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Ⅰ 「神奈川県まち・ひと・しごと創生総合戦略2015-18年度評価報告書 

（案）」について 
 
１ 趣旨・経過 

・ 県では、平成27年度（2015年度）に策定した「神奈川県まち・ひと・

しごと創生総合戦略」（以下「県総合戦略」という。）に示した施策の進

捗状況について、毎年度評価を行い、施策の成果や課題を分析して、必

要な改善や見直しを図ってきた。 

・ 今年度は、県総合戦略の５年計画の最終年度に当たることから、過去

４年間の取組みの振り返りを行い、その結果を次の県総合戦略（以下

「第２期県総合戦略」という。）に反映させることとした。 

・ そのため、各界の有識者で構成する「神奈川県地方創生推進会議 総

合戦略推進評価部会」を８月に開催して議論を行い、その結果を「神奈

川県まち・ひと・しごと創生総合戦略 2015-18年度評価報告書（案）」

（以下「2015-18年度評価報告書（案）」という。）として取りまとめた。 
 
２ 評価方法 

・ 県の事業部局が、基本目標の実現に向けた施策の最小単位である「小

柱」ごとに、ＫＰＩの達成状況や、ＫＰＩだけでは測りきれない様々な

取組みの結果を勘案して、総合的に一次評価を行う。 

・ 一次評価を踏まえ、神奈川県地方創生推進会議が第三者の立場から基

本目標ごとに二次評価を行う。 

・ 県民に分かりやすく示すため、原則として「順調」「概ね順調」「やや

遅れている」「遅れている」の４つの区分により評価結果を示すととも

に、今後対応が求められる課題や改善を図るべき事項について整理する。 
 

３ 評価結果（総合戦略推進評価部会における二次評価（案）） 

・ 基本目標の１及び４については、各小柱のＫＰＩの達成状況や基本目

標ごとに設定した数値目標の達成見込みなどから「概ね順調」に進捗し

ていると評価する。 

・ しかし、基本目標の２及び３については、各小柱のＫＰＩの達成状況

などを見ると、県の取組みは概ね順調に進捗していると言えるものの、

基本目標ごとに設定した数値目標には、達成が困難と見込まれるものが

複数あることから、「概ね順調に進んでいるが、今後更なる取組みが必

要」と評価した。 

・ また、基本目標ごとに対応が求められる課題等を意見として示した

（内容は別表のとおり）。 
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・  第２期県総合戦略の策定に当たっては、これらのことを踏まえつつ、

市町村との意見交換のもと、広く県民の意見を聴取したうえで、柔軟な

発想で取組みを構成していくことが必要である。 

 

４ 第２期県総合戦略について 

・ 新たな時代の変化に対応し、切れ目なく地方創生の取組みを進めてい

くため、「2015-18年度評価報告書（案）」、「まち・ひと・しごと創

生基本方針2019（令和元年６月21日閣議決定）」、「かながわグランド

デザイン 第３期実施計画」を踏まえ、県総合戦略について必要な見直

しを行い、県民、県議会、市町村等の意見を踏まえて、令和２年３月に

第２期県総合戦略を策定する。 

 

５  今後の予定 

 ・ 「2015-18年度評価報告書」の作成 

令和元年11月 神奈川県地方創生推進会議で議論 

「2015-18年度評価報告書」公表 

 ・ 「第２期県総合戦略」の策定 

   令和元年10月 「第２期県総合戦略（素案）」取りまとめ 

県・市町村間行財政システム改革推進協議会地方創生

部会で意見交換 

       11月 神奈川県地方創生推進会議で議論 

        12月 第３回県議会定例会に報告 

           県民意見募集を実施 

   令和２年１月 「第２期県総合戦略（案）」取りまとめ 

           神奈川県地方創生推進会議で議論 

        ２月 第１回県議会定例会に報告 

        ３月 「第２期県総合戦略」策定 
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評価結果一覧 ＜「参考資料」参照＞ 

 

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 

 

基本目標 ２ 神奈川への新しいひとの流れをつくる 

中柱 小柱  部会における二次評価（案） 

(1)未病産業 ① 未病産業の創出・育成 概ね順調に進んでいます 

(2)ロボット産

業 

① ロボット関連産業の創 

出・育成 
今後の取組みに向けた意見 

(3)エネルギー

産業 
① エネルギー産業の振興 ・ 外国人人材の地域社会への受入支援について、

本人だけでなく、その子どもが生活をしていく上

で必要な支援について、今後も継続して対応して

いく必要があります。 

 

・ 働き方改革関連法が来年から中小企業に適用さ

れることを踏まえ、中小企業に対する啓発活動や

サポート人材の派遣などの取組みを引き続き進め

ていく必要があります。 

 

・ 安心して働ける労働環境の整備について、職場 

におけるハラスメントを防止する取組みを引き続 

き実施していく必要があります。 

(4)観光産業 ① 観光産業の振興 

(5)産業創出・

育成 

① 成長産業の創出・育成 

② 産業集積の促進 

③ 県内産業の成長促進 

(6)就業の促進 ① 就業の促進 

中柱 小柱  部会における二次評価（案） 

(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 

概ね順調に進んでいますが、今後、更なる取組み

が必要です 

(2)神奈川モデ 

ルのショー 

ケース化 

① ヘルスケア・ニューフロ

ンティアの発信 
今後の取組みに向けた意見 

② エネルギー自立型の住

宅・ビル・街の形成をめ

ざす神奈川の発信 

・ 人口増に向けた取組みについて、東京に目を

向けるだけでなく、神奈川とつながりの深い地

方を洗い出しプロモーションを行うなど、より

効果的・効率的に取組みを進めていく必要があ

ります。 
 

・ 移住の促進に向けた取組みについて、移住相談者

の多寡だけに目を向けるのではなく、相談者の属性

の分析や移住促進動画などを通じて、効果的な取組

みにつなげていく必要があります。 
 

・ 留学生の支援について、卒業後も神奈川にとどま

っていただくため、地元企業の紹介などの就職支援

や、その配偶者や家族等も含めた外国籍県民向けの

日本語教育の充実などについて検討していく必要が

あります。 
 

・ 観光客の誘致促進について、市町村のフィルム・

コミッションなどと連携し、神奈川を舞台にした作

品の誘致など、神奈川の魅力を発信する取組みを引

き続き進めていく必要があります。 

③ ロボットと共生する神奈

川の発信 

(3)観光プロモ 

ーションの 

推進 

① 外国人観光客の誘致促進 

② 国内観光客の誘致促進 

(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 

② 三浦半島魅力最大化プロ

ジェクトの推進 

③ かながわシープロジェク

トの推進 

④ マグカルの推進 

⑤ 地域のマグネットとなる

魅力づくり 
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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 

 

基本目標 ４ 活力と魅力あふれるまちづくりを進める 

 

