
「 新 み や ぎ グ リ ー ン 戦 略 プ ラ ン （ 案 ） 」 及 び 

平成２８年度「みやぎ環境税」の活用施策（案）について 

 

１ 経緯 

○ 地球温暖化や生物多様性の確保のほか，森林をはじめとした自然環境の保全など，喫緊に解

決しなければならない様々な環境課題があり，その解決に向けた取組の継続が必要である。 

○ このため，「みやぎ環境税」を平成３３年３月３１日まで５年間延長することとした。 

○ 延長するに当たっては，「新みやぎグリーン戦略プラン」を策定し，「みやぎ環境税」の活用

施策を実施する。 

 

２ 新みやぎグリーン戦略プラン（案）について 

（１） 新みやぎグリーン戦略の趣旨 

宮城の豊かな環境を守り，次世代に引き継ぐため，「みやぎ環境税」を使って行う本県

の良好な環境の保全及び創造に資する環境施策をとりまとめたもの 

（２） 新みやぎグリーン戦略の目指す方向 

地球温暖化や生物多様性の確保をはじめとする環境問題に対応するため，４つの視点に

応じた施策を展開することにより，新みやぎグリーン戦略の目指す姿を実現する。 

視点１：低炭素社会の推進 

視点２：森林の保全・機能強化 

視点３：生物多様性・自然環境の保全 

視点４：環境共生型社会構築のための人材の充実 

（３） 全体スキーム 

○ みやぎ環境税に基づく税収は，運用の明確化を図るため，環境創造基金に積み立てて

管理する。 

○ ５年間の税収見込額は，約８０億円 

○ 環境創造基金は，新みやぎグリーン戦略に基づく県実施事業及び市町村支援事業に活

用する。 

（４） 県実施事業 

○ ４つの視点の方向性に応じた施策を展開する。 

○ ５年間の充当見込額は，約６４億円 

視点 方向性 

視点１ 

① 環境に配慮したグリーン経済の推進 

② 地域特性を生かしたエネルギーの利用の推進  

③ 省エネルギー対策の推進 

④ 次世代エネルギーの普及促進 

視点２ 
① 森林の多面的機能の維持・強化 

② 持続可能な森林づくりに向けた木材利用の推進 

視点３ 
① 生物多様性の総合的推進 

② 自然環境の保全・再生と次世代への継承 

視点４ 
① 環境立県を支える人材の充実 

② 環境教育の一層の充実 

（５） 市町村支援事業（みやぎ環境交付金事業） 

○ 市町村におけるメニュー選択型事業及び市町村提案型事業の実施を支援する。 

○ ５年間の充当見込額は，約１６億円  
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３ 平成２８年度「みやぎ環境税」の活用施策（案）について 

 

平成２８年度は，環境創造基金を活用して，以下の事業を実施する。   

事業内訳 事業数（件） 基金充当額（千円） 

県 実 施 事 業 

視 点 １ １５ ７０１，６７９ 

視 点 ２ ９ ７７３，６２７ 

視 点 ３ １２ ４５，４５９ 

視 点 ４ ８ ２８，１９０ 

県 実 施 事 業 計 ４４ １，５４８，９５５ 

市町村支援事業 

メ ニ ュー 選 択型 
１ 

２７０，０９９ 

市 町 村 提 案 型 ５０，０００ 

市町村支援事業計 １ ３２０，０９９ 

合 計 ４５ １，８６９，０５４ 

 

 

 

＜参考＞ 

① 平成２８年度「みやぎ環境税」活用施策 部局別集計表   

充当額等 

部局名 
事業数（件） 環境創造基金充当額（千円） 

プ ラ ン 事 業 

環 境 生 活 部 28※ 1,041,760 

保 健 福 祉 部 1 1,500 

経済商工観光部 2 19,000 

農 林 水 産 部 10 775,627 

土 木 部 1 20,000 

教 育 庁 3 11,167 

プ ラ ン 事 業 計 45 1,869,054 

プ ラ ン 外 事 業 ※ ※ 総 務 部 1 1,300 

合 計 46 1,870,354 

   ※環境生活部の実施事業には，市町村支援事業を含む。 

   ※※プラン外事業は，みやぎ環境税市町村広報支援事業 

 

② 環境創造基金の推移 

（単位：千円） 

年 度 収入額 支出額 残高額 

平成 27年度 

（2月補正） 

736,802 

（平成 26年度末残高額） 
1,799,474 

593,936 

（見込み） 
1,656,608 

平成 28年度 

（当初） 

1,675,000 

（見込み） 

1,870,354 

（見込み） 

398,582 

（見込み） 

 



新みやぎグリーン戦略プラン 

平成２８年３月 
宮  城  県 

（案） 
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  新みやぎグリーン戦略 【４つの視点】   

  新みやぎグリーン戦略の基本方向   

  戦略の趣旨   

  戦略の目指す方向   

 震災復興計画を踏まえた視点  

・再生可能エネルギー設備，省エネルギー設備導入の加速化・充実化 
・生活基盤整備の加速化 
・豊かな自然環境の保全・再生と自然力を活かした災害に強い県土づくり 

 社会情勢の推移等から見た環境課題  

＜社会情勢の推移等＞ 
【地球温暖化に関すること】 
 ・過去最高の国内温室効果ガス排出量（2013年度速報値）の記録 
 ・国内の温室効果ガス削減目標（2030年度に2013年度比26％減）の決定 
 ・東日本大震災後のエネルギーに対する国民の意識の変化 
【森林の保全に関すること】  
 ・森林吸収源対策の推進による温室効果ガス削減への貢献 
【生物多様性・自然環境に関すること】 
 ・生物多様性国家戦略に基づく取組の推進 
 
＜宮城県の環境を取り巻く状況＞ 
【地球温暖化に関すること】 
 ・震災復興に伴う二酸化炭素排出量増加への懸念 
 ・化石燃料に依存しない自立分散型エネルギー導入の機運の上昇 
 ・民生部門における温室効果ガス排出量の増加 
【森林の保全に関すること】 
 ・戦後の人工造林資源の成熟化に伴う二酸化炭素吸収機能の低下 
 ・林業の低迷による森林の多面的機能低下への懸念 
 ・森林整備を支える林業従事者の高齢化や人手不足 
 ・森林病虫獣被害の増加 
【生物多様性・自然環境に関すること】 
 ・生物多様性の維持や自然環境保全への意識の高揚 
 ・開発行為や自然災害による自然環境の質的低下 
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◇宮城の将来ビジョンの政策推進の基本方向の一つとして掲げた「人と自然が調和した美しく安全な県土づくり」の実現に向けて，今まさに，県民が一体 
 となって「地球温暖化」や「生物多様性の確保」をはじめとする環境問題に対応する必要があります。 
◇「新みやぎグリーン戦略」は，宮城の豊かな環境を守り，次世代に引き継ぐため，「みやぎ環境税」を使って行う本県の良好な環境の保全及び創造に資 
 する環境施策をとりまとめたものです。 

