
第２号様式

局進行表

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

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

収入科目 年間計画額

国庫支出金 6,484,349 56,787 266,006 426,762 2,064,207 1,621,577 4,435,340

使用料及び手数料 709,429 290,694 186,973 229,295 143,127 23,516 873,605

財産収入 257,058 47,897 112,238 39,265 49,301 95,780 344,482

諸収入 470,232 67,390 72,456 87,161 752,427 98,366 1,077,800

その他 6,039,243 1,150,973 663,575 1,464,882 2,611,481 -156,068 5,734,843

収入計（A) 13,960,311 1,613,741 1,301,248 2,247,365 5,620,544 1,683,172 12,466,070

項目 (再)配当額

事業費 18,754,277 926,898 2,273,109 2,418,751 4,758,731 4,920,482 15,297,971

維持管理費 851,164 142,362 144,974 195,520 241,864 115,100 839,820

計 19,605,441 1,069,260 2,418,083 2,614,271 5,000,595 5,035,582 16,137,791

2,541,477 1,712,837 2,399,827 1,868,415 8,522,556

3,610,737 4,130,920 5,014,098 6,869,010 5,035,582 24,660,347

△ 1,996,996 △ 2,829,672 △ 2,766,733 △ 1,248,466 △ 3,352,410 △ 12,194,277

Ⅲ　職員配置状況

４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

849 847 847 846

251 274 273 256

1,100 1,121 1,120 1,102

（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）所属進行表の額を集計しているため、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。
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業務運営進行表

収入済額

（平成27年４月１日～平成28年3月31日）

局名 環境農政局

　　　差額(A)-(B) (注２)

支
出

人件費計（注１）

支出済額

支出計(B)

   環境農政局長の金子です。 

   環境農政局は、１室３部に分かれており、主に次の仕事をしています。 

総 務 室･･･局内の予算の経理、人事・局所管行政の企画調整、議会関係などの事務、局所管 

土木工事の検査及び技術管理、県内の農業協同組合の検査指導などを行っています。 

 

環 境 部･･･環境基本計画の推進及び総合調整、地球温暖化対策、環境影響評価、生活環境の  

保全､大気汚染・水質汚濁・土壌汚染の防止、循環型社会づくり、廃棄物の処理などに関する 

企画・調整及び関係法令の施行等を行っています。 

 

緑 政 部･･･緑化の推進及び自然環境の保全、水源環境の保全・再生、森林計画及び森林の保護

などに関する企画・調整及び関係法令の施行等を行っています。 

 

農 政 部･･･都市農業の推進、農産物の生産指導及び奨励、企業等の農業参入支援及び就農支援、

農地の有効利用の促進、里地里山の保全、水産資源の管理及び保護育成、漁業の調整及び取締

り、家畜の改良・増殖及び衛生などに関する企画調整及び関係法令の施行等を行っていま

す。                 



Ⅳ　業務実施状況

１　総務室

（１）　協同組合検査実施状況

25 4 9 7 5 25

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

26 4 7 7 8 26

（２）　事故、不祥事の防止に向けた取組

5 1 1 3 1 6

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

5 1 1 1 2 5

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

今年度の実施内容

予算編成時における確認作業について、各所属の担当者を対
象に研修を実施しました。（１回、13人参加）

かながわグランドデザイン実施計画の重点プロジェクト等の
事業化に向けた所要額調整を行いました。

予算編成が始まるにあたって、各所属の担当者を対象に研修
を実施しました。（１回、13人参加）

かながわグランドデザイン実施計画の重点プロジェクトに掲
げた具体的な取組の事業化に向けて必要額を計上しました。

  環境農政局内の事故防止に向けた研修会を開催し、職員の意識高揚を図り事故防止に努めます。

項目
年間目標
（計画）

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累計

実施回数

今年度の実施内容

新規採用職員に対し、不祥事防止の取り組みについて研修を
行いました。（43名）

局内課長代理以上の職員向け危機管理研修を実施しました。
（37名参加）

交通事故防止研修を２回（計48名）及び公務災害防止研修１
回（19名）を実施しました。

局内所属長以上の職員に対し、職員倫理に関する研修を実施
しました。（33名参加）

（前年度実績）

　農業協同組合、水産業協同組合及び森林組合の健全かつ適正な運営が図られることを目的として、組
合に対し実効性のある検査を実施します。

項目
年間目標
（計画）

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累計

検査組合数

今年度の実施内容

農協 １組合(立入日数延べ8日)、水産協 ３組合(立入日数延
べ3日)

