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市町村 施　　設　　名 所　　在　　地 電　　話

洛北幼児園 京都市北区小山西元町39 075-491-0457
せいしん幼児園 京都市上京区高台院竪町207 075-415-1234
第二せいしん幼児園 京都市上京区高台院竪町207 075-415-1234
こぐま白雲北保育園 京都市上京区元新在家町163-1 075-441-1730
こぐま保育園 京都市中京区橋本町493 075-253-5515
西七条保育園 京都市下京区西七条名倉町17 075-313-1570
こぐま上野保育園 京都市西京区桂上野今井町124-7 075-391-2405
東桂坂保育園 京都市西京区御陵峰ケ堂町2-14 075-382-1050
大原野こども園 京都市西京区大原野上羽町318 075-332-0666
稲荷こども園 京都市伏見区深草開土口町7・8合地 075-641-2824
白菊こども園 京都市伏見区向島二ノ丸町151-59 075-621-1861
ももやま白菊保育園 京都市伏見区桃山町永井久太郎69-1 075-622-8681
くりのみ保育園 京都市伏見区小栗栖中山田町21-11 075-572-2887
市立天津保育園 福知山市字上天津1783 0773-33-2725
市立上六人部保育園 福知山市字三俣1069 0773-35-0011
市立金谷保育園 福知山市鴨野町3-2 0773-33-3055
みのり保育園 福知山市拝師789-1 0773-23-3445
福知山認定こども園 福知山市字堀小字道場２４４５番地 0773-22-5209
福知山丹陽こども園 福知山市字浦ノ8（南榮町） 0773-22-3284
ひまわりこども園 福知山市猪崎1402-2 0773-22-7250
みのり修斉こども園 福知山市字新庄111 0773-22-4653
市立うみべのもり保育所 舞鶴市浜町2022 0773-62-0464
市立中保育所 舞鶴市余部下1063 0773-62-0292
市立舞鶴こども園 京都府舞鶴市字円満寺100-4 0773-75-0525
八雲保育園 舞鶴市字丸田小字宮ノ前27-1 0773-82-0278
相愛こども園 舞鶴市字魚屋234-1 0773-75-1083
ルンビニこども園 舞鶴市字寺内90 0773-76-3703
永福こども園 舞鶴市字公文名63 0773-75-4006
タンポポこども園 舞鶴市泉源寺223 0773-64-2762
東山こども園 舞鶴市字倉谷961-1 0773-76-7314
昭光保育園 舞鶴市字浜211 0773-63-4821
さくらこども園 舞鶴市七条中町8-20 0773-62-6987
なかすじこども園 舞鶴市字公文名344 0773-76-7122
平こども園 舞鶴市字中田小字村下440-1 0773-68-0107
伊勢田こども園 宇治市伊勢田町ウトロ1-6 0774-43-5126
みんなのきＨａｎａ花保育園 宇治市宇治里尻5-9 ゆめりあ うじ2階 0774-21-8739
明星っ子こども園 宇治市五ヶ庄芝ノ東19-5 0774-32-0704
こひつじこども園 宇治市小倉町堀池94-1 0774-20-1295
いずみこども園 宇治市槇島町本屋敷167 0774-20-0064
のぞみこども園 宇治市槇島町薗場14-8 0774-24-1222
ひいらぎこども園 宇治市神明石塚65-3 0774-44-0652
同胞こども園 宇治市大久保町旦椋72-2 0774-44-3632
くりくま保育園 宇治市大久保町平盛42-3 0774-44-4621
みんなのき三室戸こども園 宇治市菟道荒槇37 0774-23-3224
登りこども園 宇治市木幡赤塚8-1 0774-32-3811
槇島ひいらぎこども園 宇治市槇島町大川原75-1 0774-28-4780
第２登りこども園 宇治市六地蔵奈良町74-1　パデシオン六地蔵ミッドモール３階 0774-38-0113
みんなのき黄檗こども園 宇治市五ケ庄梅林72-9 0774-31-3715
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みずほ保育園 宮津市字宮村1247 0772-22-1144
亀ヶ岡保育園 宮津市字小川８９３ 0772-22-2708
吉津こども園 宮津市字須津950-31 0772-46-2830
