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明幼稚園 預かり保育事業 学校法人　明学園 京都市北区小山東元町35 075-492-2786 令和元年10月1日 ※
今宮幼稚園 預かり保育事業 学校法人　今宮学園 京都市北区紫野今宮町95 075-491-0551 令和元年10月1日
衣笠幼稚園 預かり保育事業 学校法人　大五洋 京都市北区衣笠衣笠山町12 075-461-2243 令和元年10月1日 R2.3.31認定こども園と統合のため辞退

錦綾幼稚園 預かり保育事業 学校法人　金蓮寺 京都市北区鷹峯藤林町1-5 075-491-0674 令和元年10月1日
紫明幼稚園 預かり保育事業 学校法人　紫明の園 京都市北区小山東大野町83 075-441-7052 令和元年10月1日
とうりん幼稚園 預かり保育事業 学校法人　桃林幼稚園 京都市北区紫竹高縄町43 075-492-4717 令和元年10月1日 ※
復活幼稚園 預かり保育事業 学校法人　復活学園 京都市北区紫野西御所田町63 075-451-2176 令和元年10月1日
京都市立上賀茂幼稚園 預かり保育事業 京都市 京都市北区上賀茂烏帽子ヶ垣内町1 075-781-2336 令和元年10月1日
北野幼稚園 預かり保育事業 学校法人　北野萬松学園 京都市上京区御前通一条下ル東竪町135 075-463-0111 令和元年10月1日
京和幼稚園 預かり保育事業 学校法人　京和学園 京都市上京区下立売通御前西入行衛町439-2 075-811-0582 令和元年10月1日
浄福寺幼稚園 預かり保育事業 学校法人　恵照学園 京都市上京区浄福寺通一条上ル笹屋町2丁目601 075-441-0836 令和元年10月1日 ※
聖ドミニコ学院京都幼稚園 預かり保育事業 学校法人　聖ドミニコ幼稚園 京都市上京区河原町通今出川下ル梶井町448 075-256-2128 令和元年10月1日 ※
寺之内幼稚園 預かり保育事業 学校法人　ほとけの子学園 京都市上京区寺之内通新町西入妙顕寺前町515-2 075-441-5303 令和元年10月1日 ※
同志社幼稚園 預かり保育事業 学校法人　同志社 京都市上京区寺町通石薬師下る染殿町665番地1 075-251-4391 令和元年10月1日
ひまわり幼稚園 預かり保育事業 学校法人　ひまわり学園 京都市上京区西堀川竹屋町上ル下堀川町164 075-801-3921 令和元年10月1日 ※
京都市立京極幼稚園 預かり保育事業 京都市 京都市上京区塔ノ段薮ノ下町428 075-231-6696 令和元年10月1日
京都市立みつば幼稚園 預かり保育事業 京都市 京都市上京区小川通今出川下る針屋町370 075-441-3752 令和元年10月1日
京都市立待賢幼稚園 預かり保育事業 京都市 京都市上京区丸太町通黒門東入藁屋町536-1 075-841-3200 令和元年10月1日
京都市立乾隆幼稚園 預かり保育事業 京都市 京都市上京区寺之内通千本東入1丁目下る姥ケ寺之前町919-3 075-441-0406 令和元年10月1日
京都市立翔鸞幼稚園 預かり保育事業 京都市 京都市上京区御前通今出川上る鳥居前町671 075-461-3642 令和元年10月1日
岩倉幼稚園 預かり保育事業 学校法人　北山学園 京都市左京区岩倉長谷町714 075-721-5870 令和元年10月1日 ※
永観堂幼稚園 預かり保育事業 学校法人　永観堂学園 京都市左京区永観堂町50 075-751-0961 令和元年10月1日
鴨東幼稚園 預かり保育事業 学校法人　鴨東キリスト教学園 京都市左京区田中高原町24 075-781-4947 令和元年10月1日
菊の花幼稚園 預かり保育事業 学校法人　菊の花学園 京都市左京区上高野東氷室町3 075-701-3111 令和元年10月1日
北白川幼稚園 預かり保育事業 学校法人　北白川学園 京都市左京区北白川山ノ元町41 075-781-3200 令和元年10月1日 ※
