 

ヘルパーステーションひかり

の花 

福津市宮司浜２－３５

－１１ 
51-3769 / 51-3769 

居介･重訪 

ヘルパーステーションなの花 福津市西福間３－１８

－１１ 
72-5222 / 72-5223 

居介･重訪 
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＜児童のための施設･事業所＞（市内） 

児童発達支援・放課後等デイサービス           
 

●「サービス種別」略語の説明 

「児発」：児童発達支援 「放課後」：放課後等デイサービス 「保訪」：保育所等訪問支援 

 

 

名 称 所在地 TEL サービス種別 

宗像市障害児通園施設「のぞみ園」 宗像市久原 180 37-0711 児発 

げんきっこくらぶ るーつ 宗像市日の里 5-3-98 

48 棟 201、202 

39-3670 児発・保訪 

ゆり庵キッズクローバー ひかりヶ丘 宗像市ひかりヶ丘 2-14-21 39-3367 児発･放課後 

宗像市障害児通所支援事業所 

げんきっこくらぶ ほっぷ 

宗像市久原 370-1 36-9260 児発･放課後 

良創夢発達支援ルームらいく宗像店 宗像市東郷 2-1-13 62-5616 児発･放課後 

児童発達支援通所事業所 Jump 宗像市稲元 2-1-7  72-1995 児発･放課後 

子育て・発達さぽーとるーむ 

「プレジーる」 

宗像市光岡 104-3 62-5008 児発･放課後 

保訪 

ゆり庵キッズクローバー 自由ヶ丘 宗像市宮田 1-8-10 62-5200 放課後 

ＧＲＯＷＩＮＧ ＵＰ ぷらんぷらん 宗像市赤間 3-3-4 51-1050 放課後 

放課後等デイサービス  

えるそるむなかた 

宗像市三倉 16-5 51-3445 放課後 

さわやか愛の家 むなかた館 宗像市石丸 1-13-2 35-7177 放課後 

放課後等デイサービス みつは  宗像市池田 1268-7 48-9268 放課後 

放課後等デイサービス 

あんだる（ＡＮＤＡＲ） 

宗像市田久 2-5-30 35-1824 放課後 

放課後等デイサービス ピース 宗像市田久 5-3-10 72-6654 放課後 

あっぷぷー 宗像市田熊 6-3-24 72-6893 放課後 

放課後等デイサービス ゆづき 宗像市土穴 2-2-11 36-9477 放課後 

げんきっこくらぶ じゃんぷ 宗像市自由ヶ丘 3-16-1 62-6363 放課後 

放課後等デイサービス Raise（レイズ） 宗像市曲 1639-3 72-4500 放課後 

放課後等デイサービス  

ピースセカンド 

宗像市田久 4-8-18 51-4842 放課後 


