
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　ＰＭ2.5対策の実施状況
①　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
　　ＰＭ2.5測定局数（県所管域）

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）を前倒しで整備した。

②　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 
　　検査台数　

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（前年度実績） 337

検査台数

（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。

累計
2,010

（前年度実績） 4

業務運営進行表

（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

　大気水質課では、神奈川県生活環境の保全等に関する条例、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、騒音規制法、
振動規制法、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措
置法、悪臭防止法、土壌汚染対策法、特定化学物質の環境への排出の把握等及び管理の促進に関する法律、ダイ
オキシン類対策特別措置法、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律、特定工場に
おける公害防止組織の整備に関する法律及び公害紛争処理法等の規定に基づき、大気環境、水域環境等の常時監
視及び調査、事業者の指導、公害紛争当事者間の調停、環境科学センター業務に係る調整などを行っている。

大気水質課
所　属

室・課（出先は所属）名

項目
年間目標

（計画台数）
実績台数　　　　　　　　　　　（単位：台）　

項目
目標

（計画局数）
測定局数　　　　　　　　　　　（単位：局）

新規設置測定局数
累計

11

所属のホームページ

http://www.pref.kanagawa.jp/div/0515/

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

17,251 14,910 14,910

6,104 6,111 6,111

6 102 1 16,286 16,389

23,361 0 102 1 16,286 21,021 37,410

項目 (再)配当額

事業費 86,868 3,211 1,781 5,588 53,623 8,318 72,519

維持管理費 0

計 86,868 3,211 1,781 5,588 53,623 8,318 72,519

31,531 30,194 30,433 30,885 123,044

2,874 88 2,931 89 5,982

17,617 18,703 36,320

52,022 30,283 52,067 30,974 165,346

9,287 9,287 9,287 9,287 37,150

4,620 4,620 4,620 4,620 18,480

65,930 44,190 65,975 44,881 0 220,976

69,140 45,971 71,563 98,504 8,318 293,495

△ 69,140 △ 45,869 △ 71,561 △ 82,218 12,704 △ 256,085

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

国庫支出金

財産収入

その他

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)

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 25 25 25 25

再任用職員 1 1 1 1
臨時的任用職員

非常勤職員 3 3 3 3

計（人） 29 29 29 29

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/0515/


③　山梨県、静岡県と連携したＰＭ2.5対策の実施 

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

２　二酸化窒素の環境基準達成に向けた局地汚染対策実施状況

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

３　水質事故防止のための関係団体と協力した周知の実施状況
　　周知実施回数　

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

5 2 1 5 3

４　化学物質対策事業の実施状況

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

本県の化学物質対策に係る取組の紹介や、県生
活環境保全条例の指定事業所に対する化学物質
の自主的な管理状況の報告制度の周知等を通じ
て、化学物質対策の普及を図る。

「平成23年度ＰＲＴＲデータの概要」を公表し
た。かながわ環境出前講座で化学物質対策につい
て講演を行った。ホームページで化学物質対策や
環境管理事業所等の情報を提供した。

「化学物質の自主的な管理状況の報告制度」につ
いて、対象となる化学物質等を紹介したパンフ
レットを作成し、県生活環境保全条例に基づく指
定事業所1,056箇所に送付した。ホームページで化
学物質対策や環境管理事業所等の情報を提供し
た。

「平成25年度公害防止管理者等講習会」において
化学物質の自主的な管理及び排出削減等について
計２回講演を行った。「化学物質の自主的な管理
状況の報告制度」について、対象となる化学物質
等を紹介したパンフレットにより引き続き県生活
環境保全条例に基づく指定事業所に周知を図っ
た。ホームページで化学物質対策や環境管理事業
所等の情報を提供した。

「平成24年度化学物質管理目標等報告の概要」及
び平成25年度版「かながわの化学物質対策」を公
表した。ホームページで化学物質対策や環境管理
事業所等の情報を提供した。

項目
年間目標

（計画回数）
実績回数　　　　　　　　　　　（単位：回）　

累計
周知実施回数 11

項目 実績・進捗状況

川崎市川崎区池上新田公園前測定局の環境基準
達成に向けた局地汚染対策の実施及び普及啓発

パネル展示による啓発を２回実施した。また、か
わさき自動車環境対策推進協議会に出席し、関係
団体等と共同した取組の実施に向けて協力を求め
た。

二酸化窒素の高濃度予報に係る検討調査の委託を
開始した。また、学識者会議を開催し、効果的な
局地汚染対策について意見を伺った。

二酸化窒素の高濃度予報を開始した。また、11月
を「かわさき産業道路NO!NOx月間」として、「か
わさき産業道路大気環境セミナー＆ウォーク」及
び啓発活動を集中して実施した。

