子育て便利帳

住まいの近くで、職場の近くで、施設がいろいろ選べます。毎日でも夜間でも小学生でも、事情に応じて預けられます。

１. 預ける
教育・保育給付認定・施設利用の流れ
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①毎日子どもを預けたいときは‥‥‥‥‥‥‥ 認定こども園・保育所・幼稚園
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②少人数でのきめ細かな保育ニーズに対応する‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 地域型保育
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‥‥‥‥ ファミリー・サポート・センター

07

⑦個別に子どもを見てほしいときは‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ベビーシッター
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⑥

〃

家に閉じこもってばかりでは、気分も滅入りがち。どんどん外に出て、子ども同士・親同士の交流をはかりましょう。

２. 集う
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⑤仲間と活動する場所や教室などの情報は‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ その他の施設
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子どもが幼くても成長しても、親の悩みは尽きないものですね。専門家に相談し、適切なアドバイスを受けて、早期対応を。

３. 相談する
①妊娠期から子育て期にわたるワンストップ相談窓口は ‥‥‥ 子育て世代包括支援センター
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‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ メール相談
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⑧
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〃

困った時に助けてくれる施設や制度がたくさんあります。申請し利用して、育児と暮らしにゆとりをどうぞ。

４. 利用する
①出産前後に休暇を取りたいときは‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 産前産後休業
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⑦
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⑪
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住まいの近くで、職場の近くで、施設がいろいろ選べます。
毎日でも夜間でも小学生でも、事情に応じて預けられます。

預
け
る

教育・保育給付認定
認定こども園、保育所、幼稚園、地域型保育の利用には「教育・保育給付認定」が必要です。
教育・保育給付認定には、子どもの年齢や保育の必要性に応じて、次の３つの区分があります。認定区分によって、利用
できる施設や時間が変わります。
※新制度に移行していない幼稚園を利用する場合、認定は不要です。
１号認定 教育標準時間認定

２号認定 保育認定（満３歳以上）

３号認定 保育認定（満３歳未満）

満３歳以上で、教育を希望

満３歳以上で、保育が必要

満３歳未満で、保育が必要

〈利用先〉幼稚園、認定こども園

〈利用先〉保育所、認定こども園

〈利用先〉保育所、認定こども園、
地域型保育

保育認定（２号・３号認定）を受けるには、次のいずれかに該当する必要があります
❶就労（フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働など）
❷妊娠、出産
❸ 保護者の疾病、障害
❹同居又は長期入院等の親族の介護・看護
❺災害復旧
❻求職活動（起業準備含む）
❼就学（職業訓練校等における職業訓練を含む）
❽虐待やDVのおそれがあること
❾育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であると認められる場合
❿その他、上記に類する状態として市町が認める場合
さらに、保育を必要とする保護者の状況によって、２種類に区分されます。
保育標準時間認定

主にフルタイム勤務を想定。１日最大11時間利用可能

保育短時間認定

主にパートなど短時間勤務を想定。１日最大８時間利用可能

※どちらも、それぞれの時間に追加して延長保育を利用できます。

施設利用の流れ
※具体的な時期や方法については、お住まいの市町にご確認ください。

２号・３号認定

１号認定

保育所

幼稚園

認定こども園
の利用を希望の場合

❶市町に認定を申請

の利用を希望の場合

新制度に移行していない幼稚園
の利用を希望の場合

❶施設に利用を申し込み

❶施設に利用を申し込み

❷市町から認定証の交付

❷施設から入園の内定

❷施設から入園の内定

❸市町に施設利用希望の申し込み

❸施設を通じて市町に認定の申請

❸施設と契約

❹申請者の希望、施設の状況
などにより、市町が利用調整

❹施設を通じて市町から
認定証の交付

❺利用先決定後、契約

❺施設と契約

※同時に③の利用希望の申し込みも可能
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認定こども園

①認定こども園・保育所・幼稚園
●
《認定こども園》

どんなとこ
就学前の子どもが幼児教育と保育を一体的に受ける
ことができ、保護者が働いている、働いていないに
かかわらず子どもを受け入れることが可能な施設が
認定こども園です。また、保護者の就労時間に合わ
せて、延長保育や休日保育をしているところもあり
ます。
利用方法は
各認定こども園又は市町役場の保育担当窓口で年間
を通して受け付けています。
なお、４月からの入所申し込みは、前年秋頃から受
け付けます。市町によって受付開始日が異なります
ので、ご注意ください。
※土曜日の開所時間については異なる場合がありま
すので、ご利用の際は各園にご確認ください。
☞資料24ページ〜
●対象年齢 ０〜５歳児
●開所時間 11時間を原則（延長あり）
●教育・保育時間
保育を必要とする ０〜５歳児 ８時間を原則
保育を必要としない ３〜５歳児 ４時間を原
則
●保 育 料 ０〜２歳児は所得（市町村民税額）によっ
て各市町で保育料額が決められています。
同時入所の場合は２人目半額、３人目無料
となるほか、子どもの人数や所得によって
保育料が無料又は軽減となる場合がありま
す。３〜５歳児は所得に関係なく無料。教
材費・給食費等は別徴収。
（一部例外あり）
詳しくは各市町の保育担当課へ問い合わせ
てください。
●入所時期 教育や保育が必要となり申請したときから
●休
日 日曜と国民の祝日（休日保育実施施設を除
く）、保育を必要としない子どもの場合は、
長期休暇を設けている施設あり
※認定こども園は次のような類型があります。
幼保連携型：幼稚園的機能と保育所的機能の両方を併
せ持つ単一の施設として設置されている
タイプ
幼稚園型： 幼稚園が保育を必要とする子のための保
育時間を確保するなど、保育所的な機能
を備えるタイプ
保育所型： 保育所が保育を必要としない子も保育す
るなどし、幼稚園的な機能を備えるタイ
プ

《保育所》
どんなとこ
仕事などで子どもの世話ができない保護者に代わっ
て子どもを預かってくれ、日々の保育を通して、豊
かな人間性を持った子どもを育てるところが保育所
です。また、保護者の就労時間に合わせて、延長保
育や休日保育をしているところもあります。
利用方法は
各保育所又は市町役場の保育担当窓口で年間を通し
て受け付けています。
なお、４月からの入所申し込みは、前年秋頃から受
け付けます。市町によって受付開始日が異なります
ので、ご注意ください。
※土曜日の開所時間については異なる場合がありま
すので、ご利用の際は各園にご確認ください。
☞資料30ページ〜
●対象年齢 ０〜５歳児
●開所時間 11時間を原則（延長あり）
●保育時間 ８時間を原則
●保 育 料 ０〜２歳児は所得（市町村民税額）によっ
て各市町で保育料額が決められています。
同時入所の場合は２人目半額、３人目無料
となるほか、子どもの人数や所得によって
保育料が無料又は軽減となる場合がありま
す。３〜５歳児は所得に関係なく無料。教
材費・給食費等は別徴収。
（一部例外あり）
詳しくは各市町の保育担当課へ問い合わせ
てください。
●入所時期 保育が必要となり、申請したときから
●休
日 日曜と国民の祝日
（休日保育実施施設を除く）

《幼稚園》
どんなとこ
子どもが、３歳になって、集団生活の体験や幼児教
育を受けさせたいと考える人のために就学前教育を
するところが幼稚園です。
利用方法は
４月からの入園申し込みは、前年秋頃から受け付け
ますので、各園にお問い合わせください。
なお、年間を通しての受け付けもしています。
☞資料33ページ〜
●対象年齢 ３〜５歳児
●教育時間 原則４時間（幼稚園によっては、教育時間
の前後子どもを預かる「預かり保育」を実
施しています。
）
●保 育 料 幼稚園ごとに設定
月額22,500〜32,500円
教材費・給食費等は別徴収（一部例外あり）
入園料が必要（一部例外あり）
10,000〜35,000円
施設等利用給付認定を受けることで、保育
料が月額25,700円まで無償になります。
※新制度に移行している幼稚園は異なる場
合がありますので、詳しくは各市町の保
育担当課へ問い合わせてください。
●入園時期

学年の始め（４月）
なお、満３歳の誕生日を迎えた時点で４月
を待たずに入園できる制度あり。（実施等
については各園へお問い合せ下さい。）
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●休

日

日曜と国民の祝日、春・夏・冬期休み（土
曜日が休みのところや、休日に「預かり保
育」を実施している園もあります。）

ミニ情報
(一社)石川県私立幼稚園協会(全57園加盟)では
「幼児なんでも相談ようちえん広場」を開設してい
ます。親子と幼稚園・認定こども園の先生が遊びな
がら気楽に子育てや園のことを相談できるコーナー
です。また、ママがリフレッシュできるプチレッス
ン（無料）の企画も予定されています。詳細はホーム
ページ（http://www.isisiyou.or.jp）をご参照く
ださい。（活動場所：金沢市教育プラザ富樫）
また、金沢市の各福祉健康センターの相談窓口に、
幼稚園・認定こども園の詳しい内容を掲載した紹介
のファイルを預けておりますのでご活用ください。
園選びについては、協会事務局の電話でも相談でき
ます（月〜金 9:00〜17:00 ／ 076-222-9123）
。

②地域型保育
●
どんなもの
保育を必要とする０〜２歳の子どもを20人未満の
少人数で預かる、市町から認可を受けた事業です。
少人数のため、きめ細やかな保育を受けることがで
きます。
保育施設を新設する場所のない都市部や、子どもが
減少している地方など、地域の様々な状況に合わせ
☞資料34ページ
て実施されます。
利用方法は
お住まいの市町へお問い合わせください。

③病児・病後児保育
●
どんなもの
子どもが病気になったり、回復が長引いたときなど、
保護者が仕事やその他の理由で看病ができず、また、
病気がしっかり回復するまで保育所へ復帰もできず
に困ることがあります。
このようなときに一時的に子どもを預かってくれる
のが病児・病後児保育で、県内では次の施設で行わ
れています。
利用方法は
各施設で直接受け付けています。
〈利用料金〉
１日当たり 1,000〜3,000円
市町や施設によって異なり、１日
又は時間単位になっています。

（

）

〈実施施設〉
（病児・病後児保育）
石川県立中央病院 病児保育室 ひよこ
金沢市鞍月東2-1
☎（076）238-7868
金沢大学 病児保育室 たんぽぽルーム
金沢市宝町13-1
☎（076）265-2990
健生クリニック 病児保育室 ほっとルーム
金沢市平和町3-5-2
☎（076）241-9062
城北病院 病児保育室 はっぴ〜
金沢市京町20-3
☎（076）253-0561
聖霊乳児院 病児保育室 せいれい
金沢市長町1-5-46
☎（076）223-2980
松田小児科医院 ひまわりるーむ
金沢市片町2-13-13
☎（076）231-1260
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横井小児科内科医院 病児保育室 こりすの里
金沢市菊川1-10-3
☎（076）262-8551
金沢市立病院 病児保育室 さくら
金沢市平和町3-7-3
☎（076）245-7330
恵寿総合病院 病児保育室 あんず
七尾市富岡町94
☎（0767）52-3211
小松市民病院 こまつ病児保育ルーム
小松市向本折町ホ60
☎（0761）23-2626
粟津診療所 なんぶ病児保育ルーム
小松市島町カ20
☎（0761）44-5581
市立輪島病院 病児保育室・病後児保育室
輪島市山岸町は1-1
☎（0768）22-2222
珠洲市総合病院 病児・病後児保育室
珠洲市野々江町ユ部１番地１
☎（0768）82-5479
（すずキッズランド）
加賀市医療センター 病児・病後児保育室 かもっ子
加賀市作見町リ36
☎（0761）76-5179
さくら保育園 病児・病後児保育室
かほく市宇気イ1-1
☎（076）283-7791
白山市病児保育センター
白山市倉光3-75-2
☎（076）276-0050
くらやま保育園 あじさいルーム
白山市明島町中161-1
☎（076）272-1382
みかわこども園 病児保育室 マハナ
白山市美川和波町北68
☎（076）278-3119
能美市病児保育センター
能美市大浜町ノ35-1
☎（0761）58-2277
キッズベース みどりがおか
能美市緑が丘11-49-1
☎（0761）51-7775
ポニーポッシュ
野々市市横宮町16-9
☎（076）248-7780
金沢医科大学病院 病児保育室 すまいる
河北郡内灘町字大学1-1
☎（076）218-8059
公立穴水総合病院 病児・病後児保育室 さくらんぼ
鳳珠郡穴水町字川島タ-8
☎（0768）52-0511
（病後児保育）
野々市市子育て支援センター菅原
野々市市菅原町8-33
☎（076）248-4634
※病後児保育を実施する認定こども園・保育所について
は、資料24ページ〜をご覧ください。
※保育所等に通所中の児童が保育中に具合が悪くなった
場合に、看護師が、保護者が迎えに来るまでの間預か
る「体調不良児保育」実施保育所等についても、資料
24ページ〜をご覧ください。
※子どもの人数や所得によって病児・病後児保育の利用
料が無料又は軽減となる場合がありますので、詳しく
は各市町の保育担当課へお問い合わせください。

④休日保育
●
どんなもの
認定こども園・保育所等は原則として、日曜・祝日
は休日でしたが、サービス業などは日曜・祝日が忙
しく、そこに勤める家庭のための保育が必要になっ
ています。このため、認定こども園・保育所等が休
日保育を行っています。
利用方法は
各実施施設へ申し込んでください。
☞資料24ページ〜
〈利用料金〉
通常の保育料に含まれています。（日曜・ 祝日以外で
の代休対応）

⑤一時預かり
●
どんなもの
家庭で保育している方でも、保護者本人が病気のと
きや冠婚葬祭、あるいは習い事やリフレッシュした
いときなどがあります。このようなときに必要な時
間だけ一時的に子どもを預かってくれるのが一時預
かりです。
利用方法は
各認定こども園・保育所・幼稚園等で受け付けてい
ますが、一日の利用児童数に制限がありますので、
必ず事前に予約をするようにしてください。
☞資料24ページ〜
〈利用料金〉
３歳未満児 1,000〜3,000円／日
３歳以上児 1,000〜2,200円／日
市町や施設によって異なり、１日
又は時間単位になっています。

（

）

ミニ情報①
21世紀美術館や近江町市場などの観光スポットや、
民間施設内でも一時預かりをしています。
●金沢21世紀美術館託児ルーム
火・水・木・日
10：00〜18：00
金・土
10：00〜20：00
☎（076）
220-2815
●近江町いちば館ちびっこ広場
木〜火
10：00〜18：00
☎（076）
260-6724
●駅西一時預かり施設おひさまるーむ
月〜金
9：00〜17：00
☎（076）
267-2330
※ドコモ金沢西都ビル１階にあります。
●中央地区一時預かり施設ほんわかるーむ
月・水〜土
9：00〜17：00
日・祝
8：00〜18：00
☎（076）
241-9837
※駅西一時預かり施設おひさまるーむ及び中央地区
一時預かり施設ほんわかるーむは、金沢市在住の
乳幼児のみ利用可。
ミニ情報②
子どもの発熱など病気による保育所等への急なお
迎えで、保護者・家族が出張などでどうしても迎え
に行けないとき、お迎えサービスを行っています。
一時預かりは土日祝・時間外も対応可です。
〈問合せ先〉
一般社団法人クラブCoCo 保育ルーム「ココナラ」
金沢市高尾南３丁目21
☎（076）259-1155

⑥ファミリー・サポート・センター
●
どんなもの
ファミリー・サポート・センターは、保育所等の送
迎や一時保育などの育児援助を受けたい人と行いた
い人が会員となり、育児に対して地域ぐるみで助け
合う会員システムです。運営は市町で行っています。
利用方法は
利用するには会員登録が必要ですので、各市町のフ
ァミリー・サポート・センターにお問い合わせ下さい。

〈実施地区〉
金沢市ファミリー･サポート･センター
☎（076）243-3410
金沢市教育プラザ富樫内
七尾市ファミリー･サポート･センター
☎（0767）52-1476
親子ふれあいランド内
こまつファミリー･サポート･センター
☎（0761）58-1212
こまつアズスクエア１Ｆ カブッキーランド内
輪島市ファミリー・サポート・センター
☎（0768）22-8031
輪島市子育て支援センター
珠洲市ファミリー・サポート・センター
☎（0768）82-5479
すずキッズランド
かがファミリー･サポート･センター
☎（0761）75-7933
親子ほっとステーション内
羽咋市ファミリー・サポート・センター
☎（0767）22-0066
羽咋市健康福祉課
かほく市ファミリー･サポート･センター
☎（076）283-0205
かほく市子ども総合センター内
白山市ファミリー･サポート･センター
☎（076）274-8137
白山市子育て支援センターげんきっこ
能美市ファミリー･サポート･センター
☎（0761）58-6230
能美市子育て支援センター内
野々市市ファミリー･サポート･センター
☎（076）248-4634
野々市市子育て支援センター菅原
川北町ファミリー・サポート・センター
☎（076）277-1126
川北町住民課
津幡町ファミリー・サポート・センター
☎（076）288-6276
津幡町社会福祉協議会
内灘町ファミリー･サポート･センター
☎（076）238-3233
内灘町子育て支援センター
志賀町ファミリー・サポート・センター
☎（0767）32-9122
志賀町子育て支援課
宝達志水町ファミリー・サポート・センター ☎（0767）28-5526
宝達志水町子育て応援室
中能登町ファミリー・サポート・センター
☎（0767）72-3134
中能登町健康保険課子育て支援室
穴水町ファミリー・サポート・センター
☎（0768）52-3210
穴水町子育て世代包括支援センター内
能登町ファミリー・サポート・センター
☎（0768）62-8513
能登町健康福祉課
※利用料など詳細は各センターへお問い合わせ下さい。

⑦ベビーシッター
●
どんなもの
家庭の事情で子どもを見てほしいときでも、その内
容によっては保育所では対応できないことがあります。
このようなときにその家庭の育児方針を大切にしな
がら、保護者が留守もしくは用事のある間、安全に
愛情をもって個別に子どもの世話をしてくれるのが
ベビーシッターです。
〈仕事の種類〉
・産後のケアと新生児や上の子の世話
・保育所、幼稚園の送迎
・出張、残業や日祝日の出勤時の保育
・国内や海外への旅行の際の保育
・同窓会やサークル活動の際の保育
利用方法は
直接ベビーシッター会社で受け付けています。
〈利用料金〉
1,000〜2,400円／時間
（会社によって多少異なります。）
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〈実施企業〉
アイ愛ベビーシッター
金沢市泉野町1-19-22
☎（076）242-8686
ゆいま〜るベビー金沢
金沢市長町2-7-22
☎（076）261-5566
※公益社団法人全国保育サービス協会正会員のみ掲載
公益社団法人全国保育サービス協会
《ホームページ》
http://www.acsa.jp
※割引制度もあります。

⑧ショートステイ
●

（短期宿泊）

どんなもの
子育て中の保護者が病気になったときや出産のとき、
また、家族の看護などの非常時に、近くに子どもを
見てくれる人がいなくて困ることがあります。
このようなときに短期間（７日以内）の宿泊を含め
て子どもを預かってくれるのがショートステイで、
次の児童養護施設及び乳児院などで行われています。
利用方法は
次の市町の児童福祉担当課で受け付けています｡
☞資料59ページ
金沢市、七尾市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく
市、白山市、能美市、野々市市、津幡町、内灘町、
志賀町、宝達志水町、中能登町、穴水町
〈利用料金〉
（２歳以上児）2,750円／日
（２歳未満児）5,350円／日
ひとり親世帯などの家庭状況により利用料金が異なり
ますので、各市町にお問い合わせください。
〈実施施設〉
（２歳以上児）
こども家庭支援センター金沢
金沢市平和町3-23-5（享誠塾敷地内）
育松園
小松市額見町ら2番地4
伊奈美園ファミリーステーションいなみえん
加賀市片山津温泉井6

妊娠中の方、
子育て中の
お父さん、
お母さん

３
歳
未
満
程
度
ま
で

（２歳未満児）
聖霊乳児院
金沢市長町1-5-46
ななお乳児園
七尾市津向町ハ部35-5
ミニ情報
〈在宅育児家庭通園保育モデル事業〉
通常、保育所や認定こども園での保育の対象とな
らない、家庭で保育している方の０〜２歳の子ども
を、認定こども園において週２、３回の頻度で預か
り、入園児と同じ保育を行うモデル事業です。
一時的に子どもを預かる「⑤一時預かり」と違い、
子どもを定期的に通わせることができます。
この事業を利用される場合、利用前後のアンケー
ト調査等にご協力いただきます。
利用方法はお住いの市町にお問い合わせください。

⑨トワイライトステイ（夜間預かり）等
●
どんなもの
子育て中の家庭で仕事などが夜間や子どもの休日に
及ぶ場合に子どもの保育ができずに困ることがあり
ます。
このようなときに子どもを預かってくれるのがトワ
イライトステイで、次の児童養護施設及び保育所な
どで行われています。
利用方法は
次の市町の児童福祉担当課で受け付けています。
☞資料59ページ
金沢市、七尾市、小松市、加賀市、羽咋市、白山市、
野々市市、志賀町、宝達志水町、中能登町、穴水町
※受入時間等は各市町によって異なります。
詳細は各市町担当課にお問い合わせください。

マイ保育園に登録しませんか

妊
娠
︵
出
産
前
︶ 「マイ保育園」
に登録
※登録はお近くの
出
産

しお子どもの家
羽咋郡宝達志水町菅原ヤ6-2
あすなろ学園
鳳珠郡穴水町字志ヶ浦15字1-3

保育所等へ

登録すると
一時保育
（半日 3 回まで）
が無料になります

保育所などが子育てを
応援します

身近な保育所等

出産前の
育児不安の
軽減
身近に
相談相手が
いる安心感
リフレッシュで
育児に
専念

子育て支援コーディネーターがお手伝いします

●乳幼児の生活を見学
●育児体験
（おむつ替え・授乳・
沐浴・手遊びなど）

●保育士による育児相談
●子育て支援プランの作成

子育て支援の
拠点です！
●一時保育の利用
●保育所行事への参加

●看護師・保健師
による健康相談

お問い合せは…「石川県少子化対策監室」TEL（076）225-1497又はお住まいの市町保育担当課まで
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〈利用料金〉
750〜1,500円／日
ひとり親世帯などの家庭状況や受入時間帯により利
用料金が異なりますので、各市町にお問い合わせ下さい。
〈実施施設〉
こども家庭支援センター金沢
金沢市平和町3-23-5（享誠塾敷地内）
野町保育園
金沢市野町3-24-32
聖霊乳児院
金沢市長町1-5-30
ななお乳児園
七尾市津向町ハ部35-5
育松園
小松市額見町ら2番地4
伊奈美園ファミリーステーションいなみえん
加賀市片山津温泉井6
しお子どもの家
羽咋郡宝達志水町菅原ヤ6-2
あすなろ学園
鳳珠郡穴水町字志ヶ浦15字1-3

⑩放課後児童クラブ
●
どんなとこ
働いている保護者にとって、子どもが保育所に通っ
ている間は安心できますが、小学校に入ると放課後
や夏休みなどに毎日一人で留守番させておくことが
心配になります。
このため、保護者が仕事などで昼間家庭にいない小
学生を対象に、放課後等に、適切な遊び及び生活の
場を与え、児童の健全な育成と保護者の就労と子育
ての両立を支援するところが、放課後児童クラブです。
兄弟が少なくなった現在、個人の家庭では経験でき
ない異年齢の集団生活によって、社会性などを身に
つける貴重な場にもなっています。
対象児童
小学生を対象にしています。
クラブによっては、障害児を受け入れているクラブ
もあります。
開設日・開設時間
各クラブで、地域の実情や児童・保護者のニーズに
より、対応しています。
開設日としては、平日、土曜日、春・夏・冬休みな
どの長期休業日の期間となります。（土曜日は開設
していないクラブもあります。）
利用方法は
各地域のクラブで受け付けています。
☞資料38ページ〜

ミニ情報
石川県放課後児童クラブ団体連絡協議会
放課後児童クラブの充実・拡大のため、県内の市
町担当課や放課後児童クラブなどを会員として、会
員相互の連携を図ることを目的としています。
県内の放課後児童クラブ全体の質の向上を図るた
め、石川県から委託を受け、放課後児童支援員等の
専門的な知識や技術の向上を目的とした研修や、資
格を認定する研修を開催しています。

⑪臨時保育室
●
どんなもの
育児中の方々の社会参加を支援するため、イベント
などの会場でお子さんを預かるのが臨時保育室です。
利用方法は
利用されたい方は、イベント主催者にご確認下さい。
開設したい方（イベント主催者等）は、いしかわ結
婚・子育て支援財団へご相談下さい。
☎（076）255-1543
ミニ情報
〈物品の貸出〉
地域の子育てイベントやサークル
活動、育児教室などに、着ぐるみ
や積み木、大型絵本などを無料で
貸し出します。
〈「移動式赤ちゃんの駅テント」の貸し出し〉
子育てイベント等の開催時に、授乳やおむつ替え等
できるテントを貸し出します。
〈育児サポーター・保育ママ〉
育児中の方々等の社会参加を支援するため、子育て
支援活動にご協力いただける方を登録しています。
現在、県内に約80名の方が登録しています。
●資格
・育児サポーター
保育士や幼稚園教諭等の資格をお持ちの方
・保育ママ
養成講座（当財団主催）を受講した方
●主な仕事
・認定こども園や保育所等の施設を開放して行われ
る育児教室の企画・実施の協力
・育児サークル活動の支援
・イベント会場での臨時保育 など
●登録方法
毎年、３月〜４月に受付・登録しています。
上記に関する問合せ先
いしかわ結婚・子育て支援財団
☎(076)255-1543

〈利用料金〉
１人月額 2,500〜15,000円
（長期休業日は異なる場合があります。）
（市町や施設によって異なります。）
子どもの人数及び所得によって利用料が無料又は軽減と
なる場合があります。
詳しくは各市町の放課後児童クラブ担当課へお問い合わ
せください。
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家に閉じこもってばかりでは、気分も滅入りがち。
どんどん外に出て､ 子ども同士･親同士の交流をはかりましょう。

集
う

①地域子育て支援拠点施設
●
《つどいの広場・地域子育て支援センター等》
どんなとこ
主に３歳未満の子どもとその保護者が気軽にかつ自
由に利用し、他の親子と交流をはかることができま
す。
また専任のスタッフが育児に関する相談にのってく
れたり、地域の子育て関連情報を得ることができま
す。
利用方法は
各施設で直接受け付けています。 ☞資料36ページ〜
〈利用料金〉
原則無料です。

②育児教室
●
どんなもの
乳幼児を育てる保護者にとっては、近くに話し相手
や遊び仲間がいないと、子どもと二人っきりの毎日
ではストレスも溜りがちです。
保育所や幼稚園、児童館などが施設を開放して、定
期的に親子で遊んだり、子育てについて相談できる
機会（場）を設けているのが育児教室です。
自由に参加できるものや、登録制で継続した指導が
受けられるものがあります。
利用方法は
各施設で直接受け付けています｡ ☞資料24ページ〜
〈利用料金〉
基本的に無料ですが、材料費やおやつ代が必要な場合
があります。

③育児サークル
●

●

どんなもの
家庭で閉じこもりがちな乳幼児を持つ保護者にとっ
て、同じ年頃の子どもを持つ仲間との交流は、育児
を楽しみながら親子が成長するうえで欠かせないも
のです。このような人達が集まって、自主的に活動
しているのが育児サークルです。また、それらの活
動を支援するため、いしかわ結婚・子育て支援財団
では、各サークルの要請に応じて育児サポーターを
派遣しています。
利用方法は
入会については直接各サークルで受け付けていま
す。育児サークルの情報は、地域子育て支援拠点施
設（資料36ページ〜）、もしくは、いしかわ結婚・
子育て支援財団事務局へお問い合わせください｡
☎（076）
255-1543
https://www.i-oyacomi.net/circle/でも、紹介し
ています。
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〈利用料金〉
基本的に無料ですが、会費を徴収しているところもあ
ります。

④児童館
●
どんなとこ
近所に遊び場や仲間が少ないため、子どもたちは家
の中に閉じこもり、テレビやテレビゲームに夢中に
なりがちです。
子どもたちに仲間との遊びの場を提供し、楽しい教
室や季節の行事などを企画して、子ども達の健全な
育ちを支援するところが児童館です。対象は未満児
から18歳未満で、乳幼児とその親向けの教室を行
っているところや小学生を対象にしたヒップホップ
ダンスや一輪車、和太鼓などを行っているところも
あります。
利用方法は
毎月、行事予定が出されており、各行事の申し込み
は直接各地域の児童館で受け付けています。
☞資料45ページ〜
いってみよう！みてみよう！体験してみよう！
《いしかわ子ども交流センター》
〈いしかわ子ども交流センター〉
金沢市法島町11-8
☎（076）243-6501
〈いしかわ子ども交流センター小松館〉
小松市符津町念佛3-1
☎（0761）43-1075
〈いしかわ子ども交流センター七尾館〉
七尾市古屋敷町カ-10-3
☎（0767）53-3396
〈利用料金〉
基本的に無料ですが、クラブや行事では材料費等が
必要な場合があります。
ミニ情報
〈みらい子育てネット石川県地域活動連絡協議会〉
（旧母親クラブ：平成14年度改名）
みらい子育てネットとは、母親をはじめ地域の人
達が集い、「まちの子はみんなわが子」を合言葉に、
子どもの健全な育成を図ることを目的に活動してい
る地域のボランティアグループです。
現在、県内に53クラブあり、情報交換や研修会、
児童館などと協力しての季節の行事、絵本の読み聞
かせ、交通安全マスコット（みみずく人形）の配布、
地域の安全な環境作りとして公園の安全点検など様
々な活動をしています。
入会については、各市町の事務局及びみらい子育
てネット石川事務局へ問い合わせください。
☞資料47ページ〜
《みらい子育てネット石川事務局》
金沢市本多町3-1-10県社会福祉協議会地域福祉内
☎（076）224-1212

⑤その他の施設
●
《石川県立図書館こどもエリア》
どんなとこ
令和4年7月16日に開館。屋内外あわせると旧図書
館の約10倍の広さとなるこどもエリアは、乳幼児
から低学年、高学年までのスペースを緩やかにゾー
ン分けしており、幅広い年齢層が同時に利用しやす
い空間です。変化に富んだ形状の書架・家具を配置
し、子どもたちが体を動かして遊ぶことができるス
ペースもあります。お絵かきや学習ゲームができる
子ども専用のタブレット端末も導入します。
利用方法は
自由に利用できます。
〈所在地〉
金沢市小立野2丁目 石川県立図書館１階
☎（076）
223-9565
〈利用料金〉
駐車料金は入庫後30分無料、以降30分ごとに100円
（図書館利用者は3時間無料）
〈開設時間〉
平日 9:00〜19:00
土日祝日 9:00〜18:00
〈休館日〉
毎週月曜日（祝日の場合は火曜日）、年末年始、
特別整理期間

《おもちゃ図書館》
どんなとこ
たくさんの素敵なおもちゃと出会い、障がいのある
子もない子も共に遊べる場所がおもちゃ図書館です。
利用方法は
各施設で直接受け付けており、おもちゃの貸し出し
もしています。
〈利用料金〉
基本的には無料ですが、会員登録料が必要な施設もあ
ります。
〈実施施設〉
七尾市おもちゃ図書館こあら
〈所在地〉
七尾市本府中町ヲ38 親子ふれあいランド内
☎（0767）
52-1476
〈開設日時〉
第２・４土曜 11:00〜16:00
親子で遊ぶ事ができます。おもちゃの貸し出しについ
ては会員登録が必要です。（会員登録料年間300円）
おもちゃ病院
第２土曜 11:00〜13:00（会員の方は基本無料）
※放課後児童クラブや保育園等への移動おもちゃ図書
館も実施しています。
無料貸し出しもしています。

〈実施施設〉
小松おもちゃ図書館サン・アビ
〈所在地〉
小松市符津町念仏ケ２-７ 小松サン・アビリティーズ内
☎（0761）44-4411
〈開設日時〉
水曜・土曜 10:00〜12:00、13:00〜15:00
〈実施施設〉
東部児童センターおもちゃ図書館
〈所在地〉
小松市西軽海町４-99 東部児童センター内
☎（0761）47-2667
〈開設日時〉
第２・４土曜 10:00〜18:00
〈実施施設〉
輪島わくわくおもちゃの図書館
輪島市子育て支援センター・輪島市児童センター
〈所在地〉
輪島市河井町2-287-1
☎（0768）22-8031
〈開設日時〉
火〜金 8:30〜17:00
土・日 8:30〜16:00
ミニ情報①
お母さんの応援ルーム「ハーブの会」
〜安心して本音を話せるところ〜
名乗らなくてもよくお茶を飲みながらゆっくり話
すことができます。
（事前の申し込み不要、参加無料、無料託児あり）
〈問い合わせ先〉
NPO法人子どもの虐待防止ネットワーク石川
☎（076）296-3141
(電話対応時間 木・土10:00〜16:00)

ミニ情報②
多胎ファミリー交流会
外出の難しい多胎児家庭の交流の場を定期的に提
供しています。また、プレ多胎ファミリー教室を開
催するなど、妊娠・出産・育児への支援を行ってい
ます。
〈問い合わせ先〉
NPO法人いしかわ多胎ネット
☎（076）287-0888
メール i-tatai@apost.plala.or.jp
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子どもが幼くても成長しても､ 親の悩みは尽きないものですね。
専門家に相談し、適切なアドバイスを受けて、早期対応を。

相
談
す
る

①子育て世代包括支援センター
●
どんなとこ
妊娠・出産・子育てに関する不安や悩みなど相談に
応じるワンストップ相談窓口です。保健師などが関
係機関と連携しながら子育て世代をサポートします。
ひとりで悩まずお気軽にご相談ください。
利用方法は
住んでいる市町の子育て世代包括支援センターへ直
接連絡してください。
☞資料48ページ
〈利用料金〉無料で相談できます。

②利用者支援事業
●
どんなもの
母子保健型、基本型、特定型の３つの型があります。
【母子保健型】
保健師等の専門職が、妊娠期から子育て期にわたる
までの母子保健や育児に関する相談に対応します。
また、母子保健サービス等の情報提供を行い、関係
機関と協力して支援プランの策定などを行います。
【基本型】
「利用者支援」と「地域連携」の２つの機能で構成
しています。
利用者支援は、地域子育て支援拠点等の身近な場所
での相談や情報提供、助言等、当事者の目線に立っ
た寄り添い方の支援を行います。
地域連携は、関係機関との連絡調整、連携・協働の
体制づくり等を行います。
【特定型】
保育所や保育サービスに関する情報提供や利用に向
けての支援を行います。
利用方法は
各窓口へ直接お問い合わせください。
☞右ページ参照
〈利用料金〉無料で利用・相談できます。

③保健センター
●
どんなとこ
初めて子どもを持つ家庭では、子どもの発育や健康
のことで気になることや心配なことが多いものです。
このような人達に対して、定期健診や訪問指導など
を通じて、保健師などの専門家が適切な指導や助言
をしてくれるところが保健センターです。
利用方法は
住んでいる市町の保健センターもしくは母子保健担
当課へ直接連絡してください。
また、乳幼児の心身の発達や障害などについて、よ
り専門的な相談・指導などが必要な場合は、県保健
福祉センターが対応します。
相談内容 慢性疾患児相談、多胎児教室など
なお、金沢市では、各福祉健康センターが対応して
います。
☞資料49ページ
〈利用料金〉無料で相談できます。
〈相談時間〉月〜金
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④家庭児童相談室
●
どんなとこ
家庭内や近所に相談者がいなくて、子どもの養育や
しつけに悩む人達が多くなっています。
このような人の相談にのるために、各地域の福祉事
務所内に設けられているのが家庭児童相談室です。
相談室には、家庭相談員や社会福祉主事などの専門
員が配置され、児童相談所とも連携を取りながら幅
広く相談にのってくれます。
利用方法は
住んでいる地域の相談室へ直接連絡してください。
☞資料49ページ
〈利用料金〉無料で相談できます。
〈相談時間〉月〜金 8:30〜17:15
※子どもに関する相談は各市町児童福祉担当課でも
相談できます。
☞資料59ページ

⑤児童相談所
●
どんなとこ
子どもを育てていると、その成長に伴い、様々な悩
みや問題が出てきます。子どもの行動が理解できな
くなったり、どのように対処してよいか分からなく
なったとき、専門の相談員や児童心理司、医師など
が適切なアドバイスをしてくれるところが児童相談
所です。
また、乳幼児の発達、心身の障害に関する相談、障
害児入所施設の利用に関する相談（52ページ参照）、
保護者が病気やいろいろの事情により家庭で子育て
が困難になったときなど、18歳未満の子どもに関
するあらゆる相談に応じてくれます。
なお、地域で子どもが虐待されていると思われた場
合にはすぐに児童相談所へご連絡願います。
☞資料49ページ
利用方法は
お住まいの地域担当の児童相談所（センター）へ直接
連絡してください。
相談は無料です。予め電話で予約をお取りください。
〈相談時間〉月〜金 8:30〜17:45
※虐待通告、緊急を要する相談については、24時間・
365日対応しています。
（金沢市 9:00〜17:45 虐待通告は24時間365日受付）
◎児童相談所虐待対応ダイヤル189（いちはやく）
※24時間・365日受付 通話料無料
◎児童相談所相談専用ダイヤル
0120-189-783（いちはやく おなやみを）
※24時間・365日受付 通話料無料
虐待を受けていると思われる子どもを見つけたとき
や、子育てに悩んだときは、お電話ください。お住ま
いの地域の児童相談所につながります。
ミニ情報
各地域には、身近な相談相手として選任された児
童委員や主任児童委員がおり、関係機関と連携しな
がら各種の相談にのってくれます。
あなたの地区を担当している委員については、市
町の児童福祉担当課へ問い合わせください。
☞資料59ページ

⑥児童家庭支援センター
●
どんなとこ
地域の子どもに関する様々な問題について、子ども
や母子家庭、その他の家庭、地域の人々等からの相
談に応じ、必要な助言、指導を行います。
また、児童相談所、児童養護施設、保育所等との連
絡調整等も総合的に行います。
利用方法は
お電話または直接来所して相談できます。
☞51ページ
〈利用料金〉
無料で相談できます。予め電話で予約をお取りください。

ミニ情報
〈自立援助ホーム〉
何らかの理由で家に帰れなくなったり、児童養護
施設や児童自立支援施設を退所しなければならな
くなった、主に中学卒業後の子ども達が、社会に
出て働き生活していくための準備をするため「家
庭に近い環境」のなかで安心安全に暮らせる場所
です。2018年2月1日に石川県初となる女の子の
自立援助ホーム『シェきらり』が開所されました。
お問い合わせは、シェきらり事務局までご連絡く
ださい。（平日9：00〜17：00）
NPO法人

