
令和5年3月31日

ハートフル専用パーキング協定施設

所在市町 区　　　分 施　　　設　　　名
商業施設など 福井市 コンビニエンスストア ファミリーマート福井石盛町店

福井市 コンビニエンスストア ファミリーマート福井みゆき店
福井市 コンビニエンスストア ファミリーマート福井花堂店
大野市 コンビニエンスストア ファミリーマート大野中挟店
敦賀市 コンビニエンスストア ファミリーマート敦賀木崎店
敦賀市 コンビニエンスストア ファミリーマート敦賀岡山二丁目店
福井市 ショッピングセンター プリズム福井　福井駅東口駐車場
福井市 ショッピングセンター パリオＣＩＴＹ
大野市 ショッピングセンター ショッピングモールヴィオ
越前市 ショッピングセンター エスカモール武生楽市
坂井市 ショッピングセンター （ｉｚａ）みくにショッピングワールド・イーザ
敦賀市 ショッピングセンター 平和堂アル・プラザ敦賀
坂井市 ショッピングセンター 平和堂アル・プラザアミ
鯖江市 ショッピングセンター 平和堂アル・プラザ鯖江
福井市 ショッピングセンター 平和堂フレンドマート開発店
福井市 ショッピングセンター アピタ福井大和田店
福井市 ショッピングセンター アピタ福井店
敦賀市 ショッピングセンター アピタ敦賀店
坂井市 ショッピングセンター ピアゴ丸岡店
福井市 ショッピングセンター ヤスサキワイプラザ新保店
鯖江市 ショッピングセンター ヤスサキワイプラザ鯖江店
越前市 ショッピングセンター ヤスサキワイプラザ武生南店
福井市 スーパーマーケット ａｌｂｉｓ高木店
福井市 スーパーマーケット ａｌｂｉｓ森田店
あわら市 スーパーマーケット ファーマーズマーケット　きららの丘
福井市 スーパーマーケット バロー新田塚店
福井市 スーパーマーケット バローやしろ店
福井市 スーパーマーケット バロー福井南店
福井市 スーパーマーケット バロー米松店
福井市 スーパーマーケット バロー町屋店
福井市 スーパーマーケット バロー森田店
福井市 スーパーマーケット バロー久喜津店
坂井市 スーパーマーケット バロー丸岡店
坂井市 スーパーマーケット バロー春江店
鯖江市 スーパーマーケット バロー東鯖江店
鯖江市 スーパーマーケット バロー神明店
越前市 スーパーマーケット バロー今立店
越前市 スーパーマーケット バロー北日野店
越前市 スーパーマーケット バロー武生店
勝山市 スーパーマーケット バロー勝山店
大野市 スーパーマーケット バローこぶし通り店
敦賀市 スーパーマーケット バロー敦賀店
敦賀市 スーパーマーケット バロー木崎店
小浜市 スーパーマーケット バロー小浜店

　すべての人の社会参加を応援するというこの制度の趣旨にご賛同いただいた事業者の方の下記の施
設で利用することができます。
　記載されている施設の中には準備のため、まだ案内表示看板が設置されていないところがありますの
で、ご理解とご協力をお願いします。
　今後、順次協力施設を増やしていく予定です。最新の情報については、窓口や福井県のＨＰでご確認く
ださい。
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令和5年3月31日

所在市町 区　　　分 施　　　設　　　名
商業施設など 福井市 スーパーマーケット Ａコープやしろ店

福井市 スーパーマーケット Ａコープ堀ノ宮店
福井市 スーパーマーケット Ａコープみゆき店
福井市 スーパーマーケット Ａコープ木田店
福井市 スーパーマーケット Ａコープ開発店
福井市 スーパーマーケット Ａコープ日光店
福井市 スーパーマーケット Ａコープ喜ね舎
鯖江市 スーパーマーケット Ａコープ東鯖江店
鯖江市 スーパーマーケット Ａコープさばえ店
美浜町 スーパーマーケット Ａコープ美浜店
福井市 スーパーマーケット ハニーグランデール二の宮店
福井市 スーパーマーケット ハニー麻生津店
福井市 スーパーマーケット ハニー新鮮館つくし野店
福井市 スーパーマーケット ハニーＰＩＴＯＳＣＯ新鮮館灯明寺店
勝山市 スーパーマーケット ハニー新鮮館かつやま店
大野市 スーパーマーケット ハニー新鮮館こぶし通り店
大野市 スーパーマーケット ハニー新鮮館おおの店
大野市 スーパーマーケット ハニー新鮮館三番通り
鯖江市 スーパーマーケット ハニー住吉店
鯖江市 スーパーマーケット ハニー東陽店
越前市 スーパーマーケット ハニー塚町店
越前市 スーパーマーケット ハニーBigBellyMarket新町
坂井市 スーパーマーケット ハニー食彩館みくに
坂井市 スーパーマーケット ハニー食彩館丸岡店
敦賀市 スーパーマーケット ハニーエフレ古田刈店
福井市 スーパーマーケット ハニー食市場七瀬川
鯖江市 スーパーマーケット ハニーBigBellyMarket北野
福井市 スーパーマーケット ハーツ羽水
鯖江市 スーパーマーケット ハーツさばえ
敦賀市 スーパーマーケット ハーツつるが
坂井市 スーパーマーケット ハーツはるえ
福井市 スーパーマーケット ハーツ学園
越前市 スーパーマーケット ハーツたけふ
高浜町 スーパーマーケット サニーマート南店
福井市 ホームセンター ＰＬＡＮＴ－３清水店
坂井市 ホームセンター ＰＬＡＮＴ－２坂井店
若狭町 ホームセンター ＰＬＡＮＴ－２上中店
越前町 ホームセンター ヤマキシ朝日店
小浜市 ホームセンター アヤハディオ　小浜店
大野市 ホームセンター ホームセンターみつわ九頭竜店
越前市 ホームセンター ホームセンターみつわ武生店
福井市 ホームセンター コメリ美山店
福井市 ホームセンター コメリ福井川西店
福井市 ホームセンター コメリ清水店
小浜市 ホームセンター コメリ遠敷店
大野市 ホームセンター コメリ大野店
勝山市 ホームセンター コメリ勝山店
鯖江市 ホームセンター コメリ鯖江店
あわら市 ホームセンター コメリ芦原店
越前市 ホームセンター コメリ武生店
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令和5年3月31日

