
No. 表記 読み

1 ここサポ ここさぽ

2 地場産くるめ じばさんくるめ

3 南筑高校 なんちくこうこう

4 久商 きゅうしょう

5 筑西 ちくにし

6 Society5.0 そさいえてぃーごーてんぜろ

7 JGAP じぇいぎゃっぷ

8 MICE まいす

9 宮ノ陣駅 みやのじんえき

10 山苞のみち やまづとのみち

11 久留米・うきは工業団地 くるめうきはこうぎょうだんち

12 久留米広域市町村圏事務組合 くるめこういきしちょうそんけんじむくみあい

13 甘木・朝倉・三井環境施設組合 あまぎあさくらみいかんきょうしせつくみあい

14 両筑衛生施設組合 りょうちくえいせいしせつくみあい

15 県南広域水道企業団 けんなんこういきすいどうきぎょうだん

16 三井水道企業団 みいすいどうきぎょうだん

17 久留米市外三市町高等学校組合 くるめしほかさんしちょうこうとうがっこうくみあい

18 オリンピック・パラリンピック おりんぴっくぱらりんぴっく

19 2020 にーぜろにーぜろ

20 つばきフェア つばきふぇあ

21 全国椿サミット ぜんこくつばきさみっと

22 ふるさと・くるめ応援寄付 ふるさとくるめおうえんきふ

23 街なか起業家 まちなかきぎょうか

24 街なか企画塾 まちなかきかくじゅく

25 久留米絣 くるめがすり

26 子ども医療費助成制度 こどもいりょうひじょせいせいど

27 子ども会 こどもかい

28 髙島野十郎 たかしまやじゅうろう

29 高山彦九郎 たかやまひこくろう

30 みづま総合体育館 みづまそうごうたいいくかん

31 ファミリー・サポート・センター ふぁみりーさぽーとせんたー

32 つつじマーチ つつじまーち

33 久大本線 きゅうだいほんせん

34 柳川県道 やながわけんどう

35 浮羽バイパス うきはばいぱす

36 小・中学校 しょうちゅうがっこう

37 国・県 くにけん

38 国・県・市 くにけんし

39 調査・研究 ちょうさけんきゅう

40 研究・検討 けんきゅうけんとう

41 普及・啓発 ふきゅうけいはつ

42 指導・助言 しどうじょげん

43 安全・安心 あんぜんあんしん

44 校区コミュニティ こうくこみゅにてぃ
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45 地域コミュニティ ちいきこみゅにてぃ

