
　（14）保　育　所（保護者の委託を受けて保育に欠ける乳幼児を保育する。）　（保育所型認定こども園含む）

1 福井市 公 西部保育園 福井市 久保田沙織 910-0022 福井市花月２丁目１０－１０ 昭24.4.1 80 0776-22-0072 0776-22-0072

2 福井市 公 北部保育園 福井市 大森美和 910-0003 福井市松本２丁目７－２６ 昭27.3.28 100 0776-20-5411 0776-20-5411

3 福井市 公 日之出保育園 福井市 居村幸江 910-0859 福井市日之出５丁目１４－１ 昭27.10.6 80 0776-54-0041 0776-54-0041

4 福井市 公 湊保育園 福井市 吉田菜留美 910-0026 福井市光陽１丁目９－８ 昭27.10.6 60 0776-22-0061 0776-22-0061

5 福井市 公 西藤島保育園 福井市 小林佐江子 910-0033 福井市三郎丸１丁目１４１４ 昭28.10.1 120 0776-22-8851 0776-22-8851

6 福井市 公 御幸保育園 福井市 野村時恵 910-0854 福井市御幸２丁目７－２９ 昭29.3.18 100 0776-22-0062 0776-22-0062

7 福井市 公 社保育園 福井市 島田香代 918-8031 福井市種池１丁目８１１ 昭30.3.4 105 0776-36-0065 0776-36-0065

8 福井市 公 花堂保育園 福井市 島田香代 918-8012 福井市花堂北２丁目２３－２５ 昭31.4.26 25 0776-33-1260 0776-33-1260

9 福井市 公 河合保育園 福井市 小川裕美 910-0108 福井市山室町１０－７ 昭30.3.28 80 0776-55-0109 0776-55-0109

10 福井市 公 清明保育園 福井市 武田清恵 918-8016 福井市江端町３２－６７ 昭34.4.1 60 0776-38-2633 0776-38-2633

11 福井市 公 西安居保育園 福井市 石塚佳代 918-8076 福井市本堂町８－３１－１ 昭34.4.1 85 0776-37-1231 0776-37-1231

12 福井市 公 松本保育園 福井市 辻端多紀 910-0014 福井市幾久町７－１７ 昭33.12.12 70 0776-22-0068 0776-22-0068

13 福井市 公 上北野保育園 福井市 横田千春 918-8203 福井市上北野１丁目２２－４６ 昭36.1.1 110 0776-54-0069 0776-54-0069

14 福井市 公 啓蒙保育園 福井市 名村晶代 910-0842 福井市開発１丁目１９１０ 昭39.4.1 160 0776-54-0070 0776-54-0070

15 福井市 公 牧島保育園 福井市 豊岡芳恵 910-0017 福井市文京３丁目２６－２３ 昭39.11.1 80 0776-22-0071 0776-22-0071

16 福井市 公 本郷保育園 福井市 山本晶代 910-3255 福井市大年町１－５６ 昭30.5.4 30 0776-83-0549 0776-83-0549

17 福井市 公 森田東保育園 福井市 林恵子 910-0142 福井市上森田４丁目３０２ 昭29.4.1 85 0776-56-0249 0776-56-0249

18 福井市 公 森田浜保育園 福井市 高田妙子 910-0136 福井市粟森町浜６０３ 昭41.4.1 135 0776-56-0482 0776-56-0482

19 福井市 公 森田栄保育園 福井市 永田博美 910-0151 福井市栄町２－２２ 昭48.4.1 110 0776-56-2244 0776-56-2244

20 福井市 公 森田栄保育園古市分園 福井市 永田博美 910-0152 福井市古市３丁目９０１ 平30.4.1 29 0776-56-3217 0776-56-3217

21 福井市 私 緑ケ丘保育園 (福)国見慈光会 出見敏枝 出見隆顕 910-3402 福井市鮎川町９２－２３ 昭35.4.1 20 0776-88-2050 0776-88-2050

22 福井市 私 中藤保育園 (福)中藤福祉会 林新一 天谷敬子 910-0807 福井市高木北４丁目３０１－１ 昭41.1.1 120 0776-54-5540 0776-54-8844

23 福井市 私 西光寺保育園 (財)西光寺福祉会 駒野久美子 駒野久美子 918-8002 福井市左内町８－２１ 昭42.9.1 60 0776-36-1528 0776-36-1170

