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１ 神奈川県総合リハビリテーションセンターの再整備工事の完了について 

 

神奈川県総合リハビリテーションセンター（以下、「リハセンター」という。）

について、県は社会福祉法人神奈川県総合リハビリテーション事業団（以下、

「事業団」という。）と委託協定を締結し再整備工事を行ってきたが、令和元

年７月に工事が完了したことから、その概要と今後の利活用について報告す

る。 

 

(1) 工事内容 

 ア 新築工事 

(ｱ) 病院棟  鉄骨鉄筋コンクリート造 地上５階地下１階 

延床面積 20,336.64㎡ 

平成 29年 12月 供用開始 

(ｲ) 福祉棟   鉄筋コンクリート造 地上３階 

延床面積 8,702.47㎡ 

平成 28年６月 供用開始 

 

イ その他の主な工事 

(ｱ) 七沢学園居住棟改修工事（平成 29年 12月から管理棟として利用） 

(ｲ) 病院本館棟除却工事（平成 31年２月 除却完了） 

(ｳ) 新築工事に伴う外構工事（令和元年７月 完了） 

 

(2) 経過等 

平成 22年３月 「再整備の骨子」において、高度専門的なリハビリ

テーション機能の拠点としての整備を決定。 

平成 24年度 再整備工事実施設計（新本館、新福祉棟）業務委託 

平成 25年７月 県と事業団が整備工事委託協定を締結。以後、事業団

が整備を行う。 

【金額】108億 7,870万円 
【期間】平成 25年７月２日～平成 30年３月 31日 

平成 26年 10月 入札不調に伴い、工事委託協定を変更。 

【金額】151億 6,230万円 
【期間】平成 25年７月２日～平成 31年３月 31日 

平成 27年１月 新棟新築工事開始。 

平成 28年１月 病院本館及び身障棟除却工事設計業務委託。 

     ３月 新福祉棟完成。 

平成 29年３月 病院本館等除却及び外構工事等について、建設資材

及び労務単価の高騰等に伴い、工事委託協定を変更。 
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【金額】156億 5,130万円 
【期間】平成 25年７月２日～平成 31年７月 31日 

     ５月 身障棟他除却工事開始。 

     ８月 新病院棟完成。 

平成 30年２月 病院本館除却工事及び渡り廊下・外構他工事開始。 

10月 

 

 

アスベスト除去処理量の増加に伴う工事費不足に対

応するため、工事委託協定を変更。 

【金額】157億 3,630万円 

令和元年７月 外構、駐車場の整備が終了し、再整備工事完了。 

 

(3) 当初計画からの変更箇所 

 〇 グランドの形状変更 

     工事期間中、工事区域内の建設発生土について、グランドに仮置きし、

工事に伴う埋戻に活用した後、その残りは、区域外へ搬出してグランド

を現状復旧する予定であった。 

そうした中、最終的に、区域外へ搬出する残土が当初の計画を大幅に

上回った。そこで、その対応について検討した結果、次の理由により、

グランドの嵩上げに活用することとした。これにより、グランドの面積

が 2/3程度(7,200㎡→4,700㎡)となった。 

 

   ・費用   追加の残土の搬出には多額の費用が必要となる。 

     ・工事期間 追加の残土を搬出すると工期内に工事が完了できなくな

る。それにより、病院正面のバスロータリーや駐車場が

利用できず、利用者への影響が大きい。  

   ・利便性  道路面より低い位置にあったグランドを嵩上げし、スロ

ープを設置することで車いすでも出入りしやすくなる。 

  

 (4) 今後のリハセンター施設の利活用について 

今後は、県として、事業団とともに、グランドの利活用も含めて、利

用者や関係団体等の意見を伺いながら、再整備後のリハセンター施設の

有効活用を推進していく。 

 

(5) 再整備後の課題について 

   今回、「再整備の骨子」に基づく、病院棟、福祉棟及びこれに伴う外

構、駐車場の整備などの再整備工事は完了したが、今回の整備対象外で

あったリハセンターのスポーツ施設（体育館、プール等）も老朽化が進

んでおり、リハビリのための利用とともに、障がい者スポーツを取り巻

く環境の変化も含め、今後の整備のあり方を引き続き検討していく。 
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２ 地方独立行政法人神奈川県立病院機構第三期中期目標の策定について 

