




 

－ － 1

高齢者関連施設 

■養護老人ホーム 
番号 施  設  名 郵便番号 所  在  地 電話番号 FAX 運 営 主 体 定員

1 向陽苑木曳野 920-0339 金沢市木曳野4丁目114番地 (076)268-6541 (076)268-6551 (福)陽風園 120

2 向陽苑崎浦 920-0944 金沢市三口新町1丁目8番1号 (076)263-7691 (076)260-0636 (福)陽風園 120

3 あっとほーむ若葉 926-0014 七尾市矢田町22号七株田12-5 (0767)53-8702 (0767)53-8716 (福)能登福祉会 80

4 自生園(盲) 923-0331 小松市上荒屋町ソ4-10 (0761)65-1800 (0761)65-1837 (福)自生園 50

5 松寿園 923-0961 小松市向本折町ホ31 (0761)22-0786 (0761)21-9851 (福)松寿園 80

6 第二松寿園 923-0972 小松市月津町ヲ95 (0761)43-2771 (0761)44-2518 (福)松寿園 50

7 ふるさと能登 928-0023 輪島市気勝平町1-270 (0768)23-0001 (0768)23-0031 (福)寿福祉会 50

8 朱鷺の苑 927-0035 鳳珠郡穴水町志ヶ浦15字1-3 (0768)52-1230 (0768)52-3020 (福)北伸福祉会 80

9 石川県鳳寿荘 927-0441 鳳珠郡能登町藤波井48-1 (0768)62-1241 (0768)62-1244 (福)石川県社会福祉事業団 70

■特別養護老人ホーム 
番号 施  設  名 郵便番号 所  在  地 電話番号 FAX 運 営 主 体 定員

1 あかつき 921-8105 金沢市平和町1-2-28 (076)242-2378 (076)242-0153 (福)石川整肢学園 100

2 石川県八田ホーム 920-3104 金沢市八田町東912 (076)257-2333 (076)257-2348 (福)石川県社会福祉事業団 82

3 いずみ園 921-8025 金沢市増泉4-4-28 (076)245-5500 (076)245-5536 (福)いずみ福祉会 100

4 金澤五番丁 920-0993 金沢市下本多町五番丁14 (076)262-1165 (076)262-1159 (福)眉丈会 50

5 金沢朱鷺の苑 920-0102 金沢市岸川町ほ5 (076)257-7100 (076)257-7200 (福)北伸福祉会 106

6 さくらセンター 920-0211 金沢市湊2-169 (076)237-5313 (076)237-2481 (福)西鳳会 50

7 寿晃園 920-8201 金沢市鞍月東1-19 (076)237-8300 (076)237-0318 (福)中央福祉会 50

8 千木園 920-0001 金沢市千木町ホ3-1 (076)257-0950 (076)257-0951 (福)千木福祉会 104

9 第三万陽苑 920-1346 金沢市三小牛町24-3-1 (076)280-6781 (076)280-0061 (福)陽風園 150

10 第二金沢朱鷺の苑 920-1304 金沢市上辰巳町拾字211-1 (076)229-8181 (076)229-8080 (福)北伸福祉会 134

11 第2千木園 920-3112 金沢市観法寺町ヘ74-1 (076)258-6900 (076)258-6960 (福)千木福祉会 88

12 第二万陽苑 921-8046 金沢市大桑町中ノ大平18-25 (076)243-0101 (076)243-6703 (福)陽風園 150

13 中央金沢朱鷺の苑 920-0031 金沢市広岡2-1-7 (076)234-7878 (076)234-7722 (福)北伸福祉会 104

14 戸室和楽ホーム 920-1108 金沢市俵町コ1-1 (076)232-6511 (076)232-6513 (福)眉丈会 100

15 なんぶやすらぎホーム 921-8036 金沢市弥生3丁目2-1 (076)241-9600 (076)241-9601 (福)やすらぎ福祉会 40

16 萬生苑 920-0101 金沢市利屋町は64-1 (076)257-8111 (076)257-8110 (福)久楽会 100

17 万陽苑 920-0944 金沢市三口新町1-8-1 (076)263-7101 (076)260-0635 (福)陽風園 190

18 やすはら苑 920-0371 金沢市下安原町東1458番地1 (076)240-6611 (076)240-6670 (福)金沢西福祉会 50

19 やすらぎホーム 921-8065 金沢市上荒屋1-39 (076)269-0808 (076)269-2004 (福)やすらぎ福祉会 104

20 あっとほーむ若葉 926-0014 七尾市矢田町22号七株田12-5 (0767)53-8701 (0767)53-8715 (福)能登福祉会 100

21 エレガンテなぎの浦 926-0853 七尾市津向町ﾄ107-4 (0767)52-0223 (0767)52-0076 (福)徳充会 92

22 秀楽苑 929-2217 七尾市中島町鹿島台は17-3 (0767)66-1600 (0767)66-6763 (福)鹿北福祉会 80

23 千寿苑 926-0033 七尾市千野町に部15 (0767)57-8801 (0767)57-8802 (福)緑会 98

24 ななみの里 923-0182 七尾市石崎町泉台1-1 (0767)62-0070 (0767)62-0080 (福)けやき福祉会 50

25 のとじま悠々ホーム 926-0223 七尾市能登島半浦町5-6-2 (0767)85-2571 (0767)85-2667 (福)石龍会 57

26 愛らんど萌寿 923-0182 小松市波佐谷町東64 (0761)46-1112 (0761)46-1531 (福)篤豊会 80

27 あたかの郷 923-0003 小松市安宅町ﾙ1-28 (0761)24-8800 (0761)24-8803 (福)あさひ会 100

28 自生園 923-0331 小松市上荒屋町ｿ4-10 (0761)65-1800 (0761)65-1837 (福)自生園 100

29 松寿園 923-0961 小松市向本折町ﾎ31 (0761)22-2217 (0761)23-1933 (福)松寿園 100

30 第二松寿園 923-0972 小松市月津町ｦ95 (0761)43-2771 (0761)44-2518 (福)松寿園 100

31 みゆきの郷 923-0982 小松市松崎町赤場1-1 (0761)43-1123 (0761)43-4123 (福)天宣会 100

32 明峰の里 923-0011 小松市蛭川町西103-1 (0761)20-1788 (0761)20-1796 (福)明峰会 100

33 めぐみの里 923-0036 小松市平面町ﾍ133-1 (0761)22-0111 (0761)22-0126 (福)恵愛会 90

34 あかかみ 927-2345 輪島市門前町赤神10-1 (0768)45-1249 (0768)45-1240 (福)門前町福祉会 85

35 あての木園 929-2378 輪島市三井町小泉上野2 (0768)26-1661 (0768)26-1751 (福)輪島市福祉会 100

36 みやび 928-0202 輪島市町野町寺地1027 (0768)32-0006 (0768)32-0200 (福)寿福祉会 60

37 ゆきわりそう 927-2153 輪島市門前町深田22-42 (0768)42-3333 (0768)42-0892 (福)白字会 80

38 長寿園 927-1221 珠洲市宝立町春日野4-117 (0768)84-2252 (0768)84-2052 (福)長寿会 100

39 加賀中央慈妙院 922-0431 加賀市山田町蛇谷1-16 (0761)72-7111 (0761)72-7112 (福)篤豊会 100

40 片山津温泉日日好日院 922-0412 加賀市片山津温泉ｱ96-1 (0761)74-7231 (0761)74-7232 (福)篤豊会 100

41 サンライフたきの里 922-0133 加賀市山中温泉滝町ﾘ1-1 (0761)78-0666 (0761)78-0653 (福)鶴寿会 50



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ － 2

高齢者関連施設 

番号 施  設  名 郵便番号 所  在  地 電話番号 FAX 運 営 主 体 定員

42 慈妙院加賀 922-0816 加賀市大聖寺東町1-30 (0761)73-3317 (0761)73-3318 (福)篤豊会 42

43 藤華苑 922-0816 加賀市大聖寺東町1-26-3 (0761)75-7332 (0761)72-2255 (福)篤豊会 60

44 はくいの郷 925-0051 羽咋市島出町上1-3 (0767)22-8811 (0767)22-8866 (福)こうけん会 50

45 眉丈園 925-0036 羽咋市的場町稲荷山出口26-2 (0767)22-5616 (0767)22-5685 (福)眉丈会 120

46 あかしあ荘 929-1177 かほく市白尾ﾀ220 (076)283-5075 (076)283-5076 (福)相生会 100

47 ことぶき園 929-1211 かほく市二ツ屋ﾂ50-1 (076)282-5670 (076)282-5607 (福)芙蓉会 80

48 あじさいの郷 920-2132 白山市明島町春130 (076)273-0123 (076)273-3939 (福)鶴来会 70

49 キラッと篤寿苑 929-0204 白山市平加町ﾇ110-1 (076)278-2555 (076)278-2240 (福)篤豊会 60

50 松美苑 924-0063 白山市笠間町1738 (076)274-6776 (076)274-6525 (福)福寿会 80

51 大門園 920-2322 白山市佐良ﾛ123 (076)255-5221 (076)255-5137 (福)手取会 100

52 つるべ荘 924-0005 白山市一塚町1351 (076)276-2020 (076)276-2335 (福)福志会松任 70

53 福寿園 924-0836 白山市山島台4-100 (076)276-3545 (076)276-3759 (福)福寿会 100

54 美杉の郷 920-2502 白山市桑島4号87-5 (076)259-2117 (076)259-2160 (福)はくさん会 70

55 湯寿園 923-1104 能美市湯谷町乙88 (0761)58-6555 (0761)58-6553 (福)湯寿会 100

56 ボニュール根上苑 929-0115 能美市下ノ江町ｲ201-1 (0761)56-0081 (0761)56-0091 (福)喜峰会 80

57 かんじん 921-8824 野々市市新庄2-45 (076)248-7767 (076)248-7737 (福)加賀中央福祉会 70

58 富樫苑 921-8834 野々市市中林4-62 (076)248-8765 (076)248-8766 (福)富樫福祉会 70

59 かんじん川北 923-1267 能美郡川北町壱ツ屋225-1 (076)277-1100 (076)277-1135 (福)加賀中央福祉会 60

60 あがたの里 929-0319 河北郡津幡町字能瀬ｲ1-1 (076)288-8915 (076)288-8990 (福)津幡町福祉会 100

61 ふぃらーじゅ 929-0441 河北郡津幡町字東荒屋413 (076)288-1765 (076)288-1488 (福)くりから 90

62 夕陽ケ丘苑 920-0265 河北郡内灘町大学1-5-1 (076)286-9911 (076)286-9920 (福)内灘町福祉会 97

63 はまなす園 925-0161 羽咋郡志賀町赤住ﾊ4-1 (0767)32-3888 (0767)32-3889 (福)はまなす会 100

64 ますほの里 925-0564 羽咋郡志賀町酒見韮山205 (0767)42-2343 (0767)42-2263 (福)ますほ会 50

65 ちどり園 929-1341 羽咋郡宝達志水町宿五号10-2 (0767)28-5511 (0767)28-5512 (福)渚会 85

66 宝達苑 929-1332 羽咋郡宝達志水町北川尻二部55 (0767)28-5710 (0767)28-5720 (福)こうけん会 90

67 鹿寿苑 929-1601 鹿島郡中能登町西馬場ｴ56 (0767)72-2600 (0767)72-3032 (福)鹿南福祉会 90

68 能登穴水聖頌園 927-0007 鳳珠郡穴水町岩車6字27-2 (0768)56-1520 (0768)56-1078 (福)牧羊福祉会 61

69 石川県鳳寿荘 927-0441 鳳珠郡能登町藤波井48-2 (0768)62-1241 (0768)62-1244 (福)石川県社会福祉事業団 100

70 こすもす 928-0323 鳳珠郡能登町五郎左エ衛門分藤17 (0768)76-2002 (0768)76-2102 (福)清祥会 80

71 第二長寿園 927-0603 鳳珠郡能登町布浦ノ字10-3 (0768)72-8888 (0768)72-1233 (福)長寿会 80

■特別養護老人ホーム(地域密着型サービス) 
番号 施  設  名 郵便番号 所  在  地 電話番号 FAX 運 営 主 体 定員

1 アルカンシェル木曳野 920-0334 金沢市木曳野3丁目286番地 (076)268-5777 (076)268-5772 (福)康久会 29

2 礎 920-0952 金沢市錦町ニ27番地1 (076)254-5500 (076)254-5559 (福)千授福祉会 29

3 輝 920-3116 金沢市南森本町ワ53番地1 (076)257-7800 (076)257-3222 (福)千授福祉会 29

4 金澤備中 920-0921 金沢市材木町21番21号 (076)231-3939 (076)231-3936 (福)さくら福祉会 29

5 けんろく苑 920-1155 金沢市田上本町2丁目159番地 (076)222-7700 (076)222-7710 (福)兼六福祉会 29

6 けんろく苑 笠舞 920-0965 金沢市笠舞2丁目12番11号 (076)225-5320 (076)222-5321 (福)兼六福祉会 29

7 こころのだの里 921-8104 金沢市野田町2丁目261番地 (076)255-7556 (076)255-7557 (福)こころ 29

8 第三千木園ひきだ 920-0003 金沢市疋田3丁目58番地 (076)253-1616 (076)253-1618 (福)千木福祉会 29

9 第2やすはら苑 920-0371 金沢市下安原町東1457番地1 (076)240-6611 (076)240-6670 (福)金沢西福祉会 29

10 たつき苑 920-0813 金沢市御所町2丁目302 (076)253-3661 (076)253-3667 (福)達樹会 29

11 地域密着型特別養護老人ホームみらい 920-8201 金沢市鞍月東1丁目12番地 (076)237-8300 (076)237-0318 (福)中央福祉会 29

12 朱鷺の苑西インター 921-8061 金沢市森戸2-20 (076)249-3331 (076)249-3332 (福)北伸福祉会 27

13 花小町もろえ 920-0016 金沢市諸江町中丁154番地1 (076)256-1245 (076)256-1246 (福)花木蓮 29

14 彦三きらく園 920-0901 金沢市彦三町1-8-8 (076)223-6611 (076)223-6638 (福)希清軒傳六会 25

15 福増苑 920-0376 金沢市福増町南1221番地 (076)269-0035 (076)269-0036 (福)先学会 29

16 ボニュール泉が丘苑 921-8035 金沢市泉が丘1丁目3番86号 (076)247-0023 (076)247-0027 (福)喜峰会 29

17 まほろば四十万 921-8135 金沢市四十万3-288 (076)296-0301 (076)296-0302 (福)まほろば 29

18 みんまのさと 921-8162 金沢市三馬1丁目207番地 (076)225-3375 (076)245-0878 (福)三馬福祉会 29

19 ゆうけあ相河 921-8043 金沢市西泉6丁目136 (076)245-1150 (076)245-1151 (福)中央会 29

20 エレガンテたつるはま 929-2217 七尾市田鶴浜町り11-1 (0767)68-6391 (0767)68-6392 (福)徳充会 25



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ － 3

 

番号 施  設  名 郵便番号 所  在  地 電話番号 FAX 運 営 主 体 定員

21 第2ゆきわりそう 927-2153 輪島市門前町深田ろ6 (0768)42-3333 (0768)42-0892 (福)白字会 29

22 福祉の杜 928-0024 輪島市山岸町い26-2 (0768)22-0008 (0768)23-0008 (福)寿福祉会 29

23 輪島荘 928-0067 輪島市光浦町49-21 (0768)23-0172 (0768)23-0161 (福)健悠福祉会 29

24 第三長寿園 927-1222 珠洲市宝立町鵜飼子字36-4 (0768)84-2232 (0768)84-2223 (福)長寿会 20

25 動橋慈妙院 922-0331 加賀市動橋町ｶ4-2 (0761)75-3031 (0761)75-3032 (福)篤豊会 29

26 ちょくし 922-0313 加賀市勅使町ﾙ75-1 (0761)77-3911 (0761)77-3912 (福)鶴寿会 15

27 つかたに 922-0111 加賀市山中温泉塚谷町2-132-1 (0761)78-5701 (0761)78-5703 (福)鶴寿会 15

28 山代温泉慈妙院 922-0254 加賀市山代温泉温泉通73 (0761)77-6623 (0761)77-6626 (福)篤豊会 29

29 サテライト芙蓉 929-1210 かほく市学園台5丁目29 (076)282-5557 (076)282-5574 (福)芙蓉会 27

30 おかりや 924-8588 白山市倉光3丁目8 (076)275-2222 (076)274-5974 白山石川医療企業団 29

31 キラッと美川 929-0231 白山市美川和波町ﾜ76-2 (076)227-9021 (076)278-7010 (福)篤豊会 29

32 白山ぬくもりホーム 924-0882 白山市八ツ矢町124-1 (076)275-8575 (076)275-8576 (福)久楽会 14

33 第二宝達苑 929-1343 羽咋郡宝達志水町小川ハ250 (0767)28-5688 (0767)28-5665 (福)こうけん会 29

34 第二鹿寿苑 929-1601 鹿島郡中能登町西馬場ｴ64 (0767)72-3303 (0767)72-3302 (福)鹿南福祉会 29

35 ユニットケア能登穴水聖頌園 927-0007 鳳珠郡穴水町岩車6字27-2 (0768)56-1520 (0768)56-1078 (福)牧羊福祉会 29

■軽費老人ホーム 
番号 施  設  名 郵便番号 所  在  地 電話番号 FAX 運 営 主 体 定員

1 金沢春日ケアハウス 920-0036 金沢市元菊町20番1号 (076)262-3385 (076)262-3313 (医社)仁智会 110

2 ケアハウスあいびす 920-0367 金沢市北塚町西440 (076)240-3366 (076)240-3377 (福)北伸福祉会 150

3 ケアハウスシニアマインド21 921-8174 金沢市山科町午40-1 (076)241-1177 (076)241-1178 (福)洋裕会 85

4 ケアハウス千木の里 920-0001 金沢市千木町ホ4-1 (076)257-9300 (076)257-7588 (福)千木福祉会 150

5 ケアハウス朱鷺の苑やわらぎ 920-0853 金沢市本町1丁目6番1号 (076)223-1121 (076)223-1141 (福)北伸福祉会 50

6 ケアハウスファミリーケア城南 920-0966 金沢市城南1丁目21-21 (076)232-8221 (076)232-8220 (福)久楽会 72

7 ケアハウスゆりの里 920-0339 金沢市木曳野3丁目292番地 (076)266-1234 (076)266-1239 (福)美羽福祉会 80

8 アンジェリィなぎの浦 926-0853 七尾市津向町ト107-4 (0767)52-0223 (0767)52-0076 (福)徳充会 30

9 ビハーラの里 926-0223 七尾市能登島半浦町6部11-1 (0767)85-2557 (0767)85-2570 (福)石龍会 50

10 ローレルハイツ恵寿 926-8605 七尾市富岡町95番地 (0767)52-6014 (0767)54-0411 (福)徳充会 50

11 ファミール 923-0003 小松市安宅町ル1-8 (0761)24-8700 (0761)24-8703 (福)あさひ会 50

12 みどりが丘 923-0073 小松市岩渕町46-1 (0761)47-4747 (0761)47-4744 (福)かすかみ会 30

13 加賀中央ヴィラ松が丘 922-0431 加賀市山田町蛇谷1-9 (0761)72-8266 (0761)72-8268 (福)篤豊会 60

14 慈妙院加賀 922-0816 加賀市大聖寺東町1-30 (0761)73-3317 (0761)73-3318 (福)篤豊会 29

15 山代温泉ヴィラ 922-0322 加賀市上野町ケ245 (0761)77-7733 (0761)77-5152 (福)篤豊会 80

16 和(やわらぎ) 922-0414 加賀市片山津町ム30 (0761)75-3500 (0761)75-3507 (福)加賀福祉会 78

17 ケアハウス海青 929-1175 かほく市秋浜へ20番地3 (076)283-5610 (076)283-5633 (福)眉丈会 50

18 キラッと白山 929-0231 白山市美川和波町カ1番地3 (076)227-9486 (076)278-7011 (福)篤豊会 50

19 ケアハウス剣崎 924-0842 白山市剣崎町1488番地 (076)275-6688 (076)275-6936 (福)福寿会 50

20 ケアハウス鳥越 920-2376 白山市若原甲86 (076)254-2882 (076)254-2880 (福)鳥越福祉会 50

21 ケアハウスまっとう 924-0836 白山市山島台4-110 (076)275-6111 (076)275-8200 (福)福寿会 50

22 メゾンスワニエ 929-0115 能美市下ノ江町イ207番地 (0761)56-0011 (0761)56-0090 (福)喜峰会 30

23 金沢南ケアハウス 921-8847 野々市市蓮花寺町79番1 (076)227-5866 (076)227-5867 (医社)仁智会 50

24 ケアハウス白帆台 928-0067 河北郡内灘町白帆台1丁目1番地5 (076)286-0177 (076)286-0131 (福)健悠福祉会 40

25 あやめケアセンター 925-0457 羽咋郡志賀町給分ホ3-1 (0767)42-8800 (0767)42-0150 (福)麗心会 30

26 ケアハウス聖頌園 927-0054 鳳珠郡穴水町字上野壱字1 (0768)52-3370 (0768)52-3255 (福)牧羊福祉会 29

27 ケアハウス縄文 927-0435 鳳珠郡能登町字宇出津新港2丁目23番地1 (0768)62-3470 (0768)62-2170 (福)奥能登福祉会 40

■軽費老人ホーム(Ａ型) 
番号 施  設  名 郵便番号 所  在  地 電話番号 FAX 運 営 主 体 定員

1 石川県百々鶴荘 921-8835 野々市市上林1-179 (076)248-4775 (076)248-4702 (福)石川県社会福祉事業団 170



 

－ － 4

高齢者関連施設 

■有料老人ホーム 
番号 施  設  名 郵便番号 所  在  地 電話番号 FAX 運 営 主 体 定員

1 愛の風 921-8001 金沢市高畠1丁目368 (076)292-0881 (076)292-0886 (有)北国福祉医療開発 24

2 医王山 920-1152 金沢市田上さくら1丁目36 (076)262-6688 (076)262-6116 (株)清泉の宿 109

3 憩の家 921-8141 金沢市馬替2丁目8番1 (076)296-1211 (076)296-1201 (株)シェーネアルト 45

4 うちくる金沢円光寺 921-8173 金沢市円光寺3丁目15番41号 (076)259-5510 (076)259-5560 (株)うちくる 32

5 うちくる金沢福久 920-3126 金沢市福久1丁目106番地 (076)258-5796 (076)258-5790 (株)うちくる 20

6 大友 920-8205 金沢市大友町2丁目72 (076)239-0117 (076)239-0130 (株)金沢苑 44

7 金沢西彩庵 920-0335 金沢市金石東1丁目4番11号 (076)267-7752 (076)267-7753 (株)メディカワークス 45

8 金澤の宿かいてき 921-8006 金沢市進和町54番地 (076)287-5193 (076)287-5193 (有)ひろ 25

9 ケアホーム四季の里・神宮寺 920-0806 金沢市神宮寺1丁目18番18号 (076)251-2456 (076)254-6144 (株)アンユウ 14

10 ケアホームゆとりの園入江 921-8011 金沢市入江1丁目219番地 (076)292-2800 (076)292-2801 (株)ゆとりの園 16

11 ケアホームゆとりの園西金沢 921-8044 金沢市米泉町7丁目59番地 (076)242-3900 (076)242-3902 (株)ゆとりの園 24

12 さくら庵もとまち 920-0842 金沢市元町2丁目6番6号 (076)256-5564 (076)256-5584 ダイヤコーサン(株) 9

13 サンケア赤土 920-0353 金沢市赤土町カ1-24 (076)266-8800 (076)266-8808 (株)昴 51

14 サンケア戸板 920-0068 金沢市戸板1丁目26番地 (076)254-1010 (076)254-1202 サンケア杜の里(株) 50

15 サンケア杜の里 920-1167 金沢市もりの里2丁目138番地 (076)255-7800 (076)232-8600 サンケア杜の里(株) 48

16 四季の里横川 921-8163 金沢市横川4丁目88番地 (076)218-4808 (076)218-4805 (株)アンユウ 23

17 シティモンド金沢 920-0911 金沢市橋場町2番10号 (076)260-3300 (076)260-3301 (株)はなみずき 211

18 シニアハウス香林苑泉野 921-8034 金沢市泉野町4丁目20-2 (076)245-0707 (076)245-0708 (有)香林会 33

19 シニアハウス香林苑杜の里 920-1155 金沢市田上本町2丁目83番地1 (076)255-2221 (076)263-0361 (有)香林会 36

20 シニアホームみらい鞍月 920-8201 金沢市鞍月東1丁目6番地 (076)237-8561 (076)237-8562 (医社)映寿会 42

21 しらさぎ苑問屋 920-0062 金沢市割出町186 (076)238-0520 (076)238-0521 (株)しらさぎ苑 33

22 しらさぎ苑割出 920-0062 金沢市割出町138番地 (076)237-1508 (076)237-1520 (株)しらさぎ苑 72

23 スプリングライフ金沢 920-0226 金沢市粟崎町4丁目80-2 (076)238-8000 (076)237-2323 スプリングライフ金沢(株) 150

24 静港庵 920-0338 金沢市金石北1丁目19-40 (076)268-2830 (076)254-1860 (株)メディカワークス 40

25 清泉の宿泉本町あんず館 921-8042 金沢市泉本町1丁目107-1 (076)245-7788 (076)245-0168 (株)清泉の宿 70

26 太陽のプリズム小坂 920-0811 金沢市小坂町北123-1 (076)254-5825 (076)254-5826 (株)サンウェルズ 66

27 太陽のプリズム戸板 920-0068 金沢市戸板1丁目93番 (076)256-1215 (076)256-1216 (株)サンウェルズ 60

28 太陽のプリズム藤江 920-0346 金沢市藤江南1-103-1 (076)256-5420 (076)256-5421 (株)サンウェルズ 45

29 ちきいろ 921-8112 金沢市長坂3丁目16番11号 (076)207-7452 (076)205-6598 (株)ちき 25

30 といやまち 920-0061 金沢市問屋町1丁目48番地 (076)225-7584 (076)225-7457 (株)ケア・サンエス 9

31 ドミトリ粟崎 920-0226 金沢市粟崎町1丁目41番地1 (076)237-2311 (076)237-3842 (株)新世紀ケアサービス 26

32 ドミトリ高尾台 921-8155 金沢市高尾台1丁目449番地 (076)298-5237 (076)298-5237 (株)新世紀ケアサービス 10

33 白寿園金沢西 920-0362 金沢市古府3丁目99 (076)249-6161 (076)249-6171 (株)中央白寿会 42

34 白寿園金沢南 921-8154 金沢市高尾南1丁目90 (076)255-7271 (076)255-7273 (株)アース 27

35 白寿園四十万 921-8135 金沢市四十万3丁目102 (076)296-2070 (076)296-2071 (株)中央白寿会 72

36 白寿園城北 920-0841 金沢市浅野本町ニ122番地1 (076)251-1004 (076)251-1005 (株)中央白寿会 34

37 白寿園城北第二 920-0841 金沢市浅野本町ニ124-1 (076)252-0180 (076)252-0190 (株)中央白寿会 42

38 白寿園中央 920-8203 金沢市鞍月4丁目143番地 (076)267-0533 (076)267-0563 (株)中央白寿会 42

39 白寿園芳斉 920-0862 金沢市芳斉1丁目14番15号 (076)260-0765 (076)260-0766 (株)中央白寿会 63

40 白寿園弥生 920-8036 金沢市弥生1丁目24番5号 (076)259-0170 (076)259-0177 (株)中央白寿会 52

41 白寿の里 920-0003 金沢市疋田2丁目94番地 (076)204-8910 (076)257-7755 金沢福祉(株) 30

42 彩 920-3124 金沢市荒屋1丁目76番地 (076)257-7000 (076)257-3330 (株)ＧＲＡＮ 26

43 ひだまり 921-8065 金沢市上荒屋1丁目79番地 (076)249-6931 (076)249-6822 (公益社)石川勤労者医療協会 58

44 ひなげしの家 920-3132 金沢市法光寺町214番地 (076)258-3080 (076)257-2612 (有)テラネッツ 3

45 ひなた駅西 920-0022 金沢市北安江3-3-1 (076)238-8000 (076)237-2323 スプリングライフ金沢(株) 61

46 ふくわらい 921-8163 金沢市横川5-21 (076)259-1123 (076)272-8029 (株)博倉会 52

47 ベストライフ金沢 921-8013 金沢市新神田4丁目13-23 (076)292-1310 (076)292-1320 (株)ベストライフ 76

48 宝寿 921-8104 金沢市野田土地区画整理事業地区内4街区20 (076)241-5511 (076)241-5512 (株)イデアーテ 39

49 ほがらか 921-8102 金沢市本江町12番10号 (076)291-2901 (076)291-1120 (医社)安田内科病院 32

50 ボヌール 920-1158 金沢市朝霧台2丁目166番地 (076)256-0995 (076)256-0994 (株)アルシェ 22

51 ほのか 921-8134 金沢市南四十万1丁目222 (076)259-1515 (076)259-1555 (株)朋慈会 30

52 マザーシップ浅野本町 920-0841 金沢市浅野本町ニ172-1 (076)254-0738 (076)251-0737 (株)セルトナカモリ 86

53 マナの家木曳野 920-0339 金沢市木曳野2丁目150番地 (076)255-6006 (076)266-1330 (株)イワクラ 30
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番号 施  設  名 郵便番号 所  在  地 電話番号 FAX 運 営 主 体 定員

54 マナの家増泉 921-8025 金沢市増泉1丁目16-41 (076)280-1518 (076)280-1519 (株)コンフォート 17

55 悠悠泉本町 921-8042 金沢市泉本町4丁目20 (076)242-3355 (076)242-3393 (医社)輪生会 67

56 有料老人ホーム神宮寺 920-0806 金沢市神宮寺1丁目15番27号 (076)253-2335 (076)253-2368 (株)はなみずき 98

57 有料老人ホーム れんげの郷 920-0942 金沢市小立野3丁目24番13号 (076)256-0878 (076)256-0826 (福)鳥越福祉会 10

58 リビングさい 920-0364 金沢市松島3丁目207番地 (076)287-6331 (076)287-6335 (株)コロネット 30

59 ロマン 920-3125 金沢市荒屋1丁目32番 (076)257-7888 (076)257-6777 (株)清泉の宿 75

60 グランド・ケア・クラシック能登 926-0223 七尾市半浦町参2番地1 (0767)85-2111 (0767)85-2112 能登健康福祉(株) 63

61 アリシス上小松 923-0802 小松市上小松町丙41-1 (0761)22-0015 (0761)22-2116 長寿メディカル(株) 55

62 ウェリナ 923-0833 小松市八幡ロ41番地6 (0761)47-7215 (0761)47-7216 (株)寿 37

63 ウエルネスかねの 923-0153 小松市金平町ラ100-1 (0761)41-1555 (0761)41-1571 ニシ・ウエルネス(株) 50

64 ウエルネスふらま 923-0041 小松市千代町と100番1 (0761)47-5022 (0761)47-5048 ニシ・ウエルネス(株) 47

65 シティライフこまつ 923-0861 小松市沖周辺土地区画整理事業施行地内5街区20 (0761)46-6524 (0761)46-6574 ニシ・ウエルネス(株) 40

66 長寿の別荘 いまえ 923-0964 小松市今江町2丁目414番地 0761-23-5010 0761-23-5010 長寿メディカル(株) 27

67 長寿の別荘 そのまち 923-0801 小松市園町ホ172-1 (0761)21-3356 (0761)21-3357 長寿メディカル(株) 27

68 陽だまりハウス 923-0835 小松市吉竹町4丁目403 (0761)23-6508 (0761)23-6509 (有)陽だまり 10

69 ＮＯＡ 923-0833 小松市八幡ロ42番地9 (0761)46-5633 (0761)46-5634 (株)寿 30

70 き楽な里 923-0966 小松市串茶屋町上野87番地1 (0761)43-2713 (0761)43-2728 (株)エム・アシスト 31

71 まんだら 923-0865 小松市福乃宮町二丁目95番地 (0761)21-8624 (0761)21-8634 (医社)丹生会 67

72 福祉の杜わじま 928-0024 輪島市山岸町い26-2 (0768)22-0008 (0768)23-0008 (福)寿福祉会 37

73 わじま悠悠 928-0023 輪島市気勝平町52-78 (0768)23-1211 (0768)22-9975 (医社)輪生会 20

74 宅老所のほほん 927-1215 珠洲市上戸町北方は16番地1 (0768)82-0200 (0768)82-0200 (有)なかたに 12

75 鶴の恩返し・珠洲 927-1233 珠洲市若山町出田10部39番地1 (0768)82-6761 (0768)82-1106 (株)鶴の恩返し 8

76 太陽のプリズム河原 922-0314 加賀市河原町ホ36番地 (0761)77-0361 (0761)77-0367 (株)サンウェルズ 41

77 ドミトリ山代 922-0257 加賀市山代温泉桔梗丘3-24-3 (0761)76-1515 (0761)76-1061 (株)新世紀ケアサービス 24

78 ひまわりの郷 922-0436 加賀市松が丘一丁目17番12、13 (0761)75-7333 (0761)73-4226 (有)シブヤ 19

79 仁泉ケアセンター 925-0051 羽咋市島出町フ95-1 (0767)22-6571 (0767)22-5205 (有)長岡 19

80 能登和楽の里 925-0003 羽咋市寺家町セ2番1 (0767)22-7739 (0767)22-7738 悠和ウエルネス(株) 34

81 鶴の恩返し・かほく 929-1171 かほく市木津ハ10番地7 (076)254-1003 (076)254-1005 (株)鶴の恩返し 9

82 しおん 920-2132 白山市明島町西115番地1 (076)272-8858 (076)273-2377 (有)ニシタ 30

83 シニアハウス香林苑 白山 920-2144 白山市大竹町ロ17番地1 (076)272-2244 (076)272-3663 (有)香林会 37

84 太陽のプリズム白山 924-0039 白山市北安田西2丁目14番地 (076)214-6840 (076)214-6841 (株)サンウェルズ 43

85 太陽のプリズム白山annex 924-0024 白山市北安田西2丁目16番地 (076)276-3500 (076)276-3510 (株)サンウェルズ 70

86 太陽のプリズム博労 924-0863 白山市博労3丁目14-1 (076)259-0440 (076)259-0441 (株)サンウェルズ 30

87 てらす辰巳町 924-0875 白山市辰巳町26番地 (076)275-4166 (076)275-4167 (株)ケア・トラスト 22

88 てらす鶴来 920-2134 白山市鶴来水戸町3丁目130番地 (076)259-0237 (076)259-0238 (株)ケア・トラスト 30

89 長寿の別荘 九谷 923-1224 能美市和気町ヤ39-1 (0761)51-0090 (0761)51-0660 長寿メディカル(株) 28

90 笑楽部ん家 923-1124 能美市三道山町ト11番地1 (0761)57-4431 (0761)57-4432 (有)陽だまり 7

91 かめはうす 921-8806 野々市市三日市町49街区1 (076)259-5428 (076)259-5425 (株)かめはうす 54

92 サンケア押野 921-8802 野々市市押野5丁目39番地 (076)287-6800 (076)294-1200 サンケア(株) 52

93 スーパーびゅー蓮花寺 921-8847 野々市市蓮花寺町25番 (076)246-1222 (076)246-1655 (株)はなみずき 150

94 白寿の里御経塚 921-8801 野々市市御経塚3丁目79番地 (076)240-7400 (076)240-6400 (株)白寿 32

95 白寿園ケアシス野々市 921-8801 野々市市御経塚1丁目510番地 (076)259-5310 (076)259-5315 (株)アース 35

96 ひなの家 921-8822 野々市市矢作3丁目10番地 他3筆 (076)272-8317 (076)272-8327 (株)スパーテル 31

97 名峰白山 921-8823 野々市市粟田3丁目6番1 (076)246-7888 (076)246-7177 (株)清泉の宿 60

98 悠久の郷 921-8841 野々市市郷一丁目131番地 (076)214-6688 (076)214-6699 (医社)悠輝会 50

99 悠の風野々市 921-8817 野々市市横宮町16番地9 (076)248-7179 (076)248-7183 (株)フォルクレーベン 62

100 らいふケアサポーター悠久の郷つばき館 921-8832 野々市市藤平田1丁目290番地 (076)256-2255 (076)256-2259 (医社)悠輝会 31

101 小春日和 921-8817 野々市市横宮町16番9号 (076)248-7179 (076)248-7183 (株)フォルクレーベン 18

102 うちくる内灘ハマナス 920-0269 河北郡内灘町白帆台2丁目527番地 (076)286-8787 (076)286-8788 (株)うちくる金沢 20

103 みどり 920-0276 河北郡内灘町緑台1丁目5番地 (076)255-1670 (076)255-1663 (医社)紺井医院 18

104 ささゆりの丘 927-0053 鳳珠郡穴水町字此木1の120番地 (0768)52-1210 (0768)52-1020 (株)まごころ 32

105 能登清水の里穴水 927-0205 鳳珠郡穴水町字宇加川イ142番地 (0768)57-1688 (0768)57-1772 (株)トパーズ 63



 

－ － 6

高齢者関連施設 

■特定施設入居者生活介護指定の施設(休止中除く、再掲含む) 
種 別 番号 施  設  名 郵便番号 所  在  地 電話番号 FAX 運 営 主 体 定員

1 向陽苑木曳野 920-0339 金沢市木曳野4丁目114番地 (076)268-6541 (076)268-6551 (福)陽風園 25

2 向陽苑崎浦 920-0944 金沢市三口新町1-8-1 (076)263-7101 (076)260-0635 (福)陽風園 35

3 第二松寿園 923-0972 小松市月津町ヲ95番地 (0761)43-2771 (0761)44-2518 (福)松寿園 50

4 松寿園 923-0961 小松市向本折町ホ31番地 (0761)22-0786 (0761)21-9851 (福)松寿園 80

5 朱鷺の苑 927-0035 鳳珠郡穴水町字志ヶ浦15字1番地3 (0768)52-1230 (0768)52-3020 (福)北伸福祉会  80

養 護 

老 人 

ホーム 

6 石川県鳳寿荘 927-0441 鳳珠郡能登町藤波井字48番地1 (0768)62-1241 (0768)62-1244 (福)石川県社会福祉事業団 70

1 あいびす 920-0367 金沢市北塚町西440 (076)240-3366 (076)240-3377 (福)北伸福祉会 21

2 金沢春日ケアハウス 920-0036 金沢市元菊町20番1号 (076)262-3385 (076)262-3313 (医社)仁智会 110

3 ケアハウスゆりの里 920-0339 金沢市木曳野3丁目292番地 (076)266-1234 (076)266-1239 (福)美羽福祉会 30

4 シニアマインド21 921-8174 金沢市山科町午40-1 (076)241-1177 (076)241-1178 (福)洋裕会 15

5 千木の里 920-0001 金沢市千木町ホ4-1 (076)257-9300 (076)257-7588 (福)千木福祉会 60

6 ファミリーケア城南 920-0101 金沢市城南1丁目21-21 (076)232-8221 (076)232-8220 (福)久楽会 24

7 ローレルハイツ恵寿 926-8605 七尾市富岡町95番地 (0767)52-6014 (0767)54-0411 (福)徳充会 30

8 山代温泉ヴィラ 922-0322 加賀市上野町ケ245 (0761)77-7733 (0761)77-5152 (福)篤豊会 30

9 ケアハウス和(やわらぎ) 922-0414 加賀市片山津町ム30番 (0761)75-3500 (0761)75-3507 (福)加賀福祉会 30

10 ケアハウス海青 929-1175 かほく市秋浜へ20番地3 (076)283-5610 (076)283-5633 (福)眉丈会 40

11 キラッと白山 929-0231 白山市美川和波町カ1番地3 (076)227-9486 (076)278-7011 (福)篤豊会 20

12 ケアハウス剣崎 924-0842 白山市剣崎町1488番地 (076)275-6688 (076)275-6936 (福)福寿会 30

13 ケアハウス鳥越 920-2376 白山市若原甲86 (076)254-2882 (076)254-2880 (福)鳥越福祉会 20

14 金沢南ケアハウス 921-8847 野々市市蓮花寺町79番1 (076)227-5866 (076)227-5867 (医社)仁智会 50

15 ケアハウスメゾンスワニエ 929-0115 能美市下ノ江町イ207番地 (0761)56-0011 (0761)56-0090 (福)喜峰会 15

16 ケアハウス白帆台 928-0067 河北郡内灘町白帆台1丁目1番地5 (076)286-0177 (076)286-0131 (福)健悠福祉会 40

17 ケアハウス聖頌園 927-0054 鳳珠郡穴水町字上野壱字1 (0768)52-3370 (0768)52-3255 (福)牧羊福祉会 29

軽 費 

老 人 

ホーム 

18 ケアハウス縄文 928-0307 鳳珠郡能登町字宇出津新港2丁目23番地1 (0768)62-3470 (0768)62-2170 (福)奥能登福祉会 40

1 憩の家 921-8141 金沢市馬替2丁目8番地1 (076)296-1211 (076)296-1201 (株)シェーネアルト 45

2 ひなた駅西 920-0022 金沢市北安江3-3-1 (076)239-3350 (076)260-7180 スプリングライフ金沢(株) 55

3 シティモンド金沢 920-0911 金沢市橋場町2番10号 (076)260-3300 (076)260-3301 (株)はなみずき 100

4 シニアホームみらい鞍月 920-8201 金沢市鞍月東1丁目6番地 (076)237-8561 (076)237-8562 (医社)映寿会 28

5 スプリングライフ金沢 920-0226 金沢市粟崎町4-80-2 (076)238-8000 (076)237-2323 スプリングライフ金沢(株) 95

6 マザーシップ浅野本町 920-0841 金沢市浅野本町ニ172-1 (076)254-0738 (076)251-0737 (株)セルトナカモリ 50

7 有料老人ホーム神宮寺 920-0806 金沢市神宮寺1丁目15番27号 (076)253-2335 (076)253-2368 (株)はなみずき 70

8 リビングさい 920-0364 金沢市松島3丁目207番地 (076)287-6331 (076)287-6335 (株)コロネット 30

9 グランド・ケア・クラシック能登 926-0223 七尾市半浦町参2番地1 (0767)85-2111 (0767)85-2112 能登健康福祉(株) 8

10 ウエルネスかねの 923-0153 小松市金平町ラ100番地1 (0761)41-1555 (0761)41-1571 ニ シ ・ ウ エ ル ネ ス(株) 50

11 ウエルネスふらま 923-0041 小松市千代町と100番地1 (0761)47-5022 (0761)47-5048 ニ シ ・ ウ エ ル ネ ス(株) 47

12 仁泉ケアセンター 925-0051 羽咋市島出町フ95番地1 (0767)22-6571 (0767)22-5205 (有)長岡 19

13 スーパーびゅー蓮花寺 921-8847 野々市市蓮花寺町25番 (076)246-1222 (076)246-1655 (株)はなみずき 150

14 悠の風野々市 921-8817 野々市市横宮町16番地9 (076)248-7179 (076)248-7183 (株)フ ォ ル ク レ ー ベ ン 62

有 料 

老 人 

ホーム

他 

15 メープル 929-0345 河北郡津幡町字太田は37番地 (076)289-6380 (076)289-6381 (特非)楓 10

■介護老人保健施設 
※施設名は「介護老人保健施設○○○○○」の介護老人保健施設を省略して記入しています。 
番号 施  設  名 郵便番号 所  在  地 電話番号 FAX 運 営 主 体 定員

1 あっぷる 921-8114 金沢市長坂町チ15番地 (076)280-5454 (076)280-5464 (医)積仁会 100

2 あんやと 920-3115 金沢市弥勒町ニ1-1 (076)257-0011 (076)257-1010 (医社)三恵会 29

3 金沢春日ケアセンター 920-0036 金沢市元菊町20番1号 (076)262-3300 (076)262-3313 (医社)仁智会 240

4 千木町ケア・センター 920-0001 金沢市千木町へ3-1 (076)257-3122 (076)257-3585 (医社)千木福久会 150

5 田中町温泉ケア・センター 920-0007 金沢市田中町は16 (076)253-2282 (076)253-2283 (医社)浅ノ川 140

6 (独行)地域医療機能推進機構金沢病院附属介護老人保健施設 920-0013 金沢市沖町ハ15 (076)253-5088 (076)253-5089 (独行)地域医療機能推進機構 100

7 なでしこの丘 921-8141 金沢市馬替2-142 (076)296-3111 (076)296-3118 (医社)扇寿会 100

8 ピカソ 920-1185 金沢市田上本町カ45-1 (076)231-6225 (076)231-6567 (医社)十全会 100

9 福久ケアセンター 920-3122 金沢市福久町ワ1-1 (076)257-7333 (076)257-7727 (医社)千木福久会 150

10 みらいのさと太陽 920-8201 金沢市鞍月東1-17 (076)237-2821 (076)237-2832 (医社)映寿会 100



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ － 7

 

