
 環境政策局予算の概要 

 

１ 予算編成に当たっての考え方 

      環境政策局の３０年度当初予算は，「はばたけ未来へ！ 京プラン」実施計画第２ス

テージに掲げる，徹底した省エネの推進と再生可能エネルギーの普及拡大や２Ｒと分

別・リサイクルの実践によるピーク時からのごみ半減など，市民，事業者の皆様ととも

に低炭素・循環型まちづくりを推進していく予算案とした。 

   ２９年１２月開催の「地球環境京都会議２０１７（ＫＹＯＴＯ＋２０）」において，

本市が中心となり，温室効果ガスの大排出源である都市の責務を示した「持続可能な都

市文明の構築を目指す京都宣言」を発表した。その理念を市民と共有することはもとよ

り，省エネルギーの一層の推進や再生可能エネルギーの普及拡大をはじめとした，持続

可能な地域社会の実現に向けた取組を本市自ら進めるとともに，「京都宣言」を全世界

に発信し，都市間連携の強化による今世紀後半の脱炭素化の達成を目指す。 

   また，ごみ半減をめざす「しまつのこころ条例」とこれを具体化した「新・京都市ご

み半減プラン」に基づき，プラン最終年度（2020 年度）までに，ごみ量をピーク時の半

分以下（３９万トン）とするため，排出される燃やすごみの約４割を占める生ごみのう

ち，とりわけ食品ロスの削減，そして約３割を占める紙ごみのうち，リサイクル可能な

雑がみの削減に向けた新たな施策を展開する。 

   さらに，生物多様性について，市民，特に次世代を担う子ども達の理解を促すための

取組を推進するほか，宿泊税活用事業として，「観光トイレ制度」の更なる充実と，公

衆トイレリニューアルの拡充により，トイレの快適性の向上を進める。 

   南部クリーンセンター第二工場（仮称）については，３１年度の稼働を目指し，建替

え整備工事を進めていく。 

 

 

２ 主な新規・充実事業 

  ＜政策的新規・充実事業＞ 

   「京都宣言」の発信～都市間連携の強化による脱炭素化の達成へ～   13,900千円 

   食品ロス削減等推進事業     全体事業費 22,500千円（うち政策分 13,000千円） 

   紙ごみ削減推進事業                        23,700千円 

   観光地トイレのおもてなし向上プロジェクト              

                  全体事業費 150,170千円（うち政策分 46,500千円） 

     生きものフェスタin宝が池公園～生物多様性の恵み・いのちのつながりを知ろう～ 

                  全体事業費  2,000千円（うち政策分  1,000千円） 
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３　環境政策局主要施策の概要

