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第 39回神奈川県科学技術会議（令和元年８月８日開催）議事録 

１ 開会 

○ 中島科学技術・政策研究担当課長 

全員揃ったため、少し早いが、ただいまから、第 39 回神奈川県科学技術会議を開催する。 

会議の開催に先立ち、高澤政策局長からご挨拶を申し上げる。

○ 高澤政策局長 

６月１日付で産業労働局から政策局へ異動してきた。よろしくお願い申し上げる。

本日はお暑い中、そしてお忙しい中、ご出席いただき誠に感謝申し上げる。委員の皆様にお

かれては、日ごろから、本県の科学技術政策の推進にご理解、ご協力を賜っていることを厚く

御礼申し上げる。

皆様から様々なご助言をいただきながら平成 28年度に策定した第６期の神奈川県科学技術

政策大綱は、今年度で計画期間の折り返しを過ぎ、３年目に突入した。政策の実効性を上げて

いくために、皆様からのご助言を十分に生かしてこれまでも進めているが、計画期間が残り２

年となったため、着実に成果を上げるとともに、次期の大綱を見据えた議論もそろそろ本格化

していく必要があると考えている。

本日は、科学技術政策大綱の施策例や、県試験研究機関の現在注力している事業、新たに取

組みを開始したクラウドファンディング等について説明をするとともに、現在、世界規模で大

きな問題となっているマイクロプラスチック問題等について、環境科学センターの取組みであ

る、相模湾沿岸に漂着するマイクロプラスチックの実態を報告し、ご意見、ご助言をいただけ

ればと考えている。

マイクロプラスチックについては、本県においても、昨年の８月、鎌倉市の由比ガ浜でシロ

ナガスクジラの赤ちゃんが漂着し、本来であれば母乳しか飲まない歳のクジラの赤ちゃんの胃

の中からプラスチックごみが出てきたという出来事を契機にプラごみゼロ宣言を行い、持続可

能な社会を目指す SDGs の具体的な取組みとして、現在精力的に進めている。少子高齢化が進

み人口減少社会を迎える中、労働人口の減少や都市と地方との地域間格差等様々な課題が現在

生じている。SDGs も経済のみでなく、社会や環境とバランスを取りながら進めていく必要が

あると考え、本県では全国でも先進的に進めている。その中でも、科学技術が果たす役割は非

常に大きく、今後重要度をさらに増してくると考えている。本県の科学技術政策の振興のため

に、委員の皆様には本日も忌憚のない意見を頂戴したいと考えている。

○ 中島科学技術・政策研究担当課長 

今回、県内部で人事異動があったため、まずは職員を紹介させていただく。

（進藤参事監及び中島科学技術・政策研究担当課長の紹介。） 

○ 中島科学技術・政策研究担当課長 

本会議の議長は座長が行うこととなっているので、今後の議事進行については座長の三島委

員にお願いしたい。本日、柏木委員、後藤委員については、所用ありということでご欠席と承

っている。
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２ 議事 

○ 三島座長 

本日は、お暑いところお集まりいただき感謝申し上げる。この会議は議事録を原則公開する

こととしている。内容によっては一部または全部非公開ということもあるが、本日の議事内容

は特別非公開とするような理由もないため、公開をするということで良いか。

（異議なし）

また、今日は傍聴の方はいないが、今後いる場合は入っていただくということになる。

それでは、議題に入る。まず、議題１について、先ほど政策局長からも話があった「「神奈川

県科学技術政策大綱―第６期―」の施策の進行管理について」のア～エのうち、まずはア～ウ

について、資料１～３と参考資料１により事務局が説明を行う。

１ 「神奈川県科学技術政策大綱―第６期―」の施策の進行管理について 

ア 科学技術政策大綱「施策例」の現在の状況 

    イ 県試験研究機関等が特に注力している事業 

    ウ 科学技術政策大綱における指標の実績 

 （事務局から以下の資料について説明を行った） 

  資料１ 科学技術政策大綱「施策例」の現在の状況 

  資料２ 令和元年度県試験研究機関等が特に注力している事業 

  資料３ 科学技術政策大綱における指標の実績  

参考資料１ 令和元年度県試験研究機関等が特に注力している事業（補足資料） 

○ 三島座長 

資料１が「科学技術政策大綱「施策例」の現在の状況」で、「「経済のエンジンを回す」科学技

術活動の展開」「安全・安心の確保など生活の質の向上を実現する科学技術活動の展開」「イノ

ベーション創出を担う人材の育成と科学技術の情報発信」の３つに分かれている。資料２が「県

試験研究機関等が特に注力している事業」で、参考資料で補足説明がある、資料３が「科学技

術政策大綱における指標の実績」で、研究、知的財産、情報発信・理解増進についてのデータ

である。

○ 吉本委員 

資料３について、情報発信・理解増進で理科好きと回答している県内小中学生の割合につい

て、27 年度と 30 年度それぞれについて、小学生よりも中学生の理科好きの人数が減っていく

傾向がある。私も 10 年前に調査したことがあり、その際に神奈川県の取組みも取材したが、小

学校から中学校、中学校から高校になるに従って理科好きが減っていく傾向が当時から顕著だ

ったと記憶している。その理由について把握していたら教えてほしい。 

○ 中島科学技術・政策研究担当課長 

公式の理由として把握しているものはない。確認して、分かるようであれば後日回答したい。

○ 吉本委員 

我々が調査したときは、非常に体験型の教育が減っていること、先生の影響が大きいという
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ことが理由として挙げられていた。当時、積極的な自治体を取材したが、神奈川県は積極的に

