平成２７年度産業廃棄物税使途事業一覧

事業名

1 循環型社会推進総合対策事業

平成２７年７月１日

事業目的

事業内容

課・所属名

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
排出抑制・リサイクル 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
排出事業者講習会、不法投棄防止キャンペーン
促進・その他適正処理 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
②リサイクル推進事業
推進
る。
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

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
①マニフェスト交付状況報告書の整理入力集計
2 宮崎県循環型社会推進計画進行管理事業 その他適正処理の推進 により、宮崎県廃棄物処理計画の目標達成状況を調査、事後評価を行い、
②県内の産廃の発生・処分等についての実態調査委託
今後の施策展開の基礎資料とする。

事業費
（千円）

時点

うち産廃税

循環社会推進課

53,778

53,778

循環社会推進課

5,254

5,254

3 産廃許可審査体制強化事業

その他適正処理推進

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 ①許可・審査の活動経費
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 ②経理的基礎等審査委託費
を強化する。

循環社会推進課

7,767

7,767

4 産業廃棄物処理指導対策の研究協議

その他適正処理推進

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 旅費、消耗品費、通信運搬費
うための各種研修会等に参加する。

循環社会推進課

771

771

5 廃棄物情報管理システム整備事業

その他適正処理推進

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
パソコンの使用賃借料等
コンの設置及び維持管理を行う。

循環社会推進課

2,262

2,262

産業廃棄物処理業者情報提供システム管
その他適正処理推進
理事業

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 システムの保守管理費等
ム」の維持及び保守管理を行う。

循環社会推進課

3,841

3,841

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

8 ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理推進事業 その他適正処理推進

「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

6,723

6,723

9 産業廃棄物不適正処理防止対策強化事業 その他適正処理推進

本課及び７保健所に廃棄物監視員を配置する等により、県内全域を
①廃棄物監視員の配置 18名
網羅した監視体制を敷くことにより、不法投棄の早期発見、指導、
②不法投棄防止啓発用ツール作成
原状回復等の徹底を図る。

循環社会推進課

70,592

70,592

循環社会推進課

14,146

14,146

循環社会推進課

5,000

1,000

環境森林課

7,086

3,543

環境森林課

3,200

1,600

環境森林課

5,739

935
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7 産業廃棄物適正処理監視体制連携事業

その他適正処理推進

県内に設置されている産業廃棄物処理施設から排出されるダイオキシン
①廃棄物焼却施設の排ガス測定
類等による環境汚染を防止し、県民の健康の保護及び生活環境の保全を
②最終処分場の浸透水（放流水）、地下水の水質検査
図る。

10 ダイオキシン類等濃度測定監視事業

その他適正処理推進

11 海岸漂着物発生抑制対策事業

啓発事業
海岸の良好な景観及び環境の保全を図るため、県民が本県の海岸漂着物
排出抑制・その他適正
①テレビＣＭ
等の現状を理解し、県民主導による漂着物等の発生抑制の取組を促進す
処理推進
②新聞広告
るための普及啓発を行う。
③ポスター作成

12 環境計画改訂事業

排出抑制・リサイクル
①県民等からの意見聴取
環境行政を取り巻く情勢の変化を的確に捉え、新たな政策課題に対
促進・その他適正処理
②計画素案作成
応するよう計画を改訂する
推進
③計画書等作成

13 県民協働による環境実践行動推進事業

排出抑制・リサイクル 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
促進・その他適正処理 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推進
推進
する。

14

等

①環境みやざき推進協議会による実践行動
・クリーンアップ宮崎、環境フェスタの開催
・情報誌（ecoみやざき）の発行・配布
・県民向けの低炭素・循環型社会づくりのための研修会の開催
②宮崎県地域環境保全功労者等表彰

排出抑制・リサイクル 家庭を中心とした省エネ・省資源の自主的な取り組みを促すため
（産業廃棄物税基金充当分）
家庭から支える省エネルギー・省資源推
促進・その他適正処理 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 ①研修会の開催
進事業
推進
を実施する。
②推進員を活用した普及啓発

の一部
の一部

15 環境情報センター運営事業

「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
排出抑制・リサイクル
（産業廃棄物税基金充当分）
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
促進・その他適正処理
①環境情報センター運営
の一部
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
②環境保全アドバイザー派遣 の一部
推進する。

環境森林課

7,137

3,568

16 環境学習推進事業

排出抑制・リサイクル
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 ①システムの保守管理
促進・その他適正処理
交換・連携により産業廃棄物の発生抑制・リサイクル促進を促す。 ②サーバーリース料
推進

環境森林課

1,460

288

17 ダイオキシン類監視事業

その他適正処理推進

環境管理課

5,539

3,514

環境管理課

4,162

4,162

農産園芸課

8,272

6,525

畜産振興課

14,156

11,126

産業振興課

25,850

25,850

産業振興課
（工業技術センター）

5,361

5,361

18

①大気：５地点
②公共用水域（水質・底質）：１１地点
県内の環境中（大気・水質・底質等）におけるダイオキシン類の濃
③地下水：４地点
度を測定する。
④土壌：４地点
⑤特定施設：５地点

廃棄物の不法投棄防止や漂着ゴミ対策に関する
未来につなぐ水資源・水環境の保全推進 リサイクル促進、その 河川における水質保全のため、廃棄物の適正処理やリサイクル促進
①県民を対象とした環境学習、情報発信
啓発事業
他適正処理推進
の観点からの啓発を行う。
②事業者への巡回指導、研修会
等

