
福島県やさしさマーク交付先一覧表

【県北地方】　１４４件
市町村別 分類 建築物名称 建築物所在地 交付年度

1 福島市 医療施設 大原総合病院附属大原医療センター 福島市鎌田字中江３３ ５年度
2 福島市 医療施設 しのぶ病院 福島市大森字高畑３１－１ ５年度
3 福島市 医療施設 福島第一病院 福島市北沢又字成出１６ ５年度
4 福島市 医療施設 福島西部病院 福島市東中央三丁目１５ ５年度
5 福島市 医療施設 福島県立医科大学附属病院 福島市光が丘１番地 ５年度
6 福島市 医療施設 奥野胃腸科・内科医院 福島市瀬上町字寺前７－８の一部 １０年度
7 福島市 医療施設 あいかわ耳鼻咽喉科クリニック 福島市成川字上谷地１－１他 １０年度
8 福島市 医療施設 松川クリニック 福島市松川町沼袋字北原８４－１１他 １０年度
9 福島市 医療施設 遠藤歯科口腔外科クリニック 福島市東中央一丁目１５－６ １０年度

10 福島市 医療施設 内藤歯科医院 福島市野田町四丁目１３１－８他 １１年度
11 福島市 医療施設 大森薬局あすか調剤薬局 福島市大森字城の内５０－１他 １３年度
12 福島市 医療施設 あすなろ南矢野目クリニック 福島市南矢野目字底樋２　他 １４年度
13 福島市 医療施設 内海メンタルクリニック 福島市蓬莱町６丁目２－１２ １４年度
14 福島市 医療施設 福島県立リハビリテーション飯坂温泉病院及び飯坂ホーム 福島市飯坂町字原口３ １４年度
15 福島市 医療施設 すがの歯科医院 福島市渡利時城向７１－１ １５年度
16 福島市 医療施設 おがたクリニック 福島市矢倉下１０－１ １５年度
17 福島市 医療施設 わたなべクリニック 福島市成川字神崎４０－１ １６年度
18 福島市 医療施設 大森中央泌尿器科・内科・外科クリニック 福島市大森字街道下７０－２ １７年度
19 福島市 医療施設 吉倉歯科クリニック 福島市吉倉字八幡３６－４ １８年度
20 福島市 医療施設 篠木歯科医院 福島市旭町４番２６号 １９年度
21 福島市 医療施設 済生会福島総合病院 福島市大森字下原田25番地 １９年度
22 福島市 医療施設 せのうえ健康クリニック 福島市瀬上町字四斗蒔１番６、1番７ ２０年度
23 福島市 医療施設 十字在宅医療クリニック 福島市松浪町７－２６ ２１年度
24 福島市 医療施設 大原綜合病院 福島市上町１４番地１ ２９年度
25 福島市 官公庁舎 福島県庁（本庁舎） 福島市杉妻町２番１６号 ５年度
26 福島市 官公庁舎 福島県庁（西庁舎） 福島市杉妻町２番１６号 ５年度
27 福島市 官公庁舎 福島県庁（東分庁舎） 福島市杉妻町５番７５号 ５年度
28 福島市 官公庁舎 福島県保健衛生合同庁舎 福島市御山町８－３０ ５年度
29 福島市 官公庁舎 福島工事事務所福島国道維持出張所 福島市黒岩字浅井１１番地 ７年度
30 福島市 官公庁舎 福島県中央児童相談所 福島市森合町１０－９ １４年度
31 福島市 官公庁舎 福島北警察署 福島市飯坂町平野字江合２番地の８ １８年度
32 福島市 官公庁舎 運転免許センター 福島市町庭坂字大原１－１ １８年度
33 福島市 官公庁舎 福島警察署 福島市上町７番３１号 １８年度
34 福島市 官公庁舎 福島県庁舎　北庁舎 福島市杉妻町２番１６号 ２９年度
35 福島市 官公庁舎 福島県警察本部庁舎 福島市杉妻町５番７５号 ３０年度
36 福島市 共同住宅等 サーパス腰浜 福島市腰浜町８８－４ １１年度
37 福島市 共同住宅等 グラン・コート福島駅前 福島市太田町１５４－７３ １１年度
38 福島市 共同住宅等 サンデュエル野田中央公園 福島市南中央二丁目７ １８年度
39 福島市 コンビニエンスストア等 セブンイレブン福島山口店 福島市山口字雷４－１ １１年度
40 福島市 コンビニエンスストア等 セブンイレブン福島宮下町店 福島市宮下町１５の１９ １２年度
41 福島市 コンビニエンスストア等 セブンイレブン福島西中央５丁目店 福島市西中央五丁目３３－３ １８年度
42 福島市 コンビニエンスストア等 セブンイレブン福島東高成蹊高前店 福島市腰浜町１４番３６号 １８年度
43 福島市 コンビニエンスストア等 セブン-イレブン福島南沢又店 福島市南沢又字小堰２８－３ ２３年度
44 福島市 サービス業 ハートラインビル 福島市上町５０－１ １０年度
45 福島市 サービス業 はりとマッサージの小野治療院 福島市渡利字岩崎町１３０－３ ２２年度
46 福島市 事務所 東邦銀行本店 福島市大町３番２５号 ５年度
47 福島市 事務所 福島銀行本店 福島市万世町２番５号 ５年度
48 福島市 事務所 ＪＡ新ふくしま西支店 福島市上名倉字河添１８他 １３年度
49 福島市 事務所 野村證券福島支店 福島市大町４－１ １６年度
50 福島市 事務所 福島縣商工信用組合松川支店 福島市松川町字鼓ヶ岡３４－１ ２３年度
