
Ｒ５．４．１現在

番　号 所　管　課 所管数 名　　　　称 所　　在　　地 設立年月日

1 税務課 8 （公社）福井県法人会連合会  福井市中央３丁目３－２３  昭５８．　６．２８

2 （公社）奥越法人会  大野市明倫町３－３７  昭５７．　２．２７

3 （公社）小浜法人会  小浜市大手町５－３２小浜商工会館内  昭５８．　３．２５

4 （公社）坂井法人会  あわら市二面２－７０１  昭５５．　６．１７

5 （公社）敦賀法人会  敦賀市神楽町２丁目１－４敦賀商工会館内  昭５６．　１．　８

6 （公社）南越法人会  越前市塚町１０１武生商工会館内  昭５４．１０．　９

7 （公社）福井法人会  福井市中央３丁目３－２３  昭５０．１２．１７

8 （一社）福井県自動車会議所  福井市西谷１丁目１４０１  昭４１．　４．１２

9 情報公開・法制課 1 （公社）福井県公共嘱託登記土地家屋調査士協会  福井市下馬二丁目３１４  昭６１．　１．１４

10 大学私学課 3 （公財）日下部・グリフィス学術・文化交流基金  福井市文京三丁目９－１福井大学事務局内  昭５５．　３．　４

11 （公財）福井県グローバル人材基金  吉田郡永平寺町松岡兼定島４－１－１  平　４．　６．１２

12 （公財）前田工繊財団  坂井市春江町沖布目３８－３  平２６．１２．　５

13 ＤＸ推進課 1 （一社）福井県情報通信基盤整備協会  福井市問屋町３丁目４１０  平　３．１０．２３

14 市町協働課 5 （公財）越前市文化振興・施設管理事業団  越前市高瀬２丁目３－３  平　４．　４．　１

15 （公財）福井県市町振興協会  福井市西開発４丁目２０２－１  昭５４．　３．２６

16 （一財）越前町公共施設管理公社  丹生郡越前町小曽原７－８  平　６．　３．２２

17 （一財）大野市公共施設管理公社  大野市天神町１－１９  平　９．　３．２４

18 （一財）南越前町公共施設管理公社  南条郡南越前町東大道２９－１  平　７．　３．３１

19 県民活躍課 1 （公財）ふくい女性財団  福井市下六条町１４－１  平　７．１１．　１

20 交通まちづくり課 2 （公社）福井県バス協会  福井市西谷１丁目１４０１  昭５１．　８．１１

21 （一社）福井県トラック協会  福井市別所町１７－１８－１  昭４９．　９．２７

22 観光誘客課 3 （公社）福井県観光連盟  福井市松本三丁目１６－１０  平　２．１０．２４

23 （公財）福井市観光協会  福井市中央一丁目２－３  昭６３．１０．１５

24 （一社）若狭三方五湖観光協会  三方上中郡若狭町三方３９－５－２  昭３８．１２．２８

25 文化課 9 （公財）金津創作の森財団  あわら市宮谷５７－２－１９  平　９．　９．１２

26 （公財）げんでんふれあい福井財団  敦賀市本町２丁目９－１６  平　９．１２．１２

27 （公財）坂井市文化振興事業団  坂井市春江町西太郎丸１５－２２  平　６．１１．１６

28 （公財）正蓮花吉澤資料館  坂井市春江町正蓮花１６－５４  平　７．　４．　３

29 （公財）多田清文化教育記念財団  勝山市平泉寺町平泉寺８５－２６－１  平　４．　１．１４

30 （公財）福井県文化振興事業団  福井市今市町４０－１－１  昭５７．　９．１６

31 （公財）ふくい藤田美術館  福井市宝永四丁目１５－１２  昭５６．　１．１６

32 （公財）歴史のみえるまちづくり協会  福井市足羽一丁目６－３４  平　８．　５．２９

33 （一財）三谷市民文化振興財団  福井市豊島一丁目３－１  平　６．　３．１４

34 スポーツ課 4 （公社）越前市スポーツ協会  越前市高瀬二丁目８－２３  平１９．１２．２５

35 （公社）福井市スポーツ協会  福井市松本四丁目１０番１号福井市体育館内  平２２．　４．　１

36 （公財）坂井市スポーツ協会  坂井市坂井町下新庄１９－７－１  昭５０．１０．１７