中柱 小柱  部会における二次評価（案） 

(1)結婚から育

児までの切

れ目ない支

援 

① 若い世代の経済的基盤の

安定、社会的自立に向け

た支援 

概ね順調に進んでいますが、今後、更なる取組み

が必要です 

② 結婚の希望をかなえる環

境づくり 
今後の取組みに向けた意見 

③ 妊娠・出産を支える社会

環境の整備 

・ 結婚支援について、民間による主体的な活動

を踏まえた官民の役割分担を行い、結婚の希望

をかなえる環境づくりに取り組んでいく必要が

あります。 

 

・ 医療体制の整備について、従来の補助金によ
る支援だけでなく、労務管理や労働時間短縮な
ど医師の働き方改革につながる取組みを進めて
いく必要があります。 

 

・ 待機児童の解消に向け、保育士の確保が進ま

ない要因についてしっかりと把握した上で、必

要な取組みを進めていく必要があります。 

 

・ 男性の育児参加の促進について、事業所にお

ける男性の育児休業取得率の目標値自体が低い

ことから、目標値の引き上げについて検討する

必要があります。さらに、育児休業の実際の取

得日数についても実態を把握し、男性の育児休

業の取得がさらに進むような効果的な取組みを

進めていく必要があります。   

④ 子育てを応援する社会の

実現 

(2)男女共同参

画の推進 

① 女性の活躍支援と男女共

同参画の推進 

(3)働き方の改

革 

① 多様な働き方ができる環

境づくり 

中柱 小柱  部会における二次評価（案） 

(1)健康長寿の

まちづくり 

① 未病を改善する環境づく

り 
概ね順調に進んでいます 

② 高齢になっても活躍でき

る社会づくり 
今後の取組みに向けた意見 

(2)持続可能な

魅力あるま

ちづくり 

① 人口減少社会に対応した

まちづくりの推進 

・ 未病を改善する環境づくりについて、健康に

無関心や無行動な方々が未病改善に取り組める

よう、今後さらなる取組みを進めていく必要が

あります。 

 

・ 空き家対策について、市町村の実態調査によ

り、管理不全の状況などを把握した上で、市町

村が空き家の利活用を促進するための仕組みづ

くりを県として支援する必要があります。 

 

・ 市街地再開発を促進するため、開発後の状況など

について、市町と情報共有に努める必要がありま

す。 

② 個性豊かなまちづくりの

推進 

③ 安全で安心なまちづくり

の推進 

(3)交通ネット

ワークの充

実  

① 交流と連携を支える道路

網の整備・活用と鉄道網

の整備など 
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Ⅱ 最近の経済動向及び雇用情勢について 
 
 １ 概況 

(1) 全国 
月例経済報告（内閣府） 令和元年９月 19日発表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(2) 県内 

県内金融経済概況（日本銀行横浜支店） 令和元年９月 20日発表 
 

 

 

 

 

 

  

 
 
２ 経済動向 

  (1) 県内総生産の推移 

 

32.76 33.06
32.44 32.62 32.57

34.09 
34.61

32.30 
33.06 

32.58 
32.77 

32.09 

33.16 33.68 

26
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31

32

33

34

35

36

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

県内総生産(名目)

県内総生産(実質)

（兆円）

景気は、輸出を中心に弱さが続いているものの、緩やかに回復している。 
・個人消費は、持ち直している。 
・設備投資は、機械投資に弱さもみられるが、緩やかな増加傾向にある。 
・輸出は、弱含んでいる。 
・生産は、横ばいとなっているものの、一部に弱さが続いている。 
・企業収益は、高い水準で底堅く推移している。企業の業況判断は、製造業を中心
に慎重さが増している。 

・雇用情勢は、着実に改善している。 
・消費者物価は、このところ緩やかに上昇している。 

 
先行きについては、当面、弱さが残るものの、雇用・所得環境の改善が続くなか

で、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待される。ただし、通商
問題を巡る緊張の増大が世界経済に与える影響に注意するとともに、中国経済の先行
き、海外経済の動向と政策に関する不確実性、原油価格の上昇や金融資本市場の変動
の影響に留意する必要がある。 

神奈川県の景気は、海外経済の減速の影響がみられるものの、緩やかに拡大して

いる。 

・個人消費        緩やかに持ち直している。 

・設備投資        増加している。 
・輸  出            弱い動きとなっている。 
・生  産        弱めの動きとなっている。 

・雇用・所得環境     労働需給は引き締まった状態が続いており、 
            雇用・所得環境も着実に改善している。 

資料：神奈川県「平成 28年度県民経済計算」（令和元年７月） 
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  (2) 日本経済の見通し                （前年度比増減率、実質） 

区   分 
2017年度 

(実績) 

2018年度 

（実績） 

2019年度 

(政府経済見通し) 

2019年度 

（７月試算） 

国内総生産 1.9％ 0.7％ 1.3％ 0.9％ 

 設備投資 4.6％ 3.5％ 2.7％ 2.5％ 

資料：「平成31年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」(平成31年１月28日閣議決定） 

    「令和元年度 内閣府年央試算」（令和元年 7 月 29日公表第５回経済財政諮問会議資料） 

 

(3) 神奈川経済の見通し       （前年度比増減率、実質） 

区   分 
2017年度 

(実績見込み) 

2018年度 

(予測) 

2019年度 

(予測) 

県内総生産 1.8％ 1.0％ 0.9％ 

 設備投資 ▲0.5％ 3.5％ 2.6％ 

資料：株式会社 浜銀総合研究所「2019年度の神奈川県内経済見通し」 

（平成31年１月15日発表） 

３ 景気動向 
 (1) 日本銀行 
 

 

 

 

資料： 日本銀行「全国企業短期経済観測調査」（令和元年７月） 

日本銀行横浜支店「企業短期経済観測調査結果」（令和元年７月） 

※ Ｄ.Ｉ(%):「Diffusion Index」の略。業況判断指数(「良い」-「悪い」)の回答社数構成比。 
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4
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14

16

18

20

22

24

H30.6 H30.9 H30.12 H31.3 R1.6 R1.9（予測）

（％） 日本銀行の業況判断（Ｄ.Ｉ ）

県内(全産業)

全国(全産業)

※

・ 県内の６月の全産業業況判断Ｄ.Ｉは、前回（平成31年３月）比で ５ポイント低下 

・ 全国の６月の全産業業況判断Ｄ.Ｉは、前回（平成31年３月）比で ２ポイント低下 
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 (2) 公益財団法人 神奈川産業振興センター 

 

 

 

 

資料：公益財団法人 神奈川産業振興センター「中小企業景気動向調査」（令和元年９月） 
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△ 10.0

0.0

10.0

20.0

H30.10-12 H31.1-3 R1.4-6 R1.7-9 3か月後 6か月後

総合

製造業

商業・サービス業

建設業

県内の中小企業の今期（2019年７月～９月期）の総合業況判断Ｄ.Ｉは、前期 

（2019年４月～６月期)比で7.6ポイント低下 
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(3) 企業倒産件数 

 

 

   

                             

（単位：件、億円） 

区  分 R1.５ R1.６ R1.７ R1.８ (H30.８)  H28年 H29年 H30年 

県

内 

件  数 49 43 56 40 47 524 528 444 

負債総額 73 39 34 27 54 596 818 487 

全

国 

件  数 695 734 802 678 694 8,446 8,405 8,235 

負債総額 1,074 869 934 871 1,212 20,061 31,676 14,854 

資料：株式会社東京商工リサーチ「全国企業倒産状況」（令和元年９月） 

               〃              横浜支店「神奈川県・企業倒産状況」（令和元年９月） 
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４ 雇用情勢 
 (1) 完全失業率 
 