くろたに幼稚園 預かり保育事業 学校法人　くろたに学園 京都市左京区黒谷町121 075-771-2020 令和元年10月1日 ※
コドモのイエ幼稚園 預かり保育事業 学校法人　コドモのイエ学園 京都市左京区吉田神楽岡町107 075-771-0937 令和元年10月1日 ※
下鴨幼稚園 預かり保育事業 学校法人　下鴨学園 京都市左京区下鴨中川原町75 075-781-0989 令和元年10月1日 ※
聖光幼稚園 預かり保育事業 学校法人　聖光学園 京都市左京区松ヶ崎樋ノ上町2 075-791-7481 令和元年10月1日
相愛幼稚園 預かり保育事業 学校法人　京都相愛学園 京都市左京区下鴨東梅ノ木町12 075-781-1086 令和元年10月1日 ※
マクリン幼稚園 預かり保育事業 学校法人　マクリン幼稚園 京都市左京区下鴨松ノ木町64-5 075-701-2931 令和元年10月1日
吉田幼稚園 預かり保育事業 学校法人　吉田学園 京都市左京区吉田上大路町36 075-761-0051 令和元年10月1日
京都市立明徳幼稚園 預かり保育事業 京都市 京都市左京区岩倉忠在地町221 075-781-4660 令和元年10月1日
京都カトリック信愛幼稚園 預かり保育事業 宗教法人　幼きイエズス修道会 京都市中京区河原町通三条上ル下丸屋町415 075-231-4690 令和元年10月1日 ※
光明幼稚園 預かり保育事業 学校法人　光明学園 京都市中京区六角通大宮西入三条大宮町277 075-801-1453 令和元年10月1日 ※
洛陽幼稚園 預かり保育事業 学校法人　洛陽総合学院 京都市中京区西ノ京中御門西町18-1 075-802-0396 令和元年10月1日
京都市立中京もえぎ幼稚園 預かり保育事業 京都市 京都市中京区間之町通竹屋町下る楠町601-1 075-254-8441 令和元年10月1日
華頂短期大学附属幼稚園 預かり保育事業 学校法人　佛教教育学園 京都市東山区林下町3丁目400-7 075-541-4188 令和元年10月1日
京都幼稚園 預かり保育事業 学校法人　京都女子学園 京都市東山区今熊野日吉町16-12 075-531-7390 令和元年10月1日
泉山幼稚園 預かり保育事業 学校法人　泉涌寺学園 京都市東山区泉涌寺山内町21 075-525-0021 令和元年10月1日
アヴェ・マリア幼稚園 預かり保育事業 学校法人　カトリック京都教区学園 京都市山科区御陵中筋町3 075-592-6404 令和元年10月1日
いずみ幼稚園 預かり保育事業 学校法人　燈影学園 京都市山科区四ノ宮柳山町10 075-581-8514 令和元年10月1日
清水台幼稚園 預かり保育事業 学校法人　洛東学園 京都市山科区勧修寺丸山町1-126 075-592-6052 令和元年10月1日
京都産業大学すみれ幼稚園 預かり保育事業 学校法人　京都産業大学 京都市山科区椥辻平田町222 075-594-6700 令和元年10月1日 ※
其枝幼稚園 預かり保育事業 学校法人　そのえだ学園 京都市山科区御陵田山町35番地5 075-581-9294 令和元年10月1日
寺西幼稚園 預かり保育事業 学校法人　吉祥学園　 京都市山科区御陵天徳町15 075-591-6676 令和元年10月1日
南殿幼稚園 預かり保育事業 学校法人　南殿学園 京都市山科区音羽伊勢宿町34 075-502-8817 令和元年10月1日
東山幼稚園 預かり保育事業 学校法人　佛教教育学園 京都市山科区東野八代 075-591-3622 令和元年10月1日
山科幼稚園 預かり保育事業 学校法人　和順学園 京都市山科区竹鼻四丁野町52 075-581-0879 令和元年10月1日
洛東幼稚園 預かり保育事業 学校法人　二葉学園 京都市山科区西野広見町1-4 075-592-3031 令和元年10月1日
アソカ幼稚園 預かり保育事業 学校法人　朱雀学園 京都市下京区朱雀裏畑町33 075-313-2878 令和元年10月1日
高倉幼稚園 預かり保育事業 宗教法人　真宗大谷派 京都市下京区高倉通六条上ル 075-351-0207 令和元年10月1日 ※
