
 

（３） 個別計画・指針 

 
  県政をより総合的、効果的に推進するためには、県政の特定の課題について、横断的・

総合的に施策展開することや、実効性の観点から重点的に取り組むことが重要です。 
こうしたことから、総合計画を補完するものとして、特定課題に対応した個別計画や指

針を策定し、総合計画の推進と整合をとりながら、その推進を図ることにより、特定課題

に対して、より柔軟で重点的な施策展開に取り組みます。 
 

〔主な個別計画・指針とその内容〕 

ここでは、各政策分野の軸となる主な個別計画・指針を整理しています。 
 
  Ⅰ  エネルギー・環境 

名    称 内        容 

「将来につなぐ、良好な環境の保全と創造」に向けて、施策の基
本的な方向を明らかにするとともに、具体的な事業展開などを示し
た環境分野の基幹的な計画です。 神奈川県環境基本計画 

(2005 年度改定：環境農政局)

将来にわたり県民が必要とする良質な水の安定的確保をめざす
ため、2007 年度から 20 年間を視野に入れた水源環境保全・再生施
策を総合的・体系的に推進するための取組みの基本的な考え方や分
野ごとの施策展開の方向性などを示した計画です。 

かながわ水源環境 
保全・再生施策大綱 

(2005 年度策定：環境農政局)

みどりの量の確保と質の向上に取り組み、生物多様性の保全と充
実をめざし、みどりの保全・再生・創出を推進することにより県土
全域における水とみどりのネットワークの形成を図るための計画
です。 

神奈川みどり計画 

(2005 年度策定：環境農政局)

温室効果ガスの削減目標や目標達成のための施策などを明らか
にした計画です。 

神奈川県 
地球温暖化対策計画 

(2009 年度策定：環境農政局)

県民や事業者がもの・資源を大切にし、廃棄物を限りなく少なく
する生活や、産業活動を営む「循環型社会」を実現するための取組
みを、県民、事業者、市町村とともに、具体的に進めていくための
計画です。 

神奈川県 
循環型社会づくり計画 

(2011 年度改定：環境農政局)
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  Ⅱ  安全・安心 

名    称 内        容 

災害に強い、安全な県土づくりを進めるとともに、県民の生命、
身体及び財産を災害から守ることを目的に、事前の対策や応急対
策、復旧・復興対策などを定めた計画です。 

神奈川県地域防災計画 
（地震災害、風水害等 
災害、原子力災害対策 

計画） 
(2009～2011 年度改定：安全防災局)

 県民の生命、身体及び財産を災害から守ることを目的に、石油コ
ンビナート等特別防災区域における事前の対策や応急対策などを
定めた計画です。 

神奈川県 
石油コンビナート等 

防災計画 

(2009 年度改定：安全防災局)

食の安全・安心の確保を推進するため、「生産から販売に至る各
段階における助言・指導等の推進」及び「リスクコミュニケーショ
ンの推進」を掲げて総合的かつ計画的に進める指針です。 

かながわ 
食の安全・安心の確保
の推進に関する指針 

(2010 年度変更：保健福祉局)

中長期的視点に立って消費者施策を展開していくため、「消費者
の権利の尊重と自立の支援」を基本理念に、消費者施策の重点目標
「消費者被害の未然防止と救済」や施策展開の方向、推進体制など
を定めた指針です。 

かながわ 
消費者施策推進指針 

(2005 年度策定：県民局)

 
  Ⅲ  産業・労働 

名    称 内        容 

産業・経済の一層の発展や生活の質の向上を図ることを目的とし
て、県の科学技術がめざす目標や基本的な方向などを定めた計画で
す。 

神奈川県 
科学技術政策大綱 

(2011 年度改定：政策局)

中小企業の振興に関する施策を総合的、計画的に推進するための
計画です。 

神奈川県中小企業 
活性化推進計画 

(2011 年度改定：商工労働局)

観光を通じて本県の活力の向上を図る観光立県かながわの実現
に向けて、観光をめぐる環境の変化や観光の動向などに対応した観
光振興施策を総合的、計画的に推進するための計画です。 

神奈川県観光振興計画 

(2010 年度策定：商工労働局)

2020 年度を目標年度とし、「強い農業かながわモデル」を構築す
るための施策の方向と取組みを定めた指針です。 

かながわ 
農業活性化指針 

(2011 年度改定：環境農政局)

生産者価格の低迷や水産資源の減少など漁業をとりまく環境の
変化を踏まえ、本県のめざす姿である「豊かな食を支える活力ある
水産業」と「自然と共生し県民と交流する水産業」を実現するため
の基本方向や施策展開などを定めた指針です。 

かながわ 
水産業活性化指針 

(2007 年度改訂：環境農政局)
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  Ⅳ  健康・福祉 

名    称 内        容 

すべての県民が健やかに安心してくらせる社会の実現をめざし、
良質な医療を提供する体制の確立を図るなど、保健医療施策の総合
的な基本指針を定めた計画です。 

神奈川県保健医療計画 

(2007 年度改定：保健福祉局)

県民がいつまでも健康で心豊かに過ごすことをめざし、県民一人
ひとりの健康目標を「かながわ健康づくり１０か条」として提唱し、
地域、団体、企業、学校、行政などが一体となって県民健康づくり
運動を推進するための計画です。 

かながわ 
健康プラン２１ 

(2007 年度改定：保健福祉局)

