
◎北九州市　門司区

施設名 運営主体 定員 電話番号
(市外局番093)

所　在　地 ﾌﾞｰｽ ｵｰﾌﾟﾝ保育園

花かご保育園 （社福）　清琴福祉会 110 391-1262 上馬寄一丁目５－２ ○ ７・８月（土日祝除く）（９時～１５時）

ルンビニー保育園 （社福）　如心会 50 341-0561 大字大積８３７ ○ 年間（９時～１５時）

萩ヶ丘保育園 （社福）　常円会 90 381-1529 大里戸ノ上三丁目９－２６ - 年間

大川保育園 （社福）　戸ノ上福祉会 120 391-5331 下二十町１－２８ - ７・８月（９時３０分～１５時３０分）

白野江保育園 （社福）　のぞみ会 60 341-8258 白野江三丁目２１－１４ ○ 年間

門司保育所みどり園 （公財）　鉄道弘済会 90 381-2002 不老町二丁目２－２５ - ８～１２月（１０時～１３時）

広済寺保育園 （社福）　恵風会 90 381-7301 大里東四丁目１１－１１ - 年間

鎮西保育園 （社福）　鎮西別院福祉会 120 381-7670 別院６－４８ - ８・９月

西光保育園 （社福）　大里福祉会 60 381-2212 大里本町一丁目６－１３ ○ -

清滝保育園 （社福）　北九州市門司民生事業協会 90 321-7152 清滝五丁目３－５ ○ 年間（９時～１７時）

古城保育園（乳児受入保育所） （社福）　北九州市門司民生事業協会 140 321-2794 東本町二丁目４－７ ○ 年間（９時～１７時）

藤松保育園 （社福）　北九州市門司民生事業協会 130 391-2262 藤松二丁目２－３６ ○ 年間（９時～１７時）

新栄はやとも保育園 （社福）　小倉新栄会 90 321-2692 清見三丁目１－２４ ○ 年間（１０時３０分～１６時３０分）

◎北九州市　小倉北区

施設名 運営主体 定員 電話番号
(市外局番093)

