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～病院と地域で切れ目のない連携をめざして～ 
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（最終改定 令和４年４月） 

 

 

「福井県入退院支援ルール」検討会 

 

 

 

「福井県入退院支援ルール」は、福井県内の６つの健康福祉センターの圏域ごと

に、病院の地域連携の担当者、居宅介護支援事業所・地域包括支援センターのケア

マネジャー、市町介護保険担当者等、地域の医療と介護の関係者が意見を出し合い、

それを集約して福井県全域での共通ルールとしてとりまとめたものです。 
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１ 目 的 

この「入退院支援ルール」は、要介護・要支援者および退院支援が必要な方が入院または

退院をするにあたって、病院（有床診療所を含む。以下同じ）とケアマネジャー間で着実に

引き継ぐための情報共有のルールです。 

病院関係者と在宅関係者が連携してルールを実践することで、引継ぎがなかったり不十分

だったりしたために在宅での生活や療養に困る患者や家族をなくすことを目的としています。 

なお、運用状況を関係者により定期的に検証し、必要な見直しを行っていきます。 

 

２ 共通事項 

（１）適用地域    福井県全域 

 

（２）運用開始時期  平成２８年４月（最終改定 令和４年４月） 

 

（３）支援の対象者 

自宅等※から入院し自宅等へ退院する患者（利用者）で、下記の①～③のいずれかに該

当する方（※自宅等 ＝ 自宅のほか、介護保険施設を除くケアハウス、高齢者住宅等） 

① 入院前に介護保険サービスを利用していた方      ⇒ Ａに該当 

② 退院後に新たに介護保険サービスの利用を希望する方  ⇒ Ｂに該当 

③ 退院支援が必要だと病院担当者が判断した方      ⇒ Ｂに該当 

 

（４）支援の担当者 

・病院担当者 

病院の地域連携室(連携担当者)、病棟看護師等 【資料１参照】 

・ケアマネジャー 

居宅介護支援事業所（小規模多機能型居宅介護事業所・看護小規模多機能型居宅介護

事業所を含む）・地域包括支援センターのケアマネジャー 【資料２～４参照】 

記載の担当者・担当部署が変更になった場合は、県長寿福祉課までご連絡ください。 

また、最新の担当者一覧は県長寿福祉課のホームページに掲載しています。 

（問い合わせ先、掲載ホームページ URLは本冊子の裏表紙に記載） 

 

３ 運用に関する留意事項 

（１）この「入退院支援ルール」は、医療と介護の関係者が連携して患者のスムーズな在宅移行

を支援するにあたって必要な情報を共有するための基本的な流れを示したものです。情

報共有の方法やカンファレンスの要否・時期・回数等については、入院の内容や患者の生

活環境等に応じて、病院担当者とケアマネジャーで調整の上、決定してください。 

（２）添付の「入院時情報提供シート」および「退院支援情報共有シート」は参考様式であり、

本様式を強制したり各市町や病院・事業所等の既存様式の使用を妨げたりするものでは

ありません。既存様式がない場合や、様式の見直しをする際の参考として活用してくだ

さい。 

（３）ルールの見直しは必要に応じて「福井県入退院支援ルール検討会」で行いますが、圏域や

市町等でルールを円滑に実践するための補足事項の追加等を行っていただいて構いませ

ん。  
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４ 福井県入退院支援ルール 

Ａ 入院前にケアマネがいる（介護保険サービスを利用していた）場合 

 

①入院時の連絡 

・病院担当者は、患者が入院前に介護保険サービスを利用していたことを確認したら、すみ

やかに患者を担当しているケアマネジャーに入院の連絡を入れる。 

・ケアマネジャーは、利用者（要介護・要支援とも）の入院が分かったら、すみやかに病院

担当者に連絡を入れる（「病院・有床診療所の連絡窓口一覧」（資料１）の「ケアマネジャ

ーからの入院時の連絡を受ける窓口」参照）。また、「入院時情報提供シート」（参考様式

１）等により病院担当者に利用者の情報を提供する。 

・病院担当者とケアマネジャーは、お互いにすみやかな入院時の連絡に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜病院担当者が患者のケアマネを確認する方法＞ 

 ・入院時の本人・家族への聞き取り、介護保険証等の確認 

 ・上記の方法でもケアマネジャーが不明な場合は患者の居住地の市町役場に確認 

＜ケアマネジャーが利用者の入院に早く気付くための工夫＞ 

・利用者の介護保険証・健康保険証にケアマネの名刺を挟んでおく 

・利用者に介護保険証を健康保険証と一緒に保管するよう勧める 

・本人、家族に入院が決まったらケアマネに伝えるよう説明しておく 

・介護サービス事業所に利用者の入院に気付いたらケアマネに連絡するよう依頼しておく 
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②入院中の連携 

 ・病院担当者とケアマネジャーは、入院期間の見込みや患者の状態等について、入院時から連

携して情報共有に努める。 

・病院担当者とケアマネジャーは、本人・家族などと話をし、退院後どのような生活を送りた

いかについての意思を確認する。 

 

③退院支援開始の連絡 

・病院担当者は、患者が在宅退院できそうと判断できれば、ケアマネジャーが退院準備に必

要な期間（ケアプランの作成、事業所との調整等の期間）を考慮して、入院時情報提供があ

ったケアマネジャーに退院支援開始を連絡する。 

 

 

 

 

④退院前調整 

・病院担当者は、ケアマネジャーがケアプラン作成等に必要な情報（「退院支援情報共有シー

ト」（参考様式２）の内容等）を、カンファレンス等の面談日までに院内の関係者から収集

する。 

・病院担当者とケアマネジャーは、カンファレンス等で退院支援に必要な情報を共有する。

（情報共有のツールとして「退院支援情報共有シート」等を活用する。） 

・追加のカンファレンスや退院時共同指導の実施の要否については、病院担当者とケアマネ

ジャーで調整し、病院が決定する。 

 

⑤退院時・退院後の情報提供 

・病院担当者は、看護・介護の引継ぎ書（退院後に想定される看護・介護の問題や最終排便

日・入浴日、服薬内容等）をケアマネジャーに提供する。 

・ケアマネジャーは、原則として患者の退院後にケアプランの写しを病院に提供する。 

 

※転院時の連絡 

・病院担当者は、患者が転院することが決まったら、すみやかにケアマネジャーに転院の連

絡を入れるとともに、転院先の病院に患者の担当ケアマネジャーについて情報提供を行う。 

＜在宅退院ができそうと判断する目安＞ 

 １．病状がある程度安定した状態である 

 ２．在宅での介護ができそうな状況である 

＜ケアプラン作成の流れ＞ 

① 契約･面談(本人･家族)  ：退院後の住居、家族支援の状況確認、本人・家族の生活上の 

課題・ニーズの把握をしながら、契約の手続きを行う。  

② 病院からの情報収集   ：身体機能の低下の状況、要因の分析、生活機能の予後予測  

③ ケアプラン原案作成   ：自立支援、課題解決に向け必要なサービスを想定  

④ サービス事業所との調整 ：事業所の選定、事業所へ利用者情報の提供 

⑤ 退院前カンファレンス  ：サービス事業所を交えた病院との引継ぎ 

⑥ サービス担当者会議   ：サービス事業所間で目標・課題を共有、事業所の役割分担を確認  

⑦ サービス提供開始（退院） 
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Ｂ 入院前にケアマネがいない（介護保険サービスを利用していない）場合

 

①介護保険申請の支援 

《65歳以上の患者》 

・病院担当者は、患者が介護保険サービスの利用を希望する場合や、病院担当者が下記の目

安から退院支援が必要と判断した場合は、家族などに居住地の市町役場または地域包括支

援センターに介護保険サービスの利用の検討について相談できることを紹介する。 

・病院担当者は、本人・家族などと話をし、退院後どのような生活を送りたいかについての意

思を確認する。 

・病院担当者は、家族などに包括を紹介した際には、その旨を包括に連絡する。その際に、家

族の意思確認ができている場合はその内容や、主治医の見立てなど伝えられる情報があれ

ば合わせて伝える。 

※病棟スタッフが紹介した際には、地域連携室に伝え、地域連携室から包括に連絡する

など、誰が紹介しても包括への連絡が漏れることのないように院内連携を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜介護保険申請の目安＞ 

① 立ち上がりや歩行などに介助が必要 

② 食事に介助が必要 

③ 排泄に介助が必要、またはポータブルトイレを使用中 

④ 認知症の周辺症状や全般的な理解の低下がある 

⑤ 在宅では独居かそれに近い状態で、調理や掃除など身の回りのことに介助が必要 

⑥ ＡＤＬは自立でもガン末期で介護保険サービス利用が必要 

⑦（ＡＤＬは自立でも）新たに医療処置（経管栄養、吸引など）が追加された 
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《40歳以上 64歳以下の患者》 

・病院担当者は、患者が介護保険の対象となる特定の疾病（下記参照）で上記の状態であった

場合は、家族などに居住地の市町役場または地域包括支援センターに介護保険サービスの

利用について相談できることを紹介する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②担当ケアマネの連絡、入院中の連携 

 ・ケアマネジャーは、入院患者の担当になることが決まれば、すみやかに病院担当者に連絡を

入れる。 

 ・病院担当者とケアマネジャーは、入院期間の見込みや患者の状態等について、連携して情報

共有に努める。 

 

③退院支援開始の連絡 

④退院前調整                Ａ：ケアマネがいる場合と同じ 

⑤退院時・退院後の情報提供        ※より時間がかかることがあることに留意 

 

＜介護保険の対象となる疾病（40歳から 64歳）＞ 

① がん末期 

② 関節リウマチ 

③ 筋萎縮性側索硬化症 

④ 後縦靭帯骨化症 

⑤ 骨折を伴う骨粗しょう症 

⑥ 初老期における認知症 

⑦ 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 

⑧ 脊髄小脳変性症 

⑨ 脊柱管狭窄症 

⑩ 早老症 

⑪ 多系統萎縮症 

⑫ 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 

⑬ 脳血管疾患 

⑭ 閉塞性動脈硬化症 

⑮ 慢性閉塞性肺疾患 

⑯ 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 

＜［参考］介護予防・生活支援サービス事業について＞ 

平成２９年４月から、全市町で「新しい介護予防・日常生活支援総合事業」が始まったことにと

もない、従来の「介護予防通所介護」「介護予防訪問介護」相当のサービス等は、要支援の認定者だ

けでなく、要支援になるおそれのある人も対象になることがありますので、退院後に介護予防や生活

支援が必要と思われる患者・家族等には、介護保険窓口または地域包括支援センターに相談するよう

助言してください。 

[内容]・訪問型／通所型サービス…従来の事業者による介護予防訪問介護／介護予防通所介護相当の

サービスに加え、ＮＰＯ等による掃除・洗濯やゴミ出し、交流の

場等安価なサービスも選択可能 

・生活支援サービス、介護予防ケアマネジメント 

※サービスの利用方法や内容は市町毎に異なります。詳しくは各市町介護保険窓口または地域包括

支援センターにお問い合わせください。 



＜[参考]入退院支援にかかる診療報酬および介護報酬＞

ケアマネジャー 病院 訪問看護
ステーション

在宅医等

（令和４年４月修正）

退院・退所加算
※１

カンファ※２あり
連携1回

600単位
連携2回

750単位
連携3回

900単位
カンファなし
連携1回

450単位
連携2回

600単位

在宅医が参加する場合
300点加算

退院後訪問指導料 580点

訪問看護が同行する場合
20点加算

3者以上と共同指導する
場合 2,000点加算

退院時共同指導料1
在支診 1,500点
それ以外 900点

病院でのカンファレン
スまたはビデオ通話

退院時共同加算
8,000円(医)
600単位(介)

病院でのカンファレ
ンスまたはビデオ通
話

退院時共同指導料2 400点
カンファレンスまたはビデオを通話

退院時ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ指導料
300点

退院時薬剤情報管理指導料
90点

入院時情報連
携加算※1

（I）200単位
入院後3日以内
に情報提供
（II）100単位
入院後7日以内
に情報提供

入院時支援加算１ 230点
全ての項目を実施
入院時支援加算２ 200点
一部の項目を実施

入退院支援加算１
一般700点 療養1,300点
25以上の関係機関との連
携・3回/年以上の関係機関
との対面またはビデオ通話
等で面会し、情報共有

入退院支援加算2
一般190点 療養635点

上記以外

小児加算(15歳未満)200点

退院前訪問指導料 580点

介護支援等連携指導料
400点

ケアマネジャー等との連携

地域連携診療計画加算300点

入
院
前→

入
院
時

入
院
中→

退
院
前

退
院
時

退
院
後

※１ 介護予防支援、小多機、看多機においては
「入院時情報連携加算」「退院・退所加算」なし

※２ ここでのカンファとは、病院の退院時共同指
導料２に係る共同指導を指し、患者が入院する医
師・看護師を除く、①在宅療養担当医療機関の医
師等、②保険医である歯科医師等、③保険薬剤師、
④訪問看護ステーションの看護師等（准看護師を
除く）⑤介護支援専門員、⑥相談支援専門員のう
ちいずれか３者以上と共同して指導を行ったカン
ファに限る。

(診療情報提供料(I))
療養情報提供加算

50点
入院にあたって訪問看
護ステーションから提
供された情報を併せて
提供

訪問看護情報提供
療養費3

1,500円(医)
入院にあたって情報
提供する医療機関に
対する情報提供

診療情報提供料(I) 250点

6

主な関係報酬のみを掲載しています。また、算定にあたっては最新の算定要件・施設基準を確認してください。

総合機能評価加算 50点



参考様式１（福井県入退院支援ルール[H31.4改定]）

記入日 年 月 日 情報提供日 年 月 日

（ 階建て 階）

） 通院 訪問診療 ℡

（ )

1 2 1 2 3 4 5

（平成 年 月 日～ 平成 年 月 日）

回/週） （ ） 回/週） （ ）

回/週、うち医療保険 回/週） （ ）

回/週） （ ） 回/週） （ ）

回/週） （ ） その他 （ ）

（内容： ）（ ）

　義歯： 有 無

高血圧食 腎臓病食 その他）

　主食： 米飯 ミキサー 　水分：とろみ剤使用 あり なし

　副食： 通常 刻み 極小刻み （　　　とろみ付）

訪問入浴 通所系サービス

　場所： トイレ ポータブル 尿器 オムツ 常時 夜間のみ）

　薬物アレルギーの有無 有 無

無 有 Ⅰ Ⅱa Ⅱｂ Ⅲａ Ⅲｂ Ⅳ M 特 記 事項（ )

幻視・幻聴 興奮 不穏 妄想 暴力 介護への抵抗 昼夜逆転

不眠 徘徊 危険行為 不潔行為 意思疎通困難 その他（ ）

在宅酸素療法 喀痰吸引 気管切開 胃ろう 経管栄養 自己注射（ ）

尿道カテ ストマ じょくそう その他 ( ）

　この情報を提供することについて、ご本人またはご家族から同意をいただいています。

　この情報は、　　　　年 月 日現在のものです。

要支援は必要事項のみ記入　　　

　　訪問介護（ 　　訪問リハ（

　　短期入所（

　　訪問看護（

　　通所介護（

全粥

　　通所リハ（

　　 福祉用具貸与

リハビリパンツ（

装具・補助具使用 歩行器使用

全
介
助

日 年齢 歳

  集合住宅

緊
急
時
連
絡
先

氏 　名 住　　 所 続 柄

月

　直近の意見書を書いた医師名

電話番号

エレベーター　　　有　　　　無

    申請中 区分変更中

担 当 者 名 担当部署・担当者名

電 話 番 号 電 話 番 号

氏名
ふりがな 生年月日 明 大 昭 年

(介護支援専門員⇒病院)

