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知事からのメッセージ

神奈川県の総合計画
「かながわグランドデザイン」

基本理念
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SDGsの取組

神奈川の将来像

「いのち輝くマグネット神奈川」を実現する

▶行ってみたい、住んでみたい、人を引きつける魅力あふれる神奈川
▶いのちが輝き、誰もが元気で長生きできる神奈川
▶県民総力戦で創る神奈川

めざすべき姿 ～コミュニティの再生・活性化による笑いあふれる100歳時代～

▶未病を改善し健康長寿の神奈川
　未病を改善し、誰もがその人らしく笑って生き生きとくらし、健康で長生きできる神奈川を実現します。
　（関連プロジェクト(以下関連ＰＪ)：未病、医療、高齢者、障がい児・者）
▶経済のエンジンによる活力あふれる神奈川
　技術革新やグローバル化に積極的に対応するとともに、国家戦略特区制度などを活用して経済のエンジンを回し、
　活力あふれる神奈川を実現します。（関連PJ：エネルギー、産業振興、観光、農林水産）
▶安全で安心してくらせる神奈川
　大規模地震などの自然災害、犯罪や交通事故などへの対策をより一層強化し、
　県民のいのちを守り、安全で安心してくらせる神奈川を実現します。（関連PJ：減災、治安、安心）
▶ひとのチカラを最大限に生かす神奈川
　年齢や性別にかかわらず誰もが自らのチカラを発揮し、
　一人ひとりが輝いて、心豊かに躍動する神奈川を実現します。
　（関連PJ：男女共同参画、子ども・青少年、学び・教育、文化芸術、スポーツ、雇用）
▶地域の個性が輝き魅力あふれる神奈川
　地域の個性が輝き、人を引きつけ、次世代に引き継げる魅力にあふれた神奈川を実現します。
　（関連PJ：地域活性化、多文化共生、協働連携、自然、環境、都市基盤）

総合計画とは、県政運営の総合的・基本的指針として、
神奈川の将来のあるべき姿を描き、
それに向けて県がどのような政策を展開するのか、
県民の皆さんにお示しするものです。
県では、この計画に基づいて様々な施策に取り組み、
政策課題への対応を着実に進めています。

2015年９月、国連サミットにおいて、国際社会全体の目標として「持続可能な開発目標」、いわゆるＳＤＧｓ（Susta inable 

Development Goals）が全会一致で採択されました。 このＳＤＧｓの理念は、本県が進めている「いのち輝く神奈川」の取組

と軌を一にするものです。

こうした先進的な取組が評価され、2018年6月には、国の「ＳＤＧｓ未来都市」及び「自治体ＳＤＧｓモデル事業」の両方に、都道府

県で唯一、選定されました。

昨年1月には、「ＳＤＧｓ全国フォーラム」を本県主催で開催し、多数の自治体の賛同を得て「ＳＤＧｓ日本モデル」宣言を発表し、

7月にはニューヨークの国連本部で開催された「ハイレベル政治フォーラム」に

招聘され、本宣言や県のＳＤＧｓの取組を世界に向けて発信しました。

今後も神奈川県はＳＤＧｓ最先進県として先頭を走っていきます。

人は同じに見えても人それぞれ

が違う個性を持っていることを

二つと無い個性を持っている表

情豊かな「石」をモチーフにして

表現しました。「石」は、同じに見

えてもそれぞれに光り輝く個性

があり、個々でも一緒になったと

きもそれぞれの存在感があるこ

とを表現しています。神奈川県

は、そんな人たちの集まりです。
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本県では、超高齢社会を乗り越えるため、未病の改善に取り
組んでおり、さらに、ＳＤＧｓ最先進県として、最先端技術を活
用した未来社会の実現、コミュニティの再生・活性化などによ
り、「笑いあふれる100歳時代」の実現を目指しています。
また、本県は首都圏に位置しながらも、豊かな自然に恵まれ、
伝統と歴史が息づくなど多彩な魅力にあふれる一方で、少
子高齢化や人口減少などの課題を抱えており、誰もが住ん
でみたい行ってみたい「いのち輝くマグネット神奈川」の実
現に向けて、果敢に挑戦し続けています。
チャレンジ精神あふれる方にとって、働きがいのあるエリアが
神奈川です。アグレッシブな発想と行動力をもった方、共にこ
れからの神奈川を創り上げていきましょう！



■現在担当している仕事を教えて
　ください。

土谷　産業振興課で、さがみロボット産業
特区関連の広報を担当しています。また、
企業のロボットの実証実験に協力して商
品化のお手伝いをしたり、ロボット産業の
普及の支援などをしています。

石原　子ども自立生活支援センターの知
的障害児の入所施設で、入所されている
お子さんの日常の生活支援をしています。
熊谷　私は砂防海岸課で、土砂災害に関
連するシステムの管理や土砂災害防止パ
トロールの調整等をしています。
島崎　人権男女共同参画課で、学生が固
定的な性別役割分担意識にとらわれず自
分の人生をデザインできるように「ライフ
キャリア教育」を推進したり、性的マイノリ
ティの方に向けた相談事業などを担当して
います。

■神奈川県職員になるまでの道のりを
　教えてください。

土谷　元は民間志望でしたが、公務員で
ある母の影響もあって公務員を目指すよう
になりました。県を選んだ理由は、地元で愛
着もあり、大きい自治体なので幅広い仕事
ができるのではないかと考えたからです。
石原　私は大学の先生に薦められたこと
がきっかけでした。その後、ボランティアや
大学の実習で福祉の現場を見ていく中
で、利用者の方を支援するには土台や仕
組みがしっかりしていることが重要だと感
じて公務員を志望しました。ゆくゆくは制度
や仕組みづくりに携われたらいいなと思っ
ています。
熊谷　土木の場合、発注者、コンサル、ゼ
ネコンなどの選択肢があって、どれも面白
いと感じましたが、事業の計画から完成後
の維持管理まで全てに携われるところが
いいなと思って公務員を選びました。県に

