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1 環境保全施策事業一覧（石川県環境総合計画の環境保全施策の体系に基づく分類）

事　　業　　名 担　当　課 H20最終予算 H21最終予算 H22現計予算 事　業　内　容
（6月補正後）

（単位：千円）

1 生活環境の保全

（1）流域全体として捉えた水環境の保全

①　健全な水環境の保持

地盤沈下等対策費 水環境創造課 12,220 11,386 11,373 水準測量、観測井による調査等

水源流域広域保全事業 森林管理課 28,350 50,800 64,050 水源地域の森林整備

水源流域地域保全事業 森林管理課 10,500 - - 集落水源の森林整備

奥地保安林保全緊急対策事業費 森林管理課 170,100 324,275 173,774 奥地の森林や渓流を整備し良
質な生活用水等を確保

環境林整備事業 森林管理課 616,366 882,707 603,223 水源域の手入不足人工林の整備

河川環境整備費 河川課 20,000 19,000 10,000 河川の管理及び利用のための
管理用道路整備や高水敷の整備

港湾海岸環境整備事業費 港湾課 9,000 33,000 - 景観・眺望及び生態系に配慮
した海岸の整備

②　良好で安全な水質の保全

浄化槽対策費 水環境創造課 338 338 338 浄化槽の検査指導

浄化槽普及推進費 水環境創造課 8,590 7,045 9,866 浄化槽の設置に係る補助金

農業集落排水事業費 水環境創造課 602,269 450,066 422,177 農業集落排水整備への助成

低コスト生活排水処理構想推進費 水環境創造課 3,095 - - 地域特性に応じた整備手法選
定マニュアルの策定等

生活排水処理施設整備普及促進費 水環境創造課 265,225 203,485 151,672 汚水処理人口の増加分に係る
補助金

排水基準監視指導費 水環境創造課 3,005 3,271 3,246 排水基準の監視指導

水質環境基準等監視調査費 水環境創造課 31,301 29,296 28,858 環境基準、地下水の水質等の
監視調査

水道布設事業指導費 水環境創造課 2,753 2,697 2,596 水道事業認可、水道施設立入検査

水道水等水質検査費 水環境創造課 3,966 3,003 3,343 水質検査、飲料水の安全確保
対策

水源水質検査費 水道企業課 1,540 1,630 1,630 水道水源の水質監視体制の強化

水と緑のふれあいパーク活用推進費 河川課 1,621 1,518 1,442 木場潟での水耕植物活用水質
浄化施設水質調査等

漁場環境調査事業費 水産総合センター 338 331 271 漁場環境の監視、情報収集
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（2）大気（悪臭、騒音等を含む）、土壌

