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広報紙（広報ふくい）

ホームページ

毎月10日、25日に発行しています（8月、12月は10日号のみ）。
自治会などを通じて配布するほか、福井市内の以下の場所に設置しています。
〇各公民館や公共施設
〇郵便局、指定金融機関
〇一部コンビニエンスストア
（オレンジBOX、セブン‐イレブン、ファミリーマート、ローソン）

福井市の情報を発信しています。
ホームページの右下に表示される「福いいネ！くん」アイコンから、
24時間自動応答のAIチャットボットに問合せができます。

広報課📞20-5257 Fax20-5438

ソーシャルメディア（Facebook、Twitter、YouTube 他）

様々なテーマの情報を発信しています。
【例】市のイベント、観光地、子育て、防災 など

ケーブルテレビ１２１ch「ふくチャンネル」

市の取組や地域の情報をわかりやすく紹介する番組（毎月１日・１６日更新）や、
市長記者会見、市議会本会議等をお伝えします。
ホームページやYouTubeでも視聴できます。

ラジオ

イベント情報等をお知らせします。
○福井街角放送（ＦＭ７７．３ＭＨｚ）
○福井エフエム放送（ＦＭ７６．１ＭＨｚ）
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【広報ふくい】

【市ホームページ】

【番組情報はこちら】

【番組情報はこちら】

１．福井市からの情報発信

福井市公式LINE

市からの最新情報をお知らせします。
友だち追加すると、LINEのトーク画面にお知らせが届きます。
トーク画面のボタンから、24時間自動応答のAIチャットボットに問合せができます。
【対応分野】ごみの出し方、住所等の届出・証明書、子育て、健康・福祉・保険、

税金、防災・災害、新型コロナワクチン

【SNS一覧】

【LINE】

カタログポケット

広報紙を中心に、電子書籍リーダー「カタログポケット」でも市の情報を配信しています。
英語やポルトガル語をはじめとした9言語への翻訳機能、音声読み上げ、拡大表示などの
機能も利用できます。
専用アプリを利用すると、発刊のお知らせが届きます。【カタログポケット】

「福いいネ！くん」アイコン→



危機管理課📞20-5234 Fax20-5235

防災ハンドブック

災害への備えをまとめたハンドブックを危機管理課でお渡ししています。

防災気象情報

☆ホームページ
災害時の最新情報を掲載しています。

☆防災気象情報メール
避難情報のほか、気象情報や市からのお知らせを配信します。通信料のみ利用者負担です。

☆緊急速報メール（エリアメール）
緊急地震速報・避難情報は登録がなくても携帯電話に配信されます。
携帯の機種により受信設定が必要なものもあります。

☆スマートフォンアプリ（Ｙａｈｏｏ！防災速報）
アプリで災害情報を配信しています。

☆ＬＩＮＥ、Ｔｗｉｔｔｅｒ、Ｆａｃｅｂｏｏｋ
災害時の最新情報を発信しています。

☆福井地方気象台
注意報・警報・台風情報・解析雨量などの防災気象情報が発信されています。

☆防災情報自動応答テレホンサービス（📞２５－２９１４）

災害が発生したときや、災害が発生するおそれがあるときは、防災行政無線からは
緊急放送が流れます。
聞き取れなかった場合には、放送された同じ内容を電話で確認することが出来ます。

り災証明

損害保険金の請求、税の減免申請などで、り災証明が必要なときは、下記の場所で発行
します。
[火災] 中消防署 📞２２－０１１９ Ｆａｘ２２－０９０１

南消防署 📞３３－０１１９ Ｆａｘ３３－０１４１
東消防署 📞２７－０１１９ Ｆａｘ２７－０１８９
臨海消防署📞８７－２１１９ Ｆａｘ８７－２１２０

[火災以外] 危機管理課📞２０－５２３４ Ｆａｘ２０－５２３５

指定避難所・指定緊急避難場所

福井市では、災害に備えて、教育施設や市管理の公園等を避難所・緊急避難場所として
指定しています。
家族の皆さんや職場の人と一緒に、自宅や勤務先の近くの指定避難所・指定緊急避難場

所を確認しておきましょう。また、市指定の緊急避難場所のほかにも、自治会等で避難場
所を定めている地区もあります。自宅、職場、学校等からの緊急避難場所と避難経路を付
近の危険箇所を考慮したうえで、複数把握しておきましょう。

