
緊急電話相談

◆I」 I児救融翠蜘謡卦固“~
夜間・休日の子どもの急な病気やケガで心配なとき

【福岡県の受付時間】平日： 19時～翌朝 7時

土曜： 12時～翌朝 7時

日曜・祝日： 7時～翌朝7時

※年末年始、 8月13~15日は、日曜・祝日の受付時間での対応となります。

【全国共通短縮番号】

※携帯薔話からも利用可 困国回亙団
注意：短縮番号 (#8000)は、お使いの携帝竜話会社やエリアによっては県外

の担当窓口につながることがあります。福岡県の受付時間内で電話がつ
ながらない場合は、下記の番号におかけ直しください。

【専用番号】

092-731-4119 

◆病華翫I.• 痴麟翻廂談◆
病気やケカなどにより病浣の受診を希望される方、もしくは急な

病気やケガで救急車を呼んだ方がよいか？今すぐ病院で診察を受け
るべきか？など迷っている方に、 24時間年中無休で、オペレーター
が病院を案内したり、看護師が緊急度の判定を行います。

【救急医療情報センター電話番号】

困□m]]国 もしくは 092-471-0099

久誓＊市イメージキャテクター

くるつIざ 瓢

音声コード

電子版はこちらから
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1 妊娠したら

親子（母子）健康手慮の交付 チェック欄□
市窓口で、親子（母子）健康手帳を交付しています。

問合せ先 こども子育てサポートセンター、各保健センター等

妊 チェック欄口

親子（母子）健康手帳交付時に、健診（歯科も含む）を受けるための受診票

（補助券）をお渡しします。指定の医療機関でご利用ください。

問合せ先 こども子育てサポートセンター

妊

助産師や保健師が対象者 (18歳未満や多胎児の妊婦など）のご家庭を訪

問し、相談に応じます。詳しくはおたずねください。

問合せ先 こども子育てサポートセンター、各保健センター等

妊

沐浴実習や栄養士の講話などがあります。詳しくは、日程表（親子（母子）

健康手帳交付時に配布）や市のホームページ等でご確認ください。

問合せ先 こども子育てサポートセンター

マタニティタクシー
事前登録で、主に陣痛が始まった時などに優先して配車してくれる民間

タクシー会社の送迎サービスです。研修を受けたドライバーが 24時間い

つでも対応します。

［シ—|※インターネットからの麟も
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2 赤ちゃんが生まれたら
賑守岸9-t,ロ

問母 ；一2|iロ
赤ちゃんが生まれた日を含めて、 14日以内に届け出てください。

届出に必要なもの ①出生証明書、②親子（母子）健康手帳

問合せ先市民課各総合支所市民福祉課市民センター

隣閑9,i:：：~「ロ
子育て支援の情報提供や健康相談のために必要です。用紙を親子（母子）

健康手帳交付時に配布しますので、忘れずに提出してください。

問合せ先 こども子育てサポートセンター、各保健センター、各市民セン

ター（上津を除く）等

顎庄茫r:：吋雹 月「且＿Fロ
健康保険法が適用される医療費を助成します（入院時の食事代や部屋代

等を除く）。 3歳以上は一部自己負担があります。

対象 0歳以上中学3年生までの子ども

申請に必要なもの ①子どもの名前が記載された健康保険証、

②保護者のマイナンバーがわかるもの

※生まれた日から助成を受けるためには、その翌日を含めて 30日以内

に申請が必要です。詳しくはお問い合わせください。

問合せ先医療・年金課各総合支所市民福祉課各市民センター

3歳未満 15,000円

ご；上／j竿嬌了前 1 ]悶悶閂（第3子以降は 15,000円）

伊形得制限限度額以上の場合は、児童 1人あたり月額5,000円）

※手当を受けるためには、申請が必要です。出生日の翌日から数えて、

15日以内に申請してください。

※ 「第 3子以降」とは、高校卒業までの養育している児童のうち 3番

目以降をいいます。

※公務員は所属庁から支給されるため、勤務先で申請してください。

※申請に必要なものなど詳しくはお問い合わせください。

問合せ先家庭子ども相談課、各総合支所市民福祉課、各市民センター

靡宮罰塁蒋渭阻誓開霰燐＇嘉う一 □ロ
健康保険加入者に出産育児一時金が支給されます。出産する医療機関の

窓口等で手続が必要です。詳しくは、医療機関又は下記までお問い合わせ

ください。

《国民健康保険加入の方》
差額等が生じた場合の申請に必要なもの
①出産した人および世帯主の健康保険証

②出産した人および世帯主のマイナンバーがわかるもの
③世帯主の通帳
④出産費用の領収・明細書

⑤直接支払制度利用の有無が記載された合意文告

⑥麟あるいは流産の場合は在胎週数が記載された医師の証明書

問合せ先健康保険課各総合支所市民福祉課

各市民センター
※国民健康保険以外の方は、加入している医療保険者へ

お尋ねください。
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屈璃蜃閂誡白一
保健師・助産師・保育土等が訪問し、赤ちゃんの身体測定やお母さんの

体調確認、子育ての相談に応じます。

対象 生後3か月までの赤ちゃんがいる家庭

問合せ先 こども子育てサポートセンター、各保健センター等

罰温l瓦問＇．ぞ喜剛m•M"'■----
新生児聴覚検査の受診票（補助券）、産婦健康診査（産後2週間と産後 1

か月）の受診票（補助券）を利用できます。指定の医療機関でご利用くだ

さい。

問合せ先 こども子育てサポートセンター

手

市内の産婦人科や助産院で、宿泊または日帰りで母子のケア、授乳指導、

育児指導を受けることができます。

世帯の状況によって利用料が異なります。

問合せ先 こども子育てサポートセンター

匹切戻即納詞尻------- -

(2)専秤庄研口忠環

子育てに不安を感じ、専門的な支援が必要な時に、保育土や保健師等

が訪問し、相談に応じます。

対象 0歳から就学前までの子どもがいる家庭

訪問時間 9時～17時（日曜・祝日、年末年始を除く）

問合せ先松柏子育て支援センター【TEL・ FAX 33-5360】

紺＇’蒋．，塁寛限;~t-
(1)多胎児子育てサークル

双子、三つ子の保護者で妊娠中から子育て中の方を対象に、多胎児特

有の相談を受けたり、情報交換や勉強会、交流会などを行っています。

活動場所 南部保健センター（上津町 1丁目 13-22)他

問合せ先 ツインズクラブ・村井【TEL090-3417-0476】

こども子育てサポートセンター

(2)産目直奎後サポート事業

多胎児の先輩ママが、ご希望に応じて対象者のご家庭などを訪問し、

子育てなどに関する相談に応じます。

問合せ先 こども子育てサポートセンター

(1)産帥産後ヘルパー派遣（エンゼル廊掴隊）

産前産後で家事や育児が困難なとき、周りからの支援が十分に見込め

ない家庭を、経験豊富なヘルパー（エンゼル応援隊）が訪問し、サポー

トします。
親子（母子）健康手帳交付後～出産退院後 6か月

弓i囀 I.以内（最高60日）
※多胎児や低出生体重児 (2,500g未満）の場合
は、 2歳までに最高90日

涸酉II.9時～17時（1日4時間まで）
※日曜・祝日、年末年始を除く

国畷I. 1日1回
※保育園・幼稚園への送迎ば 1日2回利用可
1時間につき500円（生活保護世帯は無料）

9滋品憚剥 利用を希望する日の2日前まで※緊急時を除く
※里帰り出産などで一時的に市内に滞在している場合は、
滞在先の方の申込みと利用料負担で利用できます。
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3 子どもの健康・予防接種•医療

