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※内容は変更となる場合があります。最新の情報は各施設へお問い合わせください。 

（子どもの発達相談支援ガイドは，福山市社会福祉協議会のホームページからダウンロードできます） 
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乳幼児期（小学校入学前まで）         
注）ＨＰとはホームページのことです。 

1 乳幼児の健康・発育発達に関する相談窓口 
  乳幼児期の健康や発育発達に関する心配や不安などについて保健師が相談に応じます。 

名 称 所 在 地 連 絡 先 ＨＰ 

福山市健康推進課 
三吉町南二丁目 11番 22号 

（福山すこやかセンター6階） 
（084）928-3421 あり 

福山市松永保健福祉課 
松永町三丁目 1番 29号 

（西部市民センター1階） 
（084）930-0422  

福山市北部保健福祉課 
駅家町大字倉光 37番地 1 

（北部支所 1階） 
（084）976-1231  

福山市東部保健福祉課 
伊勢丘六丁目 6番 1号 

（東部市民センター1階） 
（084）940-2567  

福山市神辺保健福祉課 
神辺町大字川北 1151番地 1 

（かんなべ市民交流センター1階） 
（084）962-5055  

福山市沼隈支所保健福祉担当 

沼隈町大字草深 1889番地 6 

（沼隈支所） 

火・金 9：30～15：00以外は松永保健

福祉課が対応します。 

（084）980-7704  

 

2 幼児健康診査後の親子教室（療育相談事業） 
  幼児健康診査などの結果，発達の経過観察が必要な子どもを対象として，集団遊びや保護者の交流 

 などを通じて，関わり方や今後の方向性を考えていくための教室です。 

  ※予約が必要です。月 1回の教室です。 

  ※保育所（園），幼稚園などへ通っていない子どもが対象です。 

名 称 対 象 場 所 連 絡 先 

こ あ ら キ ッ ズ 
概ね 1歳 6か月～ 

3歳頃 

福山市保健センター 

（福山すこやかセンター東館） 

（084）928-3421 

（健康推進課） 

きりんサークル 
概ね 1歳 6か月～ 

3歳頃 
西部市民センター 

（084）930-0422 

（松永保健福祉課） 

ぱんだサークル 
概ね 1歳 6か月～ 

3歳頃 
新市コミュニティセンター 

（084）976-1231 

（北部保健福祉課） 

うさぎサークル 
概ね 1歳 6か月～ 

3歳頃 
東部市民センター 

（084）940-2567 

（東部保健福祉課） 

たんぽぽクラブ 
概ね 1歳 6か月～ 

3歳頃 
かんなべ市民交流センター 

（084）962-5055 

（神辺保健福祉課） 
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3 こども発達支援センター 
  発達障がい又はその疑いのある就学前の子どもを主な対象として，相談，診察，リハビリなどを行い

ます。就学後も当センターに受診歴があれば，小学校６年生まで受診ができます。 

  ※予約が必要です。保育所（園），こども園，幼稚園，保健師，療育機関などの紹介が必要です。 

所 在 地 連 絡 先 HP 

三吉町南二丁目 11番 22号（福山すこやかセンター東館） （084）928-1351 あり 

 

4 保育所・幼稚園等で行っている事業 

 ○ことばの相談室 

  ことばやコミュニケーションが気になる小学校就学前の子どもを対象に，一人ひとりの状態に応じ 

 た活動（遊び）や保護者への助言を行いながら，ことばの発達を促します。 

 ※予約が必要です。また，福山市立大学附属こども園の申し込みについては関係機関の紹介が必要です。  

名 称 所 在 地 連 絡 先 HP 

西山手保育所 山手町 1718番地 1 （084）952-5999  

蔵王保育所 蔵王町二丁目 8番 50号 （084）927-9990  

ふたば保育所 駅家町法成寺 2135番地 1 （084）972-7795  

高西保育所 高西町真田 143-1 （084）933-4486  

手城幼稚園 南手城町四丁目 5番 37号 （084）922-0865 あり 

あけぼの幼稚園 曙町五丁目 16番 2号 （084）953-1731 あり 

湯田幼稚園 神辺町大字川北 1120番地 （084）962-2795 あり 

福山市立大学附属こども園 三吉町一丁目 6番 3号 （084）925-4742 あり 

福山市立伊勢丘こども園 伊勢丘三丁目 6番 5号 （084）940-6622 あり 

 

 ○保育所（園），幼稚園などの入所（園）にあたっての相談 

  入所（園）にあたり，心配や不安なことなどについて相談に応じます。 

名 称 連 絡 先 

公立保育所・私立保育所（園） 

認定こども園・地域型保育事業所 

各施設 

福山市ネウボラ推進部 保育施設課 （084）928-1047 

市立幼稚園 
各市立幼稚園 

福山市ネウボラ推進部 保育指導課 （084）928-1049 

私立幼稚園 各私立幼稚園 
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 ○障がい児保育 

  児童がお互いに理解を深めながら共に育ちあうことを目的に，関係機関と連携を図りながら実施し 

 ています。 連絡先：各保育所（園）等 

 

