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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）

（単位：千円）

事 業 名 担 当 課 R２最終予算 R３最終予算 R４現計予算 事 業 内 容

１ 地球環境の保全
（１）地球温暖化防止
① 県民、事業者等による温室効果ガスの排出削減

いしかわカーボンニュートラル推
進会議（仮称）運営費 温暖化・里山対策室 ─ ─ １，０００

「いしかわカーボンニュートラ
ル市町／県民 推進会議」を設
立し、県、市町、業界団体等で一
体となって推進する体制を整備

脱炭素化気運醸成事業費 温暖化・里山対策室 ─ ─ １２，０００
公共施設・事業者等へのライト
ダウン呼びかけや、県内トップ
スポーツチームと連携した普及
啓発等

電気自動車等普及促進事業費 温暖化・里山対策室 ─ ─ ７５，０００
電気自動車、プラグインハイブ
リッド自動車、燃料電池自動車
の購入に対する支援

エコハウス機能強化事業費 温暖化・里山対策室 ─ ─ １０，０００
ゼロエネ住宅アドバイザーの育
成や「いしかわエコハウス」の
機能強化により省エネ・創エネ
住宅（ZEH）の理解を促進

ＺＥＨ等普及促進事業費 温暖化・里山対策室 ─ ─ ２９，０００
ZEH（Nearly,Oriented含む）の
新築や、開口部の省エネリ
フォームへの支援

いしかわ版環境ISO推進費 温暖化・里山対策室 ５，３９０ ４，７８６ ６，２００
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
は登録し、いしかわ版環境ISO
を普及促進

いしかわエコスタイル推進事業費 温暖化・里山対策室 ７２０ ６５３ ６２２
温室効果ガスの削減に取り組み
ながら、快適で豊かな暮らしを
実現する「いしかわエコスタイ
ル」の推進

いしかわクールシェア・ウォーム
シェア推進事業費 温暖化・里山対策室 ０ １，５３９ １，５００

電力需要が高まる夏と冬に家庭
のエアコンを消して商業施設・
公共施設に出かける「クール
シェア」・「ウォームシェア」
の取組を推進

エコリビング普及促進事業費 温暖化・里山対策室 ２，８１５ ４，０５０ ３，５３６

ハード（建物、設備の省エネ
化）、ソフト（住まい方の省エ
ネ化）の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

省エネ・節電アクションプラン推
進費 温暖化・里山対策室 ６，６５９ ７，２３０ ６，７４３

いしかわ版環境ISOを、省エ
ネ・節電の効果が高まるように
充実強化し、全県的な取組とし
て推進

エコファミリー倍増プロジェクト
推進事業費 温暖化・里山対策室 ５，０００ ４，０００ ３，４７５

スマートフォンを活用して、
日々の省エネ・節電効果を「見
える化」することによる家庭版
環境ISOへの参加促進

みんなでエコファミリー
家電省エネグレードアップ事業費 温暖化・里山対策室 ９００ ─ ─

家電の更新時期にあわせ、省エ
ネ性能の高い製品への買い替え
を促進するキャンペーンの実施

いしかわ工場・施設版環境ＩＳＯ
推進事業 温暖化・里山対策室 １４，９２５ １５，２７８ ─

工場や施設の環境保全活動を推
進し、モデル的な取組に対して
補助金を交付

事業者向け脱炭素化推進事業費 温暖化・里山対策室 ─ ─ ５，５００
県内事業者の脱炭素化に向けた
取組につながる、事例集の作
成、セミナー開催、専門家派遣
の実施等
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（単位：千円）

