
＜総括表＞ 

平成２８年度 環境エネルギー部運営プログラム自己評価・検証結果 

＜短期アクションプランの目標指標＞ ＜やまがた創生総合戦略の数値目標＞

○県エネルギー戦略に基づく再生可能エネルギーの開発量：（累計）20万kW 

 ※H28年度目標（累計）48万kW 

（H28年度：47.4万kW） 

○温室効果ガス排出量：900万t以下（H26年度：963万t） 

○１人１日当たりのごみの排出量：852ｇ以下（H27年度：927ｇ） 

○不法投棄箇所数：18箇所以下 

※H28年度目標：15箇所 

（H28年度：15箇所） 

○森づくり参加者数：100,000人 

※H28年度目標：100,000人 

（H28年度：100,673人） 

○海岸清掃ボランティア参加者数：3,200人 

 ※H28年度目標：3,300人 

（H28年度： 3,149人、他に全国豊かな海づくり大会関連参加者数1,188人） 

○生物多様性認知度：70％（H24年度：50.2％） 

（調査中:H29年度中に確定予定）

○自然公園利用者数：13,400千人（H27年度：11,255千人） 

○生活排水処理施設の普及率：91％ 

（調査中：平成29年７月確定予定）（H27年度：90.8％） 

○環境学習・環境保全活動への参加者数：113千人 

 ※H28年度目標：150千人 

（調査中：平成29年７月確定予定）（H27年度：149千人） 

○再生可能エネルギーの新たな開発量：（累計）48万kW（60.4万kW(H31)）

（H28年度：47.4万kW）[創] 

１ 基本的考え方 

平成28年度は、県政運営の柱である「エネルギーを安定供給し、持続的な発展を可能にする環境資産の保全・創造・活用」と、成長戦略の一つ「エネルギ

ーで地域経済活性化・産業振興」、さらには、やまがた創生総合戦略で掲げた「再生可能エネルギーで経済活性化と持続可能な社会の構築」を基本に据えて、

再生可能エネルギーの導入促進、省エネルギーの推進によりエネルギー戦略を着実に推進するとともに、知恵と地球資源で創るごみゼロやまがたの推進、豊

かな自然を守り、活かす自然共生社会の構築、水・大気の保全など良好な生活環境の確保に向けた施策を展開する。更には、環境教育行動計画に沿って環境

エネルギー教育の推進に取り組む。 



２ 施策体系（施策名称及び目標等一覧） 

施策

番号
重点施策の名称 主な取組み内容 

重点施策の目標及び実績 

（総合戦略のＫＰＩ） 

目標の 

達成状況 

短期ＡＰにおける位置づけ 

総合戦略における位置づけ 

１ 再生可能エネル

ギーの導入促進 

○エネルギー戦略の着実な推進 

・エネルギー政策推進プログラム

の見直し 

○再エネ事業の着実な推進［創］ 

・県民参加型再エネ発電事業の展

開促進（登録制度創設など） 

・農山漁村再エネ法に基づく取組

みの促進 

・風力発電事業の導入促進（内陸

部での風況調査、洋上風力発電

の調査研究等） 

・民間事業の展開促進（商工業振

興資金の利子補助、先行事例の

情報提供など） 

○地域分散型導入の加速化［創］ 

・やまがた森林ノミクスの推進

（木質バイオマス発電施設の整

備促進など） 

・ペレットボイラー等、家庭・事

業所・公共施設への再エネ設備

の導入促進 

・エリア供給システムの構築（FS

調査など） 

○産業振興、地域活性化への展開

［創］  

・県と民間企業の出資で設立した

㈱やまがた新電力の事業への参

加 

○再生可能エネルギーの新たな開発量  

（累計）（累計）48万kW ［創］ 

（H28年度：47.4万kW） 

○県民参加型再エネ発電事業の登録数

３件［創］（H28年度：３件） 

○新たに農山漁村再エネ法の活用に取り組

む市町村数 

１市町村［創］（H28年度：１市町村） 

○エリア供給システム構築に向けた調査数

３件［創］（H28年度：３件） 

概ね達成 

達成 

達成 

達成 

テーマ５－施策１－ 

（１）大規模事業の県内展開の促進 

（２）地域分散型の導入促進 

（４）産業振興・地域活性化への展

開 

基本目標１－（１）－ 

③森のエネルギー、森の恵みを活か

し「やまがた森林（モリ）ノミク

ス」を推進 

⑤再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰで経済活性化と持

続可能な社会の構築 

基本目標４－（２）－ 

③雪室や雪冷房など、雪を活かして

地域産業を振興 



２ 省エネルギーの

推進 

○地球温暖化対策としての「笑顔で

省エネ県民運動」の着実な促進 

○「家庭のアクション」 

・省エネ・節電アクションへの参 

加促進 

・「県民省エネ節電所」HPによる

普及啓発 

・「やまがた太陽と森林の会」の

運営によるCO2削減価値の創出促

進 

○「事業所のアクション」 

・ＣＯ2削減に係る取組み（エコス

タイルチャレンジ）への参加促

進 

・温室効果ガス排出権取引制度の

活用に向けた取組みの推進 

○「自動車のアクション」 

 ・エコ通勤、エコドライブの県民

への普及啓発 

・小学生に対するエコドライブ教

室の展開支援 

・電気自動車用急速充電器の設置

促進 

・燃料電池自動車の普及を見据え

た先進事例見学会等の開催

［創］ 

○家庭のアクションの参加報告件数 

(累計) 108,200件 

(H28年度：113,790件)

