
 

 

令和２年度 

大学発・事業提案制度 

募 集 要 項 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

応募受付期間：令和２年４月１日（水）から令和２年６月３０日（火）まで 

                        ※６月３０日必着 

 
 

令和２年３月 

（令和２年５月改定） 

 

神奈川県 政策局 ＳＤＧｓ推進課 
 

〒231-8588 横浜市中区日本大通１ 

電 話   045(285)0908 (直通) 
 
 

 

 

神奈川県 

大学発・事業提案制度は、県内に所在する大学（短期大学、大学院大学を含み

ます）から、大学の研究成果を活用した県政に関わる事業をご提案いただき、審

査により選ばれた提案について、大学と県が協働で事業を実施することにより、

多様化・複雑化する県政課題の解決を図る制度です。 

 

大学の皆様から、独創的で斬新な提案をお待ちしております。 

 
 

 
○令和３年度に実施する事業の提案募集です。 

○応募にあたり、事前相談を受け付けています。 
 

 

大学発・事業提案制度のホームページ 

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/r5k/cnt/f5902/
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１ 制度について 

 本県では、「いのち輝く神奈川」を実現し、持続可能な神奈川をつくるため、多様化・複雑化す

る県政の課題に対して、多様な主体の皆様と協働・連携し、様々な取組みを進めています。 

その中でも、大学発・事業提案制度は、「知の拠点」である大学の独創的な提案に基づき、大

学と県が連携・協働し、地域課題の解決に向けて取り組む制度として、多くの連携事業を進めて

きました。平成21年度の制度創設以来、連携大学・事業数は、これまで延べ25大学・39件となっ

ており、本県ならではの「大学と県の連携制度」となっています。 

 

【ＳＤＧｓ・持続可能な開発目標について】 

 本県が目指す「いのち輝く神奈川」の実現に向けた取組みは、2015年９月に国連サミットにお

いて採択された「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」と軌を一にするものです。 

このような取組みが評価され、本県は、全国の都道府県で唯一、国の「ＳＤＧｓ未来都市」及

び「自治体ＳＤＧｓモデル事業」の両方に選定されており、ＳＤＧｓ最先進県として、積極的に

ＳＤＧｓを推進しています。 

ＳＤＧｓの達成に向けては、一人ひとりがＳＤＧｓを認識し、行動していくことが大切となり

ますが、県民の皆様の認知度は、まだまだ低い状況です。 

 

（参考１）ＳＤＧｓ１７の目標 

（参考２）県民のＳＤＧｓの認知度 

 

 

 

 

令和元年７月に実施した県民ニーズ調査によると、ＳＤＧｓの認知度は全体で18.5％（男

性：23.8％、女性：14.5％）となっている。 
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２ 事業提案の募集 

 令和２年度の募集に当たっては、ＳＤＧｓの認知度向上及び取組みの推進に向けて、大学と県

が連携して行う以下の事業を募集します。多くの提案をお待ちしております。 

①ＳＤＧｓの浸透・普及に関すること 

②専門的な知見を活かした、ＳＤＧｓの達成につながる社会的課題の解決に関すること 

 

 (1) 提案者の資格 

県内に所在する大学（短期大学、大学院大学を含む）。 

※複数の大学の共同提案も可（従たる提案者は県外に所在する大学でも可）。 

※１大学から複数の提案も可（テーマ①・②それぞれに提案していただくことも可）。 

 

(2) 大学の事業実施主体 

学科、研究室、ゼミ等(県外に所在する学科等も含む)。 

※複数の学科等の協働実施も可。 

※事業の実施にあたっては、可能な限り学生に参画していただくようお願いします。 

 

(3) 提案の要件 

    大学と県との協働事業となる趣旨を踏まえ、次を要件とします。 

・県が担当する事務＊（国又は市町村の事務以外）を行う事業であって、大学と県とが役割分担し

て共同で実施する事業 

・大学が所有する知見（研究成果、ノウハウ、論文、技術等）を活用する事業 

 

