
1 事業団主催及び支援事業

＜清掃活動及び美化啓発活動＞
　　

【事業団事業】

事　　業　　名 集合時間・場所等 事業団以外の主な参加団体等 備考

４月 1日㈯ 「第十三回京都さくらよさこい」協力事業 1日㈯９：００～　　　 1日㈯，2日㈰

～2日㈰ 岡崎公園 展示ブース設置

７月 21日㈮ 「祇園祭後祭」協力事業 １６：００～

御射山公園

３月 上旬～中旬 「京都・東山花灯路2018」協力事業 １０：００～ 京都・花灯路推進協議会

高台寺公園

【定例清掃活動】

　原則毎月　第１火曜日10:30-11:30：油小路北部区域美化活動（上鳥羽鉾立公園北角，久世橋通油小路南東角）
　原則毎月　第２火曜日10:00-11:00：京都駅八条口周辺美化活動（京都駅八条口アバンティ前）＊７～９月（サマータイム）9:30-10:30

事　　業　　名 集合時間・場所等 事業団以外の主な参加団体等 備　考

４月 4日㈫ 油小路北部区域美化活動 １０：３０～１１：３０

上鳥羽鉾立公園北角 らくなん進都整備推進協議会

久世橋通油小路南東角 約30企業・団体　京都市関係機関

11日㈫ 京都駅八条口周辺美化活動 １０：００～１１：００

京都駅八条口アバンティ前 約30企業・団体　京都市関係機関

18日㈫ 油小路区域美化活動 １０：００～１１：００

竹田駅西口広場 らくなん進都整備推進協議会

油小路通大手筋交差点・三栖公園西側歩道 約30企業・団体　京都市関係機関

25日㈫ 四条大宮周辺美化活動 １０：００～１１：００

洛友中学校正門 京都たばこ商業協同組合

５月 2日㈫ 油小路北部区域美化活動 １０：３０～１１：３０

上鳥羽鉾立公園北角 らくなん進都整備推進協議会

久世橋通油小路南東角 約30企業・団体　京都市関係機関

9日㈫ 京都駅八条口周辺美化活動 １０：００～１１：００

京都駅八条口アバンティ前 約30企業・団体　京都市関係機関

16日㈫ 油小路区域美化活動 １０：００～１１：００

竹田駅西口広場 らくなん進都整備推進協議会

油小路通大手筋交差点・三栖公園西側歩道 約30企業・団体　京都市関係機関

23日㈫ 四条大宮周辺美化活動 １０：００～１１：００

洛友中学校正門 京都たばこ商業協同組合

６月 6日㈫ 油小路北部区域美化活動 １０：３０～１１：３０

　　「環境月間」啓発活動 上鳥羽鉾立公園北角 らくなん進都整備推進協議会

久世橋通油小路南東角 約30企業・団体　京都市関係機関

13日㈫ 京都駅八条口周辺美化活動 １０：００～１１：００

　　「環境月間」啓発活動 京都駅八条口アバンティ前 約30企業・団体　京都市関係機関

20日㈫ 油小路区域美化活動 １０：００～１１：００

　　「環境月間」啓発活動 竹田駅西口広場 らくなん進都整備推進協議会

油小路通大手筋交差点・三栖公園西側歩道 約30企業・団体　京都市関係機関

27日㈫ 四条大宮周辺美化活動 １０：００～１１：００

　　「環境月間」啓発活動 洛友中学校正門 京都たばこ商業協同組合

７月 4日㈫ 油小路北部区域美化活動 １０：３０～１１：３０ 雨天中止

上鳥羽鉾立公園北角 らくなん進都整備推進協議会

久世橋通油小路南東角 約30企業・団体　京都市関係機関

１1日㈫ 京都駅八条口周辺美化活動 ９：３０～１０：３０ サマータイム

京都駅八条口アバンティ前 約30企業・団体　京都市関係機関

18日㈫ 油小路区域美化活動 １０：００～１１：００

竹田駅西口広場 らくなん進都整備推進協議会

油小路通大手筋交差点・三栖公園西側歩道 約30企業・団体　京都市関係機関

25日㈫ 四条大宮周辺美化活動 １０：００～１１：００

