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土浦市役所　☎826‐1111

防災行政無線　　0120‐826‐113

マイシティつちうら
まちの話題やニュースをお届けします。
土浦ケーブルテレビ　デジタル11ch（111ch）
【毎日9：00/12：00/16：00/20：00の各15分】

新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、
イベントなどが中止や延期になる場合があります。
イベントなどは、感染防止対策を講じ、安全を確
保したうえで開催いたします。

開催状況などの最新情報はこちら▲

対象　次のすべてに該当する方
・平成９年４月２日～平成17年４月１日生まれの方
・令和４年４月１日時点で市内に住民登録があった方
・17歳（高校２年生相当）になった年度から令和４年

３月31日までに、任意（自費）でサーバリックスま
たはガーダシルワクチンを１～３回接種した方
・子宮頸がん予防ワクチンの任意（自費）接種について

他の自治体から助成（一部または全部）を受けていな
い方
申請期限　令和７年３月末
※申請方法や必要書類など、詳しくはホームページを

ご覧ください。
問合せ　健康増進課（☎826‐3471）

子宮頸がん予防ワクチンを任意で
接種した方へ償還払いを行います

お知
らせ

全国瞬時警報システム（Ｊアラート）
全国一斉情報伝達訓練が行われます

　全国瞬時警報システムとは、弾道ミサイル攻撃など、
対処に時間的余裕のない事態に関する情報が、人工衛
星と地上回線で国から送信され、市の防災行政無線か
ら自動で放送されることで、直接皆さんに伝達される
ものです。
　システムの情報伝達訓練が、次のとおり行われます。
日時　11月16日（水）　午前11時
放送内容　
１．チャイム音
２．「これは、Ｊアラートのテストです」×３回
３．コールサイン（例：「土浦市からのお知らせです」）
４．チャイム音
問合せ　防災危機管理課（☎内線2009）

お知
らせ

「コロナに負けるな！応援チケット（プレミアム付商品券）」を追加で抽選販売しますお知
らせ

対象　市内在住の方
内容　１セット５千円（１万円分の商品券）
　　　１人１セットまで
※利用できる店舗一覧は、ホームページをご覧ください。
使用期限　令和５年２月28日（火）
申込方法　土浦商工会議所ホームページから
申込期間　11月６日（日）～18日（金）
※当選者へは、12月上旬ごろにはがきを送ります。
※利用方法などは、11月５日（土）から設置するチラシ

をご覧ください。
　設置場所…土浦商工会議所、土浦市新治商工会、市

役所本庁舎、各中学校地区公民館、各支所・出張所
問合せ　土浦商工会議所（☎822‐0391）

全店共通券 見本見本見本見本

特別応援店専用券

見本見本見本見本

日時　令和５年１月８日（日）　午後１時30分から
　　　（受け付けは午後０時30分から）
場所　クラフトシビックホール土浦（市民会館）
対象　平成14年４月２日から平成15年４月１日まで

に生まれた方
持ち物　案内状（入場券）
申込方法　ホームページから
※案内状は12月上旬ごろに送付し

ます。詳しくは、ホームページを
ご覧ください。
問合せ　生涯学習課（☎内線5161）

令和５年　土浦市二
は た ち

十歳のつどいお知
らせ
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　本年中に納付した国民年金保険料について、社会保
険料控除を受けるには、年末調整や確定申告の際に、
保険料の納付を証明する書類が必要です。
　日本年金機構から「社会保険料控除証明書」が発送さ
れますので、大切に保管してください。

国民年金保険料は
全額が社会保険料控除の対象です

お知
らせ

国民年金保険料納付時期 控除証明書発送時期
令和４年１月１日～９月30日 令和４年10月下旬～11月上旬

令和４年10月１日～12月31日 令和５年 2 月上旬

問合せ　土浦年金事務所（☎825‐1170）

11月は労働保険未手続事業一掃
強化期間です

お知
らせ

　労働者（アルバイトを含む）を１人でも雇っている事
業主は、労働保険の成立手続を行う義務があります。
　制度や手続きについて詳しくは、最寄りの労働基準
監督署またはハローワークへお問い合わせください。
◉土浦労働基準監督署労災課　☎882‐7022
◉ハローワーク土浦　☎822‐5124
問合せ　茨城労働局労働保険徴収室（☎029‐224‐6213）