大気汚染監視網管理費 環境政策課 82,325 58,942 56,710 大気汚染の状況等の監視

大気監視測定機器整備費 環境政策課 7,663 12,535 18,607 測定機器、テレメータ等の整備

有害大気汚染物質対策費 環境政策課 1,474 1,474 1,464 有害大気汚染物質測定等

大気特定施設監視調査費 環境政策課 554 554 604 ばい煙発生施設等調査

自動車交通騒音実態調査費 環境政策課 5,119 210 0 自動車騒音実態調査

航空機騒音実態調査費 環境政策課 2,439 1,998 1,977 航空機騒音実態調査

悪臭規制対策費 環境政策課 332 334 333 悪臭実態調査

休廃止鉱山等鉱害防止事業費 環境政策課 4,965 4,956 4,956 旧尾小屋鉱山の廃水処理に係
る補助金

土壌汚染対策事業費 環境政策課 191 191 191 土壌汚染リスク情報の収集、
法の周知・普及啓発

酸性雨調査費 環境政策課 1,362 1,364 2,212 酸性雨実態調査

石綿規制指導費 環境政策課 915 413 776 石綿飛散防止のための立入調査

道路環境改善整備事業 道路整備課 50,000 50,000 50,000 人家密集地等での低騒音舗装
（低騒音舗装） の整備

大気監視測定局整備費 環境政策課 - 2,433 - 大気監視測定局の空調設備を
更新

事　　業　　名 担　当　課 H20最終予算 H21最終予算 H22現計予算 事　業　内　容
（6月補正後）

（単位：千円）

③　水辺環境の保全

環境技術実証事業費 水環境創造課 2,977 4,500 10,000 河北潟における水質浄化技術
の実証試験

水環境整備事業費 農業基盤課 38,640 39,900 31,500 水路、ダム、ため池等の親水機能、
生態系保全を考慮した整備

水路、ダム、ため池等の親水
団体営水環境整備事業費 農業基盤課 37,030 55,016 58,576 機能、生態系保全を考慮した

整備に対する補助金

海岸クリーン運動推進事業費 水産課 2,950 2,800 2,800 海岸清掃活動「クリーンビー
チいしかわ」の支援

水辺のフレッシュアップ事業費 河川課 65,581 52,451 39,338 河川環境保全対策、河川美化
事業等
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（3）化学物質関係

ダイオキシン類環境調査費 環境政策課 8,912 9,079 8,349 ダイオキシン類環境実態調査
水環境創造課

家庭用品規制対策費 環境政策課 248 248 247 家庭用品の監視指導、試買調査

化学物質環境汚染実態調査費 環境政策課 2,566 2,691 2,543 環境中の実態調査等

PRTR推進 環境政策課 249 213 213 特定化学物質の排出量・移動
量の調査

農産物等残留農薬安全確保対策費 薬事衛生課 7,495 7,414 6,981 農産物等の残留農薬検査

トレーサビリティシステムに対

食の安全・安心生産工程管理推進 応した生産履歴情報の整備と農

事業費 農業安全課 1,908 1,266 1,112 業生産工程管理の導入支援、生
産出荷団体の残留農薬自主検査
に対する支援

農薬及び肥料の適正な生産流
通、使用の指導監督、実証圃

農薬等安全使用対策事業費 農業安全課 4,764 4,429 4,501
の設置、栽培講習会等の開催
による安全安心な農産物生産

化学物質環境汚染対策費 環境政策課 - 28,980 - 測定機器の整備

（4）環境美化、修景、景観形成

健民運動の推進 県民交流課 4,680 4,430 3,630 生活を花と緑で包む運動の実
施等

美しい石川の景観づくり推進費 都市計画課 16,204 7,523 7,000 いしかわ景観総合条例に基づ
く各種景観施策の実施

（5）開発行為に係る環境配慮

環境影響評価審査費 環境政策課 853 57 1,033 大規模開発に関する環境アセ
スメントの審査

生態系や景観との調和に配慮
県営ほ場整備事業費 農業基盤課 1,593,283 2,364,382 1,621,869 したほ場整備等生産基盤整備

の推進

事　　業　　名 担　当　課 H20最終予算 H21最終予算 H22現計予算 事　業　内　容
（6月補正後）

（単位：千円）
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事　　業　　名 担　当　課 H20最終予算 H21最終予算 H22現計予算 事　業　内　容
（6月補正後）

（単位：千円）

2 循環型社会の形成

（1）廃棄物等の排出抑制

企業・地域の廃棄物減量化推進 個別廃棄物毎の排出抑制・

事業費 廃棄物対策課 900 849 1,697 減量化マニュアルの作成、
減量化アドバイザー派遣

（3）適正な処分

産業廃棄物処理対策費 廃棄物対策課 30,430 29,574 28,974 産業廃棄物の処理対策の推進

（4）不適正処理の防止

不法投棄等不適正処理防止対策費 廃棄物対策課 16,912 17,297 15,086 産業廃棄物監視機動班による
不法投棄の監視等

3 自然と人との共生

（1）地域の特性に応じた自然環境の保全

自然環境保全推進費 自然保護課 1,890 1,033 1,311 自然環境保全計画に関する調
査等

松くい虫防除事業費 森林管理課 110,618 76,349 43,036 保全松林への薬剤散布、伐倒
駆除

文化財保護審議会費 文化財課 1,103 1,069 1,119 文化財保護審議会の運営費

国・県指定建造物、史跡、天
文化財愛護普及費 文化財課 2,228 2,228 2,228 然記念物等を対象とした巡視

活動費

（2）循環資源の再利用、再生利用・熱回収

RDF広域化推進費 廃棄物対策課 10,000 43,065 67,312 RDF事業の円滑な推進

一般廃棄物処理施設整備指導費 廃棄物対策課 800 272 600 指導監督

リサイクル型社会構築推進事業費 廃棄物対策課 5,082 3,591 3,416 3R、家電リサイクル、容器包装
リサイクルの推進等

ゼロエミッション推進事業費 廃棄物対策課 1,841 2,298 7,174 自動車リサイクル、ゼロエミ
ッションの推進

食品リサイクル法施行に伴う

食品リサイクル推進事業費 農業安全課 295 402 301 食品廃棄物のリサイクルを推
進するための啓発運動及び優
良事業者表彰
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事　　業　　名 担　当　課 H20最終予算 H21最終予算 H22現計予算 事　業　内　容
（6月補正後）