【り災】

【避難所】

【ハンドブック】
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ニッコリ フクイシ

２．防災・災害

【Facebook】【Twitter】【LINE】

【Yahoo!防災速報】

【防災気象情報メール】



収集資源センター📞35-0052 Fax35-0813

家庭ごみの出し方

[収集するごみ] 燃やせるごみ、燃やせないごみ、資源物（プラスチック製容器包装、缶、
びん、ペットボトル等）に分類し、指定日にごみステーションに出して
ください。

[粗大ごみ] 直接処理施設に持ち込んでください（有料）。

分別方法や出し方の確認
〇ホームぺージ
〇ごみの分け方・出し方便利帳
（環境政策課、収集資源センター、美山・越廼・清水連絡所、サービスセンターで配布中）

家庭ごみの収集日

ホームページで町名から収集日を確認できます。
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コンビニエンスストア等での証明書交付サービス 市民課📞20-5286 Fax20-6032

マイナンバーカード（下記参照）や住民基本台帳カードを利用して、下記証明書を全国の対象
コンビニエンスストアや郵便局等で取得することが出来ます。

■取得できる証明書
◇住民票（本人・世帯員）
◇印鑑登録証明書（本人）
◇最新年度分の所得・課税証明書（本人）
◇戸籍全部（個人）事項証明書
（本人かつ本籍が福井市）

◇戸籍附票
（本人且つ本籍が福井市）

■対象コンビニエンスストア
セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート
(ただしマルチコピー機設置店のみ)
[利用時間]６：３０～２３：００
（年末年始およびメンテナンス時は除く）

■福井南郵便局、永平寺郵便局
■鯖江市役所 １階市民ホール
福井県池田町役場 １階正面入口右側

施設により利用可能な日時は異なります。
各施設にお問い合わせください。

■マイナンバーカード
マイナンバー（個人番号）が記載された公的な身分証明書として使用できるカードです。
初回の発行にかかる費用は無料です。

[マイナンバーカードの機能]
◇顔写真付きの公的な身分証明書として利用できる
◇ｅ-ＴａＸ等電子申請に利用できる
◇コンビニで各種証明書が取得できる。
◇市の図書館貸出カードとして利用できる（要手続）

※住所または氏名を変更された方の住民基本台帳カードでは利用できません。

【ゴミの分け方・出し方】

【家庭ごみの収集日】

【コンビニ等での証明書交付サービス】

３．ごみ・資源物

４．戸籍の届出や各種証明等
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本庁 市民課 📞20-5286

Ⓐ北サービスセンター 📞23-0637

Ⓑ東サービスセンター 📞25-5349

Ⓒ西サービスセンター 📞36-0044

Ⓓ南サービスセンター 📞36-0033

①川西連絡所 📞83-1111

②国見連絡所 📞88-2001

③越廼連絡所 📞89-2111

④殿下連絡所 📞97-2101

⑤清水連絡所 📞98-2001

⑥森田連絡所 📞56-0001

⑦東足羽連絡所 📞41-0301

⑧美山連絡所 📞90-1111

連絡所

サービス

センター

[受付時間]

平日８：３０～１７：００

ただし、国見連絡所・殿下連絡所は、5・6の受付不可

14・15の

受付不可

[受付時間]

平日８：３０～１７：００

ただし、サービスセンターでは毎週火曜日・金曜日は

１９：００まで延長（1～9のみ）

市民課📞20-5286 Fax20-6032

※ ５ 資産証明書のうち資産税課でしか取り扱いできないものがあります。詳しくはお問い合わせください。
届出や証明書の請求には、窓口に来られた方の本人確認書類（下記参照）の提示が必要です。

■本人確認書類
官公署が発行した顔写真つきの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード(顔写真つき)など）
※顔写真つきの身分証明書がない場合は、次の中から２つ以上の確認を行います。
健康保険の被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、年金証書、住民基本台帳カード(顔写真なし)など

