
京都府市域の環境行動を促進する施策一覧

　（京商・環境行動計画に付随する１９項目の行動事例に対応）

＜２００９年７月時点＞

各施策の活用・詳細な内容については、各施策の窓口までお問い合わせ下さい。

京都商工会議所　産業振興部　まちづくり推進担当
（TEL: ０７５－２１２－６４４３）



事業名 主催者 問合せ先

「事業者向けごみ減量実践講座」 京都商工会議所 075-212-6443

http://www.kyo.or.jp/kyoto/kyosho/enterprise_index.html

「ECO検定試験」 京都商工会議所・東京商工会議所 03-3989-0777

http://www.kentei.org/eco

産業廃棄物発生抑制等促進事業費補助事業
京都府文化環境部循環型社会推進課 075-414-4717

http://www.pref.kyoto.jp/sanpai/hojosaitaku.html

「産業廃棄物減量・リサイクル推進事業」
京都府文化環境部循環型社会推進課   075-414-4717

http://www.pref.kyoto.jp/sanpai/soudan-coordinate.html

「ゼロエミッション支援アドバイザー」
京都府文化環境部循環型社会推進課 075-414-4717

http://www.pref.kyoto.jp/sanpai/zeroemi.html

「事業系ごみの分け方・減らし方」
京都市環境政策局循環型社会推進部循環企画課 075-213-4930

http://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/soshiki/5-5-0-0-0_14.html

「秘密書類リサイクル事業」
「京都ごみ減量推進会議」事務局 075-647-3444

http://web.kyoto-inet.or.jp/org/gomigen/katsudou/08/index.html

「DO YOU KYOTO? 京都市環境家計簿」
京都市環境政策局地球温暖化対策室 075-211-9281

http://www.doyoukyoto.com/

「ゴミゲンネット」
「京都ごみ減量推進会議」事務局 075-647-3444

http://web.kyoto-inet.or.jp/org/gomigen

手引き「事業系ごみの分け方・減らし方」のダウンロードや、制度改正のお知らせなど

機密を要する書類を守秘に配慮して専門的に回収、溶解することにより、段ボール板紙に再生し、事
業系ごみの減量及び再資源化を促進

従業員に職場での省エ
ネ行動や3R
（Reduce、Reuse、
Recycle）を徹底する

施策など
会員企業等が取り組

む行動事例

従業員とその家族に家
庭での省エネ行動や
3Rを呼びかける

環境にも財布にもやさしい取組のツールとして環境家計簿を配布しています。電気使用量等を記入
し，送付いただきますと，省エネの取組方法等を記載した診断書を返送します。

京都市ごみ減量推進会議等関連団体と共同で、ごみ減量の取組の参考となる講座・ミニツアーを開催

　｢持続可能な社会｣を目指し、社会で率先して環境問題に取り組む“人づくり”のための検定試験

産業廃棄物税の税収を活用して、産業廃棄物の減量化を推進し、環境負荷の少ない循環型社会の構築
を促進するため、①産業廃棄物の発生抑制等の促進に係る研究・技術開発等及び②産業廃棄物のリサ
イクル施設整備に要する経費の一部を助成

事業者の廃棄物に対する減量・リサイクルの取り組みを支援するため、府が登録したゼロエミッショ
ンアドバイザーを無料で派遣

産業廃棄物排出事業者の方からの減量・リサイクルに関する相談に応じるため、専任の相談コーディ
ネーターを設置し、リサイクル技術や処理業者等の情報提供等を実施

～市民・事業者・行政のパートナーシップで進めるごみ減量～
京都市ごみ減量推進会議の活動や、ごみ減量に関するイベント等のお知らせを掲載。

①

②



「環境月間行事」
京都商工会議所 075-212-6443

http://www.kyo.or.jp/kyoto/kyosho/enterprise_index.html

「環境学習テキスト・企業ではじめるエコロジー」
京都市環境政策局地球温暖化対策室 075-211-9281

http://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000024418.html

「事業者むけ環境学習セミナー」
京都市環境政策局地球温暖化対策室 075-211-9281

http://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000024286.html

「ECO検定試験」
京都商工会議所・東京商工会議所 03-3989-0777

http://www.kentei.org/eco

「京都市まちの美化推進」
京都市まち美化推進事業団（事務局：環境政策局内） 075-231-5300

http://www.bika-kyo.jp/

「関西エコオフィス」
関西広域機構 06-4803-5572

http://www.kansai.gr.jp/ku/ecooffice/index.html

京都のエコビジネスフェア
京都グリーン購入ネットワーク 075-241-4664

http://www.k-gpn.org/

「事業系ごみの分け方・減らし方」
京都市環境政策局循環型社会推進部循環企画課 075-213-4930

http://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/soshiki/5-5-0-0-0_14.html

事業系廃棄物処理の手引き等パンフレット
京都市環境政策局循環型社会推進部廃棄物指導課 075-213-0926

http://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000000035.html

「ゴミゲンネット」
「京都ごみ減量推進会議」事務局 075-647-3444

http://web.kyoto-inet.or.jp/org/gomigen

⑦ 廃棄物の分別を徹底する

手引き「事業系ごみの分け方・減らし方」のダウンロードや、制度改正のお知らせなど

クールビズ、ウォーム
ビズを実施する

グリーン購入を積極的
に実践する

地域の環境活動に参加
する

従業員の環境知識の向
上に取り組む

簡易包装を推進する

｢持続可能な社会｣を目指し、社会の中で率先して環境問題に取り組む“人づくり”のための検定試験

　企業において、従業員に対する環境保全教育用テキストとして無料で配布。（ＨＰから取得できます）

経営者や従業員の環境保全意識の向上を図り、事業者における環境保全の取組を進めるため、その先
導者となる事業所内の環境保全活動リーダーを養成する連続講座

　毎年、６月の環境月間に講演会などを開催。会員企業の環境活動に役立つ情報や事例の紹介も。

各事業所での地球温暖化防止活動の裾野を広げ、身近なところから省エネルギー等の取り組みを推進
していく「関西エコオフィス宣言」事業所を関西２府８県で募集・登録しています。毎年、このオ
フィスの中から、優れた取り組みを「関西エコオフィス大賞」として表彰しています。

京都の企業間のエコビジネス、エコ製品、グリーン購入に関する成果を共有し、交流を深める場とし
て2009年度より実施。

清掃活動や街頭啓発活動をはじめ、啓発看板・回収容器・ごみ容器・吸い殻入れの設置などの事業を実施

産業廃棄物適正処理の手引き等、事業系廃棄物に関わる各種パンフレットの提供

レジ袋の削減や包装材回収ボックスの適正利用を呼びかけるキャンペーンを実施。買い物の仕方で容
器包装ごみの量がどのくらい変わるのか、調査結果を記したリーフレットによる啓発など。

③

④

⑤

⑥

⑧



『DO YOU KYOTO?』ライトダウン
京都市環境政策局地球温暖化対策室 075-211-9281

http://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000044768.html

環境家計簿
「環境行動支援サイト」京都商工会議所 075-212-6443

http://www.kyo.or.jp/co2/

ＫＥＳ・環境マネジメントシステム・スタンダード
特定非営利活動法人KES環境機構　　   075-321-4767

http://www.keskyoto.org/

省エネ無料診断と省エネ計画策定支援
京都商工会議所（新現役チャレンジ支援京都協議

会）
075-212-6462

http://www.shin-geneki-kyoto.jp/

省エネアドバイザー派遣事業
京都府文化環境部地球温暖化対策課   075-414-4708

http://www.pref.kyoto.jp/tikyu/1185441728617.html

京都市中小事業者省エネ総合サポート事業
京都市環境政策局地球温暖化対策室 075-211-9281

http://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000062239.html

工場の省エネルギー診断サービス
（財）省エネルギーセンター近畿支部　 ０6-6364-8965

http://www.eccj.or.jp/audit/fct3/index.html

工場以外の施設の省エネルギー診断サービス
（財）省エネルギーセンター近畿支部　 ０6-6364-8965

http://www.eccj.or.jp/audit/buil_serv06/index.html

専門家特別相談事業 （財）京都産業２１ 075-315-8660

http://www.ki21.jp/information/specialist/sodan/index.html

専門家派遣事業 （財）京都産業２１ 075-315-8660

http://www.ki21.jp/information/specialist/dispatch/index.htm

機器・設備の運用の見直
しや更新によりエネル
ギー使用量を削減する

⑫

省エネ活動で経費削減することが目標。中小企業の電力使用状況を測定し無料で改善計画案を提案。
改善計画を実施し、省エネ効果が投資費用を回収した段階で1ヶ月分の効果額を企業にお支払いいた
だく。

温室効果ガス発生抑制、省エネ、省資源化の取組について、指導・助言や技術的提案

エネルギー使用の合理化に取り組む中小規模事業者に対して、京都市が当該エネルギー等の使用状況
を調査し、その使用の合理化に資する措置を無料で提案。提案に基づく省エネ設備導入事業者には，
助成金を交付する。

原則として2名の専門家(熱分野、電気分野)が伺い、1日間診断を実施し、後日、評価報告書を提出
（具体的な省エネルギー改善策と、それを実施した場合に期待できる省エネルギー効果を提示）。費
用は無料。

上記、工場の省エネルギー診断サービスとほぼ同内容（但し、診断期間は2日間）。

毎月16日（DO YOU
KYOTO?デー）の統
一行動

省エネルギーに向けた
行動計画を作成する

自社（全社または事業
所）のエネルギー使用
量を把握する

中小企業等が抱える様々の課題解決のために、申請に基づき、登録した専門家を派遣、現地で診断・
アドバイス等。企業の負担は1回につき、（謝金8，000円）＋（旅費の3分の1）

中小企業等が抱える様々の課題解決のために、専門家が無料で相談に応える（毎週木曜日、要電話予
約）また、技術等の相談には、月曜日から木曜日まで経営支援相談員が相談に応える。

