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① 城陽市の外国人住民の国籍・人数（2020 年 12月末現在） 

 国  籍 人  数 備   考 

1 韓国・朝鮮 268+27=295  

2 ベトナム 208  

3 中国 86  

4 フィリピン 27  

5 ネパール 16 
ティナ インビテーション(TINA 

Invitation)、ジーラ 

6 米国 16 AET10人など 

7 カンボジア 12  

8 ペルー 10  

9 
ブラジル・インドネシア・
台湾・英国 

4（国）x 6  

11 ミャンマー・スリランカ 2（国）x 5  

12 タイ 4  

13 トルコ 3  

14 チェコ・ロシア・カナダ 3（国）x2  

15 

ドイツ・ボリビア・フラ
ンス・イタリア・マレー
シア・インド・南アフリ
カ共和国・セルビア 

8（国）x1  

 合 計 723  

・城陽市の人口（2022年 1月 1日現在、推計人口） 74, 039 （昨年比△343） 

・外国籍住民の比率は 0.98％（（前年比+0.02%、朝鮮・韓国以外の比率は 0.32%,+0.04%） 

 

 

②-1 外国人コミュニティ 

名   称 備    考 
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②-2 外国人雇用企業連絡協議会 

A社 

所在地： 〒610-0113 京都府城陽市中 電話： 0774-xx-xxxx 

 

B社 

所在地： 〒610-0116 京都府城陽市 奈島 電話： 0774- xx-xxxx 

 

C社 

所在地： 〒610-0103 京都府城陽市上津屋 電話： 0774- xx-xxxx 

 

D社 

所在地： 〒610-0118 京都府城陽市水主 電話： 0774- xx-xxxx 

 

E社 

所在地： 〒610-0101 京都府城陽市平川 電話： 0774- xx-xxxx 

 

D社 

所在地： 〒610-0116 京都府城陽市奈島 電話： 0774- xx-xxxx 

 

E社 

所在地： 〒610-0111 京都府城陽市富野 電話： 0774- xx-xxxx 

 

城陽警察署 

〒610-0111 城陽市富野久保田 1-4 電話 0774-53-0110 

 

 

 

③ 避難所 
第１段階 自主避難の希望者があるとき 

第２段階 自主避難者が多数になると予想されるとき 

第３段階 大規模災害が発生し全避難所の開設が必要と認められるとき 

青字は屋外の避難所も兼ねる 市外局番 0774 

段階 施設名 よみ 住所 電話 

第１段階 

８施設 

北部コミュニティセンター  ほくぶ 平川広田 67 55-1001 

東部コミュニティセンター  とうぶ 寺田正道 152 55-7858 

今池コミュニティセンター  いまいけ 枇杷庄知原 15-1 56-0525 

南部コミュニティセンター  なんぶ 富野東田部 70-1 55-1002 

青谷コミュニティセンター  あおだに 市辺五島 7-1 53-8273 

陽和苑  ようわえん 平川大将軍 2 52-9670 

陽東苑  ようとうえん 久世芝ヶ原 131 53-3700 

陽幸苑  ようこうえん 寺田乾出北 55 53-9393 

地域子育て支援センター（ひな

たぼっこ） 
 寺田深谷 16番地 55-9260 

https://www.city.joyo.kyoto.jp/0000001397.html
https://www.city.joyo.kyoto.jp/0000001418.html
https://www.city.joyo.kyoto.jp/0000001456.html
https://www.city.joyo.kyoto.jp/0000001431.html
https://www.city.joyo.kyoto.jp/0000001446.html
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第２段階 