 ○聴覚障がい児の支援 

  健聴児と聴覚障がい児が共に生活する統合保育を中心に，一人ひとりの聴こえの課題に添って，こ 

 とばの獲得やコミュニケーション力の育ちを大切にしています。 

名 称 所 在 地 連 絡 先 対 象 HP 

西幼稚園 西町一丁目 14-17 （084）922-0965 聴覚障がいのある 3～5歳児 あり 

 
 

5 療育相談窓口 
  発達の遅れや心配のあるお子さんの相談に応じます。 

名 称 所 在 地 連 絡 先 対 象 HP 

草笛学園 加茂町下加茂 909番地 1 （084）972-3950 
こ と ば 

発 達 
あり 

「ゼノ」こばと園 沼隈町草深 1852番地 1 （084）987-3386 

こ と ば 

発 達 

き こ え 

あり 

児童発達支援センターひかり園 草戸町四丁目 14番 2号 （084）973-8671 
こ と ば 

発 達 
あり 

福山若草育成園 
水吞町 4357番地 

水呑三新田 42-1 
（084）968-0230 運動発達 あり 

 

 

6 療育機関 
  発達の遅れや心配のあるお子さんに対し，療育支援を行います。 

  ※記載内容については，事業所からの届出により記載しています。内容等は，変更される場合があ 

   ります。詳細については，事業所へお尋ねください。 

 

 ○医療型児童発達支援センター 

  持続的な治療及び機能訓練が必要な肢体の不自由な児童が，施設に通所して児童発達支援のサービ 

 スが受けられます。 

名 称 所 在 地 連 絡 先 HP 

福山若草育成園 水呑町 4357番地水呑三新田 42‐1 （084）968-0230 あり 
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 ○児童発達支援センター 
  発達の遅れや障がいのある就学前の児童が，専門性の高い療育を受けられます。 

名 称 所 在 地 連 絡 先 対 象 HP 

草笛学園 加茂町下加茂 909番地 1 （084）972-3950 
知的 

発達 
あり 

「ゼノ」こばと園 沼隈町草深 1852番地１ （084）987-3386 

聴覚 

知的 

発達 

あり 

児童発達支援センター 

ひかり園 
草戸町四丁目 14番 2号 （084）973-8671 

知的 

発達 
あり 

福山東児童発達支援センター  青葉台一丁目 21番 2号 （084）999-7722 
知的 

発達 
あり 

 

 ○児童発達支援事業 
  発達の遅れや心配のある就学前の児童が，施設に通所して日常生活や集団生活への適応などに関す 

 る指導及び訓練が受けられます。 

名 称 所 在 地 連 絡 先 

アクティブワンデイサービス 春日町一丁目 6番 2号 （084）941-2325 

あしび園 多治米町四丁目 16番１号 （084）957-9116 

ａｍｉ ｐｌｕｓ 新涯町一丁目 27番 6号 （084）999-3282 

あゆみん福山新涯 新涯町一丁目 5番 29号 （084）982-9291 

あゆみん福山新涯２号店 新涯町六丁目１番 35号 （084）999-6370 

あるふぁ 駅家教室 駅家町江良 779番地 3 （084）999-0063 

学校法人福山医療学園附属施設 

あさひ子ども園そら 
引野町南一丁目 6番 35号 （084）946-6665 

神辺育成会通所支援事業所 神辺町新徳田二丁目 162番地 （084）966-3131 

ギフト 瀬戸町地頭分 2509番地 1階 （084）944-5300 

ギフトぷらす 瀬戸町地頭分 2509番地 2階 （084）944-9277 

くら・らぼ児童発達支援事業所 南蔵王町六丁目 16番 54号 （084）982₋8760 

こどもアシスト「ぽの」大門教室 大門町三丁目 27番 12号 （084）999-3393 

こどもアシスト「ぽの」東福山教室 東手城町三丁目 21番 8号 （084）959-2965 

こどもサポート教室「クラ・ゼミ」東福山校 引野町五丁目 17番 7号 （084）944-3861 

こどもサポート教室「クラ・ゼミ」福山校 西深津町一丁目 10番 3号 （084）999-8161 

こどもサポート教室「クラ・ゼミ」福山三吉校 北吉津町四丁目 16番 13号 （084）999-8208 

コペルプラス 福山蔵王教室 南蔵王町五丁目 10番 6号坂本ビル 1階 （084）961-3727 

コペルプラス 福山みどり町教室 松浜町三丁目 8番 40号 （084）999-5040 

さくらんぼ 鞆町後地 1576番地 1 （084）982-5868 

サニーぷれいす 久松台三丁目 1番 39号 （084）928-8665 
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児童発達支援 放課後等デイサービス じゃんぐる 御幸町下岩成 317番地１ （084）983-1157 

