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平成 28 年第 2回定例会	 経済活性化・産業振興特別委員会	 

	 

平成 28 年 6 月 15 日	 

谷口委員	 

	 時間も限られる中で、三点にわたり伺いたいと思います。	 

	 まず、中小企業・小規模企業の活性化推進計画の中の二番目の重点的取組の

二つに絞って伺いたいと思います。	 

	 一つは、生活支援ロボットの商品化件数なのですが、項目のアもイも、商品

化件数の目標と実績が記載されています。商品化するのは大事ですが、その上

で、販売目標を立て、売上げをどうやって伸ばしていくかというところまで考

えないと、事業としては不十分だろうと思います。そういった観点から、いく

つか伺いたいと思いますが、まず、生活支援ロボットについて、簡単に説明し

てもらえますか。	 

産業振興課長	 

	 まず、平成 26 年度に商品化第１号として、脳梗塞などを原因とした麻ひによ

る手指のリハビリを補助するロボットである、パワーアシストハンドが誕生し

ました。そして、昨年度、パワーアシストハンドが誕生した翌年度に、建機を

遠隔操縦するロボットや、脊髄損傷により両足が麻ひしてしまった方向けの歩

行アシスト装置、介護予防運動を行うためのコミュニケーションロボットなど

６件が商品化され、平成 27 年度までに合計７件が商品化されています。	 

	 なお、今年度に入ってから、災害対応ロボットに搭載する高分解能を有する

センサーも商品化されたので、商品化件数は８件となります。	 

谷口委員	 

	 去年度の目標が６件で、昨年度段階での実績が７件、今年に入ってから１件

追加されて、合計８件ということですね。商品化に当たって県は様々支援をし

てきたと思うのですが、具体的にどういった支援をしてきたのか伺います。	 

産業振興課長	 

	 まず、商品化に向けて課題となる開発費用について、国の補助金を獲得する

ため、企業の希望に基づき、一緒に省庁に出向き、開発中のロボットの優れた

点や実用化に向けた支援などについて説明などを行う支援や、産業特区のメー

ンの支援である実証実験を行う場所の紹介などを行っています。支援には、実

験モニターの紹介はもちろん、実証計画の策定から実施後の評価に至るまで、

適宜、専門家などのアドバイザー支援も含め、商品化に向けたきめの細かい支

援を実施しています。	 

谷口委員	 

	 せっかく商品化したロボットを普及させていく、販売を伸ばしていくという

ことが大事ですし、我が党もかつてモニター制度の提案をさせてもらっていま

す。そういった意味で、知事もロボット産業で経済のエンジンを回すと言って

いますし、経済のエンジンを回すためには売上げが上がらないと回っていかな

いので、普及のためにどのような支援を行っているのか伺いたいと思います。	 

産業振興課長	 

	 昨年度から行っているそういった支援の中には、介護施設にロボットを持ち
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込み、対象者のお宅などに持参して、施設職員に使用を体験してもらうキャラ