紐 1用疇診査
4か月 10 か月・ 1 歳 6 か月• 3歳児に対し無料で乳幼児健診を、 1歳・

1 歳 6 か月 •3 歳児に対し無料で幼児歯科健診を実施しています。対象者

には前月に案内を郵送しますので、必ず受診してください。

※ 4か月・10か月健診を行っている小児科は9ページをご覧ください。

問合せ先 こども子育てサポートセンター

日曜缶丑互

休日等（日曜•祝日、年末年始）の急病患者を在宅当番医が診察します。

問合せ先医療・年金課

予
出生連絡票 (3ページ）の提出時、こども予防接種セットを配布します。

市内の受託医療機関および福岡県予防接種広域化実施医療機関で接種でき

ます。県外での接種は払い戻しの対象となる場合があります。

接種に必要なもの ①予診票、②親子（母子）健康手帳

日曜在宅当番医の確認方法

①広報久留米•新聞

② 電話（自動音声）久留米広域消防本部

[TEL O 180-999-789】※休日等のみ

③ 久留米市のホームページ

I 久留米市 日曜在宅医 1、,| 
④ 久留米市公式Ll'JEのメニュー

日曜在宅医＂ヵ＼
対応します

予防接種 望ましい接種時期

B型肝炎 生後2か月から、 27日以上の間隔をおいて 2回

3回目は、 1回目から 139日以上の間隔をおいて

1回

ヒブ 生後2か月から、 4~8週の間隔をおいて 3回

3回目の後、 7~13か月後に 1回

小児用肺炎球菌 生後2か月から、 4週以上の間隔をおいて 3回

生後12~14か月で 1回

四種混合 生後3か月から、 3~8週の間隔をおいて 3回

3回目の後、 12~18か月後に 1回

BCG 生後5~7か月で 1回

麻しん風しん混合 1~2歳未満で 1回

(MR) 1回目の後、就学前1年間（年長児）で 1回

水痘 生後12~14か月で 1回

（みずぼうそう） 1回目の後、 6~12か月後に 1回

日本脳炎 3歳になって、 1~4週の間隔をおいて 2回

2回目の後、 1年後に 1回

おたふくかぜ 1~2歳未満の方が対象

（任意接種） 1人 1回のみ、 3,000円助成

ロタ 生後6週～最大32週未満で2回または3回

問合せ先保健所保健予防課
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小児科

市内の小児科のうち、 4か月・ 10か月乳幼児健診を行っている診療所お

よび小児科のある病院を掲載しています。

詳しい場所、診療時間等については直接お尋ねください。

診療所名 所在地 TEL 
いむた小児科 諏訪野町 30-7611 
医療法人おおぶ小児科 諏訪野町 33-2551 
かとう小児科医院 大善寺町 27-2220 
河野小児科医院 国分町 21-3219 
きむらアレルギー•こどもクリニック 野中町 40-7700 
さかた小児科クリニック 御井旗崎 27-8841 
小児科井上医院 櫛原町 32-3064 
善導寺-どもクリニック 善導寺町 47-0818 
医療法人田中地平小児科 津福今町 34-9302 
つむらファミリークリニック 尚良内町 43-9720 
長井小児科医院 天神町 32-2082 
原口医院 城島町 62-3329 
原田医院 田主丸町 0943-73-0195 
はるこどもクリニック 新合川 45-8558 
ひだか子どもクリニック 南 22-0119 
医療法人日吉いのうえ小児科 日吉町 36-0633 
医療法人福田こどもクリニック 宮ノ陣 46-6000 
医療法人本間小児科医院 城 35-3619 
医療法人まつゆき小児科医院 北野町 78-3105 
吉永小児科医院 本町 33-2098 

