
部会グループ会議における意見と県の対応

NO 委員名 区分 意見 対応 二次評価（案）
（参考）

昨年の二次評価

共通

1 中村委員 その他 数値目標の設定に当たっては、毎年の目標
値を示せるものに限定するべきではない
か。

ご意見については、総合計画の点検
の参考とさせていただきます。

2 中村委員 その他 数値目標が設定されていない指標について
は、目標値、実績値、達成率の表記は不要
ではないか。

ご意見を踏まえ、評価報告書の記述
を修正しました。

3 中村委員 その他 県民ニーズ調査については、経年変化を把
握するため、巻末に過去のデータと併記し
た一覧表を掲載できないか。

ご意見を踏まえ、県民ニーズ調査の
ホームページへのリンクを貼付する
とともに、巻末に前年度との比較情
報を掲載しました。

4 中村委員 その他 主な取組みと成果欄の記載について、2013
年度の新たな取組みが分かるように下線を
引くなどできないか。

ご意見を踏まえ、評価報告書の記述
を修正しました。

5 中村委員 その他 主な取組みや統計データに関する情報欄に
記載されているＵＲＬの下線は不要ではな
いか。

ご意見を踏まえ、評価報告書の記述
を修正しました。

資 料 ３ 
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NO 委員名 区分 意見 対応 二次評価（案）
（参考）

昨年の二次評価

１　かながわスマートエネルギー構想の推進

6 木村委員 推進上の
課題や改
善を図る
べき事項

県全体の再生エネルギー賦存量を示した上
で、重点的な推進を目指す再生エネルギー
については推進に必要な基礎的な調査や
データ提供を行ったほうがよいのではない
か。

経済産業省の調査を参考とした「導
入ポテンシャル」を参考指標とした
り、発電量の推計を行うなど状況の
把握には努めていますが、推進に必
要な基礎的な調査やデータ提供につ
いては事業実施の中で参考とさせて
いただきます。

7 内田委員 推進上の
課題や改
善を図る
べき事項

水素燃料の利用拡大について、神奈川県は
全国的にも先進的に取り組んでいるので、
そのような点を前面に押し出してアピール
してもよいのではないか。

ご意見を踏まえ、評価報告書の記述
を修正しました。

8 内田委員 プロジェ
クト全体
の評価

再生可能エネルギーという観点では、神奈
川県は古くから全国トップクラスの水力発
電を活用しているので、このような点は積
極的に記載しアピールするべきである。

ご意見を踏まえ、社会環境を表す指
標欄に、県内の再生可能エネルギー
の総量と割合のデータを追加しまし
た。

9 中村委員 プロジェ
クト全体
の評価

プロジェクトの数値目標としては設定され
ていないが、ＥＶの導入について実績が大
幅に伸びている点は評価できる。

ご意見を踏まえ、評価報告書の記述
を修正しました。

２　エネルギー関連産業の集積促進

10 内田委員 推進上の
課題や改
善を図る
べき事項

県内に事業所を置く千代田化工建設株式会
社が開発した水素エネルギーの新技術は世
界的に注目されており、主な取組みと成果
の中でアピールしてよいのではないか。

ご意見を踏まえ、評価報告書の記述
を修正しました。

11 中村委員 推進上の
課題や改
善を図る
べき事項

産業の集積の定義を狭く捉えずに、業種業
態の変化を踏まえた上で、既存の事業所が
エネルギー事業に転換した場合なども含め
て実績を把握するべきではないか。

ご意見については、総合計画の点検
の参考とさせていただきます。

12 中村委員 プロジェ
クト全体
の評価

エネルギーに関連する新技術の開発につい
ては、直接的な取組みだけではなく、積極
的に取組む企業のＰＲを行うなどの後方支
援も必要ではないか。

二次評価（案）に反映しました。

やや遅れています やや遅れています

・再生可能エネルギーの普及
については、太陽光発電の導
入拡大を図るほか、これまで
の水力発電の取組みなどにつ
いても積極的にＰＲしていく
必要があります。
・分散型エネルギー体系の構
築に向け、今後、燃料電池自
動車や定置型燃料電池の普及
を推進していく必要がありま
す。