 

                                                                     

（単位：％） 

区  分 H31.４ R1.５ R1.６ R１.７ 

 

H28年 H29年 H30年 

県  内  （2.3）  （－） 3.1 2.7 2.3 

全  国 2.4 2.4 2.3 2.2 3.1 2.8 2.4 

資料：総務省「労働力調査」（令和元年８月）※ 神奈川県の数値は、推計値（四半期平均） 

 

(2) 有効求人倍率 

 

 

 

（単位：倍） 

区  分 H31.４ R1.５ R1.６ R１.７ 

 

H28年 H29年 H30年 

県  内 1.20 1.19 1.19 1.17 1.05 1.15 1.20 

全  国 1.63 1.62 1.61 1.59 1.36 1.50 1.61 

資料：厚生労働省「一般職業紹介状況（季節調整値）」（令和元年８月） 
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全国の７月の完全失業率は、2.2％で前月比で0.1ポイント低下 

県内の７月の有効求人倍率は、1.17 倍で前月比で 0.02 ポイント低下 
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(3) 民間企業における障害者雇用状況 

 

 

 

区  分 H24.6 H25.6 H26.6 H27.6 H28.6 H29.6 H30.6 

県

内 

実雇用率(％)   

※１ 
1.63 1.68 1.75 1.82 1.87 1.92 2.01 

障害者数(人)   

※２ 

(実数)(人) 

15,556 

 

(12,059) 

16,542 

 

(13,062) 

17,946 

 

(14,439) 

19,033 

 

(15,600) 

19,925 

 

(16,539) 

21,040 

 

(17,621) 

22,801 

 

(18,921) 

全

国 

実雇用率(％) 1.69 1.76 1.82 1.88 1.92 1.97 2.05 

障害者数(人)   

(実数)(人) 

382,364 

 

(298,452) 

408,948 

 

(323,839) 

431,226 

 

(344,852) 

453,134 

 

(366,353) 

474,374 

 

(386,606) 

495,795 

 

(406,981) 

534,770 

 

(437,532) 

資料：神奈川労働局 平成 31年４月９日記者発表資料 

厚生労働省  平成 31年４月９日記者発表資料 

 

※１ 実雇用率は、企業の主たる事務所所在地で集計したものである。 

※２ 障害者数とは、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の計であり、短時間労働以外の 

重度身体障害者及び重度知的障害者については法律上、１人を２人に相当するものとして 

ダブルカウントを行い、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短 

時間労働者については法律上、１人を 0.5人に相当するものとして 0.5カウントとしてい 

る。 

 ただし、精神障害者である短時間労働者であっても、次のいずれかに該当する者につい 

ては、１人分としてカウントしている。 

① 平成 27年６月２日以降に採用された者であること 

② 平成 27年６月２日より前に採用された者で、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を 

取得した者であること 
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県内の平成30年６月の実雇用率は、2.01％で前年（平成29年）比では0.09ポイント上昇 
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Ⅲ 台風第 15号に係る対応について 

 

１ 台風第 15号の本県への影響（横浜地方気象台まとめ） 

(1) 台風の概況 

   令和元年９月５日に南鳥島近海で発生した台風第15号は、小笠原近海

を北西に進み、８日には次第に進路を北よりに変え、伊豆諸島北部を北

北東に進んだ。９日３時前に非常に強い勢力で三浦半島付近を通過、９

日５時前に強い勢力で千葉市付近に上陸後、関東地方を北東に進んだ

（以上、速報解析による）。 

 

(2) 降水の状況 

神奈川県では台風の接近に伴い、所々で１時間に30mmを超える激し 

い雨を観測し、横浜では９日３時50分までの１時間に72.0mmの非常に激

しい雨を観測した。８日10時から９日11時までの総降水量は、アメダス

箱根 251.5mm、アメダス相模湖 179.5mm、横浜 177.5mm などを観測し

た。 

 

(3) 風の状況 

８日夜遅くから９日朝にかけて強風となり、９日の最大風速は、 

横浜 23.4m/s、アメダス三浦 21.0m/s、アメダス辻堂 18.7m/s など 

を観測した。 

海上では大しけとなった。 

 

横浜地方気象台における風の観測値 

最大風速   秒速 23.４m 

最大瞬間風速 秒速 41.８m 

 

(4) 気象警報等の状況 

県内では、９月８日17時２分に大雨警報、暴風警報が発表され、その 

後、洪水警報が発表された。これらの警報は、９月９日10時24分まで 

に全て解除された。 

 

２ 産業労働局における対応 

  (1) 県内中小企業に対する支援 

  ア 「特別相談窓口」の設置 

    金融課、（公財）神奈川産業振興センター及び神奈川県信用保証協

会に、令和元年９月12日から「特別相談窓口」を設置し、資金繰り等

の相談対応を開始した。 
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  イ 横浜市金沢臨海部産業団地への支援 

    甚大な被害を受けた横浜市の金沢臨海部産業団地において、県中小

企業団体中央会、横浜商工会議所と連携して、９月19日から巡回相談

を実施している。 

    また、横浜市と連携し、（公財）横浜経営支援財団が設置した現地

相談窓口において、（公財）神奈川産業振興センター及び県信用保証

協会の職員が、９月18日から相談に対応している。 

 

ウ 「令和元年台風第15号特別支援融資」の新設 

    被害を受けた県内中小企業者の復旧のための資金繰り支援として新

設した、「令和元年台風第15号特別支援融資」の融資相談を、９月17

日から開始した。 

 

エ 「セーフティネット保証４号」に対応した別枠融資「令和元年台風

第15号特別支援融資（別枠）」を追加 

横浜市内の産業団地で多くの中小企業者が被害を受けたことから、

「セーフティネット保証４号」の指定地域に、横浜市を指定するよう、

国に対し要請し、９月25日に告示された。 

この告示を受け、中小企業者が通常利用できる融資枠とは別枠（最

大２億８千万円）の「セーフティネット保証４号」に対応した「令和

元年台風第15号特別支援融資（別枠）」を制度融資に追加し、同日か

ら融資相談を開始した。 

 

 (2) 国への要望 

    ９月18日に実施した、内閣官房長官及び経済産業副大臣の金沢臨海部

産業団地視察の際に、県内中小企業に対する、国の金融・財政面での

支援について、要望書を提出した。 
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Ⅳ 新たな企業誘致施策「セレクト神奈川ＮＥＸＴ」の推進について 

 