農協 ２組合(立入日数延べ25日)、水産協 ７組合(立入日数
延べ8日)

農協 ２組合(立入日数延べ22日)、水産協 ３組合(立入日数
延べ4日)、森組 ２組合(立入日数延べ2日)

農協 ２組合(立入日数延べ25日)、森組 ３組合(立入日数延
べ3日)

（前年度実績）

（３）　予算編成過程を通じて、かながわグランドデザイン実施計画の重点プロジェクト等の事業化に
必要な予算措置について調整するとともに、予算編成における誤りを防止するための措置を講じます。

項目 実績・進捗状況



２　環境部

（１）　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」及び

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

20,000 3,122 2,866 2,885 7,692

12,000 4,266 1,531 2,785 869

(２)　新たな神奈川県環境基本計画の策定

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

項目 実績・進捗状況

　現行の神奈川県環境基本計画は、平成27
年度で計画の最終年度を迎え、また新たに
取り組むべき課題も生じていることから、
平成28年度からの新たな基本計画を策定す
べく、検討を進めます。
　検討は、県民、議会、市町村、環境審議
会等のご意見を伺いながら進め、平成28年
3月に県議会議決を得たうえで、今年度末
に新たな基本計画を策定することを目指し
ます。

第１・四半期

　神奈川県環境審議会に新たな基本計画の策定
について諮問し、審議会では新たな基本計画策
定にあたっての基本的な考え方等について審議
しました。また、環境農政常任委員会に新たな
基本計画策定にあたっての基本的な考え方等に
ついて報告しました。

　神奈川県環境審議会とその下部組織である環
境基本計画部会において計3回の審議を経て骨子
案を取りまとめ、環境農政常任委員会で骨子案
について報告しました。

　10月から1ヶ月間、骨子案について県民意見募
集（パブリックコメント）と市町村意見照会を
実施し、その意見を踏まえた素案について神奈
川県環境審議会で審議するとともに、環境農政
常任委員会に報告しました。

16,565

（前年度実績） 9,451

１月の環境審議会で答申を受け、３月に県議会
での議決を経て、同月末に計画を策定、公表し
ました。

年間目標
（登録・宣言数）

　「マイエコ10宣言」の普及

項目
実績人数　　　　　　　　　　　（単位：人）　

累計

マイアジェンダ登
録及びマイエコ10
（てん）宣言数
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26年度累計 



(３)　ＰＭ2.5対策に向けたＯＲＶＲ車（注１）の普及啓発

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

【ＯＲＶＲ車の法制化により回収できるガソリンベーパー】

（走行時） （駐車時） （給油時）

項目 実績・進捗状況

ＰＭ2.5の原因物質のひとつと考えられる
ガソリンベーパー（注２）の排出を抑制す
るＯＲＶＲ車の早期義務付けに向けて、動
画を活用した情報発信やシンポジウムの開
催等の普及啓発を実施します。

ＯＲＶＲ車普及啓発事業費について、６月補正
予算案を議会に提出するとともに、今後の事業
内容について検討を行いました。

ＯＲＶＲ車普及促進事業費が認められたことを
受け、啓発ビデオの制作に着手するとともに、
シンポジウム開催に向け関係者との調整を行い
ました。

啓発ビデオが完成し、東急東横線で電車内広告
を行うとともに、YouTubeへの掲載を行いまし
た。
また、シンポジウム開催に向け、各種広報媒体
との契約を行いました。

ガソリンベーパー対策として効果的なＯＲＶＲ
車に対する県民の理解を深めるため、28年１月
に「ガソリンベーパー」を考えるシンポジウム-
ＯＲＶＲ車って何？-を開催しました（参加者
112名）。シンポジウムの概要は新聞報道されま
した。また、県のホームページにもシンポジウ
ムの内容を掲載しました。

(注１)　ＯＲＶＲ車：大型回収装置により、車体内にガソリンベーパーを走行時、駐車時、給油時において回収し、燃
料として再利用
　　するシステムを搭載するガソリン車のこと
(注２)　ガソリンベーパー：ガソリンが蒸発して気化した蒸気のこと



