
○指定管理施設かつ公募の場合は，以下の施設名または内訳欄をクリックすると，前回選定時の募集要項が確認できます。

※ 次回選定年度はあくまで予定であり，変更となる場合があります。

所管
局

施設名 管理方法
選定
方法

指定管理者
指定期間
〔年度〕

次回選定
年度 ※

利用料
金制

直営・非公募の理由等

環境
政策
局

環境保全活動センター 1 指定管理 公募
公益財団法人　京都
市環境保全活動推進
協会

R3～R6 R6 あり

環境政策局計 1

総合
企画
局

大学のまち交流センター 1 指定管理 非公募
公益財団法人　大学
コンソーシアム京都

H31～R4 R4 ―

【非公募の理由】
（公財）大学コンソー
シアム京都は，大学間
連携と相互協力を図
り，加盟大学等の教
育・学術研究水準の向
上等を図ることを目的
に設立された京都で唯
一の大学の連携組織で
あって，「大学のまち
京都・学生のまち京都
推進計画」を本市と協
働で策定し，かつ推進
している団体である
等，非公募とする合理
的な理由があるため

国際交流会館 1 指定管理 公募
公益財団法人　京都
市国際交流協会

H31～R4 R4 あり

総合企画局計 2

文化
市民
局

男女共同参画センター
（ウィングス京都）

1 指定管理 公募
公益財団法人　京都
市男女共同参画推進
協会

H31～R4 R4 あり

市民活動総合センター 1 指定管理 公募
特定非営利活動法人
きょうとＮＰＯセン
ター

H31～R4 R4 ―

久世ふれあいセンター
（図書施設を除く。）

1 直営 ― ― ― ― ―

【直営の理由】
久世地域の環境整備事
業の目的，成果を市民
へ継承していくという
公的責任を果たしてい
く必要があるため

いきいき市民活動セン
ター

13 北 指定管理 公募
特定非営利活動法人
くらしネット２１

R4～R7 R7 あり

岡崎 指定管理 公募
特定非営利活動法人
音の風

R4～R7 R7 あり

左京東部 指定管理 公募
特定非営利活動法人
劇研

R4～R7 ― あり 令和7年度末で供用終了

左京西部 指定管理 公募
特定非営利活動法人
劇研

R4～R7 R7 あり

中京 指定管理 公募
特定非営利活動法人
あかしやふれあい
ネットワーク

R4～R7 R7 あり

東山 指定管理 公募
有限責任事業組合ま
ちとしごと総合研究
所

R4～R7 R7 あり

下京 指定管理 公募
有限責任事業組合ま
ちとしごと総合研究
所

R4～R7 R7 あり

吉祥院 指定管理 公募
特定非営利活動法人
ふれあい吉祥院ネッ
トワーク

R4～R7 R7 あり

上鳥羽北部 指定管理 公募
一般社団法人 上鳥
羽絆会

R4～R7 R7 あり

上鳥羽南部 指定管理 公募 株式会社 丸起 R4～R7 R7 あり

久世 指定管理 公募
地域環境整備みどり
の会

R4～R7 R7 あり

醍醐 指定管理 公募
株式会社 ワン・
ワールド

R4～R7 R7 あり

伏見 指定管理 公募
有限責任事業組合ま
ちとしごと総合研究
所

R4～R7 R7 あり

「公の施設」の指定管理者制度の活用状況等（令和4年4月1日現在）

施設数／内訳
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http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/001.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/003.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/004.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/004.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/005.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/006.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/007.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/008.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/009.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/010.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/011.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/012.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/013.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/014.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/015.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/016.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/017.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/018.pdf


所管
局

施設名 管理方法
選定
方法

指定管理者
指定期間
〔年度〕

次回選定
年度 ※

利用料
金制

直営・非公募の理由等施設数／内訳

文化
市民
局

京都会館（ロームシアター京
都）

1 指定管理 公募
公益財団法人 京都
市音楽芸術文化振興
財団

H31～R8 R8 あり

文化会館 5 北文化会館 指定管理 公募 R4

東部文化会館 指定管理 公募 R4

右京ふれあい
文化会館

指定管理 公募 R4

西文化会館ウ
エスティ

指定管理 公募 R4

呉竹文化セン
ター

指定管理 公募 R4

京都コンサートホール 1 指定管理 非公募
公益財団法人　京都
市音楽芸術文化振興
財団

H31～R4 R4 あり

【非公募の理由】
京都市交響楽団の活動
拠点であり，また，(公
財)京都市音楽芸術文化
振興財団が京都市交響
楽団の事業運営を担っ
ているため，同財団が
指定管理者となること
が，施設の管理運営
上，最も効果的かつ効
率的であるため

円山公園音楽堂 1 指定管理 公募
株式会社 アクテイ
ブケイ

H31～R4 R4 ―

京都芸術センター 1 指定管理 非公募
公益財団法人　京都
市芸術文化協会

H31～R4 R4 ―

【非公募の理由】
施設の設置目的を達成
できる団体が現在の委
託団体のみであると判
断したため（市と芸術
家等との連携により，
市の芸術を総合的に振
興するという施設の設
置目的を達成できる団
体は現指定管理者しか
あり得ない。）

無鄰菴 1 指定管理 公募
植彌加藤造園株式会
社

H31～R4 R4 あり

岩倉具視幽棲旧宅 1 指定管理 公募
植彌加藤造園株式会
社

H31～R4 R4 あり

旧三井家下鴨別邸 1 指定管理 公募
旧三井家下鴨別邸運
営コンソーシアム

H31～R4 R4 あり

美術館 1 直営 ― ― ― ― ―

【直営の理由】
公的美術館の使命であ
る研究機能を果たして
いく必要があるため

動物園 1 直営 ― ― ― ― ―

【直営の理由】
社会教育施設でもある
動物園が持つ公的責任
を果たしていく必要が
あるため

元離宮二条城 1 直営 ― ― ― ― ―

【直営の理由】
世界遺産であり，本市
が責任を持って管理す
る必要があるため

文化財建造物保存技術研
修センター

1 指定管理 公募
公益社団法人　全国
社寺等屋根工事技術
保存会

H31～R4 R4 あり

考古資料館 1 指定管理 非公募
公益財団法人　京都
市埋蔵文化財研究所

H31～R4 R4 ―

【非公募の理由】
考古資料に関する学術
的な見識，技術力及び
豊富な発掘調査の実績
を有するとともに，考
古資料館の土地を有
し，敷地内に事務所を
設置している(公財)京
都市埋蔵文化財研究所
を指定管理者とするこ
とが，施設の運営管理
上，最も効果的かつ効
率的であるため

歴史資料館 1 直営 ― ― ― ― ―

【直営の理由】
歴史資料の調査及び研
究等を行う施設であ
り，指定管理になじま
ないため

公益財団法人　京都
市音楽芸術文化振興
財団

H31～R4 あり
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http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/019.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/019.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/020.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/021.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/022.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/022.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/023.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/023.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/024.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/024.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/026.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/028.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/029.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/030.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/031.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/031.pdf


