
７　不在者投票をすることができる指定病院・老人ホーム等の一覧

（平成２８年１月６日現在）

№ 病    院    等　　名　　称 病 院 等 所 在 地

1 医療法人初生会福井中央クリニック 福井市松本4丁目5番10号

2 医療法人新田塚医療福祉センター福井病院 福井市江上町第55号20番地の4

3 医療法人福井心臓血圧センター福井循環器病院 福井市新保2丁目228番地

4 医療法人福仁会病院 福井市文京5丁目10番1号

5 医療法人穂仁会福井リハビリテーション病院 福井市南楢原町20字大畑2番地

6 医療法人安川病院 福井市大和田町第30号７番地

7 大滝病院 福井市日光1丁目2番1号

8 さくら千寿病院 福井市下荒井町第21号42番地の1

9 光陽生協病院 福井市光陽3丁目10番24号

10 財団医療法人藤田記念病院 福井市宝永4丁目15番7号

11 財団法人松原病院 福井市文京2丁目9番1号

12 嶋田病院 福井市西方1丁目2番11号

13 医療法人慈豊会田中病院 福井市大手2丁目3番1号

14 つくし野病院 福井市川合鷲塚町49字6番地の1

15 福井温泉病院 福井市天菅生町7字1の久保

16 福井県済生会病院 福井市和田中町舟橋7番1号

17 福井県立病院 福井市四ツ井2丁目8番1号

18 福井厚生病院 福井市下六条町201番地

19 福井赤十字病院 福井市月見2丁目4番1号

20 福井県立すこやかシルバー病院 福井市島寺町93号6番地

21 福井総合病院 福井市江上町第58号16番地1

22 医療法人積善会猪原病院 敦賀市櫛林32号5番地の2

23 医療法人保仁会泉ヶ丘病院 敦賀市中81号岩ケ鼻1番11号

24 独立行政法人国立病院機構敦賀医療センター 敦賀市桜ヶ丘町33番1号

25 市立敦賀病院 敦賀市三島町1丁目6番60号

26 医療法人敦賀温泉病院 敦賀市吉河41号1番地5

27 医療法人若永会田中病院 小浜市遠敷10丁目601番地1

28 杉田玄白記念公立小浜病院 小浜市大手町2番2号

-229-

 １　病院



№ 病    院    等　　名　　称 病 院 等 所 在 地

29 医療法人廣瀬病院 大野市城町10番1号

30 医療法人たけとう病院 勝山市野向町聖丸10号21番地1

31 独立行政法人地域医療機能推進機構福井勝山総合病院 勝山市長山町2丁目6番21号

32 医療法人寿人会鯖江リハビリテーション病院 鯖江市旭町4丁目9番10号

33 医療法人寿人堂みどりヶ丘病院 鯖江市三六町1丁目2番6号

34 木村病院 鯖江市旭町4丁目4番9号

35 公立丹南病院 鯖江市三六町1丁目2番31号

36 高村病院 鯖江市幸町1丁目2番2号

37 広瀬病院 鯖江市旭町1丁目2番8号

38 独立行政法人国立病院機構あわら病院 あわら市北潟238号1番地

39 木村病院 あわら市北金津第57号25番地

40 加納病院 あわら市花乃杜1丁目2番39号

41 医療法人林病院 越前市府中1丁目5番7号

42 笠原病院 越前市塚町214番地

43 武生記念病院 越前市小松2丁目7番25号

44 財団医療法人中村病院 越前市天王町4番28号

45 財団法人今立中央病院 越前市粟田部町第33号1番地

46 坂井市立三国病院 坂井市三国町中央1丁目2番34号

47 宮﨑病院 坂井市三国町北本町2丁目2番地6号

48 春江病院 坂井市春江町江留下屋敷62番地5

49 藤田神経内科病院 坂井市丸岡町羽崎第31号12番地1

50 福井大学医学部附属病院 吉田郡永平寺町松岡下合月第23号3番地

51 越前町国民健康保険織田病院 丹生郡越前町織田第106号44番地1

52 独立行政法人地域医療機能推進機構若狭高浜病院 大飯郡高浜町宮崎87号14番地の2

53 レイクヒルズ美方病院 三方上中郡若狭町気山第315号1番地の9

54 嶺南こころの病院 三方上中郡若狭町市場第24号18番地1

55 若狭町国民健康保険上中病院 三方上中郡若狭町市場19号5番地

56 介護老人保健施設あじさい 福井市西下野町15号12番地

57 福井県済生会老人保健施設ケアホーム・さいせい 福井市和田中町百十字徳万28番地
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 ２　介護老人保健施設



