
（単位：円）

環境教育推進事業費

①環境アドバイザーの派遣

②学校教諭対象の環境教育研究会の開催

③環境地域づくり担い手連携セミナーの開催

④山形県環境学習支援団体の認定

⑤大学生と山形県環境学習支援団体による環境イベント参加

①環境アドバイザーの派遣　38回

②学校教諭対象の環境教育研究会の開催2回　延べ81人参加

③環境地域づくり担い手連携セミナー2回　延べ18人参加

④山形県環境学習支援団体　認定5団体（累計30団体）、

　紹介ハンドブックを作成、学校、公民館などへ配付

⑤やまがた環境展2012に参加　（大学生　延べ6名、山形県環境学習支援団体３団体）

2,053,134 環境企画課

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 交付申請件数：7件（621千円） 621,000 環境企画課

環境科学推進事業費 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 微生物浄化手法適用基準の確立 1,132,031 環境企画課

省エネルギー対策推進事業費

①家庭のＣＯ２削減の推進

②事業所のＣＯ２削減の推進

③事業所の省エネ対策研究

①出前講座の開催件数：31

②夏のエコスタイル（6/1～9/30）登録事業者数:963

 　冬のエコスタイル（11/1～3/31）登録事業者数:740

③省エネルギー対策に係る意見交換会の開催

824,380 環境企画課

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）

「やまがた環境展」の開催

やまがた環境展2012の開催（10/27、28）

 出展企業・団体数50（主催団体含む）、来場者約2万人

3,101,443 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プランの進行管理及び県民活動の展開

②リサイクル関連法の推進

③地域連携リサイクル推進モデル事業

・「ごみゼロやまがた推進県民会議」の開催（総会：5月、専門部会：2月）

・ごみゼロやまがた県民運動の実施

　大型店舗での街頭啓発活動（県内4箇所）

  ごみゼロやまがた県民大会（県内2箇所）

2,484,656 循環型社会推進課

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

・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）

58,246 環境農業推進課

廃棄物適正処理・３Ｒ推進事業費

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優秀作品によ

る啓発物品作成（看板等）

①環境学習会の開催 　8/1(米沢会場43名）、8/3（長井会場15名）

②不法投棄防止の普及啓発ポスターの募集

　　　　小学生の部193作品　中学生の部　88作品

　･入賞作品の展示（やまがた環境展、大型商業店舗、置賜総合支庁等)

　・優秀作品による啓発物品(看板・ポケットティッシュ）作成配布

1,041,274 置賜総合支庁環境課

小　計小　計小　計小　計 11,316,16411,316,16411,316,16411,316,164

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

⑥トップセミナー・循環型産業交流プラザの開催

・山形県循環型産業事業評価委員会の開催

・３Ｒ研究開発事業費補助金交付決定　1件

・トップセミナーの開催 1回（9/3）

・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（10/27、28）

5,757,302 循環型社会推進課

基盤整備推進事業費

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決定　4件

・ゼロエミッション推進セミナーの開催（8/7山形、12/21米沢）

47,112,278 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2製品（52製品）

・リサイクルシステム認証制度 新規認証1システム（7システム）

・環境ビジネス商談会の開催（11/7）

1,692,821 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

H24 相談企業数　240件 4,141,474 循環型社会推進課

農林水産資源再生可能エネルギー活

用推進事業費

農林水産分野における再生可能エネルギー（バイオマス等）の利活用の

推進

環境エネルギーシンポジウム（村山総合支庁：1/26）

最上バイオマス利活用推進事業調査研究報告会（最上総合支庁：3/1）

木質バイオマスエネルギー導入活用セミナー（置賜総合支庁：3/6）

木質バイオマスボイラー導入アドバイス事業（庄内総合支庁：1/10）

44,300 農政企画課

低コスト飼料製造流通モデル事業費

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

２地区で飼料の試作や家畜への給与実証を実施 6,157,600 畜産課

再生可能エネルギー等設備導入促進

事業費【新規】

木質バイオマスエネルギー利用促進に向けた、ペレットストーブ設置経費

の補助

交付申請件数：157 件（15,537千円） 15,537,000 環境企画課

木質バイオマス利用促進事業費 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 山形県木質資源エネルギー利用促進協議会（H25.3.8開催） 100,419 森林課