  新みやぎグリーン戦略の目指す姿   

◇低炭素社会の構築に向け，地域から環境配慮の生活・行動様式を進める宮城県 

◇温暖化防止と美しく安全な県土づくりに向け，豊かな森林を活かし育む宮城県 

◇自然共生社会の構築に向け，人と自然環境との輪を地域から守り育てる宮城県 

 視点1 低炭素社会の推進  

環境配慮と経済発展が両立する地域社会を構築するため，事業者や家庭にお
ける積極的な二酸化炭素の削減に向けた取組を推進する。 

二酸化炭素の吸収機能をはじめ，多面的機能を持つ森林や里山の管理・保全
及び森林資源活用に資する取組を推進する。 

 視点2 森林の保全・機能強化  

生物多様性を育む豊かな自然環境の保全・再生のための取組を推進する。 

 視点3 生物多様性・自然環境の保全  

持続可能な地域社会の構築に資する人材の育成や環境教育の一層の充実を図
る取組を推進する。 

 視点4 環境共生型社会構築のための人材の充実  



みやぎ環境税 

実施期間：H28年度～H32年度 

個人 年1,200円 

法人 法人県民税均等割10％ 

税収見込額（5年間） 80億円 

新みやぎグリーン戦略に基づく事業構成 
充当見込額 
（5年間） 

県実施事業 
 
 

4つの視点に基づく事業 

80億円 

視点1 低炭素社会の推進 

視点2 森林の保全・機能強化 

視点3 生物多様性・自然環境の保全 

視点4 環境共生型社会構築のための 
           人材の充実 

市町村支援事業 
 
 

① メニュー選択型 

② 市町村提案型 

積 立 活 用 

環境創造 
基  金 

  全体スキーム   
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県内全域で広域的に 
行う事業 

◇みやぎ環境税に基づく税収の運用の明確化を図るため，「環境創造基金」を創設しており，税収を一般財源と区別してこの基金に積み立てて，管理 

 していきます。 

◇環境創造基金は，新みやぎグリーン戦略に基づく県実施事業及び市町村支援事業に活用していきます。 

  スキームイメージ   

地域に密着した事業， 
地域課題対応事業 

【５年間の二酸化炭素削減見込量】 約３４．７万 t-CO₂ 
 内訳：県実施事業分            約３３．１万 t-CO₂ 
    市町村支援事業分（メニュー選択型） 約 １．６万 t-CO₂ 

※上記見込量は，平成２８年度に実施する事業の平成３２年度までの事業量見込から算出した
ものであり，今後，事業量の変化や新たな事業の追加により変動します。 



  県実施事業   充当見込額（5年間） 

64億円 
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県では，新みやぎグリーン戦略の目指す姿の実現に向けて，戦略の４つの視点の方向性に応じた施策を展開していきます。 

  視点１ 低炭素社会の推進   

＜施策例＞ 
・再生可能エネルギーを活用したまちづくりに向けた取 
 組支援 
・未利用資源を活用した再生可能エネルギーの導入推進 
・農業用水利施設を利用した小水力発電設備の導入支援 

＜施策例＞ 
・事業所におけるクリーンエネルギー設備導入支援 
・クリーンエネルギー等の活用による環境負荷低減  
 モデル確立に向けた取組支援  
・クリーンエネルギー等に関する新製品の開発支援 

＜施策例＞ 
・FCV（燃料電池自動車）の普及促進 
・エネファーム（家庭用燃料電池）の普及促進 

＜施策例＞ 
・家庭，事業所等における省エネルギー設備等の導入 
 支援 
・住宅の省エネルギー改修支援 
・家庭における省エネルギー行動の普及促進 

方向性④ 次世代エネルギーの普及促進 

方向性① 環境に配慮したグリーン経済の推進 

  視点２ 森林の保全・機能強化   

＜施策例＞ 
・県産木材利用住宅の普及促進 
・公共施設等の木造・木質化の推進 
・未利用の木質バイオマス利活用支援 
・CLT（直交集成板）活用の推進 

＜施策例＞ 
・地域における森林管理活動の支援 
・森林の造成（間伐，植栽，作業道整備等）支援 
・松林景観の保全対策の推進 
・里山林の保全の推進 

方向性① 森林の多面的機能の維持・強化 方向性② 持続可能な森林づくりに向けた木材利用の推進 

間伐・作業道の整備 

県産木材利用住宅の普及促進 

◇環境負荷低減に資するクリーンエネルギー設備 
 の導入支援 
◇環境関連産業の新技術開発に必要な基盤づくり 
 及びその支援 

方向性② 地域特性を生かしたエネルギーの利用の推進 
◇地域に根ざした再生可能エネルギー導入の一層の 
 促進 
◇再生可能エネルギーを活用したまちづくりの促進 

方向性③ 省エネルギー対策の推進 
◇民生部門における省エネルギー対策の強化 
◇次世代型省エネ機器・設備・制御システム導入の 
 促進 

◇水素エネルギーの利活用関連設備等の導入支援 
◇水素エネルギーの普及啓発の推進 

◇新たな森林管理・整備体制の構築 
◇森林整備の強化による森林の二酸化炭素吸収量の 
 維持・増進 
◇特別名勝地域の松林保全や里山の保全及び健全化 

◇公共施設等の木造・木質化による炭素貯蔵量の 
 向上 
◇先進的技術の導入等による新しい木材需要の創出 

燃料電池自動車の導入 

スマートエネルギー住宅の普及促進 



  県実施事業   
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  視点３ 生物多様性・自然環境の保全   

外来種駆除による在来生物保護 

渡り鳥の飛来地保全 

＜施策例＞ 
・ラムサール条約湿地の環境保全の推進 
・在来生物の保護の推進 
・県民参加の自然環境保全の推進 
・貴重な干潟環境の保護対策の推進 

＜施策例＞ 
・生物多様性の総合的推進 
・野生鳥獣の適性な保護管理 
・有害鳥獣捕獲者の育成支援 
・絶滅危惧植物の由来地域植生の復活支援 

方向性① 生物多様性の総合的推進 方向性② 自然環境の保全・再生と次世代への継承 

  視点４ 環境共生型社会構築のための人材の充実   

＜施策例＞ 
・児童向け環境教育を入口とした環境配慮行動の普及 
 促進 
・観光資源を活用した自然体験活動の提供 
・環境教育型自然体験活動の提供 
・環境教育施設の充実化 
・みやぎ環境税活用実績の広報 

＜施策例＞ 
・環境教育指導者の育成支援 
・再生可能エネルギーに関する学習支援 

方向性① 環境立県を支える人材の充実 方向性② 環境教育の一層の充実 

専門高校の再生可能エネルギー学習 

海のエコツアー体験 

◇多様な主体の参画による生物多様性の推進に 
 向けた基盤づくり 
◇野生鳥獣保護管理の徹底や適切な指定管理鳥獣 
 捕獲の推進 
◇自然の恵みを生かした地域活性化 

