
福井市認可外保育施設一覧
（※令和5年３月３１日時点）

●一般の方が利用できる施設

月曜～金曜 土曜日 日・祝祭日 月極 一時
預かり

夜間 24時間
保育

1 県民せいきょう　ハーツきっず羽水 ○ ○ 福井市羽水1丁目117 木田 36-3415 生後10か月～4歳の誕生月 8：30～17：30
(17：30～18：00)

8：30～17：30
(17：30～18：00)

- ○ １９人 ５人 H17.4.1 福井県民生活協同組合 木村　美由紀 H17.4.1 ベビーホテル

2 県民せいきょう　ハーツきっず学園 ○ ○ 福井市学園2丁目9-22 湊 21-3415 生後10か月～4歳の誕生月 8：30～17：30
(17：30～18：00)

- - ○ １９人 ５人 H21.6.9 福井県民生活協同組合 木村　美由紀 H20.5.26 ベビーホテル

3 福井市子ども一時預かり所「の～び・のび」 ○ ○ 福井市中央1丁目2-1　ハピリン2階 順化 24-3715 生後６か月～小３ 月水木9：00～18：00
金9：00～20：00

9：00～20：00 9：00～18：00 ○ ２０人 ５人 H20.6.3 福井市 西行　裕 H19.5.8 ベビーホテル

4 キッズ＆ベビールーム　ＰＲＩＢＡＢＹ（ぷりベビ） ○ ○ 福井市順化2丁目6-16　高畠ビル2階 順化 080-6316-7716 1歳～12歳 13：00～2：00 13：00～2：00 - ○ ○ 12人 1人 R3.9.17 （一社）シングルマザーの幸せな
生活研究所

柿木　有紀 R3.6.1 ベビーホテル

5 子育てサポートセンター　あしおと ○ 福井市町屋2丁目6-23 松本 30-0009 生後80日～10歳 7：45～1：00 7：45～1：00 7：45～21：00 ○ ○ ○
月～金25人
土日祝20人
夜間12人

4人 H19.5.30 (株)カインドリーアイ 夏目　和明 H14.2.14 ベビーホテル

6 シルバーママサービス ひだまりの家 ○ ○ 福井市大宮2丁目18-25 松本 26-5478 生後６か月～就学前 8：30～17：30 8：30～17：30 - ○ 10人 7人 H17.9.30 (公社)福井市シルバー人材センター 片桐　真由美 H15.10.6 ベビーホテル

7 県民せいきょう　ハーツきっず志比口 ○ ○ 福井市志比口2丁目11-13 日之出 52-3415 生後10か月～4歳の誕生月 8：30～17：30
(17.30～18：00)

- - ○ １９人 ６人 H25.3.15 福井県民生活協同組合 木村　美由紀 H24.4.1 ベビーホテル

8 とらいあんぐる ○ ○ 福井市日之出4丁目1-6 日之出 24-2346 生後６か月～就学前 8：30～17：30 - - ○ ○ １０人 ２人 H19.5.30 アイビーエージェント(株) 藤井　孝 H18.12.4 一般

9 Smiley Kid's【企業主導型】 - ○ 福井市手寄1丁目7-23
駅東さくらビル2階 旭 97-9366 生後２か月～就学前 8：00～19：00

(19：01～20：00)
8：00～19：00

(19：01～20：00)
8：00～19：00

(19：01～20：00) ○ ○ ４８人 １０人 H30.3.30 (株)Ｓelect 齋藤　嘉章 H28.11.21 事業所

10 たいよう保育ルーム【企業主導型】 - 福井市和田東2丁目601 和田 43-6252 生後2か月～4歳 8：00～19：00
(19：01～20：00)

8：00～19：00
(19：01～20：00)

