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教育委員会告示

号
2760
第

告
福井県告示第４３４号

示

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第

４１条第１項に規定する指定居宅サービス事

西川

一誠

業者を指定したので、同法第７８条の規定に
より、次のとおり公示する。
福井県知事

平成２８年９月１６日

2
福 井 県 報 第 2760 号
平成28年９月16日（金）

指定居宅サービス事業者一覧表
事業所の名称
ほっとリハビリショートステイ福井
ショートステイさくら
リハビリデイサービスわかすぎ
サンサン・ケアホームえばた
デイサービスHANA（華）テラス

地１

事業所の所在地

福井市渕１丁目２２１５
番地

４

福井市勝見３丁目２２−

事業者の名称

指定年月日

サービスの種類
指定短期入所生

活介護（従来型）

介護保険

事業所番号

株式会社ハートケア

株式会社パッケージサービス

株式会社パッケージサービス

株式会社ありがとう

医療法人社団泉水会

平成27年9月21日 特定施設入居者生活介護 1870102819

平成27年10月1日

平成27年9月10日

平成27年9月10日

平成27年9月1日

平成27年9月1日

平成28年7月1日

平成28年6月1日

平成28年7月19日

平成28年9月1日

訪問看護

短期入所生活介護

居宅療養管理指導

訪問介護

訪問看護

通所介護

通所介護

通所介護

1870200589

1860190378

1870103221

1870103239

1872000532

1860190360

1870700323

1870102405

1870103361

1870103379

有限会社ケア・ユニット

通所介護

1870200589

平成28年9月1日

社会福祉法人光明寺福祉会

平成27年10月1日

短期入所生活介護

1870700513

へるぷハウス合同会社
部福井県済生会

1850180108

社会福祉法人敬仁会

平成27年10月1日

訪問介護

1870300892

指定短期入所生

社会福祉法人敬仁会

平成27年10月1日

福祉用具貸与

1870300892

活介護（従来型）

藤枝工業有限会社

平成27年10月1日

特定福祉用具販売

ズ

福井市大和田２丁目２１ 有限会社ほっとリハビリシステム
０１
福井市花堂東２丁目４０
８番地
福井市若杉４丁目１６０
２番地
福井市江端町６−１４−
２
鯖江市三六町２丁目９１
０−１
福井市日之出１丁目２９

株式会社エクセルシオール

平成27年10月1日

KIMURAビル 株式会社Ｎ・フィールド

株式会社エクセルシオール

福井市和田中町舟橋７番 社会福祉法人恩賜財団済生会支

−３２

丹生郡越前町西田中１２

２階

訪問看護ステーション デューン福井 街区１番
へるぷハウス訪問介護事業所
福井県済生会訪問看護ステーション
ショートステイつぐみ

福井市宝永１丁目３０−

特定施設入居者生活介護 サンホー

敦賀市松島町２丁目６番

１２

ム一乗

３５号

ほのか 訪問看護ステーション

第３渓山荘あおぞらデイサービスセ

−３

越前市家久町５５−１３

−３

越前市家久町５５−１３

２９

鯖江市有定町２丁目４−

３５号

敦賀市松島町２丁目６番

ンター
第３渓山荘あおぞらショートステイ
藤の花訪問介護事業所
訪問看護リハビリステーション 蕾
訪問看護リハビリステーション 蕾

福 井 県 報 第 2760 号
3 平成28年９月16日（金）

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第

福井県告示第４３５号
７５条第２項の規定による事業の廃止の届出

西川

一誠

３号

鯖江市旭町４丁目４番１

事業所の所在地

があったので、同法第７８条の規定により、
次のとおり公示する。
福井県知事

平成２８年９月１６日
廃止居宅サービス事業者一覧表
事業所の名称
ヘルパーステーションさばえ
独立行政法人地域医療機能推進機構福 勝山市長山町２丁目６番

２１−１

勝山市野向町聖丸１０−

井勝山総合病院附属訪問看護ステーシ ２１号
ョン
たけとう病院
敦賀市鋳物師町４−８森
１階北号室

アサヒクリーン在宅介護センター敦賀 口ビル

福井県告示第４３６号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第
５３条第１項に規定する指定介護予防サービ
ス事業者を指定したので、同法第１１５条の

