
注　上段（　）は肉付補正額で内数

千円 千円

一般会計合計 18,390,000 25,546,652

1 地球環境保全対策 658,653 648,504

環 境 保 全 対 策 運輸部門における地球温暖化対策 20,311 11,452

市民版エコドライブ推進事業

　エコドライブ教室の開催など

京（みやこ）のエコドライブ大作戦 <新　規>

　まちなかエコドライブ大行動

　エコドライブ宣伝隊派遣事業

　　　　　　　　　　　　　など

グリーン配送普及促進事業

　都心部（まちなか）グリーン配送推進協議会運営

　エコドライブ推進者認定制度

　　　　　　　　　　　　　など

アイドリング・ストップ普及促進事業

産業・業務部門における地球温暖化対策 672 672

ＫＥＳ認証取得普及促進

地球温暖化対策のための市役所の率先実行 5,935 9,488

ＩＳＯ１４００１審査

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

バイオマス利活用の推進 103,037 60,000

生ごみ等の分別収集による新たなエネルギー生成モデル

実験 <重点枠>

市庁舎等の生ごみを活用したエネルギー回収及び高効率

化実証研究

　　　　など

環境影響評価 5,580 6,390

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

京都環境賞 859 704

環境事業協会運営 142,289 149,603

(47,000)

(58,000)

(11,000)

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

＜ 環 境 局 所 管 ＞

(91,000)

（環境局－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

公 害 対 策 自動車公害防止計画の推進 16,623 36,869

民間事業者低公害車導入補助　　　　　　　２４台

天然ガス市バス導入　　　　　　　　　　　　３台

ダイオキシンモニタリング調査 17,935 17,655

大気汚染対策 123,624 132,977

水質汚濁対策 94,065 97,348

浄化槽設置補助制度の拡充など

騒音・振動対策 21,185 18,500

2 ごみ処理 14,687,655 21,806,084

ご み 減 量 ， 「新京都市循環型社会推進基本計画（仮称）」の策定 15,000 -

リサイクルの推進 <重点枠>

環境体験学習プログラム 5,000 9,300

小学校でのごみ分別リサイクル体験学習

総合環境情報誌「京（みやこ）のごみ減量事典」 13,300 16,500

ごみ減量相談窓口事業 42,600 39,000

ごみ減量推進会議運営 43,400 51,000

地域ごみ減量推進会議（１００会議）

２Ｒ型エコタウン構築事業

　ごみの発生抑制（リデュース），再使用（リユース）

　を重視した事業展開の普及促進

市民公募型パートナーシップ事業

「包装材回収ボックス」の設置・利用促進

　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

京（みやこ）の環境みらい創生事業 33,000 31,000

脱温暖化社会，循環型社会の構築等に資する先進的な取

組に対する支援

各区環境パートナーシップ事業 14,100 14,100

市民団体等が区役所と協働して行うごみ減量や脱温暖

化，まちの美化を目的とした取組に対する支援

不用品リサイクル情報案内システム運用 4,000 7,300

(33,000)

(15,000)

（環境局－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

リユースびん（リターナブルびん）等の拠点回収 40,600 40,600

廃食用油燃料化事業 244,676 219,255

市民回収に対する助成

廃食用油燃料化施設運営

　　　　　　　　　　など

コミュニティ回収制度 44,000 57,800

市民を主体とする集団回収の推進

蛍光管拠点回収 9,400 14,500

紙パック拠点回収 36,103 38,222

回収拠点　２９１か所

使用済乾電池拠点回収 8,880 7,316

回収拠点　８１か所

電動式生ごみ処理機等購入助成 37,000 150,000

空き缶，空きびん，ペットボトルのリサイクルの推進 371,046 361,129

資源リサイクルセンター運営，スプレー缶適正処理など

　

プラスチック製容器包装のリサイクルの推進 571,465 2,374,733

西部圧縮梱包施設整備

　建築工事など

　場　　所　西京区大枝沓掛町

　処理能力　６０ｔ／日  

　１７～２０年度４年計画事業最終年度分

圧縮梱包施設運営

　　　　　　　など

ごみ減量普及啓発等 52,600 249,100

ごみの減量及び適正排出促進の普及啓発

ごみ処理施設見学会 <新　規>

　ごみの収集から適正処理までの現場見学

事業系ごみ減量，リサイクル促進普及啓発 <新　規> 18,000 -

排出事業者への減量マニュアル等による啓発，市施設で

の受入制限の検討など

魚腸骨再生対策 193,122 1,909,209

魚アラリサイクルセンター運営など

(18,000)

