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柱Ⅰ 健康長寿 
 

PJ１ 未病 ～健康寿命を延伸し、生き生きとくらせる神奈川をめざして～ 
プロジェクトのねらい 具体的な取組み 主な取組内容 数値目標 

・健康で生き生きと生
活できる社会環境づくり 
 
・未病を治すためのラ
イフスタイルの見直し 
 
・こころの未病を治す 

未病を治す取組みを支える
社会環境の整備 

① 身近な場所で「未病を治す」取組みが実践できる場、人
材など環境づくり 

② 県西地域活性化プロジェクトによる未病の取組み 
(1) 「未病センター」設置数、「未病
を治すかながわ宣言協力活動」への
登録事業所数（累計） 

 
(2) 日ごろから健康に気をつけた規則

正しい生活を心がけている人の割合 
 
(3) 特定健康診査・特定保健指導の実

施率 

未病を治すために重要
な、食、運動、社会参加
など生活習慣改善の支援 

① 医食農同源や食育など食生活の改善に向けた取組み 
② 3033 運動の普及・推進など運動やスポーツの習慣化をめ 
ざす取組み 

③ 社会参加の促進による生きがいづくりの取組み 
④ メンタルヘルス対策、うつ病対策、自殺予防対策などの 
取組み 

健康情報の活用による効
果的な施策 

① 健康情報の有効活用の促進や、データに基づく効果的な
施策の取組み 

 
PJ２ 医療 ～最先端医療の追求と安心できる地域医療の充実～ 

プロジェクトのねらい 具体的な取組み 主な取組内容 数値目標 

・最先端医療と地域に
根ざした医療の推進 
 
・県民が納得する医療
先進県の実現 
 
・医療人材の育成・確保 

最先端医療の推進 

① 最先端医療の普及促進 
② ＩＣＴを活用した新たなヘルスケアシステムの構築 
③ メディカル・イノベーションスクールの実現に向けた取

組みの推進 

(1) マイ未病カルテ（個人向け医療・
健康カルテ）の利用者数（累計） 

 
(2) 在宅療養支援診療所の数（累計） 
 
(3) 75 歳未満の 10 万人当たりのがん

による死亡数 
 
(4) 再就業を働きかける未就業看護師

の対象者数(累計) 

県民への適切な医療提供体
制の整備・充実 

① 医療機関や市町村、関係団体と連携した医療体制整備 
② 依存症患者への支援強化・精神科救急医療体制の充実 
③ がん検診受診促進、がん医療提供体制の充実、がんに対

する理解の促進など 

医療人材の育成・確保 

① 県内の医科大学や付属病院との連携、地域医療支援セン
ターの運営 

② 看護実践教育アドバイザーの派遣など、県立看護専門学
校での４年制の導入 

 
PJ３ 高齢者福祉 ～高齢者を標準として、誰もが生き生きとくらせる神奈川をめざす～ 

プロジェクトのねらい 具体的な取組み 主な取組内容 数値目標 

・高齢者が安心して元
気にくらせる地域づくり 
 
・高齢者の健康・生き
がいづくり 

地域包括ケアシステムの
構築 

① 地域包括支援センターの機能強化などへの支援 
② 高齢者が安心してくらせるまちづくりの推進 
③ 介護人材の養成や就業支援など人材の定着・確保の促進 

(1) 小規模多機能型居宅介護サービス
の利用者数 

 
(2) 特別養護老人ホーム整備床数（累計） 
 
(3) 「コグニサイズ」など認知症予防

をテーマとした教室やイベントなど
への参加者数（累計） 

認知症の人や家族などに
対する総合的な支援 

① 適切な医療の提供や相談支援などの充実 
② 認知症に対する正しい理解の普及 

健康・生きがいづくり 
① 社会参画活動やスポーツ・文化活動などの健康・生きが

いづくり 

かながわグランドデザイン 実施計画（素案）  「プロジェクト」及び「神奈川の戦略」一覧 
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PJ４ 障がい者福祉 ～障がい者の地域生活の推進～ 
プロジェクトのねらい 具体的な取組み 主な取組内容 数値目標 

・障がい者の地域生活
移行と地域生活を支え
るための福祉サービス
の充実 
 
・障がい者を支える地
域社会づくり 

福祉サービスの充実・社
会環境の整備 

① グループホームなどへの支援 
② 専門的な支援を行う人材の養成 
③ 鉄道駅、県管理道路や県立都市公園などのバリアフリー化 
④ 県総合リハビリテーションセンターの再整備 

