
□ 見学はすべての園で可能です。事前に園に電話予約をしてください。
□ 施設の各ページは、各園で作成したものをそのまま印刷しています。

□ 施設の各ページは、各園で作成したものをそのまま印刷取手市子育て支援課（取手市役所3階）電話：0297-74-2141（内線1341・1342）
〒302-8585 取手市寺田5139番地 http://www.city.toride.ibaraki.jp

R4.８作成



教育・保育施設一覧

3号 2号 1号 平日 土曜日 2・3号 1号

● ● 永山保育所 下高井2380 78-8925 7:00～19:00 平日と同じ 6か月～ 100 ●

● ● 井野なないろ保育所 井野3-15-1 86-7016 7:00～19:00 平日と同じ 6か月～ 220 ●

● ● 白山保育所 白山5-16-8 74-0543 7:00～19:00 平日と同じ 6か月～ 130 ●

● ● 中央保育所 藤代353 82-4154 7:00～19:00 平日と同じ 6か月～ 120 令和6年度までに民営化の計画

● ● 久賀保育所 萱場891-1 83-0433 7:00～19:00 平日と同じ 6か月～ 132 ●

● ● 取手保育園 2 白山2-9-28 73-0218 7:00～19:00 7:00～18:00 6か月～ 90

● ● ふたば保育園 3 東2-7-9 73-1421 7:30～19:30 7:30～18:30 6か月～ 50

● ● 育英保育園 4 山王89-2 85-8823 7:00～19:00 7:30～18:30 6か月～ 90

● ● たちばな保育園 5 米田259-1 85-2241 7:00～19:00 7:30～18:30 6か月～ 90 ●

● ● 共生保育園 6 椚木219 83-1569 7:00～19:00 7:00～18:00 6か月～ 60

● ● 稲保育園 7 西1-21-25 85-3508 7:00～20:00 7:00～18:00 6か月～ 90 ● ●

● ● 戸頭東保育園 8 戸頭3-17-1 78-2309 7:00～19:30 平日と同じ 6か月～ 138

● ● 藤代駅前ナーサリースクール 9 宮和田1136-1 86-6801 7:00～19:00 7:00～18:00 生後57日～ 60 ●

● ● ○ 認定こども園 たかさごｽｸｰﾙ取手 10 井野3-16-1 72-1708 7:00～19:00 7:00～18:00 生後57日～ 122 15 ●

● 認定こども園 たかさごｽｸｰﾙ取手ｱﾈｯｸｽ 11 中央町2-25 85-2613 7:00～20:00 7:00～18:00 生後57日～1歳 16 2歳児クラスから本園利用

● ● ○ 認定こども園 取手ふたば文化 12 西1-21-18 74-6666 7:00～19:30 7:30～18:30 6か月～ 86 150

● ● ○ 認定こども園 めぐみ幼稚園 13 戸頭3-4 78-5588 7:00～19:00 平日と同じ 6か月～ 72 70

● ● ○ 認定こども園 みどりが丘幼稚園 14 本郷4-10-7 73-3310 7:00～19:00 7:00～18:00 6か月～ 76 180

● ● ○ 認定こども園 戸頭さくらの森 15 戸頭4-5-7 78-3803 7:00～19:00 平日と同じ 6か月～ 57 75

● ● ○ 取手幼稚園 16 小文間4188 72-3160 8:00～19:00 平日と同じ 6か月～ 40 30

● ● ○ つつみ幼稚園 17 双葉3-7-1 83-3591 7:30～18:30 平日と同じ 6か月～ 48 140

● ○ 光風台幼稚園 18 光風台1-2-1 83-3545 7:50～18:50 8:00～16:00 満3歳～ 10 105

● ○ 白山幼稚園 19 白山2-9-7 73-2037 8:00～19:00 平日と同じ 満3歳～ 20 75

● ● ○ あづま幼稚園 20 ゆめみ野4-22-1 78-8341 7:30～18:30 平日と同じ 6か月～ 73 105

● 取手市医師会どんぐり保育園 21 野々井1926-2 70-2522 7:00～19:00 平日と同じ 3か月～ ● ● ● ● 3歳児から近隣の連携施設へ入園

○ チューリップ幼稚園 22 取手3-6-27 73-4121 8:00～18:00 8:00～12:00 満3歳～ 35

○ チューリップ第二幼稚園 23 吉田13-1 73-1263 8:00～18:00 8:00～12:00 満3歳～ 25

○ （市立）藤代幼稚園 24 藤代53 82-2008 8:50～16:00 年中・年長 70
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戸頭地域子育て支援センター

白山地域子育て支援センター

井野なないろ地域子育て支援センター

藤代地域子育て支援センター

➑

➒
➓

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

21
22

23

24

25

26

27

28

29

30

11

18

17

16

19

20

12

13

15

14

➎

➍

➌

➋

➊

１ 永山保育所

8 戸頭東保育園
9 稲保育園

事業所内保育園
16 どんぐり保育園 

17 めぐみ幼稚園
18 戸頭さくらの森
19 取手ふたば文化
幼稚園型認定こども園
24 あづま幼稚園

公立保育所

私立保育園

幼保連携型認定こども園

４ 中央保育所
５ 久賀保育所
私立保育園
13 たちばな保育園
14 共生保育園
15 藤代駅前ﾅｰｻﾘｰｽｸｰﾙ

23 取手幼稚園
29 つつみ幼稚園

26 光風台幼稚園

30 藤代幼稚園

公立保育所

幼保連携型認定こども園

幼稚園型認定こども園

公立幼稚園

２ 白山保育所 20 みどりが丘幼稚園
３ 井野なないろ保育所 21 たかさごｽｸｰﾙ取手ｱﾈｯｸｽ

22 たかさごｽｸｰﾙ取手
10 取手保育園 施設給付型幼稚園
11 育英保育園 27 チューリップ幼稚園
12 ふたば保育園 28 チューリップ第二幼稚園
幼稚園型認定こども園
25 白山幼稚園

公立保育所 幼保連携型認定こども園

私立保育園



【公立保育所】開所時間：7時～19時／受入年齢：6か月～

名称 所在地 電話番号 定員

永山保育所 下高井2380 78-8925 100名

井野なないろ保育所 井野3-15-1 86-7016 220名

白山保育所 白山5-16-8 74-0543 130名

中央保育所 藤代353 82-4154 120名

久賀保育所 萱場891-1 83-0433 132名

給食 完全給食 休日 日曜日・祝日・年末年始

保育料以外

の経費

延長保育（早朝7:00～7:30）50円

保育短時間認定の時間外保育（16:30～18:30）50円／1時間

延長保育（残留18:30～19:00）50円

保険掛金 父母会費 カラー帽子代など

その他、布団乾燥代などがかかる保育所もあります。

保育の特徴

散歩やリズム運動などを取り入れ丈夫な体や体力づくりをしています。ま

た、0歳児から5歳児の異年齢の交流の中で、思いやりの気持ちを育み、

少子化の中、兄弟関係のような育ちができるよう心掛けています。保健セ

ンターや発達センターなど各関係機関との連絡を密にし、子どもたちの健

全な発達をサポートしています。

主な保護者

参加行事

（一例：保育所によって違います）

4月

5月

6月

10月

12月

３月

入所式・保護者会総会

春の親子遠足

なつまつり

運動会

保育参観

卒園式

※ 保育参加・・・保護者に保育士体験を行ってもらう

1



取手保育園

【私立】

保育園 取手保育園 電話番号 0297―73―0218

認定区分 １号 ２・３号

利用定員 - 90人

受入年齢 - 0歳児 ～ 就学前

開園時間
(延長も含む)

-
平日 7 : 00 ～ 19 : 00

土曜日 7 : 00 ～ 18 : 00

教育保育

方針と特徴

緑豊かな環境の中で「明るく、正しく、仲良く」を基盤に、集団の中で園児一人ひとり

が健やかに育つよう保育します。

保育理念として、慈愛の精神・・・思いやりの心を大きく育て、命の大切さを知る。

2020年に創立８０周年を迎えた、地域で一番歴史のある保育施設です。

保育士は、人数にゆとりを持って各々休暇をとりやすく、リフレッシュして保育に

臨めるように雇用しています。

給食も自園提供のため5名の栄養士や調理員が保育士同様、休暇をとりながら心に

余裕を持って、安心安全な食事の提供をしています。

主な保護者

参加行事

４月
入園式

10月
運動会、秋の親子遠足（3

歳児以上）

５月
春の親子遠足

個人面談、家庭訪問（年長児）
11月

６月
保育参観

12月
おゆうぎ会

７月
みたままつり納涼盆踊り大会

１月

８月 ２月

９月
保育参観（祖父母対象）

３月
卒園式

その他

毎月の誕生会には、誕生月の年長児の保護者を招いて、お祝いする

ホームペー

ジURL

http://www.toridehoikuen.com/

２



取手保育園

１号 ２・３号

給食費

（3歳クラス以上）

主食費 1,000円

副食費 4,500円

保育料以外

の経費

●保育標準時間認定の方

・早朝保育

・残留保育 100円/30分

●保育短時間認定の方

・早朝保育 50円/30分

・時間外保育 50円/30分

・残留保育 100円/30分

★その他

・園児服（3歳児以上）

5,000～6,000円

・体操服（3歳児以上）

上：2,000～2,300円

下：1,700～2,000円

※サイズによって価格変動



ふたば保育園

【私立】

保育園 ふたば保育園 電話番号 0297-73-1421

認定区分 １号 ２・３号

利用定員 - 50人

受入年齢 - 6か月～就学前

開園時間
(延長も含む)

-
平日 7 : 30 ～ 19 : 30

土曜日 7 : 30 ～ 18 : 30

教育保育

方針と特徴

・ 子ども達の心身の健康を育む保育

・ 子ども達の自覚と自立を支える保育

・ 子ども達の創造力と表現力を培う保育

・ 少人数ではありますが環境にも恵まれ｢家庭的な保育｣をモットーに保護者の

方が安心して仕事ができるよう職員同志の輪を大切に日々保育しております

主な保護者

参加行事

４月 入園式・始業式 10月 運動会

５月 親子遠足 1２月 お遊戯会

６月 保育参観 総会 2月 保育参観・作品展

７月 みたままつり盆踊り大会 ３月 卒園式

９月 敬老の日 祖父母招待
※年長児の誕生月保護者

に参加して頂く

その他

「明るく・正しく・仲良く」子ども達が「幸せ」に過ごせるよう乳幼児の

健全な発達を助長し、あたたかみのある保育を心がける

・健康で明るい子 ・感謝の気持ち、思いやりのある子

・友達と協力できる子 ・よく見よく考えて行動できる子

・正課体育指導 月3回（1回は年長児のみ）

・リサイクル運動 月1回（4,5歳児 カスミストアーへ）

・記録！走ろう会 月1回（3,4,5歳児）1km完走タイム測定(土手)