37 （公財）福井県スポーツ協会  福井市福町３－２０  昭４５．　５．１１

38 県民安全課 2 （公社）ふくい・くらしの研究所  福井市開発５丁目１６０３  平　９．　７．１１

39 （公財）青少年育成福井県民会議  福井市松本３丁目１６－１０  昭６０．１１．２７

40 危機対策・防災課 1 （公財）福井県消防協会  福井市大手３丁目１７－１  平　５．　９．　２

41 原子力安全対策課 1 （公財）福井原子力センター  敦賀市吉河３７－１  昭４７．　４．１５

42 循環社会推進課 1 （一財）福井県産業廃棄物処理公社  福井市白方町４６－３  昭５３．１２．　９

43 地域福祉課 1 （一財）福井県遺族連合会  福井市大宮２丁目１３－１８  昭４０．　９．　１

44 長寿福祉課 1 （公財）福井市ふれあい公社  福井市日之出４丁目３－１２  平　５．　３．１５

45 健康政策課 4 （公社）福井県栄養士会  福井市宝永三丁目１０－１６  昭６０．　４．１６

46 （公財）福井県健康管理協会  福井市真栗町４７－４８  昭４５．　８．３１

47 （公財）福井県予防医学協会  福井市和田二丁目１００６  昭４５．１１．　９

48 （公財）福井県労働衛生センター  福井市日光１丁目３－１０  昭６３．　３．３１

49 障がい福祉課 1 （一財）村井勇松基金  福井市問屋町１丁目１０  昭５７．　７．２０

50 児童家庭課 2 （公社）福井市民間幼児教育連盟  福井市明里町９－１  平１３．１０．１５

51 （一財）福井県母子寡婦福祉連合会  福井市光陽２丁目３－２２  昭３９．　６．　３

52 地域医療課 22 （公社）福井県看護協会  福井市北四ツ居町６０１番地  昭４７．１０．　６

53 （公社）福井県柔道整復師会  福井市花堂東二丁目３０１  昭５１．１２．　３

54 （公社）福井県診療放射線技師会  福井市河水町１４－３０  昭５５．　３．１７

55 （公社）福井県理学療法士会  福井市西方一丁目２－１１  平２１．　３．１８

56 （公社）福井県療術師会  福井市田原一丁目１２－１３  平　４．　６．　１

57 （公財）松原病院  福井市文京二丁目９－１  昭３１．　３．　７

58 （公財）嶺南医療振興財団  三方郡美浜町郷市１１号９番１  平１９．　２．２２

59 （一社）福井県医師会  福井市大願寺三丁目４－１０  昭２３．　１．１０

60 （一社）小浜医師会  小浜市四谷町４－３０  昭２２．１１．２０

61 （一社）勝山市医師会  勝山市郡町一丁目１－５０  昭３９．　８．　４

62 （一社）坂井地区医師会  あわら市東善寺５－２７坂井地区医師会館  昭２２．１１．２０

63 （一社）鯖江市医師会  鯖江市住吉町３丁目８－１８  昭２２．１２．　８

64 （一社）武生医師会  越前市中央一丁目９－９  昭２２．１２．　８

65 （一社）敦賀市医師会  敦賀市中央町二丁目１６－５４  昭２２．１１．２０

66 （一社）丹生郡医師会  丹生郡越前町織田１０６－４４－１  昭２２．１１．２９

67 （一社）福井市医師会  福井市大願寺三丁目４－１０  昭２３．　１．１０

68 （一社）福井県歯科医師会  福井市大願寺三丁目４－１  昭２２．１１．２０

69 （一社）福井県鍼灸マッサージ師会  福井市大宮三丁目１８－３  昭５６．１１．１７

70 （一社）福井市歯科医師会  福井市大願寺三丁目４－１  平　９．　１．１０

71 （一財）今立中央病院  越前市粟田部町３３－１  昭２９．　８．　１

72 （一財）福井県立病院共済会  福井市四ツ井二丁目８－１  昭５９．１２．　５

73 （一財）北陸公衆衛生研究所  福井市光陽４丁目４－６  昭４７．　８．１０

74 保健予防課 2 （公財）福井県アイバンク  福井市和田中町舟橋７－１  昭６１．１２．　５

75 （公財）福井県臓器移植推進財団  吉田郡永平寺町松岡下合月２３－３福井大学医学部附属病院内  平　２．１２．　７