○事業所のアクションの参加報告数 

 2,200事業所 

(H28年度：2,723事業所)

○エコドライブ講習会の受講者数 

(累計)27,000人 

(H28年度：27,149人)

達成 

テーマ５－施策１－（３）－ 

①環境に配慮した行動の提唱・推進 

②先進的な地域システムの構築 

達成 

達成 

基本目標１－（３）－ 

②自動車、航空機、ロボット等の成

長期待分野への参入促進などによ

り「しごと」を創出 



３ 知恵と地域資源

で創るごみゼロ

やまがた 

・循環型社会に向けたライフスタイ
ルの進展 

・循環型産業の創出・育成 
・廃棄物の適正処理の推進 

○１人１日当たりのごみの排出量 
852ｇ（H27年度：927ｇ） 

○ごみ（一般廃棄物）最終処分量 
43千トン（H27年度：46千トン） 

○リサイクル製品の認定数 
認定増加数３製品(H28年度:３製品) 
（参考） 

（H28年度末現在認定製品数：62製品） 
○不法投棄箇所数 
15箇所（H28年度：15箇所） 

未達成 

未達成 

達成 

達成 

テーマ５－施策２－（１）－ 

①循環型社会システムの形成 

②循環型産業の振興 

③廃棄物の循環・適正処理の推進 

４ 豊かな自然を守

り、活かす自然

共生社会の構築 

・県民参加型の森づくり活動及び豊

かな森林を守り、育て、森の恵み

やエネルギーを暮らしに活かす

「みどりの循環県民活動」の推進 

・山形県生物多様性戦略に基づく普

及啓発、保全と活用に向けた取組

みの推進 

・野生鳥獣の保護管理の推進と新規

狩猟者確保対策による担い手の確

保・育成［創］ 

・山岳資源の魅力向上に向けた情報

発信と受入態勢の充実［創］ 

・やまがた百名山の選定［創］ 

・全県的な取組みによる河川ごみ・

海岸漂着物対策を担うリーダーの

育成、体験型環境教育の実施 

○森づくり参加者数 

 100,000 人 

（H28 年度：100,673 人） 

○狩猟免許新規取得数［創］  

170件（H28年度：296件）   

○海岸清掃ボランティア参加者数 

3,300人（H28年度： 3,149人、他に全国

豊かな海づくり大会関連参加者数1,188人） 

達成 

達成 

概ね達成 

テーマ５－施策２－（２）－ 

①自然環境との共生の促進 

②環境資源を活かした産業の振興 

基本目標１－（１）－ 

①トップランナーがけん引し若者・

助成が活躍できる地域農業を振興 

基本目標１－（２）－ 

①インバウンドをはじめとした交流

拡大に向けた、山形の魅力を高め

る受入体制を整備 

③山形の魅力を活かした先導的ツア

ーを推進 

５ 水・大気の保全

など良好な生活

環境の確保 

・水資源保全地域の指定拡大、水資

源と森林の保全に関する地域フォ

ーラム等の開催 

・「里の名水・やまがた百選」の選

○水資源保全地域の指定箇所の拡大 

 ５市町村（H28年度：８市町村） 

○「里の名水・やまがた百選」の選定

達成 

達成 

テーマ５－施策２－（３）－ 

①大気、水、土壌環境保全等 

②放射線対策の推進 



定［創］ 

・放射線、PM2.5など環境モニタリン

グの実施と県民への情報提供 

・単独処理浄化槽等から合併処理浄

化槽への転換の支援［創］ 

〔創］10か所（H28年度：10か所） 

○放射線、PM2.5など環境モニタリングの実

施と県民へのわかりやすい情報提供 

○合併処理浄化槽による生活排水処理施設

普及率 

8.2％（H27年度： 7.9％） 

※平成29年７月確定予定 

達成 

調査中 

基本目標１－（２）－ 

③山形の魅力を活かした先導的ツア

ーを推進 

基本目標４－（５）－ 

①安全・安心を支える社会基盤を整

備 

６ 環境エネルギー

教育の推進 

・県環境科学研究センター拠点機能

の発揮 

・環境エネルギー学習教材等の活用

推進、環境教育情報の発信 

・環境学習支援団体制度や環境アド

バイザーの派遣などによる環境学

習機会の充実 

○環境学習・環境保全活動への参加者数 

 150千人（H27年度：149千人） 

※平成29年７月確定予定 

調査中 テーマ５－施策２－（４）－ 

①環境の保全・創造に関する意識の

醸成 

②環境エネルギー教育の充実 



（部局運営プログラム自己評価・検証結果個表）

環境エネルギー部 

施策番号 重点施策の名称 重点施策の目標（総合戦略のＫＰＩ）及び実績 

１ 再生可能エネルギーの導入促進

○再生可能エネルギーの新たな開発量：(累計)48万kW（戦略目標：60.4万kW(H31年度)） 

（H28年度：47.4万kW）［創］ 

○県民参加型再エネ発電事業の登録数：３件（H28年度：３件）［創］ 

○新たに農山漁村再エネ法の活用に取組む市町村数：１市町村（H28年度：１市）［創］ 

○エリア供給システム構築に向けた調査数：３件（H28年度：３件）［創］ 

