
 （10）指定短期入所生活介護事業所（65才以上の者で、介護者の疾病その他の理由により居宅において介護を受けることが一時的に困難になった者を入所させる。）

   （併設型）

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 定員 電話番号 FAX番号

1 短期入所生活介護施設 山翠苑 （福）慈豊会 田中　廣昌 水島　尚子 9188221 福井市堅達町２４－１ S50.7.15 10 （0776）53-2586 （0776）53-3813

2 新田塚ハウス （福）白寿院 林　正岳 河合　悟郎 9103113 福井市江上町58-16-1 S52.2.1 6 （0776）59-1800 0776-59-1811

3 愛全園ショートステイセンター （福）足羽福祉会 高村　昌裕 滝波　正興 9100835 福井市丸山町４０－７ S54.4.10 35 （0776）53-5411 （0776）53-5433

4 愛全園（ユニット型） （福）足羽福祉会 高村　昌裕 滝波　正興 9100835 福井市丸山町４０－７ H24.5.27 － （0776）53-5411 （0776）53-5433

5 あさくら苑ショートステイ （福）一乗谷友愛会 山本　高之 山本　高之 9188135 福井市下六条町１８－３２ S55.5.1 6 （0776）41-8400 （0776）41-8401

6 宝珠苑指定短期入所生活介護事業所 （福）福聚会 斎藤　俊信 齋藤　俊信 9103116 福井市内山梨子町２－３－１ S57.4.1 7 （0776）83-1373 （0776）83-0161

7 短期入所生活介護事業所 文珠苑 （福）文珠福祉会 諏訪　英樹 諏訪　英樹 9190317 福井市北山町３５－５－１ S60.4.1 31 （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 9188076 福井市本堂町５１－３３ H1.4.1 9 （0776）37-0116 （0776）37-0126

9 ショートステイ 愛寿苑 （福）弥生福祉会 小川　弥仁 小川　弥仁 9188055 福井市若杉２－６０１ H1.5.1 11 （0776）34-5100 （0776）34-5101

10 足羽利生苑ショートステイサービスセンター （福）足羽福祉会 高村　昌裕 岩本　昌雄 9102178 福井市栂野町２０－７ H3.4.10 15 （0776）41-3121 （0776）41-3642

11 藤島園 （福）藤島会 屋敷　大作 屋敷　大作 9100804 福井市高木中央３丁目１７０１番地 H4.4.1 10 （0776）52-1166 （0776）52-1144

12 悠和園短期入所生活介護事業所 （福）鷹山会 杉田　弘巳 西田　美智子 9103378 福井市免鳥町２２－７４ H5.5.1 12 （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 9100147 福井市下森田町１０－９５ H6.4.18 20 （0776）56-0992 （0776）56-2652

14 あさむつ苑ショートステイ （福）新清会 吉田　新内 吉田　雅世 9188156 福井市引目町２１－９－２ H9.6.10 10 （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 9102222 福井市市波町３１－２ S57.4.1 5 （0776）96-4150 （0776）96-4150

16  短期入所生活介護事業所 こしの渚苑（従来型） （福）健楽会 田崎　健治 長谷川　弘光 9103553 福井市蒲生町第1号90番地1 H17.9.1 10 （0776）89-2110 （0776）89-2711

17  短期入所生活介護事業所 こしの渚苑（ユニット型） （福）健楽会 田崎　健治 長谷川　弘光 9103553 福井市蒲生町第1号90番地1 H23.9.1 － （0776）89-2110 （0776）89-2711

18 すみれ荘短期入所生活介護 （福）清水新生会 野村　正昭 簑輪　憲一郎 9103623 福井市島寺町８３－１ H7.4.3 20 （0776）98-5550 （0776）98-3863

19 コスモス老人短期入所施設 （福）おおた福祉会 辻　亨 村崎　優 9190324 福井市帆谷町１字外山３３ H18.3.27 19 （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 9188235 福井市和田中町東沖田３０番地の１ H18.3.29 － （0776）28-3737 （0776）28-3833

21 かわにし苑 （福）健愛会 清水　修 齋藤　泰子 9103378 福井市砂子坂町第9号5番地 H19.10.1 19 （0776）83-1055 （0776）83-1161

