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平成 27 年 10 月 2 日	 

鈴木委員	 

	 私の方から、いろいろなところに飛びますが、意見交換させていただきたい

と思います。	 

	 一つは、かながわくらし・しごとセンターについて、私もこれ拝見して、何

か観点が一つ違うのではないかと、私は思うので、一つ、二つ意見交換させて

いただきたい。	 

	 いろいろなところに、盛んに移住・交流情報ガーデンと書いてありますよね。

移住というのは、基本的にここにあるようにふるさと創生基金も含めて、ふる

さとというイメージと、東京から神奈川に来るイメージって、全然違うんじゃ

ないかと思うんです。ここは、首都圏ですよね。神奈川県の中には通勤してい

らっしゃる方もいるわけですよ。そこを見て、いきなり移住などというような

ところに高飛びするというこの論理というのは、どこから来ているのだろう。

そうすると、例えば、神奈川なら神奈川らしい取組があってよいわけではない

ですか。例えば、瞬間に思ったことは、今、Ａｉｒｂｎｂとか、すごく問題に

なっていて、９月 15 日の新聞によると、今後も空き家を対象に外国人向けの宿

泊施設を、今後、法律的なことも考えながらやっていかなければならないが、

Ａｉｒｂｎｂという考え方も出てきている、最近、東京の大田区などで問題に

なっているようだけれど、旅館業法との兼ね合いなどもあるようです。	 

	 また、ＣＣＲＣでは、先日、ある方と話しておもしろい取組だなと思ったの

は、釧路の取組です。釧路はとても寒いですよね。だから、基本的に空き家と

いうか、マンションやそれなりのアパートも結構空いている。そこに、ちょう

ど夏場だけ２箇月間、多くの方が移って、ある意味、別荘代わりにしていると

いうのが今、釧路ではやっていて、なおかつ、あの周りに白鳥等の飛来がある

らしくて、冬場も２箇月間くらいその白鳥を見に行く高齢者の方が大変多いそ

うです。そうすると、通勤圏としての神奈川県が東京で開いて移住どうぞと言

って、はい、分かりましたという人は、本当にいるのかなと。私は逆にそう思

ったわけ。	 

	 そうであるならば、例えば、週末を神奈川でとか、そういう一つのキャッチ

フレーズとか、あなた方が良いものを見つけて、引きつけるものがなければ、

これを開いたって、いざ東京にある物件を捨ててまで神奈川に来て住もうとい

うようなことが果たしてあるのかなと。	 

	 先ほど、若い方の移住の話がありましたけれども、若い方は移住でよいと思

うんです。ところが、現実には、高齢者の方々、お金を持っていらして、やは

り、暑い東京から、また、首都圏から離れたいという要望はかなりの方いらっ

しゃいます。そうであるならば、例えば、私が見て最近思うことは、足柄に、

この前、お邪魔したところ、結構それなりのベッドタウンが知らない間にでき

ていたり、若い方々が、家を買われて通勤していらっしゃる。そういう観点み

たいなものを入れないでね、やみくもに移住みたいな言葉を入れた中で、果た

して、こういう所に相談行く人はあまりいないのではないのかなと、私は思う



ので、それからまずどういう御感想か聞かせて下さい。	 

雇用対策課長	 

	 確かに委員がおっしゃるとおり、移住という言葉をここで使っているのです

が、我々も二地域居住ですとか、季節によって住み分けるとか、週末だけとか、

そういった多様な住まい方を含めて考えております。	 

	 ただ、神奈川県は東京の通勤圏ですけれども、やはり、神奈川に住んで従来

どおりの長距離通勤、長時間通勤という暮らし方、働き方のままでは、今、国

が目指しているようなこの地方創生は実現できないと考えております。	 

	 若い世代の方で、今、地方移住も考えている人も増えてきている理由として

は、大企業ですとか、大都会にもあまりそういった執着がないですとか、逆に

スローライフ、自分らしい働き方だとか、そういったのを望む方も増えてきて

いるそうです。あと、９月の上旬にふるさと回帰支援センターの場所を借りて、

政策局が三浦市と松田町の魅力を紹介するようなセミナーを企画したところ、

結構、三浦半島の自然が、東京から近いのにこんなにあるということで、三浦

市の人気もかなり高かったそうです。もちろん、これがすぐに移住になるかと

いうことはないと思いますけれども、要するに、いろいろな住み方を人のニー

ズに合わせて、神奈川県の自然環境の良いようなところに、ただ、今までのい

わゆる通勤圏で東京に長い時間かけて通うという形でなく、先生おっしゃるよ

うに、例えば、週末だけ住むとか、多様な形での働き方、暮らし方をつくり出

してもらう、そんな取組の一つになればと考えております。	 

鈴木委員	 

	 実際にお考えになっているので、私、安心しましたけれども、やはり、考え

方は多種多様になっていて、今、三浦とかとおっしゃるけれども、通勤圏があ

ったとしても、要するに、長い通勤圏の方は、ちゃんと御自宅持ってらっしゃ

る。だから、それをどうのこうのというのは、私は大変厳しいと思います。そ

れであって、基本的に東京の方々を呼ぶということの視点からいえば、逆なん

です。東京から神奈川に呼ぶ視点というのは、今、おっしゃった週末だとか、

そういうものをちゃんと入れながら、例えば夏場涼しい何々とか、海が近い何々

とかというようなものを出していかないと、移住・交流情報ガーデンという言

葉だけ聞いたら、それはちょっと待ってよという方がいっぱいいらっしゃるの

ではないか。	 

	 だから、言葉というのはとっても大事で、言葉によって、しっかりとした形

でもって進めていくことが大事だと思いますから、どうぞまた、造語でもいい

し、キャッチフレーズ、先ほど、室長からも政策局等でいろいろな仕事の在り

方とか、考えていらっしゃるというけれども、なかなか、私は創るというのは

難しいと思う。だから逆に、そういう形で見るならば、この移住・交流情報ガ

ーデン、そのもの自体はこういうものなのだというものを、神奈川県として、

首都圏の神奈川としてどうするかという対策を、是非ともとっていただきたい

と思います。	 

	 二つ目、昨日の御答弁の中で、障害者の雇用率を高めるという話があった。

答弁の中に、多種多様な形態があるというようなお話も頂きました。その多種