8：00～19：00
(19：01～20：00) ○ ○ 30人 12人 H31.2.1 (有)すのうどろっぷ 松井　俊治 H30.4.1 事業所

11 ニチイキッズふくい北四ツ居保育園【企業主導型】 - 福井市北四ツ居2丁目13-9 円山 57-8778 生後3か月～2歳 8：00～19：00 8：00～19：00 - ○ ○ 18人 9人 H31.2.1 （株）ニチイ学館 渡辺　望美 H30.4.1 事業所

12 わくわくきっず【企業主導型】 - 福井市高木中央１丁目2305番地 中藤 54-8908 生後6か月～2歳児 7：00～18：00
(18：01～19：00)

7：00～18：00
(18：01～19：00)

- ○ 12人 4人 R3.11.12 （福）育友福祉会 高木　美佐登 R3.8.21 事業所

13 にじいろずっく ○ 福井市生野町4-16 麻生津 090-9131-0355 3歳児～就学前
1・2歳児の親子

8：30～14：30
(14：30～18：00)

9：30～13：30 9：30～13：30 ○ ○ １５人 １人 R2.9.30 にじいろずっく 遠藤　典子 H29.10.1 ベビーホテル

14 企業主導型保育施設「えるぱっこ保育園」【企業主導型】 - 福井市大和田2丁目418
エルパプラス2階 東藤島 43-9675 生後2か月～3歳 7：30～20：30 7：30～20：30 7：30～20：30 ○ ○ １２人 ５人 R2.1.28 協同組合福井ショッピングモール 前川　逸子 H31.4.1 事業所

15 企業主導型保育施設「すくすくの森」【企業主導型】 - 福井市下河北町7-1-1 文殊 38-6800 生後2か月～3歳 7：00～18：00
(18：00～19：00)

7：00～18：00
(18：00～19：00)

7：00～18：00
(18：00～19：00) ○ ○ 16人 6人 R2.3.11 (株)秋吉グループ本部 前川　逸子 H30.5.7 事業所

○

○ ○ ○ ○

○

●従業員又は施設利用者の乳幼児のみを対象とした施設

月曜～金曜 土曜日 日・祝祭日 月極 一時
預かり

夜間 24時間
保育

1 （福）藤島会　藤島園子育て支援センター 52-1166(代) 生後２か月～６歳 7：00～19：00
(19：00～7：00)

7：00～19：00 7：00～19：00 ○ ○ ○ １４人 ３人 R3.2.17 (福)藤島会 前川　逸子 H21.9.1 事業所

2 企業内保育施設　ひまわり 41-3108 生後2か月～6歳 7：00～19：00 7:00～19:00 7:00～19:00 ○ ○ 6人 6人 R2.3.11 (福)足羽福祉会 前川　逸子 H24.12.25 事業所

3 みるきぃるうむ 57-2633 生後2か月～6歳 8：30～17：30
(17：30～18：30)

8：30～17：30
(17：30～18：30)

8：30～17：30
(17：30～18：30) ○ ○ 6人 5人 R1.11.25 K・Lait(株) 前川　逸子 H14.11.1 事業所

4 福井赤十字病院保育所「にこにこキッズ保育所」 34-4032 生後57日目～就学前 7：30～18：30
(18：30～21：00)

7：30～18：30
(18：30～21：00)

7：30～18：30
(18：30～21：00) ○ ○ ○ 40人 8人 R1.11.22 福井赤十字病院 村田　省三

山岸　由紀
H19.10.1 病院

5 済生会病院院内保育所　ぽっかぽか園【企業主導型】 090-7080-3015 生後4か月～3歳 7：30～19：00
(19：00～7：30)

7：30～18：30
(18：30～7：30)

7：30～18：30
(18：30～7：30) ○ 70人 17人 R2.1.8 (福)恩賜財団済生会福井県済生会 橋本　幸代 S47.4.1 病院

6 のぞみ保育園 26-5155 生後2か月～12歳 7：30～18：30
(18：30～19：30)

7：30～18：00
(6：45～7：30)

