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8章

相談窓口・制度の問い合わせ先

１．若年性認知症の相談窓口
福 井 県 若 年性認知症相談窓口
若年性認知症支援コーディネーターが若年性認知症の様々な相談に応じています。相談内容に応じて、適切
な関係機関と連携して対応します。相談は無料です。まずはお電話でご連絡ください。
名
所

在

称

福井県若年性認知症相談窓口

地

福井市文京２-９-１（公益財団法人

電 話 番 号

0776-63-5488

時

月〜金曜日

間

松原病院内）

午前９時00分から午後５時30分まで（祝日・振替休日・年末年始はお休み）

福井県若年性認知症相談窓口ホームページ

https://www.j-monowasure.com

若 年 性 認 知症コールセンター
専門的教育を受けた相談員が電話で相談を受けています。通話・相談は無料です。
名

称

若年性認知症コールセンター

電 話 番 号

0800-100-2707
（フリーコール）

時

月～土曜日

間

午前10時00分から午後３時00分まで
（祝日・振替休日・年末年始はお休み）

ホームページでも若年性認知症に関する様々な情報を提供しています。 若年性認知症コールセンター

検索

http://y-ninchisyotel.net/index.html

２．医療機関
専 門 病 院・認知症疾患医療センター
認知症の診断や治療を行うだけでなく、看護師や精神保健福祉士が、認知症の方への対応の仕方や福祉サー
ビスなどについて、相談に応じています。相談は無料です。
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名称

相 談 窓 口・制 度 の 問 い 合 わ せ 先

所在地

電話番号

福井県立すこやかシルバー病院

福井市島寺町93-6

0776-98-2700

松原病院（嶺北認知症疾患医療センター）

福井市文京２-９-１

0776-28-2929

敦賀温泉病院（嶺南認知症疾患医療センター）

敦賀市吉河41-１-５

0770-23-8210

認 知 症 サ ポート医・認知症研修を修了したかかりつけ医
日頃から受診するかかりつけ医は、
ご本人やご家族の普段の状況をよく知っている、
身近な相談窓口です。
福
井県では、
かかりつけ医に対し、
適切な認知症診断の知識・技術などを習得するための研修を行っています。
●

認知症サポート医
国の養成研修を修了し、認知症に関する専門診断・治療ができる医療機関で、かかりつけ医への助言などの

サポートをします。また、認知症の正しい知識の普及を推進します。
●

認知症研修を修了したかかりつけ医
適切な認知症診断の知識・技術をもつかかりつけ医です。

認知症サポート医・認知症かかりつけ医の一覧はホームページに記載しています。 福井県認知症
http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kourei/ninntisyoujyouhou.html
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検索

