
（１３）放課後等デイサービス事業所（学校通学中の障害児に対し、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練を提供する。）

番号 名称
設置主体
経営主体

代表者名 管理者名 定員 電話番号 ＦＡＸ番号 共生型

1
独立行政法人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 敦賀市 桜ヶ丘町３３－１ (5) (0770)25-1600 (0770)25-7409

2
敦賀市立子ども発達支援センター　パラレル（児童
発達支援センター）

敦賀市
（福）敬仁会

渕上　隆信 山口　陽一 敦賀市 櫛川41-2-3 20 (0770)22-7172 (0770)22-7173

3 アイホーム敦賀 （有）フユージョン 飯田　英樹 河端　左世利 敦賀市 金山７３－６－１ 10 （0770）47-6160 （0770）47-6170

4 アフタースクール　アイ （株）ケア・サービス・アイ 蓬莱谷　修久 清水　康生 敦賀市 清水町1丁目６番17号 10 （0770）21-0089 （0770）21-0079

5 アイホームあんのん （有）フユージョン 飯田　英樹 河端　左世利 敦賀市 野坂43-1-22 10 (0770)47-6181 (0770)47-6182

6 こども発達支援ルーム　ぷらすup （一社）つるが福祉会 神園　伸作 神園　智惠子 敦賀市 金山57-16-1 10 (0770)36-1135 (0770)25-4758

7 ＮＥＳＴ　Ｃａｒｅ （株）やまちゃん 林　仁史 畑守　哲明 敦賀市 中央町1丁目9-4 (10) 070-4126-0190

8
小浜市母と子の家児童発達支援センター（児童発
達支援センター）

小浜市
（有）ふらむはぁとリハビリねっと

松崎　晃治 安倍　小百合 小浜市 後瀬町１番５号 10 (0770)53-2603 (0770)53-1016

9 ひとつむぎ小浜 （株）ひとつむり 大槻　信司 大槻　信司 小浜市 千種1-8-33 10 （0770）52-0800 （0770）52-0799

10
大野市社会福祉協議会　放課後等デイサービス
事業所

(福)大野市社会福祉協議会 齊藤　康文 谷　和子 大野市 大野市天神町7-18 10 (0779)64-5002 (0779)64-5003

11 大野市児童デイサービスセンターくれよん教室 大野市、（医）平谷こども発達ｸﾘﾆｯｸ - 平谷　美智夫 大野市 大野市天神町1-19 (10) (0779)65-8535 (0779)65-8535

12 おくえつザウルス （福）大日園 笠羽　涼子 笠羽　涼子 勝山市 昭和町3丁目1-69 (20) （0779）89-3210 （0779）89-3310

13 デイサービスセンター　なかま （福）鯖江市社会福祉協議会 蓑輪　進一 墨崎　和枝 鯖江市 神明町5丁目5番37号 10 (0778)51-1839 (0778)51-8805

14 虹の家 （有）虹の家 竹内　勇気 竹内　勇気 鯖江市 水落町2丁目12-20 10 (0778)77-2060 (0778)77-2060

15 ゆうの家 （有）ゆう 玉村　信子 玉村　智 鯖江市 中戸口町15-36 （10） (0778)65-3651 (0778)65-3655

16 hanaテラス （福）育友福祉会 前川　光弥 前田　有美 鯖江市 三六町2丁目910番地１ （10） (0778)54-7733 (0778)54-7753

17 デイサービスセンター　ちぐさのいえ (福）つつじ会 園　幸雄 畠中　則幸 鯖江市 三六町1丁目11-3 10 0778-53-0058 0778-53-2001

18 アスラボ　さばえ us合同会社 申　燦雨 吉村　恭子 鯖江市 小黒町１丁目8-8-1 （10） 0778-42-8365 0778-42-8365

19 虹の家　鯖江西事業所 （有）虹の家 中西　麻衣 中西　麻衣 鯖江市 水落町１丁目14-11-1 5 0778-51-2381

20 まなびクラブ （株）ハルカデイズ 岩井　大輔 松本　一晃 鯖江市 丸山町一丁目202番１ （10） 090-1960-2568

21
越前市児童発達支援センターなないろ（児童発達
支援センター）

越前市 山田　賢一 倉橋　和代 越前市 府中1丁目11-2 (20) (0778)22-3628 (0778)22-3473

22 エンジェル・キッズ （ＮＰＯ）エンジェル・キッズ 田中　三紀子 堀　裕美子 越前市 府中1丁目11-2 10 (0778)23-7735 (0778)23-7735

23 障がい児のデイサービス「杉の子」 （医）野尻医院 野尻　健一郎 玉村　聡美 越前市 上大坪町35-1-1 20
am:0778-22-5108
pm:080‐6364‐0081

(0778)22-5107

24 エンジェル・キッズ （ＮＰＯ）エンジェル・キッズ 田中　三紀子 辻　優美 越前市 横市町16-23-5 10 （0778）23-7735 （0778）23-7735

25 翔っ子 ケアファースト（株） 前田　栄二 浅野　美幸 越前市 稲寄町12-8-5 （10） （0778）25-3014

26 複合型デイサービス「てまり」 （医）野尻医院 野尻　健一郎 野尻　健一郎 越前市 平出1-12-37 計15 （0778）22-0305 ○

27 デイサービスふぅ （株）風の家 木津　真由美 木津　真由美 越前市 小野谷町4－1－10 10 （0778）43-5596 (0778)43-5597 ○

所在地
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28 活き生きほっと倶楽部 （株）ほっとリハビリシステムズ 松井　一人 細川　美由紀 越前市 高木町１１１－２ 3 （0778）21-5208 （0778）21-5218 ○

