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Ⅰ 平成 31 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） 国内外に誇れる優れた環境資産の保全・創造・活用 

① 再生可能エネルギーの導入促進 

○ 地域連携型再生可能エネルギー開発促進事
業費                    36,414 千円 
・ 再生可能エネルギー導入に主体的に取り組
む市町村へのアドバイザー派遣 

・ 市町村と連携して事業者が行う風力発電の
事業可能性調査に対する助成 

・ 県による内陸部での風況調査や洋上風力発
電の導入検討 

 

○ 再生可能エネルギー熱利用等促進事業費 
                  21,000 千円 

・ 雪氷熱・温泉熱等の利活用研究、熱利用設
備等の事業可能性調査に対する助成 

・ 業務用小規模木質バイオマスボイラーの導
入に対する助成 

 

○ 再生可能エネルギー発電事業等資金利子補
助事業費                  37,037 千円 
・ 県商工業振興資金（再生可能エネルギー発
電事業促進資金等）に係る利子助成 

 

○ 再生可能エネルギー等設備導入促進事業費 
               110,147 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 

 （新たな蓄電池導入補助の創設〔拡充〕） 

① 豊かな環境を守り、活かす自然共生社
会の構築 

○ みどりの循環県民活動推進事業費  
                         12,368 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開催 

・ やまがた緑環境税の普及啓発 

○ みどり豊かな森林環境づくり推進事業
費                124,311 千円
・ 市町村や地域住民、ＮＰＯ等が地域
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 

○ やまがた木育推進事業費〔拡充〕   
2,860 千円

・ 子どもの成長に合わせた木育教材の
作成 

・ 「やまがた木育」を推進するための指
導者養成講座の開催 

○ やまがた山水百景魅力アップ事業費 
                11,954 千円

・ 「やまがた百名山」の情報発信 
・ 山岳ガイド養成や「やまがた百名山」
の保全活動等を行う団体に対する助成

・ 「里の名水・やまがた百選」の選定及
び情報発信 

② 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〕 
10,324 千円 

・ ごみゼロやまがた県民運動の展開 
・ 「もったいない山形協力店」登録促進 
・ 食品ロス削減シンポジウムの開催 

○ 地球にやさしい３Ｒ推進人づくり事業費 
                  5,597 千円 

・ 「やまがた環境展」の開催 

○ 循環型産業創出育成事業費   
22,852 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、人材育成の支援 

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 
                     2,358 千円
・ 地球温暖化防止対策コーディネーターの
設置及び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 
3,367 千円

・ 「笑顔で省エネ県民運動」の展開による県
民の主体的･自主的な省エネ・ＣＯ２削減行
動の普及啓発 

④ 環境教育の推進 

○ 環境教育基盤運営事業費 1,640 千円
・ 担い手連携推進セミナーの開催や、
環境学習支援団体の認定 

○ 環境教育普及促進事業費 7,511 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 

○ エネルギー地産地消モデル推進事業費 
〔拡充〕                25,997千円

・ 県内電力小売事業者の地産地消モデル
事業（県内の再エネ電力供給、ＩＣＴ活用省
エネサービス提供）に対する助成 

 （新たなモデル地区の設定） 
・ 再生可能エネルギー活用街路灯整備事
業への助成 

 

○ 山形県民ＣＯ２削減価値創出事業費 
3,390 千円

・ 再生可能エネルギー等設備導入による
ＣＯ２削減価値の「見える化」と環境保全事
業への活用 

○ 循環型産業基盤整備推進事業費 
30,381 千円

・ 廃棄物排出抑制やリサイクル推進の
ための施設・設備整備に対する助成 

○ ＰＣＢ廃棄物対策事業費  22,824 千円
・ ＰＣＢ廃棄物等の早期処理対策の実
施 

○ 災害廃棄物処理対策事業費〔新規〕 
            1,290 千円

・ 市町村災害廃棄物処理計画の策定
を支援するための研修会等の開催 

① 総合的な危機対応力の充実強化 

○ やまがた防災力向上加速化事業費 
〔新規〕              12,793 千円 

・ 出前講座等による防災教育の充実と
啓発活動の推進 

・ 自主防災組織リーダー等を対象とする
実践的研修の実施 

・ 大規模災害への対応力強化のための
情報収集力の強化や職員研修の実施 

○ 津波対策推進事業費     772 千円 
・ 津波災害警戒区域指定に向けた取組
み、指定市町が実施する避難誘導案
内標識設置等に対する助成 

○ 火山防災対策推進事業費  1,583 千円 
・ 蔵王山、鳥海山、吾妻山の火山防災協

議会の運営 

○ 市町村防災行政無線整備促進事業費 
（市町村総合交付金）      71,994 千円 

・ 市町村が行う同報系防災行政無線の整
備に対する助成 

○ 自主防災組織強化推進事業費 5,506 千円 
・ 自主防災組織の組織化推進等への支
援、防災士の養成 

○ 消防活性化推進事業費     1,712 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  
9,811 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   3,062 千円 

・ 国民保護図上訓練の実施 

 

○ 災害救助費            411,906 千円
･ 被災者の住宅再建支援を目的とする被
災者生活再建支援基金への追加拠出 

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〕              2,170 千円
・ 「やまがた避難者支援協働ネットワー
ク」の運営、避難者ケースマネジメント実
施への支援 

○ ボランティア支援事業費   14,677 千円
・ 「復興ボランティア支援センターやまが
た」の運営支援 

○ 避難者向け借上げ住宅事業費 

  14,574 千円 
・ 避難者向け借上げ住宅の提供 

① 消費生活の安定及び向上 

○ 消費者行政推進事業費〔拡充〕 

      45,845千円 

・ 消費生活相談体制等の充実、出前講座や 

啓発イベントの実施、大学生等への啓発 

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  
〔拡充〕                  5,212 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)」による相談支援の充実 

 

○ 防犯ボランティア活動支援事業費 

7,800千円

・ 防犯ボランティア団体の活動に対する市

町村と連携した助成 

○ 交通安全総合対策費        7,726千円 

・ 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      597千円
・ 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     379千円 

・ 親子動物愛護教室の開催 

 

③ 安全で良好な生活環境の確保 

○ 浄化槽整備促進事業費  60,622 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 

○ 大気汚染防止対策事業費40,405千円
・ 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 

○ 鳥獣管理推進事業費〔拡充〕 8,580 千円 
・ ニホンジカ管理計画の策定 
・ 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 