３　水・緑部

（１）　施設利用状況

　   ア　自然環境保全センター（本館展示室等の一般公開）　

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

5,892 5,084 8,028 5,420 24,424

7,308 5,800 7,564 8,036 28,708

　   イ　県立２１世紀の森の年間利用者数

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

51,478 17,937 10,139 9,910 4,108

41,086 20,146 12,856 12,933 4,044

年間目標
（計画人数）

項目

入館者数

（前年度実績）

項目 年間目標
　　　　　　　　実　　　　績　　　　　　　（単位：人）

利用者数

（前年度実績）

21世紀の森　秋の風景

実績人数　　　　　　　　　　　（単位：人）　

累計

42,094

49,979

剥製やパネル展示 
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(２)　生物多様性地域戦略の策定

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

（３）「第３期かながわ水源環境保全・再生実行５か年計画」の策定に向けた取組

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

地域戦略骨子案を取りまとめ、環境農政常任委員会に報告し
ました。

地域戦略骨子案について、県民意見募集及び市町村への照会
を実施した上で、地域戦略素案を取りまとめ、環境農政常任
委員会に報告しました。

地域戦略として「かながわ生物多様性計画」を策定しました。

・第25回水源環境保全・再生かながわ県民フォーラムを開催
し、県民の皆様にこれまでの取組状況を紹介するとともに、
参加者と意見交換を行いました。
・水源環境保全・再生かながわ県民会議が「第３期実行５か
年計画に関する意見書」を知事に提出しました。
・第３期かながわ水源環境保全・再生実行５か年計画（骨子
案）を作成しました。

第３期かながわ水源環境保全・再生実行５か年計画（素案）↓

http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/801592.pdf

・第26回水源環境保全・再生かながわ県民フォーラムを開催
し、第３期かながわ水源環境保全・再生実行５か年計画（骨
子案）について説明し、県民の皆様から意見をいただきまし
た。また、パブリック・コメント（10月９日～11月８日）を
実施し、県民の皆様から幅広い意見をいただきました。
・第３期かながわ水源環境保全・再生実行５か年計画（素
案）を策定しました。

・第27回水源環境保全・再生かながわ県民フォーラムを開催
し、第３期かながわ水源環境保全・再生実行５か年計画（素
案）について説明し、県民の皆様から意見をいただきまし
た。また、パブリック・コメント（12月18日～1月17日）を
実施し、県民の皆様から幅広い意見をいただきました。

今年度の実施内容

「かながわ水源環境保全・再生施策大綱」の20年間（平成19～38年度）の折返し時期が近づくため、後
半10年における課題への対応を含めて、施策の方向性を整理し、次期５か年計画策定に向けた取組を進
めます。

項目

今年度の実施内容

実績・進捗状況

　新たな課題や前半の状況を踏まえて取り組むべき課題に対
応して、特別対策事業に盛り込むべき事業の検討に着手しま
した。

地域戦略骨子案の作成に向けて検討を進めました。

実績

　生物多様性の保全に係る本県の総合的な戦略と行動計画をまとめた生物多様性地域戦
略を策定します。

項目

   第26回水源環境保全・再生かながわ県民フォーラムの様子 

<会場風景>  <講演>  

http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/801592.pdf


(４）「かながわ水産業活性化指針」の策定

　先端技術の活用を盛り込んだ「かながわ水産業活性化指針」を策定します。

実績・進捗状況

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

４　農政部

　　入館者数　ア　フラワーセンター大船植物園

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累計

203,000 98,725 22,309 38,975 37,287 197,296

201,570 107,562 21,386 39,604 33,018 201,570（前年度実績）

入園者数

年間目標
（計画人数）

今年度の実施内容

項目

推進会議を開催し、骨子案について検討しました。

環境農政常任委員会に策定の主旨・着手について報告しまし
た。

環境農政常任委員会に素案を報告するとともに、パブリック
コメントを開始しました。

Ｈ28年３月に、先端技術の活用を盛り込んだ「かながわ水産
業活性化指針」を策定しました。

実績人数　　　　　　　　　　　（単位：人）　

（１）施設利用状況

項目
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<計画（骨子案）説明>  <質疑応答>  



（２） マーケット・イン型の農業産地確立の促進

時期

　スーパー、レストラン等のニーズを把握し、そのニーズに対応した生産（マーケット・イン型農業）
を行う産地を確立し、活性化・生産拡大を図るため、コーディネーターによる仕組みの提案や実証によ
り、取引の実現に向けた支援を行います。

