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令和４年度　京都府私立幼稚園一覧

番号 園　　　名 郵便番号 所    　在　　　地　　　 電　　　話 法人種別 法人名 理事長名 園長名 設置年月日 備考

1 今宮 603-8243 北区紫野今宮町95 (491)0551 幼稚園 今宮学園 佐々木　従久 岸　省子 昭 5. 3.14

2 とうりん 603-8204 北区紫竹高縄町43 (492)4717 幼稚園 桃林幼稚園 大西　建太郎 大西　建太郎 昭 7. 5. 4

3 明 603-8111 北区小山東元町35 (492)2786 幼稚園 明学園 佐藤　奈津子 佐藤　奈津子 昭16. 2.25

4 認定こども園　紫野 603-8114 北区紫竹下高才町1 (491)7641 幼稚園 紫野ｷﾘｽﾄ教学園 渡邊　大修 渡邊　大修 昭25. 4.11 幼稚園型認定こども園

5 幼稚園型認定こども園　復活 603-8165 北区紫野西御所田町63 (451)2176 幼稚園 復活学園 奥　晋一郎 前田　康子 昭 7. 4. 7 幼稚園型認定こども園

6 錦綾 603-8445 北区鷹峰藤林町1-5 (491)0674 幼稚園 金蓮寺 山羽　学天 山羽　学天 昭29. 4.27

7 紫明 603-8162 北区小山東大野町83 (441)7052 幼稚園 紫明の園 増井　昭徳 増井　弘子 昭26. 9. 3

8 衣笠 603-8485 北区衣笠衣笠山町12 (461)2243 幼稚園 大五洋 杉本　五十洋 杉本　五十洋 昭28. 4. 6 幼保連携型認定こども園

9 同志社 602-0844 上京区寺町通石薬師下ル染殿町665 (748)0027 大学 同志社 八田　英二 北川　雅章 明30. 6.24

10 北野 602-8377 上京区御前通一条下ﾙ東竪町135 (463)0111 幼稚園 北野萬松学園 池田　智子 池田　智子 昭 9.10. 8

11 京和 602-8366 上京区下立売通御前西入行衛町439-2 (811)0582 幼稚園 京和学園 澤木　武雄 疋田　徹郎 昭28.11.23

12 浄福寺 602-8453 上京区浄福寺通一条上ﾙ笹屋町2丁目601 (441)0836 幼稚園 恵照学園 菅原　好規 菅原　好規 昭29. 2.22

13 寺之内 602-0005 上京区寺之内通新町西入妙顕寺前町515-2 (441)5303 幼稚園 ほとけの子学園 末吉　央伯 末吉　淳周 昭23. 3.27

14 聖ドミニコ学院京都 602-0841 上京区河原町今出川下ﾙ東入梶井町448 (256)2128 幼稚園 聖ドミニコ幼稚園 安達　徐 安達　徐 昭33. 4.10

15 ひまわり 602-8142 上京区西堀川通竹屋町上ﾙ下堀川町164 (801)3921 幼稚園 ひまわり学園 手小　秀美 手小　秀美 昭26.12.20

16 マクリン 606-0816 左京区下鴨松ﾉ木町64-5 (701)2931 幼稚園 ﾏｸﾘﾝ幼稚園 松本　行司 松本　行司 大 8.12.23

17 永観堂 606-8445 左京区永観堂町50 (751)0961 幼稚園 永観堂学園 奥垣内　圭哲 榊原　功二 昭 5. 8. 6

18 幼稚園型認定こども園　聖光 606-0942 左京区松ヶ崎樋ﾉ上町2 (791)7481 幼稚園 聖光学園 西村　悦男 菊地　幸代 昭 6. 9. 9 幼稚園型認定こども園

19 くろたに 606-8331 左京区黒谷町121 (771)2020 幼稚園 くろたに学園 杉山　俊定 杉山　俊定 昭30. 4.20

20 ふたば 606-8173 左京区一乗寺梅ﾉ木町63 (701)0191 幼稚園 二葉学園 小林　一惠 小林　一惠 昭36.10. 1 幼保連携型 認定こども園

21 認定こども園　京都きらら 606-0064 左京区上高野西明寺山30 (791)5300 幼稚園 雲母学園 熊本　マリ子 佐渡　規雄 昭44.12.26 幼保連携型 認定こども園

