
          

神奈川県地方創生推進会議設置要綱 
 

（目的） 
第１条 神奈川県における地方創生にあたり広く関係者の意見を反映させるため、神奈川県

地方創生推進会議（以下「推進会議」という。）を設置する。 
 
（所掌事項） 
第２条 推進会議の所掌事項は次の各号に掲げるとおりとする。 
（１） 神奈川県まち・ひと・しごと創生総合戦略の企画・推進に関すること。 
（２） 神奈川県人口ビジョンに関すること。 

（３） その他、神奈川県における地方創生に関すること。 
 
（組織） 
第３条 推進会議は、産業・経済、市町村、大学・研究機関、金融機関、労働、言論・メデ 

ィア等にかかる委員及び公募委員をもって構成する。 
２ 委員の任期は２年とする。ただし、推進会議発足時の委員の任期は、平成29 年３月31 

日までとする。 
３ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
４ 委員は、再任されることができる。 
 
（座長及び副座長） 

第４条 推進会議に座長を置き、互選により選出する。 
２ 推進会議に副座長を置き、委員の中から座長が指名する。 
 
（会議） 
第５条 推進会議の会議（以下「会議」という。）は座長が招集し、その議長となる。 
２ 座長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができ 

る。 
３ 座長に事故がある時は副座長がその職務を代行する。 
 
（部会） 
第６条 推進会議は、その所掌事項にかかる専門的事項を分掌させるため部会を置くことが 

できる。 
２ 部会の運営等については、別途定めるものとする。 
 
（庶務） 
第７条 推進会議の庶務は、政策局自治振興部地域政策課において処理する。 
 
（雑則） 
第８条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営等に関し必要な事項は別に定める。 
 

附 則 
この要綱は、平成27 年６月４日から施行する。 

この要綱は、平成 30 年４月１日から施行する。 
 

参考資料２ 



 (令和元年８月１,５日に開催した「総合戦略推進評価部会」会議資料から抜粋) 

 

 

神奈川県まち・ひと・しごと創生総合戦略策定後の進行管理について 

 

 

１ 進行管理の趣旨 

 

○ まち・ひと・しごと創生を実現するためには、総合戦略に示した施策の進捗状況に

ついて、成果や課題を分析し、必要な改善や見直しを図っていく必要がある。 

○ 具体的には、戦略に示した、基本目標ごとの数値目標や各事業の KPI（重要業績評

価指標）などを基に、実施した施策・事業の効果を検証する。 

○ 国から、効果検証の客観性を担保するため、できる限り外部有識者等を含む検証機

関を設置することが推奨されている。 

 

 

２ 検証体制等 

 

○ 平成 28 年度の神奈川県地方創生推進会議にて、評価・検証を実施。 

○ 具体的には、神奈川県地方創生推進会議の下に「部会」を設置し、集中的に議論し

た上で、全体会議でオーソライズする。（部会の人選は座長と調整。） 

 

【神奈川県地方創生推進会議設置要綱 引用】 

第６条  推進会議は、その所掌事項にかかる専門的事項を分掌させるため部会を置く

ことができる。 

 

○ 評価・検証を踏まえ、必要に応じて総合戦略の改訂を行うこともある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(令和元年８月１,５日に開催した「総合戦略推進評価部会」会議資料から抜粋) 

 

 

令和元年度から令和２年度の神奈川県地方創生推進会議について 

   

 

１ 神奈川県地方創生推進会議の座長・副座長の選任について     

 

〇 座長は明治大学政治経済学部教授 牛山久仁彦委員とする。   

〇 副座長は国立大学開発法人国立成育医療研究センター 周産期・母性診 療センター臨

床研究員 齊藤英和委員とする。  

  

２ 神奈川県地方創生推進会議 総合戦略推進評価部会の設置について  

  

  「神奈川県まち・ひと・しごと創生総合戦略（平成 31 年３月改訂）」の 評価・検証

を実施するため、神奈川県地方創生推進会議に部会を設置する。  

  

（１） 部会の名称    

  

