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Ⅰ　業務概要

Ⅱ　支出の状況 (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

項目 (再)配当額

事業費 929,769 53,743 116,329 121,951 283,778 353,970 929,769

維持管理費 36,310 4,408 8,994 8,344 11,250 3,314 36,310

計 966,079 58,151 125,323 130,294 295,028 357,283 966,079

176,344 118,006 181,279 121,761 597,390

234,495 243,328 311,574 416,788 357,283 1,563,469

Ⅲ　職員配置状況

４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

58 59 58 59

15 18 19 19

73 77 77 78

配置職員数

区分

常勤職員

上記以外の職員

計（人）

（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）各項目毎に千円未満四捨五入を行っているため、各計欄は一致しない場合があります。

業務運営進行表

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f715/

（平成28年４月１日～平成29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

支
出

支出済額

人件費計（注１）

支出計(B)

第１号様式

所属進行表

横須賀三浦地域県政総合センター所長の鈴木です。

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人口減少が始まりつつある三浦半島地域で、交流人口増加や定住

促進を図るため、当該地域の持つ豊かな自然や歴史・文化遺産等

の観光資源を活用しつつ、農漁業等の振興にも取り組み、三浦半

島の魅力を最大化することを推進します。

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

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f715/


Ⅳ　業務実施状況

１　「三浦半島発　海の楽しみ方」の推進（三浦半島魅力最大化プロジェクトの推進）

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

　かながわシープロジェクトと連動した取
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。

　三浦半島「海の駅」巡り実行委員会の第１回
を４月28日に、第２回を６月23日に開催し、事
業実施に向けて話し合いました。
　５月にダイビング拠点整備打ち合わせを行い
ました。

　三浦半島「海の駅巡り」を２回実施しまし
た。
　・第１弾　三崎・小網代クルーズとこあじ
　　ろマリン体験会(H28.7.18)
　・第２弾　深浦・浦賀クルーズと東浦賀散
　　策ガイドツアー＆プレジャーボート体験
　　乗船会（H28.9.4）

　ダイビング拠点整備の関係者との打合せを行
いました。

　三浦半島「海の駅」巡りを３回計画しました
が、２回は荒天のため中止しました。
　・第３弾　葉山・逗子クルーズ
　　（H28.10.8、荒天のため中止）
　・第４弾　三崎・逗子クルーズ
　　（H28.10.9、荒天のため１便のみ運航、
　　　参加者41名）
　・第５弾　浦賀・三崎クルーズ
　　（H28.10.30、荒天のため中止)

　ダイビング拠点整備の関係者との打合せを行
いました。

　三浦半島「海の駅巡り」を１回実施しまし
た。
　・第６弾　逗子サンセットクルーズ
　　（H29.3.18）
　なお、第６弾は、同日に三浦半島観光連絡協
議会が主催したイベント「三浦半島パン屋ライ
ド」とも連携を行い、同イベント中に葉山港か
ら逗子マリーナまでのクルージングも実施しま
した。

　ダイビング拠点が完成しました。（供用開始
はH29.4.1から）

三浦半島「海の駅巡り」第４弾 三崎・逗子クルーズ



２　三浦半島の広域観光の推進（三浦半島魅力最大化プロジェクトの推進）

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

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、平成27年度に整備したマイルストーン
及びサイクルステーション、デジタルサイ
ネージを活用した三浦半島広域観光プロ
モーションを、市町と連携・協力して推進
します。

　平成27年度に設置したデジタルサイネージに
地域の飲食店情報を追加し、コンテンツの充実
を図りました。
　平成27年度に設置したマイルストーンを活用
したサイクルスタンプラリー（春編）を開催し
ました。
　三浦半島サミット認定事業として京浜急行が
サイクルトレインを試験的に運行しました。

　サイクルスタンプラリー（秋編）を開始しま
した（H28.9～H28.12実施予定）。
　三浦半島地域連携ＤＭＯ設立の中核となる事
業者を決定（プロポーザルによる公募）し、選
定事業者が訴求力の高いコンテンツの検討を開
始しました。

　引き続きサイクルスタンプラリー（秋編）を
開催しました。
　広域観光プロモーションの取組みとして、三
浦半島の豊富な食材を使用したオリジナルメ
ニュー「LAUMI」の発表と、一般向け試食会「三
浦半島まるごと食堂」を開催しました。（来場
者数8,100名）

　横須賀商工会議所が市内飲食店と連携し、先
行して実施した事業「三浦半島はイタリア半島
プロジェクト」を他の商工会議所、商工会との
連携により、三浦半島全域の店舗に拡大し、半
島内を周遊するきっかけとなるプロモーション
事業を実施しました。（平成29年３月～　参加
店舗：33店舗）
　また、逗子海岸で逗子市観光協会が中心と
なって3月に実施されたイベント「NIGHT WAVE逗
子」に対する協賛企業誘致やマスコミ取材誘致
などのプロモーション支援を行いました。