※県が担当する事務例 

県の担当事務例 県の担当事務の具体例 

広域的な自治体として、広域的行政（危機管理

体制整備、県全域一体的整備、全県的規制基準設

定など）や、市町村で担うと著しく非効率になる

専門性を必要とする行政（先導的取組み、第三者

機関的な裁定など）を主に行う。 

広域的防災、警察、産業廃棄物、児童福祉、

病院・薬局、私立学校、県立高校・特別支援

学校、農林水産業振興、中小企業対策、商店

街振興、職業能力開発、国・県道、河川(１・

２級)、流域下水道 など 

（参考）市町村の担当事務例 （参考）市町村の担当事務の具体例 

基礎的な自治体として、住民に身近な行政を総

合的に行う。 

 

防災・消防・救急活動、住民登録・戸籍、

一般廃棄物、国民年金保険、介護保険、高齢

者・障害者福祉サービス事業、保育所、市町

村立小中学校の設置・管理、児童公園、市町

村道、公共下水道 など 

 

 (4) 提案の内容 

大学と県が連携して取り組む以下の事業等を提案してください。 

 

①ＳＤＧｓの浸透・普及に関すること 

ＳＤＧｓの認知度向上に向けた大学の独創的な普及の取組みをご提案ください。 

県において【参考例】に示すとおり、さまざまな普及啓発を行っています。県が作成した普及
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ツールの活用や、県の取組みを新たな視点で改編した取組みなどでも構いません。 

ただし、「浸透・普及」が目的ですので、普及ツールの作成だけでなく、主な普及のターゲット、

普及方法も含めてご提案ください。 

1 ページの「ＳＤＧｓ・持続可能な開発目標について」では、県民の認知度を掲載しています

が、普及のターゲットには、県民のほか、中小企業、ＮＰＯなども含みます。 

 

【参考例】県のＳＤＧｓ普及啓発事業  

○＜ＳＤＧｓの自分ごと化＞SDGsアクションブックかながわ・SDGsパートナーブックかながわ 

一人ひとりがＳＤＧｓを自分ごととしてとらえ、自分なりのアクションを見つけるきっかけと

して作成。ＳＤＧｓの17のゴールそれぞれについて、企業・ＮＰＯ・行政の取組みを分かりやす

い事例で紹介。 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

○＜中小企業への発信＞中小企業のためのかながわＳＤＧｓガイドブック 

本業を通したＳＤＧｓへの貢献が期待されている中小企業向けに、「中小企業のためのかながわ

ＳＤＧｓガイドブック」を作成。県内の中小企業におけるＳＤＧｓの活用事例を中心に紹介する

とともに、企業経営へのＳＤＧｓ活用のステップを解説している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○＜企業等と連携した普及啓発＞かながわＳＤＧｓパートナー制度 

ＳＤＧｓを活用して事業を展開している企業・団体等の取組事例を募集・登録し、県ホームペ

ージ等で発信するとともに、パートナーと連携して、ＳＤＧｓの普及啓発活動に取り組む。 
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○＜地域と連携した普及啓発＞ＳＤＧｓつながりポイント 

ポイントを「もらう」「つかう」「たのしむ」ことを通じて、人と人、地域と人がつながり、地

域課題の解決やＳＤＧｓの達成に向けた活動を盛り上げ、ＳＤＧｓの自分事化と地域の活性化を

図る。令和２年度導入地域：鎌倉市・小田原市。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○＜世界に向けた発信＞ＳＤＧｓアクションフェスティバル(仮称)の開催 

世界各地での市民を巻き込んだＳＤＧｓ普及の取組みや、様々な地域課題の解決に取り組む事

例等を共有する「SDG Global Festival of Action」のアジアでのブランチイベントを、国連機関と

連携して神奈川県で開催し、ＳＤＧｓ認知度の向上とＳＤＧｓアクションの拡大を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②専門的な知見を活かした、ＳＤＧｓの達成につながる社会的課題の解決に関すること 

大学が有する専門的な知見・ノウハウを活かして、県と協働する事業をお待ちしています。 

特に、【参考例２】に掲載した事業については、「かながわＳＤＧｓ取組方針」等に掲げた重点的

な項目です。例示した内容に関わらず、協働により取り組むことができる幅広い提案をお待ちして

います。 

 

