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文化環境委員会資料                                               令和元年７月 

環境政策 局 

南部クリーンセンター第二工場建替え整備事業の進捗状況等について 

南部クリーンセンター第二工場建替え整備事業につきましては，将来にわたってごみ

の適正処理を安定的に維持するために，平成１９年３月に休止した旧第二工場を解体撤

去し，現在稼働中の第一工場に代わる新たなごみ処理施設を整備するものです。

平成２５年１０月に市会の議決を経て工事請負契約を締結し，本年１０月の稼働に向

け建替え整備工事を進めているところであり，現時点での進捗状況について，併設する

環境学習施設の整備状況と併せて御報告いたします。

１ 南部クリーンセンター第二工場の概要 

(1)  施設の概要 

ごみの焼却，選別資源化（鉄及びアルミニウムの回収）に加え，ごみ発電の高効

率化を図るとともに，バイオガス化施設を併設し，生ごみによるバイオガス発電を

行うことにより，ごみの持つエネルギー回収の最大化と温室効果ガスの削減を目指

します。 

また，併設する環境学習施設については，ごみ処理に要する大規模な施設を間近

に見学し，それらを教材として，世界最先端の環境技術を学べるものとするととも

に，生物多様性や再生可能エネルギー，環境面から見た横大路地域の歴史等の幅広

いテーマを取り扱い，あらゆる世代が楽しく学べる，魅力溢れる環境学習の拠点と

します。

（参考）施設の処理能力等 

施設の場所 京都市伏見区横大路八反田 
ごみ焼却施設 処理能力 日量５００トン，発電能力１４，０００ｋＷ 
選別資源化施設 処理能力 日量１８０トン 
バイオガス化施設 処理能力 日量 ６０トン，発電能力 １，０００ｋＷ 

総工事費 

３１５億円 
（内訳） 本体工事  ２８８億円 
 電気設備工事 １７億円 
 衛生設備工事  ６億円 
 空調設備工事  ４億円

(2)  工事の進捗状況（別紙１参照）

 管理棟（環境学習施設含む），工場棟，バイオガス化施設及び展望台を設置する

煙突棟などについては，概ね完成しております。 

現在は，実際にごみを投入して，焼却炉とバイオガス化施設の試運転を行うとと

もに，付属棟，周辺道路及び植栽等の工事を進めております。  

併設する環境学習施設については，平成２９年１２月１９日に文化環境委員会に

御報告した整備方針に基づき，学識経験者のほか，市民，環境関連団体，学校教育

関係者の御意見もいただきながら，展示物などの製作，配置等の整備を進めており

ます。 
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２ 南部クリーンセンター第二工場稼働後のごみ処理体制 

 令和２年度から３年度の東北部クリーンセンター大規模改修工事中は，２炉ある焼

却炉のうち１炉を停止するため，東北部クリーンセンターの処理能力が半分になりま

す（令和２年度末の２炉とも停止する約２箇月間は処理能力がゼロとなる）が，本年

１０月に稼働する南部クリーンセンター第二工場，同第一工場及び北部クリーンセン

ターの３工場体制を維持することにより，十分なごみ処理能力を確保します。 

 また，令和３年度は，東北部クリーンセンター１号炉の大規模改修工事が同２年度

末で終了していることから，南部クリーンセンター第二工場，北部クリーンセンター

と合わせて必要なごみ処理能力を確保します。 

なお，南部クリーンセンター第一工場については，令和２年度末に廃止予定として

います。 

（参考）クリーンセンターの稼働計画 

３ 環境学習施設（愛称：「さすてな京都」）の構成及び学びのイメージ等について 

(1)  施設の構成 

管理棟 
１階 

エントランス 
（２４０ｍ２） 

環境学習の必要性など，基本的事項を学ぶ 

企画展示室 
（９０ｍ２）

常設展示や企画展示により生物多様性や地域の自然環境を学ぶ 

セミナールーム 
（１００ｍ２）

小規模でのセミナーやワークショップ，工作など多様なプログラ
ムを学ぶ 

アーカイブ 
（１４０ｍ２）

環境・地域関連のデータを収集・保存したアーカイブで，データ
を基に学ぶ 

管理棟 
２階 

展示室 
（１９０ｍ２）

最先端の環境技術やエネルギーを体感しながら学ぶ 

広報室 
（２００ｍ２）

環境学習のオリエンテーションや研修等により，映像・音響を活
用しながら学ぶ 

管理棟 屋上 
（１，１６０ｍ２）

芝生広場を設けるとともに，京都にゆかりのある植物を配し，生
物多様性について学ぶ 

工場棟 見学者通路 
（２，１３０ｍ２）

プラットホームやごみクレーンなどごみ処理の実機を見て学ぶ 

煙突棟 展望台 
（１２０ｍ２）

京都ならではの素晴らしい眺望景観を一望するとともに，横大路
地域の歴史や地勢等を学ぶ 

屋外 ビオトープ 
（１００ｍ２） 

地域本来の生態系の復元をテーマに，生物多様性について学ぶ 

H18 年度竣工

H13年度竣工

S61 年度竣工

R1 年度竣工

大規模改修工事

１炉稼働１炉稼働
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(2)  学びのイメージ（別紙２参照） 