多様な形態というのをまとめて言うとどういうことなのですか。	 



雇用対策課長	 

	 私が実際に訪問した企業の状況が非常に様々異なっていて、ただ、その異な

る中で、今は未達成なのけれども、障害者雇用に向けて努力を、それぞれの状

況においた努力をされている企業が多いという印象を受けたのが私の実感です。	 

鈴木委員	 

	 実は、私は、決してこの法定雇用率についてどうのこうのと申すつもりはご

ざいません。だけど、現場というのはね、逆に障害者の方々が就労を進めるこ

とが本当に良いのかという職場も中にはあると。例えば、飲食業でくくると、

飲食業の中に例えばラーメン屋さんがあって、50 人以上の法定雇用しなければ

ならないチェーン店があったと。ラーメン屋さんて、私もよく食べに行くので、

その中でもって見てみると、やはり、作り手から運び手まで、お客さんの所に

行くまで、大変に熱いものを扱わなければならない。そういうところに障害者

の方々が果たして就労する場として必要なのかどうか。だけれども、法定雇用

率というのは、定義付けられている。当然、お金で対応しなければならないと

いうお店の声をお聞きする。確かに、障害者の雇用促進というのは、大変大事

な観点だけれども、何か十把一からげで、法定雇用率２％超えましょうという

のは、乱暴なやり方だと私は思っているのだけれども、そして、課長や、また、

ハローワークの方々も訪ねてくださったとしてもね、本当にそういう声にどう

いう形で答えていくかというのも私は、とっても大事な角度ではないかと思う

のですが、いかがですか。	 

雇用対策課長	 

	 委員おっしゃるとおりだと思います。答えていくには、仕事の切り出し方と

いった、その具体的な事例をやはり丁寧に御紹介していくことになろうかと思

っております。	 

	 ラーメン屋さんの例はないのですが、この前の９月の障害者の雇用促進フォ

ーラムでは、お寿司屋さんの例で紹介がありまして、回転寿司のスシローの事

例紹介が結構、その場で評判だったのですけれども、具体的な仕事の切り出し

基準というのをスシローでは決めておりまして、業務の握りと、お米を炊く、

炊飯、それは非常に難易度ですとか、失敗したときのリスクからも業務の対象

外にして、お店の清掃、あと、食器を洗う業務、それと野菜などの簡単な仕込

み、この三つの業務を人に合わせて組み合わせて障害者雇用を生み出している

というようなお話がありました。	 

	 あともう一つは、私がその企業を実際に訪問してお会いする人事担当の方に

なるのですけれども、意外に多いと思ったのが、他の職員の理解を得るのが難

しいというような声も意外とたくさん聞きました。ここで、また、障害者雇用

の進んでいる企業に共通しているのは、トップの方が率先して社員に働き掛け

ている点だと思いますので、そうした意識啓発などもしていくことが大切では

ないかと思っております。	 

鈴木委員	 

	 それも言われなくても、私、分かります。要はね、そういうスシローさんみ

たいな大きな調理場の中でそういうものはできても、ラーメン屋さんとかとい

うところは、とっても狭い中で背中をぶつけ合いながらやらなければならない、



そういう職場もあるということです。だから、私はね、こういう議会の中でも、

立場、立場としてお話しているけれども、課長、どうか、そういう隅々までも

きちんとに分かるような一つの指針、例えば、方向性というのを出して差し上

げないと、やみくもにあなた方が回ってね、結局は、そういう法定雇用率に足

りないところからお金をもらうみたいなことで、済んでいくものというのはど

うなのかなと私はすごく思いました。	 

	 一つ一つの職種等を見定めていただき、そういうものに対する対応をね、是

非ともお願いをしたいと思います。	 

	 続きまして、先日、本会議で知事からＺＥＨというエネルギーについてのお

話がありました。ＺＥＨというのは、ゼロエネルギーと言っても一、二割高い

と、こう答弁された。前回の定例会でＺＥＨやＺＥＢ、私は本当に不勉強で分

からない中でお話をさせていただき、大変高価なお金を補正として通したとい

う歴史があります。	 

	 したがいまして、私は実際にこのゼロエネルギーということについて、否定

をしているのではなくて、このＺＥＨというものの考え方の中で、少し私が心

配したことについて、何点かお伺いさせていただきたいと思います。	 

	 まず、このモデル的な取組をという形で出発した中でございますけれども、

よく考えてみると、このいろいろな条件を見てみると、やはり、大変裕福なと

いう言い方はおかしいけれども、所詮、良い家を建てられる方のところへの補

助としか、私は思えないというところから質問させていただきたいのですけれ

ども、この点については、いかがですか。	 

スマートエネルギー課長	 

	 エネルギーの地産地消を進めるという大きな課題の中で、こういった事業も

行わさせていただいているところでございますけれども、やはり、創エネ、省

エネ、蓄エネといったものを進めるためには、機器を導入しなければいけない

という点がございますので、一定の設備投資が伴うと。このような状況ですの

で、特に、本県のように、住宅やビルの数が多いという所の中で、普及を進め

ていく中では、どうしても普及の初期に一般的なものと比べて割高と考えられ

る、そういった時期にもこういったものの設備投資をしていただける、そうい

った方たちが結果的に主要施策を御利用いただくというようなケースが多くな

ってくると思います。ただ、モデル事業を進めて、この先に、普及が一般的に

なり、価格の低下であるとか、あるいは、製品の改良といったものが進んで、

最終的に普及が進む中では、幅広い層にメリットが行き渡るものだと、そのよ

うに考えているところでございます。	 

鈴木委員	 

	 今、課長がモデルとおっしゃった。モデルというものについて、ある意味で、

それになかなか、普通の方が手を出せないというような流れがあっては、いけ

ないわけでしょう。モデルというのは、３歩先に行くということですよ。それ

は私は、分かる。だけれども、どう考えたてもそこのところが、例えば、今回、

県として助成をするというそのもの自体がやはりとてもかけ離れていて、でき

ないものであってはいけないと思うのですけれども、この点はいかがですか。	 

	 



