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プロジェクト策定の趣旨
○

三浦半島地域は、首都圏のベッドタウンとして発展してきましたが、近年では、
他の地域との地域間競争が激化したことや、丘陵が多く平地が少ないという三浦
半島特有の地形の影響もあって、既に人口減少が始まっています。
○ 横須賀市では 1992 年（平成４年）の 435,092 人をピークとして減少傾向に転じ、
三浦市では 1994 年（平成６年）の 54,339 人をピークとして減少しており、2020
年（平成 32 年）の将来推計人口をみると、平成 22 年国勢調査との比較で、三浦
半島地域の４市１町（横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市及び葉山町）の全てで
人口が減少するとされています（表１）。
○ また、この推計人口の内訳をみると、三浦半島地域全体で、65 歳以上の老年人
口の割合（高齢化率）は 32.0％と、県平均（26.1％）を 5.9 ポイント上回る予測
となっています（表１）。本県は、今後、全国でも一、二を争うスピードで急速
に高齢化が進むと予測されていますが、中でも、三浦半島地域は、いち早く人口
減少社会と超高齢社会が到来する地域といえます。
○ 一方で、三浦半島地域は都心から 40 ㎞～60 ㎞圏内にあって、都心へも容易に行
き来することができる通勤圏にありながら、三方に海が広がり、中央部には三浦
丘陵が連なる、極めて自然豊かな地域です。こうした土地柄ゆえ、自然の観光資
源が色濃く所在していますし、農畜水産業が盛んで、全国的にもブランド力のあ
る三浦のダイコンやキャベツ、三崎マグロや湘南しらす、特有の肥育技術で育て
る葉山牛をはじめとして、多彩な食材を生み出しています。
○ また、東京湾と相模湾に挟まれ、多彩な表情を見せる海岸線には、特定第３種
漁港の三崎漁港、第２種漁港の長井漁港・佐島漁港・間口漁港をはじめとして、
４市１町の全てに漁港があり、さらに、マリンスポーツ・マリンレジャーの拠点
となる「海の駅」が５か所あります（図１）。
○ 三浦半島地域は、古都鎌倉や、横須賀の軍港などの近代化遺産をはじめ、４市
１町それぞれに、歴史と文化に育まれた多彩な資源を有していることから、県全
体の入込観光客数の２割を超える、年間 36,897 千人の観光客を集めています（表
２）。
○ 以上のとおり、三浦半島地域は、県内でも、人口減少問題と高齢化問題がいち
早く到来する地域です。このため、一刻も早く地域振興・人口減少対策に取り組
まなければなりませんが、それを可能にするポテンシャル、他の地域にはない魅
力を多数有していますので、三浦半島らしさにこだわった地域活性化策を講じて、
三浦半島地域の人口減少対策に取り組むこととしました。
○ 県では、三浦半島らしさをあらわすキーワードは、「海」、「観光」、「三浦
半島ライフ」であると考えています。そこで、このキーワードのもとに、将来に
わたっての「成長力の確保」を図り、「人口減少問題の克服」を目指すプロジェ
クトを、県と三浦半島の４市１町が連携して策定することとしました。
○ 県と４市１町では、このプロジェクトの方向に沿って、地方創生の取組みを重
点的に展開し、この地域ならではの魅力を生かし、先行的・先進的なモデルづく
りを行うことにより、三浦半島地域の活性化を戦略的に進めていきます。
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【表１ 三浦半島地域４市１町の人口及び将来推計人口】
区

2010年(平成22年)

分

横須賀市
鎌 倉 市
逗 子 市
三 浦 市

人口
418,325
174,314
58,302
48,352

葉 山 町

32,766

三浦半島計
参
考

神奈川県
全国

2020年（平成32年）将来推計人口

高齢化率
25.2％
27.6％
27.9％
29.5％

391,523
170,947
56,047
43,712

<93.6>
<98.1>
<96.1>
<90.4>

高齢化率
31.4％
31.9％
31.1％
39.1％

27.3％

32,739

<99.9>

31.7％

732,059

26.4％

694,968

<94.9>

32.0％

9,048,331
128,057,352

20.2％
23.0％

9,122,193 <100.8>
124,099,926 <96.9>

26.1％
29.1％

人口 <平成22年対比>

備考 2010年（平成22年）の人口及び高齢化率は、国勢調査結果による。また、2020年（平
成32年）将来推計人口の人口及び高齢化率は、国立社会保障・人口問題研究所の推計に
よる。

【表２ 平成26年神奈川県入込観光客調査結果】
区 分
入込観光客数
宿 泊
326 千人
横須賀市
7,847 千人
日帰り
7,521 千人
宿 泊
339 千人
鎌 倉 市
21,956 千人
日帰り
21,617 千人
宿 泊
21 千人
逗 子 市
800 千人
日帰り
779 千人
宿 泊
718 千人
三 浦 市
5,707 千人
日帰り
4,989 千人
宿 泊
32 千人
葉 山 町
587 千人
日帰り
555 千人
宿 泊
1,436 千人
三浦半島計
36,897 千人
日帰り
35,461 千人
神奈川県

