
第２号様式

局進行表

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　支出の状況 (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

項目 (再)配当額

事業費 16,225,141 777,877 2,008,099 2,739,841 4,882,129 2,915,03913,322,985

維持管理費 810,412 117,473 165,016 201,988 255,028 103,014 842,519

計 17,035,553 895,350 2,173,115 2,941,829 5,137,157 3,018,05314,165,504

2,872,048 1,749,141 2,546,480 1,758,250 8,925,919

3,767,398 3,922,256 5,488,309 6,895,407 3,018,05323,091,423

Ⅲ　職員配置状況

４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

831 839 839 840

247 284 275 269

1,078 1,123 1,114 1,109

業務運営進行表

（平成28年４月１日～平成29年３月31日）

局名 環境農政局

支
出

人件費計（注１）

支出済額

合計

（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）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。

計（人）

配置職員数
上記以外の職員

区分

常勤職員

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



Ⅳ　業務実施状況

１　総務室

（１）　協同組合検査実施状況

26 5 6 8 7 26

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

26 4 9 7 5 25

（２）　事故、不祥事の防止に向けた取組

4 1 1 0 1 3

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

5 1 1 3 0 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

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４日)、森林　１組合(立入日数延べ１日)

農協 ２組合(立入日数延べ21日)、水産協 ２組合(立入日数
延べ５日)、森林 ２組合(立入日数延べ２日)
このほか、第１四半期に着手した１組合に対する、特別な検
査（立入日数延べ２日）を実施しました。

農協 ２組合(立入日数延べ16日)、水産協 ５組合(立入日数
延べ５日)、森林　１組合(立入日数延べ１日)

農協 ２組合(立入日数延べ21日)、水産協 ４組合(立入日数
延べ６日)、森林 １組合(立入日数延べ１日）

（前年度実績）

　予算編成作業での誤りの防止を目的として、予算編成時における確認作業の徹底等に関する研修会を
実施します。

項目 実績・進捗状況

　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

 　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、事故不祥事防止の取組について研修を
行いました。（24名参加）

局内副課長・副所長以上の職員向け危機管理研修を実施しま
した。（34名参加）

－

局内の日常的に自動車を運転する職員及びその管理監督者等
に向けて交通事故防止研修を実施しました。（14名参加）

（前年度実績）

今年度の実施内容

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

－

予算編成作業を適切に行うため、各所属の担当者を対象に研
修を実施しました。（１回、14名参加）

－



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「マイエコ10宣言」の普及

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

20,000 17,098 9,203 5,129 2,044

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

（２）　自動車からの排出ガスによる大気汚染の低減に関する取組の推進

第１四半期

第２四半期

旧式ディーゼル車の運行規制による「粒子状物
質の排出基準」を満たしていない車の使用者に
対して改善を指示するため、車両の検査を実施
しました。(検査台数625台)
ガソリンベーパー(注１)の排出抑制のために有
効なＯＲＶＲ車(注２)について、広く国民に理
解してもらうため、東急線などの車内モニター
で動画を放映したほか、九都県市と連携して、
高速道路サービスエリアでのポスターの掲示や
サービスエリアで配布されるフリーペーパー
(HighwayWalker)への広告掲載などの情報発信を
行いました。

旧式ディーゼル車の運行規制のため車両の検査
を実施しました。(検査台数523台)
ＯＲＶＲ車の啓発用動画をＪＲ横浜線や県内私
鉄各線（東急線、小田急線、相鉄線）の車内モ
ニターや横浜駅東口の大型ビジョンで放映した
ほか、啓発用ポスターを１都10県のガソリンス
タンドに掲示しました。
神奈川県自動車排出窒素酸化物及び粒子状物質
総量削減計画策定協議会専門委員会を開催し、
総量削減計画の進捗状況の報告等を行いまし
た。

項目
実績人数　　　　　　　　　　　（単位：人）　

累計
年間目標
（登録・宣言数）

33,474

（前年度実績） 16,565

マイエコ10（て
ん）宣言数

項目 実績・進捗状況

　「神奈川県生活環境の保全等に関する条
例」に定める旧式ディーゼル車の運行規制
の徹底などにより、「神奈川県自動車排出
窒素酸化物及び粒子状物質総量削減計画」
を着実に推進し、自動車からの排出ガスに
よる大気汚染の低減に取り組みます。
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第３四半期

第４四半期

→

旧式ディーゼル車の運行規制のため車両の検査
を実施しました。(検査台数1,089台)
高速道路のＳＡにおいて、山梨県、静岡県など
他自治体と連携してエコドライブの普及啓発を
実施しました。
ＯＲＶＲ車の啓発用動画を各種のイベント会場
で放映するなどの情報発信を行いました。

旧式ディーゼル車の運行規制のため車両の検査
を実施しました。（検査台数41台）
首都高速道路株式会社が主催する環境イベント
で、エコドライブや局地的な（産業道路沿道地
域(川崎臨海部)）大気汚染の改善対策に関する
パネル展示を行いました。
神奈川県自動車排出窒素酸化物及び粒子状物質
総量削減計画策定協議会専門委員会等の審議を
経て、総量削減計画の中間評価（「平成27年度
までに全ての常時監視測定局で二酸化窒素及び
粒子状物質に係る大気環境基準を満たす」とい
う中間目標を達成）をとりまとめました。