スマートエネルギー課長	 

	 ゼロエネルギー住宅については、現状を見ますと、かなりハウスメーカー、

あるいは、一部工務店などで、すでに取扱いが具体的に始まっていて、普及が

始まっているという認識でございますので、今、３歩先を行くというようなお

話がございましたけれども、今正に家を建てようとお考えになっている方には、

そういった建築業者の方とお話をすれば、必ずこういったところが出てくる段

階に入っているのかなと、そのような認識でおります。	 

鈴木委員	 

	 それでは課長、２点だけ指摘させていただきます。	 

	 一つは、この助成を見ていると、蓄電池と書いてありますよね。ところが、

基本的に今は、三井だ、積水だとかというところでは、こんな、ゼロエネルギ

ーのために蓄電池を付けようなんて、どこもうたっていないと思う。そういう

中でもって、こういうものをやると言ったら、どこかを考えて、皆さん方がこ

ういうようなものを出してしまったのかなと、先々見越したようにしか私は思

えない。それは、課長がおっしゃられた、ちょうど先週、今週の日曜日でしょ

うか、パナソニックなどは 2030 年目指して水素のエネルギー発電というような

ことを研究所で始めているというわけだから、あなたがこんなＺＥＨなどをや

らなくたって、一生懸命民間ではこのゼロエネルギーのところをやっているの

だけれども、たしか、七千数百万円というお金をかけながらもね、そしてなお

かつ、蓄電池も付いていなければならないという補助対象となっていたら、明

らかに、ターゲットというのは、ごく少数のところに限られていくのではない

ですか。	 

スマートエネルギー課長	 

	 かながわスマートエネルギー計画に基づいて、地産地消を進める中、将来的

には、電力の系統に頼らないエネルギー自立型の家、ビル、街の実現を目指し

ていこうと、今、このような形で進めているわけでございまして、そういった

系統に頼らないという部分では、蓄電池というものが非常にキーになるという

状況がございますので、今回は蓄電池を必須というような形でさせていただき

ました。	 

	 ハウスメーカーの中では確かに対応が分かれておりまして、いわゆる、国が

定めているゼロエネルギーハウスという概念でそこを目指しているところもあ

れば、本当に私どもが今目指していこうとしている、エネルギーの本当の意味

での自立型、系統に頼らなくてもほぼ太陽光と蓄電池で賄えてしまうというよ

うなところを目指しているところもあります。今現在、そこの多様の方向性と

いうのは、確かに分かれているところがあろうかと思いますけれども、やがて

は、同じ方向になると。つまり、なるべく系統に頼らない方向に、そちらの方

が当然安心なわけでありますので、昨今の災害等も考えたときに、いざという

ときにはその系統に頼らない形というものに、自然とそちらの方に寄っていく

のかなというふうに考えているところでありますので、蓄電池については、今

回、普及を重視して、要件化したという状況でございます。	 

鈴木委員	 

	 課長、私は、蓄電池を問題にしているのではなくて、そういうものをやって



いくと、当然、しぼられていくでしょうと。もう一つ、私、指摘したいのは、

見てびっくりしてしまったのだけれども、たしか、８月６日だったか、資料に

書いてある、ハードルが更にあって、10 戸以上、近接して導入とかという一文

があって、おいおい、こんなになったら一体どんなところがあるのかと見てく

ると、はっきり言って、藤沢の何とかタウンとかというぐらいしかないのでは

ないですか。	 

スマートエネルギー課長	 

	 10 戸以上の近接の狙いでございますけれども、ゼロエネルギーの住宅という

のは、住宅ですので、１軒、１軒のものに対してモデルケースでやっていても、

実際は例えばＡさん宅みたいな形で、我々としては、モデルケースとして実際

に設置が進んだ場合に、後々の普及啓発に御協力いただくと思っているわけで

あります。ただ、なかなか、個々の住宅という形では、アピール度が弱いとい

うところで、一つの街区を実現するところを、まず優先的に考えていきたいと

いうような形で、10 戸以上という一つの目安を設けさせていただいたところで

ございます。	 

	 御指摘の藤沢サスティナブルタウンは、正に今回の我々の要件でいえば対象

になってくるところでございます。	 

鈴木委員	 

	 課長、むちゃくちゃな答弁だと思いますよ。そもそも 10 軒以上というのは私

の家の近くでも新築でありますよ。だけど、果たして、こういうようなことま

で、蓄電池は付いているだの、ああだの、こうだの言っていて、果たしてハウ

スメーカーがそういうようなところに目を向けるのかなと。そもそも、あなた

方が出してきたものは、藤沢のサスティナブルタウンと言うのですか、そこの

ところに入れるために、七千数百万円というものを入れてきたのかという論理