所在市町 区　　　分 施　　　設　　　名
商業施設など 越前市 ホームセンター コメリ今立店

坂井市 ホームセンター コメリ坂井店
坂井市 ホームセンター コメリ三国店
坂井市 ホームセンター コメリ丸岡店
永平寺町 ホームセンター コメリ永平寺店
南越前町 ホームセンター コメリ南条店
越前町 ホームセンター コメリ越前朝日店
越前町 ホームセンター コメリ織田店
美浜町 ホームセンター コメリ美浜店
高浜町 ホームセンター コメリ高浜店
若狭町 ホームセンター コメリ三方店
福井市 商業施設 みゆき薬局
福井市 商業施設 クスリのアオキ　福井若杉店
福井市 商業施設 クスリのアオキ　新田塚店
坂井市 商業施設 クスリのアオキ　三国店
坂井市 商業施設 クスリのアオキ　春江店
越前市 商業施設 クスリのアオキ　高瀬店
鯖江市 商業施設 クスリのアオキ　北野店
越前市 商業施設 クスリのアオキ　芝原店
福井市 商業施設 クスリのアオキ　日之出店
大野市 商業施設 クスリのアオキ　大野店
福井市 商業施設 クスリのアオキ　大宮店
福井市 商業施設 クスリのアオキ　高木中央店
あわら市 商業施設 クスリのアオキ　金津店
福井市 商業施設 クスリのアオキ　月見店
坂井市 商業施設 クスリのアオキ　丸岡店
敦賀市 商業施設 クスリのアオキ　敦賀南店
勝山市 商業施設 クスリのアオキ　勝山店
越前市 商業施設 クスリのアオキ　横市店
福井市 商業施設 クスリのアオキ　花堂店
福井市 商業施設 クスリのアオキ　灯明寺店
永平寺町 商業施設 クスリのアオキ　松岡店
あわら市 商業施設 クスリのアオキ　芦原店
越前町 商業施設 クスリのアオキ　朝日店
越前市 商業施設 クスリのアオキ　今立店
坂井市 商業施設 クスリのアオキ　丸岡北店
福井市 商業施設 クスリのアオキ　文京店
小浜市 商業施設 クスリのアオキ　小浜店
鯖江市 商業施設 クスリのアオキ　神明店
敦賀市 商業施設 クスリのアオキ　野神店
越前市 商業施設 Ｖ－ｄｒｕｇ武生店
福井市 商業施設 Ｖ－ｄｒｕｇ二の宮店
敦賀市 商業施設 Ｖ－ｄｒｕｇ木崎店
福井市 商業施設 Ｖ－ｄｒｕｇ高木店
福井市 商業施設 Ｖ－ｄｒｕｇ下馬店
福井市 商業施設 Ｖ－ｄｒｕｇ大島薬局
福井市 商業施設 Ｖ－ｄｒｕｇ飯塚店
福井市 商業施設 ゲンキー福井南店
福井市 商業施設 ゲンキー大和田店
鯖江市 商業施設 ゲンキー東鯖江店
坂井市 商業施設 ゲンキー三国店
越前市 商業施設 ゲンキー武生西店
鯖江市 商業施設 ゲンキー鯖江西店
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令和5年3月31日

所在市町 区　　　分 施　　　設　　　名
商業施設など 福井市 商業施設 ゲンキー若杉店

坂井市 商業施設 ゲンキー春江店
大野市 商業施設 ゲンキー大野店
坂井市 商業施設 ゲンキー丸岡店
勝山市 商業施設 ゲンキー勝山店
敦賀市 商業施設 ゲンキー敦賀店
越前市 商業施設 ゲンキーサンドーム店
福井市 商業施設 ゲンキー新田塚店
あわら市 商業施設 ゲンキー金津店
敦賀市 商業施設 ゲンキー木崎店
敦賀市 商業施設 みなみ調剤薬局
高浜町 商業施設 佐々木薬局　高浜店
福井市 商業施設 １００満ボルト福井本店
大野市 商業施設 １００満ボルト大勝店
福井市 商業施設 Ｊｏｓｈｉｎ福井本店
大野市 商業施設 ヤマダ電機テックランド大野店
越前市 商業施設 ヤマダ電機テックランド武生店
福井市 商業施設 ヤマダ電機テックランド福井大和田店
敦賀市 商業施設 ヤマダ電機テックランド敦賀店
福井市 商業施設 ニトリ福井店
福井市 商業施設 近新家具　福井店
福井市 商業施設 ＴＯＴＯ　福井ショールーム
敦賀市 商業施設 シュープラザチヨダ敦賀店
大野市 商業施設 オザキスポーツ大野店
敦賀市 商業施設 オザキスポーツ敦賀店
鯖江市 商業施設 ＢＯＯＫＯＦＦ福井鯖江店
坂井市 商業施設 リカーワールド華
福井市 商業施設 ドコモショップ大和田中央市場前店
福井市 商業施設 ドコモショップ社南店
福井市 商業施設 ドコモショップ花堂店
福井市 商業施設 ドコモショップ福井東店
敦賀市 商業施設 ドコモショップ敦賀店
小浜市 商業施設 ドコモショップ小浜店
坂井市 商業施設 ドコモショップ丸岡店
福井市 商業施設 ドコモショップ新田塚店
福井市 商業施設 ドコモショップ丹南8号店
福井市 商業施設 自然工房　与十郎
越前市 商業施設 北府駅駐車場
鯖江市 商業施設 西松屋鯖江店
小浜市 商業施設 ドラッグストアー太陽堂小浜店
若狭町 商業施設 有限会社　創栄産業
越前市 商業施設 坂永鍼炙整骨院
福井市 商業施設 うちだケース工房
福井市 商業施設 有限会社クリーンマスター有賀
福井市 商業施設 株式会社端野メディカル
福井市 商業施設 美容室ラピス
敦賀市 自動車販売 日光モーター
福井市 自動車販売 ネッツトヨタ福井　本店
福井市 自動車販売 ネッツトヨタ福井　ウエルプラザ福井ショップ
福井市 自動車販売 ネッツトヨタ福井　福井店
福井市 自動車販売 ネッツトヨタ福井　中央店
坂井市 自動車販売 ネッツトヨタ福井　丸岡店
坂井市 自動車販売 ネッツトヨタ福井　春江店
大野市 自動車販売 ネッツトヨタ福井　大野店
鯖江市 自動車販売 ネッツトヨタ福井　鯖江店
越前市 自動車販売 ネッツトヨタ福井　武生店
敦賀市 自動車販売 ネッツトヨタ福井　敦賀店
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令和5年3月31日

