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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 H19最終予算 H20最終予算 H21現計予算 事　業　内　容

（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

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 12,276 7,306 17,001 浄化槽の設置に係る補助金

漁業集落排水事業費 水環境創造課 98,744 22,588 588 漁業集落排水整備への助成

農業集落排水事業費 水環境創造課 494,441 358,730 641,062 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 1,772 0 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 442,048 344,039 272,669 汚水処理人口の増加分に係る
補助金

水源流域広域保全事業 森林管理課 60,637 28,350 50,800 水源地域の森林整備

水源流域地域保全事業 森林管理課 77,700 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 253,551 170,100 193,025 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 468,019 616,366 636,945 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 20,000 19,000 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 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

排水基準監視指導費 水環境創造課 3,485 3,026 3,271 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 31,533 32,555 32,005 環境基準、地下水の水質等の
監視調査

地盤沈下等対策費 水環境創造課 13,881 12,957 11,556 水準測量、観測井による調査等

水道布設事業指導費 水環境創造課 3,195 3,061 2,697 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 4,781 4,848 3,938 水質検査、飲料水の安全確保
対策

簡易水道等整備対策費 水環境創造課 9,361 1,750 - 簡易水道等の施設整備

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

漁場環境保全調査事業費 水産総合センター 400 357 331 漁場環境の監視、情報収集

水源水質検査費 電気水道課 1,634 1,619 1,630 水道水源の水質監視体制の強化

手取川上流域水質調査委託費 電気水道課 2,347 3,465 3,465 水道水源の水質監視体制の強化
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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 91,005 82,325 58,942 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 19,535 7,663 17,570 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 1,648 1,474 1,474 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 583 554 554 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 5,292 5,119 5,544 自動車騒音実態調査

航空機騒音実態調査費 環境政策課 2,419 2,439 2,439 航空機騒音実態調査

悪臭規制対策費 環境政策課 530 332 334 悪臭実態調査

休廃止鉱山等鉱害防止事業費 環境政策課 4,985 4,965 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 317 191 191 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 1,497 1,362 1,364 酸性雨実態調査

石綿規制指導費 環境政策課 776 915 781 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 人家密集地等での排水性舗装
（排水性舗装） の整備

事　　業　　名 担　当　課 H19最終予算 H20最終予算 H21現計予算 事　業　内　容

（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 3,491 2,977 4,500 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 14,280 38,640 39,900 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 26,448 37,030 50,784 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 3,200 2,950 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 68,869 65,581 52,451 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 7,628 8,912 5,194 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 287 248 248 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 2,566 2,362 環境中の実態調査等

PRTR推進 環境政策課 249 227 213 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 7,051 7,495 7,414 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 2,825 1,658 1,266 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 779 4,269 4,529 の設置、栽培講習会等の開催
による環境保全型農業の普及
啓発

（4）環境美化、修景、景観形成

健民運動の推進 県民交流課 5,030 4,680 4,430 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 7,000 16,204 8,900 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 1,044 853 1,037 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 1,718,392 1,593,283 1,538,344 したほ場整備等生産基盤整備

の推進

事　　業　　名 担　当　課 H19最終予算 H20最終予算 H21現計予算 事　業　内　容

（単位：千円）
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事　　業　　名 担　当　課 H19最終予算 H20最終予算 H21現計予算 事　業　内　容

（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 1,369 900 1,020 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 30,080 30,430 30,390 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 17,341 16,912 17,920 産業廃棄物監視機動班による
不法投棄の監視等

長期間放置されたままになっ
不適正処理産業廃棄物除去事業費 廃棄物対策課 15,000 0 0 ている産業廃棄物を除去する

環境修復基金への助成

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 3,004 1,890 1,484 自然環境保全計画に関する調
査等

ふるさとの里山再生推進事業費 自然保護課 1,126 1,100 450 里山保全再生協定の締結の推
進及び活動の支援

里山での散策のみちや里山整
いしかわの里山回廊推進事業費 自然保護課 608 0 0 備のための里道の復元・整備

のための基本計画の策定

森づくりボランティア推進事業費 自然保護課 2,000 0 0 里山保全活動の支援

里山再生ボランティア推進事業費 自然保護課 0 3,660 4,000 上記2事業を統合

里山生物多様性保全再生モデル 自然保護課 - 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

松くい虫防除事業費 森林管理課 120,536 110,618 79,358 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 1,395 1,103 1,073 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 10,000 43,065 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 600 800 760 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 5,607 5,082 3,591 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 3,208 1,841 2,548 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 470 295 402 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

