
Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

業務運営進行表

（平成27年４月１日～平成28年3月31日）

所属

センター名

県央地域県政総合センター 環境部

部名

第１号様式

所属進行表

環境部長の内山です。

環境部は、主に次の仕事をしています。

①公害関係法令に基づく許認可事務や事業者指導を進めています。

②高圧ガス、火薬類に関する許認可事務や事業者指導を進めています。

③産業廃棄物に関する許認可事務や事業者指導を進めています。

④鳥獣の捕獲に関する許認可や、狩猟に関する指導取締りを進めてい

まます。

⑤自然環境保全地域及び風致地区に関する許認可や、県有緑地の維持

管管理を進めています。

相模川

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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収入計(A)
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事
業

「収支の状況」については、総務部にまとめて計上するため、空欄で表示しています。

Ⅲ　職員配置状況

（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。

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

項目 (再)配当額

事業費

維持管理費

計
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入

収入科目 収入済額

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）

「収支の状況」については、総務部にまとめて計上するため、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 27 27 27 28

上記以外の職員 25 25 25 25

計（人） 52 52 52 53

配置職員数



Ⅳ　業務実施状況

１　水質事故・工業保安事故対応

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

3 3 2 5

5 3 9 2

3 1 3 1

2 2 1 5

前年度

前年度

水質事故対応(件)

工業保安事故対応(件)

19

項目

　　水質事故・工業保安事故に対応するため、突発的な河川等の水質事故及び高圧ガス・火薬類による
　工業保安事故に関係機関と協力して対応します。

実績件数

累計

13

10

8

水質事故・工業保安事故の対応状況

水質事故訓練でのオイルマット敷設 花火大会での煙火消費

35
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※

※ 平成27年度は第３四半期までの集計結果

水質事故・工業保安事故の対応状況

水質事故訓練でのオイルマット敷設 花火大会での煙火消費



２　有害鳥獣対策の推進

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１件 1 0 1 1

３　ヤマビル被害対策事業費補助金の交付

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

3件 2 1 0 0

3件 2 1 0 1

250千円 230 20 0 0

131千円 82 49 0 0

累計

交付決定件数 3

交付決定額 250

前年度

前年度

4

131

項目
年間目標
（計画）

交付決定額          (単位：千円)

有害鳥獣対策を推進するため、地域による鳥獣被害対策の取組みへの支援を行います。

ヤマビルによる被害対策等の効果的な実施を図るため、市町が実施する被害対策事業に補助を行い
ます。

モデル的な集落環境
整備の実施

3

項目
年間目標
（計画）

実績件数

累計

過去の被害対策の例（下草刈り）ヤマビル

モデル的な防護柵の設置 放置果樹（ゆず）の収獲・剪定

過去の被害対策の例（下草刈り）ヤマビル



４　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

【廃棄物関係法令に基づく事務】
　廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に
基づく許認可・届出（報告）受理事務及び
それに関する事前相談（事務手続き及び技
術的指導等）を行うとともに、不適正事案
に対する対応を行います。
　また、規制対象事業者に対する立入検査
等を実施します。

　不適正保管事業者に対する是正指導を行っ
たほか、事前相談への対応、立入検査を行い
ました。また、６月末日報告期限の各種法定
報告の受理事務を行いました。

　不適正保管事業者に対する是正指導を行っ
たほか、事前相談への対応、立入検査を行い
ました。また、関係機関と協調して、不適正
処理防止の啓発のため、クリーンキャンペー
ンを実施しました。

項目 実績・進捗状況

　不適正保管事業者に対する是正指導を行っ
たほか、事前相談への対応、立入検査を行い
ました。特に、関係機関と連携した合同立入
調査や路上立入調査を行いました。

【自然保護関係法令に基づく事務】

　鳥獣保護員等の任命・説明会、県央地域鳥
獣対策協議会部会の開催・調整を行いまし
た。また、自然保護関係法令手続にかかる事
前相談への対応や県有緑地維持管理の事務を
行いました。

　自然保護に係る許可（県鳥獣総合対策協議
会の結果を踏まえたニホンザルの個体数調整
に係る捕獲許可等）を行いました。また、狩
猟免許の大量更新に伴う事務や、県有緑地の

　不適正保管事業者に対する是正指導を行っ
たほか、事前相談への対応、立入検査を行い
ました。また、緊急事案（火災）では現場に
て廃棄物の処理等の指導も迅速に行いまし
た。さらに県央地域管内市町村廃棄物担当者
会議を開催し、情報交換等を行いました。

第３四半期

第４四半期

【自然保護関係法令に基づく事務】
　鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法
律に基づく狩猟関係事務、鳥獣等捕獲許可
事務、鳥獣保護員等の配置等の事務、県央
地域鳥獣対策協議会の事務局としての調
整、風致地区条例等に基づく行為許可事務
を行います。
　さらに、市町村や関係機関と連携しクマ
出没時、野鳥の不審死発生時における迅速
な対応を行います。
　また、県有緑地の財産管理の事務を行い
ます。

猟免許の大量更新に伴う事務や、県有緑地の
台風後のパトロール等を行いました。

　自然保護に係る許可や狩猟者の登録を行
い、狩猟期間にはパトロールを行いました。
また、樹木の伐採など県有緑地の維持管理を
行いました。
　また、地域ぐるみの鳥獣被害対策を推進す
るため、愛川町内のモデル地区において地域
住民やボランティアとの協同による放置果樹
の収穫・剪定等の取り組みを行いました。