所在市町 区　　　分 施　　　設　　　名
商業施設など 小浜市 自動車販売 ネッツトヨタ福井　小浜店

福井市 自動車販売 ネッツトヨタ福井　音楽堂いちばん店
越前市 自動車販売 福井トヨペット　武生店
大野市 自動車販売 福井トヨペット　大野店
敦賀市 自動車販売 福井トヨペット　敦賀店
あわら市 自動車販売 福井トヨペット　あわら店
福井市 自動車販売 トヨタカローラ福井　福井店
大野市 自動車販売 トヨタカローラ福井　大野店
越前市 自動車販売 トヨタカローラ福井　武生店
敦賀市 自動車販売 Honda Cars若狭　敦賀若葉店
美浜町 自動車販売 Honda Cars若狭　美浜店
越前市 飲食施設 大衆割烹　蕗
福井市 金融機関 北陸労働金庫　福井支店
敦賀市 金融機関 北陸労働金庫　敦賀支店
あわら市 金融機関 北陸労働金庫　金津支店
福井市 金融機関 北陸労働金庫　福井北支店
若狭町 金融機関 小浜信用金庫　上中支店
高浜町 金融機関 京都北都信用金庫高浜支店
坂井市 金融機関 花咲ふくい農業協同組合本店
大野市 金融機関 ＪＡテラル越前　大野東支店
大野市 金融機関 ＪＡテラル越前　大野南支店
勝山市 金融機関 ＪＡテラル越前　勝山南支店
勝山市 金融機関 ＪＡテラル越前　勝山北支店
福井市 金融機関 北陸銀行福井支店
福井市 金融機関 北陸銀行福井松本支店
福井市 金融機関 北陸銀行福井西中央支店
あわら市 金融機関 北陸銀行芦原支店
勝山市 金融機関 北陸銀行勝山支店
鯖江市 金融機関 北陸銀行鯖江支店
越前市 金融機関 北陸銀行今立支店
敦賀市 金融機関 北陸銀行敦賀支店
福井市 金融機関 北陸銀行福井東支店
福井市 金融機関 北陸銀行二の宮支店
福井市 金融機関 北陸銀行花堂出張所
福井市 金融機関 北陸銀行米松出張所
鯖江市 金融機関 北陸銀行神明支店
越前市 金融機関 北陸銀行武生東出張所
越前市 金融機関 北陸労働金庫　丹南支店
福井市 郵便局 郵便事業㈱福井南支店　福井南郵便局
福井市 郵便局 郵便事業㈱福井支店　福井中央郵便局
大野市 郵便局 郵便事業㈱大野支店　大野郵便局
勝山市 郵便局 郵便事業㈱勝山支店　勝山郵便局
鯖江市 郵便局 郵便事業㈱鯖江支店　鯖江郵便局
坂井市 郵便局 郵便事業㈱丸岡支店　丸岡郵便局
坂井市 郵便局 郵便事業㈱三国支店　三国郵便局
福井市 郵便局 河合郵便局
福井市 郵便局 六条郵便局
福井市 郵便局 上宇坂郵便局
小浜市 郵便局 加斗郵便局
あわら市 郵便局 金津郵便局
あわら市 郵便局 芦原郵便局
越前市 郵便局 芝原郵便局
越前市 郵便局 武生塚町郵便局
越前市 郵便局 王子保郵便局
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令和5年3月31日

所在市町 区　　　分 施　　　設　　　名
商業施設など 坂井市 郵便局 春江郵便局

坂井市 郵便局 坂井郵便局
永平寺町 郵便局 松岡郵便局
永平寺町 郵便局 山王郵便局
越前町 郵便局 宮崎郵便局
若狭町 郵便局 大鳥羽郵便局
若狭町 郵便局 安賀里郵便局
敦賀市 宿泊施設 敦賀ビジネスホテルクォーレ
福井市 公衆浴場 コミュニティリゾート　リライム
鯖江市 娯楽施設 クアトロブーム鯖江
福井市 娯楽施設 U.S.A学園店
福井市 娯楽施設 U.S.A開発店
あわら市 娯楽施設 U.S.A金津店
鯖江市 娯楽施設 U.S.A鯖江店
越前市 娯楽施設 U.S.A武生店
敦賀市 娯楽施設 U.S.A敦賀店
福井市 娯楽施設 クアトロブーム新田塚店
福井市 娯楽施設 クアトロブーム開発店
福井市 娯楽施設 クアトロブーム渕町店
越前市 娯楽施設 クアトロブーム武生店
越前市 娯楽施設 パチンコビック
坂井市 娯楽施設 ニコニコ春江ポルテ
鯖江市 娯楽施設 パーラーニコニコ鯖江店
越前市 娯楽施設 パチンコタイヨー武生店
大野市 娯楽施設 マルハン大野店
敦賀市 娯楽施設 ラスベガス敦賀店
小浜市 娯楽施設 小浜ラッキー

所在市町 区　　　分 施　　　設　　　名
医療施設 福井市 医療施設 福井愛育病院

福井市 医療施設 福井県済生会病院
福井市 医療施設 福井赤十字病院
福井市 医療施設 福井リハビリテーション病院
福井市 医療施設 宮崎整形外科医院
福井市 医療施設 嶋田病院
福井市 医療施設 さくら千寿会クリニック
福井市 医療施設 さくら千寿会病院
福井市 医療施設 畑内科
福井市 医療施設 福仁会病院
福井市 医療施設 大滝外科胃腸科病院
福井市 医療施設 光陽生協病院
福井市 医療施設 福井病院
福井市 医療施設 福井厚生病院本館前
福井市 医療施設 福井厚生病院北棟前
福井市 医療施設 はやし歯科医院
福井市 医療施設 たなか整形外科・眼科
福井市 医療施設 光陽生協クリニック
福井市 医療施設 福井総合病院
福井市 医療施設 福井総合クリニック
福井市 医療施設 医療法人　堀の宮整形外科
福井市 医療施設 ふじい眼科クリニック
敦賀市 医療施設 泉が丘病院
敦賀市 医療施設 こうじたに歯科
敦賀市 医療施設 国立病院機構　敦賀医療センター
敦賀市 医療施設 敦賀温泉病院
敦賀市 医療施設 こもれび診療所
小浜市 医療施設 小津外科医院
小浜市 医療施設 田中病院
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令和5年3月31日

