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Ⅰ 「かながわグランドデザイン 第３期実施計画（案）」について 

 

１ 策定の趣旨 

・ 県では、県政運営の総合的・基本的指針を示す総合計画として、平成

24年に「かながわグランドデザイン基本構想」（以下「基本構想」とい

う。）及び「かながわグランドデザイン実施計画」を策定するとともに、

27年に「かながわグランドデザイン第２期実施計画」（以下「第２期実

施計画」という。）を策定し、様々な課題への対応を着実に進めてきた。 

・ 平成30年度に「第２期実施計画」の最終年度を迎えたことから、政策

全般について点検を行った結果、少子高齢化、グローバル化、技術革新

の動きなどに進展はあるものの、「基本構想」策定時の社会環境につい

ては、変化の傾向が継続していることが確認できた。また、国連におい

て採択されたＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の理念と県がこれまで進

めてきた取組みは、軌を一にするものであることも確認できた。 

・ こうしたことから、今後も現行の「基本構想」の方向性に沿って政策

を推進することとし、「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。）を策定して取り組むこととした。 
 

２ これまでの検討状況 

平成31年４月15日 総合計画審議会への諮問 

４月17日 県民意見募集等の実施（５月16日まで） 

４月19日 総合計画審議会計画推進評価部会・計画策定専門 

部会（以下「部会」という。）における「第３期実

施計画（素案）」の審議 

令和元年５月17日 第２回県議会定例会 全常任委員会へ「第３期実施

計画（素案）」の報告 

５月22日 総合計画審議会における「第３期実施計画（素案）」

の審議 

５月30日 部会における「第３期実施計画（案）」の審議 

６月６日 総合計画審議会における「第３期実施計画（案）」

の審議 

 

３ 「第３期実施計画（素案）」からの主な変更点 

(1) プロジェクト編 

・  「プロジェクト編」と「主要施策・計画推進編」の関係を示す図

を掲載（２ページ） 

・ 「ＳＤＧｓ推進に向けた主な取組み」を掲載（72～73ページ） 
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(2) 主要施策・計画推進編 

・ 「プロジェクト事業費」を掲載（67ページ） 

・ 「付属資料」として、「策定経過」、「総合計画審議会委員名簿」

及び「県民参加などの概要」を掲載（68～72ページ） 

 

４ 県民意見募集等について 

(1) 実施期間 

平成31年４月17日（水）～令和元年５月16日（木） 

(2) 実施方法 

・ 県民参加用リーフレットの作成、配布（県機関、鉄道駅、大規模

店舗等） 

・ 県ホームページへの掲載 

・ 県のたよりや新聞への掲載、ＳＮＳの活用 

・ 庁舎公開日のブース設置、会議等での配布 

・ 県内市町村への説明会及び意見聴取 

(3) 意見数 

906件（県民意見：876件、市町村意見：30件） 

分野 件数 分野 件数 

(1)エネルギー・環境 72件 (2)安全・安心 120件 

(3)産業・労働 101件 (4)健康・福祉 178件 

(5)教育・子育て 136件 (6)県民生活 99件 

(7)県土・まちづくり 125件 (8)その他 75件 

 合 計 906件 

(4) 主な意見 

ア エネルギー・環境 

・ 再生可能エネルギーの導入・普及を、実効性ある施策のもとに

強く推進してほしい。 

・ もっとリサイクルできる物を増やしたりしてゴミを減らす工夫

があれば良い。 

イ 安全・安心 

・ 大規模災害の発生直後は災害対策などに取り組むが、その後は

忘れられがちのため、継続して取り組む必要がある。 

・ 防犯カメラの設置は犯罪が起きてからも、もちろん役に立つし、

あるだけで犯罪の抑制になると思うので、もっと進めてほしい。 
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ウ 産業・労働 

・ 少子高齢化が進んでいく中で、ロボットはこれから必要になる

と思うので、ロボットと共生する社会に向けた様々な取組みを推

進してほしい。 

・ 定年したあとの雇用を創出できたら良いと思う。長年積み重ね

た経験を何らかの形で生かすことが出来たらよい。 

エ 健康・福祉 

・ 高齢者の孤独死がこれから大きな課題になると思うので、対策

を真剣に取り組んでほしい。 

・ 未病という考え方に対する取組みに関しては、環境整備ももち

ろん必要であるが、県民に対する意識付けが必要であるので、広

報活動を推進していくべきである。 

オ 教育・子育て 

・ これからは英語教育が一層必要であると思うので、英会話など

実践的な英語教育の環境を整える必要がある。 

・ 県立高校の施設が老朽化しているので、施設・設備を更新してほしい。 

カ 県民生活 

・ 文化が育つ神奈川になってほしい。マグカルという名称を初め

て知ったので、もっと広報する必要がある。 

・ 東京オリンピックに向けた交通政策がどうなるかが不明なため、

もっと情報発信してほしい。 

キ 県土・まちづくり 

・ 県内に都会や人口減少地域がある中で、にぎわいの地域格差を

なくす取組みを進めてほしい。 

・ 横浜・川崎などの都市部以外の交通インフラの開発が必要であ

る。特に県西地域では、防災や観光振興の観点から高規格な道路

のネットワークを検討してほしい。 
 

５ 今後の予定 

令和元年７月 総合計画審議会における答申（案）の審議、答申 

「第３期実施計画」の策定 
 

６ 「第３期実施計画（案）」の概要 

・ 県の政策の全体像を総合的・包括的に示す「主要施策」などをまとめ

た「主要施策・計画推進編」と、喫緊の課題に対応するため先進性や発

展性などをもった重点施策を分野横断的にとりまとめ、ねらいや具体的

な取組みなどを示した「プロジェクト」などをまとめた「プロジェクト

編」で構成する。  
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(1) 計画期間 

令和元年度～令和４年度（４年間） 

(2) プロジェクト編の構成 
  

１ 策定に当たって 

２ プロジェクト（５つの柱と23のプロジェクト） 

柱Ⅰ 健康長寿 

１  未病      ２ 医療        ３ 高齢者 

４ 障がい児・者 

柱Ⅱ 経済のエンジン 

５ エネルギー   ６ 産業振興      ７ 観光 

８ 農林水産 

柱Ⅲ 安全・安心 

９ 減災      10 治安        11 安心 

柱Ⅳ ひとのチカラ 

12 男女共同参画  13 子ども・青少年  14 学び・教育     

15 文化芸術    16 スポーツ       17 雇用 

柱Ⅴ まちづくり 

18 地域活性化   19 多文化共生      20 協働連携       

21 自然          22 環境        23 都市基盤 

３ かながわグランドデザインとＳＤＧｓ 

４ 神奈川の戦略 

(1) ヘルスケア・ニューフロンティアの推進   

(2) 人生100歳時代 

(3) ロボットと共生する社会の実現 

(4) ともに生きる社会かながわの実現 

(5) 地方創生の推進 

(6) マグネット・カルチャーの推進 

(7) グローバル戦略の推進 

(8) 未来社会創造 
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５ 計画推進のための行政運営 

(1) ＩＣＴ・データの利活用 

(2) 持続可能な行政サービスの提供 

(3) 多様な担い手との連携 

(4) クロスによる施策展開 

(5) 戦略的な広報の実施 

６ プロジェクトの指標・ＫＰＩ 

７ プロジェクトと主要施策との関係 

参考 神奈川をとりまく状況 

 

(3) 主要施策・計画推進編の構成 
   

主要施策 

１ 政策分野別の体系     ２ 地域別の体系 

Ⅰ エネルギー・環境     ○ 川崎・横浜地域圏 

Ⅱ 安全・安心        ○ 三浦半島地域圏 

Ⅲ 産業・労働        ○ 県央地域圏 

Ⅳ 健康・福祉        ○ 湘南地域圏 

Ⅴ 教育・子育て       ○ 県西地域圏 

Ⅵ 県民生活 

Ⅶ 県土・まちづくり 

計画推進 

１ 計画の進行管理 

２ 個別計画・指針 

３ プロジェクト事業費 

 

付属資料 

かながわグランドデザイン第３期実施計画の策定経過 

神奈川県総合計画審議会答申 

神奈川県総合計画審議会委員名簿 

県民参加などの概要 
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(4) プロジェクト事業費 

【会計別】                    （単位：億円） 

合計 

プロジェクト 

事業費 

（４年間） 

 

一般財源 県債・企業債 
その他 

（国庫支出金など） 

一般会計 4,520 2,320 1,180 1,020 

特別会計 150 0 0 150 

企業会計 130 0 60 70 

三会計合計 4,800 2,320 1,240 1,240 

 

【柱別】                      （単位：億円） 

プロジェクトの柱 
事業費 

（４年間） 

柱Ⅰ 健康長寿 550 

柱Ⅱ 経済のエンジン 430 

柱Ⅲ 安全・安心 1,100 

柱Ⅳ ひとのチカラ 1,350 

柱Ⅴ まちづくり 1,370 

合計 4,800 

 

７ 産業労働局関連のプロジェクト 

(1) 産業労働局がとりまとめ局となっているプロジェクト 

PJ５ エネルギー（参考資料１ 22ページ）  

～かながわスマートエネルギー計画の推進～ 

＜具体的な取組み＞ 

・ 再生可能エネルギー等の導入促進 

・ 安定した分散型エネルギー源の導入促進 

・ 省エネルギーの促進とスマートコミュニティの形成 

 

PJ６ 産業振興（参考資料１ 24ページ）  

～明日の県内経済を担う産業づくり～ 

＜具体的な取組み＞ 

・成長産業の創出・育成 

・企業誘致などによる産業集積 

・県内企業の活性化 
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PJ17 雇用（参考資料１ 50ページ）  

～一人ひとりが輝きながら働ける神奈川～ 

＜具体的な取組み＞ 

・就業支援の充実 

・産業を支える人材育成 

・外国人材の育成・活躍支援 

 

(2) 他局がとりまとめ局となり、産業労働局が関連局となっている 

プロジェクト 

PJ１ 未病（参考資料１ 12ページ）  

～いくつになっても笑いがあふれ元気に生き生きとくらせる 

神奈川～ 

＜具体的な取組み＞ 

・未病改善を支える社会環境づくり 

 

PJ２ 医療（参考資料１ 14ページ） 

～最先端医療・最新技術の追求と安心できる地域医療の充実～ 

＜具体的な取組み＞ 

・最先端医療の推進・最新技術の追求 

 

PJ３ 高齢者（参考資料１ 16ページ）  

～高齢者が安心して、元気に、生き生きとくらせる神奈川を

めざす～ 

＜具体的な取組み＞ 

・地域包括ケアシステムの推進 

・健康・生きがいづくり 

 

PJ４ 障がい児・者 (参考資料１ 18ページ）  

～誰もがその人らしくくらせる地域社会の実現に向けて～ 

＜具体的な取組み＞ 

・障がい児・者をとりまく社会的障壁の排除 

 

PJ８ 農林水産（参考資料１ 28ページ）  

～農林水産業の活性化による地産地消の推進～ 

＜具体的な取組み＞ 

・農林水産物のブランド力の強化による利用拡大 
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PJ９ 減災（参考資料１ 32ページ） 

～災害に強いかながわ～ 

＜具体的な取組み＞ 

・災害対応力の強化 

 

PJ12 男女共同参画 (参考資料１ 40ページ）  

～誰もがお互いを尊重し、共に参画し活躍できる社会づくり～ 

＜具体的な取組み＞ 

・あらゆる分野における男女共同参画 

・職業生活の充実とワーク・ライフ・バランスの実現 

 

PJ14 学び・教育（参考資料１ 44ページ）  

～生涯を通じたかながわの人づくり～ 

＜具体的な取組み＞ 

・生涯にわたる学びの推進 

 

PJ18 地域活性化（参考資料１ 54ページ）  

～地域資源を生かした地域活性化をめざして～ 

＜具体的な取組み＞ 

・地域産業の振興支援 

 

PJ19 多文化共生（参考資料１ 56ページ）  

～多文化共生の地域社会づくり～ 

＜具体的な取組み＞ 

・外国籍県民等も安心してくらせる地域社会づくり 

・外国人が活躍できる環境づくり 

 

PJ20 協働連携（参考資料１ 58ページ）  

～ＮＰＯなど多様な主体による協働型社会の実現～ 

＜具体的な取組み＞ 

・多様な主体による協働連携の推進 
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PJ22 環境（参考資料１ 62ページ）  

～次世代につなぐ、いのち輝く環境づくり～ 

＜具体的な取組み＞ 

・気候変動への対応 

 

PJ23 都市基盤（参考資料１ 64ページ）  

～次世代に引き継げる持続可能な県土の形成をめざして～ 

＜具体的な取組み＞ 

・交流と連携を支える交通ネットワークの充実 

 

８ 産業労働局がとりまとめ局となっている神奈川の戦略 

神奈川の戦略３ ロボットと共生する社会の実現 

（参考資料１ 80ページ） 

＜具体的な取組み＞ 

・様々な分野におけるロボットの活用 

・ロボットの実用化支援 

・ロボットの普及・定着 

 



- 10 - 

Ⅱ 「かながわＩＣＴ・データ利活用推進計画（仮称）（案）」について 

 

１ 策定の趣旨 

人口減少や少子高齢化の進展など社会環境の変化に伴い、多様化する県

民ニーズへの対応が求められる一方で、税財源や人的資源の縮小が懸念さ

れている。 

こうした中で、限られた予算・人材を有効に活用し、ニーズに応じた質

の高い県民サービスを提供するためには、検証可能な施策立案を進めると

ともに、これまで以上に県の業務の効率化を図ることが必要であり、これ

らを実現する上で、ＩＣＴ及びデータの利活用は不可欠である。 

そこで、県は、ＩＣＴ及びビッグデータを含む多様なデータの利活用に

積極的に取り組むこととし、具体的な取組を示すものとして「かながわＩ

ＣＴ・データ利活用推進計画」を策定する。 

 

２ これまでの検討状況 

令和元年５月17日 第２回県議会定例会 総務政策常任委員会へ「かな

がわＩＣＴ・データ利活用推進計画（仮称）（素

案）」を報告 

５月20日 県民意見募集実施（６月18日まで） 

 

３ 県民意見募集結果 

(1) 募集方法 

ア 意見募集期間 

令和元年５月20日（月）～６月18日（火） 

イ 実施方法 

県のホームページへの掲載、県機関への配架等 

ウ 県民意見の提出方法 

インターネットメール、郵送、ファクシミリ 

(2) 実施結果 

ア 意見総数 

１件 

イ 意見の反映状況 

今後の取組の参考としました。 

ウ 主な意見 

ＩＣＴは大変重要であることから、職員の人材育成（研修受講

等）、専門部署の設置、他自治体との連携などに取り組んでほしい。 
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４ 今後の予定 

令和元年７月  「かながわＩＣＴ・データ利活用推進計画」の策定 

 

５ 「かながわＩＣＴ・データ利活用推進計画（仮称）（案）」の概要 

(1) 概要 

ＩＣＴ・データを積極的に利活用し、県民の安全安心や利便性の向上

と行政内部の業務全般の効率化を実現するため、県民を対象とした「く

らしの情報化」と、県内部の「行政の情報化」の２つの柱で取組を進め

る。 

(2) 計画の位置付け 

・ かながわグランドデザイン及び行政改革大綱をＩＣＴ・データ利活

用の側面から支えるための計画 

・ 官民データ活用推進基本法に基づく法定計画 

(3) 計画期間 

令和元年度～４年度 

(4) 構成 

ア 柱Ⅰ くらしの情報化 

健康・医療・介護、観光、農林水産・環境、ものづくり、インフ

ラ・防災・減災、教育など様々な分野において、ＩＣＴやビッグデ

ータを含む多様なデータの利活用を進めることにより、多様な県民

ニーズに対応するサービスを実現する。 

① ＩＣＴ及びデータを利活用した県民サービスの提供 

② 官民情報共有・整備の推進 

③ 県民サービスの更なる電子化の推進 

イ 柱Ⅱ 行政の情報化 

ＲＰＡやＡＩなどの新たなＩＣＴを積極的に利活用して効率化を

図るとともに、庁内システムの見直しなどによるＩＣＴ環境の最適

化やＥＢＰＭなど多様なデータ利活用を支える環境の整備を推進し、

県民サービスの向上につなげる。 

① 行政事務の更なる電子化の推進 

② クラウド適用の原則化 

③ ＩＣＴガバナンスの強化 

④ 情報化人材の確保 
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６ 産業労働局関連の施策 

 

柱Ⅰ くらしの情報化 

 

①ＩＣＴ及びデータを利活用した県民サービスの提供 

 

＜分野＞エ ものづくり 

 

（施策名）０１：ＩｏＴ技術の導入支援（産業労働局） 

 

（施策名）０２：簡易型ＩｏＴ技術の導入支援（産業労働局） 

 

（施策名）０３：「企業経営の未病改善」ウェブアプリの開発

及びデータベースの構築（産業労働局） 

 

③県民サービスの更なる電子化の推進 

 

＜分野＞イ キャッシュレスの取組 

 

（施策名）０１：キャッシュレス化の推進（産業労働局） 

 



 

- 13 - 
 

Ⅲ 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６月 18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６月 21日発表 
 

