
保育所一覧（京都市内） 北区

保育所名 運営
主体 定員 所在地 電話番号 受入最低

月齢
延長
保育

一時
保育

休日
保育

ステー
ション

京都市楽只保育所 公営 110 北区紫野北花ノ坊町18 491-7810 ３歳 ○ ○

京都市楽只乳児保育所 公営 80 北区紫野花ノ坊町23 491-0225 産休明け ○ ○

京都市船岡乳児保育所 公営 60 北区紫野下築山町20 440-6982 産休明け

旭ケ丘保育園 民営 110 北区西賀茂中川上町90 491-5143 ３箇月 ○

紫野保育園 民営 110 北区紫竹上緑町6-1 491-7610 ６箇月 ○

待鳳保育園 民営 150 北区紫竹西南町13 491-0276 １歳８箇月 ○

大徳寺保育園 民営 90 北区紫野大徳寺町74 491-8818 産休明け ○

洛北幼児園 民営 60 北区小山西元町39 491-0457 ６箇月 ○ ○

上総幼児園 民営 90 北区小山上総町7 451-1196 ４箇月 ○

衣笠保育園 民営 165 北区衣笠山町10 461-3250 ４箇月 ○ ○

妙林苑 民営 120 北区大将軍川端町61 461-6714 ４箇月 ○

白い鳩保育園 民営 120 北区紫野西土居町１-20 462-5703 産休明け ○ ○

洛陽保育園 民営 90 北区紫野郷ノ上町11 461-5300 産休明け ○

上賀茂保育園 民営 120 北区上賀茂池殿町55 781-0492 ８箇月 ○ ○

さつき保育園 民営 90 北区大北山原谷乾町121 463-4162 産休明け ○ ○

のぞみ保育園 民営 60 北区小山下内河原町15 492-2044 ３箇月

大宮保育園 民営 60 北区大宮中ノ社町35 491-4923 ４箇月 ○ ○

柊野保育園 民営 120 北区上賀茂東上ノ段町36-2 721-2286 ４箇月 ○

鷹ケ峯保育園 民営 90 北区鷹峯土天井町53 491-3300 ４箇月 ○ ○

たかつかさ保育園 民営 120 北区大将軍坂田町8-1 461-8253 産休明け ○ ○

妙秀保育園 民営 60 北区鷹峯黒門町15-2 493-0131 ３箇月 ○ ○
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保育所一覧（京都市内） 上京区

保育所名 運営
主体 定員 所在地 電話番号 受入最低

月齢
延長
保育

一時
保育

休日
保育

ステー
ション

京都市室町乳児保育所 公営 60 上京区新町通今出川上る元
新在家町163-1 441-1730 産休明け ○ ○

京都市鶴山保育所 公営 90 上京区寺町今出川上る五丁
目鶴山町5-6 231-6289 産休明け ○ ○

北野保育園 民営 150 上京区五辻通七本松西入る
上る老松町103-60 462-6491 産休明け ○ ○

信愛保育園 民営 150 上京区智恵光院通丸太町上
る 841-5761 産休明け ○ ○

せいしん幼児園 民営 220 上京区裏門通中立売下る高
台院竪町207 415-1234 産休明け ○ ○

西陣和楽園 民営 90 上京区下長者町七本松西入 461-2060 産休明け ○ ○ ○

京都市上京保育所 民営 90 上京区大宮通鞍馬口下る東
入新ン町 414-2351 産休明け

心月保育園 民営 60 上京区相国寺北門前下之町
703 241-3321 ８箇月

わかば園 民営 120 上京区東三本木通丸太町上
る上之町488 256-2727 産休明け ○ ○

中立保育園 民営 90 上京区室町通中立売下る花
立町493 441-2512 ４箇月 ○

上京陵和園 民営 30 上京区仁和寺街道七本松西
入る上る二番町194 462-6172 産休明け

第二わかば園 民営 30 上京区東三本木通丸太町上
る上之町488 256-2727 産休明け ○

第二せいしん幼児園 民営 30 上京区裏門通中立売下る高
台院竪町207 415-1234 産休明け ○
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保育所一覧（京都市内） 左京区