所管
局

施設名 管理方法
選定
方法

指定管理者
指定期間
〔年度〕

次回選定
年度 ※

利用料
金制

直営・非公募の理由等施設数／内訳

地域体育館 13 伏見北部 指定管理 公募
横大路スポーツネッ
トワーク

左京 指定管理 公募
宝が池スポーツネッ
トワーク

東山 指定管理 公募
東山・下京スポーツ
ネットワーク

下京 指定管理 公募
東山・下京スポーツ
ネットワーク

山科 指定管理 公募

ビバ・アシックスス
ポーツファシリ
ティーズ・テルウェ
ル西日本・日本メッ
クスグループ

桂川 指定管理 公募

ビバ・アシックスス
ポーツファシリ
ティーズ・テルウェ
ル西日本・日本メッ
クスグループ

醍醐 指定管理 公募

ビバ・アシックスス
ポーツファシリ
ティーズ・テルウェ
ル西日本・日本メッ
クスグループ

伏見東部 指定管理 公募

ビバ・アシックスス
ポーツファシリ
ティーズ・テルウェ
ル西日本・日本メッ
クスグループ

右京 指定管理 公募

ビバ・アシックスス
ポーツファシリ
ティーズ・テルウェ
ル西日本・日本メッ
クスグループ

中京 指定管理 公募

ビバ・アシックスス
ポーツファシリ
ティーズ・テルウェ
ル西日本・日本メッ
クスグループ

吉祥院 指定管理 公募
東山・下京スポーツ
ネットワーク

久世 指定管理 公募

ビバ・アシックスス
ポーツファシリ
ティーズ・テルウェ
ル西日本・日本メッ
クスグループ

伏見北堀公園 指定管理 公募

ビバ・アシックスス
ポーツファシリ
ティーズ・テルウェ
ル西日本・日本メッ
クスグループ

西京極総合運動公園 1
プール施設
（京都アクア
リーナ）

指定管理 公募
アクアリーナ・西院
スポーツネットワー
ク

H31～R4 R4 あり

陸上競技場兼
球技場（たけ
びしスタジア
ム京都），補
助競技場，野
球場（わかさ
スタジアム京
都）

指定管理 公募
京都スポーツネット
ワーク

H31～R4 R4 あり

市民スポーツ会館 1 指定管理 公募
京都スポーツネット
ワーク

H31～R4 R4 あり

京都市体育館
（ハンナリーズアリー
ナ）

1 指定管理 公募
京都スポーツネット
ワーク

H31～R4 R4 あり

武道センター 1 指定管理 公募
岡崎スポーツネット
ワーク

H31～R4 R4 あり

宝が池公園運動施設 1 指定管理 公募
宝が池スポーツネッ
トワーク

H31～R4 R4 あり

運動公園 19 岡崎 指定管理 公募
岡崎スポーツネット
ワーク

一乗寺 指定管理 公募
宝が池スポーツネッ
トワーク

岩倉東 指定管理 公募
宝が池スポーツネッ
トワーク

西院 指定管理 公募
アクアリーナ・西院
スポーツネットワー
ク

三栖 指定管理 公募
横大路スポーツネッ
トワーク

文化
市民
局

H31～R4 R4 あり

H31～R4 R4 あり

3

http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/033.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/034.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/035.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/036.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/037.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/038.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/039.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/040.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/041.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/042.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/043.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/044.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/045.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/046.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/046.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/046.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/047.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/047.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/047.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/047.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/047.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/047.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/047.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/047.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/048.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/049.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/049.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/049.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/050.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/051.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/052.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/053.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/054.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/055.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/056.pdf


所管
局

施設名 管理方法
選定
方法

指定管理者
指定期間
〔年度〕

次回選定
年度 ※

利用料
金制

直営・非公募の理由等施設数／内訳

文化
市民
局

運動公園
桂川緑地久我
橋東詰

指定管理 公募
横大路スポーツネッ
トワーク

下鳥羽 指定管理 公募
吉祥院・下鳥羽ス
ポーツネットワーク

朱雀 指定管理 公募

ビバ・アシックスス
ポーツファシリ
ティーズ・テルウェ
ル西日本・日本メッ
クスグループ

東野 指定管理 公募

ビバ・アシックスス
ポーツファシリ
ティーズ・テルウェ
ル西日本・日本メッ
クスグループ

勧修寺 指定管理 公募

ビバ・アシックスス
ポーツファシリ
ティーズ・テルウェ
ル西日本・日本メッ
クスグループ

殿田 指定管理 公募
東山・下京スポーツ
ネットワーク

上鳥羽 指定管理 公募
東山・下京スポーツ
ネットワーク

吉祥院 指定管理 公募
吉祥院・下鳥羽ス
ポーツネットワーク

牛ケ瀬 指定管理 公募

ビバ・アシックスス
ポーツファシリ
ティーズ・テルウェ
ル西日本・日本メッ
クスグループ

小畑川中央 指定管理 公募

ビバ・アシックスス
ポーツファシリ
ティーズ・テルウェ
ル西日本・日本メッ
クスグループ

伏見 指定管理 公募

ビバ・アシックスス
ポーツファシリ
ティーズ・テルウェ
ル西日本・日本メッ
クスグループ

伏見桃山城運
動公園

指定管理 公募

ビバ・アシックスス
ポーツファシリ
ティーズ・テルウェ
ル西日本・日本メッ
クスグループ

運動公園 山科中央

宇治川

横大路運動公園 1 指定管理 公募
横大路スポーツネッ
トワーク

H31～R4 R4 あり

京北運動公園 1 指定管理 公募
京北スポーツネット
ワーク

H31～R4 R4 あり

黒田トレーニングホール 1 直営 ― ― ― ― ―

【直営の理由】
地元便益施設としての
性質上，指定管理にな
じまないため

文化市民局計 74

― ― ― ―

H31～R4 R4 あり

【直営の理由】
河川敷にある運動公園
については，国から直
営による管理が求めら
れており，また，地元
便益施設としての性質
上，指定管理になじま
ないため

直営 ―
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http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/057.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/057.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/058.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/059.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/060.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/061.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/062.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/063.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/064.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/065.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/066.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/067.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/068.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/068.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/069.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/071.pdf


