
居宅訪問系（R3.3.1)

行動援護

サービス種類 申請者－名称 事業所－名称
事業所－
郵便番号

事業所－住所 事業所－電話番号 事業所－FAX番号

行動援護 株式会社　きらきら ライフサポート　きらきら 812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1-19-3 092-451-4970 092-451-4971

行動援護 有限会社　花・花 ヘルパーステーション　花・花 812-0882 福岡県福岡市博多区麦野４－３６－９－１０１ 092-584-9072 092-584-9073

行動援護
特定非営利活動法人地域生活支援センターふぉ
るつぁ

あっとホームヘルパーステーション 813-0013 福岡県福岡市東区香椎駅前２－１５－１香椎永野ビル７階 092-673-0944 092-673-0944

行動援護 社会福祉法人明日へ向かって ヘルパーステーションたちばな 813-0025 福岡県福岡市東区青葉２丁目１１番９号 092-663-2833 092-663-2834

行動援護 株式会社ケイ・アンド・アイ ヘルパーステーションピノキオ 813-0003 福岡県福岡市東区香住ケ丘６丁目３７番１８号 092-663-3049 092-663-3049

行動援護 株式会社プローバー ヘルパーステーションフクシア 811-0202 福岡県福岡市東区和白３丁目１５番２０号　エクセル和白１０２号 092-410-7747 092-410-7748

行動援護 有限会社　介護センターこころ 支援センターこころ 811-2413
福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲８４６番地１メゾンレイディアントＡ棟
１０１

092-957-4377 092-957-4378

行動援護 社会福祉法人　柚の木福祉会
あなたのおそばに　ヘルパーステー
ション　福

811-2113 福岡県糟屋郡須惠町須惠４３１－１ 092-937-0529 092-937-0529

行動援護 株式会社百合 ヘルパーステーション　しらゆり 811-3217 福岡県福津市中央１－１９－７－２０４ 0940-42-7116 0940-51-3299

行動援護 社会福祉法人　サンテラス福祉会 サンテラスヘルパーステーション 811-3224 福岡県福津市手光2274番地の1 0940-47-0077 0940-35-8761

行動援護 社会福祉法人福岡障害者支援センター ヘルパーステーションおおほり 810-0053 福岡県福岡市中央区鳥飼2-4-16 092-738-3315 092-738-3340

行動援護 有限会社ライフコンサルタント はまゆう訪問介護サービス 810-0042
福岡県福岡市中央区赤坂１丁目７－２７　１０２大稲マンション５０４
号

092-738-1825 092-738-1826

行動援護 合同会社地域福祉障がい者・高齢者を見守る会
合同会社地域福祉障がい者・高齢者
を見守る会

810-0044 福岡県福岡市中央区六本松４－５－４０－１０３ 090-4301-7583 092-753-6156

行動援護 社会福祉法人　葦の家福祉会 ヘルパーステーション　ほっとほっと 814-0153 福岡県福岡市城南区樋井川4-1-17 092-866-1622 092-400-7039

行動援護 有限会社　ワーキング・クォーズ 有限会社　ワーキング・クォーズ 814-0012 福岡県福岡市早良区昭代1-21-10 092-821-0819 092-821-0810

行動援護
特定非営利活動法人在宅支援センターサポート
ランド二十一

在宅支援センターひだまり 814-0162 福岡県福岡市早良区星の原団地32-104 092-874-5003 092-874-5009

行動援護 有限会社　いんくる 地域生活ネットワーク　いんくる 819-0025 福岡県福岡市西区石丸１－４－６ 092-205-5560 092-205-3000

行動援護 社会福祉法人福岡ひかり福祉会 ひかりヘルパーステーション 814-0022 福岡県福岡市早良区原６丁目29-26 092-400-7011 092-407-0277

行動援護 株式会社ココロプラス 訪問介護事業所ココロプラス 814-0175 福岡県福岡市早良区田村六丁目20番9号１F 092-203-0556 092-518-8758

行動援護 社会福祉法人　野の花学園 ヘルパーステーション野の花 819-0165 福岡県福岡市西区今津4820-2 092-806-7979 092-806-7976

行動援護 社会福祉法人未来駅 ヘルパーステーションあい 819-0167 福岡県福岡市西区今宿東1-5-6 080-2732-2932 092-805-7152

行動援護 株式会社　今任 ねっこぼっこ 819-0165 福岡県福岡市西区今津4798番地151 092-834-9415 092-834-9361

行動援護
一般社団法人　九大学研都市圏の新しい暮らし
をつくる協会

urara 819-0373 福岡県福岡市西区周船寺1-15-22 092-836-8816 092-834-3706

行動援護 NPO法人いるか 訪問介護いるか 819-0054 福岡県福岡市西区上山門1丁目2番41号 092-891-6722 092-891-6822

行動援護 特定非営利活動法人わはは
NPO法人わはは　地域生活サポート
センター

811-1343 福岡県福岡市南区和田1-6-5 092-512-6156 092-403-1113
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行動援護 株式会社　スマイルケア 株式会社　スマイルケア 811-1314 福岡県福岡市南区的場2-25-1 092-588-8220 092-588-8221

行動援護 社会福祉法人　共栄福祉会 ホームヘルパーステーションゆんた 815-0042 福岡県福岡市南区若久2-3-51 092-551-4145 092-512-6361

行動援護 株式会社てのひら 介護ステーション　てのひら 811-1302 福岡県福岡市南区井尻一丁目７番７号ジェミニ井尻１０５号 092-210-8702 092-210-8886

