
１　市町の相談等窓口

市町名 地域包括支援センター、市町担当課 担当地域 住所 電話番号 ＦＡＸ番号

ほやねっと明倫 豊・木田
福井市木田1丁目3308
（うららの家内）

0776-33-5777 0776-33-1612

ほやねっとあたご 足羽・湊
福井市明里町9-20
(あたごデイサービス内)

0776-33-6800 0776-33-6801　

ほやねっと中央北 宝永・春山・松本 福井市文京2丁目12-23 福島ビル1階 0776-28-7271 0776-63-5633

ほやねっと不死鳥 順化・日之出・旭
福井市日之出4-3-12
(ふれあい公社内)

0776-20-5683 0776-27-5852

ほやねっとあずま 和田・円山
福井市和田中町舟橋7-1
（福井県済生会病院東館1階）

0776-28-8511 0776-28-8111

ほやねっと大東 啓蒙・岡保・東藤島
福井市丸山町40-7
（愛全園内）

0776-53-4092 0776-53-4093

ほやねっと九頭竜 中藤島・森田
福井市高木中央3丁目1701
（藤島園内）

0776-57-0040 0776-52-1212

ほやねっと北 西藤島・明新・河合
福井市新田塚1丁目42-1
（福井総合クリニック内）

0776-25-2510 0776-25-8263

ほやねっとみなみ 清明・麻生津
福井市下荒井町20-6
（水谷ビル1階）

0776-43-1316 0776-43-1317

ほやねっと社 社南・社北・社西 福井市福1丁目1710 0776-36-1246 0776-36-0156

ほやねっと光
福井市大瀬町23字101
（東安居苑内）

0776-35-0313 0776-35-0301

ほやねっと光
【こしの相談所】

福井市蒲生町1-90-1
（こしの渚苑内）

0776-65-0699 ─

ほやねっと川西
福井市南楢原町20字大畑2
（福井リハビリテーション病院内）

0776-59-1551 0776-59-1556

ほやねっと川西
【あゆかわ相談所】

福井市鮎川町107-2-2 0776-88-2011 ─

ほやねっと東足羽
福井市下六条町201
（福井厚生病院内）

0776-41-4135 0776-41-3714

ほやねっと東足羽
【すいだに相談所】

福井市椙谷町12-9-2 0776-90-3858 ─

地域包括ケア推進課 福井市全域 福井市大手3丁目10-1 0776-20-5400 0776-20-5426

介護保険課 福井市全域 福井市大手3丁目10-1 0776-20-5715 0776-20-5766

高齢者虐待および養護者支援に関する通報・相談等窓口（福井県内）

福井市

平成30年3月1日現在

東安居・日新・安居・一光・殿
下・清水西・清水東・清水南・清
水北・越廼

大安寺・国見・棗・鷹巣・鶉・本
郷・宮ノ下

酒生・一乗・六条・東郷・上文殊・文
殊・美山
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１　市町の相談等窓口