児童発達支援 放課後等デイサービス 

じゃんぐる ＨＩＲＯ 
沖野上町二丁目 6番 31号 （084）982-7861 

児童発達支援・放課後等デイサービス ちあふる 明神町二丁目 6番 38号 （084）982-7700 

児童発達支援 放課後等デイサービス Lino 神辺町新徳田 267番地 （084）967-5889 

児童発達支援事業所 あめじすと 東手城町四丁目 1番 10号 （084）940-1831 

児童発達支援ステーション 慧 佐波町 296番地 1 （084）961-3155 

児童発達支援夢門塾御幸 御幸町森脇 426番地 1青空ビル 2階 （084）999-4545 

じゃんぐる学院 駅家町近田 477番地 10 （084）977-0033 

障害福祉サービス事業所 風 千田町二丁目 15番 25号 （084）982-8585 

すてっぷ 卸町 11番 5号 （084）959-2820 

すみくら春日児童発達支援事業所 春日町五丁目 3番 11号 （084）943-0700 

すみくら神辺児童発達支援事業所 神辺町川南 3150番地 1 （084）966₋3025 

すみくら幕山台児童発達支援事業所 幕山台七丁目 20番 17号 （084）999₋3505 

すりぃぱす 伊勢丘三丁目 14番 26号 （084）941-8950 

第 2こばと園 沼隈町草深 1916番地 4 （084）987-3386 

多機能型事業所 うきわく 駅家町上山守 448番地 14 （084）977-0077 

多機能型事業所 遊 御幸町中津原 1397番地 8 （084）982-7266 

多機能型重症児デイ きらめキッズ 水呑町 4448番地 2 水呑三新田 73－7 （084）999-8873 

多機能こどもサポートふぁ～すとすてっぷ久松台 久松台二丁目 30番 10号 (084) 999-6625 

寺子屋三蔵 春日町三丁目 10番 25号 080-5610-4207 

てらぴぁぽけっと 福山多治米教室 多治米町二丁目 11番 10号シティパル 101 （084）999-9210 

Ｈｕｇ Ｈｕｇ 東川口町四丁目 11番 16号 （084）999-9081 

ひまわりルーム 駅家町近田 621番地 1 （084）999-0117 

放課後等デイサービス クオレ 
南蔵王町四丁目 2番 36号 

ホワイトビレッジ B101 
（084）982-5007 

ぽかぽかホームえがお 松永町五丁目 10番 24号 （084）973-4741 

マーブルマール 神村町 3612番地 （084）939-5441 

まきば 神辺町西中条 1277番地 1 （084）963-5677 

まなびのひろば 瀬戸教室 瀬戸町大字長和 2713番地 （084）959-5918 

ムジカ音楽学園 南本庄三丁目 7番 1号 （084）982-9679 

リズムＪＯＹ 引野町南一丁目 6番 11号 （084）971-5701 
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 ○保育所等訪問支援事業 
  保育所等における集団生活の適応のための専門的な支援を受けることができます。 

施 設 名 所 在 地 連 絡 先 

学校法人福山医療学園附属施設 

あさひ子ども園そら 
引野町南一丁目 6番 35号 （084）946-6665 

草笛学園 加茂町下加茂 909番地 1 （084）972-3950 

サンクス運動療育クラブ 沖野上町六丁目 3番 38号 （084）959-3106 

児童発達支援センターひかり園 草戸町四丁目 14番 2号 （084）973-8671 

じゃんぐる学院 駅家町近田 477番地 10 （084）977-0033 

すりぃぱす 伊勢丘三丁目 14番 26号 （084）941-8950 

「ゼノ」こばと園 沼隈町草深 1852番地 1 （084）987-3386 

寺子屋三蔵 春日町三丁目 10番 25号 080-5610-4207 

寺子屋悟空 春日町三丁目 10番 25号 080-5610-4207 

ひまわりルーム 駅家町近田 621番地 1 （084）999-0117 

福山東児童発達支援センター 青葉台一丁目 21番 2号 （084）999-7722 

福山若草育成園 水呑町 4357番地 水呑三新田 42‐1 （084）968-0230 

放課後等デイサービス クオレ 
南蔵王町四丁目 2番 36号 

ホワイトビレッジ B101 
（084）982-5007 

マーブルマール 神村町 3612番地 （084）939-5441 

※記載内容については，事業所からの届け出により記載しています。内容は， 

変更される場合があります。詳細については，各事業所にお尋ねください。 

最新の情報については，「福山市 障がい福祉課」ホームページをご覧ください。 

 

7 就学に関する相談 

  就学にあたり，心配や不安なことなどの相談に応じます。 
名 称 所 在 地 連 絡 先 HP 

福山市教育相談センター 北吉津町四丁目 13番 5号 （084）924-5556 あり 

 

  特別支援学校への就学について相談に応じます。 

名 称 障がい種別 所 在 地 連 絡 先 HP 

広島県立福山特別支援学校 肢体不自由 津之郷町津之郷 280-3 （084）951-1513 あり 

広島県立福山北特別支援学校 知   的 加茂町下加茂 7006 （084）972-3040 あり 

広島県立沼隈特別支援学校 知   的 沼隈町上山南 736-3 （084）988-0888 あり 
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8 子育てに関する相談 

名称・所在地・連絡先 内 容 HP 

各保育所（園）等 
親子遊びの会 

子育てに関する相談など 
 

ふくやま子育て応援センター「キッズコム」 

  所在地 元町 1番 1号 

       （天満屋福山店 8階） 

  連絡先 （084）932-7284 

子育てに関する相談 

（来訪相談，電話相談） 

子育てに関する情報提供 

子育て講座 

あそびのひろば 

ファミリー・サポート・センター事業 

福山ネウボラ相談窓口「あのねキッズコム」 

あり 

福山ネウボラ相談窓口「愛称：あのね」 

（子育て世代包括支援センター）13か所 

① あのね キッズコム(子育て応援センター) 