入院時情報提供シート　　

事 業 所 名 病院・診療所名

ＦＡＸ 番 号 ＦＡＸ 番 号

性別

【裏面あり】

主･･主介護者　　☆･･キーパーソン　 ○･･女性　　□･･男性

　医療機関名(

心身の状況

かかりつけ医

家族構成図 住環境 　  一戸建

　排　泄

生活歴

　服薬管理

　認 知 症

療養上の
問題

医療処置

無 有

　入　浴

　移動方法

　口腔清潔

　食　事

一口大 ミキサー

自宅（浴室）

普通食 治療食（

ＡＤＬ
自
立

見
守
り

一
部
介
助

住所 電話番号〒

〒

〒

要支援 要介護
　要介護度

サービス利用状況・サービス事業所名

 有効期間

　糖尿病食

車いす

　更　衣

杖使用

疾患名、病歴など

連絡事項・その他
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精神 ）

自立 Ｊ１ Ｊ２ Ａ１ Ａ２ Ｂ１ Ｂ２ Ｃ１ Ｃ２

有 ） 無

↓

話し合いの参加者…

（続柄： ）

（氏名： ）

（氏名： ）

（職種・氏名： ）

※アドバンス・ディレクティブ(AD・事前指示書)とは異なります。
ACP…今後の医療について、本人が家族や医療者等と事前に繰り返し話し合うプロセス

AD…  今後の医療について、本人が医療者に事前に指示しておく書類・内容

　詳しくは「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン（平成30年3月改定）」

　等を参照してください。

※ACPの実践状況に関する、提供可能な既存資料（サービス担当者会議の資料等）がありましたら、
　必要に応じて共有してください。

○身体機能　（四肢麻痺、筋力低下、視力障害、聴力障害、言語障害、皮膚疾患の有無など）

○退院後の希望
　　（本人・家族の意向、かかりつけ医・在宅サービス側の方針等）

○その他

○入院に至る経緯

（程度：

（疾患名：

○本人はアドバンス・ケア・プランニング（ACP・人生会議)を実践しているか

身体 知的

特記事項

○障害者手帳の有無

○障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）について

○特定疾患の有無

はい 知っている・説明を受けた いいえ・不明

家族等

主治医

ケアマネジャー

サービス提供者他
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年 月 日 （ ）

午 前 ・午 後 時 時 分

（ ）

年 月 日

年 月 日

年 月 日頃

未申請 区分変更中 新規申請中 非該当

要 支 援 1 2 要 介 護 1 2 3 4 5

認 定 日 （ 年 月 日） 有 効 期 間 （ 年 月 日） ～ （ 年 月 日）

　義歯： 有 無

kcal 糖尿病食 高血圧食 腎臓病食 その他（ )）

　主食： 米飯 ミキサー （摂取量 割）

　副食： 通常 刻み 極小刻み （　　　とろみ付） （摂取量 割）

水 分 摂 取 量： １日 とろみ剤使用 あり なし

　入浴の制限： 無 有 （ シャワー浴 清拭 その他（ ）

　便意： 有 無 尿意： 有 無

　場所： トイレ ポータブル 尿器 オムツ 常時 夜間のみ）

無 有 Ⅰ Ⅱa Ⅱｂ Ⅲａ Ⅲｂ Ⅳ M 特 記 事 項（ )

在宅酸素療法 喀痰吸引 気管切開 胃ろう 経管栄養 自己注射（ ）

尿道カテ ストマ じょくそう その他（ ）

有の場合、指導した内容 （ ）

有の場合、理解の状況は： 十分 不十分 　　（問題点： ）

幻視・幻聴 興奮 不穏 妄想 暴力 介護への抵抗 昼夜逆転

不眠 徘徊 危険行為 不潔行為 意思疎通困難 その他（ ）

HBV HCV MRSA： 保菌 発症 （部位： 痰 血痰 尿 創部） その他（ ）

　この情報を提供することについて、ご本人またはご家族から同意をいただいています。 【裏面あり】

住所 〒 電話番号

療養上の
問題

無 有

感 染 症

医療処置

家族への
介護指導

無 有

　薬物アレルギーの有無 有 無

認 知 症

服薬管理

更　　衣

入    浴

排    泄
リハビリパンツ（

全粥

一口大 ミキサー

ｍｌ

移乗方法

口腔清潔

食　　事

普通食 治療食（

　　　病棟での様子

移動方法 車いす 杖使用 歩行器使用 装具・補助具使用 

要介護度

患者・家族の今後の希望

ＡＤＬ 自立
見
守
り

一部
介助

全
介助

病院主治医からの患者・家族への病状の説明内容と患者・家族の受け止め方

退院支援情報共有シート

面談日時 場　　所
分　～

参考様式２（福井県入退院支援ルール[R2.4改定]）

年齢 歳 性別氏
ふり

　　名
がな 生年月日

明治 大正 昭和

面 談 者
病院連絡窓口

(所属）

(上記太枠は介護支援専門員が記載します)

退院予定日

病院主治医 在宅主治医

入院の原因と
なった病名

合 併 症

既往歴
入院日

（処方薬）

リハビリ目標（リハビリから確認）

備考欄
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無 有

無 有 （ 在宅 施設 病院 その他（ ） ）

（ 希望者： 本人 家族　）

精神 （程度： ）

自立 Ｊ１ Ｊ２ Ａ１ Ａ２ Ｂ１ Ｂ２ Ｃ１ Ｃ２

有 （疾患名： ） 無

↓
話し合いの参加者…

（続柄： ）

（氏名： ）

（氏名： ）

（職種・氏名： ）

※アドバンス・ディレクティブ(AD・事前指示書)とは異なります。
ACP…今後の医療について、本人が家族や医療者等と事前に繰り返し話し合うプロセス

AD…  今後の医療について、本人が医療者に事前に指示しておく書類・内容

　詳しくは「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン(平成30年3月改定)」等を参照してください。

※ACPの実践状況に関する、提供可能な既存資料(サービス担当者会議の資料等)がありましたら、必要に応じて共有
   してください。

○入院に至る経緯（※入院時に担当ケアマネが決まっていない場合に記入ください）

○その他

○特定疾患の有無

○身体機能　（四肢麻痺、筋力低下、視力障害、聴力障害、言語障害、皮膚疾患の有無など）

○障害者手帳の有無

身体 知的

○障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）について

特記事項

○介護者の連絡先 家族構成図

主･･主介護者　　☆･･キーパーソン
○･･女性　　　　　□･･男性

○緊急時の入院希望

○看取りの場所に関する希望

○本人はアドバンス・ケア・プランニング（ACP・人生会議)を実践しているか

はい 知っている・説明を受けた いいえ・不明

家族

主治医

ケアマネジャー

サービス提供者他
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入院前に要介護認定
を受けていない場合

入院時の第一報 入院中の退院支援

○福井市

1 あすわクリニック
病棟Ｎｓ

透析室Ｎｓ
病棟Ｎｓ

透析室Ｎｓ
病棟Ｎｓ

透析室Ｎｓ

2 安土整形外科医院
医事課
病棟Ｎｓ

病棟Ｎｓ 病棟Ｎｓ

3 荒川整形外科医院 ナースステーション ナースステーション ナースステーション

4 岩井病院 医事課 病棟Ns 医事課

5 いわき医院 病棟看護師
病棟看護師

または
ケアマネジャー

病棟看護師
または

ケアマネジャー

6 打波外科胃腸科婦人科 病棟Ｎｓ 病棟Ｎｓ 病棟Ｎｓ

7 梅田整形外科医院 退院支援担当係 退院支援担当係 退院支援担当係

8
医療法人
駅東整形外科

病棟Ｎｓ 病棟Ｎｓ 病棟Ｎｓ

9 大滝病院 地域医療連携室 地域医療連携室 地域医療連携室

10
医療法人 弘昭会
大森整形外科リウマチ科

病棟Ｎｓ 病棟Ｎｓ 病棟Ｎｓ

11 奥村病院 地域連携課 地域連携課 地域連携課

12 片山整形外科 病棟Ｎｓ 病棟Ｎｓ 病棟Ｎｓ

13 光陽生協病院
地域連携室
病棟看護師

地域連携室
病棟看護師

地域連携室
病棟看護師

〒918-8016
福井市江端町１３－１５－４

担当：院長
ＴＥＬ：０７７６－３５－２４００
ＦＡＸ：０７７６－３５－３２５６
対応可能な時間帯
　　２４時間対応可能

〒910-0026
福井市光陽３丁目１０－２４

担当部署：地域連携室
ＴＥＬ：０７７６－２４－５００９
ＦＡＸ：０７７６－２４－８７４１
対応可能な時間帯
　 （平日）　８：３０～１７：３０

〒918-8205
福井市北四ツ居３－１４－１２

担当部署：病棟
ＴＥＬ：０７７６－５７－５０００
ＦＡＸ：０７７６－５７－５０１１
対応可能な時間帯
　（月～土）　８：３０～１７：３０

〒918-8104
福井市板垣５－２０１

担当部署：地域連携課
ＴＥＬ：０７７６－３５－３８６０
ＦＡＸ：０７７６－３３－１１８１
対応可能な時間帯
　（月～金）　８：３０～１８：３０
　　 （土）　　 ８：３０～１７：３０

〒918-8055
福井市若杉４－８０１

担当部署：退院支援担当係
　　　　　　　（内田和秀、病棟Ｎｓ）
ＴＥＬ：０７７６－３５－７２１０
ＦＡＸ：０７７６－３５－７３０５
対応可能な時間帯
　（月・火・木・金）　８：３０～１８：００
　　　（水・土）　　　 ８：３０～１２：３０

〒910-0859
福井市日之出２丁目１２－２

担当：病棟Ｎｓ
ＴＥＬ：０７７６－２７－２５００
ＦＡＸ：０７７６－２４－８５８５
対応可能な時間帯
　（月・火・水・金）　８：４５～１８：００
　　　　（木）　　　　 ８：４５～１２：３０
　　　　（土）　　　　 ８：４５～１７：００

〒910-0029
福井市日光１丁目２番１号

担当部署：地域医療連携室
ＴＥＬ：０７７６－２３－３２１５
直通：０７７６－２３－３２１２
ＦＡＸ：０７７６－２６－６０２３
対応可能な時間帯
 （月～日：365日対応）　８：３０～１７：３０

〒910-0859
福井市日之出２丁目１５－１０

担当部署：医事課
ＴＥＬ：０７７６－２４－０３０６
ＦＡＸ：０７７６－２６－２０１６
対応可能な時間帯
　（月～土）　９：００～１７：３０

〒918-8176
福井市三十八社町１０－８

担当：院長または病棟看護師
ＴＥＬ：０７７６－３８－２２８８
ＦＡＸ：０７７６－３８－３２２６
対応可能な時間帯
　（月～金）　９：００～１８：００
　　 （土）　　 ９：００～１２：３０

〒910-0017
福井市文京７丁目１０－２

担当部署：病棟
ＴＥＬ：０７７６－２６－７１７１
ＦＡＸ：０７７６－２６－６９０３
対応可能な時間帯
　（月・火・木・金・土）　９：３０～１７：３０
　　　　　（水）　　　　　　９：００～１２：００

〒918-8112
福井市下馬３丁目５１１番地

担当部署：医事
ＴＥＬ：０７７６－３４－３６００
ＦＡＸ：０７７６－３４－３６０２
対応可能な時間帯
　（月～金）　８：３０～１７：００
　 　（土）　　 ８：３０～１２：００

〒910-0006
福井市中央２丁目７－１９

担当部署：病棟
ＴＥＬ：０７７６－２５－３５４５
ＦＡＸ：０７７６－２３－６４３０
対応可能な時間帯
　（月～土）　９：００～１８：００

〒910-0806
福井市高木町５１－８

担当部署：ナースステーション
ＴＥＬ：０７７６－５４－６６８１
ＦＡＸ：０７７６－５３－７４５８
対応可能な時間帯
　（火・金）　１３：００～１５：００
　　（土）　　１３：００～１４：００

資料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　病院・有床診療所の連絡窓口一覧　（市町別・医療機関五十音順）
（令和4年6月27日現在）

番号 医療機関名 郵便番号・所在地

入院前に要介護認定を受けている場合

①ケアマネジャーからの
入院時の連絡を受ける窓口

（対応可能な時間帯）

②ケアマネジャーへの連絡をする窓口 ③要介護認定申請等につ
いて家族等を支援する部

署
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入院前に要介護認定
を受けていない場合

入院時の第一報 入院中の退院支援

資料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　病院・有床診療所の連絡窓口一覧　（市町別・医療機関五十音順）
（令和4年6月27日現在）

番号 医療機関名 郵便番号・所在地

入院前に要介護認定を受けている場合

①ケアマネジャーからの
入院時の連絡を受ける窓口

（対応可能な時間帯）

②ケアマネジャーへの連絡をする窓口 ③要介護認定申請等につ
いて家族等を支援する部

署

14 佐藤整形形成外科 病棟Ｎｓ 病棟Ｎｓ 病棟Ｎｓ

15 齋藤眼科 医事係 医事係 医事係

16 さくら病院 地域連携室 地域連携室 地域連携室

17 三精病院 地域移行支援室 地域移行支援室 地域移行支援室

18
医療法人 健康会
嶋田病院

地域連携情報
サービス室

地域連携情報
サービス室

地域連携情報
サービス室

19
医療法人 邦高会
高沢内科医院

師長 師長 主任

20 たなか整形外科・眼科 病棟看護師 師長 師長

21
医療法人 慈豊会
田中病院

地域連携室 地域連携室 地域連携室

22 つくし野病院 地域連携部 地域連携部
病棟Ｎｓ

地域連携部

23 つながるクリニック 看護師 看護師 看護師

24 冨永病院 事務 事務 事務

25
医療法人 元和会
野村内科医院

外来 外来 外来

26 ひらい内科消化器科医院 病棟Ｎｓ 病棟Ｎｓ 病棟Ｎｓ

27 福井温泉病院 地域連携室 地域連携室 地域連携室

〒910-0015
福井市二の宮2-26-35

担当：看護師
ＴＥＬ：０７７６－２７－１５５０
ＦＡＸ：０７７６－２７－１１４８
対応可能な時間帯
　　　　　　　９：００～１７：００

〒918-8004
福井市西木田３丁目４番２６号

担当：総師長
ＴＥＬ：０７７６－３６－１８４１
ＦＡＸ：０７７６－３４－０１１２
対応可能な時間帯
　（月～金）　９：００～１７：３０
　　（土）　　　９：００～１２：３０

〒910-0826
福井市上中町３６－８

担当部署：外来
ＴＥＬ：０７７６－５３－８５６８
ＦＡＸ：０７７６－５３－９５３８
対応可能な時間帯
　（月～金）　１０：００～１６：００
　 　（土）　 　１０：００～１５：００

〒918-8026
福井市渕４丁目１８１３番地

担当部署：病棟
ＴＥＬ：０７７６－３３－６８８１　（代表）
ＦＡＸ：０７７６－３３－６８８３
対応可能な時間帯
　（月～金）　８：３０～１７：３０
　　　（土）　　８：３０～１６：３０

〒910-0041
福井市天菅生町７－１

担当：地域連携室
ＴＥＬ：０７７６－５９－１３１１
ＦＡＸ：０７７６－５９－１９７３
対応可能な時間帯
　（月・火・水・木・土）　８：３０～１７：００
　　　　　（金）　　　　　　８：３０～１２：００

〒910-0005
福井市大手２丁目３番１号

担当部署：地域連携室
ＴＥＬ：０７７６－２２－８５００
ＦＡＸ：０７７６－２２－８５７９
対応可能な時間帯
　（月～金）　８：３０～１７：００

〒910-0855
福井市西方１丁目２－１１

担当部署：地域連携情報サービス室
ＴＥＬ：０７７６－３０－８８２２
ＦＡＸ：０７７６－３０－８８３３
対応可能な時間帯
　（月～金）　８：３０～１８：００
　（土）　　　　８：３０～１７：３０

〒918-8107
福井市春日町２３６－１

担当部署：師長
ＴＥＬ：０７７６－３５－０１００
ＦＡＸ：０７７６－３５－４８８８
対応可能な時間帯
　（平日）　　　　９：００～１７：００

〒910-0102
福井市川合鷲塚町４９－６－１

担当部署：地域連携部
ＴＥＬ：０７７６－５５－１８００
ＦＡＸ：０７７６－５５－１７８０
対応可能な時間帯
　（月・火・木・金・土）　８：３０～１７：００
　　　　　（水）　　　　　　８：３０～１２：００

〒918-8018
福井市大島町柳２０５番地

担当部署：地域移行支援室
ＴＥＬ：０７７６－３６－５６２２
ＦＡＸ：０７７６－３６－５０７１
対応可能な時間帯
　（平日）　８：３０～１６：３０
　（第１，３，５土曜）　８：３０～１１：３０

〒918-8051
福井市桃園１丁目１－２

担当部署：ナースセンター（病棟）
ＴＥＬ：０７７６－３５－５１５１
ＦＡＸ：０７７６－３４－４３８７
対応可能な時間帯
　（月～金）　９：００～１６：００

〒918-8031
福井市種池１丁目１０１

担当部署：外来担当看護師
ＴＥＬ：０７７６－３５－９２９９
ＦＡＸ：０７７６－３５－９９２０
対応可能な時間帯
　（月～金）　８：３０～１８：３０
　　 （土）　　 ８：３０～１６：３０

〒910-0854
福井市御幸３丁目１５－１３

担当部署：医事係
ＴＥＬ：０７７６－２３－２２３３
ＦＡＸ：０７７６－５８－２２２８
対応可能な時間帯
　（月・火・水・金）　８：３０～１８：００
　　　　（木）　　　　 ８：３０～１２：３０
　　　　（土）　　　　 ８：３０～１３：３０

〒918-8017
福井市下荒井町２１－４４－１

担当部署：地域連携室
ＴＥＬ：０７７６－３９－１６００
ＦＡＸ：０７７６－３９－１６０１
対応可能な時間帯
　（月～金）　９：００～１７：００
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入院前に要介護認定
を受けていない場合

入院時の第一報 入院中の退院支援

資料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　病院・有床診療所の連絡窓口一覧　（市町別・医療機関五十音順）
（令和4年6月27日現在）