所　在　地 ﾌﾞｰｽ ｵｰﾌﾟﾝ保育園

おぐまの保育所 （社福）　北九州市小倉社会事業協会 180 562-2220 新高田一丁目１０－３ ○ 年間

小倉北ふれあい保育所（乳児部）（乳児専門保育所） （社福）　正善寺福祉会 30 522-8732 馬借一丁目７－１ ○ 年間

小倉北ふれあい保育所（夜間部）（夜間保育所） （社福）　正善寺福祉会 45 522-8733 馬借一丁目７－１ ○ 年間

長浜保育園 （社福）　長浜会 60 531-3996 長浜町２－２７ ○ 年間

到津乳児保育園（乳児専門保育所） （社福）　めぐみ会 40 583-0959 下到津三丁目７－３６ - 年間（９時～１７時）

あおば乳児保育園（乳児専門保育所） （社福）　あおば会 80 541-0495 上富野三丁目９－３２ - ７～９月（９時～１６時）

金田保育園 （社福）　鳳雲会 190 591-0820 金田一丁目１－１０ ○ 年間(平日の午前中）

光沢寺保育園 （社福）　晴光会 120 571-1706 緑ケ丘一丁目８－１４ ○ 年間（９時～１７時）

愛の園保育園 （社福）　シオンの丘 90 581-2772 下到津二丁目１５－２５ - 年間

三郎丸保育園 （社福）　足立さくら会 90 921-7015 三郎丸二丁目９－３ ○ ７～１１月

貴船保育園 （社福）　鷹羽会 90 931-0888 貴船町９－５ ○ 年間(土日祝除く１０時～１６時の間）

キンダーポート保育園 （社福）　明和会 80 521-4251 明和町３－８ ○ 年間

神岳保育園 （社福）　正善寺福祉会 120 521-4669 神岳二丁目１０－３１ ○ 年間

片野保育園 （社福）　片野会 100 921-5906 三萩野一丁目１２－２４ ○ 年間（９時～１７時）

西教寺保育園（乳児受入保育所） （社福）　西教会 60 531-2469 砂津二丁目１１－４１ - 年間（９時３０分～１５時３０分）

井堀保育園 （社福）　北九州市小倉社会事業協会 150 581-1611 井堀二丁目７－１ ○ 年間

高坊保育園 （社福）　北九州市小倉社会事業協会 120 952-7822 高坊一丁目７－３ ○ 年間

れんげの花保育園（乳児受入保育所） （社福）　栄法会 150 951-0880 昭和町１６－３ ○ 年間

れんげ心の花保育園（乳児受入保育所） （社福）　栄法会 60 921-5655 三萩野二丁目８－１８ ○ 年間

足原だきしめ保育園（乳児受入保育所） （社福）　法順会 120 541-2111 足原一丁目７－１ ○ ７～９月（午前中）

光沢寺第二保育園 （社福）　晴光会 120 562-7660 中井二丁目４－３３ ○ 年間（１０時～１６時）

三萩野保育園 （社福）　北九州市小倉社会事業協会 160 521-4094 明和町５－９ ○ 年間

篠崎保育園 （社福）　北九州市小倉社会事業協会 70 651-1115 泉台一丁目１１－２４ ○ 年間

北九州ソレイユ保育園 （社福）　正勇会 90 561-0011 西港町３０－６ ○ 年間

新栄たてまち保育園 （社福）　小倉新栄会 80 562-7001 竪町二丁目２－１６ ○ 年間（１０時～１４時）

さわやかあだちのもり保育園 （社福）　八健会 90 513-1123 山門町５－１ ○ ７～９月

北九州市保育園フェア２０１９～保育士就職支援説明会～

      ○　ブース出展　：　令和元年７月７日（日）１３時３０分～１６時００分　西日本総合展示場　新館　Ｃ展示場

      北九州市内の民間保育園（所）等が個別にブースを出し、保育園（所）等での雇用条件など、保育士就職を希望する
　　　皆様の様々な質問にお答えします。

　
      ○　オープン保育園　：

      北九州市内の保育園（所）等を訪ね保育実習とは異なった視点で見てもらい、保育園(所）等の良さをより知って
      もらえる機会になればと思い、企画しました。
      なお、各保育園（所）等によって対応（受入要件等）が異なりますので、必ず事前に連絡し、園と日程のご相談をお願いします。

　

令和元年６月１０日　現在



◎北九州市　小倉南区

施設名 運営主体 定員 電話番号
(市外局番093)

