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障
　
害
　
者

7738-79-6770スクッァフ6738-79-6770話電
住所 坂井市三国町中央1-6-3 郵便番号 913-0042
受付日時 ＡＭ10:00～ＰＭ4:00 （月・火・木・金）

Eメール sakai-koyou@aria.ocn.ne.jp
ホームページ http://www5.plala.or.jp/goodplan

対象
受付方法
スタッフ
費用等

サービス

概要

機関PR等

問い合わせ

　

　　　

　

　

　就労支援・・・一般就労（一般の民間会社への就職）⇒年間３０人程度
　　　　　　　　　　福祉的就労（福祉事業所の就労系サービスの利用）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒　年間３０人程度
　フリースペース…利用　約９０人/月

就労支援事業
「働きたい」希望のある人の就労の支援をしています。

フリースペース
おしゃべり､読書､パソコン､カラオケや卓球、バトミントン（隣接の三国体
育館で）など思い思いの時間を過ごす場所があります。

在宅ワーク
会社や施設での就労が困難な方の､少しでも「働きたい」「自立したい」
を応援します。（内職的な仕事をしています）作業に応じて工賃を支払い
ます。

ピア・カウンセリング
事前にご相談を受け､日時を決めてお話しをお聞きします。

成年後見相談　　　毎週第３日曜日　ＰＭ１：００～４：００

◇費用はいずれも無料ですが､手帳等を所持されている方に限ります。

【交通のご案内】
コミュニティバス・・・三国支所前下車１分
えちぜん鉄道「三国神社前」下車　徒歩５分
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障
　
害
　
者

電話 ファックス
住所 郵便番号
受付日時

Eメール
ホームページ

対象
受付方法
スタッフ
費用等

機関PR等

サービス
概要

＜相談対象者＞
　　　　身体障害者　・　知的障害者　・　精神障害者と家族および関係者

＜相談方法＞
　　　　電話 ・ ＦＡＸ ・ メール ・ 来所

＜相談体制＞
　　　　＊専門相談：弁護士　・ 社会保険労務士等による相談(事前予約要）

　　　　＊一般相談：担当職員
　　　　＊ピアカウンセリング：身体障害者相談員・知的障害者相談員

問い合わせ

　　　　　　　地　　　　図

0776-29-1100　(障害者110番相談窓口直通) 0776-29-1122
福井市光陽2-3-22　県社会福祉センター内 910－0026
月曜日～金曜日　　AM９：００　～　PM５：００　　（時間外：携帯転送にて対応）
fsc@fki.fitweb.or.jp

＜相談料＞　無料

　障害者の人権擁護を目的とし、多様化する相談内容においてきめ細やかに対
応するため、専門家および同じ悩みを共有できる障害者相談員等による相談
支援を行っています。
　県内１２ヵ所にて地区相談会も行っており、障害のある方々が住み慣れた地
域の中で、自立して社会参加していくためのお手伝いをします。

　

　

【交通のご案内】

　◇京福バス(市内線）をご利用の場合
　　・学園線  (市内バス２番線のりば）
　「社会福祉センター前」下車南へ徒歩５分

　◇タクシーをご利用の場合
　　・福井駅前から約１０分
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障
　
害
　
者

電話 ファックス

住所 郵便番号 910-0005

受付日時

Eメール

ホームページ

【福井窓口】
〒910-0005
福井市大手3丁目7番1号210（繊協ビル2F）
TEL 0776-22-0370  FAX 0776-22-0371

【奥越（大野）窓口】
〒912-0061
大野市篠座79号53番（希望園内）
TEL 0779-66-1133  FAX 0779-65-6446

【嶺南（敦賀）窓口】
〒914-0144
敦賀市桜ヶ丘町8番6号（野坂の郷内）
TEL 0770-21-2346  FAX 0770-25-8588

対象

サービス
概要

福井県にお住まいの発達障害のある本人と家族、および関係機関等です。

相談は「電話相談」、「メール・ファックスによる相談」、「来所による相
談」、「訪問による相談」などによりおこなっております。まずは電話・
ファックス・メールなどで予約をしてください。

当センターを利用するにあたって費用はいっさいかかりません。

相談は予約制となっており、土日・祝日・年末年始は除きます。一回あ
たりの相談時間はいずれも１時間をめどにしております。

【窓口のご案内】

窓口のご案内

スクラム福井では「相談支援」、「発達支援」、「就労支援」、「普及・啓
発および研修」の４つの柱から事業を展開しております。福井窓口には２
人の相談員を配置いたしております。福井県内には福井窓口をあわせ
まして３つの窓口がございますので、ご相談の際にはお近くの窓口までご
連絡ください。

