
 

 

 

 

 

 事業所名 住所 ホームページ（URL） 

◆ 福井市  

1 （福）安居福祉会 ほたるの杜 福井市羽坂町 33-1 ｰ１ http://www.takaoen.jp 

2 （福）足羽福祉会 愛全園 福井市丸山町 40-7 https://www.asuwafukushikai.jp 

3 （福）一乗谷友愛会 あさくら苑 福井市下六条町 18－32 http//www.asakuraen.jp 

4 （医）健康会 嶋田病院居宅介護支援センター 福井市西方 1丁目 2-11 https://www.kenkoukai.or.jp 

5 （福）健楽会 こしの渚苑 福井市蒲生町 1-90-1 http://www.koshinonagisaen.com 

6 （福）祥穂会 モアヤングこもれびホーム 福井市和田中町東沖田 30-1 https://www.moreyoung.jp 

7 （福）新清会 あさむつ苑 福井市引目町 21-9-2 http://shinseikai-f.org 

8 （福）千寿会 たんぽぽ苑 福井市石盛 3丁目 301 http://www.senjukai.com 

9 （福）白寿院 新田塚ハウス 福井市江上町 55-5 www.f-gh.jp/ 

10 （福）福井ゆうあい会 たぶのき 福井市大願寺 3丁目 3-6 www.fukui-youi.com 

11 （福）福聚会 宝珠苑 福井市内山梨子町 2-3-1 https://houjuen.org 

12 （福）藤島会 藤島園 福井市高木中央 3丁目 1701 http://www.fujishimaen.or.jp 

13 （福）弥生福祉会 愛寿苑 福井市若杉 2丁目 601 http://www.aijuen.com 

14 （福）鷹山会 悠和園 福井市免鳥町 22-74 http://www.yuwaen.jp 

    

◆ 敦賀市  

15 （福）敬仁会 渓山荘 敦賀市中 81-1-5 https://kjinkai.jp 

16 （福）敬仁会 第 2渓山荘ぽっぽ 敦賀市鉄輪町 1丁目 2-57 https://kjinkai.jp 

17 （福）敬仁会 第 3渓山荘あおぞら 敦賀市松島町 2丁目 6-35 https://kjinkai.jp 

    

◆ 大野市  

18 （福）恩賜財団福井県済生会聖和園 大野市蕨生 158 字 35 番 http://saiseikai-seiwaen.jp 

19 （福）大野和光園 大野和光園 大野市篠座 79-11 http://www.ono-wakouen.jp 

20 福井県民生活協同組合 大野きらめき 大野市天神町 3-21 https://www.fukui.coop 

    

◆ 勝山市  

21 （福）勝山幸寿会 さつき苑 勝山市片瀬 15-22 https://satsuki.or.jp 

    

◆ 鯖江市  

22 （福）光道園  鯖江市和田町 9-1-1 https://www.kodoen.or.jp 

23 （株）ツクイ ツクイ福井さばえ 鯖江市三六町 1-6-2 https://www.tsukui.net/home-care/2322/ 

24 （福）東陽会 ことぶき荘 鯖江市大野町 3-1 http://www.touyoukai.or.jp 

25 （福）日野会 五岳園 鯖江市漆原町 20-8 https://www.gogakuen.com 
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 事業所名 住所 ホームページ（URL） 

◆ あわら市  

26 （福）あわら市社会福祉協議会 あわら市春宮三丁目 28-21 http://awara-hibari.jp 

27 （福）緑進会 芦原メロン苑 あわら市井江葭 50-18 https://www.meron-en.or.jp 

28 （福）緑進会 湯の町メロン苑 あわら市二面 42-20 https://www.meron-en.or.jp 

    

◆ 越前市  

29 （福）越前市社会福祉協議会 越前市矢船町 8-12-1 http://echizen-shakyo.or.jp 

30 （福）慈生会 水仙園・第２水仙園 越前市萱谷町 4-9-1 www.suisenen.jp 

31 （福）町屋福祉会 メゾンいまだて 越前市東樫尾町 8-38 http://www.machiya-f.com 

32 （福）わかたけ共済部 第 3和上苑 越前市高木町 12-7-1 http://www.wakatake.ne.jp 

    

◆ 坂井市  

33 （福）双和会 ガーデンハイツ春江 坂井市春江町針原 48-28-1 https://fj-g.jp 

34 （福）双和会 プライムハイツ春江 坂井市春江町針原 59-2 https://fj-g.jp 

    

◆ 永平寺町  

35 （福）太陽会 アニス松岡 吉田郡永平寺町松岡椚 31-7-1 http://www.taiyo-kai.jp 

    

◆ 南越前町  

36 （福）ほのぼの苑 ほのぼの苑 南条郡南越前町鋳物師 5-10-1 http://www.honobono-en.com 

    

◆ 越前町  

37 （福）織田やすらぎ会 やすらぎ荘 丹生郡越前町織田 83-24-1 https://ota-yasuragikai.com 

38 （福）海楽園 海楽園 丹生郡越前町米ノ 46-1-1 http://echizen-kairakuen.jp 

39 （福）敬老会 シルバーハイツ宮崎 丹生郡越前町小曽原 75-35 https://silver-h-miyazaki.jp 

    

◆ 美浜町  

 （福）美浜町社会福祉協議会   

40 でんでんむしの家 三方郡美浜町郷市 27-7 https://www.mihamachoshakyo.com 

41 ホームヘルパーステーション 三方郡美浜町郷市 25-20 https://www.mihamachoshakyo.com 

42 吉右ヱ門さん家 三方郡美浜町佐柿 13-5 https://www.mihamachoshakyo.com 

    

◆ 若狭町  

43 （福）松寿苑 三方上中郡若狭町井ノ口 32-6-1 http://shojukai.jp/shoujuen 

     

協力事業所の追加があった際は、 

こちらのページでお知らせします。 

 


