平成１５
平成１５年度
１５年度～
年度～平成２
平成２３年度の
年度の実施状況（
実施状況（産業廃棄物埋立税活用事業の
産業廃棄物埋立税活用事業の実績）
実績）

平成１５
平成１５年度事業
１５年度事業（
年度事業（３７３，
３７３，３８０千円
３８０千円）
千円）

【３Ｒの推進】
３２２，
推進】
３２２，９６１千円
９６１千円
①リサイクル関連研究開発費助成事業（3 件，合計35,476 千円）
補助率2/3 以内 限度額20,000 千円（下限10,000 千円）
◆使用済ゴムクローラーを対象とするゴム専用乾留装置の開発
10,000 千円［福山ゴム工業，福山熱錬工業㈱，㈱シンコー］
◆未利用有機資源を活用した無農薬農業を目指した防除材へのリサイクル技術開発
14,000 千円［㈱カンサイ，双葉三共㈱，㈱濱田製作所］
◆木質系バイオマスの小型ガス化高効率発電システムの開発
11,000 千円［㈱広島環境研究所，㈱センタークリーナー，富士企業㈱］
②リサイクル施設整備費助成事業（3 件，合計264,535 千円）
補助率1/3 以内 限度額100,000 千円（下限10,000 千円）
◆汚泥リサイクル施設（道路の上層路盤用骨材等製造施設）
100,000 千円［㈱熊野技研］
◆使用済み自動車の共同適正処理施設（自動車解体業者の共同化）
64,016 千円［広島使用済自動車適正処理事業共同組合］
◆乾留式油化リサイクル施設（地域内資源循環の推進）
100,000 千円［㈱吾城］
③資源循環広域システム構築事業（2 件委託事業実施，19,569 千円）
◆木質資源等（対象：建設木くず，廃木材 → 製紙原料，活性炭等）
検討会3 回開催等
◆有機性汚泥等（対象：食品残渣，排水汚泥 → メタン発酵等）
検討会3 回開催等
④リサイクル製品使用促進事業（3,381 千円）
登録基準の策定，製品の審査・登録，登録製品普及促進
◆Ｈ15.12.1 募集開始
◆Ｈ16.3.11 登録 57 製品（29 事業者）

千円
【廃棄物の
３４，
廃棄物の適正処理】
適正処理】
３４，８９４千円
８９４千円
①不法投棄監視体制強化事業（14,784 千円）
◆Ｈ15.4.1 廃棄物不法投棄対策班の設置
◆地区不法投棄防止連絡協議会の支援
②産業廃棄物処理業者情報公開支援事業（4,807 千円）
補助率1/2（
（社）広島県産業廃棄物協会，産業廃棄物処理業者）
データベース，ＨＰの作成費，情報公開機器の整備
◆情報公開システムの構築・運用
③地域廃棄物対策支援事業（15,303 千円）
補助率1/3（市町村，一部事務組合）
監視パトロール，監視機器の設置等の不法投棄防止対策
◆26 市町村1事務組合補助
【啓発活動】
１５，
啓発活動】
１５，５２５千円
５２５千円
①事業者への環境マネジメントシステム導入促進事業（8,250 千円）
補助率1/2（ひろしま地球環境フォーラム）
環境マネジメントシステム導入セミナー，環境マネジメントシステムｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ作成，
廃棄物抑制啓発広報
◆テレビ局（ＲＣＣ）と連携して廃棄物抑制啓発を実施
◆ＩＳＯ14001 導入セミナーを開催
製造業（機械，金属製品等） 延2 回
建設業 延2回
流通，小売，卸売 1回
サービス・その他 1回 等 合計 延8 回
②環の応援団支援事業（7,275 千円）
補助率1/2 限度額1,500 千円（県内ＮＰＯ・ボランティア団体）
関係市町村と協同で行う廃棄物の３Ｒ推進活動
◆23 団体補助採択

