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平成20年度環境省予算（案）主要新規事項等の概要
事

平 成 20 年 度
予算額（案）

項

担当局（部）課（室）名

頁

１．低炭素社会づくりへの取組本格化‑美しい星の実現に向けて‑
省エネ製品買換え促進事業(エネ特会)

300 地球環境局地球温暖化対策課

1

(新)

エコポイント等ＣＯ2削減のための環境行動促進事業(一般・エネ特会)

360 総合環境政策局環境経済課

4

(新)

温室効果ガス排出量可視化（見える化）・指標化事業（エネ特会）

50 地球環境局地球温暖化対策課

(新)

カーボン・オフセット推進事業（エネ特会）

50 地球環境局地球温暖化対策課

8

エコ住宅普及促進事業(エネ特会)

100 地球環境局地球温暖化対策課

10

地域協議会民生用機器導入促進事業(エネ特会)

280 地球環境局地球温暖化対策課

12

地球温暖化防止「国民運動」推進事業(エネ特会)

2,700 地球環境局地球温暖化対策課

14

１人１日1kgCO2削減国民運動推進事業(エネ特会)

300 地球環境局地球温暖化対策課

16

1,900 地球環境局地球温暖化対策課

18

250 地球環境局地球温暖化対策課

20

3,000 地球環境局地球温暖化対策課

22

(新)

(新)

(新)

業務部門対策技術率先導入補助事業(エネ特会)
国内排出量取引推進事業(エネ特会)
温室効果ガスの自主削減目標設定に係る設備補助事業(エネ特会)
低公害車普及事業(エネ特会)

117

水・大気環境局自動車環境対策課

25

自動車省CO2対策推進事業(エネ特会)

130 水・大気環境局自動車環境対策課

27

廃棄物処理施設における温暖化対策事業(エネ特会)

廃棄物・リサイクル対策部廃棄
2,117 物対策課、産業廃棄物課

29

エコ燃料実用化地域システム実証事業費(エネ特会)

2,300 地球環境局地球温暖化対策課

31

800 地球環境局地球温暖化対策課

33

エコ燃料利用促進補助事業(エネ特会)
再生可能エネルギー導入加速化事業(エネ特会)
京都メカニズムクレジット取得事業(一般会計・エネ特会)
(新)
(新)

(新)

500 地球環境局地球温暖化対策課

35

16,081 地球環境局地球温暖化対策課

39

地球環境局環境保全対策課フロ

16 ン等対策推進室

液体PFC等排出抑制対策推進事業費

地球環境局環境保全対策課フロ

省エネ自然冷媒冷凍装置導入促進事業(エネ特会)
次期国際枠組みに対する日本イニシアティブ推進経費

(新)

G8環境大臣会合開催経費
コベネフィット型途上国低炭素社会構築支援方策検討調査
京都メカニズムを利用した途上国等における公害対策等と温暖化対策のコベ
ネフィット実現支援等事業(エネ特会)

43

137 地球環境局地球温暖化対策課

45

143

47

地球環境局総務課

地球環境局環境保全対策課環境
10 協力室

1,270

地球環境局地球温暖化対策課
水・大気環境局総務課、大気環境
課、水環境課、大気生活環境室、地
下水・地盤環境室

地球環境局環境保全対策課フロ
総合環境政策局総務課環境研究

環境技術開発等推進費（戦略指定領域） [競争的資金]
低炭素で成長する日本モデルの構築等事業
低炭素地域づくり面的対策推進事業(エネ特会)
環境的に持続可能な交通（EST）の実現に向けたモデル事業(エネ特会)

(新)

低炭素社会関係予算（地球環境研究総合推進費[競争的資金]の一部）
地球温暖化対策技術開発事業(エネ特会)[競争的資金]
廃棄物処理システムにおける温室効果ガス排出抑制対策推進事業（エネ特会）

(新)
(新)

48

49

51

240 技術室
24 地球環境局地球温暖化対策課

54

400 総合環境政策局環境計画課
100 水・大気環境局自動車環境対策
課

57

1,100

低炭素社会モデル街区形成促進事業(エネ特会)

41

300 ン等対策推進室

20 ン等対策推進室

アジアにおけるモントリオール議定書遵守支援事業費

(新)