住民基本台帳の閲覧状況を公表しますお知
らせ

※詳しい閲覧状況は、市の掲示板に掲載します。
問合せ　市民課（☎内線2286）

　令和４年４月１日から９月30日までの閲覧件数を
公表します。

国または地方公共団体の機関による閲覧 ７件

法人などによる公益性が高いと認めた閲覧 ６件

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化するなか
で、食料品などの物価高騰に直面する低所得の子育て
世帯の生活を応援するため、給付金を支給します。
※離婚した方やDV避難中の方で、令和４年９月分の手

当を受給していない方は、お早めにご相談ください。

茨城県　低所得の子育て世帯に対する生活応援特別給付金を支給しますお知
らせ

支給額　　児童１人あたり５万円（１回限り）
申請期間　11月１日（火）～令和５年２月28日（火）

申請方法など、詳しくはホームページをご覧ください。
問合せ　こども政策課（☎内線2304）

◆ひとり親世帯分
対象　次のいずれかに該当する方
①令和４年９月分の児童扶養手当を受給している方
②公的年金などを受給していることで、令和４年９月

分の児童扶養手当の支給を受けていない方
※「公的年金」は、遺族年金、障害年金、老齢年金、労

災年金、遺族補償などです。
③新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変し、

収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準と
なっている方
手続き
・①の方は申請不要です。11月11日（金）に、児童扶

養手当の支給口座に振り込みます。
・②・③の方は申請が必要です。

◆ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分
対象　次のいずれかに該当する方
①令和４年９月分の児童手当または特別児童手当を受

給していて、令和４年度住民税均等割が非課税の方
②対象児童の養育者で、土浦市に住民登録があり、次

のいずれかに該当する方
・令和４年度住民税均等割が非課税の方
・新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変し、

令和４年度住民税非課税相当の収入になった方
※「対象児童」は、平成16年４月２日～令和５年２月

28日に生まれた方。障害児は、令和４年８月31日
時点で20歳未満の方
手続き
・①の方は申請不要です。11月18日（金）に、児童手当

または特別児童扶養手当の支給口座に振り込みます。
・②の方は申請が必要です。

　「介護マーク」は認知症や障がいがある人を家族が介
護していることを知らせるもので、介護をする人が周
囲の理解を得ることにつながります。
　市ではこの「介護マーク」を配布していますので、介
護中など、必要なときにご活用ください。
配布場所　高齢福祉課
　　　　　各中学校地区公民館
問合せ　高齢福祉課（☎内線2479）

「介護マーク」をご活用くださいお知
らせ
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11月９日～15日は秋季全国火災予防運動期間です　
～お出かけは　マスク戸締り　火の用心～

お知
らせ

◆「住宅防火　いのちを守る」10個のポイント
４つの習慣
・寝たばこは絶対にしない、させない。
・ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。
・こんろを使うときは火のそばを離れない。
・コンセントはほこりを清掃し、不要なプラグは抜く。
６つの対策
・ストーブやこんろは安全装置の付いた機器を使用する。
・住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安
　に交換する。
・部屋を整理整頓し、寝具、衣類およびカーテンは、
　防炎品を使用する。
・消火器などを設置し、使い方を確認しておく。
・避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。
・防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域
　ぐるみの防火対策を行う。

◆すべての住宅に、住宅用火災警報器の設置が義務付
けられています

　火災から自分の命、家族の命を守るために住宅用火
災警報器を設置しましょう。
　また、住宅用火災警報器は火災を感知するために常
に作動していて、その寿命は約10年とされています。

