
局名 部名

政策局
自治振興
部

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

Ⅲ　職員配置状況

業務運営進行表

（平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日）

所属

室・課（出先は所属）名 所属のホームページ

地域政策課
http://www.pref.kanagawa.jp/
div/0602/

（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）各項目毎に千円未満四捨五入を行っているため、各計欄は各項目を合計したものと一致しない場合があり
ます。

第１号様式 

所属進行表 

地域政策課は、主に次の仕事をしています。 

・横浜・鎌倉・箱根に続く「第４の国際観光地」の創出に向けた取組み 

・「水のさと かながわ」の発信に向けた取組み 

・企業との包括的な連携、協力の推進 

・京浜臨海部の活性化及び首都圏空港政策の充実に向けた取組み 

・県西地域の活性化に向けた取組み 

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

2,048 1,872 151 94 18 2,134

7,624 7,625 28 1,067 8,719

492,010 231 385 68 555 491,655 492,894

501,682 9,728 563 162 1,640 491,655 503,748

項目 (再)配当額

事業費 761,494 30,152 22,952 42,756 56,237 79,200 231,297

維持管理費 0

計 761,494 30,152 22,952 42,756 56,237 79,200 231,297

59,331 40,328 61,393 42,669 203,721

89,482 63,280 104,148 98,906 79,200 435,018

△ 79,754 △ 62,717 △ 103,986 △ 97,267 412,455 68,730

収
入

収入科目 収入済額

使用料及び手数料

財産収入

その他

収入計(A)

支出済額

　　　　　　 差額(A)-(B)　（注２）

支
出

事
業
経
費

支出計(B)

人件費　（注１）

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 20 20 20 20

上記以外の職員

計（人） 20 20 20 20

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/0602/
http://www.pref.kanagawa.jp/div/0602/


Ⅳ　業務実施状況

１　新たな観光の核づくり 

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

２　水のさと　かながわ 

新たな観光の核づくり

・新たな観光の核づくり等促進交付金市町村プレゼ
ンテーションの実施及び交付金の交付
・本庁舎一般公開での物販及びＰＲの実施

・新たな観光の核づくり等促進交付金の交付
・本庁舎一般公開でのＰＲの実施

・新たな観光の核づくりアドバイザリー委員会現
地視察（大山地域）

・本庁舎一般公開での物販及びＰＲの実施

・新たな観光の核づくりアドバイザリー委員会現
地視察（大磯地域）

・新たな観光の核づくり構想地域・広報用映像資
料制作
・本庁舎一般公開での物販及びＰＲの実施

項目 実績・進捗状況

項目 実績・進捗状況

水のさと　かながわ

・「水のさと かながわ」広報用映像資料の作成
（完成は第２四半期）
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f417343/p81844
6.html

・かながわシープロジェクト第２、３回プロ
デュース会議の開催
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f530719/

第２四半期

・「水のさと かながわ」広報用映像資料の新宿
駅ＪＲ線西口改札前液晶ビジョン等での放映
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f417343/p818
446.html

・かながわシープロジェクト第１回プロデュース会
議の開催
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f530719/

第１四半期



３　企業との連携と協力に関する包括協定 

　　　企業との連携・協力を規定する協定を締結し、地産地消や観光振興、環境保全など幅広い分野で連

　　携した取組を行う。

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

20件 7 8 8 8

15件 5 9 6 4

10件 0 0 2 2

10件 2 3 4 2

40,000部 25,928 18,330 2,386 6,654

60,000部 30,124 10,207 3,196 14,200

（前年度実績） 11

連携イベントでのリー
フレット等配布部数 53,298

(参考)地域政策課のHP「企業との包括的な連携・協力の推進について」
(http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6959/)において、各企業との連携事例を紹介しています。

