
（単位：円）

環境教育推進事業費

①環境情報の整備・提供

②環境アドバイザーの派遣

③環境地域づくり担い手連携セミナーの開催

④山形県環境学習支援団体の認定

⑤環境保全団体等の顕彰「環境やまがた大賞」

⑥環境教育マッチングキャラバン（出前講座）

①ブログなどによる環境情報の提供

②環境アドバイザーの派遣　39回

③環境地域づくり担い手連携セミナー2回　52名参加

④山形県環境学習支援団体　新規認定3団体（累計32団体）、やまがた環

境展2013に参加　（大学生　延べ6名、山形県環境学習支援団体５団体）、

交流会開催（36名参加　※③の再掲）

⑤３団体に環境やまがた大賞を授与

⑥環境科学研究センター出前講座　38回

1,910,816 環境企画課

省エネルギー対策推進事業費

①省エネ出前講座

②事業所のＣＯ２削減の推進

③事業所の省エネ対策研究

①省エネ出前講座　23回

②エコスタイルチャレンジ登録数　1,852社

③セミナーの開催　1回

706,732 環境企画課

地球にやさしいライフスタイル促

進事業費（やまがた環境展）

「やまがた環境展」の開催

やまがた環境展2013の開催（10/26・27）

 出展企業・団体数39、来場者21,294名

3,096,831 循環型社会推進課

循環型社会形成推進事業費

・ごみゼロやまがた推進県民会議の開催

・ごみゼロやまがた県民大会の開催

・地域循環検討会議の開催

・ごみゼロやまがたキャンペーンの実施

・「ごみゼロやまがた推進県民会議」の開催

　（総会：5/22、専門部会：2/18）

・ごみゼロやまがた県民大会（県内2箇所）

　（山形市：10/26・27　長井市：10/19）

・ごみゼロやまがたキャンペーン（街頭啓発6/1・2、6/8・9）

2,251,338 循環型社会推進課

環境保全型農業推進事業費

農業用使用済プラスチック適正処理推進協議会の運営、回収・処

理状況実態調査等

市町村適正処理推進協議会における回収・処理状況の実態調査（8月）及

び適正処理推進運動の実施（11月）

60,079 園芸農業推進課

３Ｒ環境保全推進事業費

３Ｒを啓発するためのエコクッキング講座、出前リサイクル教室の

開催、雑がみ等リサイクルの構築

・エコクッキング1回目（7/26）

・エコクッキング2回目（3/14）

・雑がみ専用回収袋作成（3/27）

516,036 最上総合支庁環境課

8,541,832

循環型産業創出育成事業費

・事業評価委員会の開催

・３R研究開発事業費への補助

・循環型産業を担う人材の育成

・３R推進環境コーディネーター活動経費

・高校生環境ものづくり発表会の開催

・トップセミナー・循環型産業交流プラザの開催

・山形県循環型産業事業評価委員会の開催 2回

・３Ｒ研究開発事業費補助金採択件数　3件

・３Ｒ推進環境コーディネーターの配置 2名

・高校生環境ものづくり発表会の開催（10/26・27）

・トップセミナーの開催（12/5）

・循環型産業交流プラザの開催（2/6）

8,626,339 循環型社会推進課

基盤整備推進事業費

・循環型産業施設等整備への補助

・ゼロエミッションの推進

・循環型産業施設整備事業費補助金採択件数　2件

・ゼロエミッション推進セミナーの開催（酒田市9/12、山形市11/6）