○ ごみ減量はもとより地球温暖化，生物多様性，環境面から見た横大路地域の歴

史等幅広い分野を対象として，ライフステージに応じたプログラムを作成し，体

験型を中心にした子ども向けコンテンツ，インパクトのある映像等を中心にした

大人向けコンテンツを各所に配置することにより，楽しみながら学習していただ

きます。

○ 「IPCC 京都ガイドライン」及び「１．５℃を目指す京都アピール」を踏まえた

地球温暖化対策の推進，食品ロス削減，使い捨てプラスチック削減等といった喫

緊の重要課題についても，市民の皆様の主体的な行動に繋げていただけるよう，

展示の中で分かりやすく発信いたします。

○ 御家族連れで何度もお越しいただけるよう，家族団らん，くつろぎの場として

の屋上芝生広場の開放，来場者の声を踏まえた学習プログラムの継続的改善等を

行います。

○ 昨年度から地域の小学校である横大路小学校において，かつて地域に存在した

横大路沼や巨椋池の生態系の復元をテーマに，環境学習施設のビオトープに移植

する植物の育成に取り組んでいただくなど，地域との協働による取組も積極的に

進めます。

(3)  「さすてな京都」の由来及び運営の概要 

○ 最先端の「さ」，素晴らしいの「す」，展望台の「て」，南部クリーンセンター

「な」の頭文字と，「持続可能な」という意味の「サステナブル」を合わせまし

た。

○ たくさんの方々に御来場いただけるよう，土日祝日も開館するとともに，事前

予約なしで見学できるようにします。

※ 休館日 ：水曜日（祝日の場合はその翌日）及び年末年始（１２月２９日～１月３日）

※ 開館時間：午前９時から午後５時まで 

４ 今後のスケジュール（予定）

 ８月２０日（火）：文化環境委員会 実地視察 

 ９月 ８日（日）：第二工場竣工式及び「さすてな京都」内覧会 

９月３０日（月）：第二工場竣工・引渡し 

１０月１日（火）：第二工場稼働 

 １０月５日（土）：「さすてな京都」開館，オープニングイベント開催 

別添資料 

・別紙１：南部クリーンセンター第二工場建替え整備工事の進捗状況 

・別紙２：環境学習施設「さすてな京都」でのライフステージに応じた学びのイメージ 

参考資料 

・参考１：南部クリーンセンター第二工場建替え整備事業の概要 

・参考２：環境学習施設の愛称選定及び運営手法 



南部クリーンセンター第二工場建替え整備工事の進捗状況 

第二工場全景写真

別紙１ 

バイオガス化施設 

ビオトープ 

展望台 

入口 
工場見学コース 

既存破砕施設
（令和元～２年度 解体工事予定） 

北 

北 

第二工場配置図 

既存破砕施設 

煙突・ 
展望台 

工場棟 

管理棟 

（環境学習施設，屋上芝生広場など） 



環境学習施設「さすてな京都」でのライフステージに応じた学びのイメージ

体験型のコンテンツで楽しく学べる！ 

・ジオラマでは自転車発電で電車が運行し，足踏み発電で五山の

送り火が点灯。発電を楽しみながら学べます。

・環境クイズは，顔写真を撮ってスタート！様々な環境問題に見

事に正解すれば，撮った顔写真がゲーム画面内に表示されます。

リサイクル工作教室や観察会で楽しく学べる！ 

・土日祝日や夏休みなどの期間には，リサイクル材を使った工作教

室など環境を題材とする楽しいワークショップを開催。 

・ビオトープの自然観察会で生きものの不思議を発見。生物多様性

の大切さへの気づきも促します。 

最新の廃棄物処理設備を体感できる！ 

・迫力満点の工場見学では，プラント機器を間近に見なが

ら移動するシースルーエレベータ，焼却炉そっくりの炉内

体感通路や模擬ごみクレーンバケット，本物のごみクレーン運

転台を使ったシミュレーターで楽しく見学ができます。 

・小学校の社会見学は，楽しいストーリーが展開。見学の最後

にはみんなの選択で結果が変わるマルチエンディング。 