に、私はならないのかと。本来なら、あなた方が先ほどからずっと答弁されて

いらっしゃる中小企業の方々に対する支援を、と一生懸命、中小企業の活性化

指針なども出していながら、いざ出てくるのは、そんなところなのと。神奈川

県というところは。例えば、町の小規模な工務店さんがこういうようなものを、

なるほどなと、神奈川県はよくやるよと、しっかりこういうようなものになっ

たら、うちもちょっと取り込んでみようかなというようなものにさせるのが、

本来のこういうモデルケースであり、そこが本来の、私は中小企業活性化支援

の中に収められている、あなた方が中小企業活性化とおっしゃっている中で、

一手打ち方というのが、方向性がまるで違うのではないかと。七千数百万円も

かける割には。と、私は思うわけ。	 

	 私は、何も先ほども言ったようにＺＥＨを否定しているわけではないのです。

このお金の使い方というやり方が、元から藤沢サスティナブルタウンというも

のをイメージさせるようなものであったら誰も振り向かないのではないのかと。

私からすれば。県が実際に進めているところだもの。そこにお金を出すなら、

はっきりそのとき書いてくれれば、私どもだって、もっといろいろな質疑でき

たと思いますよ。	 

	 ところが、いざ開けてみたら、やれ、蓄電池は付いていなければいけない、

10 戸です、というハードルは会見のとおり出てきて、おいおい、あのときに了



解したことと随分話が違うのではないのかと、私は思ったから、質問をしまし

た。いかがですか。	 

スマートエネルギー課長	 

	 確かに、藤沢については、今回の要件の中ではまってくるものであります。

同様の開発、確かに藤沢は相当大きな開発でありますけれども、その、私ども

が定めた 10 戸以上という開発の案件というのも、県内見渡す限りにおいては、

幾つか、そのような開発というものも見当たる部分があります。ただ、実際に、

そこでゼロエネルギーハウスを 10 戸以上造っていただけるのか、あるいは、今

御指摘の蓄電池の設置も含めて建てていただけるかというのは、また、そこの

デベロッパーと言いますか、開発者の御判断になります。あと、実際に、我々

が設定した補助制度を利用いただけるかどうかというのは、タイミングの問題

もありまして、今回、６月補正という形でさせていただきましたので、例えば、

もうすでに着工していたというような状況などというのも実際、情報としては

ちょっとあったりというようなことで、そういった点で、かみ合わないような

ケースもあろうかと思うのですけれども、来年度以降も続けさせていただこう

と考えている中にあっては、決して藤沢だけではなくて、県内でももっと小規

模な形でも実際起きてくるのかなと考えております。	 

	 それから、中小企業活性化との関係でございますけれども、その点で申し上

げると、例えば、今、事例に挙がった藤沢については、実は、１件、申請が上

がってきておりますけれども、そちらの中身を見ると協力企業の中には、４社

中２社が中小企業で、うち１社は神奈川県内に拠点があるというような状況で

あります。それから、工務店さんで、もっと小さな規模のところもイメージさ

れていると思いますが、我々もインターネット等の情報で調べた範囲ではあり

ますけれども、今、確実にそういうところを取り扱っているところが出てきて

おりまして、そういったものを宣伝されているところが、県内でも幾つか散見

されております。そういったところと連携されている設計事務所の方のお話も

聞いたところ、最近は、ゼロエネルギー住宅に対して、そういった、正に町の

工務店の皆さんも、相当関心が高まっているというような声も聞いております

ので、そういったところと、つながっていかなければいけないのかなと、その

ように考えているところでございます。	 

鈴木委員	 

	 課長ね、ゼロエネルギーのことを話していることと、私がモデル事業のこと

を話しているのとごっちゃにして答弁してはいけないですよ。私は、先ほどか

ら言っているようにゼロエネルギーは否定しているわけではないですよ。そう

いう一つのモデルケースとしてのやり方については、あまりにもやり方が荒っ

ぽすぎないかと、また、私たちからすると、元からそういうところに決まって

いたのではないかというふうに思わせるやり方がどうなのかと私は言っている

んです。だからそれは、当然、１社や２社は出てくるでしょう。それはだって、

当然、あなた方が一生懸命やってくださっているわけですから。そういう例え

ば、町の小さな工務店等もこのゼロエネルギーというものについての、例えば、

啓蒙等をやるのであるならば、そういう方々にも分かるようなモデルケースと

いうようなものを考案していかないと、こういう一つのやり方というのが私は



いかがかなと思いますので、質問をさせていただきました。	 

	 また今後、来年等にこういうようなものがあるかもしれませんが、その点を