千円 千円

一般会計合計 24,556,000 17,766,000

1 地球環境保全対策 827,480 887,228

環 境 保 全 対 策 環境基本計画の推進 3,960 3,500

地球温暖化対策条例の推進 15,301 16,713

「ＤＯ ＹＯＵ ＫＹＯＴＯ？クレジット」を活用した地域 1,348 1,420

の温室効果ガス排出量削減促進

再生可能エネルギー等の利用の推進 285,986 285,627

すまいの創エネ・省エネ応援事業

　住宅用太陽光発電システム・太陽熱利用システム・蓄

　電システム・エネファーム・ＨＥＭＳの普及拡大

京都市市民協働発電制度の普及支援

　地域における再生可能エネルギー導入支援

                                  　  など

水素エネルギー普及促進事業 19,660 26,630

市民による地球温暖化対策の推進 76,818 71,709

「エコ学区」ステップアップ事業

「ＤＯ ＹＯＵ ＫＹＯＴＯ？」推進事業～環境にやさし

いライフスタイルへの転換～

こどもエコライフチャレンジ推進事業

　全市立小学校の小学生を対象とした「子ども版環境家

　計簿」を活用した環境教育の実施

事業者による地球温暖化対策の推進 8,020 9,357

事業者排出量削減計画書制度の推進

ＫＥＳ認証取得普及促進

                    など

運輸部門における地球温暖化対策の推進 6,018 8,950

次世代自動車普及促進事業

エコドライブ推進事業

自動車環境対策の推進

　　　　　　　　　など

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要 本年度予算額 前年度予算額

＜環境政策局所管＞

（環境政策局－1）
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千円 千円

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要 本年度予算額 前年度予算額

国際的な地球温暖化対策の推進 25,799 47,846

「京都宣言」の発信～都市間連携の強化による脱炭素化

の達成へ～ <政　策>

ＫＹＯＴＯ地球環境の殿堂・京都環境文化学術フォーラ

ム

など

京（みやこ）のアジェンダ２１の推進 13,502 14,010

環境影響評価 2,393 2,211

生物多様性保全 10,471 8,276

生きものフェスタin宝が池公園～生物多様性の恵み・い

のちのつながりを知ろう～ <政　策>

                      など

京都環境賞 1,411 1,418

京（みやこ）エコロジーセンター運営 149,995 149,995

公 害 対 策 ダイオキシン類モニタリング調査 10,341 10,341

大気汚染対策 145,039 149,983

大気汚染常時監視，有害大気汚染物質モニタリング調査

など

水質汚濁対策 30,841 48,873

河川水質・地下水質の常時監視，浄化槽設置補助など

騒音・振動対策 8,525 7,269

自動車騒音・道路交通振動調査など

（環境政策局－2）
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千円 千円

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要 本年度予算額 前年度予算額

2 ごみ処理 22,385,627 14,954,744

ご み 減 量 ， 環境先進都市・京都の更なる進化に向けた新たな２Ｒと分 101,800 69,680

リサイクルの推進 別・リサイクルの促進

食品ロス削減等推進事業 <政　策>

紙ごみ削減推進事業 <政　策>

「新・京都市ごみ半減プラン」の進ちょく管理

　事業者報告制度，市民モニター制度の運用など

ごみの減量及び適正排出促進の普及啓発

イベント等のエコ化の推進　

　イベント等でのリユース食器の普及促進，祇園祭ごみ

　ゼロ大作戦の取組など

マイボトル推奨等サポート事業

環境施設見学会「ごみ減量エコバスツアー」 3,700 4,200

ごみ減量推進会議の活動の支援 35,000 35,000

市民・事業者とのパートナーシップによるごみ減量活動

の推進

ごみ減量活動支援 293,302 248,525

生ごみ減量推進事業

　生ごみ３キリ運動，地域における生ごみ堆肥化など

生ごみ・落ち葉の堆肥化等の活動支援

　電動式生ごみ処理機やコンポスト容器の購入助成

　生ごみ・落ち葉の堆肥化の活動団体に対する助成

コミュニティ回収等の集団回収事業

廃食用油燃料化事業

　　使用済てんぷら油の市民回収奨励事業

　廃食用油燃料化施設運営

資源物の分別・リサイクルの推進 88,519 87,670

小型家電リサイクル資源の活用～都市鉱山から文化財の

保全・再生へ～

せん定枝の分別・リサイクル推進事業

資源物の拠点回収の推進

移動式拠点回収事業

小型家電リサイクル事業

資源物の持去り禁止等啓発パトロール

空き缶，空きびん，ペットボトルのリサイクルの推進 545,929 546,957

資源リサイクルセンター運営，保守管理

　　　　　　　　　　　　　　　　　など

（環境政策局－3）
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千円 千円

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要 本年度予算額 前年度予算額

プラスチック製容器包装のリサイクルの推進 332,549 374,725

圧縮梱包施設運営，保守管理

　　　　　　　　　　　　など

事業ごみ減量，分別・リサイクル対策 15,660 16,310

　排出事業者に対する指導啓発

業者収集マンションごみの分別啓発

事業ごみ組成調査

一般廃棄物処理業者指導 2,200 2,200

魚腸骨再生対策 321,753 312,635

魚アラリサイクルセンター運営，保守管理

中継施設整備

基金積立金 1,090,300 1,204,100

家庭ごみ有料指定袋からの収入相当分（製造経費等を除

く）の環境共生市民協働事業基金（京都市民環境ファン

ド）への積立

ご み 収 集 家庭ごみ有料指定袋制の実施 678,000 569,000

指定袋の製造，保管，配送経費

定期，資源ごみ収集 2,463,073 2,282,538

定期収集

　週２回，定曜日収集

空き缶，空きびん，ペットボトル分別収集

　週１回，定曜日収集

プラスチック製容器包装分別収集

　週１回，定曜日収集

小型金属類，スプレー缶分別収集

　月１回，定曜日収集

ごみ収集福祉サービス（まごころ収集）等の実施

大型ごみ収集 367,840 356,960

ま ち の 美 化 「世界一美しいまち・京都」の推進 34,596 39,486

