
指定児童発達支援事業所

電話番号 ＦＡＸ番号

1 心身障害児通園施設　ひまわり教室 大島町柳５０６ (０７７６)３６－０５２３ (０７７６)３６－８６９９ 社会福祉法人　竹伸会

2 平谷こども発達クリニック　発達支援室 北四ツ居２丁目１４０９ (０７７６)５４－９６５５ (０７７６)５４－９６１０ 医療法人　平谷こども発達クリニック

3 ぽると 八重巻中町２５－８ (０７７６)８９－１２５６ (０７７６)８９－１２５６ 合同会社　ぽると

4
福井県こども療育センター児童発達支援センターつばさ
（児童発達支援センター）

四ツ井２丁目８－１ (０７７６)５３－６５７０ (０７７６)５３－６５７６ 福井県

5 子ども発達支援センター　フレンズあすわ 大和田１丁目１６０７ (０７７６)５３－３３３０ (０７７６)５３－３３３２ 社会福祉法人　足羽福祉会

6 指定通所支援事業所　わっくる 丸山１丁目８０１ (０７７６)４３－０２６１ (０７７６)４３－０２６２ 合同会社　はるもにあ・わっくる

7 Ｏｒａｎｇｅ　Ｋｉｄｓ’　Ｃａｒｅ　Ｌａｂ. 灯明寺３丁目３５１１ (０７７６)２１－３３３９ (０７７６)２１－３３５３ 一般社団法人　Ｏｒａｎｇｅ　Ｋｉｄｓ’　Ｃａｒｅ　Ｌａｂ.

8 あこおる 石盛町８１１ (０７７６)５６－０３２２ (０７７６)６３－５５７１ あこおる　合同会社

9 児童療育センター　みどりのくまさん 高木中央１丁目３０１５番地 (０７７６)５２－３９００ (０７７６)５２－３９０３ ファースト建材　株式会社

10 放課後等デイサービス　くるみの森　つくし野 石盛町１０１２－１ (０７７６)４３－９２７７ (０７７６)４３－９２９９ 株式会社　グリーンプラス

11 放課後等デイサービス　くるみの森　西谷 西谷１丁目１１２７　グリーンプラスビル２階 (０７７６)９７－５８８９ (０７７６)９７－５８９６ 株式会社　グリーンプラス

12 北風と太陽　福井 新保２丁目７０４番地１ (０７７６)８９－１３６６ (０７７６)８９－１３６７ 株式会社　かね・だ

13 マザーズ城東 御幸３丁目１０番１号 (０７７６)６３－５６２０ (０７７６)６３－５６５０ 有限会社　ハーヴェスト

14 医療法人カンマ　指定通所支援　ミネルヴァ 新田塚２丁目３２番１６号 (０７７６)２３－０５５６ (０７７６)２１－０５５７ 医療法人　カンマ

15 ＷＡＬＬＥＳＳ　ＡＣＡＤＥＭＹ 大手３丁目１－１５ ビアンモア大手ビル８階 (０７７６)５０－３６２３ (０７７６)５０－３６２４ 株式会社　ＷＡＬＬＥＳＳ

16 平谷こども発達クリニック　社事業所はぐくみ 江守の里２丁目１１８番地 (０７７６)６３－５２６５ (０７７６)６３－５２６５ 医療法人　平谷こども発達クリニック

事業所の名称番号
連絡先

設置主体（法人）の名称事業所の所在地



指定放課後等デイサービス事業所

電話番号 ＦＡＸ番号

1 心身障害児通園施設　ひまわり教室 大島町柳５０６ (０７７６)３６－０５２３ (０７７６)３６－８６９９ 社会福祉法人　竹伸会

2 平谷こども発達クリニック　発達支援室 北四ツ居２丁目１４０９ (０７７６)５４－９６５５ (０７７６)５４－９６１０ 医療法人　平谷こども発達クリニック

3 平谷こども発達クリニック　円山事業所　はぐくみ 南四ツ居町３字北ヨナ田５ (０７７６)５４－４７７７ (０７７６)５４－４８８８ 医療法人　平谷こども発達クリニック

4 ぽると 八重巻中町２５－８ (０７７６)８９－１２５６ (０７７６)８９－１２５６ 合同会社　ぽると

5 わんぱくステーション 高木中央２丁目６１７ (０７７６)５２－８９９１ (０７７６)５２－８９９８ 社会福祉法人　げんきの家

6 Ｏｒａｎｇｅ　Ｋｉｄｓ’　Ｃａｒｅ　Ｌａｂ. 灯明寺３丁目３５１１ (０７７６)２１－３３３９ (０７７６)２１－３３５３ 一般社団法人　Ｏｒａｎｇｅ　Ｋｉｄｓ’　Ｃａｒｅ　Ｌａｂ.

