
２．湘南の自然環境にささえられるまち

Ｈ２２

②　緑地の豊かな自然景観の創生

Ｈ２２

③　日常の生活空間に見られる自然景観の創生

Ｈ２２

①　 廃棄物の徹底した減量とリサイクルの推進

Ｈ２２

事業内容 目標や効果

事業名 みどりいっぱい推進事業
体系コード

Ｈ２１

　実　施

　緑化の推進、みどりの普及啓発のための事業
・緑化コンクールの実施
・「藤沢市緑と花いっぱい推進の集い」開催
・市内事業所等への緑化指導

・市民に潤いと安らぎを与え、快適な都市環境を創造
するための緑化の推進、普及啓発

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

　湘南海岸清掃を一元化するため、県、関係市町、企業等によ
り設立された（財）かながわ海岸美化財団へ清掃事業費を負担

・海岸の良好な利用環境を保持

事業名 海岸美化関係事業

（１）　湘南が誇る美しい自然景観の創生

①　海浜・水辺の美しい自然景観の創生

事業内容 目標や効果

体系コード ２－０１－０１　　(再掲2-02-01-142)

担当課 環境部　環境管理課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

　実　施

Ｈ２１

２－０１－０３　　(再掲2-03-01-082)

担当課 都市整備部　公園みどり課

事業名 特別緑地保全地区都市計画決定事業
体系コード ２－０１－０２－０１２

担当課 計画建築部　都市計画課

Ｈ２０

事業内容 目標や効果

・都市緑地法に基づく特別緑地保全地区の指定（都市計画決
定）を行う
・緑の基本計画の長期目標と整合を図る

・緑地の保全
・目標指定ヶ所  2ヶ所

Ｈ２１

　川名緑地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大庭南緑地

事業名 ごみ減量基金積立事業
体系コード ２－０２－０１－０１２

担当課 環境部　環境管理課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　ごみ減量対策事業のため、市民及び団体からの寄付金と基金
の運用から生じる収益金の積立

・ごみ減量対策事業への安定的な財源確保

Ｈ２１

　実　施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

年
度

（２）　湘南の自然環境を守る生活・都市環境の整備
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

事業名 ペットボトル中間処理事業
体系コード ２－０２－０１－０４２

担当課 環境部　環境事業センター

事業内容 目標や効果

Ｈ２１

目標や効果

　ごみの発生抑制と最終処分場の延命化を図るため、ごみの徹
底した減量推進事業
・コンポスト容器、家庭用電動生ごみ処理機購入助成
・ごみＮＥＷＳ発行など、ごみ減量推進のための啓発事業等

・ごみの減量、資源化の推進
・市民、事業者への啓発

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

事業内容

　実　施

リサイクル展示場運営事業

　家具類と利用可能な大型ごみを修理・再生・販売することに
よる大型ごみの減量化、再使用の推進
・リサイクル品の展示販売

Ｈ１８ Ｈ１９

事業名 ごみ減量推進事業
体系コード ２－０２－０１－０２２

担当課 環境部　環境管理課、環境事業センター

　実　施

事業名

Ｈ２１

事業名
環境部　環境事業センター担当課

２－０２－０１－０３２体系コード

　実　施

年
度

・廃棄物の再資源化

２－０２－０１－０５２

担当課

　容器包装リサイクル法に基づき、市民（家庭）から排出され
たペットボトルの中間処理（圧縮・梱包）を行い、資源の再利
用
・ペットボトルの回収

・市民のごみの資源化やリサイクル意識の高揚

環境部　環境事業センター

年
度

Ｈ１８ Ｈ２０Ｈ１９

プラスチック中間処理事業
体系コード

Ｈ２１

　実　施

事業内容 目標や効果

　容器包装リサイクル法に基づき、市民（家庭）から排出され
たプラスチック製容器包装のリサイクル促進
・プラスチック製容器包装の回収
・中間処理の委託

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

Ｈ２０

事業内容 目標や効果

・市民のごみ減量・資源化及びリサイクルへの意識高
揚

Ｈ２１

Ｈ２０
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

　整備・補修

年
度

事業内容 目標や効果

　老朽化した焼却設備の焼却処理能力を維持するための整備と
補修

・ごみの安全で安定した焼却による減量化
・生活環境の維持

体系コード

　（１号炉工事）
　　　　（既存施設整備・補修）

事業内容 目標や効果

２－０２－０１－０７２

　老朽化した１号炉を平成１６年度から平成１８年度まで３ヶ
年計画での更新と２号炉や施設設備のごみ処理能力を維持する
ための整備と補修

・ごみの安全で安定した焼却による減量化
・生活環境の維持

年
度

Ｈ１８

事業名 北部焼却施設整備事業
担当課

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

環境部　環境管理課、北部環境事業所

Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　一般家庭から排出される不燃性大型ごみ、不燃ごみの破砕処
理能力を維持するための整備と補修