51 福島市 事務所 福島信用金庫吉井田支店 福島市吉倉字名倉９－３ ２４年度
52 福島市 事務所 福島データセンター 福島市さくら２－１－５ ２６年度
53 福島市 社会福祉施設等 老人保健施設にじのまち　上松川診療所 福島市北沢又字番匠田５ １０年度
54 福島市 社会福祉施設等 老人保健施設デイサービスセンターはなひらの 福島市飯坂町平野字小深田１－５他 １０年度
55 福島市 社会福祉施設等 高齢者福祉施設すこやかのさとおきたか 福島市沖高字中島１４－１ １５年度
56 福島市 社会福祉施設等 福島県女性のための相談支援センター 福島市上浜町６－３ １６年度
57 福島市 社会福祉施設等 ニチイ学館アイリスケアセンター南福島 福島市方木田字四斗蒔田６－２２ １７年度
58 福島市 社会福祉施設等 梨の里 福島市町庭坂字松の下９－１ １７年度
59 福島市 社会福祉施設等 就労継続支援B型事業所　なのはなの家 福島市森合字台４ ２５年度
60 福島市 集会場等 福島市いいの交流間 福島市飯野町字後川３－１ １８年度
61 福島市 集会場等 やすらぎ斎場松川ホール 福島市松川町沼袋字北３６５－１他 １９年度
62 福島市 宿泊施設 チサンイン福島西インター 福島市成川字杵清水２０番１他 １９年度
63 福島市 体育館等 県営あづま総合体育館 福島市佐原字神事場１番地 ５年度
64 福島市 体育館等 福島市国体記念館 福島市仁井田字西下川原４１番地の１ ６年度
65 福島市 体育館等 ピュアスポーツ福島スイミング 福島市字菅原５０番地の５ １４年度
66 福島市 複合施設 福島県浄土平レストハウス 福島市土湯温泉町鷲倉山地内 ６年度
67 福島市 複合施設 福島駅西口複合施設（コラッセふくしま） 福島市三河南町５－７ １５年度
68 福島市 複合施設 福島市保健福祉センター 福島市森合町１０番１号 １６年度
69 福島市 複合施設 複合施設ホリスティカかまた 福島市鎌田字門丈壇４番１ １９年度
70 福島市 複合施設 ラコパふくしま 福島市仲間町４－８ ２６年度
71 福島市 物品販売業 ライオン堂鎌田店 福島市鎌田字西舟戸１１－１ ７年度
72 福島市 物品販売業 ヨークベニマル平野店 福島市飯坂町平野字上前田３－１ ７年度
73 福島市 物品販売業 曽根田ショッピングセンター 福島市曽根田町１－１８ １０年度
74 福島市 物品販売業 メガネの相沢福島 福島市南矢野目字西荒田南２－１他 １１年度
75 福島市 物品販売業 マックスバリュ大森店 福島市大森字城ノ内３５－１ １７年度
76 福島市 物品販売業 福島ダイハツふくしま矢野目店 福島市北矢野目字原田前９－１他 １８年度
77 福島市 物品販売業 ヨークベニマル太平寺店 福島市太平寺字坿屋敷４９ ２１年度
78 福島市 文化施設 福島県立図書館 福島市森合字西養山１番地 ５年度
79 福島市 文化施設 福島県立美術館 福島市森合字西養山１番地 ５年度
80 福島市 文化施設 原郷のこけし群西田記念館 福島市荒井字横塚３－１８３ ７年度
81 福島市 文化施設 福島県点字図書館 福島市森合町６－７ １４年度
82 福島市 薬局 コスモ調剤薬局成川支店 福島市下鳥渡字八幡塚４０－２ １０年度
83 福島市 薬局 けや木薬局 福島市瀬上町字幸町８－４他 １８年度
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84 福島市 集会場等 (株)ジェイエイ新ふくしまライフＪＡホールやのめ 福島市北矢野目字原田５９－２ ２６年度
85 二本松市 医療施設 枡記念病院 二本松市住吉１００番地 ５年度
86 二本松市 官公庁舎 二本松市役所庁舎 二本松市金色４０３ ６年度
87 二本松市 官公庁舎 福島県男女共生センター 二本松市郭内１丁目１９６番地１号 １３年度
88 二本松市 官公庁舎 二本松警察署東和駐在所 二本松市針道字西ノ内１４２番 １５年度
89 二本松市 官公庁舎 福島県二本松合同庁舎 二本松市金色４２４ １８年度
90 二本松市 官公庁舎 二本松警察署 二本松市若宮二丁目１６３番地の５ ２０年度
91 二本松市 公衆便所 梨作農村公園トイレ 二本松市杉沢字梨作５７１ ２２年度
92 二本松市 事務所 安達町商工会館 二本松市油井字背戸谷地１１－２ ７年度
93 二本松市 事務所 福島県労働金庫二本松支店 二本松市向原２５６番地１０ ９年度
94 二本松市 集会場等 ＪＡ斎場あだたら 二本松市杉田駄子内５６－４ １５年度
95 二本松市 集会場等 根崎公会堂 二本松市根崎一丁目２７-１ ２９年度
96 二本松市 複合施設 安達ヶ原ふるさと村 二本松市安達ヶ原４丁目１００番地 ６年度
97 二本松市 物品販売業 （株）岡商店二本松杉田給油所 二本松市杉田町１丁目１７－１他 １３年度
98 伊達市 医療施設 みなみクリニック 伊達市保原町字岡代１０－１ １０年度
99 伊達市 医療施設 菊地整形外科 伊達市坂ノ上12 ２８年度