平成１６
平成１６年度事業
１６年度事業（
年度事業（２７１，
２７１，３２９千円
３２９千円）
千円）

【３Ｒの推進】
２２０，
推進】
２２０，０１０千円
０１０千円
①リサイクル関連研究開発費助成事業（4 件，合計64,284 千円）
補助率2/3 以内 限度額20,000 千円（下限10,000 千円）
◆焼却灰等からＣＯ2 吸収型非焼成セラミックス製造技術の開発
14,000 千円［㈱エムエムエー，㈱ワイエスデー，広築ブロック㈱］
◆ＣＤ等メディア関連プラスチック廃棄物のリサイクル技術の開発
18,000 千円［㈲一喜工業，オリエント測器コンピュータ㈱，㈲東城ケミックス］
◆広島県の特性を活かした食品残渣飼料化技術の開発及び事業化検討
17,000 千円［食協㈱，㈱アンデルセンサービス，カルビー㈱中四国カンパニー，
アヲハタ㈱，宝積飲料㈱，㈱カンサイ，㈱サタケ］
◆下水処理施設からリンを回収するリサイクル技術の開発
15,000 千円［東和科学㈱，㈱神鋼環境ソリューション，㈱御池鐵工所］
②リサイクル施設整備費助成事業（3 件，合計143,850 千円）
補助率1/3 以内 限度額100,000 千円（下限10,000 千円）
◆木くず等リサイクル施設（木くず等の高効率堆肥化及び発酵促進材製造）
40,066 千円［㈱竹下建設］
◆使用済自動車リサイクル施設（銅除去解体方式の実現，島嶼部処理）
89,389 千円［常石ＣＲＳ㈱］
◆おからリサイクル施設（おからの乾燥・造粒による家畜飼料等製造）
14,000 千円［㈱やまみ］
③資源循環広域システム構築事業（1 件委託事業実施，10,155 千円）
◆廃プラスチック類（対象：廃プラ → 高炉還元材，ボイラー燃料等）
検討会5 回開催等
④リサイクル製品使用促進事業（1,721 千円）
登録申請の受付・審査，登録製品の利用促進
◆Ｈ17.3 末現在 217 製品（71 事業者）

千円
【廃棄物の
３７，
廃棄物の適正処理】
適正処理】
３７，５０８千円
５０８千円
①不法投棄監視体制強化事業（12,734 千円）
◆廃棄物不法投棄監視体制の強化
◆地区不法投棄防止連絡協議会の支援
②産業廃棄物処理業者情報公開支援事業（5,436 千円）
補助率1/2（
（社）広島県産業廃棄物協会，産業廃棄物処理業者）
データベース，ＨＰの作成費，情報公開機器の整備
◆協会ＨＰ「ひろしま産廃ネット」の充実，情報公開機器の整備等
③地域廃棄物対策支援事業（19,338 千円）
補助率1/3（市町村，一部事務組合）
監視パトロール，監視機器の設置等の不法投棄防止対策
◆20 市町村2事務組合補助
【啓発活動】
１３，
啓発活動】
１３，８１１千円
８１１千円
①事業者への環境マネジメントシステム導入促進事業（7,164 千円）
補助率1/2（ひろしま地球環境フォーラム）
環境マネジメントシステム導入セミナー，廃棄物抑制啓発広報
◆テレビ局（ＴＳＳ）と連携して廃棄物抑制啓発を実施
◆ＩＳＯ14001 導入セミナーを開催
入門コース，構築実務コース，共催セミナー，出張セミナー
合計 延13 回
②環の応援団支援事業（3,720 千円）
補助率1/2 限度額1,500 千円（県内ＮＰＯ・ボランティア団体）
関係市町村と協同で行う廃棄物の３Ｒ推進活動
◆14 団体補助採択
③環の応援団サポータ養成支援事業（2,927 千円）
◆環境教育に携わる教育職員に対する指導者研修の実施，学校における実践活動の支援
24 校27 名受講
◆環境学習推進事業（
「環境学習推進モデル校」4 小学校を指定）