番号 医療機関名 郵便番号・所在地

入院前に要介護認定を受けている場合

①ケアマネジャーからの
入院時の連絡を受ける窓口

（対応可能な時間帯）

②ケアマネジャーへの連絡をする窓口 ③要介護認定申請等につ
いて家族等を支援する部

署

28 福井県済生会病院 病棟Ｎｓ
病棟Ｎｓ
または

退院支援室

病棟Ｎｓ
または

退院支援室

29
福井県立
すこやかシルバー病院

地域連携室 地域連携室 地域連携室

30 福井県立病院
地域医療連携推進室
・退院支援看護師

地域医療連携推進室
・退院支援看護師

地域医療連携推進室
・退院支援看護師

31 福井厚生病院
医療連携センター

・ＭＳＷ
・退院調整看護師

医療連携センター
・ＭＳＷ

・退院調整看護師

医療連携センター
・ＭＳＷ

・退院調整看護師

32 福井循環器病院

地域医療連携室
ＭＳＷ
または
看護師

地域医療連携室
ＭＳＷ
または
看護師

地域医療連携室
ＭＳＷ
または
看護師

33 福井赤十字病院
入院病棟

担当看護師

地域医療連携課
担当ＭＳＷ

または
入院病棟

担当看護師

地域医療連携課
退院支援係
担当ＭＳＷ

34 福井総合クリニック 地域連携・入退院調整室 地域連携・入退院調整室 地域連携・入退院調整室

35 福井総合病院 地域連携・入退院調整室 地域連携・入退院調整室 地域連携・入退院調整室

36
医療法人 初生会
福井中央クリニック

看護部
（担当：中野・草譯）

看護部
（担当：中野・草譯）

看護部
（担当：中野・草譯）

37 福井病院 地域移行推進室 地域移行推進室 地域移行推進室

38 福井リハビリテーション病院 地域連携室 地域連携室 地域連携室

39 福島泌尿器科医院

40 福仁会病院 医療福祉相談室 医療福祉相談室 医療福祉相談室

〒910-0064
福井市新田塚町４０８

担当部署：
ＴＥＬ：０７７６－２５－１２１３
ＦＡＸ：０７７６－２５－０９７７
対応可能な時間帯
※現在は休床中

〒910-0017
福井市文京５丁目１０番１号

担当部署：医療福祉相談室
ＴＥＬ：０７７６－２２－７１３３ （代表）
ＦＡＸ：０７７６－２１－７１３２　（代表）
対応可能な時間帯
　　（平日）　８：３０～１７：００
  　 （土） 　 ８：３０～１２：００

〒918-8537
福井市下六条町２０１番地

担当部署：医療連携センター
ＴＥＬ：０７７６－４１－８０４８
ＦＡＸ：０７７６－４１－３４０５
対応可能な時間帯
　（月～金）　８：３０～１７：３０
　　 （土）　 　８：３０～１２：３０

〒910-0833
福井市新保２丁目２２８番地

担当部署：地域医療連携室（ＭＳＷ）
ＴＥＬ：０７７６－５４－５７６１
ＦＡＸ：０７７６－５４－５９７７
対応可能な時間帯
　（月～金）　９：００～１６：００
　　 （土）　　 ９：００～１２：００

〒918-8501
福井市月見２丁目４番１号

担当部署：入院病棟
ＴＥＬ：０７７６－３６－３６３０
　　　　　（日赤代表 → 入院病棟）
ＦＡＸ：０７７６－３６－０２４０
　　　　　（地域医療連携課）
対応可能な時間帯
　　（平日）　８：３０～１７：００

〒910-3113
福井市江上町５５－２０－４

担当部署：地域移行推進室
ＴＥＬ：０７７６－５９－６６００
ＦＡＸ：０７７６－５９－６６１０
対応可能な時間帯
　（月～金）　８：３０～１７：００
　　　（土）　　８：３０～１２：３０

〒910-0046
福井市南楢原町２０字大畑２

担当部署：地域連携室
ＴＥＬ：０７７６－５９－１１２６
ＦＡＸ：０７７６－５９－１９２２
対応可能な時間帯
　　（平日）　８：３０～１７：３０
  　  （土）　 ８：３０～１２：３０

〒910-0067
福井市新田塚１丁目４２－１

担当部署：地域連携・入退院調整室
ＴＥＬ：０７７６－２１－１３００
ＦＡＸ：０７７６－２５－８２６３
対応可能な時間帯
　　（平日）　８：３０～１７：００
　　 （土）　　８：３０～１２：３０
7/1～
　（月・火・水・金）　８：３０～１７：１５
　（木・土）　　　　　 ８：３０～１２：３０

〒910-8561
福井市江上町５８－１６－１

担当部署：地域連携・入退院調整室
ＴＥＬ：０７７６－５９－１３００
ＦＡＸ：０７７６－５９－２５３２
対応可能な時間帯
　　（平日）　８：３０～１７：００
　 　（土）　　８：３０～１２：３０
7/1～
　　（平日）　８：３０～１７：１５

〒910-0003
福井市松本４丁目５番１０号

担当部署：看護部 （担当：中野）
ＴＥＬ：０７７６－２４－２４１０
ＦＡＸ：０７７６－２４－２４６７
対応可能な時間帯
　（月・火・木・金）　８：３０～１７：３０
　　　（水）　　８：３０～１２：３０
　　　（土）　　８：３０～１７：００

〒918-8503
福井市和田中町舟橋７番地１

担当部署：退院支援室
ＴＥＬ：０７７６－２８－８５６１
ＦＡＸ：０７７６－２８－８５２５
対応可能な時間帯
　（月～金）　８：１５～１７：１５

〒910-3623
福井市島寺町９３－６

担当部署：地域連携室
ＴＥＬ：０７７６－９８－２７００
ＦＡＸ：０７７６－９８－２７９３
対応可能な時間帯
　（月～金）　９：００～１７：００

〒910-8526
福井市四ツ井２丁目８番1号

担当部署：地域医療連携推進室
ＴＥＬ：０７７６－５４－５１５１
ＦＡＸ：０７７６－５７－２９０１
対応可能な時間帯
　（月～金）　地域医療連携推進室
　　　　　　 ８：３０～１７：１５
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入院前に要介護認定
を受けていない場合

入院時の第一報 入院中の退院支援

資料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　病院・有床診療所の連絡窓口一覧　（市町別・医療機関五十音順）
（令和4年6月27日現在）

番号 医療機関名 郵便番号・所在地

入院前に要介護認定を受けている場合

①ケアマネジャーからの
入院時の連絡を受ける窓口

（対応可能な時間帯）

②ケアマネジャーへの連絡をする窓口 ③要介護認定申請等につ
いて家族等を支援する部

署

41 藤田記念病院
病棟Ｎｓ
または

透析センター事務

病棟Ｎｓ
または

透析センター事務

病棟Ｎｓ
または

透析センター事務

42 まつむら眼科クリニック

43
公益財団法人
松原病院

病棟
ケースワーカー

病棟
ケースワーカー

病棟
ケースワーカー

44
医療法人
宮﨑整形外科医院

病棟Ｎｓ
担当看護師　杉田

病棟Ｎｓ
担当看護師　杉田

リハビリテーション科
浦井

45
医療法人
安川病院

地域医療連携
担当窓口

（担当：三澤）

地域医療連携
担当窓口

（担当：三澤）

地域医療連携
担当窓口

（担当：三澤）

46 山内整形外科
リハビリテーション部

（担当：布目）
リハビリテーション部

（担当：布目）
リハビリテーション部

（担当：布目）

47
医療法人 清風会
吉田医院

入退院支援窓口
（担当：吉田）

入退院支援窓口
（担当：吉田）

吉田医院
居宅介護支援センター

○永平寺町

48 福井大学医学部附属病院 地域医療連携部 地域医療連携部 地域医療連携部

49
国立病院機構
あわら病院

地域医療連携室
退院支援看護師

地域医療連携室
退院支援看護師

地域医療連携室
退院支援看護師

50
医療法人　泉壽会
加納病院

地域連携室
（事務部又は

病棟看護部長）
地域連携室 地域連携室

51
医療法人 至捷会
木村病院

看護サマリー
病棟

病棟
病棟

地域連携室

52 東外科医院 病棟Ns 病棟Ns 院内ケアマネジャー

53 坂井市立三国病院 地域医療連携室 地域医療連携室 地域医療連携室

〒919-0634
あわら市北金津５７号２５番地

担当部署：地域連携室
ＴＥＬ：０７７６－７３－３３２３
ＦＡＸ：０７７６－７３－４７５０
対応可能な時間帯：
（月・火・木・金・土）
　　　　　　９：００～１７：００ 地域連携室
　 （水）　　９：００～１２：００ 地域連携室
　 （日）　　９：００～１７：００ 病棟

○坂井市

〒910-0231
坂井市丸岡町霞１丁目５０

担当部署：外来
ＴＥＬ：０７７６－６６－２２２８
ＦＡＸ：０７７６－６６－２２２９
対応可能な時間帯
（月～金）　８：３０～１７：３０
　 （土）　　 ８：３０～１２：００

〒913-8611
坂井市三国町中央１丁目２番３４号

担当部署：地域医療連携室
ＴＥＬ：０７７６－８２－０４８０ （代表）
　　　 ０７７６－８２－５２２２（直通）
ＦＡＸ：０７７６－８２－７０５０
対応可能な時間帯
　（月・火・水・金）　８：３０～１７：００
　　　（木・土）　　 　８：３０～１２：００

○あわら市

〒910-4272
あわら市北潟２３８号１番地

担当部署：地域医療連携室
ＴＥＬ：０７７６－７９－１２１１（代表）
ＦＡＸ：０７７６－７９－１２６１
対応可能な時間帯
　 （平日）　８：３０～１７：１５

〒910-0004
福井市宝永４丁目１５番７号

担当部署：医事課
ＴＥＬ：０７７６－２１－１２７７
ＦＡＸ：０７７６－２４－２１１７
対応可能な時間帯
　（月～土）　９：００～１７：００

〒918-8203
福井市上北野１丁目２５‐１９

担当部署：受付
ＴＥＬ：０７７６－５３－８８７８
ＦＡＸ：０７７６－５３－７８３３
対応可能な時間帯
　毎週火曜　９：００～１８：００
　（日帰り入院のため）

〒919-0633
あわら市花乃杜１－２－３９

担当部署：地域連携室
ＴＥＬ：０７７６－７３－１００１
ＦＡＸ：０７７６－７３－１６６１
対応可能な時間帯
　（月～土）　９：００～１７：００

〒918-8057
福井市加茂河原３丁目８－６

担当部署：医事課
ＴＥＬ：０７７６－３３－１１１１
ＦＡＸ：０７７６－３３－２２８９
対応可能な時間帯
　（月・火・木・金）　８：３０～１８：３０
　　 　（水・土）　 　 ８：３０～１７：００

〒910-0836
福井市大和田２丁目１０８

担当部署：入院担当窓口
ＴＥＬ：０７７６－５２－２８００
ＦＡＸ：０７７６－５２－２８０９
対応可能な時間帯
　（月～金）　９：００～１８：００

〒910-1193
吉田郡永平寺町松岡下合月23-3

担当部署：地域医療連携部
ＴＥＬ：０７７６－６１－８６２９、８６３０
ＦＡＸ：０７７６－６１－８１５０
対応可能な時間帯
　（月～金）　９：００～１７：００

〒910-0017
福井市文京２丁目９番１号

担当部署：地域医療課
ＴＥＬ：０７７６－６３－６５２７
ＦＡＸ：０７７６－２７－２８２７
対応可能な時間帯
　（月～金）　９：００～１７：３０
　　※土・日・祝を除く

〒910-0016
福井市大宮４丁目１３－１８

担当部署：リハビリテーション部
ＴＥＬ：０７７６－２６－１１６０
ＦＡＸ：０７７６－２６－１４９２
対応可能な時間帯
　（月・火・水・金・土）　９：００～１８：００

〒910-0023
福井市順化１丁目８番１号

担当部署：入退院支援窓口
ＴＥＬ：０７７６－２２－１２３３
ＦＡＸ：０７７６－２２－０２２２
対応可能な時間帯
　（月～金）　９：００～１８：００
　　 （土）　　 ９：００～１５：００
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入院前に要介護認定
を受けていない場合

入院時の第一報 入院中の退院支援

資料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　病院・有床診療所の連絡窓口一覧　（市町別・医療機関五十音順）
（令和4年6月27日現在）

番号 医療機関名 郵便番号・所在地

入院前に要介護認定を受けている場合

①ケアマネジャーからの
入院時の連絡を受ける窓口

（対応可能な時間帯）

②ケアマネジャーへの連絡をする窓口 ③要介護認定申請等につ
いて家族等を支援する部

署

54
医療法人
中瀬整形外科医院

病棟 看護部 病棟 看護部 病棟 看護部

55 春江病院 総合支援室
・MSW

・退院支援看護部
・病棟看護部

総合支援室

56 藤田神経内科病院
病棟（師長・主任）

相談員
病棟（師長・主任）

相談員
病棟（師長・主任）

相談員

57
医療法人 慈風会
宮﨑病院

地域連携室 地域連携室 地域連携室

58 阿部病院
病棟Ｎｓ
（主任）

病棟Ｎｓ
（主任）

病棟Ｎｓ
（主任）

59
医療法人
尾崎整形外科

病棟Ｎｓ 病棟Ｎｓ 病棟Ｎｓ

60
清翔会
尾崎病院

病棟Ｎｓ 病棟Ｎｓ 看護部

61 広瀬病院 退院支援係 退院支援係 退院支援係

62
医療法人 キラキラ会
松田病院

病棟Ns
（担当：村中、清水）

病棟Ns
（担当：村中、清水）

病棟Ns
（担当：村中、清水）

63
勝山オレンジクリニック
※ベッド休床中

64 たけとう病院 地域移行推進室 地域移行推進室 地域移行推進室

65 福井勝山総合病院 地域支援室 地域支援室 地域支援室

66
医療法人 芳泉会
芳野医院

病棟Ｎｓ 病棟Ｎｓ 病棟Ｎｓ

〒912-0083
大野市明倫町１０－７

担当部署：病棟
ＴＥＬ：０７７９－６５－２５７０
ＦＡＸ：０７７９－６５－２５７１
対応可能な時間帯
　　（平日）　９：００～１７：００

〒912-0083
大野市明倫町１１－２

担当部署：看護部
ＴＥＬ：０７７９－６６－３０６７
ＦＡＸ：０７７９－６６－１９１６
対応可能な時間帯
　　（月～金）　１３：００～１７：００

○勝山市

〒911-0804
勝山市元町３丁目６－１９

担当部署：事務
ＴＥＬ：０７７９－８７－２６１６
ＦＡＸ：０７７９－８７－２７９７
対応可能な時間帯
　（月～金）　８：３０～１６：００

〒911-0014
勝山市野向町聖丸１０－２１－１

担当部署：地域移行推進室
ＴＥＬ：０７７９－８８－６４６４
ＦＡＸ：０７７９－８７－２３６７
対応可能な時間帯
　 （平日）　８：３０～１７：００
　　（土）　　８：３０～１２：００

〒911-8558
勝山市長山町２－６－２１

担当部署：地域支援室
ＴＥＬ：０７７９－８８－１８６０
ＦＡＸ：０７７９－８８－１８６１
対応可能な時間帯
　 （平日）　８：３０～１７：１５

〒911-0031
勝山市長山町１丁目３－１

担当部署：外来窓口、病棟
ＴＥＬ：０７７９－８８－２００５
ＦＡＸ：０７７９－８８－０３９５
対応可能な時間帯： ２４時間対応可

○大野市

〒912-0087
大野市城町１０－１

担当部署：退院支援係
ＴＥＬ：０７７９－６６－３５１０
ＦＡＸ：０７７９－６６－３７７７
対応可能な時間帯
　（月・火・水・金）　９：００～１８：００
　　  （木・土）　　　 ９：００～１３：００

〒912-0026
大野市要町１－１３

担当部署：病棟看護部
ＴＥＬ：０７７９－６６－３２３８
ＦＡＸ：０７７９－６６－１６５５
対応可能な時間帯
　　（月～金）　９：００～１７：００
　　　  （土）　 ９：００～１２：００

〒919-0476
坂井市春江町針原６５－７

担当部署：総合支援室
ＴＥＬ：０７７６－５１－１０２９
ＦＡＸ：０７７６－５１－０６０２
対応可能な時間帯
　（月・火・水・金）　９：００～１７：３０
　　　（木・土）　　 　９：００～１２：３０