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事業

・酒田リサイクルポート振興事業費負担金（1,000千円）

・酒田港国際資源循環フォーラム（H24.9.20開催）

・酒田港ポートセミナー開催（H24.11.19開催）

・リサイクル産業情報センター連絡会議（年5回開催）等に係る旅費

1,154,468 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 実績なし 0 工業振興課

木質ペレット燃料利用促進事業費

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

・民間普及団体への活動支援（村山地域での普及活動）11回

・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

・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

・民間普及団体への活動支援（仙台圏への普及活動）2回

・市町村・企業等を対象とした研修会等1回

2,170,005

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座、親子リサイクル教室等の開催

・エコクッキング講座の開催( 7/22、11/30)

・親子リサイクル環境教室の開催(8/1)

・出前リサイクル教室の開催(2回)

192,197 最上総合支庁環境課

最上新エネルギー利活用推進事業

①新エネルギー及び未利用エネルギー利活用の検討

②製造業事業者への普及啓発（チップボイラー導入）

①もがみ自然エネルギー利活用検討委員会の開催（8/30)と「最上地域の自然エネルギー

を活かした暮らしのモデル」の提案

②チップボイラー導入普及啓発パネルの作成

254,040 最上総合支庁環境課

最上バイオマスバレー普及啓発事業

費

①バイオマス利活用実践者課題調査

②最上地域木質ﾊﾞｲｵﾏｽｴﾈﾙｷﾞｰ利用検討会の開催

①バイオマス利活用実践者課題調査、専門家派遣

②最上地域木質ﾊﾞｲｵﾏｽｴﾈﾙｷﾞｰ利用検討会の開催

848,216

最上総合支庁産業経済

企画課

置賜木質バイオマス利用促進事業費

【新規】

木質バイオマス資源利活用の検討会の開催及び普及活動

・置賜木質バイオマス利用研究会開催（10/11、 12/18、3/8）

・木質バイオマスエネルギー利用パンフレット作成配布1,200部

105,560

置賜総合支庁森林整備

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

①環境体験学習会

　庄内地域リサイクル体験学習会（8/7 酒田市 19名参加）

②事業所から出る廃棄物のリサイクルの検証

　ＮＰＯ法人庄内リサイクル産業情報センターへ委託

1,173,612 庄内総合支庁環境課

小　計小　計小　計小　計 86,441,29286,441,29286,441,29286,441,292

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

応募が無く雇用の実績無し 0 環境企画課

化学物質対策事業費 排水適正管理推進員の活動経費 実績なし 0 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

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

8,090,000 水大気環境課

情報システム運用事業費【新規】 環境保全・廃棄物情報システムの運用管理

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

運用管理を実施

441,000 水大気環境課

産業廃棄物最終処分場周辺環境整

備事業【新規】

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 村山市（白鳥地区道路工事） 501,400 循環型社会推進課

原状回復措置推進事業費【新規】 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 5箇所(寒河江市、新庄市、川西町、鶴岡市、酒田市）原状回復措置 10,374,000 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廃棄物処理施設審査会の開催

・3部会で延べ36回立入検査を実施（維持管理状況確認）

・廃棄物処理施設審査会　廃棄物焼却施設（2/1、3/21）

2,304,500 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

・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（8/23）

・スカイパトロールの実施　2回（6/5、１0/2）

・車両一斉検問の実施　1回（10/30）

・県境合同監視の実施　3回（9/28、10/24、11/20）

・監視カメラの設置　18台　4～12月　34箇所

11,311,794 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・協議会事業負担金

②ＰＣＢ廃棄物運搬に係る連絡調整

・PCB広域協議会への参加　3回（7月、12月、3月）

・PCB廃棄物運搬に係る南東北ブロック連絡調整会議を開催（8／31）

710,149 循環型社会推進課

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等の配置

・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）

・不法投棄等監視員を村山総合支庁環境課に配置（1名）

12,017,042 循環型社会推進課

小　計小　計小　計小　計 45,749,88545,749,88545,749,88545,749,885

徴税管理運営費（事務費のみ） 事務費 897

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 3,872,000

過誤納還付金及び還付加算金 酒田共同火力発電（株）について、22・23年度申告納付に係る還付 23,770,620

小　計小　計小　計小　計 27,643,51727,643,51727,643,51727,643,517

合　計合　計合　計合　計 171,150,858171,150,858171,150,858171,150,858
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