
施設名称 種類 設置者名称 施設所在地 電話番号 確認年月日 備考
衣笠こども園 預かり保育事業 社会福祉法人　大五京 京都市北区衣笠衣笠山町10 075-461-3250 令和元年10月1日 R2.3.31学校法人立の認定こども園と統合のため辞退

みょうりんえん 預かり保育事業 社会福祉法人　妙林苑 京都市北区大将軍川端町61番地 075-461-6714 令和元年10月1日
上賀茂こども園 預かり保育事業 社会福祉法人　上賀茂福祉会 京都市北区上賀茂池殿町55 075-781-0492 令和元年10月1日
妙秀こども園 預かり保育事業 社会福祉法人　妙秀福祉会 京都市北区鷹峯黒門町15番地2 075-493-0131 令和元年10月1日
認定こども園　紫野幼稚園 預かり保育事業 学校法人　紫野キリスト教学園 京都市北区紫竹下高才町1 075-491-7641 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2年4月1日
松ヶ崎こども園 預かり保育事業 社会福祉法人　涌泉会 京都市左京区松ヶ崎堀町53番涌泉寺内 075-722-1830 令和元年10月1日
認定こども園　京都きらら幼稚園 預かり保育事業 学校法人　雲母学園 京都市左京区上高野西明寺山30 075-791-5300 令和元年10月1日
京都たからこども園 預かり保育事業 社会福祉法人　金嶺会 京都市左京区岩倉幡枝町2278番地 075-701-5111 令和元年10月1日
保育所型認定こども園　下鴨夢 預かり保育事業 社会福祉法人　夢工房 京都市左京区下鴨東高木町30 075-722-9614 令和元年10月1日
認定こども園　ふたば幼稚園 預かり保育事業 学校法人　二葉学園 京都市左京区一乗寺梅ノ木町63 075-701-0191 令和元年10月1日 ※
幼稚園型認定こども園　聖マリア幼稚園 預かり保育事業 学校法人　京都聖マリア学園 京都市左京区岡崎入江町84 075-761-4529 令和元年10月1日
修学院保育園 預かり保育事業 社会福祉法人　岩屋福祉会 京都市左京区修学院犬塚町30－1 075-781-5580 令和2年4月1日
六満こども園 預かり保育事業 社会福祉法人　六満学園 京都市中京区六角通大宮西入三条大宮町242 075-841-1196 令和元年10月1日
聖三一幼稚園　幼稚園型認定こども園 預かり保育事業 学校法人　京都聖三一学園 京都市中京区聚楽廻中町45 075-841-3281 令和元年10月1日
認定こども園　小松谷保育園 預かり保育事業 社会福祉法人　小松谷福祉会 京都市東山区渋谷通東大路東入3丁目上馬町553-5 075-541-8389 令和元年10月1日 ※
永興こども園 預かり保育事業 社会福祉法人　永興福祉会 京都市東山区今熊野宝蔵町27 075-561-0102 令和元年10月1日
岩屋こども園アカンパニ 預かり保育事業 社会福祉法人　岩屋福祉会 京都市山科区大宅中小路町65-8 075-571-5790 令和元年10月1日
東野こども園 預かり保育事業 社会福祉法人　白龍福祉会 京都市山科区東野八反畑町37 075-581-1003 令和元年10月1日
なかとみこども園 預かり保育事業 社会福祉法人　山科しろとり会 京都市山科区西野山中臣町44番地31 075-581-0944 令和元年10月1日
おおやけこども園 預かり保育事業 社会福祉法人　大宅福祉会 京都市山科区大宅五反畑町69-5 075-581-6879 令和元年10月1日
陵ヶ岡こども園 預かり保育事業 社会福祉法人　鏡陵福祉会 京都市山科区御陵荒巻町50-1 075-593-3935 令和元年10月1日
椥辻こども園 預かり保育事業 社会福祉法人　椥辻福祉会 京都市山科区椥辻池尻町44-1 075-594-1095 令和元年10月1日
永興小金塚こども園 預かり保育事業 社会福祉法人　永興福祉会 京都市山科区四ノ宮小金町1-169 075-591-0102 令和元年10月1日
認定こども園　ももの木学園 預かり保育事業 社会福祉法人　京峰福祉会 京都市山科区東野八反畑町57-8 075-593-7557 令和元年10月1日
永興開智こども園 預かり保育事業 社会福祉法人　永興福祉会 京都市下京区御幸町通仏光寺下る橘町437-2 075-708-5991 令和元年10月1日
吉祥院こども園 預かり保育事業 社会福祉法人　ののはな会 京都市南区吉祥院政所町3番地3 075-691-2863 令和元年10月1日
こども園　いしはら 預かり保育事業 社会福祉法人　ゆうあい会 京都市南区吉祥院石原南町51 075-691-2494 令和元年10月1日
認定こども園　まこと幼児園 預かり保育事業 社会福祉法人　覚勝福祉会 京都市右京区嵯峨大覚寺門前登り町2 075-881-5788 令和元年10月1日 令和２年４月から併用不可へ変更