〒910-0367
坂井市丸岡町羽崎３１－１２－１

担当部署：病棟
ＴＥＬ：０７７６－６７－１１２０
ＦＡＸ：０７７６－６７－５００４
対応可能な時間帯
　（月～土）　８：３０～１７：００

〒913-0046
坂井市三国町北本町
２丁目２番６号

担当：医事課
ＴＥＬ：０７７６－８２－１００２
ＦＡＸ：０７７６－８２－６７１３
対応可能な時間帯
　（月～金）８：３０～１７：３０

〒912-0081
大野市元町８番６号

担当部署：病棟
ＴＥＬ：０７７９－６６－２２３０
ＦＡＸ：０７７９－６６－５６６８
対応可能な時間帯
　　（平日）　８：３０～１７：００

〒910-0302
坂井市丸岡町里丸岡１－４０

担当部署：病棟 看護部
ＴＥＬ：０７７６－６７－３７７７
ＦＡＸ：０７７６－６７－３２２７
対応可能な時間帯
　　（平日）　８：３０～１８：００
　　  （土）　 ８：３０～１２：００
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入院前に要介護認定
を受けていない場合

入院時の第一報 入院中の退院支援

資料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　病院・有床診療所の連絡窓口一覧　（市町別・医療機関五十音順）
（令和4年6月27日現在）

番号 医療機関名 郵便番号・所在地

入院前に要介護認定を受けている場合

①ケアマネジャーからの
入院時の連絡を受ける窓口

（対応可能な時間帯）

②ケアマネジャーへの連絡をする窓口 ③要介護認定申請等につ
いて家族等を支援する部

署

67 木村病院
入退院支援・
地域連携部

入退院支援・
地域連携部

または
病棟

入退院支援・
地域連携部

68 公立丹南病院 地域医療連携室
病棟Ｎｓ
または

地域医療連携室
地域医療連携室

69 斎藤病院 地域医療連携課
病棟部長

退院調整担当
退院調整担当

70 鯖江清水眼科

71 品川クリニック 病棟Ｎｓ
病棟

担当Ｎｓ
病棟

担当Ｎｓ

72 高村病院
事務部

（担当：堀内、藤井）
事務部

（担当：堀内、藤井）
事務部

（担当：堀内、藤井）

73 広瀬病院 病棟Ｎｓ プライマリーナース プライマリーナース

74 みどりケ丘病院 ＰＳＷ ＰＳＷ ＰＳＷ

75
医療法人
相木病院

病棟Ns 病棟師長 病棟師長

76 池端病院
病棟Ns

地域連携室
地域連携室

病棟Ｎｓ
地域連携室

病棟Ｎｓ

77
一般財団法人
今立中央病院

外来Ns 病棟Ns
病棟Ns
または

居宅介護支援センター

78 岩堀メディカルオフィス 病棟Ns 院長
病棟Ｎｓ
または
院長

〒916-0025
鯖江市旭町２－１－３０

担当部署：受付
ＴＥＬ：０７７８－５１－００６７
ＦＡＸ：０７７８－５３－１６８３
対応可能な時間帯
　（水）　１４：００～１７：００
　　　　　　（日帰り入院のため）

〒915-0814
越前市中央２丁目９－４０

担当部署：病棟
ＴＥＬ：０７７８－２２－１６０７
ＦＡＸ：０７７８－２２－１６００
対応可能な時間帯
　（月～土）　８：３０～１７：００

〒915-0066
越前市神明町４－１２

担当部署：受付
ＴＥＬ：０７７８－２２－０３８５
ＦＡＸ：０７７８－２２－９８４０
対応可能な時間帯
（月～金）  ９：００～１２：００
　　　　　  １４：００～１８：００
　　（土）　  ９：００～１２：００

〒915-0861
越前市今宿町８－１

担当部署
①病棟
　ＴＥＬ：０７７８－２３－０１５０
　ＦＡＸ：０７７８－２４－２３６３
　　（月～日）　８：３０～１７：３０
②地域連携室
　ＴＥＬ：０７７８－２５－０１６０
　ＦＡＸ：病棟のＦＡＸ番号と同じ
　　（月～金）　８：３０～１７：３０
　　　 （土）　　 ８：３０～１２：３０

○越前市

〒916-0025
鯖江市旭町１－２－８

担当部署：各病棟（３～６階）の師長
ＴＥＬ：０７７８－５１－３０３０ （代表）
ＦＡＸ：０７７８－５１－５９７８
対応可能な時間帯
　（月・火・木・金）　８：３０～１７：３０
　　　 （水・土）　　　８：３０～１２：３０

〒916-0021
鯖江市三六町１丁目２－６

担当：外来ＰＳＷ
ＴＥＬ：０７７８－５１－１３７０
ＦＡＸ：０７７８－５１－１４８７
対応可能な時間帯
　（月～金）　９：００～１７：００
　　 （土）　 　９：００～１３：００

〒915-0242
越前市粟田部町３３－１

担当部署：医療療養病棟
ＴＥＬ：０７７８－４２－１８００
ＦＡＸ：０７７８－４２－２３１５
対応可能な時間帯
　（月・火・木・金） 　９：００～１７：３０
　（水・土）　 　　　　９：００～１２：００

○鯖江市

〒916-0033
鯖江市中野町５６－１－１

担当部署：外来受付
ＴＥＬ：０７７８－５１－００１１
ＦＡＸ：０７７８－５３－００１１
対応可能な時間帯
　（平日）　８：３０～１７：００
　 （土）　　８：３０～１２：００
※土曜午後・日祝は
　 病棟　ＴＥＬ：０７７８－５１－００１１

〒916-0018
鯖江市幸町１－２－２

担当部署：事務部 （堀内・藤井）
ＴＥＬ：０７７８－５１－２０３０
ＦＡＸ：０７７８－５１－２２１９
対応可能な時間帯
　（月・火・木・金）　９：００～１７：００
　　　（水・土）　　　９：００～１２：００

〒916-0025
鯖江市旭町４－４－９

担当部署：入退院支援・地域連携部、
　　　　　　 入院病棟
ＴＥＬ：０７７８－５１－０４７８ （代表）
　　　 ０７７８－５１－６１７１
　　　　　　　　　　（地域医療連携室）
ＦＡＸ：０７７８－５１－０６２４
対応可能な時間帯
　入退院支援・地域連携部、病棟とも
　 （月～金）　８：３０～１７：３０

〒916-8515
鯖江市三六町１－２－３１

担当部署
①入院病棟（入院病棟を確認済みの場合）
　ＴＥＬ：０７７８－５１－２２６０ （代表）
②地域医療連携室
　ＴＥＬ：０７７８－５２－８００６
　ＦＡＸ：０７７８－５２－８０１６
　（平日）　８：３０～１７：００
　（土曜）　８：３０～１２：３０

〒916-0033
鯖江市中野町６－１－１

担当部署：地域医療連携課
ＴＥＬ：０７７８－５１－０５９３
ＦＡＸ：０７７８－５３－１５９７
対応可能な時間帯
　（平日）　８：３０～１７：３０

16



入院前に要介護認定
を受けていない場合

入院時の第一報 入院中の退院支援

資料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　病院・有床診療所の連絡窓口一覧　（市町別・医療機関五十音順）
（令和4年6月27日現在）

番号 医療機関名 郵便番号・所在地

入院前に要介護認定を受けている場合

①ケアマネジャーからの
入院時の連絡を受ける窓口

（対応可能な時間帯）

②ケアマネジャーへの連絡をする窓口 ③要介護認定申請等につ
いて家族等を支援する部

署

79
医療法人
笠原病院

病棟Ns
地域医療連携室Ns

地域医療連携室Ns

地域医療連携室Ns
および

当院の訪問看護
ステーション（居宅支援）

80
医療法人
斎藤医院

病棟Ns 病棟Ns
居宅介護支援事業所

ケアセンターふじ

81 武生記念病院 ケースワーカー ケースワーカー ケースワーカー

82
医療法人 一麦会
東武内科外科クリニック

病棟Ｎｓ 病棟Ｎｓ

看護部（看護師長）
および

東武介護支援センター
TEL：0778-21-1155

（ケアマネジャー：金子）

83
社会医療法人財団
中村病院

退院支援担当Ns 退院支援担当Ns 退院支援担当Ns

84
医療法人
林病院

退院支援室 退院支援室 退院支援室

85
南越前町国民健康保険
今庄診療所

病棟Ｎｓ 病棟Ｎｓ
病棟Ｎｓ
主治医

86
医療法人 倉伊会
伊部病院

病棟Ｎｓ 病棟Ｎｓ 事務長

87
越前町国民健康保険
織田病院

退院支援室
または
病棟Ｎｓ

退院支援室 退院支援室

88 泉ヶ丘病院
病棟Ｎｓ
または

地域連携室

病棟Ｎｓ
または

地域連携室

病棟Ｎｓ
または

地域連携室

89
医療法人 積善会
猪原病院

相談員 相談員 相談員

90 市立敦賀病院
医療支援部

（入退院支援室）
医療支援部

（入退院支援室）
医療支援部

（入退院支援室）

91 敦賀温泉病院 相談室 相談室 相談室
〒914-0024
敦賀市吉河４１－１－５

担当部署：相談室
            （不在時は外来看護師長）
ＴＥＬ：０７７０－２３－８２１０ （代表）
ＦＡＸ：０７７０－２３－３０６８ （代表）
対応可能な時間帯
　　（平日）　８：３０～１７：００
　　 （土）　　８：３０～１２：３０

〒915-8502
越前市塚町２１４番地

担当部署：３階病棟
ＴＥＬ：０７７８－２３－１１５５　（代表）
ＦＡＸ：０７７８－２３－０２１３　（３階病棟）
対応可能な時間帯
　（月・火・水・金）　８：３０～１７：３０
　　　（木・土）　 　　８：３０～１２：３０

〒915-0802
越前市北府３丁目５－１

担当：病棟Ｎｓ
ＴＥＬ：０７７８－２２－０２３４
ＦＡＸ：０７７８－２２－５６７４
対応可能な時間帯
　（月～土）　８：３０～１７：００

○敦賀市

〒914-0028
敦賀市中８１号岩ヶ鼻１－１１

担当部署：地域連携室
ＴＥＬ：０７７０－２２－７７００
ＦＡＸ：０７７０－２２－６８６８
対応可能な時間帯
　　（月～金）　８：３０～１７：００

〒914-0138
敦賀市櫛林３２－５－２

担当部署：事務部相談員
ＴＥＬ：０７７０－２２－３５５８
ＦＡＸ：０７７０－２２－６２１８
対応可能な時間帯
　　（月～土）　８：３０～１７：００

〒914-8502
敦賀市三島町１丁目６－６０

担当部署：医療支援部入退院支援室
ＴＥＬ：０７７０－２２－３６１１（代）
ＦＡＸ：０７７０－２１－１００５
対応可能な時間帯
　　（月～金）　８：３０～１７：１５

〒916-0215
丹生郡越前町織田１０６－４４－１

担当部署：退院支援室
ＴＥＬ：０７７８－３６－１０２２
ＦＡＸ：０７７８－３６－１００１
対応可能な時間帯
　（月～金）　８：３０～１７：１５
　　（土）　　　８：３０～１２：３０

〒915-0068
越前市天王町４－２８

担当部署：退院支援部
ＴＥＬ：０７７８－２２－０６１８（代表）
ＦＡＸ：０７７８－２２－６２２０
対応可能な時間帯
　（月～金）　８：３０～１７：００

〒915-8511
越前市府中１丁目３－５

担当部署
①退院支援室 （手渡し、電話の場合）
　　ＴＥＬ：０７７８－２２－０３３６
　　（平日）　８：３０～１７：３０
②地域連携室 （FAXの場合）
　　ＦＡＸ：０７７８－２１－３４４０

○南越前町

〒919-0131
南条郡南越前町今庄84-24-1

担当部署：看護師長
ＴＥＬ：０７７８－４５－００３０
ＦＡＸ：０７７８－４５－１９１３
対応可能な時間帯
　 （月・火・水・金）　８：３０～１７：００
　　　 　（木）　　　 　８：３０～１２：００

○越前町

〒915-0816
越前市小松２丁目７－２５

担当：地域相談室ケースワーカー
ＴＥＬ：０７７８－２２－２８８７
ＦＡＸ：０７７８－２１－０６７５
対応可能な時間帯
　（月・火・木・金）　９：００～１７：３０
　　　（水・土）　　　 ９：００～１２：００

〒915-0094
越前市横市町６－３

担当：病棟Ｎｓ
ＴＥＬ：０７７８－２１－１１５５
ＦＡＸ：０７７８－２１－１０７８
対応可能な時間帯
　（月・火・水・金）　８：３０～１７：３０

〒916-0147
丹生郡越前町内郡１１－１

担当部署：院長
ＴＥＬ：０７７８－３４－０２２０
ＦＡＸ：０７７８－３４－２５８７
対応可能な時間帯
　（月・火・水・金）　１５：００～１７：００
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入院前に要介護認定
を受けていない場合

入院時の第一報 入院中の退院支援

資料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　病院・有床診療所の連絡窓口一覧　（市町別・医療機関五十音順）
（令和4年6月27日現在）

