
（単位：円）

産業廃棄物税基金運営事業費 ５年に一度の産業廃棄物税条例の見直しに要する経費
①産業廃棄物税に関するアンケート調査の実施（６５団体）
②山形県産業廃棄物税評価・検証委員会による条例の施行状況の評価・
検証

137,697 循環型社会推進課

環境教育推進事業費

①環境情報の整備・提供
②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
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職員　対応分）
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（10/29）
③山形県環境学習支援団体31団体、やまがた環境展2015の参加（4団体）
④環境やまがた大賞授与（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（11/25）

1,368,665 環境企画課

省エネルギー対策推進事業費 事業所におけるCO2削減の推進
①エコスタイルチャレンジ登録数　1,535社
②CO2削減セミナーの開催　2回（H27.7.2、H28.2.3） 423,305 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係る協議会の開催や温室効果
ガス算定システムの設計に要する経費

未執行（計画見直しの実施時期変更に伴いＨ28年度当初予算に再計上） 0 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（３Rワークショップの実施、環境にやさしい料理
レシピコンテスト等）

やまがた環境展2015の開催（10/24・25）
 出展企業・団体数43、来場者19,774名 4,463,969 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県民会議の開催
②ごみゼロやまがた県民大会の開催
③地域循環検討会議の開催

・「ごみゼロやまがた推進県民会議」の開催 （総会： 5/27）
・ごみゼロやまがた県民大会（山形市：10/24・25）
・地域循環検討会議の開催（7/7、7/15、7/16、7/17)

6,742,465 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

①環境科学研究センター図書・器材等の貸出
②環境情報の収集・発信・相談対応
③環境教室
④環境アドバイザー、地球温暖化防止活動推進員の派遣

①環境科学研究センター図書・器材等の貸出（48件）
②環境情報の収集・発信・相談対応（63件）
③環境教室（53団体、1,797名）
④環境アドバイザー、地球温暖化防止活動推進員の派遣（71件）

1,211,134 環境企画課

廃棄物熱利用システム検討推進事業費
①村山地域のサーマルリカバリーを推進する検討会議等の開催
②廃棄物焼却熱を活用した実証実験の実施

①検討会議（7/23 ）②勉強会（11/25）の開催③検討会議（2/25）
②廃棄物焼却炉の冷却水を利用した冷房栽培実験（夏季）、廃熱を利用し
た加温栽培実験（冬季）

4,734,188
村山総合支庁
環境課

木質バイオマス燃料利用促進事業費
①民間普及団体への活動支援
②市町村・企業等を対象とした研修会

①｢NPO法人環境ネットやまがた｣への委託事業を通じた普及活動(10/3～4
大江町若者会、11/21～22朝日町有志会、1/28山形県石油商業組合及び
山形県石油協同組合)
②9/10㈱山形環境荒正、3/23西川町、3/29協同組合山形ウッドエネル

1,855,326
村山総合支庁
森林整備課

３R環境保全推進事業費
①小型家電リサイクルの普及啓発
②エコクッキング講座の開催

①市町村への小型家電回収ボックスの貸出支援を実施
②エコクッキング開催（4/30、9/2　２回） 363,204

最上総合支庁
環境課

やまがた・ふくしま少年少女交流事業費
本県と福島県の児童生徒が、県内４地域で自然の家等に宿泊し、自然
体験を通して交流を深める（うち飛島での環境学習、海岸漂着物の回収
等の事業に基金活用）

・飛島において山形福島両県の児童生徒の交流を実施
　＜実施日：7/3～5（2泊3日）＞
　＜内容：環境学習・海岸漂着物の回収　他＞

203,000 文化財・生涯学習課

青少年環境教育事業費
・青少年の自立支援のための体験型環境教育プログラムの開発
・飛島を教材とした宿泊型・体験型の環境学習の実施
・体験型環境教育プログラムの有効性の検証

・体験型環境教育プログラムの開発・実施・検証
　＜プログラム実施日：7/27～28（1泊2日）＞
　＜内容：海岸クリーンナップ、海ごみ問題学習会 他＞

104,396 文化財・生涯学習課

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

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）及
び適正処理推進運動の実施（11月） 94,650 園芸農業推進課

海岸漂着物対策推進事業費
①飛島における取組み
②沿岸部における取組み
③陸域部における取組み

①飛島における取組み
・飛島クリーンアップ作戦（5月）参加者240名
・飛島における環境教育事業（7月、8月）参加者208名
②沿岸部における取組み
・海岸清潔度モニタリング調査（9月、10月）166地点
・海岸清掃ボランティア支援　傷害保険料助成759名
③陸域部における取組み
・スポーツゴミ拾い　22回実施　参加者1,266名
・普及啓発出張講座　12回　参加者248名

3,738,451 循環型社会推進課

小計 25,440,450

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44,138千円 44,138,000
エネルギー政策
推進課

環境科学推進事業費 バイオマスボイラー等燃焼灰の六価クロムに関する研究

平成26年度までの研究で、六価クロムの生成に燃焼温度が関わっている可
能性が示唆されたため、平成27年度は、灰の再加熱試験（室内試験）及び
ボイラー実機を用いた炉内温度変動試験を実施し、燃焼温度を低く制御す
ることで六価クロムの生成が抑制されることを実証した。

