
2022年（令和4年）1月 （ 2 ）

ペットボトルの
「ボトルtoボトル」水平リサイクル

分担金及び負担金
31億9,603万6千円（75.9％）

42億1,153万3千円使用料及び手数料
4億4,581万6千円（10.6％）

国庫支出金 
327万8千円（0.1％）

財産収入 8,557万8千円（2.0％）

組合債
300万円（0.1％）諸収入2億8,273万9千円（6.7％）

繰越金7,985万4千円（1.9％）

府支出金
173万6千円（0.0％）

繰入金1億1,349万6千円（2.7％）
歳　入

総額　42億1,153万3千円
前年度比3億8,340万4千円、
8.3％の減少（ （

歳　出
総額　41億4,928万1千円
前年度比3億6,580万2千円、
8.1％の減少（ （

人件費
7億5,486万円（18.2％）

物件費
18億4,362万5千円
（44.4％）

普通建設事業費
6億1,040万8千円
（14.7％）

補助費等
1億3,478万円（3.3％）

41億4,928万1千円

公債費
7億3,548万6千円
（17.7％）

積立金
7,012万2千円
（1.7％）

効率的で計画的な事業・施設運営を行うとともに、構成市町との
連携・共同により、安定した廃棄物処理事業を継続し、更なるご
みの減量や再資源化に努めたほか、以下の取組を行いました。

令和２年度
決算の概要

令和３年度財政状況の公表
　城南衛生管理組合財政状況の公表に関する条例の規定により、令
和３年度（令和３年10月31日現在）の当組合の財政状況について公
表します。

区　分 予算現額 収入済額 収入率
分担金及び負担金 3,466,551 2,034,681 58.7%
使用料及び手数料 456,907 220,253 48.2%
財産収入 59,292 32,971 55.6%
繰入金 113,496 0 0.0%
繰越金 0 62,253 ―
諸収入 242,295 87,955 36.3%
組合債 289,800 0 0.0%
合　計 4,628,341 2,438,113 52.7%

■予算執行状況（歳入） （単位：千円）

区　分 土地（地積） 建物
（延面積） 物品

基　金
財政調整
基金

転廃業助成
基金

現在高 184,177.33㎡ 41,859.39㎡ 68台 348,233千円 273,432千円
※物品は、城南衛生管理組合財務規則による主要物品（取得価格500千円以上）を掲載

■財産の状況

区　分 予算現額 支出済額 執行率
議会費 4,799 304 6.3%
総務費 404,892 229,887 56.8%
衛生費 3,619,923 1,164,988 32.2%
公債費 596,507 298,176 50.0%
予備費 2,220 0 0.0%
合　計 4,628,341 1,693,355 36.6%

■予算執行状況（歳出） （単位：千円）

区　分 令和２年度末
現在高

令和３年度 令和３年10月末
現在高起債額 償還額

普通債（合計） 6,453,508 0 289,968 6,163,540

■組合債の状況 （単位：千円）

問総務課　行財政係
　075-631-0774

区　分 現在高
一般会計 0

■一時借入金の状況 （単位：千円）
※予算で定めた一時借
入金の借入最高額は
300,000千円です。

令和２年度の主な取り組み
❶ごみ中継施設更新事業の推進（令和5年度稼働予定）
❷ 新庁舎建設事業の推進（令和６年度供用予定）
❸ クリーン２１長谷山長寿命化等の検討業務の実施
❹ 事業協同組合へのし尿収集運搬業務の一括委託と臨時収集の受付
業務委託の開始

❺ 廃棄物発電やプラスチック製容器包装資源化事業などの循環型社
会の構築に向けた事業の推進

❻ 人事評価制度の活用や職場ＯＪＴ活動の実施による人材育成及び
組織力強化に向けた取組の推進

❼ 環境マネジメントシステムに基づく継続的改善活動及び地球温暖
化対策実行計画（第４期）の推進

❽ ホームページ・Facebook・広報紙による環境情報発信、京都文
教大学との授業連携や組合キャラクターを通じた環境啓発の推進

城南衛生管理組合議会の令和３年10月定例会の提
出議案、議決結果は次のとおりです。

件　　　　　　　　　名 結果

議案第７号 令和２年度城南衛生管理組合一般会計歳入歳
出決算認定について 認定

議案第８号 令和３年度城南衛生管理組合一般会計補正予
算（第２号） 可決

議会報告

管内住民の皆さんの年間の経費負担
し尿処理：1,086円／人（1,416円）　ごみ処理：7,780円／人（10,034円）
※管内人口：362,211人（令和３年４月１日現在）
※カッコ内の数字は前年度実績

