
１ 既存の保育施設・事業所（令和３年２月５日時点）

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児

北区所在の保育施設・事業所

北 市保 京都市楽只保育所（※） 北区紫野北花ノ坊町18 491-7810 491-1079 180 産休明け 7：00〜19：00 有 有 有 有 なし なし

北 ⺠保 待鳳保育園 北区紫⽵⻄南町13 491-0276 493-6816 160 7か月 7：30〜19：00 有 なし なし なし 有 なし

北 ⺠保 のぞみ保育園 北区小山下内河原町15 492-2044 492-8944 90 3か月 7：30〜18：30 なし なし 有 なし なし なし

北 ⺠保 さつき保育園 北区大北山原谷乾町121-6 463-4162 466-5206 90 産休明け 7：00〜20：00 有 有 有 有 有 有

北 ⺠保 紫野保育園 北区紫⽵上緑町6-1 491-7610 491-9253 100 4か月 7：30〜19：00 有 なし なし なし なし なし

北 ⺠保 たかつかさ保育園 北区大将軍坂田町8-1 461-8253 461-8364 140 産休明け 7：00〜19：30 有 有 有 有 なし なし

北 ⺠保 旭ヶ丘保育園 北区⻄賀茂中川上町90 491-5143 491-6121 90 産休明け 7：00〜19：00 有 有 有 なし なし なし

北 ⺠保 柊野保育園 北区上賀茂東上ノ段町36-2 721-2286 791-0170 120 4か月 7：30〜18：30 なし なし 有 有 有 有

北 ⺠保 白い鳩保育園 北区紫野⻄⼟居町1-20 462-5703 462-8042 120 産休明け 7：00〜19：00 有 有 有 なし 有 有

北 ⺠保 洛陽保育園 北区紫野郷ノ上町11 461-5300 461-5302 120 産休明け 7：00〜18：30 有 有 有 有 有 なし

北 ⺠保 大徳寺保育園 北区紫野大徳寺町74 491-8818 491-3232 100 産休明け 7：00〜19：00 なし なし 有 有 有 有

北  こども園(幼保） たかがみねこども園 北区鷹峯⼟天井町53 491-3300 491-3770 130 産休明け 7：00〜18：30 有 なし なし 有 なし なし

北 こども園(保） みょうりんえん 北区大将軍川端町61 461-6714 463-9320 140 4か月 7：30〜19：00 なし 有 有 有 有 有

北  こども園(幼保） 妙秀こども園 北区鷹峯⿊⾨町15-2 493-0131 493-0167 90 産休明け 7：15〜19：15 有 なし なし なし 有 有

北 こども園(幼）
幼稚園型認定こども園
復活幼稚園（仮称）

北区紫野⻄御所田町63 451-2176 441-8885 20 ２歳児 7：30〜18：30 有 有 なし なし

北 小（Ａ） 市川乳児室 北区大宮北ノ岸町44 493-3912 493-3912 12 産休明け〜2歳児 7：30〜18：30 なし 有 なし

北 小（Ａ） ひゅうが乳児室 北区紫野⻄御所田町7-2 431-9727 431-9727 8 産休明け〜2歳児 7：00〜18：00 なし 有 なし

北 小（Ａ） 川北保育室「はっぴぃ」 北区紫⽵大⾨町11 495-4189 495-4189 10 産休明け〜2歳児 7：30〜18：30 有 有 なし

北 小（Ａ） アネラ保育園 北区紫⽵上⽵殿町22-3 492-4584 492-4584 9 産休明け〜2歳児 7：30〜19：30 有 有 なし

北 小（Ａ）
ゆりかごＷＥＣしおん
保育園

北区小山南上総町14-1
グリーンヒル紫明１階 411-2775 411-2885 12  4か月〜2歳児 7：30〜18：30 有 有 有

北 小（Ａ）
とうりん幼稚園
小規模保育こみち

北区紫⽵高縄町43 492-4717 492-6654 12 1歳6か月〜2歳児 8：00〜18：00 有 有

北 小（Ａ） ののはな保育園 北区小山⻄大野町37 354-6927 354-6925 19  4か月〜2歳児 7：30〜19：00 有 なし なし

 ※　京都市楽只保育所は，令和4年4月から次の住所に移転を予定しています。　　移転先住所：京都市北区紫野西舟岡町２番地                  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ＦＡＸ番号 定員 受入年齢 開園時間

受入枠の有無
電話番号

施設
区

類型 保育施設・事業所名 所在地



１ 既存の保育施設・事業所（令和３年２月５日時点）

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児
ＦＡＸ番号 定員 受入年齢 開園時間

受入枠の有無
電話番号

施設
区

類型 保育施設・事業所名 所在地

上京区所在の保育施設・事業所

上京 市保 京都市鶴山保育所
上京区寺町通今出川上る五丁目
鶴山町5-6 231-6289 231-6454 100 産休明け 7：00〜19：00 なし なし なし なし 有 有

上京 ⺠保 こぐま白雲北保育園 上京区新町通今出川上る元新在
家町163-1 441-1730 441-2024 90 産休明け 7：00〜19：00 有 なし なし なし なし なし

上京 ⺠保 せいしん幼児園 上京区裏⾨通中立売下る高台院
竪町207 415-1234 431-6513 245 産休明け 7：00〜19：00 有 有 有 なし 有 有

上京  ⺠保(夜間) 第二せいしん幼児園 上京区裏⾨通中立売下る高台院
竪町207 415-1234 431-6513 30 産休明け 7：00〜22：00 有 有 なし なし なし なし

上京  ⺠保(夜間) 第二わかば園
上京区東三本木通丸太町上
る上之町488

256-2727 256-2728 30 8か月 7：30〜22：00

上京 ⺠保 わかば園（※） 上京区東三本木通丸太町上る上
之町488 256-2727 256-2728 170 産休明け 7：30〜19：00

上京 ⺠保 中立保育園 上京区室町通中立売下る花立町
493 441-2512 441-2512 90 産休明け 7：00〜18：30 有 なし なし なし なし なし

上京 ⺠保 心月保育園 上京区相国寺北⾨前下之町703 241-3321 255-1348 60 7か月 7：00〜18：00 有 なし なし 有 なし なし

上京 ⺠保 信愛保育園 上京区丸太町通⽇暮⻄入上る⻄
院町747-20 841-5761 822-8387 150 産休明け 7：00〜19：00 有 有 なし なし なし なし

上京 ⺠保 上京陵和園 上京区仁和寺街道七本松⻄入る
上る二番町194 462-6172 462-6172 40 産休明け 7：15〜18：45 有 なし なし なし なし なし

上京 ⺠保 ⻄陣和楽園 上京区下⻑者町通七本松⻄入鳳
瑞町247 461-2060 462-7060 90 産休明け 7：30〜19：00 有 なし なし なし なし なし

上京 ⺠保 京都市上京保育所 上京区大宮通鞍馬口下る東入新
ン町620 414-2351 414-2353 90 産休明け 7：15〜18：45 有 有 有 有 なし なし

上京 ⺠保
京都ＹＷＣＡあじさい保
育園

上京区室町通出水上る近衛町
44 431-0800 431-0352 60 6か月 7：15〜19：15 なし なし なし なし 有 有

上京 小（Ｂ）
かわしま保育室 たんぽ
ぽ

上京区大北小路東町490
GRAND VALUE⻄陣101 555-7434 555-7434 10 産休明け〜2歳児 7：30〜18：30 なし 有 なし

上京 小（Ａ） 家坂乳児保育室 上京区⻄院町747 グランシ
ティ1階 406-1368 406-1368 10 産休明け〜2歳児 7：00〜18：00 有 なし 有

上京 小（Ａ） にじいろ保育園 上京区烏丸通上立売下る御所八
幡町110 432-2416 432-2417 12 産休明け〜2歳児 7：30〜19：00 有 有 なし

上京 小（Ａ） Ｂａｍｂｉ Ｈｏｕｓｅ 上京区今出川通室町西入堀出シ町307-2 メ
ゾン・ﾄﾞ・リュート1階 441-0077 441-0099 19  5か月〜2歳児 7：00〜20：00 有 有 なし

上京 小（Ａ） こどもみらい園 上京区大宮通上立売上る樋之口町252
Casaコンソール1階 755-2029 755-2029 9  5か月〜2歳児 7：30〜19：00 有 有 なし

