
H24予算(千円) 所管部局・課室

5,716,269

672,969

事業者に対する指導 214 温暖化対策課
県内温室効果ガス総排出量の推計 1,140 温暖化対策課
CO2削減協力事業の推進（緊急雇用） 2,894 温暖化対策課

環境保全設備等の整備促進 322,567 環境政策課

住宅用創エネルギー設備設置特別融資（家庭用燃料電池設置時別融資） 346,154 環境政策課

3,053,298

太陽光発電相談指導センター運営事業 3,948 温暖化対策課
新 地熱によるバイナリー発電の導入計画の策定 4,300 温暖化対策課
太陽光発電等普及支援事業（緊急雇用） 17,212 温暖化対策課
三田浄水場における太陽光発電設備の導入 146,000 企業庁水道課
未分譲地を活用した津名地区における太陽光発電 －企業庁臨海整備課

住宅用太陽光発電設備設置補助事業 81,680 温暖化対策課
住宅用太陽光発電設備設置特別融資事業 2,610,422 温暖化対策課

バイオマス利活用に関する技術的課題等の解決に向けた支援の実施等 160 消費流通課
バイオマスエネルギー等利活用に係る普及啓発等 526 消費流通課
木質バイオマス利用施設等整備 162,550 林務課

エネルギー自給のむらづくり推進事業 24,000 農村環境室
地域エネルギー活用方策検討事業費 2,500 エネルギー対策室

1,907,081

県民まちなみ緑化事業 633,000 都市政策課

運輸部門における地球温暖化対策推進事業 888 水大気課
低公害車導入補助事業 8,341 水大気課
運送事業者への低公害車普及促進補助事業 40,179 水大気課
低公害公用車代替促進事業 3,580 水大気課
環境保全設備設置資金貸付金 724,100 水大気課
環境保全設備設置貸与資金貸付金 1,109,917 水大気課
環境保全設備設置資金融資保証損失補償費 11,100 水大気課
環境保全設備設置資金利子補給費等 8,976 水大気課
道路交通の円滑化推進（円滑化対策事業費） 51,450 県警交通規制課

潮芦屋南部地区におけるスマートシティの整備・推進 －企業庁臨海整備課

82,921

地球温暖化防止活動推進事業 2,437 温暖化対策課
うちエコ診断推進事業 2,952 温暖化対策課
環境率先行動計画推進事業 1,746 環境政策課
県施設省エネ化改修事業 58,755 環境政策課
県施設省エネビル化事業 427 環境政策課

新 卓上型ＬＥＤ照明導入事業 13,494 環境政策課
地球環境時代に適応した新しいライフスタイル展開推進事業 3,110 環境政策課
交通安全施設の充実（信号灯器のLED化） 219,524 県警交通規制課