概ね順調に進んでいます

・エネルギーに関連する新技
術の開発については、県内企
業の先進的な取組みを積極的
に評価し、企業との連携や協
力に取り組む必要がありま
す。

概ね順調に進んでいます

・ベンチャー企業への支援な
どの必要性について、県民意
識を高めていく必要がありま
す。
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NO 委員名 区分 意見 対応 二次評価（案）
（参考）

昨年の二次評価

３　津波被害を軽減する対策の強化

13 山本(亮)委員 推進上の
課題や改
善を図る
べき事項

津波からの迅速な避難（５分で５階程度の
高さへ）については、避難訓練等での避難
時間の実測によりデータを把握した方がよ
いのではないか。

津波を想定した避難訓練では、避難
時間を測定している事例もあります
が、ご意見については事業実施の中
で参考とさせていただきます。

14 浪江委員 推進上の
課題や改
善を図る
べき事項

「海岸近くで地震に遭った場合にすぐに避
難する意識を持つ人の割合」は、昨年度か
ら10ポイント弱低下しており、風化対策が
必要ではないか。

二次評価（案）に反映しました。

15 齋藤委員 推進上の
課題や改
善を図る
べき事項

県民の安全安心につながる津波避難施設等
の整備に当たっては、着実に整備する必要
があるのではないか。

二次評価（案）に反映しました。

４　大規模災害などに備える災害対応力の強化

16 三井委員
山本委員

プロジェ
クト全体
の評価

地震への関心や、地震に備えた備蓄等を
行っている人の割合は低下しているので、
地震災害対策推進条例の周知などにより、
普及啓発を進めることが必要ではないか。

二次評価（案）に反映しました。

17 齋藤委員 プロジェ
クト全体
の評価

災害時の避難困難者を特定、顕在化させ、
地域のコミュニティでの対応を推進する必
要があるのではないか。

二次評価（案）に反映しました。

18 三井委員 プロジェ
クト全体
の評価

県立高校などの教育施設は、避難施設とし
ての役割なども期待されているので、耐震
対策を着実に進める必要があるのではない
か。

二次評価（案）に反映しました。

概ね順調に進んでいます

・県民の地震への関心が薄れ
ており、地震災害対策推進条
例に基づく「かながわシェイ
クアウト」訓練などによる普
及啓発を進める必要がありま
す。
・災害時の避難困難者支援の
ため、地域コミュニティによ
る対策を進める必要がありま
す。
・県立高校の耐震対策を着実
に進める必要があります。

概ね順調に進んでいます

・東日本大震災で顕在化した
課題への対応として、液状化
対策などへの着実な取組みが
求められています。

概ね順調に進んでいます

・国の被害想定等を踏まえた
調査、情報提供のしくみづく
りや、沿岸市町と連携した訓
練による普及啓発を図るな
ど、津波から県民を守る取組
みを引き続き進めていく必要
があります。
・津波避難施設等の整備に当
たっては、着実に取り組む必
要があります。

順調に進んでいます

・国の被害想定等を踏まえた
調査や津波避難施設の整備、
沿岸市町と連携した訓練や情
報提供のしくみづくりなど、
津波から県民を守る取組みを
着実に進めていく必要があり
ます。
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NO 委員名 区分 意見 対応 二次評価（案）
（参考）

昨年の二次評価

５　犯罪や事故のない安全で安心なまちづくり

19 齋藤委員 プロジェ
クト全体
の評価

児童虐待の相談件数が増加しているので、
児童福祉の観点だけではなく、犯罪対策の
面からも留意することが必要ではないか。

二次評価（案）に反映しました。

20 三井委員 プロジェ
クト全体
の評価

体感治安の改善に向けては、引き続き取組
みが必要である。

二次評価（案）に反映しました。

６　高齢者が生き生きとくらせる社会づくり

21 岡谷委員 プロジェ
クト全体
の評価

介護予防の観点から地域包括支援センター
の役割は重要である。2014年の目標設置数
の達成に向け、より一層の人材確保が必要
ではないか。

二次評価（案）に反映しました。 概ね順調に進んでいます

・地域包括支援センターの設
置促進のため、人材育成、人
材確保のためのさらなる取組
みが必要です。

概ね順調に進んでいます

・地域包括支援センターへの
支援については、人材育成等
によるさらなる質の向上や、
高齢者にとってより一層分か
りやすい窓口として機能する
ような取組みを進める必要が
あります。