【自動車からの排出ガスによる大気汚染】

○知ってほしいガソリンベーパーとＯＲＶＲ車-きれいな大気のために-
　神奈川県で行っているガソリンベーパー対策の詳細についてはこちら
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f531508/

（注１）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。ＰＭ2.5や光化学オキシダン

トの原因物質の１つ。

（注２）ＯＲＶＲ車：車に搭載した大型回収装置により、ガソリンベーパーを走行時・駐車時・給油

時いずれの場面でも回収し、燃料として再利用できるガソリン車のこと。

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f531508/


（３）　ＰＣＢ廃棄物適正処理の推進

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

ＰＣＢ廃棄物適正処理の推進

中間貯蔵・環境安全事業株式会社（ＪＥＳＣ
Ｏ）と連携し、県が保管するＰＣＢ廃棄物の処
理に係る、関係部局を対象とした説明会を開催
しました。

未届けのＰＣＢ廃棄物の実態を把握するため、
前年度に引き続き、約7,100の自家用電気工作物
設置者に対して、調査を実施しました。

　県が保管するＰＣＢ廃棄物を含め、ＰＣＢ廃棄物の計画的な処理を進めるため、中間貯蔵・環境安全
事業株式会社（ＪＥＳＣＯ）等と連携し、説明会の開催や、相談等による支援を行います。
　また、民間事業者等が保管するＰＣＢ廃棄物について調査を行います。
　さらに、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」及び「ポリ塩化ビ
フェニル廃棄物処理基本計画」の平成28年度改正に伴い、「神奈川県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計
画」を見直します。

ＰＣＢ特別措置法等の改正について、事業所や
関係団体へ文書の送付及び関係団体主催の研修
会での講演などにより周知を行いました。
また、「神奈川県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処
理計画」の変更素案を取りまとめ、県民意見募
集を実施しました。

第２四半期に実施した調査について、結果をと
りまとめました。また、「神奈川県ポリ塩化ビ
フェニル廃棄物処理計画」の変更をしました。



３　緑政部

（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

7,012 4,056 6,696 4,712 22,476

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

　   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

50,000 18,127 10,388 7,471 4,154

42,094 17,937 10,139 9,910 4,108

（写真）

21世紀の森　夏の風景

実績人数　　　　　　　　　　　（単位：人）　

累計

40,140

42,094

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）

年間目標
（計画人数）

項目

剥製やパネル展示

ミニシアター

自然環境保全センター（本館展示室等の一般公開）

県立21世紀の森
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（２）　鳥獣被害対策の推進

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

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

　住民が主体的に鳥獣被害対策に取り組もうとする地域に対して、各地域県政総合セン
ターに配置する「鳥獣被害防除対策専門員」を中心として、集落環境調査、効果的な捕
獲等の取組へ総合的な支援を行う。

　平成27年度に行った課題整理、検討の成果を踏まえて、第３期実行５か年計画の案を早期に取りまと
め、水源環境保全税継続のための県税条例改正に円滑につなげます。
　併せて、第３期実行５か年計画当初からの着実な事業実施と施策効果を上げていくため、新たに取り
組む事業についての具体的な枠組みや基準の整備など、事業実施に向けた仕組みづくりを行います。

実績

今年度の実施内容

クマ出没状況の確認、わな設置の指導、サルの群れの追跡調
査等を行いました。

クマ出没状況の確認、サルの生息数の確認、地域の会合にお
ける研修講師等を行いました。

住宅地のサルの集中的な追い払い、クマ出没状況の確認等を
行いました。

わな設置の指導、サルの群れの追跡調査等を実施するととも
に、活動のとりまとめを行いました。

（３）　「第３期かながわ水源環境保全・再生実行５か年計画」の策定及び着実な実行に向けた
　　　取組の推進

項目

「第３期かながわ水源環境保全・再生実行
５か年計画」の策定及び着実な実行に向け
た取組の推進

第３期かながわ水源環境保全・再生実行５か年計
画（案）を策定しました。

・第３期計画について、第３回定例会（９月開
会）において、個人県民税の超過課税（水源環境
保全税）の適用期間を延長する県税条例の一部改
正条例の提案に円滑につなげることができまし
た。
・「第31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、第３期計画におけ
る水源環境保全・再生の取組の情報提供・発信等
を行いました。

・第３期かながわ水源環境保全・再生実行５か年
計画を策定しました。
・「第33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期計画に向けて、水
源環境を守る取組を広く周知するとともに、県民
の皆様と協働して取組を進めていく気運を醸成す
ることができました。

・第３期計画から新たな事業を開始するため、
水源林づくり事業や市町村補助金事業等に係る
要綱等を年度内に遅滞なく改正することで、平
成29年度からの早期の事業着手に向けて円滑に
手続きを進めることができました。