よく考えながら、来年度の予算について、しっかり対応していただきたいこと

を要望しておきます。	 

	 続いて、今日の新聞を見ていて驚いたのですが、うわさには聞いていたので

すが、県内で、来年から藤沢で無人のタクシーを運転されるという記事が載っ

ておりました。まず、このロボットタクシーで、ＩＴ大手のＤｅＮＡと自動運

転を開発するベンチャーのＺＭＰ、今週エコノミストに載っていて、なるほど

なと思って見ていたのですけれども、この中で、基本的にこれ県としては、今

後、どういうことをやっていくのですか。	 

産業振興課長	 

	 このロボットタクシーにつきましては、さがみロボット産業特区の取組の一

つで、全国から実施案件を募集する公募型実証実験支援事業の中に応募してい

ただいて、採択されたものの一つでございます。ですので、今回、神奈川県で

は、いろいろ実証するのに当たりまして、警察と関係各所との調整などをして

支援をしたところでございます。	 

鈴木委員	 

	 そんなことを聞いているのではないのです。これをやって何がしたいのか、

どういうふうにするのですか。	 

産業振興課長	 

	 将来的には、このロボットタクシーという単に技術的なレベルの話ではなく

て、タクシーサービス、過疎地の交通の不便なところでありますとか、都心で

もなかなか交通の不便なところでの低廉な形の交通機関の手段の一つとして、

将来的に発達していくことを目指しています。	 

鈴木委員	 

	 課長ね、そういう答弁を聞いているのではないです。それ、分かりますよ。

それ目指しているのでしょう。新聞にも書いてある。そういう意味ではなくて、

これをやることによって、産業振興課が今までのロボットという概念から、Ａ

Ｉというところに入ったのだと思ったわけですよ。今まで、ロボット、ロボッ

トって言ってきたのだけれども、これはＡＩでしょう。要するに、ロボットか

らＡＩにあなた方がかじを切るのだったとしたら、これ、大きな政策転換では

ないのかと。今までの皆さん方が出してきた、例えば、心の健康計測指数とか、

いろいろロボットと書いてあるけれども、生活支援とか、これ、ＡＩですよ。

ＡＩというのは、もっともっと幅広でもって、これを、どこまで県としてやっ

ていくのかと。私がなぜこんなこと聞くのかというと、要するに、今、県がや

っていることというのは、最初、一生懸命応援してきました。だけど、だんだ

ん、見てくると、例えば、今日の朝日新聞の中に出ていたけれど、グーグルが

こぼれにくいスプーンを４万 5,000 円で出すそうです。何なのかというと、写

真の手振れ機能があるでしょう。この機能をそのままソフトを入れて、要する

に高齢者など震えが止まらない方々を補助するスプーンを４万 7,500 円で出す

のだそうです。そうすると、一体、これから先県は何をすればよいのかと。グ

ーグルがこれを出したということは、いろいろなこと、これから次から次へ出



していきますよ。要するにＡＩに向かっていくのか、それとも合体させるのか、

ロボットをどこにもっていくのかということを、そろそろ問われる時代が来た

のではないですか。先ほど、費用対効果みたいなことをおっしゃっていた方い

らっしゃるけれども、タクシーというところまでくるようになったら、ＡＩと

ロボットの兼ね合いをどういうふうに考えてらっしゃるのか、一応、聞いてお

きたいなと思ったので、それで質問したんです。	 

	 藤沢だけではなくて、仙台と名古屋でもやるみたいですよ。別に神奈川県だ

けではないけれど、神奈川県としては、ロボット立県と言っていながら、実際

にＡＩに手を入れちゃったよねと。だけど、ＡＩそのもの自体は、別に頭脳だ

から。それに神経と手足がなければ駄目なわけですよ。要するにデバイスとい

うやつですよね。それとの兼ね合いになると分かって、この中に突っ込んでい

ったのですかと私は思ったのです。やっていくのが悪いというわけじゃないで

すよ。だけど、そうしないと、あなた方が今度、ここのところに書くのに、大

変じゃないかと。あなた方、これから一体、どこまで広げていくのですかと。

だから、ＡＩとロボットというのをごっちゃにしてやってしまうと、これから

収拾がつかなくなるくらいあなた方のフィールド広がるのですよ。何人いたっ

て絶対できないですよ。それでなおかつ、車となってきたら、もうすでにクラ

ウンなどは、信号のセンサーも認識するものができてきているみたいではない

ですか。今度、本当に一体どうなるのだろうと。こういうものをお金をかけて

やることが。どんどん民間企業、例えば、グーグルだって、もっともっとでき

てしまっているわけですよ。プロトタイプの無人の車が写真で公開されました

よね。どこまで県として突っ込んでいくんだと。どういうような、協力をして

いくのだというところにくるのではないかと私は思ったものですから質問した

のです。どうですか。	 

産業振興課長	 

