
 環境政策局予算の概要 

 

１ 予算編成に当たっての考え方 

   環境政策局の令和２年度当初予算は，レジリエンスの理念を踏まえるとともに，持続

可能な社会を目指すＳＤＧｓの実現に向け，「はばたけ未来へ！ 京プラン」実施計画第

２ステージに掲げる，徹底した省エネの推進と再生可能エネルギーの普及拡大，２Ｒと

分別・リサイクルの実践によるピーク時からのごみ量半分以下，多様な主体の参画によ

る生物多様性保全など，市民，事業者の皆様との協働により，脱炭素・循環型まちづく

りを着実に推進する予算案とした。 

2050 年ＣＯ２排出量正味ゼロの達成に向けた「１．５℃を目指す京都アピール」を踏

まえ，再生可能エネルギーの導入を飛躍的に拡大し，市民の省エネ行動をさらに促進す

る取組により，地球温暖化対策を一層推進する。 
また，ごみ半減をめざす「しまつのこころ条例」とこれを具体化した「新・京都市ご

み半減プラン」に基づき，令和２年度にごみ量をピーク時の半分以下の３９万トンとす

る目標の達成に向け，食品ロスの削減に向けた施策を一層充実させるとともに，事業ご

みの削減に向けた取組を強化するなど，ごみ減量の取組を加速させる。プラスチックご

み対策においては，世界的に問題となっている海洋汚染の防止のほか，ごみ減量，地球

温暖化対策，生物多様性保全等を図るため，特に使い捨てプラスチックごみの削減に向

けた取組を推進する。また，ごみの適正処理にあたっては，東北部クリーンセンター大

規模改修工事等の施設整備を確実に実施する。 
さらに，市民生活と観光の調和を図るため，観光地等における散乱ごみ対策等，まち

の美化に係る取組を強化するとともに，環境保全のための行動を一層拡大させるため，

令和元年１０月にオープンした環境学習施設「さすてな京都」を中心に環境学習の取組

を推進する。 

 
 

２ 主な新規・充実事業 

 ＜政策的新規・充実事業＞ 

  2050年ＣＯ２ゼロをめざす再エネ最大化アクション           6,300千円 

  2050年ＣＯ２ゼロをめざす市民省エネ行動促進事業           2,300千円 

  使い捨てプラスチック削減推進事業 

全体事業費 28,200千円（うち政策分 25,300千円） 

  観光地等における散乱ごみ対策 

全体事業費 39,300千円（うち政策分 13,000千円） 

  廃棄物計量装置導入支援事業                   10,000千円 

 ＜局枠等新規・充実事業＞ 

  食品ロス削減等推進事業   全体事業費 31,600千円（うち充実分 9,900千円） 
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３　環境政策局主要施策の概要

千円 千円

一般会計合計 19,572,000 20,733,000

1 地球環境保全対策 698,186 823,297

環 境 保 全 対 策 環境基本計画の推進 6,713 4,604

地球温暖化対策条例の推進 12,029 25,450

再エネの普及拡大と省エネの推進 192,676 244,299

<政　策>

<政　策>

すまいの創エネ・省エネ応援事業

　住宅用太陽光発電システム・蓄電システム・ＨＥＭＳ

　・太陽熱利用システムの普及拡大

京都市市民協働発電制度の普及支援

　地域における再生可能エネルギー導入支援

                    　  　　　　　　  など

市民による地球温暖化対策の推進 77,899 76,037

「エコ学区」ステップアップ事業

「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～

こどもエコライフチャレンジ推進事業

事業者による地球温暖化対策の推進 7,930 7,931

事業者排出量削減計画書制度の推進

ＫＥＳ認証取得普及促進

                    など

運輸部門における地球温暖化対策の推進 18,477 28,368

水素・電気自動車等の次世代自動車普及促進事業

エコドライブ推進事業

自動車環境対策の推進

　　　　　　　　　など

国際的な地球温暖化対策の推進 11,931 17,420

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 10,888 12,490

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＞

2050年ＣＯ２ゼロをめざす市民省エネ行動促進事業

2050年ＣＯ２ゼロをめざす再エネ最大化アクション

（環境政策局－1）
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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