24 福井市 私 高木保育園 (福)中藤福祉会 林新一 上野仁子 910-0807 福井市高木北２丁目１０１１ 昭45.8.1 100 0776-54-4303 0776-54-6575

25 福井市 私 仁愛保育園 (福)仁愛福祉会 禿正宣 吉田修次 910-0124 福井市天池町３５－２ 昭49.4.1 110 0776-56-2688 0776-56-4688

26 福井市 私 大和田保育園 (福)和の里福祉会 廣岡善美 廣岡善美 910-0802 福井市大和田町５１－９ 平8.4.1 80 0776-53-6150 0776-53-6157

27 福井市 私 曙保育園 (福)曙保育園 竺剛 竺恵純 910-3553 福井市蒲生町１０－２９ 昭43.3.15 20 0776-89-2114 0776-89-2114

28 福井市 私 ゆきんこ森田保育園 (福)ゆきんこの会 玉崎辰雄 沖野美有紀 910-0122 福井市石盛町４１５ 平27.4.1 100 0776-50-2273 0776-56-2626

29 福井市 私
鉄道弘済会福井認定こども園
（若草こども園）

(公財)鉄道弘済会 佐々木信幸 平林千佳子 910-0853 福井市城東２丁目１０－１３ 平29.4.1 116
0776-22-6485 0776-22-6495

30 敦賀市 公 気比保育園 敦賀市 縄手　弥生 914-0061 敦賀市蓬莱町４－１８ 昭24.4.1 60 0770-22-1312 0770-22-1312
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31 敦賀市 私 松原保育園 （福）敦賀市社会福祉事業団 上坂　義明 川瀬　朋子 914-0806 敦賀市松原町４－５ 平20.4.1 120 0770-22-0854 0770-22-0854

32 敦賀市 公 黒河保育園 敦賀市 利根川　直美 914-0132 敦賀市御名３８－１５ 昭44.5.1 100 0770-22-1147 0770-22-1147

33 敦賀市 私 金山保育園 （福）敦賀市社会福祉事業団 上坂　義明 瀬戸川　尚代 914-0144 敦賀市桜ケ丘町３２－２ 平22.4.1 90 0770-22-2191 0770-22-2191

34 敦賀市 公 東浦保育園（休所） 敦賀市 914-0262 敦賀市大比田３４－４１－２ 昭46.1.1 （休所） 0770-28-1611 0770-28-1611

35 敦賀市 私 木崎保育園 （福）敦賀市社会福祉事業団 上坂　義明 原田　弓子 914-0814 敦賀市木崎３８－４－１ 平21.4.1 110
0770-23-3710 0770-23-3710

36 敦賀市 公 つるが保育園 敦賀市 池澤　純子 914-0053 敦賀市舞崎町２丁目２１－１ 昭49.4.1 60 0770-23-5510 0770-23-5510

37 敦賀市 公 粟野保育園 敦賀市 山田　ゆき 914-0141 敦賀市莇生野５４－３２－１ 昭50.4.1 100 0770-25-0320 0770-25-0320

38 敦賀市 公 櫛川保育園 敦賀市 濵岡　美恵子 914-0801 敦賀市松島町１３０字松原２３８ 昭51.4.1 100 0770-25-1210 0770-25-1210

39 敦賀市 公 三島保育園 敦賀市 芝　京子 914-0058 敦賀市三島町３７－１０－１ 昭52.4.1 120 0770-25-4813 0770-25-4813

40 敦賀市 公 櫛林保育園 敦賀市 矢野　裕子 914-0138 敦賀市櫛林１３－９－１ 昭53.12.1 130 0770-25-7540 0770-25-7540

41 敦賀市 公 中郷保育園 敦賀市 富岡　治代 914-0037 敦賀市道口２４－２－１ 昭55.4.1 150 0770-25-7900 0770-25-7900

42 敦賀市 公 東郷保育園 敦賀市 大北　久美子 914-0013 敦賀市谷口２０－３－４ 平8.4.1 50
0770-25-4761 0770-25-4761

43 敦賀市 公 沓見保育園 敦賀市 南川　修江 914-0823 敦賀市沓見６８－１－１ 平19.4.1 60 0770-25-4762 0770-25-4762

44 敦賀市 私 中郷西保育園 (福)つくし会 松永秀雄 小泉　由紀子 914-0045 敦賀市古田刈６６－１３０３－２ 平17.4.1 90 0770-24-5270 0770-24-5271

