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・リサイクル等の推進 1 

自治体名 事業名 事業内容
循環資源・リサイクル情報ネットワー
ク支援事業

・リサイクル関連情報の提供
・循環資源利用促進サービス

リサイクル技術研究開発補助事業 リサイクルに係る技術開発に要する研究開発に対する補助
リサイクル産業創出事業費補助事業 市場調査・実証試験に要する費用に対する補助

リサイクル製品認定推進事業費
県内から発生する循環資源を原材料としたリサイクル製品の使
用推進を図るため，リサイクル製品認定制度の普及推進及び製
品の認定を行う．

環境リサイクル産業高度化事業費

県南・下北地域の環境リサイクル産業の高度化を図り，関連産
業クラスター形成を推進するために地域産業活性化協議会等が
行う環境産業コーディネーターの配置，情報発信等に対する支
援をする．

FRPガラス繊維リサイクル推進事業費

プラスチック成形加工企業とガラス繊維再資源化企業のマッチ
ングによるリサイクルネットワークを構築するため，廃FRP(強
化プラスチック)を原料とした新たなプラスチック製品の開発
を推進する．

リサイクル製品認定制度 再生資源利用製品の認定・利用促進

廃棄物再資源化技術開発研究
試験研究機関に対し産業廃棄物の再資源化技術開発研究委託・
補助

企業連携型ﾘｻｲｸﾙｼｽﾃﾑ構築支援事業 -
専門家活用型３Ｒ推進事業 -
３Ｒ推進普及啓発演劇上演事業 -
３Ｒ推進普及啓発広報事業 -
廃農産物再資源化推進事業 -
食品廃棄物の飼料化（エコフィード）
推進事業

-

３Ｒ・マッチング情報提供事業 -
環境会計簿導入による３Ｒ推進事業 -
リサイクル産業活性化推進事業 -
認定リサイクル製品普及モデル事業 -
リサイクル推進に向けた環境意識啓発
事業費

地域住民対象のセミナーの開催，地域住民啓発用チラシ作成

循環型産業創出育成事業費 循環型産業事業評価委員会の開催，3R推進プロジェクトの支援
循環型マーケット形成推進事業費 リサイクル製品認定制度・リサイクルシステム認証制度の実施

酒田港リサイクルポート振興事業費
広域的なリサイクルネットワーク拠点の形成に向けたリサイク
ル関連企業の誘致，連携を図るためのセミナーや勉強会の開催

上エコポリス環境フェア開催事業費
商店街資源回収システム「ちょぺっと」の普及拡大及び環境
フェアの開催

産業廃棄物減量・リサイクル総合対策
事業

エコ・リサイクル製品の利用の一層の拡大を図るため，認定・
普及啓発等を総合的に実施する．

食品リサイクル促進事業

県内における食品廃棄物の発生量及び再生利用等の実態や品質
特性を把握するとともに，緊急性が高い食品廃棄物の飼料化に
ついて，その品質特性，処理・利用技術の確立を図りながら，
普及啓発に努め，再生利用等の促進を図る．

うつくしま，エコ・リサイクル製品活
用促進事業

うつくしま，エコ・リサイクル製品の公共事業での利用促進を
図るため，公共工事において使用の上，ガイドラインを作成し
て，普及を図る．

新潟県 ３R取組企業育成事業

・インターネットを利用し再生品，リサイクル技術，関連事業
者等の情報を提供．
・廃棄物の発生抑制，リサイクルに積極的に取り組み優れた成
果を上げた事業所を「優良リサイクル事業所」として認定．
・先進的な３Rの取組や優良リサイクル事業所等の取組事例を
広く紹介するフォーラムを開催．
・県内産業廃棄物処理業者を対象にISO14001，エコアクション
21の取得に向けた実務セミナーを開催．

エコタウン推進事業費
３Ｒの促進．具体的には，エコタウン推進会議の開催，循環ビ
ジネス創出会議の開催，愛知環境賞の実施，あいち資源循環推
進センター運営，愛知環境塾による人材育成等．

資源再生利用化対策費 資源再生利用化に係る研修会．パンフレット作成等．
リサイクル資材管理システム構築業務
等

あいくるデータベースシステムの運営，品質調査，建設資材再
資源化の推進等．

三重県
産業廃棄物リサイクル技術研究開発事
業費

建築廃材や地場産業の廃棄物などのリサイクル技術の研究開発
及び資源循環のための県内企業との共同研究

リサイクル製品認定事業
滋賀県リサイクル製品利用推進要綱に基づき認定したリサイク
ル製品のＰＲと利用促進を図る．

廃棄物の資源化仲人事業
事業者による廃棄物等の減量化・資源化の取組を支援するた
め，関連情報をウェブサイトで提供する．

山形県

福島県

愛知県

滋賀県

リサイクル等の推進

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県
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・リサイクル等の推進 2(1 の続き) 

自治体名 事業名 事業内容

京都府
減量・リサイクルネットワーク推進交
流事業

産業界，処理業界，大学研究機関，行政等が協働して推進する
ため「産業廃棄物減量・リサイクル推進ネットワーク協議会」
をH20．7に設置．各主体間の連携強化を図るとともに，京都府
域における産業廃棄物の減量・リサイクルに係る課題解決に向
けた検討・事業を協働で実施．

奈良県 リサイクル製品認定制度推進事業 県内事業者の製造するリサイクル製品の需要喚起

鳥取県
バイオマス以外のリサイクル技術・製
品の研究開発

-

３Ｒイニシアティブおかやま形成事業 -
資源循環情報提供システム整備事業 -

広島県 リサイクル製品使用促進事業 -
山口県 資源循環事例等認定普及事業 リサイクル製品，エコ・ファクトリーの認定
愛媛県 循環型社会形成推進事業 廃棄物の減量化，リサイクル推進の取組みを強化する．

リサイクル製品活用促進事業 リサイクル製品認定制度の運用及びリサイクル製品の普及促進

炭素繊維リサイクル推進費
再生炭素繊維の用途開発に向けた産学官共同研究等に要する経
費

リサイクル産業育成支援事業
県内で発生する廃棄物を原料とした，リサイクル製品の製造や
資源化施設等について，新たな設備投資を行う事業者に対して
支援する．

サガンリサイクル認定製品普及啓発等
事業

廃棄物リサイクル製品認定制度の普及啓発，認定製品のＰＲ及
び安全安心対策等の事業を行う．

リサイクル製品活用促進事業
リサイクル製品認定制度の創設及び認定製品等の県事業におけ
る率先利用並びに県民への普及促進

余熱利用型BDF製造装置の開発
旅館ホテル業から排出される廃食用油の温泉熱を利用したBDF
製造利用システムの構築

リサイクル製品利用拡大推進事業
グリーン購入判断基準等の検討及び市町村等に対するグリーン
購入制度導入の支援

廃棄物リサイクル等啓発事業 廃棄物の3Rに関する情報提供と啓発
大分県 循環型環境産業（事業化支援） -

廃棄物処理施設等における再生利用促
進事業

産業廃棄物等処理施設から発生する焼却残渣を土木・建設資材
として有効活用することにより， 終処分場の延命化及び処理
コストの削減を図る．

環境リサイクル技術開発支援事業
県内企業や産学官が連携した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に対して支援する．