【参考例１】大学の専門的知見を活かした県との連携事例 

○神奈川県における災害時の妊産婦・母子支援対策の整備（昭和大学との連携事業） 

概要 

いつ発生するかわからない災害に対して、昭和大学、神奈川県及び公益社団法人神奈川県助

産師会が連携協力し、神奈川県の災害時の妊産婦・母子の支援対策を講じることで、災害発生

時の妊産婦や母子の安全を守り、助産師が専門的支援を行える体制を整備する。 

大学の役割 ：研修・ワークショップの実施、マニュアル作成等 

県の役割 ：企画内容への助言、リーフレットの市町村等への周知、配布等 
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体制図 

           

           

           

           

           

           

           

           

            

該当する目標 

           

           

            

※その他の採択提案や過去の採択提案につきましては、大学発・事業提案制度のホームページ

を参照してください。 

 

【参考例２】県のＳＤＧｓ推進に向けた事業の展開例 

○気候変動問題への対応 

・地域の災害対応力の強化につながる取組み 

・学習教材の作成、県民や若年層への関心を深めるための普及啓発 

参考「かながわ気候非常事態宣言」（2020年2月） ※参考資料（10ページ） 

○マイクロ・プラスチック問題への取組み 

・プラスチックの使用を減らし、ごみを無くすことで、海洋汚染を防止。 

・プラスチックに代わる新素材を開発し、新たな産業の創出を図る。 

参考「かながわプラごみゼロ宣言」（2018年9月） 

○地域コミュニティ機能の再生・強化 

・地域での社会参加の推進することで、働きがいや健康づくりにつなげる取組み。 

・生活困窮や児童虐待の早期発見・防止を実現する、地域の「見守り」活動。 

・学校と地域の連携や多世代の共助・互助で、安心して住み続けられるまちづくりを目指す取組

み。 

○健康長寿に向けた未病改善 

・「食・運動・社会参加」による未病改善・健康長寿に向けた取組み。 

・健康への意識や関心を高め、ライフスタイルの改善を促す取組み。 

・健康志向で誰もが住みやすいまちづくりに向けた生きがい・働きがいの創出。 

○ともに生きる社会づくり 

・障がい者の社会参加や、女性が力を発揮できる社会づくりにより、新たな市場やビジネスの創

出につなげる取組み。 

・インクルーシブ教育の推進、ＤＶ根絶、経済的格差の是正、障がいや性別による不平等をなく

し、誰もがともに活躍できる社会を目指す取組み。 
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参考「ともに生きるかながわ憲章」（2016年10月） 

○エネルギーの地産地消 

・市場拡大や新技術の開発につながる再生可能エネルギーの選択・活用 

・エネルギーの地産地消で地域での資金循環を促し、地域の活性化につなげる。 

※その他の神奈川県のＳＤＧｓの取組みについてはホームページ 

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/r5k/sdgs/2030.htmlを参照してください。 

        

(5) 事業の実施期間 

令和３年度の１年間とします。 

「②専門的な知見を活かした、ＳＤＧｓの達成につながる社会的課題の解決に関すること」に関

する提案も、原則令和３年度の１年間としますが、２年間に及ぶ期間が必要な事業については、令

和３年度及び令和４年度の２年間とすることができます。 
 
(6) 応募受付期間 

令和２年４月１日（水）から同６月３０日（火）まで （※３０日必着） 
 

3 事業費 

(1) １事業あたりの事業費 

１事業あたり、1,000万円以内（県負担額は1/2の500万円以内）とします。 
 
(2) 事業費に含む主な経費 

①直接経費   臨時雇賃金(厚生福利費含む)、外部講師謝金、旅費交通費、印刷製本費、会議室

等使用料、通信運搬費、消耗品費、備品費（５万円以上のものは県負担経費に計

上できません）、委託費、その他事業に直接要する経費のうち、県が必要と認め

るもの 

②労務換算額  提案事業に参画する大学の教員・学生の労務を別に定める基準で換算した額 

〔留意事項〕 

次の経費は事業費に含めることはできません。 

  ①事務消耗品、研究室等光熱水費などの間接経費 

②事業実施期間外の経費 

③会議などでの飲食費 

④支出の根拠が確認できない経費 
 
(3)  事業費負担の考え方 

参考資料（11ページ）のとおり 

 

４ 応募方法 

次の様式に必要事項を記入のうえ、９ページに記載している申し込み先へ郵送してください。様式

はホームページからダウンロードできます。 

「④提案企画書（概要）」のみ、形式任意、提出任意とさせていただきます。 

なお、提出いただいた応募書類は返却しませんので、あらかじめご了承ください。 

 