府中こども園 宮津市字中野557-1 0772-27-0044
たんぽぽ保育園 宮津市字惣906 0772-22-7121
市立本梅保育所 亀岡市本梅町井手早田垣内13-2 0771-26-3044
市立森の自然こども園東本梅 亀岡市東本梅町東大谷生子田69 0771-26-2505
市立川東保育所 亀岡市馬路町流川30-1 0771-22-2176
市立中部保育所 亀岡市曽我部町穴太川原口34-1 0771-23-0310
市立東部保育所 亀岡市篠町野条下川1 0771-23-2382
市立第六保育所 亀岡市北河原町1-1-1 0771-24-0345
市立保津保育所 亀岡市保津町五番60-2 0771-23-6835
市立別院保育所 亀岡市東別院町南掛正之垣内10 0771-27-2121
くわの実保育園 亀岡市三宅町1-3-21 0771-24-3876
亀岡あゆみ保育園 亀岡市篠町篠下中筋45-1 0771-24-6770
はこべ保育園 亀岡市篠町浄法寺中村８ 0771-22-6090
千代川こども園 亀岡市千代川町千原片ホコ15 0771-23-7911
大井こども園 亀岡市大井町並河1-24-25 0771-23-7015
久世保育園 城陽市久世芝ヶ原74-1 0774-52-4369
里の西保育園 城陽市久世里ノ西66-1 0774-55-0243
くぬぎ保育園 城陽市寺田庭井36-4 0774-52-1662
しいの木保育園 城陽市寺田林ノ口11-114 0774-54-7556
清仁保育園 城陽市富野乾垣内67 0774-53-1300
清心保育園 城陽市富野荒見田4 0774-55-0230
さくらキッズ保育園 向日市上植野町南開60-1 075-933-0200
あひるが丘こども園 向日市物集女町北ノ口65-2 075-921-0005
もずめこども園 向日市物集女町南条６５ 075-925-3838
アスク向日保育園 向日市物集女町森ノ下1 075-935-5533
レイモンド向日保育園 向日市森本町石田13-3 075-874-6083
きりしま保育園 長岡京市神足森本13-1 075-955-5480
今里こども園 長岡京市今里北ノ町35-2 075-955-7715
市立南ヶ丘保育園 八幡市八幡小松33 075-981-3125
市立南ヶ丘第二保育園 八幡市八幡三反長10 075-982-3330
市立みその保育園 八幡市八幡園内92-1 075-981-8101
市立有都こども園 八幡市内里北ノ口21-4 075-981-0873
市立わかたけ保育園 八幡市男山笹谷５番地１２ 075-983-1313
山鳩こども園 八幡市男山金振14-1 075-981-0982
山鳩第二こども園 八幡市欽明台西47-1 075-981-0700
くすのき保育園 八幡市八幡吉野垣内3-1 075-983-1200
男山保育園 八幡市男山石城6-1 075-982-0701 
松井が丘こども園 京田辺市山手東二丁目２－７ 0774-63-2649
みんなのき三山木こども園 京田辺市三山木中央三丁目１－１６ 0774-65-3715
幼保連携型認定こども園こもれび 京田辺市同志社山手4丁目3-1 0774-66-3949
ゆうかり乳児保育所 京丹後市峰山町室24 0772-62-0045
ゆうかり子ども園 京丹後市峰山町杉谷283 0772-62-0343
こうりゅう虹こども園 京丹後市久美浜町永留２４６－４ 0772-84-0221
市立相楽保育園 木津川市相楽片田5 0774-72-4293
市立南加茂台保育園 木津川市南加茂台3-2 0774-76-5965
木津さくらの森 木津川市相楽台4-2-5 0774-71-4150
州見台さくら 木津川市州見台1-33-1 0774-73-4150
梅美台こども園 木津川市梅美台1-10 0774-71-8021
町立こまだ保育所 相楽郡精華町大字下狛小字浄楽76･77･78 0774-94-3400
町立ほうその保育所 相楽郡精華町大字祝園小字一ノ間3-1 0774-94-3530
町立いけたに保育所 相楽郡精華町桜が丘3-2-2 0774-72-3530
すもも園 相楽郡精華町祝園西一丁目16番地11 0774-66-6212
ひかりだい保育所 相楽郡精華町光台4-50-3 0774-95-3651
せいかだい保育所 相楽郡精華町精華台2-11-1 0774-98-3866
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