建設リサイクル推進事業
建設工事に伴い発生する建設副産物の抑制、再資源化を促進す
るため，建設発生土の有効利用及び環境にやさしい建設資材の
公共事業での調達について調査研究を行う．

鹿児島県 産業廃棄物リサイクル等研修事業
(社)鹿児島県産業廃棄物協会と協働して，県内の排出事業者等
に対するリサイクルに係る研修会の実施

沖縄県 循環型社会形成促進事業
事業者の環境負荷低減に向けた取組の促進，バイオエタノール
混合ガソリンの利用促進啓発等

北九州市 古紙リサイクル推進事業
一般廃棄物の減量化・資源化促進のため，古紙回収を行う市民
団体に対する奨励金の交付や資源回収用保管庫等により，古紙
回収活動の一層の促進を図る

リサイクル等の推進

岡山県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

宮崎県
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・適正な処理の推進等 1 

自治体名 事業名 事業内容

廃棄物処理法周知推進事業費

産業廃棄物の適正処理を推進するため，県内の排出事業者及び処理業
者を対象に廃棄物処理法の説明会を開催する．また，排出事業者が交
付するマニフェストのデータ整理を行う他，廃棄物処理法ガイドブッ
クを作成する．

産業廃棄物監視体制強化推進事業費
産業廃棄物処理施設に係る放流水の水質や搬入廃棄物についての行政
検査を含む立入検査を実施し，処理施設の適正処理を監視・指導す
る．

適正処理普及啓発事業 排出事業者に対する説明会等開催の委託
PCB廃棄物処理事業 PCB廃棄物の広域処理協議会運営に係る経費の負担
産業廃棄物等処理実態調査事業 -
産業廃棄物処理システム健全化促進事業 -
産業廃棄物処理業者指導強化事業 -
産業廃棄物不適正処理対策事業 -
産業廃棄物不適正処理対策交付金 -
産業廃棄物不適正処理対策事業 -
水と緑の守人による環境保全推進事業 -
めざせ国体クリーンアップ事業 -
農業用使用済プラスチック適正処理推進事
業費

推進体制の整備・機能強化

PCB廃棄物対策事業費 PCB広域協議会による協議，PCB廃棄物運搬に係る連絡調整

農業用使用済プラスチック総合対策事業
農業用使用済プラスチックの適正処理やリサイクルを推進するため普
及啓発活動や，地区協議会等の活動を支援する．また，生分解性プラ
スチックの導入を促進することで，産業廃棄物の排出量を抑制する．

ダイオキシン類等有害物質安全確認調査事
業

中間処理業者が販売する中間処理物におけるダイオキシン類等有害物
質調査を行うとともに，産業廃棄物 終処分場に埋立される燃えがら
等及び処分場からの放流水に含まれるダイオキシン類の濃度調査を行
う．

産業廃棄物 終処分場環境ホルモン影響調
査事業

環境ホルモン等の化学物質が野生生物や生態系へ及ぼす影響を未然に
防止するため，発生源対策として産業廃棄物 終処分場における排出
実態等を把握し，排出抑制対策を推進する．

産業廃棄物業者情報提供環境整備事業
19年度構築した産業廃棄物処理業者等情報管理システムに係る，機器
の賃貸借や保守管理を行う．

産業廃棄物関係モニタリング機能強化事業

産業廃棄物焼却炉， 終処分場等の排出基準遵守状況の確認及び周辺
環境の汚染の確認，更には産業廃棄物の不法投棄現場や流出事故等に
よる周辺環境汚染の状況把握のため，放流水，排出ガス，公共用水
域，土壌等の調査分析が必要である．これらの分析に必要な機器を整
備するものである．

ダイオキシン類発生源総合調査事業
産業廃棄物焼却施設に関する排出ガス，排出水及び周辺土壌，大気の
ダイオキシン類濃度の調査を行い，ダイオキシン類に係る環境基準等
の適合状況を把握する．

アスベスト含有産業廃棄物飛散防止対策事
業

石綿含有廃棄物処理施設や建築物等の解体工事現場等周辺の大気中ア
スベスト濃度を測定し，アスベストの飛散状況を把握するとともに，
事業者への指導を徹底して健康被害の防止を図る．

産業廃棄物排出事業場等に係る水質保全対
策事業

産業廃棄物の適正処理を推進するため，産業廃棄物処理施設や産業廃
棄物排出事業場等の水質汚濁に係る事業場の監視・指導を行う．

産業廃棄物排出事業者適正処理推進事業
平成19年度に作成した産業廃棄物の適正処理マニュアルをもとに，産
業廃棄物を多量に排出している事業者を中心に助言等を行う．

産業廃棄物処理業務研修会開催事業
排出事業者や産業廃棄物処理業者を対象とした研修会を開催し，廃棄
物適正処理等を学んでもらうことで産業廃棄物の適正処理を推進す
る．

新潟県 産業廃棄物適正処理推進事業

・廃棄物の適正処理を推進し，県民の産業廃棄物へ理解の増進を図る
ため，協議会を設置し不法投棄パトロールや啓発活動を実施．
・市町村職員に産業廃棄物に関する立入検査権限を付与し立入検査態
勢を強化．
・警察官の身分を有する職員を廃棄物特別監視員として廃棄物対策課
に配置し，警察の連携を強化．

産業廃棄物適正処理対策事業費
不法投棄･不適正処理を事前防止するための監視･指導等．平成１８年
度からは警察職員ＯＢの雇用．

市町村産業廃棄物適正処理推進事業費補助
金

廃棄物処理法政令市(４市)の実施する産業廃棄物適正処理事業に対す
る補助．監視カメラ設置．パトロール実施など．

三重県 産業廃棄物適正処理推進事業費
適正なリサイクル等指導のための人材育成，普及啓発及び産業廃棄物
管理票交付等状況報告書の電子データ化に要する費用

滋賀県 滋賀県産業廃棄物適正処理推進事業交付金 大津市が行う産業廃棄物の適正処理推進に係る経費を支援する．

山形県

福島県

愛知県

適正な処理の推進等

青森県

岩手県

宮城県

秋田県
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・適正な処理の推進等 2(1 の続き) 

自治体名 事業名 事業内容
産業廃棄物管理責任者研修事業 排出事業者に対する適正処理に関する研修
アスベスト廃棄物適正処理強化事業 アスベスト廃棄物適正処理強化事業(民パト委託分7,060）
ＰＣＢ廃棄物適正処理推進事業 ＰＣＢ廃棄物適正処理推進事業
不法投棄ゼロ作戦推進事業 民間事業所との連携及び撲滅推進キャンペーンの実施
適正処理広報活動事業 ホットラインの設置とマスメディアを通じた広報活動

産業廃棄物適正処理促進事業
(社)奈良県産業廃棄物協会が行う適正処理の促進に資する事業につい
て事業諸経費を補助する．(補助率　1/2)

