
令和４年度 市内保育施設一覧（１／３） 入所・入園に関することは、保育幼稚園課（電話0438-62-3276）にお問い合わせください。 令和4年10月1日現在

福王台保育所 久保田保育所 根形保育所 平川保育所 吉野田保育所 昭和保育園 長浦保育園 白ゆり保育園 大空保育園

昭和49年4月／120 昭和51年8月／120 昭和45年4月／120 昭和37年9月／90 昭和49年4月／90 昭和23年3月／90 昭和41年4月／130 平成23年4月／150 平成27年4月／120

社会福祉法人四恩会

神納2-19-4 久保田1799-3 下新田106-1 三箇1965 吉野田198 奈良輪782-1 蔵波2598-1 蔵波2592-1 神納1136-1

62-6060 62-8331 63-0858 75-2159 75-2123 62-2427 62-2250 38-3258 53-8224

62-6064 62-8337 63-0874 75-2779 75-4388 62-1969 62-2271 38-3285 53-8334

月～金 7:00～19：30 7：00～19：00

土 7：00～19：00 7：00～18：00

月～金
≪標準時間≫8：00～19：00
≪短  時 間≫8：00～16：00

土

  ≪標準・短≫8：00～12：00
※12：00～13：00は無料で
　すが延長申請が必要です

家庭送迎

日曜日、祝日、年末年始
（１２月２９日～１月４日）

年末年始
（１２月２９日～１月３日）
※日曜、祝日は別途有料

日曜日、祝日、年末年始
（１２月２９日～１月３日）

日曜、祝日、年末年始
（１２月２９日～１月３日）

キリスト教による愛に基づいた
保育
1　優しい心、強い身体
2　自立の習慣を身に付ける
3　正しく綺麗な言葉遣い
4　発見と創造力に富む
5　美しいものに感動する心

