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１ かなチャンＴＶにおける動画配信の停止について 

(1) これまでの経緯

・ 県は、県民向け広報アニメ「かなかなかぞく」の動画配信に関して、

パパ役の声優等として出演していた吉本興業所属のタレントが、特殊

詐欺グループの会合に参加し、金銭を受領していたことが確認された

ため、同タレントが出演している動画の配信を停止

・ 令和元年６月26日 第２回県議会定例会総務政策常任委員会に報告

・ 令和元年７月12日 第２回広報官会議において情報共有を図り、今

後の対応等について意見交換を実施 

・ 令和元年８月28日  吉本興業から謝罪・報告文書を受領

※同社及び県事業に関わる同社所属の各タレン

トについて、反社会的勢力との関係がない旨

を確認

・ 令和元年８月29日 第３回広報官会議において対応状況を共有し、

特にコンプライアンスの観点からの審査の重要

性などについて注意喚起 

(2) 対応状況

ア 配信を停止した動画の代替措置等

配信を停止することによる、逸失利益の立証は困難であること、ま

た、配信停止となった代替動画を動画作成委託先が作成する場合は、

損害がないと認められることから、損害賠償請求は行わず、吉本興業

の負担により代替動画を作成することとした。 

配信を停止した動画 代替動画の対応状況 

第31話「シェイクアウトって何？」 ７月９日配信済み 

第36話 人生100歳時代スペシャル～

それぞれの100歳時代～ 
７月31日配信済み 

第37話 社会参加で未病改善！ ７月31日配信済み 

第38話 運動して未病改善！ ７月31日配信済み 

くまだまさしが「運動」を語る！ 年内の配信に向け調整中 
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イ 吉本興業所属タレントを活用した県事業の状況確認 

各所属の吉本興業に関わる県事業について照会を行い、全庁の情報

を集約するとともに、反社会的勢力との関係がないことを確認した。 

※12件７所属（平成31年度） 

   

ウ 契約候補先の選定に当たっての手続き上の工夫 

  タレントを活用する可能性のある事業について、公募型プロポーザ

ルで契約先を選定する場合に、「コンプライアンス（法令順守）・ガ

バナンス（内部統制）」の観点による審査項目を加えるなどの対応を

図る。 

 

エ  契約手続き上の工夫 

  知事室が契約している動画作成事業の契約書に、受注者又は出演者

による不祥事に起因して動画の配信を停止した場合には、受注者の負

担で代替動画を提供することを、事業目的に応じ、一定期間義務付け

る条項を記載しているが、今後の事業についても同様に対応する。 

 

オ ア～エに係る取組みの情報共有 

  上記ア～エについて、広報官会議を通じ全庁で共有するとともに、

特にコンプライアンスの観点からの審査の重要性などについて注意喚

起を行った。 
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 ２ ヘルスケア・ニューフロンティアの推進について 

 

超高齢社会を乗り越えていくために、ヘルスケアの分野で、「最先端医療・

最新技術の追求」と「未病の改善」という２つのアプローチを融合させ、持

続可能な新しい社会システムを創造していく。 

 

(1) 未病（ＭＥ－ＢＹＯ） 

ア 未病産業の創出 

(ｱ) 「ＭＥ－ＢＹＯサミット」の開催＜詳細は、「参考」参照＞ 

ａ  国際シンポジウム「ＭＥ－ＢＹＯサミット神奈川2019」 

・ 開催日 11月13日（水）～14日（木） 

・  場 所 箱根町（13日）、横浜市（14日） 

・ 概 要  

   国内外から有識者を招聘し、未病についての専門的な議論を

「箱根」で行うとともに、生活の中での未病改善の取組みを広げ

ていく議論を「横浜」で行い、未病を基軸とした未来社会の実現

に向けたメッセージを国内外に発信する。 

ｂ  展示会 「ＭＥ－ＢＹＯ Ｊａｐａｎ 2019」 

・ 開催日 10月９日（水）～11日（金） 

・ 場 所 パシフィコ横浜（横浜市） 

・ 概 要 

アジア最大規模のバイオテクノロジー分野の展示会「Ｂｉｏ 

Ｊａｐａｎ 2019」内に未病に関するエリアを設け、最先端の未

病産業関連の商品・サービスを一堂に集めＰＲする展示会を開催する。 

(ｲ) 未病コンセプト及び未病産業の普及イベントの開催 

未病に関する講演や最新の未病関連商品・サービスが体験できるフ

ォーラムを県内各地で開催するとともに、県内各所で市町村や企業等

が開催する健康・産業関連イベント等に、未病に関するブースを出展する。 

 

イ 未病指標の構築 

大学や研究機関等の有識者で構成された研究会の議論を基に、「総合

的な未病指標」(※１)のモデルを構築し、11月に開催する国際シンポジ

ウム「ＭＥ－ＢＹＯサミット神奈川2019」において公表する。 

また、「メタボリスク指標」(※２)を構築し、未病改善に向けた行動

変容の促進に係る実証事業を、県内７市町（横須賀市・平塚市・三浦市・

厚木市・南足柄市・大磯町・湯河原町）で11月から実施する。 
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※１ 総合的な未病指標：心身の状態を４つの重点領域（生活習慣関連、認知機能

関連、生活機能関連、メンタルヘルス・ストレス関連）から総合的に把握す

る未病指標 

※２ メタボリスク指標：メタボリックシンドロームに関する現在の状況と将来の

リスクを算出する未病指標 

 

  ウ ＭＥ－ＢＹＯ ＢＲＡＮＤ 

優れた未病産業関連の商品・サービスを県が認定することにより、県

民の未病改善の取組みを推進するとともに、未病産業の魅力を広め、産

業化の牽引を図る。９月３日に新たに３件を認定し、全体で17件となった。 

＜参考＞新たに認定したもの 

 商品・サービス（企業名） 

１ オムロン ひざ電気治療バンドHV-F710(オムロン ヘルスケア株式会社) 

２ 健康診断割引特約（第一生命保険株式会社） 

３ AUSIRO（オウシロ）シリーズ（株式会社ナノカム） 

 

(2) 最先端医療・最新技術 

ア ＬＩＣにおける２つの事業化プロジェクトの開始 

地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所（ＫＩＳＴＥＣ）が、

文部科学省の地域イノベーション・エコシステム形成プログラムにより

実施している「大量毛髪再生」と「貼るだけ人工膵臓」の２つのプロジ

ェクトについて、ＬＩＣにラボを確保し７月から事業化に向けた研究開

発を開始した。 

 

【プロジェクトの概要】 

プロジ ェ

クト名 

再生毛髪の大量調製革新技術の開発 

（大量毛髪再生） 

貼るだけで自律型の次世代人工膵

臓の開発（貼るだけ人工膵臓） 

研究代 表

者 

KISTECプロジェクトリーダー／ 

横浜国立大学  教授 

福田 淳二 

KISTECプロジェクトリーダー／ 

東京医科歯科大学  准教授 

松元 亮 

プロジ ェ

クトの 内

容 

抗がん剤治療の副作用による脱毛や

男性型脱毛症に対して「毛包原基」の

大量培養を行い、患者への移植を行う

安全性・コスト面に優れた「毛髪再生

技術」の開発を行う。 

糖尿病のインスリン療法につい

て、正確で、自律的かつ経済的にイ

ンスリンの投与が可能な革新的治

療技術の開発を行う。 
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イ ヘルスケア・ニューフロンティア・ファンド 

   昨年３月に組成した「ヘルスケア・ニューフロンティア・ファンド（出

資金総額12.5億円）」について、平成30年度末までに８社に対して約４

億円の投資を行った。 

また、投資先８社の社会的インパクト評価(※３)の実施状況を取りま

とめ、９月５日にレポートを公表した。 

※３社会的インパクト評価：本ファンドの投資先の事業を通じて提供される技術、

商品、サービス等により県民や社会に生まれる変化及び効果を「社会的イン

パクト」といい、それを定量的・定性的に測定することを「社会的インパク

ト評価」という。 

 

(3) 国際展開 

ア 覚書締結先等との連携強化 

知事が、本県と覚書を締結しているメリーランド州及びマサチュー

セッツ州等を訪問し、連携強化を図った。 

【訪問期間】７月14日（日）～20日（土） 

【主な内容】 

月日 場所 内容 

７月14日 ワシントンⅮ.Ｃ. ・全米医学アカデミー会長と会談 

７月15日 メリーランド州 
・現地企業との意見交換会出席 

・州知事と会談、覚書再締結 

（７月16日・17日は、ニューヨークにおいて国連ハイレベル政治フォーラム等

のＳＤＧｓ関連行事に出席） 

７月18日 マサチューセッツ州 

・ＧＥヘルスケア・ライフサイエンス

北米本社訪問 

・州幹部と会談 

・ビジネスセミナー開催 

７月19日 同 上 
・武田ファーマシューティカルズイン

ターナショナル訪問 

 

イ メリーランド州との覚書の再締結 

知事が、米国訪問中の７月15日に、メリーランド州のホーガン知事と

ライフサイエンス分野における連携を強化する覚書を再締結した。 

 