	 おっしゃるとおり、最先端のＡＩなどを活用していかないと、この自動走行

車というものもできないものですけれども、一つ、生活支援ロボットというカ

テゴリーの中に、こういったものも入るのかなと、今のところは考えていると

ころでございます。	 

	 ただ、将来の、いろいろなＡＩなどの最先端の技術、ロボット自体がそうい

うものでございますけれども、県としてやれることというのは、やはり、いろ

いろな企業の方が、こういった生活支援ロボットを生み出したいというものに

ついて、実証実験を支援していく、そういったものが中心になっていくと考え

ております。	 

鈴木委員	 

	 課長、そうではないのですよ。だから、こういうものをやりたいというのは、

民間がやり始めていると。そのとき、どうするのかということが私の質問なの

ですよ。言っている意味分かりますか。私はもうこれ以上、言いません。だけ

れども、実質的に例えばＡＩがあったとしても、例えば、先ほど言った先進の

デバイスと言って、例えば、神経、それでもう一つまた、アクションデバイス

と言って、実際、手足になるもの、こういうものがここにつかなければ、ＡＩ

だってないわけですよね。これとの兼ね合いをどうするのかというものに、例



えば、かじを切っていくのか、ＡＩとロボットの合体型をしっかり求めていく

のか等もこれから出てくるでしょうと。そういうことで、どうか、そこのとこ

ろ、もう一度また確認をしながらお願いをしたいということでございます。	 

	 それで、聞きたかったのは、これは入り口として、報告書の中で、12 ページ

にいっぱい実証実験をやってくださっていますよね。心の健康計測システムは

認定１号とかになったのではないですか。この前、２号がアミノ何とかとあり

ましたがこれではないのですか。	 

産業部長	 

	 委員御指摘のとおりで、これについては、私どもでこれまで様々な実証実験

の中でデータの積み重ねをして、最終的ではないのですが、途中の段階で商品

化した。その商品化したものが未病ブランドの第１号という形で指定をされた

という経緯がございます。	 

鈴木委員	 

	 私は、この中でもって見て、是非ともお聞きしたかったのは、実証実験をや

られたと。これでどうなったって出てきたという報告はないですよね。先ほど、

私、部長がお答えされた中にパワーアシスト・ハンド、こういう形で 200 台出

ているというお話をお聞きした。私も、この前、皆さん方のお力をいただいて、

ビッグレスキューにコーワテックの遠隔操縦ロボットも見させていただいて、

自衛隊の方も大変関心を持っていらした。警察も大変心強いとおっしゃってい

るというお話を断片的に聞いている。ところが、こういう実証実験をしました、

これと費用対効果がどうなんだと。商品化がどこまでいったというステップを

こういう報告書に載せてくれないと、いつまでこういうことをやっているのだ

ろうかなと思ってしまうわけですが、どうですか。	 

産業振興課長	 

	 おっしゃるとおりで、今の御指摘は、あまりアウトプットばかりをするので

はなくて、実際のアウトカムがどうなのかというのを分かるような資料に、と

いうことでございます。なかなか、今、実証実験というものを中心に進めてお

りますけれども、その中で、重点プロジェクト、商品化みたいなものを四つほ

どやっておりますけれども、それを世の中にお示ししていくためには、やはり、

実証実験をやった結果、どういうものが生まれて、どういうふうに役立つのか

というのが大事だと思います。今、これだけでは分からないというのはそのと

おりだと思いますので、考えてみたいと思います。	 

鈴木委員	 

	 なぜ、私が突然こんなことを言ったかというと、これ、ＰＳＴでやっていた

だいた、この心の健康計測システムはすばらしい。だけど、本当に作って売れ

るのかという、要するに、これを開発して、マーケットに出すまでにどのくら

いのお金と、時間がかかるのかなと、正直言って思いました。認定しましたけ

ど、それがマーケットに出るまでどうなっているのかというフローがないと、

これいっぱい書かれて、頑張っているけれども、どうなのかなと思うのと同時

に、15 ページ、ロボット関連企業の事業計画の認定状況というのがあります。

これも先ほどあった、私の９番のコーワテックは、世界からいろいろな引き合

いが出てきていて、すばらしい県としてのアシストがあったと、皆さん、本当



に褒めていらっしゃいました。こういうようなものは、がんがんここに書いて、

これ見たことかというぐらい書いていただいて、そういうふうにしないと、い

っぱいやっているよと言うけれども、アウトカムはどうなのという、先ほどか

ら費用対効果ということを盛んに言われているところからすると、そろそろ出

してもよいのではないですか。というような気がいたしますので、そういう流

れでお願いをしたいと思います。	 

	 

