
令和４年12月26日現在
(登録順）

氏名 住所 電話 FAX e-メール

1 環境倶楽部 9 弓削　美樹
城陽市役所
環境課

城陽市寺田東ノ口16、17 0774-56-4061 0774-66-6828 kankyo@city.joyo.kyoto.jp
活動内容：清掃
活動日時：随時
活動場所：城陽市役所周辺

2 城陽環境パートナーシップ会議 20 大野　和宣
城陽環境パー
トナーシップ
会議　事務局

城陽市寺田東ノ口16、17 0774-56-4061 0774-66-6828
市民参加型のイベントである自然
観察会において、河川などのゴミ
拾いを実施。

3 クリンクリン 4 中島　寿一 城陽市寺田
市道1号グリル北川⇔玉池⇔市役
所陸橋を中心に気が向いたときに
ゴミ拾いや草引きを実施。

4
（公社）城陽市シルバー人材セン
ター

555 　
（公社）城陽市
シルバー人材
センター

城陽市寺田水度坂130 0774-52-9486 0774-52-9485 joyocity@sjc.ne.jp  

5 ㈱スズキ自販京都 22
㈱スズキ自販
京都

城陽市寺田新池38-17 0774-55-7455 0774-55-7730 　

6 ㈱南都銀行　城陽支店 　 　
㈱南都銀行
城陽支店

城陽市寺田袋尻7-1 0774-52-2821
毎週月曜日の朝、店舗周辺の清
掃。

7 宮の谷エコ・クリーン 3 小林　駿 小林　駿 城陽市寺田深谷7-97 0774-53-4558 0774-53-4558 kabayashi_shun1＠kcn.jp

宮の谷北公園を中心に空き缶・タ
バコ・ごみ・落葉の清掃を実施。
月2回は実施しています（不定期）
その他環境学習会を実施してい
ます。
これらの活動に賛同の方ご参加
をお待ちしています。

8
ワタキューセイモア㈱
近畿支店城陽工場

　 城陽市奈島フケ３７－６ 0774-55-8851 0774-55-8854

月１回の工場周辺清掃。
本社は山城多賀に所在し、本社
でも同様周辺の清掃活動。
定期的に大正池清掃等も実施。

9 ㈱ホンダカーズ京都　城陽店 16 　
㈱ホンダカー
ズ京都　城陽
店

城陽市寺田新池97-3 0774-53-8855 0774-53-6006
城陽市寺田新池交差点付近の清
掃活動。

10 城陽市職員クリーン隊 　 森　哲也 森　哲也
城陽市寺田東ノ口16、17　市民
活動支援課

0774-56-4001 0774-54-7406 月に１回清掃活動を実施。

11 あんびしゃクリーンくらぶ 7 荒木　さや香

社会福祉法人
京都梅花園
障害者支援施
設あんびしゃ

城陽市市辺石原1-2 0774-52-1362 0774-52-1042 ksbaika@gold.ocn.ne.jp ＪＲ青谷駅周辺

12 富士高分子㈱ 17 青木　章 富士高分子㈱ 城陽市寺田大谷135-1 0774-53-3131 0774-55-2564 aok@f-kobunshi.co.jp
月に１回清掃活動を実施。
会社周辺道路（運動公園線含む）
の清掃活動

13 星和電機㈱ 409 増山　晃章 城陽市寺田新池36 0774-55-8181 0774-58-2034
当社工場、敷地外道路の清掃
3月、6月、9月、12月の年4回
約50人で実施

14
京都南山城ボーイズ硬式野球協
会

70 安部　国広 大喜多　義之

城陽市に本拠を置く、中学生を対
象とした硬式野球チームであり、
グランド周辺（観音堂）で定期的に
清掃活動を行う。また、所属する
ボーイズリーグのボランティア活
動として清掃活動を行う。

15 ㈱ピーターパン 5 蔵貫　吉知 　 城陽市寺田東ノ口44-3 0774-52-2312 0774-53-3802
クリーン活動を寺田東ノ口周辺で
実施

16 京都信用金庫城陽支店 　 　 城陽市平川室木91-4 0774-52-6611 0774-55-1945
旧国道24号線に沿って、久津川
交差点から大久保交差点までの
間、不定期で活動。