１ 趣旨 

県では、平成28年度から、県内経済の活性化と雇用の創出を目指し、企業

誘致施策「セレクト神奈川100」により企業誘致を推進している。この企業誘

致施策は、県内市町村や関係団体等から非常に高く評価されており、今後も

企業の誘致に大きな効果が見込まれることから、継続して取り組む必要があ

る。 

そこで、市町村、経済団体との議論等を踏まえ、企業動向や経済状況に対

応できるよう、新たな企業誘致施策の素案を取りまとめ、令和元年６月に基

本的な考え方等を議会に報告した。このたび、パブリック・コメント（県民

意見募集）による県民からの意見等を踏まえ、新たな企業誘致施策「セレク

ト神奈川ＮＥＸＴ」の案を取りまとめたので、これまでの経緯も含め報告す

る。 

 

２ 市町村意見照会の結果 

  新たな企業誘致施策(素案)を令和元年６月に報告するに当たり、事前に県

内市町村へ当該施策について意見照会を行った。 

 

（１）照会時期 

令和元年５月７日から５月20日まで 

（２）照会対象・回答数 

・33市町村（回答：33市町村） 

（３）主な意見 

・県内再投資の支援策拡充や中小企業への支援の見直し（５％から 

６％への拡充）については非常に望ましい。 

   ・既存の県内企業が使いやすい支援策を引き続き実施していただきたい。 

   ・低利融資について、特区等の利用に係る優遇利率は維持してもらいた

い。 
   

３ 新たな企業誘致施策(素案)に対するパブリック・コメント（県民意見募集）

の結果 

 

（１）募集期間 

令和元年７月８日から８月６日まで 

（２）意見数 

10件（意見提出者数：５名） 
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（３）意見の内訳 
区 分 延べ件数 

支援施策の内容について ７件 

実施目標について １件 

その他 ２件 

合 計 10件 

（４）意見の反映状況 
 

       

（５）主な意見 

ア 案に反映したもの 

     ・宿泊施設に関して「立地に当たっては、個別案件毎に市町村の意

向を確認する」とはどういう意味なのか分かりづらいので、もう

少し分かりやすく記載してほしい。 

     ・現行「15年以内」の融資期間を「見直し」て「超長期で検討」と

しているのだし、融資を受ける側としては長いに越したことはな

いので、20年以内としてもらいたい。 

     ・「特区等利用」の場合の低利融資の補助率の優遇については継続

してほしい。 

   イ 既に素案に盛り込んでいるもの 

     ・要件はできる限り緩和して対象を広げてほしい。 

   ウ 今後の取組の参考とするもの 

     ・「娯楽業（テーマパークに限る）」とあるが、横浜以外にはでき

ないと思う。現状アピールしている観光を改めて見直し、拡充を

図ったうえで次に取り組むべき。 

・実施目標は、令和５年度の１年間についても設定して取り組むべ

きではないか。 

     エ 案に反映しないもの 

     ・全製造業を対象にしてほしい。   

   オ その他（感想等） 

     ・対日直接投資の拡大は日本にとっても一丁目一番地と言える取組

なので、神奈川県が先頭に立って、ジェトロなどと連携しながら、

引き続き取り組んでいただきたい。 

区 分 延べ件数 

案に反映したもの ３件 

既に素案に盛り込んでいるもの ２件 

今後の取組の参考とするもの ３件 

案に反映しないもの １件 

その他（感想等） １件 

合 計 10件 
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４ 新たな企業誘致施策「セレクト神奈川ＮＥＸＴ」（案） 

県内経済の活性化と雇用の創出を目指し、経済のエンジンを回していくた 

めには、引き続き、企業誘致を推進していく必要がある。 

  そこで、これまでの企業誘致施策を進める中での課題に対応し、今後も本

県の高度な産業集積の維持・発展を図るため、企業誘致施策「セレクト神奈

川ＮＥＸＴ」を策定する。 

 

（１）施策の方向性 

   ・ 「セレクト神奈川100」と同様に、今後の成長が見込まれる産業の

企業等をターゲットとして誘致を進める。 

   ・ 引き続き、国家戦略特区等の推進など、県の施策との連携を図る。 

   ・ 広域的な交通アクセスが向上し、また近隣他県でも様々な企業誘致

施策に取り組んでいることから、地域間競争が激しくなっている。そ

のため、県内企業の再投資についても、支援策を拡充することにより、

本県の高度な産業集積の維持、発展を図る。 

   ・ 限りある財源の中で、中小企業への支援を手厚くする。 

   ・ 県内の企業立地件数の地域による偏りが課題となっていることから、

それを解消するため、特定の地域を対象に、「地域振興型産業」を支

援対象の産業に追加するとともに、宿泊施設については、地域を限定

して支援の要件を緩和する。 
 

（２）実施目標 

    本施策は、「かながわグランドデザイン第３期実施計画」のプロジェ

クトの数値目標である「企業立地支援件数」を達成するための施策とし

て位置付け、2019（令和元）年度から2022（令和４）年度までに、県

外・国外からの企業誘致件数と県内企業の再投資の件数の合計で200件

をめざす。 
 

（３）取組期間 

     令和元年11月１日から６年３月31日まで 
 

（４）施策の内容 

   ア 支援の対象とする産業・業種 

   (ｱ) 対象とする産業分野 

未病関連産業、ロボット関連産業、エネルギー関連産業、観光関

連産業、先端素材関連産業、先端医療関連産業、IT/エレクトロニク

ス関連産業、輸送用機械器具関連産業、地域振興型産業(横須賀・三浦地

域又は県西地域において行われる食料品・飲料製造業) 
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    (ｲ) 対象とする業種 

「製造業」、「電気業（発電所に限る）」、「情報通信業」、

「卸売業（ファブレス企業に限る）」、「小売業（デューティーフ

リーショップに限る）」、「学術研究、専門・技術サービス業」、

「宿泊業（旅館、ホテルに限る）」、「娯楽業（テーマパークに限

る）」 

 

   イ 立地を促進するための支援策 

(ｱ) 支援策の対象とする企業の要件（企業誘致促進賃料補助金及び外国企業立上

げ支援補助金を除く） 
        

       

       

※ その他の地域での立地に際しては、総客室面積が600㎡以上で、②から④まで 

の要件を満たす施設についても対象とする 

立地に当たっては、個別事業計画毎に事前に市町村の意向を確認し、支援の 

可否を決定する 

    (ｲ) 支援策の内容 

      a 企業立地促進補助金 

これまで、県外から立地する企業に限定していた補助金につい

て、県内再投資の企業も対象とし、土地・建物・設備への投資額

に一定割合を乗じた金額を上限額の範囲内で補助する。 

支援対象：県外からの立地、県内再投資 

補 助 額：[大 企 業]投資額の３％、上限５億円 

 [中小企業]投資額の６％、上限５億円 

       次の要件を満たす場合は[大 企 業]投資額の６％、上限10億円 

                   [中小企業]投資額の12％、上限10億円 

           ○ 特区制度等を活用する場合 

        ○ エネルギー関連産業 

・ 薄膜太陽電池の研究開発又は製造を行う場合 

・ 水素発電所を設置する場合  

 全業種（宿泊施設を除く） 宿泊施設（旅館、ホテル） 

投資額 
大 企 業 20億円以上 

中小企業 ５千万円以上 
― 

雇用人数 
大 企 業 50人以上 

中小企業 10人以上 
― 

その他 

小売業は、関税法第42条に

基づく保税蔵置場の許可を

受けること 

① 客室数100室以上(横浜・川崎地域)  