平成１７
平成１７年度事業
１７年度事業（
年度事業（５４５，
５４５，１１９千円
１１９千円）
千円）

【３Ｒの推進】
推進】
４８１，
４８１，６０６千円
６０６千円
①リサイクル関連研究開発費助成事業（2 件，合計 39,422 千円）
補助率2/3 以内 限度額20,000 千円（下限10,000 千円）
◆廃プラの連続式油化装置の開発
20,000 千円［㈱エコノインダストリー，北斗電気工業㈱，西日本環境開発（協）
，
㈱新興産業］
◆硬質ウレタン端材活用高性能真空断熱材の開発
19,300 千円［㈱土居技研，三和工業㈱，㈲オーテック］
（6 件，合計350,588 千円）
補助率1/3 以内 限度額100,000 千円（下限10,000 千円）
◆廃調味料（ソース）リサイクル施設（廃調味料等のメタン発酵処理）
10,166 千円［オタフクソース㈱］
◆使用済み耐火物リサイクル施設（製鋼過程で使用する耐火物の再生）
70,348 千円［昭和鉱業株］
◆汚泥リサイクル施設（建設汚泥，粉砕古紙等を混合した改良土製造）
45,824 千円［㈱砂原組］
◆好気性高温菌の高温発酵堆肥化システムによる地域循環リサイクル施設
（食品残渣 → 堆肥 → 野菜 → 調理の地域資源循環）
100,000 千円［西日本リネンサプライ㈱］
◆有機系廃棄物の再資源化施設（ＡＳＲ，かき筏等の炭化処理，資源化）
100,000 千円［広島ガステクノ㈱］
◆廃石膏ボードリサイクル施設（廃石膏と汚泥から土壌改良材製造）
23,900 千円［㈱松浦組］
（1 件委託事業実施，8,676 千円）
◆無機性汚泥等（対象：無機汚泥，建設汚泥⇒鉄鋼原料，再生骨材等）
検討会４回開催等
（1,942 千円）
登録申請の受付・審査，登録製品の利用促進
◆Ｈ18.3 末現在 350 製品（108 事業者）
（80,978 千円）
◆産学連携の下で体系的な研究開発に取組む団体に補助
80,978 千円［ＮＰＯ法人広島循環型社会形成推進機構］

②リサイクル施設整備費助成事業

③資源循環広域システム構築事業
④リサイクル製品使用促進事業

⑤循環型社会形成推進機能強化事業

千円

【廃棄物の
廃棄物の適正処理】
適正処理】
３７，
３７，４４１千円
４４１千円
①不法投棄監視体制強化事業（13,367 千円）
◆不法投棄対策班の強化（併任現職警官１名⇒２名に増）
◆地区不法投棄防止連絡協議会の活動強化
②産業廃棄物処理業者情報公開支援事業（4,056 千円）
補助率1/2（
（社）広島県産業廃棄物協会，産業廃棄物処理業者）
情報公開機器の整備，情報公開促進のための講習会・シンポジウムを開催
◆情報公開システムの構築・運用
③地域廃棄物対策支援事業（20,018 千円）
補助率1/3（市町村）
監視パトロール，監視機器の設置等の不法投棄防止対策
◆13 市町2 事務組合補助
【啓発活動】
２６，
啓発活動】
２６，０７２千円
０７２千円
①事業者への環境マネジメントシステム導入促進事業（7,705 千円）
補助率1/2（ひろしま地球環境フォーラム）
環境マネジメントシステム導入セミナー，廃棄物抑制啓発広報
◆テレビ局（ＲＣＣ）と連携して廃棄物抑制啓発を実施
◆ＩＳＯ14001 導入セミナーを開催
入門コース，構築実務コース，テーマ別セミナー，出張セミナー
合計 延11 回
◆我が家のエコ・プロジェクト実践（108 家族参加）
②環境学習ネットワーク構築事業（15,937 千円）
◆環の応援団サポーター養成支援事業（県内の小・中学校教員）
広島，福山地区の2 箇所で夏休み期間中に各４日間実施（20 校28 名受講）
◆環境学習指導者養成支援事業（環境学習指導者）
広島，福山地区で各2 回実施（延129 名受講）
◆こどもエコクラブ支援事業（こどもエコクラブ交流会の開催）
広島，福山地区で各1 回開催（41 名参加）
◆環境学習推進事業（
「環境学習推進モデル校」4 小学校を指定）
③循環型社会形成推進事業（2,430 千円）
◆循環型社会形成推進大会の開催（約500 名参加）

平成１８
平成１８年度事業
１８年度事業（
年度事業（３７９，
３７９，８６５千円
８６５千円）
千円）
【３Ｒの推進】
２９２，
推進】
２９２，３９８千円
３９８千円
①リサイクル関連研究開発費助成事業（4 件，69,981 千円）
補助率2/3 以内 限度額20,000 千円（下限10,000 千円）
◆未利用果皮を利用したヘルスケア食品の創出
交付決定額：20,000 千円［オタフクソース㈱］
◆二筒式ツノ付キルンによる廃ガラスからの軽量材料製造
交付決定額：20,000 千円［広島ガステクノ㈱］
◆超低コストＺＡＳ（亜鉛合金）再生システムの開発
交付決定額：17,666 千円［㈱オーエイプロト］
◆植物乳酸菌を利用した焼酎蒸留残さの味覚改善，及び機能性を付加したペットフードの
開発
交付決定額：17,334 千円［中国醸造㈱］
②リサイクル施設整備費助成事業（2 件，合計133,761 千円）
補助率1/3 以内 限度額100,000 千円（下限10,000 千円）
◆粉砕ＦＲＰの複合化によるマテリアルリサイクル施設
交付決定額：100,000 千円［㈱クリーン技研］
◆汚泥リサイクル施設
交付決定額：33,575 千円［丸伸企業㈱］
③資源循環広域システム構築事業（ ― 千円）
◆平成１５～１７年度に検討した資源循環システムの事業化の推進
④リサイクル製品使用促進事業（2,526 千円）
登録申請の受付・審査，登録製品の利用促進
◆Ｈ19.3 末現在 367 製品（106 事業者）
（85,263 千円）
◆産学連携の下で体系的な研究開発に取組む団体に補助
付 額：94,477 千円［ＮＰＯ法人広島循環型社会形成推進機構］
（867 千円）
◆食品系廃棄物を利用したエネル ー生産システムの実用化を推進