(1) 地域のグループホームの利用者数 
 
(2) ホームヘルプサービスなどの利用

者数 
 
(3) 一般就労などに向けて福祉サービス

事業所などで就労訓練をする人の数 

社会参加や就労の支援 
① 福祉的就労の充実への支援 
② 障害者就業・地域生活支援センターによる就労支援 
③ スポーツ大会の開催など社会参加への支援 

障がい者に対する理解促
進と権利擁護 

① 障がい者の理解促進 
② 専門的な相談支援体制の強化 

 
 
柱Ⅱ 経済のエンジン 
 

PJ５ エネルギー ～かながわスマートエネルギー計画の推進～ 
プロジェクトのねらい 具体的な取組み 主な取組内容 数値目標 

・再生可能エネルギー
等の分散型電源の導入
加速化 
 
・省エネルギーの促進
とスマートコミュニテ
ィの形成 
 
・地産地消の新しいエ
ネルギー体系の確立 

再生可能エネルギー等の
導入加速化 

① 太陽光発電の導入加速化 
② 小水力発電や小形風力発電などの導入促進と県営電気事

業の新たな売電方法の検討 
(1) 県内の年間電力消費量の削減率 
 
(2) 県内の年間電力消費量に対する分
散型電源による発電量の割合 

安定した分散型電源の導
入拡大 

① ガスコージェネレーションなどの導入拡大 
② 水素エネルギーの導入促進 

省エネルギーの促進とスマ
ートコミュニティの形成 

① 事業者や県民の省エネ・節電意識の向上と取組みの促進 
② ＺＥＢやＺＥＨの導入促進 
③ 官民連携による新たな電力供給システムの整備促進 

 
PJ６ 産業創出 ～明日の県内経済を担う産業づくり～ 

プロジェクトのねらい 具体的な取組み 主な取組内容 数値目標 

・成長産業の創出・育
成による地域経済の活
力向上 
 
・企業誘致などによる
県内経済の拡充 
 
・技術の高度化などに
よる県内産業の競争力
強化 

成長産業の創出・育成 
① 最先端医療関連産業の創出・育成 
② 未病産業の創出・育成 
③ ロボット関連産業の創出・育成 (1) ロボット実証実験件数（累計） 

 
(2) 県外・国外から立地した事業所数

（累計） 
 
(3) 神奈川発新技術の実用化件数 

企業誘致などによる産業
集積の促進 

① 企業誘致による産業集積の促進 
② 成長分野におけるプロジェクトの事業化・起業促進 

技術の高度化・科学技術
研究の推進 

① 県内企業の技術高度化の促進 
② 新たな技術支援体制の構築 
③ 大学、企業、研究機関などと連携した科学技術の重点的

研究の推進 
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PJ７ 海外展開 ～海外との交流による地域の活性化～ 
プロジェクトのねらい 具体的な取組み 主な取組内容 数値目標 

・企業の国際化による
県内経済の活性化 
 
・海外への魅力発信と
ネットワークづくり 

企業の海外展開支援と外
国企業の誘致 

① 中小企業の海外事業展開に向けた支援 
② 本県投資環境のＰＲなどによる外国企業の誘致 
③ 海外ライフサイエンス産業先進地域との連携の推進 (1) 外国企業の誘致件数（累計） 