ISO14001の認証取得が困難な中小企業等でも容易に環境保全活動に取り組めるような環境マネジメ
ントシステム規格として、ＫＥＳの認証拡大に取り組んでいる。

自社(または事業所)の電気代やガソリン代などの基本的なエネルギー使用量を入力すること
で、自社のCO2排出量を把握することができます。「省エネ」効果も期待できます。

京都議定書が発効した2月16日にちなみ，毎月16日に屋外照明などを消灯する「ライトダウン」を
市民や事業者の皆様のご協力のもと実施しています。

⑨

⑩

⑪



専門家派遣事業
（財）京都市中小企業支援センター　 075-211-9311

http://www.kyoto-sien.or.jp/nannari/index4.html

京都市低公害車普及モデル事業
京都市環境政策局環境企画部環境管理課　 075-213-0930

ＫＥＳ・環境マネジメントシステム・スタンダード
特定非営利活動法人KES環境機構　　   075-321-4767

http://www.keskyoto.org/

事業者におけるISO14001、KES取得に対する支援
京都市環境政策局環境企画部環境管理課 075-213-0930

http://www.city.kyoto.jp/kankyo/envm

ＫＥＳ認証普及促進
京都府文化環境部地球温暖化対策課 075-414-4708

http://www.pref.kyoto.jp/tikyu/1239351647181.html

ISO14001内部環境監査員養成講座
（社）京都工業会  075-313-0751

http://www.kyokogyo.or.jp/

グリーン調達基準にKES、ISO14001を適用する行政・企業
特定非営利活動法人KES環境機構　　 -

http://www.keskyoto.org/etc/green_supply.html

独立行政法人新エネルギー産業技術総合開発機構ホームページ
独立行政法人新エネルギー産業技術総合開発機構 06-4306-5020

http://www.nedo.go.jp/index.html

機器・設備の運用の見直
しや更新によりエネル
ギー使用量を削減する

グリーン調達の基準として、ISO14001又はKES認証取得取引先を優遇されている行政・企業の一覧

ＫＥＳステップ2認証取得費の一部を助成し、中小企業（特定事業者を除く）の継続的なエコ対策
（CO2削減）の促進を図る。

ISO14001の認証取得が困難な中小企業等でも容易に環境保全活動に取り組めるような環境マネジメ
ントシステム規格として、ＫＥＳ・環境マネジメントシステムの認証拡大に取り組んでいる。

環境マネジメントシステムであるISO14001やKESを事業者が認証取得、維持するに当たって、規
格や環境関連法令の内容等についての相談に応じている。

中小企業である貨物運送事業者が，リースにより導入する天然ガス自動車について差額の一部補助

ワークスタイルやビジネ
スのあり方を見直し、省
エネルギーに取り組む

顧客、取引先等のステー
クホルダーにも省エネル
ギーを呼びかける

ISO14001の内部環境監査員、KESの環境管理責任者を養成する講座。

中小企業者の課題解決に向けて登録専門家を派遣し、適切な診断・助言を行い、企業の経営、技術向
上を支援。企業の負担は，派遣1回目は12,000円，2回目以降は1回につき6,000円。派遣1回あた
り2時間，最大5回まで利用が可能。

再生可能エネルギーの
利用を推進する

新エネルギー関連の各種イベントや情報提供。

⑫

⑬
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エコドライブ教室およびエコドライブ宣伝隊派遣事業
京都市環境政策局環境企画部環境管理課 075-213-0930

http://www.city.kyoto.jp/kankyo/envm/cev/ecodrive.htm

エコドライブ推進事業所登録事業
京都市環境政策局環境企画部環境管理課　 075-213-0930

http://www.city.kyoto.jp/kankyo/envm/cev/ecodrive.htm

エコ通勤ポータルサイト
国土交通省 ―

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/ecommuters

「エコ通勤」の推進
国土交通省近畿運輸局

京都市都市計画局歩くまち京都推進室
０７５－２２２－３４８３

http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo12_hh_000008.html

京（みやこ）のまちなか緑化助成
建設局 水と緑環境部 緑政課 緑化推進係 075-222-3589

http://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000059992.html

「環境行動支援サイト」
京都商工会議所 075-２１２-6443

http://www.kyo.or.jp/co2/

環境経営促進金利優遇制度(京都ECOﾚｰﾄ)

http://www.pref.kyoto.jp/tikyu/1210550023376.html 京都府商工労働観光部経営支援課 075-414-4822

http://www.city.kyoto.jp/kankyo/envm/yuushi/yuushi.htm 京都市産業観光局商工部産業政策課 075-222-3325

環境保全資金融資制度
京都市環境政策局環境企画部環境管理課　 075-213-0930

http://www.city.kyoto.jp/kankyo/envm/yuushi/yuushi.htm

エコ通勤を実践する

「エコ通勤」とは、より望ましい通勤交通のあり方を模索していくことなど、各事業所が主体的に、
より望ましい通勤交通のあり方を、考える取り組みです。

マイカー通勤者を対象にエコ通勤への転換の動機付けとなる情報提供やアンケートを行い，エコ通勤
の実施を促す。併せて，公共交通や自転車による通勤の奨励等，通勤制度の変更などの誘導策を実施
する。

エコドライブを実践する

（その他）
環境関連融資制度

⑱緑化の推進に取り組
む

自社で実行する地球温
暖化対策を宣言し、そ
の結果を評価するとと
もに、継続的に改善し
て取り組む

中小企業者の環境保全に関する取組を支援するため，工場等の設備改善及び移転，電気自動車等低公
害車及び電気自動車充電設備の購入，屋上緑化及び太陽エネルギー利用設備の導入，アスベスト及び
フロンガス対策に必要な資金の融資あっせん

自社の活動の内容に即した環境計画を立てることは、環境にやさしい企業としてＰＲできるだけで
なく、企業のマネジメントの第一歩となります。京商が作成した19項目の企業の行動事例をもと
に自社の経営方針に適した環境の取り組みを見つけて、広く宣言することができます。

　個人や事業者の方が，緑化重点地区において，屋上緑化・壁面緑化，地上緑化，駐車場（駐車区
画）緑化を行う際に，設置費用などの助成を行います。

環境配慮行動を実践する中小企業を支援するため、京都府・京都市中小企業融資制度において金利を優遇

＜エコドライブ教室＞燃費が１～２割程度改善する省燃費運転「エコドライブ」について理解を深め
るセミナーを年2回程度開催します。＜エコドライブ宣伝隊派遣事業＞職場等で５分～３０分の主催
者様の意向に応じた講習を実施します。

地球にやさしく，経費節減にもつながる自動車の運転方法であるエコドライブを積極的に実践し，そ
の普及啓発にも一役買っていただく事業所です。京都市が相談を受け付け，様々な支援を行います。
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						会員企業等が取り組む行動事例 カイインキギョウトウトクコウドウジレイ		項目２ コウモク		目的 モクテキ		会員企業の具体的な方策例 カイインキギョウグタイテキホウサクレイ		会員企業の具体的な方策例 カイインキギョウグタイテキホウサクレイ		施策など シサク

																事業名 ジギョウメイ		主催者 シュサイシャ		問合せ先 トイアワサキ

				①		従業員に職場での省エネ行動や3R（Reduce、Reuse、Recycle）を徹底する						○啓発冊子や各種広報媒体の活用
○各種セミナーへの参加
○ｅｃｏ検定へのチャレンジ		○啓発冊子や各種広報媒体の活用
○各種セミナーへの参加
○ｅｃｏ検定へのチャレンジ		「事業者向けごみ減量実践講座」 ジギョウシャムゲンリョウジッセンコウザ		京都商工会議所		075-212-6443

																http://www.kyo.or.jp/kyoto/kyosho/enterprise_index.html		京都市ごみ減量推進会議等関連団体と共同で、ごみ減量の取組の参考となる講座・ミニツアーを開催 ゲンリョウスイシンカイギトウカンレンダンタイキョウドウゲンリョウトリクミサンコウコウザカイサイ

																「ECO検定試験」 ケンテイシケン		京都商工会議所・東京商工会議所		03-3989-0777

																http://www.kentei.org/eco		　｢持続可能な社会｣を目指し、社会で率先して環境問題に取り組む“人づくり”のための検定試験 ケンテイシケン

																産業廃棄物発生抑制等促進事業費補助事業		京都府文化環境部循環型社会推進課		075-414-4717

																http://www.pref.kyoto.jp/sanpai/hojosaitaku.html		産業廃棄物税の税収を活用して、産業廃棄物の減量化を推進し、環境負荷の少ない循環型社会の構築を促進するため、①産業廃棄物の発生抑制等の促進に係る研究・技術開発等及び②産業廃棄物のリサイクル施設整備に要する経費の一部を助成

																「産業廃棄物減量・リサイクル推進事業」 サンギョウハイキブツゲンリョウスイシンジギョウ		京都府文化環境部循環型社会推進課		075-414-4717

																http://www.pref.kyoto.jp/sanpai/soudan-coordinate.html		産業廃棄物排出事業者の方からの減量・リサイクルに関する相談に応じるため、専任の相談コーディネーターを設置し、リサイクル技術や処理業者等の情報提供等を実施

																「ゼロエミッション支援アドバイザー」 シエン		京都府文化環境部循環型社会推進課		075-414-4717

																http://www.pref.kyoto.jp/sanpai/zeroemi.html		事業者の廃棄物に対する減量・リサイクルの取り組みを支援するため、府が登録したゼロエミッションアドバイザーを無料で派遣

																「事業系ごみの分け方・減らし方」 ジギョウケイワカタヘカタ		京都市環境政策局循環型社会推進部循環企画課 キョウトシジュンカンキカク		075-213-4930

																http://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/soshiki/5-5-0-0-0_14.html		手引き「事業系ごみの分け方・減らし方」のダウンロードや、制度改正のお知らせなど テビジギョウケイワカタヘカタセイドカイセイシ