短期ＡＰにおける位置付け やまがた創生総合戦略における位置付け 

テーマ５－施策１－主要事業（１）大規模事業の県内展開の促進

（２）地域分散型の導入促進

テーマ５－施策１－主要事業（４）産業振興・地域活性化への展開

基本目標１－（１）－ 

③森のエネルギー、森の恵みを活かし「やまがた森林（モリ）ノミクス」を推進

⑤再生可能エネルギーで経済活性化と持続可能な社会の構築

基本目標４－（２）－ ③雪室や雪冷房など、雪を活かして地域産業を振興

平成２７年度までの主な取組み状況 

○大規模事業の県内展開

 ・県主導による先導的事業展開（県営風力発電事業に係る環境影響評価手続開始、県営太陽光発電所の稼動）

 ・未利用公有地を活用した公募によるメガソーラー事業等の展開（県有地７か所、市町村有地５か所）

 ・内陸部における風力発電事業の展開促進に向けた風況調査の実施

○地域分散型の導入

 ・家庭・事業所、公共施設への再エネ導入支援（補助）

 ・バイオマス等による熱利用設備導入補助

〇産業振興・地域活性化への展開

 ・県内の再エネ発電事業者から電力を調達し、県内の需要家に供給する（株）やまがた新電力の設立

・「県民参加型」による再エネ事業等の検討

施策の評価と今後の推進方向等 

〔平成28年度の取組みの評価〕 

 ・政府において、再エネの最大限導入と国民負担抑制の両立を図る観点から固定価格買取制度の見直しが行われ、太陽光発電の買取価格が引き下げられる

など、先行きが見通しにくい中、政府及び県の各種施策の積極的活用や事業者からの相談への適切な対応、系統問題への迅速な対応などの結果、平成28

年度末の導入量(稼働分＋計画分)は、累計47.4万kWとなり、今年度の目標を概ね達成できた。 

・エネルギー戦略のうち10年間の施策の展開方向を示す「エネルギー政策推進プログラム」について、開発の進捗状況や戦略策定後の環境変化等を踏ま

え、有識者や事業者等の意見を伺いながら中間見直しを行い、今後の具体的な施策の方向付けを行った。

 ・「やまがた森林ノミクス」の一環として、木質バイオマス発電の着実な整備や、家庭や事業所等における木質バイオマス燃焼機器の導入を支援したこと

により、木質バイオマスエネルギーの拡大が図られた。

 ・一定エリアにおける熱供給事業などの事業性を検証する事業者を支援するとともに、鶴岡市湯野浜地域における温泉熱を使った全国的にも先進的なエリ

ア供給システムの構築支援により、「エリア供給システム」の構築に向けた取組みの進捗が図られた。

 ・県民参加型再生可能エネルギー発電事業の登録制度等の創設や、農山漁村再生可能エネルギー法を活用する市町村の取組みの促進により、発電事業のメ



リットを県民や地域に還元する取組みの進展が図られた。

〔今後の推進方向等〕 

・平成28年度に中間見直しを行った「エネルギー政策推進プログラム」に基づき、風力発電、中小水力発電、熱利用の拡大など、エネルギー種別毎の課題

を踏まえた対応を図る。

 ・「やまがた森林ノミクス」推進の一環として、民間事業者による木質バイオマス発電施設の着実な稼働を支援するとともに、家庭や事業所、市町村施設

における木質バイオマス燃焼機器の導入を促進していく。



〔平成２８年度の主な取組み内容〕 

■エネルギー戦略の着実な推進

①エネルギー政策推進プログラムの見直し

■再エネ事業の着実な推進

 ②県民参加型再エネ発電事業の展開促進［創］

  ・県民参加型再エネ発電事業の登録

  ・県民参加型再エネ発電事業の立上げ支援

 ③農山漁村再エネ法の取組み促進［創］

 ④風力発電事業の導入促進［創］

  ・内陸部での風力発電事業の展開に向けた風況調査

  ・県有地での小形風力発電事業の公募

・洋上風力発電に係る情報収集・庁内での研究 等

 ⑤民間事業の展開促進［創］

・商工業振興資金の借入利子相当額補助による再エ

ネ発電事業の展開促進

・再エネ導入セミナーを通した事業誘導

■地域分散型の導入促進

⑥やまがた森林ノミクスの推進［創］

・木質バイオマス発電施設の整備促進

・木質バイオマス燃焼機器の家庭、事業所、公共施

設への導入

⑦エリア供給システムの構築促進［創］

⑧その他再生可能エネルギー設備の家庭、事業所及び

公共施設への導入拡大［創］

■産業振興、地域活性化への展開

⑨やまがた森林ノミクスの推進による産業振興

（⑥再掲）

 ⑩県と民間企業の出資で設立した（株）やまがた新電

力の事業への参画［創］

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑩ 経営企画会議等への参画 

支援先の募集、家庭・事業所での木質バイオマス燃焼機器の導入、補助

登録制度創設・公募開始(9月) 

支援先の募集開始(９月) 

セミナー企画、開催（９月）

商工業振興資金の借入利子相当額補助による事業誘導

セミナー企画、開催（３月）

発電事業者による積雪寒冷対策の実施、補助

風況調査の準備 風況調査の実施(29年度まで) 