 

 

 

 

 

  

 
 
２ 経済動向 

  (1) 県内総生産の推移 

 

32.63 32.92 32.33 32.53 32.53

34.10 
34.64

32.17 32.92 32.46 32.68 32.05 

33.17 33.70 

26

27

28

29

30

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、輸出や生産の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、このところ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、このところ弱含んでいる。 
・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
に慎重さがみられる。 

・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
問題の動向が世界経済に与える影響に一層注意するとともに、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、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りを続けており、 
            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」（平成 30年 12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 
平成29年度 

(実績) 

平成30年度 

（実績見込み） 

平成31年度 

(政府経済見通し) 

国内総生産 1.9％ 0.9％ 1.3％ 

 設備投資 4.6％ 3.6％ 2.7％ 

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） 

 

(3) 神奈川経済の見通し          （前年度比増減率、実質） 

区   分 
平成29年度 

(実績見込み) 

平成30年度 

(予測) 

平成31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」（平成 31年４月） 

日本銀行横浜支店「企業短期経済観測調査結果」（平成 31年４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。 

   

 

19 19 22
18

15

9

17

16
15

16

12

7

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

H30.3 H30.6 H30.9 H30.12 H31.3 R1.6（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３月の全産業業況判断Ｄ.Ｉは、前回（平成30年12月）比で ３ポイント低下 

・ 全国の３月の全産業業況判断Ｄ.Ｉは、前回（平成30年12月）比で ４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６月） 

  

△ 17.0

△ 12.5
△ 17.1

△ 20.3

△ 26.5

△ 30.7

0.8

6.1

△ 4.5

△ 14.7
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14.8

0.8
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△ 30.0

△ 20.0

△ 10.0

0.0

10.0

20.0

H30.7-9 H30.10-12 H31.1-3 R1.4-6 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（令和元年４月～６月期）の総合業況判断Ｄ.Ｉは、前期 

（平成31年１月～３月期)比で3.2ポイント低下 
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(3) 企業倒産件数 

 

 

   

                             

（単位：件、億円） 

区  分 H31.２ H31.３ H31.４ H31.５ (R１.５)  H28年 H29年 H30年 

県

内 

件  数 38 46 47 49 36 524 528 444 

負債総額 50 36 60 73 25 596 818 487 

全

国 

件  数 589 662 645 695 767 8,446 8,405 8,235 

負債総額 1,955 971 1,069 1,074 1,043 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６月） 

               〃              横浜支店「神奈川県・企業倒産状況」（令和元年６月） 
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（億円）（件） 県内企業倒産の推移

負債総額（右目盛）

倒産件数（左目盛）

県内の５月の倒産件数、負債総額は、ともに前月より増加 
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４ 雇用情勢 
 (1) 完全失業率 
 

 

                                                                     

（単位：％） 

区  分 H31.１ H31.２ H31.３ H31.４ 

 

H28年 H29年 H30年 

県  内  （2.3）  （－） 3.1 2.7 2.3 

全  国 2.5 2.3 2.5 2.4 3.1 2.8 2.4 

資料：総務省「労働力調査」（令和元年５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 H31.１ H31.２ H31.３ H31.４ 

 

H28年 H29年 H30年 

県  内 1.20 1.19 1.22 1.20 1.05 1.15 1.20 

全  国 1.63 1.63 1.63 1.63 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５月） 
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年
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年
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（％） 完全失業率（全国）の推移
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（倍） 有効求人倍率の推移

県

全国

全国の４月の完全失業率は、2.4％で前月比で0.1ポイント低下 

県内の４月の有効求人倍率は、1.20 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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（％） 障害者実雇用率の推移

県

全国

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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Ⅳ 地域未来投資促進法に基づく取組状況について 

 

１ 経緯 

平成 29 年７月、地域の特性を生かして高い付加価値を創出する事業を

支援する「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関

する法律（地域未来投資促進法）」が施行された。 

本制度を活用した事業者の取組を支援するため、市町村と共同して神奈

川県基本計画を策定し、国との協議を行った結果、平成 30 年５月 28 日、

国の同意を得た。 

その後、事業者向け説明会の開催等により、制度の周知や事業計画の掘

起しを行うとともに、事業者が行う地域経済牽引事業計画の作成支援や、

当該計画の承認を行っている。 

 

２ 取組状況 

 (1) 事業者向け説明会の開催 

   平成 30年度       ５回（横浜、湘南、県央、県西、川崎） 

   平成 31年度（令和元年度）２回（横浜、県央） 

 (2) 制度の周知・広報 

   市町村や支援機関、金融機関向け説明会等において、制度の周知・広

報を行い、事業計画の掘起しを行った。 

(3) 事業計画作成支援窓口の設置 

    ア 運営主体 

    （公財）神奈川産業振興センター 

  イ 支援内容 

    市場可能性や実現可能性の調査、競合他社の状況や自社の強みを踏

まえた事業計画のブラッシュアップ等 

  ウ 支援窓口 

    横浜、海老名 

  エ 相談件数（令和元年５月末日現在） 

    11社 26件、作成支援８社（うち５社承認） 

 (4) 神奈川県地域経済牽引事業促進協議会の開催 

  ア 日時 

    平成 31年３月 26日（火）午前 10時から 11時まで 

イ 内容 

  承認事業計画の進捗状況等について協議 

  ウ 構成員 

    県、県内全市町村、支援機関等 
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３ これまで承認した地域経済牽引事業計画（令和元年６月 25日現在） 

  11件の事業計画を承認した。 

 

４ 今後の取組 

  引き続き、市町村や支援機関、金融機関などと連携し、制度の周知や事

業計画の掘起しを行うとともに、承認した事業計画が円滑に進むよう、進

捗を確認していく。 

番号 
企業名 

（所在地・企業規模） 
事業計画 承認年月日 

１ 
（株）小田原エンジニアリング 

（足柄上郡松田町・中小企業） 

電気自動車・ハイブリッドカー向け新

型モーター生産工程・生産設備の確立

と需要拡大へ向けての新工場建設 

平成30年７月31日 

２ 
（株）テクトレージ 

（横浜市緑区・中小企業） 

中小製造業へのIoT・ロボット普及促進

のためのIoT・ロボット関連のショール

ーム開設 

平成30年８月31日 

３ 
（株）ニットー 

（横浜市金沢区・中小企業） 

革新的ウェアラブルチェア「アルケリ

ス」の生産拡大及び販売拡大事業 
平成30年９月28日 

４ 
（株）ミズキ 

（綾瀬市・中小企業） 

IoTを活用したアナログ式加工機の“見

える化”による生産革新とシステム導

入支援 

平成30年10月22日 

５ 
（株）荏原製作所 藤沢事業所 

（藤沢市・大企業） 

ドライ真空ポンプの生産能力拡大に向

けた新工場建設と生産工程の自動化に

向けた機械設備の導入 

平成30年12月26日 

６ 

日本新薬（株） 

小田原総合製剤工場 

（小田原市・大企業） 

尿路結石治療剤の中国市場拡大事業 平成31年２月21日 

７ 
（株）リガルジョイント 

（相模原市南区・中小企業） 

環境と省エネに寄与する「持続可能な

環境ソリューションビジネス」の海外

展開 

平成31年３月22日 

８ 
（有）ラ・ベルデュール 

（横浜市泉区・中小企業） 

ＪＲ横浜タワーへの新店舗開設と横浜

を代表する土産菓子の開発 
平成31年４月10日 

９ 
関東化学（株） 伊勢原研究所 

（伊勢原市・大企業） 

再生医療関連製品の生産拡大及び研究

開発促進事業 
令和元年５月31日 

10 

ディー・ティー・ファインエレク

トロニクス(株) 

（川崎市幸区・中小企業） 

三次元フラッシュメモリ向け回路パタ

ーン原版の開発促進事業 
令和元年６月25日 

11 
ペプチドリーム（株） 

（川崎市川崎区・中小企業） 

創薬開発における特殊ペプチド探索工

程の自動化及び設備能力増強 
令和元年６月25日 
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参考 

１ 地域経済牽引事業の承認要件 

(1) 要件１：地域の特性を活用すること（①～⑨のいずれか） 

①京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区を中心とした医薬品、医療 

機器、再生医療等製品関連産業の集積を活用したライフサイエンス分野 

②県西地域を中心とした健康関連産業の集積を活用した未病分野 

③さがみロボット産業特区を中心としたロボット関連産業の集積を活用したロボ 

ット分野 

④（国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構をはじめとした研究機関・大 

学・企業等が持つ環境・エネルギー関連技術を活用した環境・エネルギー分野 

⑤古都鎌倉や東京 2020オリンピック競技大会セーリング競技会場の江の島をはじ 

めとした多様な歴史・文化・スポーツ・自然・景観などの観光資源を活用した

観光分野 

⑥（国研）情報通信研究機構をはじめとした研究機関・大学・企業等が持つＩｏ

Ｔ、ＡＩ関連技術を活用した第４次産業革命関連分野 

⑦自動車、航空機部品、ＩＴ／エレクトロニクス等関連産業の集積を活用した成 

長ものづくり分野 

⑧（地独）神奈川県立産業技術総合研究所をはじめとした研究機関・大学・企業  

等が持つ新素材等の技術を活用した成長ものづくり分野 

⑨三崎のマグロをはじめとした地域食材などの特産物を活用した６次産業分野 

(2) 要件２：高い付加価値を創出すること 

付加価値増加分：6,600万円超 

(3) 要件３：いずれかの経済的効果が見込まれること 

・取引額：10％増加  ・雇用者数：５％増加 

・売上げ：10％増加  ・雇用者給与等支給額：７％増加 

※要件２、３は、事業計画期間が５年を下回る場合、計画期間で按分した値 

 

２ 承認された地域経済牽引事業に対する主な支援措置 

(1) 課税の特例 

先進的な事業に必要な設備投資に対する減税 

対象設備 特別償却 税額控除 

機械装置・器具備品 取得価額×４０％ 取得価額×４％ 

 上乗せ要件を満たす場合 取得価額×５０％ 取得価額×５％ 

建物・附属設備・構築物 取得価額×２０％ 取得価額×２％ 

(2) ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金等審査上の加点措置 

(3) 日本政策金融公庫による融資制度 
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Ⅴ 「さがみロボット産業特区」の取組について 

 

１ 取組の概要 

「さがみロボット産業特区」（以下「本特区」という。）は、平成25年２月に

国から地域活性化総合特区の指定を受け、生活支援ロボットの実用化を通じた県

民生活の安全・安心の確保及び地域経済の活性化のため、ロボットの開発・実証

実験の促進、普及啓発や関連産業の集積促進に取り組んできた（第１期計画(平

成25年度～29年度)）。 

平成30年４月に平成30年度以降５年間の計画（第２期計画(平成30年度～令和４

年度)）が認められ、「ロボットと共生する社会」の実現に向けて、さらに取組

を拡充している。 

 

２ 数値目標と進捗状況 

本特区の第２期では、第１期の指標を活かしつつ、次の６つの指標を特区計画 

に掲げている。 

 

○特区発ロボットの商品化状況(累計)       令和元年度は６月１日現在(件) 

 第１期 第２期 

平成25～29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

目標値 12 5 10 15 20 25 

実績値 15 6 (7) - - - 

 

○実証実験等の実施件数(累計)          令和元年度は６月１日現在(件) 

 第１期 第２期 

平成25～29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

目標値 90 40 80 120 160 200 

実績値 186 57 (64) - - - 

 

○県の企業誘致施策等を活用したロボット関連企業の件数(累計) 

令和元年度は６月１日現在(件) 

 第１期 第２期 

平成25～29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

目標値 35 5 11 18 26 35 

実績値 15 4 (5) - - - 
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○生活支援ロボットに関する特区の取組に参加する県内中小企業の数(累計)  

令和元年度は６月１日現在(社) 

 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

目標値 20 40 60 80 100 

実績値 20 (24) － － － 

 

○生活支援ロボットの導入施設数(累計)     令和元年度は６月１日現在(箇所) 

 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

目標値 50 100 150 200 250 

実績値 104 (106) － － － 

 

○生活支援ロボットを体験する取組に参加した人数(累計)   

令和元年度は６月１日現在(人) 

 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

目標値 4,000 8,000 12,000 16,000 20,000 

実績値 30,285 (30,785) － － － 

 

３ 主な取組 

(1) 国や地域との調整等 

ア 国との協議等 

規制緩和については、これまで実証に係るもの８件（旧薬事法、電波法、

道路交通法、医師法）、土地利用に係るもの５件（農地法、都市計画法）、

普及に係るもの３件（介護保険法、医師法・薬剤師法等）について国との協

議を行い、必要な規制緩和を実現してきた。 

また、企業が国に申請する研究開発補助金の獲得支援等については、これ

まで36件（合計約10億７千１百万円）を獲得している。 

 

イ 地域協議会 

「さがみロボット産業特区協議会」を設け、本特区の取組の方向性などに

ついて協議を行っている。現在、協議会の構成員は64団体、オブザーバー４

団体となっている。 

 

(2) 生活支援ロボットの開発・実証実験等 

ア 重点プロジェクト 

生活支援ロボットの開発案件のうち、早期の実用化が期待できるものや、

県民生活に大きなインパクトを与えるものなどを地域協議会が「重点プロジ

ェクト」に指定し、個々のプロジェクトごとに県と事業主体が「実現プラン」

を作成している。 

これらのプロジェクトに対して、有識者で構成する重点プロジェクト支援
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委員会が、専門家によるアドバイザー支援等を通じて、実用化を後押しして

いる。 

なお、商品化したロボットについては、導入に向けた支援（ロボット導入

支援事業等）を実施している。 

 

○重点プロジェクト指定の状況(累計)             令和元年度は６月１日現在（件） 

 第１期 第２期 

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

指 定 12 20 22 24 25 27 27 

商品化 - １ ７ ９ 10 11 11 

 

○これまでに商品化したプロジェクト（令和元年６月１日現在） 

＜第１期＞ 

プロジェクト名 事業主体 プロジェクト名 事業主体 

１ 
手指のリハビリを支援す

るパワーアシストハンド 
㈱エルエーピー ２ 

人工筋肉による遠隔建機

操縦ロボット 
コーワテック㈱ 

  

３ 心の健康計測システム ＰＳＴ㈱ ４ 
脊髄損傷者用歩行アシス

ト装置 
㈱安川電機 
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プロジェクト名 事業主体 プロジェクト名 事業主体 

５ 
見守り機能型服薬管理支

援機器・システム開発  
クラリオン㈱ ６ 

赤外光センサーを使用し

た高齢者見守りシステム  

㈱イデアクエスト

イノベーション 

  

 

 

 

 

 

 

７ 

介護施設における認知症

患者を含む高齢者向けコ

ミュニケーションロボッ

ト 

富士ソフト㈱ ８ 
足首のリハビリを支援す

るパワーアシストレッグ 
㈱エルエーピー 

  

 

 

 

 

 

 

※H27生活支援ロボットデザイン支援事業採択案件 

９ 

人の行きたい方向を察知

し先導するガイダンスロ

ボット 

日本精工㈱ 10 
居室設置型移動式水洗ト

イレ 
ＴＯＴＯ㈱ 
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＜第２期＞ 

プロジェクト名 事業主体 

11 
多くの日常生活動作を可

能にする上肢筋電義手 

横浜国立大学・

東海大学医学部

付属病院ほか 

 

 

○重点プロジェクト（令和元年６月１日現在） 
プロジェクト名 事業主体 

１ 
手指のリハビリを支援するパワーアシストハンド 

㈱エルエーピー 
足首のリハビリを支援するパワーアシストレッグ 

２ 空間センサーを活用した介護支援システム 青山学院大学ほか 

３ 人の行きたい方向を察知し先導するガイダンスロボット 日本精工㈱ 

４ マイクロ波を使った高齢者見守りシステム ㈱ＣＱ－Ｓネット 

５ 見守り機能型服薬管理支援機器・システム開発 クラリオン㈱ほか 

６ 
介護施設における認知症患者を含む高齢者向けコミュニケーションロ

ボット 
富士ソフト㈱ 

７ がれきに埋もれた被災者を探索するロボット ㈱タウ技研 

８ 
災害現場等で長時間活動する無人飛行ロボット等への無線給電システ

ム 

(公財)相模原市産業振

興財団ほか 

９ 自動運転技術を装備した自動車 日産自動車㈱ 

10 遠隔操作による超音波診断ロボット 早稲田大学 

11 心の健康計測システム ＰＳＴ㈱ 

12 患者見守りシステム ㈱タウ技研 

13 居室設置型移動式水洗トイレ ＴＯＴＯ㈱ 

14 腰への負担を軽減するマッスルスーツ ㈱イノフィス 

15 人工筋肉による遠隔建機操縦ロボット コーワテック㈱ 

16 人が近寄ることが困難な災害現場で活動するクローラ移動ロボット ㈱移動ロボット研究所 

17 脊髄損傷者用歩行アシスト装置 ㈱安川電機 

18 赤外光センサーを使用した高齢者見守りシステム 
㈱イデアクエストイノ

ベーション 
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プロジェクト名 事業主体 

19 自動運転ロボット利活用サービス ㈱ディー・エヌ・エー 

20 浴室設置型入浴支援ロボット ＴＯＴＯ㈱ 

21 多くの日常生活動作を可能にする上肢筋電義手 
横浜国立大学・東海大

学医学部付属病院ほか 

22 誤嚥性肺炎防止のための嚥下モニタリング・アシストシステム カレイド㈱ほか 

23 飛行型警備ロボット セコム㈱ 

24 ダム調査ロボットシステム ㈱キュー・アイ 

25 日常生活を支援するための人の手の動きを再現するロボットハンド ダブル技研㈱ 

26 データ分析型ケアマネジメント支援システム パナソニック㈱ 

27 自動運転等に活用されるカメラシステム ㈱リコー 

 