所在市町 区　　　分 施　　　設　　　名
小浜市 医療施設 杉田玄白記念公立小浜病院

7/18



令和5年3月31日

所在市町 区　　　分 施　　　設　　　名
医療施設 小浜市 医療施設 杉田玄白記念公立小浜病院東館

大野市 医療施設 松田病院
勝山市 医療施設 福井社会保険病院
鯖江市 医療施設 木村病院
鯖江市 医療施設 鯖江リハビリテーション病院
鯖江市 医療施設 斎藤病院
鯖江市 医療施設 高村病院
鯖江市 医療施設 広瀬病院
鯖江市 医療施設 丸山内科循環器医院
鯖江市 医療施設 高野病院
鯖江市 医療施設 公立丹南病院
鯖江市 医療施設 ともだち診療所
鯖江市 医療施設 はやしクリニック
あわら市 医療施設 加納外科病院
あわら市 医療施設 汐見医院
あわら市 医療施設 あわら病院
あわら市 医療施設 医療法人　至捷会　木村病院
越前市 医療施設 今立中央病院
越前市 医療施設 岩堀病院
越前市 医療施設 笠原病院
越前市 医療施設 せいじ矯正歯科クリニック
越前市 医療施設 つがわ内科クリニック
越前市 医療施設 東武内科外科クリニック
越前市 医療施設 中村病院
越前市 医療施設 野尻医院
越前市 医療施設 橋本整形外科
越前市 医療施設 林病院
越前市 医療施設 ひの歯科クリニック
越前市 医療施設 ひらい医院
越前市 医療施設 藤井歯科医院
越前市 医療施設 相木病院
越前市 医療施設 西武クリニック
坂井市 医療施設 ともだクリニック
坂井市 医療施設 春江病院
坂井市 医療施設 宮崎病院
坂井市 医療施設 森瀬歯科医院
坂井市 医療施設 ライフクリニックはるさか
坂井市 医療施設 坂井市立三国病院
坂井市 医療施設 つばさ内科クリニック
越前町 医療施設 織田病院
若狭町 医療施設 加藤医院
若狭町 医療施設 レイクヒルズ美方病院
永平寺町 医療施設 福井大学医学部附属病院

所在市町 区　　　分 施　　　設　　　名
社会福祉施設 福井市 社会福祉施設 指定介護老人保健施設こしの渚苑

福井市 社会福祉施設 総合福祉施設あけぼの園
福井市 社会福祉施設 虹の会
福井市 社会福祉施設 特別養護老人ホーム藤島園
福井市 社会福祉施設 福井県視覚障害者福祉協会
福井市 社会福祉施設 ケアホーム・さいせい
福井市 社会福祉施設 やすらぎの家
福井市 社会福祉施設 いちごデイセンター福井
福井市 社会福祉施設 あんしん村
福井市 社会福祉施設 モアヤング
福井市 社会福祉施設 たんぽぽ苑
福井市 社会福祉施設 ほっと地域リハビリセンター福井
福井市 社会福祉施設 あさがお　リハビリサポートセンター
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令和5年3月31日

所在市町 区　　　分 施　　　設　　　名
社会福祉施設 福井市 社会福祉施設 デイサービスフレンドリーあすわ

福井市 社会福祉施設 自立生活センター Com-Support Project
福井市 社会福祉施設 アルマ千寿
福井市 社会福祉施設 すいせんの里
福井市 社会福祉施設 福祉ホーム　こもれび
福井市 社会福祉施設 地域密着型特別養護老人ホーム　なの花
福井市 社会福祉施設 メイプルケア大宮デイサービスセンター
福井市 社会福祉施設 あさくら苑
福井市 社会福祉施設 和田東いちごデイサービスセンター
福井市 社会福祉施設 たんぽぽ苑問屋団地デイサービスセンター
福井市 社会福祉施設 あゆみ
福井市 社会福祉施設 あおい授産所
福井市 社会福祉施設 げんきの家
福井市 社会福祉施設 県民せいきょう宝永きらめき
福井市 社会福祉施設 指定地域密着型介護老人福祉施設　かわにし苑
福井市 社会福祉施設 梅の木授産所
福井市 社会福祉施設 足羽学園
福井市 社会福祉施設 足羽更生園
福井市 社会福祉施設 足羽ワークセンター
福井市 社会福祉施設 グループホーム和
福井市 社会福祉施設 玉ノ江保育園
福井市 社会福祉施設 あっぷるデイサービスセンター
福井市 社会福祉施設 デイサービスセンターあいあい
福井市 社会福祉施設 高齢者専用賃貸住宅リリーブ東郷
福井市 社会福祉施設 六条ホームやわらぎ
福井市 社会福祉施設 ハウスやわらぎ
福井市 社会福祉施設 九頭竜ワークショップ七瀬の郷
福井市 社会福祉施設 レインボー２１
福井市 社会福祉施設 介護老人福祉施設　文殊苑
福井市 社会福祉施設 デイサービスセンターもんじゅ
福井市 社会福祉施設 介護老人保健施設　あじさい
福井市 社会福祉施設 愛寿苑デイサービスセンター
福井市 社会福祉施設 レリエフ丸山
福井市 社会福祉施設 レリエフ三郎丸
福井市 社会福祉施設 ニチイケアセンター成和
福井市 社会福祉施設 やわらぎ木田保育園
福井市 社会福祉施設 松本モームやわらぎ　松本ファクトリー
福井市 社会福祉施設 若越ひかりの村
福井市 社会福祉施設 美山荘
福井市 社会福祉施設 ルンビニー花園
福井市 社会福祉施設 住居型有料老人ホームここあん　
福井市 社会福祉施設 イスキア生活倶楽部
福井市 社会福祉施設 グループホームすのうどろっぷ
敦賀市 社会福祉施設 障害者交流センター野坂の郷
敦賀市 社会福祉施設 はあとぽーとさくらヶ丘
敦賀市 社会福祉施設 特別養護老人ホーム眞盛苑
敦賀市 社会福祉施設 アイホームゆうゆう・らくらく
敦賀市 社会福祉施設 気比の杜
敦賀市 社会福祉施設 気比の風
敦賀市 社会福祉施設 かくだデイサービスセンターさくら
敦賀市 社会福祉施設 デイサービスセンター　ぬくもりの里
小浜市 社会福祉施設 ＪＡわかさデイサービスセンターみのり
小浜市 社会福祉施設 特別養護老人ホームひまわり荘
小浜市 社会福祉施設 グループホームひまわりの郷
小浜市 社会福祉施設 身体障害者寮護施設友愛園
小浜市 社会福祉施設 社会福祉法人若州福祉会もみじの里
小浜市 社会福祉施設 訪問看護ステーションまどか
小浜市 社会福祉施設 田中病院指定居宅介護支援事業所
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令和5年3月31日

