
事業名 事業の概要 事業の実績 決算額 担当課

環境教育推進・ごみゼロ啓発事業費 1,216,618 地球温暖化対策課

山形エコアクション２１認証取得促進事業費 山形エコアクション２１認証取得事業所への助成 1,663,980 地球温暖化対策課

環境科学推進事業費 微生物のベンゼン分解生成物の濃度推移の把握 1,192,814 地球温暖化対策課

省エネルギー対策推進事業費 事業所のＣＯ２削減の推進 347,189 地球温暖化対策課

新エネルギー導入促進事業費 527,843 地球温暖化対策課

「やまがた環境展」の開催 3,000,000 循環型社会推進課

地球温暖化対策推進体制整備事業 地球温暖化対策実行計画の普及啓発 地球温暖化対策実行計画の普及啓発 457,208 地球温暖化対策課

新環境計画普及啓発事業費 新環境計画計画の普及啓発 新環境計画の普及啓発 346,363 地球温暖化対策課

循環型社会形成推進事業費 5,190,556 循環型社会推進課

水産未利用資源活用事業費 水産未利用資源を利用した加工品の開発や肥料化に向けた協議会の設置 198,117 生産技術課

環境保全型農業推進事業費 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 128,290 環境農業推進課

廃棄物適正処理・３Ｒ推進事業費 598,545 置賜総合支庁環境課

小　計 14,867,523

循環型産業創出育成事業費 5,227,204 循環型社会推進課

基盤整備推進事業費 76,082,586 循環型社会推進課

循環型マーケット形成推進事業費 1,483,377 循環型社会推進課

4,180,776 循環型社会推進課

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 170,068 農政企画課

低コスト飼料製造流通モデル事業費 ・２地区　事業実施 7,026,858 畜産課

木質バイオマス利用促進事業費 4,518,000 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 1,058,210 空港港湾課

企業立地促進事業 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 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 工業振興課

木質ペレット燃料利用促進事業費 2,065,000 村山総合支庁森林整備課

最上３Ｒ推進体験型事業費 ３Ｒを啓発するためのエコクッキング講習会等の開催 ３Ｒを啓発するためのエコクッキング講習会、親子リサイクルツアーの開催 178,735 最上総合支庁環境課

最上新エネルギー利活用推進事業 238,394 最上総合支庁環境課

最上バイオマスバレー推進事業費 370,843

庄内地域環境産業支援事業費 1,083,608 庄内総合支庁環境課

小　計 103,683,659

人件費の実績等による補正（人数等に変更なし） 2,045,563 地球温暖化対策課

化学物質対策事業費 排水適正管理推進員の活動経費 225,873 水大気環境課

ダイオキシン類対策事業費 ダイオキシン類に係る排ガス・排水等検査 8,091,000 水大気環境課

産業廃棄物最終処分場設置指導事業費 2,234,233 循環型社会推進課

不法投棄未然防止等対策事業費 23,197,886 循環型社会推進課

ＰＣＢ廃棄物対策事業費 742,811 循環型社会推進課

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環境課に配置（村山２名、最上・置賜・庄内各１名） 10,269,214 循環型社会推進課

小　計 46,806,580

徴税経費

徴税管理運営費（事務費のみ） 事務費 事務費 24,020

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 産業廃棄物税特別徴収交付金 3,775,000

過誤納還付金及び還付加算金 過年度分の申告の更正に伴う還付 22,429

小　計 3,821,449

合　計 169,179,211

平成23年度  産業廃棄物税充当事業一覧

(単位：円）

「ごみゼロやま

がた推進プラン」

施策の柱

資源循環型社会

システムの形成

①環境アドバイザーの派遣

②環境リーダー養成講座、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

①環境アドバイザーの派遣　３８回

②環境リーダー養成講座２回、環境地域づくり担い手連携セミナー２回　延べ９９人参加

③山形県環境学習支援団体　認定３団体（累計２５団体）

5事業者から補助金交付申請があり、うち、4事業者へ384千円支出済。

鉱油類による土壌・地下水汚染地の微生物分解に関する研究

夏のエコスタイル(6/1～9/30）登録事業者数；905

冬のエコスタイル(11/1～3/31）登録事業者数；654

①新エネ、省エネ出前講座の開催　　

②国内排出量取引制度アドバイザーの派遣

①新エネ・省エネ出前講座の開催：２９件

②国内排出量取引制度アドバイザー派遣；１件

地球にやさしいライフスタイル促進事業費（や

まがた環境展）

・ごみゼロやまがた環境展2011の開催（10/29～10/30）

　出展企業・団体数48（主催団体含む）、約2万5千人来場

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山形県循環型社会形成推進計画の見直し

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

・ごみゼロやまがた県民運動の実施　街頭啓発活動：県内４箇所、    

・もったいないやまがた７８０大会：県内２箇所

・ごみゼロモデル事業の実施　　継続2地区 

・「第２次山形県循環型社会形成推進計画」の計画書・概 　要版作成

山形県水産加工技術検討協議会の開催　2回（8/30、10/26)

・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）

・適正処理推進運動の実施（１１月）

①環境学習会の開催

②不法投棄防止の普及啓発アイデア・ポスターの募集及び募集アイデアによるモデル事業

の実施

①環境学習会の開催

　8/3(米沢会場50名)、8/8(長井会場50名)

