
令和5年4月1日現在

※子ども・子育て支援新制度に移行している施設

NO.   施設名 区分
新制度
（※） 〒 行政区 所在地 電話番号

【門司区】

1 愛光幼稚園 私立幼稚園 ○ 801-0864 門司区 門司区老松町１２－３ 093-321-3374

2 あけぼの幼稚園 私立幼稚園 800-0102 門司区 門司区猿喰古新地下９３９－１３ 093-481-1123

3 敬愛幼稚園 私立幼稚園 800-0035 門司区 門司区別院６－１ 093-371-2267

4 幸幼稚園 私立幼稚園 ○ 801-0864 門司区 門司区老松町７－３ 093-321-1420

5 東郷瞳幼稚園 私立幼稚園 801-0802 門司区 門司区白野江１－１８－７ 093-341-0409

6 西門司幼稚園 私立幼稚園 ○ 800-0054 門司区 門司区社ノ木１－１４－８ 093-381-0128

7 日の丸幼稚園 私立幼稚園 800-0024 門司区 門司区大里戸ノ上２－３－３７ 093-381-6565

8 門司こばと幼稚園 私立幼稚園 ○ 800-0055 門司区 門司区東新町１－９－２１ 093-381-1812

9 門司聖母幼稚園 私立幼稚園 ○ 800-0035 門司区 門司区別院１－２１ 093-381-0317

10 門司瞳幼稚園 私立幼稚園 800-0025 門司区 門司区柳町４－５－１ 093-371-3030

【小倉北区】

11 認定こども園 あおば幼稚園
幼稚園型

認定こども園 ○ 802-0022 小倉北区 小倉北区上富野３－９－３２ 093-521-9050

12 あかつき幼稚園 私立幼稚園 ○ 802-0071 小倉北区 小倉北区黄金２丁目８－３１ 093-921-2337

13 いづみ幼稚園 私立幼稚園 802-0061 小倉北区 小倉北区三郎丸３－１０－３６ 093-922-6656

14 栄美幼稚園 私立幼稚園 ○ 802-0022 小倉北区 小倉北区上富野３－１７－１０ 093-521-3862

15 おひさま幼稚園 私立幼稚園 ○ 803-0818 小倉北区 小倉北区堅町１－２－１３ 093-561-3919

16 木町幼稚園 私立幼稚園 ○ 803-0815 小倉北区 小倉北区原町２－７－６ 093-561-4067

17 霧ヶ丘幼稚園 私立幼稚園 802-0052 小倉北区 小倉北区霧ヶ丘１－１－１３ 093-931-2901

18 光沢寺中井幼稚園 私立幼稚園 ○ 803-0836 小倉北区 小倉北区中井２－１７－３６ 093-561-1754

19 小倉カトリック幼稚園 私立幼稚園 ○ 802-0075 小倉北区 小倉北区昭和町１４－７ 093-921-3860

20 森林幼稚園 私立幼稚園 ○ 802-0041 小倉北区 小倉北区妙見町１－３２ 093-931-1454

21
西南女学院大学短期大学部附属
シオン山幼稚園 私立幼稚園 ○ 803-0835 小倉北区 小倉北区井堀１－３－４ 093-583-5902

22 天心幼稚園 私立幼稚園 803-0841 小倉北区 小倉北区清水２－７－１ 093-561-3967

23 認定こども園 とみの幼稚園
幼稚園型

認定こども園 ○ 802-0023 小倉北区 小倉北区下富野３－５－６ 093-521-5100

24
認定こども園

