
局名 部名

政策局
自治振興
部

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　支出の状況 (単位：千円)

Ⅲ　職員配置状況

所属のホームページ

地域政策課

室・課（出先機関は所属）名

（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。

（平成28年４月１日～平成29年６月30日）

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

業務運営進行表

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

・三浦半島魅力最大化プロジェクトの推進

・県西地域活性化プロジェクトの推進

・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

所属長の写

真・イラスト

など（任意）

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 22 23 23 23

上記以外の職員 3 2 2 3

計（人） 25 25 25 26

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 5,405,213 158,490 22,008 42,391 172,281 4,914,661 5,309,832

維持管理費 0

計 5,405,213 158,490 22,008 42,391 172,281 4,914,661 5,309,832

61,907 42,715 65,876 45,332 215,830

220,398 64,723 108,267 217,613 4,914,661 5,525,662

支出済額
事
業
経
費

合計

人件費　（注１）

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

第２四半期

第３四半期

項目 実績・進捗状況

【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、相模湾沿岸地域の活性化を図る。

・加山　雄三氏及び（一社）日本マリーナ・
ビーチ協会神奈川県支部　熊澤支部長ととも
に、史上最大級のヨットフェスティバル「ENJOY
海 KANAGAWA」の開催について共同記者会見を実
施。

・かながわシープロジェクト関連イベントの企
画・調整。
・Feel SHONANウェブサイトの多言語化に係る業
務委託を発注。
http://feelshonan.jp/en/

・江之浦バリアフリーダイビングツアーな
ど、合計10イベントをかながわシープロジェ
クト関連イベントとして実施。
【10イベント合計参加者：約62,000名】

・史上最大級のヨットフェスティバル「ENJOY
海 KANAGAWA」など、合計７イベントをかなが
わシープロジェクト関連イベントとして実
施。
【７イベント合計参加者等：約20,000名】

・Feel SHONANウェブサイトの多言語化の改修
完了。

「Feel SHONAN」

ホームページ（英語版）

共同記者会見の様子

江之浦バリアフリーダイ

ビングツアーの様子

「ENJOY 海

KANAGAWA」の様子

「Feel SHONAN」

ホームページ（英語版）



第４四半期

【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、相模湾沿岸地域の活性化を図る。

・真鶴フリーダイビングヨーガなど、５イベ
ントをかながわシープロジェクト関連イベン
トとして実施。
【５イベント合計参加者：268名】
・城ヶ島にダイビング拠点を整備。

ＴＵＲＮＳカフェの様子

ダイビング拠点



２　三浦半島魅力最大化プロジェクト 

第２四半期

第３四半期

項目 実績・進捗状況

【三浦半島魅力最大化プロジェクト】
　三浦半島地域が一体となって、
「海」、「食」、「地域」、「働く」、
「住む」の５つの魅力の最大化に向けて
取り組む。

第１四半期

・「海の駅」事業者や国土交通省などと連携
して、平成28年度第１回及び第２回の三浦半
島「海の駅」巡りを開催。
【第１回参加者：76名】
【第２回参加者：34名】

・「うらりマルシェ」オープン記念として、
三浦半島オリジナルメニュー「LAUMI」普及イ
ベント「三浦半島まるごと食堂」を開催。
【来場者数：約8,100名】

・平成28年度三浦半島「海の駅」巡りを開
催。
【第４回参加者：41名】
※第３回及び第５回は荒天のため中止

・大学から、地域と連携して取り組む三浦半島
ならではの新たな地域コミュニティづくりに関
する事業を募集し、次の３事業を採択。
①三浦半島を元気にするリビングラボラトリー
～コミュニティを活用した集合団地のＣＣＲＣ
化事業～（神奈川県立保健福祉大学）
②空き家再生と地域資源の活用による新たな地
域コミュニティづくり事業（関東学院大学）
③“みうらからはじめる”：地域コミュニティ
が主役となる学民連携事業（横浜国立大学）