⑤循環型社会形成推進機能強化事業
交 決定
⑥燃料電池等利用システム推進協議会設置事業
ギ

【廃棄物の
６３，
廃棄物の適正処理】
適正処理】
６３，７４７千円
７４７千円
①不法投棄監視体制強化事業（13,997 千円）
◆不法投棄対策班の機動性強化
◆地区不法投棄防止連絡協議会の活動強化
②産業廃棄物処理情報管理推進事業（5,736 千円）
補助率1/2（
（社）広島県産業廃棄物協会，産業廃棄物処理業者）
情報公開機器の整備，情報公開促進のための講習会・シンポジウム開催
◆処理情報電子管理の推進
③地域廃棄物対策支援事業（18,796 千円）
補助率1/3（市町村）
監視パトロール，監視機器の設置等の不法投棄防止対策
◆12 市町
④アスベスト溶融技術実証事業（25,218 千円）
◆新たな無害化処理技術の開発・実証を支援
【啓発活動】
２３，
啓発活動】
２３，７２０千円
７２０千円
①事業者への環境マネジメントシステム導入促進事業（7,678 千円）
補助率1/2（ひろしま地球環境フォーラム）
環境マネジメントシステム導入セミナー，廃棄物抑制啓発広報
◆テレビ局（広島ホームテレビ）と連携して廃棄物抑制啓発を実施
◆ＩＳＯ14001 導入セミナー，エコアクション21 入門セミナー等を開催
入門コース，構築実務コース，テーマ別セミナー，出張セミナー
合計 延9 回
◆我が家のエコ・プロジェクト実践（198 家族参加）
②環境学習・環境実践活動ネットワーク構築事業（16,042 千円）
◆環の応援団サポーター養成・実践モデル事業（県内の小・中学校教員）
広島，福山地区の2 箇所で夏休み期間中に各４日間実施（24 校26 名受講）
「環境学習推進モデル校」5 小学校を指定
◆環境学習指導者養成支援事業（環境学習指導者）
広島，福山地区で各2 回実施（延119 名受講）

平成１９
平成１９年度事業
１９年度事業（
年度事業（２４９，
２４９，８８０千円
８８０千円）
千円）
【３Ｒの推進】
推進】
①リサイクル関連研究開発費助成事業（20,236 千円）
補助率2/3 以内 限度額20,000 千円（下限10,000 千円）
◆ハイブリッド型上水汚泥資源化システムの開発
交付決定額：20,000 千円［㈱濱田製作所］
②リサイクル施設整備費助成事業（30,901 千円）

１４４，
１４４，４００千円
４００千円

補助率1/3 以内 限度額100,000 千円（下限10,000 千円）
◆建設汚泥の真空処理によるリサイクル施設
付 額：30,700 千円［㈱ 建設工業］
（1,496 千円）
◆Ｈ20.3 末現在 309 製品（117事業者）
（90,311 千円）
◆産学連携の下で体系的な研究開発に取組む団体に補助
付 額：90,262 千円［ＮＰＯ法人広島循環型社会形成推進機構］
（1,456 千円）
新エネル ーに取 組む 体のネット ークを構 し， イオ ス等のエネル ー利用
を促進

交 決定
福永
③リサイクル製品使用促進事業
④循環型社会形成推進機能強化事業
交 決定
⑤バイオマスエネルギー利用ネットワーク推進事業
ギ り 自治
ワ
築 バ マ