番号 施  設  名 郵便番号 所  在  地 電話番号 FAX 運 営 主 体 定員

11 ろうけん桜並木 920-1157 金沢市田上さくら2丁目72番地 (076)208-3973 (076)208-3974 (社医財)松原愛育会 120

12 老健ホームいしかわ 920-3102 金沢市忠縄町144-1 (076)257-7101 (076)257-7102 (福)石川県社会福祉事業団 100

13 えんやま 926-0033 七尾市千野町に部10番地 (0767)57-0177 (0767)57-0179 (医社)生生会 29

14 鶴友苑 929-2121 七尾市田鶴浜町リ11-1 (0767)68-6221 (0767)68-6201 (社医財)董仙会 50

15 寿老園 929-2217 七尾市中島町鹿島台は14-1 (0767)66-0300 (0767)66-1211 (医社)豊玉会 100

16 和光苑 926-0853 七尾市津向町ト107 (0767)52-3665 (0767)52-3668 (社医財)董仙会 150

17 グリーンポート小松 923-0073 小松市岩渕町46-2 (0761)47-2900 (0761)47-2905 (医社)田谷会 100

18 さくら園 923-0801 小松市園町ホ35 (0761)21-7261 (0761)21-7262 (医社)さくら会 50

19 まだら園 923-0851 小松市北浅井町リ125-1 (0761)21-8624 (0761)21-8634 (医社)丹生会 113

20 レイクサイド木場 923-0844 小松市三谷町そ80 (0761)23-1800 (0761)23-7280 (医社)田谷会 100

21 百寿苑 928-0023 輪島市気勝平町1-28 (0768)22-9922 (0768)22-9975 (医社)輪生会 104

22 美笑苑 927-1462 珠洲市三崎町小泊ト部3-1 (0768)88-8080 (0768)88-2150 (福)弘生福祉会 100

23 葵の園・丘の上 922-0421 加賀市冨塚町中尾126-2 (0761)74-0129 (0761)74-2119 (医社)修和会 100

24 加賀温泉ケアセンター 922-0825 加賀市直下町ヲ91番地 (0761)73-3315 (0761)73-2088 (医社)慈豊会 144

25 加賀中央メディケアホーム 922-0431 加賀市山田町蛇谷1-19 (0761)73-1116 (0761)73-1165 (福)篤豊会 100

26 加賀のぞみ園 922-0821 加賀市南郷町3乙4 (0761)72-5211 (0761)72-5095 (医社)長久会 100

27 太陽の丘 922-0566 加賀市深田町ロ2-1 (0761)75-2100 (0761)75-2258 (医)萌和会 70

28 山中温泉しらさぎ苑 922-0103 加賀市山中温泉長谷田町チ17-1 (0761)78-0211 (0761)78-0882 (福)篤豊会 55

29 白鳥苑 925-0623 羽咋市本江町ヘ15 (0767)26-0901 (0767)26-0903 (医社)佳樹会 100

30 千代野苑 924-0075 白山市米永町303番地5 (076)275-7700 (076)275-8858 (医社)白山会 137

31 なごみ苑 924-0075 白山市米永町300番地2 (076)276-5100 (076)276-7539 (医社)白山会 50

32 はまなすの丘 929-0122 能美市大浜町ム52-18 (0761)55-8855 (0761)55-8860 能美市 74

33 手取の里 923-1121 能美市寺井町ウ84 (0761)58-6616 (0761)58-6617 (公益社)石川勤労者医療協会 50

34 陽翠の里 923-1226 能美市緑が丘11-77 (0761)51-7777 (0761)51-7778 (福)陽翠水 54

35 あんじん 921-8824 野々市市新庄2-30 (076)248-4165 (076)248-4176 (医社)洋和会 100

36 おしのの里 921-8802 野々市市押野6丁目160 (076)246-1411 (076)246-3280 (医社)押野新生会 19

37 金沢南ケアセンター 921-8847 野々市市蓮花寺町1-1 (076)294-3737 (076)294-3797 (医社)仁智会 100

38 あんじん川北 923-1267 能美郡川北町壱ツ屋195番地 (076)277-8853 (076)277-8856 (医社)洋和会 29 

39 ふぃらーじゅ 929-0441 河北郡津幡町東荒屋354番地 (076)288-1465 (076)288-1477 (医社)良俊会 50

40 内灘温泉保養館 920-0269 河北郡内灘町白帆台1丁目88番地1 (076)286-5218 (076)286-5471 (医社)友愛病院会 100

41 アイリス 925-0457 羽咋郡志賀町給分ニ27 (0767)42-2600 (0767)42-2655 (医社)浄心会 50

42 有縁の荘 925-0205 羽咋郡志賀町仏木ク15-20 (0767)37-1122 (0767)37-1288 (医社)同朋会 50

43 悠悠 925-0447 羽咋郡志賀町富来領家町ハ30 (0767)42-1151 (0767)42-2493 (医社)平成会 78

44 なごみの里鹿島 929-1816 鹿島郡中能登町浅井ろ106 (0767)76-2270 (0767)76-2271 (医社)英寿会 100

45 あゆみの里 927-0027 鳳珠郡穴水町川島タ38 (0768)52-3310 (0768)52-0356 穴水町 56

46 恵寿鳩ヶ丘 927-0023 鳳珠郡穴水町字麦ヶ浦15．39番8 (0768)52-3335 (0768)52-3325 (社医財)董仙会 143

■短期入所生活介護事業所(特別養護老人ホーム併設を除く) 
番号 施  設  名 郵便番号 所  在  地 電話番号 FAX 運 営 主 体 定員

1 うめばちいりえ 921-8011 金沢市入江2丁目306番地6 (076)291-6600 (076)291-1060 (株)ラフィーネ 30

2 うめばちショートステイ 920-1155 金沢市田上本町3丁目125番地2 (076)262-3200 (076)262-0377 (株)ラフィーネ 30

3 おたっしゃホーム城北短期入所生活介護 920-0022 金沢市北安江二丁目10番18号 (076)232-8801 (076)232-8802 (公益社)石川勤労者医療協会 20

4 金沢春日ケアセンター 920-0036 金沢市元菊町20番1号 (076)262-3300 (076)262-3313 (医社)仁智会 24

5 ことほぎ三ツ屋ショートステイ 920-0214 金沢市三ツ屋町ロ18番地1 (076)237-6622 (076)237-6625 (株)アスティ 25

6 ショートステイ健康企画南新保 920-0064 金沢市南新保町へ34番地 (076)255-0505 (076)255-0591 (株)ビースタイルケア 20

7 ショートステイ鶴の恩返し・才田 920-3101 金沢市才田町65番地1 (076)254-1002 (076)254-0259 (株)鶴の恩返し 20

8 ショートステイみらい・太陽丘 920-1154 金沢市太陽が丘三丁目1番地14 (076)233-3777 (076)233-2999 (福)中央福祉会 20

9 ショートステイれんげの郷 920-0942 金沢市小立野3丁目24番13号 (076)256-0878 (076)256-0826 (福)鳥越福祉会 20

10 想愛畝田ショートステイ 920-0344 金沢市畝田東3丁目545 (076)254-0066 (076)254-5186 (株)想愛 30

11 想愛木越ショートステイ 920-0205 金沢市大浦町チ99番地1 (076)238-3878 (076)238-3876 (株)ふれあいの里 20

12 想愛高尾台ショートステイ 921-8155 金沢市高尾台1丁目74番地 (076)214-6633 (076)214-6184 (株)愛里 30

13 短期入所生活介護ピカソⅡ 920-1185 金沢市田上本町カ45番地1 (076)262-0880 (076)262-0807 (医)十全会 32

14 マナの家増泉ショートステイ 921-8025 金沢市増泉1丁目16番41号 (076)280-1518 (076)280-1519 (株)コンフォート 36



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ － 8

高齢者関連施設 

番号 施  設  名 郵便番号 所  在  地 電話番号 FAX 運 営 主 体 定員

15 マナの家涌波ショートステイ 920-0954 金沢市涌波1丁目1番32号 (076)223-1050 (076)223-1051 (株)イワクラ 30

16 さわらび 923-0851 小松市北浅井町と67番地 (0761)22-5558 (0761)22-5559 (有)見谷メディカルサービス 25

17 山代温泉ほっと篤寿苑 922-0322 加賀市上野町ケ254 (0761)77-7103 (0761)77-7244 (福)篤豊会 30

18 ショートステイ「たのし家」 929-1126 かほく市内日角6-35-1 (076)283-1121 (076)283-1245 (医社)中田内科病院 7

19 ケアハウス剣崎 924-0842 白山市剣崎町1488番地 (076)275-6688 (076)275-6936 (福)福寿会 13

20 金沢南総合在宅ケアセンター 921-8847 野々市市蓮花寺町1番1号 (076)294-3737 (076)294-3797 (医社)仁智会 20

21 マナの家ショートステイ 921-8815 野々市市本町一丁目21番2号 (076)294-0550 (076)294-0570 (株)イワクラ 20

22 志賀町ショートステイ 925-0141 羽咋郡志賀町高浜町レの24番地1 (0767)32-6001 (0767)32-6002 (福)はまなす会 20

23 ほのぼの短期入所生活介護事業所「ほのぼの」  929-1704 鹿島郡中能登町末坂2部33番地1 (0767)74-8065 (0767)74-0656 (社医財)董仙会 30

■認知症高齢者グループホーム(地域密着型サービス(認知症対応型共同生活介護)) 
※介護予防欄に○が付いている施設については、地域密着型介護予防サービス事業を行っています。 
番号 施  設  名 郵便番号 所  在  地 電話番号 FAX 運営主体 定員 ユニット数 介護予防

1 イエローガーデン 921-8065 金沢市上荒屋1丁目275番地 (076)269-4500 (076)269-4529 共和(株) 27 3 ○

2 イエローガーデン有松 921-8161 金沢市有松2丁目4番10号 (076)245-3050 (076)245-3051 エフピィ・ウェルフェアワーク(株) 27 3 ○

3 麗・あわがさき 920-0226 金沢市粟崎町ニ3番地1 (076)254-5544 (076)254-5622 (株)ＧＲＡＮ 18 2 ○

4 おんまの里 921-8045 金沢市大桑1丁目169番地 (076)281-6478 (076)281-6836 (株)大桑の家 18 2 ○

5 グループホーム愛蓮 921-8105 金沢市平和町3丁目14-8 (076)280-5514 (076)280-5541 (福)愛里巣福祉会 18 2 ○

6 グループホーム暁 920-0801 金沢市神谷内町チ162番地1 (076)253-8800 (076)253-7701 (株)メディカルケア 18 2 ○

7 グループホームあさひ 920-0052 金沢市薬師堂町ロ8番地 (076)213-8900 (076)262-9990 アサヒ(株) 18 2 ○

8 グループホーム有松 921-8161 金沢市有松2丁目4番32号 (076)245-5601 (076)241-3561 (株)ふれあいタウン 9 1 ○

9 グループホームあんのん山科 921-8151 金沢市窪6丁目141番1 (076)241-1177 (076)241-1178 (福)洋裕会 18 2 ○

10 グループホーム駅西 920-0027 金沢市駅西新町2丁目12番1号 (076)232-4567 (076)232-4568 (医社)仁智会 18 2 ○

11 グループホーム大桑 921-8045 金沢市大桑2丁目250番地 (076)208-4165 (076)208-4166 (有)ドリーム二十一 18 2 ○

12 グループホーム大桑の家 921-8045 金沢市大桑2丁目339番地 (076)255-7331 (076)255-7332 (株)大桑の家 18 2 ○

13 グループホームおんぼら〜と 920-0841 金沢市浅野本町2丁目23番21号 (076)253-1045 (076)253-1010 (公益社)石川勤労者医療協会 27 3 ○

14 ぐる～ぷほ～む笠市 920-0851 金沢市笠市町11-19 (076)221-4165 (076)221-4865 (株)ケア・トラスト 18 2 ○

15 グループホームかないわ 920-0338 金沢市金石北1丁目19番16号 (076)255-6635 (076)266-2131 (医社)博友会 18 2 ○

16 グループホーム金沢苑 920-0216 金沢市直江町リ49番地1 (076)239-0002 (076)239-0445 (株)金沢苑 27 3 ○

17 グループホームこさか 920-0811 金沢市小坂町北241番4 (076)253-0326 (076)253-0327 (医社)千木福久会 27 3 ○

18 group-Home五番丁 920-0994 金沢市茨木町64番地 (076)223-0058 (076)223-0085 (福)眉丈会 18 2 ○

19 グループホーム桜丘 920-0815 金沢市鳴和台318番地 (076)253-1661 (076)253-1687 (有)ドリーム二十一 18 2 ○

20 グループホーム神宮寺 920-0806 金沢市神宮寺2丁目12-12 (076)252-1540 (076)252-1546 (医社)仁智会 18 2 ○

21 グループホーム新保家 920-0901 金沢市彦三町1丁目12番3号 (076)221-6699 (076)221-6698 (株)にし村 18 2 ○

22 グループホーム西南縁 921-8062 金沢市新保本2丁目484番地 (076)227-8634 (076)227-8654 (株)グッドリレイト 18 2 ○

23 グループホーム太陽のプリズム窪 921-8151 金沢市窪6丁目16番地 (076)201-3737 (076)201-3738 (株)サンウェルズ 18 2 ○

24 グループホームなでしこの丘 921-8141 金沢市馬替2丁目7番地1 (076)296-3117 (076)296-3127 (医社)扇寿会 27 3 ○

25 グループホーム菜の花・金沢 920-0367 金沢市北塚町西446番地 (076)240-0069 (076)240-0069 (特非)菜の花 15 2 ○

26 グループホーム「花園の里」 920-0102 金沢市岸川町に20番地 (076)257-7766 (076)257-7701 (有)ドリーム二十一 27 3 ○

27 グループホームひまわり 921-8131 金沢市三十苅町丁148番地1 (076)296-8808 (076)296-8818 (有)わたなべ 9 1 ○

28 グループホームほたる寺地 921-8178 金沢市寺地1丁目22番12号 (076)245-2555 (076)245-2556 (株)エンジェル 18 2 ○

29 グループホームぽ～れぽ～れ四十万 921-8135 金沢市四十万5丁目122番地 (076)296-2121 (076)296-2147 (株)ぽ～れぽ～れ 27 3 ○

30 グループホームめぐみ 920-0901 金沢市彦三町2-6-13 (076)233-8828 (076)233-2335 (株)恵 18 2 ○

31 グループホームめぐみ黒田 921-8051 金沢市黒田1丁目291番地 (076)255-7220 (076)249-8072 (株)恵 18 2 ○

32 グループホーム元菊 920-0036 金沢市元菊町20番1号 (076)262-3300 (076)262-3313 (医社)仁智会 18 2 ○

33 グループホーム杜の郷本多 920-0964 金沢市本多町3丁目11番23号 (076)231-5878 (076)231-2600 (有)杜の郷 27 3 ○

34 グループホームゆうけあ相河 921-8043 金沢市西泉6丁目134番地 (076)245-1167 (076)255-7866 (福)中央会 18 2 ○

35 グループホーム遊子苑ながた 920-0041 金沢市長田本町ホ14番 (076)255-2551 (076)223-2553 (株)遊子苑 18 2 ○

36 グループホームゆとりの園 921-8014 金沢市糸田1丁目142番地 (076)292-3030 (076)292-3031 (株)ゆとりの園 18 2 ○

37 グループホームよりそい 920-0002 金沢市千木1丁目36番地 (076)251-1122 (076)251-1390 金沢福祉(株) 27 3 ○

38 グループホーム「レインボー2」 921-8011 金沢市入江2丁目210番地 (076)291-2745 (076)291-2746 (株)北陸福祉医療開発 27 3 ○

39 ケアネット千壽小立野 920-0942 金沢市小立野4丁目4番31号 (076)221-1551 (076)221-1559 (株)ケアネット千壽 27 3 ○

40 コープいしかわグループホーム戸板 920-0068 金沢市戸板2丁目73番地 (076)222-6151 (076)222-6152 生活協同組合コープいしかわ 18 2 ○
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番号 施  設  名 郵便番号 所  在  地 電話番号 FAX 運営主体 定員 ユニット数 介護予防

41 古都の家 920-0921 金沢市材木町6番18-2号 (076)234-5101 (076)234-5109 (福)久楽会 18 2 ○

42 さくらガーデンもりやま 920-0843 金沢市森山2丁目19番13号 (076)254-6221 (076)254-6223 ダイヤコーサン(株) 18 2 ○

43 新竪縁 920-0993 金沢市下本多町五番丁14番地 (076)260-1411 (076)260-1822 (福)眉丈会 12 2 ○

44 想愛木越グループホーム 920-0203 金沢市木越町レ31番地1 (076)237-6615 (076)237-6614 (株)ふれあいの里 18 2 ○

45 ハッピーホームわりだし 920-0062 金沢市割出町450番地1 (076)238-5022 (076)238-5023 (特非)ハッピーホーム 18 2 ○

46 伏見台ふれあいの家 921-8177 金沢市伏見台1丁目14番30号 (076)226-0428 (076)226-0417 (医社)よつば会 18 2 ○

47 ホームあさぎり台グループホームあさぎり台 920-1155 金沢市田上本町テ55番地5 (076)229-1115 (076)229-1877 (福)松原愛育会 18 2 ○

48 夢の里すみよし 920-0022 金沢市北安江1丁目11番38号 (076)221-3115 (076)236-2826 (有)夢の里 9 1 ○

49 老人グループホームこころ 921-8021 金沢市御影町21番11号 (076)226-6811 (076)226-6855 (福)こころ 8 1 ○

50 グループホームいがわの里 926-0826 七尾市飯川町45部35番地1 (0767)57-3666 (0767)57-3666 (有)志楽 18 2 ○

51 グループほーむ楓の家 926-0032 七尾市南ケ丘町64番地 (0767)53-7376 (0767)53-7383 楓の家(株) 9 1 ○

52 グループホーム熊木山荘 929-2241 七尾市中島町浜田ロ部11番地5 (0767)66-0221 (0767)66-1771 (有)熊木福祉会 18 2 ○

53 グループホームこうさか 926-0044 七尾市相生町72番地 (0767)53-0254 (0767)53-0254 (医社)英寿会 18 2 ○

54 グループほーむ沙羅の郷 926-0216 七尾市能登島曲町13番地9の甲 (0767)84-0771 (0767)84-0772 (株)ゆう 18 2 ○

55 グループホームだんらん 926-0014 七尾市矢田町26号字石蔵18-2 (0767)53-8856 (0767)53-8857 (特非)清寿会 9 1 ○

56 グループホーム菜の花・七尾 926-0027 七尾市矢田町参号184番地2 (0767)53-1211 (0767)53-1211 (特非)菜の花 9 1 ○

57 グループホームひかり 929-2121 七尾市田鶴浜町る88番1 (0767)68-3800 (0767)68-3800 (特非)ひかり 15 2 ○

58 グループホームひと息 926-0843 七尾市赤浦町カ部34番地 (0767)53-6336 － (有)のざき 9 1 ○

59 グループホームやくしの里 926-0381 七尾市黒崎町ヲ部109番地 (0767)59-1801 (0767)59-1802 (福)緑会 9 1 ○

60 グループホーム夕なぎ 926-0841 七尾市松百町リ56番1 (0767)53-7170 (0767)53-7175 (特非)夕凪 9 1 ○

61 秀楽苑グループホーム 929-2217 七尾市中島町鹿島台は部17-3 (0767)66-1030 (0767)66-2012 (福)鹿北福祉会 9 1 ○

62 グループホームあたかの郷 923-0003 小松市安宅町ル1番地29 (0761)24-1187 (0761)24-2238 (福)あさひ会 18 2 ○

63 グループホームいきいき長寿 923-0028 小松市梯町ト1番地6 (0761)23-7700 (0761)23-7705 (医社)仁志会 18 2 ○

64 グループホームさとやま 923-0825 小松市西軽海町1丁目48番地 (0761)47-0225 (0761)47-0225 (医社)向出医院 18 2 ○

65 グループホーム自生園ひらんて 923-0036 小松市平面町ト26 (0761)23-5667 (0761)23-5637 (福)自生園 18 2 ○

66 グループホームセラピィ粟津 923-0342 小松市矢田野町ホ132 (0761)43-3434 (0761)43-3469 (有)昌和商事 18 2 ○

67 グループホームとも 923-0033 小松市野田町丙110番1 (0761)23-3336 (0761)23-3319 (株)豊春耕雄企画 18 2 ○

68 グループホーム陽らら 923-0927 小松市西町134番地 (0761)21-1839 (0761)21-1839 (医社)和楽仁 18 2  

69 グループホームまだら園 923-0865 小松市福乃宮町2丁目97番地 (0761)21-8624 (0761)21-8634 (医社)丹生会 18 2 ○

70 グループホームやたの 923-0342 小松市矢田野町イ8番地 (0761)44-5151 (0761)44-1010 (福)共友会 18 2 ○

71 松寿園グループホームそよ風 923-0961 小松市向本折町ホ31番地 (0761)22-0661 (0761)22-0661 (福)松寿園 18 2 ○

72 グループホーム陽だまりの家 927-2345 輪島市門前町赤神10の1番地 (0768)45-1249 (0768)45-1240 (福)門前町福祉会 9 1 ○

73 グループホームひなたぼっこ 928-0042 輪島市山本町矢本前17番2 (0768)23-1188 (0768)23-1133 (有)ＣＯＭ 18 2 ○

74 グループホーム福祉の杜 928-0024 輪島市山岸町い26-2 (0768)22-0008 (0768)23-0008 (福)寿福祉会 18 2 ○

75 グループほーむもんぜん楓の家 927-2164 輪島市門前町道下よ25番地 (0768)42-2677 (0768)42-2678 楓の家(株) 18 2 ○

76 鶴の恩返しホーム輪島 928-0241 輪島市渋田町テ部16番地1 (0768)34-1388 (0768)34-1389 中嶋レース(株) 18 2 ○

77 グループホームとうほうの里 927-1225 珠洲市宝立町宗玄24字2番地1 (0768)84-2755 (0768)84-2815 (有)東朋の里 18 2 ○

78 グループホーム春風 927-1446 珠洲市折戸町ラの部26番地 (0768)86-2306 (0768)86-2322 (特非)春風 9 1 ○

79 グループホーム倫 927-1462 珠洲市三崎町小泊ト部4番1 (0768)88-8300 (0768)88-2111 (福)弘生福祉会 18 2 ○

80 グループホームわきあい愛 927-1215 珠洲市上戸町北方五字175番地1 (0768)82-5512 (0768)82-5516 (有)なかたに 18 2 ○

81 加賀中央グループホーム 922-0431 加賀市山田町蛇谷1-16 (0761)72-7111 (0761)72-7112 (福)篤豊会 9 1 ○

82 グループホーム葵の園・じざい 922-0421 加賀市冨塚町中尾1-23 (0761)74-3385 (0761)74-6330 (医社)修和会 9 1 ○

83 グループホーム葵の園・東町 922-0816 加賀市大聖寺東町2丁目21 (0761)72-3811 (0761)72-3813 (医社)修和会 18 2 ○

84 グループホームいろり 922-0831 加賀市幸町1丁目14番地 (0761)72-6335 (0761)72-7030 (福) 朋友会 9 1 ○

85 グループホーム片山津 922-0412 加賀市片山津温泉ア97番11 (0761)74-8811 (0761)74-8826 (福)篤豊会 27 3 ○

86 グループホーム桜の園 922-0436 加賀市松が丘1丁目15番地15 (0761)73-2588 (0761)73-4226 (有)シブヤ 18 2 ○

87 グループホームしゃくなげ 922-0133 加賀市山中温泉滝町リ1番地1 (0761)78-4103 (0761)78-0653 (福)鶴寿会 18 2 ○

88 グループホームまどい 922-0825 加賀市直下町イ32-1 (0761)72-5220 (0761)72-5220 (医社)長久会 9 1 ○

89 高齢者グループホームいこいの家 922-0242 加賀市山代温泉11の108番地2 (0761)77-2270 (0761)77-3640 (医社)長久会 15 2 ○

90 しらさぎ苑グループホーム 922-0103 加賀市山中温泉長谷田町チ17-1 (0761)78-0211 (0761)78-0882 (福)篤豊会 18 2 ○

91 篤寿苑グループホーム 922-0322 加賀市上野町ケ254 (0761)77-7103 (0761)77-7244 (福)篤豊会 9 1 ○

92 ぬくもりの里 922-0414 加賀市片山津町北118番地 (0761)74-3220 (0761)74-3276 (有)ウェルライフ 18 2 ○

93 グループホームさくらさくら 925-0032 羽咋市東川原町古川田23番地1 (0767)22-0283 (0767)22-0683 (株)さくらさくら 18 2 ○
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高齢者関連施設 

番号 施  設  名 郵便番号 所  在  地 電話番号 FAX 運営主体 定員 ユニット数 介護予防

94 グループホームなが穂の里 925-0026 羽咋市石野町ト40番地 (0767)22-6920 (0767)22-6920 (公益社)石川勤労者医療協会 9 1 ○

95 グループホーム菜の花・羽咋 925-0015 羽咋市大川町1丁目34ー1 (0767)22-7748 (0767)22-7748 (特非)菜の花 9 1 ○

96 グループほーむはくい楓の家 925-0003 羽咋市寺家町テ48番地 (0767)23-4851 (0767)23-4852 (株)楓の家コーポレーション 18 2 ○

97 ぐるーぷほーむ福の神 929-1573 羽咋市四柳町つ17番地 (0767)26-8088 (0767)26-8077 (福)弘和会 18 2 ○

98 グループホームわたぼうし 925-0603 羽咋市福水町ろ33番地1 (0767)26-8200 (0767)26-8211 (有)わたぼうし倶楽部 9 1 ○

99 仁泉グループホーム 925-0051 羽咋市島出町フ28番地3 (0767)22-6571 (0767)22-5205 (有)長岡 9 1 ○

100 イエローガーデンかほく 929-1122 かほく市七窪ヘ15番地25 (076)283-6444 (076)283-6464 (株)イエローガーデンかほく 18 2 ○

101 グループホームおもしろ荘 929-1175 かほく市秋浜ロ11ー1 (076)283-5363 (076)283-5363 (医社)中田内科病院 15 2 ○

102 グループホーム学園台 929-1210 かほく市高松3街区2番 (076)281-3511 (076)281-3571 (特非)若葉 18 2 ○

103 グループホーム一梅縁 929-1125 かほく市宇野気ロ21番地 (076)283-3680 (076)283-4155 (株)内邦福祉会 27 3 ○

104 グループホームたかまつ 929-1212 かほく市中沼ル113番地1 (076)282-5470 (076)282-5471 (特非)若葉 18 2 ○

105 グループホームたから 929-1177 かほく市白尾ナ44番1 (076)283-5501 (076)283-4149 (株)中村産業 27 3 ○

106 グループホーム芙蓉 929-1211 かほく市二ツ屋ソ103番3 (076)282-5766 (076)282-5607 (福)芙蓉会 18 2 ○

107 グループホームあいけむ 924-0061 白山市宮保町1160番地4 (076)275-9099 (076)275-9044 (有)アイケム 18 2 ○

108 グループホームあすか 920-2104 白山市月橋町405番地 (076)273-5571 (076)273-5781 (特非)飛鳥 15 2 ○

109 グループホーム共永 920-2375 白山市上野町東95番地1 (076)254-2070 (076)254-2078 (特非)共永 18 2 ○

110 グループホームキラッと篤寿苑 929-0204 白山市平加町ヌ110番地1 (076)278-2555 (076)278-2240 (福)篤豊会 18 2 ○

111 グループホームくろゆり 920-2321 白山市吉野東2番地1 (076)255-5202 (076)255-5320 (有)くろゆり 18 2 ○

112 ぐる～ぷほ～む源兵島 924-0052 白山市源兵島967番地 (076)220-7313 (076)220-7314 (株)ケア・トラスト 18 2 ○

113 グループホーム太陽のプリズム徳光 924-0071 白山市徳光町2665番地17 (076)274-7612 (076)274-7613 (株)サンウェルズ 18 2 ○

114 ぐるーぷほーむ暖暖 924-0024 白山市北安田町5380番地 (076)274-4865 (076)274-4142 (医社)洋和会 18 2 ○

115 グループホームほたる 924-0806 白山市石同新町155番地 (076)277-6533 (076)277-6533 (株)エンジェル 18 2 ○

116 グループホームぼたん 920-2132 白山市明島町西115番地3 (076)272-4733 (076)272-4733 (有)ニシタ 18 2 ○

117 グループホーム遊子苑 924-0826 白山市乙丸町484番地2 (076)274-0101 (076)274-0238 (株)遊子苑 9 1 ○

118 ほほえみホーム 924-0075 白山市米永町303番地5 (076)275-5101 (076)275-8858 (医社)白山会 9 1 ○

119 白山ぬくもりホーム 924-0882 白山市八ツ矢町124番地1 (076)275-8575 (076)275-8576 (福)久楽会 18 2 ○

120 グループホームあおぞら 923-1101 能美市粟生町ロ78 (0761)58-6899 (0761)58-6899 (特非)老人介護マトリックスとまり木 9 1 ○

121 グループホーム金さん銀さん 929-0106 能美市西二口町丙27番地 (0761)55-6611 (0761)55-6677 (医社)きだ整形外科クリニック 9 1 ○

122 グループホームとまり木 929-0112 能美市福島町ツ34番地1 (0761)55-0756 (0761)55-0756 (特非)老人介護マトリックスとまり木 6 1 ○

123 グループホーム花しょうぶ 923-1223 能美市寺畠153番 (0761)51-6425 (0761)51-6426 (有)花街道 9 1 ○

124 ぐるうぷほうむ杜の郷てらい 923-1121 能美市寺井町ニ31番地1 (0761)58-5100 (0761)58-5254 (株)グッドステーション 18 2 ○

125 ぐるーぷほーむ杜の郷能美 923-1121 能美市寺井町二28番地1 (0761)58-5100 (0761)58-5254 (株)グッドステーション 9 1 ○

126 ぐるーぷほーむ杜の郷能美つつじ 923-1121 能美市寺井町ニ28番地1 (0761)58-5100 (0761)58-5254 (株)グッドステーション 9 1 ○

127 グループホームゆうゆう能美 929-0126 能美市山口町へ52番地3 (0761)23-6200 (0761)23-6203 (有)オレンジ・ケア 18 2 ○

128 グループホームゆず 923-1242 能美市火釜町リ1番8 (0761)58-0662 (0761)58-1546 (株)優・優 9 1 ○

129 ハッピーホーム 923-1225 能美市松が岡1丁目14番 (0761)51-3123 (0761)51-3122 (特非)ハッピーホーム 27 3 ○

130 イエローガーデン金沢白山 921-8848 野々市市柳町36番2 (076)275-9771 (076)275-9710 (株)天正 18 2 ○

131 グループホームあんのん 921-8824 野々市市新庄2丁目14番地 (076)246-7700 (076)248-7261 (医社)洋和会 36 4 ○

132 グループホーム新生 921-8802 野々市市押野6丁目145番地 (076)246-1411 (076)246-3280 (医社)押野新生会 27 3 ○

133 グループホームつばき・れんげ 921-8847 野々市市蓮花寺町1番1号 (076)294-3737 (076)294-3797 (医社)仁智会 15 2 ○

134 グループホームめいりんの里 921-8831 野々市市下林3丁目280番地 (076)248-8200 (076)248-9090 (株)イデアーテ 18 2 ○

135 グループホーム「レインボー1」 921-8811 野々市市高橋町2番12号 (076)246-5740 (076)246-5741 (株)北陸福祉医療開発 27 3 ○

136 あすなろ 929-0316 河北郡津幡町字御門ろ64番地2 (076)289-0877 (076)289-2224 (有)松良福祉会 18 2 ○

137 グループホーム愛の風 929-0455 河北郡津幡町字倉見カ199番地3 (076)289-8801 (076)289-8803 (有)北国福祉医療開発 18 2 ○

138 グループホーム1・2・ＳＵＮ 929-0345 河北郡津幡町字太田ろ128番地 (076)289-0605 (076)289-0604 (特非)おおにしやま 27 3 ○

139 グループホームかえで 929-0341 河北郡津幡町字横浜ほ14番2 (076)289-0618 (076)289-0617 (特非)楓 9 1 ○

140 グループホーム「庄の里」 929-0327 河北郡津幡町字庄ニ69番地 (076)288-3456 (076)288-7715 (有)ドリーム二十一 18 2 ○

141 グループホームつつじ 929-0334 河北郡津幡町字川尻ツ101番地 (076)289-0712 (076)289-0713 (有)共永 18 2 ○

142 グループホームつばた 929-0345 河北郡津幡町字太田ろ144番地2 (076)289-0665 (076)289-0675 (有)河北郡地域介護研究会 18 2 ○

143 グループホームかたばたの里 929-0346 河北郡津幡町字潟端つ5番地8 (076)289-0725 (076)289-0726 加陽産業(有) 18 2 ○

144 グループホーム福老園 929-0346 河北郡津幡町字潟端つ5番地8 (076)289-0728 (076)289-0726 (有)津幡福老園 18 2 ○

145 イエローガーデン内灘 920-0277 河北郡内灘町千鳥台3丁目201番地18 (076)237-8900 (076)237-0118 エフピィ・ウェルフェアワーク(株) 18 2 ○

146 グループホームあかり 920-0277 河北郡内灘町千鳥台2丁目190番地 (076)238-1152 (076)238-1153 (有)キコウベネッセレ 18 2 ○
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番号 施  設  名 郵便番号 所  在  地 電話番号 FAX 運営主体 定員 ユニット数 介護予防

147 グループホーム白帆台 920-0269 河北郡内灘町白帆台2丁目422番 (076)286-9008 (076)286-9009 (株)遊子苑 18 2 ○

148 ぐる～ぷほ～むトトロの家 920-0272 河北郡内灘町向陽台2丁目267番地 (076)239-3390 (076)239-3390 (特非)トトロの家 18 2 ○

149 グループホーム華 920-0266 河北郡内灘町大根布1丁目98番地 (076)286-3987 (076)239-2828 (株)エイトコンサルタント 18 2 ○

150 グループホーム遊子苑うちなだ 920-0266 河北郡内灘町大根布五丁目40番地 (076)286-0345 (076)286-0346 (株)遊子苑 18 2 ○

151 グループホームあじさい 925-0205 羽咋郡志賀町仏木ク15-20 (0767)37-1233 (0767)37-1288 (医社)同朋会 9 1 ○

152 グループホームあじさい高浜 925-0141 羽咋郡志賀町高浜町ク12番地14 (0767)32-8155 (0767)32-8133 (医社)同朋会 18 2 ○

153 グループほーむ楓の家リゾート 925-0166 羽咋郡志賀町安部屋戌18番地4 (0767)32-3055 (0767)32-3122 (株)楓の家コーポレーション 9 1 ○

154 グループホームさくらがい 925-0457 羽咋郡志賀町給分ホの3番1 (0767)42-8800 (0767)42-0150 (福)麗心会 18 2 ○

155 グループホーム志賀の里すみよし 925-0141 羽咋郡志賀町高浜町マの16番地25 (0767)32-3872 (0767)32-3873 (有)グッドリビング 9 1 ○

156 グループホームのぞみの里 925-0576 羽咋郡志賀町鹿頭井の137番地 (0767)46-8335 (0767)46-8336 (有)のぞみの里 18 2 ○

157 グループホームはまなす園 925-0161 羽咋郡志賀町赤住ハの4番地1 (0767)32-3888 (0767)32-3889 (福)はまなす会 9 1 ○

158 グループホームまごころの家すみよし 925-0447 羽咋郡志賀町富来領家町甲12 (0767)42-2376 (0767)42-2688 (有)グッドリビング 18 2 ○

159 鶴の恩返しホーム志賀 925-0147 羽咋郡志賀町大島耕110番1・111番1・112番1 (0767)32-5050 (0767)32-5057 (株)鶴の恩返し 9 1 ○

160 グループホーム押水 929-1344 羽咋郡宝達志水町今浜えびすが丘五九番地 (0767)28-4477 (0767)28-4486 (株)ウェル 18 2 ○

161 グループホーム金谷の杜 929-1406 羽咋郡宝達志水町散田ツ144 (0767)29-3170 (0767)29-3190 (特非)ゆう和会 9 1 ○

162 グループホーム志雄 929-1411 羽咋郡宝達志水町柳瀬レ105-1 (0767)29-2966 (0767)29-2956 (株)アイアス 18 2 ○

163 グループホーム虹の羽 929-1344 羽咋郡宝達志水町今浜カ10番地 (0767)28-5515 (0767)28-5519 (株)レインボースター 9 1 ○

164 グループホーム宝達の郷 929-1344 羽咋郡宝達志水町今浜ラ148番1 (0767)28-4498 (0767)28-4499 (株)ウェル 18 2 ○

165 グループホームしあわせの里 929-1604 鹿島郡中能登町能登部下76部115番地 (0767)72-3118 (0767)72-3108 (有)しあわせの里 18 2 ○

166 グループホームなごみの里鹿島 929-1816 鹿島郡中能登町浅井ろ部107番地 (0767)76-1813 (0767)76-1813 (医社)英寿会 18 2 ○

167 グループホーム鹿寿苑 929-1601 鹿島郡中能登町西馬場エ部56番地 (0767)72-2600 (0767)72-3032 (福)鹿南福祉会 9 1 ○

168 一青の家 929-1715 鹿島郡中能登町一青な部2番地 (0767)74-0428 (0767)74-8688 (有)岡島 18 2 ○

169 グループホーム彩 927-0026 鳳珠郡穴水町大町ハの89番地 (0768)52-3628 (0768)52-3628 (有)住建オーエム 9 1 ○

170 グループホーム聖頌園 927-0025 鳳珠郡穴水町字内浦ホ55番地1 (0768)52-3055 (0768)52-3061 (福)牧羊福祉会 18 2 ○

171 グループホーム朱鷺の苑穴水 927-0035 鳳珠郡穴水町字志ヶ浦15字1番地3 (0768)52-1230 (0768)52-3020 (福)北伸福祉会 8 1 ○

172 グループホームいるか乃里 927-0563 鳳珠郡能登町姫12字95番地 (0768)62-8125 (0768)62-8126 (有)いるか乃里 9 1 ○

173 グループホーム長寿の郷 927-0603 鳳珠郡能登町字布浦ノ字10番地3 (0768)72-8822 (0768)72-1388 (福)長寿会 27 3 ○

174 グループホームなかよし 927-0311 鳳珠郡能登町瑞穂ツ字112番3 (0768)67-1577 (0768)67-1570 (福)礎会 18 2 ○

175 グループホームぽかぽか 928-0312 鳳珠郡能登町上町へ部20番 (0768)76-2037 (0768)76-2038 (医社)持木会 18 2 ○

176 グループホーム夕凪 927-0441 鳳珠郡能登町藤波21字7番地1 (0768)62-8686 (0768)62-8687 (福)能輝人 9 1 ○

177 鶴の恩返しホーム 927-0553 鳳珠郡能登町字小木1丁目161番地2 (0768)74-1570 (0768)74-1571 (株)鶴の恩返し 9 1 ○

178 鶴の恩返しホーム柳田 928-0306 鳳珠郡能登町石井ト部5番2 (0768)76-2050 (0768)76-2052 (株)鶴の恩返し 18 2 ○

■小規模多機能型居宅介護事業所 
※介護予防欄に○が付いている施設については、介護予防サービス事業を行っています。 
番号 施  設  名 郵便番号 所  在  地 電話番号 FAX 運 営 主 体 介護予防

1 アルカンシェル木曳野 920-0334 金沢市木曳野3丁目286番地 (076)268-5777 (076)268-5772 (福)康久会  

2 おたっしゃホーム城北小規模多機能型居宅介護事業所 920-0022 金沢市北安江2-10-18 (076)232-8801 (076)232-8802 (公益社)石川勤労者医療協会 ○

3 煌 920-3116 金沢市南森本町ヌ79番地1 (076)257-0800 (076)257-7737 (福)千授福祉会 ○

4 ケアホーム大桑 921-8045 金沢市大桑2丁目339番地 (076)255-7331 (076)255-7332 (株)大桑の家 ○

5 ケアホーム遊子苑ながた 920-0041 金沢市長田本町ホ14番 (076)255-2551 (076)223-2553 (株)遊子苑 ○

6 古都の家 920-0921 金沢市材木町6番18-2号 (076)234-5101 (076)234-5109 (福)久楽会 ○

7 こころ小規模多機能型居宅介護事業所こころのだの里 921-8107 金沢市野田町2丁目261番地 (076)255-7556 (076)255-7557 (福)こころ ○

8 在宅健康センター清快舎 920-0994 金沢市茨木町10番地 (076)256-0101 (076)256-0103 (福)眉丈会 ○

9 小規模多機能憩の家 921-8141 金沢市馬替2丁目8番地1 (076)296-1211 (076)296-1201 (株)シェーネアルト ○

10 小規模多機能型居宅介護あんのん山科 921-8151 金沢市窪6丁目141番1 (076)241-1177 (076)241-1178 (福)洋裕会 ○

11 小規模多機能型居宅介護いろは 920-0813 金沢市御所町2丁目302番 (076)253-3661 (076)253-3667 (福)達樹会 ○

12 小規模多機能型居宅介護事業所ゆうけあ相河 921-8043 金沢市西泉6丁目136番地 (076)255-7516 (076)255-7517 (福)中央会 ○

13 小規模多機能型居宅介護事業所ゆとりの園 921-8014 金沢市糸田1丁目142番地 (076)292-3030 (076)290-3031 (株)ゆとりの園 ○

14 小規模多機能居宅介護かないわ 920-0338 金沢市金石北1丁目19番16号 (076)255-6635 (076)266-2131 (医社)博友会 ○

15 小規模多機能ホーム梧 920-0801 金沢市神谷内町チ162番地1 (076)253-7700 (076)253-7701 (株)メディカルケア 〇

16 小規模多機能ホーム天神町 920-0925 金沢市天神町1丁目14番33号 (076)224-2116 (076)224-2116 (合同)天神町 ○

17 小規模多機能めぐみ黒田 921-8051 金沢市黒田1丁目291番地 (076)269-0882 (076)249-8072 (株)恵 ○
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高齢者関連施設 

番号 施  設  名 郵便番号 所  在  地 電話番号 FAX 運 営 主 体 介護予防

18 新竪縁 920-0993 金沢市下本多町五番丁14番地 (076)260-1411 (076)260-1822 (福)眉丈会 ○

19 たきの～ほ～む笠市 920-0851 金沢市笠市町11-19 (076)221-4165 (076)221-4865 (株)ケア・トラスト ○

20 朱鷺の苑西インター小規模多機能型居宅介護事業所 921-8061 金沢市森戸2丁目20番地 (076)249-3331 (076)249-3332 (福)北伸福祉会 ○

21 トオの家二俣 920-1102 金沢市二俣町イ6-1番地 (076)236-1110 (076)236-1124 (特非)トオの家 ○

22 まほろば四十万 921-8135 金沢市四十万3丁目288番地 (076)296-0301 (076)296-0302 (福)まほろば ○

23 雅 920-8217 金沢市近岡町849-1 (076)239-0382 (076)239-4030 (株)プレシャス ○

24 小規模多機能ホームといやまち 920-0061 金沢市問屋町1丁目48番地 (076)225-7500 (076)225-7454 (株)ケア・サンエス ○

25 小規模多機能型居宅介護ほやね城北 920-0841 金沢市浅野本町2丁目18番26号 (076)208-3160 (076)253-5210 (一般社)いしかわゆめ福祉会 ○

26 小規模多機能型居宅介護事業所けいじゅ一本杉 926-0806 七尾市一本杉町37番地 (0767)52-7181 (0767)52-7181 (社医財)董仙会 ○

27 小規模多機能型居宅介護施設あっとほーむコモド 926-0381 七尾市黒崎町ヘ部32番地 (0767)59-1290 (0767)59-1291 (福)能登福祉会  

28 小規模多機能型居宅介護施設たかしなの里 926-0831 七尾市池崎町ソ部77番地1 (0767)57-1717 (0767)57-1735 (福)緑会 ○

29 小規模多機能型居宅介護施設ゆうかりの郷奥原 926-0174 七尾市奥原町上部250番地 (0767)62-3311 (0767)62-3312 (福)和倉温泉福祉会 ○

30 小規模多機能型居宅介護施設あっとほーむレガーレ 926-0014 七尾市矢田町壱号261 (0767)53-0071 (0767)53-0072 (福)能登福祉会  

31 なたうちニコニコホーム 929-2209 七尾市中島町西谷内ロ部1-5番地 (0767)66-6362 (0767)66-6367 (特非)なたうち福祉会 ○

32 自生園好楽庵 923-0303 小松市島町ヌ1番地1 (0761)43-2878 (0761)43-2875 (福)自生園 ○

33 自生園為楽庵 923-0326 小松市粟津町カ8番地5 (0761)65-1445 (0761)65-1441 (福)自生園 ○

34 小規模多機能ステーションソフィアことぶき 923-0921 小松市土居原町291番地1-2 (0761)25-3501 (0761)25-3502 (医社)愛康会 ○

35 小規模多機能はまひるがお 923-0026 小松市下牧町ニ95番地1 (0761)24-5080 (0761)58-0886 (福)あさひ会 ○

36 松寿園小規模多機能いまえの家 923-0964 小松市今江町6丁目495番地1 (0761)58-2546 (0761)58-2546 (福)松寿園 ○

37 松寿園小規模多機能ひとつはりの家 923-0043 小松市一針町リ62番地24 (0761)21-1006 (0761)21-2113 (福)松寿園 ○

38 松寿園小規模多機能もとおりの家 923-0957 小松市本折町119番地7 (0761)24-6711 (0761)24-6712 (福)松寿園 ○

39 ケアホームみんなの詩 928-0062 輪島市堀町12字6番地 (0768)22-9600 (0768)22-9700 (福)弘和会 ○

40 ケアほーむもんぜん楓の家 927-2164 輪島市門前町道下よ27番地 (0768)42-2101 (0768)42-2102 楓の家(株) ○

41 さくらの里 928-0062 輪島市堀町1字13番2 (0768)23-8686 (0768)23-8555 (公益社)石川勤労者医療協会 ○

42 小規模多機能ホーム福祉の杜 928-0024 輪島市山岸町い26-2 (0768)22-0008 (0768)23-0008 (福)寿福祉会  

43 動橋ひまわりの家 922-0331 加賀市動橋町イ19-1 (0761)74-1611 (0761)74-1613 (福)篤豊会 ○

44 小規模多機能ハウスさくみ 922-0423 加賀市作見町カ132番地1 (0761)75-3315 (0761)75-3316 (特非)コスモス加賀 ○

45 小規模多機能ホームいらっせ湖城 922-0413 加賀市湖城町3丁目125番地 (0761)74-8122 (0761)74-8123 (福)萌和会 ○

46 小規模多機能ホームいらっせ庄 922-0332 加賀市庄町ル167番地 (0761)75-2100 (0761)75-2258 (福)萌和会 ○

47 小規模多機能ホームいらっせ分校 922-0304 加賀市分校町リ338番地1 (0761)74-1301 (0761)74-1302 (福)萌和会 ○

48 小規模多機能ホームいらっせ松が丘 922-0436 加賀市松が丘1丁目17番地8 (0761)72-2050 (0761)72-2060 (福)萌和会 ○

49 小規模多機能ホームきょうまち 922-0055 加賀市大聖寺京町27番地 (0761)73-2117 (0761)73-2118 (医社)長久会 ○

50 小規模多機能ホームきんめい 922-0443 加賀市野田町タ8番地1 (0761)74-7401 (0761)74-7501 (福)共友会 ○

51 小規模多機能ホームなんごうえがお 922-0013 加賀市上河崎町オ120 (0761)75-7815 (0761)75-7816 (株)加賀福祉サービス ○

52 小規模多機能ホームはしたて 922-0554 加賀市橋立町イ乙54番地1 (0761)75-7384 (0761)75-7385 (福)共友会 ○

53 大聖寺なでしこの家 922-0067 加賀市大聖寺番場町29番4 (0761)75-7562 (0761)75-7562 (医社)慈豊会 ○

54 ニーズ対応型小規模多機能ホームききょうが丘 922-0257 加賀市山代温泉桔梗丘4丁目1番1 (0761)76-3660 (0761)76-3650 (福)鶴寿会 ○

