
区分 組織・団体の名称

企業 株式会社木村経営ブレーン

企業 株式会社木村事業承継ブレーン

企業 (株)アドバンスサービス

企業 株式会社ロードマネージメント　本社

企業 扶桑電通株式会社

企業 （一社）石川県測量設計協会

企業 カナカン㈱日配商品七尾営業所

企業 カナカン㈱酒類七尾営業所

企業 カナカン㈱食品七尾営業所

企業 カナカン㈱日配商品デリカセンター

企業 日本郵便株式会社　上熊野郵便局

企業 日本郵便株式会社　鰀目郵便局

企業 日本郵便株式会社　西島郵便局

企業 日本郵便株式会社　埼山郵便局

企業 日本郵便株式会社　南大呑郵便局

企業 日本郵便株式会社　七尾府中郵便局

企業 日本郵便株式会社　七尾藤橋町郵便局

企業 長野ポンプ株式会社　七尾営業所

企業 (有)アクロス警備保障

企業 KYODOU(株)

企業 北国警備保障(株)

企業 株式会社北陸グリーンサービス

企業 辰村道路株式会社　本社

企業 日本郵便(株)比良郵便局

企業 今城電機工業株式会社

企業 日本郵便株式会社佐々波郵便局

企業 株式会社リョウ

企業 健伸工業株式会社

企業 日本郵便株式会社小松白江町郵便局

企業 はくさん信用金庫　千代野支店

企業 鵜川郵便局

企業 日本郵便株式会社　小松浮柳郵便局

企業 金沢信用金庫　野町支店

企業 金沢信用金庫　本店営業部片町出張所

企業 金沢信用金庫　武蔵支店駅前出張所

企業 金沢信用金庫　本店営業部御影橋出張所

企業 金沢信用金庫　大徳支店

企業 金沢信用金庫　鈴見橋支店

企業 金沢信用金庫　寺井支店

企業 金沢信用金庫　有松支店

企業 金沢信用金庫　津幡支店

企業 (有)ショーケン産業　今江工場

企業 (有)ショーケン産業　工業団地工場

企業 日本郵便株式会社　釼地郵便局

企業 カナカン㈱商品部特販課

企業 カナカン㈱物流システム部

企業 石川県行政書士会

企業 日本郵便株式会社　御祖郵便局

企業 日本郵便株式会社　滝尾郵便局

企業 日本郵便株式会社　鹿島郵便局

企業 日本郵便株式会社　西岸郵便局
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企業 日本郵便株式会社　釶打郵便局

企業 日本郵便株式会社　豊川郵便局

企業 日本郵便株式会社　徳田湯便局

企業 日本郵便株式会社　石崎郵便局

企業 日本郵便株式会社　七尾矢田新郵便局

企業 日本郵便株式会社　七尾満仁郵便局

企業 日本郵便株式会社　七尾大田郵便局

企業 日本郵便株式会社　七尾矢田郵便局

企業 株式会社新通エスピー

企業 (株)MSK北陸

企業 クリーン警備保障(株)

企業 (株)コアズ

企業 (株)コスモガード

企業 DICエステート(株)

企業 (株)ワークプライズ

企業 （一社）石川県警備業協会

企業 辰村道路株式会社　七尾営業所

企業 日本郵便株式会社扇ヶ丘郵便局

企業 はくさん信用金庫　白峰支店

企業 はくさん信用金庫　明光支店

企業 はくさん信用金庫　松任南支店

企業 アイ・ミルク北陸(株)　能登営業所

企業 金沢信用金庫　武蔵支店

企業 金沢信用金庫　問屋町支店

企業 金沢信用金庫　山中支店

企業 カナカン㈱酒類金沢営業所

企業 カナカン㈱糖粉金沢営業所

企業 平和町葉の花薬局

企業 (株)農協観光

企業 日本郵便株式会社　笠師保郵便局

企業 日本郵便株式会社　七尾松本郵便局

企業 建設連合・石川県建設組合

企業 日本郵政コーポレートサービス株式会社北陸郵政健康管理センター

企業 アークス(株)

企業 日本アンテナ株式会社

企業 大城エネルギー(株)金沢支店

企業 株式会社北陸グリーンサービス

企業 株式会社北陸グリーンサービス

企業 (株)村健

企業 加賀警備保障株式会社

企業 辰村道路株式会社　津幡AS工場

企業 ホテル海楽荘

企業 株式会社小山組　本社

企業 はくさん信用金庫　川北支店

企業 金沢信用金庫　浅野川支店

企業 カナカン㈱外食部本部

企業 カナカン㈱外食七尾営業所

企業 カナカン㈱冷食七尾営業所

企業 常沢ビルサービス株式会社

企業 株式会社郵便物販サービス　北陸事業本部

企業 一般社団法人石川県建築士事務局
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企業 加賀警備保障(株)

企業 東洋警備保障(株)

企業 北陸綜合ビル管理(株)

企業 行政書士法人　PAC

企業 カナカン㈱冷食金沢営業所

企業 カナカン㈱日配商品金沢営業所

企業 カナカン㈱中食金沢営業所

企業 丸和電業株式会社　七尾営業所

企業 株式会社絹川商事　本社

企業 日本郵便株式会社　和倉温泉郵便局

企業 一松建設株式会社

企業 三浦建設(株)

企業 株式会社ビナン

企業 池田建設工業株式会社

企業 はくさん信用金庫　金沢西支店

企業 はくさん信用金庫　小松支店

企業 金沢信用金庫　額支店

企業 (株)トップス

企業 株式会社エイ・エム

企業 株式会社プロデザイン　加賀支店

企業 はくさん信用金庫　粟津駅前支店

企業 はくさん信用金庫　鳴和支店

企業 はくさん信用金庫　小松東支店

企業 はくさん信用金庫　根上支店

企業 はくさん信用金庫　寺井支店

企業 はくさん信用金庫　野々市南支店

企業 大門園短期入所生活介護センター

企業 カナカン㈱リテールサポート課

企業 日本郵便株式会社　能登島郵便局

企業 セコムジャスティック北陸(株)

企業 株式会社プロデザイン　小松本社

企業 はくさん信用金庫　辰口支店

企業 (株)アースエンジニアリング

企業 株式会社絹川商事　vooms金沢工大前支店

企業 日本郵便株式会社　町野郵便局

企業 辰村道路株式会社　金沢営業所

企業 北陸プラントサービス(株)

企業 株式会社加賀ガスサービスセンター

企業 はくさん信用金庫　野々市支店

企業 はくさん信用金庫　美川支店

企業 はくさん信用金庫　米丸支店

企業 (株)ほくつう　七尾営業所

企業 鳥屋建設(株)

企業 金沢信用金庫　粟崎支店

企業 北陸エアコン株式会社

企業 カナカン㈱酒類西泉営業所

企業 カナカン㈱日配商品宮永営業所

企業 カナカン㈱情報システム課

企業 盛進工業株式会社

企業 伸栄建設(株)

企業 みのり監査法人
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企業 日本郵便株式会社　田鶴浜郵便局

企業 日本郵政グループ労働組合　北陸地方本部

企業 太陽警備保障(株)

企業 (株)RECTO

企業 はくさん信用金庫　つるぎ営業部

企業 金沢信用金庫　宇ノ気支店

企業 金沢信用金庫　松任南支店

企業 (株)竹中建設

企業 日本海建設株式会社

企業 株式会社駒津組

企業 株式会社トスネット北陸

企業 中協電設株式会社

企業 扶桑電通株式会社

企業 金沢信用金庫　金石支店

企業 カナカン㈱食品金沢営業所

企業 カナカン㈱菓子七尾営業所

企業 北陸電力(株)地域共生本部

企業 長野ポンプ株式会社　本社

企業 (株)トスネット北陸

企業 株式会社河内建設

企業 はくさん信用金庫　本店営業部

企業 はくさん信用金庫　小松中央支店

企業 金沢信用金庫　寺町支店

企業 金沢信用金庫　森本支店

企業 金沢信用金庫　安原支店

企業 信用中央金庫北陸支店

企業 カナカン㈱本社

企業 栗田HT株式会社

企業 株式会社浜田鉄工所

企業 西日本ジェイアール(株)金沢営業所

企業 金沢信用金庫　米丸支店

企業 金沢信用金庫　駅西支店

企業 金沢信用金庫　小松中央支店

企業 金沢信用金庫　大聖寺支店

企業 カナカン㈱商品部

企業 日本郵便株式会社　鹿西郵便局

企業 株式会社絹川商事　vooms野々市中央支店

企業 株式会社絹川商事　建設部

企業 (株)メビウス

企業 有限会社マッハ設備設計研究所

企業 株式会社小山組　野々市事務所

企業 はくさん信用金庫　松任支店

企業 金沢信用金庫　小立野支店

企業 金沢信用金庫　野々市支店

企業 アサヒ運送㈱　佐奇森センター

企業 株式会社兼六リサイクルシステム図

企業 損害保険料算出機構　金沢自賠責損害調査事務所

企業 (株)ジェイアール西日本総合ビルサービス

企業 日本郵便株式会社　中島郵便局

企業 日本郵便株式会社能都郵便局

企業 (株)ホクスイ地水
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企業 日本郵便株式会社輪島郵便局

企業 (株)ほくつう　小松支店

企業 みづほ工業株式会社

企業 金沢信用金庫　本店営業部

企業 カナカン㈱業務課

企業 デイサービスセンターそわじ浦

企業 (株)日立国際電気

企業 セコム北陸(株)

企業 (株)北陸綜合防災センター

企業 酒井工業株式会社

企業 株式会社ロードマネージメント　白山市天

企業 日本郵便株式会社　良川郵便局

企業 日本郵便株式会社　珠洲郵便局

企業 株式会社　津幡工業

企業 ENEOSグロブガスターミナル(株)七尾ガスターミナル　民間エリア

企業 (有)ショーケン産業　本社

企業 能都郵便局

企業 ENEOSグロブガスターミナル(株)七尾ガスターミナル　国備エリア・防災センター

企業 株式会社善吾楼

企業 中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋株式会社　金沢統括事務所

企業 （株）PROGRESS　やくしん

企業 北能産業(株)