1,202,428 環境企画課

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（トップセミナー・循環型産業交流プラザの開催）
④資源循環プロジェクト促進（３Rコンサルティング促進事業、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 3回
・３Ｒ研究開発事業費補助金採択件数　3件
・循環型産業トップセミナーの開催（9/8）、環境・循環型産業交流プラザの
開催（2/4）

13,780,419 循環型社会推進課

循環型産業基盤整備推進事業費 リサイクル施設・設備整備への補助 ・循環型産業施設整備事業費補助金採択件数　2件 33,642,503 循環型社会推進課

小型家電リサイクル推進事業費 小型家電リサイクル施設・設備への補助 ・小型家電リサイクル施設・設備整備支援事業費　補助金採択件数1件 20,122,436 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

・リサイクル製品認定制度 新規認定15製品(59製品）
・リサイクルシステム認証制度（7システム） 925,832 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） 2,786,549 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(10/30)
酒田港ポートセミナーの開催(8/24) 1,148,000 空港港湾課

村山バイオマス利用促進事業費 バイオマス利活用推進部会の開催
①推進部会の開催（４/30 ）（１２/２５）
②勉強会の開催（１/２６） 101,461

村山総合支庁
環境課

最上バイオマス利用促進事業費

①木質バイオマスシンポジウムの開催
②木質チップボイラ実態調査、導入モデル事例集作成
③安定供給体制協議会の開催
④薪ステーションの設置運営、薪ボイラ導入促進ワーキングチームの開
催

・木質バイオマスシンポジウムの開催(2/21)
・木質チップボイラ実態調査・導入モデル事例集の作成
・もがみ薪ステーションの実施（7/17～1/29）

2,965,921
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 ①関連産業創出研修会の開催 研修会（8/6、10/23、12/4、2/5　計4回）の開催 354,560
最上総合支庁
産業経済企画課

置賜バイオマス利用促進事業費

①置賜木質バイオマス利用研究会の開催
②木質バイオマスPR活動
③置賜木質バイオマス協議会への支援
④薪の需給調査

・置賜木質バイオマス利用研究会（3/11開催）
・木質ペレット紹介ＤＶＤ作成（20枚）
・置賜木質バイオマス協議会支援事業補助金の実施
・置賜地域薪生産・流通調査業務委託（8/20～11/30）

803,854
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

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地域住民に対する情報発信

①技術研修会（1/13～15）
②経営者向けセミナー（9/18）
③地域住民に対する情報発信（11/16）

174,690
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
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

熱利用システム検討会の開催（12月22日）
実証試験の実施（燃料用未利用間伐材　軽トラック91台分） 1,973,280

庄内総合支庁
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
     環境体験バスツアー 10/25 山形市 42名参加
②事業所から出る廃棄物のリサイクルの検証
     東北公益文科大学へ委託

852,744
庄内総合支庁
環境課

小計 124,972,677
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担当課事業の実績

「ごみゼロ
やまがた推
進プラン」
施策の柱

事業名 事業の概要 決算額

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。
・検査実績：延べ28件の行政検査

7,836,466 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
めのシステムの運用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） 1,385,965 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 3,602,880 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 31 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6/18、7/21　最終処分場 8/31,1/8　PCB分解洗浄施設9/7）

3,342,363 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　8/5
スカイパトロールの実施（6/2）
監視カメラの設置 18台

9,329,191 循環型社会推進課

ＰＣＢ廃棄物対策事業費
①ＰＣＢ廃棄物処理基金への拠出金
②ＰＣＢ広域協議会への出席・ＰＣＢ廃棄物運搬に係る連絡調整
③ＰＣＢ広域協議会環境モニタリングへの負担金

PCB広域協議会への参加 2回（7月、11月）
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　9月

7,956,525 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70㎥、再資源化処理実績321㎥
②高坂ダム　無償提供実績78㎥、再資源化処理実績26㎥ 8,601,859 河川課

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及び不法投棄等
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）、不法投棄等監視員を村山総合支庁環境課に配置（1名） 12,759,594 循環型社会推進課

港湾漂着物撤去処理事業費 港湾・海岸漂着物の回収・処理
①酒田港　　漂着物回収・処理　実績38㎥
②加茂港　　漂着物回収・処理　実績1,561㎥　（うち漂着枯葉1,544）
③鼠ヶ関港  漂着物回収・処理　実績59㎥

3,658,466 空港港湾課

海岸漂着物対策推進事業費 海岸漂着物の回収・処理 漂着物回収量 630m3 3,219,372 河川課

漁港漂着物撤去処理事業費 海岸漂着物の回収・処理
県管理6漁港（吹浦、由良、小波渡、堅苔沢、米子、飛島）区域内の海岸漂
着物回収・処理実績　163㎥ 1,084,314 水産振興課

未利用資源利活用プロジェクト事業費 海岸漂着物の回収・処理
・漂着枯葉利活用実証調査委託
・漂着枯葉実証畑土壌成分分析
・燃料費

44,000 農村計画課

自然公園維持管理事業費 海岸漂着物の回収・処理
自然公園内の海浜地域の利用拠点9箇所（遊佐町、酒田市、鶴岡市）の清
掃活動を実施 53,000 みどり自然課

小計 63,327,595
徴税管理運営費（事務費のみ） 事務費  -         57,079 税政課

産業廃棄物税特別徴収義務者交付金 産業廃棄物税特別徴収交付金  -     3,778,000 税政課

小計 3,835,079

合計 217,575,801
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