
千円 千円

一般会計合計 29,909,000 26,233,000

1 地球環境保全対策 902,599 897,192

環 境 保 全 対 策 地球温暖化対策条例の推進 10,760 23,000

事業者からの削減計画書受付，公表

地球環境問題連続セミナーの開催，普及啓発など

家庭部門における地球温暖化対策 51,870 38,500

省エネルギー型家電製品への転換誘導

　家電製品の省エネ性能ラベル表示

太陽光発電普及促進事業

　住宅用太陽光発電システム設置助成

　　助成対象の拡充 <重点枠>

チャレンジ・エコライフ推進事業

　環境家計簿運動の推進

「チャレンジ・エコライフ・コンテスト」

運輸部門における地球温暖化対策 10,734 3,000

アイドリング・ストップ普及促進事業 <新　規>

　環境シンポジウム（仮称）の開催など

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

産業・業務部門における地球温暖化対策 6,500 12,000

省エネルギー型事業活動の促進

　ＫＥＳの市内事業者への普及促進

　事業者向け環境教育実施支援

グリーン購入促進事業

建築物の省エネルギー化促進

地球温暖化対策のための市役所の率先実行 7,008 7,282

ＩＳＯ１４００１更新審査

新京都市エコオフィスプランの実践

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

国際的な地球温暖化対策の推進 47,872 690

気候変動に関する世界市長・首長協議会の京都開催

<重点枠>

「イクレイ－持続可能性をめざす自治体協議会」との

連携強化

本年度予算額 前年度予算額

＜ 環 境 局 所 管 ＞

項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要

（環境局－1）



千円 千円

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

京（みやこ）のアジェンダ２１推進事業 18,528 20,443

京のアジェンダ２１フォーラム運営

ＫＥＳ認証制度，エコツーリズムの推進

環境影響評価 7,777 9,859

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 717 787

京（みやこ）エコロジーセンター運営 176,719 178,580

環境事業協会運営 139,399 128,572

公 害 対 策 自動車公害防止計画の推進 38,142 37,103

民間事業者低公害車導入補助　　　２０台→２４台

天然ガス市バス導入　　　　　　　　　　　　３台

市バスのディーゼル排気微粒子除去装置整備　８台

ダイオキシンモニタリング調査 20,651 31,209

大気　　　　　　　　　　　　９地点

水質　　　　　　　　　　　１３地点

底質　　　　　　　　　　　１３地点

地下水　　　　　　　　　　　９地点

土壌（一般環境）　　　　　１５地点　　　　

排ガス（発生源）　　　　　　８地点

大気汚染対策 134,321 129,268

水質汚濁対策 107,705 140,074

騒音・振動対策 18,085 18,154

2 ごみ減量化対策 3,037,599 1,820,252

ご み 減 量 化 ， 有料指定袋制実施に伴う広報，普及啓発 <新　規> 265,695 -

リサイクルの推進 制度周知，広報，指定袋の事前無料配布

市民の環境意識向上に向けた普及啓発など

総合環境情報誌「ごみ事典（仮称）」の作成，配布 51,000 2,000

リターナブルびん（生きびん）等の拠点回収 39,500 19,720

回収拠点拡大　４０店舗→１００店舗 <重点枠>
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本年度予算額 前年度予算額項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要

コミュニティ回収制度 13,000 10,500

市民を主体とする集団回収システムの拡充

廃棄物減量等推進審議会運営 1,994 2,890

「京（みやこ）のごみ戦略２１」進ちょく状況把握等調査 10,000 -

<新　規>

施策や自主的取組の進ちょく及び効果の測定，公表

災害廃棄物処理実践行動マニュアル策定等調査 <新　規> 23,000 -

「災害廃棄物処理計画」の改定

「災害廃棄物処理実践行動マニュアル」の策定

ごみ減量推進会議運営 15,305 10,405

地域ごみ減量推進会議（７５会議）

市民の行政区レベルでのごみ減量活動支援 <新　規>

市民公募型パートナーシップ事業 <新　規>

商業施設への「包装材回収ボックス」の設置促進

<新　規>

電動式生ごみ処理機等購入助成 <新　規> 73,500 -

不用品リサイクル情報案内システム運用 862 1,215

ごみ減量・リサイクル推進店「めぐるくんの店」推奨制度 524 813

ごみ減量推進員制度 168 955

空き缶，空きびん，ペットボトル分別収集 1,120,828 893,566

週１回，定曜日収集 　

プラスチック製容器包装の分別収集 341,550 279,885

市内約１割世帯での分別収集を継続

中間処理施設整備

　プラント工事，建築設備工事など

　場　　所　西京区大枝沓掛町，伏見区横大路千両松町　 

　処理能力　６５ｔ／日

　１７～２０年度４年計画事業第２年度分

積替所整備

　建築設備工事など

　場　　所　上京区下清蔵口町，伏見区横大路千両松町  

　１７～１９年度３年計画事業第２年度分

蛍光管拠点回収制度の創設 <新　規> 5,000 -

回収拠点　４６拠点
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本年度予算額 前年度予算額項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要