44,854

１ 廃棄物の一層の排出抑制と廃棄物の資源化・再利用による物質循環の確保 15,189

廃棄物処理法に基づく事業者等への指導 15,067 環境整備課

建設リサイクルの推進 18 環境整備課
自動車リサイクルの推進 104 環境整備課

29,665

不適正処理対策充実強化事業 17,534 環境整備課

エ リサイクル技術の向上

ア 不法投棄の未然防止

イ 不法投棄の早期解決

ア 地球温暖化防止につながるライフスタイルづくり

ア 一般廃棄物の発生抑制
イ 産業廃棄物の発生抑制

ウ リサイクル・システムの構築

エ 未利用エネルギーの利用

ア 都市緑化・都市構造の転換

イ 交通システムの転換

ウ 環境負荷の少ない住まいの普及

４ 地球温暖化防止につながるライフスタイルの確立

第2章 循環型社会の構築

２ 廃棄物の適正処理の推進

ア CO2共同削減移転制度

イ 革新的技術を有する企業への支援

ウ CO2削減行動を促進する新たな仕組みづくり
エ 低炭素社会実現に向けた社会基盤の構築

ア グリーンエネルギーの積極的導入

イ 住宅用太陽光発電施設の普及

ウ バイオ燃料の導入

平成24年度 第3次環境基本計画関連施策体系表

第1章 地球温暖化の防止

１ 温室効果ガス削減と経済発展を同時に達成する低炭素社会の実現

２ 太陽光、風力、バイオマス等のグリーンエネルギーの大幅導入

３ 環境に配慮した持続可能なまちづくりの推進

資料 ５
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不適正処理対策充実強化事業【再掲】 17,534 環境整備課
海域不法投棄廃棄物処理対策事業 2,250 水産課

大阪湾フェニックス事業の推進 2,881 環境整備課
兵庫県環境クリエイトセンター交付金事業 7,000 環境整備課

20,339,340

73,375

自然環境の保全と再生 73,375 自然環境課

972,076

自然環境保全の普及啓発・指導 2,412 自然環境課
自然公園の保全 138 自然環境課
自然公園等の維持管理 18,992 自然環境課
近畿自然歩道の維持管理と活用 2,250 自然環境課

狩猟免許試験及び狩猟者登録事務費 10,039 自然環境課
鳥獣保護区等指定管理費 1,093 自然環境課
鳥獣保護員等取締活動費 7,828 自然環境課
鳥獣保護事業推進費 3,368 自然環境課
野生動物の研究・調査 61,321 自然環境課
シカ捕獲対策 188,130 自然環境課
シカ肉の活用促進 2,857 自然環境課
シカ捕獲個体の処理支援 600 自然環境課
鳥獣被害防止総合対策事業 520,969 自然環境課
野生動物防護柵集落連携設置事業 50,000 自然環境課
狩猟後継者の育成、確保 1,650 自然環境課
野生動物出没総合対策 12,624 自然環境課
野鳥における鳥インフルエンザ対策 521 自然環境課
狩猟事務嘱託員等設置費 7,661 自然環境課
野生動物被害補償事業 2,824 農林経済課

ひょうご安心ブランドモデル産地育成事業 10,028 農業改良課
ひょうご安心ブランド生産技術確立事業 655 農業改良課
環境保全型農業直接支援事業 42,100 農業改良課
ひょうごのやさしい施肥・土づくり推進事業 3,959 農業改良課
農用地土壌汚染対策費等 865 農業改良課
農林畜水産公害対策費 83 農業改良課
農用地土壌植物浄化推進事業 1,448 農業改良課

新 農地環境整備事業 13,636 農村環境室
”安全安心でおいしい兵庫米”供給促進事業費 1,623 農産園芸課
環境保全型畜産確立推進事業費 2,402 畜産課

10,059,504

新ひょうごの森づくり実施体制整備事業費 38,818 豊かな森づくり課
新ひょうごの森指導巡視事業費 8,000 豊かな森づくり課
くらしを支える森づくり事業費 4,327,393 豊かな森づくり課
県有環境林管理費 3,618 豊かな森づくり課
「森林管理100％作戦」推進事業 55,850 豊かな森づくり課
保安林管理事業 9,037 森林保全室
保安林整備事業 2,539 森林保全室
保安林損失補償金 4,863 森林保全室

広葉樹林化促進パイロット事業 9,493 豊かな森づくり課

森林ボランティア活動促進事業費 948 豊かな森づくり課
（社）兵庫県緑化推進協会分担金 2,250 豊かな森づくり課
企業の森づくり推進事業 1,525 豊かな森づくり課

野生動物育成林整備（第1期） 46,700 豊かな森づくり課
緊急防災林整備（第1期拡充） 369,304 豊かな森づくり課
緊急防災林整備（第2期） 426,700 豊かな森づくり課
野生動物育成林整備（第2期） 275,720 豊かな森づくり課
住民参加型森林整備（第2期） 28,050 豊かな森づくり課
県民緑基金積立 2,407,732 豊かな森づくり課
緑化基金造成費 428 森林保全室
針葉樹林と広葉樹林の混交林整備事業（第1期拡充） 143,522 林務課
針葉樹林と広葉樹林の混交林整備事業（第2期） 158,000 林務課
里山防災林整備（第2期） 430,700 治山課

