
平成31年度 平成30年度

環 境 生 活 部 4,044,744 3,972,917

<環 境 政 策 局>
○31 ○30

環境生活総務課
Ⅰ 自 然 保 護 費

1. 鳥獣保護事業 ○単 16,777 16,373 野生生物保護思想の普及、啓発及び野生鳥獣の保護に要す

る経費

2. 自然公園等保護対策事 15,808 9,960 自然公園等すぐれた自然環境の保全・管理及び適正な利用

業 ○単 促進を図るために要する経費

3. 自然公園等施設整備事 19,570 41,897 公園計画に基づく公園利用施設や近畿自然歩道等の整備に

業 ○補○単 要する経費

4. 外来生物対策事業 ○単 9,026 3,803 外来生物による生態系等被害の防止に要する経費

5. ジオパーク推進事業○補○単 461,450 349,921 ジオパークセンターの整備、ジオパークの調査・保全、教

育への活用や観光の振興等の地域活性化に要する経費

6. 生物多様性和歌山戦略 14,953 15,435 生物多様性和歌山戦略を推進するため、普及啓発や里地・

推進プロジェクト事業○単 里山環境の保全等に要する経費

Ⅱ 環境衛生研究センター費

1. 健康と環境を守る調査 2,502 2,490 健康と環境を守る県独自の課題を研究テーマにした調査・

研究事業 ○補○単 研究の実施に要する経費

Ⅲ 環 境 対 策 費

1. 環境保全審査指導事業○単 4,021 4,167 環境影響評価の審査指導及び環境審議会の運営等に要する

経費

2. わかやま環境保全活動 1,491 1,491 環境保全への理解や取組の意欲を高めるため、環境教育の

・学習推進事業 ○単 推進や体験学習の機会、情報等の提供に要する経費

3. 和歌山県温暖化対策推 6,296 6,208 温室効果ガスの排出抑制に向けた啓発・広報等、総合的な

進事業 ○単 対策に要する経費

4. わかやま こどもエコ 3,768 1,275 親子で一緒に取り組む家庭でのエコ活動の推進に要する経

チャレンジ事業 ○単 費

循環型社会推進課
Ⅰ 環 境 対 策 費

1. 一般廃棄物適正処理推 511 513 一般廃棄物処理施設に関する市町村指導に要する経費

進事業 ○補

2. 廃棄物処理計画推進事 6,918 1,176 県内の廃棄物の発生・処理状況を把握し、和歌山県廃棄物

業 ○単 処理計画の進行管理に要する経費

3. 紀南版フェニックス事 33,593 7,162 紀南地域において、公共関与による最終処分場整備事業を

業 ○単 推進するために要する経費

4. 産業廃棄物処理業者指 9,063 10,789 産業廃棄物の適正処理を推進するため、産業廃棄物処理業

導事業 ○単 者の指導に要する経費

5. ＰＣＢ廃棄物処理対策 174,290 65,081 県が保有するＰＣＢ廃棄物の処理に要する経費

推進事業 ○単

6. ダイオキシン類等環境 981 1,141 橋本市内におけるダイオキシン類汚染対策実施区域の環境

汚染対策事業 ○単 監視に要する経費

―50―



○31 ○30

7. 不法投棄・不適正処理 10,945 8,809 廃棄物の不適正処理対策に要する経費

対策事業 ○単

8. 産廃保管・土砂埋立等 7,551 4,977 「産業廃棄物の保管及び土砂等の埋立て等の不適正処理防

適正処理指導事業 ○単 止に関する条例」の運用に要する経費

9. 不法投棄監視パトロー 17,834 15,694 不法投棄の未然防止、早期発見、早期対応のための監視パ

ル事業 ○単 トロールに要する経費

10. 海岸漂着物等地域対策 598 635 海岸における良好な景観と環境の保全を図るため、海岸漂

推進事業 ○補 着物等の発生抑制対策に要する経費

11．リサイクル推進事業 ○単 485 485 リサイクル製品の認定・利用促進に要する経費

12. ○新不法投棄監視カメラ 5,395 － 廃棄物の不法投棄監視体制を強化するため、小型監視カメ

による廃棄物投棄の抑 ラの配備に要する経費

止事業 ○単

環 境 管 理 課
Ⅰ 環 境 対 策 費

1. 大気汚染等防止対策事 11,758 10,392 大気汚染の防止を図るため、大気汚染物質等の環境監視及

業 ○単 び工場・事業場の立入検査に要する経費

2. 騒音振動公害防止対策 4,936 4,705 自動車騒音等の実態調査及び工場騒音等の監視指導に要す

事業 ○単 る経費

3. ダイオキシン類防止対 12,404 12,192 ダイオキシン類の環境監視、排出事業者への指導及び啓発

策事業 ○単 等、総合的な対策に要する経費

4. 水質汚濁防止対策事業○単 26,061 20,735 公共用水域等の水質汚濁の防止を図るため、公共用水域等

の常時監視及び工場・事業場の立入検査等に要する経費

5. 瀬戸内海環境保全対策 4,247 3,266 瀬戸内海地域の特定施設の設置・変更等の許可、立入検査

事業 ○受○単 及び負荷量削減の指導等に要する経費

6. 化学物質管理指導事業○単 3,170 2,792 土壌汚染対策法、フロン排出抑制法等の運用に要する経費

7. 大気汚染常時監視テレ 32,297 32,732 大気汚染常時監視測定機器の維持管理、整備に要する経費

メーター装置運営事業○単

8. アスベスト対策事業 ○単 2,202 2,300 石綿使用建築物等の解体等に伴う石綿飛散を未然に防止す

るために要する経費

9. ＰＭ２．５常時監視体 12,121 6,124 ＰＭ２．５等大気汚染を常時監視するテレメーターシステ

制強化事業 ○単 ムの維持管理に要する経費

<県 民 局>

県 民 生 活 課
Ⅰ 県 民 相 談 費

1. 県民・交通事故相談事 3,767 3,752 県民相談室、交通事故相談所の運営及び移動県民相談等に

業 ○単 要する経費

Ⅱ 県民生活対策費

1. 消費生活推進事業 ○単 6,044 5,983 多様化する消費者問題に対処し、県民生活の安定と向上を

図るため、総合的な消費生活施策の推進に要する経費

2．交通安全推進事業 ○単 30,120 19,352 交通事故総量の抑止、特に高齢者の交通事故防止、飲酒運

転根絶、自転車保険の加入促進、自転車の安全利用を推進

するための各種広報啓発活動に要する経費
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3. ＮＰＯ推進事業 ○単 3,047 4,229 公益認定等審議会の運営等及びＮＰＯ活動の支援等に要す

