No.

施設名

〒

所

在

電話・FAX 番号※

地

（月〜金）

開所（土）

定員

一時
預かり

育児
教室

（金沢北部地区）

幼稚園
地域型
保育施設
認可外・
企業主導型
保育施設

3 慶応幼稚園

920-3134 金沢市金市町ロ15

（076）258-1460

7:00〜19:00 7:00〜16:00（第２・３・４休園） 300

○

◎

4 玄門寺幼稚園

920-0831 金沢市東山2-14-33

（076）252-5777

7:30〜17:30 休

園

175

○

◎

8:30〜17:00 休

園

95

○

◎

7:30〜18:00 休

園

240

○

※
問い合せ
必要

8:30〜17:00 休

園

155

○

◎

（金沢東部地区）
5 金沢めぐみ幼稚園

920-0965 金沢市笠舞2-6-28

6 済美幼稚園

920-1158 金沢市朝霧台2-67

7 天徳幼稚園

920-0942 金沢市小立野4-4-4

（076）221-7970
Ⓕ221-7983
（076）263-2528
Ⓕ263-2529
（076）231-4485
Ⓕ231-4528

（金沢南部地区）
8 金沢大学附属幼稚園

921-8105 金沢市平和町1-1-15

9 愛香南部幼稚園

921-8035 金沢市泉が丘1-16-8

月・火・木・金 8:45〜14：00
休 園
120
水 8：45〜14：30
（076）241-3860
8:30〜12:30
80
8:30〜17:30
Ⓕ241-3415
（第1・3 預かり保育）
（076）241-1438
8:30〜18:00 休 園
165
Ⓕ241-1439
（076）242-0209
9:00〜17:00 休 園（自由登園日もある） 120
Ⓕ242-0302
（076）226-2171

10 金沢学園幼稚園

921-8033 金沢市寺町2-1-4

11 北陸学院第一幼稚園

920-1396 金沢市三小牛町ハ1-1

12 若草幼稚園

921-8111 金沢市若草町13-41

（076）280-4840

8:00〜17:00 休

920-0374 金沢市上安原町169-1

（076）240-7444
Ⓕ240-7434

8:40〜17:30 8:40〜12:30

924-0867 白山市茶屋2-41

（076）276-3712
Ⓕ276-3827

8:30〜16:30 休

園

○
○

◎

○

◎

○

◎
◎

130

○

75

○

◎

110

○

○

○

○

○

◎

○

◎

○

◎

○

◎

○

◎

（火曜日）

（金沢西部地区）
13 藤花幼稚園
（白山市・野々市市・津幡町）
14 市立松任幼稚園

15 金城大学附属西南幼稚園 924-0063 白山市笠間町1201
16 ちよの幼稚園

924-0073 白山市千代野東4-16

17 鶴来第二幼稚園

920-2146 白山市日向町7

18 とくの幼稚園

924-0013 白山市番匠町242

19 青竜第二幼稚園

921-8835 野々市市上林3-167

20 北陸学院扇が丘幼稚園

921-8815 野々市市本町5-6-23

園

通常保育 9:00〜14:30
（076）276-4731
預かり保育 8:00〜 9:00 9:00〜11:30（第２・４・５休園） 120
Ⓕ276-4761
14:30〜18:00
（076）275-2102
180
8:00〜17:30 休 園
Ⓕ275-0635
（076）273-3377
7:30〜18:00 7:30〜13:00（第２休園） 215
Ⓕ273-2927
（076）276-2188
7:30〜19:00 7:30〜14:00（第２・４休園） 260
Ⓕ276-2383
（076）248-5656 通常保育 8:30〜14:00
8:30〜11:30（第２・４・５休園） 280
Ⓕ248-7654
預かり保育14:00〜18:00
（076）248-1501 通常保育 8:30〜14:00
休 園
150
Ⓕ248-1919
預かり保育14:00〜17:00

※電話と FAX が同じ番号の場合は、1つの番号のみ記載されています。

地域型保育施設

石川中央
No.