○ 野生鳥獣捕獲体制強化支援事業費 
〔拡充〕                 21,637千円 

・ 新規狩猟者の確保･育成の支援 
・ 指定管理鳥獣（イノシシ）捕獲等事業
の実施 

・ ツキノワグマの管理推進 
・ ライフル銃新規購入への助成 

（１） 危機管理機能の充実強化 （２） 暮らしの安全・安心の確保 

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 
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電力システム改革や固定価格買取制度の見直しなど、最近のエネルギーを巡る環境変化を

「短期ＡＰ」、「やまがた創生総合戦略」及び「山形県エネルギー戦略」に基づき、再エネの導入を推進する

１ 

  
○

○

○

○

○

３

○

○

○

各種電源の開発促進

○

○

省エネルギーの推進

 

 

 

算規模      

                                 

 

電力システム改革や固定価格買取制度の見直しなど、最近のエネルギーを巡る環境変化を

「短期ＡＰ」、「やまがた創生総合戦略」及び「山形県エネルギー戦略」に基づき、再エネの導入を推進する

 大規模事業の

施策展開の方針

重点 
事項 

   
○ 地域連携型再生可能エネルギー開発促進事業費

・ 再生可能エネルギー導入に主体的に取り組む市
町村へのアドバイザー派遣

・  市町村と連携し
可能性調査に対する助成

・  内陸部での

○ 県営風力発電

・ 酒田市十里塚海岸における風力発電所の整備

○ 農業水利施設を活用した小水力発電の導入促進

・ 農業水利施設への小水力発電施設の整備

○ 水力発電所リニューアル事業

・ 朝日川第一発電所、倉沢発電所、肘折発電所のリ
ニューアル事業の実施

○ 木質バイオマスの供給促進

・  木質バイオマス
発生
るための搬出設備等の導入に対する助成

地域と連携した

 省エネルギーと環境エネルギー教育の推進

○ 商工業振興資金融資事業費
・  再生可能エネルギー発電事業促進資金
資金調達の円滑化

○ 再生可能
・  風力、

資金借入に係る利子助成

○ 新たなエネルギー資源の活用・開発促進
・ 水素利活用セミナーの開催、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

各種電源の開発促進

○ 地球温暖化対策推進体制整備事業費

・ 地球温暖化

○ 省エネルギー対策推進事業費
・  県民の主体的・自主的な省エネ・ＣＯ

の普及啓発

省エネルギーの推進

 

              

                                 

電力システム改革や固定価格買取制度の見直しなど、最近のエネルギーを巡る環境変化を

「短期ＡＰ」、「やまがた創生総合戦略」及び「山形県エネルギー戦略」に基づき、再エネの導入を推進する

大規模事業の
【

施策展開の方針

◇ エネルギー政策推進プログラムの中間見直し及び県政運営の基本的考え方を踏まえた対策の推進

  （

地産地消につながる地域分散型電源等の導入促進

◇ やまがた森林ノミクスの推進

 
 

地域連携型再生可能エネルギー開発促進事業費

再生可能エネルギー導入に主体的に取り組む市
町村へのアドバイザー派遣

市町村と連携し
可能性調査に対する助成

内陸部での

県営風力発電

酒田市十里塚海岸における風力発電所の整備

農業水利施設を活用した小水力発電の導入促進

農業水利施設への小水力発電施設の整備

水力発電所リニューアル事業

朝日川第一発電所、倉沢発電所、肘折発電所のリ
ニューアル事業の実施

木質バイオマスの供給促進

木質バイオマス
発生する低質材をバイオマス燃料等として利用す
るための搬出設備等の導入に対する助成

地域と連携した

省エネルギーと環境エネルギー教育の推進

商工業振興資金融資事業費
再生可能エネルギー発電事業促進資金

資金調達の円滑化

再生可能エネルギー
風力、中小水力

資金借入に係る利子助成

新たなエネルギー資源の活用・開発促進
水素利活用セミナーの開催、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

各種電源の開発促進

地球温暖化対策推進体制整備事業費

地球温暖化

省エネルギー対策推進事業費
県民の主体的・自主的な省エネ・ＣＯ

の普及啓発

省エネルギーの推進

平成

 

         

                                 

再生可能エネルギー

電力システム改革や固定価格買取制度の見直しなど、最近のエネルギーを巡る環境変化を

「短期ＡＰ」、「やまがた創生総合戦略」及び「山形県エネルギー戦略」に基づき、再エネの導入を推進する

大規模事業の県内
【2,90

施策展開の方針 

エネルギー政策推進プログラムの中間見直し及び県政運営の基本的考え方を踏まえた対策の推進

（風力・熱利用などエネルギー種別

地産地消につながる地域分散型電源等の導入促進

やまがた森林ノミクスの推進

地域連携型再生可能エネルギー開発促進事業費

再生可能エネルギー導入に主体的に取り組む市
町村へのアドバイザー派遣

市町村と連携し
可能性調査に対する助成

内陸部での風況調査

県営風力発電事業

酒田市十里塚海岸における風力発電所の整備

農業水利施設を活用した小水力発電の導入促進

農業水利施設への小水力発電施設の整備

水力発電所リニューアル事業

朝日川第一発電所、倉沢発電所、肘折発電所のリ
ニューアル事業の実施

木質バイオマスの供給促進

木質バイオマス
する低質材をバイオマス燃料等として利用す

るための搬出設備等の導入に対する助成

地域と連携した風力

省エネルギーと環境エネルギー教育の推進

商工業振興資金融資事業費
再生可能エネルギー発電事業促進資金

資金調達の円滑化

エネルギー
中小水力

資金借入に係る利子助成

新たなエネルギー資源の活用・開発促進
水素利活用セミナーの開催、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

各種電源の開発促進

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等

省エネルギー対策推進事業費
県民の主体的・自主的な省エネ・ＣＯ

の普及啓発 

省エネルギーの推進

平成

 

         

                                 

再生可能エネルギー

電力システム改革や固定価格買取制度の見直しなど、最近のエネルギーを巡る環境変化を

「短期ＡＰ」、「やまがた創生総合戦略」及び「山形県エネルギー戦略」に基づき、再エネの導入を推進する

県内展開促進
02,481

 

