
（４）指定生活介護事業所（常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供する。）

身体 知的 精神 障害児

1 いきいき生活介護事業所 （福）げんきの家 吉田　謙治 安田　淳信 910-0804 福井市 高木中央２丁目６０１ (20) ● ● (0776)52-8991 (0776)52-8998

2 福井事業所　介護型
（福）コミュニティネットワークふく
い

西村　重稀 恐神　雅己 918-8034 福井市 南居町８１－１－３１ (40) ● ● (0776)33-8350 (0776)33-8351

3 ライフカレッジあけぼの （福）竹伸会 竹内　文憲 山崎　宇左エ門 918-8223 福井市 河水町５－１－１ (60) ● ● (0776)52-5575 (0776)52-5585

4 就労支援センター　あおい （福）あおい福祉会 八ケ代　勇次 大嶋　敏彦 910-0102 福井市 川合鷲塚町１２字長田６番１ (20) ● ● ● (0776)55-3110 (0776)55-3111

5 あくてぃ （福）虹の会 稲木　昭太 大西　佳世  910-2148 福井市 花堂中１丁目１８番２４号 (20) ● (0776)41-3523 (0776)41-3526

6 凪の里 （福）虹の会 稲木　昭太 森本　奈津子  910-0017  福井市 文京５丁目１４－３７ (20) ● ● (0776)27-2688 (0776)27-2631

7 がんばるはうす （福）虹の会 稲木　昭太 稲木　昭太  910-0017  福井市 文京５丁目２８－５ (20) ● ● (0776)27-2630 (0776)27-6439

8 支援センターすだち （福）すいせんの里 加藤　隆夫 山岸　靖彦 919-0312 福井市 東大味町１１－３８－２ (20) ● ● (0776)41-3950 (0776)41-3935

9
福井県こども療育センター「オア
シス」

福井県 - 津田　明美 910-0846 福井市 四ツ井２丁目８－１ (15) ● (0776)53-6570 (0776)53-6576

10 Ｏｒａｎｇｅ　Ｋｉｄｓ’　Ｃａｒｅ　Ｌａｂ.
（一社）　Ｏｒａｎｇｅ　Ｋｉｄｓ’　Ｃａｒｅ
Ｌａｂ.

戸泉　めぐみ 谷口　裕子 910-0036 福井市 灯明寺３丁目３５１１ (3) ● (0776)21-3339 (0776)21-3353

11 スマイル （福）足羽福祉会 髙村　昌裕 恵美　浄文 918-8239 福井市 和田東１丁目２１０５番 （30） ● (0776)41-3108 (0776)41-3199

12
平谷こども発達クリニック　円山
事業所　はぐくみ

（医）　平谷こども発達クリニック 平谷　美智夫 平谷　美智夫 919-0321 福井市 南四ツ居町３字北ヨナ田５ （20） ● ● (0776)54-4777 (0776)54-4888

13 くまっこクラブふくい （ＮＰＯ）　くまっこクラブふくい 松川　徹 野中　泉 918-8201 福井市 加茂河原１丁目２－１２ (10) ● ● (0776)33-3795 (0776)33-3795

14 わいわいポケット （ＮＰＯ）　わいわいポケット 中村　和己 森下　晴代 918-8057 福井市 福町２８－４９ (20) ● ● ● (0776)34-8112 (0776)34-8113

15 カラフル （福）足羽福祉会 髙村　昌裕 恵美　浄文 918-8027 福井市 林町６２－３ (30) ● (0776)89-1870 (0776)89-1871

16 デイセンターすずかぜ （公財）　松原病院 松原　六郎 多田　美佐栄 910-0004 福井市 文京２丁目１６－６ (計20) ● ○ (0776)63-6513 (0776)36-5965

17 いちごデイセンターみのり （医）　健康会 嶋田　修美 杉本　吏 910-0828 福井市 月見４丁目３－２９ (計50) ● ○ (0776)33-1541 (0776)33-1561