40,406,250 循環型社会推進課

循環型マーケット形成推進事業

費

①リサイクル製品認定制度・リサイクルシステム認証制度の実施

②環境ビジネス商談会の開催

・リサイクル製品認定制度 新規認定4製品(55製品）

・リサイクルシステム認証制度 新規認証1システム（8システム）

・環境ビジネス商談会の開催（11/6）

1,463,773 循環型社会推進課

報酬職員費

（３R推進環境コーディネーター）

県内企業に対し、３R推進等の環境に関する必要な情報の提供や

助言、課題解決の橋渡し等を行なう３R推進環境コーディネーター

の配置

― 4,117,086 循環型社会推進課

農林水産資源再生可能エネル

ギー活用推進事業費

農林水産分野における再生可能エネルギー（バイオマス等）の利

活用の推進

・木質バイオマス利活用促進関係セミナーの開催（新庄市：2/10）　ほか 198,460 農政企画課

再生可能エネルギー等設備導入

促進事業費

木質バイオマスエネルギー利用促進に向けた、ペレットストーブ等

設置経費の補助

ペレットストーブ補助実績　224件

薪ストーブ・その他補助実績　174件

39,532,000 エネルギー政策推進課

酒田港リサイクルポート振興事業

費

酒田港におけるリサイクルポートの振興事業

酒田港国際資源循環フォーラムの開催(10/31)

酒田港ポートセミナーの開催(11/13)

1,037,288 空港港湾課

企業立地促進事業費 酒田臨海工業団地へ立地するリサイクル関連企業に対する補助 実績なし 0 工業戦略技術振興課

環境科学推進事業費 バイオマスボイラー等の焼却灰の六価クロムに関する研究 県内15施設から焼却灰を採取し、六価クロムの検出状況を確認 1,142,583 環境企画課

廃棄物熱利用システム検討推進

事業費

①廃棄物のサーマルリカバリーを推進する検討会議の開催

②廃棄物焼却施設設置事業者と連携して廃棄物焼却炉の余熱

（温水）を利用する実証実験を行う。

①立上げのための検討会議準備会（7/1）、第1回検討会議・勉強会

（10/15）、第2回検討会議・勉強会（2/14）、視察研修会（11/27）、を開催

②廃棄物焼却炉の廃熱利用による農作物栽培実験（H25.9月～H26.3月）

8,867,850 村山総合支庁環境課

木質ペレット燃料利用促進事業

費

木質バイオマスエネルギー利用促進による地域資源の循環利用

を目的とし、木質ペレット普及団体への活動支援と木質ペレットの

普及活動等の実施

①民間普及団体への活動支援（村山地域での普及活動）展示会(2/9)ｲｵﾝ

山形南ほか6回、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ作成、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ発信

②民間普及団体への活動支援（木質ペレット流通体制強化支援実証実験）

(7/21～3/25)

③民間普及団体への活動支援（工務店・設計事務所等を対象とした研修会

等）村山市(2/20)

④民間普及団体への活動支援（仙台圏への普及動）仙台市(1/30)

⑤市町村・企業等を対象とした研修会等　村山市(1/24)

