
めぐるくん
僕は「回ってまた
元に戻る（巡る）」
というリサイクル
のイメージから名
付けられたんだ

平成24年度当初予算額 12億7,790万円
( )+ －平成24年度

ファンド取り崩し 1億10万円 平成24年度
製造経費等 6億7,740万円平成24年度

販売収入額 18億5,520万円

こごみちゃん
「ごみのダイエット
で、出すごみを小さ
く」という意味から、
こごみ（小ごみ）と
名付けられたのよ

収入の使い道
京都市 家庭ごみ有料指定袋
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問合せ先は…

環境政策局循環企画課
ホームページアドレス
http://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000016745.html

京都市では家庭ごみ有料指定袋の収入を、
「京都市民環境ファンド」に組み入れて、市民の皆様に

身近な、環境にやさしい事業を行っているよ。
このパンフレットでは、その中の主な事業を紹介します！

有料指定袋の収入は、このパンフレットで紹介している取組などに活用するほか、一部を
「京都市民環境ファンド」に積み立て、環境に資する中長期的な事業に役立てていきます！

京都市民環境ファンドへの積立 1億円

将来を担うこども達が、地球温暖化問題について自ら考え、
体験するための環境教育を全市立小学校で実施します。

こどもエコライフチャレンジ推進事業

一緒に考えよう！

美しい地球を次世代に
引き継ぐため、これからも

家庭ごみ有料指定袋の収入を
有効活用していきます！

資源物の拠点回収や、個人やグループ単位でリサイクルに取り組むための
事業を行っています。

ごみ減量・リサイクルの推進 7億3,650万円

ごみの散乱の防止や、不法投棄ごみ対策の事業に取り組んでいます。

まちの美化の推進

「京都議定書」誕生の地、環境モデル都市として、様々な地球温暖化対策
事業に取り組んでいます。

2,020万円

地球温暖化対策 4億2,120万円

（内訳）

その他、家庭ごみ有料指定袋の収入を活用して、様々な事業を実施しています。

○身近で便利な常設の資源物回収拠点の設置
　てんぷら油、蛍光管、古着類、古紙類、小
型家電などの資源物を、「まち美化事務
所」、各区役所・支所の「エコまちステー
ション」や、土日祝も利用できる「上京リサ
イクルステーション」で回収しています。

【問合せ先】まち美化推進課　TEL 075-213-4960

資源物の拠点回収事業

拠点回収をやっているよ！

TEL  075-213-4930

【問合せ先】地球温暖化対策室　TEL 075-222-4555

○移動式資源回収モデル事業
　市民から「出し方に困る」との意見のある塗料・溶剤・
薬品類など、従来収集を行っていなかった品目や、刃
物、ライターなどの危険物、古紙、古着などの資源物を、
日ごとに場所を変えて回収します。

【問合せ先】循環企画課　TEL 075-213-4930

京都市 ごみ・リサイクル 検索

再資源化施設（収集した缶・びん・ペットボトル及びプラス
チック製容器包装から異物を取り除いたり、選別したりす
る施設）の運営を行っています。

缶・びん・ペットボトル・
プラスチック製容器包装の
リサイクルの推進

ごみの分別は守ろうね！

【問合せ先】施設管理課　TEL 075-212-9820

缶 びん ペットボトル 異物

このマークをつけて広報します

「燃やすごみ」のごみ袋に残っている資源化可能な
ごみを徹底的にリサイクル！
平成24年度から新たに始めています。
○マーケット回収事業
　スーパーの駐車場等を活用して、
　古紙や古着の回収を行う団体に対し助成します。
　【問合せ先】まち美化推進課　TEL 075-213-4960

○雑がみ保管袋の配布
　コミュニティ回収制度を利用している約10万世帯に対し、
雑がみ（パンフレット、包装紙や紙箱など、リサイクル可能
で汚れていない紙）保管袋を配布します。

　【問合せ先】まち美化推進課　TEL 075-213-4960

○クリーンセンターにおける紙ごみ分別回収
　クリーンセンターに紙ごみの分別回収ボックスを設置し、
市民の方が持ち込まれたごみのうち、資源化可能な紙ごみ
を再資源化します。

　【問合せ先】施設管理課　TEL 075-212-9820

紙ごみリサイクル推進事業

毎月16日は「DO YOU KYOTO？デー」、環境
に良いことをする日です。毎月16日に京都市全
域でライトダウンなどの取組を展開します。

「DO YOU KYOTO？」
プロジェクト147万人推進事業

各区役所・支所管内で１箇所ずつ認定したエコ学区において、低
炭素社会実現に向けた地域ぐるみでの環境活動を実施します。

低炭素のモデル地区
「エコ学区」事業

ライフスタイルの
転換に取り組むよ！

環境にいいことしていますか？

新たに回収を始めます！

【問合せ先】地球温暖化対策室
  　 TEL 075-222-4555

【問合せ先】地球温暖化対策室　TEL 075-222-4555



家庭ごみ有料指定袋の収入を活用して、「ごみ減量・リサイクルの推進」「まちの美化の推進」「地球温暖化対策」に関する
市民の皆様への助成等を実施しています。ぜひご利用ください。