18 いちごデイセンター福井 （医）　健康会 嶋田　修美 白崎　桂一介 910-0017 福井市 米松１丁目１４－１５ (計50) ● ○ (0776)54-7616 (0776)54-7232

19
小規模多機能型居宅介護ゆずり
葉

合同会社　ゆずり葉 木津　朋泰 河合　敬基 918-8011 福井市 春日３丁目１００９番地 (計18) ● ● ● ○ (0776)29-7054 (0776)29-7054

20 リハビリデイサービスわかすぎ （株）ありがとう 島田　雅胤 魲　知美 910-0851 福井市 若杉４丁目１６０２番地 (計6) ● ● ● ○ (0776)33-0708 (0776)33-0709

21 きっずリハビリテーションサポート
（ＮＰＯ）　きっずリハビリテーショ
ンサポート

梨木　勲 梨木　勲 918-8108 福井市 町屋３丁目６番８号 (18) ● ● (0776)76-8852 (0776)76-2258

22
トゥモローズホームリハビリセン
ター

（有）トゥモローズリハビリテーショ
ングループ

見目隼人 仲山　峰雄 918-8055 福井市 若杉１丁目２８０１ (計60) ● ● ● ○ (0776)33-3220 (0776)33-1244

23
デイサービスリハビリセンタートレ
フル

（有）トゥモローズリハビリテーショ
ングループ

見目隼人 仲山　峰雄 918-8055 福井市 若杉１丁目２８０５ (計60) ● ● ● ○ (0776)33-1233 (0776)33-1244
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24 ちいさなチカラ （株）ちいさなチカラ 木津　朋泰 河合　承 910-0842 福井市 開発１丁目７１４－２ (計10) ● ● ● ○ (090)2376-3628 (0776)83-0899

25
トゥモローズホームリハビリセン
ター福井南

（有）トゥモローズリハビリテーショ
ングループ

見目隼人 吉村　明訓 918-8015 福井市 花堂南２－１－１ (計30) ● ● ● ○ (0776)50-6072 (0776)50-6073

26 しみずの杜 （福）竹伸会 竹内　文憲 山崎　宇左エ門 910-3606 福井市 田尻栃谷町３８－４６－５ (30) ● ● (0776)98-3568 (0776)98-2275

27 野坂の郷 （福）ｳｪﾙﾋﾞｰｲﾝｸﾞつるが 福田　晋介 福田　晋介 914-0144 敦賀市 桜ヶ丘町8-6 (15) ● (0770)22-2022 (0770)25-8588

28
（独）国立病院機構敦賀医療センター多機
能型通所支援事業所　あさひ

（独）国立病院機構敦賀医療セン
ター

飯田　敦 飯田　敦 914-0195 敦賀市 桜ヶ丘町３３－１ (5) ● ● (0770)25-1600 (0770)25-7409

29 はなえみ （福）敦賀市社会福祉事業団 上坂　義明 川端　千絵 914-0144 敦賀市 桜ヶ丘町12－1 （25） ● (0770)25-2775 (0770)25-2785

30 多機能型事業所　ほっと （福）希望園 土肥　隆美 石田　光義 912-0055 大野市 高砂町14-20 （6） ● ● （0779）66-4433 （0779）66-4141

31 セルプあすなろ （福）あすなろ福祉会 松田　祐一 朝日　正幸 912-0061 大野市 篠座22-26 (12) ● ● (0779)65-7377 (0779)65-6448

32 小浜事業所  介護型
（福）コミュニティーネットワークふ
くい

西村　重稀 近者　篤 917-0045 小浜市 加斗56-61-1 (20) ● ● (0770)53-2911 (0770)53-2922

33 おくえつ事業所
（福）コミュニティーネットワークふ
くい

西村　重稀 土屋　ゆかり 911-0804 勝山市 元町3丁目5-18 (10) ● (0779)88-1040 (0779)88-5920

34 あぐりの家 （株）かつやまアグリ倶楽部 長谷川　浩司 酒井　幸子 911-0805 勝山市 立川町１丁目13-52 (10) ● ● ● (0779)-88-6670 (0779)-88-6677