100 伊達市 官公庁舎 福島県伊達合同庁舎 伊達市保原町大泉字大地内１２４ １８年度
101 伊達市 官公庁舎 伊達市役所本庁舎・保原総合支所 伊達市保原町字舟橋１８０番地 １８年度
102 伊達市 官公庁舎 伊達警察署 伊達市保原町大泉字大地内６１－４ ２２年度
103 伊達市 公共交通機関 阿武隈急行線　大泉駅 伊達市保原町大泉１５－８、２４－６、２５－１０ ２０年度
104 伊達市 事務所 ＪＡ伊達みらい保原総合支店／みらいホール保原 伊達市保原町字下野崎５－１ １８年度
105 伊達市 社会福祉施設等 ひまわり園 伊達市保原町字東台後７６－１ １６年度
106 伊達市 社会福祉施設等 霊山三育保育園子育て支援センター 伊達市霊山町掛田字北谷津７－２他 １８年度
107 伊達市 社会福祉施設等 特別養護老人ホーム　ファミーユ 伊達市保原町上保原字遍照原８－８ ２２年度
108 伊達市 社会福祉施設等 特別養護老人ホーム　孝の郷 伊達市霊山町掛田字明正寺２１－１ ２２年度
109 伊達市 集会場等 桜町町内会集会所 伊達市梁川町字丹波塚５１の５ ８年度
110 伊達市 集会場等 石戸ふれあいセンター 伊達市霊山町石田字宮下１２－８ １０年度
111 伊達市 集会場等 ＪＡ伊達みらい斎場（みらい斎場梁川） 伊達市梁川町字八筋８６番地 １５年度
112 伊達市 物品販売業 ヨークベニマル伊達店 伊達市前川原５５番地 ５年度
113 伊達市 物品販売業 ささき衣料店 伊達市梁川町広瀬町５２ ９年度
114 伊達市 物品販売業 Ｖチェーン・フレスタ保原店 伊達市保原町字半道９４番１ １３年度
115 伊達市 物品販売業 ファンズ霊山店 伊達市霊山町掛田字西陣馬９－１ ２１年度
116 伊達市 薬局 げんじろう調剤薬局梁川店 伊達市梁川町字西土橋１１８－１他 １３年度
117 伊達市 薬局 やながわ薬局 伊達市梁川町字東土橋６－５ １６年度
118 伊達市 医療施設 諏訪野歯科医院 伊達市諏訪野１丁目１－１２３ １０年度
119 伊達市 医療施設 おの整形外科クリニック 伊達市梁川町字西土橋１２０他 １３年度
120 伊達市 医療施設 北福島医療センター 伊達市箱崎字東２３－１ １４年度
121 伊達市 事務所 東邦銀行保原支店 伊達市保原町８丁目７－３他 １３年度
122 伊達市 集会場等 ＪＡ伊達みらい斎場（みらい斎場ほばら） 伊達市保原町字京門４４－１ １３年度
123 伊達市 薬局 保原薬局梁川南店 伊達市梁川町桜町１１４ １４年度
124 本宮市 医療施設 福島県立リハビリテーション温泉病院本宮診療所 本宮市本宮字千代田６０－１ １５年度
125 本宮市 官公庁舎 本宮警察署岩根駐在所 本宮市岩根字上年神６１－２ ２１年度
126 本宮市 社会福祉施設等 老人保健施設まゆみの里 本宮市青田字花掛２０番地 １１年度
127 本宮市 集会場等 もとみや斎場 本宮市仁井田字山田１２－２ １３年度
128 本宮市 物品販売業 勢州屋酒店本宮支店 本宮市仁井田字山田１４－１ ９年度
129 本宮市 物品販売業 本宮サービスステーション 本宮市荒井字上沢２５ １６年度
130 本宮市 物品販売業 福島ダイハツ本宮まゆみ店 本宮市本宮字下台１８番１１ １７年度
131 本宮市 文化施設 アサヒビール（株）福島工場見学お客様接待施設 本宮市荒井字上前畑１ ７年度
132 本宮市 理容・美容所 髪工房橋本 本宮市本宮字花町３－３の一部 ９年度
133 桑折町 官公庁舎 福島北警察署桑折分庁舎 桑折町大字谷地字形土１５－２ ２２年度
134 桑折町 社会福祉施設等 桑折町保健福祉センター　やすらぎ園 伊達郡桑折町大字谷地字道下２２ １０年度
135 桑折町 集会場等 ＪＡ伊達みらい斎場（みらい斎場こおり） 伊達郡桑折町大字谷地下割付２０－１ １６年度
136 桑折町 官公庁舎 桑折町役場 伊達郡桑折町大字谷地字道下２２－１ 令和３年度
137 国見町 集会場等 国見町観月台文化センター 伊達郡国見町大字藤田字観月台１５ ７年度
138 川俣町 医療施設 済生会川俣病院 伊達郡川俣町鶴沢字川端２－４ １１年度
139 川俣町 社会福祉施設等 川俣町保健センター 伊達郡川俣町字樋ノ口１２番地 １０年度
140 川俣町 社会福祉施設等 特別養護老人ホーム川俣ホーム 伊達郡川俣町大字鶴沢字川端２－１ １３年度
141 川俣町 集会場等 七窪団地集会所 伊達郡川俣町字七窪８－１０ ９年度
142 川俣町 物品販売業 ファンズ川俣店 伊達郡川俣町中丁２４－２ ２５年度
143 大玉村 文化施設 ふくしま県民の森森林学習館 安達郡大玉村玉井字雨ヶ沢７ １４年度
144 大玉村 文化施設 ふくしま県民の森森林館 安達郡大玉村玉井字長久保６５ １４年度