・大型ごみや不燃ごみを破砕することによるごみの減
量と安定処分

２－０２－０１－０９２

２－０２－０１－１１２

担当課
環境部　環境管理課、北部・桐原・石名坂各
環境事業所

事業名 石名坂環境事業所整備事業
体系コード ２－０２－０１－１０２

担当課 環境部　石名坂環境事業所

Ｈ１８ Ｈ１９

事業内容 目標や効果

事業名 廃棄物処理対策事業
体系コード

Ｈ２０ Ｈ２１

　焼却灰処理及びごみ処理の事業
・廃家電類の資源化処理
・焼却灰の溶融化
・一般廃棄物の適正処理

・焼却灰の溶融による最終処分場の延命化

　実　施

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

担当課 環境部　桐原環境事業所

　整備・補修

Ｈ２１

事業名 桐原破砕施設整備事業
体系コード

年
度

Ｈ１８
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

２－０２－０１－１２２

担当課 環境部　環境管理課

Ｈ２０

目標や効果

　環境に対する負荷低減とともに安全で適正な稼働の維持を図
るための最終処分場の整備
・谷根最終処分場の法面保護工事（Ｈ１８年度）
・女坂最終処分場の中間覆土整備（Ｈ１８～Ｈ１９年度）

Ｈ１８

体系コード

　（谷根工事）
　　　　　　(女坂中間覆土）

Ｈ２１

　整　備

担当課 環境部　環境管理課

事業内容 目標や効果

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業名 清掃施設周辺環境整備事業

事業名 海岸美化関係事業
体系コード ２－０２－０１－１４２

担当課 環境部　環境管理課

事業内容 目標や効果

　湘南海岸清掃を一元化するため、県、関係市町、企業等によ
り設立された（財）かながわ海岸美化財団へ清掃事業費を負担

・海岸の良好な利用環境を保持

　実　施

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　一般家庭から排出される可燃ごみ及びプラスチック製容器包
装の定日収集
・ごみ処理有料化による有料指定袋制の導入とステーション収
集から戸別収集への転換（Ｈ１９年度）

・可燃ごみの発生を抑制
・ごみ処理有料化
・戸別収集

Ｈ２１

　実　施
　　　　　　　　　（ごみ処理有料化・戸別収集）

事業名 可燃ごみ収集事業
体系コード ２－０２－０１－１７２

担当課 環境部　環境事業センター

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

Ｈ２１

事業名 最終処分場整備事業
体系コード

事業内容

Ｈ１９

・最終処分場の整備による安全で適正な埋立

２－０２－０１－１３２

年
度

　地域住民の協力により１９９７年（平成９年）に完成した女
坂最終処分場の周辺道路整備等地元要望の実現

・最終処分場周辺地域の基盤整備による地域の生活環
境維持

年
度
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Ｈ２２

②　良好な水環境の整備

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

　実　施

事業内容 目標や効果

   市街化調整区域で公共下水道認可区域外において、合併処理
浄化槽を設置する住宅に対し、助成を行う

年
度

Ｈ１８

・生活排水による公共用水域の汚濁の軽減

事業名 リサイクルセンター整備事業（新）
体系コード ２－０２－０１－１８２

担当課 環境部　環境管理課

事業内容 目標や効果

　ごみ有効利用のための選別等処理機能、環境やリサイクルに
関する情報発信と意識啓発、不要品の再生などの機能を併せ持
つ施設としてのリサイクルセンターの整備

・廃棄物循環型社会形成推進への意識啓発
・持続可能な循環型都市

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

事業名

事業名 公共下水道・管渠建設・維持管理事業
体系コード

  下水道事業認可区域の管渠整備及び適正な維持管理を行う
・ 南部処理区（浸水対策、市街化調整区域の汚水管整備）
・ 東部処理区（新市街地、市街化調整区域等の汚水管整備）
・ 相模川流域処理区（遠藤・御所見地区の汚水管整備）

・生活環境の改善、浸水防除及び公共用水域の水質保
全
・下水道普及率の向上

Ｈ２１
年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

ポンプ場建設・維持管理事業
体系コード ２－０２－０２－０３２

担当課
土木部　土木計画課
　　　　下水道整備課　土木維持課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