所　在　地 ﾌﾞｰｽ ｵｰﾌﾟﾝ保育園

北方保育所 （社福）　北九州市保育事業協会 120 941-6984 北方二丁目１６－１０ ○ 年間

双葉保育園 （社福）　双葉会 90 451-2083 長行東三丁目１３－１７ ○ -

白鳩保育園 （社福）　白鳩会 100 471-3003 上吉田三丁目１８－１ ○ 年間

きくが丘保育園 （社福）　修法会 90 961-4104 企救丘四丁目１３－１ - 年間

広徳保育園 （社福）　北九州市小倉社会事業協会 120 962-5170 徳力団地１－１ ○ 年間

みのり保育園 （社福）　鳳雲会 130 941-4053 八幡町１１－７ ○ 年間（１０時～）

専城乳児保育園（乳児専門保育所） （社福）　専城会 50 931-8890 城野四丁目５－２１ ○ 7/22～12/21※8月除く
（９時～１７時）

あけぼの保育園 （社福）　愛育会 120 473-3741 沼緑町二丁目１－３９ ○ 年間

ひかり保育園 （社福）　ひかり福祉会 110 472-2869 中曽根一丁目７－２ - ６～８月（１４時～１５時）

光法保育園 （社福）　光法会 120 922-2022 北方二丁目２０－１７ ○ 年間

こじか保育園 （社福）　春和会 110 961-5616 隠蓑５－１０ ○ 年間

洗心保育園 （社福）　龍玉会 70 472-6789 大字貫７９５－１ ○ 年間

花園保育園 （社福）　江松会 90 951-0442 富士見一丁目５－３８ ○ 年間（９～１３時又は９時～１７時）

守恒保育園 （社福）　誠心福祉会 120 961-0142 守恒二丁目６－１ ○ 年間

朽網保育園 （社福）　恵光会 120 471-2000 朽網東一丁目９－３８ - 夏期

竜光保育園 （社福）　竜光会 80 451-0026 大字新道寺１４９－１ - 年間（１０時～１５時）

聖母園 （社福）　カトリック社会事業協会 70 931-0322 湯川五丁目１０－３３ - 年間

大浜保育園 （社福）　緑風福祉会 140 473-5575 中曽根東四丁目１９－８ ○ 8/1～8/10（９時～１６時）

三ツ葉保育園 （社福）　周防会 120 473-6755 中吉田一丁目１８－７ ○ ７～９月（１０時～１５時）

ゆたか保育園 （社福）　秀法福祉会 135 962-1657 志徳二丁目１－８ ○ 年間（１０時～１６時３０分）

認定こども園のぞみ保育園 （社福）　清心会 90 453-2233 高野一丁目３－３ ○ 年間（１０時～１５時）

みずほ野保育園 （社福）　瑞穂会 90 474-0888 津田一丁目１３－１０ - ７・８月（９時～１６時）

城野保育園 （社福）　北九州市小倉社会事業協会 120 952-0677 重住一丁目８－２０ ○ ６～８月（９時～１１時３０分）

北方なかよし保育園 （社福）　北九州市小倉社会事業協会 120 951-1515 北方三丁目１６－２４ ○ 年間（１０時～１５時３０分）

110 472-9339 葛原本町一丁目１３－８ - 年間（土日祝、年末年始以外）
（１０時～１６時）

あけぼの愛育保育園 （社福）　愛育会 70 473-4154 沼緑町二丁目１－４０ ○ 年間

曽根ソレイユ保育園 （社福）　正勇会 70 474-5522 曽根北町４－３３ ○ ８月～（平日９時～１７時）

◎北九州市　若松区

施設名 運営主体 定員 電話番号
(市外局番093)

所　在　地 ﾌﾞｰｽ ｵｰﾌﾟﾝ保育園

古前保育所 （社福）　北九州市若松民生事業協会 110 761-2119 古前一丁目２８－１７ - ９・１１月以外

石峰保育所 （社福）　石峰保育所 130 791-0006 今光一丁目１９ー２５ - 年間

日吉保育園 （社福）　伊髙福祉会 50 791-3475 東二島二丁目１６－６ - ８月～

松美保育園 （社福）　松美会 50 741-2226 安屋２４３７ - ７・８月（午前中）

高須保育園 （社福）　泰幸会 120 741-3982 高須南五丁目２－３０ ○ -

鴨生田保育園 （社福）　みどり会 80 791-5533 畠田三丁目１－５０ ○ 年間（９時～１７時）

大鳥居保育園 （社福）　芙蓉会 90 742-8655 大字大鳥居１７－１ ○ 年間（月～金、９時～１６時）

あおぞら保育所（乳児受入保育所） （社福）　北九州市若松民生事業協会 120 761-3423 西園町１２－６ ○ 年間

花乃路保育園 （社福）　希燿會 90 742-1185 大字乙丸１６５１－１４ ○ 年間

ひびきの保育園 （社福）　宝寿会 70 742-5500 塩屋三丁目２１－１ ○ 年間

◎北九州市　八幡東区

施設名 運営主体 定員 電話番号
(市外局番093)

所　在　地 ﾌﾞｰｽ ｵｰﾌﾟﾝ保育園

高槻保育園 （社福）　高槻会 40 651-6041 中尾三丁目５－１１ ○ 年間

槻田杉の実保育園 （社福）　杉の実福祉会 60 652-0413 槻田二丁目11－10 ○ 年間

ふたば保育園 （社福）　喜久茂会 100 651-6968 槻田一丁目4-50 ○ 年間（９時～１７時）

認定こども園清心保育園 （社福）　清心会 100 652-3231 松尾町３－２７ - 年間

杉の実保育園 （社福）　杉の実福祉会 90 651-4527 大蔵三丁目２－１８ ○ -

小百合保育園 （社福）　カトリック社会事業協会 90 661-6615 天神町３－２ - 年間

春の町保育園（乳児受入保育所） （社福）　禅心会 130 681-2245 春の町四丁目３－８ ○ 年間

つばさ保育園（乳児受入保育所） （社福）　育栄会 140 662-0672 山王二丁目１８－８ - ９・１０・１２・１月以外
（９時～１７時）

高見の森保育園（乳児受入保育所） （社福）　杉の実福祉会 130 652-0535 高見五丁目３－６ ○ 年間

大蔵保育園 （社福）　高槻会 120 653-0988 祝町一丁目１３－３ ○ 年間（９時３０分～１１時３０分）

中央しおり保育園 （社福）　杉の実福祉会 80 616-2422 中央二丁目１０－８ ○ 年間



◎北九州市　八幡西区

施設名 運営主体 定員 電話番号
(市外局番093)