西川

一誠

事業所の所在地

７０１番地

福井市高木中央３丁目１

７０１番地

福井市高木中央３丁目１

１０の規定により、次のとおり公示する。
福井県知事

平成２８年９月１６日
指定介護予防サービス事業者一覧表

ふじしま

事業所の名称
デイサービス

藤島園デイサービスセンター

廃止届出

介護保険
平成28年8月19日

居宅療養管理指導

訪問介護

1810614253

1860690013

1860790011

事業所番号

平成27年8月4日

短期入所療養介護

1870200480

サービスの種類

平成27年8月31日

訪問入浴介護

受理年月日

平成27年9月28日

サービスの種類

1870102496

事業者の名称

医療法人たけとう病院

指定年月日

介護予防通所介護

1870100177

医療法人寿人会

アサヒクリーン株式会社

平成28年8月15日

介護予防通所介護

機構

事業者の名称

独立行政法人地域医療機能推進

社会福祉法人藤島会

平成28年8月15日

事業所番号

介護保険

社会福祉法人藤島会

4
福 井 県 報 第 2760 号
平成28年９月16日（金）

ほっとリハビリショートステイ福井
ショートステイさくら

平成28年9月1日

指定介護予防短期入所

生活介護（従来型）

1870103379

1870103361

社会福祉法人敬仁会

社会福祉法人光明寺福祉会

有限会社ケア・ユニット

株式会社ハートケア

平成27年10月1日

平成27年10月1日

平成27年9月21日

平成27年10月1日

平成27年9月10日

介護予防訪問介護

1870300892

1870700513

1870103239

1850180108

平成28年9月1日

介護予防通所介護

1860190360

介護予防居宅療養
管理指導

社会福祉法人敬仁会

平成27年10月1日

介護予防福祉用具貸与

介護予防訪問看護

介護予防特定施設入居者
生活介護

介護予防通所介護
生活介護

介護予防短期入所

用具販売

特定介護予防福祉

1870300892

1870200589

1870200589

1870102819

1860190378

1870103221

藤枝工業有限会社

平成27年10月1日

介護予防

株式会社エクセルシオール

平成27年10月1日

短期入所生活介護

株式会社エクセルシオール

部福井県済生会

生活介護（従来型）

医療法人社団泉水会
平成28年7月19日

介護予防訪問看護

1872000532

指定介護予防短期入所

株式会社ありがとう
平成27年9月1日

介護予防訪問介護

ムズ

福井市大和田２丁目２１ 有限会社ほっとリハビリシステ
０１
福井市花堂東２丁目４０
８番地
福井市若杉４丁目１６０
２番地

敦賀市松島町２丁目６番
３５号

鯖江市有定町２丁目４−
２９
越前市家久町５５−１３
−３
越前市家久町５５−１３
−３

平成27年9月10日

平成27年9月1日

へるぷハウス合同会社

KIMURAビル 株式会社Ｎ・フィールド

福井市日之出１丁目２９

地１

福井市和田中町舟橋７番 社会福祉法人恩賜財団済生会支

−３２

丹生郡越前町西田中１２

２階

デューン福井 街区１番

リハビリデイサービスわかすぎ
訪問看護ステーション
へるぷハウス訪問介護事業所
福井県済生会訪問看護ステーション
福井市渕１丁目２２１５
番地
福井市宝永１丁目３０−
１２
４

サンホーム 福井市勝見３丁目２２−

訪問看護ステーション

ショートステイつぐみ
ほのか
特定施設入居者生活介護
一乗

蕾

３５号

第３渓山荘あおぞらデイサービスセン 敦賀市松島町２丁目６番
ター
第３渓山荘あおぞらショートステイ

訪問看護リハビリステーション
蕾

藤の花訪問介護事業所

訪問看護リハビリステーション

福井県告示第４３７号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第
１１５条の５第２項の規定による事業の廃止
の届出があったので、同法第１１５条の１０
平成２８年９月１６日
西川