項目

三浦半島はイタリア半島

三浦半島はイタリア半島プロジェクト 協力店舗メニュー（一部）

よこすかピッツァ・ブラック 赤の恵鎌倉リゾット 逗子しらなみパスタ

三浦グリーンフリット 白の風葉山パスタ



３　大学と連携した三浦半島の魅力アップ（三浦半島魅力最大化プロジェクトの推進）

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

４　半島農業体験による労働力の確保

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

　大学から、三浦半島ならではの新たな地
域コミュニティづくりに関する事業の提案
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。

　４月～５月に提案募集、５月26日に公開コン
ペと審査会を実施し、３件（３大学）の事業を
採択しました。

　事業内容の確認を行い、順次事業を開始しま
した。

　採択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。

項目 実績・進捗状況

　大学生等をターゲットにして、全国有数
の生産力を誇り、営農意欲の高い担い手農
家の生産現場を活用した短期的な体験研修
（半島農業の体験）を実施し、就農機会の
動機づけを行うとともに、繁忙期等におけ
る農家の補完労動力の確保に向けた取組み
を進めます。

　関係する管内の２農協や市と打ち合わせを行
い、事業実施に向けた調整を進めました。

　研修生の募集を開始し、45名から応募があり
ました。また、１日目の研修に向けて、管内の
２農協と研修内容等の調整を進めました。

　10月に２農協の会場それぞれ、１日目の研修
を実施し、農協職員から管内の農業に関する説
明を聞いたのち、農作業体験を行いました。
　また、２日目の研修を12月に行った農家で
は、ダイコンの収穫・洗浄やキャベツの定植等
を体験しました。

　１月に２農協の会場それぞれ、２日目の研修
を実施し、研修先農家でダイコンの収穫・洗浄
やキャベツの定植等の農作業体験を行いまし
た。

ダイコンの間引きを行う研修

生（１日目）

農協職員による説明を受け

る研修生（１日目）

ダイコンの収穫体験を行う研

修生（２日目）



５　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

６　城ケ島駐車場ワンデーパス導入による周遊性の向上

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

　城ケ島内の公共駐車場に「城ケ島駐車場
ワンデーパス（１day pass）」を７月から
導入し、車で行き来しやすい交通環境を整
え、島全体をゆっくりと、まるごと楽しん
でいただく機会を創出します。

　引き続き関係者会議（１回）を開催して、円
滑な運用に努めました。

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、地元と連携して構成事業の具体化を促
進し、情報発信、各種イベントの実施など
により、構想の実現を支援します。

　新たな観光の核づくり等促進交付金(平成28年
度分)が交付決定されました。
　構想事業の今後の事業展開について関係団体
と打合せを行いました。

　構想実現のための支援の検討を行いました。

　構想実現のための後押しや進行管理を行いま
した。

　新たな観光の核づくり等促進交付金(平成28年
度分)で整備した施設の供用の準備が整いまし
た。（供用開始は平成29年４月１日から）

項目 実績・進捗状況

　導入に向け、城ヶ島駐車場の関係者会議（２
回）や、地域説明会（３回）を開催するととも
に広報等を実施しました。

　７月１日より「城ケ島駐車場ワンデーパス
（１day pass）」を導入しました。

　関係者会議（１回）を開催して円滑な運用に
努めました。

ワンデーパス周知（チラシ・ポスター）

新たな観光の核づくり

構想認定地域

「三崎・城ヶ島」



７　蜜蜂の飼育技術の普及推進

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

８　木質バイオマスの有効活用

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

　蜜蜂の飼育に影響の大きい巣箱内の温度
実態を解明し、管内の養蜂農家、新規飼育
者等に蜜蜂の正しい飼育方法について、専
門の講師による普及推進を行い、養蜂技術
の一層の向上を図ります。

　実態解明に向けての調査等について、専門の
講師と打合せを行うとともに、実態解明に向け
た機器の設置及び技術向上を図るための現地指
導を実施しました。

　専門講師による３回の現地指導を行い、９月
16日に、機器の取り外しを行いました。
　また、10月中旬の技術勉強会開催に向け、募
集を開始しました。

　10月15日にミツバチ飼育技術勉強会を開催
し、養蜂農家等60名が出席しました。

　３月10日（金）に平成28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
など、昨年の状況について情報共有しました。