受付方法
費用など

なお、メール・ファックスによる相談は返信内容を検討するため、返信に
数日かかる場合がございます。あらかじめご了承ください。

info@scrum-fukui.com

月～金　9：00～17：00（土日祝・夜間は必要に応じて対応いたします）

0776-22-0370 0776-22-0371

問い合わせ

http://www.scrum-fukui.com/

福井市大手3丁目7番1号210（繊協ビル2F）



- 46 -

障
　
害
　
者

電話 ファックス 0776－73－1999
住所 あわら市高塚41字向山13番 郵便番号 919-0631
受付日時

Eメール yuyu-sakai@blue.ocn.ne.jp
ホームページ http://www.geocities.jp/yuyuawara/index.html

対象 対象：坂井地区在住の障害のある人、その家族
受付方法 受付方法：電話にて
スタッフ スタッフ：精神保健福祉士が対応
費用等 費用：無料

機関PR等

問い合わせ

　

　　　　　　　地　　　　図

0776-73-2800　　090-8099－9664

　坂井市、あわら市より委託されて相談支援事業を行っております。
　障害をお持ちの方やそのご家族で、悩みや困ったこと・わからこと
　などがありましたら、気楽にご相談ください。

月～金曜日　8：30～17：00　　時間外は携帯電話にて20：00まで対応

　

【交通のご案内】
・ＪＲ芦原温泉駅
　　東口より徒歩１０分
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障
　
害
　
者

電話 　０７７６－６６－０９３０ ファックス
住所 郵便番号 911-0521
受付日時

Eメール
ホームページ

　　　　　　　　　　　地　　　　図

 http://www.kasumigaoka.net/

　<対象>
　　坂井市・あわら市に住所があり、障害のあるご本人やご家族等。

　<受付方法>
　　電話･来所・メール等どのような方法でも結構ですが、家庭訪問等で不在
　　の時もありますので、まずお電話やメールでご連絡ください。

　<スタッフ>
　　相談支援専門員　2名

　<費用>
　　無料

坂井地区（坂井市・あわら市）で地域生活されている障害のある方やそ
のご家族のご相談などを、相談支援専門員がお伺い致します。（ご相
談を伺ったうえで、福祉サービスの紹介・利用の支援、専門機関の紹
介など、必要な支援を行います。）

事業所は「社会福祉法人かすみが丘学園　生活介護事業所　ハーモ
ニーかすみ」の中にあります。

対象

受付方法

スタッフ

費用等

機関PR等

問い合わせ

サービス

概要

０７７６－６６－０９３０
　坂井市坂井町下新庄18－11－1（ハーモニーかすみ内）

　月曜日～金曜日　午前9時～午後５時（土日祝休み）
　soudan@kasumigaoka.jp　　

　

【交通のご案内】

・JR北陸丸岡駅下車・タクシー　5分

・北陸自動車道　丸岡IC　15分

・坂井中学校横（向かって右手）
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障
　
害
　
者

電話 　０７７６－６７－０４５６ ファックス
住所 郵便番号 910-0211
受付日時

Eメール
ホームページ

機関PR等

坂井地区（坂井市・あわら市）で地域生活されている障害のある方やそ
のご家族のご相談などを、相談支援専門員がお伺い致します。（ご相
談を伺ったうえで、福祉サービスの紹介・利用の支援、専門機関の紹
介など、必要な支援を行います。）

事業所は「社会福祉法人かすみが丘学園　グループホーム　コミュニ
ティかすみ」の中にあります。

　　　　　　　　　　　地　　　　図

サービス

概要

問い合わせ

 http://www.kasumigaoka.net/

対象

受付方法

スタッフ

費用等

　<対象>
　　坂井市・あわら市に住所があり、障害のあるご本人やご家族等。

　<受付方法>
　　電話･来所・メール等どのような方法でも結構ですが、家庭訪問等で不在
　　の時もありますので、まずお電話やメールでご連絡ください。

　<スタッフ>
　　相談支援専門員　1名

　<費用>
　　無料

０７７６－６７－４５６２
　坂井市丸岡町女形谷５８－１６（コミュニティかすみ内）

　月曜日～金曜日　午前9時～午後５時（土日祝休み）
　soudan@kasumigaoka.jp　　

　

【交通のご案内】

・JR北陸丸岡駅下車・タクシー　15分

・北陸自動車道　丸岡IC　10分

・京福バス（芦原温泉線・竹田線）
　「かすみが丘学園」下車
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障
　
害
　
者

