










































































































市役所・町役場 住所 電話番号

福井市役所 福井市大手 3 丁目 10-1 0776-20-5111

永平寺町役場 吉田郡永平寺町松岡春日 1-4 0776-61-1111

あわら市役所 あわら市市姫 3 丁目 1-1 0776-73-1221

坂井市役所 坂井市坂井町下新庄 1-1 0776-66-1500

大野市役所 大野市天神町 1-1 0779-66-1111

勝山市役所 勝山市元町 1 丁目 1-1 0779-88-1111

鯖江市役所 鯖江市西山町 13-1 0778-51-2200

越前市役所 越前市府中 1 丁目 13-7 0778-22-3000

池田町役場 今立郡池田町稲荷 35-4 0778-44-6000

越前町役場 丹生郡越前町西田中 13-5-1 0778-34-1234

南越前町役場 南条郡南越前町東大道 29-1 0778-47-3000

敦賀市役所 敦賀市中央町 2 丁目 1-1 0770-21-1111

美浜町役場 三方郡美浜町郷市 25-25 0770-32-1111

若狭町役場 三方上中郡若狭町中央 1-1 0770-45-1111

小浜市役所 小浜市大手町 6-3 0770-53-1111

おおい町役場 大飯郡おおい町本郷 136-1-1 0770-77-1111

高浜町役場 大飯郡高浜町宮崎 86-23-2 0770-72-1111



窓　　口（住所） 電話番号 担当区域

福井健康福祉センター　福祉課
（福井市西木田 2 丁目 8-8） 0776-36-2857 永平寺町

福井市福祉事務所
（福井市大手 3 丁目 10-1） 0776-20-5404 福井市

あわら市福祉事務所
（あわら市市姫 3 丁目 1-1） 0776-73-8020 あわら市

坂井市福祉事務所
（坂井市坂井町下新庄 1-1） 0776-50-3163 坂井市

大野市福祉事務所
（大野市天神町 1-19）※結とぴあ内 0779-66-1111 大野市

勝山市福祉事務所
福祉健康センター「すこやか」内

（勝山市郡町 1 丁目 1-50）
0779-87-0777 勝山市

丹南健康福祉センター福祉課
（鯖江市水落町 1 丁目 2-25） 0778-51-0034 越前町

鯖江市福祉事務所
（鯖江市西山町 13-1） 0778-53-2216 鯖江市

丹南健康福祉センター
武生福祉保健部福祉課

（越前市上太田町 41-5）
0778-22-4135 池田町

南越前町

越前市福祉事務所
（越前市府中 1 丁目 13-7） 0778-22-3004 越前市

嶺南振興局
二州健康福祉センター福祉課

（敦賀市開町 6-5）
0770-22-3747 美浜町

若狭町（旧三方町）

敦賀市福祉事務所
（敦賀市中央 2 丁目 1-1） 0770-22-8123 敦賀市

嶺南振興局
若狭健康福祉センター　福祉課

（小浜市四谷町 3-10）
0770-52-1300 高浜町・おおい町

若狭町（旧上中町）

小浜市福祉事務所
（小浜市大手 6-3）　 0770-53-1111 小浜市



（「ほやねっと」は福井市の地域抱括支援センターの愛称です）

窓　　口（住所） 電話番号 担当区域

ほやねっと明倫
※うららの家内

（福井市木田 1 丁目 3308）
0776-33-5777 豊・木田

ほやねっとあたご
※あたごデイサービス内

（福井市明里町 9-20）
0776-33-6800 足羽・湊

ほやねっと中央北
※福島ビル 1 階

（福井市文京 2 丁目 12-23）
0776-28-7271 宝永・春山・松本

ほやねっと不死鳥
※ふれあい公社内

（福井市日之出 4-3-12）
0776-20-5683 順化・日之出・旭

ほやねっとあずま
※福井県済生会病院東館 1 階