番号 医療機関名 郵便番号・所在地

入院前に要介護認定を受けている場合

①ケアマネジャーからの
入院時の連絡を受ける窓口

（対応可能な時間帯）

②ケアマネジャーへの連絡をする窓口 ③要介護認定申請等につ
いて家族等を支援する部

署

92
独立行政法人
国立病院機構
敦賀医療センター

地域医療連携室 地域医療連携室 地域医療連携室

93
医療法人
三宅眼科医院

94 杉田玄白記念公立小浜病院 地域連携室 地域連携室 地域連携室

95 田中病院
地域医療連携課

相談員

病棟Ｎｓ
および

地域医療連携課
相談員

地域医療連携課
相談員

96 JCHO 若狭高浜病院
病棟Ｎｓ
または

地域連携室

病棟Ｎｓ
または

地域連携室
地域連携室

97
おおい町保健・医療・福祉
総合施設診療所

病棟Ｎｓ 病棟Ｎｓ 病棟Ｎｓ

98
若狭町国民健康保険
上中診療所

病棟Ｎｓ 病棟Ｎｓ 病棟Ｎｓ

99 レイクヒルズ美方病院 在宅支援室 在宅支援室 在宅支援室

100 嶺南こころの病院 生活支援部 生活支援部 生活支援部

〒914-0195
敦賀市桜ヶ丘町３３番１号

担当部署：地域医療連携室
ＴＥＬ：０７７０－２５－１６００ （代表）
ＦＡＸ：０７７０－２５－０３５４
対応可能な時間帯
　　（平日）　８：３０～１７：１５

〒917-0241
小浜市遠敷１０丁目６０１－１

担当部署：地域医療連携課
ＴＥＬ：０７７０－５６－５３５３
ＦＡＸ：０７７０－５６－５２２９
対応可能な時間帯
　（月・火・水・金・土）　９：００～１７：００

〒914-0056
敦賀市津内町３丁目８－１２

担当部署：
ＴＥＬ：０７７０－２３－００２８
ＦＡＸ：０７７０－２３－２０７７

〒919-1541
三方上中郡若狭町
市場２４－１８－１

担当部署：生活支援部
ＴＥＬ：０７７０－６２－１１３１ （代表）
ＦＡＸ：０７７０－６２－１１３４
対応可能な時間帯
　（平日）　８：３０～１７：００

○小浜市

〒919-2293
大飯郡高浜町宮崎８７－１４－２

担当部署：地域連携室
ＴＥＬ：０７７０－７２－０８８０ （代表）
ＦＡＸ：０７７０－７２－０８２２ （直通）
対応可能な時間帯
　（平日）　８：３０～１７：１５

〒919-2111
大飯郡おおい町本郷９２－５１－１

担当部署：病棟
ＴＥＬ：０７７０－７７－２７５３
ＦＡＸ：０７７０－７７－２２７６
対応可能な時間帯
　（月～金）　８：３０～１７：３０

○高浜町

〒917-8567
小浜市大手町２－２

担当部署：地域連携室
ＴＥＬ：０７７０－５２－０９９０
ＦＡＸ：０７７０－５２－９２５５
対応可能な時間帯
　（平日）　８：３０～１７：１５

〒919-1541
三方上中郡若狭町
市場１９号５番地

担当部署
①地域連携担当
　ＴＥＬ：０７７０－６２－１１８８
　ＦＡＸ：０７７０－６２－１６９９
　（平日）　８：３０～１７：００

〒919-1392
三方上中郡若狭町
気山３１５－１－９

担当部署：在宅支援室
ＴＥＬ：０７７０－４５－０２５０ （直通）
ＦＡＸ：０７７０－４５－２４６８
対応可能な時間帯
　（平日）　８：３０～１７：１５

○若狭町

○おおい町
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（令和４年３月２７日現在）

番号 居宅介護支援事業所 電話番号 ＦＡＸ番号

1 愛寿苑居宅介護支援センタ－ 0776-34-5252 0776-34-5101 〒918-8058 福井市加茂緑苑町４０２

2 愛全園居宅介護支援センタ－ 0776-53-5411 0776-53-5433 〒910-0835 福井市丸山町４０－７

3 あさがお在宅介護支援事業所 0776-54-6328 0776-54-6302 〒910-0832 福井市新保町１９字３５番１

4 あさくら苑介護支援事業所 0776-41-8400 0776-41-8401 〒918-8135 福井市下六条町１８字３２番

5 あさくら介護支援事業所 0776-43-2100 0776-43-2412 〒910-2157 福井市西新町１－２５

6 あさむつ苑居宅介護支援事業所 0776-38-9280 0776-38-9281 〒918-8156 福井市引目町２１－９－２

7 足羽利生苑居宅介護支援センタ－ 0776-41-3121 0776-41-3642 〒910-2178 福井市栂野町２０－７

8 あたご居宅介護支援事業所 0776-33-6850 0776-68-6809 〒918-8052 福井市明里町９番２０号

9 安土整形居宅介護支援事業所 0776-25-3545 0776-23-6430 〒910-0006 福井市中央２丁目７－１９

10 あんしん村サポートセンター 0776-54-2932 0776-54-2956 〒918-8205 福井市北四ツ居２丁目７－１７

11 いちごケアプランセンター月見 0776-34-5415 0776-34-8829 〒918-8011 福井市月見４丁目２０－５０

12 いなほ在宅介護支援事業所 0776-38-7220 0776-38-7223 〒918-8016 福井市江端町２０字２０－２４

13 医療法人清風会吉田医院居宅介護支援センタ－ 0776-22-1337 0776-22-1336 〒910-0023 福井市順化１－３－１５

14 岩井病院居宅介護支援センター 0776-24-0306 0776-26-2016 〒910-0859 福井市日之出２－１５－１０

15 ヴィルヌーブあさくらケアプランセンター 0776-30-0753 0776-30-0751 〒910-0857 福井市豊島１丁目２番１３号

16 AGING DESIGNERS 日々テラス　<休止中> 0776-21-3333 0776-21-3353 〒910-0018 福井市田原１－２－２０

17 かわにし苑介護相談センター 0776-83-1266 0776-83-1161 〒910-3143 福井市砂子坂町第９号５番地

18 居宅介護支援事業所いわき 0776-38-9110 0776-38-3226 〒918-8176 福井市三十八社町１０－８

19 居宅介護支援事業所つくも苑 0776-33-5577 0776-33-5558 〒918-8001 福井市つくも２丁目５番５号

20 居宅介護支援センターいこい 0776-21-3010 0776-21-3011 〒910-0026 福井市光陽２丁目２１－３

21 九頭竜長生苑居宅介護支援事業所 0776-54-5211 0776-54-3820 〒910-0801 福井市寺前町２－２－２

22 ケアセンターこころ 0776-97-8017 0776-39-1185 〒918-8176 福井市三十八社町４０１－２２

23 ケアパートナーあゆみ 090-9953-1204 0776-56-0268 〒910-0142 福井市上森田６－３２４

24 ケアプランスペースみゆき 0776-97-5873 0776-97-5591 〒910-0854
福井市御幸３丁目１２－１１
コーポひとは１階

25 ケアプランセンター　いしずえ 0776-97-9936 0776-97-9937 〒918-8238 福井県福井市和田２丁目１３０９番地

26 ケアプランセンター華みずき　<休止中> 0776-35-8732 0776-35-8733 〒918-8031 福井市種池１丁目６０９番２

27 ケアプランセンターみげん 0776-25-2565 0776-25-2567 〒910-0016 福井市大宮６丁目１７－２４

28 ケアプラン　ゆう 0776-37-0115 0776-37-0156 〒918-8075 福井市羽坂町３３－１－１

29 ケアプランわかすぎ 0776-33-0707 0776-33-0709 〒918-8055 福井市若杉４丁目１６０２番地

30 ケア･フレンズ居宅介護支援事業所 0776-27-5816 0776-27-5817 〒910-0003 福井市松本２丁目２５－１６

31 ケアホーム・さいせい居宅介護支援事業所 0776-30-7665 0776-30-7661 〒918-8235 福井市和田中町徳万２８番地

32 ケンコウ居宅介護支援ステーション　<休止中> 0776-50-2507 0776-50-2587 〒910-0005 福井市大手２－１５－１１

33 県民せいきょう居宅介護支援事業所 0776-32-6000 0776-32-6001 〒918-8114 福井市羽水１－１０７

34 県民せいきょう居宅介護支援事業所（江守）　<休止中> 0776-35-0661 0776-35-0212 〒918-8025 福井市江守中町２－１２

35 公益財団法人福井市ふれあい公社ケアプランセンター 0776-20-5015 0776-27-5844 〒910-0859 福井市日之出４－３－１２

36 公益社団法人福井市シルバ－人材センタ－介護保険事業所 0776-27-0180 0776-27-0192 〒910-0017 福井市文京１丁目２６－１０

37 合同会社ＩＺＵＭＯ　 0776-97-6839 0776-97-6829 〒910-0845 福井市志比口３丁目３－３９

38 光陽訪問看護ステ－ション居宅介護支援事業所 0776-24-9990 0776-24-9978 〒910-0026 福井市光陽３丁目９－２３

39 こしの医院居宅介護支援事業所 0776-89-2232 0776-89-2219 〒910-3553 福井市蒲生町１－９１－１

40 この道グループライフサポートセンター 0776-50-2728 0776-50-2798 〒910-0015 福井市燈豊町第３９号６番地５９

41 在宅勤務型居宅介護支援事業所フレックス 0776-92-0608 0776-92-0608 〒910-0806 福井県福井市高木町５３－１７－３

42 さくらが丘介護相談センタ－ 0776-37-0900 0776-37-0126 〒918-8076 福井市本堂町５１－３３

43 さくら居宅介護支援事業所 0776-35-7807 0776-35-7808 〒918-8013 福井市花堂東２丁目４０８番地

44 山翠苑居宅支援センター 0776-53-2586 0776-53-3813 〒918-8221 福井市堅達町２４－１

45 JA福井県ケアプランセンターあい愛 0776-29-0101 0776-29-0102 〒910-0068 福井市舟橋新１丁目１０６番地

46 嶋田病院居宅介護支援センター 0776-21-7715 0776-20-1101 〒910-0855 福井市西方１丁目２－１１

47 柔整介護センター 0776-34-1977 0776-34-2324 〒918-8013 福井市花堂東２丁目３０１

48 仁愛居宅介護支援事業所 0776-97-6471 0776-97-6472 〒910-0021 福井市乾徳４丁目４番７号

49 すのうどろっぷhope居宅介護支援事業所 0776-43-9097 0776-43-9089 〒918-8237 福井市和田東２丁目６０１番地すのうどろっぷ105号室

資料２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　居宅介護支援事業所一覧 （市町別・事業所五十音順）

○福井市

所在地
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番号 居宅介護支援事業所 電話番号 ＦＡＸ番号 所在地

50 すみれ荘居宅介護支援センタ－ 0776-98-5550 0776-98-3863 〒910-3623 福井市島寺町８３－１

51 千寿の森ケアサービスセンター　<休止中> 0776-56-1027 0776-56-1017 〒910-0122 福井市石盛町２０－１２－１

52 SOMPOケア　福井　居宅介護支援 0776-22-1026 0776-91-2392 〒910-0854 福井市城東１丁目２番１３号

53 高沢内科医院居宅介護支援事業所　<休止中> 0776-35-0100 0776-35-4888 〒918-8107 福井市春日町２３６－１

54 たんぽぽ苑居宅介護支援センタ－ 0776-56-0992 0776-56-2652 〒910-0137 福井市栗森２丁目２７１１

55 たんぽぽ苑問屋団地居宅介護支援センター<休止中> 0776-24-4888 0776-24-6660 〒918-8231 福井市問屋町１丁目１３番地

56 ツクイ福井文京 0776-27-7875 0776-27-7876 〒910-0017 福井市文京７丁目８番２０号

57 つくし野ケアサ－ビスセンタ－ 0776-55-3100 0776-55-3101 〒910-0102 福井市川合鷲塚町４９－５

58 つぐみ居宅介護支援事業所 0776-97-8305 0776-97-8306 〒918-8026 福井市渕１丁目２２１５番地

59 渚苑居宅介護支援事業所 0776-89-2110 0776-89-2711 〒910-3553 福井市蒲生町第１号９０番地１

60 にこにこ介護相談センター 0776-88-0707 0776-52-1104 〒910-0846 福井県福井市四ツ井２丁目１１－１１

61 ニチイケアセンター成和 0776-28-1470 0776-28-1508 〒910-0853 福井市城東２－１４－１

62 新田塚介護相談センター 0776-22-6587 0776-22-8380 〒910-0067 福井市新田塚１丁目４２－１

63 二の丸苑居宅介護支援事業所 0776-26-2020 0776-26-2121 〒910-0005 福井市大手２丁目２１番３号

64 ハート居宅介護支援事業所 0776-54-1399 0776-54-1391 〒910-0833 福井市新保２－２２８

65 花園指定居宅介護支援センタ－ 0776-29-1155 0776-29-1154 〒910-0003 福井市松本１丁目３６－１５

66 花むつ苑居宅介護支援事業所 0776-34-8762 0776-34-8760 〒918-8014 福井市花堂中１丁目５－６

67 ひかりケアプランセンター 0776-33-6866 0776-33-1612 〒918-8105 福井市木田１－３３０８

68 ひなた居宅介護支援事業所 080-4197-7117 0776-43-0664 〒918-8045 福井市福新町３０６番地４

69 ひらい内科消化器科医院居宅介護支援事業所 0776-33-6881 0776-33-6883 〒918-8026 福井市渕４－１８１３

70 福井ケアセンタ－居宅介護支援事業所 0776-21-5537 0776-24-5075 〒910-0021 福井市乾徳４丁目５番５号

71 福井県看護協会居宅介護支援事業所 0776-54-0785 0776-54-0870 〒918-8206
福井市北四ツ居町６０１
福井県看護協会館内

72 福井厚生病院介護保険相談センター 0776-41-8020 0776-41-4117 〒918-8135 福井市下六条町２１７

73 福井新世紀ケアサービス 0776-63-5592 0776-56-4661 〒910-0137 福井市栗森１丁目１０２番地

74 福井赤十字病院居宅介護支援事業所 0776-36-3630 0776-36-3861 〒918-8011 福井市月見２－４－１

75 福井リハビリテーション病院居宅介護支援事業所 0776-59-1126 0776-59-1922 〒910-0046 福井市南楢原町２０字大畑２

76 ふくし百選プランニング日之出 0776-27-1260 0776-27-1332 〒910-0859
福井市日之出１丁目１４－２３
福燃ビル３Ｆ

77 藤島園ケアマネ－ジメントセンタ－ 0776-52-0808 0776-52-1144 〒910-8513 福井市高木中央３－１７０１

78 宝珠苑指定居宅介護支援事業所 0776-83-1373 0776-83-0161 〒910-3116 福井市内山梨子町２－３－１

79 ＨＯＭＥＴＯＷＮコスモス居宅介護支援事業所 0776-38-1159 0776-38-2678 〒919-0324 福井市帆谷町１字外山３３

80 ほっとマネージメント福井 0776-57-1055 0776-57-1056 〒910-0836 福井市大和田２丁目２１０１

81 みどりの森居宅介護支援事業所 0776-28-7212 0776-28-2933 〒910-0017
福井市文京２丁目６番１０号
介護保険施設みどりの森２階

82 みのりの絆ケアプランセンター 0776-76-0808 0776-76-8877 〒910-0067 福井県福井市新田塚１丁目５５－１

83 宮﨑整形外科居宅介護支援事業所 0776-33-2611 0776-33-2289 〒918-8057 福井市加茂河原３丁目８番２０号

84 みやま在宅介護支援事業所 0776-90-1250 0776-90-1250 〒910-2351
福井市美山町９－１１－１
福井東商工会美山支所内

85 メイプルケア大宮介護相談センター 0776-25-0041 0776-25-0124 〒910-0016 福井市大宮４丁目１３番１号

86 モアヤング介護相談所 0776-28-3734 0776-28-3733 〒918-8235 福井市和田中町東沖田３０番地の１

87 文珠苑居宅介護支援事業所 0776-41-7800 0776-41-3338 〒919-0317 福井市北山町３５－５－１

88 安川病院居宅介護支援センタ－ 0776-52-2807 0776-52-2809 〒910-0836 福井市大和田２丁目１０８番地

89 ゆうあいケアプランセンター 0776-27-0175 0776-27-7787 〒910-0001 福井市大願寺３－９－３

90 悠和園介護相談センタ－ 0776-87-2161 0776-87-2620 〒910-3378 福井市免鳥町２２－７４

91 よつば在宅介護支援事業所 0776-22-0428 0776-22-4280 〒910-0858
福井市手寄１丁目７０１－２
駅東さくらビル３階

92 楽ちんの家介護相談所 0776-96-7033 0776-96-7033 〒910-2222 福井市市波町第２４号１２番地

93 リールケアプランセンター福井成和　<休止中> 0776-43-6912 0776-43-6913 〒918-8239 福井市成和１丁目１６１０
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番号 居宅介護支援事業所 電話番号 ＦＡＸ番号 所在地

94 あおいケアプランセンター 090-3521-8852 〒910-1132
吉田郡永平寺町松岡葵3-45
シェトランⅡ２０１号室

95 アニス松岡居宅介護支援事業所 0776-61-0725 0776-61-4071 〒910-1131 吉田郡永平寺町松岡椚３１－７－１

96 えいへいじ居宅介護支援事業所 0776-63-3305 0776-63-3869 〒910-1217 吉田郡永平寺町飯島第６号３４番地

97 永平寺ハウス居宅介護支援事業所 0776-63-4444 0776-63-4384 〒910-1223 吉田郡永平寺町けやき台８１３－１

98 ケアふくい居宅介護支援センター 0776-61-0216 0776-61-1155 〒910-1118 吉田郡永平寺町松岡薬師１－１４５

99 ケアプランセンターひかり苑 0776-64-3356 0776-64-3366 〒910-1321 吉田郡永平寺町山王７－２８

100 あわら市金津雲雀ヶ丘寮居宅介護支援事業所 0776-73-0144 0776-73-1343 〒919-0632 あわら市春宮３丁目２８番２１号

101 芦原メロン苑ケアプランセンター 0776-78-7880 0776-78-7890 〒910-4112 あわら市井江葭５０－１８

102 一般社団法人坂井地区医師会居宅介護支援事業所 0776-73-8720 0776-73-8721 〒910-4131 あわら市東善寺５－２７

103 加納居宅介護支援事業所 0776-73-5001 0776-73-1661 〒919-0633 あわら市花乃杜１丁目２－３９

104 ケアハイツ居宅介護支援事業所 0776-77-3600 0776-77-2875 〒910-4113 あわら市横垣１８－１１

105 ナイスケア木村居宅介護支援センター 0776-73-5678 0776-73-5677 〒919-0621 あわら市市姫３－２３－４

106 細川接骨院居宅介護支援事業所 0776-75-1518 0776-75-2518 〒919-0805 あわら市滝７－２１

107 あかねケアマネージメントセンター 0776-67-1121 0776-67-0282 〒910-0367 坂井市丸岡町羽崎３１－１１－３

108 あじさい園居宅介護支援事業所 0776-82-7889 0776-82-5483 〒913-0061 坂井市三国町梶４９－１８

109 いってこさ居宅介護支援事業所 0776-82-8711 0776-82-8711 〒913-0026 坂井市三国町殿島５番２３号

110 医療法人慈風会宮崎病院居宅介護支援センター 0776-82-1002 0776-82-6713 〒913-0046 坂井市三国町北本町２丁目２番６号

111 ガーデンハイツ春江居宅介護支援事業所 0776-51-6233 0776-51-8085 〒919-0476 坂井市春江町針原４８－２８－１

112 介護相談室　こころ 0776-43-1083 0776-43-1085 〒919-0416 坂井市春江町江留下宇和江１９番地

113 かがやき荘居宅介護支援センター 0776-82-5151 0776-82- 5544 〒913-0062 坂井市三国町陣ケ岡１３号３番

114 潟池野ケアプランセンター 0776-72-0100 0776-72-3200 〒919-0501 坂井市坂井町下関４２－４－２

115 居宅介護支援事業所アプトケア・三国 0776-60-0105 0776-82-0006 〒913-0016 坂井市三国町三国東２丁目９－２３

116 居宅介護支援事業所ケアセンターゆり 0776-51-8100 0776-51-8041 〒919-0473 坂井市春江町本堂２７－１

117 居宅介護支援事業所はるさか 0776-58-0182 0776-58-0199 〒919-0449 坂井市春江町中筋第１００号７５番地

118 ケアプランセンターさかい生喜庵 0776-67-7717 0776-67-7718 〒919-0522 坂井市坂井町上新庄４０－５９

119 ケアプランセンターまるおか生喜庵 0776-68-0058 0776-68-0018 〒910-0273 坂井市丸岡町長畝１６字八ツ割３番１

120 県民せいきょう居宅介護支援事業所（坂井） 0776-72-3901 0776-72-2977 〒919-0547 坂井市坂井町大味５６号

121 さかい居宅介護支援事業所 0776-43-1174 0776-43-1180 〒910-0221 坂井市丸岡町城北１丁目２１

122 坂井ケアセンター居宅介護支援事業所 0776-72-7373 0776-72-7171 〒919-0537 坂井市坂井町折戸１－５８

123 坂井市社会福祉協議会ケアプランセンター 0776-67-5180 0776-67-2807 〒919-0521 坂井市坂井町下新庄１８－３－１

124 ＪＡ福井県ケアプランセンターはなさき 0776-67-8730 0776-67-8730 〒919-0597 坂井市坂井町上新庄４２－１９

125 長寿園居宅介護支援事業所 0776-66-8713 0776-66-8784 〒910-0224 坂井市丸岡町八ケ郷２２－４

126 東尋坊ひまわりの丘居宅介護支援事業所 0776-82-8500 0776-82-8550 〒913-0062 坂井市三国町陣ケ岡１６－１３－１８

127 トゥモローズケアマネステーション 0776-50-1000 0776-68-1160 〒919-0521 坂井市坂井町下新庄第１８号１５番地１

128 中野ケアプランオフィス 090-5170-9837 0776-66-1963 〒919-0523 坂井市坂井町新庄２丁目２２８番地

129 春江病院居宅介護支援事業所 0776-51-1982 0776-51-6163 〒919-0476 坂井市春江町針原第６５号７番地

130 まるおか介護支援センター 0776-67-7771 0776-67-7721 〒910-0224 坂井市丸岡町八ケ郷２３字１９番地３

○坂井市

○永平寺町

○あわら市
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番号 居宅介護支援事業所 電話番号 ＦＡＸ番号 所在地

