
部　名 所属のホームページ

環境部

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況

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

湘南地域県政総合センター http://www.pref.kanagawa.jp/div/0024/

第１号様式

所属進行表

湘南地域県政総合センター環境部では、管内を対象に主に次の仕
事をしています。
① 廃棄物の不法投棄等の不適正処理の防止や廃棄物処理業者など
への立入検査・指導などを行っています。

② 緑地の確保、野生鳥獣の保護・管理、正しい狩猟に向けた指導
などを行っています。

③ 高圧ガス、液化石油ガス、火薬類等にかかる許認可指導及び

保安検査など現場検査を行っています。

④ 公害を防止するため、施設や事業者などの許認可指導、現場

立入検査などを行っています。

（所管区域は、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒
川町、大磯町、二宮町の５市３町です。）

〔みどりの協定による緑地〕

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

0

0

0

収
入

収入科目 収入済額

収支の状況欄については、総務部において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。

0 0 0 0 0 0 0

項目 (再)配当額

事業費 0

維持管理費 0

計 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

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 22 24 23 23

上記以外の職員 16 16 16 16

計（人） 38 40 39 39

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/0024/


Ⅳ　業務実施状況

１　法令等に基づく許認可事務の適切な実施

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

33 45 83 53

39 58 92 70

25 8 4 23

32 21 22 21

14 19 20 22

22 11 16 20

12 25 18 14

14 19 14 12

２　補助金交付状況

  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 出納整理期間 累計

２市町 2 0 0 0 　　－ 2
２市町 2 0 0 0 　　－ 2
622千円 622 0 0 0 △ 19 603
622千円 622 0 0 0 0 622

３　煙火消費（花火大会）における安全管理の徹底

項目

　廃棄物、自然保護、公害及び工業保安関係法令の許認可事務について、事案ごとの趣旨・内容を精査
し、法令等に照らし、円滑かつ適切に行います。

項目
実　績（許認可事務件数）　　　（単位：件）

累計

廃棄物関係 214
(前年度実績） 259

自然保護関係 60
(前年度実績） 96

公害関係 75
(前年度実績） 69

工業保安関係 69
(前年度実績） 59

実績・進捗状況

　対象消費場所（花火打揚げ場所等）について

項目
年間目標
（計画）

　深刻化するヤマビル被害に対応するため、地域ぐるみで環境整備活動等のヤマビル対策を実施する市
町に対し、補助金を交付します。

交付決定額　　　　　　　　（単位：千円）　

市町数

交付決定額

（前年度実績）

（前年度実績）

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

　煙火消費（花火大会）にかかる立入検査
において、火災防止対策についての法令順
守状況を確認し、安全管理の徹底を図りま
す。

　対象消費場所（花火打揚げ場所等）について
立入検査を行い、火災防止対策について確認し
ました。

　引き続き、対象消費場所（花火打揚げ場所
等）について立入検査を行い、火災防止対策に
ついて確認しました。

　引き続き、対象消費場所（花火打揚げ場所
等）について立入検査を行い、火災防止対策に
ついて確認しました。

　検査対象となる事案（花火大会）はありませ
んでした。



４　廃棄物不適正事案に係る早期対応の推進

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

　産業廃棄物の不適正事案の増加を防止す
るため、産業廃棄物の不適正保管や野外焼
却等の新規発生事案に速やかに対応し、早
期解決に向けて取り組みます。

　新規事案について現地調査、行為者への指導
等に速やかに着手するとともに、継続事案につ
いて早期解決に向けた継続的な調査、指導等を
行いました。
　継続指導の結果、不適正に保管された建設廃
材等が適正に撤去された事例がありました。

　引き続き、新規事案については速やかに現地
調査を行うとともに、継続事案については現地
の監視や早期解決に向けて指示書等を交付する
等継続的な指導を行いました。
　継続指導の結果、不適正に保管された建設廃
材等が搬出され保管量が減少した事例がありま
した。

　引き続き、新規事案については速やかに対応
するとともに、継続事案については現地の監視
や早期解決に向けて改善勧告書等を交付する等
指導の強化を図りました。
　継続指導の結果、不適正に保管された建設廃
材等が適正に撤去された事例がありました。

　引き続き、新規事案については現地調査を行
うなど速やかに対応するとともに、継続事案に
ついては現地の監視や早期解決に向けて改善勧
告書等を交付する等の指導の強化を進めまし
た。
　継続指導の結果、不適正に保管された建設廃
材等が適正に撤去された事例がありました。
　また、動植物残さを取り扱う産業廃棄物処分
業者等への立入検査を速やかに実施しました。