（単位：千円）

（2）生物多様性の確保

県内の生物多様性の確保へ向
「生物多様性戦略ビジョン」策定 自然保護課 5,000 9,822 4,800 けた取り組みを推進する拠り
事業費 所となる「生物多様性戦略ビ

ジョン」を策定する

「いしかわレッドデータブック」 - 絶滅の恐れのある種のリスト及
改訂等事業費 自然保護課 3,756 2,707 びその生息状況等の取りまとめ

生きものキッズ・レンジャー 自然保護課 916 1,046 650 子どもを中心とした地域の取り
活動費 組みによる希少野生動植物の保護

石川の種の保存事業 自然保護課 - - 3,400 指定種の追加・モニタリング等

ふるさとの里山再生推進事業費 自然保護課 1,100 450 0 里山保全再生協定の締結の推
進及び活動の支援

森づくりボランティア推進事業費 自然保護課 3,660 3,780 3,700 里山保全活動の支援

里山生物多様性保全再生モデル 自然保護課 1,400 1,400 1,400 民学官が一体となった里山等
事業費 の保全再生のモデル事業

先駆的里山保全地区支援事業費 環境部企画調整室 － 5,500 3,000 里山里海の利用・保全に意欲的
に取り組んでいる地域への支援

いしかわの里山魅力アップ活動 環境部企画調整室 － 2,000 2,000 美しい里山景観や多様な生物の生
支援事業費 息空間等の保全再生活動を支援

里山資源活用ビジネス創出支援 里山里海の資源を活用したビジ

事業費 環境部企画調整室 － 2,500 2,000 ネスの有望事例の発掘や取り組
みを支援

いしかわグリーン・ウェイブ 「国際生物多様性の日」である

2010開催事業費 環境部企画調整室 － 1,000 1,300 5月22日に記念イベントや学校
等での植樹を実施

いしかわの里山里海展開催事業費 自然保護課 0 0 5,000 生物多様性の重要性や里山里海
に関する普及啓発

里山里海の生物多様性シンポジウム 自然保護課 0 0 1,300 生物多様性シンポジウムの開催
開催事業

里山を博物館と見立て、里山里海
里山里海ミュージアム創造支援事業 自然保護課 0 0 2,800 や生物多様性を学ぶ場として活用

する里山ミュージアムの整備

いしかわの新しいSATOYAMA 里山保全活動の指針をつくり、

づくり推進事業 自然保護課 0 0 900 保全活動に取り組む企業等を認
証する制度の構築

生物、農業などの知識や技術

新しい里山創造人材育成検討事業 自然保護課 0 0 1,000 を持ち、里山地域と団体のコー
ディネートや、経営ノウハウに
たけた人材の育成の検討

（3）野生鳥獣の保護管理の推進

鳥獣保護諸費 自然保護課 6,163 7,531 7,037 鳥獣保護区管理等

キジ放鳥事業費 自然保護課 2,660 1,030 2,130 キジの放鳥

トキ分散飼育受入条件調査事業費 自然保護課 5,000 0 0 トキの分散飼育の受入条件調
査及び飼育環境整備

クマ・イノシシ・サルの生息状況
人と野生鳥獣との共生推進事業 自然保護課 7,798 5,679 4,800 調査等、人との共生のあり方検討

及び保護管理計画の見直し等

野鳥観察舎管理費 自然保護課 489 464 440 施設管理運営費

ニホンザルモニタリング調査費 白山自然保護センター 405 252 0 サルの生息状況調査及び捕獲
個体調査

トキ飼育繁殖センター 自然保護課 - 174,400 0 トキ分散飼育に係るケージ整
整備費 備等

トキ分散飼育費 自然保護課 0 15,046 22,100 トキ飼育員の確保・研修費

トキと人との生活史等調査事業 自然保護課 0 4,500 3,000 トキと人との生活史等データ
ベースの作成、展示計画立案等
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事　　業　　名 担　当　課 H20最終予算 H21最終予算 H22現計予算 事　業　内　容
（6月補正後）