10施設 

久津川小学校 くつかわ 平川指月 1 52-1703 

古川小学校  ふるかわ 上津屋境端 57 53-1500 

久世小学校  くせ 久世芝ヶ原 143 52-3670 

深谷小学校  ふかたに 寺田深谷 111-2 53-3200 

寺田小学校  てらだ 寺田北山田 2 52-2589 

寺田南小学校  てらだみなみ 寺田新池 23-1 52-6800 

寺田西小学校  てらだにし 寺田西ノ口 65 53-7005 

今池小学校  いまいけ 寺田大畔 177-1 52-2402 

富野小学校  との 富野堀口 1 52-0009 

青谷小学校  あおだに 中向河原 1 52-0040 

第３段階 

25施設 

城陽中学校  じょうよう 寺田北山田 35 52-2708 

西城陽中学校  にしじょうよう 寺田乾出北 82 53-1600 

南城陽中学校  みなみじょうよう 観音堂巽畑 17-4 53-7009 

東城陽中学校  ひがしじょうよう 久世上大谷 24 54-0407 

北城陽中学校  きたじょうよう 平川長筬 33 55-1009 

城陽高校  じょうよう 寺田宮ノ平 1 52-6811 

西城陽高校  にしじょうよう 枇杷庄京縄手 46-1 53-5455 

平川幼稚園  ひらかわ 平川大将軍 77-3 53-1288 

久津川保育園  くつくわ 平川大将軍 2 52-4864 

里の西保育園  さとのにし 久世里ノ西 66-1 55-0243 

久世保育園  くせ 久世芝ケ原 74-1 52-4369 

城陽市民体育館   
寺田奥山１ 

（城陽市総合運動公園内） 
55-6222 

青少年野外活動総合センター   寺田南中芝 80 53-3566   

しいの木保育園   寺田林ノ口１１−１１４ 54-7556 

男女共同参画センター（ぱれっ

と JOYO） 
 寺田林ノ口１１−１１４ 54-7545 

鴻の巣会館  こうのす 寺田水度坂 130 52-0826 

鴻の巣保育園  こうのす 寺田東ノ口 51-5 55-9191 

保健センター   富野久保田 1-1 55-1111 

くぬぎ保育園   寺田庭井 36-4 52-1662 

文化パルク城陽   寺田今堀 1 55-1010 

佐伯幼稚園  さえき 寺田今橋 68 52-3669 

今池保育園  いまいけ 富野高井 44-3 53-2800 

清心保育園  せいしん 富野荒見田 4 55-0230 

陽寿苑  ようじゅえん 奈島川原口 20 55-1017 

青谷保育園  あおだに 中樋ノ上 63-1 52-1039 

府立心身障害者福祉センター

体育館（ｻﾝ･ｱﾋﾞﾘﾃｨｰｽﾞ城陽） 
  中芦原 54-1400 

木津川運動広場  富野北角 14-8  66-6022 

http://www1.kyoto-be.ne.jp/kutukawa-es/cms/
http://www1.kyoto-be.ne.jp/furukawa-es/
http://www1.kyoto-be.ne.jp/kuse-es/cms/
http://www1.kyoto-be.ne.jp/fukatani-es/
http://www1.kyoto-be.ne.jp/terada-es/cms/
http://www1.kyoto-be.ne.jp/teradaminami-es/
https://www.kyoto-be.ne.jp/teradanisi-es/cms/
http://www.kyoto-be.ne.jp/imaike-es/cms/
http://www.kyoto-be.ne.jp/tono-es/cms/
http://www.kyoto-be.ne.jp/aodani-es/cms/
http://www1.kyoto-be.ne.jp/joyou-jhs/cms/
http://www1.kyoto-be.ne.jp/nisijoyou-jhs/cms/
http://www.kyoto-be.ne.jp/minamijoyou-jhs/cms/
https://www.kyoto-be.ne.jp/higasijoyou-jhs/wp/
http://www.kyoto-be.ne.jp/kitajoyou-jhs/cms/
https://yuai-no-oka.com/
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④城陽市にあるキリスト教教会 

名称 住所 電話番号 最寄駅 

日本基督教団 城陽教会 枇杷庄鹿背田２７−３ 0774-55-0338 富野荘駅[出口 2]から徒歩約 5 分 

末日聖徒イエス・キリスト教会 

(モルモン教) 城陽ワード 
富野北垣内 39-1 

080-2149-6225 

0774-53-4128 
長池駅[出口]から徒歩約 12 分 

禊教山城分院教会 寺田水度坂１１０ 0774-53-1734 城陽駅[西口]から徒歩約 4 分 

青谷カトリック教会 中向河原１１ 0774-52-0116 山城青谷駅[出口]から徒歩約 9 分 

城陽キリスト栄光教会 寺田東ノ口４４−２８ 0774-52-6873 城陽駅[西口]から徒歩約 7 分 

城陽バプテスト教会 寺田大谷２６−２０ 0774-54-2962 城陽駅[東口]から徒歩約 13 分 

日本ナザレン教団城陽教会 寺田市ノ久保 33-167 0774-52-3513 城陽駅[西口]から徒歩約 6 分 

日本イエス・キリスト教団城陽
キリスト教会 

平川大将軍７６−２０ 0774-55-2820 久津川駅[出口 2]から徒歩約 6 分 

 