「いざ」というときに適切に作動
するように、定期的に作動テス
トを実施し、必要に応じて適切
に交換しましょう。
◆令和４年度土浦市火災予防ポスター展
期間　11月７日（月）～16日（水）
場所　イオンモール土浦（上高津）　３階

問合せ　消防本部予防課（☎821‐5967）

住宅用火災警報器

　高齢者の口腔機能の低下や肺炎などの疾病を予防す
るため、無料の歯科健康診査を実施しています。
実施期間　12月末まで（医療機関の休診日を除く）
対象者　茨城県後期高齢者医療広域連合の被保険者で、
　　　　今年度76歳、81歳、86歳になる方
※対象者には、８月に案内を送付しています。受診方
　法など、詳しくは案内をご覧ください。
問合せ　茨城県後期高齢者医療広域連合
　　　　（☎029‐309‐1212）

高齢者無料歯科健康診査お知
らせ

税務署でインボイス制度と補助金
の説明会を行います

お知
らせ

　インボイス（適格請求書）制度の開始に向け、関東信
越国税局管内すべての税務署で、説明会を行います。
日程　11月21日（月）、22日（火）、24日（木）、25日（金）
場所　県内税務署（土浦・竜ケ崎・水戸・古河・下館・

潮来・日立・太田）　ほか
※申込方法など、詳しくはホームページをご覧ください。
問合せ　土浦税務署個人課税第一部門（☎822‐3516）

陸上自衛隊夜間飛行訓練お知
らせ

日程　11月15日（火）、16日（水）
場所　陸上自衛隊霞ヶ浦飛行場および周辺空域　
問合せ　陸上自衛隊航空学校霞ヶ浦校（☎842‐1211）

　「もしかして虐待かも」「あの親子、大丈夫かな」と
思ったら、迷わずご連絡ください。それは、親子の未
来を守る連絡です。
◉土浦市子ども家庭総合支援拠点　☎内線2392
◉児童相談所虐待対応ダイヤル　☎189（24時間対応）

11月は児童虐待防止推進月間ですお知
らせ

189
いち はや  く

☎
児童相談所
虐待対応ダイヤル

問合せ　こども包括支援課（☎内線2392）

　夫やパートナーからのDV、ストーカー行為、ハラ
スメントなど、女性に対する暴力は人権問題です。無
料電話相談を行っていますので、ご相談ください。
◉法務局「女性の人権ホットライン」　☎0570‐070‐810
11月18日（金）～24日（木）は、開設時間を拡大します。
　平日　　　…午前８時30分～午後７時
　土日・祝日…午前10時～午後５時
※通常の開設時間は、平日の午前８時30分～午後５時

15分です。
◉内閣府「DV相談ナビ」　☎♯8008
問合せ　男女共同参画室（☎827‐1107）

11月12日～25日は
女性に対する暴力をなくす運動期間です

お知
らせ

♯8008
は  れ  れ  ば
☎
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日時　11月19日（土）　午後１時30分～３時30分
場所　阿見町本郷ふれあいセンター（阿見町本郷）
対象　精神に障害がある方とその家族
内容　悩み相談、意見交換
問合せ　土浦保健所（☎821‐5516）

土浦地方家族会の開催相　
　談

第２回土浦市都市計画審議会お知
らせ

日時　11月22日（火）　午後１時から
　　　（受け付けは午後０時30分から）
場所　男女共同参画センター　研修室１・２
内容　土浦市都市計画マスタープラン（案）、土浦市立

地適正化計画（案）について　ほか
傍聴定員　10人（先着順）
問合せ　都市計画課（☎内線2361）

第３回土浦市公共施設等
再編・再配置計画策定委員会

お知
らせ

日時　11月16日（水）　午前10時から
　　　（受け付けは午前９時30分から）
場所　土浦市総合福祉会館（ウララ２ビル）　４階
内容　土浦市公共施設等再編・再配置計画（案）につい