※　令和３年４月に認定こども園に移行する意思を示している保育園です。

有 有 有 有なし なし



１ 既存の保育施設・事業所（令和３年２月５日時点）

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児
ＦＡＸ番号 定員 受入年齢 開園時間

受入枠の有無
電話番号

施設
区

類型 保育施設・事業所名 所在地

左京区所在の保育施設・事業所

左京 市保 京都市養正保育所 左京区田中玄京町149 781-0743 781-3642 180 産休明け 7：00〜19：00 有 有 なし 有 なし 有

左京 ⺠保 百萬遍保育園 左京区田中⾨前町103-27 781-3910 723-1646 170 8か月 7：30〜19：00 有 有 有 有 有 なし

左京 ⺠保 一乗寺保育園 左京区一乗寺御祭田町4 711-7097 722-4376 120 産休明け 7：00〜19：00 なし なし なし なし なし 有

左京 ⺠保 セヴァ子ども学園 左京区岩倉上蔵町116 722-2639 721-7675 100 産休明け 7：00〜19：10 有 有 有 有 なし なし

左京  ⺠保(夜間) セヴァ ノーチェ学園 左京区岩倉上蔵町116 722-2639 721-7675 20 産休明け 7：00〜22：00 有 有 有 なし なし なし

左京 ⺠保 だん王保育園 左京区川端通り三条上る法林寺
⾨前町36 761-2211 751-0018 140 4か月 7：00〜19：00 なし なし 有 なし 有 有

左京  ⺠保(夜間) だん王夜間保育園 左京区川端通り三条上る法林寺
⾨前町36 761-2211 751-0018 30 6か月 7：00〜22：00 なし なし 有 なし なし なし

左京 ⺠保 北白川いずみ保育園 左京区北白川山ノ元町47-2 791-6947 791-6958 90 産休明け 7：00〜18：30 有 有 有 有 なし 有

左京 ⺠保 岩倉こひつじ保育園 左京区岩倉三宅町58-2 791-1234 791-4660 100 3か月 7：30〜18：30 有 なし なし なし なし なし

左京 ⺠保 鞍馬山保育園 左京区鞍馬本町1074 741-2212 741-2906 45 8か月 7：30〜18：30 有 有 有 なし 有 有

左京 ⺠保 高野保育園 左京区高野東開町1-3 722-5660 722-7993 130 産休明け 7：00〜19：00 有 なし 有 なし なし なし

左京 ⺠保 吉田山保育園 左京区吉田神楽岡町169 761-0610 761-0636 60 産休明け 7：00〜19：00 なし 有 有 なし 有 なし

左京 ⺠保 聖護院保育園 左京区聖護院蓮華蔵町2-3 761-7766 496-8370 90 産休明け 7：00〜19：00 有 なし 有 なし なし 有

左京 ⺠保 子どものその保育園 左京区高野玉岡町1-1 722-7382 722-7388 90 2か月 7：30〜18：30 有 有 有 有 有 有

左京 ⺠保 市原野保育園 左京区静市市原町1136 741-2993 741-1283 70 産休明け 7：30〜19：00 有 なし なし なし なし なし

左京 ⺠保 高野川保育園（※） 左京区高野泉町4 781-8308 781-0215 155 産休明け 7：30〜19：00 有 有 なし なし なし なし

左京 ⺠保 朱い実保育園 左京区吉田泉殿町6-1 761-7065 761-9922 120 産休明け 7：10〜19：10 有 なし 有 有 なし なし

左京 ⺠保 風の子保育園 左京区吉田下阿達町2 761-1269 751-2328 90 産休明け 7：00〜19：00 有 有 なし なし なし なし

左京 ⺠保 岡崎幼児園 左京区岡崎最勝寺町1-1 771-2323 752-4196 60 産休明け 7：15〜18：45 有 有 有 なし なし なし

左京 ⺠保 村松保育園 左京区岩倉中在地町32 721-9495 721-9498 110 産休明け 7：15〜18：45 有 なし なし 有 なし なし

左京 ⺠保 聖水保育園 左京区一乗寺薬師堂町34-3 781-5505 781-5523 60 4か月 7：15〜18：45 なし なし 有 有 有 なし

左京 ⺠保 葵保育園 左京区上高野古川町8 722-7838 781-7158 60 産休明け 7：30〜19：00 有 なし なし なし なし なし

左京 ⺠保 ペスタロッチ保育園 左京区吉田中阿達町20-3 771-4944 771-4972 60 4か月 7：00〜18：30 有 なし 有 有 有 有

左京 ⺠保 メグミ幼児園 左京区田中関田町22 791-0578 712-6326 60 産休明け 7：15〜19：00 有 有 なし なし なし なし

左京 ⺠保 ひまわり保育園 左京区鹿ヶ谷上宮ノ前町10 771-0991 771-0935 60 産休明け 7：30〜19：00 なし なし 有 有 有 有

左京 ⺠保 八瀬保育園 左京区八瀬近衛町382 781-6750 781-6750 30 1歳 8：00〜19：00 なし 有 有 有 有 有

左京 ⺠保 あおぞら保育園 左京区吉田中阿達町39‐16 708-6281 708-6182 90 産休明け 7：30〜18：30 有 なし なし なし なし なし

左京 ⺠保 錦林保育園 左京区鹿ヶ谷高岸町3-8 761-3597 761-3565 70 産休明け 7：00〜19：00 有 有 なし なし 有 有

左京 ⺠保
認可保育園 こども芸術
大学

左京区北白川瓜生山2-116 791-9150 791-9504 60 1歳児 7：00〜18：30 なし なし なし なし 有

左京 ⺠保
京都たから第Ⅱ保育園
（仮称）

左京区岩倉中河原町29 711-5111 711-5100 60 産休明け 7：00〜19：00 有 なし 有 有 有 有

左京  こども園(幼保）
認定こども園 京都きらら
幼稚園

左京区上高野⻄明寺山30 791-5300 712-1091 100 4か月 7：30〜18：30 なし 有 有 なし なし なし

左京 こども園(保）
保育所型認定こども園
下鴨夢

左京区下鴨東高木町30 722-9614 722-9615 90 産休明け 7：00〜19：00 有 なし なし なし なし なし

左京  こども園(幼保）
認定こども園 ふたば幼
稚園

左京区一乗寺梅ノ木町63 701-0191 711-0888 30 1歳児 7：30〜18：30 有 なし なし なし なし

左京 こども園(幼）
幼稚園型認定こども園聖
マリア幼稚園

左京区岡崎入江町84 761-4529 751-8989 15 3歳 7：30〜18：30 有 有 有

左京  こども園(幼保） 京都たからこども園 左京区岩倉幡枝町2278 701-5111 701-5112 90 産休明け 7：00〜19：00 有 なし なし なし なし なし

左京  こども園(幼保） 松ヶ崎こども園 左京区松ヶ崎堀町53
涌泉寺内 722-1830 712-4631 90 11か月 7：15〜18：45 有 有 有 有 有 なし

左京 小（Ａ）
京（みやこ）ベビーハウ
ス 堰源

左京区花脊大布施町797
花背小中学校内 705-5270 705-5271 12  6か月〜5歳児 7：00〜18：00 有 有 有 有 有 有

左京 小（Ａ）
手をつなごう あおき保
育園

左京区川端通二条下る孫橋町
13 こまかも川 708-2599 708-2599 12 産休明け〜2歳児 7：00〜19：00 有 有 有

左京 小（Ａ）
京（みやこ）ベビーハウ
ス 下鴨ぺんぎん保育室

左京区下鴨芝本町59 701-0016 701-0016 10  6か月〜2歳児 7：00〜18：30 なし 有 有



１ 既存の保育施設・事業所（令和３年２月５日時点）

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児
ＦＡＸ番号 定員 受入年齢 開園時間

受入枠の有無
電話番号

施設
区

類型 保育施設・事業所名 所在地

左京 小（Ａ） ぽにぃ保育園 左京区岩倉幡枝町585-5 721-7680 723-9246 11  3か月〜2歳児 8：00〜19：00 なし なし 有

左京 小（Ａ） リトルベアーナーサリー 左京区下鴨神殿町20-2 746-3648 746-3689 12  6か月〜2歳児 7：30〜18：30 なし 有 有

左京 小（Ａ）
ふたば幼稚園小規模保育
ふたば保育ルーム

左京区一乗寺地蔵本町1-2
カーサ大石１階 721-1977 721-1977 19  7か月〜2歳児 7：30〜18：30 有 有 有

左京 小（Ａ） 永興北白川保育室 左京区北白川⻄町80-4
エステ-トビル1階 748-1151 748-1151 8 産休明け〜2歳児 7：30〜18：30 有 なし なし

