
あたごはま保育園 姪の浜2丁目28-28 894-1777 おはな 愛宕3丁目3-57-103 881-3703

あゆみらい保育園 拾六町1丁目20-1 881-2010 小戸 小戸3丁目53-12-103 515-8856

飯盛保育園 飯盛534 811-1309 ファーストチャイルド 姪浜駅南4丁目 4-37-102 892-6265

壱岐保育園 戸切2丁目13-9 811-1258

内浜保育園 小戸4丁目13-10 881-3037

内浜保育園分園花のおさなご 姪の浜4丁目7-9 834-5171

おひさま保育園 姪浜駅南2丁目31-6 894-3456 あおぞら保育園 福重5丁目20-14 883-8388

かぼちゃ畑保育園 石丸3丁目24-1 883-1733 ちいさな飯盛保育園 大字飯盛451-2 811-1409

観音寺保育園 愛宕2丁目19-2 881-2210 ひよこ保育園 拾六町3丁目18-45 885-5801

観音寺保育園愛宕浜小学校内分園 愛宕浜4丁目42-1 894-3667 保育室マザームーン 姪浜駅南3丁目5-1-101 885-1111

しもやまと保育園 下山門3丁目10-1 885-4611 姪の浜2丁目13-21 836-6717

城の原保育園 上山門3丁目6-58 881-8308 学研都市まぶね保育園 徳永1124 807-1277

すみわたる保育園 内浜2丁目9-26 891-6655 きらきら光る保育園 徳永北6-16 881-4858

成徳保育園 大町団地1135-6 891-7908 ななの樹キッズハウス 今宿青木494-1 805-5220

第２ひまわり保育園 生の松原2丁目12-6 891-5040 ひなたぼっこ周船寺園 泉1丁目20-25 400-6399

野方保育園 野方2丁目15-27 811-6315

ひなぎく保育園 拾六町団地2-2 881-2719

ひまわり保育園 下山門団地7-2 881-7324

福重保育園 福重4丁目1-22 881-4866 アメリカン英会話スクール(姪浜校) 姪の浜1丁目14-17 050-1072-6536

姪浜保育所 姪の浜3丁目27-3 881-0322  あしあとの樹 内浜2丁目32-15 834-9111

姪浜もみじの森保育園 愛宕南2丁目3-6 891-5661 かるがも保育園 姪浜2丁目26-21 885-0080

姪北ちとせ保育園 姪の浜3丁目11-42 883-0001 プティット福重ルーム 福重3丁目5-27 885-1150

めぐみ保育園 壱岐団地60-4 811-5249 マミースマイル 小戸３丁目50-1 892-6256

和光保育園 上山門1丁目22-1 881-4858 みのり保育園 石丸１丁目1-13-2F 407-5203

伊都コスモス保育園 西都2丁目20-10 805-5671 るんるん保育園姪浜駅前 姪の浜4丁目23-4 403-9966

いと菜の花保育園 女原北8-5 802-0101 キッズ・キッズ保育園今宿 今宿東2丁目10-5-2F 806-0098

いとぽっぽ保育園 徳永北1-52 802-0704 キッズプレイスバンビーナ 今宿3丁目2-55-3F 806-3488

今津保育園 今津4807-8-1 806-7050 さくらんぼ保育園 千里442-6 807-0557

今宿保育園 横浜1丁目2-3 806-2600 かえで保育園 今宿駅前1丁目5-7 776-8821

小呂保育所 大字小呂島字神の下61-1 809-2965

北崎保育園 大字宮浦2065-1 809-2129

木の実保育園 今宿東3丁目25-7 807-0123

玄界島保育園 大字玄界島1262 809-1377

こじか保育園 田尻1丁目7-21 807-8308 施設名 住所 電話番号
西都保育園 大字女原414-1 834-5927 あたごはま幼稚園 姪の浜2丁目27-38 891-1741

