京都市ごみ減量推進会議 会員（令和 4 年 5 月 31 日現在 524 会員・五十音順）
市民（市民団体,消費者団体,環境団体など） 45 会員
アイ・テン・ラボ
美しい祇園祭をつくる会
エコ京都
エコ～るど京大
おむつなし育児研究所 京都サロン
鴨川乙女会
NPO 法人 環境安全センター
環境共育事務所カラーズ
特定非営利活動法人環境市民
特定非営利活動法人木野環境
京都 R
京都市ごみ減量 めぐるくん推進友の会
(社福)京都市社会福祉協議会
特定非営利活動法人京都消費生活有資格者の会
京都市地域女性連合会
京都市 PTA 連絡協議会
京都市深草児童館運営委員会
京都市保健協議会連合会
(社福)京都市山科区社会福祉協議会
(社)京都市老人クラブ連合会
(公社)京都青年会議所
特定非営利活動法人京都地球温暖化防止府民会議
(一社)京都ボランティア協会
京都 YMCA
京都 YWCA
NPO 京のまち・梅小路を美しくする会
特定非営利活動法人ＫＥＳ環境機構
特定非営利活動法人コンシューマーズ京都
省エネ普及ネット・京都
SKY オールボランいろどり（彩）
特定非営利活動法人セカンドハーベスト京都

(社福)大五京 衣笠こども園
地域一体コラボエコ
特定非営利活動法人 地域環境デザイン研究所 ecotone
使い捨て時代を考える会
ナチュラル・フィールド
西京都共同購入会
日本共産党京都北地区委員会
日本共産党京都西地区委員会
日本共産党京都府委員会
特定非営利活動法人プラスワンネットワーク
(一社)ふろしき研究会
みんなのヴィジョン創造研究所
NPO 杜
特定非営利活動法人リアル・リンク・京都
地域ごみ減量推進会議 201 会員
葵地域ごみ減量推進会議
嵐山女性会ごみ減量推進会議
嵐山東地域ごみ減量推進会議
粟田地域ごみ減量推進会議
安朱学区地域ごみ減量推進会議
安寧女性会ごみ減量推進会議
池田東学区地域ごみ減量推進会議
板橋学区地域ごみ減量推進会議
市原野環境委員会ごみ減量推進会議
一橋地域ごみ減量推進会議
稲荷保健協議会ごみ減量委員会
乾学区地域ごみ減量推進会議
今熊野学区ごみ減量推進会議
岩倉北学区ごみ減量推進会議
岩倉明徳学区ごみ減量推進会議
太秦地域ごみ減量推進会議
宇多野地域女性会ごみ減量推進会議
梅津地域ごみ減量推進会議
梅屋学区地域ごみ減量推進会議
大枝学区地域ごみ減量推進会議
大塚学区ごみ減量推進委員会
大原地域ごみ減量推進会議
大原野地域ごみ減量推進会議
大宮地域ごみ減量推進会議
大宅学区地域ごみ減量推進会議
岡崎学区地域ごみ減量推進会議
小川学区地域ごみ減量推進会議
小栗栖宮山自治町内会地域ごみ減量推進会議
音羽学区地域ごみ減量推進会議
音羽川保健協議会
小野地域ごみ減量推進会議
御室地域女性会ごみ減量推進会議
鏡山学区ごみ減量推進会
格致ごみ減量推進会議
春日地域ごみ減量推進会議
春日野学区地域ごみ減量推進会議
樫原地域ごみ減量推進会議
桂川地域ごみ減量推進会議
桂坂地域ごみ減量推進会議
桂地域ごみ減量推進会議
桂東地域ごみ減量推進会議
上賀茂地域ごみ減量推進会議
上高野地域ごみ減量推進会議
上鳥羽地域ごみ減量推進会議

