
４．介護保険施設等

　（1）指定介護老人福祉施設（在宅での生活が困難な要介護者に対し、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理等を行う施設）

番号 名   称
設置主体
経営主体

代表者名 施設長名 郵便番号 所 在 地 設置年月日 施設類型 定員 電話番号 FAX番号

1 山翠苑 （福）慈豊会 田中　廣昌 水島　尚子 918-8221 福井市堅達町24-1 昭50.7.15 従来型 80 0776-53-2586 0776-53-3813

2 新田塚ハウス （福）白寿院 林  正岳 河合　悟郎 910-3113 福井市江上町第55号5番地 昭52.2.1 従来型 150 0776-59-1800 0776-27-2655

3 愛全園（従来型） （福）足羽福祉会 髙村 昌裕 滝波　正興 910-0835 福井市丸山町40-7 昭54.4.10 従来型 30 0776-53-5411 0776-53-5433

4 愛全園（ユニット型） （福）足羽福祉会 髙村 昌裕 滝波　正興 910-0835 福井市丸山町40-7 平24.5.27 ユニット型 60 0776-53-5411 0776-53-5433

5 あさくら苑 （福）一乗谷友愛会 山本　高之 山本　高之 918-8135 福井市下六条町18-32 昭55.5.1 ユニット型 70 0776-41-8400 0776-41-8401

6 宝珠苑 （福）福聚会 斉藤　俊信 斉藤　俊信 910-3116 福井市内山梨子町2-3-1 昭57.4.1 従来型 80 0776-83-1373 0776-83-0161

7 文珠苑 （福）文珠福祉会 諏訪　英樹 諏訪　英樹 919-0317 福井市北山町35-5-1 昭60.4.1 従来型 90 0776-41-7500 0776-41-3338

8 高雄苑 （福）安居福祉会 内田　嘉兵衞 内田　嘉昭 918-8076 福井市本堂町51-33 平1.4.1 従来型 70 0776-37-0116 0776-37-0126

9 愛寿苑 （福）弥生福祉会 小川　弥仁 小川　弥仁 918-8055 福井市若杉町2-601 平1.5.1 従来型 80 0776-34-5100 0776-34-5101

10 足羽利生苑（従来型） （福）足羽福祉会 髙村　昌裕 岩本　昌雄 910-2178 福井市栂野町20-7 平3.4.10 従来型 59 0776-41-3121 0776-41-3642

11 藤島園 （福）藤島会 屋敷　大作 屋敷　大作 910-080４ 福井市高木中央3-1701 平4.4.1 従来型 105 0776-52-1166 0776-52-1144

12 悠和園 （福）鷹山会 杉田　弘巳 西田　美智子 910-3378 福井市免鳥町22-74 平5.5.1 従来型 70 0776-87-2161 0776-87-2620

13 たんぽぽ苑 （福）森田福祉会 片山　外一 中西　正一 910-0147 福井市下森田町10-95 平6.4.18 従来型 80 0776-56-0992 0776-56-2652

14 あさむつ苑 （福）新清会 吉田　新内 吉田　雅世 918-8156 福井市引目町21-9-2 平9.6.10 従来型 70 0776-38-9280 0776-38-9281

15 美山貴寿苑 （福）美山友愛会 貴志　英生 横長　勇次 910-2222 福井市市波町31-2 昭57.4.1 従来型 50 0776-96-4150 0776-96-4150

16 こしの渚苑(従来型) （福）健楽会 田崎　健治 長谷川　弘光 910-3553 福井市蒲生町1-90-1 平17.9.1 従来型 30 0776-89-2110 0776-89-2711

17 こしの渚苑（ユニット型） （福）健楽会 田崎　健治 長谷川　弘光 910-3553 福井市蒲生町1-90-1 平23.9.1 ユニット型 40 0776-89-2110 0776-89-2711

18 すみれ荘 （福）清水新生会 野村　正昭 簑輪　憲一郎 910-3623 福井市島寺町83-1 平7.4.3 従来型 80 0776-98-5550 0776-98-3863

19 HOME TOWN コスモス （福）おおた福祉会 辻  亨 村崎　優 919-0324 福井市帆谷町1-33 平18.3.27 ユニット型 80 0776-38-1159 0776-38-2678

20 モアヤング こもれびホーム （福）祥穂会 皆川　恭英 皆川　恭英 918-8235 福井市和田中町東沖田30-1 平18.3.29 ユニット型 80 0776-28-3737 0776-28-3833

21 たぶのき （福）福井ゆうあい会 大瀧　毅郎 小林　佳子 910-0001 福井市大願寺3丁目3-6 平25.4.1 ユニット型 30 0776-27-4140 0776-27-3036

22 アニス松岡 （福）太陽会 辻　哲雄 辻　保須美 910-1131 吉田郡永平寺町松岡椚31-7-1 昭47.9.1 ユニット型 90 0776-61-0725 0776-61-4071

23 永平寺ハウス （福）福泉会 竹澤　信幸 小林　顕市 910-1223 吉田郡永平寺町けやき台813-1 平7.4.14 従来型 80 0776-63-4373 0776-63-4384