※　令和３年４月に認定こども園に移行する意思を示している保育園です。



１ 既存の保育施設・事業所（令和３年２月５日時点）

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児
ＦＡＸ番号 定員 受入年齢 開園時間

受入枠の有無
電話番号

施設
区

類型 保育施設・事業所名 所在地

中京区所在の保育施設・事業所

中京 ⺠保 円町まぶね隣保園 中京区⻄ノ京北円町50 462-8829 462-9095 80 産休明け 7：30〜19：00 有 有 有 なし なし なし

中京 ⺠保 こぐま保育園 中京区油小路通⽵屋町下る橋本
町493 253-5515 251-2903 90 産休明け 7：00〜19：00 有 なし なし なし なし なし

中京 ⺠保 朱一保育園 中京区壬生坊城町48-3 801-5555 801-5553 210 1歳 7：00〜19：00 有 なし 有 有 なし なし

中京 ⺠保 朱七保育所 中京区壬生東高田町1-2 311-1411 314-3005 120 産休明け 7：15〜19：15 有 有 有 なし 有 なし

中京 ⺠保 洛⻄保育園 中京区⻄ノ京小堀池町16 811-4548 811-2269 120 産休明け 7：00〜19：00 有 有 なし 有 なし なし

中京  ⺠保(夜間) 六満こどもの家 中京区六⾓通大宮⻄入三条大宮
町242 841-1196 841-1197 30 産休明け 8：30〜22：00 有 有 有 有 有 有

中京 ⺠保 壬生寺保育園 中京区壬生椰ノ宮町31 822-2529 822-2529 120 産休明け 7：30〜18：30 有 なし 有 有 有 有

中京 ⺠保 月かげ保育園 中京区⻄ノ京南両町22 821-0055 821-0851 180 1歳6か月 7：30〜18：30 なし 有 有 なし なし なし

中京 ⺠保 ＹＭＣＡ三条保育園(※) 中京区三条通柳馬場東入中之町
2 254-8131 254-8148 101 産休明け 7：30〜20：00 有 有 有 有 なし 有

中京 ⺠保 御所の杜ほいくえん 中京区柳馬場通二条下る等持寺
町15 257-3500 212-7150 140 産休明け 7：30〜18：30 なし なし なし なし なし 有

中京  こども園(幼保） 六満こども園 中京区六⾓通大宮⻄入三条大宮
町242 841-1196 841-1197 170 産休明け 7：00〜19：00 有 なし 有 なし 有 有

中京 小（Ａ） ハピネスかわい 中京区壬生仙念町26-37-101 812-7668 812-7668 12 産休明け〜2歳児 7：30〜18：30 なし 有 なし

中京 小（Ａ） かぜの詩保育園 中京区丸太町通烏丸⻄入る常真
横町187 THE LOFT 1階 229-6929 229-6930 12 産休明け〜2歳児 7：30〜19：00 なし 有 なし

中京 小（Ａ） そらの詩保育園 中京区⻄ノ京北聖町68 ジョ
イフルスクエア二条101 813-5158 813-5159 12 産休明け〜2歳児 7：30〜19：00 有 なし なし

中京 小（Ａ） さくらんぼ保育園 中京区⻄洞院通姉小路下る姉⻄洞院町
ニューシャトー⻄洞院102 251-0039 251-0031 12 産休明け〜2歳児 7：30〜19：00 有 有 有

中京 小（Ａ） ファミリア保育園 中京区壬生東大⽵町34 812-7664 811-5143 15  3か月〜2歳児 7：00〜19：00 有 有 有

中京 小（Ａ） 京都ランド園 中京区⻄ノ京東月光町24-1 366-3804 366-3804 19  2か月〜2歳児 7：30〜18：30 有 なし 有

中京 小（Ａ） 御所南ほいくえん 中京区高倉通二条下る瓦町539
コーポ高倉1階 256-0895 708-3298 12 産休明け〜2歳児 7：30〜18：30 有 有 なし

中京 小（Ａ） ＢＡＢＹ ＨＯＵＳＥ 中京区御幸町通蛸薬師下る船屋町
371 グランシャリオ勝屋1階 754-8324 754-8383 12  5か月〜2歳児 7：00〜20：00 有 有 なし

中京 小（Ａ）
こどもの杜保育園すくす
く

中京区二条通柳馬場⻄入観⾳町88-
1デトム・ワン烏丸二条1階 746-6322 746-6322 12  6か月〜2歳児 7：30〜19：30 有 なし なし

中京 小（Ａ） からすま御池保育園 中京区烏丸通御池上ル二条殿町
546-2 744-0626 744-0642 12  6か月〜2歳児 7：30〜19：00 有 有 有

中京 小（Ａ） あいのまち保育園 中京区間之町通押小路下る高田
町509-3 746-2018 746-2028 19  6か月〜2歳児 7：30〜19：00 有 有 有

中京  保事業所内
京都市立病院院内保育所
⻘いとり保育園

中京区壬生東高田町1-2 963-6761 963-6761 15 産休明け〜2歳児 7：30〜18：30 有 有 有

※ 受入枠の残数は，分園分（二次調整から対象）を含んだものです。



１ 既存の保育施設・事業所（令和３年２月５日時点）

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児
ＦＡＸ番号 定員 受入年齢 開園時間

受入枠の有無
電話番号

施設
区

類型 保育施設・事業所名 所在地

　東山区所在の保育施設・事業所

東山 市保 京都市三条保育所 東山区三条大橋東三丁目下る⻑
光町621 531-1017 531-9304 110 産休明け 7：00〜19：00 有 有 有 有 有 有

東山 ⺠保 善立寺保育園 東山区松原通大和大路東入2-
119-2 561-1715 531-8318 60 産休明け 7：00〜19：00 有 有 有 なし 有 有

東山 ⺠保 愛友保育園 東山区泉涌寺雀ヶ森町15-1 525-2575 541-7223 70 産休明け 7：00〜19：00 有 有 有 有 有 なし

東山 ⺠保 昭和保育園 東山区鞘町七条下る一橋宮ノ内
町15-4 561-0091 561-0743 140 産休明け 7：00〜19：00 有 有 なし 有 有 なし

東山 ⺠保 真覚寺保育園（※） 東山区東大路松原上る東入星野
町89 561-6011 525-3760 70 産休明け 7：00〜19：00 有 有 有 有 有 有

東山 ⺠保 光保育園 東山区大和大路通四条下る四丁
目小松町586 531-0200 531-5670 50 5か月 7：00〜19：30 有 有 有 なし 有 有

東山 こども園(保）
認定こども園 小松谷保
育園

東山区渋谷通東大路東入三丁目
上馬町553-5 541-8389 531-4905 90 産休明け 7：30〜19：00 有 有 有 有 有 有

東山  こども園(幼保） 永興こども園 東山区今熊野宝蔵町27 561-0102 541-9380 170 産休明け 7：00〜19：00 有 有 なし なし なし なし

※　令和３年４月に認定こども園に移行する意思を示している保育園です。



１ 既存の保育施設・事業所（令和３年２月５日時点）

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児
ＦＡＸ番号 定員 受入年齢 開園時間

受入枠の有無
電話番号

施設
区

類型 保育施設・事業所名 所在地

山科区所在の保育施設・事業所

山科 市保 京都市鏡山保育所 山科区厨子奥苗代元町16-5 581-0438 581-9756 90 産休明け 7：00〜19：00 なし なし なし 有 なし なし

山科 ⺠保 ⻄野山保育園 山科区勧修寺柴山8-162 581-1820 581-1836 120 産休明け 7：00〜19：00 有 なし なし なし なし なし

山科 ⺠保 山科保育園 山科区厨子奥苗代元町31 581-9090 581-9087 50 産休明け〜2歳児 7：30〜19：00 有 有 有

山科 ⺠保 山階保育園 山科区⻄野様子⾒町1-8 593-3648 591-6575 120 産休明け 7：20〜19：00 有 有 有 なし なし なし

山科 ⺠保 ⻄念寺保育園（※） 山科区⾳羽役出町1 581-3331 502-2820 160 4か月 7：30〜18：30 有 有 なし なし なし なし

山科 ⺠保 さくら保育園 山科区東野南井ノ上町9-2 593-2600 501-2853 150 5か月 7：30〜19：00 有 なし 有 有 なし 有

山科  こども園(幼保） 岩屋こども園アカンパニ 山科区大宅中小路町65-8 571-5790 571-5760 220 4か月 7：30〜19：00 有 なし 有 有 なし 有

山科  こども園(幼保） 永興小金塚こども園 山科区四ノ宮小金塚町1-169 591-0102 501-4005 146 産休明け 7：00〜19：00 有 なし なし 有 なし なし

