
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　事業実施状況

　①　市町村自治基盤強化総合補助金の交付

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

69件 0 71 0 △ 5 － 66

360,663千円 0 318,002 0 8,737 － 326,739

(注）年間目標（計画）の欄は、各市町の要望件数及び金額の合計です。

　　　     　ミビョーナ、ミビョーネ

センター名

県西地域県政総合センター

業務運営進行表

（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。

年間目標
（計画）

　　　市町等が実施する広域連携の取組みや地域における課題解決に向けた取組み等、行財政基盤の
　　強化につながる事業を実施する市町等に対し、補助金を交付します。

（平成28年４月１日～平成29年３月31日）

所属

部名

企画調整部

事業数

交付決定額

項目
交付決定額　　　　　　　　　　(単位：千円)

第１号様式
所属進行表

企画調整部長の村上です。

企画調整部では主に次の仕事をしています。

・県西地域の県機関及び市町等との連絡調整

・県西地域活性化プロジェクトの推進

・箱根ジオパークの推進

・県西地域の観光振興及び商工業に係る情報提供

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 17 17 17 17

上記以外の職員 1 1 1

計（人） 17 18 18 18

配置職員数

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

維持管理費

計

支出済額
事
業
経
費

支出計(B)

人件費　（注１）

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f417344/


　②　県西地域活性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 出納整理期間 累計

40箇所 9 6 8 21 － 44

10回 4 3 2 1 － 10

２　業務実績

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

第１四半期

第２四半期

第３四半期

指定数・回数

未病いやしの里の
駅の指定

未病いやしの里セン
ター設置予定場所での
イベント開催

項目
年間目標
（計画）

・ 未病いやしの里の駅を新たに６件指定しまし
た。
・ 未病いやしの里センター設置予定場所でイベ
ントを３回実施しました。
・「未病いやしの里の駅」プロモーション推進
協議会を設置し、駅の魅力を伝える動画等の作
成を検討しました。
・ かながわシープロジェクトを推進するため、
各実行委員会に参画し、イベント実施に協力し
ました。

・ 未病いやしの里の駅を新たに８件指定しまし
た。
・ 未病月間（10月）に合わせ、未病いやしの里
センター設置予定場所でイベントを２回実施し
ました。また、同時期の地域イベントに「未
病」や「県西地域活性化プロジェクト」の普及
啓発ブースを集中的に出展しました。
・ コミュニティサイクル利用促進のため、モニ
ターツアーを実施し、ＰＲ動画を作成しまし
た。
・ かながわシープロジェクトを推進するため、
イベント実施に協力しました。

【県西地域の地域振興】
　管内市町・関係団体等との連携により、県
西地域活性化プロジェクトなど、地域振興に
資する事業を実施します。

・ 未病いやしの里の駅を新たに９件指定しまし
た。
・ 未病いやしの里センター設置予定場所でイベ
ントを４回実施しました。
・ 県西地域大学連携事業を募集し、３つの事業
を採択しました。
・ 第５回神奈川チェンソーアート競技大会を大
野山で開催しました。
・ かながわシープロジェクトを推進するため、
支援事業を選考し、各実行委員会に参画しまし
た。

　　　県西地域活性化プロジェクトの取組みを市町や関係団体と連携して推進します。

項目 実績・進捗状況

【管内市町、県機関等を対象とした総合調
整】
　知事と首長との懇談会、県機関を対象とし
た県西地域総合調整会議などを開催します。

・ 県西地域総合調整会議を開催しました。
・ ８月に実施する首長懇談会の開催に向け、市
町との調整を実施しました。
・ 神奈川県西部広域行政協議会に参画しまし
た。

・ 足柄上地域、西湘地域首長懇談会を開催しま
した。

・ 県西地域総合調整会議を開催しました。
・ 神奈川県西部広域行政協議会に参画しまし
た。

・ 神奈川県西部広域行政協議会に参画しまし
た。



第４四半期

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

・　外国人観光客向けに英語表記の「富士山
ビュースポットマップ」を作成し、羽田空港や
新宿駅などで配布しました。
・ 「未病を改善する」ツアーを実施し、「未病
を改善する」ツーリズム推進部会において報告
を行いました。
・ 県西版ＤＭＯが観光庁の日本版ＤＭＯ候補法
人として登録（３月２８日）されました。