55 冨士見通りお茶の間さろん 922-0116 加賀市山中温泉白山町ノ14番1 (0761)78-2555 (0761)78-2557 (福)鶴寿会 ○

56 山代すみれの家 922-0242 加賀市山代温泉ハ74番地5 (0761)77-1505 (0761)77-1506 (福)篤豊会 ○

57 ケアほーむはくい楓の家 925-0003 羽咋市寺家町テ48番地 (0767)23-4853 (0767)23-4852 (株)楓の家コーポレーション ○

58 ケアホームわたぼうし 925-0603 羽咋市福水町ろ33番地 (0767)26-8201 (0767)26-8211 (有)わたぼうし倶楽部 ○

59 小規模多機能唐戸山ホーム 925-0053 羽咋市南中央町キ154番地13 (0767)22-2828 (0767)22-2228 (福)眉丈会 ○

60 たきのーほーむ福の神 929-1573 羽咋市四柳町つ17番地 (0767)26-8022 (0767)26-8033 (福)弘和会 ○

61 かほくの郷 929-1174 かほく市浜北二2-7 (076)283-9220 (076)283-9222 (株)エムプロジェクト ○

62 小規模多機能型ホーム絆 924-0818 白山市中奥町172番地1 (076)276-0035 (076)276-0045 (福)寿福祉会 ○

63 小規模多機能型居宅介護事業所敬愛 924-0861 白山市横町96番地1 (076)275-6039 (076)275-6059 (医社)白山会 ○

64 ケアサービスふたくち屋 929-0106 能美市西二口町丙30番地1 (0761)55-6600 (0761)55-6677 (医社)きだ整形外科クリニック ○

65 ケアホーム杜の郷能美 923-1121 能美市寺井町ニ28番地1 (0761)58-5100 (0761)58-5254 (株)グッドステーション ○

66 ケアミックスひまわり 929-0113 能美市大成町2丁目48-1 (0761)55-5577 (0761)55-5611 (医社)きだ整形外科クリニック ○

67 コミニケア緑が丘 923-1226 能美市緑が丘11丁目111番地2 (0761)68-0436 (0761)68-0534 (福)陽翠水 ○

68 小規模多機能型居宅介護事業所ボニュール根上苑 929-0115 能美市下ノ江町イ205番地 (0761)56-0092 (0761)56-0031 (福)喜峰会 ○

69 寺井の家 923-1121 能美市寺井町ソ168番地 (0761)57-3039 (0761)57-4066 (公益社)石川勤労者医療協会 ○

70 みのり 921-8824 野々市市新庄3丁目140番地 (076)248-7111 (076)248-7120 (医社)洋和会 ○
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番号 施  設  名 郵便番号 所  在  地 電話番号 FAX 運 営 主 体 介護予防

71 小規模多機能型ケアホームかえで 929-0327 河北郡津幡町字庄ロ100番17 (076)289-7710 (076)289-7720 (特非)楓 ○

72 小規模多機能ホーム愛の風 929-0455 河北郡津幡町字倉見ヨ42番地1 (076)288-5155 (076)288-5145 (有)北国福祉医療開発 ○

73 小規模多機能ホーム愛の風サテライト吉倉 9290466 河北郡津幡町吉倉41番地 (076)287-1255 (076)287-1277 (有)北国福祉医療開発 ○

74 汐音うちなだ 920-0269 河北郡内灘町白帆台1丁目1番地5 (076)286-0177 (076)286-0131 (福)健悠福祉会 ○

75 多機能ホームＪＡたんぽぽ 929-1425 羽咋郡宝達志水町子浦そ16番地1 (0767)29-2880 (0767)29-2887 はくい農業協同組合 ○

76 小規模多機能型居宅介護事業所恵寿みおや 929-1635 鹿島郡中能登町高畠井部20番地 (0767)74-1034 (0767)77-2282 (社医財)董仙会 ○

77 小規模多機能型居宅介護事業所楽らく 929-1717 鹿島郡中能登町良川か部44番地1 (0767)74-1489 (0767)74-1479 (社医財)董仙会 ○

78 聖頌園住吉 927-0008 鳳珠郡穴水町川尻元中居南九、10番地7 (0768)56-2360 (0768)56-2370 (福)牧羊福祉会 ○

79 ケアホームいるか乃里 927-0563 鳳珠郡能登町姫3丁目18番地 (0768)62-1588 (0768)62-8522 (有)いるか乃里 ○

80 小規模多機能型居宅介護朝凪 927-0441 鳳珠郡能登町字藤波21字7番地1 (0768)62-8686 (0768)62-8687 (福)能輝人 ○

81 智恵袋 927-0431 鳳珠郡能登町宇出津山分2字33番地 (0768)62-2100 (0768)62-2101 (株)ハーモニー ○

■生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター) 
番号 施  設  名 郵便番号 所  在  地 電話番号 FAX 運 営 主 体 定員

1 生活支援ハウス・ハウス21 921-8174 金沢市山科町午40番地1 (076)241-1177 (076)241-1178 (福)洋裕会 5

2 七尾市生活支援ハウス白南風 929-2217 七尾市中島町鹿島台は14-4 (0767)66-2822 (0767)66-2823 (福)浄行会 20

3 門前小規模ケア付老人住宅ふれあいの家 927-2345 輪島市赤神11-1 (0768)45-1249 (0768)45-1803 (福)門前町福祉会 8

4 加賀中央高齢者生活福祉センター 922-0431 加賀市山田町蛇谷1-14 (0761)72-7130 － (福)篤豊会  20

5 篤豊会高齢者生活福祉センター 922-0825 加賀市直下町ヲ182-1 (0761)73-3302 (0761)73-3521 (福)篤豊会  20

6 山中高齢者生活福祉センター 922-0103 加賀市山中温泉長谷田町チ2 (0761)78-2118 － (福)篤豊会  20

7 能美市生活支援ハウス 923-1121 能美市寺井町中45 (0761)58-5200 (0761)58-5499 (株)ニチイ学館 20

8 能登町高齢者生活福祉センター 928-0331 鳳珠郡能登町字柳田信6 (0768)76-0980 － (福)多花楽会 15

■老人デイサービスセンター 
※介護予防欄に○が付いている施設については、介護予防サービス事業を行っています。 
番号 施  設  名 郵便番号 所  在  地 電話番号 FAX 運 営 主 体 介護予防

1 あゆみガーデン 921-8031 金沢市野町2丁目14番13号 (076)247-0208 (076)247-0207 (株)あゆみ ○

2 粟崎デイサービスセンター夕凪苑 920-0226 金沢市粟崎町1丁目4番地 (076)237-2154 (076)237-2166 (福)粟崎善隣館 ○

3 あんずの里四十万 921-8133 金沢市四十万町り202番地 (076)287-3281 (076)287-3284 (株)ＫＳＨ ○

4 いあし高畠 921-8001 金沢市高畠3丁目88番地 (076)205-4141 (076)205-3612 (株)イーアイル ○

5 石川勤労者医療協会通所介護ゆらり 921-8065 金沢市上荒屋1-79 (076)249-6931 (076)269-8020 (公益社)石川勤労者医療協会 ○

6 いんぎらーと苑富樫 921-8178 金沢市寺地2丁目1番8号 (076)280-1143 (076)280-0294 (株)ピーディーエスプラトー ○

7 ウエルビーイングてらじ 921-8178 金沢市寺地2丁目15番5号 (076)280-0590 (076)280-0590 (有)R＆Dまごころ ○

8 うめばちいりえ 921-8011 金沢市入江2丁目306番地6 (076)291-6600 (076)291-1060 (株)ラフィーネ ○

9 うめばちすずみ 920-1161 金沢市鈴見台2丁目10番13号 (076)222-0031 (076)222-0051 (株)ラフィーネ ○

10 うめばちデイサービス 920-1155 金沢市田上本町3丁目125番地2 (076)262-3200 (076)262-0377 (株)ラフィーネ ○

11 運動機能回復センターファイン 921-8111 金沢市若草町16番30号 (076)241-4997 (076)244-0267 (株)メディカルトレーナーズ ○

12 運動機能回復センター・ファインⅡ 921-8151 金沢市窪6丁目226-1 (076)244-2560 (076)244-2560 (株)メディカルトレーナーズ ○

13 駅西デイサービス金沢健康企画 920-0024 金沢市西念4丁目19-43 (076)255-0466 (076)255-0467 (株)金沢健康企画 ○

14 おしのハウス 921-8056 金沢市押野2丁目162番地 (076)242-6123 (076)241-9261 (福)やすらぎ福祉会 ○

15 金沢春日ケアセンター 920-0036 金沢市元菊町20番1号 (076)262-3300 (076)262-3313 (医社)仁智会 ○

16 金沢市新竪デイサービスセンターしらうめ園 920-0995 金沢市新竪町3丁目25番地 (076)261-5288 (076)261-5288 (福)新竪善隣館 ○

17 金沢市デイサービスセンター湖陽苑 920-3104 金沢市八田町東912 (076)257-2333 (076)257-2348 (福)石川県社会福祉事業団 ○

18 金沢市福祉サービス公社デイサービスセンター駅西苑 920-0024 金沢市西念3丁目4番25号 (076)234-5145 (076)234-5146 (公益財)金沢市福祉サービス公社 ○

19 金沢市福祉サービス公社デイサービスセンター松寿荘 920-0338 金沢市金石北3丁目3番33号 (076)268-6928 (076)268-6757 (公益財)金沢市福祉サービス公社 ○

20 金沢市福祉サービス公社デイサービスセンター玉川苑 920-0862 金沢市芳斉2丁目3番28号 (076)260-6686 (076)260-5706 (公益財)金沢市福祉サービス公社 ○

21 金沢西コンディショニングセンター 920-0341 金沢市寺中町イ20番地3 (076)225-7723 (076)225-7724 (株)ビースタイルケア ○

22 金沢フィジオセンター 920-0025 金沢市駅西本町2丁目1番20号 (076)254-0011 (076)254-1652 (株)ビースタイルケア ○

23 金沢南コンディショニングセンター 921-8064 金沢市八日市3丁目567番地 (076)269-0022 (076)269-0201 (株)ビースタイルケア ○

24 金沢りんくケアセンター 921-8145 金沢市額谷1丁目81番 (076)298-0351 (076)298-0352 (株)フィールケア ○

25 金沢りんくケアセンター泉野 921-8034 金沢市泉野町4丁目18-14 (076)214-6316 (076)214-2311 (株)フィールケア ○

26 金沢りんくケアセンター額新保 921-8148 金沢市額新保1丁目180 (076)214-6310 (076)214-6311 (株)フィールケア ○



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ － 14

高齢者関連施設 

番号 施  設  名 郵便番号 所  在  地 電話番号 FAX 運 営 主 体 介護予防

27 希清軒傳六会彦三きらく園デイサービスセンター 920-0901 金沢市彦三町1丁目8番8号 (076)223-6611 (076)223-6638 (福)希清軒傳六会 ○

28 キュア・デイサービスセンター 920-0965 金沢市笠舞3丁目18番3号 (076)260-8202 (076)260-8206 (有)キュア ○

29 鞍月デイサービスさくら別館 920-8222 金沢市大友1丁目227 (076)238-3939 (076)238-3940 (株)ビースタイルケア  

30 くらつきデイサービススマイルアクア館 920-0064 金沢市南新保町ヌ204番地 (076)238-2215 (076)214-8864 (株)ビースタイルケア ○

31 健康プラス金沢 921-8036 金沢市弥生2丁目9番20号 (076)214-6777 (076)214-6777 はーとふるわーく(株) ○

32 高齢者デイサービスセンターのんびーっと 920-0003 金沢市疋田2丁目94番地 (076)204-8900 (076)257-7755 金沢福祉(株) ○

33 コープいしかわケアセンター金沢デイサービスこーぷあいあい 921-8011 金沢市入江2丁目384番地 (076)292-3390 (076)292-3391 生活協同組合コープいしかわ ○

34 こころケアセンター近岡1号店 920-8217 金沢市近岡町175番地1 (076)237-5562 (076)237-5002 (株)ＣＣＲ ○

35 ことほぎ高柳デイサービス 920-0005 金沢市高柳町ニ37 (076)255-1500 (076)255-1600 (株)アスティ ○

36 ことほぎ三ッ屋デイサービス 920-0214 金沢市三ツ屋町ロ18番地1 (076)237-6622 (076)237-6625 (株)アスティ ○

37 こみけあデイサービスセンター光が丘 921-8142 金沢市光が丘3丁目211番地2 (076)287-5688 (076)287-6615 (株)コミケア ○

38 こみけあデイサービス光が丘弐番館 921-8142 金沢市光が丘3丁目1番 (076)259-1778 (076)259-1720 (株)コミケア ○

39 茶話本舗デイサービスいずみの亭 921-8116 金沢市泉野出町2丁目20-8 (076)287-3814 (076)287-3817 (有)ホリグチ  

40 サンケア戸板 920-0052 金沢市戸板1丁目26番地 (076)254-1010 (076)254-1202 サンケア杜の里(株) ○

41 Share金沢高齢者デイサービス 920-1165 金沢市若松町セ104番地1 (076)256-1010 (076)256-1020 (福)佛子園 ○

42 シミユトランクセンター 921-8001 金沢市高畠2丁目35番地2 (076)259-0305 (076)259-0306 (株)シミユカンパニー ○

43 小規模通所介護なんぶやすらぎ 921-8036 金沢市弥生3丁目2-1 (076)241-9600 (076)241-9601 (福)やすらぎ福祉会 ○

44 末町スマイルデイサービス 920-1302 金沢市末町12の67番地7 ベルシャトー1階 (076)255-1414 (076)255-1248 スマイルデイサービス(株) ○

45 清快舎デイサービス 920-0994 金沢市茨木町10番地 (076)256-0102 (076)256-0103 (福)眉丈会 ○

46 静港庵 920-0338 金沢市金石北1丁目19番40号 (076)268-2830 (076)254-1860 (株)メ デ ィ カ ワ ー ク ス ○

47 清泉デイサービスセンター 921-8042 金沢市泉本町1丁目107番地1 (076)245-7788 (076)245-0168 (株)清泉の宿 ○

48 想愛畝田デイサービス 920-0344 金沢市畝田東3丁目545 (076)254-0066 (076)254-5186 (株)想愛 ○

49 想愛高尾台デイサービス 921-8155 金沢市高尾台1丁目74番地 (076)214-6633 (076)214-6184 (株)愛里 ○

50 第四善隣館デイサービスセンターさくら苑 921-8034 金沢市泉野町1丁目1番25号 (076)241-3316 (076)241-3316 (福)第四善隣館 ○

51 たぶのきデイサービス 920-0821 金沢市山王町2丁目169番地 (076)252-0211 (076)252-0211 (公益社)石川勤労者医療協会 ○

52 ちき・かふぇ 921-8155 金沢市高尾台2丁目102番地 (076)207-3917 (076)205-1457 (株)ちき ○

53 ちきちき 921-8162 金沢市三馬1丁目281番地 (076)205-5443 (076)205-7792 (株)ちき ○

54 通所介護事業所ふくわらい 921-8163 金沢市横川5丁目21番地 (076)259-6829 (076)272-8029 (株)博倉会 ○

55 通所介護ピカソⅡ 920-1185 金沢市田上本町カ45番地1 ピカソⅡ (076)262-0880 (076)262-0807 (医)十全会 ○

56 ツクイ金沢 921-8064 金沢市八日市5丁目460番地 (076)240-9696 (076)240-9697 (株)ツクイ ○

57 ツクイ金沢東 920-0025 金沢市駅西本町4-2-10 (076)234-2295 (076)234-2296 (株)ツクイ ○

58 デイサービスあおぞらハウス 921-8162 金沢市三馬1丁目381番地 (076)259-1412 (076)259-1416 (株)あおぞら ○

59 デイサービス粟ヶ崎遊園 920-0226 金沢市粟崎町2丁目414番地 (076)237-3847 (076)237-3842 (株)新世紀ケアサービス ○

60 デイサービス憩 921-8141 金沢市馬替2丁目120番地 (076)296-2800 (076)296-2800 (株)シェーネアルト ○

61 デイサービスうちここ 921-8155 金沢市高尾台2丁目149番地 (076)227-9393 (076)227-9251 (株)つくし ○

62 デイサービスうらうら 920-0017 金沢市諸江町下丁289番地 (076)225-8842 (076)225-8843 (株)アジャート ○

63 デイサービスエミュ 921-8148 金沢市額新保3丁目257番地 (076)287-6692 (076)287-6693 (株)ｅｍｕ ○

64 デイサービスオールウェイ梅ちゃんの湯 920-0867 金沢市長土塀2丁目11番17号 (076)256-0130 (076)256-0136 (有)オール・ウェイ ○

65 デイサービスオールウェイ金沢中央店 921-8025 金沢市増泉4-4-25 エクセル増泉1階 (076)245-0061 (076)245-0091 (有)オール・ウェイ ○

66 デイサービスきたえるーむ金沢大徳 920-0341 金沢市寺中町イ93番地3 (076)256-0378 (076)256-0387 黒崎産業(株) ○

67 デイサービスきたえるーむ金沢高尾台 921-8155 金沢市高尾台1丁目79番地 (076)220-7823 (076)220-7824 黒崎産業(株) ○

68 デイサービスケアマート 920-0926 金沢市暁町9番7号 (076)224-1225 (076)204-6455 (株)ケアマート ○

69 デイサービス健康企画南新保 920-0064 金沢市南新保町へ34番地 (076)255-0005 (076)255-0563 (株)ビ ー ス タ イ ル ケ ア ○

70 デイサービス健康サロンコスモス 920-0003 金沢市疋田一丁目96番地 (076)253-2221 (076)253-0229 (有)テラネッツ ○

71 デイサービス ココファン金沢鞍月 920-8203 金沢市鞍月5丁目219番地 (076)254-6000 (076)254-6075 (株)学研ココファン ○

72 デイサービスココファン湯癒館・問屋町 920-0061 金沢市問屋町1丁目38番地1 (076)237-1234 (076)237-5665 (株)学研ココファン ○

73 デイサービスさくらセンター 920-0211 金沢市湊2丁目171番地 (076)237-4370 (076)237-2481 (福)西鳳会 ○

74 デイサービスさざなみ 920-0024 金沢市西念1丁目4番11号 三翠ビル1階 (076)256-1291 (076)256-1293 (株)さざなみ ○

75 デイサービスサンケア赤土 920-0353 金沢市赤土町カ1-24 (076)266-8800 (076)266-8808 (株)昴  

76 デイサービスしおさい 920-0376 金沢市福増町北432番地 (076)240-6827 (076)240-6827 (株)オ ー セ ン テ ィ ッ ク ○

77 デイサービスＧＧフィットネス金沢 920-0047 金沢市大豆田本町甲534番地 (076)222-1544 (076)222-1564 (株)サニープレイス ○

78 デイサービスＧＧフィットネス金沢桂町店 920-0334 金沢市桂町イ43番地1 (076)290-3983 (076)290-4835 (株)サニープレイス ○

79 デイサービスしらさぎ 920-0062 金沢市割出町186番地 (076)237-1508 (076)237-1520 (株)しらさぎ苑 ○
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番号 施  設  名 郵便番号 所  在  地 電話番号 FAX 運 営 主 体 介護予防

80 デイサービスすまいる千木 920-0001 金沢市千木町ヲ1番地1 (076)258-5615 (076)258-5616 (株)Cure Smile ○

81 デイサービスセンター愛美住・横川 921-8163 金沢市横川5丁目441番地 (076)245-2277 (076)245-3344 (株)アイビス ○

82 デイサービスセンターあかつき 921-8105 金沢市平和町1丁目2番28号 (076)242-2378 (076)256-2570 (福)石川整肢学園 ○

83 デイサービスセンターあんずの園 921-8031 金沢市野町3丁目1番15号 (076)241-4030 (076)241-4072 (福)第一善隣館 ○

84 デイサービスセンター医王山 920-1157 金沢市田上さくら1丁目36番地 (076)262-6688 (076)262-6116 (株)清泉の宿 ○

85 デイサービスセンター泉野苑 921-8034 金沢市泉野町6丁目15番5号 (076)226-1155 (076)226-1156 (公益財)金沢市福祉サービス公社 ○

86 デイサービスセンターオールウェイ東山店 920-0831 金沢市東山3丁目29-16 (076)252-1210 (076)252-2772 (有)オール・ウェイ ○

87 デイサービスセンターおんぶにだっこ 920-0964 金沢市本多町2丁目12番6号 (076)254-0660 (076)254-0660 (特非)おんぶにだっこ ○

88 デイサービスセンターかいてき 921-8005 金沢市間明町1丁目142-1 (076)291-1565 (076)282-7338 (株)くつろぎ ○

89 デイサービスセンター桂 920-0334 金沢市桂町ロ45番地1 (076)214-4228 (076)214-4714 (株)翔 ○

90 デイサービスセンターこさか 920-0811 金沢市小坂町北241番4 小坂事業所1階 (076)253-0326 (076)253-0327 (医社)千木福久会 ○

91 デイサービスセンターさつき苑 920-0932 金沢市小将町8番23号 (076)221-0963 (076)234-1292 (福)第三善隣館 ○

92 デイサービスセンターすこやか倶楽部ちかおか 920-8217 金沢市近岡町421番地1号 (076)239-0008 (076)239-0858 (株)すこやか倶楽部 ○

93 デイサービスセンターすこやか倶楽部なるわ 920-0817 金沢市春日町11番16号 (076)252-7788 (076)252-7798 (株)すこやか倶楽部 ○

94 デイサービスセンター千木園 920-0001 金沢市千木町ホ3番地1 (076)257-0950 (076)257-0951 (福)千木福祉会 ○

95 デイサービスセンター菜の花かなざわ 921-8064 金沢市八日市3丁目392番地 (076)249-8122 (076)249-8132 (福)明峰会 ○

96 デイサービスセンターＰａｒａｄｉｓ ｄｅ Ｖｉｅｉｌｌａｒｄｓ 921-8035 金沢市泉が丘1丁目3番85号 (076)247-0024 (076)247-0027 (福)喜峰会 ○

97 デイサービスセンター春日和神宮寺 920-0806 金沢市神宮寺3丁目12番3号 (076)208-3088 (076)208-3228 (株)ワールドステイ ○

98 デイサービスセンター春日和松村 920-0347 金沢市松村町ヌ16番地 (076)255-6377 (076)255-6367 (株)ワールドステイ ○

99 デイサービスセンターぽ～れぽ～れ四十万 921-8135 金沢市四十万5丁目122番地 (076)296-2121 (076)296-2147 (株)ぽーれぽーれ ○

100 デイサービスセンターほのか 921-8134 金沢市南四十万1丁目222番地 (076)259-1515 (076)259-1555 (株)朋慈会 ○

101 デイサービスセンターめぐみ 921-8155 金沢市高尾台二丁目240番地 (076)255-7220 (076)235-9559 (株)恵 ○

102 デイサービスセンターロマン 920-3124 金沢市荒屋1丁目32番地 (076)257-7888 (076)257-6777 (株)清泉の宿 ○

103 デイサービスセンターれんげの郷 920-0942 金沢市小立野3丁目24番13号 (076)256-0866 (076)256-0826 (福)鳥越福祉会 ○

104 デイサービスセンターわらべの里 920-0343 金沢市畝田中4丁目139番地 (076)267-3500 (076)267-5125 (福)わらべ福祉会 ○

105 デイサービスたいむ 920-0381 金沢市中屋1丁目93番地 (076)287-6121 (076)287-6649 (株)生きがい工房 ○

106 デイサービス太陽のひだまり窪 921-8151 金沢市窪2丁目11番2 (076)244-7900 (076)244-7903 (株)サンウェルズ ○

107 デイサービスだんけ 921-8011 金沢市入江2丁目83番1号 (076)214-4141 (076)214-4188 (有)暖家 ○

108 デイサービスたんぽぽ 920-0203 金沢市木越町ヨ117-1 (076)237-2133 (076)237-2165 (有)デイサービスたんぽぽ ○

109 デイサービス地上の星 921-8155 金沢市高尾台1丁目449番地 (076)298-5233 (076)298-5237 (株)新世紀ケアサービス ○

110 デイサービスねがい 921-8052 金沢市保古2丁目38番地1 (076)240-4147 (076)259-1347 (株)天伸 ○

111 デイサービスふきのとう 921-8144 金沢市額谷二丁目45番地 (076)287-0233 (076)296-4234 (有)暖心 ○

112 デイサービスほやね城北 920-0841 金沢市浅野本町2丁目18番26号 (076)208-3160 (076)253-5210 (一般社)いしかわゆめ福祉会 ○

113 デイサービスみどりサロン 920-0374 金沢市上安原町934番地 北陸綜合防災センタービル1階 (076)249-3003 (076)249-3013 北陸綜合キャリアサービス(株) ○

114 デイサービスみらい・太陽丘 920-1154 金沢市太陽が丘3丁目1番地1 (076)233-2225 (076)233-2246 (福)中央福祉会 ○

115 デイサービスみんなのいえ 921-8066 金沢市矢木2丁目335番地 (076)269-4880 (076)281-6225 (特非)みんなのいえ ○

116 デイサービスやよい 921-8041 金沢市泉1丁目1番5号 (076)280-5582 (076)280-5583 (有)トリニティ ○

117 デイサービスゆうけあ相河 921-8043 金沢市西泉6丁目136番地 (076)255-7513 (076)255-7514 (福)中央会 ○

118 デイサービスゆとりの園 921-8011 金沢市入江1丁目219番地 (076)292-2800 (076)292-2801 (株)ゆとりの園 ○

119 デイサービスゆとりの園 西金沢 921-8044 金沢市米泉町7丁目59番地 (076)242-3900 (076)242-3902 (株)ゆとりの園 ○

120 デイサービスRe+Life 920-1154 金沢市太陽が丘3丁目1番15 (076)233-5965 (076)233-5963 (福)中央福祉会 ○

121 デイサービスりん 920-0806 金沢市神宮寺2丁目15番13号 (076)254-1795 (076)254-1796 (株)志高生 ○

122 デイサポートみんなの力駅西 920-0022 金沢市北安江四丁目26番2号 (076)263-8883 (076)263-8803 (特非)みんなの力駅西 ○

123 テルウェル介護センタ 921-8171 金沢市富樫三丁目6番17号� (076)247-8200 (076)247-8634 テ ル ウ ェ ル 西 日 本(株) ○

124 ニチイケアセンター大額 921-8147 金沢市大額3丁目213番地� (076)296-8166 (076)296-4156 (株)ニチイ学館 ○

125 ニチイケアセンター笠舞 920-0947 金沢市笠舞本町1丁目4番5号 (076)233-7233 (076)233-7263 (株)ニチイ学館 ○

126 ニチイケアセンターかないわ 920-0336 金沢市金石本町ロ31番1 (076)268-6201 (076)268-6920 (株)ニチイ学館 ○

127 ニチイケアセンター不動寺 920-0164 金沢市堅田町丙48番1 (076)258-7780 (076)258-7781 (株)ニチイ学館 ○

128 ニチイケアセンターもろえ 920-0018 金沢市三口町火37番地 (076)238-8351 (076)238-8352 (株)ニチイ学館 ○

129 馬場デイサービスセンター東山苑 920-0831 金沢市東山3丁目22-3 (076)253-3779 (076)213-3718 (福)馬場福祉会 ○

130 はんなり 921-8154 金沢市高尾南2丁目31番地 (076)259-1224 (076)259-1424 (株)ＳＯＵ ○

131 東山フィジオセンター 920-0831 金沢市東山3丁目31番19号 (076)252-1555 (076)252-1566 (株)ビ ー ス タ イ ル ケ ア ○

132 ひなげしの家 920-3132 金沢市法光寺町214番地 (076)258-3080 (076)257-2612 (有)テラネッツ ○
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高齢者関連施設 

番号 施  設  名 郵便番号 所  在  地 電話番号 FAX 運 営 主 体 介護予防

133 プラトーリハセンター千日町5号店 921-8023 金沢市千日町9番27号グリーンソサエティー犀川1階 (076)220-6386 (076)220-6387 (株)ピーディーエスプラトー ○

134 プラトーリハセンター三口新町店6号店 920-0944 金沢市三口新町3丁目6番27号 (076)255-3325 (076)255-3326 (株)ピーディーエスプラトー ○

135 ふくし百選デイサービス金沢 921-8151 金沢市窪7丁目271 (076)287-3885 (076)287-5153 北電産業(株) ○

136 プラトーケアセンター内川温泉 921-8046 金沢市三小牛町24-3-3 (076)201-0007 (076)201-0027 クリーンライフ(株) ○

137 プラトーケアセンター大桑店 921-8045 金沢市大桑2丁目270番地 (076)241-1171 (076)241-1172 (株)ピーディーエスプラトー ○

138 プラトーケアセンター金沢中央増泉店 921-8025 金沢市増泉2丁目15番8号 (076)244-0722 (076)244-0723 (株)ピーディーエスプラトー ○

139 プラトーケアセンター金沢西 920-0342 金沢市畝田西2丁目17 (076)267-7738 (076)267-7740 (株)ビ ー ス タ イ ル ケ ア ○

140 プラトーケアセンター金沢南 921-8177 金沢市伏見台一丁目14-26 (076)201-4750 (076)201-4751 (株)フィールケア ○

141 プラトーケアセンターシルバーフィットネス二口店 920-0051 金沢市二口町ハ-28-1 (076)231-2009 (076)231-2049 (株)ピーディーエスプラトー ○

142 プラトーケアセンター疋田 920-0003 金沢市疋田1丁目26 (076)251-2126 (076)205-6116 (株)アース ○

143 プラトーケアセンター涌波本店 920-0953 金沢市涌波3丁目5番33号 ミナミコーポ1階 (076)262-4556 (076)260-3044 (株)ピーディーエスプラトー ○

144 プラトーこころとからだのケアセンター新神田店 921-8013 金沢市新神田4丁目12番地 (076)292-0535 (076)292-0536 (株)ピーディーエスプラトー  

145 プラトーこころとからだの健康回復センター神宮寺店 920-0806 金沢市神宮寺3丁目11番3号 (076)255-0837 (076)213-6630 ディーアンドエヌ(合同) ○

146 プラトー幸町アンドトレーニングセンター 920-0968 金沢市幸町3番15号 吉村ビル1階 (076)234-2338 (076)234-2339 (株)ピーディーエスプラトー ○

147 プラトー体操教室有松店 921-8161 金沢市有松4丁目10番2号 (076)259-6691 (076)259-6692 (株)ピーディーエスプラトー ○

148 プラトーリハセンター北安江2号店 920-0022 金沢市北安江1丁目9番17号 (076)208-3397 (076)208-3398 (株)ピーディーエスプラトー ○

149 ふれあいタウンデイサービスセンター有松 921-8161 金沢市有松2丁目4番32号 (076)245-5602 (076)241-3561 (株)ふれあいタウン ○

150 北伸福祉会金沢朱鷺の苑デイサービスセンター 920-0102 金沢市岸川町ほ5番地 (076)257-7100 (076)257-7200 (福)北伸福祉会 ○

151 北伸福祉会第二金沢朱鷺の苑デイサービスセンター 920-1304 金沢市上辰巳町拾字211番地1 (076)229-8181 (076)229-8080 (福)北伸福祉会 ○

152 北伸福祉会中央金沢朱鷺の苑デイサービスセンター 920-0031 金沢市広岡2丁目1番7号 (076)234-7878 (076)234-7722 (福)北伸福祉会 ○

153 北伸福祉会デイサービスセンター朱鷺の苑円光寺 921-8173 金沢市円光寺3丁目1番7号 (076)242-2041 (076)242-2043 (福)北伸福祉会 ○

154 北伸福祉会デイサービスセンター朱鷺の苑幸町 920-0968 金沢市幸町3番35号 (076)262-0080 (076)262-0085 (福)北伸福祉会 ○

155 北伸福祉会デイサービスセンター朱鷺の苑醒ヶ井 920-0034 金沢市醒ケ井町1番16号 (076)264-7777 (076)264-7780 (福)北伸福祉会 ○

156 北伸福祉会デイサービスセンター朱鷺の苑城北 920-0811 金沢市小坂町北168番地 (076)253-2004 (076)253-2005 (福)北伸福祉会 ○

157 北伸福祉会デイサービスセンター朱鷺の苑末野蔵 920-1302 金沢市末町17-132番地 (076)229-3111 (076)229-3119 (福)北伸福祉会 ○

158 北伸福祉会デイサービスセンター朱鷺の苑彦三 920-0901 金沢市彦三町1丁目3番1号 (076)221-1400 (076)221-1405 (福)北伸福祉会 ○

159 北伸福祉会デイサービスセンター朱鷺の苑二塚 920-0367 金沢市北塚町西475番地 (076)249-2031 (076)249-2252 (福)北伸福祉会 ○

160 北伸福祉会デイサービスセンター朱鷺の苑松寺 920-0011 金沢市松寺町寅57番2 (076)238-8181 (076)238-7008 (福)北伸福祉会 ○

161 北伸福祉会デイサービスセンター朱鷺の苑弥生 921-8036 金沢市弥生2丁目2番20号 (076)241-7777 (076)241-1881 (福)北伸福祉会 ○

162 北伸福祉会デイサービスセンター朱鷺の苑やわらぎ 920-0853 金沢市本町1丁目6番1号 やわらぎ金沢 (076)223-1220 (076)223-1141 (福)北伸福祉会 ○

163 ホームケアセンターあみ 920-1161 金沢市鈴見台5丁目2番20号 (076)256-1137 (076)256-1137 (合同)あみ ○

164 ほっとスパ泉野 921-8034 金沢市泉野町6丁目17-35 泉野リブライフ101号室 (076)255-7180 (076)255-7181 (株)アイ・スタイル ○

165 ほっとスパ兼六 920-0924 金沢市田井町10番26号 (076)222-2963 (076)255-7181 (株)アイ・スタイル ○

166 マナの家木曳野デイサービス 920-0339 金沢市木曳野2丁目150番地 (076)255-6006 (076)266-1330 (株)イワクラ ○

167 マナの家増泉デイサービス 921-8025 金沢市増泉1丁目16番41号 (076)280-1518 (076)280-1519 (株)コンフォート ○

168 マナの家涌波デイサービス 920-0954 金沢市涌波1丁目1番32号 (076)223-1050 (076)223-1051 (株)イワクラ ○

169 三馬デイサービスセンター南風苑 921-8164 金沢市久安6-59-1 (076)243-2778 (076)243-0294 三馬地区社会福祉協議会 ○

170 もりトレデイサービス 920-3114 金沢市吉原町ヨ142番地 ブルーメアベニュー1階 (076)256-1411 (076)204-8011 (株)フォーオール ○

171 森山善隣館デイサービスセンター寿クラブ 920-0843 金沢市森山2丁目18番4号森山社会福祉センター (076)252-0817 (076)252-3261 (福)森山善隣館 ○

172 やすはら苑 920-0371 金沢市下安原町東1458番地1 (076)240-6611 (076)240-6670 (福)金沢西福祉会 ○

173 悠悠泉本町デイサービス 921-8042 金沢市泉本町4丁目20番地1 (076)242-3355 (076)242-3393 (医社)輪生会 ○

174 陽風園木越デイサービスセンター 920-0203 金沢市木越町チ60番地1 (076)258-1418 (076)258-1404 (福)陽風園 ○

175 陽風園デイサービスセンター 920-0944 金沢市三口新町1丁目8番1号 (076)263-7101 (076)260-0635 (福)陽風園 ○

176 吉原温泉デイサービスセンター魁 920-3115 金沢市弥勒町イ11番1 (076)257-1800 (076)257-1817 (株)メディカルケア ○

177 米丸デイサービスセンターあすなろ苑 921-8016 金沢市東力町ハ284 (076)292-3583 (076)291-2945 (一般社)米丸福祉会 ○

178 ＬＩＦＥケアサポーターぎふと 920-0013 金沢市沖町ニ28-3 (076)225-7581 (076)225-7571 (株)ライフイノベーション ○

179 ＬＩＦＥケアサポーターすく～る 920-0003 金沢市疋田1-180 (076)252-8883 (076)252-8886 (株)ライフイノベーション ○

180 リハ・ハウス来夢 921-8062 金沢市新保本3丁目130番地 (076)259-0100 (076)259-0101 来夢(株) ○

181 リハビリ＆フィットネス寿リハ駅西 920-0027 金沢市駅西新町3丁目4番7号ウエストポイントビル1階 (076)224-0270 (076)224-0271 (株)エイムインタービジョン ○

182 リハビリ＆フィットネス寿リハ小立野 920-0942 金沢市小立野1丁目7番22号 (076)233-0650 (076)233-0651 (株)エイムインタービジョン ○

183 リハビリ＆フィットネス 寿リハ神宮寺 920-0806 金沢市神宮寺2丁目15番1号 (076)251-0520 (076)251-0521 (株)エイムインタービジョン ○

184 リハビリ型デイサービス「リハス」 920-0015 金沢市諸江町上丁307番地25 (076)225-8467 (076)225-8478 金沢QOL支援センター(株) ○

185 リハビリデイサービスまごころ倶楽部 921-8163 金沢市横川3丁目43 (076)280-0598 (076)280-0594 (有)R＆Dまごころ ○
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番号 施  設  名 郵便番号 所  在  地 電話番号 FAX 運 営 主 体 介護予防

186 リビングデイサービス 920-0953 金沢市涌波4丁目6番23号 (076)262-8773 (076)262-8773 コサカリレーションズ(有) ○

187 老人デイサービスセンター・デイサービス21 921-8174 金沢市山科町午40番地1 (076)241-1177 (076)241-1178 (福)洋裕会 ○

188 老人デイサービスセンターやすらぎ 921-8065 金沢市上荒屋1丁目39番地 (076)269-1977 (076)269-2004 (福)やすらぎ福祉会 ○

189 笑い家デイサービス神野 920-0368 金沢市神野西292番地 (076)227-8636 (076)227-8637 (株)グッドリレイト ○

190 エレガンテなぎの浦通所介護事業所 926-0853 七尾市津向町ト部107番地4 (0767)52-0223 (0767)52-0076 (福)徳充会 ○

191 秀楽苑デイサービスセンター 929-2217 七尾市中島町鹿島台は部17-3 (0767)66-1030 (0767)66-6763 (福)鹿北福祉会 ○

192 デイサービスセンターあっとほーむイースト 926-0006 七尾市大田町6部66の1番地 (0767)53-6690 (0767)53-6691 (福)能登福祉会 ○

193 デイサービスセンターあっとほーむウエスト 926-0024 七尾市古屋敷町ヨ部11番地1 (0767)54-0477 (0767)54-0551 (福)能登福祉会 ○

194 デイサービスセンターせんじゅ 926-0033 七尾市千野町に部15番地 (0767)57-8803 (0767)57-8802 (福)緑会 ○

195 デイサービスセンターそわじ浦 926-0211 七尾市能登島向田町ま50 (0767)84-0695 (0767)84-0069 (一般社)与四平 ○

196 デイサービスセンターなでしこ 926-0033 七尾市千野町に部15番地 (0767)57-8804 (0767)57-8802 (福)緑会 ○

197 デイサービスセンターもみの木苑 929-2121 七尾市田鶴浜町り部27番地 (0767)68-6363 (0767)68-6369 (福)徳充会 ○

198 デイサービス三島サロン 926-0802 七尾市三島町79番5号 (0767)53-0007 (0767)53-1337 北陸綜合キャリアサービス(株) ○

199 のとじまデイサービスセンター 926-0211 七尾市能登島向田町ろ部8番地1 (0767)84-0065 (0767)84-0067 (福)石龍会 ○

200 ひなたぼっこ 926-0855 七尾市小丸山台3丁目13番地2 (0767)53-3901 (0767)53-3901 (特非)ひなたぼっこ ○

201 ふれあいの里 926-0842 七尾市松百町2部57番地1 (0767)54-8500 (0767)54-0868 (福)徳充会 ○

202 愛らんど萌寿デイサービスセンター 923-0182 小松市波佐谷町東64番地 (0761)46-1112 (0761)46-1531 (福)篤豊会 ○

203 一歩庵げんだリハビリデイサービス 923-0801 小松市園町ホ87番1 (0761)22-0202 (0761)22-0602 (株)げんだフィジカルプラス ○

204 ウエルネスいまえ 923-0964 小松市今江町1丁目328-1 (0761)58-0410 (0761)58-1335 ニ シ ・ ウ エ ル ネ ス(株) ○

205 ウエルネスおきまち 923-0861 小松市沖周辺土地区画整理事業施行地内5街区20 (0761)46-6524 (0761)46-6574 ニ シ ・ ウ エ ル ネ ス(株) ○

206 小松みなみ診療所 923-0304 小松市下粟津町み1 (0761)43-0375 (0761)43-0353 (公益社)石川勤労者医療協会 ○

207 里川の家 923-0062 小松市里川町ト125・127番地 (0761)47-0310 (0761)27-2133 (株)Nakamura ○

208 さわらびデイサービス 923-0851 小松市北浅井町と67番地 (0761)22-5558 (0761)22-5559 (有)見谷メディカルサービス ○

209 三草二木西圓寺 923-0033 小松市野田町丁68番地 (0761)48-7773 (0761)21-2120 (福)佛子園 ○

210 ＪＡきらら粟津指定通所介護事業所 923-0302 小松市符津町ウ75-3 (0761)43-0500 (0761)43-0510 (福)ジェイエイ小松福祉会 ○

211 ＪＡきらら指定通所介護事業所 923-0181 小松市長谷町50番地5 (0761)46-8200 (0761)46-8202 (福)ジェイエイ小松福祉会 ○

212 ＪＡきらら千代指定通所介護事業所 923-0041 小松市千代町丁1番地1 (0761)23-6500 (0761)23-6520 (福)ジェイエイ小松福祉会 ○

213 自生園つどい 923-0331 小松市上荒屋町ソ4番地10 (0761)65-1800 (0761)65-1837 (福)自生園 ○

214 自生園ひらんて 923-0036 小松市平面町ト26番地 (0761)23-5222 (0761)23-5255 (福)自生園 ○

215 松寿園デイサービスセンターやざき 923-0301 小松市矢崎町甲52番地 (0761)46-6132 (0761)46-6132 (福)松寿園 ○

216 長寿365かけはし 923-0028 小松市梯町ト50 (0761)22-0015 (0761)22-2116 長寿メディカル(株) ○

217 ツクイ小松大領中 923-0962 小松市大領中町2丁目120 (0761)24-0050 (0761)24-0051 (株)ツクイ ○

218 デイサービス愛 923-0833 小松市八幡ロ41番地12 (0761)47-2015 (0761)47-2019 (株)寿 ○

219 デイサービスきたえるーむ小松中央 923-0921 小松市土居原町522番地 (0761)46-6705 (0761)46-6715 (株)リハビリテーションまえだ ○

220 デイサービスき楽な里 923-0966 小松市串茶屋町上野87番地1 (0761)43-2713 (0761)43-2728 (株)エム・アシスト ○

221 デイサービスサンタの家 923-0977 小松市額見町ら3番1 (0761)44-2217 (0761)44-2718 (有)ハートサンタ ○

222 デイサービスサンタの家やわた 923-0833 小松市八幡癸141-5 (0761)47-4616 (0761)47-4617 (有)ハートサンタ ○

223 デイサービスセラピィ粟津 923-0342 小松市矢田野町ホ131 (0761)43-3468 (0761)43-3469 (有)昌和商事 ○

224 デイサービスセンターかすかみ 923-0073 小松市岩渕町46番地1 (0761)47-4747 (0761)47-4744 (福)かすかみ会 ○

225 デイサービスセンターここ・から 923-0013 小松市城北町258番地 (0761)48-8111 (0761)48-8007 (株)ここから ○

226 デイサービスセンター松寿園 923-0961 小松市向本折町ホ31番地 (0761)22-0352 (0761)23-2055 (福)松寿園 ○

227 デイサービスセンター菜の花 923-0011 小松市蛭川町西103番地1 (0761)20-2788 (0761)20-1796 (福)明峰会 ○

228 デイサービスセンターファミール 923-0003 小松市安宅町ル1番地8 (0761)24-8702 (0761)24-8703 (福)あさひ会 ○

229 デイサービスセンターみゆき 923-0982 小松市松崎町赤場1番1 (0761)43-1123 (0761)43-4123 (福)天宣会 ○

230 デイサービスセンターめぐみの里 923-0036 小松市平面町へ133番地1 (0761)22-8226 (0761)22-8236 (福)恵愛会 ○

231 デイサービスそのまちサロン 923-0801 小松市園町ホ126-1 (0761)21-9080 (0761)21-9601 北陸綜合キャリアサービス(株) ○

232 デイサービスとも 923-0033 小松市野田町丙110番地1 (0761)24-6007 (0761)23-3319 (株)豊春耕雄企画 ○

233 デイサービスＮＯＡ 923-0833 小松市八幡ロ42番地9 (0761)46-5633 (0761)46-5634 (株)寿 ○

234 デイサービス陽だまり 923-0835 小松市吉竹町四丁目403番地 (0761)23-6508 (0761)23-6509 (有)陽だまり ○

235 デイサービスほっと今江 923-0964 小松市今江町7丁目18番地1 (0761)24-2826 (0761)24-2926 (有)ピリポ ○

236 まそらデイサービス 923-0927 小松市西町85番地 (0761)21-2281 (0761)21-2283 (有)見谷メディカルサービス ○

237 リハビリ長寿～上小松道場～ 923-0802 小松市上小松町丙41-1 (0761)22-0015 (0761)22-2116 長寿メディカル(株) ○

238 リハビリ長寿～小松みなみ道場～ 923-0964 小松市今江町9丁目357 (0761)44-5665 (0761)44-5666 長寿メディカル(株) ○
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239 リハビリ長寿～稚松道場～ 923-0913 小松市松任町115番地3 (0761)23-5530 (0761)23-5530 長寿メディカル(株) ○

240 あての木園デイサービスセンター 929-2378 輪島市三井町小泉上野2番地 (0768)26-1661 (0768)26-1778 (福)輪島市福祉会 ○

241 通所介護さくらの木 928-0062 輪島市堀町1字13番2 (0768)23-8686 (0768)23-8555 (公益社)石川勤労者医療協会 ○

242 デイサービスセンターあかかみ 927-2345 輪島市門前町赤神10の1番地 (0768)45-1249 (0768)45-1240 (福)門前町福祉会 ○

243 デイサービスセンター福祉の杜 928-0024 輪島市山岸町い26番地2 (0768)22-0008 (0768)23-0008 (福)寿福祉会 ○

244 デイサービスセンターゆきわりそう 927-2153 輪島市門前町深田22の42番地 (0768)42-3333 (0768)42-0892 (福)白字会 ○

245 みやびデイサービスセンター 928-0202 輪島市町野町寺地1027番地 (0768)32-0006 (0768)32-0200 (福)寿福祉会 ○

246 笑い家デイサービスみはらしの家 928-0015 輪島市市ノ瀬町12-177 (0768)22-3796 (0768)22-3797 (株)月桂樹 ○

247 珠洲市波の花デイサービスセンター 927-1321 珠洲市大谷町1字11番地の4 (0768)87-2288 (0768)87-2289 (福)珠洲市社会福祉協議会 ○

248 珠洲市みさきデイサービスセンター 927-1454 珠洲市三崎町宇治ヲ部7番地 (0768)88-8002 (0768)88-8003 (福)珠洲市社会福祉協議会 ○