る経費

4．ＮＰＯサポートセンタ 25,232 25,000 ＮＰＯの活動拠点として県サポートセンターの管理運営を

ー運営事業 ○単 指定管理者に委託することにより、ＮＰＯ活動の促進を図

るために要する経費

5. 消費者安全サポート事 45,979 59,200 消費生活相談窓口の機能強化や消費者教育等、消費者行政

業 ○補 の推進を図るために要する経費

6. 県民運動推進事業 ○補○単 29,600 15,367 クリーンアップ運動や花いっぱい運動等の県民運動の推進

や、県民歌普及促進等に要する経費

7. 花と緑のまちづくり事 1,330 1,329 花いっぱいの環境づくりと花を愛する心の交流で生きがい

業 ○単 を発見できる地域づくりの推進を図るために要する経費

8. ○新途切れない犯罪被害 4,713 － 犯罪被害者等の権利保護をはじめ、平穏な生活を営めるよ

者支援強化事業 ○単 う施策を総合的・計画的に推進することにより、被害の早

期回復と経済的負担の軽減を図るために要する経費

Ⅲ 消費生活センター費

1. 消費生活センター運営 33,632 33,418 消費生活センター及び同紀南支所において、消費者相談及

事業 ○単 び教育啓発等を行うことにより、消費生活を総合的に支援

するために要する経費

青少年・男女共同参画課
Ⅰ 青少年政策推進費

1. 青少年対策部等運営事 34,465 34,028 関係機関・団体等の連携及び地域における青少年健全育成

業 ○単 の推進・体制強化に要する経費

2. 青少年施設管理運営・ 138,512 126,899 青少年施設「紀北青少年の家」、「白崎青少年の家」、「潮岬

整備事業 ○単 青少年の家」及び「県青少年活動センター」の管理運営並

びに整備に要する経費

3. 地域子ども団体育成事 37,965 38,390 子供達の健やかな成長を図るため、地域における子供団体

業 ○単 活動等を推進する市町村等への補助に要する経費

4. 青少年健全育成総合対 5,196 5,008 県青少年健全育成条例及び県未成年者喫煙防止条例の適正

策事業 ○単 運用、青少年の健全育成のための総合的な環境整備に要す

る経費

5. リレー式次世代健全育 6,211 7,061 地域全体で青少年を健全育成するシステムづくりに要する

成事業 ○単 経費

6. 若者自立支援事業 ○単 37,578 37,243 若者の社会的自立を効果的かつ円滑に支援するために要す

る経費

7. 青少年ネット安全・安 10,673 10,626 青少年が安心して安全にインターネットを利用できる環境

心のための環境整備事 づくりに要する経費

業 ○単

Ⅱ 女性政策推進費

1. 男女共同参画行政推進 5,005 5,099 男女共同参画行政の総合的な推進及びＤＶ防止啓発等に要

事業 ○補○単 する経費

2. 男女共同参画センター 27,924 28,492 男女共同参画センターの管理・運営及び啓発・相談等に要

運営事業 ○単 する経費

3. 女性の活躍促進事業○補○単 5,723 6,088 女性活躍企業同盟の取組を促進し、女性が継続して働き活

躍できる職場環境の整備を推進するために要する経費
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食品・生活衛生課
Ⅰ 食品衛生指導費

1. ＨＡＣＣＰ導入促進事 4,513 2,099 すべての食品事業者がＨＡＣＣＰに沿った衛生管理を実施