（単位：千円）

（4）自然とのふれあいの推進

のと海洋ふれあいセンター調査 自然保護課 1,104 850 850 能登半島を中心とした浅海域
研究費 の生物に関する調査研究

国立公園保護管理費 自然保護課 1,696 1,679 1,613 白山国立公園の管理及び公園
計画調査

国定公園保護管理費 自然保護課 3,046 2,898 2,755 国定公園の管理等

自然公園施設管理費 自然保護課 66,572 64,444 63,391 施設の管理運営

自然公園施設維持補修費 自然保護課 6,868 5,494 4,395 施設の整備、維持補修

白山南竜山荘等整備費 自然保護課 - 76,250 0 白山南竜山荘の修繕工事等の
実施

のと海洋ふれあいセンター費 自然保護課 56,381 55,549 55,420 施設管理運営、普及啓発等

夕日寺健民自然園管理費 自然保護課 12,642 12,423 12,142 施設管理運営等

自然環境を活用した多様な自

いしかわ自然学校推進事業費 自然保護課 12,780 10,224 10,000 然体験の場とプログラムを提
供する「いしかわ自然学校」
の開設

里山を活用した自然体験プロ
もりの保育園推進事業費 自然保護課 1,200 900 1,200 グラムの実施及び普及

森林公園の整備及び管理 交流政策課 134,384 115,016 114,998 施設管理運営費

健康の森の整備及び管理 交流政策課 13,461 13,440 13,440 施設管理運営費

県民の森の整備及び管理 交流政策課 20,906 20,900 20,900 施設管理運営費

いしかわ動物園運営費 交流政策課 259,305 266,103 265,869 施設管理運営費

ふれあい昆虫館運営費 交流政策課 120,945 117,043 116,887 施設管理運営費

いしかわ田んぼの学校推進プロジ 経営対策課 2,898 3,071 4,033 小学校における農業体験の
ェクト事業 推進

絆の森整備事業費 森林管理課 11,130 490 490 景観、ふれあいに配慮した森
林整備

自然環境を利用した多様な自
いしかわ子ども自然学校推進事業費 生涯学習課 10,074 9,618 8,474 然体験の場とプログラムの提

供及び指導者養成等

自然史資料館の整備 生涯学習課 16,872 3,855 2,568 自然史資料の教育普及・研究、
収蔵のための施設整備

自然史資料館運営費 生涯学習課 47,086 45,563 47,336 施設管理運営、教育普及プロ
グラムの実施等

いしかわ里山里海フェア開催事業費 自然保護課 5,200 4,200 0 いしかわ里山フェアの開催

全国野鳥保護のつどい開催費 自然保護課 - 2,400 4,500 野鳥保護のつどい開催

ライチョウ会議開催費 自然保護課 0 0 500 ライチョウ会議の開催

ライチョウ飼育展示施設整備等 自然保護課 0 0 81,200
ライチョウ飼育展示施設の整
備及びライチョウ移送・研修等
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事　　業　　名 担　当　課 H20最終予算 H21最終予算 H22現計予算 事　業　内　容
（6月補正後）

（単位：千円）

4 地球環境の保全

（1）地球温暖化防止

①　県民、事業者等による二酸化炭素の排出抑制

環境保全活動に取り組む学校、
地域、家庭、事業者を認定また

いしかわ版環境ISO推進費 地球温暖化対策室 9,836 11,428 6,000 は登録し、学校版・地域版・
家庭版・事業者版の4つの環境
ISOを普及促進

県民エコライフ大作戦推進事業費 地球温暖化対策室 7,387 4,285 2,300 身近に取り組める省資源・省エ
ネルギー行動の推進

環境にやさしいライフスタイ
エコ保育所・幼稚園推進事業費 地球温暖化対策室 1,500 1,743 1,300 ルを実践するエコ保育所・幼

稚園を認定し、取り組みを支援

エコドライブ普及促進を図る
エコマイスター等による省エネ活 地球温暖化対策室 1,900 1,490 463 ため、マイスター等を養成し、
動支援事業費 講師として派遣