事 業 名 担 当 課 R２最終予算 R３最終予算 R４現計予算 事 業 内 容

パーク・アンド・ライドシステム
推進費 都市計画課 ５００ ５００ ５００ パーク・アンド・ライドシステ

ムへの助成

企業の森づくり推進事業費 森林管理課 １，０００ １，０００ １，０００
企業による森づくりを推進する
ための事例集の作成、説明会、
現地見学会の開催

② 県庁における温室効果ガスの排出削減（県庁グリーン化率先行動プラン）

県庁グリーン化推進費 環境政策課
温暖化・里山対策室 ５５６ ３００ ３００

県庁グリーン化集計システム保
守、オフィスペーパーリサイク
ルの推進等

県庁環境マネジメントシステム運
用費 環境政策課 ６８５ ５７１ ７２０ 石川県環境マネジメントシステ

ム（ISO１４００１）の運用

県庁における温室効果ガス排出量
の削減加速化事業費 温暖化・里山対策室 ─ ─ １４０，０００

太陽光発電設備の設置、照明の
LED化、公用車への環境配慮
車の導入

③ 緑化・森林・林業における二酸化炭素の吸収・固定
いしかわの森整備活動CO２
吸収量認証事業費 温暖化・里山対策室 ８３８ ７００ ７００

企業等の森林整備活動成果を評
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 ４，５５１ ４，０５６ ４，４７０ 県民みどりの祭典の開催、緑の
少年団育成等

フォレストサポーター養成事業費 森林管理課 １，０９０ １，０９０ １，０９０ 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 ２４３，３３４ ２４３，３３４ ２４３，３３４ 街路樹の管理
公園整備費 公園緑地課 １，８５８，２０９ ２，８９４，１３５ １，２７１，４９７ 県営都市公園の整備

２ 循環型社会の形成
（１）廃棄物等の排出抑制
プラスチック資源循環推進事業費 資源循環推進課 ２，７５０ １，９００ １，９２０ 使い捨てプラスチックの使用抑

制等による資源循環の推進

食品ロス削減推進事業費 資源循環推進課 ８５０ ９９０ ２，５００
食品ロス削減に取り組む飲食店
等の登録制度、家庭から食品の
寄附を募るフードドライブを実
施する事業者への支援

食べて貢献！もったいない食品利
用推進事業費補助金 資源循環推進課 ─ １，０００ １，０００

規格外品を販売する「もったい
ない市」の開催と売上のフード
バンク団体への寄附

（２）循環資源の再利用、再生利用・熱回収
一般廃棄物処理施設整備指導費 資源循環推進課 ４４０ ３６０ ３６０ 指導監督

リサイクル型社会構築推進事業費 資源循環推進課 ３，１０４ ３，１０４ ３，２６２ 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 資源循環推進課 ９，６２９ ６，１５７ ６，８３５
自動車リサイクル、ゼロエミッ
ションの推進、減量化アドバイ
ザー派遣等

食品リサイクル推進事業費 農業政策課 １０５ １１６ ２３２
食品リサイクル法施行に伴う食
品廃棄物のリサイクルを推進す
るための普及啓発及び優良事業
者表彰

（３）適正な処分
海岸漂着物地域対策推進事業費 資源循環推進課 １１４，４６３ １４１，７４０ １６０，２００ 国庫補助制度による海岸漂着物

対策
産業廃棄物処理対策費 資源循環推進課 １０，３９５ １３，７１３ ９，５７８ 産業廃棄物の処理対策の推進
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（単位：千円）

事 業 名 担 当 課 R２最終予算 R３最終予算 R４現計予算 事 業 内 容

（４）不適正処理の防止
不法投棄等不適正処理防止対策費 資源循環推進課 １５，８９４ １５，８７１ １５，７９１ 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と生物多様性の保全
自然環境保全推進費 自然環境課 ９２３ ９３５ ８４４ 自然環境保全計画に関する調査

等

松くい虫対策費 森林管理課 ２０９，４５４ ２０５，９０２ ２１３，９２８ 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 ４６６ ７６５ １，０５８ 文化財保護審議会の運営費