 
(2) 本県と海外の国・地域の人的交流
件数 海外とのネットワークの

構築・推進 

① 神奈川の海外展開を支える人づくり、人的ネットワーク
づくりの推進 

② 国際会議やイベントの誘致、友好交流先をはじめとした
国際交流の推進 

③ ベトナムなどアジアとの関係を深める交流の推進 
 

PJ８ 観光 ～観光立県かながわの実現をめざして～ 
プロジェクトのねらい 具体的な取組み 主な取組内容 数値目標 

・地域の観光魅力アップ 
 
・観光客増加による地域
活性化 

外国人観光客の誘客促進 
① 外国人向け海外プロモーションの強化 
② 海外に向けた効果的な情報発信 
③ 快適な旅ができる環境づくり 

(1) 外国人旅行者の訪問者数（暦年） 
 
(2) 神奈川県を訪問する入込観光客数
（暦年） 

 
(3)観光の核づくり地域の入込観光客
数（暦年） 

国内観光客の誘客促進 ① 国内観光プロモーションの強化 

新しい観光魅力づくり 
① 新たな観光の核づくり 
② かながわシープロジェクトの推進 
③ 観光資源の発掘と磨き上げ 

 
PJ９ マグカル ～文化芸術の魅力で人を引きつけるマグカルの推進～ 

プロジェクトのねらい 具体的な取組み 主な取組内容 数値目標 

・マグカルの全県展開 
 
・マグカルを担う人材
の育成 
 
・身近で文化芸術に親
しむ機会の拡充 

マグカルの全県展開 
① 東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会「文化
プログラム」の展開 

② 神奈川発の魅力的なコンテンツの創出 

(1) 神奈川県民ホール（本館、神奈川
芸術劇場）及び県立音楽堂の利用者
数 

 
(2) 舞台芸術人材の育成のためのマグ

カル・パフォーミングアーツ・アカ
デミーの受講者数（累計） 

 
(3) 子ども・青少年を対象とした文化

芸術の鑑賞・体験事業の参加者数 

マグカルを担う人づくり 
① 舞台芸術を担う人材の育成 
② 若手芸術家などのための発表機会の確保 

地域における文化芸術活
動に対する支援 

① 伝統芸能の発表機会の確保や継承者の育成支援、民俗文
化財の保存と活用 

② 次代を担う子ども・青少年の文化芸術活動の充実 

 
PJ10 農林水産 ～農林水産業の活性化による地産地消の推進～ 

プロジェクトのねらい 具体的な取組み 主な取組内容 数値目標 

・県民の求める農林水
産物の提供 
 
・意欲ある担い手によ
る生産の安定 

県民ニーズに応じた農林
水産物の生産支援と利用
促進 

① 実需者との新たな取引を増やすための工夫や取組みを行う
農産物の産地への支援 

② 県産畜産物の知名度向上や、販路拡大などの取組みを支援 
③ 消費者のニーズに応じた新しい養殖の普及と水産加工品

の開発 
④ 消費者のニーズに応じた木材の生産・加工と消費拡大 

(1) 消費者や実需者のニーズに対応し
た新たな販売契約数（累計） 

 
(2) 新商品の開発や販路拡大などの成

果があった畜産ブランド数（累計） 
 
(3) 水産物の加工品数（累計） 
 
(4) 農林水産業への新たな就業者数
（企業参入・雇用就農を含む） 

新たな担い手の育成・確
保の推進 

① 農林水産業への就業支援 
② 技術指導や経営相談などによる担い手の育成 
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柱Ⅲ 安全・安心 
 