は都市、海、山、ダムと様々なフィールドが
あるので、そこは他にはない魅力であり、
選んだ大きな決め手になったと思います。
島崎　学生時代に発達障害の方を対象
としたコミュニティサークルでボランティア
をしていました。その時に、支援が必要な方
に対して直接支援をするだけでなく、仕組
みや制度づくりにも携わりたいと考えたの
が公務員を志望したきっかけです。他の自
治体も受けましたが、県庁でインターンをし
た時、職員の方が本当に良い人ばかりだっ
たので、その経験が決め手になりました。

■職場の雰囲気を教えてください。
熊谷　入庁した当初は何もわからなかっ
たけど、１から１０まで教えてくれるし、プラ
イベートな相談にものってくれて、あたたか
い職場だなっていうのが今の印象ですね。
メンター（※職務の内外を問わない相談
者として新規採用職員１人に対し１人付く
先輩職員）は、その仕事の経緯から説明し
てくれたり、仕事には直接関係ないことも
教えてくれて、本当に頼りにしてます。
土谷　職場に技術職も行政職もいると思
うんですけど、雰囲気の違いってあります？
熊谷　土木職だけの研修があるんです
が、研修の後は飲み会があるし、土木のス
ポーツ大会やマラソン大会もあったりと、
結びつきが強いと思います。

島崎　私は、最初は緊張したけれど、電話
の取り方から教えてくれたり、職場の方た
ちが本当に優しくて、不安はすぐに消えたと
思います。上司より先に帰っちゃいけないと
かあるのかな、と思っていたけれど、そんな
こともなくて、「帰れる日は帰りなさい」と
言ってくれるので、帰れる日はさっと帰って
います。「気にしないで若いうちはいっぱい
旅行に行きな」と言ってくれたり、休暇も取
りやすい職場だなって思ってます。
石原　私は、ピシッとした雰囲気の緊張感

のある職場を想像していたんですが、入っ
てみると、緊張感はあるけど和やかで、先
輩もよく話しかけてくれるし、楽しく働ける
職場だと思いました。私の職場は変則勤
務なので、メンターとシフトが重ならないこ
とも多いんですけど、会った時は声をかけ
てくれるので嬉しいです。
土谷　変則勤務だと、休みが取りづらかっ
たりしません？
石原　年末年始に一斉に休んだりはでき
ないけど、希望を聞いてもらえるので、結
構休みは取りやすいと思います。長期で休
んでも「どこに行ってきたの？」って気軽に
話せるような雰囲気ですね。

■嬉しかったことややりがいを感じたこと、
　達成感を得たことはありますか？

土谷　自分の担当している企業が開発し
たロボットが商品化されて、自分が記者発
表したものが翌日の新聞に掲載されたり、
新聞社から取材があったりと、メディアに

取り上げられる機会が多いので、自分の
やっていることが目に見える形になるのは
嬉しいです。
熊谷　私の所属では、大雨警報が出てい
る間は当番制で待機することになっており、
台風１９号の時には次々と仕事が来るの
で、かなり残業もしました。土砂災害警戒情
報を発表する業務もあり、テレビで報道さ
れる内容なのでやりがいは大きいですね。
石原　すごい。 責任重大ですね。

熊谷　大涌谷の中でもガスマスクが必要
な区域に立ち入ったり、ダムの内部に立ち
入ったりと、普通はなかなか行けないよう
な場所に行くことができる点は、土木職な
らではかなと思います。
石原　私は、人と接する仕事なので、メ
ディアで取り上げられたりはしないけれど、
子どもたちから「話して良かった」とか「楽
しかった」って言ってもらえると嬉しいし、モ
チベーションにつながるかな。担当する子
の学校の面談で、先生から「この子こうい

新規採用職員座談会 うことができるようになりましたよ」みたい
な話を聞くとすごく嬉しいです。
熊谷　なんだかお母さんみたい。
石原　本当にそんな感じ。
島崎　成長を感じられるっていいですね。
私は審議会の担当をしていて、委員の先
生方に時間のない中で来ていただくの
で、場所や時間、開催方法を調整して、無
事会議が終わった時は、すごくほっとした
のを覚えてます。

■同期とのつながりはありますか？
島崎　同期とはお昼ご飯食べに行ったり
するかな。
熊谷　たまにしか行けないけど、同じ課の
同期とランチを食べたりしてます。
土谷　私も昼はよく同期と一緒に食べま
す。やっぱり本庁だと同期との距離感が近
いから行きやすいっていうのもあるのかな。

石原　羨ましい！ 同じ職場にも同期はいる
けど、施設が３つあって休みの時間が違っ
たりするから。昼は食べられないけど、研
修の時はご飯を食べに行ったり、同じ職場
の同期とは休みをあわせて外食したりして
います。
島崎　私も休みに旅行や映画を見に行っ
たりしています。休みの日はもう仕事を忘
れて遊ぼって。
土谷　旅行もよく行くし、同期会を開い
たりもしますね。同期と言っても10代の
人からすごく年上の人もいるけど、あまり
気にせずに和気あいあいとやってます。
真面目で堅い人が多いのかと思ったけ
ど、柔軟な考えを持っていたり、それぞれ
がみんな違う考えを持ってて面白いなっ
て思います。
石原　本当にいろんな人がいますよね。
新採用って一口に言っても、福祉職は民
間経験のある人も多いので年齢差が結
構あって。研修の後に飲み会をしたりする
んですけど、いろいろな話が聞けて、とて
も楽しいです。

■最後に、受験者に向けたメッセージを
　お願いします。

土谷　特別な技術がなくてもなれる点が
公務員の行政職の良いところだと思うの
で、なりたい気持ちを糧に勉強を頑張って
ほしいです。
島崎　やりたいことが明確に決まっていな
い人でも、入ってからも探すことができる
職場だと思います。受験勉強中は、本当に
公務員になりたいのか自問自答したりもし
たけど、なってみないとわからないこともあ
るので、焦らずに目の前の勉強をしてもら
えればいいのかな、と思います。