 (084)932-7233 

② あのね ふくやま(ネウボラ推進課) 

(084)928-1357 

③ あのね 松永支所      （084）930-0422 

④ あのね 北部支所      （084）976-1218 

⑤ あのね 東部支所      （084）940-2583 

⑥ あのね 神辺支所      （084）962-5056 

⑦ あのね 伊勢丘こども園   （084）940-6655 

⑧ あのね 水呑立正保育所   （084）956-1630 

⑨ あのね 附属こども園    （084）925-2621 

⑩ あのね 柳津保育所     （084）933-4224 

⑪ あのね 新市保育所     （0847）52-5580 

⑫ あのね 神辺保育所     （084）963-0093 

⑬ あのね ぬまくま（ぬまくま子育て支援センター内） 

(084)987-1121 

   ◆電話は相談窓口専用 

 

開設時間，休館日 

① 10：00～18：00，月曜日（祝日の場合は翌日） 

② ～⑥ 8：30～17：15，土・日曜日・祝日 

⑦ ～⑫ 8：30～17：00，日曜日・祝日 

⑬ 10：00～15：00，第 1～第 4木曜以外・祝日 

妊娠・出産，子育てに関する 

総合相談窓口（子育て世代包括支援セン

ター） 

・妊娠や出産，からだや心のこと，子育て，

しつけ，教育・保育施設のことなどの相

談 

・妊娠・出産・子育てに関する情報提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あり 
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学齢期（小学校入学～高校卒業まで）      
 
1 相談機関 
  学習や行動・コミュニケーションに心配のあるお子さんの相談に応じます。 

  ※まずは在籍している学校へ相談しましょう。 

 

 ○学校 

  連絡先：在籍している学校 

 

 ○福山市社会福祉協議会基幹相談支援センター（子ども発達相談）クローバー 

  福祉サービスの利用や各種手続き，日常の心配ごとなど，障がいのある方，ご家族，関係者からの 

 相談をお受けします。障がい種別は問いません。 

  また，発達障がいの疑いがある，または診断を受けているお子さんについては，特性から考えられ 

 る問題と対応について助言します。 

  ※特性を確認するための検査は予約が必要です。 

所 在 地 連 絡 先 

三吉町南二丁目 11番 22号（福山すこやかセンター内） （084）973-0968 

 

 ○教育相談 

  不登校や子育てなどについて相談に応じます。 

所 在 地 連 絡 先 

北吉津町四丁目 13番 5号 

（福山市教育相談センター） 
0120-874-783（フリーダイヤル） 

 

 ○福山市内の特別支援学校 

名 称 障がい種別 所 在 地 連 絡 先 備 考 HP 

広島県立福山特別支援学校 肢体不自由 津之郷町津之郷 280-3 （084）951-1513 

教 育 

相談等 

あり 

広島県立福山北特別支援学校 知   的 加茂町下加茂 7006 （084）972-3040 あり 

広島県立沼隈特別支援学校 知   的 沼隈町上山南 736-3 （084）988-0888 あり 

 

 ○福山大学人間文化学部心理学科附属『こころの健康相談センター』 

  発達・学習支援，ソーシャルスキルトレーニング，カウンセリング（不登校対応等）などを実施し

ています。※完全予約制です。電話相談は応じていません。なお，相談料金がかかります。 

所 在 地 連 絡 先 電話受付日時 HP 

学園町 1番地三蔵（福山大学 23号館１階） （084）936-2077 

月・火 13:00～16：00 

 水 9:00～12:00 

木・金 14:00～17:00 

あり 
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2 教育機関 
  特別な支援を必要とするお子さんへの教育を行います。 

 

 ○通級指導教室  連絡先：福山市教育委員会学びづくり課 （084）928-1183 

  通常の学級に在籍していて，設置校に週 1回程度通い，個別の課題に応じた指導を行います。 

1 言語通級指導教室（小学校） 

   ≪対象≫ ことばの課題や吃音等のある児童 

 

2 情緒通級指導教室（小学校）LD・ADHD通級指導教室（中学校） 

   ≪対象≫ 気持ちの切り替えや注意集中，友達との関係づくりに困難さがある児童生徒 

 

 ○特別支援学級  連絡先：福山市教育委員会学びづくり課 （084）928-1183 

  特別支援学級に在籍し，個に応じた教育を行います。 

   ≪対象≫ 小中学校で学校生活全般において，個別の配慮を必要とする児童生徒 

 

 ○特別支援学校 

  障がいのあるお子さんの教育を行います。 

名 称 障がい種別 所 在 地 連 絡 先 備 考 HP 

広島県立福山特別支援学校 肢体不自由 津之郷町津之郷 280-3 （084）951-1513 

教 育 

相談等 

あり 

広島県立福山北特別支援学校 知   的 加茂町下加茂 7006 （084）972-3040 あり 

広島県立沼隈特別支援学校 知   的 沼隈町上山南 736-3 （084）988-0888 あり 

広島県立広島中央特別支援学校 視   覚 
広島市東区戸坂 

千足二丁目 1番 4号 
（082）229-4134 あり 

広島県立尾道特別支援学校 聴   覚 尾道市栗原町 1524 （0848）22-5248 あり 

広島県立広島西特別支援学校 病   弱 大竹市玖波四丁目 6-10 （0827）57-1000 あり 
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3 放課後等デイサービス 
  学校通学中の児童・生徒が，放課後や夏休み等の長期休暇中に，生活能力向上のための訓練等 