①事業提案書 

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/r5k/sdgs/2030.html
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②提案者等調書 

③提案企画書（本書） 

④提案企画書（概要） ★パワーポイント等により図・表等を用いて作成してください。 

⑤事業費積算書※             

⑥大学労務換算額 計算書※  ※ 事業の実施期間が令和３年度から令和４年度の２年間に 

わたる場合は、年度ごとに別葉で作成してください。 

 

５ 説明会及び事前相談の実施 

(1) 説明会 

   神奈川県ホームページにて説明会資料を掲載します。 

 

 (2) 事前相談 

「②専門的な知見を活かした、ＳＤＧｓの達成につながる社会的課題の解決に関すること」に関

する提案の場合は必ず事前相談を行ってください。 

 

① 期間：事前相談期間内（令和２年４月１日（水）～６月３０日（火）） 

② 方法：電子メール（※９ページ「申し込み・問合せ先」参照） 

「①大学名」「②担当者名」「③連絡先」「④相談内容」を記載して送信してください。 

 

③相談内容 

○ 制度全般に関すること 

○ 県との協働方法に関すること 

     ○ 事業費の対象経費や算定方法に関すること 

     ○ 審査基準への適合性に関すること 

     ○ 県の事業関係課の紹介や事業関係課からの意見聴取 

（例）a. 県政課題や既定の取組み方向に合致しているかどうか 

        b. 県の担当する事務に該当するかどうか                   など 

 

６ 審査 

(1) 審査基準 

 項 目 内   容 

１ 独創性 新しいアイディア、創意工夫があるか 

２ 協働の必要性 県が大学と協働して取り組むことにより効果を得られるか 

３ 効率性 費用対効果の視点を持った、効率的な事業内容になっているか 

４ 計画性 実行可能な計画、方法となっているか 

５ 事業効果 事業効果の発揮及び継続を期待できるか 

 

(2) 審査 

応募いただいた書類により県が審査を行い、提案を採択します。また、必要に応じてヒアリン
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グを実施します。 

 

  (3)  審査結果の連絡 

審査結果はご応募いただいた全ての大学にお知らせします。 

 

７ 採択された提案の事業化 

(1) 大学及び県による協議・調整 

採択された提案は、県との協働事業としての具体化と予算化に向けて、県の事業部局と協議・調

整を行っていただきます。県はその結果を踏まえて、県負担額の予算化など必要な措置を行いま

す。 

 

(2) 予算措置 

  事業実施に係る県負担額は、１事業あたり500万円を上限とし、事業が２年度にわたる場合は年

度ごとに予算の範囲内で措置します。 

 

８ 事業の実施 

(1) 契約等の締結 

大学と県は、それぞれの役割分担や負担額の支払い方法、協働により生み出される権利等の帰

属などを明らかにした契約等を締結します。 

 実施期間が２年度にわたる事業については、年度ごとに締結します。 

 

(2) 事業の実施 

 採択された提案に基づく事業は、大学及び県が協働して実施します。 

 

  (3) 事業実施計画 

  ①協働事業実施契約を締結した後、すみやかに事業計画書を県に提出していただきます。 
 
  ②県から別に指定する方法で四半期ごとに事業の進捗状況を確認させていただきます。 

 

(4) 事業実績報告 

①事業完了後、すみやかに事業実績報告を県に提出していただきます（年度末完了の場合は４月

２０日まで）。 

②実施期間が２年度にわたる事業は、初年度の事業実績報告を翌年度の４月２０日までに県に提

出していただきます。 

③事業完了後、県が開催する報告会にて、事業成果の報告を大学から行っていただきます。 

 

(5) 事業費の確定及び精算 

①大学及び県の事業実施部局は、上記の事業実績報告と併せて事業費の額を確定し、確定額が当

初予定した事業費と異なる場合には、精算手続きを行います。 

②実施期間が２年度にわたる事業については、初年度における事業費の額の確定についても、①

と同様に扱うこととなります。
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９ 全体スケジュール 

 
 

 
             

            
          
 
             

 
 
                         

             

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０ その他 

(1) 応募に要する費用は、大学の負担となります。 

(2) 応募書類の内容は、個人情報を除き原則公開とします。 

(3) 事業の成果は、大学及び県の双方に帰属し、公表するものとします。 

(4) 大学が成果を公表する場合には、本制度による成果であることを明示してください。 

 
 

