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Ⅰ 平成 29 年度環境エネルギー部主要施策の体系 

２ 災害に強く、安全・安心な地域づくりの推進 
 

  

（１） 再生可能エネルギーの導入促進と省エネルギーの推進 （２） 環境資産の保全・創造・活用による地域活力の向上 

①再生可能エネルギーの導入促進 

エネルギー戦略推進事業費     10,484 千円 
・エネルギー戦略推進懇話会及び地域協議会
の設置運営、専門的知見を有するアドバイザー
の委嘱 
・農山漁村再生可能エネルギー法の活用促進
に向けた取組み 

エネルギー戦略加速化推進事業費〔新規〕  
67,183 千円 

・風力発電の適地調査の実施、内陸部における
風況調査の実施、事業者が行う風況調査に対
する助成 
・洋上風力発電の導入可能性の研究等 
・中小水力発電の適地調査の実施 
・地中熱のポテンシャルに関する研究会の開催 
・地中熱、雪氷熱、温泉熱の利活用研究に対す
る助成 
・熱利用設備の導入に向けた事業可能性調査
に対する助成 
・民間事業者による熱利用設備の導入に対する
助成 

再生可能エネルギー発電事業促進資金利子補
助事業費〔拡充〕                20,000 千円 
・県商工業振興資金（再生可能エネルギー発電
事業促進資金）の融資を受けた事業者に対する
利子助成 

①ごみゼロやまがたの実現に向けた循環
型社会の構築 

循環型社会形成推進事業費〔拡充〕  
                          4,620 千円 
・ごみゼロやまがた県民運動の展開 
・工業団地で共同回収システムを構築する
実証モデル事業に対する助成 

地球にやさしい３Ｒ推進人づくり事業費        
5,712 千円 

・「やまがた環境展」の開催 

ＰＣＢ廃棄物対策事業費〔拡充〕 
                         15,641 千円 
・高濃度ＰＣＢ廃棄物の早期処理に向けた
掘り起こし調査の実施 

循環型産業創出育成事業費 16,833 千円 
・民間における３Ｒの研究開発や事業化調
査に対する助成 
・循環型産業を担う人材育成の支援 

循環型産業基盤整備推進事業費 
60,199 千円 

・廃棄物の排出抑制やリサイクルの推進の 
ための施設・設備整備に対する助成 

災害廃棄物処理計画策定事業費  751千円 
・大規模災害を想定した災害廃棄物の円
滑・適正な処理の確保に向けた計画策定 
 

②豊かな環境を守り、活かす自然共生社
会の構築 

みどり豊かな森林環境づくり推進事業費 
                         120,000 千円 
・市町村や地域住民、ＮＰＯ等がそれぞれ
の地域課題に沿って独自性を発揮し、かつ
創意工夫を凝らして取り組むきめ細かな森
づくり活動等に対する助成 

森林・自然環境学習推進事業費〔拡充〕  
2,056 千円 

・森林環境学習副教材等の作成・配布 
・「山形県木育推進方針」（仮称）の策定 

みどりの循環県民活動推進事業費〔拡充〕  
                          15,563 千円 
・やまがた森の感謝祭等の開催 
・森を守り、育て、暮らしに活かす緑の循環 
システムを体験するイベントの開催 
・やまがた緑環境税の普及・活用の一層の 
促進に向けた広報の実施 

やまがたの山と水魅力向上推進事業費 
〔新規〕                   21,428 千円 
・「やまがた百名山」のＰＲ、登山ルートのグ
レーディング、保全活動に対する助成 
・「里の名水・やまがた百選」の選定及び情
報発信、アドバイザーの派遣による名水の
磨き上げと候補の掘り起こし 

 

１ 環境エネルギー政策の推進 
 

 

再生可能エネルギーによる産業振興と地域活性化、国内外に誇れる優れた環境資産の保全・創造・活用 

１ 

②省エネルギーの推進 

地球温暖化対策推進体制整備事業費 2,305 千円 
・地球温暖化防止対策コーディネーターの設置 
・地球温暖化防止活動推進員の委嘱 

省エネルギー対策推進事業費        3,443 千円 
・家庭及び事業所における主体的･自主的な省エ
ネ・ＣＯ２削減行動の啓発 

④環境教育の推進 

環境教育基盤運営事業費 1,590 千円 
・環境学習支援団体の認定や交流会
の開催 

環境教育普及促進事業費〔拡充〕 
           7,576 千円 

・環境教育に関する相談支援、情報発
信及び環境アドバイザー等の派遣など
環境学習機会の提供 
・地域で子どもたちの環境学習を進め
るプログラムの整備 

再生可能エネルギー等設備導入促進事業費 
〔拡充〕                        186,385 千円 
・家庭及び事業所における再生可能エネルギー等
設備の導入に対する助成 
・設備導入によるＣＯ２削減価値の「見える化」と環
境保全事業への活用 

県民参加型再生可能エネルギー事業推進事業費
〔拡充〕                    4,773 千円 
・登録制度の運営 
・事業の立ち上げ準備や登録事業者が行う地域貢
献事業に対する助成 

木質バイオマス発電施設整備支援事業費 
                                25,000 千円 
・木質バイオマス発電施設において積雪寒冷対策 
として必要な建屋等の設置に対する助成 

燃料電池自動車普及検討事業費      400 千円 
・水素利活用セミナーの開催 

野生鳥獣捕獲体制強化支援事業費 
〔拡充〕               14,969 千円 
・新規狩猟者の確保･育成の支援 
・指定管理鳥獣捕獲等事業の実施 

災害などの危機への対応力を高め、安心して暮らせる県づくり 

（１） 危機管理機能の充実強化 （２） 暮らしの安全・安心の確保 

①総合的な危機対応力の充実強化 

防災対策推進事業費〔拡充〕   4,056 千円 

・県防災基本条例施行に伴う周知啓発等 

津波対策推進事業費〔拡充〕   7,733 千円 

・津波災害警戒区域等の指定の検討、沿岸

市町が実施する避難路整備等に対する助成 

火山防災対策推進事業費     1,159 千円 

・蔵王山、鳥海山等の火山防災協議会の運営 

災害時通信ネットワーク再構築事業費 

                            651,662 千円 

・県防災行政通信ネットワークの再整備 

 

市町村防災行政無線整備促進事業費 

                     61,391 千円 

・市町村の同報系防災行政無線の整備に対

する助成 

地域防災力強化事業費       7,902 千円 

・防災士の養成、自主防災組織の訓練に対

する助成 

消防活性化推進事業費      1,833 千円 

・消防団加入促進キャンペーンの実施 

救急救命体制整備促進事業費 10,291 千円 

・救急救命士の養成、教育体制の充実強化 

国民保護対策推進事業費     3,493 千円 

・国民保護図上訓練の実施 

②東日本大震災からの復興・避難者支援 

避難者支援連携協働推進事業費〔拡充〕 

                     2,000 千円 

・「やまがた避難者支援協働ネットワーク」の

運営、支援者支援研修会の開催 

避難者向け借上げ住宅事業費 91,447 千円 

・避難者向け借上げ住宅の提供 

避難者生活再建支援事業費〔新規〕 

 3,129 千円 

・無償提供する県公舎へのエアコン設置 

 