東筑紫短期大学附属幼稚園
幼稚園型

認定こども園 ○ 803-0511 小倉北区 小倉北区下到津５－３－１４ 093-561-2133

25 聖ヶ丘幼稚園 私立幼稚園 ○ 803-0841 小倉北区 小倉北区清水４－５－１ 093-581-5000

【小倉南区】

26 認定こども園 石原幼稚園
幼稚園型

認定こども園 ○ 803-0185 小倉南区 小倉南区石原町１４６－１ 093-453-2777

27 認定こども園 長行幼稚園
幼稚園型

認定こども園 ○ 803-0272 小倉南区 小倉南区長行西４－１２－１ 093-452-1500

28 認定こども園　お宮の里幼稚園
幼稚園型

認定こども園 ○ 800-0208 小倉南区 小倉南区沼本町４－１８－５ 093-471-0059

29 認定こども園　きっずこくらみなみ
幼稚園型

認定こども園 ○ 802-0976 小倉南区 小倉南区南方３－２３－５ 093-961-2230

30 認定こども園 くさみ幼稚園
幼稚園型

認定こども園 ○ 800-0232 小倉南区 小倉南区朽網東３－２－１０ 093-472-1497

31 小倉瞳幼稚園 私立幼稚園 800-0244 小倉南区 小倉南区上貫３－４－３９ 093-471-3274

32 志井幼稚園 私立幼稚園 802-0985 小倉南区 小倉南区志井６－１９－１ 093-963-1007

33 志徳幼稚園 私立幼稚園 802-0974 小倉南区 小倉南区徳力４－２６－１０ 093-961-1948

34 認定こども園 神理幼稚園
幼稚園型

認定こども園 ○ 802-0974 小倉南区 小倉南区徳力５－１０－１０ 093-962-3126

35 認定こども園 清和幼稚園
幼稚園型

認定こども園 ○ 800-0257 小倉南区 小倉南区湯川３－３－３０ 093-931-4540

36 星和台幼稚園 私立幼稚園 802-0973 小倉南区 小倉南区星和台１－６－１ 093-962-1913

37 認定こども園 曽根ひかり幼稚園
幼稚園型

認定こども園 ○ 800-0222 小倉南区 小倉南区中曽根１－７－１ 093-471-2365

38 でんき幼稚園 私立幼稚園 ○ 802-0814 小倉南区 小倉南区蜷田若園１－２－２４ 093-962-6673

39 認定こども園 徳力団地幼稚園
幼稚園型

認定こども園 ○ 802-0975 小倉南区 小倉南区徳力団地１－２ 093-962-2465

40 フレンズ幼稚園 私立幼稚園 800-0224 小倉南区 小倉南区東貫１－１５－３ 093-471-5922

41 むつみ幼稚園 私立幼稚園 ○ 800-0206 小倉南区 小倉南区葛原東４丁目３－３８ 093-471-7002

42 山の手学院幼稚園 私立幼稚園 802-0979 小倉南区 小倉南区徳力新町２－３－３２ 093-963-3131

43 吉田幼稚園 私立幼稚園 ○ 800-0201 小倉南区 小倉南区上吉田２－１８－３３ 093-471-7062

44 わしみね幼稚園 私立幼稚園 802-0978 小倉南区 小倉南区蒲生２－８－６ 093-962-2254

北九州市内の私立幼稚園一覧表
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北九州市内の私立幼稚園一覧表

