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名称 〒 住所 電話番号 形態 送迎

福祉支援ｾﾝﾀｰ　ｱｯﾌﾟﾙ 838-0106 小郡市三沢2955ｰ1 0942-23-0588 通所 ○

　自立した日常生活や社会生活ができるよう、食事や家事等の生活能力の向上のために必要な訓練
を行います。

○精神障がい者　家族会

名称 〒 住所 電話番号

あゆみの会 838-0068 朝倉市甘木655-1 0946-23-9365

ワンハート陽だまり・れいんぼー 838-0141 小郡市小郡1095ｰ1 0942-73-5212

みつば会 839-1321 うきは市吉井町347ｰ1 0943-75ｰ5726

　当事者や家族が集まり、交流会などを通して仲間づくりを行う場です。
　日頃の悩みを話し合ったり、意見交換を行うことで、不安や孤独感を軽減する場となっています。

＊上記サービスの利用を希望される場合は、
市町村（福祉）の窓口にお問い合わせください。

ホームヘルパーが自宅を訪問して、調理・洗濯・掃除・
買い物等、生活全般にわたる援助を行います。

自己判断能力が制限されている方が行動する時に、危険
を回避するために必要な支援や外出支援を行います。

　介護者が病気などの場合、短期間施設等へ入所できる
サービスです。

名称 〒 住所 電話番号

ﾊﾛｰﾜｰｸ朝倉 838-0061 朝倉市菩提寺480-3 0946-22-8609

ﾊﾛｰﾜｰｸ久留米 830-8505 久留米市諏訪野町2401 0942-35-8609

　障がい者の職業に関する相談窓口があり、障がいの状況、技能、知
識、適性、希望に応じて相談や職業紹介を行います。

名称 〒 住所 電話番号

ちくぜん 838-0214 筑前町東小田3539-8 0946-42-6801

ぽるて 839-0864
久留米市百年公園1-1
久留米ﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 7階

0942-65-8367

　障がい者の仕事に関する相談や仕事をする上で必要な日常生
活についてのアドバイス・支援を行います。

【精神科病院】 

【診療所】 

【訪問看護ステーション】 

【自助グループ】 

【グループホーム】 

【障害者就業・生活支援センター】 

【公共職業安定所（ハローワーク）】 

【居宅介護（ホームヘルプ）】 

【行動援護】 

 【短期入所（ショートステイ）】 

【地域活動支援センター】          

【自立訓練（生活訓練）】 

名称 〒 住所 電話番号 診療科目 その他

甘木心療ｸﾘﾆｯｸ 838-0069 朝倉市来春150 0946-21-1701 精神科、心療内科、内科

あかし心療ｸﾘﾆｯｸ 838-0142 小郡市大板井1392-3 0942-41-2233 心療内科、精神科

柴田ﾒﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 838-0144 小郡市祇園1-14-8 2F 0942-42-7700 精神科、心療内科、神経科、内科

こぐま学園診療所 838-0142 小郡市大板井1143-1 0942-72-7221 小児科、リハビリテーション科、内科、精神科

希みが丘ｸﾘﾆｯｸ 838-0107 小郡市希みが丘2-19-12 0942-75-3030 心療内科、精神科

楡の木ｸﾘﾆｯｸ 838-0108 小郡市美鈴の杜1丁目1-1  1F 0942-27ｰ7841 心療内科、精神科

くつろぎこころのｸﾘﾆｯｸ 838ｰ0103 小郡市三国が丘1‐50　ｱﾌﾚﾙ三国が丘ﾋﾞﾙ1‐02 0942‐27‐9261 精神科、心療内科 訪問看護

医療福祉センター聖ﾖｾﾞﾌ園 830-1226 三井郡大刀洗町大字山隈374-1 0942-77-1393 内科、小児科、精神科、リハビリテーション科、歯科 ショートケア

　外来治療を受けることができる医療機関です。
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甘木病院訪問看護ステーション 838-0031 朝倉市屋永2291 0946-22-8111 ○ ○ ○ ○

甘木中央病院訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ 838-0068 朝倉市甘木667 0946-22-9022 ○ ○ ○

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝけんせい 838-0069 朝倉市来春132 0946-41-2388 ○ ○ ○ ○

