
（単位：千円）

産業廃棄物税基金運営事業費【新規】 ５年に一度の産業廃棄物税条例の見直しに要する経費 160 循環型社会推進課

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職員　対応分）

⑥山形県環境教育推進協議会の開催

1,703 環境企画課

省エネルギー対策推進事業費 事業所におけるCO2削減の推進 494 環境企画課

地球温暖化対策推進体制整備事業費【新規】 地球温暖化対策実行計画の中間見直し係る協議会の開催や温室効果ガス算定システムの設計に要する経費 1,377 環境企画課

地球にやさしい３R推進人づくり事業費

①やまがた環境展の開催

②３R推進人づくり事業（３Rワークショップの実施、環境にやさしい料理レシピコンテスト等）

4,765 循環型社会推進課

循環型社会形成推進事業費

①ごみゼロやまがた推進県民会議の開催

②ごみゼロやまがた県民大会の開催

③地域循環検討会議の開催

④家庭の3Ｒマネジメント運動の実施

⑤第２次山形県循環型社会形成推進計画の見直し

8,526 循環型社会推進課

環境エネルギー学習機能活用促進事業費

①環境科学研究センター図書・器材等の貸出

②環境情報の収集・発信・相談対応

③環境教室

④環境アドバイザー、地球温暖化防止活動推進員の派遣

1,470 環境企画課

廃棄物熱利用システム検討推進事業費

①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

②廃棄物焼却熱を活用した実証実験の実施

4,457 村山総合支庁環境課

３R環境保全推進事業費

①小型家電リサイクルの普及啓発

②エコクッキング講座の開催

687 最上総合支庁環境課

やまがた・ふくしま少年少女交流事業費【新規】

本県と福島県の児童生徒が、県内４地域で自然の家等に宿泊し、自然体験を通して交流を深める（うち飛島での環境学習、

海岸漂着物の回収等の事業に基金活用）

191 文化財・生涯学習課

持続可能な地域社会を創る高校生育成事業費【新規】 仙台や東京のフリースクールの生徒を飛島に招待し、環境学習をする 130 文化財・生涯学習課

農業用使用済プラスチック適正処理推進事業費 農業用使用済みプラスチック適正処理推進協議会の開催、回収・処理状況実態調査等 223 園芸農業推進課

海岸漂着物対策推進事業費

①山形県海岸漂着物推進協議会の運営、総会及び検討会の開催

②飛島を舞台とした環境教育事業（飛島ＴＣＴ）

③飛島クリーンアップ作戦の実施

④飛島における漂着流木再資源化事業

⑤海岸清掃ボランティア活動企画・運営

⑥イベント、釣り場における普及啓発

⑦海洋センターにおける解説等

⑧啓発資材の収集、環境教育データベースの運営

⑨陸域部における普及啓発事業

⑩小学生向け啓発資材の企画事業

4,063 循環型社会推進課

28,246

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（ストーブ及びボイラー）設置に対する補助 57,000 エネルギー政策推進課

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 1,223 環境企画課

循環型産業創出育成事業費

①事業評価委員会の開催

②３R研究開発事業費への補助

③循環型産業人材育成（循環型産業トップセミナー・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）

④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）

26,782 循環型社会推進課

循環型産業基盤整備推進事業費 リサイクル施設・設備整備への補助 50,199 循環型社会推進課

小型家電リサイクル推進事業費 小型家電リサイクル施設・設備整備への補助 20,193 循環型社会推進課

循環型産業販路拡大推進事業費

①リサイクル製品認定制度

②リサイクルシステム認証制度

1,428 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　 4,115 循環型社会推進課

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 1,272 空港港湾課

木質バイオマス燃料利用促進事業費

①民間普及団体への活動支援

②市町村・企業等を対象とした研修会

2,188

村山総合支庁森林整備

課

村山バイオマス利用促進事業費【新規】 バイオマス利活用推進部会の開催 230 村山総合支庁環境課

最上バイオマス利用促進事業費

①木質バイオマスシンポジウムの開催

②木質チップボイラ実態調査、導入モデル事例集作成

③安定供給体制協議会の開催

④薪ステーションの設置運営、薪ボイラ導入促進ワーキングチームの開催

3,117

最上総合支庁森林整備

課

木質バイオマス関連産業創出事業費 ①関連産業創出研修会の開催 437

最上総合支庁産業経済

企画課

置賜バイオマス利用促進事業費

①置賜木質バイオマス利用研究会の開催

②木質バイオマスPR活動

③置賜木質バイオマス協議会への支援

④薪の需給調査

945

置賜総合支庁森林整備

課

木質バイオマス資源利用促進事業費【新規】

鶴岡バイオマス協議会への補助

①技術研修会

②経営者向けセミナー

③地域住民に対する情報発信

493

庄内総合支庁森林整備

課

バイオマス資源熱利用推進事業費【新規】

①熱利用システム検討会の開催

②実証試験の実施

③導入促進の情報提供

2,716

庄内総合支庁産業経済

企画課

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

934 庄内総合支庁環境課

小計 173,272

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 7,839 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 454 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 2,560 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 11,814 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

①最終処分場監視活動の強化

②産業廃棄物処理施設審査会の開催

3,671 循環型社会推進課

不法投棄未然防止等対策事業費

①不法投棄防止対策協議会の活動支援

②広域連携合同監視事業の実施

③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

④監視指導のマンパワーアップ・監視カメラの設置

9,700 循環型社会推進課

ＰＣＢ廃棄物対策事業費

①ＰＣＢ廃棄物処理基金への拠出金（H26から充当事業と整理）

②ＰＣＢ広域協議会への出席・ＰＣＢ廃棄物運搬に係る連絡調整

③ＰＣＢ広域協議会環境モニタリングへの負担金

8,097 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 8,604 河川課

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及び不法投棄等監視員の配置 12,566 循環型社会推進課

港湾漂着物撤去処理事業費 港湾・海岸漂着物の回収・処理 3,585 空港港湾課

海岸漂着物地域対策推進事業費 海岸漂着物の回収・処理 3,352 河川課

海岸漂着物の回収・処理事業 海岸漂着物の回収・処理 1,111 水産振興課

海岸漂着物の回収・処理事業 海岸漂着物の回収・処理 44 農村計画課

海岸漂着物の回収・処理事業 海岸漂着物の回収・処理 53 みどり自然課

73,450

微税監理運営費（事務費のみ） 事務費                  20 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              4,073 税政課

4,093

279,061

産業廃棄物税

充当額
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