市町名 地域包括支援センター、市町担当課 担当地域 住所 電話番号 ＦＡＸ番号

敦賀市地域包括支援センター
「あいあい」

北、南、西、松原、西浦、東浦、東郷、
中郷、愛発

敦賀市東洋町4-1
（敦賀市福祉総合センター「あいあいプラザ」内）

0770-22-7272 0770-22-3785

敦賀市地域包括支援センター
「なごみ」

粟野
敦賀市公文名1-6
（つるが生協在宅総合センター「和」内）

0770-21-7530 0770-25-4352

敦賀市地域包括支援センター
「長寿」

敦賀市全域 敦賀市中央町2丁目1-1 0770-22-8181 0770-22-8179

小浜市地域包括支援センター 小浜・雲浜・西津・内外海・加斗 小浜市南川町4－31 0770-64-6015 0770-53-3480

高齢・障がい者元気支援課 小浜市全域 小浜市大手町6-3 0770-53-1111
（内線174）

0770-53-1016

小浜社会福祉協議会地域包括支援セン
ター

国富・宮川・松永・遠敷・今富・口名田・中名田 小浜市遠敷84-3-4 0770-56-5855 0770-56-5810

大野市地域包括支援センター 大野市全域 大野市天神町1-19 0779-65-5046 0779-66-0294

健康長寿課 大野市全域 大野市天神町1-19 0779-65-7333 0779-66-0294

勝山市地域包括支援センター 勝山市全域
勝山市郡町1-1-50
（福祉健康センターすこやか内）

0779-87-0900
時間外0779-88-1111

0779-87-3522

健康長寿課 勝山市全域 勝山市郡町1-1-50
0779-87-0900

時間外0779-88-1111
0779-87-3522

鯖江市地域包括支援センター 鯖江市全域 鯖江市西山町13-1 0778-53-2265 0778-51-8157

長寿福祉課 鯖江市全域 鯖江市西山町13-1 0778-53-2219 0778-51-8157

鯖江地区地域包括支援サブセンター 鯖江地区・新横江地区 鯖江市旭町4丁目9-10 0778-51-0112 0778-51-4440

神明地区地域包括支援サブセンター 神明地区 鯖江市水落町2丁目30-1 0778-51-0091 0778-51-8079

鯖江西地区地域包括支援サブセンター 立待地区・吉川地区・豊地区 鯖江市吉江町31-7-1 0778-53-2776 0778-53-2778

鯖江東地区地域包括支援サブセンター
中河地区・片上地区・北中山地区・河
和田地区

鯖江市中野町33-20-1 0778-54-0513 0778-51-8412

高齢者虐待および養護者支援に関する通報・相談等窓口（福井県内）

平成30年3月1日現在

大野市

勝山市

鯖江市

敦賀市

小浜市
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１　市町の相談等窓口

市町名 地域包括支援センター、市町担当課 担当地域 住所 電話番号 ＦＡＸ番号

あわら地域包括支援センター あわら市全域 あわら市市姫3-1-1 0776-73-8046 0776-73-5688

健康長寿課 あわら市全域 あわら市市姫3-1-1 0776-73-8022 0776-73-5688

越前市地域包括支援センター 越前市全域 越前市府中1丁目13-7（長寿福祉課内） 0778-22-3784 0778-22-3257

越前市社会福祉協議会
地域包括支援センター

北日野地区、北新庄地区、味真野地
区

越前市府中1丁目11-2
（越前市福祉健康センター内）

0778-22-6111 0778-22-8011

しくら地域包括サブセンター 南地区、坂口地区、王子保地区 越前市千福町328 0778-29-1188 0778-25-5550

あいの樹地域包括サブセンター 西地区、神山地区、白山地区 越前市中央2丁目9-40 0778-21-2886 0778-21-3110

地域包括サブセンターメゾンいまだて
粟田部地区、岡本地区、南中山地区、
服間地区

越前市東樫尾町8-38 0778-43-1888 0778-43-1877

地域包括サブセンター和上苑 東地区、国高地区
越前市瓜生町33-12-2
（エスポアールわかたけ内）

0778-23-5255 0778-25-5801

地域包括サブセンター丹南きらめき 吉野地区、大虫地区 越前市家久町49 0778-22-7776 0778-22-4655

坂井市基幹型地域包括支援センター 坂井市全域 坂井市坂井町下新庄1-1（健康長寿課内） 0776-50-2264 0776-66-2940

坂井市三国地域包括支援センター 三国町 坂井市三国町北本町二丁目6-65 0776-82-1616 0776-82-6116

坂井市丸岡地域包括支援センター 丸岡町 坂井市丸岡町西瓜屋15-12 0776-68-1130 0776-68-1129

坂井市春江地域包括支援センター 春江町 坂井市春江町江留上昭和119 0776-43-0227 0776-43-0228

坂井市坂井地域包括支援センター 坂井町
