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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）

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 環境政策課 14,211 12,685 14,543 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 43,633 35,008 48,000 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 495,615 443,758 452,080 手入れ不足人工林の整備

河川環境整備費 河川課 30,570 47,646 20,900 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 870 719 442 浄化槽の検査指導
農業集落排水事業費 都市計画課 185,575 165,587 178,562 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 104,885 91,274 76,641 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 3,282 3,282 3,140 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 35,311 38,108 40,805 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 2,658 3,329 2,563 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 － 225,041 190,260 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 1,942 1,888 2,054 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 1,450 1,450 1,450 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 168 168 168 漁場環境の監視、情報収集

（単位：千円）

事　　業　　名 担　当　課 H27最終予算 H28最終予算 H29現計予算 事　業　内　容
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事　　業　　名 担　当　課 H27最終予算 H28最終予算 H29現計予算 事　業　内　容

　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 5,485 12,162 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 2,800 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 65,581 65,581 河川美化事業等

（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 60,245 60,019 60,423 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 19,621 14,403 17,119 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 588 588 588 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 3,223 3,439 3,321 自動車騒音実態調査
航空機騒音実態調査費 環境政策課 1,999 1,999 1,999 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 2,193 1,536 1,500 新幹線騒音環境基準等

達成状況調査
公害調査等機器整備費 環境政策課 900 431 431 騒音測定機器の整備
悪臭規制対策費 環境政策課 268 268 268 悪臭実態調査

休廃止鉱山等鉱害防止事業費 環境政策課 7,008 7,363 7,303 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 140 140 140 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 2,159 1,981 1,522 酸性雨実態調査
石綿規制指導費 環境政策課 1,281 1,281 1,263 石綿飛散防止のための立入調査

（3） 化学物質関係
ダイオキシン類環境調査費 環境政策課 8,508 16,122 8,304 ダイオキシン類環境実態調査
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 2,064 2,169 2,069 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 農業安全課 147 788 300 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 農業安全課 5,793 5,136 5,327

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



－  161  －

資
料
編

（単位：千円）

事　　業　　名 担　当　課 H27最終予算 H28最終予算 H29現計予算 事　業　内　容

（4） 環境美化、修景、景観形成

健民運動の推進 県民交流課 2,860 2,860 3,430 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 4,024 3,854 4,046 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 1,419 0 1,148 大規模開発に関する環境アセ
スメントの審査

県営ほ場整備事業費 農業基盤課 3,579,719 4,747,852 1,497,015
生態系や景観との調和に配慮
したほ場整備等生産基盤整備
の推進

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
事業費 廃棄物対策課 1,664 1,664 1,664 減量化アドバイザー派遣

（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 廃棄物対策課 360 360 360 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 3,303 3,303 3,303 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 9,065 6,578 7,442 自動車リサイクル、ゼロエミ
ッションの推進

食品リサイクル推進事業費 農業安全課 258 258 258

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
進するための啓発運動及び優
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 廃棄物対策課 100,516 93,846 103,745 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 廃棄物対策課 16,428 15,941 16,356 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 19,585 17,920 17,948 産業廃棄物監視機動班による
不法投棄の監視等
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事　　業　　名 担　当　課 H27最終予算 H28最終予算 H29現計予算 事　業　内　容

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 自然環境課 923 980 995 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 306,851 213,238 245,547 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 683 1,068 1,068 文化財保護審議会の運営費

文化財愛護普及費 文化財課 2,359 2,444 2,633
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

（2） 生物多様性の確保

世界農業遺産活用推進・
魅力発信事業費 里山振興室 14,500 14,500 12,700

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 1,000,000 2,000,000 2,000,000

地元金融機関の協力のもと平成
28年度に拡充した120億円のファ
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多
様な主体の参画による里山保全
活動の推進などの取組を実施

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 5,608 4,257 4,000

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 3,027 2,996 4,500

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 2,443 2,794 3,800 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 3,675 3,224 3,700

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

いしかわグリーンウェイブ2017
開催事業費 温暖化・里山対策室 888 800 850

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 1,609 1,940 1,631

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

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 1,941 1,130 1,545

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

石川の種の保存事業 自然環境課 4,253 5,176 4,269 指定種の保護・モニタリング特定
外来生物対策等
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（3） 野生鳥獣の保護管理の推進
鳥獣保護諸費 自然環境課 8,738 9,420 10,202 鳥獣保護区管理等
キジ放鳥事業費 自然環境課 2,000 1,665 1,665 キジの放鳥

人と野生鳥獣との共生推進事業 自然環境課 3,075 3,617 4,529
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

