
環境教育推進・ごみゼロ啓発事業費
①環境アドバイザーの派遣
②環境学習支援団体の認定
③環境教育の推進

①環境アドバイザーの派遣  ４９回
②環境学習支援団体の認定  １団体（累計２１団体）
③環境学習を行う団体へのバス代の助成  １団体

1,508,093 環境企画課

省エネルギー対策推進事業費
①事業所のＣＯ２削減の推進
②エコスタイルチャレンジの実施

・事業所のアクション参加登録       89事業所
・夏のエコスタイルチャレンジ参加  709事業所・団体
・冬のエコスタイルチャレンジ参課  648事業所・団体

774,000 環境企画課

新エネルギー導入促進事業費
①オフィス等の新エネ、省エネ診断
②新エネ、省エネ出前講座の開催

・省エネ診断の実施               1回
・排出量取引制度アドバイザー派遣    3件
・新エネ、省エネ等の出前講座の開催  47回

1,077,175 環境企画課

グリーン購入推進事業費
①セミナー等の開催
②普及啓発用展示パネル等の作成

①市町村担当者向けグリーン購入推進セミナーの開催 3/4
②グリーン購入普及啓発パネルを作成し、ごみゼロやまがた環境展で展示

115,560 環境企画課

循環型社会形成推進事業費
①ごみゼロやまがた推進プランの進行管理及び県民活動の展開
②ごみゼロモデル事業

・「ごみゼロやまがた推進県民会議」の開催
   総会（５／２６） 県民部会（２／１６） 産業部会（２／１６）
・ごみゼロモデル事業の実施 ４地区
   継続３地区（新庄市３地区）
   新規１地区（戸沢村１地区）

2,093,074 循環型社会推進課

農業用使用済プラスチック適正処理推進事
業費

推進体制の整備・機能強化

・東北地域農業用使用済プラスチック適正処理推進協議会研修会の開催
(12/1)
・山形県農業用使用済プラスチック適正処理推進協議会の開催（3/25）
・適正処理推進運動の実施（11月）
・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）
･啓発用パンフレットの作成5,000部

309,965 エコ農業推進課

リサイクル推進に向けた環境意識啓発事業
費

地域住民対象のセミナーの開催
・セミナー（見て！聞いて！リサイクルのしくみ）の開催
 7/30(長井市 ５７名） 8/4(米沢市 ６３名）

184,685 置賜総合支庁環境
課

小計（７） 6,062,552

循環型産業創出育成事業費

①事業評価委員会の開催
②３Rプロジェクトの推進
③３R推進事業費への補助
④循環型産業を担う人材の育成

・山形県循環型産業事業評価委員会の開催 3回
・３R推進プロジェクト事業費補助金交付 2件
・トップセミナーの開催 2回
・環境・循環型交流プラザの開催（2/4）
・循環型産業アドバイザーの派遣 7回
・高校生環境ものづくり発表会の開催（11/22）
・３Ｒ推進環境コーディネーターの配置 1名

10,971,821 循環型社会推進課

基盤整備・拠点形成推進事業費
①リサイクル施設等整備への補助
②やまがたエコタウンの推進

・リサイクル施設等整備事業費補助金交付 4件
・ゼロエミッション推進セミナーの開催（7/30山形、10/6庄内）

20,499,015 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やまがた環境展の開催
③リサイクル認定製品等の普及促進

・リサイクル認定製品 新規14製品(累計48製品）
・リサイクル認証制度 システム認証（累計7システム）
・リサイクル認定製品等普及セミナーの開催 4回
・リサイクル認定製品活用推進会議の開催 2回
・ごみゼロやまがた環境展'09の開催（10/31～11/1）
  出展企業等数49、約15千人来場

4,084,700 循環型社会推進課

庄内地域環境リサイクル産業支援事業費
①庄内リサイクル環境産業展の開催
②グリーンコンシューマー育成事業

①庄内リサイクル環境産業展の開催
  日程：9/19～9/22、会場：イオン三川ショッピングセンター、
  出展企業等数：24、来場者数：約2,700人
②グリーンコンシューマー育成講座の開催
  日程：3／2、会場：酒田地区広域行政組合及び青南商事酒田支店、
  参加者数54人

765,592 庄内総合支庁環境
課

県産採石粉リサイクル推進事業費 砕石粉のリサイクル実用化試験
県内の砕石・砂利製造業において、副産物として産出する砕石粉の有効利用
を図るため、砕石粉を原料とした釉薬の開発・普及と、砕石粉を原料としたコン
クリートの強度を明らかにする試験を実施