①消費生活の安定及び向上 

消費者行政推進事業費〔拡充〕  71,204千円 

・消費生活相談体制等の充実、消費者教育・

啓発のための「消費者力アップ講座」の実施 

②犯罪の予防と交通事故防止のため 

の取組みの強化 

性犯罪・性暴力被害者支援事業費 4,019千円 

・「やまがた性暴力被害者サポートセンター(べ

にサポやまがた)」の運営 

防犯ボランティア活動支援事業費〔新規〕  

                             7,800千円 

・防犯ボランティア団体の活動を支援する市

町村の取組みに対する助成 

 

交通安全総合対策費〔拡充〕    14,686千円 

・県民総ぐるみによる交通安全運動の展開 

③食の安全・安心の確保 

食の安全安心推進事業費         870千円 

・食の安全に関する県民との情報共有・意見交

換会の開催 

④動物の愛護及び適正飼養の推進 

動物愛護適正飼養推進事業費〔拡充〕 644千円 

・親子動物愛護教室の開催 

⑤安心で安定した水道水の確保 

水道事業運営基盤強化推進事業費〔新規〕 

                                  9,575千円  

・「山形県水道ビジョン」の策定 

③安全で良好な生活環境の確保 

水資源保全推進事業費   1,024 千円 
・水資源保全地域の指定拡大 

浄化槽整備促進事業費  73,682 千円 
・単独処理浄化槽等から合併処理浄
化槽への転換に対する助成 



 

 

 



Ⅱ　平成29度環境エネルギー部の組織

 庄内食肉衛生検査所

 復興・避難者支援室

 くらし安心課  消費生活センター

 食品安全衛生課  内陸食肉衛生検査所  置賜支所

 循環型社会推進課

 みどり自然課

危機管理監

（兼）危機管理・くらし安心局長

 危機管理課  消防学校

環境エネルギー部長

環境エネルギー部次長

 環境企画課  環境科学研究センター

 エネルギー政策推進課

 水大気環境課
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＜部内各課室の組織＞

環境エネルギー部長環境エネルギー部長環境エネルギー部長環境エネルギー部長 太 田　宏 明太 田　宏 明太 田　宏 明太 田　宏 明

環境エネルギー部次長環境エネルギー部次長環境エネルギー部次長環境エネルギー部次長 永 澤　浩 一永 澤　浩 一永 澤　浩 一永 澤　浩 一

【環境企画課】

〔環境科学研究センター〕

【エネルギー政策推進課】

【水大気環境課】

主査

主査

水環境主査 主事

課長補佐

（水環境担当）

エネルギー政策推進主査

（エリア供給担当）

課長 課長補佐

課長補佐

（大気環境担当）

大気環境主査

エネルギー政策推進主査

（再エネ事業推進担当）

課長補佐

（事業推進担当）

主事

研究主幹（兼）環境化学部長

課長 課長補佐

エネルギー戦略推進専

門員

主査

主査

研究主幹（兼）水環境部長

企画調整主査

課長補佐

（地球温暖化対策担当）

地球温暖化対策主査

地球温暖化対策主査

環境政策専門員

地球温暖化対策専門員

課長

主事

総務主査

(兼)庶務係長

副主幹（兼）課長補佐

所長 副所長（兼）総務課長

主事

主査

主事

主査

課長補佐

（企画調整担当）

企画調整主査 主査

主査

副所長（兼）環境企画部長

研究主幹（兼）大気環境部長
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【循環型社会推進課】

【みどり自然課】

みどり県民活動推進主

査

主査 技師

行政技能員

（併）主査

みどり県民活動推進主

査

主査

主任主事

課長補佐

（自然公園担当）

主査

課長補佐（環境影響評価・

温泉保全担当）

環境影響評価主査

（兼）温泉保全係長

課長補佐

（施設整備担当）

施設整備主査 技師

主査

主査

みどり県民活動推進主

幹

課長補佐（みどり県民活動

推進担当）

課長補佐

（自然環境担当）

自然環境主査

廃棄物対策専門員 廃棄物対策主査

主査

課長 課長補佐

課長補佐

（ﾘｻｲｸﾙ・環境産業担当）

リサイクル推進専門員 環境産業振興主査

廃棄物対策主幹

課長補佐

（廃棄物対策担当）

課長 課長補佐

主任主事

主事
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危機管理監（兼）危機管理・くらし安心局長 佐藤　仁喜弥

（危機管理・くらし安心局）

【危機管理課（復興・避難者支援室）】

〔消防学校〕

【くらし安心課】

課長
(兼)消費生活センター所長 ＜消費生活センター＞

主事

主事

消費生活相談主査 主査

地域安全対策主幹
課長補佐
（地域安全対策担当）

防犯まちづくり推進主査

交通安全対策主査

校長 副校長（兼）総務課長（兼）教務課長

課長補佐

課長補佐
（消費者行政推進担当）

消費者行政推進主査 主査

課長補佐
（救急担当）

主事

消防防災航空主幹
消防防災航空隊員
(併任職員10)

復興・避難者支援主査

復興･避難者支援室長 室長補佐 主任主事

復興・避難者支援主査

消防救急主幹
課長補佐
（消防保安担当）

消防保安主査

主事

火山防災主査

防災主査

課長補佐
（防災行政無線担当）

防災行政無線主査 主事

主査

主事

課長補佐
（防災担当）

津波防災主査

企画主査 主査

主事

課長 副主幹（兼）課長補佐 総務調整主査 主事

課長補佐
（危機管理・企画担当）

危機管理主査 主査 主事

6



【食品安全衛生課】

〔内陸食肉衛生検査所〕

〔庄内食肉衛生検査所〕

技師

課長補佐
（水道事業担当）

技術主幹（兼）次長

主査 (兼)主事

主査

水道事業主査

所長 次長（兼）検査指導課長

置賜支所長

所長

食品衛生企画主査

食品衛生企画主査

営業衛生専門員

課長補佐
（食品衛生企画担当）

食品衛生企画主査

課長 課長補佐 

農薬安全主査
（兼）病害虫防除所主任専
門防除員

主事

＜病害虫防除所駐在＞
農薬安全主査 主査
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Ⅲ　各課室の分掌事務

