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Ⅲ　職員配置状況

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
http://www.pref.kanagawa.jp/div/0504/

所属のホームページ

資源循環推進課

室・課（出先機関は所属）名

（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）各項目毎に千円未満四捨五入を行っているため、各計欄は一致しない場合があります。

第１号様式

所属進行表

資源循環推進課では、資源循環、廃棄物の適正処理を推進す

るため、主に次の仕事をしています。

①神奈川県循環型社会づくり計画に基づき３Ｒの推進や適正処

理の取組を進めています。

②海岸清掃をはじめとする環境美化を推進しています。

③産業廃棄物収集運搬業の許認可事務を行っています。

④産業廃棄物最終処分場（かながわ環境整備センター）の運営

を行っています。
かながわ環境整備センター

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 42 42 42 42

上記以外の職員 10 10 10 10

計（人） 52 52 52 52

配置職員数

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 1,289,182 307,373 188,811 326,235 132,025 148,886 1,103,330

維持管理費 147,601 16,947 27,182 30,521 36,837 33,272 144,760

計 1,436,783 324,320 215,993 356,756 168,862 182,158 1,248,090

117,085 79,019 121,155 81,923 399,183

441,406 295,013 477,911 250,785 182,158 1,647,273

支出済額
事
業
経
費

合計

人件費　（注１）

http://www.pref.kanagawa.jp/div/0504/


Ⅳ　業務実施状況

１　「神奈川県循環型社会づくり計画」の改訂

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

２　産業廃棄物指導監督事務 

　廃棄物処理法に基づく許認可事務を厳格、適正に行います。

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

― 2,168 2,215 2,045 2,006

― 1,906 1,962 1,751 1,786

実績・進捗状況

「神奈川県循環型社会づくり計画」の改訂

　廃棄物の現状や課題を整理し、新たな目標
を追加した改訂骨子案をとりまとめました。

　「神奈川県循環型社会づくり計画」の改訂
素案をとりまとめました。

　「神奈川県循環型社会づくり計画」改訂素
案に関する県民意見募集（パブリックコメン
ト）等を実施しました。

　パブコメや環境審議会での意見を反映し、
後半５年間の事業計画を設定した計画とし
て、平成29年３月に改訂した。

　廃棄物の減量や適正処理に関する計画である「神奈川県循環型社会づくり計画」（計画期間：平成
24年度から平成33年度まで）は、平成28年度に前半５年間の事業計画が終了することから、後半５年
間（平成29年度から平成33年度まで）の事業計画を設定するため、廃棄物の最近の動向や現状を踏ま
え計画の改訂を行います。

項目

許可申請・変更届出 8,434

（前年度実績） 7,405

項目 年間目標
実績　　　　　　　　　　　　　（単位：件）　

累計
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３　不法投棄未然防止対策の推進

　(1) パトロール回数

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

300 104 89 96 71

300 108 90 88 96

　(2) 広域的な連携

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

４　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

360

　市町村と連携した合同パトロール、専門監視職によるパトロールなど監視活動を実施するととも
に、他都県市との広域的な連携により、廃棄物不法投棄の未然防止に取り組みます。

項目 年間目標
実績　　　　　　　　　　　（単位：回）　

累計

パトロール

（前年度実績） 382

項目 実績・進捗状況

廃棄物適正処理の普及・啓発

　５月30日に山静神合同パトロールを実施し
ました。

　７月に県・市町村合同パトロールを実施し
ました。

　11月17日に山梨県富士山世界遺産センター
において、山梨県・静岡県・神奈川県合同の
不法投棄防止キャンペーンを実施しました。

　３月に県・市町村合同パトロールを実施し
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。

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（ＪＥＳ
ＣＯ）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。

　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」を変更しま
した。



５　かながわ環境整備センターの運営

　(1) 搬入量

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

24,000 6,140 7,364 6,327 4,601

26,100 6,675 6,584 6,814 5,960

　(2) 地元との交流

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

　かながわ環境整備センターの管理地を活
用し、田植え体験、ホタル観察会等の地元
との交流事業を実施します。

　５月29日、６月１日に田植え体験を、６月
10日、17日にホタル観察会を実施しました。

　９月25日、30日に稲刈体験を実施しまし
た。

　10月27日に脱穀体験を実施しました。

　１月28日に収穫祭・餅つき大会を実施しま
した。

搬入量 24,432

（前年度実績） 26,033

項目 実績・進捗状況

実績　　　　　　　　　　（単位：トン）　

累計

　産業廃棄物の適正処理を推進するため、県立県営の最終処分場である「かながわ環境整備セン
ター」の運営・管理を行います。

項目 年間目標

廃棄物の埋立状況

←田植え体験（６月１日）
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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

 「神奈川県循環型社会づくり計画」の改訂にあたり、改訂素案をと
りまとめました。
　産業廃棄物収集運搬業許可申請・変更届出の件数は、前年度を上
回っています。
　また、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、自家用電気工作物設置者に対して調査を実施しました。
　かながわ環境整備センターの搬入量については、前年度の同時期を
上回っています。また、同センターの管理地を活用した地元との交流
事業として、稲刈り体験を実施しました。

045(210)4147連絡先（電話番号）

所属長評価

　「神奈川県循環型社会づくり計画」の改訂にあたり、廃棄物の現状
や課題を整理し、新たな目標を追加した改訂骨子案をとりまとめまし
た。
　産業廃棄物収集運搬業許可申請・変更届出の件数は、前年度を上
回っています。
　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）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。
　かながわ環境整備センターの産業廃棄物の搬入量は前年度を若干下
回っていますので、来期以降、目標の達成に向けて取り組んで行きま
す。

　「神奈川県循環型社会づくり計画」の改訂にあたり、県民意見募集
等を実施しました。
　不法投棄未然防止対策の推進については、11月17日に山梨県富士山
世界遺産センターにおいて、山梨県・静岡県・神奈川県合同の不法投
棄防止キャンペーンを実施しました。
　ＰＣＢ特別措置法等の改正について、事業所や関係団体への文書の
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。
　かながわ環境整備センターの産業廃棄物の搬入量は前年度を若干下
回っていますので、目標の達成に向けて取り組んでいきます。

　県民や審議会等の意見を反映し、「神奈川県循環型社会づくり計
画」の改訂を行いました。
　産業廃棄物収集運搬業許可申請・変更届出の件数は、前年度を上回
りました。
　ＰＣＢ廃棄物の適正処理では、第２四半期に実施した調査のとりま
とめを行いました。また、法改正及び国の計画変更に伴い、「神奈川
県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」を変更しました。
　かながわ環境整備センターの産業廃棄物の搬入量は、前年度を下
回っています。また、収穫祭・餅つき大会を開催し、地元住民との交
流を行いました。

　「神奈川県循環型社会づくり計画」の改訂を行い、後半５年間（平
成29年度から平成33年度まで）の事業計画を設定しました。
　産業廃棄物収集運搬業許可については、前年度を上回る申請・変更
届出を厳格かつ適正に処理しました。
　不法投棄未然防止対策としてパトロールを継続的に実施し、不法投
棄をさせない環境づくりに取り組みました。
　ＰＣＢ廃棄物については、法令や国の計画変更に合わせ、「神奈川
県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」の見直しを行いました。ま
た、期限内の適正処理のため、民間事業者に対する調査・指導を行う
とともに、県が保有するＰＣＢ廃棄物の処理について、関係部局に対
する説明会の開催等の支援を行いました。
　かながわ環境整備センターの搬入実績は昨年度を下回りましたが、
目標を達成することができました。また、地元との交流事業を積極的
に行い、業務への理解の醸成を図りました。