24 ひかり苑(従来型) （福）慈心会 奥村　雄外 平沢　浩一郎 910-1321 吉田郡永平寺町山王７字30 平10.11.1 従来型 50 0776-64-3500 0776-64-3600

25 ひかり苑（ユニット型） (福)慈心会 奥村　雄外 平沢　浩一郎 910-1321 吉田郡永平寺町山王７字30 平26.4.1 ユニット型 30 0776-64-3500 0776-64-3600

26 あわら市金津雲雀ヶ丘寮(従来型） あわら市((福)あわら市社協) 佐々木　康男 道官　吉一 919-0632 あわら市春宮3-28-21 平2.4.1 従来型 40 0776-73-0144 0776-73-1343

27 あわら市金津雲雀ヶ丘寮(ユニット型） あわら市((福)あわら市社協) 佐々木　康男 道官　吉一 919-0632 あわら市春宮3-28-21 平28.3.1 ユニット型 40 0776-73-0144 0776-73-1343

28 芦原メロン苑（従来型） （福）緑進会 柴田　恒夫 大倉　秀之 910-4112 あわら市井江葭50-18 平8.4.20 従来型 60 0776-78-7880 0776-78-7890

29 白楽荘（従来型） （福）白女林 森　一也 川嵜　郁子 913-0061 坂井市三国町梶49-18 昭46.4.1 従来型 77 0776-82-1282 0776-82-6287

30 長寿園 （福）長寿幸元会 西出　文雄 西　光明 910-0321 坂井市丸岡町八ケ郷22-4 平25.3.19 ユニット型 100 0776-66-6734 0776-66-6912

31 ガーデンハイツ春江（従来型） （福）双和会 藤井　康広 尾崎　司 919-0476 坂井市春江町針原48-28-1 平3.4.1 従来型 45 0776-51-6233 0776-51-6726

32 ガーデンハイツ春江（ユニット型） （福）双和会 藤井　康広 尾崎　司 919-0476 坂井市春江町針原48-28-1 平26.4.1 ユニット型 30 0776-51-6233 0776-51-6726

33 豊楽園 （福）坂井福祉会 木村　洋子 新田　康久 919-0501 坂井市坂井町下関42-4-1 平5.4.1 従来型 80 0776-72-2630 0776-72-2650

34 福井県済生会聖和園 （福）恩賜財団済生会 三浦　將司 追分　小夜子 912-0823 大野市蕨生158-35 昭39.2.5 従来型 120 0779-66-3307 0779-66-3578

35 大野和光園(従来型) （福）大野和光園 砂子　三郎 松山　佳予子 912-0061 大野市篠座79-11 昭48.9.1 従来型 70 0779-66-2551 0779-65-0905
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36 大野和光園(ユニット型) （福）大野和光園 砂子　三郎 松山　佳予子 912-0061 大野市篠座79-11 平26.4.1 ユニット型 30 0779-66-2551 0779-65-0905

37 介護老人福祉施設ビハーラ大野 （福）光明寺福祉会 一乗　玲子 一乗　玲子 912-0091 大野市牛ヶ原154-1-1 平28.1.1 従来型 94 0779-66-1850 0779-65-7130

38 さくら荘（従来型） （福）勝山福祉会 佐々木　紘昭 石井　孝幸 911-0004 勝山市北谷町中尾13-16 昭62.5.20 従来型 90 0779-83-1331 0779-83-7030

39 さつき苑（従来型） （福）勝山幸寿会 平泉　泰 平泉　きみ枝 911-0811 勝山市片瀬15-22 平10.7.1 従来型 50 0779-87-7711 0779-87-7722

40 さつき苑（ユニット型） （福）勝山幸寿会 平泉　泰 平泉　きみ枝 911-0811 勝山市片瀬15-22 平26.4.1 ユニット型 30 0779-87-7711 0779-87-7722

41 シルバーケア九頭竜 （福）九頭竜厚生事業団 五十嵐　研治郎 石井　多門 911-0825 勝山市平泉寺町岩ケ野第42号61番地 平29.4.1 従来型 75 0779-87-3003 0779-87-3441

42 五岳園 （福）日野会 谷川 一志 青山　隆文 916-0075 鯖江市漆原町20-8 昭58.5.16 従来型 80 0778-62-2220 0778-62-2219

43 ことぶき荘（従来型） （福）東陽会 斎藤　みどり 斎藤　みどり 916-1102 鯖江市大野町3-1 平11.5.1 従来型 50 0778-51-7780 0778-51-8760

44 ことぶき荘（ユニット型） （福）東陽会 斎藤　みどり 斎藤　みどり 916-1102 鯖江市大野町3-1 平26.4.1 ユニット型 30 0778-51-7780 0778-51-8760

45 エレガント･セニール・ガーデン （福）高思会 高村　敬一 古市　啓樹 916-0001 鯖江市吉江町31-7-1 平16.4.28 ユニット型 55 0778-53-2772 0778-53-2778

