
Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

（平成26年４月１日～平成27年３月31日）

所属

センター名

県西地域県政総合センター

部名

環境部

業務運営進行表

                センサーカメラが撮影したアライグマ

第１号様式

所属進行表

環境部長の関です。

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
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収入計(A)
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収支の状況欄については、集約執行している総務部において計上するため、

空欄で表示しています。

Ⅲ　職員配置状況

Ⅳ　業務実施状況

１　不法投棄対策推進事業実施状況

　　不法投棄を未然に防止するため、県と市町との合同パトロールを実施します。　

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

40回 10 10 10 10

40回 10 10 10 10

（注１）人件費には職員数に共済費及び退職手当の平均単価を乗じて算出した共済費相当額（事業主負担分）及び退
職手当相当額が含まれています。
（注２）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３）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。

項目
年間目標
（計画）

実施回数　　　　　　　　　（単位：回）

累計

パトロール回数 40

（前年度実績） 40

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
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計
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収入科目 収入済額

収入計(A)
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　　　　　　 差額(A)-(B)　（注２）
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出
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業
経
費

支出計(B)

人件費　（注１）

収支の状況欄については、集約執行している総務部において計上するため、

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 15 16 16 16

上記以外の職員 22 22 22 22

計（人） 37 38 38 38

配置職員数



２　鳥獣保護対策事業実施状況

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 出納整理期間 累計

3件 3 0 0 0 0 3

1,293千円 1,293 0 0 0 0 1,293

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

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

75件 41 34 44 22

83件 38 37 36 36

４　工業保安対策事業実施状況

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

121件 10 34 58 24

94件 10 35 55 11

５　業務実績

交付決定額

項目
交付決定額　　　　　　(単位：件・千円)

　　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、市町等が
　実施する被害対策事業に補助を実施します。

年間目標
（計画）

交付決定件数

（前年度実績）

項目
年間目標
（計画）

実施件数　　　　　　　　（単位：件）

累計

141

（前年度実績） 147

　　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します。

　　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します。

立入検査件数

年間目標
（計画）

実施件数　　　　　　　　（単位：件）

累計

立入検査件数 126

（前年度実績） 111

項目

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

項目 実績・進捗状況

【水質事故の未然防止と事故対応の即応
化】
　水質事故の未然防止や事故対応の即応
化に資するため、「環境に係る組織体制
の整備に関する指針」（平成24年10月施
行）について、立入検査の機会を捉えて
関係事業所のうちH26年度は13事業所に対
し、周知徹底を図ります。

　対象１事業所に立入検査を行い、「環境に
係る組織体制の整備に関する指針」について
周知徹底を図った。
　管内市町担当者を対象とした水質事故対応
技術研修会を実施した。

　対象３事業所に立入検査を行い、「環境に
係る組織体制の整備に関する指針」について
周知徹底を図った。

　対象７事業所に立入検査を行い、「環境に
係る組織体制の整備に関する指針」について
周知徹底を図った。
　第３四半期までに実施済。対象２事業所は

【野生鳥獣被害対策の推進】
  県、箱根町及び関係団体が連携し、モ
デル事業として繁殖力の高いイノシシに
対し、複数の個体を同時に捕獲する囲い
わなを設置することにより集中的・効率
的な捕獲を行い、住民・観光客への生活
被害及び人身被害の防止を図ります。
  引き続き、鳥獣被害対策支援チーム
（県・市・関係団体）による支援に取り
組み、野生鳥獣による農業被害対策を推
進します。

　モデル事業については、箱根町内の囲いわ
なの設置候補地が決定した。
　支援チームについては、平成26年度から
３ヵ年継続する方針が決定したので、改めて
チームの立ち上げに関し調整を行った。

　８月下旬に囲いわなを設置し９月中旬にイ
ノシシを捕獲した。
　支援チーム会議を立ち上げ、モデル事業と
してアライグマ対策等を行なうこととした。

　アライグマについては、目撃情報の報告や
捕獲はないが、センサーカメラにより生息が
確認されていることから、支援チームは、12
月中旬に南足柄市内山地区に箱わな10基を設
置した。今後の効果的な設置方法の検証に役
立てるとともに、分布拡大の防止に努める。

　アライグマについては、捕獲されていない
ことから、設置箇所の検討などの取組みを
行った。

第４四半期
　第３四半期までに実施済。対象２事業所は
現在事業休止中。



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

総合評価

0465-32-8000（内線2411）連絡先（電話番号）

【ＰＭ２.５低減のためのＶＯＣ対策の推
進】
　微粒子状物質（ＰＭ２.５）や光化学ス
モッグの低減対策につながる取組とし
て、揮発性有機化合物（ＶＯＣ）を排出
する３事業所に対し、一層の削減を指導
します。

　対象３事業所に立入検査を行い、ＶＯＣの
低減について指導した。

　第１四半期までに実施済

　第１四半期までに実施済

　第１四半期までに実施済

部長評価

　計画に基づき、事務執行や立入検査を適正に行うとともに、不法投
棄への対応等を速やかに行うなど、予定通り業務を行うことができ
た。

　計画に基づき、事務執行や立入検査を適正に行うとともに、不法投
棄への対応等を速やかに行うなど、予定通り業務を行うことができ
た。また、野生鳥獣被害対策として支援チームによりアライグマ捕獲
のための箱わなを設置した。

　計画に基づき、事務執行や立入検査を適正に行うとともに、不法投
棄への対応等を速やかに行うなど、予定通り業務を行うことができ
た。また、鳥獣被害対策のうちアライグマ捕獲については、支援チー
ムが継続して取組みを行った。

　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
獣被害対策については具体的な対策を推進するなど、適切かつ円滑な業
務運営を進めることができた。

　計画に基づき、事務執行や立入検査を適正に行うとともに、不法投
棄への対応等を速やかに行うなど、予定通り業務を行うことができ
た。また、野生鳥獣被害対策として囲いわなを設置しイノシシの捕獲
を行うことができた。

項目 実績・進捗状況