宿 泊
日帰り

15,396 千人
168,709 千人

184,105 千人

【表２－２ 平成26年神奈川県入込観光客調査結果／観光客消費動向等調査（平成26年実施）】
調査項目

三浦半島地域（構成比）
日帰り

入込観光客数

宿

泊

計
平均消費単価

35,461千人（ 96.11％）
1,436千人（

168,709千人（ 91.64％）

3.89％）

15,396千人（ 8.36％）

36,897千人（100.00％）

184,105千人（100.00％）

日帰り
宿

全県（構成比）

泊
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4,792円

4,835円

24,427円

27,011円

【図１ 三浦半島地域に所在する漁港、海の駅等】

腰
越
漁
港
しょうなん･逗子
マリーナ海の駅

はやま三ヶ岡山緑地

小坪漁港

塚山公園
観音崎公園

はやま港海の駅
真名瀬漁港
久留和漁港

葉山公園

大楠山

秋谷漁港
佐島漁港
長井漁港

うらが海の駅

北下浦漁港

初声漁港
金田漁港

小網代の森
こあじろ・シーボニア
マリーナ海の駅

間口漁港

三崎漁港
みうら・みさき海の駅

毘沙門漁港
城ケ島公園
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【表３

三浦半島地域における転出入の状況】

男女計

総数

０～４歳

５～９歳

10～ 14歳

15～ 19歳

20～ 24歳

25～ 29歳

30～ 34歳

35～ 39歳

40～ 44歳

転入者数

24,633

1,679

767

417

2,448

3,256

3,545

3,191

2,580

1,890

転出者数

25,144

1,309

708

459

1,817

4,043

4,208

3,152

2,440

1,812

社会増減

-511

370

59

-42

631

-787

-663

39

140

78

東京都

-47

142

14

3

3

-237

-276

-60

126

76

その他道府県

504

9

-16

-25

664

-220

97

88

91

-10

-968

219

61

-20

-36

-330

-484

11

-77

12

-518

216

64

-6

-21

-294

-412

10

-11

≪地域別内訳≫

神奈川県内
川崎・横浜
三浦半島

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30
-

県央

-103

-7

-5

7

6

-3

-19

3

-47

-5

湘南

-325

15

-2

-20

-22

-47

-46

-15

-18

-12

県西
男女計

-22
45～ 49歳

-5
50～ 54歳

4
55～ 59歳

-1
60～ 64歳

1
65～ 69歳

14
70～ 74歳

-7
75～ 79歳

13
80～ 84歳

-1
85～ 89歳

-1
90歳 以 上

転入者数

1,220

809

604

559

471

320

248

277

220

128

転出者数

1,168

892

623

564

533

408

341

290

250

127

社会増減

52

-83

-19

-5

-62

-88

-93

-13

-30

1
1

≪地域別内訳≫
東京都
その他道府県
神奈川県内
川崎・横浜
三浦半島

15

17

44

51

21

-3

-1

11

6

0

-69

-14

-34

-31

-16

-21

8

-9

9

37

-31

-49

-22

-52

-69

-71

-32

-27

-9

38
-

-7
-

-11
-

9
-

-36
-

-33
-

-35
-

-13
-

-11
-

5
-

県央

-5

6

-3

-3

0

-10

-5

-4

-6

-4

湘南

9

-24

-35

-24

-14

-19

-24

-12

-5

-10

県西

-5

-6

0

-4

-2

-7

-7

-3

-5

0

備考 総務省「住民基本台帳人口移動報告（2014）」から内閣官房が再集計したデータより作成した。
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プロジェクトの方向性
○

三浦半島の活性化を進めるためには、三浦半島らしさにこだわった地域振興策
が必要となりますので、県では、「海」、「観光」、「三浦半島ライフ」をキー
ワードとして、それぞれの魅力を磨き、「マグネット力」を最大にして、三浦半
島に「ヒト・モノ・カネ」を引き付けたいと考えています。
○ 三浦半島地域においては、「観光」が主力産業の一つとなっていますので、観
光の魅力を高め、観光客のリピーター化や滞在時間の拡大、新たな観光客層の開
拓を進めていけば、観光産業の活性化によって、三浦半島全体の地域経済に好循
環を生み出すことができます。
○ しかしながら、観光面から三浦半島地域を分析しますと、既に、多くの観光客
に訪れていただいているものの、域内における回遊性が低く、滞在時間の短い日
帰り観光が主流となっています。このため、宿泊客数の割合は、県平均の 8.36％
を大きく下回る 3.89％にとどまっています（表２－２）。
○ このように、三浦半島地域の観光においては、その魅力が十分に生かされてい
るとはいえませんので、三浦半島全体を一つの広域観光圏として捉え直して、相
乗効果が発揮されるよう、三浦半島の魅力向上に取り組む必要があります。
○ 具体的には、三浦半島を通ずるイメージとして思い浮かぶのは、何と言っても、
「海の魅力」と「食の魅力」ですので、まずは、この二つの魅力を高めることに
よって、三浦半島らしさを際立たせ、さらに、そのほかの「地域の魅力」を磨き、
これらの観光資源をつなぐ仕組みづくりを進めます。
○ また、三浦半島地域の人口動向は、2014 年（平成 26 年）の１年間で、20 歳代
を中心に、511 人の転出超過となっていますが（表３）、都心から 40 ㎞～60 ㎞に
ある他の地域と比較しますと、三浦半島は、都心へのアクセスが良好な首都圏の
ベッドタウンとしての機能と、カントリーライフを過ごすことができる自然環境
の両方の魅力を兼ね備えている地域といえます。
○ このような地域特性を生かした暮らしぶり「三浦半島ライフ」においては、仕
事とプライベートの両方を楽しむことができますので、この「暮らし」の魅力を
さらに高め、発信していけば、三浦半島地域への移住を促進し、三浦半島から他
の地域への転出を抑制できるようになります。
○ そして、「三浦半島ライフ」を充実させるためには、三浦半島地域の産業を活
性化し、働く場を確保するなど「働く魅力」とともに、健康寿命の延伸や生活の
質を向上させる「住む魅力」を高めることが必要となりますので、そうした環境
づくりに取り組みます。
○ 以上のとおり、このプロジェクトでは、「観光」と「暮らし」の２つを大きな
柱に据えて、その中の５つの“魅力”を最大化することによって、三浦半島地域
の活性化を図るとともに、この地域が直面する課題に対応していくため、15 項目
の個別プロジェクトに取り組みます。
○ また、このプロジェクトを推進するためには、地域の住民や県民、さらには民
間の皆さんも巻き込んで、地元が一体となってプロジェクトに参加していただく
ことが重要です。そこで、こうした方々が一堂に会することができるイベントの
開催や、多くの方にこのプロジェクトの取組みを理解していただけるような分か
りやすい情報発信に努めます。
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大柱１ 観光の魅力を高める
「観光の魅力を高める」では、三浦半島のイメージを象徴する「海」の魅力と、豊
かな自然からの恵みである「食」の魅力をそれぞれ高め、さらに、三浦半島地域の
観光に新たな魅力を加えるとともに、広域観光圏の形成に向けた環境づくりや「三
浦半島ブランド」の確立に向け、多くの観光客を惹きつけることができる「地域」
の魅力を磨きます。
魅力１ 海の魅力を高める
① 多様な海の楽しみ方の提案
マリンスポーツを楽しむきっかけづくりや、三浦半島の海に新たな観光客
層を呼び込む仕掛けづくりを行います。
②“みなと”の賑わいづくり
海の駅、漁港、マリーナといった施設を活用した地域の賑わいづくりを行
います。
魅力２ 食の魅力を高める
③ 地産地消ブランディング
三浦半島の食材のブランド力を高め、食と観光の連携を強化して観光客を
呼び込みます。
④ 「食」のおもてなし
ヘルシーメニューや付加価値の高い食材の開発などで、「食」や「健康」
にこだわりのある観光客層を呼び込みます。
魅力３ 地域の魅力を磨く
⑤ 「自転車半島宣言」の推進
三浦半島の４市１町の市長・町長で構成する三浦半島サミットによる「自
転車半島宣言」に基づく事業を推進するなど、サイクリストをターゲットと
した訴求力のあるプロモーションを展開します。
⑥ 広域観光の展開・プロモーション
三浦半島全体を広域観光圏の形成に向け、観光の周遊化を図るとともに、
三浦半島の魅力を一体的に発信し、「三浦半島ブランド」を確立します。
⑦ 外国人旅行者受入環境の整備
羽田空港との近接性や「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン」に二つ
星★★（寄り道する価値がある）として掲載されていることを生かし、国際
的な知名度の向上を図るとともに、インバウンド需要を取り込むため、外国
人旅行者の受入環境を整備します。
⑧ 新たな観光資源の発掘
三浦半島観光の主体となっている首都圏からリピーターを獲得するととも
に、新たな観光客層を開拓するため、観光資源を相乗的に活用し、観光資源
のシーズを掘り起こします。
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大柱２ 「半島で暮らす」魅力を高める
『「半島で暮らす」魅力を高める』では、都心へのアクセスが良好でありなが
ら、雄大な海と深い緑に囲まれて暮らすことができる“ちょこっと田舎”という、
三浦半島ならではの環境の中で「働く魅力」と「住む魅力」を高め、人口の流出
を防止するとともに、移住の促進を目指していきます。
魅力４ 働く魅力を高める
⑨ しごと「三浦半島スタイル」
都心から 40 ㎞～60 ㎞圏内に位置し、豊かな自然に恵まれた三浦半島に相応
しい柔軟な働き方ができる環境づくりや、若者の働く場づくりを行い、三浦
半島ならではの多様な働き方ができる仕事のスタイルを確立します。
⑩ 半島農業の生産性向上
首都圏の大消費地への生鮮野菜の供給源となっている三浦半島農業の生産
性を向上し、担い手農家の経営安定を目指します。
⑪ 産業の活性化
三浦半島の産業を活性化するためには、観光関連産業をはじめとする企業
の誘致や、一次産品の高付加価値化が鍵となりますので、地元のことをよく
知る地域の金融機関のプロジェクトとの連携や民間企業が投資しやすい環境
の整備などを進めます。
魅力５ 住む魅力を高める
⑫ 「未病を治す半島宣言」の推進
三浦半島の４市１町の市長・町長で構成する三浦半島サミットによる「未
病を治す半島宣言」を推進し、三浦半島地域における健康寿命の延伸と生活
の質の向上を目指します。
⑬ 「半島ライフ」の提案
“ちょこっと田舎”の三浦半島でしか体験することができないライフスタ
イルを提案・発信し、移住・定住の促進を図るとともに、空き家問題にも対
応します。
⑭ 個性あふれる地域づくり
三浦半島の地域資源を活用し、他の地域にはない個性で、多くの人を惹き
つける地域づくりを行い、「三浦半島ならでは」の新たな地域コミュニティ
を創出します。
⑮ アクティブライフの実践
三浦半島の変化に富んだ海岸や丘陵に広がる緑地の中で、豊かな自然を身
近に感じながら、アウトドアスポーツを気軽に楽しむアクティブライフを応
援します。
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プロジェクトを推進する基盤づくり
広域観光推進体制の整備
三浦半島地域を魅力ある観光圏とするためには、点から線へ、さらに線から面
へと広がりをつくっていくことが重要となりますので、地域が一体となって、広
域的な観光戦略を展開することができるよう、新たな広域観光推進組織（ＤＭＯ
（Destination Management/Marketing Organization））の設立を目指します。
新たな宿泊施設・観光施設の誘致～地域活性化プラットフォームの活用～
◎ 国家戦略特区制度の活用
新たな宿泊施設や観光施設の整備に向け、民間事業者の参入を促す環境を整
備します。また、神奈川県は、県域全体が国家戦略特別区域（東京圏）となっ
ていますので、旅館業法の特例制度の活用や地域からの提案に基づき、新たな
規制改革メニューの追加を検討します。
◎ 地域再生計画の認定申請
地元が一体となり、民間事業者も含めて、地域再生制度※に基づく計画（地域
再生計画）の策定を通じて、それぞれの地域のまちづくりを検討することがで
きるよう、その申請に向けて支援します。
※