公開コンペの様子

三浦半島「海の駅」

巡りのチラシ

イベントの様子

ＴＵＲＮＳカフェの様子



第４四半期

【三浦半島魅力最大化プロジェクト】
　三浦半島地域が一体となって、
「海」、「食」、「地域」、「働く」、
「住む」の５つの魅力の最大化に向けて
取り組む。

・平成28年度三浦半島「海の駅」巡りを開
催。
【第６回参加者：逗子～逗子間75名、葉山～
逗子間24名】自転車を乗せたままクルージン
グができるイベント（「パン屋ライド」と共
催）
・横須賀市と逗子市を中心として、空き家を
活用した週末移住者や都会からの移住者によ
る日々の暮らしや仕事など、三浦半島で住む
魅力を発信した。
①移住専門誌「ＴＵＲＮＳ」に三浦市や横須
賀市への移住者や２拠点居住者の記事を掲
載。
②①の記事を中心とした冊子を作成。
③都内でＴＵＲＮＳカフェ（移住関係イベン
ト）を開催。
【参加者数：28名】

ＴＵＲＮＳカフェ

の様子



３　県西地域活性化プロジェクト

第１四半期

第２四半期

第３四半期

項目 実績・進捗状況

【県西地域活性化プロジェクト】
　県西地域において未病を改善し、住む
人や訪れる人の健康長寿を実現するとと
もに、未病を改善する様々な地域の魅力
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、地域の活性化を図る。
※　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
130施設となっています。

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

・「県西地域ウォーキングガイド」に新規
３コースを追加。
（http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0602/kenseipj/w
alking.html）

・未病いやしの里の駅の数（累計）：
123施設

・株式会社ブルックスホールディングス及び
大井町と「未病いやしの里センター（仮称）
事業に係る連携・協力に関する基本協定」を
締結。
（http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/060
2/kenseipj/sato_center.html）

　
　
・箱根ジオパークが、南足柄市エリアの拡大
に伴い、日本ジオパークとして新規認定。
・未病いやしの里の駅の数（累計）：127施設

・第７回県西地域活性化推進協議会を開催。
（http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0602/kense
ipj/about_project.html）

・横浜銀行及び県西地域２市８町と連携し
た「未病の改善」につながる金融商品の取
扱開始。
（http://www.pref.kanagawa.jp/prs/p1082931.html

）

・未病いやしの里の駅の数（累計）：135施
設

ウォーキングＰＲ用ポスター

＜新規３コース＞

・仙石原－乙女口コース

・久野・里地里山コース

・メガソーラー周辺散策

コース

協定式の様子

協議会の様子



第４四半期

【県西地域活性化プロジェクト】
　県西地域において未病を改善し、住む
人や訪れる人の健康長寿を実現するとと
もに、未病を改善する様々な地域の魅力
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、地域の活性化を図る。
※　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
130施設となっています。

http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attach
ment/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、中級：各３回、上級：１回）
（初級：94人、中級：69人、上級：66人）
・ＭＥ-ＢＹＯフェスタ2017春を開催（参加人
数：約5,500人）
・第８回県西地域活性化推進協議会を開催
（http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/060
2/kenseipj/council.html）
・未病いやしの里の駅の数（累計）：156施設
（http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/060
2/kenseipj/sato_station.html）

（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。

（ＭＥ-ＢＹＯフェスタ2017春の様子）



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

　　で連携した取組みを行う。

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

25件 6 5 11 4

－ 5 10 8 2

20件 1 5 7 6

－ 1 11 9 3

30,000部 18,015 800 1,219 0

－ 20,661 3,300 1,515 1,851

５　京浜臨海部の活性化及び空港対策事業

第１四半期

【京浜臨海部の活性化及び空港対策事
業】
①横浜市、川崎市と協調した取組み
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

①京浜臨海部再編整備協議会(県・横浜市・川崎
市)として、「安全工事体感訓練体験会」に向け
た調整を実施。
②平成28年度第１回京浜臨海部コンビナート高
度化等検討会議を開催。
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f12100/

③第３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等の整備等について、
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。

項目 実績・進捗状況

（前年度実績） 25

メディアでの県政情
報の取り上げ件数 19

項目 年間目標
（計画）

実　　績

累計

イベント等連携事業数 26

（前年度実績） 24

連携イベントでの
リーフレット等配布

部数
20,034

（前年度実績） 27,327

(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。



【京浜臨海部の活性化及び空港対策事
業】
①横浜市、川崎市と協調した取組み
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