（福井市和田中町舟橋 7-1）
0776-28-8511 和田 · 円山

ほやねっと大東
※愛全園 3 階

（福井市丸山町 40-7）
0776-53-4092 啓蒙・岡保・東藤島

ほやねっと九頭竜
※藤島園内

（福井市高木中央 3 丁目 1701）
0776-57-0040 中藤島・森田

ほやねっと北
※福井総合クリニック内

（福井市新田塚 l 丁目 42-1）
0776-25-2510 西藤島・河合・明新

ほやねっとみなみ
※水谷ビル 1 階

（福井市下荒井町 20-6）
0776-43-1316 清明・麻生津

ほやねっと社
（福井市福井市福 1 丁目 1710） 0776-36-1246 社南・社北・社西

ほやねっと光
※東安居苑 2 階

（福井市大瀬町 23 字 101）
0776-35-0313

東安居・安居・日新・
ー光 · 殿下・越廼・
清水東・清水西・
清水南・清水北



［福井市］
窓　　口（住所） 電話番号 担当区域

ほやねっと川西
※旧宮ノ下公民館

（福井市仙町 6-4）
0776-97-8003

大安寺・国見・鶉・
棗・鷹巣・

本郷・宮ノ下

ほやねっと東足羽
※厚生健康福祉センター内

（福井市下六条町 217）
0776-41-4135 酒生・一乗・上文殊・

文殊・六条・東郷・
美山【すいだに相談所】

（福井市椙谷町 12-9-2） 0776-90-3858

［永平寺町］
窓　　口（住所） 電話番号 担当区域

永平寺町社会福祉協議会
地域包括支援センター
※永平寺町役場本庁内

（吉田郡永平寺町松岡春日 1-4）
0776-61-6166 町内全域

［あわら市］
窓　　口（住所） 電話番号 担当区域

あわら地域包括支援センター
※あわら市役所内

（あわら市市姫３丁目 1-1）
0776-73-8046 市内全域

［坂井市］
窓　　口（住所） 電話番号 担当区域

坂井市三国地域包括支援センター
（坂井市三国町北本町 2-6-65） 0776-82-1616 三国町

坂井市丸岡地域包括支援センター
（坂井市丸岡町西瓜屋 15-12） 0776-68-1130 丸岡町

坂井市春江地域包括支援センター
（坂井市春江町江留上昭和 119） 0776-43-0227 春江町

坂井市坂井地域包括支援センター
※坂井市社会福祉協議会内

（坂井市坂井町下新庄 18-3-1）
0776-67-5000 坂井町



［大野市］

窓　　口（住所） 電話番号 担当区域

大野市地域包括支援センター
※結とぴあ内

（大野市天神町 1-19）
0779-65-5046 市内全域

［勝山市］

窓　　口（住所） 電話番号 担当区域

勝山市地域包括支援センター
※福祉健康センターすこやか内

（勝山市郡町 1-1-50）
0779-87-0900 市内全域

［鯖江市］

窓　　口（住所） 電話番号 担当区域

鯖江市基幹型地域包括支援センター
※鯖江市役所内

（鯖江市西山町13-1）
0778-53-2265 市内全域

地域包括支援センターさばえ
※木村病院内

（鯖江市旭町 4 丁目 4-9）
0778-51-0112 鯖江・新横江

鯖江市社会福祉協議会
地域包括支援センター神明
※アイアイ鯖江・健康福祉センター内

（鯖江市水落町 2 丁目 30-1）
0778-51-2840 神明

鯖江西地域包括支援センター
※エレガント・セニル・ガーデン内

（鯖江市吉江町 31-7-1）
0778-53-2776 立待・吉川・豊

鯖江東地域包括支援センター
※鯖江ケアセンターみどり荘内

（鯖江市中野町 33-20-1）
0778-54-0513 中河・片上・

北中山・河和田



［越前市］

窓　　口（住所） 電話番号 担当区域

越前市社会福祉協議会
地域包括支援センター

（越前市矢船町 8-12-1）　
0778-22-6111 北新庄・味真野 · 

北日野

しくら地域包括支援センター
（越前市妙法寺町 413・414） 0778-29-1188 坂口・王子保・南