客室数30室以上※(その他の地域) 

② 平均客室面積20㎡以上 

③ 国際観光ホテル整備法に規定

するホテル、旅館の施設基準を

満たすこと 

④ 日本政府観光局認定外国人観

光案内所の設置の要件を満たす

こと 
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        ○ 観光関連産業（旅館、ホテル） 

          ・ 客室面積が平均40㎡以上、かつ、リムジンバスの発

着所を設置すること 

 

      b 企業誘致促進賃料補助金 

多様な立地形態に合わせた支援を行うため、賃貸借により工 

場、オフィス等を設置する場合に、その賃料を補助し、県内へ

の定着を図る。 

支援対象：県外からの立地、県内再投資（外国企業に限る） 

要  件：雇用人数 大企業50人以上、中小企業10人以上※ 

      （外国企業の場合は、雇用人数５人以上、うち少

なくとも３人は、日本人又は定住者等） 
        ※ 横須賀・三浦及び県西地域への立地に当たっては５人以上 

        補 助 額：賃料月額の１/３、補助期間６か月、上限600万円 

次の要件を満たす場合は賃料月額の１/２、補助期間６か月、

上限900万円 

○ 特区制度等を活用する場合 

○ エネルギー関連産業 

・ 薄膜太陽電池の研究開発又は製造を行う場合 

 

c 企業立地促進融資 

県が金融機関へ利子補給を行い、金融機関が超長期・固定の

低利融資を実施し、立地のインセンティブを高める。現行の制

度より、県内企業の再投資への支援策の拡充を行うとともに、

月々の返済負担の軽減を図るため、全国トップの融資期間20年

とする。 

支援対象：県外からの立地、県内再投資（いずれも中小企業、

中堅企業（資本金10億円未満の企業）に限る） 

融 資 額：最大10億円で事業費の80％以内 

融資期間：20年以内（２年以内の据置期間含む） 

利  率：15年以内     1.2％以内 

      15年超20年以内  1.7％以内 

次の要件を満たす場合は 

利  率：15年以内     0.9％以内 

15年超20年以内  1.4％以内 

           ○ 特区制度等を活用する場合 

        ○ エネルギー関連産業 

          ・ 薄膜太陽電池の研究開発又は製造を行う場合 

          ・ 水素発電所を設置する場合 

        ○ 観光関連産業（ホテル、旅館） 
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          ・ 客室面積が平均40㎡以上、かつ、リムジンバスの発

着所を設置すること 
 

       d 税制措置 

        企業の立地を促進するため、取得不動産の不動産取得税を 

２分の１軽減する。 

        なお、都市再生緊急整備地域では、地域決定型地方税制特例

措置（令和３年３月31日まで）を活用し、不動産取得税をさら

に10分の３又は10分の６軽減することにより、最大で５分の４

を軽減する。 

        支援対象：県外からの立地、県内再投資 
 

       e 外国企業立上げ支援補助金 

        外国企業の立上げを支援するため、専門家によるコンサルティ

ングや会社設立手続き等に係る費用の一部を補助する。 

         補助金額：拠点設立時の経費の２分の１（上限200万円） 
 

   ウ その他の経済的インセンティブ 

     神奈川県営水道利用加入金の減額制度 

セレクト神奈川ＮＥＸＴの事業認定を受けた企業が県営水道の給水 

区域に水道の新設等を行う場合、その水道利用加入金の50％を減額す 

る。 
 

   エ 経済的インセンティブ以外の支援策 

    (ｱ) 企業への充実したサポート体制 

企業が本県への立地を相談した場合に、用地情報の提供、人材確

保育成支援、立地に係る諸手続や環境アセスメントに関する相談対

応等の各種サービスを一元的に受けられる体制を整備し、企業ごと

に担当職員を決めて、きめ細やかな対応を行う。 
 

    (ｲ)  企業の立地に向けた環境整備 

      市街化調整区域のうちインターチェンジ周辺の幹線道路沿線等に

工場の立地を認めるなど、土地利用の規制緩和等による産業用地の

確保や、交通インフラの整備など、神奈川に立地するメリットを向

上させるための取組を行う。 
    
（５）本施策（セレクト神奈川ＮＥＸＴ）のＰＲ 

企業の立地を促進するため、制度概要を記載したパンフレットの作 

成・配布や、知事によるトップセミナー・トップセールスの実施などに

より、神奈川の魅力や立地優位性と併せて本施策の内容を積極的にＰＲ

する。  
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現行制度と「セレクト神奈川ＮＥＸＴ」(案)の比較〔変更点のみ〕 

 「セレクト神奈川100」（現行） 「セレクト神奈川ＮＥＸＴ」(案) 

対

象

産

業 

未病関連、ロボット関連、エネルギー関

連、観光関連、先端素材関連、先端医療関

連、IT/エレクトロニクス関連、輸送用機械

器具関連産業 

一部

拡充 

未病関連、ロボット関連、エネルギー関

連、観光関連、先端素材関連、先端医療関

連、IT/エレクトロニクス関連、輸送用機械

器具関連、地域振興型産業(横須賀・三浦地域又

は県西地域において行われる食料品・飲料製造業) 

対

象

業

種 

「製造業」、「電気業(発電所に限る)」、

「情報通信業」、「卸売業(ファブレス企業

に限る)」、「小売業(デューティーフリー

ショップに限る)」、「学術研究、専門・技

術サービス業」、「宿泊業(ホテルに限

る)」、「娯楽業(テーマパークに限る)」 

拡充 

「製造業」、「電気業(発電所に限る)」、

「情報通信業」、「卸売業(ファブレス企業

に限る)」、「小売業(デューティーフリー

ショップに限る)」、「学術研究、専門・技

術サービス業」、「宿泊業(旅館、ホテルに

限る)」、「娯楽業(テーマパークに限る)」 

要  

 

件 

雇用要件 
（宿泊施設を 

除く） 

大企業 50名以上 継続 大企業 50名以上 

中小企業 10名以上 
一部 

緩和 
中小企業 

10名以上(賃料補助金について

は５名以上(横須賀・三浦、県西地域

のみ)) 

宿泊施設 

＜ホテル＞ ＜旅館、ホテル＞ 

① 客室100室以上 

② 平均客室面積20㎡以上 

③ 国際観光ホテル 

④ JNTO外国人観光案内所 
【特区等利用：上記に加え、平均客

室面積40㎡以上かつリムジンバス発

着所の設置】 

継続 ≪横浜・川崎地域≫ 

緩和 

≪その他の地域≫ 

① 客室30室以上※ 

② 平均客室面積20㎡以上 

③ 国際観光ホテル、旅館 

④ JNTO外国人観光案内所 
【特区等利用：上記に加え、平均客室面積40㎡

以上かつリムジンバス発着所の設置】 

※総客室面積が600㎡以上で②～④の要件を満た

す宿泊施設も対象とする 

・立地に当たっては、個別事業計画毎に市町村

の意向を確認し、支援の可否を決定する 

支  

 

援  

 