イ 公募型「ロボット実証実験支援事業」 

生活支援ロボットの実用化を図る上で不可欠な実証実験の計画を県を含む

公募型実証実験実行委員会が全国から募集し、実証場所やモニターの手配、

実証実施に必要な規制緩和の調整、実証に係る経費の一部支援（１件につき

最大50万円）を行っている。令和元年度は、４月25日から５月31日まで募集

し、７月中に採択予定である。 

 

○これまでに商品化したロボット（令和元年６月１日現在） 

＜第１期＞ 
ロボット名称 事業主体 実施年度 

災害対応ロボット等に搭載する高分解能電子走査電波センサー サクラテック㈱ H26,H27 

 

 

○平成30年度の採択プロジェクト 
プロジェクト名 事業主体 

１ 生活動作支援ロボティックウェア（curara🄬） 信州大学 繊維学部 

２ 自在適応桁で支えられる橋梁点検ロボットシステム ㈱ハイボット 

３ トンネルスキャンロボット ㈱リコー 
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プロジェクト名 事業主体 

４ 
介護予防・医療向けIoTプラットホームシステム「コ

ミュニケーションテーブル」 
㈱シャンティ 

５ 接客効率と売上向上に向けたロボット活用システム 慶應義塾大学SFC研究所 

６ リハビリテーションロボット ㈱デンサン 

７ 
非接触バイタル生体センサーを活用した見守りサービ

ス及び超音波センサーによる排泄予測 
パナソニック㈱ 

８ 
案内支援のためのマルチロボットコミュニケーション

システム 
東京工芸大学 工学部 

９ 
ベッドやトイレへの乗り移りを安全・簡単にする、後ろ

からスライド移動だけで乗れるロボット 
㈱テムザック 

10 デリバリーロボット NECネッツエスアイ㈱ 神奈川支店 

11 バイタルレーダーセンサー・プラットフォーム サクラテック㈱ 

12 下肢不自由者向け歩行支援ロボット USCIジャパン㈱ 

 

ウ 神奈川版オープンイノベーション 

「介護・医療」「高齢者等への生活支援」「災害対応」「農林水産（鳥獣

対策含む）」「インフラ・建設」「交通・流通」「観光」「犯罪・テロ対

策」の８つの分野に関し、県と産業技術総合研究所の連携のもと設置した

「ロボット研究会」において、企業等の技術連携を促進している。令和元年

６月１日現在、研究会には、企業や大学等260者が参加している。 

 

○これまでに商品化したプロジェクト（令和元年６月１日現在） 

＜第１期＞ 

ロボット名称 事業主体 ロボット名称 事業主体 

１ 
火山活動対応 

ドローン 
㈱日本サーキット ２ 

火山活動対応 

地すべり警報システム 
㈱菊池製作所 

  

３ 

人の立ち入りが困難な

現場での情報収集ロボ

ット 

㈱移動ロボット研

究所 
４ 

災害対応マルチロータ

ー機 
㈱日本サーキット 
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＜第２期＞ 

ロボット名称 事業主体 ロボット名称 事業主体 

５ 深海用水中ドローン ㈱ＦｕｌｌＤｅｐｔｈ ６ 
見守り介護ロボット 

「ａａｍｓ」 
㈱バイオシルバー 

  

 

○共同開発中のプロジェクト（令和元年６月１日現在） 
プロジェクト名 概要 

１ 
障害物回避機能を備えた

外出支援ロボット 

障害物回避や自律運転などの技術を用いた、車いすロボットタイプ

の移動支援シルバーカーを開発する。 【試作機完成】  

２ 
外出支援アクティブ歩行

補助車 

上り坂でのアシスト機能や下り坂での制動機能を搭載した高齢者

の外出支援ロボットを開発する。 【試作機完成】 

３ 
移乗支援および着座ずれ

防止車いすロボット 

移乗支援及び着座ずれ防止を可能にする自在座面を備えた車いす

ロボットを開発する。 【試作機完成】 

４ 
高齢者用電動ショッピン

グカート 

大型の商業施設では、購入した物品を持ちながら長距離を移動す

るため、高齢者の移動をサポートする小型軽量で安価な電動車を開

発する。 

５ 

観光客へローカル情報の

提供を行うコミュニケー

ションロボット 

無線タグの言語情報を検知し、対応する言語で会話をするとともに、

内蔵するサーバにより、観光案内Webページ等を通じて観光情報等を提供

するロボットを開発する。 【試作機完成】  

６ 
歩行補助機器 

(アシスト杖ロボット) 

病気や怪我によって歩行に障害がある人を対象として、自宅内な

ど限られたスペースでも使用可能な小型軽量の歩行補助機器を開発

する。 【試作機完成】 

７ 深海用水中ドローン 

安全、低価格で、画像などによる水中探査を行うことができる

ROV(遠隔操作型無人潜水機)を開発した。（平成30年６月商品化済） 

新たに、定置網及び人工魚礁等の点検に係る課題に対応可能なロ

ボットを開発する。 

８ 

さまざまな環境・用途に

カスタマイズ可能な自律

搬送ロボット 

カスタマイズにより災害対応やインフラ点検・建設作業など、さ

まざまな環境及び用途に使用可能な自律搬送ロボットを開発する。 

９ 
睡眠の質を向上するロボ

ット寝具 

高齢者では睡眠の質に悩みをもつ人が多いことから、ロボット技

術を活用して睡眠の質を向上する枕等寝具を開発する。 

【試作機完成】 

10 
精密農業用ドローンシス

テム 

自律飛行するドローンを用いて定期的に田畑の地形や作物の生育

状況を計測し、そのデータを農作業に活用して収量や品質を向上す

るためのドローンシステムを開発する。 
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プロジェクト名 概要 

11 

さまざまな環境・遠隔コ

ミュニケーションロボッ

ト 

施設内での利活用を目指した遠隔コミュニケーションロボットの

実用化に向けたプロジェクトを実施する。 

 

エ ロボット実用化促進事業 

県内の中小企業のロボット産業参入を促進するため、ロボット開発費等へ 

の補助（補助率：１／３）を実施した。（平成29年度～30年度実施） 

 

○これまでに商品化したプロジェクト（令和元年６月１日現在） 

＜第２期＞ 
ロボット名称 事業主体 ロボット名称 事業主体 

１ 
高齢者生活みまもりロ

ボット 
㈱エナ・ストーン ２ パワーアシストリスト ㈱デンサン 

 
 

３ 
ケアピっと ～AI に基

づく運動指導～ 
(株)リテック ４ 

無線操作による 360°水中映

像モニタリングロボット 

㈱渋谷潜水工

業 

  

 

○平成30年度の採択プロジェクト（支援は終了し今後商品化が見込まれる。） 

プロジェクト名 事業主体 

１ 家庭向け見守りロボットの多機能化 ㈱エナ・ストーン 

２ 高齢者の自立支援を目的としたコミュニケーションロボットの開発 ㈱昇和エレクトロニクス 

３ 「アクティブロボSAM」のミニショベル適用開発 コーワテック㈱ 

４ 丸ハンドル式重機への無線遠隔操縦ロボットの開発 コーワテック㈱ 

５ 円周魚眼レンズを用いた無線操縦式水中VTRカメラシステムの開発 ㈱渋谷潜水工業 

６ 
３次元一元化データを活用した社会・産業インフラの効率的な維持

管理ロボット群の開発 ㈱イクシス 
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プロジェクト名 事業主体 

７ 
ドローンを用いた点検業務におけるローコストソリューションシス

テムの開発 
㈱エーブレイン 

８ 
音響技術を活用した新しい無線通信システム「STMF」の開発及び実

用化 
㈱ＭＥＭＯテクノス 

 

オ さがみロボット産業特区参加促進事業 

  特区の取組効果を地域経済の活性化に繋げるため、中小企業等がロボット

の関連産業に関わる機会を提供するとともに、ロボットを活用した新たな市

場形成の可能性を示していくことにより、「産業界にとっての見える化」を

推進する。 

令和元年度は、マッチングフォーラムを３回開催するとともに、テクニカ

ルショウヨコハマにおいて、特区特設コーナーを設置する。 

 

カ 最先端ロボットプロジェクト推進事業 

  経済的効果、県民生活への影響、発展性、注目度等に優れた最先端のロボ

ットプロジェクトを公募し、商品化に向けた実証実験の実施や改良、広報等

について総合的な支援を行う。 

 令和元年度は、７月18日まで募集し、８月中に採択予定である。 

 （募集テーマ） 

  ① 自動運転技術を活用したプロジェクト 

  ② ロボットハウスプロジェクト 

  ③ ドローンを活用したプロジェクト 

④ その他、県民生活の課題解決を目的とする最先端なロボットプロジェ 

クト（産業用ロボットを除く） 

 

キ プレ実証フィールドの整備・運営 

平成26年度に「プレ実証フィールド（元県立新磯高校）」を相模原市南区 

に開設し、本格的な実証実験を行う前に、模擬的な環境でロボットの完成度 

を高める「プレ実証（実験）」の場として活用している。平成28年度は小型 

飛行ロボット（ドローン）の実証環境等、平成29年度には実証用道路の整備 

等を行い、実証実験施設としての設備を充実させ、本格的な運用を開始して 

いる。 

 

ク ロボットの商品化デザイン支援 

商品化を促進するため、平成27年度からデザイン支援を実施している。 
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 (3) 生活支援ロボットの普及・定着促進 

ア ロボット導入支援事業 

「ロボットと共生する社会」の実現に資するため、本特区の取組（重点プ

ロジェクト等）を活用して商品化されたロボットの導入にかかる経費（１／

３補助 上限200万円）を補助することで、民間施設等へのロボット導入を

促す「ロボット導入支援事業」を実施している。令和元年度は、４月25日か

ら募集を開始している。 

 

イ ロボット体験施設 

住宅展示場内のモデルハウスに、生活支援ロボットを設置し、触れたり動 

かしたりすることのできる「ロボット体験施設」を、厚木、藤沢の２か所 

に設置している。 

 

ウ ロボット体験キャラバン 

介護・福祉現場の職員に、ロボット導入の有効性を実感してもらうため、 

介護ロボット等の中から福祉施設等が希望するものを持参し、施設職員に実 

際にロボットを体験してもらう取組を実施している。令和元年度は、18種類 

のロボットを用意し、５月９日から募集を開始している。 

 

エ モニター制度 

生活支援ロボットの現場への導入を加速するため、災害対応・インフラ点 

検等のロボットを公共機関等で使用して評価する制度と、介護ロボットや高 

齢者向け生活支援ロボット等を事前に募集した民間施設等で、購入前に１～ 

２か月程度試用する制度の２種類のモニター制度を実施している。令和元年 

度は、14種類のロボットを用意し、５月９日から募集を開始している。 

 

  オ 現場志向の開発に向けたユーザー側との連携 

現場のニーズに合致した実用性の高いロボットの開発を促進し、その導入 

及び普及促進を図るため、平成29年１月に社会福祉法人聖隷福祉事業団と覚 

書を締結した。「聖隷藤沢ウェルフェアタウン」（高齢者複合施設の総称）

を拠点として、ロボット関連企業向けニーズ説明会の開催や、実証実験の取

組等において連携している。 

また平成29年12月には、体験型複合リゾート施設「さがみ湖リゾートプレ

ジャーフォレスト」を運営する相模湖リゾート㈱と覚書を締結し、第一弾と

して「飛行ロボット（セコムドローン）を活用した新しいセキュリティサー

ビス」の実証実験に取り組んでいる。 

 

カ ロボット共生社会推進事業  

ロボットと共生する社会の実現に向け、共生のイメージを分かりやすく発 

信するモデル空間を展開する。 
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令和元年度は、辻堂駅周辺におけるモデル空間の展開や、ロボットを活用 

したイベントを実施するとともに、セーリングワールドカップシリーズ江の 

島大会の際に自動運転バスで来場者を輸送する実証に取り組む。 

辻堂駅周辺の街なかで活躍するロボットについて、５月24日から６月28日 

まで募集し、７月中に採択予定である。 

 

(4) 産業集積の促進 

ア 県版特区の取組 

企業の立地環境を改善するため、土地利用等に関して、県が権限を持つ各

種規制を緩和する「県版特区」の取組を平成26年４月から開始し、県ホーム

ページや、企業プロモーション活動など様々な機会をとらえて周知している。 

 

イ 企業誘致の推進 

企業誘致施策「セレクト神奈川100」のインセンティブ（企業誘致促進補

助金、不動産取得税の不均一課税、低利融資、企業誘致促進賃料補助金等）

や、県が権限を持つ各種規制を見直した「県版特区」の活用、重点プロジェ

クトを始めとする企業へのロボット実用化支援の取組などを通じて、ロボッ

ト関連企業の誘致に引き続き取り組んでいく。 

 

４ 国による特区の評価 

地域活性化総合特区については、毎年度、国の「総合特別区域評価・調査検討 

会」による分野ごとの評価が行われている。平成30年12月10日に平成29年度の評 

価結果が国から公表された。 

「さがみロボット産業特区」への評価 

・アジア拠点化・国際物流分野…４特区中１位 

・ライフイノベーション分野 …12特区中５位 
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Ⅵ 新たな企業誘致施策（素案）等について 

 

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。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

誘致による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。 

新たな企業誘致施策の策定に当たっては、市町村、経済団体等との議論等

を踏まえ、企業活動や経済動向に対応できるよう、できるだけ早期の開始を

目指しており、新たな企業誘致施策の素案を取りまとめたので、今回報告す

る。 

 

２ 「セレクト神奈川100」の実績（平成28年度～30年度） 

（１）誘致件数等 

ア 企業立地支援事業等の活用件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

※ 一つの企業が複数の支援を受ける場合があるため、内訳と計は一致しない。 
 

イ 地域別立地件数 

地 域 県外･国外 県内再投資 合 計 

横 浜 ･ 川 崎 地 域 63件 22件 85件（40件） 

横 須 賀 ･ 三 浦 地 域 ４件 ２件 ６件 （５件） 

県 央 地 域 ７件 21件 28件（23件） 

湘 南 地 域 ４件 11件 15件（12件） 

県 西 地 域 ２件 ２件 ４件（４件） 

合 計 80件 58件 138件（84件） 

              ※ カッコ書きは、企業立地支援事業及び企業誘致促進賃料補助金の認定等84件の内訳 

 

 

区 分 大企業 中小企業 
合 計 

［ ］内は県外･国外 

企業立地支援事業 23件 53件 76件［29件］ 

 

補助金 ※ 11件 18件 29件［29件］ 

税制措置 ※ 20件 51件 71件［24件］ 

低利融資 ※ － 41件 41件［９件］ 

企業誘致促進賃料補助金 １件 ７件 ８件［６件］ 

小 計 24件 60件 84件［35件］ 

ワンストップサービス ５件 49件 54件［45件］ 

合 計 29件 109件 138件［80件］ 
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（２）経済的効果等 

平成28年度以降の県内企業への発注状況等の調査によれば、「セレクト

神奈川100」の支援制度を活用し立地した事業所等による経済的効果等は次

のとおりである。 

 

ア 経済的効果（設備投資と操業における発注実績の合計） 

事業着手した事業所数 発注額の累計 

 

うち県内企業への発注額（累

計） 
県内割合 

78件 1,985億3,600万円 946億8,700万円 48％ 

 

イ 雇用実績 

稼働開始した事業所数 正社員数 正社員以外の社員数 合 計 

44件 2,637人 576人 3,213人 

 

≪参考：これまでの雇用状況≫ 

区 分 人 数 

新規採用正社員数の数の累計 405人 

県外の事業所から転入した正社員数の累計 347人 

 

ウ 県税の増収効果 

企業立地支援事業認定制度等を適用した事業所（78件）の県税の増収

影響額について、新規立地・再投資による増加従業者数等と課税実績を

基として算定した。 

税 目 平成29～30年度（累計） 

個人県民税 7,095万円 

法人二税 ２億1,223万円 

不動産取得税 7,769万円 

合 計 ３億6,087万円 

 

≪調査の方法等≫ 

調査方法：アンケート調査及び聞き取り 

調査基準日：平成30年12月末日 

調査対象事業所：基準日までに「セレクト神奈川100」の支援制度を活用して事業に着手した事業

所78件（大企業22件・中小企業56件） 

回答事業所：78件（回答率100％） 
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３ 「かながわグランドデザイン第２期実施計画」での点検結果 

