
（13）児童厚生施設（児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、または情操をゆたかにする。）

番号 施設名
設置主体
経営主体

施設長名 郵便番号 所在地 設置年月日 電話番号 FAX番号

1 福井県児童科学館
福井県
(福)ふくい福祉事業団 欠戸　郁子 919-0475 坂井市春江町東太郎丸3-1 平11.6.1 (0776)51-8000 (0776)51-6666

2 福井県こども家族館
福井県
おおい町 堀口　豊 919-2107 大飯郡おおい町成海1-1-1 平20.8.1 (0770)77-3211 (0770)77-3255

3 あさがお児童館
福井市
(福)福井市社会福祉協議会 吉岡 眞代 918-8181 福井市浅水107-12-1 平12.4.1 (0776)39-1607 (0776)39-1607

4 くすのき児童館
福井市
(福)福井市社会福祉協議会 八力　由美 918-8012 福井市花堂北2丁目5-3 平11.4.1 (0776)34-8137 (0776)34-8137

5 くりのみ児童館
福井市
(福)竹伸会 宮原　恵子 910-3604 福井市ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ9丁目165 平11.6.1 (0776)98-3833 (0776)98-3833

6 くるみ児童館
福井市
(福)福井市社会福祉協議会 渡邉　敦子 918-8055 福井市若杉4丁目2102番地 平16.4.1 (0776)35-8020 (0776)35-8020

7 こすもす児童館
福井市
(福)福井市社会福祉協議会 森本　真理子 910-0859 福井市日之出5丁目14-1 平10.4.1 (0776)52-0619 (0776)52-0619

8 さくらんぼ児童館
福井市
(福)福井市社会福祉協議会 堀田　吉朗 910-0828 福井市林町48-25 平19.4.1 (0776)52-1561 (0776)52-1561

9 さざんか児童館
福井市
(福)福井市社会福祉協議会 森　智代 910-8107 福井市春日町221-2 平6.4.1 (0776)33-2045 (0776)33-2045

10 すいせん児童館
福井市
(福)福井市社会福祉協議会 二丹田　寿々代 910-0063 福井市灯明寺2丁目2109番地 平8.4.1 (0776)29-2050 (0776)29-2050

11 すぎのこ児童館
福井市
(福)福井市社会福祉協議会 小林　清直 910-2222 福井市市波町25-3-4 平17.10.1 (0776)96-4334 (0776)96-4334

12 すずらん児童館
福井市
(福)福井市社会福祉協議会 増永　はるか 918-8016 福井市江端町29-101 平9.4.1 (0776)38-5513 (0776)38-5513

13 すみれ児童館
福井市
(福)福井市社会福祉協議会 布村　廣美 910-0134 福井市上野本町2丁目1302 平14.4.1 (0776)56-4460 (0776)56-4460

14 たけのこ児童館
福井市
(福)福井市社会福祉協議会 竹内　博信 910-3143 福井市砂子坂町5-58 平18.4.1 (0776)83-1651 (0776)83-1651

15 たちばな児童館
福井市
(福)福井市社会福祉協議会 齋藤　常夫 910-0026 福井市光陽1丁目25-29 平11.4.1 (0776)24-2859 (0776)24-2859

16 たんぽぽ児童館
福井市
(福)福井市社会福祉協議会 松井　英隆 918-8238 福井市和田1丁目7-26 平13.4.1 (0776)30-0335 (0776)30-0335

17 ちゅうりっぷ児童館
福井市
(福)福井市社会福祉協議会 谷口　和恵 910-2172 福井市荒木新保町45-7-1 平19.4.1 (0776)41-4155 (0776)41-4155

18 つくし児童館
福井市
(福)福井市社会福祉協議会 山口　英一 910-0037 福井市西堀町8-107 平17.4.1 (0776)22-0131 (0776)22-0131

19 つばき児童館
福井市
(福)福井市社会福祉協議会 嶋田　晶子 918-8031 福井市種池2丁目309 平5.4.1 (0776)33-0645 (0776)33-0645

20 とちのき児童館
福井市
(福)福井市社会福祉協議会 森下　富士子 910-0003 福井市松本1丁目30-24 平7.4.1 (0776)25-4580 (0776)25-4580

21 とまと児童館
福井市
(福)福井市社会福祉協議会 筆島　幸枝 918-8063 福井市大瀬町24-5-1 平8.4.1 (0776)33-2411 (0776)33-2411



番号 施設名
設置主体
経営主体

施設長名 郵便番号 所在地 設置年月日 電話番号 FAX番号

22 どんぐり児童館
福井市
(福)福井市社会福祉協議会 矢敷　知子 918-8205 福井市北四ﾂ居2丁目7-14 平15.4.1 (0776)52-8800 (0776)52-8800