(4) ヘルスケアＩＣＴ 

ア 「マイＭＥ－ＢＹＯカルテ」の取組み 

相模原市が「マイＭＥ－ＢＹＯカルテ」を活用したウォーキングキャ

ンペーン（名称：「健活！チャレンジ」）を７月１日から実施している（令

和２年２月末終了予定）。 
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「ＭＥ－ＢＹＯサミット神奈川2019」等の概要 

 

１ 国際シンポジウム「ＭＥ－ＢＹＯサミット神奈川2019」 

(1) 趣旨 

国内外から有識者を招聘し、未病についての専門的な議論を「箱根」

で行うとともに、生活の中での未病改善の取組みを広げていく議論を「横

浜」で行い、未病を基軸とした未来社会の実現に向けたメッセージを国

内外に発信する。 

(2) 日程 

11月13日（水）～14日（木） 

(3) 会場 

13日：湯本富士屋ホテル（箱根町） 

14日：パシフィコ横浜（横浜市） 

(4) スケジュール（※講演者等は変更する場合があります。） 

 

第１日目 11月13日（水） 

分科会① 

 「未病の指標化」（仮題） 

  ＷＨＯクリニカルコンソーシアム連携シンポジウム 

ＷＨＯのクリニカルコンソーシアムの枠組みを活用して、神奈川県が構築を目指してい

る国際的な未病指標の検討状況を共有し、議論を深める。 

モデレーター 

鄭 雄一 
神奈川県立保健福祉大学大学院ヘルスイノベーション研究科 研

究科長／東京大学大学院工学系研究科・医学系研究科教授 

パネリスト 

イズレネ・アラウジョ 
ＷＨＯエイジング・アンド・ライフコース部政策戦略シニアアド

バイザー 

パー・ハズヴォルド ＷＨＯデジタルヘルス部テクニカルオフィサー 

ジョルディ・セラー

ノ・ポンス 
UniversalDoctor 創業者兼CEO 

徳野 慎一 東京大学大学院医学系研究科 特任准教授 

岸 暁子 東京大学工学系研究科バイオエンジニアリング専攻 特任助教 

渡邊 亮 
神奈川県立保健福祉大学大学院ヘルスイノベーション研究科 講

師 

田宮 菜奈子 筑波大学医学医療系 教授 

丹羽 隆史 ㈱タニタヘルスリンク 代表取締役社長 

首藤 健治 神奈川県副知事 

参 考 
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分科会②  

「未病社会のデザイン」（仮題） 

未病・医療・介護が連続的につながっていることを前提に、プレシジョンヘルスケアの

普及に向けた必要な社会システムについて、国内外の最先端の取組みを交えて具体的に議

論する。 

モデレーター 

大谷 泰夫 神奈川県立保健福祉大学理事長 

パネリスト 

中村 丁次 神奈川県立保健福祉大学 学長 

藤本 利夫 湘南ヘルスイノベーションパークＧＭ 

坂巻 弘之 
神奈川県立保健福祉大学大学院ヘルスイノベーション研究科 副

研究科長 イノベーション政策研究センター所長 

吉田 穂波 
神奈川県立保健福祉大学大学院ヘルスイノベーション研究科 教

授 

山本 雅之 東北大学・ＴＯＭＭＯ機構長 

ロナルド・パール スタンフォード大学教授 

戸田 雄三 前一般社団法人再生医療イノベーションフォーラム代表理事・会長 

塩澤 修平 東京国際大学学長 

 

第２日目 11月14日（木） 

ＳＨＩ開学記念セッション 

「未病の学問体系化と人材育成」（仮題） 
神奈川県が推進する未病について、学問体系化の取組みの現状を報告する。また、未病

の可視化・指標化と指標の社会システム化に関する検討状況に関する最新の議論を提示す

る。さらに、未病社会に求められる多様な人材について、人材育成の進展を紹介する。 

モデレーター 

鄭 雄一 
神奈川県立保健福祉大学大学院ヘルスイノベーション研究科 研究

科長／東京大学大学院工学系研究科・医学系研究科教授 

パネリスト 

鈴木 寛 
東京大学大学院教授／慶應義塾大学大学院教授／ 

神奈川県立保健福祉大学理事／神奈川県参与 

松本 洋一郎 東京理科大学学長 

アサモア・バー 
前ＷＨＯ事務局次長／ガーナ大統領府付顧問（科学技術イノベーシ

ョン担当）／神奈川県立保健福祉大学招聘教授 

ダグラス・ジドニス カリフォルニア大学サンディエゴ校健康科学担当准副学長 教授 
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導入講演 

「専門家会合から見えてきたこと」（仮題） 
サミット初日に箱根で開催された専門家会合(分科会①及び分科会②)の議論についてそ

れぞれのモデレーターから紹介。 

午後の各分科会における議論に繋げる。 

発表者 

大谷 泰夫 神奈川県立保健福祉大学理事長 

鄭 雄一 
神奈川県立保健福祉大学大学院ヘルスイノベーション研究科 研究科長／

東京大学大学院工学系研究科・医学系研究科教授 

 

分科会③ 

「今日からできる未病改善」（仮題） 
日本らしい「栄養」による未病改善の取組みについて議論するとともに、｢運動習慣｣や

「社会参加」など、個人で取り組むことができる未病改善の実践について議論し、発信す

る。 

モデレーター 

山本 舞衣子  
フリーアナウンサー 元日本テレビアナウンサー／看護師／保健

師 

基調プレゼンテーション 

西川 きよし 元参議院議員／司会者 

パネリスト 

中村 丁次 神奈川県立保健福祉大学 学長 

イズレネ・アラウジ

ョ 

ＷＨＯエイジング・アンド・ライフコース部政策戦略シニアアドバ

イザー 

秋山 美紀 慶應義塾大学環境情報学部教授 

斎藤 一郎 鶴見大学歯学部教授 

野口 泰志 味の素㈱研究開発企画部 事業開発グループ長 
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分科会④ 

「ME-BYOが起こすイノベーション」（仮題） 

大学、企業が自由に参画できる地域発のオープンイノベーションのあり方や、拠点間連

携の可能性を議論し、最先端研究開発の観点から、未病改善の取組みにもつながる個別化

医療・診断等の将来展望を米国の専門家を交え議論する。 

モデレーター 

吉元 良太 慶應義塾大学特任教授 

パネリスト 

ロナルド・パール スタンフォード大学教授 

スティーブン・シェ

イファー 
スタンフォード大学教授 

藤本 利夫 湘南ヘルスイノベーションパークＧＭ 

野村 龍太 公益財団法人実験動物中央研究所理事長 

林﨑 良英 理化学研究所予防医療・診断技術開発プログラムディレクター 

 

分科会⑤ 

「ME-BYOが拓く新たなマーケット」（仮題） 
未病の改善には、今までにない革新的な商品やサービスが必要であり、新たなマーケッ

トも開拓される。そこで、ME-BYOコンセプトの商品・サービスを創出し、社会に定着させる

ために必要な条件と方策や、健全なマーケットの拡大に必要な課題について論じる。 

モデレーター 

坂巻 弘之 
神奈川県立保健福祉大学大学院ヘルスイノベーション研究科 副

研究科長 イノベーション政策研究センター所長 

パネリスト 

江崎 禎英 経済産業省商務・サービスグループ政策統括調整官 

昌子 久仁子 
神奈川県立保健福祉大学大学院ヘルスイノベーション研究科 教

授 

清泉 貴志 

カリフォルニア大学サンディエゴ校グローバル政策・戦略大学院日

本研究センター（JFIT）エグゼグティブマネージャー／神奈川県立

保健福祉大学招聘教授 

三宅 正人 
国立研究開発法人産業総合研究所イノベーションコーディネータ

ー 

高田 幸徳 住友生命保険相互会社 執行役常務  
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分科会⑥ 

「ME-BYO社会システムにおけるデータの利活用」（仮題） 

未病改善など社会課題の解決に向けた政策立案において、ICTやデータの利活用は重要で

ある。現状、どのような具体的な取組が進んでいるのかを把握するとともに、その展望と

課題を整理し、データ駆動型社会の将来像を描く。 

モデレーター 

宮田 裕章 慶応義塾大学医学部医療政策・管理科 教授 

パネリスト 

市川   学 芝浦工業大学システム理工学部環境システム学科 准教授 

村井 説人 Niantic, Inc. 日本法人代表 

江口 清貴 LINE株式会社執行役員 

吉田 穂波 
神奈川県立保健福祉大学大学院ヘルスイノベーション研究科 教

授 

盛一 享徳 国立成育医療研究センター研究所 小児慢性疾病情報室 室長 

 