７　県民が安心できる保健・医療体制の整備

22 岡谷委員 推進上の
課題や改
善を図る
べき事項

国の政策が地域での療養にシフトする中、
在宅医療や訪問看護サービスの提供体制に
ついて今後の課題として検討してほしい。

二次評価（案）に反映しました。 概ね順調に進んでいます

・在宅医療については、これ
までの取組みにおける課題を
踏まえて、より一層の体制整
備に取り組む必要がありま
す。

概ね順調に進んでいます

・医療体制の構築に当たって
は、在宅で安心して看取りま
での療養生活を送るとの視点
に留意する必要があります。
・ＩＣＴの活用については、
セキュリティ面でのリスクや
コスト負担の面も踏まえなが
ら検討を進める必要がありま
す。

概ね順調に進んでいます

・体感治安の向上に向け、引
き続き取組みが必要です。
・児童虐待など、子どもを犯
罪被害から守るためのさらな
る取組みの強化が必要です。

概ね順調に進んでいます

・体感治安の向上に向けた、
より一層の取組みの推進が必
要です。
・犯罪や事故の起きにくい安
全な社会づくりに向け、さら
なる取組みの強化が必要で
す。
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NO 委員名 区分 意見 対応 二次評価（案）
（参考）

昨年の二次評価

８　こころといのちを守るしくみづくり

23 江口委員
岡谷委員

プロジェ
クト全体
の評価

精神医療体制については、病院の受入体制
の充実だけではなく、地域での支援により
一層取り組む必要がある。

二次評価（案）に反映しました。

24 大久保委員 その他 県内の精神病床の平均在院日数の推移が分
かるデータを提供してほしい。

ご意見を踏まえ、神奈川県の政策課
題に関するデータ集にデータを追加
しました。

９　障がい者の地域生活を支えるしくみづくり

25 大木委員 その他 障がい者が作業所等で受け取っている賃金
額についてのデータを提供してほしい。

ご意見を踏まえ、神奈川県の政策課
題に関するデータ集にデータを追加
しました。

26 岡谷委員 その他 就労訓練や研修を受け、実際に就労できた
人の割合についてのデータを提供してほし
い。

ご意見を踏まえ、神奈川県の政策課
題に関するデータ集にデータを追加
しました。

27 池本委員 プロジェ
クト全体
の評価

障がい者支援については、障がい者のニー
ズがどのようなところにあるのか踏まえた
上での対応が必要ではないか。

ご意見については事業実施の中で参
考とさせていただきます。

10　男女がお互いを尊重しともに活躍できる社会づくり

28 池本委員 その他 県庁の管理職のうち、女性が占める割合に
ついてのデータを提供してほしい。

ご意見を踏まえ、神奈川県の政策課
題に関するデータ集にデータを追加
しました。

概ね順調に進んでいます 概ね順調に進んでいます

・女性の社会貢献や自己実現
について、今後幅広い観点か
ら検討を進めて行く必要があ
ります。

概ね順調に進んでいます 概ね順調に進んでいます

・障がい者の社会参加の促進
や、くらしやすい環境づくり
を一層進めていく必要があり
ます。

概ね順調に進んでいます

・精神医療体制については、
病院での医療だけではなく、
地域での支援のより一層の充
実に向けて取り組む必要があ
ります。

概ね順調に進んでいます
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NO 委員名 区分 意見 対応 二次評価（案）
（参考）