249 珠洲市やまびこデイサービスセンター 927-1314 珠洲市若山町上黒丸4字29番地4 (0768)82-7050 (0768)82-7051 (福)珠洲市社会福祉協議会 ○

250 長寿園デイサービスセンター 927-1221 珠洲市宝立町春日野4字117番地 (0768)84-2057 (0768)84-2052 (福)長寿会 ○

251 デイサービス鶴の恩返し・珠洲 927-1233 珠洲市若山町出田10部39番地4 (0768)82-1105 (0768)82-1106 (株)鶴の恩返し ○

252 なかたにデイサービスセンター 927-1215 珠洲市上戸町北方は字18番地2 (0768)82-6612 (0768)82-6612 (有)なかたに ○

253 いらっせハマナス 922-0553 加賀市小塩町コ161番地1 (0761)72-0700 (0761)72-0710 (福)萌和会 ○

254 打越デイサービスセンター 922-0302 加賀市打越町ら110番1 (0761)75-3815 (0761)75-3816 (福)篤豊会 ○

255 加賀中央デイサービスセンター 922-0431 加賀市山田町蛇谷1-8 (0761)73-5122 (0761)72-6885 (福)篤豊会 ○

256 かがやきデイサービスセンター 922-0242 加賀市山代温泉35の14番地の3 (0761)77-2310 (0761)77-2217 (医社)加賀白山会 ○

257 片山津温泉日日好日院デイサービスセンター 922-0412 加賀市片山津温泉ア96番1 (0761)74-7231 (0761)74-7232 (福)篤豊会 ○

258 ケアリス山代 922-0243 加賀市山代温泉23の61番地の1 (0761)77-6500 (0761)77-6501 (医)萌和会 ○

259 ケアリス山中 922-0117 加賀市山中温泉上野町ル15番地1 (0761)75-2100 (0761)75-2258 (福)萌和会   

260 さわらび通所介護事業所 922-0111 加賀市山中温泉塚谷町ロ24番地1 (0761)78-0089 (0761)78-0092 (有)さわらび福祉会やまなか ○

261 地域交流の家ふらっと 922-0103 加賀市山中温泉長谷田町への91番地1 (0761)78-2210 (0761)78-2239 (特非)ふらっと ○

262 デイサービス加賀の星 922-0257 加賀市山代温泉桔梗丘3丁目24-3 (0761)76-1060 (0761)76-1061 (株)新 世 紀 ケ ア サ ー ビ ス ○

263 デイサービスセンターたんぽぽ 922-0277 加賀市河南町カの82番地の1 (0761)77-8700 (0761)77-8717 (特非)コスモス加賀 ○

264 デイサービスセンター和(やわらぎ) 922-0414 加賀市片山津町ム30番 (0761)75-3500 (0761)75-3507 (福)加賀福祉会 ○

265 デイサ花花 922-0402 加賀市柴山町ち91番地 (0761)74-2300 (0761)74-2377 (医社)きだ整形外科クリニック ○

266 篤寿苑デイサービスセンター 922-0322 加賀市上野町ケ254 (0761)77-7103 (0761)77-7244 (福)篤豊会 ○

267 篤豊会デイサービスセンター 922-0816 加賀市大聖寺東町1丁目26番地1 (0761)73-3324 (0761)73-3304 (福)篤豊会 ○

268 はるるデイサービスセンター 922-0114 加賀市山中温泉東町2丁目ツ35番地 (0761)78-5581 (0761)78-5583 (福)篤豊会 ○

269 ひより 922-0274 加賀市別所町2丁目82番地 (0761)75-7982 (0761)75-7982 (株)やまむら ○

270 実乃里 922-0821 加賀市南郷町ト111番3 (0761)76-6071 (0761)76-6260 (株)やまひで ○

271 山代デイサービスセンター 922-0242 加賀市山代温泉11の108番地2 (0761)77-3515 (0761)77-3640 (医社)長久会 ○

272 山中温泉篤豊会デイサービスセン922-0103 加賀市山中温泉長谷田町チ2 (0761)78-1400 (0761)78-0882 (福)篤豊会 ○

273 やわらぎ太子の家かが 922-0413 加賀市湖城町2丁目303番地 (0761)75-3133 (0761)75-3133 (福)加賀福祉会 ○

274 吉崎の丘デイサービスセンター 922-0672 加賀市吉崎町ト131番 (0761)73-8040 (0761)73-8050 (福)篤豊会 ○

275 リハビリデイサービス太陽のリゾート加賀 922-0424 加賀市小菅波町2丁目54番1 (0761)75-7461 (0761)75-7462 (株)サンウェルズ ○

276 老人デイサービスセンターたきの里 922-0133 加賀市山中温泉滝町リ1番地1 (0761)78-0666 (0761)78-0653 (福)鶴寿会 ○

277 唐戸山デイサービス 925-0053 羽咋市南中央町キ154番地13 (0767)22-2828 (0767)22-2228 (福)眉丈会 ○

278 高齢者通所介護施設仁泉デイサービス 925-0051 羽咋市島出町フ96番地1 (0767)22-6571 (0767)22-5205 (有)長岡 ○

279 デイサービスあわら 925-0043 羽咋市粟原町イ109番地 (0767)22-0660 (0767)22-0661 (合同)愛笑 ○

280 デイサービスセンターおうちの里 925-0613 羽咋市飯山町ル1番地1 (0767)26-8811 (0767)26-8812 (福)眉丈会 ○

281 デイサービスセンターなごやか粟生 925-0045 羽咋市粟生町イ82番地 (0767)22-3750 (0767)22-5370 (特非)ゆう和会 ○

282 デイサービス未来羽咋 925-0015 羽咋市大川町2丁目122番地 (0767)23-4337 (0767)23-4338 (株)大一家具 ○

283 デイサービス夢の華 925-0046 羽咋市兵庫町巳13番地1 (0767)22-5050 (0767)22-9922 (有)畝田屋 ○

284 デイサービスわたぼうし 925-0022 羽咋市深江町ト107番地1 (0767)22-8501 (0767)22-8518 (有)わたぼうし倶楽部 ○

285 羽咋市デイサービスセンター 929-1576 羽咋市鹿島路町1788番地 (0767)24-1311 (0767)24-1317 はくい農業協同組合 ○

286 羽咋ひまわり苑 925-0048 羽咋市松ケ下町松ケ下2番地1 (0767)22-1221 (0767)22-1331 (福)ひまわり会 ○

287 眉丈園デイサービスセンター 925-0036 羽咋市的場町稲荷山出口26番地2 (0767)22-5616 (0767)22-5685 (福)眉丈会 ○

288 あかしあ荘デイサービスセンター 929-1177 かほく市白尾タ220番地 (076)283-5075 (076)283-5076 (福)相生会 ○

289 かほくケアセンター 929-1174 かほく市浜北二2番7 (076)283-9220 (076)283-9222 (株)エムプロジェクト ○

290 かほく市宇ノ気デイサービスセンター 929-1125 かほく市宇野気二71番地2 (076)283-4097 (076)283-6561 (福)相生会 ○

291 かほく市七塚デイサービスセンター 929-1173 かほく市遠塚ロ52番地10 (076)285-8882 (076)285-2880 (福)相生会 ○
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番号 施  設  名 郵便番号 所  在  地 電話番号 FAX 運 営 主 体 介護予防

292 創楽デイサービス 929-1176 かほく市外日角ハ126番地2 (076)254-6516 (076)283-5353 (福)眉丈会 ○

293 であい処七つ花 929-1171 かほく市木津へ4番 (076)285-3301 (076)285-3302 (株)ビューティフリィ ○

294 デイサービス暖(だん) 929-1215 かほく市高松ヤ29-5 (076)256-5249 (076)256-5349 (株)親孝 ○

295 デイサービスなぎさの家 929-1177 かほく市白尾タ19番地1 (076)283-1060 (076)283-0722 (有)東プロジェクト ○

296 天然温泉デイサービス 海青クラブ 929-1175 かほく市秋浜へ20番地4 (076)283-5600 (076)283-5226 (福)眉丈会 ○

297 中村産業たからデイサービス 929-1177 かほく市白尾ナ42番1 (076)283-6318 (076)283-4149 (株)中村産業 ○

298 芙蓉会デイサービスセンター 929-1211 かほく市二ツ屋ソ99番 (076)281-2660 (076)282-5607 (福)芙蓉会 ○

299 あいのきデイサービス 924-0022 白山市相木町820番地 (076)276-6460 (076)276-6480 (株)らいふわん ○

300 笠間デイサービスセンター 924-0063 白山市笠間町273-1 (076)274-2262 (076)274-7852 (福)福寿会 ○

301 キラッと美川デイサービスセンター 923-0182 白山市美川和波町カ1-3 (076)227-9108 (076)278-7010 (福)篤豊会 ○

302 剣崎デイサービスセンター 924-0842 白山市剣崎町1484番地 (076)275-6915 (076)275-6925 (福)福寿会 ○

303 香林苑デイサービスセンター 920-2144 白山市大竹町ロ17番1 (076)272-2244 (076)272-3663 (有)香林会 ○

304 こぐまの家 924-0802 白山市専福寺町185番地14 (076)214-6031 (076)214-6031 (特非)こぐまの家 ○

305 こみけあデイサービスセンター陽羽里 920-2101 白山市曽谷町12街区11 (076)214-6110 (076)259-1720 (株)コミケア ○

306 三草二木行善寺 924-0024 白山市北安田町548番地2 (076)275-0616 (076)275-0689 (福)佛子園 ○

307 シニアサロンひらまつ 924-0841 白山市平松町87-4 (076)274-7676 (076)274-7677 (株)らいふわん ○

308 大門園デイサービスセンター 920-2322 白山市佐良ロ123番地 (076)255-5784 (076)255-5137 (福)手取会 ○

309 千代野デイサービスセンター 924-0073 白山市千代野東5丁目1-2 (076)276-3737 (076)276-8106 (医社)白山会 ○

310 鶴来デイサービスセンター 920-2104 白山市月橋町697-1 (076)273-9800 (076)273-9808 (福)福寿会 ○

311 つるべ荘デイサービスセンター 924-0005 白山市一塚町1351番地1 (076)276-2020 (076)276-2335 (福)福志会松任 ○

312 デイサービスいらっしひのんこ 920-2153 白山市日御子町ロ14 (076)287-5008 (076)287-3883 (特非)ライフサポーター美助人 ○

313 デイサービスしおん 920-2132 白山市明島町西115番地1 (076)272-8858 (076)273-2377 (有)ニシタ ○

314 デイサービスセンターあじさいの郷 920-2132 白山市明島町春130番地 (076)273-0123 (076)273-3939 (福)鶴来会 ○

315 デイサービスいちろ 929-0232 白山市美川末広町カ153番地4 (076)255-7419 (076)255-7429 (株)いちろ ○

316 デイサービスセンターすまいる 929-0204 白山市平加町ニ66番地1 (076)259-6020 (076)259-6021 (医社)聖来美クリニック ○

317 デイサービス太陽のひだまり木津 924-0821 白山市木津町1845 (076)276-9933 (076)276-9943 (株)サンウェルズ ○

318 デイサービス太陽のひだまり富光寺 920-2165 白山市富光寺町14 (076)272-0961 (076)272-0962 (株)サンウェルズ ○

319 デイサービスひより 920-2155 白山市知気寺町は36-1 (076)255-7838 (076)255-7837 (株)レイシア ○

320 デイサービスらっぴぃー 924-0821 白山市木津町1284番地1 (076)276-1020 (076)276-1023 (特非)大妙 ○

321 ニチイケアセンター松任 924-0806 白山市石同新町275番1 (076)274-1861 (076)276-9959 (株)ニチイ学館 ○

322 白山コンディショニングセンター 924-0024 白山市北安田町5024番地 (076)214-6881 (076)214-6882 (株)ビースタイルケア ○

323 白山フィジオセンター 920-2141 白山市安養寺町ロ13-4 (076)273-7766 (076)273-7767 (株)ビースタイルケア ○

324 白山ヘルスセンター 924-0812 白山市橋爪町339番 (076)274-2122 (076)274-2123 (株)ビースタイルケア ○

325 ばんじょうでいさーびす 924-0013 白山市番匠町351番地 (076)227-9090 (076)227-9110 (株)らいふわん ○

326 光野デイサービスセンター 924-0013 白山市番匠町443番地 (076)274-7811 (076)274-7826 (福)福寿会 ○

327 福寿園デイサービスセンター 924-0836 白山市山島台4丁目100番地 (076)276-3545 (076)276-3759 (福)福寿会 ○

328 Ｐｌｕｓ体操教室 924-0015 白山市新田町197番地 (076)200-7576 (076)200-7641 (合同)Ｐｌｕｓ ○

329 美杉の郷デイサービスセンター 920-2502 白山市桑島4号87番地5 (076)259-2117 (076)259-2160 (福)はくさん会 ○

330 湊デイサービスセンター 929-0217 白山市湊町カ377番地1 (076)278-8811 (076)278-7710 (福)篤豊会 ○

331 やわらぎ太子の家美川 929-0223 白山市美川北町ル73番1 (076)282-7171 (076)278-6089 (福)加賀福祉会 ○

332 リハビリデイサービス太陽のリゾート白山 924-0039 白山市北安田西二丁目6番地 (076)287-5977 (076)287-5978 (株)サンウェルズ ○

333 リハ本舗おおまち 924-0874 白山市四日市町5番地 (076)275-8070 (076)275-4167 (株)ケア・トラスト ○

334 アクティブスタジオ 929-0122 能美市大浜町ク64番地1 (0761)58-2688 (0761)58-2689 (株)あんすりー ○

335 指定通所介護(老人デイサービスセンター)「ボニュール根上苑」 929-0115 能美市下ノ江町イ201番地1 (0761)56-0082 (0761)56-0091 (福)喜峰会 ○

336 通所介護事業所和楽 929-0113 能美市大成町二丁目69番1 (0761)55-6008 (0761)55-3579 (有)スローライフケア ○

337 デイサービス灯(あかり) 923-1205 能美市宮竹町161番地1 (0761)51-3947 (0761)51-3968 (株)藤右ヱ門 ○

338 デイサービスセンターみのり倶楽部みつや 923-1243 能美市三ツ屋町35番1 (0761)51-2226 (0761)51-2227 (特医社)勝木会 ○

339 デイサービスセンター笑楽部 923-1124 能美市三道山町ト11番地1 (0761)57-4431 (0761)57-4432 (有)陽だまり ○

340 デイサービスちいちの華 923-1243 能美市三ツ屋町96番 (0761)51-7622 (0761)51-7623 (株)たから海福祉会 ○

341 デイサービスほたるの里 923-1215 能美市舘町甲164番地 (0761)27-0133 (076)298-3225 昌和工業(株) ○

342 湯寿園デイサービスセンター 923-1104 能美市湯谷町乙88番地 (0761)58-6555 (0761)58-6553 (福)湯寿会 ○

343 ニチイケアセンター能美 923-1121 能美市寺井町ヌ82 (0761)57-8236 (0761)57-8237 (株)ニチイ学館 ○

344 プラトーリハセンター能美3号店 929-0103 能美市五間堂町戊46番6 (0761)58-5115 (0761)58-5116 (株)ピーディーエスプラトー ○
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345 やわらぎ広大舎 923-1226 能美市緑が丘1丁目79 (0761)51-5229 (0761)51-5229 (福)加賀福祉会 ○

346 リハビリ長寿～いきいき道場～ 923-1115 能美市大長野町チ125番地1 (0761)58-5123 (0761)22-5176 長寿メディカル(株) ○

347 リハビリ長寿～九谷道場～ 923-1224 能美市和気町ヤ39-1 (0761)51-5556 (0761)51-0660 長寿メディカル(株) ○

348 ケアパートナー野々市 921-8807 野々市市二日市町4丁目32番地 (076)294-2012 (076)294-2016 ケアパートナー(株) ○

349 仁智会金沢南デイサービスセンター 921-8847 野々市市蓮花寺町79番1 (076)227-5866 (076)227-5867 (医社)仁智会 ○

350 デイサービスセンター茜 921-8821 野々市市白山町11番4号 (076)294-1007 (076)294-1239 (有)ヒューマニティ ○

351 デイサービスセンターオールウェイ野々市本店 921-8817 野々市市横宮町130-1 (076)294-1150 (076)294-1099 (有)オール・ウェイ ○

352 デイサービスセンターかめはうす 921-8806 野々市市三日市町49街区1 (076)259-5788 (076)259-5425 (株)かめはうす ○

353 デイサービスセンター春日和ののいち 921-8823 野々市市粟田5丁目391番地1 (076)259-1822 (076)259-0132 (株)ワールドステイ ○

354 デイサービスセンターぽ～れぽ～れ野々市 921-8823 野々市市粟田5丁目486番地 (076)281-6111 (076)248-1050 (株)ぽーれぽーれ ○

355 デイサービスセンター名峰白山 921-8823 野々市市粟田3丁目6番1 (076)246-7888 (076)246-7177 (株)清泉の宿 ○

356 ちきそら 921-8846 野々市市位川226番地 (076)209-6906 (076)205-5671 (株)ちき ○

357 デイサービスそよ風 921-8815 野々市市白山町1-39 (076)218-7666 (076)218-4787 (株)デー・アイ ○

358 デイサービス野々花 921-8804 野々市市野代1丁目50 (076)259-6192 (076)259-6193 石川米油(株) ○

359 富樫苑デイサービスセンター 921-8834 野々市市中林4丁目62番地 (076)248-8471 (076)248-8766 (福)富樫福祉会 ○

360 プラトーリハセンター野々市1号店 921-8815 野々市市本町1丁目7-3 (076)259-6951 (076)259-6952 (株)ピーディーエスプラトー ○

361 マナの家デイサービス 921-8815 野々市市本町一丁目21番2号 (076)294-0550 (076)294-0570 (株)イワクラ ○

362 リハビリ型デイサービスてまりフィットネス 921-8811 野々市市高橋町24番3-2号 (076)220-6619 (076)220-6629 (株)スパーテル ○

363 リハビリデイサービス太陽のリゾート野々市 921-8842 野々市市徳用町1丁目34番地 (076)259-5030 (076)259-5031 (株)サンウェルズ ○

364 川北町デイサービスセンター 923-1295 能美郡川北町壱ツ屋196番地 (076)277-8110 (076)277-8355 川北町 ○

365 ＪＡ石川かほくほのぼのデイサービス 929-0334 河北郡津幡町川尻タ51番地 (076)289-2060 (076)289-2061 石川かほく農業協同組合   

366 デイサービスセンターあがたの里 929-0319 河北郡津幡町字能瀬イ1番地1 (076)288-8915 (076)288-8990 (福)津幡町福祉会 ○

367 デイサービスセンター恵比寿 929-0331 河北郡津幡町字中橋口10番地1 (076)255-3251 (076)255-3451 (株)愛昴 ○

368 デイサービスセンターかえで 929-0341 河北郡津幡町横浜ほ14番2 (076)289-0618 (076)289-0617 (特非)楓 ○

369 デイサービスセンターふぃらーじゅ 929-0441 河北郡津幡町東荒屋413番地 (076)288-1765 (076)288-1488 (福)くりから ○

370 デイサービス孫六 929-0346 河北郡津幡町潟端ト29番地 (076)256-5952 (076)298-3225 昌和工業(株) ○

371 ディサービスゆめ 929-0346 河北郡津幡町字潟端そ3番地6 (076)289-6788 (076)289-6790 (株)夢商 ○

372 デイサービス来夢 929-0342 河北郡津幡町北中条5丁目82番地 (076)255-3341 (076)255-3342 来夢(株) ○

373 ほっとデイサービス井上の荘 929-0335 河北郡津幡町井上の荘2丁目165番地 (076)255-3017 (076)255-3067 (株)ハッピークローバー ○

374 通所介護「トトロの家」 920-0271 河北郡内灘町字鶴ケ丘4丁目82番地 (076)286-5373 (076)286-5373 (特非)トトロの家 ○

375 デイサービスセンター内灘の風 920-0266 河北郡内灘町字大根布一丁目31番地8 (076)286-8800 (076)286-6278 (株)ふなや ○

376 デイサービスセンターみどり 920-0276 河北郡内灘町緑台1丁目5番地 (076)255-1670 (076)255-1663 (医社)紺井医院 ○

377 プラトーケアセンター内灘店 920-0271 河北郡内灘町鶴ケ丘四丁目1番144 (076)201-8190 (076)201-8191 (株)Ｓｌｏｗ Ｂｅａｃｈ ○

378 ほっとデイサービス内灘 920-0272 河北郡内灘町向陽台1丁目315番地 (076)255-1669 (076)255-1649 (株)ハッピークローバー ○

379 夕陽ヶ丘苑デイサービスセンター 920-0265 河北郡内灘町大学1丁目5番地1 (076)286-9911 (076)286-9920 (福)内灘町福祉会 ○

380 志賀町デイサービスセンター 925-0141 羽咋郡志賀町高浜町レの24番地1 (0767)32-6000 (0767)32-5733 (福)はまなす会 ○

381 はまなす園デイサービスセンター 925-0161 羽咋郡志賀町赤住ハの4番地1 (0767)32-3888 (0767)32-3889 (福)はまなす会 ○

382 はまなす園富来デイサービスセンター 925-0564 羽咋郡志賀町酒見河原51番地 (0767)42-8181 (0767)42-8182 (福)はまなす会 ○

383 ファミリータイズ・歩っ歩 925-0382 羽咋郡志賀町米町ルの5番地 (0767)38-1878 (0767)38-1880 ｉｆサポート(株) ○

384 押水デイサービスセンター 929-1311 羽咋郡宝達志水町門前サ11番地 (0767)28-5520 (0767)28-3112 (福)宝達志水町社会福祉協議会 ○

385 ＪＡたんぽぽデイサービスセンター 929-1425 羽咋郡宝達志水町子浦そ15-1 (0767)29-8555 (0767)29-8566 はくい農業協同組合 ○

386 ちどり園老人ディサービスセンター 929-1341 羽咋郡宝達志水町宿五号10番2 (0767)28-5511 (0767)28-5512 (福)渚会 ○

387 デイサービス第二宝達苑 929-1343 羽咋郡宝達志水町小川ハ250番地 (0767)28-5688 (0767)28-5665 (福)こうけん会 ○

388 デイサービスリハ本舗よしのや 929-1424 羽咋郡宝達志水町吉野屋ワ18番地 (0767)29-2188 (0767)29-2187 (株)ケア・トラスト ○

389 まほろば 929-1332 羽咋郡宝達志水町北川尻参138番地1 (0767)28-2110 (0767)28-2130 ケア･リジーム(合同) ○

390 デイサービスセンターいこい 929-1725 鹿島郡中能登町東馬場ほ部18番1 (0767)76-2136 (0767)76-2137 (社医財)董仙会 ○

391 デイサービスセンターひまわり 929-1602 鹿島郡中能登町能登部上チ部30番地 (0767)72-3983 (0767)72-2141 (福)中能登町社会福祉協議会 ○

392 デイサービスセンター鹿寿苑 929-1601 鹿島郡中能登町西馬場エ部56番地 (0767)72-2600 (0767)72-3032 (福)鹿南福祉会 ○

393 ほのぼの通所介護事業所「ほのぼの」 929-1704 鹿島郡中能登町末坂2部33番地1 (0767)74-8065 (0767)74-0656 (社医財)董仙会 ○

394 清水の里デイサービスセンター穴水 927-0205 鳳珠郡穴水町宇加川イ142番地 (0768)57-1688 (0768)57-1772 (株)トパーズ ○

395 聖頌園デイサービスセンター 927-0007 鳳珠郡穴水町岩車6字27-2番地 (0768)56-1520 (0768)56-1078 (福)牧羊福祉会 ○

396 北伸福祉会デイサービスセンター朱鷺の苑穴水 927-0035 鳳珠郡穴水町志ケ浦15-1-3 (0768)52-4122 (0768)52-1220 (福)北伸福祉会 ○

397 デイサービスセンターささゆりの丘 927-0053 鳳珠郡穴水町此木1の120番地 (0768)52-1888 (0768)52-1020 (株)まごころ ○
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番号 施  設  名 郵便番号 所  在  地 電話番号 FAX 運 営 主 体 介護予防

398 小木デイサービスセンター 927-0553 鳳珠郡能登町字小木15字42番地の2 (0768)74-1777 (0768)74-1777 (福)能登町社会福祉協議会 ○

399 第二長寿園デイサービスセンター 927-0603 鳳珠郡能登町布浦ノ字10番地3 (0768)72-8887 (0768)72-1233 (福)長寿会 ○

400 デイサービスセンターこすもす 928-0395 鳳珠郡能登町五郎左エ門分藤17番地 (0768)76-2002 (0768)76-2102 (福)清祥会 ○

401 デイサービスセンター多花楽 928-0331 鳳珠郡能登町字柳田信部6番地 (0768)76-0980 (0768)76-0985 (福)多花楽会 ○

402 七見デイサービスセンター 927-0301 鳳珠郡能登町七見ツ字100番地 (0768)67-8201 (0768)67-8205 (福)石川県社会福祉事業団 ○

403 藤波デイサービスセンター 927-0441 鳳珠郡能登町藤波井字48番地2 (0768)62-3666 (0768)62-8977 (福)石川県社会福祉事業団 ○

■老人デイサービスセンター(地域密着型サービス(認知症対応型通所介護)、休止中除く) 
※介護予防欄に○が付いている施設については、地域密着型介護予防サービス事業を行っています。 
番号 施  設  名 郵便番号 所  在  地 電話番号 FAX 運 営 主 体 介護予防

1 石川勤労者医療協会城北クリニック通所介護 920-0848 金沢市京町20番50号 (076)253-1666 (076)253-1225 (公益社)石川勤労者医療協会 ○

2 ちょっこりネットみんちか 920-0022 金沢市北安江四丁目26番2号 (076)263-8883 (076)263-8803 (特非)みんなの力駅西 ○

3 デイサービスセンターゆいま～る 921-8044 金沢市米泉町8丁目38番地 (076)201-4377 (076)201-4378 (特非)ニット ○

4 デイサービスゆいま～る三口新町 920-0944 金沢市三口新町3丁目14番8号 (076)221-3699 (076)221-3702 (特非)ニット ○

5 ファミリーケア城南 920-0966 金沢市城南1丁目21番21号 (076)232-8221 (076)232-8220 (福)久楽会 ○

6 リビングデイサービス 920-0953 金沢市涌波4丁目6番23号 (076)262-8773 (076)262-8773 コサカリレーションズ(有) ○

7 秀楽さん能登島ディサービス 926-0211 七尾市能登島向田町む29番1 (0767)84-1006 (0767)84-1006 (福)鹿北福祉会 ○

8 白南風デイサービスセンター 929-2217 七尾市中島町鹿島台は部14番4 (0767)66-2822 (0767)66-2823 (福)浄行会 ○

9 グループホーム陽らら 923-0927 小松市西町134番地 (0761)21-1839 (0761)21-1839 (医社)和楽仁  

10 グループホームやたのデイサービス 923-0342 小松市矢田野町イ8番地 (0761)44-5558 (0761)44-7484 (福)共友会 ○

11 自生園あわづの家 923-0321 小松市白山田町ロ142 (0761)65-2212 (0761)65-2226 (福)自生園 ○

12 せーさん家 923-0835 小松市吉竹町わ2 (0761)21-1350 (0761)21-1350 (有)陽だまり ○

13 デイサービスセンター第二松寿園 923-8578 小松市月津町ヲ95番地 (0761)43-2771 (0761)44-2518 (福)松寿園 ○

14 デイサービス陽だまり 923-0835 小松市吉竹町四丁目403番地 (0761)23-6508 (0761)23-6509 (有)陽だまり ○

15 デイサービスやたの 923-0342 小松市矢田野町51の26番地 (0761)58-0881 (0761)58-0887 (福)共友会 ○

16 あての木園ふげしデイサービスセンター 928-0062 輪島市堀町9字25番地 (0768)23-4165 (0768)23-4166 (福)輪島市福祉会 ○

17 デイサービス笑ちゃけや 928-0001 輪島市河井町1部173番地7 (0768)22-3366 (0768)22-4433 (福)弘和会 ○

18 デイひなたぼっこ 928-0042 輪島市山本町矢本前15番地2 (0768)23-1184 (0768)23-1133 (有)ＣＯＭ ○

19 とうほうの里 927-1225 珠洲市宝立町宗玄24-2-1 (0768)84-2755 (0768)84-2815 (有)東朋の里 ○

20 ちょくしデイサービス 922-0313 加賀市勅使町ル75番地1 (0761)77-3911 (0761)77-3912 (福)鶴寿会 ○

21 デイサービスセンターなじみ 922-0245 加賀市山代温泉山背台2丁目96 (0761)77-3536 (0761)77-5536 (特非)コスモス加賀 ○

22 ぬくもりの里共用型デイサービス 922-0414 加賀市片山津町北118番地 (0761)74-3220 (0761)74-3276 (有)ウェルライフ ○

23 やわらぎ響 922-0414 加賀市片山津町ム30番 (0761)75-3500 (0761)75-3507 (福)加賀福祉会 ○

24 共用デイ福の神 929-1573 羽咋市四柳町つ17番地 (0767)26-8088 (0767)26-8077 (福)弘和会 ○

25 グループホームなが穂の里 925-0026 羽咋市石野町ト40 (0767)22-6920 (0767)22-6920 (公益社)石川勤労者医療協会 ○

26 デイサービスぽぽ 929-1215 かほく市高松ラ28番地28 (076)281-3612 (076)281-3613 (株)トライアングル ○

27 グループホームあすか 929-2104 白山市月橋町405番地 (076)273-5571 (076)273-5781 (特非)飛鳥 ○

28 グループホームキラッと篤寿苑 929-0204 白山市平加町ヌ110番地1 (076)278-2555 (076)278-2240 (福)篤豊会 ○

29 グループホームほたる 924-0806 白山市石同新町155番地 (076)277-6533 (076)277-6533 (有)エンジェル ○

30 太陽のひだまり徳光 924-0071 白山市徳光町2665番17 (076)274-7612 (076)276-7613 (株)サンウェルズ ○

31 デイサービスくろゆり 920-2321 白山市吉野東2番地1 (076)255-5202 (076)255-5320 (有)くろゆり ○

32 デイサービス太陽のひだまり茶屋 924-0867 白山市茶屋2丁目60番地1 (076)287-3007 (076)287-3008 (株)サンウェルズ ○

33 認知デーサービスぼたん 920-2132 白山市明島町西115番地3 (076)272-4733 (076)272-4733 (有)ニシタ ○

34 地域サロンよりみち 923-1226 能美市緑が丘九丁目54番地 (0761)52-0722 (0761)52-0723 (株)あんすりー ○

35 デイサービスわらべ 923-1124 能美市三道山町ト11-1 (0761)57-4431 (0761)57-4432 (有)陽だまり ○

36 認知症対応型デイサービスＰｌｅｉｎ Ｓｏｕｒｉｒｅ 929-0115 能美市下ノ江町ト16-5 (0761)56-0069 (0761)56-0026 (福)喜峰会 ○

37 グループホームあかり 920-0277 河北郡内灘町千鳥台2丁目190番地 (076)238-1152 (076)238-1153 (有)キコウベネッセレ ○

38 グループホーム華 920-0266 河北郡内灘町大根布1丁目98番地 (076)239-0887 (076)239-2828 (株)エイトコンサルタント ○

39 グループホーム遊子苑うちなだ 920-0266 河北郡内灘町大根布5丁目40番地 (076)286-0345 (076)286-0346 (株)遊子苑 ○

40 志賀町デイサービスセンター 925-0141 羽咋郡志賀町高浜町レの24番地1 (0767)32-6000 (0767)32-5733 (福)はまなす会  

41 デイサービス宝達の郷 929-1344 羽咋郡宝達志水町今浜ラ148番1 (0767)28-4498 (0767)28-4499 (株)ウェル ○

42 鶴の恩返しホームデイサービス 927-0553 鳳珠郡能登町小木1丁目161-2 (0768)74-1570 (0768)74-1571 (株)鶴の恩返し ○

43 認知症対応型デイサービスこすもす 928-0395 鳳珠郡能登町字五郎左エ門分藤17番地 (0768)76-2002 (0768)76-2102 (福)清祥会 ○
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高齢者関連施設 

■地域包括支援センター 
番号 施  設  名 郵便番号 所  在  地 電話番号 FAX 運 営 主 体 

1 金沢市地域包括支援センター「ありまつ」 921-8161 金沢市有松5丁目2番24号 (076)242-5510 (076)242-9070 (医社)中央会 

2 金沢市地域包括支援センター「いずみの」 921-8034 金沢市泉野町6丁目15番5号(泉野福祉健康センター内) (076)259-0522 (076)242-1129 (公益財)金沢市福祉サービス公社

3 金沢市地域包括支援センター「えきにしほんまち」 920-0025 金沢市駅西本町6丁目15番41号(金沢西病院内) (076)233-1873 (076)233-1874 (医社)博友会 

4 金沢市地域包括支援センター「おおてまち」 920-0912 金沢市大手町9番1号(小池病院デイケアセンター内) (076)263-5517 (076)263-5721 (医社)博仁会 

5 金沢市地域包括支援センター「かすが」 920-0804 金沢市鳴和1丁目1番10号(城北ショッピングセンター内) (076)253-4165 (076)253-4170 (医社)仁智会 

6 金沢市地域包括支援センター「かみあらや」 921-8065 金沢市上荒屋1丁目39番地(やすらぎホーム内) (076)269-0850 (076)269-0524 (福)やすらぎ福祉会

7 金沢市地域包括支援センター「きしかわ」 920-0102 金沢市岸川町ほ5番地(金沢朱鷺の苑内) (076)257-7878 (076)257-7200 (福)北伸福祉会 

8 金沢市地域包括支援センター「きたづか」 920-0367 金沢市北塚町西440番地(ケアハウスあいびす内) (076)240-4604 (076)240-3377 (福)北伸福祉会 

9 金沢市地域包括支援センター「くらつき」 920-8201 金沢市鞍月東1丁目6(シニアホームみらい鞍月内) (076)237-8063 (076)237-8186 (医社)映寿会 

10 金沢市地域包括支援センター「さくらまち」 920-0923 金沢市桜町24番30号(宗広病院内) (076)222-5722 (076)224-0189 (医社)金沢 

11 金沢市地域包括支援センター「たがみ」 920-1155 金沢市田上本町カ45番地1(ピカソ内) (076)231-8025 (076)231-8026 (医)十全会 

12 ブランチ 第二金沢朱鷺の苑 920-1304 金沢市上辰巳町10字211番地1 (076)229-3737 (076)229-8080 (福)北伸福祉会 

13 金沢市地域包括支援センター「とびうめ」 920-0938 金沢市飛梅町2番1号 (076)231-3377 (076)231-3112 (社医財)松原愛育会

14 金沢市地域包括支援センター「ながさか」 921-8116 金沢市泉野出町1丁目22番26号(Belle-2ビル1階) (076)280-5111 (076)280-5123 (医)積仁会 

15 金沢市地域包括支援センター「ひろおか」 920-0031 金沢市広岡2丁目1番7号(中央金沢朱鷺の苑内) (076)234-2129 (076)234-7722 (福)北伸福祉会 

16 金沢市地域包括支援センター「ふくひさ」 920-0811 金沢市小坂町中83番地(浅ノ川総合病院内) (076)293-2913 (076)293-1480 (医社)千木福祉会 

17 金沢市地域包括支援センター「まがえ」 921-8141 金沢市馬替2丁目124番地1(シェーネアルト内) (076)298-6964 (076)298-6984 (特医)扇翔会 

18 金沢市地域包括支援センター「みつくちしんまち」 920-0944 金沢市三口新町1丁目8番1号(陽風園内) (076)263-7163 (076)263-7253 (福)陽風園 

19 ブランチ 第三万陽苑 920-1346 金沢市三小牛町24字3番地1 (076)280-6785 (076)280-0061 (福)陽風園 

20 金沢市地域包括支援センター「もろえ」 920-0013 金沢市沖町ハ15番地(金沢病院内) (076)293-5084 (076)293-5078 (独行)地域医療機能推進機構

21 金沢市地域包括支援センター「やましな」 921-8174 金沢市山科町午40番地1(シニアマインド21内) (076)241-8165 (076)241-1178 (福)洋裕会 

22 七尾市地域包括支援センター 926-0021 七尾市本府中町ヲ部38 (0767)53-5789 (0767)53-4100 (福)七尾市社会福祉協議会

23 在宅介護支援センターあっとほーむ若葉 926-0014 七尾市矢田町22号七株田12番地5 (0767)53-8713 (0767)53-8717 (福)能登福祉会 

24 在宅介護支援センターえんやま 926-0033 七尾市千野町に部10 (0767)57-8605 (0767)57-8603 (医社)生生会 

25 在宅介護支援センターけいじゅ 926-8605 七尾市富岡町94番地 (0767)54-0080 (0767)52-3657 (社医財)董仙会 

26 在宅介護支援センターさはら 926-0173 七尾市石崎町タ部13-1 (0767)62-3765 (0767)62-3733 (医社)和泉会 

27 在宅介護支援センター寿老園 929-2217 七尾市中島町鹿島台は部14-1 (0767)66-1255 (0767)66-1211 (医社)豊玉会 

28 在宅介護支援センターふれあい社協 926-0021 七尾市本府中町ヲ部38 (0767)52-2099 (0767)53-4100 (福)七尾市社会福祉協議会

29 

ブランチ 

七尾市田鶴浜在宅介護支援センター 929-2121 七尾市田鶴浜町リ部27 (0767)68-6370 (0767)68-6363 (社医財)董仙会 

30 安宅・板津高齢者総合相談センター 923-0003 小松市安宅町ル1番地8(ケアハウスファミール1階) (0761)41-6055 (0761)24-8703 (福)あさひ会 

31 安宅・板津第二高齢者総合相談センター 923-0011 小松市蛭川町西103-1(明峰の里敷地内) (0761)46-6192 (0761)46-6193 (福)明峰会 

32 国府・中海高齢者総合相談センター 923-0073 小松市岩渕町46番地2(グリーン・ポート小松2階) (0761)47-2921 (0761)47-2968 (医社)田谷会 

33 松東高齢者総合相談センター 923-0181 小松市長谷町50番地5(ＪＡきらら前) (0761)46-8211 (0761)46-8202 (福)ジェイエイ小松福祉会

34 松陽・御幸高齢者総合相談センター 923-0961 小松市向本折町ホ31番地(松寿園1階) (0761)22-2280 (0761)23-2055 (福)松寿園 

35 松陽・御幸第二高齢者総合相談センター 923-0964 小松市今江町1 -428(小屋ビル1階) (0761)46-6883 (0761)46-6884 (医社)丹生会 

36 丸内・芦城高齢者総合相談センター 923-0921 小松市土居原町175番地(芦城クリニック1階) (0761)23-5225 (0761)23-0115 (特医)勝木会 

37 丸内・芦城第二高齢者総合相談センター 923-0801 小松市園町二155-1(サービス付き高齢者向け住宅おれんじハウス1階) (0761)22-5070 (0761)22-5071 (医社)田谷会 

38 南部高齢者総合相談センター 923-0331 小松市上荒屋町ソ4番地10(自生園敷地内) (0761)65-3131 (0761)65-1101 (福)自生園 

39 南部第二高齢者総合相談センター 923-0342 小松市矢田野町ヲ98-1 (0761)44-5750 (0761)44-5270 (医社)澄鈴会 

40 輪島市地域包括支援センター 928-0001 輪島市河井町2部287番地1 (0768)23-1174 (0768)23-1138 輪島市 

41 東部支所 928-0215 輪島市町野町粟蔵川原田22-1 (0768)32-1838 (0768)32-1231 輪島市 

42 

サブ 

センター 門前支所 927-2151 輪島市門前町走出6の69番地 (0768)42-9918 (0768)42-3579 輪島市 

43 珠洲市地域包括支援センター 927-1295 珠洲市上戸町北方1字6番地の2 (0768)82-7746 (0768)82-8138 珠洲市 

44 珠洲市地域包括支援センター長寿園 927-1221 珠洲市宝立町春日野4字117番地 (0768)84-2252 (0768)84-2052 (福)長寿会 

45 ブランチ はまなすふれあいブランチ 927-1454 珠洲市三崎町宇治ヲ部7番地 (0768)88-8008 (0768)88-8003 珠洲市 

46 加賀市高齢者こころまちセンター 922-8622 加賀市大聖寺南町ニ41 (0761)72-8186 (0761)72-1665 加賀市 

47 サブセンター 加賀市高齢者こころまちサブセンター 922-8522 加賀市作見町リ36番地 加賀市医療センター地域連携センターつむぎ内 (0761)76-5131 (0761)76-5160 加賀市 

48 動橋地区高齢者こころまちセンター 動橋ひまわりの家 922-0331 加賀市動橋町イ19-1 (0761)74-1611 (0761)74-1613 (福)篤豊会 

49 片山津地区高齢者こころまちセンター 小規模多機能ホームいらっせ湖城 922-0413 加賀市湖城町3丁目125番地 (0761)74-8122 (0761)74-8123 (福)萌和会 

50 作見地区高齢者こころまちセンター小規模多機能ハウスさくみ 922-0423 加賀市作見町カ132番地1 (0761)75-3315 (0761)75-3316 (特非)コスモス加賀

51 作見地区高齢者こころまちセンター小規模多機能ホームいらっせ松が丘 922-0436 加賀市松が丘1丁目17番地8 (0761)72-2050 (0761)72-2060 (福)萌和会 

52 大聖寺地区高齢者こころまちセンター 大聖寺なでしこの家 922-0067 加賀市大聖寺番場町29番4 (0761)72-1882 (0761)72-1882 (医社)慈豊会 

53 

ブランチ 

大聖寺地区高齢者こころまちセンター 小規模多機能ホームきょうまち 922-0055 加賀市大聖寺京町27番地 (0761)73-2117 (0761)73-2118 (医社)長久会 
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番号 施  設  名 郵便番号 所  在  地 電話番号 FAX 運 営 主 体 

54 南郷地区高齢者こころまちセンター小規模多機能ホームなんごうえがお 922-0013 加賀市上河崎町オ120番地 (0761)75-7815 (0761)75-7816 (株)加 賀 福 祉 サ ー ビ ス

55 橋立地区高齢者こころまちセンター 小規模多機能ホームはしたて 922-0554 加賀市橋立町イ乙54-1 (0761)75-7384 (0761)75-7385 (福)共友会 

56 山代地区高齢者こころまちセンター ニーズ対応型小規模多機能ホームききょうが丘 922-0257 加賀市山代温泉桔梗丘4丁目1番1 (0761)76-3660 (0761)76-3650 (福)鶴寿会 

57 山中地区高齢者こころまちセンター 冨士見通りお茶の間さろん 922-0116 加賀市山中温泉白山町ノ14番1 (0761)78-2555 (0761)78-2557 (福)鶴寿会 

58 

ブランチ 

山代地区高齢者こころまちセンター 山代すみれの家 922-0242 加賀市山代温泉ハ74番地5 (0761)77-1505 (0761)77-1506 (福)篤豊会 

59 羽咋市地域包括支援センター 925-8501 羽咋市旭町ア200番地 (0767)22-0202 (0767)22-3995 羽咋市 

60 かほく市高齢者支援センター 929-1195 かほく市宇野気二81番地 (076)283-7150 (076)283-3761 かほく市 

61 白山市地域包括支援センター笠間 924-0063 白山市笠間町273番地1 (076)274-6771 (076)274-6772 (福)福寿会 

62 白山市地域包括支援センター大門園 920-2322 白山市佐良ロ123番地 (076)255-5225 (076)255-5228 (福)手取会 

63 白山市地域包括支援センター千代野 924-0073 白山市千代野東5丁目1番地2 (076)276-1011 (076)276-3005 (医社)白山会 

64 白山市地域包括支援センター鶴来 920-2134 白山市鶴来水戸町ノ1番地 (076)272-3950 (076)272-4199 白山石川医療企業団

65 白山市地域包括支援センター光野 924-0013 白山市番匠町443番地 (076)274-7718 (076)274-7955 (福)福寿会 

66 白山市地域包括支援センター松任中央 924-0865 白山市倉光八丁目16番地1 (076)276-6200 (076)276-6291 白山市 

67 白山市地域包括支援センター美川 929-0204 白山市平加町119番地1 (076)278-8585 (076)278-8511 (福)白山市社会福祉協議会

68 能美市辰口高齢者支援センター 923-1226 能美市緑が丘11丁目111番地2 (0761)51-7771 (0761)51-7783 (福)陽翠水 

69 能美市寺井高齢者支援センター 923-1121 能美市寺井町た8番地1 (0761)58-6177 (0761)58-6733 (福)能美市社会福祉協議会

70 能美市根上高齢者支援センター 929-0122 能美市大浜町ノ85番地 (0761)68-0643 (0761)68-0547 能美市 

71 野々市市郷・押野地区地域包括支援センター 921-8847 野々市市蓮花寺町1番地1 (076)294-6547 (076)294-6557 (医社)仁智会 

72 野々市市地域包括支援センター 921-8510 野々市市三納一丁目1番地 (076)227-6067 (076)227-6252 野々市市 

73 野々市市富奥地区地域包括支援センター 921-8824 野々市市新庄2丁目14番地 (076)248-7676 (076)246-7407 (医社)洋和会 

74 野々市市本町地区地域包括支援センター 921-8815 野々市市菅原町1番13号 (076)246-8005 (076)246-8006 (特医)扇翔会 

75 川北町地域包括支援センター 923-1267 能美郡川北町字壱ツ屋196番地 (076)277-8388 (076)277-8355 川北町 

76 津幡町地域包括支援センター 929-0393 河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地 (076)288-7952 (076)288-4354 津幡町 

77 内灘町地域包括支援センター 920-0271 内灘町字鶴ケ丘2丁目161番地1 (076)286-6750 (076)286-6103 内灘町 

78 志賀町地域包括支援センター 925-0198 羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 (0767)32-9132 (0767)32-0288 志賀町 

79 サブセンター 社会福祉協議会富来 925-0447 志賀町富来領家町甲の10番地 (0767)42-2545 (0767)42-2305 (福)志賀町社会福祉協議会