建設系産業廃棄物適正処理推進事業
建設・解体業者に対して適正処理・再資源化を促す講習会の開催（業
界団体への委託）

ＰＣB廃棄物処理推進事業
中小企業等が保管するＰＣＢ廃棄物の処理費用を軽減するため，独立
行政法人環境再生保全機構が実施する基金造成事業に補助を行う．

化学物質等適正処理推進事業
化学物質リスクコミュニケーションの取組を促進し，排出抑制の動機
付けを行う．

産業廃棄物処理業者対応力強化事業 -
アスベスト対策指導啓発推進事業 -
産業廃棄物処理情報管理推進事業 -
産業廃棄物処分場高度監視事業 -
ＰＣＢ廃棄物処理促進事業 -

農業用廃プラスチック適正処理推進事業
農業用廃プラスチックの再生処理を進めるため，低コスト処理体制の
確立を図る．

産業廃棄物処理施設適正管理指導の強
化

焼却施設の監視指導の強化を行う．

福岡県 産廃不適正処理対策費 排出事業者等に対する監視指導の強化等

産業廃棄物処理適正管理推進事業
産業廃棄物処理の適正管理を推進するため， 終処分業者等の計量設
備(ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ)の新規導入に対し補助する．

マニフェスト制度運用適正化推進事業
産業廃棄物の処理状況を調査確認し，適正処理を促進するため，嘱託
員2名を保健福祉事務所へ配置する．

ＰＣＢ廃棄物処理対策推進事業
ＰＣＢ廃棄物の県内分の処理が平成20年度から始まることから，事業
者への指導及び普及啓発等を実施する．

産業廃棄物排出事業者研修会
産業廃棄物の排出事業者等に対する適正処理などに関する研修会の開
催

廃棄物不適正処理監視事業
産業廃棄物処理業者等に対する立入検査体制を強化するため，保健所
に配置している産業廃棄物適正処理推進指導員の10名増員配置

ダイオキシン類等排出監視強化事業
ダイオキシン類対策特別措置法等の適用施設から排出されるダイオキ
シン類の濃度等について測定し，排出基準に適合しない施設に対して
改善等の指導を行う．

廃棄物適正処理推進ネットワーク強化事業
廃棄物監視員を１８名配置し，監視体制の強化を図るとともに，民間
団体等と連携した不法投棄情報のネットワークの強化を図る．

ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理推進事業
ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金への補助を行うことにより，ＰＣ
Ｂ廃棄物の適正な処理の推進を図る．

廃棄物適正処理等総合啓発事業
廃棄物の適正処理について県民の理解を得るため，廃棄物の減量化や
リサイクル，不法投棄防止について啓発を行うとともに，産業廃棄物
の排出事業者等に対して講習会を開催する．

ダイオキシン類対策事業
ダイオキシン類の常時監視及び発生源監視について，衛生環境研究所
に整備した分析機器の活用により，本県の排出状況や排出抑制に係る
調査研究を行う．

良質たい肥生産利用機能強化事業
畜産農家から排出される家畜糞尿の良質たい肥化及び流通を促進する
ことにより，畜産糞尿の適正処理を図る．

農業用廃プラ適正処理推進事業
農業用廃プラスティック類の適正処理を促進するために導入したデポ
ジット制度の適正な運用に必要な農家の意識啓発や集積所の整備等に
係る経費の一部助成を行う．

鹿児島県 不法処理防止対策事業
産業廃棄物の不法処理を防止するため，県内各地域に産廃Ｇメンを配
置し，立入調査等の実施及び県警等との連絡協議会の開催による情報
交換の実施

適正な処理の推進等

長崎県

宮崎県

奈良県

島根県

岡山県

広島県

愛媛県

佐賀県
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・不法投棄対策の推進等 

自治体名 事業名 事業内容
北海道 循環資源利用促進税的性対策事業 産廃110番の設置、民間事業者等との通報協定

青森県 不法投棄等調査解明事業費
不法投棄の早期発見・解決のため警察官OBを環境管理専門員に委嘱し，不法投棄の
調査や未然防止活動を行う．

産業廃棄物不法投棄監視強化事業 -
産業廃棄物適正処理監視指導員設置事業 -

不法投棄未然防止等対策事業費
不法投棄防止対策協議会の活動支援，不法投棄防止協力協定の締結，廃棄物適正処
理監視員によるパトロールなど

報酬職員費 各総合市庁への，不法投棄等の監視・指導を行う廃棄物適正処理監視員の配置

不法投棄防止総合対策事業
不法投棄の未然防止対策の強化，早期発見体制の充実及び拡大防止のための総合的
な防止対策を実施する．

産業廃棄物不法投棄防止広報事業
循環型社会づくりのため，排出事業者及び県民に対し，産業廃棄物の不法投棄防止
に関する啓発や廃棄物に関する啓発や廃棄物に対する意識向上，適正処理の推進等
について，新聞による広報を行う．

産業廃棄物不法投棄等原状回復事業
不法投棄等された産業廃棄物について，周辺環境保全上の支障が生じる場合等で，
原因者が除去しないときに，行政代執行による撤去を実施．

廃棄物不法処理未然防止事業

・不法投棄等の早期発見，早期対応を行うため，行政，関係機関，県民等との不法
投棄監視の県民ネットワークを構築．
・不適正処理の未然防止及び事案の拡大を防止するため廃棄物巡視員を設置．
・県民総ぐるみの監視体制の一層の推進に向けた意識啓発や情報提供を実施．

三重県 産業廃棄物監視強化対策事業費 不適正処理を徹底的に未然防止するための監視体制の強化

産業廃棄物不法投棄防止対策事業
不法投棄等監視パトロールや監視通報システムの整備，地域協働原状回復事業を行
う．

硫酸ピッチ等不法投棄対策事業
硫黄分析装置を導入することで，不正軽油を早期発見することにより，軽油の分
析・調査体制の充実強化を図り，不正軽油の製造・流通の防止はもとより硫酸ピッ
チ等の不法投棄の抑制を図る．

監視体制強化事業 監視センター公用車の購入
センター嘱託職員経費 監視センター嘱託職員人件費
パトロール体制強化事業 パトロール強化事業・処分場周辺監視強化事業の統合
産業廃棄物監視支援事業 奈良市の実施する廃棄物監視対策への支援
産業廃棄物監視スカイパトロール事業 ヘリコプター利用による監視体制強化
産業廃棄物処分場環境対策支援事業 処分場周辺調査や不法投棄防止策を実施する市町村への補助

島根県 不法投棄防止対策事業
監視カメラ，啓発看板の整備，監視専門員の配置を行い，関係機関と連携して，パ
トロールを行う．

不法投棄防止啓発事業 -
監視指導体制強化事業 -
不法投棄監視体制強化事業 -
地域廃棄物対策支援事業 -
不法投棄防止パトロール事業 -

愛媛県 産業廃棄物不法投棄未然防止対策の強化
産業廃棄物の不法投棄を撲滅するため，未然防止，早期発見，早期対応のための緊
急対策(パトロールの強化,  適正処理指導員の配置など)を講じ県民の生活環境の
向上を図る．