文化財愛護普及費 文化財課 １，３６２ １，７２１ ２，４７０
国・県指定建造物、史跡、天然
記念物等を対象とした巡視活動
費

世界農業遺産活用推進・
魅力発信事業費 里山振興室 ５，６８０ １１，８００ １１，８００

先進国として初めて認定された
世界農業遺産「能登の里山里海」
を積極的に活用し、生業の維
持・創出に向けた里山里海の保
全・利活用や「能登の里山里海」
の価値の再認識と共有に向けた
取組を推進

いしかわ里山振興ファンド事業資
金貸付金 里山振興室 ２，０００，０００ ３，０００，０００ ３，０００，０００

地元金融機関の協力のもと令和
３年度に拡充した１８０億円の
ファンドの運用益と、民間企業
からの寄付金の活用により、里
山里海の資源を活用した生業の
創出やチャレンジ精神旺盛な
「生業の担い手」の参入支援な
どの取組を実施

いしかわ里山づくり推進協議会事
業費補助金 温暖化・里山対策室 ２，８３２ ３，０４１ ２，０００

里山里海の保全活動に関する寄
附金として県が企業から受け入
れた金額を里山振興ファンド事
業を実施する「いしかわ里山づ
くり進推協議会」に補助

里山のパートナーづくり推進
事業費 温暖化・里山対策室 ３，２７９ ３，４７８ ２，８１０

企業や都市住民などの参画によ
る里山の利用保全を進めるた
め、里山づくり参画セミナー、
情報交流会の開催、都市住民に
よる農村ボランティアの活動促
進に向けた支援などを実施

いしかわ版里山づくりISO推進
事業費 温暖化・里山対策室 １，３３０ ２，５１７ ３，６４９

企業・NPO・学校等が行う里
山里海づくり活動を県が認証
し、支援

森づくりボランティア推進事業費
補助金 温暖化・里山対策室 ４，３００ ３，１８１ ４，６００

いしかわ森林環境税を活用し、
NPOや地域団体等による里山
林等の保全整備等を行う「森づ
くりボランティア」活動を支援

SATOYAMAイニシアティブ
推進ネットワーク事業費 温暖化・里山対策室 ４２ ６２２ ６５０

SATOYAMAにおける生物多
様性の保全や利用の取組の裾野
拡大と更なる推進を図る活動を
実施

いしかわグリーンウェイブ開催事
業費 温暖化・里山対策室 ２９５ １５０ ３００

未来を担う子ども達が生物多様
性について考える契機とするた
め、「国際生物多様性の日」で
ある５月２２日を中心に、植樹活
動や記念イベント等を実施

いしかわ里山サウンドウェイブ事
業費 温暖化・里山対策室 １，２３０ １，２８０ １，１９４

生物多様性等についての理解を
図るため、COP１０名誉大使で
あるMISIAの協力を得て、映
像等を作成し、普及啓発を実施
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（単位：千円）

事 業 名 担 当 課 R２最終予算 R３最終予算 R４現計予算 事 業 内 容

（２）種の保存の推進
石川の種の保存事業 自然環境課 ３，９８７ ３，３５６ ３，４７０ 指定種の保護・モニタリング、

特定外来生物対策等
トキ分散飼育費 自然環境課 ４６，４９３ ４４，８５７ ４４，８５７ トキの飼育・繁殖費等

次代へつなぐトキ舞ういしかわア
クション推進事業費 自然環境課 １，５００ ２，５６０ ２，０００

アクションシートによる環境保
全活動の促進、トキこども検定
の実施等

能登でのトキ放鳥受入推進費 自然環境課 ─ ─ ３１，２００ シンポジウムの開催や生息環境
調査の実施等

ライチョウ飼育繁殖費 自然環境課 １３，７０５ １３，７０５ １３，７０５ ライチョウの飼育繁殖等

（３）野生鳥獣の保護管理の推進
鳥獣保護諸費 自然環境課 １０，７１５ １０，６０４ １０，７４０ 鳥獣保護区管理等
キジ放鳥事業費 自然環境課 １，６６５ ６００ ６００ キジの放鳥