80 はまなす園富来 925-0564 羽咋郡志賀町酒見河原51番地 (0767)42-2900 (0767)42-8182 (福)はまなす会 

81 
ブランチ 

有縁 925-0205 羽咋郡志賀町仏木クの15の20 (0767)37-1122 (0767)37-8110 (医社)同朋会 

82 宝達志水町地域包括支援センター 929-1311 羽咋郡宝達志水町門前サ11番地 (0767)28-8110 (0767)28-5569 宝達志水町 

83 中能登町高齢者支援センター 929-1692 鹿島郡中能登町能登部下85部1番地 (0767)72-2697 (0767)72-3794 中能登町 

84 穴水町地域包括支援センター 927-0027 鳳珠郡穴水町川島タ38番地 (0768)52-3378 (0768)52-3320 穴水町 

85 能登町地域包括支援センター 927-0695 鳳珠郡能登町字松波13字75番地 (0768)72-2513 (0767)72-8002 能登町 

86 内浦支所 927-0603 鳳珠郡能登町字布浦ノ字10番地3 (0768)72-8885 (0768)72-8886 能登町 

87 能都藤波支所 927-0441 鳳珠郡能登町字藤波井字48番地1 (0768)62-3666 (0768)62-8977 能登町 

88 能都崎山支所 927-0434 鳳珠郡能登町字崎山字1丁目1番地 (0768)62-0602 (0768)62-0601 能登町 

89 

サブ 

センター 

柳田支所 928-0395 鳳珠郡能登町字五郎左ェ門分藤部17番地 (0768)76-2002 (0768)76-2102 能登町 

■在宅介護支援センター 
番号 施  設  名 郵便番号 所  在  地 電話番号 FAX 運 営 主 体 

1 七尾市在宅介護支援センターあっとほーむ若葉 926-0014 七尾市矢田町22号七株田12番地5 (0767)53-8713 (0767)53-8715 (福)能登福祉会 

2 七尾市在宅介護支援センターえんやま 926-0033 七尾市千野町に部10 (0767)57-8605 (0767)57-8603 (医社)生生会 

3 七尾市在宅介護支援センターけいじゅ 926-8605 七尾市富岡町94番地 (0767)54-0080 (0767)52-3657 (社医財)董仙会 

4 七尾市在宅介護支援センターさはら 926-0173 七尾市石崎町タ部13-1 (0767)62-3765 (0767)62-3733 (医社)和泉会 

5 七尾市在宅介護支援センター寿老園 929-2217 七尾市中島町鹿島台は部14-1 (0767)66-1255 (0767)66-1211 (医社)豊玉会 

6 七尾市在宅介護支援センターふれあい社協 926-0021 七尾市本府中町ヲ部38 (0767)52-2099 (0767)53-4100 (福)七尾市社会福祉協議会

7 七尾市田鶴浜在宅介護支援センター 929-2121 七尾市田鶴浜町リ部27 (0767)68-6370 － (社医財)董仙会 

8 あての木園在宅介護支援センター 929-2378 輪島市三井町小泉上野2 (0768)26-1661 (0768)26-1778 (福)輪島市福祉会 

9 在宅介護支援センターあかかみ 927-2345 輪島市門前町赤神10-1 (0768)45-1248 (0768)45-1572 (福)門前町福祉会 

10 長寿園在宅介護支援センター 927-1221 珠洲市宝立町春日野4-117 (0768)84-2252 (0768)84-2052 (福)長寿会 

11 加賀中央在宅介護支援センター 922-0431 加賀市山田町蛇谷1-8 (0761)72-6776 (0761)72-6885 (福)篤豊会 

12 山中町在宅介護支援センター 922-0133 加賀市山中温泉滝町リ1-1 (0761)78-0266 (0761)78-0653 (福)鶴寿会 

13 在宅介護支援センターおうちの里 925-0613 羽咋市飯山町ル1番地1 (0767)26-8822 (0767)26-8812 (福)眉丈会 

14 眉丈園在宅介護支援センター 925-0036 羽咋市的場町稲荷山出口26-2 (0767)22-5262 (0767)22-5685 (福)眉丈会 
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高齢者関連施設 

番号 施  設  名 郵便番号 所  在  地 電話番号 FAX 運 営 主 体 

15 在宅介護支援センター福寿園 924-0836 白山市山島台4-100 (076)276-6810 (076)276-6896 (福)福寿会 

16 白山市在宅介護支援センター松美苑 924-0063 白山市笠間町1738 (076)274-7576 (076)274-7852 (福)福寿会 

17 白山市在宅介護支援センター光野 924-0013 白山市番匠町443 (076)274-7816 (076)274-7826 (福)福寿会 

18 野々市市郷・押野地区地域包括支援センター 921-8847 野々市市蓮花寺町1-1 (076)294-6547 (076)294-3797 (医社)仁智会 

19 野々市市富奥地区地域包括支援センター 921-8824 野々市市新庄2-14 (076)248-7676 (076)246-7407 (医社)洋和会 

20 野々市市本町地区地域包括支援センター 921-8815 野々市市菅原町1-13 (076)246-8005 (076)246-8006 (特医)扇翔会 

21 はまなす園在宅介護支援センター 925-0161 羽咋郡志賀町赤住ハ4-1 (0767)32-4688 (0767)32-4689 (福)はまなす会 

22 はまなす園富来在宅介護支援センター 925-0564 羽咋郡志賀町酒見河原51番地 (0767)42-2900 (0767)42-8182 (福)はまなす会 

23 在宅介護支援センター鹿寿苑 929-1601 鹿島郡中能登町西馬場エ56 (0767)72-3900 (0767)72-3032 (福)鹿南福祉会 

24 聖頌園在宅介護支援センター 927-0007 鳳珠郡穴水町岩車6-27-2 (0768)56-1520 (0768)56-1078 (福)牧羊福祉会 

25 ときのえん在宅介護支援センター 927-0035 鳳珠郡穴水町志ケ浦15-1-3 (0768)52-1230 (0768)52-3020 (福)北伸福祉会 

26 第二長寿園在宅介護支援センター 927-0603 鳳珠郡能登町字布浦ノ字10-3 (0768)72-8888 (0768)72-8886 (福)長寿会 

27 多花楽会在宅介護支援センター 928-0331 鳳珠郡能登町字柳田信部6 (0768)76-0980 (0768)76-0985 (福)多花楽会 

■訪問看護ステーション(休止中除く) 
※介護予防欄に○が付いている施設については、介護予防サービス事業を行っています。 
番号 施  設  名 郵便番号 所  在  地 電話番号 FAX 運 営 主 体 介護予防

1 (医社)浅ノ川あさのがわ訪問リハビリ・訪問看護ステーション 920-8621 金沢市小坂町中83番地 (076)252-3415 (076)252-3415 (医社)浅ノ川 ○

2 あわーず石川金沢訪問看護リハビリステーション 920-0024 金沢市西念2丁目2番1号デスタンＮｏ．12ビル 2Ｆ (076)256-5275 (076)256-5276 (株)ベストソーシングＳＲ ○

3 あわがさき訪問看護ステーション 920-0226 金沢市粟﨑町へ9番地 (076)201-8312 (076)226-6678 (福)アカシヤの里 ○

4 あんしんケアーズ・リハビリステーション24 920-0931 金沢市兼六元町15番39号 (076)231-2525 (076)231-2566 (株)あんしんケアーズ・リハビリステーション24 ○

5 ウェル金沢訪問看護ステーション 920-0813 金沢市御所町1丁目340番地 (076)252-8870 (076)251-2593 (株)ウェル ○

6 介護サービス・ステーションすこやかさん 921-8011 金沢市入江2丁目424番地 (076)292-1721 (076)292-1721 (有)伸和 ○

7 金沢在宅総合支援訪問看護ステーション 920-0941 金沢市旭町2丁目8-45旭ビル103号 (076)205-6512 (076)205-6513 (株)金 沢 在 宅 総 合 支 援 ○

8 金 沢 赤 十 字 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 921-8162 金沢市三馬2丁目251番地 (076)242-8131 (076)242-9818 日本赤十字社石川県支部 ○

9 公益財団法人金沢総合健康センター訪問看護ステーション 920-0912 金沢市大手町3番23号 (076)222-0333 (076)222-0133 (公益財)金沢総合健康センター ○

10 金 沢 西 病 院 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 920-0025 金沢市駅西本町6丁目15番41号 (076)233-1821 (076)221-8603 (医社)博友会 ○

11 Ｋ Ｋ Ｒ 北 陸 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 921-8035 金沢市泉が丘二丁目13番43号 (076)243-1197 (076)243-1153 国家公務員共済組合連合会 ○

12 香林会訪問看護ステーション 921-8034 金沢市泉野町4丁目15番24号ヴィアーレ泉野201号室 (076)247-1380 (076)247-1481 (有)香林会 ○

13 こすもす訪問看護ステーション金沢 920-0017 金沢市諸江町(下丁)88番地1 (076)208-2081 (076)208-2082 (株)こすもす ○

14 済生会金沢訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ 920-0353 金沢市赤土町二13番6号 (076)266-2903 (076)266-2921 (福)恩賜財団済生会支部石川県済生会 ○

15 サンウェルズ金沢訪問看護ステーション 920-0346 金沢市戸板1丁目93番地 (076)256-1215 (076)256-1216 (株)サンウェルズ ○

16 ジャパンケア金沢笠舞 920-0965 金沢市笠舞一丁目8番18号北國パレス1階 (076)221-2884 (076)221-2882 (株)ジャパンケアサービス ○

17 想愛高尾台訪問看護ステーション 921-8155 金沢市高尾台1丁目74番地 (076)214-6633 (076)214-6184 (株)愛里 ○

18 (独行)地域医療機能推進機構金沢病院附属訪問看護ステーション 920-8610 金沢市沖町ハ15 (076)253-5051 (076)252-2369 (独行)地域医療機能推進機構 ○

19 ちきちき 921-8162 金沢市三馬1丁目281番地 (076)205-5443 (076)205-7792 (株)ちき ○

20 (医社)中央会訪問看護ステーションありまつ 921-8161 金沢市有松5丁目2番25号 (076)242-2111 (076)242-2578 (医社)中央会 ○

21 集いの家光寿庵サービスセンター 921-8116 金沢市泉野出町2丁目22番2号 (076)245-2940 (076)245-2946 (株)エスティックサービス ○

22 なないろ訪問看護ステーション 920-8222 金沢市大友町ニ29番地1サニーコート106 (076)254-5740 (076)254-5742 (合同)レインボーハート ○

23 ニチイケアセンター笠舞訪問看護ステーション 920-0947 金沢市笠舞本町1丁目4番5号 (076)233-7248 (076)233-7263 (株)ニチイ学館 ○

24 はなの木訪問看護リハビリステーション浅野川 920-0018 金沢市三口町土358番地 (076)255-6781 (076)255-6782 (株)エラーブル ○

25 遙 920-0027 金沢市駅西新町3丁目6番17号レジデンスパークB103号 (076)201-8650 (076)201-8129 (株)プレシャス ○

26 ふくし百選看護サービス金沢 921-8151 金沢市窪7丁目271番地 (076)287-3578 (076)287-3986 北電産業(株) ○

27 訪問看護インカローズ 920-0027 金沢市駅西新町1丁目39番14号リブローゼ101号 (076)256-5266 (076)256-5267 (合同)インカローズマリー ○

28 訪問看護金沢健康企画 920-0024 金沢市西念4丁目19番43号2F (076)262-1777 (076)262-1778 (株)金沢健康企画 ○

29 訪問看護事業所さくらステーションもとまち 920-0842 金沢市元町2丁目6番6号 (076)256-5564 (076)256-5584 ダイヤコーサン(株) ○

30 訪問看護事業所白寿園 920-0841 金沢市浅野本町ニ122番1 (076)251-1004 (076)251-1005 (株)中央白寿会  

31 訪問看護ステーションあい 921-8065 金沢市上荒屋1丁目39番地 (076)269-0581 (076)269-0524 (福)やすらぎ福祉会 ○

32 訪問看護ステーションあて 920-0047 金沢市大豆田町甲278 (076)264-9900 (076)264-9901 (福)やすらぎ福祉会 ○

33 訪問看護ステーションいしびき 920-8654 金沢市石引4丁目3-5 (076)221-1005 (076)221-1880 (社医財)松原愛育会 ○

34 訪問看護ステーションこまくさ 920-0003 金沢市疋田1丁目219番地 eコート102号室 (076)208-4293 (076)208-4294 (株)グレイトフル ○

35 訪問看護ステーションすみれ 921-8105 金沢市平和町3丁目5番2号 (076)241-0663 (076)226-8775 (公益社)石川勤労者医療協会 ○

36 訪問看護ステーション デューン金沢 920-0031 金沢市広岡2丁目13番8号 オフィースルーヴァ3-1号室 (076)223-3605 (076)223-3606 (株)N・フィールド ○
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番号 施  設  名 郵便番号 所  在  地 電話番号 FAX 運 営 主 体 介護予防

37 訪問看護ステーションフォレスト 921-8134 金沢市南四十万2丁目22番地 (076)287-3644 (076)287-3645 (株)ＷＦフォレスト ○

38 訪問看護ステーションほ～っと 921-8173 金沢市円光寺3丁目2番3号クリオ円光寺0101号 (076)256-3830 (076)256-3832 (特非)HOT ○

39 訪問看護ステーションポムながさか 921-8114 金沢市長坂町チ15番地 (076)243-9123 (076)243-9099 (医)積仁会 ○

40 訪問看護ステーションまごころ24 921-8065 金沢市上荒屋1丁目79番地 (076)249-6222 (076)269-6822 (公益社)石川勤労者医療協会 ○

41 訪問看護ステーションよつ葉金沢 920-0061 金沢市問屋町1丁目108番地 (076)254-1756 (076)254-1757 (株)メディカルケア ○

42 訪問看護・リハビリステーション「リハス」 921-8043 金沢市西泉5-33 (076)247-9010 (076)247-9011 金沢QOL支援センター(株) ○

43 南ヶ丘訪問看護ステーション 921-8141 金沢市馬替2丁目125番地 (076)298-6997 (076)298-3354 (特医)扇翔会 ○

44 リハビリ訪問看護ステーション 921-8151 金沢市窪7-267 (076)226-6677 (076)226-6678 (有)ケアパック石川 ○

45 公立能登総合病院訪問看護ステーション 926-0816 七尾市藤橋町ア部6番地4 (0767)52-8775 (0767)53-2424 七尾市 ○

46 秀楽苑訪問看護ステーション 929-2217 七尾市中島町鹿島台は部17番地3 (0767)66-2086 (0767)66-2386 (福)鹿北福祉会 ○

47 七尾訪問看護ステーション 926-0021 七尾市本府中町ソ部20番地 (0767)52-6001 (0767)52-7108 (一般社)石川県医療在宅ケア事業団 ○

48 訪問看護ステーションのと 926-0021 七尾市本府中町ワ部5番地 (0767)53-0211 (0767)52-7650 (医)松原会 ○

49 らいず訪問看護ステーション 926-0056 七尾市塗師町37番地 (0767)57-5736 (0767)57-5738 (株)れん ○

50 訪問看護ステーション「アイリス」 923-0342 小松市矢田野町ホ131 (0761)44-6060 (0761)44-8050 (医社)澄鈴会 ○

51 訪問看護ステーション小松 923-0801 小松市園町ニ29番地1 (0761)23-7116 (0761)23-0889 (医社)田谷会 ○

52 訪問看護ステーションはなはな 923-0921 小松市土居原町291番1 (0761)48-8666 (0761)48-8868 (医社)愛康会 ○

53 訪問看護ステーションややのいえ 923-0945 小松市末広町88番地 (0761)48-4988 (0761)48-4977 (合同)プラスぽぽぽ ○

54 訪問看護ステーションゆきあい 923-0851 小松市北浅井町ハ77番地 (0761)22-3380 (0761)23-3608 (医社)見郷会 ○

55 訪問看護ステーションリハケア芦城 923-8552 小松市土居原町175番地 (0761)23-0112 (0761)23-0115 (特医社)勝木会 ○

56 輪島訪問看護ステーション 928-0001 輪島市河井町24部11番地 (0768)22-7505 (0768)22-7534 (一般社)石川県医療在宅ケア事業団 ○

57 いまケア訪問看護リハビリステーション 922-0423 加賀市作見町り77 (0761)75-2101 (0761)75-2101 (医)萌和会 ○

58 加賀中央訪問看護ステーション 922-0431 加賀市山田町蛇谷1-8 (0761)72-6675 (0761)72-6885 (福)篤豊会 ○

59 さわらび訪問看護ステーション 922-0111 加賀市山中温泉塚谷町ロ24番地1 (0761)78-0089 (0761)78-0092 (有)さわらび福祉会やまなか ○

60 サンウェルズ訪問看護ステーション 922-0314 加賀市河原町ホ36 (0761)77-0361 (0761)77-0367 (株)サンウェルズ ○

61 訪問看護ステーションえがお 922-0497 加賀市作見町ホ56番地1 (0761)73-0294 (0761)73-3862 (株)加 賀 福 祉 サ ー ビ ス ○

62 訪問看護ステーション加賀 922-0821 加賀市南郷町3乙4番地 (0761)72-5211 (0761)72-5095 (医社)長久会 ○

63 訪問看護ステーションぬくもり 922-0117 加賀市山中温泉上野町ル187番地1 080-4173-3076 (0761)78-5234 (公益社)地域医療振興協会 ○

64 公益社団法人石川勤労者医療協会介護センターほのぼの 925-0026 羽咋市東川原町柳橋74番地1 (0767)23-4081 (0767)22-8513 (公益社)石川勤労者医療協会 ○

65 羽咋市在宅総合サービスステーション 925-8506 羽咋市鶴多町亀田17 (0767)22-9418 (0767)22-9118 (福)羽咋市社会福祉協議会 ○

66 訪問看護ステーションあわら 925-0043 羽咋市粟原町イ109番地 (0767)22-0660 (0767)22-0661 (合同)愛笑 ○

67 かほく高松訪問看護ステーション 929-1215 かほく市高松ク42-1 (076)281-3711 (076)281-3721 (一般社)石川県医療在宅ケア事業団 ○

68 かほく中央訪問看護ステーション 929-1173 かほく市遠塚ロ52番地10 (076)285-8110 (076)285-8113 (一般社)石川県医療在宅ケア事業団 ○

69 こみけあ訪問看護ステーション 920-2101 白山市曽谷町12街区11 (076)214-6110 (076)259-1720 (株)コミケア ○

70 サンウェルズ白山訪問看護ステーション 924-0039 白山市北安田西2丁目14番地 (076)214-6840 (076)214-6841 (株)サンウェルズ ○

71 白山鶴来訪問看護ステーション 920-2104 白山市月橋町697番地1 (076)273-9888 (076)273-9889 (一般社)石川県医療在宅ケア事業団 ○

72 白山松任訪問看護ステーション 924-0864 白山市倉光3丁目100番地 健康センター松任 (076)274-7201 (076)274-7251 (一般社)石川県医療在宅ケア事業団 ○

73 白山ろく訪問看護ステーション 920-2322 白山市佐良ロ123番地 (076)255-5076 (076)255-5076 (一般社)石川県医療在宅ケア事業団 ○

74 訪看リハビリステーションいまひら 924-0827 白山市今平町429番地 (076)275-8020 (076)275-8060 (合同)M-project ○

75 訪問看護ステーションルーツ 924-0805 白山市若宮2丁目34番地 (076)275-0004 (076)275-4167 (株)ケア・トラスト ○

76 能美市立病院訪問看護ステーション 929-0122 能美市大浜町ノ85番地 (0761)68-0393 (0761)55-0776 能美市 ○

77 能美訪問看護ステーション 923-1121 能美市寺井町ぬ48番地 (0761)58-5758 (0761)58-5796 (一般社)石川県医療在宅ケア事業団 ○

78 訪問看護ステーションかけはし 923-1121 能美市寺井町ウ84 (0761)58-5507 (0761)58-5579 (公益社)石川勤労者医療協会 ○

79 訪問看護ステーション九谷 923-1121 能美市寺井町わ20番地 (0761)58-5100 (0761)58-5114 (株)グッドステーション ○

80 訪問看護ステーションたんぽぽ 923-1242 能美市火釜町リ1番8 (0761)58-1662 (0761)58-1547 (株)優・優 ○

81 ほうじゅ訪問看護・リハステーション緑が丘 923-1226 能美市緑が丘11丁目71番地 (0761)68-0579 (0761)68-0234 (医社)和楽仁 ○

82 野々市訪問看護ステーション 921-8804 野々市市野代1丁目20 (076)248-8707 (076)248-8750 (一般社)石川県医療在宅ケア事業団 ○

83 訪問看護事業所ニルヴァーナ 921-8815 野々市市本町3丁目6番31号 (076)248-2207 (076)248-2208 (株)ニルヴァーナ ○

84 訪問看護ステーションよつ葉ののいち 921-8816 野々市市若松町3-1 (076)256-2135 (076)256-2136 (株)メディカルケア ○

85 訪問看護ルナ・ステーション 921-8802 野々市市押野5丁目39番地 (076)287-3800 (076)287-3700 メディカル・スタッフ・サービス(株) ○

86 ひなの家訪問看護 921-8822 野々市市矢作3丁目10番地 (076)272-8317 (076)272-8327 (株)スパーテル ○

87 悠輝会 訪問看護ステーションかがやき 921-8841 野々市市郷二丁目220番地 (076)248-0086 (076)248-0065 (医社)悠輝会 ○

88 津幡訪問看護ステーション 929-0323 河北郡津幡町津幡ロ51番地2 (076)288-6773 (076)288-6743 (一般社)石川県医療在宅ケア事業団 ○

89 みんなで笑顔「木のおうち」訪問看護リハビリステーション 929-0331 河北郡津幡町字中橋イ55-2 (076)208-7661 (076)208-7662 (株)Plumeria Heart ○
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高齢者関連施設 

番号 施  設  名 郵便番号 所  在  地 電話番号 FAX 運 営 主 体 介護予防

90 訪問看護ステーションいずみ 920-0274 河北郡内灘町字向粟崎3丁目31番地 (076)238-0370 (076)238-1006 (有)ナーシングアート ○

91 訪問看護リハビリステーションＯＨＡＮＡ 920-0268 河北郡内灘町字ハマナス1丁目9番地 (076)286-0877 (076)286-877 (医社)宮﨑耳鼻咽喉科医院 ○

92 志賀訪問看護ステーション 925-0141 羽咋郡志賀町高浜町カの1番地1 (0767)32-5585 (0767)32-9226 (一般社)石川県医療在宅ケア事業団 ○

93 中能登訪問看護ステーション 929-1604 鹿島郡中能登町能登部上チ部30番地 (0767)72-3463 (0767)72-3630 (一般社)石川県医療在宅ケア事業団 ○

94 穴水訪問看護ステーション 927-0027 鳳珠郡穴水町川島タの8番地 (0768)52-3288 (0768)52-3288 (一般社)石川県医療在宅ケア事業団 ○

95 能登内浦訪問看護ステーション 927-0602 鳳珠郡能登町松波13字77番地 (0768)72-2177 (0768)72-2174 (一般社)石川県医療在宅ケア事業団 ○

96 能登中央訪問看護ステーション 927-0434 鳳珠郡能登町崎山1丁目1番地 (0768)62-1217 (0768)62-1216 (一般社)石川県医療在宅ケア事業団 ○
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児童関連施設 

■児童養護施設 
番号 施  設  名 郵便番号 所  在  地 電話番号 FAX 運 営 主 体 定員

1 享誠塾 921-8105 金沢市平和町3-23-5 (076)241-1514 (076)241-3970 (福)享誠塾 60

2 聖霊愛児園 920-8551 金沢市長町1-5-30 (076)261-9812 (076)222-7589 (福)聖霊病院 76

3 梅光児童園 920-0935 金沢市石引4-6-1 (076)231-3984 (076)231-3986 (福)梅光会 30

4 林鐘園 920-0933 金沢市東兼六町18-7 (076)262-3811 (076)264-2982 (福)林鐘園 42

5 育松園 923-0977 小松市額見町ら2番4 (0761)47-1923 (0761)43-1433 (福)松寿園 30

6 伊奈美園 922-0412 加賀市片山津温泉井6 (0761)74-5555 (0761)74-1461 (福)伊奈美園 80

7 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 (0767)29-3616 (福)聖ヨハネ会 35

8 あすなろ学園 927-0035 鳳珠郡穴水町志ヶ浦15字1-3 (0768)52-3150 (0768)52-4140 (福)北伸福祉会 42

 

■乳児院 
番号 施  設  名 郵便番号 所  在  地 電話番号 FAX 運 営 主 体 定員

1 聖霊乳児院 920-8551 金沢市長町1-5-30 (076)223-2878 (076)222-7589 (福)聖霊病院 35

2 ななお乳児園 926-0853 七尾市津向町ハ部35-5 (0767)52-1411 (0767)52-9081 (福)七尾市社会事業協会 9

 

■児童自立支援施設 
番号 施  設  名 郵便番号 所  在  地 電話番号 FAX 運 営 主 体 定員

1 石川県立児童生活指導センター 920-0266 河北郡内灘町大根布と543 (076)286-3235 (076)286-3432 石川県 60

 

■母子生活支援施設 

番号 施  設  名 郵便番号 所  在  地 電話番号 FAX 運 営 主 体 定員

1 ＭＣハイツ平和 921-8105 金沢市平和町2-3-9 (076)241-4900 (076)241-4996 (公益財)石川県母子寡婦福祉連合会 20

2 林光母子ホーム 922-0277 加賀市河南町ヘ49-1 (0761)76-0874 (0761)76-0874 (福)林光園 15

 

■保育所・保育園 
番号 施  設  名 郵便番号 所  在  地 電話番号 FAX 運 営 主 体 認可定員

1 市立大桑保育所 921-8046 金沢市大桑町平42-48 (076)247-4630 (076)247-5215 金沢市 50

2 市立金石保育所 920-0338 金沢市金石北3-3-38 (076)267-0779 (076)267-6235 金沢市 98

3 市立中村町保育所 921-8022 金沢市中村町15-7 (076)241-3437 (076)241-9402 金沢市 95

4 市立八田保育所 920-3104 金沢市八田町東572 (076)258-0333 (076)258-3799 金沢市 106

5 市立花園保育所 920-0102 金沢市岸川町に46 (076)258-0158 (076)258-0464 金沢市 70

6 市立光が丘保育所 921-8142 金沢市光が丘2-104 (076)298-1153 (076)298-2685 金沢市 132

7 市立双葉保育所 920-3114 金沢市吉原町ヨ1 (076)258-0332 (076)258-0454 金沢市 81

8 市立宮野保育所 920-0153 金沢市宮野町ホ79 (076)257-5404 (076)257-4828 金沢市 40

9 市立三馬保育所 921-8164 金沢市久安6-83 (076)247-0010 (076)247-7358 金沢市 135

10 市立森山保育所 920-0842 金沢市元町1-7-7 (076)252-0448 (076)252-3453 金沢市 105

11 市立矢木保育所 921-8066 金沢市矢木1-40 (076)249-2518 (076)249-5218 金沢市 100

12 市立薬師谷保育所 920-0164 金沢市堅田町丙86-3 (076)258-0721 (076)258-0451 金沢市 79

13 市立八日市保育所 921-8064 金沢市八日市2-465 (076)242-0411 (076)242-4958 金沢市 120

14 愛育保育園 920-0932 金沢市小将町8-23 (076)221-0984 (076)221-0994 (福)第三善隣館 69

15 あおば保育園 920-0372 金沢市豊穂町195 (076)240-0050 (076)240-0126 (福)とよほ福祉会 120

16 あけぼの保育園 920-8204 金沢市戸水1-12 (076)237-7036 (076)237-8821 (福)あけぼの保育園 90

17 浅野保育所 920-0848 金沢市京町3-43 (076)252-1550 (076)254-0282 (福)浅野保育所 95

18 旭町保育園 920-0941 金沢市旭町2-13-1 (076)222-5647 (076)222-5647 (福)旭仁福祉会 130

19 あゆみ保育園 920-0965 金沢市笠舞3-8-41 (076)262-5016 (076)262-8316 (福)あゆみ保育園 60

20 粟崎保育園 920-0226 金沢市粟崎町1-4 (076)238-3720 (076)238-3723 (福)粟崎善隣館 180

21 石川県済生会保育園 920-0853 金沢市本町1-2-16 (076)233-1649 (076)233-3110 (福)恩賜財団石川済生会 90

22 上野保育園 920-0942 金沢市小立野1-15-23 (076)262-1001 (076)262-1113 (福)崎浦福祉会 90

23 大野町保育園 920-0331 金沢市大野町4丁目甲18-11 (076)267-0136 (076)267-0428 (福)大野町保育園 90

24 おしの保育園 921-8056 金沢市押野2-525 (076)242-6660 (076)242-8860 (福)おしの保育園 130
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児童関連施設 

番号 施  設  名 郵便番号 所  在  地 電話番号 FAX 運 営 主 体 認可定員

25 かさまい保育園 920-0965 金沢市笠舞2-27-20 (076)222-5915 (076)222-9339 (福)かさまい保育園 90

26 かたつ保育園 920-0207 金沢市須崎町ト46-1 (076)238-5705 (076)225-8345 (福)かたつ保育園 75

27 北安江保育園 920-0022 金沢市北安江3-12-22 (076)231-1400 (076)231-1400 (福)諸江校下福祉会 160

28 くら月保育園 920-0064 金沢市南新保町ロ126-1 (076)237-6756 (076)237-6316 (福)みづほ福祉会 130

29 くるみ保育園 921-8011 金沢市入江3-215 (076)291-2717 (076)291-3684 (福)くるみ保育園 145

30 子供の家保育園 921-8111 金沢市若草町5-32 (076)241-0104 (076)241-0152 (福)子供の家 60

31 こまどり保育園 921-8065 金沢市上荒屋6-428 (076)249-8511 (076)249-9090 (福)上荒屋福祉会 130

32 犀川保育園 920-1302 金沢市末町16-30 (076)229-1681 (076)229-1681 (福)犀川保育園 60

33 西念保育園 920-0024 金沢市西念3-7-21 (076)265-6116 (076)265-6116 (福)西念保育園 130

34 さくら保育園 920-0923 金沢市桜町8-17 (076)231-4045 (076)231-4045 (福)材木善隣館 100

35 しらゆり保育園 921-8054 金沢市西金沢3-508 (076)249-3620 (076)249-3620 (福)旭仁福祉会 130

36 末保育園 920-1302 金沢市末町21-22 (076)229-0033 (076)229-3160 (福)末福祉会 60

37 すみれ保育園 921-8033 金沢市寺町4-1-2 (076)241-1932 (076)241-1750 (福)大桜会 50

38 聖ヨハネ保育園 920-0935 金沢市石引4-3-1 (076)264-2006 (076)264-2086 (福)聖ヨハネ会 50

39 第一善隣館保育所 921-8031 金沢市野町3-1-15 (076)241-4030 (076)241-4072 (福)第一善隣館 70

40 つくしんぼ保育園 920-0934 金沢市宝町13-1 (076)222-0277 (076)222-0272 (福)すぎなの会 60

41 富樫中央保育園 921-8175 金沢市山科町1-7-5 (076)241-6456 (076)241-8213 (福)富樫中央保育園 117

42 ニコニコ保育園 920-0348 金沢市松村2-20 (076)268-4120 (076)268-4120 (福)ニコニコ保育園 230

43 西泉保育園 921-8043 金沢市西泉5-103 (076)243-3420 (076)243-3430 (福)西泉保育園 130

44 額扇台保育園 921-8141 金沢市馬替2-204-1 (076)298-8181 (076)298-8182 (福)まがえ福祉会 80

45 のぞみ保育園 921-8111 金沢市若草町22-1 (076)241-0078 (076)241-0124 (福)のぞみ乳児保育所 60

46 野町保育園 921-8031 金沢市野町3-24-32 (076)244-6458 (076)280-5423 (福)野町保育園 60

47 野町夜間保育園 921-8031 金沢市野町3-24-32 (076)244-6458 (076)280-5423 (福)野町保育園 40

48 梅光保育園 920-0935 金沢市石引4-6-1 (076)222-2405 (076)222-2407 (福)梅光会 120

49 東浅川保育園 920-1144 金沢市袋板屋町西29 (076)229-2030 (076)229-2030 (福)東浅川福祉会 60

50 ひばり保育園 921-8149 金沢市額新町2-124 (076)298-7611 (076)298-7623 (福)ひばり園 90

51 ひまわり保育園 921-8163 金沢市横川3-33 (076)247-2103 (076)247-2103 (福)ひまわり保育園 90

52 伏見台保育園 921-8151 金沢市窪4-511 (076)243-6745 (076)243-2976 (福)伏見台保育園 160

53 双葉町子供の家保育園 920-0027 金沢市駅西新町1-30-9 (076)262-9012 (076)262-0039 (福)双葉町子供の家保育園 100

54 平和保育園 921-8105 金沢市平和町2-6-6 (076)241-2539 (076)241-2539 (福)平和福祉協会 90

55 まこと保育園 920-0902 金沢市尾張町2-16-86 (076)231-5474 (076)224-6436 (福)まこと保育園 60

56 正美保育園 920-0051 金沢市二口町イ30 (076)261-8815 (076)261-5858 (福)正美保育園 325

57 松寺保育園 920-0011 金沢市松寺町丑47 (076)238-1414 (076)238-1427 (福)松寺福祉会 160

58 まどか保育園 920-3116 金沢市南森本町ヌ139 (076)258-0758 (076)257-5827 (福)見真福祉会 80

59 みずほ保育園 920-1102 金沢市二俣町ハ5-1 (076)236-1044 (076)236-1644 (福)医王山福祉会 20

60 みどりが丘保育園 921-8117 金沢市緑が丘19-8 (076)241-1574 (076)241-0510 (福)みどりが丘保育園 120

61 未来のひろば 920-1156 金沢市田上の里2-220 (076)261-4522 (076)256-0335 (福)若松福祉会 140

62 めぐみ保育園 921-8105 金沢市平和町2-4-5 (076)241-0580 (076)241-0598 (福)めぐみ福祉会 90

63 めばえ保育園 921-8064 金沢市八日市3-229 (076)249-8266 (076)249-8856 (福)めばえ保育園 120

64 安原保育園 920-0371 金沢市下安原町東1521-1 (076)249-2548 (076)249-9635 (福)安原保育園 250

65 弥生乳児保育園 921-8041 金沢市泉1-2-3 (076)244-2266 (076)244-2244 (福)加能福祉会 20

66 弓取保育園 920-0018 金沢市三口町火236 (076)237-7800 (076)237-0035 (福)諸江校下福祉会 150

67 湯涌保育園 920-1122 金沢市湯涌荒屋町23 (076)235-1258 (076)235-1261 (福)湯涌福祉会 20

68 米丸保育所 921-8016 金沢市東力町ニ157-3 (076)291-1174 (076)291-1447 (福)米丸保育所 120

69 米丸わかたけ保育園 921-8001 金沢市高畠1-381 (076)291-5574 (076)291-5474 (福)米丸わかたけ保育園 110

70 わくなみ保育園 920-0953 金沢市涌波2-7-35 (076)264-1419 (076)264-1423 (福)崎浦福祉会 100

71 わらべ保育園 920-0344 金沢市畝田東4-1164 (076)268-6737 (076)268-2488 (福)わらべ福祉会 300

72 市立石崎保育園 926-0171 七尾市石崎町ソ部21-1 (0767)62-2404 (0767)62-2404 七尾市 50

73 市立大呑保育園 926-0366 七尾市庵町ヨ31 (0767)59-1114 (0767)59-1114 七尾市 20

74 市立高階保育園 926-0831 七尾市池崎町い23 (0767)57-2523 (0767)57-2523 七尾市 20

75 市立田鶴浜保育園 929-2121 七尾市田鶴浜町ぬ部57 (0767)68-3117 (0767)68-3117 七尾市 90

76 市立中島保育園 929-2222 七尾市中島町中島乙39-1 (0767)66-1231 (0767)66-2020 七尾市 190

77 市立のとじま保育園 926-0212 七尾市能登島佐波町15-5 (0767)84-0123 (0767)84-0088 七尾市 90
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番号 施  設  名 郵便番号 所  在  地 電話番号 FAX 運 営 主 体 認可定員

78 あかくら保育園 929-2123 七尾市三引町15部22-1 (0767)68-3107 (0767)68-3106 (福)和倉温泉福祉会 70

79 あさひ保育園 926-0826 七尾市飯川町101部71-7 (0767)57-1418 (0767)57-1466 (福)七尾市社会事業協会 70

80 西湊保育園 926-0852 七尾市小島町ヌ部49-3 (0767)52-3139 (0767)52-8133 (福)七尾市社会事業協会 190

81 光の子保育園 926-0016 七尾市大和町チ18-1 (0767)53-0094 (0767)53-1094 (福)光の子福祉会 20

82 やまと保育園 926-0014 七尾市矢田町3-43-1 (0767)53-2710 (0767)53-2717 (福)七尾市社会事業協会 110

83 よつば保育園 926-0002 七尾市湯川町弐部1 (0767)58-1912 (0767)58-1921 (福)七尾市社会事業協会 30

84 和倉保育園 926-0175 七尾市和倉町3部24 (0767)62-3360 (0767)62-1105 (福)和倉温泉福祉会 80

85 市立犬丸保育所 923-0011 小松市蛭川町甲476 (0761)21-5897 (0761)21-5897 小松市 90

86 市立金野保育所 923-0156 小松市大野町子31 (0761)41-1230 (0761)41-1230 小松市 50

87 市立瀬領保育所 923-0183 小松市瀬領町甲164 (0761)46-1539 (0761)46-1539 小松市 35

88 市立中海保育所 923-0824 小松市軽海町ノ25-1 (0761)47-1302 (0761)47-1302 小松市 90

89 市立那谷保育所 923-0336 小松市那谷町14字2-14 (0761)65-1720 (0761)65-1720 小松市 30

90 市立蓮代寺保育所 923-0843 小松市蓮代寺町ハ丙100 (0761)22-3629 (0761)22-3629 小松市 95

91 こばと保育園 923-0802 小松市上小松町乙62 (0761)21-0173 (0761)21-0367 (福)こばと福祉会 120

92 双葉保育所 923-0915 小松市細工町29 (0761)24-2887 (0761)24-0797 (福)双葉福祉協会 100

93 市立河原田保育所 928-0025 輪島市東中尾町16 (0768)22-1206 (0768)22-1206 輪島市 20

94 市立くしひ保育所 927-2155 輪島市門前町日野尾ニ75 (0768)42-3085 (0768)42-3085 輪島市 40

95 市立鵠巣保育所 928-0005 輪島市大野町菰沢35 (0768)22-3471 (0768)22-3471 輪島市 20

96 市立松風台保育所 927-2164 輪島市門前町道下4-2-1 (0768)43-1130 (0768)43-1130 輪島市 30

97 市立南志見保育所 928-0246 輪島市里町32-47 (0768)34-1212 (0768)34-1212 輪島市 20

98 市立鳳来保育所 928-0076 輪島市鳳至町石浦町83-1 (0768)22-2231 (0768)22-2231 輪島市 70

99 市立三井保育所 929-2379 輪島市三井町長沢2字11 (0768)26-1201 (0768)26-1201 輪島市 20

100 かわい保育園 928-0001 輪島市河井町20部1番地7 (0768)23-4177 (0768)23-4178 (福)町野福祉会 103

101 まちの保育園 928-0201 輪島市町野町広江4-48 (0768)32-0209 (0768)32-0209 (福)町野福祉会 30

102 わじまミドリ保育園 928-0063 輪島市水守町堂端14番地 (0768)23-1300 (0768)23-1312 (福)町野福祉会 160

103 市立動橋保育園 922-0331 加賀市動橋町ヘ6-1 (0761)74-1567 (0761)74-1907 加賀市 165

104 市立潮津保育園 922-0411 加賀市潮津町ロ132 (0761)74-3458 (0761)74-3476 加賀市 30

105 市立加陽保育園 922-0015 加賀市保賀町8 (0761)76-3361 (0761)76-3463 加賀市 80

106 市立河南保育園 922-0103 加賀市山中温泉長谷田町ロ341 (0761)78-1542 (0761)78-1546 加賀市 65

107 市立錦城保育園 922-0003 加賀市大聖寺荻生町62 (0761)72-1809 (0761)72-1927 加賀市 50

108 市立金明保育園 922-0446 加賀市塩浜町106 (0761)74-2554 (0761)74-2952 加賀市 65

109 市立湖北保育園 922-0402 加賀市柴山町ヲ8 (0761)74-0125 (0761)74-0293 加賀市 65

110 市立作見保育園 922-0423 加賀市作見町ナ51-1 (0761)74-1499 (0761)74-1497 加賀市 70

111 市立庄保育園 922-0334 加賀市西島町45-1 (0761)77-2524 (0761)77-2541 加賀市 60

112 市立大聖寺保育園 922-0027 加賀市大聖寺耳聞山町86-11 (0761)72-0290 (0761)72-0295 加賀市 60

113 市立勅使保育園 922-0313 加賀市勅使町ル22-1 (0761)76-2189 (0761)76-2305 加賀市 40

114 市立橋立保育園 922-0553 加賀市小塩町ろ177-2 (0761)75-2824 (0761)75-2813 加賀市 95

115 市立東谷口保育園 922-0265 加賀市水田丸町ヌ55 (0761)76-2404 (0761)76-2411 加賀市 30

116 市立三木保育園 922-0854 加賀市三木町ニ129-4 (0761)72-1760 (0761)72-1769 加賀市 30

117 市立三谷保育園 922-0825 加賀市直下町8-1 (0761)72-3211 (0761)72-3238 加賀市 30

118 市立山代保育園 922-0245 加賀市山代温泉山背台2-90 (0761)76-1118 (0761)76-1143 加賀市 40

119 市立山中中央保育園 922-0113 加賀市山中温泉東桂木町ヌ11-1 (0761)78-1739 (0761)78-1745 加賀市 65

120 開陽保育園 922-0243 加賀市山代温泉北部3-23 (0761)77-0311 (0761)77-6166 (福)山代温泉福祉会 120

121 新生保育園 922-0277 加賀市河南町カ35-2 (0761)76-1395 (0761)76-0874 (福)林光園 110

122 聖光保育園 922-0842 加賀市熊坂町平山2-1 (0761)73-2821 (0761)73-2830 (福)聖光福祉会 140

123 清和保育園 922-0011 加賀市大聖寺敷地ヌ121-1 (0761)72-0800 (0761)73-2430 (福)清和福祉会 110

124 第2やくおうえん 922-0242 加賀市山代温泉8-168-1 (0761)76-1642 (0761)76-1542 (福)薬王園保育所 20

125 たちばな乳幼児保育園 922-0842 加賀市熊坂町ハ31 (0761)72-3632 (0761)72-3610 (福)立正福祉会 150

126 松が丘保育園 922-0431 加賀市山田町エ1-22 (0761)73-1230 (0761)73-6556 (福)作見福祉会 190

127 やくおうえん 922-0242 加賀市山代温泉8-168-1 (0761)76-1642 (0761)76-1542 (福)薬王園保育所 60

128 山中ふたば保育園 922-0106 加賀市山中温泉上原町1-107-1 (0761)78-2475 (0761)78-4882 (福)山中ふたば保育園 80

129 山中保育園 922-0139 加賀市山中温泉菅谷町二45番地1 (0761)78-2226 (0761)78-5012 (福)山中ふたば保育園 90

130 わかたけ保育園 922-0274 加賀市別所町漆器団地10-7 (0761)76-3544 (0761)76-3573 (福)わかたけ保育園 160



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ － 30

児童関連施設 

番号 施  設  名 郵便番号 所  在  地 電話番号 FAX 運 営 主 体 認可定員

131 市立粟ノ保保育所 925-0046 羽咋市兵庫町タ56-1 (0767)22-1510 (0767)22-1510 羽咋市 40

132 市立西北台保育所 925-0004 羽咋市一ノ宮町伊9-3 (0767)22-1559 (0767)22-1559 羽咋市 70

133 市立千里浜保育所 925-0054 羽咋市千里浜町ロ39-1 (0767)22-0764 (0767)22-0903 (学)羽咋白百合学院 80

134 市立余喜保育所 929-1572 羽咋市大町お38 (0767)26-0290 (0767)26-3110 羽咋市 40

135 邑知保育園 925-0613 羽咋市飯山町ト8-1 (0767)26-0059 (0767)26-0535 (福)ゆりかご福祉会 100

136 こすもす保育園 925-0031 羽咋市東的場町古川田15-1 (0767)22-8181 (0767)22-8608 (福)羽咋麻耶福祉会 140

137 とき保育園 925-0012 羽咋市千路町は10 (0767)24-1001 (0767)24-1005 (福)羽咋麻耶福祉会 60

138 ゆりかご保育園 925-0053 羽咋市南中央町キ133 (0767)22-5824 (0767)22-5893 (福)ゆりかご福祉会 40

139 市立大海保育園 929-1207 かほく市夏栗い43-1 (076)281-3682 (076)281-3683 かほく市 96

140 市立学園台保育園 929-1210 かほく市学園台5-18 (076)281-0515 (076)281-3602 かほく市 170

141 市立金津保育園 929-1103 かほく市谷イ36-1 (076)285-2681 (076)285-2682 かほく市 82

142 市立しらゆり保育園 929-1177 かほく市白尾ワ1-1 (076)283-1860 (076)283-1861 かほく市 145

143 市立新化保育園 929-1125 かほく市宇野気ニ65-1 (076)283-0231 (076)283-0232 かほく市 200

144 市立高松保育園 929-1215 かほく市高松オ8-2 (076)281-1130 (076)281-1131 かほく市 135

145 市立はまなす保育園 929-1171 かほく市木津ヘ49-1 (076)285-2630 (076)285-2631 かほく市 156

146 市立ひまわり保育園 929-1175 かほく市秋浜ハ17-2 (076)283-3041 (076)283-3042 かほく市 139

147 市立みずべ保育園 929-1127 かほく市大崎東58-1 (076)283-1933 (076)283-1934 かほく市 154

148 市立千代野保育所 924-0072 白山市千代野西2-13 (076)275-7262 (076)275-7162 白山市 140

149 市立乳児保育所 924-0865 白山市倉光8-16-3 (076)274-1592 (076)274-1517 白山市 30

150 市立双葉保育所 920-2162 白山市道法寺町ト73 (076)272-2178 (076)272-2974 白山市 135

151 市立湊保育園 929-0217 白山市湊町1-41-1 (076)278-2290 (076)278-2290 白山市 120

152 市立吉野保育所 920-2321 白山市吉野東56 (076)255-5200 (076)255-5200 白山市 40

153 市立わかみや保育所 924-0882 白山市八ツ矢町500-1 (076)276-5118 (076)276-5190 白山市 160

154 あいのき保育園 924-0022 白山市相木町797 (076)276-6844 (076)276-6854 (福)相木福祉会 140

155 あいわ保育園 920-2155 白山市知気寺町ぬ129-6 (076)273-3463 (076)273-3462 (福)鶴来愛環会 110

156 あさがお保育園 924-0081 白山市相木3-12-9 (076)274-3010 (076)275-7789 (福)久楽会 120

157 あゆみ保育園 924-0063 白山市笠間町1125 (076)276-1104 (076)276-7104 (福)笠間宮保福祉会 110

158 かわち保育園 920-2303 白山市河内町福岡88 (076)273-3060 (076)273-4540 (福)とりごえ・かわち会 40

159 くらやま保育園 920-2132 白山市明島町中161-1 (076)272-1382 (076)272-1504 (福)鶴来会 110

160 郷保育園 924-0801 白山市田中町182 (076)276-8521 (076)276-7541 (福)郷福祉会 160

161 松南保育園 924-0032 白山市村井町2 (076)276-0008 (076)276-0725 (福)松任福祉会 120

162 白峰保育園 920-2501 白山市白峰ハ157-1 (076)259-8003 (076)259-8050 (特非)白峰まちづくり協議会 20

163 つるぎ保育園 920-2121 白山市鶴来本町3ル18-2 (076)273-1676 (076)273-1629 (福)鶴来愛環会 150

164 とりごえ保育園 920-2375 白山市上野町オ20 (076)254-2055 (076)254-2044 (福)とりごえ・かわち会 80

165 西柏保育園 924-0044 白山市西柏町8-1 (076)276-5436 (076)276-8436 (福)みどり福祉会 130

166 はまなす保育園 924-0027 白山市相川町1262 (076)276-1105 (076)276-9115 (福)松任福祉会 100

167 ふじ保育園 920-2131 白山市森島町い16-1 (076)273-0241 (076)273-0032 (福)ふじ保育園 160

168 ぶじょう保育園 924-0024 白山市北安田町396-1 (076)276-3711 (076)276-3753 (福)出城福祉会 180

169 山島保育園 924-0843 白山市安吉町116-1 (076)276-1106 (076)276-9906 (福)松南福祉会 100

170 悠愛保育園 924-0023 白山市成町418-2 (076)276-0070 (076)276-0163 (福)松任福祉会 120

171 わかば保育園 924-0811 白山市長竹町376-26 (076)276-6838 (076)276-9141 (福)わかば福祉会 170

172 市立あすなろ保育園 921-8801 野々市市御経塚5-30 (076)246-0211 (076)294-3548 野々市市 90

173 市立御経塚保育園 921-8801 野々市市御経塚1-288 (076)248-0181 (076)246-4483 野々市市 120

174 市立押野保育園 921-8802 野々市市押野3-115 (076)248-0343 (076)246-4526 野々市市 160

175 市立中央保育園 921-8815 野々市市3-2-22 (076)248-0240 (076)294-3427 野々市市 40

176 市立富奥保育園 921-8834 野々市市中林5-30 (076)248-0828 (076)246-4726 野々市市 110

177 あわだ保育園 921-8823 野々市市粟田5-330 (076)246-3737 (076)294-3476 (福)久楽会 130

178 ヴィテンSMC保育園 921-8817 野々市市横宮町67-9 (076)248-6210 (076)248-6710 (福)ヴィテン 200

179 エンジェル保育園 921-8815 野々市市本町6-22-1 (076)248-2888 (076)248-2992 (福)紫志の会 120

180 つばき保育園 921-8845 野々市市太平寺1-302 (076)248-1155 (076)248-3255 (福)つばき福祉会 140

181 はくさん保育園 921-8821 野々市市白山町4-2 (076)248-4337 (076)248-4387 (福)はくさん福祉会 240

182 ふじひら保育園 921-8833 野々市市藤平142 (076)246-1181 (076)246-1182 (福)久楽会 120

183 美郷保育園 921-8841 野々市市郷1-102 (076)246-3320 (076)246-3321 (福)白帆会 100
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番号 施  設  名 郵便番号 所  在  地 電話番号 FAX 運 営 主 体 認可定員