所管
局

施設名 管理方法
選定
方法

指定管理者
指定期間
〔年度〕

次回選定
年度 ※

利用料
金制

直営・非公募の理由等施設数／内訳

産業
観光
局

勧業館（みやこめっせ） 1 指定管理 公募
株式会社　京都産業
振興センター

R3～R6 R6 あり

中央卸売市場 2 直営 ― ― ― ― ―

【直営の理由】
公的経営の下で社会的
責任を果たしていく必
要があるため

と畜場 1 直営 ― ― ― ― ―

【直営の理由】
公的経営の下で社会的
責任を果たしていく必
要があるため

宇多野ユースホステル 1 指定管理 公募
一般財団法人　京都
ユースホステル協会

H31～R4 R4 あり

宇津峡公園 1 指定管理 公募
公益財団法人　きょ
うと京北ふるさと公
社

H31～R4 R4 あり

京北森林公園 1 指定管理 公募
特定非営利活動法人
森守協力隊

H31～R4 R4 あり

産業
観光
局

森林文化交流センター
（森愛館）

1 指定管理 非公募
公益財団法人　京都
市森林文化協会

H31～R4 R4 ―

【非公募の理由】
財団の所有する隣接施
設と，一体的に運営す
る必要があるため

農業集落排水施設 1 直営 ― ― ― ― ―

【直営の理由】
公的経営の下で社会的
責任を果たしていく必
要があるため

地域特産物需要拡大セン
ター（ウッディー京北）

1 指定管理 公募
公益財団法人　きょ
うと京北ふるさと公
社

H31～R4 R4 ―

産業観光局計 10
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http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/072.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/073.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/074.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/075.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/077.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/077.pdf


所管
局

施設名 管理方法
選定
方法

指定管理者
指定期間
〔年度〕

次回選定
年度 ※

利用料
金制

直営・非公募の理由等施設数／内訳

聴覚言語障害センター 1 指定管理 公募 あり

西ノ京障害者授産所 1 指定管理 公募 あり

桂川療護園 1 指定管理 公募 あり

桂川障害者デイサービス
センター

1 指定管理 公募 あり

障害者スポーツセンター 1 指定管理 公募
公益財団法人　京都
市障害者スポ－ツ協
会

H29～R4 R4 あり

障害者教養文化・体育会
館

1 指定管理 公募
公益財団法人　京都
市障害者スポ－ツ協
会

H29～R4 R4 あり

紫野障害者授産所 1 指定管理 公募
社会福祉法人　京都
総合福祉協会

H29～R4 R4 あり

障害者支援施設大原野の
杜

1 指定管理 公募
社会福祉法人　京都
総合福祉協会

H29～R4 R3 あり

洛西ふれあいの里  療護
園

1 指定管理 公募
社会福祉法人　京都
総合福祉協会

H29～R4 ‐ あり 民間移管を検討中

洛西ふれあいの里　デ
イ・サービスセンター

1 指定管理 公募
社会福祉法人　京都
総合福祉協会

H29～R4 ‐ あり 民間移管を検討中

洛西ふれあいの里　授産
園

1 指定管理 公募
社会福祉法人　京都
総合福祉協会

H29～R4 ‐ あり 民間移管を検討中

洛西ふれあいの里　更生
園

1 指定管理 公募
社会福祉法人　京都
総合福祉協会

H29～R4 ‐ あり 民間移管を検討中

洛南障害者授産所 1 指定管理 公募
社会福祉法人　京都
身体障害者福祉セン
タ－

H29～R4 R4 あり

洛南身体障害者福祉会館 1 指定管理 公募
社会福祉法人　京都
身体障害者福祉セン
タ－

H29～R4 R4 あり

山科身体障害者福祉会館 1 指定管理 公募 あり

山科障害者授産所 1 指定管理 公募 あり

やましな学園 1 指定管理 公募 あり

だいご学園 1 指定管理 公募 あり

山科障害者デイサービス
センター

1 指定管理 公募 あり

伏見障害者授産所 1 指定管理 公募 あり

伏見障害者デイサービス
センター

1 指定管理 公募 あり

ふしみ学園 1 指定管理 公募 あり

飛鳥井学園 1 指定管理 公募
社会福祉法人　修光
学園

H29～R4 R4 あり

横大路学園 1 指定管理 公募
社会福祉法人　京都
国際社会福祉協力会

H29～R4 R4 あり

横大路福祉工場 1 指定管理 公募
社会福祉法人　京都
国際社会福祉協力会

H29～R4 R4 あり

みぶ身体障害者福祉会館 1 指定管理 非公募
京都市身体障害者団
体連合会

R4 R4 なし

【非公募の理由】
建物を廃止するまでの
短期間の間，老朽化し
た建物や利用者の特性
を踏まえた施設の管理
及び運営を行う必要が
あるため

よしだ学園 1 指定管理 公募 R3 あり

よしだ福祉工場 1 指定管理 公募 R3 あり

うずまさ学園 1 指定管理 公募 R4 あり

太秦障害者デイサービス
センター

1 指定管理 公募 R4 あり

保健
福祉
局

社会福祉法人　京都
聴覚言語障害者福祉
協会

H29～R4 R3

社会福祉法人　京都
社会事業財団

H29～R4 R3

社会福祉法人　京都
身体障害者福祉セン
タ－

H29～R4 R3

社会福祉法人　京都
身体障害者福祉セン
タ－

H29～R4 R4

社会福祉法人　京都
身体障害者福祉セン
タ－

H29～R4 R3

社会福祉法人　京都
育成の会

H29～R4

社会福祉法人　京都
市右京区社会福祉協
議会

H29～R4
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http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/078.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/079.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/080.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/081.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/081.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/082.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/083.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/083.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/084.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/085.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/085.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/086.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/086.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/087.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/087.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/088.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/088.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/089.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/089.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/090.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/091.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/092.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/093.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/094.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/095.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/096.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/096.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/097.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/098.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/098.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/099.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/100.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/101.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/102.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/103.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/106.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/107.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/108.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/109.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/109.pdf


所管
局

施設名 管理方法
選定
方法

指定管理者
指定期間
〔年度〕

次回選定
年度 ※

利用料
金制

直営・非公募の理由等施設数／内訳

保健
福祉
局

地域リハビリテーション
推進センター

1 直営 ― ― ― ― ―

【直営の理由】
身体障害者更生相談所
については，身体障害
者福祉法に規定されて
いる業務を行うに当た
り，平等性，公平性等
（守秘義務の確保を含
む）を確保する必要が
あるため

こころの健康増進セン
ター

1
こころの健康
増進センター

直営 ― ― ― ― ―

【直営の理由】
精神保健福祉センター
については，精神保健
及び精神障害者福祉に
関する法律に規定され
た業務を行うに当た
り，公平性の確保や職
員配置等の行政責任を
果たす必要があるため