7：30～18：00
(6：45～7：30) ○ ○ 40人 6人 R2.11.12 (医)穂仁会 海道　敦子 H5.4.6 病院

7 ちゅうりっぷ保育園 24-6800 生後2か月～12歳 9：00～18：00
(7：00～19：00)

9：00～18：00
(7：00～19：00)

9：00～18：00
(7：00～19：00) ○ 10人 4人 R2.12.15 (医)秀峰会 本多　礼子 H10.5.12 病院

8 愛育ちびっこハウス 54-5757 生後2か月～6歳 8：00～18：00 8：00～18：00 - ○ 15人 14人 R2.12.4 (医)福井愛育病院 石原　靖紀 H18.4.1 病院

9 福井県立病院内夜間保育施設　星の子 54-5151 1歳～12歳 15：00～翌10：00 15：00～翌10：00 - ○ 6人 8人 R1.12.9 福井県立病院 石田　次男 H20.9.3 病院

10 みつばちルーム 41-3371 生後6か月～就学前 - 8：00～18：00 8：00～18：00 ○ 15人 7人 R3.1.25 (医)厚生会 金森　貴範 H28.9.1 病院

11 福井県生活学習館チャイルドルーム 41-4200 生後６か月～就学前 9：00～17：00 9：00～17：00 9：00～17：00 ○ ２０人 ５人 R4.2.1 福井県 穴吹　好子 H7.7.1 ベビーホテル

12 AOIドライビングスクール 55-0870 生後3か月～6歳 10：40～17：30 8：40～17：30 8：40～17：30 ○ 2人 2人 H30.3.30 (学)あおい学園 小竹原　慎二 S50.7.7 ベビーホテル

令和5年4月21日現在

18

子どものお世話・送迎・通院の同行・買い物

居宅訪問R3.5.12塚原　敦子ベビーシッターくれいどる-4人4人-福井市春日町249-4○○ベビーシッターくれいどる 0：00～0：000：00～0：000：00～0：00生後0か月～18歳

17

小林　昭司 H1.4.1 居宅訪問

9：00～18：00
(18：00～翌9：00) 居宅訪問H30.6.1水島　ゆかり-R2.10.81人-

子どものお世話・通院の同行・食事の用意・買い物・掃除・洗濯

5人 1人 R3.10.4 (公社)福井市シルバー人材センター16 （公社）福井市シルバー人材センター --9：00～17：00生後6か月～小327-0８01-
福井市文京１丁目２６－１０
福井市シルバー人材センター
ワークプラザ内

○○

施設名

9：00～18：00
(18:00～翌9：00)

生後0か月～15歳080-2950-1030-福井市日光2丁目2-6
Yインテリジェントビル602号室

9：00～18：00
(18：00～翌9：00)

○

○

○

事業開始
年月日

施設類型
区分

施設所在地

福井市つくし野1丁目1001

福井市下六条町14-1

福井市下六条町217-1

四ツ井2丁目8-1(福井県立病院内夜間保育施設
こころの医療センターいこいのへや)

福井市新保2丁目301

福井市宝永4丁目4-5

福井市乾徳4丁目5-8

福井市和田中町徳万26

福井市月見2丁目4-1

福井市大和田2丁目418　エルパプラス2階

福井市丸山町40-7

設置者名 管理者

福井市高木中央3丁目1701

電話番号 ※対象年齢

※開所時間
(時間外）

※提供するサービス
※定員

※有資格者数
（保育士、看護師、
家庭的保育者等）

指導監督基準を満たす旨の
証明書の交付年月日

無償化対象

施設名
※提供するサービス

小学校区
※有資格者数

（保育士、看護師、
家庭的保育者等）

※対象年齢 指導監督基準を満たす旨の
証明書の交付年月日

子どものお世話・送迎・通院の同行・食事の用意・買い物・掃除・洗濯

090-9767-5095

○キッズライン　ママのまま

設置者名 管理者
施設類型

区分
施設所在地 電話番号

※開所時間
(時間外）

※定員無償化
対象

すみずみ
子育て

サポート
事業対象

事業開始
年月日