・茶道 月1回（年長児）

・絵画の日 月2回

・みんなで遊ぼう会 月1回（第3木曜日）

公開保育

・七草粥、あずき粥を食べる会（1月）

ホームペー

ジURL
http://www.futaba-n.info/

３



ふたば保育園

１号 ２・３号

給食費

・3歳以上クラス

給食費：5,200円/月

（内訳 主食費： 700円

副食費：4,500円）

保育料以外

の経費

≪延長保育料≫

●保育標準時間認定の方

・残留保育

(18:30～19:00、

19:00～19:30 50円/30分)

●保育短時間認定の方

・時間外保育

(16:30～18:30 50円/60分)

・残留保育

(18:30～19:30 50円/30分)

★園児服

(冬 3,470円・夏1,990円)

園帽子(1,300円、2歳児以上)

★保護者会費400円/月



育英保育園

【私立】

保育園 育英保育園 電話番号 0297-85-8823

認定区分 １号 ２・３号

利用定員 - 90人

受入年齢 - 生後６か月～就学前

開園時間
(延長も含む)

-
平日 7 : 00 ～ 19 : 00

土曜日 7 : 30 ～ 18 : 30

教育保育

方針と特徴

≪保育方針≫ 明るく・正しく・仲良く

≪保育目標≫ 慈悲不殺（生命尊重の保育）

仏道成就（正しきを見て絶えず進む保育）

正業精進（良き社会人を作る保育）

育英保育園は、仏教保育を柱とし、園生活の中で社会性や協調性を養うとともに、良い

生活習慣を身につけ、心身ともに健やかに成長されるよう、年齢に応じた綿密な指導計

画をもとに保育します。

限りなく可能性を秘めたお子さんのために、よりよい環境を提供し、健やかな育ちを支

援いたします。

主な保護者

参加行事

４月
入園式

保育参観(総会)
10月 運動会

５月
親子遠足(３歳児～)

11月

６月
給食試食会

12月 発表会

７月 祖父母会 １月

８月
親子盆踊り会(みたままつり)

ほっとサロン
２月 保育参観・クラス懇談会

９月
いくえひろば(自由参観日)

３月 卒園式

その他

★ 仏教行事 4月はなまつり ８月みたままつり

12月成道会 ２月涅槃会

★ 体操教室（３歳児～） ３～４回/月

★ 書道教室（５歳児） 年間10回コース

ホームペー

ジURL
http://www.ikuei-n.info/

4



育英保育園

２・３号

給食費

（3歳児クラス以上）

主食費 700円

副食費 4,500円

合 計 5,200円

保育料以外

の経費

●父母会費 370円/月

きょうだい下の子 170円/月

●保育用品

・運動帽子(全園児) 1,000円

ネックガード付き

・園児服(３歳児～) 4,750円

・通園カバン(３歳児～) 2,140円

・体操服上下(３歳児～) 4,710円

価格は変更になることがあります。

その他保育用品は園支給となります。

●卒園児積立金 5,000円×4回

●遠足代、書道用品代など随時徴収

●保育標準時間認定の方

・早朝保育

7:00～7:30 50円/30分

・残留保育

18:30～19:00 50円/30分

●保育短時間認定の方

・早朝保育

7:00～7:30 50円/30分

・時間外保育

16:30～18:30 50円/60分

・残留保育

18:30～19:00 50円/30分

★その他



たちばな保育園

【私立】

保育園 たちばな保育園 電話番号 0297-85-2241

認定区分 １号 ２・３号

利用定員 - 90人

受入年齢 - 生後6か月 ～就学前

開園時間
(延長も含む)

-
平日 7 : 00 ～ 19 : 00

土曜日 7 : 30 ～ 18 : 30

教育保育

方針と特徴

《保育方針》

布 施 友だちとなかよくあそべる子

持 戒 きまりをよくまもり みんなといっしょにあそべる子

忍 辱 がまんづよく しまいまでやりとげる子

精 進 お休みをしない丈夫な体をもち できることは自分でする子

禅 定 あわてないで いつも心のやさしい子

智 慧 ものごとをよく考えて すすんでよいことをする子

《保育の特徴》

４,５歳児は、丈夫な体作りと基本的な運動能力を高めるために毎週火曜日に、講師を

依頼して体操教室を行っています。

主な保護者

参加行事

４月
入園・進級式

10月 運動会

５月
親子遠足

11月
いも煮会(祖父母対象交流

会)

６月
保育参観

12月 保育参観

７月
みたま祭り(盆踊り)

１月

８月 ２月 おゆうぎ会

９月 ３月
体操教室参観(年長クラス

のみ)

その他

《一時保育事業》

【利用対象児】市内在住の満1歳～就学前

（幼稚園児は、春・夏・冬休み期間で保護者が仕事の場合に限る）

【保育時間】

月～金曜日 8:30～17:00 ※祝日、年末年始を除く

【利用料金】

3歳未満児：1時間 300円 3歳以上児：1時間 150円

給食費：1食 250円

ホームペー

ジURL
http://www.tachibanahoikuen.ed.jp/

5



たちばな保育園

１号 ２・３号

給食費

≪給食費≫ 5,200円

（内訳…

主食費700円、副食費4,500円）

★満3歳になった後の４月１日から小

学校入学前までの３年間。

★年収360万円未満相当世帯の子供た

ちと、全ての世帯の第３子以降の子供た

ちについては、副食（おかず・おやつ等）

の費用が免除されます。

保育料以外

の経費

≪延長保育料≫

●保育標準時間認定の方

・早朝保育(7:00～7:30 50円/30分)

・残留保育

(18:30～19:00 ５0円/30分)

●保育短時間認定の方

・早朝保育(7:00～7:30 50円/30分)

・時間外保育

16:３0～18:30 50円/60分）

・残留保育

(18:30～19:00 50円/30分）

★帽子、お道具箱、体操服(３歳以上)な

ど

★父母会費400円／月間

★絵本300～450円程度／月



共生保育園

【私立】

保育園 社会福祉法人 共生保育園 電話番号 0297-83-1569

認定区分 １号 ２・３号

利用定員 - 70人

受入年齢 - 生後6か月～就学前

開園時間
(延長も含む)

-
平日 7 : 00 ～ 19 : 00

土曜日 7 : 00 ～ 18 : 00

教育保育

方針と特徴

子ども達にとって保育園は、初めての場所・人・時間…そんな全ての“初めて”を

大切に、優しく温かい環境づくりを心がけています。

この幼児期の生育は人格形成において、子どもの心に大きな影響を与えます。就学

からでも十分に間に合う知識や技術の押し付けばかりではなく、『生命尊重』『明る

く 正しく 仲良く』の仏教保育理念に基づき、子どもたち一人ひとりの豊かな心の

育ちと、逞しく健やかな発達を願い保育にあたります。保護者の皆さまとともに子

どもたちの成長を喜び、見守っていきたいと思います。

「生命尊重」とは

自分の生命を大切にすると同様に他の人および人間以外の動物…草や木々全ての

物の生命を大切にする事は、幼児の情操に大きな影響を及ぼします。すべての物に

「いのち」がある事を日々の保育の中で伝えながら、それらが共に支え合って生か

されている事。そしてその支え合いの輪の中に自分自身も入っている事（共生）を

伝えていきたいと思います。

主な保護者

参加行事

４月 入園式（新入児） 10月 運動会

５月
親子遠足・保護者会総会・

参観・懇談会
11月

親子ふれあい DAY（年長

児のみ）

６月 12月 お遊戯会・お餅つき

７月 みたままつり（盆踊り） １月

８月 ２月 作品展

９月 敬老会（祖父母） ３月 卒園式

他、保育参加（随時希望者）

その他

茶道の時間（年中児・年長児） /月1回

造形絵画の日（2才児～5才児） /月2回

体操の日 /月3回

音楽の時間 /月1回

英語あそび /月1回

ホームペー

ジURL

http://www.ans.co.jp/n/kyousei/
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共生保育園

１号 ２・３号

給食費

（3歳児クラス以上）

主食費： 700円

副食費：4,500円

保育料以外

の経費

●保育標準時間認定の方

・早朝保育：無料

・残留保育：無料

●保育短時間認定の方

・早朝保育：無料

・時間外保育：無料

・残留保育：無料

★その他

・園児服：3,380円（３才より）

・園カバン：3,200円（２才より）

・体操服(上下)：2,350円（3才より）

以下任意

布団乾燥代：400円

保護者会費：500円



稲保育園

【私立】

保育園 稲保育園 電話番号 0297－85－3508

認定区分 １号 ２・３号

利用定員 - 90人

受入年齢 - ６か月～就学前

開園時間
(延長も含む)

-
平日 ７ : 00 ～ 20 : 00

土曜日 ７ : 00 ～ 18 : 00

教育保育

方針と特徴

・土、水、太陽の下でのびのびよく遊びよく食べて健康な心と体を育てる。

・まわりの大人の愛情でひとりひとりの子どもが「自分が好き、みんなが好き」を

体験できるようにする。

・トラブルなどの失敗体験を見守り、大切にすることで「考える力」 「生きる力」

を身につけるようにする。

・ひとりひとりの気持ちを受け止め、いっしょに考えたり待ったり褒めたり援助

しながら「やれば出来る」という達成感を自信につなげ、困難なことにも挑戦する

意欲につなげる。

主な保護者

参加行事

４月
◎入園式、進級式

◎父母総会・クラス懇談会
10月

◎運動会

☆５歳児交流会

５月
こいのぼりと遊ぼう

☆田植え体験
11月

ピクニック

内科・歯科健診

６月 内科・歯科健診 12月 ◎保育参観、クリスマス会

７月
七夕集会、プール開き

◎夏まつり
１月 餅つき（ならせもち）

８月
◎保育参加

☆５歳児お楽しみ保育
２月 節分集会

９月
◎保育参加

☆稲刈り体験
３月

ひな祭り集会、お別れ遠足

お別れ会、◎卒園式

◎印は保護者参加の行事、☆印は年長児のみ参加の行事です。

・避難訓練、身体測定、お誕生会は毎月行ないます。

・毎月ボランティアさんによる「おはなし会」があります。

・毎週１回、外部講師による体操教室があります。(3、4、5歳児)

・月２回外国語による異文化交流があります。(4、5歳児)

その他

ホームペー

ジURL
http://swas.jp/ina/
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稲保育園