シェきらり事務局
電話 090 1390 8195
FAX 076 234 7311

〈利用者支援事業〉
市

町

型

開設場所

母子保健型

金 沢 市

七 尾 市
小 松 市

輪 島 市

珠 洲 市

基

本

型

特

定

型

電話番号

開設日・時間

泉野福祉健康センター

(076)242-1131

月〜金

8:30 〜 17:15

元町福祉健康センター

(076)251-0200

月〜金

8:30 〜 17:15

駅西福祉健康センター

(076)234-5103

月〜金

8:30 〜 17:15

健康政策課

(076)220-2233

月〜金

9:00 〜 17:45

教育プラザ富樫

(076)243-5910

城北児童会館

(076)252-6731

月〜金
火〜日

9:00 〜 17:00
10:00 〜 17:00

保育幼稚園課

(076)220-2538

月〜金

9:00 〜 17:45

母子保健型

健康推進課

(0767)53-3624

月〜金

8:30 〜 17:15

母子保健型

子ども・子育て保健室

(0761)21-8118

月〜金

8:30 〜 17:15

基

型

こども家庭課

(0761)24-8073

月〜金

8:30 〜 17:15

母子保健型

子育て健康課

(0768)23-0082

月〜金

8:30 〜 17:15

子育て支援センター

(0768)22-8031

火〜金 8:30 〜 17:00
土・日 8:30 〜 16:00

母子保健型

珠洲市子育て世代包括支援センター

(0768)82-7742

月〜金

8:30 〜 17:15

基

基

本

本

型

すずキッズランド

(0768)82-5479

月〜土

8:30 〜 17:00

加 賀 市

母子保健型
基 本 型

子育て応援ステーションかがっこネット

(0761)72-2565

月〜金

8:30 〜 17:15

羽 咋 市

母子保健型
基 本 型

羽咋すこやかセンター

(0767)22-1115

月〜金

8:30 〜 17:15

母子保健型

母子健康包括支援センター（ほのぼの健康館）

(076)283-1117

月〜金

8:30 〜 17:15

基

子ども総合センター

(076)283-4320

月〜土

8:30 〜 17:15

かほく市

本

本

型

型

母子保健型

白 山 市

津 幡 町

志 賀 町
宝達志水町

月〜金

8:30 〜 17:15

月〜金

8:30 〜 17:15

子育て支援センターげんきっこ

(076)274-8137

月〜金

8:30 〜 17:00

(076)275-8677

月〜土

9:00 〜 17:00

健康推進課

(0761)58-2235

月〜金

8:30 〜 17:15

子育て支援センター

(0761)58-8200

月〜金
土

9:00 〜 17:00
9:00 〜 16:30

母子保健型

保健センター（健康推進課）

(076)248-3511

月〜金

8:30 〜 17:15

基

本

型

子育て支援センター菅原

(076)248-4634

月〜金

8:30 〜 17:15

特

定

型

子育て支援課

(076)227-6076

月〜金

8:30 〜 17:15

母子保健型

健康推進課

(076)288-7926

月〜金

8:30 〜 17:15

基

型

子育て支援課

(076)288-6726

月〜金

8:30 〜 17:15

母子保健型

保健センター

(076)286-6101

月〜金

8:30 〜 17:15

基

子育て支援センター（カンガルーム内灘）

(076)238-3233

子育て支援課

(0767)32-9122

月〜金

8:30 〜 17:15

子育て応援室

(0767)28-5526

月〜金

8:30 〜 17:15

本

型

母子保健型

野々市市

(076)274-2155
(076)272-3000

認定NPO法人おやこの広場あさがお

基

能 美 市

いきいき健康課
鶴来保健センター

基

本

本

本

型

型

母子保健型
母子保健型
基

本

型

月〜土・第1・3日 9:00〜17:00

中能登町

母子保健型

健康保険課子育て支援室

(0767)72-3134

月〜金

8:30 〜 17:15

穴 水 町

基

子育て世代包括支援センター

(0768)52-3210

月〜金

8:30 〜 17:15

月〜金

8:30 〜 17:15

能 登 町

本

型

母子保健型
基

本

型

健康福祉課

(0768)62-8514
(0768)62-8513

13

⑧メール相談
●

⑦電話相談
●
どんなもの
子育てについて気軽に相談できる相手が身近にいな
いため、悩みを抱えている家庭が増加しています。
このような子どもや親の悩みを聞き答えてくれます。
利用方法は
各専門家が応じてくれますので、相談内容に合うも
のを選んで、直接電話してください。

どんなもの
子育ての悩み事や不安など、どんなことでも相談で
きます。内容に応じ各分野の相談員がメールにて回
答します。
（緊急性を要するものや、生命、医療、健康上の
ご相談は専門機関をご利用ください。）
利用方法は
いしかわ結婚・
子育て支援財団ホームページ

※障害等についてのご相談は21ページをご覧ください。

「子育てメール相談｣ 参照
https://www.i-oyacomi.net/mail/

〈相談機関〉
名

称

電話番号

相談内容

相談時間

実施機関（相談担当者）

子育てほっとライ
ン

泉野子育てほっとライン
(076)244-4500
元町子育てほっとライン
(076)251-3500
駅西子育てほっとライン
(076)234-3500

育児に関する相談に保健
師が応じています。

月〜金
8 :30 〜 17:00

金沢市
各福祉健康センター
（保健師）

妊娠・出産
ほっとライン

（076）
208-4303

妊娠・出産に関する相談
に保健師が応じています。

月〜金
8 :30 〜 17:00

金沢市元町福祉健康センター
（保健師）

090-2125-9123

子育てについての不安や
疑問など、ご相談くださ
い。

ホームページをご確認
（一社）石川県私立
ください。
幼稚園協会
http://www.isisiyou.
（幼稚園教諭）
or.jp

家庭教育電話相談

(076)263-1188

幼児から高校生までの保
護者を対象とし、不登校
や子どもとの関わり方な
ど家庭教育全般の悩み相
談を受け付けています。

月〜土
9 :00 〜 13:00

家庭教育
カウンセリング

(076)263-1188

家庭教育カウンセラー（臨
毎月第３土曜日
床 心 理 士 ） に よ る 面 接、
（要予約）
相談を行っています。

幼児なんでも相談

☆

パパママ・ホッと
ライン
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（076）
214-5666

ママやパパの子育てに関
する不安や悩み、乳幼児
や思春期のお子さんとの
関わり方などについての
電話相談などを行ってい
ます。

石川県教育委員会
（家庭教育電話相談員）

石川県教育委員会
（臨床心理士）

火〜金
10:00 〜 15:00
子ども夢フォーラム
祝日・いしかわ子ども
（子ども夢フォーラムスタッフ）
交流センター休館日は
休み

子 ど も の 悩 み や 不 安 を、
子どもたち自身にかけて
もらう。子どもがかける 毎日 16:00 〜 21:00
子どものための電話です。
（18 歳以下を対象）

チャイルドライ
ン・いしかわ

(0120)99-7777

24 時間
子供 SOS 相談
テレホン

(076)298-1699
(0120)0-78310

児童生徒や保護者からの
いじめやその他の子供の
SOS 全般に関する相談に
応じています。

月〜日

24 時間

石川県教育委員会
（相談員）

（076）
298-1682
（076）
298-1729

幼児・児童・生徒およびそ
の保護者等を対象とし、学
校生活や子どもの教育、発
達障害等の相談に応じてい
ます。

月〜金 8:30 〜 17:15

石川県教員
総合研修センター
（指導主事）

(0120)61-7867

子ども（未成年）に関する
いじめ問題について相談を
受けています。

月〜日

☆

教育相談

☆

いじめ 110 番

24 時間

子ども夢フォーラム
（電話カウンセラー）

石川県警人身安全・
少年保護対策課
（少年警察補導員等）

名

☆

称

ヤングテレホン

子どもの
☆
なやみごと相談

電話番号

相談内容

相談時間

実施機関（相談担当者）

(0120)497-556

子ども（未成年）の非行や
問題行動、犯罪被害などの
悩みについて相談を受けて
います。

月〜金 9:00 〜 17:45
祝日・年末年始は除く。

石川県警人身安全・
少年保護対策課
（少年警察補導員等）

(076)221-0831

いじめ、体罰、不登校、児
童虐待、非行など、子ども
の権利に関する相談に応じ
ています。

木

月〜水
18:00 〜 21:00
木・金
18:00 〜 23:00
土
15:00 〜 23:00
日
9:00 〜 23:00
祝
9:00 〜 23:00
（木〜土）
9:00 〜 21:00
（月〜水）
年末年始は除く。

12:30 〜 16:30

金沢こころの電話

(076)222-7556

青少年から高齢者まで、本
人や家族のこころの悩みを
聞き、解決にむけての援助
をする。

☆

精神保健福祉相談

(076)238-5750
（相談課直通）

心の悩み等様々な相談を受
けています。

月〜金
8 :30 〜 17:15
祝日・年末年始は除く。

☆

こころの電話

(076)261-7830

知的障がいのある本人や家
族からの様々な相談に応じ
ています。

月〜金
9 :00 〜 16:00

離婚の相談のほか、児童扶
養手当などの制度に関する
相談もうかがいます。

日〜金
9 :00 〜 16:00
第 3 日曜・祝日は休み
ます。

就業相談・養育費
☆
相談

母子・父子家庭、寡婦の就
業に関すること、養育費の
取り決め等について専門の
相談員がうかがいます。

都合により相談員が不
在の日もありますの
で、まずは、お電話く
ださい。

入院療養児
☆
家族相談

090-5689-1233
090-1394-5332

子どもの病気に関する悩
み、療養生活、医療福祉制
度など保健・福祉機関等と
連携し利用できるサービス
をお知らせします。

月〜日

080-3740-4512

助産師が妊娠・出産・育児
に関することはもとより、 月〜金
女性の健康に関する相談に
10:00 〜 15:00
も応じます。

(076)296-3141

育児困難や虐待などの悩
み・不安に関する相談に応
じます。

母子・父子・寡婦
☆
相談

(076)264-0503

子育て・女性の
健康に関する相談

子育て・虐待予防
ほっとライン

金沢弁護士会
（弁護士）

公益社団法人
金沢こころの電話
（電話相談員）

石川県こころの
健康センター
（専門相談員）
金沢手をつなぐ
親の会
（親の会相談職員）

石川県母子寡婦
福祉連合会
（就業支援員）
（養育費相談員）

24 時間

毎週木・土
10:00 〜 16:00

一般社団法人
石川県助産師会
（助産師）

NPO 法人
子どもの虐待防止
ネットワーク石川
（女性相談員）

注）☆印のところでは、面接も行っています。（要予約）

ミニ情報
〈その他子育ての悩みに対応する事業〉
・マイ保育園登録事業（資料８ページ参照）
・認定こども園等における相談（資料24ページ〜・36ページ参照）
・ノーバディーズ・パーフェクト（通称NPプログラム）
０〜５歳のお子さんを育児中の親を対象に、10名程の固定したメンバーで定
期的に話し合いを重ね自ら問題の解決策を見出していくプログラム。
（通称BPプログラム）
初めて育児を行う母親と赤ちゃん（生後２〜５か月）が一緒に参加し、母親
同士が話し合いながら、親子の絆づくりと子育ての仲間づくりをしていくプ
ログラム。
※NP・BPプログラムの詳細は、いしかわ結婚・子育て支援
財団ホームページ参照
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困った時に助けてくれる施設や制度がたくさんあります。

金沢市西念3-4-1

金沢駅西合同庁舎6F
☎（076）265-4429
※また、妊娠・出産及び育児に関する措置を利用した
こと等による解雇等の不利益取扱いやハラスメント
は男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法により
禁止されています。

申請し利用して、育児と暮らしにゆとりをどうぞ。

利
用
す
る

①産前産後休業
●
どんなもの
勤めている女性にとって、出産前後の休暇が気にな
るところです。
出産予定の女性労働者には産前・産後の休業制度が
認められています。
産前休業については、請求することにより出産予定
日の６週間（多胎の場合は14週間） 前から取得す
ることができます。
また、産後休業については、請求しなくても出産後
８週間は取得できることになっています。
なお、 産前産後休業中及び産後休業後30日間は労
働者の解雇は労働基準法により全面的に禁止されて
います。
利用方法は
産前休業については、職場の担当者を通じて事業主
に請求し、産後休業については、出産日を連絡して
取得します。
〈問合せ先〉
最寄りの労働基準監督署

②育児時間
●
どんなもの
出産後に職場復帰した後も授乳などの時間が欲しい
という要望があります。
このために女性労働者は子どもが満１歳になるまで
１日２回、 各々少なくとも30分の育児時間を労働
基準法で定める休憩時間のほかに請求することがで
きます。
利用方法は
職場の担当者を通じて事業主に請求します。
〈問合せ先〉
最寄りの労働基準監督署

③育児休業
●
どんなもの
今の仕事を辞めずに一定期間だけ休んで、しばらく
子育てに専念したいと思っている労働者（一定範囲
の期間雇用者含む）は、男女にかかわらず子どもが
満１歳（保育所に入れないなど一定の場合には１歳
６か月さらに保育所に入れないなど一定の場合には
２歳）になるまでの希望する期間、休業することがで
きます。この間は申請することで社会保険料（厚生
年金保険や健康保険）が会社・自己負担分ともに免除
されます。また、父母ともに育児休業を取得すると、
子どもが１歳２か月になるまで休業できます。（パ
パ・ ママ育休プラス）
利用方法は
休業する１か月前（１歳６か月及び２歳の場合は２
週間前）までに事業主へ書面で申し出ます。

※下欄

◎その他の働く妊産婦の保護
どんなもの
働きながら安心して子供を産むことができるよう、
妊産婦（妊娠中〜産後１年を経過しない女性）は、
請求することにより、労働基準法等で定められた次
の制度を利用することができます。
ａ．軽易な業務への転換（妊婦のみ）
ｂ．危険な有害な業務への就業を制限
ｃ．時間外・休日労働、深夜労働の制限
ｄ．変形労働時間制適用の制限
ｅ．勤務時間中の健康診査の受診
ｆ．主治医から指導を受けた場合の休業、勤務時間
短縮・作業制限・通勤緩和、休憩等の措置
利用方法は
職場の担当者を通じて事業主に請求します。（ｆに
ついては、指導内容を的確に伝えるため「母性健康
管理指導事項連絡カード」の利用が望ましいです。）

※下欄

〈問合せ先〉
石川労働局雇用環境・均等室
金沢市西念3-4-1 金沢駅西合同庁舎6F
☎（076）265-4429

〈問合せ先〉
ａ〜ｄについては、最寄りの労働基準監督署 ※下欄
ｅ、ｆについては、石川労働局雇用環境・均等室

◎育児休業給付金
どんなもの
育児休業を取りたいけれどその間は給与がもらえず
生活が苦しくなるので考えてしまう人がいます。

公共職業安定所（ハローワーク）一覧
ハ
ハ
ハ
ハ
ハ
ハ
ハ
ハ
ハ

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

名
ー ワ
ー ワ
ー ワ
ー ワ
ー ワ
ー ワ
ー ワ
ー ワ
ー ワ

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

称
ク
ク
ク
ク
ク
ク
ク
ク
ク

金
津
小
白
七
羽
加
輪
能

沢
幡
松
山
尾
咋
賀
島
登

〒 920-8609
〒 920-0326
〒 923-8609
〒 924-0871
〒 926-8609
〒 925-8609
〒 922-8609
〒 928-8609
〒 927-0435

所
在
地
金沢市鳴和 1-18-42
河北郡津幡町字清水ア 66-4
小松市日の出町 1-120
白山市西新町 235
七尾市小島町西部 2
羽咋市南中央町キ 105-6
加賀市大聖寺菅生イ 78-3
輪島市鳳至町畠田 99-3
鳳珠郡能登町字宇出津新港 3-2-2

電話番号
（076）253-3030
（076）
289-2530
（0761）
24-8609
（076）
275-8533
（0767）
52-3255
（0767）
22-1241
（0761）
72-8609
（0768）
22-0325
（0768）
62-1242

管轄区域
金沢市
かほく市、津幡町、内灘町
小松市、能美市、川北町
白山市、野々市市
七尾市、中能登町
羽咋市、志賀町、宝達志水町
加賀市
輪島市、穴水町
珠洲市、能登町

労働基準監督署一覧
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金
小
七
穴

沢
松
尾
水

名
労 働
労 働
労 働
労 働

基
基
基
基

称
準 監
準 監
準 監
準 監

督
督
督
督

署
署
署
署

〒 921-8013
〒 923-0868
〒 926-0852
〒 927-0027

所
在
地
金沢市新神田 4-3-10 金沢新神田合同庁舎 3F
小松市日の出町１-120 小松日の出合同庁舎 7F
七尾市小島町西部 2 七尾地方合同庁舎 2F
鳳珠郡穴水町字川島キ 84 穴水地方合同庁舎 2F

電話番号
（076）
292-7945
（0761）
22-4316
（0767）
52-3294
（0768）
52-1140

管轄区域
金沢市、かほく市、白山市、野々市市、河北郡
小松市、加賀市、能美市、能美郡
七尾市、羽咋市、羽咋郡、鹿島郡
輪島市、珠洲市、鳳珠郡

このような人に一定の給付金を支給して、育児休業を
取りやすく、復帰の援助をするのが育児休業給付です。
対象は、雇用保険の一般被保険者で、育児休業開始
日前２年間に、 賃金支払基礎日数が11日以上ある
月が12か月以上ある場合です。
〈支給額〉
休業中は、休業前賃金の67％を支給対象期間ごとに給
付（ただし、休業開始から180日経過後は50％を給付）
利用方法は
初回の支給申請を行う日(育児休業開始日から4か
月を経過する日の属する月の末日)までに育児休業
給付受給資格確認票等必要書類を公共職業安定所(ハ
ローワーク)に提出し、受給資格の確認を受けてから、
事業主又は被保険者が2か月に一度、 支給申請を行
います。または受給資格の確認と初回の支給申請を
同時に行うこともできます。
〈問合せ先〉
最寄りの公共職業安定所（ハローワーク）
☞資料16ページ

④短時間勤務制度
●
どんなもの
子が３歳未満の時期は子育てに特に手がかかるもの
です。特に保育所への送り迎えなど、子育ての時間
を確保することが仕事を続けるために必要となって
くることから、一定の条件を満たす３歳未満の子を
養育する男女労働者は、短時間勤務制度（原則とし
て１日６時間）を利用することができます。
利用方法は
制度の内容や手続の方法は事業主が定めることとなっ
ているので、職場の担当者に確認し、申し出ます。
〈問合せ先〉
石川労働局雇用環境・均等室
金沢市西念3-4-1 金沢駅西合同庁舎6F
☎（076）
265-4429

⑤出産手当金
●
どんなもの
被保険者が産休中に給与が出ない場合や減額される
場合に、標準報酬月額の３分の２（支給額は支給開
始される前１年間の標準報酬月額を基に決定します。
詳しくは、 協会けんぽへお問い合わせください。）
を限度に、出産の日（実際の出産が予定日後のとき
は出産の予定日） 以前42日目（多胎妊娠の場合は
98日目）から、出産の日の翌日以後56日目までの
範囲内で支給されます。
また、被保険者期間が継続して１年以上あり、退職
日時点に出産手当金を受けている方、または受ける
条件を満たしている方は、退職後も出産手当金を受
けることができる場合があります。
〈利用方法・問合せ先〉
全国健康保険協会石川支部 ☎（076）
264-7202
全国健康保険協会ホームページ
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/

⑥出産育児一時金
●
どんなもの
嬉しいはずの出産も、その費用が気になるところです。
このため、協会けんぽの加入者が出産したとき、子

ども一人につき、42万円（産科医療補償制度に加
入していない医療機関等において出産した場合は
40万4千円）の一時金が受けられます。
①医療機関等への直接支払制度
出産育児一時金を協会けんぽから直接、医療機
関等へ支払う方法で、病院の窓口に支払う出産
費用を用意する負担が軽減されます。
②出産育児一時金請求
①を利用しなかった場合、協会けんぽから加入者
へ出産育児一時金を支給します。また、①を利用
した場合でも、出産費用が42万円（40万4千円）未
満だった場合、協会けんぽから差額を支給します。
〈利用方法・問合せ先〉
全国健康保険協会石川支部 ☎（076）264-7202
全国健康保険協会ホームページ
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/

●
⑦出産費貸付制度
どんなもの
協会けんぽの加入者で出産育児一時金の支給が見込
まれる方のうち、出産予定日まで１か月以内の方、
もしくは妊娠４か月（85日） 以上の方で、 病院・
産院等に一時的な支払を要する方が利用できます。
貸付額・利子
出産育児一時金支給見込額の８割相当が限度
（１万円単位）・無利子
※出産費貸付制度を利用した場合は、出産育児一時
金の直接支払制度は利用できません。
〈利用方法・問合せ先〉
全国健康保険協会石川支部 ☎（076）264-7202
全国健康保険協会ホームページ
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/

⑧その他 仕事と育児の
●
両立のための制度
どんなもの
１．３歳までの子を育てる男女労働者は、請求すれ
ば所定外労働（残業）が免除されます。
２．小学校就学前の子を育てる男女労働者は、請求
すれば、時間外労働の制限（１か月で24時間以下、
または１年で150時間以下）や深夜業（22時か
ら５時）の制限の適用を受けることができます。
３．小学校就学前の子を養育する労働者は、申し出
ることにより、子が１人の場合１年に５日まで、
２人以上の場合１年に10日まで病気・けがをし
た子の看護や、予防接種・健康診断を受けさせ
るために、休暇を取得することができます。
利用方法は
１．所定外労働の免除については、開始の１か月前
までに書面で事業主に請求します。
２．時間外労働・深夜業の制限については、開始の
１か月前までに書面で事業主に請求します。
３．子の看護休暇制度については、原則、事前に請
求しますが、当日の電話等の口頭の申出でも取
得できます。
※各助成金は、予算の関係上変更になる場合がございます。
※各コースの支給額のうち、＜＞内は、生産性要件を満
たした場合の支給額です。
※詳細は厚生労働省HPトップページから「両立支援等
助成金」でサイト内検索してください。
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両立支援等助成金

たな制度導入などの支援に取り組んだ中小企業事業
主に支給します。

◎出生時両立支援コース（男性労働者の育児休業、育児目的休暇）
どんなもの
男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやす
い職場づくりに取り組み、その取り組みによって男
性に育児休業や育児目的休暇を取得させた事業主に
支給します。
１人目の育休取得
（男性労働者）

２人目以降の
育休取得
（男性労働者）

育児目的休暇の
導入・利用

中小企業

中小企業 育休５日以上：14.25万円＜18万円＞
育休14日以上：23.75万円＜30万円＞
育休１か月以上：33.25万円＜42万円＞
中小企業以外 育休14日以上：14.25万円＜18万円＞
育休１か月以上：23.75万円＜30万円＞
育休２か月以上：33.25万円＜42万円＞

どんなもの
子どもを育てるには何かとお金がかかり、保護者の
子育て費用負担が重くなっています。
このため、 中学校修了まで（15歳到達後最初の３
月31日まで） の児童を養育している方に支給され
るのが児童手当です。
〈支給額〉
０歳〜３歳未満
15,000円
３歳以上小学校修了前（第１子・第２子） 10,000円
３歳以上小学校修了前（第３子以降） 15,000円
中学生（一律）
10,000円
所得制限限度額超世帯
5,000円
※令和4年10月支給分から、所得制限限度額超世帯
のうち受給者の所得が一定額以上の場合、児童手
当は支給されません。
利用方法は
各市町の児童福祉担当課へ申請してください。
（金沢市は、子育て支援課へ ☎（076）220-2285）
☞資料59ページ
（公務員の場合は、各職場へ申請）

◎育児休業等支援コース（育休取得時・職場復帰時）
どんなもの
「育休復帰支援プラン」を策定及び導入し、以下の
場合に中小企業事業主に支給します。（無期雇用者
１回、期間雇用者１回の計２回）

職場復帰時 育児休業取得者が復
帰した場合（１企業２回まで）

28.5万円＜36万円＞

育児休業取得者の職場支援の取組
をした場合

19万円＜24万円＞

※「職場復帰時」に加算
して支給

◎育児休業等支援コース（代替要員確保時）
どんなもの
育児休業取得者が、育児休業終了後、原職等に復帰
する旨の取扱いを就業規則等に規定し、休業取得者
の代替要員を確保し、かつ、休業取得者を原職等に
復帰させた中小企業事業主に支給します。
支給対象労働者１人当たり

47.5万円＜60万円＞

支給対象労働者が有期契約労働者の場合

9.5万円＜12万円＞加算

Ａ：看護休暇制度1,000円 ＜1,200円＞×時間
Ｂ：保育サービス費用補助制度
実質の２/３

⑨児童手当
●

28.5万円＜36万円＞

中小企業以外 14.25万円＜18万円＞

28.5万円＜36万円＞

制度利用

〈問合せ先・支給申請先〉
石川労働局雇用環境・均等室
金沢市西念３-４-１ 金沢駅西合同庁舎６F
☎（076）265-4429
※両立支援等助成金について
令和３年度要件を掲載しております。
次年度の要件については、ホームページ等でご確認
いただくか、上記までお問い合わせください。

57万円＜72万円＞

育休取得時 労働者が育児休業を
取得した場合（１企業２回まで）

28.5万円＜36万円＞

※制度導入のみの申請は不可。ＡまたはＢの制度いずれかについて１回のみ。
※制度利用は、３年以内５人まで。１企業当たりの上限は、Ａ：200時間
＜240時間＞、Ｂ：20万円＜24万円＞まで。

中小企業以外 28.5万円＜36万円＞

中小企業

制度導入

ミニ情報

〜 ひとり親家庭向けの支援 〜
ひとり親家庭向けの様々な支援があります。

※１企業当たり１年度延べ10人まで ５年間

対象者や申請方法等の詳細は、右下のＱＲコードを
読み取って、ご覧ください。

◎育児休業等支援コース（職場復帰後支援）

県少子化対策監室のホームページ

どんなもの
育児休業取得者が育児休業から復帰後に、仕事と育
児の両立が特に困難な時期にある労働者のため、新
出産・育児のために労働者が利用できる制度
妊娠 〜

産前6 週

産 後 8週

は女性のみの制度

子 が 1歳 まで

子 が 1〜 3歳

子が3歳〜
小学校入学まで

軽易な業務への転換（妊娠中）
時間外・休日労働、深夜業の免除／変形労働時間制の適用制限／検診休暇／
医師の指導による休業、勤務時間短縮・作業制限・通勤緩和、休憩等
産前休 業

産後休業

（6週間まで強制休業）

育児時間（1日30分×2回）
育児休業

（一定の場合は１歳６か月及び２歳まで。夫婦で取得する
場合は１歳２か月まで。出産した場合は産後休業後から）
短時間勤務（1日6時間に短縮）／所定外労働免除

時間外労働の制限（月24時間、年150時間以下）／深夜業の免除／子の看護休暇制度
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⑩プレミアム・パスポート
●
どんなもの
18才未満のお子さん（妊娠中も含む） が２人以上
いる家庭を対象とし、パスポートを発行します。
利用方法は
パスポートを提示することで協賛店から各種割引な
どの特典が受けられます。
※プレミアム・パスポートの協賛店は下記ホームペ
ージをご確認ください。
https://www.i-oyacomi.net/prepass/
〈申請窓口〉
◆子育てにやさしい企業推進協議会
（事務局／（公財）いしかわ結婚・子育て支援財団）
◆市役所・町役場窓口
◆県庁（少子化対策監室）
◆いしかわ就職・定住総合サポートセンター

⑪いしかわエンゼルマーク運動
●
どんなもの
おむつ替えの設備の設置や、粗品プレゼント、親子
で参加できるイベントの実施など、すべての子育て
家庭を対象に企業・団体が子育て応援サービスを提
供してくれるものです。
利用方法は
●チャイルド・プレミアム事業
毎月19日「県民育児の日」 にお子さま１人以上
同伴で協力店を利用した際に、各種割引や特典を
受けられます。
●親子ウェルカム活動
・授乳できるスペース、おむつ替えのスペース、
ミルクを作るためのお湯やキッズスペースなど
を利用できます。（赤ちゃんの駅含む）
・親子連れの買い物客に粗品のプレゼント、商品
の割引、ポイント倍増など
●その他、子どもだけでなく親子で参加できる活動
を行っている企業・団体があります。
※チャイルド・プレミアム協力店、赤ちゃんの駅は
下記ホームページをご確認ください。
https://www.i-oyacomi.net/prepass/
〈問合せ先〉
子育てにやさしい企業推進協議会
（事務局／（公財）いしかわ結婚・子育て支援財団）
金沢市鞍月東2-1 石川県立総合看護専門学校1F
☎（076）255-1543

⑫育児用品のリサイクル
●
どんなもの
成長の早い乳幼児の洋服などは、すぐに使えなくなっ
てしまいます。そこで、資源の有効活用と育児費用
の軽減を図るため、フリーマーケットや交換の場が
開催されています。
〈開催・問合せ先〉
●育児用品リサイクルショップ
日 時 原則、毎月第４木曜日 10:30〜12:00
会 場 いしかわ総合スポーツセンター
（金沢市稚日野町）

※都合により日程・会場は変更になることも
あります。また出店者も募集しています。
詳しくは、下記ホームページをご確認下さい。
https://www.i-oyacomi.net/recycleshop/
問合せ （公財）いしかわ結婚・子育て支援財団
☎(076)255-1543

⑬かかりつけ医
●
どんなもの
乳幼児期の子どもは、曜日や時間にかかわらず、突
然病気になったりケガをすることがあります。この
ような時でも、お子さんのいつもの様子や体質など
を把握しているお医者さんが近くにいれば安心。そ
れがかかりつけ医です。信頼できるかかりつけ医を
もつようにしましょう。
利用方法は
まず、かかりつけ医に連絡し、連絡不能なときは家
から近い診療所や病院へ直接連絡して下さい。
☞資料54ページ〜
ミニ情報①
石川県内のこどもの救急
●お医者さんに行く前に
・こどもの救急
〜おとうさん、おかあさんのための救急ノート〜
診療所や病院がお休みの夜間、日曜日、祝祭日な
どに、お子さんの具合が悪くなったらどうすれば
いいのかなど、迷ったときにはこのパンフレット
を参考にしてください。
パンフレットは、石川県のホームページからダウ
ンロードできます。
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/iryou/
support/qqtel/
・こどもの救急Webサイト
日本小児科学会のホームページ「こどもの救急」
では、お子さんの症状をホームページ上でチェッ
クすることで、お医者さんに行くか行かないかの
めやすを示してくれます。
http://kodomo-qq.jp/
・小児救急電話相談
夜間、お子さんが急な病気や事故で心配なとき、
家庭でどのように対処すればよいか、直ちにお医
者さんに行く必要があるかについて、電話でアド
バイスします。
【電話相談受付時間】午後6時〜翌朝8時(365日、
毎日実施しています)
【電話番号】#8000 または076-238-0099
※電話相談は家庭での一般的対処に関する助言・
アドバイスであり、電話による診断・治療はで
きませんのであらかじめご了承ください。
※1回線のみの対応となりますので、 簡潔にご相
談ください。話し中の場合は恐れ入りますが、
少し時間をおいておかけ直しください。
※対象者は15歳以下のお子さんに限ります。
●休日当番医
休日の応急的な医療や軽症の方に対応するため、
地域の診療所等が当番で治療にあたっています。
この当番医については、新聞や市町の広報などで
ご確認ください。
※「石川県医療・薬局機能情報提供システム」で
も確認できます。
※当番医が小児科医であるとは限りません。
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●休日夜間急患センター(365日毎日診療)
金沢広域急病センター(小児科・内科)
金沢市西念3丁目4番25号(金沢市駅西福祉健康センター1階)
☎（076）222-0099 FAX（076）222-5566
診療時間：午後7時30分〜午後11時
※GW、年末年始などは、診療時間が変更になり
ます。詳しくはホームページをご覧ください。
南加賀急病センター(小児科・内科)
小松市向本折町ホ60(小松市民病院南館1階)
☎（0761）23-0099 FAX（0761）23-0014
診療時間: 月〜土：午後7時〜午後10時30分
日・休日等:午前9時〜午後0時、午後1時〜午後10時30分
※「休日等」とは、祝日並びに1月2日、3日及び
12月31日をいう。
●お子さんが異物などを誤って飲み込んでしまった場合
(公財)日本中毒情報センターの電話サービスが便
利です。
中毒110番(一般専用：情報料無料)
大阪 (072)727-2499 (365日、24時間)
つくば (029)852-9999
(365日、午前9時〜午後9時)
タバコ誤飲事故専用電話
(情報料無料、自動音声応答による一般向け情報)
大阪 (072)726-9922 (365日、24時間)

〈助成対象〉
中学生までの入・通院医療費
（高校生までのところもありますので、市町担当
課に確認して下さい。）
〈自己負担額〉
・外来は１日上限500円（１医療機関あたり）
・入院は月1,000円
（自己負担がない市町もありますので市町担当課
に確認してください。）

⑮子育て支援タクシー
●
どんなもの
あらかじめ保護者の方からご予約いただいたお子様
のお一人での移動を支援するサービスで、通園、通
学、塾や病院などへ安全・確実に送迎してくれるも
のです。
〈問合せ先〉
（一社）石川県タクシー協会
☎（076）254-1348
http://www.taxi-ishikawa.jp/

ミニ情報②
遠方から高度医療機関に入院し、治療している子
どもの家族のため、低額（1,000〜2,000円程度/日）
で宿泊できる施設〈低額宿泊施設〉があります。全
国各地にあり、付添いの休養、週末の家族の団らん、
子どもの食事を作ったりすることができます。
〈問合せ先〉
一般社団法人石川県助産師会「ひだまりの家」担当者
☎090-5689-1233、090-1394-5332
ホームページ http://ishikawa-midwife.com/

⑭子ども医療費の助成
●
どんなもの
子どもは病気にかかりやすく、若い世帯にとってそ
の費用負担が大きくなっています。
このようなときに支払った医療費を助成してくれる
ものです。

〈公費負担医療制度〉
制
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度

名

内

容

用

件

窓

口

備

考

妊娠高血圧
症候群など
療養援護費

・7 日以上の入院（上限 21 日）
妊娠高血圧症候群及び糖尿病、 心疾患、 貧血、 産科出血 ・一定所得以上は対象外
などの医療
（詳細は右記窓口へお問い
合わせください。）

未熟児養育医療

市町役場
出生時体重が2,000ｇ以下のもの又は生活力薄弱で医師 ・指定養育医療機関での入院
（金沢市は各福祉
が入院養育を必要と認めたものの医療
治療
健康センター）

世帯の所得税額によ
り自己負担あり

小児慢性特定疾
病医療

悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、
内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血液疾
患、免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患、染色体 ・指定医療機関での治療
又は遺伝子に変化を伴う症候群、皮膚疾患、脈管系疾患、
骨系統疾患群にり患している18歳未満の児童等の医療

保健福祉センター
地域センター
金沢市は各福祉
健康センター

世帯の市町民税額に
よる月額自己負担上
限額の設定あり

育成医療

肢体不自由、視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・
そしゃく機能障害、心臓障害、腎臓障害、その他の内蔵障害、 ・指定育成医療機関 、
免疫機能の障害など身体に障害のある18歳未満の児童に
担当医師による治療
対し、手術などにより改善が見込まれる者の医療

市町役場
（金沢市は各福祉
健康センター）

原則 1 割自己負担
（世帯の市町民税額
による月額自己負担
上限額の設定あり）

補装具の交付
及び修理

身体障害者手帳の交付を受けている18歳未満の児童に対
する補装具の交付及び修理

療育医療

骨関節及びその他の結核にり患し長期にわたり入院治療
・指定療育医療機関での入
している18歳未満の児童の医療及び学習などに必要な物
院治療
品の支給

・指定医師の指示のもとに
指定業者で作成

保健福祉センター
地域センター
金沢市は各福祉健康セ
ンター

市町役場

原則 1 割
自己負担

保健福祉センター
地域センター
金沢市は各福祉
健康センター

世帯の所得税額によ
り自己負担あり

⑯ホームスタート
●
どんなもの
未就学児が１人でもいる家庭に、研修を受けた地域
の子育て経験者が訪問する「家庭訪問型子育て支援
ボランティア」です。
週に一度、２時間程度、定期的に約２〜３か月間訪
問し滞在中は友人のように寄り添いながら「傾聴」
（気持ちを受け止めながら話を聴く）や「協動」
（育
児家事や外出を一緒にする）等の活動をします。
親が心の安定を取り戻し、地域に踏み出して他の支
援や人々とつながるきっかけづくりも支援します。
※活動はフレンドシップを主としたものですので、
ベビーシッターや家事代行はできません。
ホームページ（ホームスタートジャパン）
http://www.homestartjapan.org/
利用方法は
各実施施設で直接受け付けています。
〈利用料金〉
無料
〈対象年齢〉
６歳未満のお子さんがいる家庭
※妊娠期からも利用できます。
〈実施施設〉
ホームスタート・かが【NPO法人かもママ】
加賀市下河崎町79-2
☎（0761）
75-7933
ホームスタートはくさん【認定NPO法人おやこの広
場あさがお】
白山市殿町39
☎（076）
275-8677

●障害児に関する
⑰
事業・児童福祉施設等
どんなもの
子どもの心身の成長について児童相談所や県保健福
祉センター・市町などに相談し、特別な訓練・指導
が必要となった場合に利用する事業及び施設です。
参照 児童相談所（49ページ〜）
県保健福祉センター（49ページ）

《通所しながらの利用》☞資料51ページ〜
児童発達支援（福祉型・医療型）
日々保護者の下から通所する障害児に、 日常生活に
おける基本的動作の指導、独立生活に必要な知識技能
の付与又は集団生活への適応のための訓練を行います。
（医療型の場合は、併せて治療を行います。）

障害児入所施設（福祉型・医療型）
入所する障害児に対し、保護、日常生活の指導及び独
立生活に必要な知識技能の付与を行います。
（医療型の場合は、併せて治療を行います。）

《相談機関》
発達障害
自閉スペクトラム症（ASD）、 注意欠如多動性障害
（ADHD）、学習障害（LD）などの発達障害の方々
を中心として、 発達上の悩みをお持ちの方やそのご
家族等のための支援を行っています。

石川県発達障害支援センター
金沢市鞍月東2-6

石川県こころの健康センター内
(076)238-5557
ホームページ https://www.pref.ishikawa.lg.jp/
fukusi/kokoro-home/hattatu/top.html
(※メールでの相談等は行っておりませんのでご了承
ください)
月〜金(祝日・年末年始を除く) 8:30〜17:15

発達障害者支援センターパース
金沢市福久東1-56

オフィスオーセド2F
(076)257-5551
メール info@center-path.com
ホームページ http://www.center-path.com
月〜土(祝日、年末年始を除く) 9:00〜17:30

〈市町発達相談センター〉
小松市
発達支援センターえぶりぃ
(0761)24-8434

輪島市

発達支援室（子育て健康課内）

加賀市

こども育成相談センター

(0768)23-0082
(0761)73-0229

かほく市 こども発達相談支援センター
(076)283-8890
(あおぞら内)
白山市
能美市

(076)276-8819
発達相談センター
子ども発達支援センター

野々市市 発達相談センター

就学している障害児につき、 授業の終了後又は休業
日に通わせ、 生活能力の向上のために必要な訓練、
社会との交流の促進等を行います。
☞資料54ページ

居宅訪問型児童発達支援
重度の障害等により通所が困難な障害児につき、居宅
を訪問し、日常生活における基本的動作の指導、知識
技能の付与等の支援を行います。

保育所等訪問支援

(0761)58-8400
(076)248-1333

療育相談
在宅の知的障害児等の地域での生活を支えるため、
専門的な療育指導を行います。

石川療育センター
金沢市上中町イ67番2

(076)229-3033

小松療育園
小松市瀬領町丁1番地2

(0761)46-1306

加佐ノ岬倶楽部
加賀市橋立町ふ23

(0761)75-1627

B'sサポート
白山市北安田町548番地2

放課後等デイサービス

《訪問支援》

《入所しての利用》 ☞資料54ページ

(076)275-0656

サポートアメニティあらいぶ
羽咋郡宝達志水町小川弐の部7-1 (0767)28-8820

障害児相談支援事業所
障害児通所支援を行う事業所を利用する場合、 障害
児の心身の状況、 その置かれている環境、 障害児又
はその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向
等を勘案し、 障害児通所支援の種類及び内容等を定
めた計画を作成します。 また、 障害児通所支援の利
用状況を検証し、計画の見直しを行います。

保育所等に通う障害児につき、 当該施設を訪問し、
障害児以外の児童との集団生活適応のための専門的
な支援等を行います。
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一般に、保護者が、子どもに対して身
体的に危害を加えたり、適切な保護や
養育が行われないことなどによって、
子どもの心身を傷つけ、健やかな成長
・発達を損なう行為のことを言います。

子どもの虐待とは

子どもの虐待のタイプ

子どもの虐待には、一般的には次のように分類されますが、これ
らの行為は、重複することがよくあります。

身体的虐待

性的虐待

身体に傷を負わせたり、生命に危険を及
ぼす行為です。
例えば、蹴る、殴る、突き飛ばす、首をし
める、たばこの火を押しつける、冬に戸外に
締め出す、また首がすわっていない乳児を
あやすために強く揺さぶるなどの行為を言います。

子どもに性的行為や、性的いたずらをする、
性器をみせる、性に関するビデオを観ることを
強要するなどです。

ネグレクト（放置、保護の怠慢）
子どもの心身の健やかな発達を損なうなどの
不適切な養育、あるいは子どもの安全に対する
重大な不注意や無関心な行為を言います。
例えば、食事を与え
ない、汚れた衣類を着
せたままにする、病気
にかかっても医者に診
せないなどです。
また、保護者以外の
同居人による虐待を保
護者が放置することも、
ネグレクトに含まれま
す。

心理的虐待
言葉による脅かしや拒否的な態度をすることで
子どもの心を傷つける行為のことです。
例えば、
「お前なんか生まれてこなければよかっ
たのに」や「死んでしまえ」など言葉による脅かし
で子どもの心を傷つけたり、子どもを無視したり、
きょうだいで差別したりすることなどがあります。
また、子どもの目前での配偶者に対する暴言や
暴力など、子どもに著しい心理的外傷を与えるもの
も、心理的虐待に含まれます。

虐待が子どもに及ぼす影響

一人で悩んで
いませんか

近年、脳画像の研究から、子どもへの体罰や暴言が脳内に様々
な変化を引き起こし、目には見えない大きなダメージを与えている
ことが分かってきています。これは子ども自身のその後の人生に
おいて「生きづらさ」を抱えさせてしまう原因にもなりかねません。
子どもへの体罰や暴言は、保護者が望むような「愛の鞭」をも
たらす結果にはならず、子どもにとっては「百害あって一利なし」と
いうことを認識しておくべきです。
法律上でも、令和２年４月１日施行の児童虐待防止法改正で、
親権者は子どものしつけに際して体罰を加えてはいけないと定め
られています。

虐待かもと思ったら
児童相談所全国共通ダイヤル
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いち

はや

保護者にとって子どもの心や身
体の成長・発達については、不安
になることもあるでしょう。
そうした悩みがある場合には、
一人で悩まないで、周りの人や身近
な相談機関（市町保健センター、
保育所、児童相談所等）の利用、
育児サークルへの参加などにより、
よき相談相手をつくりましょう。

く

1 8 9 番へ

☎
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認定
こども園

認定こども園

南加賀
No.

