
　（２）社会福祉関係団体

名　　　　　　称 郵便番号 所　　　　　　在　　　　　　地 電　話　番　号 ＦＡＸ番号 所管課

（福）福井県共同募金会 910－0026 福井市光陽2丁目3-22 福井県社会福祉センター内 （0776）22－1657 （0776）22－3093 県地域福祉課

日本赤十字社福井県支部 918－8011 福井市月見2丁目4-1　 （0776）36－3640 （0776）34－6299 〃

（一財）福井県遺族連合会 910－0016 福井市大宮2丁目13－18 白鳳会館内 （0776）22－0822 （0776）22－0754 〃

福井県民生委員児童委員協議会 910－0026 福井市光陽2丁目3-22 福井県社会福祉センター内 （0776）24－4987 （0776）24－0041 〃

福井県ホームヘルプサービス事業者協議会 〃 　　　　　〃　　　　　　 （福）福井県社会福祉協議会内 (0776)24-2339 (0776)24-8941 県長寿福祉課

（一財）福井県老人クラブ連合会 〃 　　　　　〃　　　　　　 福井県社会福祉センター内 （0776）24－4853 （0776）24－4580 〃

福井県老人福祉施設協議会 〃 　　　　　〃　　　　　　 　　　　　〃 （0776）29－0688 （0776）29－0687 〃

福井県老人保健施設協議会 910－0102 福井市川合鷲塚町49-5　アルマ千寿内 （0776）55ー1600 （0776）55-1888 〃

福井県慢性期医療協会 910－0001 福井市大願寺3丁目4-10　福井県医師会館内 （0776）24－0387 （0776）21－6641 〃

福井県認知症高齢者グループホーム連絡協議会 911－0043 勝山市荒土町新保10号109番地2　愛の家グループホーム勝山荒土内 （0779)89－3880 （0779)89－3888 〃

（一社）福井県身体障害者福祉連合会 910-0026 福井市光陽2丁目3－22 福井県社会福祉センター内 （0776）27-1632 （0776）25-0267 県障がい福祉課

福井県心身障害児（者）福祉団体連合会 〃 　　　　　〃　　　　　　 　　　　　〃 （0776）27-1632 （0776）25-0267 〃

福井県肢体不自由児協会 〃 福井市大島町戌亥４０２－１２ （0776）36-6829 （0776）36-6829 〃

(福)福井県聴覚障がい者協会 〃 福井市光陽2丁目3-22　福井県社会福祉センター内 （0776）63-5572 （0776）63-6692 〃

福井県重症心身障害児（者）を守る会 919-0807 あわら市指中34-52　冨田毅矩男方 （0776）75-1783 〃

福井県喉友会 915-0094 越前市横市町22-4-5　笠嶋國昭方 （0778）62-1744 （0778）62-0077 〃

福井県車椅子の会 919-0474 坂井市春江町西太郎丸3-16-4　竹下輝政方 （0776）51-4750 （0776）51-4750 〃

(公社）日本オストミー協会福井県支部
918-8237

 福井市和田東2丁目2220
　越屋メディカルケア㈱福井営業所内 （0776）26-0548 （0776）20-0586 〃

福井県腎友会 910-0021 福井市乾徳1丁目11-23 （0776）97-5705 （0776）97-5706 〃

（福）福井県視覚障害者福祉協会 910-0026 福井市光陽2丁目17-8 　福井県視覚障害者情報文化会館内 （0776）23-4647 （0776）23-0524 〃

福井県せせらぎ会 910-0018 福井市田原1丁目13-6　福井フェニックスプラザ2Ｆ （0776）20-5052 〃

福井県嶺北親の会 910-0347 坂井市丸岡町熊堂3-36 福井県立嶺北特別支援学校内 （0776）67-0100 （0776）67-0099  〃

福井県自閉症協会 916-0133 丹生郡越前町気比庄12－1-17　木下美智子方 090-8703-7103  〃

福井県知的障害者福祉協会 910-0026 福井市光陽2丁目3-22 福井県社会福祉センター内 （0776）63-5099 （0776）21-0313 〃

福井県失語症友の会 910-8561 福井市江上58-16-1 福井総合病院言語療法室内 （0776）21-1300 （0776）82-1404 〃

全国心臓病の子どもを守る会福井県支部 914-0053 敦賀市舞崎町2丁目25-13　角田智子方 （0770）22-8695 （0770）22-8695 〃



名　　　　　　称 郵便番号 所　　　　　　在　　　　　　地 電　話　番　号 ＦＡＸ番号 所管課

（公社）日本リウマチ友の会福井支部 918-8214 福井市東今泉町2-4-72　奥村晴美方 （0776）53-4836 （0776）53-4836 県障がい福祉課