熊谷　民間の就活と並行していたので、
「もう公務員をやめて民間にすれば楽にな
るのにな」って思った時もあったし、そうい
う人も多いと思うんですけれど、そんな時
は自分のやりたい仕事をイメージしても
らって、最後まで頑張ってもらいたいです。
石原　県の福祉職は、民間と違って仕組
みづくりに携われる点や、児童に限らず
様々な分野に携わる可能性がある点も魅
力だと思います。それから、学生のうちにい
ろいろな経験をしてほしいです。福祉職
だったら実習の機会も多いと思うし、イン
ターンに行ってもいいし、いろいろなところ
を見て考えてもらいたいな、って思います。

一同　
皆さんと一緒に働ける日が来るのを
楽しみにしています！
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産業振興課（行政）　　　　　　　 　    土谷 周平　主事
人権男女共同参画課（行政）　　　　     島崎 恵　　主事
子ども自立生活支援センター（福祉）　   石原 歌穂　主事
砂防海岸課（総合土木）　 　　　　　    熊谷 拓海　技師

土谷

熊谷熊谷島崎

石原



職種紹介

行政

神奈川県の主な職種について、

各職種の職員からのメッセージとともに

紹介しています。

多岐にわたる県の仕事を、

各分野のエキスパート達が支えています。

主な配属先 ： 
知事部局、企業庁、教育委員会などの本庁機関・出先機関

企画計画、広報、広聴、調査研究、指導育成、許認可、国・市
町村との連絡調整、県税の賦課徴収などの仕事のほか、予
算決算経理、人事労務など。

▼これまでで印象深かった仕事

県税を自主納付していただけない方に対し、差押えなどの滞
納処分を行うため財産調査を行っていたところ、高額な貯蓄を
見つけました。法律に基づき差押処分を行ったところ、本人は
その財産を知らない様子でした。徴収業務は、滞納者とのやり
取りから推測する力や、諦めず深堀りする力が必要な仕事だと
感じています。

▼現在の職務内容、仕事のやりがいなど

滞納になってしまった県税を徴収する仕事をしています。県税
は、県のあらゆる施策を実行していくための必要不可欠な財源
であり、やりがいと県行政を支えているという誇りを感じながら
勤務しています。特に粘り強く調査して財産を探し出したとき
や、徴収困難な案件が解決したときには充実感を得ることがで
き、また、県民の方と直接関わる仕事なので、柔軟性や対応力が
身に付きます。税法などに精通するための研修制度も整ってお
り、日々勉強できるところもこの仕事の魅力だと思います。

厚木県税事務所
鈴木 楓  主事

試験勉強は大変だと思いますが、神奈川県を盛り上げるた
めに一緒に働ける日を楽しみにしています！

▼神奈川県職員を目指す方へ

総合土木
主な配属先 ： 
農地課、漁港事務所、県土整備局各課、土木事務所、地域県政総合セ
ンター、企業局各課、水道営業所、ダム管理事務所など

社会資本（道路、公園、堤防、港湾、農業生産基盤、上下水
道、ダムなど）の整備・維持管理についての企画・計画から工
事の設計・積算、地元調整、都市計画に対する調査検討、津
波等の防災対策など。

▼これまでで印象深かった仕事

県では、河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域と水深を
表示した「洪水浸水想定区域図」の見直しを行っており、私は小
出川と千の川を担当しました。これは市町村が作成する洪水ハ
ザードマップの基となるものであり、近年、想定を上回る豪雨が
発生する中、避難体制の充実・強化を図る上でとても重要なも
のです。市町村との調整や浸水解析を通じて多くを学ぶことが
でき、非常に印象深い業務でした。

▼現在の職務内容、仕事のやりがいなど

藤沢土木事務所では、大雨時に洪水を一時的に貯めることで浸
水災害の防止や被害の軽減を図るため、引地川における下土棚
遊水地の整備を進めています。これはドローン空撮による工事
着手前の起工測量や出来形管理、3D-マシンコントロール技術
による掘削や盛土など、新技術を活用した大規模な工事であ
り、こうした現場を経験して技術の向上を図ることができるのは
県職員ならではです。地域の治水安全度を向上させるため、
日々業務に励んでいます。

藤沢土木事務所
渡部 智貴  技師

仕事内容が幅広く、毎日が充実すること間違いなしです。県
民の皆さんの安全・安心を守るため、一緒に頑張りましょう！

▼神奈川県職員を目指す方へ

電気
主な配属先 ： 
庁舎管理課、営繕計画課、流域下水道整備事務所、住宅営繕事務所、発
電課、浄水場、発電総合制御所、発電管理事務所、ダム管理事務所など

県有施設や流域下水道事業における電気設備工事の設計・
積算、安全で良質な水の安定供給やエネルギー供給を通じ
た県民のライフラインを支える仕事など。

▼これまでで印象深かった仕事

発電所で潤滑油に冷却水が混ざった故障を早期に発見し、修理
した仕事です。普段の巡視結果とデータから、一部の配管が破損
している疑いがありました。そこで潤滑油の健全性検査を行った
ところ、異常が確認されたため、急いで休止・修理手配を行い、他
の機器に故障が波及する前に対処することができました。皆で
分担して迅速に対応できたことが、とても印象に残っています。

▼現在の職務内容、仕事のやりがいなど

電気事業の経営計画に関する取りまとめ、電力市場の調査・対
応などを行っています。他都道府県の事業者との情報交換や電
力市場の動向調査など、電気事業に関わる情報を整理し、今後
の経営計画に反映しています。
また、県企業庁のダム発電イメージキャラクター「ダムエレキくん」
を使ったイベントの計画・実施などの広報活動も行っています。
電気事業は国が推し進めている電力システム改革の最中にあ
り、状況が変化しています。大変なこともありますが、日々刺激
を受けて仕事をしています。