2



福島県やさしさマーク交付先一覧表

【県中地方】　７６件
市町村別 分類 建築物名称 建築物所在地 交付年度

1 郡山市 医療施設 針生ヶ丘病院診療管理棟 郡山市大槻町字天正坦１１番地 ５年度
2 郡山市 医療施設 南東北病院 郡山市富久山町人山田字前林１８番地 ５年度
3 郡山市 医療施設 桑野協立病院 郡山市島二丁目９番１８号 ６年度
4 郡山市 医療施設 今泉西病院 郡山市朝日二丁目１８番８号 ６年度
5 郡山市 医療施設 原内科医院 郡山市芳賀一丁目１６番１号 ７年度
6 郡山市 医療施設 五十嵐内科医院 郡山市小原田２丁目３０６－２他 ８年度
7 郡山市 医療施設 うさみ内科 郡山市大槻町字三角田８８－２他 ９年度
8 郡山市 医療施設 たるかわクリニック 郡山市大槻町字御前２５－１ ９年度
9 郡山市 医療施設 てちがわら内科 郡山市島一丁目１８５他 ９年度

10 郡山市 医療施設 渡邊歯科クリニック 郡山市安積二丁目１８ １１年度
11 郡山市 医療施設 根本クリニック 郡山市咲田１－８２－２他 １２年度
12 郡山市 医療施設 あさかストレスクリニック 郡山市安積三丁目３４１ １４年度
13 郡山市 医療施設 栗原歯科医院 郡山市久留米６丁目８５－４ １７年度
14 郡山市 飲食・料理店等 仕出し弁当清水屋 郡山市桑野清水台４９番地の６ ７年度
15 郡山市 学校等 郡山経済専門学校 郡山市芳賀２丁目２番地 ８年度
16 郡山市 学校等 学校法人成田学園希望ヶ丘幼稚園 郡山市富田町十文字３１他 １１年度
17 郡山市 学校等 郡山光風学園 郡山市大槻町西ノ宮西６－２ １４年度
18 郡山市 官公庁舎 郡山市役所分庁舎 郡山市朝日一丁目２３番７号 ５年度
19 郡山市 官公庁舎 郡山市水道局 郡山市豊田町１番１号 ５年度
20 郡山市 官公庁舎 福島県ハイテクプラザ 郡山市片平町字山神舘７の２ ５年度
21 郡山市 官公庁舎 郡山北警察署 郡山市富田町字下曲田２－８ １３年度
22 郡山市 官公庁舎 郡山北警察署日和田駐在所 郡山市日和田町北ノ入５６－１ １３年度
23 郡山市 官公庁舎 郡山警察署 郡山市字城清水２３ １８年度
24 郡山市 事務所 東邦銀行郡山北支店 郡山市富久山町久保田字上野５６－５他 ８年度
25 郡山市 事務所 みずほ銀行郡山支店 郡山市中町７－１９ １８年度
26 郡山市 事務所 秋田銀行郡山南支店 郡山市安積町荒井字石樋８３－４ ２０年度
27 郡山市 社会福祉施設等 深沢デイサービスセンター 郡山市深沢２丁目２１７－２ １０年度
28 郡山市 社会福祉施設等 希望ヶ丘ホーム 郡山市希望ヶ丘３１－２６ １４年度
29 郡山市 社会福祉施設等 福島県総合療育センター 郡山市富田町字上の台４－１ １４年度
30 郡山市 集会場等 郡山市民文化センター 郡山市堤下町１番２号 ５年度
31 郡山市 集会場等 郡山斎場 郡山市方八町二丁目８９他 ９年度
32 郡山市 集会場等 大平町自治集会所 郡山市大平町字後田８７－３ １０年度
33 郡山市 宿泊施設 郡山簡易保険保養センター 郡山市熱海町熱海３丁目１９８ １２年度
34 郡山市 複合施設 福島県産業交流館（ビッグパレットふくしま） 郡山市安積町日出山字北千保１９番８ １０年度
35 郡山市 物品販売業 ヨークベニマル台新店 郡山市台新一丁目３０番９号 ５年度
36 郡山市 物品販売業 郡山中町第一地区第一種市街地再開発事業施設建築物 郡山市中町７番～１６番 １１年度
37 郡山市 物品販売業 カインズホーム郡山富田店 郡山市富田町字上田向２２－１ １１年度
38 郡山市 物品販売業 福島トヨタ自動車（株）　郡山並木店 郡山市並木３丁目１－１１他 １２年度
39 郡山市 文化施設 郡山市中央図書館 郡山市麓山一丁目５番２５号 ５年度
40 郡山市 文化施設 郡山市立美術館 郡山市安原町字大谷地１３０番地の２ ５年度
41 郡山市 薬局 大学堂薬局 郡山市麓山１丁目２０４番の一部 ８年度
42 郡山市 薬局 桑野ひかり調剤薬局 郡山市島二丁目１０１番 ９年度
43 郡山市 薬局 そのべ調剤薬局 郡山市島一丁目１８７番３ １０年度
44 須賀川市 医療施設 ふるさわ整形外科 須賀川市前田川字宮の前１６６－１４０他 １０年度
45 須賀川市 医療施設 森宿歯科医院 須賀川市森宿字御膳田３８－１５ １４年度
46 須賀川市 医療施設 （仮称）関根医院 須賀川市影沼町２２６－３ １８年度
47 須賀川市 学校等 福島学園 須賀川市森宿字中新田１２８ １４年度
48 須賀川市 官公庁舎 須賀川警察署岩瀬駐在所 須賀川市桂田字長井１３２番 １３年度
49 須賀川市 社会福祉施設等 松南ホーム 須賀川市滑川字池田８７－３他 １３年度
50 須賀川市 社会福祉施設等 特別養護老人ホーム　いわせ長寿苑 須賀川市矢沢字明池１５８ ２２年度
51 須賀川市 集会場等 須賀川アリーナ 須賀川市牛袋町５番地 ７年度
52 須賀川市 物品販売業 ヨークベニマル須賀川西店 須賀川市山寺道１４番５号 ５年度
53 須賀川市 薬局 チェリー調剤薬局 須賀川市西川字後田７８番８ ９年度
54 須賀川市 薬局 コスモ調剤薬局牡丹台店 須賀川市前田川字宮の前１６６－１４７他 １０年度
55 須賀川市 薬局 さくら調剤薬局 須賀川市影沼町２２６－４ １８年度
56 須賀川市 薬局 つばさ調剤薬局 須賀川市森宿字横見根１３－８６ １９年度
57 須賀川市 理容・美容所 ｉｎｇｕｚ（イングズ）美容室 須賀川市芦田塚７１－１ ９年度
58 田村市 官公庁舎 田村市都路行政局 田村市都路町古道字本町３３－４ ７年度
59 田村市 薬局 わたなべ調剤薬局 田村市船引町船引字卯田ヶ作５９他 １２年度
60 田村市 薬局 げんじろう調剤薬局船引店 田村市船引町船引字源次郎１２５－３１ １３年度
61 鏡石町 官公庁舎 須賀川警察署鏡石交番 岩瀬郡鏡石町大字鏡田字牛池２０７－３他 １２年度
62 鏡石町 物品販売業 イオンスーパーセンター鏡石店 岩瀬郡鏡石町桜岡３７５－９ １７年度
63 石川町 医療施設 橋本歯科医院 石川郡石川町南町５７ ２８年度
64 石川町 事務所 東邦銀行石川支店 石川郡石川町字南町２８－１他 ８年度
65 石川町 物品販売業 高橋写真館 石川郡石川町字石田６－１の一部 ９年度
66 石川町 薬局 サンキュー薬局石川本店 石川町大字双里字本宮71-1 ２４年度
67 玉川村 公共交通機関 福島空港ビル 石川郡玉川村大字北須釜字　田２１番地 ６年度
68 浅川町 体育館等 浅川町勤労者体育センター 石川郡浅川町大字簑輪字山敷田５６の１ ６年度
69 浅川町 文化施設 吉田富三記念館 石川郡浅川町大字袖山字森下２８７ ７年度
70 古殿町 官公庁舎 福島県石川警察署古殿駐在所 石川郡古殿町大字松川字桑原１７７－１ １４年度
71 三春町 医療施設 原歯科病院 田村郡三春町熊耳字下荒井１９０－１ ９年度
72 三春町 官公庁舎 三春町警察署中妻駐在所 三春町大字下舞木字岩本８１－４３ ２１年度
73 三春町 官公庁舎 田村警察署 三春町大字熊耳字下荒井１９４ ２３年度
74 三春町 事務所 ＪＡたむら三春支店 田村郡三春町字大町１２９－１他 １０年度
75 三春町 事務所 ＪＡたむら桜支店 田村郡三春町大字鷹巣字瀬山３５６－１ １３年度
76 小野町 官公庁舎 小野警察署 小野町大字小野新町字小太内１３番地 ２０年度
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福島県やさしさマーク交付先一覧表

【県南地方】　３７件
市町村別 分類 建築物名称 建築物所在地 交付年度

1 白河市 医療施設 白河病院 白河市六反山１０－１ ５年度
2 白河市 医療施設 新白河中央病院 白河市白坂三輪台１５ ５年度
3 白河市 医療施設 だいらく歯科クリニック 白河市新白河１丁目２３０他 １３年度
4 白河市 医療施設 らくらく医院 白河市大信町屋字町屋１０６　他 １４年度
5 白河市 官公庁舎 福島県白河合同庁舎 白河市昭和町２６９ ５年度
6 白河市 官公庁舎 白河社会保険事務所 白河市郭内１１５－３ ９年度
7 白河市 官公庁舎 福島県県南保健福祉事務所 白河市郭内１２７ １４年度
8 白河市 官公庁舎 白河警察署 白河市昭和町２２６番地の２ １９年度
9 白河市 公衆便所 南湖公園菅生舘駐車場トイレ 白河市菅生舘４６番２ ２２年度