 が受けられます。 

 

名 称 所 在 地 連 絡 先 

アイリーライフ学習特化型 南蔵王町六丁目 32 番 9号 （084）982-5100 

アイリーライフ南蔵王 南蔵王町六丁目 33 番 36号 （084）982-8910 

アイリーライフＷＡＫＡＢＡ 南蔵王町六丁目 35 番 39号 （084）982-8925 

アクティブワンデイサービス 春日町一丁目 6 番 2号 （084）941-2325 

あそＬａｂｏ 駅家町江良 154 番地１ （084）983-1318 

ａｍｉ ｐｌｕｓ 新涯町一丁目 27番 6号 （084）999-3282 

あゆみん福山新涯 2号店 新涯町六丁目１番 35号 （084）999-6370 

アラジン 神辺町川北 979 番地 1 （084）965-6007 

アリス 神辺町十三軒屋 157番地 4 （084）966-3288 

あるふぁ 駅家教室 駅家町江良 779 番地 3 （084）999-0063 

いちばん星 南手城町二丁目 14 番 23号 （084）999-8444 

おひさまきっず 福山引野事業所 引野町四丁目 9 番 36号 （084）982-8639 

学習サポートふぁ～すとすてっぷ 久松台二丁目 30番 11 号 （084）961-3328 

学校法人 英数学館 ＥＩＳＵみらい塾 吉津町 12番 27 号 A棟 1階 （084）973-0301 

学校法人福山医療学園附属施設あさひ子ども園そら 引野町南一丁目 6番 35号 （084）946-6665 

神辺育成会通所支援事業所 神辺町新徳田二丁目 162番地 （084）960-3722 

ＫＩＤ’Ｓ －ゆう 本庄町中一丁目 28 番 19-1号 （084）982-7731 

ギフト 瀬戸町地頭分 2509 番地 1階 （084）944-5300 

ギフトぷらす 瀬戸町地頭分 2509 番地 2階 （084）944-9277 

キラナ 南蔵王町五丁目 23 番 47号 （084）982-8119 

こどもアシスト「ぽの」大門教室 大門町三丁目 27番 12 号 （084）999-3393 

こどもアシスト「ぽの」東福山教室 東手城町三丁目 21 番 8号 （084）959-2965 

こどもサポート教室「クラ・ゼミ」東福山校 引野町五丁目 17番 7号 （084）944-3861 

こどもサポート教室「クラ・ゼミ」福山校 西深津町一丁目 10 番 3号 （084）999-8161 

こどもサポート教室「クラ・ゼミ」福山三吉校 北吉津町四丁目 16 番 13号 （084）999-8208 

コペルプラス福山蔵王教室 南蔵王町五丁目 10-6 坂本ビル 1階 （084）961-3833 
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さくらんぼ 鞆町後地 1576番地 1 （084）982-5868 

