
　（15）幼保連携型認定こども園（教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行う。）

1 福井市 公 六条こども園 福井市 木村由香里 918-8136 福井市天王町２１－１－１ 平28.4.1 55 0776-41-1140 0776-41-1140

2 福井市 公 文殊こども園 福井市 佐々木康子 919-0323 福井市太田町１４－１ 平28.4.1 60 0776-38-0221 0776-38-0221

3 福井市 公 鶉こども園 福井市 山本晶代 910-3143 福井市砂子坂町６－２０ 平29.4.1 110 0776-83-0160 0776-83-0160

4 福井市 公 棗こども園 福井市 大學華子 910-3133 福井市石新保町１３－１７ 平29.4.1 70 0776-85-1130 0776-85-1130

5 福井市 公 東藤島こども園 福井市 細田光恵 910-0827 福井市藤島町４６－１３－１ 平30.4.1 90 0776-54-4355 0776-54-4355

6 福井市 公 麻生津こども園 福井市 島津悦子 918-8182 福井市浅水二日町１３１－１８ 平31.4.1 110 0776-38-1356 0776-38-1356

7 福井市 公 東郷こども園 福井市 服部悦子 910-2165 福井市東郷二ケ町３７－１８ 平31.4.1 120 0776-41-0152 0776-41-0152

8 福井市 公 福井市みやまこども園 福井市 南京真由美 910-2347 福井市境寺町３６－３ 令2.4.1 125 0776-90-1361 0776-90-1361

9 福井市 私 いずみこども園 (福)泉通寺福祉会 加藤光照 加藤光顕 918-8056 福井市若杉浜２丁目３０２ 平27.4.1 135 0776-35-0123 0776-35-0175

10 福井市 私 幼保連携型認定こども園竹里 (福)竹里会 澤田夏彦 澤田夏彦 918-8239 福井市成和１丁目３０３ 平27.4.1 125 0776-26-1364 0776-26-2328

11 福井市 私 めぐみこども園 (福)めぐみこども園 中戸満奈美 中戸華恵 918-8047 福井市久喜津町３４－１ 平27.4.1 175 0776-36-5057 0776-36-7550

12 福井市 私 青い鳥こども園 (福)青い鳥福祉会 前田愛子 前田敬四郎 910-0006 福井市中央２丁目７－２３ 平27.4.1 45 0776-21-2817 0776-21-2836

13 福井市 私 さくら認定こども園 (福)さくら会 伊藤康弘 伊藤康弘 910-0017 福井市文京１丁目３０－１ 平27.4.1 155 0776-26-1192 0776-26-1126

14 福井市 私 足羽東こども園 (福)足羽福祉会 高村昌裕 三上登美子 919-0312 福井市東大味町１０－１－１ 平27.4.1 136 0776-41-3122 0776-41-3838

15 福井市 私 幼保連携型認定こども園あさかぜ (福)育幼福祉会 伊川千里 伊川幸恵 918-8035 福井市渕１丁目３２１１ 平27.4.1 150 0776-35-7160 0776-35-0182

16 福井市 私 幼保連携型認定こども園三谷館 (福)育幼福祉会 伊川千里 伊川千里 910-0006 福井市中央２丁目１２－１５ 平27.4.1 85 0776-20-5405 0776-20-5405

17 福井市 私 認定こども園エンゼル保育園 (福)清泉会 中澤信順 中澤秀徳 918-8023 福井市西谷２丁目７０２ 平27.4.1 135 0776-33-0200 0776-33-6688

18 福井市 私 しみずこども園 (福)竹伸会 竹内文憲 竹内文憲 910-3622 福井市風巻町２８－５ 平21.4.1 195 0776-98-3660 0776-98-3663

19 福井市 私 ひまわりこども園 (福)ひまわり保育園 杉山宣子 杉山宣子 918-8007 福井市足羽３丁目２－２８ 平28.4.1 150 0776-35-2417 0776-35-2421

20 福井市 私 社中央第一こども園 (福)やしろ中央会 山田健治 山田健治 918-8026 福井市渕町４丁目１００５ 平28.4.1 135 0776-36-0695 0776-36-0694

21 福井市 私 和田こども園 (福)和田保育園 嵩谷昭男 嵩谷浩太郎 918-8238 福井市和田３丁目９０７ 平28.4.1 265 0776-26-3297 0776-26-3297