積算設計・企画調整・保守管理・運用など、事務仕事から現
場作業まで、幅広く携われる職種です。

▼神奈川県職員を目指す方へ

KANAGAWA
2020 DESIGN
個 性  輝く 未 来
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福祉職
主な配属先 ： 
子ども家庭課、児童相談所、児童福祉施設、女性相談所、障害サービ
ス課、生活援護課、障害者支援施設、保健福祉事務所など

生活保護・精神保健福祉・児童虐待のケースワーク、県立福
祉施設における専門性の高い介護を伴う生活支援の提供、
福祉施策の企画・運営など。

▼これまでで印象深かった仕事

子どもの問題行動に悩んでいた家族を支援していく中で、その
親子の関係性がより良い方向に変化していく場面に出会ったと
きには、感慨深い気持ちになります。子どもの成長や家族の変
化に向き合っていきたいという思いが、支援者としての原動力
になっています。

▼現在の職務内容、仕事のやりがいなど

児童相談所の業務というと虐待対応のイメージが強いかもしれ
ませんが、問題が深刻化する前の、発生予防の観点に立った相
談援助を基本としています。子どもの命や安心・安全を守るた
め、必要に応じた措置をとることや、家族の再構築をサポートす
ることは、児童相談所が担う大切な役割です。
福祉の専門職として、子どもが安心した表情を見せてくれるように
なるために、子どもが子どもらしく健やかに成長できる環境を整
え、時には関係機関と連携したチームワーク支援を行っています。
子どもと家族が前向きに人生を歩んでいけるようになったと実
感したときは、やりがいを感じます。

厚木児童相談所
丹羽 詩穂子  主任主事

直接支援から政策立案まで、幅広い業務に携われることが
魅力です。人とのつながりを感じられる職場で、一緒に働け
る日を楽しみにしています。

▼神奈川県職員を目指す方へ

保健師
主な配属先 ： 
児童相談所、健康増進課、保健福祉事務所など

感染症・精神保健福祉・難病・子どもの慢性疾患の相談・訪問など
の専門的な保健指導、健康危機管理や地域のケアシステムの構
築など広域的な課題に対する市町村・関係機関と連携した取組、
児童相談所での保護者への相談支援や児童の保健指導など。

▼これまでで印象深かった仕事

外国籍のお母さんと生まれつき病気のあるお子さんがいるご
家庭に関わる業務を担当したことがありました。日本語でのコ
ミュニケーションが難しい中、どうすれば必要な支援につなげら
れるのか、どうすればご家族が安心して地域で暮らすことがで
きるのか、先輩に相談しながら試行錯誤したことがとても思い
出深いです。

▼現在の職務内容、仕事のやりがいなど

現在、結核予防対策を中心とした仕事を行っています。主な仕
事内容は、患者さんの内服支援や患者さんと接触があった方
の調査などです。患者さんが安心して治療を受けられるには
どう支援すれば良いか、また、どのような保健師活動を行えば
地域での結核まん延防止や早期発見につながるかを考えなが
ら仕事に取り組んでいます。保健師として個人への直接的な
支援だけでなく、地域の支援体制整備にも携わることができ
る仕事です。

小田原保健福祉事務所
落合 佑三子  技師

数多くの業務があり、働く場所によって地域特性も異なるた
め、様々な視点で保健師活動を行えることが、神奈川県の
魅力です。就職活動頑張ってください。

▼神奈川県職員を目指す方へ

薬剤師
主な配属先 ： 
薬務課、衛生研究所、保健福祉事務所など

医薬品製造所・薬局等の薬事関連施設や病院等の麻薬取扱
施設の監視指導など医薬品等の品質確保・適正使用の推
進、食の安全・安心の確保や衛生的な生活環境の確保など。

▼神奈川県を志望した理由

神奈川県に住んでいる方の多くは、普段居住している地域に留
まらず、複数の市町村にまたがって生活しているのではないか
と思います。また、大都市、海浜地域、山間地域と様々なエリア
があることも神奈川県の特徴の一つです。そんな多様性のある
神奈川県で、どこであっても公衆衛生の整った生活ができる環
境整備に携わりたいと考えたことが志望理由です。

▼公務員薬剤師の魅力

薬務課では、医薬品等の製造工程から適正使用の推進まで、多
岐にわたる薬事衛生の業務を行っています。また、違法薬物の
乱用防止啓発事業なども重要な業務の一つです。保健福祉事
務所では、食品の製造・販売、そして食堂まで飲食に関わる監視
指導を行うことにより食品の安全性を確保したり、また、理・美
容所、公衆浴場、薬局など、生活に欠かせない分野に係る施設
の許認可を担ったりしています。このように、医薬品の分野のみ
ならず、食品や環境といった幅広い分野で生活衛生に密着した
仕事に携わることができるところが公務員薬剤師の魅力です。

薬務課
加藤 志乃  主任技師

皆さんが学んできた「これまで」の薬剤師としての知識を、
「これから」の神奈川県に生かしてみませんか。

▼神奈川県職員を目指す方へ

獣医師
主な配属先 ： 
畜産課、畜産技術センター、家畜保健衛生所、生活衛生課、衛生研究
所、保健福祉事務所、食肉衛生検査所、動物愛護センターなど

畜産業の振興や家畜衛生の向上及び家畜伝染病の予防、食
の安全・安心の確保や衛生的な生活環境の確保、動物の愛
護など。

▼神奈川県を志望した理由

大学入学当初は臨床獣医師として働くことを希望していました
が、何のために働くのかということを考える中で公務員獣医師
を志すようになりました。生まれ育った神奈川県の行政に携わ
ることができる点や、業務内容が幅広く多くのことにチャレンジ
できる環境に魅力を感じ、神奈川県への入庁を志望しました。

