
局名 部名

環境
農政局

環境部

Ⅰ　業務概要

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
室・課（出先は所属）名

大気水質課

所属のホームページ

http://www.pref.kanagawa.jp/div/0515/

第１号様式

所属進行表

環境農政局大気水質課長の加藤です。

大気水質課は、主に次の仕事をしています。

・ ＰＭ2.5（微小粒子状物質）など大気環境の状況を常時監視し、ＰＭ2.5の高濃度

予報や光化学スモッグ注意報の発令を行っています。

・ 大気汚染防止法や水質汚濁防止法等の法令に基づき、きれいな空気や水を県民が

享受できるよう、事業所等から排出される大気汚染物質や水質汚濁物質の発生を低

減するための対策を推進しています。

・ 自動車からの排出ガスによる大気汚染を低減するため、条例により旧式ディーゼ

ル車の運行規制を行っているほか、運送事業者等のエコドライブ推進に取り組んで

います。

・ 人の健康や動植物の生息・生育に影響を及ぼすおそれのある化学物質の環境への

排出量を減らすため、事業者による化学物質の自主管理を推進しています。

Ⅱ　収支の状況

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。

(単位：千円)

昭和40年代の京浜臨海部 平成20年代の京浜臨海部

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

16,212 9,795 9,795

6,580 6,588 6,588

691 1 29 687 717

23,483 1 29 0 687 16,383 17,099

項目 (再)配当額

事業費 92,828 3,844 2,780 6,787 57,442 6,190 77,042

維持管理費 0

計 92,828 3,844 2,780 6,787 57,442 6,190 77,042

67,032 44,529 69,555 48,332 229,448

70,876 47,309 76,342 105,774 6,190 306,491

△ 70,875 △ 47,280 △ 76,342 △ 105,087 10,193 △ 289,391

収
入

収入科目 収入済額

国庫支出金

財産収入

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 26 26 27 27

上記以外の職員 1 1 1 1

計（人） 27 27 28 28

配置職員数

（注）常勤職員26人の外、市からの派遣職員１人が配置されています。
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http://www.pref.kanagawa.jp/div/0515/


Ⅳ　業務実施状況

１　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

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。

【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）

(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

（給油時）

した。



２　二酸化窒素の環境基準の達成を目指した局地汚染対策の着実な推進

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

川崎市川崎区池上新田公園前測定局
における二酸化窒素の平成27年度環
境基準の達成を目指し、局地汚染対
策の実施及び普及啓発を行います。

パネル展示による啓発を５回実施しま
した。また、かわさき自動車環境対策
推進協議会に出席し、関係団体等と共
同した取組の実施に向けて協力を求め
ました。

環境基準の達成に向け、川崎市臨海部
事業者に対して改めて協力依頼をする
ため、川崎市と調整を行いました。ま
た、11月から実施する二酸化窒素の高
濃度予報に向けた準備を行いました。

11月から二酸化窒素の高濃度予報を開
始しました。また、11月の「かわさき
産業道路NO!NOx月間」では、「かわさ
き産業道路大気環境セミナー＆ウォー
ク」及び啓発活動を集中して実施しま
した。更に、川崎市臨海部事業者等465
者に対し、川崎市と連名で環境基準の
達成に向けた協力を依頼しました。

環境基準の達成に向け、二酸化窒素の
濃度が高くなる冬季に、高濃度予報を
行いました。また、臨海部事業者の
「環境に配慮した自動車利用」の取組
事例について取りまとめ、ホームペー事例について取りまとめ、ホームペー
ジで公開しました。

付近の道路の様子 池上新田公園前測定局



３　職員の能力と組織力向上に向けた研修等の実施

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

地域県政総合センターの環境部が実施
する、事業所への立入現場研修に職員
を参加させ、技術の向上を図りまし
た。

項目 実績・進捗状況

環境行政を支える環境系技術職員の
スキルアップを図るため、環境科学
センターが実施する研修内容の充実
を図るとともに、若手職員を対象と
した研修に力を入れます。

大気水質等担当職員研修の講師を８人
選任するとともに、時宜に即した研修
資料を作成しました。

7月に大気水質等担当職員研修を実施し
ました。また、秋に実施する技術研修
の講師等の調整を行いました。

アスベスト対策や水質事故対応等の技
術研修や、入庁２年目までの環境系技
術職職員を対象とした研修を実施しま
した。

社会的な関心が高いＰＭ2.5について、朝８時と午後１時の毎日
２回、２年以上にわたり高濃度予報を実施し、情報提供していま
す。また、局地大気汚染対策として、かわさき自動車環境対策推
進協議会を通じて、ＮＯ2の高い冬季の取組について情報共有を
図りました。さらに、環境農政局新採用職員等研修では、ガソリ
ンベーパー対策を含むＰＭ2.5対策など、最近の内容を盛り込ん
だ研修を実施しました。全体的に計画通り事務を進めることがで
きました。

第２四半期

第３四半期

第４四半期

総合評価

045-210-4107連絡先（電話番号）

所属長評価

ＯＲＶＲ車の必要性を伝える啓発ビデオが完成し、電車内で放映
するとともに、ホームページに掲載しました。九都県市と連携
し、東京モーターショーでエコドライブに関する情報発信を行っ
たほか、二酸化窒素が高濃度になりやすい冬場に向けて、川崎市
臨海部の事業者に環境に配慮した車の利用を呼びかけました。さ
らに、東京湾の水質改善に向け、関係自治体と協議を重ねるな
ど、様々な仕事を着実に進めることができました。

ガソリンベーパーを考えるシンポジウムを開催し、多くの方々に
参加いただくとともに、シンポジウムの内容をホームページに掲
載することで、ＯＲＶＲ車の必要性について情報発信することが
できました。また、二酸化窒素の高濃度予報など、様々な取組を
進めることができました。さらに、新年度事業についても、早期
立ち上げのため、一丸となって準備に取り組みました。

大気水質課の業務は、大気や水質の保全だけでなく、化学物質対
策、自動車交通環境対策など多岐にわたりますが、ガソリンベー
パー対策について新たな取組を進めるなど、環境基準の達成に向
けた様々な取組を着実に進めることができました。

ＰＭ2.5の高濃度予報を継続するとともに、低減対策として、静
岡県・山梨県と連携した夏季のＶＯＣ対策を行いました。また、
ＶＯＣの一種であるガソリンベーパー対策として、ＯＲＶＲ車の
必要性を伝える啓発ビデオの制作やシンポジウムの準備を進めま
した。全体的に計画通り事務を進めることができました。

045-210-4107連絡先（電話番号）