トキ公開展示施設準備費 自然環境課 991,524 11,740 ─ いしかわ動物園でのトキ公開
展示に向けた準備等

トキ分散飼育費 自然環境課 26,773 28,927 46,226 トキ飼育・繁殖費等

トキと人との共生推進事業費 自然環境課 ─ ─ 1,200
トキを育くむ環境づくりの大
切さを伝えるセミナーや県内
学校向けの出前講座の開催

ライチョウ飼育繁殖費 自然環境課 3,001 3,001 3,001 ライチョウの飼育繁殖技術習
得

大型獣対策事業費 自然環境課 15,323 11,127 12,120 里山クマ対策、シカ被害未然
防止対策の推進

（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 1,403 1,603 1,403 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 2,451 2,451 国定公園の管理等
自然公園施設管理費 自然環境課 73,354 73,211 73,271 施設の管理運営
国定公園等環境整備事業費 自然環境課 21,519 19,343 21,900 国定公園施設の整備等
のと海洋ふれあいセンター費 自然環境課 24,880 24,880 24,880 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 12,514 12,514 12,514 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 7,496 7,496 7,496

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 2,000 2,000 2,000 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 116,634 115,294 115,294 施設管理運営費
健康の森の整備及び管理 観光企画課 13,679 13,679 13,679 施設管理運営費
県民の森の整備及び管理 観光企画課 21,447 21,447 21,447 施設管理運営費
いしかわ動物園運営費 観光企画課 232,404 232,404 232,404 施設管理運営費
ふれあい昆虫館運営費 観光企画課 108,869 108,869 108,869 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 4,702 4,428 5,124 小学校における農作業体験の

推進

いしかわ子ども自然学校推進事業費 生涯学習課 5,207 5,207 5,207
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 48,326 48,347 48,221 施設管理運営、教育普及プロ
グラムの実施等
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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

いしかわ版環境ISO推進費 温暖化・里山対策室 5,399 4,286 6,000

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、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

いしかわエコスタイル推進事業費 温暖化・里山対策室 1,099 910 1,120

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推進事業費 温暖化・里山対策室 2,800 3,200 2,600
夏に家庭のエアコンを消して公
共施設・商業施設に出かける
「クールシェア」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 6,815 6,954 8,963

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

エコ住宅整備促進事業費 温暖化・里山対策室 15,314 13,900 24,000

省エネ性能が高い新築住宅の普
及と既存住宅の省エネ改修を促
進するため高性能省エネの住宅
に対して補助金を交付

省エネ・節電アクションプラン
推進費 温暖化・里山対策室 7,625 7,871 7,200

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 3,306 4,400 3,900

子ども向けの簡易な取組の設
定やエコライフ応援サイト開
設による子育て世帯や、企業
の従業員の家庭版環境ISOへの
参加促進

いしかわウォームシェア推進
事業費 温暖化・里山対策室 0 3,000 2,400

いしかわウォームシェアの推
進、企業協賛を活用したイン
センティブの付与

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

再生可能エネルギー等導入推進
事業費 温暖化・里山対策室 792,110 920,580 0

県・市町等の避難所や防災拠点等
への再生可能エネルギー等の導入
を推進

小水力等再生可能エネルギー
発電施設整備事業費 農業基盤課 394,575 310,000 296,403 農業水利施設等を活用した再生可

能エネルギー発電施設整備の促進

　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）

県庁グリーン化推進費 環境政策課
温暖化・里山対策室 1,368 1,029 1,029

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 711 786 837 石川県環境マネジメントシス

テム（ISO14001）の運用
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　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 810 836 1,000

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

いしかわ版CO2削減活動支援事業費 温暖化・里山対策室 747 576 600
二酸化炭素吸収源としての森林
を保全する活動を企業と消費者
が支える制度の創設・普及

緑化推進事業費 森林管理課 2,049 4,620 4,620 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 1,084 1,084 1,084 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 677,160 1,637,007 876,134 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
温暖化・里山対策室 253 253 253 中国江蘇省・韓国全羅北道・

ドイツとの環境協力

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 農業安全課 406 406 406 家畜排せつ物の処理の適正化
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 農業安全課 675 631 649
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
の認定

メタン活用いしかわモデル普及
事業費 都市計画課 5,245 6,091 6,900 小規模下水処理場でも可能なメ

タンのエネルギー化の普及促進

（2） 環境ビジネスの育成

環境保全資金貸付金 環境政策課 102 89 230 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 21 11 182 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 2,942 2,429 2,300 企業のエコ化、エコデザイン
賞の贈賞

いしかわエコもの発信力
向上支援事業費 温暖化・里山対策室 4,400 3,100 2,800 企業の環境面での発信力の向

上を支援

省エネによる競争力強化支援
事業費 産業政策課 1,000 0 0

節電・省エネ意識の普及・啓
発、省エネ個別診断「省エネ
版企業ドック」の実施

（3） 農林水産業における環境保全機能の維持管理
中山間地域等直接支払事業 里山振興室 539,071 482,953 532,768 農地の保全、管理
「ふれあいと体験の旅」推進事業費 観光企画課 200 300 300 ニューツーリズムの普及啓発
里山地域活性化推進事業費 里山振興室 0 4,000 4,600 グリーンツーリズムの普及啓発
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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

