
第1号様式
所属進行表

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

Ⅲ　職員配置状況

Ⅳ　業務実施状況

１　法令に基づく許認可事務の適切な実施

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期
53 58 88 58

37 55 29 39

15 19 23 24

23 45 37 29

２　水質事故・工業保安事故対応

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

2 5 2 4

4 5 6 2

３　鳥獣被害対策事業費補助金等の交付

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 出納整理期間 累計

交付決定件数 11件 11 － － 2 13

交付決定額 33,095千円 33,095 － － -177 32,918

交付決定件数 4件 4 － － － 4

交付決定額 112千円 112 － － － 112

（注１）差額の△(マイナス)には、県税や県債、国庫支出金等を充当しています。
（注２）各項目毎に千円未満四捨五入を行っているため、各計欄は各項目を合計したものと一致しない場合があります。

業務運営進行表

（平成25年４月１日～平成26年3月31日）

　環境部では、廃棄物の適正な処理、自然環境・鳥獣の保護、良好な都市環境の形成に資する緑地の保全、公害の防止、工業保安
対策の推進を図るための業務を行っている。

部名センター名

県央地域県政総合センター 環境部
所　属

鳥獣被害
対策事業
費補助

ヤマビル
被害対策
事業費補
助

81

項目
年間目標
（計画）

交付決定件数・交付決定額　　　　　　　（単位：件・千円）

13

17

　野生鳥獣やヤマビルによる被害対策等の効果的な実施を図るため、市町が実施する被害対策事業に補助を実施する。

134

　突発的な河川等の水質事故や高圧ガス等による工業保安事故に関係機関と協力して対応する。

実績件数　　　　　　　　　　　　　　（単位：件）
累計

　廃棄物、自然保護、公害、工業保安関係法令に基づく許認可事務を行うとともに、標準処理期間内の処理に努める。

実績件数（許認可事務件数）　　　　　　　　　　（単位：件）
累計

257

160

項目

廃棄物関係

自然保護関係

公害関係

工業保安関係

項目

水質事故対応件数

工業保安事故対応件数

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 出納整理期間 累計

年間計画額

項目 (再)配当額

事業費

維持管理費

計

収
入

収入科目

共済費相当額

退職手当相当額

計

通勤手当

期末勤勉手当

給与計

収入済額

収入計(A)

支出済額

　　　　　　　 差額(A)-(B)　 (注１)

支
出

事
業
経
費

支出計(B)

人
件
費

給与 (下記手当を除く)

「収支の状況」については、総務部にまとめて計上するため、空欄で表示しています。

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 27 27 27 27

再任用職員

臨時的任用職員 1 1 1 1

非常勤職員 23 23 23 23

計（人） 51 51 51 51

配置職員数



４　業務実績

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

項目 実績・進捗状況

【廃棄物関係法令に基づく事務】
　廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に基づく許認
可・届出（報告）受理事務及びそれに関する事前相談
（事務手続き及び技術的指導等）を行うとともに、不
適正事案に対する対応を行う。
　また規制対象事業者に対する立入検査等を実施す
る。

　不適正保管事業者に対する是正指導を行ったほか、事前
相談への対応、立入検査を行った。また、６月末日報告期
限の法定報告の受理事務を行った。

　不適正保管事業者に対する是正指導を行ったほか、事前
相談への対応、立入検査を行った。また、関係機関と協調
して、不適正処理防止の啓発のため、クリーンキャンペー
ンに参加した。

　不適正保管事業者等に対する是正指導を行ったほか、事
前相談への対応、立入検査を行った。特に、関係機関と連
携した合同立入検査や路上検査を行った。

　不適正保管事業者に対する是正指導を行ったほか、事前
相談への対応、立入検査を行った。また県央地域管内市町
村廃棄物担当者会議を開催し、情報交換等を行った。

【有害鳥獣対策の推進】
　ニホンジカ等の捕獲を推進するため、有害鳥獣の効
果的捕獲等モデル事業を実施することで効果的な捕獲
方法を検討し、農業被害の軽減を目指す。

　有害鳥獣の効果的捕獲等モデル事業検討会を開催し、平
成25年度の事業計画を検討した。

　前四半期の検討会の結果を踏まえ、今年度に実施する事
業を決定し、センサーカメラの移設等に着手した。

　センサーカメラデータの解析等を進めるとともに、第２
回目のモデル事業検討会を開催し、事業の実施状況につい
て検討した。

　第３回目のモデル事業検討会を開催し、３ヵ年の事業の
まとめとして「丹沢における有害鳥獣の効果的捕獲等モデ
ル事業調査報告書」及び配布用パンフレット「くくりわな
による効果的なニホンジカの捕獲に向けて」を作成した。

【自然保護関係法令に基づく事務】
　鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律に基づく
狩猟関係事務、鳥獣等捕獲許可事務、鳥獣保護員等の
配置等の事務、県央地域鳥獣対策協議会の事務局とし
ての調整、風致地区条例等に基づく行為許可事務を行
う。
　さらに、市町村や関係機関と連携し、ツキノワグマ
の出没等鳥獣に係る事案について対応している。
　また、県有緑地の財産管理の事務を行う。