保育所名 運営
主体 定員 所在地 電話番号 受入最低

月齢
延長
保育

一時
保育

休日
保育

ステー
ション

京都市養正保育所 公営 120 左京区田中玄京町149 781-0743 ３歳 ○ ○

京都市養正乳児保育所 公営 75 左京区田中玄京町151 701-8666 産休明け ○

京都市修学院保育所 公営 90 左京区修学院犬塚町3O-1 781-5580 産休明け ○ ○

京都市錦林保育所 公営 80 左京区鹿ケ谷高岸町3-2 761-3597 産休明け ○ ○

京都市福ノ川保育所 公営 50 左京区岡崎東福ノ川町5-1 761-7902 ２歳

ひまわり保育園 民営 60 左京区鹿ケ谷上宮ノ前町10 771-0991 ２箇月 ○

松ケ崎保育園 民営 60 左京区松ケ崎堀町53 涌泉寺
内 722-1830 １歳６箇月 ○

ペスタロッチ保育園 民営 60 左京区吉田中阿達町2O-3 771-4944 ４箇月

聖水保育園 民営 60 左京区一乗寺薬師堂町34-3 781-5505 ５箇月

メグミ幼児園 民営 60 左京区田中関田町22 791-0578 ２箇月 ○

八瀬保育園 民営 30 左京区八瀬近衛町382 781-6750 ２歳※

だん王保育園 民営 120 左京区三条大橋東入法林寺
門前町36-6 761-2211 ５箇月 ○ ○

岡崎幼児園 民営 60 左京区岡崎最勝寺町1-1 771-2323 ２箇月 ○

鞍馬山保育園 民営 45 左京区鞍馬本町1074 鞍馬寺
内 741-2212 １歳※

百万遍保育園 民営 90 左京区田中門前町103 781-3910 １歳

高野川保育園 民営 120 左京区高野泉町4O-15 781-8308 ２箇月※ ○ ○

岩倉こひつじ保育園 民営 60 左京区岩倉三宅町58-2 791-1234 １０箇月 ○ ○

朱い実保育園 民営 120 左京区吉田泉殿町6-1 761-7065 ２箇月※ ○

一乗寺保育園 民営 90 左京区一乗寺御祭田町4 711-7097 ２箇月※ ○ ○

風の子保育園 民営 90 左京区吉田下阿達町2 761-1269 ２箇月※ ○

市原野保育園 民営 60 左京区静市市原町1136 741-2993 ２箇月 ○

村松保育園 民営 90 左京区岩倉中在地町32 721-9495 ２箇月※ ○

北白川いずみ保育園 民営 90 左京区北白川山ノ元町47 791-6947 ２箇月 ○

実相院保育園 民営 120 左京区岩倉上蔵町116 722-2639 ２箇月 ○ ○

高野保育園 民営 120 左京区高野東開町1-3 722-5660 ３箇月 ○

葵保育園 民営 60 左京区上高野古川町8 722-7838 ２箇月※

子どものその保育園 民営 90 左京区高野玉岡町1-1 722-7382 ２箇月

吉田山保育園 民営 60 左京区吉田神楽岡町169 761-0610 ２箇月※

聖護院保育園 民営 90 左京区聖護院蓮華蔵町2-3 761-7766 ２箇月 ○

だん王夜間保育園 民営 30 左京区三条大橋東入法林寺
門前町36-6 761-2211 １０箇月※ ○
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保育所一覧（京都市内） 中京区

