
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

（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。

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

所属のホームページ

地域政策課

室・課（出先は所属）名

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。 

・かながわシープロジェクトの推進 

・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 

・県西地域の活性化に向けた取組み 

・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 

・湘南国際村を拠点とした学術研究、人材育成、技術交流、文化交流の推進 

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

2,082 967 1,013 152 2,131

7,624 7,639 20 7,659

212,485 105 370 35,125 7 -10 35,597

222,191 8,711 1,402 35,276 7 △ 10 45,387

項目 (再)配当額

事業費 813,160 30,970 28,177 66,439 207,687 259,790 593,063

維持管理費 0

計 813,160 30,970 28,177 66,439 207,687 259,790 593,063

61,543 43,384 65,083 45,031 215,040

92,513 71,561 131,521 252,719 259,790 808,104

△ 83,802 △ 70,158 △ 96,245 △ 252,711 △ 259,800 △ 762,716

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 21 21 22 21

上記以外の職員 1 1 1

計（人） 21 22 23 22

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　かながわシープロジェクト 

第１四半期

項目 実績・進捗状況

・かながわシープロジェクト関連イベントの企
画・調整

・かながわシープロジェクト「Feel SHONAN」
ホームページの英語化。
http://feelshonan.jp/en/

・「Feel SHONAN」ビーチヨガウィークイベン
トの開始。

・「Feel SHONAN」湘南なぎさフェスタを実施
（参加者：15,000名）http://www.s-n-
p.jp/shonankaigan_park/news/20151007.html

・「Feel SHONAN」ビーチヨガin茅ヶ崎を実施
（参加者：91名）
http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/kanko
u_list/event/1015155.html

・愛知県岡崎市において、ウォータースポーツ
を通じたゆかりのまち交流事業～Feel SHONANイ
ベント～を実施（参加者：21名）。
・「Feel SHONAN」平塚漁港で秋祭りを実施（参
加者：134名）
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f530719/p97
2778.html

・CNNにおいて、テレビCM放映を実施（放映地
域：アジア・オセアニア地域、放映本数：110
本）
・JALの機内誌に広告を掲載

第３四半期

・「Feel SHONAN」ビーチヨガウィークイベント
を実施（参加者：637名）http://www.shonan-
yoga.com/

【かながわシープロジェクト】
　圏央道の開通や東京2020オリンピック
パラリンピックの開催を契機として、国
内外から多くの観光客を神奈川に呼び込
み、沿岸地域の活性化に取り組む。

第２四半期

かながわシープロジェクト 

ポスター 

「Feel SHONAN」 

ホームページ（英語版） 

ビーチヨガの様子 

愛知県岡崎市でのSUP

体験イベントの様子 

平塚漁港でのつりイベ

ントの様子 
愛知県岡崎市でのSUP

体験イベントの様子 



第４四半期

・CNNにおいて、ヨットPR映像のテレビCM放映
を実施（放映地域：欧州・中東・アフリカ、
北アメリカ地域、放映本数：360本）
・茅ヶ崎市ヘッドランドビーチにマリンス
ポーツ体験拠点を整備
・「Feel SHONAN」茅ヶ崎ビーチスポーツフェ
スティバル2016 SPRINGを実施（参加者：60
名）
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f530719/p
1010167.html

【かながわシープロジェクト】
　圏央道の開通や東京2020オリンピック
パラリンピックの開催を契機として、国
内外から多くの観光客を神奈川に呼び込
み、沿岸地域の活性化に取り組む。

マリンスポーツ体験拠点

の整備状況 

「Feel SHONAN」茅ヶ崎

ビーチスポーツフェス

ティバルの実施状況 



２　新たな観光の核づくり 

第２四半期

第３四半期

第４四半期

項目 実績・進捗状況

【新たな観光の核づくり】
　城ヶ島・三崎地域、大磯地域、大山地
域において、地域の魅力や特徴を生かし
た「新たな観光の核づくり」に取り組
む。
　

※  本事業は、本県の総合計画である
「かながわグランドデザイン」のプロ
ジェクトNo.8に位置付けられている事業
です。
　プロジェクトでは、数値目標の一つと
して「新たな観光の核づくり地域の入込
観光客数（暦年）」を掲げており、今年
度の目標値は302万人となっています。

http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/
attachment/783679.pdf#page=44