課　　　　名 分　　　掌　　　事　　　務

環 境 企 画 課 環境の保全に関する施策の総合企画及び調整に関すること

環境計画の推進に関すること

地球温暖化対策に関すること

環境マネジメントシステムに関すること

環境教育（森林に係るものを除く。）及び環境学習の推進に関すること

環境科学研究センターに関すること

部内の庶務に関すること

部内の連絡調整に関すること

その他部内他課の所掌に属しない事務に関すること

エネルギー政策推進課 エネルギーに関する施策の総合企画、調整及び推進に関すること

エネルギー戦略の推進に関すること

水 大 気 環 境 課 大気環境、水環境、土壌及び地盤環境の保全に関すること

騒音、振動及び悪臭防止対策に関すること

化学物質対策に関すること

酸性雨対策及びオゾン層保護対策に関すること

農用地土壌汚染対策地域の指定に関すること

水資源開発の総合調整に関すること

浄化槽に関すること

公害に係る紛争及び苦情の処理に関すること

循環型社会推進課 廃棄物の処理及び清掃に関すること

廃棄物の減量化及びリサイクルの推進に関すること

環境関連産業の振興に関すること

み ど り 自 然 課 自然環境の保全に関すること

自然公園に関すること

野生鳥獣の保護及び狩猟に関すること

環境影響評価に関すること

温泉に関すること

自然博物園及び志津野営場の管理に関すること

環境緑化の推進に関すること

みんなで支える森づくりの推進に関すること

8



（危機管理・くらし安心局）

課　　　　名 分　　　掌　　　事　　　務

危 機 管 理 課 危機管理に関する体制の整備、緊急事態への対応及び関係機関との連絡調整に関

すること

国民保護に関すること

県民生活の安全に関する総合企画に関すること

災害対策の総合調整に関すること

災害救助に関すること

気象情報の収集及び伝達に関すること

防災行政無線に関すること

消防防災ヘリコプターの運航管理に関すること

消防に関すること

危険物取扱者及び消防整備士に関すること

危険物、高圧ガス、液化石油ガス及び火薬類に関すること

猟銃等の製造及び販売に関すること

電気用品及びガス用品に関すること

電気工事業及び電気工事士に関すること

放射線対策の総合調整に関すること

消防学校に関すること

環境エネルギー部危機管理・くらし安心局内の予算、決算及び経理に関すること

環境エネルギー部危機管理・くらし安心局内の連絡調整に関すること

その他環境エネルギー部危機管理・くらし安心局の分掌事務でくらし安心課及び

食品安全衛生課の所掌に属しないものに関すること

（復興・避難者支援室） 復興支援及び避難者支援の総合調整に関すること

く ら し 安 心 課 消費者の利益の擁護及び増進に関すること

特定商取引及び割賦販売の適正化に関すること

不当な景品及び表示の防止に関すること

消費生活協同組合に関すること

消費者の契約の適正化に関すること

犯罪のない安全で安心なまちづくりの推進に関すること

犯罪被害者等支援の推進に関すること

交通安全運動の推進に関すること

交通事故被害者対策に関すること

消費生活センターに関すること

9



課　　　　名 分　　　掌　　　事　　　務

食 品 安 全 衛 生 課 食品安全対策の総合企画、調整及び推進に関すること

農薬の取締りに関すること（農業技術環境課で所掌するものを除く。）

食品衛生に関すること

食品表示の適正の確保に関すること

と畜検査に関すること

食鳥処理事業及び食鳥検査に関すること

水道に関すること

飲用のための井戸及び飲用水の衛生対策に関すること

製菓衛生師及び調理師に関すること

と畜場及び化製場等に関すること

狂犬病の予防に関すること

動物の愛護及び管理に関すること

墓地、納骨堂及び火葬場に関すること

生活衛生関係営業に関すること

建築物における衛生的環境の確保に関すること

クリーニング師に関すること

食肉衛生検査所に関すること
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Ⅳ　平成２９年度当初予算　総括表

（総合支庁含む）

１　課別予算額 （単位：千円）

２９年度当初予算額 ２８年度当初予算額 比較増減 対前年度比

課　　　名 金額（Ａ） 一般財源 金額（Ｂ） 一般財源 （Ａ－Ｂ） （Ａ／Ｂ）

環境エネルギー部 2,912,805 2,333,229 2,939,159 2,275,778 △26,354 99.10%

環境企画課 1,006,210 962,230 1,038,062 993,336 △31,852 96.93%

(400) （57）

313,825 257,326 302,550 213,864 11,275 103.73%

(32,525) (123)

水大気環境課 181,163 166,058 190,369 130,105 △9,206 95.16%

(2,341) (2,341)

循環型社会推進課 382,252 160,057 395,025 166,808 △12,773 96.77%

（45,550） （4,757）

みどり自然課 1,029,355 787,558 1,013,153 771,665 16,202 101.60%

(5,659) (5,659)

危機管理・くらし安心局 3,319,826 1,279,855 7,776,448 1,250,445 △4,456,622 42.69%

危機管理課 1,625,862 760,842 6,114,362 746,021 △4,488,500 26.59%

くらし安心課 234,741 152,920 215,282 138,118 19,459 109.04%

食品安全衛生課 1,459,223 366,093 1,446,804 366,306 12,419 100.86%

6,232,631 3,613,084 10,715,607 3,526,223 △4,482,976 58.16%

（45,550） （4,757） (40,925) (8,180)

２　性質別予算額 （単位：千円）

２９年度当初予算額 ２８年度当初予算額 比較増減 対前年度比

性　質　別 金額（Ａ） 一般財源 金額（Ｂ） 一般財源 （Ａ－Ｂ） （Ａ／Ｂ）

人件費 1,826,896 1,510,977 1,836,519 1,525,825 △9,623 99.48%

一般行政費 2,657,424 1,944,518 3,103,407 1,828,267 △445,983 85.63%

出資金 99,421 92,560 159,399 143,038 △59,978 62.37%

積立金 841,540 840,575 814,726 813,000 26,814 103.29%

維持補修費 1,215 1,215 0 0 1,215 皆増

補助費等 681,675 363,109 692,110 308,441 △10,435 98.49%

（16,145） (22,434) （941）

物件費 1,033,573 647,059 1,437,172 563,788 △403,599 71.92%

（29,405） （4,757） (15,810) (4,558）

投資的経費 1,746,619 155,897 5,771,754 168,204 △4,025,135 30.26%

一般公共 894,890 21,376 883,381 9,590 11,509 101.30%

一般単独 851,729 134,521 4,888,373 158,614 △4,036,644 17.42%

(2,681) (2,681)

繰出金 1,692 1,692 3,927 3,927 △2,235 43.09%

合　　計 6,232,631 3,613,084 10,715,607 3,526,223 △4,482,976 58.16%

（45,550） （4,757） (40,925) (8,180)