人と野生鳥獣との共生推進事業 自然環境課 ４，５４５ ４，２１２ ４，４０４
クマ・イノシシ・サル・ニホン
ジカの生息状況調査等、人との
共生のあり方を検討

野鳥観察舎管理費 自然環境課 ３９３ ３９３ ３９３ 施設管理運営費

大型獣対策事業費 自然環境課 １３，１５４ ２１，６４２ ２６，９９９ 里山クマ対策、シカ被害未然防
止対策の推進

ニホンジカ捕獲促進事業費 自然環境課 １６，６９１ １６，６９１ １６，６３６ ニホンジカの生息数抑制に向け
た捕獲の実地

（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研
究費 自然環境課 ８５０ ８５０ ８５０ 能登半島を中心とした浅海域の

生物に関する調査研究
国立公園保護管理費 自然環境課 １，４０８ １，３３４ １，３８９ 白山国立公園の管理
国定公園保護管理費 自然環境課 ２，４５１ ２，２４３ ２，２４３ 国定公園の管理等
自然公園施設管理費 自然環境課 ７６，２０２ ７８，３０２ ７８，８７６ 施設の管理運営
白山室堂公衆トイレ整備費 自然環境課 １５４，６１６ １１，６６０ ─ 水洗トイレへの建て替え
南竜ヶ馬場公衆トイレ整備費 自然環境課 ６０，０００ ２０３，０００ ８０，０００ 水洗トイレへの建て替え
国定公園等環境整備事業費 自然環境課 １６，７７２ ２２，７５０ ３９，６２５ 国定公園施設の整備等
県有施設緊急修繕事業費 自然環境課 ５４，５００ ４３，３００ ３４，８４４ 老朽化した県有施設の修繕
のと海洋ふれあいセンター費 自然環境課 ２５，３４１ ２５，３４１ ２５，３４１ 施設管理運営、普及啓発等
夕日寺健民自然園管理費 自然環境課 １２，７４６ １２，７４６ １２，７４６ 施設管理運営等

いしかわ自然学校推進事業費 自然環境課 ６，６２８ ６，４１７ ６，３５０
自然環境を活用した多様な自然
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

里山子ども園推進事業費 温暖化・里山対策室 ３，０００ ３，０００ ３，０００ 里山を活用した自然体験プログ
ラムの実施及び普及

森林公園の整備及び管理 観光企画課 １２０，２０３ １２０，３８１ １２０，２５０ 施設管理運営費
健康の森の整備及び管理 観光企画課 １４，３３７ １２，９８４ １２，９８４ 施設管理運営費
県民の森の整備及び管理 観光企画課 ２１，９０１ ２１，６６６ ２１，６６６ 施設管理運営費
いしかわ動物園運営費 観光企画課 ２３６，７１０ ２９５，３８９ ２４９，０２８ 施設管理運営費
ふれあい昆虫館運営費 観光企画課 １１０，８８３ １１５，４３５ １１１，８８３ 施設管理運営費
いしかわ田んぼの学校推進プロ
ジェクト事業 農業基盤課 ４，２８１ ４，５４５ ５，１２４ 小学校における農業・農村の多

面的機能の理解促進

いしかわ子ども自然学校推進事業
費 生涯学習課 ５，８８７ ５，５７３ ６，３８２

自然環境を利用した多様な自然
体験の場とプログラムの提供及
び指導者養成等

自然史資料館管理費 生涯学習課 ５０，７６５ ４８，４０４ ４７，８０８ 施設管理運営、教育普及プログ
ラムの実施等
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事 業 名 担 当 課 R２最終予算 R３最終予算 R４現計予算 事 業 内 容

４ 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 環境政策課 １３，７１１ １３，１４５ １３，５０５ 水準測量、観測井による調査等