企業 日本郵便株式会社　金野郵便局

企業 株式会社ゆうちょ銀行　北陸エリア本部

企業 (株)アイビックス北陸

企業 国際警備保障(株)

企業 JR西日本　七尾鉄道部

企業 日本郵便株式会社　粟崎郵便局

企業 シグマ光機(株)

企業 SMBC日興証券(株)金沢支店

企業 カナカン㈱外食金沢営業所

企業 大門園デイサービスセンター

企業 (株)中野製作所

企業 カナカン㈱菓子金沢営業所

企業 カナカン㈱金沢パックセンター

企業 株式会社かんぽ生命保険　北陸エリア本部

企業 日本郵便株式会社辰口緑が丘郵便局

企業 (株)HYSエンジニアリングサービス

企業 JA石川県中央会

企業 株式会社かんぽ生命保険　金沢支店

企業 丸和電業株式会社

企業 税理士法人木村経営ブレーン

企業 長野ポンプ株式会社　高柳工場

企業 津田駒工業株式会社　松任工場

企業 株式会社　トスマク・アイ

企業 株式会社金沢環境サービス公社

企業 ナナオ土建(株)

企業 中日本エクストール名古屋株式会社

企業 北電産業株式会社　石川支店

企業 北陸中部自動車学校

企業 ヤマト運輸株式会社　金沢主管支店
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企業 兼六建設株式会社

企業 日本貨物鉄道株式会社　金沢支店

企業 日本貨物鉄道株式会社　金沢貨物ターミナルビル

企業 日本貨物鉄道株式会社　金沢メンテナンスステーション

企業 日本郵便株式会社　七尾郵便局

企業 株式会社ジェスクホリウチ

企業 アイ・ミルク北陸(株)

企業 大城エネルギー株式会社

企業 北陸電力(株)契約受付センター他

企業 米澤電気工事株式会社

企業 JA全農いしかわ

企業 環境開発株式会社

企業 北陸電力(株)

企業 はくさん信用金庫　本部

企業 JAバンク石川信連

企業 石川県信用保証協会

企業 特別養護老人ホーム大門園

企業 (株)福光屋

企業 真柄建設株式会社北陸事業部

企業 JA共済連石川

企業 丸文通商株式会社

企業 北菱電興（株）

企業 金沢信用金庫　本部

企業 北陸電力(株)石川支店

企業 北陸綜合警備保障(株)

企業 石川県農業信用基金協会

企業 北陸電力(株)

企業 イオンもりの里店

企業 (株)ほくつう　本社・石川支社

企業 日本郵便株式会社　北陸支社

企業 津田駒工業株式会社　野々市工業

企業 北陸電力(株)志賀原子力発電所

企業 (株)トランテックス

企業 北陸電力(株)石川支社

企業 (株)シミズ・ビルライフケアJRE金沢上堤町ビル管理事務室

企業 津田駒工業株式会社　本社工場

企業 加賀東芝エレクトロニクス株式会社

企業 株式会社　北國銀行

企業 日本郵便株式会社　佐々波郵便局

企業 （株）トランテックス

企業 日本郵便株式会社　真脇郵便局

企業 大阪有機化学工業（株）

企業 有限会社シード電設

企業 株式会社アルパイン設計事務所

企業 株式会社アメニティ

企業 株式会社エフエム石川

企業 (株)タキノ工業所　穴水工場

企業 SMBC日興証券

企業 ㈱明電舎　北陸支店

企業 ㈱ビコー

企業 土肥研磨工業株式会社
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企業 コスモアイル羽咋

企業 日本ﾍﾟｲﾝﾄ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙｺｰﾃｨﾝｸﾞｽ株式会社

企業 株式会社別川製作所

企業 金沢機工株式会社

企業 協和道路株式会社

企業 北陸コンピュータ・サービス株式会社

企業 アルコット株式会社

企業 FUJITSU UT株式会社笠島事業所

企業 (株)北日本ジオグラフィ

企業 株式会社グリーンテック

企業 株式会社計画情報研究所

企業 株式会社明電エンジニアリング

企業 株式会社ジェイアール西日本総合ビルサービス金沢百番街警備隊

企業 第一電機・柿本・シグマ特定建設工事共同企業体

企業 北国警備保障（株）

企業 株式会社PFU

企業 一般社団法人ともえ

企業 羽咋測量設計株式会社

企業 加越建設㈱

企業 株式会社大日製作所

企業 株式会社柿本商会

企業 北陸放送株式会社

企業 株式会社北都鉄工

企業 株式会社メル

企業 （株）利水社　能登営業所

企業 壁屋建設株式会社

企業 堀川建設株式会社

企業 株式会社　北陸工建

企業 ナチュラルコンサルタント㈱

企業 北川物産株式会社

企業 一松建設株式会社

企業 ㈱ﾌﾟﾛｻﾎﾟｰﾄ

企業 アドライナー株式会社

企業 株式会社ＡＰサービスセンター

企業 林舗道株式会社

企業 石川建設株式会社

企業 株式会社松下サービスセンター

企業 小倉緑化工業株式会社

企業 行政書士・社会保険労務士小山内合同事務所

企業 株式会社プラネット・コンサルタント

企業 (株)吉村植木園

企業 北陸電力株式会社　小松支店

企業 IRいしかわ鉄道株式会社

企業 株式会社豊蔵組

企業 日本郵便株式会社  門前道下郵便局

企業 秋田電気工事株式会社

企業 中日本ハイウェイ・メンテナンス北陸株式会社

企業 ホクトー株式会社

企業 中日本エクシス

企業 荏原商事株式会社 北陸支社

企業 太陽工業株式会社
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企業 アール・ビー・コントロールズ株式会社

企業 三井ガーデンホテル金沢

企業 特別養護老人ホームかんじん

企業 株式会社久世ベローズ工業所　津幡工場

企業 本建設工業株式会社

企業 日本郵便株式会社 鵜島郵便局

企業 北川建設株式会社

企業 株式会社木谷プロパン

企業 北陸地建株式会社

企業 ワイディシステム株式会社

企業 (株)宝建設

企業 株式会社環境日本海サービス公社　本社及びその他営業所

企業 株式会社金沢環境サービス公社

企業 小松ガス㈱

企業 小中出建設株式会社

企業 西日本旅客鉄道株式会社金沢支社

企業 鄕?c???O???[?v

企業 株式会社　石川コンピュータ・センター　白山センター

企業 疋田産業株式会社

企業 株式会社エイ・ティ情報研

企業 石川グローブシツプ株式会社

企業 株式会社メビウス

企業 株式会社のとさく

企業 県営住宅管理センター（ヒューマンネット）

企業 ㈱丸西組

企業 小松共栄工業協同組合

企業 北興建設株式会社

企業 イオンモール白山

企業 リコーITソリューションズ(株) 金沢事業所

企業 能登テック(株)

企業 新越部品（株）珠洲工場

企業 日本郵便株式会社　小木郵便局

企業 損害保険ジャパン株式会社

企業 北陸電力送配電株式会社　珠洲配電センター

企業 株式会社地域みらい

企業 日本郵便株式会社 金沢桜町郵便局

企業 金沢ターミナル開発株式会社

企業 ケンブリッジフィルターコーポレーション株式会社

企業 北陸エアターミナルビル株式会社

企業 鈴木建設株式会社

企業 株式会社　大屋設備

企業 吉田道路株式会社　七尾営業所

企業 ㈱山本組

企業 株式会社　日本海開発

企業 株式会社野々与造園

企業 株式会社津田測量

企業 北陸電力株式会社七尾大田火力発電所

企業 株式会社　田村工業

企業 サンコー企画株式会社

企業 株式会社タスク

企業 イオンスタイルかほく
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企業 発紘電機株式会社

企業 萩野塗装株式会社

企業 ピーエヌシー工業株式会社

企業 株式会社プロモート

企業 リコーITソリューションズ株式会社

企業 日本郵便株式会社　一ノ宮郵便局

企業 エーディーエンジニアリング有限会社

企業 北菱電興㈱

企業 北陸エナジス株式会社

企業 三谷産業株式会社

企業 加賀建設株式会社　金沢港(大野地区)泊地(-10m)土砂運搬工事(その5)

企業 ㈱犀川組

企業 ㈱トスマク・アイ

企業 みなみ設備工業株式会社

企業 北陸電力送配電㈱七尾電力部

企業 株式会社　杉本工務店

企業 日本海測量(株)

