
平成２５年度産業廃棄物税使途事業一覧

うち産廃税

1
溶融スラグの有効活用展
開事業

リサイクル促進
産学官連携により、エコクリーンプラザみやざきから発生す
る溶融スラグを、建設資材等として活用するシステムを構築
する。

①溶融スラグの安全性に関する研究・分析
②ｾﾐﾅｰ開催

循環社会推進課 5,801 5,801

2
循環型社会推進総合対策
事業

適正処理の推進
循環型社会の形成を図るため、県民の意識啓発及び産業廃棄
物のリサイクル施設の整備及び利用促進のための総合的な施
策を実施する。

①啓発事業費
　循環型社会推進啓発キャンペーン、パンフレット製作 等
　排出事業者講習会、不法投棄防止キャンペーン
②リサイクル推進事業
 産業廃棄物リサイクル施設整備支援 1/2以内　15,000千円
 リサイクル製品認定制度実施に対する支援
③産廃税に関する意識調査

循環社会推進課 52,108 52,108

3
宮崎県循環型社会推進計
画進行管理事業

適正処理の推進

県内の産業廃棄物の排出量や処理状況について実態調査を実
施することにより、宮崎県循環型社会推進計画の目標達成状
況を調査、事後評価を行い、今後の施策展開の基礎資料とす
る。

①マニフェスト交付状況報告書の整理入力集計
②県内の産廃の発生・処分等についての実態調査委託

循環社会推進課 5,117 5,117

4
産業廃棄物トラックス
ケール設置支援事業

適正処理の推進
産業廃棄物税の課税の公正化・適正化を図るため、トラック
スケールの設置又は一部改良に要する費用を補助する。

トラックスケール設置に対する支援
補助率 1/2　上限2,000千円

循環社会推進課 14,000 14,000

5
みやざきの循環資源利用
促進事業

リサイクル促進
市町村や民間企業等が住民や事業者等と連携し、地域に賦存
する循環資源を有効に活用するシステムを構築する取組を公
募し、その費用を補助する。

①市町村の地域循環ｼｽﾃﾑ構築の取組支援
　補助率1/2 上限3,000千円
②民間事業者のﾘｻｲｸﾙ促進の取組支援
　補助率10/10 上限2,000千円

循環社会推進課 7,408 7,408

6
産廃許可審査体制強化事
業

適正処理の推進

産業廃棄物処理施設の設置許可及び産業廃棄物処理業の許可
に際して、専門的知識を有する者から意見等を聴取し、許可
の判断の参考とする。
また、県外産業廃棄物の県内搬入処理についての審査体制を
強化する。

①許可・審査の活動経費
②経理的基礎等審査委託費

循環社会推進課 7,747 7,747

7
産業廃棄物処理指導対策
の研究協議

適正処理の推進
産業廃棄物の適正処理を確保するため、関係機関との連携を
図るとともに、進展のめざましい廃棄物処理技術等について
調査研究を行うための各種研修会等に参加する。

旅費、消耗品費、通信運搬費 循環社会推進課 766 766

8
廃棄物情報管理システム
整備事業

適正処理の推進
国の廃棄物行政情報システムの運営及び維持管理、各保健所
のパソコンの設置及び維持管理を行う。

パソコンの使用賃借料等 循環社会推進課 2,810 2,810

9
産業廃棄物処理業者情報
提供システム維持管理事
業

適正処理の推進
排出事業者に対し産業廃棄物処理業者の取扱品目等の情報提
供を行い許可事務等の効率化を図る「産業廃棄物処理業者情
報提供システム」の維持及び保守管理を行う。

システムの保守管理費及び使用賃借料 循環社会推進課 2,720 2,720

10
ダイオキシン類等濃度測
定監視事業

適正処理の推進
廃棄物処理施設から排出される排出ガスのダイオキシン類の
濃度及び最終処分場における浸透水の水質を県が測定する。

①廃棄物焼却施設の排ガス測定
②最終処分場の浸透水（放流水）、地下水の水質検査

循環社会推進課 14,153 14,153

11
廃棄物適正処理監視体制
推進事業

適正処理の推進
民間団体等との情報ネットワーク強化及び廃棄物監視員の監
視体制の充実化により、産業廃棄物の不適正処理の減少を図
る。

①廃棄物監視員の配置　18名
②不法投棄防止啓発用ツール作成　　　等

循環社会推進課 56,958 56,958

12
ポリ塩化ビフェニル廃棄
物処理推進事業

適正処理の推進
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金」への助成を行うこと
により、PCB廃棄物の適正な処理推進を図る。

ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金への補助 循環社会推進課 13,763 13,763

13
産業廃棄物適正処理監視
体制強化事業

適正処理の推進 宮崎市の廃棄物監視指導業務に要する経費を助成する。 宮崎市への補助金 循環社会推進課 3,205 3,205

14
「ネットで環境学習」推
進事業

排出抑制・リサイクル
促進・その他適正処理
の推進

ホームページ「みやざきの環境」の運営を行い、サイト上で
の情報交換・連携により廃棄物の発生抑制・リサイクル促進
を促す。

システムの保守管理、サーバーリース料
環境森林課 800 800

15
家庭から支える省エネル
ギー・省資源推進事業

排出抑制・リサイクル
促進・適正処理の推進

家庭を中心とした省エネ・省資源の自主的な取組を促すため
に、地球温暖化防止活動推進員への研修や同推進員による啓
発活動を実施する。

【産廃税基金充当分】
①研修会の開催                     の一部
②推進員を活用した普及啓発　　　　 の一部

環境森林課 5,693 910

16
県民総力戦による環境実
践行動推進事業

排出抑制・リサイクル
促進・適正処理の推進

県民総力戦による省エネやリサイクル・廃棄物排出抑制等の
推進を図るため、「環境みやざき推進協議会」による環境保
全活動を促進する。

① エコアクション事業所体験会　  の一部
② 環境保全活動の情報提供   　   の一部
③ 会員団体による実践活動　      の一部
④ クリーンアップ宮崎の開催、　エコライフコンテスト、
　環境フェスタ等　普及啓発活動   の一部