46 コミュニティ組織 こみゅにてぃそしき

47 コミュニティ・スクール こみゅにてぃすくーる

48 任期付職員 にんきつきしょくいん

49 法定外繰入 ほうていがいくりいれ

50 合併算定書 がっぺいさんていがえ

51 井上伝 いのうえでん

52 石橋正二郎 いしばししょうじろう

53 田中久重 たなかひさしげ

54 継続調査申出 けいぞくちょうさもうしで

55 検証・検討 けんしょうけんとう

56 ワーク・ライフ・バランス わーくらいふばらんす

57 防犯・防災 ぼうはんぼうさい

58 連携・調整 れんけいちょうせい

59 防災・減災 ぼうさいげんさい

60 自助・共助・公助 じじょきょうじょこうじょ

61 全国学力・学習状況調査 ぜんこくがくりょくがくしゅうじょうきょうちょうさ

62 食料・農業・農業基本計画 しょくりょうのうぎょうのうそんきほんけいかく

63 予算・決算 よさんけっさん

64 議運・特別委員会室 ぎうんとくべついいんかいしつ

65 ザ・グランドホール ざぐらんどほーる

66 知・徳・体 ちとくたい

67 スクール・サポート・スタッフ すくーるさぽーとすたっふ

68 ドメスティック・バイオレンス どめすてぃっくばいおれんす

69 子ども・子育てプラン こどもこそだてぷらん

70 健康くるめ２１ けんこうくるめにじゅういち

71 とんこつ戦略プラン くるめとんこつせんりゃくぷらん

72 観光・MICE戦略プラン かんこうまいすせんりゃくぷらん

73 合川町 あいかわまち

74 朝妻町 あさづままち

75 旭町 あさひまち

76 洗町 あらいまち

77 荒木町荒木 あらきまちあらき

78 荒木町今 あらきまちいま

79 荒木町下荒木 あらきまちしもあらき

80 荒木町白口 あらきまちしらくち

81 荒木町藤田 あらきまちふじた

82 梅満町 うめみつまち

83 江戸屋敷 えどやしき

84 大石町 おおいしまち

85 大手町 おおてまち

86 大橋町合楽 おおはしまちあいらく

87 大橋町常持 おおはしまちつねもち

88 大橋町蜷川 おおはしまちにながわ

89 上津 かみつ

90 上津町 かみつまち

91 北野町赤司 きたのまちあかし



92 北野町石崎 きたのまちいしざき

93 北野町稲数 きたのまちいなかず

94 北野町今山 きたのまちいまやま

95 北野町大城 きたのまちおおき

96 北野町乙丸 きたのまちおとまる

97 北野町乙吉 きたのまちおとよし

98 北野町金島 きたのまちかねしま

99 北野町上弓削 きたのまちかみゆげ

100 北野町高良 きたのまちこうら

101 北野町十郎丸 きたのまちじゅうろうまる

102 北野町陣屋 きたのまちじんや

103 北野町千代島 きたのまちちよじま

104 北野町塚島 きたのまちつかじま

105 北野町冨多 きたのまちとみた

106 北野町鳥巣 きたのまちとりす

107 北野町中 きたのまちなか

108 北野町中川 きたのまちなかがわ

109 北野町中島 きたのまちなかしま

110 北野町仁王丸 きたのまちにおうまる

111 北野町守部 きたのまちもりべ

112 北野町八重亀 きたのまちやえがめ

113 京町 きょうまち

114 草野町草野 くさのまちくさの

115 草野町紅桃林 くさのまちことばやし

116 草野町矢作 くさのまちやはぎ

117 草野町吉木 くさのまちよしき

118 櫛原町 くしはらまち

119 高良内町 こうらうちまち

120 小頭町 こがしらまち

121 国分町 こくぶまち

122 小森野 こもりの

123 小森野町 こもりのまち

124 篠山町 ささやままち

125 篠原町 しのはらまち

126 荘島町 しょうじままち

127 城島町青木島 じょうじままちあおきしま

128 城島町芦塚 じょうじままちあしづか

129 城島町浮島 じょうじままちうきしま

130 城島町内野 じょうじままちうちの

131 城島町江上 じょうじままちえがみ

132 城島町江上上 じょうじままちえがみかみ

133 城島町江上本 じょうじままちえがみほん

134 城島町江島 じょうじままちえしま

