
第２号様式
局進行表

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

5,309,700 11,984 589,728 352,563 2,859,797 729,498 4,543,570

777,003 304,348 199,320 199,518 19,716 25,976 748,878

343,481 45,924 85,815 160,642 90,283 25,494 408,158

172,671 24,115 25,027 45,613 610,939 88,771 794,465

6,076,175 500,300 1,341,770 1,882,914 5,778,601 -289,830 9,213,755

12,679,030 886,671 2,241,660 2,641,250 9,359,336 579,909 15,708,826

項目 (再)配当額

事業費 17,394,976 660,677 1,735,886 2,328,691 5,429,393 2,958,602 13,113,249

維持管理費 973,911 137,334 187,628 229,255 242,223 105,341 901,781

計 18,368,887 798,011 1,923,514 2,557,946 5,671,616 3,063,943 14,015,030

1,244,365 1,210,180 1,209,597 1,227,392 4,891,534

収入済額

国庫支出金

使用料及び手数料

財産収入

諸収入

その他

収入計(A)

事
業
経
費

支出済額

給与 (下記手当を除く)

業務運営進行表

（平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日）

局名 環境農政局

１　総務室

　総務室では、局の所管行政の企画・調整、重要事業の進行管理、職員の給与・旅費等の総括、局内の経理、所管する土木工事の検
査及び技術管理、工事等指名選定会議・機種選定会議の調整、農業協同組合・水産業協同組合・森林組合の検査指導などを行ってい
ます。

２　環境部

　環境部では、環境基本計画の推進及び総合調整、地球温暖化対策、環境影響評価、生活環境の保全、大気汚染・水質汚濁・土壌汚
染の防止、循環型社会づくり、廃棄物の処理などに関する企画・調整及び関係法令の施行等を行っています。

３　水・緑部

　水・緑部では、緑化の推進及び自然環境の保全、水源環境の保全・再生、森林計画及び森林の保護育成、水産資源の管理及び保護
育成、漁業の調整及び取締りなどに関する企画・調整及び関係法令の施行等を行っています。

４　農政部

　農政部では、都市農業の推進、農産物の生産指導及び奨励、企業等の農業参入支援及び就農支援、農地の有効利用の促進、里地里
山の保全、家畜の改良・増殖及び衛生などに関する企画・調整及び関係法令の施行等を行っています。

収
入

収入科目

1,244,365 1,210,180 1,209,597 1,227,392 4,891,534

88,188 13,639 89,045 13,356 204,228

742,324 -1 784,815 21 1,527,159

2,074,877 1,223,818 2,083,457 1,240,769 6,622,921

308,702 318,120 318,060 318,176 1,263,058

148,198 152,342 152,341 152,301 605,182

2,531,777 1,694,280 2,553,858 1,711,246 0 8,491,161

3,329,788 3,617,794 5,111,804 7,382,862 3,063,943 22,506,191

△ 2,443,117 △ 1,376,134 △ 2,470,554 1,976,474 △ 2,484,034 △ 6,797,365

Ⅲ　職員配置状況

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 823 823 823 822

再任用職員 42 42 42 42

臨時的任用職員 7 29 30 31

非常勤職員 205 208 207 208

計（人） 1,077 1,102 1,102 1,103

Ⅳ　業務実施状況

１　総務室

（１）　協同組合検査実施状況（数字で表せるもの）

　　農業協同組合、水産業協同組合及び森林組合の適正な運営が図られることを目的として、組合に対して検査を実施します。

25 3 7 8 7 25

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

21 5 7 5 4 21

　　　　　　　 差額(A)-(B)　　 (＊１)

（＊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。
（＊２）所属進行表の額を集計しているため、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。

配置職員数

支
出 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

計

支出計(B)

農協 ２組合(延べ21日)、水産協 ３組合(延べ５日)、森組 ２組合(延べ２日)

（前年度実績）

項目
年間目標
（計画）

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

検査組合数

今年度の実施内容

農業協組　１組合（延べ３日）　水産業協組　２組合（延べ８日）

農協 １組合(延べ13日)、水産協 ４組合(延べ５日)、森組 ２組合(延べ２日)

