
センター名 行政区 住所 センター名 所在地 住所
1 老松 門司区 庄司町4番16号 69 深町 若松区 深町一丁目2番12号
2 清見 門司区 清見三丁目1番1号 70 藤ノ木 若松区 赤島町20番13号
3 小森江西 門司区 矢筈町5番42号 71 二島 若松区 東二島二丁目7番3号
4 小森江東 門司区 風師三丁目9番20号 72 古前 若松区 古前一丁目28番23号
5 白野江 門司区 白野江二丁目13番1号 73 若松中央 若松区 浜町一丁目1番2号
6 大里東 門司区 下二十町3番7号 74 祝町 八幡東区 宮の町二丁目2番10号
7 大里南 門司区 原町別院13番27号 75 枝光 八幡東区 日の出一丁目5番11号
8 大里柳 門司区 高田二丁目2番18号 76 枝光北 八幡東区 枝光二丁目8番5号
9 田野浦 門司区 新開6番11号 77 枝光南 八幡東区 中央三丁目9番5号
10 東郷 門司区 黒川西一丁目3番26号 78 大蔵 八幡東区 大蔵二丁目1番40号
11 錦町 門司区 清滝三丁目5番5号 79 尾倉 八幡東区 尾倉一丁目15番2号
12 西門司 門司区 稲積一丁目3番1号 80 高槻 八幡東区 中畑二丁目5番2号
13 萩ヶ丘 門司区 戸ノ上三丁目8番1号 81 高見 八幡東区 高見二丁目8番20号
14 藤松 門司区 上藤松二丁目3番31号 82 槻田 八幡東区 松尾町19番1号
15 松ヶ江北 門司区 大字畑903番地 83 平野 八幡東区 桃園四丁目1番1号
16 松ヶ江南 門司区 吉志新町二丁目1番1号 84 前田 八幡東区 祇園一丁目5番1号
17 丸山 門司区 長谷一丁目14番28号 85 八幡大谷 八幡東区 中央二丁目1番1号
18 足原 小倉北区 足原二丁目8番3号 86 青山 八幡西区 青山二丁目1番3号
19 足立 小倉北区 宇佐町一丁目8番15号 87 赤坂 八幡西区 星和町28番26号
20 泉台 小倉北区 真鶴一丁目5番15号 88 浅川 八幡西区 浅川日の峰二丁目1番10号
21 到津 小倉北区 下到津四丁目3番2号 89 穴生 八幡西区 鷹の巣三丁目3番1号
22 井掘 小倉北区 井堀三丁目15番2号 90 池田 八幡西区 茶屋の原一丁目6番3号
23 今町 小倉北区 今町三丁目19番2号 91 医生ヶ丘 八幡西区 千代ヶ崎一丁目12番15号
24 北小倉 小倉北区 中井一丁目10番1号 92 永犬丸 八幡西区 美原町9番2号
25 貴船 小倉北区 白銀一丁目5番8号 93 永犬丸西 八幡西区 永犬丸西町四丁目21番13号
26 清水 小倉北区 弁天町6番5号 94 大原 八幡西区 上上津役三丁目21番21号
27 霧丘 小倉北区 黒原二丁目30番30号 95 折尾西 八幡西区 日吉台一丁目22番20号
28 小倉中央 小倉北区 堺町二丁目4番24号 96 折尾東 八幡西区 光明二丁目2番50号
29 桜丘 小倉北区 上富野五丁目6番21号 97 香月 八幡西区 香月中央一丁目7番1号
30 三郎丸 小倉北区 熊本一丁目12番1号 98 楠橋 八幡西区 馬場山緑7番41号
31 寿山 小倉北区 大畠三丁目10番2号 99 熊西 八幡西区 幸神四丁目3番1号
32 富野 小倉北区 須賀町6番23号 100 黒畑 八幡西区 幸神三丁目4番3号
33 中井 小倉北区 井堀二丁目7番4号 101 黒崎 八幡西区 藤田四丁目1番1号
34 中島 小倉北区 昭和町16番2号 102 上津役 八幡西区 上の原二丁目2番16号
35 西小倉 小倉北区 大門一丁目5番2号 103 木屋瀬 八幡西区 木屋瀬東一丁目１２番１号