企業 グループホームしあわせの里

企業 東レ株式会社　石川工場

企業 株式会社アジル

企業 共栄テック株式会社

企業 シグマ電機株式会社

企業 北陸綜合警備保障株式会社

企業 （株）山森工業

企業 株式会社岡組

企業 宝機械工業株式会社

企業 株式会社　鳥越

企業 加賀建設㈱ 金沢港 改修（防波堤（北））工事（その6）

企業 日本通運株式会社

企業 株式会社大和印刷社

企業 シブヤパッケージングシステム株式会社

企業 大三建設株式会社

企業 第一電機・トスマク特定建設工事共同企業体

企業 加賀建設株式会社　普正寺河道掘削12工区

企業 加賀建設株式会社（無量寺岸壁作業所）

企業 株式会社新出組

企業 有限会社田畑建設

企業 日本郵便株式会社　湯涌郵便局

企業 株式会社ポルテック七尾港事務所

企業 株式会社NTTドコモ 北陸支社・株式会社ドコモCS北陸

企業 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社

企業 3災2号専光寺離岸堤災害復旧工事（3工区）加賀建設㈱作業所

企業 石川建設工業株式会社

企業 中日本ハイウェイ・メンテナンス北陸株式会社　金沢事業所

企業 北陸銀行輪島支店

企業 第一電機工業株式会社

企業 損害保険ジャパン株式会社

企業 株式会社ガイアート　北陸支店

企業 株式会社　山崎組　工事部

企業 加賀発条株式会社

企業 竹腰永井建設株式会社
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企業 国際地研㈱

企業 北陸電力送配電（株）石川支社　小松電力部

企業 浦谷建設株式会社

企業 (株)佐波

企業 SPP株式会社

企業 一般.財団法人北陸電気保安協会金沢地区本部

企業 北陸電気工事(株)志賀営業所

企業 損害保険ジャパン株式会社

企業 株式会社富士通ＩＴプロダクツ

企業 中村留精密工業株式会社

企業 株式会社光栄

企業 北配電業株式会社
保育園・幼稚園・認定こども園 ヤクルト津幡保育所
保育園・幼稚園・認定こども園 ヤクルト金沢東保育所
保育園・幼稚園・認定こども園 ヤクルト鞍月保育所
保育園・幼稚園・認定こども園 ヤクルト小立野保育所
保育園・幼稚園・認定こども園 ヤクルトわんぱくハウス
保育園・幼稚園・認定こども園 ヤクルト西保育所
保育園・幼稚園・認定こども園 第２やくおうえん
保育園・幼稚園・認定こども園 石川県済王会金沢病院
保育園・幼稚園・認定こども園 珠洲市子どもセンター
保育園・幼稚園・認定こども園 加賀市立東谷口保育園
保育園・幼稚園・認定こども園 社会福祉法人第三善隣館　みそぐち児童クラブ
保育園・幼稚園・認定こども園 加賀市立勅使保育園
保育園・幼稚園・認定こども園 野々市市立子育て支援センター菅原
保育園・幼稚園・認定こども園 白山市立双葉保育所分園
保育園・幼稚園・認定こども園 宝立保育所
保育園・幼稚園・認定こども園 上戸保育所
保育園・幼稚園・認定こども園 加賀市立庄保育園
保育園・幼稚園・認定こども園 認定こども園能美市立寿保育園　保育士
保育園・幼稚園・認定こども園 白山市立吉野保育所
保育園・幼稚園・認定こども園 加賀市立錦城保育園
保育園・幼稚園・認定こども園 ゆりかご保育園
保育園・幼稚園・認定こども園 羽咋市立西北台保育所
保育園・幼稚園・認定こども園 双葉第二こども園
保育園・幼稚園・認定こども園 やざき乳児保育園
保育園・幼稚園・認定こども園 福岡児童館
保育園・幼稚園・認定こども園 若山保育所
保育園・幼稚園・認定こども園 みさき保育所
保育園・幼稚園・認定こども園 輪島市立松風台保育所
保育園・幼稚園・認定こども園 加賀市立山中中央保育園
保育園・幼稚園・認定こども園 小松市立那谷保育所
保育園・幼稚園・認定こども園 蛸島保育所
保育園・幼稚園・認定こども園 加賀市立大聖寺保育園
保育園・幼稚園・認定こども園 加賀市立作見保育園
保育園・幼稚園・認定こども園 清泉幼稚園
保育園・幼稚園・認定こども園 学校法人　なかよし幼稚園
保育園・幼稚園・認定こども園 河南保育園
保育園・幼稚園・認定こども園 山中保育園
保育園・幼稚園・認定こども園 正院保育所
保育園・幼稚園・認定こども園 北陸学院大学第一幼稚園
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保育園・幼稚園・認定こども園 大海こども園
保育園・幼稚園・認定こども園 社会福祉法人羽咋麻那福祉会　とき保育園
保育園・幼稚園・認定こども園 羽咋幼稚園
保育園・幼稚園・認定こども園 認定こども園しらさぎ保育所
保育園・幼稚園・認定こども園 社会福祉法人第三善隣館　愛育保育園
保育園・幼稚園・認定こども園 やくおうえん
保育園・幼稚園・認定こども園 すみれこども園
保育園・幼稚園・認定こども園 能美市立豊美保育園
保育園・幼稚園・認定こども園 加賀市立橋立保育園
保育園・幼稚園・認定こども園 金沢市立大桑保育所
保育園・幼稚園・認定こども園 七尾幼稚園
保育園・幼稚園・認定こども園 野々市市立中央保育園
保育園・幼稚園・認定こども園 認定こども園ひょうたん
保育園・幼稚園・認定こども園 金沢市立薬師谷保育所
保育園・幼稚園・認定こども園 双葉こども園
保育園・幼稚園・認定こども園 金沢市立金石保育所
保育園・幼稚園・認定こども園 金沢市立花園保育所
保育園・幼稚園・認定こども園 小丸山認定こども園
保育園・幼稚園・認定こども園 金津こども園
保育園・幼稚園・認定こども園 松波こども園
保育園・幼稚園・認定こども園 和倉こども園
保育園・幼稚園・認定こども園 認定こども園柳田保育所
保育園・幼稚園・認定こども園 邑知保育園
保育園・幼稚園・認定こども園 学校法人　若草幼稚園
保育園・幼稚園・認定こども園 聖テレジア幼稚園
保育園・幼稚園・認定こども園 袖ヶ江みなとこども園
保育園・幼稚園・認定こども園 認定こども園　中央保育所
保育園・幼稚園・認定こども園 幼保連携型認定こども園　さいび園
保育園・幼稚園・認定こども園 白山市立乳児保育所
保育園・幼稚園・認定こども園 野々市市立あすなろ保育園
保育園・幼稚園・認定こども園 社会福祉法人あゆみ保育園
保育園・幼稚園・認定こども園 やたの認定こども園あおぞら
保育園・幼稚園・認定こども園 ひがしあさかわこども園
保育園・幼稚園・認定こども園 すえさみこども園
保育園・幼稚園・認定こども園 聖エゼフ幼稚園
保育園・幼稚園・認定こども園 向陽台保育園
保育園・幼稚園・認定こども園 とりやのの子ども園
保育園・幼稚園・認定こども園 金沢市立花園保育所
保育園・幼稚園・認定こども園 社会福祉法人久楽会　のびのびこども園
保育園・幼稚園・認定こども園 津幡町とくの幼稚園
保育園・幼稚園・認定こども園 永井善楼館こども園
保育園・幼稚園・認定こども園 山中ふたば保育園
保育園・幼稚園・認定こども園 上野こども園
保育園・幼稚園・認定こども園 兼六こども園
保育園・幼稚園・認定こども園 末こども園
保育園・幼稚園・認定こども園 社会福祉法人久楽会　くりのき保育園
保育園・幼稚園・認定こども園 野々市市立富奥保育園
保育園・幼稚園・認定こども園 和光幼稚園
保育園・幼稚園・認定こども園 認定こども園海の星幼稚園
保育園・幼稚園・認定こども園 なごみこども園
保育園・幼稚園・認定こども園 かたつこども園
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保育園・幼稚園・認定こども園 弥生乳児保育園
保育園・幼稚園・認定こども園 学校法人白銀幼稚園
保育園・幼稚園・認定こども園 金沢市立矢木保育所
保育園・幼稚園・認定こども園 白山市立湊保育園
保育園・幼稚園・認定こども園 中能登町立こすもす保育園
保育園・幼稚園・認定こども園 神田認定こども園
保育園・幼稚園・認定こども園 金沢幼稚園
保育園・幼稚園・認定こども園 野町保育園
保育園・幼稚園・認定こども園 社会福祉法人　七尾市社会事業協会　やまとこども園
保育園・幼稚園・認定こども園 社会福祉法人町野福祉会　かわい保育園
保育園・幼稚園・認定こども園 金沢市立森山保育所
保育園・幼稚園・認定こども園 加賀市立加陽保育園
保育園・幼稚園・認定こども園 認定こども園能美市立寿保育園　園児
保育園・幼稚園・認定こども園 中能町立さくら保育園
保育園・幼稚園・認定こども園 馬場幼稚園
保育園・幼稚園・認定こども園 津幡町立認定こども園太白台保育園
保育園・幼稚園・認定こども園 矢田野こども園
保育園・幼稚園・認定こども園 金沢大学付属幼稚園
保育園・幼稚園・認定こども園 わじまミドリ保育園
保育園・幼稚園・認定こども園 社会福祉法人吉竹福祉会　木場こども園
保育園・幼稚園・認定こども園 あおば保育園
保育園・幼稚園・認定こども園 おしの保育園
保育園・幼稚園・認定こども園 開陽保育園
保育園・幼稚園・認定こども園 飯田保育所
保育園・幼稚園・認定こども園 木の花幼稚園
保育園・幼稚園・認定こども園 北陸学院扇が丘幼稚園
保育園・幼稚園・認定こども園 清心こども園
保育園・幼稚園・認定こども園 羽咋白百合幼稚園
保育園・幼稚園・認定こども園 金沢市立光が丘保育所
保育園・幼稚園・認定こども園 かさまいこども園
保育園・幼稚園・認定こども園 野々市市立　富奥保育園
保育園・幼稚園・認定こども園 認定こども園すくすくふたば
保育園・幼稚園・認定こども園 めぐみこども園
保育園・幼稚園・認定こども園 鶴来第一幼稚園
保育園・幼稚園・認定こども園 社会福祉法人　林光園　新生保育園
保育園・幼稚園・認定こども園 さくらこども園
保育園・幼稚園・認定こども園 中能登町立あおば保育園
保育園・幼稚園・認定こども園 つるぎこども園
保育園・幼稚園・認定こども園 社会福祉法人久楽会　あわだこども園
保育園・幼稚園・認定こども園 社会福祉法人久楽会　ふじひら保育園
保育園・幼稚園・認定こども園 内灘町立向粟崎保育園
保育園・幼稚園・認定こども園 社会福祉法人みどり福祉会　四柏こども園
保育園・幼稚園・認定こども園 まどかこども園
保育園・幼稚園・認定こども園 あゆみこども園
保育園・幼稚園・認定こども園 社会福祉法人紫志の会　幼保連携型認定こども園エンジェル保育園
保育園・幼稚園・認定こども園 学校法人　伏見幼稚園
保育園・幼稚園・認定こども園 幼保連携型認定こども園　美郷保育園
保育園・幼稚園・認定こども園 能美市立大成保育園
保育園・幼稚園・認定こども園 社会福祉法人　長土塀こども園
保育園・幼稚園・認定こども園 能美市立福岡保育園
保育園・幼稚園・認定こども園 認定こども園能美市立緑が丘保育園
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保育園・幼稚園・認定こども園 わかたけこども園
保育園・幼稚園・認定こども園 野々市市立御経塚保育園
保育園・幼稚園・認定こども園 みどりが丘保育園
保育園・幼稚園・認定こども園 あたか認定こども園
保育園・幼稚園・認定こども園 ほりうちこども園
保育園・幼稚園・認定こども園 西湊こども園
保育園・幼稚園・認定こども園 小松市立認定こども園だいいち
保育園・幼稚園・認定こども園 高松こども園
保育園・幼稚園・認定こども園 すえひろこども園
保育園・幼稚園・認定こども園 たちばなこども園
保育園・幼稚園・認定こども園 幼保連携型認定こども園　ふじこども園
保育園・幼稚園・認定こども園 聖光保育園
保育園・幼稚園・認定こども園 ほのみこども園
保育園・幼稚園・認定こども園 ひまわりこども園
保育園・幼稚園・認定こども園 社会福祉法人愛里巣福祉会　アリスこども園
保育園・幼稚園・認定こども園 はまなすこども園
保育園・幼稚園・認定こども園 白山市立わかみや保育園
保育園・幼稚園・認定こども園 社会福祉法人　つばきこども園
保育園・幼稚園・認定こども園 津幡町立中条東保育園
保育園・幼稚園・認定こども園 伏見かわい幼稚園
保育園・幼稚園・認定こども園 白嶺幼稚園
保育園・幼稚園・認定こども園 こすもす保育園
保育園・幼稚園・認定こども園 北安江保育園
保育園・幼稚園・認定こども園 田上こども園
保育園・幼稚園・認定こども園 野々市市立押野保育園
保育園・幼稚園・認定こども園 社会福祉法人石川県社会福祉事業団　広岡こども園
保育園・幼稚園・認定こども園 郷こども園
保育園・幼稚園・認定こども園 白山市立千代野保育所
保育園・幼稚園・認定こども園 すえさみこども園
保育園・幼稚園・認定こども園 金沢市立中村町保育所
保育園・幼稚園・認定こども園 あさひこども園
保育園・幼稚園・認定こども園 みずべこども園
保育園・幼稚園・認定こども園 能美市立辰口保育園
保育園・幼稚園・認定こども園 ななおあいじこども園
保育園・幼稚園・認定こども園 新化こども園
保育園・幼稚園・認定こども園 松が丘こども園
保育園・幼稚園・認定こども園 認定こども園恵愛
保育園・幼稚園・認定こども園 内灘はまなすこども園
保育園・幼稚園・認定こども園 いしかわこども園
保育園・幼稚園・認定こども園 粟生保育園
保育園・幼稚園・認定こども園 津幡町立井上保育園
保育園・幼稚園・認定こども園 こども園わかば
保育園・幼稚園・認定こども園 しらゆりこども園
保育園・幼稚園・認定こども園 弓取保育園
保育園・幼稚園・認定こども園 林中こども園
保育園・幼稚園・認定こども園 ちこう
保育園・幼稚園・認定こども園 ちよの幼稚園
保育園・幼稚園・認定こども園 妙源寺幼稚園
保育園・幼稚園・認定こども園 幼保連携型認定こども園　キッズランド　いなみえん
保育園・幼稚園・認定こども園 ちいろばこども園
保育園・幼稚園・認定こども園 社会福祉法人ヴィテンSMCこども園