一誠

の規定により、次のとおり公示する。
福井県知事

福 井 県 報 第 2760 号
5 平成28年９月16日（金）

廃止介護予防サービス事業者一覧表
事業所の名称
ヘルパーステーションさばえ

くるみの森
武生

福町

高木

くるみの森
丹南

くるみの森

くるみの森

事業所の所在地
鯖江市旭町４丁目４番１
３号
福井市高木１丁目１７１
７
福井市福新町５０９
越前市深草２丁目６−２
４
鯖江市新横江１丁目３−
５−１

廃止届出

介護保険

平成28年8月19日

介護予防通所介護

介護予防訪問介護

1870102371

1870102264

1860790011

事業所番号

医療法人寿人会

平成28年9月1日

介護予防通所介護

1870300769

サービスの種類

株式会社プレイズコンフォート

平成28年9月1日

介護予防通所介護

受理年月日

株式会社プレイズコンフォート

平成28年9月1日

1870700315

事業者の名称

株式会社プレイズコンフォート

介護予防通所介護

管理指導

介護予防訪問入浴介護

介護保険
事業所番号

平成27年9月10日 1870103221

1870200480

1860690013

平成28年9月1日

指定年月日

平成28年8月8日 1870300959

株式会社ハートケア

平成27年10月1日 1812410023

平成28年9月1日 1872400195

公立小浜病院組合

ねっと

介護予防居宅療養

株式会社プレイズコンフォート

あいしん福祉合同会社

事業者の名称

独立行政法人地域医療機能推進機構福
勝山市長山町２丁目６番 独立行政法人地域医療機能推進
井勝山総合病院附属訪問看護ステーシ
平成27年8月4日
２１号
機構
ョン
アサヒクリーン在宅介護センター敦賀 敦賀市鋳物師町４−８
アサヒクリーン株式会社
平成27年9月28日
森口ビル １階北号室

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第

福井県告示第４３８号
４６条第１項に規定する指定居宅介護支援事

一誠

番地

福井市渕１丁目２２１５

７−２−１

三方上中郡若狭町井崎４ 有限会社ふらむはぁとリハビリ

１番

越前市瓜生町第４５号１

事業所の所在地

業者を指定したので、同法第８５条の規定に

西川

平成２８年９月１６日

より、次のとおり公示する。
福井県知事
指定居宅介護支援事業者一覧表
事業所の名称
あいしん居宅介護支援事業所
ふらむはぁとリハマネージメント十村
つぐみ居宅介護支援事業所

９

レイクヒルズ美方病院指定居宅介護支 若狭町気山３１５−１−
援事業所

6
福 井 県 報 第 2760 号
平成28年９月16日（金）

藤の花居宅介護支援事業所
レッツ居宅介護支援センター

一誠

有定ビル２０３号

鯖江市有定町２丁目４−
２９
Sビル

越前市府中１丁目６−２
０

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第

福井県告示第４３９号
８２条第２項の規定による事業の廃止の届出

一誠

３

越前市本多１丁目１２−

事業所の所在地

があったので、同法第８５条の規定により、

西川

平成２８年９月１６日

次のとおり公示する。
福井県知事
廃止居宅介護支援事業者一覧表

アイ

事業所の名称
居宅介護支援センター

福井県告示第４４０号
健康保険法等の一部を改正する法律（平成
１８年法律第８３号）附則第１３０条の２第
１項の規定により、なおその効力を有するも
のとされた同法第２６条の規定による改正前
の介護保険法（平成９年法律第１２３号）第
１１３条の規定による指定の辞退があったの

