
子どもたちが主人公
子どもたちが将来に夢を持ち、その夢や
幸せに向かって歩むことができるよう、
子どもの力を信じ、自ら考える力・生きる
力を育むことを大切にしています。

地域の子育て家庭を応援します
地域の関係機関と力を合わせ、だれもが安心
して子育てできる環境作りを目指しています。

京都社
会福祉協会

社会福祉法人



保育園
人と人のつながりを大切にして、子ども
たちの未来を輝かせる大切でやりがい
のある仕事、一緒にがんばりましょう！

児童館
乳幼児と親子、中高生、地域の方々が気軽
に立ち寄れほっとできる、そんなあった
かーい場所になりたいと考えています。

京都社会福祉協会は、京都市内に
22ケ所の保育園と17ケ所の児童館を
経営しています。

大宮保育園 map 1

〒603-8837
北区大宮中ノ社町35番地
TEL（075）491-4923　FAX（075）491-4933
設　立： 昭和48年10月15日
定　員： 70名

高野保育園 map 5

〒606-8107 
左京区高野東開町1番地の3
TEL（075）722-5660　FAX（075）722-7993
設　立： 昭和53年10月1日
定　員： 130名

聖護院保育園 map 4

〒606-8357 
左京区聖護院蓮華蔵町2番地3
TEL（075）761-7766　FAX（075）496-8370
設　立： 昭和57 年4月1 日
定　員： 90名

吉田山保育園 map 6

〒606-8311 
左京区神楽岡町169番地
TEL（075）761-0610　FAX（075）761-0636
設　立： 昭和56年4月1日
定　員： 60名

勧修保育園 map 7

〒607-8221 
山科区勧修寺西金ケ崎26番地5
TEL（075）592-3351　FAX（075）594-3092
設　立： 昭和47年5月1日
定　員： 90名

山科保育園 map 9

〒607-8454 
山科区厨子奥苗代元町31番地
TEL（075）581-9090　FAX（075）581-9087
設　立： 昭和42年6月1日
定　員： 50名

山階保育園 map 8

〒607-8342 
山科区西野様子見町1番地8
TEL（075）593-3648　FAX（075）591-6575
設　立： 昭和48年8月1日
定　員： 120名

祥豊保育園 map 10

〒601-8304 
南区吉祥院前河原町6番地
TEL（075）321-4511　FAX（075）321-4515
設　立： 昭和57年7月1日
定　員： 90名

松ノ木保育園 map 11

〒601-8023 
南区東九条南松ノ木町6番地
TEL（075）671-2431　FAX（075）671-3790
設　立： 昭和52年2月1日
定　員： 50名

紫野保育園 map 2

〒603-8427 
北区紫竹上緑町6-1
TEL（075）491-7610　FAX（075）491-9253
設　立： 昭和11年9月18日
定　員： 100名

錦林保育園 map 3

〒606-8432
左京区鹿ヶ谷高岸町3番地8
TEL（075）761-3597　FAX（075）761-3565
設　立： 大正13年5月
定　員： 70名

京都市上高野児童館 map 25

〒606-0083 
左京区上高野松田町5番地
TEL/FAX（075）711-0855
設　立： 平成18年4月1日

京都市西野児童館 map 28

〒607-8357 
山科区西野櫃川町27番地の3
TEL/FAX（075）644-9585
設　立： 平成22年7月1日

京都市大宮西野山児童館 map 23

〒603-8444 
北区大宮西野山町41
TEL（075）493-3662　FAX（075）493-6318
設　立： 昭和54年12月8日

京都市修学院第二児童館 map 26

〒606-8115 
左京区一乗寺里ノ西町34番地
TEL/FAX（075）708-2740
設　立： 平成22年4月1日

京都市久世児童館 map 29

〒601-8202 
南区久世大築町50番地の1
TEL/FAX（075）931-4105
設　立： 平成7年6月1日

京都市室町児童館 map 24

〒602-0021 
上京区室町通上立売上ル東入柳図子町301番地
TEL/FAX（075）414-0784
設　立： 平成9年7月1日

京都市円町児童館 map 27

〒604-8466 
中京区西ノ京南大炊御門町33番地
TEL/FAX（075）461-2035
設　立： 昭和48年6月1日

京都市嵯峨広沢児童館 map 30

〒616-8305 
右京区嵯峨広沢御所ノ内町21番地の3
TEL/FAX（075）873-2125
設　立： 平成15年4月1日
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【マークの説明】
地域子育て支援ステーション 
基幹ステーション
中高生と赤ちゃんとの交流 
事業実施児童館