５　有害鳥獣対策の推進

第１四半期

第２四半期

第３四半期

項目 実績・進捗状況

　有害鳥獣による農業被害等の軽減のた
め、市町や農協等と連携し、地域自らが継
続的・計画的に鳥獣対策を推進する仕組み
づくりや、鳥獣の捕獲の促進に取り組みま
す。

　湘南地域鳥獣被害対策支援チームの重点取組
地域を３地区定め、地区毎に取組を開始しまし
た。その一環として、大磯町主催の住民・農業
者向けの鳥獣被害対策講習会(6/21,6/22)の実施
を支援しました。
　また、昨年度の実績を踏まえ、ツキノワグマ
出没時対応地域マニュアルの改定に向けた検討
を行いました。

　大磯町での第１四半期の講習会を踏まえ実施
した鳥獣の出没経路となるヤブの刈払い、秦野
市での集落環境調査や獣害に強い作物の栽培、
伊勢原市での獣害対策講習など、支援チームの
重点取組地域で行われた地域主体の取組への支
援を行いました。
　また、ツキノワグマ出没時対応地域マニュア
ルの改定を行い、クマの出没に備えた体制を整
え、８月からの伊勢原市でのクマの出没に対し
て、適切に対応することができました。

　集落環境調査・診断会、獣害に強い作物の栽
培（秦野市）、ヤブの刈払い（大磯町）などの
継続に加え、イノシシの行動調査（大磯町・平
塚市）、捕獲檻点検（秦野市）などを実施する
など、支援チームによる支援を強化しました。
　また、10月以降、伊勢原市においてツキノワ
グマの出没が相次いだことから、地域マニュア
ル等に従い追払いなどの対策を直ちに実施し、
人身被害を防ぐことができました。

　集落環境診断会、獣害に強い作物の栽培、イ

第４四半期

６　ＰＭ2.5低減のための揮発性有機化合物（ＶＯＣ）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

　微小粒子状物質（ＰＭ2.5）の低減対策
の一環として、ＶＯＣを排出する事業所に
対し、一層の削減を指導します。

  事業所指導に向けて、対象事業所の確認及び
検査調書の準備を行いました。

　対象事業所に立入検査を行い、ＶＯＣ排出削
減を指導しました。

項目

　集落環境診断会、獣害に強い作物の栽培、イ
ノシシの行動調査などの継続に加え、鳥獣被害
対策講習会（大磯町）、女性のための鳥獣対策
勉強会（伊勢原市）、ヤブの刈払い（秦野市）
などを実施するなど、支援チームによる支援を
強化しました。
　また、平成27年度事業結果のとりまとめを行
うとともに、３月開催の支援チーム会議で成果
と課題についての検証と今後の方向性の検討を
行いました。

　第２四半期までに実施済

　同上

実績・進捗状況

〔刈り払われたヤブ〕〔鳥獣被害対策講習会〕



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

0463(22)9245連絡先（電話番号）

部長評価

　計画に基づき、許認可事務の執行、現場確認及び検査等を適正に行う
とともに、不法投棄等への対応や苦情対応を速やかに行うなど、概ね予
定どおり業務を行うことができました。

　計画に基づき、許認可事務の執行、現場確認及び検査等を適正に行う
とともに、不法投棄等への対応や苦情対応を速やかに行うなど、概ね予
定どおり業務を行うことができました。
　また、有害鳥獣対策について、市町や農協等と連携し、地域における
対策の推進を支援するとともに、秋季に増加が予想されるクマの出没へ
の準備を行い、８月の出没にも市と連携した対応を行いました。

　計画に基づき、引き続き概ね予定どおり業務を行うことができまし
た。有害鳥獣対策としては、クマの出没が相次ぎましたが、準備が整っ
ていたため、市と連携した対応を行い、人的被害を防ぐことができまし
た。

　計画に基づき、引き続き概ね予定どおり業務を行うことができまし
た。
　また、有害鳥獣対策について、市町や農協等と連携し、地域における
対策の推進を支援したほか、県外で発生した廃棄食品の転売事案を受
け、食品廃棄物に関係する産業廃棄物処分業者等に緊急的な立入検査を
行うなど、適時の取組を行いました。

　許認可の事務執行や立入検査を適正に行うとともに、不法投棄等への
対応を速やかに実施しました。
　また、有害鳥獣対策として、地域における対策の推進を支援するとと
もに、ツキノワグマ出没に対し、必要な備えを行った上で市と協力して
対策を講じた結果、本年度も人的被害を防ぐことができました。