184 ほりうち保育園 921-8844 野々市市堀内4-160 (076)248-2320 (076)246-4583 (福)堀内福祉会 130

185 町立川北保育所 923-1261 能美郡川北町土室丙129-1 (076)277-1451 (076)277-2652 川北町 210

186 町立橘保育所 923-1276 能美郡川北町橘ソ58 (076)277-0311 (076)277-1071 川北町 150

187 町立中島保育所 923-1252 能美郡川北町中島ヘ2-2 (076)277-5047 (076)277-5802 川北町 140

188 町立井上保育園 929-0331 河北郡津幡町字中橋イ55-1 (076)289-3314 (076)289-7581 津幡町 200

189 町立太白台保育園 929-0323 河北郡津幡町字津幡ワ61 (076)288-4466 (076)288-7348 津幡町 155

190 町立笠谷保育園 929-0456 河北郡津幡町字七黒ぬ6 (076)288-1240 (076)288-0589 津幡町 35

191 町立中条東保育園 929-0342 河北郡津幡町字北中条6-39 (076)289-2348 (076)289-7389 津幡町 164

192 町立中条南保育園 929-0345 河北郡津幡町字太田は125 (076)288-3232 (076)288-7374 津幡町 180

193 町立寺尾保育園 929-0415 河北郡津幡町字越中坂61 (076)288-1033 (076)288-0581 津幡町 35

194 町立能瀬保育園 929-0318 河北郡津幡町字領家イ5 (076)289-2508 (076)289-7590 津幡町 170

195 町立萩坂保育園 929-0442 河北郡津幡町字大坪ハ62-1 (076)288-1648 (076)288-0586 津幡町 20

196 町立北部保育所 920-0262 河北郡内灘町西荒屋ハ10-1 (076)286-8405 (076)286-8405 内灘町 50

197 町立向粟崎保育所 920-0274 河北郡内灘町向粟崎1-403-1 (076)238-3626 (076)238-3626 内灘町 160

198 内灘はまなす保育園 920-0268 河北郡内灘町ハマナス2-18 (076)286-0133 (076)286-1566 (福)鶴生会 180

199 大根布保育園 920-0266 河北郡内灘町大根布7-7 (076)255-3791 (076)255-3792 (福)白帆会 90

200 向陽台保育園 920-0272 河北郡内灘町向陽台1-145-1 (076)237-2677 (076)237-2617 (福)向陽会 90

201 白帆台保育園 920-0269 河北郡内灘町白帆台2-130 (076)286-5401 (076)286-5402 (福)白帆会 160

202 鶴が丘保育園 920-0271 河北郡内灘町鶴ヶ丘5-1-191 (076)255-1038 (076)286-1167 (福)鶴生会 120

203 町立志加浦保育園 925-0165 羽咋郡志賀町上野ニ55-1 (0767)32-0427 (0767)32-0427 志賀町 60

204 町立高浜保育園 925-0141 羽咋郡志賀町高浜町オ117-2 (0767)32-0214 (0767)32-0214 志賀町 145

205 町立土田保育園 925-0213 羽咋郡志賀町舘開ヘ1 (0767)37-1002 (0767)37-1002 志賀町 80

206 町立中甘田保育園 925-0147 羽咋郡志賀町大島ナ1-1 (0767)32-0369 (0767)32-0369 志賀町 80

207 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 (0767)42-0366 志賀町 135

208 志賀町乳幼児保育園 925-0154 羽咋郡志賀町末吉旧水1 (0767)32-2640 (0767)32-5522 (福)志賀町乳幼児保育園 120

209 町立相見保育所 929-1344 羽咋郡宝達志水町今浜えびすが丘31 (0767)28-2067 (0767)28-2067 (福)宝達志水町社会福祉協議会 130

210 町立北大海第一保育所 929-1332 羽咋郡宝達志水町北川尻7部1 (0767)28-2079 (0767)28-2079 (福)宝達志水町社会福祉協議会 70

211 町立中央保育所 929-1425 羽咋郡宝達志水町子浦ツ57 (0767)29-3205 (0767)29-3205 (福)宝達志水町社会福祉協議会 100

212 町立南部保育所 929-1412 羽咋郡宝達志水町荻島に11-1 (0767)29-2022 (0767)29-2022 (福)宝達志水町社会福祉協議会 100

213 町立宝達保育所 929-1312 羽咋郡宝達志水町上田サ2-1 (0767)28-3214 (0767)28-3214 (福)宝達志水町社会福祉協議会 50

214 あおば保育園 929-1811 鹿島郡中能登町二宮カ58 (0767)76-8181 (0767)76-8182 中能登町 180

215 こすもす保育園 929-1717 鹿島郡中能登町良川た部3 (0767)74-2051 (0767)74-2052 中能登町 140

216 さくら保育園 929-1604 鹿島郡中能登町能登部下46-1-1 (0767)72-8000 (0767)72-8001 中能登町 190

217 たんぽぽ保育園 929-1703 鹿島郡中能登町春木3部18番地1 (0767)74-2054 (0767)74-1407 中能登町 90

218 つくし保育園 929-1723 鹿島郡中能登町水白19部1-1 (0767)77-8181 (0767)77-8182 中能登町 170

219 とりやのの保育園 929-1703 鹿島郡中能登町春木11部38 (0767)74-0135 (0767)74-8135 (福)西永寺福祉会 80

220 神杉保育園 927-0015 鳳珠郡穴水町字中居ワ153-1 (0768)56-1344 (0768)56-1222 小林 由子 20

 

■認定こども園 
番号 施  設  名 郵便番号 所  在  地 電話番号 FAX 運 営 主 体 認可定員 類 型 

1 県立泉こども園 921-8041 金沢市泉1-3-63 (076)242-5880 (076)242-5880 石川県 99 幼保連携型

2 泉の台幼稚舎 921-8034 金沢市泉野町4-4-3 (076)243-6775 (076)243-6747 (福)泉の台保育園 165 幼保連携型

3 金沢泉丘こども園 921-8171 金沢市富樫2-5-35 (076)247-4150 (076)247-4139 (福)愛里巣福祉会 135 幼保連携型

4 かみやちこども園 920-0801 金沢市神谷内町ヘ29 (076)251-1250 (076)251-1260 (福)千坂福祉協会 160 幼保連携型

5 かもめこども園 920-0226 金沢市粟崎町タ1-1 (076)238-2061 (076)238-2386 (福)五郎島福祉会 75 幼保連携型

6 川上幼稚園 920-0968 金沢市幸町17-34 (076)231-1521 (076)231-1526 (学)川上幼稚園 80 幼稚園型 

7 キッズアカデミー太陽丘こども園 920-1154 金沢市太陽が丘3-247-1 (076)254-5210 (076)232-1357 (福)中央福祉会 114 幼保連携型

8 キッズスクールオオウラ 920-0205 金沢市大浦町ﾇ75-1 (076)238-2734 (076)238-4133 (福)大浦保育園 129 幼保連携型

9 キッズみなと園 920-0334 金沢市木曳野2-126 (076)266-1711 (076)266-2711 (福)みなと保育園 129 保育所型 

10 見真こども園 920-3115 金沢市弥勒町カ112 (076)257-1260 (076)257-1158 (福)見真福祉会 126 幼保連携型

11 さいび園 920-0867 金沢市長土塀1-2-9 (076)231-5460 (076)231-5617 (福)さいび園 63 幼保連携型

12 山王こども園 920-0821 金沢市山王町2-85 (076)252-0135 (076)252-0140 (福)千坂福祉協会 135 保育所型 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ － 32

児童関連施設 

番号 施  設  名 郵便番号 所  在  地 電話番号 FAX 運 営 主 体 認可定員 類 型 

13 末広保育園 920-0944 金沢市三口新町3-19-10 (076)222-0129 (076)222-0301 (福)末廣保育園 110 保育所型 

14 幼保連携型認定こども園すずらん保育園  921-8054 金沢市西金沢4-617 (076)249-4988 (076)249-5977 (福)すずらん保育園 160 幼保連携型

15 大徳学園 920-0343 金沢市畝田中1-97 (076)267-0961 (076)267-0971 (福)大徳福祉会 155 幼保連携型

16 田上こども園 920-1155 金沢市田上本町4-151 (076)262-4014 (076)255-0678 (福)慈光福祉会 136 幼保連携型

17 千坂こども園 920-0004 金沢市疋田町ハ302 (076)258-1321 (076)258-1320 (福)千坂福祉協会 151 幼保連携型

18 長町幼稚園 920-0981 金沢市片町2-10-23 (076)231-4881 (076)231-4891 (学)長町幼稚園 45 幼稚園型 

19 認定こども園ひょうたん 920-0845 金沢市瓢箪町8-22 (076)221-6611 (076)221-6818 (福)瓢箪町保育園 76 保育所型 

20 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 (076)221-9560 (福)真行寺六美苑保育所 80 幼保連携型

21 額小鳩こども園 921-8131 金沢市三十苅町乙156� (076)298-5253 (076)298-4210 (福)額小鳩保育園 225 幼保連携型

22 額小鳩第二こども園 921-8131 金沢市三十苅町乙154 (076)298-5216 (076)298-4210 (福)額小鳩保育園 135 幼保連携型

23 馬場幼稚園 920-0844 金沢市小橋町4-12 (076)252-3902 (076)252-3908 (学)馬場幼稚園 104 幼稚園型 

24 東金沢こども園 920-0802 金沢市三池町145 (076)252-7814 (076)255-1071 (福)東金沢保育園 188 幼保連携型

25 ひがしやまこども園 920-0831 金沢市東山3-29-22 (076)252-1414 (076)252-3915 (福)馬場福祉会 79 幼保連携型

26 光こども園 920-0806 金沢市神宮寺1-11-15� (076)252-9750 (076)252-9077 (福)光輝会 165 幼保連携型

27 広岡こども園 920-0031 金沢市広岡2-8-26 (076)261-3759 (076)261-3758 (福)石川県社会福祉事業団 135 幼保連携型

28 ふたつか認定こども園 920-0367 金沢市北塚町西100-2� (076)249-0454 (076)249-0590 (福)二塚福祉会 105 幼保連携型

29 みなとこども園 920-0341 金沢市寺中町リ10 (076)268-2743 (076)268-1552 (福)みなと保育園 169 保育所型 

30 みやこのもりこども園 920-0921 金沢市材木町13-40 (076)221-6588 (076)221-6181 (福)材木善隣館 100 幼保連携型

31 龍雲寺学園・バウデア学舎 921-8033 金沢市寺町5-12-40 (076)243-8008 (076)243-8010 (福)竜樹会 99 幼保連携型

32 わかばこども園 921-8102 金沢市西大桑町7-5 (076)243-4522 (076)243-4510 (福)わかば保育園 105 幼保連携型

33 あかしあこども園 920-0226 金沢市粟崎町3-243-1� (076)238-1100 (076)238-1100 (福)愛光会 129 保育所型 

34 神田認定こども園 921-8027 金沢市神田1-14-10 (076)244-0680 (076)244-0663 (福)神田保育園 115 保育所型 

35 双葉こども園 920-0961 金沢市香林坊2-5-24 (076)231-3456 (076)231-4567 (福)聖ヨハネ会 105 保育所型 

36 双葉第二こども園 920-0961 金沢市香林坊2-5-24 (076)231-3456 (076)231-4567 (福)聖ヨハネ会 36 保育所型 

37 みずきこども園 920-0201 金沢市みずき4-1 (076)258-2120 (076)258-2242 (福)陽風園 168 保育所型 

38 カルメン幼稚園 921-8162 金沢市三馬3-324 (076)247-0011 (076)247-0091 (学)カトリック学園 110 幼保連携型

39 小金こども園 920-0811 金沢市小坂町ケ120-4� (076)252-6800 (076)252-8110 (福)小金園 66 幼保連携型

40 小立野善隣館こども園 920-0942 金沢市小立野5-1-5 (076)261-2755 (076)261-2755 (福)小立野善隣館 100 幼保連携型

41 金沢星稜大学付属星稜幼稚園 920-0813 金沢市御所町寅27 (076)252-5057 (076)252-5073 (学)稲置学園 170 幼保連携型

42 聖霊こども園 920-8551 金沢市長町1-5-30 (076)263-5906 (076)263-5906 (福)聖霊病院聖霊保育所 135 幼保連携型

43 永井善隣館こども園 920-0967 金沢市菊川2-8-13 (076)231-3429 (076)231-2454 (福)永井善隣館 80 幼保連携型

44 長土塀こども園 920-0865 金沢市長町3-11-17 (076)264-1900 (076)264-1950 (福)長土塀保育園 96 幼保連携型

45 ミドリ光と風こども園 920-0366 金沢市南塚町233 (076)249-6339 (076)249-6716 (福)ミドリ保育園 105 幼保連携型

46 ミドリの杜こども園 920-0373 金沢市みどり3-23-2 (076)249-5524 (076)249-5527 (福)ミドリ保育園 105 幼保連携型

47 長町幼稚園 920-0981 金沢市片町2-10-23 (076)231-4881 (076)231-4891 (学)長町幼稚園 45 幼稚園型 

48 伏見幼稚園 921-8173 金沢市円光寺3-11-30� (076)242-1233 (076)242-1380 (学)伏見幼稚園 198 幼稚園型 

49 市立袖ヶ江認定こども園 926-0051 七尾市郡町弐113-1 (0767)52-1420 (0767)52-1420 七尾市 90 保育所型 

50 小丸山認定こども園 926-0852 七尾市小島町イ部58-1 (0767)53-3700 (0767)53-3738 (福)御祓福祉会 70 幼保連携型

51 ななおあいじこども園 926-0022 七尾市天神川原町ロ部32-1 (0767)52-3508 (0767)53-7033 (福)七尾市社会事業協会 215 幼保連携型

52 認定こども園聖母幼稚園 926-0813 七尾市南藤橋町子部58番地 (0767)53-4585 (0767)53-4585 (学)石川カトリック学園 50 幼保連携型

53 認定こども園七尾幼稚園 926-0818 七尾市馬出町75番地19 (0767)52-2869 (0767)52-1539 (学)七尾学院 90 幼保連携型

54 幼保連携型認定こども園七尾みなとこども園 926-0014 七尾市矢田町1-8 (0767)53-3750 (0767)53-8779 (福)七尾みなと福祉会 175 幼保連携型

55 幼保連携型認定こども園東みなとこども園 926-0012 七尾市万行町77-36-2� (0767)52-3115 (0767)58-5055 (福)七尾みなと福祉会 70 幼保連携型

56 幼保連携型認定こども園ひまわり 926-0033 七尾市千野町は7-1 (0767)57-2800 (0767)57-0082 (福)向陽福祉会 95 幼保連携型

57 幼保連携型認定こども園本宮のもり幼保園 926-0021 七尾市本府中町リ23-1 (0767)57-5220 (0767)53-5520 (福)本宮福祉会 80 幼保連携型

58 浜岡幼保園 926-0173 七尾市石崎町ヨ37 (0767)62-3233 (0767)62-2922 (福)浜岡福祉会 136 幼保連携型

59 市立やたの認定こども園あおぞら 923-0342 小松市矢田野町ヨ79 (0761)44-2597 (0761)44-2597 小松市 95 保育所型 

60 あおば保育園 923-0861 小松市沖町レ39 (0761)21-3141 (0761)24-0545 (福)あおば福祉会 210 幼保連携型

61 あたか認定こども園 923-0003 小松市安宅町ヨ132 (0761)21-0287 (0761)21-6061 (福)安宅福祉協会 125 幼保連携型

62 あらやこども園 923-0032 小松市荒屋町丁20-1 (0761)25-1131 (0761)25-1132 (福)荒屋校下福祉会 120 幼保連携型

63 粟津温泉こども園 923-0316 小松市井口町チ49-1 (0761)65-1580 (0761)65-1582 (福)粟津温泉福祉会 60 幼保連携型

64 粟津こども園 923-0302 小松市符津町ワ18 (0761)44-2592 (0761)44-7192 (福)粟津福祉協会 155 幼保連携型

65 今江こども園 923-0964 小松市今江町6-136 (0761)21-0292 (0761)21-0979 (福)今江福祉会 240 幼保連携型
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番号 施  設  名 郵便番号 所  在  地 電話番号 FAX 運 営 主 体 認可定員 類 型 

66 河田保育園 923-0053 小松市河田町子101 (0761)47-0305 (0761)47-2110 (福)河田福祉協会 150 幼保連携型

67 木場こども園 923-0311 小松市木場町ハ46 (0761)43-0098 (0761)43-2251 (福)吉竹福祉会 90 幼保連携型

68 こばと第2こども園 923-0802 小松市上小松町乙45 (0761)21-0173 (0761)21-0367 (福)こばと福祉会 215 幼保連携型

69 白江こども未来園 923-0811 小松市白江町タ110-1� (0761)22-5508 (0761)22-5685 (福)白江福祉協会 95 保育所型 

70 白嶺幼稚園 923-0303 小松市島町二2 (0761)44-5215 (0761)44-8801 (学)上出学園 210 幼稚園型 

71 松陽こども園 923-0962 小松市大領中町1-171 (0761)22-0076 (0761)22-0311 (福)小松市大和善隣館 170 幼保連携型

72 すえさみこども園 923-0983 小松市日末町ニ111-3 (0761)44-2074 (0761)44-3861 (福)末佐美福祉会 65 幼保連携型

73 聖テレジア幼稚園 923-0907 小松市浜田町ロ42-2 (0761)21-6684 (0761)21-6984 (学)石川カトリック学園 105 幼稚園型 

74 せんだいこども園 923-0041 小松市千代町甲8-1 (0761)22-3362 (0761)22-3761 (福)千代福祉会 70 幼保連携型

75 大和こども園 923-0952 小松市大和町102 (0761)22-0339 (0761)22-9158 (福)小松市大和善隣館 275 幼保連携型

76 月津こども園 923-0972 小松市月津町め57 (0761)44-3020 (0761)46-5446 (福)小松市大和善隣館 145 幼保連携型

77 南陽幼保園 923-0328 小松市南陽町1-121 (0761)65-2288 (0761)65-3906 (福)南陽福祉会 60 保育所型 

78 のしろこども園 923-0851 小松市北浅井町1号25 (0761)22-2142 (0761)46-6742 (福)吉竹福祉会 200 幼保連携型

79 白揚幼稚園 923-0904 小松市小馬出町131 (0761)22-8532 (0761)22-9534 (学)白揚学園 220 幼稚園型 

80 ひかりっこ 923-0044 小松市川辺町1-61 (0761)22-7353 (0761)22-6171 (福)こばと福祉会 120 幼保連携型

81 舟見ヶ丘保幼園 923-0053 小松市河田町甲52-1 (0761)47-2732 (0761)47-2734 (福)国府福祉会 240 幼保連携型

82 牧こども園 923-0026 小松市下牧町ニ35 (0761)21-7292 (0761)21-7293 (福)牧福祉会 140 保育所型 

83 御幸保育園 923-0965 小松市串町北328 (0761)44-2024 (0761)44-5593 (福)御幸福祉会 250 保育所型 

84 矢田野こども園 923-0304 小松市下粟津町サ1 (0761)44-2590 (0761)46-5970 (福)南陽福祉会 114 幼保連携型

85 よしたけこども園 923-0835 小松市吉竹町ぬ47 (0761)24-6763 (0761)24-0670 (福)吉竹福祉会 330 幼保連携型

86 市立認定こども園だいいち 923-0833 小松市加賀八幡庚27 (0761)47-0684 (0761)47-0684 小松市 150 保育所型 

87 わかばにしかるみこども園 923-0825 小松市西軽海1-43 (0761)47-0319 (0761)46-6224 (福)わかば保育園 85 幼保連携型

88 聖愛幼稚園 923-0937 小松市本町3丁目13-1 (0761)22-6087 (0761)22-6087 (学)聖愛幼稚園 55 幼稚園型 

89 認定こども園海の星幼稚園 928-0001 輪島市河井町13部29-4 (0768)22-2087 (0768)22-2087 (学)石川カトリック学園 85 幼保連携型

90 和光幼稚園・あいこう園 928-0001 輪島市河井町23部16-1 (0768)22-6002 (0768)22-9667 (学)和光学園 100 幼保連携型

91 市立みさき保育所 927-1453 珠洲市三崎町森腰ラ部138 (0768)88-2001 (0768)88-2001 珠洲市 50 保育所型 

92 市立飯田保育所 927-1233 珠洲市若山町出田41-7 (0768)82-0479 (0768)82-0479 珠洲市 130 保育所型 

93 市立上戸保育所 927-1216 珠洲市上戸町寺社い87 (0768)82-1527 (0768)82-1527 珠洲市 30 保育所型 

94 市立宝立保育所 927-1221 珠洲市宝立町春日野甲8-1 (0768)84-1408 (0768)84-1408 珠洲市 50 保育所型 

95 市立大谷保育所 927-1321 珠洲市大谷町5-28-1 (0768)87-2011 (0768)87-2011 珠洲市 30 保育所型 

96 市立正院保育所 927-1206 珠洲市正院町正院を4 (0768)82-1974 (0768)82-1974 珠洲市 60 保育所型 

97 市立蛸島保育所 927-1204 珠洲市蛸島町鉢ケ崎1-1 (0768)82-1952 (0768)82-1952 珠洲市 40 保育所型 

98 市立若山保育所 927-1238 珠洲市若山町火宮8部14番地1 (0768)82-0142 (0768)82-0142 珠洲市 35 保育所型 

99 キッズランドいなみえん 922-0412 加賀市片山津温泉井6 (0761)74-5555 (0761)74-1461 (福)伊奈美園 240 幼保連携型

100 清心こども園 922-0302 加賀市打越町ホ24-1 (0761)74-1485 (0761)74-1475 (福)清心福祉会 110 幼保連携型

101 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 (0767)22-9612 (学)羽咋白百合学院 95 幼保連携型

102 羽咋幼稚園 925-0033 羽咋市川原町エ161 (0767)22-5318 (0767)22-6885 (学)羽咋幼稚園 85 幼保連携型

103 うのけ幼稚園 929-1125 かほく市宇ノ気二15 (076)283-7111 (076)283-0848 (学)宇ノ気学園 199 幼稚園型 

104 あさひこども園 924-0004 白山市旭丘2-33 (076)276-1107 (076)276-9907 (福)福志会松任 170 幼保連携型

105 いしかわこども園 924-0052 白山市源兵島町288 (076)277-1011 (076)277-3441 (福)いしかわ福祉会 170 幼保連携型

106 蝶屋こども園 929-0211 白山市井関町116-2 (076)278-3043 (076)278-3115 (福)金城福祉会 170 幼保連携型

107 林中こども園 924-0842 白山市剣崎町881-3 (076)276-2140 (076)276-9140 (福)松南福祉会 160 幼保連携型

108 みかわこども園 929-0231 白山市美川和波町北68 (076)278-3108 (076)278-8051 (福)美川福祉会 155 幼保連携型

109 あかねこども園 924-0032 白山市村井町2622-1 (076)276-1102 (076)276-1462 (福)いちき福祉会 180 幼保連携型

110 はくさんひかり園 924-0014 白山市五歩市町60 (076)276-1103 (076)276-9551 (福)松任中央福祉会 140 幼保連携型

111 市立粟生保育園 923-1124 能美市三道山町へ31 (0761)57-0284 (0761)58-2301 能美市 240 保育所型 

112 市立大釜屋保育園 929-0122 能美市大浜町ム59 (0761)55-1082 (0761)55-1082 能美市 120 保育所型 

113 市立国造保育園 923-1224 能美市和気町い12 (0761)51-2473 (0761)52-0995 能美市 120 保育所型 

114 市立寿保育園 923-1235 能美市徳久町ニ8 (0761)51-2169 (0761)51-2190 能美市 145 保育所型 

115 市立大成保育園 929-0113 能美市大成町ヌ38 (0761)55-0322 (0761)55-0322 能美市 110 保育所型 

116 市立辰口保育園 923-1245 能美市辰口町173-3 (0761)51-2284 (0761)52-0925 能美市 200 保育所型 

117 市立寺井保育園 923-1121 能美市寺井町た8-5 (0761)57-0323 (0761)57-0366 能美市 170 保育所型 

118 市立長野保育園 923-1115 能美市大長野町二130-1 (0761)57-0430 (0761)57-0516 能美市 170 保育所型 
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児童関連施設 

番号 施  設  名 郵便番号 所  在  地 電話番号 FAX 運 営 主 体 認可定員 類 型 

119 市立根上南部保育園 929-0125 能美市道林町寅10 (0761)55-0084 (0761)55-2081 能美市 220 保育所型 

120 市立福岡保育園 929-0107 能美市福岡町甲25 (0761)55-0662 (0761)55-0662 能美市 170 保育所型 

121 市立福島保育園 929-0112 能美市福島町ヘ61 (0761)55-0288 (0761)55-0288 能美市 100 保育所型 

122 市立豊美保育園 923-1122 能美市東任田町ロ16 (0761)57-1180 (0761)57-1180 能美市 115 保育所型 

123 市立緑が丘保育園 923-1226 能美市緑が丘3-43 (0761)51-4444 (0761)52-0977 能美市 160 保育所型 

124 市立宮竹保育園 923-1205 能美市宮竹町230 (0761)51-2361 (0761)52-0923 能美市 140 保育所型 

125 市立湯野保育園 923-1112 能美市佐野町ワ35 (0761)57-1161 (0761)57-1161 能美市 190 保育所型 

126 幼保連携型認定こども園和光 921-8812 野々市市扇が丘15-5 (076)248-6250 (076)294-3919 (福)和光会 175 幼保連携型

127 アリスこども園 921-8807 野々市市二日市5-332 (076)294-2525 (076)294-2585 (福)愛里巣福祉会 145 幼保連携型

128 認定こども園ほのみこども園 921-8824 野々市市新庄3-145 (076)248-7000 (076)248-7020 (福)加賀中央福祉会 120 幼保連携型

129 さくらこども園 929-0346 河北郡津幡町字潟端709 (076)289-5050 (076)289-7776 (福)健心会 112 幼保連携型

130 住吉こども園 929-0327 河北郡津幡町字庄口142 (076)289-2336 (076)289-7384 (福)吉竹福祉会 200 幼保連携型

131 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 (076)289-6874 (福)吉竹福祉会 209 幼保連携型

132 実生こども園 929-0323 河北郡津幡町字津幡ロ5-1 (076)289-2256 (076)289-7370 (福)健心会 152 幼保連携型

133 誠美幼稚園 920-0271 河北郡内灘町鶴ヶ丘1-52 (076)286-0255 (076)286-4230 (学)誠美幼稚園 145 幼稚園型 

134 千鳥台幼稚舎 920-0277 河北郡内灘町千鳥台4-143 (076)255-0031 (076)255-0032 (福)泉の台保育園 125 幼保連携型

135 認定こども園光琳寺保育所 927-0017 鳳珠郡穴水町字波志借ハ14 (0768)56-1023 (0768)56-1023 (福)里山福祉会 40 保育所型 

136 平和こども園 927-0027 鳳珠郡穴水町字川島タ-2 (0768)52-2130 (0768)52-8160 (福)穴水福祉会 95 幼保連携型

137 平和こども園かぶと 927-0211 鳳珠郡穴水町字甲レ177-1 (0768)58-1240 (0768)58-1240 (福)穴水福祉会 30 幼保連携型

138 町立鵜川保育所 927-0302 鳳珠郡能登町鵜川20-24 (0768)67-1623 (0768)67-1623 能登町 45 保育所型 

139 町立上町保育所 928-0313 鳳珠郡能登町天坂い65 (0768)76-0136 (0768)76-0136 能登町 35 保育所型 

140 町立しらさぎ保育所 927-0433 鳳珠郡能登町宇出津ニ-22 (0768)62-0304 (0768)62-0304 能登町 65 保育所型 

141 町立高倉保育所 927-0563 鳳珠郡能登町姫12-36 (0768)62-0670 (0768)62-0670 能登町 30 保育所型 

142 町立ひばり保育所 927-0434 鳳珠郡能登町崎山1-73 (0768)62-1502 (0768)62-1502 能登町 85 保育所型 

143 町立柳田保育所 928-0331 鳳珠郡能登町柳田ロ245-1 (0768)76-0154 (0768)76-0154 能登町 75 保育所型 

144 小木こども園 927-0553 鳳珠郡能登町小木4-59 (0768)74-1107 (0768)74-1178 (福)内浦福祉会 51 幼保連携型

145 松波こども園 927-0602 鳳珠郡能登町松波8-2-1 (0768)72-1157 (0768)72-2124 (福)内浦福祉会 78 幼保連携型

 

■地域型保育事業所 
番号 施  設  名 郵便番号 所  在  地 電話番号 FAX 運 営 主 体 認可定員 類 型 

1 小規模保育 梨の部屋 929-1171 かほく市木津二132 (076)285-1388 (076)285-2352 (学)星名学園 15 小規模保育事業

2 ニジイロ保育園 920-2146 白山市日向町7 (076)281-6601 (076)281-6602 (学)鶴来学園 12 小規模保育事業

3 B's保育園 924-0024 白山市北安江町548-2 (076)275-0616 (076)275-0689 (福)佛子園 12 小規模保育事業
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■障害児通所支援事業所(児者一貫含む) 【旧児童デイサービス事業所】 
定員 

番号 施  設  名 郵便番号 所  在  地 電話番号 FAX 運 営 主 体 

(

生
活
介
護)

児
童
発
達
支
援

放

課

後

デ

イ

1 金沢市障害児通園施設ひまわり教室 921-8106 金沢市十一屋町4番34号 (076)243-6786 (076)243-6786 金沢市 20 20

2 えーるくらぶ 920-0376 金沢市福増町南77番地 (076)214-6900 (076)214-6947 (福)石川整肢学園 10 10

3 エイブルベランダＢｅ 921-8162 金沢市三馬1丁目369番地 (076)241-1200 (076)241-7888 (福)佛子園 10 10

4 KEY'S 920-0352 金沢市観音堂町ロ221 (076)208-4270 (076)208-4271 (株)KEY 10 10

5 KEY'S 3rd 920-0352 金沢市観音堂ロ155 (076)208-4270 (076)208-4271 (株)KEY 10 10

6 キッズ・ベランダＢｅ 921-8152 金沢市高尾1丁目27番地1 (076)296-3663 (076)296-3668 (福)佛子園 10 10

7 キッズルームパンプキン 920-3116 金沢市南森本町ヌ20 (076)255-2332 (076)255-2331 (株)アルバ 10 10

8 キッズルームポテト 920-3116 金沢市南森本町ヌ20番地1 (076)213-7173 (076)213-7174 (株)アルバ 10 10

9 キッズルームロータス 920-0811 金沢市小坂町西68番地1 (076)256-5452 (076)294-3635 (株)アルバ 10 10

10 きこえこども支援センターひなげし 921-8137 金沢市円光寺2丁目5番1号 (076)244-1380 (076)244-1381 (福)ひろびろ福祉会 20 20

11 (独行)国立病院機構医王病院 920-0192 金沢市岩出町ニ73番地 (076)258-1180 (076)258-6719 (独行)国立病院機構医王病院 6 6 6

12 ココアーク(cocoarc) 920-3125 金沢市荒屋町1丁目75番地1 (076)255-0027 (076)255-0204 (株)GRAN   10

13 ココアーク浅野町 920-0848 金沢市京町35番31号 (076)201-8684 (076)201-8732 (株)GRAN   10

14 こどもサポート教室「きらり」金沢横川校 921-8163 金沢市横川6丁目114番地 (076)280-3160 (076)280-3160 (株)クラ・ゼミ  10 10

15 こどもプラスかなざわ 921-8031 金沢市野町3丁目1番10号 (076)244-2112 (076)244-2112 こどもプラスかなざわ(株)  10 10

16 sakura colette 920-0809 金沢市三池栄町156番地 (076)282-2878 (076)258-6475 (株)さくらCom  10

17 児童デイサービス グロース 920-0152 金沢市鳴瀬元町イ247番地 (076)255-3162 (076)255-3163 (株)生きがい工房 10 10

18 児童デイサービスわくわく 920-0041 金沢市長田本町チ20-3 (076)262-0988 (076)262-0988 (特非)サポートステーションＷａｋｕＷａｋｕ 10 10

19 児童デイサービスわくわくほたるの家 921-8011 金沢市入江3丁目22番 (076)287-5662 (076)287-5882 (特非)サポートステーションＷａｋｕＷａｋｕ 10 10

20 児童発達支援・放課後等デイサービス さくらきっずもとまち 920-0842 金沢市元町2丁目6番6号 (076)256-0073 (076)256-5584 ダイヤコーサン(株) 10 10

21 児童発達支援・放課後等デイサービスそうや  921-8135 金沢市四十万4丁目201番地2 (076)259-0405 (076)259-0406 (株)紅の華 10 10

22 児童・放課後等デイサービスてんとう虫 920-0334 金沢市桂町チ21番地2 (076)255-3117 (076)255-3118 (株)メビウス 10 10

23 すまいるくらぶ 920-3102 金沢市忠縄町292番地 (076)258-7600 (076)258-7603 (福)石川整肢学園  10

24 センチュリー児童デイサービスきよかわまち  921-8032 金沢市清川町3番7号吉田ビル (076)241-1145 (076)241-1146 (有)ヒロコ・サプライ 10 10

25 センチュリー児童デイサービスたかお 921-8154 金沢市高尾南3丁目23番地 (076)256-3016 (076)256-3017 (有)ヒロコ・サプライ 10 10

26 第2児童デイサービスわくわく 920-0867 金沢市長土塀3丁目8番41番地 (076)231-3117 (076)231-3118 (特非)サポートステーションＷａｋｕＷａｋｕ 10 10

27 ともしびの家 920-0014 金沢市諸江町215番2 (080)3740-3807 － (一般社)LYHTY  10

28 どれみくらぶ 921-8105 金沢市平和町1丁目2番28号 (076)242-2378 (076)256-2570 (福)石川整肢学園 10 10

29 なないろの木駅西 920-0025 金沢市駅西本町2丁目11番42号MKビル103号 (076)223-7088 (076)223-7088 (株)フリークスコア  10

30 にっこりバンビーノ 920-0806 金沢市神宮寺3丁目1番1号 (076)207-4437 (076)205-1088 (株)ＡＬＭＯ 10 10

31 ハッピーハート松島 920-0264 金沢市松島2丁目157 (076)259-1139 (076)259-1135 (株)シーエスコーポレーション 10 10

32 パトリ 921-8052 金沢市保古1丁目36番地 (076)220-7900 (020)4668-2482 パトリ(合同)  10

33 放課後倶楽部フロンティア 920-0865 金沢市長町1-4-11 (076)255-2057 (076)255-2041 (特非)アスぺの会石川 10 10

34 放課後デイサービス あんじゅ 920-0062 金沢市割出町76番地 (076)254-5283 (076)254-5284 (株)ひまわり 10 10

35 放課後等デイサービスりんぐ 921-8011 金沢市入江3丁目99番地 (076)225-3177 (076)225-3199 (株)ケア・トラスト 10 10

36 放課後プラスいずみの 921-8034 金沢市泉野町1丁目4番地4 北川ビル1F (076)245-0322 (076)245-0322 こどもプラスかなざわ(株) 10 10

37 ワークショップひなげし 921-8111 金沢市若草12番7号 (076)243-0326 (076)243-0327 (福)ひろびろ福祉会  10

38 (独行)国立病院機構七尾病院 926-8531 七尾市松百町八部3-1 (0767)53-1890 (0767)53-5771 (独行)国立病院機構七尾病院 8 8 8

39 ほうぷ子どもの家 926-0852 七尾市小島町イ部1番地1 (0767)52-0177 (0767)52-0177 (特非)七尾鹿島手をつなぐ育成会  10 10

40 児童デイサービスぽぷらかがやき 926-0038 七尾市八幡町い部6番地 (0767)57-5670 (0767)57-5679 (合同)ぽぷら 10 10

41 放課後等デイサービスあおば 926-0178 七尾市石崎町(香島)1丁目106番地1 (0767)57-5521 (0767)52-5302 (株)エムアンドエム 10 10

42 こども通所センターふれんど 923-0972 小松市月津町ヲ94番地10 (0761)48-8516 (0761)48-8519 (福)こまつ育成会 10 10

43 サービスセンターおおぞら 923-0066 小松市埴田町78番地1 (0761)47-2214 (0761)47-1530 (福)こまつ育成会 10 10

44 サービスセンターいとまち 923-0813 小松市糸町2番地12 (0761)46-6533 (0761)21-1811 (福)こまつ育成会 10 10

45 児童デイサービスセンターたんぽぽ 923-0153 小松市金平町リ148番地 (0761)41-1301 (0761)41-1648 (福)うめの木学園 10 10

46 児童デイサービスセンタードレミ 923-0961 小松市向本折町ニ32-2 (0761)22-5120 (0761)22-2332 (福)松寿園 10 10

47 障がい者支援施設 夢兎明 923-0151 小松市正蓮寺町セイ谷10番地 (0761)47-4111 (0761)47-2847 (福)南陽園  10
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児童関連施設 

定員 

番号 施  設  名 郵便番号 所  在  地 電話番号 FAX 運 営 主 体 

(

生
活
介
護)

児
童
発
達
支
援

放

課

後

デ

イ

48 たいむ 923-0183 小松市瀬領町丁1-2 (0761)46-1306 (0761)46-1307 (福)石川整肢学園  20

49 放課後等デイサービス エンジェル 923-0811 小松市白江町り33-1 (0761)21-9370 (076)244-4406 (株)DS  10

50 多機能型ライフサポート一互一笑 928-0022 輪島市宅田町25字4番10 (0768)22-4141 (0768)22-4949 (福)弘和会 10 10

51 放課後等デイサービスみはらしの家 928-0015 輪島市市ノ瀬町12部177番地 (0768)22-3796 (0768)22-3797 (株)月桂樹  10

52 あいあいらんど 922-0825 加賀市直下町イ23番地 (0761)73-5856 (0761)73-5856 (特非)かが育成会  10

53 キッズきんじょう 922-0562 加賀市高尾町ヌ1-甲 (0761)73-2580 (0761)73-2581 (福)松原愛育会  10

54 キッズデイサービスゆめのわ 922-0331 加賀市動橋町リ-1 (0761)74-1609 (0761)74-1022 (福)幸徳園 10 10

55 児童デイサービスこのゆびとーまれ山中 922-0193 加賀市山中温泉上野町ル15-1 (0761)78-0301 (0761)78-5234 (公益社)地域医療振興協会 10 10

56 放課後等デイサービス すくすくスクール 922-0241 加賀市加茂町ハ421 (0761)75-7511 (0761)75-7511 (合同)アウパガレーラ  10

57 夢うさぎ 922-0404 加賀市源平町84番地 (0761)74-5300 (0761)74-6969 (福)南陽園 10 10

58 レイクサイド楽 922-0402 加賀市柴山町も21-1 (0761)74-6632 (0761)74-6232 (福)南陽園 10 10

59 児童デイサービスぽぷらなぎさ 925-0051 羽咋市島出町上1番16 (0767)23-4800 (0767)23-4803 (有)ぽぷら 10 10

60 夢生民 925-0015 羽咋市大川町ク9-11 (0767)23-4137 (0767)23-4137 (一般社)つながり  15

61 チェンジＡ． 929-1173 かほく市遠塚ニ13-2 (076)283-5311 (076)283-5312 (福)四恩会 10 10

62 あんず子どもの家 929-0205 白山市蓮池町エ5番2 (076)259-6683 (076)282-7475 (特非)美川あんずの家 10 10

63 キッズルームトマト 924-0822 白山市みずほ6丁目1-10 (076)218-4196 (076)218-4197 (株)アルバ 10 10

64 キッズルームパプリカ 924-0821 白山市木津町574番地1 (076)220-6290 (076)220-6741 (株)アルバ 10 10

65 児童発達支援事業所「だいじょうぶ」 924-0822 白山市みずほ一丁目1番地8 (076)275-7494 (076)275-7404 (特非)バリアフリー総合研究所 10 10

66 ひかりとあかり 924-0061 白山市宮保町1362-1 (076)256-3514 (076)256-3103 (一般社)えん  10

67 放課後等デイサービスひなたっ子クラブ 920-2143 白山市七原町チ16-11 (076)272-8297 (076)272-8298 (特非)希づき  10

68 放課後等デイサービス りんぐ白山 924-0805 白山市若宮2丁目34番地 (076)275-0004 (076)275-0014 (株)ケア・トラスト 10 10

69 キッズＭＯＭＯ 923-1245 能美市辰口町971番地 (0761)51-3232 (0761)51-0126 (医社)澄鈴会 10 10

70 生活支援ネットBe星が岡ステーション児童デイサービス 923-1224 能美市和気町ヤ4-5 (0761)51-6553 (0761)51-6156 (福)佛子園 10 10

71 ぷっちぃさらだ 929-0113 能美市大成町ヌ160番地2 (0761)55-6060 (0761)55-6062 (福)泰耀  10

72 キッズルームキャロット 921-8837 野々市市清金1丁目74-3 (076)227-8422 (076)227-8433 (株)アルバ 10 10

73 キッズルームラディッシュ 921-8812 野々市市扇が丘22番33号 (076)294-3633 (076)294-3635 (株)アルバ 20 20

74 くる～く 921-8807 野々市市二日市3丁目35番地 (076)259-6321 (076)259-6587 (株)アシストプラス 10 10

75 児童・放課後等デイサービス七星てんとう 921-8832 野々市市藤平田2丁目66番地 (076)220-6112 (076)220-6113 (株)メビウス 10 10

76 知的障がい児・者サポートセンター第2茄子のはな 921-8845 野々市市太平寺2丁目258番地3号 (076)246-2778 (076)246-2778 (特非)藤乃会  10

77 ほ～だ 921-8805 野々市市野々市町稲荷4丁目96 (076)213-5547 (076)213-5563 (株)アシストプラス 10 10

78 心家 929-0441 河北郡津幡町字東荒屋432番地 (076)288-0521 (076)288-0522 (有)アップスタート 10 10

79 こだま 929-0327 河北郡津幡町字庄ウ17番1 (076)289-4400 (076)289-4411 (福)やまびこ 10 10

80 ステラ 929-0345 河北郡津幡町太田へ6-1 (076)288-6888 (076)288-6880 (株)アシストプラス 10 10

81 みんなで笑顔「木のおうち」児童発達支援・放課後等デイサービス 929-0331 河北郡津幡町字中橋イ55-2 (076)208-7670 (076)208-7671 (株)Plumeria Heart 10 10

82 児童デイサービスぽぷら 920-0274 河北郡内灘町向粟崎3丁目43番地 (076)239-1022 (076)239-1029 (有)ぽぷら 10 10

83 ポラリス 920-0272 河北郡内灘町向陽台1丁目332 (076)255-6111 (076)255-6110 (株)アシストプラス 10 10

84 ＣＯＣＯ ＨＯＵＳＥ 志賀町 925-0122 羽咋郡志賀町倉垣か20 (0767)36-1125 (0767)36-1115 (株)FUCHA 10 10

85 夢ういんぐ 929-1604 鹿島郡中能登町能登部下93の21 (0767)72-3012 (0767)72-3012 (福)つばさの会  10

86 生活支援ネットＢｅ日本海倶楽部ステーション 927-0603 鳳珠郡能登町布浦カ字34番地 (0768)72-0033 (0768)72-0034 (福)佛子園 10 10
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■児童発達支援センター（児者一貫含む）【旧児童デイサービスに加え、保育所等訪問支援を行う事業所】 
※保育所等訪問欄に○が付いている事業所については、保育所等訪問支援を行っています。 

定員 

番

号 
施  設  名 郵便番号 所  在  地 電話番号 FAX 運 営 主 体

(

生
活
介
護)

