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福井県総合福祉相談所の概要 

 

１ 総合福祉相談所の所在地                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

〒９１０－００２６ 福井市光陽２丁目３－３６  TEL ０７７６－２４－７３１１(代表)  

地域支援課  ０７７６－２４－７３１１ 

障がい者支援課 

総合受付 ０７７６－２４－５１３５ 

こころの相談専用 ０７７６－２６－４４００ 

救急情報センター相談専用 ０７７６－６３－６８９９ 

こども・女性支援課 

判定課 

児童相談専用 ０７７６－２４－５１３８ 

女性相談専用 ０７７６－２４－６２６１ 

子ども虐待相談専用電話 ０７７６－２４－３６５４ 

FAX  ０７７６－２４－８８３４  ２４－５１３９（児童相談・女性相談） 

 

２ 総合福祉相談所が有している機能および施設 

・「身体障害者福祉法」に基づく身体障害者更生相談所 
・「知的障害者福祉法」に基づく知的障害者更生相談所 
・「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に基づく精神保健福祉センター 

（愛称：ホッとサポートふくい） 
（附置施設：精神科救急情報センター・ひきこもり地域支援センター） 

・「障害者虐待防止法」に基づく障害者権利擁護センター 
・「児童福祉法」に基づく児童相談所(付置施設：一時保護所) 
・「売春防止法」に基づく婦人相談所(付置施設：一時保護所) 

(併設施設：若草寮(婦人保護施設)) 
・「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」に基づく 

配偶者暴力被害者支援センター 
 （併設機関） 

・「発達障害者支援法」に基づく福井県発達障害児者支援センター スクラム福井  

 

 ３ 組織図 

             地域支援課                 一時保護室 
             【児童相談所一時保護所】 
                                  身体・知的グループ 

 
             障がい者支援課  
              【身体障害者更生相談所】 

【知的障害者更生相談所】           精神グループ 
【精神保健福祉センター】 

所長  次長        （精神科救急情報センター） 
（ひきこもり地域支援センター） 
【障害者権利擁護センター】 

                            緊急対応グループ 
       次長    こども・女性支援課             
          (相談支援)  【児童相談所】               社会的養育グループ 

【婦人相談所(若草寮を含む)】   
                    【配偶者暴力被害者支援センター】       在宅支援グループ 
 

女性グループ 
判定課     
【児童相談所】 

 （併設機関） 

      「発達障害児者支援センター スクラム福井」  

      「里親養育包括支援（フォスタリング）機関 福さと」 
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 ４ 沿革 

    昭和 11年 5月  少年指導相談所(児童相談所の前身)を福井市月見町に設置 

    昭和 23年 5月  中央児童相談所を福井市尾上上町(現在の松本 4丁目)に設置 

昭和 26年 4月  精神衛生相談所を県立精神病院に併設 

昭和 29年 4月  中央児童相談所を福井市松本 4丁目に新築移転 

昭和 29年  4月 身体障害者更生相談所および身体障害者更生指導所（肢体不自由者 

更生施設)を福井市松本１丁目に設置 

昭和 32年 7月  婦人相談所を売春防止法公布に伴い県庁内に設置 

昭和 33年 3月  婦人相談所の庁舎を福井市月見町に新築 

若草寮(婦人保護施設)を県立雲雀ヶ丘寮内(寮を一部転用)に開設 

昭和 35年 7月  精神薄弱者更生相談所を身体障害者更生相談所等に併設 

昭和 35年 11月  若草寮を婦人相談所に新築併設 

昭和 41年 4月  精神薄弱者更生相談所を中央児童相談所に移転併設 

昭和 47年 4月  精神衛生センターを県立精神病院に併設 

昭和 51年 11月  婦人相談所、若草寮、中央児童相談所、精神薄弱者更生相談所を 

         福井市光陽２丁目に新築移転 

昭和 52年 3月  身体障害者更生相談所、身体障害者更生指導所を福井市光陽２丁目 

新築移転、福井県総合福祉センター「若越あかりの園」(呼称)とする。 

昭和 52年 4月  あかり福祉工場(身体障害者授産施設)を若越あかりの園に設置 

昭和 57年 4月  機構改革により福井県福祉総合相談所若越あかりの園として統合 

昭和 63年 5月  法律改正により、精神衛生センターを精神保健センターに名称変更 

平成  4年 4月  福井県総合福祉相談所に名称変更 

平成  5年 4月  機構改革により、福井県あかり福祉工場の機能を福井県身体障害者 

更生指導所に統合 

平成  7年 6月  法律改正により精神保健センターを精神保健福祉センターに名称変更 

平成 11年 4月  法律改正により精神薄弱者更生相談所を知的障害者更生相談所に 

             名称変更 

    平成 12年 4月  法律改正により「福井県総合福祉相談所および福井県嶺南振興局 

             敦賀児童相談所の設置に関する条例」に、身体障害者更生相談所 

             および知的障害者更生相談所を規定する。 

    平成 16年 3月  身体障害者更生指導所を廃止 

             精神保健福祉センターの再整備により繊協ビル２階に移転。 

愛称「ホッとサポートふくい」の使用 

平成 22年 6月  精神保健福祉センターに精神科救急情報センターを開設 

平成 26年 4月  機構改革により総合福祉相談所に精神保健福祉センターの機能を統合 

令和 元年 6月  障害者支援課を「障がい者支援課」へ名称変更 

  