福井県所管公益法人等一覧



番　号 所　管　課 所管数 名　　　　称 所　　在　　地 設立年月日

76 医薬食品・衛生課 3 （公社）福井県食品衛生協会  福井市松本３丁目１６－１０  昭５８．　５．　２

77 （公社）福井県ビルメンテナンス協会  福井市渕三丁目４０１  昭５５．　８．　１

78 （公財）福井県生活衛生営業指導センター  福井市松本３丁目１６－１０福井県職員会館ビル  昭５６．　９．１１

79 産業政策課 1 （一社）福井市商店街連合会  福井市西木田二丁目８－１  昭５３．　８．　３

80 国際経済課 2 （公社）ふくい市民国際交流協会  福井市田原一丁目１３－６  平２５．　４．　１

81 （公財）福井県国際交流協会  福井市宝永三丁目１－１  平　元．　３．１５

82 創業・経営課 12 （公社）大野青年会議所  大野市天神町１－１９  昭４９．１０．１６

83 （公社）勝山青年会議所  勝山市片瀬町一丁目４０２番地  昭５２．１２．　８

84 （公社）鯖江青年会議所  鯖江市長泉寺町一丁目９－２０鯖江市民活動交流センター内  昭４９．１０．１８

85 （公社）武生青年会議所  越前市塚町１０１  昭４９．１０．１７

86 （公社）敦賀青年会議所  敦賀市東洋町１－１  昭４９．１０．１７

87 （公社）福井青年会議所  福井市西木田２丁目８－１  昭４５．１２．１８

88 （公社）三国・芦原・金津青年会議所  あわら市二面二丁目７０１  昭５４．　４．　５

89 （公財）ふくい産業支援センター  坂井市丸岡町熊堂３-７-１-１６  昭４６．　８．　５

90 （公財）ふくしん地域振興協力基金  福井市田原二丁目３－１  平　３．　９．２４

91 （一社）坂井青年会議所  坂井市丸岡町一本田５－７６  昭５２．１２．１６

92 （一社）福井県ＬＰガス協会  福井市下江守町２６－３５－４  昭４０．１１．１５

93 （一社）福井県情報システム工業会  福井市川合鷲塚町６１－１０  昭６１．１１．１３

94 産業技術課 8 （公財）福井県絹人繊織物検査協会  福井市大手三丁目７－１  昭２３．１２．　６

95 （一社）鯖江織物技術伝承の会  鯖江市旭町一丁目６－５  昭３２．　４．　９

96 （一社）福井県眼鏡協会  鯖江市新横江二丁目３－４  昭５７．　９．２４

97 （一社）福井県繊維卸商協会  福井市順化一丁目８－１０  昭３９．１１．２７

98 （一社）福井県繊維協会  福井市大手三丁目７－１  昭５７．　４．　１

99 （一社）福井県繊協ビル同業会  福井市大手三丁目７－１  昭１９．　７．１９

100 （一社）福井人絹倶楽部  福井市順化一丁目１０－５  昭１２．　９．２１

101 （一財）福井県産業会館  福井市下六条町１０３  昭５５．　１．２８

102 労働政策課 20 （公社）福井県シルバー人材センター連合  福井市大手三丁目７－１  平　９．　３．２６

103 （公社）あわら市シルバー人材センター  あわら市国影１３－１３  平　７．１１．　８

104 （公社）永平寺町シルバー人材センター  吉田郡永平寺町松岡室２７－１  平１４．　９．１２

105 （公社）越前市シルバー人材センター  越前市国高二丁目２６－４－１  昭５７．　７．１４

106 （公社）越前町シルバー人材センター  丹生郡越前町内郡１４－３６  平　５．　７．３０

107 （公社）大野市シルバー人材センター  大野市天神町７－１５  昭６３．　７．１５

108 （公社）勝山市シルバー人材センター  勝山市本町一丁目９－４０  平　元．　９．２９

109 （公社）坂井市シルバー人材センター  坂井市春江町随応寺２０－２４－１  平１０．　８．　３

110 （公社）鯖江市シルバー人材センター  鯖江市上鯖江一丁目４－１  昭６２．　６．２９

111 （公社）高浜町シルバー人材センター  大飯郡高浜町宮崎６７－４－１  平２０．１２．　４

