
Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

業務運営進行表

（平成27年４月１日～平成28年３月31日）

所属
センター名 部　　名

横須賀三浦地域県政総合センター 企画調整部

第１号様式

所属進行表

企画調整部長の河部です。

企画調整部では、主に次の仕事をしています。

①三浦半島地域の活性化を図るため、市町と連携して、県行政の総合

調整や地域づくりの推進、広報・広聴事業、地域産業の振興などを行って

います。

②国の地方創生先行型交付金を活用した三浦半島地域を活性化する事

業の推進や、新たな観光の核づくり認定事業に認定された「城ヶ島・三崎

漁港周辺地域」の構想実現に向けた支援などを、市町と連携して進めて

います。

新たな観光の核づくり

構想認定地域

「三崎・城ヶ島」

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

年間計画額収入科目 収入済額

Ⅲ　職員配置状況

（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。

項目 (再)配当額

事業費

維持管理費

計

収
入

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）

収支の状況欄については、集約執行している総務部において計上するため、

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 11 11 10

上記以外の職員 1 2 2 2

計（人） 11 13 13 12

配置職員数



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

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、補助金を交付しています。

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。

年間目標
項目

交付決定額　　　　　　　　　　(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

23件 0 23 0 0 0 23

209,530千円 0 209,530 0 △ 22,422 △ 1 187,107

３　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

年間目標
（計画）

事　業　数

交付決定額

項目

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。



４　「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

　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）

　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。

実績・進捗状況項目

 　かながわシープロジェクトの取組を三
 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。

海の駅めぐり ダイビング拠点（葉山漁港）

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

 　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。

　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。

項目 実績・進捗状況



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

７　広報・広聴事業

第１四半期

第２四半期

第３四半期

項目 実績・進捗状況

 　地域における県政情報及び管内イベン
 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」を発行します。
 　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」を開催します。

　6月24日に第１回「横須賀三浦地域対話行政
推進担当会議」を開催しました。
　6月に「三浦半島（はんとう）だより」第54
号を7,000部発行しました。

　9月に「三浦半島（はんとう）だより」第55
号を7,000部発行しました。

　11月24日に黒岩知事との“対話の広場”地
域版をヨコスカ・ベイサイド・ポケットにて
開催し、126人の参加がありました。

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します。

　12月28日に市町企画担当課長会議を開催し
ました。

　各市町と連携し、「三浦半島魅力最大化プ
ロジェクト」を策定しました。

　6月23日に市町企画担当課長会議を開催しま
した。

　7月24日、8月17日、9月29日に企画担当課長
会議、8月19日に横須賀三浦地域首長懇談会を
開催しました。

第３四半期

第４四半期

 域版」を開催します。 開催し、126人の参加がありました。
　12月に「三浦半島（はんとう）だより」第
56号を7,000部発行しました。

　３月に「三浦半島（はんとう）だより」第
57号を7,000部発行しました。



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

項目 実績・進捗状況

 　市町、観光協会等と連携し三浦半島の
 観光振興を図るとともに、観光情報の発
 信や観光マップの配布等を行います。
 　また、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
 た創業者の発掘等への支援を行います。

　うるおい旅ホームページを週１回以上更新
し、管内の旬の観光情報を発信しました。う
るおい旅トップページアクセス数 39,946件
　観光施設、宿泊施設等に観光マップの配架
依頼を行いました。
　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いまし
た。

　うるおい旅ホームページを週１回程度の割
合で更新し、管内の旬の観光情報を発信しま
した。（アクセス数 31,244件）
　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ました。
　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」を開催しました。

　地域産業の振興のため、三浦市、三浦商工
会議所等と共催で「三崎港町まつり」を実施
した他、観光振興に寄与するイベントの後援
を行いました。
　横浜駅東口で行われた県集中観光キャン
ペーンに参加し、管外での観光ＰＲを行いま
した。
　うるおい旅ホームページを更新し、管内の
観光情報を発信しました。うるおい旅トップ
ページアクセス数 18,483件

第４四半期

ページアクセス数 18,483件

  「三浦一族史跡マップ」を20,000部、「三
浦半島ガイド＆マップ」（日英併記版）を
25,000部、それぞれ作成し、配布を開始しま
した。
　地域経済の活性化と雇用創出等を図るため
「産学連携推進フォーラム」を(公財)横須賀
市産業振興財団と共催しました。
　うるおい旅ホームページを更新し、管内の
観光情報を発信しました。うるおい旅トップ
ページアクセス数 17,365件



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
　三浦半島の魅力を高め、交流人口の増加を図るため、地方創生先行
型交付金を活用した事業を、市町や関係機関と連携して実施すること
ができました。

　地方創生先行型交付金を活用した事業の推進など、市町や関係機関
と連携、調整のうえ、適切に業務を推進することができました。

　地方創生先行型交付金を活用した事業が完了するなど、市町や関係
機関と連携調整のうえ、適切に業務を推進することができました。

046-823-0278連絡先（電話番号）

部長評価

　市町や関係機関との各種会議を開催し、連携、調整のうえ、適切に
業務を推進することができました。

　地方創生先行型交付金を活用した事業の推進など、市町や関係機関
と連携、調整のうえ、適切に業務を推進することができました。