・団体見学ツアーだけでなく，親子連れなどの予約なしでの

工場見学ができる定時催行ツアーを開催（土日祝日）。 

インパクトのある映像や数字で環境への関心を高めます 

・施設入口の大型サイネージは，

見学者の動きを感知して表示内容

が変化。 

沢山の画像の中から，気になる

画像を調べることができます。 

タブレットを使った学び 

・AR・VR 技術を用いて，展望台

眺望や，クリーンセンターの

設備について，より深い学び

ができます。 

・スタンプラリー機能を付加

し，個人でも楽しく工場見学が

行えるだけでなく，多言語対

応によりインバウンドにも対応し

た見学が可能です。 

より専門的な環境学習講座の開催 

・環境配慮意識・行動の浸透からよりレベルの高い内容をお伝えする

一般向け生涯学習講座を展望台の眺望や工場見学と合わせて実施し

ます。 

・大学生のゼミとして活用したり，海外留学生の学習の場として活用

できるように，ニーズに応じた学習プログラムを開発し開催します。 

企業研修の場としての活用 

・クリーンセンターに隣接するという特性

を生かして，ごみ減量・分別等の実践など

をはじめとする企業（社員）向け学習プログ

ラムを開催します。 

京都議定書誕生の地から京都ガイドラインを発信 

・環境先進都市京都として，京都議定書からパ

リ協定を，さらには IPCC 京都ガイドラインや

1.5℃を目指す京都アピールを発信します。 

・京町家など，京都ならではのエコな暮らしや，

しまつの取組を紹介します。 

ホンモノの運転台で

クレーン模型を稼働 

タブレットの AR 機能

で，燃えている炉内の

様子を再現 

SDGs を紹介するコーナ

ーには SDGs アイコン色

のボールプールを設置。 

例えば，プルタブ，水銀(体

温計)，黒いごみ袋，社会的

に解決してきた課題を紹

介します。 

ワークショップの内容

は日ごとに変わります。 
展望台では実際に見えている

ものを AR を用いて解説。ま

た，昔（近世）の横大路沼・巨

椋池を再現した風景イメージ

を360度VRで再現。 

企画展示室での展示のほ

か，自然観察会ではフィ

ールドで生物多様性の大

切さを学びます。 

工場では実際に入る

ことができない場所

に入り込んだ視点か

らの眺望を 360 度

VRで再現。 

持続可能な社会の実現の

ためには，事業者も大事な

役割を担います。 

事業者の皆様との学びも

進めていきます。 

市民の皆様はもとよ

り，京都を訪れる方々

にも知っていただき

ます。 

さまざまな分野の画像が

動いています。何気なく触

れた画像からいろんな発

見をしていただけます。 

数字やイラストで学べる！ 

・食品ロス削減，使い捨てプラスチ

ックごみ削減などの環境問題につ

いて，数字やイラストで分かりや

すく示し，親子で学べます。 

別紙２ 

くつろぎの空間の創出 

・屋上の芝生広場では家族でお弁当

を広げられます。また，フジバカ

マなど京都の文化ゆかりの植物を

見ながら，足湯を楽しめます。 

また来たくなるように常に工夫 

・施設・展示の楽しみ方をガイドす

るワークシートを多数用意し， 

入れ替えて掲示。家族で何度も楽

しめます。 

・土日祝日や夏休みなどの期間に開催する楽しいワークショップ

は，定期的に見直し，ニーズに応じて更新していきます。 

指令書，工作用紙，スタン

プシートなどの形を使っ

て，いろんな楽しみ方をた

くさん提案します。 

１年に１回はプログラム

の点検を行います。 

・昔にあって，今は無くなっ

たものを，めくりパネルで

紹介。 

親子で一緒にめくって， 

なぜ無くなったかを学べ 

ます。 
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南部クリーンセンター第二工場建替え整備事業の概要 