森林害虫予防事業 49,881 森林保全室
森林害虫駆除事業 54,022 森林保全室
松くい虫被害等景観対策 2,590 森林保全室

第３章 生物多様性の保全

ウ 公共関与による適正処理

1 生物多様性保全のための基本方針の策定
ア 「生物多様性ひょうご戦略」の策定

２ 野生動植物の保全と共生
ア 生物多様性保全のための施策

イ 野生動物との共生

ウ 環境創造型農業の展開

エ 地球温暖化による影響の把握・対応

３ 県民総参加による森づくりの推進
ア 人工林の間伐の推進

イ 里山林の再生

ウ 県民の参加による森づくり

エ 災害に強い森づくり

オ 在来種による植栽
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「ひょうご元気松」10万本植栽 1,000 森林保全室
森林害虫予防推進費 3,821 森林保全室
造林事業 1,197,000 林務課

8,919,633
ア 参画と協働による里地・里山の管理・再生

住民参加型里山林再生事業 15,300 豊かな森づくり課
イ 瀬戸内海の保全・再生

瀬戸内海の保全と再生 10,216 水大気課
高度な栄養塩管理の推進 - 水大気課
漁場環境保全総合推進事業 216 資源増殖室
漁場環境保全関係負担金 108 資源増殖室
瀬戸内海栄養塩供給促進事業 850 資源増殖室
重要赤潮被害防止対策事業 1,453 資源増殖室
豊かな海の創生支援事業 20,250 資源増殖室

尼崎21世紀の森づくりの推進 44,463 21世紀の森室

環境に配慮した河川事業の推進 8,470,777 河川整備課・総合治水課
海岸環境の創出 356,000 港湾課

21,000

特定外来生物被害対策 21,000 自然環境課

293,752

「ひょうご森のまつり」開催費 1,800 豊かな森づくり課

三木山森林公園の施設維持、管理運営を実施する経費 102,202 豊かな森づくり課
自然活用型野外ＣＳＲ事業運営費 176,030 豊かな森づくり課

コウノトリ・ジオパーク地域づくり講座 1,600 地域振興課
山陰海岸ジオパーク推進事業費 7,824 地域振興課
ジオツーリズムの展開 4,296 但馬県民局

11,764,194

11,630,363

大気汚染防止法施行費 3,373 水大気課
環境保健サーベイランス事業 1,000 水大気課
放射能汚染調査研究費 9,907 水大気課
兵庫県大気環境保全連絡協議会負担金 500 水大気課
酸性雨対策推進事業 534 水大気課
大気汚染監視網維持運営費 4,413 水大気課
オゾン層保護対策推進事業 100 水大気課
有害大気汚染物質監視・規制事業 8,048 水大気課
フロン回収・破壊法施行経費 646 水大気課
アスベスト飛散防止対策推進事業 820 水大気課
特殊公害関係法施行費 194 水大気課
新幹線鉄道騒音監視費 230 水大気課
関西国際空港に係る航空機騒音調査費 384 水大気課
大気汚染常時監視網運営費 2,578 水大気課
自動車ＮＯｘ・ＰＭ計画進行管理調査費 3,248 水大気課
自動車ＮＯｘ・ＰＭ法施行費 949 水大気課
自動車騒音常時監視事業 744 水大気課
ディーゼル自動車運行規制監視事業費 9,304 水大気課
ディーゼル自動車運行規制評価事業費 1,565 水大気課
ディーゼル自動車への排出ガス低減装置装着助成事業 7,700 水大気課
航空機公害対策の推進 4,617 水大気課
ダイオキシン対策の推進 4,829 水大気課
特定農業用管水路等特別対策事業 23,000 農村環境室
都市交通環境改善施策の推進 - 交通政策課
渋滞交差点・問題踏切の解消に向けた取組 3,733,100 道路企画課