 平成31年３月の「かながわグランドデザイン第２期実施計画」の点検結果

において、企業誘致の取組の課題・検討事項を次のとおり整理した。 

（１）プロジェクトをとりまく状況 

   圏央道の整備等により広域的に交通アクセスが向上するとともに、近隣

他県でも様々な企業誘致施策に取り組んでおり、地域間の競争が激しくな

っている。また、県内の企業立地において、地域による偏りなどが課題と

なっている。 

 

（２）今後に向けた検討事項 

   本県経済の活性化と雇用の創出のためには、県外・国外からの企業誘致

や県内企業の更なる投資の促進が重要であることから、県全域で企業立地

が進むよう、引き続き企業誘致に取り組む必要がある。 
（「かながわグランドデザイン第２期実施計画点検報告書」（平成31年３月）抜粋） 

 

４ 県内市町村等からの主な意見 

新たな企業誘致施策の検討に当たって、平成30年10月に県内市町村等へ 

アンケート調査を実施したところ、主な意見等は次のとおりであった。 

（１）調査態様 

  ア 実施時期 平成30年10月16日～11月13日 

  イ 調査対象 

・33市町村（回答：33市町村、回答率100％） 

・37経済団体※（回答：29団体、回答率78％） 
      ※（一社）神奈川県商工会議所連合会、14商工会議所、神奈川県商工会連合会、 

19商工会、神奈川県中小企業団体中央会、（一社）神奈川県経営者協会 

 

（２）調査結果 

ア 「セレクト神奈川100」の評価 

   ・「大いに評価できる」・「評価できる」  37団体/62団体 

   ・「評価できない」・「全く評価できない」 ２団体/62団体 

   ・「わからない」            23団体/62団体  

イ 主な自由意見 

【市町村】 

・県内再投資の場合にも補助金等のインセンティブがあればさらに有効。 

・立地の少ない地域向けのインセンティブを検討してほしい。 

・宿泊施設の誘致（立地）に際した要件を緩和してほしい。 

  【経済団体】   

・中小企業が管内に立地したことにより、地元消費、雇用、発注の機会

が生まれた。 
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５ 新たな企業誘致施策（素案） 

  「セレクト神奈川100」の検証結果や市町村及び経済団体等からの意見を

踏まえ、今までの効果的な支援内容を維持しつつ、明らかとなった課題に適

切に対応するため、新たな企業誘致施策の素案を整理した。 

（１）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。 

 ・ 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、本県の高度な産業集積を維持、発展してい

けるよう支援策を拡充する。 

 ・ 限りある財源の中で、中小企業への支援を手厚くする。 

 ・ 県内の企業立地において、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（仮称）」

を追加するとともに、宿泊業については、地域を限定して要件を緩和する。 
 

（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）支援施策の内容（現行制度との比較） 

  

 現行制度「セレクト神奈川100」 新たな企業誘致施策（素案） 

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、先端医療、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、先端医療、IT/エ

レクトロニクス関連、輸送用機械器具関連

産業、地域振興型産業（仮称）(特定地域のみ)

※ 

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） 
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 現行制度「セレクト神奈川100」 新たな企業誘致施策（素案） 

要  

 

件  

投資額 
（ホテルを除く） 

大企業 20億円以上 継続 大企業 20億円以上 

中小企業 ５千万円以上 継続 中小企業 ５千万円以上 

雇用要件 
（ホテルを除く） 

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(特定地域のみ))※ 

その他 
（ホテルを除く） 

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 
継続 

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 

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、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 

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、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 

・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 

支  

 

援  

 

策 

補助金 

＜県外・国外のみ＞ ＜県外・国外、県内再投資＞ 

上限５億円（投資額の５％） 

【特区等利用】 

上限10億円（投資額の10％） 

見直し 大企業 

上限５億円（投資額の３％） 

【特区等利用】 

上限10億円（投資額の６％） 

拡充 中小企業 

上限５億円（投資額の６％） 

【特区等利用】 

上限10億円（投資額の12％） 

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】 

補助率◆1.54％（当初５年間） 

補助率1.24％（６年目以降） 

【県内再投資】 

補助率0.94％ 
◆県から取扱金融機関への利子補助率 

見直し 

＜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 超長期で検討中 

 

補助率 県外・国外、特区等利用及び県内

再投資の補助率を一本化（平準

化）する方向で検討中 
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※ 「(５)地域の偏りを解消する施策」のア～ウを参照 

 

（５）地域の偏りを解消する施策 

ア 地域振興型産業（仮称）について 
 

対象地域（特定地域） 

横須賀・三浦地域（横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町） 

県西地域（小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、 

真鶴町、湯河原町） 
 

 

対 象 産 業 地域振興型産業（仮称） 

対 象 業 種 製造業（食料品、飲料製造業） 

要 件 

投資額 
大企業 20億円以上 

中小企業 ５千万円以上 

雇用要件 
大企業 50名以上 

中小企業 10名以上（賃料補助金については５名以上） 

支援策 

補助金 

大企業 
上限５億円（投資額の３％） 

【特区等利用】上限10億円（投資額の６％） 

中小企業 
上限５億円（投資額の６％） 

【特区等利用】上限10億円（投資額の12％） 

税制措置 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 超長期で検討中 

補助率 県外・国外、特区等利用及び県内再投資の補助率を一本化（平準

化）する方向で検討中 

賃料 

補助金 

＜県外・国外、外国企業の再投資＞ 

月額賃料の1/3、６か月分（上限600万円） 

【特区等利用】月額賃料1/2、６か月分（上限900万円） 

 

 

 

 

 

支    

援 

策 

賃料 

補助金 

＜県外・国外、外国企業の再投資＞ 

月額賃料の1/3、６か月分 

（上限600万円） 

【特区等利用】 

月額賃料1/2、６か月分 

（上限900万円） 

継続 

＜県外・国外、外国企業の再投資＞ 

月額賃料の1/3、６か月分 

（上限600万円） 

【特区等利用】 

月額賃料1/2、６か月分 

（上限900万円） 
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イ 賃料補助金に係る雇用要件の緩和について 

対象地域（特定地域） 

  アの地域振興型産業（仮称）の地域と同じ 

対 象 産 業 新たな企業誘致施策の支援策（案）の対象産業 

対 象 業 種 新たな企業誘致施策の支援策（案）の対象業種 

雇 用 要 件 
大企業 50名以上 

中小企業 ５名以上 

賃 料 補 助 金 

＜県外・国外、外国企業の再投資＞ 

月額賃料の1/3、６か月分（上限600万円） 

【特区等利用】月額賃料1/2、６か月分（上限900万円） 

 
ウ 宿泊施設の立地について 
 対象地域 

 横浜市、川崎市以外の地域 
 

対 象 産 業 観光関連産業 

対 象 業 種 宿泊業（旅館、ホテルに限る） 

要    件 

① 客室数30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 

【特区等要件:上記に加え､平均客室面積40㎡以上､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 

・なお、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 

支援策 

補助金 

大企業 
上限５億円（投資額の３％） 

【特区等利用】上限10億円（投資額の６％） 

中小企業 
上限５億円（投資額の６％） 

【特区等利用】上限10億円(投資額の12％) 

税制措置 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 超長期で検討中 

補助率 県外・国外、特区等利用及び県内再投資の補助率を一本化（平準

化）する方向で検討中 

 
６ 今後のスケジュール 
  令和元年７月 新たな企業誘致施策(素案)に係るパブリック･コメント実施 

令和元年９月 産業労働常任委員会において新たな企業誘致施策(案)の報告 

  令和元年11月 新たな企業誘致施策開始 



 

- 41 - 
 

Ⅶ かながわスマートエネルギー計画の取組について 

 

１ 取組の概要 

かながわスマートエネルギー計画は、平成 25年７月に可決された「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」を受けて、平成

26年４月に策定した。 

また、平成 30年３月に平成 30年度から令和２年度までの重点的な取組

の追加等を行う改訂を行った。 

この計画を推進するため、太陽光をはじめとする再生可能エネルギー等

の導入加速化、水素エネルギーの導入拡大及び省エネルギーの促進とスマ

ートコミュニティの形成に取り組み、地域において自立的なエネルギーの

需給調整を図る分散型エネルギーシステムの構築を目指している。 

 

２ 数値目標と進捗状況 

 

○数値目標

2010(H22)年度 2020(R2)年度

基準年 実績 目標

－
△8.2％

△10％

9.6％
13.3％

25％

○2020(R2)年度までの重点的な取組

2010(H22)年度 2020(R2)年度

基準年 実績 目標

基本政策１　再生可能エネルギー等の導入加速化

太陽光発電の普及

住宅用太陽光発電設備(10kW未満)の導入量(累
計) 11.29万kW

42.3万kW
146万kW

事業所用太陽光発電設備(10kW以上)の導入量
(累計) 1.82万kW

42.9万kW
219万kW

ソーラーシェアリングの導入件数
（累計）

５件
(H28年度)

30件 100件

基本政策２　安定した分散型エネルギー源の導入拡大

ガスコージェネレーションの導入

ガスコージェネレーションの導入量(累計) 53万kW 
57.8万kW

108万kW

水素エネルギーの導入

家庭用燃料電池の導入台数(累計) 1,600台
31,457台

103,000台

燃料電池自動車（ＦＣＶ）の導入台数(累計)
約120台

(H28年度)
約220台 5,000台

水素ステーションの設置数（累計）※　移動
式を含む

12箇所
(H28年度)

13箇所 25箇所

2018(H30)年度

県内の年間電力消費量の削減率

県内の年間電力消費量に対する
分散型電源による発電量の割合

2018(H30)年度

資料３

(H29実績)

(H29実績)

(H29実績)

(H29実績)

(H29実績)

(H29実績)
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３ 令和元年度の主な取組 

(1) 再生可能エネルギー等の導入加速化 

ア 太陽光発電の普及 

(ｱ) 自家消費型太陽光発電等の導入促進 
再生可能エネルギーの更なる普及拡大を図るため、事業者が自家

消費型の太陽光発電等を導入する経費に対し補助している。 
    ○募集期間：５月 24日～12月 20日 

○予定件数：11件 

○応募件数：４件（５月 31日現在） 
   （平成 30年度実績） 

○補助件数：９件 

○補助事業者：中央カンセー株式会社ほか８者 

 

    (ｲ) 太陽光発電の共同購入 

令和元年度から民間事業者と連携した太陽光発電の共同購入事業

を実施している。 
    ○購入希望者の募集 

募集期間：５月 17日～６月 20日 
○応募件数：195件（５月 31日現在） 

 

2010(H22)年度 2020(R2)年度

基準年 実績 目標

基本政策２　安定した分散型エネルギー源の導入拡大

蓄電池の導入

電気自動車（ＥＶ）の導入台数(累計) 1,213台 13,558台 29,000台

電気自動車用急速充電器の導入基数(累計) 86基 463基 680基

基本政策３　多様な技術を活用した省エネ・節電の取組促進

多様な技術を活用した省エネ・節電の取組

ＺＥＨの導入件数(累計)
1,195件

(H28年度)
1,991件 35,000件

ＺＥＢの導入件数(累計)
４件

(H28年度)
８件 ９件

基本政策４　エネルキーを地産地消するスマートコミュニティの形成

地域における新たな電力供給システムの整備促進

エネルキーの地産地消を進める小売電気事業
者の取組の支援

－
(H30年度)

１事業
６事業

基本政策５　エネルギー関連産業の育成と振興

エネルギー関連産業への参入促進

ＨＥＭＳや水素関連の技術開発・製品開発に
関する県の支援件数

－
(H30年度)

４件
15件

（令和元年５月31日時点）

2018(H30)年度

(H30～R2の計)

(H30～R2の計)
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    (ｳ) ソーラーシェアリングの普及 

ソーラーシェアリングの導入事例をホームページや各種イベント

等で周知するとともに、市町村や農協、発電事業者等と連携し、ソ

ーラーシェアリングの魅力や手続きを紹介するセミナーを開催する。 

また、ソーラーシェアリングに必要な手続から発電設備の設置工

事等までを一貫して支援するサービス（ワンストップサービス）の

プランを民間事業者から募集し、県のホームページ等で公表する。 
   （平成 30年度実績） 

〇セミナーの開催 

期日:10月 25日、会場:あつぎ市民交流プラザ、参加者数:58名 

〇ワンストップサービスのプランの募集及び公表 

 募集期間：10月 19日～11月 16日、公表プラン：７プラン 

〇ソーラーシェアリングの導入件数（累計）：30件 

 

(ｴ) ソーラーフェアの開催 

太陽光発電の導入拡大を図るため、説明パネルの展示や、相談コ

ーナーの設置により、太陽光発電の意義やメリットを広く県民に周

知するソーラーフェアを開催する。 

〇予定回数：２回 
   （平成 30年度実績） 
     〇第１回 
      期日:２月９日、会場:イオンスタイル東戸塚、参加者数:4,000名 
     〇第２回 
      期日:２月 11日、会場:小田原ダイナシティ、参加者数:5,000 名 

   

(ｵ) 「災害時も停電のないくらし～今こそ太陽光発電」の推進 

   県ホームページや県のたより等で県民に太陽光発電のメリット

を周知するとともに、家電量販店やショッピングモールで太陽光

発電の導入を呼びかけるキャンペーンを展開する。 

〇予定回数：８回 
（平成 30年度実績） 

〇家電量販店でのキャンペーン 

ヤマダ電機 28店舗、実施期間：11月 29日～12月 21日 

  など、合計５回 
 

(ｶ) ＰＶ※１ 2019 太陽光発電展示会＆フォーラムへの出展 

薄膜太陽電池の紹介や太陽光発電設備のメリットなどを県民・事

業者にアピールするため、７月 10日から 12日までの３日間、パシ

フィコ横浜において開催される、太陽光発電に関する総合イベント

「ＰＶ 2019 太陽光発電展示会＆フォーラム」（主催：フジサン

ケイビジネスアイ、株式会社シー・エヌ・ティ）に出展する。 
※１ ＰＶ：太陽光発電。「Photovoltaic」の略。 
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 (2) 安定した分散型エネルギー源の導入拡大 
ア ガスコージェネレーションの導入 

高いエネルギー効率を有するガスコージェネレーション等を導入し、
生産した電力と熱を複数の事業所間等で共同利用する事業を募集し補
助している。 

   ○募集期間：４月 18日～５月 15日 
○応募件数：１件 

 （平成 30年度実績） 
○補助件数：１件 

  〇補助事業者：三井住友ファイナンス＆リース株式会社 
    〇実施箇所：東邦化学工業株式会社追浜工場（横須賀市浦郷町） 
    〇発電出力：1,700kW×１台 
 

イ 水素エネルギーの導入 

 (ｱ) 燃料電池自動車（ＦＣＶ※２）の普及・導入 

燃料電池自動車の初期需要の創出に向け、事業者等が燃料電池自

動車を導入する経費に対し補助している。 

〇募集期間：４月８日～令和２年２月 28日 

○予定件数：燃料電池自動車：70件 

○応募件数：燃料電池自動車：11件（５月 31日時点） 
   （平成 30年度実績） 

○補助件数：26件 
 

※２ ＦＣＶ：「Fuel Cell Vehicle」の略。 
 

 
 

 
 
 
 

(ｲ) 燃料電池フォークリフトの普及・導入 

    燃料電池フォークリフトの初期需要の創出に向け、事業者等が燃

料電池フォークリフトを導入する経費に対し補助している。 

〇募集期間：４月８日～令和２年２月 28日 

〇予定件数：２件 
   （平成 30年度実績） 

○補助件数：１件 

〇補助事業者：トヨタエルフアンドエフ神奈川株式会社 

〇実施箇所：大陽日酸株式会社水江事業所（川崎市川崎区水江町） 
 

(ｳ) 水素ステーションの整備促進 
燃料電池自動車の普及に不可欠な水素ステーションの整備を促進 

するため、水素ステーションを整備する経費に対し補助している。 
〇募集期間：４月 17日～５月 10日 
〇応募件数：１件 
 

トヨタ自動車㈱ 

ＭＩＲＡＩ 

本田技研工業㈱ 

ＣＬＡＲＩＴＹ ＦＵＥＬ ＣＥＬＬ 
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   （平成 30年度実績） 
○補助件数：０件 
○県内の水素ステーションの整備状況（５月 31日時点） 

・13箇所（固定式６箇所、移動式７箇所）整備済み。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(ｴ) 再エネ水素ステーションの運用 

   平成 29 年度に整備した再エネ水素ステーションから地元タクシ 
ー事業者が運行するハイヤーに水素を充填する仕組みを整え、Ｃ
Ｏ２フリー水素社会の具体的イメージのＰＲを図っている。 

 
(ｵ) 普及啓発の主な取組 

水素エネルギー社会の実現に向けて、燃料電池自動車を活用した 
普及啓発イベント等を市町村、民間事業者等と協力して実施してい 
る。 
〇ル・ボラン カーズミート 

  期日：５月 12日、会場：横浜赤レンガ倉庫 
など、合計３回（試乗 延べ 185人）（５月 31日現在） 

（平成 30年度実績） 
〇イベント回数：22回（試乗 延べ 1,171人） 
 

（固定式）横浜旭水素ステーション （移動式）横浜大さん橋水素ステーション 
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ウ 蓄電池の導入 