（一財）村井勇松基金 918-8231 福井市問屋町1-10　ユニックスビル2階 （0776）22-0626 〃

日本ＡＬＳ協会福井支部 910-0362 坂井市丸岡町上安田10-38　小林義文方 （0776）67-3579 （0776）67-3579 〃

(NPO)福井県手をつなぐ育成会 910-0026 福井市光陽2丁目3-22　福井県社会福祉センター内 （0776）25-0139 （0776）25-0139 〃

福井県社会就労センター協議会 〃 　　　　〃　　　　　 　　　　〃 （0776）63-5290 （0776）21-0313 〃

(福)福井県セルプ 〃 　　　　〃　　　　　 　　　　〃 （0776）29-2234 （0776）21-0313 〃

福井県障害者スポーツ指導者協議会 918-8027 福井市福町3-20　福井運動公園事務所内   県スポーツ課

福井県身体障害者（児）援護施設連絡協議会 917-0352 小浜市深谷１０－１３－２（事務局　第三やすらぎの郷） (0770)58-0221 (0770)58-0222 県障がい福祉課

福井県精神障害者福祉サービス事業所
連絡協議会 910-0017

福井市文京２丁目６－１０　　公益財団法人松原病院　み
どりの森　内 （0776）63－6550 (0776)28－2933 〃

福井県精神保健福祉協会 910-0026 福井市光陽2丁目3−36　総合福祉相談所内 （0776）24-5135 （0776）24-8834 〃

福井県精神保健福祉士協会 911-0016 勝山市野向町聖丸10－21－1 （0779）88－6644 （0779）87－2367 〃

福井県脳外傷友の会「福笑井」 910-0067 福井市新田塚1-42-1 福井総合クリニック内 （0776）21-1300 （0776）25-8264 〃

福井県精神保健福祉家族会連合会 910-0026 福井市光陽2丁目3−36　総合福祉相談所内 （0776）24-5135 （0776）24-8834 〃

しあわせ福井スポーツ協会 918-8027 福井市福町3-20　福井運動公園事務所内 (0776)43-9712 (0773)43-9713 〃

（一財）福井県母子寡婦福祉連合会 910-0026 福井市光陽2丁目3－22 福井県社会福祉センター内 （0776）21－0733 （0776）21－0310 県子ども家庭課

福井県里親会 910-0026 福井市光陽2丁目3－36 福井県総合福祉相談所内 (080)2955-8450 （0776）24－5139 〃

福井県民間保育園連盟 910-0026 福井市光陽2丁目3－22 福井県社会福祉センター内 （0776）27－2181 （0776）27－2187 〃

福井県みらい子育てネット母親クラブ連絡協議会 916-1237 鯖江市北中町316（会長宅） （0778）65-1833 （0778）65-1935 〃

福井県児童館連絡協議会 919-0475 坂井市春江町東太郎丸3－1 福井県児童科学館内 （0776）51－8000 （0776）51－6666 〃

福井県婦人福祉協議会 910-0026 福井市松本3丁目16-10　福井県職員会館ビル2階 （0776）27－3260 （0776）27－3260 県県民活躍課

福井県社会的養護施設協議会 914-0058 敦賀市三島町２丁目1-19 白梅学園内 （0770）22ー1310 （0770）22-7387 県子ども家庭課

福井県民間保育園職員互助会 910-0026 福井市光陽2丁目3－22 福井県社会福祉センター内 （0776）-27-2181 （0776）-27-2187 〃

福井県私立幼稚園・認定こども園協会 910-0026 福井市松本3丁目16-10　合同庁舎内 （0776）-27-4747 （0776）-27-4748 〃

（公社）福井市民間幼児教育連盟 918-8052 福井市明里町9-1　ひよこ広場2階 （0776）-36-0064 〃

福井障害者職業センター 910－0026 福井市光陽2丁目3－32 （0776）25－3685 （0776）25－3694 県労働政策課