唐橋地域ごみ減量推進会議
川岡地域ごみ減量推進会議
川岡東地域ごみ減量推進会議
川東学区ごみ減量推進会議
勧修学区リサイクル推進委員会
菊浜学区ごみ減量推進会議
北梅津ごみ減量推進会議
北白川ごみ減量推進会議
北醍醐学区地域ごみ減量推進会議
吉祥院地域ごみ減量推進会議
教業学区地域ごみ減量推進会議
京極地域ごみ減量推進会議
清水地域ごみ減量推進会議
金閣学区地域ごみ減量推進会議
九条地域ごみ減量推進会
久世大築町地域ごみ減量推進会議
久世大藪町地域ごみ減量推進部会
久世上久世町地域ごみ減量推進会議
久世築山町地域ごみ減量推進会議
久世殿城町地域ごみ減量推進会議
久世中久世町地域ごみ減量推進会議
久世東土川町地域ごみ減量推進会議
久多学区ごみ減量推進会議
桂徳地域ごみ減量推進会議
乾隆地域女性会ごみ減量推進会議
弘道地域ごみ減量推進会議
久我地域自治連合ごみ減量推進会議
久我の杜自治連合会地域ごみ減量推進会議
越畑自治会ごみ減量推進会議
西院第一自治連合会地域ごみ減量推進会議
西院第二自治連合会地域ごみ減量推進会議
境谷学区地域ごみ減量推進会議
嵯峨地域ごみ減量推進会議
山階学区地域ごみ減量推進会議
山階南学区リサイクル推進委員会
山王地域ごみ減量推進会議
樒原女性会ごみ減量推進会議
滋野ごみ減量推進会議
静原学区ごみ減量推進会議
紫竹地域女性会ごみ減量推進会議
七条学区ごみ減量推進会議
七条第三学区保健協議会ごみ減量推進会議
下鴨ごみ減量推進会
下鳥羽地域ごみ減量推進会議
修学院学区ごみ減量推進会議
修道地域ごみ減量推進会議
修徳ごみ減量推進会議
聚楽地域ごみ減量推進会議
淳風地域ごみ減量推進会議
祥栄地域ごみ減量推進会議
聖護院学区ごみ減量推進会議
城巽学区地域ごみ減量推進会議
尚徳地域女性会ごみ減量推進会議
祥豊地域ごみ減量推進会議
松陽学区地域ごみ減量推進会議
浄楽学区地域ごみ減量推進会議
植柳地域ごみ減量推進会議
新洞学区ごみ減量推進会議
新道地域ごみ減量推進会議
新林学区地域ごみ減量推進会議
朱雀第一学区地域ごみ減量推進会議
朱雀第五学区地域ごみ減量推進会議
朱雀第三学区地域ごみ減量推進会議
朱雀第七学区地域ごみ減量推進会議
朱雀第ニ学区地域ごみ減量推進会議
朱雀第八学区地域ごみ減量推進会議
朱雀第四学区地域ごみ減量推進会議
朱雀第六学区地域ごみ減量推進会議
砂川地域ごみ減量推進会議
住吉学区地域ごみ減量推進会議
成逸地域ごみ減量推進会議
生祥学区地域ごみ減量推進会議
正親地域ごみ減量推進会議
成徳地域ごみ減量推進会議
待賢ごみ減量推進会議
醍醐学区地域ごみ減量推進会議
醍醐西地域ごみ減量推進会議
大将軍ごみ減量推進会議
待鳳学区地域ごみ減量推進会議
高雄学区ごみ減量推進会議
鷹峯地域ごみ減量推進会議
竹田学区地域ごみ減量推進会議
竹の里地域ごみ減量推進会議
龍池学区地域ごみ減量推進会議
竹間学区地域ごみ減量推進会議
中立エコ生活推進会議
月輪リサイクル推進会議
貞教地域ごみ減量推進会議
出水地域ごみ減量推進会議
桃薗地域ごみ減量推進会議
陶化地域ごみ減量推進会議
銅鉈地域ごみ減量推進会議