地域再生制度とは、地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出その他の地域の活
力の再生を総合的かつ効果的に推進するため、地域が行う自主的かつ自立的な取組みを国
が支援するもので、地方公共団体は、地域再生計画を作成し、内閣総理大臣の認定を受け
ることによって、地域再生計画に記載した事業の実施に当たり、財政、金融等の支援措置
を活用できるようになります。

交通ネットワークの形成～東京 2020 オリンピック・パラリンピックに向けて～

◎

三浦半島で課題となっている渋滞対策について、日常生活や観光などの経済
活動を支える交通を活性化するため、様々な交通モードを活用し、半島内の安
全でスムースな移動、三浦半島へのアクセスの向上などの視点から検討します。
◎ 三浦半島への新たな交通アクセスとして、海上交通ルートの開拓について検
討します。
◎ 道路ネットワークの整備については、自動車専用道路やインターチェンジ・
観光地などにアクセスする道路の整備に取組みます。
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参

考

【改定・かながわのみちづくり計画】
道路整備計画（主な整備箇所）＜三浦半島地域関係箇所を抜粋＞
● 自動車専用道路網の整備
路線・箇所名

箇所（区間）

H28～H37

2
２

横浜湘南道路（首都圏中央連絡自動車道）

栄 IC・JCT～藤沢 IC

供用

3
３

高速横浜環状南線（首都圏中央連絡自動車道）

釜利谷 JCT～戸塚 IC

供用

○整備推進箇所
● インターチェンジ接続道路の整備
路線・箇所名
2
２

（都）横浜藤沢線

箇所（区間）
鎌倉市関谷

工種

H28～H37

現道拡幅（6 車線）

供用

工種

H28～H37

● 交流幹線道路網の整備
路線・箇所名

箇所（区間）

1
１

（都）久里浜田浦線

横須賀市衣笠町～平作

道路新設（4 車線）

供用

2
２

（都）安浦下浦線

横須賀市長沢

道路新設（4 車線）

供用

3
３

三浦縦貫道路

横須賀市林～三浦市初声町高円坊

道路新設（2 車線）

供用

4
４

三浦半島中央道路

横須賀市湘南国際村～芦名

道路新設（2 車線）

整備

5
５

三浦半島中央道路

横須賀市芦名～山科台

道路新設（2 車線）

整備

6
６

三浦半島中央道路

逗子市桜山～葉山町長柄

道路新設（2 車線）

整備

7
７

三浦縦貫道路

三浦市初声町高円坊～下宮田

道路新設（2 車線）

整備

8
８

（都）西海岸線

三浦市三崎町小網代～初声町下宮田

道路新設（2 車線）

整備

17

（都）腰越大船線

鎌倉市台～小袋谷（大船立体）

鉄道立体交差

供用

18

（都）長谷常盤線

鎌倉市長谷

道路新設（2 車線）

整備

19

（都）横浜鎌倉線

鎌倉市岩瀬

現道拡幅（2 車線）

供用

東京 2020 オリンピック・パラリンピックに向けての重点的な取組み
自動車専用道路
②横浜湘南道路
③高速横浜環状南線
(仮称)横須賀 PA スマートインターチェンジ
インターチェンジ・観光地などにアクセスする道路
⑥(都)横浜藤沢線
⑨(都)久里浜田浦線
⑩三浦縦貫道路

出典：改定・かながわのみちづくり計画
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プロジェクトのゴール
このプロジェクトは、県の地方創生に向けた「神奈川県まち・ひと・しごと創
生総合戦略」に位置付け、同戦略の期間中（平成 31 年度まで）に、「かながわシ
ープロジェクト」、「新たな観光の核づくり」、「未病を治す取組み」といった
他の県施策との連携を図りながら、５つの魅力を最大化することによって、
・ 地域の賑わいをつくりだし
・ 仕事と生きがいを創出し
・ 人口減少を食い止める
というゴールに向かって、15 項目の個別プロジェクトが連動して、それぞれの機
能が最大限に発揮されるよう、持続的に取り組みます。

10

プロジェクトの構成

５つの魅力を最大化する

Ⅰ観光の魅力を高める

Ⅱ「半島で暮らす」魅力を高める

１海の魅力を高める

４働く魅力を高める

①多様な海の楽しみ方の提案
②“みなと”の賑わいづくり

⑨しごと「三浦半島スタイル」
⑩半島農業の生産性向上
⑪産業の活性化

２食の魅力を高める

５住む魅力を高める

③地産地消ブランディング
④「食」のおもてなし

⑫「未病を治す半島宣言」の推進
⑬「半島ライフ」の提案
⑭個性あふれる地域づくり
⑮アクティブライフの実践

３地域の魅力を磨く
⑤「自転車半島宣言」の推進
⑥広域観光の展開・プロモーション
⑦外国人旅行者受入環境の整備
⑧新たな観光資源の発掘

プロジェクトを推進する基盤づくり
広域観光推進体制の整備
新たな宿泊施設・観光施設の誘致～地域活性化プラットフォームの活用～
交通ネットワークの整備～東京 2020 オリンピック・パラリンピックに向けて～