項目 実績・進捗状況

　三浦半島において利用されず廃棄物とし
て処分されている伐採木について、森林資
源の循環利用を図るモデルを構築し、公共
事業等のコスト縮減と木質バイオマスの有
効活用による社会環境負荷の低減を図りま
す。

　森林所有者と事業実施に向けて調整を行い、
覚書を締結しました。

　伐採した木材を使う薪作り体験会を募集を
し、９月25日に25名の参加で開催しました。

 ９月25日に開催した薪作り体験会参加者の意見
を集約し、第２回目に行う取組内容を検討しま
した。また、取組内容にあわせた会場の確保に
ついて、関係機関等と調整を進めました。

　２月25日（土）に葉山町において、公共事業
で発生した伐採木の無料配布を、一般公募によ
り実施し、15組22名が参加しました。

養蜂農家等に対し実施した、

ミツバチ飼育技術勉強会

（ 講師 玉川大学 教授

中村 純 先生 ）



９　「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

第２四半期

第３四半期

第４四半期

項目 実績・進捗状況

　「食」と「農」に対する県民への理解の
促進と地産地消を推進するため、広報活動
を強化するとともに、小中学生とその保護
者を対象に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。

  ９月からの開催に向け、関係機関と調整を進
め、募集案内を作成しました。また、センター
広報誌の「三浦半島だより」への掲載や地域情
報紙への掲載依頼等、募集・ＰＲの準備を行い
ました。

　９月10日に種まき体験(第１回)、10月１日に
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26日に最後となる収穫体験（第３回）を
開催し、参加者が種をまいたダイコンを始め、
キャベツやカブ等の収穫体験と、収穫したダイ
コンの試食体験を行いました。（参加者51名）

　計画していた３回の体験と農業生産基盤整備
の現場見学を行い、三浦半島農業の魅力を広く
ＰＲできました。

「かながわ農業大発見！」ダイコンの栽培収穫体験（第３回収穫体験／試食体験）を開催

ダイコン収穫体験の様子 収穫した特産ダイコンの試食
県立保健福祉大学

学生考案のメニュー



10　小網代の森についての情報発信の充実と施設の整備

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

　小網代の森の環境学習などの取組みを推
進するため、フェイスブックやホームペー
ジなどにより季節に応じた森の様子を紹介
するなど情報発信を充実させるとともに、
利活用をよりいっそう推進するため、散策
路等の施設を整備します。

　仮設トイレの数を一基増やしました。
　ホームページに解説板、道案内標柱の情報を
加えました。
　フェイスブックにホタル観察期間の様子を載
せました。

 フェイスブックに夏の様子や見所の紹介を載せ
ました。

 フェイスブックに引き橋入口付近の草刈作業の
様子を載せました。

　散策路の転落の危険がある箇所に手摺を設置
しました。
　ファイスブックに春の様子を紹介しました。

解説板 春の訪れを告げるフキノトウ



11　実践的な訓練と“顔の見える関係”づくりで災害時・緊急時の応急対策を充実・強化

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

項目 実績・進捗状況

　災害発生時の応急活動を円滑に実施する
ため、現地災害対策本部関係の訓練につい
て、実施回数の増・ＵＴＭ座標の活用など
により充実させるとともに、市町の実施す
る防災訓練にも積極的に参加し、内外とも
に顔の見える関係を充実・強化していきま
す。

　４月に防災業務説明会を開催し、異動者等を
対象に現地災害対策本部の役割や、共通座標と
してのＵＴＭ座標について説明しました。
  ５月に職員参集報告訓練を実施し、メール等
による参集報告ルールの周知徹底を図りまし
た。
  ６月に「三浦半島地域防災懇話会」に参加
し、横須賀市上下水道局及び市内管工事協同組
合員による熊本地震での支援活動報告などを聴
講しました。
  また、三浦市が県と共同で実施する地震対策
図上訓練に関する事前調整を、総合防災セン
ターとともに行いました。

  ７月に広域防災活動備蓄拠点運営訓練、８月
に広域防災活動拠点運営訓練、９月に連絡調整
班運営訓練を実施し、現地災害対策本部の災害
対策機能を充実・強化しました。
  ７月に市町連絡員を、８月にセンター職員を
対象とした参集報告訓練を実施し、メール等に
よる参集報告ルールの周知徹底を図りました。
  ７月に「横須賀三浦地域防災関係機関意見交
換会」を開催し、管内防災関係機関との顔の見
える関係を強化しました。
  ７月に開催された逗子市との津波対策訓練や
三浦市との地震対策図上訓練、さらには９月に
開催された横須賀市とのビッグレスキューかな
がわに参加し、スタッフとして進行や運営に協
力しました。