23 ひまわり児童館
福井市
(福)福井市社会福祉協議会 齋藤　康治 910-0017 福井市文京6丁目20-21 平5.4.1 (0776)21-9590 (0776)21-9590

24 ふじ児童館
福井市
(福)福井市社会福祉協議会 松岡　良朔 910-0807 福井市高木北2丁目1106 平9.4.1 (0776)53-5240 (0776)53-5240

25 まきやま児童館
福井市
(福)福井市社会福祉協議会 小林　博一 910-2165 福井市東郷二ｹ町25-16 平18.4.1 (0776)41-3101 (0776)41-3101

26 まつのき児童館
福井市
(福)福井市社会福祉協議会 近藤　千枝子 910-0003 福井市松本4丁目8-4 平20.4.1 (0776)26-1021 (0776)26-1021

27 もくせい児童館
福井市
(福)福井市社会福祉協議会 本田　陽子 919-0323 福井市太田町14-7 平7.4.1 (0776)38-3490 (0776)38-3490

28 もみじ児童館
福井市
(福)福井市社会福祉協議会 谷川　智彦 910-0833 福井市新保1丁目920 平10.4.1 (0776)52-3146 (0776)52-3146

29 敦賀児童館 敦賀市 伊部　悦子 914-0053 敦賀市舞崎町2丁目21-1 昭44.4.1 (0770)22-2806 (0770)22-2806

30 敦賀市立児童センター 敦賀市 石田　泉 914-0821 敦賀市櫛川42-2-1 昭55.5.2 (0770)25-7879 (0770)25-7877

31 松原児童館 敦賀市 加藤　達治 914-0801 敦賀市鋳物師町1-38 昭48.4.1 (0770)23-1521 (0770)23-1521

32 遠敷児童センター 小浜市 柿本　章 917-0241 小浜市遠敷1丁目202 昭62.4.1 (0770)56-0114

33 加斗児童館 小浜市 木村　武史 917-0044 小浜市飯盛58-14 平3.4.1 (0770)53-2175

34 堅海児童センター 小浜市 野村　德夫 917-0116 小浜市堅海37-16 平8.4.1 (0770)53-3612

35 中名田児童館 小浜市 大岸　正彦 917-0353 小浜市深野7-11 昭49.4.1 (0770)59-0160

36 西部児童センター 大野市 幅岸　清美 912-0086 大野市泉町6-20 平2.4.1 (0779)66-0912 (0779)66-0912

37 東部児童センター 大野市 幅岸　清美 912-0033 大野市美里町801 平5.4.1 (0779)66-5233 (0779)66-5233

38 南部児童センター 大野市 幅岸　清美 912-0051 大野市日吉町9-8 昭45.4.1 (0779)66-2133 (0779)66-2133

39 北部児童センター 大野市 幅岸　清美 912-0022 大野市陽明町3丁目701 平3.4.1 (0779)65-3665 (0779)65-3665

40 野向児童館 勝山市 中道　弘美 911-0016 勝山市野向町龍谷50-16 H23.4.23 (0779)87-2698 (0779)87-2698

41 有定児童センター 鯖江市 山口　一郎 916-0057 鯖江市有定町2丁目8-21 昭57.4.1 (0778)51-2985 (0778)51-2985

42 石田児童センター 鯖江市 北島　あけ美 916-0081 鯖江市石田下町17-11 昭54.6.1 (0778)52-5150 (0778)52-5150



番号 施設名
設置主体
経営主体

施設長名 郵便番号 所在地 設置年月日 電話番号 FAX番号

43 神中児童センター 鯖江市 伊藤　敏晴 916-0016 鯖江市神中町3丁目5-31 昭56.5.10 (0778)52-8909 (0778)52-8909

44 戸口児童センター 鯖江市 堀　幸雄 916-1113 鯖江市戸口町15-18-3 平6.4.1 (0778)65-0664 (0778)65-0664

45 小黒町児童センター 鯖江市 河野　恵子 916-0028 鯖江市小黒町1丁目1-18 昭59.4.2 (0778)52-4529 (0778)52-4529

46 新横江児童センター 鯖江市 齋藤　晋 916-0043 鯖江市定次町108 昭55.4.1 (0778)51-1450 (0778)51-1450

47 長泉寺児童センター 鯖江市 佐々木　靖行 916-0024 鯖江市長泉寺町2丁目3-11 平4.4.1 (0778)52-0697 (0778)52-0697

48 東部児童センター 鯖江市 小笠　睦 916-1225 鯖江市別司町21-17 平3.4.1 (0778)65-1119 (0778)65-1119

49 鳥羽中児童センター 鯖江市 落合　和博 916-0017 鯖江市神明町4丁目7-55 昭61.4.1 (0778)52-5920 (0778)52-5920