・ 未病いやしの里の駅を新たに21件指定しまし
た。
・ 「未病いやしの里の駅」プロモーション推進
協議会や、東海大学との連携事業において、未
病いやしの里の駅のＰＲ動画等を作成し、県
ホームページ上で配信しました。
・ 前期に続き、今期は足柄上地域でコミュニ
ティサイクルのモニターツアーを実施し、ＰＲ
動画を作成しました。
・ 未病いやしの里センター設置予定場所で「Ｍ
Ｅ－ＢＹＯフェスタ２０１７春」を開催しまし
た。

【県西地域の地域振興】
　管内市町・関係団体等との連携により、県
西地域活性化プロジェクトなど、地域振興に
資する事業を実施します。

【「箱根ジオパーク」の推進】
　南足柄市を編入する形で行われる日本ジオ
パークネットワークの新規認定審査に向け
て、「箱根ジオパーク推進協議会」に参画
し、地域と一体となった取組みを着実に進め
ます。

・ 新規認定審査プレゼンテーションを実施しま
した。
・ 第１回ジオガイド講座を実施しました。

・ 新規認定審査に係る現地審査に対応しまし
た。
・ 南足柄市を編入した「箱根ジオパーク」が９
月９日に新規認定されました。

・ モニターツアーを２回実施しました。
・ 第２回ジオガイド講座を実施しました。

・ 第３回ジオガイド講座を実施しました。
・ 「箱根ジオパークフォトコンテスト」を開催
し、入賞作品等の展示を行いました。

【広域観光振興団体との連携協力及び未病を
改善するツーリズム等の推進】
　県西版ＤＭＯ等の広域観光振興団体との連
携により、効果的･効率的な誘客促進に取り
組むとともに、未病を改善するツーリズムの
推進などにより、観光振興を図ります。

・ 県西版ＤＭＯの設立に向けた助言・調整を実
施しました。
・ 県西版ＤＭＯ((一社)かながわ西観光コンベ
ンションビューロー)が設立登記（６月１日）さ
れました。
・「未病を改善する」ツアーの受託事業者を決
定しました。

・ 県西版ＤＭＯの理事会・例会に顧問の立場で
出席し、情報共有を図りました。
・「未病を改善する」ツアーの参加者募集を開
始しました。

・「未病を改善する」ツアー及び外国人をター
ゲットとした「未病を改善する」モデルツアー
を実施しました。

（「未病を改善する」ツアー） （電動アシスト自転車モニターツアー） （ＭＥ－ＢＹＯフェスタ２０１７春）



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

　未病いやしの里の駅の登録拡大に注力し、年間目標を達成すること
ができました。
　未病いやしの里の駅のＰＲ動画や学生の体験動画、コミュニティサ
イクルのモニターツアーや「ＭＥ－ＢＹＯフェスタ２０１７春」の開
催などにより、様々な形で県西地域活性化プロジェクトのＰＲを実施
できました。
　外国人に人気が高い富士山のビュースポットをテーマに、ＳＮＳで
の発信を意識して作成した「富士山ビュースポットマップ」は、残部
が無くなるほど好評を博し、県西地域のインバウンド推進に貢献しま
した。

　県西地域活性化プロジェクトをはじめ、掲げた目標を達成すること
ができ、一定の成果を得ることができました。
　特に、動画を用いた情報発信や、未病いやしの里センター（仮称）
設置予定地における大型イベントの開催などを通じ、「県西活性化プ
ロジェクト」の更なる推進に繋げることができました。
　また、「未病を改善する」ツアーの実施や、「富士山ビュースポッ
トマップ」の配布等により、県西地域の魅力を効果的に発信すること
ができました。

　首長懇談会では、地方創生と地域連携をテーマに知事と管内首長間
で活発な意見交換が行われました。
　大学連携事業等について、大学・関係団体等と連携し、計画的に事
業を推進しました。
　かながわシープロジェクト事業については、台風のため中止になっ
たものがあったが、今後の継続的な開催に向けた基盤づくりができま
した。
　箱根ジオパークについては、新規認定審査に係る現地審査に関係者
間でしっかりと連携して対応したこと等により、無事、認定されるこ
とになりました。

0465-32-8000(内線2211）連絡先（電話番号）

部長評価

　年間スケジュールを勘案して第１四半期に取り組むべき事業や調整
を着実に実施できました。

　未病いやしの里の駅の登録拡大やイベント出展に注力し、また、未
病いやしの里センター設置予定場所でのイベント開催や大学連携事業
での未病に関する講演会実施、コミュニティサイクルＰＲ動画作成な
どにより、未病の戦略的エリアとしての取組を着実に推進しました。
　かながわシープロジェクト事業としてバリアフリーダイビングイベ
ントを開催し好評を得ました。また、箱根ジオパークについてもガイ
ド養成などの取組を更に推進しました。