朱雀工房 指定管理 公募 R3

地域生活支援
センターなご
やかサロン

指定管理 公募 R3

桂授産園 1 指定管理 公募
社会福祉法人　京都
総合福祉協会

H30～R5 R5 あり

福祉ボランティアセン
ター

1
福祉ボラン
ティアセン
ター

指定管理 公募
社会福祉法人　京都
市社会福祉協議会

R1～R4 R4 ―

ひと・まち交
流館京都の共
用部分

指定管理 公募
社会福祉法人　京都
市社会福祉協議会

R1～R4 R4 ―

中央保護所 1 指定管理 非公募
社会福祉法人みなと
寮

R2～R3 ― ― 令和3年度末で休止

特別養護老人ホーム 7 本能 指定管理 公募
社会福祉法人　京都
福祉サ－ビス協会

H29～R4 R3 あり

小川 指定管理 公募 H29～R4 R3 あり

修徳 指定管理 公募 H29～R4 R3 あり

柊野 指定管理 公募
社会福祉法人　柊野
福祉会

H29～R4 R3 あり

東九条 指定管理 公募
社会福祉法人　カト
リック京都司教区カ
リタス会

H29～R4 R3 あり

桂川 指定管理 公募
社会福祉法人　京都
社会事業財団

H29～R4 R3 あり

久世 指定管理 公募
社会福祉法人　清和
園

H29～R4 R3 あり

老人デイサービスセン
ター

39 本能 指定管理 公募 H29～R4 R3 あり

小川 指定管理 公募 H29～R4 R3 あり

西院 指定管理 公募 H29～R4 R4 あり

修徳 指定管理 公募 H29～R4 R3 あり

葛野 指定管理 公募 H29～R4 R4 あり

御池 指定管理 公募 H29～R4 R4 あり

衣笠 指定管理 公募 H29～R4 R4 あり

出水 指定管理 公募 H29～R4 R4 あり

御室 指定管理 公募 H29～R4 R4 あり

仁和 指定管理 公募 H29～R4 R4 あり

東山 指定管理 公募 H29～R4 R4 あり

陶化 指定管理 公募 H29～R4 R4 あり

山科 指定管理 公募 H29～R4 R4 あり

下京 指定管理 公募 H29～R4 R4 あり

太秦 指定管理 公募 H29～R4 R4 あり

醍醐 指定管理 公募 H29～R4 R4 あり

社会福祉法人　京都
光彩の会

H29～R4 あり

社会福祉法人　京都
福祉サ－ビス協会

社会福祉法人　京都
福祉サ－ビス協会

社会福祉法人　京都
市社会福祉協議会

社会福祉法人　京都
市社会福祉協議会
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http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/110-1.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/110-2.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/110-2.pdf
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http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/112-1.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/112-1.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/112-2.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/112-2.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/112-2.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/114.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/115.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/116.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/117.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/118.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/119.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/120.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/121.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/122.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/123.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/124.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/125.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/126.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/127.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/128.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/129.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/130.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/131.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/132.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/133.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/134.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/135.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/136.pdf


所管
局

施設名 管理方法
選定
方法

指定管理者
指定期間
〔年度〕

次回選定
年度 ※

利用料
金制

直営・非公募の理由等施設数／内訳

老人デイサービスセン
ター

伏見 指定管理 公募 H29～R4 R4 あり

上京 指定管理 公募 H29～R4 R4 あり

左京 指定管理 公募 H29～R4 R4 あり

久世西 指定管理 公募 H29～R4 R4 あり

西京 指定管理 公募 H29～R4 R4 あり

高野 指定管理 公募 H29～R4 R4 あり

修学院 指定管理 公募 H29～R4 R4 あり

粟田 指定管理 公募 H29～R4 R4 あり

鳳徳 指定管理 公募
社会福祉法人　柊野
福祉会

H29～R4 R4 あり

柊野 指定管理 公募
社会福祉法人　柊野
福祉会

H29～R4 R3 あり

東高瀬川 指定管理 公募 H29～R4 R4 あり

春日丘 指定管理 公募 H29～R4 R4 あり

久世 指定管理 公募 H29～R4 R3 あり

吉祥院 指定管理 公募 H29～R4 R4 あり

成逸 指定管理 公募 H29～R4 R4 あり

桂川 指定管理 公募 H29～R4 R3 あり

東九条 指定管理 公募 H29～R4 R3 あり

島原 指定管理 公募 H29～R4 R4 あり

崇仁 指定管理 公募 R2～R7 R7 あり

百々 指定管理 公募
社会福祉法人　同和
園

H29～R4 R4 あり

勧修 指定管理 公募
社会福祉法人　勧修
福祉会

H29～R4 R4 あり

日ノ岡 指定管理 公募
社会福祉法人　緑寿
会

H29～R4 R4 あり

西ノ京 指定管理 公募
社会福祉法人　京都
聴覚言語障害者福祉
協会

H29～R4 R3 あり

老人短期入所施設 3 東高瀬川 指定管理 公募
社会福祉法人　京都
老人福祉協会

H29～R4 R4 あり

春日丘 指定管理 公募
社会福祉法人　京都
老人福祉協会

H29～R4 R4 あり

菊浜 指定管理 公募
社会福祉法人　京都
市社会福祉協議会

H29～R4 R4 あり

老人福祉センター 17 山科中央 指定管理 公募 H29～R4 R4 ―

下京 指定管理 公募 H29～R4 R4 ―

右京中央 指定管理 公募 H29～R4 R4 ―

伏見 指定管理 公募 H29～R4 R4 ―

醍醐 指定管理 公募 H29～R4 R4 ―

中京 指定管理 公募 R3～R7 R7 ―

山科 指定管理 公募 R3～R7 R7 ―

南 指定管理 公募 R3～R7 R7 ―

右京 指定管理 公募 R3～R7 R7 ―

洛西 指定管理 公募 R3～R7 R7 ―

上京 指定管理 公募 H29～R4 R4 ―

左京 指定管理 公募 H29～R4 R4 ―

久世西 指定管理 公募 H29～R4 R4 ―

保健
福祉
局

社会福祉法人　京都
市社会福祉協議会

社会福祉法人　バプ
テストめぐみ会

社会福祉法人　京都
老人福祉協会

社会福祉法人　清和
園

社会福祉法人　京都
社会事業財団

社会福祉法人　カト
リック京都司教区カ
リタス会

社会福祉法人　京都
市社会福祉協議会
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http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/137.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/138.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/139.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/140.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/141.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/142.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/143.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/144.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/145.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/146.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/147.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/148.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/149.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/150.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/151.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/152.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/153.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/154.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/155.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/156.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/157.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/158.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/159.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/160.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/161.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/162.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/163.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/164.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/165.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/166.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/167.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/168.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/169.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/170.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/171.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/172.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/173.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/174.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/175.pdf