エネルギー政策推進プログラムの中間見直し及び県政運営の基本的考え方を踏まえた対策の推進

・熱利用などエネルギー種別

地産地消につながる地域分散型電源等の導入促進

やまがた森林ノミクスの推進

地域連携型再生可能エネルギー開発促進事業費

再生可能エネルギー導入に主体的に取り組む市
町村へのアドバイザー派遣

市町村と連携して事業者
可能性調査に対する助成

風況調査

事業 《企業局

酒田市十里塚海岸における風力発電所の整備

農業水利施設を活用した小水力発電の導入促進

農業水利施設への小水力発電施設の整備

水力発電所リニューアル事業

朝日川第一発電所、倉沢発電所、肘折発電所のリ
ニューアル事業の実施

木質バイオマスの供給促進

木質バイオマス利用促進施設等の
する低質材をバイオマス燃料等として利用す

るための搬出設備等の導入に対する助成

風力、中小水力

省エネルギーと環境エネルギー教育の推進

商工業振興資金融資事業費
再生可能エネルギー発電事業促進資金

資金調達の円滑化 

エネルギー発電事業
中小水力、地熱発電

資金借入に係る利子助成

新たなエネルギー資源の活用・開発促進
水素利活用セミナーの開催、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

各種電源の開発促進 

地球温暖化対策推進体制整備事業費

防止対策コーディネーターの設置等

省エネルギー対策推進事業費
県民の主体的・自主的な省エネ・ＣＯ

省エネルギーの推進 

平成 31

 

              

                                 

再生可能エネルギー

電力システム改革や固定価格買取制度の見直しなど、最近のエネルギーを巡る環境変化を

「短期ＡＰ」、「やまがた創生総合戦略」及び「山形県エネルギー戦略」に基づき、再エネの導入を推進する

展開促進
1 千円＋融資枠

エネルギー政策推進プログラムの中間見直し及び県政運営の基本的考え方を踏まえた対策の推進

・熱利用などエネルギー種別

地産地消につながる地域分散型電源等の導入促進

やまがた森林ノミクスの推進

地域連携型再生可能エネルギー開発促進事業費

再生可能エネルギー導入に主体的に取り組む市
町村へのアドバイザー派遣 

事業者が
可能性調査に対する助成 

風況調査､洋上風力発電の導入

《企業局》 

酒田市十里塚海岸における風力発電所の整備

農業水利施設を活用した小水力発電の導入促進

農業水利施設への小水力発電施設の整備

水力発電所リニューアル事業

朝日川第一発電所、倉沢発電所、肘折発電所のリ
ニューアル事業の実施 

木質バイオマスの供給促進《農林》

利用促進施設等の
する低質材をバイオマス燃料等として利用す

るための搬出設備等の導入に対する助成

、中小水力

省エネルギーと環境エネルギー教育の推進

商工業振興資金融資事業費《商工》

再生可能エネルギー発電事業促進資金

発電事業等
地熱発電

資金借入に係る利子助成 

新たなエネルギー資源の活用・開発促進
水素利活用セミナーの開催、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

地球温暖化対策推進体制整備事業費

防止対策コーディネーターの設置等

省エネルギー対策推進事業費
県民の主体的・自主的な省エネ・ＣＯ

31 年度エネルギー関連の主要施策

 

      

                                 

再生可能エネルギー

電力システム改革や固定価格買取制度の見直しなど、最近のエネルギーを巡る環境変化を

「短期ＡＰ」、「やまがた創生総合戦略」及び「山形県エネルギー戦略」に基づき、再エネの導入を推進する

展開促進 
＋融資枠

エネルギー政策推進プログラムの中間見直し及び県政運営の基本的考え方を踏まえた対策の推進

・熱利用などエネルギー種別

地産地消につながる地域分散型電源等の導入促進

やまがた森林ノミクスの推進

地域連携型再生可能エネルギー開発促進事業費

再生可能エネルギー導入に主体的に取り組む市
 

が行う風力発電の事業

洋上風力発電の導入

 

酒田市十里塚海岸における風力発電所の整備

農業水利施設を活用した小水力発電の導入促進

農業水利施設への小水力発電施設の整備

水力発電所リニューアル事業《企業局

朝日川第一発電所、倉沢発電所、肘折発電所のリ

《農林》

利用促進施設等の
する低質材をバイオマス燃料等として利用す

るための搬出設備等の導入に対する助成

、中小水力発電

省エネルギーと環境エネルギー教育の推進

《商工》

再生可能エネルギー発電事業促進資金

等資金利
地熱発電、熱利用

新たなエネルギー資源の活用・開発促進
水素利活用セミナーの開催、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

地球温暖化対策推進体制整備事業費

防止対策コーディネーターの設置等

省エネルギー対策推進事業費 
県民の主体的・自主的な省エネ・ＣＯ

年度エネルギー関連の主要施策

 

                                 

再生可能エネルギー

電力システム改革や固定価格買取制度の見直しなど、最近のエネルギーを巡る環境変化を

「短期ＡＰ」、「やまがた創生総合戦略」及び「山形県エネルギー戦略」に基づき、再エネの導入を推進する

＋融資枠 6,000,000

エネルギー政策推進プログラムの中間見直し及び県政運営の基本的考え方を踏まえた対策の推進

・熱利用などエネルギー種別

地産地消につながる地域分散型電源等の導入促進

やまがた森林ノミクスの推進（木質バイオマスエネルギーの導入拡大

地域連携型再生可能エネルギー開発促進事業費

再生可能エネルギー導入に主体的に取り組む市

行う風力発電の事業

洋上風力発電の導入

酒田市十里塚海岸における風力発電所の整備

農業水利施設を活用した小水力発電の導入促進

農業水利施設への小水力発電施設の整備

《企業局》 

朝日川第一発電所、倉沢発電所、肘折発電所のリ

《農林》 

利用促進施設等の整備
する低質材をバイオマス燃料等として利用す

るための搬出設備等の導入に対する助成

発電等の促進

省エネルギーと環境エネルギー教育の推進

《商工》 
再生可能エネルギー発電事業促進資金

資金利子補助事業費
、熱利用事業のための

新たなエネルギー資源の活用・開発促進
水素利活用セミナーの開催、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 

地球温暖化対策推進体制整備事業費 

防止対策コーディネーターの設置等

県民の主体的・自主的な省エネ・ＣＯ

《やまがた森林ノミクスの推進》

年度エネルギー関連の主要施策

 

                                 