22 福井市 私 玉ノ江こども園 (福)竹伸会 竹内文憲 山崎麗子 918-8018 福井市大島町柳５０４ 平28.4.1 230 0776-36-7634 0776-36-5382

23 福井市 私 社中央第二こども園 (福)やしろ中央会 山田健治 山田春子 918-8046 福井市運動公園１丁目３９０３ 平28.4.1 95 0776-36-8403 0776-36-8438

24 福井市 私 あさひこども園 (福)光乗福祉会 古市信弘 古市信弘 910-2178 福井市栂野町２－５３ 平28.4.1 142 0776-41-3022 0776-41-3841

25 福井市 私 みづこしこども園 (福)あすなろ会 小森吉顕 髙木聡美 910-0027 福井市豊岡１丁目１１－１５ 平28.4.1 145 0776-22-1010 0776-22-8209

26 福井市 私 認定こども園花園 (福)町屋福祉会 石田次男 高野尚子 910-0003 福井市松本１丁目３６－１５ 平28.4.1 130 0776-26-6280 0776-29-1177

27 福井市 私 えばたこども園 (福)えばた福祉会 田中いづみ 田中いづみ 918-8016 福井市江端町１２－９ 平28.4.1 105 0776-38-3335 0776-38-7775

28 福井市 私 三心わくわく認定こども園 (福)育友福祉会 前川光弥 前川光弥 910-0804 福井市高木中央１丁目２３０７ 平28.4.1 142 0776-53-3063 0776-52-0663

29 福井市 私 杉の木台こども園 (福)竹伸会 竹内文憲 竹内誠 918-8186 福井市中野１丁目２１０５ 平28.4.1 155 0776-38-3588 0776-38-3539

30 福井市 私 認定こども園鷹巣ひかり (福)鷹巣福祉会 鳴海賢昌 鳴海理了 910-3372 福井市西二ツ屋町９－８ 平28.4.1 95 0776-86-1066 0776-86-1067

31 福井市 私 清水台こども園 (福)竹伸会 竹内文憲 竹内麗子 910-3604 福井市グリーンハイツ１丁目１２８ 平28.4.1 180 0776-98-2135 0776-98-3437

32 福井市 私 やわらぎ木田認定こども園 (福）六条厚生会 志賀厚 前田則子 918-8105 福井市木田２丁目１７０１ 平28.4.1 130 0776-34-8260 0776-34-8261
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33 福井市 私 三心えんざん認定こども園 (福）育友福祉会 前川光弥 高木美佐登 918-8213 福井市今泉町２５－１６－１ 平28.4.1 145 0776-53-2666 0776-53-2766

34 福井市 私 認定こども園木の実 (福）町屋福祉会 石田次男 川元博エ 918-8205 福井市北四ツ居１丁目３０－１５ 平28.4.1 125 0776-52-1801 0776-52-1802

35 福井市 私 千寿たんぽぽこども園 (福)森田福祉会 片山外一 小林彌生 910-0137 福井市栗森２丁目２７０１ 平28.4.1 135 0776-56-1777

36 福井市 私 鹿苑こども園 (福)専照会 平光慈 山﨑智佐江 918-8005 福井市みのり２丁目３－４４ 平29.4.1 145 0776-35-2059 0776-35-6414

37 福井市 私 文京こども園 (福)文京保育園 関捨男 渡辺孝一 910-0017 福井市文京４丁目９－１４ 平29.4.1 109 0776-22-4730 0776-22-4730

38 福井市 私 経田こども園 (福)高明会 高塚立子 高塚立子 910-0015 福井市二の宮３丁目６－１８ 平29.4.1 145 0776-21-2420 0776-21-3838

39 福井市 私 はちまんこども園 (福)八幡保育園 飛山文子 飛山文子 918-8011 福井市月見４丁目１８－４ 平29.4.1 110 0776-36-7005 0776-36-4238

40 福井市 私 あさむつこども園 (福)あさむつ福祉会 池田浩子 池田浩子 918-8017 福井市下荒井町４－７６ 平29.4.1 96 0776-38-9605 0776-38-2772

