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湘南地域県政総合センター企画調整部では、管内を対象に主に次の仕事

をしています。

① 地域における県行政の総合調整を行うため、管内の出先機関や市

町村等との連絡調整を行っています。

② 市町事業への支援や広報広聴事業などを行っています。

③ 「新たな観光の核づくり」構想を推進する市町への支援や観光

情報の発信など、地域振興・観光振興の取組を行っています。

④ 管内関係団体等に商工業の振興に関する情報提供を行っています。

（所管区域は、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川

町、大磯町、二宮町の５市３町です。）

〔大山地域〕

〔大磯地域〕

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

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。

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
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0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
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　　　　　　 差額(A)-(B)　（注２）

支
出

事
業
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支出計(B)
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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。

〔大磯地域〕

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 10 9 9 9

上記以外の職員 1 1 1 1

計（人） 11 10 10 10

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/0024


Ⅳ　業務実施状況

１　湘南地域の観光情報の発信

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

28,000 6,154 7,249 9,921 9,174

25,000 6,692 5,497 6,015 6,392

２　補助金交付状況

　市町村自治基盤強化総合補助金の交付

　当センターホームページの｢観光情報ひろば湘南｣を活用し、湘南地域の最新の観光情報を発信します。

　市町等の行政機能及び財政基盤の強化を図るため、市町等が実施する事業に対し、補助金を交付します。

（前年度実績） 24,596

年間目標
項目

交付決定額　　　　　　　　　　(単位：千円)

大山阿夫利神社　初日の出（１月） 　　　　二宮町吾妻山公園　菜の花（１月）

　ホームページ「観光情報ひろば湘南」のアクセス状況

年間目標
（目標件数）

実績　　　　　　　　　　　（単位：件）　

累計

ホームページの
アクセス数

32,498

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

８市町 0 8 0 8

８市町 0 8 0 0 0 8

－千円 0 485,204 0 △ 39,309 445,895

－千円 0 244,100 24,100 3,700 0 271,900

３　新たな観光の核づくりの推進

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）

市町数

項目

（前年度実績）

交付決定額

（前年度実績）

項目 実績・進捗状況

　「新たな観光の核づくり」構想として平
成25年2月に認定された「大山地域」と
「大磯地域」の提案が着実に実現するよ
う、地元市町、関係団体と協働し、取組を
推進します。

　両地域における推進組織へ参画するとともに、
「情報」や「観光」関係の学部・学科のある管内
の大学（産業能率大学・東海大学・文教大学）の
学生参加による大山・大磯地域のＰＲ映像制作に
関する説明会を行いました。

　引き続き推進組織へ参画しました。また、管内
の３大学の学生をサポートし、大山・大磯地域の
撮影作業を進めました。

　引き続き推進組織へ参画するとともに、３大学
の学生による撮影・編集作業のサポートや、地域
におけるイベント実施への支援を行いました。

　引き続き推進組織へ参画しました。また、管内
の３大学の学生が制作した大山・大磯地域の映像
が完成しました。



４　誰もが楽しめる海水浴場の実現に向けた取組

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

５　市町の地方創生の取組への支援

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

６　さがみロボット産業特区等の取組への支援

実績・進捗状況

　誰もが安心して楽しめる海水浴場の実現
に向けて、市町や関係団体と連携した取組
を推進します。

　海の家の音楽イベントの計画について、関係機
関との連絡調整を行いました。
　引き続き、音楽イベントの計画について、事前
調整を行うとともに、関係機関とともに海の家の
パトロールを行いました。（藤沢：７回、大磯：
５回参加）

　海岸利用に関する関係機関による会議に参画
し、今後の海岸利用に関する検討状況の把握に努
めました。

　海岸利用に関する関係機関による会議に参画
し、今後の海岸利用に関する検討状況の把握に努
めました。

項目

項目 実績・進捗状況

　まち・ひと・しごと創生法に基づく市町
の取組が着実に進むよう支援します。

　地方創生に関する各種会議に参画するととも
に、４月28日に開催した湘南地域市町連絡会議に
おいて取組状況の説明や情報交換を行いました。

　引き続き地方創生に関する各種会議に参画する
とともに、管内市町を支援するため、７月23日に
相談窓口を設置しました。また、８月20日開催の
湘南地域首長懇談会において各市町に情報提供し
ました。

　引き続き地方創生に関する各種会議に参画し、
管内市町の取組を支援しました。

　引き続き地方創生に関する各種会議に参画し、
管内市町の取組を支援しました。

６　さがみロボット産業特区等の取組への支援

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

　12月15日に開催された「さがみロボット産業特
区」オープンイノベーション交流会に参加し、事
業の動向等の把握に努めました。また、10月28日
開催の湘南地域県政総合調整会議において、管内
県機関における情報共有を図りました。

