
千円 千円

一般会計合計 16,614,000 18,028,000

特別会計合計 2,500 -

（うち雇用対策事業特別会計2,500）

1 地球環境保全対策 1,027,619 902,673

環 境 保 全 対 策 京（みやこ）の環境共生推進計画の推進 4,500 5,594

地球温暖化対策条例の推進 13,334 20,539

温室効果ガス排出削減量の「見える化」 16,100 -

「ＤＯ ＹＯＵ ＫＹＯＴＯ？クレジット(仮称)」を活用

した地域や中小事業者の温室効果ガス排出量削減促進

<未来枠>

京都市役所温室効果ガス総排出量削減推進 <新　規>

スマートシティ京都プロジェクト 6,500 -

「環境未来都市」実現！スマートシティ京都プロジェク

ト <未来枠>

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＞

「環境モデル都市・京都」推進事業 2,402 5,000

再生可能エネルギー利用の推進 214,100 113,460

太陽光発電普及促進事業

　太陽光発電システム設置助成件数拡大

　　　　　　　　　　　　　        など

家庭部門における地球温暖化対策 72,547 60,081

低炭素のモデル地区「エコ学区」事業 <未来枠>

「ＤＯ ＹＯＵ ＫＹＯＴＯ？」プロジェクト１４７万人

推進事業

環境にやさしいライフスタイルへの転換プロジェクト

こどもエコライフチャレンジ推進事業

（環境政策局－1）



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

運輸部門における地球温暖化対策 44,954 66,605

次世代自動車普及促進事業

　ＥＶラリー（府市協調事業） <未来枠>

　市民・観光客向け及び公用車カーシェアリングの実施

　電気自動車等用太陽光発電付充電設備増設  

　　市内３基

　レンタカー事業者，タクシー事業者への電気自動車等

　購入補助（府市協調事業）

エコドライブ推進事業

　京（みやこ）のエコドライバーズ登録事業

自動車環境対策の推進

　　　　　　　　　など

産業・業務部門における地球温暖化対策 33,885 26,460

事業者排出量削減計画制度の拡充 <未来枠>

ＫＹＯＴＯ環境知恵産業ブランド化推進事業 <未来枠>

中小事業者省エネ総合サポート事業

事業者向け環境学習セミナー

ＫＥＳ認証取得普及促進

　　　　　　　　　　など

地球温暖化対策のための市役所の率先実行 1,768 2,370

ＫＹＯＭＳの運用

自  独自システムによる環境マネジメントシステムの運用

環境会計

　環境保全活動に関するコスト及び効果の測定，公表

バイオマス活用推進 12,200 40,888

生ごみコミュニティ堆肥化事業の推進など

国際的な地球温暖化対策の推進 12,648 14,784

「イクレイ－持続可能性をめざす自治体協議会」等との

連携

ＫＹＯＴＯ地球環境の殿堂

京（みやこ）のアジェンダ２１の推進 20,634 22,058

環境影響評価 2,513 3,194

戦略的環境アセスメント制度の運用

　事業の計画段階での環境影響評価制度

環境影響評価制度の運用

鴨川の自然の恵みを育む協働事業 <新　規> 1,000 -

（環境政策局－2）



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

身近な自然度調査 <新　規> 3,000 -

市民参加型の身近な生き物の生息状況調査の実施

京都環境賞 968 973

京（みやこ）エコロジーセンター運営 157,372 160,100

環境事業協会運営 46,000 46,000

公 害 対 策 ダイオキシン類モニタリング調査 11,500 13,975

大気汚染対策 201,881 144,860

水質汚濁対策 41,135 45,085

騒音・振動対策 12,011 15,014

2 ごみ処理 13,032,661 14,427,960

ご み 減 量 ， 上流対策（発生抑制，再使用）の推進 90,800 70,800

リサイクルの推進 包装材削減推進京都モデルの構築

　生産から流通，販売の各段階における包装材削減に向

　けた基礎調査・レジ袋削減協定の拡大など

創 新京都版エコマネーの創設 <新　規>

　る市民ぐるみのエコ活動の促進

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

生ごみ３Ｒ推進事業 <新　規>

　家庭ごみ，事業ごみにおける生ごみの減量対策調査な

　ど

不用品リサイクル情報案内システム運用

京の環境みらい創生事業

各区環境パートナーシップ事業

ごみ減量普及啓発等 52,900 64,200

ごみの減量及び適正排出促進の普及啓発

環境施設見学会「ごみ減量エコバスツアー」

第６回３Ｒ推進全国大会の開催 <新　規>

資源物の持去り禁止 <新　規>

　資源ごみの持去りに対する啓発・パトロール

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

「京都市循環型社会推進基本計画（2009－2020）」進 3,700 3,700

ちょく状況調査

　マイボトル持参等のごみ減量行動への特典の付与によ

（環境政策局－3）
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項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要 本年度予算額前年度予算額

ごみ減量推進会議運営 39,300 35,600

地域ごみ減量推進会議の活動支援

２Ｒ型エコタウン構築事業

　商店街を拠点とした地域でのごみ減量の取組を推進

市民公募型パートナーシップ事業

　　　　　　　　　　　　　　など

　　　　　　　　　　　　　　