〒231-8588 横浜市中区日本大通１ 

神奈川県 政策局 ＳＤＧｓ推進課 

電 話  045(285)0908（直通） 

メール  daigaku@pref.kanagawa.jp 

 

 

  

申し込み・問合せ先 

提案の応募及び事前相談を
受け付けます。 
 
 

応募いただいた書類により審査
を行います。必要に応じヒアリ
ングを実施します。 

大学と県で事業化に向けた調整
を行うとともに、県は予算化等
の必要な措置を行います。 

大学と県は、それぞれの役割分
担等を明らかにした契約等を締
結します。 

審査 

事業実施に向けた調整 

契約等の締結 

令和２年４月１日～ 
同６月３０日 
 
※説明会 
令和２年４月～5月 
 

令和２年７月 

令和２年８月 
～ 
令和３年３月 

令和３年４月 

大学と県が協働して事業を実施
します。 

事業実施 令和３年４月～ 

大学発・事業提案制度のホームページ 

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/r5k/cnt/f5902/ 

 

 

事業実績報告・事業費の確定及び精算 
令和４年４月２０
日まで 

事業完了後すみやかに事業実績
報告、事業費の確定・精算を行い
ます。 
(２年事業の場合は１年目も報告、精算

を行う。) 

応募受付・事前相談 
説明会 

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/r5k/cnt/f5902/
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かながわ気候非常事態宣言 

～いのちを守る持続可能な神奈川の実現に向けて～ 

 

2019年 9月の台風第 15号及び 10月の台風第 19号は、県内に記録的な暴風や高

波、高潮、大雨をもたらし、大規模な土砂崩れや浸水等により、県内各地域で甚大な被害が

生じました。 

世界においても、熱波、干ばつ、洪水、海面上昇などが頻発し、多くの被害が出ており、その

要因は地球温暖化などの気候変動の影響と言われています。 

今後も、このような異常気象の発生と被害リスクの増大が懸念されており、気候は、今まさに

非常事態に直面しています。このような状況の中、国内のみならず世界の多くの自治体等が気

候の非常事態を宣言し、気候変動対策に取り組んでいます。 

 

ＳＤＧｓが目指す持続可能な社会を実現するためには、気候変動問題への対応が不可欠

であり、そのためには、あらゆる主体がこの問題を改めて認識し、「自分事」として捉え、日ごろか

ら意識をもって行動することが必要です。 

 

そこで、本県はＳＤＧｓ最先進県として、今、気候が非常事態にあるという「危機感」を市

町村、企業、アカデミア、団体、県民の皆様と共有し、ともに「行動」していくことを目的に、気候

非常事態を宣言します。 

今後、「誰一人取り残さない」というＳＤＧｓの理念を踏まえ、「県民のいのちを守る持続可

能な神奈川」の実現に向けて、県内市町村の理解・協力のもと、企業、アカデミア、団体、県民

の皆様など多様な主体と連携し、次の３つを基本的な柱として、災害に強いまちづくりなどの

「適応策」と温室効果ガスの削減を図る「緩和策」などに「オール神奈川」で取り組んでいきます。 

 

１ 今のいのちを守るため、風水害対策等の強化 

２ 未来のいのちを守るため、2050年の「脱炭素社会」の実現に向けた取組みの推進 

３ 気候変動問題の共有に向けた、情報提供・普及啓発の充実  

  

令和２年２月７日 

                                  神奈川県知事   黒岩 祐治 

 

 

  