  10月にヘリコプター臨時離着陸場運営訓練、
11月に帰宅困難者一時滞在施設開設訓練を実施
しました。
　10月に「三浦半島地区広域防災対策推進連絡
協議会」の構成機関が集まり、東京臨海広域防
災公園を視察しました。
　11月の緊急参集訓練に併せ、総務班、連絡調整
班及び各拠点の開設運営訓練を実施しました。
　11月に開催された「横須賀港危機管理メンバー
会合」に参加し、港湾危機管理対策の取組状況に
ついて関係機関と意見交換を行いました。
　12月に開催された「日米合同原子力防災訓
練」に参加し、関係機関の連携強化及び対処能
力の向上を図りました。

　１月に開催された「県・横須賀市合同原子力
防災訓練」に参加し、関係機関の連携強化及び
対応能力の向上を図りました。
　１月に開催された葉山町との災害対策本部図
上訓練、さらには３月に開催された横須賀オフ
サイトセンター図上訓練に参加し、スタッフと
して進行や運営に協力しました。
　３月に「横須賀三浦地域防災関係機関意見交
換会」を開催して普及・啓発施設見学や意見交
換を行い、管内防災関係機関との顔の見える関
係を強化しました。
　また、３月に連絡調整班及び市町連絡員によ
る情報受伝達を中心とした図上訓練や、ＵＴＭ
座標及び通信機器等の取扱いに関する習熟訓練
を実施し、現地災害対策本部の災害対策機能を
充実・強化しました。

防災に関する訓練の様子（平成

28年９月30日実施 現地災害対

策本部連絡・調整班運営訓練）



12　活力ある職場づくり・クロスファンクション

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

  職員の見識を広め、自己の業務遂行の参
考とするため、若手提案チームを設置する
ほか、他部課の業務体験を行うなど、クロ
スファンクションの取組みを進めます。

５月16日に危険木伐採工事、土壌汚染改良工事
について、所管課であるみどり課及び環境課
が、それぞれ所管課以外の職員（計７名）とと
もに現場に入り、業務を行うとともに、現場説
明を行いました。
６月８日に三崎漁港一斉清掃を、所管課である
企画調整課以外の職員（計７名）とともに行い
ました。

７月12日　県民・防災課主催の防災講演会
　（講師：国土地理院）を実施しました。
　（所管外職員３名出席）
８月１日　部課を横断した若手職員研修を実
　施しました。（11名出席）
８月29日　部課を横断した若手職員研修を実
　施しました。（13名出席）
９月５日　部課を横断した若手提案チームを
　立ち上げました。（メンバー５名）
９月13日　広報研修会を実施しました。（所
　管外職員を含め16名出席）
９月15日　農政部主催オリジナルアイスの試
　食アンケートに協力しました（所管外職員
　12名参加）

10月５日　農政部主催オリジナルアイスの試食
　アンケートに協力しました。(所管外職員20
　名参加)
10月25日　三崎漁港一斉清掃を、所管課である
　企画調整課以外の職員(計5名)とともに行い
　ました。
12月２日　農政部主催の大根等の収穫体験に参
　加しました。(所管課外職員4名参加)

１月24日　農政部の現地調査研修に、農政部以
　外の職員（２名）が参加しました。
２月10日　女性ビジネスネットワークキックオ
　フイベントに、所管している企画調整部以外
　の職員（３名）が参加しました。
３月７日　部課を横断した若手提案チーム（メ
　ンバー５名）の提案発表会を行いました。
３月10日　県民・防災課主催のＵＴＭ座標を
　使った連絡調整班運営訓練に参加しました。
　（所管外職員７名参加）

危険木伐採工事の現場

説明の様子

（平成28年５月16日実施）



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１日より「城ケ島駐車場ワンデーパス（１day pass）」を導入し
たほか、９月に開催された横須賀市とのビッグレスキューかながわに参
加し、スタッフとして進行や運営に協力するなど、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。

　「三浦半島魅力最大化プロジェクト」の取組みを推進し、三浦半島の
豊富な食材を使用したオリジナルメニュー「LAUMI」の発表と、一般向け
試食会「三浦半島まるごと食堂」を開催したほか、三浦半島オリジナル
アイス試食キャラバンを管内６箇所で開催しました。
　また。県内で初めて畑を活用した半島農業体験研修を行うなど、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。

　城ヶ島・三崎地域の活性化に向けた取組みとして、新たな観光の核づ
くり等促進交付金(平成28年度分)で整備した、ダイビング拠点施設の供
用の準備が整いました。（供用開始は平成29年４月１日から）
　また、小網代の森の施設整備の取組みとして、散策路の転落の危険が
ある箇所に手摺を設置するなど、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。

　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。