第１四半期

・新たな観光の核づくり構想地域・広報用映像
をＨＰで公開
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f417815/

・「新たな観光の核づくり促進交付金」の事業
提案を募集
・本庁舎一般公開でのＰＲの実施

・「新たな観光の核づくり促進交付金」の事
業プレゼンテーションを実施し、４事業を採
択

・「新たな観光の核づくり促進交付金」の交付
（２事業）

・「新たな観光の核づくり促進交付金」の事
業プレゼンテーションにおいて提案された事
業のうち、「外国人観光客おもてなしハンド
ブック作製事業」を県事業として実施。
　作製言語：英語・中国語（簡体字、繁体字）・韓国語

　作成部数：大山版各言語2,500部、全県版各言語6,000部

・活用セミナーを伊勢原市、厚木市、秦野市
において実施。合計参加者77名。

城ヶ島地域 大磯地域 大山地域 

プレゼンテーション

の実施状況 

交付金対象事業（※招布

作製）実施状況 

※招布（まねぎ）：かつて各御師旅館

の門前に講名を染め上げた手ぬぐい

を掲げることで、講をまねき入れるこ

と（歓迎）の目印となっていたもの 

※招布（まねぎ）：かつて各御師旅館

の門前に講名を染め上げた手ぬぐい

を掲げることで、講をまねき入れるこ

と（歓迎）の目印となっていたもの 

※招布（まねぎ）：かつて各御師旅館

の門前に講名を染め上げた手ぬぐい

を掲げることで、講をまねき入れるこ

と（歓迎）の目印となっていたもの 

活用セミナーの実施状況 



３　県西地域活性化事業 

第１四半期

第２四半期

第３四半期

項目 実績・進捗状況

【県西地域活性化事業】
　県西地域において未病を治し、住む人
や訪れる人の健康長寿を実現するととも
に、未病を治す様々な地域の魅力をつな
げて産業力を高め、自然といのち、世代
が循環する地域づくりを進めることで、
地域経済の活性化を図る。（県西地域活
性化プロジェクト）
　プロジェクトの３つの柱
①　未病がわかる
②　未病を治す
③　未病でつなぐ地域の活性化

※　本事業は、本県の総合計画である
「かながわグランドデザイン」のプロ
ジェクトNo.18に位置付けられている事
業です。
　プロジェクトでは、数値目標の一つと
して「未病いやしの里の駅の数（累
計）」を掲げており、今年度の目標値は
100施設となっています。

http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded
/attachment/783679.pdf#page=47

・「未病いやしの里センター（仮称）」の概
略提案を募集
・「県西地域活性化プロジェクト推進交付
金」の事業提案を募集
・「未病いやしの里　里の宿・レストラン」
の認定施設を募集
・未病いやしの里の駅の数（累計）：74施設

・「未病いやしの里センター（仮称）」の概
略提案について、最優秀提案を採択
（http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f530073/p908533.html）

・「県西地域活性化プロジェクト推進交付
金」について、６事業を採択
（http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f530073/p962470.html）

・「未病いやしの里　里の宿・レストラン」
について、２施設を認定
（http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f530073/p842897.html）

・未病いやしの里の駅の数（累計）：81施設

・㈱ABC Cooking Studioへの委託による「薬
膳料理教室」及び「薬膳料理レシピコンテス
ト」を開催
薬膳料理教室　　：参加者数22名（応募者数31名）
レシピコンテスト：応 募 数35品（入賞作品３品を選出）

・第５回県西地域活性化推進協議会を開催
（http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0602/kenseipj/about_proj
ect.html）

・未病いやしの里の駅の数（累計）：91施設

（生姜風味のクレームブリュレ） 

証※に応じた薬膳料理

（イメージ） 

※ 自分の体質、体調などを漢方の考え方で評価したもの 

四季の薬膳料理 

（イメージ） 

 里の宿・レストランとして認定した

「鈴廣かまぼこの里 鈴なり市場 汐

風カフェ」が提供している薬膳料理 

（料理教室の様子） （レシピコンテスト応募作品） 



第４四半期

（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/osirase/0602/kenseipj/)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。