（前年度実績） 57,727

イベント等連携事業数 31

4

項目 年間目標
（計画）

実　　績

累計

（前年度実績） 24

メディアでの県政情報
の取り上げ件数

・本庁舎一般公開でのマリンスポーツ体験イベン
トの実施

第４四半期

水のさと　かながわ
第３四半期

・かながわシープロジェクト第４、５回プロ
デュース会議の開催
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f530719/

・かながわシープロジェクト公式ＷＥＢサイト
（FeelSHONAN）公開
http://feelshonan.jp/

・かながわシープロジェクト第６、７、８回プロ
デュース会議の開催
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f530719/



４　京浜臨海部活性化及び空港対策事業

第１四半期

①京浜臨海部立地企業動向調査実施に向けて京浜臨
海部再編整備協議会（神奈川県・横浜市・川崎市）
で調整
②京浜臨海部コンビナート高度化等検討会議の開催
にむけて関係機関と調整/かながわ京浜臨海部
ニュース（４月号）の発行
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/p45756.html

③羽田空港を活用したまちづくりについて関係機関
と調整
④県・横浜・川崎・相模原空港対策研究協議会にて
講演会を開催/
　羽田空港の国際線機能の更なる充実等について国
へ要望

第２四半期

/「理化学研究所　企業版サイエンスカフェin横
浜」を開催
③羽田空港周辺地域と京浜臨海部の連携強化の具
体化に向け、関係自治体間等による調整・協議が
行われた。
④県・横浜・川崎・相模原空港対策研究協議会に
て視察会を開催/「国際競争力の強化に向けた首
都圏の空港政策の強化について」四首長連名で国
に要望/
首都圏空港機能強化について、国や関係自治体間
による協議が行われた。

第３四半期

【京浜臨海部の活性化及び空港対策事業】
①神奈川県、横浜市、川崎市の協調した取組

み
②京浜臨海部の産業の活性化に向けた取組み
③羽田空港を活用したまちづくりに向けた取

組み
④首都圏の空港政策の充実に向けた取組み

①京浜臨海部再編整備協議会において、京浜臨海
部立地企業動向調査の企業アンケート調査を実施
②平成26年度第１回京浜臨海部コンビナート高度
化等検討会議を開催
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f12100/

/全国石油コンビナート立地道府県協議会会長県
として、国への要望活動を実施/かながわ京浜臨
海部ニュース（８月号）の発行
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/p45756.html

①京浜臨海部再編整備協議会において、京浜臨海
部立地企業動向調査のヒアリング調査を実施
②第５回ユーティリティ共有化ＷＧ、平成26年度
第２回京浜臨海部コンビナート高度化等検討会議
を開催/かながわ京浜臨海部ニュース（11月号）
の発行
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/p45756.html

③「羽田空港周辺・京浜臨海部連携強化推進委員
会」が設置され、羽田空港周辺地域と京浜臨海部
の連携強化の具体化に向けた調整・協議が開始さ
れた。
④「首都圏空港機能強化の具体化に向けた協議
会」が設置され、国と関係自治体等の協議が開始
された。

項目 実績・進捗状況



第４四半期

５　県西地域活性化事業 

第１四半期

第２四半期

第４四半期

６　湘南国際村を拠点とした国際交流の推進

　　　湘南国際村を拠点とした国際交流の着実な実現に向けて、国際会議や国際交流イベントの誘致の取組み

　　を推進する。

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

35 5 7 5 8

25 9 9 8 4

第３四半期

項目 実績・進捗状況

（前年度実績）

項目 年間目標
（計画）

湘南国際村での国
際会議や国際交流
イベントなどの開

催件数

・未病いやしの里の駅登録施設の募集・登録
・未病チェックシートを活用したモデル事業の実
施

・未病いやしの里の駅登録施設の募集・登録
・未病チェックシートを活用したモデル事業の実
施
・未病いやしの里サポートコーナーの設置
・県西地域ウォーキングガイドの作成
・第４回県西地域活性化推進協議会の開催