所　在　地 ﾌﾞｰｽ ｵｰﾌﾟﾝ保育園

陣原保育所 （社福）　北九州市保育事業協会 120 641-0915 陣原三丁目２３－９－２０１ ○ 年間

旭ヶ丘保育園 （社福）　慈恵会 110 611-0502 三ケ森四丁目４－１ ○ 年間

マリア保育園 （社福）　カトリック社会事業協会 150 691-2711 本城東三丁目２－３５ ○ 年間

幸神保育園 （社福）　育陽会 60 621-1800 幸神四丁目４－１２ ○ 年間

さかえ保育園 （社福）　さかえ会 120 691-0466 中須二丁目３－１７ - 年間

光保育園 （社福）　恵燈会 90 671-6184 陣山三丁目９－２８ - 年間

済美保育園 （社福）　慈恵会 120 613-1549 町上津役西四丁目９－５０ ○ 年間（９時～１７時）

認定こども園別所保育園 （社福）　天心報恩会 120 641-1097 別所町３－５３ ○ 年間

則松保育園 （社福）　真照会 90 602-8280 則松六丁目７－２１ ○ 8/1～8/25（13～15日は除く）
（１０時～１２時）

本城西保育園 （社福）　宝寿会 150 602-2220 千代ケ崎二丁目１２－２４ ○ 年間

浅川保育園 （社福）　日昇会 110 602-3321 浅川二丁目１７－３７ ○ 年間（９時３０分～１１時３０分）

若竹保育園 （社福）　洞海福祉会 110 602-7537 本城東一丁目１０－２１ ○ 7/22～8/31（１０時～１６時）

池田保育園 （社福）　若杉会 90 618-6624 池田二丁目３－２６ ○ 年間

杉の子保育園 （社福）　恵愛会 90 617-1152 大字野面１２８３ ○ 年間

木屋瀬保育園 （社福）　恵愛会 60 617-6852 木屋瀬三丁目５－５３ ○ 年間

岩崎保育園 （社福）　洗心会 120 617-0630 岩崎二丁目７－１ - 年間

聖愛保育園 （社福）　三密会 120 617-0209 香月西二丁目４－３５ ○ 年間

引野保育園（乳児受入保育所） （社福）　天心報恩会 120 641-7054 若葉二丁目１８－１ ○ 年間

鳴水保育園 （社福）　北九州市保育事業協会 120 644-0313 東鳴水二丁目１２－３４ ○ 年間

栄美保育園 （社福）　栄美会 90 693-5254 大浦二丁目１４－７ ○ ５～７月
（１０時～１２時又は１０時～１６時）

いちご保育園 （社福）　薫風会 90 614-1500 里中二丁目１７－４ ○
　毎月第１水曜日⇒一緒にあそびましょう
　毎月第１・３土曜日⇒園庭解放
　（１０時～１６時）

萩原保育園 （社福）　北九州市保育事業協会 130 621-7472 青山一丁目７－５０ ○ 10･11･1･2月（午前中）

東筑保育園 （社福）　北九州市保育事業協会 120 602-2012 則松二丁目９－１ ○ ７・８月

新栄ひまわり保育園 （社福）　小倉新栄会 90 613-4740 町上津役東一丁目７－２１ - 夏季（午前中）

引野乳児保育園（乳児専門保育所） （社福）　天心報恩会 40 641-7064 別所町１３－２２ ○ 年間

さくらんぼ保育園 （社福）　薫風会 80 695-0039 大字本城３３８３－１ ○ 年間

穴生保育所 （社福）　真祐会 90 631-3880 雁の巣１丁目３－２１ ○ 年間

◎北九州市　戸畑区

施設名 運営主体 定員 電話番号
(市外局番093)

所　在　地 ﾌﾞｰｽ ｵｰﾌﾟﾝ保育園

千防保育所 （社福）　北九州市保育事業協会 120 882-4282 千防一丁目１－１５ ○ ６～１０月（９時～１５時）

戸畑保育所わかば園 （公財）　鉄道弘済会 100 881-2320 東大谷一丁目13-10 - 年間（１０時～１３時）

ナオミ愛児園（乳児受入保育所） （社福）　北九州ナオミ福祉会 120 871-3245 中本町１２－３４ - ６～２月（来園希望日の前月２０日頃までに連絡）

中原保育園 （社福）　北九州市戸畑民生事業協会 100 881-3882 中原西二丁目６－１３ ○ 年間

さかい川保育園 （社福）　北九州市戸畑民生事業協会 120 881-4501 境川二丁目１４－９ ○ 年間

牧山保育園 （社福）　北九州市戸畑民生事業協会 70 881-6502 牧山一丁目１－４ ○ 年間（１０時～１１時又は１５時～１６時）

さんろくこどもえん （社福）　いわき福祉会 100 871-3467 三六町１０－６ ○ ６～１０月（９時～１１時３０分）

はつねほいくえん （社福）　いわき福祉会 100 871-3468 新川町３－５ ○ 年間