公募の準備 公募、風況調査実施への補助 

洋上風力発電の情報収集・庁内での研究

農山漁村再エネ法を活用する市町村への支援、農林部との連携

検討委員会を設置し、見直し案を検討 パブコメ
決

定

登録開始 県民へのPR､地域貢献活動への支援 

事業者の事業立ち上げ活動等への支援

支援先の募集

支援先の募集 民間事業者によるＦＳ調査の実施、補助

支援先の募集、家庭・事業所での再生可能エネルギー設備の導入、補助

市町村・民間事業者へのバイオマスボイラー等の導入働きかけ

鶴岡市温泉熱ｴﾘｱ供給ｼｽﾃﾑ構築事業の実施･補助



（部局運営プログラム自己評価・検証結果個表） 

環境エネルギー部 

施策番号 重点施策の名称 重点施策の目標（総合戦略のＫＰＩ）及び実績 

２ 省エネルギーの推進 
○家庭のアクションの参加報告件数：(累計) 108,200件（H28年度：113,790件)  
○事業所のアクションの参加報告数：2,200事業所（H28年度：2,723事業所） 
○エコドライブ講習会の受講者数：（累計）27,000人（H28年度：27,149人） 

短期ＡＰにおける位置付け やまがた創生総合戦略における位置付け 

テーマ５－施策１－主要事業（３）－①環境に配慮した行動の提唱・推進 

②先進的な地域システムの構築 

基本目標１－（３）－②自動車、航空機、ロボット等の成長期待分野への参入促

進などにより「しごと」を創出 

平成２７年度までの主な取組み状況 

○「笑顔で省エネ県民運動」の展開 

・春夏秋冬の季節毎に、省エネ・節電やエコドライブ等の取組みを呼びかける県民運動を展開 

○家庭、事業所、自動車のアクションへの参加促進 

・家庭や事業所の省エネアクションへの参加促進、家庭の再エネ・省エネに関する無料診断の実施、事業所担当者へ

のCO2削減セミナーの開催等 

○地球温暖化対策推進体制の整備 

・県地球温暖化防止活動推進員の委嘱、市町村における地球温暖化対策地域協議会の設置促進及び活動支援等 

施策の評価と今後の推進方向等 

〔平成28年度の取組みの評価〕 

 ・小学校５～６年生を通した家庭での省エネの取組み促進、コンビニエンスストアやチェーンストア等の事業所への参加の働きかけ、行政機関・関係団体での

エコドライブ講習会開催の働きかけにより、目標を上回る実績を上げることができた。 

〔今後の推進方向等〕 

・引き続き、「家庭のアクション」、「事業所のアクション」及び「自動車のアクション」を民間団体、企業等と連携しながら、実効ある省エネルギー施策を推

進する。

・平成28年度より開始した「やまがた太陽と森林の会」の活動の拡大による環境価値の「見える化」を推進する。 



〔平成２８年度の主な取組み内容〕 

 ○地球温暖化対策としての「笑顔で省エネ県民運動」

の着実な促進（①） 

 ○「家庭のアクション」（②） 

・省エネ・節電アクションへの参加促進 

・「県民省エネ節電所」HP による普及啓発 

・「やまがた太陽と森林の会」の運営による CO2削減

価値の創出促進 

○「事業所のアクション」（③） 

・CO2削減に係る取組み(エコスタイルチャレンジ) 