バンや、購入を前提として一定期間無償でロボットを試すことのできるモニタ

ー制度を行っているところです。さらに、今年度は特区から商品化されたロボ

ットを民間事業者等が購入する際の補助金も用意し、一層の普及、導入促進に

努めていきます。	 

谷口委員	 

	 補助金の制度を、具体的にもう少し説明してもらえますか。	 

産業振興課長	 

	 まず、対象とするロボットは、特区で商品化された１台 10 万円以上のもの、

補助対象者は、福祉施設等の民間事業者です。一方で、今回の補助金には共生

社会を見せるというテーマもあるので、例えば移動介助ロボットのように、移

動を介助するロボットの場合、一般の方に見てもらうきっかけになるので、個

人も対象としています。	 

	 なお、補助率は商品価格の３分の１で、１台につき上限は 200 万としていま

す。	 

谷口委員	 

	 それは今年度当初予算に計上されていて、既に申込みなどは始まっているの

でしょうか。	 

産業振興課長	 

	 平成 28 年度当初予算に計上し、現在、要綱や仕様等を整理し、これから進め

ていきたいと思います。	 

谷口委員	 

	 介護施設で使うものであれば、金額も高額になると思うので、是非後押しし

てもらいたいと思います。	 

	 それでは、現時点で８件が商品化されているということですが、それぞれど

の程度売れているのか、販売実績を教えてもらえますか。	 

産業振興課長	 

	 商品化第１号のパワーアシストハンド以外の商品の商品化後の販売実績は、

昨年度に販売が開始されたばかりのため、企業の経営戦略との兼ね合いもあり、

販売先や販売実績は明らかにできません。なお、パワーアシストハンドは、平

成 26 年６月に販売が開始され、２年ほど経過し、これまでに約 300 台出荷した

と聞いています。	 

谷口委員	 

	 パワーアシストハンドは、記者会見の後に私も使わせてもらい、非常に評判

も良かったと伺っていますが、計画では今後の商品化の件数の目標はどのよう

になっていますか。	 

産業振興課長	 

	 今後、平成 29 年度は累計で 12 件、平成 30 年度は 15 件と、それぞれ三つず

つ足したような形になっています。	 

谷口委員	 

	 ３件ずつ伸ばしていくということですが、売上げの目標を立てるのは難しい

面もあるかと思います。プロジェクトとして、これくらいの売上げ規模を目指



 3 

していきたいというような、中長期的な目標は掲げていないのでしょうか。	 

産業振興課長	 

	 規模ということになると、一つ一つロボットの値段も違い、表現しにくいの

ですが、先ほど商品化の件数の目標を 12 件、15 件と申し上げたのは、目標を立

てる際、２年間で６件、年３件というペースだったので、ロボットをすぐに商

品化するというのは難しいところがあり、少なくとも現在のペースは維持した

いという思いで目標としたところがあります。	 

谷口委員	 

	 説明はよく分かるのですが、やはり経済のエンジンを回し、ロボットを神奈

川の産業の核として育てていくならば、出口戦略にも目標を掲げていくべきで

はないかと思います。これは要望にとどめますが、是非取り組んでもらいたい

と思います。	 

	 それでは、もう一点、体験型ツアーについて伺います。	 

	 今回、285 件と目標を 85 件上回っていますが、恐らく交付金が入ったことで

大きく伸びたものと思います。また、それとは別に、神奈川チカタビの体験ツ

アーを商品化していると思うのですが、その概略を伺います。	 

観光企画課長	 

	 神奈川チカタビについては、歴史や文化等を通じて、神奈川県内の地域の魅

力を体験できるというコンセプトに基づき、体験型を中心とした商品を販売し

ています。具体的には、県庁舎や横浜三塔、関内地域の歴史的な建物の魅力を

体験できるツアーや、着物を着て人力車に乗って鎌倉を周遊するといった、日

本の文化伝統に着目したツアーなど、全部で 29 のカテゴリーに分類し、サイト

で販売しています。	 

谷口委員	 

	 私も見せてもらいましたが、きれいなデザインで印象は大変良いと思います。

また、目標の件数も、交付金の入ったものを除いても達成していますが、商品

化したからには、やはり売れないと効果が出ないと思うので、その辺を把握し

ていたら教えてください。	 

観光企画課長	 

	 神奈川チカタビは平成 26 年に立ち上げています。これまでの登録累計は 210

件ですが、短期間のツアーや季節限定のものもあり、現在、実際にサイトに掲

載されているのは 81 件です。そのため、なかなか売上げが伸びないものは実施

せずに終わってしまうものもありますし、季節が変わって新しいものが出てく

るといった状況です。継続し定着した人気ツアーをつくっていくのが今後の課

題だと認識しています。	 

谷口委員	 

	 なるべく売れそうなツアーをたくさんつくって、その中で淘汰されていくと

いう考えもあるかと思うのですが、県は、ツアーを計画したり、周知したりす

るために、具体的にどのような支援をしているのか、また、その中でどのよう

な課題があるのか確認させてください。	 

観光企画課長	 

	 まず、課題としては、認知度が低いということが挙げられます。実際、神奈
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川へ来てもどのようなツアーがあるか分からない、特に旅行される方が事前に