▼公務員獣医師の魅力

公務員獣医師の業務は多岐にわたり、公衆衛生分野では食品衛
生、環境衛生、動物愛護、畜産分野では家畜衛生と幅広く活躍し
ています。
公衆衛生分野を担う生活衛生課では、県民の皆さんが衛生的に
安心して生活するための業務を行っています。その中で、私は
主に県民の皆さんに「食品衛生」について分かりやすく普及、啓
発をする業務に携わっています。
公務員獣医師の業務は、県民の皆さんの健康に直結するため責
任も大きいですが、獣医師の幅広い知識や技術を生かすことが
できる、大変魅力ある仕事だと感じています。

生活衛生課
岡部 正太  技師

公務員獣医師の業務は幅広く、どれも県民の皆さんの生活
に深く関わる仕事です。獣医師としての知識や技術を生か
し、一緒に働いてみませんか。

▼神奈川県職員を目指す方へ
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神奈川県の組織
■知事部局

知　事 副知事 政策局 県の総合計画、ヘルスケア・ニューフロンティアの総合的企画、調整及び推進、
国家戦略特区の推進、SDGsの推進、広聴及び広報、県民協働、市町村・他県等との
連絡調整、基地対策などに関する仕事。

水道施設の整備・ 維持管理、水質検査、上下水道料金の収納事務、
ダム・発電所施設の維持管理、水運用などに関する仕事。

教育行政の総合調整、教育施設の維持管理、教職員の人事、福利厚生などの仕事や、
公立学校の児童生徒への教育、生涯学習、文化財に関する仕事。

県立の高等学校、中等教育学校、特別支援学校や図書館、博物館などの
社会教育施設などでの事業の実施や施設の運営などに関する仕事。

災害対策、危機管理の総合調整、消防、高圧ガス等の保安、安全・安心なまちづくり、
消費生活などに関する仕事。

スポーツ振興、東京2020オリンピック・パラリンピックなどに関する仕事。

環境の保全、農林水産業の振興などに関する仕事。

社会福祉、社会保障、人権男女共同参画、次世代育成、私学などに関する仕事。

保健医療、生活衛生などに関する仕事。

産業、中小企業の振興、労働などに関する仕事。

都市計画、道路・河川その他土木、住宅、建築などに関する仕事。

会計事務の指導・検査、資金の管理、決算の調製、物品の調達などに関する仕事。

職員の採用、職員の給与の勧告、審査請求の審査などに関する仕事。

県の財務事務の執行や経営に係る事業の管理の監査などに関する仕事。

労働争議の調整、不当労働行為の審査や、労働組合の資格審査などに関する仕事。

国及び県の選挙の管理執行などに関する仕事。

土地収用に関する事務処理などに関する仕事。

神奈川地先海面の漁業調整などに関する仕事。

内水面（河川・湖沼）漁場の管理などに関する仕事。

犯罪から県民を守ることや交通事故の抑止、大規模災害対策などに関する仕事。

※組織図は、令和2年４月１日予定のものです。 詳細は、県ホームページをご覧ください。

本会議や委員会の運営等の議会活動に関する補佐など、県議会に関する仕事。

県の組織や人事、予算、県税の賦課徴収、情報化、県有財産の利活用などに関する仕事。

国際交流や国際協力、文化芸術の振興、観光の振興などに関する仕事。

総務局

くらし安全防災局

国際文化観光局

スポーツ局

環境農政局

健康医療局

産業労働局

県土整備局

地域県政総合センター

会計局会計管理者

福祉子どもみらい局

■企　業　庁

■議　　　会

■教育委員会

■人事委員会

■監 査 委 員

■労働委員会

■選挙管理委員会

■収用委員会

■神奈川海区漁業調整委員会

■内水面漁場管理委員会

■公安委員会

公営企業管理者企業庁長

教育委員会教育長

企業局

議会局

教育局

教育機関

人事委員会事務局

監査事務局

労働委員会事務局

収用委員会事務局

警察本部

神奈川海区漁業調整委員会事務局

内水面漁場管理委員会事務局

農政技術（農業）
主な配属先 ： 
農政課、農業振興課、農業技術センター、かながわ
農業アカデミー、地域県政総合センターなど
都市農業を持続的に発展させるための施策の企画・立
案、地域の特性を生かした高品質な農産物（耕種作物）
を生産する産地の育成、新規就農の支援、県内の農産
物（耕種作物）のＰＲを通じた地産地消の推進など。

都市型農業を持続的に発展さ
せるために、研究や普及といっ
た様々な仕事に従事すること
ができます。神奈川県の農業
を一緒に応援しましょう！

農業技術センター
丹羽 香織  技師

農政技術（森林）
主な配属先 ： 
水源環境保全課、森林再生課、自然環境保全
センター、地域県政総合センターなど
森林整備、治山事業、林道整備、林業技術の普
及、林業労働力の育成・確保、野生鳥獣の保護管
理、県産木材の利用促進など。

神奈川県の森林を守り、次
世代につないでいくための
様々な分野の仕事ができま
す。ぜひ神奈川県で一緒に
働きましょう！

県西地域県政総合センター
土屋 誠  技師

建設技術（建築）
主な配属先 ： 
都市計画課、住宅計画課、建築指導課、建築安全課、
営繕計画課、土木事務所、住宅営繕事務所など
都市計画に関する調査検討、住宅政策の企画・調整、
建築確認申請・開発許可の指導及び審査、建築違反
の取締り、学校・県営住宅等の県有施設の整備、修繕
及び長寿命化の企画・計画、設計・積算など。

建築に関わる許認可やまち
づくり、営繕など多岐にわた
る分野で活躍できるやりが
いのある仕事です。入庁お待
ちしています！

平塚土木事務所
岡田 彩見  技師

環境技術（旧試験区分名：化学）
主な配属先 ： 工業保安課、環境計画課、大気水質課、資源循環推
進課、水源環境保全課、下水道課、環境科学センター、地域県政総
合センター、温泉地学研究所、浄水場、水道水質センターなど
法令等に基づく工場・事業場等の許認可指導、廃
棄物の適正処理に関する指導、高圧ガス等によ
る災害防止に向けた保安指導、環境汚染の実態
解明等の調査・研究など。

