
（平成31年3月31日現在）

No. 所在市町村 施設名

1 水戸市 スワン保育園

2 結城市 城西病院病児保育室　ひばり

3 龍ケ崎市 龍ケ崎済生会病院なでしこ保育園

4 笠間市 地域医療センターかさま病児保育室

5 取手市 取手市医師会どんぐり保育園

6 つくば市 さくら学園保育園

7 つくば市 学園みらい保育園

8 つくば市 つくばスワン保育園

9 ひたちなか市 遊座医院

10 鹿嶋市 病児室もみの木

11 守谷市 すこやかルーム（守谷第一総合病院）

12 那珂市
医療法人どんぐり会
那珂キッズクリニックしろやぎさんのポシェット

13 筑西市 病児保育室ひまわり

14 桜川市 県西総合病院

15 神栖市 神栖済生会病院

16 大洗町 ひじり保育園

17 大子町
医療法人　保内郷厚生会
保内郷メディカルクリニック保内郷病児室「ひまわり」

18 利根町 もえぎ野わかば保育園病児保育室

16市町 18か所

病児保育事業実施施設一覧　

１　病児対応型



No. 所在市町村 施設名

1 水戸市 日本赤十字社茨城県支部乳児院

2 水戸市 堀あさひこども園

3 水戸市 元吉田さくら保育園

4 水戸市 はぐくみの森あさひ保育園

5 日立市 さくらんぼキッズルーム

6 日立市 豊浦さくら保育園

7 日立市 田尻徳風保育園

8 日立市 森山聖徳保育園

9 日立市 いしまち認定こども園

10 日立市 多賀さくら認定こども園

11 土浦市 愛保育園

12 土浦市 エンゼルスポーツ幼稚園

13 石岡市 石岡市医師会病院さくらんぼ保育園

14 龍ケ崎市 ことり保育園

15 龍ケ崎市 まつやま中央保育園

16 龍ケ崎市 まつやま大宮保育園

17 常陸太田市 愛保育園

18 常陸太田市 太田さくら保育園

19 高萩市 松ヶ丘認定こども園

20 北茨城市 みなみ保育園

21 笠間市 かさまこども園

22 笠間市 みか保育園

23 笠間市 おしのべ保育園

24 取手市 稲保育園

25 牛久市 牛久みらい保育園

26 つくば市 つくばきらり保育園

２　病後児対応型



27 ひたちなか市 清心保育園

28 ひたちなか市 たかば保育園

29 ひたちなか市 おーくす佐野保育園

30 守谷市 総合守谷第一病院　「すこやかルーム」

31 常陸大宮市 ふわふわボッコ

32 筑西市 たけのこ保育園

33 筑西市 認定こども園いずみ保育園

34 坂東市 ホスピタル坂東　病後児保育施設「七星」

35 神栖市 白十字保育園

36 行方市 玉造第一保育園

37 つくばみらい市 きらり保育園

38 つくばみらい市 富士見ケ丘認定こども園

39 小美玉市 四季の杜保育園

40 小美玉市 玉里第二保育園

41 東海村 おーくす船場こども園

42 阿見町 阿見ひかり保育園

43 阿見町 さくら保育園

44 阿見町 きらり保育園

45 八千代町 八千代保育園

24市町村 45か所



No. 所在市町村 施設名

1 水戸市 百合が丘ひまわり保育園

2 日立市 つくしんぼ保育園

3 古河市 白梅保育園

4 古河市 牛ヶ谷保育園

5 古河市 おはな保育園

6 龍ケ崎市 ときわ保育園

7 龍ケ崎市 しらはね保育園

8 龍ケ崎市 ながと夢保育園

9 龍ケ崎市 あすなろ保育園

10 高萩市 同仁東保育園

11 笠間市 大沢保育園

12 笠間市 すみれこども園

13 笠間市 すみれナーサリー

14 牛久市 ひたち野うしく保育園つくしんぼ

15 牛久市 牛久さくら保育園

16 牛久市 牛久めぐみ保育園

17 牛久市 牛久みらい保育園

18 牛久市 牛久ひかり保育園

19 牛久市 つつじが丘ふたばランド保育園

20 牛久市 牛久ふれあい保育園

21 牛久市 ふたばランド保育園

22 牛久市 つばめ保育園

23 つくば市 かつらぎ保育園

24 つくば市 島名杉の子保育園

25 つくば市 まつぼっくり保育園

３　体調不良児対応型



26 つくば市 かなめ保育園

27 つくば市 フラワーチャイルド保育園

28 つくば市 つくばこどもの森保育園

29 つくば市 つくばトッポンチーノ保育園

30 ひたちなか市 勝田保育園

31 ひたちなか市 はなのわ保育園

32 ひたちなか市 たんぽぽ保育園

33 ひたちなか市 清心保育園

34 ひたちなか市 たかば保育園

35 ひたちなか市 勝田あすなろ保育園

36 ひたちなか市 堀川保育園

37 ひたちなか市 平磯保育園

38 ひたちなか市 海の子保育園

39 ひたちなか市 柳沢保育園

40 ひたちなか市 おーくす佐野保育園

41 ひたちなか市 あずみの森保育園

42 鹿嶋市 鹿嶋さくら園

43 鹿嶋市 認定こども園鹿島いずみ園

44 潮来市 認定こども園慈母学園

45 稲敷市 認定こども園つばさ

46 神栖市 ぴよぴよ保育園

47 神栖市 神栖ベビーランド

48 鉾田市 あかつき保育園

49 小美玉市 さくら保育園

50 小美玉市 太陽保育園

51 小美玉市 納場保育園

52 小美玉市 玉里保育園

53 小美玉市 はとり保育園



54 茨城町 飯沼こども園

55 茨城町 ｳｨｽﾃﾘｱﾅｰｻﾘｰｽｸｰﾙ

56 大洗町 ひじり保育園

57 城里町 認定こども園　常北保育園

58 城里町 みどりこども園

59 東海村 チューリップ保育園

60 東海村 みぎわ保育園

61 東海村 サンフラワーこどもの森保育園

62 東海村 さちのみ認定こども園

63 東海村 おーくす船場こども園

64 阿見町 阿見ひかり保育園

20市町村 64か所



No. 所在市町村 施設名

1 水戸市 こどもの劇場

1市 1か所

４　非施設型（訪問型）