【県西地域活性化事業】
　県西地域において未病を治し、住む人
や訪れる人の健康長寿を実現するととも
に、未病を治す様々な地域の魅力をつな
げて産業力を高め、自然といのち、世代
が循環する地域づくりを進めることで、
地域経済の活性化を図る。（県西地域活
性化プロジェクト）
　プロジェクトの３つの柱
①　未病がわかる
②　未病を治す
③　未病でつなぐ地域の活性化

※　本事業は、本県の総合計画である
「かながわグランドデザイン」のプロ
ジェクトNo.18に位置付けられている事
業です。
　プロジェクトでは、数値目標の一つと
して「未病いやしの里の駅の数（累
計）」を掲げており、今年度の目標値は
100施設となっています。

http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded
/attachment/783679.pdf#page=47

・県西未病観光コンシェルジュ育成セミナー
を開催（初級、中級を各２回開催）

　初級：計250人修了
　中級：計206人修了
　　 （実人数250人）

・県西地域活性化プロジェクトのホームペー
ジをリニューアル
（http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0602/kenseipj/index.html
）

・第６回県西地域活性化推進協議会を開催
（http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0602/kenseipj/about_proj

ect.html）

・未病いやしの里の駅の数（累計）：115施設

（ＨＰリニューアルに 

伴い、ロゴを刷新） 

 
 

（第６回県西地域活性化推

進協議会の様子） 

（修了したことを証する修了バッジ） 

【県西未病観光コンシェルジュ】 

 県西地域を訪れる観光客等に対して県西地域の地域資源を生かし

ながら「未病」を治す取組みの提案等ができる人材 

 
 



４　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 5 10 8 2

20件 7 8 8 8

10件 1 11 9 3

10件 0 0 2 2

45,000部 20,661 3,300 1,515 1,851

40,000部 25,928 18,330 2,386 6,654

５　京浜臨海部活性化及び空港対策事業

【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

実　　績

累計

イベント等連携事業数 25

（前年度実績） 31

項目 年間目標
（計画）

メディアでの県政情
報の取り上げ件数 24

4

連携イベントでの
リーフレット等配布

部数
27,327

（前年度実績） 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。

項目 実績・進捗状況
①京浜臨海部再編整備協議会（県・横浜市・川
崎市）で平成26年度に実施した京浜臨海部立地
企業動向調査実施の結果を踏まえ、関係機関へ
のヒアリングを実施
②・平成27年度第１回京浜臨海部コンビナート
高度化等検討会議開催
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f12100/

・かながわ京浜臨海部ニュース（５月号）の発
行
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/p45756.html

・神奈川県工業高等学校長会において、高校生
の地元就職を促すため、京浜臨海部企業のＰＲ
を実施
③第２回「羽田空港周辺・京浜臨海部連携強化
推進委員会」が開催され、羽田空港跡地地区と
殿町地区を結ぶ連絡道路の整備等について、関
係機関で合意された。
④首都圏空港の機能強化について、国や関係自
治体間による調整・協議が行われた。

第１四半期

（前年度実績）



【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

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、関係自治体による調整・協
議が行われた。
④第３回首都圏空港機能強化の具体化に向け
た協議会が開催され、首都圏空港の機能強化
について、国や関係自治体間による調整・協
議が行われた。
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f532653/

・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.ht
ml

第２四半期

①京浜臨海部再編整備協議会（県・横浜市・
川崎市）で平成26年度に実施した京浜臨海部
立地企業動向調査実施の結果を踏まえ、関係
機関へのヒアリングを実施
②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
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f491079/

②平成27年度第２回京浜臨海部コンビナート
高度化等検討会議の開催
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f12100/

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、関係自治体による調整・協
議が行われた。
④首都圏空港の機能強化について、国や関係
自治体間による調整・協議が行われた。
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f532653/

第３四半期

①京浜臨海部再編整備協議会(神奈川県･横浜
市･川崎市)として、｢横浜・川崎 臨海部工場
立地図｣の更新に向けた調整を実施
http://www.keihin.ne.jp/plant_location_ma
p.html



【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

第４四半期

①京浜臨海部再編整備協議会(神奈川県･横浜
市･川崎市)として、ホームページのリニュー
アル及び｢横浜・川崎 臨海部工場立地図｣の更
新印刷事業を実施
http://www.keihin.ne.jp/