合　　計

エネルギー政策推進課

※　29年度当初予算額の下段（　　）書きは、28年度２月補正予算に計上した政府の28年度補正予算（経済対策）活用分で内数

　　 28年度当初予算額の下段（　　）書きは、27年度補正予算に計上した地方創生関連分で内数

※　29年度当初予算額の下段（　　）書きは、28年度２月補正予算に計上した政府の28年度補正予算（経済対策）活用分で内数

　　 28年度当初予算額の下段（　　）書きは、27年度補正予算に計上した地方創生関連分で内数
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１　環境エネルギー政策の推進１　環境エネルギー政策の推進１　環境エネルギー政策の推進１　環境エネルギー政策の推進

（（（（１１１１））））再生可能再生可能再生可能再生可能エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの導入促進導入促進導入促進導入促進とととと省省省省エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの推進推進推進推進

　①　再生可能エネルギーの導入促進 （単位：千円）

番号 担 当 課 事　業　名 区分 事　　業　　概　　要

1

エネルギー

政策推進課

エネルギー戦略推

進事業費

・

・

・

エネルギー戦略推進懇話会及び地域協議

会の設置運営、専門的知見を有するアド

バイザーの委嘱

農山漁村再生可能エネルギー法の活用促

進に向けた取組み

メタンハイドレート等の開発促進に向け

た取組みへの参加

2

エネルギー

政策推進課

エネルギー戦略加

速化推進事業費

新規

・

・

・

・

・

・

・

・

風力発電の適地調査の実施

内陸部における風況調査の実施

事業者が行う風況調査に対する助成

洋上風力発電の導入可能性の研究、地域

産業への波及効果の調査の実施

中小水力発電の適地調査の実施

地中熱のポテンシャルに関する研究会の

開催

地中熱、雪氷熱、温泉熱の利活用研究に

対する助成

熱利用設備の導入に向けた事業可能性調

査に対する助成

Ⅴ　平成29年度当初予算　主要事業一覧

予算額

10,484

67,183

・

査に対する助成

民間事業者による熱利用設備の導入に対

する助成

3

エネルギー

政策推進課

再生可能エネルギ

ー発電事業促進資

金利子補助事業費

拡充

・ 県商工業振興資金[再生可能エネルギー

発電事業促進資金]の融資を受けた事業

者に対する利子助成

（小形風力を対象に追加）

4

エネルギー

政策推進課

再生可能エネルギ

ー等設備導入促進

事業費

拡充

・

・

家庭及び事業所における再生可能エネル

ギー等設備の導入に対する助成

（地中熱利用融雪装置の対象拡大）

設備導入によるＣＯ
２
削減価値の「見え

る化」と環境保全事業への活用

【一部新規】(ＣＯ２削減価値の売却益

を環境保全事業へ活用)

5

エネルギー

政策推進課

県民参加型再生可

能エネルギー事業

推進事業費

拡充

・

・

県民参加型事業の登録制度の運営

県民参加型事業の立ち上げ準備や登録事

業者が行う地域貢献事業に対する助成

（熱供給を対象に追加）

6

エネルギー

政策推進課

木質バイオマス発

電施設整備支援事

業費

・ 木質バイオマス発電施設において積雪寒

冷対策として必要な建屋等の設置に対す

る助成

7 環境企画課

燃料電池自動車普

及検討事業費

・ 水素利活用セミナーの開催

20,000

186,385

4,773

400

25,000

12



　②　省エネルギーの推進 （単位：千円）

番号 担 当 課 事　業　名 区分 事　　業　　概　　要

8 環境企画課

地球温暖化対策推

進体制整備事業費

・

・

地球温暖化防止対策コーディネーターの

設置

地球温暖化防止活動推進員の委嘱

9 環境企画課

省エネルギー対策

推進事業費

・ 家庭及び事業所における主体的・自主的

な省エネ・ＣＯ
２
削減行動の啓発

予算額

2,305

3,443
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（（（（２２２２））））環境資産環境資産環境資産環境資産のののの保全保全保全保全・・・・創造創造創造創造・・・・活用活用活用活用によるによるによるによる地域活力地域活力地域活力地域活力のののの向上向上向上向上

　①　ごみゼロやまがたの実現に向けた循環型社会の構築

番号 担 当 課 事　業　名 区分 事　　業　　概　　要

10

循環型社会

推進課

循環型社会形成推

進事業費

拡充

・

・

・

ごみゼロやまがた県民運動の展開

工業団地で共同回収システムを構築する

実証モデル事業に対する助成【新規】

食品ロスの削減等に取り組む「ごみゼロ

やまがた協力企業登録制度」(仮称)の創

設【新規】

11

循環型社会

推進課

地球にやさしい３

Ｒ推進人づくり事

業費

・

・

「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

開催など３Ｒを推進する人づくりの実施

12

循環型社会

推進課

不法投棄未然防止

等対策事業費

・

・

不法投棄の監視・パトロールの実施

不法投棄防止対策協議会による回収対策

の推進

13

循環型社会

推進課

ＰＣＢ廃棄物対策

事業費

拡充

・

・

ＰＣＢ廃棄物処理基金拠出金

高濃度ＰＣＢ廃棄物の早期処理に向けた

掘り起こし調査の実施【新規】

14

循環型社会

推進課

循環型産業創出育

成事業費

・

・

・

民間における３Ｒの研究開発や事業化調

査に対する助成

循環型産業を担う人材育成の支援

製造業等における廃棄物の課題解決に向

予算額

4,620

5,712

15,641

8,633

16,833

（単位 ： 千円）

推進課 成事業費

・ 製造業等における廃棄物の課題解決に向

けたコンサルティングや研究

15

循環型社会

推進課

循環型産業基盤整

備推進事業費

・ 廃棄物の排出抑制やリサイクルの推進の

ための施設・設備整備に対する助成

16

循環型社会

推進課

循環型産業販路拡

大推進事業費

・

・

リサイクル製品の認定、リサイクルシス

テムの認証

認定製品の販売促進のための助成

17

循環型社会

推進課

災害廃棄物処理計

画策定事業費

・ 地震、津波等大規模災害を想定した災害

廃棄物の円滑かつ適正な処理の確保に向

けた計画の策定

《参考》平成28年度２月補正予算に計上した政府の28年度補正予算(経済対策)活用事業

番号 担 当 課 事　業　名 区分 事　　業　　概　　要

－

循環型社会

推進課

海岸漂着物対策推

進事業費

・

・

・

・

親子を対象とした飛島環境教育ツアーの

実施

大学生を対象とした若者ボランティアリ

ーダーの育成

スポーツごみ拾いなどを通した河川ごみ

発生抑制対策の実施

陸域部における海岸漂着物問題の啓発

－

循環型社会

推進課

海岸漂着物対策市

町村補助事業費

・ 市町村が実施する海岸漂着物回収事業に

対する助成

60,199

15,924

751

29,626

予算額

3,129
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　②　豊かな環境を守り、活かす自然共生社会の構築 （単位：千円）