［かほく市

一覧
白山市

（計8施設）

津幡町］

施設名

〒

1 かほく保育園

在

地

電話番号

929-1121 かほく市宇気タ65-1

（076）283-7780

ニチイキッズ
2
929-1198 かほく市内日角タ25番 イオンモールかほく1F
イオンモールかほく保育園

（076）255-2583

3 リトルディッパーナーサリー 929-1171 かほく市木津ハ66番地1

（076）256-0035

4 ナナイロ保育園

924-0011 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区イオンモール白山内

（076）220-7716

5 ニジイロ保育園

920-2146 白山市日向町7

（076）281-6601

6 白峰保育園

920-2501 白山市白峰ハ157-1

（076）259-8003

7 B's 保育園

924-0024 白山市北安田町548-2

（090）6495-4913

8 ニルスガーデン

929-0327 河北郡津幡町字庄ロ114番地2

（076）208-3613

認可外・企業主導型保育施設
No. 業種

1
2
34

所

医
療

保

育

施

設

名

一覧

（計61施設）
〒

所

在

地

※2021年3月1日現在

電話番号

浅ノ川総合病院 院内保育所

920-0811 金沢市小坂町北235番地1

（076）253-0273

石川県立中央病院 院内保育所

920-8530 金沢市鞍月東2-1

（076）237-8211

No. 業種

保

育

施

設

名

〒

所

在

地

電話番号

3

金沢医療センター くるみ保育所

920-0935 金沢市石引4-13

（076）264-1630

4

金沢医療センター病児保育室

920-8650 金沢市下石引町1-1

（076）262-4161

5

金沢循環器病院 はあと保育園

920-0007 金沢市田中町は16

（076）253-8000

6

金沢市立病院 院内保育所

921-8105 金沢市平和町3-7-3

（076）245-2600

医

クィーンオランジュ託児所

920-8201 金沢市鞍月東1-9

療

石川県済生会金沢病院附属保育所なでしこキッズ 920-0353 金沢市赤土町ニ13-6

（076）266-1060

7
8
9

（076）237-8200

城北病院 杉の子保育園

920-0848 金沢市京町24-13

（076）254-0123

10

きらきらぼし

920-8641 金沢市宝町13-1

（076）265-2000

11

小松市民病院 院内保育所よつばかてこ保育園

923-8560 小松市向本折町ホ60番地

（0761）22-7111

12

市立輪島病院 院内保育所ひまわり

928-8585 輪島市山岸町は1-1

（0768）22-2222

13

ヤクルト北陸泉保育所

921-8043 金沢市西泉3-107

（076）218-4134

14

ヤクルト北陸金沢南保育所

921-8112 金沢市長坂3丁目1-45

（076）220-6211

15

ヤクルト北陸駅西保育所

920-0025 金沢市駅西本町4丁目1-4

（076）262-6381

16

ヤクルト北陸金沢西保育所

920-0368 金沢市神野1-62

（076）240-6218

17

販

ヤクルト北陸金沢東保育所

920-0811 金沢市小坂北13-1

（076）251-2190

18

売

ヤクルト北陸鞍月保育所

920-8203 金沢市鞍月3-20

（076）266-1244

19

ヤクルト北陸小立野保育所

920-0965 金沢市小立野3-27-17

（076）222-7836

20

ヤクルト北陸米丸保育所

921-8005 金沢市間明2-118

（076）291-8960

21

ヤクルト北陸わんぱくハウス

921-8823 野々市市粟田6-306

（076）248-7640

22

ヤクルト北陸津幡保育室

929-0341 津幡町横浜ヘ1-2

（076）289-6323

23

カンガルーハウス保育園

926-0175 七尾市和倉町和歌崎部7-6

（0767）62-3962

24

ナーサリーべっぴん

924-0841 白山市平松町208-2

（076）276-4393

25

こすもす保育所

928-0395 鳳珠郡能登町字五郎佐ェ門分藤17番地

（0768）76-2002

金沢工業大学扇が丘保育園