第３期かながわ水源環境保全・再生実行５か年計画↓

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f7006/p1081035.html

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f7006/p1081035.html


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

210,000 95,970 17,916 37,983 40,262

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

（２）　かながわ農業活性化指針の改定

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

（３）　マーケット・イン型の農業産地確立の促進

時期

（１）施設利用状況

・　実需者ニーズに対応した
　産地の育成
・　継続的に運用が可能な
　ビジネスモデルの提案　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

第１
四半期

新たな取引に向けた実需者との調整、ニーズに対応した生産
のための技術支援を実施するとともに、ビジネスモデルとし
てのとりまとめ方針について検討しました。

第２
四半期

実需者との調整や産地の技術支援を継続して実施しました。

実施計画 実施・進捗状況

実績・進捗状況

都市農業の特徴を生かして、ＴＰＰにも対
応した力強いかながわ農業を確立するた
め、新たなに取り組むべき施策の方向性を
示す指針に改定します。

環境農政常任委員会に、基本的な考え方及びス
ケジュール等について報告しました。

新たな指針の方向性について、第25回都市農業
推進審議会において審議いただき、それを受け
改定骨子案を作成しました。

改定指針素案を作成し、第26回都市農業推進審
議会において審議いただき、それを受け素案を
修正し、パブリックコメントを実施しました。

都市農業推進審議会の答申及び県議会環境農政
常任委員会での報告を経て、３月末に指針を策
定、公表しました。

197,296

　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。

項目 年間目標
（計画人数）

実績人数　　　　　　　　　　　（単位：人）　

累計

入園者数 192,131

（前年度実績）
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（４）　農地中間管理機構事業

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累計

8 (20) 6 (18) 0(18) 0(18) 0(18) 6 (18)

http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/783679.pdf#page=45

　　農地中間管理事業の活用による担い手への農地の集積・集約化を促進するため、貸し借りが進んだ
　市町のさらなる拡大を図ります。

項目

年間
目標
(累計
市町数)

実績　　　　(単位：市町)

新たに貸し借りが進んだ市町数

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25件（累計）と
なっています。

第３
四半期

実需者との調整や産地の技術支援を継続して実施するととも
に、今後のコーディネーターの候補となる流通事業者等のヒ
アリングを行いました。

第４
四半期

・実需者との調整や産地の技術支援を継続して実施するとと
もに、ビジネスモデルとして取りまとめました。
・マーケットインの考え方に基づく新たな販売契約が13件成
立しました。（平成27年度からの累計30件）

http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/783679.pdf#page=45


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

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、「第３期かながわ水源環
境保全・再生実行５か年計画」の策定及び「かながわ農業活性化指針」
の改定に取り組むとともに、自動車からの排出ガスによる大気汚染の低
減に関する取組やＰＣＢ廃棄物適正処理の推進、鳥獣被害対策の推進、
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
立に向けた取組及び農地中間管理事業の活用による担い手への農地集
積・集約化の促進に取り組むなど、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、「第３期かながわ水源環
境保全・再生実行５か年計画」の策定及び「かながわ農業活性化指針」
の改定に取り組むとともに、自動車からの排出ガスによる大気汚染の低
減に関する取組やＰＣＢ廃棄物適正処理の推進、鳥獣被害対策の推進、
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
立に向けた取組及び農地中間管理事業の活用による担い手への農地集
積・集約化の促進に取り組むなど、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、「第３期かながわ水源
環境保全・再生実行５か年計画」を策定しました。また、「かながわ農
業活性化指針」の改定に取り組むとともに、自動車からの排出ガスによ
る大気汚染の低減に関する取組やＰＣＢ廃棄物適正処理の推進、鳥獣被
害対策の推進、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」の確立に向けた取組及び農地中間管理事業の活用による担い
手への農地集積・集約化の促進に取り組むなど、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、第４四半期においては
「かながわ農業活性化指針」を改定しました。また、環境問題への理解
促進と実践行動につながる普及啓発の取組である「マイエコ10（てん）
宣言数」について年間目標を達成するとともに、自動車からの排出ガス
による大気汚染の低減に関する取組やＰＣＢ廃棄物適正処理の推進、鳥
獣被害対策の推進、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」の確立に向けた取組及び農地中間管理事業の活用によ
る担い手への農地集積・集約化の促進に取り組むなど、環境農政局の重
要な業務の推進に取り組みました。



総合評価

連絡先（電話番号） 045-210-4031

　平成28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。
・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
「マイエコ10宣言」の普及
・自動車からの排出ガスによる大気汚染の低減に関する取組の推進
・「第３期かながわ水源環境保全・再生実行５か年計画」の策定及び着
実な実行に向けた取組の推進
・都市農業の特徴を生かして、力強いかながわ農業を確立するため、新
たに取り組むべき施策の方向性を示した「かながわ農業活性化指針」の
改定
・実儒者のニーズを把握し、そのニーズに対応した生産（マーケット・
イン型農業）を行う産地の確立の促進

　平成29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、28
年度に目標を達成することができなかった「農地中間管理事業の活用に
よる担い手への農地の集積・集約化の促進」についても、目標が達成で
きるよう力を入れて取り組みます。

　また、「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、29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。




