
施設名

所在地 TEL 2・3号

保育年齢 FAX 1号

〔平日〕     短：8:30～16:30  標準：7:30～18:30
〔土曜〕 短：8:30～16:30  標準：7:30～18:30
 ※土曜日の利用は届出が必要で、離乳食が完了している児童のみ可　※給食あり（軽食）

【延長保育】〔平日のみ〕18:30～19:00 ※延長保育利用には届出が必要

【主な実費徴収（保育料以外）】

施設名
所在地 TEL 2・3号

保育年齢 FAX 1号

〔平日〕     短：8:30～16:30  標準：7:30～18:30
〔土曜〕 短：8:30～16:30  標準：7:30～18:30
 ※土曜日の利用は届出が必要で、離乳食が完了している児童のみ可　※給食あり（軽食）

【延長保育】〔平日のみ〕18:30～19:00 ※延長保育利用には届出が必要
【主な実費徴収（保育料以外）】

施設名
所在地 TEL 2・3号

保育年齢 FAX 1号

〔平日〕     短：8:30～16:30  標準：7:30～18:30
〔土曜〕 短：8:30～16:30  標準：7:30～18:30
 ※土曜日の利用は届出が必要で、離乳食が完了している児童のみ可　※給食あり（軽食）

【延長保育】〔平日のみ〕18:30～19:00 ※延長保育利用には届出が必要
【一時預かり事業】詳細は14ページをご覧ください。
【主な実費徴収（保育料以外）】

※令和５年10月に公立の幼保連携型認定こども園　土浦幼稚園（仮）（所在地：文京町9-6）に移行予定。
    主食持参については、変更になる場合があります。

施設名
所在地 TEL 2・3号

保育年齢 FAX 1号

〔平日〕     短：8:30～16:30  標準：7:30～18:30
〔土曜〕 短：8:30～16:30  標準：7:30～18:30
 ※土曜日の利用は届出が必要で、離乳食が完了している児童のみ可　※給食あり（軽食）

【延長保育】〔平日のみ〕18:30～19:00 ※延長保育利用には届出が必要
【主な実費徴収（保育料以外）】

施設名
所在地 TEL 2・3号

保育年齢 FAX 1号

〔平日〕     短：8:30～16:30  標準：7:30～18:30
〔土曜〕 短：8:30～16:30  標準：7:30～18:30
 ※土曜日の利用は届出が必要で、離乳食が完了している児童のみ可　※給食あり（軽食）

【延長保育】〔平日のみ〕18:30～19:00 ※延長保育利用には届出が必要
【一時預かり事業】詳細は14ページをご覧ください。
【主な実費徴収（保育料以外）】

【一時預かり事業】詳細は14ページをご覧ください。

荒川沖保育所 施設区分 保育所（公立）
荒川沖西2-10-11 841-0037 90名
産休明け～5歳児 同上 ―

　●制服代（3,800円程度） ●保護者会費 ●保育用品代等 ●給食費(3歳以上児クラス)月4,500円

霞ケ岡保育所 施設区分 保育所（公立）
霞ヶ岡町13-20 821-1890 90名
1歳～5歳児 同上 ―

　●制服代（3,800円程度） ●保護者会費 ●保育用品代等 ●給食費(3歳以上児クラス)月4,500円

東崎保育所 施設区分 保育所（公立）
東崎町4-7 821-2807 120名
1歳～5歳児 同上 ―

天川保育所 施設区分 保育所（公立）
天川1-24-1 822-6172 60名
1歳～5歳児 同上 ―

　●制服代（3,800円程度） ●保護者会費 ●保育用品代等 ●給食費(3歳以上児クラス)月4,500円

神立保育所 施設区分 保育所（公立）
神立中央3-8-22 831-8464 120名
産休明け～5歳児 同上 ―

　●制服代（3,800円程度） ●保護者会費 ●保育用品代等 ●給食費(3歳以上児クラス)月4,500円

その他

定員

開所時間 2・3号

その他

定員

開所時間 2・3号

その他

定員

開所時間 2・3号

その他

定員

開所時間 2・3号

その他

定員

開所時間 2・3号

　●制服代（3,800円程度） ●保護者会費 ●保育用品代等 ●給食費(3歳以上児クラス)月4,500円
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施設名 設置者
所在地 TEL 2・3号

保育年齢 FAX 1号

〔平日〕 標準：7:00～18:00
〔土曜〕 短：8:00～16:00 標準：7:00～18:00  ※ 土曜給食あり

 〔平日のみ〕　 標準 18:00～19:00    月極料金：2,000円  1回料金：200円/回

【一時預かり事業】
 〔平日のみ〕 8:30～16:30  定員 5名/日  料金：2,000円/日（0歳は3,000円）※給食・おやつ代含む

【主な実費徴収（保育料以外）】

施設名 設置者
所在地 TEL 2・3号

保育年齢 FAX 1号

〔平日〕 標準：7:30～18:30
〔土曜〕 標準：7:30～18:00 ※土曜日は本園で合同保育

【一時預かり事業】 
 〔平日のみ〕 8:30～16:30  定員 5名/日  料金：2,000円/日（0歳は3,000円）※給食・おやつ代含む

【病後児保育】 〔平日のみ〕 8:30～17:00  定員 3名/日  　料金：1日…1,500円 半日…750円
　※土浦愛隣会保育所・愛保育園在園児のみ  料金：1日…1,000円 半日…500円

【主な実費徴収（保育料以外）】

施設名 設置者
所在地 TEL 2・3号

保育年齢 FAX 1号

〔平日〕 短：8:30～16:30 標準：7:00～18:00
〔土曜〕 短：8:30～16:30 標準：7:00～18:00
※土曜（生後8か月から受入可能）…給食あり