千里保育園 大字千里345-1 806-5770 壱岐幼稚園 野方2丁目14-43 811-6831

太郎保育園 太郎丸2丁目7-3 806-2821 下山門幼稚園 下山門4丁目16-5 891-7421

西浦保育園 大字西浦640-11 809-2494 西陵幼稚園 拾六町4丁目28-3 881-6300

にじのはな保育園 大字田尻683-1 834-5622 ときわ幼稚園 姪の浜4丁目3-18 881-0471

能古保育園 能古657-32 881-3015 野方幼稚園 壱岐団地75-1 811-3585

福岡舞鶴誠和保育園 横浜3丁目8-1 806-0415 福岡いずみ幼稚園 福重1丁目4-20 881-1452

福岡インターナショナルアイスクール 拾六町1丁目15-5 892-8155

福岡市立金武幼稚園 大字金武2028-1 811-1046

施設名 住所 電話番号 福岡市立姪浜幼稚園 内浜1丁目5-8 891-5720

東部 ゆめの森こども園 橋本2丁目25-19 812-0861 藤ヶ丘幼稚園 羽根戸276 811-7244

ひかりと風とサクランボ 今宿町205番地 805-7100 アソカの森幼稚園 飯氏695番 807-5793

もみじの森保育園 大字飯氏868-1 805-5511 周船寺幼稚園 周船寺1丁目8-6 806-1255

周船寺第二幼稚園 徳永1124 807-1277

松原幼稚園 今宿1丁目25-3 806-0220

元岡幼稚園 元岡2791 806-2555

ゆきぞの幼稚園 徳永431-22 806-0763

幼稚園と保育所の機能を併せもった施設です（詳しくは各施設に直接お問い合わせください）

★家庭的保育事業所とは 市の認可を受けた事業所が，家庭的な環境の中で5人までの保育を行います

☆小規模保育事業所とは 市の認可を受けた事業所が，比較的小規模な環境で，6人～19人の保育を行います

生後3ヶ月～2歳児

月曜日～土曜日の7時から18時（日，祝日，年末年始はお休み）

子育て施設情報一覧（住所や連絡先） 西区子育て支援課

子育て情報マップとセットにしてご利用ください H29年4月1日現在

★家庭的保育事業所　認可保育園

東
部

西
部

♪ 認定こども園

幼稚園

施設名 住所 電話番号施設名 電話番号住所

東
部

認可外保育施設

東
部

施設名

保育室マザームーン　スマイル園

☆小規模保育事業所

保育日時
詳しくは各施設に直接お問い合わせください

ラビインターナショナルスクール

イオン福岡伊都校
北原1丁目2-1

802-0560
0120-815-718

西
部

西部

対象児童

♪ 認定こども園とは

西
部

東
部

住所 電話番号

西
部

東
部

施設名 住所 電話番号

★☆ 



子どもプラザは乳幼児親子がいつでも気軽に訪れ，自由に遊べる子育て支援の拠点です　（開館時間10：00～16：00）

姪浜子どもプラザ 姪の浜4丁目8-28 882-7532 毎週日曜日・毎月最終火曜日・年末年始（12/29～翌1/3）

橋本子どもプラザ 橋本2丁目27-2　木の葉モール橋本2F 407-2862 毎週水曜日・毎月最終金曜日・年末年始（12/29～翌1/3）

西部 徳永子どもプラザ 北原1丁目2-1　イオンモール福岡伊都3F 806-4733 毎週月曜日・毎月最終木曜日・年末年始（12/29～翌1/3）

青木内科循環器科小児科クリニック 姪の浜4丁目9-12 894-2133

医)いなみつこどもクリニック 拾六町3丁目8-13 レイナ拾六町1F 895-1161

医)いわや小児科クリニック 姪浜駅南2丁目1-37 メディカルビル竹下2F 892-1585

池田功産婦人科医院 野方1丁目2-25 811-7778

石神小児科医院 野方1丁目22-25 811-7266

