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区　　　　　　　域 小学校 担当
赤坂 1丁目～3丁目 赤坂 中央3

1丁目 舞鶴 中央２
2丁目,3丁目 当仁 中央1

荒津 1丁目,2丁目 舞鶴 中央２
今泉 1丁目,2丁目 警固 中央3
伊崎 全域 当仁 中央1
今川 1丁目,2丁目 南当仁 中央1

1丁目 赤坂 中央3
2丁目～3丁目 舞鶴 中央2
1丁目～3丁目（ただし、3丁目20番の一部を除く…笹丘小）,
4丁目1番～13番(ただし、13番(21号～37号)を除く…笹丘小),
5丁目

小笹 中央5

3丁目20番の一部　※詳細は教育政策課に照会のこと
4丁目13番(21号～37号),14番～22番

笹丘 中央4

1丁目,
2丁目1番～11番,12番(1号～10号,39号～44号),13番(1号～15号,43号
～49号)

南当仁 中央1

2丁目12番(11号～38号),13番(16号～42号) 当仁 中央1
大濠公園 全域 当仁 中央1
大宮 1丁目,2丁目 高宮 中央3

1丁目,
2丁目1番～16番,19番,21番(1号～15号,26号～30号),
3丁目1番～5番,21番～24番,28番～33番

春吉 中央3

2丁目17番,18番,20番,21番(16号～25号),22番,
3丁目6番～20番,25番～27番

高宮 中央3

草香江 1丁目,2丁目 草ヶ江 中央4
黒門 全域 当仁 中央1

け 警固 1丁目～3丁目 警固 中央3
こ 御所ヶ谷 全域 平尾 中央5

1丁目,2丁目,
3丁目5番～13番（ただし5番（60号）を除く…平尾小）

赤坂 中央3

3丁目1番～4番,5番(60号) 平尾 中央5

山荘通 3丁目 平尾 中央5
笹丘 1丁目～3丁目 笹丘 中央4

1番～10番 赤坂 中央3
11番 草ヶ江 中央4

白金 1丁目,2丁目 高宮 中央3
浄水通 全域 平尾 中央5
谷 1丁目,2丁目 草ヶ江 中央4
大名 1丁目,2丁目 舞鶴 中央２

1丁目1番～11番,17番～24番 春吉 中央3
1丁目12番～16番,
2丁目

高宮 中央3

地行 1丁目～4丁目 南当仁 中央1
地行浜 1丁目,2丁目 南当仁 中央1
天神 1丁目～5丁目 舞鶴 中央2
輝国 1丁目,2丁目 笹丘 中央4
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※いきいきセンターの担当は、お住まいの地域の小学校区により決まります。
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区　　　　　　　域 小学校 担当町　　名

いきいきセンターふくおか担当区域一覧（中央区）
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1丁目1番～4番,
2丁目,3丁目

南当仁 中央1

1丁目5番～8番 鳥飼 中央4
唐人町 1丁目～3丁目 当仁 中央1

1丁目 舞鶴（旧：
大名）

中央２

2丁目～5丁目 舞鶴 中央2
1丁目1番，2番 舞鶴（旧：

大名）
中央２

1丁目3番，4番
2丁目，3丁目

舞鶴 中央2

那の川 2丁目5番～11番(1番～4番は南区) 高宮 中央3
1番,2番 舞鶴 中央2
3番～14番 当仁 中央1

西中洲 全域 春吉 中央3
梅光園団地 全域 笹丘 中央4
梅光園 1丁目～3丁目 笹丘 中央4
春吉 1丁目～3丁目 春吉 中央3
平尾 1丁目～5丁目 平尾 中央5
平尾浄水町 全域 平尾 中央5
平丘町 全域 平尾 中央5
福浜 1丁目,2丁目 福浜 中央1
古小烏町 全域 平尾 中央5

へ 平和 3丁目,5丁目(1丁目,2丁目,4丁目は南区) 小笹 中央5
ま 舞鶴 1丁目～3丁目 舞鶴 中央2

1丁目1番，2番，7番～10番 舞鶴 中央2
1丁目3番～6番
2丁目，3丁目

舞鶴（旧：
簀子）

中央２

南公園 全域 平尾 中央5
1丁目,2丁目 警固 中央3
3丁目,4丁目 平尾 中央5

薬院伊福町 全域 平尾 中央5
ろ 六本松 1丁目～4丁目 草ヶ江 中央4

1丁目,3丁目,
5丁目1番～16番,25番,26番

春吉 中央3

2丁目,4丁目,
5丁目20番～24番

警固 中央3
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