
第1号様式
所属進行表

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況 (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

年間計画額

項目 (再)配当額

事業費

維持管理費

計

Ⅲ　職員配置状況

Ⅳ　業務実施状況

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期
70,000 14,317 16,200 18,812 23,023

35,922 7,001 7,687 8,154 13,080
※当年度アクセス件数については計算方法を変更したため、数字を算定しなおしています。

２　市町村自治基盤強化総合補助金の交付
　　市町村の行財政基盤の強化を目的として、補助金を交付する。

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
21件 0 21 0 0 △ 1 20

160,900千円 0 131,900 0 △ 27,000 △ 4,900 100,000

（注）年間目標(計画)の欄は、各市町の要望件数及び金額の合計です。

  企画調整部では、管内における県行政の企画及び総合調整、地域づくりの推進、市町との連絡調整、広報・広聴事業、観光及
び地域産業の振興等を行っている。

業務運営進行表

（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

所　属
部　名

企画調整部

センター名

横須賀三浦地域県政総合センター

収
入

収入科目 収入済額

収入計(A)

計

支出計(B)

　　　　　　　 差額(A)-(B)　 (注１)

（注１）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２）各項目毎に千円未満四捨五入を行っているため、合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。

支
出

事
業
経
費

支出済額

人
件
費

給与 (下記手当を除く)

通勤手当

期末勤勉手当

給与計

共済費相当額

退職手当相当額

１　「うるおい旅～三浦半島・鎌倉～」の発信による観光振興

　　地域の魅力ある観光資源を生かして、センターの観光サイト「うるおい旅～三浦半島・鎌倉～」による“旬”の情報発信
  や、三浦半島周遊ルートの提案による観光客誘致に取り組む。

項目 年間目標
（アクセス件数）

実績数　　　　　　　　　　　（単位：件）　
累計

観光サイト アクセス件数 72,352

（前年度実績） 35,922

項目
年間目標
（計画）

交付決定額　　　　　　　　　　(単位：千円)

事業数

交付決定額

 

収支の状況欄については、総務部において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 10 10 10 9

再任用職員

臨時的任用職員

非常勤職員

計（人） 10 10 10 9

配置職員数



３　第４の観光の核「城ヶ島・三崎」構想実現の支援

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

４　「水のさと かながわ」づくり　～“海”を中心とした展開～

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

５　“医食農同源　～三浦半島モデル～”の推進

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

６　管内市町、県機関等を対象とした総合調整

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

　新たな観光の核づくりの構想として認定を受けた
城ヶ島・三崎漁港周辺地域の活性化に向け、情報発信
の充実や各種イベントの実施などにより、構想の実現
を支援する。

　「魅力あふれる城ヶ島創造プラン推進委員会」を開催し
た。
　ＰＲイベントとして「ゴールデンウィークハッピーア
ワーin城ヶ島」を開催した。
　ＰＲイベントとして「三崎港サマーフェスティバル」の
開催を支援した。
　「魅力あふれる城ヶ島創造プラン推進委員会」(Ｈ25年
度２回目)を開催した。
　ＰＲイベントとして「わくわくフェスタⅡ～城ヶ島秋の
外遊び＆防災キャンプ～」を開催するとともに、「三崎港
町まつり」の開催を支援した。

　「魅力あふれる城ヶ島創造プラン推進委員会」(Ｈ25年
度３回目)を開催した。
　新たな観光の核づくりの構想の実現に向けた関係者との
調整を進めた。

項目 実績・進捗状況

　“海”の魅力を生かしたツーリズムの展開や、誰も
が安心して快適に過ごせる海水浴場の実現に取り組
む。

　「横須賀三浦地域浜辺のマナーアップ関係機関連絡調整
会議」を開催した。
　「海の家における海岸利用に関するガイドライン」に基
づき、土木事務所等の関係機関とともに海水浴場組合に対
して自主ルール策定に関する説明会を実施した。

　庁内関係機関と市町及び警察と連携して海水浴場の夜間
パトロールを実施し、庁内検討会議で結果を検証した。今
後の対応の方向性について、庁内で検討を行った。

　「三浦半島の海の魅力」に着目した観光パネルを作成
し、イベントでの展示、ＨＰへの掲載を行った。
　「横須賀三浦地域浜辺のマナーアップ関係機関連絡調整
会議」(Ｈ25年度第２回)を開催した。海岸でのバーベ
キューに関する問題について、事業者等からヒアリングを
実施し、関係機関と意見交換を実施した。
　「海の家における海岸利用に関するガイドライン」につ
いて、庁内関係機関による検討会議で今年度の検証を行う
とともに、来年度以降の対応の方向性を検討した。

　海岸でのバーベキュー問題の対応について、関係機関と
事業者との現地視察及び打合せを実施した。
　「横須賀三浦地域浜辺のマナーアップ関係機関連絡調整
会議」(Ｈ25年度第３回)を開催し、バーベキューの問題へ
の対応について協議を実施した。
　「海の家における海岸利用に関するガイドライン」(Ｈ
26年度版)について、庁内関係機関による検討会議で市町
及び海の家事業者の組合に対する説明を実施した。

項目 実績・進捗状況

　県立保健福祉大学の研究成果や開発メニュー、地域
の食材の活用などについて、地域の農産物直売所や飲
食店等を通じて普及するなど医食農同源を推進する。

　県立保健福祉大学及び地域の農産物直売所と医食農同源
の推進について打合せを行った。

　県立保健福祉大学及び横須賀市と医食農同源の推進につ
いて打合せを行い、商工会議所へ情報提供を行った。

　関係機関と医食農同源の推進について打合せを行った。
　「三浦半島だより(はんとうだより)」第48号の特集記事
で、県立保健福祉大学の取組み等の広報を行った。

　関係機関と医食農同源の推進について打合せを行った。

項目 実績・進捗状況

　知事と首長の懇談会、市町を対象とした連絡調整会
議、県機関を対象とした横須賀三浦地域県政総合調整
会議を開催するとともに、必要に応じて市町の広域連
携に対する支援を実施する。

