
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)

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

Ⅲ　職員配置状況

　環境部では、県西地域の豊かな自然と快適な生活環境を保全し、住民の健康を守るため、公害防止、廃棄物対策、自然環境の保
全、野生鳥獣の保護及び工業保安の所管分野について、法令に基づく規制、指導を行っている。

業務運営進行表

（平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日）

所　属
部　名

環境部

センター名

県西地域県政総合センター

収
入

収入科目 収入済額

収入計(A)

計

支出計(B)

　　　　　　　 差額(A)-(B)　 (注１)

（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、合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。

支
出

事
業
経
費

支出済額

人
件
費

給与 (下記手当を除く)

通勤手当

期末勤勉手当

給与計

共済費相当額

退職手当相当額

収支の状況欄については、総務部において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

Ⅳ　業務実施状況

１　廃棄物対策事業実施状況

　　産業廃棄物処理の適正化を図るため、産業廃棄物排出事業者等の立入検査を行う。　

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

40件 21 23 39 20

２　鳥獣保護対策事業実施状況

　①　鳥獣保護区等の巡視及び狩猟の取締り

　　　鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律に基づき、鳥獣保護員による鳥獣保護区等の巡視を行う。

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

684日 92 90 252 250

　②　鳥獣保護管理対策事業費補助金の交付

　　　鳥獣の適正な保護と管理を行い、鳥獣等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。

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

18件 16 1 1 0 0 18

13,191千円 13,127 23 41 0 0 13,191

３　公害防止対策事業実施状況

　　公害の発生を防止するため、公害関係法令及び県生活環境の保全等に関する条例の対象となる事業所等の立入検査を実施

　する。

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

83件 38 37 36 36

実施件数　　　　　　　　　　　　（単位：件）　

巡視日数

累計

立入検査件数 103

項目
年間目標
（計画）

実施日数　　　　　　　　　　　　（単位：日）　

項目
年間目標
（計画）

実施件数　　　　　　　　　　　　（単位：件）　

累計

684

（注）非常勤鳥獣保護員１９人による年間延べ日数

項目
年間目標
（計画）

交付決定額　　　　　　　　　　(単位：件・千円)

交付決定件数（件）

交付決定額（千円）

項目
年間目標
（計画） 累計

立入検査件数 147

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 14 14 14 14

再任用職員 2 2 2 2

臨時的任用職員 1 1 1

非常勤職員 19 19 19 19

計（人） 35 36 36 36

配置職員数

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 14 14 14 14

再任用職員 2 2 2 2

臨時的任用職員 1 1 1

非常勤職員 19 19 19 19

計（人） 35 36 36 36

配置職員数



４　工業保安対策事業実施状況

　　災害、事故等を未然に防止するため、銃砲、火薬類、高圧ガス等の製造事業所、販売業者、電気工事業者等の立入検査等を

　実施する。

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

94件 10 35 55 11

５　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

項目
年間目標
（計画）

実施件数　　　　　　　　　　　　（単位：件）　

累計

立入検査件数 111

項目 実績・進捗状況

【廃棄物関係事前審査・技術指導】
　廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に基づき、許
認可事務の事前審査、技術的指導等を行う。

　不適正保管事業者に対する是正指導を行ったほか、産業
廃棄物処理業等の許可、事前相談への対応、技術的指導等
を行った。

　不適正保管事業者に対する是正指導や県民からの通報を
受けて立入りを行ったほか、産業廃棄物処理業等の事前相
談への対応、技術的指導等を行った。

　不適正保管事業者に対する是正指導や県民からの通報を
受けて立入りを行ったほか、産業廃棄物処理業等の事前相
談への対応、技術的指導等を行った。

　不適正保管事案にに対する継続的な是正指導・立入検査
の実施のほか、廃棄物処理事業者等からの事前相談対応や
技術的指導を行った。また、他県での爆発事故を受け、廃
油を取扱う処分業者に対し受入管理体制等について重点的
な立入検査を実施した。

【鳥獣保護管理（狩猟免許等事務、捕獲許可関係等事
業全般）】
　鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律に基づき
鳥獣保護員の配置、狩猟免許更新、狩猟者登録等の事
務、有害鳥獣等捕獲許可等の事務を行う。