観光地，繁華街等における美化・啓発活動

市民ボランティア団体等による清掃活動への支援

家庭ごみの防鳥用ネット貸出事業など

（環境政策局－4）
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千円 千円

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要 本年度予算額 前年度予算額

不法投棄・散乱ごみ対策等 102,653 98,144

地域団体への不法投棄監視カメラ等の貸与

不法投棄・散乱ごみ収集

　　　　　　　　　　など

クリーンセンター クリーンセンター運営 2,758,010 2,951,932

運営・埋立地管理 　焼却炉運転経費，残灰処理費，保守管理費など

北部クリーンセンター関連施設運営 39,011 38,040

埋立地管理 603,609 635,270

焼却灰の資源化の試行実施

東部山間埋立処分地等運営

クリーンセンター等 クリーンセンター焼却炉等改修 172,371 255,868

整備

南部クリーンセンター第二工場（仮称）整備 11,470,948 3,892,429

埋 立 処 分 地 整 備 東部山間埋立処分地整備 192,063 232,756

橋梁補修工事，雨水流入対策工事など

広域最終処分場建設負担金 7,115 4,038

3 廃棄物適正処理対策 729,450 905,945

産業廃棄物等適正 産業廃棄物に関する社会意識の高揚 2,977 3,347

処理 優良な処理業者の育成に向けた情報公開の推進など

廃棄物排出事業者指導 15,140 15,815

事業場の立入調査，監視パトロールなど

廃棄物処理業者等許可・指導 7,293 7,743

廃棄物処理法及び自動車リサイクル法関連許可・指導な

ど

大岩街道周辺地域対策 6,040 6,040

岡田山撤去関連事業など

京都環境保全公社への府市協調支援 688,000 863,000

貸付金

（環境政策局－5）
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千円 千円

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要 本年度予算額 前年度予算額

4 し尿処理 613,443 1,018,083

し 尿 収 集 処 理 収集処理費など 322,336 343,025

公衆トイレ等の充 公衆トイレ清掃・維持管理など 140,937 163,669

実

観光地トイレのおもてなし向上プロジェクト <政　策> 150,170 73,350

　「観光トイレ制度」の充実

公衆トイレリニューアル

（環境政策局－6）
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千円 千円

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要 本年度予算額 前年度予算額

有料指定袋制の実施に伴う財源（有料化財源）の活用一覧

(1) 環境政策局の活用事業（再掲） 1,376,200

環境先進都市・京都の更なる進化に向けた新たな２Ｒと 87,300

分別・リサイクルの促進

　食品ロス削減等推進事業

  紙ごみ削減推進事業

　ごみの減量及び適正排出促進の普及啓発

　イベント等のエコ化の推進

　マイボトル推奨等サポート事業

環境施設見学会「ごみ減量エコバスツアー」 3,700

ごみ減量推進会議の活動の支援 35,000

ごみ減量活動支援 118,900

　生ごみ減量推進事業

　生ごみ・落ち葉の堆肥化等の活動支援

　コミュニティ回収等の集団回収事業

　使用済てんぷら油の市民回収奨励事業

資源物の分別・リサイクルの推進 71,200

  小型家電リサイクル資源の活用～都市鉱山から文化財

  の保全・再生へ～

　せん定枝の分別・リサイクル推進事業

　資源物の拠点回収の推進

　移動式拠点回収事業

　小型家電リサイクル事業

　資源物の持去り禁止等啓発パトロール

空き缶，空きびん，ペットボトルのリサイクルの推進 74,700

プラスチック製容器包装のリサイクルの推進 269,600

「世界一美しいまち・京都」の推進 14,600

　市民ボランティア団体等による清掃活動への支援

　家庭ごみの防鳥用ネット貸出事業

地域団体への不法投棄監視カメラ等の貸与 2,400

（環境政策局－7）
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千円 千円

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要 本年度予算額 前年度予算額

再生可能エネルギー等の利用の推進 204,200

　すまいの創エネ・省エネ応援事業

　京都市市民協働発電制度の普及支援

市民による地球温暖化対策の推進 76,000

　「エコ学区」ステップアップ事業

　「ＤＯ ＹＯＵ ＫＹＯＴＯ？」推進事業～環境にやさ

　しいライフスタイルへの転換～

　こどもエコライフチャレンジ推進事業

次世代自動車普及促進事業 2,600

南部クリーンセンター第二工場（仮称）整備 416,000

（環境学習施設）

（2）環境政策局以外の活用事業（再掲） 237,300

森の力活性・利用対策 62,200

～地球温暖化防止森林吸収源対策～（産業観光局）

街路樹整備事業 114,100

～花の道づくり，道路の森づくり～（建設局）

既存住宅の省エネリフォーム支援事業（都市計画局） 46,000

青少年科学センターへの科学地球儀の設置（教育委員会） 15,000

（3）京都市民環境ファンドへの積立 70,000

　最先端技術を活かした再生可能エネルギー分野などへ

　　　の中長期的な活用に向けた計画的な積立

有料指定袋制の実施に伴う財源（有料化財源）の活用額 1,683,500

合計　(1)＋(2)＋(3)

（環境政策局－8）
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千円 千円

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要 本年度予算額 前年度予算額

京都市民環境ファンド（有料化財源の積立分）の30年度末 580,064

残高見込

南部クリーンセンター第二工場（仮称）建替えに伴う環 -

境学習施設に活用するための積立分

最先端技術を活かした再生可能エネルギー分野などへの 380,000

中長期的な活用に向けた計画的な積立分

指定袋製造経費の入札減等を次年度以降に活用するため 64

の積立分

指定袋製造経費の高騰に備えた積立分 200,000

（環境政策局－9）
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