公害や廃棄物行政はもちろ
ん、今ホットな気候変動問題
にも携わります。専門能力を
生かしつつ、幅広い分野で
活躍できます！

環境計画課
河野 郷史  主任技師

機械
主な配属先 ： 
庁舎管理課、営繕計画課、流域下水道整備事務所、
住宅営繕事務所、浄水場、ダム管理事務所など
県有施設や流域下水道事業における機械設備工
事の設計・積算、浄水場及びダム施設の設備管
理や工事監督、保安点検を通じた県民のライフ
ラインを支える仕事など。

携わる業務はスケールが大きく、
設備が完成した際の達成感はか
なりのものです。神奈川県のイン
フラを支える一端を担うことがで
き、とてもやりがいがあります。

流域下水道整備事務所
藤原 琢也  技師

公立小中学校等事務
主な配属先 ： 
県内（横浜市、川崎市及び相模原市を除く）の市町村立
小・中学校など  ※市町村職員としての採用となります
教職員の給与支払事務、教材などの購入や教
育施設の維持などの学校運営を支える仕事。

学校事務は幅広い役割があり、中
でも財務の仕事は子どもたちの教
育環境を豊かにする重要な業務で
す。先生たちの声を形にできること
が事務職員の大きな魅力です。

平塚市立神田小学校
新井 沙織  事務主事

司書Ａ
主な配属先 ： 
県立図書館、県立川崎図書館、県立学校など
県立の図書館、県立学校の図書館における資料の選定・収集・整
理、図書館資料の貸出しやレファレンスサービス、利用しやすい
レイアウトの作成など、図書館の整備・運営。学校司書は、生徒へ
の図書館活用方法の助言、図書の紹介による読書活動の推進な
ど、生徒が自ら調べ、自ら考える力を育むという役割も担う。

先生方や生徒たちなど、利
用者との距離が近いので、
自分の仕事の成果がはっき
りと分かります。やりがいの
ある仕事です！

横浜平沼高等学校
丸山 慶子  学校司書

管理栄養士
主な配属先 ： 
児童福祉施設、障害者支援施設、健康増進課、
保健福祉事務所など
特定給食施設等の指導や栄養表示の適正化指導等の食環境の整
備、地域の中核機関としての国民（県民）健康・栄養調査や、地域の
実態把握・分析、健康情報の収集や提供、市町村や関係機関と連携
し地域の特性に応じた栄養改善活動、福祉施設の栄養管理など。

管理栄養士として、食事や栄
養の視点から、県民の皆さん
を笑顔にする仕事を一緒に
やってみませんか。

厚木保健福祉事務所
中塚 さおり  主任技師

栄養士
主な配属先 ： 
県内（横浜市、川崎市及び相模原市を除く）の市町村
立小・中学校など、共同調理場、県立特別支援学校
※配属先が市町村立学校及び共同調理場の場合は
市町村の職員となります
給食の献立作成及び調理に関する指導・助言、子ど
もたちの健康管理の栄養面からのサポートなど。

子どもたちのため、調理員さ
んと力をあわせて給食をつ
くっています。「おいしかっ
た」の笑顔がたくさん見られ
る素敵な仕事です！

座間市立相模が丘小学校
室岡 佳奈 学校栄養技師
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※配属先名称は令和元年度のものです。
※主な配属先はこれまでに各職種職員が配属された所属を記載しています。令和２年度職員募集に係る配属先については、受験案内をご確認ください。
※その他の職種紹介は職員採用ホームページをご覧ください。各職種について詳しく紹介しています。



先輩職員からのメッセージ個性輝く取組

生徒さんたちが安全で快適に学べるように
県立高校や特別支援学校の校舎など教育財産に係る建築工事などを行っています。
耐震・老朽化対策や新校舎の建設・建替えを通して、安全で快適な学校づくりを目指しています。

▼利用者のことを考えた設計・工事監理
現在、私は主に県立高校や特別支援学校の校舎新築工事や耐震補強・老朽化
対策工事の設計・工事監理などを行っています。
完成した校舎が安全で快適に使用してもらえるよう、生徒の皆さんがどのよう
に利用するのかなどを施設管理者から聞き取ったり、施設が実際に利用され
る姿をイメージしながら業務を進めています。

▼担当者としてのやりがい
工事を進めていく中では、予期せぬ事態が起こることもありますが、上司や同
僚、工事監理事務所や工事請負業者などの工事関係者と知恵を出し合いなが
ら、チームとしてより良い建築物の完成を目指して仕事をしています。

完成した建築物が実際に使用されている姿を見たり、工事の引渡しの際に生
徒の皆さんから感謝の言葉やお礼の色紙をいただいたりしたときは、非常に
感慨深いものがありました。

▼神奈川県職員を目指す方へ
神奈川県の建築職は、県有施設の整備から、都市計画に対する調査検討、建
築確認申請・開発許可の指導や審査といった行政的な業務まで、幅広く携わ
ることができます。業務内容が変わるたびに、新しいことを覚える必要があり、
大変な面もありますが、様々な職場での経験を通して見識を深め、成長してい
くことができる魅力的な職場です。
皆さんと一緒に仕事ができることを楽しみにしています。

▼入庁から今までの仕事
最初の所属では、河川の管理や工事の許認可を担当していました。河川の管
理では地元住民からの相談や要望を受けることもあり、公務員として、県民の
皆さんへの接し方を学ぶことができました。
次の広報課では、広報紙「県のたより」の編集業務を行いました。そこでは県
の取組を発信することの難しさを感じることも多かったのですが、入庁時に
持っていた「県庁の仕事をみんなに知ってもらいたい」という気持ちを思い出
すことができ、私にとっては今でも愛着のある職場です。
それから２年間、大阪府へ派遣され、現在は観光企画課で、県有観光施設の見
直し・維持管理や議会調整など、先輩、同僚たちとともに、神奈川の魅力を発
信する仕事をしています。