堀ノ宮1丁目208
（Ａコープ堀ノ宮店 敷地内）

松城町12-7
（パリオ 敷地内）

渕2丁目1705
（Ａコープやしろ店 敷地内）

花堂南2丁目16-1
（ベル 敷地内）

市内のサービスセンター、連絡所

①川西連絡所

砂子坂町5-58
（川西コミュニティセンター併設）

⑥森田連絡所

下森田藤巻町2
（森田公民館併設）

⑦東足羽連絡所

東郷二ケ町6-6
（東体育館併設）

④殿下連絡所

風尾町1-13
（殿下公民館併設）

Ⓐ北サービスセンター Ⓑ東サービスセンター Ⓒ西サービスセンター Ⓓ南サービスセンター

②国見連絡所

鮎川町133-1-3
（国見公民館併設）

⑧美山連絡所

③越廼連絡所

⑤清水連絡所

美山町7-1

茱崎町1-68
(越廼公民館併設)

風巻町28-8-1
（清水健康管理センター併設）

Ａコープ
やしろ店

Ａコープ
堀ノ宮店

JA
西藤島

国道３０５号

越前海岸

①

②

③
④

⑤

⑥

⑦

⑧

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

Ⓓ

各種届出・証明書交付窓口
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市民課(戸籍係)📞20-5288 Fax20-6032結婚の届出

届出には、窓口に来られた方の本人確認書類（４ページ参照）の提示が必要です。
[受付時間] 平日８：３０～１７：００
[受付場所] 市民課、各連絡所（４ページ「各種届出･証明書交付窓口」参照）

上記の受付時間以外は、本庁の日直･宿直で受け付けます。ただし婚姻の届出に伴う
その他の届出申請等（転入･転居･転出等の住民異動届や、保険・福祉の各種届出申請など）は
平日８：３０～１７：００のみの受付となります。

結婚や子育て前に知っておきたい情報 子育て支援課📞20-5270 Fax20-5490

結婚や子育て前に知っておきたい支援制度や相談窓口、施設情報をまとめたホームページや
情報誌を作成しています。

◇はぐくむｂооｋ(情報誌) ：婚姻届提出時や母子健康手帳交付時などに
受付窓口でお渡しします。

◇はぐくむ.ｎｅｔ(ホームページ)：子育てに関する各種情報を掲載しております。

住所の届出 市民課(住民係)📞20-5287 Fax20-6032

市外からの転入、市内での転居、市外への転出の届出先は、市民課、各連絡所です。
（４ページ「各種届出・証明書交付窓口」参照）
届出に関連する手続きや必要書類をまとめたチェックシートがありますので、ご確認ください。
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健康管理センター📞28-1256 Fax28-3747妊娠届出･母子健康手帳の交付･妊婦健診の助成

原則福井市に住民登録があり、妊娠の届出をされた方に母子健康手帳を交付します。
また、赤ちゃんとお母さんの健康のために妊婦健診の費用の一部を助成します。受診票を

母子健康手帳交付時にお渡しします。定期的に受診してください。
なお、福井市への転入日以降は他市町村の妊婦健康診査受診票は使用できません。妊娠中

に転入された方には、下記施設で交付します。

住 所 電 話 受 付 時 間

健康管理センター 城東4丁目14-30

28-1256

平日８：３０～１７：１５
※毎月第３金曜日は１９：３０まで妊娠届出・母子手帳
交付の受付時間を延長します。

清水健康管理センター 風巻町28-8-1 平日８：３０～１６：３０

【婚姻届】

【はぐくむ.net】

【住所異動届】

[交付場所]

５．結婚

６．引越し

７．妊娠・出産・子育て

【健康管理センター】



出生の届出 市民課(戸籍係)📞20-5288 Fax20-6032

生まれた日を含めて１４日以内に届け出て下さい
出生届に関連する手続きや必要書類などは、ホームページでご確認ください。
[受付時間] 平日８：３０～１７：００
[受付場所] 市民課、各連絡所（４ページ「各種届出･証明書交付窓口」参照)

上記の受付時間以外は、本庁の日直･宿直で受け付けます。ただし、出生の届出に伴う保険・
福祉の各種届出申請などは平日８：３０～１７：００のみの受付となります。

乳幼児健康診査･定期予防接種 健康管理センター📞28-1256 Fax28-3747

お子さんの成長にあわせて、健康診査を行っています。また、市が実施する定期予防接種
もあります。
いずれも月齢にあわせて、対象者へ通知しますが、転入された方には、転入時期によって