																「秘密書類リサイクル事業」 ヒミツショルイジギョウ		「京都ごみ減量推進会議」事務局		075-647-3444

																http://web.kyoto-inet.or.jp/org/gomigen/katsudou/08/index.html		機密を要する書類を守秘に配慮して専門的に回収、溶解することにより、段ボール板紙に再生し、事業系ごみの減量及び再資源化を促進 キミツヨウショルイシュヒハイリョセンモンテキカイシュウヨウカイダンイタガミサイセイジギョウケイゲンリョウオヨサイシゲンカソクシン

				②		従業員とその家族に家庭での省エネ行動や3Rを呼びかける										「DO YOU KYOTO? 京都市環境家計簿」 キョウトシカンキョウカケイボ		京都市環境政策局地球温暖化対策室 キョウトシカンキョウセイサクキョクチキュウオンダンカタイサクシツ		075-211-9281

																http://www.doyoukyoto.com/		環境にも財布にもやさしい取組のツールとして環境家計簿を配布しています。電気使用量等を記入し，送付いただきますと，省エネの取組方法等を記載した診断書を返送します。 カンキョウサイフトリクミカンキョウカケイボハイフデンキシヨウリョウトウキニュウソウフショウトリクミホウホウトウキサイシンダンショヘンソウ

																「ゴミゲンネット」		「京都ごみ減量推進会議」事務局		075-647-3444

																http://web.kyoto-inet.or.jp/org/gomigen		～市民・事業者・行政のパートナーシップで進めるごみ減量～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都市ごみ減量推進会議の活動や、ごみ減量に関するイベント等のお知らせを掲載。

				③		従業員の環境知識の向上に取り組む						○啓発冊子や各種広報媒体の活用
○各種セミナーへの参加 ケイハツカクシュコウホウバイタイカツヨウカクシュサンカ		○啓発冊子や各種広報媒体の活用
○各種セミナーへの参加 ケイハツカクシュコウホウバイタイカツヨウカクシュサンカ		「環境月間行事」 カンキョウゲッカンギョウジ		京都商工会議所 キョウトショウコウカイギショ		075-212-6443

																http://www.kyo.or.jp/kyoto/kyosho/enterprise_index.html		　毎年、６月の環境月間に講演会などを開催。会員企業の環境活動に役立つ情報や事例の紹介も。 マイトシガツカンキョウゲッカンコウエンカイカイサイカイインキギョウカンキョウカツドウヤクダジョウホウジレイショウカイ

																「環境学習テキスト・企業ではじめるエコロジー」 カンキョウガクシュウキギョウ		京都市環境政策局地球温暖化対策室 キョウトシカンキョウセイサクキョクチキュウオンダンカタイサクシツ		075-211-9281

																http://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000024418.html		　企業において、従業員に対する環境保全教育用テキストとして無料で配布。（ＨＰから取得できます） シュトク

																「事業者むけ環境学習セミナー」 ジギョウシャカンキョウガクシュウ		京都市環境政策局地球温暖化対策室 キョウトシカンキョウセイサクキョクチキュウオンダンカタイサクシツ		075-211-9281

																http://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000024286.html		経営者や従業員の環境保全意識の向上を図り、事業者における環境保全の取組を進めるため、その先導者となる事業所内の環境保全活動リーダーを養成する連続講座

																「ECO検定試験」 ケンテイシケン		京都商工会議所・東京商工会議所		03-3989-0777

																http://www.kentei.org/eco		｢持続可能な社会｣を目指し、社会の中で率先して環境問題に取り組む“人づくり”のための検定試験 ケンテイシケン

				④		地域の環境活動に参加する						○地域での美化・清掃活動等への参加 チイキセイソウトウ		○地域での美化・清掃活動等への参加 チイキセイソウトウ		「京都市まちの美化推進」 キョウトシビカスイシン		京都市まち美化推進事業団（事務局：環境政策局内） キョウトシビカスイシンジギョウダンジムキョクカンキョウセイサクキョクナイ		075-231-5300　　

																http://www.bika-kyo.jp/		清掃活動や街頭啓発活動をはじめ、啓発看板・回収容器・ごみ容器・吸い殻入れの設置などの事業を実施

				⑤		クールビズ、ウォームビズを実施する										「関西エコオフィス」 カンサイ		関西広域機構 カンサイコウイキキコウ		06-4803-5572

																http://www.kansai.gr.jp/ku/ecooffice/index.html		各事業所での地球温暖化防止活動の裾野を広げ、身近なところから省エネルギー等の取り組みを推進していく「関西エコオフィス宣言」事業所を関西２府８県で募集・登録しています。毎年、このオフィスの中から、優れた取り組みを「関西エコオフィス大賞」として表彰しています。 カクジギョウショチキュウオンダンカボウシカツドウスソノヒロスイシンカンサイセンゲントウロクマイネンナカスグトクカンサイタイショウヒョウショウ

				⑥		グリーン購入を積極的に実践する						○啓発冊子や各種広報媒体の活用
○各種セミナーへの参加　　　　　　　　　　　　　　　○エコポイント事業への参加 ケイハツカクシュコウホウバイタイカツヨウカクシュサンカジギョウサンカ		○啓発冊子や各種広報媒体の活用
○各種セミナーへの参加　　　　　　　　　　　　　　　○エコポイント事業への参加 ケイハツカクシュコウホウバイタイカツヨウカクシュサンカジギョウサンカ		京都のエコビジネスフェア		京都グリーン購入ネットワーク キョウトコウニュウ		075-241-4664

																http://www.k-gpn.org/		京都の企業間のエコビジネス、エコ製品、グリーン購入に関する成果を共有し、交流を深める場として2009年度より実施。

				⑦		廃棄物の分別を徹底する										「事業系ごみの分け方・減らし方」 ジギョウケイワカタヘカタ		京都市環境政策局循環型社会推進部循環企画課 キョウトシジュンカンキカク		075-213-4930

																http://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/soshiki/5-5-0-0-0_14.html		手引き「事業系ごみの分け方・減らし方」のダウンロードや、制度改正のお知らせなど テビジギョウケイワカタヘカタセイドカイセイシ

																事業系廃棄物処理の手引き等パンフレット ジギョウケイハイキブツショリテビナド		京都市環境政策局循環型社会推進部廃棄物指導課 キョウトシ		075-213-0926

												○分別回収を徹底し、廃棄物から有価物への転換等 ブンベツカイシュウテッテイハイキブツユウカブツテンカンナド		○分別回収を徹底し、廃棄物から有価物への転換等 ブンベツカイシュウテッテイハイキブツユウカブツテンカンナド		http://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000000035.html		産業廃棄物適正処理の手引き等、事業系廃棄物に関わる各種パンフレットの提供 サンギョウハイキブツテキセイショリテビトウジギョウケイハイキブツカカカクシュテイキョウ

				⑧		簡易包装を推進する						○包装材の減量、減容化等の促進
○マイバッグ等の持参及びレジ袋の削減の促進等 ホウソウザイゲンリョウヘカタチカナドソクシンソクシン		○包装材の減量、減容化等の促進
○マイバッグ等の持参及びレジ袋の削減の促進等 ホウソウザイゲンリョウヘカタチカナドソクシンソクシン		「ゴミゲンネット」		「京都ごみ減量推進会議」事務局		075-647-3444

																http://web.kyoto-inet.or.jp/org/gomigen		レジ袋の削減や包装材回収ボックスの適正利用を呼びかけるキャンペーンを実施。買い物の仕方で容器包装ごみの量がどのくらい変わるのか、調査結果を記したリーフレットによる啓発など。

				⑨		毎月16日（DO YOU KYOTO?デー）の統一行動						○毎月１７日のライトダウンの実施 マイツキニチ		○毎月１８日のライトダウンの実施 マイツキニチ		『DO YOU KYOTO?』ライトダウン		京都市環境政策局地球温暖化対策室 キョウトシカンキョウセイサクキョクチキュウオンダンカタイサクシツ		075-211-9281

																http://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000044768.html		京都議定書が発効した2月16日にちなみ，毎月16日に屋外照明などを消灯する「ライトダウン」を市民や事業者の皆様のご協力のもと実施しています。 キョウトシミンジギョウシャミナサマキョウリョク

				⑩		自社（全社または事業所）のエネルギー使用量を把握する		省エネルギーに向けて取組 トリクミ		CO2の排出を削減		○日商チェックシートの活用
○京商独自の事業者向け環境家計簿の活用		○日商チェックシートの活用
○京商独自の事業者向け環境家計簿の活用		環境家計簿 カンキョウカケイボ		「環境行動支援サイト」京都商工会議所 カンキョウコウドウシエンキョウトショウコウカイギショ		075-212-6443

																http://www.kyo.or.jp/co2/		自社(または事業所)の電気代やガソリン代などの基本的なエネルギー使用量を入力することで、自社のCO2排出量を把握することができます。「省エネ」効果も期待できます。 コウカキタイ

				⑪		省エネルギーに向けた行動計画を作成する						○KESをはじめとした環境マネジメントの取得
○京都市等の無料省エネ相談・診断等の活用 ナド		○KESをはじめとした環境マネジメントの取得
○京都市等の無料省エネ相談・診断等の活用 ナド		ＫＥＳ・環境マネジメントシステム・スタンダード		特定非営利活動法人KES環境機構　　		075-321-4767

																http://www.keskyoto.org/		ISO14001の認証取得が困難な中小企業等でも容易に環境保全活動に取り組めるような環境マネジメントシステム規格として、ＫＥＳの認証拡大に取り組んでいる。