22 短期入所生活介護センター なの花 （福）町屋福祉会 石田　次男 大西　宏尚 9188057 福井市加茂河原３丁目１－２２ H20.5.1 10 （0776）36-8784 （0776）36-8719

23 六条ホームやわらぎ （福）六条厚生会 村田　清 高瀬　和江 9188135 福井市下六条町２１７番４ H20.7.1 20 （0776）41-8600 （0776）41-8601

24 第二ひかり苑 泉の郷 （福）慈心会 奥村　雄外 笠松　美佳 9188213 福井市今泉町２５字１５番１ H22.4.1 12 （0776）52-1300 （0776）52-1311

25 花むつ苑 ショートステイ （福）新清会 吉田　新内 吉田　新内 9188014 福井市花堂中１丁目５－６ H22.4.15 9 （0776）34-8762 （0776）34-8760

26 東安居苑 短期入所 （福）健楽会 田崎　健治 佐藤　啓治 9188063 福井市大瀬町２３字１０１番 H23.4.1 10 （0776）35-0838 （0776）35-0876

27 松本ホームやわらぎ （福）六条厚生会 村田　清 中村　幸代 9100003 福井市松本１丁目２－１９ H23.4.1 10 （0776）26-4165 （0776）26-4160

29 あるば・あい （福）福寿会 岩井　法彦 布目　輝雄 9100859 福井市日之出３丁目１６－１８ H26.4.1 10 (0776)21-0181 (0776)25-0506

28 いちごショートステイ （医）健康会 嶋田　修美 高橋　祐介 9100855 福井市西方１丁目２－１１ H25.4.8 18 (0776)23-1505 (0776)23-1506

30 第二藤島園そよかぜホーム （福）藤島会 屋敷　勇 屋敷　大作 9100105 福井市河合勝見町４号２４番地１ H26.5.1 10 (0776)55-1313 (0776)55-1314

31 ショートステイさくら （医）社団泉水会 小森　吉晴 小林　徹治 9188013 福井市花堂東２丁目４０８番地 H28.9.1 20 (0776)34-3500 (0776)35-7808

32 ショートステイあたご （福）あすなろ会 坂下　昇 小森　吉顕 9188007 福井市足羽5-5-17 H28.12.1 － (0776)33-7080 (0776)34-3602

33 ショートステイ　桜手苑 （福）新清会 吉田　新内 高橋　亮太 9100005 福井市大手2丁目22-18 H29.8.1 29 (0776)26-7090 (0776)26-0022

34 ショートステイあすわ （医）十全会 小森　吉晴 小森　吉晴 9188112 福井市下馬３丁目５１１番地 H30.3.31 11 (0776)34-3600 (0776)34-3602

35 ショートステイほたるの杜 （福）安居福祉会 内田　嘉兵衞 内田　章子 9188075 福井市羽坂町３３－１－１ R3.4.1 10 0776-37-0115

36 アニス松岡 （福）太陽会 辻　哲雄 辻　保須美 9101131 吉田郡永平寺町松岡椚３１－７－１ S47.9.1 10 （0776）61-0725 （0776）61-4071

37 永平寺ハウス （福）福泉会 竹澤　信幸 小林　顕市 9101223 吉田郡永平寺町けやき台８１３－１ H7.4.14 12 （0776）63-4373 （0776）63-4384
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38 ひかり苑（従来型） (福)慈心会 奥村　雄外 齋藤　信英 9101323 吉田郡永平寺町山王７－３２ H10.11.1 10 （0776）64-3500 （0776）64-3600

39 ひかり苑（ユニット型） (福)慈心会 奥村　雄外 齋藤　信英 9101321 吉田郡永平寺町山王７－３０ H26.4.1 － （0776）64-3500 （0776）64-3600

40  あわら市金津雲雀ヶ丘寮短期入所生活介護事業所 あわら市((福)あわら市社協) 関　法子 道官　吉一 9190632 あわら市春宮三丁目２８番２１号 H2.4.1 20 （0776）73-0144 （0776）73-1343

41 芦原メロン苑（従来型） （福）緑進会 柴田　恒夫 大倉　秀之 9104112 あわら市井江葭５０－１８ H8.4.20 10 （0776）78-7880 （0776）78-7890

