
園名称 所在地 対象年齢　※ 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児
江南保育園 荘島町１１－１ △
(注２）聖使幼稚園（せいしキディ・クラブ） 中央町３０－５ 1・2歳児
篠山保育園 城南町２１－８ 生後6ヶ月～
わんぱく保育園 東櫛原町７３８-１
（注１）きらら保育園 小頭町１０-２２ 生後6ヶ月～ △ △
ふじ保育園 大石町３２９－２４
水天宮保育園 京町３１３－１
のぎっこ（水天宮の分園） 京町269－6 5歳児
長門石保育園 長門石町５３８
西久留米保育園 長門石一丁目１－５７

（注２）おひさまくるめようちえん 長門石四丁目１０－３ 満1歳～ △ △ △ △
小森野保育園 小森野五丁目１９－３２

上旗保育園 御井町１６００－２４ 生後4ヶ月～
（注２）永福寺幼稚園 御井町５３６－２ 生後3ヶ月～
（注２）久留米純心Ｊｒ保育園 山川追分１丁目１２－３０ 生後6ヶ月～
合川保育園 合川町２３５－１ 生後4ヶ月～
（注２）合川幼稚園 合川町５０２－１ 生後6ヶ月～
木の実保育園 東合川九丁目８－１

文殊乳児保育園 東合川七丁目６－１０ 生後4ヶ月～
白峯保育園 山川市ノ上町3-33
（注２）かおりこども園 宮ノ陣一丁目１２－１０ 生後3ヶ月～
（注２）かおりガーデンこども園 宮ノ陣四丁目２－１１ 生後3ヶ月～
千歳保育園 宮ノ陣町大杜１０６５－１

宮ノ陣保育園 宮ノ陣五丁目１２－６０

（注２）久留米ふたば幼稚園 宮ノ陣四丁目１１－３６ 1歳児～
（注３）キッズ２１ 宮ノ陣三丁目３－８ 1・2歳児
子鳩保育園 諏訪野町１６１５－１ 生後4ヶ月～
子鳩分園 諏訪野町１６１４－７ 生後4ヶ月～3歳未満児

晴明保育園 西町８７１－１
（注２）大谷こども園 西町５４０－１ 生後3ヶ月～
（注３）ウィーニングハウス宙良 西町１１６４－１ 生後10ヶ月～2歳児

松柏保育園 野中町６９０
（注２）アイスクール幼稚園 野中町８３４－３ 生後4ヶ月～
（注２）久留米天使こども園 野中町１２７９ 生後10ヶ月～2歳児

（注２）国分幼稚園エールキッズ 国分町２１５ 1・2歳児
明星保育園 国分町８７５－３７
わかぐさ保育園 野中町５１－３ 生後4ヶ月～
ひまわり保育園 白山町５３５－１ △
聖徳保育園 津福本町９４６－１
津福保育園 津福本町１９４１－７

鳥飼保育園 梅満町１３９８
金丸保育園 津福本町５１４－２ 生後4ヶ月～
金丸ぷらす（金丸の分園） 津福本町５０７ 生後4ヶ月～
保育所草康園 南二丁目２１－８ 生後3ヶ月～
（注２）久留米育英幼稚園 国分町１６３０－２ 生後6ヶ月～
青い鳥保育園 上津町２２２８－１０１２ △
上津保育園 上津二丁目５－２２ △
ひいらぎ保育園 上津町２１４３－１

令和4年2月前半入所　久留米市保育所・認定こども園（保育部分）　空き状況　　　　令和4年1月12日更新

令和4年1月12日　現在

　○：3人以上空きあり　　　△：1～2人空きあり　　　　　　　　　：空きなし　　　　　　　：受入れなし

○この情報は、保育所等の空き情報をお知らせし、保育所等入所申込みの参考にしていただくためのもの
  です。なお、空きがあっても、入所を確約するものではありませんので、ご留意ください。
　この情報については、窓口に設置、及び下記久留米市ホームページの該当ページに掲載します。
　★久留米市ホームページ
　トップ＞子育て・教育＞子育て支援＞保育所・認定こども園＞保育所・認定こども園（保育部分）の空き状況について
　
○保育士の配置状況や、急な退所等により、空き状況が変動することがあります。
○年齢は、令和3年4月1日時点の年齢です。例えば、「1歳児」は、平成31年4月2日から令和2年4月1日
　に生まれた人です。
※対象年齢の記載がない園は、産後９週（生後２ヶ月）からです。状況により変更になることもあります。