水質環境基準等監視 23,262 水大気課
工場・排水規制 4,727 水大気課

拡 水質汚濁防止の効果的な取組の推進 3,976 水大気課
生活排水及び河川等水質管理体制の推進 411 水大気課
土壌汚染対策及び地下水汚染防止対策事業の推進 2,708 水大気課
ゴルフ場農薬適正防除総合推進事業 163 農業改良課
皮革排水特別対策費補助事業 113,346 工業振興課
下水道の整備推進 7,659,987 下水道課

第4章 地域環境負荷の低減

４ 里地・里山・里海等の自然再生の推進

ウ 尼崎21世紀の森構想

エ 公共事業における環境配慮

５ 外来生物対策の推進
ア 外来生物の早期発見・リスト化

イ 防除指針の作成
ウ 外来生物の生態系に関する理解の促進

ア 自然とのふれあいの機会の創出
６ 自然とのふれあいの推進

イ 様々な主体の参画と協働による自然とのふれあい

ウ 都市における自然環境の保全・回復
エ 世界ジオパークネットワークへの加盟に向けた取組

1 地域的な環境問題の解決
ア 大気環境等の保全

イ 水・土壌環境の保全
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60,279

大気汚染常時監視事業 42,154 環境影響評価室
微小粒子状物質（ＰＭ２．５）対策推進事業 10,247 環境影響評価室
大気汚染測定機器更新整備事業 6,395 環境影響評価室
環境保全協定の推進 61 環境影響評価室
建設副産物対策の推進 - 技術企画課
環境対策の推進 - 技術企画課

環境影響評価の推進 1,422 環境影響評価室

73,552

化学物質排出把握管理促進法（ＰＲＴＲ法）の施行 360 環境影響評価室

化学物質環境汚染実態調査 7,000 水大気課
排出基準未設定化学物質による環境汚染実態調査の実施 810 水大気課

ＰＣＢ廃棄物対策の推進 65,382 環境整備課

1,198,670

721,440
(1)連携・役割分担による環境学習・教育の推進

自然・環境科学研究所（宇宙天文系）運営費 150,602 大学室

ひょうごの環境学習・教育の総合的推進事業 17,120 環境政策課
ひょうごエコフェスティバル2012開催事業 2,010 環境政策課

緑の少年団育成事業費 782 豊かな森づくり課
「学びの農」実践活動促進事業 1,273 総合農政課
社会基盤学習 900 技術企画課
自然学校推進事業費（緊急雇用） 3,951 義務教育課
自然学校推進事業費 439,702 義務教育課
環境体験事業費 100,405 義務教育課
こども北摂里山探検隊（再掲） 400 阪神北県民局

環境学習地域連携促進事業（重点分野雇用創出事業） 4,295 環境政策課
北摂里山大学（重点分野雇用創造事業（地域資源活用・振興事業）） 3,209 阪神北県民局
教師のための環境体験学習会（再掲：北摂里山博物館事業） 150 阪神北県民局

331,148
(1)地域資源を活かした環境保全・創造の地域づくり

緑豊かな地域環境の形成に関する条例の施行 436 景観形成室
コウノトリの郷公園普及啓発・環境教育の促進費（緊急雇用） 3,546 社会教育課
（コウノトリの郷公園維持運営費）維持運営費等 36,335 社会教育課
（コウノトリの郷公園維持運営費）保護増殖費 44,644 社会教育課
（コウノトリの郷公園維持運営費）調査・研究費 12,163 社会教育課
（コウノトリの郷公園維持運営費）コウノトリの自然放鳥と野生馴化促進 5,161 社会教育課
（コウノトリの郷公園維持運営費）コウノトリ国際学術共同研究事業費 1,866 社会教育課
（コウノトリの郷公園維持運営費）コウノトリの本格的野生復帰事業費 982 社会教育課

