
令和5年3月31日現在

ハートフルパーキング協力施設

所在市町 区　　　分 施　　　設　　　名
商業施設など 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

敦賀市 ショッピングセンター 平和堂アル・プラザ敦賀
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 喜ね舎
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
大野市 商業施設 １００満ボルト大野本店
大野市 商業施設 ヤマダ電機テックランド大野店
福井市 商業施設 ヤマダ電機テックランド福井大和田店
越前市 商業施設 ケーズデンキ福井越前店
敦賀市 商業施設 クリナップ㈱敦賀ショールーム
福井市 商業施設 ドコモショップ新田塚店
越前町 ホームセンター ヤマキシ朝日店
敦賀市 自動車販売 日光モーター
福井市 自動車販売 福井トヨペット　南福井店
敦賀市 自動車販売 福井トヨペット　敦賀店
福井市 自動車販売 福井トヨペット　東店
小浜市 自動車販売 福井トヨペット　小浜店
福井市 自動車販売 福井トヨペット　天菅生橋店
敦賀市 自動車販売 トヨタカローラ福井　敦賀店
福井市 郵便局 郵便事業㈱福井支店　福井中央郵便局
鯖江市 郵便局 神明郵便局
鯖江市 その他 タナカフォーサイト株式会社
若狭町 郵便局 安賀里郵便局
福井市 医療施設 光陽生協クリニック
福井市 医療施設 福井赤十字病院
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
敦賀市 医療施設 泉が丘病院
敦賀市 医療施設 敦賀温泉病院
大野市 医療施設 松田病院
鯖江市 医療施設 木村病院
鯖江市 医療施設 斎藤病院
鯖江市 医療施設 丸山内科循環器医院
鯖江市 医療施設 広瀬病院
鯖江市 医療施設 公立丹南病院
鯖江市 医療施設 高村病院
鯖江市 医療施設 藤田胃腸科・内科・外科医院
越前市 医療施設 今立中央病院
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 東部内科外科クリニック
越前市 医療施設 野尻医院

　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
設で設置されています。
　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日現在

所在市町 区　　　分 施　　　設　　　名
商業施設など 越前市 医療施設 ひの歯科クリニック

越前市 医療施設 藤井歯科医院
越前市 医療施設 相木病院
坂井市 医療施設 キンダークリニックきかわ小児科
坂井市 医療施設 ともだクリニック
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
越前町 医療施設 織田病院
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
福井市 社会福祉施設 レインボー２１
福井市 社会福祉施設 介護老人保健施設　あじさい
福井市 社会福祉施設 サービス付高齢者向け住宅　千寿の森
福井市 社会福祉施設 特別養護老人ホーム　たんぽぽ苑
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 新和さみどり保育園
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 身体障害者寮護施設友愛園
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 もみじの里
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 デイサービスさくら
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 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 障害者生活支援センターデイサービスセンターなかま
鯖江市 社会福祉施設 鯖江地域交流センター
鯖江市 社会福祉施設 エレガントセニールガーデン
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 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
越前市 社会福祉施設 介護支援センター芦山
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 特別養護老人ホームガーデンハイツ春江
越前町 社会福祉施設 光道園朝日
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
若狭町 社会福祉施設 コミュニティ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 若狭町地域福祉センター和泉
福井市 その他 財団法人福井県教育センター
敦賀市 その他 日本原子力研究開発機構敦賀本部事務所
敦賀市 その他 アクアトム
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
国施設 南越前町 国施設 道の駅　河野

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 自治研修所
福井市 県施設 福井県職員会館
福井市 県施設 生活学習館
福井市 県施設 消防学校
福井市 県施設 衛生環境研究センター
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
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令和5年3月31日現在

