
千円 千円

一般会計合計 14,948,000 17,685,700

特別会計合計 - 1,900

1 地球環境保全対策 984,042 847,488

環 境 保 全 対 策 京（みやこ）の環境共生推進計画の推進 7,110 4,000

地球温暖化対策条例の推進 24,000 14,850

「ＤＯ ＹＯＵ ＫＹＯＴＯ？クレジット」を活用した地域 6,000 17,710

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 323,100 204,900

自立分散型エネルギー利用促進事業

　太陽光発電システム・太陽熱利用システム・蓄電シス

　テム設置助成の充実

　燃料電池・ＨＥＭＳ設置助成制度の創設

京都市市民協働発電制度の普及支援

民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業

                                      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＞

家庭部門における地球温暖化対策 79,756 81,156

「エコ学区」事業

　平成２７年度までに全学区にエコ学区を拡大し，環境

　に関する学習会等を実施

「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プロジェクト

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

運輸部門における地球温暖化対策 11,984 17,072

次世代自動車普及促進事業

　電気自動車等用の充電設備設置補助

　タクシー事業者，レンタカー事業者，貨物運送事業者

　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

（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

産業・業務部門における地球温暖化対策 19,612 19,920

「ＢＥＭＳ普及コンソーシアム京都」推進事業

<政策枠>

事業者排出量削減計画制度の推進

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 1,500 1,431

ＫＹＯＭＳの運用

  独自システムによる環境マネジメントシステムの運用

バイオマス活用の推進 6,600 6,300

バイオ軽油を使用した車両走行実験など

国際的な地球温暖化対策の推進 52,000 12,350

イクレイ東アジア地域理事会京都開催 <政策枠>

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 17,132 17,132

環境影響評価 2,043 1,948

生物多様性保全 14,071 8,271

生物多様性保全推進事業 <政策枠>

                    など

京都環境賞 1,068 991

京（みやこ）エコロジーセンター運営 152,577 148,338

公 害 対 策 ダイオキシン類モニタリング調査 9,654 9,950

大気汚染対策 151,411 128,323

水質汚濁対策 40,662 37,572

騒音・振動対策 9,475 10,152

（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

2 ごみ処理 11,950,594 14,657,317

ご み 減 量 ， 「みんなで目指そう！ごみ半減！循環のまち・京都プラン 15,000 -

リサイクルの推進 －京都市循環型社会推進基本計画－」の推進 <新　規>

新たなごみ減量策の検討や，容器包装等の削減に向けた

条例制定など

発生抑制，再使用の推進 22,500 28,500

ＫＹＯＴＯエコマネーの活用

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

ごみ減量普及啓発等 32,700 38,500

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」

資源物の持去り禁止等啓発パトロール

ごみ減量推進会議の活動の支援 36,000 36,000

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 265,640 279,724

　マイボトル持参と衣料品回収行動の促進

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

　市民を主体とする集団回収の推進

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

生ごみ減量推進事業

　生ごみ３キリ運動や堆肥化等の取組による生ごみの減

　量・リサイクルの推進

資源物の分別・リサイクルの推進 100,300 93,000

雑がみ等の紙ごみ分別・リサイクル徹底推進事業

<政策枠>

資源物の拠点回収の推進

小型家電リサイクル事業

有害・危険ごみ等の移動式拠点回収事業

空き缶，空きびん，ペットボトルのリサイクルの推進 331,145 340,489

資源リサイクルセンター運営など

（環境政策局－3）



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 262,888 273,113

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 15,123 17,340

　排出事業者に対する指導啓発

　事業所における紙ごみ等のごみ減量モデルの構築など

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指導 1,900 1,900

魚腸骨再生対策 217,804 186,756

魚アラリサイクルセンター運営

基金積立金

家庭ごみ有料指定袋からの収入相当分（製造経費等を除 1,173,800 1,335,500

く）を「京都市民環境ファンド」へ積立て

ご み 収 集 家庭ごみ有料指定袋制の実施 710,500 586,200

指定袋の製造，保管，配送経費

定期，資源ごみ収集 2,032,202 1,924,763

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 346,034 349,941

ま ち の 美 化 「世界一美しいまち・京都」の推進 23,802 19,738

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

家庭ごみの防鳥用ネット貸出事業 13,000 15,000

（環境政策局－4）



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 225,109 225,705

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 1,654,169 1,618,141

運営・埋立地管理 　焼却炉運転経費，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 39,559 38,614