への参加促進 

・温室効果ガス排出権取引制度の活用に向けた取組

みの推進 

○「自動車のアクション」（④） 

  ・エコ通勤、エコドライブの県民への普及啓発 

・小学生に対するエコドライブ教室の展開支援 

・電気自動車用急速充電器の設置促進 

・燃料電池自動車の普及を見据えた先進事例見学 

会等の開催［創］ 

 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 

①

②

③

④

省エネ・節電アクションへの参加促進、「県民省エネ節電所」HPによる普及啓発 

CO2削減（エコスタイルチャレンジ）への参加促進

冬の省エネ県民運動 

春のエコ通勤・ 

エコドライブ推進 

県民運動 

秋のエコ通勤・ 

エコドライブ推進 

県民運動 

夏の省エネ県民運動 

エコ通勤、エコドライブの県民への普及啓発表、 

温室効果ガス排出権取引制度の活用に向けた取組みの推進 

「やまがた太陽と森林の会」の運営による CO2削減価値の創出、取引先企業等の開拓 

「山形県地球温暖化対策実行計画」の中間見直し 

燃料電池自動車の普及を見据えた先進事例見学会、セミナーの開催 

電気自動車用急速充電器の設置促進 

小学生に対するエコドライブ教室の展開支援 



（部局運営プログラム自己評価・検証結果個表） 

環境エネルギー部 

施策番号 重点施策の名称 重点施策の目標（総合戦略のＫＰＩ）及び実績 

３ 知恵と地域資源で創るごみゼロやまがた 

○１人１日当たりのごみの排出量：852ｇ（H27年度：927ｇ） 

○ごみ（一般廃棄物）最終処分量：43千トン（H27年度：46千トン） 

○リサイクル製品の認定数：認定増加数３製品（H28 年度：３製品） 
（参考）（H28年度末現在認定製品数：62 製品） 

○不法投棄箇所数：15箇所（H28年度：15箇所） 

短期ＡＰにおける位置付け やまがた創生総合戦略における位置付け 

テーマ５－施策２－（１）－①循環型社会システムの形成 

②循環型産業の振興 

③廃棄物の循環・適正処理の推進 

平成２７年度までの主な取組み状況 

○第２次山形県循環型社会形成推進計画の中間見直し 

○県民の循環型社会に向けたライフスタイルの推進 

 ・「ごみゼロやまがた県民運動」の実施      ・やまがた環境展の開催 

 ・環境にやさしい料理レシピコンテストの開催 

○循環型産業の創出・育成 

 ・循環型産業を担う人材の育成         ・産学官連携３Ｒ研究開発への支援 

 ・リサイクル施設整備等への支援         ・リサイクル製品認定及びリサイクルシステム認証 

○廃棄物の適正処理の推進 

 ・廃棄物最終処分場の適正管理の推進       ・廃棄物の適正処理の監視、指導の実施 

 ・不法投棄の未然防止対策の実施         ・原状回復事業の実施 

施策の評価と今後の推進方向等 

〔平成２８年度の取組みの評価〕 

・1人１日あたりのごみ排出量は、平成27年度で927gと経済活動の活発化等に伴い、平成26年度の実績925gから２g増加し、家庭系ごみは横ばいだが、事業系

ごみは増加傾向となっている。ごみゼロやまがた県民運動の展開などによりごみの排出量削減やリサイクルの推進を行っているところであるが、特に事業

系ごみの削減については８工業団地を対象とした事業系一般廃棄物の実態調査を行い廃棄物の処理状況や課題について把握した。 

・ごみの最終処分量は平成27年度45,898tと平成26年度45,377tから微増（521t、1.1％）したものの、ここ数年横ばいで推移している。 

・県内の不法投棄箇所（30㎡以上の箇所）は、大規模な不法投棄事案はないものの、毎年新たな箇所が発見されているが、監視パトロール等の強化、原状回

復事業や普及啓発活動の実施により箇所数は確実に減少しており、目標を達成した。 

〔今後の推進方向等〕 

・「全国一ごみの少ない県」を目指し、特に、一般廃棄物のうち事業系ごみが増加傾向にあることから、工業団地で廃棄物の共同回収による再資源化システム

を構築するモデル事業に対する支援や食品ロス削減等に取り組む協力企業の登録制度を創設する。また、「やまがた環境展」や「３Ｒ推進人づくり事業」、

河川ごみ対策と連携したごみの発生抑制対策などの取組みを通してごみ排出量削減の普及啓発を強化していくとともに、３Ｒ推進環境コーディネーターを

活用し、県内外企業、大学、公的試験研究機関が行う研究や技術に関する情報を把握・分析し、効果的な情報提供を行う体制の構築や、関係機関との連携



を強化し、排出削減等の研究から技術開発、施設整備、製品の販路開拓・拡大までの一体的な支援を実施する。 

・廃棄物の適正処理については、引き続き監視、指導を実施していく。また、不法投棄監視パトロールを通年で実施し、５月及び10月の「不法投棄及び海岸

漂着ごみ削減強化月間」を中心に合同パトロールや普及啓発を強化することにより、不法投棄の未然防止対策を推進していく。 

〔平成２８年度の主な取組み内容〕 

 ・ごみゼロやまがた県民運動の実施、やまが 

  た環境展の開催による循環型社会に相応し 

  いライフスタイルの促進（①） 

・事業系一般廃棄物の削減を目的とした、「事業系 

一般廃棄物３Ｒ推進事業」の実施（②） 

 ・リサイクル製品の認定、３Ｒ研究開発補助、 

  リサイクル施設等整備補助、小型家電リサイクル 

促進などによる循環型産業の創出・育成（③） 

 ・事業者等の監視・指導や不法投棄監視パト 

  ロールなどによる、廃棄物の適正処理の推 

  進（④） 