３．地域包括支援センター
保健・医療・福祉の様々な相談に対応し、生活を総合的に支援する地域の身近な相談窓口です。
市町

福井市

名称

所在地

電話番号

豊・木田

福井市木田１- 3308

0776-33-5777

ほやねっとあたご

足羽・湊

福井市明里町９-20

0776-33-6800

ほやねっと中央北

春山・松本・宝永

福井市文京２-12-23

0776-28-7271

ほやねっと不死鳥

順化・日之出・旭

福井市日之出４-３-12

0776-20-5683

ほやねっとあずま

和田・円山

福井市和田中町舟橋７-１

0776-28-8511

ほやねっと大東

啓蒙・岡保・東藤島

福井市丸山町40-７

0776-53-4092

ほやねっと九頭竜

中藤島・森田

福井市高木中央３-1701

0776-57-0040

ほやねっと北

西藤島・明新・河合

福井市新田塚１-42-１

0776-25-2510

ほやねっとみなみ

清明・麻生津

福井市下荒井町20-６

0776-43-1316

ほやねっと社

社南・社北・社西

福井市福１-1710

0776-36-1246

ほやねっと光

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

福井市大瀬町23字101

0776-35-0313

ほやねっと川西

大安寺・国見・鶉・棗
鷹巣・本郷・宮ノ下

福井市仙町6-4

0776-97-8003

酒生・一乗・六条・東郷
上文殊・文殊・美山

福井市下六条町201

0776-41-4135

福井市椙谷町12-９-２

0776-90-3858

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２-１-１

0770-22-8181

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・愛発地区

敦賀市東洋町４-１

0770-22-7272

敦賀市地域包括支援センター「なごみ」

粟野地区

敦賀市公文名１-６

0770-21-7530

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

小浜市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

ほやねっと東足羽
【すいだに相談所】

敦賀市

担当地域

ほやねっと明倫

小浜市

大野市

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

勝山市

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

0779-87-0900

鯖江市基幹型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

地域包括支援センターさばえ

鯖江・新横江

鯖江市旭町4-4-9

0778-51-0112

鯖江市社会福祉協議会地域包括支援センター神明

神明

鯖江市水落町２-30-１

0778-51-2840

鯖江西地域包括支援センター

立待・吉川・豊

鯖江市吉江町31-７-１

0778-53-2776

鯖江市

あわら市

永平寺町
池田町

南越前町

越前町

鯖江市中野町33-20-１

0778-54-0513

あわら市市姫３-１-１

0776-73-8046

あいの樹地域包括支援センター

西・神山・白山

越前市中央2-9-40

0778-42-5725

越前市社会福祉協議会地域包括支援センター

北日野・北新庄・味真野

越前市矢船町8-12-1

0778-22-6111

しくら地域包括支援センター

南・王子保・坂口

越前市妙法寺町413・414

0778-29-1188

地域包括支援センター丹南きらめき

吉野・大虫

越前市家久町49

0778-22-7776

地域包括支援センターメゾンいまだて

粟田部・岡本・南中山・服間

越前市東樫尾町8-38

0778-43-1888

地域包括支援センター和上苑

東・国高

越前市瓜生町33-12-2

0778-23-5255

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

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

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

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第18-３-１

0776-67-5000

永平寺町社会福祉協議会地域包括支援センター

永平寺町全域

吉田郡永平寺松岡春日１-４

0776-61-6166

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

0778-44-8008

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

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

0778-45-1170

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

0778-48-2260

越前町地域包括支援センター
地域包括支援センター丹生

越前町全域

丹生郡越前町西田中13-５-１

0778-34-8729

丹生郡越前町朝日22－7－1

0778-34-8000

美浜町

美浜町地域包括支援センター

美浜町全域

三方郡美浜町郷市25-25

0770-32-6704

高浜町

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

おおい町地域包括支援センター

おおい町全域

大飯郡おおい町本郷92-51-１

0770-77-2770

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

0776-62-2702

おおい町
若狭町

相 談 窓 口・制 度 の 問 い 合 わ せ 先

坂井市

中河・片上・北中山・河和田
あわら市全域

第８章

越前市

鯖江東地域包括支援センター
あわら地域包括支援センター
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４．障がい者福祉に関する相談窓口
市町

名称

担当地域

小浜市

福井市新保町16-3-2

0776-43-1229

ほくせい

鶉・棗・鷹巣・本郷・宮ノ下・
国見・大安寺・中藤島・森田・
河合・西藤島・明新

福井市燈豊町43-9-3

080-8998-0033

なんとう

豊・木 田・酒 生・一 乗・上 文
殊・文殊・六条・東郷・美山・
清明・麻生津

福井市下六条217-4

0776-41-2334

なんせい

足羽・湊・社南・社北・社西・
日新・東安居・安居・一光・殿
下・清水東、西、南、北・越廼

福井市有楽町3-4-102

0776-50-6572

敦賀市東洋町4-1

0770-22-8811

敦賀市神楽町1-3-20

0770-20-4565

敦賀市社会福祉協議会指定特定・障害児・一般相
談支援事業所「あいあい」
敦賀市障害者地域生活支援センター

こだま

敦賀市全域

地域活動支援センターはあとぽーとさくらヶ丘

敦賀市桜ケ丘町8-8

0770-24-4848

若狭つくし会相談支援事業所

小浜市水取４-４-５

0770-53-1286

三方上中郡若狭町市場21-8-7

0770-62-0025

相談支援センター

若狭ねっと

小浜市全域

大野市

大野市障害者相談支援センター

大野市全域

大野市天神町1-19

0779-69-1600

勝山市

勝山市障害者生活支援センター

勝山市全域

勝山市郡町1-1-50

0779-88-1177

鯖江市三六町1-11-3

0778-53-0058

鯖江市神明町5-5-37

0778-51-1839

鯖江市和田町9-1-1

0778-62-2242

相談支援事業所
鯖江市

つつじ

鯖江市障害者生活支援センター
相談支援センター

あわら市
越前市
坂井市
永平寺町
池田町
南越前町
越前町
美浜町
高浜町
おおい町
若狭町
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電話番号