さくらんぼ 星の家 鞆町後地 1577番地 （084）982-5868 

サニーぷれいす 久松台三丁目 1 番 39号 （084）928-8665 

サンクス運動療育クラブ 沖野上町六丁目 3番 38号 （084）959-3106 

シーグラス 内海町イ 2846番地 090-2808-5116 

児童発達支援・放課後等デイサービス じゃんぐる 御幸町大字下岩成 317 番地１ （084）983-1157 

児童発達支援・放課後等デイサービス 

じゃんぐる ＨＩＲＯ 
沖野上町二丁目６番３１号 （084）982-7861 

児童発達支援・放課後等デイサービス ちあふる 明神町二丁目 6 番 38号 （084）982-7700 

児童発達支援・放課後等デイサービス Ｌｉｎｏ 神辺町新徳田 267番地 （084）967-5889 

児童発達支援ステーション 慧 佐波町 296番地 1 （084）961-3155 

じゃんぐる学院 駅家町近田 477 番地 10 （084）977-0033 

重症心身障がい（児）者多機能事業所 はなお 山手町六丁目 25番 39 号 （084）999-0875 

障害福祉サービス事業所 風 千田町二丁目 15番 25 号 （084）982-8585 

すりぃぱす 伊勢丘三丁目 14番 26 号 （084）941-8950 

「ゼノ」こども広場まつなが 松永町五丁目 2 番 21号 （084）934-3980 

多機能こどもサポートふぁ～すとすてっぷ久松台 久松台二丁目 30番 10 号 （084）999-6625 

多機能型事業所アルピナ 千田町三丁目 65番 6号 （084）959-6878 

多機能型事業所 うきわく 駅家町上山守 448番地 14 （084）977-0077 

多機能型事業所ようきテラス 神辺町字道上 1333 番地１ （084）967-5091 

多機能型重症児デイ きらめキッズ 水呑町 4448 番地 2 水呑三新田 73－7 （084）999-8873 

チャイルドアカデミーＭＩＲＡＩＭＡ 東深津町二丁目 7番 6 号 080-8980-7841 

てご 神辺町字西中条 1099番地 4 （084）960-2020 

寺子屋 悟空 春日町三丁目 10番 25 号 080-5610-4207 

寺子屋 三蔵 春日町三丁目 10番 25 号 080-5610-4207 

ＨｕｇＨｕｇ 東川口町四丁目 11 番 16号 （084）999-9081 

ハーティーラボラトリー 奈良津町一丁目 9番 5 号 （084）983-1126 

ハッピーテラス沖野上教室 沖野上町六丁目 9番 24号 （084）999-1400 

ハッピーテラス福山教室 西町三丁目 25番 2 号 （084）999-0202 

ひととき春日 春日町六丁目 10番 3号 （084）959-4352 

ひとときの家 引野町二丁目 8 番 10号 （084）983-3850 

ひととき引野 引野町二丁目 8 番 10号 （084）983-3850 
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ひまわりルーム 駅家町近田 621 番地 1 （084）999-0117 

ぴぼ～て福山 
瀬戸町地頭分 2509 番地 

スキップ Ward1 階 
070-3778-0102 

広島県立福山若草園放課後等デイサービス事業所 水呑町 4357 番地 水呑三新田 42-1 （084）968-0230 

ふぁ～すとすてっぷ御門町 御門町三丁目 10番 8号 （084）961-3987 

ふぁんたす 卸町 11番 4 号 （084）982-5575 

放課後等デイサービス いろは 春日町六丁目 10番 8号 （084）999-0771 

放課後等デイサービス いろは塾 春日町六丁目 5 番 11号 （084）999-4177 

放課後等デイサービス ウィズ福山川口 川口町一丁目 9 番 3号 （084）981-1439 

放課後等デイサービス ウィズ福山新涯 新涯町四丁目 7 番 13号 （084）957-2207 

放課後等デイサービス ウィズ・ユー福山神辺 神辺町十九軒屋 292番地 2 （084）967-5488 

放課後等デイサービス ＷＥＳＴ 市西桜町一丁目 8番 17号 （084）971-7842 

放課後等デイサービス ＯＨＡＮＡ１ 神辺町川南 511-25 090-8181-9333 

放課後等デイサービス カイト ＫＡＮＮＡＢＥ 神辺町字西中条 2366番地 （084）967-1122 

放課後等デイサービス かがやき今津 今津町三丁目 7 番 25号 090-2800-5678 

放課後等デイサービス かがやき松永 松永町五丁目 15番 9号 090-2800-5678 

放課後等デイサービス キャンパスみゆき 御幸町大字下岩成 1143番地 8 （084）955-1120 

放課後等デイサービス クオレ 
南蔵王町四丁目 2番 36号 

ホワイトビレッジ B101 
（084）982-5007 

放課後等デイサービス くむくむ 芦田町下有地 1316 番地 2 （084）959-4196 

放課後等デイサービス しらゆりハウス 神辺町新湯野 67番地 7 084-962-5559 

放課後等デイサービス じゃんぐるぷらは 曙町五丁目 1番 21 号 （084）981-0015 

放課後等デイサービス 月うさぎ 神辺町字徳田 343番地 （084）966-3736 

放課後等デイサービス 月うさぎ西中条 神辺町字西中条 2227番地１ （084）966-3736 

放課後等デイサービス なないろＣＬＵＢ 南今津町 23 番地 （084）939-6306 

放課後等デイサービス にじいろ 東深津町一丁目 12 番 29号 （084）917-2210 

放課後等デイサービス にじいろｓｍｉｌｅ 東深津町三丁目 19 番 5号 （084）982-9434 

放課後等デイサービス ＮＯＡＨ 神辺町川南 1302-1 グラミュール川南 （084）965-6789 

放課後等デイサービス バババルーン福山神辺 神辺町字湯野 289番地 2 （084）966-3255 

放課後等デイサービス バババルーン福山引野 引野町二丁目 28番 10 号 （084）999-1717 

放課後等デイサービス バババルーン福山御幸 御幸町大字森脇 427番地７ （084）959-3610 

放課後等デイサービス ＨＥＲＯＯ 木之庄町五丁目 17 番 14号 （084）961-3161 
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放課後等デイサービス ぽかぽか 駅家町江良 44番地 3 （084）999-0113 