訪問看護ステーション　Reafあさくら 838-0068 朝倉市甘木1233-1　柿原住宅２ 0942-65-4928 〇 〇 〇 〇 〇 〇

在宅看護センター　日向ぼっこ 838-0214 朝倉郡筑前町東小田3403‐5 0946ｰ42ｰ0527 〇 〇 〇 〇

ｸﾞﾘｭｯｸ訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ 838-0141 小郡市小郡2476 ﾄﾚﾝﾃﾞｨITO A-101 0942-27-5415 ○ ○ ○ ○ ○

まどか訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ 838-0109 小郡市あすみ1-40 0942-65-5324 ○ ○ ○ ○

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝもこもこ 838-0141 小郡市小郡2433 ﾌｧﾐｰﾙ･ﾘｵ201 0942‐65‐4454 ○ ○ ○ ○ ○

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝｱｿｼｵｰﾙ 839-1333 うきは市吉井町富永1864-2 0943-76-4663 ○ ○ 他地域要相談

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝﾃﾞｭｰﾝ久留米 830-0033 久留米市天神町61-1ｸﾞﾗﾝｺｰﾄ天神101号室 0942-65-6220 ○ ○ ○ ○ ○ ○

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝﾙﾅ 839-0814 久留米市山川追分1丁目6-10 0942-27-8424 ○ ○ ○ ○ ○

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝｸﾛｰﾊﾞｰ 830-0048 久留米市梅満町994番6 0942-33-1587 ○ ○ ○ ○ ○

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝReafくるめ 830-0044 久留米市本町15—10　IT本町1階 0942-65-4926 ○ ○ ○ ○

ﾏｲﾅﾋﾞ訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ久留米 830-0045 久留米市小頭町128ｰ1　1F 0942ｰ33ｰ0715 ○ ○ ○

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝﾃﾞｭｰﾝ太宰府 818-0133 太宰府市坂本1-3-18　ｸﾞﾗﾝｼｬﾘｵ102号室 092-928-2106 ○ ○ ○ ○ ○

家庭や地域で安心して生活が送れるように、看護師等が生活の場へ訪問し、服薬や日常生活についてのアドバイスや支援を行います。
訪問看護を利用するためには、かかりつけ医の指示書が必要です。
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甘木病院 838-0031 朝倉市屋永2295-2 0946-22-8111 精神科、心療内科 ○ ○

朝倉記念病院 838-0825 朝倉郡筑前町大久保500 0946-22-1011 精神科、内科、もの忘れ外来 ○ ○ ○

蒲池病院 838-0141 小郡市小郡1342-1 0942-72-2007 精神科、心療内科、内科、児童・思春期精神科 ○ ○ ○

本間病院 838-0106 小郡市三沢526 0942-73-0111
精神科、心療内科、内科、循環器内科、リウマチ科、放射線科、
リハビリテーション科

○ ○ ○ ○

筑後吉井こころﾎｽﾋﾟﾀﾙ 839-1321 うきは市吉井町216-2 0943-75-3165 精神科、神経科、心療内科、内科、小児科 ○ ○ ○ ○

　精神科病床があるため、外来治療だけでなく、入院治療も可能な医療機関です。

名称 〒 住所 電話番号 区分

小郡市障害者生活支援ｾﾝﾀｰ
ｻﾎﾟﾈｯﾄおごおり

838-0126
小郡市二森1167-1
小郡市総合保健福祉ｾﾝﾀ-　あすてらす内

0942-72-3175 Ⅰ型

NPO法人共同作業所ひだまり 838-0802 朝倉郡筑前町久光950-1 0946-22-2288 Ⅲ型

浮羽共同作業所 839-1321 うきは市吉井町347-1 0943-75-5726 Ⅲ型

NPO法人みるくはうす 838-0801 筑前町栗田1656 0946-24-6567 Ⅲ型

通所による創作的な活動や生産活動、社会との交流促進など、多彩な活動の場を提供します。
Ⅰ型：精神保健福祉士などの専門職員が配属され、創作活動または生産活動の機会の提供、
　　　　社会との交流を行います。
Ⅲ型：日中の活動をサポートする福祉施設です。共同作業所や作業所と呼ぶこともあります。