子ども達の年齢別による発達段
階をより豊かな環境の中で
「様々な体験」を通して育む

生命の尊さを共感し、成長にふ
さわしい環境の中で、無限の可
能性を秘めた個性を最大限に
育む

子ども達の年齢別による発達段
階をより豊かな環境の中で
「様々な体験」を通して育む

あり（有料）
月～金　8：30～16：30
土　8：30～12：00

あり（有料）
月～金　9：00～19：00
土　9：00～17：00

なし なし なし

あり（有料）
8：00～17：00
予約が必要

なし なし

なし なし なし

あり（有料）
月～金　8：00～16：00
予約が必要

なし なし

園庭解放のみ
9：30～11：30

※新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため、現在中止してい

ます。

あり
名称：ぱる
月～金　9：30～16：00
※当面は園庭解放のみ

あり
名称：すまいるらんど
月～金　9：00～15：30
※11：30～13：30は当面中止

あり
名称：ゆうゆう
月～金　9：00～15：30
※11：30～13：30は当面中止

なし

認可施設名称

公立保育所 私立保育園

入
園
児
が
利
用
で
き
る
サ
ー

ビ
ス
等

開設年月／定員

運　営 袖ケ浦市 社会福祉法人恵福祉会

住　所

電　話

FAX

受入月齢 生後57日目から小学校就学前まで

開園時間
7：30～19：00 7：00～20：00

7：30～19：00 7：30～13：00 7：00～19：00

通常保育
時間

≪標準時間≫7：30～18：30
≪短  時 間≫8：30～16：30

≪標準時間≫7：00～18：00
≪短  時 間≫8：30～16：30

≪標準・短≫7：30～13：00
≪標準時間≫7：00～13：00
≪短　時 間≫8：30～13：00

障がい児保育 集団保育が可能な場合、入所申込み時にご相談下さい。

給食の状況
２歳児までは完全給食、３歳児以上は副食のみ提供し、主食は持参（３歳児以上の副食は別途料金徴収あり）

※園外保育の日等はお弁当持参日があります。
全児童完全給食（３歳児以上の主食・副食は別途料金徴収あり）

※お弁当持参日があります。

児童の送迎

休園日 日曜日、祝日、年末年始（１２月２９日～１月３日）

原則家庭送迎、
３歳児クラス以上で利用許可された者はバス利用可能

※バスの運行区域と送迎時間に制限があります。

原則家庭送迎、３歳児クラス以上で利用許可された者はバス利用可能
※バスの運行区域と送迎時間に制限があります。

入園の時期 毎月１日（３月は原則として受入なし。詳しくは保育幼稚園課にお問い合わせください。）

退園の時期 保育の必要性の支給認定基準に満たなくなった月の末日

保護者会 なし あり（保護者会費につきましては、各保育園にお問い合わせください。）

病児保育 なし

病後児保育 なし

園児服 指定なし あり（負担金あり）３歳児クラスから

その他負担 カラー帽子、名札、クレヨン、防災ずきん等一部保護者負担あり 絵本代　月々400円程度（詳しくは各保育園にお問い合わせください。）

子育て支援センター・
なかよし広場

３・４・８月を除き月に２日（水・木）、持ち回りで「なかよし広場」を実施（無料）
園庭の他、遊戯室も開放　9：30～11：30

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、現在中止しています。

保育指針
（一部抜粋）

1　養護と教育が一体となった保育を通して子どもの育ちを支えます。
2　保護者の状況や意向を受け止め、より良い協力関係を築きながら子育てを支えます。
3　地域に開かれた保育所として、関係機関と連携をとりながら子育て支援に貢献します。