事業内容

　南部及び東部処理区の各ポンプ場の施設整備、改築、更新及
び適正な維持管理を行う

Ｈ２０

目標や効果

・ 生活環境の保全、公共用水域の水質保全
・ ポンプ施設の能力向上と機能の維持、保全

Ｈ２１

　実　施

事業内容 目標や効果

Ｈ２０

２－０２－０２－０２２

担当課
土木部　土木計画課
　　　　下水道整備課　土木維持課

　検討・調査　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　整備

　実　施

２－０２－０２－０１２

担当課 土木部　下水道業務課
事業名 合併処理浄化槽設置補助事業

体系コード

-29-



２．湘南の自然環境にささえられるまち

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

③　自然環境汚染の防止と浄化

Ｈ２２

体系コード ２－０２－０３－０１２

担当課 環境部　環境保全課

Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　公共用水域（河川、海域）の水質保全を図る
・河川及び海域の水質常時監視
・ダイオキシン類・環境ホルモンの環境調査
・工場、事業場排水の監視指導

・公共用水域（河川、海域）の水質保全

Ｈ２１Ｈ１８ Ｈ１９

事業名 水質汚濁防止対策事業

　実施（調査、監視・指導）

年
度

事業内容

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業名 合流式下水道改善事業
体系コード ２－０２－０２－０5２

担当課
土木部　土木計画課
　　　　下水道整備課　土木維持課

目標や効果

　南部処理区の合流式下水道区域において、合流式下水道改善
計画に基づき貯留管等の整備を行う
（対象地区：羽鳥地区、藤沢西部地区ほか）

・浸水の防除
・分流式下水道並の公共用水域の水質保全

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

　整  備
〔羽鳥地区貯留管〕               〔  藤  沢  西  部  地  区    H19～21予定  〕                  〔貯留管整備着手〕

事業名 区域外下水道・管渠建設事業
体系コード ２－０２－０２－０６２

担当課
土木部　土木計画課
　　　　下水道整備課　土木維持課

Ｈ２１
年
度

土木部　土木計画課
　　　　下水道整備課　土木維持課

事業名 浄化センター建設・維持管理事業
体系コード ２－０２－０２－０４２

担当課

事業内容 目標や効果

　下水道事業認可区域外の市街化調整区域において、「藤沢市
区域外下水道採択基準」に基づき汚水管の整備を行う

・ 市街化調整区域の生活環境の改善
・ 公共用水域の水質保全

Ｈ２１

　整　備

年
度

目標や効果

　辻堂、大清水浄化センターの施設整備、改築、更新及び適正
な維持管理を行う

・ 生活環境の保全、公共用水域の水質保全
・ 下水処理施設の能力向上と機能の維持、保全

　実　施

事業内容
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

事業名 大気汚染防止対策事業
体系コード ２－０２－０３－０２２

担当課 環境部　環境保全課

事業内容 目標や効果

　大気汚染防止法等に基づく大気汚染防止を図る
・大気汚染物質の常時監視
・有害大気汚染物質調査
・工場、事業場の監視及び指導

・発生源対策による大気の環境改善

Ｈ２１

　実施（調査、監視・指導）

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

公害関係分析事業
体系コード ２－０２－０３－０４２

担当課 環境部　環境保全課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

　実施（分析）

事業名 地盤沈下対策事業
体系コード ２－０２－０３－０５２

担当課 環境部　環境保全課

事業名 騒音振動対策事業
体系コード ２－０２－０３－０６２

担当課 環境部　環境保全課

Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　騒音、振動、大気汚染、悪臭等公害苦情に対する調査と対策
・事業場や環境の騒音、振動等の測定

・騒音、振動等の把握による環境の改善

Ｈ２１

　実施（調査）

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

　実施（調査）

事業内容 目標や効果

　地盤沈下の監視と未然防止
・市内５８地点での精密水準測量調査

・地盤沈下の未然防止

年
度

Ｈ１８

・正確な環境情報を把握することによる環境保全対策

Ｈ２１

事業名

事業内容 目標や効果

　水質汚濁防止法等に基づき、水、大気などの環境汚染を測
定、分析
・河川、海、地下水の測定分析
・工場、事業場の排水排ガス測定分析
・大気汚染物質（窒素酸化物、酸性雨）の測定分析
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