13/30



区分 組織・団体の名称

県民一斉防災訓練（シェイクアウトいしかわ）参加登録団体

保育園・幼稚園・認定こども園 紗騎亜福祉法人吉竹福祉会　佳吉こども園
保育園・幼稚園・認定こども園 白山市立双葉保育所
保育園・幼稚園・認定こども園 社会福祉法人志賀町乳幼児保育園　幼保連携型認定こども園すばる幼稚園
保育園・幼稚園・認定こども園 認定こども園　湯野保育園
保育園・幼稚園・認定こども園 幼保連携型認定こども園すずらん保育園
保育園・幼稚園・認定こども園 松寺こども園
保育園・幼稚園・認定こども園 加賀市立動橋保育園
保育園・幼稚園・認定こども園 学校法人鶴来学園ニジイロ保育園
保育園・幼稚園・認定こども園 金沢星稜大学附属星稜幼稚園
保育園・幼稚園・認定こども園 小木こども園
保育園・幼稚園・認定こども園 社会福祉法人鶴来愛環会
保育園・幼稚園・認定こども園 あさひこども園
保育園・幼稚園・認定こども園 千鳥台幼稚舎
保育園・幼稚園・認定こども園 千坂こども園
保育園・幼稚園・認定こども園 南陽幼保園
保育園・幼稚園・認定こども園 こばと第2こども園
保育園・幼稚園・認定こども園 はまなす保育園
保育園・幼稚園・認定こども園 平和こども園
保育園・幼稚園・認定こども園 学園台こども園
保育園・幼稚園・認定こども園 ひばりキッズガーデン
保育園・幼稚園・認定こども園 幼保連携型認定こども園　ひかりっこ
保育園・幼稚園・認定こども園 学校法人久直学園メロン幼稚園
保育園・幼稚園・認定こども園 認定こども園子供の家
保育園・幼稚園・認定こども園 こばと保育園
保育園・幼稚園・認定こども園 安原こども園
保育園・幼稚園・認定こども園 かが幼稚園
保育園・幼稚園・認定こども園 鶴来第二幼稚園
保育園・幼稚園・認定こども園 桜木幼稚園
保育園・幼稚園・認定こども園 長町幼稚園
保育園・幼稚園・認定こども園 学校法人　済美幼稚園
保育園・幼稚園・認定こども園 みはる幼稚園
保育園・幼稚園・認定こども園 社会福祉法人白帆会　大根布保育園
保育園・幼稚園・認定こども園 金沢泉丘こども園
保育園・幼稚園・認定こども園 牧こども園
保育園・幼稚園・認定こども園 本宮のもり幼保園
保育園・幼稚園・認定こども園 まちの保育園
保育園・幼稚園・認定こども園 みやこのもりこども園
保育園・幼稚園・認定こども園 中海こども園
保育園・幼稚園・認定こども園 西泉保育園
保育園・幼稚園・認定こども園 にじの丘こども園
保育園・幼稚園・認定こども園 わかばにしかるみこども園
保育園・幼稚園・認定こども園 七尾みなとこども園
保育園・幼稚園・認定こども園 幼保連携型認定こども園はくさん保育園
保育園・幼稚園・認定こども園 幼保連携型認定こども園　蓮代寺こども園
保育園・幼稚園・認定こども園 城北病院杉の子保育園
保育園・幼稚園・認定こども園 聖霊こども園
保育園・幼稚園・認定こども園 御幸保育園
保育園・幼稚園・認定こども園 山王こども園
保育園・幼稚園・認定こども園 白江こども未来園
保育園・幼稚園・認定こども園 中能登町立たんぽぽ保育園
保育園・幼稚園・認定こども園 幼保連携型認定こども園和光
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保育園・幼稚園・認定こども園 学校法人　天徳幼稚園
保育園・幼稚園・認定こども園 富樫中央保育園
保育園・幼稚園・認定こども園 大徳学園
保育園・幼稚園・認定こども園 鶴が丘こども園
保育園・幼稚園・認定こども園 わかたけの森こども園
保育園・幼稚園・認定こども園 社会福祉法人久楽会　あさがお保育園
保育園・幼稚園・認定こども園 蝶屋こども園
保育園・幼稚園・認定こども園 よしたけこども園
保育園・幼稚園・認定こども園 ふたつか認定こども園

学校（小学校） 輪島市立三井小学校

学校（小学校） 加賀市立三谷小学校

学校（小学校） 小松市立那谷小学校

学校（小学校） 珠洲市立飯田小学校

学校（小学校） 加賀市立東谷口小学校

学校（小学校） 輪島市立門前東小学校

学校（小学校） 羽咋市立余喜小学校

学校（小学校） 加賀市立南郷小学校

学校（小学校） 宝達志水町立押水第一小学校

学校（小学校） 石川県鳳珠郡能登町立鵜川小学校

学校（小学校） 小松市立日末小学校

学校（小学校） 金沢市立中央小学校芳斎分校

学校（小学校） かほく市立金津小学校

学校（小学校） 川北町立中島小学校

学校（小学校） 小松市立木場小学校

学校（小学校） 加賀市立勅使小学校

学校（小学校） 宝達志水町立樋川小学校

学校（小学校） 大海小学校

学校（小学校） 加賀市立庄小学校

学校（小学校） 小松市立粟津小学校

学校（小学校） 小松市立中海小学校

学校（小学校） 宝達志水町志雄小学校

学校（小学校） 羽咋市立邑知小学校

学校（小学校） 宝達志水町立相見小学校

学校（小学校） 小松市立犬丸小学校

学校（小学校） 川北町立橘小学校

学校（小学校） 加賀市立河南小学校

学校（小学校） 小松市立東陵小学校

学校（小学校） 小松市立荒屋小学校

学校（小学校） 輪島市立鳳至小学校

学校（小学校） 加賀市立山中小学校

学校（小学校） 津幡町立英田小学校

学校（小学校） 内灘町立鶴ヶ丘小学校

学校（小学校） 能美市立福岡小学校

学校（小学校） 加賀市立動橋小学校

学校（小学校） 小松市立向本折小学校

学校（小学校） 内灘町立大根布小学校

学校（小学校） 能美市立湯野小学校

学校（小学校） 小松市立安宅小学校

学校（小学校） 白山市立松陽小学校

学校（小学校） 金沢市立浅野町小学校

学校（小学校） 小松市立矢田野小学校
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学校（小学校） 輪島市立河井小学校