入
園
児
以
外
も
利
用
で
き
る
サ
ー

ビ
ス

一時預かり事業 なし なし

休日保育 なし



令和４年度 市内保育施設一覧（２／３） 入所・入園に関することは、保育幼稚園課（電話0438-62-3276）にお問い合わせください。 令和4年10月1日現在

認定こども園

みどりの丘保育園 ユーカリ保育園
スクルドエンジェル

保育園 望海園
スクルドエンジェル

保育園 神納園
クニナ袖ケ浦保育園 認定こども園まりん

平成29年12月／90 令和2年4月／60 令和3年4月／76 令和3年10月／70 令和4年4月／130 平成30年4月／150

社会福祉法人みどりの風 社会福祉法人里心会 株式会社スクルドアンドカンパニー 株式会社スクルドアンドカンパニー 社会福祉法人美咲会 社会福祉法人恵福祉会

蔵波3108-177 袖ケ浦駅前1-22-3 袖ケ浦駅前2-14-6 神納2722-3 神納2942‐2 袖ケ浦駅前2-34-2

97-5552 40-5356 42-1743 42-1045 62-8008 38-5101

97-5554 40-5357 42-1745 42-1046 62-8009 38-5102

月～金 7：00～19：00 7：00～19：00 7：00～19：00 7：00～19：00 7：00～20：00 7：00～20：00

土 7：00～19：00 7：00～19：00 7：00～19：00 7：00～19：00 7：00～18：00 7：00～19：00

月～金
≪標準時間≫7：00～18：00
≪短  時 間≫8：30～16：30

≪標準時間≫7：30～18：30
≪短  時 間≫8：30～16：30

≪標準時間≫7：00～18：00
≪短  時 間≫8：30～16：30

≪標準時間≫7：00～18：00
≪短  時 間≫8：30～16：30

≪標準時間≫7：00～18：00
≪短  時 間≫8：30～16：30

≪標準時間≫7：00～18：00
≪短  時 間≫8：30～16：30

土 ≪標準・短≫7：00～13：00 ≪標準・短≫7：00～13：00
≪標準時間≫7：00～18：00
≪短　時 間≫8：30～16：30

≪標準時間≫7：00～18：00
≪短　時 間≫8：30～16：30

≪標準時間≫7：00～18：00
≪短　時 間≫8：30～16：30

≪標準時間≫7：00～13：00
≪短　時 間≫8：30～13：00

全児童完全給食（３歳児以上の主
食・副食は別途料金徴収あり）
※お弁当持参日があります。

年末年始
（１２月２９日～１月３日）

※日曜、祝日は別途有料

なし なし なし なし なし あり

なし なし なし なし なし
あり（負担金あり）
３歳児クラスから

あり（保育園に
お問い合わせください）

あり（保育園に
お問い合わせください）

あり（保育園に
お問い合わせください）

あり（保育園に
お問い合わせください）

カラー帽子（入園時）、シーツ（０・
１歳児）、絵本代（月４００円程度）

それぞれの、発達段階に適した
豊かな環境の中で、子ども自身
の力を発見し、子どもが持つ自
発性、自主性を大切にして、自
ら生きようとする力を育てます

「個性を認め合い、生きる力を
育てる」を保育理念とし、それぞ
れの得意なことを引き出し、
個々の力を認め合える関わり方
を心がけます。

一人ひとりの子どもの状況や発
達過程を踏まえ、子どもが自ら
伸びゆく力を愛情を持って支え
る

一人ひとりの子どもの状況や発
達過程を踏まえ、子どもが自ら
伸びゆく力を愛情を持って支え
る

意欲を育てる
心を育てる
個性を育てる

子ども達の年齢別による発達段
階をより豊かな環境の中で
「様々な体験」を通して育む

あり（有料）
月～金　7：30～18：30
土　7：30～18：00

なし なし なし
あり（有料）
月～土　9：00～16：30

あり（有料）
月～金　8：00～17：00

なし なし なし なし なし
あり（有料）
8：00～17：00
予約が必要

なし なし なし なし なし
あり（有料）
月～金　8：00～16：00
予約が必要

あり（有料）
月～金　8：30～17：30
予約が必要

なし なし なし なし なし

あり
名称：はぐくみ
月～金　9：00～15：30
※11：45～13：30は当面中止

なし なし なし なし

あり
名称：きらら
月～金　9：30～15：30
※11：30～13：30は当面中止

入
園
児
以
外
も
利
用
で
き
る
サ
ー

ビ
ス

一時預かり事業

休日保育

病児保育

病後児保育

子育て支援センター・
なかよし広場

住　所

その他負担

休園日

原則家庭送迎、
３歳児クラス以上で利用許可された者はバス利用可能

※バスの運行区域と送迎時間に制限があります。

集団保育が可能な場合、入所申込み時にご相談下さい。

毎月１日（３月は原則として受入なし。詳しくは保育幼稚園課にお問い合わせください。）

退園の時期

家庭送迎

保育の必要性の支給認定基準に満たなくなった月の末日

全児童完全給食（３歳児以上の主食・副食は別途料金徴収あり）

開園時間

通常保育
時間

私立保育園

保護者会

生後57日目から小学校就学前まで

園児服

認可施設名称

入
園
児
が
利
用
で
き
る
サ
ー

ビ
ス
等

開設年月／定員

運　営

原則家庭送迎、
３歳児クラス以上で利用許可された者はバス利用可能

※バスの運行区域と送迎時間に制限があります。

日曜日、祝日、年末年始
（１２月２９日～１月３日）

FAX

受入月齢

保育指針
（一部抜粋）

電　話

障がい児保育

給食の状況

児童の送迎

入園の時期



令和４年度 市内保育施設一覧（３／３） 入所・入園に関することは、保育幼稚園課（電話0438-62-3276）にお問い合わせください。 令和4年10月1日現在

事業所内保育 家庭的保育

みどりの風保育園
スクルドエンジェル
保育園 袖ケ浦園Ⅰ

スクルドエンジェル
保育園 袖ケ浦園Ⅱ

アレッタ袖ケ浦園
スクルドエンジェル
保育園 袖ケ浦園Ⅲ

キッズガーデンひまわり みらいっ子るーむ

平成28年1月／19 令和元年9月／19 令和元年9月／19 令和3年10月／19 令和3年12月／19 平成30年4月／29 平成25年10月／5

社会福祉法人みどりの風 株式会社スクルドアンドカンパニー 株式会社スクルドアンドカンパニー 株式会社エテルノ 株式会社スクルドアンドカンパニー 社会医療法人社団さつき会 委託先：長浦保育園

蔵波3108-18
袖ケ浦駅前1-39-10

ゆりまち袖ケ浦モール内2階
袖ケ浦駅前1-39-10

ゆりまち袖ケ浦モール内2階
袖ケ浦駅前1-31-15 袖ケ浦駅前1-39-13

ウィザースレジデンス袖ケ浦Ⅱ内1階
蔵波2713-9 福王台3-10-30

38-5666 42-1553 42-1553 42-1616 73-3624 63-4012 63-5558

38-5667 42-1554 42-1554 42-1617 77-7499 63-8863 63-5558

生後57日目から3歳未満児 生後57日目から3歳未満児 生後57日目から3歳未満児 生後57日目から3歳未満児 生後57日目から3歳未満児 生後４か月から３歳未満児 生後6か月から3歳未満児