昨年の二次評価

11　多文化共生の地域社会づくり

29 朱委員 プロジェ
クト全体
の評価

日本に来て間もない外国籍県民が暮らしや
すいよう、生活習慣に馴染んでもらえるよ
うな広報やサポートが必要ではないか。

二次評価（案）に反映するととも
に、既に実施しているサポート等に
ついて、評価報告書の記述を追加し
ました。

30 池本委員 プロジェ
クト全体
の評価

外国籍県民のうち、特に子どもについて
は、学校の授業についていけないなどで孤
立しがちなので、きめ細やかな対応が必要
ではないか。

二次評価（案）に反映しました。

31 池本委員 その他 数値目標にある「外国籍県民の課題解決に
向けた支援者研修」について、研修を受講
した人は具体的にどのような活動を行うの
か教えてほしい。

ご意見を踏まえ、評価報告書の記述
を修正しました。

12　健康で豊かな人生を築くスポーツ振興

32 大木委員 推進上の
課題や改
善を図る
べき事項

子どものスポーツ実施率について、小学生
の実施率が低いとのことだが、対策が必要
ではないか。

ご意見を踏まえ、評価報告書の記述
を修正しました。

概ね順調に進んでいます 概ね順調に進んでいます

・スポーツをしない人がス
ポーツに関われるようなしく
みやスポーツに関する情報提
供のあり方について検討する
必要があります。

13　子ども・子育て応援社会の推進

33 岡谷委員
大久保委員

その他 ＮＩＣＵについて、「長期滞留」という表
現は適切か。

ご意見を踏まえ、評価報告書の記述
を修正しました。

概ね順調に進んでいます 順調に進んでいます

・近年急激に待機児童数が改
善された横浜市の待機児童対
策の動向、取組みに関する検
証等も踏まえ、県域において
もより効果的な取組みを進め
る必要があります。

概ね順調に進んでいます

・多文化共生社会の実現に向
け、日本に来て間もない外国
籍県民の生活支援の取組みを
より一層進める必要がありま
す。
・外国につながる児童生徒に
ついては、子ども達の気持ち
に寄り添いながらより一層き
め細やかな対応を行っていく
必要があります。

概ね順調に進んでいます

・多文化共生社会の実現に向
け、言語、文化、交流といっ
た視点だけでなく、外国籍県
民の生活や教育支援など幅広
い取組みを進める必要があり
ます。
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NO 委員名 区分 意見 対応 二次評価（案）
（参考）

昨年の二次評価

14　子どもの安心のための総合的な支援

34 池本委員 プロジェ
クト全体
の評価

児童虐待の未然防止の観点から、親が孤立
しないようにするため、親同士の関係をど
のように作るかということが課題である。

「孤育て」防止のための保健・福
祉・医療の関係機関連絡会議などに
取り組んでおりますが、ご意見につ
いては事業実施の中で参考とさせて
いただきます。

35 江口委員 プロジェ
クト全体
の評価

児童虐待の相談受付件数が増加しているた
め、未然防止のための取組みにより力を入
れる必要があるのではないか。

二次評価（案）に反映しました。

15　明日のかながわを担う人づくり

36 池本委員
江口委員

推進上の
課題や改
善を図る
べき事項

地域と連携した学校づくりの推進について
検討する必要があるのではないか。

二次評価（案）に反映しました。

37 池本委員 その他 県立学校における体罰の状況についての
データを提供してほしい。

ご意見を踏まえ、神奈川県の政策課
題に関するデータ集にデータを追加
しました。

16　地域資源を活用したにぎわい拠点づくり

38 山本委員
中村委員

推進上の
課題や改
善を図る
べき事項

国際観光地を意識したプロジェクトであれ
ば、取組みと成果についてはそのような視
点での記載が必要ではないか。

ご意見を踏まえ、評価報告書の記述
を修正しました。

39 山本委員
中村委員

推進上の
課題や改
善を図る
べき事項

４つの地域に対する外国人の関心度などが
把握できるデータがあれば、記載した方が
よいのではないか。

ご指摘のデータは把握できませんで
したが、社会環境を表す指標に、外
国人観光客が関心を持っている項目
に関するデータを掲載しました。

40 中村委員 その他 「第４の国際観光地」が何を意味するのか
記述するべきではないか。

ご意見を踏まえ、評価報告書の記述
を修正しました。

概ね順調に進んでいます

・学校運営に地域の意見を反
映させる環境づくりを引き続
き進めていく必要がありま
す。

概ね順調に進んでいます

・支援教育を必要とする児
童・生徒が増加している中
で、障がいの有無にかかわら
ず、ともに学ぶ環境づくりを
さらに推進していく必要があ
ります。

概ね順調に進んでいます 概ね順調に進んでいます

・2014年の数値目標を達成で
きるよう、地域資源を活用し
たにぎわい拠点づくりの取組
みが一層進められるよう期待
します。

概ね順調に進んでいます

・児童虐待の相談件数が増加
傾向にあることから、虐待が
深刻化する前の段階での取組
みの一層の充実が必要です。

概ね順調に進んでいます

・子どもの権利擁護のあり方
について、親子のかかわりや
学校教育のあり方などの観点
を含め、幅広く検討を進める
必要があります。
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NO 委員名 区分 意見 対応 二次評価（案）
（参考）