所管
局

施設名 管理方法
選定
方法

指定管理者
指定期間
〔年度〕

次回選定
年度 ※

利用料
金制

直営・非公募の理由等施設数／内訳

老人福祉センター 西京 指定管理 公募 H29～R4 R4 ―

北 指定管理 公募 R3～R7 R7 ―

東山 指定管理 公募 R3～R7 R7 ―

淀 指定管理 公募
社会福祉法人　淀福
祉会

R3～R7 R7 ―

久多いきいきセンター 1 指定管理 公募
京都市久多いきいき
センタ－運営委員会

R3～R7 R7 ―

老人保養センター 1 指定管理 公募
国際ライフパート
ナー株式会社

R1～R5 R5 あり

長寿すこやかセンター 1 指定管理 公募
社会福祉法人　京都
市社会福祉協議会

H29～R4 R4 ―

地域包括支援センター 23 本能 指定管理 公募 H29～R4 R3 あり

小川 指定管理 公募 H29～R4 R3 あり

西院 指定管理 公募 H29～R4 R4 あり

修徳 指定管理 公募 H29～R4 R3 あり

葛野 指定管理 公募 H29～R4 R4 あり

御池 指定管理 公募 H29～R4 R4 あり

仁和 指定管理 公募 H29～R4 R4 あり

東山 指定管理 公募 H29～R4 R4 あり

陶化 指定管理 公募 H29～R4 R4 あり

高野 指定管理 公募 H29～R4 R4 あり

修学院 指定管理 公募 H29～R4 R4 あり

粟田 指定管理 公募 H29～R4 R4 あり

東九条 指定管理 公募 H29～R4 R3 あり

島原 指定管理 公募 H29～R4 R4 あり

下京東部 指定管理 公募 R2～R7 R7 あり

成逸 指定管理 公募 H29～R4 R4 あり

桂川 指定管理 公募 H29～R4 R3 あり

東高瀬川 指定管理 公募
社会福祉法人　京都
老人福祉協会

H29～R4 R4 あり

柊野 指定管理 公募
社会福祉法人　柊野
福祉会

H29～R4 R3 あり

久世 指定管理 公募
社会福祉法人　清和
園

H29～R4 R3 あり

日ノ岡 指定管理 公募
社会福祉法人　緑寿
会

H29～R4 R4 あり

勧修 指定管理 公募
社会福祉法人　勧修
福祉会

H29～R4 R4 あり

西ノ京 指定管理 公募
社会福祉法人　京都
聴覚言語障害者福祉
協会

H29～R4 R3 あり

春日丘老人介護支援セン
ター

1 指定管理 公募
社会福祉法人　京都
老人福祉協会

H29～R4 R4 あり

深草墓園 1 指定管理 公募
公益財団法人　京都
市都市緑化協会

R1～R4 R4 あり

斎場 1 直営 ― ― ― ― ―
【直営の理由】
行政責任や職員配置等
の必要があるため

市営墓地 8 直営 ― ― ― ― ―
【直営の理由】
行政責任や職員配置等
の必要があるため

衛生環境研究所 1 直営 ― ― ― ― ―
【直営の理由】
行政責任や職員配置等
の必要があるため

京都動物愛護センター 1 直営 ― ― ― ― ―
【直営の理由】
行政責任や職員配置等
の必要があるため

健康増進センター
（ヘルスピア２１）

1 指定管理 公募
公益財団法人　京都
市健康づくり協会

R3～R7 R7 あり

京都市発達障害者支援セ
ンター（かがやき)

1 直営 ― ― ― ― ―

【直営の理由】
児童福祉法及び知的障
害者福祉法に定められ
た業務を行うにあた
り，公平性等の確保や
職員配置等の行政責任
を果たす必要があるた
め

保健福祉局計 142

保健
福祉
局

社会福祉法人　京都
市社会福祉協議会

社会福祉法人　京都
福祉サ－ビス協会

社会福祉法人　京都
市社会福祉協議会

社会福祉法人　バプ
テストめぐみ会

社会福祉法人　カト
リック京都司教区カ
リタス会

社会福祉法人　京都
社会事業財団
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http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/176.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/177.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/178.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/179.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/180.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/181.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/182.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/183.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/184.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/185.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/186.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/187.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/188.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/189.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/190.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/191.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/192.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/193.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/194.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/195.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/196.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/197.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/198.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/199.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/200.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/201.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/202.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/203.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/204.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/205.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/206.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/206.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/207.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/208.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/208.pdf


所管
局

施設名 管理方法
選定
方法

指定管理者
指定期間
〔年度〕

次回選定
年度 ※

利用料
金制

直営・非公募の理由等施設数／内訳

青少年活動センター 7 中央 指定管理 公募 R4

北 指定管理 公募 R4

東山 指定管理 公募 R4

山科 指定管理 公募 R4

下京 指定管理 公募 R4

南 指定管理 公募 R4

伏見 指定管理 公募 R4

百井青少年村 1 指定管理 公募
一般財団法人　ポジ
ティブアースネイ
チャーズスクール

R1～R4 － あり
令和５年度より民設民
営化し，指定管理者制
度の対象外となる。

児童館 91 西賀茂 指定管理 公募 R6

紫竹 指定管理 公募 R6

上賀茂 指定管理 公募 R6

吉田 指定管理 公募 R6

松ヶ崎 指定管理 公募 R6

養正 指定管理 公募 R6

白川 指定管理 公募 R6

市原野 指定管理 公募 R6

じゅらく 指定管理 公募 R4～R8 R8

百々 指定管理 公募 R2～R6 R6

山階 指定管理 公募
社会福祉法人　京都
市社会福祉協議会

R6

大塚 指定管理 公募
社会福祉法人　洛和
福祉会

R6

小野 指定管理 公募 R6

山王 指定管理 公募 R6

山ノ本 指定管理 公募 R6

梅津 指定管理 公募 R6

嵯峨 指定管理 公募 R6

大枝 指定管理 公募 R6

樫原 指定管理 公募 R6

境谷 指定管理 公募 R6

春日野 指定管理 公募 R6

藤森竹田 指定管理 公募 R6

唐橋 指定管理 公募 R6

桂川 指定管理 公募 R7

洛陽 指定管理 公募 R7

醍醐中央 指定管理 公募 R7

葛野 指定管理 公募 R4

上京 指定管理 公募 R4

高野 指定管理 公募 R4

久世西 指定管理 公募 R4

西京 指定管理 公募 R4

子ど
も若
者は
ぐく
み局

公益財団法人　京都
市ユースサービス協
会

R1～R4 ―

社会福祉法人　京都
市社会福祉協議会

R2～R6

あり

R2～R6 あり

社会福祉法人　京都
市社会福祉協議会

R3～R7 あり

H29～R4 あり
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http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/209.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/210.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/211.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/212.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/213.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/214.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/215.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/216.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/217.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/218.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/219.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/220.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/221.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/222.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/223.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/224.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/226.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/227.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/228.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/229.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/230.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/231.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/232.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/233.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/234.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/235.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/236.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/237.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/238.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/239.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/240.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/241.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/242.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/243.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/244.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/245.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/246.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/247.pdf


所管
局

施設名 管理方法
選定
方法

指定管理者
指定期間
〔年度〕

次回選定
年度 ※

利用料
金制

直営・非公募の理由等施設数／内訳

児童館 紫野 指定管理 公募 R7

清水 指定管理 公募 R7

室町 指定管理 公募 R6

円町 指定管理 公募 R6

久世 指定管理 公募 R6

嵯峨広沢 指定管理 公募 R6

嵐山東 指定管理 公募 R6

羽束師（旧・
神川）

指定管理 公募 R6

神川(旧・神
川北)