№ 病    院    等　　名　　称 病 院 等 所 在 地

58 老人保健施設アルマ千寿 福井市川合鷲塚町49字5番地

59 老人保健施設九頭竜長生苑 福井市寺前町第2字2番地の2

60 老人保健施設新田塚ハイツ 福井市新田塚町506番地

61 老人保健施設ひかりケアホーム 福井市木田1丁目3413番地

62 老人保健施設福井ケアセンター 福井市乾徳4丁目5番8号

63 医療法人保仁会老人保健施設湯の里ナーシングホーム 敦賀市中81号岩ケ鼻1番11号

64 老人保健施設ヒバリヒルズ 敦賀市櫛林32号5番地の2

65 公立小浜病院組合老人保健施設「アクール若狭」 小浜市大手町2番2号

66 老人保健施設ビハーラ大野 大野市牛ケ原百54号1番地1

67 独立行政法人地域医療機能推進機構福井勝山総合病院附属介護老人保健施設 勝山市長山町2丁目6番21号

68 老人保健施設シルバーケア九頭竜 勝山市平泉寺町岩ケ野42字上野61番地

69 老人保健施設鷲巣苑 勝山市北郷町坂東島第8号2番地

70 老人保健施設鯖江ケアセンターみどり荘 鯖江市中野町33字20番の1

71 老人保健施設神明ケアセンター 鯖江市幸町1丁目2番2号

72 リハビリセンター王山 鯖江市旭町1丁目3番22号

73 老人保健施設ナイスケア木村 あわら市市姫3丁目23番4号

74 加納老健 あわら市花乃杜1丁目2番39号

75 老人保健施設シルバーケア藤 越前市北府3丁目5番1号

76 老人保健施設シルバーハイツ武生 越前市中央2丁目9番40号

77 老人保健施設東尋坊ひまわりの丘 坂井市三国町陣ケ岡第16号13番地18

78 老人保健施設ディーパあかね 坂井市丸岡町羽崎31字11番地3

79 老人保健施設坂井ケアセンター 坂井市坂井町折戸第1号58番地

80 老人保健施設丹生ケアセンターひまわり荘 丹生郡越前町四ツ杉第3号10番地

81 独立行政法人地域医療機能推進機構若狭高浜病院附属介護老人保健施設 大飯郡高浜町宮崎87号14番地の2

82 介護老人保健施設なごみ 大飯郡おおい町本郷第92号51番地の1

83 医療法人敦賀温泉病院介護老人保健施設ゆなみ 三方上中郡若狭町岩屋61号鳥引31番地

84 特別養護老人ホーム愛寿苑 福井市若杉2丁目601番地

85 特別養護老人ホーム愛全園 福井市丸山町40番7号
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 ３　老人ホーム



№ 病    院    等　　名　　称 病 院 等 所 在 地

86 特別養護老人ホームあさくら苑 福井市下六条町18字32番

87 特別養護老人ホームあさむつ苑 福井市引目町第21号9番地の2

88 特別養護老人ホーム山翠苑 福井市竪達町24番1号

89 特別養護老人ホーム新田塚ハウス 福井市江上町第55号5番地

90 特別養護老人ホーム藤島園 福井市高木町第82号36番地の1

91 宝珠苑 福井市内山梨子町第2号3番地1

92 たんぽぽ苑 福井市下森田町10号95番地

93 特別養護老人ホーム文珠苑 福井市北山35字反町5番地の1

94 特別養護老人ホーム悠和苑 福井市免鳥町第22号74番地

95 福井市ふれ愛園 福井市花野谷町第43号40番地の2

96 特別養護老人ホーム美山貴寿苑 福井市市波町31字骨堂2番

97 特別養護老人ホームすみれ荘 福井市島寺町83号1番地

98 ケアハウス藤島園 福井市高木町第82号36番地の1

99 ラフィナート浅水 福井市浅水三ヶ町1字29番地1

100 こしの渚苑 福井市蒲生町第1号90番地1

101 軽費老人ホームケアハウス九頭竜 福井市寺前町第4号14番地の2

102 特別養護老人ホーム渓山荘 敦賀市中81号岩ケ鼻1番5

103 特別養護老人ホーム眞盛苑 敦賀市莇生野90号3番

104 特別養護老人ホーム常磐荘 敦賀市金山60号下向野26番地2

105 ケアハウスエメラルドハウス 敦賀市中81号岩ケ鼻1番1

106 特別養護老人ホーム第２渓山荘ぽっぽ 敦賀市鉄輪町1丁目6番51

107 養護老人ホーム萩の苑 敦賀市鉄輪町1丁目6番51

108 養護老人ホームもみじの里 小浜市東勢11号3番

109 特別養護老人ホーム若狭ハイツ 小浜市阿納尻第59号9番地の1

110 特別養護老人ホームもみじの里 小浜市東勢11号3番

111 社会福祉法人積心会特別養護老人ホームひまわり荘 小浜市加茂第2号52番地

112 大野和光園 大野市篠座79号11番地

113 軽費老人ホーム一乗ハイツ 大野市牛ケ原154字花山1番地1

114 福井県済生会聖和園 大野市蕨生158字35番

115 特別養護老人ホームさくら荘 勝山市北谷町中尾13号16番地
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№ 病    院    等　　名　　称 病 院 等 所 在 地

