
令和２年度産業廃棄物税使途事業要望一覧

国庫 産廃税
その他の
特定財源

一般財源

1
循環型社会推進総合対策事業（意識
啓発）

排出抑制
リサイクル促進
適正処理推進

　循環型社会実現のため、県民や事業者が毎日のくらし
や事業活動など社会経済活動全般において、環境意識を
高め、廃棄物の発生抑制や再利用等の４Ｒを基調とした
取組を実践するよう啓発等を行う。

循環社会推進課 52,716 52,716

01_意識啓発事業
　12,524千円
02_産業廃棄物リサイクル
推進事業
　38,192千円
03_不法投棄対応連携モデ
ル事業
　2,000千円

2
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
（廃棄物処理計画）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。

循環社会推進課 3,944 3,944

3 海岸漂着物発生抑制対策事業
排出抑制
リサイクル促進
適正処理推進

　海岸漂着物について、海岸利用者だけでなく、山間部
の事業者や県民を含めた県全体の問題として現状を伝
え、発生抑制に向けた取組を促す。（テレビCM、ポス
ター、ラッピングバス等）

循環社会推進課 5,093 3,565 1,528

4
宮崎県海岸漂着物対策推進地域計画
管理事業

排出抑制
リサイクル促進
適正処理推進

　「宮崎県海岸漂着物対策推進地域計画」（平成22年度
策定）について、令和元年５月発表の環境省基本方針に
沿う形で改定する。
　改定にあたっては、県内海岸において、海岸漂着物の
組成や存在量を把握するための漂着ごみ組成調査調査を
行う。令和２年度以降継続的に実施することで、経年変
化を把握し、より実効性のある海岸漂着物対策の実施に
つなげる。

循環社会推進課 19,358 16,545 2,813

5
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

　県内の産業廃棄物処理業者がトラックスケールを新
設、更新及び改良を行う際の費用の補助を行うことによ
り、トラックスケールの普及を図り、産廃税の適正な課
税徴収に資する。

循環社会推進課 4,500 4,500

6 食品ロス削減運動・啓発推進事業 排出抑制

　総合的かつ効果的な食品ロス削減対策を検討する「食
品ロス削減対策協議会」を運営するとともに、食品ロス
に対する県民の意識を醸成・共有するためのイベント等
の実施、情報発信（啓発CM等）を行う。

循環社会推進課 8,617 8,617

7 食品ロス削減！お持ち帰り実践事業 排出抑制

　10月の食品ロス削減月間に合わせて、「食べきり協力
店」利用者が食べきれなかった料理を持ち帰るための容
器（ドギーバッグ）を協力店を通じ提供し、自宅で持ち
帰った料理を消費してもらうことで食品ロス削減につな
げる。

循環社会推進課 17,122 5,707 2,283 9,132

令和２年度７月補正

8 自動車リサイクル推進事業
排出抑制、
リサイクル促進
適正処理推進

　自動車リサイクル法に基づき、引取業・フロン類回収
業の登録、解体業、破砕業の許可及び立入調査等、法の
円滑かつ適正な執行に関する事務を行う。

循環社会推進課 813 414 399

9 環境産業育成事業 適正処理推進

　事業内容は次の３つに分かれる。
①優良認定取得促進事業
②県内産廃処理体制確保事業
③産廃処理業者中堅リーダー育成支援事業

循環社会推進課 8,897 8,897

10 産業廃棄物処理指導対策の研究協議 適正処理推進

　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。

循環社会推進課 897 897

11 産廃許可審査体制強化事業 適正処理推進

　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、県外廃棄物の搬入事業者等に対し必要な指導を
行う。

循環社会推進課 9,779 9,779

12 廃棄物情報管理システム整備事業 適正処理推進
　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管理及び維持管理を行う。

循環社会推進課 2,296 2,296

13
産業廃棄物処理業者情報サービスシ
ステム管理事業

適正処理推進

　県が作成・保管することとされている「産業廃棄物処
理業者台帳」について電子台帳化し、「産業廃棄物処理
業者情報サービスシステム」を構築し、県庁ＨＰ上で情
報提供を行っているが、このシステムを引き続き安全か
つ効率的に運用する。