▼新しい環境への挑戦
大阪府への派遣は、庁内公募に自ら応募しました。甲子園好きということ
もあったので（笑）。大阪府ではがん対策を担当しました。最初は慣れな

いことも多かったのですが、外から神奈川県を見ることにより、改めて神
奈川県の良さや改善すべきところなどに気付くことができました。新しい
環境に飛び込んでみたことで、自分の視野が広がったと思います。

▼神奈川県職員を目指す方へ
神奈川県は全国の様々な社会課題が集約されている「日本の縮図」とし
て、他の多くの自治体のモデルケースとなる要素が数多くあります。です
から、これからの神奈川県には、これまで以上に前例にとらわれない創造
的な発想が必要だと思っています。
今、神奈川県職員を目指して頑張っている皆さんには、ぜひ神奈川県職
員として、そうした“攻める行政”に一緒に取り組んでもらいたいです。

▼入庁から今までの仕事
若手のときは、広報紙の作成やイベント企画など、広報業務を多く経験しまし
た。様々な業種の魅力的な方々にお会いしたり、新たなイベント企画を考えた
りするうちに、県職員として大きく成長することができました。毎日が刺激的
だったせいか、多少のトラブルが起きても驚かないようになりましたね。
中堅時には、待機児童対策をはじめとした「子ども・子育て支援新制度」の導入
に携わりました。限られた期間の中で業務量も多く大変でしたが、乗り越えら
れたのは、上司や同僚、部下のおかげだと思っています。「仕事は『人』が大切」
ということを身を持って実感しました。今の職場でも周りの人に仕事の面で
も、精神面でも支えられているなと日々感じています。

▼仕事とプライベートの両立
「子育て」では、子どもとのコミュニケーションを大切にするよう心掛けて
きました。学校の行事などは年休を取得して必ず参加し、子育てを通じて
知り合った方たちとも交流を深めることができました。こうした両立を実

現できたのは家族や職場の支えも大きかったと思っています。
話は少しそれますが、私は料理が好きで、仕事が忙しくなるとストレス解
消で料理に夢中になります。時間がない中で何品も作るので、段取りが
大切です。これは仕事にも言えることで、こうやったら早く終わるなとか、
タイムマネジメントや業務改善を意識しながら、できるかぎり早く家に帰
れるよう取り組んできました。

▼神奈川県職員を目指す方へ
県庁の仕事は、時代に応じてどんどん新しく発展していくため、様々な
ことにチャレンジでき、やる気と好奇心を満たしてくれます。また、「人
のつながり」を実感でき、「家庭」も「仕事」も大切にしながら、生き
生きと働き続けることができる職場だと感じています。
好奇心旺盛なあなた、そして、仕事も家庭もどちらも頑張って取り組ん
でみたいあなた。ぜひ神奈川県庁で一緒に働きませんか。

住宅営繕事務所
葉柴 万紀子 主査（H19年入庁・建築）

観光企画課
齊藤 信隆 主査

ある１日のスケジュール
（育児部分休業取得中）

  9:00　出勤、メール確認
10:00　工事設計書の作成
12:00　昼休み
13:00　工事現場における定例会議
14:00　工事請負業者との打合せ
15:00　工事現場確認・立会い
16:15　退庁

ある１日のスケジュール
  8:30　出勤、メール確認
10:00　かながわ観光大賞打合せ
11:00　事務処理・書類作成
12:00　昼休み
13:00　議会資料作成
14:30　関係所属との調整に同行
16:30　報告書の作成
17:15　退庁

ＳＤＧｓの推進に向けて
ＳＤＧｓの認知度を高め、「自分事」として取り組んでもらうために、「かながわプラごみゼロ宣言」などの具体的な取組のほかに、「かながわＳＤ
Ｇｓパートナー」制度など、企業や団体をはじめ、国や市町村、国際機関、大学、ＮＰＯなどとのパートナーシップ推進等に取り組んでいます。

何事にも飛び込んでみる

自分らしく生き生きと働き続ける

ＳＤＧｓ推進課
清水 潮音 主査（Ｈ19年入庁・行政）

ある１日のスケジュール

  8:30　出勤、メール確認
10:00　団体の方からの相談対応
11:00　書類作成
12:00　昼休み
13:00　国連機関との打合せのため出張
16:00　事業者との打合せ
16:30　事務処理・報告書作成
17:15　退庁

▼神奈川から日本の「ＳＤＧｓモデル」を世界に発信
ＳＤＧｓ推進課は、課で一丸となって、ＳＤＧｓの普及啓発などに取り組んでおり、
その中で、私は主に「パートナーシップ推進」に関する業務を担当しています。
具体的には、国や大学、国連機関、企業等、多様なステークホルダー（関係者）
と連携し、神奈川をフィールドにした活動の展開を図っているほか、大学や企
業等での講演、学生の取材、国内外からの視察対応なども行っています。
特に、2019年１月に開催した「ＳＤＧｓ全国フォーラム2019」は、企画段
階から開催当日まで、関係者との調整や来賓対応など、苦労したことも
多々ありましたが、「ＳＤＧｓ日本モデル」宣言の発表という成果を残すこ
とができました。自分の仕事が世の中のために貢献していることに、非常
にやりがいを感じています。

今後は、国連機関と連携した国際的イベントの開催などを通して、ＳＤＧｓの更
なる取組を日本全国、そして世界へ発信していきたいと思っています。

▼神奈川県職員を目指す方へ
県行政の仕事は、国や市町村、民間企業等と比べても非常に多岐にわたっ
ており、広域自治体として様々な業務に携わることができます。
私自身、これまで人事や経理といった管理業務から、市町村調整や地域振
興、他団体への派遣、企業や団体との交渉など様々な仕事を経験し、職員と
して、人として成長できる多くのチャンスを得られていると感じています。
神奈川県を通して、日本全国、さらには世界の課題解決に一緒に取り組ん
でいきましょう！

H20　横浜治水事務所
H24　広報課
H27　派遣（大阪府）
H29　現所属

S62　統計課
H2　 自然保護課
H5　 児童福祉課
※H6 結婚
※H8 長女出産
H10　津久井地区県政総合センター
H13　出納課
H18　企業庁総務課
H22　次世代育成課
H28　がん・疾病対策課（副課長）
H30　健康医療局総務室（経理担当課長）
R1　  現所属