おながわ小児科・アレルギー科クリニック 拾六町1丁目2-7 885-7878

医)下村小児科医院 姪の浜4丁目19-25 883-5232 ○ 883-5547

高崎小児科医院 下山門4丁目14-33 891-3105 ○ 090-5298-5290

本田けいこ小児科クリニック 豊浜2丁目1-1メディカルシティ マリナ通り2階 892-3323

もとやま小児科クリニック 姪浜駅南2丁目31-2 883-7415

伊都こどもクリニック 西都1丁目7-35 806-2322

医)木下小児科医院 今宿町3丁目40-28 806-0111

そのだこどもクリニック 富士見2丁目14-3 805-7001

医)ふくい小児科医院 周船寺1丁目6-14 806-8623 ○ 807-2222

※病児保育とは：仕事等で看病できない場合，病気の子どもを預けることができます。予約が必要です。

西市民センター ●マミィの会 第3水曜日（原則として） ●きらきら（ｱﾗﾌｫｰﾏﾏ限定）月1回

愛宕公民館 891-7962 ぽんぽこ 第4月曜日（原則として） くれよん 第２・３・４木曜日

愛宕浜公民館 885-4551 まりな広場 第2・4月曜日（原則として）

小呂公民館 805-2013 小呂校区ころっころ 毎月1回

壱岐公民館 881-1093 ぴよぴよサロン 第2・4月曜日

生松台第2集会所 地域保健福祉課 ●生松台おひさまサロン 第2金曜日

壱岐東公民館 811-2185 いないいないばあ 第1・3金曜日

壱岐南公民館 812-0686 スマスマさろん

石丸公民館 881-4983 おひさまサロン 第1木曜日（原則として）

内浜公民館 882-1371 マンマ 第1～4水曜日 アイ・アイ 第1・3金曜日

金武公民館 812-1967 わくわく広場 第4木曜日 ぐりぐら 第1～4金曜日

下山門公民館 881-8383 さんさんサロン 第2・4火曜日（祝日は休み） ●ミレニアム・キッズ 第1・3火曜日

城原公民館 891-7966 あそびたみん・J 毎週金曜日

西陵公民館 891-6342 まつぼっくり 毎週木曜日

きりんクラブ 第1・2・3月曜日

ベビーサークルこりす 第1・3木曜日

姪浜公民館 881-0384 ころころ 毎週木曜日

姪北公民館 895-1075 もぐもぐ 第3金曜日

今宿公民館 806-0242 ぴよぴよ 第3・4水曜日（原則として）

今津公民館 806-2021 ひよっこ 第3木曜日（原則として） ●ひだまり 毎週木曜日

北崎公民館 809-1733 ほっとマミィ 第3火曜日

玄界公民館 809-1243

玄洋公民館 きらきらサロン 月2～3回月曜日 すくすくキッズ 月1～2回月曜日

横浜西集会所 のびっこ広場 第2・4木曜日(原則として）

周船寺公民館 806-1371 のびっこ 第1・3金曜日 すくすくルーム 第2・4金曜日

能古公民館 881-0873

元岡公民館 806-5132 ちっちゃキッズ 第2月曜日（原則として） ●ちるど連 第4月曜日

●印のサロン・サークルのお問い合わせ先は，地域保健福祉課　895-7080へ

住所

西区公民館・子育てサロン・育児サークル

東
部

第1～4金曜日(６～３月は第４はお休み）

西
部

10ヶ月児健診実施医療機関

地域保健福祉課

福重公民館 882-1839 あっぷっぷ 第1～4金曜日

806-9811

西
部

会場 問い合せ先 子育て交流サロン 開催日

施設名

育児サークル 開催日

東
部

子育て施設情報一覧（住所や連絡先）

子育て情報マップとセットにしてご利用ください

子どもプラザ

施設名 住所 電話番号 休館日

東部

電話番号 ※病児保育 申し込み電話番号

携帯電話・スマートフォンからも 

ご覧になれます 

福岡市ＨＰ⇒西区トップページ「子育て応援ページ」から子育て情報マップやその他の子育て情報をご覧いただけ