【延長保育】  ※平日夕方のみ標準時間・短時間共通で生後8か月から受入可能
 〔平日〕  標準　　18:00～19:00　　料金：50円/30分
　　　　　  短　　7:00～ 8:30　料金：250円/日　　16:30～19:00　料金：50円/30分    
 〔土曜〕  短　　7:00～ 8:30　料金：250円/日　　16:30～18:00　料金：50円/30分
【一時預かり事業】 〔平日のみ〕 8:30～17:00 定員3名/日
  料金 …1歳以上：1時間につき300円 6か月～1歳未満：1時間につき500円  ※給食おやつ代含む

【主な実費徴収（保育料以外）】
　●教材費（帽子、自由画帳、粘土他年齢によって異なる）●保護者会費：月500円
　●給食費（3歳以上児クラス)月6,000円（主食費1,500円・副食費4,500円）
　●スイミング代：月2,000円(3,4,5歳児) ●体操服代：上下3,600円(3,4,5歳児)

施設名 設置者
所在地 TEL 2・3号

保育年齢 FAX 1号

〔平日〕 短：8:30～16:30 標準：7:15～18:15
〔土曜〕 短：8:30～16:30 標準：7:15～18:15 ※土曜給食あり（軽食）

 〔平日のみ〕 18:15～19:00  月額料金：3,000～9,000円     ※「勤務証明書」の届出が必要です。

【一時預かり事業】 〔平日のみ〕 8:30～16:30 定員5名/日 ※給食・おやつ有り 300円
  料金：0歳児…1,600～3,200円　 1～2歳児…800～1,600円
【主な実費徴収（保育料以外）】
　●制服・制帽（2歳児クラスから）●保護者会費：月1,000円  ●教材費：年齢により異なる
　●給食費(3歳以上児クラス) ：主食費…月1,800円・副食費…月4,500円

843-6877 20名
産休明け～2歳児

土浦愛隣会保育所 社会福祉法人 土浦愛隣会 施設区分 保育所（民間）
右籾1681 841-0463 120名
産休明け～5歳児 841-6437 ―

定員

【延長保育】

    ※保育短時間は7:00～8:00　16:00～17:00の利用可能で、料金は300円/1時間

　●制服代(3歳以上児クラス)　 ●教材費 　●絵本代　 ●延長保育料（利用者のみ）
　●給食費(3歳以上児クラス)：月6,000円(主食費1,500円・副食費4,500円)

愛保育園(愛隣会分園) 社会福祉法人 土浦愛隣会 施設区分 保育所（民間）

白鳥保育園 社会福祉法人 和幸会 施設区分 保育所（民間）
白鳥町1096-4 831-2590 100名

841-6007 ―
短：8:00～16:00
短：8:00～16:00

産休明け～5歳児 831-4769 ―

【延長保育】

定員

2・3号

開所時間 2・3号

定員

開所時間 2・3号

その他

定員

開所時間 2・3号

産休明け～5歳児 869-9716

　●教材費 ●連絡ノート代 ●カラー帽子 ●名札代等 

めぐみ保育園 社会福祉法人 めぐみ愛育会 施設区分 保育所（民間）
烏山5-2263-8 841-2838 90名

中村南1-14-11

―

短：8:00～16:00

その他

その他

その他

開所時間
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施設名 設置者
所在地 TEL 2・3号

保育年齢 FAX 1号

〔平日〕 標準：7:30～18:30
〔土曜〕 短：7:30～15:30 標準：7:30～18:30 ※土曜給食あり

【延長保育】  〔平日のみ〕 18:30～19:00 　料金：500円/日(上限月3,000円) ※おやつ代含む

【主な実費徴収（保育料以外）】

施設名 設置者
所在地 TEL 2・3号

保育年齢 FAX 1号

〔平日〕 標準：7:30～18:30
〔土曜〕 標準：7:30～18:30 ※土曜給食あり

           　　　 短：16:30～20:00    料金：200円/日
【主な実費徴収（保育料以外）】
　●教材費（年齢により異なる）●体操服（3歳以上児）
　●給食費（3歳以上児クラス） 月5,700円（主食費:月1,200円・副食費:月4,500円）

施設名 設置者
所在地 TEL 2・3号

保育年齢 FAX 1号

〔平日〕 短：8:30～16:30 標準：7:30～18:30
〔土曜〕 標準：7:30～18:30 ※土曜給食あり

【祝日保育】　弁当持参   8：00～18：00 料金：1,500円
【延長保育】 
[平日] 標準：18:30～19:00 料金：500円/日  4,000円/月

[土曜]
【主な実費徴収（保育料以外）】
　●保護者会費：月500円  ●絵本代：月350円～550円  
　●入園・進級時用品代：2,500円～19,000円（年齢により異なる）
　　※園スモック（2歳以上児）・水着・体操服代（3歳以上児）別途徴収

　●給食費（3歳以上児クラス）月5,500円（主食費1,000円、副食費4,500円）
　　※土曜別途300円/日

施設名 設置者
所在地 TEL 2・3号

保育年齢 FAX 1号

〔平日〕 標準：7:30～18:30
〔土曜〕 標準：7:30～18:30 ※土曜給食あり

 〔平日のみ〕 標準：18:30～19:00   料金：無料 　短：17:00～19:00    料金：300円/15分
【一時預かり事業】 ※離乳食完了の1歳児から [平日のみ]  8：00～17：00 定員5名/日

  料金：4時間未満…1,000円 4時間以上…2,000円 (給食・おやつ代含む)
【主な実費徴収（保育料以外）】
　●保護者会費：月200円
　●教材費（年齢による）　　　 ●制服等代（3歳以上児）