農協 ３組合(延べ36日)、水産協 ４組合(延べ６日)、森組 １組合(延べ１日)



（２）　事故・不祥事の防止　取組状況（数字で表せるもの）

　　環境農政局内の事故防止に向けた研修会を開催し、職員の意識高揚を図り事故防止に努めます。

3 0 3 2 1 6

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

3 0 2 0 1 3

（３）　若手のアイデアを活用するカルチャーの醸成　取組状況（数字で表せないもの）

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

交通事故防止研修（11月27日、29日）

交通事故防止研修(1月24日）

（前年度実績）

項目
年間目標
（計画）

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

研修会　実施回数

今年度の実施内容

管理事務関係者会議（7月8日）、危機管理研修（9月3日）、
全体所属長会議における副知事講話（9月13日）

項目 実績・進捗状況

若手職員のプロジェクトチームによる新規事業を複数企画
又は実施します。

・局内各室課の若手職員から構成されたプロジェクトチーム
を５月に立ち上げました。
・「鳥獣被害対策」をテーマに政策提案の検討を行い、６月
に職員提案に応募しました。（全体会議２回、グループ別検
討会議３回実施）

・職員提案に応募した「鳥獣被害対策」について、７月に知
事プレゼンテーションを行った結果、提案が採択され、施策
化に向けて所管課で検討されることとなりました。
・プロジェクトチームにおいて、新たなテーマとして「ゆる
キャラの活用」及び「電子化・ペーパーレス化の取組」につ
いて検討を行いました。

・検討を行った「ゆるキャラの活用」及び「電子化・ペー
パーレス化の取組」について、11月の政策会議において知事
等にプレゼンテーションを行いました。
・プロジェクトチームにおいて、新たなテーマとして「環境
行政に関すること」及び「農林水産行政に関すること」につ
いて検討を開始しました。

・検討を行った「環境行政に関すること」及び「農林水産行
政に関すること」について、３月の局所属長会議において局
長等にプレゼンテーションを行いました。
・職員提案に採択された「鳥獣被害対策」について、提案の
一部が予算化され、平成26年度から実施されることとなりま
した。

２　環境部

（１）神奈川県環境影響評価制度の見直し　取組状況　（数字で表せないもの）

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

環境影響評価手続きの簡略化や対象要件の緩和について、県
環境影響評価審査会からの答申を受け、かながわ県民意見反
映手続（いわゆるパブリック・コメント）を行い、検討を進
めています。
・10月11日～11月10日
　神奈川県環境影響評価条例及び同施行規則の改正骨子案
　に係る意見募集
・12月11日
　神奈川県環境影響評価条例及び同施行規則の改正素案の
　公表
・12月12日
　神奈川県環境影響評価条例及び同施行規則の改正骨子案
　に係る意見募集に関する結果の公表
意見募集の結果は、HP
（http://www.pref.kanagawa.jp/pub/p695594.html）からご
覧いただけます。

本県の良好な自然環境の保全を図りつつ、企業進出の意欲
を阻害しないよう、環境影響評価手続きの簡略化や対象要
件の緩和を目指します。

環境影響評価手続きの簡略化や対象要件の緩和について、県
環境影響評価審査会で検討が進められています。
・４月17日　審査会専門部会（課題の検討）
・５月16日　審査会専門部会（報告案の審議）
・５月24日　審査会（専門部会報告の審議）
・６月17日　審査会（専門部会報告の審議）
議事録は、HP
（http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f247/p471764.html）
からご覧いただけます。

環境影響評価手続きの簡略化や対象要件の緩和について、県
環境影響評価審査会からの答申を受け、検討を進めていま
す。
・７月30日　審査会（答申案の審議）
・８月20日　神奈川県環境影響評価制度の今後のあり方に
　　　　　　ついての答申（第３次）
・９月30日　環境影響評価条例及び規則の改正骨子案公表
答申は、HP
（http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f247/p686433.html）
からご覧いただけます。

