指定特定相談支援事業所（1/2）
事業所番号

事業者の名称
及び所在地
社会福祉法人 和光会

4035500018

令和4年5月1日現在
事業所の名称
及び所在地
障がい者生活支援センター
かさまつ

飯塚市有安959番地4

飯塚市有安959番地4

社会福祉法人 東ノ原会

桂木とくのみ園「花」

飯塚市建花寺975番地1

飯塚市建花寺975番地1

特定非営利活動法人
嘉飯山ネットBASARA

障がい者生活支援センター
BASARA

飯塚市吉原町6番1号

飯塚市吉原町6番1号

特定非営利活動法人 ＡＦＯ

障害者相談支援サービス
ウイング飯塚

田川市寿町2番地17号701

飯塚市川津398番地1

社会福祉法人 佐与福祉会

指定特定相談支援事業所
大地の森

飯塚市佐與1497番地2

飯塚市佐與1497番地2

4035500026

4035500034

4035500067

4035500083

4035500117

ヒューマンホールディングス
もみの木相談支援センター
株式会社
飯塚市若菜256-77

4035500133

4035500141

4035500158

指定の種類

事業の主たる
対象者

電話番号

平成24年4月1日

特定相談支援 特定なし

0948-82-2101

平成24年4月1日

特定相談支援 知的障がい者

0948-29-8800

平成24年4月1日

特定相談支援 特定なし

0948-29-0880

平成25年4月1日

特定相談支援 特定なし

0948-43-4464

平成26年4月1日

特定相談支援 特定なし

09496-2-5055

平成27年1月1日

特定相談支援 特定なし

0948-26-8338

平成27年4月1日

特定相談支援 特定なし

0948-21-3992

平成27年4月1日

特定相談支援 特定なし

0948-29-3278

平成28年4月1日

特定相談支援 特定なし

0948-21-6432

平成28年9月1日

特定相談支援 特定なし

0948-43-9546

平成30年3月1日

身体障がい者
特定相談支援 精神障がい者 070-4795-6840
障がい児

平成30年4月1日

特定相談支援 特定なし

0948-82-2420

平成30年4月1日

特定相談支援 特定なし

0948-43-3428

平成30年8月1日

特定相談支援 特定なし

0948-22-7110

平成31年2月1日

特定相談支援 特定なし

0948-30-1777

飯塚市若菜256-77

社会福祉法人 飯塚市社会 飯塚市社会福祉協議会相
福祉協議会
談支援事業所いいづか
飯塚市柏の森956番地4

指定年月日

飯塚市柏の森956番地4

社会福祉法人 飯塚市社会 飯塚市社会福祉協議会相
福祉協議会
談支援事業所ほなみ
飯塚市柏の森956番地4

飯塚市忠隈522番地3

有限会社桐山ヘルパース
テーションほほえみ

ケアプランサービスみかん

飯塚市横田66-5三木ビル3Ｆ 飯塚市横田66-5三木ビル3Ｆ
株式会社 藤田

相談支援センターパーソナ
ルプラン

飯塚市大分928-1

飯塚市庄司97-1

株式会社ＪＩＮ

相談支援センターLead

4035500166

4035500174
飯塚市楽市139-1

飯塚市秋松347-7

社会福祉法人 庄内福祉会

障がい者相談支援センター
はくりゅう園

飯塚市綱分192番地1

飯塚市綱分192-1

ベストライフ株式会社

相談支援センターひばり

飯塚市下三緒35番地442

飯塚市有安1025-7

4035500182

4035500190
合同会社ミレ・コミュニケー 相談支援センターあんだん
ションヴィレッジ
て
4035500208
福岡市博多区博多駅東2丁
飯塚市吉原町1-19
目5番28号
相談支援サービス コネクト
合同会社 コネクト
プラン
4035500216
飯塚市楽市602-7
飯塚市楽市602-7