2,645,750

村山総合支庁森林整備

課

環境保全暮らしモデル普及事業

費

①薪ストーブの導入促進(意見交換会・導入マニュアル作成）

②「暮らしのモデル｣パンフレット発行

・もがみ大産業まつり：再エネ機器の展示(10/12～13）

・薪の普及に向けた手引き本『もがみ流「薪のすすめ」』を発行（H26.1月）

・新庄雪まつり：「もがみ薪サミット」を開催（2/8～9）

②上記イベント時に、リーフレットを配布

562,157 最上総合支庁環境課

木質バイオマス利用促進事業費

①木質バイオマスエネルギー利用検討会の開催

②最上地域木質バイオマスエネルギー利用施設導入指針の作成

③木質バイオマスエネルギーバスツアーの開催

④最上地域木質バイオマスエネルギー安定供給協議会の設立

①最上地域木質ﾊﾞｲｵﾏｽｴﾈﾙｷﾞｰ利用検討会の開催（8/1、11/2、H26 3/7　計3

回）

②木質バイオマス燃料の安定供給体制構築に向けた協議会開催（7/24、1/29

計2回）、木質チップ燃料調達ガイドライン作成（H26.3月）

③もがみ木質バイオマスエネルギー体感バスツアーの開催（11/2）

④最上地域木質バイオマスボイラー導入マニュアルの策定・普及（H25.10～）

440,220

最上総合支庁森林整備

課

置賜バイオマス利用促進事業費

①木質バイオマス資源利活用の検討会の開催

②バイオマス燃料機器（デモ機）設置に対する補助

・置賜木質バイオマス利用研究会の開催（1月23日、3月19日）

・パンフレットの印刷(100部）

・平成２５年度木質バイオマス燃焼機器設置事業費補助金の実施（３件）

95,111

置賜総合支庁森林整備

課

未利用資源利活用プロジェクト事

業費（庄内）

港湾浚渫枯葉、カキ殻等の未利用資源について、農地の熟畑化と

排水改良への利活用の可能性について検証

・庄内産カキ殻の成分分析調査

・庄内産カキ殻の収集確保（26年度試験用）

127,260

庄内総合支庁農村計画

課

庄内地域環境産業支援事業費

①環境体験学習会の開催

②事業所から出る廃棄物のリサイクルの検証

①環境体験学習会

     環境体験バスツアー 10/26 山形市 12名参加

②事業所から出る廃棄物のリサイクルの検証

     ＮＰＯ法人庄内リサイクル産業情報センターへ委託

1,143,743 庄内総合支庁環境課

110,405,870

ダイオキシン類対策事業費 ダイオキシン類に係る排ガス・排水等検査

・廃棄物焼却炉等の特定施設設置事業場に立入検査を実施するとともに、排ガ

ス、排出水、燃え殻等及び産業廃棄物最終処分場放流水中のダイオキシン類に

ついて行政検査を行い、排出基準遵守等について指導した。

←１月末現在実績：延べ32件の行政検査

8,090,000 水大気環境課

環境保全・廃棄物情報システム

運用管理費

環境保全・廃棄物情報システムの運用管理

環境保全・廃棄物対策業務に係る届出等の情報を入力、保存、閲覧するための

システムの運用管理を継続。

441,000 水大気環境課

産業廃棄物最終処分場周辺環境

整備事業

産業廃棄物最終処分場所在市町村が行う環境整備に対し補助 補助採択件数：1件（村山市） 3,274,309 循環型社会推進課

原状回復措置推進事業費

地域住民参加による回収活動になじまない不法投棄箇所の回収

事業

1箇所(山辺町）原状回復措置 4,512,900 循環型社会推進課

産業廃棄物最終処分場設置指導

事業費

・最終処分場監視活動の強化

・産業廃棄物処理施設審査会の開催

3部会で延べ 30 回立入検査を実施（維持管理状況確認）

産業廃棄物処理施設審査会

（廃棄物焼却施設　9/13、最終処分場 12/3）

2,907,013 循環型社会推進課

不法投棄未然防止等対策事業費

・不法投棄防止対策協議会の活動支援

・広域連携合同監視事業の実施

・不法投棄監視協定の締結・廃棄物適正処理監視員によるパト

ロール

・監視指導のマンパワーアップ・監視カメラの設置

4地区不法投棄防止対策協議会のパトロール　6月、10月

山形県産業廃棄物不適正処理防止等連絡協議会　7/25

スカイパトロールの実施　1回（6/6-7）

車両一斉検問の実施　1回（10/30）

監視カメラの設置 18台 4～12月 28箇所

6,228,759 循環型社会推進課

ＰＣＢ廃棄物対策事業費

・ＰＣＢ広域協議会への出席・ＰＣＢ廃棄物運搬に係る連絡調整

・環境モニタリングの実施

PCB広域協議会への参加 2回（6月、11月）

環境モニタリングの実施（大気5地点（4～12月/年）、水質2地点（2回/年）、底質1

地点（1回/年）

PCB廃棄物運搬に係る連絡調整会議を開催　8月

835,992 循環型社会推進課

報酬職員費

（廃棄物適正処理監視員報酬）

不法投棄等の監視・指導を行う廃棄物適正処理監視員等の配置

廃棄物適正処理監視員を各総合支庁環境課に配置（村山2名、最上・置賜・庄内

各1名）、不法投棄等監視員を村山総合支庁環境課に配置（1名）

12,218,540 循環型社会推進課

38,508,513

徴税管理運営費（事務費のみ） 事務費 ― 897

産業廃棄物税特別徴収交付金 産業廃棄物税特別徴収交付金 ― 4,397,000

4,397,897

161,854,112合　計
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