⑤外国人がよく訪れる城陽市内の多国籍料理店、食材スーパー 

施 設 名 住   所 電話番号 

ティナ インビテーション 寺田駅前店 寺田樋尻 44-6 寺田駅前ビル 1F 0774-55-1301 

ジーラ(JEERA) 城陽市平川茶屋裏 6-1.  0774-55-5178 

Al Plaza（Kaldi Coffee Farm、フードコ

ート、Tsutayaなど） 
富野荒見田１１２ 0774-56-2600 

LIFE 寺田樋尻 32 0774-54-3232 

業務スーパー 寺田北東西５−４ 0774-58-0633  

スーパー山田屋 久津川店 平川東垣 2-1 0774-55-5252 

スーパー山田屋 富野荘店  枇杷庄鹿背田 73  0774-52-2041 

スーパー山田屋 青谷店  市辺五島７７  0774-56-3300 
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⑥行政関連施設一覧（市関連） 

市外局番 0774 

施設名 住所 電話番号 

城陽市役所 城陽市寺田東ノ口 16・17 52-1111 

城陽市議会 城陽市寺田東ノ口 16・17 56-4000 

城陽市消防本部 城陽市富野久保田 1-1 54-0113 

城陽市消防署 久津川消防分署 城陽市平川横道 29-1 56-1999 

城陽市消防署青谷消防分署 城陽市中樋ノ上 45-1 54-0119 

城陽市上下水道部 城陽市平川広田 67 52-2044 

城陽市寺田分庁舎（教育委員会） 城陽市寺田樋尻 45-26 56-4003 

鴻の巣[こうのす]会館 城陽市寺田水度坂 130 52-0826 

寺田財産区事務所 城陽市寺田水度坂 130 52-0826 

城南土地開発公社 城陽市寺田東ノ口 16・17 52-3276 

（財）城陽山砂利採取地整備公社 城陽市寺田水度坂 130 55-9506 

地域ふれあいセンター 城陽市平川指月 68 56-5106 

ふれあい市民サービスコーナー 

（地域ふれあいセンター内） 

城陽市平川指月 68 56-5106 

東部市民サービスコーナー 

（東部コミセン内） 
城陽市寺田正道 152 55-7868 

南部市民サービスコーナー 

（南部コミセン内） 
富野東田部 70-1 55-1012 

青谷[あおだに]市民サービスコーナー 

（青谷コミセン内） 
市辺五島 7-1 56-6042 

 

施設名 住所 電話番号 

（公財）城陽市民余暇活動センター 寺田今堀 1（文化パルク城陽内） 55-1010 

文化パルク城陽 寺田今堀 1 55-1010 

城陽市立図書館 寺田今堀 1（文化パルク城陽内） 53-4000 

城陽市歴史民俗資料館 寺田今堀 1（文化パルク城陽内） 55-7611 
    

施設名 住所 電話番号 

北部コミュニティセンター（北公民館） 平川広田 67 55-1001 

東部コミュニティセンター 寺田正道 152 55-7858 

南部コミュニティセンター 

富野東田部 70-1 55-1002 
（働く女性の家、コミュニティ防災センター） 

今池[いまいけ]コミュニティセンター 枇杷庄知原 15-1 56-0525 

青谷[あおだに]コミュニティセンター 市辺五島 7-1 53-8273 

寺田[てらだ]コミュニティセンター 寺田今堀 1 55-0010 

久津川[くつかわ]公民館 平川野原 88-1 54-1266 

富野[との]公民館 富野堀口 2-1 55-3030 

深谷[ふかたに]小学校地域交流室 

寺田深谷 111-2 

（深谷小学校北校舎２階） 
52-7827 

城陽市男女共同参画支援センター  

ぱれっと JOYO 

寺田林ノ口 11-114 54-7545 

城陽市市民活動支援センター 寺田今堀 1（文化パルク城陽地階） 55-1030 

地域子育て支援センター 寺田深谷 16番地 TEL/FAX 55-9260 
    

施設名 住所 電話番号 

城陽市産業会館 富野久保田 1-1 52-5000・6866 

 

  

