
　（17）指定地域密着型介護老人福祉施設 　

　　（在宅での生活が困難な要介護者に対し、できる限り住み慣れた地域での生活が継続できるよう、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、健康管理等を行う定員29人以下の施設）

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 かわにし苑 （福）健愛会 多田　伸 齋藤　泰子 9103143 福井市砂子坂町第9号5番地 平19.10.1 ユニット型 29 0776-83-1055 0776-83-1161

2 地域密着型特別養護老人ホーム　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 平20.5.1 ユニット型 29 0776-36-8784 0776-36-8719

3 六条ホームやわらぎ （福）六条厚生会 志賀　厚 高瀬　和江 9188135 福井市下六条町２１７番４ 平20.7.1 ユニット型 29 0776-41-8600 0776-41-8601

4 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２５－１５－１ 平22.4.1 ユニット型 29 0776-52-1300 0776-52-1311

5 小規模特別養護老人ホーム　花むつ苑 （福）新清会 吉田　新内 吉田　新内 9188014 福井市花堂中１丁目５－６ 平22.4.15 ユニット型 29 0776-34-8762

6 地域密着型介護老人福祉施設　東安居苑 （福）健楽会 田崎　健治 佐藤　啓治 9188063 福井市大瀬町２３字１０１番 平23.4.1 ユニット型 29 0776-35-0838 0776-35-0876

7 松本ホームやわらぎ （福）六条厚生会 志賀　厚 中川　健輔 9100003 福井市松本１丁目２－１９ 平23.4.1 ユニット型 29 0776-26-4165 0776-26-4160

8 第２藤島園　そよかぜホーム （福）藤島会 屋敷　大作 小池戸　敏雄 9100105 福井市河合勝見町第４号２４－１ 平25.12.1 ユニット型 29 0776-55-1313 0776-55-1314

9 地域密着型介護老人福祉施設　足羽利生苑 （福）足羽福祉会 高村　昌裕 岩本　昌雄 9102178 福井市栂野町２０－７ 平26.4.1 ユニット型 18 0776-41-3121 0776-41-3642

10 地域密着型介護老人福祉施設　あるば・あい （福）福寿会 岩井　法彦 山口　秀樹 9100859 福井市日之出３－１６－１８ 平26.4.1 ユニット型 29 0776-21-0181 0776-21-0186

11 地域密着型特別養護老人ホームあたご （福）あすなろ会 小森　吉顕 小森　吉親 9188007 福井市足羽5丁目5番17号 平28.12.1 ユニット型 29 0776-33-7080 0776-33-7077

12 小規模特別養護老人ホーム　桜手苑 （福）新清会 吉田　新内 西村　禎啓 9100005 福井市大手2丁目22-18 H29.8.1 ユニット型 29 0776-26-7070 0776-26-0022

13 レインボー二の宮 （福）福井康久会 横井　秀治 三崎　初枝 9100015 福井市二の宮2丁目8番21号 令2.2.1 ユニット型 29 0776-21-2821 0776-21-2823

14 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 令3.4.1 ユニット型 29 0776-37-0115

15 地域密着型特別養護老人ホーム　湯の町メロン苑 （福）緑進会 柴田　恒夫 大倉　秀之 9104103 あわら市二面42-20 平21.4.1 ユニット型 29 0776-77-1288 0776-77-1289

16 地域密着型特別養護老人ホーム　芦原メロン苑 （福）緑進会 柴田　恒夫 大倉　秀之 9104112 あわら市井江葭５０－１８ 平26.4.1 ユニット型 20 0776-78-7880 0776-78-7890

17 長寿の郷 （福）長寿幸元会 西　光明 西　光明 9100224 坂井市丸岡町八ケ郷２２－５ 平19.11.15 ユニット型 29 0776-67-8905 0776-67-8906

18 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59-2 平20.4.1 ユニット型 29 0776-51-0400 0776-51-0035

19 地域密着型介護老人福祉施設　ケアセンター　ゆり （福）坂井来春会 山本　文雄 江端　和彦 9190473 坂井市春江町本堂27号1番地1 平21.4.1 ユニット型 29 0776-51-8100 0776-51-8041