て　ほか
傍聴定員　10人（先着順）
※委員会のこれまでの開催結果など、詳しくはホーム

ぺージをご覧ください。
問合せ　行革デジタル推進課（☎内線2384）

第２回土浦市空家等対策協議会お知
らせ

日時　11月18日（金）　午後１時30分から
　　　（受け付けは午後１時から）
場所　土浦市総合福祉会館（ウララ２ビル）　４階
内容　土浦市の空家等対策の状況について、第２期土

浦市空家等対策計画の策定（案）について　ほか
傍聴定員　５人（先着順）
問合せ　生活安全課（☎内線2241）

日時　11月19日（土）　午前10時～午後３時
場所　亀城プラザ
内容　土浦調停協会の調停委員による、以下の調停手

続きの悩み相談
　　　民事…土地建物、交通事故、金銭問題など
　　　家事…夫婦・親子・相続の家庭問題など
問合せ　土浦調停協会（水戸地方・家庭裁判所土浦支

部内　☎821‐4359）

無料調停手続相談会相　
　談

日時　11月12日（土）　午前９時30分～午後０時30分
内容　医療・福祉団体のスタッフによる医療や介護

サービスで困っていることなどの相談
◉相談ダイヤル　☎029‐228‐0600、☎029‐228‐0602 
問合せ　茨城県社会保障推進協議会（☎029‐228‐0600）

国保・医療・介護なんでも電話相談室相　
　談

日時　11月16日（水）　午前10時～午後３時
　　　11月19日（土）　午前10時～午後４時　　　
場所　常陽銀行土浦支店（中央二丁目）
申込方法　電話で
問合せ　同支店（☎822‐3216）

社会保険労務士による無料年金相談相　
　談

　第43回サントリー地域文化賞の受賞を記念して、
土浦帆曳船保存会による特別操業を行います。ぜひご
覧ください。
日時　11月19日（土）、26日（土）
　　　午後１時15分～２時30分
※霞ヶ浦遊覧船の運航情報など、詳しく

はホームぺージをご覧ください。
問合せ　土浦市観光協会（☎824‐2810）

サントリー地域文化賞受賞記念　
土浦観光帆曳船　特別操業

お知
らせ

◆いばらきマリッジサポーター県南土浦支部
日時　11月20日（日）　午前10時～午後２時
場所　四中地区公民館
持ち物　写真１枚（正装の上半身Ｌ判のもの）
参加方法　当日、開催場所へ直接
◆エンゼルプラン土浦C‐LOVE
日時　11月20日（日）　午後１時30分～午後３時30分
場所　男女共同参画センター　研修室３
持ち物　写真２枚（別カットのもの）
参加方法　当日、開催場所へ直接
問合せ　こども政策課（☎内線2281）

結婚相談会相　
　談
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日時　11月19日（土）　午前10時～午後４時
　　　11月20日（日）　午前９時～午後３時
場所　霞ヶ浦総合公園
内容　自転車メーカー・アウトドアメーカーの出展、

地域産品販売、キッチンカー、トークショー　など
※宿泊を希望する場合は、ホームページからの申し込

みが必要です。
問合せ　プレイアトレ土浦（☎835‐3000）

旅フェスティバル
BIKE&CAMP KANTOU 22

催　
　し

日時　12月３日（土）　午前９時～午後１時
集合場所　ラクスマリーナ（川口二丁目）
対象　自転車（クロスバイク）で25㎞程度走ることがで

きる体力がある小学４年生以上の方（小学生は
保護者の同伴が必要）

講師　筑波山地域ジオパーク認定ジオガイド
内容　湖上遊覧、自転車でジオサイト見学
定員　20人（先着順）
持ち物　飲み物、自転車に乗れる服装、
　　　　（小雨時のみ）レインコートなどの雨具
料金　1500円
申込方法　11月９日（水）から商工観光課へ電話また