保育所名 運営
主体 定員 所在地 電話番号 受入最低

月齢
延長
保育

一時
保育

休日
保育

ステー
ション

京都市壬生保育所 公営 80 中京区西ノ京新建町1 801-5083 産休明け ○ ○

京都市朱雀乳児保育所 公営 40 中京区西ノ京西月光町19-1 901-5010 産休明け

京都市聚楽保育所 公営 90 中京区聚楽廻松下町9-4 801-0452 産休明け ○ ○

二条保育園 民営 90 中京区千本旧丸太町西入る
一筋目下る 841-0139 ６箇月 ○

月かげ保育園 民営 180 中京区西ノ京南両町22 821-0055 １歳８箇月

壬生寺保育園 民営 120 中京区壬生椰ノ宮町31 902-2529 産休明け

六満保育園 民営 150 中京区六角通大宮西入三条
大宮町242 841-1196 産休明け ○ ○

カトリック聖母保育園 民営 150 中京区壬生淵田町28 821-5503 ３箇月 ○ ○

円町隣保園 民営 60 中京区西ノ京北円町5O 462-8829 ４箇月

朱七保育所 民営 60 中京区壬生東高田町1-2 311-1411 産休明け ○

洛西保育園 民営 120 中京区西ノ京小堀池町16 901-4548 産休明け ○

朱七第二保育所 民営 60 中京区壬生東高田町1-2 311-1411 産休明け ○

京都市朱一保育所 民営 180 中京区壬生坊城48-3
日本都市基盤整備公団内 801-5555 産休明け ○ ○

京都市御池保育所 民営 90 中京区柳馬場通御池上る虎
石町45-3 221-5122 産休明け ○ ○ ○ ○

六満こどもの家 民営 30 中京区六角通大宮西入三条
大宮町242 841-1196 産休明け ○
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保育所一覧（京都市内） 下京区

保育所名 運営
主体 定員 所在地 電話番号 受入最低

月齢
延長
保育

一時
保育

休日
保育

ステー
ション

京都市崇仁第一保育所 公営 90 下京区下之町6-3 313-4101 ３歳 ○

京都市崇仁第二保育所 公営 80 下京区下之町4-3 361-6089 産休明け ○

知真保育園 民営 90 下京区櫛笥通花屋町下る 351-5013 ３箇月 ○ ○

たかせ保育園 民営 60 下京区西木屋町七条上る新
日吉町126 371-0840 産休明け ○ ○

五条愛児園 民営 90 下京区五条通大宮西入る二
丁目中堂寺前田町39 351-3990 ４箇月

光林保育園 民営 90 下京区綾小路通大宮西入綾
大宮町39 841-2124 ６箇月 ○

大谷保育園 民営 60 下京区諏訪町六条下る上柳
町215 353-7755 ６箇月 ○

たちばな保育園 民営 60 下京区中堂寺西寺町1-3 841-9791 １歳 ○

下京保育所 民営 120 下京区中堂寺前田町7-3 351-6287 ３箇月 ○ ○

西七条保育園 民営 120 下京区西七条名倉町17 313-1570 産休明け ○ ○
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保育所一覧（京都市内） 南区