131 あいケアプランセンター 0779-66-6050 0779-66-6051 〒912-0015 大野市中挾３丁目１０１番地

132 一乗ハイツ居宅介護支援事業所 0779-65-5719 0779-65-7130 〒912-0091 大野市牛ケ原１５４－１－１

133 大野市社会福祉協議会指定居宅介護支援センター 0779-65-8774 0779-65-8776 〒912-0084 大野市天神町７－１５

134 大野和光園居宅介護支援事業所 0779-66-6660 0779-66-7611 〒912-0053 大野市春日３丁目１７１８番地

135 居宅介護支援事業所ぬくぬく 0779-64-5333 0779-64-5333 〒912-0053 大野市春日２丁目１５－９

136 きらきらケアプランセンター 0779-66-3238 0779-66-6098 〒912-0026 大野市要町１－１３

137 県民せいきょう居宅介護支援事業所（奥越） 0779-66-6811 0779-66-6401 〒912-0084 大野市天神町３番２１号

138 さくら在宅介護支援事業所 0779-69-7762 0779-69-7091 〒912-0004 大野市中津川３２－３３

139 ＪＡ福井県ケアプランセンター　テラルのほほえみ 0779-65-6111 0779-65-0241 〒912-8540 大野市中挾１－１４０１

140 聖和園居宅介護支援センター 0779-66-1874 0779-66-3578 〒912-0823 大野市蕨生１５８－３５

141 たんぽぽ居宅介護支援事業所 0779-66-5030 0779-66-5033 〒912-0071 大野市鍬掛２－１６

142 まことケアプランセンター 0779-64-4166 0779-64-4167 〒912-0023 大野市中荒井町２丁目８０６番地

143 勝山市社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所 0779-88-3737 0779-88-5124 〒911-0035 勝山市郡町１－１－５１

144 ケアプランセンター九頭竜 0779-64-5568 0779-87-6308 〒911-0803 勝山市旭町３丁目１０７番２

145 県民せいきょう居宅介護支援事業所（勝山） 0779-87-2511 0779-87-2522 〒911-0804 勝山市元町２丁目５番１２号

146 さくら荘居宅介護支援センター 0779-88-6502 0779-88-6505 〒911-0032 勝山市芳野町２丁目１番１１号

147 さつき苑居宅介護支援センタ－ 0779-87-7711 0779-87-7722 〒911-0811 勝山市片瀬１５－２２

148 福井勝山総合病院附属居宅介護支援センター 0779-87-3150 0779-87-7511 〒911-0031 勝山市長山町２－６－２１

149 わかば居宅介護支援事業所 0779-64-5367 0779-64-5370 〒911-0043 勝山市荒土町新保６－１０３番地

150 鷲巣苑居宅介護支援事業所 0779-89-3390 0779-89-3395 〒911-0056
勝山市北郷町坂東島８－２
老人保健施設　鷲巣苑内

151 えくぼ園居宅介護支援事業所 0778-42-7230 0778-42-7231 〒916-0005 鯖江市杉本町第１５号１番地１

152 エレガントセニールサポート 0778-53-2770 0778-53-2778 〒916-0001 鯖江市吉江町３１－７－１

153 おしどり荘居宅介護支援センター 0778-77-2069 0778-65-3121 〒916-1225 鯖江市別司町４１号３０番地

154 木村病院　介護相談センター 0778-51-0478 0778-52-4817 〒916-0025 鯖江市旭町４丁目４番９号

155 居宅介護支援事業所ありんこ 0778-62-2944 0778-62-2944 〒916-0078 鯖江市西大井町１２－３８－２

156 居宅介護支援事業所わらく 0778-52-1117 0778-42-6431 〒916-0056 鯖江市住吉町２丁目１６－１２

157 居宅介護支援センターうぐいすの里 0778-62-2804 0778-62-2219 〒916-0075 鯖江市漆原町２０－８

158 居宅介護支援センターさくら園 0778-51-1711 0778-51-2717 〒916-0004 鯖江市糺町第１４号６番地

159 居宅介護支援センターふじ乃里 0778-62-0236 0778-62-1363 〒916-0071 鯖江市持明寺町１４－１４－１

160 ケアステーションほたる 0778-77-2380 0778-77-4877 〒916-1221 鯖江市西袋町１７－１３

161 ケアマネジメント　ベンチ 0778-52-7534 0778-29-1122 〒916-0017 鯖江市神明町３丁目１－３

162 県民せいきょう居宅介護支援事業所（鯖江）　<休止中> 0778-52-8050 0770-52-8051 〒916-0028 鯖江市小黒町３丁目１０－２１

163 公立丹南病院居宅介護支援事業所 0778-51-5411 0778-52-2151 〒916-0021 鯖江市三六町１丁目２－３１

164 コスモス居宅介護支援事業所 0778-54-0381 0778-54-8322 〒916-0026 鯖江市本町２－３－１０

165 ことぶき荘居宅介護支援センタ－ 0778-51-7780 0778-51-8760 〒916-1102 鯖江市大野町３－１

166 斎藤病院居宅介護支援センタ－　<休止中> 0778-51-0593 0778-53-1597 〒916-0033 鯖江市中野町６－１－１

167 居宅介護支援事業所さくらケアサービス 0778-54-8338 0778-54-8484 〒916-0038 鯖江市下河端町４丁目６番１

168 鯖江市社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所 0778-51-0091 0778-51-8079 〒916-0022
鯖江市水落町２－３０－１
鯖江市健康福祉センタ－２階

169 指定居宅介護支援事業所在宅介護支援センタ－さばえ 0778-51-0112 0778-51-4440 〒916-0025 鯖江市旭町４－４－９

170 指定居宅介護支援事業所ドリームケアマネージメント 0778-54-7800 0778-54-7801 〒916-0041 鯖江市東鯖江２丁目９番１６号

171 神明介護支援センタ－ 0778-51-1233 0778-51-8335 〒916-0018 鯖江市幸町１－２－２

172 みどり荘居宅介護支援センタ－ 0778-29-1255 0778-51-8412 〒916-0033 鯖江市中野町３３－２０－１

173 リハビリセンタ－王山 0778-51-7720 0778-51-7718 〒916-0025 鯖江市旭町１丁目３－２２

174 OneHeartケアサポート 0778-43-5356 0778-43-5358 〒916-1116 鯖江市川島町１９－１４

○大野市

○勝山市

○鯖江市
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番号 居宅介護支援事業所 電話番号 ＦＡＸ番号 所在地

175 あいしん居宅介護支援事業所 0778-23-3821 0778-23-3821 〒915-0096 越前市瓜生町第４５号１１番地

176 アスピカ居宅介護支援センター 0778-43-6292 〒915-0804 越前市新保町２０－３１

177 いきいき居宅介護支援事業所 0778-22-2500 0778-22-9300 〒915-0832 越前市高瀬２丁目４番２２号

178 いちばん介護居宅介護支援事業所 0778-22-0055 0778-22-8820 〒915-0095 越前市瓜生町３１－１

179 越前市社会福祉協議会ケアマネジメントサービスセンター 0778-25-0005 0778-22-8011 〒915-0057 越前市矢船町第８号１２番地１

180 居宅介護支援いっぷく 0778-28-1101 0778-28-1102 〒915-1202 越前市黒川町第１１４号６１番地の１

181 居宅介護支援センターあいの樹 0778-21-2886 0778-21-3110 〒915-0814 越前市中央２－９－４０

182 居宅介護支援センターおいで 0778-21-5454 0778-21-5457 〒915-0061 越前市堀川町３－１４

183 居宅かいごしえん府中 0778-22-1084 0778-24-3637 〒915-0071 越前市府中１丁目３番５号

184 ケアセンタ－ふじ 0778-22-0234 0778-22-5674 〒915-0802 越前市北府３－５－１

185 ケアフルハウス居宅介護支援センター 0778-22-0030 0778-22-4566 〒915-0872 越前市広瀬町１５３－１２－２

186 県民せいきょう居宅介護支援事業所(丹南) 0778-22-5001 0778-22-4655 〒915-0801 越前市家久町４９

187 さわやか介護支援センタ－ 0778-21-5800 0778-25-6241 〒915-0092 越前市塚町２１４

188 サンライフ小野谷 0778-21-1068 0778-22-8845 〒915-0074 越前市蓬莱町６－２４

189 しくらケアプランステーション 0778-21-3333 0778-24-2363 〒915-0861 越前市今宿町８－１

190 東武介護支援センター 0778-21-1155 0778-21-1078 〒915-0094 越前市横市町６－３

191 ニチイケアセンター武生 0778-25-5080 0778-25-5082 〒915-0082 越前市国高１－１６－１６

192 はながたみ介護支援センター 0778-42-1800 0778-42-2315 〒915-0242 越前市粟田部町３３－１

193 ふくし百選プランニング越前 0778-42-8545 0778-42-8546 〒915-0075 越前市幸町１－１６パラッツオＴＡＭＡＹＡ２階

194 ほっとマネ－ジメント 0778-21-5208 0778-21-5218 〒915-0091 越前市高木町１１１－２

195 メゾンいまだて指定居宅介護支援センタ－ 0778-43-0202 0778-43-1877 〒915-0207 越前市東樫尾町８－３８

196 レッツ居宅介護支援センター 0778-42-6822 0778-42-5568 〒915-0804 越前市新保１丁目５－２

197 和上苑居宅介護支援事業所 0778-23-1114 0778-23-3449 〒915-0091 越前市高木町１２－７－１

198 池田町幸寿苑指定居宅介護支援事業所 0778-44-6110 0778-44-6601 〒910-2521 今立郡池田町常安２１－１

199 池田町社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所 0778-44-7750 0778-44-6193 〒910-2511 今立郡池田町薮田５－３－１

200 ほのぼの苑居宅介護支援事業所 0778-47-2078 0778-47-3987 〒919-0202 南条郡南越前町鋳物師５－１０－１

201 南越前町社会福祉協議会今庄居宅介護支援事業所 0778-45-1175 0778-45-0183 〒919-0131 南条郡南越前町今庄８６－５－２

202 越前町社会福祉協議会居宅介護支援事業所 0778-36-0698 0778-36-0664 〒916-0215 丹生郡越前町織田１０６－５１－１

203 おた居宅介護支援センター 0778-36-0220 0778-36-0240 〒916-0215
丹生郡越前町織田１０６－４４－１
越前町国民健康保険織田病院内

204 海楽園居宅介護支援事業所 0778-39-1800 0778-39-1463 〒916-0426 丹生郡越前町米ノ４６－１－１

205 指定居宅介護支援事業所「さざんかホール」 0778-34-1440 0778-34-2099 〒916-0146 丹生郡越前町朝日２２－７－１

206 丹生ひまわりケアプランセンター 0778-36-2227 0778-36-2178 〒916-0227 丹生郡越前町四ツ杉３－１０

207 やすらぎ荘居宅介護支援事業所 0778-36-1170 0778-36-0667 〒916-0215 丹生郡越前町織田８３－２４－１

208 医療法人敦賀温泉病院指定居宅介護支援事業所 0770-23-8270 0770-23-8270 〒914-0024 敦賀市吉河４１号１番地５

209 指定居宅介護支援事業所「こばやし」 0770-23-1605 0770-23-1607 〒914-0137 敦賀市砂流５０号３７－７（ひばりヶ丘町）

210 居宅介護支援センター眞盛苑 0770-21-6161 0770-21-6123 〒914-0141 敦賀市莇生野９０－３

211 一休さん居宅介護支援事業所 0770-21-1322 0770-37-1135 〒914-0035 敦賀市山泉７３－９０５

212 ケアプランセンターいずみ 0770-22-7705 0770-25-6557 〒914-0055 敦賀市鉄輪町１丁目２－５５

213 ケアマネジメントオフィス幸 0770-25-3100 0770-25-3101 〒914-0815 敦賀市平和町１－２３

214 敬仁会介護相談センター 0770-21-1688 0770-21-2851 〒914-0057 敦賀市開町３番３５号

215 県民せいきょう居宅介護支援事業所（敦賀） 0770-21-1500 0770-21-1230 〒914-0131 敦賀市市野々町２丁目１５５４番

216 渓山荘介護相談センタ－ 0770-24-2282 0770-24-2077 〒914-0028 敦賀市中８１岩ヶ鼻１－５（泉ヶ丘町）

217 居宅介護支援事業所「めいほう」 0770-20-1170 0770-23-3020 〒914-0056 敦賀市津内町３丁目６－３８

218 敦賀ケアセンターかくだ 0770-25-4171 0770-25-4168 〒914-0812 敦賀市昭和町２－１１－５

219 敦賀ケアセンターかくだ「こころ」 0770-47-5477 0770-47-5478 〒914-0812 敦賀市昭和町２丁目１７番地５

220 敦賀市社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所「あいあい」 0770-22-5008 0770-22-3785 〒914-0047 敦賀市東洋町４－１

○南越前町

○敦賀市

○越前町

○越前市

○池田町
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番号 居宅介護支援事業所 電話番号 ＦＡＸ番号 所在地

221 敦賀市社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所「ぬくもりの里」 0770-20-1777 0770-20-1222 〒914-0132 敦賀市御名７０号１１番地２

222 つるが生協診療所居宅介護支援事業所 0770-25-2693 0770-25-4352 〒914-0131 敦賀市公文名１号６番

223 ディープ介護マネジメント 0770-47-6605 0770-37-1162 〒914-0803
敦賀市新松島町１番２６号
ヴァンヴェール　Ｇ

224 ほっとマネージメント敦賀 0770-37-1000 0770-37-1001 〒914-0823 敦賀市沓見１４１－２－１

225 美浜町居宅介護支援センター湖岳の郷 0770-32-2082 0770-32-2408 〒919-1145 三方郡美浜町金山２号野寺３－２７

226 美浜町社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所 0770-32-1160 0770-32-5915 〒919-1141 三方郡美浜町郷市２７－７

227 アクール若狭指定居宅介護支援事業所 0770-52-0989 0770-52-0978 〒917-0078 小浜市大手町２－２

228 小浜市社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所 0770-56-5800 0770-56-5806 〒917-0241 小浜市遠敷８４－３－４

229 株式会社ライフサービス居宅介護支援センター 0770-53-0262 0770-53-0251 〒917-0019 小浜市山王前１丁目６－１０

230 居宅介護支援事業所はな 0770-56-1872 0770-56-2872 〒917-0241 小浜市遠敷４丁目７０５－１

231 居宅介護支援センターもみじの里 0770-52-0084 0770-52-4074 〒917-0042 小浜市東勢１１号３番

232 居宅支援事業所おあしす 0770-53-5500 0770-53-5505 〒917-0096 小浜市雲浜１丁目８番８号

233 県民せいきょう居宅介護支援事業所（小浜） 0770-56-5757 0770-56-5761 〒917-0241 小浜市遠敷９丁目５０１番地

234 ＪＡ福井県ケアプランセンターみのり 0770-56-3940 0770-56-5010 〒917-0241 小浜市遠敷８－１－１

235 田中病院指定居宅介護支援事業所 0770-56-5353 0770-56-5522 〒917-0241 小浜市遠敷１０－６０１－１

236 ニチイケアセンター小浜 0770-53-2623 0770-53-2658 〒917-0075 小浜市南川町１１番３５号

237 ふらむはぁとリハマネジメント小浜 0770-53-5320 0770-53-3018 〒917-0075 小浜市南川町１２番１３号

238 若狭ハイツ指定居宅介護支援事業所 0770-53-2940 0770-53-1298 〒917-0107 小浜市甲ケ崎３７－４－２

239 株式会社高浜ケアサポート居宅介護支援事業所 0770-72-7355 0770-72-7338 〒919-2373 大飯郡高浜町小和田６４号３番地

240 居宅介護支援グっとサポート 0770-72-3373 0770-72-3393 〒919-2224 大飯郡高浜町薗部４７－４

241 指定居宅介護支援事業所　和 0770-72-2151 0770-72-2152 〒919-2201 大飯郡高浜町和田１１７－９１－２

242 高浜けいあいの里居宅介護支援事業所 0770-71-1022 0770-71-1033 〒919-2201 大飯郡高浜町和田１６８－２２

243 高浜町社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所 0770-72-2389 0770-72-3491 〒919-2372 大飯郡高浜町緑ケ丘１－１－１

