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神奈川県知事 黒岩祐治

「いのち輝く神奈川」に向けたSDGs推進



いのち輝く神奈川
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【神奈川県の対応】
いのち・ＳＤＧｓ担当理事の設置
ＳＤＧｓ推進本部の設置
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「SDGs未来都市」選定証授与式

「SDGs未来都市」及び「自治体SDGsモデル事業」に選定

平成30年６月15日首相官邸にて 3



Fujisawa Sustainable Smart Town（FSST）
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SDGs社会的インパクト評価

ＳＤＧｓ社会的インパクト評価

ＳＤＧｓ
事業者

資金提供者社会的投資

【見える化】

持続可能な取組
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～クジラからのメッセージ ～

かながわプラごみゼロ宣言

かながわプラごみゼロ宣言
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申 込 者 数：1,757名 最終出席者：1,215名
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SDGs全国フォーラム2019
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第１部 「ＳＤＧｓ日本モデル」宣言発表！



SDGs全国フォーラム2019
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SDGs全国フォーラム2019
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当日、２６自治体首長らが宣言に署名



賛同自治体
（都道府県 、市町村 ）

北海道 北海道札幌市 北海道ニセコ町 北海道下川町 岩手県 宮城県

宮城県東松島市 秋田県 秋田県仙北市 山形県 山形県飯豊町 福島県 茨城県

茨城県つくば市 栃木県 群馬県 埼玉県 さいたま市 埼玉県越谷市 千葉県 千葉市

東京都 神奈川県 横浜市 川崎市 相模原市 横須賀市 平塚市 鎌倉市 藤沢市

小田原市 茅ヶ崎市 逗子市 三浦市 秦野市 厚木市 大和市 伊勢原市 海老名市

座間市 南足柄市 綾瀬市 葉山町 寒川町 大磯町 二宮町 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 愛川町 清川村 富山県 富山県富山市

石川県 石川県珠洲市 石川県白山市 福井県 福井県鯖江市 山梨県 長野県 岐阜県

静岡県 静岡県静岡市 静岡県浜松市 愛知県豊田市 三重県志摩市 滋賀県 京都府

大阪府堺市 奈良県十津川村 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県岡山市 岡山県真庭市

広島県 山口県 山口県宇部市 徳島県 徳島県上勝町 香川県 福岡県 福岡県北九州市

長崎県 長崎県壱岐市 熊本県小国町 鹿児島県 沖縄県

SDGs全国フォーラム2019
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SDGs全国フォーラム2019
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第２部 自治体が地域からＳＤＧｓを発信！



SDGs全国フォーラム2019

13

第３部 金融の力でＳＤＧｓを動かす！
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SDGs全国フォーラム2019

第４部 ＳＤＧｓのライフスタイル

14

上田壮一 氏 黒田かをり 氏

末吉里花 氏 蟹江憲史 氏



SDGs全国フォーラム2019

15

第４部 私たちの世代に「明るい未来」を！
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超高齢社会の到来
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未病とは

“ Me-Byo “

The state in-between health and illness

「未病」

未病とは
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健康 病気
SickHealthy

未病とは
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病気健康 未 病
SickHealthy ME-BYO

未病とは
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未病を治すかながわ宣言（2014年１月）

■３つの取組み
Three actions 食

運動 社会参加

未病を改善する
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健康寿命日本一 新たな市場・産業の創出

ヘルスケア・ニューフロンティアの推進

２つのアプローチを融合
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欧州 Europe
●イギリス UK
●フィンランド オウル市 Finland
●ドイツ ﾊﾞｰﾃﾞﾝ・ﾋﾞｭﾙﾃﾝﾍﾞﾙｸ州

Germany
・ WHO（世界保健機関）

米国・メリーランド州米国・マサチューセッツ州 フィンランド・オウル市

ドイツ
ﾊﾞｰﾃﾞﾝﾋﾞｭﾙﾃﾝﾍﾞﾙｸ州

米国 USA
●マサチューセッツ州

Massachusetts
●メリーランド州 Maryland
●スタンフォード大学医学部

Stanford University

●=ＭＯＵ締結機関

神奈川が展開するグローバル戦略

スタンフォード大学医学部

ＷＨＯ シンガポール政府機関

英国・セルアンドジーン
セラピー･カタパルト

神奈川県

アジア Asia
●シンガポール Singapore
●インド アユシュ省 India
●中国遼寧省 China

中国遼寧省インド・アユシュ省



シンガポール政府機関とのMOU締結
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メリーランド州とのMOU締結メリーランド州とのMOU締結
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マサチューセッツ州とのMOU締結



GCCとジョンズホプキンス大学・病院とのMOU締結GCCとジョンズホプキンス大学･病院とのMOU締結
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ＧＣＣと米国退役軍人省(ＶＡ)パロアルト・
ヘルスケアシステムとのＭＯＵ締結
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GCCとフランス政府関係機関CTV-SudとのMOU締結GCCとフランス政府機関CTV-SudとのMOU締結
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ドイツ・バーデンビュルテンベルク州との
友好交流に関する覚書の締結

ドイツ･バーデンビュルテンベルク州との
友好交流に関する覚書の締結
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フィンランド・オウル市とのMOU締結
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イギリス･セルアンドジーンセラピー･カタパルトとのMOU締結
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スタンフォード大学医学部とのMOU締結
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WHOとの協定締結
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WHO訪問
マーガレット・チャン事務局長との会談（H28.10.21）
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WHOエイジフレンドリーシティ（22市町村参加）
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ＭＥ-ＢＹＯサミット神奈川2017 in 箱根

テーマ：未病の指標化

（平成29年10月20・21日 神奈川県箱根町）

病気健康 未 病
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横浜銀行とＳＤＧｓで連携協定

○ＳＤＧｓの普及啓発
○ＳＤＧｓに取り組む中小企業支援
○社会的投資の促進など新たな課題への挑戦 38



ＳＤＧｓ推進に向け京浜急行と協定

○ＳＤＧｓの普及啓発
○三浦半島地域の活性化

〇「かながわプラごみゼロ宣言」
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ＳＤＧｓ推進に向け日本生命と協定

○ＳＤＧｓの普及啓発

〇未病改善に向けた連携
〇セーリング競技の普及啓発
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Society5.0に向けソフトバンクと協定

○「Maas」(Mobility as a Service)の推進

〇オープンイノベーション等の推進
〇ＩＣＴリテラシーの向上 41
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新素材開発ベンチャー（ＴＢＭ社）と連携

LIMEX

石灰石を主成分とし、紙とプラの代替となる

革新的新素材。「アップサイクル」の実証
＊ 1: アメリカ、ヨーロッパ、中国、インド、ロシア、ブラジル、アラブ首長国連邦、韓国、台湾、インドネシア、タイ、フィリピン、ベトナム、アルジェリア、ナイジェリア
＊ 2: 日本国内の石灰石埋蔵量は約240億トンに対し、国内生産量は約1.4億トン（経産省資源エネルギー庁）また世界の石灰石埋蔵量は「多量」に存在

(USGS Mineral Commodity Summaries 2013)



○災害時用シャワーパッケージ（ＷＯＴＡ社）
「いつでも、どこでも」

ＡＩで水問題に挑戦する東大発ベンチャーと連携
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情報発信・普及啓発の強化ＳＤＧｓパートナー制度
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笑いあふれる１００歳コミュニティ

45