所在市町 区　　　分 施　　　設　　　名
社会福祉施設 小浜市 社会福祉施設 デイサービスあお空

小浜市 社会福祉施設 ニチイケアセンター小浜
大野市 社会福祉施設 恩賜財団福井県済生会　聖和園
大野市 社会福祉施設 小規模多機能型居宅介護事業所　和が家
大野市 社会福祉施設 紫水の郷
大野市 社会福祉施設 大野和光園
大野市 社会福祉施設 県民せいきょう大野きらめき
鯖江市 社会福祉施設 特別養護老人ホームことぶき荘
鯖江市 社会福祉施設 おしどり荘
鯖江市 社会福祉施設 光道園ライフトレーニングセンター
鯖江市 社会福祉施設 ふじ乃里丹南デイサービスセンター
鯖江市 社会福祉施設 鯖江市障害者生活支援センター　なかま
鯖江市 社会福祉施設 鯖江市地域交流センター
鯖江市 社会福祉施設 アイアイ鯖江・健康福祉センター
鯖江市 社会福祉施設 エレガントセニールガーデン
鯖江市 社会福祉施設 Ｃ＆Ｒホール（神明ケアセンター、神明介護支援センター）
鯖江市 社会福祉施設 すまいるの家
鯖江市 社会福祉施設 特別養護老人ホーム五岳園
鯖江市 社会福祉施設 ニチイケアセンターたちまち
あわら市 社会福祉施設 ハスの実の家
あわら市 社会福祉施設 ハスの実わくわくセンター
あわら市 社会福祉施設 ハスの実パン工房
あわら市 社会福祉施設 特別養護老人ホーム芦原メロン苑
あわら市 社会福祉施設 芦原メロン苑デイサービスセンター
あわら市 社会福祉施設 ケアハウスニコニコ村
あわら市 社会福祉施設 湯の町メロン苑
あわら市 社会福祉施設 ウエルネス木村
あわら市 社会福祉施設 デイサービスセンター　あわらサンホーム
あわら市 社会福祉施設 ナイスケア木村
越前市 社会福祉施設 あいの里
越前市 社会福祉施設 ファミールほのか
越前市 社会福祉施設 介護老人保健施設シルバーケア藤
越前市 社会福祉施設 グループホーム藤の園
越前市 社会福祉施設 小規模多機能ホーム藤の杜
越前市 社会福祉施設 介護支援センター芦山
越前市 社会福祉施設 総合支援センターわかたけ
越前市 社会福祉施設 エスポアールわかたけ
越前市 社会福祉施設 特別養護老人ホーム第２和上苑
越前市 社会福祉施設 養護老人ホーム越前市寿楽園
越前市 社会福祉施設 フォーユーエクセルわかたけ
越前市 社会福祉施設 サンライフ小野谷
越前市 社会福祉施設 たけふ福祉工場
越前市 社会福祉施設 福祉ホーム　さんハウスたけふ
越前市 社会福祉施設 障がい者支援センターひまわり
越前市 社会福祉施設 ラポール　わかたけ
越前市 社会福祉施設 養護老人ホーム　太子園
越前市 社会福祉施設 うらら家　わかたけ
越前市 社会福祉施設 ニチイケアセンター武生
越前市 社会福祉施設 児童養護施設　一陽
越前市 社会福祉施設 第3和上苑
越前市 社会福祉施設 若越みどりの村
坂井市 社会福祉施設 いきいきサロンセンター　あい愛
坂井市 社会福祉施設 介護老人保健施設　坂井ケアセンター
坂井市 社会福祉施設 特別養護老人ホーム白楽荘
坂井市 社会福祉施設 デイサービスセンターあじさい園
坂井市 社会福祉施設 ケアハウス花しょうぶ
坂井市 社会福祉施設 特別養護老人ホームガーデンハイツ春江
坂井市 社会福祉施設 小規模特別養護老人ホームプライムハイツ春江
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令和5年3月31日

所在市町 区　　　分 施　　　設　　　名
社会福祉施設 坂井市 社会福祉施設 県民せいきょう坂井きらめき

坂井市 社会福祉施設 春江北保育所
坂井市 社会福祉施設 地域密着型介護老人福祉施設ケアセンターゆり
坂井市 社会福祉施設 介護老人保健施設東尋坊ひまわりの丘
坂井市 社会福祉施設 介護老人福祉施設長寿の郷
坂井市 社会福祉施設 ＪＡはるえデイサービスセンター　こもれびの郷
坂井市 社会福祉施設 ＪＡ花咲ふくい　介護センター
坂井市 社会福祉施設 地域密着型介護老人福祉施設潟池野
坂井市 社会福祉施設 デイサービスセンターさかい生喜庵
永平寺町 社会福祉施設 アニス松岡
永平寺町 社会福祉施設 いちごデイセンター松岡
永平寺町 社会福祉施設 特別養護老人ホームひかり苑
永平寺町 社会福祉施設 永平寺ハウス
永平寺町 社会福祉施設 株式会社ケアふくい
越前町 社会福祉施設 光道園　朝日
越前町 社会福祉施設 シルバーハイツ宮崎
南越前町 社会福祉施設 ほのぼの苑
高浜町 社会福祉施設 特別養護老人ホーム高浜けいあいの里
高浜町 社会福祉施設 コミュニティーネットワークふくい焼きたてパンクリエート高浜

