神奈川県まち・ひと・しごと創生総合戦略（施策体系）[見直し案]
中柱

小柱

資料２

施策体系の見直しにつながる委員意見

１ 基本目標１ 県内にしごとをつくり、安心して働けるようにする
（１） 産業創出
成長産業の創出・育成
① （産業分野：最先端医療、未病、ロボット、エネル
ギー、（攻めの）農業

等）

②

産業集積の促進

③

県内産業の持続的発展

④

（インベスト、ベンチャー支援、起業促進）

（事業継承支援、外国人人材の活用

等）

雇用の創出
（就業支援、産業人材の育成

等）

・未病、再生医療の考えも日本のこれから世界に誇れる産業、競争力がある産
業の一つである。
・関東の中の神奈川は大変魅力があるので、多少コストが高くても神奈川の魅
力を企業に訴えていくのがよい。
・起業を支援する仕組みをつくると、女性は起業するというエネルギーにあふ
れているので、ある程度の女性は起業する。
・経営者の高齢化により事業承継が課題。事業所の数を減らさず、雇用を確
保、維持することも必要。
・就労人口も減っていくなかで、今後働く場を拡大していく際には、人材をど
う使っていこうかという視点も必要。

（２） 未病産業
①

未病産業の創出・育成

・神奈川県が推進している未病とか、ロボット、と製造業を結び付けて起爆剤
神奈川県が推進している未病とか
ボ ト と製造業を結び付けて起爆剤
にしていくことでさらに伸びるチャンスがある。
・未病、再生医療の考えも日本のこれから世界に誇れる産業、競争力がある産
業の一つである。

（３） ロボット産業
①

ロボット産業の創出・育成

・神奈川県が推進している未病やロボットと製造業を結び付けて起爆剤にして
いくことで、さらに製造業が伸びるチャンスがある。
・農業分野でも、ロボット産業は期待はしている。

（４） エネルギー産業
① エネルギー産業の創出・育成
（５） 観光産業
・神奈川は歴史や文化において、日本でも有数。こういったことはインバウン

①

観光産業の創出・育成（インバウンドを含 ドにも効果があるのではないか。
・大きな東京圏の中の魅力的な地域である神奈川として、インバウンドに焦点
む）
を当てることが重要。
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施策体系の見直しにつながる委員意見
中柱 小柱
２ 基本目標２ 神奈川への新しいひとの流れをつくる
（１） 神奈川ライフの展開
神奈川ライフの展開による移住・定住の促
・利便性だけではなく、暮らしの場を自ら選ぶということが重要。
① 進
（ＰＲ、くらし・しごと相談

等）

（２） 神奈川モデルのショーケース化
①

高齢社会を乗り切る神奈川モデルなどの発
・神奈川県が推進している未病やロボットと製造業を結び付けて起爆剤にして
信
（ヘルケア、分散型エネルギー体系、ロボットとの共生
等）

いくことで、さらに製造業が伸びるチャンスがある。

（３） 観光プロモーションの推進
①

国内外に向けた神奈川の魅力の発信

（４） 地域資源を活用した魅力づくり
① 県西地域活性化プロジェクトの推進

・神奈川は歴史や文化において、日本でも有数。こういったことはインバウン
ドにも効果があるのではないか。
・大きな東京圏の中の魅力的な地域である神奈川として、インバウンドに焦点
を当てることが重要。
・自然や環境が観光に結びつくと同時に未病対策にもなる。

②

三浦半島の資源を生かした地域の活性化

・三浦半島では、民泊への関心が高まっている。
・三浦半島は体験型の観光産業を進めていけるのではないか。

③

シープロジェクトの推進

・湘南の夏を海の家がある期間に限定せず、長期的に捉えることで落ち着いた
ビーチカルチャーが醸成できるのではないか。

④

（Feel SHONAN

等）

地域のマグネットとなる魅力づくり
（新たな観光の核づくり、マグカル、各地域の魅力の発
信 等）

・神奈川県に回遊性のある観光エリアをつくっていく。
・神奈川県の各地域の魅力は何かを見直すことから始めてはどうか。
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中柱 小柱
３ 基本目標３ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる
（１） 子育てを応援する社会の実現

①

結婚から育児までの切れ目ない支援
（恋カナ！、産科医確保、待機児童ゼロ

等）

施策体系の見直しにつながる委員意見

・その地域にあった結婚しやすい環境を整えていくことが必要。
・妊娠から出産まで、特定の保健師などがしっかりと関わり、問題などを早期
に発見し、必要に応じ各関係機関へつなげていく取組みが重要