　３月23日に開催した湘南地域観光振興会議及び
湘南地域産業振興協議会合同連絡会議において、
管内市町及び関係団体に対して情報提供を行いま
した。

項目 実績・進捗状況

　県民生活の安全･安心の確保とともに、
地域経済の活性化や観光振興に向け、さが
みロボット産業特区等の特区の取組を支援
します。

　４月28日に開催した湘南地域市町連絡会議にお
いて取組状況を説明しました。

　さがみロボット産業特区に関する各種会議(８月
17日：さがみロボット産業特区協議会、９月14
日：ロボット産業特区広報企画検討会）に参画
し、事業の動向や市町の意向把握に努めました。
また、７月14日開催の湘南地域県政総合調整会議
において、管内県機関における情報共有を図りま
した。



７　かながわシープロジェクトの取組の支援　

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

８　2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催に向けた取組への支援

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

９　市町の広域的課題の解決への支援

項目 実績・進捗状況

　2020年東京オリンピック・パラリンピッ
クの開催に向けて、開催のサポートや観光
の魅力発信などを行う管内市町や関係団体
などの取組を支援します。

　４月28日に開催した湘南地域市町連絡会議にお
いて取組状況を説明しました。

　各種会議等の場を通して、今後の事業の動向や
情報の把握に努めました。

項目 実績・進捗状況

　「かながわの海」の魅力を発信し、国内
外からの誘客を図るため、かながわシープ
ロジェクトの取組を支援します。

　４月28日に開催した湘南地域市町連絡会議にお
いて取組状況を説明しました。

　７月14日開催の湘南地域県政総合調整会議にお
いて、管内県機関における情報共有を図るととも
に、８月25日に開催された第１回「FeelSHONAN」
イベントin茅ヶ崎実行委員会に参画し、情報共有
を図りました。

　第２回「FeelSHONAN」イベントin茅ヶ崎実行委
員会（10月15日開催）と第３回の同委員会（12月
14日開催）に参画し、情報共有を図るとともに、
10月24日のビーチヨガイベントの開催に協力しま
した。

　３月19日のビーチスポーツフェスティバルの開
催に協力しました。

　各種会議等の場を通して、今後の事業の動向や
情報を把握するとともに、市町への情報提供に努
めました。

　３月23日に開催した湘南地域観光振興会議及び
湘南地域産業振興協議会合同連絡会議において、
管内市町及び関係団体に対して情報提供を行いま
した。

９　市町の広域的課題の解決への支援

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

部長評価

　管内市町、関係機関及び関係団体等との連携の下に、情報提供や連絡調
整等を行い、概ね計画に沿った形で進捗しています。

　管内市町、関係機関及び関係団体等との連携の下に、情報提供や連絡調
整等を行い、概ね計画に沿った形で進捗しています。

項目 実績・進捗状況

　管内市町の広域行政連携の取組を支援す
るとともに、市町と連携して新たな広域行
政を推進するための検討を進めます。

　管内における広域行政連携に関する各種会議に
参画し、取組の支援を行いました。

　引き続き広域行政連携に関する会議に参画し、
取組の支援を行うとともに、検討状況等について
情報収集に努めました。

　引き続き広域行政連携に関する会議に参画し、
取組の支援を行うとともに、検討状況等について
情報収集に努めました。

　引き続き広域行政連携に関する会議に参画し、
取組の支援を行うとともに、検討状況等について
情報収集に努めました。

　管内市町、関係機関及び関係団体等との連携の下に、情報提供や連絡調
整等を行い、概ね計画に沿った形で進捗しています。

　新たな観光の核づくりについて、管内３大学の学生参加により制作した
大山・大磯地域のＰＲ映像が完成し、平成28年４月から県のホームページ
で配信するなど、構想の実現に向けた取組を進めました。
　また、「かながわの海」の魅力を発信する「かながわシープロジェク
ト」については、イベントの開催に協力するなど、プロジェクトの推進を
サポートしました。
　さらに、市町の行政機能や財政基盤強化のための補助金の交付事務をは
じめとしたその他の事業についても、管内市町、関係機関及び関係団体等
との連携の下に状況把握や調整等を行い、概ね計画に沿ったかたちで事業
を進捗することができました。

　管内市町、関係機関及び関係団体等との連携の下に、情報提供や連絡調
整等を行い、概ね計画に沿った形で進捗しています。

を進捗することができました。

0463(22)9179連絡先（電話番号）