135 城島町大依 じょうじままちおおより

136 城島町上青木 じょうじままちかみあおき

137 城島町下青木 じょうじままちしもあおき

138 城島町下田 じょうじままちしもだ



139 城島町城島 じょうじままちじょうじま

140 城島町四郎丸 じょうじままちしろうまる

141 城島町楢津 じょうじままちならつ

142 城島町西青木 じょうじままちにしあおき

143 城島町浜 じょうじままちはま

144 城島町原中牟田 じょうじままちはらなかむた

145 城島町六町原 じょうじままちろくちょうばる

146 城南町 じょうなんまち

147 白山町 しらやままち

148 新合川 しんあいかわ

149 諏訪野町 すわのまち

150 青峰 せいほう

151 瀬下町 せのしたまち

152 善導寺町飯田 ぜんどうじまちいいだ

153 善導寺町木塚 ぜんどうじまちきづか

154 善導寺町島 ぜんどうじまちしま

155 善導寺町与田 ぜんどうじまちよだ

156 大善寺大橋 だいぜんじおおはし

157 大善寺町黒田 だいぜんじまちくろだ

158 大善寺町中津 だいぜんじまちなかつ

159 大善寺町宮本 だいぜんじまちみやもと

160 大善寺町藤吉 だいぜんじまちふじよし

161 大善寺町夜明 だいぜんじまちよあけ

162 大善寺南 だいぜんじみなみ

163 太郎原町 だいろばるまち

164 高野町 たかのまち

165 高野 たかの

166 高野2丁目 たかのにちょうめ

167 田主丸町秋成 たぬしまるまちあきなり

168 田主丸町朝森 たぬしまるまちあさもり

169 田主丸町石垣 たぬしまるまちいしかき

170 田主丸町以真恵 たぬしまるまちいまえ

171 田主丸町殖木 たぬしまるまちふえき

172 田主丸町恵利 たぬしまるまちえり

173 田主丸町上原 たぬしまるまちかみはる

174 田主丸町志塚島 たぬしまるまちしつかしま

175 田主丸町菅原 たぬしまるまちすがはら

176 田主丸町鷹取 たぬしまるまちたかとり

177 田主丸町竹野 たぬしまるまちたけの

178 田主丸町田主丸 たぬしまるまちたぬしまる

179 田主丸町地徳 たぬしまるまちちとく

180 田主丸町常盤 たぬしまるまちときわ

181 田主丸町豊城 たぬしまるまちとよき

182 田主丸町中尾 たぬしまるまちなかお

183 田主丸町長栖 なぬしまるまちながす

184 田主丸町野田 たぬしまるまちのだ

185 田主丸町船越 たぬしまるまちふなこし



186 田主丸町船越 たぬしまるまちふなごし

187 田主丸町牧 たぬしまるまちまき

188 田主丸町益生田 たぬしまるまちますおだ

189 田主丸町森部 たぬしまるまちもりべ

190 田主丸町八幡 たぬしまるまちやはた

191 田主丸町吉本 たぬしまるまちよしもと

192 中央町 ちゅうおうまち

193 津福今町 つぶくいままち

194 津福本町 つぶくほんまち

195 寺町 てらまち

196 天神町 てんじんまち

197 東和町 とうわまち

198 通東町 とおりひがしまち

199 通外町 とおりほかまち

200 通町 とおりまち

201 長門石 ながといし

202 長門石町 ながといしまち

203 縄手町 なわてまち

204 南薫西町 なんくんにしまち

205 南薫町 なんくんまち

206 西町 にしまち

207 野中町 のなかまち

208 野伏間 のぶすま

209 花畑 はなばたけ

210 原古賀町 はらんこがまち

211 東合川新町 ひがしあいかわしんまち

212 東合川干出町 ひがしあいかわひいでまち

213 東合川町 ひがしあいかわまち

214 東櫛原町 ひがしくしはらまち

215 東町 ひがしまち

216 日ノ出町 ひのでまち

217 百年公園 ひゃくねんこうえん

218 日吉町 ひよしまち

219 藤光 ふじみつ

220 藤光町 ふじみつまち

221 藤山町 ふじやままち

222 螢川町 ほたるがわまち

223 本町 ほんまち

224 松ケ枝町 まつがえまち

225 御井朝妻 みいあさづま

226 御井旗崎 みいはたざき