［小松市

施設名

市立認定こども園
だいいち
市立やたの認定
2
こども園あおぞら
1

3 松東こども園

類型

加賀市

能美市］
〒

所

在

地

（0761）44-2597 7:00〜19:00

95 産休明けから ○

◎

（0761）41-1230 7:00〜19:00

85 産休明けから ○

◎

7:00〜20:00 180 産休明けから ○

◎

7:00〜19:00

95 産休明けから ○

◎

7:00〜19:00 120 産休明けから ○

◎

7:00〜19:00

65 ２か月後から ○

◎

7:00〜19:00 155 産休明けから ○

◎

○

7:00〜19:00 240 産休明けから ○

◎

○

7:00〜19:00

90 産休明けから ○

◎

7:00〜19:30 120 産休明けから ○

◎

7:00〜19:40
215
7:00〜19:00

○

◎

7:00〜19:00 155 産休明けから ○

◎

幼保 923-0115 小松市江指町258

7 粟津温泉こども園

幼保 923-0316 小松市井口町チ49-1

8 粟津こども園

幼保 923-0302 小松市符津町ワ18

9 今江こども園

幼保 923-0964 小松市今江町6-136

10 木場こども園

幼保 923-0311 小松市木場町ハ46

11 河田保育園

幼保 923-0053 小松市河田町子101
幼保 923-0802 小松市上小松町乙45
幼保 923-0962 小松市大領中町1-171
保

923-0811 小松市白江町タ110-1

15 すえさみこども園

幼保 923-0983 小松市日末町ニ111-3

16 せんだいこども園

幼保 923-0041 小松市千代町甲8-1
幼

923-0937 小松市本町3-13-1

18 大和こども園

幼保 923-0952 小松市大和町102

19 やざき乳児保育園

幼保 923-0301 小松市矢崎町ナ129-1

20 月津こども園

幼保 923-0972 小松市月津町め57

21 中海こども園

幼保 923-0824 小松市軽海町ノ16-4

22 なかよし幼稚園

幼

923-0854 小松市大領町そ16-2

23 南陽幼保園

保

923-0328 小松市南陽町1-121

25 白嶺幼稚園

幼保 923-0851 小松市北浅井町1号25
幼

923-0303 小松市島町ニ2

26 ひかりっこ

幼保 923-0044 小松市川辺町1-61

27 舟見ヶ丘保幼園

幼保 923-0053 小松市河田町甲52-1

28 蓮代寺こども園

幼保 923-0843 小松市蓮代寺町に173

29 矢田野こども園

幼保 923-0304 小松市下粟津町サ1

30 よしたけこども園

幼保 923-0835 小松市吉竹町ぬ47

31 聖テレジア幼稚園

幼

923-0907 小松市浜田町ロ42-2

32 白楊幼稚園

幼

923-0904 小松市小馬出町131

33 牧こども園

保

923-0026 小松市下牧町ニ35

34 御幸保育園

保

923-0965 小松市串町北328

わかばにしかるみ
35
こども園

幼保 923-0825 小松市西軽海町1-43

36 ちこう

幼保 923-0915 小松市細工町30

37 犬丸こども園

幼保 923-0011 小松市蛭川町甲476

38 かが幼稚園
キッズランド
39
いなみえん

体調 病後児
休日 不良児
保育 保育 保育

923-0342 小松市矢田野町ヨ79

幼保 923-0032 小松市荒屋町丁20-1

24 のしろこども園

一時 育児
預かり 教室

保

6 あらやこども園

17 聖愛幼稚園

0歳児

◎

幼保 923-0003 小松市安宅町ヨ132

14 白江こども未来園

開所（月〜金）
定員
（土）

（0761）47-0684 7:00〜19:00 150 産休明けから ○

幼保 923-0861 小松市沖町484

13 松陽こども園

電話・FAX 番号※

923-0833 小松市八幡庚27

あたか
5
認定こども園

こばと第２
こども園

◆類型は次のように省略して記載しています。（５ページ参照）
幼保：幼保連携型、保：保育所型、幼：幼稚園型
◆土曜日の開所時間については異なる場合がありますので、ご利用
の際は各園にご確認下さい。
◆一時預かり（７ページ参照） ◎印は常時受付可能 ○印は時間
や人数に制限があります。詳しくは各施設にお問い合せ下さい。
◆育児教室（10ページ参照） ◎印は月1回以上 ○印は年数回実
施している施設
◆体調不良児保育、病後児保育（６ページ参照） ○印は実施施設

保

4 あおば保育園

12

24

一覧

（計260施設）

幼

922-0005 加賀市大聖寺岡町ホ34

幼保 922-0412 加賀市片山津温泉井6

（0761）21-3141
Ⓕ24-0545
（0761）21-0287
Ⓕ21-6061
（0761）25-1131
Ⓕ25-1132
（0761）65-1580
Ⓕ65-1582
（0761）44-2592
Ⓕ44-7192
（0761）21-0292
Ⓕ21-0979
（0761）43-0098
Ⓕ43-2251
（0761）47-0305
Ⓕ47-2110
（0761）21-0173
Ⓕ21-0367
（0761）22-0076
Ⓕ22-0311
（0761）22-5508
Ⓕ22-5685
（0761）44-2074
Ⓕ44-3861
（0761）22-3362
Ⓕ22-3761
（0761）22-6087
Ⓕ41-5551
（0761）22-0339
Ⓕ22-9158
（0761）58-0334
Ⓕ58-0354
（0761）44-3020
Ⓕ46-5446
（0761）46-6013
Ⓕ46-6023
（0761）48-7422
Ⓕ22-7414
（0761）65-2288
Ⓕ65-3906
（0761）22-2142
Ⓕ46-6742
（0761）44-5215
Ⓕ44-8801
（0761）22-7353
Ⓕ22-6171
（0761）47-2732
Ⓕ47-2734
（0761）46-6997
Ⓕ46-6998
（0761）44-2590
Ⓕ46-5970
（0761）24-6763
Ⓕ24-0670
（0761）21-6684
Ⓕ21-6984
（0761）22-8532
Ⓕ22-9534
（0761）21-7292
Ⓕ21-7293
（0761）44-2024
Ⓕ44-5593

7:00〜19:00
7:00〜17:00
7:00〜19:00
7:00〜16:00

95 産休明けから ○

◎

95 産休明けから ○

◎

7:00〜19:00

70 産休明けから ○

◎

7:30〜18:30
8:00〜13:00

65 ７か月後から ○

◎

7:00〜19:00 240 産休明けから ○

○

○

○
○
○
○

○

○

29 産休明けから ○

◎

○

7:00〜19:00 145 産休明けから ○

◎

○

7:00〜19:00 105 産休明けから ○

◎

○

8:00〜18:00

45

◎

7:00〜19:00

60 産休明けから ○

◎

7:00〜19:00 200 産休明けから ○

◎

7:30〜19:00
210 産休明けから ○
7:30〜17:00

◎

7:00〜19:00 120 産休明けから ○

◎

7:00〜19:00 240 産休明けから ○

◎

○

7:00〜19:00 105 産休明けから ○

◎

○

7:00〜19:00 108 産休明けから ○

◎

○

7:00〜19:00 330 産休明けから ○

◎

7:30〜18:30 105 10か月後から

◎

7:30〜18:30
215 ６か月後から
7:30〜13:00

◎

7:00〜19:00 140 産休明けから ○

◎

○

7:00〜19:00 155 産休明けから ○

◎

○

7:00〜19:00

7:00〜19:00
（0761）47-0319
75 産休明けから ○
7:00〜18:00
（0761）24-2892
7:00〜19:00 198 産休明けから ○
Ⓕ24-0797
7:00〜19:00
（0761）21-5897
90 ４か月後から ○
7:00〜18:00
（0761）72-3880 7:30〜18:30

45

○
○

○

○

○

◎
◎

○

◎

○

◎

（0761）74-5555
7:00〜19:00 210 ２か月後から ○
Ⓕ74-1461

◎

○

○

○

○

認定
こども園
No.

施設名

40 清心こども園
41 わかたけこども園
42 松が丘こども園
43 たちばなこども園
44 市立粟生保育園
45 市立大釜屋保育園

類型

〒

所

在

電話・FAX 番号※

地

（0761）74-1485
Ⓕ74-1475
（0761）76-3544
幼保 922-0274 加賀市別所町漆器団地10-7
Ⓕ76-3573
（0761）73-1230
幼保
Ⓕ73-6556
（0761）72-3632
幼保 922-0842 加賀市熊坂町ハ31
Ⓕ72-3610
（0761）57-0284
保 923-1124 能美市三道山町ヘ31
Ⓕ58-2301
幼保 922-0302 加賀市打越町ホ24-1

保

929-0122 能美市大浜町ム59

46 市立国造保育園

保

923-1224 能美市和気町い12

47 市立寿保育園

保

923-1235 能美市徳久町ニ8

48 市立大成保育園

保

929-0113 能美市大成町ヌ38

49 市立辰口保育園

保

923-1245 能美市辰口町173-3

50 市立寺井保育園

保

923-1121 能美市寺井町た8-5

51 市立豊美保育園

保

923-1122 能美市東任田町ロ16

52 市立長野保育園

保

市立根上南部
53
保育園

保

54 市立福岡保育園

保

55 福島こども園

（0761）55-1082
（0761）51-2473
Ⓕ52-0995
（0761）51-2169
Ⓕ51-2190
（0761）55-0322
Ⓕ55-0315
（0761）51-2284
Ⓕ52-0925
（0761）57-0323
Ⓕ57-0366
（0761）57-1180

（0761）57-0430
923-1115 能美市大長野町二130-1
Ⓕ57-0516
（0761）55-0084
929-0125 能美市道林町寅10
Ⓕ55-2081

開所
（月〜金）
定員
（土）

0歳児

一時 育児
預かり 教室

7:00〜19:00 110 ２か月後から ○

◎

7:00〜19:00 130 ２か月後から ○

◎

7:00〜18:30 200 ２か月後から ○

○

7:00〜18:30 145 ２か月後から

○

7:30〜19:00 200 ２か月後から ○

◎

7:00〜19:00 140 ６か月後から ○

◎

7:30〜19:00 120 ６か月後から ○

◎

7:30〜19:00 130 ２か月後から ○

◎

7:30〜19:00 130 ２か月後から ○

◎

7:00〜19:00 190 ２か月後から ○

◎

7:30〜19:00 160 ２か月後から ○

◎

7:00〜19:00

70 ６か月後から ○

◎

7:00〜19:00 135 ２か月後から ○

◎

7:30〜19:00 210 ２か月後から ○

◎

929-0107 能美市福岡町甲25

（0761）55-0662

7:30〜19:00 150 ２か月後から ○

◎

幼保 929-0112 能美市福島町ヘ61

（0761）55-0288

7:00〜19:00

75 ２か月後から ○

◎

7:00〜19:00 145 ２か月後から ○

◎

7:30〜19:00 105 ２か月後から ○

◎

7:30〜19:00 190 ６か月後から ○

◎

56 市立緑が丘保育園

保

923-1226 能美市緑が丘3-43

57 市立宮竹保育園

保

923-1205 能美市宮竹町230

58 市立湯野保育園

保

923-1112 能美市佐野町ワ35

（0761）51-4444
Ⓕ52-0977
（0761）51-2361
Ⓕ52-0923
（0761）57-1161

体調
休日 不良児
病後児
保育 保育 保育

○

○

○
○

○

※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。

石川中央
No.

施設名

（金沢中央地区）
石川県済生会
1
こども園アイリス
2

金沢幼稚園

3

川上幼稚園

［金沢市
類型

かほく市
〒

白山市
所

在

野々市市

地

幼保 920-0853 金沢市本町1-2-16
幼保 920-0854 金沢市安江町15-52
幼

4

木の花幼稚園

5

さいび園

6

白銀幼稚園

7

聖霊こども園

幼保 920-8551 金沢市長町1-5-43

8

永井善隣館
こども園

幼保 920-0967 金沢市菊川2-8-13

9

長土塀こども園

幼保 920-0865 金沢市長町3-11-17

10 長町幼稚園

幼

920-0968 金沢市幸町17-34
920-0865 金沢市長町3-1-15

幼保 920-0867 金沢市長土塀1-2-9
幼

920-0862 金沢市芳斉2-2-24

幼保 920-0981 金沢市片町2-10-23

認定こども園
11
ひょうたん

保

920-0845 金沢市瓢箪町8-22

12 双葉こども園

保

920-0961 金沢市香林坊2-5-24

13 双葉第二こども園

保

920-0961 金沢市香林坊2-5-24

14 まことこども園

保

920-0902 金沢市尾張町2-16-86

（金沢北部地区）
金沢星稜大学附属
15
星稜幼稚園

幼保 920-0813 金沢市御所町寅27

16 かみやちこども園

幼保 920-0801 金沢市神谷内町ヘ29

17 見真こども園

幼保 920-3115 金沢市弥勒町カ112

18 小金こども園

幼保 920-0811 金沢市小坂町北223-1

19 山王こども園
20 千坂こども園

保

920-0821 金沢市山王町2-85

幼保 920-0004 金沢市疋田町ハ302

津幡町

内灘町］

電話・FAX 番号※

（076）233-1649
Ⓕ233-3110
（076）225-7161
Ⓕ225-7162
（076）231-1521
Ⓕ231-1526
（076）233-2824
Ⓕ233-2987
（076）231-5460
Ⓕ231-5617
（076）231-5162
Ⓕ231-5315
（076）263-5906
Ⓕ263-5907
（076）231-3429
Ⓕ231-2454
（076）264-1900
Ⓕ264-1950
（076）231-4881
Ⓕ231-4891
（076）221-6611
Ⓕ221-6818
（076）231-3456
Ⓕ231-4567
（076）231-3456
Ⓕ231-4567
（076）231-5474
Ⓕ224-6436
（076）252-5057
Ⓕ252-5073
（076）251-1250
Ⓕ251-1260
（076）257-1260
Ⓕ257-1158
（076）252-6800
Ⓕ252-8110
（076）252-0135
Ⓕ252-0140
（076）258-1321
Ⓕ258-1320

開所
（月〜金）
定員
（土）

7:00〜19:00

0歳児

一時 育児
預かり 教室

90 ２か月後から ○

◎

7:30〜18:30 121 ６か月後から ○

◎

7:00〜18:00

◎

64

7:30〜18:30
130
閉園

○

7:00〜19:00

63 ２か月後から ○

7:30〜18:30

90

7:00〜20:00 135 ２か月後から ○
7:00〜19:00

体調 病後児
休日 不良児
保育 保育 保育

○

◎

◎
◎

○

80 ２か月後から ○

7:00〜19:00 105 ２か月後から ○

◎

7:30〜18:30

45 10か月後から ○

◎

7:00〜19:30
7:00〜19:00

79 ２か月後から ○

◎

○

7:00〜20:00 105 ２か月後から ○

○

7:00〜22:00

36 ２か月後から ○

○

7:00〜19:00

82 ２か月後から ○

7:00〜19:00 210 ２か月後から ○

◎

7:00〜19:00 160 ２か月後から ○

◎

7:00〜19:00 135 ２か月後から ○

◎

7:00〜19:00

75 ２か月後から ○

◎

7:00〜19:00 115 ２か月後から ○

◎

7:00〜19:00 154 ２か月後から ○

◎
25

認定
こども園
No.

施設名

類型

〒

所

在

地

21 馬場幼稚園

幼保 920-0844 金沢市小橋町4-12

22 東金沢こども園

幼保 920-0802 金沢市三池町145

ひがしやま
23
こども園

幼保 920-0831 金沢市東山3-29-22

24 光こども園

幼保 920-0806 金沢市神宮寺1-11-15

25 まどかこども園

幼保 920-3116 金沢市南森本町ロ78-1

電話・FAX 番号※

（076）252-3902
Ⓕ252-3908
（076）252-7814
Ⓕ255-1071
（076）252-1414
Ⓕ252-3915
（076）252-9750
Ⓕ252-9077
（076）258-0758
Ⓕ257-5827

開所
（月〜金）
定員
（土）

0歳児

一時 育児
預かり 教室

7:30〜18:30 116

◎

7:15〜18:45 188 ５か月後から ○

◎

7:00〜19:00

体調
休日 不良児
病後児
保育 保育 保育

79 ２か月後から ○

7:00〜19:00 175 ２か月後から ○

◎

7:00〜19:00

◎

90 ２か月後から ○

26 メロン幼稚園

幼

920-3122 金沢市福久町ル1-1

（076）258-2668

7:00〜19:00 170

27 浅野こども園

保

920-0848 金沢市京町3-43

○

◎

（076）252-1550
Ⓕ254-0282

7:00〜19:00

（076）222-5647

7:00〜19:00 142 ２か月後から ○

◎

7:00〜19:00

96 ２か月後から ○

◎

7:00〜19:00 100 ２か月後から ○

◎

7:00〜19:00 191 ２か月後から ○

◎

○

99 ２か月後から

（金沢東部地区）
28 旭町保育園
29 上野こども園
30 かさまいこども園
31

キッズアカデミー
太陽丘こども園

幼保 920-0941 金沢市旭町2-13-1

（076）262-1001
保 920-0942 金沢市小立野1-15-23
Ⓕ262-1113
（076）222-5915
幼保 920-0965 金沢市笠舞2-27-20
Ⓕ222-9339
（076）254-5210
幼保 920-1154 金沢市太陽が丘3-247-1
Ⓕ232-1357

32 兼六こども園

幼保 920-0923 金沢市桜町8-17

（076）231-4045

7:00〜19:00 108 ２か月後から ○

◎

小立野善隣館
33
こども園

幼保 920-0942 金沢市小立野5-1-5

（076）261-2755

7:00〜19:00 100 ２か月後から ○

◎

34 犀川保育園

幼保 920-1302 金沢市末町16-30

（076）229-1681

7:00〜19:00

56 ２か月後から ○

7:00〜19:00

75 ２か月後から ○

◎

7:00〜19:00 110 ２か月後から ○

◎

7:00〜18:00

○

◎

7:00〜19:00 145 ２か月後から ○

◎

7:00〜19:00 100 ２か月後から ○

◎

7:00〜20:00

80 ２か月後から ○

◎

7:00〜19:00

69 ２か月後から ○

◎

7:00〜19:00 109 ２か月後から ○

◎

7:00〜19:00

75 ２か月後から ○

◎

7:00〜19:00

99 ２か月後から

◎

7:00〜19:00 165 ４か月後から

◎

7:00〜19:00 135 ２か月後から ○

◎

7:00〜19:00 155

◎

7:30〜18:30 110 10か月後から ○

◎

7:30〜18:30 160

◎

7:00〜18:00

65 10か月後から

◎

7:00〜18:00

59 ２か月後から

○

◎

7:00〜19:00

79 ２か月後から ○

◎

7:00〜19:00
7:00〜18:00

66 ３か月後から ○

◎

35 末こども園
36 すえひろこども園
37 清泉幼稚園
38 田上こども園

（076）229-0033
幼保 920-1302 金沢市末町21-22
Ⓕ229-3160
（076）222-0129
幼保 920-0944 金沢市三口新町3-19-10
Ⓕ222-0301
幼

920-0911 金沢市橋場町13-17

幼保 920-1155 金沢市田上本町4-151

みやこのもり
幼保 920-0921 金沢市材木町13-40
こども園
認定こども園
40
幼保 920-0935 金沢市石引2-4-23
むつみえんふれんどはうす
ひがしあさかわ
41
幼保 920-1144 金沢市袋板屋町西29
こども園
39

42 わくなみこども園

保

920-0953 金沢市涌波2-7-35

43 聖ヨハネこども園

保

920-0935 金沢市石引4-3-1

（076）231-0764
（076）262-4014
Ⓕ255-0678
（076）221-6588
Ⓕ221-6181
（076）221-5206
Ⓕ221-9560
（076）229-2030
（076）264-1419
Ⓕ264-1423
（076）264-2006
Ⓕ264-2086

45

（金沢南部地区）
44 泉こども園

幼保 921-8041 金沢市泉1-3-63

45 泉の台幼稚舎

幼保 921-8034 金沢市泉野町4-4-3

46 金沢泉丘こども園

幼保 920-8171 金沢市富樫2-5-35

金沢星稜大学附属
47
星稜泉野幼稚園
48 カルメン幼稚園
49 かわい幼稚園
50 桜木幼稚園
51 すみれこども園
52 第一善隣館保育所
認定こども園
53
子供の家
認定こども園
54
青竜幼稚園
55 額小鳩こども園
額小鳩第二
56
こども園
ひばり
57
キッズガーデン
58 ひまわりこども園

幼

921-8034 金沢市泉野町6-17-30

幼保 921-8162 金沢市三馬3-324
幼

921-8042 金沢市泉本町3-111

幼保 921-8033 金沢市寺町2-12-12
保

921-8033 金沢市寺町4-1-2

幼保 921-8031 金沢市野町3-1-15
保

921-8111 金沢市若草町5-32

幼保 921-8149 金沢市額新町1-27
幼保 921-8131 金沢市三十苅町乙156
幼保 921-8131 金沢市三十苅町乙154
幼保 921-8149 金沢市額新町2-124
保

921-8163 金沢市横川3-33

59 伏見台保育園 Neo 幼保 921-8151 金沢市窪4-511
60 伏見幼稚園
61 伏見かわい幼稚園
62 平和こども園
26

幼保 921-8173 金沢市円光寺3-11-30
幼

921-8044 金沢市米泉町5-26

幼保 921-8105 金沢市平和町2-6-6

（076）242-5880
（076）243-6775
Ⓕ243-6747
（076）247-4150
Ⓕ247-4139
（076）244-5636
Ⓕ244-5639
（076）247-0011
Ⓕ247-0091
（076）241-0620
Ⓕ241-5979
（076）241-0059
Ⓕ241-0120
（076）241-1932
Ⓕ241-1750
（076）241-4030
Ⓕ241-4072
（076）241-0104
Ⓕ241-0152
（076）298-7044
Ⓕ298-7046
（076）298-5253
Ⓕ298-4210
（076）298-5216
Ⓕ298-4210
（076）298-7611
Ⓕ298-7623
（076）247-2103
（076）243-6745
Ⓕ243-2976
（076）242-1233
Ⓕ242-1380
（076）243-4207
Ⓕ243-4244
（076）241-2539

7:30〜18:30 135 10か月後から

◎

7:00〜19:00 185 ２か月後から ○

◎

7:00〜19:00 115 ２か月後から ○

◎

7:00〜19:00 100 ８か月後から ○

◎

7:00〜19:00

◎

99 ８か月後から ○

○

7:00〜19:00 175 ６か月後から ○
7:30〜18:30 130 10か月後から

◎

7:30〜18:30 200

◎

7:00〜19:00 100 ２か月後から ○

◎

○

認定
こども園
No.

施設名

63 めぐみこども園
64 妙源寺幼稚園

類型

〒

所

在

地

幼保 921-8105 金沢市平和町2-4-5
幼

921-8142 金沢市光が丘2-119

龍雲寺学園・
65
バウデア学舎

幼保 921-8033 金沢市寺町5-12-40

66 わかばこども園

幼保 921-8102 金沢市西大桑町7-5

電話・FAX 番号※

（076）241-0580
Ⓕ241-0598
（076）298-5533
Ⓕ296-3738
（076）243-8008
Ⓕ243-8010
（076）243-4522
Ⓕ243-4510

開所（月〜金）
定員
（土）

0歳児

一時 育児
預かり 教室

7:00〜19:00 102 ２か月後から ○

◎

7:30〜18:30
230
7:00〜17:00

◎

7:00〜19:00 105 ２か月後から ○

◎

7:00〜19:00 105 ３か月後から ○

◎

7:00〜19:00 135 ２か月後から ○

◎

7:00〜19:00 115 ２か月後から ○

◎

体調 病後児
休日 不良児
保育 保育 保育

（金沢駅西・臨海地区）
67 あかしあこども園
68 あけぼのこども園
69 認定粟崎こども園

70 かたつこども園

保

920-0226 金沢市粟崎町3-243-1

（076）238-1100

（076）237-7036
Ⓕ237-8821
（076）238-3720
保 920-0226 金沢市粟崎町1-4
Ⓕ238-3723
（076）238-5705
保 920-0207 金沢市須崎町ト46-1
Ⓕ225-8345
（076）238-2061
幼保 920-0226 金沢市粟崎町タ1-1
Ⓕ238-2386
（076）238-2734
幼保 920-0205 金沢市大浦町ヌ75-1
Ⓕ238-4133
（076）237-6756
保 920-0064 金沢市南新保町ロ126-1
Ⓕ237-6316
（076）238-1414
保 920-0011 金沢市松寺町丑47
Ⓕ238-1427
（076）258-2120
保 920-0201 金沢市みずき4-1
Ⓕ258-2242
（076）238-0615
幼保 920-0062 金沢市割出町435
Ⓕ238-0816
（076）266-1711
保 920-0339 金沢市木曳野2-126
Ⓕ266-2711

幼保 920-8204 金沢市戸水1-18

7:00〜19:00 180 ２か月後から ○

7:00〜19:00

80 ６か月後から ○

◎

7:00〜19:00

79 ２か月後から ○

◎

7:00〜19:00 145 ２か月後から ○

◎

7:00〜19:00 135 ２か月後から ○

◎

7:00〜19:00 166 ２か月後から ○

◎

7:00〜19:00 168 ２か月後から ○

◎

7:30〜18:30 270 10か月後から ○

◎

7:00〜19:00 204 ２か月後から ○

◎

幼保 920-0024 金沢市西念3-7-21

（076）265-6116 7:00〜19:00 145 ２か月後から ○

◎

79 大徳学園

幼保 920-0343 金沢市畝田中1-97

（076）267-0961
7:00〜19:00 155 ２か月後から ○
Ⓕ267-0971

◎

80 ニコニコ保育園

幼保 920-0348 金沢市松村2-20

（076）268-4120 7:00〜20:00 225 ２か月後から ○

◎

71 かもめこども園
キッズスクール
72
オオウラ
73 くら月こども園
74 松寺こども園
75 みずきこども園
76 みはる幼稚園
77 キッズみなと園
78 さいねんこども園

81 広岡こども園
82

認定こども園
すくすくふたば

83 正美保育園

幼保 920-0031 金沢市広岡2-8-26
保

920-0027 金沢市駅西新町1-30-9

幼保 920-0051 金沢市二口町イ30

84 みなとこども園

保

920-0341 金沢市寺中町リ10

認定こども園
大野町こども園

保

920-0331 金沢市大野町4甲18-11

85

86 金石幼稚園

幼

920-0336 金沢市金石本町ロ53

87 明成幼稚園

幼

920-0341 金沢市寺中町ホ29-1

88 神田認定こども園

保

921-8027 金沢市神田1-14-10

89 こまどりこども園

保

921-8065 金沢市上荒屋6-428

（076）261-3759
Ⓕ261-3758
（076）262-9012
Ⓕ262-0039
（076）261-8815
Ⓕ261-5858
（076）268-2743
Ⓕ268-1552
（076）267-0136
Ⓕ267-0428
（076）268-1303
Ⓕ268-1610

7:00〜19:00 140 ２か月後から ○

◎

7:00〜19:00 107 ３か月後から ○

◎

7:00〜19:00 300 ２か月後から ○

◎

7:00〜19:00 168 ２か月後から ○

◎

7:00〜19:00

◎

94 ２か月後から ○

8:00〜17:30
180
9:00〜11:30
8:30〜18:00
（076）267-1100
180
8:30〜12:00

○

◎

○

◎

○

○

○

（金沢西部地区）

90 しらゆり保育園

幼保 921-8054 金沢市西金沢3-508

（076）244-0680
7:00〜19:00 105 ２か月後から
Ⓕ244-0663
（076）249-8511
7:00〜19:00 136 ２か月後から ○
Ⓕ249-9090
（076）249-3620 7:00〜19:00 142 ２か月後から ○

幼保連携型認定こども園
（076）249-4988
91
幼保 921-8055 金沢市西金沢新町266-2
すずらん保育園
Ⓕ249-5977
（076）291-2000
92 第二かわい幼稚園
幼 921-8011 金沢市入江1-203-1
Ⓕ291-7337
ふたつか
（076）249-0454
93
幼保 920-0367 金沢市北塚町西100-2
認定こども園
Ⓕ249-0590
みどりかわい
（076）249-4828
幼 920-0370 金沢市上安原2-130-1
94
幼稚園
Ⓕ249-6838
ミドリの杜
（076）249-5524
幼保 920-0373 金沢市みどり3-23-2
95
こども園
Ⓕ249-5527
ミドリ光と風
（076）249-6339
96
幼保 920-0366 金沢市南塚町233
こども園
Ⓕ249-6716
（076）249-8266
97 めばえこども園
幼保 921-0864 金沢市八日市3-229
Ⓕ249-8856
（076）249-2548
98 安原こども園
保 920-0371金沢市下安原町東1521-1
Ⓕ249-9635
わかたけの森
（076）291-5574
99
保 921-8001 金沢市高畠1-381
こども園
Ⓕ291-5474

◎
◎

7:00〜19:00 180 ３か月後から ○

◎

7:30〜18:30 215

◎

7:00〜19:00 115 ６か月後から ○

◎

7:30〜18:30 165

○

◎

7:00〜19:00 105 ２か月後から ○

◎

7:00〜19:00 105 ２か月後から ○

◎

7:00〜19:00 135 ２か月後から ○

◎

7:00〜19:00 265 ２か月後から ○

◎

○

7:00〜19:00 123 ２か月後から

（かほく市・白山市・野々市市・津幡町・内灘町）
100 市立大海こども園

保

929-1207 かほく市夏栗い43-1

101 市立金津こども園

保

929-1103 かほく市谷イ36-1

市立しらゆり
こども園

保

929-1177 かほく市白尾ワ1-1

103 市立新化こども園

保

929-1125 かほく市宇野気ニ65-1

102

（076）281-3682
Ⓕ281-3683
（076）285-2681
Ⓕ285-2682
（076）283-1860
Ⓕ283-1861
（076）283-0231
Ⓕ283-0232

7:00〜19:00

92 ２か月後から ○

○

7:00〜19:00

84 ２か月後から ○

○

7:00〜19:00 191 ２か月後から ○

○

7:00〜19:00 193 ２か月後から ○

○

○

○
○

○
27

認定
こども園
No.