保育所名 運営
主体 定員 所在地 電話番号 受入最低

月齢
延長
保育

一時
保育

休日
保育

ステー
ション

京都市九条保育所 公営 60 南区西九条春日町49 691-8302 産休明け ○

京都市久世保育所 公営 60 南区久世大築町50 931-0501 産休明け

京都市南保育所 公営 140 南区西九条南田町9 671-6450 産休明け ○ ○

京都市吉祥院保育所 公営 60 南区吉祥院菅原町22-1 672-2040 産休明け ○

京都市久世第二保育所 公営 60 南区久世大築町47-2 931-0692 ３歳 ○

京都市山ノ本保育所 公営 60 南区上鳥羽山ノ本町61 691-4244 産休明け ○

上鳥羽保育園 民営 60 南区上鳥羽鍋ケ渕町23 691-5007 ３箇月 ○

吉祥院保育園 民営 120 南区吉祥院政所町7 691-2863 ２箇月 ○

京都市松ノ木保育所 民営 30 南区東九条南松ノ木町6 671-2431 ２箇月 ○

塔南保育園 民営 60 南区西九条東御幸田町15 682-5510 ２箇月 ○

東寺保育園 民営 60 南区大宮通八条下る西入る九
条町399-6 691-0247 ２箇月 ○

隨林寺保育園 民営 90 南区西九条東島町21 691-0406 ３箇月 ○ ○ ○

洛南幼児園 民営 45 南区東九条北烏丸町20 691-6898 ７箇月 ○

法光院保育園 民営 90 南区東九条宇賀辺町69 691-0225 ２箇月 ○ ○

東和保育園 民営 60 南区東九条河辺町6 691-8601 ６箇月 ○

唐橋保育園 民営 60 南区唐橋琵琶町34-5 691-0366 １歳

共栄保育園 民営 120 南区唐橋高田町58-4 672-4572 ２箇月 ○ ○

希望の家保育園 民営 90 南区東九条東岩本町28 681-6881 ２箇月 ○ ○

久世西保育園 民営 120 南区久世中久世町５丁目13 922-0007 ５箇月 ○

あらぐさ保育園 民営 45 南区吉祥院九条町7 671-7896 産休明け ○

ひかり保育園 民営 60 南区西九条唐橋町28 691-1212 ２箇月 ○

石原保育園 民営 90 南区吉祥院石原南町51 691-2494 ２箇月 ○ ○

久世南保育園 民営 90 南区久世大薮町489-4 933-1911 ６箇月 ○

久世築山保育園 民営 90 南区久世築山町159-1 940-3511 ６箇月

祥南保育園 民営 90 南区古祥院砂ノ町43 672-0010 ３箇月 ○

殿城保育園 民営 60 南区久世殿城町550 933-6600 ５箇月

村山保育園 民営 60 南区上鳥羽北村山町１ 672-4200 ２箇月

祥豊保育園 民営 90 南区吉祥院前河原町6 321-4511 ２箇月 ○

上久世保育園 民営 60 南区久世川原町208-3 921-0018 ６箇月

みのり園 民営 30 南区唐橋高田町58 681-2770 ２箇月 ○
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保育所一覧（京都市内） 東山区

保育所名 運営
主体 定員 所在地 電話番号 受入最低

月齢
延長
保育

一時
保育

休日
保育

ステー
ション

京都市三条保育所 公営 60 東山区三条大橋東三丁目下
る長光町621 531-1017 ３歳 ○

京都市三条乳児保育所 公営 60 東山区花見小路通古門前上
る巽町467 561-4418 産休明け ○

昭和保育園 民営 120 東山区鞘町七条下る一橋宮ノ
内町15-4 561-0091 産休明け ○ ○

真覚寺保育園 民営 60 東山区東大路松原上る東入
星野町89 561-6011 産休明け ○ ○ ○

善立寺保育園 民営 60 東山区松原通大和大路東入
二丁目 561-1715 産休明け ○ ○

小松谷保育園 民営 90 東山区渋谷通東大路東入三
丁目上馬町553-3 541-8389 産休明け ○ ○

光保育園 民営 45 東山区大和大路通四条下る
東入４丁目小松町586 531-0200 1歳 ○

東福寺保育園 民営 75 東山区本町十五丁目802 561-5242 ８箇月 ○ ○ ○

永興保育園 民営 150 東山区今熊野宝蔵町27 561-0102 ２箇月 ○ ○

愛友保育園 民営 90 東山区泉涌寺雀ケ森町15-1 525-2575 産休明け ○ ○
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保育所一覧（京都市内） 山科区

