
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

110 6 19 12 73

100 11 40 11 50

（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
（件数）

実績人数　　　　　　　　　　　（単位：人）　

累計

省エネ診断実施件数 110

（前年度実績） 112
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 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。  

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

1,500 1,594 1,594

380 165 180 35 380

3,647 198 10 3,647 3,855

5,527 1,792 165 190 35 3,647 5,829

項目 (再)配当額

事業費 352,804 29,783 152,109 28,916 129,716 7,827 348,351

維持管理費 0

計 352,804 29,783 152,109 28,916 129,716 7,827 348,351

94,019 63,786 97,072 64,718 319,595

123,802 215,895 125,989 194,435 7,827 667,946

△ 122,009 △ 215,730 △ 125,799 △ 194,400 △ 4,180 △ 662,117

収
入

収入科目 収入済額

寄附金

広告収入

その他

収入計(A)

支出済額

　　　　　　 差額(A)-(B)　（注２）

支
出

事
業
経
費

支出計(B)

人件費　（注１）

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 33 33 33 33

上記以外の職員 7 8 7 8

計（人） 40 41 40 41

配置職員数

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


２　環境教育の促進

　　NPOとの協働による環境・エネルギー学校派遣事業の実施

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

80 5 17 26 20

80 15 28 16

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

12,000 4,298 1,534 2,797 872

10,000 1,893 832 3,005 3,740

４　環境基本計画の進捗管理

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

　平成25年度のプロジェクト等を担当した各所
属が作成した進捗状況報告を報告書としてとり
まとめました。

　平成25年度の進捗状況に関する報告書をホー
ムページで公表するとともに、県民説明会等を
開催して、県民意見募集（パブリックコメン
ト）を実施しました。
　また、県自らの点検として、ISO14001に基づ
く内部監査を経て、庁内の環境基本計画推進会
議で進捗状況の点検を行いました。

　環境審議会において、平成25年度の進捗状況
について審議しました。
　また、県民意見募集で寄せられた意見につい
て県の考え方をまとめ、ホームページで公表し
ました。

　平成25年度の進捗状況に関する環境審議会の
点検結果に対する県の考え方を環境審議会に報
告し、ホームページで公表しました。
　また、点検結果を踏まえ、平成27年度の事業
計画を更新しました。

項目 実績・進捗状況

　環境基本計画に位置づけられた21のプロジェ
クト等について、毎年度、前年度の実績をとり
まとめ、これを公表して県民の皆様から意見を
募ります。また、県自らも進捗状況点検を行
い、そのうえで環境審議会において進捗状況を
審議します。これらの点検結果を踏まえて次年
度以降の事業計画を更新します。

累計

マイアジェンダ登録数 9,501

（前年度実績） 9,470

項目 年間目標
（登録数）

実績人数　　　　　　　　　　　（単位：人）　

実績人数　　　　　　　　　　　（単位：人）　

累計

実施学校数 68

（前年度実績） 59

項目 年間目標
（学校数）

環境・エネルギー学校派遣事業の様子 
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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

 省エネ診断については、第４四半期の実施件数は増加し、目標を
達成しました。
 環境教育及びマイアジェンダ登録は、取組の成果が現れたもの
の、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ります。
　環境基本計画の進捗管理については、環境審議会への報告、事業
計画の更新等、予定どおり進みました。

 省エネ診断については、目標を達成し、中小規模事業者の省エネ
ルギー対策の支援を行うことができました。
 環境教育及びマイアジェンダ登録は、ともに前年度の実績は上
回ったものの、目標を達成できませんでした。「新アジェンダ21か
ながわ」の改訂の機会をとらえ、県内で開催されるイベントや関係
機関の広報媒体を活用するなど、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ります。
　環境基本計画については、進捗状況点検を概ね予定通り実施し、
これを踏まえた事業計画を平成27年3月に更新・公表することで、
適切に進捗管理を行うことができました。

　省エネ診断については、第３四半期は第２四半期より多くの申し
込みを受け付けているところであり、件数はさらに増加する見込み
です。
　マイアジェンダ登録数については、計画通り進捗しています。
　学校派遣事業は９月から追加募集を行い、目標達成に向けた取組
を行っています。
　環境基本計画の進捗状況点検については、県民意見募集、県自ら
の庁内点検を予定通り進めており、第３四半期には、環境審議会に
よる点検を行います。

045-210-4065連絡先（電話番号）

所属長評価

　省エネ診断及び環境教育については、申し込みを受け付けている
ところであり、第２四半期は第１四半期より件数が増加する見込み
です。
　マイアジェンダ登録数については、普及活動の効果により、計画
通りに進捗しています。
　また、環境基本計画の進捗管理については、第一四半期は予定通
り「神奈川県環境基本計画進捗状況報告書」をとりまとめました。
第２四半期に県のホームページなどで公開し、県民意見募集等の点
検を行います。

　省エネ診断については、第３四半期に受け付けを行った診断のう
ちの多くを第４四半期に実施するため、第４四半期の実施件数は増
加する見込みです。引き続き、目標達成に向けた取組を行っていき
ます。
　マイアジェンダ登録数については、計画通り進捗しています。学
校派遣事業は追加募集の成果が現れているものの、年間目標の達成
にはさらなる取組が必要です。
　環境基本計画の進捗状況点検については、環境審議会における審
議や、県民意見に対する県の考え方の公表もおおむね予定通り進ん
でいます。第４四半期には、進捗状況の点検結果を踏まえて、平成
27年度の事業更新を行います。