食品リサイクルモデル推進事業費 農業安全課 1,400 0 - 食品廃棄物のリサイクルを推
進するためモデル事例を育成
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事　　業　　名 担　当　課 H19最終予算 H20最終予算 H21現計予算 事　業　内　容

（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
「生物多用性戦略ビジョン」策定 自然保護課 - 5,000 10,400 けた取り組みを推進する拠り
事業費 所となる「生物多用性戦略ビ

ジョン」を策定する

希少野生動植物保全対策事業費 自然保護課 1,196 - - 希少な動植物の保護等を行う
市町に対する助成

「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 3,121 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 1,500 916 1,046 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

（3）野生鳥獣の保護管理の推進

鳥獣保護諸費 自然保護課 6,664 6,163 6,748 鳥獣保護区管理等

キジ放鳥事業費 自然保護課 2,660 2,660 2,660 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 2,000 5,000 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・イノシシの生息状況調査
人と野生鳥獣との共生推進事業 自然保護課 8,600 7,798 6,141 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 519 489 464 施設管理運営費

野生動物の適正管理総合推進事業 自然保護課 1,319 0 0 イノシシ生息実態調査費

ニホンザルモニタリング調査費 白山自然保護センター 405 405 355 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（仮称） 自然保護課 0 174,400 174,400 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 0 13,500 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 0 4,500 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

全国野鳥保護のつどい開催準備費 自然保護課 - - 2,400 野鳥保護のつどい開催準備
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事　　業　　名 担　当　課 H19最終予算 H20最終予算 H21現計予算 事　業　内　容

（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 1,116 1,104 850 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 1,709 1,696 1,679 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 3,206 3,046 2,898 国定公園の管理等

自然公園施設管理費 自然保護課 67,209 66,572 64,498 施設の管理運営

自然公園施設維持補修費 自然保護課 8,585 6,868 5,494 施設の整備、維持補修

白山南竜山荘等整備費 自然保護課 0 76,250 76,250 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 55,474 56,381 56,367 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 8,999 12,642 12,501 施設管理運営等

夕日寺健民自然園整備費 里山の保全活用と身近な生き
自然保護課 28,740 0 0 物とのふれあいの場の整備

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 15,975 12,780 10,224 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

県内の里山活動の模範となる
もりの保育園推進事業費 自然保護課 0 1,200 900 モデルプログラムの実践及び

普及

森林公園の整備及び管理 交流政策課 145,382 134,384 115,016 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 13,461 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 20,906 20,900 施設管理運営費

いしかわ動物園運営費 交流政策課 262,001 259,305 259,915 施設管理運営費

ふれあい昆虫館運営費 交流政策課 120,789 120,945 121,003 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 3,240 2,897 3,083 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 11,250 11,130 490 景観、ふれあいを配慮した森
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 12,724 10,074 9,618 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 145,383 16,872 3,855 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 35,326 47,086 47,410 施設管理運営、教育普及プロ
グラムの実施等

いしかわ里山フェア開催事業費 自然保護課 - 5,200 2,500 いしかわ里山フェアの開催
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事　　業　　名 担　当　課 H19最終予算 H20最終予算 H21現計予算 事　業　内　容

（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（公民館、町内会等）を

学校版・地域版・家庭版環境ISO 地球温暖化対策室 5,876 9,836 8,500 認定及び家庭を登録し、学校
推進費 版・地域版・家庭版環境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 6,298 7,387 4,385 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

エコ保育園・幼稚園モデル事業費 地球温暖化対策室 - 1,500 1,300 ルを実践するエコ保育園・幼
稚園をモデル的に配置し、取
り組みを支援

エコドライブ、エコクッキング、
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 1,300 省エネ家電製品の普及促進を
動支援事業費 図るため、マイスター等を養

成・認定し、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 5,500 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

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 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

病院、旅館、福祉施設等6業種
いしかわ事業者版環境ISO深化・ 地球温暖化対策室 - 4,156 4,200 の業種別マニュアルを作成し、
ステップアップ事業費 事業者版環境ISOを普及促進

太陽光発電活用普及促進事業費 工業試験場 158 158 458 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 3,600 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 4,800 4,960 3,200 パーク・アンド・ライドシステム
推進費 への助成