若狭町 社会福祉施設 コミュニティーネットワークふくい若狭事業所
若狭町 社会福祉施設 若狭町地域福祉推進拠点施設五湖の郷
若狭町 社会福祉施設 梅の里保育園

所在市町 区　　　分 施　　　設　　　名
その他施設 福井市 その他 福井県教育センター

福井市 その他 福井新聞社
福井市 その他 仁愛女子短期大学
敦賀市 その他 アクアトム
敦賀市 その他 エムシースクエア
敦賀市 その他 ナトリウム保守棟
敦賀市 その他 原子力緊急時支援・研修センター
小浜市 その他 小浜自動車学校
勝山市 その他 （財）奥越地域地場産業振興センター
鯖江市 その他 タナカフォーサイト株式会社
越前市 その他 独立行政法人雇用・能力開発機構福井センター
美浜町 その他 がぁでんぱぁく五湖の駅
高浜町 その他 若狭たかはまエルどらんど

所在市町 区　　　分 施　　　設　　　名
国の機関 福井市 国機関 福井春山合同庁舎

敦賀市 国機関 敦賀駅前合同庁舎
敦賀市 国機関 福井社会保険事務局敦賀事務所
小浜市 国機関 小浜税務署
大野市 国機関 大野税務署
越前市 国機関 武生税務署
坂井市 国機関 三国税務署

所在市町 区　　　分 施　　　設　　　名
県施設 福井市 県施設 福井合同庁舎

福井市 県施設 本庁舎
福井市 県施設 電気ビル
福井市 県施設 県民会館ビル
福井市 県施設 県立病院
福井市 県施設 福井県社会福祉センター
福井市 県施設 福井健康福祉センター
福井市 県施設 総合福祉相談所
福井市 県施設 ふくい健康の森生きがい交流センター
福井市 県施設 県民健康センター
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令和5年3月31日

所在市町 区　　　分 施　　　設　　　名
県施設 福井市 県施設 けんこうスポーツセンター

福井市 県施設 国際交流会館
福井市 県施設 福井県産業会館
福井市 県施設 生活学習館
福井市 県施設 中小企業産業大学校
福井市 県施設 福井産業技術専門学院
福井市 県施設 自治研修所
福井市 県施設 衛生環境研究センター
福井市 県施設 内水面総合センター
福井市 県施設 福井土木事務所
福井市 県施設 福井駅西口地下駐車場
福井市 県施設 福井鉄道浅水駅前駐車場
福井市 県施設 歴史博物館
福井市 県施設 県立美術館
福井市 県施設 一乗谷朝倉氏遺跡資料館
福井市 県施設 ハーモニーホールふくい
福井市 県施設 福井県立こども歴史文化館
福井市 県施設 県立図書館
福井市 県施設 青少年センター
福井市 県施設 福井運動公園水泳場
福井市 県施設 武道館
福井市 県施設 馬術競技場
福井市 県施設 アーチェリーセンター
福井市 県施設 福井警察署
福井市 県施設 福井南警察署
福井市 県施設 福井県警察本部
福井市 県施設 足羽高等学校
福井市 県施設 盲学校
福井市 県施設 羽水高等学校
福井市 県施設 科学技術高等学校
福井市 県施設 一乗谷朝倉氏遺跡博物館
敦賀市 県施設 敦賀合同庁舎
敦賀市 県施設 若狭湾エネルギー研究センター
敦賀市 県施設 福井原子力センター
敦賀市 県施設 二州健康福祉センター
敦賀市 県施設 敦賀児童相談所
敦賀市 県施設 敦賀産業技術専門学院
敦賀市 県施設 敦賀土木事務所
敦賀市 県施設 敦賀警察署
敦賀市 県施設 敦賀高等学校
小浜市 県施設 若狭合同庁舎
小浜市 県施設 若狭健康福祉センター
小浜市 県施設 小浜土木事務所
小浜市 県施設 若狭総合公園
小浜市 県施設 嶺南教育事務所
小浜市 県施設 若狭歴史民俗資料館
小浜市 県施設 若狭図書学習センター
小浜市 県施設 県立大学小浜キャンパス
小浜市 県施設 小浜警察署
小浜市 県施設 若狭高等学校
小浜市 県施設 若狭東高等学校
小浜市 県施設 小浜水産高等学校
大野市 県施設 奥越合同庁舎
大野市 県施設 自然保護センター
大野市 県施設 奥越健康福祉センター

12/18



令和5年3月31日

所在市町 区　　　分 施　　　設　　　名
県施設 大野市 県施設 奥越土木事務所

大野市 県施設 奥越ふれあい公園
大野市 県施設 奥越高原青少年自然の家
大野市 県施設 大野警察署
大野市 県施設 奥越運転者教育センター
大野市 県施設 大野高等学校
勝山市 県施設 奥越健康福祉センター勝山
勝山市 県施設 奥越土木事務所勝山土木部
勝山市 県施設 恐竜博物館
勝山市 県施設 勝山警察署
勝山市 県施設 勝山高等学校
勝山市 県施設 勝山南高等学校
鯖江市 県施設 丹南健康福祉センター
鯖江市 県施設 鯖江土木事務所
鯖江市 県施設 福井鉄道水落駅前駐車場
鯖江市 県施設 鯖江青年の家
鯖江市 県施設 鯖江警察署
あわら市 県施設 坂井健康福祉センター
あわら市 県施設 トリムパークかなづ
あわら市 県施設 芦原青年の家
あわら市 県施設 あわら警察署
越前市 県施設 南越合同庁舎
越前市 県施設 丹南健康福祉センター武生庁舎
越前市 県施設 サンドーム福井
越前市 県施設 丹南土木事務所
越前市 県施設 吉野瀬川ダム建設事務所
越前市 県施設 越前警察署今立分庁舎
越前市 県施設 越前警察署
越前市 県施設 丹南運転者教育センター
越前市 県施設 武生高等学校
越前市 県施設 武生工業高等学校
越前市 県施設 武生商業高等学校
越前市 県施設 丹南総合公園
坂井市 県施設 坂井合同庁舎
坂井市 県施設 みくに自然学習センター
坂井市 県施設 児童科学館
坂井市 県施設 総合グリーンセンター
坂井市 県施設 三国土木事務所
坂井市 県施設 えちぜん鉄道西長田駅駐車場
坂井市 県施設 福井空港ビル駐車場
坂井市 県施設 福井港湾事務所
坂井市 県施設 テクノポート福井総合公園
坂井市 県施設 坂井警察署
坂井市 県施設 坂井西警察署
坂井市 県施設 運転者教育センター
坂井市 県施設 丸岡高等学校
坂井市 県施設 坂井農業高等学校
坂井市 県施設 福井県産業情報センター
永平寺町 県施設 えちぜん鉄道永平寺口駅駐車場
永平寺町 県施設 県立大学
越前町 県施設 丹生合同庁舎
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令和5年3月31日