プロジェクトの計画期間
2015（平成 27）年度～2019（平成 31）年度
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Ⅰ 観光の魅力を高める
１ 海の魅力を高める

１

多様な海の楽しみ方の提案
三浦半島の海では、様々なマリンスポーツを
楽しむことができますが、平成27年度の「神奈
川県『県民ニーズ調査』（基本調査）」によれ
ば、マリンスポーツをやりたいと思わない理由
として、「機会がない（30.1％）」、「費用が
かかる（24.9％）」、「難しそう（14.3％）」
などが挙げられているように、マリンスポーツ
参加へのハードルは高いという印象があります。
そこで、そのハードルを引き下げるなど、多
様な海の楽しみ方を提案し、海の魅力で観光客
を呼び込みます。

ＳＵＰ
(スタンドアップパドルボード)

プロジェクトのねらい
○ マリンスポーツの普及、その聖地としての三浦半島ブランドの確立
○ マリンスポーツ参加者の裾野拡大による集客力の向上、リピーターの獲得
○ 東京2020オリンピック・セーリング競技の江の島開催に向けた盛り上がりの
醸成、そのレガシーを三浦半島地域の活性化に結び付けるための環境づくり

想定される取組み
○ マリンスポーツを気軽に楽しむきっかけづくり（県・市町・民間）
これまで経験のなかった方でも、気軽にマリンスポーツに親しんでいただく
ことができるイベント等を三浦半島の海で活動する様々なプレーヤーの方とと
もに開催し、実際に体験していただくことにより、その楽しみ方と三浦半島の
海の魅力を知っていただけるよう、そのきっかけづくりを行います。
○

総合的マリンスポーツ体験拠点、ダイビング拠点等の整備（県・市町・民間）
子どもからシニアまで、低廉な料金で様々なマリンスポーツを体験していた
だくことができる拠点を整備し、ＮＰＯをはじめとする民間団体の皆さんと連
携し、ビギナーの方でも安心して参加していただくことができる環境づくりを
行います。
また、三浦半島の海でマリンスポーツを普及していくためには、漁業者との
良好な関係を築くことが不可欠となりますので、漁業協同組合のダイビング拠
点の整備などの環境づくりを支援します。
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○ 国際的スポーツ大会の招致（県・市町・民間）
相模湾は、2020 年の東京オリンピック・セーリング競技のレース海域となる
ことが想定されていますので、三浦半島の海には、これから、さらに大きな注
目が集まるようになります。
そこで、この機会を最大限に活用し、江の島開催に向けた気運を醸成すると
ともに、三浦半島の海の国際的なブランド力の向上を図るため、国際的なスポ
ーツ大会を招致します。
○ 新たな海の楽しみ方の提案（県・市町・民間）
三浦半島の海は、“遊ぶ”楽しさにあふれていますが、実際にマリンスポー
ツを体験しなくても、海岸に来ていただくだけでも、三浦半島の海の魅力を知
っていただけるよう、プロジェクションマッピングの海浜投影など、新たな海
の楽しみ方を提案します。

海の駅巡りちらし（平成２７年度実施）
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Ⅰ 観光の魅力を高める
１ 海の魅力を高める

２

“みなと”の賑わいづくり
三浦半島には、海（プレジャーボート）と陸（自
動車）の両方からアプローチすることができるマリ
ンスポーツ・マリンレジャーの拠点である「海の駅」
が、うらが、みうら・みさき、こあじろ・シーボニ
アマリーナ、はやま港、しょうなん・逗子マリーナ
の５か所にあります。
また、４市１町の全てに漁港があり（県内 25 漁港
のうち三浦半島地域に 13 漁港）、さらに、変化に富
三浦半島海の駅巡り
んだ海岸線には、多くのマリーナがあります。
このように“みなと”は、三浦半島の豊かな自然や海からの恵みを象徴する地
域資源となっていますので、その賑わいをつくるための取組みを進めます。

プロジェクトのねらい
○ 「海の駅」の知名度向上と観光拠点施設としての機能充実
○ 観光資源としての漁港の活用
○ 海上交通網（シーレーン）の整備

想定される取組み
○ 「海の駅」をネットワーク化するツアーの造成（県・市町・民間）
三浦半島だけで５か所ある「海の駅」は、地域の観光拠点として一般の観光
客も利用することができますが、まだ知名度が低く、その機能が十分に発揮さ
れているとはいえません。
そこで、「海の駅」をネットワーク化するツアーを造成し、一般の観光客に
も、海上からアクセスする楽しさを知っていただくとともに、三浦半島の海の
玄関口として「海の駅」を活用するための方策を検討します。
○ 水産業の活性化の推進（県・市町・民間）
水産業の生産性向上や活性化を図るため、資源回復計画の推進、種苗放流に
よる栽培漁業の推進、漁港の高機能・長寿命化、漁業経営の効率化、漁業就業
支援等の推進を図ります。
○ 漁港の多目的利用に向けた検討（県・市町・民間）
水産物等の地場産品を提供するレストランや直売所等の観光施設の整備や、
マリンスポーツと共存するなど、漁港の多目的利用を検討します。
○ 漁港を舞台としたマリンスポーツイベントの開催（県・市町・民間）
漁業活動とマリンスポーツが共存し、漁港利用の秩序を維持しつつ、その設備
を活用することができれば、もっと気軽に、安心して、マリンスポーツを楽し
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むことができるようになります。
そこで、漁業活動とマリンスポーツの共存を目指して、さらに両者の信頼関
係を構築し、漁業者側とマリンスポーツ運営者側の連携のもとで、漁港を舞台
とした地域の賑わいづくりを進めます。
○

クルージングツアーの造成、チャーターヨットの整備促進などマリーナへの
誘客（県・市町・民間）
2020 年の東京オリンピック・セーリング競技のレース海域となることが想定
されている相模湾をクルージングするツアーの造成や、インバウンド需要を喚
起するためのチャーターヨットの整備促進など、マリーナから三浦半島の海の
魅力を国内外に向けて発信します。

事業展開イメージ

マイルストーン
⑤「自転車半島宣言」の推進
わいづくり

デジタルサイネージ
東京湾フェリー

⑥広域観光の展開・プロモーション

海の駅巡り
②“みなと”の賑わいづくり
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Ⅰ 観光の魅力を高める
２ 食の魅力を高める

３

地産地消ブランディング
三浦半島は、都心から日帰りでアクセスすることがで
きる観光地であり、首都圏のベッドタウンでもあります
が、豊かな農産物、畜産物、水産物に恵まれており、第
一次産業が盛んな地域でもあります。
このように、三浦半島には、四季ごとに旬を迎える
様々な食材がありますので、観光の観点からの「地産地
消」の推進に向けたブランディングを強化し、多くの方
に、「食」を求めて産地まで訪れていただけるようにし
ます。