【若松区】

45 認定こども園 行学幼稚園
幼稚園型

認定こども園 ○ 808-0134 若松区 若松区乙丸７７０－１ 093-741-1710

46 顕照寺朝日ヶ丘幼稚園 私立幼稚園 ○ 808-0112 若松区 若松区頓田５９４－４ 093-791-3737

47 認定こども園 小石幼稚園
幼稚園型

認定こども園 ○ 808-0042 若松区 若松区棚田町１１－２８ 093-761-3404

48 神愛幼稚園 私立幼稚園 ○ 808-0014 若松区 若松区栄盛川町９－１ 093-761-4572

49 認定こども園 精華幼稚園
幼稚園型

認定こども園 ○ 808-0065 若松区 若松区和田町１３-１２ 093-761-0729

50 高須幼稚園 私立幼稚園 808-0144 若松区 若松区高須東４－１２－４０ 093-741-6003

51 浜町幼稚園 私立幼稚園 808-0023 若松区 若松区北浜１－１－２５ 093-771-2230

52 日吉幼稚園 私立幼稚園 808-0102 若松区 若松区東二島２－１６－６ 093-791-0067

53 光貞幼稚園 私立幼稚園 ○ 808-0137 若松区 若松区ひびきの南１－７－１０２ 093-603-7711

54 若松青葉幼稚園 私立幼稚園 ○ 808-0143 若松区 若松区青葉台西１－３－１ 093-742-1077

55 若松天使園 私立幼稚園 ○ 808-0035 若松区 若松区白山１－９－５０ 093-751-2487

【八幡東区】

56 尾倉幼稚園 私立幼稚園 805-0059 八幡東区 八幡東区尾倉３－８－２ 093-671-3319

57 華頂幼稚園 私立幼稚園 ○ 805-0050 八幡東区 八幡東区春の町３－２－２ 093-662-4318

58 小鳩幼稚園 私立幼稚園 805-0002 八幡東区 八幡東区枝光４－１０－１ 093-671-3708

59 済世第一幼稚園 私立幼稚園 ○ 805-0069 八幡東区 八幡東区前田３－４－６ 093-671-2192

60 高見幼稚園 私立幼稚園 805-0012 八幡東区 八幡東区川淵町３－２３ 093-651-4246

61 乳山幼稚園 私立幼稚園 ○ 805-0048 八幡東区 八幡東区大蔵２－１８－８ 093-651-5981

62 槻田くるみ幼稚園 私立幼稚園 ○ 805-0035 八幡東区 八幡東区山路２－１１－２７ 093-651-0201

63 八幡カトリック幼稚園 私立幼稚園 ○ 805-0011 八幡東区 八幡東区八王寺町１－４０ 093-652-1006

【八幡西区】

64 愛真幼稚園 私立幼稚園 ○ 807-0866 八幡西区 八幡西区日吉台１－１－２５ 093-601-2374

65 青山幼稚園 私立幼稚園 806-0059 八幡西区 八幡西区萩原３－７－１ 093-642-4713

66 あかね幼稚園 私立幼稚園 807-1125 八幡西区 八幡西区池田２－３－２７ 093-617-0262

67 浅川幼稚園 私立幼稚園 807-0873 八幡西区 八幡西区藤原３－１９－１ 093-603-2747

68 穴生幼稚園 私立幼稚園 806-0049 八幡西区 八幡西区穴生１－１０－２２ 093-631-5874

69 九州女子大学附属折尾幼稚園 私立幼稚園 ○ 807-0834 八幡西区 八幡西区北鷹見町５－１０ 093-691-0540

70 九州女子大学附属自由ヶ丘幼稚園 私立幼稚園 807-0867 八幡西区 八幡西区自由ヶ丘２－１ 093-691-0145

71 楠橋幼稚園 私立幼稚園 807-1146 八幡西区 八幡西区楠橋下方１－１－１３ 093-617-0166

72 上津役幼稚園 私立幼稚園 807-0072 八幡西区 八幡西区上上津役４－１８－７ 093-611-2779

73 こじか幼稚園 私立幼稚園 806-0055 八幡西区 八幡西区幸神４－１－９ 093-631-7300

74 こみね幼稚園 私立幼稚園 807-0082 八幡西区 八幡西区小嶺台１－３－３０ 093-611-2723

75 こみね星ヶ丘幼稚園 私立幼稚園 807-1265 八幡西区 八幡西区笹田９３３－５ 093-618-1571

76 済世第二幼稚園 私立幼稚園 ○ 806-0055 八幡西区 八幡西区幸神３－８－８ 093-631-5087

77 下上津役幼稚園 私立幼稚園 807-0075 八幡西区 八幡西区下上津役１－６－２ 093-611-1274

78 認定こども園 聖ヨゼフ幼稚園
幼稚園型

認定こども園 ○ 806-0030 八幡西区 八幡西区山寺町１２－５６ 093-621-4851

79 第二文化幼稚園 私立幼稚園 807-0841 八幡西区 八幡西区的場町２０－１２ 093-611-1436

80 認定こども園 成松幼稚園
幼稚園型

認定こども園 ○ 806-0013 八幡西区 八幡西区清納２－３－２１ 093-671-3711

81 本城西幼稚園 私立幼稚園 ○ 807-0801 八幡西区 八幡西区本城１－１５－２ 093-603-3753

82 認定こども園 本城東幼稚園
幼稚園型

認定こども園 ○ 807-0815 八幡西区 八幡西区本城東１－１８－１５ 093-602-7617

83 緑ヶ丘幼稚園 私立幼稚園 ○ 807-0071 八幡西区 八幡西区上の原２－４－３７ 093-611-0530

84 緑ヶ丘第二幼稚園 私立幼稚園 806-0044 八幡西区 八幡西区相生町１１－５ 093-631-3939

85 八幡みなみ幼稚園 私立幼稚園 807-0851 八幡西区 八幡西区永犬丸５－１０－３５ 093-691-3751

戸畑区

86 教学寺幼稚園 私立幼稚園 ○ 804-0082 戸畑区 戸畑区新池２－１０－１ 093-871-4213

87 第二明泉寺幼稚園 私立幼稚園 ○ 804-0032 戸畑区 戸畑区西大谷１－９－５２ 093-871-7701

88 戸畑天使園 私立幼稚園 ○ 804-0081 戸畑区 戸畑区千防１－１１－２２ 093-871-7069

89 宝福寺幼稚園 私立幼稚園 ○ 804-0011 戸畑区 戸畑区中原西１－３－２３ 093-883-6165

90 明泉寺幼稚園 私立幼稚園 ○ 804-0063 戸畑区 戸畑区正津町１－９ 093-871-3267

※開所（園）時間等については、各施設にご確認ください。　　　　　　　　　　　


