
主な事務事業の見直し検討一覧

【環境生活部】 （単位：千円）

（２） 臨時職員の削減

資源循環推進課 ごみ減量化・再資源化促進事業 1,732 1,732 ○ 臨時職員の廃止

（３） 県立施設管理運営費の削減

自然保護課 管理運営委託費（蔵王野鳥の森自然観察センター） 27,657 26,217 ○ 指定管理者制度の導入

自然保護課 管理運営委託費（県民の森） 37,577 37,486 ○ 指定管理者制度の導入

自然保護課 管理運営委託費（昭和万葉の森） 14,087 14,007 ○ 指定管理者制度の導入

自然保護課 管理運営委託費（伊豆沼・内沼サンクチュアリセンター） 26,374 26,270 ○ 指定管理者制度の導入

生活・文化課 管理運営委託費（宮城県民会館） 261,408 130,650 ○ 指定管理者制度の導入

生活・文化課 管理運営委託費（慶長使節船ミュージアム） 206,071 162,985 ○ 指定管理者制度の導入

（４） そのほか内部管理経費の削減

環境対策課 公害担当職員技術研修事業 1,603 1,603 ○ 環境公害担当職員の研修派遣経費の削減

環境対策課 大気汚染観測局管理 63,927 63,927 ○ 大気汚染測定機器維持管理用経費の削減

環境対策課 大気汚染観測局設置 8,517 8,517 ○ 機器更新年限の延長による経費の節減

環境対策課 自家発電用ディーゼル機関実態調査費 2,620 2,620 ○ 工場事業場規制（大気）への統合による事務経費の節減

環境対策課 騒音測定機器整備 1,800 1,800 ○ 工場事業場規制（騒音）への統合による事務経費の節減

環境対策課 公共用水域水質監視業務 48,607 48,607 ○ 需用費等の見直し節減

環境対策課 海藻活用水質浄化事業 3,439 3,439 ○ 水質調査内容の見直し

環境対策課 環境ホルモン対策事業 2,498 2,498 ○ 調査事業を一部廃止

環境対策課 大気ダイオキシン類調査事業 3,284 3,284 ○ 大気環境中ダイオキシン測定経費の節減

環境対策課 土壌汚染対策事業 4,756 4,756 ○ 認定基準策定事業終了
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環境対策課 保健環境センター運営管理費 15,428 15,428 ○ 会議出席旅費，需用費等の管理経費の節減

環境対策課 保健環境センター庁舎管理費 53,420 53,395 ○ 庁舎管理維持経費の削減

食と暮らしの安全推進課 食品衛生資質向上対策費 7,148 2,811 ○ 事業経費の縮小

食と暮らしの安全推進課 食中毒防止総合対策費 11,300 11,300 ○ 事務経費の節減

食と暮らしの安全推進課 維持管理指導費（水道施設） 10,345 8,944 ○ 事務経費の節減

食と暮らしの安全推進課 動物愛護センター管理運営費 32,425 32,425 ○ 事務経費の節減

資源循環推進課 リサイクル製品普及拡大事業 4,000 4,000 ○ 事務経費の節減

資源循環推進課 自動車リサイクル法施行事務費 3,397 2,958 ○ リサイクル法施行事務費への統合

廃棄物対策課 一般廃棄物処理施設維持管理指導事業 1,937 1,937 ○ 廃棄物処理施設等監視指導費への統合

廃棄物対策課 監視指導費 2,265 40 ○ 廃棄物処理施設等監視指導費への統合

廃棄物対策課 施設立入検査費 5,286 742 ○ 廃棄物処理施設等監視指導費への統合

男女共同参画推進課 ポジィティブ・アクション推進事業 4,616 4,616 ○ 男女共生いきいきワーキング推進事業を統合

青少年課 青少年行政総合調整費 5,259 5,259 ○  育成プラン策定の終了による事業費の縮小

青少年課 青少年保護対策費 2,987 2,987 ○ 条例改正に係る啓発事業の終了による事業費の縮小

（５） 市町村に対する補助等の見直し

廃棄物対策課 合併処理浄化槽設置推進事業 138,000 138,000 ○ 市町村に対する補助件数の絞り込み

（６） 公社等外郭団体に対する補助等の見直し

生活・文化課 文化活動促進助成事業費 60,213 60,213 ○ 事業内容見直しによる県内文化団体に対する補助金の縮小

国際交流課 宮城県国際交流協会補助 51,456 51,456 ○ 事務事業の見直しにより補助金を縮小

国際交流課 宮城海外研修員会館運営事業 6,039 6,039 ○ 事業完了に伴う補助金相当額を廃止

（７） 各種団体に対する補助等の見直し
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食と暮らしの安全推進課 生活衛生関係営業振興対策事業 6,500 6,500 ○ 宮城県生活衛生営業指導センターに対する補助金の削減