産廃処理指導強化事業
廃棄物不法投棄等対策専門員による立入検査及び監視パトロール車による巡回指導
等

市町村産廃対策支援事業
保健所設置市以外が実施する産業廃棄物の適正処理推進対策及び不法投棄対策に対
する補助

不法投棄監視システム整備事業
山間部等の不法投棄が多発する場所を監視するため，24時間稼働･移設可能な無人
監視カメラを設置する．

産業廃棄物不適正処理集中監視事業
産業廃棄物の不適正処理対策として，ヘリコプターを活用した上空監視等監視体制
の強化を図る．

不法投棄監視等強化事業 不法投棄監視のための夜間パトロールの民間会社への委託

不法投棄監視に係るNPO等との協働事業
不法投棄に対する監視の目を増やし，不法投棄の未然防止及び不法投棄物発見に係
る県への情報提供の増加を図るためのNPO等の協働事業

不法投棄等不適正処理特別監視事業 県境・山間部の休日・夜間の監視パトロール等の実施
不法投棄防止対策の強化 -

大分県 適正処理の推進 -
鹿児島県 不法投棄対策強化事業 産業廃棄物の不法投棄を防止するため，普及啓発や合同パトロール等の実施

沖縄県 廃棄物不法投棄対策事業
廃棄物の不法投棄等を未然に防止するため，廃棄物監視指導員，監視カメラの設置
及び市町村職員の併任制度の促進を行っている．

北九州市 不法投棄防止事業 監視カメラ，深夜早朝パトロール，市民通報員制度などによる監視を推進する．

不法投棄対策の推進等

宮城県

山形県

福島県

新潟県

滋賀県

熊本県

奈良県

岡山県

広島県

福岡県

佐賀県

長崎県
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・資源化施設等の整備推進 

自治体名 事業名 事業内容

北海道 循環資源利用促進施設設備整備費補助金
廃棄物の排出抑制，リサイクルに係る施設設備の整備に対し補助
する．

青森県 クリーンな畜舎環境整備事業費補助
畜産経営における環境保全対策として，リース事業を利用した家
畜排せつ物処理施設整備に要する経費を支援する．

秋田県
家畜排泄物を活用した堆肥製造施設の整
備支援事業

-

基盤整備・拠点形成推進事業費 リサイクル施設等整備への補助，やまがたエコタウンの推進
産業廃棄物 終処分場設置指導事業費 終処分場監視活動の強化，産業廃棄物処理施設審査会の開催

福島県
産業廃棄物抑制及び再利用施設整備支援
事業

排出事業者が排出抑制等を目的とした施設や設備を整備する場合
に補助金を交付する．

愛知県 広域 終処分場整備推進費
広域 終処分場の円滑な促進を図るための事務費及び会議運営
費．

三重県 終処分場周辺環境整備事業費
終処分場が周辺地域に与える負のイメージを払拭し、周辺地域

が環境面でも十分配慮された地域となることを目指した住み良い
まちづくりに寄与する事業

滋賀県 クリーンセンター滋賀周辺整備事業
公共が関与する 終処分場の周辺地域で河川や下水道を整備する
事業を行う．

京都府
京都府産業廃棄物発生抑制等促進事業費
補助事業

産業廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用に係る研究、技術開発
等に対する支援、リサイクル施設等の整備に対する支援

島根県
産業廃棄物リサイクル施設等整備促進事
業

事業者が産業廃棄物の排出抑制，減量化，再生利用等に係る施設
又は設備の整備経費を補助する．

岡山県 公共関与臨海部新処分場建設推進事業 -
広島県 リサイクル施設整備費助成事業 -

山口県
宇部･小野田地域広域 終処分場整備促進
対策事業

公共関与産廃 終処分場建設経費への貸付

福岡県 産廃リサイクル施設整備事業 産業廃棄物の再資源化施設整備に対する助成

佐賀県
産業廃棄物リサイクル施設等整備促進事
業

県内排出事業所が単独もしくは複数で行う，製造工程・廃棄物の
処理方法等を改善するために必要な施設整備等に対し補助金を交
付する．

管理型 終処分場立地交付金事業
新・増設の管理型 終処分場の存する市町村に対する立地交付金
の交付

終処分場周辺環境整備等補助事業 終処分場周辺の環境整備を行う市町村に対する補助
リサイクル施設等整備支援 -
基盤整備の促進 -

宮崎県 産業廃棄物リサイクル施設整備支援事業
排出事業者等が設置する産業廃棄物のリサイクル施設の整備を支
援することにより，産業廃棄物の排出抑制・再生利用を推進す
る．

産業廃棄物管理型 終処分場整備推進事
業

公共関与による管理型 終処分場の整備推進に充当するための基
金への積立

産業廃棄物処理施設整備促進事業
公共関与による管理型 終処分場の整備を推進するため，先進地
視察等の普及啓発

北九州市 廃棄物処理施設の改修更新
ごみ焼却工場の計画的な維持管理や維持補修を行うとともに，環
境負荷の削減に配慮した施設運営を行う．

資源化施設等の整備推進等

山形県

熊本県

大分県

鹿児島県

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

・事業者への支援事業費等 1 

自治体名 事業名 事業内容

北海道 中小企業リサイクルアドバイザー派遣事業
・中小企業へアドバイザー派遣
・リサイクル人材セミナー

循環型社会推進事業費補助
循環型社会の形成に向け，県民・事業者・民間団体及び行政が
協働して取り組むあおもり循環型社会推進協議会が実施する廃
棄物の撤去作業キャンペーンに対して支援する．

地球にやさしい青森県推進事業所登録
事業費

地球温暖化対策及び廃棄物の減量化・リサイクルの推進など環
境に配慮した取組を積極的に実施している県内の事業者を「地
球にやさしい青森県推進事業所」として登録し，その取組を県
民及び事業者の間に広く周知し，環境に配慮した取組の拡大を
図る．

バイオ燃料プロジェクト推進事業費
本県のバイオ燃料（バイオエタノールやバイオディーゼル
(BDF)）に係る事業化への取組を促進するため，本県に適した原
料の確保や具体的なビジネスプランの検証等を図る．

木質バイオ燃料ビジネスモデル形成事
業費

木質バイオマス資源の活用を図るため，事業化調査や流通シス
テムの検討等によるビジネスモデルの構築を行う．

日本一健康な土づくり農業実践事業費
補助

稲わらや畜産有機資源などの活用による日本一健康な土づくり
を進めるため，資源循環型農業作業組織の育成及び堆肥・稲わ
らセンターの改修等に対して支援する．

下北魅力あるなまこ漁業づくり推進事
業費

下北地域におけるなまこの漁業づくりを推進するため，ほたて
貝殻敷設漁場の適地選定，調査手法の開発及び増殖機能維持管
理手法の検討を推進する．

水素・燃料電池ステップアップ事業費
農林系バイオガスを活用した住宅団地へのエネルギー供給など
の先駆的水素・燃料電池関連の事業化を産学官が連携し推進す
る．

エコショップ使用認定 廃棄物削減に取組む小売業をエコショップとして認定
産廃ビジネス創出補助 中小企業団体の実施する廃棄物利用製品開発研究への補助
中小企業３R推進事業 中小企業の３R取り組み推進のための研究会等の開催委託
育成センター運営費補助 事業者格付制度、保証金制度等に対する補助
資源循環コーディネーター派遣事業 -
家畜排せつ物広域流通円滑化事業 -
コンクリート製品再生利活用促進事業 -
食品循環資源飼料化推進事業 -
農業用廃プラスチック回収強化事業 -
社会的合意形成マネジメント研修事業 -
環境と調和した産業づくりの支援事業 -
あきたエコオフィス活動支援事業 -
（社）秋田県産業廃棄物協会育成支援
事業