分科会⑦ 

「ME-BYOでデザインするまちづくり」（仮題） 
地域における未病改善の取組みを主題に、民産学公が連携した課題解決の取組みや、実

証フィールドの重要性や課題について報告し、今後のまちづくりの方向性について議論す

る。 

モデレーター 

武林 亨 慶應義塾大学医学部・医学研究科 教授 

パネリスト 

成松 宏人 
神奈川県立保健福祉大学大学院ヘルスイノベーション研究科教授

／NPO法人地域健康プラン代表理事 

山本 雅之 東北大学・ＴoＭＭo機構長 

石井 直明 東海大学健康学部健康マネジメント学科 教授 

小熊 祐子 
慶應義塾大学スポーツ医学研究センター・大学院健康マネジメント

研究科 准教授 

金子 直哉 横浜国立大学研究推進機構 産学官連携推進部門長 

 
総括セッション 

ME-BYOサミット神奈川2019大会メッセージ 
「ME-BYO未来社会の実践に向けて」 

２日間にわたる議論を総括し、成果としての大会メッセージを発信する。 

座長 

黒岩 祐治 神奈川県知事 
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２ 展示会「ＭＥ－ＢＹＯ Ｊａｐａｎ 2019」 

(1) 開催概要 

アジア最大規模のバイオテクノロジー分野の展示会「Ｂｉｏ Ｊａｐａｎ 

2019」内に未病に関するエリアを設け、最先端の未病産業関連の商品・

サービスを一堂に集めＰＲする展示会を開催する。 

(2) 開催期間 

10月９日（水）～11日（金） 

(3) 会 場 

パシフィコ横浜 展示ホール（BioJapan2019内） 

(4) 入場等 

原則事前申込み 

(5) 出展一覧 

ア 企業・団体（計14社・団体）（９月19日現在） 

アフラック生命保険株式会社 KISTEC（神奈川県立産業技術総合

研究所） 

アルケア株式会社 湘南ロボケアセンター 

イオンリテール株式会社 住友生命保険相互会社 

ＡＩＧジャパン・ホールディング

ス株式会社 

損保ジャパン日本興亜ひまわり生

命保険株式会社 

オハヨー乳業株式会社 株式会社白寿生科学研究所 

神奈川県・未病産業研究会 富山県 

株式会社カネカ 株式会社ブルックスホールディン

グス 

 イ アカデミアブース（９月19日現在） 

東海大学 横浜国立大学 

東京大学センター・オブ・イノベー

ション 

横浜薬科大学 

横浜市立大学 

 

(6) その他のブース 

ア 市町村ＰＲブース 

市町村の「未病を改善する」取組み、企業誘致などのＰＲ 

イ 共用ゾーン（セミナー・プレゼンテーションエリア） 

専門家や行政機関のセミナーや、出展者が未病関連商品やサービ  

スに関するプレゼンテーションを行い、ビジネスチャンスにつなげる。 
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３ 県民フォーラム 

(1) 目的 

未病コンセプトの普及・啓発を進め、県民の行動変容の促進につなげ

ていく。 

(2) 対象 

県民 

(3) 概要 

未病コンセプトを普及・啓発する講演やトークショーを中心に、健康

チェックコーナーや、ヘルスケアロボットの体験展示、未病関連商品・

サービスの体験・展示・販売などの体験型イベントを開催する。  

(4) 日程・会場（９月１日現在） 

No. 地域 会  場 日 時 イベント名称（連 携 先） 

１ 横浜 
クイーンズス

クエア 
11月30日（土） 

健康チャレンジフェアかなが

わ2019 

２ 
横須賀・

三浦 

神奈川県立保

健福祉大学 
11月16日（土） 生涯現役フォーラム 

３ 県央 
文化創造拠点

シリウス 
２月２日（日） 

健康都市やまとフェア×未病

を改善する県民フォーラム 

４ 湘南 
イオン秦野店、

本町公民館 
10月５日（土） 

健康はだの21フェスティバル

2019  未病を改善～めざそう

生涯現役!!～ 

５ 県西 
未 病 バ レ ー

BIOTOPIA 
９月22日（日） 

ME-BYOフェスタ2019秋～スポ

ーツと笑いの祭典～ 

※ 各会場において、「食」「運動」「社会参加」をテーマとした講演や

体験イベントを実施 

 

４ ＭＥ－ＢＹＯキャラバン 

(1) 目的 

未病コンセプトの普及・啓発を進め、県民の行動変容の促進につなげ

ていく。 

(2) 対象 

県民 
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(3) 概要 

県内各所において、市町村等が開催する健康・産業関連イベント等に

未病コンセプトをＰＲするブースを出展する。 

 
(4) 実施箇所 

【令和元年度 ME-BYOキャラバン 実施予定箇所】（９月１日現在） 

NO. 市町村 イベント 出展日 会場 

1 川崎市 秋祭り 10月５日 川崎競馬場 

2 座間市 かながわ再発見フェア 10月12日 イオンスタイル座間 

3 大井町 ME-BYOフェスタ2019 10月12日 未病ﾊﾞﾚｰBIOTOPIA 

4 逗子市 体力テスト会 10月14日 逗子アリーナ 

5 南足柄市 かながわパラスポーツフェスタ2019 10月14日 南足柄体育センター 

6 相模原市 健活！さがみはら健康フェスタ2019 10月19日 ウェルネスさがみはら 

7 中井町 美・緑なかいフェスティバル2019 10月20日 中井中央公園 

8 綾瀬市 健康スポーツフェスティバル 10月26日 
IIMURO GRASS綾瀬市民

スポーツセンター 

9 大磯町 チャレンジフェスタ2019 10月27日 大磯運動公園 

10 茅ヶ崎市 糖尿病予防イベント 11月３日 茅ヶ崎市役所 

11 真鶴町 海のまち豊漁豊作祭「真鶴龍宮祭」 11月９日 真鶴港 

12 横浜市 ME-BYOサミット国際シンポジウム 11月14日 パシフィコ横浜 

13 伊勢原市 健康バス測定会 11月16日 伊勢原市役所分室 

14 小田原市 城下町おだわらツーデーマーチ 11月16日 小田原城址公園他 

15 三浦市 みうら市民まつり 11月17日 三浦市総合体育館 

16 二宮町 湘南にのみやふるさとまつり 11月17日 ラディアン 

17 相模原市 健康づくりフォーラム2019inつくい 11月23日 津久井保健センター 

18 山北町 山北町産業まつり 11月23日 
山北健康福祉センター駐

車場、鉄道公園 

19 松田町 第22回まつだ産業まつり 11月24日 町営松田臨時駐車場他 

20 横須賀市 かながわパラスポーツフェスタ2019 11月30日 神奈川県立保健福祉大学 

21 南足柄市 健康フェスタ 12月１日 
南足柄市保健医療福祉

センター 

22 小田原市 健康フェスタ １月中 シティモール 

23 葉山町 献血イベント ２月中 葉山町役場駐車場 

24 藤沢市 女性の健康づくりキャンペーン ３月１日 湘南モールフィル 
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【令和元年度 ME-BYOキャラバン 実施済み箇所】 

 

NO. 市町村 イベント 出展日 会場 

1 海老名市 えびな元気応援/健康フェスティバル ４月13日～14日 イオン海老名店 

2 大井町 １周年感謝祭 BIOTOPIA ４月27日 未病バレーBIOTOPIA 

3 横浜市 
横浜セントラルタウンフェスティバル

Y160 
５月25日～26日 山下公園 

4 愛川町 健康フェスタあいかわ2019 ６月２日 健康プラザ、文化会館 

5 清川村 健康まつり ６月２日 
保健センター「やまびこ

館」 

6 湯河原町 ふれあい産業まつり ６月２日 湯河原町ふれあい広場 

7 寒川町 食育ひろば ６月９日 
シンコースポーツ寒

川アリーナ 

8 開成町 開成町あじさい祭り ６月９日 あじさいの里 

9 平塚市 ヘルシーエイジングフェス2019 ６月27日 平塚市役所 

10 座間市 座間市健康サマーフェスタインざま ７月６日 スカイアリーナ座間 

11 鎌倉市 出張未病センター ７月12日 たまなわ交流センター 

12 横浜市 サマーコンファレンス2019 ７月20日～21日 パシフィコ横浜 

13 横浜市 第12回かながわ食育フェスタ ７月30日 新都市ホール 

14 横浜市 第7回アフリカ開発会議（TICAD7） ８月29日 パシフィコ横浜 

15 横須賀市 食育キャンペーン ８月31日 イオン久里浜店 

16 厚木市 
市民協働提案事業 

第7回未病改善プロジェクト 
８月31日 ぼうさいの丘公園 

17 山北町 山北高校文化祭 ９月７日～８日 山北高校 

18 鎌倉市 商工会健康診断 ９月10日～11日 鎌倉商工会議所 

19 逗子市 
商工会健康診断 

＋市民のための健康フェア 
９月12日～13日 逗子市商工会館 

20 箱根町 健康福祉フェスティバル ９月26日 
箱根町総合保健福祉

センター 
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３ ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の推進について 

 