施設名

104 市立高松こども園

類型

保

市立はまなす
保
こども園
市立ひまわり
保
106
こども園
市立みずべ
保
107
こども園
公私連携幼保連携型認定こども園
幼保
108
学園台こども園

105

〒

一時 育児
預かり 教室

○

7:00〜19:00 159 ２か月後から ○

○

7:00〜19:00 185 ２か月後から ○

○

7:00〜19:00 174 ２か月後から ○

○

7:00〜19:00 200

○

◎

7:30〜18:30 228

○

◎

7:00〜19:00 144 ２か月後から ○

◎

929-1175
929-1127
929-1210

幼保 929-1175

112 あいのきこども園

幼保 924-0022

113 あいわこども園

幼保 920-2155

114 あかねこども園

幼保 924-0032

115 あさひこども園

幼保 924-0004

116 あゆみこども園

幼保 924-0063

117 いしかわこども園

幼保 924-0052

118 かわちこども園

幼保 920-2303

119 郷こども園

幼保 924-0801

認定こども園
120
恵愛

幼保 924-0032

121 蝶屋こども園

幼保 929-0211

122 つるぎこども園

幼保 920-2121
920-2112

124 西柏こども園

幼保 924-0044

125 はくさんひかり園

幼保 924-0014

126 林中こども園

幼保 924-0842

127 ふじこども園

幼保 920-2131

128 ぶじょうこども園

幼保 924-0024

129 みかわこども園

幼保 929-0231

130 山島こども園

幼保 924-0843

131 こども園わかば

幼保 924-0811

132 アリスこども園

幼保 921-8809

幼保連携型認定こども園
幼保 921-8823
133
あわだこども園
幼保連携型認定こども園
幼保 921-8815
134
エンジェル保育園
認定こども園
幼保 921-8824
135
ほのみこども園
幼保 921-8844

幼保連携型認定こども園
幼保 921-8849
137
美郷保育園
幼保連携型認定こども園
幼保 921-8812
138
和光
ヴィテン SMC
幼保 921-8817
139
こども園
幼保 921-8845

141 幼保連携型認定こども園 幼保 921-8821
はくさん保育園

28

0歳児

7:00〜19:00 161 ２か月後から ○

111 にじの丘こども園

142 なごみこども園

（076）281-1130
Ⓕ281-1131
（076）285-2630
かほく市木津ヘ49-1
Ⓕ285-2631
（076）283-3041
かほく市秋浜ハ17-2
Ⓕ283-3042
（076）283-1933
かほく市大崎東58-1
Ⓕ283-1934
（076）281-0515
かほく市学園台5-18
Ⓕ281-3602
（076）285-1388
かほく市木津ニ132番甲地
Ⓕ285-2352
（076）283-7111
かほく市宇野気ニ15
Ⓕ283-0848
（076）283-2416
かほく市秋浜イ41
Ⓕ000-0000
（076）276-6844
白山市相木町797
Ⓕ276-6854
（076）273-3463
白山市知気寺町ぬ129-6
Ⓕ273-3462
（076）276-1102
白山市村井町2622-1
Ⓕ276-1462
（076）276-1107
白山市旭丘2-33
Ⓕ276-9907
（076）276-1104
白山市笠間町1125
Ⓕ276-7104
（076）277-1011
白山市源兵島町288
Ⓕ277-3441
（076）273-3060
白山市河内町福岡88
Ⓕ273-4540
（076）276-8521
白山市田中町182
Ⓕ276-7541
（076）276-0008
白山市村井町2
Ⓕ276-0725
（076）278-3043
白山市井関町116-2
Ⓕ278-3115
（076）273-1676
白山市鶴来本町3丁目ル18-2
Ⓕ273-1629
（076）273-0066
白山市鶴来日吉町ロ130
Ⓕ273-2926
（076）276-5436
白山市西柏町8-1
Ⓕ276-8436
（076）276-1103
白山市五歩市町60
Ⓕ276-9551
（076）276-2140
白山市剣崎町881-3
Ⓕ276-9140
（076）273-0241
白山市森島町い16-1
Ⓕ273-0032
（076）276-3711
白山市北安田町396-1
Ⓕ276-3753
（076）278-3108
白山市美川和波町北68
Ⓕ278-8051
（076）276-1106
白山市安吉町116-1
Ⓕ276-9906
（076）276-6838
白山市長竹町299-1
Ⓕ276-9141
（076）294-2525
野々市市二日市5-332
Ⓕ294-2585
（076）246-3737
野々市市粟田5-330
Ⓕ294-3476
（076）248-2888
野々市市本町6-22-1
Ⓕ248-2992
（076）248-7000
野々市市新庄3-145
Ⓕ248-7020
（076）248-2320
野々市市堀内4-160
Ⓕ246-4583
（076）246-3320
野々市市郷1-102
Ⓕ246-3321
（076）248-6250
野々市市扇が丘15-5
Ⓕ294-3919
（076）248-6210
野々市市横宮町67-9
Ⓕ248-6710
（076）248-1155
野々市市太平寺1-302
Ⓕ248-3255
（076）248-4337
野々市市白山町4-2
Ⓕ248-4387
（076）248-3000
野々市市押野1-352
Ⓕ248-3060
（076）288-4466
河北郡津幡町字津幡ワ61
Ⓕ288-7348
（076）289-2348
河北郡津幡町北中条6-39
Ⓕ289-7389
（076）289-3314
河北郡津幡町字中橋イ55-1
Ⓕ289-7581
（076）289-2508
河北郡津幡町字領家イ5
Ⓕ289-7590

開所
（月〜金）
定員
（土）

929-1171

幼保 929-1125

140 つばきこども園

電話・FAX 番号※

○

幼保 929-1171

136 ほりうちこども園

地

7:00〜19:00 155 ２か月後から ○

認定こども園
110
うのけ幼稚園

幼

在

929-1215 かほく市高松オ82-2

109 木津幼稚園

123 鶴来第一幼稚園

所

幼保 921-8802

143 町立太白台保育園

保

929-0323

144 町立中条東保育園

保

929-0342

145 町立井上保育園

保

929-0331

146 町立能瀬保育園

保

929-0318

7:00〜19:00
7:00〜18:00
7:00〜19:00
7:00〜18:00
7:00〜19:00
7:00〜18:00
7:00〜19:00
7:00〜18:00
7:00〜19:00
7:00〜18:00
7:00〜19:00
7:00〜18:00
7:00〜19:00
7:00〜18:00
7:00〜19:00
7:00〜18:00
7:00〜19:00
7:00〜18:00
7:00〜19:00
7:00〜18:00
7:00〜19:00
7:00〜18:00
7:00〜19:00
7:00〜18:00
7:00〜19:00
7:00〜18:00
7:00〜19:00
7:00〜18:00
7:00〜19:00
7:00〜18:00
7:00〜19:00
7:00〜18:00
7:00〜19:00
7:00〜18:00
7:00〜19:00
7:00〜18:00
7:00〜19:00
7:00〜18:00
7:00〜19:00
7:00〜18:00
7:00〜19:00
7:00〜18:00
7:00〜19:00
7:00〜18:00
7:00〜19:00
7:00〜18:00
7:00〜19:00
7:00〜18:00
7:15〜19:00
7:15〜18:00
7:00〜19:00
7:00〜18:00
7:00〜19:00
7:00〜18:00
7:00〜19:00
7:00〜18:00
7:15〜19:00
7:15〜18:00
7:15〜19:00
7:15〜18:00
7:00〜19:00
7:00〜18:00

体調
休日 不良児
病後児
保育 保育 保育

○

140 ２か月後から ○

◎

130 ２か月後から ○

◎

○

180 ２か月後から ○

◎

○

170 ２か月後から ○

◎

○

107 ２か月後から ○

◎

○

170 ２か月後から ○

◎

○

50 ２か月後から ○

◎

○

160 ２か月後から ○

◎

○

180 ２か月後から ○

◎

○

175 ２か月後から ○

◎

○

110 ２か月後から ○

◎

○

180 満１才から ○

○

○

105 ２か月後から ○

◎

○

120 ２か月後から ○

◎

○

190 ２か月後から ○

◎

○

120 ２か月後から ○

◎

○

195 10か月後から

◎

○

110 ２か月後から ○

◎

○

105 ２か月後から ○

◎

○

220 ２か月後から ○

◎

○

145 ２か月後から ○

◎

130 ２か月後から ○

○

130 ３か月後から ○

◎

○

130 ２か月後から ○

○

○

130 ３か月後から ○

○

○

110 ２か月後から ○

◎

○

210 ２か月後から ○

○

○

230 ２か月後から ○

○

140 ２か月後から ○

○

240 ３か月後から ○

◎

130 ２か月後から ○

○

7:00〜19:30 125 ６か月後から ○

○

7:00〜19:30 164 ６か月後から ○

○

7:00〜19:30 200 ２か月後から ○

○

7:00〜19:30 130 ６か月後から ○

◎

○

○

○
○

○

○

認定
こども園
No.

施設名

147 町立寺尾保育園

類型

保

〒

幼保 929-0327

149 ちいろばこども園

幼保 929-0343

150 さくらこども園

幼保 929-0346

151 実生こども園

幼保 929-0323

152 しいのきこども園

幼保 929-0345
幼

929-0346

154 千鳥台幼稚舎

幼保 920-0277

155 向陽台保育園

幼保 920-0272

156 誠美幼稚園

幼保 920-0271

157 鶴が丘こども園

保

920-0271

158 内灘はまなすこども園 幼保 920-0268
159 白帆台保育園

能登中部
No.

施設名

1 あさひこども園

幼保 920-0269

［七尾市
類型

在

地

（076）288-1033
Ⓕ288-0581
（076）289-2336
河北郡津幡町字庄口142
Ⓕ289-7384
（076）289-6841
河北郡津幡町字南中条3-62
Ⓕ289-6874
（076）289-5050
河北郡津幡町字潟端709
Ⓕ289-7776
（076）289-2256
河北郡津幡町字津幡ロ5-1
Ⓕ289-7370
（076）288-3232
河北郡津幡町字太田は157
Ⓕ288-7374
（076）289-7788
河北郡津幡町字潟端715-1
Ⓕ289-7865
（076）255-0031
河北郡内灘町字千鳥台4-143
Ⓕ255-0032
（076）237-2677
河北郡内灘町字向陽台1-145-1
Ⓕ237-2617
（076）286-0255
河北郡内灘町字鶴ケ丘1-52
Ⓕ286-4231
（076）255-1038
河北郡内灘町字鶴ヶ丘5-1-191
Ⓕ286-1167
（076）286-0133
河北郡内灘町字ハマナス ユ-18
Ⓕ286-1566
（076）286-5401
河北郡内灘町白帆台2-130
Ⓕ286-5402

羽咋市
〒

志賀町
所

在

宝達志水町

中能登町］

地

電話・FAX 番号※

幼保 926-0826 七尾市飯川町101-71-7

2

小丸山
認定こども園

幼保 926-0852 七尾市小島町イ58-1

3

聖母幼稚園

幼保 926-0813 七尾市南藤橋町子部58

4

袖ケ江みなと
こども園

幼保

5

田鶴浜こども園

幼保

6
7

ななおあいじ
こども園
七尾みなと
こども園

幼保
幼保

8

七尾幼稚園

幼保

9

西湊こども園

幼保

認定こども園
10
ひまわり

幼保

11 のとじま幼保園

幼保

12 浜岡幼保園

幼保

13 東みなとこども園

幼保

14 本宮のもり幼保園

幼保

15 やまとこども園

幼保

16 和倉こども園

幼保

17 市立中島保育園

保

18 羽咋幼稚園

幼保

19 羽咋白百合幼稚園

幼保

20 すばる幼稚園

幼保

電話・FAX 番号※

929-0415 河北郡津幡町字越中坂61

148 住吉こども園

153 津幡とくの幼稚園

所

開所
（月〜金）
定員
（土）

7:00〜19:30
7:00〜14:00

体調
休日 不良児
病後児
保育 保育 保育

○

7:00〜19:30 200 ２か月後から ○

◎

○

○

7:00〜19:30 209 ２か月後から ○

◎

○

○

7:00〜19:00 112 ２か月後から ○

◎

7:00〜19:00 152 ２か月後から ○

◎

○

7:00〜19:00 180 ２か月後から ○

○

○

7:30〜18:30
8:30〜15:30

◎

88 ２才から

○

7:00〜20:00 127 ２か月後から ○

◎

7:00〜19:00

80 ２か月後から ○

◎

○

7:00〜19:00 115 ２か月後から ○

◎

○

7:00〜22:00 126 ２か月後から ○

◎

○

○

7:00〜22:00 186 ２か月後から ○

◎

○

○

7:00〜20:00 165 ２か月後から ○

◎

○

○

開所
（月〜金）
定員
（土）

7:30〜18:30

0歳児

一時 育児
預かり 教室

53 ２か月後から ○

○

70 ２か月後から ○

○

50 ３か月後から ○

◎

（0767）52-1420
926-0051 七尾市郡町弐113-1
7:00〜19:00
90
Ⓕ53-3051
（0767）68-8007 7:00〜20:00 110
929-2111 七尾市高田町マ80
Ⓕ68-8006
（0767）52-3508
7:00〜19:00 175
926-0022 七尾市天神川原町ロ32-1
Ⓕ53-7033
（0767）53-3750
7:00〜20:00 135
926-0014 七尾市矢田町1-8
Ⓕ53-8779
（0767）52-2869
7:30〜18:30
45
926-0818 七尾市馬出町75-19
Ⓕ52-1539
（0767）52-3139
7:00〜24:00 146
926-0852 七尾市小島町ヌ49-3
Ⓕ52-8133
（0767）57-2800
7:00〜19:00
95
926-0033 七尾市千野町は7-1
Ⓕ57-0082
（0767）84-0123
7:00〜19:00
52
926-0212 七尾市能登島佐波町15-5
Ⓕ84-0088
（0767）62-3233
926-0173 七尾市石崎町ヨ部37
7:00〜20:00 165
Ⓕ62-2922
（0767）52-3115
7:00〜19:00
70
926-0012 七尾市万行町77-36-2
Ⓕ58-5055
（0767）57-5220
7:00〜20:00
80
926-0021 七尾市本府中町リ23-1
Ⓕ53-5520
（0767）53-2710
7:00〜19:00
96
926-0014 七尾市矢田町3-43-1
Ⓕ53-2717
（0767）62-3360
7:00〜20:00
70
926-0175 七尾市和倉町3-24
Ⓕ62-1105
（0767）66-1231
7:00〜19:00 120
929-2222 七尾市中島町乙39-1
Ⓕ66-2020
（0767）22-5318
7:30〜18:30
75
925-0033 羽咋市川原町エ161
Ⓕ22-6885
（0767）22-0498 7:30〜18:30
95
925-0048 羽咋市松ヶ下町松ヶ下28-1
Ⓕ22-9612
7:30〜15:30
（0767）32-2640
7:00〜19:00 250
925-0141 羽咋郡志賀町高浜町7の17番地6
Ⓕ32-5522

町立認定こども園
21
保 929-1344 羽咋郡宝達志水町今浜えびすが丘31番地 （0767）28-2067
相見保育所
町立認定こども園
保 929-1332 羽咋郡宝達志水町北川尻7-1 （0767）28-2079
22
北大海第一保育所
町立認定こども園
保 929-1425 羽咋郡宝達志水町子浦ツ57 （0767）29-3205
23
中央保育所
町立認定こども園
保 929-1412 羽咋郡宝達志水町荻島に11-1 （0767）29-2022
24 南部保育所
とりや
（0767）74-0135
25
幼保 929-1703 鹿島郡中能登町春木11-38
のの子ども園
Ⓕ74-8135
※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。

一時 育児
預かり 教室

35 ６か月後から ○

（0767）57-1418
7:00〜19:00
Ⓕ57-1466
（0767）53-3700
7:00〜20:00
Ⓕ53-3738
（0767）53-4585

0歳児

○

○

体調 病後児
休日 不良児
保育 保育 保育

○
○

○

２か月後から ○

○

２か月後から ○

○

２か月後から ○

○

○

○

２か月後から ○

◎

○

○

６か月後から ○

○

２か月後から ○

○

２か月後から ○

○

２か月後から ○

○

２か月後から ○

○

２か月後から ○

◎

２か月後から ○

◎

２か月後から ○

○

２か月後から ○

◎

２か月後から ○

◎

○

○

６か月後から ○

○

２か月後から ◎

◎

○

7:00〜19:00 130 ２か月後から ◎

○

○

7:00〜19:00

70 ２か月後から ◎

○

7:00〜19:00 100 ２か月後から ◎

○

7:00〜19:00 100 ２か月後から ◎

○

7:00〜18:00

◎

19:00

71 ２か月後から ○

◯

○
○

○
○

○

○

○

○

○
○

○

◯

○

○
○

○

○

29

保育所

能登北部
No.

［輪島市

施設名

珠洲市

類型

穴水町

〒

所

在

能登町］
地

電話・FAX 番号※

開所
（月〜金）
定員
（土）

0歳児

一時 育児
預かり 教室

認定こども園
海の星幼稚園

幼保 928-0001 輪島市河井町13-29-4

（0768）22-2087

7:15〜18:15

75 ２か月後から ○

○

2

和光幼稚園

幼保 928-0001 輪島市河井町23-16-1

（0768）22-0646
Ⓕ22-9667

7:15〜18:45
100 ２か月後から ○
7:15〜18:15

○

3

市立飯田保育所

（0768）82-0479

7:30〜19:30 130 ２か月後から ○

○

30 ２か月後から ○

○

1

保

927-1233 珠洲市若山町出田41-7

4

市立上戸保育所

保

927-1216 珠洲市上戸町寺社い87

（0768）82-1527

7:30〜19:30
7:30〜12:30

5

市立正院保育所

保

927-1206 珠洲市正院町正院を4

（0768）82-1974

7:30〜19:30

60 ２か月後から ○

○

50 ２か月後から ○

○

6

市立蛸島保育所

保

927-1204 珠洲市蛸島町鉢ヶ崎1-1

（0768）82-1952

7:30〜19:30
7:30〜12:30

7

市立宝立保育所

保

927-1221 珠洲市宝立町春日野甲8-1 （0768）84-1408

7:30〜19:30

50 ２か月後から ○

○

8

市立みさき保育所

保

927-1453 珠洲市三崎町森腰ラ部138 （0768）88-2001

7:30〜19:30

50 ２か月後から ○

○

保

927-1238 珠洲市若山町火宮8-14-1 （0768）82-0142

7:30〜19:30
7:30〜12:30

35 ２か月後から ○

○

保

927-0017 鳳珠郡穴水町字波志借ハ14 （0768）56-1023

7:30〜18:00

45 ２か月後から ○

6:40〜19:00

85 ２か月後から ○

7:30〜17:30

13 ２か月後から ○

9

市立若山保育所

認定こども園
10
光琳寺保育所

（0768）52-2130
幼保 927-0027 鳳珠郡穴水町字川島タ2
Ⓕ52-8160
（0768）58-1240
幼保 927-0211 鳳珠郡穴水町字甲レ177-1
Ⓕ58-1220
（0768）74-1107
幼保 927-0553 鳳珠郡能登町小木4-59
Ⓕ74-1178
（0768）72-1157
幼保 927-0602 鳳珠郡能登町松波8-2-1
Ⓕ72-2124

11 平和こども園
平和こども園
12
かぶと
13 小木こども園
14 松波こども園
15 町立鵜川保育所

保

927-0302 鳳珠郡能登町鵜川20-24 （0768）67-1623

町立しらさぎ
16
保育所

保

927-0433 鳳珠郡能登町宇出津ニ -22 （0768）62-0304

17 町立ひばり保育所

保

927-0434 鳳珠郡能登町崎山1-73

18 町立柳田保育所

保

928-0331 鳳珠郡能登町柳田ロ245-1 （0768）76-0154

（0768）62-1502

7:00〜18:30
7:00〜17:15
7:00〜18:30
7:00〜17:15
7:30〜18:00
7:30〜13:00
7:30〜18:30
7:30〜18:00
7:30〜18:30
7:30〜18:00
7:30〜18:30
7:30〜18:00

体調
休日 不良児
病後児
保育 保育 保育

◎

30 ２か月後から ○

◎

59 ２か月後から ○

◎

45 ６か月後から ○

○

65 ６か月後から ○

○

85 ６か月後から ○

○

75 ６か月後から ○

○

※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。
＊県内には、そのほか、医療、販売業、サービス業等の認可外・企業主導型保育施設があります。

保育所

一覧

南加賀
No.

30

（計110施設）

［小松市

加賀市

施設名

川北町］
〒

所

在

地

1 市立那谷保育所

923-0336 小松市那谷町14-2-14

2 こばと保育園

923-0802 小松市上小松町乙62

3 市立動橋保育園

922-0331

4 市立加陽保育園

922-0015

5 市立河南保育園

922-0103

6 市立錦城保育園

922-0003

7 市立作見保育園

922-0423

8 市立庄保育園

922-0334

9 市立スワトン保育園

922-0411

10 市立大聖寺保育園

922-0027

11 市立勅使保育園

922-0313

12 市立橋立保育園

922-0553

13 市立東谷口保育園

922-0265

14 市立山中中央保育園

922-0113

15 開陽保育園

922-0243

◆土曜日の開所時間については異なる場合がありますので、ご利用の際は
各園にご確認下さい。
◆一時預かり（７ページ参照） ◎印は常時受付可能 ○印は時間や人数
に制限があります。詳しくは各施設にお問い合せ下さい。
◆育児教室（10ページ参照） ◎印は月1回以上 ○印は年数回実施して
いる施設
◆体調不良児保育、病後児保育（６ページ参照） ○印は実施施設

電話・FAX 番号※

（0761）65-1720

（0761）21-0173
Ⓕ21-0367
（0761）74-1567
加賀市動橋町ヘ6-1
Ⓕ74-1907
（0761）76-3361
加賀市保賀町8
Ⓕ76-3463
（0761）78-1542
加賀市山中温泉長谷田町ロ341
Ⓕ78-1546
（0761）72-1809
加賀市大聖寺荻生町62
Ⓕ72-1927
（0761）74-1499
加賀市作見町ナ51-1
Ⓕ74-1497
（0761）77-2524
加賀市西島町45-1
Ⓕ77-2541
（0761）74-2820
加賀市潮津町ソ1-2
Ⓕ74-2821
（0761）72-0290
加賀市大聖寺耳聞山町86-11
Ⓕ72-0295
（0761）76-2189
加賀市勅使町ル22-1
Ⓕ76-2305
（0761）75-2824
加賀市小塩町ろ177-2
Ⓕ75-2813
（0761）76-2404
加賀市水田丸町ヌ55
Ⓕ76-2411
（0761）78-1739
加賀市山中温泉東桂木町ヌ11-1
Ⓕ78-1745
（0761）77-0311
加賀市山代温泉北部3-23
Ⓕ77-6166

開所（月〜金）
定員
（土）

0歳児

一時 育児
預かり 教室

7:00〜19:00
30 産休明けから ○
7:00〜18:00
7:00〜19:40
120 ２か月後から ○
7:00〜19:00
7:30〜19:00
165 ４か月後から ○
7:30〜12:30
7:30〜19:00
80 ４か月後から ○
7:30〜12:30
7:30〜18:30
65
○
7:30〜12:30
7:30〜18:30
50
○
7:30〜12:30
7:30〜18:30
70
○
7:30〜12:30
7:30〜18:30
60
○
7:30〜12:30
7:30〜19:00
100 ４か月後から ○
7:30〜12:30
7:30〜18:30
60
○
7:30〜12:30
7:30〜18:30
40
○
7:30〜12:30
7:30〜18:30
95 4か月後から ○
7:30〜12:30
7:30〜18:30
30
○
7:30〜12:30
7:30〜18:30
65
○
7:30〜12:30
7:00〜19:00 100 ２か月後から ○

体調 病後児
休日 不良児
保育 保育 保育

◎
◎
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

○

No.

施設名

16 新生保育園

〒

所

在

電話・FAX 番号※

地

（0761）76-1395
Ⓕ76-0874
（0761）73-2821
加賀市熊坂町平山2-1
Ⓕ73-2830
（0761）72-0800
加賀市大聖寺敷地ヌ121-1
Ⓕ73-2430
（0761）76-1642
加賀市山代温泉8-168-1
Ⓕ76-1542
（0761）76-1642
加賀市山代温泉8-168-1
Ⓕ76-1542
（0761）78-2226
加賀市山中温泉菅谷町二45番地
Ⓕ78-5012
（0761）78-2475
加賀市山中温泉上原町1-107-1
Ⓕ78-4882
（076）277-1451
能美郡川北町字土室丙129-1
Ⓕ277-2652
（076）277-0311
能美郡川北町字橘ソ58
Ⓕ277-1071
（076）277-5047
能美郡川北町字中島ヘ2-2
Ⓕ277-5802

開所（月〜金）
定員
（土）

0歳児

一時 育児
預かり 教室

922-0277 加賀市河南町カ35の2

7:00〜19:00 110 ２か月後から ○

○

17 聖光保育園

922-0842

7:00〜19:00
140 ２か月後から ○
7:00〜18:00

◎

18 清和保育園

922-0011

7:00〜19:00 110 ２か月後から ○

○

19 第２やくおうえん

922-0242

20 やくおうえん

922-0242

21 山中保育園

922-0139

22 山中ふたば保育園

922-0106

23 町立川北保育所

923-1261

24 町立橘保育所

923-1276

25 町立中島保育所

923-1252

体調 病後児
休日 不良児
保育 保育 保育

7:00〜22:00

20 ２か月後から ○

7:00〜18:30

60 ２か月後から ○

○

○

7:00〜22:00

70 ２か月後から ○

◎

○

7:00〜19:00

80 ２か月後から ○

◎

7:30〜19:00 210 応相談

○

7:30〜19:00 150 応相談

○

7:30〜19:00 140 応相談

○

保育所

○

※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。

石川中央
No.

施設名

［金沢市

白山市
〒

野々市市
所

在

内灘町］

地

電話・FAX 番号※

開所（月〜金）
定員
（土）

0歳児

一時 育児
預かり 教室

体調 病後児
休日 不良児
保育 保育 保育

（金沢北部地区）
1 市立八田保育所

920-3104 金沢市八田町東572

2 市立花園保育所

920-0102 金沢市岸川町に46

3 市立双葉保育所

920-3114 金沢市吉原町ヨ1

4 市立宮野保育所

920-0153 金沢市宮野町ホ79

5 市立森山保育所

920-0842 金沢市元町1-7-7

6 市立薬師谷保育所

920-0164 金沢市堅田町丙86-3

7 みずほ保育園

920-1102 金沢市二俣町ハ5-1

（076）258-0333
Ⓕ258-3799
（076）258-0158
Ⓕ258-0464
（076）258-0332
Ⓕ258-0454
（076）257-5404
Ⓕ257-4828
（076）252-0448
Ⓕ252-3453
（076）258-0721
Ⓕ258-0451
（076）236-1044
Ⓕ236-1644

7:00〜19:00 106 ２か月後から ○

◎

7:00〜19:00

70 ２か月後から ○

◎

7:00〜19:00

81 ２か月後から ○

◎

7:00〜19:00

40 ２か月後から ○

◎

7:00〜19:00 105 ２か月後から ○

◎

7:00〜19:00

79 ２か月後から ○

◎

7:30〜19:00

20 6か月後から ○

◎

7:00〜19:00

60 ２か月後から ○

◎

7:00〜19:30

60 ２か月後から ○

◎

7:00〜20:00

60 ２か月後から ○

◎

7:00〜20:00 120 ３か月後から ○

◎

7:00〜19:00 130 ２か月後から ○

◎

7:30〜19:30

20 ３か月後から ○

◎

7:00〜19:00

50 ２か月後から ○

◎

7:00〜19:00

95 ２か月後から ○

◎

7:00〜19:00 132 ２か月後から ○

◎

7:00〜19:00 135 ２か月後から ○

◎

7:00〜19:00 117 ２か月後から ○

◎

（金沢東部地区）
8 愛育保育園

920-0932 金沢市小将町8-23

9 あゆみ保育園

920-0965 金沢市笠舞3-8-41

10 つくしんぼ保育園

920-0934 金沢市宝町13-1

11 梅光保育園

920-0935 金沢市石引4-6-1

12 未来のひろば

920-1156 金沢市田上の里2-220

13 湯涌保育園

920-1122 金沢市湯涌荒屋町23

（076）221-0984
Ⓕ221-0994
（076）262-5016
Ⓕ262-8316
（076）222-0277
Ⓕ222-0272
（076）222-2405
Ⓕ222-2407
（076）261-4522
Ⓕ256-0335
（076）235-1258
Ⓕ235-1261

○

○

（金沢南部地区）
14 市立大桑保育所

921-8046 金沢市大桑町平42-48

15 市立中村町保育所

921-8022 金沢市中村町15-7

16 市立光が丘保育所

921-8142 金沢市光が丘2-104

17 市立三馬保育所

921-8164 金沢市久安6-83

18 富樫中央保育園

921-8175 金沢市山科1-7-5

19 西泉保育園

921-8043 金沢市西泉5-103

20 額扇台保育園

921-8141 金沢市馬替2-204-1

21 のぞみ保育園

921-8111 金沢市若草町22-1

22 野町保育園

921-8031 金沢市野町3-24-32

23 野町夜間保育園

921-8031 金沢市野町3-24-32

24 みどりが丘保育園

921-8117 金沢市緑が丘19-8

25 弥生乳児保育園

921-8041 金沢市泉1-2-3

（076）247-4630
Ⓕ247-5215
（076）241-3437
Ⓕ241-9402
（076）298-1153
Ⓕ298-2685
（076）247-0010
Ⓕ247-7358
（076）241-6456
Ⓕ241-8213
（076）243-3420
Ⓕ243-3430
（076）298-8181
Ⓕ298-8182
（076）241-0078
Ⓕ241-0124
（076）244-6458
Ⓕ280-5423
（076）244-6458
Ⓕ280-5423
（076）241-1574
Ⓕ241-0510
（076）244-2266
Ⓕ244-2244

7:00〜19:00 130 ６か月後から ○
7:00〜19:00

80 ４か月後から ○

7:00〜19:30

60 ２か月後から ○

◎

7:00〜22:00

60 ２か月後から ○

◎

9:00〜26:00

30 ２か月後から ○

7:00〜19:00 120 ２か月後から ○
7:15〜19:15

◎

20 ２か月後から ○

31

保育所

No.

施設名

〒

所

在

地

電話・FAX 番号※

開所（月〜金）
定員
（土）

0歳児

一時 育児
預かり 教室

体調 病後児
休日 不良児
保育 保育 保育

（金沢駅西・臨海地区）
26 市立金石保育所

920-0338 金沢市金石北3-3-38

（076）267-0779
Ⓕ267-6235

7:00〜19:00

98 ２か月後から ○

◎

27 北安江保育園

920-0022 金沢市北安江3-12-22

（076）231-1400

7:00〜19:00 160 ２か月後から ○

◎

7:00〜19:30 131 ６か月後から ○

◎

7:00〜19:00
160 ２か月後から ○
7:00〜18:00

◎

7:00〜19:00 300 ２か月後から ○

◎

7:00〜19:00 100 ２か月後から ○

◎

7:00〜19:00 132 ２か月後から ○

◎

7:00〜19:00 110 ３か月後から ○

◎

28 セルホーといた保育園

920-0068 金沢市戸板2-102

29 弓取保育園

920-0018 金沢市三口町火236

30 わらべ保育園

920-0344 金沢市畝田東4-1164

（076）210-7070
Ⓕ210-6060
（076）237-7800
Ⓕ237-0035
（076）268-6737
Ⓕ268-2488

◯

（金沢西部地区）
31 市立矢木保育所

921-8066 金沢市矢木1-40-1

32 市立八日市保育所

921-8064 金沢市八日市2-465

33 あおば保育園

920-0372 金沢市豊穂町195

34 おしの保育園

921-8056 金沢市押野2-525

35 くりのき保育園

921-8062 金沢市新保本5-25

36 くるみ保育園

921-8011 金沢市入江3-215

37 米丸保育所

921-8016 金沢市東力町ニ157-3

（076）249-2518
Ⓕ249-5218
（076）242-0411
Ⓕ242-4958
（076）240-0050
Ⓕ240-0126
（076）242-6660
Ⓕ242-8860
（076）269-0081
Ⓕ269-0188
（076）291-2717
Ⓕ291-3684
（076）291-1174
Ⓕ291-1447

7:00〜20:00 120 ２か月後から
7:00〜19:00 120 ３か月後から ○

◎

7:00〜19:00 145 ６か月後から ○

◎

7:00〜19:00 120 ２か月後から ○

◎

（白山市・野々市市・内灘町）
（076）275-7262
Ⓕ275-7162
（076）274-1592
Ⓕ274-1517
（076）272-2178
Ⓕ272-2974
（076）273-6720
Ⓕ273-6721

38 市立千代野保育所

924-0072 白山市千代野西二丁目13

39 市立乳児保育所

924-0865 白山市倉光8-16-3

40 市立双葉保育所

920-2162 白山市道法寺町ト73

41 市立双葉保育所分園

920-2165 白山市富光寺町292

42 市立湊保育園

929-0217 白山市湊町1-41-1

（076）278-2290

43 市立吉野保育所

920-2321 白山市吉野東56

（076）255-5200

44 市立わかみや保育所

924-0882 白山市八ツ矢町500-1

45 あさがお保育園

924-0081 白山市相木3-12-9

46 くらやま保育園

920-2132 白山市明島町中161-1

47 こひばり園ももといちご 920-2168 白山市陽羽里2-88-1

（076）276-5118
Ⓕ276-5190
（076）274-3010
Ⓕ275-7789
（076）272-1382
Ⓕ272-1504
（076）259-1785
Ⓕ259-1786
（076）254-2055
Ⓕ254-2044
（076）276-1105
Ⓕ276-9115
（076）276-0070
Ⓕ276-0163
（076）248-0240
Ⓕ294-3427
（076）246-0211
Ⓕ294-3548
（076）248-0181
Ⓕ246-4483
（076）248-0343
Ⓕ246-4526
（076）248-0828
Ⓕ246-4726
（076）246-1181
Ⓕ246-1182

48 とりごえ保育園

920-2375 白山市上野町オ20

49 はまなす保育園

924-0027 白山市相川町1262

50 悠愛保育園

924-0023 白山市成町418-2

51 市立中央保育園

921-8815 野々市市本町3-2-22

52 市立あすなろ保育園

921-8801 野々市市御経塚5-30

53 市立御経塚保育園

921-8801 野々市市御経塚1-288

54 市立押野保育園

921-8802 野々市市押野3-115

55 市立富奥保育園

921-8834 野々市市中林5-30

56 ふじひら保育園

921-8833 野々市市藤平142

57 町立北部保育所

920-0262 河北郡内灘町字西荒屋ハ10-1 （076）286-8405

58 町立向粟崎保育所

920-0274 河北郡内灘町字向粟崎1-403-1 （076）238-3626

（076）255-3791
59 大根布保育園
920-0266 河北郡内灘町字大根布7-7
Ⓕ255-3792
※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。

能登中部
No.

施設名

1 光の子保育園

32

［七尾市

羽咋市
〒

志賀町
所

在

7:00〜19:00
7:00〜18:00
7:00〜19:00
7:00〜18:00
7:00〜19:00
7:00〜18:30
7:00〜19:00
7:00〜18:00
7:00〜19:00
7:00〜18:00
7:00〜19:00
7:00〜18:00
7:00〜19:00
7:00〜18:00
7:00〜19:00
7:00〜18:00
7:00〜19:00
7:00〜13:30
7:00〜19:00
7:00〜18:00
7:00〜19:00
7:00〜18:00
7:00〜19:00
7:00〜18:00
7:00〜19:00
7:00〜18:00
7:15〜19:00
7:15〜18:00
7:15〜19:00
7:15〜18:00
7:15〜19:00
7:15〜18:00
7:15〜19:00
7:15〜18:00
7:15〜19:00
7:15〜18:00
7:00〜19:00
7:00〜18:00
7:00〜19:00
7:00〜18:00
7:00〜19:00
7:00〜18:00
7:00〜20:00

180 ２か月後から

◎

90 ２か月後から ○

◎

205 ２か月後から ○

◎

○

38 10か月後から
120 ２か月後から

◎

40 ２か月後から ○

◎

170 10か月後から

◎

120 ２か月後から ○

◎

110 ２か月後から ○

◎

○

◎

○

100 ２か月後から

◎

○

150 ２か月後から ○

◎

○

26 ２か月後から ○
40 ２か月後から ○

80 ２か月後から

○

70 ２か月後から

○

140 ２か月後から

○

160 ２か月後から ○

○

120 ２か月後から

○

120 ２か月後から ○

○

○

50 ２か月後から ○
160 ２か月後から ○
90 ２か月後から ○

○
◎

○

○

中能登町］
地

926-0016 七尾市大和町チ18-1

電話・FAX 番号※

（0767）53-0094
Ⓕ53-1094
（0767）26-0290
Ⓕ26-3110

開所（月〜金）
定員
（土）

0歳児

一時 育児
預かり 教室

7:00〜19:00

20 ２か月後から ◎

7:30〜18:00
7:30〜13:00

30 ６か月後から ○

体調 病後児
休日 不良児
保育 保育 保育

○

2 市立余喜保育所

925-0072 羽咋市大町お38

3 市立西北台保育所

925-0004 羽咋市一ノ宮町伊9-3

（0767）22-1559

7:00〜19:00

30 ４か月後から ○

○

4 邑知保育園

925-0613 羽咋市飯山町ト8-1

（0767）26-0059
Ⓕ26-0535

7:00〜19:00

80 ２か月後から ○

○

◯

○

No.

施設名

〒

所

在

電話・FAX 番号※

地

（0767）22-8181
Ⓕ22-8608
（0767）22-0764
Ⓕ22-0903
（0767）24-1001
Ⓕ24-1005
（0767）22-5824
Ⓕ22-5893

開所（月〜金）
定員
（土）

0歳児

一時 育児
預かり 教室

体調 病後児
休日 不良児
保育 保育 保育

7:00〜19:00 140 ２か月後から ○

◎

○

7:00〜19:00

60 ２か月後から ○

○

○

7:00〜19:00

50 ２か月後から ○

○

○

7:00〜19:00

20 ２か月後から ○

5 こすもす保育園

925-0031羽咋市東的場町古川田15-1

6 千里浜保育所

925-0054 羽咋市千里浜町ロ39-1

7 とき保育園

925-0012 羽咋市千路町は10

8 ゆりかご保育園

925-0053 羽咋市南中央町キ133

9 町立高浜保育園

925-0141 羽咋郡志賀町高浜町オ117-2 （0767）32-0214

7:00〜19:00 145 ２か月後から ○

○

○

10 町立とぎ保育園

925-0447 羽咋郡志賀町富来領家町ツ1-26 （0767）42-0366

7:00〜19:00 126 ２か月後から ○

○

○

11 町立中甘田保育園

925-0147 羽咋郡志賀町大島ナ1-1

（0767）32-0369

7:00〜19:00

58 ２か月後から ○

○

（0767）76-8181
鹿島郡中能登町二宮カ部58
Ⓕ76-8182
（0767）74-2051
鹿島郡中能登町良川た部3
Ⓕ74-2052
（0767）72-8000
鹿島郡中能登町能登部下46部1-1
Ⓕ72-8001
（0767）74-2054
鹿島郡中能登町春木3部18-1
Ⓕ74-1407
（0767）77-8181
鹿島郡中能登町水白19部1-1
Ⓕ77-8182

7:00〜19:00
7:00〜18:00
7:00〜19:00
7:00〜18:00
7:00〜19:00
7:00〜18:00
7:00〜19:00
7:00〜18:00
7:00〜19:00
7:00〜18:00

180 ２か月後から ○

◎

140 ２か月後から ○

◎

190 ２か月後から ○

◎

90 ２か月後から ○

◎

170 ２か月後から ○

◎

12 町立あおば保育園

929-1811

13 町立こすもす保育園

929-1717

14 町立さくら保育園

929-1604

15 町立たんぽぽ保育園

929-1703

16 町立つくし保育園

929-1723

保育所

○

幼稚園

○

○

○

※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。

能登北部
No.

［輪島市

施設名

穴水町］
〒

所

在

電話・FAX 番号※

地

1 市立河原田保育所

928-0025 輪島市東中尾町16

2 市立くしひ保育所

927-2155 輪島市門前町日野尾ニの75 （0768）42-3085

3 市立松風台保育所

927-2164 輪島市門前町道下4の2-1 （0768）43-1130

4 市立南志見保育所

928-0246 輪島市里町32-47

5 市立鳳来保育所

928-0076 輪島市鳳至町石浦町83-1 （0768）22-2231

6 市立三井保育所

929-2379 輪島市三井町長沢2-11

（0768）26-1201

7 かわい保育園

928-0001 輪島市河井町20-1-7

（0768）23-4177
Ⓕ23-4178

8 まちの保育園

928-0201 輪島市町野町広江4-48

（0768）32-0209

9 わじまミドリ保育園

928-0063 輪島市水守町堂端14

10 神杉保育園

（0768）22-1206

（0768）34-1212

（0768）23-1300
Ⓕ23-1312
（0768）56-1344
927-0015 鳳珠郡穴水町字中居ワの153番地1
Ⓕ56-1222

開所（月〜金）
定員
（土）

7:30〜18:30
20
7:30〜13:00
7:30〜18:30
30
7:30〜13:00
7:30〜18:30
30
7:30〜13:00
7:30〜18:30
20
7:30〜13:00
7:30〜18:30
60
7:30〜13:00
7:30〜18:30
20
7:30〜13:00
7:15〜18:45
90
7:15〜18:15
7:15〜18:45
30
7:15〜18:15
7:15〜18:45
120
7:15〜18:15
7:00〜18:00

0歳児

一時 育児
預かり 教室

２か月後から ○

○

２か月後から ○

○

２か月後から ○

○

２か月後から ○

○

２か月後から ○

○

２か月後から ○

○

２か月後から ○

○

２か月後から ○

◎

２か月後から ○

◎

体調 病後児
休日 不良児
保育 保育 保育

20 ２か月後から

※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。
＊県内には、そのほか、医療、販売業、サービス業等の認可外・企業主導型保育施設があります。

幼稚園

一覧

南加賀
No.