風力発電費 電気水道課 73,773 69,700 75,154
碁石ヶ峰・輪島風力発電所の
維持管理

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 1,000 1,500 2,000 るための事例集の作成、説明
会、現地見学会フォーラムの
開催

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 1,007 957 788 保守、オフィスペーパーリサ

地球温暖化対策室 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 1,635 1,705 1,588 県庁ISO14001の運用
運用費

県有施設グリーン化推進費 地球温暖化対策室 31,887 13,785 0 県有施設の省エネ工事



中山間地域等直接支払事業 農業政策課 379,808 380,085 421,000 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 3,600 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
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事　　業　　名 担　当　課 H19最終予算 H20最終予算 H21現計予算 事　業　内　容

（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 1,000 800 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 555 527 500 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 4,651 3,099 2,427 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 983 747 900 JAS法に基づく有機農産物の認証

（2）環境ビジネスの育成

環境保全資金貸付金 環境政策課 287 233 329 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 中小企業の地球温暖化対策施
設整備費用等を融資

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 1,134 1,414 1,434 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

（3）農林水産業における環境保全機能の維持管理

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 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 4,677 4,461 4,433 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 4,340 3,615 4,392 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 1,297 1,219 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 185,000 204,700 190,700 街路樹の管理

公園整備費 公園緑地課 1,015,000 1,017,100 1,108,250 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 4,514 4,891 3,929 中国江蘇省・韓国全羅北道と
の環境協力
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事　　業　　名 担　当　課 H19最終予算 H20最終予算 H21現計予算 事　業　内　容

（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

工業試験場

工業試験場

工業試験場

0

0

0

0

0

1,791

0

0

22,325

600

500

336

0

1,858

1,400

0

24,000

512

499

324

1,500

1,144

1,300

450

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 2,968 2,806 2,714
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ンタリング
調査

白山自然保護センター 2,097 1,946 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

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 720 620 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

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

保健環境センター 720 620 0

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とお
して、規制対策の効果や除去方
法を検討

半導体レーザによる高精度表面
処理技術の開発

簡易型センシング技術に関する
研究

無機材料への漆塗膜形成技術の
研究

スーパー繊維素材の高機能化に
関する応用研究

発酵大豆ホエー・オカラを利用
した高機能化食材の開発

微生物を用いた油汚染土壌の修
復技術の開発

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

DLC膜中の水素含有量を極力減
らした高硬度な高密度ナノ炭素
膜を開発するとともに、これま
でDLC膜では対応できなかった
①自動車部品、②圧粉成形金型、
③光学レンズ成形金型の3つの
アプリケーションへの適用を目
指す

高周波熱処理では焼き入れが困
難な複雑形状部品の熱処理技術
の確立を目的に、段取レスで多
変種少量ワークに対応可能な半
導体レーザによる高精度レーザ
熱処理技術を開発する

光センサを利用した簡易型のセ
ンサ応用システムとして、複数
のセンサを用いた物体検知およ
び赤外線センサ等を用いた状態
検知を行うシステムを開発する

漆製品の多用途化を図るため、
従来よりも耐水性の高い漆塗膜
を陶磁器・ガラス・金属材料上
に形成可能とする下塗り剤を調
査検討し、製品の応用展開を図
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

大豆ホエーを濃縮する技術を確
立した後、乳酸発酵により濃縮
ホエーとオカラに機能性を付与
し、食品、肥料、飼料などへ有
効利用を図る

油汚染土壌において、市販微生
物製剤の活性化方法や浄化促進
剤を検討し、浄化期間を従来の
3分の2に短縮することを目標に
技術開発を行う。また、工業試
験場で分離したA重油分解微生
物を検証し、土壌修復への活用
を検討する

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
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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 27,967 36,869 27,218 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 2,203 2,190 2,173 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 H19最終予算 H20最終予算 H21現計予算 事　業　内　容

（単位：千円）

工業試験場

工業試験場

畜産総合センター

0

0

0

0

1,500

300

1,1210 0

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

有機単分子膜を利用した防錆皮
膜技術の開発

珪藻土れんがの焼成過程で発生
する亜硫酸ガスを低減させ、品
質の安定した珪藻土れんがの製
造技術の確立を目指す

これまでの研究で得られた有機
単分子膜を利用した防錆皮膜技
術を現場で活用できるようにす
る

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 1,3841,444 2,259
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 0400 400
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
定法確率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 8350 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