22 岩倉 606-0026 左京区岩倉長谷町714 (721)5870 幼稚園 北山学園 田中　稔 田中　忍 昭49. 5.20

23 菊の花 606-0094 左京区上高野東氷室町3 (701)3111 幼稚園 菊の花学園 川名　マミ 川名　マミ 昭28. 6. 5

24 コドモのイエ 606-8311 左京区吉田神楽岡町107 (771)0937 幼稚園 ｺﾄﾞﾓのｲｴ学園 佐藤　文彦 大賀　祐子 昭24. 4.22

25 幼稚園型認定こども園聖マリア 606-8322 左京区岡崎入江町84 (761)4529 幼稚園 京都聖ﾏﾘｱ学園 藤原　健久 菅原　さと子 昭 2. 1.21 幼稚園型認定こども園

26 吉田 606-8312 左京区吉田上大路町36 (761)0051 幼稚園 吉田学園 澤井  隆男 金桝　純子 昭24. 8. 4
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27 下鴨 606-0811 左京区下鴨中川原町75 (781)0989 幼稚園 下鴨学園 出口　崇 出口　崇 昭 6. 6.16

28 鴨東 606-8242 左京区田中高原町24 (781)4947 幼稚園 鴨東ｷﾘｽﾄ教学園 西村　二朗 西村　二朗 昭10. 3.28

大原（休園中） 601-1243 左京区大原大長瀬町369 (744)2250 宗教 摂取院 大原　聴(*)照 昭33.12.12 平成4年度から休園

29 相愛 606-0852 左京区下鴨東梅ﾉ木町12 (781)1086 幼稚園 京都相愛学園 平澤　創 足立　淳子 明27. 1.17

30 北白川 606-8273 左京区北白川山ﾉ元町41 (781)3200 幼稚園 北白川学園 山下  太郎 山下  太郎 昭25. 2.27

31 洛陽 604-8475 中京区西ﾉ京中御門西町18番地1 (802)0396 高等学校 洛陽総合学院 土屋　順敬(こと 文秀) 土屋　順敬 昭 4. 3.29

32 聖三一幼稚園　幼稚園型認定こども園 604-8403 中京区聚楽廻中町45 (841)3281 幼稚園 京都聖三一学園 西郡　晃雅 松﨑　美幸 昭 7. 3.12 幼稚園型認定こども園

両洋（休園中） 604-8851 中京区壬生上大竹町13 (841)2025 高等学校 両洋学園 角田　良平 昭27. 5. 1 昭和60年度から休園

33 光明 604-8336 中京区六角通大宮西入三条大宮町277 (801)1453 幼稚園 光明学園 田中　雅道 田中　康雄 昭29. 2.23

34 京都カトリック信愛 604-8006 中京区河原町通三条上ﾙ下丸屋町415 (231)4690 宗教 幼きｲｴｽﾞｽ修道会 南谷　豊子 大庭　早苗 昭18. 2. 4