-

環境教育推進・ごみゼロ啓発事業費
環境アドバイザーの派遣，環境学習支援団体の認定，環境教育
の推進，もったいないやまがた780大会の開催

新エネルギー導入促進事業費 オフィス等の新エネ，省エネ診断
庄内地域環境リサイクル産業支援事業
費

庄内リサイクル環境産業展の開催

広域合併環境行政支援事業費
「庄内エコタウン構想」推進に向けた企業・大学等からの情報
収集，分析，具体的なプロジェクトの選定検討

産業廃棄物抑制及び再利用技術開発支
援事業

産業廃棄物を抑制する製造技術，または再利用が進んでいない
産業廃棄物の再利用技術を開発する企業等を公募の上選定し，
補助金を交付する．

産業廃棄物優良処理業者等育成支援事
業

処理業者の優良性の判断に係る評価制度に参加を目指す処理業
者に対し支援するとともに，処理業者等が行う適正処理のため
の技術開発に対する支援を行う．

新潟県 ３R取組企業支援事業
県内の産業廃棄物排出事業者や再生事業者が行うリサイクル等
事業に要する経費の一部に対し，補助金を交付．

環境経営･環境技術支援事業費 環境マネジメントシステムの導入支援等．

循環型社会形成推進事業費補助金
企業が取り組む本県ならではの新しい循環ビジネスの事業化を
促進するため，事業化に必要な経費の一部を補助する．

産業廃棄物処理業者優良化推進事業費 優良な廃棄物処理業者を育成し，情報提供を進める．
産業廃棄物電子マニフェスト普及促進
事業費補助金

電子マニフェストの導入に関して業界団体等が実施する事業へ
の一部補助．

三重県 産業廃棄物抑制等事業費補助金
県内の産業廃棄物排出事業者等が行う，産業廃棄物の発生抑
制，再生，減量化に係る研究，技術開発，設備機器設置への支
援

滋賀県 循環資源活用施設整備支援事業
県内の廃棄物処理事業者が，産業廃棄物を循環資源として活用
するための施設設備の整備に対し，経費面で支援を行う．

山形県

福島県

愛知県

事業者への支援事業費等

青森県

岩手県

宮城県

秋田県
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・事業者への支援事業費等 2(1 の続き) 

自治体名 事業名 事業内容

産業廃棄物相談コーディネート事業
排出事業者からの相談に対して，相談コーディネーターを設置
し，減量・リサイクルに関する情報提供を実施．

環境産業等産学公研究開発支援事業費
環境技術の研究開発を行う府内中小企業を含む産学公連携グ
ループを支援

研修事業 処理業者等を対象にした研修会への支援等

中小企業等のエコ対策促進事業費
省エネ・省資源に取り組む事業者等にＣＯ２の削減等に資する
指導・助言を行う省エネアドバイザーを派遣

環境コンサルタント活用支援 コンサルタントを活用して実施する廃棄物対策に対する補助
優良処理事業者育成事業 優良処理事業者育成のための研修

島根県 エコアクション２１認定取得事業 エコアクション２１の取得を支援する．
環境にやさしい企業づくり事業（エコ
事業所の認定）

-

育成指導事業(廃棄物処理業育成支援
制度)

-

里海保全活動支援事業 -
びんごエコ団地企業立地支援事業 -
事業者への環境マネジメントシステム
導入促進事業

-

エコ事業所支援事業 -
山口県 地域循環型プロジェクト支援事業 先進的なリサイクル施設，廃棄物減量化施設への補助

バイオマスエネルギープロジェクト推
進事
業

油糧作物等からバイオディーゼル燃料の製造・利活用を推進，
地域モデル事業を助成し，技術支援・普及啓発を行う．

農薬適正使用推進事業
県産農産物の安全性確保，農薬による危害の防止並びに環境保
全対策を推進するとと
もに，埋設農薬廃棄処分経費の一部を助成する．

優良産業廃棄物処理業者育成事業 育成研修会の開催，処理業者の認証取得費用の補助を行う．
資源循環促進税適正運用確保事業 終処分業者の申告指導，計量設備設置に対する補助を行う．

福岡県 産廃処分業者実務研修事業 福岡県産業廃棄物協会が実施する研修会の開催に対する助成

佐賀県 バイオマスエネルギー利用実証事業
バイオマスエネルギーの利用推進を図るため，実証試験等事業
に対し補助する．

新産業ビジネス化支援事業
「長崎県新産業創造構想」を推進するために，県内中小企業を
中核とした企業間連携，産学官連携グループの事業拡大や新分
野への進出支援

研究開発ビジネス化一貫支援事業
産学官連携によるプロジェクトテーマの創出から実用化・事業
化まで，一貫した支援による長崎初のオンリーワン技術の創
出・事業化

廃棄物コーディネーター事業
廃棄物の削減やリサイクル等についての情報の収集，提供及び
助言等の実施

産業廃棄物事業者研修事業
処理業者及び排出事業者への廃棄物に関する情報の提供や研修
の実施

大分県 循環型環境産業(研究開発支援) -

宮崎県 産業廃棄物処理施設適正化支援事業
産業廃棄物処理業者等が設置するトラックスケールの設置費用
を支援することにより，産業廃棄物税の課税の適正化及び公正
化を図る．

沖縄県 産業廃棄物処理業者優良化促進事業 優良業者の育成（研修事業）及び認定

北九州市 環境未来技術開発助成事業

循環型経済社会の実現に向け，環境分野の課題解決に先導的な
役割を果たすことを目的とし，本市への環境技術の集積や環境
産業の技術力の強化を図るため，先進的かつ実現性の高い環境
技術に関する研究開発を支援する．

京都府

事業者への支援事業費等

奈良県

岡山県

広島県

愛媛県

長崎県

熊本県

 
 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

・試験・研究・開発の推進等 1 

自治体名 事業名 事業内容

地域資源活用高級漆喰開発事業費
本県の地域資源であるほたて貝殻，りんご剪定枝及び海藻を原料と
した青森ブランドの高級漆喰の開発を推進する．

発酵法によるバイオエタノール生産システム
開発事業費

本県に豊富に賦存するバイオマス資源の内，イネ全草から発酵微生
物のみを使って，安全・安心で低コストのエタノール生産技術の基
礎を確立するとともに，エタノール製造残渣の飼肥料化を図る．