循環社会推進課 4,219 4,219

14
山間地域不法投棄監視パトロール強
化事業

適正処理推進
　山間地域の不法投棄を防止するため、地域の山林に精
通した森林組合の協力を得て監視パトロールを実施する
ことにより、山間地域における環境保全を図る。

循環社会推進課 4,486 4,486

15 ダイオキシン類等濃度測定監視事業 適正処理推進
　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。

循環社会推進課 12,385 12,385

16
産業廃棄物適正処理監視体制連携事
業

適正処理推進
　宮崎市の産業廃棄物監視指導業務に要する経費を助成
する。

循環社会推進課 5,169 5,169

17 廃棄物不適正処理防止対策強化事業 適正処理推進

　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並びにPCB処理推進員による指導
体制の充実化を図ることにより、産業廃棄物の適正処理
を推進する。

循環社会推進課 68,223 68,223

18
ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理推進
事業（廃棄物推進事務費）

適正処理推進
　北九州市で開催されるブロック会議及びJESCOとの打
合せに要する旅費等。

循環社会推進課 283 283

令和２年７月２２日

課・所属名
事業費

（千円）

財源内訳（千円）

備考事業名 事業目的 事業内容
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19
ＰＣＢ使用安定器掘り起こし調査
フォローアップ事業

適正処理推進
　令和２年度末がPCB使用安定器の処分期限となってお
り、掘り起こし調査の未回答事業所に最終通知等を行
う。

循環社会推進課 22,003 22,003

20 新たな宮崎県環境基本計画策定事業
排出抑制
リサイクル促進
適正処理推進

　宮崎県環境基本条例第９条に基づく宮崎県環境基本計
画について、現行の計画が令和２年度で期間満了を迎え
ることから、これまでの環境施策の成果を検証するとと
もに、近年の環境を取り巻く動向等を踏まえた新たな宮
崎県環境基本計画を策定する。

環境森林課 15,166 10,447 4,719

21

環境保全普及啓発推進事業（うち、
環境教育拠点活用事業、多様な主体
による環境実践行動推進事業に充
当）

排出抑制
リサイクル促進
適正処理推進

　低炭素・循環型社会を実現し、本県の豊かな環境を次
の世代に引き継いでいくため、環境教育・啓発・実践の
機能を備えた機関等との協働により、省エネ、リサイク
ル促進、廃棄物発生抑制、その他適正処理の推進など、
環境保全に関する総合的な対策を行う。

環境森林課 18,142 5,582 6,564 5,996

22
環境情報発信強化事業（うち、
「ネットで環境教育」推進事業に充
当）

排出抑制
リサイクル促進
適正処理推進

　県民の自発的な環境学習を促進し、環境保全のために
行動する人づくりを推進するホームページ「みやざきの
環境」の改修・運営を行う。
　また、県民の環境・エネルギー問題に対する理解を促
すため、環境教育用パンフレットの改訂・配布や「次世
代エネルギーパーク」の見学会等を行う。

環境森林課 4,040 858 859 2,323

23 ダイオキシン類対策事業 適正処理推進
　ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、環境中（大
気、水質、土壌等）のダイオキシン類の常時監視やダイ
オキシン類の発生源である特定施設の監視を行う。

環境管理課 5,160 3,402 1,758

24
宮崎農水産物おいしさ・機能性見え
る化事業

リサイクル促進

　宮崎大学医学部に設置した「食品臨床試験・臨床研究
開発部門」を核として、食品・農業系産業廃棄物から汎
用性のある機能性素材の研究開発を効率的に実施するこ
とにより、リサイクルを加速化させる。