再生可能エネルギーの導入促進と省エネルギーの推進

電力システム改革や固定価格買取制度の見直しなど、最近のエネルギーを巡る環境変化を

「短期ＡＰ」、「やまがた創生総合戦略」及び「山形県エネルギー戦略」に基づき、再エネの導入を推進する

6,000,000 千

【予算総額

エネルギー政策推進プログラムの中間見直し及び県政運営の基本的考え方を踏まえた対策の推進

・熱利用などエネルギー種別毎の対策

地産地消につながる地域分散型電源等の導入促進

木質バイオマスエネルギーの導入拡大

地域連携型再生可能エネルギー開発促進事業費

再生可能エネルギー導入に主体的に取り組む市

行う風力発電の事業

洋上風力発電の導入検討

酒田市十里塚海岸における風力発電所の整備

農業水利施設を活用した小水力発電の導入促進 《農林》

農業水利施設への小水力発電施設の整備 

朝日川第一発電所、倉沢発電所、肘折発電所のリ

整備、間伐等で
する低質材をバイオマス燃料等として利用す

るための搬出設備等の導入に対する助成 

促進 

省エネルギーと環境エネルギー教育の推進

再生可能エネルギー発電事業促進資金等による

子補助事業費
事業のための

新たなエネルギー資源の活用・開発促進 
水素利活用セミナーの開催、メタンハイドレート

 

防止対策コーディネーターの設置等

県民の主体的・自主的な省エネ・ＣＯ２削減行動

《やまがた森林ノミクスの推進》

年度エネルギー関連の主要施策

 

                                 

の導入促進と省エネルギーの推進

電力システム改革や固定価格買取制度の見直しなど、最近のエネルギーを巡る環境変化を

「短期ＡＰ」、「やまがた創生総合戦略」及び「山形県エネルギー戦略」に基づき、再エネの導入を推進する

千円】

予算総額

エネルギー政策推進プログラムの中間見直し及び県政運営の基本的考え方を踏まえた対策の推進

の対策、事業者と地域の連携

地産地消につながる地域分散型電源等の導入促進

木質バイオマスエネルギーの導入拡大

地域連携型再生可能エネルギー開発促進事業費 

再生可能エネルギー導入に主体的に取り組む市

行う風力発電の事業

検討 

酒田市十里塚海岸における風力発電所の整備 

《農林》 

朝日川第一発電所、倉沢発電所、肘折発電所のリ

間伐等で
する低質材をバイオマス燃料等として利用す

省エネルギーと環境エネルギー教育の推進 【

による

子補助事業費 
事業のための   

水素利活用セミナーの開催、メタンハイドレート

防止対策コーディネーターの設置等 

削減行動

《やまがた森林ノミクスの推進》

年度エネルギー関連の主要施策

 

 

   

                                   

の導入促進と省エネルギーの推進

電力システム改革や固定価格買取制度の見直しなど、最近のエネルギーを巡る環境変化を

「短期ＡＰ」、「やまがた創生総合戦略」及び「山形県エネルギー戦略」に基づき、再エネの導入を推進する

円】 

予算総額】 

エネルギー政策推進プログラムの中間見直し及び県政運営の基本的考え方を踏まえた対策の推進

事業者と地域の連携

地産地消につながる地域分散型電源等の導入促進） 

木質バイオマスエネルギーの導入拡大

２

 

【19,421

2 

 
○

○

○

○

家庭及び事業所への導入促進
 

   

○

○

環境エネルギー教育の推進

 
◎

★

 地産地消

《やまがた森林ノミクスの推進》

年度エネルギー関連の主要施策

 

の導入促進と省エネルギーの推進

電力システム改革や固定価格買取制度の見直しなど、最近のエネルギーを巡る環境変化を

「短期ＡＰ」、「やまがた創生総合戦略」及び「山形県エネルギー戦略」に基づき、再エネの導入を推進する

 9,280,433

エネルギー政策推進プログラムの中間見直し及び県政運営の基本的考え方を踏まえた対策の推進

事業者と地域の連携

 

