
（単位：円）

環境教育推進事業費

環境情報や環境学習機会の提供による環境教育の推進

①環境情報の整備・提供

②環境人材の育成

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環境情報の整備・提供（ＨＰ等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の開催1回（10/11）

③山形県環境学習支援団体35団体、やまがた環境展2016の参加（4団体）

④環境やまがた大賞授与（1団体）、環境やまがた奨励賞授与（1団体）

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（2/9）

1,353,266
環境企画課

省エネルギー対策推進事業費

事業所のCO2削減推進事業（エコスタイルチャレンジへの参加促進、

CO2削減セミナーの開催）

①エコスタイルチャレンジ登録数　2,723社

②CO2削減セミナーの開催　1回（3/8）

328,902 環境企画課

地球温暖化対策推進体制整備事業費

地球温暖化対策実行計画の中間見直しに係る意見交換会等の開催

や冊子作成等に要する経費

①県地球温暖化対策協議会の開催（中間見直しに係る市町村等からの意見聴取）

（11/25）

②中間見直し版の冊子及びパンフレットの作成

944,436
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（大学と連携した３R推進ワークショップの実施、

環境にやさしい料理コンテスト等）

・やまがた環境展2016の開催（11/19・20）

　出展企業・団体数44、来場者18,107名

5,276,157

循環型社会

推進課

循環型社会形成推進事業費

①山形県循環型社会形成推進計画の進行管理及び県民運動の展開

②事業系一般廃棄物３Ｒ推進事業　③小型家電リサイクル推進事業

・「ごみゼロやまがた推進県民会議」の開催（県民部会：4/26、2/27、産業部会：4/27、

3/3、総会：5/30）

・地域循環検討会議の開催（8/1、8/2、8/5、8/9）

6,033,219

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

環境学習・環境教育の充実による人材の育成

①環境科学研究センター環境棟の環境学習器材等の管理

②環境教室等の実施

③県が委嘱する環境ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ及び地球温暖化防止活動支援員の派

遣調整

①環境科学研究センター図書・器材等の貸出（50件）や環境情報の収集・発信・相談対応

（39件）

②環境教室（45団体、1,039名）

③環境アドバイザー、地球温暖化防止活動推進員の派遣（77件）

5,992,607
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

農業用使用済みプラスチック適正処理強化月間巡回等、回収・処理状況実態調査等
146,740

園芸農業

推進課

環境科学研究事業費【新規】

本県における春や秋のPM2.5高濃度汚染について、PM2.5成分データ

や気象状況などから高濃度要因等を解明するとともに、PM2.5発生源

寄与割合の推計を行い、野焼きによる環境影響を明らかにする

農家による野焼きが活発になる春季（4月）、秋季（9～10月）に各25日程度、天童市内の2

地点において、PM2.5のサンプリングを実施し、PM2.5を組成している成分の濃度を測定し

た。

野焼き成分の指標となるレボグルコサンについて、当センターでの濃度測定の方法を検討

し、手順書を作成した。

1,349,994
環境企画課

21,425,321

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

交付決定額　37,600千円

ペレットストーブ　19,000千円　　薪ストーブ　15,600千円　　ボイラー　3.000千円

37,600,000

エネ政策

推進課

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・環境・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ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ促進事業、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　2回