◇各園の利用定員及び月初めの入所児童数は、「入所状況について」を、入所申込みについては、「保育所の
　入所準備等」をご確認ください。

（注１）夜間保育所です。（注2）認定こども園です。（注3）事業所内保育所です。（注4）送迎保育対象の施設です。



令和4年2月前半入所　久留米市保育所・認定こども園（保育部分）　空き状況　　　　令和4年1月12日更新

園名称 所在地 対象年齢　※ 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児
高良内保育園 高良内町２５７８－１ 生後4ヶ月～ △ △
（注２）翠（高良内幼稚園・キッズハウスふたば） 高良内町１２２６ 生後10ヶ月～
青峰保育園 青峰二丁目３－１ 生後4ヶ月～ △
ニュータウン保育園 青峰三丁目７－１ 生後5ヶ月～
住吉保育園 安武町住吉１６６９ 生後3ヶ月～
美希保育園 安武町安武本１１２５

安武保育園 安武町武島７７３－１ △ △ △
（注２）くるめ天心幼稚園 安武町安武本７１８ 生後4ヶ月～
大善寺保育園 大善寺町藤吉８７９

（注２）大善寺幼稚園 大善寺町宮本７９１ 1歳児～
荒木保育園 荒木町荒木１４８４
りんごの木保育園 荒木町荒木１３１３
（注２）つぼみ幼稚園（みつば保育園） 荒木町荒木１９２０－２

わらしこ保育園 荒木町下荒木１６３１－３ 生後6ヶ月～
白鳥保育園 荒木町白口４５７ 生後4ヶ月～
（注３）パンダ保育園 藤光町９６５-２ 0～2歳児
ゆりかご保育園 津福今町６０７－６
（注３）ヤクルトたんぽぽ保育園 津福今町２１９－２ 1・2歳児 △
筑水保育園 山本町耳納９０－２ △
発心保育園 草野町草野５２７－１

かやのみ保育園 善導寺町飯田３５９－２ 生後6ヶ月～
こでまり保育園 善導寺町飯田１２８３－１

善導寺保育園 善導寺町飯田５６２ △ △
大橋保育園 大橋町合楽８５－１

船越保育所 田主丸町船越４１８－３ 生後3ヶ月～
水縄保育所 田主丸町石垣１１３０－２ 生後4ヶ月～
田主丸保育所 田主丸町常盤１２２１－２

竹野保育所 田主丸町竹野２１２７－１

かわい保育園 田主丸町志塚島９７２－２ 生後4ヶ月～
菅原保育所 田主丸町菅原１４０５－８

報恩保育園 北野町高良１６８５－４ 生後4ヶ月～
童心園 北野町今山６６６－１

中村保育所 北野町中３１３５
（注２）北野おおぞら幼稚園 北野町中６８７－２ 生後4ヶ月～
大城保育所 北野町大城１２１－１

金島保育園 北野町八重亀５９４ △ △ △
(注４）城島保育園 城島町城島２７６ 生後4ヶ月～
（注２・４）江上保育園 城島町江上４８９ 生後4ヶ月～ △ △ △ △
（注２）城島すみれ幼稚園 城島町六町原８１２－１ 満1歳～2歳児
（注４）芦塚下田保育園 城島町芦塚３－８ 生後3ヶ月～ △ △ △
（注４）青木保育園 城島町上青木９５０－２ 生後3ヶ月～ △ △
（注４）浮島保育園 城島町浮島３６０－４ 生後4ヶ月～
（注２・４）敬愛文化幼稚園 城島町西青木５８２－１ 生後10ヶ月～2歳児 △ ○ ○
西牟田保育園 三潴町西牟田４５８３ 生後6ヶ月～
犬塚保育園 三潴町玉満１９３８
三潴保育園 三潴町田川３６２－１ 生後3ヶ月～

令和4年1月12日　現在

　○：3人以上空きあり　　　△：1～2人空きあり　　　　　　　　　：空きなし　　　　　　　：受入れなし

（注１）夜間保育所です。（注2）認定こども園です。（注3）事業所内保育所です。（注4）送迎保育対象の施設です。

ＱＲコードをスキャン

この空き状況は、毎月３日頃と１３日頃（締切日の２日前頃）に

更新を行います。

久留米市公式ＬＩＮＥでは、この空き状況更新情報を配信しています。

友だち登録→「子ども」の受信設定→空き状況更新を毎回通知

＠Kurume-cityで検索

受信したい情報で「子ども」
を受信設定だよ。