生産者へのアンケート調査及び実需者とのヒア
リングを行いました。

来年度の取組につなげるため、本年度把握した
生産側と実需者側のそれぞれの意向や、新たに
成立した取引の内容を分析し、とりまとめまし
た。

実需者のニーズの把握に向けた準備を行いまし
た。

実施・進捗状況

第１
四半期

第２
四半期

第３
四半期

第４
四半期

実施計画

・　ニーズの把握と生産に対応できる産地
の発掘・調整・整理
・　ニーズに対応した取引の実現　等
【かながわグランドデザイン　実施計画プ
ロジェクト№10　農林水産】
　本事業は本県の総合計画である「かなが
わグランドデザイン」のプロジェクトに位
置付けられている事業です。
　プロジェクトでは数値目標の一つとして
「消費者や実需者のニーズに対応した新た
な販売契約数（累計）」をあげており、今
年度の目標値は15件（累計）となっていま
す。
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/a
ttachment/783679.pdf#page=88

実需者へのアンケート調査及び生産者とのヒア
リングや新たな取引に向けたコーディネートを
行い、ニーズに対応した新たな取引が20件開始
されました。



(３)　「畜産物の出口戦略」の推進

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

・2/8に、畜産関係事業者が百貨店のバイヤーや
飲食店等とともに「売れるモノづくり」を目指
し、ストーリー性のある商品を作り出すことに
繋げることを目的に、横浜のホテルにおいて
「かながわ畜産・絆づくり笑（商）談会」を開
催しました。畜産９ブランドが出展し、飲食店
等10社と試食を交えた商談を行いました。
・３グループにより行っているマーケティング
の実践活動は、今期ものべ４回開催しました。
・協議会の活動を通じて、レストランのメ
ニュー等に県産畜産物が使用されました【販路
拡大等19件（H26からの累計）】。

　
  生産者団体等と県で構成する「かながわ
畜産ブランド推進協議会」により、畜産物
の「流通・販売・消費面」に積極的にアプ
ローチする「畜産物の出口戦略」を推進
し、県産畜産物のブランド力の強化・向上
を図ります。
　具体的には、同協議会を実施主体とし
て、県産の畜産物の知名度を高めるための
イベントや、販路拡大を目指す商談会、
マーケティングの実践活動などにより総合
的な販売戦略を推進するほか、牛・豚・鶏
など畜種ごとの販売戦略の検討も行いま
す。
【かながわグランドデザイン　実施計画プ
ロジェクト№10　農林水産】
　本事業は本県の総合計画である「かなが
わグランドデザイン」のプロジェクトに位
置付けられている事業です。
　プロジェクトでは数値目標の一つとして
「新商品の開発や販路拡大などの成果があ
がった畜産ブランド数（累計）」をあげて
おり、今年度の目標値は10件（累計）と
なっています。
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/a
ttachment/783679.pdf#page=88

項目

・4/1～7に「そごう横浜店：グルメフェスティ
バル」に９ブランドが参加し、県産畜産物を県
民にＰＲしました。
・マーケティングの実践活動として、３ブラン
ドが消費者等へのグループインタビューの実
施・結果分析等をのべ10回開催し、引き続き活
動中です。
・昨年立ち上げた「かながわ銘柄豚肉推進協議
会」に加え、６月に「かながわ肉用鶏推進委員
会」及び「かながわ酪農活性化対策委員会」を
設立し、計３畜種における販売戦略の推進体制
を整えました。

実績・進捗状況

・7/30の「かながわ食育フェスタ」に参加し、
「生粋かながわ牛」をはじめとする県産牛肉
や、県産蜂蜜を県民にＰＲしました。
・9/2～7に「横浜高島屋：かながわ名産展」に
６ブランドが参加し、県産畜産物を県民にPRし
ました。
・３グループにより行っているマーケティング
の実践活動は、一部が商品コンセプト作り等に
発展するなど、今期ものべ10回開催しました。
・協議会の活動を通じてレストランのメニュー
や百貨店の中元品等に、県産畜産物が使用され
ました【販路拡大等14件（累計）】。
・本県初の肉用鶏生産に向け比較していた２鶏
種について、8/27の「かながわ肉用鶏推進委員
会」で一つに決定し、具体的な販売戦略を検討
することとしました。