42 芦原メロン苑（ユニット型） （福）緑進会 柴田　恒夫 大倉　秀之 9104112 あわら市井江葭５０－１８ H26.4.1 － （0776）78-7880 （0776）78-7890

43 ウエルネス木村 （福）坂井福祉会 木村　洋子 木村　洋子 9190604 あわら市自由ケ丘二丁目１５－２３ H17.4.20 10 （0776）73-7788 （0776）73-3110

44 湯の町メロン苑ショートステイ （福）緑進会 柴田　恒夫 大倉　秀之 9104103 あわら市二面４２－２０ H20.5.12 10 （0776）77-1288 （0776）77-1289

45 コンフォガーデン木村　短期入所生活介護 （福）坂井福祉会 木村　洋子 牧田　治 9190621 あわら市市姫３丁目２４番８号 H26.8.20 22 0776-73-3335 0776-72-2650

46 白楽荘（従来型） （福）白女林 森　一也 川嵜　郁子 9130061 坂井市三国町梶４９－１８ S46.4.1 － （0776）82-1282 （0776）82-6287

47 白楽荘みくに湊（ユニット型） （福）白女林 森　一也 川嵜　郁子 9130061 坂井市三国町梶４９－１８ H26.4.1 18 （0776）82-1282 （0776）82-6287

48  短期入所生活介護事業所 長寿園 （福）長寿幸元会 西出　文雄 西　光明 9100224 坂井市丸岡町八ケ郷２２－４ H25.3.19 21 （0776）66-6734 （0776）66-6912

49 ガーデンハイツ春江（従来型） （福）双和会 藤井　康広 尾崎　司 9190476 坂井市春江町針原４８－２８－１ H3.4.1 2 （0776）51-6233 （0776）51-6726

50 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 9190476 坂井市春江町針原４８－２８－１ H26.4.1 10 （0776）51-6233 （0776）51-6726

51 短期入所生活介護 豊楽園 （福）坂井福祉会 木村　洋子 新田　康久 9190501 坂井市坂井町下関４２－４－１ H5.4.1 11 （0776）72-2630 （0776）72-2650

52 長寿の郷 （福）長寿幸元会 西出　文雄 西　光明 9100224 坂井市丸岡町八ケ郷22-5 H19.11.15 11 （0776）67-8905 （0776）67-8906

53 ショートステイやすらぎさかい （福）坂井来春会 山本　文雄 山本　恵美子 9190537 坂井市坂井町折戸第1号58番地 H19.1.10 18 （0776）72-7373 （0776）72-7171

54 プライムハイツ春江 （福）双和会 藤井　康広 尾崎　司 9190476 坂井市春江町針原59字八反田2番地 H20.4.1 11 （0776）51-0400 （0776）51-0035

55 ショートステイやすらぎはるえ （福）坂井来春会 山本　文雄 江端　和彦 9190473 坂井市春江町本堂２７－１－１ H21.4.1 10 （0776）51-8100 （0776）51-8041

56 短期入所生活介護 潟池野 （福）坂井福祉会 木村　洋子 小林　秀行 9190501 坂井市坂井町下関42-4-2 H21.12.11 10 （0776）72-0100 （0776）72-3200

57 かがやき荘 （福）清水新生会 野村　正昭 北野　敬市 9130062 坂井市三国町陣ケ岡１３号３番 H25.4.8 10 (0776)82-5151 (0776)82-5544

58 ショートステイ　生喜庵 （福）生喜会 森　隆二 山崎　良恵 9100273 坂井市丸岡町長畝１６字八ツ割３番１ H26.4.11 10 (0776)68-0058 (0776)68-0018

59 わらびの郷 （福）恩賜財団済生会 三浦　將司 追分　小夜子 9120823 大野市蕨生１５８－３５ S39.2.5 20 （0779）66-3307 （0779）66-3578

60 大野和光園 （従来型） （福）大野和光園 砂子　三郎 松山　佳予子 9120061 大野市篠座７９－１１ S48.9.1 10 （0779）66-2551 （0779）65-0905

61 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 9120061 大野市篠座７９－１１ H26.4.1 10 （0779）66-2551 （0779）65-0905

