
Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

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。

業務運営進行表

（平成28年４月１日～平成29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。
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「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 26 27 27 27

上記以外の職員 24 24 25 25

計（人） 50 51 52 52

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

2 1 2 2

3 3 2 5

0 4 2 3

3 1 3 1

前年度

前年度

水質事故対応(件)

工業保安事故対応(件)

13

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

7
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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
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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

3件 0 2 2 1

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

2件 2 0 0 0

3件 2 1 0 0

230千円 230 0 0 0

250千円 230 20 0 0

累計

交付決定件数 2

交付決定額 230

前年度

前年度

3

250

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

5

項目
年間目標
（計画）

実績件数

累計

前年度 3

過去の被害対策の例（下草刈り）ヤマビル

放置果樹（ゆず）収穫後の樹木広域防護柵付近の竹薮伐採



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

第３四半期

第４四半期

【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、火災が発生した事業所に残された廃
棄物の処理等を指導しました。また、事前相
談への対応、立入検査を行うとともに、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。

　本年３月末に火災が発生した事業所に残さ
れた廃棄物の処理等を指導ていたところ、７
月までに全てが処理されました。また、排水
に係る維持管理基準違反の事業所に対し、原
因究明と再発防止策を指導しました。

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。また、食品残渣等を処理し、堆肥を
製造する事業者に対し、許可基準及び施設の
維持管理基準の違反状態を改善するよう指導
しました。

【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。

　鳥獣保護員等の任命・説明会のほか、地域
主体の鳥獣被害対策を推進する取組の一環と
して愛川町のモデル地域において地域住民と
の検討会を実施し、これまでの取組内容の確
認と今後の課題を整理しました。
　また、相模原市藤野地区ではクマの出没が
多く確認されたため、相模原市や関係機関と
連携し、現地調査等を行うとともに、牧野地
域では捕獲用の箱わなを設置しました。

　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、県
有緑地の整備を行うとともに、重点地域にお
ける鳥獣被害対策の取組として竹薮の伐採や
展示圃の設置を行いました。

　狩猟解禁と同時にパトロールを重点的に行
いました。また、愛川町の重点地区における
鳥獣被害対策の取組として、地域住民やボラ
ンティアと協同で放置果樹の収穫・剪定を行
いました。
　さらに、野鳥サーベイランスにおける対応
レベルが「レベル３」に引き上げられるとと
もに、野鳥の不審死に係る通報が増えてきた
ため、監視体制を強化し、現地調査と鳥イン
フルエンザ簡易検査を随時行いました。

　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29年度の鳥獣保護管理計画に係る調
整等を行ったほか、愛川町の重点取組地域に
おいて平成26～28年度にかけて実施してきた
地域主体の鳥獣被害対策を推進する取組につ
いて、地域検討会で３年間の取組成果につい
て報告し、今後の課題について話し合いまし
た。

　ＰＣＢ廃棄物に係る立入検査を重点的に行
い、未届・不適正保管の是正指導を行いまし
た。また、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

第３四半期

第４四半期

【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。

　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、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４件、高圧ガス関係で５
件実施しました。

　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、引継文書に係る調整や、合同立入
検査（火薬類関係で３件、高圧ガス関係で８
件）を行いました。

　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、技術的指導等に加えて、神
奈川工科大学学園祭にあわせて、同大学にお
いて「県央環境展－水素の時代到来」を開催
しました。約600名の来場者があり、水素エネ
ルギーに対する安全性への取組みについての
理解を促しました。また、相模原市への権限
移譲に関しては、引継文書に係る調整や、合
同立入検査（火薬類関係で１件、高圧ガス関
係で５件）を行いました。

　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、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、引継文書
に係る調整や、合同立入検査（火薬類関係で
６件、高圧ガス関係で18件）を行いました。

【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。

　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、揮発性有機化合物（ＶＯＣ）排
出施設を有する工場・事業場への立入検査を
重点的に行いました。

　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、第一種フロン類充塡回収業者へ
の立入検査を重点的に行いました。
　さらに、公共事業発注者向けに土壌汚染対
策セミナーを初めて開催しました。

　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、管内の市が主催した環境保全講
習会及び事業所講習会に職員を講師として派
遣し、県生活環境の保全等に関する条例の概
要や書類の記載方法等について説明しまし
た。



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

　許認可等の事務を適切に執行するとともに、事前相談、ＰＣＢ廃棄
物等の立入検査を重点的に行いました。
　特に、鳥インフルエンザへの監視強化により、夜間・休日において
も速やかに対応し、地域の不安解消に努めました。

　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
対しても迅速かつ的確に対応するなど、業務を的確に行うことができ
ました。
　今年度は水質事故件数が少なかった（全7件、魚死亡事故ゼロ）こ
となど、これまでの事業者指導や周知徹底の成果によるものだと思い
ます。

　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、市町村等の関係機関と連携を図り、
適切に対応しました。

046-224-4222連絡先（電話番号）

部長評価

　６月は環境月間であり、市町との合同立入検査や環境保全・工業保
安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実施しました。
　さらに、火災発生事業所の廃棄物処理、クマ出没事案等に対しても
迅速かつ的確に対応し、地域住民の不安拡大を防止することができま
した。

　許認可等の事務を適切に執行するとともに、野鳥の不審死等の突発
事象に対しても的確に対処しました。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、適切に対応しました。
　さらに、初めて実施した「県央環境展」では、次世代を担う若者を
中心に新たな環境技術への理解や関心を深めることができ、内外から
多くの評価を得ました。