（２） 男女パートナーシップの推進

①

・女性が仕事だけでなく、政治や県や市町村などの意思決定にかかわれるよう
に、女性の参加比率を上げ、子育てしている人たちの声を直接議会になどに反
誰もが個性と能力を発揮できる社会づくり 映させることが必要ではないか
（ライフキャリア教育 等）
・妊娠適齢期を含むライフデザイン教育を、女性だけでなく男女ともに各発達
段階で実施し、啓蒙してほしい。

（３） 働き方の改革

①

・仕事と子育てを両立するための環境整備として、駅前のサテライト保育園や
企業のサテライトオフィスの誘致を検討してはどうか。
仕
仕事や子育てや介護を両立できる環境づく
育
介護 両
環境
・女性の稼ぎや男性の家庭力を上げるには、企業の考え方を変えて、働き方改
り
（ワーク・ライフバランス、テレワーク 等）
革を行い、ワーク・ライフ・バランスの子育て支援をする仕組みが必要ではな
いか。

3

中柱 小柱
４ 基本目標４ 活力と魅力あふれるまちづくりを進める

施策体系の見直しにつながる委員意見

（１） 健康長寿のまちづくり

①

・インフラ整備とコミュニティーづくりは、分けて整理した方がよい。
・ＣＣＲＣは、都内に孫がいて、会いたいときは電車に乗ってすぐ行けるとい
（健康団地、MEBYOタウン、未病センター、CCRC 等）
う点で、横須賀や小田原周辺などはチャンスがある。

地域コミュニティ活性化の推進

（２） 持続可能な魅力あるまちづくり
①

持続可能な魅力あるまちづくりの推進
（空き家対策、都市機能集約化、スマートコミュニ
ティ、バリアフリー 等）

・空き家対策については、活用だけではなく、撤去する議論もしていく必要が
ある。
・町内会も消防団も素晴らしい組織だと思うが、今は衰退している。これをう
まく生かしていく必要がある。

（３） 交通ネットワークの充実
①

道路網・鉄道網の整備と活用
（インターチェンジ接続道路、リニア

等）

・神奈川の新たな魅力は、圏央道などインフラの整備によって起こってくる。
・通勤に使う鉄道については、量だけではなく質も重要な問題となっている。
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神奈川県まち・ひと・しごと創生総合戦略（施策体系）[リニューアル版]
大柱
１

中柱

小柱

基本目標１

県内にしごとをつくり、安心して働けるようにする

（１） 産業創出
① 成長産業の創出・育成

（産業分野：最先端医療、未病、ロボット、エネルギー、（攻めの）農業

②

産業集積の促進

③

県内産業の持続的発展

④

雇用の創出

等）

（インベスト、ベンチャー支援、起業促進）
（事業継承支援、外国人人材の活用
（就業支援、産業人材の育成

等）

等）

（２） 未病産業
① 未病産業の創出・育成
（３） ロボット産業
① ロボット産業の創出・育成
（４） エネルギー産業
① エネルギー産業の創出・育成
（５） 観光産業
① 観光産業の創出・育成（インバウンドを含む）
２

基本目標２

神奈川への新しいひとの流れをつくる

（１） 神奈川ライフの展開
①

神奈川ライフの展開による移住・定住の促進
（ＰＲ、くらし・しごと相談

等）

（２） 神奈川モデルのショーケース化
①

高齢社会を乗り切る神奈川モデルなどの発信
（ヘルケア、分散型エネルギー体系、ロボットとの共生

等）

（３） 観光プロモーションの推進
①

国内外に向けた神奈川の魅力の発信

（４） 地域資源を活用した魅力づくり

３

①

県西地域活性化プロジェクトの推進

②

三浦半島の資源を生かした地域の活性化

③

シープロジェクトの推進

④

地域のマグネットとなる魅力づくり

基本目標３

（Feel SHONAN

等）

（新たな観光の核づくり、マグカル、各地域の魅力の発信

等）

若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる

（１） 子育てを応援する社会の実現
①

結婚から育児までの切れ目ない支援
（恋カナ！、産科医確保、待機児童ゼロ

等）

（２） 男女パートナーシップの推進
①

誰もが個性と能力を発揮できる社会づくり
（ライフキャリア教育

等）

（３） 働き方の改革
①
４

基本目標４

仕事や子育てや介護を両立できる環境づくり
（ワーク・ライフバランス、テレワーク

等）

活力と魅力あふれるまちづくりを進める

（１） 健康長寿のまちづくり
① 地域コミュニティ活性化の推進

（健康団地、MEBYOタウン、未病センター、CCRC

等）

（２） 持続可能な魅力あるまちづくり
① 持続可能な魅力あるまちづくりの推進

（空き家対策、都市機能集約化、スマートコミュニティ、バリアフリー

（３） 交通ネットワークの充実
① 道路網・鉄道網の整備と活用
（インターチェンジ接続道路、リニア

等）

等）