 

平成 26年 12月に策定した「地方独立行政法人神奈川県立病院機構第二期

中期目標」（平成 27年度～令和元年度）の目標期間が終了するため、今年度

中に令和２年度を初年度とする新たな中期目標を策定する必要があり、今般、

中期目標の素案を作成したので報告する。 

 

(1) 第三期中期目標策定の概要 

  ア  策定の趣旨 

医療を取り巻く環境が大きく変化する中で、引き続き本県の医療政

策における役割を着実に果たすとともに、県民の信頼と期待に応える

医療を継続して担うことのできる基盤を確立するよう、地方独立行政

法人神奈川県立病院機構（以下「病院機構」という。）に指示するため、

第三期中期目標を策定する。 

イ 目標期間 

 令和２年度から令和６年度の５年間とする。 

ウ 目標の位置付け 

(ｱ) 地方独立行政法人法第 25条に基づき設立団体の長が定めるもの。 

(ｲ) 知事が病院機構に対し、達成すべき業務運営に関する目標 （中

期目標）を指示し、病院機構はこの目標に基づき、目標を達成する

ための計画（中期計画）を作成し、これに基づいて業務を遂行する。 

(ｳ) 中期目標の策定にあたっては、あらかじめ神奈川県地方独立行政

法人神奈川県立病院機構評価委員会の意見を聴くとともに、議会の

議決を経る。 

 
(2) 第三期中期目標策定の考え方 

病院機構に求められる基本的役割に加え、第二期の評価と課題や、今

後の医療環境、社会情勢の長期的展望などを踏まえて策定する。 

ア 病院機構の基本的役割 

    ①高度・専門医療の提供、研究開発、②広域的な対応が必要な救急

医療、災害時医療、感染症医療等の提供、③地域だけでは実施が困難

な医療の提供、④医療従事者の人材育成などの基本的な役割を担い、

県民の目線に立った心あたたかい医療、県民から信頼される安全・安

心で質の高い医療を、安定的に提供していくこと。 

イ  第二期の評価と課題 

   重粒子線治療施設をがんセンターに導入したほか、第一期に整備し

た新病院の機能や、多様な採用方法により確保した人材を効果的に活

用し、県民にさらに進歩した医療を提供している。 

   一方、経営基盤の強化については、目標達成が困難な見込みであり、

抜本的な経営改善に早急に取り組む必要がある。 
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ウ 第三期中期目標策定に向けた方向性 

引き続き県の医療政策における役割を着実に果たしつつ、これまで

以上に法人の自主性・自律性を発揮して、ＰＤＣＡサイクルが適切に

機能する効果的な運営を行い、県民の信頼と期待に応える医療を継続

して担うことのできる基盤を確立する。 

   
(3) 第三期中期目標（素案）の概要 
 ア 前文 
  ・ 第二期中期目標期間の評価・課題 
  ・ 第三期中期目標における病院機構の基本的な役割 
  ・ 第三期中期目標の方向性 
イ 県民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事

項 

(ｱ) 質の高い医療の提供 

  a 足柄上病院 

   ・ 県西医療圏の中核的な総合医療機関として、地域の特性やニ

ーズに対応した総合的な医療や高度・専門医療、救急医療、産

科医療等の提供 

 b こども医療センター  

   ・ 県内唯一の小児専門総合病院として、高度・専門医療の提供

や障害児入所施設の運営 

・ 小児がん拠点病院として、小児期及びＡＹＡ世代のがん患者

への診療支援の充実 

・ 周産期救急、小児救急の充実 

・ 医療的ケア児への支援や移行期医療への支援等の充実 

c 精神医療センター  

・ 専門性の高い精神科医療の提供 

・ 精神科救急の充実 

・ 県における依存症の医療連携体制の拠点（依存症治療拠点機

関） 

       d がんセンター 

      ・ より高度で先進的ながん医療の提供（がんゲノム医療、がん

免疫療法などの最先端医療） 

・ 重粒子線治療の治療患者数や対象疾患の拡充、医療インバウ

ンド等の取組み 

・ 漢方薬などの支持療法やがんリハビリテーションの提供、 

アピアランスケアなどの患者支援機能の充実 

・ 年代に応じた適切ながん医療の提供 
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e 循環器呼吸器病センター 