１ 施設の性能 

ごみ焼却施設

概  要：高効率ごみ発電，最新の排ガス処理設備を採用 

処理能力：日量５００トン（日量２５０トン×２基） 

発電能力：１４，０００ｋＷ 

選別資源化施設

概  要：高速回転式破砕機及びせん断式破砕機を設置。資源となる鉄とアルミ

ニウムを回収。 

処理能力：高速回転式破砕機  日量１４０トン 

せん断式破砕機    日量 ４０トン 

バイオガス化施設

概  要：燃やすごみの中から機械選別により取り出した水分の多い生ごみや紙

ごみなどを発酵させる。発酵により生成したメタンガスでガスエンジン

を回して発電 

処理能力：日量６０トン（日量３０トン×２基） 

発電能力：１，０００ｋＷ 

２ 建物の概要 

 構   造：工場棟 鉄骨鉄筋コンクリート造，一部鉄筋コンクリート造ほか

          地上７階，地下２階 

       管理棟 鉄骨鉄筋コンクリート造，地上２階 

煙突棟 鉄筋コンクリート造 

高   さ：工場棟 ４３ｍ 

管理棟 １９ｍ 

煙突棟 ７８ｍ 

展望台 ６６ｍ 

 建 築 面 積：１３，４６０㎡（付属棟含む）

 延べ床面積：３１，６６０㎡（付属棟含む） 

３ 環境配慮の取組等 

 太陽光発電による創エネや，ＬＥＤ照明の全面採用等の徹底した省エネ，井水や雨

水の利用といった資源の有効利用など，最大限環境に配慮した取組を行っている。 

 また，建物の内装材に「みやこ杣木」をはじめとする木材を積極的に活用している

（木材利用面積 約２，４６０㎡）。 

 さらに，より多くの市民の皆様にクリーンセンターにお越しいただき，四季折々の

花々が見られ，一年を通じて緑豊かでうるおいを感じていただけるよう，敷地内にア

ジサイ，ベニシダレなどを植栽するほか，建物の壁面緑化も進めている。 

参考１ 
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４ 工事契約 

 本体工事 

  ア  契 約 先  日立造船・鹿島・要・公成・増田特定建設工事共同企業体 

  イ 工 期  平成２５年１０月２８日～令和元年９月３０日 

  ウ 請負金額  ２８７億８，２５７万８，２８０円 

 電気設備工事 

  ア 契 約 先  昭和・高崎特定建設工事共同企業体 

  イ 工  期  平成２７年１２月１２日～令和元年９月３０日 

  ウ 請負金額  １７億３，４４４万１，１２０円 

 衛生設備工事 

  ア 契 約 先  シンテック・橋本特定建設工事共同企業体 

  イ 工  期  平成２７年１２月１２日～令和元年９月３０日 

  ウ 請負金額  ６億２５６万９，８００円 

 空調設備工事 

  ア 契 約 先  シンテック・橋本特定建設工事共同企業体 

  イ 工  期  平成２７年１２月１２日～令和元年９月３０日 

  ウ 請負金額  ４億３９７万７，２４０円 

合計 ３１５億２，３５６万６，４４０円 



環境学習施設の愛称選定及び運営手法 

１ 愛称の選定 

多くの方々に活用いただき，身近な施設として親しまれるよう，本年１月２１日か

ら２月２２日にかけて環境学習施設の愛称募集を実施いたしました。応募総数４７５

件の中から，学識経験者の御意見も踏まえ，庁内委員会において「さすてな京都」と

決定いたしました。

２ 運営手法 

環境学習施設の運営については，子どもから大人までライフステージに応じた学習

プログラムを効果的に実施し，来場される方々が環境保全行動に主体的に取り組んで

いただけるよう，専門的ノウハウを有する事業者に業務委託するため，公募型プロポ

ーザル方式により選定することを平成３０年１０月１８日の文化環境委員会で御報

告いたしました。

 その後，本年３月２９日から５月１０日にかけて運営事業者を募集し，環境政策局

に設置した選定委員会により事業者を選定し，業務委託契約を締結いたしました。

 ＜運営業務委託の概要＞ 

業務概要：環境学習施設における環境学習プログラムの開発・試行等オープンまで

に必要となる準備及びオープン（本年１０月予定）以降の環境学習サービ

スの提供

委 託 先：株式会社トータルメディア開発研究所※１，公益財団法人京都市環境保全活

動推進協会※２，株式会社かんでんジョイナス※３によるコンソーシアム※４

※１ 展示制作・施設運営企業（施設運営実績例：猪名川上流広域ごみ処理施設組合
国崎クリーンセンター環境啓発施設「ゆめほたる」）

※２ 環境に配慮した市民の自主的な行動による地域社会づくりに寄与することを目
的に設立された法人，京エコロジーセンター指定管理者

※３ 人材派遣・人材紹介・アウトソーシングサービス企業
※４ 複数の事業者による連合体で，あらかじめ役割分担と体制を明確にしたもの（本

件業務の代表事業者は，株式会社トータルメディア開発研究所）

履行期間：令和元年６月７日～令和５年３月３１日（３年１０箇月の長期継続契約）

契 約 額：２７３，４６７，７００円（税込み）

参考２ 