227 御井町 みいまち

228 三潴町生岩 みづままちいきいわ

229 三潴町壱町原 みづままちいっちょうばる

230 三潴町清松 みづままちきよまつ

231 三潴町草場 みづままちくさば

232 三潴町高三潴 みづままちたかみづま



233 三潴町田川 みづままちたがわ

234 三潴町玉満 みづままちたまみつ

235 三潴町西牟田 みづままちにしむた

236 三潴町早津崎 みづままちはやつざき

237 三潴町原田 みづままちはるだ

238 三潴町福光 みづままちふくみつ

239 南町 みなみまち

240 宮ノ陣 みやのじんえき

241 宮ノ陣町大社 みやのじんまちおおと

242 宮ノ陣町五郎丸 みやのじんまちごろうまる

243 宮ノ陣町八丁島 みやのじんまちはっちょうじま

244 宮ノ陣町宮瀬 みやのじんまちみやせ

245 宮ノ陣町若松 みやのじんまちわかまつ

246 六ツ門町 むつもんまち

247 本山 もとやま

248 安武町住吉 やすたけまちすみよし

249 安武町武島 やすたけまちたけしま

250 安武町安武本 やすたけまちやすたけほん

251 山川安居野 やまかわあいの

252 山川市ノ上町 やまかわいちのうえまち

253 山川追分 やまかわおいわけ

254 山川沓形町 やまかわくつがたまち

255 山川神代 やまかわくましろ

256 山川野口町 やまかわのぐちまち

257 山川町 やまかわまち

258 山本町豊田 やまもとまちとよだ

259 山本町耳納 やまもとまちみのう

260 ２０００年記念の森公園 にせんねんきねんのもりこうえん

261 青木繁旧居 あおきしげるきゅうきょ

262 暁住宅 あかつきじゅうたく

263 赤穂座公演 あかほざこうえん

264 揚田コミュニティ公園 あげたこみゅにてぃこうえん

265 阿志岐坂住宅 あしきざかじゅうたく

266 一ノ瀬親水公園 いちのせしんすいこうえん

267 浦山公園 うらやまこうえん

268 えーるピア久留米 えーるぴあくるめ

269 おおはし歴史公園 おおはしれきしこうえん

270 金丸小学校 かなまるしょうがっこう

271 兜山キャンプ場 かぶとやまきゃんぷじょう

272 上津市民センター かみつしみんせんたー

273 川会小学校 かわいしょうがっこう

274 北野ふれあい交流センター きたのふれあいこうりゅうせんたー

275 世界つつじセンター せかいつつじせんたー

276 世界のつばき館 せかいのつばきかん

277 江南中学校 こうなんちゅうがっこう

278 高良内小学校 こうらうちしょうがっこう

279 坂本繁二郎生家 さかもとはんじろうせいか



280 さくら台公園 さくらだいこうえん

281 柴刈小学校 しばかりしょうがっこう

282 城島ふれあいセンター じょうじまふれあいせんたー

283 青峰小学校 せいほうしょうがっこう

284 青陵中学校 せいりょうちゅうがっこう

285 高牟礼市民センター たかむれしみんせんたー

286 高牟礼中学校 たかむれちゅうがっこう

287 筑邦市民センター ちくほうしみんせんたー

288 筑邦西中学校 ちくほうにしちゅうがっこう

289 千歳市民センター ちとせしみんせんたー

290 町民の森公園 ちょうみんのもりこうえん

291 鳥類センター ちょうるいせんたー

292 鳥飼小学校 とりかいしょうがっこう

293 とんこつラーメン発祥の地記念碑 とんこつらーめんはっしょうのちきねんひ

294 南部浄化センター なんぶじょうかせんたー

295 西国分小学校 にしこくぶしょうがっこう

296 東国分小学校 ひがしこくぶしょうがこう

297 日渡住宅 ひわたりじゅうたく

298 吹上公園 ふきあげこうえん

299 ふれあい広場 ふれあいひろば

300 屏水中学校 へいすいちゅうがっこう

301 発心公園 ほっしんこうえん

302 水分小学校 みずわけしょうがっこう

303 耳納市民センター みのうしみんせんたー

304 御幣島公園 みへいじまこうえん

305 宮ノ陣クリーンセンター みやのじんくりーんせんたー

306 明星中学校 みょうじょうちゅうがっこう