所在市町 区　　　分 施　　　設　　　名
県施設 福井市 県施設 福井県社会福祉センター

福井市 県施設 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
福井市 県施設 健康スポーツセンター
福井市 県施設 県立病院
福井市 県施設 福井県産業会館
福井市 県施設 工業技術センター
福井市 県施設 中小企業産業大学校
福井市 県施設 国際交流会館
福井市 県施設 農業試験場
福井市 県施設 家畜保健衛生所
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 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 運動公園水泳場
福井市 県施設 運動公園野球場
福井市 県施設 運動公園県営体育館
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 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 福井県交通機動隊庁舎
福井市 県施設 福井県機動隊庁舎
福井市 県施設 警察学校庁舎
福井市 県施設 足羽高等学校
福井市 県施設 ろう学校
福井市 県施設 福井駅周辺整備事務所
福井市 県施設 福井県立ライフル射撃場
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 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 水産試験場
敦賀市 県施設 敦賀土木事務所
敦賀市 県施設 敦賀港魚釣り護岸駐車場
敦賀市 県施設 敦賀港鞠山親水護岸駐車場
敦賀市 県施設 敦賀港フェリーターミナル駐車場
敦賀市 県施設 敦賀警察署
小浜市 県施設 若狭合同庁舎
小浜市 県施設 栽培漁業センター
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 若狭歴史民族資料館
小浜市 県施設 若狭図書学習センター
小浜市 県施設 小浜警察署
小浜市 県施設 若狭高等学校
小浜市 県施設 嶺南西養護学校
小浜市 県施設 道の駅　若狭おばま
大野市 県施設 奥越合同庁舎
大野市 県施設 奥越健康福祉センター
大野市 県施設 自然保護センター
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
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令和5年3月31日現在

所在市町 区　　　分 施　　　設　　　名
大野市 県施設 奥越高原青少年自然の家
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令和5年3月31日現在

所在市町 区　　　分 施　　　設　　　名
県施設 大野市 県施設 大野警察署

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
勝山市 県施設 奥越高原牧場
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 勝山南高等学校
勝山市 県施設 福井県立クレー射撃場
鯖江市 県施設 鯖江青年の家
鯖江市 県施設 鯖江警察署
鯖江市 県施設 丹南高等学校
鯖江市 県施設 道の駅　西山公園
あわら市 県施設 坂井健康福祉センター
あわら市 県施設 園芸振興センター
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
あわら市 県施設 金津高等学校
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 越前警察署
越前市 県施設 武生東高等学校
越前市 県施設 武生高等学校
坂井市 県施設 坂井合同庁舎
坂井市 県施設 越前三国オートキャンプ場
坂井市 県施設 福井県産業情報センター
坂井市 県施設 食品加工研究所
坂井市 県施設 畜産試験場
坂井市 県施設 三国土木事務所
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 丸岡高等学校
坂井市 県施設 嶺北養護学校
永平寺町 県施設 福井警察署永平寺分庁舎
池田町 県施設 武生高等学校（池田分校）
越前町 県施設 丹生合同庁舎
越前町 県施設 水仙荘
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 鯖江警察署丹生分庁舎
越前町 県施設 道の駅　越前
越前町 県施設 道の駅　パークイン丹生ケ丘
おおい町 県施設 ふるさと海浜公園
若狭町 県施設 海浜自然センター
若狭町 県施設 嶺南牧場
若狭町 県施設 河内川ダム建設事務所
若狭町 県施設 三方青年の家
若狭町 県施設 原子力施設警備隊
若狭町 県施設 嶺南振興局河内川ダム建設事務所

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
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令和5年3月31日現在