35 福授園神中事業所 （福）福授園 石川　治樹 石川　治樹 916-0016 鯖江市 神中町2丁目6-20 (15) ● ● ● (0778)51-2910 (0778)54-0391

36 福授園当田事業所 （福）福授園 石川　治樹 佐々木　浩美 916-0065 鯖江市 当田町13-1-1 (39) ● ● ● (0778)51-2910 (0778)54-0391

37 虹の家 （有）虹の家 竹内　宏枝 竹内　宏枝 916-0022 鯖江市 水落町2丁目12-26 （10） 　 ● （0778）67-5237 （0778）67-5237

38 福授園鳥羽事業所 （福）福授園 石川　治樹 竹内　賢一 916-0015 鯖江市 御幸町3丁目8-4 (6) ● ● ● (0778)51-2910 (0778)54-0294

39 はつらつ広場 （福）ハスの実の家 櫻井　康宏 白﨑　慶彦 910-4103 あわら市 二面87-20 (20) ● ● ● (0776)78-7750 (0776)78-7751

40 のびのび広場 （福）ハスの実の家 櫻井　康宏 白﨑　慶彦 910-4103 あわら市 二面87-19 (30) ● ● ● (0776)78-7750 (0776)78-7751

41
あわら病院重症心身障害児（者）
在宅支援事業所　あおば

独立行政法人国立病院機構あわ
ら病院

津谷　寛 津谷　寛 910-4272 あわら市 北潟２３８－１ (9) ● ● (0776)79-1211 (0776)79-1249

42 クリーンねっと金津 （ＮＰＯ）福祉ネットこうえん会 林田　恒正 佐藤　哲郎 919-0603 あわら市 矢地9－5－1 (6) ● (0776)73-4232 (0776)73-5137

43 あわら事業所
（福）コミュニティーネットワークふ
くい

西村　重稀 川端　護 919-0601 あわら市 山室72-98 (10) ● ● (0776)73-1040 (0776)73-1013

44
一般社団法人坂井地区医師会
デイサービスセンター

（一社）　坂井地区医師会 坂井　健志 小島　広美 910-4131 あわら市 東善寺5-27 （25） ● ● ● ○ (0776)73-8710 (0776)73-8711

45 ぴーぷるファン （福）北日野こもれび会 田辺　義明 田辺　義明 915-0051 越前市 帆山町5-31-1 (10) ● ● ● (0778)23-1439 (0778)23-1410

46 エンジェル・キッズ （ＮＰＯ）エンジェル・キッズ 高田　富美子 高田　富美子 915-0071 越前市 府中１丁目11-2 (10) ● ● ● (0778)23-7735 (0778)23-7735

47 総合福祉支援事業所わかたけ （福）わかたけ共済部 白藤　宗徳 白藤　宗徳 915-0046 越前市 西谷町33-10-2 (15) ● ● (0778)22-0007 (0778)23-1213
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48 コミュニティーえちぜん （福）六条厚生会 志賀　厚 倉田　勝也 915-0071 越前市 府中2丁目3番22号 (9) ● （0778）42-6512 （0778）42-6513

49 デイサービスふぅ （株）風の家 木津　真由美 木津　真由美 915-0054 越前市 小野谷町4－1－10 （計20） ● ● ● 〇 （0778）43-5596 (0778)43-5597

50 デイサービスいっしょ家 （ＮＰＯ）いっしょ家 池田　あゆみ 池田　あゆみ 915-0801 越前市 家久町７４字１４番地１ （計15） ● ● ● 〇 （0778）29-3280 （0778）29-3281

51 ファンズ３ （NPO）ぴーぷるファン 長谷川　洋子 長谷川　洋子 915-0221 越前市 杉尾町1-27-1 （10） ● ● ● （0778）43-0215 （0778）43-0216

52 はんだか就労支援事業所 （福）しいのみ共生会 糸崎　喜一 前沢　利範 910-0242 坂井市 丸岡町西里丸岡15-19 (10) ● ● ● (0776)68-1316 (0776)68-1316