 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 

①

②

③

④

県民運動の実施 県民会議
の開催 

開催準備 

準備・募集 環境にやさしい料理レ
シピコンテスト開催 

やまがた環
境展開催 

県民会議（各部

会）の開催 

廃棄物処理実態調査委託 

3R 推進環境ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ
等による工業団地の情
報収集・連絡調整 

事業系一
般廃棄物
ﾘｻｲｸﾙｾﾐﾅ
ｰ開催 

募集（上期） リサイクル製

品認定 
募集（下期） リサイクル製品認定 

募集 リサイクルシステム認証 

３R 推進環境コーディネーター活動

３R 研究開発補助・リサイクル施設等整備補助

小型家電ﾘｻｲ
ｸﾙｼｽﾃﾑ研究
会開催 

小型家電リサイクルに係る関係自治体との調整 

廃棄物の適正処理の監視・指導 

不法投棄監視パトロール 

不法投棄及び 

海岸漂着ごみ 
削減強化月間 

不法投棄及び 

海岸漂着ごみ 
削減強化月間 



（部局運営プログラム自己評価・検証結果個表）  

環境エネルギー部 

施策番号 重点施策の名称 重点施策の目標（総合戦略のＫＰＩ）及び実績 

４ 豊かな自然を守り、活かす自然共生社会の構築

○森づくり参加者数：100,000 人（H28 年度：100,673 人） 

○狩猟免許新規取得数：170 件（H28 年度：296 件）［創］              

○海岸清掃ボランティア参加者数：3,300人以上（H28年度：3,149人、他に全国豊かな海

づくり大会関連参加者数1,188人） 

短期ＡＰにおける位置付け やまがた創生総合戦略における位置付け 

テーマ５－施策２－主要事業（２）－①自然環境との共生の促進 

②環境資産を活かした産業の振興 

基本目標１－（１）－①トップランナーがけん引し若者・助成が活躍できる地域

農業を振興 

基本目標１－（２）－①インバウンドをはじめとした交流拡大に向けた、山形の

魅力を高める受入体制を整備 

③山形の魅力を活かした先導的ツアーを推進 

平成２７年度までの主な取組み状況 

○県民参加型森づくり活動及びみどりの循環県民活動の推進 

・地域住民やＮＰＯ、企業、市町村等が行う森づくり活動に対する支援の実施、「森の感謝祭」（H27.6.6）、「森づくりセ

ミナー＆活動報告会」（H28.1.16･17･23･30）、ドングリ等を家庭で育て森にかえす「森のホームステイ」、森を育てる

「間伐」体験会、森の恵みを暮らしに活かす「木工教室」や「森のエネルギー体験会」等の開催 

○生物多様性保全の推進及び野生鳥獣の管理 

・「山形県生物多様性戦略」の策定（H26.3）、「第二種特定鳥獣管理計画（ニホンザル、ツキノワグマ）」に基づく管理の

実施（H24～27）、「イノシシ管理計画」の策定（H28.3） 

○山岳資源の魅力向上の取組み 

・山岳資源の魅力向上に向けたプロジェクト推進会議の開催（H26）、県内山岳ポータルサイトの制作（H26）、山の魅力

向上サポーター育成事業の実施（H25～27）、登山道安全設備の整備（H26～）、やまがたの山岳資源魅力向上推進ネッ

トワーク会議の開催（H27～）、「やまがた山 写真・映像コンテスト」の開催（H27）、やまがたの山岳資源取材ツアー

の実施（H27） 

○自然公園の保全と活用 

・公園内施設の再整備・補修、避難小屋等の維持管理 

・庄内海浜県立自然公園に関する自然環境調査の実施（H22～H24）、土地利用状況等基礎資料の収集（H25）、公園計画素

案取りまとめ（H26）、公園計画の策定（H27） 

○海岸漂着物削減対策の推進 

・山形県海岸漂着物連絡調整会議の設置・運営、海岸清掃美化活動の実施、河川ごみ削減の啓発

施策の評価と今後の推進方向等 



〔平成２８年度の取組みの評価〕 

・間伐体験や木工教室の開催など、森の恵みを暮らしに活かす「みどりの循環県民活動」を推進したことにより、県民参加の森づくり参加者数は 100,673 人

となり、目標を達成した。 

一方、平成 28年度に行った評価・検証では、やまがた緑環境税の認知度の向上が課題となっていることから、税の趣旨や税活用事業の普及・広報をさらに

強化していく必要がある。 

・生物多様性の県民理解を図るため、環境イベント等において外来生物啓発パネルの展示等を実施するとともに、全国的な発信が期待される希少な鳥類の繁

殖状況調査や保全活動等を実施し、山形県生物多様性戦略に掲げる行動計画に基づく取組みを推進した。野生鳥獣の保護管理については、鳥獣保護管理事

業計画、ニホンザル及びツキノワグマの管理計画の次期計画を策定するとともに、平成 27 年度に策定したイノシシ管理計画の取組みを推進したほか、新規

狩猟者の確保・育成に向けた支援を行い、狩猟免許合格者数の一層の増加を図った。 

・山岳資源の魅力向上の取組みについては、ネットワーク会議を開催するとともに、８月 11 日が「山の日」として祝日となることを踏まえ、「やまがた百名

山」の選定や親子登山体験ツアーを実施したほか、山岳団体による登山ガイドの養成や三大都市圏での情報発信に対する助成を行い、情報発信の強化や受

入態勢の充実を図った。 
・河川や水路等を経由して海岸に漂着するごみが多いため、海岸管理者やボランティア等による海岸漂着物の回収処理を実施するとともに、ＮＰＯ等と連携

して陸域部を含む県内全域を対象としたスポーツごみ拾い等を行い、平成 28 年度の海岸等清掃ボランティア参加者数は 3,149 人（他に全国豊かな海づくり
大会関連参加者数 1,188 人）となり、目標を概ね達成した。