通知が届かない場合がありますので、お問い合わせください。

子育て中の親子との交流 (地域子育て支援センター) 子育て支援課📞20-5270 Fax20-5490

親子の自由な遊び場や保護者同士の交流の場として、市内１２か所に地域子育て支援センター
を設置しています。また、子育ての情報提供や子育て相談等も行います。利用は無料です。

子どもを保育園、認定こども園、幼稚園に入園させたい

保育園、認定こども園、新制度に移行した
私立幼稚園への入園を希望する場合

子育て支援課📞20-5270 Fax20-5490または各施設

市立幼稚園への入園を希望する場合 学校教育課 📞20-5350 Fax20-5344または各施設
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一時的に子どもを預けたい

■一時預かり事業
一時的に家庭での保育が困難となった場合に、保育園または認定こども園でお子さんをお預か

りします。

■病児保育事業
保護者が仕事の都合等で休めない時、保育園等に預けられない病気治療中または病気回復期の

お子さんを病児保育施設でお預かりします。

■すみずみ子育てサポート事業
妊娠中や子育て中の家庭へのサポートとして、様々な理由で家庭での保育が出来ない場合に、

児童の一時預かりや送迎、支援を行います。

■子育て支援短期利用事業
保護者の病気や出産、家庭の看護などで子どもの世話ができない、また、冠婚葬祭や学校の行

事で子どもを連れていけない等の理由で、一時的に家庭で養育できないときにお子さんをお預か
りします。

子育て支援課📞20-5270 Fax20-5490

【出生届】

【子育て支援センター】

【入園申し込みについて】

【一時預かりとは】



小学生の子を放課後に預かって欲しい

【介護保険課】

放課後児童育成室📞20-5566 Fax20-5344

■児童クラブ
共働きなどの理由で、下校時に保護者が不在となる小学生の健全育成を図ります。
開設場所は、児童館や小学校の余裕教室、私有施設などです。利用申し込みについては、

各児童クラブへお問い合わせください。
各児童クラブの一覧・問い合わせ先はホームページをご参照ください。

障がいについて知りたい・相談したい 障がい福祉課📞20-5435 Fax20-5407

身体障がい者手帳の交付、障がいをお持ちの方の各種支援施策や給付施策については、障がい
福祉課へお問い合わせください。
また、自立した日常生活や社会生活を送るお手伝いをするための相談や助言、情報提供などを

行うセンター・事業所を設置しています。詳しくは１１ページをご参照ください。

高齢者のよろず相談所「ほやねっと」(地域包括支援センター) 地域包括ケア推進課 📞 20-5400 Fax20-5426

高齢者が、住みなれた地域で安心して暮らしていくための、介護･保健･福祉･医療などに関する
様々な相談に応じる「ほやねっと」を設置しています。お住まいの地区を担当している「ほや
ねっと」に、まずはお電話でお気軽にご相談ください。
また、高齢者向けサービスや、地域での健康づくり活動の内容などをまとめた「福井市すこや

かＢＯＯＫ２０１８」を、「ほやねっと」や、市役所で配布しています。「ほやねっと」一覧は、
１１ページをご参照ください。

介護保険制度等について

介護保険課📞20-5715 Fax20-5766介護保険料、介護認定、介護サービス、利用者の負担軽減
については

介護予防・生活支援サービス事業については 地域包括ケア推進課📞20-5400 Fax20-5426
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死亡の届出 市民課(戸籍係)📞20-5288 Fax20-6032

死亡の事実を知った日から７日以内に届け出て下さい。
（４ページ「各種届出･証明書交付窓口」参照）
死亡届に関連する手続きや必要書類は、ホームページでご確認ください。
[受付時間]平日８：３０～１７：００
[受付場所]市民課、各連絡所（４ページ「各種届出･証明書交付窓口」参照）
上記の受付時間以外は、本庁の日直・宿直で受け付けます。ただし死亡の届出に伴うその他の
届出・申請等（保険・福祉の各種届出申請など）は平日８：３０～１７：００のみ受付となります。

死亡後の手続きについて知りたい ご遺族サポートコーナー📞20-5262

ご遺族の方に市役所内で必要な手続きをご案内し、申請書類の作成をサポートします。
ご利用は予約制です。必要書類の確認などを行いますので事前にご連絡ください。
[予約受付時間]平日８：３０～１７：１５
[場所]福井市役所 本館１階 市民課