ときわ幼稚園 預かり保育事業 学校法人　常葉学園 京都市下京区烏丸通七条下ル西入東塩小路町696-3 075-371-1014 令和元年10月1日
七条幼稚園 預かり保育事業 学校法人　水薬師学園 京都市下京区西七条石井町54 075-313-0216 令和元年10月1日 ※
八条幼稚園 預かり保育事業 学校法人　浄正寺学園 京都市下京区七条御所ノ内南町40 075-313-0813 令和元年10月1日
本願寺中央幼稚園 預かり保育事業 学校法人　龍谷学園 京都市下京区堀川通花屋町下ル門前町 075-371-0239 令和元年10月1日
龍谷幼稚園 預かり保育事業 学校法人　至常学園 京都市下京区梅小路石橋町12 075-312-9231 令和元年10月1日 ※
京都市立楊梅幼稚園 預かり保育事業 京都市 京都市下京区富小路通五条上る本神明町411 075-351-0937 令和元年10月1日
くるみ幼稚園 預かり保育事業 学校法人　くるみ学園 京都市南区吉祥院車道町28-2 075-691-0281 令和元年10月1日
光徳幼稚園 預かり保育事業 学校法人　秀英学園 京都市南区唐橋高田町59 075-691-6503 令和元年10月1日
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太秦幼稚園 預かり保育事業 学校法人　太秦学園 京都市右京区太秦森ヶ東町9-2 075-861-0020 令和元年10月1日 ※
栄光幼稚園 預かり保育事業 学校法人　グローリー学園 京都市右京区太秦堀池町58-1 075-881-7575 令和元年10月1日
御室幼稚園 預かり保育事業 学校法人　嵯峨学園 京都市右京区鳴滝瑞穂町9 075-461-6483 令和元年10月1日
春日幼稚園 預かり保育事業 学校法人　春日学園 京都市右京区西院春日町17-1 075-311-4090 令和元年10月1日
光華幼稚園 預かり保育事業 学校法人　光華女子学園 京都市右京区西京極葛野町38 075-311-0728 令和元年10月1日
嵯峨幼稚園 預かり保育事業 学校法人　嵯峨学園 京都市右京区嵯峨天龍寺瀬戸川町20-1 075-861-0254 令和元年10月1日
自然幼稚園 預かり保育事業 学校法人　美乃里学園 京都市右京区太秦東蜂ケ岡町5 075-881-0206 令和元年10月1日
西京極幼稚園 預かり保育事業 学校法人　東寺学園 京都市右京区西京極北裏町13 075-313-0624 令和元年10月1日
佛教大学附属幼稚園 預かり保育事業 学校法人　佛教教育学園 京都市右京区嵯峨広沢西裏町36-1 075-872-5327 令和元年10月1日
夢窓幼稚園 預かり保育事業 学校法人　むそう学園 京都市右京区常盤窪町1-16 075-871-0709 令和元年10月1日
安井幼稚園 預かり保育事業 学校法人　藤の樹学園 京都市右京区太秦安井藤ノ木町16-1 075-821-1181 令和元年10月1日
京都市立西院幼稚園 預かり保育事業 京都市 京都市右京区西院下花田町34 075-313-1392 令和元年10月1日
うぐいす幼稚園 預かり保育事業 学校法人　陽立学園 京都市西京区大枝東新林町3丁目3 075-331-1121 令和元年10月1日
うぐいす第二幼稚園 預かり保育事業 学校法人　陽立学園 京都市西京区大枝南福西町1丁目5 075-332-1121 令和元年10月1日
大原野幼稚園 預かり保育事業 学校法人　大原野学園 京都市西京区大原野上里北ノ町1308-1 075-331-0242 令和元年10月1日
川西幼稚園 預かり保育事業 学校法人　川西学園 京都市西京区桂乾町51 075-381-3935 令和元年10月1日
桂陽幼稚園 預かり保育事業 学校法人　京都桂陽学園 京都市西京区川島尻堀町54 075-381-2611 令和元年10月1日
さかいだに幼稚園 預かり保育事業 学校法人　西芳学園 京都市西京区大原野西境谷町3丁目2 075-332-0221 令和元年10月1日
さくら幼稚園 預かり保育事業 学校法人　嵐山学園 京都市西京区嵐山東海道町51-1 075-881-3355 令和元年10月1日
