
　（2）介護老人保健施設（病状が安定している要介護者に対し、介護、医学的管理下での介護、機能訓練等の必要な医療、日常生活上の世話を行う施設）

番号 名　　　称
設置主体
経営主体

代表者名 管理者名 郵便番号 所　在　地 設置年月日 定員 電話番号 FAX番号

1 福井ケアセンター （医）穂仁会 大瀧　憲夫 平木　誠一 910－0021 福井市乾徳4丁目5-8 平1.1.27 160 （0776）26－5155 （0776）26－5277

2 九頭竜長生苑 （福）福泉会 竹澤　信幸 高畠 學 910－0801 福井市寺前町2-2-2 平1.4.22 100 （0776）54－4681 （0776）54－3820

3 ヴィラ岩井 （医）社団成蹊会 岩井　晃男 加藤　初夫 910－0859 福井市日之出2丁目13-2 平1.9.1 100 （0776）24－0177 （0776）24－0181

4 ひかりケアホーム （医）雄久会 奥村　雄外 奥村　雄外 918－8104 福井市板垣5丁目201 平7.8.9 40 （0776）33－1600 （0776）33－1602

5 ひかりケアホーム（ユニット型） （医）雄久会 奥村　雄外 奥村　雄外 918－8104 福井市板垣5丁目201 平30.11.11 80 （0776）33－1600 （0776）33－1602

6 アルマ千寿 （医）千寿会 片山　外一 片山 外一 910－0102 福井市川合鷲塚町49-5 平9.3.28 100 （0776）55－1600 （0776）55－1888

7 新田塚ハイツ （福）白寿院 林　正岳 辻　哲朗 910－0064 福井市新田塚町506 平9.10.7 144 （0776）22－8367 （0776）22－8380

8  福井県済生会介護老人保健施設ケアホーム・さいせい （福）恩賜財団　福井県済生会 三浦　將司 紙谷　尚之 918－8235 福井市和田中町徳万28 平10.10.1 100 （0776）30－7660 （0776）30－7661

9 あじさい （福）寿の会 松原　信也 大門　和 918－8041 福井市西下野町15-12 平11.11.1 100 （0776）33－5911 （0776）33－6691

10  介護療養型老人保健施設さくら （医）社団泉水会 小森　吉晴 小森　吉晴 918－8013 福井市花堂東２丁目408番地 平22.7.1 68 （0776）34－3500 （0776）35－7808

11 ナイスケア木村 （医）至捷会 木村　洋平 根石　裕美子 919－0621 あわら市市姫３丁目23-4 平11.8.1 80 （0776）73－5678 （0776）73－5677

12 加納老健 （医）泉壽会 中川　智和 中川　智和 919-0633 あわら市花乃杜1丁目2-39 平24.4.1 29 （0776）73－1002 （0776）73－1661

13 東尋坊 ひまわりの丘 （医）聖仁会 藤井医院 藤井　康広 齋藤　隆三 913－0062 坂井市三国町陣ケ岡16-13-18 平11.10.20 80 （0776）82－8500 （0776）82－8550

14 ディーパあかね （医）社団茜会 藤田　長久 藤田　長久 910－0367 坂井市丸岡町羽崎31-11-3 平1.2.22 86 （0776）67－0811 （0776）67－0282

15 坂井ケアセンター （福）坂井来春会 山本　文雄 久野　秀男 919－0537 坂井市坂井町折戸1-58 平10.6.22 100 （0776）72－7373 （0776）72－7171

16 介護老人保健施設　ライフケアはるさか （医）松福会 佐々木　久男 松下　賢三 919－0449 坂井市春江町中筋100-77 平25.4.1 29 （0776）58－0183 （0776）58－3180

17 キラキラの町 （医）キラキラ会 松田　祐一 松田　祐一 912-0026 大野市要町1番13号 平24.4.1 29 （0779）66－6090 （0776）66－6098

18 鷲巣苑 （福）大日園 笠羽　涼子 島田　耕文 911－0056 勝山市北郷町坂東島8-2 平5.4.12 63 （0779）89－3390 （0779）89－3395