ギ

【廃棄物の
廃棄物の適正処理】
適正処理】
７７，
７７，６１５千円
６１５千円
①不法投棄監視体制強化事業（13,409 千円）
◆廃棄物不法投棄対策班の充実強化
◆地区不法投棄防止連絡協議会の活動強化
②産業廃棄物処理情報管理推進事業（9,490 千円）
◆情報公開推進，研修事業実施
③地域廃棄物対策支援事業（28,061 千円）
◆市町が実施する不法投棄防止対策を支援
④産業廃棄物処理実態調査事業（1,449 千円）
◆毎年の処理実態を把握
⑤排出事業者適正処理対策事業（4,316 千円）
◆産業廃棄物排出事業者を対象とする研修を実施
⑥産業廃棄物処分場高度監視事業（8,715 千円）
◆３次元レーザースキャナーによる産廃処分場不適正処理の監視
⑦ＰＣＢ廃棄物処理促進事業（99 千円）
◆ＰＣＢ処理計画を策定
⑧海域環境改善調査事業（11,362 千円）
◆廃かき筏処理システムやリサイクル品による底質改善手法を検討
⑨アスベスト対策推進事業（714千円）
◆実証試験で成果を上げた技術を導入・実用化した施設のフォローアップ
【啓発活動】
２７，
啓発活動】
２７，８６５千円
８６５千円
①事業者への環境マネジメントシステム導入促進事業（5,999 千円）
◆エコアクション２１の導入促進セミナー，廃棄物抑制啓発広報
②環境学習モデルタウン事業（16,638 千円）
◆環境学習等に積極的な市・町に対する各種支援の実施
③産学官連携協力推進事業（1,856 千円）
◆大学環境ネットワーク協議会を活用した地域における環境学習・環境保全活動の推進
④環境学習ライブラリー推進事業（3,372 千円）
◆県環境情報サイト「エコひろしま」の環境学習機能などの強化

平成２０
平成２０年度事業
２０年度事業（
年度事業（３９１，
３９１，５４２千円
５４２千円）
千円）
【３Ｒの推進】
１７６，
推進】
１７６，８５３千円
８５３千円
①リサイクル関連研究開発費助成事業（50,812 千円）
補助率2/3 以内 限度額20,000 千円（下限10,000 千円）
◆イチゴ炭そ病抑制のための低コスト育苗リサイクルトレイの開発
20,000 千円[大和技研工業㈱，㈱クリーン技研，㈲峰和]
◆牡蠣殻を用いた塩素含有廃棄物の処理技術の開発
20,000 千円[広島ガステクノ㈱，㈱山陽火熱，㈱東洋高圧]
◆廃ゴムクローラを対象とする工業用ゴム製品のリサイクル調査
10,620 千円[福山ゴム工業㈱，㈱新坂加工，長浜化成㈱]
②リサイクル施設整備費助成事業【拡充】（25,067 千円）
補助率1/3 以内 限度額100,000 千円（下限10,000 千円）
◆医療系廃棄物等による炭化物を固形燃料化施設
24,711 千円[㈱マルシン]
③リサイクル製品使用促進事業（1,592 千円）
◆H21.3 末現在 446 製品（139 事業者）
④循環型社会形成推進機能強化事業（98,502 千円）
◆産学連携の下で体系的な研究開発に取組む団体に補助
98,359 千円［ＮＰＯ法人広島循環型社会形成推進機構］
（627 千円）
◆ イオ スエネル ーの を検討する を
（253 千円）
産業団地 の 地
度に た
置