　自然保護に係る許可、狩猟期間中の狩猟パ
トロール、ガンカモ類の生息調査を行い、県
有緑地における危険木の対応などの維持管理
を行いました。
　さらに、県央地域鳥獣対策協議会を開催
し、平成28年度の鳥獣保護管理計画に係る調
整等を行ったほか、地域主体の鳥獣被害対策
を推進する取組の一環として重点取組地域に
おける鳥獣被害対策講習会を行いました。



第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

【公害関係法令に基づく許認可等事務】
　水質汚濁防止法、大気汚染防止法等の公
害関係法令に基づく許認可・届出等の処理
事務及び事前相談への対応を行います。
　また、規制対象事業者に対する立入検査
等を実施します。

　公害関係法令に関する事業者からの事前相
談への対応、技術的指導、立入検査等を行い
ました。また、光化学オキシダント対策に係
る立入検査や６月の環境月間に合わせた市町
村との合同による事業場への立入検査を重点
的に行いました。水質事故対応の推進に関し
ては、水質事故訓練の実施場所の検討を行い
ました。

　公害関係法令に関する事業者からの事前相
談への対応、技術的指導、立入検査を行いま
した。また、光化学オキシダント対策に係る
立入検査と改正水質汚濁防止法に関係する案
件に重点的に取り組みました。水質事故対応
の推進については、10月に実施する水質事故
訓練の準備を進めるとともに、９月に事業者
団体の研修会で未然防止対策を説明しまし
た。

　公害関係法令に関する事業者からの事前相
談への対応、技術的指導、立入検査を行いま
した。また、10月に海老名市内で発生したコ
イ等が死亡する水質事故では、市と連携し、
的確に対応しました。さらに同月では、小鮎
川河川敷で水質事故訓練を行い、事故発生時
の対応力の向上や県、市、水道事業者等の関
係機関の連携強化を図りました。

　公害関係法令に関する事業者からの事前相
談への対応、技術的指導、立入検査を行いま
した。また、１月に土壌汚染対策法に基づく
要措置区域の指定を２件、形質変更時要届出
区域の指定を１件するなど、土壌汚染対策関
係の対応を重点的に行いました。さらにアス
ベスト除去工事の現場立入を強化し、飛散流
出のおそれのある事案で行政指導を行いまし出のおそれのある事案で行政指導を行いまし
た。



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　　

【工業保安関係法令に基づく許認可等事
務】
　高圧ガス保安法、火薬類取締法等の工業
保安関係法令に基づく許認可・届出等の処
理事務及び事前相談への対応を行います。
　また、規制対象事業者に対する立入検査
等を実施します。

　事業者からの事前相談への対応、技術的指
導、立入検査等を行うとともに、液化石油ガ
ス販売報告書等の集中受付、火薬類製造施
設・火薬庫等に対し重点的な検査を行いまし
た。また、相模原市への権限移譲に関して
は、同市との合同立入検査を火薬類関係で８
件、高圧ガス関係で１件行いました。

　工業保安関係法令に関する事業者からの事
前相談への対応、技術的指導等を行うととも
に、多くの花火大会（煙火消費）が実施され
たため、それらに対する重点的な立入検査を
行いました。また、相模原市への権限移譲に
関しては、同市との合同立入検査を火薬類関
係で２件、高圧ガス関係で１件行いました。

　事業者からの事前相談への対応、技術的指
導、立入検査等を行うとともに、液化石油ガ
ス販売事業者を対象とした保安セミナーの開
催や、高圧ガス運搬車両に対する路上検査を
行いました。なお、路上検査については、相
模原市への権限移譲とも関係するため、同市
内の４件を県・市合同で行いました。

　事業者からの事前相談への対応、技術的指
導、立入検査等を行うなかで、特に液化石油
ガス販売事業者に対し重点的な立入検査を行
いました。また、相模原市への権限移譲に関
しては、同市との合同立入検査を火薬類関係
で２件行いました。

　６月は環境月間であり、市町との合同立入検査や功労者の所長表
彰を実施しました。また各種環境法令に基づく報告等の提出期限と

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

総合評価

　許認可等の事務を適切に執行するとともに、事前相談や相次ぐ水
質事故、火災、アスベスト事案等に対しても迅速かつ的確に対応し
ました。
　また、多様化する住民要望にも丁寧に対応し、住民不安の拡大を
阻止することができました。

　許認可及び立入検査等の事務を適正に行うとともに、突発事故等
に対しても的確に対応するなど、予定どおり業務を行うことができ
ました。

　許認可等の事務を適切に執行するとともに、事前相談や突発事故
等に対しても的確に対応しました。
　また、不適正事案に対しては、必要に応じて市町村等関係機関と
連携を図りつつ的確に対応しました。

046-224-4222連絡先（電話番号）

部長評価

彰を実施しました。また各種環境法令に基づく報告等の提出期限と
なっている時期で業務量は増加しましたが、許認可事務や補助金交
付事務を期限内に適切に執行し、事前相談や突発事故等に対しても
的確に対応しました。

　許認可等の事務を適切に執行するとともに、事前相談や突発事故
等に対しても的確に対応しました。
　また、不適正事案に対しては、必要に応じて市町村等関係機関と
連携を図りつつ的確に対応しました。