学校（小学校） 小松市立今江小学校

学校（小学校） 七尾市立山王小学校

学校（小学校） 金沢市立粟崎小学校

学校（小学校） 金沢市立犀桜小学校

学校（小学校） 津幡町立中条小学校

学校（小学校） 中能登町立鳥屋小学校

学校（小学校） 中能登町立鹿島小学校

学校（小学校） 内灘町立白帆台小学校

学校（小学校） かほく市立高松小学校

学校（小学校） 金沢市立押野小学校

学校（小学校） 小松市立稚松小学校

学校（小学校） 野々市市立菅原小学校

学校（小学校） 金沢市立杜の里小学校

学校（小学校） 白山市立北陽小学校

学校（小学校） 加賀市立山代小学校

学校（小学校） 小松市立芦城小学校

学校（小学校） 金沢市立緑小学校

学校（小学校） 金沢市立小立野小学校

学校（小学校） 志賀町立志賀小学校

学校（小学校） 金沢市立南小立野小学校

学校（小学校） 能美市立辰口中央小学校

学校（小学校） かほく市立宇ノ気小学校

学校（小学校） 能美市立浜小学校

学校（小学校） 金沢市立小坂小学校

学校（小学校） 白山市立蕪城小学校

学校（小学校） 野々市市立富陽小学校

学校（小学校） 金沢市立米丸小学校

学校（小学校） 野々市市立野々市小学校

学校（小学校） 能美市立和気小学校

学校（小学校） 七尾市立朝日小学校

学校（小学校） 加賀市立分校小学校

学校（小学校） 能登町立松波小学校

学校（小学校） 能登町立小木小学校

学校（小学校） 能登町立宇出津小学校

学校（小学校） 白山市立旭丘小学校

学校（小学校） 松任小学校

学校（小学校） 小松市立月津小学校

学校（小学校） 七尾市立田鶴浜小学校

学校（小学校） 加賀市立橋立小学校

学校（小学校） 加賀市立錦城東小学校

学校（小学校） 珠洲市立宝立小中学校

学校（小学校） 金沢市立不動寺小学校

学校（小学校） 津幡町立井上小学校

学校（小学校） 金沢市立泉野小学校

学校（小学校） 津幡町立条南小学校

学校（小学校） 白山市立白峰小学校

学校（小学校） 羽咋市立瑞穂小学校

学校（小学校） 津幡町立英田小学校

学校（小学校） 刈安公民館、寺尾保育園、津幡町立刈安小学校

学校（小学校） 津幡町立笠野小学校
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学校（小学校） 加賀市立片山津小学校

学校（小学校） 金沢市立鞍月小学校

学校（小学校） 輪島市立河原田小学校

学校（小学校） 北陸学院小学校

学校（小学校） 加賀市立錦城小学校

学校（小学校） 加賀市立金明小学校

学校（小学校） 金沢市立長坂台小学校

学校（小学校） 輪島市立鵠巣小学校

学校（小学校） 加賀市立湖北小学校

学校（小学校） 七尾市立小丸山小学校

学校（小学校） 輪島市立町野小学校

学校（小学校） 小松市立符津小学校

学校（小学校） 小松市立松東みどり学園

学校（小学校） 七尾市立東湊小学校

学校（小学校） 小松市立能美小学校

学校（小学校） 白山市立美川小学校

学校（小学校） 金沢市立森本小学校

学校（小学校） 金沢市立森山町小学校

学校（小学校） 内灘町立向粟崎小学校

学校（小学校） 七尾市立中島小学校

学校（小学校） かほく市立七塚小学校

学校（小学校） 金沢市立西小学校

学校（小学校） 輪島市立大屋小学校

学校（小学校） 珠洲市立大谷小中学校

学校（小学校） 七尾市立石崎小学校

学校（小学校） 金沢市金石町小学校

学校（小学校） 小松市立串小学校

学校（小学校） 鹿西小学校

学校（小学校） 白山市立広陽小学校

学校（小学校） 金沢市立犀川小学校

学校（小学校） 金沢市立大野町小学校

学校（小学校） 能美市立寺井小学校

学校（小学校） 作見小学校

学校（小学校） 羽咋市西北台小学校

学校（小学校） 内灘町立清湖小学校

学校（小学校） 金沢市立四十万小学校

学校（小学校） 七尾市立能登島小学校

学校（小学校） かほく市立外日角小学校

学校（小学校） 野々市市立館野小学校

学校（小学校） 珠洲市立直小学校

学校（小学校） 能美市立粟生小学校

学校（小学校） 金沢市立夕日寺小学校

学校（小学校） 金沢市立富樫小学校

学校（小学校） 津幡町立津幡小学校

学校（小学校） 小松市立苗代小学校

学校（小学校） 七尾市立和倉小学校

学校（小学校） 金沢市立西小学校

学校（小学校） 金沢市立兼六小学校

学校（小学校） 米泉小学校

学校（小学校） 羽咋市立粟ノ保小学校

学校（小学校） 珠洲市立宝立小中学校
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学校（小学校） 志賀町立富来小学校

学校（中学校） 能登町立松波中学校

学校（中学校） 加賀市立橋立中学校

学校（中学校） 志賀町立富来中学校

学校（中学校） 北陸学院中学校

学校（中学校） 金沢学院大学附属中学校

学校（中学校） 能登町立能都中学校

学校（中学校） 志賀町立志賀中学校

学校（中学校） かほく市立河北台中学校

学校（中学校） かほく市立宇ノ気中学校

学校（中学校） 白山市立北辰中学校

学校（中学校） 能美市立辰口中学校

学校（中学校） 小松市立芦城中学校

学校（中学校） 小松市立松陽中学校

学校（中学校） 内灘町立内灘中学校

学校（中学校） 野々市市立野々市中学校

学校（中学校） 金沢市立兼六中学校

学校（中学校） 金沢市立小将町中学校

学校（中学校） 穴水町立穴水中学校

学校（中学校） 加賀市立山代中学校

学校（中学校） 金沢市立兼六中学校

学校（中学校） 野々市市立布水中学校

学校（中学校） 白山市立松任中学校

学校（中学校） 内灘中学校ハマナス分校

学校（中学校） 能登町立小木中学校

学校（中学校） 七尾市立能登香島中学校

学校（中学校） 加賀市立片山津中学校

学校（中学校） 小松市立丸内中学校

学校（中学校） 金沢市立緑中学校

学校（中学校） 緑丘中学校

学校（中学校） 珠洲市立三崎中学校

学校（中学校） 輪島市立門前中学校

学校（中学校） 金沢市立森本中学校

学校（中学校） 小松市立南部中学校

学校（中学校） 鶴来中学校

学校（中学校） 中能登町立中能登中学校

学校（中学校） 能美市立寺井中学校

学校（中学校） 七尾市立中島中学校

学校（中学校） 七尾市立七尾中学校

学校（中学校） 羽咋市立邑知中学校

学校（中学校） 白山市立美川中学校

学校（中学校） 小松市立安宅中学校

学校（中学校） 金沢市立城南中学校

学校（中学校） 金沢市立浅野川中学校

学校（中学校） 小松市立御幸中学校

学校（中学校） 輪島市立東陽中学校

学校（中学校） 加賀市立東和中学校

学校（中学校） 津幡町立津幡南中学校

学校（中学校） 能美市立根上中学校

学校（中学校） 輪島市立輪島中学校

学校（中学校） 白山市立光野中学校
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学校（中学校） 県立金沢錦丘中学校

学校（高校） 鵬学園高等学校

学校（高校） 金沢市立工業高等学校

学校（高校） 小松大谷高等学校

学校（高校） 北陸学院高等学校

学校（高校） 遊学館高等学校

学校（高校） 金沢高等学校

学校（高校） 石川県立鹿西高等学校j

学校（高校） 金沢龍谷高等学校

学校（高校） 翠星高校

学校（高校） 石川県立田鶴浜高等学校

学校（高校） 星稜中学校・高等学校

学校（高校） 金沢学院大学附属高等学校

学校（高校） 大聖寺実業

学校（高校） 大聖寺

学校（高校） 加賀

学校（高校） 小松商業

学校（高校） 小松工業

学校（高校） 小松

学校（高校） 小松明峰

学校（高校） 寺井

学校（高校） 鶴来

学校（高校） 松任

学校（高校） 翠星

学校（高校） 野々市明倫

学校（高校） 金沢錦丘高

学校（高校） 金沢泉丘

学校（高校） 金沢二水

学校（高校） 金沢伏見

学校（高校） 金沢辰巳丘

学校（高校） 金沢商業

学校（高校） 工業

学校（高校） 金沢桜丘

学校（高校） 金沢西

学校（高校） 金沢北陵

学校（高校） 金沢向陽

学校（高校） 内灘

学校（高校） 津幡

学校（高校） 羽咋

学校（高校） 羽咋工業

学校（高校） 宝達

学校（高校） 志賀

学校（高校） 七尾東雲

学校（高校） 七尾

学校（高校） 田鶴浜

学校（高校） 鹿西

学校（高校） 穴水

学校（高校） 能登

学校（高校） 門前

学校（高校） 輪島

学校（高校） 飯田
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学校（専修・各種学校） 有限会社七尾自動車教習所

学校（専修・各種学校） 専門学校ファースト学園　金沢校

学校（専修・各種学校） 金沢駅西予備校

学校（専修・各種学校） 大原学園金沢校

学校（専修・各種学校） 金沢福祉専門学校

学校（専修・各種学校） 石川工業高等専門学校

学校（専修・各種学校） 専門学校アリス学園

学校（専修・各種学校） 専門学校金沢リハビリテーションアカデミー

学校（専修・各種学校） 加賀聖城

学校（専修・各種学校） 小松北（昼）

学校（専修・各種学校） 小松北（夜）

学校（専修・各種学校） 金沢中央（昼）

学校（専修・各種学校） 金沢中央（夜）

学校（専修・各種学校） 羽松

学校（専修・各種学校） 七尾城北

学校（専修・各種学校） 輪島(定時制)