921-8501 野々市市扇が丘7-1

（076）248-8745

27

クラブ CoCo 保育ルーム ココナラ

921-8154 金沢市高尾南3-21

（076）259-1155

28

niños room

920-0852 金沢市此花町4-10 Fang Square 3F

（076）205-2355

29

KOKORO

921-8163 金沢市横川7-26

（076）220-7875

30

リトルライフサポートふぁみりあ

921-0981 金沢市片町1丁目6番11号 2階

（076）224-4560

31

保育ルーム・マイン（一時預り）

923-1226 能美市緑が丘3-91

090-8966-0249

32

慶応ベビースクール

920-3134 金沢市金市町ニ47

（076）257-1615

33

TKチルドレンズファーム金沢校

920-0043 金沢市長田2丁目26番11号

（076）229-7757

34

ひかり教育園

920-0942 金沢市小立野4-5-1

35

ひかり乳児園

920-0942 金沢市小立野4-3-13

Lagoon community & hair

921-8164 金沢市久安2-329

（076）214-6578

ガイヤ自然学校 森のようちえん

920-1165 金沢市若松町セ104-1 シェア金沢 E-9

（076）225-8155

まなび学童ひびき

921-8107 金沢市野田4-30

（076）272-8433

39

一般社団法人 ミノル

921-8161 金沢市有松3丁目1番8号

（076）241-1398

40

ひだまり保育園

922-0816 加賀市大聖寺東町1-26-1

(0761)73-3317

41

加賀キッズスクール てくてくの杜

922-0004 加賀市大聖寺上福田町ハ5

070-6656-4018

42

福島 由佳（ベビーシッター）

923-1242 能美市火釜町り21-6

090-8967-6426

43

カサ・デ・バンビーニ

921-8101 金沢市法島町13-38

（076）259-5665

44

かなう保育園

921-8002 金沢市玉鉾2-507

（076）292-0502

45

のびのびこども園

920-0068 金沢市戸坂2-80

（076）259-5677

46

にじいろてんし 県庁前

920-8202 金沢市西都1-63

（076）268-5454

47

にじいろてんし 弥生

921-8036 金沢市弥生2-9-14 グリーンパレス弥生

（076）268-5454

48

ニチイキッズかなざわ保育園

920-0025 金沢市駅西本町4-3-1

（076）210-7188

49

さいび幼児園

920-1158 金沢市朝霧台2-104

（076）263-2530

50

B'M Kids 保育園

920-0068 金沢市直江南1-78

（076）255-6739

さくらんぼ保育園

920-0806 金沢市神宮寺1-9-8

（076）256-5326

ひまり kids はなえみ保育園

921-8148 金沢市額新保2-200

（076）296-1825

星稜こども園

920-0813 金沢市御所町寅22-1

（076）255-3501

BABY TALE 問屋町

920-0061 金沢市問屋町1-16

（076）255-3316

55

BABY TALE 西南部

921-8063 金沢市八日市出町382-1

（076）256-2442

56

BABY TALE 松村

920-0348 金沢市松村4丁目468

（076）255-6296

57

キッズベース みどりがおか

923-1226 能美市緑が丘11-49-1

（0761）51-7775

58

イオンゆめみらい保育園新小松

923-8565 小松市清六町315番地 イオンモール新小松 1F

（0761）48-4175

59

小陽羽里こども園

920-2168 白山市陽羽里2丁目100-1

（076）259-1788

60

さくら保育園

929-1121 かほく市宇気イ1-1

（076）283-7785

61

金沢医科大学病院 すこやか保育園

920-0293 内灘町大学1-1

（076）282-9521

26

36
37
38

51
52
53
54

学
校

そ
の
他

企
業
主
導
型

認可外・
企業主導型
保育施設

（076）231-4593

※幼稚園認定こども園の保育機能施設として認定を受けているものを除く

35