ほくとう

福井市

敦賀市

所在地

春山・松本・宝永・順化・日之
出・旭・啓蒙・岡保・東藤島・
和田・円山

鯖江市全域

こうどうえん

ひとよし

あわら市全域

あわら市大溝1-20-13

0776-73-0031

越前市全域

越前市府中2-3-22

0778-24-1955

三国・春江

坂井市三国町北本町2丁目6-65

0776-97-9226

丸岡・坂井

坂井市丸岡町西里丸岡4-38

0776-66-2215

永平寺町福祉保健課

永平寺町全域

吉田郡永平寺町松岡春日1-4

0776-61-3920

池田町保健福祉課

池田町全域

今立郡池田町薮田5-3-1

0778-44-8000

障がい相談支援センター
相談支援事業所

えちぜん

けいちょう

障がい相談支援センター

まるおか

南越前町保健福祉課
越前町相談支援センター

さざんか

地域活動支援センターはあとぽーとさくらヶ丘
相談支援センター

若狭ねっと

若狭つくし会相談支援事業所
相談支援センター

若狭ねっと

若狭つくし会相談支援事業所
相談支援センター

若狭ねっと

南越前町全域

南条郡南越前町東大道29-1

0778-47-8007

越前町全域

丹生郡越前町朝日1-201

0778-34-2501

敦賀市桜ケ丘町8-8

0770-24-4848

美浜町全域
高浜町全域
おおい町全域

三方上中郡若狭町市場21-8-7

0770-62-0025

小浜市水取４-４-５

0770-53-1286

三方上中郡若狭町市場21-8-7

0770-62-0025

小浜市水取４-４-５

0770-53-1286

三方上中郡若狭町市場21-8-7

0770-62-0025

若狭つくし会相談支援事業所

上中

小浜市水取４-４-５

0770-53-1286

相談支援センター

若狭町全域

三方上中郡若狭町市場21-8-7

0770-62-0025

若狭ねっと

５．本人・家族の交流の場
認 知 症 の人と家族の会
認知症の方とそのご家族を支援する全国組織です。福井県支部では毎月県内各地で「つどい」を開催してい
ます。
「つどい」とは若年性認知症も含めた認知症の方やご家族、サービス事業者、専門家の懇談会です。
認知症の人と家族の会本部ではフリーダイヤルによる電話相談を実施しています。認知症に関する知識や
介護の仕方など何でも相談に応じています。介護の愚痴や悩みなどもお話しください。経験者が丁寧にお聞き
します。
電話番号：0120-294-456
（フリーコール）
携帯、PHSの場合は075-811-8418へ
（通話有料）
時

間：月～金曜日

午前10時00分から午後３時00分まで
（祝日・振替休日・年末年始はお休み）

福井県支部でも電話相談を行っています。お気軽にご連絡ください。
電話番号：0776-28-2929
（嶺北認知症疾患医療センター内認知症の人と家族の会福井県支部事務局）
時

間：月～金曜日

午前9時00分から午後5時30分まで
（祝日・振替休日・年末年始はお休み）

「 ほ や 座くらぶ」
（ 若年性認知症の人と家族の会）
発症時64歳以下の若年性認知症の方とそのご家族を対象に２か月に１回交流会を行っています。開催の日
程など、詳細は福井県若年性認知症相談窓口にお問い合わせください。不定期で若年性認知症の親を持つ子ど
も世代のつどいも開催しています。
開催日：原則奇数月の第４土曜日の午前中
会

場： デイセンターすずかぜ（福井市文京２-16-９）

内

容：ミニ講座、本人・家族の交流会

問い合わせ先
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福井県若年性認知症相談窓口にお問い合わせください。 若年性認知症相談窓口は P50