所在市町 区　　　分 施　　　設　　　名
市町施設 福井市 市施設 福井市聖苑

福井市 市施設 フェニックスプラザ自動車駐車場
福井市 市施設 福井市東山健康運動公園
福井市 市施設 福井市市民福祉会館
福井市 市施設 福井市文化会館
福井市 市施設 大手駐車場
敦賀市 市施設 敦賀市庁舎
敦賀市 市施設 衛生処理場（クリーンピア）
敦賀市 市施設 男女共同参画センター
敦賀市 市施設 新疋田駅
敦賀市 市施設 敦賀市子育て総合支援センター
敦賀市 市施設 敦賀市立和幸園
敦賀市 市施設 敦賀市総合福祉センター
敦賀市 市施設 敦賀市立やまびこ園
小浜市 市施設 小浜市役所
小浜市 市施設 健康管理センター
小浜市 市施設 御食国若狭おばま食文化館
小浜市 市施設 働く婦人の家
小浜市 市施設 わかさ国府の郷四季菜館
小浜市 市施設 上野交流施設
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 大野市エキサイト広場総合体育施設
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 勝山ニューホテル
鯖江市 市施設 鯖江市役所
鯖江市 市施設 河和田コミュニティセンター
鯖江市 市施設 健康福祉センター
鯖江市 市施設 いきいき未来館
鯖江市 市施設 市民ホールつつじ
鯖江市 市施設 ラポーゼかわだ
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 夢みらい館さばえ、神明公民館
鯖江市 市施設 鯖江公民館
鯖江市 市施設 新横江公民館
鯖江市 市施設 中河公民館
鯖江市 市施設 農作業準備休養所、片上体育館
鯖江市 市施設 立待公民館
鯖江市 市施設 吉川公民館
鯖江市 市施設 豊公民館
鯖江市 市施設 北中山公民館
鯖江市 市施設 高年大学、ことぶき体育館
鯖江市 市施設 勤労青少年ホーム、勤労者体育センター
鯖江市 市施設 総合体育館
鯖江市 市施設 立待体育館
鯖江市 市施設 河和田体育館
鯖江市 市施設 スポーツ交流館
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日現在

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
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 あわら湯のまち広場伝統芸能館駐車場
越前市 市施設 越前市役所本庁舎
越前市 市施設 越前市役所分庁舎
越前市 市施設 越前市今立総合支所庁舎
越前市 市施設 武生中央公園
越前市 市施設 越前市広瀬勤労者研修センター
越前市 市施設 武生勤労青少年ホーム
越前市 市施設 今立青少年ホーム
越前市 市施設 しきぶ温泉湯楽里
越前市 市施設 王子保児童センター
越前市 市施設 味真野児童センター
越前市 市施設 越前市社会福祉センター
越前市 市施設 コミュニティセンター柳荘
越前市 市施設 武生東小学校
越前市 市施設 武生西小学校
越前市 市施設 武生南小学校
越前市 市施設 神山小学校
越前市 市施設 吉野小学校
越前市 市施設 国高小学校
越前市 市施設 大虫小学校
越前市 市施設 坂口小学校
越前市 市施設 王子保小学校
越前市 市施設 北日野小学校
越前市 市施設 北新庄小学校
越前市 市施設 味真野小学校
越前市 市施設 白山小学校
越前市 市施設 南中山小学校
越前市 市施設 花筐小学校
越前市 市施設 服間小学校
越前市 市施設 岡本小学校
越前市 市施設 武生第一中学校
越前市 市施設 武生第二中学校
越前市 市施設 武生第三中学校
越前市 市施設 万葉中学校
越前市 市施設 武生第五中学校
越前市 市施設 武生第六中学校
越前市 市施設 南越中学校
越前市 市施設 越前市保健福祉センター
越前市 市施設 越前市万葉菊花園
坂井市 市施設 坂井市役所本庁
坂井市 市施設 坂井市みくに市民センター
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 坂井木部公民館
坂井市 市施設 三国体育館
坂井市 市施設 みくに龍翔館
永平寺町 町施設 永平寺緑の村四季の森文化官
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 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 松岡福祉総合センター
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令和5年3月31日現在

所在市町 区　　　分 施　　　設　　　名
市町施設 永平寺町 町施設 永平寺保健センター

池田町 町施設 能楽の里文化交流会館
南越前町 町施設 南越前町河野総合事務所
南越前町 町施設 旧齋藤家
越前町 町施設 越前町役場本庁
越前町 町施設 越前町役場宮崎総合事務所
越前町 町施設 越前町役場越前総合事務所
越前町 町施設 宮崎生涯学習センター
越前町 町施設 織田生涯学習センター
越前町 町施設 越前町立図書館
高浜町 町施設 保健福祉センター
高浜町 町施設 池田山公園駐車場
おおい町 町施設 流星館
おおい町 町施設 道の駅　名田庄
おおい町 町施設 道の駅　うみんぴあ大飯
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
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