令和４年4月から「ボトルtoボトルリサイクル」事業を開始します
　城南衛生管理組合とサントリーグループは、ペットボトルの「ボトル
toボトルリサイクル」事業を基盤とした「持続可能な地域づくりに関
する協定」を締結しました。
　現在は、管内住民の皆様から回収したペットボトルのほとんどは、繊
維やトレーにリサイクルされ、最終的に不要となったものは焼却処理や
埋立処理となっています。
　令和４年４月から開始する「ボトルtoボトルリサイクル」事業で
は、使用済みのペットボトルをペットボトルに繰り返し再生することか
ら、半永久的にペットボトル資源を再生利用することが可能となりま
す。
　また、この事業により、化石由来燃料の使用量削減やCO2排出量の
抑制が期待でき、まさに、この地域での持続可能な資源循環型社会形成
の推進に寄与することができます。
　「ボトルtoボトルリサイクル」には、住民の皆様のご協力が不可欠
です。
　ご家庭での分別の際に、キャップ、ラベルなどのペットボトル以外の
不適物が混入すると、リサイクルの妨げになります。
　引き続きペットボトルの正しい分別・排出にご協力をお願いします。

2022年（令和4年）1月 （ 2 ）

ペットボトルの
「ボトルtoボトル」水平リサイクル

分担金及び負担金
31億9,603万6千円（75.9％）

42億1,153万3千円使用料及び手数料
4億4,581万6千円（10.6％）

国庫支出金 
327万8千円（0.1％）

財産収入 8,557万8千円（2.0％）

組合債
300万円（0.1％）諸収入2億8,273万9千円（6.7％）

繰越金7,985万4千円（1.9％）

府支出金
173万6千円（0.0％）

繰入金1億1,349万6千円（2.7％）
歳　入

総額　42億1,153万3千円
前年度比3億8,340万4千円、
8.3％の減少（ （

歳　出
総額　41億4,928万1千円
前年度比3億6,580万2千円、
8.1％の減少（ （

人件費
7億5,486万円（18.2％）

物件費
18億4,362万5千円
（44.4％）

普通建設事業費
6億1,040万8千円
（14.7％）

補助費等
1億3,478万円（3.3％）

41億4,928万1千円

公債費
7億3,548万6千円
（17.7％）

積立金
7,012万2千円
（1.7％）

効率的で計画的な事業・施設運営を行うとともに、構成市町との
連携・共同により、安定した廃棄物処理事業を継続し、更なるご
みの減量や再資源化に努めたほか、以下の取組を行いました。

令和２年度
決算の概要

令和３年度財政状況の公表
　城南衛生管理組合財政状況の公表に関する条例の規定により、令
和３年度（令和３年10月31日現在）の当組合の財政状況について公
表します。

区　分 予算現額 収入済額 収入率
分担金及び負担金 3,466,551 2,034,681 58.7%
使用料及び手数料 456,907 220,253 48.2%
財産収入 59,292 32,971 55.6%
繰入金 113,496 0 0.0%
繰越金 0 62,253 ―
諸収入 242,295 87,955 36.3%
組合債 289,800 0 0.0%
合　計 4,628,341 2,438,113 52.7%

■予算執行状況（歳入） （単位：千円）

区　分 土地（地積） 建物
（延面積） 物品

基　金
財政調整
基金

転廃業助成
基金

現在高 184,177.33㎡ 41,859.39㎡ 68台 348,233千円 273,432千円
※物品は、城南衛生管理組合財務規則による主要物品（取得価格500千円以上）を掲載

■財産の状況

区　分 予算現額 支出済額 執行率
議会費 4,799 304 6.3%
総務費 404,892 229,887 56.8%
衛生費 3,619,923 1,164,988 32.2%
公債費 596,507 298,176 50.0%
予備費 2,220 0 0.0%
合　計 4,628,341 1,693,355 36.6%