持続可能な神奈川の実現に向け、ＳＤＧｓの取組みを引き続き推進する。 
 
(1) 情報発信・普及啓発 

ア 「ＳＤＧｓハイレベル政治フォーラム2019」登壇 

ニューヨークの国連本部で開催された「ＳＤＧｓハイレベル政治フ

ォーラム2019」（ＨＬＰＦ）の主要イベントである「Ｌｏｃａｌ ２０

３０」に、国連からの招聘を受けて７月16日に知事が登壇した。 

ここで、本県のＳＤＧｓの取組みや、「ＳＤＧｓ全国フォーラム2019」

で発表した「ＳＤＧｓ日本モデル」宣言を世界に発信するとともに、各

国の登壇者とＳＤＧｓのローカライゼーションについて議論を行った。 
    
(2) 県自らの率先した取組み 

  ア 国連開発計画（ＵＮＤＰ）との連携 

７月17日、知事が米国においてＵＮＤＰのシュタイナー総裁と面談

し、ＳＤＧｓ推進について意見交換を行った。 

また、８月29日に第７回アフリカ開発会議・ＴＩＣＡＤ７の公式サイ

ドイベントとして、県とＵＮＤＰの共催による、ＳＤＧｓに関するフォ

ーラムを開催した。（450名参加） 

その中で、ＳＤＧｓの普及や本県を地域発のＳＤＧｓの取組みのモ

デルとして発信するため、県とＵＮＤＰは連携趣意書（ＳＯＩ）を締結

した。今後、ＵＮＤＰと共同タスクフォースを立ち上げ、定期的な対話、

協議及び情報交換を実施する。 

【フォーラム概要】 

１ オープニングセッション 

 「ＳＤＧｓのローカライゼーションとマルチセクター・パートナーシップ」 

登

壇

者 

近藤哲生 ＵＮＤＰ駐日代表 

ロイ・マリーク・ロウェ ガンビア共和国バンジュール市長 

黒岩祐治 神奈川県知事 

２ パートナーシップ締結式 アヒム・シュタイナーＵＮＤＰ総裁、黒岩知事 

３ パネルディスカッション 「ＳＤＧｓ達成に向けたイノベーションの実践」 

モデレーター：ラミン・マネー ＵＮＤＰエチオピア地域局長 

登 

壇

者 

パトゥ・ンダンゴ・フェン Closed-Loop System Ventures創設者(カメルーン) 

出雲充 （株）ユーグレナ代表取締役 

山田諒 ＷＯＴＡ（株）共同創業者・取締役ＣＤＯ ほか３名 

     
連携趣意書に基づき、ＵＮＤＰからの招聘を受けて、国連総会のサイ

ドイベントとして９月26日に開催されたＳＤＧｓをテーマとしたＵＮＤ

Ｐ主催のフォーラムに、ＳＤＧｓ推進担当顧問が登壇し、本県のＳＤＧ

ｓの取組を発信した。 
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(3) 「後押し」する仕組みづくり 

  ア かながわＳＤＧｓパートナー 

    企業・団体におけるＳＤＧｓ推進の裾野を広げることを目的とした

「かながわＳＤＧｓパートナー」の第２期の募集を行い、新たに88者を

登録することとし、10月３日に登録式を行う。（累計登録企業等 137者） 

    また、ＳＤＧｓパートナー間のネットワークを構築し、社会課題の解

決に向けた新たなビジネスを創出する機会の場として「第１回かながわ

ＳＤＧｓパートナーシップミーティング」を７月31日に開催した。 

イ ＳＤＧｓ推進協定に基づく取組み 

(ｱ) ㈱横浜銀行  

私募債発行額の0.1％を「かながわＳＤＧｓ取組方針」のテーマに

沿って取り組む５団体に寄付する「ＳＤＧｓ私募債～未来へ～」を昨

年12月から取り扱っているが、今年３月までの私募債の発行総額が53

億７千万円となり、７月に537万円の寄付をいただいた。 

また、ＳＤＧｓチェックシートを用い、融資を通じて地域企業の 

ＳＤＧｓ経営を支援する「ＳＤＧｓフレンズローン」の取扱いを 

10月１日より開始する。 

(ｲ)  京浜急行電鉄㈱ 

海の豊かさを守る大切さを呼びかける「京急電鉄×かながわＳＤＧ

ｓ ＰＲＥＳＥＮＴＳ 海の豊かさを守ろう ビーチクリーン＆ＦＭヨ

コハマ公開収録 in 三浦海岸」を７月13日に開催した。（390名参加） 

(ｳ)  ㈱セブン＆アイ・ホールディングス 

エネルギーの地産地消の取組みとして、太陽光発電設備を有する店

舗（セブンイレブン横浜中山南店、横浜市緑区）で、電気自動車のリ

ユースバッテリーを活用して蓄電、使用する実証実験を９月26日から

開始した。 

(ｴ)  小田急電鉄㈱ 

海の豊かさを守る大切さを呼びかけるため、片瀬海岸東浜の美化清

掃活動「2019 小田急・江ノ電クリーンキャンペーン」を９月21日に

開催した。（900名参加） 

ウ  ＳＤＧｓ社会的インパクト評価 

ＳＤＧｓの理念に沿った社会的投資の促進に向け、ＳＤＧｓ社会的イ

ンパクト評価を担う人材の育成に関するフォーラムを７月23日に開催

した。（96名参加） 

今後、10月から２月まで全10回の「ＳＤＧｓ社会的インパクト・マネ

ジメント実践研修」を実施し、評価を実践する人材づくり等に取り組む。 
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４ コミュニティ再生・活性化の取組みについて 

 

(1) かながわコミュニティ再生・活性化推進会議の取組み 

ア 推進体制 

県内の様々なコミュニティの再生・活性化に向けて、県及び県内市町

村が連携して課題や取組事例などを共有するとともに、課題解決に向け

た議論を行うため、令和元年７月に、かながわコミュニティ再生・活性

化推進会議を設置した。 

また、推進会議の下部組織として、実務担当者による課題別ワーキン

グを設置した。 

 

イ 課題別ワーキング 

(ｱ) 第１回ワーキング 

a 日 時：令和元年８月６日 

b 場 所：かながわ県民センター 

c 参加者：31名（25市町村） 

d テーマ：自治会など住民自治組織への対応 

コミュニティに参加しやすい環境づくり 

地域リーダーの発掘、育成、呼び込み 

e 市町村からの主な意見 

・課題や取組事例の共有ができ、有意義であった。 

・他の自治体と関係を構築できた。 

・自治会のあり方について、取組事例の共有も含めて具体的に議論し

たい。 

・民間の力を活用して地域コミュニティを活性化するための具体的

な手法について議論したい。 

・自治会以外の地域コミュティについても議論したい。 

(ｲ) 今後の取組み 

・自治会に関する具体的な取組事例の発表等により、情報共有・議論

を深めていく。 

・自治会以外の地域コミュティに関する情報共有・議論を行う。 

・地域活動のカギを握る人材や団体を後押しする効果的な取組みを

検討する。 
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(2) 民間との連携に係る取組み 

ア Peatix Japan㈱との連携 

(ｱ)  連携協定の締結 

ウェブサービスの活用によるコミュニティの活性化に関する連携

協定を８月21日に締結。 

(ｲ) 連携事項 

・神奈川県の特設ページの設置 

・都市検索の選択肢に「神奈川」を追加 

・サービスの活用方法や効果的な告知の手法のレクチャー 
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５ ドローン前提社会の実現に向けた取組みについて 

 

かながわグランドデザイン第３期実施計画の神奈川の戦略８「未来社会創

造」において、笑いあふれる未来社会の創造に向けた取組みの一つとして、

ドローン前提社会の実現を掲げている。 

 県では、市町村や企業、アカデミア等と連携し、ドローンのさらなる活用

や県民理解の促進につながる実践的な取組みを推進する。 

 

(1) ドローン前提社会の実現に向けたモデル事業 

県内のフィールドにおいて、ドローンを活用して社会的課題※の解決に

取り組む事業提案を募集した。 

（※）災害、環境、物流、点検・監視、観光など 

ア 支援内容 

(ｱ) モデル事業を実施するフィールドの提供・調整 

(ｲ) 必要な法令等の手続きの確認及び関係機関への橋渡しの調整等 

(ｳ) モデル事業の実施結果のメディア等を通じたＰＲ 

イ 募集期間 ８月１日(木)から９月12日（木）【第１期】 

ウ  提案件数 31件 

 

(2) かながわドローン前提社会ネットワーク 

産学公連携によりドローンのさらなる活用や県民の理解促進を図る、

「かながわドローン前提社会ネットワーク」を立ち上げ、第１回の会合を 

開催した。 

ア 日時 ９月２日（月）14時30分から16時30分 

イ 場所 県庁本庁舎３階大会議場 

ウ 内容 

＜第一部＞アカデミアの方々からの講演及びベンチャー企業による

取組事例の紹介など 

＜第二部＞交流会及びドローン展示会 

エ 参加者 市町村、企業、アカデミアなど約150名 

 

-19-



                                                                               

 

６ 宮ケ瀬湖周辺施設の指定管理者の選定について 

 