745,720 工業振興課

バイオマスタウン構築推進事業費 農林水産分野におけるバイオマスの利活用の推進

・バイオマスの利活用推進に関する研修会（10/20)
・バイオマス利活用地域説明会in山形（11/13)
・食品リサイクル法研修会（3/16）
・バイオマス先進地視察（秋田）(11/20～21）
・村山地域バイオマス利活用推進協議会での普及啓発活動（フォーラム開催
等） ２回
・最上地域バイオマス利活用推進協議会(12/16)
・最上地域バイオマスフォーラムの開催(12/5)
・置賜バイオマス利活用推進研究会（賦存量調査支援、先進地視察等） ３回
・置賜バイオマスフォーラム(3/3)
・国の支援制度（地域バイオマス利活用交付金）を活用した市町村の支援など

550,577 新農業推進課

製材廃材等エネルギー利用促進事業費
木質バイオマスエネルギー利用推進に向けた、ペレットストーブ設置経費の補助
等

・9市町 設置台数18台 1,152,975 森林課

酒田港リサイクルポート振興事業費 リサイクルポートに指定されている酒田港をＰＲするセミナー等の実施

・「酒田港リサイクルポートセミナー」の開催
  11／26、123人参加
・「能代港・酒田港・姫川港合同リサイクルポート勉強会」の開催
  11／4・11／5、３港で70人参加

923,267 交通政策課空港港
湾室

最上エコポリス環境フェア開催事業費 廃棄物の３R推進に向けたセミナーの開催 ・環境フェアの開催（10/10） 672,000
最上総合支庁環境
課

最上バイオマスバレー推進事業費
①バイオマスフォーラムの開催、バイオマスマップ作成
②木質バイオマスエネルギー利用の研究

･第8回最上地域ﾊﾞｲｵﾏｽﾌｫｰﾗﾑの開催（H21/12/5)、ﾊﾞｲｵﾏｽﾏｯﾌﾟの作成
（1,000枚)
・第10回最上地域木質ﾊﾞｲｵﾏｽｴﾈﾙｷﾞｰ利用研究会(H21/7/13)
・第11回最上地域木質ﾊﾞｲｵﾏｽｴﾈﾙｷﾞｰ利用研究会(H22/3/2)

711,624
最上総合支庁産業
経済企画課

小計（１０） 41,077,291

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51回の立入検査を実施（維持管理状況及び工事施工状況等の
確認）
･延べ２回の審査会を開催(8/21、11/10）

2,269,763 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
④監視指導のマンパワーアップ
⑤廃棄物適正処理監視員による不法投棄監視パトロール

・４地区不法投棄防止対策協議会のパトロール ５月・１０月実施
・山形県産業廃棄物不適正処理防止対策等連絡協議会の開催（７／22）
・スカイパトロールの実施（6／2、10／27）
・県境パトロールの実施（10／28、11/13）
・一斉検問の実施（10／7）
・不法投棄防止協力協定の締結（2/5、2/17）

6,211,060 循環型社会推進課

ＰＣＢ廃棄物対策事業費
①ＰＣＢ広域協議会への出席
②環境モニタリングの実施
③ＰＣＢ廃棄物運搬に係る連絡調整

①ＰＣＢ広域協議会への延べ２回出席(8/24～25、3/25～26）
②環境モニタリングの実施（大気5地点（4～12回/年）、水質2地点（2回/年）、
底質1地点（1回/年）
③ＰＣＢ廃棄物運搬に係る連絡調整会議に出席（9/3）

708,753 循環型社会推進課

環境保全・産業廃棄物情報システム整備事
業費

法律ごとにまたがっていた既存システムの一元化 ･環境保全・廃棄物情報システムを整備 20,325,900 循環型社会推進課

生活環境回復事業費 民間に不法投棄の原状回復業務を委託 ・11箇所（延べ1,062ｔ）の原状回復作業を実施 38,468,850 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） 各総合支庁への、不法投棄等の監視・指導を行う廃棄物適正処理監視員の配置
・廃棄物適正処理監視員を各総合支庁に配置（村山２名、置賜・最上・庄内各
１名） 10,056,758 循環型社会推進課

小計（6） 78,041,084

125,180,927

産業廃棄物税徴税経費
・産業廃棄物税特別徴収交付金
・事務費

 ・ 産業廃棄物税特別徴収義務者交付金 2,867,557 税政課

過誤納還付金  ・ 産業廃棄物税 過誤納税にかかる還付金 21,701,580 税政課

資源循環型社
会システムの
形成

資源の循環を
担う産業の振
興

徴税経費等

廃棄物の適正
な処理による
環境負荷の低
減

平成21年度産業廃棄物税充当事業一覧

計（23）

事 業 の 実 績 担当課

「ごみゼロや
まがた推進プ
ラン」施策の
柱

事 業 の 概 要事  業  名
産業廃棄物税
充当額（円）



平成21年度産業廃棄物税充当事業一覧

事 業 の 実 績 担当課

「ごみゼロや
まがた推進プ
ラン」施策の
柱

事 業 の 概 要事  業  名
産業廃棄物税
充当額（円）

149,750,064総   合   計