電話 ０７７６－９７－５３６１ ファックス ０７７６－９７－５３６２
住所 福井市光陽2丁目３－２２ 郵便番号 ９１０－００２６
受付日時 月曜日～金曜日（祝日を省く）　　AM８：３０～PM５：１５
Eメール footwork@hikarinomura.jp
ホームページ http://www.fukuiken-jyakuetuhikarinomura.jp/shien/footwork.html

対象
受付方法 　対　　象：障害を持たれている方で、就労意欲がおありの方。
スタッフ
費用等 　※　場合によりDrの意見を確認させて頂く事もございます。

　受付方法：時間内はスタッフが常駐しておりますが、お待ち頂く事

　　　　
サービス

概要 　スタッフ：就業支援員3名、生活支援員1名

機関PR等

　ふっとわーくは福井県の指定を受け、厚生労働省から委託を受けて事業を実施

福井工大

　福井県
　社会福祉センター

センターの２F

問い合わせ

　

　　　さくら通り

　　　　　　　北

　●　ふっとわーくは障害を持たれているの方のお仕事と、それに

　費　　用：無料です

　　　　 に対応しております。
　

　　　専門員1名が配置されており、障害者の方々の様々なご相談

　●　ふっとわーくは「福井地域生活支援センター」に属しており

　　　　明里橋

　　　ます。そのセンター内には、雇用相談支援員2名と相談支援

　 してます。

　　　　 伴う生活に関する支援、助言、職業訓練の斡旋等、障害者の
　　　方の職業生活における自立のために必要な支援を実施してい

  がないよう、まずはお電話でのご連絡をお願いしており
　ます。

　　　
　　　ます。

　

【交通のご案内】

京福バス/学園線「社会福祉センター前」
下車　徒歩５分

コミュニティバス（すまいる）西ルート
（照手・足羽方面）/「光陽生協病院口」
下車　徒歩５分

タクシー/JR福井駅前より２０分
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障
　
害
　
者

4963-52-6770スクッァフ5863-52-6770話電
住所 福井市光陽2丁目3番32号 郵便番号 〒910-0026　
受付日時 月曜日～金曜日 AM　8：45　～　PM　5：00　（土日祝日は閉庁）

Eメール fukui-ctr@jeed.or.jp
ホームページ http://www.jeed.or.jp/jeed/location/chiiki/18_fukui.html

対象
受付方法
スタッフ
費用等

サービス

概要

問い合わせ

　　　　　　　地　　　　図

機関PR等

　

【交通のご案内】
・JR、私鉄をご利用の場合

　福井駅下車　徒歩約3km　タクシー利用で約10分
・福井駅前からバスをご利用の場合
　市内バス（京福バス）
　路線：福井駅西口前乗り場4番「学園線」（12系統）

　バス停：「県社会福祉センター前」

（乗車時間約10分）で下車、徒歩約3分

  福井障害者職業センターでは、就職や職場定着、職場復帰についての
支援を希望する障害のある方、障害者の雇用や雇用管理についての支
援を希望される事業主の皆様、障害者の就労を支援する関係機関の皆
様に対してサービスを提供しています。
　お気軽にお問い合わせください。

 当センターの利用に際して、障害者手帳の有無は問いません。

 当センターの利用はすべて無料です。
 相談は予約制になっております。お電話でご予約下さい。
 受付時間は、平日午前8時45分から午後5時までです。
土曜、日曜及び祝祭日・年末年始はお休みです。

【ジョブコーチによる支援】
   障害のある方の就職や職場適応がうまくいくように、ジョブコーチ（職場適
応援助者）が職場に出向き、障害のある方と事業主の双方に支援を行いま
す。就職前の職場実習期間、就職と同時、または就職後に何らかの問題が
生じたとき、など様々なタイミングでの利用が可能です。

【就職に向けた準備を整えるための職業準備支援】
　就職や職業生活を可能にし、職場のルール・作業遂行力・適切な対人態
度など、基本的な労働習慣を体得するために、模擬職場での作業支援や
講習による支援を行います。
　また、主に精神障害のある方を対象として、作業支援と対人技能訓練、グ
ループミーティング等により、社会生活技能等の向上を目指す自立支援カ
リキュラムを実施しています。

【うつ病等の精神疾患で休職中の方の職場復帰支援（リワーク支援）】
　うつ病等の精神疾患で休職している方と事業主への支援です。休職から
の円滑な職場復帰に向けて、主治医と事業主との連携のもと、個別の支援
計画に基づいた支援を行います。