洛友中学校正門 京都たばこ商業協同組合

８月 1日㈫ 油小路北部区域美化活動 １０：３０～１１：３０

上鳥羽鉾立公園北角 らくなん進都整備推進協議会

久世橋通油小路南東角 約30企業・団体　京都市関係機関

8日㈫ 京都駅八条口周辺美化活動 ９：３０～１０：３０ サマータイム

京都駅八条口アバンティ前 約30企業・団体　京都市関係機関

17日㈭ 油小路区域美化活動 １０：００～１１：００ 日程変更

竹田駅西口広場 らくなん進都整備推進協議会

油小路通大手筋交差点・三栖公園西側歩道 約30企業・団体　京都市関係機関

22日㈫ 四条大宮周辺美化活動 １０：００～１１：００

洛友中学校正門 京都たばこ商業協同組合

　原則毎月　第４火曜日10:00-11:00：四条大宮周辺美化活動（洛友中学校正門）

平成２９年度　事業予定                                

実施日

実施日

（実施日）雨天中止の場合は，翌日に順延。両日とも雨天中止の場合は，当該月の活動は中止。

　原則毎月　第３火曜日10:00-11:00：油小路区域美化活動（竹田駅西口広場，三栖公園）



９月 5日㈫ 油小路北部区域美化活動 １０：３０～１１：３０

上鳥羽鉾立公園北角 らくなん進都整備推進協議会

久世橋通油小路南東角 約30企業・団体　京都市関係機関

12日㈫ 京都駅八条口周辺美化活動 ９：３０～１０：３０ サマータイム

京都駅八条口アバンティ前 約30企業・団体　京都市関係機関

19日㈫ 油小路区域美化活動 １０：００～１１：００

竹田駅西口広場 らくなん進都整備推進協議会

油小路通大手筋交差点・三栖公園西側歩道 約30企業・団体　京都市関係機関

26日㈫ 四条大宮周辺美化活動 １０：００～１１：００

洛友中学校正門 京都たばこ商業協同組合

10月 3日㈫ 油小路北部区域美化活動 １０：３０～１１：３０

上鳥羽鉾立公園北角 らくなん進都整備推進協議会

久世橋通油小路南東角 約30企業・団体　京都市関係機関

10日㈫ 京都駅八条口周辺美化活動 １０：００～１１：００

京都駅八条口アバンティ前 約30企業・団体　京都市関係機関

17日㈫ 油小路区域美化活動 １０：００～１１：００

竹田駅西口広場 らくなん進都整備推進協議会

油小路通大手筋交差点・三栖公園西側歩道 約30企業・団体　京都市関係機関

24日㈫ 四条大宮周辺美化活動 １０：００～１１：００

洛友中学校正門 京都たばこ商業協同組合

11月 7日㈫ 油小路北部区域美化活動 １０：３０～１１：３０

「京都市美しいまちづくり推進月間」 上鳥羽鉾立公園北角 らくなん進都整備推進協議会

啓発活動 久世橋通油小路南東角 約30企業・団体　京都市関係機関

14日㈫ 京都駅八条口周辺美化活動 １０：００～１１：００

「京都市美しいまちづくり推進月間」 京都駅八条口アバンティ前

啓発活動 約30企業・団体　京都市関係機関

21日㈫ 油小路区域美化活動 １０：００～１１：００

「京都市美しいまちづくり推進月間」 竹田駅西口広場 らくなん進都整備推進協議会

啓発活動 油小路通大手筋交差点・三栖公園西側歩道 約30企業・団体　京都市関係機関

28日㈫ 四条大宮周辺美化活動 １０：００～１１：００

「京都市美しいまちづくり推進月間」 洛友中学校正門

啓発活動 京都たばこ商業協同組合

12月 5日㈫ 油小路北部区域美化活動 １０：３０～１１：３０ 合同会議

上鳥羽鉾立公園北角 らくなん進都整備推進協議会 （意見交換会）

久世橋通油小路南東角 約30企業・団体　京都市関係機関

１2日㈫ 京都駅八条口周辺美化活動 １０：００～１１：００ 合同会議