ハード（設備の省エネ化）、ソ
フト（住まい方の省エネ化）の

エコリビング普及促進事業費 地球温暖化対策室 5,500 3,795 3,600 両面から住宅の省エネ化を進
めるいしかわ流エコリビング
の普及促進

環境政策課 住宅の省エネ化を推進するた
エコリビング設備整備事業費 地球温暖化対策室 - 23,500 37,500 め、省エネ機器の設備投資に

対し助成

省エネ住宅普及促進事業費 地球温暖化対策室 - 100,000 -
最新の省エネ技術等を駆使し

たモデルハウスの建設

学校版・地域版環境ISOの取り
エコギフトによる頑張る学校・地 地球温暖化対策室 5,000 5,000 4,000 組みにより、電気・水の使用量
域支援事業費 削減に成果を上げた学校や地

域に対し、環境教材等を還元

家庭における二酸化炭素排出

エコチケットによる 抑制につながる活動にポイン

地球温暖化防止活動支援事業費 地球温暖化対策室 - 5,000 2,000 トを付与し、獲得ポイントに
応じて県産農産物の購入等に
利用できるエコチケットを交付

エコドライブ推進事業費 地球温暖化対策室 - 1,350 1,000 エコドライブの普及促進のた
め、エコドライブ教室を開催

先駆的に環境保全活動に取り
環境人材・ネットワーク事業費 地球温暖化対策室 - 4,000 3,000 組んでいる人材を活用した実

践型講習を実施

中小企業向け省エネマニュア
いしかわ事業者版環境ISO深化・ 地球温暖化対策室 4,156 3,778 3,201 ルの普及により事業者版環境
ステップアップ事業費 ISOの登録を推進

本格的な低炭素社会の到来に
備え、温室効果ガスの削減に

いしかわエコスタイル推進事業費 地球温暖化対策室 - - 5,000 取り組みながら快適で豊かな
暮らしを実現する石川らしい
提案を行う県民フォーラムを
開催

太陽光発電活用普及促進事業費 工業試験場 158 458 418 太陽光発電有効活用の研究

全国ソーラーラジコンカーコンテ ソーラーラジコンカーコンテ

スト事業費 観光推進課 3,600 3,600 3,500 ストを通じた太陽エネルギー
有効利用の啓蒙普及

パーク・アンド・ライドシステム 都市計画課 4,960 4,200 3,200 パーク・アンド・ライドシステム
推進費 への助成

企業による森づくりを推進す
企業の森づくり推進事業費 森林管理課 1,500 2,000 1,000 るための事例集の作成、説明

会、現地見学会の開催
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事　　業　　名 担　当　課 H20最終予算 H21最終予算 H22現計予算 事　業　内　容
（6月補正後）

（単位：千円）

5 質の高い環境の形成に資する産業活動の推進

（1）環境に配慮した産業活動の推進

中小企業者の産業廃棄物・リ
協同組合等強化事業費 経営支援課 1,000 800 800 サイクル資源の処理に対する
（環境適応等対策事業費） 意識調査及び関係法令、先進