ごみ減量活動支援 275,829 281,749

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

　地域単位での生ごみや落ち葉の堆肥化を支援

　コミュニティ回収制度

　　市民を主体とする集団回収の推進

廃食用油燃料化事業

　市民回収に対する助成

　廃食用油燃料化施設運営

資源物回収事業の推進 123,107 85,259

資源物回収拠点の設置

リユースびん,蛍光管，紙パック，使用済乾電池の拠点

回収

小型家電リサイクルモデル事業

大型ごみのリユースモデル実施 <新　規>

資 新 デ 新資源ごみ等の“新回収システム”モデル事業 <新　規>

　資源ごみ及び有害・危険ごみの回収機会の拡大

空き缶，空きびん，ペットボトルのリサイクルの推進 328,763 330,978

資源リサイクルセンター運営など

　

プラスチック製容器包装のリサイクルの推進 263,400 266,300

圧縮梱包施設運営

　　　　　　　など

事業ごみ減量，分別・リサイクル対策 21,555 25,338

　排出事業者に対する啓発・指導

　中小企業ごみ減量対策など

業者収集マンションごみの分別啓発

　　　　　　　　　　　　　　　など

一般廃棄物処理業者の指導啓発 <新　規> 3,000 -

魚腸骨再生対策 178,258 179,310

魚アラリサイクルセンター運営

（環境政策局－4）
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項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要 本年度予算額前年度予算額

基金特別会計繰出金 1,123,100 967,100

有料指定袋製造経費等を除く家庭ごみ有料指定袋制によ

る収入相当分の「京都市民環境ファンド」への繰り出し

ご み 収 集 有料指定袋制の実施 737,100 907,100

指定袋の製造，保管，配送経費

定期，資源ごみ収集 2,024,291 2,100,293

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

京都市ごみ収集業務改善実施計画に基づいた競争性原理

の導入による委託

ごみ収集福祉サービス（まごころ収集）の実施

大型ごみ収集 397,413 412,818

ま ち の 美 化 「世界一美しいまち・京都」の推進 23,591 25,330

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

まちの美化活動への支援 10,200 11,100

　 不法投棄対策 57,950 62,231

不法投棄監視カメラ貸与

不法投棄物収集，啓発パトロール

クリーンセンター クリーンセンター運営 1,900,253 1,982,752

運営・埋立地管理 　焼却炉維持費，残灰処理費，排水・排ガス処理費など

北部クリーンセンター関連施設運営 41,052 43,439

東部クリーンセンター余熱利用施設運営 55,590 54,940

埋立地管理 590,181 612,173

東部山間埋立処分地など

焼却灰溶融施設運営 1,538,543 1,336,209

溶融炉維持費，運転委託料，保守管理費など

（環境政策局－5）



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

クリーンセンター等 クリーンセンター等保守管理 1,830,617 1,474,113

整備

クリーンセンター焼却炉等改修 192,221 432,900

埋 立 処 分 地 整 備 東部山間埋立処分地整備 170,071 180,574

進入道路橋耐震補強工事，浸出水集排水施設工事など

広域最終処分場建設負担金 17,537 6,917

3 廃棄物適正処理対策 1,858,521 1,987,955

産業廃棄物等適正 産業廃棄物に関する社会意識の高揚 <新　規> 4,235 -

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業務 27,264 27,568

産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例関連

廃棄物処理業者等許可・指導業務 8,746 17,709

廃棄物処理法及び自動車リサイクル法関連許可・指導業

務など

                      

大岩街道周辺地域対策 9,936 35,136

旧エコクリーン焼却炉の解体後の整地など

京都環境保全公社への府市協調支援 1,788,000 1,888,000

貸付金

4 し尿処理 695,199 709,412

し 尿 収 集 処 理 収集処理費など 470,237 487,122

公衆便所維持管理 「世界一美しいまち・京都」の推進 14,224 14,664

公衆便所日曜清掃（観光地，繁華街など）

公衆便所維持管理など 44,856 44,610

公衆便所整備 8,410 6,685

既存トイレの改修など

10,496 10,521

自動洗浄・消毒式トイレ

「歩くまち・京都」にふさわしい快適トイレのモデル導入

（環境政策局－6）
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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を活用する事業 1,090,500

（環境政策局事業再掲）

上流対策（発生抑制，再使用）の推進 90,800

ごみ減量普及啓発等 52,900

「京都市循環型社会推進基本計画（2009－2020）」進 3,700

ちょく状況調査

ごみ減量推進会議運営 39,300

ごみ減量活動支援 99,200

資源物回収事業の推進 81,300

空き缶，空きびん，ペットボトルのリサイクルの推進 143,500

プラスチック製容器包装のリサイクルの推進 263,400

まちの美化活動への支援 10,200

不法投棄対策 3,000

太陽光発電普及促進事業 211,100

家庭部門における地球温暖化対策 65,600

次世代自動車普及促進事業 14,300

バイオマス活用推進 12,200

有料指定袋制の実施に伴う財源を活用する事業 82,900

（他局事業再掲）

森の力活性・利用対策～地球温暖化防止森林吸収源対策 56,900

～（産業観光局）

商店街街路灯ＬＥＤ化推進事業（産業観光局） 10,000

都市緑化事業（街路樹の整備～道路の森づくり～） 16,000

（建設局）

（環境政策局－7）