番号 担 当 課 事　業　名 区分 事　　業　　概　　要

18

みどり自然

課

みどり豊かな森林

環境づくり推進事

業費

120,000

・ 市町村や地域住民、ＮＰＯ等がそれぞれ

の地域課題に沿って独自性を発揮し、か

つ創意工夫を凝らして取り組むきめ細か

な森づくり活動等に対する助成

19

みどり自然

課

やまがた絆の森づ

くり推進事業費

912

・ 県、企業等、森林所有者の三者が協定を

締結し、企業と地域が連携した森林の保

全・活用と里山の活性化を推進

20

みどり自然

課

森林・自然環境学

習推進事業費

2,056 拡充

・

・

森林環境学習副教材や森のたんけん手帳

の作成・配布

「山形県木育推進方針」(仮称)の策定

　　　　　　　　　　　　　　【新規】

21

みどり自然

課

みどりの循環県民

活動推進事業費

15,563 拡充

・

・

・

やまがた森の感謝祭等の開催

森を守り、育て、暮らしに活かす緑の循

環システムを体験するイベントの開催

やまがた緑環境税の普及・活用の一層の

促進に向けた広報の実施【拡充】

22

みどり自然

課

やまがたの山と水

魅力向上推進事業 16,290 新規

・

・

・

「やまがた百名山」のＰＲ、登山ルート

のグレーディング

「やまがた百名山」の保全活動に対する

助成

写真コンテストの実施

予算額

22

課

魅力向上推進事業

費

16,290 新規

・

・

・

写真コンテストの実施

山岳団体による山岳ガイド養成や三大都

市圏でのＰＲ活動に対する助成

利用者の多い木歩道の補修

23

水大気環境

課

やまがたの山と水

魅力向上推進事業

費

5,138 新規

・

・

・

「里の名水・やまがた百選」の選定及び

情報発信

水質フォローアップ調査の実施

アドバイザーの派遣による名水の磨き上

げと候補の掘り起こし

24

みどり自然

課

自然環境整備事業

費（公共・単独）

88,185

・

・

自然公園施設の整備、補修、維持管理

誘導標識等の多言語化

25

みどり自然

課

鳥獣管理推進事業

費

10,677

・

・

ツキノワグマなど野生鳥獣の適正な管理

に向けた生息状況の把握

特定鳥獣管理計画の推進

26

みどり自然

課

野生鳥獣捕獲体制

強化支援事業費

14,969 拡充

・

・

新規狩猟者の確保・育成の支援【拡充】

（銃猟免許試験合格者の増加を踏まえた

補助対象者数の上積み）

指定管理鳥獣捕獲等事業の実施【新規】

27

みどり自然

課

高病原性鳥インフ

ルエンザ野鳥対策

事業費

661

・ 死亡野鳥の現地調査、回収及びウイルス

検査

15



　③　安全で良好な生活環境の確保 （単位：千円）

番号 担 当 課 事　業　名 区分 事　　業　　概　　要

28 環境企画課

水資源保全推進事

業費

・ 水資源保全地域の指定拡大

29

水大気環境

課

浄化槽整備促進事

業費

73,682

・ 単独処理浄化槽等から合併処理浄化槽へ

の転換に対する助成

30 環境企画課

環境科学研究事業

費

1,911

・ 野焼きによるＰＭ2.5発生状況の解明に

関する調査研究

31

水大気環境

課

大気汚染防止対策

事業費

40,428

・

・

ＰＭ2.5や光化学オキシダントなどの大

気汚染状況のモニタリング

ＰＭ2.5の成分分析

32 危機管理課

環境放射能水準調

査費

22,076

・ 雨水やちり、土壌等環境中の放射能測定

調査の実施

　④　環境教育の推進 （単位：千円）

番号 担 当 課 事　業　名 区分 事　　業　　概　　要

33 環境企画課

環境教育基盤運営

事業費

1,590

・

・

環境学習支援団体の認定や交流会の開催

環境の保全・創造に功績があった個人、

団体の顕彰

予算額

1,024

予算額

34 環境企画課

環境教育普及促進

事業費

7,576 拡充

・

・

環境教育に関する相談支援、情報発信及

び環境アドバイザー等の派遣など環境学

習機会の提供

地域で子どもたちの環境学習を進めるプ

ログラムの整備【新規】

11

(再掲)

循環型社会

推進課

地球にやさしい３

Ｒ推進人づくり事

業費（再掲）

・

・

「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

開催など３Ｒを推進する人づくりの実施

5,712

16



２　災害に強く、安全・安心な地域づくりの推進２　災害に強く、安全・安心な地域づくりの推進２　災害に強く、安全・安心な地域づくりの推進２　災害に強く、安全・安心な地域づくりの推進

（１）危機管理機能の充実強化

　①　総合的な危機対応力の充実強化 （単位：千円）

番号 担 当 課 事　業　名 区分 事　　業　　概　　要

35 危機管理課

防災対策推進事業

費

4,056 拡充

・

・

・

県防災基本条例施行に伴う周知啓発

　　　　　　　　　　　　　　【新規】

県防災会議等の運営

大規模災害を想定した図上訓練等の実施

36 危機管理課

津波対策推進事業

費

7,733 拡充

・

・

津波災害警戒区域等の指定の検討

　　　　　　　　　　　　　　【新規】

沿岸市町等が実施する避難路整備や避難

誘導案内標識等設置に対する助成

37 危機管理課

火山防災対策推進

事業費

1,159

・ 蔵王山、鳥海山及び吾妻山の火山防災協

議会の運営

38 危機管理課

災害時通信ネット

ワーク再構築事業

費

651,662 ・ 県防災行政通信ネットワークの再整備

39 危機管理課

市町村防災行政無

線整備促進事業費

61,391

・ 市町村が行う同報系防災行政無線の整備

及び再整備に対する助成

予算額

40 危機管理課

地域防災力強化事

業費

7,902

・

・

自主防災組織の中核となって防災活動を

行う「防災士」の養成

自主防災組織の訓練に対する助成

41 危機管理課

消防活性化推進事

業費

1,833

・ 消防団加入促進キャンペーン及び消防、

保安功労者の表彰の実施

42 危機管理課

救急救命体制整備

促進事業費

10,291

・

・

救急救命士の養成や教育体制の充実強化

通信指令員の教育研修の実施

43 危機管理課

国民保護対策推進

事業費

3,493 ・ 国民保護図上訓練の実施

32

(再掲)