 ○ 総合戦略推進評価部会    

  

（２） 部会の構成  

  

○ 全体会では細かな議論が困難であるために、２つの部会を設置する。 ○ それぞれ

の部会で基本目標１・３、基本目標２・４を担当することと    

し、構成員は平成 30 年度 神奈川県地方創生推進会議 総合戦略推進 評価部会の割

り振りを基本とする。（裏面参照）  

○ 基本目標１・３の部会長は齊藤英和委員、基本目標２・４の部会長は 牛山久仁彦

委員とする。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



(令和元年８月１,５日に開催した「総合戦略推進評価部会」会議資料から抜粋) 

部会構成（◎は部会長） 

○部会（基本目標１・３） 

基本目標１ 県内にしごとをつくり、安心して働けるようにする 

基本目標３ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

 氏名 所属 分野 

１ ◎齊藤 英和 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 

周産期・母性診療センター副周産期・母性診療センター臨床研究員 
大学・研究機関 

２ 荻原 俊輔 神奈川労働局長 労働 

３ 浦川 竜哉 大和ハウス工業（株）常務執行役員 産業・経済 

４ 大塚 万紀子 （株）ワーク・ライフバランス パートナーコンサルタント 産業・経済 

５ 今村 玲 日本労働組合総連合会神奈川県連合会女性委員会幹事 労働 

６ 金井 健 神奈川県農協青壮年部協議会参与 産業・経済 

７ 加藤 久和 明治大学政治経済学部教授（経済学） 大学・研究機関 

８ 白河 桃子 少子化ジャーナリスト、相模女子大学客員教授 言論・ﾒﾃﾞｨｱ 

９ 鈴木 嘉明 （株）横浜銀行 取締役執行役員 営業本部長 金融 

10 二見 稔 （一社）神奈川県経営者協会専務理事 産業・経済 

11 桐ケ谷 覚 神奈川県市長会理事（逗子市長） 市町村 

12 平松 廣司 かながわ信用金庫理事長 

（一社）神奈川県商工会議所連合会副会頭 
金融 

13 ルース・マリー・

ジャーマン 

（株）ジャーマン・インターナショナル代表取締役 
産業・経済 

14 関口 洋介 公募委員 公募 

 

○部会（基本目標２・４） 

 基本目標２ 神奈川への新しいひとの流れをつくる 

 基本目標４ 活力と魅力あふれるまちづくりを進める 

 氏名 所属 分野 

１ ◎牛山 久仁彦 明治大学政治経済学部教授（行政学） 大学・研究機関 

２ 柏木 京子 神奈川県商工会連合会理事 産業・経済 

３ 大崎 厚郎 （公社）日本青年会議所関東地区神奈川ブロック協議会会長 産業・経済 

４ ジギャン・クマル・タパ （公財）かながわ国際交流財団職員 産業・経済 

５ 関 ふ佐子 横浜国立大学大学院国際社会科学研究院教授 大学・研究機関 

６ 小川 司 小田急電鉄（株） 交通サービス事業本部交通企画部長 産業・経済 

７ 冨田 幸宏 神奈川県町村会会長（湯河原町長） 市町村 

８ 富山 英輔 （株）ＥＴクリエーション代表取締役 言論・ﾒﾃﾞｨｱ 

９ 西川りゅうじん マーケティングコンサルタント 

神奈川県マグカル・テーブル座長 
産業・経済 

10 平位 武 

 

京浜急行バス（株）取締役社長 

京浜急行電鉄（株）取締役 

京急バスリアルエステート（株）取締役社長 

産業・経済 

11 種子島 幸 （株）テレビ神奈川営業本部営業推進室営業推進部長 言論・ﾒﾃﾞｨｱ 

12 蓑宮 武夫 （有）みのさんファーム代表取締役 産業・経済 

13 室田 昌子 東京都市大学環境学部環境創生学科教授 大学・研究機関 

14 山崎 哲雄 （株）リビエラリゾート専務取締役 産業・経済 

15 杉下 由輝 公募委員 公募 

 