   

http://www.city.joyo.kyoto.jp/introduction/cityhall/page7
http://www.city.joyo.kyoto.jp/gikai/
http://www.city.joyo.kyoto.jp/living/water/w_info/page4
http://www.city.joyo.kyoto.jp/introduction/cityhall/page8
http://www.joho-kyoto.or.jp/~joyojari/
http://www.city.joyo.kyoto.jp/introduction/cityhall/page4Ver2
http://www.city.joyo.kyoto.jp/introduction/cityhall/page4Ver2
http://www.city.joyo.kyoto.jp/parc/
http://www.city.joyo.kyoto.jp/parc/
http://library.city.joyo.kyoto.jp/
http://www.city.joyo.kyoto.jp/parc/
http://www.city.joyo.kyoto.jp/rekishi/index.html
http://www.city.joyo.kyoto.jp/parc/
http://www.city.joyo.kyoto.jp/living/education/lifestudy/page6
http://www.city.joyo.kyoto.jp/living/education/lifestudy/page4
http://www.city.joyo.kyoto.jp/living/education/lifestudy/page5
http://www.city.joyo.kyoto.jp/living/education/lifestudy/page5
http://www.city.joyo.kyoto.jp/living/education/lifestudy/page1
http://www.city.joyo.kyoto.jp/living/education/lifestudy/page3
http://www.city.joyo.kyoto.jp/living/education/lifestudy/page2
http://www.city.joyo.kyoto.jp/living/education/lifestudy/page10
http://www.city.joyo.kyoto.jp/government/gender/page8
http://www.city.joyo.kyoto.jp/government/gender/page8
http://www.city.joyo.kyoto.jp/living/civic/group/citizinsapo_center
http://www.city.joyo.kyoto.jp/living/industry/promotion/page2
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施設名 住所 電話番号 

城陽市衛生センター 寺田南堤下 1 53-1400 
    

施設名 住所 電話番号 

城南衛生管理組合 八幡市八幡沢 1 075-631-5171 

クリーン２１長谷山 富野長谷山 1-270 52-3581 

リサイクルプラザ（エコ・ポート長谷山[はせや

ま]） 
富野長谷山 1-270 58-0550 

奥山[おくやま]リユースセンター 寺田奥山 1 53-3581 

折居[おりい]清掃工場 宇治市宇治折居 18 20-4799 

グリーンヒル三郷山[さんごうやま] 久御山町佐古梶石 1-3 28-5353 
    

施設名 住所 電話番号 

保健センター 富野久保田 1-1 55-1111 

休日急病診療所 富野久保田 1-1 55-1112 

ファミリー・サポート・センター 寺田東ノ口 17-201 56-0230 

（社福）城陽市社会福祉協議会 寺田東ノ口 17 56-0909 

（社）城陽市シルバー人材センター 

寺田水度坂 130 

（鴻の巣会館内） 
52-9486 

福祉センター 寺田東ノ口 17 56-0909 

心身障害児通園施設ふたば園 久世北垣内 137-5 54-1966 

老人福祉センター陽寿苑[ようじゅえん] 奈島川原口 20 55-1017 

老人福祉センター陽和苑[ようわえん] 平川大将軍 2 52-9670 

老人福祉センター陽東苑[ようとうえん] 久世芝ヶ原 131 53-3700 

老人福祉センター陽幸苑[ようこうえん] 寺田乾出北 55 53-9393 

西部在宅介護支援センター 寺田乾出北 55 53-9500 

西部デイサービスセンター 寺田乾出北 55 53-8555 

東部デイサービスセンター 久世芝ヶ原 6-2 56-2530 
    

施設名 住所 電話番号 

城陽市総合運動公園 寺田奥山 1 55-6222 

市民プール 久世荒内 149 55-6222 

木津川河川敷運動広場 水主下外島 23-1地先 55-6222 

市民テニスコート 平川広田 67 55-1001 

アイリスイン城陽（宿泊施設）  寺田大川原 26-8 55-7811～3 

プラムイン城陽（宿泊施設） 寺田大川原 24-4 58-0010～2 

 

  

http://www.city.joyo.kyoto.jp/living/environment/sanitation/page3
http://www.jyonaneikan.jp/
http://www.city.joyo.kyoto.jp/living/health/medical/page6
http://www.city.joyo.kyoto.jp/living/health/medical/page5
http://www.city.joyo.kyoto.jp/living/welfare/child/page9
http://www.kyoshakyo.or.jp/joyo/
http://www.sjc.ne.jp/joyocity/
http://www.city.joyo.kyoto.jp/living/welfare/social/page3
http://www.city.joyo.kyoto.jp/living/welfare/child/page15
http://www.city.joyo.kyoto.jp/living/welfare/old/page19
http://www.city.joyo.kyoto.jp/living/welfare/old/page21
http://www.city.joyo.kyoto.jp/living/welfare/old/page20
http://www.city.joyo.kyoto.jp/living/welfare/old/page18
http://www.city.joyo.kyoto.jp/living/education/cult_spo/page7
http://www.city.joyo.kyoto.jp/living/education/cult_spo/page8
http://www.city.joyo.kyoto.jp/living/education/cult_spo/page9
http://www.iris-inn.jp/
http://www.plum-inn.jp/
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⑦ 連携機関・マスコミ連絡先 