危機管理課

環境放射能水準調

査費（再掲）

22,076

・ 雨水やちり、土壌等環境中の放射能測定

調査の実施

17



　②　東日本大震災からの復興・避難者支援 （単位：千円）

番号 担 当 課 事　業　名 区分 事　　業　　概　　要

44

危機管理課

復興・避難

者支援室

避難者支援連携協

働推進事業費

2,000 拡充

・

・

・

｢やまがた避難者支援協働ネットワーク｣

の運営

今後の暮らしに関する相談会の開催

支援者支援研修会の開催【新規】

45

危機管理課

復興・避難

者支援室

ボランティア支援

事業費

14,677

・

・

「復興ボランティア支援センターやまが

た」の運営支援

定住・生活支援に関する情報提供

46

危機管理課

復興・避難

者支援室

避難者向け借上げ

住宅事業費

91,447 ・ 避難者向け借上げ住宅の提供

47

危機管理課

復興・避難

者支援室

避難者生活再建支

援事業費

3,129 新規

・ 避難者に無償提供する県職員公舎への居

室用エアコンの設置

（２）暮らしの安全・安心の確保

　①　消費生活の安定及び向上 （単位：千円）

番号 担 当 課 事　業　名 区分 事　　業　　概　　要

予算額

予算額

48

くらし安心

課

消費者行政推進事

業費

71,204 拡充

・

・

・

・

消費生活相談体制等の充実

消費者教育・啓発のための「消費者力

アップ講座」の実施【新規】

高齢者等の消費者被害防止のための見守

りの推進【新規】

消費生活相談窓口の機能強化や消費者教

育に取り組む市町村に対する助成

　②　犯罪の予防と交通事故防止のための取組みの強化

番号 担 当 課 事　業　名 区分 事　　業　　概　　要

49

くらし安心

課

安全安心なまちづ

くり推進事業費

593

・

・

防犯出前講座及び防犯指導者講習会の

開催

犯罪被害者支援施策担当者研修会の開催

50

くらし安心

課

性犯罪・性暴力被

害者支援事業費

4,019

・ 「やまがた性暴力被害者サポートセン

ター(べにサポやまがた)」の運営

51

くらし安心

課

防犯ボランティア

活動支援事業費

7,800 新規

・ 防犯ボランティア団体の活動を支援する

市町村の取組みに対する助成

52

くらし安心

課

交通安全総合対策

費

14,686 拡充

・

・

県民総ぐるみによる交通安全運動の展開

高齢者の交通事故防止のための体験型交

通安全教室の開催【拡充】(危険予測シ

ミュレータの導入)