45 敦賀市 私 松乃栄保育園 (福)松乃栄保育園 小畑泰浄 小畑　ひろ子 914-0065 敦賀市松栄町１４－１３ 昭23.4.7 90 0770-23-0320 0770-23-0320

46 敦賀市 私 晴明保育園 (福)敦賀聖ﾏﾀｲ福祉会 岩﨑由紀子 竹澤　道子 914-0062 敦賀市相生町１４－３ 昭28.3.28 60 0770-22-1460 0770-22-4110

47 敦賀市 私 藤ヶ丘保育園 (福)藤ヶ丘福祉会 大西通代 大西　通代 914-0017 敦賀市藤ケ丘町１５－５ 昭57.4.1 50 0770-25-8854 0770-25-8874

48 敦賀市 私 つくしんぼ保育園 (福)つくし会 松永秀雄 竹中　美紀 914-0131 敦賀市公文名２９－１－２ 平8.4.1 80 0770-25-8547 0770-25-7511

49 小浜市 公 遠敷保育園 小浜市 内藤ひとみ 917-0241 小浜市遠敷７１－８ 昭45.4.1 110 0770-52-0432 0770-52-0432

50 小浜市 公 国富保育園 小浜市 畠中洋子 917-0015 小浜市粟田１７－１２ 平4.3.31 60 0770-52-5683 0770-52-5683

51 小浜市 公 口名田保育園 小浜市 西川圭子 917-0036 小浜市中井４５－８ 平11.4.1 60 0770-58-0212 0770-58-0212

52 小浜市 公 中名田保育園 小浜市 池田裕子 917-0354 小浜市和多田１３－４０ 平９.4.1 30 0770-59-0102 0770-59-0102

53 小浜市 公 加斗保育園 小浜市 吉田めぐみ 917-0044 小浜市飯盛５８－１５ 昭52.4.1 40 0770-53-3049 0770-53-3049

54 小浜市 公 内外海保育園 小浜市 山田陽子 917-0107 小浜市甲ヶ崎２２－３３ 昭54.4.1　設置 40 0770-53-0554 0770-53-0554

55 小浜市 公 松永保育園 小浜市 清水美和 917-0234 小浜市上野２８－８－２ 昭56.3.20　設置 45 0770-57-1822 0770-57-1822

56 小浜市 私 聖ルカ乳児保育園 (福)聖ﾙｶ会 田中由紀子 田中由紀子 917-0072 小浜市千種２丁目４－１２ 昭50.1.1 50 0770-53-1538 0770-53-1822

57 小浜市 私 チューリップ保育園 (福)清菱会 板橋　茂 辻　理恵 917-0054 小浜市伏原２２－１－１２
昭57.4.1　設置
平20.3.25 認可

105 0770-53-2125 0770-53-2152

58 小浜市 私 やまなみ保育園 (福)清菱会 板橋　茂 野瀬早苗 917-0093 小浜市水取４丁目３－１０ 平27.4.1 150 0770-53-2873 0770-53-2874

59 大野市 公 あかね保育園 大野市 大久保和代 912-0088 大野市水落町７－２４ 昭40.11.1 70 0779-66-5273 0779-66-5273

60 大野市 公 荒島保育園 大野市 松田明子 912-0813 大野市上野４２－１７ 昭41.4.1 30 0779-66-4257 0779-66-4257
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61 大野市 公 阪谷保育園 大野市 駒　久美子 912-0149 大野市伏石１１－１４ 平16.4.1 20 0779-67-1070 0779-67-1070

62 大野市 私 いとよ保育園 (福)いとよ保育園 村上　智 村上珠乃 912-0032 大野市清和町７１０ 昭41.9.15 100 0779-66-3848 0779-66-6038

63 大野市 公 和泉保育園 大野市 谷口美和子 912-0205 大野市朝日３４－３ 昭51.4.1 20 0779-78-2812 0779-78-2662

64 勝山市 公 平泉寺保育園 勝山市 天立寿美子 911-0822 勝山市平泉寺町平泉寺１６４－４５甲 昭45.4.1 30 0779-88-4332 0779-88-4332

65 勝山市 公 野向保育園 勝山市 漆屋満里江 911-0016 勝山市野向町龍谷５０－４７ 平8.4.1 30 0779-87-3888 0779-87-3888

