所在地

相談支援事業所名

Tel

設置法人名

ぱんだ相談室

佐賀市

久保田町久保田69-9

0952-97-8656

株式会社 ＳＤＳひらかわ

相談支援センターInfinity

鳥栖市

村田町３０－１
サンライズ中島Ｂ－２

0942-84-6116

株式会社 ティーネット
ワークサポート

相談支援センター プラスワン

鳥栖市

古野町268番地3

0942-85-9381

株式会社 ハートケア鳥栖

相談支援事業所 あすなろ

武雄市

武雄町大字富岡１２４４０番地１ 0954-28-9127

サニースポット相談支援センター

神埼郡吉野ヶ里町 立野５４９番地６-１

0952-53-5559

サニースポット株式会社

障害者相談支援センターすみれ園

杵島郡大町町

大字福母3031番地1

0952-82-3311

社会福祉法人 聖仁会

まや相談支援事業所

多久市

南多久町下多久６１０３－２

0952-76-4600

社会福祉法人 もやいの
会

相談支援ほっと

佐賀市

開成５丁目５番８号

0952-37-7078

特定非営利活動法人 ラ
イフサポートはる

相談支援事業所 楠の木園

佐賀市

川副町大字福富40番地4

0952-45-9003

特定非営利活動法人楠の
木会

指定特定相談支援事業所ガーネット

佐賀市

鍋島町森田２０７５番地１

0952-37-8726

特定非営利活動法人 と
もしび

のんびらぁと相談支援事業所

多久市

北多久町小侍971番地1

0952-75-8680

特定非営利活動法人 の
んびらぁと

相談支援センター道の家

武雄市

大字富岡11083番地1

0954-26-8100

特定非営利活動法人 ゆ
とり

合同会社 あすなろ

相談支援 Sanshin.Net

三養基郡上峰町 大字坊所593番地

0952-52-5074

特定非営利活動法人
わっしょい

ぱれっと

三養基郡みやき町 白壁2927番地

0942-89-2800

特定医療法人 光風会

独立行政法人 国立病院機構東佐賀病院

三養基郡みやき町 原古賀７３２４番地

0942-94-2048

独立行政法人 国立病院
機構東佐賀病院

指定特定相談支援事業所
さくら

佐賀市

神園三丁目18番45号

0952-31-1441

医療法人 杏仁会

相談支援事業所 くすの木

佐賀市

川副町大字福富827番地

0952-34-9936

医療法人 樟風会

指定特定相談支援事業所すずかけ

多久市

北多久町多久原２５２８番地４０ 0952-75-2041

医療法人社団 高仁会

相談支援センター フラワー

鹿島市

重ノ木乙3035番地3

0954-68-0087

株式会社アルペン村

ディア・ライフ はーと・ほーぷ

佐賀市

栄町6番地25 フレックス佐賀駅前1階

0952-98-0838

株式会社ディア・ライフ

相談支援事業所 サンライズ

佐賀市

鍋島4丁目2番9号

0952-65-5242

居宅支援事業所 サンライ
ズ合同会社

佐賀県療育支援センター
児童発達支援センター 相談支援事業

佐賀市

大和町尼寺１２３１番地１

0952-62-2131

佐賀県

第一たちばな学園

嬉野市

塩田町大字五町田甲2147

0954-66-6161

社会福祉法人 たちばな
会

指定特定相談支援事業所からつ学園

唐津市

佐志石ヶ元２１０７－２

0955-72-1200

社会福祉法人 まつら会

カノン

佐賀市

富士町大字内野２０９番地８

0952-63-0107

社会福祉法人 めぐみ厚
生センター

めぐみ園 相談支援事業所 ひまわり

佐賀市

東与賀町大字飯盛１５８４

0952-34-7722

社会福祉法人 めぐみ厚
生センター

鹿島福祉作業所

鹿島市

浜町甲３８２９番地９

0954-63-5283

社会福祉法人 鹿爽会

指定特定相談支援事業所てんざん

小城市

小城町晴気1787番地2

0952-72-6238

社会福祉法人 大空福祉
会

かささぎの里

佐賀市

金立町大字薬師丸1800番地１ 0952-98-1915

社会福祉法人 かささぎ福
祉会

神埼市社会福祉協議会相談支援事業所

神埼市

神埼町田道ヶ里2404

0952-51-1822

社会福祉法人 神埼市社
会福祉協議会

障害福祉サービス事業所 杏花苑

武雄市

北方町大字志久4528-6