三浦半島で収穫される野菜

プロジェクトのねらい
○ 三浦半島の食材のブランド力強化・産地の知名度向上
○ 三浦半島の特性を生かした「食」による観光客の呼び込み

想定される取組み
○ 新たな食材のブランド化（県・市町・民間）
ブランド化を目指す新たな食材の認知度の向上を図るため、その食材を使っ
たレシピの開発・メニュー化などに取り組むとともに、これらの情報について
発信力を強化します。
○ ブランド力を生かした食と観光の連携（県・市町・民間）
農業協同組合や漁業協同組合と連携し、野菜の収穫を体験したり、定置網を
見学して、その食材を実際に味わうことができるツアーなどを実施し、食材の
ブランド力をさらに高めるとともに、その産地の知名度を向上させることによ
って、産地そのものが観光資源となるよう、食と観光の連携強化に取り組みま
す。
○

三浦半島の「食」の特性を生かしたブランディングの推進（県・市町・民間）
首都圏近郊にある立地を生かしたグリーンツーリズムや、農・畜・水産物の
全てが揃う三浦半島ならではの特性を生かした「地産地消」を推進し、他の観
光地との差異化を図ることにより観光客を呼び込みます。
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Ⅰ 観光の魅力を高める
２ 食の魅力を高める

４

「食」のおもてなし

「食」は、観光の重要な要素となっていますが、この
点、三浦半島は、首都圏からの日帰り旅行圏の中でも、
極めて「食」のポテンシャルが高い地域といえます。
そこで、この三浦半島のポテンシャルを生かして、
「食」や「健康」にこだわりのある多くの観光客を呼
び込み、さらに、リピーターとなっていただくため、
三浦半島らしい「食」のおもてなしを推進します。
三浦半島の食材を生かしたメニュー

プロジェクトのねらい
○ 「食」と「観光」の連携強化
○ 「食」を観光目的とするリピーターの獲得

想定される取組み
○ 旬の食材を生かしたヘルシーメニューの開発等（県・市町・民間）
「食」や「健康」にこだわりのある観光客層を惹きつけるため、三浦半島の
旬の食材を使用したヘルシーで美味しいメニューを開発し、三浦半島の潜在力
を生かした“おもてなし”を実現します。
○ 付加価値が高い食材の開発等（県・市町・民間）
健康科学という観点から三浦半島の食材の価値を高めるため、高付加価値野
菜の試行栽培を行い、その活用を検討するなど、ヘルスツーリズム（自然豊か
な地域を訪れ、そこにある自然、温泉や身体に優しい料理を味わい、心身とも
に癒され、健康を回復・増進・保持するもの）の展開に向けた取組みを進めま
す。
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Ⅰ 観光の魅力を高める
３ 地域の魅力を磨く

５

「自転車半島宣言」の推進
三浦半島の４市１町では、広域連携を展開するこ
とにより、相乗的な魅力の向上、地域の活性化を図
るため、市長・町長で構成する三浦半島サミットを
設立し、その具体的な取組みとして、平成26年４月
に、サイクリングパンフレット「自転車半島宣言」
を発行しました。
このため、４市１町と連携して「自転車半島宣言」
に基づく事業を推進するなどして、多くのサイクリ
ストを呼び込みます。
自転車半島宣言

プロジェクトのねらい
○ 三浦半島を訪れるサイクリストの増加
○ 三浦半島の観光スポットを巡るアクセス手段としての自転車の活用
○ 「自転車半島」のイメージ定着

想定される取組み
○ サイクリストに訴求するＰＲ（県・市町）
メディア（サイクリスト向けの雑誌等）とのタイアップにより、マイルスト
ーン※（設置場所の観光ポイントを象徴する案内表示モニュメント）を巡るサイ
クリングルートや休憩スポットであるサイクルステーション※を紹介する記事を
掲載するなど、サイクリストに訴求するＰＲを行い、三浦半島に多くのサイク
リストを呼び込みます。
※

マイルストーン／サイクルステーション
自転車で三浦半島を訪れる観光客に対し、より快適に楽しめるよう、三浦半島観光連
絡協議会及び同協議会を構成する４市１町は、地方創生交付金（先行型）を活用し、平
成27年度に、次の場所に設置した。
横須賀市

①県立観音崎公園（たたら浜）
②北下浦海岸通り第２駐車場
③荒崎公園

鎌倉市

④鎌倉海浜公園（由比ガ浜地区）

逗子市

⑤小坪飯島公園

三浦市

⑥宮川公園

葉山町

⑦長者ヶ崎駐車場
⑧湘南国際村センター
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○

三浦半島の自然や地形を生かしたレース、イベント等の誘致(県・市町・民間）
三浦半島の豊かな自然や起伏に富んだ地形の中をサイクリングする楽しさを
知っていただくとともに、サイクリスト以外にも多くの観客を集め、「自転車
半島」のイメージを定着させるため、自転車レースや関連イベントを誘致しま
す。

○ レンタサイクルを利用できる環境整備（県・市町・民間）
駅から観光スポットまで自由に移動できるレンタサイクルへ注目が集まって
います。
そこで、周遊観光の自由度を高めるため、観光スポットをつなぐ新たなアク
セス手段として、レンタサイクルを利用できる環境を整備します。
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Ⅰ 観光の魅力を高める
３ 地域の魅力を磨く

６

広域観光の展開・プロモーション
日帰り観光客が多く、観光客の消費単価が伸
びないという三浦半島観光の課題を解決するた
め、広域観光圏の形成に向けて、三浦半島の観
光を点から線へ、さらに線から面へと広げて観
光の周遊化を図るとともに、多様なメディアを
活用して、三浦半島の魅力を一体的に発信する
ことにより、「三浦半島ブランド」を確立しま
す。
デジタルサイネージ

プロジェクトのねらい

（鎌倉駅西口時計台広場）

○ 広域観光周遊ルートの形成
○ 日帰り観光から宿泊観光へのシフト
○ 観光客の平均消費単価の増加・滞在時間の拡大

想定される取組み
○ 三浦半島の魅力の発信（県・市町・民間）
デジタルサイネージ※等のメディアを活用し、三浦半島の魅力を紹介するイメ
ージ映像や、季節ごとの広域観光周遊ルート、イベントといった旬の情報をき
め細かくタイムリーに発信するとともに、このプロジェクトへの理解を深めて
いただけるよう、多くの人が参加できる三浦半島らしいイベントを開催します。
※

デジタルサイネージ
屋外や店頭などに設置された液晶ディスプレイなどの映像表示装置をいい、三浦半島観
光連絡協議会及び同協議会を構成する４市１町では、地方創生交付金（先行型）を活用
し、平成27年度に、次の場所に設置した。
横須賀市 ①ソレイユの丘（屋内）
②③東京湾フェリー（船内）
鎌倉市
④鎌倉駅 西口時計台広場（屋外）
逗子市
⑤ＪＲ逗子駅 駅前広場（屋外）
三浦市
⑥三崎口駅 三崎口駅前観光案内所（屋内）
葉山町
⑦葉山町役場（屋内）

○ 広域観光戦略の策定・実行（県・市町・民間）
三浦半島広域観光圏の形成に向けて、三浦半島の観光にかかわる多様な事業
者（宿泊、飲食、物品販売、レジャー施設、スクール、農畜水産、交通、金融
等）が相互に連携し、協力するための環境づくりを行い、観光客に対して訴求
力のある「三浦半島ブランド」を確立することができるよう、広域観光戦略を
策定し、実行します。
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Ⅰ 観光の魅力を高める
３ 地域の魅力を磨く