１号 ２・３号

給食費

（3歳児クラス以上）

●月額 5,500円

内訳 主食 1,000円

副食 4,500円

※食材の高騰等により、給食費を見直す

場合があります。

保育料以外

の経費

●保育標準時間認定の方

・早朝保育

7:00～7:30 50円/30分

・残留保育

18:31～19:00 50円/30分

19:01～20:00 200円/30分

●保育短時間認定の方

・早朝保育

7:00～7:30 50円/30分

・時間外保育

7:31～8:30 50円/30分

16:31～18:30 50円/30分

・残留保育

18:31～19:00 50円/30分

19:01～20:00 200円/30分

★保護者会費：400円/月



戸頭東保育園

【私立】

保育園 戸頭東保育園 電話番号 0297－78－2309

認定区分 １号 ２・３号

利用定員 - 138名

受入年齢 - 生後6ヶ月～就学前

開園時間
(延長も含む)

- （月～土） 7 : 00 ～ 19 : 30

保育方針と

特徴

子どもには「よくなろうとする芽」がある事を信じ、のびのびとした保育園生活で「よ

くなろうとする芽」が生き生きと伸びる事を願っています。

＜保育方針＞

・子どもを信じ伸びる芽を育てる ・自立心を育てる

・助け合う気持ちを育てる ・助け合う気持ちを育てる

＜保育目標＞

・明るく元気で素直な子ども ・思いやりのある子ども

・物事に打ち込める子ども ・一生懸命考える子ども

日々の保育園での生活を一番大切にしながら毎日の保育をしております。

保育の特徴

・外部講師による太鼓指導（月 1回・主に4,5 歳児）

・5歳児になると小学校入学を見据えた保育内容が加わります。

（文字ドリル指導など）

主な保護者

参加行事

（★印が付

いている行

事が保護者

参加）

現在は中止

や縮小の行

事がありま

す

４月
★入園・進級式

★親子遠足（3歳クラス以上）
10月

★運動会

5歳児交流会

内科・歯科健診

ハロウィン

５月
こどもの日の集会

内科・歯科健診
11月

★保育参加

６月
★保育参加

12月
★クリスマス発表会

サンタのクリスマス

７月

七夕集会

お楽しみ会

プール開き

１月
★保育参観

人形劇

８月 ★夏祭り ２月 豆まき

９月

交通安全教室

★祖父母参観 ３月

お別れ遠足（5歳児）

ひな祭り集会

★卒園式（5歳児）

〇避難訓練、身体測定、誕生会は毎月行います。

〇地域の方と触れ合う「元気に遊ぼう会」が年に1・2回あります。

その他
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戸頭東保育園

ホームペー

ジURL
http://togasirahigashi-hoikuen.com/

２・３号

給食費

（3歳クラス以上）

副食費：4,500円

主食費：1,000円

合 計：5,500円

※今後物価の高騰などにより変更になる事があります。

保育料以外

の経費

令和２年度参考

＜入園時のみ＞

【全園児】 10,000円～15,000円

お昼寝パット・カラー帽子・防災頭巾・通園カバン(2 歳～)・ 体操服など。

【3歳以上児】上記にプラス5,000円～6,000 円

保育用品代（クレヨン・粘土・ハサミ・スモック）など。

その他、子どもが使用する物はその都度徴収します。

＜その他＞

親子遠足・園外保育・その他必要な費用はその都度徴収（主に3,4,5 歳児）

＜父母の会費＞

2,400円／年額

＜延長保育料＞

●保育標準時間認定の方

・早朝保育 7:00～7:30 50円／30分

・残留保育 18:31～19:00 50円／30分

19:01～19:30 200円／30分

●保育短時間認定の方

・早朝保育 7:00～7:30 50円／30分

・時間外保育 7:31～8:30 50円／30分

16:31～18:30 50円／30分

・残留保育 18:31～19:00 50円／30分

19:01～19:30 200円／30分



藤代駅前ナーサリースクール

【私立】

保育園 藤代駅前ナーサリースクール 電話番号 0297－86－6801

認定区分 １号 ２・３号

利用定員 - 60人

受入年齢 - 生後57日～就学前

開園時間
(延長も含む)

-
平日 7 : 00 ～ 19 : 00

土曜日 7 : 00 ～ 18 : 00

教育保育

方針と特徴

保育方針

① 安心・安全な保育、教育を提供します。

② 保育・教育方針が適切であり続けるに保育システムの見直しと改善を行います。

保育・教育目標

① 丈夫な身体を持ち、思いきり遊べる子どもになろう

② 友だちの中にいることを喜び、友だちのことも考え、一緒に行動できる子ども

になろう

③ 自分の事は、自分でできる子どもになろう

④ 自分で物をつくり出し、力一杯自分を表現できる子どもになろう

⑤ よく見て、よく聞いて、よく考える子どもになろう

主な保護者

参加行事

４月 入園式 10月 運動会

５月 保育参観 11月 尿検査、内科・歯科検診

６月 内科・歯科検診、尿検査 12月 クリスマスパーティー

７月 七夕集会、プール開き １月 New Year Day

８月 プール閉い ２月 保育参観

９月 移動水族館、お月見集会 ３月 卒園式

その他

（オリジナルプログラム）

お子様がドキドキ・ワクワクするプログラムや環境を提供し、その体験から様々

なことを一年を通して学んでいます。

High Quality Childcare

乳児部のお子様にはSIDS（乳児突然死症候群）対策や発達ポイント毎の年間カ

リキュラム等の実践、幼児のお子様には年間カリキュラムやHand’s on等の

実践によって、ここでしかできない保育を提供します、

ヒロコメソッド

歌・制作・体操・音楽・読み・書き・計算などのカリキュラムがバランス良く意

欲的に取り組めるオリジナルの運動・知能・感性教育プログラムです。

行事・イベント

お子様だけでなく、スタッフも保護者様も全員でドキドキ・ワクワクできるよう

な行事やイベントを行っています。

見える保育

園で行った保育や行事の様子を保護者様や園外の方々に視覚や聴覚から理解し

ていただけるようにアウトプットしています。

安心安全な美味しい給食・食育

「食べることは生きること」を考え、様々な食育を行っています。

地域との交流

地域の方々に園の様子を見て頂く機会を設け、地域全体で子育てをするという

事を大切にしています。
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藤代駅前ナーサリースクール

ホームペー

ジURL
http://fujishiro.tksg.ed.jp

１号 ２・３号

給食費

（3歳児クラス以上）

主食費1,000円

副食費5,300円

保育料以外

の経費

≪延長保育料≫

●保育標準時間認定の方

・早朝保育

7:00～7:29 50円/30分

・残留保育

18:31～19:00 50円/30分

19:01～19:30 500円/30分

19:31～20:00 1,000円/30分

●保育短時間認定の方

・早朝保育

7:00～7:29 50円/30分

7:30～7:59 50円/30分

8:00～8:29 50円/30分

・時間外保育

16:31～18:30 100円/60分

・残留保育

18:31～19:00 800円/30分

★その他

3歳児～

制服6,800円

スカート/パンツ5,800円

通園帽子3,200円

通園カバン7,000円

＊金額が変わることがあります＊



たかさごスクール取手

【私立】

認定こども園

（幼保連携型）
認定こども園 たかさごスクール取手 電話番号 0297-72-1708

認定区分 １号 ２・３号

利用定員 15人 122人

受入年齢 ～就学前 生後57日～就学前

開園時間
(延長も含む)

平日 7 : 00 ～ 19 : 00

土曜日 7 : 00 ～ 18 : 00

教育保育

方針と特徴

保育教育方針

① 安心・安全な保育・教育を提供します。

② 保育・教育方針が適切であり続けるように保育システムの見直しと改善を行います。

保育・教育目標

① 丈夫な身体をもち、思い切り遊べる子どもになろう

② 友だちの中にいることを喜び、友だちの事も考え、一緒に行動できる子どもになろう

③ 自分の事は、自分で出来る子どもになろう

④ 自分で物をつくりだし、力一杯自分を表現できる子どもになろう

⑤ よく見て、よく聞いて、よく考える子どもになろう

■Hand's on

お子様がドキドキ・ワクワクするプログラムや環境を提供し、その体験から様々なことを１

年を通して学んでいます。

■High Quality Childcare

乳児部のお子様にはSIDS（乳児突然死症候群）対策や発達ポイント毎の

年間カリキュラム等の実践、幼児のお子様には年間カリキュラムやHand's on 等の実践に

よって、ここでしかできない保育を提供しています。

■ヒロコメソット実践

できることはおもしろい、おもしろいから練習すると上手になる、上手になると楽しい、そ

して次の段階へ行きたくなる…毎日のこの繰り返しで「心の力」「学ぶ力」「体の力」を育て

ます。

■正課レッスン

お子様の5年後や10年後を考え、そのお子様へ本物の教育を保育の時間内に提供していま

す。

■行事・イベント

お子様だけでなく、スタッフも保護者様も全員でドキドキ・ワクワクできる様々な行事やイ

ベントを行っています。

■見える保育

園で行った保育や行事の様子を保護者様や園外の方々に視覚や聴覚から理解していただける

ようにアウトプットしています。

■食育

「食べる事は生きる事」を考え様々な食育を行っています。

■地域との交流

地域の方々に園の様子を見て頂く機会を設け、地域全体で子育てをするという事を大切にして

います。

主な保護者

参加行事

４月 入園式（新入園の方） 10月 運動会（3～5歳児）

５月 保育参観（全クラス） 11月 保育参観（０～2歳児）

６月 12月

７月
夏祭り（３〜5歳児）

※0～2歳児は自由参加
１月

８月 ２月 学習発表会（３〜5歳児）

９月 敬老の日の集い（祖父母） ３月 卒園式（5歳児）
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たかさごスクール取手