307 牟田山中学校 むたやまちゅうがっこう

308 餅栗住宅 もちぐりじゅうたく

309 山苞の駅 やまづとのえき

310 山辺道文化館 やまべのみちぶんかかん

311 両替町公園 りょうがえまちこうえん

312 良山中学校 りょうざんちゅうがっこう

313 両筑家畜保健衛生所 りょうちくかちくほけんえいせいしょ

314 老人いこいの家 ろうじんいこいのいえ

315 青木島 あおきしま

316 あけぼのふれあい交流広場 あけぼのふれあいこうりゅうひろば

317 市ノ上東屋敷遺跡 いちのうえひがしやしきいせき

318 一丁田 いっちょうだ

319 今の宮 いまのみや

320 井牟田 いむた

321 桜花台 おうかだい

322 おこん川 おこんがわ

323 御塚 おんつか

324 上川原 かみごうら

325 上弓削 かみゆげ

326 亀の甲 かめのこう



327 苅原 かりはら

328 高良台 こうらだい

329 京隈 きょうぐま

330 合原 ごうばる

331 隈山古墳群 くまやまこふんぐん

332 久留米つばき園 くるめつばきえん

333 高良川 こうらがわ

334 高良山 こうらさん

335 巨瀬川 こせがわ

336 汐井川 しおいがわ

337 御塚権現塚古墳 おんつかごんげんづかこふん

338 高良山神籠石 こうらさんこうごういし

339 下馬場古墳 しもばばこふん

340 筑後国府跡 ちくごこくふあと

341 発心城後 ほっしんじょうあと

342 十三部 じゅうさんぶ

343 十二軒屋 じゅうにけんや

344 十連寺 じゅうれんじ

345 正源氏 しょうげんじ

346 宝満川 ほうまんがわ

347 つつじ公園 つつじこうえん

348 世界つつじセンター せかいつつじせんたー

349 くるめ創業ロケット くるめそうぎょうろけっと

350 田中近江 たなかおうみ

351 田中近江翁 たなかおうみおう

352 カル・スポクラブ かるすぽくらぶ

353 ふるさと会館 ふるさとかいかん

354 片ノ瀬 かたのせ

355 玉垂宮 たまたれぐう

356 くるめつつじ園 くるめつつじえん

357 筑水 ちくすい

358 天建寺 てんけんじ

359 水縄断層 みのうだんそう

360 中原狐塚 なかはらきつねづか

361 中干出 なかひで

362 七田原 ななたばる

363 浪打 なみうち

364 南筑高等学校 なんちくこうとうがっこう

365 二軒茶屋 にけんちゃや

366 西小路 にしこうじ

367 西住 にしずみ

368 日輪寺 にちりんじ

369 野屋敷 のやしき

370 梅林寺 ばいりんじ

371 八軒屋 はちけんや

372 八丁島 はっちょうじま

373 鞍打 くらうち



374 瞳ヶ池 ひとみがいけ

375 松掛 まつかけ

376 丸三団地 まるさんだんち

377 水分 みずわけ

378 緑ケ丘住宅 みどりがおかじゅうたく

379 耳納北麓 みのうほくろく

380 耳納連山 みのうれんざん

381 八重亀 やえがめ

382 湯ノ尻 ゆのしり

383 湯ノ楚 ゆのそ

384 鷲塚 わしづか

385 豆津橋 まめづばし

386 小林ときこ こばやしときこ

387 金子むつみ かねこむつみ

388 古賀としかず こがとしかず

389 轟照隆 とどろきてるたか

390 南島成司 なじましょうじ

391 松延洋一 まつのぶよういち

392 中村博俊 なかむらひろとし

393 堺太一郎 さかいたいちろう

394 吉武憲治 よしたけけんじ

395 井上寛 いのうえかん

396 田中貴子 たなかたかこ

397 秋永峰子 あきながみねこ

398 山田貴生 やまだたかお

399 田住和也 たずみかずや

400 権藤智喜 ごんどうともき

401 石井秀夫 いしいひでお

402 早田耕一郎 そうだこういちろう

403 松岡保治 まつおかやすはる

404 原学 はらまなぶ

405 原口和人 はらぐちかずひと

406 森﨑巨樹 もりさきまさき

407 太田佳子 おおたよしこ

408 山下尚 やましたひさし

409 藤林詠子 ふじばやしえいこ