10 白河市 社会福祉施設等 特別養護老人ホーム小峰苑 白河市新夏梨１－２地内 １１年度
11 白河市 社会福祉施設等 白河市表郷福祉センター 白河市表郷堀之内字堀ノ内１番５ １２年度
12 白河市 物品販売業 コメリＨ＆Ｇ東村店 白河市東釜子字田町１８９－１他 １０年度
13 白河市 物品販売業 メガステージ白河ダイユーエイト棟 白河市新高山２９他 １１年度
14 白河市 物品販売業 メガステージ白河酒・やまや 白河市新高山２８－２ １１年度
15 白河市 物品販売業 メガステージ白河べる（ベビーチャイルドミルク）棟 白河市新高山２６－１の一部 １１年度
16 白河市 物品販売業 メガステージ白河ユニクロ棟 白河市新高山２６－１の一部 １１年度
17 白河市 物品販売業 メガステージ白河ヨークベニマル棟 白河市新高山１１他 １１年度
18 白河市 物品販売業 メガステージ白河庄子デンキ（電激倉庫）棟 白河市新高山４、５、６の一部 １１年度
19 白河市 物品販売業 メガステージ白河地元館（ｅｌｓｅ館）棟 白河市新高山３４－１の一部他 １１年度
20 白河市 物品販売業 メガステージ白河マツモトキヨシ棟 白河市新高山１０－２他 １１年度
21 白河市 物品販売業 ヨークベニマル白河横町店 白河市横町１１４番　外 ２３年度
22 白河市 物品販売業 ダイユーエイト白河店 白河市立石20 ２９年度
23 白河市 文化施設 福島県文化財センター白河館 白河市白坂字一里段８６ １３年度
24 白河市 薬局 有限会社降矢薬局（あゆみ調剤薬局） 白河市大信町屋字町屋１０７－２　他 １４年度
25 白河市 理容・美容所 コワフュール　ドゥ　プレッジ 白河市大手町１１－２２他 １２年度
26 西郷村 学校等 西郷村第二保育所 西白河郡西郷村大字小田倉字小田倉原１番地４０ １０年度
27 西郷村 社会福祉施設等 福島県社会福祉事業団太陽の国病院 西白河郡西郷村大字真船字芝原２９－４ ６年度
28 西郷村 社会福祉施設等 総合社会福祉施設太陽の国　太陽の国管理センター 西白河郡西郷村大字小田倉字上上野原５－３ １３年度
29 西郷村 社会福祉施設等 総合社会福祉施設太陽の国　太陽の国厚生センター 西白河郡西郷村大字小田倉字上上野原５－１ １３年度
30 西郷村 社会福祉施設等 総合社会福祉施設太陽の国　福島県勤労身体障害者体育館 西白河郡西郷村大字真船字芝原２９－３ １３年度
31 矢吹町 医療施設 渡部病院 西白河郡矢吹町文京町２２６ ５年度
32 矢吹町 医療施設 きたむら整形外科 西白河郡矢吹町八幡町２６１－１ １２年度
33 矢吹町 医療施設 福島県立矢吹病院 西白河郡矢吹町滝字八幡１００ １４年度
34 矢吹町 文化施設 矢吹町図書館 西白河郡矢吹町小松４８１ ６年度
35 棚倉町 官公庁舎 県南保健福祉事務所棚倉支所 東白川郡棚倉町大字棚倉字城跡３４－１ １５年度
36 棚倉町 官公庁舎 棚倉警察署 棚倉町大字流字森ノ内５９－１ ２５年度
37 棚倉町 社会福祉施設等 特別養護老人ホーム寿恵園 東白川郡棚倉町大字棚倉字舘ヶ丘７９ １５年度
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福島県やさしさマーク交付先一覧表

【会津地方】　５７件
市町村別 分類 建築物名称 建築物所在地 交付年度

1 会津若松市 医療施設 佐藤内科小児科医院 会津若松市新横町２７３他 １０年度
2 会津若松市 医療施設 医療法人明精会会津西病院 会津若松市北会津町東小松字南古川１０－１ １４年度
3 会津若松市 医療施設 真宮歯科クリニック 会津若松市真宮新町南１－６９ １５年度
4 会津若松市 医療施設 大塩歯科医院 会津若松市東栄町６－１８ １６年度
5 会津若松市 医療施設 県立会津総合病院 会津若松市城前１０－７５ １６年度
6 会津若松市 医療施設 わたなべ歯科クリニック 会津若松市石堂町１０７－５ １７年度
7 会津若松市 学校等 南町保育園 会津若松市南花畑２－７ １０年度
8 会津若松市 官公庁舎 会津保健福祉事務所 会津若松市追手町７－５ １５年度
9 会津若松市 官公庁舎 会津若松警察署栄町交番 会津若松市栄町５－２１ １６年度