山科  こども園(幼保） 陵ヶ岡こども園 山科区御陵荒巻町50-1 593-3935 593-7923 245 産休明け 7：00〜19：00 なし なし 有 なし なし なし

山科 小（Ａ） もりわき保育室 山科区大塚野溝町27-5 594-1727 594-1727 8  2か月〜2歳児 7：00〜18：00 有 有 有

山科 小（Ａ）
清水台幼稚園小規模保育
つぼみ

山科区勧修寺丸山町1-126 592-6052 592-6070 19  1歳〜2歳児 7：30〜18：30 有 有

山科 小（Ａ） ほほえみ保育園 山科園 山科区⽵鼻⽵ノ街道町39-1
リベロ上田1階 501-0840 501-0840 19 産休明け〜2歳児 7：00〜19：00 有 有 なし

山科 小（Ａ）
アヴェ・マリア小規模保
育部マミータ

山科区御陵中筋町3 592-6404 592-6406 12  1歳〜2歳児 8：00〜18：00 なし 有

山科 小（Ａ）
洛東幼稚園小規模保育め
ばえ

山科区⻄野広⾒町1-4 090-8162-0589 591-9735 12  1歳〜2歳児 8：00〜18：00 有 有

山科  小事業所内 保育園 Apple Kids 山科区大宅五反畑町8
北隣館 632-8158 632-8158 8  1歳〜2歳児 8：00〜20：00 なし 有 有

山科  保事業所内 洛和若草保育園 山科区⾳羽草田町58-1 593-4101 593-4101 8 産休明け〜2歳児 7：30〜19：00 有 有 なし

※　令和３年４月に認定こども園に移行する意思を示している保育園です。



１ 既存の保育施設・事業所（令和３年２月５日時点）

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児
ＦＡＸ番号 定員 受入年齢 開園時間

受入枠の有無
電話番号

施設
区

類型 保育施設・事業所名 所在地

　下京区所在の保育施設・事業所

下京 ⺠保 下京ひかり保育園 下京区中堂寺前田町7-3 351-6287 351-9912 150 3か月 7：00〜19：15 有 有 なし なし 有 有

下京 ⺠保 ⻄大路保育園 下京区七条御所ノ内南町66 313-8841 314-6513 90 6か月 7：00〜19：00 なし なし なし なし なし 有

下京 ⺠保 たちばな保育園 下京区中堂寺⻄寺町1-4 841-9791 812-3252 90 6か月 7：30〜19：00 有 有 なし なし なし なし

下京 ⺠保 大谷保育園 下京区諏訪町通六条下る上柳町
215 353-7755 371-2008 100 6か月 7：30〜19：30 有 有 有 有 なし なし

下京 ⺠保 五条愛児園 下京区中堂寺前田町39 351-3990 351-3990 90 4か月 7：15〜19：00 有 有 有 なし 有 有

下京 ⺠保 池坊保育園 下京区室町通四条下る鶏鉾町
485 351-8733 351-8744 110 6か月 7：15〜18：15 なし なし なし なし なし 有

下京 ⺠保 知真保育園 下京区櫛笥通花屋町下る裏片町
198-2 343-2958 341-8775 90 3か月 7：30〜19：00 有 有 有 なし なし なし

下京 ⺠保 たかせ保育園 下京区⻄木屋町通七条上る新⽇
吉町126 371-0840 371-5340 90 産休明け 7：00〜19：00 有 なし 有 有 有 有

下京 ⺠保 きらきら保育園 下京区⻄七条東御前田町15-1 325-2555 325-2556 120 6か月 7：30〜18：30 有 なし なし なし なし 有

下京 ⺠保 大谷園林保育園 下京区烏丸通七条下ル東塩小路
町590-13 365-5220 365-5221 110 産休明け 7：30〜19：00 有 有 なし なし 有 有

下京 ⺠保 稚松保育園 下京区若松町420 343-4101 343-4102 110 産休明け 7：00〜19：00 なし 有 なし 有 有 有

下京 小（Ｂ） 山口保育室 下京区⻄七条東御前田町16-13 313-5698 313-5698 12 産休明け〜2歳児 7：00〜18：00 有 有 なし

下京 小（Ａ） はなの詩保育園 下京区醍醐町290 烏丸五条ビ
ル1階 353-7295 353-7296 12 産休明け〜2歳児 7：30〜19：00 有 有 有

下京 小（Ａ） チャイルドハウスみなみ 下京区⻄七条中野町5-2 326-7575 326-7575 19  6か月〜2歳児 7：00〜19：00 有 有 なし

下京 小（Ａ） チャイルドハウス石ヶ坪 下京区⻄七条東石ヶ坪町32 203-0363 203-0363 19  6か月〜2歳児 7：00〜19：00 有 有 なし

下京 小（Ａ）
こどもの杜保育園ぽかぽ
か

下京区御幸町通五条上る安⼟町
626 井忠ビル1階 371-4788 371-4788 19  6か月〜2歳児 7：30〜19：30 有 有 なし

下京 小（Ａ）
アソカ幼稚園小規模保育
うめこうじ

下京区朱雀裏畑町33 313-2878 313-2850 12 1歳6か月〜2歳児 7：30〜18：30 有 なし

下京 小（Ａ） ちいさなおうち保育園 下京区⻄堀川高辻通下る高辻堀
川町365 841-7727 841-7727 12  5か月〜2歳児 7：30〜19：00 有 有 有

下京 小（Ａ）
ほほえみ保育園 ⻄大路
園

下京区⻄七条掛越町13 315-8181 315-8181 19 産休明け〜2歳児 7：00〜19：00 有 有 なし

下京 小（Ａ）
八条幼稚園小規模保育部
ちくたく

下京区七条御所ノ内南町42 314-6512 314-6513 19  1歳児〜2歳児 7：00〜18：00 有 なし

下京 小（Ａ）
ゆりかごＷＥＣせいせん
保育園

下京区醒ヶ井通松原下ル篠屋町
59 366-5337 366-5338 19  4か月〜2歳児 7：30〜19：00 なし 有 有



１ 既存の保育施設・事業所（令和３年２月５日時点）

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児
ＦＡＸ番号 定員 受入年齢 開園時間

受入枠の有無
電話番号

施設
区

類型 保育施設・事業所名 所在地

南区所在の保育施設・事業所

南 市保 京都市久世保育所 南区久世大築町50 931-0501 931-0546 120 産休明け 7：00〜19：00 有 なし なし 有 なし なし

南 市保 京都市南保育所 南区⻄九条南田町9 671-6450 671-7297 110 産休明け 7：00〜19：00 有 有 なし 有 有 有

南 ⺠保 東和保育園 南区東九条河辺町6 691-8601 691-8602 100 4か月 7：00〜19：00 有 なし 有 なし なし なし

南 ⺠保 祥南保育園 南区吉祥院砂ノ町43 672-0010 672-0024 90 5か月 7：00〜19：00 有 有 有 なし 有 なし

南 ⺠保
希望の家カトリック保育
園

南区東九条東岩本町28 681-6881 691-9581 90 産休明け 7：20〜19：20 有 有 有 有 有 有

南 ⺠保 東寺保育園 南区大宮通八条下る九条町
399-35 691-0247 691-1106 120 生後43⽇〜 7：00〜19：00 有 なし なし なし なし なし