７

外国人旅行者受入環境の整備
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会
の開催を契機として、首都圏には、多くの外国人旅
行者が訪れるようになります。
三浦半島は、空の玄関口となる東京国際空港（羽
田空港）からのアクセスが良く、さらに、相模湾は、
江の島で開催するオリンピック・セーリング競技の
舞台となりますので、この絶好の機会を捉えて、外
国人旅行者を呼び込み（インバウンド需要の取り込
み）、三浦半島の国際的な知名度を上げることがで
きるよう、外国人旅行者の受入環境を整備します。

城ヶ島（ウミウ展望台）
(ﾐｼｭﾗﾝ・ｸﾞﾘｰﾝｶﾞｲﾄﾞ・ｼﾞｬﾎﾟﾝ★★)

プロジェクトのねらい
○ 三浦半島を訪れる外国人旅行者の増加
○ 三浦半島の国際的知名度の向上

想定される取組み
○ 古民家等歴史的建築物の活用（県・市町・民間）
歴史と文化に彩られた三浦半島には、古民家等の歴史的建築物が数多く残さ
れており、レストランやカフェ、さらには、宿泊施設として活用することがで
きれば、国際的な交流拠点として、外国人旅行者を惹きつける地域の個性とな
りますので、こうした建築物の活用に向け、所有者等が具体的な計画を立てる
ことができる環境づくりを行います。
○ 民泊の推進（県・市町・民間）
2020年には、江の島でオリンピック・セーリング競技が開催され、外国から
も、多くの観客が相模湾の沿岸を訪れるようになり、会場周辺での宿泊施設の
確保が大きな課題となりますので、地域の実情を踏まえながら、空き家等を活
用した民泊を推進するため、想定される課題の調整に向けた検討を行います。
○ ミシュラン・グリーンガイド・ジャポンへの掲載周知（県・市町・民間）
「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン」改訂第４版（フランス語）では、
三浦半島が二つ星★★「寄り道する価値がある」として、鎌倉が三つ星★★★
「わざわざ旅行する価値がある」として掲載されており、このほかにも、三浦
半島内の多くの観光スポットが紹介されています。このように、三浦半島には、
外国人の評価が高い自然（景観、公園等）や文化（寺社、仏像、歴史遺産等）
が揃い、同ガイドブックに星印付きで掲載されていることをフランス語圏以外
の外国人旅行者にも周知し、インバウンド需要を呼び込みます。
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Ⅰ 観光の魅力を高める
３ 地域の魅力を磨く

８

新たな観光資源の発掘
横須賀三浦地域県政総合センターが実施した
「平成24年度 観光客のニーズに関する調査」
では、三浦半島は、「豊かではあるものの、
『宝が埋もれている』というイメージがある。」
との課題が指摘されました。また、三浦半島の
４市１町を訪れる観光客は、県内（55.2％）と
東京都内（19.4％）の居住者が中心で、その年
小網代の森
齢層の中心は、30歳代～60歳代となっています。
そこで、首都圏からリピーターを獲得し、さらに、若年者層の観光客を呼び込
むことができるよう、公園の活用や三浦半島国営公園誘致など新たな観光資源を
発掘します。

プロジェクトのねらい
○ 着地型旅行プランの企画
○ 三浦半島らしい観光資源の発掘・ブランド化
○ 地元の連携強化

想定される取組み
○ 相乗効果による観光資源の魅力向上（県・市町・民間）
平成26年７月の一般開放以来、小網代の森には、多くの観光客が訪れていま
すが、リピーターになってもらうためには、散策後に、他の観光スポットを巡
る周遊プランを提供する必要があります。
三浦半島には、歴史や自然を体感できる県立都市公園なども数多くあります
ので、こうした観光資源を最大限に活用するため、例えば、ハイキングにクル
ージングの楽しみを組み合わせるなど、相乗効果によって、その魅力がさらに
際立つような着地型の旅行プランを企画します。
○ 新たな観光資源のブランディング（県・市町・民間）
真珠の養殖研究や養殖試験が行われるなど、三浦は、真珠の養殖技術にゆか
りのある地ですが、現在、東京大学三崎臨海実験所では、このような歴史があ
る真珠養殖を三浦で復活させるため、官民連携による「三浦真珠プロジェクト」
を立ち上げています。
三浦半島地域には、猿島、軍港など近代化遺産も数多く存在しますので、こ
うした歴史的な価値を有する地域の宝を掘り起し、地元が一体となって、その
ブランド化に取り組むことは、地域の活性化につながりますので、新たな観光
資源となるよう、地元とともに、そのブランディングに取り組みます。
○ 新たな観光資源の発掘（県・市町・民間）
新たな観光資源となるシーズは、地元の様々なプレーヤーから広く意見を集
めて、その中から見出していく必要がありますので、地元と連携して、新たな
観光資源を発掘するための仕掛けづくりを行います。
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Ⅱ 「半島で暮らす」魅力を高める

９

１ 働く魅力を高める

しごと「三浦半島スタイル」
神奈川県が実施した「結婚・出産・子育て、地方創
生などに関する県民意識調査」において、結婚してい
る女性のうち、「結婚あるいは出産の機会に退職せず、
現在働いている」と答えている割合が、全県で
43.8％であるのに対して、三浦半島地域では 31.7％
と、他の地域と比較して低くなっています。
そうした中、都心から 40 ㎞から 60 ㎞圏内に位置し、
豊かな自然環境に恵まれた三浦半島では、ＩＣＴ産業
の創業や、テレワークによる柔軟な働き方が生まれつ
つあります。

テレワークの研修会

このような、三浦半島ならではの多様な働き方が実
現できる仕事スタイルの確立、そのための就労機会の
創出を進めます。

プロジェクトのねらい
○ 三浦半島らしい就労環境の実現・仕事スタイルの確立
○ 地域経済の核となる、新たな雇用の創出

想定される取組み
○ テレワークの推進（市町・民間）
テレワークは、在宅時間が増えることによる子育てや介護の社会的課題の解
決手段として、また、通勤時間の短縮や交通渋滞の解消策として期待されてい
ます。
そこで、ＩＣＴを活用し、場所や時間を選ばない柔軟な働き方として、特にク
ラウドソーシングによる「自営型テレワーク」の普及・促進を図るなど、自宅
に居ながら、あるいは育児や介護をしながら就労できる、三浦半島ならではの
就労環境の整備を進めます。
○ ＩＣＴ産業による産業の核づくり（県・市町・民間）
ＩＣＴ技術は、様々な生産活動に利用されており、情報サービスを含むＩＣ
Ｔ産業の分野では慢性的な人手不足が発生しています。
そこで、ＩＣＴ産業の創業及び新事業展開を支援するとともに、「働き手」
の育成や「外注先」の受入体制の整備などの支援を行い、若い世代の新たな就
労人口の確保を目指します。
○ 民間企業が投資しやすい環境の整備（県・市町・民間）
「住民基本台帳人口移動報告」による分析によると、三浦半島では 20 歳～29
歳の転出超過が多くなっており、若い世代が転出しています。三浦半島におけ
る人口減少に歯止めをかけるためには、就職を機会に域外に転出する若者や転
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入しようとする人たちが、半島内でより多く就職することができるよう、雇用
の場を確保する必要があります。
そこで、新たな雇用を創出するため、民間企業が投資しやすい環境を整備し
ます。
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Ⅱ 「半島で暮らす」魅力を高める
１ 働く魅力を高める

