
１ ふるさと群馬の素晴らしい環境を守る 小計 11,494,716

(1) 自然環境の保全 尾瀬学校【再掲】 85,000 環境森林部 自然環境課 Ｐ１１

新規 尾瀬入山口交通環境整備 7,455 環境森林部 自然環境課 Ｐ１２

尾瀬シカ対策 5,000 環境森林部 自然環境課

良好な自然環境を有する地域学術調査 3,500 環境森林部 自然環境課

野生鳥獣による農林業被害の防止・適正管理 188,463 環境森林部
自然環境課・林政課・林業振
興課

森林の公益的機能拡充推進 630 環境森林部 林政課

新規
ぐんま緑の県民基金事業（森林ボランティア支援、森林環境
教育指導者養成を除く）【再掲】

616,132
総務部

環境森林部
税務課、林政課、林業試験場 Ｐ１

新規 ぐんま緑の県民基金事業（森林ボランティア支援） 5,100 環境森林部 緑化推進課 Ｐ１２

森林保全管理推進 4,348 環境森林部 森林保全課

森林ボランティア等推進 537 環境森林部 緑化推進課

鳥獣害防止（有害鳥獣対策） 203,916 農政部 技術支援課 Ｐ１４

鳥獣被害対策支援（有害鳥獣対策） 40,306 農政部 技術支援課 Ｐ１４

尾瀬学校充実プログラム【再掲】 578 教育委員会 義務教育課

主要
事業

１１．優れた群馬の環境を守り、未来へ継承するプロジェクト

地球環境問題が深刻化し、さまざまな悪影響が懸念され、そのための取組が世界共通の課題となっている中で、率先して、

環境を良好な状態で次世代へ引き継いでいくための先進的、特徴的な取組を行って社会をリードしていきます。

新規／拡充 主 な 事 業 予算額
（単位：千円）

担当部局 事 業 担 当 課

平成２６年２月４日

とりまとめ担当課

環境政策課 内線 ２８１５

企画課 内線 ２３１６

プロジェクトのねらい

特別天然記念物カモシカ食害対策調査 4,200 教育委員会 文化財保護課

尾瀬自然体験研修【再掲】 3,696 教育委員会 総合教育センター

(2) 水環境等の保全 公共用水域水質測定調査 10,864 環境森林部 環境保全課

工場･事業場排水対策 1,093 環境森林部 環境保全課

新規 渡良瀬川の水質監視体制の強化 2,962 環境森林部 環境保全課 Ｐ１１

地下水質測定調査 5,757 環境森林部 環境保全課

汚水処理施設整備費補助 930,675 県土整備部 下水環境課 Ｐ２４

下水道推進対策（特別会計） 7,979,356 県土整備部 下水環境課

(3) 畜産臭気対策等 産学官連携の推進【再掲】 3,595 企画部 新エネルギー推進課

新規 低温ガス化技術の汎用実証事業【再掲】 1,000 企画部 新エネルギー推進課

地域と調和した畜産環境確立 18,882 農政部 畜産課

２ 地球環境を守る持続可能な社会づくり 小計 8,166,780

(1) 地球温暖化対策実行計画推進 755 環境森林部 環境政策課

環境ＧＳ等事業者対策推進 5,414 環境森林部 環境政策課

家庭の節電・省エネ推進プロジェクト 541 環境森林部 環境政策課

県民アクション 829 環境森林部 環境政策課

森林整備【再掲】 1,229,443 環境森林部 林政課､森林保全課､緑化推進課 Ｐ１２

「はばたけ！ぐんまの担い手」支援【再掲】 66,000 農政部 農政課 Ｐ１３

(2) 次世代自動車等対策推進 543 環境森林部 環境政策課

総合交通政策（公共交通機関利用促進） 1,572 県土整備部 交通政策課

(3) 再生可能エネルギーへの転換 新エネルギー推進 19,404 企画部 新エネルギー推進課 Ｐ２

太陽光発電推進（新エネルギー特別会計繰出） 74,500 企画部 新エネルギー推進課 Ｐ２

新規 小型風力発電風況調査 1,200 企画部 新エネルギー推進課 Ｐ２

水力発電施設周辺地域交付金 233,815 企画部 土地・水対策室

住宅用太陽光発電設備導入推進 434,330 環境森林部 環境政策課 Ｐ１１

バイオマス活用推進 178 環境森林部 環境政策課

再生可能エネルギー等導入推進基金事業【再掲】 1,355,300 環境森林部 環境政策課 Ｐ１１

林業県ぐんま確立対策 21,500 環境森林部 林業振興課

電力供給事業 2,346,503 企業局 発電課

発電所の新規開発 1,504,398 企業局 発電課・水道課 Ｐ２８

地球温暖化防止のための事業
者・家庭・地域の取組

低炭素社会構築に向けた交通対
策



主要
事業

新規／拡充 主 な 事 業 予算額
（単位：千円）

担当部局 事 業 担 当 課

(4) こども環境教育推進 2,739 環境森林部 環境政策課

環境サポートセンター運営 4,309 環境森林部 環境政策課

地球温暖化防止地域活動推進 1,429 環境森林部 環境政策課

環境人材育成 360 環境森林部 環境政策課

森林環境教育推進 7,839 環境森林部 緑化推進課

新規 ぐんま緑の県民基金事業（森林環境教育指導者養成） 1,214 環境森林部 緑化推進課 Ｐ１２

(5) 自然史博物館ＥＳＣＯ事業 61,812 生活文化スポーツ部 文化振興課

温暖化対策率先実行 42,942 環境森林部 環境政策課

公共施設等県産材活用推進
（人と木のふれあい推進事業）

12,000 環境森林部 林業振興課

(6) 循環型社会づくり 循環型社会づくり推進対策 1,441 環境森林部 廃棄物・リサイクル課

自動車リサイクル法等対応 2,145 環境森林部 廃棄物・リサイクル課

PCB廃棄物適正処理広域協議会参画 24,973 環境森林部 廃棄物・リサイクル課

不法投棄等監視指導 26,738 環境森林部 廃棄物・リサイクル課

プロジェクト合計 19,661,496

※ 予算額の小計・合計は、再掲事業のほか、本資料に記載されていないその他の事業の予算額も含みます。

地球温暖化防止のための普及啓
発

温室効果ガス削減のための率先
実行