一時保育実施

御室保育園 map 13

〒616-8021 
右京区花園天授ヶ岡3番地の15
TEL（075）463-9430　FAX（075）467-1887
設　立： 昭和51年4月1日
定　員： 90名

村山保育園 map 12

〒601-8187 
南区上鳥羽北村山町1番地
TEL（075）672-4200　FAX（075）672-4205
設　立： 昭和55年5月1日
定　員： 60名

福西保育園 map 17

〒610-1113 
西京区大枝南福西町1丁目2番地
TEL（075）332-2660　FAX（075）332-6769
設　立： 昭和55年10月1日
定　員： 150名

竹の里保育園 map 16

〒610-1145
西京区大原野西竹の里町2丁目4番地
TEL（075）332-3512　FAX（075）333-2641
設　立： 昭和56年4月1日
定　員： 150名

石田保育園 map 18

〒601-1432 
伏見区石田内里町14番地
TEL（075）571-5887　FAX（075）574-1662
設　立： 昭和47年7月1日
定　員： 50名

城南保育園 map 19

〒612-8132 
伏見区向島藤ノ木町85番地7
TEL（075）611-3299　FAX（075）611-3304
設　立： 昭和56年4月1日
定　員： 90名

城之内保育園 map 21

〒612-8276 
伏見区納所薬師堂27番地306
TEL（075）631-1570　FAX（075）632-6656
設　立： 昭和50年4月1日
定　員： 90名

墨染保育園 map 22

〒612-0052 
伏見区深草墨染町44番地9
TEL（075）643-4089　FAX（075）645-9015
設　立： 昭和53年7月17日
定　員： 70名

城南第二保育園 map 20

〒612-8134 
伏見区向島清水町115番地10
TEL（075）602-2165　FAX（075）602-2477
設　立： 昭和62年4月1日
定　員： 50名

桂坂保育園 map 14

〒610-1102 
西京区御陵大枝山町4丁目30番地
TEL（075）333-6758　FAX（075）333-6759
設　立： 平成11年4月1日
定　員： 90名

新林保育園 map 15

〒610-1141 
西京区大枝西新林町4丁目3番地
TEL（075）331-9087　FAX（075）331-6798
設　立： 昭和52年11月25日
定　員： 120名

京都市嵐山東児童館 map 31

〒616-0012 
西京区嵐山東海道町47番地の1
TEL/FAX（075）873-5478
設　立： 平成14年4月1日

福西児童館 map 17

〒610-1113 
西京区大枝南福西町1丁目2番地
TEL/FAX（075）332-6640
設　立： 昭和57年4月1日

城南児童館 map 19

〒612-8132 
伏見区向島藤ノ木町85番地7
TEL（075）602-7291　FAX（075）602-7391
設　立： 昭和57年5月1日

桂坂児童館 map 14

〒610-1102
西京区御陵大枝山町4丁目30番地
TEL/FAX（075）333-6760
設　立： 平成11年4月1日

京都市神川児童館 map 32

〒612-8494 
伏見区久我東町1番地の39
TEL/FAX（075）922-1727
設　立： 平成12年4月1日

京都市納所城之内児童館 map 34

〒612-8276 
伏見区納所薬師堂27
TEL/FAX（075）631-7252
設　立： 昭和50年3月19日

新林児童館 map 15

〒610-1141 
西京区大枝西新林町4丁目3番地
TEL/FAX（075）332-0214
設　立： 昭和54年12月1日

京都市久我の杜児童館 map 33

〒612-8494 
伏見区久我東町209番地
TEL/FAX（075）933-3157
設　立： 平成19年9月1日

京都市羽束師児童館 map 35

〒612-8485 
伏見区羽束師志水町138番地の6
TEL/FAX（075）921-2926
設　立： 昭和59年6月1日

概 要 施設の紹介は
こちらから
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