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区　　　　　　　域 小学校 担当
1丁目～3丁目 宮竹 南4
4丁目,5丁目 高木 南4

市崎 1丁目,2丁目 西高宮 南9
大楠 1丁目～3丁目 大楠 南9
大橋団地 全域 塩原 南1
折立町 全域 高木 南4

1丁目1番～8番,13番～19番,20番(1号～3号,21号～28号) 玉川 南1
2丁目1番～8番 塩原 南1
1丁目9番,10番,11番(3号～11号),25番(6号～11号),27番(1号～18
号,21号～25号),
2丁目9番～29番,
3丁目,
4丁目1番～13番,14番(7号～12号),16番

三宅 南3

1丁目11番(1号,2号,12号～19号),12番,20番(4号～20号),21番～24
番,25番(1号～5号,12号～19号),27番(19号,20号),
4丁目14番(1号～6号,13号～49号),15番,17番～32番

筑紫丘 南10

1丁目,2丁目,4丁目,5丁目 曰佐 南4
3丁目 弥永 南5

大池 1丁目,2丁目 大池 南8
1丁目1番～11番,18番～25番,46番 花畑 南7
1丁目12番～17番,27番～45番,47番～53番,
3丁目～7丁目

柏原 南7

1丁目26番,
2丁目

鶴田 南6

大字柏原 全域 柏原 南7
け 警弥郷 1丁目～3丁目 弥永西 南5
こ 五十川 1丁目,2丁目 宮竹 南4
さ 皿山 1丁目～4丁目 西花畑 南11

1丁目,3丁目,4丁目 玉川 南1
2丁目 塩原 南1
1丁目～3丁目,4丁目1番～29番 塩原 南1
4丁目30番 三宅 南3
1丁目～4丁目,
5丁目1番～4番

西高宮 南9

5丁目5番～20番 若久 南8
1丁目1番～10番,19番～21番（ただし、1丁目9番(16号～33号)を除く
…大池小)

若久 南8

1丁目9番(16号～33号),11番～18番,
2丁目

大池 南8

玉川町 全域 玉川 南1
高木 1丁目～3丁目 高木 南4
大平寺 1丁目,2丁目 柏原 南7

1丁目,
2丁目1番～4番,5番(2号の一部～25号)，6番～28番
※「2丁目5番2号の一部」は，教育政策課へ照会のこと。

筑紫丘 南10

2丁目5番(1号，2号の一部，26号～35号)
※「2丁目5番2号の一部」は，教育政策課へ照会のこと。

若久 南8

1丁目～4丁目（ただし、4丁目23番(8号～10号)を除く…老司小） 鶴田 南6
4丁目23番(8号～10号) 老司 南6

て 寺塚 1丁目,2丁目 大池 南8

いきいきセンターふくおか担当区域一覧（南区）
※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
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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。

町　　名
1丁目,2丁目,
3丁目1番～11番

東花畑 南11

3丁目12番～53番 花畑 南7
長丘 1丁目～5丁目 長丘 南2

1丁目,2丁目,
3丁目33番～35番,43番～45番,53番～65番,70番,
4丁目～7丁目

長住 南2

3丁目1番～7番,10番～25番,30番～32番,40番～42番,46番～52番 西長住 南2
那の川 1丁目,2丁目（ただし、2丁目5番～11番は中央区） 大楠 南9

1丁目,2丁目1番～38番 西長住 南2
2丁目39番,40番,
3丁目

長住 南2

1丁目1番～13番,14番(7号～15号,22号～29号),15番(1号,2号,9号～
17号),19番～29番

玉川 南1

1丁目14番(16号,18号～21号),15番(3号～8号),16番～18番,
2丁目～4丁目

若久 南8

1丁目～3丁目,
4丁目1番～13番,18番(1号～14号,61号～82号),19番～30番,
5丁目2番(1号～5号,31号～35号)

野多目 南3

4丁目14番～17番,18番(15号～60号),31番,32番,
6丁目

老司 南6

5丁目1番,2番(6号～30号),3番～34番 東花畑 南11
1丁目,
2丁目6番,7番(1号～13号,29号～37号),8番～45番,
3丁目,
4丁目1番～4番,7番～12番

花畑 南7

2丁目1番～5番,7番(14号～28号),46番～54番 東花畑 南11
4丁目5番,6番 西花畑 南11
1丁目,2丁目,
3丁目1番～18番,20番,21番,
4丁目1番～12番,13番(1号～9号,22号～32号),14番～41番,
5丁目～7丁目

西花畑 南11

3丁目19番,26番 花畑 南7
3丁目22番～25番,4丁目13番(10号～21号) 柏原 南7

大字桧原 全域 西花畑 南11
1丁目,2丁目 西高宮 南9
4丁目（3丁目,5丁目は中央区） 長丘 南2

ま 的場 1丁目,2丁目 曰佐 南4
南大橋 1丁目,2丁目 筑紫丘 南10

1丁目1番～7番,8番(1号～12号,38号,39号),9番～21番,22番(1号～19
号,27号，28号)，23番～28番
2丁目,3丁目

三宅 南3

1丁目8番(13号～37号),22番(20号～26号) 筑紫丘 南10
向野 1丁目,2丁目 玉川 南1
向新町 1丁目,2丁目 野多目 南3
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町　　名
柳瀬 1丁目,2丁目 弥永 南5

1丁目～3丁目,
4丁目3番～27番,
5丁目

弥永西 南5

4丁目1番,2番 弥永 南5
弥永団地 全域 弥永 南5

1丁目 若久 南8
2丁目 東若久 南10
1丁目～3丁目,
4丁目1番～7番,8番(1号～16号,37号,38号),27番～39番,
5丁目1番～5番,6番(1号～19号,32号),7番(5号～39号),13番(1号～20
号,25号～終)

東花畑 南11

4丁目8番(28号～36号,40号～55号),9番～26番,5丁目6番(20号～31
号),7番(1号～4号,40号～65号),8番～12番,13番(21号～24号),14番

花畑 南7

1丁目～4丁目（ただし、3丁目41番の一部,42番,43番を除く･･･曰佐小） 横手 南4
3丁目41番の一部,42番,43番
※詳細は，教育政策課へ照会のこと。

曰佐 南4

横手南町 全域 横手 南4
1丁目1番(18号～25号),5番(1号～17号,37号～53号),7番(1号～8号,29
号～39号),8番～35番,
2丁目～4丁目,
5丁目1番～28番,54番

老司 南6

5丁目29番～53番 鶴田 南6
1丁目1番(1号～17号,26号～48号),2番～4番,5番(18号～36号),6番,7
番(9号～28号)

野多目 南3

1丁目,2丁目 野多目 南3
3丁目,4丁目 三宅 南3

若久団地 全域 筑紫丘 南10
1丁目1番～22番,24番～40番,
4丁目

若久 南8

1丁目23番,
2丁目26番(12号～37号),27番～40番,
3丁目,
5丁目,
6丁目1番～54番,56番(1号～11号,27号～29号,35号～41号),57番,58
番,59番(11号～16号),60番,61番(1号～14号,20号～31号),62番(1号～
7号,28号～30号),63番～65番

東若久 南10

2丁目1番～25番,26番(1号～11号,38号～46号) 筑紫丘 南10
6丁目55番,56番(12号～26号,30号～34号) 東花畑 南11
6丁目59番(1号～10号,17号～24号),61番(15号～19号),62番(8号～27
号),66番～71番(1号～20号,28号～36号),72番～76番

三宅 南3

6丁目71番(21号～27号) 野多目 南3
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