・ 循環器・呼吸器疾患の高度・専門医療の提供 

・ 循環器病対策基本法に対応した取組みの推進 

          f  各病院の病床数について 

   (ｲ) 質の高い医療を提供するための基盤整備 

a 人材の確保と育成  

b 地域の医療機関等との機能分化・連携強化 

c 臨床研究の推進 

d ＩＣＴやＡＩなどの最先端技術の活用 

(ｳ) 患者や家族、地域から信頼される医療の提供 

a 医療安全対策の推進 

 b 患者満足度の向上と患者支援の充実 

c 災害時の医療提供 

       d 感染症医療の提供 

 e 第三者評価の活用 

(ｴ) 県の施策との連携 

a 県の施策との連携・協働 

・ ヘルスケア・ニューフロンティア、未病改善など 

 b 将来に向けた検討 

・ 地域包括ケアシステムの推進及び地域医療構想の実現に向け

た対応 

・ 医療資源の効率的活用や、地域の医療機関との機能分担・連

携の検討（足柄上病院と循環器呼吸器病センター） 

ウ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

(ｱ) 適正な業務の確保  

・ 内部統制システムの整備 

(ｲ) 業務運営の改善及び効率化 

・ ＰＤＣＡサイクルを効果的に機能させるための適切な指標や

目標値の設定 

(ｳ) 収益の確保及び費用の節減 

エ 財務内容の改善に関する事項 

 経営目標 

 ・ 経常収支比率を 100％以上 

 ・ 医業収支比率は第二期を上回る 

 ・ 各年度において資金収支の均衡を達成 

 ・ 繰越欠損金の縮減 
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オ その他業務運営に関する重要事項 

(ｱ) 人事に関する計画  

・ 情報の共有化やコミュニケーションの確保による職員が働き

やすい環境の整備、組織の活性化 

 ・ ワーク・ライフ・バランスの向上等に向けた働き方改革の推

進 

・ 業績や社会情勢などを踏まえた人事・給与制度の検討 

(ｲ) 施設整備・修繕に係る計画の検討 

 

(4) 今後のスケジュール 

令和元年 ９～10月 中期目標素案に対するパブリック・コメント

を実施 

 10月 中期目標案に係る神奈川県地方独立行政法人

神奈川県立病院機構評価委員会の意見聴取 

  11月 令和元年第３回定例会に地方独立行政法人神

奈川県立病院機構第三期中期目標に係る議案

を提出 

 

  （参考）中期計画の認可に係るスケジュール 

令和元年 10～11月 中期計画素案に係る神奈川県地方独立行政法

人神奈川県立病院機構評価委員会の意見聴取 

 12月 令和元年第３回定例会厚生常任委員会に中期

計画素案を報告 

令和２年  ２月 令和２年第１回定例会に地方独立行政法人神

奈川県立病院機構第三期中期計画の認可に係

る議案を提出 

 

 

＜別添参考資料＞ 

・参考資料１  「地方独立行政法人神奈川県立病院機構第三期中期目標（素

案）」(令和２年度～令和６年度)

・参考資料２ 「地方独立行政法人神奈川県立病院機構中期目標 第二期と

第三期（素案）の比較」 
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３ 医療ツーリズムと地域医療との調和に関する検討会の中間報告について 

 

川崎市内で「医療ツーリズム専用病院」の開設構想が明らかになったこと

を契機に、県内医療機関における地域医療と調和した医療ツーリズム受入に

向けたルール等を検討するため、医療関係団体や行政を構成員とした検討会

を平成30年12月に設置し、これまで３回の検討会を開催した。 

令和元年９月に検討会中間報告書を取りまとめたので、その概要について

報告する。 

 

(1) 経緯 

    平成30年９月 川崎市臨海部において、民間医療法人が、東京オリン

ピック開催年である2020年に外国人専用医療ツーリ

ズム病院を開設したい旨の構想を川崎市等に提示 

        12月 「医療ツーリズムと地域医療との調和に関する検討

会」を設置 

    平成31年１月 第１回検討会を開催 

        ２月 外国人専用医療ツーリズム病院の構想を示した医療

法人から、川崎市長に対し、「計画を再検討する」旨

の文書が提出 

    令和元年５月 第２回検討会を開催 

        ８月 第３回検討会を開催 

        ９月 検討会中間報告をとりまとめ 

 