41 福井市 私 ゆりかご認定こども園 (福)ゆりかご保育園 黒川仙太郎 小林浄香 910-0063 福井市灯明寺３丁目２５１５ 平30.4.1 160 0776-25-2717 0776-25-5774

42 福井市 私 岡保こども園 (福)岡保保育園 青木信益 齋藤準子 918-8223 福井市河水町１８－１０ 平30.4.1 120 0776-54-5825 0776-54-6425

43 福井市 私 日光こども園 (福)日光福祉会 梅田直行 梅田直行 910-0029 福井市日光２丁目２２－２０ 平30.4.1 106 0776-26-2700 0776-24-2877

44 福井市 私 ゆきんこ光陽こども園 (福)ゆきんこの会 玉崎辰雄 渡辺真由美 910-0026 福井市光陽２丁目２３－２５ 平30.4.1 98 0776-24-3584 0776-24-0095

45 福井市 私 ふじしま認定こども園 (福）藤島会 屋敷大作 南美保 910-0846 福井市四ツ井１丁目７－１１ 平30.4.1 120 0776-52-2110 0776-52-2111

46 福井市 私 中藤東こども園 (福)中藤福祉会 林新一 松山順子 910-0837 福井市高柳３丁目３２０６ 平30.4.1 140 0776-53-6633 0776-52-0404

47 福井市 私 新田塚こども園 (福)白寿院 林正岳 竹澤博美 910-0067 福井市新田塚１丁目４２－１ 平31.4.1 140 0776-21-1373 0776-21-2559

48 福井市 私 めいりんこども園 (福）あすなろ会 小森吉顕 大田政彦 918-8013 福井市花堂東２丁目２１０ 平31.4.1 170 0776-33-7716 0776-33-7711

49 福井市 私 昭和認定こども園昭和幼稚園 (学)清行学園 永岡弥栄子  　永岡弥栄子 918-8005 福井市みのり１丁目２９－１ 平23.4.1 135 0776-35-0058 0776-36-5611

50 福井市 私 認定こども園福井佼成幼稚園 (学)福井佼成学園 後藤薫 大栁世津子 918-8108 福井市春日３丁目１３０３ 平23.4.1 271 0776-35-2413 0776-35-4172

51 福井市 私 みどりこども園 (学)心月学園 松原道一 松原直俊 918-8007 福井市足羽１丁目２２－１ 平23.4.1 135 0776-36-2107 0776-36-2104

52 福井市 私 認定こども園梅圃幼稚園 (学)梅圃学園 高木薫子 高木薫子 918-8152 福井市今市町４６－２３ 平23.4.1 235 0776-38-5811 0776-38-6812

53 福井市 私 認定こども園栄冠幼稚園 (学)福井栄冠学園 佐藤誠司 小松原竜志 910-0005 福井市大手３－１５－１６ 平25.4.1 75 0776-22-4598 0776-22-2207

54 福井市 私 認定こども園新田塚幼稚園 (学)華蔵学園 荒川周學 荒川慈文 910-0067 福井市新田塚２丁目４６－２６ 平27.4.1 280 0776-26-1191 0776-26-7868

55 福井市 私 認定こども園暁幼稚園 (学)福井加茂学園 中澤信順 中澤信順 918-8047 福井市久喜津町６４－２５－1 平29.4.1 200 0776-36-0988 0776-36-0989

56 福井市 私 認定こども園城之橋幼稚園 (学)福井城之橋学園 岡本佳子 栗原武士 910-0859 福井市日之出３丁目３－３０ 平29.4.1 85 0776-22-4859 0776-22-4859

57 福井市 私 認定こども園花園幼稚園 (学)霊泉寺学園 松山壽肇 松山壽肇 910-0017 福井市文京５丁目２５－２１ 平29.4.1 115 0776-26-6310 0776-27-2737

58 福井市 私 認定こども園　聖三一幼稚園 (学)聖三一学園 青木幸一 高橋初美 910-0004 福井市宝永２丁目５－７ 平30.4.1 80 0776-22-3347 0776-22-3138

59 福井市 私 認定こども園　光の子 (学)光の子幼稚園 清水正明 亀井拓也 910-0029 福井市日光２丁目９－７ 平30.4.1 120 0776-29-1214 0776-29-1214