参考資料 
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事業費負担の考え方 

大学と県が対等の立場で協働の取組みを進める観点から、事業費は大学と県が事業費の２分の１相当

を負担することとします。なお、大学労務換算額は大学の負担とみなすことができます。 

１ 事業費の負担割合 

(1) 大学及び県は、それぞれ事業費(ａ)の２分の１相当を負担することとします。 

(2) 大学は、事業費(ａ)の２分の１を上限として、大学労務換算額(ｄ)を事業費負担とみなすこと

ができます。 
※事業実施に係る県負担額は、１事業あたり500万円を上限とし、年度ごとに予算の範囲内で措
置することとなります。 

２ 計算方法  

(1) 事業費 (ａ)を算出します。 

この場合、事業費(ａ)の２分の１を上限として、大学労務換算額(ｄ)を事業費とみなすことが

できます。 

(2) 事業費(ａ)を２等分して、県負担額(ｅ)及び大学負担額(ｂ)を算出します。 

(3) 大学の金銭負担(以下、「大学資金(ｃ)」という)は、大学負担額(ｂ)から大学労務換算額(ｄ)を

差し引いた額となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
［参考 県負担額等の計算例］ 

(1) 事業費(ａ)が６００万円、うち大学労務換算額(ｄ)が１００万円の場合 

(2) 県負担額(ｅ)及び大学負担額(ｂ)は、それぞれ、事業費(ａ)の２分の１の３００万円。 

(3)  大学資金(ｃ)は、大学負担額(ｂ)３００万円から大学労務換算額(ｄ)１００万円を差 

し引いた２００万円。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 大学労務換算額(ｄ)の算出方法 

 [ 人数×時間(１日あたりの時間数×日数)×教員・学生別の単価 ]の合計額 
 

＜教員・学生別の単価＞ 

教員（教授、准教授、講師、助教等） １時間につき３，０００円 

学生（大学生、大学院生、研究生）   １時間につき１，１００円 
 

※ なお、大学労務換算額については、提案時に見積書（大学労務換算額計算書）をご提出い

ただくとともに、事業実績報告の際に、実績を証する書類を提出していただきます。 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

大学労務換算額(d)

大学資金(c） 大学労務換算額(d)

                                           総事業費（a）   　　 

大学負担額(b)（a×1/2)
県負担額(e)（a×1/2)

1,000万円以下

500万円以下

(単位：万円）

大学労務換算額(d)
(100)

大学資金(c）
200

大学労務換算額(d)

100

　　　　　　　　　　　　　　　  　  　　総事業費（a）
　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　600

大学負担額(b)（a×1/2)
300県負担額(e)（a×1/2)

300

500以下

1,000以下

参考資料 
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事業実施の役割分担の例 

 

事業内容 大学の役割 県の役割 

アンケート調査 ・アンケートの作成 ・アンケート内容への助言 

・調査対象団体等との調整 

・調査対象団体等への周知、配布 

イベント等の開催 ・イベントの実施 

・参加団体の公募 

・イベントの運営協力、共催 

・県ホームページ等への情報掲載 

・関連団体等への周知 

会議等の開催 ・会議等の開催事務 ・会議等の運営協力、共催 

・オブザーバーとしての出席 

動画作成 ・動画作成 ・動画作成への助言 

・県ホームページ等への掲載 

・関係団体等への周知、配布 

パンフレット・マニ

ュアル等の作成 

・パンフレット等の作成 ・パンフレット等への助言 

・関係団体等への周知、配布 

モデルプランの作成 ・関係団体等への調査 

・モデルプランの作成 

・調査への協力 

・関係団体への情報提供 

ワークショップの開

催 

・プログラムの策定 

・ワークショップの開催 

・プログラムへの助言 

・実施地域との調整 

・関係団体等への周知 

・ワークショップの運営協力、共催 

ＷＥＢサイト等によ

る情報発信 

・ＷＥＢサイトの構築 

・ＷＥＢサイトの運営 

・ＷＥＢサイトへの助言、運営への参画 

・県関係部署との調整 

・県ホームページ等への情報掲載 

※ 上記はあくまでも例です。具体的な役割分担につきましては、担当部局との調整を経て決定する

こととなります。不明点は、事前相談などをご活用ください。 

  

参考資料 
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採択提案の実績（平成26年度～令和元年度） 

 

採択 
年度 

提  案  者 提 案 の 名 称 事業の概要 
事業費 
(単位：千円) 