l」I児救急。療 久留米広域小児救急センター（聖マリア病浣内）

地域医師会や久留米大学病院、久留米大学医療センター、聖マリア病浣

の小児科医が交替で夜間の初期救急診療にあたります。

診療時間毎日 19時～23時（受付は 22時 30分まで）

診療場所聖マリア病院地域医療支援棟（タワー棟） 1階

健
お子さんの食事や健康に関する相談会を定期的に行っています。

相談会 内容 問合せ先

・身体測定や離乳食・健康相
•こども子育てサポート

ゆったり子育て 談
センター

相談会 ・えーるピア久留米・各保健
•各保健センター等

センター等で実施

・妊娠中や乳幼児の健康相談

など助産師や栄養士が対 子育て交流プラザ

助産師•栄養士による 応 くるるん

健康相談 •第 4 水曜日 10 時 30 分～ ITEL 34-5571】

12時（受付は 11時15分 『AX34-5572】

まで）

病院名

聖マリア病院

久留米大学病院

久留米大学医療センター

所在地

津福本町

旭町

国分町

TEL 
35-3322 
35-3311 
22-6111 

紹介状がない場合の病院妥診について

200床以上の病院（上記3医療機関）では、紹介状をもた

ない初診の患者さんは、通常の費用に加え、選定保養費と呼

ばれる保険外の料金が必要となります。（緊急の場合など不

要な場合もあります）
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離乳食教室

離乳食の進め方などについての教室を開催しています。

これから離乳食を始める方向けの「はじめてクラス」と、離乳食を進め

る中で出てくる悩みを相談・解決する「ステップクラス」があります。料

金は無料です。

クラス 対象月齢など 会場 問合せ先

・えーるピア久留米

はじめて 対象． 4～6か月児
•田主丸保健センター

クラス 予約制•定員あり（月 2 回）
・コスモすまいる北野

こども子育
・城島げんきかん

・三瀦生涯学習センター
てサポート

対象 '7~11か月児
センター

ステップ
予約制・定員あり（年9回 疇暉センター

クラス
程度）

内容 問合せ先

・離乳食の悩みや疑問について、栄

くるるんの 1 養士や参加者と→者に話します

離乳食相談 ・予約制（離乳期別）

子育て交流プラザくるるん

ITEL 34-55 71】

【FAX34-5572】
•第 2 金曜日 10 時 30 分～12 時

子どもの琶護と手当てa園翫ミ

子どもの事故や手当てについて学んでおきましょう。年に 5回開催、開

催日はホームページ等でお知らせします。詳しくは、こども子育てサポー

トセンターヘ。

11 

4 子育て中の人の就職リポート

仕事探しや資格取得などの情報提供、応湧書類の書き方や面接の受け方

のアドバイスなどを行っています。

＇ 喝 翡 四 え 砂 ・一
利用時間月～金曜日 •9 時～17 時 15 分（祝日・年末年始を除く）

実施場所久留米市役所2階久留米市ジョブプラザ

問合せ先久留米市ジョブプラザ【TEL30-9809 FAX 30-9707】

r1 i漏 fぶマ忠'..訊翠｝ャー
利用時間 月～金曜日 •8 時 30 分～17 時 15 分（祝日・年末年始を除く）

問合せ先福岡県子育て女性就職支援センター【TEL38-7579】

（合川町・久留米総合庁舎1階福岡県筑後労働者支援事務所内）

瓜口誓〗冒祝で喝塁り詈i曰雹＿
主に子育てをしながら就職を希望する方を支援しています。

仕事の紹介、応募書類の書き方、面接アドバイスなど、子育てと仕事の

両立について様々な相談を受け付けています。

利用時間月～金曜日・ 10時～18時（祝日・年末年始を除く）

問合せ先 ハローワーク久留米マザーズコーナー（天神町・リベール5階）

【TEL31-9177 FAX 35-5950】

祐罰碗覇厚愕環9_
キャリアカウンセラーが子育て支援施設を巡回し、就職に関する個別相

談や資格取得などの情報提供を行います。

利用時間 1回2時間

詳しい日時は、市ホームページでご確認

ください。

問合せ先労政課

12 



:；：〗：三<:`!〗;]9
開設時間月～金曜日 •8 時 30 分～17 時 15 分（祝日・年末年始を除く）

会場市役所3階310会議室

※相談無料、個人情報・秘密厳守

問合せ先久留米市生活自立支援センター

13 

西部相談窓口 ITEL 30-9185 FAX 30-9186】

西部担当地域（I尺財交区）

日吉、篠山、南薫荘島、長門石、京町、鳥飼、金丸、

西国分、東国分、城島、江上、青木、犬塚、西牟田、三瀦、

荒木、安武、大善寺

東部相談窓口 ITEL 30-9113 FAX 30-9327】

東部担当地域 (,j造叱沌S:)

山川、山本、草野、善導寺、大橋、船越、水分、柴刈、川会、

竹野、水縄、田主丸、上津、青峰、高良内、南、津福、北野、

弓削、大城、金島、小森野、宮ノ陣、御井、合JI[

5 ひとりで誌ないで

子ども総合相談

子ども総合相談窓口では、子育てや家庭での悩みごと、困りごとなどの

相談に応じています。

問合せ先 こども子育てサポートセンター

地域子肯<...-文援センタ→庄子肯C相談

地域子育て支援センターでは、電話やファクス、メールによる子育て相

談に応じています。来所面接相談や家庭訪問もできます。

問合せ先各地域子育て支援センター

校区担当保健師

小学校区ごとに地域を担当する保健師が出産や子育て、健康に関する不

安や疑問などの相談に応じています。

受付相談窓口 所在地
こども子育てサポート 城南町15-3
センター （市J役所16階）

南部保健センター
上津1丁目 13-22
（上津市民センター隣接）

田主丸保健センター
田主丸町田主丸459-11
（田主丸総合支所市民福祉課内）

北野保健師事務室
北浬細I中3245-3
は国総合蜘蘊1階）

城島保健福祉センター
城島町楢津743-2
（城島総合支所市民福祉課内）

三瀦保健センター
三瀦町玉満2779-1
（三瀦総合支所市民福祉課隣接）

受付時間 月～金曜日 8時 30分～17時 15分

（祝日・年末年始を除く）

※こども子育てサポートセンター・

疇保健センターのみ、這は 8

時30分～19時

TEL/FAX 
TEL 30-9302 
FAX 30-9718 
TEL 21-0056 
FAX 21-0030 
TEL 0943-72-2113 
FAX 0943-72-3819 
TEL 23-1307 
FAX 78-6482 
TEL 62-2113 
FAX 62-3732 
TEL 64-2412 
FAX 65-0957 

14 



女曲D餅代週体の相談

女性の健康相談（来所面接相談・予約制）

不妊や女性の身体に伴う悩みについて助産師が対応します。

◆年に 4回程度開催◆13時 15分～17時

問合せ先 こども子育てサポートセンター

育lの不気bイライラ、羽鯰どd殴奴湘駁

ママパパきもち楽々相談（来所面接相談・予約制）

臨床心理土 •Iじ週里相談員が相談に応じます。

◆月 2回程度 ◆13時 15分～17時

問合せ先 こども子育てサポートセンター

妊娠・子育て口関する電話・メー）頃華

子育て TEL : 34-5573 
ホットライン E-mail : kururun@ktarn.or JP 
（先輩ママによ 7虞日 10時～16時（祝日を除く）

る子育て相談） ※子育て経験者が相談に応じます。
TEL : 30-9345 
E-mail : r1ns1n@c1ty.kurume.fukuoka.Jp 

妊娠ほっとライン 月～水・金曜日 8時30分～17時15分
木曜日 8時30分～19時（祝日・年末年始を除く）
※保健師等が相談に応じます。

TEL : 092-642-0110 
にんしんSOS 毎日 9時～17時30分（年末年始を除く）
ふくおか ※ホームページにメール相談フォームがあります。

～思いがけない https://www.fukuoka-kango.or Jp/kenm1n/sos/ 
妊娠・子育て・ ※福岡県看護協会の相談員（保健師、助産師）が相
思春期相談～ 談に応じます。いつでも誰でも気軽にご相談くだ

さい。

15 

子育て交流
プラザ

くるるん内

こども子育
てサポート
センター

福岡県
看護協会

様尺なl収刀悩みや不安、家族の方の収虹湘麒

TEL 30-9728 ・ FAX 30-9833 

暉師・精神暉撃士による相談

（電話相談・来所面接相談）
保健所

月～金曜日 8時30分～17時 15分（祝日年末年始を除
心の健康相談

く）
保健予

精神科医による相談（来所面接相談・要予約）
防課

木曜日 13時30分～15時 (1人30分程度）

※第5木曜、 8月13日～16日、年末年始、祝日を除く

如切唸える翫池生き方、 DV窓こ関す召讚

男女平等推進センター
TEL 30 7802 ・ FAX 30-7811（えーるピア久留米内）

（面接相談・予約制）
月～水•金～土曜日 10 時～18 時

（電話相談）
木曜日 17時～20時、日曜日 10時～17時

※月末日・年末年始・祝日を除く

家庭子ども相談課
TEL 30 9063 ・ FAX 30-9718 

（電話相談・来所相談）
月～金曜日 8時30分～17時15分

※年末年始、祝日を除く

子どもの福祉や児直虐待の相談・通告

家庭子ども相談課

（電話相談・来所相談）

TEL 30-9208 ・ FAX 30-9718 

月～金曜日 8時30分～17時15分

※年末年始、祝日を除く

TEL 32-4458 ・ FAX 32-4459 
福岡県 -------------------------------------------------------------------------------—l 