南 ⺠保 塔南保育園 南区⻄九条東御幸田町15 682-5510 691-9851 100 産休明け 7：00〜19：00 なし 有 なし なし なし なし

南 ⺠保 共栄保育園 南区唐橋高田町58-4 672-4572 672-3486 120 産休明け 7：15〜19：00 なし なし なし なし なし なし

南 ⺠保 久世⻄保育園 南区久世上久世町30-1 922-0007 933-5170 210 5か月 7：20〜19：00 有 なし なし なし なし なし

南 ⺠保 殿城保育園 南区久世殿城町550 933-6600 933-7400 60 5か月 7：30〜18：30 なし なし 有 有 なし なし

南 ⺠保 久世南保育園 南区久世大薮町489-4 933-1911 924-2283 50 5か月 7：00〜18：30 有 なし 有 有 有 有

南 ⺠保 松ノ木保育園 南区東九条南松ノ木町6 671-2431 671-3790 50 3か月 7：00〜18：30 有 有 有 有 有 有

南 ⺠保 村山保育園 南区上鳥羽北村山町1 672-4200 672-4205 60 産休明け 7：00〜19：00 有 有 有 なし なし なし

南 ⺠保 洛南保育園 南区東九条北烏丸町20 691-6898 682-3588 90 産休明け 7：15〜19：15 有 有 有 有 有 有

南 ⺠保 上鳥羽保育園 南区上鳥羽鍋ヶ渕町23 691-5007 681-3600 60 3か月 7：30〜19：00 有 なし 有 有 なし なし

南 ⺠保 久世築山保育園 南区久世築山町159-1 934-3511 934-6665 105 6か月 7：15〜19：15 有 有 有 なし なし なし

南 ⺠保 ひかり保育園 南区⻄九条唐橋町28 691-1212 682-5368 80 3か月 7：10〜19：10 有 有 有 なし なし なし

南  ⺠保(夜間) みのり園 南区唐橋高田町58-4 681-2770 672-3486 30 産休明け 9：00〜22：00 有 なし なし なし なし なし

南 ⺠保 永興くじょう保育園 南区⻄九条春⽇町49 691-8302 691-4419 60 産休明け 7：00〜19：00 有 有 有 有 有 有

南 ⺠保 琴⾳つばさ保育園 南区久世上久世町530-24 925-0283 925-4152 120 5か月 7：00〜19：00 有 なし なし 有 有 有

南 ⺠保 山ノ本保育園（※） 南区上鳥羽山ノ本町61 691-4244 691-6653 80 産休明け 7：00〜19：00 有 有 なし なし 有 有

南 ⺠保
桂川つばさ保育園（仮
称）

南区久世上久世町419 925-0283 925-4152 105 5か月 7：00〜19：00 有 なし なし なし なし なし

南  こども園(幼保） こども園 いしはら 南区吉祥院石原南町51 691-2494 691-2498 130 2か月 7：00〜19：00 有 なし 有 なし なし 有

南 こども園(保） 法光院こども園 南区東九条宇賀辺町57 691-0225 691-0644 110 産休明け 7：00〜19：00 有 有 有 有 有 なし

南 小（Ａ） なかじま保育室 南区吉祥院車道町23 681-1944 681-1944 12 産休明け〜2歳児 7：00〜18：00 有 なし なし

南 小（Ａ） てんとうむし保育園 南区吉祥院⻄ノ茶屋町32 671-4359 950-5527 12 産休明け〜2歳児 7：00〜18：00 有 有 有

南 小（Ｃ） にこにこ山住保育室 南区唐橋⻄寺町50 681-3005 681-3005 10 産休明け〜2歳児 7：30〜18：30 有 なし なし

南 小（Ａ）
隨林寺小規模保育園ずい
りんじ保育ルーム

南区⻄九条東島町15-1 672-0408 681-8888 12 産休明け〜2歳児 7：30〜18：30 なし 有 有

南 小（Ａ） こよりほいくえん 久世 南区久世中久世町4丁目2-5
エスポアール大和１階 925-0895 925-0896 12 産休明け〜2歳児 7：30〜19：00 有 有 有

南 小（Ａ） 洛和桂川小規模保育園 南区久世中久世町1−63 925-3326 925-3327 19 産休明け〜2歳児 7：30〜19：00 有 なし なし

南  小事業所内 十条たけだ保育園 南区上鳥羽南唐⼾町2 661-2312 661-2317 5  6か月〜2歳児 7：30〜18：30 有 有 有

※　令和３年４月に認定こども園に移行する意思を示している保育園です。



１ 既存の保育施設・事業所（令和３年２月５日時点）

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児
ＦＡＸ番号 定員 受入年齢 開園時間

受入枠の有無
電話番号

施設
区

類型 保育施設・事業所名 所在地

右京区所在の保育施設・事業所

右京 ⺠保 山ノ内保育園 右京区山ノ内宮脇町9 841-2570 841-6800 120 4か月 7：30〜18：30 なし なし 有 なし なし なし

右京 ⺠保 清明保育園 右京区⻄院清水町28-3 325-0366 325-0367 90 6か月 7：00〜19：00 有 なし なし なし なし なし

右京 ⺠保 うぐいす保育園 右京区嵯峨大覚寺⾨前堂ノ前町
22 861-2344 861-1661 95 産休明け 7：20〜19：20 なし 有 なし なし なし なし

右京 ⺠保 このしま保育園 右京区太秦森ヶ東町50-2 872-1863 864-2629 130 産休明け 7：00〜18：30 有 なし なし なし 有 なし

右京 ⺠保 ⻄院保育園 右京区⻄院太田町80 311-3412 321-2857 70 産休明け 7：00〜19：00 有 なし なし なし なし なし

右京 ⺠保 つわぶき園 右京区⻄京極葛野町4 311-2295 321-1091 130 3か月 7：10〜18：40 有 有 なし なし なし なし

右京 ⺠保 みつばち菜の花保育園 右京区⻄京極午塚町90 323-3878 323-3879 90 産休明け 7：00〜19：00 有 有 なし なし なし なし

右京 ⺠保 御室保育園 右京区花園天授ヶ岡町3-15 463-9430 467-1887 90 3か月 7：00〜18：30 有 なし 有 なし なし なし

右京 ⺠保 花園保育園 右京区花園巽南町15-6 463-7302 464-8512 60 4か月 7：15〜18：15 なし なし なし なし 有 なし

右京 ⺠保 向上社保育園 右京区⻄院北⽮掛町22 311-3606 321-2530 110 産休明け 7：00〜19：00 有 なし なし なし なし なし

右京 ⺠保 ときわ保育園 右京区太秦馬塚町1-4 872-6001 872-6077 120 5か月 7：30〜18：30 なし なし 有 なし 有 有

右京 ⺠保 梅ノ宮保育園 右京区梅津フケノ川町9 881-0606 881-0651 240 2か月   7：15〜18：15 なし なし なし 有 有 有

右京 ⺠保 富士保育園 右京区梅津尻溝町28 862-5106 862-5108 120 4か月 7：00〜18：00 有 なし なし 有 なし なし

右京 ⺠保 嵯峨こばと保育園 右京区嵯峨天龍寺立石町1-36 882-0843 882-0341 50 産休明け〜2歳児 7：00〜18：30 有 なし なし

右京 ⺠保 妙覚保育園 右京区⻄院⻄平町23 314-1516 314-1490 60 6か月 7：15〜19：00 なし 有 有 なし なし 有

右京 ⺠保 太秦保育園 右京区太秦多薮町30 881-9511 881-9500 140 5か月 7：30〜18：30 有 なし 有 なし なし なし

右京 ⺠保 若⽵保育園 右京区嵯峨北堀町25 882-2960 872-0106 90 1歳6か月 7：15〜18：15 有 有 有 有 有

右京 ⺠保 双丘保育園 右京区花園扇野町49 461-9428 463-7057 70 9か月 7：00〜18：30 なし なし なし なし 有 なし

右京 ⺠保 聖徳保育園 右京区太秦海正寺町30 871-3415 871-9817 60 1歳6か月 7：00〜18：30 なし 有 なし なし なし

右京 ⺠保
京進のほいくえんＨＯＰ
ＰＡ⻄京極（仮称）

右京区⻄京極午塚町128 354-5328 365-1533 100 6か月  7:30〜19:30 なし なし 有 なし 有 有

右京  こども園(幼保） こども園ゆりかご 右京区花園妙心寺町48 462-5019 462-5035 170 産休明け 7：00〜19：00 なし なし 有 有 有 なし

右京 こども園(保）
保育所型照隅認定こども
園

右京区梅津南広町66-2 201-0120 861-3532 90 産休明け 7：00〜19：00 有 なし なし なし なし 有

右京 こども園(幼）
認定こども園 天授ヶ岡
幼稚園

右京区花園天授ヶ岡町10-17 461-3407 464-2787 20 3歳 8：00〜19：00 有 なし なし

右京  こども園(幼保）
認定こども園 まこと幼
児園

右京区嵯峨大覚寺⾨前登り町2 881-5788 872-5538 110 4か月 7：30〜19：00 なし なし 有 なし 有 なし

右京 こども園(保） 嵯峨野こども園 右京区嵯峨野千代ノ道町14-3 881-2037 861-1199 110 2か月 7：15〜18：15 有 なし なし なし なし なし

右京 小（Ａ） 天神川保育ルーム 右京区⻄院東⾙川町81
キャッスルビル2階 322-4269 322-4269 18  6か月〜2歳児 7：30〜18：30 有 有 なし

