
園名称 所在地 電話番号 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 ３５－３８２７
(注２）聖使幼稚園（せいしキディ・クラブ） 中央町３０－５ ３２－４９７１ 1・2歳児

篠山保育園 城南町２１－８ ３２－９６５５ 生後6ヶ月～

わんぱく保育園 東櫛原町７３８-１ ３６－１８９５

（注１）きらら保育園 小頭町１０-２２ ３８－４１５４ 生後6ヶ月～

ふじ保育園 大石町３２９－２４ ３２－５５５３

（注５）久留米ベビーガーデン保育園 東町３４１ ８０－６５３０ 生後3ヶ月～

（注５）じぶんみらい保育園久留米 荘島町９－２ ０１２０－１４４－２３０生後4ヶ月～

水天宮保育園 京町３１３－１ ３３－００７８

のぎっこ（水天宮の分園） 京町２６９－６ ３３－００７６ 5歳児

長門石保育園 長門石町５３８ ３８－７９６４

西久留米保育園 長門石一丁目１－５７ ３９－５０６９

（注２）おひさまくるめようちえん 長門石四丁目１０－３ ３８－８６４９ 満1歳～

小森野保育園 小森野五丁目１９－３２ ３４－２９２９

上旗保育園 御井町１６００－２４ ４３－１８２６ 生後4ヶ月～

（注２）永福寺幼稚園 御井町５３６－２ ４３－８３３１ 生後3ヶ月～

（注２）久留米純心Ｊｒ保育園 山川追分一丁目１２－３０ ４３－８２２８ 生後6ヶ月～

合川保育園 合川町２３５－１ ４３－５５８５ 生後4ヶ月～

（注２）合川幼稚園 合川町５０２－１ ４３－３９９７ 生後6ヶ月～

木の実保育園 東合川九丁目８－１ ４３－２８１８

文殊乳児保育園 東合川七丁目６－１０ ４４－３３８８ 生後4ヶ月～

白峯保育園 山川市ノ上町3-33 ４３－５０７５

（注２）かおりこども園 宮ノ陣一丁目１２－１０ ３３－８５７０ 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 ３９－８８８０ 生後3ヶ月～

千歳保育園 宮ノ陣町大杜１０６５－１ ３３－３７７８

宮ノ陣保育園 宮ノ陣五丁目１２－６０ ３８－９４４６

（注２）久留米ふたば幼稚園 宮ノ陣四丁目１１－３６ ３２－６４５８ 1歳児～

（注３）キッズ２１ 宮ノ陣三丁目３－８ ６５－６７７７ 1・2歳児

子鳩保育園 諏訪野町１６１５－１ ２２－０１０５ 生後4ヶ月～

子鳩分園 諏訪野町１６１４－７ ２２－０１０５ 生後4ヶ月～3歳未満児

晴明保育園 西町８７１－１ ３３－４４３４

（注２）大谷こども園 西町５４０－１ ３２－３０６２ 生後6ヶ月～

（注３）ウィーニングハウス宙良 西町１１６４ー１ ３８－７７４３ 生後10ヶ月～2歳児

松柏保育園 野中町６９０ ３３－３９９５

（注２）アイスクール幼稚園 野中町８３４－３ ３２－０８１５ 生後4ヶ月～

（注２）久留米天使こども園 野中町１２７９ ３８－５４４８ 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 ２１－７３０８ 1・2歳児 ○
明星保育園 国分町８７５－３７ ２１－６９６７

わかぐさ保育園 野中町５１－３ ４３－９７３８ 生後4ヶ月～

ひまわり保育園 白山町５３５－１ ３８－４１０８

聖徳保育園 津福本町９４６－１ ３２－８５６６

津福保育園 津福本町１９４１－７ ３２－２３９７

鳥飼保育園 梅満町１３９８ ３３－４２３９

金丸保育園 津福本町５１４－２ ３９－５８８８ 生後4ヶ月～

金丸ぷらす（金丸の分園） 津福本町５０７ ３９－１２００ 生後4ヶ月～

（注３）ヤクルトたんぽぽ保育園 津福今町２１９-２ ４８－１５３７ 1・2歳児

保育所草康園 南二丁目２１－８ ２１－５８８７ 生後3ヶ月～

（注２）久留米育英幼稚園 国分町１６３０－２ ２１－９１１０ 生後6ヶ月～

青い鳥保育園 上津町２２２８－１０１２ ２２－３１５４ △ △
上津保育園 上津二丁目５－２２ ２２－３４２０

ひいらぎ保育園 上津町２１４３－１ ５１－０８００ △

令和5年2月後半入所　久留米市保育所・認定こども園等（保育部分）　空き状況　　令和5年2月1日更新

　○：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。（注5）小規模保育施設です。
（注4）施設の送迎保育は、空きが3枠あります。対象児童は、1歳児以上です。園への事前見学及び子ども保育課への申請が必要です。