◇守るべき自然環境の保全・再生の推進 
◇豊かな自然環境を継承するための普及啓発の推進 

◇環境問題に取り組むことができる人材の継続的 
 育成 
◇低炭素社会を支える担い手の育成・確保 

◇学校や地域社会における環境教育の充実 



充当見込額（5年間） 

16億円 

  メニュー選択型   

  市町村提案型   

1 公共施設，学校等におけるCO₂削減対策 

＜事業例＞ 
対象：公共施設（庁舎，道路，公の施設等），学校（幼稚園，保育所を含む。）など 
   ※二重ガラス，遮熱フィルムなどは除く。 

 ① 太陽光発電，風力発電，ハイブリッド発電設置 
 ② ヒートポンプ・都市ガスボイラー転換など省エネ設備設置 
 ③ 環境配慮型照明（LEDを含む。）設置（交換） 
 ④ 県産材による木造化・木質化 
 ⑤ 薪・ペレットストーブ設置 
 ⑥ 公用車EV・PHV・ＦＣＶ率先導入 

2 照明（街灯，商店街）のLED化 

＜事業例＞ 
対象：街灯（防犯灯），商店街，都市公園等の屋外照明など 
 

3 自然環境保全（イベント，環境教育を含む。） 

＜事業例＞  
【環境保全】※県民参加による取組 

 ① 緑地公園等整備※基本的施設整備は除く。 

 ② 里山整備・森づくり（市民参加型） 
 ③ 動植物生態調査  
 ④ ビオトープ整備 
【環境教育】※広報関係は除く。施設本体整備は除く。 

 ① 環境教育施設整備 
 ② リーダー育成，出前講座 
 ③ 体験型環境学習 
 ④ 環境フェア等イベント 

4 野生鳥獣対策 

＜事業例＞ 
対象動物：宮城県特定鳥獣保護管理計画に掲げる獣類 
     （ニホンジカ，ニホンザル，イノシシ，クマ） 
 ① 捕獲（用具補助を含む。）の実施 
 ② 防護柵設置 
 ③ 太陽光電気柵設置 

 

5 環境緑化 

＜事業例＞ 
対象：公共施設，民間施設，事業効果の高い民間施設等 
 ① 屋上・壁面緑化 
 ② 身近な緑化活動 
 ③ 緑のカーテン普及 

6 省エネ機器導入支援 

＜事業例＞ 
対象：個人，事業者 
 ① エネファーム（燃料電池）設置 
 ② 地中熱ヒートポンプ設置 
 ③ 高効率給湯器設置 
 ④ 木質バイオマスボイラー導入 
 ⑤ 薪・ペレットストーブ設置 
 ⑥ 都市ガスボイラー転換 
 ⑦ EV・PHV購入 

 各市町村独自の環境課題への取組やメニュー選択型事業の複合的な取組，NPO等との連携・協働による取組，震災復興における環境に関する取組など市
町村が創意工夫して行う地域課題の解決に向けた事業 
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 二酸化炭素の排出抑制につながる再生可能エネルギーの導入促進や省エネルギー対策を中心に，低炭素社会構築に向けた県民への普及啓発，県民参加の
自然環境保全活動支援など，ハード整備及びソフト事業の両面をカバーする取組（６つの事業メニューから選択）について，市町村が地域の実情に応じて
喫緊の環境課題解決に向けて実施する事業 

  市町村支援事業            【みやぎ環境交付金事業】  

〔充当見込額：2億7千万円／年×5年間〕 

〔充当見込額：5千万円／年×5年間〕 

県では，市町村におけるメニュー選択型事業及び市町村提案型事業の実施を支援していきます。 

太陽光電気柵の設置 

高効率給湯器の設置 市民参加植樹祭 



  H28年度の環境創造基金活用事業   
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◇H２８年度は，環境創造基金を活用して，以下の事業を実施します。 

  事業数及び充当額   

施策の方向性 事業数（件） 充当額（千円） 

県実施事業 44 1,548,955 

視点１ 低炭素社会の推進 15 701,679 

方向性① 環境に配慮したグリーン経済の推進 3 133,011 

方向性② 地域特性を生かしたエネルギーの利用の推進 4 304,426 

方向性③ 省エネルギー対策の推進 5 230,235 

方向性④ 次世代エネルギーの普及促進 3 34,007 

視点２ 森林の保全・機能強化 9 773,627 

方向性① 森林の多面的機能の維持・強化 6 300,903 

方向性② 持続可能な森林づくりに向けた木材利用の推進 3 472,724 

視点３ 生物多様性・自然環境の保全 12 45,459 

方向性① 生物多様性の総合的推進 7 29,459 

方向性② 自然環境の保全・再生と次世代への継承 5 16,000 

視点４ 環境共生型社会構築のための人材の充実 8 28,190 

方向性① 環境立県を支える人材の充実 2 8,727 

方向性② 環境教育の一層の充実 6 19,463 

市町村支援事業 1 320,099 

合 計 45 1,869,054 



  H28年度事業一覧   
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方向性① 環境に配慮したグリーン経済の推進 3事業  