環境森林課 3,200 1,600

17
環境情報センター運営事
業

排出抑制・リサイクル
促進・適正処理の推進

「環境情報センター」において、リサイクル・ゴミ減量、省
エネ等についての講座等の開催や環境保全アドバイザーの派
遣などを実施し、県民、事業者等の自主的な環境学習を支援
し、環境保全のために行動できる人づくりを推進する。

① 環境情報センター運営　        の一部
② 環境保全アドバイザー派遣　    の一部

環境森林課 7,492 3,746

18ダイオキシン類監視事業 適正処理の推進

大気、水質等、環境中のダイオキシン類を測定・監視し、測
定データを公表することで主な発生源となる廃棄物処理業者
に対する県民の信頼度を高めるとともに、処理業者に対する
適正な指導を図る。

大気：５箇所、水質・底質：１１箇所、土壌・地下水：４箇所 環境管理課 3,938 2,555

19
農業用廃プラスチック適
正処理体制整備事業

リサイクル促進
農業用廃プラスチックについて、リサイクルを中心とした適
正処理体制を構築する。

【産廃税基金充当分】
①適正処理・リサイクルの啓発
②分別指導を行うリサイクルパートナーの配置
③生分解性マルチ等の実証
④地域排出処理体制、廃プラ集積所整備支援

農産園芸課 9,352 6,427

20
新生！みやざき畜産バイ
オマス利活用対策事業

排出抑制・適正処理推
進

畜産農家から排出される家畜排せつ物の適正処理と有効利用
を促進する。

①「家畜排せつ物法」に基づくの適正管理、堆肥等の利用促進の
ための助言・指導
②家畜排せつ物処理施設の整備推進・指導等
③利用者ニーズに応じた堆肥の生産・販売を行う堆肥センター等
の育成
※　一部、（公社）宮崎県畜産協会へ委託

畜産課 25,546 6,735

21
環境リサイクル技術開発
支援事業

排出抑制・その他適正
処理推進

循環型社会の形成を図るため、県内企業や産学官で構成する
共同研究グループが行う環境リサイクル関連の技術開発を支
援する。

（財）宮崎県産業支援財団が実施する以下の事業に対する補助
①可能性調査支援
②技術開発支援
③環境リサイクルコーディネーター設置
④フォローアップ事業

工業支援課 20,145 20,145

22
無機系畜産廃棄物の有効
利用に関する研究

リサイクル促進
牛骨等の無機系畜産廃棄物から無機フィラーや化粧品素材に
適したリン酸カルシウム系微粒子の製造技術を開発し、産業
廃棄物のリサイクルを推進する。

①試験用試薬・器具・装置等の購入費
②試験装置の試作費                   等

工業支援課
(工業技術センター）

9,396 9,396

23
有機性廃棄物からの有価成
分回収に関する研究

排出抑制・適正処理推
進

発酵食品残渣からスフィンゴ脂質等の有価成分を起泡分離法によ
り回収する技術を開発する。

①試験用試薬・器具・装置等の購入費
②試験装置の試作費                   等

工業支援課
（工業技術センター）

5,298 5,298

24
食品廃棄物のリサイクル
に関する事業開発

リサイクル促進

食品製造業等において排出される野菜の規格外品や未利用部
分、おから等の食品残渣を乳酸菌発酵技術の活用により、保
存性がありさらに付加価値を高めた家畜飼料としての利用を
図る。

①試験用試薬・器具・装置等の購入費
②試験作業補助員の賃金等
③技術調査等の旅費

工業支援課
（食品開発センター）

8,000 8,000

25
広報事業（事業化推進事
業）

排出抑制・リサイクル
促進・適正処理推進

工業技術センター等が研究開発した産業廃棄物の排出抑制等に関
する技術について、シーズの企業ニーズとのマッチングや、潜在的
なニーズの把握などを通して、事業化の推進を図る。

展示会への出展経費　等
工業支援課

（工業技術センター）
10,155 10,155

26
建設工事リサイクル支援
事業

リサイクル促進
　建設工事に伴い発生する建設廃棄物及び建設発生土のリサ
イクルを積極的に推進し、環境への負荷の少ない循環型社会
の構築を進める。

①建設ﾘｻｲｸﾙPR用ﾘｰﾌﾚｯﾄ、
　ﾘｻｲｸﾙﾓﾃﾞﾙ工事事例集作成
②建設発生土情報交換ｼｽﾃﾑの運用支援
③建設ﾘｻｲｸﾙ情報提供ｼｽﾃﾑ及び宮崎県新技術
  活用促進ｼｽﾃﾑの運用支援
④ﾘｻｲｸﾙﾓﾃﾞﾙ工事見学会開催

技術企画課 2,850 2,850

27
家庭・地域と連携した環
境教育推進事業

排出抑制・適正処理推
進

「環境教育の推進校」において、地域と連携した環境教育の
研究実践を行い、その成果を県内に広める取組を充実させ、
本県環境教育の一層の充実を図る。

①市町村立学校(推進校)に対する補助
②県立学校(推進校)での実施費用
③講師謝金･旅費、研修会への参加費用

学校政策課 4,300 4,300

計２７事業 302,721 269,473

事業名 事業目的 課・所属名事業内容
Ｈ２５
事業費

　（千円）

（当初予算額）