予算額

（単位 ： 千円）

18



　③　食の安全・安心の確保 （単位：千円）

番号 担 当 課 事　業　名 区分 事　　業　　概　　要

53

食品安全衛

生課

食の安全安心推進

事業費

870

・ ｢食の安全フォーラム｣など、食の安全に

関する県民との情報共有・意見交換会の

開催

54

食品安全衛

生課

放射性物質関連食

品安全対策事業費

468

・ 県内に流通する食品の放射性物質検査の

実施

　④　動物の愛護及び適正飼養の推進 （単位：千円）

番号 担 当 課 事　業　名 区分 事　　業　　概　　要

55

食品安全衛

生課

動物愛護適正飼養

推進事業費

644 拡充

・

・

・

動物愛護団体等と連携を図る動物愛護推

進協議会の開催や動物愛護推進員の活動

支援

親子動物愛護教室の開催【新規】

犬・猫の致死処分方法の見直し【新規】

56

食品安全衛

生課

動物愛護センター

整備事業費

31,227 ・ 最上地区動物愛護センターの整備

　⑤　安心で安定した水道水の確保　 （単位：千円）

番号 担 当 課 事　業　名 区分 事　　業　　概　　要予算額

予算額

予算額

57

食品安全衛

生課

水道事業運営基盤

強化推進事業費

9,575 新規

・ 将来の県内水道事業のあり方を示す「山

形県水道ビジョン」の策定

19



月 日 行　事　等 部局 関係課

4 1 春のエコ通勤・エコドライブ推進県民運動（～5/31） 環境 環境企画課

4 6 消防学校初任科入校式（県消防学校） 環境 消防学校

4 6 春の交通安全県民運動（～4/15） 環境 くらし安心課

4 6 春の交通安全県民運動出発式 環境 くらし安心課

4 9 春季火災予防運動（～4/22) 環境 危機管理課

4 12 県幹部による交通安全街頭指導 環境 くらし安心課

4 20 緑の募金街頭キャンペーン出発式 環境 みどり自然課

5 1 消費者月間（～5/31） 環境 くらし安心課

5 1 不法投棄及び漂着ごみ削減強化月間（～6/5) 環境 循環型社会推進課

5 1 県立自然博物園オープニングセレモニー 環境 みどり自然課

5 10
愛鳥週間（～16日）
愛鳥週間ポスターコンクール作品募集（6月上旬～７月中旬、審査８月）

環境 みどり自然課

5 30 ごみ減量・リサイクル推進週間（～6/5）、ごみゼロの日 環境 循環型社会推進課

6 1 夏の省エネ県民運動（～9/30） 環境 環境企画課

6 1 環境月間（～6/30） 環境 環境企画課

6 1 飲酒運転撲滅強化旬間（～6/10） 環境 くらし安心課

6 1 水道週間（～6/7） 環境 食品安全衛生課

6 1 農薬危害防止運動（～8/31） 環境 食品安全衛生課

6 3 やまがた森の感謝祭2017(尾花沢市) 環境 みどり自然課

6 5 山形県地球温暖化防止県民運動推進大会 環境 環境企画課

6 11 狩猟普及セミナー（庄内会場） 環境 みどり自然課

6 24 狩猟免許講習会（庄内地区） 環境 みどり自然課

6 25 親子で楽しむ環境科学体験デー 環境
環境科学研究セン

ター

6 上旬 不法投棄監視合同スカイパトロール 環境 循環型社会推進課

6 上旬 火薬類危害予防週間（全国一斉の安全キャンペーン） 環境 危機管理課

6 上旬 山形県交通安全対策会議 環境 くらし安心課

6 中旬 危険物安全週間（全国一斉の安全キャンペーン） 環境 危機管理課

6 中旬 動物愛護推進協議会 環境 食品安全衛生課

6 下旬 狩猟普及セミナー（内陸又は庄内会場） 環境 みどり自然課

7 1 夏期食品等監視強化月間（～7/31） 環境 食品安全衛生課

7 1 狩猟普及セミナー（内陸会場） 環境 みどり自然課

7 15 狩猟免許試験（庄内会場） 環境 みどり自然課

Ⅵ　平成29年度主な行事予定

20



月 日 行　事　等 部局 関係課

7 21 “明るいやまがた”夏の安全県民運動（～8/20） 環境 くらし安心課

7 22 狩猟免許講習会（置賜地区） 環境 みどり自然課

7 30 小学生１日研修（県消防学校） 環境 消防学校

7 下旬 飛島クリーンツーリズム（～8月） 環境 循環型社会推進課

7 下旬 食の安全フォーラム 環境 食品安全衛生課

8 1 水の日（週間～8/7） 環境 水大気環境課

8 1 “明るいやまがた”夏の安全県民運動出発式 環境 くらし安心課

8 1 電気使用安全月間（～8/31 全国一斉の安全キャンペーン） 環境 危機管理課

8 1 食品衛生月間（～8/31） 環境 食品安全衛生課

8 4 第35回山形県交通安全母の会大会 環境 くらし安心課

8 12 狩猟免許講習会（村山地区） 環境 みどり自然課

8 20 狩猟免許試験（置賜会場） 環境 みどり自然課

9 1 オゾン層保護対策推進月間（～9/30） 環境 水大気環境課

9 1 食肉衛生月間（～9/30） 環境 食品安全衛生課

9 1 防災月間 環境 危機管理課

9 3 平成27年度山形県・酒田市合同総合防災訓練 環境 危機管理課

9 9 狩猟免許試験（村山会場） 環境 みどり自然課

9 15 消防学校初任科卒業式 環境 消防学校

9 20 動物愛護週間（～9/26） 環境 食品安全衛生課

9 21 秋の交通安全県民運動出発式 環境 くらし安心課

9 21 秋の交通安全県民運動（～9/30） 環境 くらし安心課

9 中旬 犯罪被害者支援担当者研修会 環境 くらし安心課

9 下旬 動物愛護フェスティバル 環境 食品安全衛生課

10 1 秋のエコ通勤・エコドライブ推進県民運動（～11/30） 環境 環境企画課

10 1 浄化槽の日 環境 水大気環境課

10 1 ３Ｒ推進月間（～10/31） 環境 循環型社会推進課

10 1 不法投棄及び漂着ごみ削減強化月間（～10/31) 環境 循環型社会推進課

10 1 ＬＰガス消費者保安月間（～10/31 全国一斉の安全キャンペーン） 環境 危機管理課

10 1 きのこ食中毒予防月間（～10/31） 環境 食品安全衛生課

10 1 環境にやさしい買い物キャンペーン（～10/31） 環境 循環型社会推進課

10 6 平成29年度緊急消防援助隊北海道東北ブロック合同訓練（～10/7） 環境 危機管理課

10 11 安心で安全なまちづくり推進期間（～10/20） 環境 くらし安心課

10 15 高齢者の交通事故防止推進強化月間（～11/14） 環境 くらし安心課
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月 日 行　事　等 部局 関係課

10 24 第56回山形県交通安全県民大会 環境 くらし安心課

10 上旬 不法投棄監視合同スカイパトロール 環境 循環型社会推進課

10 上旬 ペット防災セミナー 環境 食品安全衛生課

10 中旬 防犯指導者等講習会 環境 くらし安心課

10 中旬 調理師試験 環境 食品安全衛生課

10 下旬 やまがたエコスマイルコンテスト 表彰式（環境展） 環境 環境企画課

10 下旬 環境やまがた大賞　表彰式（環境展） 環境 環境企画課

10 下旬 やまがた環境展２０１７ 環境 循環型社会推進課

10 下旬 高圧ガス保安活動促進週間（全国一斉の安全キャンペーン） 環境 危機管理課

10 未定 間伐体験会 環境 みどり自然課

10 未定 木質バイオマス施設見学会 環境 みどり自然課

11 1 食品適正表示推進月間（～11/30） 環境 食品安全衛生課

11 9 秋季火災予防運動（～11/15) 環境 危機管理課

11 25 犯罪被害者週間（～12/1） 環境 くらし安心課

11 上旬 山形県交通安全母の会リーダーズセミナー 環境 くらし安心課

11 中旬 消防関係功労者表彰式 環境 危機管理課

11 中旬 クリーニング師試験 環境 食品安全衛生課

11 中旬 食の安全フォーラム 環境 食品安全衛生課

11 中旬 動物愛護推進員研修会 環境 食品安全衛生課

11 下旬 犯罪被害者支援県民のつどい 環境 くらし安心課

11 下旬 家計に関する無料法律相談会 環境 くらし安心課

11 下旬 農薬管理指導士認定研修 環境 食品安全衛生課

11 未定 間伐体験会 環境 みどり自然課

12 1 大気汚染防止推進月間（～12/31） 環境 水大気環境課

12 1 冬の省エネ県民運動（～3/31） 環境 環境企画課

12 1 地球温暖化防止月間（～12/31） 環境 環境企画課

12 1 冬の交通安全県民運動（～12/10） 環境 くらし安心課

12 1 年末食品等監視強化月間（～12/28） 環境 食品安全衛生課

未定 森づくりセミナー＆活動報告会 環境 みどり自然課
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Ⅶ　参考資料Ⅶ　参考資料Ⅶ　参考資料Ⅶ　参考資料

関係審議会等一覧関係審議会等一覧関係審議会等一覧関係審議会等一覧

名　　　　　称 設　置　根　拠 設置年月日 所　管　課

山形県環境審議会

環境基本法、自然環境保全法

山形県環境審議会条例

H6.8.1 環境企画課

山形県公害審査会

公害紛争処理法

山形県公害審査会条例

S53.1.1 水大気環境課

山形県環境影響評価審査会 山形県環境影響評価条例 H11.7.23 みどり自然課

山形県国民保護協議会

武力攻撃事態等における国民の保護のための

措置に関する法律

山形県国民保護協議会条例

H16.12.20 危機管理課

山形県防災会議

災害対策基本法

山形県防災会議条例

S37.10.9 危機管理課

山形県石油コンビナート等防災本部

石油コンビナート等災害防止法

山形県石油コンビナート等防災本部条例

S51.10.8 危機管理課

山形県傷病者搬送・受入実施基準協

議会

消防法

山形県傷病者搬送・受入実施基準協議会条例

H21.10.30 危機管理課

山形県消費生活審議会 山形県消費生活条例 H18.3.22 くらし安心課

山形県交通安全対策会議

交通安全対策基本法

山形県交通安全対策会議条例

S45.10.7 くらし安心課

山形県生活衛生適正化審議会

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に

関する法律

生活衛生適正化審議会条例

S33.11.20 食品安全衛生課

山形県公衆浴場入浴料金審議会 山形県公衆浴場入浴料金審議会条例 S40.4.1 食品安全衛生課

山形県動物愛護推進協議会 動物の愛護及び管理に関する法律 H28.7.15 食品安全衛生課

山形県環境教育推進協議会 山形県環境教育推進協議会設置要綱 H24.9.1 環境企画課

山形県廃棄物処理施設審査会 山形県廃棄物処理施設審査会運営要領 H9.4.1 循環型社会推進課

山形県循環型産業事業評価委員会 山形県循環型産業事業評価委員会設置要綱 H18.5.26 循環型社会推進課

ごみゼロやまがた推進県民会議 ごみゼロやまがた推進県民会議設置要綱 H18.7.19 循環型社会推進課

山形県リサイクル製品認定・リサイクル

システム認証審査会

山形県リサイクル製品認定・リサイクルシステム認

証設置要領

H20.6.13 循環型社会推進課

やまがた緑県民会議 やまがた緑県民会議設置要綱 H19.3.22 みどり自然課

山形県消費者行政連絡会議 山形県消費者行政連絡会議設置要綱 H11.9.13 くらし安心課

山形県消費者教育推進協議会 山形県消費者教育推進協議会設置要綱 Ｈ25.9.13 くらし安心課

山形県犯罪のない安全で安心なまちづ

くり推進会議

山形県犯罪のない安全で安心なまちづくり推進

会議設置要綱

H19.6.15 くらし安心課

山形県多重債務者対策協議会 山形県多重債務者対策協議会設置要綱 H19.7.31 くらし安心課

山形県食の安全推進会議 山形県食の安全推進会議設置要綱 H17.8.1 食品安全衛生課
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関係団体等一覧関係団体等一覧関係団体等一覧関係団体等一覧