 

1連携機関 

機関名 担当部署 電話 FAX/E メール 

城陽市 

危機・防災対策

課 

0774-56-4045 0774-56-3999（市代表） 

秘書広報課 0774-56-4013 0774-52-1175 

城陽市災害ボランティアセ

ンター事務局 

（城陽市社会福祉協議会内） 0774-56-0909 077456-2800 

tiiki@jyoshakyo.or.jp 

城陽市観光案内ボランティ

アクラブ 

（城陽市観光協会内） 0774-56-4029 0774-55-0560 

volunteer@joyo-kankou.jp 

（公財）京都府国際センター  075-342-5000 075-342-5050 

京丹後市国際交流協会 （京丹後市企画政策課内） 0772-69-0120  0772-69-0901 

（ＮＰＯ法人）安芸高田市国際

交流協会 

（理事/事務局長 明木一悦 

090-1390-3534） 

050-5847-0966  

（公財）西宮市国際交流協会  0798-32-8680 0798-32-8678 

niableu@ceres.ocn.ne.jp 

（ＮＰＯ法人）多文化共生マネ

ージャー全国協議会 

 06-6195-8890 

070-1807-8899 

npotabumane@gmail.com 

 

2 マスコミ連絡先 

機関名 担当部署 電話 FAX/E メール 

京都新聞 南部支社  0774-xx-xxxx 0774- xx-xxxx 

洛タイ新報  0774- xx-xxxx 0774- xx-xxxx 

news(at)r-shinpo.co.jp 

FM うじ  0774- xx-xxxx 0774- xx-xxxx 

NHK京都放送局  075-xxx-xxxx 075-xxx-xxxx 

NHK京都放送局 学研都市報道室   0774- xx-xxxx 

産経新聞 けいはんな支局  0774- xx-xxxx 0774- xx-xxxx 

朝日新聞社 学研都市支局   0774- xx-xxxx 

読売新聞社 宇治学研支局   0774- xx-xxxx 

KBS京都 本社報道局報道部   075-xxx-xxxx 
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⑧ 駐日外国公館 