【産廃処理充当分】
①適正処理・リサイクルの啓発
農業用廃プラスチック適正処理体制推進 リサイクル促進・その 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 ②分別指導などの回収体制の強化
19
事業
他適正処理推進
体制を構築する。
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

20 攻めの畜産バイオマス有効活用促進事業

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
リサイクル促進・適正 する。なお、27年度からは、県産堆肥の農業外利用（ホームセン
処理推進
ター等への販売）や県外流通を強化することで、県内の環境負荷低
減を図る。

環境リサイクル技術開発
21
・事業化支援事業

排出抑制
・リサイクル促進
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①家畜排せつ物法に基づく助言・指導
②民間コンサルタントによる堆肥生産技術指導
③県産堆肥の農業外利用及び県外流通の促進
※一部、（公社）宮崎県畜産協会へ委託

（公財）宮崎県産業振興機構が実施する以下の事業に補助
①可能性調査支援
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 ②基礎実験型可能性調査支援
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。
③実用化技術開発支援
④環境リサイクルコーディネーターの設置
⑤フォローアップ事業

排出抑制・リサイクル 工業技術センタ−、食品開発センターが研究開発した環境・リサイ
産業廃棄物の排出抑制・リサイクル・適
促進・その他適正処理 クル技術等を県内外の展示会へ出展し、事業者ニーズとのマッチン 展示会への出展経費
正処理のための事業化推進（広報事業）
推進
グや潜在的ニーズなど市場調査を行う。

等

無機系廃棄物の新規利用法の開発（無機
23 系廃棄物を活用した微粒子の開発と複合 リサイクル促進
材料への応用）

微粒子化した無機系廃棄物とプラスチック等の有機高分子材料との複合 ①試験用試薬・器具・装置等の購入費
化技術を開発し、3Dプリンタ用素材等への応用を図ることにより、産業廃棄 ②廃棄物由来の無機系物質の微粒子化、分散、複合化試験
物のリサイクルを推進する。
③無機系微粒子を混練した樹脂複合材料の評価試験

産業振興課
（工業技術センター）

4,508

4,508

有機性廃棄物からの有価成分回収に関す
24 る研究（発酵食品残渣を原料とした生理 リサイクル促進
活性成分の生産技術の開発）

県内で大量に発生する焼酎粕等の発酵食品残渣を麹菌の培地として
①試験用試薬・器具・装置等の購入費
活用し、生理活性成分であるスフィンゴ脂質を麹菌から生産する技
②研究補助員に要する経費
術を開発することにより、県内における発酵食品残渣のリサイクル
③スフィンゴ脂質のスケールアップ回収試験
促進を図る。

産業振興課
（工業技術センター）

3,716

3,716

①試験用試薬・器具・装置等の購入費
食品廃棄物から必須アミノ酸などの栄養成分を増加させた飼料を生
②食品廃棄物の処理に適した微生物の検討、試験、評価
産するための技術を開発する。
③実用化技術の検証 等

産業振興課
(食品開発センター)

4,083

4,083

26 柑橘類未利用資源の有効利用技術の開発 リサイクル促進

①試験用試薬・器具等の購入費
柑橘搾汁残渣を原料とした新規食品素材の製造技術を開発し、加工 ②微粉砕処理や高温高圧処理した残渣の物性測定、最適処理
食品への応用を目指す。
条件調査
③残渣を原料とする高嗜好性の素材製造技術の確立 等

産業振興課
(食品開発センター)

1,210

1,210

27 建設工事リサイクル促進事業

①建設リサイクルのための発注者支援
・宮崎県新技術活用促進システム運用
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
・建設発生土情報交換システム運用
促進するため、調査や広報等を行い、環境への負荷の少ない循環型
・建設リサイクル情報提供システム運用
社会の構築を進める。
②建設リサイクルに関する広報活動
・建設リサイクルモデル工事現場見学会
・建設リサイクルＰＲリーフレット

技術企画課

2,292

2,292

①
小・中学校や高等学校において、企業と連携したリサイクルに関す ②
る学習や活動に取り組み、環境教育の推進及び啓発を図る。
③
④

学校政策課

4,302

4,302

生涯学習課
（県立図書館）

43,852

1,240

325,264

257,162
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食品廃棄物の微生物による栄養成分生産
リサイクル促進
技術の開発

リサイクル促進

28 企業と連携したリサイクル活動推進事業 リサイクル促進

等

企業との連携によるリサイクル及び循環型社会に関する学習
企業が取り組む環境活動や社会貢献活動等の見学活動等
家庭・地域へのリサイクルに関する啓発活動
児童生徒の日常的なリサイクル活動

(1) 県立図書館サービスアップ事業
①県内図書館資料の流通機能を向上させるシステム構築のための調査研究を行う。
②県内公立図書館等関係職員対象の研修によりその資質向上を図り、県民・地域の
課題解決を支援するレファレンス体制を整備する。
県民の読書を支える図書館づくり事業
排出抑制・リサイクル
③日曜･祝日の閉館時刻を２時間延長（１７時→１９時）することにより、利用者の
県民に対して、環境への関心やリサイクル活動の推進を図るため、
29 （館内奉仕・巡回文庫用資料整備＿リサ 促進・その他適正処理
利便性の向上を図る。
環境及びリサイクル推進等に関する資料を購入し、提供する。
イクル活動資料整備）
推進
(2) 県立図書館資料重点整備
①県全体の知の拠点として資料を整備する。
②調査研究・課題解決のための専門的な資料を充実させる。
③市町村立図書館等を支援するための資料を充実させる。
④環境学習の拠点としての資料を充実させる。