いしかわ環境情報サイト運営費 環境政策課 1,491 1,944 616

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

（2） 環境研究の推進

自然保護センター研究普及費 白山自然保護センター 3,034 3,034 3,034 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 1,188 1,005 1005

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

太陽光・熱を利用したハイブリ
ット太陽電池の開発 工業試験場 1,200 1,000 ─

集光式太陽電池で発生する未
利用の太陽熱から熱電変換素
子でエネルギーを回収するこ
とで、総合変換効率を高めた
太陽光・熱ハイブリット発電
技術の開発を行った。

高付加価値色素増感型太陽電池
の開発 工業試験場 1,000 1,000 ─

金箔の使用や多彩な色を取り
込んだ意匠性に富んだ高付加
価値な色素増感太陽電池を開
発し、インテリアとしての用
途展開を図った。

環境対応型航空機降着装置用亜
鉛・ニッケル合金めっきの実用
化技術の研究開発

工業試験場 2,999 2,072 ─

航空機降着装置などの高強度
部品用途の低水素脆性めっき
技術として、アルカリ浴の亜
鉛・ニッケル合金めっきに着
目し、その非破壊膜厚測定や
剥離技術などの実用化に必要
な技術の確立を図った。

印刷技術による抵抗素子の低温
作製技術の開発 工業試験場 440 440 ─

電子部品の小型化に対応可能
な印刷技術について、従来の
真空技術と同等の作製温度500
度以下の低温での抵抗体を作
製した。

金属材料における耐食性評価の
迅速化に関する研究 工業試験場 350 400 ─

金属材料の電気化学試験とキ
ャス試験およびサイクル試験
との相関関係を検討し、電気
化学試験による耐食性評価の
迅速化を図った。

屋外での電圧誘起劣化の実証研究 工業試験場 8,000 10,000 10,000

太陽電池の電圧誘起による劣
化メカニズムを解明するため
に、電圧誘起による劣化を意
図的に進行させて、その際の
特性挙動と変化を測定する。

複数材のレーザ溶融による傾斜
機能創成技術の開発 工業試験場 ─ 2,250 1,500

硬さと耐衝撃性を両方兼ね備
えた高耐久性金型の実現のた
め、複数粉末の割合を連続的
に変えながら均一に混合した
状態で供給できる装置を開発
し、混合割合を変えながら混
合粉末をレーザ溶融して積層
することで成分が傾斜的に変
化した傾斜機能部材創製技術
の開発を目指す。
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高貴色漆塗膜の開発 工業試験場 ─ 1,300 1,300

透明性を高めた着色漆や光輝
性のあるパール漆を塗り重ね
て、それらの組成や膜厚の調
整により、蒔絵のような質感
の金色と深みのある紫色の漆
塗膜開発を目指す。塗料の代
わりに天然の漆を使用するこ
とで、環境負荷を低減させる。

食品製造副産物を活用した機能
性素材の開発 工業試験場 ─ 450 320

石川県産農産物の規格外品及
び食品製造副産物の有効利用
を目的に、酵素処理及び発酵
技術により付加価値を高めた
機能性素材の開発を目指す。

埋立処分場における1.4-ジオキサ
ンの挙動調査と効率的な除去方
法に関する検討

保健環境センター ─ 460 560

難分解性で水に溶けやすく人
体に有害な化学物質である1,4-
ジオキサンが県内処分場の放
流水から検出されたことから、
埋立処分場における降雨・降
雪などの気象変動に伴う挙動
変化について調査を行い、1,4-
ジオキサンのより効率的な除
去について検討し、その結果
を事業者へ提案する。

臭素系難燃剤ポリブロモジフェ
ニルエーテル類の県内環境中分
布調査

保健環境センター ─ 370 360

残留性有機汚染物質で臭素系
難燃剤の一つであるポリブロ
モジフェニルエーテル類につ
いて、県内における濃度分布
を把握するとともに、迅速に
測定できる技術を備えておく。

環境中の化学物質の体系的分析
法について 保健環境センター 440 ─ ─

水質事故等の原因究明に迅速
に対応するため、多種多様な
有機化学物質を対象にした体
系的分析方法を開発する。

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 3,878 4,023 3,599

環境試料中放射能の現状を調
査し、環境放射能の動態調査
を行う。

PM2.5に含まれる多環芳香族炭化
水素類の実態調査 保健環境センター 820 650 560 PM2.5に含まれる多環芳香族炭

化水素類の成分を調査する。

植物プランクトンを活用した水
質浄化技術の検討 保健環境センター 790 670 620

湖沼汚濁の原因の一つである
水中の窒素・燐をプランクト
ンに吸収させることにより、
水質を浄化する技術を検討す
る。

（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

県民エコステーション事業費 環境政策課 23,462 23,445 23,540

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 1,964 1,968 1,968 環境月間ポスターコンクール
の実施、環境白書の作成等