京都駅八条口アバンティ前 約30企業・団体　京都市関係機関 （意見交換会）

19日㈫ 油小路区域美化活動 １０：００～１１：００ 合同会議

竹田駅西口広場 らくなん進都整備推進協議会 （意見交換会）

油小路通大手筋交差点・三栖公園西側歩道 約30企業・団体　京都市関係機関

21日㈭ 四条大宮周辺美化活動 １０：００～１１：００ 日程変更

洛友中学校正門 京都たばこ商業協同組合

１月 5日㈮ 油小路北部区域美化活動 １０：３０～１１：３０ 日程変更

上鳥羽鉾立公園北角 らくなん進都整備推進協議会

久世橋通油小路南東角 約30企業・団体　京都市関係機関

9日㈫ 京都駅八条口周辺美化活動 １０：００～１１：００

京都駅八条口アバンティ前 約30企業・団体　京都市関係機関

16日㈫ 油小路区域美化活動 １０：００～１１：００

竹田駅西口広場 らくなん進都整備推進協議会

油小路通大手筋交差点・三栖公園西側歩道 約30企業・団体　京都市関係機関

23日㈫ 四条大宮周辺美化活動 １０：００～１１：００

洛友中学校正門 京都たばこ商業協同組合

２月 6日㈫ 油小路北部区域美化活動 １０：３０～１１：３０

上鳥羽鉾立公園北角 らくなん進都整備推進協議会

久世橋通油小路南東角 約30企業・団体　京都市関係機関

13日㈫ 京都駅八条口周辺美化活動 １０：００～１１：００

京都駅八条口アバンティ前 約30企業・団体　京都市関係機関

20日㈫ 油小路区域美化活動 １０：００～１１：００

竹田駅西口広場 らくなん進都整備推進協議会

油小路通大手筋交差点・三栖公園西側歩道 約30企業・団体　京都市関係機関

２7日㈫ 四条大宮周辺美化活動 １０：００～１１：００

洛友中学校正門 京都たばこ商業協同組合

３月 5日㈪ 四条大宮周辺美化活動 １０：００～１１：００ 日程変更

洛友中学校正門 京都たばこ商業協同組合

6日㈫ 油小路北部区域美化活動 １０：３０～１１：３０

上鳥羽鉾立公園北角 らくなん進都整備推進協議会

久世橋通油小路南東角 約30企業・団体　京都市関係機関

13日㈫ 京都駅八条口周辺美化活動 １０：００～１１：００

京都駅八条口アバンティ前 約30企業・団体　京都市関係機関

20日㈫ 油小路区域美化活動 １０：００～１１：００

竹田駅西口広場 らくなん進都整備推進協議会

油小路通大手筋交差点・三栖公園西側歩道 約30企業・団体　京都市関係機関



【地域清掃活動】

事　　業　　名 集合時間・場所等 事業団以外の主な参加団体等 備　考

４月 16日㈰ 上賀茂区域一斉清掃 １０：００～ 上賀茂環境美化推進協議会

上賀茂神社鳥居前 上賀茂自治連合会

上賀茂スポーツ少年団　他

深泥池区域一斉清掃 １０：００～ 上賀茂環境美化推進協議会

深泥池池端公園 上賀茂自治連合会

深泥池を美しくする会　他

５月 14日㈰ 嵐山クリーン作戦 ９：００～ 関西潜水連盟京都支部

嵐山中之島公園 京都洛中ワイズメンズクラブ他

６月 1日㈭ 伏見桃山区域一斉清掃 ９：３０～ 市民ぐるみ運動伏見区推進本部

御香宮神社境内 各種団体

2日㈮ 全国統一美化活動 １０：００～ 京都たばこ商業協同組合　

京都駅八条口アバンティ前

4日㈰ 下鳥羽・城南宮区域一斉清掃 ９：００～ 市民ぐるみ運動伏見区推進本部

城南宮境内第一駐車場 伏見区スポーツ少年団，各種団体

8日㈭ 二条城区域一斉清掃 ９：００～ 市民ぐるみ運動中京区推進本部 雨天中止

二条城緑の園 中京区老人クラブ連合会

10日㈯ 醍醐区域一斉清掃 １０：００～ 市民ぐるみ運動伏見区推進本部

折戸公園 醍醐十校区自治町内会連絡協議会

醍醐管内小・中学校児童　他