　鳥獣保護員等の任命・説明会、県央地域鳥獣対策協議会
部会の開催・調整を行った。また自然保護関係法令手続に
かかる事前相談への対応を行った。さらに、ツキノワグマ
出没情報への対応や県有緑地維持管理の事務を行った。

　自然保護に係る許可（県鳥獣総合対策協議会の結果を踏
まえたニホンザルの個体数調整に係る捕獲許可や、風致地
区条例に基づく行為許可など）を行った。さらに、除草や
台風後のパトロールなど県有緑地の維持管理を行った。

　自然保護に係る許可や、狩猟者の登録を行い、狩猟期間
には狩猟パトロールを行った。危険木の対応など県有緑地
の維持管理を行った。「木もれびの森」内の県有地を相模
原市へ譲渡したことに伴う目的外使用許可物件等の引継ぎ
を適切に行った。

　県央地域鳥獣対策協議会を開催し、平成26年度の鳥獣保
護管理計画に係る調整等を行った。また自然保護に係る許
可、狩猟期間中の狩猟パトロール、ガンカモ類の生息調査
を行ったほか、県有緑地における危険木の対応などの維持
管理を行った。

【公害関係法令に基づく許認可等事務】
　水質汚濁防止法、大気汚染防止法等の公害関係法令
に基づく許認可・届出等の処理事務及び事前相談への
対応を行う。
　また規制対象事業者に対する立入検査等を実施す
る。

　公害関係法令に関する事業者からの事前相談への対応、
技術的指導、立入検査を行った。また、６月の環境月間に
合わせ事業場の立入検査を市町村と協同して重点的に行っ
た。

　公害関係法令に関する事業者からの事前相談への対応、
技術的指導、立入検査を行った。特にＶＯＣ排出事業所に
対して重点的な立入検査を行った。
（ＶＯＣ：光化学スモッグを引き起こす原因物質の一つ。
例えば、トルエン、キシレンなど。）

　公害関係法令に関する事業者からの事前相談への対応、
技術的指導、立入検査を行った。特にフロン回収業者に対
して重点的な立入検査を行った。

　公害関係法令に関する事業者からの事前相談への対応、
技術的指導、立入検査を行った。特に水質汚濁防止法の対
象事業者に対して重点的な立入検査を行った。

【工業保安関係法令に基づく許認可等事務】
　高圧ガス保安法、火薬類取締法等の工業保安関係法
令に基づく許認可・届出等の処理事務及び事前相談へ
の対応を行う。
　また規制対象事業者に対する立入検査等を実施す
る。

　工業保安関係法令に関する事業者からの事前相談への対
応、技術的指導、立入検査を行った。また、液化石油ガス
販売報告書等の集中受付、火薬類製造施設・火薬庫等に対
し重点的な検査を行った。

　工業保安関係法令に関する事業者からの事前相談への対
応、技術的指導、立入検査を行った。また、花火大会（煙
火消費場所）に対する重点的な立入検査を行った。

　工業保安関係法令に関する事業者からの事前相談への対
応、技術的指導、立入検査を行った。また、秋の工業保安
強調月間に合わせて、液化石油ガス販売事業者を対象とし
た保安セミナーの開催や、高圧ガス運搬車両に対する路上
検査を行った。

　工業保安関係法令に関する事業者からの事前相談への対
応、技術的指導、立入検査を行った。特に液化石油ガス販
売時業者に対し重点的な立入検査を行った。



Ⅴ　業務運営に関する評価　　

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

総合評価

連絡先（電話番号） 046-224-4222

部長評価

　６月は環境月間であり、市町との合同立入検査や功労者の所長表彰を実施するととも
に、環境各種法令に基づく報告等の提出期限となっており業務量が増加していたが、許
認可や補助金交付事務を期限内に適切に執行し、事前相談や不適正事案に対しても的確
に対応した。
　また、突発事故等に対しても的確に対応した。

　許認可や補助金交付事務を期限内に適切に執行し、事前相談や不適正事案に対しても
的確に対応した。
　県有緑地については、通常の維持管理に加えて、「木もれびの森」を相模原市へ譲渡
するための整備を着実に行った。
　また、突発事故等に対して的確に対応するとともに、迅速な対応体制を確保するた
め、市町村や関係機関を対象とした水質事故訓練を実施した。

　許認可等の事務を期限内に適切に執行した。また、事前相談や不適正事案に対して
も、必要に応じて市町村等関係機関と連携するなどして的確に対応した。
　また、突発事故等に対しても的確に対応した。

　丹沢における有害鳥獣の効果的捕獲等モデル事業は３か年事業の最終年であり、平成
23～24年度事業の成果を踏まえ調査報告書及び配布用パンフレットをとりまとめた。
　また、許認可等の事務を期限内に適切に執行し、事前相談や不適正事案に対して必要
に応じて市町村等関係機関と連携するなどして的確に対応したほか、突発事故等に対し
ても的確に対応した。

　許認可及び立入検査等の事務を適正に行うとともに、突発事故等に対しても的確に対
応するなど、予定通り業務を行うことができた。