7 フレンズみゆき 御幸４丁目１０６－２ (０７７６)５０－２０３０ (０７７６)５０－２０３０ 社会福祉法人　足羽福祉会

8 子ども発達支援センター　フレンズあすわ 大和田１丁目１６０７ (０７７６)５３－３３３０ (０７７６)５３－３３３２ 社会福祉法人　足羽福祉会

9 指定通所支援事業所　わっくる 丸山１丁目８０１ (０７７６)４３－０２６１ (０７７６)４３－０２６２ 合同会社　はるもにあ・わっくる

10 アイホーム福井 飯塚町３０－７－１ (０７７６)９７－８５８３ (０７７６)９７－８５６３ 有限会社　フュージョン

11 きっずリハビリテーションサポート 光陽２丁目１８番２号 (０７７６)７６－８８５２ (０７７６)７６－８８５２ 特定非営利活動法人　きっずリハビリテーションサポート

12 特定非営利活動法人　くまっこクラブふくい 加茂河原１丁目２－１２ (０７７６)３３－３７９５ (０７７６)３３－３７９５ 特定非営利活動法人　くまっこクラブふくい

13 あひろば田原 田原１丁目１１－１２ (０７７６)４３－１０９７ (０７７６)４３－１０９８ 株式会社　ワーキングカレッジ

14 あひろば社 若杉浜３丁目８０５ (０７７６)９７－８２１４ (０７７６)９７－８２２４ 株式会社　ワーキングカレッジ

15 おひさま 八ツ島一丁目６０２番地１ (０７７６)４３－１４１６ (０７７６)４３－１４１６ 有限会社　エムアンドエム

16 あこおる 石盛町８１１ （０７７６）５６－０３２２ (０７７６)６３－５５７１ あこおる　合同会社

17 からふる 町屋３丁目２０－８ (０７７６)６５－４１９９ (０７７６)７６－７４１８ 一般社団法人　ふれんず

18 放課後等デイサービス　くるみの森　つくし野 石盛町１０１２－１ (０７７６)４３－９２７７ (０７７６)４３－９２９９ 株式会社　グリーンプラス

19 放課後等デイサービス　くるみの森　西谷 西谷１丁目１１２７　グリーンプラスビル２階 (０７７６)９７－５８８９ (０７７６)９７－５８９６ 株式会社　グリーンプラス

20 児童療育センター　みどりのくまさん 高木中央１丁目３０１５番地 （０７７６）５２－３９００ (０７７６)５２－３９０３ ファースト建材　株式会社

21 特定非営利活動法人　ふくいスポーツクラブ 新田塚２丁目１６－１ ０９０－８２６２－６１００ 特定非営利活動法人　ふくいスポーツクラブ

22 クローバーキッズ和田 和田東一丁目２２１７番地 (０７７６)９７－９４３０ (０７７６)９７－９４３７ 株式会社　ふくい福祉振興会

23 マザーズ和田 和田東一丁目２２１　サン・ボニール１０２号 (０７７６)４３－６１５３ (０７７６)４３－６１５４ 有限会社　ハーヴェスト

24 マザーズやしろ 福１丁目１００２ (０７７６)９７－６８２１ (０７７６)９７－６８２２ 有限会社　ハーヴェスト

25 マザーズ新田塚 新田塚２丁目３３－１１ (０７７６)９７－６２０７ (０７７６)９７－６２０８ 有限会社　ハーヴェスト

26 在宅サポート　のびのび 豊岡１丁目１６－２２ (０７７６)８９－０８７７ (０７７６)８９－００３９ 合同会社　エター・ポート

27 放課後等デイサービス　喜び 下荒井町９－１０２－１ (０７７６)３９－０４６５ (０７７６)３９－０４６６ 社会福祉法人　生喜会

28 ぱれっと 若杉４丁目２１０１　満作プラザD棟 (０７７６)４３－６０８６ (０７７６)４３－６０８６ 特定非営利活動法人　パパＨＡＮＤＳ

29 放課後デイやわらぎ 下六条町２１７番４ ０９０－５６８０－７２９６ (０７７６)４１－８６０１ 社会福祉法人　六条厚生会

30 あ・りとる 足羽３丁目３番１３号 (０７７６)４３－１２４２ (０７７６)４３－１２４３ 株式会社　あ・りとる

31 医療法人カンマ　指定通所支援　ミネルヴァ 新田塚２丁目３２番１６号 (０７７６)２３－０５５６ (０７７６)２１－０５５７ 医療法人　カンマ

32 小規模多機能型居宅介護　ゆずり葉 春日３丁目１００９番地 (０７７６)２９－７０５４ (０７７６)２９－７０５４ 合同会社　ゆずり葉

33 北風と太陽　福井 新保２丁目７０４番地１ (０７７６)８９－１３６６ (０７７６)８９－１３６７ 株式会社　かね・だ

34 あひろば森田 下森田桜町７番８　２階 (０７７６)９７－６７２３ (０７７６)９７－６７２４ 株式会社　ワーキングカレッジ

番号 設置主体（法人）の名称
連絡先

事業所の所在地事業所の名称



35 ＷＡＬＬＥＳＳ　ＡＣＡＤＥＭＹ 大手３丁目１－１５ ビアンモア大手ビル８階 (０７７６)５０－３６２３ (０７７６)５０－３６２４ 株式会社　ＷＡＬＬＥＳＳ