35 京都 605-8501 東山区今熊野日吉町16-12 (531)7390 大学 京都女子学園 芝原　玄記 芝原　玄記 大 6. 1. 6

36 華頂短期大学附属 605-0062 東山区林下町400-7 (541)4188 大学 佛教教育学園 田中　典彦 中野　正明 昭10.10. 2

37 泉山 605-0977 東山区泉涌寺山内町21 (525)0021 幼稚園 泉涌寺学園 熊谷　信康 熊谷　信康 昭28. 9.25

38 南殿 607-8072 山科区音羽伊勢宿町34 (502)8817 幼稚園 南殿学園 粟津　篤 粟津　篤 昭39. 4.23

39 いずみ 607-8025 山科区四ﾉ宮柳山町10 (581)8514 高等学校 燈影学園 西田　武 池田　慶子 昭42. 2. 1

40 アヴェ・マリア 607-8415 山科区御陵中筋町3 (592)6404 幼稚園 ｶﾄﾘｯｸ京都教区学園 福岡　一穂 松永  昌子 昭42. 4. 1

41 東山 607-8152 山科区東野八代町58-1 (591)3622 大学 佛教教育学園 田中　典彦 塩貝　省吾 昭43.12.20

42 清水台 607-8239 山科区勧修寺丸山町1-126 (592)6052 幼稚園 洛東学園 植村　義弘 植村　義弘 昭46.12. 9

43 洛東 607-8348 山科区西野広見町1-4 (592)3031 幼稚園 二葉学園 小林　一惠 小林　正英 昭47. 3.24

44 すみれ 607-8165 山科区椥辻平田町222 (594)6700 大学 京都産業大学 大城　光正 松尾　光敏 昭51.11.29

45 寺西 607-8409 山科区御陵天徳町15 (591)6676 幼稚園 吉祥学園 寺西　正毅 寺西　正毅 昭22. 5.26

46 山科 607-8086 山科区竹鼻四丁野町52 (581)0879 幼稚園 和順学園 白籏　文雄 白籏　文雄 昭28. 4.21

47 其枝 607-8405 山科区御陵田山町35番地5 (581)9294 幼稚園 そのえだ学園 緒方　洋一郎 深谷　与那人 昭32. 4.10

48 常葉 600-8216 下京区烏丸通七条下ﾙ西入東塩小路字裏畑696-3 (371)1014 幼稚園 常葉学園 橋川　昌治 橋川　昌治 明34. 5.11

49 七条 600-8875 下京区西七条石井町54 (313)0216 幼稚園 水薬師学園 捨田利　忠輝 捨田利　忠輝 昭42. 4. 1

50 龍谷 600-8855 下京区梅小路石橋町12 (312)9231 幼稚園 至常学園 南　俊生 南　俊生 大13.10.10
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51 八条 600-8864 下京区七条御所ﾉ内南町40 (313)0813 幼稚園 浄正寺学園 中浦  正音 中浦　正音 昭27. 6.27

