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○「湖美来基金」募金箱設置施設一覧

市町村名 種類 施設名 募金箱形状 電話番号

1 猪苗代町 公共施設 猪苗代町役場（企画財務課） ネジ固定型 969-3192 猪苗代町字城南１００ 0242-62-2111

2 猪苗代町 公共施設 猪苗代町体験交流館（学びいな） ネジ固定型 969-3123 猪苗代町字鶴田１４１－１ 0242-72-0180

3 猪苗代町 公共施設 猪苗代町総合体育館（カメリーナ） ネジ固定型 969-3123 猪苗代町字鶴田１４１－２ 0242-72-1534

4 猪苗代町 観光施設 いわはし館（猪苗代町振興公社） ネジ固定型 969-3284 猪苗代町大字三ツ和字村西６５ 0242-72-0212

5 猪苗代町 観光施設 天鏡閣 ネジ固定型 969-3285
猪苗代町大字翁沢字御殿山１０４８－１
４ 0242-65-2811

6 猪苗代町 観光施設 世界のガラス館 ネジ固定型 969-3284 猪苗代町大字三ツ和字村東８５ 0242-63-0100

7 猪苗代町 観光施設 翁島マリーナ 鍵付き 969-3111 猪苗代町大字翁沢上前田4 0242-63-0580

8 猪苗代町 店舗 ヨークベニマル　猪苗代店 ネジ固定型 969-3121 猪苗代町字梨ノ木西９２ 0242-62-4911

9 猪苗代町 店舗 リオン・ドール　猪苗代店 ネジ固定型 969-3121 猪苗代町字芦原９７ 0242-62-3069

10 猪苗代町 ホテル ホテルリステル猪苗代 鍵付き 969-2696 猪苗代町大字川桁字天王坂２４１４ 0242-66-2233

11 北塩原村 公共施設 北塩原村役場裏磐梯支所 ネジ固定型 969-2701 北塩原村大字桧原字剣ケ峰１０９３ 0241-32-2417

12 北塩原村 公共施設 裏磐梯サイトステーション ネジ固定型 969-2701
北塩原村大字桧原字小野川原１０９２－
６５ 0241-32-2411

13 北塩原村 公共施設 裏磐梯ビジターセンター ネジ固定型 969-2701 北塩原村大字桧原字剣ガ峰１０９３ 0241-33-2850

14 北塩原村
温泉・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施
設

ラビスパ裏磐梯 ネジ固定型 966-0402 北塩原村大字大塩字桜峠８６６４－５ 0241-33-2200

15 北塩原村 店舗 道の駅・裏磐梯 ネジ固定型 966-0401 北塩原村大字大塩字南黄連沢山１１５７ 0241-33-2241

16 北塩原村 宿泊施設 休暇村　裏磐梯 ネジ固定型 969-2701 北塩原村大字桧原字小野川原１０９２ 0241-32-2421

17 北塩原村 公共施設 桧原歴史館 ネジ固定型 966-0501 北塩原村大字桧原字芋畑沢1034-19 0241-34-2200

18 郡山市 公共施設 郡山市生活環境部生活環境課 ネジ固定型 963-8601 郡山市朝日１－２３－７ 024-924-2731

19 郡山市 公共施設 郡山市市政情報センター ネジ固定型 963-8601 郡山市朝日１－２３－７ 024-924-3511

20 郡山市 郵便局 月形郵便局 ネジ固定型 963-1413 郡山市湖南町横沢字屋敷２５６１ 024-982-2560

21 郡山市 郵便局 福良郵便局 ネジ固定型 963-1699 郡山市湖南町福良字中町８０ 024-983-2025

22 郡山市 郵便局 中野郵便局 ネジ固定型 963-1521 郡山市湖南町中野字南町４６－１ 024-982-2550

23 郡山市 農業協同組合 福島さくら農業協同組合　湖南東総合支店 ネジ固定型 963-1411 郡山市湖南町舟津字片貝堀３８４ー１ 024-982-2229

24 郡山市 農業協同組合 福島さくら農業協同組合　湖南西支店 ネジ固定型 963-1633 郡山市湖南町福良字前谷地６２３３ 024-983-2211

25 郡山市
温泉・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施
設

サニーランド湖南 ネジ固定型 963-1633 郡山市湖南町福良字台畠８５８８ 024-983-2277

26 郡山市 公共施設 郡山市湖南行政センター ネジ固定型 963-1633 郡山市湖南町福良字家老９３８１－２ 024-983-2111

27 郡山市 公共施設 郡山市湖南行政センター月形連絡所 ネジ固定型 963-1411 郡山市湖南町舟津字舟津852 024-982-2112

28 会津若松市 店舗 コープあいづ　にいでら店（旧若松店） ネジ固定型 965-0846
会津若松市門田町大字飯寺字村西３８５
－２ 0242-26-5200

29 会津若松市 店舗 ヨークベニマル　門田店 ネジ固定型 965-0832 会津若松市天神２２－１１ 0242-29-4911

30 会津若松市 店舗 ヨークベニマル　町北町店 鍵付き 965-0053
会津若松市町北町大字上荒久田字宮下８
２-１ 0242-37-1711

31 会津若松市 店舗 リオン・ドール　会津アピオ店 ネジ固定型 965-0059 会津若松市インター西１１６ 0242-37-2633

32 会津若松市 店舗 リオン・ドール　河東店 鍵付き 969-3441 会津若松市河東町南高野向原１５ 0242-75-5711

33 会津若松市 店舗 リオン・ドール　若松店 ネジ固定型 965-0878 会津若松市中町４－３６ 0242-26-2115

34 会津若松市 店舗 リオン・ドール　滝沢店 ネジ固定型 965-0003 会津若松市一箕町大字八幡字牛ヶ基7-1 0242-39-6711

35 会津若松市 旅館・食堂 民宿　はまさきや ネジ固定型 965-0203 会津若松市湊町大字静潟字風除林４ 0242-93-2110

36 会津若松市 公共施設 福島県		会津地方振興局 鍵付き 965-8501 会津若松市追手町７－５ 0242-29-3908

37 白河市
体験型ﾌｨｰﾙﾄﾞﾐｭｰ
ｼﾞｱﾑ

まほろん（福島県文化財センター白河館） ネジ固定型 961-0835 福島県白河市白坂字一里段８６ 0248-21-0700

38 猪苗代町 公共施設 いなわしろ水環境センター 鍵付き 969-3284 耶麻郡猪苗代町三ツ和字前田38番2 0242-85-7573

39 福島市 公共施設 福島県庁消費組合 ネジ固定型 960-8670 福島市杉妻町２－１６ 024-522-0565

40 福島市 公共施設 環境共生総室 鍵付き 960-8670 福島市杉妻町2-16 024-521-7258

住所