10

半島農業の生産性向上
三浦半島は、温暖な気候を生かし、台地に広
がる畑作地帯では、ダイコンやキャベツなどが
栽培され、全国有数の露地野菜の産地となって
います。
このため、首都圏の大消費地への生鮮野菜の
供給源である三浦半島農業の生産性を向上させ、
担い手農家の経営安定を目指します。
ダイコン畑（三浦市）

プロジェクトのねらい
○ 担い手農家の経営安定による三浦半島農業の発展

想定される取組み
○ 畑地かんがい施設の整備（県・市町・民間）
三浦半島は、年間降水量が少なく、栽培に適した時期に散水や防除を行うた
めの安定した農業用水等の水源がありませんので、干ばつ時には、農家が自宅
の水道から用水を運搬するなどしていますが、ダイコンやキャベツ等の農作物
で、かん水不足による生育の阻害などが見受けられます。
そこで、畑地かんがい施設などを総合的に整備することにより、年間降水量
に左右されない生鮮野菜の供給と、農業の担い手の安定的な経営を実現します。
○ 農業用排水路等基幹的施設の整備（県･市町･民間）
三浦半島では、近年、夏場における集中豪雨などにより、畑の耕作土が流失
し、農業用排水路に土砂が堆積するなど、排水路の流下能力に阻害を来たして
いる状況にあります。
また、排水路を管理するスペースも無く、作業機械が搬入できないため、農
家の人力により土砂の撤去を行っていますが、土砂の堆積に作業が間に合って
いません。
そこで、排水路や隣接する農道等の基幹的施設を整備し、生産性の向上を図
るとともに、農業経営の安定化を図ります。
○ 半島農業体験研修による労働力の確保（県･市町･民間）
三浦市の農業経営者の平均年齢及び同居する農業後継者の平均年齢は、県内
では、いずれも群を抜いて最年少となっています。
そこで、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。
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Ⅱ 「半島で暮らす」魅力を高める
１ 働く魅力を高める
11

産業の活性化
三浦半島地域では、近年、大規模製造業の生産施設
の撤退、縮小など、これまでの経済構造の変換が進ん
でいます。そうした状況下において、雇用機会の拡大
や地域の活性化を進めるには、更なる産業の活性化が
必要です。
そこで、地域に密着した経済活動を行っている地域
金融機関のプロジェクトとの連携や投資環境の整備な
どを進め、高付加価値産業を創出、誘致することによ
り、地域の活性化を進めます。

とろまん(６次産業化
による地域活性化例)

プロジェクトのねらい
○ 産業の高度化、経営の多角化
○ 企業誘致・投資環境の整備

想定される取組み
○ 地域金融機関等のプロジェクトとの連携（県・市町・民間）
産業の活性化には、三浦半島で実際に経済活動を展開する地域の金融機関や
中小企業支援のネットワークとの連携が必要です。平成27年12月に「三浦半島
地域中小企業支援ネットワーク」が発足し、三浦半島地域の金融機関・関係機
関や自治体等の30機関・団体が連携し、中小企業に対する支援を促進する取組
みが始まりつつあります。
また、地方創生の推進に向け、地域の金融機関では、プロジェクトチームを
設置し、支援策の取組みをメニュー化するなど、その動きが活発化しています。
そこで、こうした三浦半島地域の金融機関等が推進する地方創生に関するプ
ロジェクトとの連携を図り、経営の多角化や創業を促進します。
○ 観光関連産業の誘致（県・市町・民間）
観光は、三浦半島地域の主力産業の一つとなっていますが、観光関連事業者
へのアンケート調査によれば、経営上の課題として（複数回答）、「売上・利
用客の減少」が 54.2％と最も多く、以下、「一人当たりの利用額の低下」が
36.1％、「施設の老朽化」が 24.4％、「観光資源の不足・魅力の低下」が
16.9％となっています（平成 24 年度 観光客のニーズに関する調査報告書）。
観光客消費額や一人当たりの消費額を増加させるためには、三浦半島の新た
な魅力となる観光スポットの創出や施設のリニューアルが不可欠となりますの
で、ホテルなど、観光関連産業の誘致に取り組みます。
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○

６次産業化による農畜水産加工品及びサービスの高付加価値化(県･市町･民間）
三浦半島地域は、農業、畜産業、水産業が盛んですが、都心への通勤圏にあ
って、首都圏という大きなマーケットを有しており、観光業などの異業種間で
連携すれば、三浦半島が持つ強みを最大限に活用することが期待できますので、
付加価値の高い新たな農畜水産加工品の開発や観光と組み合わせたサービスの
創出を図ることにより、６次産業化を支援します。
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Ⅱ 「半島で暮らす」魅力を高める
２ 住む魅力を高める

12

「未病を治す半島宣言」の推進
三浦半島は、県内でも特に高齢化が進んでいる地域であ
るため、生活習慣の見直しなどを通じ、積極的に健康を増
進し疾病を予防する健康づくりに重点を置いた対策の推進
が急務になっています。
そこで、三浦半島の４市１町の市長と町長で構成する
「三浦半島サミット」では「未病を治す半島宣言」を行い、
保健・福祉分野において積極的に連携していますので、こ
の宣言を推進することにより、健康寿命の更なる延伸と生
活の質の向上を目指した取組みを進めます。

プロジェクトのねらい
○ 未病を治す取組みの推進
○ 健康寿命の延伸

想定される取組み
○ 三浦半島サミット「未病を治す半島宣言」との連携（県・市町・民間）
三浦半島サミットで採択された「未病を治す半島宣言」を推進するため、県の
「未病を治すかながわ宣言」の取組みと協調して、健康寿命延伸の取組みなどを
県・市町・民間の連携・協力を図りながら進めます。
○ 在宅医療・介護連携の推進（県・市町）
高齢者の増加に伴い、終末期の療養場所として自宅での療養や看取りを希望し
ている人が増加しており、高齢化が進む三浦半島でも、在宅医療と介護の連携が
喫緊の課題となっています。
県では、2025 年の医療需要を推計して効率的な医療体制の提供をめざす「地域
医療構想」の策定に取り組んでおり、また、横須賀・三浦二次医療圏である三浦
半島の４市１町においても、相互に連携し、最期まで住み慣れた地で穏やかな人
生を送ることができる三浦半島の実現を目指していますので、この目的の達成に
向けて、在宅医療・介護連携を推進します。
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Ⅱ 「半島で暮らす」魅力を高める
２ 住む魅力を高める
13

「半島ライフ」の提案
三浦半島地域は、自然豊かな「半島」にありなが
ら、都心と容易に行き来することができる距離にあ
りますので、都会暮らしと田舎暮らしの両方を体験
することができます。
こうした他の地域では体験することができない
「半島ライフ」を提案して、三浦半島への移住を促
進するとともに、「空き家問題」にも対応します。
空き家プロジェクト
（関東学院大学）

プロジェクトのねらい
○ 移住者の呼び込み
○ 定住化の促進
○ 空き家の活用

想定される取組み
○ 空き家を活用した「トライアルステイ」※の実施（県・市町・民間）
リノベーションした空き家を活用して、移住希望者に三浦半島での暮らしを
実際に体験し、地元と交流してもらうことにより、本格的な移住のきっかけと
してもらうため、「トライアルステイ」を実施します。
また、移住支援のための窓口の設置の検討や、人材育成のためのリノベーシ
ョンスクールの開講など、移住者の受入れに向けた環境を整備します。
※