右京 小（Ａ） 谷史季保育園 右京区太秦安井二条裏町9-4 811-5596 811-5596 12 産休明け〜2歳児 7：30〜18：30 有 有 有

右京 小（Ａ） 森田綾小規模保育事業所 右京区嵯峨新宮町11-4 872-2165 864-0611 12 産休明け〜2歳児 7：30〜19：00 有 有 なし

右京 小（Ａ）
鳴滝小規模保育園“あっ
と・ほ〜む”

右京区鳴滝蓮花寺町12-41 462-1230 462-1230 12 産休明け〜2歳児 7：00〜19：00 なし 有 なし

右京 小（Ａ） しげまつ乳児保育園 右京区太秦桂ヶ原町9-24 864-8772 864-8772 12 産休明け〜2歳児 7：00〜18：00 有 なし 有

右京 小（Ａ）
小規模保育事業 やまざき
乳児園（みつば）

右京区嵯峨野清水町21-66 204-1400 204-1400 10  3か月〜2歳児 7：00〜18：00 有 有 なし

右京 小（Ａ） ぽこあぽこ保育室 右京区⻄京極⻄川町1-5 323-1822 323-1822 15 産休明け〜2歳児 7：30〜18：30 有 有 なし

右京 小（Ａ） ⻑谷川保育室 右京区太秦馬塚町26メゾン太
秦107 432-8149 468-3883 12 産休明け〜2歳児 7：00〜18：00 なし 有 有

右京 小（Ａ） 育心保育室 右京区太秦松本町14-5 204-6148 204-6148 12 産休明け〜2歳児 7：00〜18：00 有 有 有

右京 小（Ａ）
ＭＩＧＮＯＮ ＫＩＮＵ
ＧＡＳＡ

右京区⻄院⻄田町26
ABSビル1階 754-6011 754-6021 19 産休明け〜2歳児 7：00〜19：00 有 有 有

右京 小（Ａ）
ニチイキッズ葛野三条保
育園

右京区山ノ内⻄八反田町5-1
シャーメゾンJJ1階 803-6850 803-6851 19 産休明け〜2歳児 7：00〜19：00 有 有 有

右京 小（Ａ） 小規模保育室 いけした 右京区嵯峨新宮町9-21 872-2165 864-0611 8 産休明け〜2歳児 7：30〜18：30 有 有 有

右京 小（Ａ） りんどう保育園 右京区梅津段町41-2   ドーム・
シシャスーチェ梅津1階 950-2020 950-2030 19  6か月〜2歳児 7：30〜19：00 有 有 有

右京 小（Ａ） ⻄院ルンビニ保育園 右京区⻄院⻄三蔵町9-1
Connect⻄院 2階 325-0285 325-0286 19 産休明け〜2歳児 7：30〜19：30 有 有 なし



１ 既存の保育施設・事業所（令和３年２月５日時点）

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児
ＦＡＸ番号 定員 受入年齢 開園時間

受入枠の有無
電話番号

施設
区

類型 保育施設・事業所名 所在地

右京 小（Ａ）
天授ヶ岡幼稚園小規模保
育ベテスダ

右京区花園天授ケ岡町10-17 461-3407 464-2787 12 1歳6か月〜2歳児 8：00〜19：00 有 有

右京 小（Ａ） 塔南学園 ⻄院園 右京区⻄院太田町57 325-5510 325-5520 12 産休明け〜2歳児 7：00〜19：00 有 有 なし

右京 小（Ａ） ⻄京極保育室 右京区⻄京極芝ノ下町17-10 322-8508 322-8508 8 産休明け〜2歳児 7：30〜18：30 有 有 有

京北出張所管内所在の保育施設・事業所

京北 市保 京都市ひかり保育所 右京区京北井⼾町丸山110 853-0031 853-0078 30 10か月 7：00〜18：00 なし 有 なし 有 有 有

京北 市保 京都市周山保育所 右京区京北五本松町⻄山24-3 852-0573 852-0590 40 10か月 7：00〜18：00 有 有 なし 有 なし なし



１ 既存の保育施設・事業所（令和３年２月５日時点）

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児
ＦＡＸ番号 定員 受入年齢 開園時間

受入枠の有無
電話番号

施設
区

類型 保育施設・事業所名 所在地

西京区所在の保育施設・事業所（洛西支所管内を除く）

⻄京 ⺠保 かつらのみや保育園 ⻄京区桂⾉町5 382-0375 382-3715 90 産休明け 7：30〜18：30 なし なし なし なし 有 なし

⻄京 ⺠保 ⻄嶺保育園 ⻄京区山田御道路町19 391-6286 394-8963 75 産休明け 7：30〜19：00 有 有 有 有 有 なし

⻄京 ⺠保 こぐま上野保育園 ⻄京区桂上野今井町124-7 391-2405 391-2407 100 産休明け 7：30〜19：00 有 なし なし なし なし なし

⻄京 ⺠保 つみき保育園 ⻄京区松室荒堀町126 392-0221 950-0330 170 5か月 7：00〜19：00 有 有 なし なし なし なし

⻄京 ⺠保 みつばち保育園 ⻄京区桂徳大寺南町5 383-5566 392-0073 90 産休明け 7：00〜19：00 なし なし 有 なし なし なし

⻄京 ⺠保 樫原ふじ保育園 ⻄京区御陵南荒木町19-1 391-1428 391-2827 90 8か月 7：00〜18：30 なし なし なし なし 有 有

⻄京 ⺠保 樫原保育園 ⻄京区樫原五反田5-30 381-9100 391-9257 90 産休明け 7：00〜19：00 有 なし なし なし なし なし

⻄京 ⺠保 牛ヶ瀬保育園 ⻄京区牛ヶ瀬⻘柳町23 381-8083 392-5944 90 3か月 7：00〜19：00 有 なし なし なし なし なし

⻄京 ⺠保 桂保育園 ⻄京区桂野⾥町5-45 391-6105 391-6106 90 産休明け 7：00〜19：00 有 なし なし なし なし なし

⻄京 ⺠保 川島保育園 ⻄京区川島粟田町40-4 391-5390 391-5505 120 産休明け 7：00〜19：00 有 なし なし なし なし なし

⻄京 ⺠保 嵐山保育園 ⻄京区嵐山谷ヶ辻子町27-2 861-0797 864-5322 120 1歳2か月 7：00〜19：00 有 有 なし なし なし

⻄京 ⺠保 川岡保育園 ⻄京区川島玉頭町78-2 381-9660 381-9669 90 3か月 7：15〜18：45 有 なし 有 なし なし なし

⻄京 ⺠保 まめのき保育園 ⻄京区山田中吉⾒町7-1 393-0100 393-0101 90 6か月 7：30〜18：30 なし なし なし なし 有 なし

⻄京 ⺠保 桜の杜つばさ保育園 ⻄京区桂市ノ前町118-1 382-0283 382-0284 120 5か月 7：00〜19：00 なし なし なし なし 有 なし

⻄京  こども園(幼保） 桂東こども園 ⻄京区桂北滝川町30 391-1588 391-2817 145 4か月 7：00〜19：00 有 なし なし なし 有 なし

⻄京 こども園(保） 月⾒ヶ丘こどもの家 ⻄京区川島権田町35 381-6434 381-2580 60 産休明け 7：00〜18：00 なし なし 有 なし なし なし

⻄京 小（Ａ） むらさわ保育園 ⻄京区樫原井⼾22-10 392-4375 203-7078 18 産休明け〜2歳児 7：15〜18：15 有 有 有

⻄京 小（Ａ） 上桂ひまわり保育園 ⻄京区松尾鈴川町87-14
381-2815
又は070-

2300-2815
381-2815 12 産休明け〜2歳児 7：30〜18：30 有 なし なし

⻄京 小（Ａ） ⻑谷川乳児保育室 ⻄京区桂御所町1-32 394-4181 205-2400 12 産休明け〜2歳児 7：00〜18：00 有 有 なし

⻄京 小（Ａ） 希（のぞみ）保育園 ⻄京区上桂森上町20-12 393-6867 393-6867 12 産休明け〜2歳児 7：30〜18：30 なし 有 有

⻄京 小（Ａ） とだ保育園 ⻄京区川島五反⻑町65-3
桂第2合同宿舎5棟101 391-7626 391-7626 12 産休明け〜2歳児 7：30〜18：30 有 なし なし

⻄京 小（Ａ） らくさいぐち保育園 ⻄京区川島六ノ坪町52-7 201-6032 201-3459 12  6か月〜2歳児 7：30〜19：00 有 有 有

⻄京 小（Ａ） 南の風保育園 ⻄京区御陵南荒木町26-3 382-0577 623-5051 19 産休明け〜2歳児 7：30〜19：00 有 有 なし

⻄京 小（Ａ） 桂駅⻄口保育園 ⻄京区川島有栖川町94-1
ヴィラ・コマ106 393-8505 393-8505 12 産休明け〜2歳児 7：00〜19：30 有 なし なし