（総）領事館名 所在地 電話番号 

在大阪・神戸アメリカ合衆国総領事館 530-8543 大阪市北区西天満 2丁目 11-5 06-6315-5900 

在大阪英国総領事館 

541-0059大阪市中央区博労町 3-5-1 御堂筋
グランタワー19階 

06-6120-5600 

在大阪イタリア総領事館 

530-0005大阪市北区中之島２丁目３−１８ 中
之島フェスティバルタワー 17階 

06-4706-5820 

在大阪インド総領事館 

541-0056大阪市中央区久太郎町１丁目９−２
６ 10階 

06-6261-7299 

在大阪インドネシア共和国総領事館 

530-0005大阪市北区中之島６丁目２−４０ 中
之島インテス 

06-6449-9898 

在大阪オーストラリア総領事館 

540-6116 大阪市中央区城見 2-1-61 
ツイン 21MID タワー16階 

06-6941-9271 

在大阪・神戸オランダ総領事館 

541-0041 大阪市中央区北浜 1-1-14 北浜 1
丁目平和ビル８B 

06-6484-6000 

在大阪タイ王国総領事館 

541-0056 大阪市中央区久太郎町 1丁目 9-
16 バンコック銀行ビル 4階 

06-6262-9226 

在大阪大韓民国総領事館 542-0086 大阪市中央区西心斎橋 2丁目 3-4 06-6213-1401 

在神戸大韓民国総領事館 

650-0004 神戸市中央区中山手通 2丁目 21-
5 

078-221-4853 

在大阪中華人民共和国総領事館 550-0004 大阪市西区靭本町 3丁目 9-2 06-6445-9481 

在大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事
館 

531-6035 大阪市北区大淀中 1-1-88 -3501
梅田スカイビル タワーイースト 35F 

06-6440-5070 

在大阪パキスタン・イスラム共和国領
事館 

559-0034 大阪市住之江区南港北 2丁目 1-
10 ｱｼﾞｱ太平洋ﾄﾚｰﾄﾞｾﾝﾀｰ ITM棟 4H1 

06-6569-3106 

在神戸パナマ共和国総領事館 

650-0034 神戸市中央区京町 71 山本ビル 7
階 

078-392-3361 

在大阪・神戸フィリピン共和国総領事
館 

540-6124 大阪市中央区城見 2丁目 1-61 ツ
イン 21MID タワー24階 

06-6910-7881 

在京都フランス総領事館 606-8301 京都市左京区吉田泉殿町 8 075-761-2988 

在大阪ベトナム社会主義共和国総領
事館 

590-0952 堺市堺区市之町東 4-2-15 072-221-6666 

在大阪ロシア連邦総領事館 560-0005 豊中市西緑ケ丘 1丁目 2-2 06-6848-3451 

在大阪モンゴル国総領事館 
541-0059 大阪市中央区博労町 1-4-10, エス
テート博労町ビル 3階 301,303号室、 
osaka@mfa.gov.mn 

06-6447-2015 

台北駐大阪経済文化弁事処 
550-0001大阪市西区土佐堀 1－4－8日栄ビ
ル 4階 

06-6443-8481

～7 

在名古屋ブラジル連邦共和国総領事館 
460-0002 名古屋市中区丸の内 1丁目 10-29 
白川第 8ビル 2階 

052-222-1106 

在名古屋ペルー共和国総領事館 
460‐0008  愛知県名古屋市中区栄 2-2-23 
スワン名古屋伏見ビル 3階 

052-209-7851 

052-209-7852 

シンガポール共和国大使館 106-0032 東京都港区六本木 5丁目 12-3 
03-3586-9111 

03-3586-9112 

在大阪カンボジア王国名誉領事館 
530-0013 大阪市北区茶屋町１２-６   
エスパシオン梅田ビル９階 

TEL：06-6376-2305 

FAX：06-6376-2306 

  

http://japanese.osaka.usconsulate.gov/
http://ukinjapan.fco.gov.uk/ja/about-us/osaka/
http://www.consosaka.esteri.it/Templates/HomePage.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b4FFEA2D4-C434-4CD9-83AB-361E60B138A4%7d&NRORIGINALURL=%2fConsolato_Osaka&NRCACHEHINT=NoModifyGuest
http://indconosaka.org/
http://www.indonesia-osaka.org/ja
http://www.australia.or.jp/en/consular/osaka/
http://japan-jp.nlembassy.org/%E5%9C%A8%E5%A4%A7%E9%98%AA%E3%83%BB%E7%A5%9E%E6%88%B8%E7%B7%8F%E9%A0%98%E4%BA%8B%E9%A4%A8
http://www.thaiconsulate.jp/wwwj/
http://jpn-osaka.mofat.go.kr/jpn/index.jsp
http://jpn-kobe.mofat.go.kr/worldlanguage/asia/jpn-kobe/main/index.jsp
http://osaka.china-consulate.org/jpn/
http://www.osaka-kobe.diplo.de/
http://www.osaka-kobe.diplo.de/
http://www.mofa.gov.pk/japan/mission.aspx?id=2
http://www.mofa.gov.pk/japan/mission.aspx?id=2
http://www.embassyofpanamainjapan.org/jp/consulate/
http://www.osakapcg.com/
http://www.osakapcg.com/
http://www.consulfrance-kyoto.org/
http://www.vietnamconsulate-osaka.org/en
http://www.vietnamconsulate-osaka.org/en
http://www.rusconsul.jp/hp/jp/wheretoask/wheretoask.html#CG_Osaka
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⑨ 城陽市の地名 

市辺 

いちのべ 

芦原 あしはら  市辺 

いちのべ 

笹原 ささはら 

粟谷 あわだに  芝ハヅレ しばはづれ 

石原 いしはら  白坂 しろざか 

大谷 おおたに  城下 しろした 

大原 おおはら  茶  山 ちゃうすやま 

柿木原 かきのきはら  出川原 でがわら 

金山 かなやま  長尾 ながお 

上芦原 かみあしはら  中垣内 なかがいと 

河原谷 かわらだに  西川原 にしがわら 

北垣内 きたがいと  松尾 まつお 

北山 きたやま  丸山 まるやま 

五島 ごとう  水無尾 みなお 

小梨間 こなしま  南垣内 みなみがいと 

坂口 さかぐち  鑓ヶ谷 やりがたに 

 