項目 実績・進捗状況

した。

http://www.pref.kanagawa.jp/pub/p695594.html
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f247/p471764.html
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f247/p686433.html


第４・四半期

（２）　ＰＭ2.5の総合的な対策の推進事業　実施状況

　　　ア　大気中のＰＭ2.5濃度の実態を把握するための測定局の整備（数字で表せるもの）

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

11 0 0 11 0

‐ 0 0 0 4

※ 県全域における測定局数の整備目標である49局に必要な県所管域の整備目標である17局（平成24年度末６局を整備済み）を

　前倒しで整備しました。

　　　イ　粒子状物質排出基準の不適合車に対して改善を指示するための検査実施 （数字で表せるもの）

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

1,000 199 600 826 385

‐ 23 73 241 0

　　　ウ　山梨県、静岡県と連携したＰＭ2.5対策の実施 （数字で表せないもの）

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

（３）　資源循環の推進事業　実施状況

　　ア　小型家電リサイクル「かながわモデル」の実施市町村の拡大（数字で表せるもの）

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

（前年度実績） 4

項目
年間目標
（計画）

実績

（前年度実績） 337

環境影響評価手続きの期間短縮と対象要件の緩和を内容とし
た神奈川県環境影響評価条例及び同施行規則の改正が行われ
ました。
・３月25日
　神奈川県環境影響評価条例施行規則の一部を改正する
　規則の公布
・３月28日
　神奈川県環境影響評価条例の一部を改正する条例の公布
改正の内容は、HP
（http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f247/）からご覧いた
だけます。

実績・進捗状況

　ＰＭ2.5濃度の低減につながるＶＯＣ対策や低公害車の普
及などの取組みを、山梨県、静岡県と連携して、広域的に
実施します。

第２四半期から調整を開始します。

ＰＭ2.5濃度の低減対策について、共同した取組みの申し合
わせを実施しました。

山梨県、静岡県と連携し、ディーゼル車運行規制の啓発事業
を実施しました。

第３四半期までに今年度の取組は完了しました。

項目
年間目標

（計画台数）

実績台数　　　　　　　　　　　（単位：台）

累計

検査台数 2,010

項目

新規設置PM2.5測定局数 11

項目
目標

（計画局数）

測定局数　　　　　　　　　　　（単位：局）

累計

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

３市町村 0 0 0 0

‐ 0 0 0 1

（４）災害廃棄物(漁網）の神奈川県内での受入れへの協力(数字で表せないもの）

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

３　水・緑部

　　ア　自然環境保全センター（本館展示室等の一般公開施設）

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

6,432 5,664 7,340 3,016

　　イ　県立２１世紀の森

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

43,489 16,045 12,280 7,793 3,771

46,556 14,966 12,880 9,255 5,121

※　福祉と連携した小型家電リサイクルについては、伊勢原市において「かながわモデル」による取組が引き続き行われているほか、
藤沢市で11月から独自の取組が開始された。また、横須賀市及び愛川町では、福祉と連携した小型家電リサイクルの取組の26年度から
の実施に向けた検討が行われています。

項目 実績・進捗状況

東日本大震災の被災地の復興に本県として協力するため、
国から要請のあった岩手県洋野町の漁網の県内での円滑な
受入れに向けた協力、支援を行います。

漁網の受入れを検討している県内市町に対し情報提供その他
必要な協力を行うとともに、受入れに必要な経費について補
正予算案を提出しました（補正予算額16,100千円）。