①京浜臨海部再編整備協議会（県・横浜市・
川崎市）として、「安全工事体感訓練体験
会」に向けた調整を実施。
http://www.keihin.ne.jp/
②・京浜臨海部コンビナート高度化等検討会
議から、国（経済産業省素材産業課）に対
し、京浜臨海部コンビナート地域における規
制緩和に係る要望書を提出。
・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

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４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、国や関係自治体による調整・協
議が行われた。
・県・横浜・川崎・相模原空港対策研究協議
会による、講演会を開催。
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f12233/

第２四半期



【京浜臨海部の活性化及び空港対策事
業】
①横浜市、川崎市と協調した取組み
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

①京浜臨海部再編整備協議会（県・横浜市・
川崎市）として、「安全工事体感訓練体験
会」を実施。
http://www.keihin.ne.jp/
②・平成28年度第２回京浜臨海部コンビナー
ト高度化等検討会議を開催。
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f12100/

・かながわ京浜臨海部ニュース（11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・県・横浜・川崎・相模原空港対策研究協
議会による視察会を開催。

　
・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３四半期



【京浜臨海部の活性化及び空港対策事
業】
①横浜市、川崎市と協調した取組み
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ホームページ
のリニューアル。
・京浜臨海部再編整備協議会として「平成28
年度コンビナートシンポジウム」へ参加。
②・平成28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。

・同検討会議のユーティリティ共有化ワーキ
ンググループで視察会を実施。
・同検討会議として川崎国際環境技術展2017
に出展。

③羽田空港跡地地区と殿町地区を結ぶ羽田連
絡道路に関する川崎市への支援の枠組みを決
定。
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。



６　湘南国際村事業

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

所属長評価

三浦半島魅力最大化プロジェクトについては、地域と連携して取り組
む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を
大学から募集し、３事業を採択するなど、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、国際会議の誘致に積極的に取り組むとと
もに、第11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。

項目 実績・進捗状況

【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。

・総合研究大学院大学サマープログラム外３
件の国際会議を誘致。

・第11回めぐりの森植樹祭(参加者591名・植
樹本数2,000本)を開催。

・インカレ国際セミナー外５件の国際会議を
誘致。

　
　
・めぐりの森育樹イベント(参加者173名)を開
催。

・第５回　ＮＩＩ湘南会議記念講演会＋（プ
ラス）外５件の国際会議を誘致。

・国連大学グローバルセミナー外９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
会サマースクール(参加者77名)を開催。



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、小田原市の江之浦漁港におい
て、バリアフリーダイビングツアーを実施するなど、プロジェクトの
目標の一つである漁港の多目的利用を進めることができた。
県西地域活性化プロジェクトについては、株式会社ブルックスホール
ディングス及び大井町と「未病いやしの里センター（仮称）事業に係
る連携・協力に関する基本協定」を締結するなど、「未病いやしの里
センター（仮称）」のオープンに向けた基盤づくりを進めることがで
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、史上最大級のヨットフェス
ティバル「ENJOY 海 KANAGAWA」を開催し、ヨットを楽しむ人の裾野
を広げるとともに、東京2020オリンピック競技大会セーリング競技の
江の島開催に向けた機運を醸成することができた。
三浦半島魅力最大化プロジェクトについては、「三浦半島まるごと食
堂」を開催し、三浦半島の食材を通じて三浦半島の魅力を広く県内外
にＰＲ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、城ヶ島にダイビング拠点を整
備するなど、ダイビングを気軽に楽しめる環境づくりを進めることが
できた。
三浦半島魅力最大化プロジェクトについては、首都圏から近く、豊か
な自然に恵まれた魅力的な三浦半島での暮らし「三浦半島ライフ」を
移住専門誌や都内での移住関係イベントを通じて広くＰＲするなど、
移住・定住促進事業を効果的に進めることができた。
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、バリアフリーダイビングを実
施することで、観光資源として漁港を活用することができた。　ま
た、史上最大級のヨットフェスティバル「ENJOY 海 KANAGAWA」を開
催し、東京2020オリンピック競技大会セーリング競技の江の島開催に
向けた機運を醸成することができた、
県西地域活性化プロジェクトについては、株式会社ブルックスホール
ディングス及び大井町と協定を締結するなど、「未病いやしの里セン
ター（仮称）」のオープンに向けた基盤づくりを進めることができ
た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その他
の事業についても年間を通じて、計画的に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。