昨年の二次評価

17　行ってみたい神奈川の観光魅力づくり

41 山本委員 その他 社会環境を表す指標は、県の取組みを評価
できる指標を示せないか。

ご意見を踏まえ、神奈川県の政策課
題に関するデータ集にデータを追加
しました。

42 山本委員
中村委員

プロジェ
クト全体
の評価

商店街の活性化という視点は、観光の魅力
づくりという観点の中では捉えきれないの
で、観光とは切り離して考えるべきではな
いか。

ご意見については、総合計画の点検
の参考とさせていただきます。

43 中村委員 推進上の
課題や改
善を図る
べき事項

若手商業者の取組みについて、具体的な事
例があれば記載した方がよいのではない
か。

ご意見を踏まえ、評価報告書の記述
を修正しました。

18　文化芸術による心豊かな神奈川づくり

44 中村委員
内田委員

プロジェ
クト全体
の評価

神奈川フィルの入場者数は目標を大幅に超
えており、経営面でも改善してきているの
で、評価報告書に記述した方がよいのでは
ないか。

ご意見を踏まえ、評価報告書の記述
を修正しました。

45 中村委員
内田委員

プロジェ
クト全体
の評価

神奈川フィルの入場者数や経営面での改善
を踏まえ、二次評価は「順調」としてよい
のではないか。

二次評価（案）に反映しました。

順調に進んでいます 概ね順調に進んでいます

・地域が支える芸術活動への
支援をさらに進めるよう検討
する必要があります。

概ね順調に進んでいます 概ね順調に進んでいます

・商店街の活性化に向けて、
若手商業者の人材育成などに
さらに取り組む必要がありま
す。
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NO 委員名 区分 意見 対応 二次評価（案）
（参考）

昨年の二次評価

19　ＮＰＯの自立的活動と協働の推進

46 中村委員 推進上の
課題や改
善を図る
べき事項

認定・仮認定ＮＰＯ法人数は全国を上回る
増加率であることを記述するべきではない
か。

ご意見を踏まえ、評価報告書の記述
を修正しました。

47 山本委員 推進上の
課題や改
善を図る
べき事項

ＮＰＯとの協働にかかる数値目標について
は、協定締結などにとらわれず、幅広い活
動を評価できるようにした方がよいのでは
ないか。

ご意見については、総合計画の点検
の参考とさせていただきます。

48 中村委員 プロジェ
クト全体
の評価

協定書の締結等に至らない幅広い協働が多
いことや、認定・仮認定ＮＰＯ法人が増加
していることを踏まえ、昨年度の取組みに
加え、さらなる取組みが必要ではないか。

二次評価（案）に反映しました。

20　「水のさと　かながわ」づくり

49 山本委員 推進上の
課題や改
善を図る
べき事項

海岸美化活動などが活発に行われているの
で、主な取組みとして記載してはどうか。

ご意見を踏まえ、評価報告書の記述
を修正しました。

50 山本委員 その他 社会環境を表す指標の「神奈川を訪れた観
光客数」のコメントは、水のさとに関連す
る地域について触れた方がよいのではない
か。

水のさとに関連する地域への観光客
数は、数値目標として設定している
「水に着目した観光スポットの入込
観光客数」でお示ししております。

51 中村委員 その他 シープロジェクトの展開については、今ま
での活動に加え、海を含めて総合的に水の
魅力を発信するということを記述した方が
よいのではないか。

ご意見を踏まえ、評価報告書の記述
を修正しました。

概ね順調に進んでいます

・社会的サービスの担い手と
して、ＮＰＯ以外の法人の参
画の増加に対応するため、多
様な担い手による協働の推進
にさらに取り組む必要があり
ます。
・寄附文化のさらなる醸成に
加え、ＮＰＯの安定的な財政
基盤強化の支援を進める必要
があります。