古紙の回収など、地域の皆様の自主的なごみ減量・
リサイクルの取組を支援しています。

コミュニティ回収

市民の皆様により集められた使用済てんぷら油を
燃料化し、ごみ収集車や市バスを走らせています。

使用済てんぷら油回収事業

自宅や地域でリサイクル。生ごみや落ち葉などを堆肥
化して、花壇や家庭菜園で利用するなど、ごみの減量
に取り組みませんか？
     　

生ごみや落ち葉などの
堆肥化活動支援

市が収集するごみ収集場所（概ね５世帯以上で利
用されているもの）ごとにカラスネット（防鳥用ネット）
を無償で貸し出します。

ごみ散乱の防止

常習的な不法投棄に悩む地域団体に対して、一定
の要件を満たす場合に監視カメラを貸与します。

不法投棄ごみ対策

家庭から排出されるCO2のうち、電気、給湯は大きな
割合を占めています。太陽エネルギーを有効に使うこと
ができれば、大きな省エネ・温暖化対策につながります。

太陽エネルギー利用促進事業イベントでのリユース食器の導入は、ごみの減量を
進める特効薬です。

イベント等のエコ化の推進

次の事業に対して助成しているよ。使ってね！

貸し出します！

環境にやさしいエコカー（電気自動車）を活用した
カーシェアリングを実施します。

次世代自動車普及促進事業

エコカーを使おう！

たくさんのごみが処理される様子などを自分の目で見て、
環境にやさしいライフスタイルを考えてみませんか？

環境施設見学会エコバスツアー

ツアーに参加しよう！

ごみを減らす行動をするとエコマネーが貯まり、その
ポイントを商品に交換できます。

「KYOTOエコマネー」事業

エコマネーを集めよう！

○対象者　　個人（戸建住宅、共同住宅）／管理組合（共同住
宅）／自治会等（集会所）

○助成金額　 太陽光発電システム･･･1kWあたり2万円
    （4kW分まで、上限8万円）
 　　 太陽熱利用システム
  ソーラーシステム…1件あたり10万円
  太陽熱温水器…1件あたり5万円
 　　 蓄電システム…………機器費の3分の1
    （上限50万円）
【問合せ先】地球温暖化対策室　TEL 075-222-4555

○助成対象団体 京都市内においてコミュニティ回収を実施
する住民団体で、概ね20世帯以上により
構成される団体

○回収品目 古紙類（新聞は必ず）、古着類、缶類、びん類等
○助成金額 1万5,000円を上限に、回収品目や開始月に

よって異なります。
【問合せ先】まち美化推進課　TEL 075-213-4960

○使用済てんぷら油の定期的な回収にご協力い
ただける団体に助成金を交付しています。（金額
は、拠点数や開始月によって異なります。）

【問合せ先】まち美化推進課
 　TEL 075-213-4960 

【問合せ先】 まち美化推進課　TEL 075-213-4960

【問合せ先】 まち美化推進課　TEL 075-213-4960

○対象イベント 京都市内の自治会・町内会、NPO、学校
等の団体が、京都市内で開催し、参加者に
リユース食器を用いて、延べ100食以上の
食品又は飲料を提供するイベント

○助成内容 リユース食器導入費用の2分の1以内で
10万円を限度

○その他  助成イベントは、京都市認定エコイベント
に必ず登録

【問合せ先】循環企画課　TEL 075-213-4930

【問合せ先】 環境管理課
 　 TEL 075-213-0930

○市内コーヒーチェーン店など参加店舗で、マイボトル1回の利用
ごとに50円相当のポイント（エコマネー）がもらえます。
　（平成24年度は8月1日～11月30日）

○市内百貨店、衣料品店など協力店舗への、衣料品持ち込み
1kgにつき、50円相当のポイント（エコマネー）がもらえます。
　（平成24年10月1日～31日 ※店舗により異なる）

○交換できる商品等は、京の旬野菜、はあと・フレンズ・ストアの商
品（障害のある人たちが福祉施設で作る授産製品）、トラフィカ
京カード、京都市動物園入園券・元離宮二条城入城券です。

○詳しくは、http://www.kyotoecomoney.jp/を御覧ください。
【問合せ先】循環企画課　TEL075-213-4930

○定員  1組30名まで（要相談）
○見学施設 クリーンセンター、資源リサイクルセンター、

横大路学園、西部圧縮梱包施設、廃食用油
燃料化施設、魚アラリサイクルセンター（おさ
かなエコ館）、エコランド音羽の杜（東部山間
埋立処分地）、京エコロジーセンターなどから
希望の施設を自由に組み合わせられます。

○参加資格 仲良しグループやサークル、地域の団体、
これから取組を始めようと思っているグ
ループなど、環境に関心のある団体ならどな
たでも参加できます。

【問合せ先】循環企画課　TEL 075-213-4930

＜自宅版＞
○助成対象者 京都市内在住の方（世帯）で平成20年度

以降に本助成を受けていない方（世帯）
※ただし先着順

○助成内容 ①電動式生ごみ処理機
  購入金額の2分の1以内で、3万5,000円を限度      

平成19年度以前に本助成を受けた方は、
  購入金額の3分の1以内で、2万5,000円を限度
  ②生ごみコンポスト容器
  購入金額の2分の1以内で、4,000円を限度

平成19年度以前に本助成を受けた方は、
  購入金額の3分の1以内で、3,000円を限度

＜地域版（団体版）＞
○助成対象団体 京都市内において、生ごみ・落ち葉などの堆

肥化の活動を行う市民団体（法人を除く）で、
概ね10世帯以上により構成される団体

○助成対象 堆肥化の活動に必要な材料・工具等
○助成金額 初年度（登録時）･･･5万円（上限）
  2年目以降･･････････1万円（上限）
  ※登録から3年間限定

【問合せ先】まち美化推進課　TEL 075-213-4960

マイボトルを使って
スタンプをGET!

10ポイント貯める
（10ポイント＝500円程度）

衣料品の持ち込みで
スタンプをGET!

京野菜などに交換

家庭ごみ有料指定袋の収入は、将来を考えた
いろんな事業に役立てられているんだね