26 小田原短期大学 子育て家庭の孤立予防

のためのひろば全戸参

加事業（赤ちゃんひろば

事業）の開発 

・既存の乳児家庭全戸訪問事業を生かした孤立予防プ

ログラムの開発・実施・普及 

・孤立予防のための交流の場となる「ひろば」の構築 

・グループワークの実施を通じた親の教育力の養成 

Ｈ27年度 
2,046 

Ｈ28年度 
2,826 

26 横浜国立大学 里地里山の保全効果に

関する学際的研究 

・里地里山の有する多くの機能を生かしているかの観

点から保全活動の効果を科学的に検証 

・県内里地里山保全等地域(10地域)を対象 

・大学の５つの研究部門でそれぞれの見地からデータ

分析 

Ｈ27年度 
3,615 

Ｈ28年度 
3,796 

26 慶應義塾大学 ムスリム接遇人材育成

プログラムの開発と実

施－共生的モデルの構

築とともに 

・ハラール認証制度によらない先進的なムスリム接遇

等の提案 

・ムスリムおもてなしセミナー、理解講座、語学講座

の実施 

・県産牛によるハラール肉の試験的生産 

・アラブ人学生歓迎プログラムの実施等を通じた相互

理解の促進 

Ｈ27年度 
6,476 

Ｈ28年度 
5,376 

27 神奈川大学 神奈川からはじめる「数

学嫌い」を変える教育ア

ニメーションの開発 

・ 数学に対する苦手意識等を払拭させるためのオリジ

ナルアニメを開発 

・「中学・高校生向け公開講座」や「教員免許更新講

習」において、開発アニメの講義や出張授業を実施 

Ｈ28年度 
2,000 

Ｈ29年度 
2,000 

27 東海大学 神奈川県内自治体での

シティプロモーション

支援手法の開発 

・県内市町村（政令市を除く）及び県外の先進自治体

を対象に、シティプロモーションの実施状況や自治

体の特性を調査・分析 

・各自治体の地域特性を活かせる「シティプロモーシ

ョンモデルプラン」を作成 

・県内自治体連絡会議を実施し、市町村の要望に応じ

たコンサルティングを実施 

Ｈ28年度 
2,000 

 

27 神奈川工科大学 青少年のための節度あ

るＩＣＴ類の利用文化

構築に向けたコミュニ

ティプログラムの開発

と推進 

・県内におけるＩＣＴ依存症の実態を広範・詳細に調

査 

・ＩＣＴ依存症を周囲（教員・学生・父母）の支援に

より改善するためのマニュアル（コミュニティ・ガ

イド）を作成 

・コミュニティ・リーダー（教員・学生・父母）を育

成し活動を支援 

Ｈ28年度 
2,400 

 

28 田園調布学園大学 「神奈川県子ども合衆

国」を実現するための制

度構築 

・子ども達が労働体験・納税体験・街づくり体験を行

うことができる活動（キッズタウン）を神奈川県全

域に普及させるための運営マニュアル、予約システ

ムの開発 

・運営事務局、運営を支援するボランティアグループ

の立ち上げ 

Ｈ29年度 
8,000 

Ｈ30年度 
8,000 

28 東海大学 ＩＣＴを活用した防災

訓練・防災マップ作成に

よる若年層への防災教

育 

・Twitterを用いた防災情報共有システムを活用した

防災訓練の実施 

・スマートフォン向けデジタル防災マップ作成アプリ

を活用したワークショップの実施 

・若年層向け防災教育パンフレットの作成・配布 

Ｈ29年度 
1,890 

Ｈ30年度 
1,900 

28 東京都市大学 【LoveDobokuKANAGAWA】 

県内土木施設を紹介す

るＷＥＢサイトの構築

とＳＮＳによる情報発

信、およびこれを基盤と

するインフラツーリズ

ムの展開 

・県内土木施設を紹介するWEBサイトの開設、SNSに

よる広報と支援 

・県内インフラツーリズムのプラットフォームの構築

とイベントの実施 

Ｈ29年度 
2,016 

参考資料 
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※事業費の記載は予算額による。令和３年度は予算議決前のため記載なし。 

※平成２５年度以前の採択提案の実績につきましては、ホームページに掲載しております。 

※令和元年度までの採択提案は、テーマ②「専門的な知見を活かした、ＳＤＧｓの達成につながる社会的課題の解決に関する

こと」に相当します。 

提案件数と採択件数 

年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 元年度 

提案件数 １３件 ８件 １３件 ８件 ９件 １０件 

採択件数 ３件 ３件 ３件 ３件 ３件 ３件 

  

 

 

 

採択 

年度 
提  案  者 提 案 の 名 称 事業の概要 

事業費 
(単位：千円) 