 (ｱ) 定置型蓄電池の導入 

太陽光発電の更なる導入拡大に向けて、太陽光で発電した電力を

効果的に利用する蓄電池の導入促進を図るため、住宅や事業所に新

たに太陽光発電システムと併せて蓄電システム及び災害用電気設備

を導入する経費に対し補助している。 

     〇第１期 

・募集期間：４月 18日～６月 28日 

      （予定件数に達したため５月 24日に募集締切） 

・応募件数：183件 

     〇第２期 

・募集期間：７月１日～９月 27日 

・予定件数：180件 

      〇第３期 

・募集期間：９月 30日～11月 29日 

・予定件数：160件 

      〇第４期 

・募集期間：12月２日～令和２年２月 14日 

・予定件数：80件 
    （平成 30年度実績） 

 ○補助件数：505件 

 

(ｲ) 電気自動車（ＥＶ）の導入 
電気自動車は走行時にＣＯ２を排出しない究極のエコカーである

とともに、災害時の非常用電源としても期待されている。 
電気自動車（ＥＶ）の普及啓発のため、その魅力を体感できるイ

ベントを行う。 
    （平成 30年度実績） 

〇「親子で学ぶＥＶ教室」 
  期日：８月 24 日、会場：日産自動車株式会社グローバル本社他 

参加者数：32名 
 

(ｳ) 「ワークプレイスチャージング」モデル事業の実施 
電気自動車の導入を促進するため、電気自動車で通勤している従

業員が職場で充電を行う「ワークプレイスチャージング」のモデル
事業を実施する県内事業者に対して補助している。 

     ○補助件数：１件 
    （平成 30年度実績） 

 ○補助件数：０件 
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 (ｴ) ビークル・トゥ・ホームシステム（Ｖ２Ｈ）の導入 

電気自動車等（ＥＶ・ＰＨＶ）を蓄電池として活用促進するこ 

とと、太陽光発電の自家消費拡大に向け、令和元年度からビーク 

ル・トゥ・ホームシステム（Ｖ２Ｈ）を導入する事業に対して補 

助している。 

○募集期間：４月 18日～令和２年２月 28日 

○予定件数：10件 

○応募件数：３件（５月 31日時点） 
 
 (3) 多様な技術を活用した省エネ・節電の取組促進 

ア ＺＥＨ※３・ＺＥＢ※４の導入促進 

省エネと創エネにより年間の一次エネルギー消費量を正味でゼロ

にする、ネット･ゼロ･エネルギー･ハウス（ＺＥＨ）とネット･ゼロ･

エネルギー･ビル（ＺＥＢ）の導入を促進するため、導入経費に対し

補助している。 

○ＺＥＨ 

・募集期間：５月 17日～令和２年２月 28日 

・予定件数：400件 

・応募件数：１件（５月 31日現在） 
（平成 30年度実績） 

・補助件数：372件 
○ＺＥＢ 
・募集期間：５月 17日～６月 21日 

・予定件数：１件 
（平成 30年度実績） 

・補助件数：１件 

・補助事業者：芙蓉総合リース株式会社 

・実施箇所：スーパービバホーム小田原店（小田原市小八幡） 
 
※３ ＺＥＨ：「Net Zero Energy House」の略。 
※４ ＺＥＢ：「Net Zero Energy Building」の略。 
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イ 既存住宅の省エネ化の促進 

ＺＥＨ化が困難な既存住宅の省エネを促進するため、省エネ効果が

見込まれる窓等の改修工事に対し補助している。 

○募集期間：５月 17日～令和２年２月 28日 

・予定件数：50件 

・応募件数：２件（５月 31日現在） 
   （平成 30年度実績） 

○補助件数：107件 
 

ウ ＺＥＨ等普及イベントの開催 

ＺＥＨ及び既存住宅の省エネ改修を普及するため、県内ハウスメー

カーと連携し、ＺＥＨ及び省エネ改修の認知度向上を図るイベントを

開催する。 

○予定件数：５回 
   （平成 30年度実績） 
     〇第１回 

      期日：５月 13日、会場：ｔｖｋハウジングプラザ横浜 
     参加者数：350名 
     〇第２回 
      期日：９月 16日、会場：ｔｖｋハウジングプラザ藤沢 
     参加者数：1,250名 
     〇第３回 
      期日：10月 20日、会場：ハウジングプラザ横須賀 
     参加者数：855名 
     〇第４回 
      期日：11月３日、会場：ｔｖｋハウジングプラザ新百合ヶ丘 
     参加者数：198名 
     〇第５回 
      期日：１月６日、会場：相模原住宅公園 
     参加者数：684名 
 

エ ＺＥＢセミナーの開催 

ＺＥＢについて、県の施策の内容と現状を紹介するとともに、「神 

奈川県ＺＥＢ導入事業」採択事業者等によるＺＥＢ導入事例と金融機 

関の優遇策を紹介するセミナーを開催する。 
    （平成 30年度実績） 

      期日：11月５日、会場:かながわ県民センター、参加者数:31名 

 

 

 

 

 



 

- 49 - 
 

(4) エネルギーを地産地消するスマートコミュニティの形成 

ア 地域におけるエネルギーネットワークの構築 

エネルギーの地産地消を促進するため、小売電気事業者が地域の太

陽光発電設備等から電力を調達し、地域の事業所等に供給するモデル

事業を募集し補助している。 

〇募集期間：４月 18日～７月 12日 

〇予定件数：１件 
   （平成 30年度実績） 

〇補助件数：１件 

〇補助事業者：ほうとくエネルギー株式会社 
 

(5) エネルギー関連産業の育成と振興 

ア エネルギー関連産業への参入促進 

県内中小企業のＨＥＭＳ※５及び水素・燃料電池関連の技術開発・

製品開発を支援するため、ＨＥＭＳ認証支援センターや国立研究開

発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構等と連携し、セミナー

の開催や開発アドバイザーによる中小企業への支援を実施している。 

○ＨＥＭＳ関連製品等開発促進 

     ・セミナー開催予定回数：３回 

・フォローアップ予定回数：１回 

〇水素・燃料電池関連製品等開発促進 

・セミナー開催予定回数：３回 

       ・アドバイス支援予定回数：５回 
   （平成 30年度実績） 

○ＨＥＭＳ関連製品等開発促進 

     ・セミナー開催回数：３回 

     ・フォローアップ：２回 

〇水素・燃料電池関連製品等開発促進 

・セミナー開催回数：２回 

       ・アドバイス支援：４回 
 

※５ ＨＥＭＳ：家電製品や給湯機器をネットワーク化し、表示機能と制御機能 
  を持つシステム。「Home Energy Management System」の略。 
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Ⅷ 中小企業・小規模企業の活性化に向けた取組について 

 

１ 神奈川県中小企業・小規模企業活性化推進計画の実施状況等について 

中小企業・小規模企業の活性化を推進するため、平成27年度から４年

間を計画期間とする「神奈川県中小企業・小規模企業活性化推進計画」

（以下「計画」という。）を平成28年１月に策定し、毎年度実施状況を

点検してきた。 

計画最終年度である平成30年度の実施状況を踏まえ、神奈川県中小企

業・小規模企業活性化推進審議会（以下「審議会」という。）における

評価等を報告する。 

 

(1) 基本理念（目指す姿） 

計画では、「活気あふれるかながわの実現」を基本理念（目指す

姿）とし、これを具体的に示す数値目標として、開業率と黒字企業

の割合の２つの数値目標を掲げ、2025（令和７）年度までに開業率

を10％、2020（令和２）年度までに黒字企業の割合を50％にするこ

とを目指すこととしている。 

計画期間中の数値目標として、2018（平成30）年度までに開業率

を７％、黒字企業の割合を34％とすることを目指した。 

直近である2017（平成29）年度の実績は、開業率が7.1％、黒字企

業の割合が34.0％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※ 四角囲いの数値は、計画期間中（平成30年度）の目標 

※ 2018（平成30）年度の実績については、開業率が2019（令和元）年11月頃、黒字企業

の割合が2020（令和２）年５月頃に把握・確定する。 

 

 

厚生労働省「雇用保険事業年報、月報」 

より作成 

「神奈川県県税統計（法人事業税（資本金

別法人数））」より作成 

＜黒字企業の割合＞ ＜開業率＞ 
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(2) 重点的取組（大柱）の実施状況 

計画に掲げる６つの重点的取組（大柱）の取組目標及び実施状況

は次のとおりであった。 

         …計画の最終年度において未達成の取組目標  

大柱１ 神奈川の力を生かした産業の振興 

 「国家戦略特区」や「京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区」、「さ

がみロボット産業特区」の３つの特区などを活用して、未病産業・最先端医療関連産

業、ロボット産業、エネルギー産業、観光産業といった成長産業の創出・育成や関連

産業の集積、県内企業の海外展開支援、国内外からの観光客の誘致促進などに取り組

み、中小企業・小規模企業の活性化を促進した。 

＜取組の基本方向（中柱）＞ 

① 未病産業、最先端医療関連産業の創出 

② ロボット産業の育成 

 ③ エネルギー産業の育成 

 ④ 観光産業の振興 

 ⑤ 企業誘致の推進 

 ⑥ 県内企業の海外展開支援や海外との経済交流の促進   

 
取組目標 年度 

実施状況 

2015(H27) 2016(H28) 2017(H29) 2018(H30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)生活支援ロ

ボットの商品

化 件 数 （ 累

計） 

目標 ６件 ９件 15件 20件 

実績 ７件 12件 15件 21件 

達成率 116.7％ 133.3％ 100.0％ 105.0％ 

(2)生活支援ロ

ボットの導入

施 設 数 （ 累

計） 

目標 － 100件 150件 200件 

実績 － 54件 153件 257件 

達成率 － 54.0％ 102.0％ 128.5％ 

(3)観 光 事 業 者

等と連携した県

内を周遊する体

験型ツアーの企

画･商品化件数(累

計） 

目標 200件 400件 600件 800件 

実績 285件 427件 1,189件 1,468件 

達成率 142.5％ 106.8％ 198.2％ 183.5％ 

(4)県外・国外

から立地した

事業所数（累

計） 

目標 25事業所 50事業所 75事業所 100事業所 

実績 25事業所 47事業所 79事業所 105事業所 

達成率 100.0％ 94.0％ 105.3％ 105.0％ 
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(5)海外展開を希

望する県内企業

への個別支援件

数（累計） 

目標 370件 580件 800件 1,030件 

実績 430件 647件 907件 1,248件 

達成率 116.2％ 111.6％ 113.4％ 121.2％ 

大柱２ 地域ぐるみで総力を挙げた中小企業・小規模企業の支援 

 商工会・商工会議所などの地域の支援機関と連携して、中小企業・小規模企業のニ

ーズに対する各種の施策を周知し、より一層の活用を促すためのきめ細かな支援体制

を整備した。また、大企業の研究所や大学などとの技術連携を強化し、中小企業・小

規模企業の技術開発を促進した。 

＜取組の基本方向（中柱）＞ 

① 商工会・商工会議所等と連携した中小企業・小規模企業支援体制の整備 

② 経営基盤の強化・安定化に向けた金融支援 

 ③ 産学公連携による技術の高度化支援 

 ④ 神奈川Ｒ＆Ｄネットワーク構想を活用した産学公連携の推進  

 

 
取組目標 年度 

実施状況 

2015(H27) 2016(H28) 2017(H29) 2018(H30) 

 (1)巡回相談を

行 う 中 小 企

業・小規模企

業数（累計） 

目標 18,700件 38,200件 58,200件 78,200件 

実績 19,830件 40,626件 60,269件 79,689件 

達成率 106.0％ 106.4％ 103.6％ 101.9％ 

(2)中小企業・小

規模企業と大企

業の研究所や大

学などとの技術

連携件数(累計) 

目標 390件 450件 510件 570件 

実績 396件 454件 562件 673件 

達成率 101.5％ 100.9％ 110.2％ 118.1％ 

大柱３ 需要を見据えた経営の促進 

 新たな需要や市場の状況に応じて、きめ細かく、柔軟に対応できる中小企業・小規

模企業の対応力を生かした計画的な経営を促進した。また、経営革新、ものづくり高

度化に向けた経営と技術の総合的な支援を行い、多様な顧客のニーズに合った商品や

サービスの開発・提供を促進した。 

＜取組の基本方向（中柱）＞ 

① 需要開拓の促進 

② 経営革新の促進 

 ③ ものづくり技術の高度化  

 

 



- 53 - 
 

 
取組目標 年度 

実施状況 

2015(H27) 2016(H28) 2017(H29) 2018(H30) 

 (1)(公財 )神奈

川 産 業 振 興 セ

ン タ ー が 実 施

する受発注商談

会などにおける

商 談 件 数 （ 年

間） 

目標 4,600件 4,700件 4,850件 5,000件 

実績 4,187件 5,242件 5,892件 6,100件 

達成率 91.0％ 111.5％ 121.5％ 122.0％ 

(2)経営革新計

画の承認件数

（年間） 

目標 90件 100件 110件 120件 

実績 99件 86件 80件 91件 

達成率 110.0％ 86.0％ 72.8％ 75.8％ 

(3)（地独）神奈

川県立産業技術総

合研究所が支援し

て実用化する技術

件数（累計） 

目標 108件 116件 124件 132件 

実績 108件 116件 126件 
135 件 

2019.7確定  

達成率 100.0％ 100.0％ 101.6％ 102.3％ 

大柱４ 創業、円滑な事業承継の促進 

 新たな事業展開を図る創業や第二創業を促進し、地域経済の活性化につなげた。ま

た、経営者の高齢化や後継者不足などにより廃業が増加傾向にある中、有用な経営資

源の散逸を防ぐため、事業承継の円滑化を図った。 

＜取組の基本方向（中柱）＞ 

① ベンチャーなどの創出・育成 

② 事業承継の促進  

 

 

 
取組目標 年度 

実施状況 

2015(H27) 2016(H28) 2017(H29) 2018(H30) 

 (1)県内大学に

おける起業家創

出プログラムの

実施件数（累

計） 

目標 － ３件 ６件 10件 

実績 － ３件 ９件 12件 

達成率 － 100.0％ 150.0％ 120.0％ 

(2)神奈川県事

業引継ぎ支援セ

ンターでの相談

件数（年間） 

目標 80件 150件 200件 250件 

実績 76件 212件 265件 341件 

達成率 95.0％ 141.3％ 132.5％ 136.4％ 
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大柱５ 地域経済の活性化に資する事業活動の促進 

中小企業・小規模企業が、地域の様々な資源を活用し、商業や伝統的工芸品、観光

産業などの振興を図る取組を促進した。 

＜取組の基本方向（中柱）＞ 

① まちのにぎわいを創出する商業・商店街の振興 

② 伝統的工芸品など地域に根ざした産業の振興 

③ 地域の観光資源を生かした新しい観光魅力づくり 

④ 中小企業・小規模企業の自主的な社会貢献の促進 

 

 
取組目標 年度 

実施状況 

2015(H27) 2016(H28) 2017(H29) 2018(H30) 

 (1)地域商業ブ

ランド育成など

に取り組む団体

数（累計） 

目標 168件 188件 208件 228件 

実績 177件 201件 230件 264件 

達成率 105.4％ 106.9％ 110.6％ 115.8％ 

(2)地域産業資

源の指定件数

（累計） 

目標 145件 150件 155件 160件 

実績 140件 154件 167件 173件 

達成率 96.6％ 102.7％ 107.7％ 108.1％ 

大柱６ 雇用の確保と人材の育成 

 働く場として中小企業・小規模企業の魅力を発信し、若年者、中高年齢者、女性、

障害者などの雇用を確保した。また、職業技術校における職業訓練などにより、人材

育成を図った。 

＜取組の基本方向（中柱）＞ 

① 多様な人材の確保 

② 安心して働ける労働環境の整備 

③ 企業や求職者のニーズに応じた人材育成 

④ 技術・技能の向上と技能に親しむ機運の醸成 

 

 
取組目標 年度 

実施状況 

2015(H27) 2016(H28) 2017(H29) 2018(H30) 

 

 

(1)マザーズハ

ロ ー ワ ー ク 横

浜 に お け る キ

ャリアカウンセ

リング件数（年

間） 

目標 720件 730件 740件 750件 

実績 689件 645件 555件 541件 

達成率 95.7％ 88.4％ 75.0％ 72.1％ 
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(2)職業技術校

生の修了３か

月後の就職率

（年間） 

目標 93.0％ 93.5％ 94.0％ 94.5％ 

実績 95.4％ 95.1％ 96.6％ 
95.7％  

2019.7確定 

達成率 102.6％ 101.7％ 102.8％ 101.3％ 

 

(3) 自己評価 

取組目標の 

達成状況 

 
実施状況 

2015(H27) 2016(H28) 2017(H29) 2018(H30) 

実績 10本/14本 12本/16本 14本/16本 14本/16本 

達成率 71.4％ 75.0％ 87.5％ 87.5％ 

 