業 ○単 するための支援及びその実施事業者を認証・認定するため

に要する経費

2. 食品の安全確保推進プ 2,176 2,178 消費者の立場に立った食品の安全を確保するため、生産か

ロジェクト事業 ○単 ら消費に至るまでの総合的な安全施策を行うために要する

経費

3. 食品表示適正化推進事 3,351 3,473 県内食品事業者による適正な食品表示の取組を促進すると

業 ○単 ともに、食品表示の監視指導を強化し、食品表示の適正化

を推進するために要する経費

4. 食品衛生指導事業 ○受○単 14,649 14,503 食品販売・製造施設等の監視指導及び食品検査の信頼性を

確保し、食品衛生の向上を図るために要する経費

5. 食品等安全確保対策事 12,192 13,880 市場に流通する食品及び家庭用品について残留農薬、食品

業 ○受○単 添加物等の検査を実施し、消費者に安全な食品の提供を図

るために要する経費

6. 食肉衛生対策事業 ○補○単 12,361 11,972 食肉を介した疾病、食肉処理における微生物汚染を防止す

るためのと畜・食鳥検査及びと畜場・食鳥処理場の衛生保

持に要する経費

7. いわゆる健康食品の安 2,559 2,509 健康食品の成分検査と関係者等との連携による安全確保に

全対策事業 ○単 要する経費

Ⅱ 環境衛生指導費

1. 水道施設管理指導事業○単 2,809 2,812 水道施設に対する衛生及び維持管理に関する指導に要する

経費

2. 水道施設整備指導事業 872,794 1,054,450 市町村が行う上水道・簡易水道の耐震化や広域化に係る施

○補○単 設整備費等の助成及び計画・事業の適正化に要する経費

3. 生活衛生施設改善助成 1,546 1,546 クリーニング師の試験の実施及び公衆浴場の確保を図るた

事業 ○単 めの設備改善助成に要する経費

4. 生活衛生施設監視指導 1,665 1,206 生活衛生関係営業施設の衛生水準の向上を図るために行う

事業 ○単 検査及び指導に要する経費

5. 生活衛生営業指導セン 24,858 23,840 生活衛生関係営業者の経営の健全化、衛生水準の維持向上

ター運営助成事業 ○補○単 を図るため、（公財）県生活衛生営業指導センターが行う

相談指導業務への助成等に要する経費

6. 県民の命を守る水の確 23,000 32,500 地震発生時に必要な水道水を確保するため、耐震性のある

保事業 ○単 配水池に緊急遮断弁を設置する市町村への助成に要する経

費

Ⅲ 動物衛生指導費

1. 狂犬病予防及び動物愛 10,168 11,595 狂犬病の発生予防、飼い犬登録の推進、野犬対策、動物愛

護管理事業 ○単 護と適正飼養の普及啓発に要する経費

2. 動物愛護センター・鳥 50,859 39,313 動物愛護センターと鳥獣保護センターの運営及び維持管理

獣保護センター運営事 に要する経費

業 ○単

3. 動物由来感染症予防体 1,000 1,000 動物由来感染症の予防及びまん延防止に要する経費

制整備事業 ○補

4. 不幸な猫をなくすプロ 15,131 15,105 殺処分や生活環境被害の減少を図るため、地域猫対策の推

ジェクト事業 ○単 進及び新たな飼い主への譲渡の促進に要する経費
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