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Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

業務運営進行表

（平成26年４月１日～平成27年３月31日）

センター名 横須賀三浦地域県政総合センター http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f715/

横須賀三浦地域県政総合センター所長の國重です。

当センターは、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町の４市１町を所管区域としており、次の

基本的な方針に沿って業務を進めています。

①豊かな自然や歴史・文化遺産を活用し、観光・農漁業等の振興に取り

組み、「マグネット地域 三浦半島＝まるごと公園半島」づくりを推進

します。

②市町、民間事業者、地域住民、関係機関と連携し、地域の活力向上に

取り組むとともに、危機事象に対しては万全の体制で対応します。

③職員がいきいきと働ける、活力ある明るい職場づくりを進め、職員全員

が意見を出し合い、アグレッシブかつ効率的に業務を遂行します。

横須賀市

秋谷の立石

鎌倉市

高徳院（大仏）

逗 子 市

逗子海岸

三浦市

城ヶ島 馬の背洞門

葉山町

県立近代美術館 葉山

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

収入科目 年間計画額

使用料及び手数料 12,4603,547 5,331 5,176 4,492 18,545

諸収入 9,315 4,670 450 4,070 219 9,409

その他 45 45 0 45

0 0

0 0

21,8208,262 5,781 9,245 4,710 27,999

項目 (再)配当額

事業費 921,1893,50626,306168,827417,785280,466896,889

維持管理費 33,4804,087 8,658 7,68610,2272,82333,480

計 954,6697,59234,963176,513428,012283,289930,369

171,023115,112175,212119,164 580,510

178,615 150,076 351,725 547,176 283,289 1,510,880

△ 170,353△ 144,294△ 342,480△ 542,465△ 283,289△ 1,482,881

Ⅲ　職員配置状況

４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

57 57 57 57

20 20 20 20

77 77 77 77

支出計(B)

（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）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。

配置職員数
上記以外の職員

常勤職員

区分

　　　差額(A)-(B) (注２)

支
出

人件費計（注１）

支出済額

計（人）

収
入

収入済額

77 77 77 77計（人）
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Ⅳ　業務実施状況

１　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

２　SNSなどを活用した情報発信による観光振興・地域振興

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

120,000 30,461 26,486 19,135 53,326 129,408

72,352 14,317 16,200 18,812 23,023 72,352

1,000 588 1,048 1,144 1,281 4,061

－ － － － － －

30 10 13 5 5 33

10 － － － 10 10

　　新たにFacebookを活用したタイムリーな情報発信を行うとともに、地域の魅力ある観光資
　源を題材とした動画を掲載するなど、センターの観光サイトの充実を図り、観光情報・地域
　情報の発信力強化に取り組みます。

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・三崎地域の活性化に向
け、構成事業の具体化支援や情報発信、各
種イベントの実施などにより、構想の実現
を支援します。

構想実現のための支援の検討を行いました。

構想実現のための支援の検討を行いました。

構想実現のための支援の検討を行いました。

構想実現のための支援の検討を行いました。

項目
年間目標
（計画）

実績件数

観光サイト
アクセス件数

（前年度実績）

Facebook
　いいね！件数

（前年度実績）

動画作成数

（前年度実績）

３　「三浦半島発　海の楽しみ方」の推進

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

　「かながわシープロジェクト」と連携
し、“海”の魅力を伝える取組みを進め、
誰もが安心して快適に過ごせる「海の楽し
み方」を提供します。

　海辺でのバーベキューに関して、有料ごみ回
収サービスと機材レンタルを導入する社会実験
について、民間事業者と協定を締結し、実施に
向けた調整を行いました。
　音楽イベントを予定している海の家の組合に
対して、管内市町及び関係県機関と連携し、事
前指導を行いました。

　海辺でのバーベキューに関して、民間事業者
と協定を結び、有料ごみ回収サービスと機材レ
ンタルを導入する社会実験を城ヶ島白秋碑苑で
実施しました。
　庁内関係機関と市町及び警察と連携して海水
浴場のパトロールを実施しました。

  城ヶ島で実施した海辺のバーベキューに関す
る社会実験について、結果の取りまとめと検証
を行い、実施結果報告書を作成して公表しまし
た。

　県庁内関係課と各市町で構成する会議の構成
員として、海岸利用の課題等に関する今後の取
組方針を検討しました。

項目 実績・進捗状況



４　“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

５　「小網代の森」における施設整備及びエコツアー・保全活動等の推進

項目 実績・進捗状況

　受賞レシピで作成したリーフレットを管内の
農産物直売所・市町、県立保健福祉大学他７大
学の栄養関係学科等、計20箇所で配架・配布し
ました。また、受賞レシピを「神奈川県と株式
会社京急ストアとの連携と包括協定」に基づ
き、京急ストアのチラシに掲載（３月上旬）し
ました。