ホームペー

ジURL http://ino.tksg.ed.jp/

１号 ２・3号

給食費

・6,300円/月 主食費1,000円

副食費5,300円

※おやつ代含む（8月は除く）

（３-５歳児クラス）

・6,300円/月 主食費1,000円

副食費5,300円

（０-２歳児クラス）

・保育料に含む

保育料以外

の経費

≪延長保育料≫

●保育標準時間認定の方

・早朝保育 7:00～8:45 200円/15分

・残留保育 16:15～18:00 200円/15分

≪制服費≫

★3歳児から

・冬用ジャケット 7,480円

・夏用ジャケット 6,600円

・冬用通園帽子 3,520円

・夏用通園帽子 3,300円

・通園かばん 7,700円

・スカート/パンツ 6,160円

・体操服ポロシャツ 3,300円

・体操服ショートパンツ 2,750円

≪施設維持費≫

・10,000円/毎年4月 ※3歳児～

≪教育充実費1≫

・1,200円/毎月 ※3歳児～

≪入園・教育充実費2≫

・20,000円/毎年4月 ※3歳児～

≪教材費≫

・学年により異なる

≪長期休み時保育料≫ ※春季・夏季・冬季

・預かり時間 9:00～16:00

週１回 3,000円

週２回 4,000円

週３回 5,000円

週４回 6,000円

週５回 7,000円

（8月は給食費300/日が別途かかります。）

≪延長保育料≫

●保育標準時間認定の方

・早朝保育 7:00～7:29 50円/30分

・残留保育 18:31～19:00 50円/30分

19:01～ 1,000円/30分

●保育短時間認定の方

・早朝保育 7:00～8:29 50円/30分

・時間外保育

16:31～18:30 50円/30分

・残留保育 18:31～19:00 800円/30分

≪制服費≫

★3歳児から

・冬用ジャケット 7,480円

・夏用ジャケット 6,600円

・冬用通園帽子 3,520円

・夏用通園帽子 3,300円

・通園かばん 7,700円

・スカート/パンツ 6,160円

・体操服ポロシャツ 3,300円

・体操服ショートパンツ 2,750円

≪施設維持費≫

・10,000円/毎年4月 ※3歳児～

≪教育充実費1≫

・1,200円/毎月 ※3歳児～

≪入園・教育充実費2≫

・20,000円/毎年4月 ※3歳児～

≪教材費≫

・学年により異なる



アネックス

【私立】

認定こども園

（幼保連携型）

認定こども園

たかさごスクール取手アネックス
電話番号 0297-85-2613

認定区分 ３号

利用定員 16人

受入年齢 生後57日～1歳児

開園時間
(延長も含む)

平日 7 : 00 ～ 20 : 00

土曜日 7 : 00 ～ 18 : 00

教育保育

方針と特徴

保育教育方針

① 安心・安全な保育・教育を提供します。

② 保育・教育方針が適切であり続けるように保育システムの見直しと改善を行いま

す。

保育・教育目標

① 丈夫な身体をもち、思い切り遊べる子どもになろう

② 友だちの中にいることを喜び、友だちの事も考え、一緒に行動できる子どもにな

ろう

③ 自分の事は、自分で出来る子どもになろう

④ 自分で物をつくりだし、力一杯自分を表現できる子どもになろう

⑤ よく見て、よく聞いて、よく考える子どもになろう

■Hand's on

お子様がドキドキ・ワクワクするプログラムや環境を提供し、その体験から様々

なことを１年を通して学んでいます。

■High Quality Childcare

乳児部のお子様にはSIDS（乳児突然死症候群）対策や発達ポイント毎の年間カリ

キュラム等の実践、幼児のお子様には年間カリキュラムやHand's on 等の実践に

よって、ここでしかできない保育を提供しています。

■行事・イベント

お子様だけでなく、スタッフも保護者様も全員でドキドキ・ワクワクできる様々な

行事やイベントを行っています。

■見える保育

園で行った保育や行事の様子を保護者様や園外の方々に視覚や聴覚から理解してい

ただけるようにアウトプットしています。

■食育

「食べる事は生きる事」を考え様々な食育を行っています。

■地域との交流

地域の方々に園の様子を見て頂く機会を設け、地域全体で子育てをするという事を大

切にしています。

主な保護者

参加行事

４月 入園式（新入園の方） 10月

５月 保育参観 11月 保育参観

６月 12月

７月 夏祭り ※自由参加 １月

８月 ２月

９月 ３月

ホームペー

ジURL
http:// ino.tksg.ed.jp/
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アネックス

給食費 ・保育料に含む

保育料以外

の経費

≪延長保育料≫

●保育標準時間認定の方

・早朝保育 7:00～7：29 50円/30分

・残留保育 18:31～19:00 ５0円/30分

19:01～ 300円/30分

20:01～ 1,000円/30分

●保育短時間認定の方

・早朝保育 7:00～7:29 50円/30分

・時間外保育 16:31～18:30 50円/30分

・残留保育 18:31～19:00 800円/30分

≪制服費≫

★3歳児から

・冬用ジャケット 7,480円

・夏用ジャケット 6,600円

・冬用通園帽子 3,520円

・夏用通園帽子 3,300円

・通園かばん 7,700円

・スカート/パンツ 6,160円

・体操服ポロシャツ 3,300円

・体操服ショートパンツ 2,750円

≪施設維持費≫

・10,000円/毎年4月 ※3歳児～

≪教育充実費1≫

・1,200円/毎月 ※3歳児～

≪入園・教育充実費2≫

・20,000円/毎年4月 ※3歳児～

≪教材費≫

・学年により異なる



取手ふたば文化

【私立】

認定こども園

（幼保連携型）
認定こども園 取手ふたば文化 電話番号 0297-74-6666

認定区分 １号 ２・３号

利用定員 150人 86人

受入年齢 満３歳～就学前 生後６か月～就学前

開園時間
(延長も含む)

平日 8 : 00 ～ 18 : 30
平日 7 : 00 ～ 19 : 30

土曜日 7 : 30 ～ 18 : 30

教育保育

方針と特徴

『たくましく大地に根をはれふたばっ子』

「たくましく」・・・心やさしく、丈夫な体を持ち、心身ともに健康な子を育てる。

そして、乳幼児期は根っ子の時代です。生涯にわたる人格形成の基礎が培われる重

要な時期です。発達段階をしっかり押さえ、幼児期には幼児期にふさわしい生活、

「遊び」を大切にし、子ども達がしっかりと「大地に根をはって」将来大きく伸び

るように努めます。

保育目標(1) 丈夫で元気な子

(2) 自然に親しむ子

(3) 友だちと仲良く遊べる子

(4) よく考えて行動する子

(5) 最後までがんばる子

主な保護者

参加行事

４月
入園式

保育参観（総会）
10月

運動会・年中親子体操教室

年長筑波山遠足

５月 みんなで遊ぼう会 11月 保育参観・懇談会

６月 個人面談・年長親子体操教室 12月 餅つき会・クリスマス会

７月 年長お泊り保育 １月 年少親子体操教室

８月 夏祭り ２月 豆まき会・発表会

９月
年中少親子遠足

祖父母招待会
３月

年長お別れ遠足・お別れ会

卒園式

・仕事等をやめる等で、保育の必要性が無くなった時（2号認定の方）は、引き続

き１号認定として在園できます。

その他

入園時納付金

１号認定（幼稚園児）

・入園にあたっての諸準備の為の納付金 ￥10,000（入園願書受付時に納付）

・施設の整備や維持充実する為の納付金（指定日迄に振込納付）

３歳児 ￥30,000 ４・５歳児 ￥25,000

２号認定（保育園児：３歳児～）

・施設の整備や維持充実する為の納付金

３歳児 ￥30,000 ４・５歳児 ￥25,000

※２歳児に在園中の方は、３歳児進級確認後、口座から引落させて頂きま

す。新年度入園児（３歳児以上）は、４月に納入袋にて徴収致します。
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取手ふたば文化

ホームペー

ジURL http://www.futaba-bunka.ed.jp/

１号 ２・３号

給食費

☆月・火・木・金の週４回

5,500円／月（8月は除く）

牛乳代 650円／月（8月は除く）

※水曜日はお弁当持参です。

☆完全給食

（3歳児クラス以上）

7,500円／月（おやつ代含む）

牛乳代 650円／月

保育料以外

の経費

毎月徴収特定負担金

・環境維持管理費￥1,250

・特別教育プログラム￥1,000

実費徴収

・行事費￥1,000

・サイバードリーム使用料￥500

・絵本代（年齢により異なります）

￥380～￥420

・父母の会会費￥200（世帯ごと）

・利用者のみ徴収バス代（8 月は除く毎月）

￥3,500(片道半額￥1,750)

バス保険代（年額） ￥3,000

・体操教室（4・5歳児対象）

入会者のみ徴収（毎月） ￥4,000

体操保険代（入会時のみ）￥1,500

≪延長保育料≫

●保育標準時間認定の方

・早朝保育 7:00～7:30 500円/30分

・延長保育 18:30～19:30 ５00円/30分

●保育短時間認定の方

・早朝保育 7:00～7:30 500円/30分

・時間外保育 7:30～8:30 250円/30分

16:３0～18:30 250円/30分

・延長保育 18:30～19:30 500円/30分

★その他

毎月徴収特定負担金

・環境維持管理費￥1,250

・特別教育プログラム￥1,000

実費徴収

・行事費￥1,000

・サイバードリーム使用料￥500(3歳児～)

・絵本代（年齢により異なります）

￥380～￥420（0～2歳児徴収無し）

・父母の会会費￥200（世帯ごと）

・利用者のみ徴収バス代（8月は除く毎月）

☆3 歳児以上より利用可能

￥3,500(片道半額￥1,750)

バス保険代（年額） ￥3,000

・体操教室（4・5歳児対象）

入会者のみ徴収（毎月） ￥4,000

体操保険代（入会時のみ）￥1,500

※０歳児～2歳児は、用品代がかかります。

※３歳児～5歳児は、ウエアー代や用品代がか

かります。

http://www.futaba-bunka.ed.jp/


めぐみ幼稚園

【私立】

認定こども園

（幼保連携型）
認定こども園 めぐみ幼稚園 電話番号 0297－78－5588

認定区分 １号 ２・３号

利用定員 ７０人 ７２人

受入年齢 満3歳～就学前 生後6か月～就学前

開園時間
(延長も含む)

平日 7 : 00 ～ 19 : 00
平日 7 : 00 ～ 19 : 00

土曜日 7 : 00 ～ 19 : 00

教育保育

方針と特徴

＜教育方針＞

・子どもを信じ伸びる芽を育てる

・自立心を育てる

・助け合う気持ちを育てる

＜めざす幼児像＞

・明るく元気で素直な子ども

・思いやりと優しさのある子ども

・よく考える子ども

・最後まで頑張る子ども

・自然に親しむ子ども

・物事に打ち込める子ども

主な保護者

参加行事

４月 入園・始園式 10月

５月
保育参観（3歳～5歳児）

親子遠足（3歳～5歳児）
11月 保育参観（3～5歳児）

６月 家族参観（3歳～5歳児） 12月 クリスマス会

７月 １月

８月 保育参加（0歳～2歳児） ２月
作品展

個人面談

９月
運動会

引き渡し訓練
３月 卒園式（5歳児）

その他

ホームペー

ジURL
http://www.toride-megumi.com/
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めぐみ幼稚園