奥地保安林保全緊急対策事業費 森林管理課 １０４，１８２ ３５，０００ ３５，０００ 奥地の森林や渓流を整備し良質
な生活用水等を確保

環境林整備事業費 森林管理課 ３０７，０００ ３３９，２００ ３０９，３４０ 放置竹林の除去等

河川環境整備費 河川課 ４６，２６１ ５４，３２６ ４２，６８５ 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

② 良好で安全な水質の保全
浄化槽対策費 都市計画課 ３，８４２ ３，８８８ ４，０２７ 浄化槽の検査指導
農業集落排水事業費 都市計画課 ２５５，５５６ １４１，４３１ １４５，０３１ 農業集落排水整備への助成

生活排水処理施設整備普及促進費 都市計画課 ４９，３０３ ４５，２３９ ４２，６８８ 汚水処理人口増加分に係る
補助金

排水基準監視指導費 環境政策課 ３，０４５ ２，８４５ ２，８４５ 排水基準の監視指導

水質環境基準等監視調査費 環境政策課 ４０，６４０ ４０，７５４ ４２，８１４ 環境基準、地下水の水質等の監
視調査

水道水等水質検査費 環境政策課 ２，３１２ ３，７０２ ２，３６３ 水質検査、飲料水の安全確保対
策

生活基盤施設耐震化等事業費 環境政策課 ４２６，６４１ ４９２，１９５ ９９５，９７５ 水道施設の耐震化等への助成
水源水質検査費 水道企業課 １，１７８ ２，３２９ ２，５９５ 水道水源の水質監視調査

水と緑のふれあいパーク活用推進費 河川課 １，４５０ １，４５０ １，６５０ 木場潟での水生植物活用水質浄
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 １００ １００ １００ 漁場環境の監視、情報収集

③ 水辺環境の保全
閉鎖性水域環境保全事業費 環境政策課 ３，０００ ３，０００ ３，０００ 河北潟における水質浄化技術の

実証実験・水質浄化材の設置

海岸クリーン運動推進事業費 水産課 ２，２００ ２，２００ 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 ６５，９９８ ６５，９９８ ６５，９９８ 河川美化事業等
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事 業 名 担 当 課 R２最終予算 R３最終予算 R４現計予算 事 業 内 容

（２）大気環境・土壌環境の保全、化学物質関係
大気汚染監視網管理費 環境政策課 ５９，４５３ ５５，７４０ ５８，９９７ 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 １４，７４２ １０，２３９ １７，５１４ 大気測定機器等の整備
有害大気汚染物質対策費 環境政策課 １，６４６ １，６４６ １，６４６ 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 ５３０ ７００ ７００ ばい煙発生施設等調査
自動車騒音環境基準監視調査費 環境政策課 ３，３９１ ４，１５２ ４，０３１ 自動車騒音実態調査
航空機騒音実態調査費 環境政策課 １，９４５ １，９２３ １，９２３ 航空機騒音実態調査
新幹線騒音環境基準等達成状況調
査費 環境政策課 １，５２８ １，５２８ １，５２８ 新幹線騒音環境基準等

達成状況調査
新幹線騒音環境基準類型指定調査
費 環境政策課 ─ ─ ６，７６２ 新幹線騒音環境基準類型指定の

見直しのための調査
悪臭規制対策費 環境政策課 ２２８ １９７ １９７ 悪臭実態調査

休廃止鉱山坑廃水処理事業費 環境政策課 ７，６７２ ７，４６０ ８，０８５ 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 １４０ ９９ ９９ 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 １，０８４ ３６０ ４９８ 酸性雨実態調査
石綿規制指導費 環境政策課 １，２８４ ８７７ ８７７ 石綿飛散防止のための立入調査
ダイオキシン類環境調査費 環境政策課 １２，０３７ １５，６６４ １５，６６４ ダイオキシン類環境実態調査等
家庭用品規制対策費 環境政策課 １９３ １９３ １９３ 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 １，５２４ １，９０４ ２，２５８ 環境中の化学物質実態調査等