〇 計画最終年度である2018（平成30）年度は、取組目標16本のうち

14本が目標値を上回るなど、多くの取組で成果を上げることができ

たと評価している。 

〇 一方、目標が未達成となった２つの取組目標（経営革新計画の承

認件数、マザーズハローワーク横浜におけるキャリアカウンセリン

グ件数）は、国の新たな制度の創設や景気の回復といった外部環境

の影響を受けたものではあるが、未達成の要因をしっかり分析して

改善しながら、引き続き取り組んでいく。 

〇 また、計画期間中も、事業承継や人手不足、働き方改革といった

社会情勢を反映した新たな経営課題が顕在化しており、こうした課

題に対応していくために、例えば、AI※１やIoT※２を活用した生産性

向上の方策を示すなど、中小企業・小規模企業のニーズを見極めな

がら、きめ細やかな支援施策を届けていく必要がある。 

 

※１ AI：人工知能。「Artificial Intelligence」の略。 

※２ IoT：身の回りのあらゆるものがネットワークにつながる仕組。

「Internet of Things」の略。 

 

(4) 審議会の評価 

令和元年５月30日に開催した審議会において、計画の実施状況等に

ついて審議を行い、次の評価をいただいた。 

○ 「中小企業・小規模企業の元気で実現しよう！活気あふれるかな

がわ」という目指す姿の実現に向けた重点的取組（大柱）は、概ね

順調であったと評価する。 

○ 一方、本県の中小企業数の推移を見ると、2014（平成26）年の

199,958社に対して、2016（平成28）年は187,428社と12,530社減少
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（▲6.3％）しており、計画期間中の中小企業の減少に歯止めがか

かっていないのが現状である。 

○ 日常業務に追われて多忙な経営者は、経営不振の兆しがあっても

気づかないことがあり、また、それに気づいても、自社の信用低下

を恐れて支援機関等に相談することを躊躇し、結果として取り返し

のつかない状況に陥ってしまうケースもある。 

○ こうした経営者の意識と実態との乖離を解消するためには、経営

者に経営不振につながる兆しに早期に気づいてもらい、早め早めに

支援機関等に相談するよう働きかけていくことによって、できる限

り早期の改善を促す、「企業経営の未病改善」の取組が何より重要

となる。 

○ 米中貿易摩擦や消費税率10％への引上げ、頻発する自然災害など、

中小企業・小規模企業を取り巻く環境は一層不透明感を増しており、

県にあっては、今後のダウンリスクも見据えた施策の展開が求めら

れるところである。 

○ 経営状況が下降する前に企業自らが必要な対策を講じられるよう、

今後も公益財団法人神奈川産業振興センターや商工会・商工会議所

等の支援機関としっかり連携して、より多くの中小企業・小規模企

業にきめ細かな施策を届けていただくようお願いしたい。 

 

(5) 今後の取組 

審議会の評価を踏まえつつ、新たな計画に位置づけられた施策を着

実に推進することにより、中小企業・小規模企業の活性化に取り組ん

でいく。 

 

２ 健全経営に向けた企業経営の未病改善の取組について 

県は、県内の中小企業・小規模企業の経営者が、経営状況が下降する

前に必要な対策（企業経営の未病改善）を自ら講じられるよう、昨年11

月に「企業経営の未病改善ＣＨＥＣＫシート」を作成するとともに、専

用相談窓口として新たに「企業経営の未病相談ダイヤル」を開設し、企

業経営の未病改善に向けた取組を推進している。 

(1) 企業経営の未病改善サイクル 

ア チェックシートへの記入 

県が業種別に作成した３種類の「企業経営の未病ＣＨＥＣＫシート」

を、商工会・商工会議所等を通じて企業への訪問や相談時等に配布し、

記入の声かけを行う。 

イ 自社の経営リスクの認識 

チェックシート記入をきっかけとして、自社の経営リスクを認識し
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てもらう。 

ウ 相談 

身近な相談窓口である商工会・商工会議所や、公益財団法人神奈川

産業振興センターが企業からの相談に対応し、企業の経営リスクを緊

急性・重要性の観点から順位付けする。 

エ 客観的な目からの支援 

支援機関は、リスクの緊急性・重要性に応じて助言・指導を行うと

ともに、効果的な支援策を紹介する。また、必要に応じて課題解決の

ための専門家の派遣や他の専門機関等への橋渡しを行う。 

オ 企業の経営状況の改善 

支援機関の支援により、企業の経営状況が改善する。 

カ 継続的なチェックシート実施の声かけ 

企業が経営改善を行い、一定期間が経過した後に、支援機関の方か

ら再度のチェックシート実施の声かけを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 「企業経営の未病ＣＨＥＣＫシート」の配布状況等（令和元年５月

末現在） 

  配布部数 約36,000部 

チェックシートの取組数 932件（支援機関から報告のあったもの） 

(3) 今後の取組（案） 

ア チェックシートの配布と担当者向け研修の実施 

より多くの企業に健全経営に向けて取り組んでいただくため、県が

企業経営の未病改善サイクル 

チェックシート
への記入

自社の経営
リスクの認識

企業の経営
状況の改善

相談

客観的な
目からの支援

継続的な
チェックシート
実施の声かけ

① ②

③

④

⑤

⑥

支援機関
(商工会・

商工会議所等)

専用相談窓口

金融機関
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作成した「企業経営の未病ＣＨＥＣＫシート」を商工会・商工会議所

等の支援機関を通じて引き続き配布するほか、商工会・商工会議所の

経営指導員や金融機関等の担当者向けの研修を行い、支援に向けたス

キルアップを図る。 

イ 専用相談窓口の充実 

企業からの相談内容を分析し、適切な支援メニューの活用を促す

ため、公益財団法人神奈川産業振興センター内に設置した専用相談窓

口に専任のコーディネーター等を配置するとともに、課題解決のため

の専門家派遣を充実する。 

ウ 「企業経営の未病ＣＨＥＣＫシート」のアプリ化等 

より多くの企業に手軽に取り組んでいただくため、紙で配布して

いる「企業経営の未病ＣＨＥＣＫシート」をウェブアプリ化するとと

もに、コーディネーターがチェック結果や相談・支援記録を集約する

ためのデータベースを構築して、定期的なチェックに活用する。 

エ 小規模事業者が販路開拓等に取り組む費用の補助 

「企業経営の未病ＣＨＥＣＫシート」のチェック結果をもとに、小

規模事業者の販路開拓等を支援するため、企業が商工会・商工会議所

と一体となって経営計画を作成し、販路開拓等に取り組む費用を補助

する。 

オ 信用保証料に対する補助 

「企業経営の未病ＣＨＥＣＫシート」のチェック結果をもとに、商

工会・商工会議所等の支援を受けながら企業経営の未病改善に取り組

む中小企業・小規模企業を金融面から後押しするため、信用保証料の

補助を拡充する。 

 

３ 事業承継支援の取組について 

(1) 県内中小企業・小規模企業の事業承継の状況 

「平成30年度神奈川県中小企業・小規模企業経営課題等把握事業」

結果によると、事業承継について、「既に済んでいる」もしくは「取

り組んでいる」と回答した企業は41.5％で、前回（平成29年度）の

36.3％から5.2ポイント増加している。 

一方、「今の事業は自分の代限りになると感じている」と回答した

企業は、前回の32.2％より減少しているものの、19.7％と高く、事業

をとりまく環境が厳しいこと（50.4％）が主な理由となっているが、

後継者不在を理由としている割合が引き続き約３割となっている。 
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(2) 平成30年度の主な取組 

 ア 神奈川県事業承継ネットワーク 

県と公益財団法人神奈川産業振興センターは、県内114の中小企

業支援機関が参加する「神奈川県事業承継ネットワーク」を平成29

年７月に構築するとともに、平成30年６月に「神奈川県事業承継支

援戦略」（以下「戦略」という。）を策定し、戦略に掲げる中期

（概ね３か年）目標に基づいて、県内中小企業・小規模企業による

事業承継の早期取組を促すための諸施策を「オール神奈川」で展開

している。 

(ｱ) 事業承継診断数 

8,986件（平成30年度目標：5,000件、３年間で22,000件） 

(ｲ) 事業承継計画の策定支援数 

357件（平成30年度目標：100件超、３年間で700件超） 

図１ 事業承継の状況 

平成29年度 平成30年度 

後継者を見つけようと

したが、適した者が見

つからなかったため

12.7%

後継者候補に事業を

継ぐ意志がないため

21.8%

事業をとりまく環境が

厳しく、これ以上の継

続が難しいため

39.1%

技術やノウハウを伝

承することが

難しいため

16.8%

事業譲渡（Ｍ＆Ａな

ど）を検討したが、適し

た相手方が見つから

なかったため

0.9%

事業の承継対策のた

めには手間と経費が

かかるため

2.3%

事業の継続問題につ

いて適当な相談先が

見つからなかったため

1.8%

その他

4.5%

(N = 220)

図２ 今の事業は自分の代限りになると感じている理由 

平成29年度 平成30年度 

取り組んでい

るところであ

る
32.8%

既に事業承継が

済んでいる
8.7%

課題と感じているが、

取り組んでいない
19.9%

今の事業は自分

の代限りになると

感じている
19.7%

当面は必

要ない
16.8%

その他
2.1%

取り組んでい

るところである
30.9%

既に事業承継が

済んでいる
5.4%

課題と感じているが、

取り組んでいない
11.1%

今の事業は自

分の代限りにな

ると感じている
32.2%

当面は必

要ない
19.0%

その他
1.3%

親族等から後継者を見つ

けようとしたが、適した者

が見つからなかったため
15.1%

後継者候補に事業を継ぐ

意志がないため

14.3%

事業をとりまく

環境が厳しく、こ

れ以上の継続

が難しいため

50.4%

技術やノウハウを

伝承することが難しいため

12.6%

事業の承継対策のために

は手間と経費がかかるため

2.5%

事業の継続問題について

適当な相談先が見つから

なかったため
2.5%

その他

2.5%

n=119

（N=667） 
n=583 
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(ｳ) 取組内容 

   a 「地域ネットワーク」のサポート 

・ 承継コーディネーター１名とブロックコーディネーター３

名を配置し、重点支援対象の３地域（川崎、横須賀・三浦、

県西）について、川崎地域では「KAWASAKI事業承継塾」への

運営協力、横須賀・三浦地域ではセミナー共催や個者支援で

の協力、県西地域では「小田原箱根事業承継マッチング事業」

への運営協力を実施。 

・ その他の３地域（横浜、湘南、県央）を含め、構成機関へ

の定期訪問・サポートを計441件実施。 

b 普及・啓発 

・ 構成機関掲示用ポスターの制作、配布。 

・ 施策普及のための新聞広告への掲載。 

・ 商工会・商工会議所会員及び金融機関取引先等への広報 

（チラシ配布28,000部） 

・ 「事業承継ネットサポートマガジン」（メールマガジン）

の配信。 

・ 神奈川県事業承継ネットワーク専用ホームページの開設。 

・ 経営承継円滑化法に係る支援策の普及・活用に係る「事業

者向けマニュアル」（10,000部）及び「支援機関向けマニ

ュアル」（5,000部）を作成し配布。 

c 個者支援 

・ 事業承継診断や事業承継セミナー等をきっかけとした個者

支援を計92件実施。 

d 支援者サポート 

・ 支援者（構成機関職員等）向けに、支援力の向上を図るた

めのセミナーを各地域（横浜・川崎、湘南、県央、横須賀・

三浦、県西）で計10回開催。 

・ 支援機関からの依頼による事業者向け事業承継セミナーを

各地域で計21回開催 

・ 経営承継円滑化法活用セミナーを計３回開催。 

e 支援ノウハウ研究開発・提供 

・ 事業承継ネットワーク事務局において、支援機関向けセミ

ナーの開催及び個者支援等を通じて得られた支援ノウハウの

蓄積及び精査に取り組んだ。 
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イ 経営承継円滑化法に係る相続税・贈与税の猶予・免除等 

事業承継を進めようとする中小企業が、経営承継円滑化法（中小

企業における経営の承継の円滑化に関する法律）に基づく県の認定

を受けると、相続税の納税猶予などの支援措置を受けることができ

る。県は、同法に基づく申請に係る認定のほか、神奈川県事業承継

ネットワークに参加する支援機関とともに制度の周知を行い、事業

承継の早期取組を促している。 

(ｱ) 事業承継税制 

法人の場合は、後継者が、非上場の自社株式を先代経営者か

ら相続や贈与により取得した場合、相続税・贈与税の納税が猶

予・免除される特例。 

また、個人事業者については、後継者が、土地、建物、機

械・器具備品等の事業用資産を先代経営者から相続や贈与により

取得した場合、相続税・贈与税の納税が猶予・免除される特例。 

 (ｲ) 金融支援 

株式、事業用資産の取得など、経営の承継に伴い必要となる

資産を調達する際に適用される、信用保険法の特例（信用保証

枠の拡大）や株式会社日本政策金融公庫の特例（低利融資）。 

 

ウ 神奈川県事業引継ぎ支援センター 

公益財団法人神奈川産業振興センターは、国の委託を受けて平

成27年９月に「神奈川県事業引継ぎ支援センター」を設置し、後

継者の不在などで事業存続に悩みを抱える中小企業・小規模企業

に対して、Ｍ＆Ａやマッチングの対応等を含めたワンストップの

総合的支援を行っている。 

また、平成29年12月に「神奈川県後継者バンク」を設置し、後

継者不在の企業と創業希望者のマッチングを行っている。 

 平成30年度 平成29年度 

相談件数 341件  265件 

 譲渡希望 111件 87件 

 譲受希望 214件 168件 

 親族内承継等 16件 10件 

成約件数 37件 16件 

 Ｍ＆Ａ(うち後継者バンクの活用) 19件(２件) 12件(０件) 

 役員・職員及び親族承継 18件 ４件 
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Ⅸ 中小企業制度融資の取組について 

 

１ 平成30年度の取組実績 

 

（1） 年度途中の取組 

     ア 10連休に係る資金繰り対策特別相談窓口の設置 

     平成31年４月27日から５月６日までの10連休により県内中小企業

が資金繰りに支障を来たすことがないよう、平成31年３月１日から

特別相談窓口を設置した。 

 

 （2）融資実績 

平成30年度の融資実績は、1,156億円余（対前年度比93.2％）となっ

た。 

主な融資の状況は、年度当初に融資メニューを拡充した小規模・零細

企業を対象とする「小口零細企業保証資金」、「小規模事業資金」、

「創業支援融資」の融資実績が、それぞれ前年度と比べ増加した。  

一方、売上や利益減少に直面する中小企業者を対象とした「経営安定

資金」と、中小企業者全般を対象とした「事業振興資金」の融資実績が

減少した。 

 

 

 

（単位：百万円）

件数 金額 件数 金額 件数 金額

4,082 75,145 3,788 73,092 3,350 60,117 △ 12,974

1,685 7,035 1,486 6,578 1,732 9,269 2,690

2,397 68,110 2,302 66,513 1,618 50,848 △ 15,664

622 20,528 590 20,271 244 9,032 △ 11,238

1,359 37,415 1,344 36,473 917 28,964 △ 7,508

238 5,664 224 5,280 273 6,738 1,457

74 1,956 97 2,782 124 4,222 1,440

- - 8 263 12 292 28

3,485 49,547 3,247 47,541 3,160 51,145 3,603

小規模事業資金 1,426 12,085 1,508 14,305 1,902 25,333 11,028

事業振興資金　 2,059 37,462 1,739 33,236 1,258 25,811 △ 7,424

ライフステージ対応型資金 482 3,486 553 3,505 606 4,387 881

ライフステージ別資金 473 3,377 544 3,401 597 4,332 931

(創業期）創業支援融資 434 2,690 518 2,959 566 3,823 864

(拡大期）新たな事業展開対策融資等 39 687 26 442 31 508 65

(再生期）事業承継関連融資 - - - - 0 0 0

政策連動資金 8 103 9 103 9 55 △ 48

8,049 128,179 7,588 124,139 7,116 115,650 △ 8,489

経営改善借換サポート融資

体質強化型資金

合　　　　計

一般枠

資金繰り応援融資

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

借換支援融資

区          分
平成28年度 平成29年度 平成30年度 Ｈ30-Ｈ29

増減額

経営安定型資金

※平成 30年度実績（合計）の対前年度比は、件数が 93.8％、金額が 93.2％となった。 
※ 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 令和元年度の取組状況 

 

創業、事業承継、経営安定に取り組む中小企業者等に対し、金融機関及

び神奈川県信用保証協会と協調して、長期で低利な融資を行い、事業活動の維

持・安定を図っていく。 

 

(1)  年度当初に充実した主な取組 

ア 「創業支援融資」 

「創業支援融資」の融資利率を0.2％引下げ、年1.8％以内にする

とともに、県と神奈川県信用保証協会が協調し信用保証料率を各々

0.2％ずつ引下げ、0.8％を0.4％に引き下げた。 

さらに、（公財）神奈川産業振興センターや商工会・商工会議

所、市町村等の支援を受けた場合には、「創業特例」として、県と

神奈川県信用保証協会の協調により信用保証料負担をゼロにした。 

 

イ 「借換支援融資」 

制度融資の一部の「経営安定資金」から制度融資全体で借換えで

きるようにした。 

 

ウ「事業承継関連融資」 

他の中小企業者の株式や事業資産等を譲り受ける、いわゆる「Ｍ

＆Ａ」により事業承継を行う、県の認定を受けた中小企業者及び現

在事業を行っていない個人の方を融資対象に追加した。 

 