66 勝山市 私 鹿谷保育園 (福)越前福祉会鹿谷保育園 池端保 廣田栄治 911-0848 勝山市鹿谷町保田９９－３１－２ 昭62.4.1 60 0779-89-2211 0779-89-2211

67 勝山市 私 北郷わしのこ保育園 (福)大日園 笠羽涼子 中村美智子 911-0054 勝山市北郷町東野２８－４５ 平17.4.1 60 0779-89-3433 0779-89-3432

68 鯖江市 公 神明保育所 鯖江市 佐々木　美江 916-0021 鯖江市三六町１丁目１－１２ 昭26.4.3 90 0778-51-1137 (0778)51-1137

69 鯖江市 公 中河保育所 鯖江市 和田　陽子 916-0033 鯖江市中野町２０８－１ 昭25.2.1 110 0778-51-3103 (0778)51-3982

70 鯖江市 私 みずほ保育園 (福)あすなろ福祉会 廣部　和夫 廣部　友和 916-0038 鯖江市下河端町４７－４３ 平26,4,1 60 0778-51-1416 (0778)51-1416

71 鯖江市 公 立待保育所 鯖江市 笠原　照代 916-0005 鯖江市杉本町３３－４－１ 昭23.7.1 60 0778-51-3377 (0778)51-3377

72 鯖江市 公 石田保育所 鯖江市 春日　埜悦子 916-0083 鯖江市石田上町４４－１ 昭41.10.1 60 0778-51-1972 (0778)51-1972

73 鯖江市 公 吉川保育所 鯖江市 高島　幸子 916-0085 鯖江市大倉町５－２０ 昭26.2.1 150 0778-62-1332 (0778)62-1332

74 鯖江市 公 かわだ保育所 鯖江市 中嶋　千鶴 916-1224 鯖江市莇生田町１０－５－１ 昭24.4.1 60 0778-65-0173 (0778)65-0173

75 鯖江市 私 草の実保育園 (福)草の実福祉会 佐々木　照誠 佐々木　章子 916-0013 鯖江市鳥羽１丁目３－１８－２ 昭37.4.1 215 0778-52-1511 (0778)52-8220

76 鯖江市 私 すみれ保育園 (福)鯖江すみれ保育園 岡田　秀治 岡田　秀治 916-0056 鯖江市住吉町１丁目１４－１４ 昭43.7.1 120 0778-51-4144 (0778)51-9992

77 鯖江市 私 やなぎ保育園 (福)やなぎ保育園 田中　瑛子 田中　瑛子 916-0047 鯖江市柳町４丁目２－１７ 昭44.5.1 60 0778-51-0012 (0778)51-3305

78 鯖江市 私 白蓮保育園 (福)白蓮福祉会 田中　幸長 石田　多美枝 916-0004 鯖江市糺町３７－７ 昭44.6.1 200 0778-51-2493 (0778)51-1388

79 鯖江市 私 あすなろ保育園 (福)あすなろ福祉会 廣部　和夫 廣部　和夫 916-0015 鯖江市御幸町２丁目１５－１５ 昭47.4.1 140 0778-51-6552 (0778)51-9855

80 鯖江市 私 吉江保育園 (福)吉江保育園 石田　真澄 鈴木　朋子 916-0005 鯖江市杉本町４０８ 昭47.4.1 150 0778-51-6555 (0778)51-6558

81 鯖江市 私 鯖江いずみ保育園 (福)いずみ保育園 加藤　美穂子 加藤　美穂子 916-0038 鯖江市下河端町２－８ 昭50.4.1 150 0778-52-4771 (0778)52-8772

82 鯖江市 私 ふじ保育園 (福)ふじ乃里 藤澤　賢雄 藤澤　賢之 916-0071 鯖江市持明寺町１４－１４－１ 昭51.4.1 180 0778-62-0236 (0778)62-1363

83 鯖江市 私 のぞみ保育園 (福)暁会 内田　晴子 内田　晴子 916-0065 鯖江市当田町１０－２－２ 平31.4.1 40 0778-62-3234 0778-62-3234

84 鯖江市 私 慈光保育園 (福)慈光保育園 玉前　晃 玉前　晃 916-1221 鯖江市西袋町６４－２５ 平30.4.1 90 0778-65-2044 0778-65-2170

85 越前市 公 上太田保育園 越前市 吉田　幸恵 915-0882 越前市上太田町１１－２ 昭26.8.1 90 0778-22-0065 0778-22-0065