は直接
問合せ　商工観光課（☎内線2705）

船と自転車で霞ヶ浦を楽しもう！催　
　し

日時　11月23日（水）　午前９時～午後０時30分
集合場所　ラクスマリーナ（川口二丁目）
対象　市内在住の方
内容　国交省が保管しているアオコ回収船・底

ていでい

泥浚
しゅんせつ

渫
船の見学、湖上観測所の内部見学

定員　10人（定員を超えた場合は抽選）
申込方法　住所、氏名、電話番号を記入してメールま

たは電話で
申込期限　11月14日（月）
問合せ　環境保全課（☎内線2364
　　　　  k-kasumi@city.tsuchiura.lg.jp）

湖上セミナー「霞ヶ浦で活躍した
国の特殊船を見てみよう！」

講　
　座

南部地区オストミー講習会

　オストメイト（人工肛門・人工膀胱保有者）やその家
族だけでなく、どなたでも受講できます。
日時　11月27日（日）　午後１時～３時
　　　（受け付けは午後０時30分から）
場所　土浦市総合福祉会館（ウララ２ビル）　４階
講師　山岸美智子さん（せせらぎの森訪問看護ステー

ション　皮膚・排泄ケア認定看護師）
内容　オストメイトの在宅介護時のケア、自宅や外泊

時の入浴方法と注意点　など
申込方法　電話で
申込期限　11月20日（日）
問合せ　日本オストミー協会茨城県支部
　　　　南部地区センター（☎0297‐52‐4420）

講　
　座

子ども郷土研究発表会催　
　し

日時　11月26日（土）　午前10時～11時
場所　上高津貝塚ふるさと歴史の広場　考古資料館
作品展示期間　11月26日（土）～12月18日（日）
※発表会の見学のみの場合、入館料は無料です。
問合せ　同館（☎826‐7111）月曜休館

日時　11月26日（土）　午前10時～午後３時
※なくなり次第、終了します。
場所　土浦まちかど蔵「野村」
　　　新治総合福祉センター
内容　天童市の特産品（リンゴ、
　　　ラ・フランス、銘菓など）の販売
※販売方法など、詳しくはホームページをご覧ください。
問合せ　土浦市観光協会（☎824‐2810）

天童フェア催　
　し

期間　11月19日（土）～令和５年２月12日（日）
内容　「小町庵」、「交流サロン小町」、「カフェこまち＋」

のほか、小野地区周辺の常陸秋そばを扱う店舗
で複数回飲食した方に、小町の館で使える商品
券などの商品をプレゼント

※対象店舗など、詳しくはホームページをご覧ください。
問合せ　小町の館（☎862‐1002）

催　
　し

小町の里
「常陸秋そば」フェア2022

常陸秋そば
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日時　12月３日（土）　午後１時30分～３時30分
場所　男女共同参画センター　研修室１・２
対象　市内在住の方
講師　長谷静香さん（心理カウンセラー）
内容　アドラー心理学をもとにした、心がちょっと軽

くなるお話
定員　40人（先着順）
申込方法　二次元コードから、または住所、氏名、電

話番号を記入してメールまたは電話で
問合せ　男女共同参画室（☎827‐1107
　　　　  josei@city.tsuchiura.lg.jp）

男女共同参画セミナー「１日ひと
しずく～疲れた心が軽くなる～」

講　
　座

雑誌スポンサーと図書館ホームページの
広告主を募集します

募　
　集

◆図書館ホームページバナー広告主募集
広告掲載期間　１～12か月（１か月単位、年度を超え
　　　　　　　ることはできません）
掲載料　１枠あたり月額5000円
掲載場所　トップページ下段
対象　公社、公団、個人でない事業者
※広告の規格や申込方法など、詳しくはホーム

ページをご覧ください。
問合せ　市立図書館（☎822‐3025）

◆雑誌スポンサー募集
雑誌の代金をご負担いただく代わりに、その雑誌の

最新号に広告を掲載します。
スポンサー期間　１年間
スポンサー料　掲載を希望する雑誌の年間購読料
掲載場所　最新号雑誌カバーの表・裏面
対象　個人でない事業者
※対象雑誌や申込方法など、詳しくはホーム