あいの樹地域包括支援センター
（越前市中央 2 丁目 9-40） 0778-42-5725 西 · 神山・白山

地域包括支援センター
メゾンいまだて

（越前市東樫尾町 8-38）
0778-43-1888 粟 田 部・ 岡 本・

南中山・服間

地域包括支援センター 和上苑
（越前市瓜生町 33-12-2） 0778-23-5255 国高・東

地域包括支援センター
丹南きらめき

（越前市家久町 49）
0778-22-7776 吉野・大虫

［池田町］

窓　　口（住所） 電話番号 担当区域

池田町地域包括支援センター
※池田町総合保健福祉センター内

（今立郡池田町薮田 5-3-1）
0778-44-8008 町内全域

［越前町］
窓　　口（住所） 電話番号 担当区域

越前町地域包括支援センター
※越前町役場内

（丹生郡越前町西田中 13-5-1）
0778-34-8729 町内全域

地域包括支援センター丹生
※光道園朝日事務所内

（丹生郡越前町朝日 22-7-1）
0778-34-8000 町内全域



［南越前町］

窓　　口（住所） 電話番号 担当区域

南越前町地域包括支援センター
※南越前町役場内

（南条郡南越前町東大道 29-1）
0778-47-8009 町内全域

南越前町社会福祉協議会
地域包括支援センター
※今庄福祉センター内

（南条郡南越前町今庄 86-5-2）
0778-45-1170 今庄

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
※河野保健福祉センター内

（南条郡南越前町甲楽城 7-31-1）
0778-48-2260 河野

［敦賀市］

窓　　口（住所） 電話番号 担当区域

敦賀市地域包括支援センター「長寿」
※敦賀市役所内

（敦賀市中央町 2 丁目 1-1）
0770-22-8181 市内全域

敦賀市地域包括支援センター「あいあい」
※あいあいプラザ内

（敦賀市東洋町 4-1）
0770-22-7272

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「なごみ」
※つるが生協在宅総合センター「和」内

（敦賀市公文名 1-6）
0770-21-7530 粟野

［美浜町］

窓　　口（住所） 電話番号 担当区域

美浜町地域包括支援センター
※美浜町役場内

（三方郡美浜町郷市 25-25）
0770-32-6704 町内全域



［若狭町］

窓　　口（住所） 電話番号 担当区域

若狭町地域包括支援センター
※若狭町役場内

（三方上中郡若狭町市場 20-18）
0770-62-2702 町内全域

 
［小浜市］

窓　　口（住所） 電話番号 担当区域

小浜市地域包括支援センター
※小浜市健康管理センター内

（小浜市南川町 4-31）
0770-64-6015 小浜・雲浜・西津・

内外海・加斗

小浜市社会福祉協議会地域包括
支援センター
※サン・サンホーム小浜内

（小浜市遠敷 84-3-4）
0770-56-5855

国富・宮川・松永・
遠敷・今富・

口名田・中名田

［おおい町］

窓　　口（住所） 電話番号 担当区域

おおい町地域包括支援センター
※保健福祉センターなごみ内

（大飯郡おおい町本郷 92-51-1）
0770-77-2770 町内全域

［高浜町］

窓　　口（住所） 電話番号 担当区域

高浜町地域包括支援センター
※高浜町保健福祉センター内

（大飯郡高浜町和田 117-68）
0770-72-6120 町内全域



窓　　口（住所） 電話番号

福井県社会福祉協議会 　※県社会福祉センター内
（福井市光陽 2 丁目 3-22） 0776-24-2339

福井市社会福祉協議会 　※フェニックスプラザ内
（福井市田原 1 丁目 13-6） 0776-26-1853

永平寺町社会福祉協議会
（吉田郡永平寺町石上 27-41） 0776-64-3000

あわら市社会福祉協議会  ※いきいきテラスいちひめ内