（環境局－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

ご み 収 集 有料指定袋制の実施 1,138,400 872,300

指定袋の製造，保管，配送経費

資源ごみ用１０Ｌ袋の製造 <新　規>

定期，資源ごみ収集 2,295,867 2,454,538

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）の全市実施

　ごみ出しが困難な要介護高齢者世帯や身体障害者世帯

　を対象とした戸別収集サービス

大型ごみ収集 434,248 429,639

ま ち の 美 化 「世界一美しいまち・京都」の推進 31,905 47,277

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 27,200 20,000

防鳥用ネット無償貸与，ボランティア袋配布

　 不法投棄対策 65,302 109,911

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 2,285,591 2,424,285

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 50,198 50,768

東部クリーンセンター余熱利用施設運営 44,579 43,332

埋立地管理 663,970 672,257

東部山間埋立処分地など

（環境局－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

クリーンセンター等 南部クリーンセンター第二工場整備 359,000 198,000

整備 受変電施設整備工事，設計委託など

場　　所　伏見区横大路八反田

処理能力　５００ｔ／日

　選別資源化施設（１８０ｔ／日）

　バイオガス化施設（６０ｔ／日）併設

クリーンセンター等保守管理 1,686,994 1,672,850

クリーンセンター焼却炉等改修 578,000 350,000

焼却灰溶融施設整備  2,034,509 5,419,475

建築設備工事，プラント工事など

場　　所　東部山間埋立処分地内

処理能力　３３０ｔ／日

１６～２１年度６年計画事業第５年度分

埋 立 処 分 地 整 備 東部山間埋立処分地整備 104,488 254,600

浸出水集排水施設工事など

広域最終処分場建設負担金 21,196 27,431

3 廃棄物適正処理対策 2,135,295 2,201,261

産業廃棄物等適正 産業廃棄物処理指導計画推進 3,943 4,491

処理 「産業廃棄物自主行動計画」制度の運用

　事業者による自主行動計画の策定及び公表

産業廃棄物に関する市民講座，親子講座の開催

廃棄物排出事業者指導業務 34,875 43,710

許可業者搬入手数料に関する排出事業者への普及啓発

産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例関連

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

廃棄物処理業者等許可・指導業務 12,741 17,540

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 5,736 6,520

京都環境保全公社への府市協調支援 2,068,000 2,119,000

貸付金等

（環境局－5）
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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

4 し尿処理 908,397 890,803

し 尿 収 集 処 理 収集処理費など 661,787 639,687

公衆便所維持管理 「世界一美しいまち・京都」の推進 14,664 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 50,474 47,422

公衆便所整備 8,650 19,400

既存トイレの改修など

　

「歩くまち・京都」にふさわしい快適トイレのモデル導入 19,740 19,740

自動洗浄・消毒式トイレ

有料指定袋制の実施に伴う財源を活用する事業（再掲） 900,000

生ごみ等の分別収集による新たなエネルギー生成モデル 20,000

実験

環境体験学習プログラム 5,000

総合環境情報誌「京（みやこ）のごみ減量事典」 13,300

ごみ減量相談窓口事業 42,600

ごみ減量推進会議の活動支援 43,400

地域ごみ減量推進会議（１００会議）

２Ｒ型エコタウン構築事業

市民公募型パートナーシップ事業

「包装材回収ボックス」の設置・利用促進

京（みやこ）の環境みらい創生事業 33,000

各区環境パートナーシップ事業 14,100

不用品リサイクル情報案内システム運用 4,000

リユースびん（リターナブルびん）等の拠点回収 40,600

廃食用油燃料化事業市民回収支援 39,000

コミュニティ回収制度 44,000

蛍光管拠点回収 9,400

電動式生ごみ処理機等購入助成 37,000

空き缶，空きびん，ペットボトルのリサイクルの推進 66,800

プラスチック製容器包装のリサイクルの推進 404,000

ごみ減量普及啓発等 52,600

　ごみの減量及び適正排出促進の普及啓発

　ごみ処理施設見学会

まちの美化活動への支援 27,200

　防鳥用ネット無償貸与，ボランティア袋配布

不法投棄対策 4,000

　不法投棄監視カメラ貸与

（環境局－6）