放課後デイサービス ポコアポコ 西深津町四丁目 8-15 2Ｆ （084）983-0277 

放課後等デイサービス マイ・ノート 
光南町一丁目 1 番 36号 

松本建材第 1ビル 2階 
（084）923-6177 

放課後等デイサービス まーぶる 伊勢丘八丁目 23番 17 号 （084）999-9060 

放課後等デイサービス 未起 曙町三丁目 29番 28号 （084）917-8120 

放課後等デイサービス みのりの杜 神辺町新湯野 28番 7号 （084）966－3107 

放課後等デイサービス 遊 御幸町中津原 1750 番 6 （084）983-0313 

放課後児童デイサービスセンター ぷくぷく 沼隈町草深 1212番地 （084）987-0357 

ぽかぽかホームえがお 松永町五丁目 10番 24 号 （084）937-4741 

まきば 神辺町西中条 1277 番地 1 （084）963-5677 

マーブルマール 神村町 3612 番地 （084）939-5441 

まなびのひろば 駅家教室 駅家町江良 267 番地 1 （084）999-0167 

まなびのひろば 瀬戸教室 瀬戸町大字長和 2713番地 （084）959-5918 

まなびのひろば 幕山教室 幕山台七丁目 1 番 1号 2階 （084）999-7154 

みどりんぐ 神辺町新湯野 25番地 5 （084）963-8588 

ミライク 青葉台一丁目 13番 30 号 （084）975-3302 

ミライク ふくやま川口教室 川口町五丁目 20番 6号 （084）999-5583 

ムジカ音楽学園 南本庄三丁目 7 番 1号 （084）982-9679 

夢門塾ゆうゆう今津 今津町三丁目 5 番 18号 （084）930-4416 

夢門塾ゆうゆう神辺 神辺町大字川南 1030番地 12 （084）966-3361 

夢門塾ゆうゆう新市 新市町大字新市 888番地 （0847）51-3300 

夢門塾ゆうゆう奈良津 奈良津町一丁目 2番 13号 （084）983-0046 

夢門塾ゆうゆう奈良津２組 奈良津町一丁目 2番 20号 （084）983-0061 

夢門塾ゆうゆう御幸 御幸町森脇 426 番地 1 青空ビル 2階 （084）999-4545 

メリーピースアカデミー 多治米町五丁目 14 番 9号 （084）975-7314 

ゆめの扉 大門町三丁目 22番 20 号 （084）983-0213 

ＹＯＵＫＩチャイルドアカデミー神辺 神辺町新徳田 519番地 090-1680-6186 

ライフ 王子 王子町二丁目 7 番 16号 （084）973-8873 

ライフ 瀬戸 瀬戸町大字地頭分 131 番地 3 （084）999-2525 

ライフ 大門 大門町二丁目 20番 28 号 （084）982-8451 

ライフ 松永 柳津町二丁目 3 番 32号北棟 （084）939-5595 
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※記載内容については，事業所からの届け出により記載しています。内容は，変更される場合がありま 

 す。詳細については，各事業所にお尋ねください。最新の情報については，「福山市 障がい福祉課」 

ホームページをご覧ください。 

 

 

4 その他 

  

○水浴訓練室（プール） 

  障がい者，高齢者などの健康増進，身体機能の維持向上を目的としたスロープつきプールで，家族 

 更衣室や昇降浴室も備えています。 

所 在 地 連 絡 先 

三吉町南二丁目 11番 22号（福山すこやかセンター１階） （084）928-1343 

  ※使用料…身体障がい者手帳，療育手帳，精神障がい者保健福祉手帳を所持している人が個人で使 

   用する場合は無料（介護者 1～2人を含む。ただし 2人の場合は要問合せ）。 

  ※休館日…毎週月曜日，年末年始 

 

 

 ○サマースクール 
  夏休み期間中に，発達に何らかの課題のある小学生と中学生・高校生等の学生ボランティアがプー 

 ルや調理，自由遊びなどで交流する活動です。 

所 在 地 連 絡 先 

三吉町南二丁目 11番 22号（福山すこやかセンター内） 
（084）928-1346 

（福山市社会福祉協議会ボランティアセンター） 

  ※時間…夏休み期間中の 5日間開催 9：00～15：00（学校へ案内します） 

 

 

 

 

 

 

  

ライフ 南手城 南手城町一丁目 8番 23号 （084）999-0131 

リズムＪＯＹ 引野町南一丁目 6番 11号 （084）971-5701 

ＬＩＮＫ ＰＬＵＳ 川口町二丁目 6 番 29号 （084）981-0255 

れんげ 神辺町字湯野 284番地１ （084）967-5254 

ロム 神辺町新徳田 340番地 （084）967-5118 

ＯＮＥ―すてっぷ 卸町 11番 5 号 （084）959-2820 

３Ｐｉｅｃｅ 山手町二丁目 15番 27 号 （084）999-3780 
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その他（乳幼児期～高校卒業まで）       
 
1 発達などの相談 

 〇福山市障がい児等療育支援事業 

  訪問や外来での個別または集団による療育相談や指導を行います。また，保育所・幼稚園・学校等 

 の職員に対し，療育に関する相談や指導を行います。 

名 称 所 在 地 連 絡 先 備 考 HP 

草笛学園 加茂町下加茂 909番地 1 （084）972-3950 

外来療育 

訪問療育 

施設支援 

あり 

「ゼノ」こばと園 沼隈町草深 1852番地 1 （084）987-3386 

外来療育 

訪問療育 

施設支援 

あり 

児童発達支援センター 

ひかり園 
草戸町四丁目 14番 2号 （084）973-8671 

外来療育 

訪問療育 
あり 

地域療育支援センター 

あしすと 
卸町 11番 5号 （084）959-2820 

外来療育 

訪問療育 
あり 

 

 ○福山市社会福祉協議会基幹相談支援センター（子ども発達相談）クローバー 

所 在 地 連 絡 先 備 考 

三吉町南二丁目 11番 22号（福山すこやかセンター内） （084）973-0968 学齢期対象 

 

 

2 児童相談，手当，手帳などの窓口 
名称・所在地・連絡先 内   容 HP 

広島県東部こども家庭センター 

 所在地 瀬戸町山北 291-1 

 連絡先 （084）951-2340 

18歳未満の子どもの児童相談 

療育手帳相談 

※相談は予約が必要です。 

 