学校（専修・各種学校） 金沢泉丘・通信（金沢）

学校（専修・各種学校） 金沢泉丘・通信（七尾）

学校（特別支援） 県立明和特別支援学校

学校（特別支援） 盲学校

学校（特別支援） ろう学校

学校（特別支援） 明和特

学校（特別支援） いしかわ特

学校（特別支援） 小松瀬領特

学校（特別支援） 錦城特

学校（特別支援） 小松特

学校（特別支援） 七尾特

学校（特別支援） 七尾特　輪島分校

学校（特別支援） 七尾特　珠洲分校

学校（特別支援） 医王特

学校（大学） 金沢星稜大学女子短期大学部　教育職員

学校（大学） 金沢美術工芸大学

学校（大学） 公立小松大学

学校（大学） 金沢大学医薬保健学域保健学類　看護学専攻

学校（大学） 金沢星稜大学　教育職員

学校（大学） 国際高等専門学校

学校（大学） 金沢星稜大学　事務職員

学校（大学） 金沢星稜大学女子短期大学部　事務職員

学校（大学） 金沢星稜大学女子短期大学部　学生

学校（大学） 北陸大学薬学キャンパス

学校（大学） 石川県立看護大学

学校（大学） 国立大学法人金沢大学　角間キャンパス

学校（大学） 国立大学法人金沢大学　宝町・鶴間キャンパス

学校（大学） 北陸大学太陽が丘キャンパス

学校（大学） 金沢学院大学

学校（大学） 石川県立大学

学校（大学） 金沢工業大学

学校（大学） 金沢星稜大学　学生

学校（大学） 石川県立看護大学

学校（大学） 金城大学・金城大学短期大学部

学校（大学） 学校法人北陸学院
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医療・福祉関係機関 あての木園ホームヘルプサービス

医療・福祉関係機関 石川県八田ホーム居宅介護支援センター

医療・福祉関係機関 あわら

医療・福祉関係機関 居宅支援センター福寿園

医療・福祉関係機関 ケアハウスまっとう

医療・福祉関係機関 金沢市短期入所施設湖陽ホーム

医療・福祉関係機関 石川県社会福祉事業団

医療・福祉関係機関 秀楽苑　グループホーム

医療・福祉関係機関 ヘルパーステーションローレル

医療・福祉関係機関 志賀訪問看護ステージョン

医療・福祉関係機関 ディサービス　らっぴー

医療・福祉関係機関 社会福祉法人第三善隣館　福祉センター

医療・福祉関係機関 社会福祉法人希望が丘　児童施設

医療・福祉関係機関 金沢市デイサービスセンター湖陽苑

医療・福祉関係機関 サービス付高齢者向け受託おれんじハウス

医療・福祉関係機関 デイサービスやたの

医療・福祉関係機関 社会福祉法人篤豊会

医療・福祉関係機関 共同生活援助事務所ひだまり

医療・福祉関係機関 第二鹿寿苑

医療・福祉関係機関 野々市市中央児童館

医療・福祉関係機関 社会福祉法人　あすなろ学園

医療・福祉関係機関 野々市市立中央児童館

医療・福祉関係機関 特別養護老人ホーム　千木園

医療・福祉関係機関 仕事&交流ハウスあおぞら

医療・福祉関係機関 デイサービスオールウェイ東山店

医療・福祉関係機関 社会福祉法人第三善隣館　さつき苑

医療・福祉関係機関 石川県済生会金沢病院

医療・福祉関係機関 看護小規模多機能あわらんち

医療・福祉関係機関 社会福祉法人共友会　デイサービスやたの

医療・福祉関係機関 片山津温泉日日好日院デイサービスセンター

医療・福祉関係機関 特別養護老人ホーム

医療・福祉関係機関 小規模多機能型居宅介護事務所　けいじゅー本杉

医療・福祉関係機関 社会福祉法人けやきの樹福祉会　地域活動支援センタークリエーションけやき

医療・福祉関係機関 デイサービスあわら

医療・福祉関係機関 グループホームかないわ　小規模多機能

医療・福祉関係機関 （一社）石川県歯科医師会

医療・福祉関係機関 (株)アルパ　キッズルームロータス

医療・福祉関係機関 (株)アルパ　キッズルームパンプキン

医療・福祉関係機関 (株)アルパ　キッズルームポテト

医療・福祉関係機関 (株)アルパ　キッズルームオニオン

医療・福祉関係機関 (株)アルパ　ヒラソルはった

医療・福祉関係機関 医療法人社団生生会　円山病院

医療・福祉関係機関 特定非営利活動法人プウプ

医療・福祉関係機関 医療法人社団さくら会　森田病院

医療・福祉関係機関 障がい者支援事業所　かのん

医療・福祉関係機関 デイサービスいらっしひのんこ

医療・福祉関係機関 あての木園短期入所センター

医療・福祉関係機関 秀楽苑　デイサービスセンター

医療・福祉関係機関 さわらび通所介護事業所

医療・福祉関係機関 小規模多機能ホームはしたて

医療・福祉関係機関 七見デイサービスセンター
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医療・福祉関係機関 小規模多機能型居宅介護施設あっとほーむレガーレ

医療・福祉関係機関 七尾訪問看護ステーション

医療・福祉関係機関 グループホーム聖頌園

医療・福祉関係機関 朱鷺の苑　円光寺

医療・福祉関係機関 恵寿みおや

医療・福祉関係機関 あっとほーむコモド

医療・福祉関係機関 医療法人松原会　ピアサポート北のと

医療・福祉関係機関 ケアハウス千木の里

医療・福祉関係機関 朱鷺の苑　松寺

医療・福祉関係機関 デイサービスオールウェイ梅ちゃんの湯

医療・福祉関係機関 グループホームかないわ　グループホープ

医療・福祉関係機関 小規模多機能ホームやたの

医療・福祉関係機関 福寿園デイサービスセンター

医療・福祉関係機関 社会福祉法人　朱鷺の苑穴水

医療・福祉関係機関 眉丈園　短期入所サービスセンター

医療・福祉関係機関 眉丈園　デイサービスセンター

医療・福祉関係機関 特定非営利活動法人KMC　生活支援センターキャンワーク

医療・福祉関係機関 NPO法人リエゾン　障害者就労移行支援事業所リエゾン

医療・福祉関係機関 内灘町社会福祉協議会

医療・福祉関係機関 小規模特別養護老人ホーム　第三千木園ひきだ

医療・福祉関係機関 グループホーム長寿の郷

医療・福祉関係機関 社会福祉法人希望が丘　カッコー

医療・福祉関係機関 サ高住　朱鷺の苑　彦三

医療・福祉関係機関 能美市社会福祉協議会

医療・福祉関係機関 あての木園デイサービスセンター

医療・福祉関係機関 特別養護老人ホーム秀楽苑

医療・福祉関係機関 田谷泌尿器科医院

医療・福祉関係機関 小規模多機能ホームきんめい

医療・福祉関係機関 特別養護老人ホーム片山津温泉日日好日院

医療・福祉関係機関 デイサービスセンターあかかみ

医療・福祉関係機関 なたうちニコニコホーム

医療・福祉関係機関 剣崎デイサービスセンター

医療・福祉関係機関 第二長寿園デイサービスセンター

医療・福祉関係機関 能登穴水聖頌園　デイサービス

医療・福祉関係機関 ケアハウス聖頌園

医療・福祉関係機関 特別養護老人ホーム　第二万陽苑

医療・福祉関係機関 介護医療院　恵寿鳩ヶ丘

医療・福祉関係機関 デイサービスオールウェイ野々市本店

医療・福祉関係機関 朱鷺の苑　城北

医療・福祉関係機関 デイサービスセンター　おうちの里

医療・福祉関係機関 グループホームやたの

医療・福祉関係機関 藤波デイサービスセンター

医療・福祉関係機関 朱鷺の苑　幸町

医療・福祉関係機関 朱鷺の苑　やわらぎ

医療・福祉関係機関 陽風園地域福祉プラザ

医療・福祉関係機関 社会福祉法人陽風園　事務局

医療・福祉関係機関 デイサービスオールウェイ金沢中央店

医療・福祉関係機関 小規模特別養護老人ホーム　キラッと美川

医療・福祉関係機関 地域密着型特別養護老人ホーム第２ゆきわりそう

医療・福祉関係機関 フォルムののシティ

医療・福祉関係機関 くらし・しごと応援センターはるかぜ
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医療・福祉関係機関 能美市宮竹放課後児童クラブ