木質バイオマスエネルギーの導入拡大

２ 地域分散型電源の導入

19,421 千円】

 
○ 再生可能エネルギー熱利用等促進

・ 地中熱

・ 熱利用設備

 対する助成

・ 業務用小規模木質ﾊﾞｲｵﾏｽﾎﾞｲﾗｰ

○ 再生可能エネルギー等設備導入促進事業費

・ 家庭

○ 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

(木質

◎ 新たな蓄電池導入補助の創設

(補助単価、上限額

○ 山形県民

・ 再生可能エネルギー
価値の「見える化」

家庭及び事業所への導入促進
 

○ 環境教育普及促進事業費
・ 環境教育に関する相談

アドバイザー等の
・ 利用しやすい環境学習プログラムの作成

○ 環境教育基盤運営事業費
・ 環境学習支援団体の認定や

環境エネルギー教育の推進

 
◎ エネルギー地産地消モデル推進事業費

・  県内電力

の再エネ電力供給、ＩＣＴ活用省エネサービス提

供）に対する助成

・ 再生可能エネルギー活用街路灯整備事業への

★ バイオマス

・  民間事業者が整備する家畜排せつ物等を利用し

たバイオマス発電施設への助成

地産地消

熱利用の促進

《やまがた森林ノミクスの推進》

年度エネルギー関連の主要施策

の導入促進と省エネルギーの推進

電力システム改革や固定価格買取制度の見直しなど、最近のエネルギーを巡る環境変化を

「短期ＡＰ」、「やまがた創生総合戦略」及び「山形県エネルギー戦略」に基づき、再エネの導入を推進する

280,433

エネルギー政策推進プログラムの中間見直し及び県政運営の基本的考え方を踏まえた対策の推進

事業者と地域の連携、災害時のエネルギー確保やエネルギーの

木質バイオマスエネルギーの導入拡大

地域分散型電源の導入

千円】 

再生可能エネルギー熱利用等促進

地中熱・

熱利用設備

対する助成

業務用小規模木質ﾊﾞｲｵﾏｽﾎﾞｲﾗｰ

再生可能エネルギー等設備導入促進事業費

家庭等への

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

木質ﾊﾞｲｵﾏｽ

新たな蓄電池導入補助の創設

補助単価、上限額

山形県民ＣＯ

再生可能エネルギー
価値の「見える化」

家庭及び事業所への導入促進

環境教育普及促進事業費
環境教育に関する相談

アドバイザー等の
利用しやすい環境学習プログラムの作成

環境教育基盤運営事業費
環境学習支援団体の認定や

環境エネルギー教育の推進

エネルギー地産地消モデル推進事業費
県内電力

の再エネ電力供給、ＩＣＴ活用省エネサービス提

供）に対する助成

再生可能エネルギー活用街路灯整備事業への

バイオマス

民間事業者が整備する家畜排せつ物等を利用し

たバイオマス発電施設への助成

地産地消の促進

熱利用の促進

《やまがた森林ノミクスの推進》

年度エネルギー関連の主要施策

の導入促進と省エネルギーの推進

電力システム改革や固定価格買取制度の見直しなど、最近のエネルギーを巡る環境変化を

「短期ＡＰ」、「やまがた創生総合戦略」及び「山形県エネルギー戦略」に基づき、再エネの導入を推進する

凡例：★新規事業、◎拡充事業、○

280,433 千円

エネルギー政策推進プログラムの中間見直し及び県政運営の基本的考え方を踏まえた対策の推進

、災害時のエネルギー確保やエネルギーの

木質バイオマスエネルギーの導入拡大）

地域分散型電源の導入

再生可能エネルギー熱利用等促進

・温泉熱

熱利用設備等

対する助成 

業務用小規模木質ﾊﾞｲｵﾏｽﾎﾞｲﾗｰ

再生可能エネルギー等設備導入促進事業費

へのペレットストーブ等導入への助成

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

ﾊﾞｲｵﾏｽ熱、太陽熱、地中熱

新たな蓄電池導入補助の創設

補助単価、上限額

ＣＯ２削

再生可能エネルギー
価値の「見える化」

家庭及び事業所への導入促進

環境教育普及促進事業費
環境教育に関する相談

アドバイザー等の
利用しやすい環境学習プログラムの作成

環境教育基盤運営事業費
環境学習支援団体の認定や

環境エネルギー教育の推進

エネルギー地産地消モデル推進事業費
県内電力小売事業者の地産地消モデル事業（

の再エネ電力供給、ＩＣＴ活用省エネサービス提

供）に対する助成

再生可能エネルギー活用街路灯整備事業への

バイオマス利活用施設整備事業費

民間事業者が整備する家畜排せつ物等を利用し

たバイオマス発電施設への助成

促進 

熱利用の促進 

《やまがた森林ノミクスの推進》 

年度エネルギー関連の主要施策

の導入促進と省エネルギーの推進

電力システム改革や固定価格買取制度の見直しなど、最近のエネルギーを巡る環境変化を

「短期ＡＰ」、「やまがた創生総合戦略」及び「山形県エネルギー戦略」に基づき、再エネの導入を推進する

凡例：★新規事業、◎拡充事業、○

千円 （うち

エネルギー政策推進プログラムの中間見直し及び県政運営の基本的考え方を踏まえた対策の推進

、災害時のエネルギー確保やエネルギーの

） 

地域分散型電源の導入

再生可能エネルギー熱利用等促進

温泉熱・雪氷熱の利活用研究に対する助成

等の導入に向けた事業可能性調査に

業務用小規模木質ﾊﾞｲｵﾏｽﾎﾞｲﾗｰ

再生可能エネルギー等設備導入促進事業費

ペレットストーブ等導入への助成

再生可能エネルギー等設備導入促進事業費

家庭及び事業所への

熱、太陽熱、地中熱

新たな蓄電池導入補助の創設

補助単価、上限額引上げ

削減価値創出事業費

再生可能エネルギー
価値の「見える化」と環境保全事業への活用

家庭及び事業所への導入促進

環境教育普及促進事業費
環境教育に関する相談

アドバイザー等の派遣
利用しやすい環境学習プログラムの作成

環境教育基盤運営事業費
環境学習支援団体の認定や

環境エネルギー教育の推進

エネルギー地産地消モデル推進事業費
小売事業者の地産地消モデル事業（

の再エネ電力供給、ＩＣＴ活用省エネサービス提

供）に対する助成（新たなモデル地区の設定）

再生可能エネルギー活用街路灯整備事業への

利活用施設整備事業費

民間事業者が整備する家畜排せつ物等を利用し

たバイオマス発電施設への助成

年度エネルギー関連の主要施策

の導入促進と省エネルギーの推進

電力システム改革や固定価格買取制度の見直しなど、最近のエネルギーを巡る環境変化を

「短期ＡＰ」、「やまがた創生総合戦略」及び「山形県エネルギー戦略」に基づき、再エネの導入を推進する

凡例：★新規事業、◎拡充事業、○

うち融資枠

エネルギー政策推進プログラムの中間見直し及び県政運営の基本的考え方を踏まえた対策の推進

、災害時のエネルギー確保やエネルギーの

地域分散型電源の導入と熱利用の

再生可能エネルギー熱利用等促進

雪氷熱の利活用研究に対する助成

の導入に向けた事業可能性調査に

業務用小規模木質ﾊﾞｲｵﾏｽﾎﾞｲﾗｰ

再生可能エネルギー等設備導入促進事業費

ペレットストーブ等導入への助成

再生可能エネルギー等設備導入促進事業費

への再生可能エネルギー

熱、太陽熱、地中熱

新たな蓄電池導入補助の創設

引上げ(上限額

減価値創出事業費

再生可能エネルギー等設備