29 東海大学 神奈川県の科学立県を実

現する子供から高齢者ま

で参画できる科学実験教

材・方法の開発 

・各年齢層に応じた科学教材を作成し、科学教室や講

習会を実施。 

・科学教室や講習会の参加者に実験教材やテキストを

配布し、自ら進んで理科実験を行える体制を構築。 

Ｈ30年度 
1,690 

Ｒ元年度 
1,141 

29 横浜市立大学 神奈川県の若年者におけ

るヘリコバクターピロリ

感染症対策のモデル事業 

・県内大学でヘリコバクターピロリ感染診断及び感染

者に対する除菌治療の実施。 

・結果公表と若者の啓蒙への活用。 

Ｈ30年度 
4,700 

29 星槎大学 箱根町及び神奈川県県西

地域における多世代共創

による人生 100歳時代の

インクルーシブなコミュ

ニティモデルづくり 

・「はこね100歳ライフデザインカレッジ」及び「星

槎はこね住民学会」を設立し、特に高齢者が積極的

に社会参加できる仕組みをつくる。 

・「運動」「食」などをテーマに健康寿命を伸ばすプ

ログラムを提供。 

Ｈ30年度 
5,050 

Ｒ元年度 
3,521 

30 横浜国立大学 Woody かながわ～広葉樹

の活用による地域活性化

と県民の健康増進 

・県内広葉樹林の現況把握や保全活動の調査、広葉樹

林の活用方策についてのコンペ、美しい広葉樹林

50選の選定等を実施する。 

Ｒ元年度 
1,953 

Ｒ２年度 
1,953 

30 昭和音楽大学 健康寿命延伸に向けた高

齢者施設での音楽活用事

業かながわモデル 

・高齢者施設における音楽療法の実践や施設職員が行

う音楽活動を推進する研修及びweb動画配信等を実

施する。 

Ｒ元年度 
2,382 

Ｒ２年度 
2,714 

30 横浜市立大学 神奈川県における慢性痛

対策としての啓発活動 

・医療者及び患者・家族、一般市民に対し、慢性痛に

ついての講演会・ワークショップ等を通じて啓発活

動を実施する。 

Ｒ元年度 
4,204 

Ｒ２年度 
4,485 

元 昭和大学 神奈川県における災害時

の妊産婦・母子支援対策

の整備 

・県助産師会と連携してワークショップの開催や、マ

ニュアルの作成を行い、助産師が専門的支援を行え

る体制を整備する。 

Ｒ２年度 
3,150 

Ｒ３年度 
― 

元 神奈川工科大学 ＳＤＧｓ活動支援拠点形

成に向けた大学発環境教

室プログラムの実施 

・環境団体と連携してワークショップや環境教室プロ

グラム、シンポジウムを実施し、ＳＤＧｓ活動支援

拠点の形成を目指す。 

Ｒ２年度 
1,782 

元 鎌倉女子大学 少子高齢社会のかながわ

多世代子育て・孫育てコ

ミュニティ構築 

・中高年世代、祖父母世代を対象にしたプログラムを

実施し、「かながわ多世代子育て・孫育てコミュニ

ティ」を構築する。 

Ｒ２年度 
2,520 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable Development Goals）とは、2015年9月の国連サミッ

トで採択された 2030 年までの国際目標です。持続可能な世界を実現するための 17 のゴール・169 の

ターゲットから構成され、地球上の誰一人として取り残さない（No one will be left behind）ことを誓っ

ています。 

本県では、いのち輝く神奈川の実現に向けた取組みが、SDGsと軌を一にするものとして、SDGsの推

進に取り組んでいます。 

 2018年６月には国のSDGs未来都市及び自治体SDGsモデル事業の両方に都道府県では唯一選定さ

れ、８月には神奈川県SDGs未来都市計画を公表しています。 

 また、かながわSDGs取組方針では、５つの先行的なテーマを掲げて、SDGsを推進していくことと

しています。 

 ① マイクロ・プラスチック問題への取組み 

 ② 地域コミュニティ機能の再生・強化 

 ③ 健康長寿に向けた未病改善 

 ④ ともに生きる社会づくり 

 ⑤ エネルギーの地産地消 

 

詳しくは、ホームページ（http://www.pref.kanagawa.jp/docs/r5k/sdgs/2030.html）をご参照ください。 

  

政策局 ＳＤＧｓ推進課 

〒231-8588 横浜市中区日本大通１ 電話 045(285)0908 
神奈川県 