50 平井児童センター 鯖江市 加藤　修 916-0061 鯖江市平井町27-9-5 昭58.5.12 (0778)62-0716 (0778)62-0716

51 舟津児童センター 鯖江市 三原　清治 916-0054 鯖江市舟津町4丁目8-16 昭60.4.1 (0778)51-3329 (0778)51-3329

52 本町児童センター 鯖江市 山城　静夫 916-0026 鯖江市本町4丁目6-16 昭55.6.1 (0778)52-8903 (0778)52-8903

53 曲木児童センター 鯖江市 飛田　繁春 916-0033 鯖江市中野町54-30-1 昭61.4.1 (0778)52-5940 (0778)52-5940

54 水落児童館 鯖江市 清水　長治 916-0022 鯖江市水落町1丁目8-22 平19.4.1 (0778)52-3561 (0778)52-3561

55 柳町児童センター 鯖江市 佐野　幸治 916-0047 鯖江市柳町2丁目1-8 平6.1.1 (0778)52-9302 (0778)52-9302

56 味真野児童センター
越前市
(福)越前市社会福祉協議会 川渕　仁哉 915-0023 越前市池泉町14-1 平13.6.1 (0778)27-8998 (0778)43-5464

57 王子保児童センター
越前市
(福)越前市社会福祉協議会 川渕　仁哉 915-0857 越前市四郎丸町55-4-4 平13.5.1 (0778)24-2299 (0778)25-1072

58 大虫児童館
越前市
(福)越前市社会福祉協議会 川渕　仁哉 915-0894 越前市丹生郷町13-20-4 平21.4.1 （0778）25-0770 (0778)25-0711

59 花筐児童館
越前市
(福)越前市社会福祉協議会 川渕　仁哉 915-0242 越前市粟田部町17-17 昭53.1.1 (0778)42-0990 (0778)43-5465

60 北日野児童センター
越前市
(福)越前市社会福祉協議会 川渕　仁哉 915-0054 越前市小野谷町1-13 平24．4.1 (0778)22-1176 (0778)25-1073

61 国高児童センター
越前市
(福)越前市社会福祉協議会 川渕　仁哉 915-0082 越前市国高2丁目325-3 平9.4.1 (0778)21-5055 (0778)25-1071

62 武生西児童センター
越前市
(福)越前市社会福祉協議会 川渕　仁哉 915-0814 越前市中央2丁目4-10 昭58.4.1 (0778)23-4893 (0778)43-5462

63 武生東児童センター
越前市
(福)越前市社会福祉協議会 川渕　仁哉 915-0076 越前市国府2丁目16-8 昭59.4.1 (0778)24-5229 (0778)43-5462



番号 施設名
設置主体
経営主体

施設長名 郵便番号 所在地 設置年月日 電話番号 FAX番号

64 武生南児童センター
越前市
(福)越前市社会福祉協議会 川渕　仁哉 915-0824 越前市武生柳町11-28 昭57.4.15 (0778)23-5892 (0778)43-5463

65 服間児童館
越前市
(福)越前市社会福祉協議会 川渕　仁哉 915-0209 越前市藤木町12-43 昭63.1.5 (0778)43-1722 (0778)43-5483

66 南中山児童館
越前市
(福)越前市社会福祉協議会 川渕　仁哉 915-0252 越前市西庄境町21-7-1 昭56.5.10 (0778)43-0991 (0778)43-5482

67 吉野児童館
越前市
(福)越前市社会福祉協議会 川渕　仁哉 915-0806 越前市本保町19-9-1 平24．4.1 (0778)29-3230 (0778)29-3231

68 神山児童館
越前市
(福)越前市社会福祉協議会 川渕　仁哉 915-0872 越前市広瀬町102-41 平26.4.1 （0778）42-5573 （0778）42-5574

69 北新庄児童館
越前市
(福)越前市社会福祉協議会 川渕　仁哉 915-0004 越前市北町54-25 平27.4.1 （0778）42-7601 （0778）42-7602

70 岡本児童館
越前市
(福)越前市社会福祉協議会 川渕　仁哉 915-0231 越前市定友町10-15 平27.4.1 （0778）43-0974 （0778）43-5481