⑤地域エネルギーネットワーク推進事業
バ マ
ギ 導入
市町 支援
⑥びんごエコ団地企業立地支援事業【新規】
県営
へ 立 支援制 準じ 支援措

【廃棄物の
１７５，
廃棄物の適正処理】
適正処理】
１７５，６２５千円
６２５千円
①不法投棄監視体制強化事業（11,382 千円）
◆廃棄物不法投棄対策班の充実強化
◆地区不法投棄防止連絡協議会の活動強化
②産業廃棄物処理情報管理推進事業（2,549 千円）
◆情報公開推進，研修事業実施費用
③地域廃棄物対策支援事業【拡充】（45,874 千円）
◆市町が実施する不法投棄防止対策を支援
④産業廃棄物処理実態調査事業（1,334 千円）
◆毎年の実態を把握
⑤ダイオキシン類等対策事業（4,319 千円）
◆施設・処分場への立入検査，排ガス・排水の検査
⑥産業廃棄物処分場高度監視事業（12,673 千円）
◆３次元レーザースキャナーによる産廃処分場不適正処理の監視
⑦ＰＣＢ廃棄物処理促進事業（2,829 千円）
◆ＰＣＢ処理計画を策定
⑧海域環境改善調査事業（24,150 千円）
◆廃かき筏処理システムやリサイクル品による底質改善手法を検討
⑨アスベスト対策推進事業【拡充】（3,360 千円）
◆実証試験で成果を上げた技術を導入・実用化した施設のフォローアップ
⑩廃棄物排出者責任強化対策事業【新規】（44,402 千円）
◆事業者講習会，マニフェスト管理・処理体制の整備
⑪不法投棄防止パトロール事業（緊急雇用対策）（22,753 千円）
◆市町が実施する不法投棄パトロールを支援
【啓発活動】
３９，
啓発活動】
３９，０６４千円
０６４千円
①事業者への環境マネジメントシステム導入促進事業（5,686 千円）
◆エコアクション２１の導入促進セミナー，廃棄物抑制啓発広報
②環境学習モデルタウン事業（13,265 千円）
◆環境学習等に積極的な市・町に対する各種支援
③環境基本計画等推進事業（5,678 千円）
◆市町の計画策定支援等
④県民エコ運動支援事業（10,251 千円）
◆地球温暖化・廃棄物問題シンポジウム，エコカレンダー作成・配布等
⑤エコ事業所支援事業（4,184 円）
◆中小企業のエコアクション２１の取得支援

平成２１
平成２１年度事業
２１年度事業（
年度事業（９１６
９１６，７３１千円
７３１千円）
千円）

平成２２
平成２２年度事業
２２年度事業（
年度事業（３７９，
３７９，６４５千円
４５千円）
千円）

【３Ｒの推進】
４０８，
推進】
４０８，３０９千円
３０９千円
①排出抑制リサイクル関連研究開発費助成事業（37,771 千円）
補助率2/3 以内 限度額20,000 千円（下限10,000 千円）
◆微石粉（砕砂生産時の副産物）のコンクリート利用への開発
20,000 千円[コトブキ技研工業㈱]
◆自動車由来資源循環連携システムの開発
17,447 千円[ヤマコー㈱]
②排出抑制リサイクル施設整備費助成事業【拡充】（279,010 千円）
補助率1/3 以内 限度額100,000 千円（下限10,000 千円）
（廃石膏ボードをリサイクルする施設は，1/2 以内）
◆廃石膏ボードからセメント原料等に再生する施設
98,967 千円[山陽工営㈱]
◆廃石膏ボードの石膏粉をアスファルトフィラー材等へ再資源化する施設
100,000 千円[㈱マエダ]
◆各種廃プラスチック類から医療系廃棄物の容器原料等に再生する施設
11,750 千円[㈲クリーンリサイクル]
◆古畳と廃プラスチック類による固形燃料化施設
68,171 千円[㈲金本商会]
③リサイクル製品使用促進事業（1,059 千円）
◆H22.3 末現在 471 製品（171 事業者）
④循環型社会形成推進機能強化事業（82,785 千円）

【３Ｒの推進】
１２６，
推進】
１２６，５８０
５８０千円
①排出抑制リサイクル関連研究開発費助成事業（30,906 千円）
補助率2/3 以内 限度額20,000 千円（下限10,000 千円）
◆ガス発電可能な乾留ガスを高度精製する技術の開発
11,800 千円[広島ガステクノ㈱]
◆鶏糞焼却灰からリンライ集自動車由来資源循環連携システムの開発
19,057 千円[㈱濱田製作所]
②排出抑制リサイクル施設整備費助成事業（18,209 千円）
補助率1/3 以内 限度額100,000 千円（下限10,000 千円）
（廃石膏ボードをリサイクルする施設は，1/2 以内）
◆食品残さエコフィード（液体飼料）化施設整備事業
18,064 千円（㈱中國開發）
③事業所内廃棄物排出抑制支援事業【新規】（45 千円）
補助率1/3 以内 限度額10,000 千円（下限500 千円）
④リサイクル製品使用促進事業（325 千円）
◆H23.3 末現在 469 製品（157 事業者）
⑤循環型社会形成推進機能強化事業（71,732 千円）

◆産学連携の下で体系的な研究開発に取組む団体に補助
82,780 千円［ＮＰＯ法人広島循環型社会形成推進機構］
（3,987 千円）
産業団地 の 地
度に
た
置
3,697 千円
地域での
型リサイクル産業団地事業化の 能性調査