塔南地域ごみ減量推進会議
東和地域ごみ減量推進会議
常磐野地域ごみ減量推進会議
百々学区リサイクル推進委員会
中川地域ごみ減量推進会議
永松地域ごみ減量推進会議
西大路保健協議会ごみ減量推進会議
西京極地域女性会ごみ減量推進会議
西陣地域ごみ減量推進会議
日彰学区地域ごみ減量推進会議
二の丸北学区地域ごみ減量推進会議
納所地域ごみ減量推進会議
梅逕安心安全ネットワーク ごみ減量推進会議
梅逕地域ごみ減量推進会議
羽束師地区自治連合会地域ごみ減量推進会議
初音学区地域ごみ減量推進会議
花脊学区ごみ減量推進会議
花園地域女性会ごみ減量推進会議
柊野地域ごみ減量推進会議
東梅逕地域ごみ減量推進会議
日野自治町内会ごみ減量推進会議
広河原学区ごみ減量推進会議
広沢地域ごみ減量推進会
深草学区地域ごみ減量推進会議
福西地域ごみ減量推進会議
藤城学区地域ごみ減量推進会議
藤森学区地域ごみ減量推進会議
富有学区地域ごみ減量推進会議
別所学区ごみ減量推進会議
豊園学区ごみ減量推進会議
鳳徳地域ごみ減量推進会議
本能学区地域ごみ減量推進会議
松尾学区地域ごみ減量推進会議
松ヶ崎ごみ減量推進会議
水尾地域ごみ減量推進会議
南大内地域ごみ減量推進会
南浜学区地域ごみ減量推進会議
向島藤ノ木学区地域ごみ減量推進会議
向島南学区地域ごみ減量推進会議
紫野学区地域ごみ減量推進会議
室町地域ごみ減量推進会議
明倫学区地域ごみ減量推進会議
メガロコープ西陣町内会
元町ごみ減量推進会議
桃山学区地域ごみ減量推進会議
桃山南ごみ減量推進会議
弥栄地域ごみ減量推進会議
安井婦人会ごみ減量推進会議
八瀬学区地域ごみ減量推進会議
山国地域ごみ減量推進会議
山科西野地域ごみ減量推進会議「めぐる会」
山ノ内学区ごみ減量推進会議
有済地域ごみ減量推進会議
有隣学区ごみ減量推進会議
養正田中まちづくり地域ごみ減量推進会議
養徳学区地域ごみ減量推進会議
横大路地域ごみ減量推進会議
吉田学区地域ごみ減量推進会議
淀学区地域ごみ減量推進会議
淀南学区地域ごみ減量推進会議
楽只地域ごみ減量推進会議
立誠学区地域ごみ減量推進会議
柳池学区地域ごみ減量推進会議
陵ヶ岡学区地域ごみ減量推進会議
六原地域ごみ減量推進会議
稚松地域ごみ減量推進会議
マスメディア 5 会員
朝日新聞京都支局
(株)京都新聞社
(株)京都放送
(株)ジュピターテレコム
洛西ケーブルビジョン(株)
専門家（学識経験者） 4 会員
金 紅実 氏（龍谷大学政策学部准教授）
郡嶌 孝 氏（同志社大学名誉教授）
高月 紘 氏（京都大学名誉教授）
山川 肇 氏（京都府立大学大学院生命環境科学研究科教授）
大学等 19 会員
大谷大学
桂坂保育所
京都工芸繊維大学
京都女子大学生命環境研究会
京都市立芸術大学
京都成安学園
京都精華大学
京都大学
学校法人 京都中央学院
京都ノートルダム女子大学

京都府立大学
京都薬科大学
学校法人 光華女子学園
国際日本文化研究センター
学校法人 大五洋 衣笠幼稚園
学校法人 大和学園
花園中学高等学校
佛教大学
学校法人 両洋学園

事業者団体 45 会員
関西故紙回収協同組合
協同組合しんまち
京都家庭紙同業会
京都硝子壜問屋協同組合
京都環境事業協同組合
京都経営者協会
京都芸術家国民健康保険組合
(公社)京都工業会
(公社)京都高度技術研究所
京都市紙リサイクル事業協同組合
(一社)京都市公認水道協会
京都市小売商総連合会
京都市生活環境事業協同組合
(公財)京都市スポーツ協会
(一財)京都市防災協会
京都商工会議所
京都商店連盟
京都生活協同組合
京都蛋白協同組合
京都百貨店協会
京都ビルヂング協会
京都府環境計量証明事業協会
京都府牛乳協会
京都府建築工業協同組合
京都府小売酒販組合連合会
京都府紙料協同組合
京都府生活協同組合連合会
京都府中小企業団体中央会
京都府保健事業協同組合
京都府料理飲食業組合連合会
京都府旅館ホテル生活衛生同業組合
京都民主医療機関連合会
京都有機質資源再生事業協同組合
(一財)京都ユースホステル協会
京都料理飲食業国民健康保険組合
こくみん共済 COOP 京都推進本部
自治労京都市職員労働組合経済支部
生活協同組合生活クラブ京都エル・コープ
大学生活協同組合京都事業連合
出町商店街振興組合
東和企業組合
中京民主商工会
日本チェーンストア協会関西支部
東山料理飲食業組合
(一社)山科経済同友会

企業等（法人・事業者等） 204 会員
(株)浅野
旭商事
旭リスター(株)
アスカ有機農園
アドバンテック東洋(株)
（社福）嵐山寮
RRH 京都オペレーションズ合同会社
アルテスタ 六地蔵店
安心ライフ（株）
(有)五十嵐商店
泉製紙(株)
(株)今岡時計店（アルファジュエリー京都店）
医療法人鴨葵会 市田医院
岩井コスモ証券(株)京都支店
岩本司法書士事務所
ウェスティン都ホテル京都
医療法人社団 ウエノ診療所 いろり舎
(社福)永山会
エコ・環境トータルプロジェクトサービス
(株)SY
NK リサイクル長堀古紙
(株)ゑり善
(株)エレファント
(株)オート商会
おいでやす
岡三証券(株)京都支店
おくの工芸
(株)オーランド