久留米児童相談所
月～金曜日 8時30分～17時15分響りの職員対応-
上記の時間外、休日・年末年始霞甜国填対応

恩酎目鰤万全国共通ダイヤル

~189 （イチハヤク）
慮待を受けたと思われる子どもを見つけたときや、

ご自身が出産や子育てに悩んだときはご連絡くだ

さい。匿名で連絡することも可能です。連絡者や連

絡内容に関する秘密は守られます。

16 



塁ーiり国鳳醗喧塁闊翫匿冒罰履置一

6 ひとり親輯却）ために

閲平1,＂―,零国窯ー
・家庭子ども相談課

•久留米市母子寡婦福祉会 [TEL ・ FAX 39-2277】

•ひとり親サポートセンター【TEL 32-1140 ・ FAX 38-1237】

就業相談や就業支援講習会を行っています。

ひとり親皿窓四町即成躙度 チェック桐口

ひとり親家庭等に対し、健康保険法が適用される医療費を助成します（入

院時の食事代や部屋代等を除く）。一部自己負担があります。

対象

①18歳未満の児童を養育する母（父）子家庭の母（父）と児童

②父母のない児童等

申請に必要なもの

〇潅国t保険証、②対象者のマイナンバーがわかるもの

※上記のほかに所得制限などの要件があるため、まずはご相談ください。

問合は先医療・年金課各総合支所市民福祉課各市民センター

児童扶養手当 チェック欄口

ひとり親家庭等に対し、手当を支給します。

17 

対象

18歳になって最初の3月31日までの間にある児

童（または 20歳未満の障害児）を監護している母

（父）または養育者

※所得制限ほか一定の要件あり。詳しくはおたず

ねください。

問合せ先家庭子ども相談課、

各総合支所市民福祉課、各市民センター

母子父子寡婦福祉資金⑥I付）
20歳未満の子どもを扶養している母子・父子家庭や寡婦に対し、生活資

金や就学支度資金など 12種類の資金の貸付を行っています。

問合せ先家庭子ども相談課

ファミリー・ウ代ート・センター（利用料助成）

ひとり親家庭等の保護者は「ファミリー・サポート・センターくるめ」

の利用料の一部助成を受けられます炉斤得制限あり）。

詳しくは、 26ページをご覧ください。

問合せ先 こども子育てサポートセンター

：科喧『成令麗愕9

母子生舌赳勁幽

18歳未満の子どもを養育している母子家庭等の母親が、生活上いろいろ

な問題のため子どもの養育が十分にできない場合に、母子を保護し、自立

に向けて支援する施設です。

問合せ先家庭子ども相談課

18 



ひとり親閲日常お舌丸醒環

ひとり親家庭等の保護者が急な病気や残業のときなどに、家庭生活支援

員を派遣して家事を行います。

※事前に利用登録が必要です。

世帯の種類
生活保護・市県民税非課税世帯
児童扶蓑手当の支給を受けているまたは同等の所
得水準にある世帯
上記以外の世帯

利用料 (1時間あたり）
無料

150円

300円

支援の内容炊事・洗濯．掃除・買い物

登録に必要なもの

①戸籍謄本・児童扶養手当証書・ひとり親家庭等医療証のいずれか

②世帯全員の住民票（本籍・続柄記載のもの）

③所得証明書等（不要の場合あり）

問砂先久留米市母子寡婦福祉会【TEL・ FAX 39-2277】

息躙瓢噂麟諜………………………………•---0
児童扶養手当を受けている世帯の方が、 JRの列車で通勤する場合に、通

勤定期券を3割引で購入できる制度です。

申請に必要なもの 暉定者資格証明書②印鑑

※特定者資格証明書（有効期限内）をお持ちでない方は、

①児童扶養手当証書、②印鑑、③写真 1枚 (6か月

以内に撮影した縦 4cm、横 3cmの正面上半身のも

の）

問合せ先 家庭子ども相談課

7
 

子ど剋り成長•発匿に関する相談

落ち着きがない話は上手だけど一方的 極 端に不器用

思いどおりにならないとパニックになってしまう など

お子さんの成長や発達について気になることがあるときは下記窓口へ

ご相談ください。

気になるお子さん乃華

就学前で、身体面、精神面、行動面など気になることがあるお子さんの

相談に、小児科医・臨床心理土が応じます。

◆月 4回程度 13時～17時 ※予約制

問合せ先 こども子育てサポートセンター

幼児教肯螂P爪茂答劉現災

お子さんの様子で心配なことなど、成長や発達に関する相談に応じます。

また、必要に応じて療育や訓練をご案内します。

問合せ先幼児教肯研先FJr

幼
児
教
育
研
究
所
発
達
相
談
の
流
れ

電話相 談

電話にて初回面談の予約をしてください。

初 回 面 談

お話を伺い、必要に応じて専門相談ヘ
つなぎます。

専 門 相 談

相談内容に応じて、医師や1恨里等の
専門家が相談を受けます。

療育・訓練

必要に応じ、専門相談で得られた支援の
方向性に従い、療育や訓練を行います。

19 20 



子ども発達相談教室

,j浮生を対象に、お子さんの「何となく落ち着きがないように感じる」、

「お話しはできるけれど、好きなことばかり一方的に話し会話にならない」

など学校生活で気になることについて、小児科医・臨床心理土・教諭が相

談に応じます。

◆毎週木曜日 13時～16時30分※予約制

問合せ先学校教育課

就

,j造窃込学にあたり、教育的支援が必要なお子さんの就学相談会を毎年

10月頃に行います。（※申込みは7月）

問雑先学交教龍果

禰い港茂援センター（齊甜回0あおぞら

福岡県の委託を受けて、発連障がい児（者）への支援を総合的に行うこ

とを目的とした専門的機関です。本人や家族、関係機関の方の相談を受け

ています。また、研修講師の派遣も行っています。

問合せ先福岡県発選造がい者支援センター（筑後地域） あおぞら

（Jは広川町）【TEL52-3455 ・ FAX 53-0621】

ことl如湘談

就学前で、ことばの遅れや吃音•発音に不安があるお子さんについて、

言語聴覚士が相談に応じます。

◆年 12回程度 13時30分～17時 ※予約制

問合せ先 こども子育てサポートセンター

21 

きこえとことI如 淑 剛 躙

呼んでも振り返らない、身の回りの音に気付かないことが多い、新生児

聴覚検査で再検査が必要と言われた…など、きこえとことばに関する相談

に応じます。 (0歳～相談受付可）

◆相談は随時実施、ご都合に合わせて設定します。

また、必要に応じてグループ相談に参加できます。

問合せ先福岡県立久留米聴覚特別支援学校（高良内町）

【TEL44-2304 ・ FAX 45-0139】

[E-mail info@kurume-hss.fku.ed.jp】

ライフサ代ートプック

ライフサポートブックは、生きづらさを抱えるお子さんについて、様々

な胴敬を記録し、周りの人に伝えるためのツールです。

ライフサポートブック「もやい」

障害者福祉課、こども子育てサポートセンター、久留米市教育委員会、

幼児教育研究所などで配布しています。

※久留米市および筑後地区ノーマライゼーション研究会のホームペー

ジでダウンロードもできます。

問合せ先幼児教肯研先PJr

ふくおか就学サポートノート

福岡県教育委員会のホームページ

(http:/ /www.pref.fukuoka.lg.jp/ contents/ support.htm|）からダウンロー

ドできます。

問合せ先福岡県教育委員会特別支援教育課

【TEL092-643-3914 ・ FAX 092-643-3884】
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8 支援のl要な子どものために