				⑫		機器・設備の運用の見直しや更新によりエネルギー使用量を削減する										省エネ無料診断と省エネ計画策定支援 ムリョウシンダンショウケイカクサクテイシエン		京都商工会議所（新現役チャレンジ支援京都協議会） キョウトショウコウカイギショシンゲンエキシエンキョウトキョウギカイ		075-212-6462

																http://www.shin-geneki-kyoto.jp/		省エネ活動で経費削減することが目標。中小企業の電力使用状況を測定し無料で改善計画案を提案。改善計画を実施し、省エネ効果が投資費用を回収した段階で1ヶ月分の効果額を企業にお支払いいただく。

												○京都市等の無料省エネ相談・診断等の活用 ナド		○京都市等の無料省エネ相談・診断等の活用 ナド		省エネアドバイザー派遣事業		京都府文化環境部地球温暖化対策課		075-414-4708

																http://www.pref.kyoto.jp/tikyu/1185441728617.html		温室効果ガス発生抑制、省エネ、省資源化の取組について、指導・助言や技術的提案

																京都市中小事業者省エネ総合サポート事業		京都市環境政策局地球温暖化対策室		075-211-9281

																http://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000062239.html		エネルギー使用の合理化に取り組む中小規模事業者に対して、京都市が当該エネルギー等の使用状況を調査し、その使用の合理化に資する措置を無料で提案。提案に基づく省エネ設備導入事業者には，助成金を交付する。

																工場の省エネルギー診断サービス		（財）省エネルギーセンター近畿支部　		０6-6364-8965

																http://www.eccj.or.jp/audit/fct3/index.html		原則として2名の専門家(熱分野、電気分野)が伺い、1日間診断を実施し、後日、評価報告書を提出（具体的な省エネルギー改善策と、それを実施した場合に期待できる省エネルギー効果を提示）。費用は無料。

																工場以外の施設の省エネルギー診断サービス コウジョウイガイシセツ		（財）省エネルギーセンター近畿支部　		０6-6364-8965

																http://www.eccj.or.jp/audit/buil_serv06/index.html		上記、工場の省エネルギー診断サービスとほぼ同内容（但し、診断期間は2日間）。 ジョウキコウジョウショウシンダンドウナイヨウタダキカンニチカン

																専門家特別相談事業		（財）京都産業２１		075-315-8660

																http://www.ki21.jp/information/specialist/sodan/index.html		中小企業等が抱える様々の課題解決のために、専門家が無料で相談に応える（毎週木曜日、要電話予約）また、技術等の相談には、月曜日から木曜日まで経営支援相談員が相談に応える。

																専門家派遣事業		（財）京都産業２１		075-315-8660

																http://www.ki21.jp/information/specialist/dispatch/index.htm		中小企業等が抱える様々の課題解決のために、申請に基づき、登録した専門家を派遣、現地で診断・アドバイス等。企業の負担は1回につき、（謝金8，000円）＋（旅費の3分の1）

				⑫		機器・設備の運用の見直しや更新によりエネルギー使用量を削減する										専門家派遣事業		（財）京都市中小企業支援センター　		075-211-9311

																http://www.kyoto-sien.or.jp/nannari/index4.html		中小企業者の課題解決に向けて登録専門家を派遣し、適切な診断・助言を行い、企業の経営、技術向上を支援。企業の負担は，派遣1回目は12,000円，2回目以降は1回につき6,000円。派遣1回あたり2時間，最大5回まで利用が可能。

																京都市低公害車普及モデル事業		京都市環境政策局環境企画部環境管理課　		075-213-0930

																		中小企業である貨物運送事業者が，リースにより導入する天然ガス自動車について差額の一部補助

				⑬		ワークスタイルやビジネスのあり方を見直し、省エネルギーに取り組む						○KESをはじめとした環境マネジメントの取得		○KESをはじめとした環境マネジメントの取得		ＫＥＳ・環境マネジメントシステム・スタンダード		特定非営利活動法人KES環境機構　　		075-321-4767

																http://www.keskyoto.org/		ISO14001の認証取得が困難な中小企業等でも容易に環境保全活動に取り組めるような環境マネジメントシステム規格として、ＫＥＳ・環境マネジメントシステムの認証拡大に取り組んでいる。

																事業者におけるISO14001、KES取得に対する支援		京都市環境政策局環境企画部環境管理課		075-213-0930

																http://www.city.kyoto.jp/kankyo/envm		環境マネジメントシステムであるISO14001やKESを事業者が認証取得、維持するに当たって、規格や環境関連法令の内容等についての相談に応じている。　　　

																ＫＥＳ認証普及促進		京都府文化環境部地球温暖化対策課		075-414-4708

																http://www.pref.kyoto.jp/tikyu/1239351647181.html		ＫＥＳステップ2認証取得費の一部を助成し、中小企業（特定事業者を除く）の継続的なエコ対策（CO2削減）の促進を図る。

																ISO14001内部環境監査員養成講座		（社）京都工業会		075-313-0751　

																http://www.kyokogyo.or.jp/		ISO14001の内部環境監査員、KESの環境管理責任者を養成する講座。

				⑭		顧客、取引先等のステークホルダーにも省エネルギーを呼びかける						○グリーン調達の推進
○啓発ポスター等の活用 スイシンナドカツヨウ		○グリーン調達の推進
○啓発ポスター等の活用 スイシンナドカツヨウ		グリーン調達基準にKES、ISO14001を適用する行政・企業		特定非営利活動法人KES環境機構　　		-

																http://www.keskyoto.org/etc/green_supply.html		グリーン調達の基準として、ISO14001又はKES認証取得取引先を優遇されている行政・企業の一覧 イチラン

				⑮		再生可能エネルギーの利用を推進する						○太陽光・風力・バイオマス等のエネルギー利用促進のための各種制度等の情報収集
○各種セミナーへの参加 ソクシンカクシュセイドトウジョウホウシュウシュウカクシュサンカ		○太陽光・風力・バイオマス等のエネルギー利用促進のための各種制度等の情報収集
○各種セミナーへの参加 ソクシンカクシュセイドトウジョウホウシュウシュウカクシュサンカ		独立行政法人新エネルギー産業技術総合開発機構ホームページ		独立行政法人新エネルギー産業技術総合開発機構 ドクリツギョウセイホウジンシンサンギョウギジュツソウゴウカイハツキコウ		06-4306-5020

																http://www.nedo.go.jp/index.html		新エネルギー関連の各種イベントや情報提供。 シンカンレンカクシュジョウホウテイキョウ

				⑯		エコドライブを実践する						○講習会への参加や機器の取り付け　　　　　　　　　○自家用車・社用車の定期点検を行う ジカヨウシャシャヨウシャテイキテンケンオコナ		○講習会への参加や機器の取り付け　　　　　　　　　○自家用車・社用車の定期点検を行う ジカヨウシャシャヨウシャテイキテンケンオコナ		エコドライブ教室およびエコドライブ宣伝隊派遣事業		京都市環境政策局環境企画部環境管理課		075-213-0930

																http://www.city.kyoto.jp/kankyo/envm/cev/ecodrive.htm		＜エコドライブ教室＞燃費が１～２割程度改善する省燃費運転「エコドライブ」について理解を深めるセミナーを年2回程度開催します。＜エコドライブ宣伝隊派遣事業＞職場等で５分～３０分の主催者様の意向に応じた講習を実施します。

																エコドライブ推進事業所登録事業		京都市環境政策局環境企画部環境管理課　		075-213-0930

																http://www.city.kyoto.jp/kankyo/envm/cev/ecodrive.htm		地球にやさしく，経費節減にもつながる自動車の運転方法であるエコドライブを積極的に実践し，その普及啓発にも一役買っていただく事業所です。京都市が相談を受け付け，様々な支援を行います。

				⑰		エコ通勤を実践する ツウキンジッセン										エコ通勤ポータルサイト ツウキン		国土交通省 コクドコウツウショウ		―

																http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/ecommuters		「エコ通勤」とは、より望ましい通勤交通のあり方を模索していくことなど、各事業所が主体的に、より望ましい通勤交通のあり方を、考える取り組みです。

												○公共交通機関の利用 コウキョウコウツウキカンリヨウ		○公共交通機関の利用 コウキョウコウツウキカンリヨウ		「エコ通勤」の推進		国土交通省近畿運輸局		京都市都市計画局歩くまち京都推進室
０７５－２２２－３４８３

																http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo12_hh_000008.html		マイカー通勤者を対象にエコ通勤への転換の動機付けとなる情報提供やアンケートを行い，エコ通勤の実施を促す。併せて，公共交通や自転車による通勤の奨励等，通勤制度の変更などの誘導策を実施する。

				⑱		⑱緑化の推進に取り組む リョッカスイシントク						○屋上緑化、壁面緑化、駐車場緑化を含む緑化の推進 オクジョウリョッカヘキメンリョッカチュウシャジョウリョッカフクリョクカスイシン		○屋上緑化、壁面緑化、駐車場緑化を含む緑化の推進 オクジョウリョッカヘキメンリョッカチュウシャジョウリョッカフクリョクカスイシン		京（みやこ）のまちなか緑化助成		建設局 水と緑環境部 緑政課 緑化推進係		075-222-3589 　

																http://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000059992.html		　個人や事業者の方が，緑化重点地区において，屋上緑化・壁面緑化，地上緑化，駐車場（駐車区画）緑化を行う際に，設置費用などの助成を行います。　 リョッカジュウテンチクリョッカリョッカチジョウリョッカチュウシャジョウチュウシャクカクリョッカ