事業名 部局名 充当額（千円） 

 クリーンエネルギーみやぎ創造チャレンジ事業 
環境生活部 

環境政策課 
20,011 

 新エネルギー設備導入支援事業 
環境生活部 

環境政策課 
101,000 

 クリーンエネルギー・省エネルギー関連新製品創造支援事業 
経済商工観光部 

新産業振興課 
12,000 

方向性② 地域特性を生かしたエネルギーの利用の推進 4事業 

事業名 部局名 充当額（千円） 

 新エネルギー設備導入支援事業【再掲】 
環境生活部 

環境政策課 
（101,000） 

 スマートエネルギー住宅普及促進事業 
環境生活部 

再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ室 
278,800 

 再生可能エネルギー等を活用した地域復興支援事業 
環境生活部 

再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ室 
19,626 

 海洋再生可能エネルギー導入推進事業 
環境生活部 

再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ室 
4,000 

 せせらぎ水路小水力発電普及推進事業 
農林水産部 

農村振興課 
2,000 

方向性③ 省エネルギー対策の推進 5事業 

事業名 部局名 充当額（千円） 

 既存住宅省エネルギー改修促進事業 
環境生活部 

環境政策課 
35,242 

 みやぎ地球温暖化対策地域推進事業 
環境生活部 

環境政策課 
6,793 

 省エネルギー・コスト削減実践支援事業 
環境生活部 

環境政策課 
150,000 

 スマートエネルギー住宅普及促進事業【再掲】 
環境生活部 

再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ室 
（278,800） 

 再生可能エネルギー等を活用した地域復興支援事業【再掲】 
環境生活部 

再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ室 
（19,626） 

 低炭素型水ライフスタイル導入支援事業 
環境生活部 

循環型社会推進課 
18,200 

 公共インフラ省エネ推進事業 
土木部 

道路課 
20,000 

  県実施事業  【44事業】   

 視点１ 低炭素社会の推進  【15事業】  

 視点２ 森林の保全・機能強化  【9事業】  

方向性① 森林の多面的機能の維持・強化 6事業 

事業名 部局名 充当額（千円） 

 地域森林再生マネジメント推進事業 
農林水産部 

林業振興課 
6,260 

 温暖化防止間伐推進事業 
農林水産部 

森林整備課 
157,700 

 温暖化防止森林更新推進事業 
農林水産部 

森林整備課 
49,768 

 環境林型県有林造成事業 
農林水産部 

森林整備課 
19,535 

 特別名勝「松島」松林景観保全対策事業 
農林水産部 

森林整備課 
26,990 

 里山林健全化事業 
農林水産部 

森林整備課 
40,650 

方向性② 持続可能な森林づくりに向けた木材利用の推進 3事業 

事業名 部局名 充当額（千円） 

 県産材利用エコ住宅普及促進事業 
農林水産部 

林業振興課 
377,424 

 木の香るおもてなし普及促進事業 
農林水産部 

林業振興課 
55,300 

 木質バイオマス広域利用モデル形成事業 
農林水産部 

林業振興課 
40,000 

方向性④ 次世代エネルギーの普及促進 3事業 

事業名 部局名 充当額（千円） 

 燃料電池自動車導入推進事業 
環境生活部 

再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ室 
17,473 

 スマート水素ステーション運営事業 
環境生活部 

再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ室 
4,327 

 水素エネルギー利活用普及促進事業 
環境生活部 

再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ室 
12,207 

 スマートエネルギー住宅普及促進事業【再掲】 
環境生活部 

再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ室 
（278,800） 

※再掲事業を除いてカウントしています。 



  H28年度事業一覧   
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方向性① 生物多様性の総合的推進 7事業 

事業名 部局名 充当額（千円） 

 生物多様性総合推進事業 
環境生活部 

自然保護課 
3,473 

 みやぎラムサールトライアングル魅力発信事業 
環境生活部 

自然保護課 
1,000 

 希少野生動植物保護事業 
環境生活部 

自然保護課 
2,986 

 野生鳥獣適正保護管理事業 
 （ニホンジカ，イノシシ個体数調整・有害鳥獣捕獲担い手育成） 

環境生活部 

自然保護課 
10,000 

 野生鳥獣保護管理事業 
 （ツキノワグマ追跡調査） 

環境生活部 

自然保護課 
3,000 

 狩猟者確保対策事業 
環境生活部 

自然保護課 
7,500 

 絶滅危惧種（薬用植物）復活プロジェクト事業 
保健福祉部 

薬務課 
1,500 

方向性② 自然環境の保全・再生と次世代への継承 5事業 

事業名 部局名 充当額（千円） 

 みやぎラムサールトライアングル魅力発信事業【再掲】 
環境生活部 

自然保護課 
（1,000） 

 伊豆沼・内沼よみがえれ在来生物プロジェクト事業 
環境生活部 

自然保護課 
8,000 

 金華山島生態系保護保全対策事業 
環境生活部 

自然保護課 
1,000 

 環境緑化推進事業（百万本植樹） 
環境生活部 

自然保護課 
3,000 

 七ツ森里山環境学習林保全事業 
環境生活部 

自然保護課 
2,000 

 蒲生干潟見守り事業 
環境生活部 

自然保護課 
2,000 

 視点３ 生物多様性・自然環境の保全  【1２事業】   視点４ 環境共生型社会構築のための人材の充実  【８事業】  

方向性① 環境立県を支える人材の充実 2事業 

事業名 部局名 充当額（千円） 

 環境教育指導者育成事業 
環境生活部 

環境政策課 
727 

 クリーンエネルギー利活用実践推進事業 
教育庁 

高校教育課 
8,000 

方向性② 環境教育の一層の充実 6事業 

事業名 部局名 充当額（千円） 

 環境教育実践「見える化」事業 
環境生活部 

環境政策課 
1,879 

 みやぎ環境税広報事業 
環境生活部 

環境政策課 
4,417 

 こもれびの森森林科学館改修事業 
環境生活部 

自然保護課 
3,000 

 みやぎエコ・ツーリズム推進事業 
経済商工観光部 

観光課 
7,000 

 ルルブル・エコチャレンジ事業 
教育庁 

教育企画室 
1,500 

 自然の家人と自然の交流事業 
教育庁 

生涯学習課 
1,667 

  市町村支援事業  【１事業】   
事業種別 事業主体 充当額（千円） 

メニュー選択型事業 各市町村 270,099 

市町村提案型事業 各市町村 50,000 
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県 が 実 施 す る 事 業 

（平成２８年度）  



【 県実施事業】平成28年度充当額合計： 1,548,955千円

　視点１：低炭素社会の推進　【15事業】

【視点１】充当額合計： 701,679千円

133,011

１－１
クリーンエネルギーみやぎ創造
チャレンジ事業

事業者が大学等と連携して行うクリーンエネルギーや省エネ
ルギー技術を活用した環境負荷低減モデル確立に向けた取組
へ支援を行う。

・環境負荷低減モデル事業（技術開発，実証実験，市場性調査
等）実施経費補助
【補助率】1/2以内
【対象期間】3年以内
【上限額】総額1,500万円（750万円/年度×2年以内，500
万円/年度×3年以内）
【事業量】2件程度

20,011

１－２ 新エネルギー設備導入支援事業

事業者による新エネルギー設備導入の初期投資経費の一部を
助成し，新エネルギーの普及拡大を図る。
〈対象設備〉
①太陽光発電 ②風力発電 ③バイオマス発電 ④水力発電
⑤地熱発電   ①～⑤の設備と併せて導入する蓄電池
⑥太陽熱利用 ⑦温度差エネルギー(廃熱利用）
⑧バイオマス熱利用  ⑨雪氷熱利用  ⑩地中熱利用
⑪ガスコージュネレーション　⑫燃料電池

・事業所向け新エネルギー設備等導入補助
【補助率等】
　太陽光発電設備（売電）　1/10(県内産ﾊﾟﾈﾙ1/8)以内
　　　　〃　　　（自家消費）1/3(県内産ﾊﾟﾈﾙ1/2)以内
　（ともに上限額500万円（蓄電池併設の場合，上限額
1,000万円））
　上記以外の設備　1/2以内（上限額2,000万円（蓄電池併
設の場合を含む。））
　併設する蓄電池　1/3以内
【事業量】　30件程度
・アドバイザーによる新エネルギー設備導入に係る助言・指導

101,000

１－３
クリーンエネルギー・省エネル
ギー関連新製品創造支援事業

県内企業が行うクリーンエネルギー・省エネルギー関連の新
製品開発を支援し，環境・エネルギー分野の規模拡大や市場
開拓を図る。

・実用化補助（提案公募）
【補助率等】1/2以内（上限額500万円）
【事業量】2件程度
・共同開発
【県負担上限額】100万円
【事業量】2件程度

12,000
28年度

～32年度
経済商工観光部
新産業振興課

№ 事　　　　　業　　　　　名 担当部局名

28年度
～32年度

方向性①　環境に配慮したグリーン経済の推進　【3事業】

平成28年度事業概要等全体事業概要
事業実施

年度

環境生活部
環境政策課

環境生活部
環境政策課

平成28年度
充当額

（千円）

28年度
～32年度
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　視点１：低炭素社会の推進

304,426

（１－２）
新エネルギー設備導入支援事業
【再掲】

事業者による新エネルギー設備導入の初期投資経費の一部を
助成し，新エネルギーの普及拡大を図る。

【１－２参照】 (101,000)