支援の必要な子どむDため乃獣雌渡

心身の状態により支援が必要と認められるお子さんは、放課後等の通所

や保誤者が不在の際の日中の預かり、お泊りなどの福祉サービスが利用で

きます。

※障害者手帳を所持していなくても利用できるサービスもあります。

問合せ先障害者福祉課各総合支所市民福祉課

入所に関する問合せ先久留米児童相談所【TEL32-4458 ・ FAX 32-4459】

レスパイトケア環饂脳都乾蜘日中→培赳醒翡0
障害のあるお子さんを日常的に介護している家族の休息などを目的に、

下記の医療機関で日中の一時預かりを行っています。

壬空ぞ：；；；；：：こタ― | ［冒［守翠］〗：）〗翠】門嘉°塁し＿73-0524】
（多機能型埠害児施設ころころ）

支援が必要な子ども別司首

支援が必要な子が保育を必要とする場合で、集団生活が可能であれば、

市内全保育園・認定こども圏で受け入れています。

問合せ先子ども保育課各総合支所市民福祉課

23 

療育・訓棘

◆幼児教肯研先PJr
発達の遅れや偏りがある乳幼児を対象に、発達を促すための小集団に

よる療育や動作・言語・行動に関する個別の訓練を行っています。（発達

相談の流れは20ページ参照）

問合せ先幼児教育研究所

◆障害児等痕肯文援事業

お子さんの生活や発達に関する相談支援、訪問療育などを行っていま

す。

問合せ先社会福祉法人こぐま福祉会（小郡市大板井）

【TEL72-7221 ・ FAX 72-7222】

社会医療法人聖ルチア会 [TEL33-1581 ・ FAX 33-1586】

医療法人コミュノテ風と虹 [TEL22-5311 ・ FAX 22-0879】

◆心理リハビリテイション訓練会（総合福祉会館）

情緒の安定と身体の動きの改善を目的とした発達援助法（動作法）等

による訓練会です。

障害の種類や年齢を問わず参加できます。

問合せ先障害者福祉課
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9 子どもの一時預かり

くるるん・児童センタ-<1)-晦切り

子育て支援の一環として、保護者が買い物や通院、リフレッシュすると

きなどに、お子さんを一時的にお預かりします。

施設 くるるん 所在地：天神町8（リベール5階）
【TEL34-5571 ・ FAX 34-5572】

対象：生後3か月～茄学前

児童センター 所在地：六ツ門町3-11（くるめりあ六ツ門5階）
[TEL 35-3809 ・ FAX 35-3835】

対象：生後3か月～Jj洋喝年生

時間 10時～18時※休館日を除く

保育料 3歳未満児 1時間当たり 620円

3歳以上児 1時間当たり 520円

持って ①申請する人の身分を証明するもの（免許証、健康保険証など）

くるも ②お子さんが加入している健康保険証

の ③親子健康手帳

④ども医郷証

譴かりに必要なもの

（ミルク、おむつ、着替え、飲み物、弁当、おやつなど）

利用に •お預かりできるお子さんの人数に制限がありますので、事前に予約を
ついて してください。

•当日、お子さんの健康状態により、お預かりできないこともあります。
・当日は畠類の記入などがありますので、早めにお越しください。

休日保育

市内保育圏在圏児を対象に、日曜・祝日に下記の保育圏でお預かりしま

す。（年末年始は利用できません）

※ご利用の際は、あらかじめ夫枇施設に登録手続をして
ください。

※利用料金な邑羊しくはお問い合わせください。

二:I8口詈い翌I□;:
問合せ先篠山保育園 [TEL32-9655 ・ FAX 32-9850】
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ファミリー・ウ代ート・センター＜るの
保育園・幼稚園・学童保育所への子どもの送迎や、保護者の残業・通院・

リフレッシュの際の子どもの一時預かりなど、地域のボランティア会員（み

まもり会員）を紹介します。利用するためにはセンター主催の講習会を

受講したうえで、「おねがい会員」として会員登録をする必要があります。

また、おねがい会員とみまもり会員を兼ねる「どっちも会員」にもなるこ

とができます。

対象生後3か月～I艮羊6年生

利用時間 7時～21時

利用料金子ども 1人につき 1時間当たり ク`時間帯 I 7時～9時 I 9時～18時 I 18時～21時

月～土曜日 800円 600円 800円

日曜日・祝日、

古羞虐5~]、月 4日 1 800円

※きょうだい児で利用する場合は、 2人目以降の料金が半額になります。

◆みまもり会員・どっちも会員募集中！

子育て中の方も、子どもを預かるボランティアとして活動してみ

ませんか。まずはセンターまでお問い合わせください。

問合せ先 ファミリー・サポート・センターくるめ

（リベール5階子育て交流プラザ内）

【TEL37-8888 ・ FAX 37-8822】
【E-mail famisapo@ktarn.or.jp】

受付時間 9時 30分～18時（日曜・祝日・ 12月28日～1月4日は休館）

◆ファミリー・サポート・センター利用料助成

「ファミリー・サポート・センターくるめ」

の会員の方で、ひとり親家庭等の保護者炉斤得

制限あり）、または市町村民税非課税世帯•生
活保護世帯の方に対し、利用料の一部を助成

します。助成を受けるためには、こども子育て

サポートセンターでの事前登録が必要です。

問合せ先 こども子育てサポートセンター
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病 ども乃販茂）⑰薪引呆育 ）

病気中あるいは病気からの回復期にあるお子さんを、仕事等の理由によ

り保護者が家庭でみることができない場合に、専用の保育施設で一時的に

お預かりします。

施設一覧

開設時間

休み

対象

利用料

利用に

ついて

マリアン・キッ 疋『→貝一 聖マリア病院．津福本町422
ズ・ハウス 6人 【TEL・ FAX 34-3165】

エンゼルキッズ
定員 久留米大学医療センター：国分町155-1
4人 [TEL ・ FAX 22-6621】

すくすくランド
定員 久留米大学’旭町67
5人 [TEL 31-7988 ・ FAX 31-7992】

ハイジア 定員 ハイジア内科’三瀦町玉満2270-2
病児保育室 6人 【TEL54-9551 ・ FAX 55-8322】

たのっし一 定員 田主丸中央病院 田主丸町田主丸1001-2
ランド 4人 【TEL0943-72-1633 ・ FAX 0943-73-3465】

7時45分～17時45分まで

※エンゼルキッズは、 7時40分～17時45分まで

日曜・祝日・年末年始

※エンゼルキッズは8月15日、たのっしーランドは、 8月13~15日も

休み。その他、施設の都合により、お休みになる場合があります。

0歳～小学6年生

日額2,000円 ※生ノ舌保護世帯、市町村民税非課税世帯は減免あり
※臨而の診療費、寝具代、食事代等は別途必要

〇鴻前に夫施施設での登録が必要です。

②利用申込期限は、原則として、利用する前日（前日が休館日の場合は

前々日）です。直接施設にご連絡ください。当日でも施設に余裕があれ

ば申込み可能です。

③特参品や利用期間等、詳しい内容は各施設へお尋ねください。

④利用料の減免は、事前に子ども政策課で手続を行ってください。

病児保育についての問合 U先上記5施設

利用料減免に関する問合せ先子ども政策課

`i •(•ヽ·

◆企業主導型保育施設における病児保育

上記施設以外にも、次の企業主導型保育施設が病児保育を実施してい

ます。対象年齢、開設日時、利用方法、利用料等は施設によって異なり

ますので、施設にお問い合わせください。減免制度はありません。

のぞえの森保育園 上津町2390-11 ITEL 51-8255】
丸信インターナショナル保育園 山川安居野3丁目 6-10 ITEL 43-3771】
クルメキッズランド 津梧怜町463-2 ITEL 65-4933】
つぶくいちご保育園 津福今町303-1 ITEL 37-6140】
ここのみ保育園 東櫛原町1183-2 ITEL 64-9223】

天神キッズ保育園 天神町5丁目 134-1 ITEL 30-0085】
（回復期の児童のみ）

保育園などの→雨勤‘り

保育固でも、一時保育（一時預かり）を行っています。（実施施設は、 36

~39ページの一覧表に掲載）

また、認定こども園の中にも一時保育を行っている施設があります。い

ずれも詳しくは各園に直接お尋ねください。
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子肯C―期支援事業