保育所名 運営
主体 定員 所在地 電話番号 受入最低

月齢
延長
保育

一時
保育

休日
保育

ステー
ション

京都市鏡山保育所 公営 120 山科区厨子奥苗代元町16-5 581-0438 ３歳 ○

西念寺保育園 民営 150 山科区音羽役出町１ 581-3331 ４箇月 ○ ○

岩屋保育園 民営 180 山科区大宅中小路町65-8 571-5790 ４箇月 ○

東野保育園 民営 180 山科区東野八反畑町37-1 581-1003 産休明け ○

万因寺保育園 民営 150 山科区西野楳本町127 581-0466 産休明け

中臣保育園 民営 90 山科区西野山中臣町44 581-0944 １歳

山科保育園 民営 60 山科区厨子奥苗代元町31 581-9090 産休明け ○

大宅保育園 民営 240 山科区大宅五反畑町69-5 581-6879 産休明け ○ ○ ○ ○

安朱保育園 民営 120 山科区安朱北屋敷町9 581-1312 ５箇月 ○

西野山保育園 民営 120 山科区勧修寺柴山8-162 581-1820 産休明け ○

勧修保育園 民営 90 山科区勧修寺西金ケ崎町26-
5 592-3351 ３箇月 ○

こばと保育園 民営 120 山科区東野門口町7-1 593-3601 産休明け ○

陵ケ岡保育園 民営 180 山科区御陵荒巻町50-1 593-3935 産休明け ○ ○

山階保育園 民営 120 山科区西野様子見町1-8 593-3648 産休明け ○ ○

椥辻保育園 民営 220 山科区椥辻池尻町44-1 594-1095 ４箇月 ○ ○ ○

さくら保育園 民営 150 山科区東野南井ノ上町9-2 593-2600 ５箇月 ○

永興小金塚保育園 民営 90 山科区四ノ宮小金塚1-169 591-0102 産休明け ○

ももの木保育園 民営 60 山科区東野八反畑町57-8 593-7557 産休明け ○ ○

若林保育園 民営 60 山科区厨子奥若林町33-1 501-6184 産休明け ○

こばと夜間保育園 民営 30 山科区東野門口町7-1 593-3601 産休明け ○
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保育所一覧（京都市内） 右京区

保育所名 運営
主体 定員 所在地 電話番号 受入最低

月齢
延長
保育

一時
保育

休日
保育

ステー
ション

妙覚保育園 民営 60 右京区西院西平町23 312-1490 ６箇月 ○

蜂ケ岡保育園 民営 150 右京区太秦堀ケ内町13 861-0919 ３箇月 ○ ○

双丘保育園 民営 60 右京区花園扇野町49 461-9428 １１月

西本願寺保育園 民営 120 右京区山ノ内御堂殿町22-3 801-6376 ４箇月 ○

まこと幼児園 民営 90 右京区嵯峨大覚寺門前登り町
2 881-5788 ５箇月 ○ ○

太秦保育園 民営 120 右京区太秦多薮町30 881-9511 ５箇月 ○

ゆりかご保育園 民営 150 右京区花園妙心寺町48 462-5019 ３箇月 ○ ○

若竹保育園 民営 90 右京区嵯峨北堀町25 881-2960 １歳６箇月

向上社保育園 民営 90 右京区西院北矢掛町22 311-3606 ３箇月 ○

聖徳保育園 民営 60 右京区太秦海正寺町3O 871-3415 １歳６箇月

山ノ内保育園 民営 90 右京区山ノ内宮脇町9 841-2570 ４箇月 ○

花園保育園 民営 45 右京区花園巽南町15-6 463-7302 ４箇月

つわぶき園 民営 120 右京区西京極葛野町4 313-3633 ３箇月 ○

梅ノ宮乳児保育園 民営 70 右京区梅津フケノ川町9 881-0606 ２箇月

富士保育園 民営 120 右京区梅津尻溝町28 862-5106 ４箇月

このしま保育園 民営 90 右京区太秦森ケ東町50-2 872-1863 ４箇月

うぐいす保育園 民営 90 右京区嵯峨大覚寺門前堂ノ前
町22 861-2344 ３箇月 ○ ○

嵯峨野保育園 民営 90 右京区嵯峨野千代ノ道町14-3 881-2037 ２箇月

安井保育園 民営 90 右京区太秦安井北御所町15 821-4666 ３箇月 ○

西京極保育園 民営 120 右京区西京極西池田町13-6 311-2516 ２箇月 ○ ○

御室保育園 民営 90 右京区花園授ケ岡町3-15 463-9430 ３箇月 ○

西院保育園 民営 60 右京区西院太田町80 311-3412 ２箇月 ○ ○

嵯峨こばと保育園 民営 45 右京区嵯峨天龍寺立石町1-
36 882-0843 産休明け ○

ときわ保育園 民営 120 右京区太秦馬塚町1-4 872-6001 ６箇月

梅ノ宮保育園 民営 140 右京区梅津フケノ川町9 881-0606 ３歳 ○

川勝寺保育園 民営 90 右京区西京極三反田町1 321-0871 ５箇月

富士夜間保育園 民営 30 右京区梅津尻溝町28 862-5107 ６箇月 ○

京都市ひかり保育所 公営 30 右京区京北井戸町丸山１１０ 0771-53-
0031 １０箇月

京都市弓削保育所 公営 60 右京区京北下弓削町狭間谷６
－１

0771-54-
0150 １０箇月 ○

京都市周山保育所 公営 60 右京区京北五本松町西山２４
－３

0771-52-
0573 １０箇月

京都市細野保育所 公営 20 右京区京北細野町東ノ垣内９
－１

0771-52-
0847 ２歳
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保育所一覧（京都市内） 西京区