71 池上児童館 坂井市 栗原　耕 913-0001 坂井市三国町池上26-1 昭55.1.1 (0776)82-5925

72 今市児童館 坂井市 栗原　耕 910-0234 坂井市丸岡町今市16-11 昭52.6.1 (0776)66-8904

73 大関児童館 坂井市 栗原　耕 919-0541 坂井市坂井町東12-5-1 平16.4.1 (0776)72-1957 (0776)72-1935

74 坂井木部児童館 坂井市 栗原　耕 919-0532 坂井市坂井町高柳117-11 平14.4.1 (0776)72-3388 (0776)72-3388

75 坂井児童センター 坂井市 栗原　耕 919-0512 坂井市坂井町宮領50-42-6 平11.4.1 (0776)66-1761 (0776)66-1761

76 城北児童館 坂井市 栗原　耕 910-0221 坂井市丸岡町城北6-6 昭59.4.2 (0776)66-4483

77 新九頭竜児童館 坂井市 栗原　耕 910-0369 坂井市丸岡町新九頭竜2-147 昭60.4.1 (0776)66-3890

78 坪江地区児童館 坂井市 栗原　耕 910-0272 坂井市丸岡町乗兼14-21 昭50.4.1 (0776)66-0493

79 長屋児童館 坂井市 中野　淳一 919-0503 坂井市坂井町長屋33-4 昭52.1.1 (0776)66-8655 (0776)66-8655

80 西瓜屋児童館 坂井市 栗原　耕 910-0246 坂井市丸岡町西瓜屋9-10-1 昭49.4.1 (0776)66-5954

81 兵庫児童館 坂井市 栗原　耕 919-0526 坂井市坂井町上兵庫62-11 平12.4.1 (0776)72-1503 (0776)72-1503

82 上志比児童館 永平寺町 島田　通正 910-1313 吉田郡永平寺町石上27-40 昭55.1.1 (0776)64-3100

83 志比児童館 永平寺町 島田　通正 910-1212 吉田郡永平寺町東古市10-5 平18.7.1 （0776）63-3111

84 松岡児童館 永平寺町 島田　通正 910-1127 吉田郡永平寺町松岡吉野堺15-44 昭62.4.1 (0776)61-0750
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85 池田町児童館 池田町 飯田　康志 910-2512 今立郡池田町稲荷第24号9番地 平20.4.1 (0778)44-6205 (0778)44-6205

86 今庄児童館
南越前町
(福)南越前町社会福祉協議会 上島　信敬 919-0131 南条郡南越前町今庄68-16-1 昭61.4.1 (0778)45-1564 (0778)45-1564

87 河野児童館
南越前町
(福)南越前町社会福祉協議会 上島　信敬 915-1113 南条郡南越前町甲楽城16-1-27 平17.4.1 (0778)48-2321 (0778)48-2321

88 南条児童館
南越前町
(福)南越前町社会福祉協議会 上島　信敬 919-0223 南条郡南越前町東大道19-49-1 昭47.4.1 (0778)47-3354 (0778)47-3354

89 湯尾児童館
南越前町
(福)南越前町社会福祉協議会 上島　信敬 919-0101 南条郡南越前町湯尾79-5 平12.4.1 (0778)45-0046 (0778)45-0046

90 朝日児童センター
越前町
（福）どろっぷす 上野　正枝 916-0133 丹生郡越前町気比庄57-205 平28.4.1 (0778)34-7123 (0778)34-2303

91 織田児童館
越前町
（福）四ケ浦保育園 奥田　千穂 916-0215 丹生郡越前町織田109-55 昭52.4.1 (0778)36-2232 (0778)36-2232

92 越前中部児童館
越前町
（福）慈攝会 青柳　良彦 916-0421 丹生郡越前町道口9-41 平17.1.1 (0778)37-2270 (0778)37-2270

93 越前北部児童館
越前町
（福）四ケ浦保育園 青柳　良彦 916-0311 丹生郡越前町梅浦60-15 平8.4.1 (0778)37-1754 (0778)37-1403

94 宮崎児童館 越前町 松葉　雪枝 916-0255 丹生郡越前町江波76-5-1 昭60.4.1 (0778)32-2323 (0778)32-2323

95 南市児童館 美浜町 浜野　有美 919-1137 三方郡美浜町南市9-13-3 昭60.4.1 (0770)32-0707

96 第一児童館 高浜町 野田　一 919-2381 大飯郡高浜町西三松6-21-8 昭48.1.5 (0770)72-2080 (0770)72-2465

97 奥名田児童センター おおい町 松井　美恵子 917-0385 大飯郡おおい町名田庄井上16-41 平14.4.1 (0770)67-3455

98 名田庄児童館 おおい町 松井　美恵子 917-0381 大飯郡おおい町名田庄三重47-48 昭56.1.1 (0770)67-3637

99 パレア若狭児童館 若狭町 佐野　明子 919-1541 三方上中郡若狭町市場18-18 平19.7.1 (0770)62-2704 (0770)62-2577