エンゼルゆめ保育園 社会福祉法人 西北会 施設区分 保育所（民間）

830-1284 70名
産休明け～5歳児 833-1621 ―

短：8:30～16:30

短：16：30～19：00 料金：18:30まで200円/1時間 18:30以降保育標準時間と同様

産休明け～5歳児 823-7409 ―
短：8:30～16:30
短：8:30～16:30

【延長保育】

中央保育園 社会福祉法人 中央学院 施設区分 保育所（民間）

 〔平日のみ〕 標準：18:30～20:00 料金：100円/日(おやつ代別途50円/日）

定員
神立中央1-10-21 

短：8:30～16:30
短：8:30～16:30

【延長保育】

●給食費（副食・おやつ代）：月4,500円(3歳以上児クラス） 

産休明け～5歳児 822-3861 ―
定員

開所時間 2・3号

その他

定員

開所時間 2・3号

　●教材費：3,000円～7,000円程度(入園時。年齢、希望により異なる)    　      
　●絵本代 ：月400円前後(2歳～5歳) ●副食費（3歳以上児クラス）：月4,500円　　　　　　

つくば国際保育園 学校法人 霞ケ浦学園 施設区分 保育所（民間）
真鍋新町8-16 823-7404 100名

真鍋2-10-23 822-1863 70名

短：8:30～16:30

　●スモック(2歳～5歳) ：2,550円●体操服(2歳～5歳)：1,600円程度 ●保護者会費：月800円

開所時間 2・3号

定員

開所時間 2・3号

短：16：30～18：30 料金：18:30まで200円/1時間 

高岡保育園 社会福祉法人 新治保育会 施設区分 保育所（民間）
高岡2303-4 862-4666 70名
産休明け～5歳児 同上 ―

その他

その他

その他

20



施設名 設置者
所在地 TEL 2・3号

保育年齢 FAX 1号

〔平日〕 標準：7:30～18:30
〔土曜〕 標準：7:30～18:30 ※土曜給食あり

 〔平日のみ〕 標準：18:30～19:00   料金：無料 　 短：17:00～19:00    料金：300円/15分
【一時預かり事業】 ※離乳食完了の1歳児から[平日のみ]  8：00～17：00 定員 5名/日
  料金：4時間未満…1,000円 4時間以上…2,000円 (給食・おやつ代含む)
【主な実費徴収（保育料以外）】
　●保護者会費：月200円 
　●教材費（年齢による）　　　 ●制服等代（3歳以上児）

施設名 設置者
所在地 TEL 2・3号

保育年齢 FAX 1号

〔平日〕 短：8:30～16:30 標準：7:30～18:30
〔土曜〕 標準：7:30～18:30 ※土曜給食あり

  料金…500円/30分（上限月4,000円）　※保育標準時間、保育短時間共通

【主な実費徴収（保育料以外）】
　●年度初めに保険の加入による実費負担あり　●用品代（学年毎による）   
　●主食費：月1,200円・副食費：月4,500円(3歳以上児クラス)

施設名 設置者
所在地 TEL 2・3号

保育年齢 FAX 1号

〔平日〕 標準：7:00～18:00
〔土曜〕 標準：7:00～18:00 ※土曜給食あり

【延長保育】 〔平日のみ〕 標準：18:00～20:00　  料金：100円/30分
 　　　　　　　　　　　　　　　　短：7:00～8:30，16:30～20:00　　料金：100円/30分
【一時預かり事業】　※離乳食完了の1歳児から〔平日のみ〕 8:30～16:30 定員 5名/日

  料金：4時間未満…800円 4時間以上…1,600円(給食・おやつ有の場合はプラス400円) 
【主な実費徴収（保育料以外）】
　●主食費：月2,000円・副食費：月4,500円（3歳以上児クラス） 

施設名 設置者
所在地 TEL 2・3号

保育年齢 FAX 1号

〔平日〕 標準：7:00～18:00
〔土曜〕 短：8:30～16:30 標準：7:00～18:00 ※土曜給食あり

  　　　　　　　料金：単回利用…100円/回 月極…1,000円 (おやつ代含む)

【一時預かり事業】
 〔平日のみ〕 8：30～16：30 定員 3名/日  料金：1時間 300円 ※給食・おやつ代（300円）
【主な実費徴収（保育料以外）】

　●補助活動費：月400円   ●絵本代(2～5歳児)：月360円～450円

―
短：8:30～16:30
短：8:30～16:30

藤沢保育園 社会福祉法人 新治保育会 施設区分 保育所（民間）

【延長保育】

●給食費（副食・おやつ代）：月4,500円(3歳以上児クラス） 

白帆保育園 学校法人 沼田学園 施設区分 保育所（民間）
蓮河原新町8-30 823-3070 110名
産休明け～5歳児 同上 ―

短：8:30～16:30
【延長保育】
[平日のみ]標準：18:30～20:00　短：7:30～8:30　，16:30～18:30

あおぞら保育園 社会福祉法人 幸樹会 施設区分 保育所（民間）

定員

2・3号

【延長保育】 〔平日のみ〕 18:00～20:00

※短時間保育の方は、7：00～8：30、16：30～18：00の延長あり。（料金：200円/30分）

　●給食費(3歳以上児クラス)：月5,500円（主食費…月1,000円・副食費…月4,500円）

　●入園･進級時用品代：1,515円～7,295円(年齢により異なる) ※3.4.5歳児体操服代別途徴収

産休明け～5歳児 869-8130 ―
短：8:30～16:30
短：8:30～16:30

定員

開所時間 2・3号

藤沢1746 862-2600 70名
産休明け～5歳児 同上

その他

定員

開所時間 2・3号

定員

開所時間 2・3号
短：8:30～16:30

　●教材費（年齢別による）

童話館保育園 社会福祉法人 リベルテ 施設区分 保育所（民間）
東真鍋町9-28 824-1323 70名
産休明け～5歳児 869-9326 ―

上高津1800-1 869-7490 80名

その他

その他

その他

開所時間
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施設名 設置者
所在地 TEL 2・3号

保育年齢 FAX 1号

〔平日〕 標準：7:00～18:00
〔土曜〕 標準：7:00～18:00 ※土曜給食あり

 〔平日のみ〕 標準：18:00～19:00　短：7:30～8:30、16:30～17:30　料金：50円/30分
【一時預かり事業】                       　　　　　　　 　　　  　7:00～7:30、17:30～19:00 料金：割増
 〔平日のみ〕 8:30～17:00 定員 5名/日  
  料金：0歳児(7ヶ月以上)…500円/1時間    1歳児以上…300円/1時間
          （給食・おやつ有の場合はプラス200円）
【主な実費徴収（保育料以外）】
　●給食費(3歳以上児クラス)：月5,700円（主食費：月1,200円・副食費：月4,500円）
　●スイミング教室代：月2,500円（3歳以上児クラス） 
　●新年度用品代：2,000円～6,000円程度（年齢に応じて徴収金が異なります）