62  大野和光園 和らぎの里 ショートステイ事業所 （福）大野和光園 砂子　三郎 角田　貴美子 9120053 大野市春日３丁目１７１８番地 H23.4.5 － （0779）66-3011 （0779）66-3012

63  大野和光園 和らぎの里 ショートステイ事業所 （福）大野和光園 砂子　三郎 角田　貴美子 9120053 大野市春日３丁目１７１８ H29.4.5 10 （0779）66-3011 （0779）66-3012

64 短期入所生活介護 ルンビニー花園 （福）光明寺福祉会 一乗　玲子 一乗　玲子 9120091 大野市牛ケ原１５４－１－１ H21.10.1 14 （0779）66-1850 （0779）65-7130

65 ルンビニー花山（従来型） （福）光明寺福祉会 一乗　玲子 安岡　直美 9120091 大野市牛ケ原１５４－１－１ H26.4.1 － （0779）65-0366 （0779）65-0377

66 ルンビニー花山（ユニット型） （福）光明寺福祉会 一乗　玲子 安岡　直美 9120091 大野市牛ケ原１５４－１－１ H26.4.1 － （0779）65-0366 （0779）65-0377

67 ビハーラ大野 （福）光明寺福祉会 一乗　玲子 一乗　玲子 9120091 大野市牛ケ原154-1-1 H28.1.1 （0779）66-1850 （0779）65-7130

68 森目ホーム　ぶるー夢（従来型） （福）六条厚生会 村田　清 中山　麻希 9120804 大野市森目6字小宮16-3 H29.4.1 14 （0779）64-5689 （0779）64-5691

69 森目ホーム　ぶるー夢（ユニット型） （福）六条厚生会 志賀　厚 中山　麻希 9120804 大野市森目6字小宮16-3 H29.4.1 － （0779）64-5689 （0779）64-5691

70 まこと苑　ショートステイ事業所（従来型） （福）まこと福祉会 藤井　道明 西原　健二 9120023 大野市中荒井町２丁目８０６ R2.10.1 10 0779-64-4117 0779-64-4118

71 まこと苑　ショートステイ事業所（ユニット型） （福）まこと福祉会 藤井　道明 西原　健二 9120023 大野市中荒井町２丁目８０６ R2.10.1 － 0779-64-4117 0779-64-4118

72 さくら荘 （福）勝山福祉会 佐々木　紘昭 石井　孝幸 9110004 勝山市北谷町中尾１３－１６ S62.5.20 8 （0779）83-1331 （0779）83-7030

73 さつき苑（従来型） （福）勝山幸寿会 平泉　泰 平泉　きみ枝 9110811 勝山市片瀬１５－２２ H10.7.1 10 （0779）87-7711 （0779）87-7722

74 さつき苑(ユニット型) （福）勝山幸寿会 平泉　泰 平泉　きみ枝 9110811 勝山市片瀬第１５号２２番地 H26.4.1 － （0779）87-7711 （0779）87-7722

75 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 9110825 勝山市平泉寺町岩ケ野第４２号６１番地 H29.4.1 5 (0779）87-3003 （0779）87-3441

76 短期入所施設うぐいすの里 （福）日野会 谷川　一志 青山　隆文 9160075 鯖江市漆原町２０－８ S58.5.16 19 （0778）62-2220 （0778）62-2219



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 定員 電話番号 FAX番号

77 ことぶき荘（従来型） （福）東陽会 齋藤　みどり 齋藤　みどり 9161102 鯖江市大野町３－１ H11.5.1 20 （0778）51-7780 （0778）51-8760

78 ことぶき荘（ユニット型） （福）東陽会 齋藤　みどり 齋藤　みどり 9161102 鯖江市大野町３－１ H26.4.1 － （0778）51-7780 （0778）51-8760

79 エレガント･セニール・ガーデン （福）一陽会 高村　敬一 古市　啓樹 9160001 鯖江市吉江町第３１号７番地１ H16.4.28 20 （0778）53-2772 （0778）53-2778

80 （介護予防）短期入所生活介護つつじの家 （福）一喜会 山本　一輔 山村　元邦 9160022 鯖江市水落町３丁目６－３２ H29.4.17 10 （0778）53-2022 （0778）53-2023