36 マザーズ城東 御幸３丁目１０番１号 (０７７６)６３－５６２０ (０７７６)６３－５６５０ 有限会社　ハーヴェスト

37 平谷こども発達クリニック　ＩＣＴ支援室 北四ツ居１丁目２７番１６号 ０８０－４８０６－６１２７ (０７７６)５４－９６１０ 医療法人　平谷こども発達クリニック

38 放課後等デイサービスなないろキッズ 江端町２０－３５ (０９０)２３７６－３６２８ (０７７６)８３－０８９９ 一般社団法人なないろキッズ

39 マザーズ森田 東森田３丁目１０１ (０７７６)８９－１３４０ (０７７６)８９－１３４１ 有限会社　ハーヴェスト

40 くれよん 文京１丁目１８－５ (０７７６)６５－７０２５ (０７７６)７６－７４１８ 一般社団法人　ふれんず

41 平谷こども発達クリニック　社事業所はぐくみ 江守の里２丁目１１８番地 (０７７６)６３－５２６５ (０７７６)６３－５２６５ 医療法人　平谷こども発達クリニック

42 放課後デイやわらぎＮｅｘｔ 下馬３丁目６０６番地３ ０８０－８９９２－０１７７ 社会福祉法人　六条厚生会



指定保育所等訪問支援事業所

電話番号 ＦＡＸ番号

1 ぽると 八重巻中町２５－８ (０７７６)８９－１２５６ (０７７６)８９－１２５６ 合同会社　ぽると

2 Ｏｒａｎｇｅ　Ｋｉｄｓ’　Ｃａｒｅ　Ｌａｂ. 灯明寺３丁目３５１１ (０７７６)２１－３３３９ (０７７６)２１－３３５３ 一般社団法人　Ｏｒａｎｇｅ　Ｋｉｄｓ’　Ｃａｒｅ　Ｌａｂ.

3 指定通所支援事業所　わっくる 丸山１丁目８０１ (０７７６)４３－０２６１ (０７７６)４３－０２６２ 合同会社　はるもにあ・わっくる

4 きっずリハビリテーションサポート 光陽２丁目１８番２号 (０７７６)７６－８８５２ (０７７６)７６－８８５２ 特定非営利活動法人　きっずリハビリテーションサポート

5 子ども発達支援センター　フレンズあすわ 大和田１丁目１６０７ (０７７６)５３－３３３０ (０７７６)５３－３３３２ 社会福祉法人　足羽福祉会

6 平谷こども発達クリニック　円山事業所　はぐくみ 南四ツ居町３字北ヨナ田５ (０７７６)５４－４７７７ (０７７６)５４－４８８８ 医療法人　平谷こども発達クリニック

7 平谷こども発達クリニック　発達支援室 北四ツ居２丁目１４０９ (０７７６)５４－９６５５ (０７７６)５４－９６１０ 医療法人　平谷こども発達クリニック

8 ＡＣＡＤＥＭＹ  ＰＬＵＳ 大手３丁目１－１５ ビアンモア大手ビル８階 (０７７６)５０－３６２３ (０７７６)５０－３６２４ 株式会社　ＷＡＬＬＥＳＳ

9 医療法人カンマ　指定通所支援　ミネルヴァ 新田塚２丁目３２番１６号 (０７７６)２３－０５５６ (０７７６)２１－０５５７ 医療法人　カンマ

10 あこおる 石盛町８１１ （０７７６）５６－０３２２ (０７７６)６３－５５７１ あこおる　合同会社

設置主体（法人）の名称
連絡先

事業所の所在地事業所の名称番号



指定居宅訪問型児童発達支援事業所

電話番号 ＦＡＸ番号

1 Ｏｒａｎｇｅ　Ｋｉｄｓ’　Ｃａｒｅ　Ｌａｂ. 灯明寺３丁目３５１１ (０７７６)２１－３３３９ (０７７６)２１－３３５３ 一般社団法人　Ｏｒａｎｇｅ　Ｋｉｄｓ’　Ｃａｒｅ　Ｌａｂ.

2 ぽると 八重巻中町２５－８ (０７７６)８９－１２５６ (０７７６)８９－１２５６ 合同会社　ぽると

番号 事業所の名称 事業所の所在地
連絡先

設置主体（法人）の名称