施設名 設置者
所在地 TEL 2・3号

保育年齢 FAX 1号

〔平日〕 標準：7:30～18:30
〔土曜〕 標準：7:30～18:30 ※土曜給食あり

 〔平日のみ〕 短：7:30～8:30，16:30～19:00     　
　　　　　　　　　料金：3・4・5歳児…300円/30分 1・2歳児…400円/30分
　　 　　　　標準：18：30～19：00  料金：3・4・5歳児…300円/30分 1・2歳児…400円/30分      
【主な実費徴収（保育料以外）】

施設名 設置者
所在地 TEL 2・3号

保育年齢 FAX 1号

〔平日〕 標準：7:30～18:30
〔土曜〕 標準：7:30～18:30 ※土曜給食あり

 〔平日〕 短：16:30～18:30　料金：100円/30分     　
　　　　　標準：18:30～19:00　料金：200円/30分（最大月2,000円）
 〔土曜〕 短：16:30～18:30　料金：100円/30分     　
【一時預かり事業】
 〔平日のみ〕8:30～16:30 
  料金：4時間まで…1,000円  4時間以上…2,000円 ※給食・おやつ代 含む
【主な実費徴収（保育料以外）】
　●絵本代：月約450円 ●副食費：月4,500円 (3歳以上児クラス)
　●スモック, 帽子 ●保育用品代 ●保護者会費：月500円

ともっこ保育園 社会福祉法人 俊真会 施設区分 保育所（民間）

保育所（民間）
西根南三丁目4-46 842-6253 60名
1歳～5歳児 843-0999 ―

真鍋3-7-18 846-1213 80名
産休明け～5歳児 846-1214 ―

短：8:30～16:30
短：8:30～16:30

定員

施設区分

短：8:30～16:30
【延長保育】

　●制服（3歳児以上）：10,000円前後 ●体操服(2歳児以上)：9,000円前後
　●教材費(年齢による)：2,000円～14,000円位　●絵本代（年齢による）：400円前後
　●給食費(3歳児以上)：月6,000円（主食費：月1,500円・副食費：月4,500円）

都和保育園 学校法人 川島学園 施設区分 保育所（民間）
並木2-8-4 822-8053 110名
産休明け～5歳児 846-5550 ―

短：8:30～16:30
短：8:30～16:30

開所時間 2・3号

定員

開所時間 2・3号

定員

開所時間 2・3号

【延長保育】

短：8:30～16:30

【延長保育】

中村白百合ナーサリー 学校法人 弘育学園

その他

その他

その他
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施設名 設置者
所在地 TEL 2・3号

保育年齢 FAX 1号

〔平日〕     短：8:30～16:30  標準：7:30～18:30
※7:00～8:30，16:30～20:00の利用には届出が必要

〔土曜〕 短：8:30～16:30 標準：7:30～18:30
※7:30～8:30，16:30～18:30の利用には届出が必要 ※土曜給食あり

 〔標準時間の夕方は平日のみ〕 
短・標準共通 7:00～7:30    料金：200円/30分

   短：7:30～8:30 　16:30～18:30  料金：100円/30分
標準：18:30～19:30 料金：200円/30分  19:30～20:00 料金：300円/30分

【一時預かり事業】 ※離乳食完了の1歳児から実施。
 〔平日〕  8:30～16:30 定員 5名/日 
  料金：4時間未満…1,000円 4時間以上…2,000円(3歳以上児の給食費・おやつ代別途) 
【主な実費徴収（保育料以外）】
　●給食費（3歳以上児クラス）：主食費…月1,500円 副食費…月4,500円
　●教材費：年齢によって異なります。  ●保護者会費：月500円

施設名 設置者
所在地 TEL 2・3号

保育年齢 FAX 1号

〔平日〕 短：8:30～16:30 標準：7:00～18:00
〔土曜〕 短：8:30～16:30 標準：7:00～18:00
※土曜（生後8ヶ月から受入可能）…給食あり

【延長保育】　※平日夕方のみ標準時間・短時間共通で生後8か月から受入可能
 〔平日〕  標準　　18:00～19:00　　料金：50円/30分　　
　　　　　  短　　7:00～ 8:30　　料金：250円/日　　　16:30～19:00　　料金：50円/30分    
 〔土曜〕  短　　7:00～ 8:30　  料金：250円/日　　　16:30～18:00　　料金：50円/30分　
【一預かり事業】［平日のみ］8：30～17：00定員3名/日

【主な実費徴収（保育料以外）】
　●教材費（帽子、自由画帳、粘土他年齢によって異なる）●保護者会費：月500円
　●給食費（3歳以上児クラス)月6,000円（主食費1,500円・副食費4,500円）
  ●スイミング代：月1,500円(3、4、5歳児)●体操服代：上下3,600円(3、4、5歳児) 