「ともに生き支えあう社会づくり」をめざす地域福祉の推進に向
けて、県の施策の方向性や具体的な取組みを示し、市町村地域福祉
計画の推進などを支援するための計画です。 

神奈川県 
地域福祉支援計画 

(2009 年度改定：保健福祉局)

「高齢者が安心して、元気に、いきいきと暮らせる社会づくり」
の実現をめざすことを普遍的な目標として、高齢者が住み慣れた地
域において、できるだけ健康で自立して生活することができるよう
に、介護保険制度の円滑な運営を図るとともに、神奈川らしい高齢
者保健福祉施策の総合的な推進を定めた計画です。 

かながわ 
高齢者保健福祉計画 

(2011 年度改定：保健福祉局)

障害者の状況などを踏まえた、本県における障害者のための施策
に関する基本的な計画です。 かながわ障害者計画 

(2003 年度策定：保健福祉局)

「がんにならない・負けない神奈川づくり」をめざし、がんに関
する施策の総合的な展開を図るため、予防、早期発見、医療、緩和
ケアまでを見通した中長期的ながん対策を定めた計画です。 

がんへの挑戦・ 
１０か年戦略 

(2007 年度改訂：保健福祉局)

2012年度から概ね10年先を見据え、本県の医療の現状を県民、患
者の立場からも見直し、本県医療のあるべき姿、現在の課題解決の
方向性を示すものです。 

医療の 
グランドデザイン 

(2012 年度策定予定：保健福祉局)

かながわ 
自殺総合対策指針 

総合的に自殺対策を推進するため、自殺対策の基本的な考え方、
2017年度までの数値目標を含めた自殺対策の方向性や今後、取り組
むべき重点施策などを定めた指針です。 

(2010年度策定：保健福祉局)

 
  Ⅴ  教育・子育て 

名    称 内        容 

子ども・子育て支援に関する施策の総合的な展開を図るため、子
ども・子育て支援に係る基本目標や視点、総合的な施策展開を図る
ための分野別プログラムなどを定めた計画です。 

かながわぐるみ・ 
子ども家庭応援プラン 

(2009 年度改定：保健福祉局)

未来を担う青少年の育成と自立への支援を、県民全体の理解と協
力と責任のもとで進め、青少年が自ら逞しく生きる力と思いやりの
心を育める社会づくりを推進するための道しるべとして、青少年施
策の効果的な推進を図るために定めた指針です。 

かながわ 
青少年育成・支援指針 

(2010 年度改定：県民局)
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名    称 内        容 

明日のかながわを担う人づくりを進めるため、基本理念や人づく
りの視点、施策展開の方向性などを示す指針です。 かながわ教育ビジョン 

(2007 年度策定：教育委員会)

   

Ⅵ  県民生活 

名    称 内        容 

文化芸術の振興に関して、総合的かつ長期的な目標や施策の方向
を示すことを目的として策定した計画です。 

かながわ 
文化芸術振興計画 

(2008 年度策定：県民局)

県民の皆さんが明るく豊かな生活を営むためには、運動・スポー
ツを積極的に実践したり、支えたり、また、見ることや応援するこ
とが大切であるという考え方のもと、これからの神奈川県としての
スポーツ振興のめざすすがたや主な取組みなどを示した指針です。

神奈川県 
スポーツ振興指針 

アクティブかながわ・ 
スポーツビジョン 

(2011 年度改定：教育委員会)

「人権がすべての人に保障される地域社会づくり」を着実に進め
るため、県の人権施策推進に当たっての基本姿勢や施策の方向性を
定めた指針です。 

かながわ 
人権施策推進指針 

(2003 年度策定：県民局)

男女の人権が等しく尊重され、女性も男性も、それぞれの個性と
能力が十分に発揮できる男女共同参画社会を実現するため、基本理
念や重点目標、主要施策などを定めた計画です。 

かながわ男女共同参画
推進プラン 

(2007 年度改定：県民局)

社会経済のグローバル化や地域の国際化の進展などの状況を踏
まえ、県民、ＮＰＯ、市町村、企業などと共通認識のもとに連携し
た取組みを進めるため、県の国際施策を展開するにあたっての考え
方、方向性を示すものとして定めた指針です。 

かながわ 
国際施策推進指針 

(2007 年度改定：県民局)

 
  Ⅶ  県土・まちづくり 

名    称 内        容 

神奈川県の望ましい都市の将来像を描き、その実現に向けた広域
的な都市づくりの基本方向を明らかにするとともに、重点的に進め
る広域的な取組みや土地利用、社会資本整備、市街地整備の各方針
などを定めた都市づくり分野での基幹的な計画です。 

かながわ 
都市マスタープラン 

(2007 年度改定：県土整備局)

将来の総合的な交通ネットワークの形成をめざし、神奈川におけ
る望ましい都市交通を実現するための交通施策の基本方向を示す
もので、都市づくり分野のうち交通施策に関する部門別計画です。かながわ交通計画 

(2007 年度改定：県土整備局)

本格的な少子高齢社会、人口・世帯減少社会の到来を見据え、県
民の豊かな住生活の実現をめざし、住まい・まちづくりに関する施
策を総合的かつ計画的に推進することを目的とするもので、都市づ
くり分野のうち住宅施策に関する部門別計画です。 

かながわ住宅計画 

(2011 年度改定：県土整備局)
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