環境影響評価 1,908 2,361

生物多様性保全 9,376 11,242

京都環境賞 1,304 1,413

京（みやこ）エコロジーセンター運営 152,773 151,384

公 害 対 策 ダイオキシン類モニタリング調査 10,518 10,518

大気汚染対策 126,551 168,330

大気汚染常時監視，有害大気汚染物質モニタリング調査

など

水質汚濁対策 30,383 36,032

河川水質・地下水質の常時監視，浄化槽設置補助など

騒音・振動対策 8,928 8,259

自動車騒音・道路交通振動調査など

2 ごみ処理 18,322,107 18,728,726

ご み 減 量 ， 環境先進都市・京都の更なる進化に向けた２Ｒと分別・リ 129,843 106,706

リサイクルの推進 サイクルの促進

使い捨てプラスチック削減推進事業 <政　策>

食品ロス削減等推進事業 <充　実>

紙ごみ削減推進事業

「新・京都市ごみ半減プラン」の進捗管理

　事業者報告制度，市民モニター制度の運用など

イベント等のエコ化の推進　

　　　　　　　　　　　など

環境施設見学会「ごみ減量エコバスツアー」 6,400 6,500

ごみ減量活動の推進 347,194 345,194

生ごみ減量推進事業

　地域における生ごみ堆肥化など

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・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

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，保守管理

（環境政策局－2）
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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

資源物の分別・リサイクルの推進 135,933 115,646

せん定枝の分別・リサイクル推進事業

資源物の拠点回収の推進

移動式拠点回収事業

小型家電リサイクル資源の活用

資源物の持去り禁止等啓発パトロール

空き缶，空きびん，ペットボトルのリサイクルの推進 629,958 589,571

資源リサイクルセンター運営，保守管理

　　　　　　　　　　　　　　　　　など

プラスチック製容器包装のリサイクルの推進 398,139 347,913

圧縮梱包施設運営，保守管理

　　　　　　　　　　　　など

事業ごみ減量，分別・リサイクル対策 25,026 15,951

　廃棄物計量装置導入支援事業 <政　策>

排出事業者に対する指導啓発

業者収集マンションごみの分別啓発

事業ごみ組成調査

一般廃棄物処理業者指導 2,202 2,202

基金積立金 1,186,000 1,067,500

家庭ごみ有料指定袋からの収入相当分（製造経費等を除

く）の環境共生市民協働事業基金（京都市民環境ファン

ド）への積立

ご み 収 集 家庭ごみ有料指定袋制の実施 619,000 699,000

指定袋の製造，保管，配送経費

定期，資源ごみ収集 2,955,457 2,817,760

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 388,030 374,708

（環境政策局－3）
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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