観音堂 

かんのうどう 

北田 きただ  観音堂 

かんのうどう 

西畑 にしはた 

甲田 こうだ  東浦 ひがしうら 

甲畑 こうはた  南田 みなみだ 

巽畑 たつみばた    

 

久世 

くせ 

荒内 あらうち  久世 

くせ 

芝ケ原 しばがはら 

奥山 おくやま  下大谷 しもおおたに 

上大谷 かみおおたに  外島 そとじま 

北垣内 きたがいと  八丁 はっちょう 

里ノ西 さとのにし  南垣内 みなみがいと 

 

上津屋 

こうづや 

高下 こうげ  上津屋 

こうづや 

野上 のがみ 

境端 さかいばた  東川端 ひがしかわばた 

三同寺 さんどうじ  柳縄手 やなぎなわて 
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寺田 

てらだ 

尼塚 あまづか  寺田 

てらだ 

新池 しんいけ 

市ノ久保 いちのくぼ  高田 たかだ 

乾出北 いぬいできた  中大小 ちゅうだいしょう 

今橋 いまばし  丁子口 ちょうしぐち 

今堀 いまぼり  塚本 つかもと 

円浄寺 えんじょうじ  築留 つきどめ 

大川原 おおかわら  西ノ口 にしのくち 

大谷 おおたに  庭井 にわい 

大林 おおばやし  浜代 はまだい 

奥山 おくやま  林ノ口 はやしのくち 

大畔 おむろ  東ノ口 ひがしのくち 

垣内後 かいとご  樋尻 ひじり 

金尾 かなお  深谷 ふかたに 

北川顔 きたかわづら  袋尻 ふくろじり 

北堤下 きたつつみした  水度坂 みとさか 

北東西 きたとうざい  南川顔 みたみかわづら 

北山田 きたやまだ  南堤下 みなみつつみした 

島垣内 しまがいと  南中芝 みなみなかしば 

尺後 しゃくご  宮ノ谷 みやのたに 

正道 しょうどう  宮ノ平 みやのひら 

 

富野 

との 

荒見田 あらみだ  富野 

との 

高井 たかい 

池ノ内 いけのうち  中ノ芝 なかのしば 

乾垣内 いぬいがいと  西垣内 にしがいと 

上ノ芝 うえのしば  西田部 にしたべ 

内川 うちかわ  野路地 のろじ 

蛭子前 えびすまえ  長谷山 はせやま 

狼谷 おおかみだに  東田部 ひがしたべ 

柏平 かいがひら  別所ヶ谷 べっしょがだに 

北垣内 きたがいと  堀口 ほりぐち 

北角 きたずみ  南垣内 みなみがいと 

北ノ芝 きたのしば  南清水 みなみしみず 

久保田 くぼた  森山 もりやま 

小樋尻 こひじり  吉ノ見 よしのみ 

鷺坂山 さぎさかやま    
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中 

なか 

芦原 あしはら  中 

なか 

出口 でぐち 

池ノ尻 いけのじり  百度 どど 

石神 いしがみ  中ノ郷 なかのごう 

北石神 きたいしがみ  中山 なかやま 

北堤 きたづつみ  樋ノ上 ひのかみ 

黒土 くろつち  向河原 むこうがわら 

出垣内 でがいと    

 

長池 

ながいけ 

河原 かわら  長池 

ながいけ 

五社ヶ谷 ごしゃがだに 

北裏 きたうら  里開 さとびらき 

北清水 きたしみず    

 

奈島 

なしま 

甘茶 あまちゃ  奈島 

なしま 

下ノ畔 しものあぜ 

飯盛 いいもり  下小路 しものこうじ 

池ノ首 いけのくび  下ノ段 しものだん 

板倉 いたぐら  十六 じゅうろく 

植田 うえんだ  外島 そとじま 

内垣内 うちがいと  外ノ浜 そとのはま 

生口 うまれぐち  高塚 たかつか 

上小路 かみのこうじ  飛石 とびいし 

川田 かわた  長尾 ながお 

川原口 かわらのくち  中島 なかじま 

久保野 くぼの  東屋谷 ひがしやだに 

小桧尾 こひのきお  桧尾 ひのきお 

錆谷 

（さびは“金

青”） 

さびたに  フケ ふけ 

坊ヶ谷 ぼおがたに 

椎尾 しいのお  焼原 やけばら 

芝新田 しばしんでん    

 