86 越前市 公 なかよし保育園 越前市 天勝　かおり 915-0832 越前市高瀬二丁目４－１４ 昭49.5.31 120 0778-23-8024 0778-23-8024

87 越前市 公 家久保育園 越前市 伊藤　久美子 915-0801 越前市家久町９４－２－１ 昭51.4.1 150 0778-24-1244 0778-24-1244

88 越前市 私 南保育園 (福)和楽園 中村洋子 川崎　育代 915-0063 越前市若竹町１２－２３ 昭41.1.1 90 0778-22-3214 0778-22-3208

89 越前市 私 国高保育園 (福)和楽園 中村洋子 和田　明美 915-0084 越前市村国一丁目９－８ 昭46.9.1 150 0778-23-0983 0778-23-0983

90 越前市 私 高瀬保育園 (福)和楽園 中村洋子 小林 葉子 915-0841 越前市文京二丁目４－３ 昭48.4.1 130 0778-23-5203 0778-23-5203

91 越前市 私 そよかぜ保育園 (福)わかたけ共済部 白藤宗徳 白藤　瀧枝 915-0091 越前市高木町１２－７－１ 昭52.4.1 150 0778-24-0340 0778-24-3141
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92 坂井市 公 加戸保育園 坂井市 長谷川たみ子 913-0002 坂井市三国町加戸３４－３０－１ 昭30.3.4 100 0776-82-0097 0776-82-0097

93 坂井市 公 みくに未来保育園 坂井市 毛利真紀 913-0047 坂井市三国町神明１丁目５－４６ 平15.4.1 150 0776-81-2373 0776-81-2388

94 坂井市 公 三国南保育園 坂井市 前田やよい 913-0045 坂井市三国町南本町１丁目４－３５ 平28.4.1 80 0776-81-2910 0776-81-2910

95 坂井市 私 米納津保育所 (福)米納津保育所 金林登喜子 秋山美穂 913-0037 坂井市三国町黒目１８－１８ 昭37.4.1 60 0776-81-3069 0776-81-3079

96 坂井市 公 霞保育園 坂井市 朝比奈由紀子 910-0231 坂井市丸岡町霞町３丁目１０－１ 昭23.11.10 140 0776-66-0848 0776-67-3248

97 坂井市 公 今福保育園 坂井市 伊東奈美江 910-0304 坂井市丸岡町今福１３－７ 昭58.4.1 160 0776-66-1196 0776-66-1196

98 坂井市 公 安田保育園 坂井市 岩本利恵 910-0363 坂井市丸岡町下安田１９－９ 昭42.1.1 140 0776-66-0196 0776-66-0198

99 坂井市 公 鳴鹿保育園 坂井市 田中幹恵 910-0335 坂井市丸岡町上金屋５－１５ 昭46.1.1 100 0776-66-2757 0776-66-2757

100 坂井市 公 高椋保育園 坂井市 松浦弘美 910-0351 坂井市丸岡町寅国２－１３ 平27.4.1 80 0776-67-4633 0776-67-4634

101 坂井市 私 つぼみ保育園 (福)親渉会 大嶋　正幸 前川徹 910-0208 坂井市丸岡町坪江９－１１ 昭43.8.1 160 0776-66-2564 0776-66-5715

102 坂井市 私 もみじ保育園 (福)丸岡福祉会 豊永雄勝 豊永雄勝 910-0325 坂井市丸岡町板倉４５－９ 平10.4.1 110 0776-67-6760 0776-67-6759

103 坂井市 私 しろの子保育園 (福)若葉会 江澤みゆき 江澤みゆき 910-0236 坂井市丸岡町本町４－６０ 平17.7.1 90 0776-68-0360 0776-68-0361

104 坂井市 公 春江中保育園 坂井市 坪田加奈子 919-0473 坂井市春江町本堂５－４２ 昭41.2.1 80 0776-51-0480 0776-51-9382

105 坂井市 公 春江東保育園 坂井市 宮﨑ちはる 919-0445 坂井市春江町中筋高田１１ 昭48.1.1 120 0776-51-2288 0776-51-9383

106 坂井市 公 春江北保育園 坂井市 南口智子 919-0482 坂井市春江町中庄１１－２－３ 昭49.4.1 190 0776-51-9622 0776-51-9633

107 坂井市 公 春江西保育園 坂井市 徳田由美 919-0472 坂井市春江町松木１１－７ 昭49.1.1 190 0776-51-3046 0776-51-9385