7

地球環境局地球温暖化対策課
水・大気環境局、大気生活環境室、
地下水・地盤環境室

56

59
61

350 地球環境局総務課研究調査室

63

3,709 地球環境局地球温暖化対策課

66

50

廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対
策課

69

二酸化炭素海底下地層貯留技術開発事業費(エネ特会)

200 地球環境局環境保全対策課

71

適応対策関係予算（地球環境研究総合推進費[競争的資金]の一部）

150 地球環境局総務課研究調査室

63

２．生物多様性の保全を通じた自然共生社会づくり
(新)
(新)
(新)

自然環境局自然環境計画課生物

100 多様性地球戦略企画室

生物多様性保全推進支援事業

自然環境局自然環境計画課生物

「いきものにぎわいプロジェクト」推進費
「五感で学ぼう！」子ども自然体験プロジェクト
( 1 )

74

50 多様性地球戦略企画室

76

26 自然環境局総務課

78

事
(新)

平 成 20 年 度
予算額（案）

項

担当局（部）課（室）名

126 自然環境局自然環境計画課

SATOYAMAイニシアティブ推進事業費

自然環境局野生生物課鳥獣保護

80

広域分布型鳥獣保護管理対策事業

56 業務室

82

国立公園等における大型獣との共生推進費

44 自然環境局国立公園課

84

332 自然環境局生物多様性センター

86

鳥獣保護管理に係る人材育成事業

自然環境局野生生物課鳥獣保護
50 業務室

88

渡り鳥の飛来経路の解明事業費

25 自然環境局野生生物課

90

渡り鳥の飛来状況等に関する情報提供事業費

自然環境局野生生物課鳥獣保護
10 業務室

92

自然環境保全基礎調査費

(新)

頁

希少野生動物野生順化特別事業費

80 自然環境局野生生物課

94

(新)

絶滅のおそれのある種の飼育下繁殖関連施設整備

35 自然環境局野生生物課

96

(新)

希少固有動植物等保全特別総合点検事業

18 自然環境局野生生物課

98

(新)
(新)

(新)
(新)

102

国立・国定公園総点検事業費

自然環境局野生生物課外来生物
9 対策室
10 自然環境局総務課動物愛護管理
室
44 自然環境局国立公園課

海洋生物多様性情報整備及び保全戦略策定事業費

自然環境局自然環境計画課
20 生物多様性センター

106

海域の国立・国定公園保全管理強化事業費

10 自然環境局国立公園課

108

外来生物戦略調査事業費
飼養動物の安全・健康保持推進事業

11,401

自然公園等事業費（公共）
(新)
(新)
(新)

17

生物多様性国際イニシアティブ推進調査費
国際機関への生物多様性専門家派遣経費

20

生物多様性総合評価推進費

24

重要生態系監視地域モニタリング推進事業（モニタリングサイト１０００）

(新)

自然環境局自然環境整備担当参
事官室
自然環境局自然環境計画課生物
多様性地球戦略企画室
自然環境局自然環境計画課生物
多様性地球戦略企画室
自然環境局自然環境計画課生物
多様性地球戦略企画室

280 自然環境局生物多様性センター

100

104

110
112
114
116
118

アジア・オセアニア重要サンゴ礁ネットワーク構築事業

60 自然環境局自然環境計画課

120

アジア太平洋地域生物インベントリー・イニシアティブ推進費

10 自然環境局生物多様性センター

122

３．３Ｒを通じた持続可能な資源循環
(新)

地域からの循環型社会づくり支援事業
廃棄物処理施設整備費（循環型社会形成推進交付金等）（公共）

(新)

廃棄物系バイオマス次世代利活用推進事業
食品リサイクル推進事業費

(新)
(新)

新循環基本計画の策定を受けた３Rの国民運動の展開
不法投棄撲滅運動の展開
容器包装に係る３Ｒ推進事業費
家電リサイクル推進事業費
建設リサイクル推進事業費
改正容器包装リサイクル法施行に係る実態調査等事業費
３Ｒイニシアティブ国際推進費

(新)