(2) 中間報告の概要 

  ア 医療ツーリズム受入の現状等 

    医療滞在ビザ（査証）発給数の推移では、ビザが創設された平成23

年度から直近の平成30年度まで、一貫して前年度を上回る伸びとなっ

ている。 

    厚生労働省が実施した調査によると、調査対象期間（平成30年10月）

に県内で医療ツーリズムの受入実績があったのは、４医療機関。 

 

  イ 神奈川県内の医療機関での医療ツーリズム受入に当たっての課題 

    県内医療資源の不足、地域医療人材への影響、外国人患者の容態急

変時における地域の救急医療体制への影響等が課題となるため、これ

らに配慮したルール作りが必要である。 
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  ウ 地域医療との調和に配慮した医療ツーリズム受入のあり方 

   (ｱ) 神奈川県における受入のあり方 

      本県では、医療資源の不足等から、医療ツーリズムの受入は原則

として保険医療機関の余力の範囲内とする。 

   (ｲ) 医療ツーリズム専用病院 

      現時点では認めるべきでなく、国が主体的に関与し全国的なル

ールを整備する必要がある。 

   (ｳ) 医療ツーリズムの需要を踏まえた病床整備 

      現時点では時期尚早であり、国が主体的に関与し全国的なルー

ルを整備する必要がある。 

   (ｴ) 外国人患者の容態急変時に対応できる体制構築 

      外国人患者の容体急変時に自院のみで対応できないケースが想

定される場合は、緊急時の対応について体制を構築する。 

   (ｵ) 各地域の地域医療構想調整会議等での協議 

      各地域で一定数以上の医療ツーリズムを受け入れるに当たって

は、地域医療構想調整会議等を活用し、現状共有や調整を行う。 

 

  エ 国への要望事項 

    次の項目について、県行政から国に要望することが必要である。 

    ・ 病院の開設が無秩序に申請されないよう、病床規制に係る医療

法の一部改正など必要なルールを定めること。 

    ・ 医療ツーリズムについて、国が責任をもって、総合的な観点か

ら国民的コンセンサスを形成し、法令等も含めたガイドライン等

のルールを定めること。 

 

  オ 検討会の最終報告に向けて 

    中間報告で示した神奈川県における地域医療との調和に配慮した医

療ツーリズム受入のルールについて、さらに検討を深めていく。 

    県内各地域の医療特性を踏まえた医療ツーリズム受入のあり方につ

いても、可能な限り検討を深めていく。 

(3) 今後のスケジュール 

    令和元年12月 第４回検討会の開催 

      ２年２月 検討会最終報告の取りまとめ 

＜別添参考資料＞ 

・参考資料３ 神奈川県保健医療計画推進会議 医療ツーリズムと地域医療との

調和に関する検討会 中間報告 
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４ 「医師確保計画」の策定について 

 

 平成30年７月の「医療法及び医師法の一部を改正する法律が公布されたこと

に伴い、都道府県では「医師確保計画」等を策定する必要があるため報告する。 

 

(1) 計画の概要 

ア 策定の趣旨 

〇 都道府県は、全国の医師の需給を踏まえた医師確保対策を講ずるため、

国が算出する新たな「医師偏在指標」を用いた「医師確保計画」を策定

する。 

医師偏在指標   都道府県の人口構成、患者の流出入、へき地等の地理的要件、医

師の性別・年齢分布、入院、外来などの機能ごとの偏在、診療科別

の医師の偏在などを反映した新たな指標 

イ 計画の性格 

〇 医療法第30条の４第１項の規定により都道府県の保健医療計画の一部

として位置付ける法定計画 

ウ 計画期間 

 〇 令和２年度から５年度までの４年間（県保健医療計画と終期は同じ） 

  エ 計画改定の考え方とポイント 

  〇 医師偏在指標を用いて都道府県を順位付けした下位３分の１を「医師

少数都道府県」、同様に全国の全ての二次医療圏ごとに医師偏在指標を

算出して順位付けした下位３分の１を「医師少数区域」とし、計画に目

標医師数を設定の上、医師確保の対策を位置付ける。 

＊ 国が試算した暫定値での医師偏在指標による本県の順位は 47都道府

県中 24位であり、医師少数都道府県に該当しない可能性がある。 

＊ 同じく暫定値での二次医療圏別の順位は、県西地域が全国 335の二次

医療圏の下位３分の１に該当する 243位となり、医師少数地域となる。 

〇 医師確保計画は県保健医療計画の一部として位置付けるため、保健医

療計画を改定する形で策定を行う。 

 