１号 ２・３号

給食費

1食285円×食べた食数

月末に計算し、翌月徴収

（3歳児クラス以上）

・1食285円×食べた食数

月末に計算し、翌月徴収

・おやつ代月額2,000円

保育料以外

の経費

・バス代（希望者のみ）

月額3,000円 ●保育標準時間認定の方

・早朝保育 7:00～ 7:29（200円）

・残留保育 18:31～19:00（400円）

●保育短時間認定の方

・早朝保育

7:00～ ７:29（＋200円/30分）

・時間外保育

7:30～ 7:59（＋100円/30分）

8:00～ 8:29（50円/30分）

16:31～17:00（50円/30分）

17:01～18:00（＋50円/20分）

18:01～18:30（＋200円/30分）

・残留保育

18:31～19:00（＋400円）



みどりが丘幼稚園

【私立】

認定こども園

（幼保連携型）

認定こども園

みどりが丘幼稚園
電話番号 0297-73－3310

認定区分 １号 ２・３号

利用定員 180人 76人

受入年齢 満3歳～就学前 生後6ヶ月～就学前

開園時間
(延長も含む)

平日 7 : 00 ～ 19 : 00
平日 7 : 00 ～ 19 : 00

土曜日 7 : 00 ～ 18 : 00

教育保育

方針と特徴

昭和55年設立、40年の幼稚園としてのノウハウを持ち、幼児教育を主体とし

て保育機能を充実した「子どもの最善の利益」のための幼保連携型認定こども園と

して、平成26年度に認可を受けました。

【教育方針】

「未来」…子どもは未来からの使者、子ども自身が未来の存在

「創造」…未来への価値を創り出すこと。教育こそ創造活動

「誠実」…教育活動を誠実に実践していくこと

を教育理念に、「やさしい子」「たくましい子」「創造的な子」を育てます。

【特徴】

・広い芝生の園庭と豊富な遊具で、楽しく思いきり遊べる環境

・体育指導、薄着、裸足の奨励により、たくましい心と体を育てる

・子どもの自主性、主体性を身につける話し合い活動

・常勤外国人講師による国際化・異文化教育の実施

・異年齢の交流を活かした行事や教育活動

・ソプラノ歌手による歌唱指導（年長児）

・モンテッソーリ教育導入（2歳児）

主な保護者

参加行事

４月
入園式（入園児保護者）

利根川遠足
10月

運動会

筑波登山遠足(3歳児のみ)

５月 11月
みどりが丘フェステイバル

(バザー)、保育参観

６月 保育参観 12月 劇場ごっこ

７月 １月

８月 星祭り(夏祭り) ２月

９月 ３月 卒園式(卒園児保護者)

※この他に誕生会(その月の誕生児の保護者)、懇談会、個人面談があります

その他

・砂場は安心、安全な「クリーンサンド」を使用

・３～5歳児は制服有り(2歳児は体操服のみ)

・防犯カメラ等、ALSOK防犯システムによるセキュリティ強化

・教育保育の質の向上のため、教員研修の充実及び「ISO9001」の取得

・認定こども園なので、2号認定の方が離職等で保育の必要性が無くなっても、引

き続き1号認定で在園できる。

・平成29年2月新園舎が完成し、教育保育環境も向上
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みどりが丘幼稚園

子育て支援

【みどりが丘子育て支援センター】

・開放日(木曜日を除く平日) 10:00～12:45

・園庭開放(月～金) 10:00～12:45、14:30～16:30

・親子ルーム「ピッコロ」 毎週木曜日10:00～11:30

・無料イベント、出前保育(随時)

・モンテッソーリ教室 毎週火、木曜日 14:00～

・子育て、育児相談(随時)

※日程についてはホームページに載せてあります。ご確認ください。

ホームペー

ジURL
http://www.miya-gaku.jp/midori/

１号 ２・３号

給食費

5,500円

（副食費免除世帯 1,000円）

（3歳児クラス以上）

8,450円(おやつ代含)

（副食費免除世帯 ３,000円）

土曜保育 1食400円(おやつ代含)

保育料以外

の経費

★特定負担額（月額）

・施設設備費 2,500円

・ISO維持費 200円

・特別教育費

【0～1歳児】 500円

【2～5歳児】 2,500円

・特別環境、教材整備費

【0～1歳児】 1,000円

【2～5歳児】 2,000円

・絵本代 400円前後

・PTA会費 700円

・卒園対策費 1,400 円（5歳児のみ）

・未来基金 700円（入園時のみ）

●預かり保育

＜平日＞

7時～9時 300円/時間

14時～18時 1,200円

18時～19時 300円

＜長期休暇＞

7時～9時 300円/時間

9時～14時 1,500円+給食代

14時～18時 1,200円

18時～19時 300円

●保育標準時間認定の方

・早朝保育 7:00～8:00

【0～2歳児】500円/60分

【3～5歳児】300円/60分

●保育短時間認定の方

・早朝保育 7:00～8:00

【0～2歳児】500円/60分

【3～5歳児】300円/60分

・時間外保育 16:00～19:00

【0～2歳児】500円/60分

【3～5歳児】300円/60分

★特定負担額（月額）

1号認定と同額



戸頭さくらの森

【私立】

認定こども園

（幼保連携型）

認定こども園

戸頭さくらの森
電話番号 0297-78-3803

認定区分 １号 ２・３号

利用定員 75 人 57 人

受入年齢 満3歳～就学前 ６か月～就学前

開園時間
(延長も含む)

平日 7 : 30 ～ 19 : 00
平日 7 : 00 ～ 19 : 00

土曜日 7 : 00 ～ 19 : 00

教育保育

方針と特徴

思いやりといたわりの心を育む保育

私どもの学園におけるこども園の保育は「愛」を大切にするキリスト教精神を主な保

育方針にしております。それは一人ひとりの心の発達を大切にしながら、周りの人々、

自然、動植物などに愛をもって接していける人間に育ってほしいと願うからです。日々

の保育の中でのたくさんの体験から生まれる温かい心や、一人ひとり違う素晴らしい個

性、思いやりの心を豊かに育みます。幼稚園、保育園それぞれの良さを活かした就学前

の0～5歳児まで、一貫した幼児教育保育を行います。

【こんな子どもを目指しています】

＊健康で明るい子

＊約束を守り、友だちと仲良く遊べる子

＊思いやり深く、心の広い子

＊感謝のできる子

＊集団生活を通して、協調性と自立心のある子

※講師を迎えて毎週水曜日は英語遊び、木曜日は体育遊びを取り入れています。（3～5

歳）

主な保護者

参加行事

４月
入園式進級式

保護者の会総会
10月

運動会（0～5歳）

引き取り訓練（0～5歳）

５月
個人面談（3～5歳）

11月 作品展（3～５歳）

６月
保育参観（0～５歳）

12月 クリスマス会（0～5歳）

７月
夏祭り（0～5歳）

１月

８月 ２月
音楽発表会（3～5歳）

個人面談（3～5歳）

９月 ３月 卒園式

その他

ホームペー

ジURL http://www.watanabe.ac.jp/togashira/
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戸頭さくらの森

１号
２・３

号

給食費

4,500円／月

主食費：1,125円

副食費：3,375円

（2号認定のみ）

7,400円／月

主食費：1,600円

副食費：4,800円

おやつ代：1,000円

土曜日は別徴収 340円／食

保育料以外

の経費

・早朝預かり

7:30～7:59 250円／回

8:00～8:45 無料

・時間外預かり

14:30（水曜日は13:30）

～18:00 600円／回

（おやつ含む）

18:01～19:00 250円／回

・長期預かり

8:30～13:00 750円／半日

13:00～17:30 750円／半日

（おやつ含む）

8:30～17:30 1,500円／回

（おやつ含む）

・入園受入準備費…20,000円（入園時）

・登録手数料…3,000円（入園時）

●保育標準時間認定の方

・早朝保育

7:00～7:29 250円／回

・残留保育

18:31～19:00 250円／回

●保育短時間認定の方

・早朝保育

7:00～7:29 250円／回

7:30～7:59 250円／回

8:00～8:30は無料

・時間外保育

16:31～17:00 100円／回

17:01～17:30 150円／回

17:31～18:30 250円／回

18:31～19:00 250円／回

＊副食費免除対象者は主食費のみ

★その他

・制服代（３歳児～）…33,000円ほど

・保育用品代（お絵かき帳、クレヨン、ねんどなど）

…4,000円～9,000円ほど

・教育充実費 …2,400円（月額）

※3歳児以上は行事代（いもほりなど）別徴収あり



取手幼稚園

【私立】

認定こども園

（幼保連携型）
取手幼稚園 電話番号 0297－72－3160

認定区分 １号 ２・３号

利用認定 ３０人 ４０人

受入年齢 ～就学前 生後6か月～就学前

開園時間
(延長も含む)

平日 8 : 00 ～ 19 : 00
平日 7 : 30 ～ 19 : 00

土曜日 7 : 30 ～ 19 : 00

教育保育

方針と特徴

【キリスト教主義に基づく自由保育を目指しています。】

「生きること」

自分と周りを大切にするたくましさと優しさをもつこと。一緒に生きていることを

知り人や物に感謝することを大切にして遊び中心でこどもの自主性を重んじた保

育。そしてこども達一人ひとりを大切にできる少人数制保育です。

・月1回英語講師による英語の時間。

(遊びを中心とし楽しみながら異文化に触れていきます。)

・月２回体操の講師による体操の時間

(跳び箱やマット運動など、楽しみながら体を動かすことにより運動機能の発達

とチャレンジする心を育みます。)

主な行事

４月
始業式 入園式(★)

誕生会
10月

運動会(★) お芋掘り遠足

誕生会

５月
母の日礼拝 親子遠足(★)

誕生会
11月

作品展 ｷﾗｷﾗ共育ｾﾐﾅｰ(★自由

参加) 収穫感謝礼拝 誕生会･

ｶﾚｰﾊﾟｰﾃｨ

６月
花の日礼拝 保育参観(★幼

児) 誕生会
12月

誕生会 ｸﾘｽﾏｽﾍﾟｰｼﾞｪﾝﾄ(★幼児)

終業式 個人面談(★乳幼児)

７月

七夕 夏祭り(★) 懇談会･ｷﾗ

ｷﾗ共育ｾﾐﾅｰ(★自由参加)