52 高倉 600-8192 下京区高倉通六条上ﾙ (351)0207 宗教 真宗大谷派 但馬　弘 近藤　広子 昭 6. 3.26

53 本願寺中央 600-8358 下京区堀川通花屋町下ﾙ本願寺門前町60 (371)0239 幼稚園 龍谷学園 日谷　照應 日野　昭文 昭17. 3.31

松原（休園中） 600-8801 下京区中堂寺西寺町15 (841)2167 宗教 専求寺 檀上　庠一 檀上　庠一 昭28. 2.27 平成26年度から休園

54 アソカ 600-8844 下京区朱雀裏畑町33 (313)2878 幼稚園 朱雀学園 末廣　敬邦 末廣　敬邦 昭28. 5. 1

55 くるみ 601-8315 南区吉祥院車道町28-2 (691)0281 幼稚園 くるみ学園 浅井　健史 浅井　健史 昭31. 3.15

陶化（休園中） 601-8027 南区東九条中御霊町62 (691)4094 宗教 正善寺 昭14. 9. 2 平成16年度から休園

56 光徳 601-8464 南区唐橋高田町59 (691)6503 幼稚園 秀英学園 椋田　敏史 椋田　敏史 昭28. 4. 9

57 嵯峨 616-8376 右京区嵯峨天龍寺瀬戸川町20-1 (861)0254 幼稚園 嵯峨学園 藤本　明弘 藤本　明弘 大14.11. 3

58 西京極 615-0821 右京区西京極北裏町13 (313)0624 幼稚園 東寺学園 砂原　秀輝 三浦　文良 昭28. 5.27

59 御室 616-8237 右京区鳴滝瑞穂町9 (461)6483 幼稚園 嵯峨学園 藤本　明弘 藤本　明弘 昭31. 3.15

60 光華 615-0882 右京区西京極葛野町38 (311)0728 大学 光華女子学園 阿部　恵木 西野　夕子 昭40. 3. 1

61 佛教大学附属 616-8306 右京区嵯峨広沢西裏町36番地1 (872)5327 大学 佛教教育学園 田中　典彦 佐藤　和順 昭51. 3. 8

62 夢窓 616-8224 右京区常盤窪町1-16 (871)0709 幼稚園 むそう学園 升光　泰雄 升光　泰雄 昭30.12.26

63 安井 616-8071 右京区太秦安井藤ﾉ木町16-1 (821)1181 幼稚園 藤の樹学園 藤田　寿男 藤田　晋嗣 昭29. 9. 10

64 春日 615-0015 右京区西院春日町17-1 (311)4090 幼稚園 春日学園 米川　和子 米川　和子 昭28. 4. 6

65 栄光 616-8186 右京区太秦堀池町58-1 (881)7575 幼稚園 ｸﾞﾛｰﾘｰ学園 井上　與一郎 橋本　泉 明26.10.25

66 幼稚園型認定こども園　天授ヶ岡 616-8021 右京区花園天授ヶ岡町10-17 (461)3407 幼稚園 天授ヶ岡学園 福田　義明 福田　義明 昭29. 4.27 幼稚園型認定こども園

67 幼稚園型認定こども園　太秦 616-8102 右京区太秦森ヶ東町9-2 (861)0020 幼稚園 太秦学園 今村　穆義 松本　佳子 昭 5. 4. 1 幼稚園型認定こども園

68 自然 616-8161 右京区太秦東蜂ヶ岡町5 (881)0206 幼稚園 美乃里学園 北村　隆信 北村　隆信 昭14. 3. 2

69 葉室 615-8277 西京区山田葉室町13-124 (381)8596 幼稚園 葉室幼稚園 西谷　文孝 西谷　文孝 昭42.12.20

70 川西 615-8086 西京区桂乾町51 (381)3935 幼稚園 川西学園 近藤　永太郎 近藤　永太郎 昭43. 2.16

71 大原野 610-1121 西京区大原野上里北ﾉ町1308-1 (331)0242 幼稚園 大原野学園 吉江　美和子 吉江　美和子 昭45. 3.16

72 京都三ノ宮 615-8151 西京区樫原杉原町20 (391)3899 幼稚園 京都三ﾉ宮学園 渡邉　慶子 渡邉　順子 昭45. 5. 1

73 さくら 616-0012 西京区嵐山東海道町51-1 (881)3355 幼稚園 嵐山学園 櫻井　登 櫻井　修 昭48.11. 6

74 洛西せいか 610-1141 西京区大枝西新林町5丁目3 (331)1214 幼稚園 洛新精華学園 佐川　公也 飯田　玲子 昭51.10.29



4/6

令和４年度　京都府私立幼稚園一覧

番号 園　　　名 郵便番号 所    　在　　　地　　　 電　　　話 法人種別 法人名 理事長名 園長名 設置年月日 備考

75 うぐいす 610-1142 西京区大枝東新林町3丁目3 (331)1121 幼稚園 陽立学園 堀　陽子 堀　陽子 昭51.11.29

76 さかいだに 610-1146 西京区大原野西境谷町3丁目2 (332)0221 幼稚園 西芳学園 小林　芳朗 小林　峰代 昭55. 3.14

77 洛西花園 610-1112 西京区大枝北福西町4丁目3 (332)2808 大学 花園学園 栗原　正雄 小山内　定代 昭55.11.29

78 竹の里 610-1144 西京区大原野東竹の里町2丁目4 (332)4491 幼稚園 北山学園 田中　稔 榎谷　美幸 昭57. 3.19

79 うぐいす第二 610-1113 西京区大枝南福西町1丁目5 (332)1121 幼稚園 陽立学園 堀　陽子 堀　陽子 昭58. 2.12

80 松尾 615-8296 西京区松室山添町6 (381)2591 幼稚園 松尾学園 日野　芳文 日野　芳文 昭29. 1.25

81 西山 615-8107 西京区川島北裏町29 (381)3610 幼稚園 本願寺学園 中原　恵子 中原　恵子 昭14. 4. 1

82 桂陽 615-8196 西京区川島尻堀町53番地1 (381)2611 幼稚園 京都桂陽学園 摩瀬　政明 摩瀬　政明 昭28. 8. 7

83 京都聖母学院 612-0878 伏見区深草田谷町1 (645)8101 高等学校 聖母女学院 赤野　孝一 寺井　朝子 昭26. 5.12

84 青風 612-0031 伏見区深草池ノ内町12 (641)5326 幼稚園 青風塾 小林　隆弘 萩　祐子 昭27. 4.23

85 睦美 612-8036 伏見区桃山町立売47 (611)2757 幼稚園 睦美学園 青山　佳生 井上　弘子 昭28. 9.25

稲荷（休園中） 612-0007 伏見区深草願成町13-14 (525)3212 幼稚園 稲荷学園 五十嵐　昌子 五十嵐　昌子 昭30. 4.20 平成21年度から休園