岩手県洋野町から災害廃棄物（漁網）処理業務を受託し、南
足柄市及び箱根町に再委託することにより、第１回目の漁網
受入れが行われました（受入量52トン）。

第２回目、第３回目の漁網受入れを行い、本県における埋立
処分を完了しました（受入量合計159トン）。

第３四半期までに漁網受入れは完了しました。

（前年度実績） 1

累計

0

項目
（計画）

実施市町村

項目 年間目標
実　　　　績 （単位：人）

累計

（１）　施設利用状況（数字で表せるもの） 

利用者数 39,889

（前年度実績） 42,222

利用者数 22,452

項目
年間目標

（計画人数）

実績人数　　　　　　　　　　　（単位：人）　

累計

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f247/


（２）　野生鳥獣の保護・被害対策の推進事業　実施状況 

　　ア　わな猟等免許事務（数字で表せるもの） 

　　　狩猟免許を効果的に実施し、鳥獣被害対策の担い手である「わな猟等免許取得者」の増を図ります。

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

150人 0 246 0 0

‐ 0 121 0 0

‐ 0 4 0 0

‐ 0 3 0 0

　　イ　アライグマ等外来生物防除講習会の実施（数字で表せるもの） 

　　　生物多様性に大きな影響を与えている特定外来生物の防除を効果的に実施するため、講習会を新たに開催します。

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

15回 0 0 15 0

200人 0 0 212 0

  　ウ　集落環境整備活動の実施（数字で表せるもの） 

　　　野生鳥獣との棲み分け共存に向け、藪の除去等の集落環境整備の促進を図ります。

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

1回 0 1 0 0

（３）　若者が集まる魅力あるかながわの漁業の推進事業　実施状況 （数字で表せないもの）

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

項目 実績・進捗状況

ア　定置網漁業の収益性向上
　　漁場特性等に合った定置網の導入を促進します。

新しい網形の導入について相模湾試験場と連携して技術的助
言や免許申請についての助言を行いました。

真鶴町地先の定置網について、国の助成を受けるために必要
な改善計画策定に向けて相模湾試験場と連携した技術的助言
を漁協に対して行った（７月12日、国の計画認定済み）。ま
た、新しい網型での操業が可能となる定置漁業権の免許を県
内２箇所（小田原市及び真鶴町）で行いました。