PRTR事業費 環境政策課 ６８ ６８ ６８ 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 ６，２１０ ６，２１０ ６，２１０ 農産物等の残留農薬検査
食の安全・安心生産工程管理推進
事業 生産流通課 １，８８２ ２，０７６ １，２６０ 講演会の開催等によるGAPの

普及推進

農薬等安全使用対策事業費 農業政策課 ３，３９２ ３，４１９ ５，２５１
農薬及び肥料の適正な生産流
通、使用の指導監督、実証圃の
設置、栽培講習会等の開催によ
る安全安心な農産物生産

（３）環境美化、修景、景観形成
健民運動の推進 県民交流課 １，８８３ ２，６０５ ２，７４２ 花いっぱいコンクールの実施等

美しい石川の景観づくり推進費 都市計画課 ２，８４０ ３，８３３ ３，８３３ いしかわ景観総合条例に基づく
各種景観施策の実施

（４）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 １，１４８ ２，８５８ １，１３０ 大規模開発に関する環境アセス

メントの審査
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事 業 名 担 当 課 R２最終予算 R３最終予算 R４現計予算 事 業 内 容

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

協同組合等強化事業費
（環境適応対策事業費） 経営支援課 １００ １００ １００

中小企業者の産業廃棄物・リサ
イクル資源の処理に対する意識
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推進事業費 畜産振興・防疫対策課 ４０６ ３６５ ３４７ 家畜排せつ物の管理の適正化の
推進、指導

環境にやさしい農業推進事業費 生産流通課 ５２５ ５２５ ５２５
有機・減農薬農産物の生産振興
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 農業政策課 ５２６ ５２２ ７２０
JAS法に基づく有機農産物の生
産行程管理者及び小分け業者の
認証

（２）環境ビジネスの推進
環境保全資金貸付金 環境政策課 １４８ １４０ １６７ 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 温暖化・里山対策室 ０ ０ １７５ 中小企業の地球温暖化対策施設
整備費用等を融資

企業エコ化促進事業費 温暖化・里山対策室 １，４８３ １，６００ １，３２３ 企業のエコ化、エコデザイン賞
の贈賞

（３）農業・農村における多面的機能の維持・発揮
中山間地域等直接支払事業 里山振興室 ５０４，４１５ ５２１，７４３ ５３２，７６８ 農地の保全、管理
里山地域活性化推進事業費 里山振興室 １，５９６ １，３００ ２，４００ グリーンツーリズムの普及啓発
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事 業 名 担 当 課 R２最終予算 R３最終予算 R４現計予算 事 業 内 容

６ 環境に関する知識、知恵、情報等の集積と活用
（１）環境教育・環境学習の推進

いしかわ環境情報サイト運営費 環境政策課 ２５９ ３００ ３００
県内のNPO、大学、研究機関、
企業等が有している環境に関す
る知識、知恵、情報等を集積し、
活用するシステムの管理・運営

県民エコステーション事業費 環境政策課
温暖化・里山対策室 １９，９２９ １９，７５４ ２１，２１５

いしかわ環境パートナーシップ
県民会議が行う環境情報の提
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 １，７６０ １，８３６ １，８３６ 環境月間ポスターコンクールの
実施、環境白書の作成等

（２）環境研究、国際環境協力の推進
自然保護センター研究普及費 白山自然保護センター ２，５４５ ２，３９９ ２，３９９ 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