PJ11 減災 ～災害に強いかながわ～ 
プロジェクトのねらい 具体的な取組み 主な取組内容 数値目標 

・自助・共助・公助の
連携により大規模災害
などから県民のいのち
を守る 
 
・中長期を見据えた減
災戦略の実施による災
害被害軽減 

自助・共助の取組み促進 
① 市町村の消防防災力の強化などに向けた支援 
② 防災教育やシェイクアウト訓練などによる防災意識の向上 

(1) 「かながわシェイクアウト（いっ
せい防災行動訓練）」の参加者数
（事前登録者数） 

 
(2) 新たに消防の広域化や消防指令セ

ンターの共同運用に参加する市町村
数（累計） 

 
(3) 耐震診断が義務付けられた大規模

建築物・沿道建築物の耐震診断結果
の報告率（累計） 

災害対応力の強化 

① 火山活動の観測体制など災害時の避難・応急活動体制の
強化 

② 県全体としての消防防災力の向上 
③ 東日本大震災の被災地・被災者への支援 

災害に強いまちづくり 

① 河川、急傾斜地等の整備・維持管理やなぎさづくりなど
の推進 

② 県有施設や橋りょうの耐震化などの推進、大規模建築物
などの耐震化の促進 

 
PJ12 治安 ～犯罪や事故のない安全で安心なまちづくり～ 

プロジェクトのねらい 具体的な取組み 主な取組内容 数値目標 

・安全で安心してくら
せる地域社会の実現 
 
・犯罪被害者などへの
支援・理解促進 

犯罪などの起きにくい地
域社会づくり 

① 自主防犯活動への支援、防犯カメラの設置促進 
② 犯罪情報などの発信、広報啓発活動の推進 

(1) 「犯罪や交通事故がなく安全で安
心して暮らせること」に関する県民
意識 

 
(2) 地域で活動する防犯ボランティア
の育成数（累計） 

県民に不安を与える犯罪
の抑止・検挙活動の強化
及び交通事故の防止 

① 街頭パトロール活動の強化と交通事故防止活動の推進 
② 複雑・巧妙化する犯罪に対応するための犯罪捜査力の向上 
③ 総合的な組織犯罪対策の推進 
④ 総合的なサイバー犯罪対策の推進 

犯罪被害者などへの支援 
① かながわ犯罪被害者サポートステーションなどにおける

支援の充実 
② 県内の中学・高校生に対する犯罪被害者などの理解促進 

 
 
柱Ⅳ ひとのチカラ 
 

PJ13 女性 ～女性も男性も共に活躍できる社会づくり～ 
プロジェクトのねらい 具体的な取組み 主な取組内容 数値目標 

・女性も男性も共に活
躍できる社会の実現 
 
・誰もが仕事と家庭を
両立できる環境づくり 
 
・配偶者などからの暴力
の根絶 

誰もが個性と能力を発揮で
きる社会づくり 

① 男女共同参画センターによる女性の参画促進や男性の意
識啓発事業などの展開 

② 神奈川なでしこブランド事業の展開による女性の活躍・
登用の促進 

③ 若者がライフキャリアを考える教育の促進と普及啓発 

(1) 県及び市町村の審議会などにおけ
る女性委員の登用率 

 
(2) 事業所における女性管理職の割合 
 
(3) 労働力調査における 25～44 歳の
女性の就業率（暦年） 

 
(4) 事業所における男性の育児休業取

得率 

仕事と子育てや介護を両
立できる環境づくり 

① ワーク・ライフ・バランスの促進など男女が共に生き生
きと働ける環境づくり 

② 男女が共に働きながら子育てしやすい環境づくり 
③ 介護人材の養成や介護サービスの充実 

配偶者などからの暴力防
止と被害者への支援 

① 配偶者などからの暴力防止に向けた相談や普及啓発 
② 被害者への支援 
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PJ14 子ども ～子どもが健やかに成長できるかながわをめざして～ 
プロジェクトのねらい 具体的な取組み 主な取組内容 数値目標 