（あわら市市姫 2-31-6） 0776-73-2253

坂井市社会福祉協議会
（坂井市坂井町下新庄 18-3-1） 0776-68-5070

大野市社会福祉協議会 　※結とぴあ内
（大野市天神町 1-19） 0779-65-8773

勝山市社会福祉協議会 　※福祉健康センター
（勝山市郡町 1 丁目 1-50） 　　「すこやか」内 0779-88-1177

鯖江市社会福祉協議会 　※アイアイ鯖江・
（鯖江市水落町 2-30-1）　　　健康福祉センター内 0778-51-0091

越前市社会福祉協議会 　※社会福祉センター内
（越前市杉尾町 1-27-1） 0778-42-0300

池田町社会福祉協議会 　※総合保健センター内
（今立郡池田町薮田 5-3-1） 0778-44-7750

越前町社会福祉協議会 　※社会福祉センター内
（丹生郡越前町西田中 8-20-1） 0778-34-2388

南越前町社会福祉協議会 　※社会福祉センター内
（南条郡南越前町脇本 17-38-1） 0778-47-3767

敦賀市社会福祉協議会 　※福祉総合センター
（敦賀市東洋町 4-1） 　　「あいあいプラザ」内 0770-22-3133



窓　　口（住所） 電話番号

美浜町社会福祉協議会 　※保健福祉センター
（三方郡美浜町郷市 25-20）　 　「はあとぴあ」内 0770-32-1164

若狭町社会福祉協議会 　※パレア若狭内
（三方上中郡若狭町市場 18-18） 0770-62-9005

小浜市社会福祉協議会 　※サン・サンホーム小浜内
（小浜市遠敷 84-3-4） 0770-56-5800

おおい町社会福祉協議会  ※いきいき長寿村
（大飯郡おおい町本郷 82-14）　 「あみーシャン大飯」内 0770-77-3415

高浜町社会福祉協議会 　※保健福祉センター内
（大飯郡高浜町和田 117-68） 0770-72-2411



市保健所
窓　　口（住所） 電話番号 担当区域

福井市保健所
（福井市西木田 2 丁目 8-8） 0776-33-5182 福井市

県健康福祉センター
窓　　口（住所） 電話番号 担当区域

福井健康福祉センター
（福井市西木田 2 丁目 8-8） 0776-36-1116 永平寺町（福井市）

坂井健康福祉センター
（あわら市春宮 2 丁目 21-17） 0776-73-0600 あわら市・坂井市

奥越健康福祉センター
（大野市天神町 1-1） 0779-66-2076 大野市・勝山市

丹南健康福祉センター
（鯖江市水落町 1 丁目 2-25） 0778-51-0034 鯖江市・越前町

丹南健康福祉センター
武生福祉保健部

（越前市上太田町 41-5）
0778-22-4135 越前市・池田町

南越前町

嶺南振興局二州健康福祉センター
（敦賀市開町 6-5） 0770-22-3747 敦賀市・美浜町・

若狭町（旧三方町）

嶺南振興局若狭健康福祉センター
（小浜市四谷町 3-10） 0770-52-1300

小浜市・高浜町・
おおい町・

若狭町（旧上中町）
各地域のハローワーク（地域の総合的雇用サービス機関）

窓　　口（住所） 電話番号

ハローワーク福井
（福井市開発 1 丁目 121-1） 0776-52-8155

ハローワーク三国
（坂井市三国町覚善 69-1） 0776-81-3262

ハローワーク大野
（大野市城町 8-5） 0779-66-2408

ハローワーク武生
（越前市府中 1 丁目 11-2 平和堂 アル・プラザ武生 ４階） 0778-22-4078

ハローワーク敦賀
（敦賀市鉄輪町 1-7-3 敦賀駅前合同庁舎） 0770-22-4220

ハローワーク小浜
（小浜市後瀬町 7-10 小浜地方合同庁舎） 0770-52-1260

福井産業保健総合支援センター（治療と仕事の両立支援）
窓　　口（住所） 電話番号

福井産業保健総合支援センター
（福井市中央 1-3-1 加藤ビル 7 階） 0776-27-6395