取り組んでいた。人材教育という意味では、例えば将来的に高等専門学校や工学系の学校を志

望する場合、結構早い段階で志向性が分かれてしまうことは当時から言われており、サマース

クールや理科実験を増やしていこうという話になっていたが、これを見ると相変わらずやはり

減ってしまうことが分かった。

○ 中島科学技術・政策研究担当課長 

チラシを配布したが、本県でも、サイエンスサマーや、東海大学と協働事業を行っている「ド

クターアキヤマと科学を思いっきり楽しもう！」というイベント事業を行っていると、非常に

関心のある一定の層はいると感じている。サイエンスサマーのイベントでも開場前から並んで

いたり、親子連れで熱心に来ていたりしている。

○ 斎藤委員 

吉本委員のコメントに関連する点が１点、別のコメントが１点ある。 

まず一点目は、県内の若い人材のサイエンスに関するリテラシーの向上という点だが、理化

学研究所（以下、理研という）横浜事業所では、７月に昨年と同様、今年も県主催のサイエン

スフェアに参加した。昨年はチラシを配って終わりだったが、今年はプレゼンの機会を得て、

最先端の取組み、特に中高生にもアピールする内容の紹介に努めた。昨年もこの会議で話題に

なったとおり、特に理工系志望の女子中高生、いわゆるリケジョに対するアプローチが非常に

重要ということで、昨年は県の男女共同参画センターがリケジョの相談ブースを出して非常に

良いと思ったが、今年は事情があって設置しなかったとのことである。理研でも、一般公開の

機会に 3,000 人程度が来所し、その中には女子中高生も含まれている。女子中高生だけではな

く保護者も大変重要なのだが、保護者に将来のキャリア選択、職業選択に理解を得られるよう

な訴求をしていくことが重要で、それがひいては女性の科学者、技術者、研究者のキャリア開

拓にもつながるという意識を持って取り組んでいる。理数系・理工系に興味のある学生だけで

はなく、小中学生レベルから掘り起こしていく過程も含めて、この取組みには時間もかかるが

重要であるため、是非県のさらなる努力を期待している。 

二点目は、特に今年度新しい施策上の新規事項や重点事項としては紹介されていないが、知

事が大変熱心に従来から取り組まれている未病のプロジェクトについてである。多分これから

もさらに加速をしていくのではないかと思う。未病関係の取組みはヘルスケア・ニューフロン

ティア推進本部室で進めていると理解しているが、科学技術関係の取組みについて言えば、例

えば IoT や AI、ビッグデータの解析など大変重要なツールを必要とするもので、県だけではな

く企業や関係研究機関、あるいは医療機関との連携が大変重要になってくる。理研においても

いくつか関連する取組みがあり、一番直接関わりがありそうなものとして、「健康脆弱化予知・

予防コンソーシアム」に数年前から取り組んでいる。これは、理研の大きなファンドを使って

行うものではなく、企業を中心とした賛助会員の参加を得て実施するコンソーシアム形式のも

ので、あと２年程度で終了予定である。理研発の色々な健康長寿にかかわるバイオデータを取

得する機器、例えば、脆弱性を計るモーションセンサーによって、バイオデータをビッグデー

タとして収集しながら、それらをどのように健康指標、あるいは予防的な医療、先制医療につ

なげていくかという取組みを、産学官の連携で進めている。これには、ヘルスケア・ニューフ

ロンティア推進本部室が主体的なプレーヤーとして参画しており、ほかにも都市部では和光市、
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高齢化率が非常に高く医療費の削減が喫緊の課題となっている地方では香川県や長野県の市町

村とタイアップして実証実験をしながら、さらなる取組みを模索している。ただ、これも１、

２年すると終わってしまうもので、その後理研がどのように主体的に取り組むかが課題である。

コンソーシアム形式であるため、民間の参画も得て、何らかの第三者的な実施主体が出来れば

よいが、そうならない場合には、なかなか継続性の点で難しい面がある。もう一つ、神戸エリ

アが中心となって実施している、「健康“生き活き”羅針盤リサーチコンプレックス」というプ

ログラムがあり、ゲノム情報を含めた健康ビッグデータを活用した相当の規模のコホートデー

タによる取組みを進めているが、これも間もなく終了する。公的研究機関の宿命なのだが、ど

うしても時限のあるプロジェクトが多く、せっかく良いデータや自治体・企業とのネットワー

クが出来ても、継続性に課題があるものも多い。先ほど紹介したコンソーシアムについては、

ヘルスケア・ニューフロンティア推進本部室も参加しており、少なくとも黒岩知事の在任中は

未病についてはさらにパワーアップして取組みを進めていくと思うので、特に企業の自主的な

取組みを促すような仕組みづくりを、是非県主導で進めてほしい。この件に関しては、同様に、

弘前大学 COI が進めている健康長寿のプロジェクトがあるが、大変な注目と反響、評価を得て

おり、先日、内閣府主催の「第１回オープンイノベーション大賞」において「内閣総理大臣賞」

を受賞し、さらに注目を集めている。今、企業の寄附講座もたくさん入っている状況である。

これらプロジェクトについては、京都大学の奥野先生のチームが共通して参画していることか

ら、皆相互連関して進んでいる。複数の異なった特性を持つ地域のデータを比較しながら、弘

前ならではのモデル、全国規模で通用するモデル、場合によってはアジアでも使えるような健

康モデル、といったいくつかの階層で、これからも健康長寿への取組みが進んでいくことが期

待されるため、他の自治体との取組みとも連携していくことを期待したい。ちなみに、神奈川

県では今、湘南アイパークという、武田薬品工業が開いた研究拠点を活用して大きな取組みを

進めている。私も先日、県の紹介により見学に行ったが、周辺に駅が出来ると、重要な拠点に

なる。今度は総合病院も出来ると聞いているので、実証試験、臨床試験ともタイアップする形

で、病気の方を治すという発想だけではなく、予防的、予見的に手を打っていく。特に通常な

かなか手が届かない将来のフレイル化のリスクの高い方にどのようにリーチしていくか、これ

がやはり健康長寿や医療費の削減にとって大変大きな課題である。これらの分野において、オ

ープンイノベーションという看板を掲げている湘南アイパークのさらなる取組みを、是非とも

期待したい。理研でも状況を見ながら、どのように参画できるか考えたい。 

○ 三島座長 

ご意見というよりも医療や過疎、高齢化などの多角的な動きや自治体の努力について紹介し

ていただいた。

○ 西澤委員 

資料１を見ると、ところどころ、ロボットというキーワードが出てくる。私は相模原で企業

を営んでいるが、相模原市におけるロボット導入支援事業の状況を報告したい。

県の関係で言うと、相模原市もロボット特区に指定されている。市内には、相模原市産業政

策課、相模原商工会議所、さがみはら産業創造センターがあり、３つの組織と我々産業人が、

一体となって活動している。

まず、相模原市の産業政策課は市の行政部局であるが、システムインテグレータであるエス
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アイアーに対して情報提供を行ったり、ロボット導入に関連した補助金を交付したりしている。