策 

補助金 

＜県外・国外のみ＞ ＜県外・国外、県内再投資＞ 

投資額の５％（上限５億円） 

【特区等利用】 

投資額の10％（上限10億円） 

見直し 大企業 

投資額の３％（上限５億円） 

【特区等利用】 

投資額の６％（上限10億円） 

拡充 中小企業 

投資額の６％（上限５億円） 

【特区等利用】 

投資額の12％（上限10億円） 

税制措置 不動産取得税の1/2軽減 継続 不動産取得税の1/2軽減 

低利融資 

＜中小・中堅企業(資本金10億円未満

の企業)限定＞  

融資限度額10億円（投資額の80％

以内） 
融資期間15年以内（２年以内の

据置期間含む） 

【県外・国外、特区等利用】 

利 率0.9％以内(当初５年間) 

利 率1.2％以内(６年目以降) 

【県内再投資】 

利 率1.5％以内 

一部 

拡充 

＜中小・中堅企業(資本金10億円未満の企業)限定＞ 

 

融資限度額 最大10億円（投資額の80％以内） 

 

融資期間 20年以内（２年以内の据置期間

含む） 

利 率 15年以内    1.2％以内 

    15年超20年以内 1.7％以内 

【特区等利用】 

利 率 15年以内    0.9％以内 

    15年超20年以内 1.4％以内 

 

参考 
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Ⅴ 「神奈川県再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例」の見直し 

について 

 

平成 26年４月１日に施行した「神奈川県再生可能エネルギーの導入等

の促進に関する条例」については、その附則において「知事は、この条 

例の施行の日から起算して５年を経過するごとに、この条例の施行の状 

況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものと 

する。」と定められていることから、条例の見直しを行う全庁的な仕組 

みを定める「神奈川県条例の見直しに関する要綱」に基づき見直し作業 

を行ったので、その結果を報告する。 

 

条例の見直しの結果 

条例名 見直し結果 

神奈川県再生可能エネルギーの導

入等の促進に関する条例 

 現行条例の運用上の課題は見受け

られず、現時点では改正・廃止及び

運用の改善等の必要はない。 

  
 （参考） 

条例名 神奈川県再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例 

条例番号 平成 25年神奈川県条例第 96号 

条例の概要 

再生可能エネルギーの導入等の促進について、県、事業者及び県民の責

務を明らかにするとともに、再生可能エネルギーの導入等の促進に関する

施策の基本となる事項を定めている。 

見

直

し

結

果 

必要性 本条例は、再生可能エネルギーの導入等の促進について、県、事業者及

び県民の責務を明らかにするとともに、再生可能エネルギーの導入等の促

進に関する施策の基本となる事項について定めたものであり、引き続き再

生可能エネルギーの導入等の促進を図る必要があることから、現在におい

ても必要な条例である。 

有効性 本条例第７条第１項に基づき、再生可能エネルギーの導入等の促進に関

する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、「かながわスマートエネ

ルギー計画」を策定している。当該計画により、県民及び事業者等による

導入の促進が図られていることから、有効に機能している。 

効率性 本条例第７条第１項に基づき「かながわスマートエネルギー計画」を定

め、かながわスマートエネルギー計画検討会や広く県民等から意見を聴く

など必要な措置を講じた上で計画的に推進している。また、当該計画に沿

った施策の実施結果について、かながわスマートエネルギー計画検討会の

助言を受けるなど検証しており、効率的に推進している。 

基本方針 

適合性 

本条例に基づく施策は、「かながわグランドデザイン 第３期実施計

画」の主要施策「１ 政策分野別の体系」中の「Ⅰ エネルギー・環境」

の施策体系に位置付けられていることから、基本方針に適合している。 

適法性 本条例は、県経済の発展及び県民の生活の安定に寄与することを目的と

して、県、事業者及び県民の努力義務などを定めたものであることから、

憲法、法令に抵触するものではない。 

結論 現行条例の運用上の課題は見受けられず、現時点では、改正・廃止及び運

用の改善等の必要はない。 
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Ⅵ 「神奈川県中小企業・小規模企業活性化推進条例」の見直しについて 

 

平成 21 年４月１日に施行し、平成 27 年 10 月 20 日に一部改正・施行し

た「神奈川県中小企業・小規模企業活性化推進条例」については、その附

則において「知事は、この条例の施行の日から起算して５年を経過するご

とに、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必

要な措置を講ずるものとする。」と定められていることから、条例の見直

しを行う全庁的な仕組みを定める「神奈川県条例の見直しに関する要綱」

に基づき見直し作業を行ったので、その結果を報告する。 

 

条例の見直しの結果 

条例名 見直し結果 

神奈川県中小企業・小規模企業活

性化推進条例 

 現行条例の運用上の課題は見受け

られず、現時点では改正・廃止及び

運用の改善等の必要はない。 

  
 （参考） 

条例名 神奈川県中小企業・小規模企業活性化推進条例 

条例番号 平成 20年神奈川県条例第 46号 

条例の概要 

中小企業の振興について、基本理念を定め、並びに県、中小企業者、中

小企業に関する団体、大企業者、大学等及び県民の責務を明らかにすると

ともに、中小企業の振興に関する施策の基本となる事項を定めている。 

見

直

し

結

果 

必要性 中小企業の振興は、国や市町村との役割分担を図りつつ、県として取り

組むべき重要な課題であり、本条例により、県が計画的に施策の推進に取

り組むことに加えて、中小企業者、中小企業に関する団体、市町村など

様々な主体の連携・協働を促進することで、小規模企業の事業の持続的な

発展をはじめとする中小企業活性化の取組の効果がより高まるものであ

り、本条例は、現在においても必要である。 

有効性 中小企業の振興に関する施策が、総合的かつ計画的に推進されており、

本条例は有効である。特に、小規模企業が地域住民の生活の向上並びに地

域における経済の安定及び発展に寄与する重要な意義を有する存在である

ことに鑑み、その活力が最大限に発揮され、その事業の持続的な発展が図

られるよう配慮している。 

効率性 本条例では、県民、中小企業者その他の関係者や、学識経験者等によっ

て構成される「神奈川県中小企業・小規模企業活性化推進審議会」の意見

を聴いた上で「中小企業・小規模企業活性化推進計画」を定め、施策の実

施状況を検証し、その結果を施策に反映させることとしている。これによ

り、中小企業の振興に関する施策が、効果的・効率的に推進されている。 

基本方針 

適合性 

本条例に基づく施策は、「かながわグランドデザイン 実施計画」の主

要施策の政策分野Ⅲ「産業・労働」の施策体系に適合している。 

適法性 本条例は、中小企業基本法及び小規模企業振興基本法の基本理念に則

り、法に定められた地方公共団体の責務として施策を策定し、実施するた

めに定めたものであり、憲法、法令に抵触するものではない。 

結論 現行条例の運用上の課題は見受けられず、現時点では、改正・廃止及び

運用の改善等の必要はない。 
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Ⅶ 株式会社横浜インポートマートの株式売却について 