埋立地管理 638,052 641,772

東部山間埋立処分地など

クリーンセンター等 クリーンセンター等保守管理 2,045,895 1,396,296

整備

クリーンセンター焼却炉等改修 320,594 133,249

南部クリーンセンター第二工場（仮称）整備 377,000 16,400

設計，解体工事など

生活環境美化センター再整備事業（府市協調） 19,300 617,100

埋 立 処 分 地 整 備 東部山間埋立処分地整備 255,860 224,640

法面補強工事，浸出水集排水施設工事など

広域 終処分場建設負担金 220 824

3 廃棄物適正処理対策 1,438,977 1,583,210

産業廃棄物等適正 産業廃棄物に関する社会意識の高揚 13,233 3,774

処理 産業廃棄物処理状況等の調査など

廃棄物排出事業者指導 14,100 17,460

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 7,514 7,576

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 6,130 6,400

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 1,388,000 1,538,000

貸付金

（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

4 し尿処理 574,387 597,685

し 尿 収 集 処 理 収集処理費など 387,776 384,911

公衆トイレ維持管 公衆トイレ清掃・維持管理など 162,390 195,234

理

公衆トイレ整備 24,221 17,540

既存トイレの改修など

（環境政策局－6）



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を活用する事業 1,075,300

（環境政策局事業再掲）

発生抑制，再使用の推進 22,500

　ＫＹＯＴＯエコマネーの活用

　～マイボトル持参と衣料品回収行動の促進～

　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～

ごみ減量普及啓発等 32,700

  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」

　資源物の持去り禁止等啓発パトロール

ごみ減量推進会議の活動の支援 36,000

～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 129,400

　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

　生ごみ減量推進事業

　～生ごみ３キリ運動や堆肥化等の取組による生ごみの減

　量・リサイクルの推進～

資源物の分別・リサイクルの推進 98,200

　雑がみ等の紙ごみ分別・リサイクル徹底推進事業

　資源物の拠点回収の推進

　小型家電リサイクル事業

　有害・危険ごみ等の移動式拠点回収事業

空き缶，空きびん，ペットボトルのリサイクルの推進 125,000

プラスチック製容器包装のリサイクルの推進 255,400

家庭ごみの防鳥用ネット貸出事業 13,000

地域団体への不法投棄監視カメラ等の貸与 3,000

再生可能エネルギー等の利用の推進 282,600

　自立分散型エネルギー利用促進事業

　京都市市民協働発電制度の普及支援

（環境政策局－7）



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

家庭部門における地球温暖化対策 72,900

　「エコ学区」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プロジェクト

　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 4,600

有料指定袋制の実施に伴う財源を活用する事業 471,800

（環境政策局以外の充当事業再掲）

森の力活性・利用対策

～地球温暖化防止森林吸収源対策～（産業観光局） 62,200

商店街街路灯ＬＥＤ化推進事業（産業観光局） 5,000

木質ペレット需要拡大事業（産業観光局） 30,000

京都発森林バイオマスエネルギー利活用推進事業

（産業観光局） 1,000

街路樹整備事業

～花の道づくり，道路の森づくり～(建設局) 285,200

既存住宅の省エネリフォーム等支援事業（都市計画局） 88,400

京都市民環境ファンド（有料化財源）積立見込額 1,151,278

南部クリーンセンター建替えに伴う世界 先端の環境学

習拠点に活用するための積立 850,000

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 100,000

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

の積立 1,278

指定袋製造経費の高騰に備えた積立 200,000

（環境政策局－8）