指定管理 公募 R6

修学院第二 指定管理 公募 R6

大宮西野山 指定管理 公募 R7

上高野 指定管理 公募 R7

納所城之内 指定管理 公募 R7

久我の杜 指定管理 公募 R4～R8 R8 あり

西野 指定管理 公募 R2～R6 R6 あり

山ノ内 指定管理 公募 R2～R6 R6 あり

常磐野 指定管理 公募 R3～R7 R7 あり

桂徳 指定管理 公募 R1～R5 R5 あり

嵯峨野 指定管理 公募 R2～R6 R6 あり

川岡東 指定管理 公募 R3～R7 R7 あり

葵 指定管理 公募 R2～R7 R7 あり

住吉 指定管理 公募 R2～R6 R6 あり

祥豊 指定管理 公募
社会福祉法人　清和
園

R3～R7 R7 あり

吉祥院 指定管理 公募
社会福祉法人　清和
園

H29～R4 R4 あり

錦林 指定管理 公募
社会福祉法人　京都
福祉サービス協会

R2～R6 R6 あり

明徳 指定管理 公募
社会福祉法人　京都
福祉サービス協会

R2～R6 R6 あり

修徳 指定管理 公募 H29～R4 R4 あり

淀 指定管理 公募
社会福祉法人　淀福
祉会

R3～R7 R7 あり

桃山東 指定管理 公募
社会福祉法人　曙福
祉会

R3～R7 R7 あり

七条第三 指定管理 公募 R1～R5 R5 あり

梅津北 指定管理 公募 R2～R6 R6 あり

壬生 指定管理 公募 R3～R7 R7 あり

今熊野 指定管理 公募 R3～R7 R7 あり

南浜 指定管理 公募 R3～R7 R7 あり

四ノ宮 指定管理 公募 R3～R7 R7 あり

横大路 指定管理 公募 R3～R7 R7 あり

西京極西 指定管理 公募 R4～R8 R8 あり

崇仁 指定管理 公募
社会福祉法人　カト
リック京都司教区カ
リタス会

R3～R7 R7 あり

子ど
も若
者は
ぐく
み局

社会福祉法人　京都
市社会福祉協議会

R3～R7 あり

社会福祉法人　京都
社会福祉協会

R2～R6 あり

R3～R7 あり

社会福祉法人　宏量
福祉会

社会福祉法人　積慶
園

一般社団法人　京都
市ひとり親家庭福祉
連合会

公益社団法人　京都
市児童館学童連盟
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http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/248.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/249.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/250.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/251.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/252.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/253.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/254.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/255.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/255.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/256.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/256.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/257.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/258.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/259.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/260.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/261.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/262.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/263.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/264.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/265.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/266.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/267.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/268.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/269.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/270.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/271.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/272.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/273.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/274.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/275.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/276.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/277.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/278.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/279.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/280.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/281.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/282.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/283.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/284.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/285.pdf


所管
局

施設名 管理方法
選定
方法

指定管理者
指定期間
〔年度〕

次回選定
年度 ※

利用料
金制

直営・非公募の理由等施設数／内訳

児童館 西京極 指定管理 公募 R7 あり

御室 指定管理 公募 R7 あり

朱雀第三 指定管理 公募 R7 あり

上里 指定管理 公募
社会福祉法人　上里
福祉会

R4～R8 R8 あり

藤城 指定管理 公募 H30～R4 R4 あり

北白川 指定管理 公募 R1～R5 R5 あり

向島南 指定管理 公募
社会福祉法人　向島
保育園

R2～R6 R6 あり

岩倉南 指定管理 公募
一般社団法人　京都
市ひとり親家庭福祉
連合会

R3～R7 R7 あり

音羽 指定管理 公募
社会福祉法人　洛和
福祉会

R4～R8 R8 あり

伏見板橋 指定管理 公募
社会福祉法人　フジ
の会

H30～R4 R4 あり

楽只 指定管理 公募
京都市楽只児童館運
営委員会

R3～R7 R7 あり

修学院 指定管理 非公募
京都市修学院児童館
運営委員会

R2～R5 R5 あり

【非公募の理由】
地域住民等が主体と
なった運営委員会が運
営することを条件に，
敷地を借りて設置して
いるため。

新道 指定管理 公募
社会福祉法人　洛和
福祉会

H30～R4 － あり 民設施設に移管予定

花山 指定管理 公募
社会福祉法人洛和福
祉会

R3～R7 R7 あり

勧修 指定管理 非公募
京都市勧修児童館運
営委員会

R2～R5 R5 あり

【非公募の理由】
地域住民等が主体と
なった運営委員会が運
営することを条件に，
敷地を借りて設置して
いるため。

中唐戸 指定管理 公募
一般社団法人上鳥羽
絆会

R3～R7 R7 あり

安井 指定管理 公募
京都市安井児童館運
営委員会

R2～R5 R5 あり

醍醐 指定管理 公募
京都市醍醐児童館運
営委員会

R3～R7 R7 あり

辰巳 指定管理 公募
社会福祉法人京都市
社会福祉協議会

R3～R7 R7 あり

深草 指定管理 公募
社会福祉法人洛和福
祉会

R3～R7 R7 あり

太秦 指定管理 公募
京都市太秦児童館運
営委員会

R4～R8 R8 あり

御前 指定管理 公募
一般社団法人　京都
御前福祉会

R3～R7 R7 あり

学童保育所 8 柏野 指定管理 公募 R7

翔鸞 指定管理 公募 R7

修学院 指定管理 公募 R7

三条 指定管理 公募 R7

一橋 指定管理 公募 R7

東和 指定管理 公募 R7

桂東 指定管理 公募 R7

向島 指定管理 公募 R7

ひとり親家庭支援セン
ター

1 指定管理 公募
一般社団法人　京都
市ひとり親家庭福祉
連合会

R2～R7 R7 ―

子ども保健医療相談・事
故防止センター（京（み
やこ）あんしんこども
館）

1 指定管理 非公募 日本赤十字社 R2～R5 R5 ―

【非公募の理由】
条例の施行の日前の平
成１５年度から隣接す
る京都第二赤十字病院
救命救急センタ－との
一体的な整備を行って
きたため

子ど
も若
者は
ぐく
み局

社会福祉法人　京都
保育センター

R3～R7

社会福祉法人　健光
園

京都市学童保育所管
理委員会

R3～R7 あり
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http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/286.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/287.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/288.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/289.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/290.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/291.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/292.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/293.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/294.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/295.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/296.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/298.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/299.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/301.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/302.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/303.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/304.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/305.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/306.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/307.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/308.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/309.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/310.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/311.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/312.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/313.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/314.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/315.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/316.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/316.pdf


所管
局

施設名 管理方法
選定
方法

指定管理者
指定期間
〔年度〕

次回選定
年度 ※

利用料
金制

直営・非公募の理由等施設数／内訳

宝ヶ池公園少年スポーツ広
場

1 直営 ― ― ― ― ―

【直営の理由】
当該施設において，市
職員が行う業務がある
ため。

京都市こども体育館 1 直営 ― ― ― ― ―

【直営の理由】
当該施設において，市
職員が行う業務がある
ため。

子育て支援総合センター
こどもみらい館

1 直営 ― ― ― ― ―

【直営の理由】
当該施設において市職
員が行うべき根幹業務
が存在するため

児童福祉センター 3
児童福祉セン
ター

直営 ― ― ― ― ―

【直営の理由】
児童相談所及び知的障
害者更生相談所につい
ては，児童福祉法及び
知的障害者福祉法に定
められた業務を行うに
あたり，公平性等の確
保や職員配置等の行政
責任を果たす必要があ
るため