平川 

ひらかわ 

鍛冶塚 かじづか  平川 

ひらかわ 

野原 のはら 

車塚 くるまづか  浜道裏 はまみちうら 

指月 しげつ  東垣外 ひがしがいと 

大将軍 たいしょうぐん  広田 ひろた 

茶屋裏 ちゃやうら  古宮 ふるみや 

中道表 なかみちおもて  室木 むろのき 

長筬 なぐさ  山道 やまみち 

西六反 にしろくたん  横道 よこみち 
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枇杷庄 

びわのしょう 

大堀 おおぼり  枇杷庄 

びわのしょう 

長井 ながい 

大三戸 おおみど  中奥田 なかおくだ 

鹿背田 かせだ  西ノ口 にしのくち 

京縄手 きょうなわて  西浜 にしはま 

島ノ宮 しまのみや  東浜 ひがしはま 

知原 ちはら  広峯 ひろみね 

出羽 でわ    

 

水主 

みずし 

樺井 かばい  水主 

みずし 

大将軍 たいしょうぐん 

上外島 かみそとじま  塚ノ木 つかのき 

北垣内 きたがいと  西垣内 にしがいと 

北ノ口 きたのくち  南垣内 みなみがいと 

倉貝 くらがい  宮馬場 みやのばんば 

下外島 しもそとじま  森ノ東 もりのひがし 

 

 

（付録） 

⑩ 在留資格別人員数    (2021年 12月 31日現在） 

在留資格 2021/12/31 増減（昨年比） 

高度専門職 1 △1 

経営・管理 3 △1 

医療 0 0 

教育 15 5 

技術・人文知識・国際業務 40 △15 

企業内転勤 0 0 

興行 0 0 

技能 6 △1 

特定技能 23 7 

技能実習 129 △20 

永住者 110 △1 

日本人の配偶者等 29 △9 

永住者の配偶者等 3 1 

定住者 13 0 

特定活動 31 △1 

留学 18 5 

家族滞在 24 △13 

特別永住者 278 △8 

総数 723 △52 

 

(別添)校区別外国人住民数 

 



令和3年（2021年）12月31日現在

　　　　　校区

国籍
久津川 古川 久世 深谷 寺田 寺田南 寺田西 今池 富野 青谷 合計 前年比

韓国 23 14 45 25 36 33 14 27 34 17 268 △ 10

ベトナム 38 49 12 1 12 8 29 35 24 208 △ 25

中国 4 5 11 4 8 22 7 8 9 8 86 △ 9

フィリピン 5 1 3 1 3 4 7 2 1 27 △ 5

朝鮮 2 7 7 5 4 25 △ 3

ネパール 10 4 2 16 △ 4

米国 3 2 2 4 5 16 1

カンボジア 4 1 4 3 12 △ 1

ペルー 2 4 4 10 4

ブラジル 4 1 1 6 △ 6

インドネシア 1 4 1 6 4

台湾 2 1 2 1 6 0

英国 2 1 2 1 6 1

ミャンマー 5 5 0

スリランカ 1 1 2 1 5 3

タイ 1 1 1 1 4 0

トルコ 1 2 3 0

チェコ 1 1 2 0

ロシア 1 1 2 0

カナダ 1 1 2 1

ドイツ 1 1 △ 1

ボリビア 1 1 0

フランス 1 1 △ 2

イタリア 1 1 0

マレーシア 1 1 0

インド 1 1 1

南アフリカ共和国 1 1 0

セルビア 1 1 0

モンゴル 0 △ 1

合計 85 78 103 35 59 93 49 79 89 53 723 △ 52

21人～ 11人～ 6人～

韓国・朝鮮 25 14 52 25 43 38 14 27 38 17 293

ニューカマー 60 64 51 10 16 55 35 52 51 36 430

比率 1.06% 2.28% 1.11% 0.47% 0.66% 0.94% 1.03% 0.96% 0.98% 1.07% 0.98%

ニューカマー比率 0.75% 1.87% 0.55% 0.13% 0.18% 0.55% 0.74% 0.63% 0.56% 0.73% 0.58%

2021年末人口 8,025 3,414 9,270 7,467 8,885 9,928 4,739 8,249 9,106 4,956 74,039 △ 291

城陽市の外国人居住状況
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校区 久津川 古川 久世 深谷 寺田 寺田南 寺田西 今池 富野 青谷

ベトナム 38 49 12 1 0 12 8 29 35 24

中国 4 5 11 4 8 22 7 8 9 8

その他 18 10 28 5 8 21 20 15 7 4

ニューカマー 60 64 51 10 16 55 35 52 51 36
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