と環境保全事業への活用

家庭及び事業所への導入促進

環境教育普及促進事業費 
環境教育に関する相談対応

派遣 
利用しやすい環境学習プログラムの作成

環境教育基盤運営事業費  
環境学習支援団体の認定や

環境エネルギー教育の推進 

エネルギー地産地消モデル推進事業費
小売事業者の地産地消モデル事業（

の再エネ電力供給、ＩＣＴ活用省エネサービス提

（新たなモデル地区の設定）

再生可能エネルギー活用街路灯整備事業への

利活用施設整備事業費

民間事業者が整備する家畜排せつ物等を利用し

たバイオマス発電施設への助成

年度エネルギー関連の主要施策 

の導入促進と省エネルギーの推進 

電力システム改革や固定価格買取制度の見直しなど、最近のエネルギーを巡る環境変化を踏まえ

「短期ＡＰ」、「やまがた創生総合戦略」及び「山形県エネルギー戦略」に基づき、再エネの導入を推進する

凡例：★新規事業、◎拡充事業、○

融資枠 6,000,000

エネルギー政策推進プログラムの中間見直し及び県政運営の基本的考え方を踏まえた対策の推進

、災害時のエネルギー確保やエネルギーの

と熱利用の

再生可能エネルギー熱利用等促進

雪氷熱の利活用研究に対する助成

の導入に向けた事業可能性調査に

業務用小規模木質ﾊﾞｲｵﾏｽﾎﾞｲﾗｰ導入に対する助成

再生可能エネルギー等設備導入促進事業費

ペレットストーブ等導入への助成

再生可能エネルギー等設備導入促進事業費

再生可能エネルギー

熱、太陽熱、地中熱)導入に対する助成

新たな蓄電池導入補助の創設 

上限額

減価値創出事業費

設備導入による
と環境保全事業への活用

家庭及び事業所への導入促進 

対応、情報発信及び環境

利用しやすい環境学習プログラムの作成

環境学習支援団体の認定やセミナー

エネルギー地産地消モデル推進事業費
小売事業者の地産地消モデル事業（

の再エネ電力供給、ＩＣＴ活用省エネサービス提

（新たなモデル地区の設定）

再生可能エネルギー活用街路灯整備事業への

利活用施設整備事業費

民間事業者が整備する家畜排せつ物等を利用し

たバイオマス発電施設への助成 

踏まえつつ、

「短期ＡＰ」、「やまがた創生総合戦略」及び「山形県エネルギー戦略」に基づき、再エネの導入を推進する

凡例：★新規事業、◎拡充事業、○

6,000,000

エネルギー政策推進プログラムの中間見直し及び県政運営の基本的考え方を踏まえた対策の推進

、災害時のエネルギー確保やエネルギーの

と熱利用の促進
【358

再生可能エネルギー熱利用等促進事業費

雪氷熱の利活用研究に対する助成

の導入に向けた事業可能性調査に

導入に対する助成

再生可能エネルギー等設備導入促進事業費

ペレットストーブ等導入への助成

再生可能エネルギー等設備導入促進事業費

再生可能エネルギー

導入に対する助成

上限額 20 万→

減価値創出事業費 

導入による
と環境保全事業への活用

情報発信及び環境

利用しやすい環境学習プログラムの作成

セミナーの開催

エネルギー地産地消モデル推進事業費 

小売事業者の地産地消モデル事業（

の再エネ電力供給、ＩＣＴ活用省エネサービス提

（新たなモデル地区の設定）

再生可能エネルギー活用街路灯整備事業への

利活用施設整備事業費《農林》

民間事業者が整備する家畜排せつ物等を利用し

つつ、

「短期ＡＰ」、「やまがた創生総合戦略」及び「山形県エネルギー戦略」に基づき、再エネの導入を推進する

凡例：★新規事業、◎拡充事業、○継続事業

6,000,000 千円）

エネルギー政策推進プログラムの中間見直し及び県政運営の基本的考え方を踏まえた対策の推進 

、災害時のエネルギー確保やエネルギーの

促進 
58,531 千円】

＜参考＞

事業費 

雪氷熱の利活用研究に対する助成

の導入に向けた事業可能性調査に

導入に対する助成

再生可能エネルギー等設備導入促進事業費〈再掲〉

ペレットストーブ等導入への助成

再生可能エネルギー等設備導入促進事業費 

再生可能エネルギー等

導入に対する助成

→40 万

導入によるＣＯ２

と環境保全事業への活用 

情報発信及び環境

利用しやすい環境学習プログラムの作成 

の開催 

 

小売事業者の地産地消モデル事業（

の再エネ電力供給、ＩＣＴ活用省エネサービス提

（新たなモデル地区の設定）

再生可能エネルギー活用街路灯整備事業への

農林》 

民間事業者が整備する家畜排せつ物等を利用し

つつ、 

「短期ＡＰ」、「やまがた創生総合戦略」及び「山形県エネルギー戦略」に基づき、再エネの導入を推進する。 

継続事業 

円） 

、災害時のエネルギー確保やエネルギーの

千円】

＜参考＞ 

雪氷熱の利活用研究に対する助成 

の導入に向けた事業可能性調査に 

導入に対する助成 

〈再掲〉 

ペレットストーブ等導入への助成 

等設備

導入に対する助成 

万円)) 

２削減
 

情報発信及び環境  

 

小売事業者の地産地消モデル事業（県内

の再エネ電力供給、ＩＣＴ活用省エネサービス提

（新たなモデル地区の設定） 

再生可能エネルギー活用街路灯整備事業への助成 

民間事業者が整備する家畜排せつ物等を利用し

 

千円】 

 

 

 

 

 



Ⅱ　平成31年度環境エネルギー部予算　総括表

（総合支庁含む）

１　課別予算額 （単位：千円）

３１年度当初予算額 ３０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 2,772,222 2,216,235 2,932,441 2,324,707 △ 160,219 94.5%

環境企画課 1,011,327 958,860 1,016,759 959,156 △ 5,432 99.5%

エネルギー政策推進課 237,056 176,787 337,595 269,081 △ 100,539 70.2%

水大気環境課 159,994 145,206 186,396 157,499 △ 26,402 85.8%

循環型社会推進課 346,882 145,872 368,504 151,148 △ 21,622 94.1%

みどり自然課 1,016,963 789,510 1,023,187 787,823 △ 6,224 99.4%

危機管理・くらし安心局 2,306,348 1,046,916 2,234,969 1,234,560 71,379 103.2%

危機管理課 1,266,672 723,059 1,006,202 798,678 260,470 125.9%

くらし安心課 209,681 153,755 211,689 147,211 △ 2,008 99.1%

食品安全衛生課 829,995 170,102 1,017,078 288,671 △ 187,083 81.6%

5,078,570 3,263,151 5,167,410 3,559,267 △ 88,840 98.3%

２　性質別予算額 （単位：千円）

３１年度当初予算額 ３０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 1,774,346 1,451,962 1,860,765 1,523,954 △ 86,419 95.4%