ま ち の 美 化 「世界一美しいまち・京都」の推進 36,798 37,473

観光地等における美化・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

家庭ごみの防鳥用ネット貸出事業

不法投棄・散乱ごみ対策等 124,975 103,578

観光地等における散乱ごみ対策 <政　策>

地域団体への不法投棄監視カメラ等の貸与

不法投棄ごみ収集

　　　　　　　など

クリーンセンター クリーンセンター運営 4,167,065 3,643,023

運営・埋立地管理 焼却炉運転，残灰処理，保守管理，南部クリーンセン

ター環境学習施設の運営など

北部クリーンセンター関連施設運営 40,997 39,381

埋立地管理 614,568 604,959

東部山間埋立処分地等運営

クリーンセンター等 クリーンセンター焼却炉等改修 139,429 291,892

整備

南部クリーンセンター第二工場整備事業 192,619 6,124,842

旧破砕施設解体，基盤整備

東北部クリーンセンター大規模改修工事 5,329,636 179,054

埋 立 処 分 地 整 備 東部山間埋立処分地整備 179,503 184,064

橋梁補修工事，雨水流入対策工事など

広域最終処分場建設負担金 53,439 32,270

3 廃棄物適正処理対策 51,600 566,721

産業廃棄物等適正 産業廃棄物に関する社会意識の高揚 4,033 8,288

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 23,752 22,396

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 7,532 7,088

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 6,283 5,949

岡田山撤去関連事業など

（環境政策局－4）
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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 500,107 614,256

し 尿 収 集 処 理 収集処理費など 338,290 338,079

公衆トイレ等維持 公衆トイレ清掃・維持管理など 137,913 143,079

管理

観光トイレ制度 23,904 23,904

　

（環境政策局－5）
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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

基金積立金の状況

基金積立金 1,187,868 1,069,770

環境共生市民協働事業基金

公共施設等整備管理基金

有料指定袋制の実施に伴う財源（有料化財源）の活用一覧

(1) 環境政策局の活用事業（再掲） 1,413,300

環境先進都市・京都の更なる進化に向けた２Ｒと分別・ 150,600

リサイクルの促進

　使い捨てプラスチック削減推進事業

　食品ロス削減等推進事業

  紙ごみ削減推進事業

　イベント等のエコ化の推進

　　　　　　　　　　　　など

環境施設見学会「ごみ減量エコバスツアー」 6,400

ごみ減量活動の推進 146,400

　生ごみ減量推進事業

　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

　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

　使用済てんぷら油の市民回収奨励事業

資源物の分別・リサイクルの推進 126,700

　せん定枝の分別・リサイクル推進事業

　資源物の拠点回収の推進

　移動式拠点回収事業

　小型家電リサイクル資源の活用

　資源物の持去り禁止等啓発パトロール

空き缶，空きびん，ペットボトルのリサイクルの推進 119,200

プラスチック製容器包装のリサイクルの推進 307,000

「世界一美しいまち・京都」の推進 17,200

　市民ボランティア団体等による清掃活動への支援

　家庭ごみの防鳥用ネット貸出事業

地域団体への不法投棄監視カメラ等の貸与 11,000

（環境政策局－6）
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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

再エネの普及拡大と省エネの推進 149,000

  2050年ＣＯ２ゼロをめざす再エネ最大化アクション

  2050年ＣＯ２ゼロをめざす市民省エネ行動促進事業

　すまいの創エネ・省エネ応援事業

　京都市市民協働発電制度の普及支援

市民による地球温暖化対策の推進 81,500

　「エコ学区」ステップアップ事業

　「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～

                            など

水素・電気自動車等の次世代自動車普及促進事業 1,300

南部クリーンセンター環境学習施設の運営 71,300

東北部クリーンセンター大規模改修工事 225,700

（2）環境政策局以外の活用事業（再掲） 109,700

森の力活性・利用対策 62,200

～地球温暖化防止森林吸収源対策～（産業観光局）

木質ペレット需要拡大事業（産業観光局） 5,100

街路樹整備事業（建設局） 3,500

既存住宅の省エネリフォーム支援事業（都市計画局） 38,900

（3）京都市民環境ファンドへの積立 70,000

　最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

有料指定袋制の実施に伴う財源（有料化財源）の活用額 1,593,000

合計　(1)＋(2)＋(3)

（環境政策局－7）
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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

京都市民環境ファンド（有料化財源の積立分）の令和2年度 494,332

末残高見込

東北部クリーンセンター大規模改修工事に活用するため 224,300

の積立分

最先端技術を活かした再生可能エネルギー分野などへの 70,000

中長期的な活用に向けた計画的な積立分

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 32

の積立分

指定袋製造経費の高騰に備えた積立分 200,000

（環境政策局－8）
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