【地域包括ケア推進課】

【放課後児童育成室】

【障がい福祉課】

【ほやねっと一覧】

【死亡届】

８．介護や福祉

９．ご不幸



福井市休日急患センター/福井県こども急患センター

夜間および休日における内科・小児科の急病患者に対する診療を行っています。
■診療日時等

診療科目 診療日 時間 電話

内科

土曜日 19：00～23:00

22ｰ2099日曜・祝日 9:00～18:00

日曜･祝日･12月30日～1月3日
(12月～2月）

9:00～23:00

小児科
月曜日～土曜日 19:00～23:00

26-8800
日曜･祝日･12月30日～1月3日 9:00～23:00

■住所 福井市城東4丁目14-30
（健康管理センター東隣)

■持ち物
◇健康保険証
（持参しない場合は自己負担）
◇各種受給者証（お持ちの方）
◇服用中の薬（お持ちの方）

休日当番医

休日にけがをした時のために、市は福井市医師会の協力を得て休日当番医を設けています。

診療科目 診療日 時間

外科 日曜･祝日
12月30日～1月3日 9:00～18:00

■診療日時等 ■お問い合わせ先
市医師会（週末のみ） 📞２１－２１１９
市消防局（火災情報・当番医案内） 📞２５－９９９９

また、インターネットでも調べることが出来ます。
福井市休日当番医
福井県広域災害救急医療情報システム

福井市休日急患歯科診療所

休日昼間における歯科の急病患者に対する診療を行っています。
■住所
福井市大願寺3丁目4-1（福井県歯科医師会館内）

■持ち物
◇健康保険証（持参しない場合の医療費は、全額自己負担です）
◇各種受給者証（お持ちの方）

診療日 時間 電話

日曜･祝日
8月14日～16日
12月30日～1月3日

9:00～
17:00

26-8468
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市役所市民相談室で実施している専門相談 市民サービス推進課(相談専用) 📞20-5544

相談名 相談内容 相談員 相談日時

心配ごと相談
日常生活における悩みや問題など幅広
い心配事

人権擁護委員 毎月第3金曜日
13:30～15:30

人権悩みごと相談
いじめ、体罰、暴行、虐待、差別など、
人権に関する相談。

人権擁護委員 毎月第2・4水曜日
13:30～16:00

行政相談
国・独立行政法人・特殊法人などへの
意見・要望など

行政相談委員 毎月第1・2・4月曜日
10:00～12:30

行政書士相談
相続、遺言、法人設立、
各種許認可申請、民泊申請、他

行政書士 毎月第3水曜日
13:00～16:00

成年後見･終活相談
認知症や知的障がいなど判断能力が十
分でない方への支援など

行政書士 原則毎月第2木曜日
13:00～15:00

社会保険労務士相談
健康保険、年金、雇用保険、労災保険、
解雇・賃金・残業・セクハラ・パワハ
ラなど労働問題に関すること

社会保険労務士 毎月第1木曜日
13:00～16:00

※相談日が祝日の場合等は、日程が変更となります。詳しくは「広報ふくい」またはホームページ（１ページ参照）

【福井市休日急患センター】

１０．休日の診療 (注意）本項目中の「祝日」には、振替休日も含まれます。

１１．各種相談（年末年始・祝日等は除きます）



市役所や他機関で実施している主な相談

■生活上の様々なこと

相談名 相談内容 相談日時 連絡先

消費生活相談
消費生活に関する相談・情報の提供 月～金曜日

8:30～17:00
消費者センター
📞20-5588

ボランティア活動
市民活動相談

ボランティア活動・市民活動に関する
相談・情報の提供

火～金曜日
9:00～21:00
土・日曜日(祝日も
開所)9:00～17:00

福井市総合ボランティア
センター
📞20-5107 Ⓕ20-5168

公害相談
大気の汚染・水質の汚濁・騒音・振
動・悪臭・地盤沈下・土壌汚染などの
公害相談

月～金曜日
8:30～17:15

環境廃棄物対策課
📞20-5398 Ⓕ20-5675

空き家相談
空き家に関する苦情・利活用に関する
こと、空き家探しなど

月～金曜日
8:30～17:15

住宅政策課
📞20-5571
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相談名 相談内容 相談日時 連絡先