ひょうご環境体験館運営事業 31,629 環境政策課

新
ひょうご環境体験館における環境学習プログラム開発事業（重点分野雇用
創出事業）

3,452 環境政策課

いえしま自然体験センター運営費 74,597 青少年課
森づくりボランティア活動事業 229 県民生活課

都市農村交流バス運行支援 27,693 総合農政課
都市農村交流対策事業 248 総合農政課
森林ツーリズム担い手育成事業（緊急雇用） 12,711 治山課
東播磨感動！体験ツアー 369 東播磨県民局
丹波グリーンツーリズムの新展開 1,610 丹波県民局

２ 環境影響を未然に防止する取組
ア 環境情報の公開と自主的取組

イ 透明・公正な環境影響評価

ウ 越境汚染への対応

３ 有害化学物質対策
ア 法規制の的確な実施

イ 未規制化学物質対策

ウ ＰＣＢ対策

ウ 企業・事業者
エ 行政・中間支援組織

(2)ライフステージに応じた環境学習・教育の推進

第5章 環境保全・創造のための地域システム確立

1 環境の担い手づくり

ア 学校・教育機関、大学・研究機関

イ 地域団体

ア 幼児期の環境学習
イ 学齢期の環境学習

ウ 成人期の環境学習
(3)環境学習・教育をリードする人材の確保・育成
ア 環境学習・教育の推進に係る人材の確保・育成

２ 地域資源の活用とネットワーク化

ア 多様な自然・風土を活かした環境学習・教育

イ 地域の施設・人材を活用した体験型環境学習・教育

(2)地域コミュニティ活性化による環境の組織・ネットワークづくり
ア 県民運動と体験型環境学習・教育の連携
イ 地球環境時代に適応した新しいライフスタイルの展開

(3)環境を通じた地域間交流の活性化
ア ひょうごの森・川・海再生プランの総合的推進
イ エコツーリズム

(4)専門機関や専門家との交流連携・発信
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環境審議会の運営 2,366 環境政策課
（人と自然の博物館維持運営費）シンクタンク事業費 16,288 社会教育課
（人と自然の博物館維持運営費）調査・研究費 54,823 社会教育課

1,500
(1)企業のCSR活動の促進

あわじ環境未来島ビジネス創業・進出支援事業 1,500 淡路県民局

1,031

兵庫の防災教育推進事業費 1,031 教育企画課

143,551
(1)県民・事業者・行政による環境情報の共有化

環境情報総合システムの運営 68,477 環境影響評価室

地球環境保全に係る国際協力 65,544 環境政策課
（公財）国際エメックスセンターの支援 9,530 水大気課

合計 39,063,327

ア 県内の専門機関や専門家の交流・連携

(5)国際環境協力の推進
ア 広東省等との環境ビジネス交流事業
イ 世界閉鎖性海域環境保全会議（エメックス会議）への参画
ウ 環境分野における研修生の受入
エ 植林支援による地球温暖化対策

３ 環境と経済の好循環に向けた取組

ア 企業のＣＳＲ活動への支援
(2)環境ビジネスの活性化
ア 環境ビジネスに係る情報の収集・発信
イ 環境ビジネスの新たな分野への拡大

ウ 消費者向け環境ビジネスの展開
(3)環境技術開発の拠点づくり
ア 産学官の連携による共同研究・開発

４ 防災・減災の視点も含めた環境対策の推進
ア 環境防災教育プログラム

イ 環境保全・創造と防災・減災に配慮した地域づくり

ア 国際的環境関連研究機関を活用した情報発信

イ 国際環境協力による情報発信

ウ 気候変動に伴う自然災害への対応

５ 環境情報の充実・発信

ア 環境情報の充実・発信・共有化

(2)日本の縮図・兵庫からの環境情報の発信
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