新型定置網導入予定の漁場（小田原市及び真鶴町地先）にお
いて、水産技術センター相模湾試験場が海底地形及び障害物

職員有志による整備活動の
新規実施

1回

（前年度実績） 3回

講習会開催 15回

講習会参加者数 212人

項目 年間目標
実　　　　績 （単位：回）

累計

項目 年間目標
実　　　　績 （単位：回、人）

累計

新規免許取得者数 246人

試験実施 4回

項目 年間目標
実　　　　績 (単位：人、回）

累計

（前年度実績） 121人

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

４　農政部

　　ア　フラワーセンター大船植物園

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

223,000 104,795 20,218 37,902 28,001

 - 112,211 29,607 45,591 35,287

（２）　野生鳥獣の保護・被害対策の推進事業　実施状況

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

2回 0 1 1 0

項目
年間目標

（計画人数）

実績人数　　　　　　　　　　　（単位：人）　

累計

入園者数 190,916

（前年度実績） 222,696

全漁協、沿岸市町を対象に水産業経営改善強化促進事業につ
いての説明会を開催しました。（開催回数２回、参加者：１
９漁協、１０市町）

沿海全24漁協を訪問し意見交換を実施し、複数の漁協で合併
の意向があり、合併協議に入る調整を行いました。

合併に取り組む意向がある漁協を中心に早期に合併協議に入
るよう指導しました。

２グループの漁協間で合併を進めるための協議会を立ち上げ
るなど調整を行いました。

いて、水産技術センター相模湾試験場が海底地形及び障害物
等の現況調査を実施し、その結果に基づいて漁業者に漁具の
設計や適切な資材の指導をしました。

水産技術センター相模湾試験場の指導をもとに、小田原市石
橋地先と真鶴町真鶴地先に新型定置網が設置され、3月から
操業を開始しました。

　集落環境整備活動 2 回

（１）　施設利用状況（数字で表せるもの） 

項　　　目 年間目標
実　　　　　　績　

累計

　　ア　有害鳥獣対策として、里地里山保全活動団体による集落環境整備活動を新たに実施します （数字で表せるもの）。

イ　漁協経営の安定化
　　漁協経営の改善を図るため、県の支援事業を活用
　して漁協等の間での事業連携や合併協議の調整に取
　組みます。



（３）　意欲ある若手農業者の育成・確保事業　実施状況

　　ア　青年就農給付金給付事業（数字で表せるもの）

　　若手農業者を育成確保するため、就農前後の期間に給付金を給付します。

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

80 9 11 28 11

- 0 0 17 23

　　イ　活躍する若手農業者をPRする取組の充実強化（数字で表せないもの）

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

（４）　地産地消による医食農同源の推進事業　実施状況

　　ア　研究会及び試食会の実施状況（数字で表せるもの）

項目 実施日 実施場所 レシピ配布数

研究会 6月19日 わいわい市藤沢店 －

イベント 7月6日 わいわい市藤沢店 600

研究会 8月29日 はだのじばさんず －

イベント 9月14日 はだのじばさんず 500

研究会 9月25日 あさつゆ広場 －

　　　「医食農同源」についての理解促進を図るため、大型直売センターにおいて研究会を開催するとともに、各地域の食材を
　　用いた「医食農同源」レシピによる試食・ＰＲを行い、地産地消による「医食農同源」への理解を深めます。

時期 実施内容

第１・四半期 従業員に対して医食農同源の講習会を実施しました。

項目
年間目標

（計画人数）

実績人数　　　　　　　　　　　（単位：人）　

累計

給付人数 59

（前年度実績） 40

第２・四半期

一般向けに医食農同源レシピ集の配布と試食を実施しました。

従業員に対して医食農同源の講習会を実施しました。

一般向けに医食農同源レシピ集の配布と試食を実施しました。

従業員に対して医食農同源の講習会を実施しました。

項目 実績・進捗状況

若手農業者を応援するため、ホームページやイベントなど
で、活躍する若手農業者を県民へPRします。

県内で活躍する若手農業者を講師として招聘し講演会(7月、
かながわ農業アカデミー)を開催することで準備を進めまし
た。また、アカデミーまつりでの販売（11月）や県のホーム
ページへの掲載によるＰＲ方法を検討しました。

７月４日にかながわ農業アカデミーで若手農業者による講演
を実施し、約150人が聴講しました。
また、アカデミーまつり(11月)での販売やＰＲを実施するた
め、かながわ農業アカデミーとの調整を行いました。

アカデミーまつり(11月)で若手農業者による農産物の販売や
新規就農者の取組みを紹介するポスターの展示によりＰＲを
行いました。

県内で活躍する若手農業者の取組みを県のホームページに掲
載し、ＰＲを図りました。

研究会 9月25日 あさつゆ広場 －

イベント 10月6日 あさつゆ広場 500

イベント 2月21日 すかなごっそ 800

研究会 1月28日
農技C三浦半
島地区事務所

－

　　イ　オタネニンジン等の栽培試験（数字で表せないもの）

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

（５）　力強いかながわの畜産の推進事業　実施状況

　　ア　高くても買ってもらえる畜産ブランドの確立

　　　(ｱ)　畜産物のブランド力の強化（数字で表せないもの）

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

　県内畜産物の高付加価値化やブランド力を強化するた
め、県内統一のブランド化（ブランドグループ化等）を目
指して、官民一体となった取組を進めます。

豚のブランド力強化のための推進組織の設立準備委員会の発
足（９月以降）について、関係団体との調整を行いました。

豚のブランド力強化のための推進組織の設立準備委員会の発
足について関係団体との調整を行い、11月を目途に開催する
ことで調整を図りました。

豚のブランド力強化のための推進組織の発足について関係団
体との調整を行い、11月27日に設立準備委員会を開催しまし
た。

豚のブランド力強化のための推進組織の発足について関係団
体との調整を行い、平成26年5月末を目途に設立することで
調整を図りました。

第４・四半期

一般向けに医食農同源レシピ集の配布と試食を実施しました。

すかなごっそ従業員に対して医食農同源の講習
会を実施しました。

オタネニンジン等を生鮮野菜として利用するための栽培試験
計画を立案しました。

オタネニンジンの催芽試験を開始しました。

オタネニンジンの苗の定植及び播種を行いました。

オタネニンジンの越冬及び３月期播種試験を行いました。

第３・四半期 一般向けに医食農同源レシピ集の配布と試食を実施しました。

従業員に対して医食農同源の講習会を実施しました。

項目 実績・進捗状況

オタネニンジン等の薬用植物の、生鮮野菜としての栽培法
を検討します。



　  　(ｲ)　県内和牛のブランド力を維持強化するため、極めて厳しい経営環境にある和牛肥育生産者に対し、優れた和牛子牛(素牛)