■予算執行状況（歳出） （単位：千円）

区　分 令和２年度末
現在高

令和３年度 令和３年10月末
現在高起債額 償還額

普通債（合計） 6,453,508 0 289,968 6,163,540

■組合債の状況 （単位：千円）

問総務課　行財政係
　075-631-0774

区　分 現在高
一般会計 0

■一時借入金の状況 （単位：千円）
※予算で定めた一時借
入金の借入最高額は
300,000千円です。

令和２年度の主な取り組み
❶ごみ中継施設更新事業の推進（令和5年度稼働予定）
❷ 新庁舎建設事業の推進（令和６年度供用予定）
❸ クリーン２１長谷山長寿命化等の検討業務の実施
❹ 事業協同組合へのし尿収集運搬業務の一括委託と臨時収集の受付
業務委託の開始

❺ 廃棄物発電やプラスチック製容器包装資源化事業などの循環型社
会の構築に向けた事業の推進

❻ 人事評価制度の活用や職場ＯＪＴ活動の実施による人材育成及び
組織力強化に向けた取組の推進

❼ 環境マネジメントシステムに基づく継続的改善活動及び地球温暖
化対策実行計画（第４期）の推進

❽ ホームページ・Facebook・広報紙による環境情報発信、京都文
教大学との授業連携や組合キャラクターを通じた環境啓発の推進

城南衛生管理組合議会の令和３年10月定例会の提
出議案、議決結果は次のとおりです。

件　　　　　　　　　名 結果

議案第７号 令和２年度城南衛生管理組合一般会計歳入歳
出決算認定について 認定

議案第８号 令和３年度城南衛生管理組合一般会計補正予
算（第２号） 可決

議会報告

管内住民の皆さんの年間の経費負担
し尿処理：1,086円／人（1,416円）　ごみ処理：7,780円／人（10,034円）
※管内人口：362,211人（令和３年４月１日現在）
※カッコ内の数字は前年度実績

令和４年4月から「ボトルtoボトルリサイクル」事業を開始します
　城南衛生管理組合とサントリーグループは、ペットボトルの「ボトル
toボトルリサイクル」事業を基盤とした「持続可能な地域づくりに関
する協定」を締結しました。
　現在は、管内住民の皆様から回収したペットボトルのほとんどは、繊
維やトレーにリサイクルされ、最終的に不要となったものは焼却処理や
埋立処理となっています。
　令和４年４月から開始する「ボトルtoボトルリサイクル」事業で
は、使用済みのペットボトルをペットボトルに繰り返し再生することか
ら、半永久的にペットボトル資源を再生利用することが可能となりま
す。
　また、この事業により、化石由来燃料の使用量削減やCO2排出量の
抑制が期待でき、まさに、この地域での持続可能な資源循環型社会形成
の推進に寄与することができます。
　「ボトルtoボトルリサイクル」には、住民の皆様のご協力が不可欠
です。
　ご家庭での分別の際に、キャップ、ラベルなどのペットボトル以外の
不適物が混入すると、リサイクルの妨げになります。
　引き続きペットボトルの正しい分別・排出にご協力をお願いします。

2022年（令和4年）1月 （ 2 ）

ペットボトルの
「ボトルtoボトル」水平リサイクル

分担金及び負担金
31億9,603万6千円（75.9％）

42億1,153万3千円使用料及び手数料
4億4,581万6千円（10.6％）

国庫支出金 
327万8千円（0.1％）

財産収入 8,557万8千円（2.0％）

組合債
300万円（0.1％）諸収入2億8,273万9千円（6.7％）

繰越金7,985万4千円（1.9％）

府支出金
173万6千円（0.0％）

繰入金1億1,349万6千円（2.7％）
歳　入

総額　42億1,153万3千円
前年度比3億8,340万4千円、
8.3％の減少（ （

歳　出
総額　41億4,928万1千円
前年度比3億6,580万2千円、
8.1％の減少（ （

人件費
7億5,486万円（18.2％）

物件費
18億4,362万5千円
（44.4％）

普通建設事業費
6億1,040万8千円
（14.7％）

補助費等
1億3,478万円（3.3％）

41億4,928万1千円

公債費
7億3,548万6千円
（17.7％）

積立金
7,012万2千円
（1.7％）

効率的で計画的な事業・施設運営を行うとともに、構成市町との
連携・共同により、安定した廃棄物処理事業を継続し、更なるご
みの減量や再資源化に努めたほか、以下の取組を行いました。

