
◆京都市 出展園・団体

No. 行政区 園名 

1 北 大徳寺保育園 

2 北 洛北幼児園 

3 北 上総幼児園 

4 北 衣笠こども園 

5 北 みょうりんえん 

6 北 上賀茂こども園 

7 北 さつき保育園 

8 北 たかがみねこども園 

9 上京 北野保育園 

10 上京 西陣和楽園 

11 上京 わかば園・第二わかば園 

12 左京 ペスタロッチ保育園 

13 左京 岩倉こひつじ保育園 

14 左京・西京 京都たからこども園・かつらがわ保育園 

15 左京 認定こども園 下鴨夢 

16 中京 月かげ保育園・月かげみどり保育園 

17 中京 六満こども園・六満こどもの家 

18 中京 中京みぎわ園 

19 中京 朱七保育所 

20 中京・北・南 洛西保育園・白い鳩保育園・あらぐさ保育園・青い空保育園 

21 東山 真覚寺保育園 

22 東山・下京・南・ 
山科 

永興保育園、永興開智こども園、永興くじょう保育園、 
永興小金塚こども園 

23 東山 愛友保育園 

24 山科 西念寺保育園 

25 山科 岩屋こども園アカンパニ 

26 山科 万因寺保育園 

27 山科 おおやけこども園 

28 山科 安朱保育園 

29 山科 こばと保育園・こばと夜間保育園 

30 山科 陵ヶ岡こども園 

31 山科 椥辻こども園 

32 山科 認定こども園ももの木学園 

33 下京 知真保育園 

34 下京 たちばな保育園 

35 下京 西大路保育園 

36 下京 きらきら保育園 

37 下京 大谷園林保育園 

38 南 吉祥院保育園 

39 南 塔南保育園 

40 南 こども園 いしはら 

41 南・西京・向日市 琴音つばさ保育園・桜の杜つばさ保育園・華月つばさ保育園 

42 右京 まこと幼児園 

43 右京 太秦保育園 

44 右京 こども園ゆりかご 

45 右京 安井保育園 

46 右京 西京極保育園 

47 右京 清明保育園 

48 右京 うたの里保育園 

49 右京 照隅認定こども園 

50 西京 山田保育園 

51 西京 桂保育園・桂ぶどうの木こども園・月見ヶ丘こどもの家 

52 西京 京都白百合保育園



53 西京 樫原保育園 

54 西京 くすのき保育園 

55 西京 牛ヶ瀬保育園 

56 西京・南 大原野こども園・山ノ本保育園 

57 西京 樫原ふじ保育園 

58 西京 東桂坂保育園 

59 西京・中京・上京 こぐま上野保育園・こぐま保育園・こぐま白雲北保育園 

60 西京 まめのき保育園 

61 伏見 桃嶺保育園 

62 伏見 板橋保育園 

63 伏見 野の百合保育園 

64 伏見 西福寺幼児園 

65 伏見 うづらこども園 

66 伏見 下鳥羽保育園 

67 伏見 神川保育園 

68 伏見 モーツァルトしずかこども園 

69 伏見 稲荷こども園・稲荷砂川保育園 

70 醍醐 誕生院保育園 

71 醍醐 つくし保育園 

72 醍醐 はなぶさ保育園 

73 醍醐 春日野園 

74 醍醐 桜木こども園 

75 醍醐 端山の丘こども園 

76 醍醐 中山保育園 

77 複数区 京都社会福祉協会 

78 複数区 京都市児童館学童連盟 

 

◆京都府 出展園 

No. エリア 園名 

1 舞鶴市 永福こども園（仮） 

2 城陽市 清仁保育園・清心保育園・久世保育園 

3 宮津市 みずほ保育園・亀ヶ岡保育園 

4 木津川市 なごみこども園 

5 精華町 せいかだい保育所 

6 宇治市 同胞こども園・こひつじこども園 

7 亀岡市 登りこども園 

8 宇治市 明星保育園 

9 向日市 あひるが丘保育園 

10 舞鶴市 岡田保育園 

11 京丹後市・宮津市 みねやま福祉会 

12 宇治市 ひいらぎこども園・槇島ひいらぎ保育園 

13 木津川市 認定こども園藍咲学園 

14 亀岡市 亀岡あゆみ保育園・上西山あゆみ保育園 

15 城陽市 里の西保育園 

16 京田辺市 みみづく保育園 

17 木津川市 愛光みのりこども園・愛光こども園・兜台保育園 

18 亀岡市 大井こども園・千代川こども園 

19 宇治市 みんなのき三室戸こども園・みんなのき黄檗こども園・Hana花保育園 

20 舞鶴市 東山保育園 
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