概ね順調に進んでいます

・社会的サービスの担い手と
して、ＮＰＯ以外の法人の参
画の増加に対応するため、多
様な担い手による協働の推進
に取り組む必要があります。
・寄附文化の醸成に加え、Ｎ
ＰＯの安定的な財政基盤強化
の支援を進める必要がありま
す。

概ね順調に進んでいます 概ね順調に進んでいます

・豊かな水に恵まれた神奈川
の美しい自然を、県民自らが
再認識し、保全・再生する取
組みとともに周知する取組み
を今後も進めていく必要があ
ります。
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NO 委員名 区分 意見 対応 二次評価（案）
（参考）

昨年の二次評価

21　神奈川の自然環境の保全と活用

52 山本委員 推進上の
課題や改
善を図る
べき事項

都市の緑地については防災面でも大きな役
割を果たすことから、災害に関するプロ
ジェクトとの連携を含めて検討してはどう
か。

ご意見については、総合計画の点検
の参考とさせていただきます。

53 内田委員 その他 社会環境を表す指標のデータが昨年度のも
のと同一だが、更新できないか。

継続した統計が行われていないた
め、昨年度と同一のデータを使用し
ています。

54 中村委員 プロジェ
クト全体
の評価

評価は「概ね順調に進んでいる」でよい
が、昨年度は「やや遅れている」であった
ことを踏まえ、プロジェクトが進みつつあ
る段階であることを表現できないか。

二次評価（案）に反映しました。

22　持続可能な環境配慮型社会づくり

55 中村委員 プロジェ
クト全体
の評価

総合分析の記載について、二酸化炭素排出
量についてはまだ削減の努力が必要である
ことを記載するべきではないか。

ご意見を踏まえ、評価報告書の記述
を修正しました。

56 山本委員 その他 数値目標の達成状況欄の二酸化炭素の前年
度比削減率のコメントについて、2011年は
東日本大震災の影響があったことを記述す
るべきではないか。

ご意見を踏まえ、評価報告書の記述
を修正しました。

57 内田委員
中村委員

その他 家庭部門と産業部門の電力消費量の推移が
把握できるデータを掲載できないか。

ご意見を踏まえ、社会環境を表す指
標を追加しました。

概ね順調に進んでいます

・プロジェクトは概ね順調に
進みつつありますが、数値目
標の達成に向けより一層の取
組みが求められます。

やや遅れています

・丹沢大山や都市部のみどり
など、それぞれの特性に応じ
た効果的な取組みを進める必
要があります。

概ね順調に進んでいます 概ね順調に進んでいます
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NO 委員名 区分 意見 対応 二次評価（案）
（参考）

昨年の二次評価

23　競争力の高い産業の創出・育成

58 山本委員 推進上の
課題や改
善を図る
べき事項

プロジェクトの柱Ⅰ「エネルギー政策」は
産業振興と一体で取り扱うべきではない
か。

ご意見については、総合計画の点検
の参考とさせていただきます。

59 齋藤委員 その他 企業誘致については、どのような企業を誘
致できたのか、分析のためのデータが必要
である。

ご意見を踏まえ、評価報告書の記述
を修正しました。

60 三井委員 プロジェ
クト全体
の評価

多様なビジネスが活発に行われる環境づく
りという点では厳しい状況があるので、幅
広いニーズに応える環境づくりと、それに
よる雇用機会の提供は引き続き進める必要
がある。

二次評価（案）に反映しました。

24　産業人材の育成と就業支援の充実

61 三井委員
浪江委員
山本委員

プロジェ
クト全体
の評価

神奈川県の有効求人倍率は全国に比べて低
い状況にある。産業構造の変化や雇用のあ
り方の変化などを背景にしつつ、いかにし
て就業機会を増やすかについては、長期的
な課題として指摘する必要がある。