1
児童療育セン
ター

指定管理 公募
社会福祉法人　京都
総合福祉協会

H29～R4 R4 あり

児童療育セン
ター「なない
ろ」

指定管理 公募
社会福祉法人　京都
老人福祉協会

H29～R4 R4 あり

桃陽病院 1 直営 ― ― ― ― ―
【直営の理由】
行政責任や職員配置等
の必要があるため

保育所 14 直営 ― ― ― ― ―
【直営の理由】
行政責任や職員配置等
の必要があるため

細野保育所 1 直営 ― ― ― ― ―
【直営の理由】
行政責任や職員配置等
の必要があるため

子ども若者はぐくみ局計 132

都市
計画
局

醍醐駐車場 1 指定管理 非公募
京都醍醐センター株
式会社

R3～R6 R6 ―

【非公募の理由】
当該施設はパセオ・ダ
イゴロー西館（運営：
京都醍醐センター株式
会社）の防災センター
で一体的に管理するこ
とを前提に建設された
施設であるため，当該
施設の運営は西館と一
体的に行った方が効率
的であり，西館の商業
施設と一体となった効
果的な運営も期待でき
るため

醍醐交流会館 1 指定管理 公募
京都市醍醐交流会館
コンソーシアム

R3～R6 R6 ―

景観・まちづくりセン
ター

1 指定管理 公募
公益財団法人　京都
市景観・まちづくり
センター

R3～R6 R6 ―

嵯峨鳥居本町並み保存館 1 指定管理 公募 嵯峨野保勝会 R3～R6 R6 ―

久我の杜生涯学習プラザ 1 指定管理 公募
久我の杜生涯学習プ
ラザ管理運営協議会

R3～R6 R6 ―

市立浴場 8 養正 指定管理 公募 R7 あり

錦林 指定管理 公募 R7 あり

三条 指定管理 公募 R4～R7 R7 あり

崇仁第二 指定管理 公募 R4 － あり

壬生 指定管理 公募 R7 あり

久世 指定管理 公募 R7 あり

辰巳 指定管理 公募 R7 あり

改進 指定管理 公募 R7 あり

子ど
も若
者は
ぐく
み局

都総合管理株式会社

R4～R7

明日香・京都保全管
理共同企業体

R4～R7

株式会社ワン・ワー
ルド

R4～R7
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http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/318.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/318.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/319.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/319.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/319.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/321.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/322.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/322.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/323.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/324.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/326.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/327.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/328.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/329.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/331.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/332.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/333.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/334.pdf


所管
局

施設名 管理方法
選定
方法

指定管理者
指定期間
〔年度〕

次回選定
年度 ※

利用料
金制

直営・非公募の理由等施設数／内訳

都市
計画
局

64
管理代行制

度
― ― ― ― ―

【管理代行制度の理
由】
一定の権限が包括的に
付与されるため，効率
的かつ迅速な一体管理
が可能となることか
ら，公営住宅法第47条
に定めのある管理代行
制度を採用しており，
市民サービス及び事務
の効率化の観点から一
体的に管理を行うこと
が望ましいものについ
ては，京都市住宅供給
公社に業務委託を行っ
ている。

19 直営 ― ― ― ― ―

【直営の理由】
市民サービス及び事務
の効率化の観点から，
市営住宅として一体的
に管理を行うため，管
理代行を委託している
公社に委託を行ってい
る。

東緑地 1 直営 ― ― ― ― ―

【直営の理由】
単純な維持管理業務し
かなく，指定管理者が
創意工夫を発揮できる
余地がないため

京都駅八条口旅客自動車
待機場

3
タクシー待機
場

指定管理 公募
京都タクシー業務セ
ンター R6 あり

貸切バス乗降
場

指定管理 公募 R6 あり

貸切バス臨時
降車場

指定管理 公募 R6 あり

京都市交流促進・まちづくり
プラザ

1 指定管理 公募
株式会社ボーネルン
ド

R2～R5 R5 ―

都市計画局計 101

建設
局 観光駐車場 4 清水坂 R4

銀閣寺 R4

嵐山 R4

高雄 R4

円山駐車場 1 指定管理 公募
一般財団法人　京都
市都市整備公社

H31～R4 R4 ―

鴨東駐車場 1 指定管理 非公募
一般財団法人　京都
市都市整備公社

H31～R4 R4 あり

【非公募の理由】
京都市都市整備公社が
管理し，その利用に係
る料金を公社の収入と
して収受することによ
りその改築費等に充て
ることを前提に，公社
が改築を行った施設で
あり，引き続き公社に
当該駐車場の管理を行
わせる必要があるため

出町駐車場 1 指定管理 公募 タイムズグループ H31～R4 R4 ―

御池駐車場 1 指定管理 非公募
京都御池地下街株式
会社

H31～R4 R4 ―

【非公募の理由】
京都市御池駐車場につ
いては，京都御池地下
街株式会社が設置する
駐車場と構造上一体の
施設であり，分離して
運営することができな
いため

山科駅前駐車場 1 指定管理 公募
ラクト山科・公共施
設コンソーシアム

H31～R4 R4 ―

自転車等駐車場 34 石田駅 指定管理 公募 R4

西賀茂 指定管理 公募 R4

御射山 指定管理 公募 R4

松ヶ崎駅 指定管理 公募 R4

市営住宅

R3～R6タイムズグループ
代表団体　タイムズ
24株式会社

指定管理 公募
一般財団法人　京都
市都市整備公社

H31～R4 ―

指定管理 公募
一般財団法人　京都
市都市整備公社

H31～R4 ―

株式会社アーキエム
ズ

H31～R4 あり
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自転車等駐車場 国際会館駅 指定管理 公募 R4