				⑲		自社で実行する地球温暖化対策を宣言し、その結果を評価するとともに、継続的に改善して取り組む		地球温暖化対策に継続的に取り組む		一過性に終わらない成果を生むための着実な取り組みの継続		○京商のホームページに開設予定の支援サイトを活用し「地球温暖化対策行動宣言」をすることで、従業員の意識の高揚と社外への取り組み姿勢をアピール キョウショウカイセツヨテイシエンカツヨウジュウギョウインイシキコウヨウシャガイトクシセイ		○京商のホームページに開設予定の支援サイトを活用し「地球温暖化対策行動宣言」をすることで、従業員の意識の高揚と社外への取り組み姿勢をアピール キョウショウカイセツヨテイシエンカツヨウジュウギョウインイシキコウヨウシャガイトクシセイ		「環境行動支援サイト」 カンキョウコウドウシエン		京都商工会議所 キョウトショウコウカイギショ		075-２１２-6443

																http://www.kyo.or.jp/co2/		自社の活動の内容に即した環境計画を立てることは、環境にやさしい企業としてＰＲできるだけでなく、企業のマネジメントの第一歩となります。京商が作成した19項目の企業の行動事例をもとに自社の経営方針に適した環境の取り組みを見つけて、広く宣言することができます。 ジシャカツドウナイヨウソクカンキョウケイカクタカンキョウキギョウキギョウダイイッポキョウショウサクセイコウモクキギョウコウドウジレイジシャケイエイホウシンテキカンキョウトクミヒロセンゲン

						（その他）　　　　　　環境関連融資制度 タカンキョウカンレンユウシセイド										環境経営促進金利優遇制度(京都ECOﾚｰﾄ)		環境配慮行動を実践する中小企業を支援するため、京都府・京都市中小企業融資制度において金利を優遇

																http://www.pref.kyoto.jp/tikyu/1210550023376.html		京都府商工労働観光部経営支援課		075-414-4822

																http://www.city.kyoto.jp/kankyo/envm/yuushi/yuushi.htm		京都市産業観光局商工部産業政策課		075-222-3325

																環境保全資金融資制度		京都市環境政策局環境企画部環境管理課　		075-213-0930

																http://www.city.kyoto.jp/kankyo/envm/yuushi/yuushi.htm		中小企業者の環境保全に関する取組を支援するため，工場等の設備改善及び移転，電気自動車等低公害車及び電気自動車充電設備の購入，屋上緑化及び太陽エネルギー利用設備の導入，アスベスト及びフロンガス対策に必要な資金の融資あっせん



京都府市域の環境行動を促進する施策一覧　　　　　　　　　　　
　（京商・環境行動計画に付随する１９項目の行動事例に対応）　　　　　　

＜２００９年７月時点＞

各施策の活用・詳細な内容については、各施策の窓口までお問い合わせ下さい。




京都商工会議所　産業振興部　まちづくり推進担当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（TEL: ０７５－２１２－６４４３）
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		セミナー開催・冊子の刊行 カイサイサッシカンコウ

		事業名 ジギョウナ		実施機関・連絡先 ジッシキカンレンラクサキ		概要 ガイヨウ		参照URL サンショウ

		『京都府・京都市環境関係法令集』の刊行 キョウトフキョウトシカンキョウカンケイホウレイシュウカンコウ		京都商工会議所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業振興部　まちづくり推進担当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒604-0862
  　京都市中京区烏丸通夷川上ル
     ＴＥＬ 075-212-6443
      FAX   075-255-0428 キョウトサンギョウシンコウブスイシンタントウ		府・市の環境関係法令を冊子にまとめ、販売		http://www.kyo.or.jp/kyoto/topics/houreisyu20.htm

		環境月間行事の開催 カンキョウゲッカンギョウジカイサイ		京都商工会議所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業振興部　まちづくり推進担当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒604-0862
  　京都市中京区烏丸通夷川上ル
     ＴＥＬ 075-212-6443
      FAX   075-255-0428 キョウトサンギョウシンコウブスイシンタントウ		毎年6月の環境月間に、講演会などを開催		http://www.kyo.or.jp/kyoto/index.shtml

		環境学習テキスト
企業ではじめるエコロジー		京都市総合企画局地球温暖化対策室
〒604-8006
 京都市中京区中京区河原町通御池下る下丸屋町394番地
　Y・J・Kビル3階
     ＴＥＬ   075-211-9281
      FAX    075-211-9286 キョウトシ		企業において、従業員に対する環境保全教育用テキストとして無料で配布。右記ＨＰからダウンロードも可能。 ムリョウウキカノウ		http://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000024418.html		杉本係長 スギモトカカリチョウ		sugce849@city.kyoto.jp

		環境担当者講座		京都市環境政策局地球温暖化対策室
〒604-8006
 京都市中京区中京区河原町通御池下る下丸屋町394番地
　Y・J・Kビル3階
     ＴＥＬ   075-211-9281
      FAX    075-211-9286 キョウトシカンキョウセイサクキョク		経営者や従業員の環境保全意識の向上を図り、事業者における環境保全の取組を進めるため、その先導者となる事業所内の環境保全活動リーダーを養成する連続講座		http://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000024286.html

		エコドライブ教室 キョウシツ		京都市環境政策局環境企画部環境管理課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒604-8101
  　京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65
     ＴＥＬ 075-213-0930
      FAX  075-213-0922 セイサクヤナギノバンバドオリオイケサガヤナギハチマンチョウ		燃費が１～２割程度改善する省燃費運転「エコドライブ」について理解を深めるセミナーを年2回程度開催する。 ネンピワリテイドカイゼンショウネンピウンテンリカイフカネンカイテイドカイサイ		http://www.city.kyoto.jp/kankyo/envm/		坂下尚子様 サカシタナオコサマ		okqba872@city.kyoto.jp

		エコドライブ啓発リーフレット「クルマでｅｃｏ　かんたんエコドライブマニュアル」及びエコドライブ啓発ステッカー ケイハツオヨケイハツ		京都市環境政策局環境企画部環境管理課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒604-8101
  　京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65
     ＴＥＬ 075-213-0930
      FAX  075-213-0922 セイサクヤナギノバンバドオリオイケサガヤナギハチマンチョウ		エコドライブ実践のポイントと効果をイラストを交えて解説したリーフレットと、エコドライブを実践していることを後続車に示すとともに運転者の啓発にも活用できるステッカーを配布している。 ジッセンコウカマジカイセツハイフ		http://www.city.kyoto.jp/kankyo/envm/

		省エネ相談・アドバイス ショウソウダン

		事業名 ジギョウナ		実施機関・連絡先 ジッシキカンレンラクサキ		概要 ガイヨウ		参照URL サンショウ

		省エネアドバイザー派遣事業		京都府文化環境部地球温暖化対策課                       
〒602-8570 
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 
　ＴＥＬ　075-414-4708 
　 FAX　  075-414-4710 
    E-mail: tikyu@pref.kyoto.lg.jp  キョウトフブンカカンキョウブカ		温室効果ガス発生抑制、省エネ、省資源化の取組について、指導・助言や技術的提案 オンシツコウカ		http://www.pref.kyoto.jp/tikyu/1185441728617.html		福井様 フクイサマ		t-fukui72@pref.kyoto.lg.jp

		京都市事業者省エネ診断事業		京都市環境政策局地球温暖化対策室
〒604-8006
 京都市中京区中京区河原町通御池下る下丸屋町394番地
　Y・J・Kビル3階
     ＴＥＬ   075-211-9281
      FAX    075-211-9286 キョウトシカンキョウセイサク		エネルギー使用の合理化に取り組む事業者に対して、京都市が当該エネルギー等の使用状況を調査し、その使用の合理化に資する措置を無料で提案 キョウトムリョウテイアン		http://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000028346.html（リンクできない状態です） ジョウタイ

		工場の省エネルギー診断サービス		（財）省エネルギーセンター近畿支部　　　　　　　〒530-0057
　大阪市北区曽根崎1-2-6新宇治電ビル
     ＴＥＬ　.06-6364-8965 
      FAX    .06-6365-8990 ザイショウキンキシブ		原則として2名の専門家(熱分野、電気分野)が伺い、1日間診断を実施し、後日、評価報告書を提出（具体的な省エネルギー改善策と、それを実施した場合に期待できる省エネルギー効果を提示）。費用は無料。 ジッシムリョウ		http://www.eccj.or.jp/audit/fct3/index.html		竹若様 タケワカサマ		t.takewaka@ejcc.or.jp

		ビルの省エネルギー診断サービス		（財）省エネルギーセンター近畿支部　　　　　　　〒530-0057
　大阪市北区曽根崎1-2-6新宇治電ビル
     ＴＥＬ　.06-6364-8965 
      FAX    .06-6365-8991 ザイショウキンキシブ		原則として2名の専門家(熱分野、電気分野)が伺い、2日間診断を実施し、後日、評価報告書を提出（具体的な省エネルギー改善策と、それを実施した場合に期待できる省エネルギー効果を提示）。費用は無料。 ジッシムリョウ		http://www.eccj.or.jp/audit/buil_serv03/index.html

		専門家特別相談事業 トクベツソウダン		（財）京都産業２１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　経営革新部　お客様相談室
〒600-8813　京都市下京区中堂寺南町134（京都府産業支援センター内）
TEL:075-315-8660/ FAX:075-315-9091
E-mail:okyaku@ki21.jp ザイキョウトサンギョウ		中小企業等が抱える様々の課題解決のために、専門家が無料で相談に応える（毎週木曜日、商業・サービスは火曜日、要電話予約） センモンカムリョウソウダンコタマイシュウモクヨウビショウギョウカヨウビヨウデンワヨヤク		http://www.ki21.jp/information/specialist/sodan/index.html		井上様 イノウエサマ		s-inoue@k21.jp

		専門家派遣事業		（財）京都産業２１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　経営革新部　お客様相談室
〒600-8813　京都市下京区中堂寺南町134（京都府産業支援センター内）
TEL:075-315-8660/ FAX:075-315-9091
E-mail:okyaku@ki21.jp ザイキョウトサンギョウ		中小企業等が抱える様々の課題解決のために、申請に基づき、登録した専門家を派遣、現地で診断・アドバイス等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業の負担は1回につき、（謝金8，000円）＋（旅費の3分の1）		http://www.ki21.jp/information/specialist/dispatch/index.htm