竹の里幼稚園 預かり保育事業 学校法人　北山学園 京都市西京区大原野東竹の里町2-4 075-332-4491 令和元年10月1日 ※
西山幼稚園 預かり保育事業 学校法人　本願寺学園 京都市西京区川島北裏町29 075-381-3610 令和元年10月1日
葉室幼稚園 預かり保育事業 学校法人　葉室幼稚園 京都市西京区山田葉室町13-124 075-381-8596 令和元年10月1日
松尾幼稚園 預かり保育事業 学校法人　松尾学園 京都市西京区松室山添町6 075-381-2591 令和元年10月1日
洛西せいか幼稚園 預かり保育事業 学校法人　洛新精華学園 京都市西京区大枝西新林町5丁目3 075-331-1214 令和元年10月1日
洛西花園幼稚園 預かり保育事業 学校法人　花園学園 京都市西京区大枝北福西町4丁目3 075-332-2808 令和元年10月1日 ※
石田幼稚園 預かり保育事業 学校法人　日本教育学園 京都市伏見区小栗栖中山田町35-1 075-571-3778 令和元年10月1日
小野幼稚園 預かり保育事業 学校法人　小野幼稚園 京都市伏見区醍醐古道町22-2 075-571-0409 令和元年10月1日
かもがわ幼稚園 預かり保育事業 学校法人　神川学園 京都市伏見区羽束師鴨川町66-2 075-933-2273 令和元年10月1日
さつき幼稚園 預かり保育事業 学校法人　さつき学園 京都市伏見区向島庚申町124 075-611-0030 令和元年10月1日
砂川幼稚園 預かり保育事業 学校法人　正憲学園 京都市伏見区深草平田町31 075-641-6098 令和元年10月1日
青風幼稚園 預かり保育事業 学校法人　青風塾 京都市伏見区深草池ノ内町12 075-641-5326 令和元年10月1日 ※
青風和泉幼稚園 預かり保育事業 学校法人　青風塾 京都市伏見区桃山町和泉23-1 075-611-0313 令和元年10月1日 ※
京都聖母学院幼稚園 預かり保育事業 学校法人　聖母女学院 京都市伏見区深草田谷町1 075-645-8101 令和元年10月1日
ふじのき幼稚園 預かり保育事業 学校法人　あかね学園 京都市伏見区向島鷹場町74-10 075-623-1178 令和元年10月1日
向島幼稚園 預かり保育事業 学校法人　京都城南学園 京都市伏見区向島二ノ丸町151-6 075-622-9050 令和元年10月1日
睦美幼稚園 預かり保育事業 学校法人　睦美学園 京都市伏見区桃山町立売47 075-611-2757 令和元年10月1日 ※
桃山幼稚園 預かり保育事業 学校法人　桃山キリスト学園 京都市伏見区御香宮門前町184 075-622-1425 令和元年10月1日 ※
洛陽第二幼稚園 預かり保育事業 学校法人　洛陽総合学院 京都市伏見区桃山南大島町58 075-622-6281 令和元年10月1日
京都教育大学附属幼稚園 預かり保育事業 国立大学法人　京都教育大学 京都市伏見区桃山井伊掃部東町16 075-601-0307 令和元年10月1日 ※
京都市立伏見板橋幼稚園 預かり保育事業 京都市 京都市伏見区下板橋町610 075-611-2684 令和元年10月1日
京都市立伏見南浜幼稚園 預かり保育事業 京都市 京都市伏見区丹後町142 075-601-2731 令和元年10月1日
京都市立伏見住吉幼稚園 預かり保育事業 京都市 京都市伏見区中之町478 075-601-3652 令和元年10月1日
京都市立竹田幼稚園 預かり保育事業 京都市 京都市伏見区竹田桶ノ井町8-2 075-641-3318 令和元年10月1日
京都市立深草幼稚園 預かり保育事業 京都市 京都市伏見区深草西出町64 075-641-1466 令和元年10月1日
注）備考欄に※の記載がある施設が行う預かり保育事業は，子ども・子育て支援法施行規則第２８条の１８第３項に規定する教育・保育の量を下回るため，当該施設の利用者は，認可外保育施設，一時預かり事
業，病児保育事業及び子育て援助活動支援事業の利用料についても施設等利用給付の対象となります。