410 吉冨巧 よしとみたくみ

411 原口新五 はらぐちしんご

412 田中良介 たなかりょうすけ

413 市川廣一 いちかわこういち

414 永田一伸 ながたかずのぶ

415 大熊博文 おおくまひろふみ

416 石井俊一 いしいしゅんいち

417 甲斐田義弘 かいだよしひろ

418 栗原伸夫 くりはらのぶお

419 佐藤晶二 さとうしょうじ

420 塚本弘道 つかもとひろみち



421 田中功一 たなかこういち

422 大久保市長 おおくぼしちょう

423 大久保勉 おおくぼつとむ

424 中島副市長 なかしまふくしちょう

425 中島年隆 なかしまとしたか

426 森副市長 もりふくしちょう

427 森望 もりのぞむ

428 大津教育長 おおつきょういくちょう

429 契約監理担当部長 けいやくかんりたんとうぶちょう

430 防災対策担当部長 ぼうさいたんとうぶちょう

431 e-市役所推進担当部長 いーしやくしょすいしんたんとうぶちょう

432 協働推進部長 きょうどうすいしんぶちょう

433 人権担当部長 じんけんたんとうぶちょう

434 男女平等推進担当部長 だんじょびょうどうすいしんたんとうぶちょう

435 芸術文化担当部長 げいじゅつぶんかたんとうぶちょう

436 健康福祉部長 けんこうふくしぶちょう

437 子ども未来部 こどもみらいぶ

438 子ども未来部長 こどもみらいぶちょう

439 農政部長 のうせいぶちょう

440 商工観光労働部長 しょうこうかんこうろうどうぶちょう

441 都市建設部長 としけんせつぶちょう

442 都市づくり推進担当部長 としづくりすいしんたんとうぶちょう

443 田主丸総合支所 たぬしまるそうごうししょ

444 北野総合支所 きたのそうごうししょ

445 城島総合支所 じょうじまそうごうししょ

446 三潴総合支所 みづまそうごうししょ

447 小林議員 こばやしぎいん

448 金子議員 かねこぎいん

449 古賀議員 こがぎいん

450 轟議員 とどろきぎいん

451 南島議員 なじまぎいん

452 松延議員 まつのぶぎいん

453 中村議員 なかむらぎいん

454 堺議員 さかいぎいん

455 吉武議員 よしたけぎいん

456 井上議員 いのうえぎいん

457 田中議員 たなかぎいん

458 田中貴子議員 たなかたかこぎいん

459 秋永議員 あきながぎいん

460 山田議員 やまだぎいん

461 田住議員 たずみぎいん

462 権藤議員 ごんどうぎいん

463 石井議員 いしいぎいん

464 石井秀夫議員 いしいひでおぎいん

465 早田議員 そうだぎいん

466 松岡議員 まつおかぎいん

467 原議員 はらぎいん



468 原口議員 はらぐちぎいん

469 原口和人議員 はらぐちかずひとぎいん

470 森﨑議員 もりさきぎいん

471 山下議員 やましたぎいん

472 藤林議員 ふじばやしぎいん

473 吉冨議員 よしとみぎいん

474 原口新五議員 はらぐちしんごぎいん

475 田中良介議員 たなかりょうすけぎいん

476 市川議員 いちかわぎいん

477 永田議員 ながたぎいん

478 大熊議員 おおくまぎいん

479 石井俊一議員 いしいしゅんいちぎいん

480 甲斐田議員 かいだぎいん

481 栗原議員 くりはらぎいん

482 佐藤議員 さとうぎいん

483 塚本議員 つかもとぎいん

484 田中功一議員 たなかこういちぎいん

485 小林委員 こばやしいいん

486 金子委員 かねこいいん

487 古賀委員 こがいいん

488 轟委員 とどろきいいん

489 南島委員 なじまいいん

490 松延委員 まつのぶいいん

491 中村委員 なかむらいいん

492 堺委員 さかいいいん

493 吉武委員 よしたけいいん

494 井上委員 いのうえいいん

495 田中委員 たなかいいん

496 田中貴子委員 たなかたかこいいん

497 秋永委員 あきながいいん

498 山田委員 やまだいいん

499 田住委員 たずみいいん

500 権藤委員 ごんどういいん