地域未活用資源の有効活用による子豚の発育
向上技術の開発費

本県における養豚用飼料原料の自給率を向上するため，りんご搾り
かすや野菜加工残渣等の地域未利用資源を用いた飼養技術の確立を
図る．

堆肥舎における簡易堆肥化促進技術の開発と
堆肥の高度利用技術の確立試験費

資源循環型農業の推進を目的とし，農産物加工残渣などの副資材を
利用した堆肥化促進技術の開発などを図る．

農水産バイオマス複合利用食品開発事業費
農産物及び水産物の食品加工場から出る副産物（りんご搾りかす，
ホタテガイ外套膜等）を組み合わせ，それぞれの特性を活かしたこ
れまでにない付加価値の高い製品及び中間素材技術を開発する．

りんご等加工産業グレードアップ事業費
加工企業等のリンゴの搾りかすを含めたリンゴが持つ機能性を活用
した新たな商品開発に対して支援・助成等を行い，リンゴ加工産業
の振興を図る．

岩手県 循環型社会条例研究事業 条例の検証・改正に向けた懇談会等の実施
３Ｒ新技術研究開発支援事業 -
コーヒー粕の液化による利便性の向上及び有
効成分抽出に関する研究開発

-

自動車部品の超臨界塗装技術の実用化 -
無機廃棄物の粉砕加工による再資源化に関す
る研究

-

たい肥施用技術確立事業 -
ﾊﾞｲｵﾃﾞｨｰｾﾞﾙ燃料製造副産物ｸﾞﾘｾﾘﾝのたい肥
発酵促進剤としての活用の検討

-

県内たい肥センター利用促進事業 -
スギ樹皮の資源化に関する実証試験 -
浄水ケーキと牛ふんたい肥を利用したリン酸
過剰土壌の改良

-

植物性廃棄物の高速炭化手法の確立と養液栽
培用培地としての利用

-

食品廃棄物含有たい肥の有機質窒素肥料とし
ての活用実証事業

-

マボヤ外皮の有効利用研究 -
解体木造建築物の構造材再利用促進の基礎的
研究事業

-

産業廃棄物の発生業種の特定に関するDBの構
築と活用に関する研究事業

-

木質系廃棄物を原料としたバイオエタノール
生産技術の開発

-

木質系廃棄物を原料とした生分解性プラス
チック合成原料物質製造に関する基礎研究

-

炭素質系廃棄物を利用した環境調和型機能性
水質浄化材の開発

-

固体廃棄物焼却灰からの有価元素回収と安全
処理に係る基礎研究

-

難処理廃棄物の適正・有効処理技術開発 -
廃木材質に由来する高強度炭素材料の開発 -

滋賀県 産業廃棄物減量化技術開発事業
県内事業者等が行う産業廃棄物の発生抑制や資源化に係る研究開
発，産業廃棄物を原材料とした製品の研究開発等に対し支援を行う

セルロース系バイオマスを用いたバイオリ
ファイナリー技術の開発

-

樹皮のイチゴ高設栽培培地としての活用に係
る現地実証

-

竹材を主成分とするプラスチック原料の開発 -

試験・研究・開発の推進等

青森県

宮城県

秋田県

奈良県
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・試験・研究・開発の推進等 2(1 の続き) 
自治体名 事業名 事業内容

鳥取県
バイオマスに係るリサイクル技術・製品の研
究開発

-

資源循環型技術基礎研究事業
産業廃棄物の排出量，再生利用等を促進するための技術の研究開
発，産業廃棄物を原料として利用した製品の研究開発を行う経費の
補助

資源循環型技術基礎研究実施事業
産業廃棄物の発生抑制，再生利用等につながる基礎研究を実施しそ
の成果を関係業界，団体，企業等へ還元し，応用研究の支援を行
う．

新環境技術アセスメントシステム（おかやま
Ｎｅｔａｓ）

-

循環資源有効利用推進研究委託事業 -
グリーンバイオ・プロジェクト推進事業 -
畜産バイオマスエネルギー回収技術実証試験
事業

-

おかやま木質バイオマス利用開発推進事業 -
農村型資源作物循環システム推進事業 -
スーパーエンバイロメントハイスクール研究
開発事業

-

リサイクル関連研究開発費助成事業 -
循環型社会形成推進機能強化事業 -

資源循環技術等研究開発事業
廃棄物の資源循環を図るため，処理業者が実践可能な再資源化技術
等の調査、実用化に向けた検討を行う．

建設技術開発促進研究・実証試験
廃棄物を有効利用した建設資材等について，建設現場で実証試験を
行う．

廃棄物中有用金属類回収技術の開発研究事業

バクテリア・リーチング手法を用いて廃棄物中の有用元素を回収す
る手法を確立し，コスト面から再資源化が難しく 終処分場に埋立
処分されている廃棄物に含まれる金属類の有用資源を回収し，再資
源化を図る．

無機性廃棄物利用用土開発試験
無機性廃棄物を利用した安価な用土等を開発し，低コスト化や廃棄
物のリサイクル化を
図る．

循環型社会ビジネス振興事業
優良リサイクル製品のモデル認定，エコビジネスの展開の支援拡
充、愛媛大学と連携したリサイクル製品の販売戦略の調査研究を行
う．

代替骨材実用化研究事業
コンクリート用の代替骨材として，火力発電所から排出される石炭
灰活用を実用化・普及促進させるための産学官連携による共同研究

終処分場硫化水素ガス低減研究事業
終処分場における硫化水素ガスや硫化物を含んだ浸出水の発生を

防止する手法の開発と本県で実践可能な対策法の提示

産業廃棄物処理指導対策の研究協議
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．

焼酎粕のリサイクル技術の開発
焼酎廃液のリサイクルを図るための腐敗防止技術及び製造工程を見
直した排出量の減量、減容化技術の開発を行う．

食品加工残渣を活用した新規食品素材の開発
食品工場から排出される残さを利用して食品素材を開発することに
より，処理の必要な廃棄物の減量化を促進するための技術開発を行
う．

工業用水浄水汚泥の有効利用に関する研究
上水・工業用水の浄水汚泥を有効活用した煉瓦等の窯業製品を開発
することにより，埋立処分されている汚泥の処分量を削減する．

廃油コンポスト処理の研究開発
油水分離槽から発生する汚泥混入廃油のコンポスト処理装置の研究
開発を行うことにより，廃棄物の発生抑制を図る．

環境教育推進事業
児童生徒の環境問題に対する関心を深めるとともに，環境保全に対
する実践的な態度を育成するため，「環境教育の推進校」におい
て，環境教育に関する研究・実践活動を行う．

鹿児島県 エコカーボンボード研究開発事業
県の研究機関における研究開発
木質系廃棄物からのエコカーボンボードの開発

島根県

岡山県

広島県

愛媛県

長崎県

宮崎県
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・その他 1 

自治体名 事業名 事業内容

歴史と文化が薫るものづくり事業費
りんごの搾りかすや剪定枝など中南地域の資源と特性を活かしたバイオ
マス資源活用ビジネスモデルの構築を図る．

森林バイオマス利用システムモデル事業費
間伐材等の未利用木質資源を活用したバイオマスエネルギーの普及促進
を図るための森林バイオマス資源の利活用システムの検討及びビジネス
モデルの構築を図る．

ほたて貝殻処理対策事業費
本県におけるほたて貝殻のリサイクルを推進するため，県・水産加工業
者・漁業者・学識経験者などが一体となり情報交換・発信を行うととも
に，貝殻処理方針を策定する．

