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Ⅰ　業務概要

業務運営進行表

（平成27年４月１日～平成28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、三浦半島の魅力を高め、人口減少が始まりつつある地域の

中で、交流人口の増加や定住促進につなげる取組みを推進します。

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職員がいつでも意見を述べ合える、活力ある明るい職場づくりを進め、

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 18,545 2,481 2,783 4,090 3,227 12,582

諸収入 7,411 6,172 447 5,488 175 36 12,318

その他 45 22 22 1,334 1,388 2,765

収入計（Ａ） 26,001 8,675 3,251 10,912 4,790 36 27,665

項目 (再)配当額

事業費 1,115,309 36,361 48,157 118,659 495,699 309,848 1,008,724

維持管理費 37,552 4,105 8,740 7,917 11,909 2,929 35,600

計 1,152,861 40,466 56,898 126,575 507,608 312,777 1,044,324

165,691 113,156 173,462 118,063 570,372

206,156 170,054 300,037 625,671 312,777 1,614,696

△ 197,481△ 166,803△ 289,124△ 620,881△ 312,741△ 1,587,031

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。

　　　差額(A)-(B) (注２)
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Ⅲ　職員配置状況

４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

56 58 58 57

18 19 19 19

74 77 77 76

Ⅳ　業務実施状況

１　第４の観光の核「城ヶ島・三崎」を世界ブランドへ

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

配置職員数
上記以外の職員

常勤職員

区分

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、構成事業の具体化や情報発信、各種イ
ベントの実施など、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。

　海上イケス釣堀が７月にオープンしました。

　構想実現のための支援の検討を行いました。

　構想の実現に向けて、様々な取組みが進みま
した。
・「城ヶ島西部景観整備方針」の策定
・城ヶ島観光案内サイン整備（３か所）
・レンタサイクルの拡充（電動アシスト式自転
　車15台を整備）
・レンタルサイクル保管倉庫・サイクルポート
　案内板の整備
・サイクルマップ製作
　「城ヶ島・三崎おでかけガイドマップ」を
　25,000部作成し、配布しました。

計（人）

２　三浦半島の広域観光の推進

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

 　三浦半島サミットが推進する三浦半島
 の周遊や「自転車半島宣言」を支援する
 ため、マイルストーンの設置及びサイク
 ルステーションの整備、デジタルサイネ
 ージを活用した広域観光情報の提供など
 三浦半島の広域観光の環境整備を市町と
 連携・協力して推進します。

　広域観光の環境整備に向け市町や関係機関と
の調整を行いました。

　マイルストーン、サイクルステーション、デ
ジタルサイネージの設置場所が決定しました。

　４市１町７箇所にデジタルサイネージの設置
が完了しました。
　三浦半島の広域観光情報ＰＲ動画「三浦半島
へ行こう」が完成。12月31日～1月5日鎌倉八幡
宮の仮設大型ビジョンでの放映､youtube等での
配信を実施しました。

　１月14日よりデジタルサイネージが本格稼働
しました。
　４市１町の８個所にマイルストーン及びサイ
クルステーションを設置しました。

デジタル

サイネージ

(鎌倉駅西口)

マイルストーン

右：マグロと大根

左：黒船

サイネージ

(鎌倉駅西口)
右：マグロと大根

左：黒船



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

４　「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

　10月に予定していた第２弾小網代・三崎ク
ルーズは強風のため中止しました。第３弾三
笠・観音崎沖・浦賀歴史クルーズ（１クルー
ズ）は、11月に参加者43名で実施しました。