保育所名 運営
主体 定員 所在地 電話番号 受入最低

月齢
延長
保育

一時
保育

休日
保育

ステー
ション

山田保育園 民営 60 西京区山田南町36 381-2604 １０箇月

桂保育園 民営 105 西京区桂野里町5 391-6105 １歳 ○ ○

嵐山保育園 民営 120 西京区嵐山谷ケ辻子町27-2 861-0797 １歳２箇月

京都白百合保育園 民営 150 西京区樫原杉原町14-2 392-1979 ２箇月 ○ ○

川岡保育所 民営 60 西京区川島玉頭町78 冷声院
境内 381-9660 ３箇月

川島保育園 民営 90 西京区川島粟田町40-4 391-5390 ２箇月 ○ ○ ○

西嶺保育園 民営 75 西京区山田御道路町19 391-6286 産休明け

樫原保育園 民営 60 西京区樫原五反田5-3O 381-9100 産休明け ○

くすのき保育園 民営 90 西京区下津林南大般若町16 392-8507 ６箇月

牛ケ瀬保育園 民営 60 西京区牛ケ瀬青柳町23 381-8083 ３箇月 ○ ○

つみき保育園 民営 150 西京区松室荒堀町1-2 392-0221 ６箇月 ○ ○

樫原ふじ保育園 民営 90 西京区御陵南荒木町19-1 391-1428 ２箇月 ※

桂東保育園 民営 90 西京区桂北滝川町30 391-1588 ４箇月 ○

みつばち保育園 民営 90 西京区桂徳大寺南町5 383-5566 産休明け ○ ○

かつらがわ保育園 民営 90 西京区桂上野中町242 392-8222 産休明け ○

新林保育園 民営 120 西京区大枝西新林町4丁目3 331-9087 産休明け ○ ○

さふらん保育園 民営 150 西京区大原野西境谷町2-7 331-7622 産休明け

大原野保育園 民営 105 西京区大原野上場町318-2 332-0666 産休明け ○ ○

福西保育園 民営 150 西京区大枝南福西町1丁目2 332-2660 ３箇月※ ○

竹の里保育園 民営 180 西京区大原野西竹の里町2-4 332-3512 産休明け ○ ○

上里竹の子保育園 民営 90 西京区大原野上里北ノ町648 332-7920 ３箇月※

京都市桂坂保育所 民営 90 西京区御陵大枝山町4丁目30 333-6758 産休明け ○ ○

東桂坂保育園 民営 90 西京区御陵峰ケ堂町2-14 382-1050 ２箇月 ○
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保育所一覧（京都市内） 伏見区