ＵＮＥＰ「持続可能な資源管理に関する国際パネル」支援
国際的環境問題対策費
産業廃棄物適正処理推進費
廃棄物処理等科学研究費補助金[競争的資金]
産業廃棄物処理業優良化推進事業費
ITを活用した循環型地域づくり基盤整備事業

( 2 )

60

廃棄物・リサイクル対策部企画課循
環型社会推進室

124

79,649

廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対
策課

125

334

廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対
策課

126

30

廃棄物・リサイクル対策部企画課リ
サイクル推進室

128

20

廃棄物・リサイクル対策部企画課循
環型社会推進室

131

13

廃棄物・リサイクル対策部適正処
理・不法投棄対策室

132

58

廃棄物・リサイクル対策部企画課リ
サイクル推進室

133

52

廃棄物・リサイクル対策部企画課リ
サイクル推進室

136

33

廃棄物・リサイクル対策部企画課リ
サイクル推進室

138

82

廃棄物・リサイクル対策部企画課リ
サイクル推進室

140

123

廃棄物・リサイクル対策部企画課

143

19

廃棄物・リサイクル対策部企画課

147

59

廃棄物・リサイクル対策部適正処
理・不法投棄対策室

148

60

廃棄物・リサイクル対策部適正処
理・不法投棄対策室

152

1,135

廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対
策課

153

50

廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄
物課

156

155

廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄
物課

158

事

平 成 20 年 度
予算額（案）

項

循環型社会形成推進交付金（浄化槽分）（公共）
(新)

災害時の浄化槽被害等対策マニュアルの作成

担当局（部）課（室）名

頁

13,040

廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対
策課浄化槽推進室

160

6

廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対
策課浄化槽推進室

161

４．アジアの環境保全・脱公害に向けた国際連携・協力の強化−環境汚染の少ないクリーンアジア・イニシアティ
ブの展開−
163
27 地球環境局環境保全対策課
東アジア広域環境政策形成推進事業費
37 地球環境局環境保全対策課

166

漂流・漂着ゴミに係る国内削減方策モデル調査費

350 地球環境局環境保全対策課

169

日中水環境パートナーシップ

水・大気環境局水環境課
191 地下水・地盤環境室

172

黄砂対策推進費

日中韓化学物質審査規制制度調和推進事業

22 環境保健部企画課化学物質審査室 174

水銀等有害金属に係る国際削減戦略構築事業

74 環境保健部環境安全課

176

(新)

モンゴルにおける環境協力推進事業

10

178

(新)

日本の人的資源を活用した目に見える国際環境協力の検討

11 水・大気環境局総務課

(新)
(新)

国際環境協力強化のための情報・人材基盤の整備
アジアにおける環境・経済統合影響評価モデルによる日本型環境政策検討ス
キームの導入支援費
持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）を担うアジア高等教育機関人材育成
事業

9

地球環境局環境保全対策課環境協力室

地球環境局環境保全対策課環境協力室

179
181

10 地球環境局総務課研究調査室

182

75 総合環境政策局環境教育推進室

185

５．環境から拓く経済成長と地域活性化の道筋
総合環境政策局総務課環境研究

453 技術室

ナノテクノロジーを活用した環境技術開発推進事業
(新)

総合環境政策局総務課環境研究
9 技術室
総合環境政策局総務課環境研究
836 技術室

環境研究・技術開発の戦略的発信事業
環境技術開発等推進費 [競争的資金]

188
191
54

(新)

環境関連商品購入促進方法調査事業

13 総合環境政策局環境経済課

193

(新)

国等における環境配慮契約等推進経費

28 総合環境政策局環境経済課

195

8 総合環境政策局環境経済課

197

(新)

建築物等エコ化可能性評価促進事業

(新)

経済活動と環境に関する調査分析

24 総合環境政策局環境計画課

199

広範な関係者の参加による魅力的な国立公園づくり推進事業

32 自然環境局国立公園課

201

温泉の保護及び安全・適正利用推進費

29

203

自然環境局自然環境整備担当参事官室

134 自然環境局総務課

エコツーリズム総合推進事業費

205

良好な感覚環境形成のための街作りの推進調査
コミュニティ・ファンド等を活用した環境保全活動促進事業(一般会計・エネ
特会)