誕生会 終業式

１月

終業式 ｷﾗｷﾗ共育ｾﾐﾅｰ(★自由

参加) 保育参観(★乳児) 誕生

会

８月
夏期保育 お泊まり保育(年

長) 保育参観(★乳児)
２月

豆まき 観劇

みんなの音楽会(★) 誕生会

９月
始業式 入園説明会 ｷﾗｷﾗ共

育ｾﾐﾅｰ(★自由参加)
３月

ひなまつり 新入園児1日入園

誕生会 懇談会(★)

卒園式(★) 修了式

★…保護者参加の行事です。

その他 行事予定は変更する場合があります。詳しくはお尋ねください。

ホームペー

ジURL http://www.torideyochien.jp
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取手幼稚園

１号 ２・３号

給食費

5,500円/月

主食費…1,500円

副食費…4,000円

※給食費(月毎)：1年間の給食の提供数

(保育日数)によって実費計算していま

す。

（3歳クラス以上）

8,000円/月

主食費…2,000円

副食費…6,000円

※給食費(月毎)：１年間の給食の提供数

(保育日数)によって実費計算していま

す。

その他の

経費

《朝の時間外保育料》

8:00～8:15 →200円

8:15～9:00 →100円

《夕方の時間外保育料》

14:00～17:00 →500円

17:00～18:00 →600円

18:00～19:00 →700円

・施設設備費(8,000円/年)

・教材費(1,000円/月)

・行事参加費(遠足･お泊まり保育･お芋

掘り)

・行事記念写真

・保育用品代(３歳児以上…園服･園帽

子･体操服･カラー帽子･お道具一式)

→約30,000円

・通園バス代→片道1,500円

●保育標準時間認定の方

【8:00～19:00】

・朝の時間外保育料

7:30～ →200円

7:45～ →100円

・夕方の時間外保育料 無し

●保育短時間認定の方

【9:00～17:00】

・朝の時間外保育料

7:30～ →400円

7:45～ →300円

8:00～ →200円

8:15～ →100円

・夕方の時間外保育料

1700～17:30 →100円

～18:00 →200円

～18:30 →300円

～19:00 →400円

・施設設備費(8,000円/年)

・教材費(1,000 円/月)

・行事参加費(遠足･お泊まり保育･お芋掘り)

・行事記念写真

・保育用品代(３歳児以上…園服･園帽子･体操

服･カラー帽子･お道具一式)→約 30,000 円

★その他

(時間外保育の支払い方法)

・現金納入：１ヶ月分の利用料金を翌月の月

初めに請求致します。

・朝、夕ともに時間外保育を利用される方は、

登園,降園時間の確認をタイムカードで行い

ます。



つつみ幼稚園

【私立】

認定こども園

（幼保連携型）
つつみ幼稚園 電話番号 0297－83－3591

認定区分 １号 ２・３号

利用定員 １４０人 ４８人

受入年齢 3歳～就学前 生後6か月～就学前

開園時間
(延長も含む)

平日 8 : 00 ～ 18 : 30
平日 7 : 30 ～ 18 : 30

土曜日 7 : 30 ～ 18 : 30

教育保育

方針と特徴

はじめの一歩はかなめの一歩

【教育目標】

努力すればできる・やる気 挨拶・おもいやり

【教育方針】

・「努力すれば出来る」をモットーに活動

・豊富な経験をすることで一人一人が花開かせるように取り組む

・子ども達をとりまくすべての環境に積極的に働きかけることで社会性を

身につける

【特色】

体力づくり、 感覚の開発、 生活自立・集団生活

主な保護者

参加行事

４月 入園式 1１月
保育参観

作品展

５月 親子遠足 1２月 餅つき

６月 保育参観 ２月
おゆうぎ会

保育参観

７月 お楽しみ会（夏祭り） ３月 卒園式

９月 運動会

(例年の保護者参加行事)

誕生会(毎月)、個人面談

その他

・たまごクラブ（未就園児親子活動：有料、前期後期：各5回）

・満3歳児クラスあり(ひよこ組）

・課外活動ー体操教室・サッカークラブ・英語教室（現在休講中）あり

ホームペー

ジURL
https://www.tutumi.ed.jp//
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つつみ幼稚園

１号 ２・３号

給食費

≪自園給食≫

5,000円/月

＊飲み物代含む
＊月曜日～木曜日

＊金曜日はお弁当

＊8月はなし

≪自園給食≫

（3歳児クラス以上）

7,000円/月

＊おやつ・飲み物代含む

保育料以外

の経費

≪延長保育≫

・早朝保育

8:00～８:45 250円

・時間外保育

14:00～17:00 600円

17:00～18:30 250円/30分

≪延長保育≫

●保育短時間認定の方

・早朝保育

7:30～8:00 250円

・時間外保育

16:00～18:30 250円/30分

≪特定負担金≫

・入園時徴収 入園準備金 10,000円 施設整備費 30,000円

冷暖房費 3,000円

・進級時徴収 施設環境維持管理費 3,000円 冷暖房維持管理費 3,000円

・毎月徴収 教育充実費 3,000円 行事費 1,000円

≪実費徴収≫

・進級準備費（年額） 2,000円前後

（お便りノート、教材、自由画帳他）

・絵本代（月額） 380～540円（学年により）

・バス代（月額・利用者１・2号のみ） 3,000円

・その他 制服、用品、遠足、お泊り保育、卒園アルバム代（年長のみ）



光風台幼稚園

【私立】

認定こども園

（幼稚園型）
光風台幼稚園 電話番号 0297-83-3545

認定区分 １号 ２・３号

利用定員 105人 10人

受入年齢 3歳～就学前 ３歳～就学前

開園時間
(延長も含む)

平日 7 : 50 ～ 18 : 50
平日 7 : 50 ～ 18 : 50

土曜日 7 : 50 ～ 18 : 50

教育保育

方針と特徴

キリスト教を心の教育の柱にしています。

園を自分の場所と感じて、安心して過ごすことから始まります。

やりたい気持ちのめばえを大切に、十分に遊んでほしいと願っています。

年長では、意欲を持って、仲間と作り上げる生活を目指します。

子どもたちが長い将来にわたって、人間に対する信頼感と思いやりの心を持ち続

け、周囲の変化にも対応できる生活力の土台を築きます。

光風台幼稚園は、充実した「幼稚園」の生活をベースに、長時間保育にも対応する

「幼稚園型認定こども園」です。

年中・年長児は、年間14回 タップスイミングスクールで水に親しみます（コロ

ナの影響で現在回数が減っています）

主な保護者

参加行事

４月 入園式（新入園児）・懇談会 10月 運動会（どろんこカーニバル）

５月 親子ピクニック・自由参観日 11月 自由参観日

６月 親子の日（日曜日） 12月 クリスマス祝会（特に年長）

７月 １月

８月 ２月 劇遊びの会（発表会）

９月 ３月
懇談会・ヤムヤムヤミイ（年長）

卒園式（年長）

父母の会では皆さん何かの係に属してくださっています。幼稚園や父母会、係会の

集まりでは、お仕事の都合で欠席される方もいらっしゃいます。多くは出られなく

とも、気持ちは合わせていただいて、親同士も子育て仲間として支え合えるような

良い出会いがありますよう願っています。

その他

ホームペー

ジURL
http://www.kofudai.ed.jp/
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光風台幼稚園

１号 ２・３号

給食費

（株）「幼稚園給食」より

取り寄せています。 一食310円

（R5.4 月より 一食3３0円）

最高 週４回まで の 希望制

週１回なら 火または金

週２回なら 火・金

週３回なら 月・火・金

週４回なら 月・火・木・金

（遠歩き・遠足の日はお弁当をお願い

します）

（3歳クラス以上）

（株）「幼稚園給食」より

取り寄せています。 一食３１０円

（R5.4月より 一食3３0円）

毎日給食が提供できます。

希望の場合は 曜日を決めてお弁当を

持ってくることもできるので、ご相談

ください。

（遠歩き・遠足の日はお弁当をお願い

します）

● ２号の方はおやつ代 月1,500円

保育料以外

の経

教育充実費 2,000円（毎月）

水泳費（4, 5 歳のみ）1,300円（毎月）

※コロナの影響で回数が減っているため、現在は

プールに入った回数での集金に変更しています。

バス通園費（利用者）3,000円（毎月）

父母会費 400円（２人目200円）

用品代・行事費

門のパスカード年間使用料400円

● 預かり保育 きりん組 料金

朝 7:50～ 200円

8:10～ 100円

保育後 ～17:00 600円

～18:00 700円

～18:50 800円

長期休みなど １時間 200円

土曜日の１号預かり保育は

ありません。

教育充実費 2,000円（毎月）

水泳費（4, 5 歳のみ）1,300円（毎月）

※コロナの影響で回数が減っているため、現在は

プールに入った回数での集金に変更しています

バス通園費（利用者）3,000円（毎月）

父母会費 400円（２人目200円）

用品代・行事費

門のパスカード年間使用料400円

● 保育短時間認定の方の延長保育料金

（短時間の方･･9～17時の８時間保育）

・早朝保育

7:50～ 100円／20分

8:10～ 100円／50分

・時間外保育

～18:00 100円／60分

～18:50 100円／50分



白山幼稚園

【私立】

認定こども園

（幼稚園型）
白山幼稚園 電話番号 0297-73-2037

認定区分 １号 ２・３号

利用定員 75人 20人

受入年齢 満3歳～就学前 3歳児～就学前

開園時間
(延長も含む)

平日 8 : 00 ～ 18 : 00
平日 8 : 00 ～ 19 : 00

土曜日 8 : 00 ～ 19 : 00

教育保育

方針と特徴

本園は、明るく・正しく・仲よくを三つの柱にして、真の人間を育てる仏教保育を基本

として、自然と社会の調和をはかり、健康で豊かな情操を養うことに努めます。

主な保護者

参加行事

４月
入園式

父母の会総会
10月 運動会

５月
はなまつり

春の親子遠足
11月 元気っ子まつり

６月
ファミリー参観

12月 発表会

７月
盆踊り・花火大会

１月

８月 ２月 なわとび大会・作品展

９月
白山神社祭礼

３月 卒園式

その他

お子さんの誕生会に参加いただきます。

ホームペー

ジURL
http://www.nonosamakg.ed.jp
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白山幼稚園