児
童
発
達
支
援

放

課

後

デ

イ

保
育
所
等
訪
問

1 石川療育センター 920-1146 金沢市上中町イ67-2 (076)229-3033 (076)229-3043 (福)松原愛育会  20 ○

2 Ｓ-ｖｅｒａｎｄａ 920-1165 金沢市若松町セ104番地1 (076)256-1010 (076)256-1020 (福)佛子園  10 10 ○

3 そよかぜ 920-3114 金沢市吉原町ロ6-2 (076)255-6166 (076)255-6233 (福)石川整肢学園  65 10 ○

4 和こう 923-0183 小松市瀬領町1-2 (0761)46-1306 (0761)46-1307 (福)石川整肢学園  30 ○

5 Ｂ’sこどもLabo 924-0024 白山市北安田町548番地2 (076)275-0616 (076)275-0689 (福)佛子園  30 30 ○

 

■障害児入所施設(児者一貫含む) 
定員 

障害児
入所

番号 施  設  名 郵便番号 所  在  地 電話番号 FAX 運 営 主 体 

(

療
養
介
護)

医
療
型

福
祉
型

(

施
設
入
所)

(

生
活
介
護)

1 石川整肢学園 920-3114 金沢市吉原町ロ6-2 (076)257-3311 (076)257-3394 (福)石川整肢学園 40

2 石川療育センター 920-1146 金沢市上中町イ67-2 (076)229-3033 (076)229-3043 (福)松原愛育会 60 60

3 金沢療育園 920-3114 金沢市吉原町ロ6-2 (076)257-3311 (076)257-3394 (福)石川整肢学園 60 60

4 希望が丘児童施設 920-0162 金沢市小池町九40番地 (076)257-5211 (076)257-2108 (福)希望が丘 30 30 30

5 share金沢 920-1165 金沢市若松町セ104番1 (076)256-1010 (076)256-1020 (福)佛子園 30 30 30

6 小松療育園 923-0183 小松市瀬領町丁1-2 (0761)46-1306 (0761)46-1307 (福)石川整肢学園 50 50

7 石川県立錦城学園 922-0562 加賀市高尾町ヌ1-甲 (0761)72-0069 (0761)72-6868 (福)松原愛育会 10

 

■指定医療機関(児者一貫含む) 
定員 

番

号 
施  設  名 郵便番号 所  在  地 電話番号 FAX 運 営 主 体 

指
定
医
療
機
関 

(

療
養
介
護) 

1 国立病院機構医王病院(重症心身障害児病棟)  920-0192 金沢市岩出町ニ73-1 (076)258-1180 (076)258-6719 (独行)国立病院機構医王病院 100 100

2 国立病院機構医王病院(進行性筋萎縮症児病棟) 920-0192 金沢市岩出町ニ73-1 (076)258-1180 (076)258-6719 (独行)国立病院機構医王病院 10 -

3 国立病院機構七尾病院指定医療機関(重症心身障害児病棟)  926-8531 七尾市松百町八部3-1 (0767)53-1890 (0767)53-5771 (独行)国立病院機構七尾病院 46 46

4 国立病院機構石川病院指定医療機関(重症心身障害児病棟)  922-0405 加賀市手塚町サ150 (0761)74-0700 (0761)74-7642 (独行)国立病院機構石川病院 48 48
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障害者関連施設 

■障害者支援施設 
定員 

番号 代表施設名 施 設 名 郵便番号 所 在 地 電話番号 FAX 運営主体 

施

設

入

所

療

養

介

護

生

活

介

護

就

労

移

行

就

労

継

続

Ａ

就

労

継

続

Ｂ

生

活

訓

練

機

能

訓

練

1 愛育学園 愛育学園 920-1135 金沢市北袋町イ101番地 (076)235-8800 (076)235-8801 (福)松原愛育会 80 80

2 アカシヤの里 アカシヤの里 920-0226 金沢市粟崎町5丁目3番8号 (076)237-0294 (076)237-0295 (福)アカシヤの里 50 50

3 希望が丘 希望が丘 920-0162 金沢市小池町九-40番地 (076)257-5211 (076)257-2108 (福)希望が丘 68 80

4 障害者支援施設金沢湖南苑 障害者支援施設金沢湖南苑 920-3102 金沢市忠縄町380番地 (076)258-6001 (076)258-6522 (福)石川整肢学園 100 125 6

5 障害者支援施設金沢ふくみ苑 障害者支援施設金沢ふくみ苑 920-0376 金沢市福増町南16番地 (076)214-3700 (076)214-3702 (福)石川整肢学園 50 75 15

6 ハビリポート若竹 ハビリポート若竹 920-1341 金沢市別所町クの10番 (076)247-6787 (076)247-6768 (福)陽風園 36 36

7 ハビリポート若葉 ハビリポート若葉 920-1341 金沢市別所町クの10番 (076)247-6787 (076)247-6768 (福)陽風園 164 164

8 ふじのき寮 ふじのき寮 920-1146 金沢市上中町ト7番地1 (076)229-1464 (076)229-1479 (福)松原愛育会 80 80

9 青山彩光苑ライフサポートセンター 青山彩光苑ライフサポートセンター 926-0831 七尾市青山町ろ部15番1 (0767)57-3309 (0767)57-1531 (福)徳充会 80 80

10 青山彩光苑リハビリテーションセンター 青山彩光苑リハビリテーションセンター 926-0831 七尾市青山町ろ部22番 (0767)57-3309 (0767)57-1531 (福)徳充会 40 6 34

11 うめの木学園 うめの木学園 923-0153 小松市金平町ヌ84番地 (0761)41-1301 (0761)41-1648 (福)うめの木学園 50 54

12 小松陽光苑 小松陽光苑 923-0183 小松市瀬領町ヨ288番地 (0761)46-1224 (0761)46-1308 (福)石川整肢学園 96 96 10

13 障害者支援施設夢兎明 障害者支援施設夢兎明 923-0151 小松市正蓮寺町セイ谷10番地 (0761)47-4111 (0761)47-2847 (福)南陽園 40 40 6 10

14 ふれあい工房あぎし ふれあい工房あぎし 927-2353 輪島市門前町是清イの1番地 (0768)43-1991 (0768)43-1999 (福)門前町福祉会 50 50 10

15 石川県立錦城学園 石川県立錦城学園 922-0562 加賀市高尾町ヌ1-甲 (0761)72-0069 (0761)72-6868 (福)松原愛育会 90 90

16 カナンの園 カナンの園 922-0265 加賀市水田丸町ワ2番地2 (0761)77-1500 (0761)77-1531 (福)珠明会 50 44

17 指定障害者支援施設やすらぎ 指定障害者支援施設やすらぎ 922-0411 加賀市潮津町ム69番地1 (0761)74-6613 (0761)74-6680 (福)南陽園 80 70 10

18 指定障害者支援施設夢ようよう 指定障害者支援施設夢ようよう 922-0411 加賀市潮津町ム69番地1 (0761)74-4040 (0761)74-6680 (福)南陽園 52 52

19 青い鳥 青い鳥 920-2364 白山市杉森町ヘ1-1 (076)254-8181 (076)254-8188 (福)鳥越福祉会 30 32

20 障害者支援施設星が岡牧場 障害者支援施設星が岡牧場 923-1224 能美市和気町ヤ4-5 (0761)51-6553 (0761)51-6156 (福)佛子園 30 60

21 障害者支援(自閉症者療育)施設はぎの郷 障害者支援(自閉症者療育)施設はぎの郷 929-0443 河北郡津幡町別所への1 (076)288-0339 (076)288-0340 (福)つくしの会 40 40

22 今浜苑 今浜苑 929-1345 羽咋郡宝達志水町今浜新耕128-1 (0767)28-2900 (0767)28-2928 (福)四恩会 30 30 20

23 つばさ つばさ 929-1717 鹿島郡中能登町良川け部71-1 (0767)74-2055 (0767)74-2086 (福)つばさの会 60 40 40

24 石川県精育園 石川県精育園 927-0021 鳳珠郡穴水町字七海6字50番地 (0768)52-0284 (0768)52-3349 (福)徳充会 130 130

25 青山彩光苑穴水ライフサポートセンター 青山彩光苑穴水ライフサポートセンター 927-0023 鳳珠郡穴水町麦ケ浦15-39-12 (0768)52-2550 (0768)52-2622 (福)徳充会 50 60

26 日本海倶楽部 Healing Bay Area 日本海倶楽部 927-0605 鳳珠郡能登町字立壁92番地 (0768)72-8180 (0768)72-8282 (福)佛子園 50 40 20

 

■障害福祉サービス事業所(訪問系サービス、短期入所事業、共同生活援助事業を除く) 
定員 

番号 代表施設名 施 設 名 郵便番号 所 在 地 電話番号 FAX 運 営 主 体

療

養

介

護

生

活

介

護

就

労

移

行

就

労

継

続

Ａ

就

労

継

続

Ｂ

生

活

訓

練

機

能

訓

練

1 あい あい 921-8054 金沢市西金沢3丁目534番 (076)259-1660 (076)259-1661 (株)愛 20

2 あけぼの作業所 あけぼの作業所 920-0944 金沢市三口新町1丁目8番1号 (076)263-7101 (076)260-0635 (福)陽風園 40

3 ヴィストキャリア金沢駅前 ヴィストキャリア金沢駅前 920-0031 金沢市広岡1丁目2番地14号 コーワビル2階 (076)254-6254 (076)254-6253 ヴィスト(株) 20

4 ヴィストジョブズ金沢入江 ヴィストジョブズ金沢入江 921-8011 金沢市入江2丁目82番地1エビアビル1階 (076)256-2115 (076)256-2116 ヴィスト(株) 20

5 Vivaスタジオ Vivaスタジオ 921-8153 金沢市高尾町ル13番地 (076)256-3590 (076)256-3591 (株)エポック 10 10

6 エイブルベランダBe 921-8162 金沢市三馬1丁目369番地 (076)241-1200 (076)241-7888 10

7 
エイブル・ベランダBe 

むじん蔵 921-8161 金沢市有松1丁目4-7 (076)241-1166 (076)241-1166 
(福)佛子園 

10

8 えがお えがお 921-8014 金沢市糸田1丁目116番地 (076)292-1113 (076)292-1113 (有)カーム 10 10

9 えがお工房8クリーン えがお工房8クリーン 920-0043 金沢市長田2丁目26番6号 (076)225-8889 (076)225-8733 (一般社)えがお工房8 20

10 えがお工房8たんと えがお工房8たんと 921-8163 金沢市横川7丁目35番地1ルミエール横川・402号 (076)256-3073 (076)256-3072 (一般社)えがお工房8 20

11 エンデバーメイト エンデバーメイト 920-0352 金沢市観音堂ロ63番地1 (076)208-4145 (076)208-4146 (合同)東 6 14

12 (特非)オープンハウスクローバー 920-0942 金沢市小立野3-17-5 (076)264-9272 (076)264-9272 10

13 
オープンハウスクローバー 

オリーブ 920-0942 金沢市小立野3-21-20 (076)223-7028 (076)264-9272 
(特非)オープンハウスクローバー

10

14 self-Aオンステージ三口新町 self-Aオンステージ三口新町 920-0944 金沢市三口新町3丁目6番1号 (076)235-2010 (076)235-2011 (株)オンステージ 20

15 金沢クリーンワークス 920-0864 金沢市高岡町7番25号 (076)261-7840 (076)261-7830 6 19

16 
金沢クリーンワークス 

障害福祉サービス事業所「いそべ」 920-0012 金沢市磯部町ホ25番地1 (076)225-8964 (076)225-8974 
(福)金沢手をつなぐ親の会

6

17 キッズ・ベランダBe キッズ・ベランダBe 921-8152 金沢市高尾1丁目27番地1 (076)296-3663 (076)296-3663 (福)佛子園 10

18 煌めき工房 煌めき工房 920-0053 金沢市若宮町ホ31-1 (076)223-4016 (076)223-4026 スマイルスマイル(株) 20
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定員 

番号 代表施設名 施 設 名 郵便番号 所 在 地 電話番号 FAX 運 営 主 体

療

養

介

護

生

活

介

護

就

労

移

行

就

労

継

続

Ａ

就

労

継

続

Ｂ

生

活

訓

練

機

能

訓

練

19 クラフトファクトリー クラフトファクトリー 920-0024 金沢市西念4丁目7番1号 (076)213-9490 (076)213-9490 (特非)さわらび 20

20 グローブル千木 グローブル千木 920-0001 金沢市千木町ワ42番地 (076)255-6547 (076)255-6548 (有)ラルゴ 25

21 グローブルふくひさ グローブルふくひさ 920-3122 金沢市福久町ホ13番1 (076)257-2310 (076)257-2310 (有)ラルゴ 10 30

22 工房シティ 工房シティ 920-0226 金沢市粟崎町5丁目3番地1 (076)238-2111 (076)238-2112 (福)あおぞら福祉会 30 10

23 国立病院機構医王病院 (独行)国立病院機構医王病院 920-0192 金沢市岩出町ニ73番地 (076)258-1180 (076)258-6719 (独行)国立病院機構医王病院 70

24 コスモス コスモス 921-8105 金沢市平和町2丁目21番15号 (076)241-0071 (076)241-0081 (福)むつみ会 10

25 サンサンクラブ「かがやき」 サンサンクラブ「かがやき」 921-8011 金沢市入江3丁目22番地第一まついビル1階 (076)291-1221 (076)291-1221 (特非)WAC輝き 20

26 Share金沢ワークセンター Share金沢ワークセンター 920-1165 金沢市若松町セ104番地1 (076)256-1010 (076)256-1020 (福)佛子園 6 10 24

27 社会復帰施設みらい 多機能型事業所ますますくらぶ 920-0205 金沢市大浦町ホ24番地1 (076)238-3355 (076)238-1621 (医社)青樹会青和病院 20 6

28 就労移行支援事業所パトリ 就労移行支援事業所パトリ 921-8052 金沢市保古1丁目36番地 (076)220-7900 020-4668-2482 (合同)パトリ 20

29 就労継続支援Ｂ型事業所仕事＆交流ハウスあおぞら 就労継続支援Ｂ型事業所仕事＆交流ハウスあおぞら 920-0205 金沢市大浦町ヲ55－1 (076)239-8010 (076)239-8011 (医社)青樹会青和病院 20

30 就労継続支援(Ｂ型)ひまわり 就労継続支援(Ｂ型)ひまわり 920-3102 金沢市忠縄町380番地 (076)258-6001 (076)258-6522 (福)石川整肢学園 25

31 就労支援センター「かがやき」 就労支援センター「かがやき」 921-8005 金沢市間明町1丁目344 (076)218-7816 (076)218-7817 (特非)WAC輝き 6 14

32 就労支援センターひなげし 就労支援センターひなげし 921-8111 金沢市若草町12番7号 (076)243-0326 (076)243-0327 (福)ひろびろ福祉会 10 10

33 障害者ビジネススクールカラフル・金沢 障害者ビジネススクールカラフル・金沢 920-0853 金沢市本町2丁目7番1号越田ビル7階 (076)201-8270 (076)201-8271 (一般社)障害者人材育成機構 12 8

34 障害福祉サービス事業所鳴和の里 障害福祉サービス事業所鳴和の里 920-0005 金沢市高柳町10字106-1 (076)252-7344 (076)256-0566 (福)すぎな福祉会 20

35 自立就労支援センターいしびき 自立就労支援センターいしびき 920-0935 金沢市石引1丁目1-1 (076)216-5310 (076)231-0807 (社医財)松原愛育会 9 22 9

36 鈴見台虹の家 鈴見台虹の家 920-1161 金沢市鈴見台5-7-13 (076)261-7870 (076)261-7870 (福)金沢手をつなぐ親の会 20

37 すまいる工房 すまいる工房 921-8145 金沢市額谷3丁目49番地 (076)296-0789 (076)296-2014 オリジナルサポート(株) 15 10

38 生活支援センターキャンワーク 921-8051 金沢市黒田1丁目95番地 (076)240-7040 (076)240-7040 10

39 
生活支援センターキャンワーク 

店舗事業ちゃおず 921-8051 金沢市黒田1丁目59番地 (076)240-7040 (076)240-7040 
(特非)KMC 

10

40 生活支援センター雪見橋ワークス城南 920-0966 金沢市城南1丁目8番20号 (076)262-2262 (076)262-2291 6 6 10 6

41 
生活支援センター雪見橋ワークス城南 

生活支援センター雪見橋ワークス城南 生活介護分室リバーサイド 920-0966 金沢市城南1丁目15番40号 (076)262-2262 (076)262-2291 
(福)松原愛育会 

6

42 聖ヨゼフ苑作業所 聖ヨゼフ苑作業所 920-0377 金沢市打木町東155番地 (076)240-6221 (076)240-2001 (福)聖ヨゼフ苑 14 40

43 創舎 創舎 920-0981 金沢市片町2丁目21番2号 (076)223-5250 (076)235-2067 (一般社)創舎会 10 10

44 多機能型事業所ながさか 多機能型事業所ながさか 921-8114 金沢市長坂町ヲ103番地 (076)280-5600 (076)280-5606 (医)積仁会 12 12

45 多機能型事業所やちぐさ作業所 多機能型事業所やちぐさ作業所 920-0827 金沢市牧町チ71番地 (076)251-5139 (076)251-7750 (福)やちぐさ会 14 24

46 たけまた友愛の家 たけまた友愛の家 920-0131 金沢市東原町フ14番地2 (076)257-7830 (076)257-7840 (福)金沢手をつなぐ親の会 35

47 特定非営利活動法人金沢市視覚障害者地域活動支援センター 特定非営利活動法人金沢市視覚障害者地域活動支援センター 920-0862 金沢市芳斉1丁目15番26号 (076)222-8782 (076)222-1831 (特非)金沢市視覚障害者地域活動支援センター 20

48 特定非営利活動法人サポート24就労移行支援事業所 特定非営利活動法人サポート24就労移行支援事業所 921-8042 金沢市泉本町5丁目28番地 (076)259-0601 (076)259-0602 (特非)サポート24 30

49 なでしこ なでしこ 920-0356 金沢市専光町レ4番5 (076)254-6841 (076)254-6843 (合資)ピース 20

50 ねむねむの輪 ねむねむの輪 920-0226 金沢市粟崎町3丁目3－2 (076)255-2300 (076)255-2342 (合同)イーゼル 20

51 ハスネテラス ハスネテラス 920-0203 金沢市木越町ツ18番地1 (076)256-0525 (076)256-0526 ケアパーク金沢(株) 8 12

52 パッチワーク パッチワーク 920-0955 金沢市土清水3丁目242番地1 (076)205-8311 (076)205-8311 (福)ゆい 22

53 ハッピータウンクオレ ハッピータウンクオレ 921-8177 金沢市伏見台1丁目6番13号 (076)244-8081 (076)244-8081 (福)愛里巣福祉会 10 30

54 self-Aハニービー神田 self-Aハニービー神田 921-8027 金沢市神田2丁目2－19 (076)244-3667 (076)244-3668 (株)ハニービー 20

55 self-Aハニービー泉が丘 self-Aハニービー泉が丘 921-8172 金沢市伏見新町278番1 (076)256-3631 (076)256-3632 (株)ハニービー 20

56 self-Aハニービー駅西新町 self-Aハニービー駅西新町 920-0027 金沢市駅西新町1丁目38番6号 (076)232-5511 (076)232-5513 (株)ハニービー 20

57 self-A ハニービー金沢駅東 self-A ハニービー金沢駅東 920-0848 金沢市京町29-11 (076)252-5588 (076)252-5587 (株)ハニービー 20

58 ぴあもーる ぴあもーる 921-8147 金沢市大額1丁目352番地 (076)213-5131 (076)213-5132 ケアパーク金沢(株) 10 25

59 彦三のぞみ苑 彦三のぞみ苑 920-0901 金沢市彦三町2丁目12番12号 (076)221-5800 (076)221-5899 (福)金沢手をつなぐ親の会 38

60 ひなげしウエスファクトリーなかお山 ひなげしウエスファクトリーなかお山 921-8046 金沢市大桑町中尾山22番地1 (076)243-2330 (076)243-2330 (福)ひろびろ福祉会 20

61 ひまわり ひまわり 920-0376 金沢市福増町南16番地 (076)214-5550 (076)214-3702 (福)石川整肢学園 20

62 ひろびろ作業所 ひろびろ作業所 920-0946 金沢市大桑町タ1番地18 (076)260-0806 (076)260-0977 (福)ひろびろ福祉会 26 11

63 ＶＳサポート ＶＳサポート 920-0901 金沢市彦三町2丁目1番10号 (076)221-1233 (076)221-1233 (株)ＶＳサポート 20

64 富士リネン株式会社金沢工場 富士リネン株式会社金沢工場 921-8066 金沢市矢木2丁目29 (076)214-6466 (076)214-6422 富士リネン(株) 20

65 ふれあい工房たんと小坂 920-0811 金沢市小坂中18番2 (076)255-0816 (076)255-0861 10

66 
ふれあい工房たんと 

ふれあい工房たんと弥生 921-8036 金沢市弥生1丁目23-4 (076)201-1600 (076)201-1611 
(特非)ふれあい工房たんと

10

67 ふれあい工房たんと御所 ふれあい工房たんと御所 920-0813 金沢市御所町イ21番地5 (076)254-6751 (076)254-6752 (特非)ふれあい工房たんと 20

68 ぽっぽくらぶ ぽっぽくらぶ 920-3114 金沢市吉原町ロ6-2 (076)257-3311 (076)257-3394 (福)石川整肢学園 10

69 ぽれぽれ工房山の家 920-1346 金沢市三小牛町イ3-2 (076)287-3414 (076)287-3414 6 10

70 
ぽれぽれ工房山の家 

それいけ仲間たちの家 920-0927 金沢市扇町11-31 (076)221-8595 (076)221-8595 
(特非)地域支援センターポレポレ

6

71 マインド マインド 920-0964 金沢市間明町1丁目231番地 (076)292-2963 (076)292-2964 (一般社)セルフリカバリー 6 20

72 みらい みらい 920-0853 金沢市本町1丁目8番18号-201 (076)221-5531 (076)221-5532 (株)Ｔｉｅｓ 15
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73 みんなとワーク みんなとワーク 920-8204 金沢市戸水1丁目25番地 (076)254-1085 (076)254-1086 ライフケア金沢(株) 20

74 やくしん やくしん 920-3123 金沢市福久東1丁目88番地 (076)255-2235 (076)255-2236 (株)ＰＲＯＧＲＥＳＳ 10

75 やよい やよい 921-8036 金沢市弥生2丁目9番10号 (076)243-0841 (076)243-0843 (株)ｊａＯ 10

76 夢工房 920-0373 金沢市みどり3丁目130番地 (076)269-0680 (076)269-1707 15 25

77 
夢工房 

夢未来 920-0372 金沢市豊穂町264番地 (076)207-3966 (076)269-1707 
(福)清風会 

9

78 リエゾン リエゾン 920-0031 金沢市広岡1丁目1番35号 金沢第二ビル102号室 (076)208-3015 (076)208-3045 (特非)クロスジョブ金沢 20

79 リハビリ型就労スペース「リハス」 リハビリ型就労スペース「リハス」 920-0015 金沢市諸江町上丁307番地25号 (076)254-6497 (076)254-6498 (株)クリエイターズ 30 20

80 ワークショップひなげし 921-8111 金沢市若草町12番7号 (076)243-0326 (076)243-0327 20

81 
ワークショップひなげし 

ワークショップひなげし(従たる事業所) 921-8111 金沢市若草町23番1号 (076)243-0326 (076)243-0327 
(福)ひろびろ福祉会

10

82 ワークショップひなげしリサイクル工場 ワークショップひなげしリサイクル工場 920-0376 金沢市福増町北204-22 (076)243-0326 (076)243-0327 (福)ひろびろ福祉会 20

83 ワークプラザますいずみ ワークプラザますいずみ 921-8025 金沢市増泉1丁目19-23-1 (076)243-1822 (076)243-1822 (福)こころ 6 30

84 若草福祉作業所 若草福祉作業所 921-8106 金沢市十一屋町4番34号 (076)244-7731 (076)244-7754 (福)むつみ会 25 35

85 青山彩光苑ワークセンター田鶴浜 929-2116 七尾市吉田町昭部6-1 (0767)68-3112 (0767)68-3215 30

86 
青山彩光苑ワークセンター田鶴浜 

青山彩光苑ワークセンター田鶴浜配送センター 929-2121 七尾市田鶴浜町り部57番地 (0767)68-3255 (0767)68-3215 
(福)徳充会 

10

87 障がい福祉サービス事業所ゆうの丘 障がい福祉サービス事業所ゆうの丘 926-0014 七尾市矢田町ミ81番2 (0767)52-9630 (0767)52-9630 (特非)野の花 30

88 ぱいんの家 ぱいんの家 926-0045 七尾市袖ヶ江町23番地2 (0767)57-5544 (0767)57-5549 (医)松原会 6 14

89 みのり園 みのり園 926-0821 七尾市国分町セ部18番地 (0767)53-7266 (0767)52-9028 (福)みのり会 9 6 25

90 ワーク＆ライフサポートピアハウス ワーク＆ライフサポートピアハウス 926-0021 七尾市本府中町ル35-1 (0767)52-2055 (0767)52-2185 (医)松原会 10 20

91 いおり いおり 923-0964 小松市今江町5丁目258番地1 (0761)23-2201 (0761)23-2202 (株)ＪＯＩＮＵＳ 20

92 えがお えがお 923-0964 小松市今江町9丁目412 (0761)27-0888 (0761)27-0888 (一般社)全国心身障害者更生援護会 10

93 サービスセンターあしだ サービスセンターあしだ 923-0938 小松市芦田町2丁目7番地1 (0761)24-5911 (0761)24-2177 (福)こまつ育成会 20 6 14

94 サービスセンターいとまち サービスセンターいとまち 923-0813 小松市糸町2番地12 (0761)46-6543 (0761)21-1811 (福)こまつ育成会 7 13

95 サービスセンターおおぞら 923-0066 小松市埴田町78番地1 (0761)47-2214 (0761)47-1530 14

96 
サービスセンターおおぞら 

サービスセンターおおぞらさくら分場 923-0942 小松市桜木町96番地2 (0761)47-2214 (0761)47-1530 
(福)こまつ育成会 

6

97 三草二木西圓寺 三草二木西圓寺 923-0033 小松市野田町丁67番68番 (0761)48-7773 (0761)21-2120 (福)佛子園 6 14

98 シフト シフト 926-0021 七尾市本府中町ワ部36番地 (0767)53-0211 (0767)52-7650 (医)松原会 20

99 就労継続支援事業所(A型)矢田野ファクトリー 就労継続支援事業所(A型)矢田野ファクトリー 923-0342 小松市矢田野町ミ30番地 (0761)44-7115 (0761)44-7484 (福)共友会 35

100 就労支援センターつばさ 就労支援センターつばさ 923-0851 小松市北浅井町リ123番地 (0761)23-7232 (0761)23-7284 (福)なごみの郷 6 14

101 障害福祉サービスセンターひかり 障害福祉サービスセンターひかり 923-0183 小松市瀬領町ヨ288番地 (0761)46-1411 (0761)46-1410 (福)石川整肢学園 25

102 松寿園ドレミ 松寿園ドレミ 923-0961 小松市向本折町ニ32-2 (0761)22-5120 (0761)22-5120 (福)松寿園 6 10 24

103 心愛 心愛 923-0303 小松市島町ル100番地36 (0761)43-4364 (0761)43-4364 (医社)澄鈴会 14

104 地域活動センターくろゆり 地域活動センターくろゆり 923-0863 小松市不動島町甲22番地 (0761)23-7232 (0761)23-7284 (福)なごみの郷 12 8

105 兎夢創家 兎夢創家 923-0854 小松市大領町ロ223番地 (0761)46-6072 (0761)46-6071 (福)南陽園 10 30

106 とらい とらい 923-0183 小松市瀬領町ヨ288番地 (0761)46-1306 (0761)46-1307 (福)石川整肢学園 7 20

107 ひまわり工房 ひまわり工房 923-0801 小松市園町ハ36番地1 小松織物会館 (0761)24-3313 (0761)21-3136 小松ＩＴ就労支援センター(株) 36

108 まままんま工房 まままんま工房 923-0037 小松市問屋町29番地 (0761)23-3920 (0761)24-2156 (株)sprout 20

109 ワークセンターうめの木 ワークセンターうめの木 923-0153 小松市金平町リ148番地 (0761)41-1301 (0761)41-1648 (福)うめの木学園 32

110 障害福祉サービス事業所あすなろふたばぱいんの会 障害福祉サービス事業所あすなろふたばぱいんの会 928-0001 輪島市河井町14部13番地 (0768)22-2950 (0768)22-2950 (特非)輪島あすなろふたばぱいんの会 20

111 多機能型ライフサポート一互一笑 多機能型ライフサポート一互一笑 928-0022 輪島市宅田町25字4番10 (0768)22-4141 (0768)22-4949 (福)弘和会 6 24

112 輪島KABULET 輪島KABULET 928-0032 輪島市小伊勢町日隅27番地1 (0768)22-8002 (0768)22-8003 (福)佛子園 20

113 ワークショップすず ワークショップすず 927-1214 珠洲市飯田町5-9 (0768)82-3225 (0768)82-7003 (特非)ワークショップすず 9 47

114 グリーンファームもぐ グリーンファームもぐ 922-0825 加賀市直下町イ23番地 (0761)72-6312 (0761)72-6312 (特非)かが育成会 6 24

115 幸徳園 幸徳園 922-0331 加賀市動橋町リ-1 (0761)74-1609 (0761)74-1022 (福)幸徳園 12 38

116 就労継続支援Ａ型事業所三つ星 就労継続支援Ａ型事業所三つ星 922-0442 加賀市篠原町セ2番地8 (0761)74-0028 (0761)74-0029 (福)花友会 10

117 就労継続支援事業所(B型)はるかぜワーク 就労継続支援事業所(B型)はるかぜワーク 922-0831 加賀市幸町2丁目60番地 (0761)72-4545 (0761)72-7030 (福)朋友会 20

118 寿々ワーク作業所 寿々ワーク作業所 922-0274 加賀市別所町3丁目80番地2 (0761)76-1991 (0761)76-1991 (特非)福寿草の郷 20

119 すくすくハウス すくすくハウス 922-0241 加賀市加茂町ハ420 (0761)75-7511 (0761)75-7511 (合同)アウパガレーラ 10

120 多機能型事業所アグリ加賀 多機能型事業所アグリ加賀 922-0271 加賀市尾俣町33番地 (0761)77-2622 (0761)76-3988 (福)花友会 6 30

121 ハッピーワーク山中温泉 ハッピーワーク山中温泉 922-0139 加賀市山中温泉菅谷町イ10番地 (0761)78-5109 (0761)78-2743 コスモ計画(株) 20

122 夢うさぎ 夢うさぎ 922-0404 加賀市源平町84番地 (0761)74-5300 (0761)74-6969 (福)南陽園 20 15

123 夢ファクトリーえん 夢ファクトリーえん 922-0411 加賀市潮津町ム69番地1 (0761)74-6613 (0761)74-6680 (福)南陽園 10 30

124 ライフサポート村とも ライフサポート村とも 929-1572 羽咋市大町な29番地 (0767)26-8080 (0767)26-1717 (福)弘和会 20

125 (株)ライフライン (株)ライフライン 922-0335 加賀市湖城町2丁目335番地 (0761)75-7850 (0761)75-7761 (株)ライフライン 20

126 レイクサイド楽 レイクサイド楽 922-0402 加賀市柴山町も21-1 (0761)74-6632 (0761)74-6632 (福)南陽園 20
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127 就労支援センターあおぞら 就労支援センターあおぞら 925-0025 羽咋市釜屋町ヰ81－3 (0767)22-2918 (0767)22-9037 (福)はくい福祉会 35

128 障害福祉サービス事業所なぎさ工房リヴ 障害福祉サービス事業所なぎさ工房リヴ 925-0015 羽咋市大川町2丁目150番地3 (0767)22-7686 (0767)22-4086 (特非)なぎさ工房リヴ 20

129 地域サポートハウス楽生 925-0025 羽咋市太田町い15 (0767)26-0807 (0767)26-0807 6 10

130 
地域サポートハウス楽生 

夢生民 925-0015 羽咋市大川町ク-9-11 (0767)23-4137 (0767)26-0807 
(一般社)つながり 

10

131 観舎 観舎 929-1215 かほく市高松エ168番地2 (076)281-0707 (076)281-0707 (一般社)SANPO 30

132 七施の杜たかまつ 929-1215 かほく市高松ヤ26番地7 (076)281-0707 (076)281-0194 6 10

133 
七施の杜たかまつ 

七施の杜たかまつ2号館 929-1215 かほく市高松ケ56番地1 (076)281-0707 (076)281-0194 
(株)Ａ・Ｓ・Ｋ 

24

134 就労支援事業所創楽 就労支援事業所創楽 929-1176 かほく市外日角ハ126番地2 (076)254-0303 (076)283-5353 (福)眉丈会 20

135 障がい者支援事業所かのん 障がい者支援事業所かのん 929-1112 かほく市多田と17番地 (076)255-3731 (076)255-3821 (株)華音 20

136 self－A・151Aかほく self－A・151Aかほく 929-1126 かほく市内日角5丁目32 (076)205-5115 (076)209-0660 (株)151A 20

137 ライフクリエートかほく ライフクリエートかほく 929-1122 かほく市七窪ハ7-1 (076)283-7100 (076)283-7103 (福)四恩会 20 40

138 ライフサポートたかまつ ライフサポートたかまつ 929-1214 かほく市内高松ヤ36番地 (076)281-3003 (076)281-3180 (福)白千鳥会 8 12

139 青い鳥ワークセンター 青い鳥ワークセンター 920-2364 白山市杉森町へ1-1 (076)254-8182 (076)254-8189 (福)鳥越福祉会 20

140 あじさいの家 あじさい 920-2113 白山市八幡町247番地 (076)272-2721 (076)272-3790 (特非)あじさいの家 10 15

141 生きがいワークス白山 生きがいワークス白山 920-2121 白山市鶴来本町4丁目千目35番地 (076)225-4362 (076)225-4363 (株)生きがい工房 6 14

142 えがお工房8ジョイ えがお工房8ジョイ 924-0873 白山市八日市町17番地1八日市ビル101号 (076)274-1672 (076)274-1673 (一般社)えがお工房8 6 14

143 サンケアワークス サンケアワークス 924-0801 白山市田中町123番地10 (076)275-7007 (076)275-7030 (福)Flower 15 10

144 就労支援事業所懐 就労支援事業所懐 924-0878 白山市末広2丁目35番地 (076)275-5055 (076)214-7055 (特非)プウプ 10 10

145 就労移行支援だいじょうぶ 就労移行支援だいじょうぶ 924-0822 白山市みすほ1丁目1番3 (076)275-7494 (076)275-7404 (特非)バリアフリー総合研究所 10

146 就労支援隊あくと 就労支援隊あくと 924-0885 白山市殿町10番地1 (076)276-0307 (076)276-0308 (株)ケア・トラスト 20

147 障害福祉サービス事業所ほほえみ 障害福祉サービス事業所ほほえみ 924-0865 白山市倉光8丁目16-2 (076)274-6209 (076)274-6209 (福)あいの郷 20

148 セルプあさがお セルプあさがお 924-0063 白山市笠間町156-1 (076)274-9177 (076)274-9178 (福)松の実福祉会 8 32

149 多機能型支援施設ヒラソル 多機能型支援施設ヒラソル 924-0821 白山市木津町574番1 (076)220-6740 (076)220-6741 (株)アルバ 20 6 10

150 だんろ だんろ 929-0201 白山市鹿島町ち111番地1 (076)236-2356 (076)236-2540 (株)ＪＯＩＮＵＳ 20

151 つながりの家 924-0024 白山市北安田町112-1 (076)274-2230 (076)274-0027 20 10

152 
つながりの家 

すーぷる 924-0806 白山市石同新町294-1 (076)276-9432 (076)276-9432 
(福)ひびき 

15

153 ひかりとあかり ひかりとあかり 924-0061 白山市宮保町1362-1 (076)256-3514 (076)256-3103 (一般社)えん 13

154 Ｂ’sWork Ｂ’ｓWork 924-0024 白山市北安田町548番地2 (076)274-5700 (076)274-5700 (福)佛子園 25 40 30

155 松の実園 松の実園 924-0804 白山市徳丸町625-1 (076)276-6452 (076)274-2360 (福)松の実福祉会 12 28

156 サルビアの家 929-0204 白山市平加町ヌ120番地1 (076)278-7775 (076)282-7475 10

157 
美川あんずの家 

美川あんずの家 929-0204 白山市平加町ヌ119番地1 (076)278-7775 (076)282-7475 
(特非)美川あんずの家

10

158 松任23Work 924-0885 白山市殿町56番地 (076)278-7788 (076)278-7770 10

159 
美川37Work 

美川37Work 929-0224 白山市美川中町ロ221-1 (076)278-7788 (076)278-7770 
(福)佛子園 

10

160 ゆらく ゆらく 924-0804 白山市徳丸町562-1 (076)259-6407 (076)259-6408 (株)癒楽 20

161 一歩 一歩 923-1205 能美市宮竹町イ180番地30 (0761)48-4465 (0761)48-4465 (特非)能美市作業所連合 24 6 30

162 サフラン サフラン 923-1243 能美市三ツ屋町ロ26番1 (0761)58-2353 (0761)58-2353 (特非)シオン 20

163 サンサポートさらだ 929-0113 能美市大成町ヌ160番地2 (0761)55-6061 (0761)55-6062 6 6 18

164 
サンサポートさらだ 

ジョブハウスひかり 922-0402 加賀市柴山町ち91番地 (0761)55-6061 (0761)55-6062 
(福)泰耀 

10

165 能美地域活動センターはまかぜ 能美地域活動センターはまかぜ 929-0105 能美市中ノ江町と104-1 (0761)58-0753 (0761)58-0754 (福)なごみの郷 20

166 夢ファクトリーてらい 夢ファクトリーてらい 923-1121 能美市寺井町を55番地4 (0761)57-1755 (0761)57-1754 (福)南陽園 10 10

167 ワークセンター星が岡 923-1224 能美市和気町ヤ4-5 (0761)51-6553 (0761)51-6156 10 10

168 
ワークセンター星が岡 

ワークセンター星が岡辰口分場 923-1231 能美市上開発町ハ63番地 (0761)51-6553 (0761)51-6156 
(福)佛子園 

20

169 けやきの苑 けやきの苑 921-8834 野々市市中林1-1-1 (076)248-4871 (076)248-4893 (福)富明会 40

170 サニーメイト福祉工場 サニーメイト福祉工場 921-8836 野々市市末松2丁目239番地 (076)248-0294 (076)248-0966 (福)石川サニーメイト 15 15

171 就労継続支援(B型)いろは 就労継続支援(B型)いろは 921-8801 野々市市御経塚3丁目78 (076)249-1168 (076)249-1681 (有)ヤクモ 20

172 セルプはくさん セルプはくさん 921-8836 野々市市末松2丁目229番地 (076)248-9300 (076)248-3205 (福)石川サニーメイト 25 15

173 多機能型事業所 椿 多機能型事業所椿 921-8812 野々市市扇が丘93番1 076)248-7870 (076)248-7871 (特非)あじさいの家 12 10

174 self-Aハニービー押野 self-Aハニービー押野 921-8802 野々市市押野4丁目38番地 (076)246-3623 (076)246-3633 (株)ハニービー 20

175 sef-A・A-rise野々市工大前 sef-A・A-rise野々市工大前 921-8812 野々市市扇が丘24-37 (076)205-3255 (076)209-6203 (株)A-rise 20

176 鬍鬚張魯肉飯金沢工大前店 鬍鬚張魯肉飯金沢工大前店 921-8811 野々市市高橋町20-5 (076)246-4611 (076)246-4611 (福)佛子園 20

177 フォルムののシティ 921-8805 野々市市稲荷1丁目58番地 (076)227-8950 (076)238-2112 18 10

178 
フォルムののシティ 

SUNシティ 924-0801 白山市田中町63番1 (076)275-3410 (076)275-3404 
(福)あおぞら福祉会

12

179 知的障がい者サポートセンター茄子のはな 知的障がい者サポートセンター茄子のはな 923-1271 川北町田子島ほ17番4 (076)277-0670 (076)277-0671 (特非)藤乃会 20

180 指定就労継続支援B型事業所ひまわり 指定就労継続支援B型事業所ひまわり 929-0325 河北郡津幡町加賀爪ハ120 (076)289-5106 (076)289-6365 (福)のぞみ 20
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障害者関連施設 

定員 

番号 代表施設名 施 設 名 郵便番号 所 在 地 電話番号 FAX 運 営 主 体

療

養

介

護

生

活

介

護

就

労

移

行

就

労

継

続

Ａ

就

労

継

続

Ｂ

生

活

訓

練

機

能

訓

練

181 就労移行支援事業所米ライフ 就労移行支援事業所米ライフ 929-0331 河北郡津幡町中橋ロ10-1 (076)255-3251 (076)255-3451 (株)愛昴 10 10

182 ジョブスタジオノーム ジョブスタジオノーム 929-0443 河北郡津幡町別所甲80番地 (076)288-0318 (076)288-1980 (福)つくしの会 20

183 はばたき はばたき 929-0325 河北郡津幡町加賀爪ハ120 (076)289-2277 (076)289-2281 (福)やまびこ 12 45

184 ワンダーランド津幡 ワンダーランド津幡 929-0346 河北郡津幡町字潟端453番地3 (076)288-3884 (076)288-5577 (株)ダイエードリームライツ 10

185 メルクマール メルクマール 929-0325 河北郡津幡町加賀爪ハ122番1 (076)289-2826 (076)289-2880 (福)やまびこ 20

186 うちなだ福祉作業所 うちなだ福祉作業所 920-0266 河北郡内灘町大根布と202番地5 (076)286-6386 (076)286-6387 (福)うちなだの里 6 34

187 キッチンクラブおしみず キッチンクラブおしみず 929-1342 羽咋郡宝達志水町麦生ネ24番地 (0767)28-8100 (0767)28-5333 (福)四恩会 40

188 みらい塾 みらい塾 929-1343 羽咋郡宝達志水町小川弐の部7-1 (0767)28-8640 (0767)28-8821 (福)四恩会 20

189 インクルしか インクルしか 925-0157 羽咋郡志賀町堀松辰58-2 (0767)32-3510 (0767)32-3513 (福)四恩会 20

190 JOYWORKZ志賀町 JOYWORKZ志賀町 925-0122 羽咋郡志賀町倉垣か20 (0767)36-1125 (0767)36-1115 (株)FUCHA 30

191 夢ういんぐ 夢ういんぐ 926-0045 鹿島郡中能登町能登部下93の21 (0767)72-3012 (0767)72-3012 (福)つばさの会 10

192 七施の杜みおや 七施の杜みおや 929-1635 鹿島郡中能登町高畠ち9番 050-3432-4620 050-3432-4620 (株)A・S・K 20

193 特定非営利活動法人いきいき 特定非営利活動法人いきいき 927-0026 鳳珠郡穴水町大町ロの80番地 (0768)52-4377 (0768)52-4377 (特非)いきいき 20

194 就労継続支援センターおおとり 就労継続支援センターおおとり 927-0433 鳳珠郡能登町宇出津ウ字10番地1 (0768)62-3105 (0768)62-3761 (福)おおとり会 35

195 自立支援センターみずほ 自立支援センターみずほ 927-0311 鳳珠郡能登町瑞穂119番2 (0768)67-2226 (0768)67-2286 (福)礎会 20

196 日本海倶楽部・ザ・ファーム 日本海倶楽部・ザ・ファーム 927-0607 鳳珠郡能登町字白丸66-2 (0768)72-1110 (0768)72-1110 (福)佛子園 20

 

■障害者福祉サービス事業所(短期入所事業) 
番号 代表施設名 施 設 名 郵便番号 所 在 地 電話番号 FAX 運 営 主 体 定員
1 愛育学園 愛育学園 920-1135 金沢市北袋町イ101番地 (076)235-8800 (076)235-8801 (福)松原愛育会 4

2 石川整肢学園 石川整肢学園 920-3114 金沢市吉原町ロ6番地2 (076)257-3311 (076)257-3394 (福)石川整肢学園 5

3 石川療育センター 石川療育センター 920-1146 金沢市上中町イ67番地2 (076)229-3033 (076)229-3043 (福)松原愛育会 -

4 希望が丘 希望が丘 920-0162 金沢市小池町九-40番地 (076)257-5211 (076)257-2108 (福)希望が丘 6

5 希望が丘 グループホーム 希望が丘 グループホーム 920-0163 金沢市小池町9-40 (076)256-0226 (076)256-0346 (福)希望が丘 1

6 グローブル千木 グローブル千木 920-0001 金沢市千木町ワ42番地 (076)255-6547 (076)255-6548 (有)ラルゴ 2

7 グループホームあん グループホームあん 920-0806 金沢市神宮寺町3丁目16番11号 (076)201-8844 (076)201-8844 (株)さくらCom -

8 ケアホームいちばんぼし ケアホームいちばんぼし 920-0946 金沢市大桑町タ1番地4 (076)260-0807 (076)260-0817 (福)ひろびろ福祉会 2

9 ケアホームもえぎ ケアホームもえぎ 920-0001 金沢市千木町イ2-1 (076)257-4770 (076)204-8155 (有)ラルゴ 1

10 工房シティ 工房シティ 920-0226 金沢市粟崎町5丁目3番地1 (076)238-2111 (076)238-2112 (福)あおぞら福祉会 2

11 (独行)国立病院機構医王病院 (独行)国立病院機構医王病院 920-0192 金沢市岩出町ニ73番地 (076)258-1180 (076)258-6719 (独行)国立病院機構医王病院 -

12 障害福祉サービス事業所「いそべ」 障害福祉サービス事業所「いそべ」 920-0012 金沢市磯部町ホ25番地1 (076)225-8964 (076)225-8974 (福)金沢手をつなぐ親の会 2

13 障害者支援施設金沢湖南苑 障害者支援施設金沢湖南苑 920-3102 金沢市忠縄町380番地 (076)258-6001 (076)258-6522 (福)石川整肢学園 10

14 障害者支援施設金沢ふくみ苑 障害者支援施設金沢ふくみ苑 920-0376 金沢市福増町南16番地 (076)214-3700 (076)214-3702 (福)石川整肢学園 5

15 ショートステイ「かがやきの部屋」 ショートステイ「かがやきの部屋」 920-0376 金沢市福増町南1187番地1 (076)240-2101 (076)240-2102 (特非)WAC輝き 3

16 ショートステイ城南 ショートステイ城南 920-0966 金沢市城南1丁目8番20号 (076)262-2262 (076)262-2291 (福)松原愛育会 2