10 会津若松市 官公庁舎 会津若松警察署河東駐在所 会津若松市河東町郡山字休ミ石１０－３ １６年度
11 会津若松市 官公庁舎 会津若松警察署 会津若松市山見町２４８番地 １９年度
12 会津若松市 官公庁舎 福島県会津若松合同庁舎（本館・新館） 会津若松市追手町７－５ ２１年度
13 会津若松市 事務所 東邦銀行会津支店 会津若松市大町１丁目１０－２８ ５年度
14 会津若松市 事務所 東邦銀行会津支店アピオ出張所 会津若松市インター西１１４ ９年度
15 会津若松市 事務所 福島銀行会津アピオ支店 会津若松市インター西９８番地 ９年度
16 会津若松市 社会福祉施設等 老人保健施設　美野里 会津若松市北会津町東小松字南古川１２－１ １０年度
17 会津若松市 社会福祉施設等 ニチイ学館アイリスケアセンター門田 会津若松市門田町大字日吉字小金井１１ １７年度
18 会津若松市 社会福祉施設等 特別養護老人ホーム会津敬愛苑 会津若松市北会津町東小松字南古川１ １９年度
19 会津若松市 集会場等 城西町会館 会津若松市城西町２７５－３ １４年度
20 会津若松市 宿泊施設 会津若松駅前丸五ビル 会津若松市白虎町２２２－１ ２０年度
21 会津若松市 その他 福島マツダ　会津若松店 会津若松市一箕町亀賀字村前５ ２９年度
22 会津若松市 物品販売業 ヨークベニマル門田店 会津若松市天神町２２番１１号 ５年度
23 会津若松市 物品販売業 電激倉庫会津若松店 会津若松市一箕町大字亀賀字郷之原３５８他 ９年度
24 会津若松市 物品販売業 会津若松駅「食品館ピボット」 会津若松市駅前町１番１０号 １２年度
25 会津若松市 物品販売業 アピタ会津若松店 会津若松市神指町大字南四合字幕内南１４９他 １８年度
26 会津若松市 物品販売業 コープ博労町通りあいおい店 会津若松市相生町７－１６ ２０年度
27 会津若松市 文化施設 福島県立博物館 会津若松市城東町１番２５号 １１年度
28 会津若松市 薬局 コスモ調剤薬局材木町店 会津若松市材木町二丁目３８ １５年度
29 会津若松市 理容・美容所 ビューティーステージポエム 会津若松市大町１丁目７－１４ ６年度
30 喜多方市 医療施設 佐原病院 喜多方市字永久７６８９番地の１ ５年度
31 喜多方市 医療施設 医療法人昨雲会飯塚病院 喜多方市松山町村松字北原３６３４の１ １１年度
32 喜多方市 官公庁舎 福島県喜多方合同庁舎 喜多方市松山町鳥見山字下天神６－３ １２年度
33 喜多方市 官公庁舎 救護施設（旧福島県喜多方）しののめ荘 喜多方市上三宮町吉川字黒澤４６００－１ １３年度
34 喜多方市 社会福祉施設等 通所介護事業所ぴーす 喜多方市岩月町宮津字下新田５９９３－１ ２３年度
35 喜多方市 集会場等 まごころ齋苑会津いいで 喜多方市豊川町高堂太字免田１0７５－２ １４年度
36 喜多方市 集会場等 まごころ斎苑　法要会館 喜多方市豊川町高堂太字免田１２０７－１ ２１年度
37 喜多方市 物品販売業 ヘルシープラザかがはん 喜多方市字慶徳道上５３５１－４ ５年度
38 喜多方市 物品販売業 生活協同組合コープあいづひがし店Ａ棟 喜多方市字惣座ノ宮２７００－１ １０年度
39 喜多方市 集会場等 まごころ斎苑やまと 喜多方市山都町三津合字塚田３２２－１ ２６年度
40 北塩原村 複合施設 裏磐梯野営場キャンプセンター 耶麻郡北塩原村大字桧原字小野川原１０９２－３ １４年度
41 北塩原村 文化施設 裏磐梯ビジターセンター 耶麻郡北塩原町村大字檜原字剣ヶ峯１０９３－６９７ １６年度
42 西会津町 宿泊施設 温泉保養センター「ロータスイン」 耶麻郡西会津町登世島字下小島１８７ ６年度
43 磐梯町 宿泊施設 アルツ磐梯リゾートセンター 耶麻郡磐梯町大字更科字清水平６８３８－６８ ７年度
44 猪苗代町 公衆便所 昭和の森休憩所 耶麻郡猪苗代町大字長田字天鏡台地内 １２年度
45 猪苗代町 物品販売業 ヨークベニマル猪苗代店 耶麻郡猪苗代町字梨木西９２ ７年度
46 猪苗代町 薬局 （有）すこやか薬局 耶麻郡猪苗代町字古城町６６－２ １０年度
47 会津坂下町 官公庁舎 会津保健福祉事務所会津坂下支所 河沼郡会津坂下町字西南町裏甲３９９８番地の１ １７年度
48 会津坂下町 官公庁舎 会津坂下警察署 会津坂下町字舘ノ下３１１ ２３年度
49 会津坂下町 事務所 東邦銀行坂下支店 河沼郡会津坂下町字舘ノ下２０２地内 １０年度
50 会津坂下町 複合施設 会津自然の家 河沼郡会津坂下町大字八日沢字西東山４４９５－１ １５年度
51 柳津町 官公庁舎 会津坂下警察署柳津駐在所 耶麻郡柳津町大字柳津字下原道西甲４７９－１ １６年度
52 柳津町 公衆便所 道の駅会津柳津公衆トイレ 耶麻郡柳津町大字柳津字下平乙１８１－１ １６年度
53 会津美里町 医療施設 こばやしファミリークリニック 大沼郡会津美里町字道上２８４１－１　他 １４年度
54 会津美里町 官公庁舎 会津美里警察署 大沼郡会津美里町字鹿島３ １８年度
55 会津美里町 薬局 調剤薬局ゼネファーム 大沼郡会津美里町字道上２８４０－１ １４年度
56 金山町 文化施設 東北電力奥会津水力館 大沼郡金山町大字中川字上居平877-1　ほか 令和２年度
57 昭和村 官公庁舎 会津坂下警察署昭和駐在所庁舎 大沼郡昭和村大字中津川字新屋敷地内 １３年度
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福島県やさしさマーク交付先一覧表

【南会津地方】 １３件
市町村別 分類 建築物名称 建築物所在地 交付年度

1 南会津町 医療施設 福島県立南会津病院 南会津郡南会津町永田字風下１４－１ １４年度
2 南会津町 官公庁舎 福島県南会津保健福祉事務所 南会津郡南会津町田島字天道沢甲２５４２－２ １４年度
3 南会津町 官公庁舎 福島県南会津合同庁舎 南会津郡南会津町田島字根小屋甲４２７７－１ １７年度
4 南会津町 官公庁舎 南会津警察署 南会津郡南会津町田島字大坪５４－１ ２４年度
5 南会津町 事務所 南会津町舘岩広域観光案内所 南会津郡南会津町松戸原１５６番地 ６年度
6 南会津町 集会場等 ＪＡ会津みなみ斎場 南会津郡南会津町塩江字田中１８－１ １５年度
7 南会津町 物品販売業 ヨークベニマル田島店 南会津郡南会津町田島字行司２１－１ ５年度
8 南会津町 物品販売業 コメリＨＣ田島店 南会津郡南会津町田島字東荒井１７他 １２年度
9 南会津町 物品販売業 ダイユーエイト田島店 南会津町田島字田島柳４１番地１ ２７年度

10 南会津町 文化施設 御蔵入交流館 南会津郡南会津町田島字宮本東２２番地 １７年度
11 下郷町 官公庁舎 田島警察署湯野上駐在所 南会津郡下郷町大字湯野上字橋詰乙４８６－１ １４年度
12 只見町 官公庁舎 南会津警察署朝日駐在所 南会津郡只見町大字黒谷字御蔵前１０８８－１ １８年度
13 只見町 官公庁舎 南会津警察署明和駐在所 只見町大字小林字上照岡８２３－１ ２６年度
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福島県やさしさマーク交付先一覧表

【相双地方】 ７９件
市町村別 分類 建築物名称 建築物所在地 交付年度

1 相馬市 医療施設 米村胃腸科・内科医院 相馬市中村一丁目３－９　他 １３年度
2 相馬市 医療施設 早川医院 相馬市中村字泉町５－１ １６年度
3 相馬市 官公庁舎 相馬公共職業安定所 相馬市中村１丁目１２の１ ６年度
4 相馬市 官公庁舎 相馬警察署 相馬市中野字寺前２０３番地の１ ２０年度
5 相馬市 事務所 東邦銀行相馬支店 相馬市中村字大町１－１他 １３年度
6 相馬市 事務所 相双五城信用組合相馬港支店 相馬市原釜字金草７９－１ ３０年度
7 相馬市 社会福祉施設等 ベテランズ・サークル 相馬市小泉字高池３１９番地の１ ９年度
8 相馬市 社会福祉施設等 介護老人保健施設森の都 相馬市柚木字大関７０－１ １５年度
9 相馬市 集会場等 沖ノ内コミュニケーションセンター 相馬市沖ノ内２－１５－４ ２６年度