81 水仙園 （福）慈生会 笠原　文和 三田村　康行 9150037 越前市萱谷町４－９－１ S57.6.1 7 （0778）27-2155 （0778）27-2780

82 第２和上苑 （福）わかたけ共済部 白藤　宗徳 三田村　清美 9150876 越前市白崎町３４－２－１ H8.4.1 10 （0778）25-6400 （0778）24-3399

83  短期入所生活介護センターメゾンいまだて （福）町屋福祉会 石田　次男 増田　真則 9150207 越前市東樫尾町８－３８ H9.6.2 20 （0778）43-1800 （0778）43-1877

84 第３和上苑 ショートステイ （福）わかたけ共済部 白藤　宗徳 笠島　美智子 9150091 越前市高木町１２-７-１ H23.6.1 20 （0778）23-0700 （0778）23-0620

85 池田町幸寿苑 池田町（(福)健楽会） 杉本　博文 松本　敏和 9102521 今立郡池田町常安２０-５ H4.4.10 12 （0778）44-6110 （0778）44-6601

81 ほのぼの苑短期入所生活介護事業所 南越前町((福)ほのぼの苑) 岩倉　光弘 中村　正直 9190202 南条郡南越前町鋳物師５－１０－１ S45.8.1 10 （0778）47-2078 （0778）47-3987

87 第三光が丘ハウス （福）光道園 藤本　武司 杉本　博 9160146 丹生郡越前町朝日２２－７－１ S50.5.1 10 （0778）34-1220 （0778）34-2099

88 シルバーハイツ宮崎 （福）敬老会 相木　七良右ヱ門 相木　玲子 9160273 丹生郡越前町小曽原７５号３５番地 H14.4.11 6 （0778）32-3838 （0778）32-3837

89 海楽園短期入所生活介護事業所 （福）海楽園 内藤　俊三 三田村　和久 9160426 丹生郡越前町米ノ４６－１－１ H8.4.1 15 （0778）39-1800 （0778）39-1463

90 やすらぎ荘短期入所生活介護事業所 （福）織田やすらぎ会 坂下　正人 冨田　得夫 9160215 丹生郡越前町織田８３－２４－１ S58.4.15 8 （0778）36-1170 （0778）36-0667

91 渓山荘ショートステイ （福）敬仁会 神谷　保男 常田　茂希 9140028 敦賀市中８１号岩ヶ鼻１－５ S61.6.1 10 （0770）24-2288 （0770）24-2077

92 第２渓山荘ぽっぽショートステイ （福）敬仁会 神谷　保男 松本　正 9140028 敦賀市鉄輪町1丁目2番57号 H19.9.1 10 （0770）21-1515 （0770）21-1117

93 眞盛苑（従来型） （福）慈攝会 河瀬　雄二 山崎　清美 9140141 敦賀市莇生野９０－３ H10.4.23 10 （0770）21-6161 （0770）21-6123

94 眞盛苑（ユニット型） （福）慈攝会 河瀬　雄二 山崎　清美 9140141 敦賀市莇生野９０－３ H26.4.1 10 （0770）21-6161 （0770）21-6123

95 第３渓山荘あおぉらショートステイ （福）敬仁会 神谷　保男 櫻井　泰行 9140801 敦賀市松島町２丁目６番３５号 H27.10.1 10 （0770）22-8570 （0770）22-8577

96 湖岳の郷 （福）美方福祉会 松本　德裕 川島　清志 9191145 三方郡美浜町金山２－３－２７ H7.4.21 10 （0770）32-2082 （0770）32-2408

97 やはず苑 （福）福井ゆうあい会 大瀧　毅郎 大瀧　毅郎 9191145 三方郡美浜町金山19-4-11 H24.4.5 10 （0770）32-6882 （0770）32-6782

98 短期入所生活介護 もみじの里 （福）若州福祉会 吉田　敏貢 福井　拓哉 9170042 小浜市東勢１１番３号 S46.5.1 10 （0770）52-0084 （0770）52-4074