事例等の啓発

資源循環型畜産確立対策事業 農業安全課 527 500 475 家畜排せつ物の処理の適正化
の推進、指導

有機・減農薬農産物の生産振
環境にやさしい農業推進事業費 農業安全課 3,099 2,427 1,096 興促進及び耕畜連携による環

境保全型農業に対する助成

有機農産物認証事業費 農業安全課 747 900 900 JAS法に基づく有機農産物の認証

メタン排出抑制新技術研究事業 水環境創造課 - - 8,000 小規模排出事業者でも可能な
メタンのエネルギー化の研究開発

（2）環境ビジネスの育成

環境保全資金貸付金 環境政策課 233 94 348 中小企業の環境保全施設整備
費用等を融資

地球温暖化対策資金貸付金 地球温暖化対策室 - 159 152 中小企業の地球温暖化対策施
設整備費用等を融資

企業が地球温暖化対策等の環
境対応をリスクやコストでは

企業エコ化促進事業費 地球温暖化対策室 - - 5,000 なく、チャンスや投資と捉え、
前向きに取り組む姿勢を醸成
し、環境投資等を促進

③　緑化・森林・林業における二酸化炭素の吸収・固定

いしかわの森二酸化炭素吸収 企業等の森林整備活動成果を

証書発行事業費 地球温暖化対策室 163 187 1,000 評価のうえ二酸化炭素吸収証
書を発行

緑化推進事業費 森林管理課 4,461 4,433 4,334 県民みどりの祭典の開催等

環境緑化推進事業費 森林管理課 5,250 5,250 5,250 公共施設周辺の修景緑化等

森林資源モニタリング調査費 森林管理課 3,615 4,018 4,282 森林資源の動向調査（先進国
首脳会議合意）

フォレストサポーター養成事業 森林管理課 1,297 1,219 1,207 森林ボランティアに対する講
習会の開催、情報の提供

道路緑化管理費 道路整備課 204,700 207,670 204,300 街路樹の管理

公園整備費 公園緑地課 1,017,100 1,393,400 694,948 県営都市公園の整備

（2）地球環境の保全に向けた国際環境協力の推進

国際環境協力推進事業費 環境政策課 4,891 3,369 2,170 中国江蘇省・韓国全羅北道と
の環境協力

②　県庁における二酸化炭素の排出抑制（県庁グリーン化率先行動プラン）

県庁グリーン化集計システム
県庁グリーン化推進費 環境政策課 957 政策　462 政策　439 保守、オフィスペーパーリサ

地球温暖化対策室 温対　326 温対　439 イクルの推進等

県庁環境マネジメントシステム 環境政策課 1,705 1,588 1,484 県庁ISO14001の運用
運用費

地球温暖化対策等推進基金に

地球温暖化対策等推進事業費 環境政策課 - 169,060 564,239 よる市町公共施設の省エネ改
修事業及び県有施設の省エネ
改修事業等の実施
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事　　業　　名 担　当　課 H20最終予算 H21最終予算 H22現計予算 事　業　内　容
（6月補正後）

（単位：千円）

（2）環境研究の推進

工業試験場

工業試験場

工業試験場

工業試験場

工業試験場

22,325

00

0

0

0

32,800

0

0

1,500

0

15,200

1,700

1,600

1,500

2,000

環境に優しい産業機械部品のた
めの高密度ナノ炭素膜の開発

自然保護センター研究普及費 白山自然保護センター 2,806 2,714 2,518
白山地域の自然と文化に関する
基礎的応用的な調査研究費

温暖化影響検出のモニタリング
調査

白山自然保護センター 1,946 0 0
白山における高山植物等を活用
した温暖化影響の調査

白山における高山生態系の長期
モニタリング（モニ1000）調査

白山自然保護センター 0 1,092 1,100
白山高山帯における植生、気温、
ハイマツ成長量及びクロユリ等
の開花状況の調査

廃棄物を有効活用した小規模排
水の高度処理システムに関する
研究

保健環境センター

保健環境センター

620

620

0

0

0

0

カキ殻や間伐材、鉄くずなどの
廃棄物を用いた小規模排水中の
簡易な窒素・リンの除去システ
ムの確立

ビス・フェノールA等内分泌か
く乱化学物質を対象に、排出か
ら環境残留性の実態把握を通し
て、規制対策の効果や除去方法
を検討

集積型ファイバ結合半導体レーザ
による金属樹脂溶着技術の開発

封止膜コート基板における銅マ
イグレーション防止技術の開発

スーパー繊維素材の高機能化に
関する応用研究

高性能漆塗膜による新製品開発

従来から実用化されているDLC
膜中の水素含有量を極力減らす
ことで高密度化したDLC膜を開
発するとともに、これまでの
DLC膜では対応できなかった高
硬度を要求される新たなアプリ
ケーションの適応を目指す

光ファイバを結合した半導体レ
ーザ素子の集積により、加工に
適したスポットパターンを自由
に設定可能なレーザ装置を試作
し、これを利用して金属に樹脂
を溶着する技術を開発する

封止膜をコートした実装基板の
銅マイグレーション発生メカニ
ズムを解明し、銅マイグレーシ
ョン抑制に必要な封止膜性能を
明らかにする

スーパー繊維の表面に各種機能
性物質を固定化するための加工
技術について検討し、既存製品
にない高付加価値の繊維製品へ
の応用を目指す

漆塗膜は、黒や赤系以外の色が
鮮やかでなく、紫外線により色
が変わりやすい。そこで、従来
の漆と比べて鮮やかな良い白と
青色の漆塗膜を開発し、建築や
インテリア等の新製品への応用
を図る