〔今後の推進方向等〕 

・みどり豊かな森林環境づくりを進めていくために、引き続き、県民参加の森づくり活動を支援していくとともに、豊かな緑を守り育む意識の醸成を図るた

め、幅広い年齢層とニーズに対応した森林・自然環境学習や「木育」の推進、やまがた緑環境税の認知度向上に向けた取組みを強化していく。 

・山形県生物多様性戦略に掲げた行動計画を推進するため、県民理解を促進するため普及啓発や保全･活用に向けた具体的活動に取り組んでいく｡平成 28年度

に策定した鳥獣保護管理事業計画、ニホンザル及びツキノワグマの管理計画の次期計画について、イノシシ管理計画と合わせ推進していくとともに､野生鳥

獣の保護管理を担う新規狩猟者の確保・育成に継続して取り組んでいく｡ 

・本県の豊かな山岳資源の魅力を広く内外に発信し、地域の保全活動の促進や観光資源としての活用につなげていくため、「やまがた百名山」のＰＲや登山ル

ートのグレーディングの設定など、積極的な発信を行うとともに、安心して登山を楽しんでもらうため、登山ガイドの養成や登山道等の保全活動への支援

など、受入態勢の充実を図っていく。 

・海岸漂着物対策については、引き続き沿岸部における漂着物の回収処理を実施するとともに、陸域部を含む県内全域において、ＮＰＯ等と連携したスポー

ツごみ拾い等の普及啓発を行い、川上から海まで全県的な発生抑制対策を推進していく。 



〔平成２８年度の主な取組み内容〕 

・県民参加型の森づくり活動及び豊かな森林を守り、育

て、森の恵みやエネルギーを暮らしに活かす「みどり

の循環県民活動」の推進（①） 

・山形県生物多様性戦略に基づく普及啓発、保全と活用

に向けた取組みの推進（②） 

・野生鳥獣管理の推進と計画策定、新規狩猟者確保対策

による担い手の確保・育成（③）［創］ 

・山岳資源の魅力向上に向けた情報発信や受入態勢の充

実（④）［創］ 

・全県的な取組みによる河川ごみ・海岸漂着物対策の推

進、海岸漂着物対策を担うリーダーの育成、体験型環

境教育の実施（⑥） 

 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 

①

②

③

④

⑥

情報発信（やまがた百名山の選定、親子登山体験ツアー開催、ネットワーク会議開催） 

受入態勢の充実（登山ガイド養成や三大都市圏での情報発信への支援、標識（外国語併記）

整備等） 

新規狩猟者確保・育成に関する補助事業の実施 

県民への普及啓発、特定外来生物初期防除など保全対策、活用に向けた希少種調査の推進 

森の感謝

祭開催 

地域住民・企業・市町村等による活動への支援・成果報

告会の開催 

森のホームステイ・間伐体験・木工教室等の開催、広報誌等による普及啓発

海岸清掃美化活動の実施 

河川ごみ削減の啓発 

海岸漂着物対策を担うリーダー育成 

体験型環境教育 

の実施 

第二種特定鳥獣管理計画の推進、鳥獣保護管理事業計画等の次期計画策定 



（部局運営プログラム自己評価・検証結果個表） 

環境エネルギー部 

施策番号 重点施策の名称 重点施策の目標（総合戦略のＫＰＩ）及び実績 

５ 水・大気の保全など良好な生活環境の確保 

○水資源保全地域の指定箇所の拡大:５市町村(H28年度：８市町村) 

○「里の名水・やまがた百選」の選定：10か所(H28年度：10か所)［創］ 

○放射線、ＰＭ2.5など環境モニタリングの実施と県民へのわかりやすい情報提供 

○合併処理浄化槽による生活排水処理施設普及率：8.2% (H27年度：7.9%)［創］ 

 ※平成29年７月確定予定 

短期ＡＰにおける位置付け やまがた創生総合戦略における位置付け 

テーマ５－施策２－主要事業（３）－①大気、水、土壌環境の保全等 

②放射線対策の推進 

基本目標１－（２）－③山形の魅力を活かした先導的ツアーを推進 

基本目標４－（５）－①安全・安心を支える社会基盤を整備 

平成２７年度までの主な取組み状況 

○水資源保全総合計画の策定（H25.9）、水資源保全地域の指定（H28.3現在 15地域） 

○環境モニタリングの実施と県民への情報提供 

 ・環境(大気、河川、土壌)中の放射性物質やＰＭ2.5を始めとする大気、水環境等のモニタリングの実施、公表(定時・

随時) 

○「里の名水・やまがた百選」の選定(H28.3 現在 13か所)  

○最上川の水質保全 

 ・最上川中流部及び酒田港の水質調査の継続と汚濁軽減事業の実施 

○生活排水対策の推進 

 ・単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換支援の実施(H24～) 

 ・第三次山形県生活排水処理施設整備基本構想の策定 

施策の評価と今後の推進方向等 

〔平成２８年度の取組みの評価〕 

・山形県水資源保全条例（H25.3 制定）に基づき水資源の保全に関する施策を総合的に推進するため「山形県水資源保全総合計画」を平成 25年９月に策定し、

水資源保全地域の指定を行い、平成 25年 10 月から条例による事前届出制度の運用を開始した。今年度は、平成 28 年６月に大江町水資源保全地域及び飯豊

町水資源保全地域の新規指定並びに川西町犬川地区水資源保全地域の指定地域の拡大を図り、平成 29 年３月に、酒田市水資源保全地域、尾花沢市水資源保

全地域、金山町水資源保全地域、戸沢村水資源保全地域及び高畠町水資源保全地域の新規指定を行った。また、平成 28 年８月に「美しい水と森の講演会」

の開催や、同年 11月の「やまがた環境展 2016」における模型を使用したデモンストレーションの実施により、水資源及び森林保全の重要性を啓発した。 

・「里の名水・やまがた百選」として 10 箇所選定し、県ホームページでの紹介やパンフレットの配布等により広く情報発信したことで、「名水」を活用し地域

活性化に取組む団体が見受けられるようになった。 

・県民の安全安心の確保のため、放射性物質やＰＭ2.5 を始めとする大気、水環境等のモニタリングを継続して実施し、県民に的確に情報提供を行っていくこ

とが求められている。 

・生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、単独処理浄化槽等から合併処理浄化槽への転換を促進するとともに、第三次山形県生活排水処理施設整備

