
各指定管理施設の事業報告書（令和3年度）の公表先一覧

施設名 公表先ＵＲＬ

京都市環境保全活動センター（京エコロジーセンター） https://keaa.or.jp/about-us/disclose-info

京都市大学のまち交流センター（キャンパスプラザ京都） https://www.consortium.or.jp/info/plan

京都市国際交流会館 https://www.kcif.or.jp/web/assets/pdf/publications/annual2021.pdf

京都市男女共同参画センター（ウィングス京都） https://www.wings-kyoto.jp/association/.assets/jigyohoukoku2021.pdf

京都市市民活動総合センター http://shimin.hitomachi-kyoto.jp/report.html

いきいき市民活動センター https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000099788.html

京都会館（ロームシアター京都）

京都市北文化会館

京都市東部文化会館

京都市右京ふれあい文化会館

京都市西文化会館ウエスティ

京都市呉竹文化センター

京都コンサートホール

京都市円山公園音楽堂 https://maruyama-park-bandstand.jimdofree.com/%E3%81%94%E5%88%A9%E7%94%A8%E6%A1%88%E5%86%85/

京都芸術センター https://www.geibunkyo.jp/about/disclosure.html

無鄰菴 https://murin-an.jp/news/info20220722/

岩倉具視幽棲旧宅 https://iwakura-tomomi.jp/news/20220721/

旧三井家下鴨別邸 https://ja.kyoto.travel/img/tourism/article/mitsuike/jigyohokoku_mitsui.pdf

京都市文化財建造物保存技術研修センター https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000301383.html

京都市考古資料館 https://www.kyoto-arc.or.jp/News/jigyou.html

伏見北部地域体育館 https://www.kyoto-sports.or.jp/wp-content/uploads/2022/06/04_yokooji2021.pdf

左京地域体育館 https://www.kyoto-sports.or.jp/wp-content/uploads/2022/06/02_takara2021.pdf

東山地域体育館 https://www.kyoto-sports.or.jp/wp-content/uploads/2022/06/05_higashiyama2021.pdf

下京地域体育館 https://www.kyoto-sports.or.jp/wp-content/uploads/2022/06/05_higashiyama2021.pdf

山科地域体育館 http://www.kyoto-taiikukan.com/common/pdf/business_report_03_yamashina.pdf

桂川地域体育館 http://www.kyoto-taiikukan.com/common/pdf/business_report_02_katsuragawa.pdf

醍醐地域体育館 http://www.kyoto-taiikukan.com/common/pdf/business_report_04_daigo.pdf

伏見東部地域体育館 http://www.kyoto-taiikukan.com/common/pdf/business_report_04_daigo.pdf

右京地域体育館 http://www.kyoto-taiikukan.com/common/pdf/business_report_01_ukyo.pdf

中京地域体育館 http://www.kyoto-taiikukan.com/common/pdf/business_report_01_ukyo.pdf

吉祥院地域体育館 https://www.kyoto-sports.or.jp/wp-content/uploads/2022/06/05_higashiyama2021.pdf

久世地域体育館 http://www.kyoto-taiikukan.com/common/pdf/business_report_02_katsuragawa.pdf

伏見北堀公園地域体育館 http://www.kyoto-taiikukan.com/common/pdf/business_report_05_fushimi.pdf

西京極総合運動公園北側区域 https://www.kyoto-sports.or.jp/wp-content/uploads/2022/06/01_kyoto2021.pdf

西京極総合運動公園プール施設(京都アクアリーナ) http://www.kyoto-aquarena.com/wp-content/themes/mymall/img/about/report/aquarena_r3.pdf

市民スポーツ会館 https://www.kyoto-sports.or.jp/wp-content/uploads/2022/06/01_kyoto2021.pdf

京都市体育館 https://www.kyoto-sports.or.jp/wp-content/uploads/2022/06/01_kyoto2021.pdf

武道センター https://www.kyoto-sports.or.jp/wp-content/uploads/2022/06/03_okazaki2021.pdf

宝が池公園運動施設 https://www.kyoto-sports.or.jp/wp-content/uploads/2022/06/02_takara2021.pdf

岡崎公園 https://www.kyoto-sports.or.jp/wp-content/uploads/2022/06/03_okazaki2021.pdf

一乗寺公園 https://www.kyoto-sports.or.jp/wp-content/uploads/2022/06/02_takara2021.pdf

岩倉東公園 https://www.kyoto-sports.or.jp/wp-content/uploads/2022/06/02_takara2021.pdf

西院公園 http://www.kyoto-aquarena.com/wp-content/themes/mymall/img/about/report/park_r3.pdf

https://www.kyoto-ongeibun.jp/introduce/

https://www.kyoto-ongeibun.jp/introduce/
https://www.kyoto-ongeibun.jp/introduce/
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三栖公園 https://www.kyoto-sports.or.jp/wp-content/uploads/2022/06/04_yokooji2021.pdf