⑤びんごエコ団地企業立地支援事業
県営
へ 立 支援制 準じ 支援措
⑥リサイクル産業進出可能性調査事業【新規】(
)
中山間
行政主導
可

【廃棄物の
４６６
廃棄物の適正処理】
適正処理】
４６６，９３４千円
９３４千円
①廃棄物排出事業者責任強化対策事業(50,101 千円)
◆マニフェスト交付報告の処理・管理体制の整備等
②瀬戸内海水環境改善検討事業【新規】(3,262 千円)
◆有機性汚泥の削減等に向けて検討委員会を設置し方策を検討
③公共関与による新規廃棄物処分場整備事業（7,595 千円）
◆出島地区等の新規公共関与廃棄物処分場の周辺環境調査等
④地域廃棄物対策支援事業【拡充】（50,167 千円）
◆市町等が実施する不法投棄防止対策を支援
◆市町が実施する海ごみの回収・処理を支援
⑤不法投棄監視体制強化事業【拡充】（13,878 千円）
◆廃棄物不法投棄対策の充実強化
◆市町職員が産業廃棄物の立入検査を行う併任制度を導入
⑥産業廃棄物行政情報管理システム整備事業【新規】（14,669 千円）
◆産業廃棄物処理業者の許可，行政処分等の情報管理システムを整備
⑦産業廃棄物処理情報管理推進事業（3,580 千円）
◆情報公開推進，研修事業実施費用
⑧産業廃棄物処理実態調査事業（13,884 千円）
◆県内の廃棄物発生量等を調査
⑨産業廃棄物最終処分場高度監視事業（12,000 千円）
◆３次元レーザースキャナーによる産廃処分場不適正処理の監視
⑩ＰＣＢ廃棄物処理促進事業（45,154 千円）
◆ＰＣＢ廃棄物処理計画の周知及び適正処理指導
⑪海域環境改善調査事業（17,025 千円）
◆廃かき筏処理システムやリサイクル品による底質改善手法を検討
⑫不法投棄防止パトロール事業（緊急雇用対策）（2,872 千円）
◆市町が行う不法投棄パトロールを支援
⑬廃棄物処分場緑化等環境整備事業【新規】（232,747 千円）
◆公共関与処分場の環境整備
【啓発活動】
４１，
啓発活動】
４１，４８８千円
４８８千円
①環境保全活動支援事業【拡充】（25,736 千円）
◆家庭や地域における廃棄物，地球温暖化等の環境問題への取組支援等
◆中小企業のエコアクション21 の取得支援
◆カーボンオフセットガイドブックの作成等
②環境学習モデルタウン事業（15,752 千円）
◆環境学習等に積極的な市町に対する各種支援

◆産学連携の下で体系的な研究開発に取組む団体に補助
71,712 千円［ＮＰＯ法人広島循環型社会形成推進機構］
（5,363 千円）
産業団地 の 地
度に
た
置

⑥びんごエコ団地企業立地支援事業
県営
へ 立 支援制 準じ 支援措

【廃棄物の
２３５，
廃棄物の適正処理】
適正処理】
２３５，８５９千円
８５９千円
①廃棄物排出事業者責任強化対策事業(49,042 千円)
◆マニフェスト交付報告の処理・管理体制の整備等
②地域廃棄物対策支援事業（48,119 千円）
◆市町等が実施する不法投棄防止対策を支援
③不法投棄監視体制強化事業（19,604 千円）
◆廃棄物不法投棄対策の充実強化
◆市町職員が産業廃棄物の立入検査を行う併任制度を導入
④産業廃棄物処理情報管理推進事業（3,122 千円）
◆情報公開推進，産廃協会支援
⑤産業廃棄物処理実態調査事業（1,029 千円）
◆県内の廃棄物排出量等を調査
⑥廃棄物処理計画策定事業【新規】（1,008 千円）
◆第3次廃棄物処理計画の策定
⑦ＰＣＢ廃棄物処理促進事業（45,354 千円）
◆ＰＣＢ廃棄物処理基金への拠出，PCB 廃棄物処理計画の周知等
⑧海域環境改善調査事業（15,446 千円）
◆廃かき筏処理システムやリサイクル品による底質改善手法を検討
⑨排水処理新技術実用化プロジェクト【新規】（9,657 千円）
◆バイオマスによる汚濁物質削減等の新技術の実用化に向けた実証実験
⑩公共関与による新規廃棄物処分場整備事業（31,674 千円）
◆出島地区，箕沖地区における新規公共関与廃棄物処分場の整備に係る周辺環境調査等
⑪廃棄物処分場緑化等環境整備事業【新規】（11,804 千円）
◆公共関与処分場の環境整備
【啓発活動】
１７，
啓発活動】
１７，２０６
２０６千円
①環境保全活動支援事業（17,206 千円）
◆県民運動支援
エコカレンダ－・エコチャレンジ日記の作成，ﾏｲﾊﾞｯｸ運動の推進等
◆事業所支援
中小企業のエコアクション21 取得に対する支援等