29 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 越前市 家久町74字14番地1 （計15） （0778）29-3280 （0778）29-3281 ○

30 希星 ケアファースト（株） 前田　栄二 畑山　明美 越前市 稲寄町7-22-7 10 080-1956-6001

31 みらいクリエイトＫＩＴＴＯ 合同会社夢の旅行屋 米津　歩 小泉　実加 越前市 上太田町29-7-1 （10） (070)8962-5522 0778-67-4925

32 みらいクリエイトＰｏｃｋｅｔ！ 合同会社夢の旅行屋 米津　歩 小泉　実加 越前市 上太田町29-15-1 （10） 080-4361-5152 0778-67-4925

33 ほっこりＡＯＺＯＲＡ （ＮＰＯ）ＡＯＺＯＲＡ福井 瀧澤　治美 瀧澤　治美 坂井市 春江町中筋１６－１０－２ 10 (0776)63-6098 (0776)63-6098

34 放課後等デイサービス事業　すまいる （ＮＰＯ）スマイルネットワークさかい 田崎　健治 前田　理恵 坂井市 坂井町東２４－２２ 20 (0776)72-2282 (0776)72-2282

35 すまいるステーション （ＮＰＯ）自立支援センターはあとスマイル春江 池田　妃佐惠 池田　妃佐惠 坂井市 春江町江留上昭和2-28 10 (0776)51-5166 (0776)58-2522

36
子ども発達支援センター　こぶし園（児童発達支援
センター）

（福）しいのみ共生会 糸崎　喜一 松村　友宇子 坂井市 丸岡町西里丸岡15-6 12 (0776)68-0524 (0776)68-0527

37 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 中野　恭代 坂井市 坂井町大味30字西前田21番地 10 （0776）72-7777 （0776）72-7676

38 坂井市社会福祉協議会希望園 （福）坂井市社会福祉協議会 阿古江　唯説 竹内　育子 坂井市 三国町新保42-2-7 10 (0776)82-4440 (0776)82-2664

39 マザーズ春江 （有）ハーヴェスト 杉本　武彦 水口　凌 坂井市 春江町江留下屋敷109-2 10 0776-97-5855 0776-97-8676

40 チップス　たかぼこ （株）チップス 伊藤　英彦 酒井　祐恵 坂井市 丸岡町西瓜屋15-12 10 0776-50-6061 0776-50-6062

41 北風と太陽　丸岡 （株）かね・だ 金田　和寛 坂本　陽子 坂井市 丸岡町里丸岡２丁目５ 10 0776-50-6403 0776-50-6405

42 あひろば丸岡 （株）ワーキングカレッジ 中村　駿 吉村　拓未 坂井市 丸岡町西瓜屋5-13 10 0776-43-9683 0776-43-9684

43 アスラボ　はるえ us合同会社 申　燦雨 中村　恵子 坂井市 春江町境上町6-3 10 0776-43-9588 0776-43-9588

44 放課後等デイサービスなるなる （ＮＰＯ）スマイルネットワークさかい 田崎　健治 中野　恭代 坂井市 坂井町木部東28-55 10 080-8999-2401

45 キッズデイ　丸岡　よろこび （福）生喜会 森　隆二 山田　克宜 坂井市 丸岡町下安田６字沢１１番１０ 10 0776-50-3902 0776-50-3903

46 白ねこ （福）仁善 達川　秀三 達川　貴美子 あわら市 大溝１丁目２０－１３ 10 0776-73-2239 0776-73-3270

47
あわら病院重症心身障害児（者）在宅支援事業所
あおば

（独）国立病院機構あわら病院 見附　保彦 見附　保彦 あわら市 北潟２３８－１ (5) (0776)79-1211 (0776)79-1249

48 放課後等デイサービスほやほや （ＮＰＯ）スマイルネットワークさかい 田崎　健治 高嶋　和代 あわら市 大溝２丁目６－６ 10 0776-63-6985 0776-63-6439

49 まなび猫 （福）仁善 達川　秀三 達川　貴美子 あわら市 大溝１丁目２０番１３号 （10） (0776)73-0031 0776-73-3270

50
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 永平寺町 松岡吉野堺18-5-1 5 (0776)61-0258 (0776)50-1030

51 フレンズどれみ （福）足羽福祉会 髙村　昌裕 渡辺　浩基 永平寺町 松岡神明１丁目１２８ 10 （0776）43-6582 （0776）43-6583

52 スマイルシップ 株式会社ジーセッション 林　祐希 林　祐希 永平寺町 松岡葵３丁目１２５－１１ 10 （0776）63-6423 （0776）63-6423

53 越前町児童デイサービスセンター　すてっぷ 越前町 内藤　俊三 川端　昭宏 越前町 織田106-51-1 20 （0778）36-1102 （0778）36-1103

54 こども支援センターえがお （福）光道園 荒木　博文 野形　敦子 越前町 朝日1丁目２０１番地 18 0778-34-2500 0778-34-2507

55 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 美浜町 河原市6-6-1 10 （0770）32-2616 （0770）32-2617
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56 ひとつむぎ高浜 （株）ひとつむり 大槻　信司 山田　晴美 高浜町 和田103-1-2 10 (0770)50-7115 (0770)50-7115

57 おひさまはうす （ＮＰＯ）おひさま 小島　真弓 濱瀬　享也 高浜町 事代６－１－１０ (10) 0770-72-5053

58 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 若狭町 藤井１－１８－２ （10） （0770）45-3303 （0770）47-5007

59 クリーンねっと若狭 （ＮＰＯ）福祉ネットこうえん会 林田　恒正 地村　佳之 若狭町 市場１８－１１ 6 （0770）62-2151 （0770）62-2151