(2) 年度途中における主な取組 

ア 企業経営の未病改善の金融支援 

企業経営の未病改善を金融面から後押しするため、「企業経営の

未病ＣＨＥＣＫシート」のチェック結果をもとに、商工会・商工会

議所等の支援を受けながら企業経営の未病改善に取り組む中小企

業・小規模企業に対して信用保証料の補助を拡充する。 

 

イ 大涌谷周辺の火山活動により影響を受ける中小企業・小規模企業へ 

の対応について 

    ５月19日に噴火警戒レベルが、１（活火山であることに留意）か 

ら２（火口周辺規制）へ引き上げられことに伴い、火山活動により 

影響を受ける中小企業・小規模企業に対し、制度融資を創設し、態 

勢が整い次第、実施する。 
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(3) 融資実績 

令和元年度(５月末)の融資実績は、150億円余（対前年度同期比

93.2％）となった。 

 

 

 

（単位：百万円）

件数 金額 件数 金額 件数 金額

557 10,430 490 8,332 438 7,143 △ 1,189

233 1,027 263 1,343 239 1,260 △ 82

324 9,402 227 6,989 199 5,882 △ 1,106

104 3,330 44 1,665 28 1,175 △ 489

202 5,496 166 4,783 134 3,662 △ 1,120

16 504 15 528 28 834 305

0 0 1 3 3 63 60

411 6,623 455 7,045 436 7,245 200

小規模事業資金 172 1,665 265 3,316 273 3,547 230

事業振興資金　 239 4,957 190 3,728 163 3,698 △ 29

ライフステージ対応型資金 75 538 102 775 99 665 △ 110

ライフステージ別資金 73 488 99 722 98 665 △ 57

(創業期）創業支援融資 66 381 95 670 96 640 △ 30

(拡大期）新たな事業展開対策融資等 7 106 4 51 2 25 △ 26

(再生期）事業承継関連融資 - - 0 0 0 0 -

政策連動資金 2 50 3 53 1 0 △ 53

1,043 17,591 1,047 16,153 973 15,054 △ 1,099

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（5月末） 平成30年度（5月末） 令和元年度（5月末）

※令和元年度実績(５月末合計)の対前年度比は、件数が 92.9％、金額が 93.2％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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Ⅹ 労働相談の取組について 
  

労働者や使用者が抱える労働問題の解決を支援するため、かながわ労働

センター及び川崎、県央、湘南の各支所において、電話や面談による労働

相談を実施した。 

  

１ 平成30年度の労働相談の実績 

(1) 相談件数 

相談件数は12,816件で、前年度と比較して1,143件(9.8％)増加した。 

区  分 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

相談件数 12,115 11,673 12,816 

対前年度比(％) 100.7 96.4 109.8 

 
(2) 相談者の状況 

労使別の状況は、労働者からの相談が10,880件（全体の84.9％）、非

正規雇用労働者からの相談件数は4,721件（同36.8％）であった。 

男女別の状況は、男性からの相談が5,443件（同42.5％）、女性からの

相談が7,373件（同57.5％）であった。 

区    分 
平成28年度 平成29年度 平成30年度 

件 数 構成比 件 数 構成比 件 数 構成比 

労働者 10,300 85.0％ 10,037 86.0％ 10,880 84.9％ 

 

 

正規雇用労働者 6,109 50.4％ 5,869 50.3％ 6,159 48.1％ 

非正規雇用労働者 4,191 34.6％ 4,168 35.7％ 4,721 36.8％ 

使用者 629 5.2％ 659 5.6％ 783 6.1％ 

その他（求職者、失業者等） 1,186 9.8％ 977 8.4％ 1,153 9.0％ 

合    計 12,115 100.0％ 11,673 100.0％ 12,816 100.0％ 

男性 5,420 44.7％ 5,132 44.0％ 5,443 42.5％ 

女性 6,695 55.3％ 6,541 56.0％ 7,373 57.5％ 

合    計 12,115 100.0％ 11,673 100.0％ 12,816 100.0％ 

 
(3) 相談内容の特徴 

     相談内容は、最も多い項目が「労働契約の終了」3,227件（15.8％）

で、次いで「労働時間」 2,775件（ 13.5％）、「賃金」 2,401件

（11.7％）で、この上位３項目で全体の41.1％を占めた。 
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区    分 
平成28年度 平成29年度 平成30年度 

件 数 構成比 件 数 構成比 件 数 構成比 

労働条件 11,158 58.8％ 11,547 60.8％ 12,205 59.7％ 

 

労働契約の終了（解雇・雇止め等） 2,989 15.8％ 3,002 15.8％ 3,227 15.8％ 

労働時間 2,572 13.6％ 2,627 13.8％ 2,775 13.5％ 

賃金 2,149 11.3％ 2,391 12.6％ 2,401 11.7％ 

労働契約・就業規則等 1,409 7.4％ 1,572 8.3％ 1,678 8.2％ 

その他労働条件 2,039 10.7％ 1,955 10.3％ 2,144 10.5％ 

雇用保険・労災保険 1,032 5.4％ 1,019 5.4％ 1,202 5.9％ 

健康保険・年金保険 1,176 6.2％ 966 5.1％ 978 4.8％ 

職場の人間関係、パワハラ等 1,914 10.1％ 2,125 11.2％ 2,394 11.7％ 

その他（人員整理、合理化、税金等） 3,693 19.5％ 3,350 17.6％ 3,671 18.0％ 

合   計(※) 18,973 100.0％ 19,007 100.0％ 20,450 100.0％ 

                 ※１件で複数の相談内容があるため、(2)と(3)の計は一致しない。 

 

(4) あっせん指導の状況 

問題解決に向けた労使間の仲介や和解等を行うあっせん指導は76件で、

内容は、その他を除き「解雇・退職」が30件で最も多かった。 

区    分 
平成28年度 平成29年度 平成30年度 

件 数 構成比 件 数 構成比 件 数 構成比 

総 数 76 100.0％ 59 100.0％ 76 100.0％ 

内
容
別 

解雇・退職 31 40.8％ 23 39.0％ 30 39.5％ 

賃 金 21 27.6％ 17 28.8％ 11 14.5％ 

その他 24 31.6％ 19 32.2％ 35 46.1％ 

処
理
別 

解決 36 47.4％ 40 67.8％ 41 53.9％ 

打切り 35 46.1％ 19 32.2％ 31 40.8％ 

継続 5 6.6％ 0 0.0％ 4 5.3％ 

 

２ 解雇、雇止め等相談強化期間による取組 

平成30年４月をもって有期雇用労働者に無期転換申込権が発生する無期

転換ルール施行５年が経過したため、「解雇、雇止め等相談強化期間」

（平成31年２月１日～３月31日）を設定し、弁護士労働相談会（12回）、

街頭労働相談会（７回）、解雇・雇用止め等相談110番（25日間）及びセミ

ナー（５回）を実施した。 
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（参考）労働相談事業の概要 

相 談 事 業 実 施 機 関 等 対 応 者 

一般労働相談 かながわ労働センター及び各支所 職員 

出張労働相談 かながわ労働センター及び各支所 職員 

日曜労働相談 かながわ労働センター 職員 

夜間労働相談 かながわ労働センター及び川崎支所 職員 

街頭労働相談 主要な駅前、市役所等 職員、社会保険労務士等 

外国人労働相談 かながわ労働センター及び県央支所 専門相談員、通訳等 

弁護士労働相談 かながわ労働センター及び各支所 弁護士 

メンタルヘルス相談 かながわ労働センター カウンセラー 

女性のための労働相談 

 

マザーズハローワーク横浜 

マザーズハローワーク相模原  

女性職員及び女性弁護士 

女性弁護士 
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Ⅺ 若年者、中高年齢者及び女性の就業支援の取組について 

 

１ かながわ若者就職支援センターにおける就業支援 

  39歳までの若年者を対象に、職業紹介機能を持つ国のハローワークと連携

しながらキャリアカウンセリング等を実施することで、若年者のニーズに対

応した、きめ細かな就業支援を推進している。 

 

 (1) 施設の概要 

  ア 開 設 日 平成 16年４月 27日 

  イ 所 在 地 横浜市西区北幸 1-11-15 横浜ＳＴビル５階 

  ウ 開所時間 月曜日～土曜日 9:30～18:00（日曜・祝日・年末年始休業） 

 

 (2) キャリアカウンセリング 

   経験豊富なキャリアカウンセラーが、担当制により、若年者一人ひとり

の個性や経験、意欲等に応じて、相談を受け、アドバイスを行っている。 

  ＜キャリアカウンセリング利用者延数＞         （単位：人） 

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

9,169 8,780 8,120 7,093 

 

(3) 就職等決定状況                      （単位：人） 

区  分 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

就職者数等 789 719 754 603 

職業訓練等 218 79 83 64 

決定者数計 1,007 798 837 667 

 

２ シニア・ジョブスタイル・かながわにおける就業支援 

  40歳以上の中高年齢者を対象に、職業紹介機能を持つ国のハローワークと

連携しながらキャリアカウンセリング等を実施することで、中高年齢者の多

様なニーズに対応した、きめ細かな就業支援を推進している。 

 

 (1) 施設の概要 

  ア 開 設 日 平成 19年１月 30日 

  イ 所 在 地 横浜市西区北幸 1-11-15 横浜ＳＴビル５階 

  ウ 開所時間 月曜日～土曜日 9:30～18:00（日曜・祝日・年末年始休業） 
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 (2) キャリアカウンセリング 

   経験豊富なキャリアカウンセラーが、担当制により、来所者一人ひとり

のライフスタイルや働き方の希望を踏まえた相談に対応し、アドバイスを

行っている。 

  ＜キャリアカウンセリング利用者延数＞         （単位：人） 

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

6,270 6,287 6,649 5,779 

 

 (3) 就職決定状況                       （単位：人） 

区  分 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

就職者数 838 1,004 919 777 

 

３ マザーズハローワーク横浜における支援 

  子育てをしながらの就業を希望している方に対する職業紹介機能を持つ国

の「マザーズハローワーク横浜」内に県が相談室を設け、就職や就業継続に

関する悩みに対応したキャリアカウンセリング、労働相談等を実施すること

で、女性の多様なニーズに対応した就業支援を推進している。 

 

 (1) 相談室の概要 

  ア 開 設 日 平成 24年７月 13日 

  イ 所 在 地 横浜市西区北幸 1-11-15 横浜ＳＴビル 16階 

          マザーズハローワーク横浜内相談室 

  ウ 開所時間 月曜日～金曜日 8:30～17:15 

（12:00～13:00を除く。土曜・日曜・祝日・年末年始休業） 

 

 (2) キャリアカウンセリング 

   経験豊富な女性キャリアカウンセラーが、面談又は電話により、相談者

一人ひとりの状況を踏まえたきめ細かなアドバイスを行っている。 

  ＜キャリアカウンセリング利用者延数＞         （単位：人） 

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

689 645 555 541 

 

(3)就職決定状況 

区分 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

就職者数 54 54 45 33 
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 (4) 労働相談 

   妊娠・出産に伴う職場のトラブルやセクシャルハラスメント等の労働問

題に対応するため、女性弁護士や女性職員による労働相談を実施している。 

  ＜相談利用者数＞                         （単位：人） 

区  分 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

女性弁護士労働相談利用者数 30 20 23 27 

女性労働相談利用者数 113 86 73 95 

 

 (5) 就職面接用スーツの貸出 

   マザーズハローワーク横浜等からの職業紹介により面接を受けようとす

る女性を対象に、スーツの無料貸出を実施している。 

  ＜就職面接用スーツの貸出件数＞            （単位：件） 

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

39 27 29 24 
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Ⅻ 障がい者雇用の取組について 
 

１ 概況 

平成 30年４月に、精神障がい者が法定雇用率の算定基礎に加えられ、法

定雇用率が 2.2％に引き上げられた。 

県内民間企業の障がい者の雇用率は、年々増加しているものの、平成 30年

６月１日現在で 2.01％と、法定雇用率を下回っており、特に中小企業におけ

る取組が進んでいない。 

また、精神障がい者については、近年、求職者が増加していることとあわ

せて、雇用後の職場定着が課題となっている。 
 

＜県内企業規模別障がい者の雇用率の推移（各年６月１日現在）／神奈川労働局＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜障がい種別平均勤続年数＞ 

障がい種別 身体 知的 精神 

平均勤続年数 10年 ７年９月 ４年３月 

資料：厚生労働省「平成 25年度障害者雇用実態調査」（平成 26年 12月 18日公表） 

 

２ 主な取組 

（1）企業への普及啓発等 

  ア 障がい者雇用促進に向けたフォーラム 

企業の経営者や人事担当者等を対象に、 

障がい者雇用への理解を深めるため、基調 

講演、雇用事例発表、パネルディスカッシ 

ョン等を行うフォーラムを開催する。     

・平成 30年度開催実績 

開催日：平成 30年９月５日 

テーマ：精神障がい者の雇用と職場定着 

参加者：397人 
 

500～1,000人未満 

1,000人以上 

全体 

300～500人未満 
100～300人未満 

45.5～100人未満 

(平成 29 年までは 50～

100人未満) 

雇
用
率
（
％
） 

平成 26年 平成 27年 平成 28年 平成 29年 平成 30年 
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かながわ障害者雇用優
良企業シンボルマーク 

イ 障がい者雇用のための企業交流会「はじ 

めの一歩」 

中小企業が障がい者雇用を始めるきっか 

けとなるよう、障がい者雇用に積極的に取 

り組む中小企業による事例紹介や少人数で 

のグループワーク等を行う交流会を県内各 

地で実施する。 

・平成 30年度実施回数：６回・参加者計 122人 
 

ウ セミナー・研修 

精神障がい者の雇用や職場定着に特化したセミナーのほか、就労支

援機関との連携など、課題別に研修を実施する。 

・平成 30年度実施回数：５回・参加者計 242人 
 

エ 障がい者が働く現場見学会（令和元年度新規事業） 

障がい者の雇用経験のない企業が、自社での雇用イメージを持てる

よう、実際に障がい者が働く現場の見学会を実施する。 
 

オ 障がい者雇用のためのガイドブック（令和元年度新規事業） 

障がい者の雇用から定着までの段階に応じ、活用できる制度や取組

のポイント等をコンパクトにまとめた企業向けのガイドブックを作

成・配布する。 
 

カ かながわ障害者雇用優良企業の認証等 

障がい者雇用に積極的に取り組む中小企業が、社会的 

に評価される仕組みをつくるため、県が、障害者用率 

4.0％以上の中小企業を「かながわ障害者雇用優良企業」 

として認証し、障害者雇用率 3.0％以上の中小企業を 

「かながわ障害者雇用ハート企業」として公表している。 

・かながわ障害者雇用優良企業認証法人数：62法人（平成 30年度 

  末現在） 

・かながわ障害者雇用ハート企業公表法人数：47法人（平成 30年度 

末現在） 
 

キ 障がい者雇用を進めるための総合ポータルサイトによる情報提供 

企業等が障がい者雇用を進める際に役立つ情報を、県ホームページ 

内のポータルサイト「ともに歩むナビ」で一元的にわかりやすく提供

している。 
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 (2) 中小企業等への個別支援 

県障害者雇用促進センターが、個々の企業の障がい者雇用に向けた取組

状況に合わせ、きめ細かな支援を行う。 
 

ア 障害者法定雇用率未達成企業への個別訪問 

神奈川労働局・ハローワークと連携して、障害者法定雇用率未達成

企業を個別訪問し、障がい者雇用への理解促進を図るとともに、国の

助成金や県の支援策の紹介等を行う。 

・平成 30年度訪問企業数：1,059社 
 

イ 出前講座 

企業からの要請により職員が訪問し、経営者や従業員を対象に、障

がい特性等の基礎知識、職場定着に向けた配慮、職場の対応事例な

ど、ニーズに合わせた出前講座を実施する。 

・平成30年度実施回数：50回 
 

ウ 社会保険労務士による相談支援 

企業からの要請により、社会保険労務士を派遣し、就業規則や労務

管理等に関する助言等を行う。 

・平成 30年度実施回数：11回 
 

（3）精神障がい者を雇用する中小企業への補助 

精神障がい者を雇用して１年以内の中小企業が、雇用した障がい者へ

業務指導を行い、職場での相談に対応する職場指導員を設置する場合等

に、その費用の一部を補助する。 

・平成30年度交付実績：３事業者 
 

（4）障がい者就労支援機関への支援 

 障がい者の就労に向けた準備を整えるため訓練等を行っている障がい

者就労支援機関に対し、支援を行う。 
 

ア 出前講座 

県障害者雇用促進センターが、就労支援機関からの要請により訪問

し、支援担当者等を対象に、障がい者雇用の動向、企業との連携などニ

ーズに合わせた出前講座を実施する。 

・平成 30年度実施回数：８回 
 

 イ セミナー・研修 

障がい者就労支援機関の支援力の向上に関する研修のほか、主に精

神障がい者を対象とした職場定着支援ツール（Ｋ－ＳＴＥＰ）を紹介

する研修等を実施する。 

・平成 30年度実施回数：５回・参加者計 292人 
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ウ 職業能力評価 