ツアーの情報を知ることができていないのではないかと思っています。また、

収益性が低いことも課題となっています。観光客はコストパフォーマンスを求

めるので、手数料を上乗せしにくく、収益性も低くなっています。さらに、販

路拡大という意味では、今後、宿泊施設や観光案内所などにパンフレットなど

の情報を置いてもらう取組が必要ではないかと考えています。	 

	 今後の取組については、昨年から着地型旅行商品を作成していくための事業

を行っており、まず、事業者を集めて研修を実施します。今年度については、

７月１日と 13 日の二日間にわたって、商品の企画、作成、ＰＲ方法について研

修を行うとともに、インバウンド戦略をテーマに研修を実施する予定です。そ

の後、ワークショップを開催したり、モニターツアーを実施したり、最後は商

品化したもののための商談会を開催するといった取組を予定しているところで

す。	 

谷口委員	 

	 例えば、ここに出ているものは、それぞれの地域で商品化しているものだと

思いますが、この中のものを、コンビネーションとしてまとめて商品化する工

夫というのは行っていますか。	 

観光企画課長	 

	 単品の場合、短時間で経験できるという意味でニーズがあるのですが、まと

めて販売すれば、先ほど課題として挙げた収益性の低さをカバーできるのでは

ないかと思います。また、商品をつくった後に、大手旅行会社のツアーに組み

込んでもらうといったことも必要だと思うので、商談会を通じて売り込んでい

きたいと考えています。	 

谷口委員	 

	 いずれにしても出口戦略をしっかりと意識しながら、支援に取り組んでもら

いたいと思います。	 

	 最後に、農地中間管理事業について伺いたいと思います。資料に実績は記載

されているのですが、どういった目標だったのか確認させてください。	 

農地課長	 

	 目標については、平成 26 年６月に中間管理事業の推進に係る基本方針を作成

しています。その中で、おおむね 10 年後の平成 35 年度までに、県全体の耕地

面積のうち、認定農業者などの担い手が利用する面積、いわゆる農地の集積率

を 19％から 28％に引き上げるとしています。面積ベースでは、約 1,450 ヘクタ

ールを集積することになるので、それを 10 年間で割ると、年間の目標値は 150

ヘクタールになります。	 

	 平成 27 年度は、出し手農家からの借受け面積を 150 ヘクタール、担い手農家

への貸付け面積を105ヘクタールと設定して、事業の推進に取り組んでいます。	 

谷口委員	 

	 目標からすると、かなり低い数字となっていますが、なかなか目標に届かな

い課題があるのでしょうか。	 

農地課長	 

	 目標に達しない原因の一つは、農地の出し手の情報が少ないということです。



 5 

借受け希望者がいても、出し手がいないために、農地中間管理機構が借り入れ

ることができないという場合があります。また、この事業はまだ２年目のため、

末端の農家まで周知が図られていないということも課題といえます。そのよう

な理由で、なかなか実績が上がってこないものと認識しています。	 

谷口委員	 

	 私も実家が農家だったので、父親の世代は土地に対する執着も強く、貸した

くないという思いもあるのかもしれません。様々な課題があると思いますが、

今後、目標の 10 分の１、７分の１くらいの実績ではありますが、しっかり機能

しているところもあると思うので、そういったことも踏まえて、今後どのよう

に取り組んでいこうとしているのか確認させてください。	 

農地課長	 

	 今後の取組について、出し手農家に事業を周知することが一番大切ではない

かと思っています。これまでに実績を上げた伊勢原市の取組など、優良事例を

分かりやすく紹介するパンフレットを作成するなどの取組をしていく必要があ

ると考えています。	 

	 また、関係機関と一体となって事業を進める必要があると思うので、市町村、

農業委員会、農業協同組合などに更に事業を説明し、市町村等が開催する個別

の会議などにも、県や農業公社の担当者が出向いて、課題の拾い出しを積極的

に進めていきたいと考えています。	 

	 さらに、本年度からは、出し手、受け手の農家の方にアプローチすることも

大切だと思っています。農業委員会等に関する様々な法律が改正され、その推

進委員として農地利用最適化推進委員という制度が新たに設けられました。こ

れは、地元の農家の方が推進委員に任命されるので、地域の実情をよく知って

いる推進委員と連携しながら事業を進めていきたいと考えています。	 

谷口委員	 

	 しっかり取り組むようお願いして、私の質問終わります。	 