　葉山港内にダイビング拠点として、空気ボン
ベ保管庫、ダイビング専用ボート、アメニティ
設備（温浴用浴槽）等を整備しました。

　かながわシープロジェクトの取組みを三
浦半島で展開し、かながわの海の魅力を発
信するとともにマリンスポーツによる地域
活性化のモデルづくりを行います。

　第１回三浦半島「海の駅」巡り実行委員会を
６月29日に開催し、事業実施に向けて話し合い
ました。

　第１弾葉山・逗子・腰越クルーズ（４コース
６クルーズ）を９月に実施しました。（参加者
238名）

海の駅めぐり ダイビング拠点（葉山漁港）

４　「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

5,200 1,606 1,686 1,448 354

4,380 900 1,268 1,502 710

　　「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 年間目標
実績数（単位：人）

累計

　倒木、危険木等の除去を行い、解説板等標
識・車止め等整備を発注しました。

  解説板、道案内標識、車止めを整備しまし
た。

項目 実績・進捗状況

　解説板等標識・車止め等の整備を進めま
す。

　案内標識等の整備を進捗させました。

　解説板等標識・車止め等整備の準備を進めま
した。

エコツアー・保全活
動等参加者数

5,094

（前年度実績） 4,380

小網代の森

えのきテラス

小網代の森

案内図えのきテラス 案内図



５　大学と連携した三浦半島の魅力アップ

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

６　“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
　「未病を治すかながわ宣言」の取組みの
一環として、地域農産物の機能性を活かし
たレシピを県民等から募集し、そのレシピ
を活用したリーフレットの作成を行い、管

　県立保健福祉大学及び三浦市農業協同組合と
医食農同源の推進について、打合せを行いまし
た。また、レシピ募集のチラシを作成・配布等
し、県民からトウガンのレシピの募集を行いま
した。

　29点のレシピの応募があり、受賞作品を４点
選定しました。また、受賞レシピのリーフレッ
トを作成し、県内農産物直売所等の計59箇所で
配架しました。

項目 実績・進捗状況

項目 実績・進捗状況

　地方創生に向け、大学から三浦半島の魅
力アップに資する事業の提案を募集し公開
コンペを開催して、採択する事業を決定す
るとともに、採択した事業の実施について
支援します。

　事業の提案募集を行ったところ、５大学から
提案がありました。
　６月10日に公開コンペと審査を行い、６月23
日に３大学の提案を採択しました。

　事業内容の確認を行い、７月から事業を順次
開始しています。

　事業の実施について支援を行いました。

　事業実施の支援を行うとともに、各大学から
事業実績報告を受けました。

第３四半期

第４四半期

を活用したリーフレットの作成を行い、管
内農産物直売所等での配架等により地域農
産物の販売促進につなげるとともに医食農
同源の健康観を醸成します。

配架しました。

　鎌倉女子大学と県立保健福祉大学の学生さん
にレディーサラダのレシピを考案してもらい、
リーフレットを作成し、県内農産物直売所等の
計53箇所で配架しました。

　平成25年度から平成27年度に医食農同源「三
浦半島モデル」推進事業で実施した取組みを取
りまとめたレシピ集を作成し、県内農産物直売
所等や三浦国際市民マラソンで配架しました。