　緊急財政対策に関する副知事と副市町長との懇談会を開
催した。
　首長懇談会に向けた、管内各市町の企画担当課長との連
絡調整会議を開催した。
　県の管内出先機関の長による「横須賀三浦地域県政総合
調整会議（Ｈ25年度第１回）」を開催した。

　「横須賀三浦地域首長懇談会」を開催し、知事と管内市
町の首長との意見交換を実施した。

　緊急財政対策に関する副知事と副市町長との懇談会を開
催した(Ｈ25年度２回目)。
　県の管内出先機関の長による「横須賀三浦地域県政総合
調整会議（Ｈ25年度第２回）」を開催した。
　県の管内出先機関の幹部職員を対象とし、「知事と職員
との対話の広場（横須賀三浦地域版）」を開催した。
　管内自治体の首長による「三浦半島サミット」にオブ
ザーバー参加し、広域連携に対する支援を行った。

　各市町の企画担当課との連絡協議会に出席し、各市町が
現在取り組んでいる、または将来取り組むべき課題等につ
いて情報交換を実施した。



７　広報・広聴事業

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

８　観光及び地域産業の振興

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

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

総合評価

項目 実績・進捗状況

　地域における県政情報及び管内のイベント等を紹介
するため、地域情報紙「三浦半島（はんとう）だよ
り」及び「横三センターメールニュース」の発行等を
行う。
　また、活力ある地域づくりを推進するため、「黒岩
知事との“対話の広場”地域版」を開催する。

　「平成25年度 第１回 横須賀三浦地域対話行政推進担当
会議」を開催した。
　６月に「三浦半島だより(はんとうだより)」第46号を１
万部発行した。
　「横三センターメールニュース」No.58、59、60を発行
した。登録件数は、708件(６月６日現在)で、４月当初
(660件)と比較して48件増加した。

　９月に「三浦半島だより(はんとうだより)」第47号を１
万部発行した。
 「横三センターメールニュース」No.61、62、63を発行し
た。登録件数は、727件(９月６日現在)で、６月６日時点
(708件)と比較して19件増加した。

　12月に「三浦半島だより(はんとうだより)」第48号を１
万部発行した。
　「横三センターメールニュース」No.64、65、66を発行
した。登録件数は、743件(12月６日現在)で、９月６日時
点(727件)と比較して16件増加した。
　「黒岩知事との“対話の広場”地域版」を「三浦半島発
海の楽しみ方」をテーマに開催し、157名の参加があっ
た。

　３月に「三浦半島だより(はんとうだより)」第49号を１
万部発行した。
　「横三センターメールニュース」No.67、68、69を発行
した。登録件数は、763件(３月６日現在)で、12月６日時
点(743件)と比較して20件増加した。
　ＳＮＳを活用した広報の実施検討を行った。

項目 実績・進捗状況

　広域的な連携による地域の観光振興を図るため、
「三浦半島地域観光推進会議」を設置するとともに、
観光情報の発信や観光マップの配布を行う。
　地域産業振興のため、市町、商工団体等と連携して
地域の特性を踏まえた創業者の発掘等の支援を行う。

　管内市町、観光協会及び商工会議所・商工会等による
「三浦半島地域観光推進会議」を開催した。
　地域経済の活性化を図るため、横須賀市等が主催する受
発注商談会の支援を行った。

　観光施設、宿泊施設等に観光マップの配架依頼を行っ
た。
　地域振興について認識の共有を図るため、管内商工会、
商工会議所と当センターによる情報交換会を開催した。
　創業を促進し、地域経済活性化と雇用創出を図るため、
横須賀市等と共催で「創業セミナー」を開催した。

　観光施設、宿泊施設等に観光マップの配架及び当セン
ター観光サイトへのリンクの拡大を図った。
　「水のさと　かながわ」の取組と連携して、「三浦半島
の海の魅力」に着目した観光パネルを作成し、イベントで
の展示、ＨＰへの掲載を行った。
　三浦半島地域の魅力を関係機関及び旅行業者等にアピー
ルし、外国人観光客を誘致するため、三浦半島観光マップ
（中国語版）を作成した。

　観光サイトにおいて、三浦半島の魅力を紹介する動画や
映像を公開した。
　三浦半島の海の魅力を紹介するサイトや海を含めた三浦
半島を強く印象付ける観光ポスターを作成した。
　地域経済の活性化と雇用創出を図るため、（財）横須賀
市産業振興財団と共催で「産学連携推進フォーラム」を開
催した。

連絡先（電話番号） 046-823-0269

部長評価

　市町や関係機関との各種会議等を開催し、連携、調整のうえ、適切に業務を推進する
ことができた。
　市町や関係機関との各種会議等を開催し、連携、調整のうえ、適切に業務を推進する
ことができた。
　「黒岩知事との“対話の広場”地域版」や市町及び関係機関との連携による各種会議
等を開催し、適切に業務を推進することができた。
　Ｈ26年度に向けた市町や関係機関との調整等を中心に、適切に業務を推進することが
できた。

　市町や関係機関との各種会議等を開催することにより、連携を深めることができた。
　観光サイトやポスターの製作及びイベントの開催を通して、地域の魅力を発信するこ
とができた。