保育所名 運営
主体 定員 所在地 電話番号 受入最低

月齢
延長
保育

一時
保育

休日
保育

ステー
ション

京都市淀保育所 公営 150 伏見区淀下津町96 631-2215 産休明け ○

京都市改進保育所 公営 150 伏見区竹田狩賀町153-1 611-3268 産休明け ○ ○

桃嶺保育園 民営 120 伏見区桃山町西町1 611-2820 ６箇月 ○

向島保育園 民営 150 伏見区向島本丸町68 601-1761 ４箇月 ○ ○

世光保育園 民営 150 伏見区桃山町松平武蔵2-2 621-2739 産休明け ○

伏見幼児園 民営 120 伏見区大阪町609 621-0768 １歳５箇月 ○

板橋保育園 民営 60 伏見区鷹匠町4 603-1900 ６箇月

みどり保育園 民営 60 伏見区御駕籠町132 601-4835 ２歳 ○

住吉保育園 民営 60 伏見区両替町13-197 601-4895 1歳６箇月 ○

住吉西保育園 民営 90 伏見区舞台町43 611-2485 １歳１０箇
月 ○

横大路保育園 民営 225 伏見区横大路柿ノ本町1 601-4012 ５箇月 ○

下鳥羽保育園 民営 220 伏見区下鳥羽北ノ口町7 601-3963 １歳６箇月

神川保育園 民営 210 伏見区久我森ノ宮町8-129 921-0203 ５箇月 ○

桃陵乳児保育園 民営 90 伏見区西奉行町1 611-3307 産休明け ○ ○

桃陵保育園 民営 90 伏見区桃陵町1 601-3749 ３歳 ○

淀白鳥保育園 民営 120 伏見区淀池上町151-10 631-1211 ２箇月 ○ ○ ○

城之内保育所 民営 90 伏見区納所薬師堂27-306 631-1570 産休明け ○

二ノ丸保育園 民営 180 伏見区向島二ノ丸町373-1 622-3295 ６箇月

野の百合保育園 民営 90 伏見区向島二ノ丸町151 622-8545 ３箇月 ○

みぎわ保育園 民営 150 伏見区桃山町大島38-110 621-5211 産休明け ○ ○

第二あけぼの保育園 民営 30 伏見区清水町877 621-5628 産休明け ○ ○

白菊保育園 民営 120 伏見区向島二ノ丸町151-59 621-1861 ４箇月 ○

つぼみ保育園 民営 90 伏見区淀際目町183-1 631-8833 ６箇月

羽束師保育園 民営 90 伏見区羽束師古川町647-16 933-3340 ５箇月 ○

城南保育園 民営 120 伏見区向島藤ノ木町85-7 611-3299 ３箇月 ○ ○

ピノキオ保育園 民営 90 伏見区納所下野1-7 631-7482 ２箇月 ○

城南第二保育園 民営 90 伏見区向島清水町115-1O 602-2165 ４箇月

たんぽぽ保育園 民営 75 伏見区久我森ノ宮町13-142 925-0200 ６箇月 ○

まごころ保育園 民営 60 伏見区羽束師古川町578-3 932-8556 ５箇月
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保育所一覧（京都市内） 深草・醍醐

保育所名 運営
主体 定員 所在地 電話番号 受入最低

月齢
延長
保育

一時
保育

休日
保育

ステー
ション

京都市砂川保育所 公営 60 伏見区深草六反田町4-7 561-1096 産休明け ○

西福寺幼児園 民営 120 伏見区深草大亀谷西寺町58 641-1531 ２歳

うづら保育園 民営 120 伏見区深草直違橋二丁目
452-4 641-5815 ６箇月 ○ ○ ○

稲荷保育園 民営 150 伏見区深草開土口町7,8合地 641-2824 １０箇月 ○

墨染保育園 民営 60 伏見区深草墨染町４４－９ 643-4089 ４箇月 ○ ○

深草保育園 民営 90 伏見区深草僧坊町46-1 641-3033 ６箇月

京都市辰巳保育所 公営 120 伏見区醍醐外山街道町21-21 571-5367 産休明け ○

醍醐保育園 民営 120 伏見区醍醐和泉町17 571-1313 産休明け ○

誕生院保育園 民営 60 伏見区日野西大道町19 西本
願寺別堂 571-0174 産休明け

あけぼの保育園 民営 180 伏見区醍醐大溝町1-5 571-0368 産休明け ○ ○ ○

つくし保育園 民営 90 伏見区醍醐柏森町25 571-7673 産休明け ○

石田保育園 民営 90 伏見区石田内里町14 571-5887 産休明け ○

光の子保育園 民営 90 伏見区小栗栖中山田町59 571-6845 産休明け ○ ○

小栗栖保育園 民営 210 伏見区小栗栖南後藤町6 572-2221 産休明け ○

はなぶさ保育園 民営 180 伏見区石田川向町1-7 572-9393 産休明け ○ ○

くりのみ保育園 民営 90 伏見区小栗栖中山田町48 572-2887 産休明け ○

春日野園 民営 90 伏見区日野田中町16 571-6111 産休明け

桜木保育園 民営 90 伏見区石田桜木町3 571-5555 産休明け ○ ○ ○

端山保育園 民営 90 伏見区醍醐上端山町1-47 572-8702 産休明け ○ ○

大受保育園 民営 120 伏見区石田大受町77-4 572-9015 産休明け ○

中山保育園 民営 90 伏見区醍醐中山町39-13 571-6456 産休明け

桜木第二保育園 民営 90 伏見区石田西ノ坪1 571-2222 産休明け

かがやき保育園 民営 90 伏見区小栗栖北後藤町1 573-0150 産休明け ○ ○
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