月～金 7：00～19：00 7：00～19：00 7：00～19：00 7：00～19：00 7：00～19：00 7：00～19：00 8：30～17：30

土 7：00～19：00 7：00～19：00 7：00～19：00 7：00～18：00 7：00～19：00 7：00～19：00 8：30～17：30

月～金
≪標準時間≫7：00～18：00
≪短  時 間≫8：30～16：30

≪標準時間≫7：00～18：00
≪短  時 間≫8：30～16：30

≪標準時間≫7：00～18：00
≪短  時 間≫8：30～16：30

≪標準時間≫7：00～18：00
≪短  時 間≫8：00～16：00

≪標準時間≫7：00～18：00
≪短  時 間≫8：30～16：30

≪標準時間≫7：30～18：30
≪短  時 間≫8：30～16：30

8：30～17：30

土 ≪標準・短≫7：00～13：00
≪標準時間≫7：00～18：00
≪短　時 間≫8：30～16：30

≪標準時間≫7：00～18：00
≪短　時 間≫8：30～16：30

≪標準時間≫7：00～18：00
≪短　時 間≫8：00～16：00

≪標準時間≫7：00～18：00
≪短　時 間≫8：30～16：30

≪標準時間≫7：30～13：00
≪短　時 間≫7：30～13：00

8：30～13：00

全児童完全給食 全児童完全給食 全児童完全給食 全児童完全給食 全児童完全給食 全児童完全給食
なし

※ミルクや離乳食・
お弁当持参です

なし なし なし なし なし なし なし

なし なし なし なし なし なし なし

あり（保育園に
お問い合わせください）

あり（保育園に
お問い合わせください）

あり（保育園に
お問い合わせください）

あり（保育園に
お問い合わせください）

あり（保育園に
お問い合わせください）

あり（保育園に
お問い合わせください）

あり（委託先に
お問い合わせください）

それぞれの、発達段階に適した
豊かな環境の中で、子ども自身
の力を発見し、子どもが持つ自
発性、自主性を大切にして、自
ら生きようとする力を育てます

一人ひとりの子どもの状況や発
達過程を踏まえ、子どもが自ら
伸びゆく力を愛情を持って支え
る

一人ひとりの子どもの状況や発
達過程を踏まえ、子どもが自ら
伸びゆく力を愛情を持って支え
る

子どもの一人一人の発達に合
わせた基本的な生活習慣を身
に付けます。

一人ひとりの子どもの状況や発
達過程を踏まえ、子どもが自ら
伸びゆく力を愛情を持って支え
る

家庭的に雰囲気を大切にし一
人ひとりの発育や発達に応じて
丁寧な関わりを心掛けその子ら
しさが育つ援助をする

あり（有料）
月～金　7：30～18：30
土　7：30～18：00

なし なし

あり（有料）（余裕活用型）
月～金　7：00～18：00
※定員に余裕がある場合のみ
実施

なし なし なし

なし なし なし なし なし なし

なし なし なし なし なし なし

なし なし なし なし なし なし

なし なし なし なし なし なし

毎月１日（３月は原則として受入なし。詳しくは保育幼稚園課にお問い合わせください。）

保育の必要性の支給認定基準に満たなくなった月の末日、もしくは３歳になった年度末まで

運　営

住　所

電　話

集団保育が可能な場合、入所申込み時にご相談下さい。

入園の時期

退園の時期

入
園
児
以
外
も
利
用
で
き
る
サ
ー

ビ
ス

一時預かり事業

休日保育

病児保育

病後児保育

子育て支援センター・
なかよし広場

保護者会

保育指針
（一部抜粋）

FAX

受入月齢

児童の送迎

休園日

園児服

その他負担

小規模保育

家庭送迎

日曜日、祝日、年末年始
（１２月２９日～１月３日）

開園時間

通常保育
時間

障がい児保育

給食の状況

認可施設名称

入
園
児
が
利
用
で
き
る
サ
ー

ビ
ス
等

開設年月／定員