11日㈰ 金閣学区 ９：００～ 金閣学区環境整備協議会

　一斉環境美化キャンペーン 金閣小学校校庭 金閣学区社会福祉協議会　他

11日㈰ 吉田山区域一斉清掃 ９：００～ 吉田山を美しくする会

吉田神社参集殿前 吉田学区各種団体

17日㈯ 稲荷・砂川区域一斉清掃 １０：００～ 市民ぐるみ運動伏見区推進本部

稲荷公園 推進本部他各種団体

稲荷・砂川小学校児童　他

26日㈪ 嵐山区域一斉清掃及び水草除去作業 ９：００～ 嵐山保勝会 雨天中止

嵐山中之島公園 京都市立嵯峨中学校

27日㈫ 京都駅周辺エコ・クリーン作戦 １０：００～ 市民ぐるみ運動下京区推進本部

京都駅前，下京区内各学区 京都駅周辺を美しくする会

９月 3日㈰ 洛北地区 ８：３０～ 大原地域環境美化推進協議会

  ゴミ一掃クリーン作戦 大原中学校校庭 大原自治連合会　他

９：００～ 市原野自治連合会

市原野学区全域 市原野１６自治会

９：００～ 岩倉自治連合会

岩倉地域内 各町自治会

3日㈰ 雲ヶ畑街道周辺 ９：００～ 雲ヶ畑自治振興会

　環境美化清掃活動 雲ヶ畑小・中学校校庭 小・中学校児童　他

14日㈭ 二条城区域一斉清掃 ９：００～ 市民ぐるみ運動中京区推進本部

二条城緑の園 中京区老人クラブ連合会

23日 糺ノ森区域一斉清掃 １０：００～ 下鴨学区各種団体

（土・祝） 下鴨神社　馬場北端

１１月 4日㈯ 稲荷・砂川区域一斉清掃 １０：００～ 市民ぐるみ運動伏見区推進本部

稲荷公園 推進本部他各種団体

12日㈰ 八瀬区域クリーンキャンペーン ９：００～ 八瀬自治連合会

八瀬出張所 各種団体

12日㈰ 金閣学区 ９：００～ 金閣学区環境整備協議会

　一斉環境美化キャンペーン 金閣小学校校庭，原谷中央公園 金閣学区社会福祉協議会　他

19日㈰ 上賀茂区域一斉清掃 １０：００～ 上賀茂環境美化推進協議会

上賀茂神社鳥居前 上賀茂自治連合会

上賀茂スポーツ少年団　他

深泥池区域一斉清掃 １０：００～ 上賀茂環境美化推進協議会

深泥池池端公園 上賀茂自治連合会

深泥池を美しくする会　他

19日㈰ 吉田山区域一斉清掃 ９：００～ 吉田山を美しくする会

吉田神社参集殿前 吉田学区各種団体

23日 修学院・山端区域 ９：００～ 音羽川を美しくする会

（木・祝） 　合同クリーンキャンペーン 修学院小学校正門前 修学院小学校児童，各種団体　他

１２月 哲学の道一斉清掃 ９：００～ 哲学の道保勝会

哲学の道「寺の前橋」

 ３月 哲学の道一斉清掃 ９：００～ 哲学の道保勝会

哲学の道「寺の前橋」

実施日



【友・遊・美化パスポート事業】

事　　業　　名 集合時間・場所等 事業団以外の主な参加団体等 備　考

４月 6日㈭ 伏見桃山区域清掃活動 １０：００～　御香宮神社

（御香宮神社周辺） （近鉄京都線「桃山御陵駅」），（市バス「御香宮前」）

20日㈭ 山科川周辺区域清掃活動 １０：００～　風呂尻公園

（山科川周辺） （地下鉄東西線「小野駅」）

27日㈭ 十条・油小路周辺区域清掃活動 １０：００～　柳の内公園

（近鉄十条駅周辺） （近鉄京都線「十条駅」），（市バス「十条大宮」）

５月 11日㈭ 植物園区域清掃活動 １０：００～　北大路橋東詰北側

（植物園周辺） （地下鉄烏丸線「北大路駅」），市バス「植物園前」）

18日㈭ 太秦天神川周辺区域清掃活動 １０：００～　太秦下刑部公園

（太秦天神川周辺） （地下鉄東西線「太秦天神川駅」），（市バス「太秦天神川駅前」）

６月 8日㈭ 丹波口周辺区域清掃活動 １０：００～　光徳公園

（JR丹波口駅周辺） （JR嵯峨野線「丹波口駅」），（市バス「京都リサーチパーク前」）