(2) 計画骨子案 

ア  基本的事項（医療計画第１部第１章） 

(ｱ) 計画の趣旨 

(ｲ) 計画の性格 

(ｳ) 計画の基本理念及び基本計画 

(ｴ) 計画期間 
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イ  医療従事者の確保・養成（医療計画第２部第５章） 

(ｱ) 医師 

a 現状 

・ 人口10万人当たりの医師数 

・ 医師偏在指標による医師少数区域・医師多数区域等の設定 

・ 医師の養成について 

b 課題 

・ 医師偏在指標を踏まえた医師の養成確保について 

・ 本県の医師確保の状況から見た目標医師数について 

c 施策 

    ・ 医師の確保・養成対策の推進 

   ・ 医師の勤務環境の改善と医師負担軽減の取組みの推進 

d 目標 

・ 医師偏在指標から導かれる確保すべき目標医師数 

e 外来医療に係る医療体制の確保 

    ・ 外来医師偏在指標を用いた外来医師多数区域の設定 

    ・ 新規開業者への情報提供 

    ・ 外来医療に関する協議の場の設定 

ウ  計画の推進（医療計画第４部第１章） 

(ｱ) 計画の推進体制 

a 計画の検討経緯 

b 計画の推進体制 

c 計画の進行管理 

 

(3) 今後のスケジュール 

  令和元年11月 県医療対策協議会において計画（素案）を協議 

         第３回定例会厚生常任委員会へ計画（素案）を報告 

      12月 計画素案に対するパブリックコメントを実施 

 

令和２年２月 第１回定例会厚生常任委員会に計画（案）を報告 

医療審議会へ諮問 

      ３月 計画の決定（県保健医療計画の改定） 
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５ 「看護職員の需給推計」について 

 

厚生労働省が設置した「医療従事者の需給に関する検討会 看護職員需給

分科会」において、平成31年１月に看護職員の需給推計の方法が取りまとめ

られた。 

その後、平成31年２月の厚生労働省医政局長からの通知等に基づき、本県

における看護職員の需給を推計したので報告する。 

 

(1) 需給推計の概要 

  ア 推計の対象年 

2025（令和７）年時点での看護職員の需給について推計 

イ 推計方法 

    厚労省が作成し、平成31年４月に都道府県に配布された全国統一の

「推計ツール」による推計 

(ｱ) 需要推計 

各都道府県が平成28年度に策定した「地域医療構想」における2025

年の必要病床数をはじめ、無床診療所、介護保険施設、訪問看護ステ

ーション等での医療需要の予測をもとに、必要な看護職員数を推計 

(ｲ)  供給推計 

県内の看護師養成所での養成による増や、離職による減、再就業

等の要素をもとに、供給される看護職員数を推計 

ウ 推計結果（県報告値／令和元年８月に厚労省へ報告） 

需要数 ア 109,970   

供給数 イ 85,084 

不足数 ア－イ 24,886 

充足率 イ／ア 77.4 % 

 

(2)  推計結果を踏まえて 

  ア 推計結果の捉え方 

〇  需要推計の算出基礎のひとつである「地域医療構想における2025

年の必要病床数」は、全国一律の病床利用率を用いて算出したもので

あるため、病床利用率が高い本県の利用実態に比べて、多くの病床が

必要とされている。 

〇  今回の看護職員の需給推計では、その病床の入院患者に対応した

看護職員数を算出したことも影響し、需要が多く推計されている。 

（単位 人） 
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〇 このため、厚労省の推計ツールによる推計と並行して、県の実際の