桂川緑地久我橋東詰公園 https://www.kyoto-sports.or.jp/wp-content/uploads/2022/06/04_yokooji2021.pdf

下鳥羽公園 https://www.kyoto-sports.or.jp/wp-content/uploads/2022/06/06_kissyouin2021.pdf

朱雀公園 http://www.kyoto-taiikukan.com/common/pdf/business_report_01_ukyo.pdf

東野公園 http://www.kyoto-taiikukan.com/common/pdf/business_report_03_yamashina.pdf

勧修寺公園 http://www.kyoto-taiikukan.com/common/pdf/business_report_03_yamashina.pdf

殿田公園 https://www.kyoto-sports.or.jp/wp-content/uploads/2022/06/05_higashiyama2021.pdf

上鳥羽公園 https://www.kyoto-sports.or.jp/wp-content/uploads/2022/06/05_higashiyama2021.pdf

吉祥院公園 https://www.kyoto-sports.or.jp/wp-content/uploads/2022/06/06_kissyouin2021.pdf

牛ヶ瀬公園 http://www.kyoto-taiikukan.com/common/pdf/business_report_02_katsuragawa.pdf

小畑川中央公園 http://www.kyoto-taiikukan.com/common/pdf/business_report_02_katsuragawa.pdf

伏見公園 http://www.kyoto-taiikukan.com/common/pdf/business_report_05_fushimi.pdf

伏見桃山城運動公園 http://www.kyoto-taiikukan.com/common/pdf/business_report_05_fushimi.pdf

横大路運動公園 https://www.kyoto-sports.or.jp/wp-content/uploads/2022/06/04_yokooji2021.pdf

京北運動公園 https://www.kyoto-sports.or.jp/wp-content/uploads/2022/06/07_keihoku2021.pdf

京都市勧業館（みやこめっせ） https://www.miyakomesse.jp/assets/pdf/outline/jigyouhoukoku_03.pdf

京都市宇多野ユースホステル http://www.yh-kyoto.or.jp/association/disc/21/21report.pdf

https://fuw.jp/files/files2022070514305148.pdf

https://fuw.jp/files/files2022070514413696.pdf

京都市京北森林公園 https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/cmsfiles/contents/0000107/107100/R3shinrinkouen.pdf

京都市森林文化交流センター（森愛館） https://www.dobanzy.com/pdf/R3jigyouhoukoku.pdf

京都市地域特産物需要拡大センター（ウッディー京北） https://fuw.jp/files/files20220705173214.pdf

京都市聴覚言語障害センター https://www.kyoto-chogen.or.jp/center/cms/center_article.php?id=3174

京都市西ノ京障害者授産所 https://www.kyoto-chogen.or.jp/center/cms/center_article.php?id=3174

京都市桂川療護園 https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000301599.html

京都市桂川障害者デイサービスセンター https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000301599.html

京都市障害者スポーツセンター http://www.kyoto-syospo.or.jp/management.html

京都市障害者教養文化・体育会館 http://kaikan.kyoto-syospo.or.jp/management.html

京都市紫野障害者授産所 https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000301599.html

京都市障害者施設大原野の杜 https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000301599.html

京都市洛西ふれあいの里療護園 https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000301599.html

京都市洛西ふれあいの里デイサービスセンター https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000301599.html

京都市洛西ふれあいの里授産園 https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000301599.html

京都市洛西ふれあいの里更生園 https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000301599.html

京都市洛南障害者授産所 http://www.kyofc.or.jp/disclosure/pdf/keisan/r03/keisan_r03.pdf

京都市洛南身体障害者福祉会館 http://www.kyofc.or.jp/disclosure/pdf/keisan/r03/keisan_r03.pdf

京都市山科身体障害者福祉会館 http://www.kyofc.or.jp/disclosure/pdf/keisan/r03/keisan_r03.pdf

京都市山科障害者授産所 http://www.kyofc.or.jp/disclosure/pdf/keisan/r03/keisan_r03.pdf

京都市やましな学園 http://www.kyofc.or.jp/disclosure/pdf/keisan/r03/keisan_r03.pdf

京都市だいご学園 http://www.kyofc.or.jp/disclosure/pdf/keisan/r03/keisan_r03.pdf

京都市山科障害者デイサービスセンター http://www.kyofc.or.jp/disclosure/pdf/keisan/r03/keisan_r03.pdf

京都市伏見障害者授産所 http://www.kyofc.or.jp/disclosure/pdf/keisan/r03/keisan_r03.pdf

京都市伏見障害者デイサービスセンター http://www.kyofc.or.jp/disclosure/pdf/keisan/r03/keisan_r03.pdf