501 石井委員 いしいいいん

502 石井秀夫委員 いしいひでおいいん

503 早田委員 そうだいいん

504 松岡委員 まつおかいいん

505 原委員 はらいいん

506 原口委員 はらぐちいいん

507 原口和人委員 はらぐちかずひといいん

508 森﨑委員 もりさきいいん

509 山下委員 やましたいいん

510 藤林委員 ふじばやしいいん

511 吉冨委員 よしとみいいん

512 原口新五委員 はらぐちしんごいいん

513 田中良介委員 たなかりょうすけいいん

514 市川委員 いちかわいいん



515 永田委員 ながたいいん

516 大熊委員 おおくまいいん

517 石井俊一委員 いしいしゅんいちいいん

518 甲斐田委員 かいだいいん

519 栗原委員 くりはらいいん

520 佐藤委員 さとういいん

521 塚本委員 つかもといいん

522 田中功一委員 たなかこういちいいん

523 検査企画監 けんさきかくかん

524 広聴・相談課 こうちょうそうだんか

525 人権・同和対策課 じんけんどうわたいさくか

526 医療・年金課 いりょうねんきんか

527 技監 ぎかん

528 保健監 ほけんかん

529 幼児教育研究所 ようじきょういくけんきゅうしょ

530 幼研 ようけん

531 松柏保育園 しょうはくほいくえん

532 白峯保育園 はくほうほいくえん

533 中央卸売市場 ちゅうおうおろしうりしじょう

534 場長 じょうちょう

535 みどりの里づくり推進課 みどりのさとづくりすいしんか

536 観光・国際課 かんこうこくさいか

537 労政課 ろうせいか

538 西鉄沿線拠点整備担当参与 にしてつえんせんきょてんせいびたんとうさんよ

539 JR沿線拠点整備担当参与 じぇいあーるえんせんきょてんせいびたんとうさんよ

540 まちなか整備課 まちなかせいびか

541 路政課 ろせいか

542 給排水設備課 きゅうはいすいせつびか

543 人権・同和教育課 じんけんどうわきょういくか

544 久留米市生きがい健康づくり財団 くるめしいきがいけんこうづくりざいだん

545 久留米市みどりの里づくり推進機構 久留米市みどりの里づくり推進機構

546 久留米市校区まちづくり連絡協議会 久留米市校区まちづくり連絡協議会

547 まち連 まちれん

548 久留米市地区環境衛生連合会 くるめしちくかんきょうえいせいれんごうかい

549 環衛連 えいかんれん

550 久留米市小・中学校PTA連合協議会 くるめししょちゅうがっこうぴーてぃーえーれんごうきょうぎかい

551 小P連 しょうぴーれん

552 中P連 ちゅうぴーれん

553 再任用職員 さいにんようしょくいん

554 専任非常勤職員 せんにんひじょうきんしょくいん

555 水分小学校 みずわけしょうがっこう

556 川会小学校 かわえしょうがっこう

557 筑水高校 ちくすいこうこう

558 久留米筑水高校 くるめちくすいこうこう

559 明善高校 めいぜんこうこう

560 祐誠高校 ゆうせいこうこう

561 浮羽究真館 うきはきゅうしんかん



562 JAくるめ じぇいえーくるめ

563 JAみい じぇいえーみい

564 JAにじ へいえーにじ

565 JAみづま じぇいえーみづま

566 JA福岡大城 じぇいえーふくおかおおき

567 田主丸カル・スポクラブ たぬしまるかるすぽくらぶ

568 笑群バイクラブ しょうぐんばいくらぶ

569 筑西・ゆめクラブ ちくにしゆめくらぶ

570 webスポーツクラブ２１西国分 うぇぶすぽーつくらぶにじゅういちにしこくぶ

571 相川 あいごう

572 上津荒木 ごうだらき

573 朝帰 あさがえり

574 麦生 むぎお

575 鹿狩 ろっかり

576 成田山 なりたさん

577 久南定期戦 きゅうなんていきせん

578 城島酒蔵びらき じょうじまさかぐらびらき

579 京隈かいわいめぐり きょうくまかいわいめぐり

580 くるめ街かど音楽祭 くるめまちかどおんがくさい

581 藍・愛・で逢いフェスティバル あいあいであいふぇすてぃばる

582 将軍梅 しょうぐんうめ