施設名 設置者
所在地 TEL 2・3号

保育年齢 FAX 1号

〔平日〕 標準：7:30～18:30
〔土曜〕 短：8:30～16:30 標準：7:30～18:30 ※土曜給食あり

1号 〔平日〕 8:30～15:40 ※延長あり 〔土曜〕8:30～18:30 ※土曜給食あり

【延長保育】短・1号認定：7:30～8:30 料金：100円/日
　1号認定：15:40～17:30：400円（ 以降100円/30分)【おやつ別途80円】 18:30～19:00：200円
　2・3号認定：18:30～19:00 200円（短時間認定の16:30以降は100円/30分）
【一時預かり事業】 ※1号認定の長期休み・代休時：1,000円/日(給食込、おやつ別途80円)

〔平日のみ〕8:30～16:30 (定員2名) 
 　料金：4時間以内…2,000円 4時間以上…4,000円(給食･おやつ代含む)
【主な実費徴収（保育料以外）】※3歳未満児は父母の会費のみ

保育所（民間）
田中3-4-5 821-8341 90名
産休明け～5歳児 823-0390 ―

富士崎2-1-46 846-2645 136名
満6か月～5歳児 826-1177  69名

【延長保育】

新生めぐみ保育園 社会福祉法人 めぐみ愛育会 施設区分 保育所（民間）
中村南1-24-1 841-0575 90名
産休明け～5歳児 828-5058 ―

　料金…1歳以上：1時間につき300円　6か月～1歳未満：1時間につき500円　※給食おやつ代含む

施設区分もみじこども園 学校法人 常福寺学園 認定こども園（民間）

定員

桜川保育園 社会福祉法人 祥風会 施設区分

開所時間 2・3号

定員

開所時間 2・3号

定員

開所時間
2・3号

短：8:30～16:30

　●施設維持費：(入園時のみ)35,000円 ●制服代：(冬:33,000～35,000円 夏14,000円) 
　●施設設備費：年5,000円 ●父母の会費：月500円  ●補助活動費：月1,000円
　●給食費(1号:月5,000円，2号:月6,500円)  ●バス利用者：月5,000円（片道・兄弟割引あり)

その他

その他

その他
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施設名 設置者
所在地 TEL 2・3号

保育年齢 FAX 1号

〔平日〕 標準：7:30～18:30
〔土曜〕 短：8:30～16:30 標準：7:30～18:30 ※土曜給食あり

1号 〔平日〕 8:30～15:00 ※延長あり 〔土曜〕 8:30～18:30 ※土曜給食あり

【延長保育】短・1号認定：7:30～8:30 料金：100円/日
　1号認定：15:00～17:30：400円（ 以降100円/30分)【おやつ別途70円】 18:30～19:00：200円
　2・3号認定：18:30～19:00 200円（短時間認定の16:30以降は100円/30分）
【一時預かり事業】 ※1号認定の長期休み・代休時：1,000円/日(給食込、おやつ別途70円)

〔平日のみ〕8:30～16:30 (定員2名) 
 　料金：4時間以内…2,000円 4時間以上…4,000円(給食･おやつ代含む)
【主な実費徴収（保育料以外）】※3歳未満児は父母の会費のみ

施設名 設置者
所在地 TEL 2・3号

保育年齢 FAX 1号

〔平日〕 標準：7:30～18:30
〔土曜〕 標準：7:30～18:30 ※土曜給食あり

1号 〔平日〕 ※土曜預かりあり

【一時預かり事業】
〔平日のみ〕 8：00～17：00 （定員2名）
 　料金：4時間まで…1,000円  4時間以上…2,000円(給食・おやつ代含む)
【主な実費徴収（保育料以外）】
　●絵本代：月約400円 ●給食費 270円/食 (3歳以上児クラス) ●PTA会費：月500円
　●教育活動費：月1,000円 (4歳以上) ●バス代(利用者のみ)：月3,000円※片道半額
　●制服・体操服：約30,000円 ●教材・用品代： (実費)
　●施設維持費(3歳以上入園児のみ)： 30,000円 ●考査料： 2,000円 (1号入園申込時)

施設名 設置者
所在地 TEL 2・3号

保育年齢 FAX 1号

〔平日〕 標準：7:30～18:30
〔土曜〕 短：7:30～15:30 標準：7:30～18:30 ※土曜給食あり

1号 〔平日〕 10:00～14:30 
 〔平日のみ〕

　短：16:30～18:30　　　料金：500円/日
　標準：18:30～19:30 　料金：500円/日
　1号認定：7:30～10:00　14:30～18:30　料金：500円/日(市への申請等により減免の場合有)
【病後児保育】  〔平日のみ〕 8:30～17:30  定員4名/日  料金：2,000円（給食代込み）
【主な実費徴収（保育料以外）】
　●教材費：4,000円～15,000円程度/年度初め（年齢・希望にて異なる）
　●保護者会費：月600円 ●絵本代：月400円前後
　●制服代：30,000円～40,000円程度(男女・希望枚数による)
　●施設維持費：40,000円(３歳以上児入園時のみ) ●考査料：4,000円（1号児のみ）
　●副食費(3歳以上児クラス)：月4,500円  ●主食費(3歳以上児クラス)：月1,500円

99名
産休明け～5歳児 824-3626 133名

短：8:30～16:30
短：8:30～16:30
教育時間 9:30～14:30 

満6か月～5歳児 822-5989 45名
短：8:30～16:30

　●施設維持費：(入園時のみ)35,000円 ●制服代：(冬:33,000～35,000円 夏14,000円) 
　●施設設備費：年4,000円 ●父母の会費：月500円  ●補助活動費：月1,000円
　●給食費(1号:月5,000円，2号:月6,500円)  ●バス利用者：月3,000円（片道・兄弟割引あり)

まなべすみれ幼稚園 学校法人 川島学園 施設区分 認定こども園（民間）

824-3522

842-6958 45名
短：8:30～16:30

※ 土曜預かりあり
【延長保育】

若松町1-73 822-5987 90名

施設区分 認定こども園（民間）

烏山5-2039 842-6820 50名

東真鍋町22-11

産休明け～5歳児

定員

もみじ第二こども園 学校法人 常福寺学園 施設区分 認定こども園（民間）

開所時間
2・3号

定員

開所時間
2・3号

定員

開所時間
2・3号

【延長保育】
　短 ：7:30～8:30　16:30～18:30  料金：100円/30分 (最大月4,000円)
　標準：18:30～19:00  料金：200円/30分 (最大月2,000円)　※平日のみ