京都市ふしみ学園 http://www.kyofc.or.jp/disclosure/pdf/keisan/r03/keisan_r03.pdf

京都市飛鳥井学園 https://shuko-gakuen.or.jp/kaiji.html#keikaku

京都市宇津峡公園



京都市横大路学園 http://www.kiswec.jp/information/

京都市横大路福祉工場 http://www.kiswec.jp/information/

京都市みぶ身体障害者福祉会館 http://www.kiswec.jp/information/

京都市みぶ障害者授産所 http://www.kiswec.jp/information/

京都市みぶ学園 http://www.kiswec.jp/information/

京都市よしだ学園 https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000301599.html

京都市よしだ福祉工場 https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000301599.html

京都市うずまさ学園 https://www.ukyoku-syakyo.net/wp/wp-content/uploads/2022/07/ae03245fed1f9f1925acbb67da02ce46.pdf

京都市太秦障害者デイサービスセンター https://www.ukyoku-syakyo.net/wp/wp-content/uploads/2022/07/ae03245fed1f9f1925acbb67da02ce46.pdf

京都市朱雀工房 https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000301599.html

京都市地域生活支援センターなごやかサロン https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000301599.html

京都市桂授産園 https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000301599.html

京都市福祉ボランティアセンター http://v.hitomachi-kyoto.genki365.net/gnkk15/pub/sheet.php?id=85512

京都市ひと・まち交流館京都の共用部分 http://hitomachi-kyoto.genki365.net/gnkk13/pub/sheet.php?id=710

京都市中央保護所 https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000289107.html

特別養護老人ホーム https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000301277.html

老人デイサービスセンター https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000301277.html

老人短期入所施設 https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000301277.html

老人福祉センター（淀除く） http://sukoyaka.hitomachi-kyoto.genki365.net/gnkk16/pub/content_list.php?type=41

京都市淀老人福祉センター https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000287683.html

京都市久多いきいきセンター https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000112894.html

京都市老人保養センター http://kyoto-hoyo.com/category/news/

京都市長寿すこやかセンター https://www.syakyo-kyoto.net/shisyakyo/jigyoukeikaku.html

地域包括支援センター https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000301277.html

京都市春日丘老人介護支援センター https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000301277.html

京都市深草墓園 https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000215775.html

京都市健康増進センター（ヘルスピア２１） http://www.healthpia21.net/summary#kyoukai

青少年活動センター https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000002392.html

京都市百井青少年村 http://pens-p.com/momoi/news/

京都市西賀茂児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/nishigam/

京都市紫竹児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/shitiku/

京都市上賀茂児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/kamigamo/index.html

京都市吉田児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/yoshidj/index.html

京都市松ヶ崎児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/matugasa/index.html

京都市養正児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/yousei/index.html

京都市白川児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/shirakawa/index.html

京都市市原野児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/ichihara/index.html

京都市じゅらく児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/juraku/index.html

京都市百々児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/dodo/index.html

京都市山階児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/sankai/index.html

京都市大塚児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/ootuka/index.html

京都市小野児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/ono/index.html

京都市山王児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/sannno/index.html

京都市山ノ本児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/yamanmt/index.html

京都市梅津児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/umedu/index.html



京都市嵯峨児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/saga/index.html

京都市大枝児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/ooe/index.html

京都市樫原児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/katagihr/index.html

京都市境谷児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/sakaidni/index.html

京都市春日野児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/kasugano/index.html

京都市藤森竹田児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/fujinomo/index.html

京都市唐橋児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/karahashi/index.html

京都市桂川児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/katuragaw/index.html

京都市洛陽児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/rakuyou/index.html

京都市醍醐中央児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/daigochu/index.html

京都市葛野児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/kadono/index.html

京都市上京児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/kamigyo/index.html

京都市高野児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/takano/index.html

京都市久世西児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/kuzenish/index.html

京都市西京児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/nisigyou/index.html

京都市紫野児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/murasaki/index.html

京都市清水児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/kiyomizu/index.html

京都市室町児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/muromati/index.html

京都市円町児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/enmati/index.html

京都市久世児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/kuze/index.html

京都市嵯峨広沢児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/sagahiro/index.html

京都市嵐山東児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/arahiga/index.html

京都市羽束師児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/hazukashi/index.html

京都市神川児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/kamikawa19/index.html

京都市修学院第二児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/syuni/index.html

京都市大宮西野山児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/oomiya/index.html

京都市上高野児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/kamitaka/index.html

京都市納所城之内児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/nouso/index.html

京都市久我の杜児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/koganomori/index.html

京都市西野児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/nishino/index.html

京都市山ノ内児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/yamnouti/index.html

京都市常磐野児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/tokiwano/index.html

京都市桂徳児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/keitoku/index.html

京都市嵯峨野児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/sagano/index.html

京都市川岡東児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/kawaokahigashi/index.html

京都市葵児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/aoi-kitayama/index.html