108 坂井市 公 春江保育園 坂井市 石黒知春 919-0414 坂井市春江町江留下屋敷２２０ 昭54.4.1 100 0776-51-2372 0776-51-2372

109 坂井市 公 春江東部保育園 坂井市 白石千秋 919-0449 坂井市春江町中筋２９−１ 平28.4.1 80 0776-58-5833 0776-58-5844

110 坂井市 私 春江みどり保育園 (福)春江みどり保育園 田島義幸 渡邊眞吾 919-0416 坂井市春江町江留下宇和江９ 昭44.12.1 90 0776-51-0285 0776-51-9933

111 坂井市 私 春江ゆり保育園 （福）坂井来春会 山本文雄 武田昭裕 919-0413　 坂井市春江町随応寺東３ 平28.4.1 180 0776-51-5200 0776-051-5202

112 坂井市 私 るんびに保育園 (福)照育会 森瀬　一 森瀬利穂 919-0527 坂井市坂井町下兵庫５６－４ 昭42.1.1 60 0776-72-0229 0776-72-8484

113 坂井市 私 すずらん保育園 (福)すずらん保育園 髙栁教順 髙栁孔周 919-0532 坂井市坂井町高柳１１７－１１－２ 昭44.5.1 60 0776-72-1244 0776-72-1244

114 坂井市 私 よつば保育園 （福）城久会 林田恒正 水野千惠子 910-0365 坂井市丸岡町磯部福庄２４－１８ 平29.4.1 140 0776-68-1112 0776-68-1113

115 永平寺町 公 なかよし幼児園 永平寺町 玉村千登美 910-1127 吉田郡永平寺町松岡吉野堺１５－３７ 平5.4.1 120 0776-61-1092 0776-61-1092

116 永平寺町 公 松岡西幼児園 永平寺町 松川由喜江 910-1132 吉田郡永平寺町松岡葵３丁目１２０ 昭33.11.1 90 0776-61-0367 0776-61-0367

117 永平寺町 公 松岡東幼児園 永平寺町 多田勝代 910-1118 吉田郡永平寺町松岡薬師１丁目６３ 昭32.11.1 60 0776-61-0346 0776-61-0346

118 永平寺町 公 御陵幼児園 永平寺町 加藤薫 910-1142 吉田郡永平寺町松岡兼定島３８－６ 昭28.11.25 120 0776-61-2001 0776-61-2001
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119 永平寺町 公 志比北幼児園 永平寺町 豊島聖子 910-1205 吉田郡永平寺町吉波２３－８－１ 昭43.6.1 40 0776-63-2593 0776-63-2593

120 永平寺町 公 志比南幼児園 永平寺町 中川優子 910-1226 吉田郡永平寺町市野々２－１９－１ 昭44.4.1 70 0776-63-2298 0776-63-2298

121 永平寺町 公 志比幼児園 永平寺町 竹内直美 910-1214 吉田郡永平寺町谷口１－１４ 昭45.4.1 140 0776-63-2307 0776-63-2307

122 永平寺町 公 上志比幼児園 永平寺町 竹下優理 910-1313 吉田郡永平寺町石上２６－２６ 平5.4.1 100 0776-64-2145 0776-64-2145

123 南越前町 公 湯尾保育所 南越前町 加藤幸枝 919-0101 南条郡南越前町湯尾７２－１５ 昭46.4.1 60 0778-45-1168 0778-45-1168

124 南越前町 公 河野保育園 南越前町 今村和美 915-1112 南条郡南越前町今泉１９－４８－４ 平12.4.1 80 0778-48-2123 0778-48-2123

125 越前町 公 あさひ保育所  越前町(福)どろっぷす 玉邑弘子 916-0133 丹生郡越前町気比庄57-206 昭24.4.1 180 0778-34-0081 0778-34-0081

126 越前町 公 朝日西保育所 越前町 北島　優子 916-0107 丹生郡越前町上糸生８０－８ 昭39.11.1 60 0778-34-5602 0778-34-5602

127 越前町 公 朝日南保育所 越前町 牧野由美恵 916-0144 丹生郡越前町佐々生３３－３－１ 昭42.10.1 45 0778-34-1614 0778-34-1614

128 越前町 公 宮崎中央保育所 越前町 西村千香子 916-0255 丹生郡越前町江波６７－１４ 昭36.5.1 100 0778-32-2067 0778-32-2067