病床利用率等を用いた独自の推計を行うこととし、厚労省の公表スケ

ジュールに併せて、県ホームページ等において参考値として公表する。 

イ 県独自の推計方法・結果 

    医療需要の予測値のうち、2025年の必要病床数について、全国共通で

はなく県の実際の病床利用率を用いてこれを算出し、これらをもとに、

必要な看護職員数を改めて推計 

             （単位 人） 

 県報告値 県独自の推計 

需要数 ア 109,970   103,907 

供給数 イ 85,084 85,084 

不足数 ア－イ 24,886 18,823 

充足率 イ／ア 77.4 % 81.9 % 

 

(3)  厚労省での結果の公表 

厚労省が令和元年９月に示した公表方針によると、推計結果をベースに

今後の働き方改革の進展（時短勤務者の増加、超過勤務の減少等）などの

影響を加えた４つのシナリオを設定し、各都道府県の需給推計を令和元年

10月以降に公表する予定 

                                （単位 人） 

 
県報告値 

公表情報  

基本シナリオ シナリオ① シナリオ② シナリオ③  

需要数 ア 109,970 112,521 116,095 117,137 124,681  

供給数 イ 85,084 85,084  

不足数 ア-イ 24,886  27,437 31,011 32,053 39,597  

充足率 イ/ア 77.4 % 75.6 % 73.3 % 72.6 % 68.2 %  

基本シナリオ：県報告値を基に短時間勤務者の増加を考慮したもの 

シナリオ①：就業中の全ての看護職員の超過勤務月10時間以内、有給休暇年5日以上 

シナリオ②：就業中の全ての看護職員の超過勤務月10時間以内、有給休暇年10日以上 

シナリオ③：就業中の全ての看護職員の超過勤務月 0時間、有給休暇年20日以上 

 

(4)  今後の対応 

厚労省から提示される結果と県の実態に乖離があることから、現状の

実態把握に努めていく。また、養成所卒業者の県内定着や再就職の促進

など従前からの看護職員確保の取組の強化に加え、新たな確保策を検討

し、看護職員の確保に努めていく。 
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６ 「かながわ健康プラン２１（第２次）」の一部改訂について 

 

 平成 25年に策定した「かながわ健康プラン２１（第２次）」について、

一部改訂の必要があるので報告する。 

 

(1) プランの概要 

ア 位置づけ 

「かながわグランドデザイン」における神奈川の将来像である「い

のちが輝き、誰もが元気に長生きできる神奈川」を実現する個別計

画である。 

また、健康増進法第８条に規定する都道府県健康増進計画であり、

今後の本県の健康増進の目指すべき方向性と目標等を定めるもので

ある。 

イ 計画期間 

平成25年度から令和４年度までの10年間 

 

(2) これまでの経過 

平成25年３月 計画策定 

平成26年６月 一部修正（平成25年度県民健康・栄養調査及び市町村

調査の結果を受け、目標の基準値及び目標値を設定） 

平成30年７月 中間評価 

同年 ７月 一部修正（中間評価の検討結果と関連計画＊１）の改訂

および組織再編等に伴い内容を一部修正） 

＊１ 保健医療計画、医療費適正化計画、がん対策推進計画、歯及び口腔の

健康づくり推進計画、高齢者保健福祉計画、食育推進計画、自殺総合対

策指針、スポーツ振興指針 

 

(3) 一部改訂の理由 

令和元年７月に策定した「かながわグランドデザイン第３期実施

計画（以下「第３期実施計画」という。）」において、「柱Ⅰ 健康

寿命」及び「プロジェクト１ 未病」の指標として、新たに平均自

立期間＊２を示し、平成 30 年３月に改正した神奈川県歯及び口腔の

健康づくり推進条例に、オーラルフレイル対策を盛り込んだことか

ら、本プランに健康寿命の参考値として平均自立期間を加えるとと

もに、フレイル対策、オーラルフレイル対策などの未病改善の取組

みを反映させるため、一部改訂する。 

＊２ 日常生活動作が自立している期間の平均 
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(4) 一部改訂の概要 

ア 健康寿命 

「柱Ⅰ 健康寿命」及び「プロジェクト１ 未病」の指標とした

平均自立期間を参考値として追加する。 

 