県障害者雇用促進センターが、障がい者の適性を把握して求職と雇

用のミスマッチを防止し、適切な就労につなげるため、就労支援機関

の依頼による職業能力評価を実施する。 

・平成 30年度受付件数：139件 

 

（5）経済団体等との連携 

県内経済団体、労働団体及び神奈川労働局等を構成員とする連絡会（神

奈川県障害者雇用推進連絡会）を開催し、それぞれの取組について情報

交換を行うとともに、障がい者雇用を進めるための取組について協議す

る。 

・平成 30年度開催日：平成 30年６月７日 
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ⅩⅢ 家事支援外国人受入事業の実施状況について 

 

１ 事業の概要 

女性の活躍推進や家事支援ニーズに対応するため、外国人家事支援人材を受

け入れる「家事支援外国人受入事業」を、本県の提案により東京圏国家戦略特

別区域の区域計画として実施している。 

また、事業の適正かつ確実な実施を確保するため、神奈川県、内閣府、東京

出入国在留管理局横浜支局、神奈川労働局等を構成員とする神奈川県第三者管

理協議会を設置し、特定機関（受入企業）の審査、実施状況の確認、監査等を

行っている。 

  

２ 事業の実施状況（令和元年５月 1日現在） 

  特定機関（受入企業）６社が、フィリピン共和国※１における研修を修了し

た後、人材を入国させており、国内における研修を修了した後、順次、家事支

援サービスの提供を開始している。 

番

号 

特定機関 

（受入企業）名

称 

適合通知

交 付 日 

受入予

定人数 

雇用 

人数 

入国日 

※２ 

サ ー ビ ス 

開始日 

延利用 

回数 

※３ 

１ ㈱パソナ 
平成 28年 

７月 27日 
77人 53人 

平成 29年 

３月９日 

平成 29年 

３月 27日 
7,792回 

２ ㈱ダスキン 
平成 28年 

7月 27日 
４人 ４人 

平成 29年 

４月 16日 

平成 29年 

６月１日 
2,184回 

３ ㈱ポピンズ 
平成 28年 

7月 27日 
12人 ３人 

平成 29年 

５月 16日 

平成 29年 

６月 19日 
242回 

４ ㈱ベアーズ 
平成 28年 

8月 29日 
200人 128人 

平成 29年 

６月 14日 

平成 29年 

11月１日 
1,674回 

５ ㈱ニチイ学館 
平成 28年

12月１日 
300人 260人 

平成 30年 

２月 1日 

平成 30年 

２月 19日 
1,642回 

６ 
㈱ピナイ･インタ

ーナショナル 

平成 29年 

２月 21日 
100人 73人 

平成 29年 

12月 12日 

平成 30年 

１月 24日 
677回 

計 693人 521人   14,211回 

※１ 家事支援人材は、いずれもフィリピン人国籍 
※２ 入国日は第一陣の入国日 
※３ 延利用回数は、平成 31年３月末日までの毎月報告分を記載  
  

３  基準の適合状況の確認及び監査の実施状況 

   外国人家事支援人材を入国させた特定機関（受入企業）について、雇用

契約書により賃金等の労働条件等について確認するとともに、定期報告及

び特定機関への監査により実施状況を確認している。 
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〇 平成 30年度監査実施状況 

(1) 監査実施日 

・㈱パソナ           平成 31年 ３月 20日 

・㈱ダスキン          令和 元年 ５月 15日 

・㈱ポピンズ          平成 31年 ３月 25日 

・㈱ベアーズ          平成 30年 ６月 ８日 

・㈱ニチイ学館         平成 30年 10月 ４日 

・㈱ピナイ・インターナショナル 平成 30年 ７月 25日 

 

(2) 監査により確認した事項 

・事業実施状況 

・就労状況 

・労働条件 

・安全衛生 

・雇用保険、労働者災害補償保険、健康保険及び厚生年金保険の加入状

況 

・出入国管理及び難民認定法の遵守等 

 

  (3) 監査結果 

・概ね適切な家事支援活動がなされていた社 4社 

・指針等に反する事項等が確認され、改善、報告等を求めた社 ２社 

 

４ 今後の取組 

(1) 引き続き、第三者管理協議会が、特定機関（受入企業）からの報告の確

認、監査等を行うことにより、本事業が適正かつ確実に実施されているこ

とを確認する。 

(2) 受け入れた外国人からの希望により、かながわ労働センター等において

相談等を受ける。 
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（参考） 

〇 制度の概要 

 
 
 

〇 業務の範囲、要件等 

(1) 業務の範囲 

・  炊事、洗濯、掃除、買物等の家事一般 

・  児童の日常生活上の世話及び必要な保護（上記と併せて実施されるも

のに限る。） 

(2) 外国人家事支援人材の要件 

・  満 18歳以上 

・   家事を代行し、又は補助する業務に関し１年以上の実務経験を有し、

かつ、家事支援活動に必要な知識及び技能を有する者（人材出身国が認

定した人材育成機関における研修（200時間以上）を修了し、資格を保有

する者） 

・  家事支援活動を行うために必要な日本語の能力を有する者 

(3) 特定機関（受入企業）の主な義務 

・  外国人家事支援人材をフルタイムで直接雇用し、職務内容、雇用期

間、報酬額等を定めた雇用契約を文書により締結 

・  報酬額は、日本人が従事する場合の報酬と同等額以上 

・  外国人家事支援人材の行う家事支援活動は通算して３年未満 

・  外国人家事支援人材の住居の確保   

・  受入時の家事支援活動に関する研修の実施（20時間以上） 

連携 

国家戦略特区 

神奈川県 

県内全市町村 

内閣府地方創生推進事務局、東京出入国在留 
管理局横浜支局、神奈川労働局、関東経済産業局 

特定 機関 （受入企業） 

外国人家事支援人材 利用世帯 

特定機関の基準への適合性を確認 

家事支援 

サービスの提供 

相談 

雇用契約 

 神奈川県第三者管理協議会 
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ⅩⅣ 神奈川県職業能力開発計画の取組について 

職業能力開発促進法の規定に基づき、2016(平成 28)年６月に、「第 10  

次神奈川県職業能力開発計画（計画期間：2016(平成 28)年度～2020(令

和 2)年度」を策定し、産業人材の育成に取り組んでいる。  

 

１ 第 10次神奈川県職業能力開発計画で掲げている基本理念と取組の視点 

人口減少という局面を迎える中、若者、女性、中高年齢者、障がい者

など、一人ひとりの持つ能力を、職業能力開発を通じて伸ばすとともに、

その能力を最大限活かせる場所で、輝きながら働けるよう支援していく

ことにより、今後も経済のエンジンを回し、活力あふれる神奈川の実現

を目指す。 

 

２ 第 10次神奈川県職業能力開発計画の施策 
施策体系 

実施目標 取組の方向性 

Ⅰ 全員参加の

社会の実現加

速に向けた職

業能力開発の

推進 

(1) 若者の活躍促進のための支援 

(2) 女性の活躍促進のための支援 

(3) 中高年齢者の活躍促進のための支援 

(4) 障がい者の就業を促進する職業能力開発の推進 

(5) 非正規雇用労働者に対する職業能力開発の推進 

(6) その他特別な支援を必要とする者に対する職業能力開発

の推進 

Ⅱ キャリア教
育の推進と職
業人生を通じ
たキャリア形
成支援 

(1) 学校におけるキャリア教育の推進 

(2) 学校生活から職業生活への円滑な移行に向けた支援 

(3) 職業人生を通じた労働者の主体的なキャリア形成の推進 

Ⅲ 産業振興策

と一体となっ

た産業人材の

育成強化 

(1) これからの神奈川の産業を見据えた人材育成の推進 

(2) 産業界や地域ニーズを踏まえた人材育成の推進 

(3) 中小企業・小規模企業における人材育成の推進 

(4) 職業能力開発分野の国際連携・協力の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

職業訓練の様子 ものづくり体験 
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実施目標 取組の方向性 

Ⅳ ものづくり

産業の持続的

発展と技能の

振興 

(1) ものづくり産業の発展を支える人材育成の推進 

(2) 熟練技能者の技術・技能の継承への支援 

(3) 技術・技能の振興と優れた技術・技能を有する者の社会
的評価の向上 

Ⅴ 人材育成推

進体制の充実

強化 

(1) 公共職業訓練の充実 

(2) 民間との連携強化 

(3) 多様な主体との連携・協力による人材育成の推進 

 

 

 

 

 

３ 平成 30年度の実施状況 

実施目標   

 数値目標 項目 実施状況 

Ⅰ 全員参加の社会の実現加速に向けた職業能力開発の推進 

若者、女性、中高年齢者、障がい者など、すべての人が就業意欲を実現でき
る「全員参加の社会の実現」を目指し、一人ひとりのニーズや状況に応じて多
様な職業能力開発の機会を提供するとともに、就労を支援する。 

 
① 総合職業技術校における修了者の３か月

後の就職率 

目 標 94.5％ 

 実 績 95.7％ 

 達成率 101.3％ 

 
② 民間教育訓練機関等への委託訓練におけ

る修了者の３か月後の就職率 

目 標 73.8％ 

 実 績 72.6％ 

 達成率 98.4％ 

    

    

※ 実績及び達成率は、平成 30年 12月までの 

修了者の状況 

西部総合職業技術校 ものづくり継承塾 
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実施目標   

 数値目標 項目 実施状況 

Ⅱ キャリア教育の推進と職業人生を通じたキャリア形成支援 

  次代を担う若者が段階的に職業能力を形成できるよう、学校等の関係機関と
連携し、中長期的な視点から人材育成を図る。また、学校在学中から生涯を通
じて、一人ひとりが主体的に職業生活設計を行うことができるよう、キャリア
コンサルティングの機会の整備等により、個人のキャリア形成を切れ目なく支
援する。 

 総合職業技術校における「ものづくり体

験」の参加者数 

   

目 標 2,120人 

 実 績 2,135人 

 達成率 100.7％ 

Ⅲ 産業振興策と一体となった産業人材の育成強化 

産業構造の変化や技術革新、グローバル化の進展等を見据え、本県の産業競
争力の強化や県内企業の活性化を図っていくため、カリキュラムの開発等を行
い、産業振興策と一体となった人材の育成強化に取り組む。また、留学生受入
れのためのしくみづくりなどを検討する。 

 
新たに実施する求職者訓練及び在職者訓練

のコース数(累計) 

目 標 ４コース 

 実 績 ４コース 

 達成率 100.0％ 

Ⅳ ものづくり産業の持続的発展と技能の振興 

本県産業を支える製造業等のものづくり分野において、技術・技能の継承問
題等が危惧されていることから、技能検定合格者数の増加を図るなど、ものづ
くり技術を守り、育てていく人材を育成する。 

 

３級技能検定の合格者数  

目 標 460人 

 実 績 419人 

 達成率 91.1％ 

Ⅴ 人材育成推進体制の充実強化 

東部・西部総合職業技術校、産業技術短期大学校及び神奈川障害者職業能力
開発校の４校の訓練内容などの充実をさらに進めるとともに、国、民間等、多
様な主体と連携、協力して、職業能力開発の支援に取り組む。 

 
総合職業技術校等の修了生の満足度（平

均） 

目 標 83.0％ 

 実 績 83.4％ 

 達成率 100.5％ 

   

４ 神奈川県職業能力開発審議会の評価 

  2019(令和元)年８月に開催予定の神奈川県職業能力開発審議会におい て、

計画に位置づけられた 2018(平成 30)年度の実施状況について報告を行い、

実施結果の評価をとりまとめる。 
 
５ 今後の取組 

審議会の評価を踏まえ、計画に位置づけられた事業の改善等に取り組む

など、より効果的な職業能力開発施策を推進する。 
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ⅩⅤ 神奈川県立産業技術短期大学校の取組について 
 
１ 神奈川県立産業技術短期大学校の概要 

神奈川県立産業技術短期大学校（以下、短大校）の東キャンパスでは、
県内中小企業等に必要とされている実践技術者を育成するため、高度な知
識、技術及び技能を習得する職業訓練を実施している。また、西キャンパ
スでは、事業主等が行う職業訓練及び技能検定を実施している。 

 
(1) 施設の概要 

   ア 開校日   平成７年４月１日 
   イ 所在地   横浜市旭区中尾２－４－１ 

ウ 施設     東キャンパス 20,872.16㎡ 
西キャンパス 16,034.65㎡ 

    エ 根拠法   職業能力開発促進法第16条 
第２項 

 
(2) 訓練の内容（東キャンパス） 

    高等学校卒業者等を対象に、神奈川の先進的な産業を支える企業、
特に中小企業等のニーズが高い実践技術者を育成するため、専門高度
な職業訓練を実施している。 
ア 定員    400名（１学年200名×２年） 

    イ 設置学科  ５学科（生産技術科、制御技術科、電子技術科、産
業デザイン科、情報技術科） 

    ウ 訓練期間  ２年 
エ 就職率   94.6％（平成29年度） 

  
２ 短大校への留学生の受入れ 

平成31年３月26日付けで、職業能力開発促進法施行規則（以下、促進法
施行規則）が改正され、短大校への留学生の受入れが可能となった。 

 
(1) 経緯 
ア 受入れに当たっての課題 

これまでは、促進法施行規則の規定により、短大校の専門課程は
日本人のみが受講可能とされ、留学生は専門課程に「準ずる訓練」
しか受講できなかった。これにより留学生は仮に日本人と同じ訓練
内容を受講したとしても、準ずる訓練の卒業資格しか得られず、就
職等にあたって不利な扱いを受けるおそれがあった。 
 

イ 上記規制の緩和に向けた取組み 
平成30年９月 本県から内閣府へ国家戦略特区事業として短大校専 

門課程への留学生受入れを提案 
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９月 知事から菅内閣官房長官へ規制緩和を求める緊急要 
請を実施 

11月 国家戦略特区ＷＧのヒアリングにおいて、厚生労働 
省から、全国で規制を緩和するため促進法施行規 
則の改正を行う方針が示された 

平成31年１月 厚生労働省労働政策審議会人材開発分科会におい 
て規則改正を了承  

３月 促進法施行規則の一部を改正する厚生労働省令が 
公布 

４月 改正規則施行 
 

(2) 受入人数等 
主に国内の日本語教育機関等で学ぶ留学生を対象に、生産技術科、

制御技術科、電子技術科、情報技術科の４科で10名を受け入れる。 
 

(3) 留学生受入れに向けた募集広報及び体制の整備 
ア 受入準備 

今年度は、募集ホームページの開設や日本語教育機関への個別説
明などの募集広報を行うとともに、留学生向けテキストの作成など
の指導面の準備や、職員への留学生受入れ準備研修の実施などの生
活等支援も含めた留学生にしっかりと実践技術を学んでいただくた
めの体制の整備を行う。 

イ 入校選考 
令和元年11月22日、令和２年１月31日、３月９日を予定 

ウ 受入れ 
令和２年４月 

 
３ 短大校西キャンパス訓練実習棟及び共同訓練棟の整備 

西キャンパスの訓練実習棟及び共同訓練棟は、建築から50年近く経過し、
老朽化による雨漏りや電気設備等の不具合が生じるとともに、耐震診断の
結果、耐震性不足が判明したことから、令和元年度、現在地での建替工事
の実施に向けた各種調査を実施するとともに、利用者の安全確保を図るた
め、新たな施設を整備するまでの間、代替施設の借上げを行う。 

 
(1) 施設の概要 

ア 訓練実習棟 昭和44年築、鉄骨造、２階建て、 
           延床面積：1,416㎡、建築面積：1,368㎡ 
   イ 共同訓練棟 昭和45年築、鉄筋コンクリート（一部鉄骨）造、 

２階建て、 
延床面積：2,399.94㎡、建築面積：2,035.44㎡ 

    ウ 利用目的  事業主等が行う職業訓練及び技能検定の実施など、 
建築関係を中心とするものづくり分野の人材育成を 
目的として利用。 
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(2) 各種調査等の実施 
ア 西キャンパス再整備調査検討業務委託 

建替工事にあたり、民間活力活用の観点 
から、設計施工一括発注方式を活用した 
施設整備を行う予定である。現在、設計の 
準備行為として、専門的な知識を有する者 
から的確な助言を得るための調査検討業務 
委託（アドバイザリー業務委託）を実施し 
ている。 

イ 測量調査、地盤調査 
新棟建設に向け、現在地の敷地の測量及び地盤調査を実施。 
 

(3) 代替施設の借上げ（仮移転）について 
西キャンパスの代替施設として使用可能な物件について、借上げに

向けた調査を継続して実施する。適切な候補物件が見つかった場合に
は、当該物件の借上げに向けた手続を進める。 

また、代替施設の供用開始に先立ち、当該施設を短大校の施設とし
て位置付けるため、「神奈川県立産業技術短期大学校条例」の一部改
正案について、今後の県議会定例会に提案する予定である。 
 

(4) スケジュール（予定） 
平成31年３月  再整備調査検討業務委託実施 
令和元年６月  利用団体に対する説明・調整 
７月～12月  測量調査及び地盤調査実施 

令和２年度中  新棟建設設計・工事 
令和３年度末  供用開始 

 
 