【セーフティネット住宅について】
高齢者、障がいのある人等の入居を拒まない住宅として登録されたものです。
詳しくはホームページ（セーフティネット住宅情報提供システム）をご覧ください。

○ひきこもり・不登校について

名称 〒 住所 電話番号 対象

子と親・花花の会（親の会）　大刀洗支部
（問合せ先：大刀洗町社会福祉協議会）

830-1201 三井郡大刀洗町大字冨多819 0942-77ｰ4877
当事者
家族

うきは市不登校・ひきこもりを考える親の会　みつ
ばちの会（問合せ先：うきは市社会福祉協議会）

839-1321 うきは市吉井町347ｰ1 0943-76ｰ3996 家族

○断酒会

電話番号

0943-72ｰ2890

090-3605‐6724浮羽断酒友の会　（問合せ先：事務局　中野　氏） 当事者・家族

名称 対象

浮羽断酒会　（問合せ先：代表者　田中　義嗣　氏） 当事者・家族

名称 〒 住所 電話 定員

グループホーム　ほのか 838-0031 朝倉市屋永2315-1 0946-21-2333 10名

グループホーム　すまいる 838-0039 朝倉市桑原527-1 0946-28-8722 7名

グループホーム　ティエラ 838-0068 朝倉市甘木1919ｰ1　ｶｰｻ恵比寿 080‐7373‐3003 4名

あっとﾎｰﾑ みなみ 838-0205 朝倉郡筑前町三並902-3 0946-42-1400 13名

社会福祉法人 野の花学園
第六野の花学園

838-0816 朝倉郡筑前町新町212 0946-23-1101
男性7名
女性10名

第一･第二さくら寮 838-0127 小郡市大崎1141-11 0942-23-0588 13名

風の丘ﾎｰﾑ小郡 838-0136 小郡市上西鰺坂180ー3 0942-23-8885 7名

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 三線 838-0106 小郡市三沢水訳465-1 0942-72-0667
20名

（内ｻﾃﾗｲﾄ
3名）

アンソレイユ 838-01０6 小郡市三沢2955-1 0942-23-0588 10名

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑあおぞら 838-0106 小郡市三沢528-1 0942-73-0123 6名

こもれび 838-0106 小郡市三沢746 0942-23-0022
男性6名
女性6名

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ　にじ 838-0111 小郡市吹上1058番地16 0942-48-1740 9名

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ もちの樹 830-1226 三井郡大刀洗町山隈23-1 0942-77-4871 7名

寺子屋ホーム　大刀洗　 830-1221 三井郡大刀洗町高樋1935‐1 0942‐27‐9715 10名

医療法人社団 宗仁会
ｽﾃｯﾌﾟﾊｲﾂ ｵﾘｰﾌﾞ

839-1321 うきは市吉井町269ー7 0943-75-2160 40名

りーふ・あっぷる 839-1401 うきは市浮羽町朝田223-11 0943-74-3050 7名

　共同生活を行う住居で、夜間や休日に相談や日常生活上の援助を行います。



 ２ ３ 

名称 〒 住所 電話番号 

北筑後保健福祉環境事務所
健康増進課 精神保健係

838-0068
朝倉市甘木2014-1
 (朝倉総合庁舎 2F)

