
第1号様式
所属進行表

局名 部名

環境農政局 環境部

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　中小規模事業者の省エネルギー対策の支援

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

100 11 40 11 50 112 91

２　環境教育の促進

　　NPOとの協働による体験型の出前授業の実施（授業実施は７月から）

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

80 15 28 16 59 68

３　環境問題への理解と実践行動につながる普及啓発

　　県民・企業・NPO・行政等が環境に配慮した自主的な取組を宣言する「マイアジェンダ制度」の普及

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

10,000 1,893 832 3,005 3,740 9,470 7,781

４　神奈川県環境影響評価制度の見直し

第１・四半期

省エネ診断実施件数

項目
年間目標

（学校数）
学校数

マイアジェンダ登録数

実施学校数

項目
年間目標

（登録数）
登録数

室・課（出先は所属）名

項目
年間目標
（件数）

環境計画課

（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。

件数
前年度実績

所属のホームページ

http://www.pref.kanagawa.jp/div/0502/

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。

業務運営進行表

（平成25年４月１日～平成26年3月31日）

　環境計画課では、環境基本計画や神奈川県地球温暖化対策計画を進めるとともに、中小規模事業者の省エネ
ルギー対策への支援、環境教育の促進や環境保全の普及啓発を行っています。また、環境影響評価法及び神奈
川県環境影響評価条例に基づく審査等を実施しています。

所　属

前年度実績

前年度実績

項目

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。

実績・進捗状況

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

1,200 1,256 1,256

1,170 200 220 420

3,447 2,066 4,123 6,189

5,817 1,456 0 220 2,066 4,123 7,865

項目 (再)配当額

事業費 380,584 33,896 155,488 38,911 138,437 5,982 372,714

維持管理費 0

計 380,584 33,896 155,488 38,911 138,437 5,982 372,714

44,062 40,830 41,509 40,881 167,282

3,048 184 3,140 179 6,552

26,165 26,695 52,860

73,275 41,014 71,345 41,060 226,694

12,179 12,179 12,089 12,119 48,567

5,914 5,914 5,914 5,914 23,654

91,368 59,107 89,347 59,093 0 298,915

125,264 214,595 128,258 197,530 5,982 671,630

△ 123,808 △ 214,595 △ 128,038 △ 195,464 △ 1,859 △ 663,765

支
出

事
業
経
費

支出計(B)

人
件
費

給与 (下記手当を除く)

その他

収入計(A)

支出済額

　　　　　　　 差額(A)-(B)
(注１)

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

寄附金

諸収入

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 32 32 32 32

再任用職員
臨時的任用職員

非常勤職員 9 9 8 8

計（人） 41 41 40 40

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/0502/


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

総合評価

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。

045-210-4065

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。

所属長評価

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。

　省エネ診断及び神奈川県環境影響評価制度の見直しについては、計画どおり進
めている。
　環境教育及びマイアジェンダ登録数は、今期の実績は伸びており、取組の成果
が現れているが、年間目標の達成には更なる取組の強化が必要である。

　省エネ診断は計画どおり実施し、目標件数に達することができた。また、神奈
川県環境影響評価制度の見直しについては、計画どおり年度内に条例及び規則の
改正を行った。
　環境教育及びマイアジェンダ登録は目標達成には至らなかったため、今後も普
及啓発の取り組みをより一層推進する必要がある。

　省エネ診断及び神奈川県環境影響評価制度の見直しについては、計画どおり実
施することができた。
　目標を達成できなかった環境教育及びマイアジェンダ登録は、県内で開催され
るイベントを利用するなど、普及啓発に向けた取り組みをより一層推進する必要
がある。

　省エネ診断及び環境教育は、申し込み件数が増加してきており、マイアジェン
ダ登録は、現在普及活動に力を入れているので、いずれも第２四半期以降の実績
に反映されてくるのではないかと思われる。
　神奈川県環境影響評価制度の見直しについては、年度内での改正に向けて計画
どおり進めている。

連絡先（電話番号）

　省エネ診断及び神奈川県環境影響評価制度の見直しについては、計画どおり進
めている。
　環境教育は夏休み期間は実施できないため、第３四半期以降に実施件数が増加
する見込みである。マイアジェンダ登録数は当初の想定を下回っているため、今
後、県内各地で開催されるイベントを利用した普及活動等を強化する。

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。