県西地域活性化事業

（参考）地域政策課のHP「県西地域活性化プロジェクト」(http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f530073/)に
おいて、プロジェクトの内容や進捗状況等について掲載しています。

・未病いやしの里の駅登録制度の企画
・未病チェックシートを活用したモデル事業の企
画

・未病いやしの里の駅登録施設の募集
・未病チェックシートを活用したモデル事業実施
施設の募集・認定
・漫画のキャラクターを活用した広報の実施

・第３回県西地域活性化推進協議会の開催

30

25

累計

【京浜臨海部の活性化及び空港対策事業】
①神奈川県、横浜市、川崎市の協調した取組

み
②京浜臨海部の産業の活性化に向けた取組み
③羽田空港を活用したまちづくりに向けた取

組み
④首都圏の空港政策の充実に向けた取組み

①京浜臨海部再編整備協議会において、京浜臨海
部立地企業動向調査報告書の作成、ホームページ
の更新、周南コンビナート視察事業を実施
②京浜臨海部コンビナート高度化等検討会議のＬ
ＮＧ冷熱活用ＷＧにおいて視察会を実施、同検討
会議として川崎国際環境技術展2015に出展
③羽田空港周辺地域と京浜臨海部の連携強化の具
体化に向け、関係自治体間による調整・協議が行
われた。
④首都圏空港機能強化について、国や関係自治体
間による協議が行われた。

実　　績



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

所属長評価

新たな観光の核づくりについては、市町村プレゼンテーションを実施して交
付事業を決定するなど、地域プロジェクトの早期実現に向けた取組みを促進
することができた。
水のさとかながわについては、「かながわシープロジェクト第１回プロ
デュース会議」を開催するなど、プロジェクトの推進に向けて、順調なス
タートを切ることができた。
その他の事業についても、計画どおり進捗している。

水のさとかながわについては、広報用映像を新宿駅で放映するなど、神奈川
の水の魅力を多くの人々にＰＲすることができた。
県西地域活性化事業については、講談社の雑誌「イブニング」で掲載中の人
気漫画「Ｋ２」とコラボレーションしたポスターを県西地域の観光施設に掲
示するなど、「未病を治す」取組みを県内外の人々に幅広くＰＲすることが
できた。
その他の事業についても、着実に進捗している。

新たな観光の核づくりについては、平成26年度第１回アドバイザリー委員会
にて大山地域の視察を行い、認定地域の現状について委員らとともに認識を
共有することができた。
水のさとかながわについては、５月より実施している「かながわシープロ
ジェクトプロデュース会議」を引き続き開催するとともに、10月からは公式
ウェブサイトやＳＮＳを開設するなどして、かながわシープロジェクトを国
内にとどまらず世界中の人々へＰＲする取組を開始することができた。
その他の事業についても、着実に進捗している。

水のさとかながわについては、本庁舎の一般公開において、マリンスポーツ
体験イベントを実施し、シニアから子どもまで幅広い層の人々に、神奈川の
海の魅力をＰＲすることができた。
県西地域活性化事業については、「県西地域ウォーキングガイド」を作成
し、県西地域の新たな魅力を県内外の人々に幅広くＰＲするとともに、誘客
促進に向けた取組みを加速することができた。
その他の事業についても、着実に進捗している。

水のさとかながわについては、８回にわたる「かながわシープロジェクトプ
ロデュース会議」における議論を通じて、今後の取組みにつながる有益なア
イデアを得ることができた。加えて、「かながわシープロジェクト」公式
ウェブサイトやＳＮＳ、また各種イベントを通じて、神奈川の海の魅力をシ
ニアから子どもまで幅広い層の人々に発信することができた。
県西地域活性化プロジェクトについては、「未病を治す」取組みを着実に促
進させるとともに、県西地域の魅力を県内外の人々に幅広くＰＲすることが
できた。
その他の事業についても、計画的に取組みを進め、充実した成果を挙げるこ
とができた。

連絡先（電話番号） ０４５－２１０－３２５５