トライアルステイ：地域の空き家などを活用して、移住を検討している方に短期間のお試

し居住をしてもらい、その地域での暮らしや魅力を実感してもらうもの。

○ 子育て環境の充実（県・市町・民間）
三浦半島地域における年少人口の減少や高齢化は、今後、著しく進展するも
のと予想されますので、こうした傾向に歯止めをかけるためには、子育て世代
の定住化や移住を促進する必要があります。
そこで、子育て世帯向けの賃貸住宅の充実を図るなど、子育てしやすい環境
を整備します。
○ 「半島ライフ」の発信（県・市町・民間）
「トライアルステイ」の参加者や移住者が体験している日々の生活や地元と
の交流、観光の穴場など、移住希望者が知りたい、実際の「半島ライフ」の情
報を、ちょこっと田舎・かながわライフ支援センター（東京・有楽町）やウェ
ブサイト等を通じて、きめ細かく発信します。
29

Ⅱ 「半島で暮らす」魅力を高める
２ 住む魅力を高める
14

個性あふれる地域づくり
三浦半島には、自然からの多彩な恵みや、歴史と文化に育
まれてきた暮らしがありますので、そうした資源を活用して、
他の地域にはない、多くの人を惹きつける、個性あふれる地
域づくりを行い、「三浦半島ならでは」の新たな地域コミュ
ニティを創出します。

プロジェクトのねらい
○
○

三浦半島で暮らしていく生きがいの創出
三浦半島の特性を生かした地域コミュニティの創出

健康団地
（浦賀かもめ団地・横須賀市）

想定される取組み
○ 三浦半島版（三浦半島らしい）ＣＣＲＣ※の検討（県・市町）
三浦半島は、都心との行き来が容易な圏内にあり、また、新鮮な農産物や水
産物、さらに温暖な気候にも恵まれていますので、都会に住む活動的な高齢者
（アクティブシニア）が移住するための条件を満たしている地域といえます。
そこで、こうしたアクティブシニアの移住を促進するため、三浦半島版のＣ
ＣＲＣの実現に向けた検討や、事業者が参入しやすい環境づくりを行います。
(*)ＣＣＲＣ：Continuing Care Retirement Communityの略。高齢者が、自らの希望に応じて地方
に移り住み、地域社会において健康でアクティブな生活を送るとともに、医療介護が必要な時
には継続的なケアを受けることができるような地域づくりを目指すもの。

○ 健康団地の推進（県・民間・市町）
県営住宅を高齢者等が健康で安心して住み続けられる「健康団地」として再
生するため、空き住戸を活用し、高齢者の支え合い活動の拠点づくりなどを進
めます。
また、健康団地における「未病を治す」取組みとして、保健福祉大学の専門
性を活用し、栄養調査、栄養相談等、団地の高齢者の栄養改善の仕組みづくり
の実証事業を行います。
○ グローバル人材を育成する教育環境の整備（県・市町・民間）
三浦半島は、幕末以来、外国とのかかわりが深く、国際色が豊かな地域とし
て発展し、現在でも、多くの外国人が暮らしていますので、外国人と日常的に
触れ合い・交流できる環境が整っていますので、こうした国際性を生かし、英
語教育に重点をおいた教育機関の誘致など、特色のあるグローバル人材を育成
する環境整備を進めます。
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○ リビングラボラトリーの仕組みづくり（県・市町・民間）
三浦半島地域は、県内でも高齢化が進んでいる地域であり、近い将来の地方都
市の姿を現している地域ともいえますが、このことを地域の個性と捉えれば、他
の地域に先駆けて、シルバー産業の育成を進めることが可能となります。
このような状況の中、神奈川県立保健福祉大学を中心に、県・市、社会福祉協
議会、株式会社、介護事業所、金融機関などが連携し、リビングラボラトリー※の
運営に関する協定を締結しています。
そこで、産学官などの多様な参画者によるリビングラボラトリーの仕組みづく
りを推進し、高齢化に関する地域課題の解決と活性化を進めます。
※

リビングラボラトリー：住民、企業、行政、大学等の多様なステークホルダーが参画し、
テーマ/課題に応じた「検討→開発→評価」を繰り返し行いながら、製品やサービスあるいは
行政政策等を開発する「地域オープン型プラットフォーム」のこと。

31

Ⅱ 「半島で暮らす」魅力を高める
２ 住む魅力を高める

15

アクティブライフの実践
三浦半島は、三方を海に囲まれ、砂浜や岩礁な
ど変化に富んだ自然海岸が多く見られ、また多摩
丘陵から続く首都圏でも貴重なまとまった緑地が
広がるなど、豊かな自然を身近に感じることがで
きる地域です。
そこで、こうした三浦半島の豊かな自然を生か
して、マリンスポーツやウォーキングなどのアウ
トドアスポーツを気軽に楽しむことができるアク
ティブライフの実践をサポートするとともに、豊
かな緑の保全・活用を図るため三浦半島国営公園
の誘致にも取組みます。

ウォーキング（二子山）

プロジェクトのねらい
○ 三浦半島の自然環境を生かした運動機会の創出
○ 三浦半島をアウトドアスポーツの拠点とするための施設の誘致
○ スポーツによる健康増進と健康イメージづくり

想定される取組み
○ スポーツ施設の誘致（県・市町・民間）
三浦半島は、首都圏にありながらも、豊かな自然環境が保全されていますの
で、様々なアウトドアスポーツを楽しんでいただくことができます。
そこで、ナショナルトレーニングセンターや、アウトドアスポーツの拠点づ
くりに向けてアクティブスポーツ施設などを誘致し、トップアスリートとの交
流をはじめ、あらゆる世代が気軽にスポーツを楽しめる場づくりを行います。
○ ウォーキングによる健康づくりへのインセンティブ（県・市町・民間）
三浦半島には、数多くのウォーキングコースがありますので、これらを一体
的に活用し、「未病を治す半島宣言」の取組みと連携した健康づくりを推進す
るとともに、より多くの参加者を惹きつけるため、コースの整備やＩＣＴを活
用したインセンティブの付与などを行います。
また、三浦半島を代表する自然景観の中に位置する県立都市公園内での健康
づくりをより意識したコース整備などを行います。
○ 三浦半島ならではのアクティブライフの提案（県・市町・民間）
三浦半島の自然をまるごと活用すれば、一日で、海のスポーツと陸のスポー
ツの両方を楽しむことができますので、例えば、サイクリングとパドリング<Ｓ
ＵＰ>、トレッキング<ウォーキング>とカヤッキング<シーカヤック>などを組み
合わせて、三浦半島ならではのアクティブライフの過ごし方を提案します。
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プロジェクトの推進について
○

このプロジェクトは、三浦半島の４市１町との意見交換、県民意見募集手続な
どを通じて、ご意見やご提案をいただきながら、とりまとめたものです。

○

このプロジェクトの推進に当たっては、神奈川県環境基本計画など本県の諸計
画との整合を図りながら、県と４市１町はもとより、地元の皆様と連携・協力し
ながら、15 項目の個別プロジェクトに取り組んでいきます。

○

このプロジェクトの計画期間中は、新たなアイデアや提案に対して柔軟に対応
することとし、必要と判断された取組みについては、オープンな議論を経て、プ
ロジェクトに盛り込みます。
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神奈川県

政策局自治振興部地域政策課
横浜市中区日本大通１ 〒231-8588 電話(045)210-3260 FAX(045)210-8837
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