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 １，１７７ １，１２９ １，１８８

白山高山帯における植生、気
温、ハイマツ成長量、開花状況
及び昆虫類調査

金属積層造形物の高性能化のため
の設計技術に関する研究 工業試験場 １，５００ １，５００ ─

金属３Ｄプリンタの活用し優れ
た機械特性、及び放熱特性を有
するラティス構造体を試作す
る。

航空機用チタン合金鋳造部材を
ターゲットとした３Ｄプリンタに
よる砂型作製と鋳造技術の開発

工業試験場 ２，２１６ ２，２１７ ─
チタン合金を用いて複雑な航空
機部材を製造し、軽量化とエン
ジン効率の向上を図る。

金属空気電池の実現に向けた固体
電解質の開発 工業試験場 ─ １，５００ １，５００

再生可能エネルギーの変動安定
化と貯蔵を目的に高容量・低コ
スト蓄電池（金属空気電池）の
固体電解質の開発を行う。

加賀地域における地中熱利用シス
テムの適地評価 工業試験場 ─ ４３５ ５５０

地下水を利用するオープンルー
プ方式の地中熱ヒートポンプを
用いて適地評価に関する基盤情
報を蓄積する。

無機材料への漆蒔絵形成技術の研
究 工業試験場 ５００ ４３９ ─

金属やガラスなどの無機材料
へ、線や点などの小面積でも剥
離や摩耗しない、耐久性に優れ
た蒔絵方法を開発する。

環境配慮型紫外線処理プロセスに
よる高分子表面改質技術の開発 工業試験場 ─ １，７５０ １，５００

合成繊維やプラスチック等高分
子材料の親水化加工を目的に繊
維加工剤や印刷インクを溶剤系
から水系へ変更する。

脱炭素社会の実現を推進する革新
的リグニン系高機能材料の開発 工業試験場 １０，０００ ８，０００ １８，０００

木質材料の有効活用を目的に改
質リグニン樹脂と炭素繊維を材
料とする複合材料を試作し、力
学的性質を評価する。

酸化皮膜を用いた環境対応型一次
防錆技術の開発 工業試験場 ─ ３４５ ５５０

黒染処理に使用される強アルカ
リに代わる熱水等を用いた一次
防錆技術を開発する。

新規合成プロセスを用いた環境対
応型窒化物セラミックス原料の開
発

工業試験場 ─ ３４５ ６００
窒素源に有機窒化化合物を用い
て、放熱性や耐久性に優れた窒
化アルミニウムや窒化珪素原料
を開発する。

微小粒子状物質（PM２．５）の成分
組成による発生源解析 保健環境センター ６３４ ３８４ ５４０

PM２．５中に含まれる多環芳香
族炭化水素類、イオン成分等５
成分を調査するとともに、発生
源を解析する方法を検討する。
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事 業 名 担 当 課 R２最終予算 R３最終予算 R４現計予算 事 業 内 容

河北潟の沿岸透明度向上技術の検
討 保健環境センター ４９８ ４１６ ２６６

透明度を低下させる湖水中懸濁
物質の実態を調べるとともに、
懸濁物質の沈降の促進又は除去
する方法について検討する。

石川県内における地下水ひ素汚染
の機構解明 保健環境センター ４５０ ２４０ ４４７

県内の地下水でひ素が環境基準
を超過する事例がみられ、その
原因は自然由来と推定されてい
る。県内の自然由来と推定され
る地下水ひ素汚染について、そ
の汚染機構を解明する。

石川県内における生活関連化学物
質の実態調査 保健環境センター ４３１ ３９４ ７３５

環境省の化学物質環境実態調査
の初期環境調査において検出の
あ っ た 生 活 関 連 化 学 物 質
（PPCPs）について、分析法の
検討を行い、概況調査及び詳細
調査により県内河川における濃
度分布を把握する。

環境放射線モニタリングに関する
調査研究 保健環境センター ４，５３５ ４，５３５ ４，５３５ 環境中の放射性物質の実態及び

挙動調査を行う。

国際環境協力推進事業費 環境政策課
温暖化・里山対策室 ─ ─ ─ 中国江蘇省・韓国全羅北道・ド

イツとの環境協力