10 相馬市 複合施設 相馬海浜自然の家 相馬市磯部字大洲３８－３ １７年度
11 南相馬市 医療施設 大町病院 南相馬市原町区大町３丁目９７番地 ５年度
12 南相馬市 医療施設 門真歯科病院 南相馬市原町区旭町１－１４ ６年度
13 南相馬市 医療施設 田村内科医院 南相馬市鹿島区大字横手字町田４６ ９年度
14 南相馬市 医療施設 相良歯科医院 南相馬市鹿島区鹿島字町１６７他 １１年度
15 南相馬市 医療施設 こいずみクリニック 南相馬市原町区大町３丁目７６他 １３年度
16 南相馬市 医療施設 たなべクリニック 南相馬市原町区南町三丁目９０番 １８年度
17 南相馬市 医療施設 小林歯科医院 南相馬市原町区桜井町２丁目８６－１ １８年度
18 南相馬市 医療施設 柿沼皮膚科クリニック 南相馬市原町区二見町３丁目１５－１ ２０年度
19 南相馬市 学校等 福島県立相馬支援学校 南相馬市鹿島区寺内字鷺内７９ 令和２年度
20 南相馬市 官公庁舎 相馬公共職業安定所原町出張所 南相馬市原町区桜井町１丁目１２７ ６年度
21 南相馬市 官公庁舎 福島県南相馬合同庁舎 南相馬市原町区錦町一丁目３０番地 １２年度
22 南相馬市 官公庁舎 福島県相双保健福祉事務所・保健所 南相馬市原町区錦町一丁目３０ １４年度
23 南相馬市 官公庁舎 南相馬警察署駅前交番 南相馬市原町区旭町二丁目２７番１５ ２０年度
24 南相馬市 公衆浴場 新田川温泉はらまちユッサ 南相馬市原町区深野字荒戸沢１５番地 ９年度
25 南相馬市 事務所 東邦銀行原町支店 南相馬市原町区南町１丁目７２他 １０年度
26 南相馬市 事務所 東北労働金庫原町支店 南相馬市原町区錦町一丁目６８－１ ２０年度
27 南相馬市 事務所 相双五城信用組合鹿島支店 南相馬市鹿島区鹿島字町１１１ ３０年度
28 南相馬市 社会福祉施設等 南相馬市小高保健福祉センター 南相馬市小高区小高字金谷前８４番地 １２年度
29 南相馬市 社会福祉施設等 特別養護老人ホーム万葉園 南相馬市鹿島区横手字川原５０番地 １４年度
30 南相馬市 社会福祉施設等 特別養護老人ホーム梅の香 南相馬市小高区小高字金谷前８１ １６年度
31 南相馬市 社会福祉施設等 特別養護老人ホーム長寿荘 南相馬市原町区小川町４０９番地 ２０年度
32 南相馬市 社会福祉施設等 フェアリー保育園 南相馬市原町区西町１－４６ ２０年度
33 南相馬市 社会福祉施設等 介護老人保健施設厚寿苑 南相馬市鹿島区横手字八郎内３ ２５年度
34 南相馬市 物品販売業 イオンスーパーセンター南相馬店 南相馬市原町区大木戸字金場７７ ２１年度
35 南相馬市 物品販売業 ホンダカーズ南相馬鹿島店 南相馬市鹿島区鹿島字中町１ ２６年度
36 南相馬市 物品販売業・サービス業 株式会社　諸井緑樹園本店 南相馬市原町区栄町1-15 ２８年度
37 南相馬市 薬局 西町調剤薬局 南相馬市原町区西町一丁目６７－２他 ８年度
38 南相馬市 薬局 アイ調剤薬局 南相馬市原町区西町一丁目８０－５ ８年度
39 南相馬市 理容・美容所 モダンスタイル 南相馬市小高区大町一丁目１２番他 １２年度
40 南相馬市 事務所 相双五城信用組合原町支店 南相馬市原町区南町二丁目７９番地 令和３年度
41 広野町 医療施設 高野病院 双葉郡広野町大字下北迫字東町２１４番地 ６年度
42 広野町 社会福祉施設等 広野町デイサービスセンター　在宅介護支援センター 双葉郡広野町大字下浅見川字桜田１１８－１他 １０年度
43 広野町 社会福祉施設等 特別養護老人ホーム　花ぶさ苑 広野町大字下北迫字東町２１１－２ ２２年度
44 広野町 体育館等 ジェイヴィレッジスタジアム 双葉郡広野町大字下北迫字岩沢３１－８１他 ９年度
45 楢葉町 医療施設 スポーツ医療診療所 楢葉町大字山田岡字美シ森１ ２１年度
46 楢葉町 公衆便所 木戸川渓谷遊歩道大滝神社駐車場便所 双葉郡楢葉町大字上小塙字柴坂４－２ １８年度
47 楢葉町 公衆便所 木戸川渓谷遊歩道１号駐車場便所 双葉郡楢葉町大字上小塙字柴坂２－２ １８年度
48 楢葉町 社会福祉施設等 楢葉町保健福祉会館 双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂５番地の６ ５年度
49 楢葉町 その他 Jヴィレッジ全天候型練習場 双葉郡楢葉町大字山田岡字美シ森８－４５ ３０年度
50 富岡町 医療施設 さくら歯科医院 双葉郡富岡町大字本岡字関ノ前１９７－７ １８年度
51 富岡町 医療施設 さくらクリニック 双葉郡富岡町大字本岡字新夜ノ森６３４－１ １９年度
52 富岡町 医療施設 ふたば医療センター 双葉郡富岡町大字本岡字王塚８１７－１ ３０年度
53 富岡町 官公庁舎 富岡町役場庁舎 双葉郡富岡町本岡王塚６２２の１ ５年度
54 富岡町 官公庁舎 富岡警察署夜ノ森駐在所 双葉郡富岡町字夜の森南１丁目２５ １５年度
55 富岡町 官公庁舎 富岡合同庁舎 双葉郡富岡町大字小浜５３３番地２ １８年度
56 富岡町 官公庁舎 富岡警察署 双葉郡富岡町中央二丁目１９番地 １９年度
57 富岡町 複合施設 富岡町文化交流センター 双葉郡富岡町大字本岡字王塚６６７の１ １７年度
58 富岡町 物品販売業 スーパーセンター富岡 双葉郡富岡町大字本岡字本町２０ ６年度
59 大熊町 医療施設 福島県立大野病院 双葉郡大熊町大字下野上字大野５４５ ５年度
60 大熊町 医療施設 福島県立大野病院 双葉郡大熊町大字下野上字大野９８－１ １４年度
61 大熊町 物品販売業 Ｔｏｍ－とむ大熊店 双葉郡大熊町大字下野上字原４４－１ １０年度
62 双葉町 医療施設 ゆき歯科クリニック 双葉郡双葉町大字長塚字町西６１－３ １９年度
63 双葉町 社会福祉施設等 双葉町総合保健福祉施設（ヘルスケアーふたば） 双葉郡双葉町大字長塚字谷沢町３５番地の１ １１年度
64 浪江町 事務所 相双五城信用組合浪江支店 双葉郡浪江町大字権現堂字下続町１８－１ 令和元年度
65 浪江町 医療施設 豊嶋歯科医院 双葉郡浪江町大字権現堂字南深町８番１他 １２年度
66 浪江町 官公庁舎 浪江町役場 双葉郡浪江町大字幾世橋字芋頭７－２ １１年度
67 浪江町 官公庁舎 相双保健福祉事務所浪江支所 双葉郡浪江町大字川添字佐野２１ １７年度
68 浪江町 公衆便所 丈六公園ゆったりトイレ 双葉郡浪江町大字高瀬字丈六６５－６他 １０年度
69 浪江町 社会福祉施設等 福島県浪江ひまわり荘 双葉郡浪江町大字加倉字今神７８番地 １２年度
70 浪江町 社会福祉施設等 一樹デイサービスセンター 双葉郡浪江町大字幾世橋字一里壇１３７番地１ １７年度
71 浪江町 社会福祉施設等 リハ・アクティヴセンターＴＡＩＹＯ 双葉郡浪江町大字幾世橋字長田２－１ １９年度
72 浪江町 宿泊施設 福島いこいの村なみえ 双葉郡浪江町大字高瀬字丈六１０ ７年度
73 浪江町 複合施設 ふれあいセンターなみえ 双葉郡浪江町大字権現堂字矢沢町４０－１他 １０年度
74 浪江町 物品販売業 ヨークベニマル浪江店 双葉郡浪江町大字幾世橋字斉藤屋敷５１他 １２年度
75 浪江町 文化施設 大堀相馬焼物産会館 双葉郡浪江町大字大堀字大堀３７　他 １４年度
76 新地町 官公庁舎 新地町役場 相馬郡新地町谷地小屋樋掛田３０ １５年度
77 飯舘村 官公庁舎 南相馬警察署飯舘駐在所 相馬郡飯舘村草野字大師堂１２－１ 令和元年度
78 飯舘村 官公庁舎 飯舘村役場庁舎 相馬郡飯舘村伊丹５８０－１ ５年度
79 飯舘村 集会場等 飯舘村ビレッジハウス 相馬郡飯舘村伊丹沢字伊丹沢５８０－１ ７年度
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【いわき地方】 ３９件
市町村別 分類 建築物名称 建築物所在地 交付年度