②平成27年度第３回京浜臨海部コンビナート
高度化等検討会議の開催、同検討会議リーフ
レットの更新及び同検討会議として川崎国際
環境技術展2015に出展
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f12100/

・かながわ京浜臨海部ニュース(３月号)の発
行
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/p45756.ht
ml

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、関係自治体による調整・協
議が行われた
④首都圏空港の機能強化について、国や関係
自治体間による調整・協議が行われた。
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f532653/



６　湘南国際村を拠点とした国際交流とめぐりの森の再生・保全・活用の推進

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

・ＮＩＩ湘南会議外１件の国際会議を誘致
・第10回めぐりの森植樹祭を開催
・めぐりの森を12月公開予定の日本映画のロ
ケ地として撮影協力

・ＮＩＩ湘南会議外６件の国際会議等を誘致
・湘南国際村センターの竣工20年目大規模修
繕を適正に実施
・三浦半島観光連絡協議会等の連携により、
サイクルステーション及びマイルストーンを
設置

・ＫＩＦとの連携によりヘルスケアに関する
学術交流会を開催

【湘南国際村事業】
  国際的視野に立脚した学術研究、人材
育成、技術交流、文化交流の推進という
相互に関係の深い四つの基本的目的を持
ち、多様な交流を展開することにより、
国際社会に貢献するとともに、地域社会
の発展に寄与する、多目的な滞在型の国
際交流拠点を目指す。

・第13回インカレ国際セミナー外６件の国際
会議等を誘致
・第５回ＮＩＩ湘南会議記念講演会を開催

・めぐりの森育樹祭を開催

項目 実績・進捗状況

・国連大学グローバルセミナー外５件の国際
会議を誘致

・青少年を対象とするめぐりの森の自然観察
サマースクールを開催



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） ０４５－２１０－３２５５

所属長評価

かながわシープロジェクトについては、第２四半期に予定している各
種イベントの企画・調整を滞りなく行い、順調なスタートを切ること
ができた。
湘南国際村事業については、ＮＩＩ湘南会議をはじめとした国際会議
の誘致に積極的に取り組むとともに、第10回めぐりの森植樹祭を開催
して、県民、企業、行政が一体となった森づくりを進めるなど、湘南
国際村改定基本計画に基づいた取組みを着実に推進することができ
た。
その他の事業についても、計画どおり進捗している。

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
して新たな観光の核づくり促進交付金の交付事業を決定するなど、各
認定地域の活性化に向けた取組みを推進することができた。
また、県西地域活性化事業についても、「未病いやしの里センター
（仮称）」設置に係る概略提案プレゼンテーションにより最優秀案提
案を採択するなど、県西地域を「未病の戦略的エリア」としてアピー
ルするための取組みを推進することができた。
その他の事業についても、計画どおり進捗している。

かながわシープロジェクトについては、愛知県岡崎市におけるイベン
トやＣＮＮでのテレビＣＭ放映を通じて、県外や海外に向けてかなが
わの海の魅力を発信することができた。
また、県西地域活性化事業については、薬膳料理教室や薬膳レシピコ
ンテストを開催することにより、県西地域活性化プロジェクトの一環
である薬用植物等の利活用を促進することができた。
その他の事業についても、計画どおり進捗している。

かながわシープロジェクトについては、予定どおり茅ヶ崎市ヘッドラ
ンドビーチに、幅広い世代の人々が気軽にマリンスポーツを楽しむこ
とのできるマリンスポーツ体験拠点を整備することができた。
県西地域活性化プロジェクトについては、「未病いやしの里の駅」の
施設数が、広報活動の強化により平成27年度当初の目標であった100
施設を上回り、計115施設となるなど、「未病を治す」取組みの普及
啓発を強力に推進することができた。
その他の事業についても、計画どおり進捗している。

かながわシープロジェクトについては、国内外にかながわの海の魅力
を強力に発信できただけでなく、マリンスポーツ体験拠点を設置する
など、誰もが気軽にマリンスポーツ楽しむことのできる環境を整備す
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、「未病いやしの里の駅」の
施設数が伸張するなど、「未病を治す」取組みを着実に推進すること
ができた。
その他の事業についても、年間を通じて、計画的どおり取組みを進め
た結果、充実した成果を収めることができた。