(1) 指定管理者の選定 

県では、県民サービスの向上と経費節減を図るため、指定管理者制度

を導入しているが、宮ケ瀬湖周辺施設（宮ケ瀬やまなみセンター、宮ケ

瀬湖集団施設地区及び鳥居原園地並びに宮ケ瀬湖カヌー場）については、

令和２年度末に指定期間が満了となるため、次期の指定管理者候補の選

定を行う。 

 

(2) 施設の目的・概要 

別紙１のとおり 

 

(3) 指定管理者制度による施設の管理運営状況の総括 

指定管理者制度による管理運営状況の総括を行ったところ、施設の管

理運営が適切に行われていることを確認した。 

宮ケ瀬湖周辺地域の情報発信や周辺の施設利用、イベント参加申込み

等を宮ケ瀬やまなみセンター別館に窓口を一本化することでサービスの

向上を図るとともに、施設の維持管理についても、清掃や害虫駆除等の

委託業務の合併発注などによる効率化や経費削減が認められ、指定管理

者制度による管理運営は有効であると評価できる。 

このため、引き続き指定管理者制度により、施設の管理運営を行う。 

(※収支状況等については別紙２のとおり) 

 

(4) 指定管理者候補の選定方法 

一者指定・非公募により選定する。 

  

（理由） 

  ア 宮ケ瀬湖周辺施設設置の経緯 

    宮ケ瀬湖周辺施設は、ダムの建設と周辺地域の振興・活性化などを

図ることを目的として策定された「宮ケ瀬ダム貯水池周辺地域整備基

本計画」を推進するため、国や県、地元市町村の役割分担を踏まえた

合意に基づき設置された。また、周辺地域の振興と発展に寄与し、同

計画を推進する母体として「宮ヶ瀬ダム周辺振興財団」が設立され、

宮ケ瀬湖周辺施設の管理と地域の活性化推進事業を実施してきた。 
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イ 宮ケ瀬湖周辺施設の指定管理者に求められる要件 

    宮ケ瀬湖周辺施設の指定管理者には、宮ケ瀬湖周辺地域の特別な事

情から、次の要件を満たすことが不可欠である。 

(ｱ) 宮ケ瀬ダムの建設が、水没地域の住民並びに地元市町の多大な協

力により実現したことに対し深い理解があること。 

(ｲ) 単なるサービスの向上や効率的な運営に留まらず、宮ケ瀬湖周辺

地域の振興と活性化の中心的役割を担えること。 

(ｳ) 周辺地域活性化事業の実施にあたり、国、県、地元市町村とスム

ーズに連携を図ることができること。 

(ｴ) 指定管理者となることについて地元市町村から合意が得られるこ

と。 

 

ウ 宮ケ瀬ダム周辺振興財団の実績 

宮ケ瀬ダム周辺振興財団は指定管理者として、国・県・地元市町村

はもとより、地域住民とも合意形成を図りながら、当該施設を管理運

営しており、以下の効果がみられた。 

(ｱ) 施設の一部を活用した各種イベントの開催など、新たな事業等が

展開されている。 

 (ｲ) 宮ケ瀬湖周辺施設を一体的に管理することにより、中長期的な地

域振興や施設間の連携効果が発揮され、施設運営の効率化及び経費

削減が図られている。 

 (ｳ) 平成 29年に財団は「日本版ＤＭＯ法人」の認定を受け、宮ケ瀬周

辺地域の振興の舵取り役として地域活性化に向けた様々な取組みを

推進している。 

 

(5) 指定期間 

５年間（令和３年４月１日～令和８年３月31日）とする。 

 

(6) 指定単位 

宮ケ瀬やまなみセンター、宮ケ瀬湖集団施設地区及び鳥居原園地並び

に宮ケ瀬湖カヌー場の３施設は周辺地域の振興のため一体的に計画・整

備された経緯があり、中長期的な地域振興や施設間の連携効果発揮とい

う観点から、複数の施設を一体的に管理することがより効果的・効率的

と判断されるため、３施設をもって１つの選定単位とする。 
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(7) 利用料金制の導入 

従来の小中沢駐車場及び野外音楽堂に加え、新たにグラススライダー

に利用料金制を導入する。 

 

(8) 選定基準の考え方 

ア 指定管理者に求める能力・内容 

(ｱ) 指定管理業務実施に当たっての考え方、運営方針等 

(ｲ) 施設の維持管理 

(ｳ) 利用促進のための取組み、利用者への対応、利用料金 

(ｴ) 事故防止等安全管理 

(ｵ) 地域と連携した魅力ある施設づくり 

(ｶ) 人的な能力、執行体制 

(ｷ) 財政的な能力 

(ｸ) コンプライアンス、社会貢献 

(ｹ) 事故・不祥事への対応、個人情報保護 

(ｺ) これまでの実績 

 

イ 選定基準の作成に当たって重視する視点 

(ｱ) 総合的な運営方針 

a 宮ケ瀬湖周辺地域の特別な事情を踏まえた運営管理 

b 宮ケ瀬湖の水質の保全、周辺地域の自然環境の保全と充実等を

図りながら、併せて周辺地域の振興・活性化を図ること 

(ｲ) 維持管理業務 

a 個々の施設の特性を踏まえた維持管理 

b 一体運営による効果的・効率的な維持管理 

   (ｳ) 施設運営業務 

a 個々の施設の特性を活かした利用促進のための企画・取組み 

b 一体運営により可能となる利用促進のための企画・取組み 

c 接客、苦情処理、利用者ニーズの把握 

d 事故防止等安全管理 

   (ｴ) 地域や地元市町村、関係機関等との連携及び協力 

 

ウ 選定基準の配点割合 

サービスの向上：50点、管理経費の節減等：25点、団体の業務遂行

能力：25点 
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(9) 外部評価委員会委員（案） 

氏名 
性

別 
職業 分野 

本県の指定管理者選定

委員の経験の有無（委 

員会名） 

選定理由 

宮林 茂幸 男 
東京農業大学

教授 
学 識 経 験 者 

有 

（宮ケ瀬湖周辺施設指

定管理者外部評価委員

会、神奈川県立のビジ

ターセンター指定管理

者外部評価委員会） 

大学教授として、水源

地の地域振興、地域づ

くりに対する知識・造

詣が深い。 

藏本 隆 男 公認会計士 

経理に関する

識見を有する

者 

有 

（宮ケ瀬湖周辺施設指

定管理者外部評価委

員会、神奈川県立か

ながわアートホール

指定管理者外部評価

委員会） 

公認会計士として経理

に関する深い識見を有

している。 

城田 孝子 女 弁護士 

法務に関する

識見を有する

者 

有 

（神奈川県立のビジタ

ーセンター指定管理者

外部評価委員会） 

弁護士として法務に関

する深い識見を有して

いる。 

髙島 眞美 女 
社会保険労務

士 

労務管理に関

する識見を有

する者 

有 

（神奈川県立スポーツ

施設指定管理者外部評

価委員会） 

社会保険労務士として

労務管理に関する深い

識見を有している。 

北村 美仁 男 

一般社団法人

相模原市観光

協会専務理事   

施設利用者代

表 
無 

地元観光協会の役員で

あり、宮ケ瀬湖周辺の

地域活性化について適

切な助言が期待でき

る。 

久保 重明 男 
コスモ海洋株

式会社顧問 

施設利用者代

表 

有 

（神奈川県立のビジタ

ーセンター指定管理者

外部評価委員会） 

森林インストラクタ

ーとして宮ケ瀬湖周

辺地域の水源環境保

全に対する理解促進

の取組みについて、

適切な助言が期待で

きる。 

山田 一夫 男 

特定非営利活

動法人きよか

わアウトドア

スポーツクラ

ブ理事長 

施設利用者代

表 

有 

（宮ケ瀬湖周辺施設指

定管理者外部評価委員

会） 

カヌーを中心としたア

ウトドアスポーツクラ

ブの代表者であり、施

設利用者の視点からの

評価が期待できる。 
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(10) 今後の予定 

 

令和元年 10月 外部評価委員会において、選定基準（案）について

意見聴取を行い、決定 

12月 第３回県議会定例会総務政策常任委員会に、指定管

理者の選定基準を報告 

宮ケ瀬湖集団施設地区及び鳥居原園地については利

用料金制の導入に伴う「神奈川県立宮ケ瀬湖集団施

設地区及び鳥居原園地条例」改正議案（環境農政局）

の提出を報告 

令和２年 ２月 第１回県議会定例会に、利用料金制の導入に伴う、        

「神奈川県立宮ケ瀬湖集団施設地区及び鳥居原園地

条例」改正議案を提出（環境農政局） 

４月 指定管理者候補から申請書類を受付 

７月  外部評価委員会等による候補者選定 

９月 第３回県議会定例会に、指定管理者の指定議案を

提出 

令和３年 ４月 指定管理者による管理運営開始 
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宮ケ瀬湖周辺施設について 

 

