
TEL 092-895-7096
※令和 3 年 10月現在の情報です。

ベビーカーが
利用しやすい
散歩コースです。
有料駐車場あり。

◆福岡市立急患診療センター 早良区百道浜1-6-9

つながらない場合は TEL 092-731-4119へ！

◆小児救急医療電話相談

◆福岡県救急医療情報センター

◆ふくおか医療情報ネット

（眼科・耳鼻いんこう科は23：30まで）9：00～翌朝7：30

19：00～翌朝7：30

平　 日 19：30～翌朝6：30
9：00 17：00 0：00 7：30

日・祝日、
12／31～1／3
8／13～8／15

受付時間 19：0012：00

子どもの急な病気やけがについて相談できます。

# 8 0 0 0
看護師が電話でアドバイスします。

プッシュ回線電話、
携帯電話 より

つながらない場合は TEL 092-471-0099へ！

救急車の利用や最寄りの医療機関についてアドバイスします。

福岡県内の医療機関を診療時間や診療
科目など、様々な条件で検索できます。

# 7 1 1 9プッシュ回線電話、
携帯電話 より

内　科
小児科

19：00～翌朝7：30
17：00～翌朝7：30土 

曜

平　 日 19：00～翌朝7：00
7：00 12：00 0：00 7：00電話相談時間 19：00

12：00～翌朝7：00土　曜
7：00～翌朝7：00日・祝日

ふくおか医療情報ネット

救急診療・医療情報
 TEL 092-847-1099

24時間対応
年中無休

救急車？ 病院？ 迷ったら！ 赤 乳

赤 乳

グラウンドと遊具がたくさんあり、のびのびと
遊べます。北側に海浜公園があり、博多湾が
一望できます。

かめがシンボルの公園。かめの背中をすべる
すべり台が人気です。

姪浜駅南口の近くにあり、遊歩道やグラウン
ド、大型遊具があります。ベビーカーでのお
散歩も楽しめます。

風光明媚な海岸線に面する総合公園です。
大型遊具コーナーやバーベキュー広場など、
小さな子どもから大人まで楽しめます。

広場と遊具のスペースがあります。遊びやすく、
桜などの木が沢山あります。

竪穴式住居の展示館がある史跡公園。芝生
があり、ピクニックにも最適です。

高台からの眺めがすばらしいです。4つのエ
リアがあり、子どもから大人まで楽しめます。
春は桜が楽しめます。

グラウンドや遊具があり、親子連れでにぎわ
います。

土管がトンネルになった遊具があります。

家族みんなで楽しめる公園です。小さな子ども
向けの遊具が充実。テニスコートや球技場など
のスポーツ施設もある運動公園です。

ぞうさん公園の愛称で親しまれています。大
きなゾウの遊具が目印です。

室見が丘の住宅地のほぼ中心にある公園で
す。小高い場所にあり眺めも良いです。

12室見が丘中央公園

11姪浜公園

10西部運動公園

❾野方藤が丘北公園 ❽壱岐団地中央公園

❼野方中央公園

❻生松台中央公園

❺下山門中央公園

❹小戸公園

❸姪浜中央公園

❷姪浜明治通公園

❶愛宕浜中央公園

赤 赤ちゃんの駅ブ ブランコす すべり台 乳 授乳室

総合西市民プール
50m公認プールを
完備。25ｍプールや
幼児用プール、ト
レーニング室もあり
ます。

九大学研都市駅

今宿駅

周船寺駅
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福岡市西区 全体図

西区
《東部》

西区
《西部》

カブーとガニーは
西区子育て支援課
の応援キャラクター
です。



姪 浜 子どもプラザ
●住　所： 姪の浜 4-8-28  1 階
●電　話： 092-882-7532
●休館日： 日曜、最終火曜、
　　　　　年末年始（12/29 ～ 1/3）

知りたい地域の認定こども園や
保育所、幼稚園などの情報を検
索できます。

西区

徳 永 子どもプラザ
●住　所： 北原 1-2-1
 イオンモール福岡伊都 3 階
●電　話： 092-806-4733
●休館日： 月曜、最終木曜
　　　　　年末年始（12/29 ～ 1/3）

西区

橋 本 子どもプラザ
●住　所： 橋本 2-27-2
 木の葉モール橋本  2 階
●電　話： 092-407-2862
●休館日： 水曜、最終金曜
　　　　　年末年始（12/29 ～ 1/3）

西区

子育てお役立ち情報

子どもプラザ in 西区

（西区トップページ）

赤
体育館や球技場など、広大な敷地
の総合運動公園です。芝生広場、ア
スレチック、ちびっこ広場などあり。
赤ちゃんの駅の中で授乳できます。

遊具が充実。小さな子ども連れの
親子に人気です。午後からは小
学生が集まる賑やかな公園です。

おもしろい大型の遊具があり、
おにごっこもできるグラウンドも
あります。

H27年にリニューアルされまし
た。春は桜がきれいな公園です。

静かな住宅街の中にある公園で
す。築山や安全柵で囲われた砂
場があります。

一日中子どもたちが遊んでいる
公園です。かけっこやおにごっこ
も楽しめます。

木の実保育園の隣にある公園で
す。親子連れ、子ども達が沢山
遊びに来ます。

小さな子どもや小学生で賑わう、
大きな遊具と砂場が人気の公園
です。

Ｈ25年に完成。今津地区のシン
ボルである元寇防塁をイメージ
した遊具があります。

H30年に完成。小さな子ども連れ
の親子にも人気です。ロープ遊具
や幅の広いすべり台が特徴です。

H28年に完成。隣接する大塚古
墳の歴史背景をイメージして造
られた大型遊具が特徴です。

11大塚古墳公園10山ノ鼻古墳公園❾今宿江ノ口公園❽今津南公園❼今宿楠木公園❻今宿公園❺西都南公園

❹林田公園❸泉公園❷田尻中央公園❶今津運動公園

赤 赤ちゃんの駅ブ ブランコす すべり台 乳 授乳室

利 用 時 間 １０：００～１６：００
利 用 料 金 無　料

乳幼児
（0歳～おおむね6歳まで）対象となる市民

乳幼児の親子がいつでも気軽に訪れ、自由に
遊ぶことができる場所で、地域における子育て
支援活動の拠点です。

ここｄｅサーチ

出産予定の方、乳幼児のお子さん
がいる方向けの、西区のお役立ち
地域情報サイトです。

福岡市ホームページ

妊娠期から中高生まで、「子ども
や子育て」に関する情報満載の
サイトです。

ふくおか子ども情報

福岡市公式LINEです。子育て情
報はもちろん、防災・ごみなどの
情報も入手できます。

福岡市LINE

受信設定画面で
ほしい情報の
カテゴリを選択！

海釣り公園

今津干潟

長垂海浜公園

初心者でも安全で
快適に魚釣りを楽
しめます。

海からの風がとても気持ち
の良い散歩コースです。
遊具もあります。