こども園　ゆりかご 預かり保育事業 社会福祉法人　ゆりかご 京都市右京区花園妙心寺町48 075-462-5019 令和元年10月1日 ※
保育所型　照隅認定こども園 預かり保育事業 社会福祉法人　道心 京都市右京区梅津南広町66-2 075-201-0120 令和元年10月1日
幼稚園型認定こども園　天授ヶ岡幼稚園 預かり保育事業 学校法人　天授ヶ岡学園 京都市右京区花園天授ケ岡町10-17 075-461-3407 令和元年10月1日 ※
嵯峨野こども園 預かり保育事業 社会福祉法人　梅ノ宮乳児保育園 京都市右京区嵯峨野千代ノ道町14-3 075-881-2037 令和元年12月16日
桂東こども園 預かり保育事業 社会福祉法人　桂朝日福祉会 京都市西京区桂北滝川町30 075-391-1588 令和元年10月1日
京都にじこども園 預かり保育事業 社会福祉法人　金嶺会 京都市西京区桂上野中町242番地 075-392-8222 令和元年10月1日
桂ぶどうの木こども園 預かり保育事業 社会福祉法人　京都基督教福祉会 京都市西京区桂久方町114 075-383-5556 令和元年10月1日
月見ヶ丘こどもの家 預かり保育事業 社会福祉法人　京都基督教福祉会 京都市西京区川島権田町35 075-381-6434 令和元年10月1日
大原野こども園 預かり保育事業 社会福祉法人　大原野児童福祉会 京都市西京区大原野上羽町318 075-332-0666 令和元年10月1日
上里竹の子こども園 預かり保育事業 社会福祉法人　上里福祉会 京都市西京区大原野上里北ノ町648-1 075-332-7920 令和元年10月1日 ※
横大路こども園 預かり保育事業 社会福祉法人　横大路保育園 京都市伏見区横大路柿ノ本町1 075-601-4012 令和元年10月1日
下鳥羽こども園 預かり保育事業 社会福祉法人　下鳥羽保育園 京都市伏見区下鳥羽長田町210 075-601-3963 令和元年10月1日 令和２年４月から併用不可へ変更

白菊こども園 預かり保育事業 社会福祉法人　白菊福祉会 京都市伏見区向島二ノ丸町151-59 075-621-1861 令和元年10月1日
うづらこども園 預かり保育事業 社会福祉法人　京都老人福祉協会 京都市伏見区深草直違橋2-452-4 075-641-5815 令和元年10月1日
稲荷こども園 預かり保育事業 社会福祉法人　稲荷保育園 京都市伏見区深草開土口町7番８番合地 075-641-2824 令和元年10月1日
モーツァルトしずかこども園 預かり保育事業 社会福祉法人　フジの会 京都市伏見区深草泓ノ壺町33－3 075-645-1515 令和元年10月1日
桜木こども園 預かり保育事業 社会福祉法人　桜木こども園 京都市伏見区石田桜木町3-1 075-571-5555 令和元年10月1日 ※
端山の丘こども園 預かり保育事業 社会福祉法人　端山園 京都市伏見区醍醐上端山町1-47 075-572-8702 令和元年10月1日

特定子ども・子育て支援施設等一覧（預かり保育事業【認定こども園】）
令和2年4月1日時点

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。