②不法投棄防止の普及啓発アイデア・ポスターの募集

　アイデア部門(22作品)、ポスター部門(249作品)

　・入賞作品の展示 (ごみゼロやまがた環境展、置賜総合支庁、大型商業店舗等)

　･優秀作品で啓発物品（ポケットティッシュ）作成し配布。

　・昨年度の優秀アイデア「赤湯クリーンハイキング」をモデル事業として実施。中学生20名参

加　

資源の循環を担

う産業の振興

①事業評価委員会の開催

②３R研究開発事業費への補助

③循環型産業を担う人材の育成

④３R推進環境コーディネーター活動経費⑤高校生環境ものづくり発表会の開催

・山形県循環型産業事業評価委員会の開催 １回

・３Ｒ研究開発事業費補助金交付１件

・トップセミナーの開催 1回（11/7）

・環境・循環型交流プラザの開催（2/2）

・３Ｒ推進環境コーディネーターの配置 2名

・高校生環境ものづくり発表会の開催（10/29、30）

①循環型産業施設等整備への補助

②ゼロエミッションの推進

・循環型産業施設整備事業費補助金交付 5件

・ゼロエミッション推進セミナーの開催（8/5山形、11/28酒田）

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・環境ビジネス商談会の開催

・リサイクル製品認定制度 新規認定3製品(累計53製品）

・リサイクルシステム認証制度 新規認証0システム（累計6システム）

・環境ビジネス商談会の開催（10/27）

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　

・農林水産分野バイオマス・エネルギー利活用研究会の開催（1/19）

・村山地域　地球温暖化に関するシンポジウムの開催（1/21 )

・最上地域　公共施設への木質チップボイラー導入に向けた検討会(1/30)

・置賜地域　置賜地域バイオマス利活用協議会の開催（1/19）

・庄内地域　木質バイオマスエネルギーの利活用に関する勉強会（2/21）

・バイオマス・エネルギーに関する情報収集・提供

自給飼料と食品残さ等を活用した低廉な完全混合飼料の生産・流通システムづくりに対

する助成

①住宅・農業施設用ペレットストーブの導入に対する助成

②木質ペレット等の需要拡大方策の検討・とりまとめを行う協議会の開催

①１７市町、４７台 ②第1回７／２９開催

・｢能代港・姫川港・酒田港合同リサイクルポート勉強会｣の開催　　7/29　   100名参加

・｢酒田港ポートセミナー｣開催　　11/26　94名参加

木質バイオマスエネルギー利用促進による地域資源の循環利用を目的とし、木質ペレット普

及団体への活動支援と木質ペレットの普及活動等の実施

①　民間普及団体への活動支援（村山地域での普及活動）　９回

②　民間普及団体への活動支援（木質ペレット流通体制強化支援実　　証実験）　実施中

③　民間普及団体への活動支援（工務店・設計事務所等を対象 とし　　た研修会等）　１回

④　民間普及団体への活動支援（仙台圏への普及活動）　２回

⑤　市町村・企業等を対象とした研修会等　１回　

①新エネルギー及び未利用エネルギー利活用の検討　

②有識者と高校生との交流会等の開催

①もがみ自然エネルギー利活用検討会の開催(9/27)

②有識者と高校生との意見交換会の開催(11/8)

①バイオマスフォーラムの開催

②最上地域木質ﾊﾞｲｵﾏｽｴﾈﾙｷﾞｰ利用研究会の開催

①第１０回最上地域バイオマスフォーラム開催（H２３年１０月２１日） 

②第１３回最上地域木質バイオマスエネルギー利用研究会（Ｈ２４年３月７日）

最上総合支庁産業経済企画

課

①庄内環境産業展の開催

②グリーンコンシューマー育成事業

①庄内環境産業展　10/1・2酒田市体育館　4,000名来場  ②庄内リサイクル体験学習会　

1/28鶴岡市内　21名参加　

廃棄物の適正な

処理による環境

負荷の低減

報酬職員費

（排水適正管理推進員）

汚泥等の減量・リサイクル及び廃水処理施設の適正管理を指導する排水適正管理推進員

の設置

・各総合支庁環境課の水質汚濁防止法に基づく事業場の立入検査時に、排水適正管理推進

員が同行し、排水の適正化、汚泥の減量化などについて指導するとともに、事業場の排出水

自主管理要領策定などについて相談を受けた。

←実績：１５９工場・事業場立入及び相談、要領策定：９件

・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。

←実績：延べ３２件の行政検査

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

①３部会で延べ５４回立入検査を実施（維持管理状況確認）

② 産業廃棄物処理施設審査会　案件なし

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

・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7/25　

・スカイパトロールの実施6/1,10/12　

・車両一斉検問の実施11/11　

・県境合同監視の実施11/1,11/16　

・監視カメラの設置１２台　5～１２月　27箇所

①ＰＣＢ広域協議会への出席・ＰＣＢ廃棄物運搬に係る連絡調整

②環境モニタリングの実施

・PCB広域協議会への参加8/3～8/4、12/2112/22、3/26～3/27　 

・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、

　　底室１地点　１回／年）　

 ・PCB廃棄物運搬に係る連絡協議会を開催8/26,2/7

報酬職員費

（廃棄物適正処理監視員報酬）

酒田共同火力発電（株）について、22年度申告納付に係る還付