認 知 症 カフェ・家族会など

相 談 窓 口・制 度 の 問 い 合 わ せ 先

認知症カフェとは認知症の方とそのご家族、地域住民、専門職の誰もが気軽に参加でき、集える場所です。
コーヒーを飲みながら認知症の方やご家族同士が交流したり、医療や福祉の専門的な知識を持つスタッフに、
認知症のことや日々の生活で心配なことなどを気軽に相談することができます。
家族会は同じ悩みを持つ方と交流したり、情報交換を行ったりすることができます。
各地域で開催の状況などが異なりますので、
詳しくは担当の地域包括支援センターにお問い合わせください。
地域包括支援センターの一覧は P51
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６．各市町の窓口
市町名

制度

担当課

電話番号

自立支援医療
重度障害者（児）医療費助成
精神障害者保健福祉手帳

障がい福祉課

0776-20-5435

介護保険制度

介護保険課

0776-20-5715

国民健康保険

保険年金課

0776-20-5383

国民年金

保険年金課

0776-20-5476

住民税・軽自動車税

市民税課

0776-20-5306

地域福祉課

0770-22-8176

介護保険制度

長寿健康課

0770-22-8180

国民健康保険（加入・給付）
（保険税）

国保年金課（保険給付係）
国保年金課（保険税係）

0770-22-8119
0770-22-8120

国民年金

国保年金課（年金係）

0770-22-8218

住民税・軽自動車税

税務課

0770-22-8106

障害福祉サービス

福井市

特別障害者手当

自立支援医療
重度障害者（児）医療費助成
精神障害者保健福祉手帳
障害福祉サービス

敦賀市

特別障害者手当

自立支援医療
重度障害者（児）医療費助成
精神障害者保健福祉手帳
障害福祉サービス

小浜市

高齢・障がい者元気支援課
（障がい者支援グループ）

0770-64-6012

特別障害者手当
介護保険制度
国民健康保険
国民年金
住民税・軽自動車税

高齢・障がい者元気支援課（介護保険グループ）

0770-64-6014

市民福祉課（保険・年金グループ）

0770-64-6018

税務課（課税グループ）

0770-64-6004

福祉課（社会福祉グループ）

0779-64-5142

健康長寿課（長寿グループ）

0779-65-7333

市民生活・統計課（保険年金グループ）

0779-64-4810

税務課

0779-64-4811

福祉児童課

0779-87-0777

健康体育課（介護福祉係）

0779-87-0888

市民課（国保年金係）

0779-88-8102

市民課

0779-88-8101

社会福祉課

0778-53-2217

長寿福祉課（介護保険グループ）

0778-53-2218

国保年金課

0778-53-2207

税務課（市民税グループ）

0778-53-2210

自立支援医療
重度障害者（児）医療費助成
精神障害者保健福祉手帳
障害福祉サービス

大野市

特別障害者手当
介護保険制度
国民健康保険
国民年金
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住民税・軽自動車税
自立支援医療
重度障害者（児）医療費助成
精神障害者保健福祉手帳

相 談 窓 口・制 度 の 問 い 合 わ せ 先

障害福祉サービス

勝山市

特別障害者手当
介護保険制度
国民健康保険
国民年金
住民税・軽自動車税
自立支援医療
重度障害者（児）医療費助成
精神障害者保健福祉手帳
障害福祉サービス

鯖江市

特別障害者手当
介護保険制度
国民健康保険
国民年金
住民税・軽自動車税
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市町名