22日㈭ 地下鉄北大路駅区域清掃活動 １０：００～　紫野柳公園

（北大路駅周辺） （地下鉄烏丸線「北大路駅」），（市バス「下鳥田町」「北大路新町」）

29日㈭ 烏丸・御池周辺区域清掃活動 １０：００～　御射山公園

（京都市役所周辺） （阪急京都線「烏丸駅」），（地下鉄烏丸線「四条駅」），（市バス「四条高倉」）

９月 7日㈭ 阪急桂駅区域清掃活動 １０：００～　川島公園

（阪急桂駅周辺） （阪急京都線・嵐山線「桂駅」），（市バス「桂駅西口」）

14日㈭ 御所区域清掃活動 １０：００～　竹間公園

（京都御所・地下鉄丸太町駅周辺） （地下鉄烏丸線「丸太町駅」），（市バス「烏丸丸太町」

28日㈭ 粟田口・清水区域清掃活動 １０：００～　円山公園

（円山公園周辺） （京阪本線「祇園四条駅」），（地下鉄東西線「東山駅」），（市バス「祇園」

10月 12日㈭ 醍醐三宝院区域清掃活動 １０：００～　折戸公園

（醍醐三宝院周辺） （地下鉄東西線「醍醐駅」）

19日㈭ 岡崎公園区域清掃活動 １０：００～　岡崎公園

（京都市動物園周辺） （地下鉄東西線「東山駅」），（市バス「岡崎公園　美術館・平安神宮前」）

26日㈭ 深草区域清掃活動 １０：００～　深草西浦南公園東端

（西浦南公園周辺） （京阪「藤森駅」），（市バス「青少年科学センター前」）

11月 9日㈭ 金閣寺区域清掃活動 １０：００～　小松原公園

（金閣寺周辺） （京福電鉄北野線「北野白梅町駅」），（市バス「小松原児童公園前」「衣笠校前」）

1６日㈭ 四条大宮区域清掃活動 １０：００～　栂尾公園
Do You Kyoto？デー （二条駅・四条大宮周辺） （JR嵯峨野線「二条駅」），（市バス「二条駅西口」）

12月 ７日㈭ 東本願寺区域清掃活動 １０：００～　植松公園

（東本願寺周辺） （市バス「西洞院正面」「西本願寺前」）

14日㈭ 山科駅区域清掃活動 １０：００～　ラクト山科公園

（山科駅周辺） （地下鉄東西線「山科駅」），（JR琵琶湖線・湖西線「山科駅」）

１月 18日㈭ 宇治川派流区域清掃活動 １０：００～　伏見港公園

（伏見港公園周辺） （京阪本線「中書島駅」），（市バス「京阪中書島・伏見港公園」）

25日㈭ 京都駅区域清掃活動 １０：００～　戒光寺公園

（八条口周辺） （京都駅八条口），（市バス「八条油小路」）

２月 8日㈭ 洛西支所周辺区域清掃活動 １０：００～　洛西バスターミナル

（洛西支所周辺） （市バス「洛西バスターミナル」）

15日㈭ 西京極周辺区域清掃活動 １０：００～　わかさスタジアム京都

（西京極総合運動公園周辺） （阪急京都線「西京極駅」），（市バス「西京極総合運動公園前」）

３月 8日㈭ 粟田口・清水区域清掃活動 １０：００～　高台寺公園

（高台寺周辺） （市バス「東山安井」）

22日㈭ 二条城区域清掃活動 １０：００～　二条公園

（二条公園周辺） （JR嵯峨野線「二条駅」），（市バス「千本旧二条」）

2 世界の京都・まちの美化市民総行動実行委員会の主な取組

【世界の京都・まちの美化市民総行動】

事　　業　　名 集合時間・場所等 事業団以外の主な参加団体等 備　考

6月 11日㈰ ～安心で，気持ち良く暮らせる １4：３０～１5：３０ 市民団体，ボランティア団体，

　　　　　　　　　　美しい都市～ ＪＲ京都駅烏丸口及び八条口 学校関係団体，企業・業界団体，行政機関等

　｢京都・まち美化大作戦」

11月 5日㈰ ～楽しくきれいを広げよう～ １３：３０～１5：３０ 市民団体，ボランティア団体，

　｢京都・まち美化大作戦」 梅小路公園 学校関係団体，企業・業界団体，行政機関等

　　　　　　　

実施日

実施日