京都市住吉児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/sumiyosi/index.html

京都市祥豊児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/shouhou/index.html

京都市吉祥院児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/kittosho/index.html

京都市錦林児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/kinrin/index.html

京都市明徳児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/meitoku/index.html

京都市修徳児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/shuutoku/index.html

京都市淀児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/yodo/index.html

京都市桃山東児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/momohiga/index.html

京都市七条第三児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/sitisan/index.html



京都市梅津北児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/umekita/index.html

京都市壬生児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/mibu/index.html

京都市今熊野児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/imakuma/index.html

京都市南浜児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/minamihm/index.html

京都市四ノ宮児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/shinomiy/index.html

京都市横大路児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/yokooji/index.html

京都市西京極西児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/n-kyogoku-n/index.html

京都市崇仁児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/suujin/index.html

京都市西京極児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/nishkygk/index.html

京都市御室児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/omuro/index.html

京都市朱雀第三児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/suzaku3/index.html

京都市上里児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/kamisato/index.html

京都市藤城児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/fujishiro/index.html

京都市北白川児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/kitashirakawa/index.html

京都市向島南児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/mukaimina/index.html

京都市岩倉南児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/iwakuraminami/index.html

京都市音羽児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/otowa/index.html

京都市伏見板橋児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/fushiita/index.html

京都市楽只児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/rakushi/index.html

京都市修学院児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/shugakin/index.html

京都市新道児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/shinmiti/index.html

京都市花山児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/kasan/index.html

京都市勧修児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/kanshu/index.html

京都市中唐戸児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/nakakrto/index.html

京都市安井児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/yasui/index.html

京都市醍醐児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/daigo/index.html

京都市辰巳児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/tatsumi/index.html

京都市深草児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/fukakusa/index.html

京都市太秦児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/uzumasa/index.html

京都市御前児童館 http://www.kyo-yancha.ne.jp/onnmae/index.html

京都市柏野学童保育所 http://www.kyo-yancha.ne.jp/kashiwan/index.html

京都市翔鸞学童保育所 http://www.kyo-yancha.ne.jp/shouran/index.html

京都市修学院学童保育所 http://www.kyo-yancha.ne.jp/shugaku/index.html

京都市三条学童保育所 http://www.kyo-yancha.ne.jp/sangaku/index.html

京都市一橋学童保育所 http://www.kyo-yancha.ne.jp/ittgaku/index.html

京都市東和学童保育所 http://www.kyo-yancha.ne.jp/tougaku/index.html

京都市桂東学童保育所 http://www.kyo-yancha.ne.jp/katugaku/index.html

京都市向島学童保育所 http://www.kyo-yancha.ne.jp/mukaijim/index.html

京都市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） https://anshinkodomokan.jp/class_pdf/R3_Report.pdf

京都市ひとり親家庭支援センター https://yumeasu.com/202207077857/

京都市児童療育センター https://www.wam.go.jp/wamnet/zaihyoukaiji/pub/PUB0201000E00.do?_FORMID=PUB0219000&vo_headVO_corporationId=1626114805

京都市児童療育センター　なないろ http://kyoro.or.jp/disclosure/

京都市醍醐駐車場 https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000290396.html

京都市醍醐交流会館 https://www.daigo-koryu.jp/news/004950.html

京都市景観・まちづくりセンター https://kyoto-machisen.jp/profile/detail/disclosure.html



京都市交流促進・まちづくりプラザ https://kyoto-machipla.com/news/811/

京都市嵯峨鳥居本町並み保存館 https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000281308.html

京都市久我の杜生涯学習プラザ https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000290369.html

市立浴場 https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000301727.html

京都市八条口タクシー待機場 https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000272998.html

京都市八条口貸切バス乗降場

京都市八条口貸切バス臨時降車場

自転車等駐車場

自動車駐車場

京都市梅小路公園

宝が池公園子どもの楽園

京都市大宮交通公園

京都市ラクト健康・文化館

京都市市民防災センター https://kyotobousai-c.com/w/wp-content/uploads/2022/07/e9821464248ed732cee2a89c64afaf6e.pdf

京都市高速鉄道北山駅自転車駐車場 https://www.city.kyoto.lg.jp/kotsu/page/0000290142.html

京都市日野野外活動施設 https://www.city.kyoto.lg.jp/kyoiku/cmsfiles/contents/0000009/9250/R3_keihokuyamagunijigyouhoukokusyo.pdf

京都市野外活動施設京北山国の家 https://www.city.kyoto.lg.jp/kyoiku/cmsfiles/contents/0000009/9250/R3_hinoyagaijigyouhoukokusyo.pdf

京都市知的障害者学習ホームひかり学園 https://www.city.kyoto.lg.jp/kyoiku/page/0000290075.html

https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000273007.html

https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000302610.html
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