⻄京 小（Ａ） 洛和桂小規模保育園 ⻄京区川島調子町35-1 383-8162 383-8163 19 産休明け〜2歳児 7：30〜19：00 有 なし なし

⻄京 小（Ａ） とも乳児保育室 ⻄京区樫原佃2-31 381-6730 381-6730 6 産休明け〜2歳児 7：30〜18：30 有 なし 有

⻄京 小（Ａ） こよりほいくえん ⻄京区桂南巽町137-1
スポットビル1階 382-0895 382-0896 12 産休明け〜2歳児 7：30〜19：00 有 なし なし

⻄京 小（Ａ） 小規模園 三ノ宮 ⻄京区樫原杉原町20 391-3899 393-0507 12 1歳6か月〜2歳児 7：30〜18：30 なし 有

⻄京 小（Ａ） みらい保育園 ⻄京区桂稲荷山町67
ドムス桂101号 381-0730 381-0830 19  6か月〜2歳児 7：30〜19：00 有 有 なし

⻄京 小（Ａ）
葉室幼稚園小規模保育こ
ばと園

⻄京区山田葉室町13-124 963-6891 963-6892 19  1歳〜2歳児 7：30〜18：30 有 なし

⻄京 小（Ａ） かつら東口保育園 ⻄京区桂野⾥町31-22 950-0565 950-0965 19  6か月〜2歳児 7：30〜19：00 有 有 なし

⻄京 小（Ａ）
かつらのさとナースリー
スクール

⻄京区桂乾町57-3 381-0375 381-0375 19  1歳〜2歳児 7：30〜19：00 なし 有

⻄京 小（Ａ）
京都ほせんオリーブ館あ
さがお保育室

⻄京区桂木ノ下町1-87
京都ほせんオリーブ館1階 383-5001 383-5002 12 産休明け〜2歳児 7：30〜18：30 有 なし なし

⻄京 小（Ａ）
さかいだに幼稚園キッズ
ルーム（仮称）

⻄京区桂上野中町243 392-1222 392-1225 19 産休明け〜2歳児 7：00〜19：00 有 有 有



１ 既存の保育施設・事業所（令和３年２月５日時点）

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児
ＦＡＸ番号 定員 受入年齢 開園時間

受入枠の有無
電話番号

施設
区

類型 保育施設・事業所名 所在地

洛西支所管内所在の保育施設・事業所

洛⻄ ⺠保 東桂坂保育園 ⻄京区御陵峰ヶ堂町2丁目14 382-1050 382-1049 100 産休明け 7：00〜19：00 有 なし 有 有 なし なし

洛⻄ ⺠保 新林保育園 ⻄京区大枝⻄新林町4丁目3 331-9087 331-6798 120 産休明け 7：00〜19：00 有 なし 有 なし 有 有

洛⻄ ⺠保 福⻄保育園 ⻄京区大枝南福⻄町1丁目2 332-2660 332-6769 150 産休明け 7：30〜19：00 有 有 なし なし 有 有

洛⻄ ⺠保 ⽵の⾥保育園 ⻄京区大原野⻄⽵の⾥町2-4 332-3512 333-2641 150 産休明け 7：00〜19：00 なし なし なし なし 有 なし

洛⻄ ⺠保 桂坂保育園 ⻄京区御陵大枝山町4丁目30 333-6758 333-6759 90 産休明け 7：00〜19：00 有 なし 有 有 有 有

洛⻄ ⺠保 さふらん保育園 ⻄京区大原野⻄境谷町2-7 331-7622 331-5779 120 産休明け 7：30〜18：30 有 有 有 有 なし 有

洛⻄  こども園(幼保） 大原野こども園 ⻄京区大原野上羽町318 332-0666 333-1919 140 産休明け 7：00〜19：00 有 なし なし なし 有 有

洛⻄  こども園(幼保） 上⾥⽵の子こども園 ⻄京区大原野上⾥北ノ町648-1 332-7920 333-3747 90 3か月 7：30〜18：30 有 有 なし 有 有 有

洛⻄ 小（Ａ） 木の実（このみ）保育園 ⻄京区大枝⻄新林町3-3-53 201-9895 201-9895 10 産休明け〜2歳児 7：15〜18：15 有 なし なし



１ 既存の保育施設・事業所（令和３年２月５日時点）

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児
ＦＡＸ番号 定員 受入年齢 開園時間

受入枠の有無
電話番号

施設
区

類型 保育施設・事業所名 所在地

伏見区所在の保育施設・事業所（深草支所管内及び醍醐支所管内を除く）

伏⾒ 市保 京都市改進保育所 伏⾒区⽵田狩賀町153-1 611-3268 611-3659 190 産休明け 7：00〜18：00 有 有 有 なし 有 有

伏⾒ ⺠保 たんぽぽ保育園 伏⾒区久我森ノ宮町13-142 925-0200 932-8146 90 6か月 7：15〜18：15 有 有 有 なし なし なし

伏⾒ ⺠保 こが保育園 伏⾒区久我森の宮町15-8 934-1890 874-7115 70 4か月 7：30〜18：30 なし なし なし 有 なし なし

伏⾒ ⺠保 まごころ保育園 伏⾒区羽束師古川町578-3 932-8556 932-8567  80 6か月 7：00〜18：30 有 有 有 有 なし 有

伏⾒ ⺠保 桃陵乳児保育園 伏⾒区⻄奉⾏町1 611-3307 612-1421 90 産休明け〜3歳 7：00〜19：00 有 有 なし

伏⾒ ⺠保 桃陵保育園 伏⾒区桃陵町1 601-3749 612-1421 90 3歳 7：00〜19：00 有 有 有

伏⾒ ⺠保 野の百合保育園 伏⾒区向島二ノ丸町151 622-8545 622-8546 90 産休明け 7：30〜19：00 なし 有 なし なし なし なし

伏⾒ ⺠保 みどり保育園 伏⾒区御駕籠町132 601-4835 601-4867 80 6か月 7：30〜19：00 なし なし なし なし 有 有

伏⾒ ⺠保 つぼみ保育園 伏⾒区淀際目町183-1 631-8833 631-8878 90 6か月 7：00〜19：00 なし 有 なし なし なし なし

伏⾒ ⺠保 城之内保育園 伏⾒区納所薬師堂27-306 631-1570 632-6656 95 産休明け 7：00〜19：00 有 有 有 なし なし なし

伏⾒ ⺠保 城南保育園 伏⾒区向島藤ノ木町85-7 611-3299 611-3304 90 産休明け 7：00〜19：05 有 有 有 有 有 なし

伏⾒ ⺠保 城南第二保育園 伏⾒区向島清水町115-10 602-2165 602-2477 50 5か月 7：00〜18：30 有 有 有 有 なし 有

伏⾒ ⺠保 ピノキオ保育園 伏⾒区納所下野1-7 631-7482 631-4110 90 産休明け 7：10〜19：10 有 なし 有 なし 有 有

伏⾒ ⺠保 向島保育園 伏⾒区向島本丸町68 601-1761 601-9387 150 4か月 7：00〜19：00 有 有 有 有 有 有

伏⾒ ⺠保 第二あけぼの保育園 伏⾒区清水町877 621-5628 621-5657 35 産休明け〜2歳児 7：00〜19：00 なし なし 有

伏⾒ ⺠保 世光保育園 伏⾒区桃山町松平武蔵2-2 621-2739 623-5432 150 産休明け 7：00〜19：00 有 有 有 有 なし なし

伏⾒ ⺠保 羽束師保育園 伏⾒区羽束師古川町647-16 933-3340 934-1462 100 5か月 7：15〜18：45 なし なし なし 有 なし なし

伏⾒ ⺠保 二の丸保育園 伏⾒区向島二ノ丸町373-1 622-3295 622-6633 185 6か月 7：15〜18：15 有 有 有 有 有 有

伏⾒ ⺠保 みぎわ保育園 伏⾒区桃山町大島38-110 621-5211 634-3281 150 産休明け 7：00〜19：00 有 なし なし なし なし なし