１－４
スマートエネルギー住宅普及促
進事業

増加する家庭部門の二酸化炭素排出量の削減や，災害時のエ
ネルギー自立に向け，住宅用太陽光発電システム，蓄電池，
家庭用燃料電池など，エネルギー面でスマートな住宅設備の
導入に対して助成を行う。

・機器設置経費補助
【補助率等】
　①太陽光発電システム　5万円/件
　　県内産パネル（上乗せ助成）　5万円/件
　②蓄電池　10万円/件
　③エネファーム（PEFC）　15万円/件
　　既存住宅（上乗せ助成）　3万円/件
　　LPガス（上乗せ助成）　3万円/件
　　寒冷地（上乗せ助成）　3万円/件
　④ネットゼロエネルギーハウス（ZEH）　30万円/件
　（①～③組合せ　上限額30万円）
・スマートエネルギー住宅セミナー（1回）

278,800

１－５
再生可能エネルギー等を活用し
た地域復興支援事業

再生可能エネルギーやエネルギーマネジメントを活用したま
ちづくり「エコタウンの形成」を促進するため，市町村と連
携して実施する事業者に調査等経費の助成を行うとともに，
県内エコタウンの先進的取組の発信等を行うなど，市町村へ
の支援を行う。

・地域協議会形成支援補助
【補助率等】10/10（上限額30万円）
【事業量】3件程度
・エコタウン形成実現可能性調査の事業費補助
【補助率等】10/10（上限額300万円）
【事業量】2件程度
・エコタウン形成事業化支援
【補助率等】2/3（上限額1,000万円）
【事業量】1件程度
・エコタウン推進委員会（1回）
・広報（みやぎ復興エネルギーパークガイドブック）

19,626

１－６
海洋再生可能エネルギー導入推
進事業

海洋再生可能エネルギーの導入の可能性や課題を様々な角度
から整理し，事業の方向性の検討を行うほか，関係者間の認
識の共有化を図るとともに気運の醸成を図るため，関係機
関・団体等で構成する研究会を設立し，検討会を開催する。

・みやぎ海洋再生可能エネルギー導入研究会の設置・運営
・講演会開催（1回）
・検討会の開催（3回）
・他県導入事例調査（1回）

4,000

１－７
せせらぎ水路小水力発電普及推
進事業

農業用ダムや水路などの農業水利施設において，県内で実績
の少ない小水力発電施設（10～200ｋｗ）の整備や管理に
取り組むことにより，小規模水力発電の最適な整備手法を早
期に確立するためのモデル効果の検証と普及を行う。

・導入済みモデル施設の効果検証及び構造改良（1施設）
・新たなモデル地区の選定（1～2施設）

2,000

環境生活部
再生可能エネルギー室

28年度
～32年度

農林水産部
農村振興課

28年度
～32年度

平成28年度
充当額

（千円）
№ 事　　　　　業　　　　　名 担当部局名

事業実施
年度

全体事業概要

28年度
～32年度

平成28年度事業概要等

環境生活部
再生可能エネルギー室

28年度
～32年度

環境生活部
再生可能エネルギー室

28年度
～32年度

方向性②　地域特性を生かしたエネルギーの利用の推進　【4事業】（再掲を除く。）

環境生活部
環境政策課
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　視点１：低炭素社会の推進

230,235

１－８
既存住宅省エネルギー改修促進
事業

断熱化が進んでいない既存住宅の断熱改修を支援し、冷暖房
等に要するエネルギーの省エネ化を促進する。

・県内既築住宅に平成11年省エネルギー基準を満たす断熱改
修を行う所有者への補助
【補助率】断熱工事費の1/10以内
【上限額】①　窓等開口部のみ10万円/件
　　　　　②　外壁等のみ　　25万円/件
　　　　　③　①＋②　　　　35万円/件
【事業量】250件程度

35,242

１－９
みやぎ地球温暖化対策地域推進
事業

近年著しい増加傾向にある民生家庭部門における二酸化炭素
排出量削減のため，一般県民に向け普及啓発等を行い，家庭
からの地球温暖化対策へのきっかけづくりを行う。

・家庭（うち）エコ診断事業
「うちエコ診断士」の養成（30人）
「うちエコ診断」の実施（300件）
・連携普及啓発事業
　県内プロスポーツ球団と連携し，一般県民への普及啓発活動
を行う（2回程度）

6,793

１－10
省エネルギー・コスト削減実践
支援事業

県内企業の省エネルギー設備導入経費の一部を助成する。
〈対象設備例〉
効率的ボイラー導入，冷暖房機器の効率化，LED光源の導
入など，省エネ効果が具体的に測定可能な機器対象

・事業所向け省エネルギー設備等導入補助
【補助率】
 　①省エネルギー診断に基づく設備導入の場合　 1/2以内
 　②県産認定品を導入する場合　　　　　　　　 1/2以内
　（いずれも，LED照明設備の場合　1/3以内）
　 ①，②以外の場合　　　　　　　　　　　 　　1/3以内
　（LED照明設備の場合　1/5以内）
【上限額】500万円
【事業量】50件程度

150,000

（１－４）
スマートエネルギー住宅普及促
進事業【再掲】

増加する家庭部門の二酸化炭素排出量の削減や，災害時のエ
ネルギー自立に向け，住宅用太陽光発電システム，蓄電池，
家庭用燃料電池など，エネルギー面でスマートな住宅設備の
導入に対して助成を行う。

【１－４参照】 （278,800）

（１－５）
再生可能エネルギー等を活用し
た地域復興支援事業【再掲】

再生可能エネルギーやエネルギーマネジメントを活用したま
ちづくり「エコタウンの形成」を促進するため，市町村と連
携して実施する事業者に調査等経費の助成を行うとともに，
県内エコタウンの先進的取組の発信等を行うなど，市町村へ
の支援を行う。

【１－５参照】 (19,626)

１－11
低炭素型水ライフスタイル導入
支援事業

民生家庭部門での二酸化炭素削減効果が見込まれる節湯・節
水機器と低炭素社会対応型浄化槽を併せて住宅に導入する場
合，設置費用の一部を助成する。

・一定の要件を満たした節湯・節水機器及び低炭素社会対応型
浄化槽の設置への補助
【補助額】6万円/世帯
【事業量】300世帯程度
・広報（リーフレット）

18,200

１－12
公共インフラ省エネ推進事業
(道路照明灯改修事業)