86 洛陽第二 612-8017 伏見区桃山南大島町58 (622)6281 高等学校 洛陽総合学院 土屋　順敬(こと 文秀) 土屋　智裕 昭40. 3. 1

87 さつき 612-8122 伏見区向島庚申町124 (611)0030 幼稚園 さつき学園 津田　禎一郎 堀内　清志 昭42. 4. 1

88 青風和泉 612-8015 伏見区桃山町和泉 (611)0313 幼稚園 青風塾 小林　隆弘 萩 祐子 昭42. 6.30

89 小野 601-1316 伏見区醍醐古道町22-2 (571)0409 幼稚園 小野幼稚園 上原　雅明 上原　雅明 昭42.12.20

90 石田 601-1463 伏見区小栗栖中山田町35-1 (571)3778 幼稚園 日本教育学園 坂口　真一 辻　喜則 昭48. 3.15

91 かもがわ 612-8484 伏見区羽束師鴨川町66-2 (933)2273 幼稚園 神川学園 大川　實 藤原　光二 昭50.11.12

92 向島 612-8141 伏見区向島二ﾉ丸町151-6 (622)9050 幼稚園 京都城南学園 吉田　祥子 森　美樹 昭53. 3.30

93 ふじのき 612-8133 伏見区向島鷹場町74-10 (623)1178 幼稚園 あかね学園 稲葉　嘉久 稲葉　嘉久 昭56. 1.24

94 桃山 612-8039 伏見区御香宮門前町184 (622)1425 幼稚園 桃山ｷﾘｽﾄ学園 松本　嘉一 三木　賀子 昭23.12. 9

95 砂川 612-0019 伏見区深草平田町31-1 (641)6098 幼稚園 正憲学園 近藤　晴美 近藤　晴美 昭33. 3. 1

96 向陽 617-0002 向日市寺戸町西野辺25 (921)2525 大学 京都西山学園 櫻井　悦夫 𦚰田　順也 昭29. 2. 1

97 まこと 617-0004 向日市鶏冠井町山畑25 (921)2229 幼稚園 真善美三一学園 江守　宏栄 宮地　健一 昭44.11.29

98 成安 617-0002 向日市寺戸町八反田32-1 (933)2218 幼稚園 京都成安学園 小林　徹 藤田　朋美 昭50. 4. 1

99 めぐみ 617-0844 長岡京市調子1丁目1-19 (954)7878 幼稚園 めぐみ学園 藤田　華子 藤田　華子 昭36. 6. 1
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100 長岡カトリック 617-0814 長岡京市今里南平尾17 (951)9805 幼稚園 ｶﾄﾘｯｸ京都教区学園 福岡　一穂 鳥屋原　映子 昭41. 4.16

101 あかね 617-0814 長岡京市今里4丁目17-19 (951)8402 幼稚園 あかね学園 稲葉　嘉久 稲葉　嘉久 昭42.12. 1

102 一里塚 617-0826 長岡京市開田2丁目2番3号 (953)0308 幼稚園 長岡学園 大久保　敏夫 大久保　清子 昭43. 2.16

103 むらさき 617-0814 長岡京市今里5丁目12番9号 (953)0505 幼稚園 むらさき学園 橋本　周現 家田　光信 昭43. 3.25

104 京都先端科学大学附属みどりの丘 618-0091 乙訓郡大山崎町大字円明寺小字殿山1-5 (957)3003 大学 永守学園 永守　重信 石原　祐次 昭42.12.11