行動援護 特定非営利活動法人　ふれあいの家 ぷあんケアサポート 818-0101 福岡県太宰府市観世音寺一丁目２５－２２ 092-923-1531 092-923-1521

行動援護 社会福祉法人　大野城市社会福祉協議会
社会福祉法人　大野城市社会福祉協
議会

816-0934 福岡県大野城市曙町２丁目３番２号　大野城市総合福祉センター 092-589-5533 092-589-5531

行動援護 社会福祉法人　筑紫会 すばる 818-0013 福岡県筑紫野市岡田１丁目２７番７ 092-927-1544 092-403-1560

行動援護 みなみ合同会社 みなみ２４ 816-0943 福岡県大野城市白木原3丁目6-4 アグリ壱番館101号 092-515-0816 092-517-2409

行動援護 一般社団法人睦 逢いあい 816-0922 福岡県大野城市山田４－１２－１－６号　八店街 092-776-3533 092-775-7420

行動援護 社会福祉法人糸島市社会福祉協議会
糸島市社会福祉協議会ヘルパース
テーション

819-1105 福岡県糸島市潤１丁目２２番１号糸島市健康福祉センターあごら内 092-331-2200 092-331-2203

行動援護 社会福祉法人　伍福会 りあん 833-0044 福岡県筑後市富久３３４－２ 0943-30-2077 0943-30-2061

行動援護 社会福祉法人　筑後市社会福祉協議会 筑後市ホームヘルプサービス 833-0032 福岡県筑後市大字野町６８０番地の１ 0942-52-9016 0942-52-9030

行動援護 社会福祉法人　拓く ポレポレ居宅介護支援センター 830-0071 福岡県久留米市安武町武島４６８番地の２ 0942-27-2039 0942-27-2086

行動援護 特定非営利活動法人　ドナセナ ＮＰＯ　ドナセナ 830-0051 福岡県久留米市南4丁目119番１の202号 0942-51-8330 0942-51-8335

行動援護 株式会社　ＦＩＮＤ＆ＡＣＴ ヘルパーステーション　ＦＩＮＤ＆ＡＣＴ 830-0052 福岡県久留米市上津町２２２０ 0942-65-3220 0942-65-3210

行動援護 合同会社　きずな ヘルパーステーションてtoて 834-0115 福岡県八女郡広川町新代１１７０番地１　広川サトゥルナリアＡ１０６ 070-5402-1350 020-4664-3784

行動援護 社会福祉法人　たからばこ 宝箱居宅支援部 832-0827 福岡県柳川市三橋町蒲船津１２３７番地７ 0944-73-8849 0944-73-8849

行動援護 株式会社絆 つぐみ　ケアステーション 836-0096 福岡県大牟田市萩尾町二丁目２３３番地２ 0944-88-9680 0944-88-9681

行動援護 社会福祉法人　鞍手ゆたか福祉会 障害者居宅介護事業所　すまいる 807-1305 福岡県鞍手郡鞍手町大字新延２８９－２ 0949-43-1200 0949-43-1201

行動援護 社会福祉法人　豊徳会
田川支援センターおあしす　訪問介
護事業部

822-1101 福岡県田川郡福智町赤池４０９番地の１２ 0947-23-2777 0947-23-2781

行動援護 社会福祉法人　薫風会 居宅介護サービス　黎明 822-0006 福岡県直方市大字上境３８６－１ 0947-24-6000 0947-24-2188

行動援護 有限会社　介護サービス千鶴 ホームヘルプサービス千鶴 820-0021 福岡県飯塚市大字潤野４２番地の１ 0948-28-2105 0948-28-2130

行動援護 合同会社火渡 訪問介護ひわたし 820-0044 福岡県飯塚市横田850-1 0948-21-0494 0948-21-0494

行動援護 社会福祉法人北九州市手をつなぐ育成会 ヘルパーステーションぱすてる中部 804-0064 福岡県北九州市戸畑区沖台二丁目４番８号 093-873-7123 093-873-7045

行動援護 社会福祉法人ふらて福祉会 ヘルパーステーション　フロイデ 805-0015 福岡県北九州市八幡東区荒生田三丁目４番１７号 093-654-5662 093-652-7418

行動援護 有限会社ほほえみ ヘルパーステーションほほえみ 807-0845 福岡県北九州市八幡西区永犬丸南町二丁目２番４１号 093-611-0814 093-612-9220
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行動援護 社会福祉法人北九州市手をつなぐ育成会 ヘルパーステーションぱすてる西部 806-0024 福岡県北九州市八幡西区南八千代町７番２１号 093-642-7200 093-642-7050

行動援護 株式会社キラリ サポートステーション・きらり 807-1146 福岡県北九州市八幡西区楠橋下方二丁目６番２２－Ｂ１０１号 093-981-8562 093-981-8562

行動援護 社会福祉法人北九州市手をつなぐ育成会 ヘルパーステーションぱすてる東部 802-0803 福岡県北九州市小倉南区春ケ丘１０番５号　育成会会館２階 093-932-7123 093-932-7050

行動援護 株式会社ＺＵＴＴＯ ヘルパーステーションずっと 802-0804 福岡県北九州市小倉南区下城野二丁目６番４号 093-967-0717 093-967-0718

行動援護 合資会社ヘルパーステーションキラキラ
合資会社ヘルパーステーションキラ
キラ

802-0072 福岡県北九州市小倉北区東篠崎一丁目１７番１２号 093-952-8148 093-952-8149
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