60 福井市 私 藤島幼稚園 (学)藤島学園 杉山宣子 杉山聡理 910-0011 福井市経田２丁目５１２ 平30.4.1 242 0776-26-0269 0776-26-0005

61 福井市 私 藤島幼稚園分園 (学)藤島学園 杉山宣子 杉山聡理 910-0064 福井市新田塚町１１０４ 平30.6.1 28 0776-26-0269 0776-26-0005

62 福井市 私 認定こども園　エンゼル幼稚園 (学）福井加茂学園 中澤信順 中澤秀徳 918-8057 福井市加茂河原３丁目１２－９ 平31.4.1 270 0776-36-1209 0776-36-2285

63 福井市 私 認定こども園　尾上幼稚園 (学）尾上幼稚園 門野哲 嶋津弘隆 910-0003 福井市松本４丁目９－２１ 令2.4.1 105 0776-22-5791 0776-22-5880

64 敦賀市 私 さみどり保育園 (福)さみどり福祉会 徳本達之 下野直美 914-0051 敦賀市本町１－７－７ 平28.4.1 150 0770-22-1000 0770-20-0880

65 敦賀市 私 新和さみどり保育園 (福)さみどり福祉会 徳本達之 田辺礼子 914-0122 敦賀市新和１丁目６－７ 平28.4.1 200 0770-20-0200 0770-20-0250
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66 敦賀市 私 第二早翠幼稚園 (学)早翠学園 徳本達之 徳本達之 914-0124 敦賀市市野々６－２－２ 平30.4.1 288 0770-21-0002 0770-21-0022

67 小浜市 公 小浜市浜っ子こども園 小浜市 車田民江 917-0081 小浜市川崎１丁目４－３ 平25.4.1 200 0770-52-0142 0770-52-0142

68 小浜市 私 認定こども園聖ルカ幼稚園 （学）聖ルカ学園 木崎　美礼 橋本　美恵子 917-0072 小浜市千種２丁目９－２２ 令2.9.1 100 0770-52-0995 0770-53-0055

69 小浜市 私 認定こども園そらのとりこども園 (福)聖ﾙｶ会 田中由紀子 古賀久幸 917-0024 小浜市和久里３３－６ 令3.4.1 155 0770-56-5677 0770-56-5678

70 大野市 私 誓念寺こども園 (福)まこと福祉会 藤井道明 藤井道明 912-0023 大野市中荒井町２丁目８２４ 平29.4.1 150 0779-65-6167 0779-64-4007

71 大野市 私 誓念寺中野こども園 (福)まこと福祉会 藤井道明 藤井正美 912-0017 大野市東中野２丁目６０３ 平29.4.1 150 0779-65-6166 0779-65-6160

72 大野市 私 認定こども園いなやまこども園 (福)いなやま保育園 稲山幹夫 稲山久子 912-0061 大野市篠座９４－３９ 平30.4.1 33 0779-66-0038 0779-66-6183

73 大野市 私 認定こども園いなほこども園 (福)いなやま保育園 稲山幹夫 稲山幹夫 912-0053 大野市春日二丁目16-5 平30.4.1 110 0779-66-1740 0779-66-1741

74 大野市 私 開成こども園 (福)ふたば福祉会 中村重雄 中村嘉孝 912-0085 大野市新庄５字１５－２ 平31.4.1 150 0779-65-1103 0779-65-4867

75 大野市 私 認定こども園篠座こども園 (福)若草福祉会 石田秀徳 石田則子 912-0061 大野市篠座７４－３２ 平31.4.1 83 0779-65-6570 0779-65-7395

76 大野市 私 上庄こども園 (福)上庄保育園 杉山一明 石田弘美 912-0415 大野市稲郷４３－５ 令2.4.1 90 0779-64-1217 0779-64-1191

77 大野市 私 亀山こども園 (福)廣瀬福祉会 廣瀬徹 木下起代 912-0088 大野市水落町３－３５ 令2.4.1 77 0779-65-1104 0779-66-1928

78 勝山市 私 しろきこども園 (福)愛慈福祉会 廣田啓子 廣田啓子 911-0032 勝山市芳野町２－３－１９ 平28.4.1 130 0779-88-3213 0779-88-3217

79 勝山市 私 きたこども園 （福）愛慈福祉会 廣田啓子 廣田啓子 911-0801 勝山市沢町２丁目３－２２ 平29.4.1 60 0779-88-1557 0779-88-1557