オリオン(株)
(株)桂建材店
カバンの病院 明石屋
（公財）京都保健会 上京診療所
革研究所 京都店
環協(株)
関西紙料(株)
関西電力(株)京都支店
(株)カンポ
(株)菊水製作所
北山病院
(株)木本商店
きものの染め替え石橋
旭興産業(株)
共進精機(株)
京都樹脂株式会社
京セラ(株)
(株)京動開発
(株)京都映画センター
京都かんきょう(株)
(株)京都環境保全公社
(株)京都銀行
京都ケアサービス(株)
(公財)京都市音楽芸術文化振興財団
京都紙工
（一社）京都市交通局協力会
(地独)京都市産業技術研究所
京都市児童療育センター きらきら園
京都市住宅供給公社
京都市東山地域包括支援センター
(社福)京都社会事業財団 京都厚生園
(地独)京都市立病院機構 京都市立京北病院
(有)京都新聞淀販売所
京都信用金庫
京都第一赤十字病院
京都第一法律事務所
京都醍醐センター(株)
京都中央信用金庫
京都逓信病院
京都トヨペット(株)
(株)京都パープルサンガ
(公社)京都保健会 京都民医連太子道診療所
(株)京都ホテル
京都三菱自動車販売(株)
(株)キョープラ
(株)近畿地域づくりセンター 水環境研究所
キンシ正宗(株)
（株）クラウディア
京阪バス(株)
(社福)健光園
公栄運輸(株)
幸前税理士事務所
晃和(株)
小坂産業(有)
サンキョウプラテック株式会社
サンコール(株)
三洋化成工業株式会社
(株)ＧＳユアサ
(株)ジェイ・エス・ビー
自然耕房販売(有)
(有)時代工房
(株)島津製作所
(株)島津テクノリサーチ
島原病院
(有)清水保険事務所
シミズ薬品(株)
市民共同法律事務所
(株)シュテルン京都 メルセデス・ベンツ京都中央
(株)松栄堂
(株)聖護院八ツ橋總本店
浄土真宗本願寺派宗務所
(株)正美堂
一般財団法人青蓮会
シルバークロス(株)
新日本流通(株)
(株)スキナ
(株)スタジオニクロム
住商アーバン開発(株) 京都ファミリー
積水化学工業(株)京都研究所
(社福)全国手話研修センター
Sewing Cafe 風蝶庵
双日プラネット(株)
ソーケンメディカル㈱
相互企業(有)
(有)大工商店
醍醐病院
高杉総合会計事務所
宝酒造(株)
タカラ容器販売(株)
(株)竹中工務店京都支店
(株)たけびし

(有)糺書房
田中産業(株)
田村ふとん店
(株)データ・テクノ
(株)燈影設計工務
東京海上日動火災保険(株)京都本部
(株)トータルエコセンター
(株)トヨダ
(株)中川商店
(株)中西塗料店
なをし屋
ニシムラ(株)
日新電機(株)
日本ウエスト(株)
日本銀行京都支店
(株)日本サーモエナー京都工場
日本紙業(有)
日本新薬(株)
日本たばこ産業(株)北関西支社
日本通運(株)京都支店
ネッツトヨタ京華（株）
ネッツトヨタヤサカ（株）
(株)のうけん
(株)展利商店
(株)ノムラ
野村證券(株)京都支店
パソコン 99 サポート
パタゴニア京都
(株)八代目儀兵衛
パネフリ工業(株)
(有)菱岩
(有)ひのでやエコライフ研究所
(株)ビューティフルツアー
(有)平塚商事
(社福)平松の会 村松保育園
(有)フォース
(株)福寿園
福田匠庵
(株)フジックス
フレームテック(有)
(株)ヘルプ
縫製工房 虹夢
(社福)北桑会 高齢者総合福祉施設 しゅうざん
(社福)北桑会 高齢者総合福祉施設 豊和園
(株)北斗プリント社
(株)細尾
(株)ほりでん
(株)堀場製作所
(株)松井商店
(株)マツシマホールディングス
丸真化学工業(株)
マルホ(株)
(有)萬善
みずほ証券(株)京都支店
三菱自動車工業(株)パワートレイン製作所・京都工場
（社福）壬生老人ホーム
京(みやこ)エコロジーセンター
村田機械(株)
(有)村田堂
明成化学工業(株)
(株)メスプ・コーポレーション
ヤサカ観光バス(株)
安田産業(株)
(株)山田松香木店
（社福）ヤマト福祉会
(株)山文
(株)ヤマネ
山本司法書士事務所
(株)山本清掃
(株)悠愛
夢設計
由利ロール(株)
吉田商事（株）
(株)ヨードクリーン
(社福)京都社会事業財団 ライフ・イン京都
リゾートトラスト(株)サンメンバーズ京都嵯峨
（宗教法人）立正佼成会京都教会
(株)麗光
(株)レボインターナショナル
六原サービスセンター協同組合
ローム(株)
わくわくリサイクル アールイー
(株)和晃
(株)ワコール
わらべ経営事務所
行政 1 会員
京都市