医療・福祉関係機関 朱鷺の苑　二塚

医療・福祉関係機関 あっとほーむウエスト

医療・福祉関係機関 サービス付高齢者向け住宅　ローレルハイツ恵寿

医療・福祉関係機関 （社）洋和会　金沢事業部　あんのん山科

医療・福祉関係機関 ケアハウスビハーラの里

医療・福祉関係機関 朱鷺の苑　八西インター

医療・福祉関係機関 社会福祉法人四恩会　キッチンクラブおしみず

医療・福祉関係機関 社会福祉法人幸徳園

医療・福祉関係機関 石川県百々鶴苑

医療・福祉関係機関 社会福祉法人石川県社会福祉事業団　石川県百々鶴苑

医療・福祉関係機関 矢田野ファクトリー

医療・福祉関係機関 社会福祉法人眉丈会　尾山互町

医療・福祉関係機関 社会福祉法人松の実園

医療・福祉関係機関 城北クリニック

医療・福祉関係機関 特別養護老人ホームあかかみ

医療・福祉関係機関 鹿寿苑グループホーム

医療・福祉関係機関 鹿寿苑デイサービスセンター

医療・福祉関係機関 特別養護老人ホーム戸室和楽ホーム

医療・福祉関係機関 特別養護老人ホーム　慈妙院加賀

医療・福祉関係機関 訪問看護ステーションあわら

医療・福祉関係機関 福祉総合センターひきだ

医療・福祉関係機関 朱鷺の苑　彦三

医療・福祉関係機関 朱鷺の苑　弥生

医療・福祉関係機関 株式会社　恵

医療・福祉関係機関 就労継続施設B型　あけぼの作業所

医療・福祉関係機関 社会福祉法人四恩会　今浜苑

医療・福祉関係機関 社会福祉法人　みのり会

医療・福祉関係機関 のとじま幼保園

医療・福祉関係機関 特別養護老人ホーム　石川県八田ホーム

医療・福祉関係機関 白山市千代野児童センター

医療・福祉関係機関 特別養護老人ホーム　万陽苑

医療・福祉関係機関 ケアハウス　ローレルハイツ恵寿

医療・福祉関係機関 ケアハウス剣崎

医療・福祉関係機関 医療法人社団聖来美クリニック

医療・福祉関係機関 石川県百々鶴苑

医療・福祉関係機関 養護老人ホーム　石川県鳳寿苑

医療・福祉関係機関 朱鷺の苑　かがやき

医療・福祉関係機関 社会福祉法人　聖ヨゼフ苑

医療・福祉関係機関 特別養護老人ホーム愛らんど萌寿

医療・福祉関係機関 社会福祉法人　アカシアの里

医療・福祉関係機関 救護施設　三陽ホーム

医療・福祉関係機関 養護老人ホーム　あっとほーむ若葉

医療・福祉関係機関 特別養護老人ホーム　第２千木園

医療・福祉関係機関 特別養護老人ホーム第二長寿園

医療・福祉関係機関 社会福祉法人希望が丘

医療・福祉関係機関 社会福祉法人内灘町福祉会　特別養護老人ホーム夕陽ヶ丘苑

医療・福祉関係機関 公立宇出津総合病院

医療・福祉関係機関 特別養護老人ホーム松寿園

医療・福祉関係機関 第二金沢朱鷺の苑

医療・福祉関係機関 あいびす

23/30



区分 組織・団体の名称

県民一斉防災訓練（シェイクアウトいしかわ）参加登録団体

医療・福祉関係機関 介護老人保健施設　和光苑

医療・福祉関係機関 （社）洋和会　金沢事業部　シニアタウン２１

医療・福祉関係機関 社会福祉法人　羽咋市社会福祉協議会

医療・福祉関係機関 社会福祉法人　朱鷺の苑

医療・福祉関係機関 社会福祉法人うめの木学園

医療・福祉関係機関 特別養護老人ホーム　石川県鳳寿苑

医療・福祉関係機関 能登穴水聖頌園

医療・福祉関係機関 障害者支援施設つばさ

医療・福祉関係機関 養護老人ホーム　向陽苑木曳野

医療・福祉関係機関 特別養護老人ホーム　あっとほーむ若葉

医療・福祉関係機関 養護老人ホーム　向陽苑崎浦

医療・福祉関係機関 特別養護老人ホーム　福寿園

医療・福祉関係機関 特別養護老人ホームあての木園

医療・福祉関係機関 特別養護老人ホーム眉丈園

医療・福祉関係機関 公益財団法人石川県シルバー人材センター連合会

医療・福祉関係機関 特別養護老人ホーム　第三万陽苑

医療・福祉関係機関 津幡町立認定こども園能瀬保育園

医療・福祉関係機関 中央金沢朱鷺の苑

医療・福祉関係機関 金沢朱鷺の苑

医療・福祉関係機関 特別養護老人ホームゆきわりそう

医療・福祉関係機関 加賀こころの病院

医療・福祉関係機関 特別養護老人ホーム松美苑

医療・福祉関係機関 認定こども園　みずきこども園

医療・福祉関係機関 障害者支援施設　ハビリポート若葉・若竹

医療・福祉関係機関 浅ノ川総合病院

医療・福祉関係機関 金沢春日ケアセンター

医療・福祉関係機関 粟津神経サナトリウム

医療・福祉関係機関 公立河北中央病院

医療・福祉関係機関 社会福祉法人　愛里巣福祉会　放課後児童クラブ　アクティ8

医療・福祉関係機関 社会福祉法人　徳充会　青山彩光苑穴水ライフサポートセンター

医療・福祉関係機関 介護老人保健施設あんじん川北

医療・福祉関係機関 （株）ケア・サンエス

医療・福祉関係機関 医療法人社団　和宏会　敬愛病院

医療・福祉関係機関 カメリアクラブ

医療・福祉関係機関 ケアハウス海青

医療・福祉関係機関 ケアハウス慈妙院加賀

医療・福祉関係機関 特別養護老人ホーム長寿園

医療・福祉関係機関 デイサービスセンターめぐみ

医療・福祉関係機関 医療法人社団生生会　えんやま健康クリニック

医療・福祉関係機関 鶴来ふくまるハウス

医療・福祉関係機関 サービス付き高齢者向け住宅　杜の郷九谷

医療・福祉関係機関 社会福祉法人やまびこ（はばたき他３事業所）

医療・福祉関係機関 白山ろく訪問看護ステーション

医療・福祉関係機関 のとじまデイサービスセンター

医療・福祉関係機関 社会福祉法人　徳充会　青山彩光苑

医療・福祉関係機関 けんろく菜の花薬局

医療・福祉関係機関 光野デイサ－ビスセンター

医療・福祉関係機関 特定医療法人社団 勝木会 やわたメディカルセンター

医療・福祉関係機関 医療法人社団　豊明会　北村病院

医療・福祉関係機関 ほやね城北

医療・福祉関係機関 はぎの郷
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医療・福祉関係機関 デイサービスセンター　あっとほーむイースト

医療・福祉関係機関 動橋児童センター

医療・福祉関係機関 社会福祉法人　篤豊会　動橋慈妙院

医療・福祉関係機関 ㈱VSサポート

医療・福祉関係機関 社会福祉法人　達樹会

医療・福祉関係機関 社会福祉法人　富樫福祉会

医療・福祉関係機関 金沢こども医療福祉センター

医療・福祉関係機関 老健ホームいしかわ

医療・福祉関係機関 社会福祉法人緑会

医療・福祉関係機関 医療法人社団　博倉会　伊藤病院

医療・福祉関係機関 えがお工房8ジョイ

医療・福祉関係機関 介護老人保健施設　寿老園

医療・福祉関係機関 特別養護老人ホームのとじま悠々ホーム

医療・福祉関係機関 サンサンクラブ「かがやき」分室

医療・福祉関係機関 上荒屋菜の花薬局

医療・福祉関係機関 社会福祉法人珠明会

医療・福祉関係機関 地域ケアセンター唐戸山

医療・福祉関係機関 医療法人社団　仁智会

医療・福祉関係機関 公立つるぎ病院

医療・福祉関係機関 Be.カラフル

医療・福祉関係機関 社会福祉法人 富明会　けやき野苑

医療・福祉関係機関 社会福祉法人篤豊会ケアハウスキラッと白山

医療・福祉関係機関 キラッと居宅介護支援事業所

医療・福祉関係機関 キラッと美川デイサービスセンター

医療・福祉関係機関 篤豊会

医療・福祉関係機関 社会福祉法人むつみ会コスモス

医療・福祉関係機関 （株）Ties　みらい

医療・福祉関係機関 のぞみ小児科医院

医療・福祉関係機関 特別養護老人ホームますほの里

医療・福祉関係機関 一般社団法人　ともえ

医療・福祉関係機関 湊デイサービスセンター

医療・福祉関係機関 グループほーむ楓の家

医療・福祉関係機関 ケアマネステーション恵寿

医療・福祉関係機関 みずほ保育園

医療・福祉関係機関 医療法人社団ママBBクリニック

医療・福祉関係機関 白山市病児保育センター

医療・福祉関係機関 ちどり園

医療・福祉関係機関 中能登町社会福祉協議会

医療・福祉関係機関 社会医療法人財団董仙会　恵寿総合病院

医療・福祉関係機関 特別養護老人ホームなんぶやすらぎホーム

医療・福祉関係機関 社会福祉法人　能輝人

医療・福祉関係機関 社会福祉法人野々市市社会福祉協議会

医療・福祉関係機関 社会福祉法人おおとり会

医療・福祉関係機関 社会福祉法人むつみ会若草福祉作業所

医療・福祉関係機関 社会福祉法人ゆい パッチワーク

医療・福祉関係機関 ヴィスト株式会社

医療・福祉関係機関 株式会社ハニービー　神田事業所

医療・福祉関係機関 社会医療法人財団董仙会　在宅複合施設ほのぼの

医療・福祉関係機関 （有）見谷メディカルサービス　さわらび

医療・福祉関係機関 社会福祉法人徳充会　石川県精育園

医療・福祉関係機関 社会福祉法人緑会小規模多機能型居宅介護施設「たかしなの里」
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医療・福祉関係機関 福久ケアセンター

医療・福祉関係機関 えがお工房8クリーン

医療・福祉関係機関 石川県立こころの病院

医療・福祉関係機関 白山市社会福祉協議会

医療・福祉関係機関 医療法人社団秀峰会

医療・福祉関係機関 学童保育　たちのクラブ

医療・福祉関係機関 かほく高松訪問看護ステーション

医療・福祉関係機関 ふれあい工房たんと御所

医療・福祉関係機関 社会福祉法人　湯寿会

医療・福祉関係機関 セルプあさがお

医療・福祉関係機関 ディサービスうちここ

医療・福祉関係機関 特別養護老人ホームかんじん川北

医療・福祉関係機関 高齢者グループホーム愛蓮

医療・福祉関係機関 公益社団法人石川県看護協会

医療・福祉関係機関 社会福祉法人　篤豊会　山代温泉慈妙院

医療・福祉関係機関 ケアハウス山代温泉ヴィラ

医療・福祉関係機関 特別養護老人ホームやすらぎホーム

医療・福祉関係機関 石川県柔道整復師協同組合

医療・福祉関係機関 グループホーム遊子苑

医療・福祉関係機関 グループホーム遊子苑ながた

医療・福祉関係機関 グループホーム華

医療・福祉関係機関 小規模多機能型居宅介護鶴来ふくまるハウス

医療・福祉関係機関 地域密着型介護老人福祉施設鶴来ふくまるハウス

医療・福祉関係機関 居宅介護支援センター鶴来

医療・福祉関係機関 加賀市医療センター

医療・福祉関係機関 株式会社オンステージ

自主防災組織 末吉防災会　自警団団長

自主防災組織 末吉防災会　末吉区役員

自主防災組織 末吉防災会　防災士

自主防災組織 小田屋町自主防災組織

自主防災組織 下唐川自主防災会

自主防災組織 大根布区防災組織（大根布公民館）

自主防災組織 泉台町町会

自主防災組織 七浦地区連合自主防災会

自主防災組織 宇野気区自主防災会

自主防災組織 栃木区自主防災組織

自主防災組織 上徳山町自主防災組織

自主防災組織 山王町第一町会自主防災会

自主防災組織 能美市消防団

自主防災組織 蛸島地区自主防災組織

自主防災組織 指江区自主防災会

自主防災組織 宮竹町自主防災協議会

自主防災組織 直地区自主防災組織

自主防災組織 上戸地区自主防災組織

自主防災組織 日置地区自主防災組織

自主防災組織 飯田地区自主防災組織

自主防災組織 田鶴浜中町自主防災会

自主防災組織 正院地区自主防災組織

自主防災組織 大谷地区自主防災組織

自主防災組織 三崎地区自主防災組織

自主防災組織 宝立地区自主防災組織
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自主防災組織 湯谷町自主防災組織