次に、相模原商工会議所では、相模原の産業人が中心となったさがみはらロボットビジネス協

議会を５、６年前に立ち上げ、産業人、行政、金融機関も含めて開催している。その中の取組

みの一つとして「さがみはらロボット企業ガイドブック」というものがあり、毎年 30～40 社の

ロボット関連企業を印刷物もしくはウェブ公開によって紹介しているが、現在は一年ごとに３

～４社ずつ増えている状況であり、ロボット産業は年を追うごとにだんだん勢いを増している。

それから、さがみはら産業創造センターについては、今まで３つのセンター、通常 SIC と呼ば

れているものが１から３まで（SIC1～SIC3）あったのだが、この９月に SIC2 の増床棟が出来、

特にロボット産業等に特化した企業を誘致し、９月に開所を迎える。それと並行して、ソフト

面では、エスアイアーの養成講座や、さがみはらロボットガーデンという子供向けのプログラ

ム等により、未来のエンジニアを育てる取組みをしており、産業人と行政、会議所が一体化し

てロボット産業が年を経るごとに事業として成り立つ方向にようやくなりつつある。

神奈川県としてのロボット導入施策を一層期待するところである。

○ 三島座長 

ご紹介いただいたとおり、ロボットも色々な分野で進化していることが分かった。

○ 久村委員 

資料３の特許について、インジケーターに出しているものがほぼ前年比増、目標達成してい

るのは素晴らしいと思うが、一点、出願件数が若干下がり気味になっている。また、出典によ

るものなのかもしれないが、「日本人によるもの」と書いてあるのが若干気になる。誰が発明し

ようと権利は県の機関になるのか、また日本人限定としているのは意味があるのか確認したい。

○ 中島科学技術・政策研究担当課長 

一段目の「県内特許出願件数」は特許庁の特許行政年次報告書から引用しているもので、県

試験研究機関等のデータは、二段目の「県有知的財産等の保有数」部分で示している。一段目

の数値の上下の詳細は我々では把握できない。

○ 久村委員 

一段目は、神奈川県で生み出した特許という意味なのか。

○ 中島科学技術・政策研究担当課長 

「神奈川県内」という意味である。

○ 久村委員 

県内に住んでいる人が生み出した特許ということか。

○ 中島科学技術・政策研究担当課長 

  お見込みのとおりである。

○ 久村委員 

そのようなデータに意味はあるのか。

○ 中島科学技術・政策研究担当課長 

もともとの指標の位置づけが、数値目標ではなくて、科学技術全体の動向を踏まえるという

意図があるので、参考までに示している。

○ 久村委員 

その意図は分かるが、インジケーターにするということは、おかしい点があれば手を打つ、
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という意図があるのではないか。県の特許であれば載せる意味があるが、一段目は県の方で何

も手を打てない性質のものなので、インジケーターにするのは疑問がある。

○ 進藤参事監（科学技術政策担当） 

県が科学技術振興を何のために行っているのかという根本をいうと、県の経済のエンジンを

回し、県内の様々な産業の創出につなげるのが非常に大きな役割だと考える。県内の特許出願

件数 13,575 件（一段目）のうち、県と産技総研の合計は 345 件（二段目）、この割合だけで見

ると、県の直接の研究開発で生み出された特許の割合は確かに小さい部分はある。ただし、県

が受託している様々な国や大学、研究機関などのプロジェクトの分は、上の 13,575 件に含まれ

る。さらには、県の科学技術政策が県内の色々な企業等の科学技術活動の活性化につながると

いう側面もあるので、直接的に県が関与できるものでないとしても、指標として、県内の活動

に是非貢献したいという部分が表れていると理解している。 

○ 久村委員 

理解したが、一段目に記載があるとどうなのかとも思う。

○ 斎藤委員 

以前、私も文部科学省の科学技術・学術政策研究所にいたときに、特許関係のデータを指標

として取り上げることは大変難しい面があると感じた。特許の出願人の住所、所在地、地域の

パフォーマンスを見ていくこと、また、発明者の分布を見るということ、例えば大学発の知財

面の貢献を見るというのは大変重要なのだが、特許の発明者の地域別データを取るのはなかな

か難しい面がある。多分今は内閣府主導の RESAS（地域経済分析システム）のデータとして蓄積

されていると思うが、今のところ、やはり出願者の分布で見るしかない状況と思われる。出願

者は企業の場合、本社からの出願というケースが多いので、神奈川県内の出願の多くが日産か

らと予想されるが、本社の出願となると、実際に研究をしたり共同でプロジェクトをやったり

している場所とは限らない。そのため、発明活動や新しい研究開発の実際のパフォーマンスの

場所を表している数値かどうかは判断しがたい面がある。県が次期科学技術政策大綱を策定す

る際には、発明者の分布や、企業と県の研究機関や大学との共同研究などが本質的に重要な指

標であるので、参考にしてみたらいかがか。 

○ 三島座長 

確かに定義が難しいということがあるが、県のアクティビティとして、他県と比べると神奈

川県は想像ではかなり高いのではないかと思うが、いかがか。

○ 中島科学技術・政策研究担当課長 

手許に資料がないので、今後分析したい。ご意見にあったように、数値目標は非常に難しい

問題であり、例えば人口増加とか人口移動を考慮する際に、県の政策がどこまで寄与している

のかを判断するのは非常に難しい。斎藤委員のご指摘のとおり、次期大綱に向けてはどのよう

な数値が県の科学技術政策と直接的に結びつくのか、最終的にどのように科学技術政策が進ん

でいき、数値ではどのように示せば良いのかということについて検討したい。

○ 三神委員 

同じく、資料３について、「県のエンジンを回していく」という目標をベースで考えていく場

合、企業等からの受託研究費のデータをとるときに「前年度比」という捉え方もあるが、例え

ば、産業誘致施策がどの程度の伸びがあり、受託研究がどの程度伸びているかという、他の隣
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接している政策の波及効果やパフォーマンスの分析があると、より良いのではないかと思う。