団　　　体　　　名 住 　　　　所 電　　話 所管課･室名

山形県環境保全協議会 山形市上桜田3-2-37 023-679-3340 環境企画課

山形県地球温暖化防止活動推進センター

（特定非営利活動法人 環境ネットやまがた）

山形市上桜田3-2-37 023-679-3340 環境企画課

(株)やまがた新電力（※） 山形市松栄2-8-1 023-627-3210 エネルギー政策推進課

(一財)山形県理化学分析センター 山形市松栄1-6-68 023-645-5308 水大気環境課

(公社)山形県水質保全協会 東根市大字野田695-8 0237-48-2469 水大気環境課

(一社)山形県産業廃棄物協会

山形市緑町1-9-30

緑町会館

023-624-5560 循環型社会推進課

(一社)山形県猟友会 山形市あこや町3-15-40 023-624-0382 みどり自然課

(一社)山形県温泉協会 山形市松波3-2-12 023-622-4891 みどり自然課

山形県水難救済会

酒田市船場町２－２－１

山形県漁業協同組合内

0234-24-5612 危機管理課

東北地方非常通信協議会

仙台市青葉区本町3-2-23

東北総合通信局内

022-221-2566 危機管理課

(一財)山形県消防協会 山形市松山三丁目14-66 023-624-7434 危機管理課

（一社）山形県消防設備協会

山形市鉄砲町2-19-68

村山総合支庁附属棟

023-629-8477 危機管理課

山形県危険物安全協会連合会

山形市鉄砲町2-19-68

村山総合支庁附属棟

023-632-5744 危機管理課

(一財)消防試験研究センター山形県支部

山形市あこや町3-15-40

田代ビル２Ｆ

023-631-0761 危機管理課

山形県婦人（女性）防火クラブ連絡協議会

山形市松波2-8-1

山形県危機管理課内

023-630-2228 危機管理課

山形県少年婦人防火委員会

山形市松波2-8-1

山形県危機管理課内

023-630-2228 危機管理課

高圧ガス保安協会

東京都港区虎ノ門4-3-13

ヒューリック神谷町ビル

03-3436-6100 危機管理課

(一社)山形県ＬＰガス協会

山形市あこや町1-2-12あこや

町ビル2F

023-623-8364 危機管理課

山形県高圧ガス地域防災協議会

山形市久保田1-7-1

(山形酸素株式会社内)

023-645-0412 危機管理課

山形県冷凍協会

天童市石鳥居2-2-70

((株)山形丸魚内)

023-658-3330 危機管理課

（一社）山形県冷凍空調設備工業会

山形市流通センター3-9-2

（（株）東北日立内）

023-633-6533 危機管理課

(公社)全国火薬類保安協会

東京都中央区八丁堀4-3-5

幸ビル8F

03-3553-8762 危機管理課

山形県電気工事工業組合 山形市あこや町1-5-8 023-633-0161 危機管理課

山形県生活協同組合連合会 山形市上柳67-1 023-686-6261 くらし安心課

山形県金融広報委員会

山形市松波2-8-1

山形県くらし安心課内

023-630-3237 くらし安心課

山形県弁護士会

山形市七日町2-7-10

NANA　BEANS　8F

023-622-2234 くらし安心課

（公社）やまがた被害者支援センター

山形市十日町1-6-6

山形県保健福祉センター内

023-642-3571 くらし安心課

（公社）山形県防犯協会連合会

山形市松波2-8-1

山形県警察本部内

023-624-3800 くらし安心課

山形県交通安全対策協議会

山形市松波2-8-1

山形県くらし安心課内

023-630-2429 くらし安心課
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団　　　体　　　名 住 　　　　所 電　　話 所管課･室名

（公社）山形県食品衛生協会 山形市小姓町4-17 023-641-9340 食品安全衛生課

(公財)山形県生活衛生営業指導センター

(※）

山形市小姓町4-17 023-623-4323 食品安全衛生課

理容生活衛生同業組合 山形市清住町3-2-65 023-645-3525 食品安全衛生課

美容業生活衛生同業組合 山形市薬師町1-4-25 023-641-5222 食品安全衛生課

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ業生活衛生同業組合 山形市小姓町4-17 023-641-5128 食品安全衛生課

興行生活衛生同業組合

山形市嶋北1-2-2

ムービーオンやまがた内

023-682-7224 食品安全衛生課

麺類飲食生活衛生同業組合 山形市小姓町4-17 023-632-5246 食品安全衛生課

旅館ホテル生活衛生同業組合

山形市松波3-2-12

山形県旅館会館内

023-622-4891 食品安全衛生課

食肉生活衛生同業組合 山形市元木3-1-22 023-622-4355 食品安全衛生課

料理飲食業生活衛生同業組合 山形市七日町4-6-16 023-642-0124 食品安全衛生課

鮨商生活衛生同業組合 山形市小姓町4-17 023-622-2918 食品安全衛生課

喫茶飲食生活衛生同業組合 山形市小姓町4-17 023-624-2018 食品安全衛生課

社交飲食業生活衛生同業組合 山形市小姓町4-17 023-631-8364 食品安全衛生課

生活衛生同業組合団体協議会

山形市松波3-2-12

山形県旅館会館内

023-622-4891 食品安全衛生課

(公社)山形県獣医師会

山形市吉原2-8-6

ヤマラク会館2階

023-645-5223 食品安全衛生課

(一社)山形県ビルメンテナンス協会 山形市七日町3-1-9 023-635-2352 食品安全衛生課

山形県適正農薬販売協会 山形市流通センター3-2-3 023-633-3840 食品安全衛生課

日本水道協会山形県支部

山形市南石関27

山形市上下水道部総務課内

023-645-1177 食品安全衛生課

山形県ペストコントロール協会

山形市南四番町3-13

(有)山形PCO商会内

023-624-0366 食品安全衛生課

※　県２５％以上出資法人

＜注＞

　(株)：株式会社、（一財）：一般財団法人、（公財）：公益財団法人、（一社）：一般社団法人、（公社）：公益社団法人
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