令和5年2月後半入所の空き状況をお知らせいたします。
　○年齢は、令和４年4月1日時点の年齢です。
　※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。

申込締切日は、令和5年2月3日（金）となります。
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高良内保育園 高良内町２５７８－１ ４３－０１５８ 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 ４３－７８１８ 生後10ヶ月～

青峰保育園 青峰二丁目３－１ ４３－９５０２ 生後4ヶ月～

ニュータウン保育園 青峰三丁目７－１ ４４－１７３０ 生後5ヶ月～

住吉保育園 安武町住吉１６６９ ２７－０７００ 生後3ヶ月～

美希保育園 安武町安武本１１２５ ２６－２９６０

安武保育園 安武町武島７７３－１ ２６－４４５５

（注２）くるめ天心幼稚園 安武町安武本７１８ ２６－３０１０ 生後4ヶ月～

大善寺保育園 大善寺町藤吉８７９ ２６－２６０９

（注２）大善寺幼稚園 大善寺町宮本７９１ ２７－３６００ 生後6ヶ月～

荒木保育園 荒木町荒木１４８４ ２６－３３１３

りんごの木保育園 荒木町荒木１３１３ ２６－７１５４
（注２）つぼみ幼稚園（みつば保育園） 荒木町荒木１９２０－２ ２７－２８９４

わらしこ保育園 荒木町下荒木１６３１－３ ２６－２４２３ 生後6ヶ月～

白鳥保育園 荒木町白口４５７ ２７－１３３４ 生後4ヶ月～

（注３）パンダ保育園 藤光町９６５-２ ５１－３５３６ 0～2歳児 △
ゆりかご保育園 津福今町６０７－６ ３９－３４６６

筑水保育園 山本町耳納９０－２ ４３－７０５１

発心保育園 草野町草野５２７－１ ４７－００７６

かやのみ保育園 善導寺町飯田３５９－２ ４７－３６８３ 生後6ヶ月～

こでまり保育園 善導寺町飯田１２８３－１ ４７－４０４９

善導寺保育園 善導寺町飯田５６２ ４７－１０７４

大橋保育園 大橋町合楽８５－１ ４７－０２５８ △
船越保育所 田主丸町船越４１８－３ ０９４３－７２－０９６５生後3ヶ月～

水縄保育所 田主丸町石垣１１３０－２ ０９４３－７２－２９３２生後4ヶ月～

田主丸保育所 田主丸町常盤１２２１－２ ０９４３－７２－０３２９ △
竹野保育所 田主丸町竹野２１２７－１ ０９４３－７２－２３６８

かわい保育園 田主丸町志塚島９７２－２ ０９４３－７２－３５８４生後4ヶ月～

星の子保育園 田主丸町菅原１４０５－８ ０９４３－７３－１１８７

報恩保育園 北野町高良１６８５－４ ７８－６１００ 生後4ヶ月～ △
童心園 北野町今山６６６－１ ７８－４６１１

中村保育所 北野町中３１３５ ７８－３５５６

（注２）北野おおぞら 北野町中６８７－２ ７８－０８８８ 生後4ヶ月～

大城保育所 北野町大城１２１－１ ７８－３２９８ △
（注２）金島子ども園 北野町八重亀５９４ ７８－７３４５ △ △ △
（注４）城島保育園 城島町城島２７６ ６２－３４４４ 生後4ヶ月～

（注２・４）江上保育園 城島町江上４８９ ６２－２０３５ 生後4ヶ月～ △ △
（注２）城島すみれ幼稚園 城島町六町原８１２－１ ６２－６２１２ 満1歳～2歳児

（注２・４）芦塚下田こども園 城島町芦塚３－８ ６２－６０６５ 生後3ヶ月～

（注２・４）青木こども園 城島町上青木９５０－２ ６２－３２７６ 生後3ヶ月～

（注４）浮島保育園 城島町浮島３６０－４ ６２－２３３２ 生後4ヶ月～

（注２・４）敬愛文化幼稚園 城島町西青木５８２－１ ６２－６１６１ 生後10ヶ月～2歳児 △ △ ○
西牟田保育園 三潴町西牟田４５８３ ６４－４２７０ 生後6ヶ月～

犬塚保育園 三潴町玉満１９３８ ６４－２０２０ △
三潴保育園 三潴町田川３６２－１ ６４－２５８８ 生後3ヶ月～
（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。（注5）小規模保育施設です。
（注4）施設の送迎保育は、空きが3枠あります。対象児童は、1歳児以上です。園への事前見学及び子ども保育課への申請が必要です。