105 大谷 611-0002 宇治市木幡御蔵山39-727 0774(31)8867 大学 真宗大谷学園 木越　渉 竹田　ひとみ 昭40.11.30

106 小倉 611-0042 宇治市小倉町南堀池105 0774(22)1628 幼稚園 小倉学園 葭村　正彦 西田　勝彦 昭42. 3. 1

107 かおり 611-0011 宇治市五ヶ庄戸ﾉ内50-18 0774(31)5355 幼稚園 美育学園 羽原　泰夫 羽原　欣子 昭42. 3. 1

108 広野 611-0031 宇治市広野町丸山9 0774(41)6308 幼稚園 広野学園 吉村　裕 吉村　裕 昭48. 1. 8

109 西小倉 611-0043 宇治市伊勢田町遊田5番地1 0774(23)2536 幼稚園 小倉学園 葭村　正彦 西田　勝彦 昭48. 3.14

110 みのり 611-0025 宇治市神明石塚65-13 0774(43)1177 幼稚園 心華学園 長澤　宗一 長澤　宗一 昭51. 2.24

111 堀池 611-0042 宇治市小倉町南堀池22-2 0774(23)4625 幼稚園 久世学園 吉村　卓 吉村　卓 昭51.10. 1

112 宇治 611-0042 宇治市小倉町中畑53 0774(24)0821 幼稚園 向陵学園 池本　なら義 上原  孝子 昭53. 3.15

113 こざくら 611-0021 宇治市宇治里尻60-14 0774(21)3931 幼稚園 こざくら学園 松井　明恵 松井　明恵 昭29. 9. 6

114 京都文教短期大学附属家政城陽 610-0102 城陽市久世下大谷6 0774(52)1542 大学 京都文教学園 仁科　周朗 内山　真澄 昭39. 2.21

115 佐伯 610-0121 城陽市寺田今橋68 0774(52)3669 幼稚園 城陽学園 浅井　達司 浅井　達司 昭43.12.20

116 白鳥 610-0121 城陽市寺田水度坂15-105 0774(54)2800 幼稚園 明和学園 川手　直子 谷田　智美 昭45.12.25

117 平川 610-0101 城陽市平川大将軍77-3 0774(53)1288 幼稚園 善導学園 北澤　善信 北澤　善信 昭47.11.16

118 芽生え 610-0121 城陽市寺田大谷126-2 0774(54)1288 幼稚園 ﾖｾﾞﾌｨｰﾅ学園 西岡  京子 西岡  京子 昭58.12.15

119 青谷聖家族 610-0113 城陽市中向河原11 0774(53)9303 幼稚園 京都南ｶﾄﾘｯｸ学園 福岡　一穂 畑中　明文 昭32.10.15

120 認定こども園　早苗 614-8363 八幡市男山吉井27-8 (981)2268 幼稚園 徳風学園 成瀬　晴久 成瀬　晴久 昭47. 4.24 幼保連携型 認定こども園

121 なるみ 614-8371 八幡市男山雄徳4-7 (982)3368 幼稚園 京都城南学園 吉田　祥子 吉田　祥子 昭51. 4. 1

122 幼保連携型認定こども園　歩学園 614-8296 八幡市欽明台東1番2号 (971)5687 幼稚園 歩学園 松井  和男 平井名　博子 平15. 3.24 幼保連携型 認定こども園

123 そよかぜ 610-0343 京田辺市大住虚空蔵谷55 0774(63)0950 幼稚園 雑創の森学園 小笠原　直花 小笠原　直花 昭52. 7. 7

124 聖愛 610-0334 京田辺市田辺中央2-1-9 0774(63)5506 幼稚園 京都南ｶﾄﾘｯｸ学園 福岡　一穂 玉井　はな子 昭32.10.15

125 美加ノ原 619-0216 木津川市州見台1-31-1 0774(75)1155 幼稚園 敬愛学園 志水　百合子 志水　百合子 昭47. 2.29
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126 うぐいす宇治田原 610-0231 綴喜郡宇治田原町大字立川小字谷100番地 0774(99)7777 幼稚園 陽立学園 堀　陽子 堀　陽子 平13. 3.22

127 光が丘 619-0231 相楽郡精華町大字山田小字金堀9 0774(72)1922 幼稚園 山城精華学園 谷口　　偉 谷口　偉 昭40. 5.20

128 精華聖マリア 619-0243 相楽郡精華町大字南稲八妻小字丸山2 0774(94)2059 幼稚園 京都南ｶﾄﾘｯｸ学園 福岡　一穂 坂本　佳代子 昭30.12.22