129 越前町 公 小曽原保育所 越前町 芝田優子 916-0273 丹生郡越前町小曽原３４－３１ 昭39.11.1 60 0778-32-2039 0778-32-2039

130 越前町 公 陶の谷保育所  越前町(福)四ｹ浦保育園 高田久代子 高田真光 916-0266 丹生郡越前町寺１３－１－１ 昭49.1.1 30 0778-32-3014 0778-32-3037

131 越前町 公 城崎南保育所 越前町 916-0426 丹生郡越前町米ノ４６－１２ 昭45.6.1 （休所）

132 越前町 公 織田保育所  越前町(福)四ｹ浦保育園 高田久代子 高田真寿 916-0215 丹生郡越前町織田１０９－５６ 昭29.3.8 50 0778-36-0160 0778-36-0164

133 越前町 私 四ケ浦保育園 (福)四ｹ浦保育園 高田久代子 高田真量 916-0311 丹生郡越前町梅浦６０－１５－３ 昭44.6.1 70 0778-37-0305 0778-37-0730

134 越前町 私 認定こども園あさがお保育園 (福)あさがお保育園 上野順一郎 上野順一郎 916-0147 丹生郡越前町内郡４－１３－２ 平31.4.1 70 0778-34-1110 0778-42-5033

135 美浜町 公 せせらぎ保育園 美浜町 柿谷由加里 919-1138 三方郡美浜町河原市８－８ 昭26.7.1 110 0770-32-0167 0770-32-0167

136 美浜町 公 みずうみ保育園 美浜町 羽尾　庸子 919-1123 三方郡美浜町久々子４２－１－３ 昭27.10.1 110 0770-32-0741 0770-32-0741

137 美浜町 公 あおなみ保育園 美浜町 河村　美佳 919-1205 三方郡美浜町佐田６２－４３ 昭34.4.1 90 0770-38-1316 0770-38-1316

138 高浜町 公 高浜保育所 高浜町 齊藤　由美子 919-2225 大飯郡高浜町宮崎６９－７－１ 昭29.3.18 140 0770-72-0142 0770-72-0142

139 高浜町 公 和田保育所 高浜町 福永　明子 919-2201 大飯郡高浜町和田１２４－３ 昭31.4.26 95 0770-72-0256 0770-72-0256

140 高浜町 公 青郷保育所 高浜町 冨嶋　広美 919-2381 大飯郡高浜町西三松１３－５４－１ 昭26.12.27 70 0770-72-0887 0770-72-0887

141 若狭町 公 中央保育所 若狭町 森川孝子 919-1331 三方上中郡若狭町鳥浜４８－３８ 昭27.4.1 120 0770-45-1815 0770-45-1815

142 若狭町 公 みそみ保育所 若狭町 左近理恵 919-1316 三方上中郡若狭町井崎４６－２４ 昭37.4.1 90 0770-45-0705 0770-45-0705

143 若狭町 私 明倫保育園 (福)明倫福祉会 河合岩暢 安本明子 919-1311 三方上中郡若狭町藤井１６－８０－４ 昭41.8.1 45 0770-45-0243 0770-45-0243

144 若狭町 私 梅の里保育園 (福)西田福祉会 田辺長生 中川博美 919-1462 三方上中郡若狭町田井２４－２－２ 平21.4.1 50 0770-46-1030 0770-46-1030

145 若狭町 公 気山保育所 若狭町 北川香緒里 919-1302 三方上中郡若狭町上瀬１－１－６７ 昭56.4.1 45 0770-45-1329 0770-45-1329

146 若狭町 公 とばっ子保育園 若狭町 梅木洋子 919-1504 三方上中郡若狭町大鳥羽３８－３６－１平19.1.1 90 0770-64-1100 0770-64-1100

147 若狭町 公 わかば保育園 若狭町 河村美和 919-1525 三方上中郡若狭町瓜生３７－１ 平15.4.1 90 0770-62-1411 0770-62-1411

148 若狭町 公 三宅保育所 若狭町 寺井和美 919-1542 三方上中郡若狭町井ノ口２９－２７－１昭43.7.1 90 0770-62-1461 0770-62-1461

149 若狭町 公 ののはな保育園 若狭町 武田恵美子 919-1556 三方上中郡若狭町玉置５０－１ 平16.4.1 45 0770-57-1488 0770-57-1488