坂井市坂井町下新庄18-3-1
（坂井市社会福祉協議会内）

0776-67-5000 0776-67-2807

永平寺町地域包括支援センター 永平寺町全域 吉田郡永平寺町松岡春日1-4 0776-61-6166 0776-61-6167

福祉保健課 永平寺町全域 吉田郡永平寺町松岡春日1-4 0776-61-3920 0776-61-3464

平成30年3月1日現在

高齢者虐待および養護者支援に関する通報・相談等窓口（福井県内）

あわら市

越前市

坂井市

永平寺町
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１　市町の相談等窓口

市町名 地域包括支援センター、市町担当課 担当地域 住所 電話番号 ＦＡＸ番号

池田町地域包括支援センター 池田町全域
今立郡池田町薮田5-3-1
（総合保健福祉センター内）

0778-44-8008 0778-44-8009

保健福祉課 池田町全域
今立郡池田町薮田5-3-1
（総合保健福祉センター内）

0778-44-8000 0778-44-8009

南越前町地域包括支援センター 南越前町全域 南条郡南越前町東大道29-1 0778-47-8009 0778-47-3605

保健福祉課 南越前町全域 南条郡南越前町東大道29-1 0778-47-8007 0778-47-3605

南越前町社会福祉協議会地域包括支
援センター

今庄地区
南条郡南越前町今庄86-5-2
（南越前町社会福祉協議会今庄支所内）

0778-45-1170 0778-45-0183

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

河野地区
南条郡南越前町甲楽城7-31-1
（南越前町社会福祉協議会河野支所内）

0778-48-2260 0778-48-7100

今庄総合事務所 今庄地区 南条郡南越前町今庄74-14 0778-45-8001 0778-45-0425

河野総合事務所 河野地区 南条郡南越前町河野15-16-1 0778-48-7704 0778-48-2054

越前町地域包括支援センター 越前町全域 丹生郡越前町西田中13-5-1 0778-34-8729 0778-34-0951

健康保険課 越前町全域 丹生郡越前町西田中13-5-1 0778-34-8710 0778-34-0951

福祉課 越前町全域 丹生郡越前町西田中13-5-1 0778-34-8725 0778-34-1235

宮崎コミュニティセンター
宮崎住民サービス室

宮崎地区 丹生郡越前町江波50-80-1 0778-32-7711 0778-32-3246

越前コミュニティセンター
越前住民サービス室

越前地区 丹生郡越前町道口1-24-1 0778-37-7711 0778-37-1301

織田コミュニティセンター
織田住民サービス室

織田地区 丹生郡越前町織田36-1 0778-36-7711 0778-36-1117

美浜町高齢者支援センター 美浜町全域 三方郡美浜町郷市25-25 0770-32-6704 0770-32-6050

福祉課 美浜町全域 三方郡美浜町郷市25-25 0770-32-6704 0770-32-6050

高齢者虐待および養護者支援に関する通報・相談等窓口（福井県内）

平成30年3月1日現在

美浜町

南越前町

池田町

越前町
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１　市町の相談等窓口

市町名 地域包括支援センター、市町担当課 担当地域 住所 電話番号 ＦＡＸ番号

高浜町地域包括支援センター 高浜町全域 大飯郡高浜町和田117-68 0770-72-6120 0770-72-6109

保健福祉課 高浜町全域 大飯郡高浜町和田117-68 0770-72-5887 0770-72-6109

大飯郡おおい町本郷92-51-1
（保健福祉センターなごみ内）

0770-77-2770 0770-77-3377

大飯郡おおい町名田庄下6-1
(あっとほ～むいきいき館）

0770-67-2000 0770-67-3303

若狭町地域包括支援センター 若狭町全域 三方上中郡若狭町市場20-18 0770-62-2703 0770-62-1049

福祉課 若狭町全域 三方上中郡若狭町市場20-18 0770-62-2703 0770-62-1049

２　県の相談等窓口

担当地域 住　　　所 電話番号 ＦＡＸ番号

県内全域 福井市大手３丁目１７－１ 0776-20-0331 0776-20-0642

県内全域
福井市光陽２丁目３－２２　福井県社会福祉
センター１階

0776-25-0294 0776-24-4187

名　　　称

福井県健康福祉部長寿福祉課

福井県高齢者権利擁護専門相談窓口

おおい町地域包括支援センター おおい町全域

若狭町

高浜町

おおい町

高齢者虐待および養護者支援に関する通報・相談等窓口（福井県内）

平成30年3月1日現在
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