36 日明 小倉北区 日明四丁目3番7号 104 陣原 八幡西区 陣原三丁目23番9－101号
37 南丘 小倉北区 熊谷一丁目26番15号 105 陣山 八幡東区 桃園三丁目1番1号
38 南小倉 小倉北区 新高田町一丁目10番3号 106 竹末 八幡西区 若葉一丁目7番1号
39 長行 小倉南区 徳吉西三丁目3番16号 107 千代 八幡西区 千代二丁目27番1号
40 企救丘 小倉南区 徳力四丁目17番5号 108 筒井 八幡西区 山寺町6番30号
41 北方 小倉南区 北方二丁目16番10号 109 塔野 八幡西区 塔野一丁目3番2号
42 朽網 小倉南区 朽網西三丁目6番39号 110 中尾 八幡西区 三ヶ森四丁目6番1号
43 葛原 小倉南区 葛原本町三丁目4番34号 111 鳴水 八幡西区 東鳴水二丁目4番16号
44 広徳 小倉南区 徳力六丁目3番2号 112 則松 八幡西区 則松二丁目9番1号
45 志井 小倉南区 大字志井279番地 113 引野 八幡西区 別所町9番1号
46 城野 小倉南区 富士見三丁目1番3号 114 星ヶ丘 八幡西区 大字笹田920番地の8
47 曽根 小倉南区 中曽根三丁目9番7号 115 本城 八幡西区 本城一丁目15番1号
48 曽根東 小倉南区 下曽根四丁目22番3号 116 光貞 八幡西区 浅川学園台二丁目23番2号
49 高蔵 小倉南区 上吉田三丁目1番1号 117 八児 八幡西区 町上津役東一丁目17番1号
50 田原 小倉南区 田原三丁目16番31号 118 八枝 八幡西区 八枝三丁目8番1号
51 徳力 小倉南区 南方二丁目5番37号 119 浅生 戸畑区 浅生二丁目13番7号
52 長尾 小倉南区 長行西一丁目1番1号 120 一枝 戸畑区 一枝一丁目8番1号
53 貫 小倉南区 西貫一丁目11番1号 121 大谷 戸畑区 東大谷二丁目2番44号
54 沼 小倉南区 沼緑町四丁目28番1号 122 鞘ヶ谷 戸畑区 西鞘ヶ谷町3番17号
55 東朽網 小倉南区 大字朽網1215番地の1 123 沢見 戸畑区 小芝二丁目1番4号
56 東谷 小倉南区 大字市木下704番地の1 124 三六 戸畑区 小芝三丁目12番2号
57 守恒 小倉南区 守恒二丁目8番36号 125 天籟寺 戸畑区 夜宮二丁目4番15号
58 湯川 小倉南区 湯川一丁目8番33号 126 中原 戸畑区 中原東二丁目2番35号
59 横代 小倉南区 横代東町四丁目13番1号 127 西戸畑 戸畑区 南鳥旗町3番17号
60 吉田 小倉南区 中吉田六丁目27番5号 128 東戸畑 戸畑区 千防三丁目1番12号
61 両谷 小倉南区 徳吉南一丁目6番10号 129 牧山 戸畑区 牧山四丁目1番22号
62 若園 小倉南区 若園四丁目1番50号 130 牧山東 戸畑区 新川町3番25号
63 青葉 若松区 青葉台西一丁目14番1号 131 古城【サブ】 門司区 浜町6番25号
64 赤崎 若松区 西小石町8番2号 132 柄杓田【サブ】 門司区 大字柄杓田1407番地の14
65 島郷 若松区 鴨生田二丁目1番1号 133 伊川【サブ】 門司区 大字伊川1462番地の1
66 修多羅 若松区 白山一丁目9番13号 134 天神【サブ】 八幡東区 天神町4番24号
67 高須 若松区 高須北一丁目1番2号 135 香月西部【サブ】 八幡西区 高江三丁目6番20号
68 ひびきの 若松区 ひびきの北８番２８号
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