施設（所在地） 所管局 施設の目的・概要 

宮ケ瀬やまなみセンター 

（別館含む）（清川村） 
政策局 ・ 水源地域の活性化のための広域的な交流拠点

施設 

【本館】 

・ 平成10年９月設置 

・ 鉄筋コンクリート造３階建て（地上２階、地

下１階） 

・ 研修会議室、事務室、展望ホール、情報コー

ナー、展望広場等 

【別館】 

・ 昭和61年11月に宮ケ瀬ビジターセンターとし

て設置（ビジターセンターとしては平成27年度

末に廃止し、平成28年４月から政策局に移管） 

・  鉄筋コンクリート造２階建て  

・ 総合受付、クラフトルーム、多目的ルーム、

自然観察コーナー、授乳室等 

宮ケ瀬集団施設地区 

及び鳥居原園地 

環 境 

農政局 

・ 自然とのふれあいの機会を提供し、県民の保

健、休養、自然環境への理解に資するための施

設 

・ ダム建設に当たり建設省が整備 

・ 平成11年１月、県環境部に施設（広場、園路

等）が引き渡され、その後、自然公園施設とし

て管理運営 

・ 園路、植栽、広場等 

 宮ケ瀬湖集団施設地区 

及沢園地地区 

小中沢園地地区 

（清川村） 

 鳥居原園地 

（相模原市） 

宮ケ瀬湖カヌー場 

（清川村） 

スポーツ

局 

 

・ カヌーに関する知識の習得、技能の向上の場

を提供し、県民のスポーツの振興に寄与するた

めの施設 

・ 平成10年開催「かながわ・ゆめ国体」カヌー

競技会場として整備 

・ 国体終了後、平成11年４月から教育局が管理

運営 

【管理棟】 

・ 鉄骨造２階建て 

・ 会議室、休憩室等 

【艇庫】 

・ 鉄骨造平屋建て 

 

 

 

 

別紙１ 
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宮ケ瀬湖周辺施設過去３年間収支状況（３施設合計） 

            （単位：千円） 

年度 

収入状況 

支出 
収支 

差額 
指定 

管理料 

利用 

料金 

その他収入(指

定管理者の自

主財源) 

収入 

合計 

平成 28 年度 146,226  16,134 15,313 177,673  177,673 0 

平成 29 年度 146,226 16,771  10,696  173,693 173,693 0 

平成 30 年度 146,215 16,062  9,373  171,650  171,650 0 

合計 438,667 48,967 35,382 523,016 523,016 0 

 
（以下、各施設別内訳） 

 

宮ケ瀬やまなみセンター（別館含む）                  

指定管理業務に係る収支状況                          （単位：千円、％） 

年度 

収入状況 

支出 b 

収支 

差額 

C=a-b 

収支 

差額率 

c/a×100 

指定 

管理料 

利用 

料金 

その他収入（指

定管理者の自主

財源） 

収入 

合計 a 

平成 28年度 83,858  27  15,313  99,198  102,014  △2,816  △2.84% 

平成 29年度 83,858  24  10,142  94,024  94,252  △228  △0.24% 

平成 30年度 83,858  23  9,373  93,254  94,698  △1,444  △1.55% 

合計 251,574 74 34,828 286,476 290,964 △4,488 △1.57% 

指定管理料等の積算に影響を与える状況変化  有・○無 

 

県内中小企業者や障害者雇用企業等（障害者雇用企業、障害福祉サービス事業所、在宅就業支援団体な

ど）への優先的な発注 

発注先 
提案した具体的な

優先発注業務 

件数 

(実績) 

金額 

(実績：千円) 

提案があったのに実績がない 

理由及び今後の対応 

県内中小企業者 無 91 29,028 ― 

障害者雇用企業等 無  ― ― ― 

別紙２ 
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宮ケ瀬湖集団施設地区及び鳥居原園地           

指定管理業務に係る収支状況                         （単位：千円、％） 

年度 

収入状況 

支出 b 

収支 

差額 

C=a-b 

収支 

差額率 

c/a×100 

指定 

管理料 

利用 

料金 

その他収入(指

定管理者の自主

財源) 

収入 

合計 a 

平成 28年度 44,379  15,332  0  59,711  57,875  1,836  3.07% 

平成 29年度 44,379  15,997  554  60,930  60,930  0  0.00% 

平成 30年度 44,379  15,404  0  59,783  58,472  1,311  2.19% 

合計 133,137 46,733 544 180,424 177,277 3,147 1.74% 

指定管理料等の積算に影響を与える状況変化  有・○無 

 
県内中小企業者や障害者雇用企業等（障害者雇用企業、障害福祉サービス事業所、在宅就業支援団体な

ど）への優先的な発注 

発注先 
提案した具体的な

優先発注業務 

件数 

(実績) 

金額 

(実績：千円) 

提案があったのに実績がない 

理由及び今後の対応 

県内中小企業者 無 56  34,801 ― 

障害者雇用企業等 無 ―   ― ― 

 

宮ケ瀬湖カヌー場                       

指定管理業務に係る収支状況                         （単位：千円、％） 

年度 

収入状況 

支出 b 

収支 

差額 

C=a-b 

収支 

差額率 

c/a×100 

指定 

管理料 

利用 

料金 

その他収入(指

定管理者の自主

財源) 

収入 

合計 a 

平成 28年度 17,989  774  0  18,763  17,785  978  5.21% 

平成 29年度 17,989  750  0  18,739  18,510  229  1.22% 

平成 30年度 17,978  634  0  18,612  18,480  132  0.71% 

合計 53,956 2,158 0 56,114 54,775 1,339 2.39% 

指定管理料等の積算に影響を与える状況変化  有・○無 

 
県内中小企業者や障害者雇用企業等（障害者雇用企業、障害福祉サービス事業所、在宅就業支援団体な

ど）への優先的な発注 

発注先 
提案した具体的な

優先発注業務 

件数 

(実績) 

金額 

(実績：千円) 

提案があったのに実績がない 

理由及び今後の対応 

県内中小企業者 無 22 12,164 ― 

障害者雇用企業等 無 ―   ― ― 

 

※端数処理の都合上、３施設合計と各施設別の内訳計は一致しない場合がある。 

-27-



７ 相模湖交流センターの指定管理者の募集について 
 

(1) 指定管理者の募集 

   県では、県民サービスの向上と経費節減を図るため、指定管理者制度を

導入しているが、相模湖交流センターについては、令和２年度末に指定期

間が満了となるため、次期の指定管理者の募集を行う。 

 
(2) 施設の目的・概要 

  ア 設置目的 

    県民に水源地域の自然とのふれあい及び多様な交流活動の場を提供す

るための施設として設置。 

  イ 施設概要 

    設置年月日：平成12年４月25日 

    所 在 地：相模原市緑区与瀬259番地の1 

    敷 地 面 積：9,558.26㎡ 

          建物敷地：6,300.6㎡、駐車場：3,257.66㎡ 

    延 床 面 積：3,400㎡（相模原市立相模湖記念館 200㎡を含む。） 

    駐 車 場：47台 

    構 造 等：鉄筋コンクリート造 地上３階 

          １階：多目的ホール（席数 456席）、アートギャラリー、

レッスン室、主催者控室（２室） 

          ２階：研修室（２室） 

          ３階：音響調整室ほか 

    そ の 他：市立相模湖記念館との合築施設（持分割合 県：市＝9,149：851） 

 
(3) 指定管理者制度による施設の管理運営状況の総括 

指定管理者制度による管理運営状況の総括を行ったところ、施設の管理

運営が適切に行われていることを確認した。 

湖を望む立地や多目的ホールの音響の良さといった施設の特性を活かし

た自主事業など、利用促進に向けた積極的な取組みを進めることで、主な

施設である多目的ホールは90％を超える高い利用率を維持している。 

また、利用者満足度調査（サービス内容の総合的評価に係る設問）にお

いても、満足と答えた利用者の割合が99％を占めるなど、良好な評価を得

ていることから、指定管理者制度による管理運営は有効であると評価でき

る。 

   このため、引き続き指定管理者制度により、施設の管理運営を行う。 
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指定管理業務に係る収支状況                       （単位：千円、％） 

年度 

収入状況 

支出 b 
収支差額 

c=a-b 

収支差額率 

c/a×100 
指定 

管理料 

利用 

料金 

その他 

収入 

収入 

  合計 a 

平成 28 年度 81,586 7,613 309 89,508 82,341 7,167 8.0％ 

平成 29 年度 81,486 7,944 107 89,537 84,976 4,561 5.1％ 

平成 30 年度 81,386 6,535 85 88,006 88,673 △ 667 △0.8％ 

合 計 244,458 22,092 501 267,051 255,990 11,061 4.1％ 

指定管理料等の積算に影響を与える状況変化  有・○無 

 

県内中小企業者や障害者雇用企業等（障害者雇用企業、障害福祉サービス事業所、在宅就業支援団

体など）への優先的な発注 

発注先 
提案した具体的な 

優先発注業務 

件数 

(実績) 

金額 

(実績：千円) 

提案があったのに実

績がない理由及び今

後の対応 

県内中小企業者 

施設の総合保守点検

及び清掃業務 
３ 82,099 ― 

自家用電気工作物

保安管理業務 
３ 1,374 ― 

障害者雇用企業等 無 ― ― ― 

 