0954-36-5350

社会福祉法人 ナイスラン
ド北方

伊万里・有田障害者生活支援センター

伊万里市

立花町１５４２番地１６

0955-23-3512

社会福祉法人 伊万里市
社会福祉協議会

相談支援センター 鹿島療育園

鹿島市

大字山浦甲２４８１番地３

0954-62-2780

社会福祉法人 花木庭会

指定特定相談支援事業所 希望の家

三養基郡みやき町 原古賀７４２５番地２

0942-94-2788

社会福祉法人 佐賀春光
園

佐賀整肢学園こども発達医療センター指定
佐賀市
特定・障害児相談支援事業所

金立町大字金立２２１５番地２７ 0952-98-2211

社会福祉法人 佐賀整肢
学園

佐賀整肢学園・オークス指定特定・障害児相
佐賀市
談支援事業所

金立町金立１６８番地１

0952-98-3770

社会福祉法人 佐賀整肢
学園

佐賀整肢学園からつ医療福祉センター きず
唐津市
な

双水２８０６番地

0955-70-3580

社会福祉法人 佐賀整肢
学園

佐賀整肢学園からつ医療福祉センター きず
唐津市
な

双水２８０６番地

0955-70-3580

社会福祉法人 佐賀整肢
学園

0954-68-3311

社会福祉法人 佐賀西部
コロニー

西松浦郡有田町 二ノ瀬甲１２３０番地１

0955-46-4770

社会福祉法人 慈光会

若楠療育園

鳥栖市

弥生が丘2丁目134番地１

0942-83-1121

社会福祉法人 若楠

小城・多久障害者相談支援センター

小城市

小城町畑田７５０番地

0952-71-1250

社会福祉法人 小城市社
会福祉協議会

いとし子の家

佐賀市

大和町久池井1407-11

0952-62-1611

社会福祉法人 聖母の騎
士会

長光園障害者支援センター

佐賀市

兵庫南２丁目１６番３８号

0952-27-1060

社会福祉法人 長興会

くろかみ学園相談支援事業所

武雄市

山内町大野７２０６番地１

0954-45-2156

社会福祉法人 天童会

パーソナルサポートセンター 空

伊万里市

二里町大里乙３３９１番地３

0955-21-0111

社会福祉法人 東方会

瑠璃光苑

伊万里市

二里町大里乙３３９１番地１

0955-21-0111

社会福祉法人 東方会

基幹型相談支援事業 伊万里・有田障害者
伊万里市
生活支援センター

立花町１５４２番地１６

0955-23-3512

社会福祉法人 東方会

相談支援センター ハーモニー

佐賀市

鍋島3丁目3番20号

0952-33-1507

特定非営利活動法人 ス
テップ・ワーカーズ

ザ・かんざき

神埼市

神埼町田道ヶ里2528-1

0952-53-2936

特定非営利活動法人 ふ
くしの里神埼

ちゅうりっぷのうた

杵島郡江北町

大字山口1399-7

0952-86-4520

特定非営利活動法人
ちゅうりっぷのうた

多良岳福祉園

藤津郡太良町

指定特定相談支援事業所 あすなろの里

大字大浦乙１４１０番地２

指定特定相談支援事業所 蓮の実

杵島郡白石町

新拓1481番地

0952-84-3310

特定非営利活動法人 障
害者支援センター蓮の実

鹿陽相談支援センター

鹿島市

重ノ木乙3028番地6

0954-63-1015

特定非営利活動法人 鹿
陽会

それいゆ指定特定相談支援事業所及び指
定障害児相談支援事業所

佐賀市

鍋島一丁目９番２号

0952-36-8751

特定非営利活動法人 そ
れいゆ

特定非営利活動法人総合相談支援センター
鳥栖市
キャッチ

宿町1041-3

0942-87-8956

相談支援事業所 ぷらっと

佐賀市

兵庫北三丁目８－３６

0952-34-4866

相談支援事業所 みょうが

小城市

小城町畑田1374-1

0952-73-4527

特定非営利活動法人
佐賀げんき会

特定相談支援事業所 とんぼの里

佐賀市

兵庫町西渕1774番地

0952-32-5122

有限会社 グローバルイン
フォメーション

相談支援センターはばたき

佐賀市

多布施3丁目8-35

0952-29-2085

特定非営利活動法人 は
ばたき

相談支援事業所カーマン

唐津市

厳木町牧瀬399-3

0955-63-2140

合同会社 トランス－ノア

特定非営利活動法人 総
合相談支援センター
キャッチ
特定非営利活動法人
プラットさが