・10/18に、県庁舎において「かながわ畜産フー
ドコレクション2015」を開催し、県内産の様々
な畜産物や加工品等の販売・試食を通じて、約
9,200人の方に県産畜産物のＰＲを行いました。
・11/6の「かながわ農林水産品商談会2015」に
６ブランド、10/26「地域食材提案商談会
inTOKYO」に１ブランドが参加し、活発な商談が
行われました。
・３グループにより行っているマーケティング
の実践活動は、今期ものべ７回開催しました。
・協議会の活動を通じて、レストランのメ
ニュー等に県産畜産物が使用されました【販路
拡大等17件（累計）】。

「かながわ畜産フードコレクション」のようす 

「かながわ畜産・絆づくり笑(商)談会」のようす 



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

局長評価

  環境に配慮した持続可能な社会の実現や、本県の多様で豊かな自然環
境の保全・活用、農林水産業の活性化に向け、「新たな神奈川県環境基
本計画」、「かながわ生物多様性計画」、「第３期かながわ水源環境保
全・再生実行５か年計画」、「かながわ水産業活性化指針」の策定作業
に着手するとともに、実需者のニーズに応じた生産を目指す「マーケッ
ト・イン型農業」の確立に向けた準備や、県産畜産物の販路拡大に取り
組むなど、環境農政局の重要な業務の推進に取り組みました。
　引き続き、目標の達成に向けて取り組んでまいります。

  環境に配慮した持続可能な社会の実現や、本県の多様で豊かな自然環
境の保全・活用、農林水産業の活性化に向け、「新たな神奈川県環境基
本計画」、「生物多様性地域戦略」、「第３期かながわ水源環境保全・
再生実行５か年計画」、「かながわ水産業活性化指針」の策定作業を進
めるとともに、実需者のニーズに応じた生産を目指す「マーケット・イ
ン型農業」の確立に向けた準備や、県産畜産物の販路拡大に取り組むな
ど、環境農政局の重要な業務の推進に取り組みました。
　下半期も引き続き、目標の達成に向けて取り組んでまいります。

  環境に配慮した持続可能な社会の実現や、本県の多様で豊かな自然環
境の保全・活用、農林水産業の活性化に向け、「新たな神奈川県環境基
本計画」、「かながわ生物多様性計画」、「第３期かながわ水源環境保
全・再生実行５か年計画」、「かながわ水産業活性化指針」の策定作業
を進めるとともに、実需者のニーズに応じた生産を目指す「マーケッ
ト・イン型農業」の確立に向けた準備や、県産畜産物の販路拡大に取り
組むなど、環境農政局の重要な業務の推進に取り組みました。
　第４四半期も引き続き、目標の達成に向けて取り組んでまいります。

  環境に配慮した持続可能な社会の実現や、本県の多様で豊かな自然環
境の保全・活用、農林水産業の活性化に向け、「新たな神奈川県環境基
本計画」、「かながわ生物多様性計画」、「かながわ水産業活性化指
針」を策定しました。また、「第３期かながわ水源環境保全・再生実行
５か年計画」の策定作業を進めるとともに、実需者のニーズに応じた生
産を目指す「マーケット・イン型農業」の確立に向けた準備や、県産畜
産物の販路拡大に取り組むなど、年間を通して環境農政局の重要な業務
の推進に取り組みました。

　平成27年度は、次のような局の主要業務の取組目標を達成することが
できました。
・かながわグランドデザイン実施計画の重点プロジェクト等の事業化に
必要な予算の計上と、予算編成における誤りを防止するための研修の実
施
・新たな「神奈川県環境基本計画」の策定
・生物多様性の保全に係る総合的な戦略と行動計画をまとめた「かなが
わ生物多様性計画」の策定
・先端技術の活用を盛り込んだ「かながわ水産業活性化指針」の策定
・実需者のニーズを把握し、そのニーズに対応した「マーケット・イン
型の農業産地確立」の促進
・県産畜産物のブランド力の強化・向上を図る「畜産物の出口戦略」の
推進

　平成28年度は、新たな取組目標の達成に向けて取り組むとともに、27
年度に目標を達成することができなかった「マイアジェンダ登録及びエ
コ10宣言」の普及についても、目標を達成できるよう力を入れて取り組
みます。

　また、「フラワーセンター大船植物園」及び「県立21世紀の森」につ
いては、目標に掲げた利用人数を達成することができなかったことか
ら、28年度はより多くの県民の皆さんに利用いただけるよう努めます。



045-210-4031連絡先（電話番号）