一般行政費 2,727,829 1,708,808 2,612,890 1,909,191 114,939 104.4%

扶助費等 0 0 0 0 0 －

貸付金 0 0 0 0 0 －

出資金 435,023 29,323 54,769 47,908 380,254 794.3%

積立金 835,386 834,847 848,457 847,701 △ 13,071 98.5%

維持補修費 54,863 54,863 165,666 165,666 △ 110,803 33.1%

補助費等 576,963 276,932 653,281 338,068 △ 76,318 88.3%

物件費 825,594 512,843 890,717 509,848 △ 65,123 92.7%

投資的経費 576,395 102,381 693,014 125,381 △ 116,619 83.2%

一般公共 441,707 7,793 475,175 1,442 △ 33,468 93.0%

一般単独 134,688 94,588 217,839 123,939 △ 83,151 61.8%

繰出金 0 0 741 741 △ 741 －

合　　計 5,078,570 3,263,151 5,167,410 3,559,267 △ 88,840 98.3%

合　　計

※　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

※　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

 3



　部局名：環境エネルギー部　
１　環境エネルギー政策の推進

（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

　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 予算額 区分 事　　業　　概　　要

1
エネルギー
政策推進課

地域連携型再生可能
エネルギー開発促進
事業費

36,414

・

・

・

再生可能エネルギー導入に主体的に取り組む市
町村へのアドバイザー派遣
市町村と連携して事業者が行う風力発電の事業
可能性調査に対する助成
県による内陸部での風況調査や洋上風力発電の
導入検討

2
エネルギー
政策推進課

再生可能エネルギー
熱利用等促進事業費

21,000

・
・
・

雪氷熱・温泉熱等の利活用研究に対する助成
熱利用設備等の事業可能性調査に対する助成
業務用小規模木質バイオマスボイラーの導入に
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
発電事業等資金利子
補助事業費

37,037
・ 県商工業振興資金（再生可能エネルギー発電事

業促進資金等）に係る利子助成
（対象：風力、中小水力、地熱発電、熱利用）

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

110,147
・ 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
（新たな蓄電池導入補助の創設【拡充】）

5
エネルギー
政策推進課

エネルギー地産地消
モデル推進事業費

25,997 拡充

・

・

県内電力小売事業者の地産地消モデル事業（県
内の再エネ電力供給、ＩＣＴ活用省エネサービ
ス提供）に対する助成
（新たなモデル地区の設定）
再生可能エネルギー活用街路灯整備事業への助
成

6 環境企画課
山形県民ＣＯ２削減

価値創出事業費
3,390

・ 家庭及び事業所における再生可能エネルギー等
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

　②　省エネルギーの推進 （単位：千円）

番号 担 当 課 事　業　名 予算額 区分 事　　業　　概　　要

7 環境企画課
地球温暖化対策推進
体制整備事業費

2,358
・ 地球温暖化防止対策コーディネーターの設置及

び地球温暖化防止活動推進員の委嘱

8 環境企画課
省エネルギー対策推
進事業費

3,367
・ 「笑顔で省エネ県民運動」の展開により、県民

の主体的・自主的な省エネ・ＣＯ２削減行動を

普及啓発

Ⅲ　平成31年度当初予算　主要事業一覧
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（２）国内外に誇れる優れた環境資産の保全・創造・活用

　①　豊かな環境を守り、活かす自然共生社会の構築

番号 担 当 課 事　業　名 予算額 区分 事　　業　　概　　要

9
みどり自然
課

みどりの循環県民活
動推進事業費

12,368

・
・

・

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啓発

10
みどり自然
課

みどり豊かな森林環
境づくり推進事業費

124,311
・ 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
凝らして取り組む森づくり活動等に対する助成

11
みどり自然
課

やまがた木育推進事
業費

2,860 拡充
・
・

子どもの成長に合わせた木育教材の作成
「やまがた木育」を推進するための指導者養成
講座の開催【新規】

12
みどり自然
課

やまがた山水百景魅
力アップ事業費

8,532

・

・

・

山岳情報サイト「やまがた山」による「やまが
た百名山」の情報発信
山岳ガイド養成や「やまがた百名山」の保全活
動等を行う団体に対する助成
蔵王の木歩道の補修

13
水大気環境
課

やまがた山水百景魅
力アップ事業費

3,422

・

・

「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

14
みどり自然
課

自然環境整備事業費
（公共・単独）

65,494 ・ 自然公園施設の整備、補修、維持管理

15
みどり自然
課

鳥獣管理推進事業費 8,580 拡充
・
・

ニホンジカ管理計画の策定【新規】
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

16
みどり自然
課

野生鳥獣捕獲体制強
化支援事業費

21,637 拡充

・
・
・
・

新規狩猟者の確保・育成の支援
指定管理鳥獣（イノシシ）捕獲等事業の実施
ツキノワグマの管理推進
ライフル銃新規購入への助成【新規】

（単位：千円）
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　②　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 予算額 区分 事　　業　　概　　要

17
循環型社会
推進課

循環型社会形成推進
事業費

10,324 拡充
・
・
・

ごみゼロやまがた県民運動の展開等
「もったいない山形協力店」の登録促進
食品ロス削減シンポジウムの開催【新規】

18
循環型社会
推進課

地球にやさしい３Ｒ
推進人づくり事業費

5,597
・
・

「やまがた環境展」の開催
３Ｒを推進する人材の育成に向けたワーク
ショップ等の開催

19
循環型社会
推進課

循環型産業創出育成
事業費

22,852

・

・
・

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への支援
製造業等における廃棄物の課題解決に向けたコ
ンサルティング支援

20
循環型社会
推進課

循環型産業基盤整備
推進事業費

30,381
・ 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

21
循環型社会
推進課

循環型産業販路拡大
推進事業費

1,935

・

・

リサイクル製品の認定、リサイクルシステムの
認証
リサイクル認定製品のニーズ調査及び販売促進
に対する助成

22
循環型社会
推進課

ＰＣＢ廃棄物対策事
業費

22,824
・
・

ＰＣＢ廃棄物等の早期処理対策の実施
ＰＣＢ使用安定器の保管及び使用の実態調査の
実施

23
循環型社会
推進課

海岸漂着物対策推進
事業費

27,872

・

・

・

ボランティア等による飛島、庄内沿岸部におけ
る海岸漂着物の回収の支援
親子や大学生を対象に飛島の海岸漂着物の回収
を通した環境教育の実施
陸域部の散乱ごみの回収体験を通した海岸漂着
物の発生抑制の啓発

24
循環型社会
推進課

災害廃棄物処理対策
事業費

1,290 新規
・ 市町村災害廃棄物処理計画の策定を支援するた

めの研修会やワークショップの開催

　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 予算額 区分 事　　業　　概　　要

25
水大気環境
課

浄化槽整備促進事業
費

60,622
・ 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

26
水大気環境
課

大気汚染防止対策事
業費

40,405
・ 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

27 環境企画課 環境科学研究事業費 1,159
・ 県内における光化学オキシダントに関する実態

調査

28 環境企画課
水資源保全推進事業
費

893 ・ 水資源保全地域の指定拡大

（単位：千円）
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　④　環境教育の推進 （単位：千円）

番号 担 当 課 事　業　名 予算額 区分 事　　業　　概　　要

29 環境企画課
環境教育基盤運営事
業費

1,640

・
・
・

環境教育の担い手連携推進セミナーの開催
環境学習支援団体の認定
環境の保全・創造に功績があった個人、団体の
顕彰

30 環境企画課
環境教育普及促進事
業費

7,511

・

・

環境教育に関する相談対応、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
利用しやすい環境学習プログラムの作成及び活
用促進