◆預かり保育（７ページ参照）○印は園児を時間延長 ☆印は園児以外を
一時的に預かる事業を実施している施設
※時間、料金は各施設へお問い合わせください。
◆育児教室（10ページ参照） ◎印は月1回以上 ○印は年数回実施して
いる施設

（計21施設）

［小松市］

施設名

1 小松大谷幼稚園

〒

所

在

電話・FAX 番号※

地

923-0903 小松市丸ノ内町1-54-3

（0761）22-3694
Ⓕ22-3103

定員

一時
預かり

育児
教室

210

○

◎

定員

一時
預かり

育児
教室

180

○

◎

8:30〜17:30 8:30〜12:00（第1・3自由登園） 150

○

◎

（月〜金）

開所（土）

8:00〜18:00 8:00〜12:00

※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。

石川中央
No.

施設名

［金沢市

白山市
〒

野々市市
所

在

津幡町］

地

電話・FAX 番号※

（月〜金）

開所（土）

（金沢中央地区）
1 聖ヨゼフ幼稚園

920-0962 金沢市広坂1-1-54

2 藤蔭幼稚園

920-0851 金沢市笠市町2-47

（076）232-0720
Ⓕ232-0721
（076）221-5155
Ⓕ221-6417

8:30〜18:00 9:00〜12:00（自由登園）

33

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

地域子育て支援拠点事業実施施設 一覧 （計88施設）
（つどいの広場・地域子育て支援センター）
地域子育て支援拠点事業は、地域の子育て家庭を対象に育児についての相談・指導、子育てサークル等の育成・支援などを行うもので、
主に保育所で実施（開設）されています。
（※開設日等につきましては、各施設により異なりますので、各施設へお問い合わせください。
）

認可外・
企業主導型
保育施設
地域子育て支援拠点
事業実施施設一覧

（つどいの広場・地域
子育て支援センター）

南加賀

［小松市

No.

施

加賀市
設

能美市

川北町］

名

〒

在

地

電話番号

923-0802 小松市上小松町乙62

（0761）21-0173

2 荒屋子育てセンター（通称ポプラの家）

923-0032 小松市荒屋町丁42-2

（0761）25-1122

3 こまつ親子つどいの広場
4 すくすくルーム

923-0001 小松市大島町丙42-3
（北部児童センター内）
923-0303 小松市島町カ20
（小松市民病院粟津診療所内）

（0761）24-6101
（0761）46-5391

5 親子つどいの広場まんま
6 加賀市子育て支援センターすこやか

922-0012 加賀市下河崎町79番地2（親子ほっとステーション内）（0761）75-7933
922-0411 加賀市潮津ソ1番地2
（スワトン保育園内）
（0761）74-2820

7 親子つどいの広場すまいる
8 なかよしひろば

922-0245 加賀市山代温泉山背台1-24-1
（0761）76-1085
922-0412 加賀市片山津温泉井6（いなみえんグリーンハウス内） （0761）74-5555

9 能美市子育て支援センター

923-1121 能美市寺井町た8-1

（0761）58-8200

923-1261 能美郡川北町字土室丙129-1

（076）277-1451

10 町立川北保育所

石川中央

［金沢市

No.

36

所

1 こばと保育園

施

設

かほく市

白山市

名

野々市市

津幡町

内灘町］
〒

所

在

地

電話番号

1 石川県済生会こども園 アイリス

920-0853 金沢市本町1-2-16

（076）233-1649

2 泉の台幼稚舎

921-8034 金沢市泉野町4-4-3

（076）243-6775

3 むつみえん ふれんどはうす

920-0935 金沢市石引2-4-23

（076）221-5206

4 光こども園

920-0806 金沢市神宮寺1-11-15

（076）252-9099

5 安原こども園

920-0371 金沢市下安原町東1521-1

（076）249-2548

6 龍雲寺学園・バウデア学舍

921-8033 金沢市寺町5-12-40

（076）243-8008

7 泉野こども広場「あいあいルーム」

921-8034 金沢市泉野町6-15-5 泉野福祉健康センター5F

（076）226-1154

8 駅西こども広場「スマイルパーク」

920-0024 金沢市西念3-4-25 駅西福祉健康センター2F

（076）234-5136

9 近江町交流プラザちびっこ広場

920-0907 金沢市青草町88 近江町いちば館3F

（076）260-6724

10 金沢駅こどもらんど

920-0858 金沢市木ノ新保町1-1 JR 金沢駅あんと内

（076）260-4150

11 教育プラザ富樫子育て広場「ぞう」
「こあら」

921-8171 金沢市富樫3-10-1 教育プラザ富樫3号館

（076）243-1054

12 まるびぃすくすくステーション
13 元町こども広場「ぞうさんらんど」

920-8509 金沢市広坂1-2-1 金沢21世紀美術館内
920-0842 金沢市元町1-12-12 元町福祉健康センター2F

（076）220-2800
（076）251-2258

14 宇ノ気子育て支援センター
15 高松子育て支援センター

929-1125 かほく市宇野気二110-1
929-1215 かほく市高松ク20-2

（076）283-4320
（076）281-3582

16 いしかわにこにこ広場
17 かわっちぽかぽか広場

924-0052 白山市源兵島町288（いしかわこども園内）
920-2303 白山市河内町福岡88（かわち児童館内）

（076）277-1011
（076）273-3211

18 おやこの広場あさがお

924-0885 白山市殿町39

（076）275-8677

19 恵愛スマイルひろば

924-0032 白山市村井町2（認定こども園恵愛内）

（076）276-0008

20 子育てひろばさくらんぼ

920-2163 白山市柴木町甲6-1

（076）255-7607

21 子育て広場つるぎ

920-2133 白山市鶴来大国町ロ125-2（鶴来南児童館内）

（076）273-5055

22 子育てひろばふじランド

920-2131 白山市森島町い16-1
（ふじこども園内）

（076）273-0241

23 子育て広場まっとう

924-0872 白山市古城町305（松任児童館内）

（076）276-1170

24 子育てひろば Let's 郷

924-0801 白山市田中町182（郷保育園内）

（076）276-8521

25 ほっとるーむ

920-2121 白山市鶴来本町3丁目ル18-2（つるぎこども園内）

（076）273-1676

26 西柏ふれあいひろば

924-0044 白山市西柏町8-1
（西柏こども園内）

（076）276-5436

27 白山市子育て支援センターげんきっこ

924-0865 白山市倉光8丁目16-1（福祉ふれあいセンター内）

（076）274-8137

28 悠愛スマイルひろば

924-0023 白山市成町418-2（悠愛保育園内）

（076）276-0070

29 はまなすスマイルひろば
30 みかわぱおぱお広場

924-0027 白山市相川町1262
（はまなす保育園内）
924-0231 白山市美川和波町北68（みかわこども園内）

（076）276-1105
（076）278-7100

31 子育て支援センター アリス
32 子育て支援センター エンジェル

921-8809 野々市市二日市5-332
921-8815 野々市市本町6-22-1

（076）294-2525
（076）248-2888

33 子育て支援センター 菅原

921-8814 野々市市菅原町8-33

（076）248-4634

34 子育て支援センター はくさん

921-8821 野々市市白山町4-2

（076）248-4337

35 子育て支援センター ふじひら

921-8833 野々市市藤平142

（076）246-1181

36 子育て支援センター 和光
37 子育て支援センター あおぞら

921-8812 野々市市扇が丘18-13
921-8849 野々市市郷1-102（美郷保育園内）

（076）272-8405
（076）246-3320

38 町立能瀬保育園
39 さくらこども園

929-0318 河北郡津幡町字領家イ5
929-0346 河北郡津幡町字潟端709

（076）289-2508
（076）289-5050

40 住吉こども園

929-0327 河北郡津幡町字庄ロ142

（076）289-2336

41 ちいろばこども園

929-0343 河北郡津幡町字南中条3-62

（076）289-6841

No.

施

設

名

〒

所

在

地

電話番号

42 実生こども園

929-0323 河北郡津幡町字津幡ロ5-1

（076）289-2256

43 津幡町親子支援センター
44 しいのきこども園

929-0342 河北郡津幡町北中条3-1（シグナス内）
929-0345 河北郡津幡町字太田は157

（076）288-6274
（076）288-3232

45 おひさま
46 カンガルーム内灘

920-0266 河北郡内灘町字大根布7-7（大根布保育園内）
920-0272 河北郡内灘町字向陽台1-97

（076）255-3791
（076）238-3233

47 支援センターちどり

920-0277 河北郡内灘町字千鳥台4-143（千鳥台幼稚舎内）

（076）255-0031

48 スマイル

920-0271 河北郡内灘町字鶴ケ丘1-52（誠美幼稚園内）

（076）286-0255

49 トットちゃん

920-0268 河北郡内灘町字ハマナス2-18（内灘はまなす保育園内）

（076）286-0133

50 なないろ

920-0269 河北郡内灘町白帆台2-130（白帆台保育園内）

（076）286-5401

51 ひまわりクラブ

920-0272 河北郡内灘町字向陽台1-145-1（向陽台保育園内）

（076）237-2677

52 ゆりかごルーム

920-0271 河北郡内灘町字鶴ケ丘5-1-191（鶴が丘保育園内）

（076）255-1038

地域子育て支援拠点
事業実施施設一覧

能登中部

（つどいの広場・地域
子育て支援センター）

［七尾市

No.

施

設

羽咋市

志賀町

中能登町

名

宝達志水町］
〒

所

在

地

電話番号

1 親子ふれあいランド

926-0021 七尾市本府中町ヲ38（矢田郷地区コミュニティーセンター1階） （0767）52-1476

2 田鶴浜子育て支援センター

929-2111 七尾市高田町マ部80番地（田鶴浜こども園内）

（0767）68-8005

3 チャイルドケアハウス小丸山

926-0855 七尾市小丸山台1-85

（0767）52-3710

4 中島子育て支援センター

929-2222 七尾市中島町中島乙39-1（中島保育園内）

（0767）66-1231

5 ななおあいじ子育て支援センター

926-0022 七尾市天神川原町ロ32-1（ななおあいじこども園内） （0767）52-3508

6 のとじま子育て支援センター
7 ゆうかり子育て支援センター

926-0212 七尾市能登島佐波町15-5（のとじま幼保園内）
926-0175 七尾市和倉町3-24（和倉こども園内）

（0767）84-0123
（0767）62-3360

8 市立余喜保育所
9 市立西北台保育所

925-0072 羽咋市大町お38

（0767）26-0290

925-0004 羽咋市一ノ宮町伊9-3

（0767）22-1559

10 邑知保育園

925-0613 羽咋市飯山町ト8-1

（0767）26-0059

11 こすもす保育園

925-0031 羽咋市東的場町古川田15-1

（0767）22-8181

12 千里浜保育所

925-0054 羽咋市千里浜町ロ39-1

（0767）22-0764

13 とき保育園

925-0012 羽咋市千路町は10

（0767）24-1001

14 羽咋白百合幼稚園

925-0048 羽咋市松ヶ下町松ヶ下28-1

（0767）22-0498

15 羽咋幼稚園
16 子育てサロン

925-0033 羽咋市川原町エ161
（0767）22-5318
925-0052 羽咋市中央町フ168（あだちストアージョイフル店横） （0767）22-1518

17 すばる幼稚園

925-0154 羽咋郡志賀町末吉旧水1番地

（0767）32-2640

18 町立あおば保育園
19 とりやのの子ども園

929-1811 鹿島郡中能登町二宮カ部58
929-1703 鹿島郡中能登町春木11-38

（0767）76-8181
（0767）74-0135

20 宝達志水町子育て支援センタ（どんぐり）

929-1344 羽咋郡宝達志水町今浜えびすが丘31（相見保育所内） （0767）28-3456

能登北部
No.

［輪島市
施

設

珠洲市

名

能登町］
〒

所

在

地

電話番号

1 地域子育て支援室「たんぽぽ」

928-0063 輪島市水守町堂端14番（わじまミドリ保育園内）

（0768）23-1300

2 地域子育て支援ひろば「めばえ」

928-0201 輪島市町野町広江4-48（まちの保育園内）

（0768）32-1288

3 もんぜん子育て支援ひろば
4 輪島市子育て支援センター

927-2147 輪島市門前町鬼屋4-20（輪島市もんぜん児童館内）
928-0001 輪島市河井町2-287-1

（0768）42-3166
（0768）22-8031

5 すずキッズランド

927-1213 珠洲市野々江町ユ部1番地5

（0768）82-5479

6 能登町こどもみらいセンター

927-0433 鳳珠郡能登町宇出津タ -46-1

（0768）62-1503

37

放課後児童クラブ

南加賀
No.

放課後
児童
クラブ

ク

ラ

［小松市
ブ

名

能美市

（計342クラブ）

◆土曜日と長期休業日の開所時間については異な
る場合がありますので、ご利用の際は各クラブ
にご確認ください。

川北町］

学校区

〒所在地（開設場所）

安宅

923-0003 小松市安宅町ヨ132（安宅子育てセンター）

2 安宅・牧児童クラブ

安宅

923-0026

3 荒屋児童クラブ

荒屋

923-0032

4 粟津児童クラブ

粟津

923-0316

5 犬丸児童クラブ

犬丸

923-0011

6 今江児童クラブ

今江

923-0964

7 木場児童クラブ

木場

923-0311

8 串児童クラブ１

串

923-0965

9 串児童クラブ２

串

923-0965

10 国府児童クラブ１

国府

923-0053

11 国府児童クラブ２

国府

923-0053

松東
923-0156
みどり

13 第一児童クラブ１

第一

923-0811

14 第一児童クラブ２

第一

923-0811

15 第一児童クラブ３

第一

923-0813

16 稚松児童クラブ１

稚松

923-0919

17 稚松児童クラブ２

稚松

923-0919

18 月津児童クラブ

月津

923-0972

19 東陵児童クラブ

東陵

923-0825

20 中海児童クラブ

中海

923-0071

21 那谷児童クラブ

那谷

923-0336

22 苗代児童クラブ１

苗代

923-0851

23 苗代児童クラブ２

苗代

923-0851

24 苗代児童クラブ３

苗代

923-0851

25 苗代児童クラブ４

苗代

923-0851

26 能美児童クラブ１

能美

923-0042

27 能美児童クラブ２

能美

923-0042

28 日末児童クラブ

日末

923-0983

29 符津児童クラブ
（符津教室）

符津

923-0302

30 符津児童クラブ
（蓑輪教室）

符津

923-0303

31 向本折児童クラブ

向本折 923-0961

32 矢田野児童クラブ

矢田野 923-0331

33 蓮代寺児童クラブ

蓮代寺 923-0843

34 芦城児童クラブ１

芦城

923-0927

35 芦城児童クラブ２

芦城

923-0927

36 動っ子学童クラブ

動橋

922-0331

37 学童クラブいなみえん
38 かわみなみ学童クラブ
39 山の子学童
40 学童クラブわかば

片山津 922-0412
河南

922-0101

河南・山中 922-0106
錦城

922-0057

41 せいこうキッズクラブ

錦城・三谷 922-0842

42 学童クラブひばり

錦城東 922-0011

開所（月〜金）
（学校休業日）

電話番号

13:00〜19:00
（0761）21-3773
8:00〜19:00
13:00〜18:00
小松市下牧町ニ34（西部児童センター内）
（0761）22-3100
8:00〜18:00
13:00〜19:00
小松市荒屋町丁42-2（荒屋子育てセンター）
（0761）25-1122
7:30〜19:00
13:00〜19:00
小松市井口町チ24（粟津小学校内）
（0761）65-3004
7:40〜19:00
12:00〜19:00
小松市蛭川町西15-1（犬丸子育てセンター）
（0761）22-8425
7:30〜19:00
14:00〜18:00
小松市今江町6-167（今江小学校内）
（0761）23-5600
8:00〜18:00
13:00〜19:10
小松市木場町ハ36-1（木場子育てセンター）
（0761）43-0098
7:00〜19:10
12:00〜18:30
小松市串町乙1-1（串小学校内）
（0761）44-1213
8:00〜18:30
12:00〜18:00
小松市串町乙1-1（串小学校内）
（0761）44-1213
8:00〜18:00
12:00〜19:00
小松市河田町丁40-1（国府子育てセンター）
（0761）47-0107
7:00〜19:00
12:00〜19:00
小松市河田町丁40-2（国府子育てセンター）
（0761）47-0107
7:00〜19:00
13:00〜19:00
小松市江指町丙30（松東みどり学園内）
（0761）41-1011
7:30〜19:00
13:00〜19:30
小松市白江町ハ73-1（第一小学校内）
（0761）22-3332
7:00〜19:30
13:00〜19:30
小松市白江町ハ73-1（第一小学校内）
（0761）22-3332
7:00〜19:30
13:00〜19:30
小松市糸町ハ4-18（第一子育てセンター）
（0761）22-5335
7:00〜19:30
13:00〜18:00
小松市殿町2-7（稚松小学校内）
（0761）22-7000
7:30〜18:00
13:00〜18:00
小松市殿町2-7（稚松小学校内）
（0761）22-7000
7:30〜18:00
13:00〜18:00
小松市月津町ユ113（月津子育てセンター）
（0761）44-1113
8:00〜18:00
13:00〜18:00
小松市西軽海町1-41（東陵小学校内）
（0761）47-0555
8:00〜18:00
12:00〜19:00
小松市中海町山林ニ8-1（中海子育てセンター）
（0761）47-3737
7:30〜19:00
13:00〜18:00
小松市那谷町ユ54-1（那谷小学校内）
（0761）65-2937
8:00〜18:00
13:00〜19:10
小松市北浅井町壱号90-1（のしろ児童館内）
（0761）22-6430
7:00〜19:10
13:00〜19:10
小松市北浅井町壱号90-1（のしろ児童館内）
（0761）22-6430
7:00〜19:10
13:00〜19:10
小松市北浅井町壱号90-1（のしろ児童館内）
（0761）22-6430
7:00〜19:10
13:00〜19:10
小松市北浅井町壱号90-1（のしろ児童館内）
（0761）22-6430
7:00〜19:10
12:00〜19:00
小松市能美町ソ51（能美小学校内）
（0761）24-0282
7:30〜19:00
12:00〜19:00
小松市能美町ソ51（能美小学校内）
（0761）24-0282
7:30〜19:00
13:00〜18:00
小松市日末町ニ52（日末子育てセンター）
（0761）44-1555
8:00〜18:00
14:00〜19:00
小松市符津町ハ100（符津子育てセンター）
（0761）46-5069
8:00〜19:00
14:00〜19:00
小松市島町カ20（南部地区ふれあいルーム内）
（0761）44-4341
8:00〜19:00
14:00〜18:00
小松市向本折町カ67-1（向本折子育てセンター）
（0761）23-2422
8:00〜18:00
14:00〜19:00
小松市上荒屋町ナ1-2（矢田野子育てセンター）
（0761）44-1117
7:40〜19:00
12:30〜19:00
小松市蓮代寺町ハ丙16（蓮代寺子育てセンター）
（0761）58-0806
7:30〜19:00
12:30〜19:00
小松市西町25（芦城小学校内）
（0761）22-6506
7:30〜19:00
12:30〜19:00
小松市西町25（芦城小学校内）
（0761）22-6506
7:30〜19:00
13:00〜19:30
加賀市動橋町ヘ1（動橋小学校（専用施設）
）
（0761）74-1624
7:30〜19:30
12:00〜19:00
加賀市片山津温泉井6（伊奈美園）
（0761）74-5555
7:30〜19:00
13:30〜18:40
加賀市山中温泉中田町ニ25-1（河南小学校（余裕教室））
（0761）78-0328
8:00〜18:40
12:00〜19:00
加賀市山中温泉上原町1-107（専用施設）
（0761）78-1913
8:00〜19:00
13:00〜19:00
加賀市大聖寺八間道57（錦城小学校（余裕教室））
（0761）73-1886
7:30〜19:00
13:00〜18:45
加賀市熊坂町平山2-1（聖光保育園）
（0761）73-2821
8:00〜18:45
12:00〜19:00
加賀市大聖寺敷地ワ13（錦城東小学校（余裕教室））
（0761）72-0805
8:00〜19:00

1 安宅児童クラブ

12 松東児童クラブ
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加賀市

一覧

No.

ク

ラ

ブ

名

43 清和学童クラブ

学校区

〒所在地（開設場所）

錦城東 922-0011

44 金明っ子学童クラブ

金明

922-0446

45 こほく学童クラブ

湖北

922-0402

46 学童クラブさくみっ子

作見

922-0423

47 学童クラブチャレンジ

作見

922-0423

庄

922-0332

48 学童クラブ庄キッズ

勅使 922-0313
東谷口

49 学童クラブちょくし
50 丘の子学童クラブ

南郷

922-0012

51 橋立学童クラブ

橋立

922-0553

52 杉の子学童クラブ

分校

922-0302

53 学童クラブわかたけ

山代

922-0274

54 学童クラブ代っチ

山代

922-0245

55 学童クラブ第２代っチ

山代

922-0245

56 学童クラブ第３代っチ

山代

922-0243

57 学童クラブ第４代っチ

山代

922-0245

58 学童クラブつかたに

山中

59 粟生第１放課後児童クラブ

粟生

923-1101

60 粟生第２放課後児童クラブ

粟生

923-1101

61 緑が丘放課後児童クラブ

922-0111

辰口中央 923-1226

62 ひすいすい放課後児童クラブヒルズクラブ 辰口中央 923-1226
63 辰口中央放課後児童クラブ

辰口中央 923-1246

64 WiWi キッズクラブ

辰口中央 923-1232

65 寺井第１放課後児童クラブ

寺井

923-1121

66 寺井第２放課後児童クラブ

寺井

923-1121

67 長野放課後児童クラブ

寺井

923-1115

68 根上中央第１放課後児童クラブ

浜

929-0123

69 根上中央第２放課後児童クラブ

浜

929-0123

70 根上中央第3放課後児童クラブ

浜

929-0123

71 根上北部第1放課後児童クラブ

浜

929-0112

72 根上北部第2放課後児童クラブ

浜

929-0112

73 福岡放課後児童クラブ

福岡

929-0107

74 宮竹放課後児童クラブ

宮竹

923-1205

75 湯野第1放課後児童クラブ

湯野

923-1112

76 湯野第2放課後児童クラブ

湯野

923-1112

77 国造放課後児童クラブ

和気

923-1224

78 川北町放課後児童クラブ

川北

923-1261

79 川北町西部地区放課後児童クラブ

橘

923-1276

80 川北町東部地区放課後児童クラブ

中島

923-1252

石川中央
No.

ク

ラ

［金沢市

ブ

名

かほく市
学校区

白山市

開所（月〜金）
（学校休業日）

電話番号

13:00〜19:00
加賀市大聖寺敷地ヌ121-1（清和保育園）
（0761）72-0800
7:00〜19:00
13:00〜19:30
加賀市塩浜町106（旧金明保育園）
（0761）74-0860
7:30〜19:30
12:00〜19:00
加賀市柴山町ひ92-1（湖北小学校（余裕教室））
（0761）74-7018
7:30〜19:00
12:30〜19:00
加賀市作見町ナ51-1（作見保育園）
（0761）74-6303
7:30〜19:00
12:30〜18:45
加賀市作見町ナ154（作見小学校（余裕教室））
（0761）74-2151
7:30〜18:45
12:00〜19:00
加賀市庄町ワ101-1（庄小学校（余裕教室））
（0761）74-5762
8:00〜19:00
12:00〜19:00
加賀市勅使町ル75-1
（0761）77-3913
（小規模特別養護老人ホームちょくし） 8:00〜19:00
13:00〜19:30
加賀市下河崎町79-2（旧南郷保育園）
（0761）72-2204
7:30〜19:30
13:00〜18:15
加賀市小塩町ケ50（専用施設）
（0761）75-1048
8:00〜18:15
13:00〜19:00
加賀市打越町ニ22（分校小学校（余裕教室））
（0761）74-1803
7:30〜19:00
12:30〜19:30
加賀市別所町漆器団地10-3（別所地区会館）
（0761）76-1079
7:30〜19:00
13:00〜19:30
加賀市山代温泉山背台2-44-1（山代小学校（余裕教室））
（0761）76-4601
7:30〜19:30
13:00〜19:30
加賀市山代温泉山背台2-44-1（山代小学校（余裕教室））
（0761）76-4601
7:30〜19:30
13:00〜19:30
加賀市山代温泉北部1-233（旧山代幼稚園）
（0761）76-1126
7:30〜19:30
13:00〜19:30
加賀市山代温泉山背台2-44-1（山代小学校（余裕教室））
（0761）76-4601
7:30〜19:30
12:00〜19:00
加賀市山中温泉塚谷町2丁目132-1
（0761）78-5702
（小規模特別養護老人ホームつかたに 隣接） 8:00〜19:00
14:00〜19:00
（0761）58-5032
能美市粟生町東25（粟生児童館）
7:30〜19:00
14:00〜19:00
（0761）58-5032
能美市粟生町東25（粟生児童館）
7:30〜19:00
14:00〜19:00
能美市緑が丘9-1（緑が丘児童館）
（0761）51-5545
7:30〜19:00
14:00〜19:00
能美市緑が丘11-49-1（共生型福祉施設 G・Hills）
（0761）51-7776
7:30〜19:00
14:00〜19:00
能美市倉重町戊33-1（辰口中央児童館）
（0761）51-3222
7:30〜19:00
下校時〜18:30
能美市下開発町ア100-1
070-4319-5079
7:30〜15:00
14:00〜19:00
（0761）58-5425
能美市寺井町中84（寺井中央児童館）
7:30〜19:00
14:00〜19:00
（0761）58-5425
能美市寺井町中84（寺井中央児童館）
7:30〜19:00
14:00〜19:00
（0761）57-2130
能美市大長野町二130-1（長野保育園隣接）
7:30〜19:00
14:00〜19:00
能美市中町子88（根上中央児童館）
（0761）55-0055
7:30〜19:00
14:00〜19:00
能美市中町子88（根上中央児童館）
（0761）55-0055
7:30〜19:00
14:00〜19:00
能美市中町子88（根上中央児童館）
（0761）55-0055
7:30〜19:00
14:00〜19:00
（0761）55-5838
能美市福島町ろ62-3（根上北部児童センター）
7:30〜19:00
14:00〜19:00
能美市福島町ろ62-3（根上北部児童センター）
（0761）55-5838
7:30〜19:00
14:00〜19:00
能美市福岡町甲30（福岡児童館）
（0761）55-3187
7:30〜19:00
14:00〜19:00
能美市宮竹町ハ7-1（宮竹児童館）
（0761）51-5532
7:30〜19:00
14:00〜19:00
能美市佐野町ラ70（湯野児童館）
（0761）57-0340
7:30〜19:00
14:00〜19:00
能美市佐野町ラ70（湯野児童館）
（0761）57-0340
7:30〜19:00
14:00〜19:00
（0761）51-5735
能美市和気町い62（国造児童館）
7:30〜19:00
下校時〜19:00
（076）277-1314
能美郡川北町字土室丙129-1（川北町児童館）
8:00〜19:00
下校時〜19:00
能美郡川北町字橘平44（川北町西部地区児童館）
（076）277-1222
8:00〜19:00
下校時〜19:00
能美郡川北町字中島へ2-1（川北町東部地区児童館）
（076）277-5271
8:00〜19:00

野々市市

津幡町

放課後
児童
クラブ

内灘町］

〒所在地（開設場所）

開所（月〜金）
（学校休業日）

電話番号

（金沢中央地区）
1 さいおう児童クラブ

犀桜

920-0967 金沢市菊川1-2-15（犀桜小学校（専用施設）
）

2 中央児童クラブ

中央

920-0863 金沢市玉川町2-1（中央小学校（専用施設））

3 中村児童クラブ
4 めいせい児童クラブ

中村町 921-8022 金沢市中村町13-21（専用スペース）
明成

920-0852 金沢市此花町2-7（此花会館）

下校時〜18:00
（076）264-2723
8:30〜18:00
下校時〜19:00
（076）261-0294
8:30〜19:00
下校時〜18:00
（076）280-4137
8:30〜18:00
下校時〜19:00
（076）221-0938
8:30〜19:00
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No.

ク

ラ

ブ

名

学校区

〒所在地（開設場所）

開所（月〜金）
（学校休業日）

電話番号

（金沢北部地区）
下校時〜19:00
（076）252-5664
8:00〜19:00
下校時〜18:00
6 医王っ子クラブ
医王山 920-1102 金沢市二俣町さ21（医王山小学校（余裕教室））
（076）236-1242
8:00〜18:00
下校時〜19:00
7 かみやち児童クラブ
小坂 920-0801 金沢市神谷内町へ33-3（専用施設）
（076）251-1250
7:30〜19:00
下校時〜19:00
8 げんきクラブ
小坂 920-0811 金沢市小坂町中164-7（民家）
（076）252-6013
8:00〜19:00
下校時〜18:00
9 こさか児童クラブ
小坂 920-0811 金沢市小坂町北312（小坂児童館）
（076）251-6055
8:30〜18:00
下校時〜18:00
10 千坂のびのびクラブ
千坂 920-0002 金沢市千木1-235（千坂児童館）
（076）258-3969
8:30〜18:00
下校時〜19:00
11 花園児童クラブ
花園 920-0107 金沢市二日市町チ90-1（民家）
（076）258-6665
7:30〜19:00
下校時〜19:00
12 二日市はなのき児童クラブ
花園 920-0107 金沢市二日市町二4-1（専用施設）
（076）254-1585
8:00〜19:00
下校時〜19:00
13 ばば児童クラブ
馬場 920-0831 金沢市東山3-9-30（馬場小学校（余裕教室））
（076）252-8494
8:30〜19:00
下校時〜18:00
14 不動寺児童クラブ
不動寺 920-0173 金沢市不動寺町イ33（不動寺小学校（余裕教室））
（076）257-4350
8:00〜18:00
下校時〜18:30
15 三谷児童クラブ
三谷 920-0153 金沢市宮野町ニ277（三谷小学校（余裕教室））
（076）254-1266
8:00〜18:30
下校時〜18:30
16 マーヤクラブ
森本 920-3116 金沢市南森本町ヌ130（専用施設）
（076）257-4457
8:00〜18:30
下校時〜18:30
17 マーヤ第２クラブ
森本 920-3116 金沢市南森本町ル54（民家）
（076）256-5744
8:00〜18:30
下校時〜18:00
18 森山児童クラブ
森山町 920-0843 金沢市森山2-11-13（森山児童館）
（076）251-4332
8:30〜18:00
下校時〜19:00
19 放課後児童クラブセカンドプレイスHikari 森山町 920-0842 金沢市元町1-14-12（専用施設）
080-1300-7623
8:00〜19:00
下校時〜18:30
20 どんぐりクラブ
夕日寺 920-0822 金沢市東長江町に17（夕日寺小学校（専用施設））
（076）251-5417
8:30〜18:30
（金沢東部地区）
下校時〜19:00
21 内川学童クラブ
内川 920-1346 金沢市三小牛町20-1-10（内川公民館）
（076）247-2263
9:00〜19:00
下校時〜18:30
22 すみれクラブ
小立野 920-0942 金沢市小立野4-2-24（民家）
（076）222-8550
8:00〜18:30
下校時〜19:00
23 梅光学童クラブ
小立野 920-0935 金沢市石引4-6-1（専用施設）
（076）232-1071
7:30〜19:00
下校時〜18:30
24 ひかり学童園
小立野 920-0942 金沢市小立野4-5-1（民家）
（076）231-4593
8:00〜18:30
下校時〜19:00
25 やまびこクラブ
犀川 920-1302 金沢市末町21-25-2（専用施設）
（076）229-1522
7:30〜19:00
下校時〜19:00
26 杉の木ホーム
兼六 920-0921 金沢市材木町13-36（材木善隣館）
（076）222-9030
7:30〜19:00
下校時〜19:00
27 杉の木ホームⅡ
兼六 920-0921 金沢市材木町13-40（材木善隣館）
（076）222-1389
7:30〜19:00
下校時〜19:00
28 がんばりっこクラブ
田上 920-1155 金沢市田上本町3-180-1（専用施設）
（076）222-0922
8:30〜19:00
下校時〜19:15
29 太陽丘キッズカレッジ
田上 920-1154 金沢市太陽が丘2-1（専用スペース）
（076）223-5531
8:00〜19:15
下校時〜19:15
30 太陽丘キッズカレッジⅡ
田上 920-1154 金沢市太陽が丘3-1-15（専用スペース）
（076）223-5531
8:00〜19:15
下校時〜19:00
31 たがみっこクラブ
田上 920-1151 金沢市田上町ニ9-2（専用施設）
（076）224-6711
8:30〜19:00
下校時〜19:00
32 東浅川児童クラブ
犀川 920-1146 金沢市上中町ヘ14甲（上中町会館）
（076）229-3146
7:30〜19:00
下校時〜18:30
33 味噌蔵児童クラブ
兼六 920-0932 金沢市小将町8-23（第三善隣館）
090-3765-3917
9:00〜18:30
下校時〜18:30
34 たんぽぽくらぶ
南小立野 920-0953 金沢市涌波2-6-14（専用施設）
（076）264-3743
8:00〜18:30
下校時〜18:30
35 よつばくらぶ
南小立野 920-0953 金沢市涌波3-3-15（民家）
（076）255-2029
8:00〜18:30
下校時〜19:00
36 ひまわりくらぶ
南小立野 920-0953 金沢市涌波4-15-18（民家）
（076）255-0098
8:00〜19:00
下校時〜18:00
37 杜の里児童館児童クラブ
杜の里 920-1165 金沢市若松町3-281（杜の里児童館）
（076）222-7759
8:30〜18:00
下校時〜19:00
38 わかまつ児童クラブ
杜の里 920-1165 金沢市若松町南24（専用施設）
（076）232-9966
8:00〜19:00
下校時〜19:00
39 わかばクラブ
湯涌 920-1129 金沢市芝原町イ59（湯涌農村環境改善センター）
（076）235-1852
9:00〜19:00
下校時〜20:00
40 Share 金沢放課後自然教室
田上 920-1165 金沢市若松町セ104-1（専用施設）
（076）225-8155
8:30〜20:00
下校時〜20:00
41 第２Share金沢放課後自然教室 田上 920-1165 金沢市若松町セ104-1（専用施設）
（076）225-8155
8:30〜20:00
下校時〜20:00
42 第３Share金沢放課後自然教室 田上 920-1165 金沢市若松町セ104-1（専用施設）
（076）225-8155
8:30〜20:00
（金沢南部地区）
下校時〜19:00
43 アイ・キッズ
泉野 921-8034 金沢市泉野町4-4-12（専用施設）
（076）242-3035
8:30〜19:00
下校時〜18:15
44 いずみのクラブ
泉野 921-8111 金沢市若草町3-16（民家）
（076）241-7734
8:30〜17:30
5 浅野町児童クラブ

放課後
児童
クラブ

45 若竹児童クラブ

40

浅野町 920-0841 金沢市浅野本町2-13-12（浅野町児童館）

扇台

921-8141 金沢市馬替2-150（専用施設）

46 四十万児童クラブ

四十万 921-8135 金沢市四十万4-267（民家）

47 第２四十万児童クラブ

四十万 921-8132 金沢市しじま台2-26-11（民家）

48 わらべの園

十一屋 921-8105 金沢市平和町2-8-7（平和町児童館）

49 アリスこどもの国

富樫

921-8177 金沢市伏見台1-6-13（専用スペース）

50 すくすくクラブ

富樫

921-8175 金沢市山科1-6-8（富樫児童館）

下校時〜18:00
（076）298-7557
7:30〜18:00
下校時〜18:00
（076）298-4524
8:30〜18:00
下校時〜18:00
（076）296-3567
8:30〜18:00
下校時〜19:00
（076）241-4851
8:15〜19:00
下校時〜19:00
（076）280-0456
8:00〜19:00
下校時〜19:00
（076）242-4252
8:00〜19:00

No.