所在市町 区　　　分 施　　　設　　　名
県施設 越前町 県施設 福井県陶芸館

越前町 県施設 丹南土木事務所鯖江丹生土木部
越前町 県施設 ホッケー場
越前町 県施設 鯖江警察署丹生分庁舎
越前町 県施設 丹生高等学校
美浜町 県施設 園芸研究センター
おおい町 県施設 こども家族館
若狭町 県施設 海浜自然センター
若狭町 県施設 三方青年の家
若狭町 県施設 嶺南運転者教育センター
若狭町 県施設 美方高等学校

所在市町 区　　　分 施　　　設　　　名
市町施設 福井市 市施設 福井市美山総合支所

福井市 市施設 福井市清水総合支所
福井市 市施設 福井市水仙の里公園水仙ドーム
福井市 市施設 福井市水仙の里公園水仙ミュージアム
福井市 市施設 福井市水仙の里公園ふるさと資料館
福井市 市施設 福井市水仙の里温泉波の華
福井市 市施設 福井市橘曙覧記念文学館
福井市 市施設 福井市愛宕坂茶道美術館
福井市 市施設 福井市役所
福井市 市施設 福井市市立郷土歴史博物館
福井市 市施設 養浩館庭園
福井市 市施設 福井市保健センター
福井市 市施設 福井市清水保健センター
福井市 市施設 福井市休日急患センター
福井市 市施設 福井市休日歯科診療所
福井市 市施設 清水高齢者福祉センター
福井市 市施設 一条ふるさと交流館
福井市 市施設 大手駐車場
福井市 市施設 森田浄水場
福井市 市施設 福井市美術館
福井市 市施設 福井競輪場
福井市 市施設 越前水仙の里温泉　波の華
福井市 市施設 園芸センター
福井市 市施設 すかっとランド九頭竜
福井市 市施設 福井市きらら館
福井市 市施設 フェニックス・プラザ
敦賀市 市施設 敦賀市庁舎
敦賀市 市施設 敦賀斎苑
敦賀市 市施設 敦賀きらめき温泉リラ・ポート
敦賀市 市施設 きらめきみなと館
敦賀市 市施設 男女共同参画センター
敦賀市 市施設 市立図書館・プラザ萬象
敦賀市 市施設 市民文化センター
敦賀市 市施設 新疋田駅
敦賀市 市施設 東浦公民館
敦賀市 市施設 東郷公民館
敦賀市 市施設 粟野公民館
敦賀市 市施設 敦賀市健康管理センター
敦賀市 市施設 敦賀市福祉総合センター
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令和5年3月31日

所在市町 区　　　分 施　　　設　　　名
市町施設 敦賀市 市施設 敦賀市立やまびこ園

敦賀市 市施設 敦賀市総合運動公園（体育館、プール）
小浜市 市施設 小浜市役所
小浜市 市施設 御食国若狭おばま食文化館
小浜市 市施設 総合運動場
小浜市 市施設 体育館
小浜市 市施設 遠敷児童センター
小浜市 市施設 小浜市総合福祉センター
大野市 市施設 大野市役所
大野市 市施設 多田記念有終会館
大野市 市施設 大野市文化会館
大野市 市施設 学びの里めいりん
大野市 市施設 上庄公民館
大野市 市施設 乾側公民館
大野市 市施設 小山公民館
大野市 市施設 富田公民館
大野市 市施設 大野市エキサイト広場総合体育施設
大野市 市施設 本願清水イトヨの里
大野市 市施設 下庄小学校
大野市 市施設 大野市職業訓練センター
大野市 市施設 あっ宝らんど
大野市 市施設 地域交流センター（旧有終西小学校体育館）
大野市 市施設 大野市和泉支所
大野市 市施設 道の駅九頭竜ふれあい会館
大野市 市施設 大野市和泉公民館
勝山市 市施設 勝山市役所
勝山市 市施設 勝山市教育会館
勝山市 市施設 勝山市民会館
勝山市 市施設 勝山市立図書館
勝山市 市施設 勝山市福祉健康センター　すこやか
勝山市 市施設 東山いこいの森
勝山市 市施設 ふるさと森林館
勝山市 市施設 長尾山総合公園
勝山市 市施設 勝山温泉センター
勝山市 市施設 はたや記念館ゆめおーれ勝山
勝山市 市施設 勝山市立村岡公民館
勝山市 市施設 勝山市体育館　ジオアリーナ
鯖江市 市施設 鯖江市役所
鯖江市 市施設 健康福祉センター
鯖江市 市施設 市民ホールつつじ
鯖江市 市施設 越前漆器伝統産業会館
鯖江市 市施設 文化の館
鯖江市 市施設 文化センター
鯖江市 市施設 農作業準備休養所（片上公民館）
鯖江市 市施設 片上体育館
鯖江市 市施設 豊農村環境改善センター（豊公民館）
鯖江市 市施設 北中山公民館
鯖江市 市施設 北中山体育館
鯖江市 市施設 高年大学
鯖江市 市施設 ことぶき体育館
鯖江市 市施設 勤労青少年ホーム
鯖江市 市施設 勤労者体育センター
鯖江市 市施設 神明健康スポーツセンター
鯖江市 市施設 鯖江市広域西番スポーツセンター
鯖江市 市施設 嚮陽会館
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令和5年3月31日