112 （公社）敦賀市シルバー人材センター  敦賀市金山７８－９－１  昭５９．　９．　７

113 （公社）福井市シルバー人材センター  福井市田原一丁目１３番６号  昭５５．１１．１７

114 （公社）南越前町シルバー人材センター  南条郡南越前町脇本２５－１９  平　５．　７．２８

115 （公社）美浜町シルバー人材センター  三方郡美浜町久々子５９－１－５  平１４．　９．１７

116 （公社）若狭シルバー人材センター  小浜市遠敷８４－３－４  昭６１．　９．２４

117 （公社）若狭町シルバー人材センター  三方上中郡若狭町中央１－１  平１５．　９．　５

118 （公社）福井県労働基準協会  福井市志比口３丁目２－１４  昭４９．　３．　２

119 （公財）福井県労働者福祉基金協会  福井市問屋町一丁目３５  昭５４．　３．２８

120 （一社）福井県労働福祉会館  福井市問屋町一丁目３５  昭４４．　９．３０

121 （一社）福井中小企業福祉共済会  福井市西開発一丁目２５０３－１  昭４５．１０．　５

122 流通販売課 2 （一財）福井県農協共済福祉事業団  福井市大手三丁目２－１８  昭５３．　９．１９

123 （一社）福井県植物防疫協会  鯖江市横越町１８－４１－１福井県農業共済会館内  平　７．　２．１０

124 園芸振興課 1 （一財）福井県野菜生産価格安定事業協会  福井市大手三丁目２－１８  昭５３．　４．２５

125 中山間農業・畜産課 9 （公社）福井県獣医師会  福井市松本三丁目１６－１０福井県職員会館ビル  昭４３．　５．３０

126 （公社）ふくい農林水産支援センター  福井市松本三丁目１６－１０  昭４１．　４．　６

127 （公財）勝山市農業公社  勝山市滝波町五丁目７０１  平１１．１１．　５

128 （公財）グリーン大飯農業公社  大飯郡おおい町芝崎１３－１－２  平　８．　２．２９

129 （公財）坂井市農業振興公社  坂井市坂井町上新庄２８－５－３  平　６．　６．　１

130 （公財）農業公社グリーンさばえ  鯖江市西山町１３－１  平　９．　２．　７

131 （一社）福井県畜産経営安定基金協会  福井市大手三丁目２－１８  昭５９．１２．　３

132 （一財）池田町農業公社  今立郡池田町稲荷３５－４  平　６．　３．　８

133 （一財）越前たけふ農業公社  越前市平出二丁目２－３３  平１２．　４．　１

134 水産課 8 （一財）福井県漁業振興事業団  福井市大手二丁目８－１０  昭５５．　７．２２

135 （一財）越前町漁業振興会  丹生郡越前町小樟７－６５  昭５７．１２．２７

136 （一財）おおい町漁業振興会  大飯郡おおい町大島８３－３地先大島漁業協同組合内  昭６０．　９．２０

137 （一財）小浜市漁業振興協会  小浜市川崎三丁目１６小浜市漁業センター内  昭６１．　６．１６

138 （一財）敦賀市漁業振興基金  敦賀市蓬萊町１７－１９敦賀市漁業協同組合内  昭６１．　３．２５

139 （一財）福井県内水面漁業振興会  福井市中ノ郷町３４－１０  昭５７．　９．　６

140 （一財）福井市漁業振興会  福井市和布町無番地福井市漁業協同組合内  昭５６．１２．　３

141 （一財）美浜町漁業振興協会  三方郡美浜町日向２－５５  昭６３．　８．１５

142 県産材活用課 4 （公財）福井県林業従事者確保育成基金  福井市江端町２０－１  平　４．　２．２１

143 （一社）竹田文化共栄会  坂井市丸岡町山竹田１１９－３  昭３９．１２．　５

144 （一社）坪江愛林会  あわら市中川２０－１５－２  昭４０．１０．　１

145 （一社）劔岳文化共栄会  あわら市椚１８－１０  昭３３．　２．１４

146 森づくり課 1 （公社）福井県緑化推進委員会  坂井市丸岡町楽間１５－２７－１福井県総合グリーンセンター内  平　元．　５．１５