0946-22-3965

　こころの健康や精神保健・医療・福祉に関する相談を行っています。精神科医
（予約制）や保健師が対応します。

名称 〒 住所 電話番号

朝倉警察署 838-0068 朝倉市甘木225ｰ1 0946-22-0110

小郡警察署 838-0142 小郡市大板井234-1 0942-73-0110

うきは警察署 839-1321 うきは市吉井町343-3 0943-76-5110

名称 〒 住所 電話番号 

福岡県精神保健福祉センター 816-0804 春日市原町3-1-7 南側2F 092-582-7510

　こころの健康や精神保健・医療・福祉に関する専門的な相談を行っています。

名称 〒 住所 電話番号 

筑後サテライトオフィス 830-0027
久留米市長門石3丁目10-34
ニューグリーンビル1階

0942-37-2280

　電話や来所等による相談、訪問を行っています。

名称 〒 住所 電話番号

朝倉市
社会福祉協議会

838-0068
朝倉市甘木198-1
総合市民センター(ﾋﾟｰﾎﾟｰﾄ甘木)内

0946-22-7834

筑前町
社会福祉協議会

838-0215
朝倉郡筑前町篠隈373
ｺｽﾓｽﾌﾟﾗｻﾞ内

0946-42-4555

東峰村
社会福祉協議会

838-1602
朝倉郡東峰村小石原鼓2846
高齢者活動促進施設(喜楽来館)内

0946-74-2012

小郡市
社会福祉協議会

838-0126
小郡市二森1167-1
小郡市総合保健福祉ｾﾝﾀｰ
あすてらす内

0942-73-1120

大刀洗町
社会福祉協議会

830-1201
三井郡大刀洗町大字冨多819
ぬくもりの館大刀洗内

0942-77-4877

うきは市
社会福祉協議会

839-1321
うきは市吉井町347-1
うきは市総合福祉ｾﾝﾀｰ内

0943-76-3977

　福祉サービスの利用や日常的な金銭管理などに不安がある方を対象に、福祉サービ
スの利用手続きや金銭管理等のお手伝いをします。

障がい者が自立した生活を送ることができるよう、福祉に関する各種の
    相談 に応じます。
（計画相談）福祉サービス利用のための「サービス等利用計画」を作成し、
    連絡調整を行います。
（地域移行）施設・病院から地域生活に移行するための相談や必要な支援
    を行います。
（地域定着）単身で生活している障がい者を対象に常時連絡体制を確保
     し、緊急時に必要な支援を行います。

【社会福祉協議会】 

【保健所】 

 【警察署】 

【精神保健福祉センター】 

 【市町村】  

【生活困窮者自立支援機関】 

【地域包括支援センター】 

【福岡県ひきこもり地域支援センター】 

 【福岡県発達障がい者支援センター】 

【相談支援事業所】 

【就労移行支援・就労継続支援】  

〒 住所 電話番号

秋月･甘木 838-0061 朝倉市菩提寺183-53 0946-23-1322

南陵･十文字 838-0022 朝倉市城859 0946-21-1837

比良松･杷木 838-1315 朝倉市入地2262-1 0946-23-8823

小郡市（基幹型） 838-0198 小郡市小郡255-1 0942-72-2111

小郡西地区 838-0106 小郡市三沢883-1 0942-65-4118

小郡市東地区 838-0103 小郡市三国が丘1丁目50-1 0942-48-0561

小郡市南地区 838-0141 小郡市小郡278-17 0942-23-8666

うきは市 839-1393 うきは市吉井町新治316 0943-75-4105

浮羽地域 839-1401 うきは市浮羽町朝田582-1 0943-76-9907

838-0802 筑前町久光951-1 0946-22-0171

830-1298 大刀洗町大字冨多819 0942-77-6211

838-1692 東峰村大字小石原941-9 0946-74-2311

　保健師や社会福祉士、ケアマネージャー等が中心になって、地域に暮らす高齢者の
日々の暮らしを様々な側面からサポートします。

筑前町

大刀洗町

東峰村

朝倉市

小郡市

うきは市

市町村名

名称 〒 住所 電話番号

朝倉市福祉事務所保護係 838-0061 朝倉市菩提寺412-2 0946-28-7552

小郡市生活自立相談支援窓口 838-0126 小郡市二森1167-1 0942-73-1120

うきは市社会福祉協議会 839-1321 うきは市吉井町347-1 0943-76-3977

福岡県自立相談支援事業所
（朝倉郡・三井郡・三潴郡・八女郡）

830-0035
久留米市東和町6-9
フジホーム久留米ビル501号

0942-38-8501

生活困窮者からの相談に早期かつ包括的に対応する相談窓口です。

市町村名 〒 住所 電話番号

福祉 838-8601 朝倉市菩提寺412-2 0946-28-7551

健康 838-0068 朝倉市甘木198-1 0946-22-8571

福祉 838-0802 筑前町久光951-1 0946-23-8490

健康 838-0298 筑前町篠隈373 0946-42-6649

福祉 838-1692 東峰村大字小石原941-9 0946-74-2311

健康 838-1692 東峰村大字小石原941-9 0946-74-2311

福祉 838-0198 小郡市小郡255-1 0942-72-2111

健康 838-0126 小郡市二森1167-1 0942-72-6666

福祉 830-1298 大刀洗町大字冨多819 0942-77-2266

健康 830-1298 大刀洗町大字冨多819 0942-77-1377

福祉 839-1393 うきは市吉井町新治316 0943-75-4961

健康 839-1393 うきは市吉井町新治316 0943-75-4960
うきは市

(福祉）自立支援医療（精神通院医療）、精神障害者保健福祉手帳、障がい福祉
          サービスなどの申請窓口です。
（健康）こころの健康に関する相談窓口です。