 
 県議会平成31年第１回定例会の本委員会に報告した株式会社横浜インポー
トマートの株式売却について、売却が完了したので、その結果を報告する。 
 

１ 横浜インポートマートの概要 

株式会社横浜インポートマートは、「輸入の促進及び対内投資事業の円滑

化に関する臨時措置法」（平成18年に廃止）に基づき、横浜市が輸入促進地

域に指定されたことを受け、「輸入促進及び対内投資の促進」「地域経済の

活性化」「市民生活の豊かさの実現」を目標に横浜市主導で設立された第三

セクターである。 

県は、県内産業の国際化や輸入関連産業の振興等、本県の産業政策に合 

致し、事業内容に先導性、広域性があるとして、同社の立ち上げ期支援の 

ために出資した。 

設 立：平成７年３月28日 

所 在 地：横浜市中区新港二丁目２番１号 

資 本 金：71億29百万円 

県 の 関 与：平成７～10年度にかけて計10億５千万円を出資 

出資比率14.73％ 

その他出資者：横浜市（筆頭株主） 出資比率39.84％ 

（H31.2.28時点）その他32社（合計） 出資比率45.43％ 

 

２ 株式売却の経緯 

同社は、平成15年度決算以降、経常黒字を続け、平成27年度決算におい 

ては累積損失を解消したため、今後は自立的な運営ができる見込みである。 

こうした中、筆頭株主の横浜市は、民間主体の経営移行に向け、令和元年

７月12日に入札を実施し、株式売却先を決定した。 

県としても、既に出資目的を果たしており、今後も施設の運営に関与し

続ける意義はないことから、民間主体の経営移行後も同社を引き続き安定

的に運営できる相手へ売却することとし、事前公募を経た上で株式を売却

した。 

 
３ 売却相手 
  千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１ 
  イオンモール株式会社  

代表取締役 吉田昭夫 
 

４ 契約締結日及び売却金額 

  令和元年８月19日 

  1,059,786,000円（１株50,466円×21,000株） 

  ※１株あたりの額面金額は50,000円 
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Ⅷ 中小企業制度融資の取組について 
   

１ 融資実績 

令和元年度（６月末）の融資実績は、257億円余（対前年同期比95.4％）

となった。 

このうち、年度当初に融資メニューを拡充した、制度融資の借換を支

援する「借換支援融資」、県内の創業を支援する「創業支援融資」の融

資実績は、それぞれ前年同期と比べ増加した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：百万円）

件数 金額 件数 金額 件数 金額

897 16,907 759 13,192 716 12,581 △ 611

357 1,580 396 1,965 378 1,924 △ 41

540 15,326 363 11,227 338 10,657 △ 569

168 5,368 59 2,287 45 1,955 △ 331

345 9,101 271 7,800 228 6,456 △ 1,344

22 675 22 740 53 1,962 1,221

1 37 2 41 4 85 44

718 10,660 772 12,577 709 12,051 △ 526

小規模事業資金 299 2,839 467 6,170 431 5,830 △ 340

事業振興資金　 419 7,820 305 6,407 278 6,221 △ 185

ライフステージ対応型資金 133 960,940 155 1,205 160 1,105 △ 99

ライフステージ別資金 128 908 151 1,151 159 1,105 △ 46

(創業期）創業支援融資 118 749 143 1,038 155 1,058 20

(拡大期）新たな事業展開対策融資等 10 158 8 113 4 47 △ 66

(再生期）事業承継関連融資 - - 0 0 0 0 -

政策連動資金 5 52 4 53 1 0 △ 53

1,748 28,528 1,686 26,975 1,585 25,738 △ 1,237

Ｒ１-Ｈ30
増減額

体質強化型資金

合　　　　計

小口零細企業保証資金

経営安定資金

セーフティネット保証５号

売上・利益減少対策融資

借換支援融資

条件変更改善借換融資

経営安定型資金

区          分
平成29年度（6月末） 平成30年度（6月末） 令和元年度（6月末）

※令和元年度実績(６月末合計)の対前年同期比は、件数が 94.0％、金額が 95.4％となった。 
※令和元年度から「一般枠」と「資金繰り応援融資」を統合し、「売上・利益減少対策融資」と
し、また、「経営改善借換サポート融資」は、「条件変更改善借換融資」と呼称している。 

※端数処理の関係で、資金ごとの金額の合計と「合計」の金額が一致しない場合がある。 
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２ 年度途中の取組 

(1) 令和元年８月１日における制度の新設・拡充 

ア 「ＳＤＧｓパートナー支援融資」の新設 

ＳＤＧｓに取り組む中小企業者を金融面で支援するため、かながわ

ＳＤＧｓパートナーに登録している中小企業者を融資対象とする「Ｓ

ＤＧｓパートナー支援融資」を新設した。 

   

イ 「ソーラー発電等促進融資」の拡充 

地震や台風などの災害時にも一定の電力が確保できるよう、中小企

業者のソーラー発電設備の設置を支援する「ソーラー発電等促進融資」

について、設備資金の融資期間を最長10年から20年に延長し、融資限

度額を1,500万円から3,000万円に引き上げ、蓄電池単独の設置も融資

対象とした。 

 

ウ 事業振興資金「生産性向上支援融資」の拡充 

    中小企業者の設備導入の促進を図るため、「生産性向上支援融資」

の設備資金に係る融資期間を最長10年から15年に延長した。 

 

(2) 令和元年台風第15号により影響を受ける県内中小企業者への支援 

ア 「特別相談窓口」の設置 

金融課、（公財）神奈川産業振興センター及び神奈川県信用保証

協会に、令和元年９月12日から「特別相談窓口」を設置し、資金繰

り等の相談対応を開始した。 

   

イ 横浜市金沢臨海部産業団地への支援 

    甚大な被害を受けた横浜市の金沢臨海部産業団地において、県中小

企業団体中央会、横浜商工会議所と連携して、９月19日から巡回相談

を実施している。 

    また、横浜市と連携し、（公財）横浜経営支援財団が設置した現地

相談窓口において、（公財）神奈川産業振興センター及び県信用保証

協会の職員が、９月18日から相談に対応している。 

 

ウ 「令和元年台風第15号特別支援融資」の新設 

被害を受けた県内中小企業者の復旧のための資金繰り支援として

新設した、「令和元年台風第15号特別支援融資」の融資相談を、９

月17日から開始した。 
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  エ 「セーフティネット保証４号」に対応した別枠融資「令和元年台

風第15号特別支援融資（別枠）」を追加 

横浜市内の産業団地で多くの中小企業者が被害を受けたことから、

「セーフティネット保証４号」の指定地域に、横浜市を指定するよう、

国に対し要請し、９月25日に告示された。 

この告示を受け、中小企業者が通常利用できる融資枠とは別枠（最

大２億８千万円）の「セーフティネット保証４号」に対応した「令和

元年台風第15号特別支援融資（別枠）」を制度融資に追加し、同日か

ら融資相談を開始した。 
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Ⅸ 神奈川県立かながわ労働プラザの指定管理者の募集について 
  

１ 指定管理者の募集について 

県では、住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、神奈川県立かながわ労働プラザについては、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（第４期）の募

集等を行う。 

 