80 勝山市 私 上野こども園 (福)上野福祉会 岸本陽子 岸本陽子 911-0048 勝山市荒土町別所３３－５８－１ 平30.4.1 70 0779-89-2022 0779-89-1868

81 勝山市 私 ケイテーこども園 （福）ケイテー翔育会 荒井由泰 田中弥生 911-0804 勝山市元町１丁目８－１７ 平31.4.1 86 0779-87-1857 0779-87-3857

82 勝山市 私 中央こども園 （福）ケイテー翔育会 荒井由泰 酒井令子 911-0033 勝山市栄町２丁目７－６ 平31.4.1 86 0779-88-0872 0779-88-5872

83 勝山市 私 まつぶんこども園 （福）松文福祉会 小泉信太郎 渡辺政美 911-0803 勝山市旭町１丁目１－５６ 平31.4.1 96 0779-69-1111 0779-88-3020

84 勝山市 私 南こども園 （福）やまぎし幼児会 山岸英男 辻　茂子 911-0804 勝山市元町２丁目７－２８ 平31.4.1 96 0779-88-0850 0779-88-3558

85 鯖江市 公 鯖江市せきいんこども園 鯖江市 前田　知世子 916-0053 鯖江市日の出町６－３７ 平31.4.1 150 0778-51-0562 0778-51-1588

86 鯖江市 公 鯖江市ゆたかこども園 鯖江市 大滝　和枝 916-0074 鯖江市上野田町２－９ 平27.4.1 190 0778-62-1680 0778-62-1779

87 鯖江市 公 鯖江市しんとくこども園 鯖江市 長谷川　とよ子 916-0026 鯖江市長泉寺町１丁目９番１９号 令2.4.1 165 0778-51-7717 (0778)51-7717

88 鯖江市 私 あおいこども園 (福)あおい保育園 橘　照泰 橘　英亜機 916-0017 鯖江市神明町４丁目１－７ 平28.4.1 150 0778-52-2231 0778-54-7312

89 鯖江市 私 幼保連携型認定こども園しんよこえ (福)新横江保育園 菅原　淳子 菅原　崇 916-0042 鯖江市新横江１丁目３－１３ 令2.4.1 215 0778-52-3883 (0778)52-9600

90 あわら市 私 北潟こども園 (福)アイリス福祉会 坪田雅一 野尻都希子 910-4272 あわら市北潟３６－１７－２ 平27.4.1 55 0776-79-1204 0776-79-1264

91 あわら市 私 本荘こども園 (福)本荘すこやか福祉会 中嶋由昭 伊藤しのぶ 910-4138 あわら市下番７－１ 平27.4.1 95 0776-77-3305 0776-77-3332

92 あわら市 公 金津こども園 あわら市 大廻晴美 919-0632 あわら市春宮３丁目２４－２０ 平27.4.1 167 0776-73-1228 0776-73-5518

93 あわら市 私 金津東こども園 (福)刈安福祉会 左髙源弘 坪田敏子 919-0741 あわら市中川１７－１８ 平27.4.1 0 0776-74-1055 0776-74-1060

94 あわら市 私 善久寺こども園 (福)和敬福祉会 高橋浩嗣 高橋満智子 910-4105 あわら市舟津３丁目２３－２ 平27.4.1 53 0776-77-2373 0776-77-1880

95 あわら市 私 あわら敬愛こども園 (福)聖徳園 三上了道 渡邉一幸 910-4124 あわら市田中々３－７－６ 平27.4.1 65 0776-78-7885 0776-78-7119

96 あわら市 私 細呂木こども園 (福)さくら福祉会 中山佑一 房野季枝　 919-0805 あわら市滝６３－２５ 平27.4.1 65 0776-73-2082 0776-58-2081

97 あわら市 私 伊井こども園 (福)ポプラ福祉会 川島清一 達川憲子 919-0611 あわら市清間２１－２７－１ 平27.4.1 65 0776-73-2252 0776-73-5181