(4) 募集の方法 

   公募により募集する。 
 
(5) 指定期間 

   ５年間（令和３年４月１日～令和８年３月31日）とする。 

 

(6) 募集単位 

   相模湖交流センターとする。 

 
(7) 選定基準の考え方 

  ア 指定管理者に求める能力・内容 

  (ｱ) 指定管理業務実施に当たっての考え方、運営方針等 

  (ｲ) 施設の維持管理 

  (ｳ) 利用促進のための取組み、利用者への対応、利用料金 

  (ｴ) 事故防止等安全管理 

  (ｵ) 地域と連携した魅力ある施設づくり 

  (ｶ) 人的な能力、執行体制 

  (ｷ) 財政的な能力 
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  (ｸ) コンプライアンス、社会貢献 

  (ｹ) 事故・不祥事への対応、個人情報保護 

  (ｺ) これまでの実績 

   

イ 選定基準の作成に当たって重視する視点 

  (ｱ) 維持管理業務 

     施設の特性・課題を踏まえた維持管理 

  (ｲ) 施設運営業務 

水源地域における多様な交流活動の場を提供するための施設として、

多目的ホールやアートギャラリーなどの施設の特性を活かした利用促

進のための企画・取組み 

   

ウ 選定基準の配点割合 

    サービスの向上：50点、管理経費の節減等：25点、団体の業務遂行能

力：25点 

 

(8) 外部評価委員会委員（案） 

氏名 
性

別 
職業 分野 

本県の指定管理者

選定委員の経験の 

有無(委員会名) 

選定理由 

鷲尾 裕子 女 
松陰大学 

准教授 
学識経験者 

有 

（神奈川県立相模

湖交流センター指

定管理者外部評価

委員会 H27） 

大学の准教授とし

て、地域の観光振

興に対する知識・

造詣が深い。 

内田 俊夫 男 
公 認 会 計

士・税理士 

経理に関する

識見を有する

者 

有 

（神奈川県立相模

湖交流センター指

定管理者外部評価

委員会 H17、22、

27） 

公認会計士として

経理に関する深い

識見を有してい

る。 

高荒 敏明 男 弁護士 

法務に関する

識見を有する

者 

有 

（神奈川県立かな

がわ労働プラザ指

定管理者外部評価

委員会 H22、27） 

弁護士として法務

に関する深い識見

を有している。 
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木村 勇一 男 
社会保険労

務士 

労務管理に関

する識見を有

する者 

有 

（神奈川県立大船

フラワーセンター

外部評価委員会

H29） 

社会保険労務士

として労務管理

に関する深い識

見を有してい

る。 

大神田 賢 男 

相模湖地区

文化協会会

長 

施設利用者代

表 
無 

相模湖交流セン

ターを定期的に

利用する団体の

会長であり、施

設利用者の視点

からの意見を期

待できる。 
 

(9) 今後の予定 

 

  令和元年 10月  外部評価委員会において、選定基準(案)について意

見聴取を行い、決定 

       12月  第３回県議会定例会総務政策常任委員会に、指定管

理者の選定基準を報告 

  令和２年 １月～  指定管理者を募集 

       ４月～  外部評価委員会等による候補者選定 

       ６月  第２回県議会定例会に、指定管理者の指定議案を提 

           出 

  令和３年 ４月  指定管理者による管理運営開始 
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８ 横浜市のＩＲ（統合型リゾート）誘致について 

 

横浜市（以下「市」という。）は、令和元年８月22日に、ＩＲ実現に向け

て本格的な検討・準備を進めることを表明した。 

 

(1) 経緯 

    平成28年12月15日 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律

（ＩＲ推進法）成立 

   平成30年７月27日 特定複合観光施設区域整備法（ＩＲ整備法）成立 

   平成31年３月29日 特定複合観光施設区域整備法施行令公布 

   令和元年８月22日 市誘致表明 

 

(2) ＩＲ整備法の概要 

ア 特定複合観光施設区域（以下「ＩＲ区域」という。）の上限は、全

国３か所 

イ 申請主体は「都道府県」又は「指定都市」 

ウ 「特定複合観光施設」とは、カジノ施設と国際会議場施設、展示施

設等、我が国の伝統、文化、芸術等を生かした公演等による観光の魅

力増進施設、送客機能施設、宿泊施設から構成される一群の施設      

 

(3) 今後の予定 

   ア 国は、ＩＲ区域の整備のための「基本方針」を策定 

   （基本方針（案）について10月３日までパブリックコメントを実施） 

イ 市は、「基本方針」に即してＩＲ区域の整備に関する「実施方針」

を策定 

  ウ 市は、「実施方針」に即してＩＲ事業者を公募・選定 

  エ 市とＩＲ事業者は、共同してＩＲ区域の「区域整備計画」を作成 

  オ 市とＩＲ事業者は、共同して国へ認定申請 

 

※ 申請・認定までのスケジュールは、今後国から示されることとな 

っており、現段階では未定。 

※ 今後、市が実施方針等を作成するに当たって、意見を求められた

場合に、県は必要な協力をしていく。 
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９ 三浦半島魅力最大化プロジェクトの改定について 

 

(1) 趣旨 

ア 現行プロジェクトの概要 

三浦半島魅力最大化プロジェクト（以下「プロジェクト」という。）は、

２つの大柱と５つの魅力を高めることで、地域の賑わいの創出、仕事と

生きがいを創出して人口減少を食い止めることを目的に、市町、県が連

携して策定、推進している。 

  (ｱ) ２つの大柱 

    ・ 観光の魅力を高める 

・ 「半島で暮らす」魅力を高める 

  (ｲ) ５つの魅力 

    ・ 魅力１ 海の魅力を高める 

    ・ 魅力２ 食の魅力を高める 

    ・ 魅力３ 地域の魅力を磨く 

    ・ 魅力４ 働く魅力を高める 

    ・ 魅力５ 住む魅力を高める 

 

イ 主な成果 

(ｱ) 観光の魅力 

・ ウィンドサーフィンワールドカップの継続開催による地域への定着 

・ 「三浦半島はイタリア半島プロジェクト」認知度の向上、協力店

舗の拡大 

(ｲ) 「半島で暮らす」魅力 

・ テレワークの推進に係る民間による取組みの活性化 

・ 移住希望者向け説明会等を通じた、移住先としての魅力の認知 

 

ウ 課題 

(ｱ) 観光の魅力 

・ 年間を通じた賑わいの創出 

・ 三浦半島内の回遊性の向上 

・ 地域のブランド力の向上 

(ｲ) 「半島で暮らす」魅力 

・ 新たな雇用の創出 

・ 豊かな自然や地域の魅力の発信強化 
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エ 市町の意見 

  (ｱ) プロジェクト全体 

・ プロジェクトの目的、２つの大柱及び５つの魅力は変更不要 

・ 地域商工団体による三浦半島経済懇話会設立など、民間事業者等

により進められている活性化の取組みとの連携が重要 

  (ｲ) 観光の魅力 

・ 夏以外にも、海岸を多目的利用できるよう県との連携を希望 

・ 「三浦半島はイタリア半島プロジェクト」の取組みを拡大すべき 

・ 三浦半島を回遊する魅力(付加価値)づくりが必要 

(ｳ) 「半島で暮らす」魅力 

    ・ 官民連携によるテレワークの拡充が必要 

・ 地域からの取組みを充実させ、住民満足度を向上させる等、住む

魅力の更なる充実が必要 
 
オ 改定の必要性 

プロジェクトの計画期間は令和元年度までであるが、三浦半島全体の

社会増減数をみると転出超過が継続しているなど、引き続き活性化に取

り組む必要があることから、これまでの課題や市町の意見を踏まえて改

定する。 
 
(2)  改定の概要 

 ア 計画期間 

   令和２年度から令和６年度までの５か年 
  

イ 対象地域 

横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市及び葉山町の４市１町 
 

 ウ 計画の位置付け 

  県の総合計画を補完する特定課題に対応した個別計画とする。 
 
エ 改定の方向性 

・ プロジェクトの目的、２つの大柱、５つの魅力は変更しない。 

・ 「観光の魅力」と「『半島で暮らす』魅力」を相互に組み合わせた

取組みを、民間と一体となって総合的に展開する。 

・ 湘南国際村の活性化等、現行プロジェクト策定後の地域活性化の取

組みを、新たにプロジェクトに位置付ける。 
 

(3) 今後の予定 
令和元年12月  県議会へプロジェクト（素案）を報告 

 プロジェクト（素案）パブリックコメント実施 
令和２年２月  県議会へプロジェクト（案）を報告 

３月  プロジェクト改定 
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10 湘南国際村の活性化に向けた取組みについて 

 

(1)  概要 

本年３月に「湘南国際村基本計画」を改訂し、民間活力を活用しながら

湘南国際村の活性化を図る取組みを進めることとした。 

このたび、その取組みの一つとして、今後予定している湘南国際村ＢＣ

地区（県有地）※の利活用に係る事業者公募に向けて、不動産市場の動向や

民間のニーズ等を把握し、公募条件の検討を行うため、民間事業者との事

業者対話（サウンディング調査）を実施した。 

（※ＢＣ地区：湘南国際村の東側に位置し大楠山に連なる緑の保全・活用を図る地区） 

 