		専門家派遣事業		（財）京都市中小企業支援センター 　経営支援課　専門家派遣事業担当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒600-8009　京都市下京区四条烏丸西入
                                                         京都産業会館２階
TEL 075-211-9311 FAX 075-223-2760 
E-mail: center@kyoto-sien.or.jp  ザイカセンモンカハケンジギョウタントウ		中小企業者の課題解決に向けて登録専門家を有料で派遣し、適切な診断・助言を行い、企業の経営、技術向上を支援。
（費用の3分の2を当支援センターが負担。） カイケツムユウリョウハケンテキセツシンダンジョゲンオコナケイエイギジュツコウジョウシエン		http://www.kyoto-sien.or.jp/nannari/index4.html		神井様 カミイサマ		keiei05@kyoto-sien.or.jp

		省エネ・省CO2のコンサルタント ショウ		関西電力(株)　京都支店  エネルギー営業                                     〒600-8216 
京都市下京区塩小路通烏丸西入東塩小路町579番地
　 ＴＥＬ:075-3４４-7４６７ カンサイデンリョクカブキョウトシテンエイギョウ		電気および熱エネルギー設備の省エネ・省CO2にかかわるコンサルタント デンキネツショウ		http://www.kepco.co.jp/		環境学習の担当者 カンキョウガクシュウタントウシャ

		省エネ・環境説明会の実施 カンキョウセツメイカイジッシ		関西電力(株)　京都支店                                              〒600-8216 
京都市下京区塩小路通烏丸西入東塩小路町579番地
　 ＴＥＬ:075-3４４-7４０９ カンサイデンリョクカブキョウトシテン		企業に出向いて、地球温暖化問題等の説明、省エネ取組み事例の紹介の実施 キギョウデムチキュウオンダンカモンダイナドセツメイショウトリクミジレイショウカイジッシ		http://www.kepco.co.jp/kankyou/index.html

		省エネ診断		大阪ガス㈱　京滋リビング営業部　　　　  　
〒600-8815
　京都市下京区中堂寺粟田町93
      ＴＥＬ:0120-8-94817 オオサカキョウシゲルエイギョウブ		省エネルギー管理士が、お客様のビル・工場をまるごと診断し、熱と電気の省エネ・省コストを提案する		http://www.osakagas.co.jp/index.html		環境学習の担当者 カンキョウガクシュウタントウシャ

		エネルギーファイナンス　エコ・ウェーブ		大阪ガス㈱　京滋リビング営業部　　　　  　
〒600-8815
　京都市下京区中堂寺粟田町93
      ＴＥＬ　:0120-8-94817 オオサカキョウシゲルエイギョウブ		省エネ性の高いコージェネ設備や天然ガスを使用した空調設備等を大阪ガスが設置し、使用されたエネルギーサービス料金を顧客が支払う オオサカコキャクシハラ		http://www.osakagas.co.jp/index.html

		「エコマイスター」育成講習会		京都府文化環境部地球温暖化対策課                       
〒602-8570 
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 
　ＴＥＬ　075-414-4708 
　 FAX　  075-414-4710 
    E-mail: tikyu@pref.kyoto.lg.jp  キョウトフブンカカンキョウブカ		エコカーマイスター、エコドライブマイスター、省エネマイスターを育成 イクセイ		http://www.pref.kyoto.jp/tikyu/ecomeister.html

		京都市低公害車普及モデル事業 フキュウ		京都市環境政策局環境企画部環境管理課
〒604-8101 
京都市中京区柳馬場通御池下ル京都朝日ビル4階
  TEL   075-213-0930 
  FAX   075-213-0922 セイサク		中小企業である貨物運送事業者が，リースにより導入する天然ガス自動車について差額の一部補助

		環境マネジメント カンキョウ

		事業名 ジギョウナ		実施機関・連絡先 ジッシキカンレンラクサキ		概要 ガイヨウ		参照URL サンショウ

		ＫＥＳ・環境マネジメントシステム・スタンダード		特定非営利活動法人KES環境機構　　　　　　　　　　　　  
    TEL   075-321-4767                                               
    E-mail: kes-ems@keskyoto.org		ISO14001の認証取得が困難な中小企業等でも容易に環境保全活動に取り組めるような環境マネジメントシステム規格として、ＫＥＳ・環境マネジメントシステムの認証拡大に取り組んでいる。		http://www.keskyoto.org/		公開資料から確認できるのでまま コウカイシリョウカクニン

		事業者におけるISO14001、KES取得に対する支援		京都市環境政策局環境企画部環境管理課
〒604-8101 
京都市中京区柳馬場通御池下ル
　　　　　　　　京都朝日ビル4階
 TEL   075-213-0930 
 FAX   075-213-0922 セイサク		　環境マネジメントシステムの国際的な規格であるISO14001やKESを事業者が認証取得、維持するに当たって、ISO規格や環境関連法令の内容等についての相談に応じている。　　　		http://www.city.kyoto.jp/kankyo/envm/

		ＫＥＳ認証普及促進		京都府文化環境部地球温暖化対策課                       
〒602-8570 
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 
　ＴＥＬ　075-414-4708 
　 FAX　  075-414-4710 
    E-mail: tikyu@pref.kyoto.lg.jp  キョウトフブンカカンキョウブカ		ＫＥＳステップ2認証取得費の一部を助成し、中小企業（特定事業者を除く）の継続的なエコ対策（CO2削減）の促進を図る。		http://www.pref.kyoto.jp/tikyu/

		ISO14001内部環境監査員養成講座		（社）京都工業会                                               
 〒615-0801
　京都市右京区西京極豆田町２番地                                                              
　 ＴＥＬ　075-313-0751　
　  FAX　  075-313-0755 シャキョウトコウギョウカイ		ISO14001の内部環境監査員、KESの環境管理責任者を養成する講座		Http://www.kyokogyo.or.jp		谷口様 タニグチサマ

		京都環境管理研究会		（社）京都工業会                                                
〒615-0801
　京都市右京区西京極豆田町２番地                                                              
　 ＴＥＬ　075-313-0751　
　  FAX　  075-313-0755 シャキョウトコウギョウカイ		環境マネジメントシステム、温暖化対策、CO2排出量取引、CSR、環境管理会計など、課題の審議、講演会、見学会等		http://www.kyokogyo.or.jp/		谷口様 タニグチサマ

		京都産業エコ推進機構 サンギョウスイシンキコウ		京都府商工労働観光部ものづくり振興課
京都産業エコ推進機構事務局                                                
〒602-8570
　京都市京区下立売通新町西入藪ノ内町                                                              
　 ＴＥＬ   075-414-4852  　
　  FAX     075-414-4842 キョウトフショウコウロウドウカンコウブシンコウカキョウトサンギョウスイシンキコウジムキョク		オール京都の産学公により「新たなエコ分野への進出」や「企業活動のエコ化」を支援 キョウトサンガクコウアラブンヤシンシュツキギョウカツドウカシエン		http://www.kyoto-eco.jp/		公開資料から確認できるのでまま コウカイシリョウカクニン

		ごみ・廃棄物減量 ハイキブツゲンリョウ

		事業名 ジギョウナ		実施機関・連絡先 ジッシキカンレンラクサキ		概要 ガイヨウ		参照URL サンショウ

		「ごみ減量実践講座」の開催		京都商工会議所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業振興部　まちづくり推進担当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒604-0862
  　京都市中京区烏丸通夷川上ル
    TＥＬ  075-212-6443
     FAX   075-255-0428 キョウトサンギョウシンコウブスイシンタントウ		京都市ごみ減量推進会議、京エコロジーセンターとともにごみ減量の取組の参考となる講座を開催		http://www.kyo.or.jp/kyoto/index.shtml

		産業廃棄物減量・リサイクル推進事業		京都府文化環境部循環型社会推進課　                                 〒602-8570 
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
   TEL   075-414-4717
   FAX:  075-414-4710 
   Emeil: junkan@pref.kyoto.lg.jp		排出事業所等からの相談・コーディネート、減量・リサイクルに係る処理業者や処理技術情報をデータベース化し発信、最新の処理技術や電子マニフェストの普及、関係法令に係る研修会等の実施 ハッシン		http://www.pref.kyoto.jp/soshiki/detail/42.html		笠原様(414-4719) カサハラサマ

		ゼロエミッション支援アドバイザー		京都府文化環境部循環型社会推進課　                                 〒602-8570 
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
   TEL   075-414-4717
   FAX:  075-414-4710 
   Emeil: junkan@pref.kyoto.lg.jp		企業等の廃棄物の処理コストの削減、原材料コストの削減、製造工程の合理化等を図る		http://www.pref.kyoto.jp/soshiki/detail/41.html

		事業用大規模建築物廃棄物管理責任者研修会		京都市環境政策局循環型社会推進部廃棄物指導課
〒604-0924 
京都市中京区河原町通二条下る一之船入町384番地
ヤサカ河原町ビル7階
    TEL   075-213-0926
    FAX   075-221-6550 キョウトシセイサクナカカワラマチドオニジョウサガイチノフネイマチバンチカワラマチカイ		事業用大規模建築物の所有者に選任を義務付けている廃棄物管理責任者を対象に、ごみの減量・リサイクル等をテーマとした研修会を年1回実施		http://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000001473.html		循環企画課　藤井様 ジュンカンキカクカフジイサマ		fujbi128@city.kyoto.jp

		秘密書類リサイクル事業		京エコロジーセンター活動支援室
「京都市ごみ減量推進会議」事務局                            〒612-0031
　京都市伏見区深草池ノ内町13 
   　   TEL   075-647-3444
         FAX   075-641-2971
E-mail:gomigen@mbox.kyoto-inet.or.jp  キョウカツドウシエンシツキョウトシゲンリョウスイシンカイギジムキョク		機密を要する書類を守秘に配慮して専門的に回収、溶解することにより、段ボール板紙に再生し、事業系ごみの減量及び再資源化を促進		http://web.kyoto-inet.or.jp/org/gomigen/himitu/manual.htm