53 はるえ生活介護事業所
（ＮＰＯ）自立支援センター
はあとスマイル春江

新谷　實 新谷　實 919-0463 坂井市 春江町江留上昭和2－28 (15) ● (0776)51-5166 (0776)58-2522

54
生活介護事業所　ハーモニーか
すみ

（福）かすみが丘学園 朝倉　真博 櫻井　敬一 919-0521 坂井市
坂井町下新庄18字西中田
18-11-1

(20) ● (0776)66-8010 (0776)66-8030

55 多機能型支援センター　すまいる
（ＮＰＯ）スマイルネットワークさか
い

田崎　健治 虎尾　健司 919-0547 坂井市
坂井町大味30字西前田21
番地

（15） ● ● ● （0776）72-7777 （0776）72-7676

56 コミュニティーまるおか （福）六条厚生会 志賀　厚 松原　みゆき 910-0242 坂井市 坂井市西里丸岡第4号38番 (7) ● （0776）66-2244 （0776）66-2248

57 坂井市社会福祉協議会希望園 （福）坂井市社会福祉協議会 内田　正義 竹内　育子 913-0031 坂井市 坂井市三国町新保42-2-7 (10) ● (0776)82-3440 (0776)82-2664

58
坂井市社会福祉協議会霞の郷デ
イサービスセンター

（福）坂井市社会福祉協議会 内田　正義 横石　雅子 910-0224 坂井市
丸岡町八ケ郷第21号7番地
１

（計30） ● ● ● 〇 (0776)68-5065 (0776)68-0067

59
トゥモローズホームリハビリセン
ター坂井

（有）トゥモローズリハビリテーショ
ングループ

見目　隼人 木下　誠 919-0521 坂井市
坂井町下新庄第18号16番
地1

（計55） ● ● ● 〇 (0776)50-2551 (0776)50-2776

60
デイサービスリハビリセンター木
の花

（有）トゥモローズリハビリテーショ
ングループ

見目　隼人 木下　誠 919-0521 坂井市
坂井町下新庄第18号15番
地1

（計55） ● ● ● 〇 (0776)50-1000 (0776)68-1160

61
重症心身障がい児者福祉サービ
ス事業所　はぁもにぃ

（ＮＰＯ）はぁもにぃ永平寺 川満　弓子 坪内　克己 910-1127
永平寺

町
松岡吉野堺18号5番地1 (8) ● ● (0776)61-0258 (0776)61-0258

62 はこべの家 （福）はこべ福祉会 四ツ橋　政和 四ツ橋　政和 919-1122 美浜町 松原54-1-11 (10) ● ● (0770)32-2256 (0770)32-6027

63
美浜町福祉支援センター　あい
ぱる

美浜町
（NPO)ヤングオールドほのぼの
家族いまい

戸嶋　秀樹 栗駒　辰子 919-1138 美浜町 河原市6-6-1 (10) ● ● ● （0770）32-2616 （0770）32-2617

64 おおいワークセンター （福）友愛会 角野　元保 岩竹　実 919-2111 おおい町 本郷149字東瀬崎12-4 (6) ● ● ● (0770)77-2231 (0770)77-2232

65
障がい者デイサービスセンター
五湖の郷

（福）若狭町社会福祉協議会 山﨑　和男 辻　泰裕 919-1462 若狭町 田井24-2 (20) ● ● (0770)46-1212 (0770)46-1200

66 ほっとハウス
（ＮＰＯ）ヤングオールドほのぼの
家族いまい

田村　孝子 岡部　恵美 919-1311 若狭町 藤井１－１８－２ (10) ● ● ● （0770）45-3303 （0770）47-5007

67 若狭事業所
（福）コミュニティーネットワークふ
くい

西村　重稀 早佐古　達也 919-1521 若狭町 若狭町下夕中11-27-1 (13) ● ● (0770)62-2590 (0770)62-2591