ク

ラ

ブ

名

学校区

〒所在地（開設場所）

51 おおぞらクラブ

長坂台 921-8112 金沢市長坂3-14-1（長坂台小学校（余裕教室））

52 おひさまクラブ

長坂台 921-8112 金沢市長坂1-7-6（民家）

53 たいようクラブ

長坂台 921-8112 金沢市平和町3-23-5（専用スペース）

54 ほしぞらクラブ

長坂台 921-8173 金沢市円光寺1-1-7E棟（民家）

55 あすなろクラブ

額

921-8132 金沢市しじま台2-1-8（民家）

56 第２あすなろクラブ

額

921-8146 金沢市額乙丸町イ41（額小学校（余裕教室））

57 仲よしホーム

泉

921-8031 金沢市野町3-1-15（第一善隣館）

58 弥生児童クラブ

泉

921-8036 金沢市弥生1-29-13（弥生児童館）

59 伏見台児童クラブ

伏見台 921-8151 金沢市窪5-335（伏見台小学校（余裕教室））

60 第二伏見台児童クラブ

伏見台 921-8151 金沢市窪5-623（専用施設）

61 第三伏見台児童クラブ

伏見台 921-8151 金沢市窪5-623（専用施設）

62 三馬っ子クラブ

三馬

921-8164 金沢市久安6-83（旧三馬公民館）

63 第２三馬っ子クラブ

三馬

921-8164 金沢市久安5-298（専用施設）

64 米泉っ子クラブ

米泉

921-8044 金沢市米泉町4-133-2（米泉小学校（余裕教室））

開所（月〜金）
（学校休業日）

電話番号

下校時〜18:00
（076）245-3447
8:30〜17:30
下校時〜18:00
（076）259-5177
8:30〜17:30
下校時〜18:00
（076）242-5051
8:30〜17:30
下校時〜18:00
（076）280-0630
8:30〜17:30
下校時〜18:00
（076）298-2185
7:00〜18:00
下校時〜18:00
（076）205-3826
7:00〜18:00
下校時〜19:00
（076）241-4030
8:00〜19:00
下校時〜19:00
（076）243-7588
8:00〜19:00
下校時〜18:00
（076）245-0205
8:30〜18:00
下校時〜18:00
（076）244-8873
8:30〜18:00
下校時〜18:00
（076）244-8873
8:30〜18:00
下校時〜18:30
（076）247-6425
8:00〜18:00
下校時〜18:30
（076）247-6424
8:00〜18:00
下校時〜19:00
（076）242-3703
8:00〜19:00

放課後
児童
クラブ

（金沢駅西・臨海地区）
65 浅野川ぴょんぴょんクラブ

66 第２浅野川ぴょんぴょんクラブ 浅野川 920-0207
67 粟崎児童クラブ

粟崎

920-0226

68 かもめ児童クラブ

粟崎

920-0226

69 大浦ひまわり児童クラブ

大浦

920-0202

70 大浦保育園児童クラブ

大浦

920-0205

71 大野町児童クラブ

大野町 920-0331

72 金石児童クラブ

金石町 920-0316

73 木曳野学童クラブ

木曳野 920-0339

74 星の子木曳野クラブ

木曳野 920-0343

75 星の子大徳クラブ

大徳

920-0343

76 にこにこクラブⅠ

大徳

920-0348

77 にこにこクラブⅡ

大徳

920-0348

78 鞍月児童クラブ

鞍月

920-8214

79 くら月っ子クラブ

鞍月

920-8214

80 戸板児童クラブめいげつ

戸板

920-0068

81 戸板児童クラブきくざくら

戸板

920-0068

82 戸板クラブききょう

戸板

920-0056

83 放課後児童クラブ M-friends

戸板

920-0051

84 ながた児童クラブ

下校時〜19:00
（076）237-0099
8:00〜19:00
下校時〜19:00
金沢市須崎町チ43-1（専用施設）
080-2963-9121
8:00〜19:00
下校時〜18:00
金沢市粟崎町1-3（粟崎児童館）
（076）237-3837
8:00〜18:00
下校時〜19:00
金沢市粟崎町タ1-1（かもめこども園）
（076）238-2061
7:00〜19:00
下校時〜19:00
金沢市木越2-4-1（専用施設）
（076）258-7855
8:00〜19:00
下校時〜19:00
金沢市大浦ヌ75-1（キッズスクールオオウラ）
（076）238-2734
7:00〜19:00
下校時〜18:00
金沢市大野町1-8-1（専用施設）
（076）268-1277
8:00〜18:00
下校時〜19:00
金沢市金石通町3-14（金石児童館）
（076）266-1125
8:15〜19:00
下校時〜19:00
金沢市木曳野4-284（木曳野会館）
（076）268-8025
8:00〜19:00
下校時〜19:00
金沢市畝田中2-234（大徳児童館）
（076）268-2533
8:30〜19:00
下校時〜19:00
金沢市畝田中2-234（大徳児童館）
（076）268-2533
8:30〜19:00
下校時〜19:00
金沢市松村6-176-3（専用施設）
（076）266-2561
8:00〜19:00
下校時〜19:00
金沢市松村6-176-3（専用施設）
（076）266-2561
8:00〜19:00
下校時〜18:00
金沢市直江南1-1（鞍月児童館）
（076）237-8957
8:30〜18:00
下校時〜18:00
金沢市直江南1-1（鞍月児童館）
（076）237-8957
8:30〜18:00
下校時〜19:00
金沢市戸板1-1（戸板小学校（専用施設））
（076）232-5772
8:00〜19:00
下校時〜19:00
金沢市戸板1-1（戸板小学校（専用施設））
（076）222-7450
8:00〜19:00
下校時〜19:00
金沢市出雲町イ130-1（民家）
（076）260-1608
8:00〜19:00
下校時〜19:00
金沢市二口町ハ44-5（専用施設）
（076）261-8370
8:00〜19:00
下校時〜18:30
金沢市長田1-5-40（長田町小学校（余裕教室））
（076）233-9120
8:30〜18:30
下校時〜19:00
金沢市西念3-7-21（さいねんこども園）
（076）265-6116
7:30〜19:00
下校時〜19:00
金沢市駅西新町1-30-9（認定こども園すくすくふたば）
（076）262-9012
7:00〜19:00
下校時〜18:00
金沢市北寺町ヘ7-2（専用施設）
090-6275-4376
8:30〜18:00
下校時〜19:00
金沢市北安江2-25-1（諸江町小学校（専用施設））
（076）231-7475
7:30〜19:00
下校時〜19:00
金沢市諸江町28-1（諸江県営住宅集会所）
090-2032-1630
7:30〜19:00
下校時〜19:00
金沢市北安江2-25-1（諸江町小学校（余裕教室））
（076）231-7475
7:30〜19:00

浅野川 920-0207 金沢市須崎町チ43-3（専用施設）

長田町 920-0043

85 さいねんこども園学童クラブ

西

920-0024

86 ふたば児童クラブ

西

920-0027

87 川北さくら児童クラブ

諸江町 920-0206

88 諸江けやき児童クラブ 宙組

諸江町 920-0022

89 第２諸江けやき児童クラブ

諸江町 920-0014

90 諸江けやき児童クラブ 花組

諸江町 920-0022

（金沢西部地区）
91 押野児童クラブ

押野

921-8064 金沢市八日市2-464（押野児童館）

92 新神田児童クラブ

新神田 921-8013 金沢市新神田1-1-18（新神田児童館）

93 西南部児童クラブ

西南部 921-8063 金沢市八日市出町815（西南部児童館）

94 八日市もりのき児童クラブ

西南部 921-8063 金沢市八日市出町729（専用施設）

95 きりん児童クラブ

緑

920-0373 金沢市みどり1-179（専用施設）

96 ふたつか児童クラブ

緑

920-0355 金沢市稚日野町南58（専用施設）

下校時〜18:00
（076）247-3220
8:30〜18:00
下校時〜18:00
（076）291-4496
8:30〜18:00
下校時〜18:00
（076）240-0017
8:30〜18:00
下校時〜19:00
（076）259-1541
8:00〜19:00
下校時〜18:30
（076）249-4782
8:00〜18:00
下校時〜18:00
（076）267-5208
8:00〜18:00
41

No.

ク

ラ

ブ

名

97 ミドリ児童クラブ Dragonﬂy

学校区

〒所在地（開設場所）

緑

920-0366 金沢市南塚町268-3（専用施設）

98 三和キッズクラブ

三和

921-8065 金沢市上荒屋4-79-2（専用施設）

99 三和児童クラブ

三和

921-8065 金沢市上荒屋4-82（三和児童館）

100 安原こじか児童クラブ

安原

920-0376 金沢市福増町北1067（安原児童館）

101 安原第二こじか児童クラブ

安原

920-0376 金沢市福増町北1067（専用施設）

102 米丸児童クラブ

米丸

921-8005 金沢市間明町2-346（米丸児童館）

103 米丸第二児童クラブ

米丸

921-8005 金沢市間明町2-247（専用施設）

開所（月〜金）
（学校休業日）

電話番号

下校時〜19:00
（076）249-1990
8:00〜19:00
下校時〜19:00
（076）249-7908
7:30〜19:00
下校時〜19:00
（076）249-2908
8:00〜19:00
下校時〜18:00
（076）249-8930
8:30〜17:00
下校時〜18:00
（076）249-8930
8:30〜17:00
下校時〜18:00
（076）291-5535
8:30〜18:00
下校時〜18:00
（076）256-2236
8:30〜18:00

（かほく市・白山市・野々市市・津幡町・内灘町）

放課後
児童
クラブ

42

下校時〜19:00
（076）283-6577
8:00〜19:00
下校時〜19:00
かほく市宇野気ヌ125-11（専用施設）
（076）283-6577
8:00〜19:00
下校時〜19:00
かほく市夏栗い34（大海交流センター）
（076）281-2123
8:00〜19:00
下校時〜19:00
かほく市上田名丑7（金津児童館）
（076）285-1573
8:00〜19:00
下校時〜19:00
かほく市外日角ニ52（外日角小学校（専用施設））
（076）283-7415
8:00〜19:00
下校時〜19:00
かほく市外日角ニ52（外日角小学校（専用施設））
（076）283-7415
8:00〜19:00
下校時〜19:00
かほく市外日角ニ52（外日角小学校（専用施設））
（076）283-7415
8:00〜19:00
下校時〜19:00
かほく市高松ク20-2（愛・遊・館）
（076）281-3581
8:00〜19:00
下校時〜19:00
かほく市高松ク20-2（愛・遊・館）
（076）281-3581
8:00〜19:00
下校時〜19:00
かほく市木津ホ61（七塚小学校（専用施設））
（076）285-0548
8:00〜19:00
下校時〜19:00
かほく市木津ホ61（七塚小学校（専用施設））
（076）285-0548
8:00〜19:00
下校時〜19:00
かほく市大崎チ73番地（宇ノ気南部体育館）
（076）209-1914
8:00〜19:00
下校時〜19:00
かほく市外日角ニ72番地2（外日角公民館）
（076）283-7415
8:00〜19:00
放課後〜19:15
白山市鶴来日吉町ロ111（朝日小学校（専用施設））
（076）272-3992
7:30〜19:15
放課後〜19:00
白山市宮永町1446-7（旭丘小学校（専用施設））
080-6356-0972
7:30〜19:00
放課後〜19:00
白山市宮永町1446-1（旭丘小学校（専用施設））
080-6357-3607
7:30〜19:00
放課後〜19:15
白山市源兵島町289-1（専用施設）
（076）277-3765
8:00〜19:15
放課後〜19:00
白山市河内町福岡88（かわち児童館）
（076）272-4730
7:30〜19:00
放課後〜19:30
白山市知気寺町と77-2（広陽小学校（専用施設））
（076）273-5722
7:30〜19:30
放課後〜19:30
白山市知気寺町と77-2（広陽小学校（専用施設））
（076）273-5722
7:30〜19:30
放課後〜19:30
白山市知気寺町と77-2（広陽小学校（専用施設））
（076）273-5722
7:30〜19:30
放課後〜19:30
白山市山島台三丁目105（山島台集会所）
（076）274-5237
7:30〜19:30
放課後〜19:30
白山市菅波町1171-1（松南小学校（専用施設））
（076）275-1101
7:30〜19:30
放課後〜19:30
白山市宮保新町105（専用施設）
（076）277-6772
7:30〜19:30
放課後〜19:00
白山市井関町ヌ15-2（蝶屋児童館）
（076）278-3222
8:00〜19:00
放課後〜19:00
白山市井関町ヌ15-2（蝶屋児童館）
（076）278-3222
8:00〜19:00
放課後〜19:00
白山市千代野東四丁目1（千代野小学校（余裕教室））
090-4325-8181
7:30〜19:00
放課後〜19:00
白山市千代野東四丁目1（千代野小学校（余裕教室））
090-4325-8181
7:30〜19:00
放課後〜19:00
白山市千代野東四丁目1（千代野小学校（余裕教室））
090-4325-8181
7:30〜19:00
放課後〜19:30
白山市千代野東四丁目1（千代野小学校（専用施設））
（076）276-7099
8:00〜19:30
放課後〜19:30
白山市徳丸町291-1（専用施設）
（076）276-6449
7:30〜19:30
放課後〜19:00
白山市徳丸町293-1（専用施設）
080-1969-1784
7:30〜19:00
放課後〜19:00
白山市徳丸町293-1（専用施設）
080-1969-1784
7:30〜19:00
放課後〜19:00
白山市徳丸町293-1（専用施設）
080-1969-1784
7:30〜19:00
放課後〜19:30
白山市上野町オ1（鳥越小学校（専用施設））
（076）254-2255
7:30〜19:30
放課後〜19:30
白山市吉野東56（吉野谷児童館）
090-2373-8905
8:00〜19:30
放課後〜18:00
白山市白峰ハ157-1（白峰福祉複合施設カルテット内）
（076）259-2839
8:00〜18:00
放課後〜19:30
白山市北安田町372-1（蕪城小学校（専用施設））
（076）274-2339
8:00〜19:30
放課後〜19:30
白山市北安田町372-1（蕪城小学校（専用施設））
（076）274-2339
8:00〜19:30
放課後〜19:30
白山市北安田町372-1（蕪城小学校（専用施設））
（076）214-6647
8:00〜19:30

104 宇ノ気第１学童保育クラブ

宇ノ気 929-1125 かほく市宇野気ヌ125-11（専用施設）

105 宇ノ気第２学童保育クラブ

宇ノ気 929-1125

106 大海学童保育クラブ

大海

929-1207

107 金津学童保育クラブ

金津

929-1102

108 外日角第１学童保育クラブ

外日角 929-1176

109 外日角第２学童保育クラブ

外日角 929-1176

110 外日角第３学童保育クラブ

外日角 929-1176

111 高松第１学童保育クラブ

高松

929-1215

112 高松第２学童保育クラブ

高松

929-1215

113 七塚第１学童保育クラブ

七塚

929-1171

114 七塚第２学童保育クラブ

七塚

929-1171

115 宇ノ気南部学童保育クラブ

宇ノ気 929-1127

116 外日角第４学童保育クラブ

外日角 929-1176

117 朝日ししくクラブ

朝日

920-2112

118 かもめ・キッズあさひ

旭丘

924-0017

119 つばめ・キッズあさひ

旭丘

924-0017

120 石川つくしんぼクラブ

石川

924-0052

121 かわちっこクラブ

河内

920-2303

122 第１あおぞらクラブ

広陽

920-2155

123 第２あおぞらクラブ

広陽

920-2155

124 第３あおぞらクラブ

広陽

920-2155

125 山島台メルヘン児童クラブ

松南

924-0836

126 松南メルヘン児童クラブ

松南

924-0825

127 松陽コスモス学童クラブ

松陽

924-0068

128 蝶屋にこにこくらぶ

蝶屋

929-0211

129 蝶屋第２にこにこくらぶ

蝶屋

929-0211

130 ジョイ・キッズちよの

千代野 924-0073

131 スカイ・キッズちよの

千代野 924-0073

132 アクア・キッズちよの

千代野 924-0073

133 千代野ありんこ学童クラブ

千代野 924-0073

134 東明ひまわりクラブ

東明

924-0804

135 マーブル・キッズとうめい

東明

924-0804

136 エイブル・キッズとうめい

東明

924-0804

137 トリプル・キッズとうめい

東明

924-0804

138 とりごえくまっこクラブ

鳥越

920-2375

139 白嶺っ子クラブ

白嶺

920-2321

140 白峰児童クラブ

白峰

920-2501

141 蕪城あさがおクラブ

蕪城

924-0024

142 第二蕪城あさがおクラブ

蕪城

924-0024

143 蕪城おひさまクラブ

蕪城

924-0024

No.

ク

ラ

ブ

名

学校区

〒所在地（開設場所）

144 蕪城さくらクラブ

蕪城

924-0024

145 悠愛学童クラブ

蕪城

924-0023

146 悠愛第２学童クラブ

蕪城

924-0023

147 北陽ペンギンクラブ

北陽

924-0015

148 北陽イルカクラブ

北陽

924-0015

149 あいのきわいわいクラブ

北陽・蕪城 924-0022

150 恵愛学童クラブ

松任

924-0032

151 松任ポテトクラブ

松任

924-0878

152 松任トマトクラブ

松任

924-0878

153 美川児童ふれあいくらぶ

美川

929-0231

湊

929-0217

155 ピノキオクラブ

明光

920-2154

156 ピノキオクラブ第２

明光

920-2154

157 ピノキオクラブ第３

明光

920-2154

158 第１すがはらクラブ

菅原

921-8814

159 第２すがはらクラブ

菅原

921-8814

160 第３すがはらクラブ

菅原

921-8814

161 第４すがはらクラブ

菅原

921-8822

162 学童クラブ和光

菅原

921-8812

163 第１たちのクラブ

館野

921-8802

164 第２たちのクラブ

館野

921-8802

165 第３たちのクラブ

館野

921-8802

154 湊児童ふれあいくらぶ

166 第１つばきクラブ

野々市 921-8815

167 第２つばきクラブ

野々市 921-8815

168 第３つばきクラブ

野々市 921-8815

169 第４つばきクラブ

野々市 921-8815

170 第５つばきクラブ
171 第１カメリアクラブ
172 第２カメリアクラブ

野々市 921-8815
野々市・
921-8809
御園
野々市・
921-8809
御園
富陽

921-8834

174 第１ふじひら児童クラブ

富陽

921-8833

175 第２ふじひら児童クラブ

富陽

921-8833

176 第１ふじひらにじいろクラブ

富陽

921-8833

177 第２ふじひらにじいろクラブ

富陽

921-8833

178 第３ふじひらにじいろクラブ

富陽

921-8833

179 第４ふじひらにじいろクラブ

富陽

921-8833

180 第１あわだ児童クラブ

富陽

921-8823 野々市市粟田5-333（専用施設）

181 第２あわだ児童クラブ

富陽

921-8823 野々市市粟田5-333（専用施設）

182 第１アクティ８

御園

921-8805 野々市市稲荷2-282（専用施設）

183 第２アクティ８

御園

921-8805 野々市市稲荷2-282（専用施設）

184 第３アクティ８

御園

921-8805 野々市市稲荷2-282（専用施設）

御園

921-8805 野々市市稲荷2-282（専用施設）

186 コスモ・キッズたちの

館野・ 921-8816 野々市市若松町23-24（専用施設）
野々市

187 つばたっ子

津幡

929-0326 河北郡津幡町字清水リ336-1（専用施設）

188 つばたっ子ピース

津幡

929-0326 河北郡津幡町字清水リ336-1（専用施設）

189 つばたっ子スマイル

津幡

929-0326 河北郡津幡町字清水リ1-1（専用施設）

190 もりもりくらぶ

電話番号

放課後〜19:30
白山市北安田町355（蕪城小学校（専用施設））
（076）259-1774
8:00〜19:30
放課後〜19:00
白山市成町418-2（専用施設）
（076）276-0070
7:30〜19:00
放課後〜19:00
白山市成町418-2（専用施設）
（076）276-0070
7:30〜19:00
放課後〜19:00
白山市新田町248-1（専用施設）
（076）274-6564
7:40〜17:30
放課後〜19:00
白山市新田町286-2（専用施設）
（076）274-7320
7:40〜17:30
放課後〜19:00
白山市相木町777-1（あいのき児童センター）
090-2837-7787
8:00〜19:00
放課後〜19:00
白山市村井町2（専用施設）
（076）276-0008
7:30〜19:00
放課後〜19:30
白山市末広1丁目102（松任小学校（専用施設））
（076）275-7075
8:00〜19:30
放課後〜19:30
白山市末広1丁目102（松任小学校（専用施設））
（076）275-9633
8:00〜19:30
放課後〜19:30
白山市美川和波町北2-1（専用施設）
（076）214-6061
7:30〜19:30
放課後〜19:30
白山市湊町カ8-1（専用施設）
（076）209-5415
7:30〜19:30
放課後〜19:00
白山市井口町は1-4（明光小学校（専用施設））
（076）273-1470
8:00〜19:00
放課後〜19:00
白山市井口町は1-4（明光小学校（専用施設））
（076）273-1470
8:00〜19:00
放課後〜19:00
白山市井口町は1-4（明光小学校（専用施設））
（076）273-1470
8:00〜19:00
放課後〜19:00
野々市市菅原町20-42（専用施設）
（076）294-1919
8:00〜19:00
放課後〜19:00
野々市市菅原町20-42（専用施設）
（076）294-1919
8:00〜19:00
放課後〜19:00
野々市市菅原町20-42（専用施設）
（076）294-1919
8:00〜19:00
放課後〜19:00
野々市市矢作3-3（専用施設）
（076）214-7447
8:00〜19:00
放課後〜19:00
野々市市扇が丘18-13（子育て支援センター和光併設）
（076）256-3217
8:00〜19:00
放課後〜20:00
野々市市押野3-71（専用施設）
（076）229-7554
7:45〜20:00
放課後〜20:00
野々市市押野3-71（専用施設）
（076）229-7554
7:45〜20:00
放課後〜20:00
野々市市押野3-71（専用施設）
（076）229-7554
7:45〜20:00
放課後〜19:00
野々市市本町4-21-17（専用施設）
（076）248-8241
8:00〜19:00
放課後〜19:00
野々市市本町4-21-17（専用施設）
（076）248-8241
8:00〜19:00
放課後〜19:00
野々市市本町4-21-17（専用施設）
（076）248-8241
8:00〜19:00
放課後〜19:00
野々市市本町4-21-17（専用施設）
（076）248-8241
8:00〜19:00
放課後〜19:00
野々市市本町4-21-19（専用施設）
（076）248-8241
8:00〜19:00
放課後〜19:00
野々市市二日市5-333（つばきの郷児童館併設）
（076）248-2111
8:00〜19:00
放課後〜19:00
野々市市二日市5-333（つばきの郷児童館併設）
（076）248-2111
8:00〜19:00
放課後〜19:00
野々市市中林1-2-7（専用施設）
（076）248-7800
8:00〜19:00
放課後〜20:00
野々市市藤平146（ふじひら児童館併設）
（076）246-1144
8:00〜19:00
放課後〜20:00
野々市市藤平146（ふじひら児童館併設）
（076）246-1144
8:00〜19:00
放課後〜20:00
野々市市藤平147（専用施設）
（076）259-5455
8:00〜19:00
放課後〜20:00
野々市市藤平147（専用施設）
（076）259-5455
8:00〜19:00
放課後〜20:00
野々市市藤平147（専用施設）
（076）259-5455
8:00〜19:00
放課後〜20:00
野々市市藤平147（専用施設）
（076）259-5455
8:00〜19:00

173 こうさぎクラブ

185 第４アクティ８

開所（月〜金）
（学校休業日）

太白台 929-0323 河北郡津幡町字津幡ワ49（専用施設）

放課後
児童
クラブ

放課後〜20:00
（076）294-2552
8:00〜19:00
放課後〜20:00
（076）294-2552
8:00〜19:00
放課後〜19:00
（076）248-5120
8:00〜19:00
放課後〜19:00
（076）248-5120
8:00〜19:00
放課後〜19:00
（076）248-5120
8:00〜19:00
放課後〜19:00
（076）248-5120
8:00〜19:00
放課後〜19:00
（076）259-6514
8:00〜19:00
13:00〜19:00
（076）289-7965
8:00〜18:30
13:00〜19:00
（076）216-7141
8:00〜18:30
13:00〜19:00
（076）255-3347
8:00〜18:30
13:00〜19:00
（076）289-6538
8:00〜19:00

43

No.

放課後
児童
クラブ

ク

ラ

ブ

名

〒所在地（開設場所）

191 のびっ子くらぶ

中条

929-0343

192 第２のびっ子くらぶ

中条

929-0343

193 第３のびっ子くらぶ

中条

929-0343

194 あしの子クラブ

条南

929-0345

195 ゆめの子クラブ

条南

929-0345

196 ほしの子クラブ

条南

929-0345

197 きらりんクラブ

笠野

929-0464

198 虹のいえ

井上

929-0334

199 レインボー

井上

929-0335

200 なないろ

井上

929-0335

201 ぽけっとクラブ

英田

929-0319

202 はぎっこ

萩野台 929-0425

203 向粟崎学童保育クラブ

向粟崎 920-0274

204 清湖学童保育クラブ

清湖

920-0272

205 鶴ケ丘学童保育クラブ

鶴ケ丘 920-0271

206 大根布学童保育クラブ

大根布 920-0266

207 白帆台学童保育クラブ

白帆台 920-0269

208 西荒屋学童保育クラブ

西荒屋 920-0262

能登中部
No.

ク

ラ

ブ

［七尾市
名

1 田鶴浜放課後児童クラブ

羽咋市

志賀町

学校区

朝日

926-0824

3 高階放課後児童クラブ

朝日

926-0836

4 石崎放課後児童クラブ

石崎

926-0171

5 はまおか虹っ子放課後児童クラブ

石崎

926-0173

6 大呑放課後児童クラブ

東湊

926-0366

7 東湊放課後児童クラブ

東湊

926-0011

9 山王っ子放課後児童クラブ

小丸山 926-0855
山王

926-0052

10 七尾みなと放課後児童クラブ

山王

926-0051

11 光の子放課後児童クラブ

山王

926-0016

12 本宮のもり放課後児童クラブ

山王

926-0021

13 天神山放課後児童クラブ
14 中島放課後児童クラブ
15 能登島放課後児童クラブ
16 和倉放課後児童クラブ

天神山 926-0021
中島

929-2223

能登島 926-0211
和倉

926-0175

17 七尾放課後児童クラブ

小丸山 926-0818

18 西湊放課後児童クラブ

小丸山 926-0852

19 北星放課後児童クラブ
20 邑知放課後児童クラブ
21 羽咋放課後児童クラブ

東湊

926-0001

邑知・余喜 925-0613
羽咋

電話番号

中能登町］
〒所在地（開設場所）

田鶴浜 929-2121

開所（月〜金）
（学校休業日）

13:00〜19:30
河北郡津幡町字南中条へ81（中条小学校（余裕教室））
（076）288-6335
8:00〜19:30
13:00〜19:30
河北郡津幡町字南中条へ81（専用施設）
（076）213-5113
8:00〜19:30
13:00〜19:30
河北郡津幡町字南中条へ81（専用施設）
（076）213-5120
8:00〜19:30
13:00〜19:00
河北郡津幡町字太田ろ3（条南コミュニティプラザ２F）
（076）288-5826
8:00〜19:00
13:00〜19:00
河北郡津幡町字太田ろ3（専用施設）
（076）288-5523
8:00〜19:00
13:00〜19:00
河北郡津幡町字太田ろ3（専用施設）
（076）255-0733
8:00〜19:00
13:00〜19:00
河北郡津幡町字山北ワ116（笠野公民館内）
（076）207-9149
8:00〜19:00
13:00〜19:00
河北郡津幡町字川尻レ7-1（井上コミュニティプラザ２F）
（076）288-7680
7:30〜19:00
13:00〜19:00
河北郡津幡町井上の荘1-1（専用施設）
（076）288-5088
7:30〜19:00
13:00〜19:00
河北郡津幡町井上の荘1-1（専用施設）
（076）288-5088
7:30〜19:00
13:00〜19:00
河北郡津幡町字能瀬井36-3（専用施設）
（076）289-6750
8:00〜19:00
13:00〜19:00
河北郡津幡町字七野イ75（萩野台コミュニティプラザ内）
（076）209-7057
8:00〜19:00
11:00〜19:00
河北郡内灘町字向粟崎2-382（向粟崎小学校内）
（076）238-5771
7:45〜19:00
11:00〜19:00
河北郡内灘町字向陽台2-294（清湖小学校（専用施設））
（076）237-6071
7:45〜19:00
11:00〜19:00
河北郡内灘町字鶴ケ丘2-161-1（保健センター２Ｆ）
（076）286-4607
7:45〜19:00
11:00〜19:00
河北郡内灘町字大根布6-2（大根布小学校内）
（076）286-1032
7:45〜19:00
11:00〜19:00
河北郡内灘町白帆台2-168（白帆台小学校内）
（076）286-0104
7:45〜19:00
11:00〜19:00
河北郡内灘町字西荒屋ハ6-7（西荒屋小学校内）
（076）286-5438
7:45〜19:00

宝達志水町

2 朝日放課後児童クラブ

8 小丸山放課後児童クラブ

44

学校区

開所（月〜金）
（学校休業日）

電話番号

放課後〜19:00
七尾市田鶴浜町ホ部365番地（田鶴浜小学校（余裕教室））
（0767）68-3610
7:30〜19:00
放課後〜19:00
（0767）57-6163
七尾市下町戊部17-1（朝日小学校（余裕教室））
7:00〜19:00
放課後〜19:00
七尾市町屋町ホ55（高階地区コミュニティセンター）
（0767）57-0040
7:30〜19:00
放課後〜19:00
（0767）62-6370
七尾市石崎町ソ部7-1（石崎小学校（余裕教室））
7:30〜19:00
放課後〜20:00
七尾市石崎町ヨ部37（浜岡幼保園）
（0767）62-3233
7:00〜19:00
放課後〜19:00
（0767）59-1114
七尾市庵町ヨ部31番地（旧大呑保育園）
7:30〜19:00
放課後〜19:00
七尾市佐味町ト部2-3（東湊地区コミュニティセンター）
（0767）52-8164
8:00〜19:00
放課後〜19:00
（0767）52-3710
七尾市小丸山台1丁目82（チャイルドケアハウス）
8:00〜19:00
放課後〜19:00
七尾市山王町ツ部34（山王小学校（専用施設））
（0767）52-1443
8:00〜19:00
放課後〜19:00
七尾市郡町弐部113番地1（袖ケ江みなとこども園）
080-2956-0207
7:00〜19:00
放課後〜19:00
七尾市大和町チ部18-1（光の子保育園）
（0767）53-0094
7:00〜19:00
放課後〜19:00
七尾市本府中町リ部23-1（本宮のもり幼保園）
（0767）57-5220
7:00〜19:00
放課後〜19:00
七尾市本府中町天神山部1（天神山小学校（余裕教室））
（0767）52-8168
8:00〜19:00
放課後〜19:00
七尾市中島町上町チ部26番地2（中島小学校（余裕教室））
（0767）66-0150
7:30〜19:00
放課後〜19:00
七尾市能登島向田町五級63-1（生涯学習総合センター）
090-2031-9737
7:30〜19:00
放課後〜19:00
七尾市和倉町3-24（ゆうかり子育て支援センター）
（0767）62-3360
8:00〜19:00
放課後〜18:30
七尾市馬出町75番地19（七尾幼稚園）
（0767）52-2869
7:30〜18:30
放課後〜19:00
七尾市小島町ヌ部49番地3（西湊こども園）
（0767）52-3139
8:00〜19:00
放課後〜19:00
七尾市鵜浦町下部13番地2（崎山地区コミュニティセンター）
（0767）58-1678
8:00〜19:00
14:00〜19:00
羽咋市飯山町ル78-1（邑知ふれあいセンター）
（0767）26-0134
8:00〜19:00

925-0052 羽咋市中央町サ90（羽咋小学校（余裕教室））

22 羽咋ゆりっこ児童クラブ

羽咋･
925-0035 羽咋市本町コ118（旧羽咋白百合幼稚園）
西北台

23 粟ノ保放課後児童クラブ

粟ノ保 925-0046 羽咋市兵庫町タ56-1（旧粟ノ保保育所）

24 瑞穂放課後児童クラブ

瑞穂

925-0022 羽咋市深江町ヘ16（旧富永保育所）

25 志賀放課後児童クラブ

志賀

925-0141 羽咋郡志賀町高浜町マの14-1（専用施設）

14:00〜19:00
（0767）22-0959
8:00〜19:00
14:00〜19:00
（0767）22-7835
8:00〜19:00
14:00〜19:00
（0767）22-1510
8:00〜19:00
14:00〜19:00
（0767）22-0833
8:00〜19:00
15:00〜19:00
（0767）32-0384
7:30〜19:00

No.

ク

ラ

ブ

名

学校区

26 富来放課後児童クラブ

富来

925-0454

27 押水児童クラブ

相見・第一・
929-1311
宝達

28 しお児童クラブ

樋川・志雄 929-1422

29 かしま放課後児童クラブＡ

鹿島

929-1721

30 かしま放課後児童クラブＢ

鹿島

929-1721

31 とりや放課後児童クラブＡ

鳥屋

929-1704

32 とりや放課後児童クラブＢ

鳥屋

929-1704

33 ろくせい放課後児童クラブ

鹿西

929-1604

能登北部
No.

ク

ラ

［輪島市

ブ

珠洲市

名

開所（月〜金）

〒所在地（開設場所）

穴水町

（学校休業日）

能登町］

学校区

開所（月〜金）

〒所在地（開設場所）

（学校休業日）

大屋

928-0032 輪島市小伊勢町日隅4番3（専用施設）

2 大屋第２児童クラブ

大屋

928-0032

3 河井児童クラブ

河井

928-0001

4 河井第２児童クラブ

河井

928-0001

5 河井第３児童クラブ

河井

928-0001

河原田 928-0012

7 鵠巣児童クラブ

鵠巣

928-0005

河井・
928-0251
町野

8 南志見児童クラブ
9 鳳至児童クラブ

鳳至

928-0077

10 鳳至第２児童クラブ

鳳至

928-0077

11 まちの児童クラブ

町野

928-0215

12 三井児童クラブ

三井

929-2379

門前東・西 927-2147

13 もんぜん児童クラブ
14 KID'S 夢工房

穴水

927-0027

15 穴水おひさまくらぶ

穴水

927-0026

16 穴水こうようくらぶ

向洋

927-0009

17 ノーム児童クラブ

宇出津 927-0433

18 松波こども園つくし組

松波

927-0602

19 ささゆり児童クラブ

柳田

928-0331

20 くぬぎ児童クラブ

鵜川

927-0302

21 小木こども園すみれ組

小木

927-0553

児童館

一覧

南加賀
No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

施

設

［小松市

能美市

名

いしかわ子ども交流センター小松館
小松市立西部児童センター
小松市立中央児童センター
小松市立東部児童センター
小松市立北部児童センター
小松市立のしろ児童館
動橋児童センター
片山津児童センター
作見児童センター
大聖寺児童センター
山代児童センター
山中児童センター

児童館

川北町］
〒

923-0302
923-0026
923-0911
923-0825
923-0001
923-0851
922-0331
922-0412
922-0436
922-0053
922-0242
922-0112

放課後
児童
クラブ

◆育児教室（10ページ参照） ◎印は月1回以上
○印は年数回実施している施設

（計94施設）
加賀市

電話番号

放課後〜18:30
（0768）22-5399
8:00〜18:30
放課後〜18:30
輪島市小伊勢町日隅4番3（専用施設）
（0768）22-5399
8:00〜18:30
放課後〜18:30
輪島市河井町18-1-2（河井小学校内）
（0768）22-7040
8:00〜18:30
放課後〜18:30
輪島市河井町18-1-2（河井小学校内）
（0768）22-7040
8:00〜18:30
放課後〜18:30
輪島市河井町18-1-2（河井小学校内）
（0768）22-7040
8:00〜18:30
放課後〜18:30
（0768）22-9711
輪島市横地町6-123（河原田小学校内）
8:00〜18:30
放課後〜18:30
（0768）22-4288
輪島市大野町菰沢353（ふれあいプラザ鵠巣）
8:00〜18:30
放課後〜18:00
（0768）34-1463
輪島市小田屋町ロ部4（旧南志見中学校）
8:00〜18:00
放課後〜18:30
（0768）23-0506
輪島市鳳至町堂金田1（鳳至小学校内）
8:00〜18:30
放課後〜18:30
（0768）23-0506
輪島市鳳至町堂金田1（鳳至小学校内）
8:00〜18:30
放課後〜18:30
輪島市町野町粟蔵川原田42（町野小学校内）
（0768）32-0003
8:00〜18:30
放課後〜18:30
（0768）26-1822
輪島市三井町長沢2-12（三井公民館）
8:00〜18:30
放課後〜18:30
輪島市門前町鬼屋4-20（輪島市もんぜん児童館）
（0768）42-3167
8:00〜18:30
13:00〜19:00
（0768）52-2130
鳳珠郡穴水町字川島タ -2（平和こども園）
7:30〜19:00
14:30〜19:00
（0768）52-1564
鳳珠郡穴水町字大町（専用施設）
7:30〜19:00
14:30〜19:00
（0768）56-1033
鳳珠郡穴水町字比良イ -24（向洋小学校（専用施設））
7:30〜19:00
13:00〜18:00
鳳珠郡能登町宇出津タ字46-1（能登町こどもみらいセンター）
（0768）62-1503
8:30〜18:00
13:00〜18:30
（0768）72-1157
鳳珠郡能登町松波8-2-1（松波こども園）
7:00〜18:30
15:00〜18:00
（0768）76-0088
鳳珠郡能登町柳田礼部2-1（柳田小学校（専用施設））
8:00〜18:00
13:00〜18:00
鳳珠郡能登町字鵜川18-128（鵜川公民館）
（0768）67-1919
8:30〜18:00
13:00〜18:30
鳳珠郡能登町字小木4-59（小木こども園）
（0768）74-1107
7:00〜18:30

1 大屋児童クラブ

6 河原田児童クラブ

電話番号

15:00〜19:00
（0767）42-0113
羽咋郡志賀町相神にの80（富来小学校（専用施設））
7:30〜19:00
放課後〜19:00
羽咋郡宝達志水町門前サ11（町民センター「アステラス」）
（0767）28-5737
7:30〜19:00
放課後〜19:00
羽咋郡宝達志水町杉野屋ヘ2-3（専用施設）
（0767）26-0230
7:30〜19:00
放課後〜18:30
鹿島郡中能登町井田2部121番地1（専用施設）
（0767）76-2050
8:30〜18:30
放課後〜18:30
鹿島郡中能登町井田2部121番地1（専用施設）
（0767）76-2050
8:30〜18:30
放課後〜18:30
鹿島郡中能登町末坂ナ部5番地
（0767）74-0021
8:30〜18:30
放課後〜18:30
鹿島郡中能登町末坂ナ部5番地
（0767）74-0021
8:30〜18:30
放課後〜18:30
鹿島郡中能登町能登部下110部20番地（鹿西小学校（余裕教室））
（0767）72-2122
8:30〜18:30

所

在

地

小松市符津町念佛3-1
小松市下牧町ニ34
小松市大川町3-102-5
小松市西軽海町4-99
小松市大島町丙42-3
小松市北浅井町壱号90-1
加賀市動橋町ホ15-1
加賀市片山津温泉ヒ19-1
加賀市松が丘1-8-1
加賀市大聖寺鷹匠町57-1
加賀市山代温泉ヨ22-2
加賀市山中温泉西桂木町ト10-1

電話番号

育児
教室

休

（0761）43-1075
（0761）22-3100
（0761）22-3363
（0761）47-2667
（0761）24-6102
（0761）22-6430
（0761）74-7234
（0761）74-8513
（0761）72-8668
（0761）73-2802
（0761）76-2405
（0761）78-3536

◎
◎

月曜（※1）・第3日曜
日曜・祝日（※2）
日曜・祝日（※2）
日曜・祝日（※2）
月曜（※1）
日曜・祝日（※2）
日曜・祝日（※3）
日曜・祝日（※3）
日曜・祝日（※3）
日曜・祝日（※3）
日曜・祝日（※3）
火曜・第3日曜・祝日の翌日

◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎

館

45

No.

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

施

設

名

能美市粟生児童館
能美市国造児童館
能美市辰口中央児童館
能美市寺井中央児童館
能美市福岡児童館
能美市根上中央児童館
能美市根上北部児童センター
能美市緑が丘児童館
能美市宮竹児童館
能美市湯野児童館
川北町児童館
川北町西部地区児童館
川北町東部地区児童館

※1 月曜が祝日の場合はその翌日。

児童館

石川中央
No.