		融　資　制　度 ユウシセイド

		事業名 ジギョウナ		実施機関・連絡先 ジッシキカンレンラクサキ		概要 ガイヨウ		参照URL サンショウ

		環境経営促進金利優遇制度(京都ECOﾚｰﾄ)		京都府商工労働観光部経営支援課 
    TEL    075-414-4822                                                     京都市産業観光局商工部産業振興課
  　TEL    075-222-3324 キョウトフショウコウロウドウカンコウブケイエイシエンカキョウトシ		環境配慮行動を実践する中小企業を支援するため、京都府・京都市中小企業融資制度において金利を優遇		http://www.pref.kyoto.jp/tikyu/1210550023376.html		にしたい様 サマ		k-nishitai03@pref.kyoto.lg.jp

								http://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000032344.html		平井様 ヒライサマ		hibba724@city.kyoto.jp

		環境保全資金融資制度		京都市環境政策局環境企画部環境管理課
〒604-8101 
     京都市中京区柳馬場通御池下ル京都朝日ビル4階
　　TEL   075-213-0930  
　　FAX   075-213-0922 セイサク		中小企業者の環境保全に関する取組を支援するため、工場等の設備改善、工場等の移転、低公害機器及び低公害車の購入及び太陽エネルギー利用設備の購入について必要な資金の融資あっせん タイヨウリヨウセツビコウニュウ		http://www.city.kyoto.jp/kankyo/envm/yuushi.htm
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エネ企業残し

						会員企業等が地球温暖化対策に取り組むための行動事例およびサボートリンク ジレイ

						会員企業等が取り組む行動事例 カイインキギョウトウトクコウドウジレイ		項目２ コウモク		目的 モクテキ		会員企業の具体的な方策例 カイインキギョウグタイテキホウサクレイ		会員企業の具体的な方策例 カイインキギョウグタイテキホウサクレイ		サポートリンク

																事業名 ジギョウメイ		主催者 シュサイシャ		問合せ先 トイアワサキ

						①従業員に職場での省エネ行動や3R（Reduce、Reuse、Recycle）を徹底する						○啓発冊子や各種広報媒体の活用
○各種セミナーへの参加
○ｅｃｏ検定へのチャレンジ		○啓発冊子や各種広報媒体の活用
○各種セミナーへの参加
○ｅｃｏ検定へのチャレンジ		「事業者向けごみ減量実践講座」 ジギョウシャムゲンリョウジッセンコウザ		京都商工会議所		075-212-6443

																		京都市ごみ減量推進会議等関連団体と共同で、ごみ減量の取組の参考となる講座・ミニツアーを開催 ゲンリョウスイシンカイギトウカンレンダンタイキョウドウゲンリョウトリクミサンコウコウザカイサイ

																「ECO検定試験」 ケンテイシケン		京都商工会議所・東京商工会議所		03-3989-0777

																		　｢持続可能な社会｣を目指し、社会の中で率先して環境問題に取り組む“人づくり”のための検定試験 ケンテイシケン

																「産業廃棄物減量・リサイクル推進事業」 サンギョウハイキブツゲンリョウスイシンジギョウ		京都府文化環境部循環型社会推進課		075-414-4717

																		排出事業所等からの相談・コーディネート、減量・リサイクルに係る処理業者や処理技術情報をデータベース化し発信、最新の処理技術や電子マニフェストの普及、関係法令に係る研修会等の実施。

																「ゼロエミッション支援アドバイザー」 シエン		京都府文化環境部循環型社会推進課		075-414-4717

																		　企業等の廃棄物の処理コストの削減、原材料コストの削減、製造工程の合理化等を図る。 キギョウナドハイキブツショリサクゲンゲンザイリョウサクゲンセイゾウコウテイゴウリカナドハカ

																「事業用大規模建築廃棄物管理責任者研修会」 ジギョウヨウダイキボケンチクハイキブツカンリセキニンシャケンシュウカイ		京都市環境政策局循環型社会推進部　廃棄物指導課		075-213-0926

																		　事業用大規模建築物の所有者に選任を義務付けている廃棄物管理責任者を対象に、ごみの減量・リサイクル等をテーマとした研修会を年1回実施 ジギョウヨウダイキボケンチクブツショユウシャセンニンギムヅハイキブツカンリセキニンシャタイショウゲンリョウナドケンシュウカイネンカイジッシ

																「秘密書類リサイクル事業」 ヒミツショルイジギョウ		「京都ごみ減量推進会議」事務局		075-647-3444

																		機密を要する書類を守秘に配慮して専門的に回収、溶解することにより、段ボール板紙に再生し、事業系ごみの減量及び再資源化を促進 キミツヨウショルイシュヒハイリョセンモンテキカイシュウヨウカイダンイタガミサイセイジギョウケイゲンリョウオヨサイシゲンカソクシン

						②従業員とその家族に家庭での省エネ行動や3Rを呼びかける										「DO YOU KYOTO? 京都市環境家計簿」 キョウトシカンキョウカケイボ		京都市地球温暖化対策室 キョウトシチキュウオンダンカタイサクシツ

																「ゴミゲンネット」		ごみ減量推進会議 ゲンリョウスイシンカイギ

						③従業員の環境知識の向上に取り組む						○啓発冊子や各種広報媒体の活用
○各種セミナーへの参加 ケイハツカクシュコウホウバイタイカツヨウカクシュサンカ		○啓発冊子や各種広報媒体の活用
○各種セミナーへの参加 ケイハツカクシュコウホウバイタイカツヨウカクシュサンカ		「環境月間行事」 カンキョウゲッカンギョウジ		京都商工会議所 キョウトショウコウカイギショ		075-212-6443

																		　毎年、６月の環境月間に講演会などを開催。会員企業の環境活動に役立つ情報や事例の紹介も。 マイトシガツカンキョウゲッカンコウエンカイカイサイカイインキギョウカンキョウカツドウヤクダジョウホウジレイショウカイ

																「環境学習テキスト・　　　　　　　      　　企業ではじめるエコロジー」 カンキョウガクシュウキギョウ		京都市環境政策局地球温暖化対策室 キョウトシカンキョウセイサクキョクチキュウオンダンカタイサクシツ		075-211-9281

																		　企業において、従業員に対する環境保全教育用テキストとして無料で配布。（ＨＰから取得できます） シュトク

																「事業者むけ環境学習セミナー」 ジギョウシャカンキョウガクシュウ		京都市環境政策局地球温暖化対策室 キョウトシカンキョウセイサクキョクチキュウオンダンカタイサクシツ		075-211-9281

																		経営者や従業員の環境保全意識の向上を図り、事業者における環境保全の取組を進めるため、その先導者となる事業所内の環境保全活動リーダーを養成する連続講座

																「ECO検定試験」 ケンテイシケン		京都商工会議所・東京商工会議所		03-3989-0777

																		｢持続可能な社会｣を目指し、社会の中で率先して環境問題に取り組む“人づくり”のための検定試験 ケンテイシケン

						④地域の環境活動に参加する						○地域での美化・清掃活動等への参加 チイキセイソウトウ		○地域での美化・清掃活動等への参加 チイキセイソウトウ		「京都市まちの美化推進」 キョウトシビカスイシン		京都市まち美化推進事業団 キョウトシビカスイシンジギョウダン

						⑤クールビズ、ウォームビズを実施する										「関西エコオフィス」 カンサイ		関西広域機構 カンサイコウイキキコウ

																		「エコオフィス宣言」事業所として登録し、エコオフィス大賞をめざそう。 センゲンジギョウショトウロクタイショウ

						⑥グリーン購入を積極的に実践する						○啓発冊子や各種広報媒体の活用
○各種セミナーへの参加　　　　　　　　　　　　　　　○エコポイント事業への参加 ケイハツカクシュコウホウバイタイカツヨウカクシュサンカジギョウサンカ		○啓発冊子や各種広報媒体の活用
○各種セミナーへの参加　　　　　　　　　　　　　　　○エコポイント事業への参加 ケイハツカクシュコウホウバイタイカツヨウカクシュサンカジギョウサンカ		「京都グリーン購入ネットワークＨＰ」 キョウトコウニュウ		京都グリーン購入ネットワーク キョウトコウニュウ

						⑦廃棄物の分別を徹底する										さがす

												○分別回収を徹底し、廃棄物から有価物への転換等 ブンベツカイシュウテッテイハイキブツユウカブツテンカンナド		○分別回収を徹底し、廃棄物から有価物への転換等 ブンベツカイシュウテッテイハイキブツユウカブツテンカンナド

						⑧簡易包装を推進する						○包装材の減量、減容化等の促進
○マイバッグ等の持参及びレジ袋の削減の促進等 ホウソウザイゲンリョウヘカタチカナドソクシンソクシン		○包装材の減量、減容化等の促進
○マイバッグ等の持参及びレジ袋の削減の促進等 ホウソウザイゲンリョウヘカタチカナドソクシンソクシン		「ゴミゲンネット」		ごみ減量推進会議

				12		⑨毎月16日（DO YOU KYOTO?デー）の統一行動						○毎月１７日のライトダウンの実施 マイツキニチ		○毎月１８日のライトダウンの実施 マイツキニチ		『DO YOU KYOTO?』　　　　　　　　　　　統一行動ライトダウン トウイツコウドウ		京都市地球温暖化対策室 キョウトシチキュウオンダンカタイサクシツ