　鳥獣保護員の任命及び打合会議、狩猟免許更新講習の受
付、有害鳥獣等の捕獲許可などの事務を行った。モデル地
区で地元住民、ＪＡ、市、農政部と連携して野生鳥獣によ
る農業被害対策を行った。
　狩猟免許試験及び狩猟免許更新講習の受付、有害鳥獣等
の捕獲許可などの事務を行った。野生鳥獣による農業被害
対策として、地元住民、ＪＡ、市、農政部と連携して電気
柵設置によるモデル展示ほ場を整備した。

　狩猟者登録や有害鳥獣等の捕獲許可などの事務を行っ
た。狩猟解禁にあたり、鳥獣保護員、猟友会及び警察署と
の狩猟取締会議を開催するとともに、環境部職員及び鳥獣
保護員による狩猟パトロールを行った。

　有害鳥獣等の捕獲許可などの事務を行った。狩猟期間中
は、環境部職員及び鳥獣保護員による狩猟パトロールを
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、
技術指導を行った。管内市町担当者を対象とした公害担当
者会議及び水質事故対応技術研修会を実施した。

　公害関係法令に関する事業者からの事前相談への対応、
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

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

【公害関係法令・条例に基づく許認可審査に係る調整
業務】
　許認可業務に関し、申請者からの電話や来庁しての
相談受付、指導、助言、市町村との調整業務を行う。

　公害関係法令に関する事業者からの事前相談への対応、
技術指導や県民からの苦情に対する改善指導を行った。

　公害関係法令に関する事業者からの事前相談への対応、
技術指導や県民からの苦情に対する改善指導を行った。食
用油流出が原因と思われる水質事故が同一地点で続いたた
め、油処理に関するお知らせを作成し、周辺住民に注意喚
起した。

　公害関係法令に関する事業者からの事前相談への対応、
技術指導や県民からの苦情に対する改善指導を行った。

【工業保安関係法令に基づく許認可・検査業務】
　許認可・届出受理・登録業務、法令に基づく保安検
査業務等を行う。

　工業保安関係の事前相談への対応、技術的指導を行っ
た。
　液化石油ガス販売報告書等の受付を行った。
　工業保安関係団体の総会、連絡会議等に出席した。
　工業保安関係の事前相談への対応、技術的指導を行っ
た。花火大会の開催時期に合わせ、煙火の立入を重点的に
行った。高圧ガス事業者等を対象とした保安講習会で、関
係する法令や基準について周知徹底をした。

　工業保安関係の事前相談への対応、技術的指導を行っ
た。花火大会等の開催時期に合わせ、煙火の立入を行っ
た。高圧ガス事業者等を対象とした保安講習会で、関係す
る法令や基準について周知徹底をした。警察及び消防と合
同で危険物運搬車両に対する路上検査を実施した。

　工業保安関係の事前相談への対応、技術的指導を行っ
た。電気工事業法、武器等製造法に基づく立入検査を実施
した。

部長評価

　人事異動後の新たな体制において、水質事故等に適切な対応がとれるよう市町職員を
対象に水質事故対応技術研修、担当者会議を年度当初に開催する等、危機管理体制の構
築を図った。
　また、計画的な事務の執行に加えて、廃棄物処理施設への指導、野生鳥獣による農作
物被害軽減対策などの案件について、適切に対応することができた。

　夏季に集中する花火大会開催時の煙火立入検査にあたっては、効率的かつ的確に行
い、安全確保を図ることができた。
　また、電気柵設置によるモデル展示ほ場にあたっては、秋の収穫時期に備え予定どお
り整備し、農作物被害を軽減させることができた。

　狩猟解禁にあたり、鳥獣保護員や関係機関との事前打合せや狩猟パトロールを効果的
に行い、事故やトラブルを未然に防ぐことができた。また、立入検査にあたっては、定
期立入りに加え、必要により随時実施する等的確に対応した。さらに、同じ地点で連続
発生した水質事故については、関係機関と連携し、未然防止を図る周知を地域住民へ重
点的に実施した結果、発生を軽減させることができた。

  狩猟期間中は、環境部職員や鳥獣保護員による狩猟パトロールを的確に行い、事故な
く猟期を終了することができた。立入検査にあたっては、計画に基づき適切に実施し目第４・四半期 く猟期を終了することができた。立入検査にあたっては、計画に基づき適切に実施し目
標件数を達成できた。



総合評価

連絡先（電話番号） ０４６５－３２－８０００（内線２４１１）

　年度当初に計画した立入検査件数の目標を全て達成するとともに、鳥獣保護関係の市
町に対する被害対策補助金も100%交付する等、結果として適切かつ円滑な業務運営を進
めることができた。