施

設

［金沢市

〒

923-1101
923-1224
923-1246
923-1121
929-0107
929-0123
929-0112
923-1226
923-1205
923-1112
923-1261
923-1276
923-1252

在

地

電話番号

能美市粟生町東25
能美市和気町い62
能美市倉重町戊33-1
能美市寺井町中84
能美市福岡町甲30
能美市中町子88
能美市福島町ろ62-3
能美市緑が丘9-1
能美市宮竹町ハ7-1
能美市佐野町ラ70
能美郡川北町字土室丙129-1
能美郡川北町字橘平44
能美郡川北町字中島へ2-1

※2 こどもの日、スポーツの日は除く。

かほく市

名

（金沢中央地区）
1 金沢市立長町児童館
920-0865
2 金沢市立瓢簞児童館
920-0901
3 金沢市立芳斎児童館
920-0862
（金沢北部地区）
4 金沢市立浅野町児童館
920-0841
5 金沢市立小坂児童館
920-0811
6 金沢市立城北児童会館
920-0811
7 金沢市立千坂児童館
920-0002
8 金沢市立花園児童館
920-0106
9 金沢市立馬場児童館
920-0831
10 金沢市立森山児童館
920-0843
（金沢東部地区）
11 金沢市立小立野児童館
920-0942
12 金沢市立材木児童館
920-0921
13 金沢市立杜の里児童館
920-1165
（金沢南部地区）
14 いしかわ子ども交流センター 921-8101
15 金沢市立扇台児童館
921-8141
16 金沢市立富樫児童館
921-8175
17 金沢市立中村児童館
921-8022
18 金沢市立平和町児童館
921-8105
19 金沢市立弥生児童館
921-8036
（金沢駅西・臨海地区）
20 金沢市立粟崎児童館
920-0226
21 金沢市立大野町児童館
920-0331
22 金沢市立金石児童館
920-0316
23 金沢市立鞍月児童館
920-8214
24 金沢市立大徳児童館
920-0343
25 金沢市立長田町児童館
920-0043
26 金沢市立戸板児童館
920-0068
（金沢西部地区）
27 金沢市立押野児童館
921-8064
28 金沢市立三和児童館
921-8065
29 金沢市立新神田児童館
921-8013
30 金沢市立西南部児童館
921-8063
31 金沢市立二塚児童館
920-0367
32 金沢市立安原児童館
920-0376
33 金沢市立米丸児童館
921-8005
（かほく市・白山市・野々市市・津幡町）
34 かほく市金津児童館
929-1102
35 かほく市木津児童館
929-1171
36 かほく市至誠が丘児童館
929-1116
37 かほく市白尾児童館
929-1177
38 かほく市高松児童館
929-1215
39 白山市かわち児童館
920-2303
40 白山市蝶屋児童館
929-0211
41 白山市鶴来北児童館
920-2143
42 白山市鶴来南児童館
920-2133
46

所

白山市

野々市市

（0761）58-5032
（0761）51-5735
（0761）51-3222
（0761）58-5425
（0761）55-3187
（0761）55-0055
（0761）55-5838
（0761）51-5545
（0761）51-5532
（0761）57-0340
（076）277-1314
（076）277-1222
（076）277-5271

育児
教室

◎
◎
◎

休

月曜 AM・木曜 AM・日曜・祝日
月曜 AM・木曜 AM・日曜・祝日
月曜 AM・木曜 AM・日曜
月曜AM・木曜AM・第2.4日曜・祝日（※3）
月曜 AM・木曜 AM・日曜・祝日
月曜AM・木曜AM・第１.3.5日曜・祝日（※3）
月曜 AM・木曜 AM・日曜・祝日
月曜 AM・木曜 AM・日曜・祝日
月曜 AM・木曜 AM・日曜・祝日
月曜 AM・木曜 AM・日曜・祝日
月曜 AM・木曜 AM・日曜・祝日
月曜 AM・木曜 AM・日曜・祝日
月曜 AM・木曜 AM・日曜・祝日

※3 こどもの日は除く

津幡町］
電話番号

育児
教室

金沢市長町2-2-16
金沢市彦三町2-10-5
金沢市芳斉2-3-29

（076）232-9221
（076）221-1518
（076）222-7477

◎
◎
◎

日曜・祝日
日曜・祝日
日曜・祝日

金沢市浅野本町2-13-12
金沢市小坂町北312
金沢市小坂町西8-11
金沢市千木1-235
金沢市今町チ41
金沢市東山3-29-22
金沢市森山2-11-13

（076）252-5664
（076）251-6055
（076）251-0444
（076）258-3969
（076）258-0028
（076）253-1255
（076）251-4332

◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎

日曜・祝日
日曜・祝日
月曜・祝日
日曜・祝日
日曜・祝日
日曜・祝日
日曜・祝日

金沢市小立野4-7-51
金沢市材木町13-11
金沢市若松町3-281

（076）233-1780
（076）223-7765
（076）222-7759

◎
◎
◎

日曜・祝日
日曜・祝日
日曜・祝日

金沢市法島町11-8
金沢市馬替1-29-1
金沢市山科1-6-8
金沢市中村町10-35
金沢市平和町2-8-7
金沢市弥生1-29-13

（076）243-6501
（076）296-1180
（076）242-4252
（076）247-4456
（076）241-4851
（076）243-7588

◎
◎
◎
◎
◎
◎

月曜 ( ※2)
日曜・祝日
日曜・祝日
日曜・祝日
日曜・祝日
日曜・祝日

金沢市粟崎町1-3
金沢市大野町1-8-5
金沢市金石通町3-14
金沢市直江南1-1
金沢市畝田中2-234
金沢市長田1-5-50
金沢市戸板1-2

（076）237-3837
（076）268-1277
（076）266-1125
（076）237-8957
（076）268-2533
（076）235-2180
（076）231-5145

◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎

日曜・祝日
日曜・祝日
日曜・祝日
日曜・祝日
日曜・祝日
日曜・祝日
日曜・祝日

金沢市八日市2-464
金沢市上荒屋4-82
金沢市新神田1-1-18
金沢市八日市出町815
金沢市北塚町西98
金沢市福増町北1067
金沢市間明町2-346

（076）247-3220
（076）249-2908
（076）291-4496
（076）240-3878
（076）269-0272
（076）249-8930
（076）291-5535

◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎

日曜・祝日
日曜・祝日
日曜・祝日
日曜・祝日
日曜・祝日
日曜・祝日
日曜・祝日

かほく市上田名丑7
かほく市木津イ35-3
かほく市下山田寅4
かほく市白尾ヌ48
かほく市高松ク20-2
白山市河内町福岡88
白山市井関町ヌ15-2
白山市七原町77
白山市鶴来大国町ロ125-2

（076）285-1573
（076）285-1191
（076）283-3889
（076）283-0623
（076）281-3582
（076）273-3211
（076）278-3222
（076）273-8900
（076）273-5055

〒

所

在

館

地

休

館

( ※1)

日曜・祝日
日曜・祝日
月曜・火曜・祝日
日曜・祝日
日曜・祝日
日曜・祝日（※1）年末年始
日曜・祝日（※1）年末年始
月曜・祝日（※1・2）年末年始
日曜・祝日（※1）年末年始

No.
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

施

設

名

白山市松任児童館
白山市美川児童館
白山市湊児童館
白山市吉野谷児童館
白山市あいのき児童センター
白山市西南部児童センター
白山市千代野児童センター
白山市山島台児童センター
白山市わかみや児童センター
野々市市押野児童館
野々市市中央児童館
野々市市本町児童館
つばきの郷児童館
ふじひら児童館
津幡町児童センター

※1 こどもの日を除く。

能登中部
No.
1
2
3
4
5
6
7

〒

施

設

924-0872
929-0231
929-0217
920-2321
924-0022
924-0052
924-0072
924-0835
924-0882
921-8802
921-8822
921-8815
921-8809
921-8833
929-0342

所

在

地

育児
教室

電話番号

白山市古城町305
白山市美川和波町北1-1
白山市湊町カ63
白山市吉野東56
白山市相木町777-1
白山市源兵島町289-5
白山市千代野西8-30
白山市漆島町281
白山市八ツ矢町566
野々市市押野3-115
野々市市矢作3-1-2
野々市市本町3-10-12
野々市市二日市5-333
野々市市藤平146
河北郡津幡町北中条3-1

（076）276-1170
（076）278-8145
（076）278-4981
（076）255-5238
（076）276-6629
（076）277-8225
（076）275-2122
（076）275-0083
（076）274-3001
（076）248-9666
（076）248-5325
（076）246-3881
（076）248-2111
（076）214-6125
（076）288-3019

◎
◎
◎
◎
◎
◎

休

館

月曜（※2）年末年始
日曜・祝日（※1）年末年始
日曜・祝日（※1）年末年始
日曜・祝日（※1）年末年始
日曜・祝日（※1）年末年始
日曜・祝日（※1）年末年始
日曜・祝日（※1）年末年始
日曜・祝日（※1）年末年始
日曜・祝日（※1）年末年始
日曜・祝日
第1.3.5日曜・第2.4日曜の翌日・祝日
日曜・祝日
日曜・祝日
日曜・祝日
月曜（※2）・第2.4日曜・祝日（※1）年末年始

※2 月曜が祝日の場合はその翌日。

［七尾市

羽咋市

志賀町

名

宝達志水町

〒

いしかわ子ども交流センター七尾館
羽咋市立千里浜児童センター
志賀町児童館
宝達志水町児童館
かしま児童館
とりや児童館
ろくせい児童館

926-0024
925-0054
925-0141
929-1425
929-1811
929-1715
929-1602

所

在

児童館

中能登町］

地

七尾市古屋敷町カ10-3
羽咋市千里浜町タ118-2
羽咋郡志賀町高浜町カの1-1
羽咋郡宝達志水町子浦そ18-1
鹿島郡中能登町二宮レ25
鹿島郡中能登町一青く52
鹿島郡中能登町能登部上ヘ119-4

電話番号

育児
教室

（0767）53-3396
（0767）22-6318
（0767）32-1724
（0767）29-8320
（0767）76-0506
（0767）74-2515
（0767）72-3792

◎

電話番号

育児
教室

（0768）22-8031
（0768）42-3166
（0768）82-5479
（0768）62-1503
（0768）72-0269

◎
◎
◎
◎
◯

休

館

月曜（※1）・第3日曜
日曜・祝日・年末年始（12/28〜1/4）
祝日・第3日曜・年末年始（12/29〜1/3）
第3日曜・月曜が祝日のとき・年末年始（12/29〜1/3）
日曜・祝日・年末年始・旧盆
日曜・祝日・年末年始・旧盆
日曜・祝日・年末年始・旧盆

みらい子育てネット
石川県地域活動
連絡協議会
（旧・母親クラブ）

※1 月曜が祝日の場合はその翌日。

能登北部
No.
1
2
3
4
5

施

設

［輪島市

珠洲市

能登町］

名

〒

輪島市児童センター
輪島市もんぜん児童館
すずキッズランド
能登町こどもみらいセンター
まつなみキッズセンター

928-0001
927-2147
927-1213
927-0433
927-0602

所

在

地

輪島市河井町2-287-1
輪島市門前町鬼屋4-20
珠洲市野々江町ユ部1番地5
鳳珠郡能登町宇出津タ字46番1地
鳳珠郡能登町松波13字50-2

みらい子育てネット石川県地域活動
連絡協議会（旧・母親クラブ） 一覧
能登ブロック［輪島市
市町

ク

ラ

ブ

輪島市
（5）

すくすく
太陽の子
どんぐり
三井みらい
もこもこ

能登町
（1）

のと

羽咋市
（2）

邑知地域活動
こすもす地域活動

名

能登町

七尾市
連

絡

輪島市子育て健康課
輪島市子育て健康課
輪島市子育て健康課
輪島市子育て健康課
輪島市子育て健康課
能登町こどもみらい
センター
邑知保育園
こすもす保育園

館

※クラブ名掲載部分の後に
「クラブ」もしくは「く
らぶ」がつきます。
※2021年2月現在

（計53クラブ）

金沢ブロック［金沢市］

羽咋市］
先

休

月曜・祝日
月曜・祝日
日曜・祝日
月曜・第1・3日曜・祝日
日曜・月曜

掲載
ページ

59
59
59
59
59
37
32
32

市町

ク

ラ

ブ

名

浅野町こどもの未来創造地域活動推進
粟崎こどもの未来創造地域活動推進
扇台こどもの未来創造地域活動推進
大野町こどもの未来創造地域活動推進
押野こどもの未来創造地域活動推進
金石こどもの未来創造地域活動推進
鞍月こどもの未来創造地域活動推進
金沢市
小坂こどもの未来創造地域活動推進
（32）
小立野こどもの未来創造地域活動推進
材木こどもの未来創造地域活動推進
城北こどもの未来創造地域活動推進
新神田こどもの未来創造地域活動推進
西南部こどもの未来創造地域活動推進
大徳こどもの未来創造地域活動推進
千坂こどもの未来創造地域活動推進

連

絡

先

浅野町児童館
粟崎児童館
扇台児童館
大野町児童館
押野児童館
金石児童館
鞍月児童館
小坂児童館
小立野児童館
材木児童館
城北児童会館
新神田児童館
西南部児童館
大徳児童館
千坂児童館

掲載
ページ

46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
47

市町

金沢市

ク

ラ

ブ

市町

子育て世代
包括支援
センター

連

戸板こどもの未来創造地域活動推進
富樫こどもの未来創造地域活動推進
長田町こどもの未来創造地域活動推進
長町こどもの未来創造地域活動推進
中村こどもの未来創造地域活動推進
花園こどもの未来創造地域活動推進
馬場こどもの未来創造地域活動推進
瓢箪こどもの未来創造地域活動推進
二塚こどもの未来創造地域活動推進
平和町こどもの未来創造地域活動推進
芳斉こどもの未来創造地域活動推進
三和こどもの未来創造地域活動推進
杜の里こどもの未来創造地域活動推進
森山こどもの未来創造地域活動推進
安原こどもの未来創造地域活動推進
弥生こどもの未来創造地域活動推進
米丸こどもの未来創造地域活動推進

加賀ブロック［野々市市
みらい子育てネット
石川県地域活動
連絡協議会
（旧・母親クラブ）

名

ク

ラ

ブ

小松市

連

先

戸板児童館
富樫児童館
長田町児童館
長町児童館
中村児童館
花園児童館
馬場児童館
瓢簞児童館
二塚児童館
平和町児童館
芳斎児童館
三和児童館
杜の里児童館
森山児童館
安原児童館
弥生児童館
米丸児童館

加賀市

名

絡

絡

掲載
ページ

46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46

先

ブ

名

地域活動連絡協議会
稚松子ども育成会
地域活動連絡協議会
すずらんクラブ
のしろ児童館母親クラブ
ペンギン親子クラブ
C.C.N. かが動橋げんき
C.C.N. かが片山津ふれんどりぃ
C.C.N. かが作見ファミリー
C.C.N. かが大聖寺はっぴぃ
C.C.N. かが山代っこ
C.C.N. かが山中地域活動

連

絡

先

掲載
ページ

中央児童センター

45

東部児童センター

45

のしろ児童館
北部児童センター
動橋児童センター
片山津児童センター
作見児童センター
大聖寺児童センター
山代児童センター
山中児童センター

45
45
45
45
45
45
45
45

47
47
45

名

一覧

（計32施設）
所

在

解説は12ページ参照

地

電話番号

泉野福祉健康センター

921-8034 金沢市泉野町6-15-5

（076）242-1131

元町福祉健康センター

920-0842 金沢市元町1-12-12

（076）251-0200

駅西福祉健康センター

920-0024 金沢市西念3-4-25

（076）234-5103

金沢市役所健康政策課

920-0962 金沢市広坂1-1-1

（076）220-2233

子育て世代包括支援センター

926-0811 七尾市御祓町1番地（パトリア3F）

（0767）53-3624

子ども・子育て保健室

923-0961 小松市向本折町ヘ14-4

（0761）21-8118

小松市役所こども家庭課

923-0904 小松市小馬出町91番地

（0761）24-8073

子育て健康課

928-0001 輪島市河井町2-287-1

（0768）23-0082

子育て支援センター

928-0001 輪島市河井町2-287-1

（0768）22-8031

珠洲市

子育て世代包括支援センター

927-1214 珠洲市飯田町5部9番地（健康増進センター内） （0768）82-7742

加賀市

子育て応援ステーション

922-0057 加賀市大聖寺八間道65 かが交流プラザさくら1F
（0761）72-2565
（加賀市民病院跡施設）

羽咋市

子育て世代包括支援センター

925-0027 羽咋市鶴多町亀田17（羽咋すこやかセンター1F） （0767）22-1115

金沢市

七尾市
小松市

輪島市

かほく市

白山市

能美市

野々市市
48

設

加賀市
（6）

ラ

掲載
ページ

子育て世代包括支援センター
施

小松市

ク

白山市］

野々市市中央児童館
野々市市中央児童館
野々市市 カーネーション
（2） 野々市市本町児童館
野々市市本町児童館
ふれあい
小松市 小松市立西部児童センター
西部児童センター
（5） わくわくキッズ

市町

市町

母子健康包括支援センター
（ほのぼの健康館）

929-1125 かほく市宇野気二71番地2

（076）283-1117

子ども総合センター

929-1125 かほく市宇野気二110番地1

（076）283-4320

いきいき健康課

924-0865 白山市倉光三丁目100番地

（076）274-2155

鶴来保健センター

920-2104 白山市月橋町697番地1

（076）272-3000

子育て支援センターげんきっこ

924-0865 白山市倉光八丁目16番地1

（076）274-8137

認定 NPO 法人 おやこの広場 あさがお

924-0885 白山市殿町39番地

（076）275-8677

能美市健康推進課

923-1121 能美市寺井町ぬ48番地

（0761）58-2235

能美市子育て支援センター

923-1121 能美市寺井町た8番地1

（0761）58-8200

保健センター（健康推進課）

921-8825 野々市市三納三丁目128番地

（076）248-3511

子育て支援センター菅原

921-8814 野々市市菅原町8-33

（076）248-4634

市町

施

川北町
津幡町
内灘町
志賀町

設

名

所

在

地

電話番号

子育て世代包括支援センター

923-1267 川北町字壱ツ屋196番地

（076）277-8388

子育て支援センター

923-1261 川北町字土室丙129番地の1

（076）277-1451

健康推進課・子育て支援課

929-0393 津幡町字加賀爪ニ3

（076）288-7926

保健センター

929-0271 内灘町鶴ケ丘2-161-1

（076）286-6101

子育て支援センター

920-0272 内灘町向陽台1-97

（076）238-3233

子育て世代包括支援センター

925-0141 羽咋郡志賀町高浜町カの1番地1

（0767）32-0339

子育て世代包括支援センター（子育て応援室内） 929-1311 羽咋郡宝達志水町門前サ11

（0767）23-4512

中能登町

子育て世代包括支援センター

929-1692 中能登町能登部下91部23番地

（0767）72-3134

穴水町

子育て世代包括支援センター

927-0027 穴水町字川島タの38番地

（0768）52-3210

能登町

健康福祉課

927-0433 能登町字宇出津ト字50番地1

（0768）62-8514

宝達志水町

保健センター
施

設

一覧

（計７施設）

名

〒

所

在

解説は12ページ参照

地

電話番号

担当地域

1 南加賀保健福祉センター

923-8648 小松市園町ヌ48

（0761）22-0796

小松市、加賀市、能美市、能美郡

2 石川中央保健福祉センター

924-0864 白山市馬場2-7

（076）275-2250

かほく市、白山市、野々市市、河北郡

3 能登中部保健福祉センター

926-0021 七尾市本府中町ソ27-9

（0767）53-2482

七尾市、羽咋市、羽咋郡、鹿島郡

4 能登北部保健福祉センター

928-0079 輪島市鳳至町畠田102-4

（0768）22-2011

輪島市、珠洲市、鳳珠郡

5 金沢市泉野福祉健康センター

921-8034 金沢市泉野町6-15-5

（076）242-1131

金沢市泉野管内

6 金沢市元町福祉健康センター

920-0842 金沢市元町1-12-12

（076）251-0200

金沢市元町管内

7 金沢市駅西福祉健康センター

920-8533 金沢市西念3-4-25

（076）234-5103

金沢市駅西管内

子育て世代
包括支援
センター
保健
センター
家庭児童
相談室
児童
相談所

家庭児童相談室

一覧

（計11施設）

対象地域

所

在

解説は12ページ参照

地

電話番号

七尾市

926-0811 七尾市御祓町1番地

七尾市福祉事務所（子育て支援課）内

（0767）53-8445

小松市

923-8650 小松市小馬出町91

小松市社会福祉事務所（こども家庭課）内

（0761）24-8073

輪島市

928-8525 輪島市二ツ屋町2-29

輪島市福祉事務所（福祉課）内

（0768）23-1161

珠洲市

927-1295 珠洲市上戸町北方1-6-2

珠洲市福祉事務所（福祉課）内

（0768）82-7799

加賀市

922-0057 加賀市大聖寺八間道65

加賀市子育て応援ステーションかがっこネット内

（0761）72-2565

羽咋市

925-8501 羽咋市旭町ア200

羽咋市福祉事務所（健康福祉課）内

（0767）22-1114

929-1125 かほく市宇野気ニ110-1

かほく市子ども総合センター内

（076）283-4320

白山市

924-0865 白山市倉光八丁目16-1

白山市福祉ふれあいセンター内

（076）276-1792

能美市

923-1121 能美市寺井町た8-1

子育て支援センター内

（0761）58-8200

921-8510 野々市市三納1-1

野々市市福祉事務所（子育て支援課）内

（076）227-6011

929-0393 津幡町加賀爪ニ3番地

子ども家庭総合支援室（子育て支援課）内

（076）288-6702

かほく市

野々市市
津幡町

児童相談所
対象地域

金沢市にお住まいの方は

一覧

（計5施設）
施設名

こども相談センター
（金沢市児童相談所）

解説は12ページ参照

住所

電話番号

921-8171 金沢市富樫3-10-1
金沢市教育プラザ富樫

（076）243-4158
（虐待通報（076）243-8348）
（076）223-9553

かほく市、白山市、野々市市、
河北郡にお住まいの方は

石川県中央児童相談所

920-8557 金沢市本多町3-1-10

小松市、加賀市、能美市、
能美郡にお住まいの方は

石川県南加賀保健福祉
センター地域支援課

923-8648 小松市園町ヌ48

（0761）22-0792
※相談時間以外は石川県中央児童相談所
49

対象地域

施設名

住所

電話番号

七尾市、羽咋市、羽咋郡、
鹿島郡にお住まいの方は

石川県七尾児童相談所

926-0031 七尾市古府町そ8-1

輪島市、珠洲市、鳳珠郡に
お住まいの方は

石川県能登北部保健福祉センター
地域支援課

928-0079 輪島市鳳至町畠田102-4

乳児院
施

設

一覧

（0768）22-4149
※相談時間以外は石川県七尾児童相談所

乳児（保健上、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場
合には、幼児を含む。）を入院させて養育し、あわせて退院した者について相
談その他の援助を行う施設です。

（計2施設）

名

（0767）53-0811

電話番号

定員

聖霊乳児院

920-0865 金沢市長町1-5-46

〒

（076）223-2878

20人

ななお乳児園

926-0853 七尾市津向町ハ部35-5

（0767）52-1411

９人

母子生活支援施設

一覧

所

在

地

（計２施設）

配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて保護するとともに、これらの者の自立の促進の
ためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行う施設です。
電話番号

定員

MC ハイツ平和

施

設

名

921-8105 金沢市平和町2-3-9

〒

所

在

地

（076）241-4900

20人

林光母子ホーム

922-0277 加賀市河南町ヘ -49-1

（0761）76-0874

14人

児童
相談所
乳児院
母子生活
支援施設
児童養護
施設

50

児童養護施設

一覧

（計８施設）

保護者のない児童（乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合は、乳児を含む。）、虐待されてい
る児童その他環境上養護を要する児童を入所させて養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行う施設です。
電話番号

定員

伊奈美園

施

設

名

922-0412 加賀市片山津温泉井6

〒

所

在

地

（0761）74-5555

80人

育松園

923-0977 小松市額見町ら2-4

（0761）58-1923

30人

聖霊愛児園

920-0865 金沢市長町1-5-46

（076）261-9812

59人

享誠塾

921-8105 金沢市平和町3-23-5

（076）241-1514

50人

梅光児童園

920-0935 金沢市石引4-6-1

（076）231-3984

30人

林鐘園

920-1165 金沢市若松町3-116-1

（076）262-3811

30人

しお子どもの家

929-1423 羽咋郡宝達志水町菅原ヤ6-2

（0767）29-2681

35人

あすなろ学園

927-0035 鳳珠郡穴水町志ケ浦15字1-3

（0768）52-3150

42人

児童自立支援施設

一覧

（計１施設）

不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下
から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行う施設
です。
施

設

名

〒

所

在

地

石川県立児童生活指導センター 920-0266 石川県河北郡内灘町字大根布と543

児童家庭支援センター
No.

施

設

名

〒

所

在

一覧

地

（計4施設）
電話番号

電話番号

定員

（076）286-3235

60人

解説は13ページ参照

開設日・時間

備考

1

こども家庭支援
センター金沢

金沢市平和町3-23-5
（076）243-8341
（享誠塾敷地内）

月〜金
9:00〜17:30

心理専門職員（臨床心理士など）
による心理相談も受け付けてい
ます。（要予約）

2

ファミリーステーション
いなみえん

加賀市片山津温泉井6
（0761）75-8889
（伊奈美園敷地内）

月〜土
9:00〜17:00

心理専門職員（臨床心理士など）
による心理相談も受け付けてい
ます。（要予約）

3

児童家庭支援センター
あすなろ

鳳珠郡穴水町志ヶ浦15-1-3
（0768）52-4141
（あすなろ学園敷地内）

月〜金
9:00〜17:00
緊急を要する相談は
土日及び夜間も対応

心理専門職員（臨床心理士など）
による心理相談も受け付けてい
ます。（要予約）

4

育松園
児童家庭支援センター

小松市額見町ら2番地4
（0761）58-1927
（育松園敷地内）

月〜金
9:00〜17:30
（ 祝 日、 年 末 年 始 を
除く）

心理専門職員（臨床心理士など）
による心理相談も受け付けてい
ます。（要予約）

障害児に関する事業・児童福祉施設等

一覧

（計169施設）

利用に関すること、その他お知りになりたいことがありましたら児童相談所又は各市町障害福祉担当課にご相談ください。（59ページ参照）
施設の種類の解説は21ページにあります。
分類

事
業
所

施設の種類

施

設

名

ステラ
ヴィストカレッジ
金沢駅前
石川療育センター
えーるくらぶ
エイブルベランダ Be
S-veranda
金沢市障害児通園施設
ひまわり教室
金沢ゆとり学園
放課後等デイサービス
日だまり
キッズベランダ Be
指定障害児 キッズルーム ポテト
通所支援
キッズルーム パンプキン
事業所
キッズルーム ロータス
こどもサポート教室
「きらり」金沢ベイエリア校
こどもサポート教室
「きらり」石川県庁前校
こどもサポート教室
「きらり」金沢横川校
sakura colette
キッズサポートあゆみ
児童デイサービス
わくわく
児童デイサービス
わくわくほたるの家
いんくるわくわく

〒

所

在

地

電話番号

920-0061 金沢市問屋町2丁目49番地
920-0031 金沢市広岡1丁目17番20号
ナカモトビル201号
920-1146 金沢市上中町イ67-2
920-0376 金沢市福増町南77番地
921-8162 金沢市三馬1丁目369番地
920-1165 金沢市若松町セ104番地1

（076）239-2228

定

員

児発・放デイ 10人

（076）254-6233

放デイ 10人

（076）229-3033
（076）214-6900
（076）241-1200
（076）256-1010

児発・放デイ 15人
放デイ 10人
児発・放デイ 10人
児発・放デイ 10人

921-8106 金沢市十一屋町4番34号

（076）243-6786

児発・放デイ 20人

921-8116 金沢市泉野出町3丁目14番26-1号
920-0364 金沢市松島2丁目231番地
クレマティースレジデンス松島101号室
921-8152 金沢市高尾1丁目27番地1
920-3116 金沢市南森本町ヌ20番地1
920-3116 金沢市南森本町ヌ20番地2
920-0811 金沢市小坂町西68番地1

（076）256-3428

児発・放デイ 10人

080-3042-0404

放デイ 10人

（076）296-3663
（076）213-7173
（076）255-2332
（076）256-5452

児発・放デイ
児発・放デイ
児発・放デイ
児発・放デイ

920-8218 金沢市直江北1丁目253番地

（076）
254-5356

児発・放デイ 10人

920-8202 金沢市西都2丁目163番地

（076）213-5290

児発・放デイ 10人

921-8163 金沢市横川6丁目114番地

（076）280-3160

児発・放デイ 10人

920-0809 金沢市三池栄町156番地
920-0014 金沢市諸江町
（中丁）293番地3

（076）
282-9878
（076）
237-2533

放デイ 10人
児発・放デイ 10人

920-0041 金沢市長田本町チ20-3

（076）262-0988

児発・放デイ 10人

921-8011 金沢市入江3丁目22番

（076）287-5662

児発・放デイ 10人

920-0867 金沢市長土塀2丁目2番地1号

（076）262-9739

児発・放デイ 10人

10人
10人
10人
10人

児童自立
支援施設
児童家庭
支援
センター
障害児に関する
事業・児童福祉
施設等

（児発：児童発達支援、放デイ：放課後等デイサービス）
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分類

施設の種類

施

設

名

センチュリー
児童デイサービス
きよかわまち
センチュリー
児童デイサービスたかお
そよかぜ
（独行）国立病院機構
医王病院
にっこりバンビーノ
ワークショップひなげし
きこえこども
支援センターひなげし
KEY'S
KEY'S 3rd
KEY'S 5rd
なないろの木 駅西
こどもプラスのまち教室
ハッピーハート松島
すまいるくらぶ
どれみくらぶ
児童・放課後等デイサービス
てんとう虫
児童・放課後等デイサービス
かぶとむし
こどもプラスひきだ教室
児童発達支援・放課後等
デイサービス そうや
放課後デイサービス
あんじゅ

〒

所

在

地

電話番号

障害児に関する
事業・児童福祉
施設等

（076）241-1145

児発・放デイ 10人

921-8154 金沢市高尾南3丁目23番地

（076）256-3016

児発・放デイ 10人

920-3114 金沢市吉原町ロ6-2

（076）255-6166

児発 50人

920-0171 金沢市岩出町ニ73番地1

（076）258-1180

児発・放デイ 8人

920-0806 金沢市神宮寺3丁目1番1号
921-8111 金沢市若草12番7号

（076）207-4437
（076）243-0326

児発・放デイ 10人
放デイ 10人

921-8173 金沢市円光寺2丁目5番1号

（076）244-1380

児発・放デイ 20人

920-0357
920-0352
920-0351
920-0025

（076）208-4270
（076）208-4270
（076）208-4270

児発・放デイ 10人
放デイ 10人
放デイ 10人

（076）223-7088

児発・放デイ 10人

（076）244-2112
（076）259-1139
（076）258-7600
（076）242-5525

児発・放デイ 10人
児発・放デイ 5人
放デイ 10人
放デイ 10人

920-0334 金沢市桂町チ21番地2

（076）255-3117

児発・放デイ 10人

920-0924 金沢市田井町5番地21号

921-8031
920-0264
920-3102
921-8105

金沢市佐奇森町ル122番地1
金沢市観音堂町ロ122
金沢市普正寺町九字2番地7
金沢市駅西本町2丁目11番42号
MK ビル103号
金沢市野町3丁目1番10号
金沢市松島2丁目157
金沢市忠縄町292番地
金沢市平和町1丁目2番28号

（076）255-0035

児発・放デイ 10人

920-0003 金沢市疋田1丁目219番地
（076）253-2388
eコート101号室

児発・放デイ 10人

921-8135 金沢市四十万4丁目201番地2

（076）259-0405

児発・放デイ 10人

920-0062 金沢市割出町76番地

（076）254-5283

児発・放デイ 10人

921-8034 金沢市泉野町1丁目4番地4
（076）
245-0322
北川ビル1F
放課後プラスえきにし教室 920-0055 金沢市北町乙60番地1 1階107号 （076）282-7080
児童発達支援・放課後等デイサービス
920-0842 金沢市元町2丁目6番6号
（076）256-0073
さくらきっずもとまち
パトリ
921-8052 金沢市保古1丁目36番地
（076）220-7900
のびのびくらぶ
920-3114 金沢市吉原町ロ6番地2
（076）255-6166
ともしびの家
920-0017 金沢市諸江町（下丁）215番2
（076）204-6072
920-0944 金沢市三口新町1丁目5番1号
指定障害児 ともしびの家
（076）225-7078
KODATSUNO
メゾン・アグリーアップル1F・D号室
通所支援
事業所
児童デイサービス
920-8152 金沢市鳴瀬元町イ247番地
（076）255-3162
グロース
げんきステップ新保本
921-8062 金沢市新保本3丁目44番地
（076）240-8831
げんきステップ横川
921-8163 金沢市横川2丁目142番地3
（076）299-5699
げんきプラスかなざわ
921-8062 金沢市新保本3丁目44番地
（076）240-8831
放課後等デイサービス
921-8013 金沢市新神田1丁目10番44号
（076）272-8541
ピース
「ゆしゃ」
920-1155 金沢市田上本町ヨ20番地
（076）208-5032
こどもプラス
921-8116 金沢市泉野出町3丁目11番3号
（076）244-5880
みなみ教室
放課後等デイサービス煌々 920-3126 金沢市福久2丁目3番地
（076）
282-9759
からだサポートげんき
920-3125 金沢市荒屋1丁目107
（076）
255-0027
ヴィストカレッジ西金沢駅前 921-8054 金沢市西金沢1丁目72ハビタ2000テナント1階 （076）287-6386
921-8036 金沢市弥生2丁目7番23号
カラフルきっず
（076）255-7558
Weskii 金沢有松ビル101号
ワークショップオアシス 920-0373 金沢市みどり2丁目6番地5
（076）249-0061
親子 DE 発達凸凹86
921-8155 金沢市高尾台1丁目54番地
（076）272-5833
児童発達支援・放課後等
920-0842 金沢市元町2丁目6番10号
（076）
256-0375
デイサービス さくらエール
金沢ゆとり学園
921-8151 金沢市窪3丁目179番地11号室
（076）272-8910
ひばり教室
児童・放課後等デイサービス
921-8148 金沢市額新保3丁目276番地1
（076）296-3923
アカホシテントウ
とーときっずるーむ
920-1157 金沢市田上さくら1丁目126番地 （076）255-0199
キッズルームオニオン

920-3104 金沢市八田東町907番地

スポーツ・コミュニケーション
920-0996
スクールカラフル金沢
ジュニアサポートあさがお 920-0017
ことばと身体の教室
920-0813
マザーズ四十万
921-8133
（独行）国立病院機構
926-8531
七尾病院
ほうぷ子どもの家
926-0852
放課後等デイサービス
929-2231
サンフラワー
児童デイサービスぽぷら
926-0038
かがやき
放課後等デイサービス
926-0178
あおば
（児発：児童発達支援、放デイ：放課後等デイサービス）
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員

921-8032 金沢市清川町3番7号 吉田ビル

放課後プラスいずみの教室

事
業
所

定

児発・放デイ 10人
児発・放デイ 10人
児発・放デイ 10人
放デイ 10人
放デイ 10人
児発・放デイ 10人
児発・放デイ 10人
児発・放デイ 10人
児発・放デイ 10人
児発・放デイ 10人
児発・放デイ 10人
児発・放デイ 10人
児発・放デイ 10人
児発・放デイ 10人
児発・放デイ 10人
児発・放デイ10人
放デイ10人
児発・放デイ 10人
児発・放デイ 10人
児発・放デイ 10人
児発・放デイ 5人
児発・放デイ 5人
児発・放デイ 10人
児発・放デイ 10人

（076）255-6415

放デイ10人

金沢市油車41番地 新竪町ビル1階 （076）255-1315

放デイ10人

金沢市諸江町下丁215番地6
金沢市御所町1丁目23番地
金沢市四十万町北1丁目24番地

（076）255-6831
090-7684-1239
（076）259-0278

児発・放デイ 10人
児発・放デイ 10人
放デイ 10人

七尾市松百町八部3-1

（0767）53-1890

児発・放デイ ８人

七尾市小島町イ1番地1

（0767）52-0177

児発・放デイ 10人

七尾市中島町奥吉田カ乙部一番甲二地 （0767）66-6010

児発・放デイ 10人

七尾市八幡町い部6番地

（0767）57-5670

児発・放デイ 10人

七尾市石崎町香島1丁目106番地1 （0767）57-5521

児発・放デイ 10人

分類

事
業
所

施設の種類

指定障害児
通所支援
事業所

施

設

名

〒

所

在

地

ぴいす子どもの家
サービスセンター
いとまち
児童デイサービスセンター
たんぽぽ
児童デイサービスセンター
ドレミ
たいむ
和こう
放課後等デイサービス
エンジェル
障がい者支援施設 夢兎明
こども通所センター
ふれんど
三草二木 西圓寺
MIRAI 小松
ことり
児童発達支援・放課後等
デイサービスZikka
3ピース小松
多機能型ライフサポート
一互一笑
B's こども Labo 輪島
キッズきんじょう
キッズデイサービス
ゆめのわ
児童発達支援センター
このゆびとーまれ山中
レイクサイド楽
放課後等デイサービス
すくすくスクール
児童デイサービスぽぷら
なぎさ
夢生民
COCO HOUSE 羽咋
チェンジ A．
COCOHOUSE かほく
児童発達支援センター
えくら
あんず子どもの家
キッズルームトマト
B's こども Labo