・安心して生み、育て
る環境の実現 
 
・子どものいのちを守
り、可能性を拓く社会
づくり 
 
・子ども・若者の社会
的自立を支援する社会
づくり 

子ども・子育て支援と結
婚から育児までの切れ目
ない支援 

① 保育サービスの基盤づくりと子育て家庭のニーズに応じ
た教育・保育の提供 

② 結婚・妊娠・出産・育児の切れ目ない支援 

(1) 保育所等利用待機児童数 
 
(2) いじめ認知件数のうち、年度内に
「いじめの状況が改善」した割合 

 
(3) 社会的養護を必要とする子どもの

うち、里親・ファミリーホームで養
育される子どもの割合 

 
(4) 地域若者サポートステーションで

支援を受けた人の進路決定者数 

支援を必要とする子どもを
守る体制づくり 

① 児童虐待の防止に向けた取組みと関係機関との連携の推進 
② いのちを大切にする心を育み、いじめ・暴力行為などを

防止する取組みの推進 
③ 社会的養護を必要とする子どもや貧困の状態にある子ど

もへの支援 

子ども・若者の社会的自
立の支援 

① 困難を有する子ども・若者の相談・支援の充実 

 
PJ15 教育 ～明日のかながわを担う人づくり～ 

プロジェクトのねらい 具体的な取組み 主な取組内容 数値目標 

・一人ひとりの生きる力
の育成 
 
・豊かな学びを支える
教育環境の実現 

一人ひとりの生きる力を
高める学校教育の推進 

① 確かな学力向上などの推進 
② グローバル化などに対応した教育の推進 
③ キャリア教育などの推進 
④ インクルーシブ教育の推進 

(1) 「生徒にＩＣＴ活用を指導する能
力」が高まったと感じる教員の割合 

 
(2) 主体的な学習活動を通じて、思考
力・判断力・表現力を高めることが
できたと思う高校生の割合 

 
(3) 県内特別支援学校高等部（知的障

がい教育部門）卒業生の就職後の定
着率 

児童・生徒などが学ぶ教
育環境づくり 

① 意欲と指導力のある教職員の確保・育成 
② 魅力あふれる学校づくりの推進 
③ 安全・安心で快適に学べる教育環境の整備 

 
PJ16 スポーツ ～健康で豊かな人生を築くスポーツ振興～ 

プロジェクトのねらい 具体的な取組み 主な取組内容 数値目標 

・誰もがスポーツに親
しめる社会の実現 
 
・スポーツの力で支え
る健康寿命日本一 
 
・オリンピック・パラ
リンピックなどの機運
の醸成 

生涯を通じたスポーツ活
動の推進 

① ライフステージに応じたスポーツ活動の推進 

(1) 小学生が週３回以上の運動やスポ
ーツを実施する率 

 
(2) 県内総合型地域スポーツクラブの

総会員数（累計） 

スポーツ活動を拡げる環
境づくりの推進 

① スポーツを支えるしくみの整備 
② スポーツをする場の充実 
③ スポーツ振興の拠点などの整備 

オリンピック・パラリン
ピックなどを盛り上げて
いく取組み 

① 事前キャンプの誘致 
② かながわパラスポーツの推進 
③ ラグビーワールドカップ 2019の開催準備 
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PJ17 雇用 ～一人ひとりが輝きながら働ける神奈川～ 
プロジェクトのねらい 具体的な取組み 主な取組内容 数値目標 

・産業を支える人材の
育成 
 
・就業支援の充実 
 
・外国人人材の育成・
活用 

産業を支える人材の育成 ① 職業技術校などにおける職業能力開発や就職支援 

(1) 職業技術校生の修了３ヶ月後の就
職率 

 
(2) 障がい者の雇用率 

就業支援の充実 
① キャリアカウンセリングやセミナー、相談などによる就業

支援、就業機会の提供 
② 障がい者の就業・職場定着支援、普及啓発 

外国人人材の育成・活用 

① 外国人看護師・介護福祉士の確保、定着の推進 
② 産業技術短期大学校の留学生としての外国人人材の受け

入れ 
③ 国家戦略特区における規制改革を活用した外国人家事支

援人材の試行的受入れ 

 
 
柱Ⅴ まちづくり 
 

PJ18 地域活性化 ～地域資源を生かした地域活性化をめざして～ 
プロジェクトのねらい 具体的な取組み 主な取組内容 数値目標 

・地域の特性や資源を
活用したプロジェクト
の推進 
 
人を呼び込み、引き
つけるマグネットづくり 

県西地域活性化プロジェ
クトの推進 

① 「未病いやしの里」づくりの推進 
② 県西地域の地域資源を生かした「未病を治す」取組みの

推進 
③ 「未病でつなぐ地域の活性化」の取組みの推進 

(1) 未病いやしの里の駅の数（累計） 
 
(2) 三浦半島地域(鎌倉市を除く)の観
光客消費額 

 
(3) 地域商業ブランド育成などに取り
組む団体数（累計） 

三浦半島の資源を生かし
た地域の活性化 

① 三浦半島の資源を生かした地域活性化の取組み 
② 「かながわシープロジェクト」と連動した取組み 

地域のマグネットとなる
魅力づくり 

① 地域の魅力を生かした移住の促進 
② 「新たな観光の核づくり」と連動した取組み 
③ 豊かな水を育む水源地域の活性化 
④ 地域の商店街の活性化と商店街観光ツアーの展開 

 
PJ19 多文化共生 ～多文化共生の地域社会づくり～ 

プロジェクトのねらい 具体的な取組み 主な取組内容 数値目標 

多文化共生社会の実現 
 
留学生にとって魅力
ある環境づくり 

外国籍県民がくらしやす
い環境づくり 

① 外国籍県民のコミュニケーションを支援するための日本
語講座などの実施 

② 日本語を母語としない外国籍生徒などに対する学習や学
校生活の支援 

③ 多文化共生の地域社会づくりに向けた外国籍県民のニー
ズを把握 

④ 災害時における外国籍県民支援の推進 

(1) 災害時通訳ボランティアの登録者数 
 
(2) かなファンステーションの利用者数 
 
(3) 地球市民かながわプラザの利用者数 

留学生支援の充実 
① 留学生支援拠点「かなファンステーション」の運営 
② 企業や大学と連携し留学生の就職をきめ細かく支援 

多文化理解のさらなる推進 
① 地球市民かながわプラザを中心とした多文化理解の推進 
② 留学生との交流による子どもたちの国際理解の機会提供 
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PJ20 協働連携 ～ＮＰＯの自立的活動の促進と協働型社会の実現をめざして～ 
プロジェクトのねらい 具体的な取組み 主な取組内容 数値目標 