産業廃棄物処理実態調査 産業廃棄物の排出・処理状況の調査委託

産業廃棄物許認可システム維持管理
産業廃棄物処理業の許認可に関する電算システムの開発・維持管理の委
託

地域におけるバイオディーゼル燃料利活用推
進事業

-

宮城県グリーン製品調達モデル事業 -
県政テレビ広報費 -
新聞紙面購入による広報事業 -
みやぎ県民大学推進事業（循環型社会講座） -
産業廃棄物税見直し事務費 -
産業廃棄物有効利用に関する事業化可能性の
調査

-

産業廃棄物実態調査のフォローアップ調査 -
あきたエコ教育推進事業 -

バイオマスタウン構築推進事業費
農林水産分野におけるバイオマスの利活用の推進，食品リサイクル推進
など

製材廃材等エネルギー利用促進事業費
木質バイオマスエネルギー利用促進に向けた，ペレットストーブ設置経
費への補助

廃棄物関係環境教育推進事業

循環型社会の形成に向け，産業廃棄物等の発生から処理又はリサイクル
までの一連の過程を親子で学ぶ見学会を開催するとともに，児童等学習
用パンフレットを作成配布し，廃棄物の処理に関する正しい知識と必要
性についての啓発を図る．

地球温暖化防止のための「福島議定書」事業

学校や事業所での廃棄物減量化やリサイクルなどによる省エネルギーの
実践を推進するため，二酸化炭素排出量の削減目標を定めた「福島議定
書」を知事と締結し，廃棄物減量化等の取り組みを促すとともに，家庭
や地域での実践を促進する．

体験的環境教育指導員トレーニング講座事業
廃棄物減量化やリサイクルなどをテーマに取り上げ，参加型の環境教育
を指導者が受講し，学校教育や社会教育の場で活用を促す．

ふくしま環境・エネルギーフェア開催事業
地球温暖化対策を県民運動として展開するため，廃棄物減量化・リサイ
クル，省エネルギー，新エネルギーなどに関した総合的イベントを開催
する．

産業廃棄物管理票普及啓発事業

平成20年度から排出事業者は産業廃棄物管理票の交付状況を県に報告す
ることになることから，排出事業者の台帳を整備するとともに，マニ
フェストの普及啓発のため，チラシを作成し，多量排出事業者や処理業
者等へ周知を図る．

化学物質安全・安心社会づくり促進事業

化学物質に関する安全管理を徹底するとともに，地域住民に対し化学物
質に対する知識を啓発するために，ネットワークを構築する．特に産業
廃棄物処理業者を対象としたセミナー等を開催し，様々ば化学物質を安
全に管理していることを地域住民に説明する方法等について普及啓発を
図る．

産業廃棄物排出処理状況確認調査事業

平成20年度より全ての排出事業者から報告される産業廃棄物管理票の実
績を集計するとともに，その結果を活用して，産業廃棄物税の導入効果
の検証や廃棄物処理計画の進行管理のため，排出から 終処分までの過
程について，経年的に把握し各プロセスでの動向を把握する。

産業廃棄物税交付事業
中核市が行う，産業廃棄物税の目的に合致した事業の実施に対し，交付
金を交付する．

あいちゼロエミッション・コミュニティ構想
事業化推進
費

産学行政の連携によるゼロエミッション・コミュニティ（資源の地域内
循環）構想の
事業化検討．事業化に向けて「畜産バイオマス地域内循環システム社会
実験」で実験中．

産業廃棄物マニフェスト制度等普及促進事業
費

マニフェスト制度の啓発等を行い，あわせて，電子マニフェスト制度の
普及促進を図
る．

再生資源活用審査事業 事業者への立入検査及び再生品の環境分析検査．全国初の制度．

循環資源情報啓発事業
県民，事業者等を対象として，循環型社会構築に向けたフォーラム等を
開催する．

産業廃棄物ゼロエミ推進検討事業

産業廃棄物のうち，更に資源化の余地があると考えられる廃プラと木く
ずの資源化について関係事業者等による検討会を設置し，資源化の状況
や動向について整理し，今後の有効利用の推進方策の方向性をとりまと
める．

産業廃棄物処理構造解析調査事業
産業廃棄物の処理状況，他県の流出入を含めた処理の動向等を調査す
る．

産業廃棄物減量リサイクル情報データベース
化事業

京都府内（京都市含む）の産業廃棄物処分業者（約150業者）に関する
データベースの構築及び情報発信

京都エコ産業推進事業費
京都の地域力，研究開発力を活かした，中小企業の環境対応支援や環境
産業振興の推進

岩手県

福島県

愛知県

滋賀県

京都府

青森県

宮城県

秋田県

山形県
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・その他 2(1 の続き) 

自治体名 事業名 事業内容

しまねグリーン製品認定・普及促進事業
県内で製造される製品であって，循環資源の利用率や安全性等について
基準を満たした製品を「しまねグリーン製品」として認定し，その利用
を促進する．

環境教育 ３Ｒ活動の推進，環境学習の推進を図る．

産業廃棄物 終処分場水質調査
産業廃棄物 終処分場の地下水及び放流水・浸透水の調査を行い，産業
廃棄物 終処分場に対する監視を強化する．

循環型社会形成推進モデル事業（地域ミニエ
コタウン事業）

-

環境ビジネスメッセｉｎおかやま開催事業 -
たい肥を活用！おかやまブランド農産物応援
事業

-

電子マニフェスト普及促進事業 -
産業廃棄物実態調査事業 -
廃棄物処理計画等策定事業 -
水生植物等未利用資源活用促進事業 -
環境学習推進事業 -
おかやまエコフィールド体験事業 -
協働による環境学習推進事業 -
エコフェスタおかやま開催 -
おかやま・もったいない運動推進事業 -
エコタウン推進事業 -
高校生「エコ広場」ＵＤ整備事業 -
地域エネルギーネットワーク推進事業 -
産業廃棄物処理実態調査事業 -
ダイオキシン類等対策事業 -
海域環境改善調査事業 -
アスベスト対策推進事業 -
廃棄物排出者責任強化対策事業 -
環境学習モデルタウン事業 -
環境基本計画等推進事業 -
県民エコ運動支援事業 -

やまぐちエコ市場形成関連事業
「やまぐちエコ市場」が実施するＷｅｂ構築等や参画企業が行う先進的
なリサイクル等の事業化調査に対する補助

廃棄物管理システム導入促進事業
県外産業廃棄物の搬入情報収集の迅速化と監視体制強化のための産業廃
棄物管理システムの運用調査・データベース構築・説明会開催

愛媛県 環境教育推進事業
産業廃棄物の排出や減量化，資源の循環的な利用についての理解を深め
るため，研究推進校を設置する．

廃棄物情報管理・提供システム運営費
排出事業者・処理業者への情報提供等のための廃棄物情報管理・提供シ
ステムの運営

環境人材育成・ネットワーク事業 環境研修の実施及びリサイクル関連企業情報サイトの運営等
国際環境人材育成事業 アジア諸国の環境担当中核行政官を対象とした環境研修
保健所設置市産廃対策交付金 保健所設置市に対する交付金
草木系バイオマスの利用可能量調査事業 製材所や公共工事等で発生している草木系バイオマスの実際の利用