	 その中で、ちょっと突然飛びます。私は、先ほどから聞いていて、今回、箱

根で実際に使えるような災害対策用ロボットという形で、３点やってくださっ

ている。例えば、ドローンをあれだけ飛ばして空撮をやってくださって、テレ

ビも報じていましたよ。神奈川県頑張っているなというのを聞きました。だけ

ど、どうせそれでやられるのだったら、ドローンで名を売っているわけだから、

箱根をドローンか何かの聖地にしてしまったらどうなのかなと思ったわけです。

例えば、先般の常任委員会で私もお話したとおり、適応ビジネスってあります

よね。皆さんが、大涌谷の怖いもの見たさに結構人が集まっているのです。特

に温泉供給会社の前で、写真をやたらに撮っているんです。撮っているのだけ

れども、この前、向こう側はやっと見られるところまで、レベル２になったか

ら行くことができるのだけれども、あそこで横にいた人が、一発ドローンを飛

ばしてあの中はどうなのか見てみたいと言う人が二人くらいたそうです。そう

なってくると、何か一つ、そういうこともお考えいただければなと。要するに、

今、とてもドローンは評判が悪くて、どこかの城に落ちてしまったとか、何か

やっているところに落ちて火を噴いたとか、悪いことばかりだけれども、流れ

として、規制することはできないですよ。だけど、自由に飛ばして、どんなに

なっているか見たいという人間の欲求を、果たせる範囲でやるのも一つの手で

はないかなと思いますけれども、いかがですか。	 

産業振興課長	 

	 今、おっしゃるとおり、ちょっとした事件をきっかけにドローンの評判がい

ろいろと悪くなってしまったこともございますけれども、ドローンの有効性と

いうのは、この前、私ども、箱根地域で調査させていただいたように、非常に

大きいものと感じております。今後、いろいろな機会、イベントなどあると思

いますので、そういった機会を捉えまして、ロボットの有効性、ドローンの有

効性を示せる機会がありましたら、いろいろそういったことも考えてみたいと

思います。	 

鈴木委員	 

	 あともう一つは、中小企業の活性化、活性化推進計画を頂きました。この中

で、このつくりそのもの自体がどうなのかなと思うわけです。基本的に３ペー

ジを見ると、基本理念が中小企業・小規模企業の元気で実現しよう！活気あふ

れるかながわ、と書いてある。ところが、そこの５行目に、計画の着実な実行

により、県と県民の皆さん、企業・団体などの多様な担い手が連携・協働して、

中小企業・小規模企業の活性化を推し進めます、と書いてある。ところが、こ

の中で、こういうふうにやることによって、中小企業・小規模企業の元気で実

現しよう、ということだけど、その元気というのは、どこら辺のことを元気で、



になるのか、という目標はここには書かれていない。ところが、１ページ開け

ると、神奈川の力を生かした産業の振興という中に、小柱の中にやたらこうい

うことをやりますよという数字の目標が書かれている。そうすると、小項目の

目標があって、それが大きくなったら、絶対にそこに何かがなければおかしい。

そうしないと、こんなふうに一つ一つを見てみても、例えば、４ページの一つ

目のマルの 134 件だよと。目立ちますよ。134 件できました。では大丈夫なのね

と。中小企業の活性化のところの部分、どこに元気になった部分があるのかと

いうところの、要するに本当にこれが指針になるのかどうかというのが、私は

心配なわけです。意地悪い言い方すると、皆さん方がこういうものをつくると

きに、前も私、申し上げましたよね。グランドデザインでしたか。何かその目

標を出すのは結構だけれども、それによって、結果が、アウトカムがどのよう

になったのかって、大きなものに近づかなければならないのに、何か小項目み

たいなものだけできただの、できないだのみたいなことで計画としてよいのか、

この大神奈川は、という疑問を私は呈したいわけです。見ていると、例えば、

大柱が神奈川の力を生かした産業の振興だと。中柱がここにあるような、こん

なことやりますよと。例えば、突然小柱になったら、ロボットの実証実験、134

件やりますよと。おいおい、ちょっとそこは違うのではないのかと思いますけ

れども、課長、いかがですか。	 

中小企業支援課長	 

	 今、この計画書の構成について、貴重な御意見を頂きました。実は、この２

ページから６ページに、それぞれ大柱、そして、中柱という構成を記載させて

もらっております。その中に、例えば、今の、神奈川の力を生かした産業の振

興であれば、二重丸として、県内の中小企業・小規模企業が持つ技術力、そう

いったものを生かしながら、未病産業、ロボット産業、エネルギー産業、観光

産業といったものの拡大を図ります、ということを記載させていただいた上で、

その下に、今、御指摘いただいた、例えばロボット開発などの実証実験を 134

件累計で行うというようなことを目標にさせていただいています。	 

	 こちらは、今、134 件というのを委員から小柱という御指摘を頂いてしまいま

した。これはもう、私どものこの表という、冊子のつくり方に対するもので、

大いに反省すべきところだと思います。こちらの方は、小柱ではなく、この大

柱の目指すところの目標を定めたものとして記載させていただいています。こ

の大柱、神奈川の力を生かした産業振興ということを実現するために、いろい

ろな施策をやっていかなければいけない。そうした中で、幾つか目に見える形