20 地域密着型介護老人福祉施設　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字4番2 平21.12.11 ユニット型 29 0776-72-0100 0776-72-3200

21 特別養護老人ホーム　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 平25.4.8 ユニット型 29 0776-82-5151 0776-82-5544

22 特別養護老人ホーム白楽荘みくに湊 （福）白女林 森　一也 川嵜　郁子 9130061 坂井市三国町梶49-18 平26.4.1 ユニット型 12 0776-82-1282 0776-82-6287

23 地域密着型介護老人福祉施設　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 平26.4.11 ユニット型 29 0776-68-0058 0776-68-0018

24 地域密着型介護老人福祉施設　大野和光園和らぎの里 （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 平23.4.5 ユニット型 20 0779-66-3011 0779-66-3012

25 地域密着型介護老人福祉施設　大野和光園和らぎの里 （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 平23.4.5 従来型 9 0779-66-3011 0779-66-3012

26 ルンビニー花山（従来型） （福）光明寺福祉会 一乗　玲子 南　牧子 9120091 大野市牛ケ原１５４－１－１ 平26.4.1 従来型 9 0779-65-0366 0779-65-0377

27 ルンビニー花山（ユニット型） （福）光明寺福祉会 一乗　玲子 南　牧子 9120091 大野市牛ケ原１５４－１－１ 平26.4.1 ユニット型 20 0779-65-0366 0779-65-0377

28 森目ホーム　ぶるー夢（従来型） （福）六条厚生会 志賀　厚 中山　麻希 9120804 大野市森目6-16-3 平29.4.1 従来型 9 0779-64-5689 0779-64-5691

29 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 平29.4.1 ユニット型 20 0779-64-5689 0779-64-5691

30 地域密着型介護老人福祉施設　まこと苑　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 令2.10.1 従来型 9 0779-64-4117 0779-64-4118

31 地域密着型介護老人福祉施設　まこと苑　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 令2.10.1 ユニット型 20 0779-64-4117 0779-64-4118

32 さくら荘（ユニット型） （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号１６番地 平26.4.1 ユニット型 20 0779-83-1331 0779-83-7030

33 つつじの家 （福）一喜会 山本　一輔 井上　美代子 9160022 鯖江市水落町３丁目６－３２ 平29.4.17 ユニット型 29 0778-53-2022 0778-53-2023

34 地域密着型特別養護老人ホーム　きらめきの里鯖江 （福）きらめき福祉会 竹生　正人 後藤　賢司 9160028 鯖江市小黒町３丁目１００９番 令2.10.1 ユニット型 29 0778-53-0294 0778-54-4166

35 メゾンいまだて （福）町屋福祉会 石田　次男 増田　真則 9150207 越前市東樫尾町第８号３８番 平26.4.1 ユニット型 20 0778-43-1800 0778-43-1877

36 地域密着型特別養護老人ホーム　こうの （福）町屋福祉会 石田　次男 廣田　千鶴子 9151111 南条郡南越前町河野29-5-62 平27.4.1 ユニット型 29 0778-48-7000 0778-48-7080

37 第3渓山荘あおぞら （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 平26.9.1 ユニット型 29 0770-22-8570 0770-22-8577

38 若狭東ハイツ （福）若狭福祉会 澤口　輝雄 宮川　誠二 9170241 小浜市遠敷下河原４８号１０－１ 平20.7.1 ユニット型 20 0770-56-2940 0770-56-2965



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

39 やはず苑 （福）福井ゆうあい会 大瀧　達郎 大瀧　毅郎 9191145 三方郡美浜町金山１９－４－１１ 平24.4.5 ユニット型 29 0770-32-6882 0770-32-6782

40 楊梅苑 （福）友愛会 角野　元保 新谷　正広 9192114 大飯郡おおい町野尻２８－３７ 平24.4.10 ユニット型 20 0770-77-1011

41 特別養護老人ホーム 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 平20.4.1 ユニット型 29 0770-46-1212 0770-46-1200