制度

担当課

電話番号

自立支援医療
重度障害者（児）医療費助成
精神障害者保健福祉手帳

福祉課（福祉総務グループ）

0776-73-8020

健康長寿課
（介護支援グループ・高齢福祉グループ）

0776-73-8022

市民課（保険年金グループ）

0776-73-8015

税務課（市民税グループ）

0776-73-8011

社会福祉課

0778-22-3004

長寿福祉課（介護保険グループ）

0778-22-3715

保険年金課

0778-22-3002

税務課

0778-22-3014

社会福祉課

0776-50-3041

介護保険制度

高齢福祉課

0776-50-3040

国民健康保険（加入・給付）
（保険税）

保険年金課
課税課

0776-50-3031
0776-50-3023

国民年金

保険年金課

0776-50-3031

住民税・軽自動車税

課税課

0776-50-3023

福祉保健課

0776-61-3920

障害福祉サービス

あわら市

特別障害者手当
介護保険制度
国民健康保険
国民年金
住民税・軽自動車税
自立支援医療
重度障害者（児）医療費助成
精神障害者保健福祉手帳
障害福祉サービス

越前市

特別障害者手当
介護保険制度
国民健康保険
国民年金
住民税・軽自動車税
自立支援医療
重度障害者（児）医療費助成
精神障害者保健福祉手帳
障害福祉サービス

坂井市

特別障害者手当

自立支援医療
重度障害者（児）医療費助成
精神障害者保健福祉手帳
障害福祉サービス

永平寺町

特別障害者手当
介護保険制度
国民健康保険
国民年金

住民税務課

住民税・軽自動車税

0776-61-3945
0776-61-3944

自立支援医療
重度障害者（児）医療費助成
保健福祉課

0778-44-8000

保健福祉課
住民税務課

0778-44-8000
0778-44-8001

住民税務課

0778-44-8001

自立支援医療

保健福祉課

0778-47-8007

重度障害者（児）医療費助成

町民税務課

0778-47-8014

保健福祉課

0778-47-8007

町民税務課

0778-47-8014

障害福祉サービス

池田町
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精神障害者保健福祉手帳
特別障害者手当
国民健康保険（給付）
（加入・保険税）
国民年金
住民税・軽自動車税

相 談 窓 口・制 度 の 問 い 合 わ せ 先

介護保険制度

精神障害者保健福祉手帳
障害福祉サービス

南越前町

特別障害者手当
介護保険制度
国民健康保険
国民年金
住民税・軽自動車税
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市町名

制度

担当課

電話番号

自立支援医療
重度障害者（児）医療費助成
精神障害者保健福祉手帳

障がい生活課

0778-34-8723

介護保険制度

介護福祉課

0778-34-8715

国民健康保険（加入・給付）
（保険税）

健康保険課
税務課

0778-34-8710
0778-34-8709

国民年金

健康保険課

0778-34-8710

住民税・軽自動車税

税務課

0778-34-8709

健康福祉課

0770-32-6704

国民健康保険（加入・給付）
（保険税）

住民環境課
税務課

0770-32-6703
0770-32-6702

国民年金

住民環境課

0770-32-6703

住民税・軽自動車税

税務課

0770-32-6702

自立支援医療

保健福祉課（福祉グループ）

0770-72-5887

重度障害者（児）医療費助成

住民生活課

0770-72-7703

保健福祉課（福祉グループ）

0770-72-5887

国民健康保険（加入・給付）
（保険税）

住民生活課
税務課

0770-72-7703
0770-72-7707

国民年金

住民生活課

0770-72-7703

住民税・軽自動車税

税務課

0770-72-7707

自立支援医療

いきいき福祉課

0770-62-2760

重度障害者（児）医療費助成

住民窓口課

0770-77-4053

いきいき福祉課

0770-77-2760

国民健康保険（加入・給付）
（保険税）

すこやか健康課
税務地籍課

0770-77-1155
0770-77-4052

国民年金

住民窓口課

0770-77-4053

住民税・軽自動車税

税務地籍課

0770-77-4052

福祉課

0770-62-2703

国民健康保険（加入・給付）
（保険税）

健康医療課
税務住民課（税）

0770-62-2708
0770-45-9101

国民年金

税務住民課（窓口）

0770-45-9106

住民税・軽自動車税

税務住民課（税）

0770-45-9101

障害福祉サービス

越前町

特別障害者手当

自立支援医療
重度障害者（児）医療費助成
精神障害者保健福祉手帳
障害福祉サービス

美浜町

特別障害者手当
介護保険制度

精神障害者保健福祉手帳
障害福祉サービス

高浜町

特別障害者手当
介護保険制度

精神障害者保健福祉手帳
障害福祉サービス

おおい町

特別障害者手当
介護保険制度
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自立支援医療
重度障害者（児）医療費助成
精神障害者保健福祉手帳