④　自然環境に配慮したまちづくり

Ｈ２２

事業名 地下水・土壌汚染対策事業
体系コード ２－０２－０３－０７２

担当課 環境部　環境保全課

Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　有害化学物質による地下水汚染の調査と対策
・神奈川県地下水測定計画に基づく地下水質調査及び概況調査
・汚染井戸周辺の調査と監視
・法令に基づく事業場指導

・土壌環境の改善

　実施（調査、監視、指導）

事業名 公害防止対策事業
体系コード ２－０２－０３－０８２

担当課 環境部　環境保全課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

　市民が安心して暮らせるまちを築くため、基盤となる環境を
守るための事業
・環境基本計画の推進　・地球温暖化対策地域推進計画の推進
・ＩＳ０１４００１の推進　・環境情報の提供、啓発

・地球温暖化防止の推進
・良好な環境を次世代へ継承

Ｈ２１

　実　施

事業名 環境制度推進事業
体系コード ２－０２－０３－０９２

担当課 環境部　環境管理課

事業名
体系コード ２－０２－０４－０１５

担当課 計画建築部　西北部総合整備事務所
高度医療施設（大学病院）誘致事業

事業内容 目標や効果

　「慶應義塾大学看護医療学部」（平成13年4月開校）にひ
きつづき、「高度医療施設」の核となる大学病院を誘致する

・「高度医療施設」の進出を促す環境整備

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

　検　討

年
度

　実　施

事業内容 目標や効果

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

・公害防止対策の推進

Ｈ２１

Ｈ２１

事業内容 目標や効果

　公害を未然に防止するための事業
・公害諸法令に基づく許可申請、届出等に対する審査
・建築物等の事前協議
・環境啓発事業
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

健康の森整備事業
担当課

体系コード ２－０２－０４－０２５

事業名 新産業の森及び周辺地区の都市基盤整備事業
体系コード ２－０２－０４－０３５

担当課 計画建築部　西北部総合整備事務所

事業名 遠藤地区整備事業
体系コード ２－０２－０４－０５５

担当課 計画建築部　西北部総合整備事務所

Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　都築山地区、幹線道路沿い並びに市民センター周辺地区の都
市基盤整備と秩序ある都市的土地利用の誘導を図る

・市街化調整区域における都市的土地利用の誘導

Ｈ２１

  検  討

事業名 御所見地区整備事業
体系コード ２－０２－０４－０９５

担当課 計画建築部　西北部総合整備事務所

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

事業内容 目標や効果

　御所見市民センター等の整備とともに、田園環境と調和した
都市基盤施設整備と秩序ある都市的土地利用の誘導を図る
・御所見地区中心拠点形成事業
・御所見地区整備事業

・市街化調整区域における都市的土地利用の誘導
・御所見地区中心拠点の形成
・生活環境の向上

　整　備

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

計画建築部　西北部総合整備事務所
事業名

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

　実　施

事業内容 目標や効果

　新産業の森及び周辺地区の整備計画を策定する ・市街化調整区域における都市的土地利用の誘導
・新産業の創出と活性化

Ｈ２１
年
度

Ｈ２１

　実　施

事業内容 目標や効果

　健康の森の施設整備に伴う用地を取得する
（全体区域面積　約33ha）

・「高度医療施設」の用地取得の推進
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Ｈ２２

（３）　湘南の自然の生態系維持

① 　多様な動植物環境の保全

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

目標や効果

・大学の知的資源を活用し、産学官連携による産業創出、研究
開発機能、あわせて地域住民の生活利便機能の集積を図る
・地区計画制度などを活用し、都市的土地利用を誘導する