県管理の国道及び県道における道路照明灯について，消費電
力の少ない省エネルギー型へ改修し，普及啓発を図る。

・道路照明灯の水銀灯から省エネルギー型照明灯(高圧ナトリ
ウム灯)への改修
【事業量】200基

20,000

№ 事　　　　　業　　　　　名

環境生活部
再生可能エネルギー室

28年度
～32年度

全体事業概要 平成28年度事業概要等
平成28年度

充当額
（千円）

28年度
～32年度

28年度
～32年度

28年度
～32年度

方向性③　省エネルギー対策の推進　【5事業】（再掲を除く。）

環境生活部
環境政策課

環境生活部
環境政策課

28年度
～32年度

環境生活部
循環型社会推進課

28年度
～29年度

土木部
道路課

担当部局名
事業実施

年度

環境生活部
環境政策課

環境生活部
再生可能エネルギー室

28年度
～32年度
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　視点１：低炭素社会の推進

34,007

１－13 燃料電池自動車導入推進事業

水素エネルギーの利活用を推進するため，日常生活に身近な
分野である燃料電池自動車（FCV）の導入を促進するとと
もに，公用車として導入するFCVの貸出し等を通じて普及
啓発を行う。

・法人又は個人のFCV等購入補助
【補助額等】FCV　国補助額の1/2
　　　　　　（MIRAIの場合　上限額101万円/台）
　　　　　　外部給電機　購入費の1/2（上限額60万円）
・FCVの貸出し等による普及啓発

17,473

１－14
スマート水素ステーション運営
事業

再生可能エネルギーを活用した小型・自家用のスマート水素
ステーション（SHS/県保健環境センター内整備）の管理運
営を行う。

・SHSの管理運営等（1箇所） 4,327

１－15
水素エネルギー利活用普及促進
事業

水素エネルギー普及啓発のための各種イベントの開催や啓発
用パンフレットの作成を行う。また，県内の水素利活用の実
態や水素製造のポテンシャル等の調査を行う。

・県民向け普及啓発イベント開催（1回）
・県民や関係者を対象としたシンポジウム開催（1回）
・研究機関と連携した勉強会開催（1回）
・教員向け水素エネルギーセミナー開催（1回）
・水素エネルギー利活用可能性調査　一式

12,207

（１－４）
スマートエネルギー住宅普及促
進事業【再掲】

増加する家庭部門の二酸化炭素排出量の削減や，災害時のエ
ネルギー自立に向け，住宅用太陽光発電システム，蓄電池，
家庭用燃料電池など，エネルギー面でスマートな住宅設備の
導入に対して助成を行う。

【１－４参照】 (278,800)環境生活部
再生可能エネルギー室

28年度
～32年度

環境生活部
再生可能エネルギー室

28年度
～32年度

環境生活部
再生可能エネルギー室

28年度
～32年度

環境生活部
再生可能エネルギー室

28年度
～32年度

平成28年度
充当額

（千円）

方向性④　次世代エネルギーの普及促進　【3事業】（再掲を除く。）

№ 事　　　　　業　　　　　名 担当部局名
事業実施

年度
全体事業概要 平成28年度事業概要等
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　視点２：森林の保全・機能強化　【9事業】

【視点２】充当額合計： 773,627千円

300,903

２－１
地域森林再生マネジメント推進
事業

森林施業の集約化や環境に配慮した森林整備を行うことによ
り，森林の健全化を確保し，森林による二酸化炭素吸収機能
の強化推進を図る。また，森林認証取得等への取組支援や森
林吸収オフセットクレジット制度の普及啓発を推進し，社会
全体で森林整備を支える体制づくりを構築する。

・機能低下防止のための森林調査（一式）及び所有者調整支援
・森林認証取得支援
【補助率等】新規取得　1/2以内（上限額100万円）
　　　　　　年次審査　定額25万円
【事業量】5団体
・森林認証制度普及のためのセミナー開催
・森林吸収オフセットクレジット制度の普及啓発（イベント出
展，会議開催，協議会参加，パネル等の作成）

6,260

２－２ 温暖化防止間伐推進事業
国庫補助の対象とならない小規模分散地等の間伐に対する助
成を行うと共に，これらと一体的に行う作業道の整備に要す
る経費の一部を助成する。

・間伐実施支援
【補助額】保育間伐20万円/ha以内（360ha）
　　　　　搬出間伐25万円/ha以内（210ha）
・作業道整備
【補助額】2,000円/ｍ以内 （16,530m）

157,700

２－３ 温暖化防止森林更新推進事業

森林の高齢化による機能低下を防ぎ，適正な森林管理を進め
るため，伐採後の確実な森林更新に要する経費を支援する。
また，津波被災地の海岸防災林復旧のためのクロマツ種苗の
増産を行う。

・植栽等に対する支援（国庫補助対象外の森林）
【補助額】造林未済地等での植栽100万円/ha以内（10ha）
　　　　　環境配慮伐採地での植栽150万円/ha以内
（20ha）
　　　　　防鹿柵設置助成　5,000円/m以内（1,000ｍ）
・種苗増産（委託）

49,768

２－４ 環境林型県有林造成事業

森林の多面的機能の発揮が特に求められる森林（保安林，砂
防指定地，国定・県立自然公園，史跡名勝天然記念物，県自
然・環境緑地保全地域等）で，土地所有者との契約期間が満
了する県行造林地について,契約更新により，再造林，保育
等森林整備を行い，二酸化炭素吸収機能の強化や災害発生の
未然防止を図る。

・伐採跡地への再造林，下刈り等保育施業
【事業量】再造林　16.5ha
　　　　　下刈り　160.82ha

19,535

２－５
特別名勝「松島」松林景観保全
対策事業

近年急速に拡大する松枯れと海鳥繁殖の影響で, 景観維持が
憂慮される特別名勝「松島」において, 島しょに適応したマ
ツの植栽技術の検討や枯損予防を行い, 本県の優れた自然環
境の象徴としての松林を次世代に引き継ぐ。

・島しょ部抵抗性マツ植栽　1,000本
・林内整理，客土，ウミネコ糞害対策
・枯損予防樹幹注入　1,000本
【対象地】特別名勝「松島」地域内の県管理地

26,990

２－６ 里山林健全化事業

管理放置などによるナラ枯れの被害拡大防止のため，伐採利
用による更新や被害拡大防止の処理・駆除に対して助成を行
う。また，景勝地で現地集積されている松くい虫被害処理材
を搬出加工し利用を推進するなど,健全な森林管理を推進す
る。

・広葉樹更新のための伐採・搬出助成
【補助額】1,000円/㎥（5,000㎥）
・ナラ枯被害木の駆除
【補助額】伐倒駆除　15,000円/㎥以内（1,000㎥）
　　　　　立木くん蒸　12,000円/㎥以内（600㎥）
・景勝地被害材搬出活用（チップ化しバイオマス燃料へ）
【補助額】3万円/㎥以内（400㎥）
・松林再生（被害跡地植栽）
【補助額】2,000円/本以内（600本）