これは質問だが、企業等からの受託研究については、基本的には国内企業と捉えて良いのか。

外資系や海外との共同研究なども含むような概念なのか。また、資料１でシニアの起業スクー

ルの実施について、一定の広がりをみたので終了したという話だったが、「広がった」というの

は、起業率が十分な目標数値に達したので終了したという意味なのか、それとも県全体に拠点

が出来たから終了したという意味なのか。団塊の世代が 75 歳くらいまでは定年を延長して仕事

をしているが、むしろ今後、需要が増えていくであろう時期に終了したということに理由があ

るのか。一口にシニアの起業スクールといっても、神奈川県の場合、特に川崎などでは製造業

で名だたる企業が大資本で提携し、第二創業でもかなりグレードの高いものもあれば、今まで

あまり働いたことがないけれども、高齢の女性たちが夫に先立たれ、何とか現金収入を確保し

ようという小さな SOHO レベルのものもあり、かなりレンジが広いと思うが、どのようなターゲ

ットを想定しているのか。単に拠点が増えたということであれば、広げた先々によって、例え

ば完全にベッドタウンなのか、川崎のような工業地帯なのかということによって需要がまった

く変わってくると思うが、このあたりの実態を教えてほしい。 

○ 中島科学技術・政策研究担当課長 

研究試験との外部資金獲得額については、大学や国の研究機関からのものが多くなっている。

企業等からの受託研究については、詳細については把握していないので、後程回答したい。シ

ニアの起業だが、拠点が広がったというよりも、民間や市町村など各機関で取組みが行われる

ようになってきたと把握している。拠点が確立したのかということに関しては、改めて所管課

に確認して回答したい。

○ 三島座長 

それでは、時間が押して来たので、他に何もなければ次へ進ませていただく。議題１のエ、

「県試験研究機関所長プレゼンテーションについて」、事務局から説明する。

○ 中島科学技術・政策研究担当課長 

本議題については、各試験研究機関の最新の取組みについて発表する。本県の科学技術政策

のトレンドを評価していただき、県試験研究機関の今後の効果的な事業の展開や県民からの信

頼及び指示に結びつけるために行っている。今回は、環境科学センターの加藤所長の方から発

表を行う。

１ 「神奈川県科学技術政策大綱―第６期―」の施策の進行管理について 

 エ 県試験研究機関所長プレゼンテーションについて（環境科学センター）

（環境科学センターから以下の資料を用いながらプレゼンテーションを行った） 

資料４ 相模湾沿岸に漂着するマイクロプラスチックの実態 

○ 三島座長 

皆さんご承知のようにトピックスとして大変騒がれており、この対策については、国際協力

もないとできないが、どのように進めていくかという中で、実際に、相模湾の数か所、打ち上

げられた箇所から分類しているのだと思うが、東京湾側との比較データもあり、非常に興味深

い発表であった。
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○ 深見委員 

マイクロプラスチックについて、とても面白い話だと思って聞いていた。企業及び国でプラ

スチックの政策に関わっている方の話をこの間聞いたのだが、調査によって、発生源が分かり、

何に由来するのかが分かってきた場合、発生源からどこをどのようにブロックするのかが政策

面でも重要になってくると思う。神奈川県で調査が進み、実態が分かってきた段階だと思うが、

例えば分解可能なプラスチックも研究されていると思うが、そのような代替物質を推進してい

くのか、それともやはり川や海などへの流出自体を防いでいくのか、もしくは回収を地道に行

うのか、どこに力を入れていこうと考えているのか教えてほしい。

○ 加藤所長 

非常に本質的な問題だと思う。基本的には「プラごみゼロ宣言」として広く PR しているが、

プラスチックを使わなければ現実的には我々の生活が成り立っていかない時代である。問題の

本質は、自然界に流れ出ていってしまっているプラスチックをどのように食い止めるかであり、

そのために一番大事なのは、きちんとしたリサイクルのルートに乗せるということである。ペ

ットボトルが駄目だということではなくて、ペットボトルがきちんと回収されて再生されてま

た利用されれば環境中に出ていくことはないため、一番抑えておかないといけないところであ

る。 

また、先ほどのスライドにあったように、例えば、肥料の殻については、調査していて何だ

ろうと疑問に思い、農業技術センターにも相談して、肥料の殻だということが分かった。農業

技術センターでも、こういうものが流れ出ているということをあまり問題として認識していな

かったようである。たくさん流れ出るということが分かれば、どういうタイミングで回収しな

ければいけないかという、発生源対策に結びつく。また、先ほど紹介した微小のポリスチレン

小球は故意に流しているということでは恐らくなく、クッションが製品として出回っているた

め、不用意に環境中へ出すと、それこそ、数えきれない量がいっぺんに流れ出てしまう。こう

いうものを使わなくなったらきちんと回収ルートに回すことが必要である。人工芝はもともと

屋外で使うものなので、劣化は避けられないのでこれもきちんと処理する。日常生活で、洗濯