17 ハビリポート若竹 ハビリポート若竹 920-1341 金沢市別所町ク10番地 (076)247-6787 (076)247-6768 (福)陽風園 -

18 ハビリポート若葉 ハビリポート若葉短期入所サービス 920-1341 金沢市別所町ク10番地 (076)247-6787 (076)247-6768 (福)陽風園 4

19 彦三のぞみ苑 彦三のぞみ苑 921-8024 金沢市彦三町2丁目12番12号 (076)221-5800 (076)221-5800 (福)金沢手をつなぐ親の会 2

20 ふじのき寮 ふじのき寮 920-1146 金沢市上中町ト7番地1 (076)229-1464 (076)229-1479 (福)松原愛育会 4

21 ヘルパーステーション長坂 あっぷるハウス 921-8114 金沢市長坂町チ15番地 (076)280-5858 (076)280-5859 (医)積仁会 1

22 港の見える丘 港の見える丘 920-0351 金沢市普正寺町9の6番地 (076)267-0601 (076)267-0962 (医)明仁会 -

23 夢ホーム 夢ホーム 920-0376 金沢市福増町北600番地2 (076)240-3225 (076)240-3215 (福)清風会 2

24 ワークショップひなげし ワークショップひなげし 921-8111 金沢市若草町12番7号 (076)243-0326 (076)243-0327 (福)ひろびろ福祉会 2

25 青山彩光苑ライフサポートセンター 青山彩光苑ライフサポートセンター 926-0831 七尾市青山町ろ部15番1 (0767)57-3309 (0767)57-1531 (福)徳充会 7

26 青山彩光苑リハビリテーションセンター 青山彩光苑リハビリテーションセンター 926-0831 七尾市青山町ろ部22 (0767)57-3309 (0767)57-1531 (福)徳充会 -

27 (独行)国立病院機構七尾病院 (独行)国立病院機構七尾病院 926-8531 七尾市松百町八部3-1 (0767)53-1890 (0767)53-5771 (独行)国立病院機構七尾病院 -

28 七尾更生園 七尾更生園 926-0036 七尾市中挾町い部12番地 (0767)57-3939 (0767)57-3940 (福)松原愛育会 -

29 ワーク＆ライフサポートピアハウス ワーク＆ライフサポートピアハウス 926-0021 七尾市本府中町ル35-1 (0767)52-2055 (0767)52-2185 (医)松原会 -

30 うめの木学園 支援センターうめの木 923-0153 小松市金平町ヌ84番地 (0761)41-1301 (0761)41-1648 (福)うめの木学園 2

31 小松陽光苑 小松陽光苑 923-0183 小松市瀬領町ヨ288番地 (0761)46-1224 (0761)46-1308 (福)石川整肢学園 3

32 小松療育園 小松療育園 923-0183 小松市瀬領町丁1番地2号 (0761)46-1306 (0761)46-1307 (福)石川整肢学園 2

33 障害者支援施設夢兎明 障害者支援施設夢兎明 923-0151 小松市正蓮寺町セイ谷10番地 (0761)47-4111 (0761)47-2847 (福)南陽園 2

34 白江ハウス 白江ハウス 923-0811 小松市白江町ソ78番地5 (0761)21-5884 (0761)21-5884 (公益社)石川県手をつなぐ育成会 1
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番号 代表施設名 施 設 名 郵便番号 所 在 地 電話番号 FAX 運 営 主 体 定員
35 とらい とらい 923-0183 小松市瀬領町ヨ288番地 (0761)46-1306 (0761)46-1307 (福)石川整肢学園 1

36 ふれあい工房あぎし ふれあい工房あぎし 927-2353 輪島市門前町是清イの1番地 (0768)43-1991 (0768)43-1999 (福)門前町福祉会 4

37 訪問介護サービスセンターあかかみ 短期入所生活介護センターあかかみ 927-2345 輪島市門前町赤神10の1番地 (0768)45-1249 (0768)45-1240 (福)門前町福祉会 -

38 輪島KABULET 輪島KABULET 928-0001 輪島市河井町弐部187-1 (0768)22-8002 (0768)22-8003 (福)佛子園 2

39 石川県立錦城学園 石川県立錦城学園 922-0562 加賀市高尾町ヌ1-甲 (0761)72-0069 (0761)72-6868 (福)松原愛育会 5

40 カナンの園 カナンの園 922-0265 加賀市水田丸町ワ2番地2 (0761)77-1500 (0761)77-1531 (福)珠明会 2

41 キッズきんじょう キッズきんじょう 922-0562 加賀市高尾町ヌ1-甲 (0761)-73-2580 (0761)73-2581 (福)松原愛育会 1

42 グループホームふくの杜 グループホームふくの杜 922-0004 加賀市大聖寺上福田町ロ76-7 (0761)73-2583 (0761)73-2583 (福)松原愛育会 1

43 ケアホームフレンズ ケアホームフレンズ 922-0402 加賀市柴山町ち98番地 (0761)74-2400 (0761)74-2377 (福)泰耀 1

44 (独行)国立病院機構石川病院 (独行)国立病院機構石川病院 922-0405 加賀市手塚町サ150 (0761)74-0700 (0761)74-7642 (独行)国立病院機構石 -

45 指定障害者支援施設なんなん 指定障害者支援施設なんなん 922-0411 加賀市潮津町ム69番地1 (0761)74-6613 (0761)74-6680 (福)南陽園 6

46 指定障害者支援施設夢ようよう 指定障害者支援施設夢ようよう 922-0411 加賀市潮津町ム59番地1 (0761)74-4040 (0761)74-6680 (福)南陽園 5

47 たんぽぽの家 短期入所事業所たんぽぽの家 922-0250 加賀市山代温泉桜町2丁目12番地 (0761)77-7055 (0761)76-3988 (福)花友会 2

48 長久会グループホームケアホーム 長久会ショートステイ事業所 922-0831 加賀市幸町2丁目63番地 (0761)72-0880 (0761)72-0875 (医社)長久会 2

羽咋市大川町北新町78番地
49 ホームはっぴぃ ホームはっぴぃ 925-0015

羽咋市大川町北新町128番地
(0767)26-0807 (0767)26-0807 (一般社)つながり 2

50 ホームはれるや ホームはれるや 925-0014 羽咋市釜屋町ヰ92-2 (0767)22-5150 (0767)22-9037 (福)はくい福祉会 2

51 ウイズ上田名 ウイズ上田名 929-1104 かほく市笠島イ1番1 (0767)28-2900 (0767)28-2928 (福)四恩会 1

52 ライフクリエートかほく ライフクリエートかほく 929-1122 かほく市七窪ハ7-1 (076)283-7100 (076)283-7103 (福)四恩会 6

53 青い鳥 青い鳥 920-2364 白山市杉森町ヘ1-1 (076)254-8181 (076)254-8188 (福)鳥越福祉会 2

54 かしの木 なないろ 924-0804 白山市徳丸町362-1 (076)276-6452 (076)274-2360 (福)松の実福祉会 1

55 グループホーム青い鳥 グループホーム青い鳥 920-2376 白山市若原町甲77番地 (076)254-8181 (076)254-8188 (福)鳥越福祉会 1

56 三草二木行善寺 三草二木行善寺 924-0024 白山市北安田548番地2 (076)275-0616 (076)275-0689 (福)佛子園 4

57 一歩 一歩 923-1205 能美市宮竹町イ180番地30 (0761)48-4465 (0761)48-4464 (特非)能美市作業所連合 2

58 障害者支援施設星が岡牧場 生活支援ネットBe星が岡ステーション 923-1224 能美市和気ヤ4-5 (0761)51-6553 (0761)51-6156 (福)佛子園 4

59 太陽クラブ「夢」 太陽クラブ「夢」 923-1121 能美市寺井町ほ37番地3 (0761)57-4073 (0761)57-4073 (特非)太陽クラブ 3

60 グループホーム野々花苑 グループホーム野々花苑 921-8836 野々市市末松2丁目229番地 (076)248-9300 (076)248-3205 (福)石川サニーメイト -

61 多機能型事業所椿 多機能型事業所椿 921-8812 野々市市扇が丘93番1 (076)248-7870 (076)248-7871 (特非)あじさいの家 2

62 知的障がい児・者サポートセンター第2茄子のはな 知的障がい児・者サポートセンター第2茄子のはな 921-8845 野々市市太平寺2丁目258番地3号 (076)246-2778 (076)246-2778 (特非)藤乃会 6

63 なごみ なごみ 929-0327 河北郡津幡町字庄ウ17番7 (076)289-6600 (076)289-6611 (福)やまびこ 2

64 インクルしか インクルしか 925-0157 羽咋郡志賀町堀松辰58-2 (0767)32-3510 (0767)32-3513 (福)四恩会 2

65 学び舎あい 学び舎あい 925-0157 羽咋郡志賀町堀松辰73 (0767)32-5300 (0767)32-5304 (福)四恩会 2

66 今浜苑 今浜苑 929-1345 羽咋郡宝達志水町今浜新耕128-1 (0767)28-2900 (0767)28-2928 (福)四恩会 4

67 つばさ つばさ 929-1717 鹿島郡中能登町良川け部71-1 (0767)74-2055 (0767)74-2086 (福)つばさの会 4

68 青山彩光苑穴水ライフサポートセンター 青山彩光苑穴水ライフサポートセンター 927-0023 鳳珠郡穴水町麦ケ浦15-39-12 (0768)52-2550 (0768)52-2622 (福)徳充会 6

69 石川県精育園 石川県精育園 927-0021 鳳珠郡穴水町字七海6字50番 (0768)52-0284 (0768)52-3349 (福)徳充会 4

70 日本海倶楽部 生活支援ネットBe日本海倶楽部ステーション 927-0605 鳳珠郡能登町字立壁92番地 (0768)72-8180 (0768)72-8282 (福)佛子園 2

 

■障害者福祉サービス事業所(共同生活援助事業) 
番号 代表施設名 共同生活住居名 郵便番号 所  在  地 代表電話番号 運営主体 定員 区分
1 石川ハーフウェイケアハウス 石川ハーフウェイケアハウス 920-1302 金沢市末町9-47-17 (076)229-1520 (特非)IHCCことじ 7 外部サービス利用型

2 第1いしびきホーム 920-0935 金沢市石引4丁目12番8号 5

3 
いしびきホーム 

第2いしびきホーム 920-0935 金沢市石引4丁目12番6号 
(076)231-3316 (社医財)松原愛育会

6
介護サービス包括型

4 うたつ園 うたつ園 920-0921 金沢市材木町19番48号 (076)234-5151 (福)久楽会 15 介護サービス包括型

5 あゆむ 920-0811 金沢市小坂町北184番地1 (076)252-2677 (福)希望が丘 8 介護サービス包括型

6 さつき荘 920-3134 金沢市金市町二31-4 4

7 すみれ荘 920-0171 金沢市岩出町ハ29番地1 4

8 だいち 920-0164 金沢市堅田町甲43番地8 4

9 

希望が丘 グループホーム 

ひばり荘 920-0171 金沢市岩出町ニ150番地 

(076)257-5211 (福)希望が丘 

4

介護サービス包括型

10 共同生活援助事業ふくみ 共同生活援助事業ふくみ 920-0376 金沢市福増町南16番地 (076)214-3700 (福)石川整肢学園 7 介護サービス包括型

11 あっぷるハウス 921-8114 金沢市長坂町チ15番地 15

12 ヒルズ長坂 921-8114 金沢市長坂町ヲ103番地 20

13 ふたば荘 921-8114 金沢市長坂町チ15番地 6

14 

共同生活介護事業所ながさか 

よつば荘 921-8114 金沢市長坂町チ15番地 

(076)243-1223 (医)積仁会 

6

介護サービス包括型

15 グループホーム愛和 グループホームアリス 921-8105 金沢市平和町3丁目14番15号 (076)241-8702 (福)愛里巣福祉会 18 外部サービス利用型

16 グループホーム あん グループホーム あん 920-0806 金沢市神宮寺町3丁目16番11号 (076)201-8844 (株)さくらＣｏｍ 8 外部サービス利用型

17 グループホームアカシヤ寮 920-0226 金沢市栗崎町ほ19番5 (076)237-0294 (福)アカシヤの里 6 介護サービス包括型

18 
グループホームアカシヤ寮 

グループホームさかえ寮 920-0226 金沢市粟崎町ル27番地34 (076)237-0294 (福)アカシヤの里 4 介護サービス包括型
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障害者関連施設 

番号 代表施設名 共同生活住居名 郵便番号 所  在  地 代表電話番号 運営主体 定員 区分
19 かさまい 920-0966 金沢市城南1丁目8番3号 4

20 きくすい 920-0966 金沢市城南1丁目11-18 3

21 グループホーム城南1番丁 920-0966 金沢市城南1丁目8番20号 10

22 グループホーム城南2番丁 920-0966 金沢市城南1丁目8番20号 10

23 グループホーム城南3番丁 920-0966 金沢市城南1丁目8番20号 10

24 こだつの 920-0942 金沢市小立野1丁目2-28 5

25 サークルアイ 920-0947 金沢市笠舞本町1丁目13-17 4

26 さいがわ 920-0966 金沢市城南2丁目40番1 3

27 さいせい 920-0966 金沢市城南1丁目9番1号 4

28 さきうら 920-0942 金沢市小立野1丁目6-7 4

29 さくらまち 920-0923 金沢市桜町16番37号 4

30 ストリームアイ 920-0966 金沢市城南1丁目21-1 4

31 にしき 920-0952 金沢市錦町1-1-39 4

32 のまち 920-0966 金沢市城南1丁目21-1 5

33 ひまわり 920-0947 金沢市笠舞本町2丁目28-5 4

34 

グループホーム城南 

ゆずハウス 920-0942 金沢市小立野3丁目21-9 

(076)262-2262 (福)松原愛育会 

4

介護サービス包括型

35 紅梅102 920-0938 金沢市飛梅町2-14-102 3

36 紅梅201 920-0938 金沢市飛梅町2-14-201 3

37 紅梅202 920-0938 金沢市飛梅町2-14-202 3

38 紅梅301 920-0938 金沢市飛梅町2-14-301 3

39 紅梅302 920-0938 金沢市飛梅町2-14-302 3

40 紅梅401 920-0938 金沢市飛梅町2-14-401 3

41 紅梅402 920-0938 金沢市飛梅町2-14-402 3

42 ピノ 920-0944 金沢市三口新町4丁目13番地8号 8

43 

グループホームすみれ 

ライムハイツ 920-1302 金沢市末町12の49 

(076)231-3316 (社医財)松原愛育会

5

外部サービス利用型

44 ケアホームいちばんぼし ケアホームいちばんぼし 920-0946 金沢市大桑町タ1番4 (076)260-0807 (福)ひろびろ福祉会 7 介護サービス包括型

45 ケアホームもえぎ ケアホームもえぎ 920-0001 金沢市千木町イ2-1 (076)257-2310 (有)ラルゴ 7 介護サービス包括型

46 ホームみらい② 920-0205 金沢市大浦町ホ24-1 10

47 ホームみらい③ 920-0205 金沢市大浦町ホ24-1 14

48 ホームみらい④ 920-0205 金沢市大浦町ホ24-1 12

49 ホームいこい① 920-0205 金沢市大浦町ホ25-1 10

50 

社会復帰施設みらい 

ホームいこい② 920-0205 金沢市大浦町ホ25-1 

(076)238-3355 (医社)青樹会青和病院

10

介護サービス包括型

51 障害福祉サービス事業所「いそべ」 いそべ・きずなの家 920-0012 金沢市磯部町ホ25番地1 (076)261-7840 (福)金沢手をつなぐ親の会 6 介護サービス包括型

52 神宮寺ホーム 920-0806 金沢市神宮寺2丁目30番7-6号 5

53 
神宮寺ホーム 

やちぐさホーム 920-0806 金沢市牧町ウ1番地1 
(076)251-5139 (福)やちぐさ会 

4
介護サービス包括型

54 住まいるハウス 福増 住まいるハウス 福増 920-0376 金沢市福増町南1187番地1 (076)225-5525 (株)オリジナルサポート 7 外部サービス利用型

55 ながさかホーム ながさかホーム 921-8114 金沢市長坂1丁目4番43号 (076)260-0806 (福)ひろびろ福祉会 5 介護サービス包括型

56 ハイツ北金沢2 920-3112 金沢市観法寺町へ35番地1 9

57 ハイツ北金沢3 920-3112 金沢市観法寺町へ35番地1 9

58 

ハイツ北金沢 

プリムラ 920-3112 金沢市観法寺町へ148 

(076)258-2480 (医社)浅ノ川桜ヶ丘病院

20

介護サービス包括型

59 さくら 920-0944 金沢市三口新町1丁目3番25号 7

60 スターツあおば 920-0953 金沢市涌波2丁目10番15号 4

61 

ハビリポート若葉共同生活援助サービス 

スターツもみじ 920-0944 金沢市三口新町1丁目7番20号

(076)263-7101 (福)陽風園 

5

外部サービス利用型

62 はまなすホーム 920-0371 金沢市下安原町208番地2 11

63 
はまなすホーム 

もくれんの家 920-0377 金沢市打木町東152番地1 
(076)240-6221 (福)聖ヨゼフ苑 

4
介護サービス包括型

64 コア増泉 921-8025 金沢市増泉1丁目20-17 10

65 
ピア増泉 

ピア増泉 921-8025 金沢市増泉2丁目8-1 
(076)280-9147 (医社)岡部診療所 

3
外部サービス利用型

66 港の見える丘 港の見える丘 920-0351 金沢市普正寺町9の6番地 (076)267-0601 (医)明仁会 10 外部サービス利用型

67 カーサアルバ 920-0926 金沢市暁町1-1 7

68 カーサ・コリーナ 920-0942 金沢市小立野3丁目23番37号 7

69 カーサ・セレッソ 920-0923 金沢市桜町14-24 2

70 カーサ・ビバーチェ 920-1155 金沢市田上本町ヨ20 4

71 やすらぎハイツ1 920-0942 金沢市小立野2丁目24-52 3

72 

やすらぎハイツ 

やすらぎハイツ2 920-0942 金沢市小立野2丁目13-5 

(076)262-6565 (医財) 医王会 

3

外部サービス利用型

73 夢ホーム 夢ホーム 920-0376 金沢市福増町北600番地2 (076)240-3225 (福)清風会 10 介護サービス包括型

74 リアン リアン 920-1156 金沢市田上の里2丁目207番地 (076)221-2677 (福)佛子園 5 介護サービス包括型

75 若草ホーム 若草ホーム 921-8106 金沢市十一屋町4番34号 (076)244-7731 (福)むつみ会 5 介護サービス包括型
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番号 代表施設名 共同生活住居名 郵便番号 所  在  地 代表電話番号 運営主体 定員 区分
76 共同生活事業所 ともえ 926-0012 七尾市万行町11-3-11 4

77 共同生活事業所 ともえサンセット 926-0012 七尾市万行町47街区4番 2

78 共同生活事業所 ともえリバーサイド 926-0015 七尾市矢田町1号36番地リバーサイド清水102号室 2

79 

共同生活事業所 ともえ 

ともえブランシェット(サテライト) 926-0012 七尾市矢田新町ト部23番地ブランシェ七尾3号室

(0767)57-5099 (一般社)ともえ 

1

介護サービス包括型

80 クローバーハウス 926-0016 七尾市大和町り部6番地1 5

81 スマイル 926-0021 七尾市本府中町レ部33番地30 6

82 スイレン 926-0014 七尾市矢田町壱号15番地 7

83 ひいらぎ 926-0016 七尾市大和町リ部6番地7 4

84 フラワーハウス 926-0016 七尾市大和町り部6番地6 5

85 フレンド荘 926-0052 七尾市山王町ソ部48番地3 4

86 マリー 926-0016 七尾市大和町リ部6番地1 5

87 

スマイル 

リリー 926-0021 七尾市本府中町チ部35番3

(0767)52-2055 (医)松原会 

4

介護サービス包括型

88 ひまわりホーム ひまわりホーム 926-0053 七尾市上府中町セ部10-3 (0767)53-7266 (福)みのり会 5 外部サービス利用型

89 本府中ホーム 926-0021 七尾市本府中町ヨ-26 6

90 
やわたホーム 

やわたホーム 926-0038 七尾市八幡町イ-82-1 
(076)229-3033 (福)松原愛育会 

4
外部サービス利用型

91 れんげそう れんげそう 926-0021 七尾市本府中町ワ部34 (0767)52-2055 (医)松原会 12 介護サービス包括型

92 うめの木ホーム西軽海寮 923-0825 小松市西軽海町2丁目176-1 4

93 
うめの木ホーム西軽海寮 

うめの木ホーム八幡寮 923-0833 小松市八幡庚283 
(0761)41-1301 (福)うめの木学園 

4
外部サービス利用型

94 グループホーム桜木 グループホーム桜木 923-0942 小松市桜木町96番地2 (0761)21-8553 (福)こまつ育成会 5 外部サービス利用型

95 グループホームしらさぎ 923-0851 小松市北浅井町123 6

96 
グループホームなごみ 

グループホームなごみ 923-0851 小松市北浅井町123 
(0761)23-7232 (福)なごみの郷 

10
介護サービス包括型

97 グループホーム錦 グループホーム錦 923-0961 小松市向本折町ハ11 (0761)22-0856 (福)松寿園 4 外部サービス利用型

98 グループホーム弥生荘 グループホーム弥生荘 923-0943 小松市育成町18 (0761)23-7232 (福)なごみの郷 4 外部サービス利用型

99 三湖台ハイム 923-0854 小松市大領町ロ238番地2 10

100 シェアハウス松陽 923-0854 小松市大領町ロ234番地 7

101 シェアハウス大領 923-0854 小松市大領町ロ236番地 6

102 

なんようえんグループホーム事業小松 

苗代ハイム 923-0854 小松市大領町ロ237番地3 

(0761)46-6073 (福)南陽園 

7

外部サービス利用型

103 白江ハウス 白江ハウス 923-0811 小松市白江町ソ78番地5 (076)264-1717 (公益社)石川県手をつなぐ育成会 6 外部サービス利用型

104 ディアローグ春日 923-0342 小松市矢田野町ヲ50 7

105 第二ファミリィホーム 923-0342 小松市矢田野町ホ131 3

106 第三ファミリィホーム 923-0342 小松市矢田野町ヲ50 7

107 パークサイドハイツ 923-0342 小松市矢田野町ワ1-28 7

108 ファミリィホーム 923-0342 小松市矢田野町ヲ50 2

109 ファミリィホームⅡ 923-0342 小松市矢田野町ヲ50 2

110 

ファミリィホーム 

ファミリィホームⅢ 923-0342 小松市矢田野町ヲ50 

(0761)44-2545 (医社)澄鈴会 

2

介護サービス包括型

111 グループホーム桜 927-2366 輪島市門前町中田1の5番地2 4

112 
グループホーム桜 

グループホーム潮風 927-2354 輪島市門前町池田イ・3番地
(0768)45-1249 (福)門前町福祉会 

4
介護サービス包括型

113 共同生活援助事業所ひだまりⅠ 922-0831 加賀市幸町2丁目60番地 7

114 共同生活援助事業所ひだまりⅡ 922-0831 加賀市幸町2丁目60番地 7

115 共同生活援助事業所ひだまりⅢ 922-0831 加賀市幸町1丁目120番地3 4

116 共同生活援助事業所ひだまりⅣ 922-0831 加賀市幸町1丁目120番地1 5

117 

共同生活援助事業所ひだまり 

共同生活援助事業所ひだまりⅤ 922-0831 加賀市幸町1丁目120番地1

(0761)72-0747 (福)朋友会 

5

外部サービス利用型

118 グループホームさくら荘 グループホームさくら荘 922-0271 加賀市尾俣町イ20-1 (0761)77-5116 (福)花友会 5 外部サービス利用型

119 グループホームひまわり荘 グループホームひまわり荘 922-0243 加賀市山代温泉北部1丁目126番地 (0761)77-2622 (福)花友会 7 外部サービス利用型

120 グループホームふくの杜 グループホームふくの杜 922-0004 加賀市大聖寺上福田町ロ76-7 (0761)73-2582 (福)松原愛育会 6 介護サービス包括型

121 グループホームマイホーム グループホームマイホーム 922-0243 加賀市山代温泉北部1丁目83番地1 (0761)77-2622 (福)花友会 4 外部サービス利用型

122 ケアホームフレンズ ケアホームフレンズ 922-0402 加賀市柴山町ち98 (0761)74-2400 (福)泰耀 7 介護サービス包括型

123 たんぽぽの家 たんぽぽの家 922-0250 加賀市山代温泉桜町2丁目12番地 (0761)77-7055 (福)花友会 5 介護サービス包括型

124 ウエルムどど町Ⅰ 922-0831 加賀市百々町3-11-1 12

125 ウエルムどど町Ⅱ 922-0831 加賀市百々町3-11-1 13

126 

長久会グループホーム 

フルールそそり町 922-0825 加賀市直下町イ32-1 

(0761)73-4700 (医社)長久会 

5

介護サービス包括型

127 シェアハウス希望 922-0431 加賀市山田町ワ23-6 5

128 シェアハウス源平 922-0432 加賀市源平町90番地 6

129 

なんようえんグループホーム事業加賀 

シェアハウス八汐 922-0411 加賀市潮津町ム69番地1 

(0761)74-6613 (福)南陽園 

6

外部サービス利用型

130 ハッピーベア石川支部 ハッピーベア石川支部 922-0412 加賀市片山津温泉ウ15番地3 (0761)74-3156 (特非)ハッピーベア 4 介護サービス包括型

131 ハーモニー ハーモニー 922-0331 加賀市動橋町ネ30・31番地 (0761)74-8664 (特非)福祉の会かが 7 外部サービス利用型

132 ユニゾン ユニゾン 922-0306 加賀市中島町イ40-18 (0761)74-1609 (福)幸徳園 4 外部サービス利用型
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障害者関連施設 

番号 代表施設名 共同生活住居名 郵便番号 所  在  地 代表電話番号 運営主体 定員 区分
133 ホームAKB 925-0015 羽咋市大川町北新町128番地 3

134 ホームすまいる 925-0015 羽咋市大川町北新町31番地 7

135 

ホームはっぴぃ 

ホームはっぴぃ 925-0015 羽咋市大川町北新町78番地

(0767)26-0807 (一般社)つながり 

5

介護サービス包括型

136 ホームはれるや ホームはれるや 925-0014 羽咋市釜屋町ヰ92-2 (0767)22-5150 (福)はくい福祉会 5 介護サービス包括型

137 障がい者グループホーム清眉荘 障がい者グループホーム清眉荘 929-1175 かほく市秋浜へ20番地1 (076)255-6633 (福)眉丈会 10 介護サービス包括型

138 ふれあい荘Ⅰ 929-1214 かほく市内高松ク1番地 6

139 ふれあい荘Ⅱ 929-1214 かほく市内高松ク1番地 9

140 

まつかぜハイツ 

まつかぜハイツ 929-1214 かほく市内高松ヤ36 

(076)281-3003 (福)白千鳥会 

20

介護サービス包括型

141 かしの木 924-0804 白山市徳丸町坂尻町へ32番地22 4

142 なないろ 924-0804 白山市徳丸町362-1 7

143 ハッピーハウスまつのみ 924-0806 白山市石同新町251-3 7

144 たんぽぽ 924-0804 白山市徳丸町362-1 6

145 

かしの木 

友煎ホーム 924-0875 白山市倉光8-8 

(076)276-6452 (福)松の実福祉会 

5

介護サービス包括型

146 グループホーム青い鳥 グループホーム青い鳥 920-2376 白山市若原町甲77番地 (076)254-8181 (福)鳥越福祉会 5 介護サービス包括型

147 グループホームひかり 922-0024 白山市千代野西二丁目10番地7   4  

148 
グループホームみらい 

みらい 924-0024 白山市北安田町5202番地 (076)274-2230 (福)ひびき 5 介護サービス包括型

149 アイレ 924-0023 白山市成町374-1 5

150 アミーゴ 924-0024 白山市北安田町550番地14 5

151 カサ・デ・マーヤ 924-0888 白山市旭町51-6 4

152 グランコスタ21 924-0867 白山市茶屋2丁目97-6 5

153 シエロ 924-0023 白山市中成1丁目368 5

154 ティエラ 924-0214 白山市長屋町ホ28番地1 6

155 パシオン 924-0023 白山市中成1丁目318 5

156 ラオラ 924-0023 白山市成町386-2 5

157 リベルタ 924-0072 白山市千代野西5丁目4-2 4

158 ルース 924-0029 白山市中成2丁目258 5

159 

Ｂ’s homes 

フェリス 924-0029 白山市中成2丁目176番地1

(076)275-0616 (福)佛子園 

5

介護サービス包括型

160 太陽クラブグループホーム一休 923-1121 能美市寺井町ほ36番地 4

161 
太陽クラブグループホーム良閑 

太陽クラブグループホーム良閑 923-1121 能美市寺井町ほ37番地3 
(0761)57-4073 (特非)太陽クラブ 

6
外部サービス利用型

162 Ease 923-1226 能美市緑が丘1丁目120番地 5

163 Ｃａｌｍ 923-1226 能美市緑が丘9丁目102番地 5

164 Nova 923-1226 能美市緑が丘9丁目55番地 4

165 Beans 923-1226 能美市緑が丘7丁目35番地 4

166 ビエント 923-1276 能美郡川北町橘ツ29-29 4

167 

ビエント 

Bloom 923-1226 能美市緑が丘2丁目36 

(076)275-0616 (福)佛子園 

4

介護サービス包括型

168 あわだほーむ あわだほーむ 921-8823 野々市市粟田1丁目142番地 (076)294-1730 (福)富明会 6 外部サービス利用型

169 野々花1丁目 921-8836 野々市市末松2丁目239番地 7

170 野々花2丁目 921-8836 野々市市末松2丁目239番地 9

171 野々花3丁目 921-8836 野々市市末松2丁目239番地 7

172 

グループホーム野々花苑 

野々花4丁目 921-8836 野々市市末松2丁目229番地

(076)248-9300 (福)石川サニーメイト

7

介護サービス包括型

173 すまいる 921-8834 野々市市中林4丁目120番地 (076)248-5221 20

174 
すまいる 

メゾン・ド・つばき 921-8834 野々市市中林4丁目123番地 (076)248-6646 
(福)金沢市民生協会

7
介護サービス包括型

175 住まいるハウス 921-8131 野々市市高橋町15-15 5

176 住まいるハウス泉 921-8041 金沢市泉2丁目15番地15 5

177 住まいるハウス工大 921-8811 野々市市高橋町15-23 3

178 

住まいるハウス 

住まいるハウス四十万 921-8132 金沢市しじま台2丁目12-5

(076)225-5525 オリジナルサポート(株)

3

外部サービス利用型

179 うらら 929-0327 河北郡津幡町庄ロ54番地2 5

180 きらら 929-0325 河北郡津幡町加賀爪ハ21-1コーポ千里207号室 3

181 なごみ 929-0327 河北郡津幡町庄ウ17番7 8

182 なごみ(サテライト) 929-0326 河北郡津幡町字清水ニ341-2 ラフォーレ清水A棟203号 1

183 

なごみ 

ひびき 929-0327 河北郡津幡町字庄ウ59番地2ファミール翔201号・プレジール翔205号

(076)289-0060 (福)やまびこ 

6

介護サービス包括型

184 ホームすぎな ホームすぎな 929-0443 河北郡津幡町別所ロ28番1 (076)288-0388 (福)つくしの会 7 介護サービス包括型

185 サンサンホーム 920-0265 河北郡内灘町字大学2丁目21番地 4

186 
サンサンホーム 

ゆうゆうホーム 920-0267 河北郡内灘町大清台72 
(076)286-6386 (福)うちなだの里 

4
外部サービス利用型

187 どんぐりの杜 どんぐりの杜 920-0272 河北郡内灘町字向陽台1丁目333番地 (076)255-0710 (特非)トトロの家 10 介護サービス包括型

188 学び舎あい 学び舎あい 925-0157 羽咋郡志賀町堀松辰73 (0767)32-5300 (福)四恩会 10 介護サービス包括型
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番号 代表施設名 共同生活住居名 郵便番号 所  在  地 代表電話番号 運営主体 定員 区分
189 あずさ 929-1415 羽咋郡宝達志水町敷浪ニ52-2 5

190 かがやき 929-1344 羽咋郡宝達志水町今浜チ37番4 7

191 こもれび 929-1344 羽咋郡宝達志水町今浜チ37番4 7

192 ワンピース 929-1344 羽咋郡宝達志水町今浜チ37番4 6

193 ダークマリー 929-1415 羽咋郡宝達志水町敷浪ニ52-2 5

194 太陽 929-1425 羽咋郡宝達志水町子浦ウ11番地23 4

195 ホープ 929-1344 羽咋郡宝達志水町今浜ム186番地5 5

196 レインボー 929-1414 羽咋郡宝達志水町敷波12番地2 4

197 かりん 929-0615 羽咋市千代町は11番3 5

198 

ふれんど 

ウイズ上田名 929-1104 かほく市笠島イ1番1 

(0767)28-2900 (福)四恩会 

8

介護サービス包括型

199 わくわく 929-1706 鹿島郡中能登町瀬戸カ部16番地 7

200 
わくわく 

第2わくわく 929-1602 鹿島郡中能登町能登部上マ7番地
(0767)74-2055 (福)つばさの会 

4
外部サービス利用型

201 一番星 927-0027 鳳珠郡穴水町字川島ア-67-2 4

202 銀河 927-0027 鳳珠郡穴水町字川島ア27-3 4

203 ささゆり 927-0027 鳳珠郡穴水町字川島サ64 4

204 

自立ホーム穴水 

ふきのとう 927-0026 鳳珠郡穴水町字大町チ349-2

(0768)52-0284 (福)徳充会 

4

介護サービス包括型

205 スターハイツ1 927-0027 鳳珠郡穴水町字川島ノ-1-32 4

206 スターハイツ2 927-0027 鳳珠郡穴水町字川島ノ-1-32 4
介護サービス包括型

207 

スターハイツ1 

ポラリス 927-0024 鳳珠郡穴水町由比ヶ丘は2番6

(0767)52-2055 (医)松原会 

4 外部サービス利用型

208 WISH 927-0434 鳳珠郡能登町崎山4丁目51番地 4

209 クローバー 927-0602 鳳珠郡能登町松波へ9-3 5

210 シーポート 927-0433 鳳珠郡能登町宇出津チ字1-11 5

211 ハーベスト 927-0433 鳳珠郡能登町宇出津チ字1-17 5

212 

クローバー 

ライトハウス 927-0433 鳳珠郡能登町宇出津チ字1-13

(0768)72-2113 (福)佛子園 

5

介護サービス包括型

213 大峰開心ホーム 大峰開心ホーム 927-0311 鳳珠郡能登町瑞穂10字148番地 (0768)67-1117 (特非)礎会 6 介護サービス包括型

 

■地域活動支援センター 
番号 施  設  名 郵便番号 所  在  地 電話番号 FAX 運 営 主 体 定員

1 医王病院 920-0192 金沢市岩出町ニ73-1 076-258-1180 076-258-6719 (独行)国立病院機構医王病院 10

2 いずみの 921-8034 金沢市泉野町1-1-25 076-280-5503 076-280-5503 (特非)いずみの 23

3 泉の家 920-0966 金沢市城南2-43-18 076-224-4425 076-224-4425 (特非)泉の家 19

4 金沢市視覚障害者協会文化交流センター 920-0862 金沢市芳斉1-15-26 076-222-8782 076-222-1831 金沢市視覚障害者協会 20

5 金沢市社会福祉協議会 920-0864 金沢市高岡町7-25 076-231-3571 076-231-3560 (福)金沢市社会福祉協議会 20

6 クリエーションけやき 920-0345 金沢市藤江北1-425 076-266-1898 076-266-1891 (福)けやきの樹福祉会 19

7 ことじ作業所 920-1302 金沢市末町9-47-17 076-229-1520 076-229-3115 (特非)ＩＨＣＣことじ 19

8 地域活動支援センターあるふぁ 921-8025 金沢市増泉1丁目20-17 076-280-9147 076-280-9148 (医社)岡部診療所 45

9 地域活動支援センター 泉野苑 921-8034 金沢市泉野町6-15-5 076-226-1155 076-226-1156 (公益財)金沢市福祉サービス公社 15

10 ハートワーキングセンター 921-8021 金沢市御影町8-32 076-242-1172 076-242-1172 (特非)自立生活ｾﾝﾀｰﾊｰﾄいしかわ 11

11 ピアサポートいしびき 920-0935 金沢市石引2-1-2 076-231-3316 076-231-3374 (社医財)松原愛育会 66

12 フリーマーケットAJU 921-8105 金沢市平和町2-13-10 076-244-6372 076-244-6372 フリーマーケットAJU 10

13 六ツ星作業所 920-0862 金沢市芳斉1-15-26 076-222-8782 076-222-1831 (特非)金沢市視覚障害者地域生活支援センター 12

14 ろうあハウス 921-8031 金沢市野町2-25-6 076-242-1105 076-242-1105 金沢市聴力障害者福祉協会 11

15 さいこうえんの障害者生活支援センター 926-0045 七尾市袖ヶ江町14-1 0767-52-0517 0767-52-0515 (福)徳充会 22

16 ピアサポートのと 926-0021 七尾市本府中町ワ部34 0767-54-0808 0767-54-0052 (医)松原会 28

17 地域活動センターくろゆり 923-0863 小松市不動島町甲22 0761-24-5739 0761-41-5773 (福)なごみの郷 15

18 障がい者地域活動支援センターやまなか 922-0124 加賀市山中温泉湯の出町レ11番地 0761-78-1370 0761-78-2773 (福)加賀市社会福祉協議会 30

19 地域活動支援センターかが 922-0831 加賀市幸町2丁目104 0761-72-7779 0761-73-3544 (福)朋友会 20

20 地域活動支援センター楽 922-0411 加賀市潮津町ム59番地1 0761-74-6613 0761-74-6680 (福)南陽園 10

21 なぎさ工房リヴ 925-0015 羽咋市大川町2-150-3 0767-22-7686 0767-22-7686 (特非)なぎさ工房リヴ 20

22 地域活動支援センターたかまつ 929-1214 かほく市内高松ヤ36番地 076-281-3003 076-281-3180 (福)白千鳥会 20

23 ピアサポートはくさん 924-0863 白山市博労1-54 076-272-8414 076-272-8416 (社医財)松原愛育会 20

24 地域活動支援センターはまかぜ 929-0105 能美市中ノ江町と104番地1 0761-58-0753 0761-58-0754 (福)なごみの郷 10

25 地域活動支援センターののいち 921-8834 野々市市中林4-120 076-248-6565 076-248-6567 (福)金沢市民生協会 50

26 すみれ作業所 925-0446 羽咋郡志賀町富来地頭町乙52 0767-42-8155 0767-42-8155 (特非)すみれ作業所 20

27 地域活動支援センターあらいぶ 929-1343 羽咋郡宝達志水町小川弐7-1 0767-28-8820 076-28-8821 (福)四恩会 45

28 ピアサポート北のと 927-0027 鳳珠郡穴水町字川島ヨ47-1 0768-52-0305 0768-52-2770 (医)松原会 20
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障害者関連施設 

■福祉ホーム(身体) 
番号 施  設  名 郵便番号 所  在  地 電話番号 FAX 運 営 主 体 定員

1 あおぞら 920-0226 金沢市粟崎町5丁目3番地1 (076)238-2111 (076)238-2112 (福)あおぞら福祉会 7

2 福祉ホームたんぽぽ 920-0376 金沢市福増町南16番地 (076)214-3700 (076)214-3702 (福)石川整肢学園 10

3 バリアフリーホーム“セェレーナ青山” 926-0831 七尾市青山町ろ部22-1 (0767)57-3309 (0767)57-1531 (福)徳充会 20

 

■福祉ホーム(知的) 
番号 施  設  名 郵便番号 所  在  地 電話番号 FAX 運 営 主 体 定員

1 さんあいコーポラス 922-0265 加賀市水田丸町ワ2-10 (0761)77-6336 (0761)77-1531 (福)珠明会 12

 

■視覚障害者情報提供施設 

番号 施  設  名 郵便番号 所  在  地 電話番号 FAX 運 営 主 体 

1 視覚障害者情報文化センター点字図書館 920-0862 金沢市芳斉1-15-26 (076)262-5855 (076)222-1832 

2 視覚障害者情報文化センター点字出版施設 920-0862 金沢市芳斉1-15-26 (076)222-8781 (076)222-1821 
(福)石川県視覚障害者協会 

 

■聴覚障害者情報提供施設 

番号 施  設  名 郵便番号 所  在  地 電話番号 FAX 運 営 主 体 

1 石川県聴覚障害者センター 920-0964 金沢市本多町3-1-10 (076)264-8615 (076)261-3021 (福)石川県聴覚障害者協会 
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■救護施設 
番号 施  設  名 郵便番号 所  在  地 電話番号 FAX 運 営 主 体 定員

1 三陽ホーム 920-0944 金沢市三口新町 1-8-1 (076)263-7693 (076)260-0635 (福)陽風園 100

2 三谷の里ときわ苑 920-0155 金沢市高坂町ト 1 (076)257-4946 (076)257-4907 (福)金沢市民生協会 150

3 七尾更生園 926-0036 七尾市中挾町い 12 (0767)57-3939 (0767)57-3940 (福)松原愛育会 90

 

 

 

 

 

■母子・父子福祉センター 
番号 施  設  名 郵便番号 所  在  地 電話番号 FAX 運 営 主 体 

1 石川県母子・父子福祉センター 920-0861 金沢市三社町 1-44 (076)264-0503 (076)231-5494 (公益財)石川県母子寡婦福祉連合会

 

■社会福祉法に基づく事業施設…隣保事業 
番号 施  設  名 郵便番号 所  在  地 電話番号 FAX 運 営 主 体 

1 粟崎善隣館 920-0226 金沢市粟崎町 1-4 (076)238-3720 (076)238-3723 (福)粟崎善隣館 

2 金沢市中村町善隣館 921-8021 金沢市御影町 21-11 (076)226-6888 (076)226-6866 (福)金沢市中村町善隣館 

3 小立野善隣館 920-0942 金沢市小立野 5-1-5 (076)261-2755 (076)261-2755 (福)小立野善隣館 

4 材木善隣館 920-0921 金沢市材木町 13-40 (076)222-1380 (076)222-1380 (福)材木善隣館 

5 新竪善隣館 920-0971 金沢市鱗町 62-1 (076)231-0258 (076)231-0260 (福)新竪善隣館 

6 第一善隣館 921-8031 金沢市野町 3-1-15 (076)241-4030 (076)241-4072 (福)第一善隣館 

7 第三善隣館 920-0932 金沢市小将町 8-23 (076)221-0962 (076)221-0961 (福)第三善隣館 

8 第四善隣館 921-8034 金沢市泉野町 1-1-25 (076)241-3316 (076)241-3316 (福)第四善隣館 

9 永井善隣館 920-0967 金沢市菊川 2-8-13 (076)231-3429 (076)231-2454 (福)永井善隣館 

10 馬場福祉会 920-0831 金沢市東山 3-29-22 (076)252-1414 (076)252-3915 (福)馬場福祉会 

11 森山善隣館 920-0843 金沢市森山 2-18-4 (076)252-0817 (076)252-3261 (福)森山善隣館 

 

その他の社会福祉関連施設 

生活保護関連施設 
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■社会福祉協議会 
番号 施  設  名 郵便番号 所  在  地 電 話 番 号 FAX 

1 石川県社会福祉協議会 920-8557 金沢市本多町 3丁目 1 番 10 号  県社会福祉会館内 (076)224-1212 (076)222-8900

2 金沢市社会福祉協議会 920-0864 金沢市高岡町 7-25  金沢市松ヶ枝福祉館内 (076)231-3571 (076)231-3560

3 七尾市社会福祉協議会 926-8550 七尾市本府中町ヲ部 38 番地  七尾サンライフプラザ内  (0767)52-2099 (0767)53-4100

4 小松市社会福祉協議会 923-0961 小松市向本折町へ 14-4  すこやかセンター内 (0761)22-3354 (0761)22-3364

5 輪島市社会福祉協議会 928-0001 輪島市河井町 2 部 287 番地 1  市ふれあい健康センター内 (0768)22-2219 (0768)22-9627

6 珠洲市社会福祉協議会 927-1214 珠洲市飯田町 5 部 9 番地  市民ふれあいの里健康増進センター内 (0768)82-7751 (0768)82-8280

7 加賀市社会福祉協議会 922-0811 加賀市大聖寺南町ニ 11-5  市民会館内 (0761)72-1500 (0761)72-1244

8 羽咋市社会福祉協議会 925-8506 羽咋市鶴多町亀田 17 番地 羽咋すこやかセンター内 (0767)22-6231 (0767)22-6189

9 かほく市社会福祉協議会 929-1173 かほく市遠塚ロ 52 番地 10  市七塚健康福祉センター内  (076)285-8885 (076)285-2049

10 白山市社会福祉協議会 924-0865 白山市倉光 8 丁目 16 番地 1 福祉ふれあいセンター内 (076)276-3151 (076)276-4535

11 能美市社会福祉協議会 923-1121 能美市寺井町た 8 番地 1  ふれあいプラザ内 (0761)58-6200 (0761)58-6250

12 野々市市社会福祉協議会 921-8815 野々市市本町 5丁目 18 番 5 号 (076)246-0112 (076)246-0169

13 川北町社会福祉協議会 923-1267 能美郡川北町字壱ツ屋 196 番地  保健センター内 (076)277-1111 (076)277-8355

14 津幡町社会福祉協議会 929-0393 河北郡津幡町字加賀爪ニ 3 番地  福祉センター内 (076)288-6276 (076)288-6748

15 内灘町社会福祉協議会 920-0267 河北郡内灘町字大清台 140 番地  町文化会館内 (076)286-6953 (076)286-6951

16 志賀町社会福祉協議会 925-0498 羽咋郡志賀町富来領家町甲 10 番地 富来行政センター内 (0767)42-2545 (0767)42-2305

17 宝達志水町社会福祉協議会 929-1311 羽咋郡宝達志水町門前サ 11 番地  町民センターアステラス内  (0767)28-5520 (0767)28-3112

18 中能登町社会福祉協議会 929-1704 鹿島郡中能登町末坂 2 部 37 番地 1 老人福祉センターゆうゆう内 (0767)74-2252 (0767)74-2253

19 穴水町社会福祉協議会 927-0027 鳳珠郡穴水町字川島タの 38  保健センター内 (0768)52-0378 (0768)52-1142

20 能登町社会福祉協議会 927-0602 鳳珠郡能登町字松波 13 字 77 番地  内浦福祉センター内 (0768)72-2322 (0768)72-2310

 

社会福祉協議会 





石川県福祉の仕事マッチングサポートセンターを利用して人材を探すには



石川県福祉の仕事マッチングサポートセンターを利用して福祉の仕事を探すには
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