　　 　  の導入に要する費用を融資する緊急支援の実施（数字で表せるもの）

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

200 0 0 180 20

－ － － － －

　　  (ｳ)　畜産物の販売促進につなげるため、畜産関係団体等と連携し、ＰＲ活動・食育推進活動を実施（数字で表せるもの）

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

4 0 2 4 0

1 0 1 0 0

　　イ　「日本一きめ細かな家畜防疫体制」の構築（数字で表せるもの）

　　　家畜伝染病の万一の発生に備え、防疫資材（容器・薬剤）等の調達に関する民間事業者との協力体制を構築します。

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

5 3 3 0 0

－ － － － －

協定等件数 6

（前年度実績） －

実施回数 6

（前年度実績） 1

項目
年間目標
（件数）

実績件数　　　　　　　　　　　（単位：件）　

累計

（前年度実績） －

項目
年間目標
（件数）

実績回数　　　　　　　　　　　（単位：回）　

累計

項目
年間目標
（件数）

実績件数　　　　　　　　　　　（単位：件）　

累計

融資件数 200



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

局長評価

総務室の業務運営では、協同組合への検査や新たに若手職員のプロジェクトチームによる
企画など、概ね計画通り進んでいます。
環境部の業務運営では、神奈川県環境影響評価制度の見直しなどは計画通りに進んでいま
す。今期に実績がないPM2.5の測定局の整備や小型家電リサイクル「かながわモデル」の実
施市町村の拡大などの項目についても事業実施の準備を進めており、目標の達成に向け、
力を入れて取り組んでいきます。
水・緑部の業務運営では、若者が集まる魅力あるかながわの漁業の推進に向けた取組みは
計画通りに進んでいます。今期に実績がない野生鳥獣の保護・被害対策の推進についても
事業実施の準備を進めており、目標の達成に向け、取り組んでいきます。
農政部では、意欲ある若手農業者の育成・確保、地産地消による医食農同源の推進、「日
本一きめ細かな家畜防疫体制」の構築といった事業は順調に進んでいます。その他の項目
についても準備を進めており、具体的な実績を挙げられるよう取り組んでいます。

総務室の業務運営では、事故・不祥事の防止に係る研修会の開催の年間目標を達成するな
ど、各業務において目標達成に向けて順調に進めることができました。
環境部の業務運営では、被災地の漁網の県内での受入れの実現や、粒子状物質排出基準の
不適合車への検査など成果を上げることができました。今期に実績がないPM2.5の測定局の
整備や小型家電リサイクル「かながわモデル」の実施市町村の拡大などの項目についても
引き続き、事業実施の準備を進めており、目標の達成に向け、力を入れて取り組んでいき
ます。
水・緑部の業務運営では、野生鳥獣の保護・被害対策の推進事業において、わな猟等免許
の新規取得者数や集落環境整備活動の年間目標を達成することができました。その他の項
目についても、事業実施の準備を進めており、目標の達成に向け、取り組んでいきます。
農政部の業務運営では、「日本一きめ細かな家畜防疫体制」の構築において年間目標を達
成したほか、地産地消による医食農同源の推進や野生鳥獣の保護・被害対策の推進事業な
どが順調に進んでいます。その他の項目についても準備を進めており、具体的な実績を挙
げられるよう取り組んでいきます。