19 福井勝山総合病院附属介護老人保健施設 （独）地域医療機能推進機構 尾身　茂 坪坂　誠司 911－0031 勝山市長山町２丁目6-21 平11.5.1 100 （0779）87－3100 （0779）87－3177

20 リハビリセンター王山 （医）王山 下條　美可 橋本　富子 916－0025 鯖江市旭町１丁目3-22 平2.3.1 62 （0778）51－7720 （0778）51－7718

21 鯖江ケアセンターみどり荘 （医）東山会 齋藤　道夫 上田　隆夫 916－0033 鯖江市中野町33-20-1 平2.6.1 160 （0778）51－7540 （0778）51－8421

22 神明ケアセンター （医）高村病院 高村　敬一 高村　敬一 916－0018 鯖江市幸町１丁目2-2 平10.4.17 80 （0778）51－8228 （0778）51－8335

23 シルバーハイツ武生 （医）相木病院 相木　七良右エ門 堀川　利彦 915－0814 越前市中央２丁目9-40 平4.4.13 140 （0778）21－3111 （0778）21－3110

24 シルバーケア藤 （医）斎藤医院 齋藤　友治 斎藤　君枝 915－0802 越前市北府３丁目5-1 平5.6.11 90 （0778）22－8821 （0778）22－5674

25 シルバーケア日野 （医）山本会 山本　直子 山本　直子 919－0223 南条郡南越前町東大道33-10-1 平1.6.1 120 （0778）47－3270 （0778）47－3655

26 今庄老人保健施設 南越前町 ― 宮谷　信行 919－0131 南条郡南越前町今庄84-26 平17.1.1 30 （0778）45－1724 （0778）45－1913

27 丹生ケアセンタ－ひまわり荘 （福）積心会 関　敬信 関　敬信 916－0227 丹生郡越前町四ツ杉3-10 平31.4.1 100 （0778）36－2170 （0778）36－2178

28 湯の里ナーシングホーム （医）保仁会 神谷　敬一郎 池　修 914－0028 敦賀市中81号岩ヶ鼻1-11 平3.7.6 170 （0770）22－4400 （0770）22－4474

29 ヒバリヒルズ （医）積善会 猪原病院 猪原　久貴 山田　義夫 914－0138 敦賀市櫛林32-5-2 平10.2.2 100 （0770）22－8600 （0770）22－6218

30 リバーサイド気比の杜（ユニット型） （医）明峰会 木村　輝明 佐々木　規之 914－0812 敦賀市昭和町2丁目2801 平16.4.6 36 （0770）20－1171 （0770）20－1172

31 リバーサイド気比の杜（従来型） （医）明峰会 木村　輝明 佐々木　規之 914－0812 敦賀市昭和町2丁目2801 平28.4.6 34 （0770）20－1171 （0770）20－1172

32 小規模サテライト型介護老人保健施設　気比の風 （医）明峰会 木村　輝明 佐々木　規之 914－0056 敦賀市津内町3丁目6-21 平21.6.1 29 （0770）20－0211 （0770）20－0214

33 公立小浜病院組合老人保健施設　アクール若狭 公立小浜病院組合 ― 廣瀬　敏士 917－0078 小浜市大手町2-2 平12.3.29 100 （0770）52－0989 （0770）52－0978

34 若狭高浜病院附属介護老人保健施設 （独）地域医療機能推進機構 尾身　茂 秋野　裕信 919－2225 大飯郡高浜町宮崎87-14-2 平6.4.1 70 （0770）72－5115 （0770）72－5477

35 なごみ おおい町 ― 堀江　秀行 919－2111 大飯郡おおい町本郷92-51-1 平19.4.12 50 （0770）77－3184 （0770）77－3388

36 ゆなみ （医）敦賀温泉病院 玉井　顕 吉光 外宏 919－1325 三方上中郡若狭町岩屋61-31 平10.11.1 100 （0770）45－3200 （0770）45－3230