17
宇治公衆衛生協会
城陽支部

260

宇治公衆衛生
協会
城陽支部事務
局

城陽市富野久保田1-1
城陽商工会議所内

0774-52-6866 0774-52-6769 ・環境美化運動

18 城陽市たばこ販売店協議会 55

19 京成自工㈱ 21 高田　昌彦 丸下　智生 城陽市富野鷺坂山1 0774-52-0964 0774-54-3873 keisei@world.ocn.ne.jp
工場周辺道路の清掃を、各曜日５
班に分かれて毎週月曜～金曜ま
で10分間実施。

20 市辺櫟集会 21 大西　峰夫 塚脇　康宏 市辺柿木原48-40
0774-55-2855
090-8755-0554

0774-55-2855
yasuandsetsu2010@main.
eonet.ne.jp

青谷川及び青池の清掃活動を、
夏期は月２回、冬期は月１回程度
実施。

21 南山城学園　魁
長池駅、富野荘駅、事業所周辺
道路の清掃活動を実施。

22 大堀自治会 20

23
南山城学園　デイサービスセン
ター　すいんぐ

24 東敷島自治会 自治会内のごみ回収を実施。

25 庭井団地自治会 300
年３回程度、自治会内、公園清掃
及び除草を実施。

26 水度坂自治会

27 宮ノ谷自治会
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28 芝ヶ原自治会
毎月第1日曜日に芝ヶ原第8公園
を清掃。

29 城陽スマイル 19

30 ㈱ミズホ

31
京都府立城陽高等学校ボランティ
ア部

32 城陽台自治会 一瀬　裕子

33 市ノ久保有楽自治会 6，7，12月に公園の草刈りを実施

34 京都トヨタ自動車㈱城陽店

35 城陽駅前商店街自治会

36 下大谷自治会 80
古墳公園等の樹木伐採、私道ヵ
所の溝掃除等

37 友が丘自治会

38 富野堀口自治会

39 東富野自治会

40
末日聖徒イエス・キリスト教会城陽
ワード

41 若葉自治会

42 城陽市柔道連盟 40 木下竜一 木下　竜一 城陽市観音堂巽畑64-2

43
㈱平和堂
アル・プラザ城陽

城陽市富野荒見田112 0774-56-2600 0774-56-2640
毎月２回　店舗周辺の清掃活動
の実施

44 ラブラブクリーン大作戦事務局 100 藤井恵里奈
久世荒内160番地2
（㈱ナプラス内）

0774-54-1007 0774-53-5867
毎月４月の第2or第3日曜日にラブ
ラブクリーン大作戦という清掃イベ
ントを実施

45
京都山城白坂テクノパーク連絡協
議会

26 北川俊明 水野　幸一
中芦原27－1
（㈱城南工建内）

0774-53-3939 0774-55-1172

毎月第二水曜日、午前9時から各
社2人の参加を基本に、道路、歩
道、緑地帯など各社周辺を清掃す
る。

46 西ノ口自治会 溝蓋開閉、点検、溝掃除

47 市ノ久保第２自治会 森山　恵 森山　恵
年3回（6月、8月、12月）公園の草
刈り、清掃

48 水辺で遊べる古川をつくる会 10 戸山　恵雄 仲　明彦 寺田北山田31-216
0774-56-2686
090-3844-6884

0774-56-2686 aonamigonta@ezweb.ne.jp
毎月第2日曜日8時～9時半頃
国道24号線～荒州北橋付近

49 南山城学園　グループホーム長池
毎月１回、グループホーム周辺を
含む長池地域のゴミ拾いを行う。

50 久世東部自治会
定期的なごみステーションの清掃
及び自治会内施設内の清掃

51 上友ヶ丘自治会
上友ヶ丘自治会内の清掃及び児
童公園の草刈り、植木の剪定な
ど。

52 タートルセカンドナカガワ
府道69号線沿い、寺田付近、
タートルセカンドナカガワ理容店
周辺の清掃

53 北陽自治会

54 株式会社光伸製作所

55 宮の原自治会
団地内にある３カ所の公園、自治会
内及び周辺
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