40,650

全体事業概要 平成28年度事業概要等
平成28年度

充当額
（千円）

方向性①　森林の多面的機能の維持・強化　【6事業】

農林水産部
林業振興課

28年度
～32年度

農林水産部
森林整備課

28年度
～32年度

№ 事　　　　　業　　　　　名 担当部局名
事業実施

年度

農林水産部
森林整備課

28年度
～32年度

農林水産部
森林整備課

28年度
～32年度

農林水産部
森林整備課

28年度
～32年度

農林水産部
森林整備課

28年度
～32年度
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　視点２：森林の保全・機能強化

472,724

２－７
県産材利用エコ住宅普及促進事
業

優良みやぎ材等県産木材を一定以上使用した戸建ての木造住
宅建築に対し,経費の一部を助成する。また，災害公営住宅
への県産材安定供給のため，製材工場等に対して増産調整に
係る費用の一部を支援する。

・新築住宅支援
　主要構造部材使用率6割以上，かつ，優良みやぎ材4割以上
を使用した新築住宅建築へ助成
【補助額】使用木材量により算定（上限額50万円/棟）
【事業量】700棟程度
・優良みやぎ材安定供給支援
　優良みやぎ材の製造・流通経費への支援
【補助額】8,000円/㎥
【事業量】2,500㎥

377,424

２－８
木の香るおもてなし普及促進事
業

民間の公共的な施設において，県産材の利用による木造・木
質化のモデル施工を推進し，PRすることにより，県内森林
資源の積極的な利用を促進する。
＜対象施設＞
店舗，病院，福祉施設，幼稚園，保育所等

・民間施設の県産木材使用新築経費助成
【補助額】工事費　10万円以内/㎡
　　　　　木材費　使用木材量により算定（5万円以内/㎥）
【上限額】2,000万円/施設
【事業量】2施設
・民間施設の県産木材使用による内装木質化等経費助成
【補助率等】1/2以内
【上限額】内装木質化　200万円
　　　　　木製品配備　100万円
【事業量】各5施設
・「みやぎ木づかい運動」普及のための木製シンボルプレート
作成

55,300

２－９
木質バイオマス広域利用モデル
形成事業

未利用間伐材などの木質バイオマスの利用促進に向けた取組
を推進し,地域資源の循環利用と二酸化炭素排出抑制を図
る。

・ネットワーク会議等開催支援（会議4回，講演会2回，見学
会1回等）
・搬出支援
【対象者】素材生産業者，自伐林家等
【補助額】1,500円/㎥
【事業量】9,800㎥
・木質バイオマスボイラー導入設備支援
【補助率】1/2以内（上限額1,000万円）
【事業量】2施設程度
・モデル地域での薪・ペレットストーブ購入支援
【補助額】1/2以内（上限額10万円/台）
【事業量】3地域程度・50台

40,000

№ 事　　　　　業　　　　　名 担当部局名
事業実施

年度
全体事業概要 平成28年度事業概要等

農林水産部
林業振興課

28年度
～32年度

平成28年度
充当額

（千円）

方向性②　持続可能な森林づくりに向けた木材利用の推進　【3事業】

農林水産部
林業振興課

28年度
～32年度

農林水産部
林業振興課

28年度
～32年度
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　視点３：生物多様性・自然環境の保全　【12事業】

【視点３】充当額合計： 45,459千円

29,459

３－１ 生物多様性総合推進事業
平成26年度に策定した「宮城県生物多様性地域戦略」の総
合的な推進を図るとともに，県民の理解促進につながる普及
啓発を行う。

・宮城県生物多様性推進会議の開催（3回）
・タウンミーティング開催（3回）
・生物多様性に関する情報の収集と発信（リーフレット，マッ
プ）
・普及啓発事業（シンポジウム開催，表彰，パネル展示）

3,473

３－２
みやぎラムサールトライアング
ル魅力発信事業

伊豆沼・内沼,蕪栗沼・周辺水田，化女沼の3つのラムサール
条約湿地の魅力を有機的に連携し，湿地の「賢明な利用」に
ついて普及啓発することにより，湖沼生態系を回復する。

・活用促進検討会の開催（1回）
・シンポジウム開催，ワークショップ開催（2回）
・マップ，パネル作成

1,000

３－３ 希少野生動植物保護事業
希少な野生動植物の保護管理を推進するため，現地生息の現
状や変化を継続的に調査し，データ管理を行うとともに，保
護方策について専門家からの意見を聴取する。

・希少種の現地調査及びデータベース化一式
・希少種保護対策に係る専門家検討会議の開催

2,986

３－４

野生鳥獣適正保護管理事業
（ニホンジカ，イノシシ個体数
調整・有害鳥獣捕獲担い手育
成）

生息数が急増又は生息域拡大が著しい野生鳥獣（ニホンジ
カ，イノシシ）を適正に管理するとともに, 地域の生態系保
全を図るため，狩猟者育成にも支援を行い，適正な個体数を
維持し,人と野生鳥獣の棲み分けを図る。

・ニホンジカ・イノシシの生息状況等調査，実施計画の策定
・適正個体数調整（ニホンジカ150頭，イノシシ70頭）
・ハンター養成講座の開催（対象20人）

10,000

３－５
野生鳥獣保護管理事業
（ツキノワグマ追跡調査）

自然環境指標でもあるツキノワグマの過剰な捕殺を防止する
ため, 試験的に学習放獣を実施してその保護管理のノウハウ
を蓄積するとともに, 放獣時に装着した電波発信機により,
クマの活動区域等の調査把握を行う。

・学習放獣の試験実施（2頭） 3,000

３－６ 狩猟者確保対策事業

野生鳥獣の増加による農作物・森林被害の増加に対し，減
少・高齢化している狩猟者を確保し，育成するため，狩猟者
の負担を軽減することにより，狩猟意欲を高め，新たな捕獲
の担い手確保を図る。

・狩猟免許取得・更新経費減免負担分の支援（猟友会）
　新規会員　（会費＋初心者講習料7,000円）×1/2
　新規会員（地域おこし協力隊員）　（会費＋初心者講習料）
×10/10
　継続会員（有害捕獲隊員）　会費×1/2
・市町村の担い手育成補助
【補助額】50万円×5市町村

7,500

３－７
絶滅危惧種（薬用植物）復活プ
ロジェクト事業

県レッドデータブック記載の絶滅危惧種の薬用植物種（ムラ
サキ，サジオモダカ）の自生復活に向け，地域ボランティア
による植栽を通して，生物多様性の保全を推進するととも
に，自生環境確保の大切さの普及を図る。

・種苗の育成・由来地域での栽培試験
　ムラサキ　育成150株，由来地域での栽培50株
　サジオモダカ　育成100株
・地域住民へのセミナー開催

1,500

全体事業概要 平成28年度事業概要等
平成28年度

充当額
（千円）

方向性①　生物多様性の総合的推進　【7事業】

環境生活部
自然保護課

28年度
～32年度

環境生活部
自然保護課

28年度
～32年度

№ 事　　　　　業　　　　　名 担当部局名
事業実施

年度

環境生活部
自然保護課

28年度
～32年度

保健福祉部
薬務課

28年度
～29年度

環境生活部
自然保護課

28年度
～32年度

環境生活部
自然保護課

28年度
～31年度

環境生活部
自然保護課

28年度
～32年度
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　視点３：生物多様性・自然環境の保全