244 若狭高浜病院附属居宅介護支援センター 0770-72-5119 0770-72-5477 〒919-2225 大飯郡高浜町宮崎８７－１４－２

245 おおい町社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所 0770-77-3415 0770-77-1419 〒919-2111
大飯郡おおい町本郷第８２号１４番地
あみーシャン大飯内

246 おおい町社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所（名田庄） 0770-67-2318 0770-67-3303 〒917-0383 大飯郡おおい町名田庄下第６号１番地

247 介護老人保健施設ゆなみ指定居宅介護支援事業所 0770-45-3200 0770-45-3230 〒919-1325 三方上中郡若狭町岩屋６１－３１

248 居宅介護支援事業所松寿苑 0770-62-0100 0770-62-0101 〒919-1542 三方上中郡若狭町井ノ口３２－６－１

249 居宅介護支援事業所パレア若狭 0770-62-9005 0770-62-1725 〒919-1541 三方上中郡若狭町市場第１８号１８番地

250 居宅介護支援事業所わらく 0770-64-1030 0770-64-1032 〒919-1507 三方上中郡若狭町有田第１１号２０番地の１０

251 公益社団法人若狭町シルバー人材センター<休止中> 0770-45-9125 0770-45-9125 〒919-1333
三方上中郡若狭町中央第１号１番地
働く婦人の家内

252 支援センターよりどころ 0770-62-1828 0770-62-1829 〒919-1542
三方上中郡若狭町井ノ口第２６号５番地の１９
サンポートスリーム２０３号

253 ふらむはぁとリハマネージメント十村 <休止中> 0770-45-3311 0770-45-3310 〒919-1316 三方上中郡若狭町井崎４７－２－１

254 レイクヒルズ美方病院指定居宅介護支援事業所 0770-45-1131 0770-45-2468 〒919-1301 三方上中郡若狭町気山３１５－１－９

255 若狭町国民健康保険上中診療所 <休止中> 0770-62-1188 0770-62-1699 〒919-1541 三方上中郡若狭町市場第１９号５番地

○若狭町

○小浜市

○おおい町

○高浜町

○美浜町
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番号 担当地域 センター名 電話番号 ＦＡＸ番号

1 豊・木田 福井明倫包括支援センター 0776-33-5777 0776-33-1612

2 足羽・湊 福井あたご包括支援センター 0776-33-6800 0776-33-6801

3 春山・宝永・松本 福井中央北包括支援センター 0776-28-7271 0776-63-5633

4 順化・日之出・旭 福井不死鳥包括支援センター 0776-20-5683 0776-27-5852

5 和田・円山 福井あずま包括支援センター 0776-28-8511 0776-28-8111

6 啓蒙・岡保・東藤島 福井大東包括支援センター 0776-53-4092 0776-53-4093

7 中藤島・森田 福井九頭竜包括支援センター 0776-57-0040 0776-52-1144

8 西藤島・河合・明新 福井北包括支援センター 0776-25-2510 0776-25-8263

9 清明・麻生津 福井みなみ包括支援センター 0776-43-1316 0776-43-1317

10 社南・社北・社西 福井社包括支援センター 0776-36-1246 0776-36-0156

11

日新・東安居・安居・
一光・殿下・越廼・
清水西・清水東・
清水南・清水北・

福井光包括支援センター 0776-35-0313 0776-35-0301

12
大安寺・国見・鶉・
棗・鷹巣・本郷・
宮ノ下

福井川西包括支援センター 0776-97-8003 0776-97-8067

13 福井東足羽包括支援センター 0776-41-4135 0776-41-3714

14 　【すいだに相談所】 0776-90-3858 0776-90-3839

15 町内全域
永平寺町社会福祉協議会
地域包括支援センター

0776-61-6166 0776-61-6167

16 市内全域 あわら地域包括支援センター 0776-73-8046 0776-73-5688
〒９１９－０６９２
あわら市市姫三丁目1-1
（あわら市役所内）

〒９１０－１１９２
吉田郡永平寺町松岡春日1-4
（永平寺町役場本庁内）

○あわら市

〒９１８－８０１７
福井市下荒井町20-6
（水谷ビル1階）

〒９１８－８０２７
福井市福1丁目1710

〒９１０－００６７
福井市新田塚1丁目42-1
（福井総合クリニック内）

〒９１０－３１１５
福井市仙町6-4（旧宮ノ下公民館）

酒生・一乗・上文殊・
文殊・六条・東郷・
美山

〒９１８－８１３５
福井市下六条町217（厚生健康福祉セン
ター内）

〒９１０－２３４６
福井市椙谷町12-9-2

○永平寺町

〒９１８－８０６３
福井市大瀬町23字101
（東安居苑2階）

資料４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各市町地域包括支援センター一覧

（令和４年6月28日現在）

○福井市

所在地

〒９１８－８１０５
福井市木田1丁目3308
（うららの家内）

〒９１０－０８０４
福井市高木中央3丁目1701
（藤島園内）

〒９１８－８０５２
福井市明里町9-20
（あたごデイサービス内）

〒９１０－００１７
福井市文京2丁目12-23
（福島ビル1階）

〒９１０－０８５９
福井市日之出4-3-12
（ふれあい公社内）

〒９１８－８５０３
福井市和田中町舟橋7-1
（福井県済生会病院東館内）

〒９１０－０８３５
福井市丸山町40-7
（愛全園3階）
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番号 担当地域 センター名 電話番号 ＦＡＸ番号 所在地

17 三国町
坂井市三国地域包括支援セン
ター

0776-82-1616 0776-82-6116

18 丸岡町
坂井市丸岡地域包括支援セン
ター

0776-68-1130 0776-68-1129

19 春江町
坂井市春江地域包括支援セン
ター

0776-43-0227 0776-43-0228

20 坂井町
坂井市坂井地域包括支援セン
ター

0776-67-5000 0776-67-2807

21 市内全域 大野市地域包括支援センター 0779-65-5046 0779-66-0294

22 市内全域 勝山市地域包括支援センター 0779-87-0900 0779-87-3522

23 市内全域
鯖江市基幹型地域包括支援セン
ター

0778-53-2265 0778-51-8157

24 鯖江・新横江 地域包括支援センターさばえ 0778-51-0112 0778-51-4440

25 神明
鯖江市社会福祉協議会
地域包括支援センター神明

0778-51-2840 0778-51-8079

26 立待・吉川・豊 鯖江西地域包括支援センター 0778-53-2776 0778-53-2778

27
中河・片上・
北中山・河和田

鯖江東地域包括支援センター 0778-54-0513 0778-42-5435

30 西・神山・白山 あいの樹地域包括支援センター 0778-42-5725 0778-42-5726

28
北日野・北新庄・
味真野・

越前市社会福祉協議会
地域包括支援センター

0778-22-6111 0778-22-8011

29 南・王子保・坂口 しくら地域包括支援センター 0778-29-1188 0778-23-0900

33 吉野・大虫
地域包括支援センター丹南きら
めき

0778-22-7776 0778-22-4655

31
粟田部・岡本・
南中山・服間

地域包括支援センターメゾンいま
だて

0778-43-1888 0778-43-1877

32 東・国高 地域包括支援センター和上苑 0778-23-5255 0778-25-5801

34 町内全域 池田町地域包括支援センター 0778-44-8008 0778-44-8009

〒９１５－０８４４
越前市妙法寺町413・414

〒９１５－０８１４
越前市中央二丁目9-40

〒９１５－０２０７
越前市東樫尾町8-38

〒９１５－００９６
越前市瓜生町33-12-2

〒９１５－０８０１
越前市家久町49

○池田町
〒９１０－２５１１
今立郡池田町薮田5-3-1
（池田町総合保健福祉センター内）

〒９１９－０５２１
坂井市坂井町下新庄18-3-1
（坂井市社会福祉協議会内）

○大野市
〒９１２－００８４
大野市天神町1-19
（多田記念大野有終会館内）

○勝山市

〒９１５－００57
越前市矢船町8-12-1
（介護支援センター芦山内）

〒９１１－００３５
勝山市郡町1-1-50
（福祉健康センターすこやか内）

○鯖江市
〒９１６－８６６６
鯖江市西山町13-1
（鯖江市役所内）

〒９１６－００２５
鯖江市旭町4丁目4-9
（木村病院内）

〒９１６－００２２
鯖江市水落町2丁目30-1
（アイアイ鯖江・健康福祉センター内）

〒９１６－０００１
鯖江市吉江町31-7-1
（エレガントセニールガーデン内）

〒９１６－００３３
鯖江市中野町33-20-1
（鯖江ケアセンターみどり荘内）

○越前市

○坂井市

〒９１３－００４６
坂井市三国町北本町二丁目6-65

〒９１０－０２４６
坂井市丸岡町西瓜屋15-12

〒９１９－０４６３
坂井市春江町江留上昭和119
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番号 担当地域 センター名 電話番号 ＦＡＸ番号 所在地

35 町内全域 南越前町地域包括支援センター 0778-47-8009 0778-47-3605

36 今庄
南越前町社会福祉協議会
地域包括支援センター

0778-45-1170 0778-45-0183

37 河野
南越前町社会福祉協議会
地域包括支援センター
河野支所

0778-48-2260 0778-48-7100

38 町内全域 越前町地域包括支援センター 0778-34-8729 0778-34-0951

39 町内全域 地域包括支援センター丹生 0778-34-8000

40 市内全域
敦賀市地域包括支援センター
「長寿」

0770-22-8181 0770-22-8179

41
北・南・西・松原・
西浦・東浦・東郷・
中郷・愛発

敦賀市地域包括支援センター
「あいあい」

0770-22-7272 0770-22-3785

42 粟野
敦賀市地域包括支援センター
「なごみ」

0770-21-7530 0770-25-4352

43 町内全域 美浜町地域包括支援センター 0770-32-6704 0770-32-6050

44
小浜・雲浜・西津・
内外海・加斗

小浜市地域包括支援センター 0770-64-6015 0770-53-3480

45
国富・宮川・松永・
遠敷・今富・口名田・
中名田

小浜市社会福祉協議会
地域包括支援センター

0770-56-5855 0770-56-5810

46 町内全域 高浜町地域包括支援センター 0770-72-6120 0770-72-6109

47 町内全域 おおい町地域包括支援センター 0770-77-2770 0770-77-3377

48 町内全域 若狭町地域包括支援センター 0770-62-2702 0770-62-1049

〒９１６－０１４６
丹生郡越前町朝日22-7-1
（光道園朝日事業所内）

〒９１９－１１９２
三方郡美浜町郷市25-25
（美浜町役場内）

〒９１９－０２９２
南条郡南越前町東大道29-1
（南越前町役場内）

〒９１９－０１３１
南条郡南越前町今庄86-5-2
（今庄福祉センター内）

〒９１９－２２０１
大飯郡高浜町和田117-68
（保健福祉センター内）

○美浜町

〒９１５－１１１３
南条郡南越前町甲楽城7-31-1
（河野保健福祉センター内）

○敦賀市
〒９１４－８５０１
敦賀市中央町2丁目1-1
（敦賀市役所内）

〒９１４－００４７
敦賀市東洋町4-1
（あいあいプラザ内）

〒９１４－０１３１
敦賀市公文名1-6
（つるが生協在宅総合センター和内）

○越前町
〒９１６－０１９２
丹生郡越前町西田中13-5-1
（越前町役場内）

○若狭町
〒９１９－１５９２
三方上中郡若狭町市場20-18
（若狭町役場内）

○小浜市
〒９１７－００７５
小浜市南川町4-31
（小浜市健康管理センター内）

○おおい町
〒９１９－２１１１
大飯郡おおい町本郷92-51-1
（保健福祉センターなごみ内）

○高浜町

〒９１７－０２４１
小浜市遠敷84-3-4
（サン・サンホーム小浜内）

○南越前町
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（令和４年４月１日現在）

番号 事業所名 電話番号 ＦＡＸ番号

1 あさくらの家　東郷 0776-41-8500 0776-41-8501 〒910-2165 福井市東郷二ケ町６字２－１

2 朝焼けとひつじ雲 0776-97-9077 0776-83-0899 〒910-0122 福井市石盛２丁目２０１５番地

3 活き生きほっと倶楽部福井 0776-57-1055 0776-57-1056 〒910-0836 福井市大和田２－２１０１

4 イスキア生活倶楽部 0776-43-0692 0776-43-0693 〒918-8237 福井市和田東１丁目２２０６番地

5 いちご日和 0776-27-0015 0776-27-1015 〒910-0856 福井市勝見３丁目２０－１２　いちごの森　１階

6 えばたホームやわらぎ 0776-43-1360 0776-38-4471 〒918-8016 福井市江端町２０－１－３

7 かけはし 0776-50-2944 〒918-8076 福井市本堂町６９字１４番地１

8 看護小規模多機型居宅介護　あったかホームひまわり 0776-33-6517 0776-33-6518 〒918-8112 福井市下馬３丁目２３０２

9
看護小規模多機能型居宅介護　あったかホームひまわ
りサテライト

0776-41-4001 0776-41-4003 〒918-8135 福井県福井市下六条町７字２６番１

10 看護多機能　向陽 0776-56-4560 0776-56-4566 〒910-0121 福井市定正１－１３２５

11 くつろぎの家・よかったね 0776-30-0051 〒910-0024 福井市照手１丁目１６－１６ゆうゆうマンション絆１階

12 県民せいきょう小規模多機能ホーム江守きらめきハウス 0776-35-0211 0776-35-0212 〒918-8025 福井市江守中町２号１２江守きらめき２階

13 県民せいきょう小規模多機能ホーム岡保きらめきハウス 0776-52-0830 〒918-8234 福井市曽万布町７－１８－１

14 県民せいきょう小規模多機能ホーム宝永きらめきハウス 0776-24-0800 0776-24-0811 〒910-0004 福井市宝永３丁目３－１

15 小規模多機能型居宅介護事業所　アットホーム仁愛 0776-97-8011 〒910-0021 福井市乾徳４丁目４番１０号

16 小規模多機能　ほおずき 0776-35-0877 0776-35-0876 〒918-8063 福井市大瀬町２３字１０１番

17 小規模多機能型居宅介護　ぽかぽか 0776-25-5567 0776-25-5569 〒910-0034 福井市菅谷１丁目１３－１９

18 小規模多機能型居宅介護　やすらぎの家 0776-27-1149 0776-27-1142 〒910-0856 福井県福井市日之出３丁目１２－８

19 小規模多機能型居宅介護　ゆずり葉 0776-50-2728 0776-83-0899 〒918-8108 福井市春日３丁目１００９番地

20 小規模多機能型居宅介護事業所　いろどり三郎丸 0776-63-5068 0776-63-5078 〒910-0033 福井市三郎丸１丁目１０９

21 小規模多機能型居宅介護事業所　やよいの里 0776-33-7474 0776-33-6858 〒918-8058 福井市加茂緑苑町４０２番地

22 小規模多機能型居宅介護事業所いろどり二の宮 0776-21-0755 0776-21-0756 〒910-0015 福井市二の宮３丁目３２－２１

23 小規模多機能型居宅介護事業所しみずケアサポート 0776-98-7500 0776-98-7501 〒910-3604 福井市グリーンハイツ４－１７４

24 小規模多機能型居宅介護事業所美山 0776-90-3330 0776-90-3323 〒910-2351 福井市美山町６－１

25 小規模多機能ホーム　二の丸苑 0776-26-2120 0776-26-2121 〒910-0005 福井市大手２丁目２１番３号

26 小規模多機能ホーム　かたいけの　<休止中> 0776-25-3315 0776-25-3317 〒910-0003 福井市松本３丁目２７－１０

27 小規模多機能ホーム　ひびきの家 0776-88-2430 0776-88-2430 〒910-3402 福井市鮎川町第９１号３７番地

28 小規模多機能ホームみの里　<休止中> 0776-37-3801 0776-37-3802 〒918-8014 福井市花堂中１丁目５番６号

29 つどいの家・よかったね 0776-27-5843 0776-27-5817 〒910-0003 福井市松本２丁目２５－１６

30 ほのか 0776-37-3333 0776-37-3377 〒910-0063 福井市灯明寺１丁目２４０１番地２

31 ほのか　西藤島 0776-97-8530 0776-97-8531 〒910-0033 福井市三郎丸２丁目４０１番地

32 ほのか　宝永　<休止中> 0776-37-3333 0776-37-3377 〒910-0004 福井市宝永１丁目３０－１２

33 ほほえみの家・よかったね 0776-59-2311 0776-59-2333 〒910-0043 福井市四十谷町５番１８－１

34 みらい 0776-50-7178 0776-50-2955 〒910-0067 福井市新田塚２丁目１２－１５

35 森のイスキア 0776-43-0323 0776-26-3505 〒918-8237 福井市和田東２丁目７０４番地

36 やしろの郷 0776-63-5597 0776-28-2933 〒918-8055 福井市若杉町２５－１８－１

37 よりそいの家・よかったね 0776-88-0031 0776-88-0032 〒910-0834 福井市丸山２丁目５１４番地レリエフ丸山１Ｆ

38 楽家 0776-56-8808 0776-56-8807 〒910-0134 福井市上野本町２１－３０

39 レインボー二の宮 0776-21-2821 0776-21-2823 〒910-0015 福井市二の宮２丁目８番２１号

40 わがや 0776-97-8083 0776-97-8084 〒910-0004 福井市宝永３丁目２５番８号

41 小規模多機能　なないろ 0776-61-7716 0776-61-1155 〒910-1118 吉田郡永平寺町松岡薬師１－１４５

42 小規模多機能　りんごの木 0776-61-6060 0776-61-6060 〒910-1138 吉田郡永平寺町松岡松ケ原１－３０７

43 小規模多機能型居宅介護事業所　ほっこり 0776-63-2233 0776-63-4433 〒910-1201 吉田郡永平寺町鳴鹿山鹿第２２号３９番地

44 あわら聖徳園 0776-78-7177 0776-78-7119 〒910-4124 あわら市田中々第３号２５番７

45 あわら複合ケアサービス 0776-77-2282 0776-77-2245 〒910-4103 あわら市二面２丁目３０２番地

46 県民せいきょう小規模多機能ホーム金津きらめきハウス 0776-73-4165 0776-73-0294 〒919-0628 あわら市大溝３丁目１１番７号

資料３　　　　　　小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護事業所一覧 （市町別・事業所五十音順）