129 星の光 619-0237 相楽郡精華町光台4丁目50-1 0774(95)3343 幼稚園 はちす学園 野々村　淳子 野々村　淳子 昭48. 5.21

130 千代川 621-0041 亀岡市千代川町小川3丁目5番11号 0771(23)2087 幼稚園 公化学園 野々村　誠一 野々村　誠一 昭47. 1.28

131 ひかり 621-0844 亀岡市西つつじヶ丘霧島台2丁目30-154 0771(23)2135 幼稚園 成光学園 大橋　通夫 大橋　弘典 昭48. 3.14

132 安町 621-0805 亀岡市安町小屋場31 0771(24)3831 幼稚園 みどり学園 野波　雅紀 野波　雅紀 昭54.12. 4

133 篠村 621-0826 亀岡市篠町篠上中筋47-2 0771(22)0583 幼稚園 寿光学園 大橋　通夫 大橋　洋子 昭29. 5.17

134 聖家族 622-0002 南丹市園部町美園町1号78 0771(62)1674 大学 聖ｶﾀﾘﾅ学園 中田　婦美子 江川　由美子 昭29. 4.27

135 福知山聖マリア 620-0940 福知山市駅南町1丁目246 0773(23)5768 幼稚園 京都北ｶﾄﾘｯｸ学園 大林　栄一 佐中  邦子 昭27.12.22

136 舞鶴聖母 624-0913 舞鶴市上安久381 0773(75)1007 高等学校 聖ﾖｾﾞﾌ学園 小林　圭児 内藤　信雄 昭22. 5.25

137 志楽 625-0024 舞鶴市田中町39-1 0773(64)3574 幼稚園 鈴鹿学園 常塚　義一 松本　理恵 昭32. 6. 1

138 池内 624-0806 舞鶴市字布敷小字大以根120-3 0773(75)1930 幼稚園 池内学園 櫻井　成親 中西　明子 昭56.12.12

139 幼保連携型認定こども園　朝日 625-0036 舞鶴市字浜796 0773(62)1874 幼稚園 舞鶴基督学園 山下　瑞音 山下　瑞音 昭28. 9.25 幼保連携型認定こども園

140 中舞鶴 625-0083 舞鶴市字余部上116-3 0773(62)5166 幼稚園 常盤学園 真木　慈光 真木　慈光 昭27. 4. 5

141 橘 625-0036 舞鶴市字浜682 0773(62)5168 幼稚園 橘学園 布目　潮崇 布目　真裕 昭29. 4.20

142 ひばり 625-0062 舞鶴市字森1101 0773(62)1157 幼稚園 聖山学園 松嶋　康晴 松嶋　聖児 昭33.11. 1

143 シオン 625-0036 舞鶴市字浜40 0773(62)1438 幼稚園 京都聖ﾊﾟｳﾛ学園 高地　敬 辻中　康宏 昭25. 4.11

144 幼保連携型認定こども園　森の子ら 625-0066 舞鶴市丸山口町24 0773(62)0740 幼稚園 舞鶴青葉学園 武市　壮図 岡野　美紀 昭21. 9.10 幼保連携型認定こども園

145 幼保連携型認定こども園　朝来 625-0003 舞鶴市大字吉野小字清水元499-3 0773(63)3426 幼稚園 朝来学園 堀口　和男 畠中　好野 昭63. 3. 5 幼保連携型認定こども園

146 三鶴 624-0841 舞鶴市字引土282 0773(75)1316 幼稚園 京都荒牧学園 荒牧　一 岩江　吾郎 昭29. 4. 6

東舞鶴（休園中） 625-0040 舞鶴市矢之助町27-2 0773(62)0769 個人 山田 光枝 山田　光枝 昭28.11.25 平成20年度から休園

147 倉梯 625-0054 舞鶴市七条中町8-2 0773(62)5224 幼稚園 森田学園 森田　和子 森田　和子 昭30. 8. 6

148 宮津暁星 626-0023 宮津市宮本町470 0772(22)2216 幼稚園 京都北ｶﾄﾘｯｸ学園 大林　栄一 井隼　直子 昭11. 4. １

149 加悦聖三一 629-2402 与謝郡与謝野町字算所519 0772(43)0363 幼稚園 京都聖ﾊﾟｳﾛ学園 高地　敬 山﨑　久代 昭12. 9. 1