　1号：7:30～9:30, 14:30～18:00  料金：100円/30分（1日の上限500円）

エンゼルスポーツ幼稚園 学校法人 稲門学園

その他

その他

その他
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施設名 設置者
所在地 TEL 2・3号

保育年齢 FAX 1号

2・3号 〔月～金のみ〕  短：8:30～16:30   標準：7:30～18:30
1号

【延長保育】  〔平日のみ〕
   8:00～8:40  料金：200円/回
   14:00～18:00   料金： 14:00～15:00…200円/回　 以降100円/1時間 　おやつ代50円

【主な実費徴収（保育料以外）】
　●通園バス維持費：月4,000円（利用者のみ）
　●父母教師会費：月900円 ●教材等費：月2,000円 ●飲物代：月900円 

施設名 設置者
所在地 TEL 2・3号

保育年齢 FAX 1号

〔平日〕 短：標準時間内8時間(17：00以前) 標準：7:30～18:30
〔土曜〕 短：標準時間内8時間(17：00以前) 標準：7:30～18:30

1号 〔平日〕 10:00～15:00（預かり保育有）

〔平日〕

〔土曜〕 2号・3号短時間17:00～17:30 料金…300円/日
【主な実費徴収（保育料以外）】
　●給食費：月5,500円（1号認定は月により減額あり）●バス利用料：月2,500円 
　●ＰＴＡ会費：月500円 ●制服代： 約35,000円 ●その他：保育道具代（学年による）   
　●行事費（実費）

施設名 設置者
所在地 TEL 2・3号

保育年齢 FAX 1号

2・3号 〔月～金のみ〕  短：標準時間内8時間  標準：7:30～18:30
1号

 〔平日のみ〕15:30～18:30 　料金：新2号認定 50円/日　　1号認定 500円/日
【主な実費徴収（保育料以外）】
　【入園時のみ】●施設維持費：45,000円 ●制服（体操服含む）：約45,000円
　【その他】●保護者会費：月1,500円（満3歳児1,000円）●教育充実費：月2,000円 

施設名 設置者
所在地 TEL 2・3号

保育年齢 FAX 1号

2・3号 〔月～金のみ〕   8：00～18：00
1号 〔月～金のみ〕  10：00～14：00

 〔平日のみ〕   8:00～10:00  ※短時間認定児が時間を超過した場合： 200円/1時間

                   14:00～18:00  ※1号認定児は，幼稚園型一時預かり（別途料金）

【主な実費徴収（保育料以外）】

　●施設整備費：月2,000円 ●バス代（利用者のみ）：月3,500円 ●保護者会費：月500円

土浦聖母幼稚園 学校法人 聖母学園 施設区分 認定こども園（民間）

831-2103 120名
1歳～5歳児 831-3474 75名

10名
3歳～5歳児 823-1460 90名

〔月～金のみ〕　8:40～14:00(預かり保育有)

【一時預かり事業】満2歳から　9：30～13：50…料金（教材費含800円）

　●給食費　1食330円（選択制） ●制服代等●新学期保育用品代等

認定こども園（民間）

定員
神立中央2-1-18

【延長保育】

　　　　　　　　　※長期休みは8:30～17:30

　●入園受入準備金：20,000円/入園時 ●教育充実費：月1,500円 ●給食費：月2,800円

3歳～5歳児 822-7093 150名

〔月～金のみ〕  8：30～14：30 (預かり保育有）

【延長保育】

あおば台幼稚園 学校法人 塚原学園 施設区分 認定こども園（民間）

　●給食費：主食費月2,000円・副食費（免除者有）月3,000円 ●バス代(利用者のみ)：月3,000円(片道半額)

定員
大町9-6 823-1460

中央幼稚園 学校法人 中央学院 施設区分

2・3号

定員

開所時間

その他

定員

開所時間

右籾2755 842-6311

【延長保育】　　［早朝］(1号・2号/3号短時間)7：30～7：59料金：100円/日
（1号）15:00～17:00 料金：300円/日、 17:00～18:30 料金：300円/日（共に月額料金有）

土浦みどり幼稚園 学校法人 田中みどり学園 施設区分 認定こども園（民間）

並木4-1-36 822-7090 10名

10名
3歳～5歳児 843-2552 165名

その他

その他

開所時間

開所時間

その他
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施設名 設置者
所在地 TEL 2・3号

保育年齢 FAX 1号

2・3号 〔月～金のみ〕 短：8:30～16:30 　　標準：7:30～18:30
1号

【延長保育】
 〔平日のみ〕 7:30～8:30 料金…100円/回  15:00～18:30 料金…100円/1時間
【一時預かり事業】
 〔平日のみ〕 8:30～15:00 料金…1,500円/日 ※給食・おやつ有り…プラス330円

【主な実費徴収（保育料以外）】
　●施設維持費：30,000円 ●父母会費：年6,000円 ●活動教材費：年18,000円
　●制服代：42,000円 ●個人教材費：10,000円（年少）15,000円（年中・年長）※入園時のみ

　●バス代：月3,500円（利用者のみ） ●給食費：330円（通常）100円（副食費免除者）※1食

施設名 設置者
所在地 TEL 2・3号

保育年齢 FAX 1号

〔平日〕 短：標準時間内8時間(17：00以前) 標準：7:30～18:30
〔土曜〕 短：標準時間内8時間(17：00以前) 標準：7:30～18:30

1号 〔平日〕 10:00～15:00　（預かり保育有）

〔早朝〕

〔平日〕

〔土曜〕 2･3号短時間 17:00～17:30 料金：200円/日
【主な実費徴収（保育料以外）】
　●給食費：月5,500円（1号認定は月により減額あり）●バス利用料：月2,500円 
　●ＰＴＡ会費：月400円 ●制服代： 約35,000円 ●その他：保育道具代（学年による）   
　●行事費（実費）