相 談 窓 口・制 度 の 問 い 合 わ せ 先
56

障害福祉サービス

若狭町

特別障害者手当
介護保険制度

７．社会福祉協議会
制度についての相談・申し込み
名称
福井市社会福祉協議会
敦賀市社会福祉協議会
小浜市社会福祉協議会
大野市社会福祉協議会
勝山市社会福祉協議会
鯖江市社会福祉協議会
あわら市社会福祉協議会
越前市社会福祉協議会
坂井市社会福祉協議会
永平寺町社会福祉協議会
池田町社会福祉協議会
南越前町社会福祉協議会
越前町社会福祉協議会
美浜町社会福祉協議会
高浜町社会福祉協議会
おおい町社会福祉協議会
若狭町社会福祉協議会

制度

担当部署

日常生活自立支援事業

連絡先

福井市高齢者・障害者日常生活自立支援センター

0776-22-0225
0776-26-1853

生活福祉資金貸付制度

生活福祉資金係

日常生活自立支援事業

敦賀市高齢者・障害者日常生活自立支援センター

生活福祉資金貸付制度

生活福祉資金係

日常生活自立支援事業

小浜市高齢者・障害者日常生活自立支援センター

生活福祉資金貸付制度

生活福祉資金係

日常生活自立支援事業

大野市高齢者・障害者日常生活自立支援センター

生活福祉資金貸付制度

生活福祉資金係

日常生活自立支援事業

勝山市高齢者・障害者日常生活自立支援センター

生活福祉資金貸付制度

生活福祉資金係

日常生活自立支援事業

鯖江市高齢者・障害者日常生活自立支援センター

0778-51-1839

生活福祉資金貸付制度

生活福祉資金係

0778-51-0091

日常生活自立支援事業

あわら市高齢者・障害者日常生活自立支援センター

生活福祉資金貸付制度

生活福祉資金係

日常生活自立支援事業

越前市高齢者・障害者日常生活自立支援センター

生活福祉資金貸付制度

生活福祉資金係

日常生活自立支援事業

坂井市高齢者・障害者日常生活自立支援センター

0776-68-5070

生活福祉資金貸付制度

生活福祉資金係

0776-67-0699

日常生活自立支援事業

永平寺町高齢者・障害者日常生活自立支援センター

生活福祉資金貸付制度

生活福祉資金係

日常生活自立支援事業

池田町高齢者・障害者日常生活自立支援センター

生活福祉資金貸付制度

生活福祉資金係

日常生活自立支援事業

南越前町高齢者・障害者日常生活自立支援センター

生活福祉資金貸付制度

生活福祉資金係

日常生活自立支援事業

越前町高齢者・障害者日常生活自立支援センター

生活福祉資金貸付制度

生活福祉資金係

日常生活自立支援事業

美浜町高齢者・障害者日常生活自立支援センター

生活福祉資金貸付制度

生活福祉資金係

日常生活自立支援事業

高浜町高齢者・障害者日常生活自立支援センター

生活福祉資金貸付制度

生活福祉資金係

日常生活自立支援事業

おおい町高齢者・障害者日常生活自立支援センター

生活福祉資金貸付制度

生活福祉資金係

日常生活自立支援事業

若狭町高齢者・障害者日常生活自立支援センター

生活福祉資金貸付制度

生活福祉資金係

0770-22-3133
0770-56-5800
0779-65-8773
0779-88-1177

0776-73-2253
0778-22-8500

0776-61-6003
0778-44-7750
0778-47-3767
0778-34-2388
0770-32-1164
0770-72-2411
0770-77-3415
0770-62-9005

名称
福井県社会福祉協議会
地域福祉課

制度

担当部署

日常生活自立支援制度

福井県高齢者・障害者日常生活自立支援センター

生活福祉資金貸付制度

生活福祉資金係
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制度についての問い合わせ
連絡先
0776-24-4987