46 水仙園 （従来型） （福）慈生会 笠原　文和 三田村　康行 915-0037 越前市萱谷町4-9-1 昭57.6.1 従来型 50 0778-27-2155 0778-27-2780

47 第２水仙園 （ユニット型） （福）慈生会 笠原　文和 大橋　まゆみ 915-0037 越前市萱谷町4-9-1 平26.4.1 ユニット型 30 0778-27-2155 0778-27-2780

48 第２和上苑 （福）わかたけ共済部 白藤　宗徳 三田村　清美 915-0876 越前市白崎町34-2-1 平8.4.1 従来型 130 0778-25-6400 0778-24-3399

49 メゾンいまだて(従来型) （福）町屋福祉会 石田　次男 増田　真則 915-0207 越前市東樫尾町8-38 平9.6.2 従来型 60 0778-43-1800 0778-43-1877

50 第３和上苑 （福）わかたけ共済部 白藤 宗徳 笠島　美智子 915-0091 越前市高木町12-7-1 平23.6.1 ユニット型 80 0778-23-0700 0778-23-0620

51 池田町幸寿苑 池田町（(福)健楽会） 杉本 博文 松本　敏和 910-2521 今立郡池田町常安20-5 平4.4.10 従来型 30 0778-44-6110 0778-44-6601

52 ほのぼの苑 南越前町((福)ほのぼの苑) 岩倉　光弘 中村　正直 919-0202 南条郡南越前町鋳物師5-10-1 昭45.8.1 従来型 110 0778-47-2078 0778-47-3987

53 第三光が丘ハウス （福）光道園 藤本　武司 杉本　博 916-0146 丹生郡越前町朝日22-7-1 昭50.5.1 ユニット型 70 0778-34-1220 0778-34-2099

54 シルバーハイツ宮崎 （福）敬老会 相木　七良右ｴ門 相木　玲子 916-0273 丹生郡越前町小曾原75-35 平14.4.11 従来型 50 0778-32-3838 0778-32-3837

55 海楽園 （福）海楽園 内藤　俊三 三田村　和久 916-0426 丹生郡越前町米ノ46-1-1 平8.4.1 従来型 50 0778-39-1800 0778-39-1463

56 やすらぎ荘 （福）織田やすらぎ会 坂下 正人 冨田　得夫 916-0215 丹生郡越前町織田83-24-1 昭58.4.15 従来型 80 0778-36-1170 0778-36-0667

57 常磐荘 （福）相生会 小林　秀輔 本田　多起子 914-0146 敦賀市金山50-19-1 昭53.5.23 従来型 80 0770-25-6960 0770-21-0129

58 渓山荘 （福）敬仁会 神谷　保男 常田　茂希 914-0028 敦賀市中81-1-5 昭61.6.1 従来型 80 0770-24-2288 0770-24-2077

59 第２渓山荘ぽっぽ （福）敬仁会 神谷　保男 松本　正 914-0055 敦賀市鉄輪町1-2-57 平19.9.1 ユニット型 70 0770-21-1515 0770-21-1117

60 眞盛苑（従来型） （福）慈攝会 河瀬　雄二 山崎　清美 914-0141 敦賀市莇生野90-3 平10.4.23 従来型 50 0770-21-6161 0770-21-6123

61 眞盛苑（ユニット型） （福）慈攝会 河瀬　雄二 山崎　清美 914-0141 敦賀市莇生野90-3 平26.4.1 ユニット型 30 0770-21-6161 0770-21-6123

62 湖岳の郷 （福）美方福祉会 松本　徳裕 川島　清志 919-1145 三方郡美浜町金山2-3-27 平7.4.21 従来型 80 0770-32-2082 0770-32-2408

63 もみじの里 （福）若州福祉会 吉田　敏貢 福井　拓哉 917-0042 小浜市東勢11-3 昭46.5.1 ユニット型 70 0770-52-0084 0770-52-4074

64 若狭ハイツ （福）若狭福祉会 澤口　輝雄 宮川　誠二 917-0106 小浜市阿納尻59-9-1 平6.4.1 従来型 50 0770-53-2940 0770-53-2965

65 ひまわり荘 （福）積心会 関　敬信 関　朝夫 917-0223 小浜市加茂2-52 平14.4.19 従来型 70 0770-57-2120 0770-57-2122

66 松寿苑（従来型） （福）松寿会 中川　栄子 北村　浩一 919-1532 三方上中郡若狭町井ノ口32-6-1 昭56.10.1 従来型 30 0770-62-0100 0770-62-0101

67 松寿苑（ユニット型） （福）松寿会 中川　栄子 北村　浩一 919-1532 三方上中郡若狭町井ノ口32-6-1 平24.11.25 ユニット型 50 0770-62-0100 0770-62-0101

68 楊梅苑（従来型） （福）友愛会 角野　元保 新谷　正広 919-2114 大飯郡おおい町野尻28-37 平6.5.2 従来型 60 0770-77-1011 0770-77-0232

69 高浜けいあいの里 （福）友興会 清川　浩志 松山　和美 919-2201 大飯郡高浜町和田168-22 平17.6.1 ユニット型 80 0770-71-1022 0770-71-1033


