
（単位：円）

環境教育推進事業費

①環境情報の整備・提供

②環境地域づくり担い手連携セミナーの開催

③山形県環境学習支援団体の認定

④環境保全団体等の顕彰「環境やまがた大賞」

⑤環境教室（県環境科学研究センター）

⑥山形県環境教育推進協議会の開催

①ブログなどによる環境情報の提供

②環境地域づくり担い手連携セミナー開催２回（12/19,3/6）

③山形県環境学習支援団体計32団体　やまがた環境展2014参加（４団体）

④環境やまがた大賞授与（２団体）

⑤環境教室（環境科学研究センター職員対応分）　37回

⑥環境教育推進協議会開催（8/27）

1,413,742 環境企画課

省エネルギー対策推進事業費

①省エネルギー出前講座の実施

②事業所におけるCO2削減の推進

①省エネ出前講座　17回

②エコスタイルチャレンジ登録数　1,928社

③CO2削減セミナーの開催　2回

598,464 環境企画課

地球にやさしい３R推進人づくり事業費

・やまがた環境展の開催

・３R推進人づくり事業（３Rワークショップ、高校生環境ものづくり

発表会、環境にやさしい料理コンテスト）

やまがた環境展2014の開催（10/25・26）

 出展企業・団体数41、来場者18,191名

5,328,086

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

・「ごみゼロやまがた推進県民会議」の開催 （総会： 5/19、専門部会：2/18）

・ごみゼロやまがた県民大会（山形市：10/25・26　酒田市：10/5）

1,971,422

循環型社会

推進課

環境エネルギー学習機能拡充推進事業 環境エネルギー学習機能の強化 環境アドバイザーの派遣　29件 389,774 環境企画課

農業用使用済プラスチック適正処理推

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）

97,850

園芸農業推

進課

３R環境保全推進事業費

・雑がみ等リサイクルの構築

・エコクッキング講座の開催

・出前リサイクル教室の開催

・雑がみ専用回収袋作成の中止

・エコクッキング（7/26） 88,949 最上環境課

廃棄物熱利用システム検討推進事業費

・村山地域のサーマルリカバリーを推進する検討会議等の開催

・廃棄物焼却炉を活用した実証実験の実施

①検討会議（10/31、2/26）、勉強会（10/21、2/16）、視察研修（11/13）の開催

②廃棄物焼却炉の冷却水を利用した栽培実験（夏季）、廃熱を利用した栽培実験

（冬季）

4,889,010 村山環境課

未利用資源利活用プロジェクト事業費

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

・カキ殻の粉砕実証作業委託(H26.11.11完了)

・塩ぬき調整したカキ殻の成分分析調査(H27.1.30完了)

・未利用資源利活用検討会を開催(H26年10月、H27年3月)

114,048

庄内農村計

画課

14,891,345

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

・循環型産業人材育成（トップセミナー・循環型産業交流プラザの

開催、３R環境コーディネーター配置）

・資源循環プロジェクト促進（３Rコンサルティング促進事業、再資

源化事業支援）

・山形県循環型産業事業評価委員会の開催 4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

・トップセミナーの開催（10/3）、循環型産業交流プラザの開催（2/5）

15,687,483

循環型社会

推進課

基盤整備推進事業費 ・リサイクル施設・設備整備への補助 ・循環型産業施設整備事業費補助金採択件数　4件 53,467,372

循環型社会

推進課

小型家電リサイクル推進事業費【新規】 小型家電リサイクル施設・設備整備への補助 ・小型家電リサイクル施設・設備整備支援事業費　補助金採択件数1件 20,000,000

循環型社会

推進課

循環型マーケット形成推進事業費

・リサイクル製品認定制度

・リサイクルシステム認証制度

・環境ビジネスアライアンスマッチングセミナー開催

・リサイクル製品認定制度 新規認定10製品(59製品）

・リサイクルシステム認証制度（7システム）

・環境ビジネス商談会の開催（11/6）

1,750,360

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

３Ｒ推進環境コーディネーターを２名配置（本庁、庄内総合支庁） 4,032,253

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

71,033 農政企画課

再生可能エネルギー等設備導入促進事

業費

家庭及び事業所における木質バイオマス燃焼機器（ペレットス

トーブ及びボイラー）設置に対する補助

平成26年度執行額　49,153千円 49,153,000

エネルギー

政策推進課

酒田港振興事業費 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(11/17)