施設名 設置者
所在地 TEL 2・3号

保育年齢 FAX 1号

2・3号 〔月～金のみ〕短：標準時間内8時間(16：30以前) 標準：7:30～18:30
1号 〔月～金のみ〕 10:00～14:20

1号認定：16：00～18:30　料金：500円/日(市への申請等により減免の場合有)
【主な実費徴収（保育料以外）】
　(入園時)●施設維持費：35,000円 ●制服・体操服代：約50,000円
　●冷暖房費：年4,720円　●ＰＴＡ会費：月400円 ●給食費：(1号:月5,300円，2号:月6,000円)
　●牛乳代：月約1,000円 ●バス代(利用者のみ)：月3,300円(片道半額) ●行事費（実費）

施設名 設置者
所在地 TEL 2・3号

保育年齢 FAX 1号

〔土曜〕　短：8：30～16：30　 標準：7:30～18:30　　※土曜給食あり
1号 〔平日〕  9：30～13：30（預かり保育あり）　［土曜］第1・3・5土曜日に預かり保育あり

［平日・土曜］（2号）短7：30～8：30無料　16：30～18：30料金300円
【主な実費徴収（保育料以外）】
　(入園時)●受入準備金：35,000円 ●制服・体操服・カバン：44,780円

※令和５年４月に幼稚園から認定こども園に移行予定

100名
1歳～5歳児 828-1906 90名

定員

【延長保育】

3歳～5歳児 823-2695 90名

【延長保育】
〔平日のみ〕短：16:30～18:30　　　料金：500円/日

土浦日本大学高等学校附属幼稚園(仮) 学校法人　土浦日本大学学園 施設区分 認定こども園（民間）

定員

定員

2・3号

蓮河原新町11-35 823-2695 35名

〔平日〕　短：8：30～16：30　 標準：7:30～18:30

桜ケ丘町17-45 822-0696 30名
3歳～5歳児 822-0696

〔平日〕（1号）短：7:30～9:30  13:30～15：00 無料　　15：00～18：30　料金：500円

●施設維持費：月1,000円●児童会費：月800円 ●保護者と教師の会：月300円●後援会費：月200円

●給食費（1号：月5,480円、2号：月7,220円） ●2号おやつ代：月1,980円 ●保育用品費等は実費徴収

［土曜］（1号）第1・3・5土曜日は自由登園日13：00～15：00無料　15：00～18：30料金500円

180名

学校法人 沼田学園 施設区分 認定こども園（民間）

【延長保育】
（１号・2号短時間）7:30～7:59 料金：100円/日 
（１号）15:00～17:00 料金：300円/日 17:00～18:30 料金：300円/日（共に月額料金あり）

白帆幼稚園

2・3号

ひたち学院幼稚園 学校法人 常陸学院 施設区分 認定こども園（民間）

乙戸1029-1 842-7107 30名
3歳～5歳児 842-6750 140名

定員

〔月～金のみ〕 10:00～14:00

新学幼稚園 学校法人 中央学院 施設区分 認定こども園（民間）

手野町薬師4524 828-1905

その他

その他

その他

その他

開所時間

開所時間

開所時間

開所時間
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施設名 設置者
所在地 TEL 2・3号

保育年齢 FAX 1号

〔平日〕
〔土曜〕

【延長保育】 [平日・土曜・祝日] 　標準： 18:30～19:30　短時間：16:00～19:30

【一時預かり事業】　　［平日・土曜・祝日］　8:00～18:00　0歳児(6ヶ月ごろ)から
　料金 0歳児 　[平日]　550円/1時間　[土・祝日]  650円/1時間

1歳以上[平日]　500円/1時間　[土・祝日]　600円/1時間
※給食・おやつ有り(別途) 給食・・330円　おやつ・・50円/1回

【主な実費徴収（保育料以外）】
　●連絡帳：180円 ●帽子 1,000円

施設名 設置者
所在地 TEL 2・3号

保育年齢 FAX 1号

〔平日〕 標準：7:30～18:30
〔土曜〕 標準：7:30～18:30

【延長保育】 〔平日のみ〕標準：18:30～20:30  短：17：00～20：30
    料金：300円/30分 ※19:30以降は別途軽食代

【主な実費徴収（保育料以外）】
　●写真代(希望者) ●保護者会費：月100円 ●活動補助費：月2,000円
　●施設維持費：年25,000円 ●傷害保険料：年300円

施設名 設置者
所在地 TEL 2・3号

保育年齢 FAX 1号

〔平日〕
〔土曜〕

【延長保育】 
 〔平日・土曜〕 18:30～19:00  
 〔日曜・祝日〕 8:00～17:00

  料金：200円/回 (18:00以降おやつ代プラス100円/回）
  ※日曜・祝日の17:00～17:30は別料金設定（300円/回）

【主な実費徴収（保育料以外）】
　●連絡帳 ●指定帽子 ●行事代(遠足等参加者負担金)

施設名 設置者
所在地 TEL 2・3号

保育年齢 FAX 1号

〔平日〕 短：8:30～16:30 標準：7:30～18:30
〔土曜〕 標準：7:30～18:00

【延長保育】
 〔平日のみ〕 標準：18:30～19:00  短：16:30～19:00　料金：200円/回
【一時預かり事業】　　　　　　　
〔平日〕8:30～17:30 ※おやつ含む。