イ 未病改善の取組み 

・未病改善の考え方を基本理念に明記する。 

・目標値に第３期実施計画で設定したKPI値（未病改善の取組み

を行っている人の割合、未病センターの利用者数）を明記する。 

・フレイル対策、オーラルフレイル対策などの取組みを明記する。 

 

(5) 一部改訂に向けたスケジュール案 

令和元年11月 生活習慣病対策委員会目標評価部会 

12月 第３回定例会厚生常任委員会報告（素案） 

      パブリック・コメントを実施 

令和２年１月 生活習慣病対策委員会開催 

 第１回定例会厚生常任委員会報告（一部改訂案） 

４月 計画の一部改訂 
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７ 毒物及び劇物取締法の一部改正に伴う神奈川県手数料条例等の一部改正

について 

 

平成 30年６月、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図

るための関係法律の整備に関する法律」が公布され、「毒物及び劇物取締法」

の一部が改正された。 

これにより、令和２年４月１日から、化学的純品である毒物劇物原体の製

造業及び輸入業の登録権限が、厚生労働大臣から都道府県知事に移譲される

ことになったため、神奈川県手数料条例等について所要の改正を行うので報

告する。 

 

(1) 「神奈川県手数料条例」及び「収入証紙に関する条例」の一部改正 

について 

ア 改正の内容 

・ 原体の製造業又は輸入業の登録申請手数料を新たに設定する。 

    手数料の額は、事務量を勘案して、従来から県知事権限である

毒物劇物製剤の製造業又は輸入業の登録申請手数料と同額とする。 

    ・ 原体の製造業又は輸入業の登録申請経由手数料を削除する。 

    ・ 原体及び製剤の製造業又は輸入業の登録票書換え交付及び再交

付申請手数料を新たに設定する。 

      手数料の額は、事務量を勘案して、従来から県知事権限である

毒物劇物販売業の登録票書換え交付及び再交付申請手数料と同額

とする。 

イ 今後のスケジュール 

 令和元年 11月 第３回定例会に条例改正議案を提出 

 令和元年 12月 厚生常任委員会に条例改正議案を報告 

令和２年 ４月 改正条例の施行 

 

(2) 「毒物劇物販売業等登録審査基準・登録指導基準」の一部改正につ 

いて 

ア 改正の内容 

・ 「毒物劇物販売業等登録審査基準・登録指導基準」に、原体の

製造業等に関する登録の審査基準及び指導基準を設定する。 

イ 今後のスケジュール 

 令和元年 10月  パブリックコメントの実施 

令和元年 12月  登録審査基準等の一部改正 

厚生常任委員会にパブリックコメントの実施結 

            果を報告 

 令和２年４月  改正登録審査基準等の施行 
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＜別添参考資料＞ 

・別添資料１ 現行の申請手数料について 

・参考資料４ 毒物及び劇物取締法の改正の概要 
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別添資料１ 

 

現行の申請手数料について 

 

１ 現行の毒物劇物製造業又は輸入業の登録申請手数料（単位：円） 

   業態 

手数料 

原体：厚生労働大臣登録 

（県知事は申請書を経由） 
製剤：県知事登録 

（新規）登録 

申請手数料 

国 14,100  県 20,700 ※１ 
27,300 

合計 34,800 

登録更新 

申請手数料 

国 10,000 県 6,800 
10,300 

合計 16,800 

登録変更 

申請手数料 ※２ 

国  8,800 県  3,200 
5,200 

合計 12,000 
厚生労働大臣登録については、国への登録申請手数料と、県への申請経由手数料が必要 

申請経由手数料は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定されており、全国一 

律の額になっている。 

※１ 令和元年10月 1日から消費税率の変更に伴い、20,600円から20,700円となる。 

※２ 新しい毒物劇物を製造・輸入する場合に、事前にその品目を登録する申請手続き 

 

２ 現行の登録票書換え交付及び再交付申請手数料（単位：円） 

業態 

 

 

手数料 

毒物劇物製造業又は輸入業 

毒物劇物販売業 

県知事登録 

原体： 

厚生労働大臣登録 

（県知事経由） 

製剤： 

県知事登録 

登録票書換え交付

申請手数料 
無 無 2,400 

登録票再交付 

申請手数料 
無 無 4,000 

 

 

 