99 若狭ハイツ短期入所 （福）若狭福祉会 澤口　輝雄 宮川　誠二 9170106 小浜市阿納尻５９－９－１ H6.4.1 6 （0770）53-2940 （0770）53-2965

100 ひまわり荘 （福）積心会 関　敬信 吉村　忠康 9170223 小浜市加茂第２号５２番地 H14.4.19 10 （0770）57-2120 （0770）57-2122

101 若狭東ハイツ （福）若狭福祉会 澤口　輝雄 宮川　誠二 9170241 小浜市遠敷４８号下河原１０番１ H20.7.1 6 （0770）56-2940 （0770）56-2965

102 ショートスティ松寿苑（従来型） （福）松寿会 中川　栄子 北村　浩一 9191542 三方上中郡若狭町井ノ口３２－６－１ S56.10.1 － （0770）62-0100 （0770）62-0101

103 ショートスティ松寿苑（ユニット型） （福）松寿会 中川　栄子 北村　浩一 9191542 三方上中郡若狭町井ノ口３２－６－１ H24.11.25 10 （0770）62-0100 （0770）62-0101

104 高齢者ショートステイ 五湖の郷 若狭町（(福)若狭町社会福祉協議会） 山﨑　和男 清水　武久 9191462 三方上中郡若狭町田井第24号2番地 H20.4.1 10 （0770）46-1212 （0770）46-1200

105 楊梅苑ショートステイサービスセンター （福）友愛会 角野　元保 新谷　正広 9192114 大飯郡おおい町野尻２８－３７ H6.5.2 10 （0770）77-1011 （0770）77-0232

106 高浜けいあいの里 （福）友興会 清川　浩志 松山　和美 9192201 大飯郡高浜町和田１６８－２２ H17.6.1 10 （0770）71-1022 （0770）71-1033

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 定員 電話番号 FAX番号

1 ショートステイきらら 福井県医療生活協同組合 天津　亨 橋本　和人 9100026 福井市光陽３丁目１０－２４ H17.12.8 24 （0776）21-8525 （0776）21-8527

2 ヴィルヌーブあさくらショートステイ （福）一乗谷友愛会 山本　高之 乗竹　克彦 9100857 福井市豊島１丁目２番１３号 Ｈ25.4.1 20 （0776）30-0750 （0776）30-0751

3 ショートステイつぐみ （株）ハートケア 坂下　日出夫 田中　秀和 9188026 福井市渕1丁目2215番地 H27.9.10 20 （0776）97-8305 （0776）97-8306

4 ほっとリハビリショートステイ福井 （株）ほっとリハビリシステムズ 松井　一人 山岸　知代 9100836 福井市大和田2-2101 H28.9.1 24 （0776）57-1055 （0776）57-1056

5 ショートステイ　みんなの家 （株）森川在宅介護支援開発 森川　高幸 荒井　治美 9190628 あわら市大溝３丁目４番３２号 H26.6.4 20 （0776）73-8555 （0776）73-3704

6 短期入所生活介護施設 はるさか （医）松福会 佐々木　久雄 西田　幸司 9190449 坂井市春江町中筋第１００号７５番地 H21.8.1 20 （0776）58-0182 （0776）58-3180

※　定員欄が「-」となっている事業所は、特別養護老人ホームの空床を利用しての事業のみを行っている事業所

   （単独型）



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 定員 電話番号 FAX番号

7 ほっとリハビリショートステイ （株）ほっとリハビリシステムズ 松井　一人 坂腰　祐介 9150091 越前市高木町５５－１１－１８ H20.8.1 33 （0778）29-3000 （0778）29-3300

8 ショートステイ　いちばん星 （株）ケアファースト 前田　栄二 柴田　美紀 9150096 越前市瓜生町３１－１ H25.12.1 20 （0778）22-2120 （0778）22-2122

9 つるが生協ショートステイ 満天 福井県医療生活協同組合 天津　亨 藤村　光江 9140131 敦賀市公文名１号６番 H17.7.19 24 （0770）25-4311 （0770）25-4352

10 ほっとリハビリショートステイ敦賀 （株）ほっとリハビリシステムズ 松井　一人 柴田　安規 9140823 敦賀市沓見１４１号越塚２番１ H24.9.1 30 （0770）37-1000 （0770）37-1001