平成２３
平成２３年度事業
２３年度事業（
年度事業（８１１，
８１１，３００
３００千円）
千円）

【３Ｒの推進】
４６４
推進】
４６４，１３０
１３０千円
①リサイクル関連研究開発費助成事業（33,567 千円）
補助率2/3 以内 限度額20,000 千円（下限10,000 千円）
◆低価格の飲料容器廃棄物高速選別装置の開発
13,502 千円［㈱サタケ］
◆下水汚泥の減量化技術の開発
20,000 千円［アクアテクノESCO 事業㈱］
②排出抑制リサイクル施設整備費助成事業（178,454 千円）
補助率1/3 以内（ＣＯ2 削減効果大の場合は1/2 以内）
限度額100,000千円（リサイクル製品販売促進の場合は50,000千円）（下限：限度額の1/10）
◆建設汚泥リサイクル施設(流動化処理施設)整備事業
31,022 千円（丸伸企業㈱）
◆食品加工残渣飼料化施設整備事業
91,875 千円（㈱西尾興産）
◆食品加工残渣飼料化施設整備事業
３Ｒの推進
55,390 千円（㈲寿総業）
Ｈ15～23 実績額計
③事業所内廃棄物排出抑制支援事業（1,818千円）
2,637,247 千円
補助率1/3 以内 限度額10,000 千円（下限500 千円）
◆醤油粕粉砕設備
1,803 千円（ユーメン醤油㈱）
④リサイクル製品使用促進事業（398 千円）
◆H24.3 末現在 480 製品（175 事業者）
⑤循環型社会形成推進機能強化事業（85,367 千円）
◆産学連携の下で体系的な研究開発に取組む団体に補助
84,305 千円［ＮＰＯ法人広島循環型社会形成推進機構］
◆産学連携の下での人材 成に取組む団体に補助
980 千円［ＮＰＯ法人広島循環型社会形成推進機構］
（152,975 千円）
産業団地 の 地
度に
た
置
新 （11,551 千円）
◆本 の実 に したレ メタルリサイクルシステムの構 調査の実施

育
⑥びんごエコ団地企業立地支援事業
県営
へ 立 支援制 準じ 支援措
⑦レアメタルリサイクルシステム構築調査検討事業【 規】
県 情 即
ア

築

【廃棄物の
３３８，
棄物の適正処理】
適正処理】
３３８，０５７千
０５７千円
①廃棄物排出事業者責任強化対策事業(45,807 千円)
◆マニフェスト交付報告の処理・管理体制の整備等
②地域廃棄物対策支援事業（45,094 千円）
◆市町等が実施する不法投棄防止対策を支援
③不法投棄監視体制強化事業（18,383 千円）
◆廃棄物不法投棄対策の充実強化
◆市町職員が産業廃棄物の立入検査を行う併任制度を導入
④産業廃棄物処理情報管理推進事業（3,737 千円）
廃棄物の適正処理
◆情報公開推進，産廃協会支援
Ｈ15～23 実績額計
⑤産業廃棄物処理実態調査事業（1,386 千円）
1,467,680 千円
◆県内の廃棄物排出量等を調査
⑥産業廃棄物埋立税検証懇話会【新規】（2,287 千円）
◆産業廃棄物埋立税の検証等
⑦ＰＣＢ廃棄物処理促進事業（34,111 千円）
◆ＰＣＢ廃棄物処理基金への拠出，事業者への適正処理指導
⑧海域環境改善調査事業（16,475 千円）
◆廃かき筏処理システムやリサイクル品による底質改善手法を検討
⑨公共関与による廃棄物処分場整備事業（170,777 千円）
◆出島地区における公共関与廃棄物処分場の整備に係る周辺環境調査等
【啓発活動】
啓発活動】
９，１１３千
１１３千円
①環境保全活動支援事業（9,113 千円）
◆県民運動支援
啓発活動
エコカレンダ－・エコチャレンジ日記の作成，ﾏｲﾊﾞｯｸ運動の
Ｈ15～23 実績額計
推進等
213,864 千円
◆事業所支援
中小企業のエコアクション21 取得に対する支援等