西大路御池駅 指定管理 公募 R4

東野駅 指定管理 公募 R4

御陵駅南 指定管理 公募 R4

御陵駅北 指定管理 公募 R4

椥辻駅 指定管理 公募 R4

小野駅 指定管理 公募 R4

太秦天神川駅 指定管理 公募 R4

醍醐駅 指定管理 公募 R4

二条駅南 指定管理 公募 R4

花園駅 指定管理 公募 R4

西大路駅北 指定管理 公募 R4

円町駅 指定管理 公募 R4

太秦 指定管理 公募 R4

桂川駅東 指定管理 公募 R4

桂川駅西 指定管理 公募 R4

嵯峨嵐山駅 指定管理 公募 R4

東寺駅 指定管理 公募 R4

近鉄十条駅 指定管理 公募 R4

上鳥羽口駅 指定管理 公募 R4

桂駅西口 指定管理 公募 R4

西院 指定管理 公募 R4

西京極 指定管理 公募 R4

松尾大社駅 指定管理 公募 R4

桂駅東口 指定管理 公募 R4

桂駅南 指定管理 公募 R4

市役所前広場 指定管理 公募 R4

京都駅八条口
西

指定管理 公募 R4

京都駅八条口
東

指定管理 公募 R4

山科駅自転車
等駐車場

指定管理 公募
ラクト山科・公共施
設コンソーシアム

H31～R4 R4 ―

梅小路公園 1 指定管理 公募
公益財団法人　京都
市都市緑化協会

H31～R4 R4 あり

宝が池公園子どもの楽園 1 指定管理 公募
公益財団法人　京都
市都市緑化協会

H31～R4 R4 あり

ラクト健康・文化館 1 指定管理 公募
ラクト山科・公共施
設コンソーシアム

H31～R4 検討中 あり

京都市大宮交通公園 1 指定管理 非公募
大和リース株式会社
京都支店グループ

R3～R22 R22 あり
【非公募の理由】
Park-PFI制度により公
募・選定されたため。

建設
局

株式会社アーキエム
ズ

H31～R4 あり

株式会社アーキエム
ズ

H31～R4 あり

株式会社アーキエム
ズ

H31～R4 あり

株式会社アーキエム
ズ

H31～R4 あり

アーキエムズ・ＮＣ
Ｄ共同企業体

H31～R4 あり
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建設
局

都市公園（有料公園施設
を除く。）

1 直営 ― ― ― ― ―

【直営の理由】
指定管理者に行わせる
ことが可能な業務が法
律上限られており，ま
た，既に一部業務につ
き入札により業務委託
を実施しており，競争
原理が機能しているた
め

道路 1 直営 ― ― ― ― ― 同上

河川 1 直営 ― ― ― ― ― 同上

建設局計 50

消防
局

市民防災センター 1 指定管理 非公募
一般財団法人　京都
市防災協会

H31～R4 R4 ―

【非公募の理由】
本市の消防防災施策と
一貫性を保ち，消防局
の指導内容を補完する
必要があり，法定の講
習事業などセンターで
行うべき事業を全て網
羅できる団体が１団体
に特定されるため

消防局計 1

交通
局

高速鉄道北山駅自転車駐
車場

1 指定管理 公募
京都市自転車等駐車
場管理コンソーシア
ム

H31～R4 R4 あり

乗合自動車旅客運送事業
施設

1 直営 ― ― ― ― ―

【直営の理由】
公的経営の下で社会的
責任を果たしていく必
要があるため

高速鉄道事業施設 1 直営 ― ― ― ― ―

【直営の理由】
公的経営の下で社会的
責任を果たしていく必
要があるため

交通局計 3

上下
水道
局

水道 1 直営 ― ― ― ― ―

【直営の理由】
公的経営の下で社会的
責任を果たしていく必
要があるため

疏水運河 1 直営 ― ― ― ― ―

【直営の理由】
公的経営の下で社会的
責任を果たしていく必
要があるため

公共下水道 1 直営 ― ― ― ― ―

【直営の理由】
公的経営の下で社会的
責任を果たしていく必
要があるため

特定環境保全公共下水道 1 直営 ― ― ― ― ―

【直営の理由】
公的経営の下で社会的
責任を果たしていく必
要があるため

上下水道局計 4

教育
委員
会

小学校 154 直営 ― ― ― ― ―
[指定管理対象外施設]
学校教育法第５条によ
る

中学校 66 直営 ― ― ― ― ―
[指定管理対象外施設]
学校教育法第５条によ
る

義務教育学校 8 直営 ― ― ― ― ―
[指定管理対象外施設]
学校教育法第５条によ
る

高等学校 10 直営 ― ― ― ― ―
[指定管理対象外施設]
学校教育法第５条によ
る

総合支援学校 8 直営 ― ― ― ― ―
[指定管理対象外施設]
学校教育法第５条によ
る

幼稚園 15 直営 ― ― ― ― ―
[指定管理対象外施設]
学校教育法第５条によ
る

総合教育センター 1 直営 ― ― ― ― ―

【直営の理由】
当該施設における事業
は，本市立学校におけ
る教育と密接な連携が
必要であり，高い専門
性が求められるため，
指定管理者制度はそぐ
わない

教育相談総合センター 1 直営 ― ― ― ― ―

【直営の理由】
当該施設における事業
は，本市立学校におけ
る教育と密接な連携が
必要であり，高い専門
性が求められるため，
指定管理者制度はそぐ
わない

16

http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/383.pdf
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/gyokaku/siteikanri/bosyuyoko/383.pdf


所管
局

施設名 管理方法
選定
方法

指定管理者
指定期間
〔年度〕

次回選定
年度 ※

利用料
金制

直営・非公募の理由等施設数／内訳

京都まなびの街生き方探
究館

1 直営 ― ― ― ― ―

【直営の理由】
当該施設における事業
は，本市立学校におけ
る教育と密接な連携が
必要であり，高い専門
性が求められるため，
指定管理者制度はそぐ
わない

教育
委員
会

生涯学習総合センター 2 直営 ― ― ― ― ―

【直営の理由】
直営の部分で，施設の
管理・運営方針の決定
など根幹業務を行いな
がら，生涯学習事業の
企画実施などの専門業
務を委託することで，
効果的な運営を行って
いるため

図書館 19 直営 ― ― ― ― ―

【直営の理由】
直営の部分で，施設の
管理・運営方針の決定
など根幹業務を行いな
がら，図書館事業の企
画実施などの専門業務
を委託することで，効
果的な運営を行ってい
るため

学校歴史博物館 1 直営 ― ― ― ― ―

【直営の理由】
当該施設は，本市の学
校史・教育史の研究等
を行う役割を担ってお
り，資料の収集・保存
には，専門知識と長年
にわたる経験が必要で
あり，指定管理者制度
はそぐわない

青少年科学センター 1 直営 ― ― ― ― ―

【直営の理由】
当該施設における事業
は，本市立学校におけ
る教育と密接な連携が
必要であり，高い専門
性が求められるため，
指定管理者制度はそぐ
わない

野外活動施設花背山の家 1 直営 ― ― ― ― ―

【直営の理由】
当該施設における事業
は，本市立学校におけ
る教育と密接な連携が
必要であり，高い専門
性が求められるため，
指定管理者制度はそぐ
わない

野外教育センター奥志摩
みさきの家

1 直営 ― ― ― ― ―

【直営の理由】
当該施設における事業
は，本市立学校におけ
る教育と密接な連携が
必要であり，高い専門
性が求められるため，
指定管理者制度はそぐ
わない

知的障害者学習ホームひ
かり学園

1 指定管理 公募
一般社団法人　京都
手をつなぐ育成会

R3～R8 R8 ―

日野野外活動施設 1 指定管理 公募
京都市日野野外活動
施設管理運営委員会

H31～R4 R4 ―

野外活動施設京北山国の
家

1 指定管理 公募 京北自治振興会 H31～R4 R4 あり

教育委員会計 292

　　合　　計 812

指定管理導入
383

管理代行導入
64

直営
365

指定管理対象外 261
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