朝倉市

筑前町

東峰村

小郡市

大刀洗町

名称 〒 住所 電話番号
計画

相談

地域

移行

地域

定着
備考

朝倉市障がい者相談支援事業所 838-8601 朝倉市菩提寺412-2 0946-21-8075 基本相談のみ

相談支援ｾﾝﾀｰ あゆみの会 838-0068 朝倉市甘木655-1 0946-23-9365 ○

愛夢ｽﾏｲﾙ 838-0068 朝倉市甘木1464-1 0946-23-8355 ○

朝倉医師会障害者相談支援事業所 838-0069 朝倉市来春422-1 0946-21-0066 ○

清流学園 838-0062 朝倉市堤1420-1 0946-23-1901 ○

こがね園 838-0039 朝倉市桑原1088-1 0946-24-1294 ○

相談支援ｾﾝﾀｰ ほっとﾘﾝｸ 838-0205 朝倉郡筑前町三並1140 0946-42-6690 ○ ○ ○

筑前町社会福祉協議会
障がい者相談支援事業所

838-0215 朝倉郡筑前町篠隈373 0946-42-4555 ○ ○ ○

相談支援ｾﾝﾀｰ 菊池園 838-0823 朝倉郡筑前町山隈1607-11 0946-24-7311 ○

東峰村基幹相談支援センター 838-1602 朝倉郡東峰村小石原鼓2846　喜楽来館内 090-7224ｰ4529 ○ ○ ○ 基幹

相談支援ｾﾝﾀｰ 翔朋 838-0106 小郡市三沢745 0942-75-4190 ○

小郡市障害者生活支援ｾﾝﾀｰ ｻﾎﾟﾈｯﾄおごおり 838-0126
小郡市二森1167-1
小郡市総合保健福祉ｾﾝﾀｰ　あすてらす内

0942-72-3175 ○ ○ ○ 基幹

障害者相談支援事業所 ｾﾙﾌｻﾎﾟｰﾄ こぐま 838-0142 小郡市大板井1143-1 0942-72-7221 ○

相談支援センター　かえるランド 838-0160 小郡市三沢4151-1 0942-75-8018 〇

グリュック相談支援センター 838-0141 小郡市小郡2476ﾄﾚﾝﾃﾞｨITO　A-101 0942-48-1136 ○

相談支援事業所 dai dai 838-0141 小郡市小郡98番地１　サンハイツ小郡1階 0942-73-1050 〇

指定特定（障害児）相談支援事業所みらい 838-0111 小郡市吹上1060番地３ 0942-48-1740 〇

相談支援事業所SOALA 838-0136 小郡市上西鰺坂473 0942-48-1595 〇

大刀洗町社会福祉協議会
障がい者相談支援事業所ぬくもり

830-1201
三井郡大刀洗町大字冨多819
ぬくもりの館大刀洗内

0942-23-2610 ○ ○

相談支援センター　聖ヨゼフ園 830-1226 三井郡大刀洗町山隈374番地の1 0942-77-1393 ○

うきは市障害者相談支援ｾﾝﾀｰ 839-1321 うきは市吉井町347-1　うきは市総合福祉ｾﾝﾀｰ内 0943-76-3977 ○ ○ ○ 基幹

相談支援事業所 あかい実 839-1333 うきは市吉井町富永1864-2 0943-76-4654 ○

相談支援センター　きらめき 839-1412 うきは市浮羽町小塩814-2 0943-73-9052 ○

A型 B型

こがね園 838-0039 朝倉市桑原1088-1 0946-24-1294 ○ ○

愛夢ﾁｬﾚﾝｼﾞ 838-0068 朝倉市甘木1464-1 0946-23-8355 ○ ○

あゆみの会共同作業所 838-0068 朝倉市甘木655-1 0946-23-9365 ○ ○

K‘ｓファームあさくら 838-0023 朝倉市三奈木291 0946-21-6661 〇 〇

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所 ちくぜん野の花 838-0214 朝倉郡筑前町東小田3539-10 0946-42-5701 ○ ○ ○