生活・文化課 みやぎ県民文化創造の祭典開催事業 30,525 30,525 ○
事業内容見直しによるみやぎ県民文化創造の祭典実行委員会負
担金の縮小

生活・文化課 文化振興財団基盤強化事業費 24,509 17,509 ○ 指定管理者制度の導入に伴う事業内容見直しによる縮小

青少年課 宮城県少年の船事業 8,426 8,426 ○ 事業内容の見直しによる補助金の縮小

（８） 県民に対する補助等の見直し

国際交流課 海外移住関係事業 9,260 9,260 ○ 海外移住者敬老金を段階的に廃止

国際交流課 伊国ローマ県との交流事業 3,788 3,788 ○ 事務事業を見直し事業構成を必要最小限に縮小

資源循環推進課 リサイクル設備等整備支援事業 121,000 0 ○ 補助対象件数の見直し

（９） 民間委託事業の見直し

環境政策課 温暖化防止実行計画進行管理費 1,802 1,802 ○ 管理経費の節減・委託業務完了による縮小

環境政策課 環境基本計画策定事業 6,383 6,383 ○ 委託業務の完了に伴う縮小

環境対策課 自動車交通影響調査費 6,522 6,522 ○ 自動車交通影響調査に係る外部委託調査経費の節減

環境対策課 エコドライブ運動推進事業 7,957 7,957 ○ 啓発普及内容の見直しによる委託経費の節減

環境対策課 松島湾リフレッシュ事業環境改善効果評価事業 3,043 3,043 ○ 水質調査内容の見直しによる委託業務の縮小

環境対策課 有害大気モニタリング 9,726 9,726 ○ 調査地点の縮小

環境対策課 化学物質管理促進（PRTR）事業 3,493 3,493 ○ ホームページ作成事業の終了による縮小

環境対策課 水質ダイオキシン類調査事業 11,915 11,915 ○ 調査内容の見直し

自然保護課 蒲生干潟自然再生事業 3,000 3,000 ○
協議会開催回数の削減、仕様見直しによる環境調査業務委託費
の削減、特定財源の活用、事務費の削減

自然保護課 大型獣類生息状況調査事業 2,830 2,830 ○
検討会開催回数の削減、仕様見直しによるツキノワグマ生息状
況調査業務委託費の削減、事務費の削減

自然保護課 野鳥の森整備事業（統合分以外） 1,673 1,673 ○ 整備完了に伴う野鳥の森施設整備費用の削減

自然保護課 百万本植樹事業 13,969 9,369 ○
仕様見直しによる百万本植樹業務委託費の削減、事務費の削
減、特定財源充当額の減少に伴う一般財源負担の増加
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国際交流課 海外技術研修員受入事業 16,415 16,415 ○ 事業内容の見直しによる受入人数等の縮小

国際交流課 海外技術研修員受入事業（地震・津波被災国支援枠） 4,700 4,700 ○ 事業の完了

（10） そのほか事務事業の見直し

環境生活総務課 管理事務費 4,973 4,973 ○ 事務費の節減

環境政策課 環境白書作成事業 2,613 2,613 ○ 環境白書概要版印刷の廃止による縮小

環境政策課 環境教育・学習基本方針策定事業 3,250 3,250 ○ 事業の完了

環境対策課 低コスト脱臭対策調査 1,717 1,717 ○ 脱臭対策調査の廃止

原子力安全対策室 環境放射能測定事業費 64,352 2,082 ○ 事業内容の見直しによる削減

自然保護課 狩猟免許交付事務事業 976 △ 2,484 ○ 収入証紙収入の増収による一般財源負担の縮小

自然保護課 川崎町公共下水道事業財政援助費 22,732 22,732 ○ 年次償還計画に伴う自然減

食と暮らしの安全推進課 牛海綿状脳症検査費 25,800 7,471 ○ ＢＳＥ検査キット単価の減

生活・文化課 消費者啓発等推進事業費 1,449 1,449 ○ 条例改正PR事業（パンフレット作成）の廃止

生活・文化課 みやぎ食育の里づくり事業費 1,799 1,799 ○ 事業の廃止
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