西川

１

平成27年10月1日 1870700505

介護保険

藤枝工業有限会社

事業所番号

平成27年10月1日 1870300884

廃止届出

平成27年8月31日

受理年月日

辞退届出

設

介護療養型医療施

サービスの種類

平成27年8月3日 1870300348

受理年月日

株式会社ライフモア

事業者の名称

医療法人たけとう病院

事業者の名称

医療法人誠医会

勝山市野向町聖丸１０−２１−

事業所の所在地

で、同法第１１５条の規定により、次のとお
り公示する。
福井県知事

平成２８年９月１６日
辞退介護療養型医療施設一覧表
事業所の名称
たけとう病院

介護保険

事業所番号

1810614253

福 井 県 報 第 2760 号
7 平成28年９月16日（金）

農林水産大臣から、森林法（昭和２６年法

中央地区市街地再開発組合の解散を認可した

第４５条第４項の規定に基づき、福井駅西口

都市再開発法（昭和４４年法律第３８号）

特例に関する規則（平成７年福井県規則第８

ので、特定調達契約に係る福井県財務規則の

契約に係る一般競争入札の落札者を決定した

平成２８年９月１６日

定により次のとおり公告する。

人福井県立大学契約事務取扱細則第５条の規

福井県告示第４４１号

理事長 林

一般競争入札に付する事項

雅則

電気設

調達をする役務（以下「調達役務」と

いう。）の名称および数量

⑴

一式

福井県立大学福井キャンパス

入札説明書および仕様書（以下「入札

委託内容

備保安点検業務委託

⑵

委託期間

説明書等」という。）による。

⑶

契約締結の日から平成２８年１２月２

８日（水）まで

入札に参加する者に必要な資格

落札金額

福井市豊島１丁目３−１

す者とする。

有する者で、次に掲げる条件をすべて満た

則第４条に基づき一般競争参加者の資格を

公立大学法人福井県立大学契約事務取扱細

２

公立大学法人福井県立大学

２号）第１３条第１項の規程により、次のと

平成２８年８月１９日
落札者の名称および所在地

３８，９７７，２００円

⑴

この入札に参加することができる者は、

契約の相手方を決定した手続

ないこと。

１６号）第１６７条の４に規定する者で

地方自治法施行令（昭和２２年政令第
一般競争入札

三谷商事株式会社

１

ので、同条第６項の規定により、次のとおり

西川 一誠

落札に係る調達物品の名称および数量

福井県知事

平成２８年９月１６日

律第２４９号）第２９条の規定により、保安

１

おり公示する。
西川

平成２８年９月１６日
福井県知事
組合の名称

福井県警察端末装置３１９台の購入

および所在地

契約に関する事務を担当する部局の名称

他

端末装置３１９台
２

福井駅西口中央地区市街地再開発組合
ＫＩビル３

福井県警察本部警務部情報管理課

５
６

一般競争入札の公告を行った日

入札の日において現に福井県の指名停

止措置を受けている者でないこと。

⑵

平成２８年６月２４日

教育委員会告示

会社更生法（平成１４年法律第１５４

号）に基づく更生手続開始の申立ておよ

⑶

号）に基づく再生手続開始の申立てがな

び民事再生法（平成１１年法律第２２５

されている者については、手続開始の決

この入札に併せて行われる技術的審査

により、この入札に関する業務を実施す

⑷

る者であること。

く競争入札参加資格の再認定を受けてい

定後、福井県が別に定める手続きに基づ

平成２８年９月１６日

一般競争入札を実施するので、公立大学法

公立大学法人福井県立大学公告

福井県教育委員会

集要項を別冊のとおり定める。

平成２９年度福井県立高志中学校入学者募

福井県教育委員会告示第８号

７

落札者を決定した日

福井市大手３丁目１７−１
３

解散の認可の年月日

公

９条において準用する同法第１４条第１項の

航空写

４

平成２８年９月６日

告

福井市中央１丁目３番３号

事務所の所在地

一誠

公告する。

３

階

２

１

林に指定する予定である旨の通知があったの

一誠

で、同法第３０条の規定により、次のとおり

西川

保安林予定森林の所在場所

福井県知事

平成２８年９月１６日

告示する。

１
福井市薬師町４４字下小谷８の１から８

土砂の流出の防備

指定の目的

の７まで、９の１から９の７まで