保護者の疾病、出産、出張等の理由で、家庭での養育が一時的に困難と

なった児童を、児童福祉施設等で、一定の期間、養育•保護する制度です。
※利用には、事前に家庭子ども相談課での施設の空き状況の確認と手続が必要です。

事業名 対象事由・対象年齢 利用料 実施施設暉年齢）

ショート 保護者の疾病、出産、冠婚葬祭 2歳未満

認洗儡心醤寮譴(9累釦霜印忌孟誓で）

ステイ など緊急一時的な場合 日額5,350円
呻入所
生活援助 対象年齢 0歳～18歳未満 2歳以上

事業） 利用日数原則月 7日以内 日額2,750円

保護者が仕事その他の理由によ
トワイ り夜間に不在となり、家庭で児
ライト 童の養育が困難となった場合

清清久心I留凶米慈乳天愛児使圏圏圏(（2紡(歳判2歳以汀上ま以）上で）） ステイ 日額750円
（夜間養護 利用時間 17時～22時

事業） 対象年齢 0歳～18歳未満

利用日数原則月 7日以内

トワイ
保護者が仕事その他の理由によ

ライト り休日に不在となり、家庭で児

清清久心I留む米慈乳天愛児使圏固圏(（2藍(歳2浙歳以」上ま以）上で）） 
ステイ 童の養育が困難となった場合

日額1,350円（休日 利用時間 9時～18時
預かり

対象年齢 0歳～18歳未満事業）
利用日数原則月 7日以内

夫・施設 所在地 電話番号
43-3418 
77-1538 
92-2818 
77-3132 
092-573-7025 
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久留米天使園
清心慈愛園
洗心寮

清心浮し児園
福岡乳児院

御井町2187
＝井郡大刀洗町大字山隈377
養基饂山町大字宮浦823番地2

＝井郡大刀洗町大字山隈377
福岡市博多区西春町1丁目 1-14

◆利用の流れ
①まずは家庭子ども相談課に問い合わせてください。施設に

確認の上、受入れの可否を回答します。

②受入れ可であれば利用 1週間前までに家庭子ども相談課

ヘ手続にお越しください。

※市県民税非課税世帯や生活保護世帯の場合は、利用料の

減免があります。

問合せ先家庭子ども相談課

10 幼稚園•認定こどぢ園・保育園など

／」浮校就‘前の子どもが通う施設には、幼稚園、認定こども園、保育園
などがあります。ここでは、福岡県や久留米市の認可を受けた施設を紹介
します。

し王仕同士£T'浣仔』月関一
平成 27年度から、子ども・子育て支援新制度が始まり

は、従来どおりの幼稚園（①)と --←••一 ・『一・ ・ •一

行した幼稚園、③認定こども園
規模保育事業所）があります。

G辺渤稚園
【3 歳から•孔iはで】

給付鼠定：新 1号・ 1号

G冦定こども園

【0畿から就判1はで】

給： 1・ 2 ・ 3号

匿譴
⑤事業所内保育事業所

（地域型保育）

【0歳から2歳まで】

給：3号

宣

／j咋以悶の教育の麟を作る幼児開の教育を行う学
校です。＇来どおりの幼稚園と新制 に移行した幼稚
園とがあります。

利用時間： 4時間程度（昼過ぎ頃まで）

監話、、星醤雷濡岱捻汀欝璽闊響隣
われています。

教育と保育を一体的に行う、幼稚園と保育園の機能を
併せ持つ施設です。

利用時間：【1号認定】 4時間程度
【2・3号認定】 11時間
（延長保育を行っている固もあります）

就労•病気などのため、保育のできない保護者に代わっ
て保育を行う施設です。

利用時間： 11時間
⑥長保育を行っている園もあります）

書諷＼響□
昂，，1虞いる口 :

． 
比較的小さな施設で、規模の特
性を生かしたきめ細かな保育を
する事業です。
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口関限平;9-
新制度に移行した施設（②～⑥）を利用するためには、子どもの年齢や

保護者の就労状況などに応じて、市から給付認定 (1~3号のいずれか）を

受ける必要があります。

給付認定に必要な書類や手続については、子ども保育課にお尋ねくださ

い。

33ページから各施設について掲載しています。

E洲隔濯函畷需＇＇， l同一
令和元年 10月 1日から、幼児教育・保育の無償化が始まりました。

対象施設

謳幼稚困、③認定こども圏、④保育國、⑤事業所内保育事業所、⑥

小規模保育事業所に加え、届出保育施設等も対象です。
※ 「疇」を受けた蓄設が疇となります。

対象児童
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3歳から 5歳までのすべての子ども (0歳から 2歳までの子どもは

市県民税非課税世帯のみ無償）

●幼稚園、認定こども園 (1号） ：満3歳から

●認定こども園 (2号）、保育園、地域型保育：満3歳になった後の4月

から

●届出保育施設等：満3歳になった後の4月から

※市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

幼稚園の預かり保育

幼稚圏の預かり保育も無償化の対象となります。

市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があ

ります。

詳細についてはお問い合わせください。

問合せ先子ども保育課

C、他＇はー［一
指定の 6施設に入所するお子さんについて、バスで送迎保育ステーショ

ン（江南保育園内）と入所施設の間を送迎します。

利用料 ステーション、バスともに無料

対 4月 1日時点で 1歳児以上の 2・3号認定の子どもで、新規入

所申請をした子ども。

送迎先 膏木こども園・芦塚下田こども園・浮島保育園・敬愛文化幼稚

固•江上保育固・城島保育固

問合せ先子ども保育課

n曰閉藷幼罰h沢 "-
保育園や幼稚園では、未就園児と保護者向けに園庭や保育室の開放や、

親子教室などを実施している園があります。子どもたちが集団生活を体験

できるよし湘論です。ぜひ一度、いらっしゃってください。

※園によって、実施の有無や対象年齢、内容などが異なります。

保育園d還脈団酌i
公立9園をはじめ、私立保育園でも実施しています。

※予約が必要な園もありますので、いらっしゃる前に必ず園に問い合わせてください。

笈
幼稚圏では、未就園児対象の親子教室などを実施していることがありま

す。実施の有無など詳しくは各園にお問い合わせください。

◆くるるん幼稚園フェア

子育て交流プラザくるるんでは、毎年 9月に、市内の幼稚圏の
情報を中心に、認定こども園や保育園の情報も展示する「幼稚園フ
ェア」を開催しています。
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:璽’覗苓図際ii!!し-.l-
給付認定申請必要（新1号）
保育料各圏の定めによる