所在市町 区　　　分 施　　　設　　　名
市町施設 鯖江市 市施設 ふれあいみんなの館・さばえ

鯖江市 市施設 市民活動交流センター
鯖江市 市施設 福井県平和祈念館・水落児童館
鯖江市 市施設 多機能型健康福祉施設　神明苑
鯖江市 市施設 アイアイ鯖江・健康福祉センター
あわら市 市施設 あわら市役所
あわら市 市施設 保健センター
あわら市 市施設 老人福祉センター百寿苑
あわら市 市施設 老人福祉センター市姫荘
あわら市 市施設 金津創作の森アートコア
あわら市 市施設 金津創作の森創作工房
あわら市 市施設 中央公民館
あわら市 市施設 北潟公民館
あわら市 市施設 本荘公民館
あわら市 市施設 湯のまち公民館
あわら市 市施設 伊井公民館
あわら市 市施設 坪江公民館
あわら市 市施設 剱岳公民館
あわら市 市施設 細呂木公民館
あわら市 市施設 吉崎公民館
あわら市 市施設 あわら市学校給食センター
あわら市 市施設 あわら湯のまち広場駐車場
越前市 市施設 越前市役所本庁舎
越前市 市施設 越前市今立総合支所
越前市 市施設 越前市武生中央公園
越前市 市施設 越前市エコビレッジ交流センター
越前市 市施設 しきぶ温泉湯楽里
越前市 市施設 万葉菊花園
越前市 市施設 越前の里味真野苑
越前市 市施設 越前市体育館
越前市 市施設 コミュニティセンター柳荘
坂井市 市施設 坂井市役所本庁
坂井市 市施設 坂井市役所丸岡総合支所
坂井市 市施設 坂井市役所春江総合支所
坂井市 市施設 坂井健康センター
坂井市 市施設 坂井市みくに市民センター
坂井市 市施設 丸岡総合福祉センター
坂井市 市施設 三国希望園
坂井市 市施設 ゆりの里公園
坂井市 市施設 ハートピア春江
坂井市 市施設 みくに文化未来館
坂井市 市施設 坂井図書館
坂井市 市施設 加戸公民館
坂井市 市施設 浜四郷公民館
坂井市 市施設 三国木部公民館
坂井市 市施設 鳴鹿公民館
坂井市 市施設 高椋東部公民館
坂井市 市施設 丸岡公民館
坂井市 市施設 春江南公民館
坂井市 市施設 春江中公民館
坂井市 市施設 春江西公民館
坂井市 市施設 東十郷公民館
坂井市 市施設 大関交遊館
坂井市 市施設 三国体育館
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令和5年3月31日

所在市町 区　　　分 施　　　設　　　名
市町施設 坂井市 市施設 丸岡体育館

坂井市 市施設 丸岡運動公園管理事務所
坂井市 市施設 丸岡トレーニングセンター
坂井市 市施設 坂井木部児童館
坂井市 市施設 三国運動公園
永平寺町 町施設 松岡総合運動公園
永平寺町 町施設 永平寺緑の村四季の森文化館
永平寺町 町施設 上志比文化会館サンサンホール
永平寺町 町施設 松岡ふるさと学習館
永平寺町 町施設 永平寺町役場
永平寺町 町施設 永平寺町役場永平寺支所
永平寺町 町施設 永平寺町役場上志比支所
永平寺町 町施設 やすらぎの郷
永平寺町 町施設 永平寺老人福祉センター
永平寺町 町施設 上志比中学校プール
永平寺町 町施設 上志比体育館
永平寺町 町施設 松岡公民館
永平寺町 町施設 緑の村ふれあいセンター
永平寺町 町施設 上志比公民館
永平寺町 町施設 上志比人希の里公園
永平寺町 町施設 松岡農業構造改善センター
永平寺町 町施設 松岡多目的集会センター
永平寺町 町施設 松岡河川公園管理棟
永平寺町 町施設 永平寺河川公園
永平寺町 町施設 中島河川公園
永平寺町 町施設 松岡上水道管理センター
永平寺町 町施設 松岡福祉総合センター
永平寺町 町施設 永平寺保健センター
永平寺町 町施設 浄法寺山青少年旅行村
永平寺町 町施設 吉峰寺キャンプ場
永平寺町 町施設 町営第一駐車場
池田町 町施設 池田町役場
池田町 町施設 池田町総合保健福祉センター　ほっとプラザ
南越前町 町施設 南越前町役場
南越前町 町施設 南条保険福祉センター
南越前町 町施設 南越前町今庄総合事務所
南越前町 町施設 今庄保健センター
南越前町 町施設 河野保健福祉センター
南越前町 町施設 南越前町河野診療所
南越前町 町施設 南越前町河野総合事務所
越前町 町施設 越前町役場本庁
越前町 町施設 織田コミュニティセンター
越前町 町施設 朝日生涯学習センター
越前町 町施設 宮崎コミュニティセンター
越前町 町施設 越前コミュニティセンター
美浜町 町施設 美浜町役場
高浜町 町施設 高浜小学校
高浜町 町施設 高浜中学校
高浜町 町施設 青郷公民館
高浜町 町施設 内浦公民館
高浜町 町施設 高浜町保健福祉センター
おおい町 町施設 おおい町名田庄総合事務所
おおい町 町施設 あっとほ～むいきいき館　保健福祉支援センター
おおい町 町施設 保健・医療・福祉総合施設なごみ　保健福祉センター
おおい町 町施設 保健・医療・福祉総合施設　診療所
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令和5年3月31日

所在市町 区　　　分 施　　　設　　　名
市町施設 おおい町 町施設 介護老人保健施設　なごみ

おおい町 町施設 おおい町役場
おおい町 町施設 おおい町総合運動公園
おおい町 町施設 おおい町いきいき長寿村
おおい町 町施設 おおい町きのこの森
おおい町 町施設 おおい町情報交差点
若狭町 町施設 若狭町役場三方庁舎
若狭町 町施設 若狭町役場上中庁舎
若狭町 町施設 若狭町歴史文化館
若狭町 町施設 パレア若狭
大野市 行政事務組合 大野・勝山地区広域行政事務組合

18/18