１号 ２・３号

給食費

1食：310円

※2カ月ごとに現金徴収いたします。

月・水 又は 月～金

（3歳児クラス以上）

副食費：4,900円

主食費：1,300円

合 計：6,200円／月額

銀行口座振替にて徴収いたします。

※土曜日保育を希望の場合

給食費・おやつ代400円を別途現金徴収

いたします。

保育料以外

の経費

入園準備金：3,000円

教育充実費：2,500円／月額

園バス送迎代：往復3,000円／月額

片道1,500円／月額

預かり保育代

通常保育時：30分 100円

長期休日時：1日1,200円

父母の会費：500円／月額

実費徴収：新年度用品・制服代・遠足代

絵本代

教育充実費：2,500円／月額

園バス送迎代：往復3,000円／月額

片道1,500円／月額

預かり保育代

保育短時間：30分 100円

父母の会費：500円／月額

実費徴収：新年度用品・制服代

遠足代・絵本代



あづま幼稚園

【私立】

認定こども園

（幼稚園型）
あづま幼稚園 電話番号 0297－78－8341

認定区分 １号 ２・３号

利用認定 105人 73人

受入年齢 ～就学前 生後6か月～就学前

開園時間
(延長も含む)

平日 7 : 30 ～ 18 : 30
平日 7 : 30 ～ 18 : 30

土曜日 7 : 30 ～ 18 : 30

教育保育

方針と特徴

モットー 「つよく あかるく のびのびと」

１．明るい健康的な心身を育てる

２．自立を高め、自身に負けない心を育てる

３．他の人への思いやりと協調性を育てる

４．一人一人の個性を大切に、豊かな情操を育てる

５．豊かな感性を育て、創造性を豊かにする

主な保護者

参加行事

４月
入園式

10月 運動会

５月
保育参観 家庭訪問

親子遠足
11月 作品展

６月 12月 保育参観・保護者会

７月
保育参観

１月 個人面談

８月
親子の夕べ（夏祭り）

２月 こども会

９月 ３月
保護者会

卒園式

係活動（運動会・さつまいも掘り・お餅つき いずれか１つ）

父母の会（ＰＴＡ）

誕生会

その他

昭和４７年の開園以来、「つよく・あかるく・のびのびと」をモットーに子ども

達が自然に触れ、のびのびと過ごせる様に保育を行っています。令和元年には接続

型の幼稚園型認定こども園となり0～5歳の子ども達が園内で一緒に生活をしてい

ます。開園からの幼稚園としての方針や伝統、雰囲気などを大切にしています。保

護者の皆様には多くのご協力をいただき、子ども達が中心となる園運営を心がけて

います。

新園舎のコンセプトを「泥だんご幼稚園」としました。天気の良い日には、泥ん

こになって元気に遊んでいます。

３～５歳児クラスは１クラスを２５名定員としており、職員と子ども達との距離

が近く、手厚い保育を実践できるように目指しています。
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あづま幼稚園

ホームペー

ジURL
http://azuma-k.ed.jp/

1号 ２・３号

給食費

週４日（月・火・木・金曜日）

水曜日はお弁当になります。

主食費 800円

副食費 4,400円

週５日（月～金曜日）

（3歳児クラス以上）

主食費 1,000円

副食費 7,500円

土曜日は１食425円

保育料以外

の経費

教育充実費 2,000円

絵本代 5,000円／年

送迎費 3,000円

英語教育費 750円（年中・長）

父母の会費 450円

卒園積立金 1,200円（年長のみ）

遠足代

その他

園服代

■延長料金

7:30～9:00 100円／30分

14:00～18:00 150円／1時間

18:00～18:30 150円／30分

教育充実費 3,000円（２号）

3,500円（３号）

絵本代 5,000円／年

送迎費（片道利用時） 1,500円

英語教育費 750円（年中・長）

父母の会費 450円

卒園積立金 1,200円（年長のみ）

遠足代

その他

園服代

■短時間認定延長料金

（3～5歳児クラス）

7:30～8:00 150円／30分

16:00～18:00 150円／1時間

18:00～18:30 150円／30分

（0～2歳児クラス）

7:30～8:00 150円／30分

16:00～18:30 150円／30分



どんぐり保育園

【私立】

保育園 取手市医師会 どんぐり保育園 電話番号 0297-70-2522

認定区分 １号 ３号

利用定員 - ３０人（従業員枠含む人数）

受入年齢 - 生後３か月～２歳児

開園時間
(延長も含む)

-
平日 7 : 00 ～ 19 : 00

土曜日 7 : 00 ～ 19 : 00

教育保育

方針と特徴

＜保育理念＞

＊個々を尊重し大切にする

＊スキンシップを大事にしながら個々に合わせた成長を育む

＜保育目標＞

＊明るく元気で自分の意思が素直に表現できる子

＊思いやりがある子

生まれて初めての集団生活に無理なく自然な形で慣れるようにスタッフ全員で

丁寧な保育を心がけております。

3歳児から近隣の連携施設へ優先的に入園出来ます。

0歳児～2歳児は、人間形成をする上で一番大切な時期です。遊びを通して色々な

体験をすることで、お友達の存在を知り、共に楽しく過ごせるように知らせて行き

ます。なお3歳以上児からは、さらに大きな集団に無理なく馴染めるよう基本的生

活習慣を身に付け、身の回りのことができるように促します。

主な保護者

参加行事

☆入園式 ☆保育参観 ☆どんぐりフェスティバル

☆保育参加 ☆卒園式（2歳児）など

※毎月誕生会実施

その他

事前登録・予約制で下記保育を実施

☆病児・病後児保育（満1歳～小学6年生まで）

☆一時保育（生後6か月～未就学児）

⇒(月)～(金)8:30～17:30、(土)(日)(祝)・年末年始休み

☆休日保育（1歳児～未就学児）

⇒(日)(祝)7:30～18:30

ホームペー

ジURL
http://donguri-hoikuen.jp
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どんぐり保育園

１号 ３号

給食費

保育料以外

の経費

＜＜延長保育料＞＞

＊保育標準認定の方

（7:00～7:30・18:30～19:00 50円/30分）

＊保育短時間認定の方

（7:00～8:30 50円/30分毎）

（16:30～19:00 50円/30分毎）

＊教材費・・500円/月（年間6,000円）

＊カラー帽子代・・930円



チューリップ幼稚園

【私立】

幼稚園

（施設給付型）

学校法人チューリップ学園

チューリップ幼稚園
電話番号 0297－73－4121

認定区分 １号 2・3号

利用認定 ３５人 -

受入年齢 ２歳６ヶ月～就学前 -

開園時間
(延長も含む)

平日 8 : 00 ～ 18 : 00 -

教育保育

方針と特徴

たくさんの思い出を経験させ、また喜んでものを造り、自分から創ることのでき

るよう、自主性を伸ばし個性的に育ってほしい。

それによって、どんな小さな事にも喜びを感じ生きがいをもって過ごせる人となる

ことを願います。

主な保護者

参加行事

子育て支援

４月
入園式

クラス会
10月

運動会

秋の遠足（お芋ほり）

５月 春の遠足 11月 一日中保育参観

６月 歯科講習会（年長） 12月 クリスマス会

７月 保育参観（七夕飾り） ３月
ひな祭り会

卒園式

９月 バザー その他 個人面接

＜未就園児教室 ★ つぼみ会 ＞

● 対象 満2歳以上の親子

● 日時 毎月 第2・第4木曜日

● 持ち物 うわばき（室内ばき）・飲み物

※ 予約不要、無料

※ 自由な時間に出入りできます。

※ 祭日と園行事に重なった場合はお休みになります。

給食 完全給食 日替わりで２社から取り寄せています。

保育の一環として

●体操教室（年中・年長）

●英語教室（全学年）

●水泳教室（年長）

ホームペー

ジURL http://tulip-k.com/
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チューリップ幼稚園

給食費

保育料以外

の経費

《 毎月 》

教育充実費（月額）年少2,000円 年中・年長2,500円

★ 施設充実費（月額）全学年1,000円

★ 園バス送迎代（月額・利用者のみ）往復3,000円 片道1,500円

※ 在園児２人目半額、３人目無料になります。

★ 行事費（月額） 全学年６００円

※ その他、絵本代や遠足等の行事代等の随時徴収が有ります。

《 預かり保育 》

■ 平日早朝（コケコッコ） 8:00 ～ 8:50 （100円/50分）

■ 平日午後（延長） 14:00 ～ 18:00 （100円/１時間）

■ 第1・第3土曜日 8:00 ～ 12:00 （無料）

■ 夏休み 8月お盆以外 9:00

14:00

～

～

14:00

16:00

（無料）

（250円/1時間）



チューリップ第二幼稚園

【私立】

幼稚園

（施設給付型）

学校法人チューリップ学園

チューリップ第二幼稚園
電話番号 0297－73－1263

認定区分 １号 2号・3号

利用認定 ２５人 -

受入年齢 ２歳６ヶ月～就学前 -

開園時間
(延長も含む)

平日 8 : 00 ～ 18 : 00 -

教育保育

方針と特徴

たくさんの思い出を経験させ、また喜んでものを造り、自分から創ることのでき

るよう、自主性を伸ばし個性的に育ってほしい。

それによって、どんな小さな事にも喜びを感じ生きがいをもって過ごせる人となる

ことを願います。

主な保護者

参加行事

子育て支援

４月
入園式

クラス会
10月

運動会

秋の遠足（お芋ほり）

５月 春の遠足 11月 一日中保育参観

６月 歯科講習会（年長） 12月 クリスマス会

７月 保育参観（七夕飾り） ３月
ひな祭り会

卒園式

９月 バザー その他 個人面接

＜未就園児教室 ★ つぼみ会＞

● 対象 満2歳以上の親子

● 日時 毎月 第2・第4木曜日

● 持ち物 うわばき（室内ばき）・飲み物

※ 予約不要、無料

※ 自由な時間に出入りできます。

※ 祭日と園行事に重なった場合はお休みになります。

給食 完全給食 日替わりで２社から取り寄せています。

保育の一環として

●体操教室（年中・年長）

●英語教室（全学年）

●水泳教室（年長）

ホームペー

ジURL
http://tulip-k.com/
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チューリップ第二幼稚園

給食費

保育料以外

の経費

《 毎月 》

教育充実費（月額）年少2,000円 年中・年長2,500円

★ 施設充実費（月額）全学年1,000円

★ 園バス送迎代（月額・利用者のみ）往復3,000円 片道1,500円

※ 在園児２人目半額、３人目無料になります。

★ 行事費（月額） 全学年600円

※ その他、絵本代や遠足等の行事代等の随時徴収が有ります。

《 預かり保育 》

■ 平日早朝（コケコッコ） 8:00 ～ 8:50 （100円/50分）

■ 平日午後（延長） 14:00 ～ 18:00 （100円/１時間）

■ 第1・第3土曜日 8:00 ～ 12:00 （無料）

■ 夏休み 8月お盆以外 9:00

14:00

～

～

14:00

16:00

（無料）

（250円/1時間）



藤代幼稚園

【公立】

幼稚園

（施設給付型）
藤代幼稚園 電話番号 0297－82－2008

認定区分 １号 2・3号

利用認定 70人 -

受入年齢 ４歳児～就学前 -

開園時間
(延長も含む)