ばさみがボロボロになっていくのは経験するが、これらが庭に落ちて、雨水によって側溝から

海に流れていく。そういうルートは当然考えられるわけで、これから調査していくが、今あげ

たような、非意図的に日常生活からどうしても出てきてしまうものは、生分解性のものに切り

替えていくなど、用途ごと、局面ごとに応じてきちんとリサイクルが出来るように、外に出て

いかないように、取り組んでいくしかない。回収の話だが、実際に海に出てしまうと、漂流し

ている大きなものは、東京湾でも実際に回収しており、江の島などでも浮いたものを回収する

機械なども置いているが、必ずしも浮くばかりではなく沈んでしまうものもあるため、そうな

ってしまうと回収は不可能になる。そうならないように、魚を食べているのかプラスチックを

食べているのか分からないような状況になってしまうことがないように、皆さんにこの問題の

所在というのを理解してもらい、日常生活に気を付けてもらうことが、地域の試験研究機関と

しての大事な役割であると思っている。 

○ 鈴木委員 

連携という点で、国立研究開発法人や静岡県等とデータの交換や情報の交流などはしている

か。
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○ 加藤所長 

地方の公設試験研究機関との連携については、情報交換の機会がある。ただ、地方公設試験

研究機関での海岸のマイクロプラスチック研究調査というのは、まだほとんど手が付けられて

いないとのことである。我々もそういった集まりがあり、色々とお問い合わせもいただいてい

るので、是非情報共有して色々なところで地域間で展開していけば非常に広がりがあると思う。 

もちろん、国とも情報交換しており、国立科学博物館でクジラを解体して中に何が入ってい

るかを調べる際には、プラスチックを分離してどのように種類を確定するのかという点で我々

のノウハウも共有しながら色々な関連分野とも連携して進めている。

○ 斎藤委員 

この件は確か、７月のサイエンスフェアでも県試験研究機関から発表があり大きな関心を呼

んでいたと思う。特に、クラウドファンディングを活用した取組みには大変注目しており、若

い中高生が自分たちの問題として捉える良いきっかけになると期待している。先ほどの深見委

員からの発言に関連するが、実は理研横浜事業所でも環境資源科学研究センターが従来から株

式会社カネカと共同開発の形で生分解性プラスチックの開発に取り組んでおり、カネカでも開

発が進み、かなり機能の高い代替物質である生分解性プラスチックの開発にほぼ成功して、実

用化の段階に至っている。特に、横浜市、神奈川県はこの問題に大変関わりも深く熱心に取り

組んでおり、その流れの中で、昨年の10月に世界循環経済フォーラム（World Circular Economy 

Forum）第２回会議が横浜で開催され、大変大きな反響を呼んだ。その際にもこの生分解性プラ

スチックの話題も上がったが、どちらかというと生分解性プラスチックの議論よりは、ストロ

ーの代替物質として、木製や紙製をどんどん使おうというベンチャーや NPO の取組みが紹介さ

れていた。その際に、実は環境省の幹部の方ともお話をする機会があり、生分解性プラスチッ

クのこれからの普及や活用の見通しについて話した時、必ずしも生分解性プラスチックに対し

てはポジティブな反応ではなかったのが少し気になった。つまり、環境中に出てしまうものを

環境に優しいものに変えようという視点は良いのだが、例えば環境政策の中でも、リサイクル

やリユースの点から、回収をして再利用をする際に、生分解性プラスチックと石油起源のプラ

スチックが混ざっていると大変処理フローが難しくなり、分別も大変なので、出来れば異なっ

たタイプのものはない状態でリサイクル、リユースを進めたいというお話があった。そうなる

と、やはり世の中の流れとしては、とにかく発生を減らそうということで、プラスチックをな

くしてしまおう、紙や木材を使ったものにしようという流れに行く傾向にある。そうすると、

せっかくの生分解性プラスチックの開発も普及が進まない、あるいは無駄になってしまうこと

が危惧される。ただ、そうはいっても、神奈川県は川からの流出が多いという話だったが、日

本海側や西南日本では、アジアからの漂着が大変多い。やはりアジアは経済成長の途上にある

ため、プラスチックを使うにしても安いものを使いたいと考える。生分解性プラスチックは絶

対的に高いので、どうしても安いもの、つまりマイクロプラスチック化するものを使わざるを

得ない、という状況がある。生分解性プラスチックを普及する際には価格を下げていく、ある

いはそれぞれの国の取組みとして価格が高くてもペイするように、回るようにしていく必要が

ある。具体的に言うと、日本でも百円ショップで売っているものの多くはアジア製だが、マイ

クロプラスチック化しかねないものがたくさんある。せめて、日本人は百円ショップの中でも

マイクロプラスチックに代わる製品のものについては110円でも120円でも買うようにしよう、
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その代わり、きちんと生分解性の素材を使えるようにしよう、としたらどうか。経済的なイン