伏⾒ ⺠保 住吉⻄保育園 伏⾒区舞台町43 611-2485 602-3184 120 6か月 7：00〜19：00 なし なし なし 有 有 有

伏⾒ ⺠保 桃嶺保育園 伏⾒区桃山町⻄町1 611-2820 612-7454 140 5か月 7：30〜18：30 なし 有 なし なし なし なし

伏⾒ ⺠保 板橋保育園 伏⾒区鷹匠町4 603-1900 621-2275 80 産休明け 7：00〜19：00 なし なし 有 なし 有 有

伏⾒ ⺠保 伏⾒幼児園 伏⾒区大阪町609 621-0768 602-0144 130 6か月 7：00〜19：00 有 なし なし なし なし 有

伏⾒ ⺠保 ももやま白菊保育園 伏⾒区桃山町永井久太郎69-1 622-8681 634-3280 60 4か月 7：00〜19：00 なし なし なし なし なし 有

伏⾒ ⺠保 よど保育園 伏⾒区淀下津町96 631-2215 631-0133 110 産休明け 7：00〜19：00 有 有 なし なし 有 なし

伏⾒  こども園(幼保） 白菊こども園 伏⾒区向島二ノ丸町151-59 621-1861 621-1043 120 4か月 7：00〜19：00 有 有 有 なし 有 なし

伏⾒  こども園(幼保） 横大路こども園 伏⾒区横大路柿ノ本町1 601-4012 601-4090 225 5か月 7：00〜19：00 有 有 有 有 なし なし

伏⾒  こども園(幼保） 下鳥羽こども園 伏⾒区下鳥羽⻑田町210 601-3963 601-7472 240 8か月 7：00〜19：00 有 有 有 有 有 有

伏⾒ 小（Ａ） わかばやし保育園 伏⾒区桃山町中島町30 601-7463 601-7463 18 産休明け〜2歳児 7：00〜18：30 なし 有 なし

伏⾒ 小（Ａ） 室山保育室 伏⾒区久我石原町9-169 932-3414 932-3414 12 産休明け〜2歳児 7：00〜18：00 有 なし なし

伏⾒ 小（Ａ） いしはら保育室 伏⾒区羽束師菱川町262-11 931-9473 931-9473 12 産休明け〜2歳児 7：00〜18：00 有 有 有

伏⾒ 小（Ａ） おかもと保育園 伏⾒区久我森の宮町2-269 932-3456 932-3456 12 産休明け〜2歳児 7：00〜18：00 有 有 有

伏⾒ 小（Ａ） あすか保育園 伏⾒区京町南8丁目101-1 605-5500 605-5500 12  4か月〜2歳児 7：00〜19：00 有 有 有

伏⾒ 小（Ａ） 京町保育園 伏⾒区京町大⿊町118-8 623-5005 623-5051 12 産休明け〜2歳児 7：00〜19：00 有 有 なし

伏⾒ 小（Ｂ）
ヤクルトきっずすく〜る
マムズ

伏⾒区中島鳥羽離宮町21 622-8680 612-5068 19  6か月〜2歳児 7：00〜19：00 有 有 有

伏⾒ 小（Ａ）
ＣｏｎｏＣｏ 桃山のお
うち

伏⾒区東大手町749
フロムイースト3階 644-6926 634-6781 12 産休明け〜2歳児 7：00〜19：30 有 なし なし

伏⾒ 小（Ａ）
ＣｏｎｏＣｏ 京町のお
うち

伏⾒区京町2丁目206-1 621-2602 574-7646 12 産休明け〜2歳児 7：00〜19：30 有 有 有

伏⾒ 小（Ａ） 伏⾒いろどり保育園 伏⾒区墨染町720 かのこビル
2階 748-6101 748-6101 12 産休明け〜2歳児 7：30〜19：00 有 なし なし



１ 既存の保育施設・事業所（令和３年２月５日時点）

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児
ＦＡＸ番号 定員 受入年齢 開園時間

受入枠の有無
電話番号

施設
区

類型 保育施設・事業所名 所在地

深草支所管内所在の保育施設・事業所

深草 ⺠保 稲荷砂川保育園 伏⾒区深草六反田町4-7 561-1096 561-8905 60 産休明け 7：00〜19：00 なし なし なし なし 有 有

深草 ⺠保 京都聖⺟学院保育園 伏⾒区深草田谷町1 641-0531 641-0532 80 1歳児 7：15〜19：15 有 有 有 有 有

深草  こども園(幼保） うづらこども園 伏⾒区深草直違橋2丁目452-4 641-5815 643-0129 166 5か月 7：00〜19：00 なし 有 なし 有 なし なし

深草  こども園(幼保） 稲荷こども園 伏⾒区深草開⼟口町7･8合地 641-2824 641-8382 150 産休明け 7：00〜19：00 有 有 有 有 有 有

深草 小（Ａ） 白井乳児園 伏⾒区深草飯食町781-4 641-5572 641-5572 15 産休明け〜2歳児 7：00〜18：00 有 有 有

深草 小（Ａ） 第三あけぼの保育園 伏⾒区深草大⻲谷岩山町147 634-8376 634-8377 10 産休明け〜2歳児 7：30〜18：30 有 なし なし

深草 小（Ａ）
にじの木保育園 藤森
ルーム

伏⾒区深草直違橋3-391
ラ・フィーネ藤森1階 634-9181 634-9181 19 産休明け〜2歳児 7：30〜18：30 有 有 有

深草 小（Ａ） 第二かがやき保育園 伏⾒区深草柴田屋敷町11-1 643-0150 - 6 産休明け〜2歳児 7：30〜18：30 有 なし なし

深草 小（Ａ）
にじの木保育園 深草
ルーム

伏⾒区深草フチ町46−3
サンモール松本1階 634-9192 634-9193 12 産休明け〜2歳児 7：30〜18：30 有 有 なし



１ 既存の保育施設・事業所（令和３年２月５日時点）

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児
ＦＡＸ番号 定員 受入年齢 開園時間

受入枠の有無
電話番号

施設
区

類型 保育施設・事業所名 所在地

醍醐支所管内所在の保育施設・事業所

醍醐 市保 京都市⾠⺒保育所 伏⾒区醍醐外山街道町21-58 571-5637 571-6932 60 産休明け 7：00〜18：00 有 有 有 有 有 有

醍醐 ⺠保 石田保育園 伏⾒区石田内⾥町14 571-5887 574-1662 50 産休明け 7：30〜19：00 有 有 有 なし なし なし

醍醐 ⺠保 つくし保育園 伏⾒区醍醐柏森町25 571-7673 573-7331 70 産休明け 7：00〜19：00 有 有 有 有 有 有

醍醐 ⺠保 光の子保育園 伏⾒区小栗栖中山田町59 571-6845 571-6876 90 産休明け 7：00〜19：00 有 有 有 有 有 有

醍醐 ⺠保 くりのみ保育園 伏⾒区小栗栖中山田町21-11 572-2887 572-2930 80 産休明け 7：00〜19：00 有 有 有 有 有 有

醍醐 ⺠保 はなぶさ保育園 伏⾒区石田川向町1-7 572-9393 572-9540 185 産休明け 7：30〜19：00 有 なし なし 有 なし なし

醍醐 ⺠保 大受保育園 伏⾒区石田大受町77-4 572-9015 574-2174 100 産休明け 7：00〜19：30 有 有 有 有 有 有

醍醐 ⺠保 かがやき保育園 伏⾒区小栗栖北後藤町1 573-0150 571-0359 90 産休明け 7：00〜19：00 有 有 有 有 有 有

醍醐 ⺠保 中山保育園 伏⾒区醍醐中山町39-13 571-6456 571-6458 90 産休明け 7：00〜18：30 有 有 有 有 有 有

醍醐 ⺠保 醍醐保育園 伏⾒区醍醐和泉町17 571-1313 571-7883 125 産休明け 7：00〜18：45 有 有 有 なし なし なし

醍醐 ⺠保 小栗栖保育園 伏⾒区小栗栖南後藤町6 572-2221 572-2258 130 産休明け 7：30〜19：00 有 有 有 有 有 有

醍醐 ⺠保 誕生院保育園 伏⾒区⽇野⻄大道町19 571-0174 572-0333 60 産休明け 7：30〜19：00 有 有 なし なし 有 有

醍醐  こども園(幼保）
幼保連携型認定こども園
端山の丘こども園

伏⾒区醍醐上端山町1-47 572-8702 572-8778 140 産休明け 7：00〜19：00 有 有 有 有 有 有

醍醐  こども園(幼保） 桜木こども園 伏⾒区石田桜木3-1 571-5555 571-5555 90 産休明け 7：15〜19：15 有 有 有 なし なし 有

醍醐  こども園(幼保） かすがのえんこども園 伏⾒区⽇野田中町16 571-6111 573-5849 90 産休明け 7：00〜19：00 有 有 有 有 有 有