自主防災組織 若山地区自主防災組織

自主防災組織 末広町自主防災組織

自主防災組織 下黒川町自主防災組織

自主防災組織 輪島市門前町舘地区自主防災会

自主防災組織 千代区自主防災会

自主防災組織 興徳寺自主防災組織

自主防災組織 本郷地区自主防災会

自主防災組織 輪島市第９区本町二丁目浜通り自主防災組織

自主防災組織 鈴屋自主防災組織

自主防災組織 黒島地区自主防災組織会

自主防災組織 輪島市門前町自主防災組織

自主防災組織 横地町自主防災組織

自主防災組織 中屋区自主防災組織

自主防災組織 山岸町自主防災会

自主防災組織 熊野町自主防災組織

自主防災組織 門前町深見区自主防災組織

自主防災組織 渋田町自主防災組織

自主防災組織 輪島市門前町鹿磯区自主防災組織

自主防災組織 昭南町自主防災組織

自主防災組織 光浦町自主防災会

自主防災組織 中庄町町内会

自主防災組織 ㈱平本組

自主防災組織 河崎町会

自主防災組織 小立野自主防災会

自主防災組織 浜町自主防災会

自主防災組織 宮田自主防災組織

自主防災組織 草木自主防災会

自主防災組織 高浜4区自主防災組織

自主防災組織 加賀野地区自主防災委員会

自主防災組織 重年防災会

自主防災組織 高浜４区自主防災組織

自主防災組織 穴水町曽山東中谷自主防災会

自主防災組織 みずき自主防災会

町内会・近所のグループ 佐野町会

町内会・近所のグループ 北大地区地域づくり協議会
町内会・近所のグルー
プ

三道山町町会

町内会・近所のグループ 飯川町町会

町内会・近所のグループ 鶴ヶ丘北公民館

町内会・近所のグループ三ツ口町会

町内会・近所のグループ高座町町会

町内会・近所のグループ岩本町町会

町内会・近所のグループ 東任田町内会

町内会・近所のグループ 小長野町町会

町内会・近所のグループ牛島町町会

町内会・近所のグループ 能美市消防団

町内会・近所のグループ 七尾市徳田町町会

町内会・近所のグループ 津幡町消防団

町内会・近所のグループ五間堂町町内会

町内会・近所のグループ 羽咋市消防団

町内会・近所のグループ新保町町会
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町内会・近所のグループ 小松市消防団

町内会・近所のグループ 湊町七区町内会

町内会・近所のグループ 金沢市校下婦人会連絡協議会

町内会・近所のグループ湯谷町町会

町内会・近所のグループ 矢田郷地区まちづくり協議会防災部会

町内会・近所のグループ 能納屋区自主防災組織

町内会・近所のグループ 観音町北区町内会

町内会・近所のグループ 亀部田区

町内会・近所のグループ 白山町内会

町内会・近所のグループ 下ノ江町町内会

町内会・近所のグループ 牛ヶ首区

町内会・近所のグループ 桜町町内会

町内会・近所のグループ 石休場町自主防災会

町内会・近所のグループ 小長野町町会

町内会・近所のグループ 辰口町会

その他の団体 輪島商工会議所

その他の団体 粟崎校下町会連合会・粟崎公民館

その他の団体 (公財)北陸先端科学技術大学院大学支援財団

その他の団体 石川県新生活運動協議会・石川県生活学校連絡会

その他の団体 （一社）石川県産業資源循環協会

その他の団体 NPO法人消費者支援ネットワークいしかわ

その他の団体 (一社)石川県労働者福祉協議会

その他の団体 津幡町井上公民館

その他の団体 (公社)石川県シルバー人材センター連合会

その他の団体 石川県ＰＴＡ連合会　事務局

その他の団体 中島町防災士会

その他の団体 豊川女性会の女性防災チーム

その他の団体 津幡町刈安公民館

その他の団体 芳斎児童館

その他の団体 小松市国際交流協会

その他の団体 アリスこどもの国

その他の団体 加賀建設　県水送水管耐震化事業　送水管埋設工事(金沢-2-36)現場

その他の団体 石川県森林組合連合会

その他の団体 一般社団法人石川県設備設計監理協会

その他の団体 損保ジャパン社友会

その他の団体 (公財）金沢市スポーツ事業団

その他の団体 公益社団法人石川県浄化槽協会

その他の団体 学校法人金沢医科大学

その他の団体 生活協同組合連合会コープ北陸事業連合

その他の団体 金沢駅こどもらんど

その他の団体 一般社団法人　石川県農業会議

その他の団体 愛里巣福祉会　放課後児童クラブ　つばきクラブ

その他の団体 高齢者福祉施設ウェルピア倉見

その他の団体 公益財団法人石川県成人病予防センター

その他の団体 新神田校下子ども消防クラブ

その他の団体 一般財団法人石川県女性センター

その他の団体 石川県銭屋五兵衛記念館

その他の団体 石川県生活協同組合連合会

その他の団体 特定非営利活動法人　いきいき

その他の団体 認定NPO法人おやこの広場あさがお

その他の団体 NPO法人白山っ子　美川児童ふれあいくらぶ
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その他の団体 NPO法人石川県救助犬協会連合会

その他の団体 NPO法人石川県防災士会

国の機関・公的機関 金沢港湾・空港整備事務所

国の機関・公的機関 北陸信越運輸局石川運輸支局

国の機関・公的機関 金沢地方気象台

国の機関・公的機関 七尾国家石油ガス備蓄基地事務所

国の機関・公的機関 金沢港湾・空港整備事務所

国の機関・公的機関 金沢海上保安部

国の機関・公的機関 防衛省自衛隊石川地方協力本部

国の機関・公的機関 金沢河川国道事務所

国の機関・公的機関 湖南学院

国の機関・公的機関 北陸農政局

国の機関・公的機関 金沢国税局

国の機関・公的機関 住宅金融支援機構

国の機関・公的機関 金沢海上保安部

国の機関・公的機関 石川県立武道館

国の機関・公的機関 津幡町萩野台公民館

国の機関・公的機関 金沢海上保安部

国の機関・公的機関 石川行政評価事務所

国の機関・公的機関 津幡町笠野公民館

国の機関・公的機関 金沢海上保安部

国の機関・公的機関 石川労働局

国の機関・公的機関 金沢海上保安部

国の機関・公的機関 金沢海上保安部

国の機関・公的機関 総務省北陸総合通信局

国の機関・公的機関 財務省北陸財務局

国の機関・公的機関 大阪航空局小松空港事務所

国の機関・公的機関 中日本高速道路 金沢支社

国の機関・公的機関 金沢海上保安部

地方自治体 粟生児童館

地方自治体 河合谷町民センター

地方自治体 金沢市議会　創生かなざわ

地方自治体 羽咋市立邑知公民館

地方自治体 ふるさと創修館

地方自治体 白山野々市広域事務組合　事務局

地方自治体 石川県馬事公苑

地方自治体 中能登町役場情報推進室

地方自治体 内灘町子育て支援センター

地方自治体 英田公民館

地方自治体 白山市立吉野谷児童館

地方自治体 能美市宮竹児童館

地方自治体 内灘町消防本部

地方自治体 野々市市立押野児童館

地方自治体 能美市立寺井中央児童館

地方自治体 奥能登広域圏事務組合消防本部

地方自治体 津幡町消防本部

地方自治体 津幡町文化会館

地方自治体 津幡町立図書館（文化会館内）

地方自治体 津幡町社会福祉協議会（文化会館内）

地方自治体 津幡町児童センター（文化会館内）

地方自治体 津幡町こども科学館（文化会館内）
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地方自治体 中能登町教育委員会

地方自治体 ラピア鹿島

地方自治体 湯野児童館

地方自治体 白山市松任児童館

地方自治体 羽咋市立邑知公民館神子原分館

地方自治体 白山市美川児童館

地方自治体 根上北部児童センター

地方自治体 能美市緑が丘児童館

地方自治体 松任いしかわ環境クリーンセンター

地方自治体 能美市立根上中央児童館

地方自治体 能美市消防本部

地方自治体 能美市消防本部

地方自治体 中能登町役場

地方自治体 加賀市消防本部

地方自治体 七尾鹿島消防本部

地方自治体 羽咋市役所

地方自治体 内灘町役場

地方自治体 白山野々市広域消防本部

地方自治体 津幡町役場

地方自治体 金沢市消防局

地方自治体 白山野々市広域消防本部

地方自治体 能美市役所

地方自治体 能美市役所

地方自治体 小松市役所

地方自治体 野々市市役所

地方自治体 加賀市役所

地方自治体 珠洲市役所

地方自治体 七尾市役所

地方自治体 小松市消防本部

地方自治体 かほく市役所

地方自治体 金沢市役所

地方自治体 津幡町消防本部

地方自治体 公益社団法人輪島市シルバース材センター

地方自治体 能美市版シェイクアウト訓練

地方自治体 津幡町中条公民館

地方自治体 中能登町役場総務庁舎

地方自治体 津幡町条南公民館

地方自治体 輪島市立七浦公民館

地方自治体 津幡ふるさと歴史館「れきしる」

地方自治体 野々市市教育センター

地方自治体 津幡町役場

地方自治体 川北町役場

地方自治体 羽咋郡市広域圏事務組合

地方自治体 津幡町津幡公民館
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