農業連携推進課 82,148 38,113 5,500 38,113 422

25 もったいない食育啓発活動推進事業 排出抑制

　食育・地産地消の推進母体である「みやざきの食と農
を考える県民会議」を活用し、県産農産物の活用と併せ
て、可食部位を無駄なく活用した食材ロス低減料理の提
案、食の大切さや素晴らしさ等を伝える食品ロス削減啓
発活動を実施し、県産農産物の魅力を高めるとともに、
食品ロスの削減について幅広い世代の県民意識の理解促
進を図る。

農業連携推進課
みやざきﾌﾞﾗﾝﾄﾞ
推進室

5,500 5,500

26
農業用廃プラスチック適正処理推進
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。

農産園芸課 7,435 5,724 1,711

27
食品廃棄物を用いた機能性成分高含
有飼料の製造及び家畜への給餌に関
する研究

リサイクル促進

　抗ストレス作用を持つとされるγ－アミノ酪酸
（GABA）、肝機能改善効果の報告があるオルニチンを高
含有するエコフィード製造技術の開発を行い、実際に家
畜に給与したときの効果を検証する。

畜産振興課（畜
産試験場）

2,017 2,017

食品開発センターとの共
同事業

28 環境イノベーション支援事業
排出抑制
リサイクル促進

　産業廃棄物の排出抑制やリサイクルを促進するため、
産学官共同研究グループが行う可能性調査や技術開発を
総合的に支援する。

企業振興課 20,974 20,974

29
無機系廃棄物の新規利用法の開発に
関する研究

リサイクル促進

　今後、県内での廃棄増加が予想される使用済みCIS膜
型太陽光パネルの部材である基板ガラスを高付加価値製
品の素材として利活用できる技術を確立させることで、
廃棄量の抑制及び新たな需要の創出を図る。

企業振興課
(工業技術セン
ター）

2,410 2,410

30
有機性廃棄物からの有価成分回収に
関する研究

リサイクル促進

　焼酎粕を用いた微細藻類の培養により、DHAなどを大
量生産する技術を確立し、焼酎粕の高度利用法、及び、
微細藻類培養による高付加価値素材製造手法を提案す
る。

企業振興課
(工業技術セン
ター）

4,743 4,743

31 畜産副生物を活用した食品素材開発 リサイクル促進
　微生物と未利用の副生物を組合せた加工品開発技術を
確立し、食肉加工現場へ技術移転することで、未利用副
生物等の利用価値を高める。

企業振興課
(食品開発セン
ター）

3,708 3,708

32
食品廃棄物を用いた機能性成分高含
有飼料の製造及び家畜への給餌に関
する研究

リサイクル促進

　抗ストレス作用を持つとされるγ－アミノ酪酸
（GABA）、肝機能改善効果の報告があるオルニチンを高
含有するエコフィード製造技術の開発を行い、実際に家
畜に給与したときの効果を検証する。

企業振興課
（食品開発セン
ター）

3,963 2,113 1,850

畜産試験場との共同事業

33
公共工事品質確保推進事業（建設リサ
イクルの促進）

リサイクル促進
　建設工事に伴い発生する建設副産物のリサイクルを促
進するため、再生資源化処理施設等に係る情報提供や広
報を行う。

技術企画課 1,202 1,202

34
持続可能なみやざきづくりを実現す
る環境教育推進事業

排出抑制
リサイクル促進
適正処理推進

○SDGsやESD（持続可能な開発のための教育）の視点を
取り入れた４Ｒ活動を中心とした環境教育の推進
○地域と連携した４Ｒ活動の実施
○環境教育リーダー研修基本講座参加及び指導者研修会
の実施

義務教育課 2,211 2,211

35
県民の読書を支える図書館づくり事
業（リサイクル活動資料整備）

排出抑制
リサイクル推進
適正処理推進

　県立図書館における「みどりの図書館づくり」の一環
として、児童・生徒を対象とする学校支援資料を整備す
るとともに、一般県民の理解を深めるための資料（産業
廃棄物処理、リサイクル、自然環境保全啓発に関するも
の）を整備する。

生涯学習課
（県立図書館）

41,474 633 40,841

計 471,093 63,930 292,476 45,536 69,151
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