二酸化窒素の高濃度予報を運用した。また、学識
者会議を開催し、局地汚染対策に係る報告を行う
とともに、今後の取り組みに向けた意見を伺っ
た。

項目 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、広域的に実施する。

第２四半期から調整を開始する。

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た。

第３四半期までに今年度の取組は完了した。



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

045-210-4107

所属長評価

ＰＭ2.5に県民の関心が高まる中、大気汚染対策に重点的な取組みを進めた。
具体的には、ＰＭ2.5の高濃度予報の精度向上のため、朝８時の判定に加え、
12月から午後１時の予報を開始した。また、旧式ディーゼル車の運行規制に
関し、10月を強化月間と定め、県境での検査の強化や黒煙ダイヤルの設置を
した他、初めて静岡県・山梨県と連携した啓発事業を行った。
更に、冬季の大気汚染対策として、川崎区池上新田公園前測定局の環境基準
の早期達成に向け、11月を「かわさき産業道路NO!NOx月間」として、前日段
階での新たな高濃度予報を開始した他、12月の大気汚染防止推進月間の呼び
かけも行った。

ＰＭ2.5対策の一環として、ＶＯＣの一種で排出抑制対策が進んでいないガソ
リンベーパーに焦点をあて、1月に有識者や県内の関連企業の参加のもと、全
国で初めてとなるシンポジウムを開催し、広く問題提起を行うことができ
た。
一方、年度末を迎えるに当たり、当課の事業・業務の進行管理を徹底すると
ともに、新年度事業についても早期立ち上げに向けた準備に一丸となって取
り組んだ。

（総括）
大気環境や水環境等の保全を図るため、常時監視、環境法令や県条例に基づ
く事業者指導を行った他、各種事業については計画どおり進めることができ
た。
（大気環境の保全関係）
ＰＭ2.5の総合対策として、測定体制の早期整備に取り組み、この１年間で県
は前倒しで11局を新たに設置し、県内全体では政令市・国と合わせて、国の
基準を上回る61局体制を整えた。また、ＰＭ2.5の高濃度予報として、朝８時
と午後１時の１日２回の判定を行い、市町村と連携し注意喚起の体制を整え
た。
発生源対策では旧式ディーゼル車の条例による運行規制に関して、10月の強
化月間を中心に検査を強化した他、新たに黒煙通報ダイヤルの設置、「かわ
さき産業道路NO!NOｘ月間」などに取り組んだ。この結果、これまで一度も二
酸化窒素の環境基準を達成していない川崎市川崎区の「池上新田公園前測定
局」で初めて環境基準を達成する見込みとなった。今後とも継続的・安定的
な環境基準の達成に向け取組を進める。
（水環境の保全関係）
平成24年度県内の河川すべてで初めてＢＯＤの環境基準を達成し、水質が上
位の類型に改善した５河川について類型指定の見直しを行った。一方、水質
事故は発生件数は前年度より増加しており、事業者への啓発など未然防止対
策に取り組む。

大気環境に関して社会的な関心が高まっているＰＭ2.5について、毎朝高濃度
予報を実施した他、測定データの公開、ホームページの充実など情報提供に
努めた。また、河川での水質汚濁事故への迅速な対応が図れるよう年度当初
において関係機関との連絡体制の確認等を行うとともに、未然防止に向けた
事業者等への啓発にも取り組んだ。

連絡先（電話番号）

ＰＭ2.5の高濃度予報を継続するとともに、低減対策として条例による旧式
ディーゼル車の運行規制の検査台数を昨年より増やし、10月の規制強化月間
に向け準備を進め、啓発事業では新たに静岡県・山梨県の協力を得ることが
できた。一方、光化学スモッグ注意報を、ここ10年で２番目に多い16日の発
令をした。その原因物質の一つと考えられる揮発性有機化合物（ＶＯＣ）の
削減はＰＭ2.5対策と共通することから、規制対象工場への立入検査や九都県
市と連携した削減の呼びかけなどを行った。