福山市ネウボラ推進課(総合支援担当) 

 所在地 東桜町 3番 5号 

 連絡先 （084）928-1258 

子ども家庭相談（来所相談，電話相談） 

子どもに関する様々な相談，児童虐待等の通告・相談 
あり 

福山市ネウボラ推進課(給付・医療担当) 

 所在地 東桜町 3番 5号 

 連絡先 （084）928-1070 

児童手当，子ども医療費助成，未熟児養育医療 

児童扶養手当，ひとり親家庭等医療費助成 
あり 

福山市障がい福祉課 

 所在地 東桜町 3番 5号 

 連絡先 （084）928-1063 

身体障がい者手帳，療育手帳，精神障がい者保健福祉手

帳，重度心身障がい者医療費助成，自立支援医療費（精

神通院），特別児童扶養手当 

あり 
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3 児童支援利用計画 
  児童発達支援及び放課後等デイサービスを利用するためには，通所受給者証や利用計画の申請が必 

 要となります。詳しくは障がい福祉課，または障がい児相談支援事業所へお問い合わせください。 

 

 ○福山市障がい福祉課 

   所在地：東桜町 3番 5号    連絡先：（084）928-1208 

  

○障がい児相談支援事業所 

  課題の解決や適切なサービス利用に向けて，サービス等利用計画の作成や，サービス提供事業者等 

 との連絡調整等必要な支援が受けられます。 

※記載内容については，事業所からの届け出により記載しています。内容は，変更される場合がありま 

  す。詳細については，各事業所にお尋ねください。最新の情報については，「福山市 障がい福祉課」 

ホームページをご覧ください。 

名 称 所 在 地 連 絡 先 

あーす 引野町南一丁目 6番 11号 （084）971-5755 

ありがとう相談支援事業所 春日町七丁目 3番 5号 （084）971-6811 

草笛学園 加茂町大字下加茂 909番地 1 （084）972-3950 

ＣｏｒＣｏｇ 伊勢丘三丁目 14番 26号 080-2933-0103 

サポートぷらす 瀬戸町大字地頭分 2509番地 2階 （084）944-7815 

サンキ・ウエルビィ介護センター福山 南蔵王町一丁目 9番 17号 （084）959-3226 

児童発達支援センター ひかり園 草戸町四丁目 14番 2号 （084）973-8671 

障害者自立支援センターしんいち 新市町大字相方 1172番地 1 （0847）52-5444 

住倉福山東相談支援事業所 青葉台一丁目 21番 2号 （084）999-7755 

「ゼノ」こばと園相談支援事業 沼隈町大字草深 1852番地 1 （084）987-3386 

相談支援事業所 かがやき 松永町五丁目 15番 9号 090-2800-5678 

相談支援事業所 じゃんぐる 曙町五丁目 1番 21号 （084）981-0015 

相談支援事業所「ゼノ」からっと 沼隈町大字草深 1228番地 080-2905-2530 

相談支援事業所 なないろ 南今津町 23番地 （084）939-6306 

相談支援事業 花てまり 南本庄五丁目 2番 31号 （084）961-3428 

相談支援事業所 ひまわり 駅家町大字近田 621番地 1 （084）959-4999 

相談支援センター風ぐるま 卸町 11番 5号 （084）959-2839 

相談支援ゆうゆう奈良津 奈良津町一丁目 2番 13号 （084）983-0046 

久松共働センター 久松台三丁目 1番 39号 （084）928-8665 

広島県立福山若草園 福山若草育成園 水呑町 4357番地 水呑三新田 42－1 （084）968-0230 

ふぁ～すとすてっぷ相談支援事業所 久松台二丁目 30番 10号 （084）923-0087 

ほっと 加茂町字上加茂 811番地 （084）972-5544 

ミユー・ウィズサポート 新涯町一丁目 41番 13号 （084）961-4609 
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4 生活の支援 
  利用者がサービスを選択し，契約により，次のサービスを利用することができます。 

 

 ○福山市障がい福祉課 

   所在地：東桜町 3番 5号    連絡先：（084）928-1208 

支援の種類 内容 

居宅介護 

（ホームヘルプサービス） 

ヘルパーの訪問により，在宅で介護や食事などの日常生活の援助が受け

られます。 

短期入所 

（ショートステイ） 

介護者が一時的に介護できなくなった時，施設へ短期入所して適切な支

援を受けられます。 

日中一時支援 一時的に短期入所（泊を伴わない）して適切な支援を受けられます。 

移動支援 介護者が外出時の介護ができない時に移動の支援をします。 

行動援護 
知的障がい又は精神障がいにより行動上著しい困難を有する人が行動

する時に，危険を回避するために必要な支援，外出支援を受けられます。 

 
5 その他の相談窓口 
  
 ○特定非営利活動法人 福山手をつなぐ育成会 

さまざまな障がいのある人たちが，地域の中で安心して，豊かに暮らすために，福祉・教育・労働・

権利擁護などの諸制度の確立，向上を図ることを目的とし，当事者および保護者の支援を行なっています。   

所 在 地 連 絡 先 

三吉町南二丁目 13番 27号 （084）922-1138 
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