健康相談
育児・生活習慣病など
（栄養相談含む）

月～金曜日8:30～17:15
健康管理センター
📞28-1256 Ⓕ28-3747

コロナワクチン
接種の予約など

ワクチン接種に関するお問い合わ
せや、接種の予約など

月～土曜日9:00～17:00
（日祝を除く）

新型コロナワクチン
福井市コールセンター
📞20-5700

コロナワクチン
接種の副反応に
係る相談窓口

副反応などの専門的な相談 24時間(土日祝日を含む)
新型コロナワクチン接種
相談センター（福井県）
📞20-2210 Ⓕ20-0797

精神保健相談

精神科医師による心の治療に関す
る相談（要予約）

第2･4木曜日(8月を除く)
(5，11，2月は第2木曜日
のみ）
14:00～17:00 福井市保健所保健支援室

📞33-5185

臨床心理士による心の健康に関す
る相談（要予約）

第3水曜日
(5，9，12，3月を除く)
14:00～17:00

生活困窮者
自立支援相談

生活に困窮されている方への、自
立に向けた相談支援

月～金曜日8:30～17:15
福祉総合相談室よりそい
📞20-5580 Ⓕ20-5708

生活に困窮されている方への無料
職業紹介（ハローワーク）

月～金曜日8:45～17:00
（12:00～13:00を除く）

福祉・就労支援コーナー
ふくい📞97-9635

■健康・福祉に関すること

ひとり親・女性
相談

女性のＤＶや離婚の問題など 月～金曜日
（火曜日を除く）
9:00～17:00

ひとり親家庭就業・自立
支援センター
（子ども福祉課内）
📞20-5140（相談専用）

母子家庭・父子家庭及び寡婦を取り巻く
生活上、経済上の問題・就業支援等

月～金曜日
（水曜日を除く）
8:30～17:00

児童扶養手当・ひとり親家庭等医
療費等助成

月～金曜日
8:30～17:15

子ども福祉課
📞20-5412

Ⓕ20-5735

結婚相談
結婚を望む男女の相談（一部要予約） 月～金曜日

13:00～17:00
市婦人福祉協議会
📞20-5696（相談専用）



■子育て・教育に関すること

相談名 相談内容 相談日時 連絡先

妊娠・出産・子育て相談

妊娠・出産・子どもの
成長、発達、育児に関
すること

月～金曜日
8:30～17:15

「ふくっこ」
（健康管理センター
内）
📞28-1256Ⓕ28-3747

すまいるダイヤル

乳幼児期の子育て（育
児の悩みや不安、食事、
保健衛生など）

月～金曜日
8:30～17:00

子育て支援課
📞20-5223

臨床心理士等による子ども
相談

子ども（0～18歳未満）
に関する気がかりなこ
とや不安など

火曜日を除く毎日
9:00～18:00

子ども家庭センター
相談室(AOSSA5階)
📞20-1541

教育相談（学校不適応問題）

不登校などの子どもた
ちの悩み

月～金曜日
9:00～16:00

メール相談
終日
※返信に数日を要します。

チャレンジ教室
📞52-1255

メールアドレス
challenge@fukui-
city.ed.jp

青少年相談（ヤングテレホン、
メール相談）

学校・家庭・友達など
子どもに関する悩み
※子どもたち自身から
でも、保護者の方から
でもお受けします。

ヤングテレホン
月～金曜日
8:30～17:00

メール相談
終日
※返信に数日を要します。

少年愛護センター
📞0120-57-4970

メールアドレス
yanteresoudan@city.
fukui.lg.jp
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■経営・労働に関すること

相談名 相談内容
相談日時（年末年始・

祝日等を除く）
連絡先

経営相談
（小規模企業者・
創業者向け）

資金繰り・創業など（要予約） 月・火・木・金曜日
8:30～16:30

商工振興課
📞20-5325 Ⓕ20-5323

労働・雇用相談
解雇・給与・労働時間・雇用保険
などの労働・雇用問題（要予約）

月・火・木・金曜日
9:00～17:00

しごと支援課
📞20-5321 Ⓕ20-5323

■その他緊急を要すると思われる相談

相談名 相談内容
相談日時（年末年始・

祝日等を除く）
連絡先

警察相談ダイヤル
振り込め詐欺、悪質商法、ＤＶ、
ストーカーなど、主に犯罪に関す
ること

24時間365日

福井県警察本部
（警察安全相談室）
📞♯9110または26-9110

県警本部ホームページ
からメール相談も可

子どもの虐待防止
相談

虐待を受けていると思われる子ど
もを発見したとき、また、子育て
が辛く、子どもにあたってしまい
そうなときなど

24時間365日

福井県総合福祉相談所
📞24-3654

全国共通ダイヤル189



障がいについて知りたい・相談したい 障がい福祉課📞20-5435 Fax20-5407

名称 住所 電話/FAX/mail 担当地区

障がい者基幹相談
支援センター

有楽町3-4
(松坂ビル1F101)