18
(再掲)

循環型社会
推進課

地球にやさしい３Ｒ
推進人づくり事業費
（再掲）

5,597
・
・

「やまがた環境展」の開催
３Ｒを推進する人材の育成に向けたワーク
ショップ等の開催

23
(再掲)

循環型社会
推進課

海岸漂着物対策推進
事業費（再掲）

27,872

・

・

・

ボランティア等による飛島、庄内沿岸部におけ
る海岸漂着物の回収の支援
親子や大学生を対象に飛島の海岸漂着物の回収
を通した環境教育の実施
陸域部の散乱ごみの回収体験を通した海岸漂着
物の発生抑制の啓発
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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 予算額 区分 事　　業　　概　　要

31 危機管理課
やまがた防災力向上
加速化事業費

12,793 新規

・

・

・

出前講座等による防災教育の充実と啓発活動の
推進
地域における防災力の強化に向けた自主防災組
織リーダー等を対象とする実践的研修の実施
大規模災害への対応力強化のための情報収集力
の強化や職員研修の実施

32 危機管理課 津波対策推進事業費 772
・
・

津波災害警戒区域指定に向けた取組み
指定市町が実施する避難誘導案内標識設置等に
対する助成

33 危機管理課
火山防災対策推進事
業費

1,583
・ 蔵王山、鳥海山及び吾妻山の火山防災協議会の

運営

34 危機管理課
防災行政通信ネット
ワーク保守管理運営
費

105,740
・ 防災行政無線システム及び震度情報システムの

保守管理

35 危機管理課
市町村防災行政無線
整備促進事業費（市
町村総合交付金）

71,994
・ 市町村が行う同報系防災行政無線の整備に対す

る助成

36 危機管理課
自主防災組織強化推
進事業費

5,506

・

・

自主防災組織の組織化推進等に取り組む市町村
への支援
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

37 危機管理課
消防活性化推進事業
費

1,712
・ 消防団員の加入促進及び消防、保安功労者の表

彰の実施

38 危機管理課
救急救命体制整備促
進事業費

9,811
・ 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

39 危機管理課
国民保護対策推進事
業費

3,062 ・ 国民保護図上訓練の実施

40 危機管理課 災害救助費 411,906
・ 被災者の住宅再建支援を目的とする被災者生活

再建支援基金への追加拠出

　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 予算額 区分 事　　業　　概　　要

41
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

2,170 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
避難者ケースマネジメント実施への支援
【新規】

42
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

43
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

14,574 ・ 避難者向け借上げ住宅の提供
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（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 予算額 区分 事　　業　　概　　要

44
くらし安心
課

消費者行政推進事業
費

45,845 拡充

・
・

・

・

消費生活相談体制等の充実
消費者教育・啓発のための消費生活出前講座や
消費生活情報を提供するイベントの実施
若年者への消費者教育など新たな課題に取り組
む市町村に対する助成
大学生等の若年者を対象とした消費者啓発
【新規】

　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 予算額 区分 事　　業　　概　　要

45
くらし安心
課

性犯罪・性暴力被害
者支援事業費

5,212 拡充
・ 「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）」の相談支援体制等の充実

46
くらし安心
課

防犯ボランティア活
動支援事業費

7,800
・ 防犯ボランティア団体の活動に対する市町村と

連携した助成

47
くらし安心
課

交通安全総合対策費 7,726
・
・

県民総ぐるみによる交通安全運動の展開
交通安全危険予測シミュレータを利用した体験
型高齢者交通安全教室等の実施

　③　食の安全・安心の確保 （単位：千円）

番号 担 当 課 事　業　名 予算額 区分 事　　業　　概　　要

48
食品安全衛
生課

食の安全安心推進事
業費

597
・ 食の安全推進会議や｢食の安全フォーラム｣等に

よる食の安全に関する県民との情報共有

　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 予算額 区分 事　　業　　概　　要

49
食品安全衛
生課

動物愛護適正飼養推
進事業費

379

・

・
・

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
ペット防災セミナーの開催

（単位：千円）（単位：千円）
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【環境エネルギー部】

◆ 条例案件　　１件

番  号 案　　　件　　　名 提　案　理　由

議第59号
山形県志津野営場条例の一部を改正する条例
の制定について

山形県志津野営場の使用料の額の適正化を
図るためのもの

◆ 条例以外の案件　　なし

平成３１年２月定例会　議案説明会

＜予算案件以外の案件一覧＞

＜平成３１年度分＞



〔一般会計〕

１　総括表

２　主な内容

　（１）政府の補正予算への対応 9,708千円

　　　　　① 自然公園登山道の整備　※繰越明許費を併せて設定 7,908千円

　　　　　② 海岸漂着物対策の推進 1,800千円

　（２）海岸漂着物対策推進事業の精算に伴う国庫補助返還金 6,324千円

　（３）事業実績等により減額する事業（主なもの）

　　　　　① 浄化槽整備促進事業 △33,257千円

　　　　　② エネルギー地産地消モデル推進事業 △9,800千円

　（４）債務負担行為の設定

　　　　　山形県立自然博物園木製橋梁復旧工事請負契約 限度額3,000千円

【環境エネルギー部】

平成３１年２月定例会 議案説明会

＜環境エネルギー部所管の２月補正予算の概要＞

（単位：千円）

平成30年度現計予算 ２月補正 ２月補正後

環境エネルギー部 5,277,917      △78,559     5,199,358    

 危機管理・くら
 し安心局を除く 2,933,057      △70,942     2,862,115    



 

山形県志津野営場条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

現   行 改 正 案 

別表 別表 

 名称 使用料の額   名称 使用料の額  

 第１テント

サイト 
１区画１泊につき 1,000円 

第１テント

サイト 
１区画１泊につき 1,040円

第２テント

サイト 
テント１張り１泊につき 500円 

第２テント

サイト 
テント１張り１泊につき 520円

  

 

議第 59 号 
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