センティブも考えていかないと、アジア全体あるいは地球全体を見た場合の、この問題の本質

的な解決にはならないのではないかと思う。そういう意味では、日本やフィンランドが主導し

ている循環型経済のような環境に優しいからみんなで良いことをしようという概念に加えて、

途上国も含めた経済的に回る仕組みを作ることが重要で、SDGsは非常に良い指標になると思う。

県主導で取組みを進めていってほしいというのが私の個人的な思いでもある。 

○ 加藤所長 

環境科学センターでは、試験研究だけではなく環境学習の拠点としての役割も持っているの

で、是非そういう広い視点からの情報発信に取り組みたい。今、出前講座についてもマイクロ

プラスチックに関するオーダーが非常に多く、本日同席している調査研究部長の坂本も引っ張

りだこで講師として行っているので、その際に、今のような話をすれば皆さんのイメージがぐ

っと広がると思う。

○ 三神委員 

大変興味深いプレゼンテーションであった。テレビに大変馴染む内容だと思う。既にテレビ

出演はしたことがあるか。

○ 加藤所長 

オンステージということはないが、マイクロプラスチック問題についてインタビューを受け

たり、環境科学センターの画像が出たりしたことはあった。

○ 三神委員 

どういった媒体のどのレベルのか。 

というのは、県の取組みに関する PR も大切なのだが、クラウドファンディングに直結させる

という観点では、NHKの夕方もしくは夜のニュースの地方枠で出すべき話だと個人的には思う。

県担当の記者クラブはだいたい知事のコメントをとることが役割だが、経済担当等の紹介を仰

ぐか、過去に名刺交換をしたことがある方などにアプローチするのが良いだろう。まず、最初

に本日のクジラの映像から始まる流れで説明していくのが良い。しかも県というローカルでや

る必然性もあったので、早い段階で動くべきではないか。同時に、タイムリーで今日の日経の

朝刊もこの関連分野だった。こうしたものを見た場合に、日経新聞もとりあげやすい話だとい

う発想をもっていただきたい。プレスリリースを出入りしている記者クラブの方にでもよいの

で、積極的に出すべきである。 

○ 加藤所長 

総合政策課の力も借りながら頑張りたい。

○ 三神委員 

是非取り上げるべきタイムリーな話題だと思う。

○ 馬来委員 

今のお話をもしテレビで取り上げるときに、ペットボトルは一般の方はプラスチックの中で

は特に色々気にしていると思う。ペット（PET）は沈むので今回の対象からは外しているという

話があったが、もしテレビで話をする際には、「ペットボトルについては今回対象から外してい

るが、今の状況はこういうことになっている」などほかの研究も含めて、コメントをしておい

た方が良いのではないか。
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○ 三島座長 

まだあろうかとは思うが、時間が押しているので、本件はここまでとする。２つ目の議題に

移る。「県の科学技術政策における新たな取組みについて」のうちア～ウについて、事務局から

説明する。

２ 県の科学技術政策における新たな取組みについて 

   ア 県試験研究機関観光ツアー事業について 

   イ 総合政策課科学技術グループ公式 twitter について 

   ウ 県試験研究機関クラウドファンディング研究事業について 

（事務局から以下の資料について説明を行った） 

   資料５ 令和元年度県試験研究機関観光ツアー事業概要 

   資料６ 令和元年度県試験研究機関クラウドファンディング研究事業 

○ 松尾副座長 

この湘南ポモロンというのは、既に売られているものなのか。「どうすれば売れるのか？」と

いう問いが少し分からなかった。今回のクラウドファンディングの意図が、売られていて売れ

ないのか、それともまったく売られていないのか。どういった状況なのか教えてほしい。

○ 中島科学技術・政策研究担当課長 

既に売られている。それで、「どうしたら販路が拡大していくのか」ということでマーケテ

ィング調査を行っていくという趣旨である。

○ 松尾副座長 

神奈川県では、普通のスーパーでも売られていると考えて良いのか。

○ 中島科学技術・政策研究担当課長 

特別な販売所、例えば、地域の直売所など、限定された場所である。

○ 吉本委員 

これは両方アカデミストのクラウドファンディングに載せているのか。というのも、先ほど

のマイクロプラスチックも非常に重要なプロジェクトだと思うが、率直に言って、いかにも行

政が作ったという印象を受ける。アカデミストのページは結構好きで時々見るのだが、訴求力

が重要だと思う。インタビュー画像をたらたらと流すのではなく、先ほどのインパクトのある

データを示したほうが良い。今日は非常に勉強になったのだが、私もマイクロプラスチックと

いうのは自分事だと思っておらず、新興国からごみが流れ出るのが原因で、通常のリサイクル

に回していれば私は海を汚していないと思っていた。しかし、全然そういうことではないのだ

と気づき、強い衝撃を受けた。そういった問題意識が少しでも刺されば、「これは自分事なのだ」

と思い、若い方も関心を持つだろう。しかし、先ほどの動画では十分伝わらないように思う。

クラウドファンディングをやればよいというよりは、一般の人たちからお金をもらうのである

から、自分たちの研究の意義や問題点をプロモーションしないといけないので、もう少し情報

発信の有り方を考えるべきだと思う。なお、ポモロンは、今の話を聞くとマーケティング分野

に近いように思う。その場合はアカデミストに載せるよりは、他の団体が行っている一般的な

クラウドファンディングサイトに載せたほうが良いのではないか。

○ 斎藤委員 
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先ほどマイクロプラスチックのプロジェクトの方は、現在 60 万程度支援があったという話が