二次評価（案）に反映しました。

62 齋藤委員 推進上の
課題や改
善を図る
べき事項

男性の育児休業取得率は全体として低迷し
ていると言わざるを得ず、課題として認識
するためにも記述を見直すべきである。

ご意見を踏まえ、評価報告書の記述
を修正しました。

概ね順調に進んでいます

・雇用環境の改善について
は、産業構造や雇用形態の変
化などを踏まえ、長期的な視
点で対応する必要がありま
す。

概ね順調に進んでいます

・若年層の就職状況が厳しい
中、職業訓練や学校教育など
に積極的に取り組み、働きた
い若者の雇用を促進する必要
があります。

順調に進んでいます

・様々な社会的ニーズを丁寧
に捉え、それに応えるビジネ
スや起業が活発に行われる環
境づくりを進め、持続可能な
雇用機会の提供につなげるこ
とが重要です。

概ね順調に進んでいます

・様々な社会的ニーズを丁寧
に捉え、新しいアプローチや
見直しを行いながら、ビジネ
スが活発に行われる環境づく
りを進めることが重要です。
・持続可能な雇用機会を提供
できるよう、成長産業の育
成・集積が重要です。
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NO 委員名 区分 意見 対応 二次評価（案）
（参考）

昨年の二次評価

25　神奈川を世界にアピールする国際戦略

63 山本委員 推進上の
課題や改
善を図る
べき事項

昨年度の二次評価で記載されたソーシャル
メディアの活用や東南アジア等との連携に
ついてどのような取組みが行われたか記載
する必要があるのではないか。

ご意見を踏まえ、評価報告書の記述
を修正しました。

64 浪江委員 プロジェ
クト全体
の評価

外国人観光客については、宿泊者数だけで
なく、満足度や訪問地、年代、性別などを
調査しリピーター拡大に努めた方がよいの
ではないか。

二次評価（案）に反映しました。

65 齋藤委員 その他 外国企業の誘致件数については、どのよう
な業種を誘致できたのか、分析のための
データが必要である。

ご意見を踏まえ、評価報告書の記述
を修正しました。

26　神奈川の特色を生かした農林水産業の展開

66 木曽委員 その他 県の農林水産業の状況を把握するため、産
業別就業構造や、県内の後継者問題がどの
ようになっているかデータが知りたい。

ご意見を踏まえ、神奈川県の政策課
題に関するデータ集にデータを追加
しました。

67 齋藤委員 その他 農林水産物のブランド形成という点で、県
がどの程度関与しているか、成功事例があ
れば評価報告書に記載してもらいたい。

ご意見を踏まえ、評価報告書の記述
を修正しました。

68 三井委員 プロジェ
クト全体
の評価

担い手の確保や神奈川の強みを活かした地
産地消の取組みを引き続き行う必要がある
のではないか。

二次評価（案）に反映しました。

27　活力と魅力あふれるまちづくりと交通ネットワークの充実

69 三井委員
山本委員

推進上の
課題や改
善を図る
べき事項

まちづくりについては、ハード面の整備だ
けではなく、ソフト面での取組みにも留意
する必要があるのではないか。

二次評価（案）に反映しました。

70 斎藤委員 プロジェ
クト全体
の評価

過疎化が予測される地域を一気に過疎化さ
せないための方策を検討する必要があるの
ではないか。

ご意見については、総合計画の点検
の参考とさせていただきます。

概ね順調に進んでいます

次の世代に引き継げる持続可
能なまちづくりに留意し、誰
もが住みやすいゆとりと魅力
ある県土づくりを進める必要
があります。

概ね順調に進んでいます

総合的な交通ネットワークの
形成と地域の特性を生かした
まちづくりの連携に留意し、
誰もが住みやすいゆとりと魅
力ある県土づくりを進める必
要があります。

順調に進んでいます

・ソーシャルメディアなどの
活用による神奈川の魅力発信
や、海外との連携、人材交流
をより一層進めていく必要が
あります。
・外国人観光客の誘客促進に
当たっては、ニーズを踏まえ
たきめ細かい取組みが必要で
す。

順調に進んでいます

・ソーシャルメディアなどを
広く活用して神奈川の魅力を
発信することにより、神奈川
の認知度を高める必要があり
ます。
・東南アジア、南アジア、ア
フリカなどとの連携や人材交
流も進めていく必要がありま
す。

概ね順調に進んでいます

・中核的な担い手の確保を進
めるとともに、神奈川の強み
を活かすため、地産地消のPR
などを通じて、幅広く農林水
産業への理解や協力を求める
取組みを引き続き行う必要が
あります。

概ね順調に進んでいます

・中核的な担い手の確保を進
めるとともに、神奈川の強み
を活かすため、地産地消のPR
などを通じて、幅広く農林水
産業への理解や協力を求める
取組みもさらに強化していく
必要があります。
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