２

次の森林については、主伐は、択伐

立木の伐採の方法

指定施業要件
⑴

３
ア

規定により、公共測量の実施についての通知

測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３

薬師町４４字下小谷８の６・９の６

があったので、同法第３９条において準用す

による。
（以上２筆について、次の図に示す部

西川

公共測量（地図情報レベル1000

作業の種類

大野市

測量計画機関の名称

福井県知事

平成２８年９月１６日

おり公示する。

１
２

平成２８年８月２２日から平成２９年３

作業の期間

真撮影および写真地図作成）
３

政府調達に関する協定の適用を受ける調達

大野市内

作業の地域

月２８日まで
４

一誠

る同法第１４条第３項の規定により、次のと

分に限る。）
その他の森林については、主伐に係
る伐採種を定めない。

イ
主伐として伐採をすることができる
立木は、当該立木が所在する市町に係

ウ

る市町村森林整備計画で定める標準伐
期齢以上のものとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとす
立木の伐採の限度ならびに植栽の方法

る。

エ
⑵

次のとおりとする。

・期間および樹種
（「次の図」および「次のとおり」は、
省略し、その関係書類を福井県庁および福
井市役所に備え置いて縦覧に供する。）
福井県告示第４４２号

入札説明書等の交付等に関する事項

れる者であること。

る技術的能力および体制を有すると認めら
３
説明書等の交付場所、契約条項を示す
場所、契約に関する事務を担当する部局

⑴
の名称および所在地ならびにこの入札に

６

福井県吉田郡永平寺町松岡兼定島４
公立大学法人福井県立大学図書館棟

−１−１
会議室
入札の方法
落札者の決定に当たっては、入札書に記
に相当する額を加算した金額（加算後の金

載された金額に、当該金額の１００分の８

〒９１０−１１９５

関する問い合わせ先
額に１円未満の端数金額があるときは、そ

電話０７７６−６１−６０００

公立大学法人福井県立大学財務管理課

た契約希望金額の１０８分の１００に相当

か免税事業者であるかを問わず、見積もっ

および地方消費税に係る課税事業者である

札金額とするので、入札参加者は、消費税

の端数金額を切り捨てた金額）をもって落

福井県吉田郡永平寺町松岡兼定島４−

入札説明書等の交付方法

落札者の決定に関する事項
この入札に係る調達役務の予定価格の範

７

する金額を入札書に記載すること。

本学のホームページにより公開する。

１−１

⑵
資格の確認に関する事項

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行

この入札に参加を希望しようとする者は
申請書に必要と認められる書類を添えて次

４

のとおり提出し、入札参加資格の確認およ

った者を落札者とする。
入札保証金および契約保証金

その他
公立大学法人福井県立大学契約事務取
入札の無効
公立大学法人福井県立大学契約事務取
契約書作成の要否
要
この公告に掲げるもののほか、この入
よる。

札に関し必要な事項は、入札説明書等に

⑷

⑶

扱細則第２１条の規定による。

⑵

扱細則の規定による。

⑴

８

び調達役務に係る技術的審査を受けるもの
とする。なお、期限までに申請書を提出し
ない者または確認を受けられなかった者は
申請書等の提出期間

この入札に参加することができない。
⑴
公告日から平成２８年９月２８日（水

持参または郵送すること。

申請書等の提出方法

）１７時まで
⑵

入札書の提出方法

入札書の提出方法等
⑴

５

入札書は、入札の日時に入札の場所へ
持参して提出すること。
なお、郵便等または電報による入札書

場所

平成２８年１０月５日（水）１０時

日時

入札の日時および場所

の提出は、認めない。
⑵
ア
イ

平成二十八年九月十六日印
平成二十八年九月十六日発

刷
行

福井県福井市文京一丁目十九 二十

福井県福井市大手三丁目十七番一号

高桑印刷㈱ ☎㉓六三二二番

福

県
〒九一〇 〇〇一七

〒九一〇 八五八〇

井
印刷人

発行人
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