終処分場跡地事前調査事業
廃棄物 終処分場の跡地について，生活環境への影響等を判断するた
め，跡地の状況を調査する．

廃棄物処理計画進行管理事業
廃棄物処理計画の現状把握，産業廃棄物税の見直しのため，産業廃棄物
の発生・処理の状況について調査･分析を行う．

産業廃棄物啓発学習推進事業 菖蒲処分場を活用して，廃棄物に関する学習及び普及啓発を実施する．
佐賀県産業廃棄物処理計画改定事業 産業廃棄物の発生・処理の状況を調査・分析を行う．
周辺県有地管理費 公共関与による廃棄物処理施設の周辺県有地の管理を行う．

長崎県 ゴミゼロながさき推進事業
産業廃棄物にお排出・処理の状況について実態を把握するための調査，
長崎県産業廃棄物処理計画の進行管理及び産業廃棄物税の効果検証

大分県 啓発広報・環境教育 -

産業廃棄物処理業者情報提供システム維持管
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うと
ともに，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．

産業廃棄物啓発学習等推進事業
県廃棄物総合処理センターを拠点として，産業廃棄物に係る環境教育、
普及啓発を行うとともに，産業廃棄物処理の必要性及び安全性のPRのた
めに冊子を発行する．

宮崎県廃棄物処理計画進行管理推進事業
県内の産業廃棄物の排出量や処理状況等について，実態調査を行い，排
出量，再生利用量等を把握することにより，宮崎県廃棄物処理計画に掲
げた排出抑制等の目標値の進行管理を行う．

廃棄物が地下にある土地の指定区域台帳調製
事業

廃棄物が地下にある土地については，掘削等により当該廃棄物に起因す
る生活環境保全上の支障が生じるおそれがあることから，指定区域とし
て定めるための調査等を行う．

廃棄物情報管理システム整備事業
産業廃棄物処理業者の許可業務に使用するパソコン等の設置及び維持管
理を行う．

電子マニフェスト普及促進事業
電子マニフェストの定着を図るため，県内の排出事業者及び処理業者に
対する講習会やモデル事業等の普及促進事業を実施する．

その他

山口県

福岡県

佐賀県

宮崎県

島根県

岡山県

広島県
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・その他 3(2 の続き) 

自治体名 事業名 事業内容
産業廃棄物情報交換制度 県ホームページを活用した産業廃棄物の受入・提供に係る情報の提供

親子リサイクル教室
児童生徒の環境学習の一環として親子での産業廃棄物のリサイクル施設
等の見学・研修の実施

産業廃棄物税税効果検証事業
産業廃棄物税の税効果を検証するための産業廃棄物の排出量，減量化等
の推計

廃棄物処理計画推進事業 第二期の廃棄物処理計画の進行管理

市町村産廃対策支援事業
産廃施設が存在する市町村において，自ら実施する産廃施設周辺の環境
調査や施設整備に対する支援

北九州市環境首都創造事業

環境首都づくりの骨格となる「グランド・デザイン」を基に，市民が世
界に誇れる住み良い都市づくりを推進するため，市民，ＮＰＯ，企業，
有識者等から構成される「環境首都創造会議」，普及・啓発，交流の場
である「環境首都フォーラム」，「わがまち環境自慢」など，具体的な
行動促進のための仕組みづくりを行う．

北九州エコライフステージ開催事業

市民団体・事業者等の活動発表などの情報発信や市民が実際に体験する
ことにより，環境活動に取り組むきっかけづくりの場とするとともに，
交流を通じて行動の実践につなげていくため，市民企画を中心にした環
境関連行事を実施する．

響灘・鳥がさえずる緑の回廊創成事業
響灘地区においてどんぐり苗の植樹をする緑の回廊づくり等の環境創造
を通じて，産業と自然が調和した地区として再構築を図るとともに，市
民と自然とのふれあいの場として整備を行う．

北九州市民環境パスポート事業

マイバッグ運動をはじめとした「環境に配慮した行動」をした人に，特
典と交換できるポイントを付与する（シールまたはＩＤカード）．気軽
に楽しく環境活動に参加するきっかけをつくり，市民環境力の向上を目
指す．

まちのエネルギーシェイプアップ事業
事業者自らの取り組みによる地球温暖化対策を推進するため，省エネ診
断の実施，ＥＳＣＯ事業の普及セミナーなどを行う．

地域環境活動等支援事業

地域住民が自主的・率先的に行うごみステーション維持管理活動やまち
美化活動などの環境活動を積極的に支援することで，活動の拡大や質，
量の向上を図り，美しいまちづくりを促進するとともに，自治会活動の
活性化を図る．

菜の花プロジェクト推進事業
こどもからお年寄りまで市民みんなで楽しみながら資源循環や新エネル
ギー利用を体感できる「菜の花プロジェクト」を推進するため，補助事
業や，意見交換会などを行う．

ノーマイカー推進事業
温室効果ガス10％削減を目指し，マイカー使用抑制によるＣＯ２削減を
図るため，「ノーマイカーキャンペーン」を実施し，広く市民への普及
活動を図る．

市民植樹・美しいまちづくり事業
「美しき世界の環境首都」にふさわしい，市民が誇りを持てる美しいま
ちを創るため，市民参加型の「植樹活動」を実施する．

太陽光発電等への補助金交付事業
太陽光発電等の自然エネルギーを導入する住宅に対し，設置費の一部を
補助する．

アジアの環境人材育成拠点形成事業

アジア諸国との環境国際協力の経験やエコタウン事業などの３Ｒの取り
組みを活かし，アジアの環境人材育成拠点を目指す，研修受入機能の拡
充やニーズの高い中国に対してプロモーションを行うほか，研修プログ
ラムの開発や政府機関以外でのニーズ調査を実施する．

環境国際協力推進事業

インドネシアにおいて，水環境改善のための技術指導，セミナー開催及
び訪日研修を行う．タイにおいて、地方自治体を対象とした人材育成プ
ログラムの開発を行う．また，北九州イニシアティブ・ネットワークの
活動を支援するための現地調査等を行う．

北九州市環境人材育成推進事業
環境首都実現のために人材バンクを導入するなど，北九州市の優れた環
境人材の育成と環境教育を推進する．

こども環境学習推進事業
全国トップクラスの「こどもエコクラブ」活動や「環境教育副読本」等
により，こどもたちの環境学習を推進する．

新規環境産業創出事業

積極的な企業誘致活動や産学官による事業化研究会の設置・検討等を通
じて，新たな環境産業の創出を図る．また，市内の産業間連携等により
廃棄物やエネルギーの有効利用を図る「北九州エコ・コンビナート構
想」の推進，環境化を促進する「エコプレミアム産業創造事業」などを
実施する．

次世代エネルギーパーク構想推進事業
響灘地区に立地するエネルギー関連施設をビジターズインダストリーと
して活用し，併せて企業誘致や地域産業の活性化につなげる．

その他

鹿児島県

沖縄県

北九州市

 

 