ＮＰＯの自立的活動
の促進 
 
ＮＰＯ・企業・大
学・行政など多様な主
体による協働型社会の
実現 

ＮＰＯの自立的活動に向
けた支援 

① 県指定ＮＰＯ法人や認定ＮＰＯ法人の取得促進と取得後
の支援 

② ＮＰＯの活動基盤を強化するための成長支援や人材の育成 

 
(1) 寄附者が税制上の優遇を受けられ
るＮＰＯ法人数（累計） 

 
(2) ＮＰＯと企業、大学などとの協働

事業件数 

ＮＰＯなど多様な主体に
よる協働の推進 

① ＮＰＯを中心とする多様な主体による協働の促進 
② 中間支援組織（ＮＰＯを支援するＮＰＯなど）の育成 

県と企業、大学などとの
連携の推進 

① 県と多様な主体との連携 
② オープンガバメントの促進 

 
PJ21 自然 ～多様な生物を育む自然環境の保全と活用～ 

プロジェクトのねらい 具体的な取組み 主な取組内容 数値目標 

・豊かな水と多様な生
物を育む森林づくり 
 
豊かな恵みとうるお
いのある里地里山・都
市のみどりづくり 
 
人と動物が共生でき
る環境づくり 

森林の保全・再生 
① 豊かな水を育む水源環境の保全・再生 
② 丹沢大山の自然再生施策の推進 (1) 水源の森林エリア内の私有林で適切

に管理されている森林の面積の割合 
 
(2) 里地里山の保全活動に取り組んだ
人数 

 
(3) 小網代の森の年間利用者数 

里地里山の保全・活用 ① 里地里山の保全活動への支援や普及啓発の実施 

都市のみどりの保全・活用 
① 都市の緑地の保全・維持管理及び小網代の森の環境学習

の場としての活用 
② 県立都市公園の整備推進や国営公園の誘致 

人と動物との共生 
① 野生鳥獣の保護管理の推進 
② ペットの終生飼養の推進、マイクロチップの普及 

 
PJ22 環境 ～持続可能な社会の実現～ 

プロジェクトのねらい 具体的な取組み 主な取組内容 数値目標 

・環境に配慮する活動
の推進 
 
資源が循環する仕組み
の拡大 
 
安心してくらせる大
気環境の保全 

環境に配慮する活動への
参画推進 

① 多様な主体と連携した環境学習・教育と家庭への普及啓発 
② 温暖化対策計画書制度の運用などによる事業者・建築主

の取組みの促進 
③ 再生可能エネルギー等の導入加速化 

(1) 大規模排出事業者が二酸化炭素排
出量の削減目標を達成した事業者の
割合 

 
(2) 一般廃棄物の再生利用率 
 
(3) PM2.5 の自動車排出ガス測定局に

おける年平均値の全局平均値 

資源循環・適正処理の推進 
① ３Ｒ(発生抑制・再使用・再生利用)の推進 
② ＰＣＢ廃棄物の処理及び海岸漂着物対策の推進、県立産

業廃棄物最終処分場の運営など 

大気環境保全の推進 
① ガソリンベーパー対策などＰＭ2.5 の低減に向けた取組み
の推進 

② 高濃度予報による注意喚起などの実施 
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PJ23 都市基盤 ～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～ 
プロジェクトのねらい 具体的な取組み 主な取組内容 数値目標 