583 けしけし祭 けしけしまつり

584 久留米つつじマーチ くるめつつじまーち

585 久留米ほとめき歩き くるめほとめきあるき

586 城島エツ祭 じょうじまえつっさい

587 水の祭典久留米まつり みずのさいてんくるめまつり

588 紫灘旗 したんき

589 真木和泉守保臣 まきいずみのかみやすおみ

590 動乱蜂 どうらんばち

591 久留米まち旅博覧会 くるめまちたびはくらんかい

592 筑後SAKEフェスタ ちくごさけふぇすた

593 Kurume国際Day くるめこくさいでー

594 賢順 けんじゅん

595 ふるさとみづま祭 ふるさとみづままつり

596 草野まちかど博物館 くさのまちかどはくぶつかん

597 来て見てん山苞の道 きてみてんやまづとのみち

598 くるめ光の祭典 くるめひかりのさいてん

599 広報くるめ こうほうくるめ

600 情報ほっとライン じょうほうほっとらいん

601 パパママきもち楽々相談 ぱぱままきもちらくらくそうだん

602 くるるん くるるん

603 5374アプリ ごみなしあぷり

604 ふれあい・いきいきサロン ふれあいいきいきさろん

605 ものわすれ予防検診 ものわすれよぼうけんしん

606 高齢者等SOSネットワーク こうれいしゃとうえすおーえすねっとわーく

607 高齢者あんしん登録制度 こうれいしゃあんしんとうろくせいど

608 ふるさと市民賞 ふるさとしみんしょう



609 くるめ市民カード くるめしみんかーど

610 ふるさと久留米応援基金 ふるさとくるめおうえんききん

611 絆づくり きずなづくり

612 土づくり広場 つちづくりひろば

613 石橋記念くるめっ子館 いしばしきねんくるめっこかん

614 櫨の里駅 はぜのさとえき

615 くるくるチケット くるくるちけっと

616 くるクル くるくる

617 くるめ自転車まちづくりアドバイザー くるめじてんしゃまちづくりあどばいざー

618 まちなかボルダリング まちなかぼるだりんぐ

619 サイクルファミリーパーク さいくるふぁみりーぱーく

620 くるチャリプラン くるちゃりぷらん

621 弓曳き童子 ゆみひききどうじ

622 くるめウス くるめうす

623 柳坂曽根 やなぎさかそね

624 くる農 くるのう

625 泊まらん農 とまらんのう

626 くるめさん、ぐるめさん くるめさんぐるめさん

627 くるっぱ くるっぱ

628 ふるさとくるめ農業まつり ふるさとくるめのうぎょうまつり

629 くるモニ くるもに

630 議会だより ぎかいだより

631 さざんか祭り さざんかまつり

632 ほとめきファンタジー ほとめきふぁんたじー

633 ふれあい農業公園 ふれあいのうぎょうこうえん

634 冬籠祭 ふいごまつり

635 虫追い祭り むしおいまつり

636 たまがる大道芸 たまがるだいどうげい

637 まち旅博覧会 まちたびはくらんかい

638 へこかき祭り へこかきまつり

639 りんどう杯 りんどうはい

640 やきとり日本一フェスタ やきとりにほんいちふぇすた

641 城島ふるさと夢まつり じょうじまふるさとゆめまつり

642 久留米駐屯地夏祭り くるめちゅうとんちなつまつり

643 幹部候補生前河原駐屯地 かんぶこうほせいまえがわらちゅうとんち

644 高良台分屯基地 こうらだいぶんとんきち

645 陸上自衛隊久留米駐屯地 りくじょうじえいたいくるめちゅうとんち

646 九州オルレ久留米・高良山コース きゅうしゅうおるれくるめこうらさんこーす

647 らるご久留米 らるごくるめ

648 山ノ井川 やまのいがわ

649 くるめりあ くるめりあ

650 ヨカモン屋 よかもんや

651 素根輝 そねあきら

652 明政会 めいせいかい

653 明政会議員団 めいせいかいぎいんだん

654 久留米たすき くるめたすき

655 久留米たすき議員団 くるめたすきぎいんだん



656 緑水会 りょくすいかい

657 緑水会議員団 りょくすいかいぎいんだん

658 みらい久留米 みらいくるめ

659 みらい久留米議員団 みらいくるめぎいんだん