平日 8 : 50 ～ 16 : 00 -

教育保育

方針と特徴

遊びの中から学び豊かな生活経験ができるよう、教師と保護者が一体となり、

一人一人の良さを活かしながら明るい園経営を目指しています。

主な保護者

参加行事

子育て支援

４月 入園式 10月 親子遠足

５月 11月 保育参観

６月 保育参観 12月 保育参観

７月 ミニ縁日 1月

８月 2月 卒園を祝う会

９月 引渡し訓練 3月 卒園式

その他

○個人面談、クラス懇談会

○お話を聞く会

○親子観劇

○交通安全教室

★未就園児プレイルーム開放

（９時30分から10時 30分までの中で、月2回程度）

★未就園児ふれあい広場

（10時から11時 月1回程度）

ホームペー

ジURL

http://www.schoolweb.ne.jp/toride/fujishiro-k/
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藤代幼稚園

給食費

完全給食 月額4,170円（令和３年度時点）

★毎月、口座振替での徴収

但し、次に該当する方は副食費（おかず代）のみ免除

◎年収360万未満相当世帯の子ども

◎年収にかかわらず第3子（小学校3年生終了前までの範囲）以降の子ども

保育料以外

の経費

【入園時または年に一度支払いが必要なもの】
★保育用品 約5,000円～

★学校保険代 135円

【毎月支払いが必要なもの】
★教材費 350円／月

★PTA会費 530円／月

※年2回払い

350円×6ヶ月×2回

530円×6ヶ月×2回

【預かり保育料】
在園児を対象に、保護者の子育てを支援するため預かり保育を実施

★実施日 月曜日から金曜日 給食がある日

★実施時間 教育時間終了後から午後4時まで

★利用金額 200円（１日あたり）



■保育認定（2号・3号認定の保育標準時間認定）延長保育料金一覧

平日 土曜日

永山保育所 \50/30 \50/30 7:00～19:00 平日と同じ

井野なないろ保育所 \50/30 \50/30 7:00～19:00 平日と同じ

白山保育所 \50/30 \50/30 7:00～19:00 平日と同じ

中央保育所 \50/30 \50/30 7:00～19:00 平日と同じ

久賀保育所 \50/30 \50/30 7:00～19:00 平日と同じ

取手保育園 \100/30 \100/30 7:00～19:00 7:00～18:00

ふたば保育園 \50/30 \50/30 7:30～19:30 7:30～18:30

育英保育園 \50/30 \50/30 7:00～19:00 7:30～18:30

たちばな保育園 \50/30 \50/30 7:00～19:00 7:30～18:30

共生保育園 無料 無料 7:00～19:00 7:00～18:00

稲保育園 \50/30 \50/30 \200/30 \200/30 7:00～20:00 7:00～18:00

戸頭東保育園 \50/30 \50/30 \200/30 7:00～19:30 平日と同じ

藤代駅前ナーサリースクール \50/30 \50/30 \500/30 \1000/30 7:00～19:00 7:00～18:00

認定こども園 たかさごｽｸｰﾙ取手 \50/30 \50/30 \1000/30 \1000/30 7:00～19:00 7:00～18:00

認定こども園 たかさごｽｸｰﾙ取手ｱﾈｯｸｽ \50/30 \50/30 \300/30 \300/30 7:00～20:00 7:00～18:00

認定こども園 取手ふたば文化 \500/30 \500/30 \500/30 7:00～19:30 7:30～18:30

認定こども園 めぐみ幼稚園 \200/30 \400/30 7:00～19:00 平日と同じ

認定こども園 戸頭さくらの森 \250/30 \250/30 7:00～19:00 平日と同じ

取手幼稚園
\100
/15

\100
/15

7:30～19:00 平日と同じ

つつみ幼稚園 7:30～18:30 平日と同じ

光風台幼稚園 7：50～ 7:50～18:50 平日と同じ

白山幼稚園 8:00～19:00 平日と同じ

取手市医師会どんぐり保育園 \50/30 \50/30 7:00～19:00 平日と同じ

2022年8月作成
開所時間

通常保育 8時間

通常保育 8時間

通常保育 8時間

通常保育 8時間

通常保育 8時間

通常保育 8時間

通常保育 8時間

通常保育 8時間

通常保育 8時間

通常保育 8時間

通常保育 8時間

通常保育 8時間

通常保育 8時間

通常保育 8時間

通常保育 8時間

通常保育 8時間

通常保育 8時間

\300/60（3-5歳児）
\500/60（0-2歳児）

通常保育 8時間

通常保育
9：00～17：00

～19:00

通常保育
8：00～16：00

通常保育
9：00～17：00

～18：50

通常保育
8：00～16：00

事業所内保育施設 通常保育 8時間

区分 施設名称
7:00～
　　　　7:30

7:30～
　　　　8:00

8:00～
　　　　8:30

8:30～16:30
16：30～
　　　17：00

17：00～
　　　17：30

17：30～
　　　18：00

18：00～
　　　18：30

18：30～
　　　19：00

19：00～
　　　19：30

19：30～
　　　20：00

公
立
保
育
所

認定こども園 みどりが丘幼稚園
通常保育

8：00～16：00
7:00～19:00 7:00～18:00

幼
稚
園
型

あづま幼稚園
通常保育

8：00～16：00
7:30～18:30 平日と同じ

私
立
保
育
園

認
定
こ
ど
も
園

幼
保
連
携
型



■保育認定（2号・3号認定の保育短時間認定）延長保育料金一覧

平日 土曜日

永山保育所 \50/30 \50/30 7:00～19:00 平日と同じ

井野なないろ保育所 \50/30 \50/30 7:00～19:00 平日と同じ

白山保育所 \50/30 \50/30 7:00～19:00 平日と同じ

中央保育所 \50/30 \50/30 7:00～19:00 平日と同じ

久賀保育所 \50/30 \50/30 7:00～19:00 平日と同じ

取手保育園 \50/30 \50/30 \50/30 \50/30 \100/30 \100/30 7:00～19:00 7:00～18:00

ふたば保育園 \50/30 \50/30 7:30～19:30 7:30～18:30

育英保育園 \50/30 \50/30 7:00～19:00 7:30～18:30

たちばな保育園 \50/30 \50/30 7:00～19:00 7:30～18:30

共生保育園 無料 無料 7:00～19:00 7:00～18:00

稲保育園 \50/30 \50/30 \50/30 \50/30 \50/30 \50/30 \200/30 \200/30 7:00～20:00 7:00～18:00

戸頭東保育園 \50/30 \50/30 \50/30 \50/30 \50/30 \50/30 \200/30 7:00～19:30 平日と同じ

藤代駅前ナーサリースクール \50/30 \800/30 7:00～19:00 7:00～18:00

認定こども園 たかさごｽｸｰﾙ取手 \50/30 \50/30 \50/30 \50/30 \50/30 \800/30 7:00～19:00 7:00～18:00

認定こども園 たかさごｽｸｰﾙ取手ｱﾈｯｸｽ \50/30 \50/30 \50/30 \50/30 \50/30 \800/30 7:00～20:00 7:00～18:00

認定こども園 取手ふたば文化 \500/30 \250/30 \250/30 \250/30 \250/30 \500/30 \500/30 7:00～19:30 7:30～18:30

認定こども園 めぐみ幼稚園 \200/30 \50/30 \200/30 \400/30 7:00～19:00 平日と同じ

認定こども園 戸頭さくらの森 \250/30 \100/29 \150/29 \250/30 7:00～19:00 平日と同じ

取手幼稚園
\100
/15

\100
/15

\100
/15

\100/30 \100/30 \100/30 \100/30 7:30～19:00 平日と同じ

つつみ幼稚園 \250/30 \250/30 \250/30 \250/30 \250/30 7:30～18:30 平日と同じ

光風台幼稚園
8：10～
\100/50

7:50～18:50 平日と同じ

白山幼稚園 \100/30 \100/30 \100/30 \100/30 \100/30 \100/30 8:00～19:00 平日と同じ

\150/30

取手市医師会どんぐり保育園 \50/30 \50/30 \50/30 \50/30 \50/30 \50/30 7:00～19:00 平日と同じ

2022年8月作成
開所時間

無料 通常保育 8時間 \50/60 \50/60

無料 通常保育 8時間 \50/60 \50/60

無料 通常保育 8時間 \50/60 \50/60

無料 通常保育 8時間 \50/60 \50/60

無料 通常保育 8時間 \50/60 \50/60

無料 通常保育 8時間

無料 通常保育 8時間 \50/60 \50/60

無料 通常保育 8時間 \50/60 \50/60

無料 通常保育 8時間 \50/60 \50/60

無料 通常保育 8時間 無料

\50/30 \50/30 通常保育 8時間

\50/30 \50/30 通常保育 8時間

\50/30 \50/30 通常保育 8時間 \100/60 \100/60

\50/30 \50/30 通常保育 8時間

\50/30 \50/30 通常保育 8時間

\250/30 \250/30 通常保育 8時間

\100/30 \50/30 通常保育 8時間 \50/20　\50/20　\50/20

\300/60（3-5歳児） \300/60（3-5歳児） \300/60（3-5歳児） \300/60（3-5歳児）
\500/60（0-2歳児） \500/60（0-2歳児） \500/60（0-2歳児） \500/60（0-2歳児）

\250/29 無料 通常保育 8時間 \250/60

\100/45
通常保育

9：00～17：00

\250/30
通常保育

8：00～16：00
7:50～
\100/20

通常保育
9：00～17：00

～18：00
\100/60

～18：50
\100/50

通常保育
8：00～16：00

\150/60（3-5歳児）
\150/30（0-2歳児）

事業所内保育施設 \50/30 \50/30 通常保育 8時間

区分 施設名称
7:00～
　　　　7:30

7:30～
　　　　8:00

8:00～
　　　　8:30

8:30～16:30
16：30～
　　　17：00

17：00～
　　　17：30

17：30～
　　　18：00

18：00～
　　　18：30

18：30～
　　　19：00

19：00～
　　　19：30

19：30～
　　　20：00

公
立
保
育
所

認定こども園 みどりが丘幼稚園
通常保育

8：00～16：00
7:00～19:00 7:00～18:00

幼
稚
園
型

あづま幼稚園 \150/30
通常保育

8：00～16：00
7:30～18:30 平日と同じ

私
立
保
育
園

認
定
こ
ど
も
園

幼
保
連
携
型