中山間地域等直接支払事業 農業政策課 384,811 384,911 421,000 農地の保全、管理

グリーン・ツーリズム交流拡大事業費 観光推進課 3,600 3,600 3,460 グリーン・ツーリズムの普及啓
発及び受け入れ体制の整備等

（3）農林水産業における環境保全機能の維持管理

河川における化学物質の動態把握
と生物への移行性に関する研究

6 環境に関する知識、知恵、情報等の集積と活用

（1）環境に関する知識等の収集、提供体制の整備

県内のNPO、大学、研究機関、
環境に関する知識・情報活用シス 環境政策課 1,414 1,434 1,523 企業等が有している環境に関
テム整備費 する知識、知恵、情報等を集

積し、活用するシステムの構築
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（3）すべてのライフステージにおける環境教育・環境学習の推進

いしかわ環境パートナーシッ

いしかわ環境パートナーシップ プ県民会議が行う環境情報の

県民会議補助金 環境政策課 36,869 33,691 33,270 提供、環境学習講座の開催、
環境保全活動支援等に対する
補助

環境教育推進費 環境政策課 2,190 2,173 2,069 環境月間ポスターコンクール
の実施、環境白書の作成等

事　　業　　名 担　当　課 H20最終予算 H21最終予算 H22現計予算 事　業　内　容
（6月補正後）

（単位：千円）

工業試験場

工業試験場

工業試験場

工業試験場

工業試験場

0

0

0

0

0

1,500

646

450

0

0

1,500

780

300

320

320

食品副産物を有効利用した食品
加工技術の開発

色素増感太陽電池における成膜
技術の研究

加工食品原料として不適な部分
であるために廃棄されている未
利用の食品加工副産物を利用可
能とする、新たな食品加工技術
を開発する

次世代太陽電池である色素増感
太陽電池を安価なプラスチック
部材上で作製するために、低温
での成膜技術を開発する

畜産総合センター 1,0640 1,121
水分調整資材の削減による低コ
スト堆肥製造技術の確立試験

BDF副生物の廃グリセリンを
活用した低コスト堆肥製造技
術の確立

林業試験場 1,5422,259 1,504
森林吸収源インベントリ情報整
事業

森林全体の炭素吸収量算出デ
ータの収集

保健環境センター 3,9624,024 3,559
環境放射線モニタリングに関す
る研究

長半減期放射性核種の蓄積量
及び移行挙動を把握する研究

保健環境センター 0400 0
建築物の解体現場におけるアス
ベスト飛散状況迅速判定法に関
する研究

アスベスト飛散状況の迅速判
定法確立と精度向上に有効な
新たな分散染色法を検討

保健環境センター 720835 835
浮葉植物による水質浄化と植
栽・利用に関する研究

水中溶存態物質の動態解明及
び同物質削減による水質浄化
に関する研究

保健環境センター 8170 860
植物を用いた汚染土壌の環境修
復に関する研究

汚染土壌の有害物質を集積す
る植物種及び汚染土壌の修復
方法を検討

保健環境センター 6990 809
河川におけるダイオキシン類の
挙動調査

河川のダイオキシン類につい
て年間を通した水質濃度や底
質の粒度組成等を詳細に調査
し、ダイオキシン類の流下特
性を詳細に把握する研究

染色余剰汚泥を有効利用した多
孔基盤による屋上等用緑化材の
開発

機能性セラミックスの低エネル
ギー形成技術に関する研究

染色余剰汚泥を有効利用し、地
域資源である能登珪藻土を原料
とする安価で高品質なセラミッ
クス多孔基盤の開発を行う。ま
た、その製造について技術開発
を行う

セラミックスの低エネルギー形
成を図るため、溶液プロセスに
よる機能性材料の合成手法の開
発を行う。また、回路形成が可
能な印刷技術等と組合せた素子
製造技術への応用を目指す

耐火断熱れんがの高品質化と環
境低負荷製造技術の開発

珪藻土れんがの品質安定化を図
り、焼成過程で発生する亜硫酸
ガスを低減させる製造技術の確
立を目指す