98 あわら市 私 妙安寺こども園 (福)妙安会 浅田茂吉 藤野貴光 919-0621 あわら市市姫２丁目１７－３ 平27.4.1 85 0776-73-0439 0776-73-0790
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99 あわら市 私 白藤こども園 (福)白藤福祉会 津谷孝晴 川島秀美 919-0621 あわら市市姫１丁目１３－１７ 平27.4.1 65 0776-73-1142 0776-73-1423

100 あわら市 公 芦原こども園 あわら市 長谷川　里美 910-4115 あわら市国影１３－１３ 平27.4.1 120 0776-77-1166 0776-77-1167

101 あわら市 私 いちひめこども園 (福)市姫福祉会 円道昭一 五十嵐美根子 919-0621 あわら市市姫三丁目８－１ 平27.4.1 80 0776-73-2250 0776-73-2251

102 越前市 公 認定こども園北日野 越前市 玉村　美幸 915-0052 越前市矢放町１６－４ 平27.4.1 150 0778-22-1772 0778-22-1772

103 越前市 公 認定こども園北新庄 越前市 為沢　博子 915-0004 越前市北町３８－６ 平27.4.1 140 0778-22-1974 0778-22-1974

104 越前市 公 認定こども園岡本 越前市 小林　陽子 915-0233 越前市岩本町５－２６ 平27.4.1 100 0778-42-0435 0778-42-0435

105 越前市 公 認定こども園南中山 越前市 小形　佐智子 915-0253 越前市中津山町４１－１３－２ 平27.4.1 140 0778-42-0325 0778-42-0325

106 越前市 公 認定こども園服間 越前市 平井　真由美 915-0209 越前市藤木町１２－３４ 平27.4.1 60 0778-42-1029 0778-42-1029

107 越前市 私 認定こども園あわたべ (福)町屋福祉会 石田　次男 西村　俊哉 915-0242 越前市粟田部町４６－２ 平25.4.1 165 0778-42-0493 0778-42-0093

108 越前市 私 安養寺こども園 (福)安養寺保育園 上野　嘉蔵 宮川 直美 915-1201 越前市安養寺町８９－２９－１ 平27.4.1 50 0778-28-1741 0778-28-1741

109 越前市 私 浪花認定こども園 (福)浪花保育園 佐竹 淳祐 佐竹　淳祐 915-0071 越前市府中３丁目５－１２ 平28.4.1 150 0778-22-7019 0778-22-7273

110 越前市 私 わかたけ認定こども園 (福)わかたけ共済部 白藤 宗徳 高田　清子 915-0888 越前市高森町１８－７－２ 平28.4.1 200 0778-22-6203 0778-22-7282

111 越前市 私 認定東こども園 (福)和楽園 中村 洋子 澤﨑　悦子 915-0061 越前市堀川町３－１４ 平28.4.1 100 0778-22-6637 0778-22-6634

112 越前市 私 神山認定こども園 (福)福栄会 垣内 絹枝 長田　美千枝 915-0872 越前市広瀬町１３２－３－１ 平28.4.1 165 0778-23-8688 0778-23-4888

113 越前市 私 認定こども園里山ほのか学園 （福）慶秀会 永宮 延喜 永宮 延喜 915-0892 越前市氷坂町１４－２－１ 平28.4.1 150 0778-23-0030 0778-23-0010

114 越前市 私 味真野保育園 (福)育聖会 山本 清子 山本　聖三 915-0024 越前市上大坪町２８－３ 平30.4.1 110 0778-27-2203 0778-27-7773

115 越前市 私 二葉保育園 (福)華光会 藤　光真 藤　光真 915-0026 越前市五分市町３－６－１ 平31.4.1 90 0778-27-1328 0778-27-7031

116 越前市 私 認定西こども園 (福)和楽園 中村洋子 田中　ひさみ 915-0804 越前市新保町３２－１０ R2.4.1 120 0778-22-7151 0778-22-0629

117 越前市 私 愛星認定こども園 (福)雛岳園 池端幸彦 山口　里美 915-0876 越前市白崎町３３－２－１ R3.4.1 185 0778-24-4450 0778-24-4451

118 越前市 私 たんぽぽ認定こども園 (福)雛岳園 池端幸彦 田中　優香 915-0842 越前市常久町１０１ R3.4.1 120 0778-24-4460 0778-24-4461

119 坂井市 公 坂井こども園 坂井市 渡辺雅代 919-0512 坂井市坂井町宮領４０－２５－１ 平27.10.1 0 0776-66-5959 0776-66-5909