指定特定相談支援事業所（2/2）
事業所番号

事業者の名称
及び所在地

令和4年5月1日現在
事業所の名称
及び所在地

ＧＯＯＤ ＯＮＥ株式会社

プランニングッド

飯塚市鯰田64番地1

飯塚市鯰田64番地1

一般社団法人 オンリーワン

相談支援センター
にじいろｓｍｉｌｅ

飯塚市立岩964番地25

飯塚市小正167-3

4035500232

指定年月日

指定の種類

事業の主たる
対象者

令和元年11月1日 特定相談支援 特定なし

4035500257

電話番号

0948-29-4112

令和2年4月1日

特定相談支援 特定なし

0948-43-8211

令和4年1月1日

特定相談支援 指定なし

0948-52-6838

令和3年10月1日

特定相談支援 指定なし

0948-24-8000

令和4年4月1日

特定相談支援 指定なし

0948-43-9887

令和4年4月1日

特定相談支援 指定なし

0948-52-8101

令和4年4月1日

特定相談支援 指定なし

0948-24-1911

令和4年5月1日

特定相談支援 指定なし

0948-52-3909

一般社団法人 特別支援協 COMPASSサポート飯塚
4035500281

北九州市小倉南区葛原1丁
飯塚市枝国501番地10
目2番地35
社会福祉法人 櫟会

相談支援事業所 くぬぎ苑

飯塚市相田114番地1

飯塚市相田114番地1

株式会社 わっか

相談支援センターりんりん

飯塚市大分1028-3

飯塚市北古賀809-3

株式会社 メディカルラボ

相談支援事業所メディカル
センター

飯塚市平恒607-1

飯塚市中825番地

4035500273

4035500299

4035500307

4035500315

エニーコーポレーション株式
相談支援センターてとて
会社
飯塚市柏の森2080-3

飯塚市柏の森2080-3

一般社団法人ふくしゃねっと あどけあ福祉相談所
4035500323
飯塚市鹿毛馬1688番地28

飯塚市有井334番地1

指定障がい児相談支援事業所（1/2）
事業所番号

事業者の名称
及び所在地
社会福祉法人 和光会

4075502569

4075502577

飯塚市有安959番地4

飯塚市有安959番地4

特定非営利活動法人
嘉飯山ネットBASARA

障がい者生活支援センター
BASARA

飯塚市吉原町6番1号

飯塚市吉原町6番1号

特定非営利活動法人 ＡＦＯ

障害者相談支援サービス
ウイング飯塚

4075502619
田川市寿町2番地17号701
4075502650

飯塚市若菜256-77

飯塚市若菜256-77

社会福祉法人 佐与福祉会

指定特定相談支援事業所
大地の森

飯塚市佐與1497番地2

飯塚市佐與1497番地2

有限会社桐山ヘルパース
テーションほほえみ

ケアプランサービスみかん

指定の種類

平成24年4月1日

障がい児
相談支援

特定なし

0948-82-2101

平成24年4月1日

障がい児
相談支援

特定なし

0948-29-0880

平成25年4月1日

障がい児
相談支援

特定なし

0948-43-4464

平成27年1月1日

障がい児
相談支援

特定なし

0948-26-8338

平成27年4月1日

障がい児
相談支援

特定なし

09496-2-5055

平成28年4月1日

障がい児
相談支援

特定なし

0948-21-6432

平成28年9月1日

障がい児
相談支援

特定なし

0948-43-9546

平成30年3月1日

障がい児
相談支援

身体障がい者
精神障がい者 070-4795-6840
障がい児

平成30年4月1日

障がい児
相談支援

特定なし

0948-82-2420

平成30年4月1日

障がい児
相談支援

特定なし

0948-43-3428

平成30年8月1日

障がい児
相談支援

特定なし

0948-22-7110

平成31年2月1日

障がい児
相談支援

特定なし

0948-30-1777

令和元年11月1日

障がい児
相談支援

特定なし

0948-29-4112

令和2年4月1日

障がい児
相談支援

特定なし

0948-43-8211

令和3年10月1日

障がい児
相談支援

指定なし

0948-24-8000

飯塚市横田66-5三木ビル3Ｆ 飯塚市横田66-5三木ビル3Ｆ
株式会社 藤田

相談支援センターパーソナ
ルプラン

飯塚市大分928-1

飯塚市庄司97-1

株式会社ＪＩＮ

相談支援センターLead

4075502809

4075502858
飯塚市楽市139-1

飯塚市秋松347-7

社会福祉法人 庄内福祉会

障がい者相談支援センター
はくりゅう園

飯塚市綱分192番地1

飯塚市綱分192-1

ベストライフ株式会社

相談支援センターひばり

4075502866

4075502874
飯塚市下三緒35番地442
4075502890

4075502924

飯塚市有安1025-7

合同会社ミレ・コミュニケー 相談支援センターあんだん
ションヴィレッジ
て
福岡市博多区博多駅東2丁
飯塚市吉原町1-19
目5番28号
相談支援サービス コネクト
合同会社 コネクト
プラン
飯塚市楽市602-7

飯塚市楽市602-7

ＧＯＯＤ ＯＮＥ株式会社

プランニングッド

4075502932
飯塚市鯰田64番地1

飯塚市鯰田64番地1

一般社団法人 オンリーワン

相談支援センター
にじいろｓｍｉｌｅ

4075500027
飯塚市立岩964番地25

飯塚市小正167-3

社会福祉法人 櫟会

相談支援事業所 くぬぎ苑

4075500043
飯塚市相田114番地1

飯塚市相田114番地1

事業の主たる
対象者

指定年月日

飯塚市川津398番地1

ヒューマンホールディングス
もみの木相談支援センター
株式会社

4075502684

4075502742

事業所の名称
及び所在地
障がい者生活支援センター
かさまつ

令和4年5月1日現在
電話番号

指定障がい児相談支援事業所（2/2）
事業所番号

事業者の名称
及び所在地

令和4年5月1日現在
事業所の名称
及び所在地

指定の種類

令和3年10月1日

障がい児
相談支援

指定なし

0948-52-6838

令和4年4月1日

障がい児
相談支援

指定なし

0948-43-9887

令和4年4月1日

障がい児
相談支援

指定なし

0948-52-8101

令和4年4月1日

障がい児
相談支援

指定なし

0948-24-1911

令和4年5月1日

障がい児
相談支援

指定なし

0948-52-3909

一般社団法人 特別支援協 COMPASSサポート飯塚
4075500035

北九州市小倉南区葛原1丁
飯塚市枝国501番地10
目2番地35
株式会社 わっか

相談支援センターりんりん

4075500050
飯塚市大分1028-3

飯塚市北古賀809-3

株式会社 メディカルラボ

相談支援事業所メディカル
センター

4075500068
飯塚市平恒607-1
4075500076

飯塚市中825番地

エニーコーポレーション株式
相談支援センターてとて
会社
飯塚市柏の森2080-3

飯塚市柏の森2080-3

一般社団法人ふくしゃねっと あどけあ福祉相談所
4075500084
飯塚市鹿毛馬1688番地28

飯塚市有井334番地1

事業の主たる
対象者

指定年月日

電話番号