10 水・大気環境局大気生活環境室

207

99 総合環境政策局環境計画課

209

戦略的環境アセスメント導入促進費

12 総合環境政策局環境影響評価課

212

環境影響評価体制強化モデル事業

11 総合環境政策局環境影響審査室

214

地域環境政策ビジョン策定推進費

大臣官房政策評価広報課地方環
15 境室

216

(新)

里海創生支援事業

25 水・大気環境局閉鎖性海域対策室 218

(新)

有明海・八代海再生フォローアップ調査費

50 水・大気環境局閉鎖性海域対策室 221

(新)

２１世紀環境教育ＡＡＡプラン推進事業

55 総合環境政策局環境教育推進室

(新)

(新)

224

６．安全を確保できる生活環境行政の推進
3 水・大気環境局総務課

効果的な公害防止の取組の促進措置開発調査

(新)

(新)

微小粒子状物質(PM2.5)に関する取組の強化

217

都市の自動車環境対策と温暖化対策のコベネフィット推進費

233

229

水・大気環境局自動車環境対策課

光化学オキシダント動向等調査費

19 水・大気環境局大気環境課

231

大気汚染物質等が健康に及ぼす影響に関する総合的研究

30 環境保健部環境安全課

233

３Ｒの概念を組み込んだ排水処理技術開発の促進に関する調査

20 水・大気環境局水環境課

235

(新)

新たな地下水の総合的管理制度検討調査

水・大気環境局地下水・地盤環
11 境室
水・大気環境局地下水・地盤環
10 境室

(新)

土壌汚染の未然防止等対策の促進に関する調査

10 水・大気環境局土壌環境課

(新)

216

水・大気環境局総務課、
359 環境管理技術室、大気環境課、
自動車環境対策課

硝酸性窒素対策等地下水質管理的確化調査

( 3 )

237
238
240

事
(新)

平 成 20 年 度
予算額（案）

項

44 水・大気環境局土壌環境課

242

総合的な化学物質審査規制制度の導入検討調査

23

244

環境保健部企画課化学物質審査室

212 環境保健部環境安全課

21 環境保健部企画課化学物質審査室 250
環境保健部環境安全課環境リス

146 ク評価室
3 環境保健部環境安全課

小児等の脆弱性を考慮したリスク評価検討調査
(新)

環境ナノ粒子環境影響調査

(新)

農薬による陸域生態リスク評価手法確立調査

46 水・大気環境局農薬環境管理室

農薬飛散リスク評価手法等確立調査

23 水・大気環境局農薬環境管理室
9,529

水俣病総合対策関係経費等

(新)

環境保健部企画課特殊疾病対策室
水俣病発生地域環境福祉推進室

252
254
256
258
260

自立支援型公害健康被害予防事業推進費

200 環境保健部企画課

262

局地的大気汚染の健康影響に関する疫学調査

651 環境保健部企画課保健業務室

264

一般環境経由による石綿ばく露の健康リスク評価に関する調査

環境保健部企画課石綿健康被害
22 対策室
環境保健部企画課石綿健康被害
73 対策室

アスベスト対策調査

47 水・大気環境局大気環境課

270

石綿含有廃棄物適正処理方策検討調査費

廃棄物・リサイクル対策部産業
32 廃棄物課

272

アジア諸国における石綿対策技術支援費

10 水・大気環境局大気環境課

274

被認定者に関する医学的所見等の解析調査

(新)

246

8 環境保健部企画課化学物質審査室 248

化学物質管理トップランナー支援事業
製品中の有害化学物質モニタリング調査

(新)

頁

土地利用用途等に応じた土壌汚染対策推進費

PRTR制度運用・データ活用事業
(新)

担当局（部）課（室）名

有機ヒ素化合物の汚染源周辺地域における高濃度汚染対策
茨城県神栖市における有機ヒ素化合物による環境汚染及び健康被害に係る緊
急措置事業費
ジフェニルアルシン酸等に関する長期毒性検討調査

( 4 )

環境保健部環境安全課環境リス
234 ク評価室
環境保健部環境安全課環境リス
112 ク評価室
環境保健部環境安全課環境リス
138 ク評価室

266
268

276
278
280