総務室の業務運営では、年間目標を概ね達成しており、協同組合検査の実施についても来
期で目標を達成できるよう取り組んでいきます。
環境部の業務運営では、「新規に設置するPM2.5測定局数」及び「不適合車に対する検査台
数」の目標を達成するとともに、「災害廃棄物の受入れ協力」については、第２回、第３
回目の漁網受入れを行い、本県における埋立処分を完了することができた。福祉と連携し
た小型家電リサイクルについては、伊勢原市において「かながわモデル」による取組が引
き続き行われているほか、藤沢市で１１月から独自の取組が開始された。また、横須賀市
及び愛川町では、福祉と連携した小型家電リサイクルの取組の来年度からの実施に向けた
検討が行われており、小型家電リサイクル「かながわモデル」の実施市町村の拡大につい
ては、引き続き取り組んでいきます。
水・緑部の業務運営では、「外来生物防除講習会の実施」について、目標の回数・参加者
数を達成するなど、順調に進んでいます。来期も引き続き、各業務の推進を図っていきま
す。
農政部の業務運営では、「里地里山保全活動単体による集落環境整備活動」、「畜産物の

第４・四半期

総合評価

045-210-4031

局長評価 農政部の業務運営では、「里地里山保全活動単体による集落環境整備活動」、「畜産物の
PR活動・食育推進活動」及び「防疫資材等の調達に関する民間事業者との協定等件数」の
年間目標を達成することができました。目標未達成の項目（青年就農給付金の給付人数、
和牛子牛の導入に要する費用の融資件数）について、目標を達成できるよう力を入れて取
り組んでいきます。

総務室の業務運営では、全ての項目において目標を達成できました。
環境部の業務運営では、「神奈川県環境影響評価制度の見直し」について、環境影響評価
条例及び同施行規則を改正し、目標を達成することができました。一方、「福祉と連携し
た小型家電リサイクル」については、目標を達成することができませんでしたが、来年度
からの実施に向けた検討が行われている市町もあり、取組の拡大について、引き続き取り
組んでいきます。
水・緑部の業務運営では、「若者が集まる魅力あるかながわの漁業の推進事業」につい
て、２箇所で新型定置網を設置し操業を開始したほか、２グループの漁協間で合併を進め
るための協議会が立ち上がるなど、ほぼ全ての項目において目標を達成することができま
した。
農政部の業務運営では、和牛子牛の導入に要する費用の融資件数について、目標を達成す
ることができました。一方、「青年就農給付金給付事業」については目標を達成すること
ができなかったが、引き続き、給付金などにより就農環境の整備に努めていきます。

昨年度は、次のような局の主要業務の取組目標をほぼ達成することができました。
・手続きの期間短縮と対象要件の緩和を内容とする「神奈川県環境影響評価制度の見直
し」
・ＰＭ2.5測定局の新規設置や、粒子状物質排出基準の不適合車に対する検査などの「ＰＭ
2.5の総合的な対策の推進事業」
・南足柄市及び箱根町における「災害廃棄物(漁網）の神奈川県内での受入れへの協力」
・わな猟等免許取得者の増加や、若手職員のプロジェクトチームの提案（平成26年度から
事業化）などによる「野生鳥獣の保護・被害対策の推進事業」
・漁場特性等に合った定置網の導入促進などの「若者が集まる魅力あるかながわの漁業の
推進事業」
・医食農同源レシピによる試食・ＰＲなどの「地産地消による医食農同源の推進事業」
・豚のブランド力強化のための推進組織の設立準備や、家畜伝染病に備えた防疫資材等の
調達に関する民間との協定締結などによる「力強いかながわの畜産の推進事業」

平成26年度は、新たな取組目標の達成に向けて取り組むとともに、25年度に目標を達成す
ることができなかった「青年就農給付金給付事業」などの業務についても、目標を達成で
きるよう力を入れて取り組みます。

また、「フラワーセンター大船植物園」や「県立21世紀の森」などの県民利用施設では、
目標に掲げた利用人数を達成することができなかったため、広報活動に力を入れるなど、
26年度はより多くの県民の皆さんに利用いただけるよう努めます。

連絡先（電話番号）