入園申込先各園

新年度入園申込時期の目安毎年11月頃（願書配布は9月頃～）

※詳しくは、各圏にお問い合わせください。

幼 所在地 TEL FAX 

久留米あかつき 東櫛原町1914 35-8682 38-2859 

久留米信愛 御井町2278-1 43-4888 41-1114 

荘島 小頭町4-2 34-0810 34-1065 

正進 津福今町471-10 35-8732 35-8753 

成田山 上津町1386-22 22-0911 22-0918 

巨瀬川 田主丸町田主丸743-5 0943-73-3066 0943-73-3096 

:4璽箭窯呵円油愕尺りii!！屈ー
給付認定申請必要 (1号）

保育料所得に応じて市が定める

入園申込先各園

新年度入園申込時期の目安毎年11月頃僅貝書配布は9月頃～）

※詳しくは、各園にお問い合わせください。
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幼

聖母

ランビニ

日善

津福今

所在地
六ツ門町22-43

善導寺町飯田 683-1

日吉町 16-3

西町 121-8

TEL 
32-0832 

47-1224 

32-4037 

34-5731 

FAX 
32-3728 

47-1295 

32-4037 

38-8867 

:重将苓苓，r-］ -
給付認定申請必要 (1号～3号）

保育料所得に応じて市が定める

入園申込先 【1号（教育認定）】各園

【2・3号（保育認定）】久留米市（子ども保育課）

新年度入園申込時期の目安

【1号（教育認定）】毎年 11月頃（願書配布は9月頃～）

【2・3号（保育認定）】毎年11月受付開始、途中入園は随時受付

※詳しくは、各園にお問い合わせください。

給付認定の申込み・問合せ先子ども保育課

類型 認定←ども困名 所在地 TEL FAX 
幼保連携型認定-ども園マーヤ 御井町536-2 43-8331 43-8361 
永福寺幼稚園・保育菌
幼保連携型零こども固

合川町502-1 43-3997 43-4011 
合川幼稚園

幼保連携型零こども圏
野中町834-3 32-0815 32-0816 

アイスク ル幼稚固
幼保連携型認定←ども固

国分町1630-2 21-9110 22-4355 

I 
久留米育英幼稚園・保育固

幼保連携型認定←ども園
安武町安武本718 26-3010 26-3075 

くるめ天心幼稚園
幼保連携型認定こども園

荒木町荒木 1920-2 27-2894 27-2904 
つぽみ幼稚園・保育園
幼保連携型認定こども園

北浬細I中687-2 78-0888 78-0890 
北野おおぞら幼稚園
幼保連携型認定←ども園

宮ノ陣1丁目 12-10 33-8570 35-5798 
かおりこども園

幼保連携型認定←ども園
かおりガーデンこども圏 宮ノ陣4丁目 2-11 39-8880 39-8900 

（かおりこども園分園）

34 



類型 認定こども固名 所在地 TEL FAX 
幼保連携型認定こども固

北野町）U酎~594 78-7345 78-7345 

I 
金島子ども園

幼保連携型認定こども固
城島町上青木 950-2 62-3276 54-8988 

青木こども園

幼保連携型認定こども園
城島町芦塚3-8 62-6065 62-6144 

芦塚下田こども園

保> 江上保育園
城島町江上489 62-2035 62-3136 

※一時保育実施

聖使幼稚圏
中央町30-5 32-4971 32-7678 

せいしキディ・クラブ

久留米純i凶力稚圏
山川追分1丁目 12-30 43-8228 44-7301 

久留米純心Jr保育固

久留米ふたば幼稚園 宮ノ陣4丁目 11-36 32-6458 32-6467 

久留米天使こども菌l 野中町 1279 38-5448 37-1132 

大谷幼稚圏
西町540-1 32-3062 39-5077 

型ヽ

大谷こども固

キ認ッ高ズ良こハ内どウ幼もス稚圏ふ園た翠ば 高良内町 1226 43-7818 44-8577 

城島すみれ幼稚園 城島町六町原812-1 62-6212 62-6235 

国分幼稚園
国分町215 21-7308 21-7308 

エールキッズ

敬文化幼稚園 城島町西青木582-1 62-6161 62-6171 

おひさまくるめようちえん 長門石4丁目 10-3 38-8649 38-8756 

大善寺幼稚園 大善寺町宮本791 27-3600 27-4387 
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阻;·且―~-:
給付認定申請必要 (2 号 •3 号）

保育料所得に応じて市が定める

入園申込先久留米市（子ども保育課）

新年度入園申込時期の目安毎年11月頃受付開始、途中入圏は随時受付

※詳しくは、各園にお問い合わせください。

給付認定の申込み・問合せ先子ども保育課

表の項目 ◇：園庭開放を実施 0：一時保育を実施

※一時保育については、 28ページをご覧ください。

【中心部・千歳エリア①】

保育園名 所在地 TEL FAX 
圏庭 一時

開放 保育

合川 合川町235-1 43-5585 43-5586 ◇ 

ふじ 大石町329-24 32-5553 32-1832 ◇ 

水天宮 示町313-1 33-0078 33-1023 

のぎっこ（ポ天習分薗I示町269-6 33-0076 33-1023 

きらら（夜間） 小頭町 10-22 38-4154 37-1154 

゜小森野 小森野5丁目 19-32 34-2929 34-2979 

江南【公立】 荘島町 11-1 35-3827 35-3837 ◇ 

゜篠山 城南町21-8 32-9655 32-9850 ◇ 

ひまわり【公立】 白山町535-1 38-4108 48-4109 ◇ 

西久留米 長門石 1丁目 1-57 39-5069 39-5068 ◇ 

長門石 長門石町538 38-7964 38-7967 ◇ 

゜わかぐさ 野中町51-3 43-9738 45-6938 ◇ 

゜松柏【公立】 野中町690 33-3995 33-3605 ◇ 

文殊乳児 東合川 7丁目 6-10 44-3388 44-2643 ◇ 

゜木の実 東合川 9丁目 8-1 43-2818 43-2960 ◇ 
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【中心部・千歳エリア②】 【北野エリア】

保育固名 所在地 TEL FAX 
醐 一時

開放 保育
保育園名 所在地 TEL FAX 

固庭一時

関放保吉

わんぱく 東櫛原町738-1 36-1895 36-1893 童心園 北野町今山666-1 78-4611 78-6092 

上旗 御井町1600-24 43-1826 32-1836 大城【公立】 北野町大城121-1 78-3298 78-3298 ◇ 

宮ノ陣 宮ノ陣5丁目 12-60 38-9446 38-9448 ◇ 報恩 北野町局良 1685-4 78-6100 78-7716 

千歳 宮ノ陣町大杜1065-1 33-3778 33-3787 ◇ 

゜
中村 北野町中3135 78-3556 78-3556 ◇ 

白峯【公立】 山川市ノ上町3-33 43-5075 43-5125 ◇ 
【田主丸エリア】

【上津・高牟礼エリア】

保育圏名 所在地 TEL FAX 
園庭 一時

開放 保育

保育園名 所在地 TEL FAX 
躙 一時

開放 保育

水縄 田主丸町石垣1130-2 0943-72-2932 0943-72-2932 ◇ 

゜りんごの木 荒町荒木1313 26-7154 26-7854 ◇ 

゜
かわい 田主丸町志塚島972-2 0943-72-3584 0943-72-3584 ◇ 

゜鳥飼 梅満町1398 33-4239 33-3122 星の子（旧菅原） 田主丸町菅原800-1 0943-73-1187 0943-73-1187 ◇ 

゜上津 上津2丁目 5-22 22-3420 22-3420 竹野 田主丸町竹野2127-1 0943-72-2368 0943-72-2829 ◇ 

゜ひいらぎ 上津町2143-1 51-0800 51-0829 ◇ 田主丸【公立】 田主丸町常盤1221-2 0943-72-0329 0943-72-0329 ◇ 