　地域農産物の機能性を活かしたレシピを
公募し、そのレシピを活用して地域農産物
の販売促進や地域への普及に取り組み、医
食農同源を推進します。

　地域の農漁業関係者のネットワークなどにつ
いて、情報収集を行いました。また、県立保健
福祉大学及び地域の農協と医食農同源の推進に
ついて、打合せを行いました。

　「医食農同源レシピコンクール」について、
レシピ募集のチラシを作成・配布等し、県民か
らダイコン・キャベツのレシピの募集を行いま
した。また、コンクール結果の普及、活用方法
について検討しました。

　「医食農同源レシピコンクール」において、
ダイコンに38点、キャベツに17点、計55点の応
募がありました。11月28日の最終審査において
各々、最優秀賞１点、優秀賞３点を決定しまし
た。また、“医食農同源～三浦半島モデル～”
の普及のため、受賞レシピのリーフレットの原
稿を作成するとともに、コンクール結果のさら
なる活用方法について引き続き検討しました。

５　「小網代の森」における施設整備及びエコツアー・保全活動等の推進

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

2,500 900 1,268 1,502 710

1,878

　　「小網代の森」が多くの県民の環境学習等の場として活用されるために、施設整備やエコツアー
　・保全活動等を推進します。

項目 実績・進捗状況

　案内標識、立入防止柵等の施設整備を進
めます。

　案内標識等の整備を順次進捗させました。

　引き続き、案内標識等の整備、充実を図りま
した。

　引き続き、案内標識等の整備、充実を図りま
した。

　引き続き、案内標識等の整備、充実を図りま
した。

項目 年間目標
実績件数

累計

エコツアー等
参加者数

4,380

（前年度実績） 1,878



６　都市近郊における新たな森林管理手法の推進 

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

７　“顔の見える関係”と実践的な訓練で応急対策を充実・強化

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

８　若手提案の実現

項目 実績・進捗状況

　都市近郊の保安林の適正管理に向け、逗
子市沼間四丁目をモデル地区として前年度
に策定した「森林管理方針」に基づき土地
所有者、地域住民、行政等の協働により
「作業計画」を策定し、森林管理作業を行
います。

　地域住民、土地所有者による国の交付金申請
に係る指導を行うとともに、当該地区の一部保
安林における保安林整備事業の実施について、
調整を行いました。

　保安林整備事業による危険木の伐採を行うと
ともに、森林管理作業の実施に向け地域住民と
調整を行いました。

　地域住民による森林管理作業が実施（13回）
されました。また、県は11月22日に技術支援の
ための研修会を開催しました。

　地域住民による森林管理作業が実施（計16
回）されました。また、県は１月24日に技術支
援のための研修会を開催しました。

項目 実績・進捗状況

  三浦半島地域内の防災関係機関と大規模
地震対策図上訓練を実施するとともに、そ
の際、新たに作成した「防災対策図」を活
用した情報受伝達訓練を併せて実施しま
す。

  平成27年1月実施予定の図上訓練における活用
を検討しました。

　引き続き、平成27年1月実施予定の合同図上訓
練へ向けた検討を行いました。

  引き続き、平成27年1月実施予定の合同図上訓
練へ向けた検討を行いました。

　平成27年1月に防災対策図を活用した合同図上
訓練を実施しました。

８　若手提案の実現
　　所内の若手の職員の感性を活かした提案を組織全体でサポート・実現します。

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期
25 0 8 11 19
5 0 2 3 17

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 年間目標
実績件数

累計
提案実現件数 38

連絡先（電話番号） 046-823-0244

（前年度実績） 22

所長評価

　管内市町及び関係団体等との調整・連携を図り、当センターの所管業
務について、着実に取組みを進めることができました。

　７月には小網代の森を一般に開放したほか、９月には「黒岩知事との
“対話の広場”地域版」を開催するなど、計画どおりに取組みを進める
ことができました。

　引続き、管内市町及び関係団体等との調整・連携を図りました。ま
た、「医食農同源レシピコンクール」を計画どおり実施するなど、当セ
ンターの所管業務について、着実に取組みを進めることができました。

　引続き、管内市町及び関係団体等との調整・連携を図りました。ま
た、「合同図上訓練」を計画どおり実施したほか、「医食農同源レシピ
コンクール」の結果を広く周知するなど、当センターの所管業務につい
て、着実に取組みを進めることができました。

　年間を通じて、管内市町及び関係団体等と調整・連携を図りました。
また、当センターの所管業務について、着実に取組みを進めることがで
きました。