16,000

（３－２）
みやぎラムサールトライアング
ル魅力発信事業【再掲】

伊豆沼・内沼,蕪栗沼・周辺水田，化女沼の3つのラムサール
条約湿地の魅力を有機的に連携し，湿地の「賢明な利用」に
ついて普及啓発することにより，湖沼生態系を回復する。

【３－２参照】 （1,000）

３－８
伊豆沼・内沼よみがえれ在来生
物プロジェクト事業

ラムサール条約湿地である伊豆沼・内沼においては，ブラッ
クバス等外来生物の侵入により, 在来生物の生息・生育数が
減少しているため，在来生物の生息確保や環境回復を図ると
ともに，県内の他の湖沼へ技術を普及させる取組を行う。

・在来生物増加対策（産卵魚礁の設置，在来魚の系統保存・増
殖）
・在来生物モニタリング調査
・外来生物駆除対策（ブラックバス，アメリカザリガニ等外来
生物駆除，アイオオアカウキクサ等外来水生植物除去）

8,000

３－９
金華山島生態系保護保全対策事
業

貴重な自然環境が残されている金華山島内の多様な動植物の
保全を図る。

・植生保護柵の維持管理500ｍ 1,000

３－10
環境緑化推進事業
（百万本植樹）

市町村，地域住民，ボランティア及び企業等が行う植樹活動
を支援し，みどり豊かな県土と潤いある生活環境を創造す
る。

・緑化木等の配付（百万本植樹事業加速化）
　配付数1,200本/年

3,000

３－11 七ツ森里山環境学習林保全事業
「里山環境学習林」として散策コースなどの利用環境を整備
した七ツ森里山環境学習林において，生物多様性を保全し，
里山とふれあい，関心を高める機会を創出する。

・環境学習林内の生物多様性の保全（ササ類の侵入防止）
　表土天地返し　1.0ha
　刈り払い　7.2ha

2,000

３－12 蒲生干潟見守り事業
県内の希少な干潟である蒲生干潟を保全するため，干潟の現
状調査のほか，関係者と連携して，干潟の生物多様性の保全
を図る取組を行う。

・干潟への立入防止柵等の設置
・干潟の自然環境の実態調査

2,000

全体事業概要 平成28年度事業概要等
平成28年度

充当額
（千円）

方向性②　自然環境の保全・再生と次世代への継承　【5事業】（再掲を除く。）

環境生活部
自然保護課

28年度
～32年度

環境生活部
自然保護課

28年度
～32年度

№ 事　　　　　業　　　　　名 担当部局名
事業実施

年度

環境生活部
自然保護課

28年度
～32年度

環境生活部
自然保護課

28年度
～32年度

環境生活部
自然保護課

28年度
～30年度

環境生活部
自然保護課

28年度
～32年度
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　視点４：環境共生型社会構築のための人材の充実　【8事業】

【視点４】充当額合計： 28,190千円

8,727

４－１ 環境教育指導者育成事業
小学校で環境教育に携わる教員を対象に，環境教育分野の現
状や先進事例研究等の研修を行い，環境教育指導者のスキル
アップを図る。

環境教育研修会の開催
【事業量】20人×4回程度

727

４－２
クリーンエネルギー利活用実践
推進事業

高校カリキュラムのクリーンエネルギーの利活用促進などの
実践的な教育活動を推進し，環境に配慮した産業分野（太陽
光発電施設，風力発電システム，LED照明等）の学習や人
材育成を推進する。

・環境教育設備の導入による実践的な学習の推進
　対象校：迫桜高校
・太陽光発電施設（5.8kW）設計・整備　一式

8,000

19,463

４－３ 環境教育実践「見える化」事業

小学児童の環境教育を入口として，「環境配慮行動-ｅ行動-
」が子どもを核に学校や家庭でも取り組まれ，更に地域全体
へと波及するよう，低炭素型のライフスタイルの定着を目指
す。

・環境教育に率先して取り組む小学校への出前講座（25校）
・出前講座受講校によるe行動取組報告・発表（1回）

1,879

４－４ みやぎ環境税広報事業
みやぎ環境税を活用する事業や実績等について，新聞・広報
等を活用し，環境施策についての県民への周知・啓発を行
う。

・みやぎ県政だより（2回），新聞特集（1回）掲載 4,417

４－５
こもれびの森森林科学館改修事
業

森林・林業の役割や生物多様性について学べる環境教育の拠
点施設である「こもれびの森森林科学館」（栗原市）の展
示・視聴覚設備等を改修し，環境教育の充実を図る。

・内外装・展示物等設計　一式 3,000

４－６
みやぎエコ・ツーリズム推進事
業

自然環境への影響や負担を少なくする新しい観光スタイルが
求められる中，観光地の環境保全を図りながらエコ意識の向
上を促すため，県内各地の取組支援や環境に関する観光施策
を実施する。

・観光地での公共交通運行（シャトルバス）に関する補助
【補助率】1/2以内（上限額100万円）
【事業量】3件程度
・産業観光・エコツーリズム調査宣伝
　教育旅行における環境学習，自然体験等のニーズの聴き取
り・プロモーション（30校）

7,000

４－７ ルルブル・エコチャレンジ事業

子どもの基本的生活習慣の確立に向けた取組（しっかり寝
ル・きちんと食べル・よく遊ブで健やかに伸びル）と併せ
て，節電による二酸化炭素の削減効果などエコ活動の大切さ
を伝える環境教育を実践し，各家庭での環境配慮行動の動機
付けを図る。

・普及啓発用資料の作成，配付及び行動把握（2万人）
・取組のフィードバック（認定カード付与）
・ポスターカレンダー配付による普及啓発

1,500

４－８ 自然の家人と自然の交流事業
社会教育施設として様々な自然体験活動を行う「自然の家
（蔵王・松島・志津川）」で，新たな自然体験活動プログラ
ムを展開し，環境配慮実践の普及促進を図る。

・自然の家（蔵王・松島・志津川）での自然体験活動プログラ
ムの実施
　蔵王自然の家　：登山教室
　松島自然の家　：バードウォッチング
　志津川自然の家：シュノーケリング，バードウォッチング

1,667
教育庁

生涯学習課
28年度

～32年度

教育庁
教育企画室

28年度
～32年度

教育庁
高校教育課

28年度
～32年度

方向性②　環境教育の一層の充実　【6事業】

環境生活部
環境政策課

28年度
～32年度

平成28年度事業概要等

環境生活部
環境政策課

28年度
～32年度

平成28年度
充当額

（千円）

方向性①　環境立県を支える人材の充実　【2事業】

№ 事　　　　　業　　　　　名 担当部局名
事業実施

年度

環境生活部
環境政策課

28年度
～32年度

環境生活部
自然保護課

28年度
～30年度

経済商工観光部
観光課

全体事業概要

28年度
～32年度
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