青い鳥 上津町2228-1012 22-3154 48-3101 ◇ 船越 田主丸町船越418-3 0943-72-0965 0943-76-9211 ◇ 

゜高良内 高良内町2578-1 43-0158 43-0711 ◇ 

明星 国分町875-37 21-6967 21-6962 匹ェリア】

子鳩 諏訪野町1615-1 22-0105 21-8663 ◇ 

子鳩分園 諏訪野町1614-7 22-0105 21-8663 ◇ 
保育圏名 所在地 TEL FAX 

圏 一時

開放 保育

青峰 青峰2丁目 3-1 43-9502 43-9522 ◇ 

゜
大橋 大橋町合楽85-1 47-0258 42-0280 ◇ 

゜ニュータウン 青峰3丁目 7-1 44-1730 44-1748 

゜
発心 草野町草野527-1 47-0076 47-0153 ◇ 

゜ゆりかご 津福今町607-6 39-3466 39-3466 ◇ かやのみ 善導寺町飯田359-2 47-3683 47-3639 

金丸 津福本町514-2 39-5888 33-5155 ◇ 善導寺【公立】 善導寺町飯田562 47-1074 47-1248 ◇ 

金丸ぷらす（金効園） 津福沐町507 39-1200 33-5155 ◇ こでまり 善導寺町飯田 1283-1 47-4049 47-4114 ◇ 

゜聖徳 津福本町946-1 32-8566 32-8576 ◇ 筑水 山本町耳納90-2 43-7051 43-7052 ◇ 

゜晴明 西町871-1 33-4434 33-4464 ◇ 

草康園 南2丁目 21-8 21-5887 21-0543 

゜
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【三瀦・筑邦エリア】

保育固名 所在地 TEL FAX 
醐 一時

開放 保育

荒木【公立】 荒木町荒木 1484 26-3313 26-3675 ◇ 

わらしこ 荒町下荒木 1631-3 26-2423 26-5773 ◇ 

白鳥 荒木町白口 457 27-1334 27-1975 

大善寺 大善寺町藤吉879 26-2609 26-2671 ◇ 

津福 津梧沐町 1941-7 32-2397 34-1661 ◇ 

三瀦 三瀦町田川 362-1 64-2588 64-2294 ◇ 

゜犬塚【公立】 三瀦町玉満 1938 64-2020 64-2020 ◇ 

西牟田 三瀦町西牟田 4583 64-4270 64-4284 ◇ 

゜住吉 安武町住吉 1669 27-0700 27-1256 ◇ 

゜安武 安武町武島773-1 26-4455 26-4468 ◇ 

゜美希 安武町安武本 1125 26-2960 26-3083 ◇ 

゜

伶璽匹＇沿伯『匹'』-
給付認定申請必要 (3号）

保育料所得に応じて市が定める

入園申込先久留米市（子ども保育課）

実

①パンダ保育園（高良台リハビリテーション病院内）

②ウィーニングハウス宙良（内藤クリニック内）

③キッズ21 （古賀病院21内）

④ヤクルトたんぽぽ保育園

（久留米ヤクルト販売（株）内）

地域定員枠①2人②6人③5人＠刈人

【城島エリア】
| 

保育困名

□ 
伶璽期翡討gr悶詞』一

所在地

城島町浮島360-4

城島町城島276 三 戸
5
 

給付認定申請必要 (3号）

保育料所得に応じて市が定める

入園申込先久留米市（子ども保育課）

実施施設

①久留米ベビーガーデン保育圏

②じぶんみらい保育園久留米

利用定員①・②各 19人
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11 お出カサ施設・マップ

親子でお出かけできる市内の施設については、以下の市ホームページで

詳しくご案内しております。

また、市内各施設のマップも市ホームページに掲載しておりますので、

併せてご覧ください。

三I1ご。：ここUご。ek［ごここし°e6moa;anabl/2010kosodate1頁
伽下雰悶印勘.瞑!'11111111111111

一 鬱

一
一
一

一鵬
一

問合せ先一覧
久留米市の市外局番は0942です。※田主丸のみ0943

奮量 鬱

TEL FAX 

■久留米市役所本庁舎（城南町 15-3)

市民課 30-9099 30-9758 

健康保険課 30-9029 30-9751 

医療・年金課 30-9034 30-9107 

障害者福祉課 30-9035 30-9752 

労政課 30-9046 30-9707 

学校教育課 30-9217 30-9719 

子ども政策課 30-9227 

子ども保育課 30-9025 

家庭子ども相談課 （ひとり親相談） 30-9063 

（児童相談） 30-9208 30-9718 
（手 当） 30-9066 

こども子育てサポートセンター

（包括支援・子ども総合相談） 30-9302 

（母子保健） 30-9731 

音声コード 問籾誡罰亭」一
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TEL FAX 

■久留米市総合幼児センター（荘島町11-1)

幼児教育研究所 I 35-3812 I 35-3886 

■市民センター

耳納市民センター 47-0099 41-5107 

筑邦市民センター 27-0099 51-3107 

上津市民センター 21-0099 51-2107 

高牟礼市民センター 45-0099 41-1107 

千歳市民センター 44-0099 41-1207 

■久留米市保健所（城南町15-5商工会館4階）

保健予防課 （予防接種） 30-9730 
I 30-9833 

（心の相談） 30-9728 

■保健センター等保健師受付相談窓口

南部保健センター I 21-0056 I 21-0030 

田（主田丸主保丸健総合セ支ン所タ市ー民福祉課内） I 0943-72-2113 I 0943-72-3819 

北野保健師事務室 I 23-1307 I 78-6482 
（北野総合支所本館 1階）

城島保健福祉センター I 62-2113 I 62-3732 
（城島総合支所市民福祉課内）

三瀦保健センター I 64-2412 
（三瀦総合支所市民福祉課隣接）

I 65-0957 
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TEL FAX 

■総合支所

田主丸総合支所市民福祉課 0943-72-2112 0943-72-3819 

北野総合支所市民福祉課 78-3552 78-6482 

城島総合支所市民福祉課 62-2112 62-3732 

三瀦総合支所市民福祉課 64-2312 65-0957 

メールでのお問合せ

各部署へのメールでのお問合せは、久留米市ホームペ
ージ (https://www.city.kurume.fukuoka.ip/）の専用フォーム

から行うことができます。
トップページ ＞ 組織から探す ＞ メール
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◆外国人のたぬ乃国郷口◆

MultJ1ingual Cc咋 ;ultation Support Servire 

◎久臨固殺所 6階菰藤・箱論氣
ITEL 0942-30-9096 FAX 0942-30-9711】

せいかつ おきがる

生活のことについてわからないことがあったら、お気軽に
おとい 久 、 わ せ

お問い口わせください。

Please feel free to contact us with any questions you might have 

in your everyday life. 

がいこくじん

◎外国人のたぬD笙居分牛和ラシク
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せいかつするときに しつているとべんりなことをやさU,¥ 話蘊た
ヵ'(,¥ている分芥ラ誌7 を蘊じできます。

和恥⇒で窯叫9話縫、蒻訪茄滋対衿屡納ゴ扇、
箪薗蒻、鉦緬でみるこ己〕てきます。

A Glide to l.Mng in Kurume for「呟7和 S― (HP)

編集•発行久留米市子ども未来部子ども政策課

所在地久留米市城南町15-3

TEL 0942-30-9227 FAX 0942-30-9718 

E-mail egao@city.kurume.fukuoka.jp 

発行年月令和4年3月
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