924-0024 白山市北安田町548番地2

電話番号

定

員

929-1604 鹿島郡中能登町良川か部44番地4 （0767）74-0055

児発・放デイ 10人

923-0813 小松市糸町2番地12

（0761）46-6533

児発・放デイ 10人

923-0153 小松市金平町リ148番地

（0761）41-1301

放デイ 10人

923-0961 小松市向本折町ニ32-2

（0761）22-5120

児発・放デイ 15人

923-0183 小松市瀬領町丁1番地2号
923-0183 小松市瀬領町丁1番地2号

（0761）46-1306
（0761）46-1306

放デイ 20人
児発 30人

923-0811 小松市白江町り33-1

（0761）
21-9370

放デイ 10人

923-0151 小松市正蓮寺町セイ谷10番地

（0761）
47-4111

児発・放デイ 10人

923-0972 小松市月津町ヲ94番地10

（0761）
48-8516

児発・放デイ 10人

923-0033 小松市野田町丁68番
923-0965 小松市串町丙7番地2
923-0811 小松市荒屋町丁82番地4

（0761）
48-7773
（0761）
58-2085
（0761）
66-8098

児発・放デイ 10人
児発・放デイ5人
児発・放デイ10人

090-8091-0104

児発・放デイ10人

923-0833 小松市八幡甲47番地1
923-0965 小松市串町丙7番地2

（0761）
58-2085

放デイ 10人

928-0022 輪島市宅田町25字4番10

（0768）
22-4141

児発・放デイ 10人

928-0001 輪島市河井町弐部208
922-0004 加賀市大聖寺上福田町ロ76番 2

（0768）
23-4890
（0761）
73-2580

児発・放デイ 10人
放デイ 10人

922-0331 加賀市動橋町リ72番地1

（0761）
74-1609

放デイ 10人

922-0193 加賀市山中温泉上野町ル15-1

（0761）
78-0301

児発・放デイ 10人

922-0402 加賀市柴山町も21-1

（0761）
74-6632

児発・放デイ 10人

922-0241 加賀市加茂町ハ421

050-1745-6983

放デイ 10人

925-0051 羽咋市島出町上1番16

（0767）
23-4800

児発・放デイ 10人

925-0015
925-0054
929-1173
929-1177

（0767）
23-4137
（076）
255-3260
（076）
283-5311
（076）
255-0475

放デイ 15人
児発・放デイ10人
児発・放デイ 10人
児発・放デイ 10人

929-1175 かほく市秋浜へ20番地1

（0767）
22-5616

児発・放デイ10人

929-0205 白山市蓮池町エ5番2
924-0822 白山市みずほ6丁目1-10

（076）
259-6683
（076）
218-4196

児童発達支援事務所
924-0822
「だいじょうぶ」
ひかりとあかり
924-0833
放課後等デイサービス
920-2143
ひなたっ子クラブ
放課後等デイサービス
924-0874
りんぐ白山
キッズルーム パプリカ
924-0821
らいと
920-2143
こどもサポート教室
924-0875
「きらり」白山松任校
さるびあ子どもの家
929-0204
Stella Spes
924-0022
サンFC白山
924-0073
キッズ MOMO
923-1245
生活支援ネット Be
923-1224
星が岡ステーション
ぷっちぃさらだ
929-0113
ぴっこりぃさらだ
929-0113
サンサポート さらだ
929-0113
夢ファクトリーてらい
923-1121
ネクストステップ
923-1226
おはなハウス
923-1112
キッズルームキャロット 921-8837
キッズルームラディッシュ 921-8812
くる〜く
921-8807
ほ〜だ
921-8805
児童・放課後等デイサービス
921-8832
七星てんとう
こどもプラスののいち教室 921-8844
こどもプラスたかお教室 921-8812
うさぎキッズ
921-8802
コペルプラス野々市教室 921-8832
こだま
929-0327
心家
929-0441
みんなで笑顔「木のおうち」
929-0335
児童発達支援・放課後等デイサービス
みんなで笑顔「木のおうち2っ!」
929-0345
放課後等デイサービス

羽咋市大川町ク -9-11
羽咋市千里浜町ソ1番3
かほく市遠塚ニ13-2
かほく市白尾ナ40-1

児発・放デイ 10人
児発・放デイ 10人
児発・医型児発・放デイ
（076）
275-0616
40人

白山市みずほ1-1-8

（076）
275-7494

児発・放デイ 10人

白山市向島町759番地2

（076）
256-3514

放デイ 10人

白山市七原町チ16-11

（076）
272-8297

放デイ 10人

白山市四日市町5番地

（076）
282-7550

児発・放デイ 10人

白山市木津町574番地1
白山市七原町チト3番3

（076）
220-6290
（076）
227-8475

児発・放デイ 10人
放デイ10人

白山市辰巳町164番地

（076）
287-3555

児発・放デイ10人

白山市平加町ヌ120番地1
白山市相木町106番地4号相木ハイツ102
白山市千代野東3丁目8-8
能美市辰口町971番地

（076）
278-7078
（076）
256-2128
（076）
227-9091
（0761）
51-3232

放デイ10人
児発・放デイ 5人
放デイ10人
児発・放デイ 10人

能美市和気町ヤ4-5

（0761）
51-6553

児発・放デイ 10人

能美市大成町1丁目41番地
能美市大成町2丁目48-1
能美市大成町ヌ160番地2
能美市寺井町を55番地4
能美市緑が丘11丁目77番地
能美市佐野町ニ3番地
野々市市清金1丁目74-3
野々市市扇が丘22番33号
野々市市二日市3丁目35番地
野々市市稲荷4丁目96

（0761）
55-5115
（0761）
55-6060
（0761）
55-6061
（0761）
57-1755
（0761）
51-7777
（0761）
57-3630
（076）
227-8422
（076）
294-3633
（076）
259-6321
（076）
213-5547

放デイ 10人
放デイ 10人
放デイ 10人
放デイ 10人
児発・放デイ 20人
児発・放デイ 10人
児発・放デイ 10人
児発・放デイ 20人
児発・放デイ 10人
児発・放デイ 10人

野々市市藤平田2丁目66番地

（076）
220-6112

児発・放デイ 10人

野々市市堀内2丁目180番地
野々市市扇が丘25番25号
野々市市押野4丁目37番地3
野々市市藤平田1丁目384-2
河北郡津幡町庄ウ17番地1
河北郡津幡町字東荒屋432番地

（076）
227-8808
（076）
220-7543
（076）
255-7259
（076）
259-1161
（076）
289-4400
（076）
288-0521

児発・放デイ10人
児発・放デイ10人
放デイ 10人
児発 10人
児発・放デイ 10人
児発・放デイ 10人

河北郡津幡町井上の荘5丁目57番地 （076）
208-7670

児発・放デイ 10人

河北郡津幡町太田へ6-1

（児発：児童発達支援、医型児発：医療型児童発達支援、放デイ：放課後等デイサービス）

（076）
254-6558

障害児に関する
事業・児童福祉
施設等

放デイ10人
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分類

施設の種類

保育所等
訪問支援
事業所
事
業
所

施
設

施

設

名

〒

所

在

地

電話番号

COCO HOUSE 津幡
929-0345 河北郡津幡町太田は112-3
児童デイサービス
920-0274 河北郡内灘町向粟崎3丁目43番地
ぽぷらきらら
COCOHOUSE 志賀町 925-0122 羽咋郡志賀町倉垣か20
夢ういんぐ
929-1604 鹿島郡中能登町能登部下93の21
ぐんぐん＊療育教室
929-1634 中能登町福田口部107番地
生活支援ネット Be
927-0603 鳳珠郡能登町布浦カ字34番地
日本海倶楽部ステーション
障害福祉サービス多機能型
927-1215 珠洲市上戸町北方参字141番地1号
事業所さざなみ
金沢市障害児通園施設
921-8106 金沢市十一屋町4番34号
ひまわり教室
石川療育センター
920-1146 金沢市上中町イ67-2
そよかぜ
920-3114 金沢市吉原町ロ6-2
S-veranda
920-1165 金沢市若松町セ104番地1
( 独行 ) 国立病院機構
926-8531七尾市松百町八部3-1
七尾病院
すまいる 和こう
923-0183 小松市瀬領町丁1-2
ことり
923-0811 小松市荒屋町丁82番地4
多機能型ライフサポート
928-0022 輪島市宅田町25字4番10
一互一笑
児童発達支援センター
922-0193 加賀市山中温泉上野町ル15-1
このゆびとーまれ山中
B's こども Labo
924-0024 白山市北安田町548番地2
児童発達支援センター
929-1175 かほく市秋浜へ20番地4
えくら
ぐんぐん＊療育教室
929-1634 中能登町福田ロ部107番地
金沢市障害児通園施設
921-8106 金沢市十一屋町4番34号
ひまわり教室

居宅訪問型 金沢ゆとり学園
児童発達支援
ことり
事業所
居宅訪問型児童発達支援
サンフラワー
希望が丘児童施設
福祉型障害児
障害児入所施設Share 金沢
入所施設
石川県立錦城学園
石川療育センター
医療型障害児 金沢療育園
入所施設
石川整肢学園
小松療育園
医王病院
医療型障害児
七尾病院
入所施設
（重症心身障害児病棟）
（指定医療機関）
石川病院
（重症心身障害児病棟）

定

員

（076）
255-3260

児発・放デイ10人

（076）
239-1022

児発・放デイ 10人

（0767）
36-1125
（0767）
72-3012
（0767）
77-1550

児発・放デイ 10人
放デイ 10人
児発・放デイ10人

（0768）
72-0033

児発・放デイ 10人

（0768）
82-2660

児発・放デイ 5人

（076）
243-6786

−

（076）229-3033
（076）255-6166
（076）256-1010

−
−
−

（0767）53-1890

−

（0761）46-1306
（0761）66-8098

−
−

（0768）22-4141
（0761）78-0301

−

（076）275-0616

−

（076）283-5880
（0767）77-1550

−

（076）
243-6786

−

921-8116 金沢市泉野出町3丁目14番地26-1号 （076）256-3428
923-0811 小松市荒屋町丁82番地4
（0761）66-8098

−
−

929-2231 七尾市中島町奥吉田カ乙部一番甲二地 （0767）66-6010

−

920-0162
920-1165
922-0562
920-1146
920-3114
920-3114
923-0183

金沢市小池町九40番地
金沢市若松町セ104番地1
加賀市高尾町ヌ1- 甲
金沢市上中町イ67-2
金沢市吉原町ロ6-2
金沢市吉原町ロ6-2
小松市瀬領町丁1-2

920-0171 金沢市岩出町ニ73番地1

（076）257-5211
（076）
256-1010
（0761）72-0069
（076）
229-3033
（076）
257-3311
（076）
257-3311
（0761）46-1306

入所 30人
入所 30人
入所 10人
入所 60人
入所 60人
入所 40人
入所 50人
進行性筋萎縮症病棟 入所 10人
（076）258-1180
重症心身障害児病棟 入所100人

926-8531 七尾市松百町ハ部3-1

（0767）53-1890 重症心身障害児病棟 入所 46人

922-0405 加賀市手塚町サ150

（0761）74-0700 重症心身障害児病棟 入所 58人

（児発：児童発達支援、放デイ：放課後等デイサービス）

診療所・病院

一覧

（計111施設）

【診療所】

南加賀
No.

※当リストは、( 公社 ) 石川県医師会からの情報を基にして掲載しています。

［小松市
施

設

名

加賀市

能美市

川北町］ ※診療時間については、事前に必ず電話でご確認下さい。
〒

所

在

地

電話番号

1 あらきクリニック

923-0832 小松市若杉町95

（0761）22-0301

2 岡本小児科クリニック

923-0861 小松市沖町ツ16

（0761）24-2900

3 かねとクリニック

923-0964 小松市今江町7-218

（0761）22-0418

4 恵愛みらいクリニック

923-0804 小松市光町1-1

（0761）24-6111

障害児に関する
事業・児童福祉
施設等

5 桃夭クリニック

923-0811 小松市白江町ハ35

（0761）23-5533

6 蓮井小児科医院

923-0926 小松市竜助町105

（0761）22-7171

7 山上小児科クリニック

923-0868 小松市日の出町1-128

（0761）20-2320

診療所・
病院

8 動橋診療所

922-0331 加賀市動橋町ロ128

（0761）74-1574

9 うわだな小児科医院

922-0012 加賀市下河崎町へ101-1

（0761）73-0998

54

10 上出医院

922-0331 加賀市動橋町イ204

（0761）74-1607

11 刈谷医院

922-0245 加賀市山代温泉山背台1-68

（0761）77-6116

12 近藤医院

922-0411 加賀市潮津町ユ9

（0761）74-1231

13 竹谷医院

922-0048 加賀市大聖寺馬場町14-5

（0761）73-6800

14 山中温泉ぬくもり診療所

922-0193 加賀市山中温泉上野町ル15-1

（0761）78-0301

15 秋山医院

923-1121 能美市寺井町ま20

（0761）57-0666

16 まつだクリニック

929-0114 能美市浜開発町丁97-3

（0761）55-1238

17 みもうクリニック

923-1112 能美市佐野町ヲ33

（0761）57-0530

No.

施

設

名

〒

所

在

地

電話番号

18 よしだ小児科クリニック

923-1225 能美市松が岡3-67

（0761）51-6100

19 手取川クリニック

923-1267 能美郡川北町字壱ツ屋199

（076）277-0100

石川中央［

］

金沢市 かほく市 白山市
野々市市 津幡町 内灘町

No.

施

設

名

〒

所

在

地

電話番号

（金沢中央地区）
1 かばた医院

920-0867 金沢市長土塀3-7-5

（076）265-5700

2 松田小児科医院

920-0981 金沢市片町2-13-13

（076）231-0103

3 横井小児科内科医院

920-0967 金沢市菊川1-10-3

（076）262-8551

4 伊藤医院

920-0843 金沢市森山2-19-28

（076）251-3450

5 医療法人社団田丸小児科医院

920-0805 金沢市小金町6-3

（076）252-8632

6 医療法人社団森田医院

920-0843 金沢市森山1-1-22

（076）252-0613

7 おおのこどもクリニック

920-3124 金沢市荒屋1-88

（076）258-2525

8 近藤クリニック

920-0203 金沢市木越町ト9-1

（076）237-2211

9 城北診療所

920-8616 金沢市京町23-5

（076）252-6111

920-0003 金沢市疋田2-144

（076）257-7500

920-1156 金沢市田上の里2-68

（076）234-1200

12 健生クリニック

921-8105 金沢市平和町3-5-2

（076）241-8357

13 杉浦クリニック

921-8142 金沢市光が丘3-268

（076）298-1300

14 つじ小児科医院

921-8151 金沢市窪5-630

（076）247-3330

15 ふじさわ眼科小児科クリニック

921-8116 金沢市泉野出町3-3-25

（076）226-1177

16 松原内科小児科医院

921-8146 金沢市額乙丸町ニ54-3

（076）298-3188

17 村田キッズクリニック

921-8154 金沢市高尾南3-111

（076）287-6120

18 わたなべ小児科医院

921-8042 金沢市泉本町5-5-1

（076）243-0200

19 紺谷内科婦人科クリニック

920-0344 金沢市畝田東2-125

（076）268-3035

20 春藤医院

920-0031 金沢市広岡1-1-8

（076）261-0585

21 洞庭医院

920-0031 金沢市広岡1-12-5

（076）221-6875

22 丸山こどもクリニック

920-0345 金沢市藤江北4-202

（076）266-7600

23 水野小児科医院

920-0341 金沢市寺中町ホ46

（076）268-1131

24 みずの小児科・みゆき皮ふ科クリニック

920-0333 金沢市無量寺5-72

（076）267-2200

25 むらた小児科医院

920-0341 金沢市寺中町卜5

（076）268-8688

26 岡本小児科医院

921-8011 金沢市入江1-616-1

（076）291-9511

27 さかもと内科クリニック

920-0362 金沢市古府2-52

（076）249-3600

28 のぞみ小児科医院

921-8064 金沢市八日市4-373

（076）269-8585

29 まるやま小児科クリニック

920-0370 金沢市上安原2-221

（076）269-3300

30 宇野気医院

929-1125 かほく市宇野気チ33-16

（076）283-0103

31 沖野クリニック

929-1214 かほく市内高松ノ1-11

（076）281-0500

32 角田医院

929-1215 かほく市高松ナ15-1

（076）281-0012

33 北谷クリニック

929-1215 かほく市高松ア1-1

（076）281-8801

34 紺谷医院

929-1171 かほく市木津ヘ12-1

（076）285-0020

35 かわい小児科医院

924-0862 白山市安田町5

（076）275-0177

36 川北こどもクリニック

924-0836 白山市山島台1-1-1

（076）274-7224

37 斉藤小児科医院

924-0864 白山市馬場2-16

（076）275-3110

38 多賀クリニック

929-0231 白山市美川和波町カ128-1

（076）278-3384

39 なんぶこども医院

924-0039 白山市北安田西1-17

（076）275-6611

40 三幸小児科医院

924-0816 白山市三幸町38

（076）274-7373

41 むとう小児科医院

924-0016 白山市宮永市町65-2

（076）275-7887

42 浅井小児科医院

921-8815 野々市市本町5-2-18

（076）248-3311

43 清水こどもクリニック

921-8835 野々市市上林4-509

（076）227-0055

44 中村小児科医院

921-8802 野々市市押野1-128

（076）294-3338

45 一林医院

929-0327 河北郡津幡町字庄ウ3

（076）289-2002

（金沢北部・北部近郊地区）

10 のむらクリニック
（金沢東部地区）
11 なからい小児科クリニック
（金沢南部・南部近郊地区）

（金沢駅西・臨海地区）

（金沢西部地区）

（かほく市・白山市・野々市市・津幡町・内灘町）

診療所・
病院
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No.

施

設

名

所

在

地

電話番号

46 おおたクリニック

929-0345 河北郡津幡町太田は112

（076）288-6000

47 松岡医院

929-0415 河北郡津幡町字越中坂90

（076）288-1013

48 紺井医院

920-0276 河北郡内灘町字緑台1-8

（076）238-1277

49 茶谷医院

920-0262 河北郡内灘町字西荒屋53

（076）286-8478

50 政岡医院

920-0271 河北郡内灘町字鶴ケ丘4-1-265

（076）286-1766

51 村田医院

920-0271 河北郡内灘町字鶴ケ丘2-8

（076）286-0300

52 つねファミリークリニック

920-0269 河北郡内灘町白帆台2-1

（076）238-1230

能登中部
No.

［七尾市

施

設

羽咋市

志賀町

中能登町］

名

〒

所

在

地

電話番号

1 桑原母と子クリニック ※1

926-0821 七尾市国分町ラ -2-1

（0767）52-4103

2 恵寿ローレルクリニック

926-0866 七尾市富岡町95

（0767）57-5500

3 さはらファミリークリニック

926-0173 七尾市石崎町タ13-1

（0767）62-3765

4 とどろき医院

925-0027 羽咋市鶴多町切道8-4

（0767）22-7855

5 志賀クリニック

925-0141 羽咋郡志賀町字高浜町ヤ79-1

（0767）32-5307

6 鳥屋診療所 ※2

929-1704 鹿島郡中能登町末坂2部60の1

（0767）74-0249

※1

土曜日のみ

※2

能登北部
No.

月・水・金曜日のみ

［輪島市

施

設

珠洲市

穴水町

名

能登町］
〒

所

在

地

電話番号

1 伊藤医院

928-0063 輪島市水守町中ノ瀬4の8

（0768）22-2313

2 輪島診療所

928-0062 輪島市堀町1-13-2

（0768）23-8686

3 小西医院

927-1206 珠洲市正院町正院1-61

（0768）82-6800

4 みちした内科クリニック

927-1214 珠洲市飯田町13-110-1

（0768）82-0877

5 北川内科クリニック

927-0026 鳳珠郡穴水町字大町い -17

（0768）52-3555

6 まるおかクリニック

927-0027 鳳珠郡穴水町字川島ろ5-2

（0768）52-8228

7 持木メディカルクリニック

927-0433 鳳珠郡能登町字宇出津タ字61-2

（0768）62-1210

【病院】

南加賀
No.

診療所・
病院

〒

☆は石川県が製作した冊子「こどもの救急」に掲載されている『小児科を標榜する救急告示病院』です。

［小松市
施

設

加賀市

能美市］

名

〒

所

在

地

電話番号

救急
啓示病院

1 国民健康保険小松市民病院

923-8560 小松市向本折町ホ60

（0761）22-7111

☆

2 加賀市医療センター

922-8522 加賀市作見町リ36

（0761）72-1188

☆

3 医療法人社団和楽仁芳珠記念病院

923-1226 能美市緑が丘11-71

（0761）51-5551

☆

4 国民健康保険能美市立病院

929-0122 能美市大浜町ノ85

（0761）55-0560

5 寺井病院

923-1121 能美市寺井ウ84

（0761）58-5500

石川中央
No.

［金沢市

施

設

白山市

名

内灘町］
〒

所

在

地

電話番号

救急
啓示病院

（金沢中央地区）
1 金沢聖霊総合病院

920-8551 金沢市長町1-5-30

（076）231-1295

☆

2 石川勤労者医療協会城北病院

920-0848 金沢市京町20-3

（076）251-6111

☆

3 医療法人社団浅ノ川

920-8621 金沢市小坂町中83

（076）252-2101

（金沢北部・北部近郊地区）
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浅ノ川総合病院

☆は石川県が製作した冊子「こどもの救急」に掲載されている『小児科を標榜する救急告示病院』です。
No.

施

設

名

〒

所

在

地

救急
啓示病院

電話番号

4 独立行政法人地域医療機能推進機構金沢病院 920-8610 金沢市沖町ハ15

（076）252-2200

☆

5 独立行政法人国立病院機構医王病院

920-0192 金沢市岩出町ニ73-1

（076）258-1180

6 石川療育センター

920-1146 金沢市上中町イ67-2

（076）229-3033

7 国立大学法人金沢大学附属病院

920-8641 金沢市宝町13-1

（076）265-2000

☆

（076）262-4161

☆

921-8105 金沢市平和町3-7-3

（076）245-2600

☆

921-8162 金沢市三馬2-251

（076）242-8131

☆

11 石川県立中央病院

920-8530 金沢市鞍月東2-1

（076）
237-8211

☆

12 金沢西病院

920-0025 金沢市駅西本町6-15-41

（076）
233-1811

（金沢東部地区）

8 独立行政法人国立病院機構金沢医療センター 920-8650 金沢市下石引町1-1
（金沢南部・南部近郊地区）
9 金沢市立病院
10 金沢赤十字病院
（金沢駅西・臨海地区）

金沢西病院：救急告示病院として対応できるが小児科は対応できない。
浅ノ川総合病院：救急告示病院として対応できるが小児科は対応できない。
石川県立中央病院：病児保育はコロナ対応により休止中。
金沢聖霊総合病院：時間外・休日・深夜は対応不可となります。
（白山市・内灘町）
13 公立つるぎ病院

920-2134 白山市鶴来水戸町ノ1

（076）
272-1250

☆

14 公立松任石川中央病院

924-8588 白山市倉光3-8

（076）275-2222

☆

15 金沢医科大学病院

920-0293 河北郡内灘町大学1-1

（076）286-3511

☆

能登中部
No.

［七尾市

施

設

羽咋市］

名

〒

所

在

地

救急
啓示病院

電話番号

1 恵寿総合病院

926-8605 七尾市富岡町94

（0767）52-3211

☆

2 公立能登総合病院

926-0816 七尾市藤橋町ア部6-4

（0767）52-6611

☆

3 公立羽咋病院

925-8502 羽咋市的場町松崎24

（0767）22-1220

能登北部
No.

［輪島市

施

設

珠洲市

穴水町

能登町］

名

〒

所

在

地

救急
啓示病院

電話番号

1 市立輪島病院

928-8585 輪島市山岸町は1-1

（0768）22-2222

☆

2 珠洲市総合病院

927-1213 珠洲市野々江町ユ部1-1

（0768）82-1181

☆

3 公立穴水総合病院

927-0027 鳳珠郡穴水町字川島夕 -8

（0768）52-0511

4 公立宇出津総合病院

927-0495 鳳珠郡能登町宇出津夕97

（0768）62-1311

助産院

南加賀
No.

一覧
［小松市

助産院名 助産師名

1

くじら助産院
村上 佳子

2

ちひろ助産院
榊原 千秋

3

まんげつ助産院
中野 真衣

4

ゆたか助産院
吉田 みち代

☆

※当リストは、( 一社 ) 石川県助産師会からの情報
を基にして掲載しています。

（計26施設）

加賀市］
住所・電話番号・HP・E-mail

923-0066 小松市埴田町ト6-1
090-6034-2309
https://kujirajosanin.com
E-mail：kujira.josan@gmail.com
923-0945 小松市末広町88番地
☎ 0761-48-4988 Ⓕ 0761-48-4977
https://sorabuta.com/wp/
E-mail：info88@sorabuta.com
923-0984 小松市佐美町亥176
080-3046-8861
070-8309-5875
E-mail：mangetsu.midwiferyhome@gmail.
com
922-0041 加賀市大聖寺本町39-2
080-3034-0034 ☎ 0761-73-3245
https://yutaka-mw.com

母乳育児相談
分娩
産後ケア
入院 出張 入院 日帰り 訪問 来院 訪問

−

−

−

−

−

−

−

○

※

育児
サークル
教室

〇

〇

〇

○

※イトオテルミー
温熱刺激療法

※

〇

〇

−

※小松市・能美市の委
託あり

○

※

※

〇

−

−

−

〇

〇

−

※1

○

−

−

○

○

○

※2

○

○

備考

○

診療所・
病院
助産院

※どんぐり助産院利用
※1 恵愛みらいクリニ
ックのオープンベ
ッドにて対応
※2 隣接サロンでカイ
ロプラクティック
57

No.

5

助産院名 助産師名

あゆみ助産院
荒谷 由美子

石川中央
No.

住所・電話番号・HP・E-mail

922-0436 加賀市松が丘
090-9767-1763

［金沢市

助産院名 助産師名

白山市

野々市市

−

住所・電話番号・HP・E-mail

たらちね助産院
裏野 直美

8 ひまわり助産院
石田 美幸

10 どんぐり助産院
川久保佳代
11 菜の花助産院
植田 幸代

−

−

−

−

○

備考

−

母乳育児相談
分娩
産後ケア
入院 出張 入院 日帰り 訪問 来院 訪問

育児
サークル
教室

−

−

○

※

−

○

−

○

※電話にて要相談

−

−

−

○

○

○

○

○

※

※産前産後骨盤ケア

−

−

−

−

〇

−

○

○

※ベビーマッサージ
BP プログラム

−

−

−

−

−

○

−

−

予約制

−

−

−

−

−

○

−

−

−

−

−

−

○

○

○

−

−

−

※1

※1

〇

−

〇

※2

※1
921-8116 金沢市泉野出町4-13-22
090-2128-0727 ☎Ⓕ 076-242-4742 ○

○

※1

※1

○

○

○

○

※2

−

−

−

−

−

−

− ○ ○

○

○

※1

※1

※1

○

○

※2

−

−

−

−

※1

○

○

※2

○
○

○

○

○

○

○

※

備考

−

921-8035 金沢市泉が丘2丁目
090-6928-9642
https://mosh.jp/okinaki
E-mail：josanin.okinaki@gmail.com
920-2151 白山市荒屋町に95-3
090-9765-5899
☎ 076-207-7451 Ⓕ 076-269-3373
donguri-sanba.com
E-mail：dongurijosanin@gmail.com
920-2155 白山市知気寺町り29-1
090-3888-5069
E-mail：3671yukiyo@gmail.com

9 助産院大きな木
深口まなみ

−

育児
サークル
教室

内灘町］

920-0021 金沢市七ツ屋ニ5-1
https://tarachine-ishikawa.jimdofree.com/
090-3294-7076（診療時間のみ）
（HPのLINEは24時間連絡可能）
920-0062 金沢市割出町342-6
まゆみ助産院
090-7744-9913
2
垣野 真由美
https://peraichi.com/landingpages/view/tmh57
たんぽぽ助産院
920-0944 金沢市三口新町2-11-16
3
090-4328-4272 ☎Ⓕ 076-222-2609
塚脇 京子
920-0965 金沢市笠舞2-20-16
森木真美母乳育児相談室
090-2124-4108
4
森木 真美
http://moriki-oketani.com/
母乳育児サポート
921-8013 金沢市新神田3丁目
5 美芳助産院
090-4325-1656
河村 美芳
https://miho-josan-in.com
921-8002 金沢市玉鉾2丁目383-1
あじさい助産院
6 北村 好美
090-7013-4274
https://ajisai.21.6@icloud.com
921-8031 金沢市野町2丁目
しらうめ助産院
7
080-4549-5360
梅田 優稀子
E-mail：siraume.m.h@gmail.com
1

母乳育児相談
分娩
産後ケア
入院 出張 入院 日帰り 訪問 来院 訪問

※

○
○

※

○

○

※1 どんぐり助産院利用
※2 ベビーマッサージ
※1 どんぐり助産院利
用
※2 BP プログラム
※ ベビーマッサージ
整体トレーニング
※1 白山市在住の方補
助あり
※2 毎 月 第3木 ラ ン チ
会 要予約
※1 白山市在住の方補
助あり食事なし
※2 LGBT Q ＋ 支援
※1 白山市在住の方補
助あり
※2 BP プログラム
ベビーマッサージ
LGBT Q ＋ 支援
白山市子育て世帯
包括支援センター
基本型あさがお
専門相談員

12

まき助産院
川島 真希

924-0072 白山市千代野西3-3-10
090-8966-0576
E-mail：makijosanin@yahoo.co.jp

−

−

−

※1

※1

○

○

○

※2

13

やえ助産院
竹本 八重

924-0822 白山市みずほ
090-9542-6871

−

−

−

−

−

−

○

−

14

すみれ助産院
山岸 和美

924-0836 白山市山島台1-47
090-9769-1959
E-mail：mw.sumire62@gmail.com

−

−

※1

※1

※2

○

−

○

※3

○

※1 どんぐり助産院利
用
※2 白山市在住の方補
助あり
※3 多胎家庭支援

15

くくな助産院
瀬川 紀子

−

−

−

−

−

○

○

〇

カイロプラクティック

16

Fumiyo Midwifery
谷本 文葉

−

−

−

−

−

−

○

○

−

−

−

−

−

−

○

−

○

−

−

〇

−

○

−

−

−

−

−

−

〇

−

○

○

17 ゆずの杜助産所
日高 球実
頼助産院・
子そだて応援
18 12SUN 相談室
頼 玲瑛
ママだいすき助産院
19 北村 牧子

921-8801 野々市市御経塚1-402
090-2370-8910
921-8801 野々市市御経塚1丁目
090-7746-0872
E-mail：fumiyotanimoto234@gmail.com
921-8811 野々市市高橋町19-38
080-5356-9344 ☎Ⓕ 076-227-8523
E-mail：kumi.mullmulls@gmail.com
920-0271 河北郡内灘町鶴ケ丘1-296-2
☎ 076-286-1311
http://rai-jyosanin.com
E-mail：rbc@rai-jyosanin.com
920-0271 河北郡内灘町鶴ケ丘
090-2090-5871

○

○

○

○

※

※

※外国人妊産婦支援
（英語、やさしい日本語対応）

※ベビーマッサージ
NP プログラム

助産院

能登中部
No.

1
58

［宝達志水町］

助産院名 助産師名

助産院 muro
坂室 恵美

住所・電話番号・HP・E-mail

929-1411 羽咋郡宝達志水町
090-2098-5388

母乳育児相談
分娩
産後ケア
入院 出張 入院 日帰り 訪問 来院 訪問

−

−

−

−

−

−

○

育児
サークル
教室
※

〇

備考

※産後整体

能登北部
No.

1

［輪島市］

助産院名 助産師名

奥野助産院
奥野 和美

母乳育児相談
分娩
産後ケア
入院 出張 入院 日帰り 訪問 来院 訪問

住所・電話番号・HP・E-mail

928-0064 輪島市釜屋谷町3-25-10
−
090-6817-2346
E-mail：earth-wind.olive@docomo.ne.jp

−

−

−

〇

−

県・市町母子保健・児童福祉・障害保健福祉担当課
県・市町名

石川県

金沢市

七尾市
小松市
輪島市
珠洲市

加賀市

羽咋市
かほく市

白山市

能美市
野々市市
川北町
津幡町
内灘町
志賀町
宝達志水町
中能登町
穴水町
能登町

母

子

保

健

担

課名等・電話番号

当

児

童

福

祉

担

課名等・電話番号

当

〇

育児
サークル
教室

備考

−

一覧
障害保健福祉担当
課名等・電話番号

少子化対策監室
（076）225-1424

少子化対策監室
障害保健福祉課
（076）225-1421
（076）225-1426
子育て支援課
（076）220-2285
泉野福祉健康センター
（076）242-1131
保育幼稚園課
（076）220-2299
障害福祉課
（076）220-2289
元町福祉健康センター
健康政策課
（076）251-0200
（076）220-2233
駅西福祉健康センター
こども相談センター
（076）234-5103
（076）243-0874
健康推進課
子育て支援課
福祉課
（0767）53-3624
（0767）53-8445
（0767）53-8464
すこやかセンター
こども家庭課
ふれあい福祉課
（0761）21-8118
（0761）24-8054
（0761）24-8052
子育て健康課（健康増進係）
子育て健康課（子ども未来係）
福祉課
（0768）23-1136
（0768）23-0082
（0768）23-1161
健康増進センター
福祉課（子育て支援係）
福祉課（生活支援係）
（0768）82-7742
（0768）82-7747
（0768）82-7748
子育て支援課（児童家庭グループ）
子育て応援ステーションかがっこネット（母子保健担当）（0761）72-7856
介護福祉課
かが交流プラザさくら１F（市民病院跡施設）子育て応援ステーションかがっこネット
（0761）72-7852
（0761）72-7866
かが交流プラザさくら１F（市民病院跡施設）
（0761）72-2565
健康福祉課（羽咋すこやかセンター内） 健康福祉課（子育て支援係）
健康福祉課（援護係）
（0767）
22-1115
（0767）22-1114
（0767）22-3939
健康福祉課
健康福祉課
子育て支援課
（かほく市宇ノ気保健福祉センター）
（かほく市宇ノ気保健福祉センター）
（076）283-7155
（076）283-7120
（076）283-1117
こども子育て課
（076）274-9527
子ども相談室
いきいき健康課（健康センター松任内） （076）276-1792
（076）274-2155
市民福祉課（美川支所）
（076）278-8117
市民福祉課（鶴来支所）
（076）272-1113
河内市民サービスセンター（市民サービス課）障害福祉課
（076）272-1100
（076）274-9526
吉野谷市民サービスセンター（市民サービス課）
（076）255-5011
鳥越市民サービスセンター（市民サービス課）
鶴来保健センター
（076）254-2011
（076）272-3000
尾口市民サービスセンター（市民サービス課）
（076）256-7011
白峰市民サービスセンター（市民サービス課）
（076）259-2011
健康推進課
子育て支援課
福祉課
（能美市健康福祉センター「サンテ」内）
（0761）58-2232
（0761）58-2230
（0761）58-2235
健康推進課（保健センター）
子育て支援課
福祉総務課
（076）248-3511
（076）227-6077
（076）227-6063
福祉課（川北町保健センター）
住民課
福祉課（川北町保健センター）
（076）277-8388
（076）277-1126
（076）277-8388
健康推進課
子育て支援課
福祉課
（076）288-7926
（076）288-6726
（076）288-2458
子育て支援課
（076）286-6726
保険年金課（保健センター）
福祉課
（076）286-6101
（076）286-6703
子育て支援センター（カンガルーム内灘）
（076）238-3233
子育て支援課
子育て支援課
健康福祉課（高齢者障害係）
（0767）32-9122
（0767）32-9122
（0767）32-9131
子育て応援室（母子保健係）
子育て応援室（児童係）
健康福祉課（福祉係）
（0767）28-5526
（0767）28-5526
（0767）28-5506
健康保健課 子育て支援室
健康保険課 子育て支援室
長寿福祉課（福祉係）
（0767）72-3134
（0767）72-3134
（0767）
72-3135
いきいき健康課
ふれあい福祉課
ふれあい福祉課
（0768）52-3589
（0768）52-3650
（0768）52-3650
健康福祉課（児童福祉係）
健康福祉課（福祉係）
健康福祉課（健康推進係）
（0768）62-8514
（0768）62-8513
（0768）62-8515

助産院
母子保健・児童
福祉・障害保健
福祉担当課
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育児用品リサイクルショップ
「大きくなったしウチの子にはもう使えないな…」
と思っても、他の家庭にとっては「欲しい！」
という
モノがきっとあるはず。
資源の有効活用と育児費用の軽減、育児中の
親同士の交流を図ることを目的に開催している
のが育児用品リサイクルショップ。育児用品に特
化したフリーマーケットとして大好評です。

金沢地区開催概要
●開催日
原則 毎月第4木曜日 10：30〜12：00
●会場
いしかわ総合スポーツセンター １F
マルチパーパスルーム
（金沢市稚日野町北222）
※会場にはベビーカーを伴って入場できます。
※会場内は土足では入れません。履き物を入れるための袋をご
持参ください。
※駐車場もございます。混雑する場合もありますので、マナーを
守ってご利用ください。
※対象となる物品は、衣類・玩具などの子ども用品のほか、マタニ
ティー関係のものに限ります。
（飲食品や一般日用品、家電製品は対象外）

※開催日時や会場が変更される場合があ
りますので、詳しくはwebサイトでご確認
ください。
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出店の
店の申し込みは
申し込みは
webサイトから
出展の申し込みについては、下記のweb
サイトから申し込み専用ページにアクセ
スして、お手続きください。

〈受付期限〉前月開催日の翌日〜
当該月5日の17：00まで。

※原則、申し込み方法や受付期間は、開催
毎に異なります。出店規約と合わせて下記
のwebサイトで必ずご確認ください。

育児用品リサイクルショップ
https://www.i-oyacomi.net/recycleshop/

公益財団法人いしかわ結婚・子育て支援財団

『ファミリーバンク』
への登録をお願いします！

ママ・パパの力が必要です！

ファミリーバンクに登録して、
下記の授業にご協力ください！
ファミリーバンクって何？

児童や生徒との交流活動（学校授業等）に、お子さんを伴って参加していただける
お母さん・お父さん方の協力グループのことです。

登録すると

●いしかわ結婚・子育て支援財団から、各種授業の実施・参加募集情報が届きます。
●募集状況を簡単に確認できる他、参加申込もボタンひとつでカンタン！
https://www.i-oyacomi.net/familybank/
●ご自分の参加予定や、会場までのアクセスマップも確認することができます。

参加していただく授業…
親世代を迎えるための意識を育む

親子交流授業

「育てられる立場」から「育て
る立場」への転換期を迎えつ
つある高校生に、
「次の世代を
育てる意 識を持った大人」に
なってもらうことを目指した、
親（世代）準備授業です。

人間関係を築く力を育む

高校へ
行こう！

赤ちゃん
登校日

小・中・高校へ行こう！

赤ちゃん・お母さんお父さんとのふれあいや会話を通して、
友達や家族など「身近な人との関わり方」を再考してもらう
授業です。
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