						⑩自社（全社または事業所）のエネルギー使用量を把握する		省エネルギーに向けて取組 トリクミ		CO2の排出を削減		○日商チェックシートの活用
○京商独自の事業者向け環境家計簿の活用		○日商チェックシートの活用
○京商独自の事業者向け環境家計簿の活用		環境家計簿 カンキョウカケイボ		「環境行動支援サイト」京都商工会議所 カンキョウコウドウシエンキョウトショウコウカイギショ		075-212-6443

																		自社（または事業所）の電気代やガソリン代などの基本的なエネルギー使用量を入力することで、自社のCO2排出量を把握することができます。「省エネ」効果も期待できます。 コウカキタイ

						⑪省エネルギーに向けた行動計画を作成する						○KESをはじめとした環境マネジメントの取得
○京都市等の無料省エネ相談・診断等の活用 ナド		○KESをはじめとした環境マネジメントの取得
○京都市等の無料省エネ相談・診断等の活用 ナド		ＫＥＳ・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　環境マネジメントシステム・スタンダード		特定非営利活動法人KES環境機構　　		075-321-4767

																		ISO14001の認証取得が困難な中小企業等でも容易に環境保全活動に取り組めるような環境マネジメントシステム規格として、ＫＥＳの認証拡大に取り組んでいる。

						⑫機器・設備の運用の見直しや更新によりエネルギー使用量を削減する						○京都市等の無料省エネ相談・診断等の活用 ナド		○京都市等の無料省エネ相談・診断等の活用 ナド		省エネアドバイザー派遣事業		京都府文化環境部地球温暖化対策課		075-414-4708

																		温室効果ガス発生抑制、省エネ、省資源化の取組について、指導・助言や技術的提案

																京都市中小事業者　　　　　　　　　　　省エネ総合サポート事業		京都市環境政策局地球温暖化対策室		075-211-9281

																		エネルギー使用の合理化に取り組む中小規模事業者に対して、京都市が当該エネルギー等の使用状況を調査し、その使用の合理化に資する措置を無料で提案。提案に基づく省エネ設備導入事業者には，助成金を交付する。

																工場の省エネルギー診断サービス		（財）省エネルギーセンター近畿支部　		０6-6364-8965

																		原則として2名の専門家(熱分野、電気分野)が伺い、1日間診断を実施し、後日、評価報告書を提出（具体的な省エネルギー改善策と、それを実施した場合に期待できる省エネルギー効果を提示）。費用は無料。

																工場以外の施設の省エネルギー　　　　　　診断サービス コウジョウイガイシセツ		（財）省エネルギーセンター近畿支部　		０6-6364-8965

																		上記、工場の省エネルギー診断サービスとほぼ同内容（但し、診断期間は2日間）。 ジョウキコウジョウショウシンダンドウナイヨウタダキカンニチカン

																専門家特別相談事業		（財）京都産業２１		075-315-8660

																		中小企業等が抱える様々の課題解決のために、専門家が無料で相談に応える（毎週木曜日、要電話予約）また、技術等の相談には、月曜日から木曜日まで経営支援相談員が相談に応える。

																専門家派遣事業		（財）京都産業２１		075-315-8660

																		中小企業等が抱える様々の課題解決のために、申請に基づき、登録した専門家を派遣、現地で診断・アドバイス等。企業の負担は1回につき、（謝金8，000円）＋（旅費の3分の1）

																専門家派遣事業		（財）京都市中小企業支援センター　		075-211-9311

																		中小企業者の課題解決に向けて登録専門家を派遣し、適切な診断・助言を行い、企業の経営、技術向上を支援。企業の負担は，派遣1回目は12,000円，2回目以降は1回につき6,000円。派遣1回あたり2時間，最大5回まで利用が可能。

																省エネ・環境説明会の実施

																省エネ診断

																エネルギーファイナンス　エコ・ウェーブ

																「エコマイスター」育成講習会

																京都市低公害車普及モデル事業		京都市環境政策局環境企画部環境管理課　		075-213-0930

																		中小企業である貨物運送事業者が，リースにより導入する天然ガス自動車について差額の一部補助

						⑬ワークスタイルやビジネスのあり方を見直し、省エネルギーに取り組む						○KESをはじめとした環境マネジメントの取得		○KESをはじめとした環境マネジメントの取得		ＫＥＳ・　　　　　　　　　　　　　　　　　　環境マネジメントシステム・スタンダード		特定非営利活動法人KES環境機構　　		075-321-4767

																		ISO14001の認証取得が困難な中小企業等でも容易に環境保全活動に取り組めるような環境マネジメントシステム規格として、ＫＥＳ・環境マネジメントシステムの認証拡大に取り組んでいる。

																事業者におけるISO14001、KES取得に対する支援

																ＫＥＳ認証普及促進

																ISO14001内部環境監査員養成講座

						⑭顧客、取引先等のステークホルダーにも省エネルギーを呼びかける						○グリーン調達の推進
○啓発ポスター等の活用 スイシンナドカツヨウ		○グリーン調達の推進
○啓発ポスター等の活用 スイシンナドカツヨウ		グリーン調達基準に                         KESを適用する行政・企業		特定非営利活動法人KES環境機構　　		-

																		グリーン調達の基準として、ISO14001又はKES認証取得取引先を優遇されている行政・企業の一覧 イチラン

						⑮再生可能エネルギーの利用を推進する						○太陽光・風力・バイオマス等のエネルギー利用促進のための各種制度等の情報収集
○各種セミナーへの参加 ソクシンカクシュセイドトウジョウホウシュウシュウカクシュサンカ		○太陽光・風力・バイオマス等のエネルギー利用促進のための各種制度等の情報収集
○各種セミナーへの参加 ソクシンカクシュセイドトウジョウホウシュウシュウカクシュサンカ		ＮＥＤＯ（独立行政法人新エネルギー　　　産業技術総合開発機構）ホームページ		独立行政法人新エネルギー産業技術総合開発機構 ドクリツギョウセイホウジンシンサンギョウギジュツソウゴウカイハツキコウ		06-4306-5020

																		新エネルギー関連の各種イベントや情報提供。 シンカンレンカクシュジョウホウテイキョウ

						⑯エコドライブを実践する						○講習会への参加や機器の取り付け　　　　　　　　　○自家用車・社用車の定期点検を行う ジカヨウシャシャヨウシャテイキテンケンオコナ		○講習会への参加や機器の取り付け　　　　　　　　　○自家用車・社用車の定期点検を行う ジカヨウシャシャヨウシャテイキテンケンオコナ		エコドライブ教室		京都市環境政策局環境企画部環境管理課

																エコドライブ啓発リーフレット「クルマでｅｃｏ　かんたんエコドライブマニュアル」及びエコドライブ啓発ステッカー		京都市環境政策局環境企画部環境管理課　

						⑰エコ通勤を実践する ツウキンジッセン						○公共交通機関の利用 コウキョウコウツウキカンリヨウ		○公共交通機関の利用 コウキョウコウツウキカンリヨウ		エコ通勤ポータルサイト ツウキン		国土交通省 コクドコウツウショウ		ー

																		「エコ通勤」とは、より望ましい通勤交通のあり方を模索していくことなど、各事業所が主体的に、より望ましい通勤交通のあり方を、考える取り組みです。

						⑱緑化の推進に取り組む リョッカスイシントク						○屋上緑化、壁面緑化、駐車場緑化を含む緑化の推進 オクジョウリョッカヘキメンリョッカチュウシャジョウリョッカフクリョクカスイシン		○屋上緑化、壁面緑化、駐車場緑化を含む緑化の推進 オクジョウリョッカヘキメンリョッカチュウシャジョウリョッカフクリョクカスイシン		建築物等の緑化促進制度		京都府土木建築部建築指導課 キョウトフドボクケンチクブケンチクシドウカ		075-414-5345

						⑲自社で実行する地球温暖化対策を宣言し、その結果を評価するとともに、継続的に改善して取り組む		地球温暖化対策に継続的に取り組む		一過性に終わらない成果を生むための着実な取り組みの継続		○京商のホームページに開設予定の支援サイトを活用し「地球温暖化対策行動宣言」をすることで、従業員の意識の高揚と社外への取り組み姿勢をアピール キョウショウカイセツヨテイシエンカツヨウジュウギョウインイシキコウヨウシャガイトクシセイ		○京商のホームページに開設予定の支援サイトを活用し「地球温暖化対策行動宣言」をすることで、従業員の意識の高揚と社外への取り組み姿勢をアピール キョウショウカイセツヨテイシエンカツヨウジュウギョウインイシキコウヨウシャガイトクシセイ		「環境行動支援サイト」京都商工会議所 カンキョウコウドウシエンキョウトショウコウカイギショ		「環境行動支援サイト」京都商工会議所 カンキョウコウドウシエンキョウトショウコウカイギショ		「環境行動支援サイト」京都商工会議所 カンキョウコウドウシエンキョウトショウコウカイギショ



「秘密書類リサイクル事業」 ヒミツショルイジギョウ

「事業用大規模建築廃棄物管理責任者研修会」 ジギョウヨウダイキボケンチクハイキブツカンリセキニンシャケンシュウカイ

「環境月間行事」 カンキョウゲッカンギョウジ

「事業者向けごみ減量実践講座」 ジギョウシャムゲンリョウジッセンコウザ

「ECO検定試験」 ケンテイシケン

「ECO検定試験」 ケンテイシケン

「環境学習テキスト・　　　　　　　      　　企業ではじめるエコロジー」 カンキョウガクシュウキギョウ

「事業者むけ環境学習セミナー」 ジギョウシャカンキョウガクシュウ

ＫＥＳ・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　環境マネジメントシステム・スタンダード

省エネアドバイザー派遣事業

京都市中小事業者　　　　　　　　　　　省エネ総合サポート事業

工場の省エネルギー診断サービス

工場以外の施設の省エネルギー　　　　　　診断サービス コウジョウイガイシセツ

専門家特別相談事業

専門家派遣事業

専門家派遣事業