相 談 窓 口・制 度 の 問 い 合 わ せ 先

８．健康福祉センター・保健所
名称

管轄区域

福井健康福祉センター

永平寺町

坂井健康福祉センター

あわら市

坂井市

所在地

特定医療費（指定難病）
支給認定制度担当部署

電話番号

福井市西木田２-８-８

地域保健課

0776-36-3429

あわら市春宮２-21-17

福祉健康増進課

0776-73-0609

奥越健康福祉センター

大野市

勝山市

大野市天神町１-１

地域保健福祉課

0779-66-2076

丹南健康福祉センター

鯖江市

越前町

鯖江市水落町１-２-25

健康増進課

0778-51-0034

丹南健康福祉センター
武生福祉保健部

越前市

池田町

健康増進課

0778-22-4135

嶺南振興局
二州健康福祉センター

敦賀市 美浜町
若狭町（旧三方町）

敦賀市開町６-５

地域保健課

0770-22-3747

嶺南振興局
若狭健康福祉センター

小浜市 高浜町 おおい町
若狭町（旧上中町）

小浜市四谷町３-10

地域保健課

0770-52-1300

福井市

福井市西木田２-８-８

保健支援室

0776-33-5185

福井市保健所

南越前町

越前市上太田町41-5
（福井県南越合同庁舎１階）
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９．ハローワーク
名称

管轄地区

所在地

電話番号
0776-52-8150
（代表）

ハローワーク福井

福井市 永平寺町
坂井市春江町

ハローワーク武生

越前市 鯖江市 池田町
南越前町 越前町

ハローワーク大野

大野市

ハローワーク三国

あわら市
坂井市三国町・坂井町・丸岡町

ハローワーク敦賀

敦賀市 美浜町
若狭町（旧三方町）

敦賀市鉄輪町１-７-３
（敦賀駅前合同庁舎１階）

0770-22-4220
（代表）

ハローワーク小浜

小浜市 高浜町 おおい町
若狭町（旧上中町）

小浜市後瀬町７-10
（小浜地方合同庁舎１階）

0770-52-1260
（代表）

福井市開発１-121-１

【障害者専門窓口】
0776-52-8155
（専門援助部門）

越前市府中１-11-２
（平和堂アルプラザ武生４階）

勝山市

0778-22-4078
（代表）

大野市城町８-５

0779-66-2408
（代表）

坂井市三国町覚善69-1

0776-81-3262
（代表）

10 ．年金事務所
名称

管轄地区

所在地

福井年金事務所

福井市
坂井市

大野市
吉田郡

勝山市

あわら市

武生年金事務所

越前市
丹生郡

鯖江市

今立郡

南条郡

敦賀年金事務所

敦賀市 小浜市
三方上中郡

三方郡

大飯郡

連絡先

福井市手寄２-１-34

0776-23-4518
（お客様相談室）

越前市新町５-２-11

0778-23-1126
（お客様相談室）

敦賀市東洋町５-54

0770-23-9904
（お客様相談室）

お客様相談室への電話は自動音声で案内します。案内に従って番号を押してください。
受付時間は、原則月〜金曜日の午前８時30分から午後５時15分までです。
祝日、振替休日、年末年始（12月29日から１月３日）は、お休みです。

11 ．税務署
名称

第８章
相 談 窓 口・制 度 の 問 い 合 わ せ 先
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管轄地区

所在地

電話番号

福井税務署

福井市

吉田郡

敦賀税務署

敦賀市

三方郡

三方上中郡

武生税務署

越前市
南条郡

鯖江市
丹生郡

今立郡

小浜税務署

小浜市

大飯郡

小浜市後瀬町7-10

大野税務署

大野市

勝山市

大野市城町７-28

0779-66-2180

三国税務署

あわら市

坂井市三国町中央１-２-２

0776-81-3211

福井市春山１-１-54

坂井市

福井春山合同庁舎

敦賀市鉄輪町１-７-３

敦賀駅前合同庁舎

越前市中央１-６-12

0776-23-2690
0770-22-1010
0778-22-0890

小浜地方合同庁舎

税務署への電話は自動音声で案内します。相談内容に応じて該当の番号を押してください。
税務署での面接による相談は事前の予約が必要です。
税務署の開庁時間は、月～金曜日の午前８時30分から午後５時00分までです。
祝日、振替休日、年末年始（12月29日から１月３日）は、お休みです。

0770-52-1008