令和２年度
決算の概要

令和３年度財政状況の公表
　城南衛生管理組合財政状況の公表に関する条例の規定により、令
和３年度（令和３年10月31日現在）の当組合の財政状況について公
表します。

区　分 予算現額 収入済額 収入率
分担金及び負担金 3,466,551 2,034,681 58.7%
使用料及び手数料 456,907 220,253 48.2%
財産収入 59,292 32,971 55.6%
繰入金 113,496 0 0.0%
繰越金 0 62,253 ―
諸収入 242,295 87,955 36.3%
組合債 289,800 0 0.0%
合　計 4,628,341 2,438,113 52.7%

■予算執行状況（歳入） （単位：千円）

区　分 土地（地積） 建物
（延面積） 物品

基　金
財政調整
基金

転廃業助成
基金

現在高 184,177.33㎡ 41,859.39㎡ 68台 348,233千円 273,432千円
※物品は、城南衛生管理組合財務規則による主要物品（取得価格500千円以上）を掲載

■財産の状況

区　分 予算現額 支出済額 執行率
議会費 4,799 304 6.3%
総務費 404,892 229,887 56.8%
衛生費 3,619,923 1,164,988 32.2%
公債費 596,507 298,176 50.0%
予備費 2,220 0 0.0%
合　計 4,628,341 1,693,355 36.6%

■予算執行状況（歳出） （単位：千円）

区　分 令和２年度末
現在高

令和３年度 令和３年10月末
現在高起債額 償還額

普通債（合計） 6,453,508 0 289,968 6,163,540

■組合債の状況 （単位：千円）

問総務課　行財政係
　075-631-0774

区　分 現在高
一般会計 0

■一時借入金の状況 （単位：千円）
※予算で定めた一時借
入金の借入最高額は
300,000千円です。

令和２年度の主な取り組み
❶ごみ中継施設更新事業の推進（令和5年度稼働予定）
❷ 新庁舎建設事業の推進（令和６年度供用予定）
❸ クリーン２１長谷山長寿命化等の検討業務の実施
❹ 事業協同組合へのし尿収集運搬業務の一括委託と臨時収集の受付
業務委託の開始
❺ 廃棄物発電やプラスチック製容器包装資源化事業などの循環型社
会の構築に向けた事業の推進
❻ 人事評価制度の活用や職場ＯＪＴ活動の実施による人材育成及び
組織力強化に向けた取組の推進
❼ 環境マネジメントシステムに基づく継続的改善活動及び地球温暖
化対策実行計画（第４期）の推進
❽ ホームページ・Facebook・広報紙による環境情報発信、京都文
教大学との授業連携や組合キャラクターを通じた環境啓発の推進

城南衛生管理組合議会の令和３年10月定例会の提
出議案、議決結果は次のとおりです。

件　　　　　　　　　名 結果

議案第７号 令和２年度城南衛生管理組合一般会計歳入歳
出決算認定について 認定

議案第８号 令和３年度城南衛生管理組合一般会計補正予
算（第２号） 可決

議会報告

管内住民の皆さんの年間の経費負担
し尿処理：1,086円／人（1,416円）　ごみ処理：7,780円／人（10,034円）
※管内人口：362,211人（令和３年４月１日現在）
※カッコ内の数字は前年度実績

令和４年4月から「ボトルtoボトルリサイクル」事業を開始します
　城南衛生管理組合とサントリーグループは、ペットボトルの「ボトル
toボトルリサイクル」事業を基盤とした「持続可能な地域づくりに関
する協定」を締結しました。
　現在は、管内住民の皆様から回収したペットボトルのほとんどは、繊
維やトレーにリサイクルされ、最終的に不要となったものは焼却処理や
埋立処理となっています。
　令和４年４月から開始する「ボトルtoボトルリサイクル」事業で
は、使用済みのペットボトルをペットボトルに繰り返し再生することか
ら、半永久的にペットボトル資源を再生利用することが可能となりま
す。
　また、この事業により、化石由来燃料の使用量削減やCO2排出量の
抑制が期待でき、まさに、この地域での持続可能な資源循環型社会形成
の推進に寄与することができます。
　「ボトルtoボトルリサイクル」には、住民の皆様のご協力が不可欠
です。
　ご家庭での分別の際に、キャップ、ラベルなどのペットボトル以外の
不適物が混入すると、リサイクルの妨げになります。
　引き続きペットボトルの正しい分別・排出にご協力をお願いします。