基本構想における浄化槽の目標普及率 9.6%(平成 37 年度)の達成に向けて、浄化槽の整備を進めていく必要がある。 



〔今後の推進方向等〕 

・引き続き各市町村への積極的な働きかけにより水資源保全地域の指定地域を拡大するとともに、条例や水資源保全地域の指定状況の周知により事前届出制

度の確実な運用を図る。

・引続き「名水」の選定や情報発信に取り組むとともに、水質のフォローアップ調査や、アドバイザーの派遣により、「名水」を観光や地域おこしに活

用していく取組み等を支援する。 

・放射性物質、ＰＭ2.5を始めとする大気、水環境等のモニタリングや、合併処理浄化槽の整備促進への支援、普及率の低い市町村に対する働きかけな

どにより、安全で良好な生活環境の確保を図っていく。

〔平成２８年度の主な取組み内容〕 

・水資源保全地域の指定拡大、水資源と森林の保全に

関する地域フォーラム等の開催（①）

・放射線、ＰＭ2.5 など環境モニタリングの実施と県

民への情報提供（②） 

・単独処理浄化槽等から合併処理浄化槽への転換の支

援（③）［創］ 

 ・「里の名水・やまがた百選」の選定・情報発信（④）

［創］ 

 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 

①

②

③

④

単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換の支援 

公募、現地調査、選定 

 情  報  発  信 

選定書交付式 

第１回指定 第２回指定     

地域フォーラム等開催 

環境モニタリングの実施と測定結果の速やかな公表



（部局運営プログラム自己評価・検証結果個表）

環境エネルギー部 

施策番号 重点施策の名称 重点施策の目標（総合戦略のＫＰＩ）及び実績 

６ 環境エネルギー教育の推進
○環境学習・環境保全活動への参加者数：150千人（H27年度：149千人） 

 ※平成29年７月確定予定 

短期ＡＰにおける位置付け やまがた創生総合戦略における位置付け 

テーマ５－施策２－主要事業（４）－①環境の保全・創造に関する意識の醸成

②環境エネルギー教育の充実

平成２７年度までの主な取組み状況 

○山形県環境教育行動計画の策定（H25.3） 

  環境教育等促進法改正（H23.6）を踏まえ、環境教育推進方針を見直し環境教育行動計画を策定 

○環境教育の拠点機能を担う「山形県環境科学研究センター」の基本方針の見直し（H27.3） 

○環境教育に関する情報発信の強化 

 ・24年度に開設した環境教育に関する情報を集約・発信するサイト”やまがたの環境教育道案内役”やブログ・ツイ

ッターを活用して環境教育に関する情報を発信 

○環境学習機会の充実 

 ・環境エネルギーに関する学習教材等（小学校高学年向けの読本・ＤＶＤや学習プログラム）の作成（H26.3）、出前

講座など環境教室の開催、環境アドバイザーの派遣など 

 ・環境学習支援団体の認定（31団体（H28.3現在））、交流会（環境学習支援団体・学校・行政等）の開催による意見

交換など 

施策の評価と今後の推進方向等 

〔平成２８年度の取組みの評価〕 

・環境科学研究センターを拠点として、再生可能エネルギー等の環境学習に係る情報収集・発信及び相談窓口の設置や、県環境アドバイザー、地球温暖化防

止活動推進員及びセンター職員等による環境教室等を実施したほか、市町村教育委員会や小学校に対して個別に働きかけをしながら、水生生物調査やリサ

イクル工作等の出前講座を実施した。 

・環境学習支援団体の認定、やまがた環境展への出展及び環境地域づくり担い手連携推進セミナー等を通じて、環境学習支援団体、学校、行政等によるネッ

トワーク構築、人材の育成を図ってきており、引き続き連携を強化するための取組みを推進する必要がある。

〔今後の推進方向等〕 

・関係機関等と連携しながら、環境科学研究センターを拠点として環境教育を推進するとともに、ＨＰやブログ、ツイッターによる情報発信を継続し、環境

保全・創造に関する取組みについての県民の意識の醸成を図る。 

・環境学習支援団体の認定や環境地域づくり担い手連携推進セミナー等を通じて、関係団体のネットワーク構築・連携強化、人材の育成を図り、効果的な環

境教育の実施に繋げていく。



〔平成２８年度 主な取組み内容〕 

 ・環境科学研究センターにおける環境教育の拠点機能

の発揮（①））

 ・環境エネルギー学習教材等の活用推進、環境教育情

報の発信（②）

 ・環境学習支援団体制度の充実や環境アドバイザーの

派遣などによる環境学習機会の充実（③）

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

①

②

③

学習教材の活用の支援・推進

インターネットサイト等による環境教育情報の発信

環境学習支援団体制度の周知・県民の利用拡大（イベントへの出展、交流会の開催）

環境アドバイザーの派遣、環境学習マッチングキャラバン（出前講座）、環境地域づくり

担い手連携セミナー

環境科学研究センターにおける環境教育の拠点機能の発揮