平成25年度から平成27年度

の３年間実施した医食農同

源「三浦半島モデル」推進

事業の取組を取りまとめた

レシピ集



７　“ミツバチ飼育の養蜂技術講習会”の実施

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

８　「かながわ農業大発見！」　～　ダイコン畑からの情報発信　～

第１四半期

　管内の養蜂農家、新規飼育者等を対象に
蜜蜂の正しい飼育方法や養蜂手続き等につ
いて、専門の講師による勉強会を開催し、
養蜂技術の一層の向上を図ります。

　講師と講演会の内容等について、打合せを行
いました。

　専門講師による４回の現地勉強会を実施し、
述べ33名が出席しました。また、チラシを作
成・配布等し、10月下旬の勉強会開催に向け、
出席者の募集を開始しました。

　10月24日（土）にミツバチ飼育技術勉強会を
開催し、養蜂農家等57名が出席しました。

　２月３日（水）に平成27年度横須賀三浦地域
蜜蜂対策会議を開催し、農薬使用状況の確認、
昨年の状況について、情報共有を図りました。

  ９月の開催に向けて、募集パンフレットを始
め広報誌「県のたより」及び県のホームページ

横須賀三浦地域蜜蜂対策会議

（関係機関の情報を共有）

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

　「食」と「農」に対する県民への理解促
進と地産地消を推進するため、大学との連
携によるダイコンの栽培収穫体験イベント
を実施します。

め広報誌「県のたより」及び県のホームページ
に掲載する資料を作成し、関係機関と打合せを
行いました。

　９月５日(土)に種まき体験(第１回)、９月26
日(土)に間引き体験(第２回)を開催し、三浦の
農業や畑の成り立ちを説明しました。

　11月14（土）に最後となる収穫体験（第３
回）を開催し、参加者が蒔いたダイコンを始
め、キャベツやカブ等の収穫体験とダイコンの
試食体験を行いました。

　県立保健福祉大学学生考案のダイコン料理レ
シピ集をホームページに紹介しました。

センターホームページ「かながわ農業大発見！」にダイコン料理のレシピ集を掲載

県立保健福祉大学学生考案のレシピ

「ツナマヨ大根サラダ」

県立保健福祉大学学生考案のレシピ

「簡単♪豚肉大根鍋」



９　県有緑地における計画的維持管理の推進 

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

10　“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

項目

  11月の現地災害対策本部運営訓練の際に、他
所属の応援職員に対してＵＴＭ座標に関する研
修・訓練を実施しました。

  ２月に現地災害対策本部運営訓練を実施し、
市町連絡員と連絡調整班の間で、ＵＴＭ座標に

項目 実績・進捗状況

　県有緑地における計画的な維持管理を進
め、倒木等による近隣への被害の発生を未
然に防ぐため、調査委託を行い事業を実施
します 。

　計画的維持管理のための調査委託の準備を進
めました。

　計画的維持管理のための調査委託の準備を進
めました。

　計画的維持管理として危険木伐採事業、危険
木調査委託を発注しました。

　計画的維持管理として発注した危険木伐採事
業、危険木調査委託が完了しました。

実績・進捗状況

　大規模災害時における位置情報の伝達に
有効なＵＴＭ座標について、いざという時
に使用できるように年３回研修を実施し、
現地災害対策本部訓練で使用します。

　４月と６月に防災業務説明会を開催し（各１
回）、その中でＵＴＭ座標に関する研修を実施
しました。

  ９月の現地災害対策本部訓練の事前説明時に
ＵＴＭ座標に関する研修を盛り込み、訓練時に
活用しました。

第４四半期

11　活力ある取組みの促進

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

　提案検討チームの中で、検討作業を進めまし
た。

　提案検討チームの中で、検討作業を進めまし
た。

　２つの提案検討チームでの検討結果につい
て、所長以下幹部職員に対して発表を行いまし
た。

市町連絡員と連絡調整班の間で、ＵＴＭ座標に
よる位置情報の伝達を実施しました。

項目 実績・進捗状況

  部を横断して若手職員を中心とする提案
検討チームを設置し、柔軟かつアグレッシ
ブなアイデアを活かし、提案事業や業務見
直しを実現、効率的な運営を促進します。

　若手職員を中心とする提案検討チームを、２
チーム設置しました。

防災に関する訓練の様子（平成27年11月12日実施 現地災害対策本部運営訓練）

た。



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

連絡先（電話番号） 046-823-0244

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月に城ヶ島の海上イケス釣堀がオープンしたほか、「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。

　４市１町７箇所にデジタルサイネージの設置が完了したほか、「食」
と「農」に対する県民への理解促進の取組において、今年度初めて試食
体験を実施するなど、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。

　三浦半島サミットが推進する「自転車半島宣言」を支援するためのマ
イルストーン及びサイクルステーションを、４市１町の８個所に設置し
たほか、葉山港内にダイビング拠点の整備を行うなど、当センターの所
管業務において、着実に取組みを進めることができました。

　年間を通じて効率的・効果的な業務運営に心がけ、管内市町及び関係
団体等と調整・連携を図りながら、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。