116 特別養護老人ホームさつき苑 勝山市片瀬第15号22番地

117 特別養護老人ホーム五岳園 鯖江市漆原町20号8番地

118 特別養護老人ホームことぶき荘 鯖江市大野町3字1番地

119 エレガント・セニール・ガーデン 鯖江市吉江町第31号7番地1

120 グレースフルわかたけ 鯖江市本町2丁目2番17号

121 ケアハイツ芦原 あわら市横垣第18号11番地

122 ケアハウスニコニコ村 あわら市井江葭第50号16番地

123 特別養護老人ホーム芦原メロン苑 あわら市井江葭第50号18番地

124 あわら市金津雲雀ヶ丘寮 あわら市春宮3丁目28番21号

125 ウエルネス木村 あわら市自由ヶ丘2丁目15番23号

126 越前市寿楽園 越前市白崎町第34号2番地の1

127 特別養護老人ホーム水仙園 越前市萱谷町4字9番地1

128 特別養護老人ホーム第2和上苑 越前市白崎町第34号2番地の1

129 特別養護老人ホーム和上苑 越前市瓜生町第33号20番地の1

130 ケアハウスファミールほのか 越前市氷坂町46字41番地2

131 特別養護老人ホームメゾンいまだて 越前市東樫尾町第8号38番

132 養護老人ホーム太子園 越前市西谷町15字坂9番1

133 特別養護老人ホーム第３和上苑 越前市高木町12字7番地1

134 サンライフ小野谷 越前市蓬莱町6番24号

135 特別養護老人ホーム第２水仙園 越前市萱谷町4字9番地1

136 軽費老人ホーム東尋坊ハイツ 坂井市三国町陣ケ岡35字大谷頭1番地8

137 白楽荘 坂井市三国町梶49字18番地

138 吾亦紅 坂井市丸岡町羽崎第31号5番地

139 社会福祉法人双和会特別養護老人ホームガーデンハイツ春江 坂井市春江町針原48号28番1

140 特別養護老人ホーム豊楽園 坂井市坂井町下関42字4番1号

141 アニス松岡 吉田郡永平寺町松岡椚第31号7番地1

142 特別養護老人ホーム永平寺ハウス 吉田郡永平寺町けやき台813番地1

143 ひかり苑 吉田郡永平寺町山王第7号30番地

144 社会福祉法人光道園第一光が丘ハウス 丹生郡越前町朝日22字7番地の1

145 社会福祉法人光道園第二光が丘ハウス 丹生郡越前町朝日22字7番地の1

146 社会福祉法人光道園第三光が丘ハウス 丹生郡越前町朝日22字7番地の1
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№ 病    院    等　　名　　称 病 院 等 所 在 地

147 特別養護老人ホームシルバーハイツ宮崎 丹生郡越前町小曽原75号35番地

148 特別養護老人ホーム海楽園 丹生郡越前町米ノ第46号1番地の1

149 特別養護老人ホームやすらぎ荘 丹生郡越前町織田第83号24番地の1

150 特別養護老人ホーム湖岳の郷 三方郡美浜町金山2号3番地の27

151 特別養護老人ホーム高浜けいあいの里 大飯郡高浜町和田168―22

152 特別養護老人ホーム楊梅苑 大飯郡おおい町野尻28号37番地

153 特別養護老人ホーム松寿苑 三方上中郡若狭町井ノ口第32号6番1

154 福井美山荘 福井市市波町54号25番地

155 九頭竜ワークショップ七瀬の郷 福井市燈豊町第43号9番地3

156 社会福祉法人友愛会第三やすらぎの郷 小浜市深谷10号13番地2

157 九頭竜ワークショップしずかの郷 勝山市平泉寺町岩ヶ野42字上野61番地

158 九頭竜ワークショップ上野の郷 勝山市平泉寺町岩ヶ野42字上野61番地

159 社会福祉法人光道園ライフトレーニングセンター 鯖江市和田町9字1の1

160 障害者支援施設ライトワークセンター 鯖江市和田町9字1の1

161 社会福祉法人金津福祉会金津サンホーム あわら市花乃杜3丁目22番12号

162 若越みどりの村 越前市萱谷町第2号12番地の1

163 社会福祉法人光道園光が丘ワークセンター 丹生郡越前町朝日22字7番地の1

164 社会福祉法人光道園ライトホープセンター 丹生郡越前町朝日22字3番地の1

165 救護施設  大野荘 大野市篠座17号23番地
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 ５　保護施設

 ４　身体障害者支援施設
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