あったが、ポモロンのプロジェクトの今の支援状況はどのくらいなのか。 

○ 中島科学技術・政策研究担当課長 

現在は、29 万 1,300 円である。（会議開催時現在。） 

○ 斎藤委員 

地元の農産品マーケティングという意味で、一つ県で考えられることがあるとすると、県立

高校、特に農業高校、商業高校、工業高校などを巻き込むのはどうか。私が承知している成功

事例として、ある県で農業高校の開発品として四角いメロンを開発し、これを県内の工業高校

や商業高校と組んで売り出した例がある。工業高校はメロンを入れる木枠を設計・デザインし

て、大量生産に相応しい仕掛けをつくる。商業高校は一生懸命マーケティングを考え、ブラン

ド名やパッケージデザインを考えて、それを全国区に売り出す。そうすると大変ヒットして、

今色々な品評会で賞を受賞するという成功事例になっている。その他にも一つ良いことがあり、

農業高校や商業高校は今女子生徒が多いが、工業高校は男子生徒が多い。農商工連携をすると、

男女の交流も盛んになるという「副産物」があり、非常にこれは良い事例として語られている。

神奈川県も農業高校が恐らくあるだろうと思う。商業高校は最近、新しい役割を模索していて、

知的財産権のプロモーションとか、国際商取引で独自性を発揮するという戦略をとっている高

校が今多いが、なかなか生徒が集まらなくて苦労しているところも多いと思う。そこで、所管

部局である県教育委員会ともタイアップしていくとよいのではないか。

本当は、一番良いのは小中学校の給食で導入してもらい、子どもから評判になって、親に伝

わっていくというのが最も訴求力があると思うが、小中学校は市町村の管轄になると思うので

難しいかもしれない。まずは高校の若い知恵を活用することを考えたらよいだろう。

○ 三神委員 

湘南ポモロンの方だが、クラウドファンディングの目的が、そもそも販路を拡大するという

ことと、物自体のブランディングをやるということが、流通サイドなのか、ブランディングサ

イドなのかが非常に曖昧になっている。研究者なので仕方ない面はあるが、混在しているので

はないか。そのほか、今意見が出たが、農業高校の食品科や栄養科といったところが実施して

いくというのは、全国各地で取り組まれており成功事例も出ていて、特にお金もかからない。

また、単なる私の料理好きの消費者意見になるが、最初からジュースにして売ると限定的に

決めてしまっているが、このトマトは市場に流通している中で、プチトマトでもなければ大き

いトマトでもなくて一番買いたくなるサイズである。大きいサイズであるとすぐに柔らかくな

ってしまい、水分が多くて切ったときに、湯むきしても美味しくない。逆に小さいものはすぐ

にしぼむ。湘南ポモロンの大きさは一番絶妙で、これに近くて少し小さいイタリアのトマトで

縦長のものがあるのだが、あれは生食にすると非常にまずい。だから、ジュースにせずにこの

ままで販売することもブランディングとして検討されたい。巷でお金かからず、あるいは少し

のお金で各地方都市が行っていることとして、自分のところの「何々トマト」「何々シイタケ」

等の名称を出す方法がある。地元の主婦の方に頼んでレシピをどんどん開発してもらい、クッ

クパッド等にアップしていくといったやり方だ。その際にこのトマトだと作りやすいよ、とブ

ランド名を出す。例えばきたあかりというジャガイモなどは山のようにレシピが上がっている。

また、ベジタリアン向けのお寿司という概念が外国人向けにあり、レシピブックでマグロの代
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わりにこの手のトマトを使うのだが、このトマトは皮が厚くてこのサイズだとぴったりである。

ベジタリアンマーケットでは湯むきして昆布締めしてマグロの代わりに使うのだが、お寿司の

世界やベジタリアン市場は、東京オリンピック前でベジタリアンのお店が増えている状況もチ

ャンスになるはずだ。これからはそのようなお店にピンポイントで売っていくなども考えられ

るだろう。あとは単純にトマトのスイーツ専門店などがあるので、そういったところに個別に

売っていく。そのような少し調べれば多分わかるであろうことをせずに、最初からジュースに

してしまっている。ジュースは、瓶代もかかり競合も多い激戦だ。よほど特別の美味しさがな

いと厳しい。もう少し、多様な視点を持ってもよいのではと感じる。

○ 小林委員 

県試験研究機関の観光ツアーの件なのだが、とても面白い取組みだと思う。一方、前半の議

題の中で「理科好きの子供が中学生になって減ってしまうため色々なイベントを実施している」

という話があったが、両者は関連していると思う。この点で思うところが二つある。

今、特に神奈川県ではたくさんの科学技術関係のイベントを用意していると思うが、私も小

学４年生の子供がいるので、今年夏休みに何かに参加させようと思い、５、６個応募したけれ

ども全部外れてしまいほとんど参加ができなかった。参加者側の視点からすると、こんなに用

意していてもやはり参加できない人がほとんどで、かなり取りこぼしているところがあると感

じる。そのあたりの取りこぼしをもう一回救っていくことが必要なのではないか。

ただ一方で、主催者側の視点でいうと、どんどんサービスが過剰になってきて、もっとやら

なければならないとすると、本当に現場でサービスしている人は大変で、私も大学にいるので、

夏休みになり毎週子供向けイベントをしていると本業をする時間が無くなってしまう。サービ

スを減らすことは出来ないのだが、研究者側の本来の事業を圧迫しないことも非常に大事で、

イベント専用の職員枠を用意するなど、色々なことが考えられると思う。この観光ツアーの企

画は、非常に低価格で提供していて、予約もすぐに埋まってしまっている。お金を少し上乗せ

しても負担軽減のために資金を回すことを考えても良いと思う。ただ、無料で提供することも

大事なので、無料でやるところと資金を上乗せするところとのメリハリを付けても良いのでは

ないか。

○ 三島座長 

色々と良い提案が出ているので、是非、出来ることがあったら取り入れてほしい。

それでは、議題２の最後、エ「サイエンスインフォメーションコラム執筆について」事務局

から説明する。

２ 県の科学技術政策における新たな取組みについて 

   エ サイエンスインフォメーションコラム執筆について 

（事務局から以下の資料について説明を行った） 

資料７ サイエンスインフォメーションコラム執筆について

○ 三島座長 

前座長の伊賀先生のご発案ということだが、引き受けるかはこの場で決めなくても良いので、

ご意見を別途メールでいただければと思う。建設的なご意見も含めて、思うところがあれば、
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８月 19 日までにお願いしたい。 