社会福祉法人 第二野の花学園 838-0202 朝倉郡筑前町三箇山1147-2 0946-42-4131 ○ ○

NPO法人くるみ苑 838-0227 朝倉郡筑前町朝日817 0946-42-0744 ○ ○

ほっとｽﾍﾟｰｽあさくら 838-0205 朝倉郡筑前町三並1140 0946-42-1360 ○ ○

第五野の花学園 838-0204 朝倉郡筑前町長者町小牟田445‐1 0946‐42‐9087 ○ ○

障害者ｼﾞｮﾌﾞｻﾎﾟｰﾀｰ Work Step 838-0142 小郡市大板井1143-1 0942-72-7221 ○ 相談可

就労継続支援B型事業所 Smile work 838-0142 小郡市大板井1143-1 0942-72-7221 ○ 相談可

就労継続支援事業所 ｳﾞｨｵﾗ 838-0106 小郡市三沢水訳465-3 0942-72-0667 ○ ○

株式会社 結乃家 838-0107 小郡市希みが丘3-3-57 0942-65-3415 ○ ○

花とお日さま 838-0141 小郡市小郡1284-1 0942-65-8738 ○ ○

福祉支援ｾﾝﾀｰ ｱｯﾌﾟﾙ 838-0106 小郡市三沢2955-1 0942-23-0588 ○ ○

就労継続支援ｾﾝﾀｰのぞみ 838-0106 小郡市三沢4225-43 0942-75-4010 ○

就労継続支援 Kataru　 838-0126 小郡市二森1350-2 0942-65-5855 ○

就労継続支援事業(B型)風の丘 838-0136 小郡市上西鰺坂37-1 0942-23-8885 ○ ○

社会福祉法人 小郡市福祉会 きぼうの家 838-0106 小郡市三沢99-1 0942-75-3962 ○ ○

にじのかけはし 838-0111 小郡市吹上1060-2 0942-48-1740 〇 ○

NPO法人ﾋﾟｱ･ｻﾎﾟｰﾄかだん　ろｰど 838-0141 小郡市上岩田1365-1 0942-65-5030 ○ ○

MOW 830-1226 三井郡大刀洗町山隈23 0942-77-4871 ○ ○

ブルースカイ 830-1203 三井郡大刀洗町大字三川443 0942-77-2787 ○ ○

ﾜｰｸｻﾎﾟｰﾄ 白鳥の家 839-1401 うきは市浮羽町朝田578 0943-77-4866 ○ ○ ○

TYｴｲﾄﾞ株式会社 弥栄 839-1321 うきは市吉井町624-5 0943-75-4343 ○ 一部

ｽｷﾙｱｯﾌﾟﾌﾟﾛ 839-1311 うきは市吉井町若宮55ｰ5 0943-75-8855 ○ ○

就労継続支援A型事業所 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ T 839-1311 うきは市吉井町若宮56-4 0943-74-2828 ○ ○

就労継続支援B型事業所 ﾙｯｺﾗ 839-1321 うきは市吉井町212-7 0943-75-3165 ○

障がい者支援事業所 だいちに水 839-1406 うきは市浮羽町高見字神田橋659-9 0943-76-9138 ○ ○

就労継続支援A型事業所 ここみらい 839-1402 うきは市浮羽町浮羽428-4 0943-77-7550 ○ 条件あり

就労継続支援Ｂ型　パプリカ 839-1321 うきは市吉井町624-4 0943-76-9406 ○ ○

就労継続支援B型事業所　やすらぎ会千年 839-1304 うきは市吉井町千年613-2 0943-76-9605 〇 〇

　（就労移行支援）一般企業等への就労を希望する６５歳未満の方に一定期間、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。
　（就労継続支援Ａ型）６５歳未満の方に雇用契約に基づく就労の機会を提供し、一般就労に必要な訓練などを行います。
　（就労継続支援Ｂ型）雇用契約に基づく就労が困難な方に就労の機会を提供し、就労に必要な訓練などを行います。

名称 〒 住所 電話番号
就労

移行

支援

就労継続

支援 送迎