で、県民の見える化をしなければいけないということで、ここでは、例えば、

ロボットの実証実験の件数を 134 件、あるいは、その次の観光の外国人旅行者

の訪問客を 201 万人、それから、入込観光客数を２億人として、また、企業の

立地を 100 件と、こうしたものを達成すべく様々な取組を行うことによって、

神奈川の力を生かした産業の振興というものを達成する。そうしたものの小柱

になるべき事業がいろいろ組み合わさってこうした数値を達成していくその先

に、こうした姿が達成できる、そうした思いで記載させていただいたところで

すが、今、御指摘いただいたような形で、御理解いただかなければならないと

ころもございますので、これについては、工夫させていただきたいと思ってい



ます。	 

鈴木委員	 

	 課長ね、ついでに私、お聞きしたかったのは、この下の大柱の２です。確か

にこの先ほど書いてあったこの表現のところの文章からすれば、県や商工会・

商工会議所などが連携して行う中小企業・小規模企業への巡回訪問社数を２万

社とすることによって、施策の積極的な活用の促進を目指しますと。２万社と

いうのは、どこからきたのか。そして、２万社をやるためには、どんなことす

るのですか。ターゲットはどんなふうに出すのか。	 

中小企業支援課長	 

	 現在、素案の段階では２万社を目指すということでやっております。ここで

２万社と策定いたしましたので、これまでの実績、これは、商工会・商工会議

所が、日頃地域の中小企業を実際に回って、指導を行っている件数が、約１万

8,000 社程度でございます。中小企業・小規模企業というのは、人も限られてい

る中で、様々な取組をされています。なかなか、県の具体的な支援策を知る機

会もなく、販路改革に向けた、例えば、営業活動にするにもなかなか、社長さ

ん、それどころではないという状況がある中で、やはり、一個一個の部分、企

業を実際に回って細かく支援していくことが重要ということで、そうした実際

に企業を訪れる巡回というものを少しでも増やしていきたいという思いから２

万社と設定させていただいているところです。	 

鈴木委員	 

	 課長ね、おっしゃっていた商工会議所等が回っていくこと、その回るリスト

というのは、何に基づいて回っているのだろうか。	 

中小企業支援課長	 

	 これは、各商工会・商工会議所が、もちろん、それは、会員企業はあります。

会員企業以外にも、その地域を、自動車で巡回しながら、例えば、新しく、い

つの間にか新しく開業している企業などもあると聞いています。そうしたとこ

ろを訪れて、お困りのことはないですかとか、あるいは、商工会・商工会議所

の会員数が減っている関係もあり、是非利用してくださいということで指導し

ているというようなことをやっております。	 

鈴木委員	 

	 金融課の課長もいらっしゃるので、乱暴な言い方だったら許してくださいね。

今回、この２万社の案とかこういうの見ていて一つ思ったことは、ターゲット

というのはあるのかなと。ターゲットがないでこれやっていらっしゃるのでは

ないかと、私、すごく心配したわけです。どういうことなのかと言うと、私も

一般的な、常識、範ちゅうですが、大体、中小企業の方々の７割くらいが法人

税というのをなかなか納めていただけないという状況がある。神奈川県は、今

更聞きません。そして、入り口ではいろいろな融資というのがある。例えばで

すよ、３期なら３期とも赤字決算とかというようなリストがあったとしたら、

そういうところが２万社の中に本当に入って回ってくださっているのかどうか。

インと、アウトが。税でしょ。あなた方は、こちらで貸し付けるだけなわけで

すよね。神奈川県辺りからしっかりと入り口と出口というのを定めたシステム

をやって、言い回しの中に入れてもらいたいと思うわけ。	 



	 何が言いたいのかというと、せっかくいろいろな施策をやっていただくのだ

けど、それがなかなかうまくいっていないという流れの中で、実は、必要とさ

れているのは、そういうところだと私は思うのです。ところが、そういうター

ゲットが明確にならないでやっていたと、もしですよ、やっていたとしたらお

許しください。もしだけど、そうではなかったのだとしたらば、私、どれだけ

やったとしても神奈川県としての大きな成果というのは生まれてこない。せめ

て、神奈川県の中でもこういう活性化推進計画で出されているのであるならば、

この２万社の中にインとアウトというものを、きちんとした形で、そういうよ

うな質のシステムみたいなものを、いつか、私、発言させていただきたいと思

っていたので、今、発言させていただきました。	 

	 やはり、ターゲットを明確にしないで、しないでと言ってはいけないかな、

２万社とあるならば、そういうようなところも、一つ加味をしながら、実際に、

皆さん方が手を入れていただきたいというところは、そういうところに私はあ

るのではないかと。そういう方が実は情報を必要とし、例えば、本来の戦略と

いうようなものを必要とされているところではないかということで、決して、

私は、税金を納めていないというようなことに対してどうのこうのと言ってい

るのではない、実は、そういうことが必要なんだと、そういうターゲットを明

確にしてやらないと、せっかくこういうものをつくってもなかなかうまくいか

ないのではないかという思いで発言をさせていただいたところです。	 

	 是非ともまた、御検討いただいてよろしくお願いしたいと思います。	 