紙パック拠点回収 38,580 38,211

回収拠点　２９６か所

廃食用油燃料化事業 231,301 224,320

回収拠点拡大　１，０００拠点→１，１００拠点

廃食用油燃料化施設運営など

使用済乾電池処理適正化事業 6,256 6,092

処 理 量　４８ｔ／年

回収拠点　８２か所

家電リサイクル等の推進 46,376 44,909

秘密書類リサイクル事業 991 995

魚腸骨再生対策 624,680 90,005

魚アラリサイクルセンター建替整備

　プラント工事，建築設備工事など

　場　　所　伏見区横大路千両松町

　処理能力　３３ｔ／日

　１７～１９年度３年計画事業第２年度分

魚アラリサイクルセンター運営など

3 廃棄物適正処理対策 2,255,184 2,293,274

産業廃棄物等適正 産業廃棄物処理指導計画推進 8,731 5,210

処理 「京(みやこ）のさんぱい戦略２１」進ちょく状況把握

調査 <新　規>

「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

産業廃棄物不適正処理対策の推進 21,927 23,189

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 38,006 27,355

許可業者搬入手数料に関する排出事業者への普及啓発

<新　規>

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 6,520 7,520

京都環境保全公社への府市協調支援 2,170,000 2,220,000

貸付金等
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本年度予算額 前年度予算額項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要

4 ごみ処理 22,664,633 20,211,293

ご み 収 集 有料指定袋制の実施 <新　規> 505,000 -

指定袋の製造，保管，配送経費など

家庭ごみ定期収集 1,918,220 1,993,455

週２回，定曜日収集

大型ごみ収集 368,158 362,409

ま ち の 美 化 「世界一美しいまち・京都」の推進 67,338 68,764

「世界の京都・まちの美化市民総行動」の実施

門掃き等の日常的な清掃活動の奨励

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

「京（みやこ）・華やぎ隊」

　　　　　　　　　　　　など

まちの美化活動の支援拡充 <新　規> 36,000 -

カラス防護ネット設置支援，ボランティア袋配布拡大

　 不法投棄対策 72,884 57,006

不法投棄物収集，啓発パトロール等の強化

　

クリーンセンター クリーンセンター運営 2,466,436 2,587,299

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 62,573 62,860

東部クリーンセンター余熱利用施設運営 42,536 38,047

埋立地管理 696,676 702,019

東部山間埋立処分地など

クリーンセンター等 北部クリーンセンター整備 9,779,408 6,855,054

整備 建築設備工事，プラント工事など

場　　所　右京区梅ヶ畑高鼻町

処理能力　４００ｔ／日

　空き缶等再資源化中間処理施設（４０ｔ／日）併設

クリーンセンター保守管理 1,417,986 1,242,460

クリーンセンター焼却炉等改修 70,000 70,000
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本年度予算額 前年度予算額項　　　目 主　　要　　施　　策　　の　　概　　要

南部クリーンセンター第二工場整備 173,000 222,000

環境影響評価，工場用地地質調査など

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

焼却灰溶融施設整備  3,733,915 3,487,850

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

１６～２０年度５年計画事業第３年度分

埋 立 処 分 地 整 備 東部山間埋立処分地整備 44,278 48,440

浸出水集排水施設工事など

広域最終処分場建設負担金 10,960 3,105

水垂埋立処分地跡地整備事業 390,452 1,253,380

周辺道路整備など

5 し尿処理 1,048,985 1,010,989

し 尿 収 集 処 理 収集処理費など 741,731 738,460

公衆便所維持管理 「世界一美しいまち・京都」の推進 14,980 14,980

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 47,632 41,518

観光トイレの増設

公衆便所整備 26,070 29,300

（多目的トイレ新設）　１か所 <新　規>

・「大和大路七条北東角」

　場所　東山区京都国立博物館南西

（改修）　１か所

・「龍安寺境内」

　場所　右京区龍安寺南東

　

「歩くまち・京都」にふさわしい快適トイレのモデル導入 17,404 12,180

自動洗浄・消毒式トイレ

　風致地区対応のユニバーサルデザインモデル１基増設

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

有料指定袋制の実施に伴う財源を活用する事業（再掲） 515,000

有料指定袋制実施に伴う広報，普及啓発 265,695

総合環境情報誌「ごみ事典（仮称）」の作成，配布 51,000

リターナブルびん（生きびん）等の拠点回収 19,500

コミュニティ回収制度 13,000

「京（みやこ）のごみ戦略２１」進ちょく状況把握等 10,000

調査

ごみ減量推進会議の活動支援 15,305

　地域ごみ減量推進会議（７５会議）

　市民の行政区レベルでのごみ減量活動支援

　市民公募型パートナーシップ事業

　商業施設への「包装材回収ボックス」の設置促進

電動式生ごみ処理機等購入助成 73,500

蛍光管拠点回収制度の創設 5,000

廃食用油燃料化事業市民回収支援 26,000

まちの美化活動の支援拡充 36,000

（環境局－7）