・３Ｒ研究開発事業費補助金採択件数　2件

・循環型産業トップセミナーの開催（10/24）

　環境・循環型産業交流プラザの開催（2/1）

13,098,121

循環型社会

推進課

循環型産業基盤整備推進事業費

循環型産業施設整備事業費補助金による支援（ﾘｻｲｸﾙ施設・設備整

備事業、ﾘｻｲｸﾙﾎﾟｰﾄ立地支援設備整備、小型家電ﾘｻｲｸﾙ施設・設備

整備事業）

・循環型産業施設整備事業費補助金採択件数　1件
3,036,152

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

③リサイクル認定製品等販路拡大

・リサイクル製品認定制度　新規認定　6品（62製品）

・リサイクルシステム認証制度（6システム）

・山形県リサイクル認定製品普及拡大支援事業費補助金　　採択件数　2件

1,679,679

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）
4,212,756

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

・酒田港国際資源循環フォーラムの開催（10/27）

・酒田港、姫川港、能代港、境港リサイクルポート4港合同勉強会への参加（11/18、19）

・酒田港ポートセミナーの開催（1/16）

1,246,534 空港港湾課

木質バイオマス燃料利用促進事業費（村山）

木質バイオマスエネルギーの利用による地域資源の循環利用の推進

①木質ペレット燃料取扱店の拡大・見える化

②薪供給者対象研修会

③木質バイオマス情報スペースの運営

④市町・企業等へのボイラー等導入促進

①普及啓発資料作成

　（パンフレット：２種、燃料及び燃焼機器取扱店マップおよび名簿：１式、のぼり旗：７枚）

②供給者に対する研修会実施

　(木質ペレット：12/15,2/7　　薪：1/16、2/5　計４回）

③天童市森林情報館において年間を通じたＰＲ実施

  （ストーブ・資料等常設展示）

④導入検討者に対する研修会実施・イベントでの燃焼機器展示

　（研修会：6/16、6/29、1/26、2/7、2/16～17　計５回、イベント：10/22～23、11/19～20 計２回）

2,033,871

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（村山）

村山地域のバイオマスエネルギーの利活用を図るため、エネルギー

戦略協議会の「バイオマス利活用推進部会」で、検討を行うとともに、

バイオマスに興味のある企業等も交えて勉強会を開催

講演会の開催（8/1）

先進地視察（9/27）

168,281

村山総合支庁

環境課

最上バイオマス利用促進事業費（最上）

①地域で取組む木質バイオマスの利用促進【新規】

②木質チップボイラ実態調査

③「もがみ薪ステーションプロジェクト」の実施

①木質バイオマスセッションの実施（11/1、12/12、2/14）

②実態調査の実施（期間6～11月、調査対象12施設）

③薪ステーションの実施（期間7～12月、入荷実績335㎥、参加者26名、研修会2回開催）

2,666,400

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（最上） 木質バイオマス関連産業創出研修会の開催 研修会の開催（9/8、参加者30人）
62,040

最上総合支庁

産経企課

置賜バイオマス利用促進事業費（置賜）

①置賜木質バイオマス利用研究会の開催

②ペレットストーブの展示及びイベント等での木質バイオマスのＰＲ

③木質バイオマスボイラー導入意向調査

①置賜木質バイオマス利用研究会の開催（3/10）

②ペレットストーブの展示（1月から展示）

③木質バイオマスボイラー導入意向調査（8/4～12/15）

659,148

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（庄内）

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地域住民への情報発信

①技術研修会（管内現場：9/14～15開催、管外現場：1/18～19開催）

②セミナー（経営者向け：9/16開催、人材育成：3/15開催）

③情報発信（10/15～16庄内森とみどりのフェスティバルでのＰＲ活動、11/5木質資源活用

の体験教室開催）

223,000

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（庄内）

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

①熱利用システム検討会の開催（3/14）

②実証試験の実施（7/1～3/24）

③遊佐町内4300戸ほか事業報告チラシ配布、導入促進のための研修会の開催（3/17）

1,693,038

庄内総合支庁

森林整備課

庄内地域環境産業支援事業費（庄内）

①環境体験バスツアーの開催

②廃瓦リサイクルの実用化に向けた具体的検討

①環境体験学習会　　環境体験バスツアー　11/20　山形市　35名参加

②廃瓦リサイクル推進プロジェクト会議開催（9/1,3/8）

　廃瓦のリサイクルに係る報告書作成業務委託（～3/17）　（委託先：日本エヌ・ユー・エス

㈱）

2,115,288

庄内総合支庁

環境課

70,494,308

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、排出ガス、排出

水、燃えがら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。

7,775,915 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

運営管理を継続して実施。

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）
602,691

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 ・2箇所（鶴岡市、遊佐町）原状回復措置
9,863,640

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部会で延べ65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（焼却施設：8/5、最終処分場：3/17）

3,417,687

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

・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（10/6）

・スカイパトロールの実施（6/7、10/18）

・監視カメラの設置　18台

5,030,573

循環型社会

推進課

ＰＣＢ廃棄物対策事業費

①ＰＣＢ処理施設の建設・維持等経費への拠出金

②ＰＣＢ広域協議会への出席・ＰＣＢ廃棄物運搬に係る連絡調整

③PCB廃棄物保管届出者の指導

・ＰＣＢ広域協議会への参加　3回（7月、11月、3月）

・環境モニタリングの実施（大気5地点（4～3月）、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（10月）

7,842,227

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47㎥、再資源化処理実績280㎥

②高坂ダム　無償提供実績26㎥、再資源化処理実績4㎥

10,761,521 河川課

報酬職員費

（廃棄物適正処理監視員及び産廃許可嘱託職

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産廃許可

嘱託職員の配置

・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）、

産廃許可嘱託職員を村山総合支庁環境課に配置（1名）

12,856,398

循環型社会

推進課

災害廃棄物処理計画策定事業費【新規】 災害廃棄物処理計画の策定

・災害廃棄物発生量の調査委託

・市町村連絡会議の開催（10月）

1,936,061

循環型社会

推進課

海岸漂着物対策推進事業費 海岸漂着物対策推進協議会の開催等 ・協議会の開催（6/17、12/12）
133,339

循環型社会

推進課

海岸漂着物対策推進事業費（繰越分）

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱによる海岸漂着物の回収及び海岸漂着物問題についての普

及啓発を行う

‐ 452,000

循環型社会

推進課

61,125,652

徴税管理運営費（事務費のみ） 事務費
‐       57,078

税政課

特別徴収義務者交付金 産業廃棄物税特別徴収交付金
‐   3,590,000

税政課

県税過誤納還付金・同加算金 県税に係る過誤納還付金及び還付加算金
‐              -

税政課

3,647,078

156,692,359

156,240,359

小計
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