所在地

○福井市

○永平寺町

○あわら市
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番号 事業所名 電話番号 ＦＡＸ番号 所在地

47 看護小規模多機能　縁の家　シンシア 0776-63-5233 0776-63-5234 〒919-0527 坂井市坂井町下兵庫第１３２号６番地１

48 看護小規模多機能型居宅介護事業所かがやき 0776-82-5151 0776-82-5544 〒913-0062 坂井市三国町陣ケ岡１３号３番

49 県民せいきょう小規模多機能ホーム坂井きらめきハウス 0776-72-3902 0776-72-2977 〒919-0501 坂井市坂井町大味５６号

50 小規模多機能型居宅介護事業所　アプトケア・三国 0776-60-0105 0776-82-0006 〒913-0016 坂井市三国町三国東２丁目９－２３

51 小規模多機能型居宅介護施設　きなっせ 0776-58-0180 0776-58-0199 〒919-0449 坂井市春江町中筋第１００号７５番地

52 小規模多機能型居宅介護施設しんじょう　いこい 0776-60-2110 0776-60-2115 〒919-0522 坂井市坂井町上新庄５２－２９

53 デイホームゆり 0776-51-8100 0776-51-8041 〒919-0473 坂井市春江町本堂２７号１番地１

54 まるおかデイホーム 0776-67-7771 0776-67-7721 〒910-0224 坂井市丸岡町八ケ郷第２３号１９番地３

55 看護小規模多機能型居宅介護あったかホームさくら 0779-69-7236 0779-69-7091 〒912-0004 大野市中津川３２－３３

56 県民せいきょう小規模多機能ホーム大野きらめきハウス 0779-66-1211 0779-66-6401 〒912-0084 大野市天神町３番２１号

57 小規模多機能型居宅介護　一乗くつろぎの家<休止中> 0779-65-1116 0779-65-1128 〒912-0437 大野市中据１２－１７

58 小規模多機能型居宅介護　めいりん 0779-65-6511 0779-65-6511 〒912-0083 大野市明倫町６番１９号

59 小規模多機能型居宅介護事業所　和が家 0779-69-1108 0779-69-1308 〒912-0437 大野市中据第５２号６番地８

60 県民せいきょう小規模多機能ホーム勝山きらめきハウス 0779-87-2577 0779-87-2522 〒911-0804 勝山市元町２－５０７－３

61 よろこんでハウス・サンプラザ 0779-88-2006 0779-88-2006 〒911-0804 勝山市元町１－７－２８サンプラザ２Ｆ

62 おしどり荘 0778-65-3120 0778-65-3121 〒916-1225 鯖江市別司町４１－３０

63 県民せいきょう小規模多機能ホーム鯖江きらめきハウス 0778-52-8050 0778-52-8051 〒916-0028 鯖江市小黒町３丁目１０－２１

64 小規模多機能型居宅介護　きらめきの里鯖江 0778-52-1294 0778-54-4166 〒916-0028 鯖江市小黒町３丁目１００９番

65 小規模多機能型居宅介護もんざえもん 0778-29-1800 0778-54-8355 〒916-0013 鯖江市鳥羽３丁目１番２９－１号

66 地域密着小規模多機能型居宅介護事業所ありんこ 0778-62-2944 0778-62-2944 〒916-0078 鯖江市西大井町１２－３８－２

67 陽だまりさばえ 0778-51-2755 0778-51-4271 〒916-0025 鯖江市旭町４丁目９番１０号

68 アスピカケアセンターたけふ　小規模多機能ホーム 0778-43-6242 0778-43-6243 〒915-0804 越前市新保町２０－３１

69 活き生きほっと倶楽部 0778-21-5208 0778-21-5218 〒915-0091 越前市高木町１１１－２

70 看護小規模多機能ホーム ケアフルハウス 0778-22-0030 0778-22-4566 〒915-0872 越前市広瀬町１５３－１２－３

71 看護小規模他機能ホーム　ひだまり 0778-25-6001 0778-22-0550 〒915-0811 福井県越前市本多１丁目８－４１

72 県民せいきょう小規模多機能ホーム丹南きらめきハウス 0778-22-5011 0778-22-4655 〒915-0801 越前市家久町４９字

73 小規模多機能　いきいきホーム 0778-22-2500 0778-22-9300 〒915-0832 越前市高瀬二丁目４－２２

74 小規模多機能いきいきホーム　サテライト和紙の里ホーム 0778-42-0250 0778-42-0255 〒915-0234 越前市大滝町２５－２３－１

75 小規模多機能型居宅介護わきあいあいわかたけ 0778-25-1800 0778-21-3611 〒915-0091 越前市高木町１２字７番１

76
小規模多機能型居宅介護事業所･
介護予防小規模多機能型居宅介護事業所おいで家

0778-43-1900 0778-43-1908 〒915-0242 越前市粟田部町４２－６－１

77 小規模多機能ホーム　かのん 0778-43-5328 0778-43-5338 〒915-0896 越前市横根町１２－４－１

78 小規模多機能ホーム　こころ 0778-23-2022 0778-23-2033 〒915-0811 越前市本多１丁目８－１２

79 小規模多機能ホーム　藤の里 0778-43-5505 0778-43-5505 〒915-0076 越前市国府２丁目８番３３号

80 小規模多機能ホーム　ほがら家 0778-21-5588 0778-21-5585 〒915-0096 越前市瓜生町31-1

81 小規模多機能ホーム藤の杜 0778-25-5000 〒915-0802 越前市北府３丁目１２番７１号

82 小規模多機能　あんじゅ 0778-44-7760 0778-44-6601 〒910-2521 今立郡池田町常安２１－１

83
小規模多機能型居宅介護事業所・
介護予防小規模多機能型居宅介護事業所　こうの

0778-48-7000 0778-48-7080 〒915-1111 南条郡南越前町河野２９－５－６２

84 小規模多機能ホームまちや 0778-45-7017 0778-45-7018 〒919-0131 福井県南条郡南越前町今庄１０７－１－１

○南越前町

○池田町

○坂井市

○大野市

○勝山市

○鯖江市

○越前市
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番号 事業所名 電話番号 ＦＡＸ番号 所在地

85 アイホーム　ゆうゆう 0770-21-0017 0770-21-0035 〒914-0064 敦賀市結城町１３番２４号

86 県民せいきょう小規模多機能ホーム　敦賀きらめきハウス 0770-21-5400 0770-21-1230 〒914-0131 敦賀市市野々町２丁目１５５４番

87 小規模多機能型居宅介護　いっぷく 0770-24-1124 0770-24-1186 〒914-0043 敦賀市衣掛町４２０

88 小規模多機能型居宅介護事業所　あゆみ 0770-23-5511 0770-23-7895 〒914-0022 敦賀市高野２号１番地の１

89 小規模多機能ホーム「こばやし」 0770-23-1605 0770-23-1607 〒914-0136 敦賀市砂流５０号３７番地の７（ひばりヶ丘町）

90 敦賀ケアセンターかくだ「あおい」 0770-25-4160 0770-25-4161 〒914-0812 敦賀市昭和町２丁目１１番地５

91 敦賀ケアセンターかくだ「みかん」　<休止中> 0770-28-1135 0770-28-1118 〒914-0265 敦賀市阿曽６４花木９－３

92 松原のいろ　幸 0770-24-6700 0770-25-2944 〒914-0805 敦賀市鋳物師町１２－１６－５

93 美浜町社会福祉協議会吉右ヱ門さん家 0770-32-1164 0770-32-5915 〒919-1132 三方郡美浜町佐柿１３－５

94 美浜町社会福祉協議会でんでんむしの家 0770-32-1169 0770-32-1162 〒919-1141 三方郡美浜町郷市第２７号７番地

95 美浜町社会福祉協議会弥右ヱ門さん家 0770-32-1164 0770-32-5915 〒919-1207 三方郡美浜町山上第６１号７番地

96 小規模多機能型居宅介護事業所おあしす 0770-53-5500 0770-53-5505 〒917-0096 小浜市雲浜１丁目８番８号

97 小規模多機能ホームはな 0770-56-1872 0770-56-2872 〒917-0241 小浜市遠敷４丁目７０５番地１

98 ふらむはぁとナーシングケア 0770-56-1009 0770-56-1051 〒917-1504 小浜市遠敷７丁目３０１

99 小規模多機能サービス　和～なごみ～ 0770-72-2153 0770-72-2152 〒919-2201 大飯郡高浜町和田１１７－９１－２

100 おおい町社会福祉協議会　小規模多機能ホームびわの木 0770-77-2550 0770-77-2560 〒919-2101 大飯郡おおい町大島４５－２２

101 おおい町社会福祉協議会　小規模多機能ホームやすらぎ 0770-78-1106 0770-78-1107 〒919-2132 大飯郡おおい町安川第１３号５番地３

102
おおい町社会福祉協議会　小規模多機能ホームやすらぎ
サテライト型事業所かんよもん

0770-77-1600 0770-77-1622 〒919-2112 大飯郡おおい町山田第１６号３５番地

103 おおい町社会福祉協議会小規模多機能ホームきぼう 0770-67-2203 0770-67-3307 〒917-0381 大飯郡おおい町名田庄三重第４０号４７番地

104 おおい町社会福祉協議会小規模多機能ホームひだまり 0770-67-2656 0770-67-2657 〒917-0386 大飯郡おおい町名田庄口坂本第１３号５番地

105 小規模多機能ホーム　きやま虹の家 0770-45-2833 0770-45-2860 〒919-1301 三方上中郡若狭町気山２３１号１７番地

106 小規模多機能ホーム　ほたる　熊川宿 0770-62-2123 0770-62-2120 〒919-1532 三方上中郡若狭町熊川４３－３７

107 小規模多機能ホーム　みさき 0770-47-1027 0770-47-1028 〒919-1452 三方上中郡若狭町神子１３－３－２

○高浜町

○敦賀市

○美浜町

○若狭町

○小浜市

○おおい町
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番号 市町名 部署名 電話番号 ＦＡＸ番号

介護保険課 0776-20-5715 0776-20-5766

地域包括ケア推進課 0776-20-5400 0776-20-5426

2 永平寺町 福祉保健課 0776-61-3920 0776-61-3464

3
坂井地区

広域連合（※）
介護保険課 0776-91-3309 0776-72-3306

4 あわら市 健康長寿課 0776-73-8022 0776-73-5688

5 坂井市 高齢福祉課 0776-50-3040 0776-66-2940

6 大野市 健康長寿課 0779-65-7333 0779-66-0294

7 勝山市 健康体育課 0779-87-0888 0779-87-3522

8 鯖江市 長寿福祉課 0778-53-2218 0778-51-8157

9 越前市 長寿福祉課 0778-22-3715 0778-22-3257

10 池田町 保健福祉課 0778-44-8000 0778-44-8009

11 越前町 介護福祉課 0778-34-8715 0778-34-0951

12 南越前町 保健福祉課 0778-47-8009 0778-47-3605

13 敦賀市 長寿健康課 0770-22-8180 0770-22-8179

14 美浜町 健康福祉課 0770-32-6704 0770-32-6050

15 若狭町 福祉課 0770-62-2703 0770-62-1049

16 小浜市
高齢・障がい者

元気支援課
0770-64-6014 0770-53-1016

17 おおい町 いきいき福祉課 0770-77-2760 0770-77-3377

18 高浜町 保健福祉課 0770-72-5887 0770-72-6109

1

〒９１０－１１９２
吉田郡永平寺町松岡春日1丁目4番地

〒９１９－２１１１
大飯郡おおい町本郷第92号51番地1
（保健福祉センター「なごみ」内）

〒９１９－２２０１
大飯郡高浜町和田117-68

〒９１６－０１９２
丹生郡越前町西田中13-5-1

〒９１９－０２９２
南条郡南越前町東大道29-1

〒９１４－８５０１
敦賀市中央町2丁目1番1号

〒９１９－１５９２
三方上中郡若狭町市場第20号18番地

〒９１７－８５８５
小浜市大手町6番3号

資料５　　　　　　　　　　　　　　   　各市町等介護保険担当部署一覧

※ 坂井地区広域連合は、あわら市および坂井市の２市が、介護保険制度に関する行政事務を一元的に行うために設立した
　　特別地方公共団体で、要介護の認定や保険料の賦課・徴収などの事務を共同で実施しています。

（令和４年４月１日現在）

所在地

〒９１９－１１９２
三方郡美浜町郷市25-25

〒９１９－０５２６
坂井市坂井町上兵庫第40号15番地

〒９１９－０６９２
あわら市市姫3丁目1番1号

〒９１９－０５９２
坂井市坂井町下新庄第1号1番地

〒９１２－００８４
大野市天神町1-19

〒９１１－００３５
勝山市郡町1丁目1－50
福祉健康センター「すこやか」内

〒９１６－８６６６
鯖江市西山町13番1号

〒９１５－８５３０
越前市府中一丁目13-7

〒９１０－２５１１
今立郡池田町薮田5-3-1
総合保健福祉センター「ほっとプラザ」内

福井市
〒９１０－８５１１
福井市大手3丁目10-1
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「福井県入退院支援ルール」掲載ページ 

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kourei/taiinshien.html 

（資料１の連絡窓口一覧を随時更新しています） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇福井県健康福祉部 長寿福祉課 

  福井県福井市大手３丁目１７番１号 

  ＴＥＬ：０７７６－２０－０３３０  ＦＡＸ：０７７６－２０－０６４２ 
 

◇福井健康福祉センター 地域保健課 

  福井県福井市西木田２丁目８－８ 

  ＴＥＬ：０７７６－３６－３４２９  ＦＡＸ：０７７６－３４－７２１５ 
 

◇坂井健康福祉センター 地域保健課 

  福井県あわら市春宮２丁目２１－１７ 

  ＴＥＬ：０７７６－７３－４８５８  ＦＡＸ：０７７６－７３－０７６３ 
 

◇奥越健康福祉センター 地域保健福祉課 

  福井県大野市天神町１－１ 

  ＴＥＬ：０７７９－６６－２０７６  ＦＡＸ：０７７９－６５－８４１０ 
 

◇丹南健康福祉センター 地域保健課 

  福井県鯖江市水落町１丁目２－２５ 

  ＴＥＬ：０７７８－５１－００３４  ＦＡＸ：０７７８－５１－７８０４ 
 

◇二州健康福祉センター 地域保健課 

  福井県敦賀市開町６－５ 

  ＴＥＬ：０７７０－２２－３７４７  ＦＡＸ：０７７０－２４－１２０５ 
 

◇若狭健康福祉センター 地域保健課 

  福井県小浜市四谷町３－１０ 

  ＴＥＬ：０７７０－５２－１３００  ＦＡＸ：０７７０－５２－１０５８ 