・市街化調整区域における都市的土地利用の誘導

体系コード

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

２－０２－０４－０７５

担当課 計画建築部　西北部総合整備事務所

年
度

Ｈ１８

事業名
慶應義塾大学周辺地区研究拠点形成
及び遠藤地区中心拠点形成事業

事業内容

Ｈ２１

　実　施

事業名 みどり基金積立事業
体系コード ２－０３－０１－０２２

担当課 都市整備部　公園みどり課

事業内容 目標や効果

　緑地取得、みどりの保全、普及啓発事業のため「藤沢市みど
り基金」の積立

・緑地取得等みどり事業への安定的な財源確保

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

　実　施

事業内容 目標や効果

　市内に残された緑地・樹林地を「藤沢市みどり基金」の活用
により取得、保全

・緑地の取得による野生生物の生息・生育環境の保
全、良好な都市景観の形成

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

　川名緑地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大庭南緑地

事業内容 目標や効果

　特別緑地保全地区の区域の拡大と草刈り、間伐など樹林の保
全
・都市緑地法に基づく特別緑地保全地区指定の拡大
・引地川、境川特別緑地保全地区の維持管理

Ｈ１９ Ｈ２０

・特別緑地保全地区２ヶ所の指定
・指定区域拡大による緑地保全

Ｈ２１

Ｈ２１

　実　施

Ｈ２０

事業名 緑地取得事業
体系コード ２－０３－０１－０３２

担当課 都市整備部　公園みどり課

Ｈ２１

事業名 緑地保全事業
体系コード ２－０３－０１－０１２

担当課 都市整備部　公園みどり課
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

事業名 樹木保全事業
体系コード ２－０３－０１－０４２

担当課 都市整備部　公園みどり課

担当課

事業内容 目標や効果

　「藤沢市緑の保全及び緑化の推進に関する条例」に基づく樹
木等の保存
・樹林、樹木、生垣の保存
・松くい虫等樹木病害虫駆除
・生垣新設に伴う苗木配布

・樹林、樹木、生垣の保存指定を行い、緑地取得と同
等のみどりの効果を発揮

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

　実  施　　　 　　〔本町一丁目緑地開設〕　　　　　　　　　　〔宮前緑地開設〕

Ｈ２１

事業名 みどりの広場設置事業
体系コード ２－０３－０１－０６２

担当課 都市整備部　公園みどり課

Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　地域住民の憩いの場所、あるいは災害時の一時避難場所とし
ての機能を有する空閑地の確保

・市内に残る遊休地を地域住民に開放し、良好で快適
な生活環境の確保

Ｈ２１

　実　施

事業名 ビオトープ整備事業
体系コード ２－０３－０１－０７２

担当課 都市整備部　公園みどり課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

事業内容 目標や効果

　多様な野生動植物の生息・生育環境としての自然生態系の健
全な保全が図られることを目的としたビオトープ（生物生息空
間）の選定・整備

・自然生態系をネットワークとして維持

目標や効果

　市内に残されている樹林地としての憩いの森の整備と維持管
理
・本町一丁目緑地（Ｈ１９年度）
・宮前緑地（Ｈ２１年度）

・市民への開放による自然への啓発

都市整備部　公園みどり課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

Ｈ２１

　　　　　　　　　　　実　施

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

　実　施

事業名 憩いの森事業
体系コード ２－０３－０１－０５２

事業内容
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ１９ Ｈ２０

事業名 みどりいっぱい推進事業
体系コード

・市民に潤いと安らぎを与え、快適な都市環境を創造
するための緑化の推進、普及啓発

Ｈ２１
年
度

　緑化の推進、みどりの普及啓発のための事業
・緑化コンクールの実施
・「藤沢市緑と花いっぱい推進の集い」開催
・市内事業所等への緑化指導

Ｈ１８

事業名 自然環境実態調査事業
体系コード

２－０３－０１－０８２

担当課 都市整備部　公園みどり課

担当課 都市整備部　公園みどり課

２－０３－０１－０９２

　実　施

事業内容

　生物、生態系保全を目的とした自然環境の補足調査とデータ
の更新
・植物、鳥類、水生動物補足調査及びデータ更新

・環境施策の立案や環境に配慮した公共事業等の誘
導、あるいは環境学習など幅広く活用

Ｈ２１

目標や効果

担当課 都市整備部　公園みどり課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

体系コード ２－０３－０１－１０２
石川丸山緑地取得事業（新）

目標や効果

　石川丸山谷戸の整備計画策定、緑地の取得
・石川丸山緑地取得　約５．９ｈａ

・里山緑地の保全
・緑地の確保

事業名

　地球温暖化対策としての公共施設屋上緑化の推進
・市役所新館３階屋上緑化（Ｈ１８年度）

Ｈ２１

　　　　　　　　　　　整備計画策定　　　　　　　　　　　　　　　用地取得

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

屋上緑化事業（新）
担当課

・都市部のヒートアイランド現象防止対策

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

　〔屋上緑化工事〕

事業内容 目標や効果

事業内容 目標や効果

体系コード ２－０３－０１－１１２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調査・データ更新

事業名

都市整備部　公園みどり課

事業内容

Ｈ２１
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Ｈ２２Ｈ２１

　実　施

事業内容 目標や効果

　鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律に基づく事業
・原因野生鳥獣捕獲の許可事務
・愛がん飼養登録等事務
・野生鳥獣の捕獲、被害相談事務

・野生鳥獣による生活被害の拡大防止

事業名 鳥獣保護管理対策事業

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

体系コード ２－０３－０１－１２２

担当課 環境部　環境保全課
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