   料金：0歳児 4時間…1,500円 8時間…3,000円 ※給食費は、別途料金1食200円

         1・2歳児 4時間…1,000円 8時間…2,000円 ※延長は、別途料金 300円/1時間

【主な実費徴収（保育料以外）】 ※保険料：590円
　●傷害保険料：200円

キッズマアム ㈱プラザマアム 施設区分 地域型保育事業（民間）

板谷7-626-11 896-5508 12名
産休明け～2歳児 830-2207 ―

定員

―
短：9:00～17:00
短：9:00～17:00

キッズランドなないろ ㈱M．World 施設区分 地域型保育事業（民間）

短：8:00～16:00　　   標準：7:30～18:30 
短：8:00～16:00　　   標準：7:30～18:30 

　　 　　　　　料金：300円／30分　　18時以降おやつ代　50円／1回
　　　　　　　　※土曜、祝日はお弁当持参

どんぐり保育園 医療法人社団 青洲会 施設区分 地域型保育事業（民間）

神立中央5-11-50 832-5415 15名

2・3号

定員
産休明け～2歳児 833-2380

2・3号

19名
産休明け～2歳児 886-6768 ―

短：標準時間内8時間   標準：7:30～18:30
短：標準時間内8時間   標準：7:30～18:30

キッズルームやまもと 一般社団法人キッズルームやまもと 施設区分 地域型保育事業（民間）

定員

2・3号

大町11-41  なないろビル 875-3651

19名
産休明け～2歳児 846-5180 ―

短：8:30～16:30

定員

2・3号

西根南2-1-29 842-5732

開所時間

開所時間

その他

その他

その他

開所時間

開所時間

その他
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施設名 設置者
所在地 TEL 2・3号

保育年齢 FAX 1号

〔平日〕
〔土曜〕

【延長保育】 ※短時間の方は、利用時間が8時間を超えると延長料金を適用
〔平日・土曜〕 
【主な実費徴収（保育料以外）】
年度初め：3,000円～5,000円（金額は学年・希望にて異なります）
 　0歳児 ●用品費：通園ﾊﾞｯｸﾞ、帽子、出席カード、誕生日カード他           

　その他(1,2歳児)： ○活動教材費：月500円 ○絵本代：月400円

施設名 設置者
所在地 TEL 2・3号

保育年齢 FAX 1号

〔平日〕
〔土曜〕

〔平日・土曜〕18:30～19:00  料金：300円/30分(月上限3,000円)
【主な実費徴収（保育料以外）】
　●連絡帳：100～360円（年齢によって異なる）●帽子代：960円 ●オムツ処理代：500円
　●その他教材費（年齢によって異なる）

施設名 設置者
所在地 TEL 2・3号

保育年齢 FAX 1号

〔平日〕
〔土曜〕

〔平日・土曜〕18:30～19:00  料金：300円/30分(月上限3,000円)
【一時預かり事業】
 〔月曜日～土曜日〕  8:30～17:00 
    料金：4時間以内…1,000円  4時間以上…2,000円（給食・おやつ代含む）
【主な実費徴収（保育料以外）】
　●連絡帳：100～360円（年齢によって異なる）●帽子代：960円 ●オムツ処理代：500円
　●その他教材費（年齢によって異なる）

施設名 設置者
所在地 TEL 2・3号

保育年齢 FAX 1号

〔平日〕
〔土曜〕

【延長保育】  〔平日のみ〕 18:00～20:00 
   月極料金：18:00～19:00    1･2歳児…2,000円 0歳児…3,000円 
                 18:00～20:00    1･2歳児…3,000円 0歳児…5,000円
   時間単位料金：1･2歳児…200円/1時間  0歳児…300円/1時間
【一時預かり事業】※4時間未満の利用で給食希望の方は要相談
  〔平日・土曜〕 8:30～17:00（特に土曜日や突発的な場合は時間等要相談）

   料金：0歳児…3,000円/1日(給食・おやつ代250円含む) 1,500円/4時間
        1･2歳児…2,000円/1日(給食・おやつ代250円含む) 1,000円/4時間

【主な実費徴収（保育料以外）】
  ●保険料 ●保育用品費 ●活動費（洗濯代、行事、オムツ処理代等）等

サンルーナ託児所 社会福祉法人 筑水会 施設区分 地域型保育事業（民間）

定員

2・3号

5名
産休明け～2歳児 846-3606 ―

短：標準時間内8時間   標準：7:30～18:30 
短：標準時間内8時間   標準：7:30～18:30 

※標準：18:30～19:00  　　 料金：300円/30分(共通)

定員

産休明け～2歳児 同上

おおつ野2-1-1 846-3607

キッズハウスうみの森 一般社団法人 リトルフォレスト 施設区分 地域型保育事業（民間）

右籾2340-28 804-0950 12名

―
短：標準時間内8時間   標準：7:30～18:30
短：標準時間内8時間   標準：7:30～18:30

【延長保育】

はっぴー神立園 ㈱オンリーワン 施設区分 地域型保育事業（民間）

　 1歳児 ●用品費：通園ﾊﾞｯｸﾞ、帽子、出席カード、はさみ、カラーペン、誕生日カード他
 　2歳児 ●用品費：通園ﾊﾞｯｸﾞ、帽子、出席カード、はさみ、粘土、のり、カスタネット、誕生日カード他    

はっぴー文京園 ㈱オンリーワン 施設区分 地域型保育事業（民間）

定員

神立町3721-1

　　　 1時間毎の利用　0歳児:400円/1時間　　　1･2歳児:300円/1時間
       ※17:00を過ぎた場合は時間単位の延長料金が発生します。

2・3号

その他

開所時間 2・3号

産休明け～2歳児 804-0951

文京町4-8 826-2881

短：標準時間内8時間   標準：7:00～18:00
短：標準時間内8時間   標準：7:00～18:00

―

832-5881 19名
産休明け～2歳児 同上 ―

短：標準時間内8時間   標準：7:30～18:30
短：標準時間内8時間   標準：7:30～18:30

【延長保育】

定員

2・3号

19名

その他

その他

開所時間

開所時間

開所時間

その他
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