２ 施設の目的・概要 

(1) 設置目的 

産業構造の転換、高齢化、女性の職場進出、外国人労働者問題など

労働環境が大きく変化する中で、労働問題は多様化するとともに複雑

化・高度化してきた。こうした労働問題に対応するため、県域を対象

とする労働行政サービス機関・団体の集積と相互連携による総合的な

労働行政サービス提供機能を備えた中核的な施設として「かながわ労

働プラザ」を建設した。 

(2) 施設概要 

所在地     横浜市中区寿町１－４（勤労会館跡地） 

構造・規模等  鉄骨鉄筋コンクリート造 地下２階地上９階建 

         敷地面積     ２，５８１．９８㎡ 

延床面積    １３，８６６．７０㎡ 

（指定管理対象部分 ５，０５５．２５㎡ 

         多目的ホール、会議室各種、ギャラリー等） 

総工事費    ９２億５千万円 

（工事期間 平成５年３月～７年８月） 

開所時期    平成７年10月１日 

入居機関（県）  かながわ労働センター、障害者雇用促進センター、  

労働委員会事務局 

入居団体    （公財）神奈川県労働福祉協会、神奈川県ホーム 

レス就業支援協議会、神奈川県労働者福祉協議会、 

神奈川県職業能力開発協会、（公社）神奈川県シ 

ルバー人材センター連合会、神奈川県技能士連合 

会、（一社）日本労働安全衛生コンサルタント会 

神奈川支部、中央労働災害防止協会関東安全衛生 

サービスセンター 

 

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。 
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また、利用者から寄せられた意見や要望に対し、早急に対応策を検討し

て対策を講じているなど、利用者へのサービスの向上や、施設の管理運営

経費の節減などの効果が認められ、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。 

 
<参考１> 指定管理業務に係る収支状況                          （単位：千円、％） 

年度 収入 a 支出 b 収支差額 c=a-b 収支差額率 c/a×100 

H28 
134,709 

（0）※1 

137,261 

（2,700）※2 
－2,552 －1.9 

H29 
138,799 

（0）※1 

139,281 

（2,700）※2 
－482 －0.3 

H30 
137,808 

（7,852）※1 

136,463 

（0）※2 
1,345 1.0 

合 計 
411,316 

（7,852）※1 

413,005 

（5,400）※2 
－1,689 －0.4 

指定管理料等の積算に影響を与える状況変化  有・無 

平成30年度に県が実施した空調設備更新工事により、かながわ労働プラザ内の会議室等施設の一部が利用できなくなり、

指定管理者の施設利用料金収入等に影響が出ることから、当該年度の納付金を免除し、県から指定管理者に対し指定管

理料を支出した。 

※1 指定管理料（内数） 

※2 県に支払う納付金（内数） 

 
<参考２> 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 － － － 

障害者雇用企業等 

設備保守管理業務及

び電話交換業務 
３ 42,105 

H28～H30年度実績 

提案にはなかったが

障害者雇用企業に発

注 

中央監視装置等 

保守点検業務 
３ 7,493 

H28～H30年度実績 

提案にはなかったが

障害者雇用企業に発

注 

警備業務 

（有人常駐） 
３ 40,606 

H28～H30年度実績 

提案にはなかったが

障害者雇用企業に発

注 

清掃業務 ３ 34,996 

H28～H30年度実績 

提案にはなかったが

障害者雇用企業に発

注 

 

４ 募集の方法 

公募により募集 

 

５ 指定期間 

５年間（令和３年４月１日～令和８年３月31日） 
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６ 募集単位 

神奈川県立かながわ労働プラザ 

 

７ 選定基準の考え方 

(1) 指定管理者に求める能力・内容  

ア 指定管理業務実施にあたっての考え方、運営方針等 

イ 施設の維持管理                    

ウ 利用促進のための取組、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 

(2) 選定基準の作成にあたって重視する視点  

ア 施設の維持管理 

・清掃業務、保守点検業務、受付業務、警備業務等についての実施方

針 

イ 利用促進のための取組、利用者への対応、利用料金 

・より多くの利用を図るために実施する事業の実施方針、内容等 

・施設の特性をより効果的に活かすために行う自主事業の内容等 

ウ  事故防止等安全管理 

・通常の指定管理業務を行う際の事故防止等の取組内容 

エ  地域と連携した魅力ある施設づくり 

・地元企業への業務委託等による迅速かつきめ細かいサービスの提供

に向けた取組内容 

オ 人的な能力、執行体制 

・指定期間を通じて効果的・効率的に指定管理業務を行うための人員

配置や、人材育成、職員採用の状況 

カ 財政的な能力 

・安定した指定管理業務の実施を判断する指標としての団体等の経営

状況、団体等の事業の継続性・安定性の度合い、団体等の事業の信

頼性の度合い 

キ  コンプライアンス、社会貢献 

・指定管理業務を行う際の環境へ配慮の状況 

・法定雇用率の達成状況等、障害者雇用促進の考え方と実績 
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ク 事故・不祥事への対応、個人情報保護 

・個人情報保護についての方針・体制、職員に対する教育・研究体制

及び個人情報の取扱いの状況 

(3) 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 

高荒 敏明 男 弁護士 
法務全般 

(法務識見者) 

有 

（H22、H27年度か

ながわ労働プラザ

外部評価委員会） 

本県の労働委員会委員（公

益委員(H16.4～H28.4)）や

横浜家庭裁判所家事調停委

員を務めており、労働法を

はじめとした法務全般にわ

たる知識、造詣が深い。 

山本 圭子 女 

法政大学 

法学部講

師 

労働法 

(学識経験者) 

有 

（H17、H22、H27年

度かながわ労働プ

ラザ外部評価委員

会） 

労働法の専門家として労働

判例や労働行政に精通して

いるだけでなく、本県や東

京都の労働相談員を務める

等、労働行政の実務にも明

るい。 

仁科   亮 男 

中小企業

診断士 

社会保険

労務士 

財務審査 

(経理識見者) 

有 

（H17、H22、H27年

度かながわ労働プ

ラザ外部評価委員

会） 

社会福祉法人神奈川県社会

福祉協議会の福祉施設経営

運営の専門相談員を務めて

おり、商業経営全般・人事

労務管理全般に精通してい

る。 

柴田 千尋 女 
公認会計

士 

財務審査 

(経理識見者) 
無 

公認会計士協会神奈川県会

の研修委員会委員を務めて

おり、経理・税務全般に精

通している。 
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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 

中里   経 男 

中央労働
災害防止
協会 
関東安全
衛生サー
ビスセン
ター 
専門役 

利用者代表 

有 

（H27年度かながわ

労働プラザ外部評

価委員会） 

事業主の自主的な労働災害

防止活動の促進を通じて、

安全衛生の向上を図ること

を目的に、災害防止団体法

に基づき、昭和39年に設立

された。かながわ労働プラ

ザでは事業者向けのセミナ

ーや研修を行っている。 

 

 

９ 今後のスケジュール（予定） 

令和元年 ９月  第３回定例会（前半）に、選定の考え方等を報告 

 11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回定例会（後半）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 

 
 