・活力と魅力ある県土
の形成 
 
交流と連携を支える
交通ネットワークの充
実 

交流と連携を支える道路
網の整備と活用 

① 自動車専用道路やインターチェンジ接続道路などの幹線
道路の整備 

② 道路を永く、有効に活用する取組みの推進 (1) インターチェンジまでの距離５km
以内の地域の割合 

 
(2) 「道路の渋滞がないなど、自動車

で県内各地へスムーズに移動できる
こと」に関する県民意識 

交流と連携を支える鉄道
網の整備 

① リニア中央新幹線の建設促進、東海道新幹線新駅の設
置、JR相模線複線化、神奈川東部方面線整備などの促進 

国際競争力の強化に向けた
空港施策の充実 

① 羽田空港の機能強化の促進、羽田空港の国際化を生かし
たまちづくりの推進、空港周辺のアクセスの整備促進 

持続可能な魅力あるまち
づくりの推進 

① 都市機能の集約化や地域の新たな拠点づくりの推進 
② 地域の特色を生かしたまちづくりや空き家対策の推進 

 
 
 
  



9 

 
 
 
 

ヘルスケア・ニューフロンティアの推進 
具体的な取組み 構成するプロジェクト 

① 最先端医療産業の創出 
 
② 未病産業の創出 
 
③ ヘルスケア・ロボット産業の創出 
 
④ イノベーションを支える基盤づくり 

PJ１ 未病 健康情報の活用による効果的な施策 

PJ２ 医療 最先端医療の推進 

PJ３ 高齢者福祉  健康・生きがいづくり 

PJ４ 障がい者福祉 
福祉サービスの充実・社会環境の整備 
社会参加や就労の支援 

PJ６ 産業創出 成長産業の創出・育成 

PJ７ 海外展開 
企業の海外展開支援と外国企業の誘致 
海外とのネットワークの構築・推進 

PJ16 スポーツ 生涯を通じたスポーツ活動の推進 

PJ18 地域活性化 県西地域活性化プロジェクトの推進 

 
ロボットと共生する社会の実現 

具体的な取組み 構成するプロジェクト 

① 様々な分野におけるロボットの普及促進 
 
② ロボットがとけ込む社会の実現 

PJ１ 未病 
未病を治すために重要な、食、運動、社会参加など生活習慣改善の支援 
健康情報の活用による効果的な施策 

PJ２ 医療 
最先端医療の推進 
県民への適切な医療提供体制の整備・充実 

PJ３ 高齢者福祉  健康・生きがいづくり 

PJ４ 障がい者福祉 
福祉サービスの充実・社会環境の整備 
社会参加や就労の支援 

PJ６ 産業創出 成長産業の創出・育成 

PJ11 減災 災害対応力の強化 

PJ12 治安 犯罪などの起きにくい地域社会づくり 

PJ23 都市基盤 交流と連携を支える道路網の整備と活用 

 
グローバル戦略の推進 

具体的な取組み 構成するプロジェクト 

① 神奈川の強みを生かした国際展開 
～神奈川の先進性や魅力の海外発信 
 

② “人”を育て、“人”をつなげる 
～未来につながる国際ネットワークづくり 
 

③ 多文化共生社会の実現 

PJ７ 海外展開 
企業の海外展開支援と外国企業の誘致 
海外とのネットワークの構築・推進 

PJ８ 観光 外国人観光客の誘客促進 

PJ９ マグカル  マグカルの全県展開 

PJ15 教育 一人ひとりの生きる力を高める学校教育の推進 

PJ16 スポーツ オリンピック・パラリンピックなどを盛り上げていく取組み 

PJ19 多文化共生 留学生支援の充実、多文化理解のさらなる推進 

 
 

神奈川の戦略 
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地方創生の推進 

具体的な取組み 構成するプロジェクト 

① 神奈川への新しいしごと・ひとの流れをつくる 
 
② 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 
 
③ 地域資源を活用したプロジェクトの推進 

PJ６ 産業創出 
成長産業の創出・育成 
企業誘致などによる産業集積の促進 

PJ８ 観光 新しい観光魅力づくり 

PJ10 農林水産  県民ニーズに応じた農林水産物の生産支援と利用促進 

PJ13 女性 仕事と子育てや介護を両立できる環境づくり 

PJ14 子ども 子ども・子育て支援と結婚から育児までの切れ目ない支援 

PJ17 雇用 
産業を支える人材の育成 
就業支援の充実 

PJ18 地域活性化 
県西地域活性化プロジェクトの推進 
三浦半島の資源を生かした地域の活性化 
地域のマグネットとなる魅力づくり 

PJ23 都市基盤 持続可能な魅力あるまちづくりの推進 

 
 