酒田港ポートセミナーの開催(12/3)

1,073,016 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 ― 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焼却灰の六価クロムに関する研究 六価クロムの生成・溶出要因特定に向け、燃焼条件・燃料等の違いを考慮した調査の実施 1,000,418 環境企画課

木質ペレット等燃料利用促進事業費

・民間普及団体への活動支援

・市町村・企業等を対象とした研修会

①民間普及団体への活動支援

・やまがた木質ペレット利用研究会に木質ペレット普及活動等を業務委託（完了予定

3/10）

・山形地方森林組合に薪流通体制等調査を業務委託中（完了予定3/10）

②市町村・企業等を対象とした研修会　４回開催（5.27、9.1、11.6、11.26）

1,947,248

村山森林整

備課

最上バイオマス利用促進事業費

・市町村との利用検討会の開催

・バイオマスエネルギーのPR活動

・安定供給体制の構築

・「もがみ薪ステーション」プロジェクトの実施

・最上地域における薪ボイラ導入の促進

①木質バイオマス利用検討会の開催（9/19、2/24、3/18　計3回）

②普及啓発のための講演会開催（6/12、12/8、3/25　計３回）

③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（.3/6）、チップモニ

タリング調査（（8/27～1/30）

④もがみ薪ステーションの実施（9/15～12/6）、報告会の開催（3/6）

⑤薪ボイラワーキングチームの開催（8/5、12/4、2/24　計３回）

2,222,457

最上森林整

備課

木質バイオマス関連産業創出事業費

・「最上木質バイオマスエネルギーフェア」

・関連産業創出研究会の開催

①フェア開催（10/12、13）

②研究会（1/26、2/26、3/2　計3回）

1,085,260

最上地域振

興課、産業

経済企画課

置賜バイオマス利用促進事業費【拡充】

・置賜木質バイオマス利用推進検討会の開催

・木質バイオマス燃料の供給拠点の整備

・県民に身近な木質バイオマスの情報発信

・置賜バイオマス発電導入に関する検討会の開催

・置賜木質バイオマス利用研究会の開催（10/1、1/22、2/14、3/12）

・置賜地域木質バイオマス燃焼機器設置事業費補助金の実施（完了：4件）

・木質ペレット利用推進モニター事業費補助金の実施（完了：10件）

563,408

置賜森林整

備課

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環境体験バスツアー 10/26 山形市 34名参加

② ＮＰＯ法人庄内リサイクル産業情報センターへ委託

1,158,426 庄内環境課

153,211,734
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担当課

「ごみゼロ

やまがた推

進プラン」

施策の柱

事業名

平成26年度  産業廃棄物税充当事業決算調書

決算額事業の概要 事業の実績

ダイオキシン類対策事業費 廃棄物焼却施設等から排出されるダイオキシン類の検査費用

・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。

←３月末現在実績：延べ28件の行政検査

7,996,168

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・廃棄物行政に使用する事業者情報の管理システムの

保守契約費用

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。

453,600

水大気環境

課

産業廃棄物最終処分場周辺環境整備

事業費

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） 1,975,827

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 ３箇所(朝日町、遊佐町、南陽市）原状回復措置 5,872,090

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 52 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（最終処分場 5/9,11/5,11/6）

2,896,716

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　5月、10月

山形県産業廃棄物不適正処理防止等連絡協議会　7/29

スカイパトロールの実施　2回（6/3,10/7）

車両一斉検問の実施　1回（11/6）

監視カメラの設置 18台 4～12月 22箇所

6,327,039

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 3回（7月、1月、3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　9月

7,915,214

循環型社会

推進課

報酬職員費（廃棄物適正処理監視員及

び不法投棄等監視員報酬）

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）

12,253,783

循環型社会

推進課

河川流下能力向上対策事業費 ダム流木のリサイクル推進

①荒沢ダム　無償提供実績69㎥、再資源化処理実績404㎥

②高坂ダム　無償提供実績90㎥、再資源化処理実績7㎥

8,601,859 河川課

54,292,296

微税監理運営費（事務費のみ） 事務費  ― 919 税政課

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  ― 4,573,000 税政課

過誤納還付金及び歳出還付金 25年度申告納付に係る還付  ― 2,517,000 税政課

7,090,919

229,486,294合計
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