50-3823/Ⓕ50-3824
kikan@konomiti9100018.com
虐待通報専用ダイヤル
50-3853（24時間対応）

市内全域

地区障がい相談支
援事業所ほくとう

新保町16-3-2
(クローバーハウス
内)

43-1229/Ⓕ57-0900
hokuto@koushifukushikai.org

春山･松本･宝永･順化･日之
出･旭･啓蒙･岡保･東藤島･
和田･円山

地区障がい相談支
援事業所ほくせい

燈豊町43-9-3
(九頭竜ワーク
ショップ七瀬の郷
内)

080-8998-0033/Ⓕ83-0153
hokusei@kuzuryuworkshop.com

鶉･棗･鷹巣･本郷･宮ノ下･
国見･大安寺･中藤島･森田･
河合･西藤島･明新

地区障がい相談支
援事業所なんとう

下六条町217-4
((福)六条厚生会内)

41-2334/Ⓕ41-2335
nantou@rokujyokoseikai.jp

豊･木田･酒生･一乗･上文
殊･文殊･六条･東郷･美山･
清明･麻生津

地区障がい相談支
援事業所なんせい

有楽町3-4
(松坂ビル1F102)

50-6572/Ⓕ50-6573
nansei@konomiti9100018.com

足羽･湊･社南･社北･社西･
日新･東安居･安居･一光･殿
下･清水東･清水西･清水南･
清水北･越廼

発達障がい相談支
援事業所

志比口2丁目11-13
(ハーツ志比口2階)

97-5731/Ⓕ97-5732
info@harumo.or.jp

市内全域
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高齢者のよろず相談所「ほやねっと」 地域包括ケア推進課📞20-5400 Fax20-5426

名称 住所 電話/FAX/mail 担当地区

ほやねっと明倫 木田1丁目3308(うららの家内) 📞33-5777/Ⓕ33-1612 豊･木田

ほやねっとあたご 明里町9-20(あたごデイサービス内) 📞33-6800/Ⓕ33-6801 足羽･湊

ほやねっと中央北 文京2丁目12-23(福島ビル1階) 📞28-7271/Ⓕ63-5633 春山･宝永･松本

ほやねっと不死鳥 日之出4-3-12(ふれあい公社内) 📞20-5683/Ⓕ27-5852 順化･日の出･旭

ほやねっとあずま
和田中町舟橋7-1
（福井県済生会病院東館1階)

📞28-8511/Ⓕ28-8111
和田･円山

ほやねっと大東 丸山町40-7(愛全園3階) 📞53-4092/Ⓕ53-4093 啓蒙･岡保･東藤島

ほやねっと九頭竜 高木中央3丁目1701(藤島園内) 📞57-0040/Ⓕ52-1212 中藤島･森田

ほやねっと北
新田塚1丁目42-1
（福井総合クリニック内）

📞25-2510/Ⓕ25-8263 西藤島･河合･明新

ほやねっとみなみ 下荒井町20-6(水谷ビル1階) 📞43-1316/Ⓕ43-1317 清明･麻生津

ほやねっと社 福1丁目1710 📞36-1246/Ⓕ36-0156 社南･社北･社西

ほやねっと光 大瀬町23字101(東安居苑2階) 📞35-0313/Ⓕ35-0301

日新･東安居･安居･一
光･殿下･越廼･清水
西･清水東･清水南･清
水北

ほやねっと川西 仙町6-4（旧宮ノ下公民館） 📞97-8003/Ⓕ97-8067
大安寺･国見･鶉･棗･
鷹巣･本郷･宮ノ下

ほやねっと東足羽 下六条町217(厚生健康福祉センター内) 📞41-4135/Ⓕ41-3714 酒生･一乗･上文殊･文
殊･六条･東郷･美山【すいだに相談所】 椙谷町12-9-2 📞90-3858


