
Ⅰ　業務概要

Ⅱ　支出の状況 (単位：千円)

Ⅲ　職員配置状況

Ⅳ　業務実施状況

１　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。

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

26件 0 28 0 0 0 28

252,098千円 0 224,399 0 △ 35,788 0 188,611

（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。

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

業務運営進行表

（平成28年４月１日～平成29年３月31日）

事　業　数

交付決定額

項目
交付決定額　　　　　　　　　　(単位：千円)

年間目標
（計画）

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「三浦半島魅力最大化プロジェクトの推進」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

「城ヶ島・三崎」

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 0

維持管理費 0

計 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

支出済額
事
業
経
費

合計

人件費　（注１）

支出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 12 12 12 12

上記以外の職員 1 2 2

計（人） 12 13 14 14

配置職員数



２　「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

　

　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）

実績・進捗状況項目

三浦半島「海の駅巡り」

第４弾 三崎・逗子クルーズ

かながわシープロジェクトと連動し

た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。



３　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

　

　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。（H29.3～
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

プロジェクト

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。

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



４　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

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

項目

　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。

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。

　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。

実績・進捗状況

　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。

　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H29.4.1から）

　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

　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。

　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。



７　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

８　広報・広聴事業

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

　５月12日に市町企画担当課長会議を開催し
ました。

　８月25日に横須賀三浦地域首長懇談会を開
催しました。

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。

　４月27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
58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
59号を7,000部発行しました。
　９月27日に「黒岩知事との“対話の広場”
地域版」を開催しました。

　12月に「三浦半島（はんとう）だより」第
60号を7,000部発行しました。

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。

　10月19日に平成28年度第２回横須賀三浦地
域県政総合調整会議を開催しました。

　３月に「三浦半島（はんとう）だより」第
61号を7,000部発行しました。

　各市町が現在取り組んでいる、または将来
取り組むべき課題等について情報交換を行い
ました。

三浦半島

（はんとう）

だより

第60号



９　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

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

046-823-0290連絡先（電話番号）

部長評価

　地方創生加速化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。

　地方創生加速化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。

 　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。

　当センターFacebook「三浦半島・鎌倉かわ
ら版」へ管内の旬の観光情報を週１回程度配
信しました。
　県立図書館の展示コーナーにおいて観光Ｐ
Ｒを行いました。

　当センターFacebook「三浦半島・鎌倉かわ
ら版」へ管内の旬の観光情報を週１回程度配
信しました。
　県立図書館の展示コーナーにおいて観光Ｐ
Ｒを行いました。
 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。

　当センターFacebook「三浦半島・鎌倉かわ
ら版」へ管内の旬の観光情報を週１回程度配
信しました。
　観光施設、宿泊施設等に観光パンフレット
の配架を行いました。
　県立図書館の展示コーナー、横浜駅新都市
プラザイベントスペースにおいて、観光ＰＲ
を行いました。

　黒岩知事との“対話の広場”地域版や地域別首長懇談会など、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。

　地方創生加速化交付金や地方創生推進交付金を活用した事業を市町
や関係機関と連携して進めたことにより、「三浦半島魅力最大化プロ
ジェクト」の取組みが加速しました。また、新たな観光の核づくり事
業を進めている「城ヶ島・三崎漁港周辺地域」への支援を通じて、当
該地域のみならず、三浦半島地域全体の活性化に貢献することができ
ました。

　地方創生加速化交付金や地方創生推進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。

　当センターFacebook「三浦半島・鎌倉かわ
ら版」へ管内の旬の観光情報を週１回程度配
信しました。
　観光施設、宿泊施設等に観光パンフレット
の配架を行いました。

項目 実績・進捗状況


