令和3年12月31日現在

学校法人一覧 (京都府所管 特定公益増進法人）
※所定の基準を満たした法人からの申請があり、京都府が特定公益増進法人である旨の証明をした法人です。
個人府民税の寄附金税額控除を受けるには、特定公益増進法人である旨の証明書(写し）が必要です。
変更した部分を赤書表示しております。
NO
.

学校法人名

〒

主たる事務所の所在場所

電話番号

証明書有効期間

1 京理学園

601-8212 京都市南区久世上久世町404-2

075(935)5511

令和2年9月1日

2 真言宗洛南学園

601-8478 京都市南区壬生通八条下る東寺町559番地

075(681)6511

令和3年4月18日 ～ 令和8年4月17日

3 裏千家学園

602-0061 京都市上京区小川通寺ノ内上ル本法寺前町651

075(415)0045

令和2年7月8日

4 Ｋｙｏｔｏ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｓｃｈｏｏｌ 602-8247 京都市上京区葭屋町通中立売通下る北俵町317

075(451)1022

令和2年11月1日 ～ 令和7年10月31日

5 紫野キリスト教学園

603-8114 京都市北区紫竹下高才町1

075(491)7641 平成29年12月25日 ～ 令和4年12月24日

6 紫明の園

603-8162 京都市北区小山東大野町83番地

075(441)7052

令和2年7月1日

7 今宮学園

603-8243 京都市北区紫野今宮町95番地

075(491)0551

令和2年5月15日 ～ 令和7年5月14日

8 ヴィアトール学園

603-8342 京都市北区小松原南町33

075(466)0001

令和3年3月30日 ～ 令和8年3月29日

9 金蓮寺

603-8445 京都市北区鷹峯藤林町1番地の18

075(491)0674

令和3年4月28日 ～ 令和8年4月27日

10 大五洋

603-8485 京都市北区衣笠衣笠山町12番地

075(461)2243 令和3年12月26日 ～ 令和8年12月25日

11 大和学園

604-8006

12 京都聖三一学園

604-8403 京都市中京区聚楽廻中町45-1

075(841)3281 平成29年7月11日 ～ 令和4年7月10日

13 洛陽総合学院

604-8453 京都市中京区西ノ京春日町8番

075(802)0394

14 両洋学園

604-8851 京都市中京区壬生上大竹町13

075(841)2025 平成30年5月15日 ～ 令和5年5月14日

15 京都国際学園

605-0978 京都市東山区今熊野本多山町1

075(525)3535 令和元年6月13日 ～ 令和6年6月12日

16 マクリン幼稚園

606-0816 京都市左京区下鴨松ノ木町64の5

075(701)2931 令和2年12月28日 ～ 令和7年12月27日

17 聖光学園

606-0942 京都市左京区松ヶ崎樋ノ上町2

075(791)7481

平成31年3月1日 ～ 令和6年2月29日

18 京都コンピュータ学園

606-8204 京都市左京区田中下柳町11の1

075(751)0555

令和2年1月10日 ～

19 永観堂学園

606-8445 京都市左京区永観堂町48

075(751)0961 平成29年7月11日 ～ 令和4年7月10日

20 燈影学園

607-8025 京都市山科区四ノ宮柳山町29番地13

075(595)3711 平成30年12月5日 ～ 令和5年12月4日

21 洛和学園

607-8064 京都市山科区音羽八ノ坪53番1

075(593)4116

22 城陽学園

610-0121 城陽市寺田今橋68番地

0774(52)3669 平成30年6月13日 ～ 令和5年6月12日

23

610-0311 京田辺市草内一ノ坪1-1

0774(64)0804 平成30年11月28日 ～ 令和5年11月27日

24 聖母女学院

612-0878 京都市伏見区深草谷町1

075(641)0507 平成30年9月26日 ～ 令和5年9月25日

25 東寺学園

615-0821

京都市右京区西京極北裏町13番地
西京極幼稚園内

075(313)0624

平成30年7月3日 ～

26 天授ヶ岡学園

616-8021 京都市右京区花園天授ヶ岡町10-17

075(461)3407

令和3年4月14日 ～ 令和8年4月13日

27 美乃里学園

616-8161 京都市右京区太秦東峰岡町5

075(881)0206 平成29年9月19日 ～ 令和4年9月18日

28 むそう学園

616-8224 京都市右京区常盤窪町1番地の16

075(871)0709 令和元年6月28日 ～ 令和6年6月27日

29 嵯峨学園

616-8376 京都市右京区嵯峨天龍寺瀬戸川20-1

077(861)0254

30 むらさき学園

617-0814 長岡京市今里5丁目12番9号

075(953)0505 平成30年10月10日 ～ 令和5年10月9日

31 成美学園

620-0876 福知山市字堀3471-1

0773(22)2388

京都インターナショナルユニバーシティー

京都市中京区河原町二条下ル下丸屋町396番地
の3
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075(241)0891

～ 令和7年8月31日

～

～ 令和7年6月30日

令和元年8月5日 ～

令和元年6月7日 ～

令和2年6月1日

令和7年7月7日

令和6年8月4日

令和6年6月6日

令和7年1月9日

～ 令和7年5月31日

令和5年7月2日

令和3年4月23日 ～ 令和8年4月22日

平成31年3月7日 ～

令和6年3月6日

令和3年12月31日現在

学校法人一覧 (京都府所管 特定公益増進法人）
32 共栄学園

620-0933 福知山市字篠尾62番地の5

0773(22)6241 平成29年4月13日 ～ 令和4年4月12日

33 聖ヨゼフ学園

624-0913 舞鶴市字上安久381

0773(75)4384 令和元年5月22日 ～ 令和6年5月21日

証明有効期間切れ法人
NO
.

学校法人名

〒

主たる事務所の所在場所

電話番号

証明書有効期間

1 京都南カトリック学園

604-8006 京都市中京区河原町通三条上ル下丸屋町423

075(211)3025 平成25年5月21日 ～ 平成30年5月20日

2 京都北カトリック学園

620-0940 福知山市駅南町1丁目246

0773(23)5768 平成25年8月13日 ～ 平成30年8月12日

3 雲母学園

606-0064 京都市左京区上高野西明寺山30

075(791)5300 平成26年4月30日 ～ 平成31年4月29日

4 正憲学園

612-0019 京都市伏見区深草平田町31

075(641)6098 平成27年7月13日 ～ 令和2年7月12日

5 コドモのイエ学園

606-8311 京都市左京区吉田神楽岡町107

075(771)0937

6 明和学園

610-0121 城陽市寺田水度坂15の105

0774(54)2800 平成28年5月13日 ～ 令和3年5月12日
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平成27年9月4日 ～

令和2年9月3日