(2)  サウンディング調査の概要 

  ア 内容 

    施設整備や土地利活用のアイディア、事業者の意向や事業の実現に

向けた課題などについて、個別にヒアリングを実施 

  イ 経過 

    ・令和元年７月26日 実施要領の公表 

    ・令和元年８月６日 現地説明会（参加事業者数：６事業者） 

    ・令和元年８月22日から９月３日 個別ヒアリングの実施 

 

(3)  サウンディング調査の結果 

ア 参加事業者数 ７事業者 

イ ヒアリング結果 

  (ｱ) 主な提案施設  

宿泊施設、研究施設、教育施設、文化施設など 

  (ｲ) 事業の実現に向けた課題 

・周辺の住環境や規制等を考慮した施設規模の検討 

・施設への来訪者の移動手段の確保 

・森の自然環境を保全しつつ利活用を図る事業内容等の検討 

 

(4)  今後の予定 

   令和元年10月  公募条件の検討、公募要領作成 

～令和２年３月  

令和２年度以降 事業者公募、提案の審査、事業候補者の決定 

横須賀市による地区計画の変更手続き 

事業者による事業化着手 
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ＢＣ地区 

仮設駐車場 

（めぐりの森） 

大楠山 

【湘南国際村位置図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対象地域の概要】 

所在地及び交

通機関 

横須賀市湘南国際村 

JR逗子駅又は京急新逗子駅下車 バス約30分 

土地面積 約1,142,000㎡ 

※１ うち建物の新設は、現在仮設駐車場としている箇所のみ
を想定 
※２ 上記以外の緑地（めぐりの森）については、現状を維持
しながらの活用を想定（緑地内には横須賀市道、既存活動団体
の活動地域を含む） 

法令等に基づ

く制限 

区域区分：市街化調整区域 

（開発にあたっては地区計画の変更等の手続きが必要） 

 

（めぐりの森） 

（仮設駐車場） 

参 考 
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11 羽田空港機能強化の状況について 

 

(1) これまでの経過 

国では、令和２年に向けて、羽田空港における国際線の増便を図るため、

新飛行経路案や騒音・安全対策等について、平成26年からこれまで５回に

わたり、「首都圏空港機能強化の具体化に向けた協議会（以下協議会）」に

おいて関係自治体等と協議を進めるとともに、住民や企業等への情報提供

を行ってきた。 

令和元年８月７日開催の第５回協議会では、国から羽田空港の機能強化

に向けた追加対策等が示され、本県を含む関係自治体は、今後の国の機能

強化に向けた取組みに協力していくこととした。 

これを受けて、８月８日、国は令和２年３月29日より、新飛行経路の運

用を開始し、国際線を増便することを発表した。 

 

(2)  第５回協議会の概要 

本県を含む関係自治体は、今回示された追加対策を含むこれまでの国の

取組みについて評価するとともに、騒音・安全対策、住民等への情報提供

等について、引き続き国が責任を持って対応するよう要望した。 

  ア 羽田空港機能強化に向けた「追加対策」の主な内容 

  (ｱ)  川崎（殿町方面）側に向かって離陸する経路に関する方策 

・ 長距離国際線及び高騒音機材の運用を制限し、離陸時に発生する

騒音を軽減する。 

・ できる限り早い、高度の確保と海側への旋回開始を行う運航方式

を導入し、住宅地の騒音を軽減する。 

   （ｲ） 落下物防止対策基準の充実 

平成30年９月に策定された「部品等脱落防止措置に関する技術基準」

について、改良部品への交換等、新たな対策を追加する。 

 （ｳ） 住民からの相談窓口の充実 

運行開始に当たり、住民からの問い合わせ窓口（コールセンター）

を充実させるとともに、一層の周知を図る。 

イ 羽田空港機能強化の取組みに対する本県意見への国の回答 

平成28年第４回協議会以降、本県が国に対して要望してきた事項につ

いて、国から本県要望に沿った取組みを実施することについて回答を得

た。（「参考」参照） 
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ウ 羽田空港機能強化に向けたプロセス 

  令和元年８月30日～12月 セスナ式の検査機による航空保安施設等 

の確認（飛行検査） 

  令和２年１月末～     民間航空機の運航による試験飛行の実施 

    令和２年３月29日    新飛行経路の運航・国際線増便開始 

 

(3)  今後の対応 

国による羽田空港機能強化に向けたプロセスの着実な推進に向け、第

５回協議会で示された追加対策や、関係自治体からの要望に対して、国

が責任を持って対応するよう、引き続き、川崎市、横浜市と連携して求

めていく。 
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本県要望に対する国の回答 

 

本県の意見 国の回答 

１ 地域住民や企業等への対応 

新飛行経路実現後も国による丁寧な

説明と情報提供をお願いしたい。 

・ 住民への説明 

今年度秋以降、オープンハウス型の

説明会を基本としつつ、住民に対する

説明会を開催する。 
・ 適時適切な広報 

飛行検査の実施、運航開始などそれ

ぞれのフェーズを考慮しつつ、さまざ

まな手法で広報を実施する。 
２ 殿町地区試験・研究機関等への対応 

・ 試験飛行・新飛行経路運用後も国

による継続的な調査の実施をして

いただきたい。 
・ 事業活動に影響を及ぼす事象が確

認された場合には、国により速やか

に必要な対策を実施していただき

たい。 

・ 新飛行経路運用後の対応 

新飛行経路の運用後、改めて当該地

域の騒音調査等を実施するとともに、

必要に応じて研究開発機関等への確

認を行う。 
・ 影響発生時の対応 

影響が発生した場合には、発生現場

にて調査を行い、内容に応じて専門家

等の意見を踏まえつつ、関係者で連携

して対応する。 
３ 石油コンビナート地域の上空を飛行することへの対応 

・ 現行の石油コンビナート地域上空

飛行制限が見直された後の安全対

策について、国は引き続き関係機関

と十分な調整をしていただきたい。 
・ 石油コンビナート地域上空を飛行

することに対する防災対策等につい

て、国による引き続きの丁寧な説明

と情報提供を行っていただきたい。 
・ 神奈川県石油コンビナート等防災

計画の改定にあたり、飛行制限に関

する内容を適切に修正できるよう国

の対応をお願いしたい。 

・ 飛行制限の見直し 

飛行制限の見直しにあたっては、川

崎市をはじめとした関係機関と調整の

上、必要な措置を講じる。 
・ 川崎石油コンビナート地域での事・

災害発生時の対応 

救助活動等の妨げとならぬよう、状

況に応じて配慮した運用を行うほか、

防災対策等について引き続き丁寧な

説明と情報提供を行う。 
・ 神奈川県石油コンビナート等防災計

画の改定について 

  川崎石油コンビナート地域の飛行制

限見直しを踏まえ、今年度末までに適

切に修正にできるよう一致協力する。 

参 考 
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12 県内米軍基地を巡る状況について 

 

(1) 米軍航空機事故に関するガイドラインの改正について 

ア 防衛省からの情報提供 

令和元年７月25日、基地の外で米軍機による事故が発生した場合の

日米両国政府の現場での対応を定めたガイドラインについて、立入り

などの手続きを一層改善するため、日米合同委員会で改正が合意され

たとの情報提供があった。 

 

イ 改正の概要 

・  制限区域（内周規制線）内への早期かつ迅速な立入りの実施を明記 

・ 制限区域内への優先的に立ち入れる者を明記（有害物質の観測を

含む影響の軽減、事故調査等の責任を有する日米両国政府の代表者） 

・ 機体の残骸の除去にあたっての土地所有者との調整方法を明記 

・ 米側から日本当局に対し、有害物質に関する情報を迅速に提供 

・ 日米の当局または地元当局が環境調査を行った際には、その結果

を日米合同委員会の枠組みで共有 

   

※ 米軍航空機事故に関するガイドライン 

   ・ 正式名称は、「日本国内における合衆国軍隊の使用する施設・区

域外での合衆国軍用航空機事故に関するガイドライン」 

・ 平成16年８月の沖縄国際大学での米海兵隊ヘリコプター墜落事故

を受け、平成17年４月、日米合同委員会合意 

・ 事故現場に「内周規制線」と「外周規制線」を設け、「内周規制

線」は日米共同により、「外周規制線」は日本側当局により、現場

管理・立入り規制を行うこと等を規定  

※ ガイドライン改正の背景 

  平成29年10月の沖縄県東村でのヘリコプター不時着・炎上事故では、 

日本側が事故現場に立入るのに数日を要したなどの課題があったため、 

日米で協議を実施し、今回、改正が合意。 

 

ウ 県の対応 

７月25日に防衛省に対し、引き続き米軍機事故防止に万全を期すこ

と、および事故発生時には、改正されたガイドラインについて適正な

運用を図るよう要請。 
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