147 土木管理課 8 （公社）福井県不動産鑑定士協会  福井市中央一丁目３－１  平１３．　２．２８

148 （公社）小浜市建設機構  小浜市谷田部２－６－１  昭４４．　８．　７

149 （公財）福井県建設技術公社  福井市松本三丁目１６－１０  平　６．　４．　１

150 （一社）福井県造園協会  福井市和田東一丁目１６０４  昭５１．１１．２０

151 （一社）福井県建設業協会  福井市御幸三丁目１０－１５  昭３６．　２．２２

152 （一社）大野建設業会  大野市月美町１４－２１  昭３９．　５．２８

153 （一社）福井地区建設業会  福井市城東四丁目１２－２１  昭３６．　５．１５

154 （一社）若狭地区建設業会  小浜市木崎３２－１６－１  昭３７．　３．３１

155 河川課 3 （公社）福井県下水道管路管理業協会  鯖江市杉本町８１３番地  平１１．１１．　４

156 （公財）足羽川水源地域対策基金  福井市大手三丁目１７－１  平　８．　３．１９

157 （公財）福井県下水道公社  坂井市三国町池見２－２７  昭５７．　６．１５



番　号 所　管　課 所管数 名　　　　称 所　　在　　地 設立年月日

158 建築住宅課 3 （公社）福井県宅地建物取引業協会  福井市宝永四丁目４－３  昭４２．　４．　３

159 （一社）福井県建築士会  福井市御幸三丁目１０－１５  昭２７．　３．１５

160 （一社）福井県建築士事務所協会  福井市日之出五丁目４－７  昭５２．　６．１６

161 教育政策課 19 （公財）愛慶会  鯖江市深江町６－１４  平　３．１２．１３

162 （公財）江守アジア留学生育英会  福井市文京四丁目２３－１  平　６．　６．２１

163 （公財）江守奨学会  福井市大手二丁目１７－１  昭４６．　２．２０

164 （公財）大堀育英財団  大野市篠座５－８  昭５０．　９．１０

165 （公財）越廼振興会  福井市茱崎町１－６８越廼村住民センター内  平１４．　９．１１

166 （公財）坪川家住宅保存会  坂井市丸岡町上竹田３０－１１  昭４２．　９．　３

167 （公財）福井銀行教育福祉財団  福井市順化一丁目３番３号  平１２．　３．２４

168 （公財）福井県学校給食会  福井市大手三丁目１７－１福井県教育庁内  昭３４．　３．１１

169 （公財）山甚福祉育英会  越前市国府一丁目２－２  昭１８．　５．　８

170 （公財）冬青舎中村家保存会  越前市村国２丁目１４番５３号  平２６．　４．　１

171 （一社）明新会  福井市文京二丁目８－３０  昭２７．１０．　２

172 （一財）栄月育英会  福井市大手二丁目１１－１２（栄月商事株式会社内）  昭４９．　３．２４

173 （一財）西育英会  大野市田野１５－１２  昭４３．　１．１９

174 （一財）福井県教育センター  福井市大手二丁目２２－２８  昭３９．　１．２３

175 （一財）福井県教職員互助会  福井市大手三丁目１７－１福井県教育庁内  昭４６．　９．１６

176 （一財）福井県青年館  福井市松本三丁目１６－１０  昭２９．　５．３１

177 （一財）福田一育英会  大野市城町２－３０  平　３．　９．１３

178 （一財）ボーイスカウト福井連盟維持財団  福井市問屋町三丁目４１０福井テレビジョン放送株式会社内  昭６２．　１．１６

179 （一財）三谷進一育英会  福井市豊島一丁目３－１  昭３５．　３．２８

180 警察本部県民サポート課 1 （公社）福井被害者支援センター  福井市宝永三丁目８－１  平２０．１２．２５

181 警察本部厚生課 1 （一財）福井県警察協会  福井市大手三丁目１７－１福井県警察本部内  昭４１．１０．　１

182 警察本部生活安全企画課 1 （公社）福井県防犯協会  福井市宝永三丁目８－１  昭６１．　３．２７

183 警察本部組織犯罪対策課 1 （公財）福井県暴力追放センター  福井市宝永三丁目８－１  平　４．　４．　１