ページをご覧ください。

日時　12月13日（火）　午前10時～午後１時
場所　二中地区公民館
講師　石塚ナツ子さん（料理研究家）
内容　地球と家計にやさしい料理
定員　16人（先着順）
持ち物　エプロン、三角巾、ふきん、筆記用具
料金　600円（材料費）
申込方法　土浦市消費生活センターへ電話で
問合せ　同センター（☎823‐3928）

くらしのセミナー
「食品ロスを考える料理教室」

講　
　座

日時　12月４日（日）　午前10時～正午
　　　（受け付けは午前９時30分から）
場所　東小学校　体育館
対象　市内在住・在勤の18歳～40歳の方
内容　ヘルシーボール体験会
定員　10人（先着順）
持ち物　室内用の運動靴、動きやすい服装
申込方法　二次元コードから、または住所、氏名（フ

リガナ）、年齢、性別、電話番号を記入し
てメールまたは電話で

問合せ　男女共同参画室（☎827‐1107
　　　　  josei@city.tsuchiura.lg.jp）

男女共同参画セミナー
「若者交流支援セミナー」

講　
　座

日時　12月14日（水）
　一般　　　…午前９時30分～午後０時30分
　　　　　　　（受け付けは午前９時から）
　給油取扱所…午後１時～４時
　　　　　　　（受け付けは午後０時45分から）
場所　クラフトシビックホール土浦（市民会館）
対象　危険物取扱者
申込方法　ホームページからダウンロードした申請書

に必要事項を記入し、郵送
申込期間　11月22日（火）～29日（火）（必着）
問合せ・申込先　
　茨城県危険物安全協会連合会（☎029‐301‐7878
　〒310‐0852　水戸市笠原町978‐26）

危険物取扱者保安講習会講　
　座

新治運動公園多目的グラウンド　
ネーミングライツ事業

　新治運動公園多目的グラウンドに、ネーミングライ
ツ（命名権）を導入します。
　ネーミングライツ事業は、スポンサーを広く募集し、
優良な民間企業との協働により、施設の知名度や魅力
を高めることを目的としています。
ネーミングライツ期間　
　令和５年４月１日から３年
命名権料の基準額
　年間100万円以上
申込方法　ホームページまたはスポーツ振興課窓口に

ある申込書に必要事項を記入し、必要書類
を添付のうえ、郵送または直接

申込期間　11月１日（火）～12月９日（金）
問合せ　スポーツ振興課（☎内線5123）

募　
　集

新治運動公園



令和５年度　保育施設新規入所の申し込みを受け付けます募　
　集

受付期間
　第１次受付（要予約要予約）
　11月25日（金）～12月12日（月）の平日、
　12月４日（日）休日窓口　午前９時～午後５時
　※第１次受付申込者を優先して選考します。

　第２次受付
　12月13日（火）～令和５年２月10日（金）の平日

受付場所　保育課（ウララ２ビル８階）※郵送不可
対象者　市内に住民登録があり、家庭で保育ができな

　　　い児童（保育施設で集団生活ができる児童）
　　　　※当日はお子さん同伴でお越しください。
必要書類
①保育所入所申込書（児童１人につき１枚）
②支給認定申請書（児童１人につき１枚）
③家庭で保育できないことを証明する書類【就労証明

書や診断書（保育所入所用）などのいずれか】
④保育所申請用補助表、心身状況書  
⑤母子手帳　　⑥入所申込に関する確認書
⑦マイナンバーカードの写し（令和４年１月１日に土

浦市外に住所があった方のみ）
※③⑦は父母ともに必要です。
※同居している祖父母が65歳未満の方は、③の祖父

母分があると、入所選考の参考書類となります。
申請書類は、保育課、市内各保育施設、各支所・出張
所で配布しています。また、ホームページからダウン
ロードできます。
※書類の記入方法や保育施設について相談などがある