1 いわき市 医療施設 総合磐城共立病院 いわき市内郷御厩町久世原１６番地 ５年度
2 いわき市 医療施設 福島労災病院 いわき市内郷綴町沼尻三番地 ５年度
3 いわき市 医療施設 村田耳鼻咽喉科 いわき市平中平窪細田町３－２他 ８年度
4 いわき市 医療施設 飯塚歯科医院 いわき市平下平窪字鍛冶内３０－８ ８年度
5 いわき市 医療施設 相田整形外科医院 いわき市平中平窪西高砂３－４ ９年度
6 いわき市 医療施設 あべクリニック いわき市久之浜町久之浜字九反坪１１番 ９年度
7 いわき市 医療施設 高畑内科循環器科 いわき市好間町下好間字壱町坪４９－１他 ９年度
8 いわき市 医療施設 光皮フ科クリニック いわき市中央台鹿島２丁目２９－１他 ９年度
9 いわき市 医療施設 緑川内科クリニック いわき市錦町中迎１－３－４ ２１年度

10 いわき市 飲食・料理店等 あめりか亭 いわき市泉町下川境の町９－１４ １７年度
11 いわき市 学校等 いわきコンピュータカレッジ いわき市泉町四丁目１３番地の１２ ５年度
12 いわき市 官公庁舎 福島県いわき合同庁舎 いわき市平字梅本１５ ５年度
13 いわき市 官公庁舎 福島県浜児童相談所 いわき市自由ヶ丘３８－１５ １４年度
14 いわき市 官公庁舎 いわき中央警察署駅前交番 いわき市平字白銀町８－２ １５年度
15 いわき市 官公庁舎 いわき中央警察署 いわき市内郷御厩町４丁目１４８番地 ２０年度
16 いわき市 官公庁舎 いわき中央警察署好間駐在所 いわき市好間町上好間字忽滑４５－２ ２０年度
17 いわき市 官公庁舎 いわき南警察署田人駐在所 いわき市田人町黒田字寺ノ下７３－５ ２２年度
18 いわき市 官公庁舎 いわき東警察署渡辺駐在所 いわき市渡辺町田部字渡部３６－１ 令和元年度
19 いわき市 官公庁舎 いわき中央警察署三坂駐在所 いわき市三和町中三坂字四座６ 令和元年度
20 いわき市 事務所 東邦銀行内郷支店 いわき市内郷綴町秋山３６地内 １２年度
21 いわき市 社会福祉施設等 いわき市総合保健福祉センター いわき市内郷高坂町砂子田１－１ １４年度
22 いわき市 宿泊施設 （仮称）いわき諸橋ビル いわき市平字三町目１６番２、１７番 １８年度
23 いわき市 複合施設 いわきニュータウンセンタービル いわき市中央台飯野４丁目２－４ ６年度
24 いわき市 複合施設 いわき市健康・福祉プラザ「いわきゆったり館」 いわき市常磐湯本町上浅見２２－１ １１年度
25 いわき市 複合施設 いわき海浜自然の家 いわき市久之浜町田之網字向山５３ １７年度
26 いわき市 複合施設 いわき駅前地区第一種市街地再開発事業施設建築物（ラトブ） いわき市平字田町120番地 １９年度
27 いわき市 物品販売業 スーパーセンター谷川瀬Ａ館 いわき市平谷川瀬字双藤町６３ ５年度
28 いわき市 物品販売業 スーパーセンター大原 いわき市小名浜大原字東田９６ ６年度
29 いわき市 物品販売業 カメラの佐藤 いわき市小名浜字愛宕町１－８ ６年度
30 いわき市 物品販売業 西郷ショッピングセンター いわき市常磐西郷町落合６６ ７年度
31 いわき市 物品販売業 福島トヨタ自動車（株）　いわき小名浜店 いわき市小名浜字山神北１２８－１他 １３年度
32 いわき市 物品販売業 福島トヨタ自動車株式会社いわき勿来店 いわき市錦町成沢３３－１ １６年度
33 いわき市 物品販売業 福島ダイハツ販売株式会社　いわき内郷店 いわき市内郷綴町沼尻６６番地 １７年度
34 いわき市 物品販売業 ヨークタウン佐糠　サンドラッグ棟 いわき市佐糠町碇田２ ２５年度
35 いわき市 文化施設 ふくしま海洋科学館 いわき市小名浜字辰巳町小名浜港２号ふ頭地内 １２年度
36 いわき市 文化施設 いわき芸術文化交流館（アリオス） いわき市平字三崎１－６ ２０年度
37 いわき市 文化施設 アクアマリンえっぐ いわき市小名浜字辰巳町５０ ２２年度
38 いわき市 薬局 スマイル薬局 いわき市泉町１－３－４ １０年度
39 いわき市 物品販売業 福島ダイハツ販売株式会社　いわき小名浜店 いわき市小名浜大原字芳原１７－１ 令和４年度
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