○ 斎藤委員 

趣旨はよくわかるが、見てもらうことが重要である。先ほども twitter のフォロワー数が 92

名との報告があったが、決して多いとは言えない数で、特に見る際に硬い文章だとなかなか目

を引かないと思うし、画像もよほどキャッチ―なものでないと目を引かない。動画を入れるな

どの工夫をした方が良いと思う。ただ、動画を入れるとページが重くなる、動作が悪くなるな

どの問題もあるが、動画を挿入する考えがあるのか、あくまで静止画像だけか。 

○ 中島科学技術・政策研究担当課長 

動画を入れるとなるとハードルが高くなるので、今のところ画像か文章のみで考えている。 

○ 三神委員 

県に限らないのだが、最近、ネットの普及のためか、情報発信というとネットにアップすれ

ばよいという誤解がある。根本的に、ネットの場合はそこに興味があってアクセスする人にし

か見てもらえない、インタレスト型というタイプの情報発信の方法である。一方で、対極の形

であるプッシュ型、つまり発信する側ができるだけ受信者の近いところに届ける、代表的なも

のでいうとプロに作ってもらう、マスメディアに載せていく、あるいはメディアではなくても

新しいタイプの媒体、例えば twitter やインフルエンサーにブログで書いてもらうという方法

がある。省庁が作る文章にしても編集にしても、レイアウトにしても、どうしてもすべて内部

のフォームになってしまう。こういったものは完全にプロの領域になってくるので、プロに任

せたほうが効果的である。とはいえ、それらへの準備段階として、不慣れでも内部がまとめた

情報も一応必要ではある。というのも、プロが番組や記事や映像を作るときにベースとなる情

報源としてサイトを一番初めに検索するためだ。ただし、あくまでも現在広報として実施して

いる内部目線のフォーマットはそのための最低限の準備でしかないと思った方が良い。そのあ

とは先ほど話したとおり、完全にプレスリリースを個別に、ターゲットごとに提供していく。

省庁なども記者会見をやればそれでよいと思っている節がある。これは、よほどの定型的なニ

ュース枠にマッチするものでないとメディアには載らない。ターゲットとなる媒体にピンポイ

ントでプレスリリースという形で書くことになるが、これもよくあるのが、単なる広報誌と同

じ作りになるということである。先ほど、環境科学センターの所長のプレゼン内容が非常に載

りやすいと話をしたのは、最初に、①誰でもわかるクジラの話が出てきて、②社会的要請と緊

急性の話が出てきて、③ローカルである必然性、自分たちが取り上げてもらえる必然性があっ

て④その詳細、の４項目が網羅されているからである。この４項目は最低限網羅し、必ず A４１

枚で、メールもしくは FAX で送る。アクセスする場所については、マスコミ電話帳というもの

がいまだに書店で売られているので見てもらいたい。今時、検索して調べればどこにでも載っ

ており、今はもう媒体側もネットとの競争が激しくネタを渇望しているため、直接記者等に連

絡して、「こういったものに取り組んでおりますが、そちらの媒体に馴染むと思うのでご掲載い

ただけますか」と言ってしまって良い。この方法は１円もかからない。PRとパブリシティの誤

解も非常にあり、散々広告を打っても、広告については、信用付加効果は経済効果でいうと、

記事の 10分の１しかない。情報発信というときには、このあたりの区別をしたほうが良い。 

○ 三島座長 

それでは、今のご意見を事務局で検討してほしい。 
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それでは、そろそろ終わりが近づいているので、最後に議題の２のその他だが、事務局でも

し何かあればどうぞ。

○ 中島科学技術・政策研究担当課長 

まず今後についてだが、私どもの方でどこまで対応できるかということもあるが、いただい

たご意見を今後の進捗管理に生かしていきたいと考えている。

なお、次回の科学技術会議については、来年１月下旬頃を予定している。引き続き、皆様か

らの忌憚のないご意見をいただきたい。

そのほか、今回のお知らせとして、本県の理解増進イベントである、かながわサイエンスサ

マーのリーフレット及び東海大学との協働事業である、ドクターアキヤマの科学実験教室のチ

ラシを配布させていただいた。また、理化学研究所の斎藤委員からは、施設・一般公開のチラ

シをご提供いただいた。

○ 斎藤委員 

今、紹介があったが、理研横浜事業所は、毎年横浜市立大学と共同で一般公開を実施してい

る。今年も三連休の初日、９月 21日(土)に一日開催しており、鶴見駅からシャトルバスも運行

する。自家用車の駐車スペースはないが、是非ご関心があればご来場いただければと思ってい

る。 

例年 3,000 人程度の方が集まっている。特に、今年の一つの目玉として、先ほども少し触れ

たが、チラシ裏側に同時開催プログラムとして記載のとおり、今年初めての試みで理系志望の

女子中高大生向けの個別相談会を企画している。これは特に女子中高生本人のみならず、保護

者の方にも是非サイエンスキャリアをアピールしようというものである。ただ、誰が相談に応

じるかという点は難しく、女性研究者が理想だが数が少なく、相談員を男性にしたら大丈夫か

という話もあって、所内で侃侃諤諤（かんかんがくがく）議論をしているところである。理研

の和光本所でも同様の企画が大変盛況、好評だったので、うまくいったら神戸事業所など、他

の事業所でもやっていこうと思っている。 

もう一つ、実は理研横浜事業所のすぐ目の前にユーグレナ社という大学発ベンチャーがあり、

ミドリムシを使ったジェット燃料の生産をしている。シチズンサイエンス（市民科学）、クラウ

ドファンディングの性格もあるのだが、「みんなのミドリムシプロジェクト」と題し、高校生と

組んで、それぞれの地元の溜水などで新しいミドリムシの品種を探索すべく採取してもらおう

というプロジェクトを実施している。共同研究の一環として、理研横浜事業所で採取したミド

リムシのゲノム解析を行っており、そこでもし生産性の高いユーグレナが見つかれば、これが

また世界を変えるかもしれない。発見した高校生の権利も発生するので、その中間報告会もこ

の場を借りてやってみようという企画もある。これも新しいシチズンサイエンス、オープンサ

イエンスの一例だと思うので、県の取組みの参考にもしてほしい。 

３ 閉会 

○ 三島座長 

それでは、最後に高澤政策局長、最後に何か一言あればどうぞ。 

○ 高澤局長 

本日は長時間にわたり御礼申し上げる。 
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まず、科学技術政策大綱について、目標の置き方等についてご意見をいただいた。最初に申

し上げたが、次期大綱について検討していくので、単純にアウトプットアウトカムの世界では

なく、我々の努力がどのような形の数値に反映していけるのか、そういった観点からも整理を

していきたいと考えている。 

また、クラウドファンディングについても、様々なアイディア大変感謝申し上げる。それ以

外の部分についても対外的な発信等も含めて、検討していきたい。 

マイクロプラスチックについても、データの活かし方というところで、まず県試験研究機関

としては、現状を正しく分析したうえでの発信というところが大事ではあるが、今日のご意見

も踏まえて、より多くの県民、国民の方に理解いただき、自分事化してアクションにつなげて

いくという行動が生まれて初めて、データが生きてくると感じた。 

これからも、皆様方からいただいたご意見、様々なアイディアを施策の方に反映したいと考

えている。また、関係する部局へ適切につないでいきたいと思う。         （以上） 