場合は、受付期間前にお問い合わせください。

第第１次受付は、事前予約制です。１次受付は、事前予約制です。
予約受付開始…11月７日（月）午前９時
必ず、来庁する前日までに、右の二次元
コードから予約をお願いします。 来庁予約

システム
１組20分間の時間枠で対応します。
書類の記入を済ませて、持参してください。
※インターネット環境がなく、予約が難しい場合

はご連絡ください。
※受付の順番は、選考と関係ありません。
※予約のない方や書類の不足がある方は、窓口で

予約をとって、再度来庁していただきます。

現在保育施設に入所中で、転園を希望する場合
・新規扱いとなり、新たに申し込みが必要です。 問合せ　保育課（☎内線2418）

保 育 施 設 名 所 在 地 対 象

公
立
保
育
所

荒川沖保育所 荒川沖西二丁目 産休明け～５歳
霞ケ岡保育所 霞ケ岡町 １歳～５歳
東崎保育所 東崎町 １歳～５歳
天川保育所 天川一丁目 １歳～５歳
神立保育所 神立中央三丁目 産休明け～５歳

民
間
保
育
所（
園
）

土浦愛隣会保育所 右籾 産休明け～５歳
愛保育園（愛隣会分園）中村南一丁目 産休明け～２歳
めぐみ保育園 烏山五丁目 産休明け～５歳
白鳥保育園 白鳥町 産休明け～５歳
エンゼルゆめ保育園 真鍋二丁目 産休明け～５歳
つくば国際保育園 真鍋新町 産休明け～５歳
中央保育園 神立中央一丁目 産休明け～５歳
高岡保育園 高岡 産休明け～５歳
藤沢保育園 藤沢 産休明け～５歳
白帆保育園 蓮河原新町 産休明け～５歳
あおぞら保育園 上高津 産休明け～５歳
童話館保育園 東真鍋町 産休明け～５歳
ともっこ保育園 真鍋三丁目 産休明け～５歳
中村白百合ナーサリー 西根南三丁目 １歳～５歳
都和保育園 並木二丁目 産休明け～５歳
桜川保育園 田中三丁目 産休明け～５歳
新生めぐみ保育園 中村南一丁目 産休明け～５歳

保 育 施 設 名 所 在 地 対 象

認
定
こ
ど
も
園

幼
保
連
携
型

もみじこども園 富士崎二丁目 ６か月～５歳
もみじ第二こども園 若松町 ６か月～５歳
まなべすみれ幼稚園 東真鍋町 産休明け～５歳
エンゼルスポーツ幼稚園 烏山五丁目 産休明け～５歳

幼
稚
園
型

土浦聖母幼稚園 大町 ３歳～５歳
中央幼稚園 神立中央二丁目 １歳～５歳
土浦みどり幼稚園 並木四丁目 ３歳～５歳
あおば台幼稚園 右籾 ３歳～５歳
ひたち学院幼稚園 乙戸 ３歳～５歳
新学幼稚園 手野町 １歳～５歳
白帆幼稚園 蓮河原新町 ３歳～５歳
土浦日本大学高等学校
附属幼稚園（仮） 桜ケ丘町 ３歳～５歳

地
域
型
保
育
事
業

キッズマアム 板谷七丁目 産休明け～２歳
どんぐり保育園 神立中央五丁目 産休明け～２歳
キッズランドなないろ 大町 産休明け～２歳
キッズルームやまもと 西根南二丁目 産休明け～２歳
サンルーナ託児所 おおつ野二丁目 産休明け～２歳
はっぴー文京園 文京町 産休明け～２歳
はっぴー神立園 神立町 産休明け～２歳
キッズハウスうみの森 右籾 産休明け～２歳

保育施設一覧 （対象は令和５年４月１日時点の年齢）

※２ 令和５年４月１日から幼稚園型認定こども園として開園予定
※１ 令和５年10月１日から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）に移行予定

各施設の令和５年４月入所の空き状況（見込み）は、11月下旬に市ホームページに掲載します。

※２

※１
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