120 坂井市 公 雄島こども園 坂井市 梶井久枝 913-0062 坂井市三国町陣ケ岡１６－１３－３ 平30.4.1 0 0776-82-0094 0776-82-0094

121 坂井市 私 認定こども園　三国ひかり （福）鷹巣福祉会 鳴海賢昌 鳴海賢昌 913-0021 坂井市三国町楽円５３－３ 平30.4.1 0 0776-81-6565 0776-81-6566

122 坂井市 私 わっかこども園 （福）和愛福祉会 中村宗玄 山田里美 910-0301 坂井市丸岡町愛宕９－１ 令2.4.1 0 0776-68-0181 0776-68-0180

123 坂井市 私 幼保連携型認定こども園大関保育園 (福)大関保育園 文珠康明 文珠康明 919-0547 坂井市坂井町大味２７－１４ 令2.4.1 0 0776-72-1870 0776-72-0188

124 坂井市 私 三国松涛こども園 (福)慶長会 前川千寿子 高山律子 913-0052 坂井市三国町運動公園２丁目１５－１５令3.4.1 0 0776-82-7369 0776-82-7368

125 坂井市 私 まごころ認定こども園 (福)至誠福祉会 高尾誠 高尾和人 910-0383 坂井市丸岡町長崎８－５－３ 令3.4.1 0 0776-68-0756 0776-68-0780

126 坂井市 私 いと勢認定こども園 (福)いと勢会 長谷川一生 長谷川真正 919-0418 坂井市春江町江留下高道６７ 令3.4.1 0 0776-51-2715 0776-51-4833

127 坂井市 私 坂井松涛こども園 （福）慶長会 前川千寿子 伊藤きみ子 919-0511 坂井市坂井町長畑１４－１－１ 令3.4.1 0 0776-50-2181 0776-50-2601

128 池田町 公 池田町なかよしこども園 池田町 内藤徳博 910-2516 今立郡池田町山田２０－１６－１ 平27.4.1 80 0778-44-8181 0778-44-8183

129 南越前町 私 今庄なないろこども園 (福)今庄福祉会 白藤宗徳 渕田裕子 919-0131 南条郡南越前町今庄２８－１０－２ 平21.4.1 75 0778-45-0788 0778-45-2555

130 南越前町 公 南条こども園 南越前町 道幸順子 919-0223 南条郡南越前町東大道２３－１４－４平28.4.1 230 0778-47-2227 0778-47-2662

131 越前町 私 はぎのこども園 (福)どろっぷす 菅原隆之 菅原量 916-0202 丹生郡越前町細野７３ 平31.4.1 75 0778-36-0396 0778-36-1967

132 越前町 私 幼保連携型認定こども園西徳寺保育園 (福)慈攝会 河瀬雄二 内藤俊穂 916-0422 丹生郡越前町厨１５－２３ 令2.4.1 65 0778-37-1354 0778-37-1535
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133 越前町 私 認定こども園たいら保育園 (福)輝雲会 藤木隆宣 木村典子 916-0223 丹生郡越前町下河原５－７ 令3.4.1 65 0778-36-0251 0778-36-0311

134 高浜町 私 高浜キッズこども園 （福）長雲福祉会 澤江　行寛 澤江　行寛 919-2226 大飯郡高浜町立石１５－１８ 令1.12.1 75 0770-50-9050 0770-50-9049

135 おおい町 公 名田庄こども園 おおい町 奥みち代 917-0371 大飯郡おおい町名田庄小倉１６－１０－４平30.4.1 90 0770-67-2126 0770-67-3111

136 おおい町 私 本郷こども園 (福)本郷こども園 山口盟二 山口盟二 919-2111 大飯郡おおい町本郷１１０－５ 平28.4.1 175 0770-77-0379 0770-77-2656

137 おおい町 私 大島認定こども園 (福)友愛会 角野元保 角野章香 919-2101 大飯郡おおい町大島６０－２６ 平28.4.1 60 0770-77-0210 0770-77-2031

138 おおい町 私 佐分利保育園 (福)若里 田中康介 田中康介 919-2125 大飯郡おおい町石山２０－１４ 平31.4.1 65 0770-78-1221 0770-78-1232