がん・疾病対策課
小泉 遵子  
精神保健医療担当課長

ある１日のスケジュール
  8:30　出勤、メール確認
10:00　依存症対策打合せ
11:00　自殺対策打合せ
12:00　昼休み
13:00　書類作成
14:00　議会関連打合せ
15:00　関係団体調整のため出張
16:00　精神科救急打合せ
16:30　書類作成
17:15　退庁
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人事制度

ワーク・ライフ・バランス 研修制度
採用から10年目までに、集中的に能力向上を図る機会を設けています。
職員キャリア開発支援センターで実施する集合研修や各部局が実施す
る専門研修、職場内研修（いわゆるＯＪＴ）など様々な機会を提供し、受講
機会を確保することで、職務遂行に必要な知識・能力・技能の向上を図っ
ています。

▼新採用職員研修
神奈川県職員として必要な知識・技術・技能を学ぶとともに、人脈を広げ
たり同期職員との情報交換など、重要な交流の場としても大いに活用さ
れている。前期集合研修（４月）、後期集合研修（１月頃）等に分けて実施。

▼キャリア研修
採用５年目（初期キャリア研修）や採用10年目（中期キャリア研修）など、
節目での研修。

▼パワーアップ研修
自分の強みを伸ばし、弱みを克服するために、法制執務などの共通実務
研修や思考力、情報活用力、コミュニケーション力、プレゼンテーション
力などの基本能力を伸ばす。

▼政策形成研修
座学や演習を通じた政策形成能力向上のための研修。

▼派遣研修
自治大学校、民間企業及びＮＰＯ法人などで、県行政の課題の研究や、
県庁以外の組織の取組を体験的に学ぶ。

勤務条件
▼勤務時間
月曜日～金曜日　8:30～17:15（休憩時間12：00～13：00）
１週間当たりの勤務時間は、38時間45分です。
※これは、一般的な例で、所属や職務によっては変則勤務の場合があります。

▼休暇
１年につき20日（４月１日採用の場合は15日）の年次休暇のほか、療養
休暇、慶弔休暇、夏季休暇、介護休暇など。全職種を対象に、子育てに関
する各種支援制度が整備されています。

職員提案制度
▼知事に直接プレゼン！
一次審査（書類審査）で選定された提案は、提案者自ら知事に直接
プレゼンテーションすることができます。

▼知事表彰
二次審査（プレゼンテーション審査）で採択され、その後施策化された
提案を行った職員は、知事から表彰されます。

民間企業の考え方や組織のあり方などを間近で学び、外から県庁を俯瞰的
に見る目を養いたいと考え、派遣研修を希望しました。
派遣先の営業担当部署では、プロジェクトに限定して融資を行う「プロジェク
トファイナンス」や、複数の金融機関が一つの契約に基づき融資する「シンジ
ケートローン」などといった高度な金融商品を扱い、融資に係るリスク分析や
キャッシュフローの検証、他金融機関との折衝などを担当しました。
最も刺激的であったのは、金融のスペシャリストとして数年先を見据えなが
ら業務に当たる行員の方々の姿勢でした。新しい融資スキームの構築や新商
品の開発など、刻々と変化する外部環境に対応するためには、柔軟なアイデ
アと周囲を巻き込む実行力が必要であることを学びました。
派遣研修での学びを生かし、現在従事している高齢福祉の分野におい
ても、常に課題認識を持って今後のあるべき姿を模索しながら業務に
当たるよう心掛けています。

～ 全ての職員が「プロフェッショナル」に ～

専門性に配慮
した位置付け

【専門能力の認定】

専門人材

プロフェッショナルとしての今後の進路の選択

管理職

さらに県庁内外に通じる
高い専門性を身に付ける

全ての職員が「プロフェッ
ショナル」として、様々な職
場で活躍

マネジメント能力を
身に付ける

政策エキスパート

職 務 分 野 を 決 定
（プロフェッショナルの第一歩）

様々な職務を経験

（主に一般事務）

・各分野の人材育成計画に従って、他分野の仕事も経験しながら専門性を向上
・どの職務分野も、課題発見・解決力など、政策形成に係る能力の習得を図る
・職務分野変更の機会も設ける

・異なる分野の職務を経験
・職員は、県庁全体の仕事の把握にも努める
・職務分野選択を支援するための研修実施や

  相談体制の整備を行う

主事・技師

主任主事 ・ 主任技師

主査

副主幹 ・ 副技幹

グループリーダー

課長

部長

局長

▼キャリア選択型人事制度
職員の主体性を重視し、意欲を持って、積極的
にキャリア開発に取り組むことができるよう、職
員が専門とする職務分野を選択するキャリア選
択型人事制度を導入しています。　　　　
一人ひとりの職員が専門性と使命感を持つ「プ
ロフェッショナル」として、能力や適性に応じて自
らキャリアプランを立て、それに基づき中長期
的な視点から、主体性を持ってキャリア開発（能
力開発や職務経験）に取り組みます。

▼キャリアステップ
　 （概ね以下のようになります。）

株式会社横浜銀行
（Ｈ30.4～Ｈ31.3）

高齢福祉課
篠原 祐太郎 主事
（Ｈ24年入庁）
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技術職等については、
局主体で実施する専
門研修や、柔軟な人事
配置等により人材育成
を図る

▼働き方改革の取組
職員のワーク・ライフ・バランスを実現し、職員一人ひとりが生き生きと高いモチベーションを持って働くことができるよう、全庁を挙げて、長時間労働の是正等に取
り組むほか、テレワークの推進、全職員へのモバイルパソコンの配備、オフィス環境の改善など、多様で柔軟な働き方を推進しています。

▼子育て関連制度
職員が安心して子育てができるように、様々な休暇制度を設けるとともに、人事異動に当たり配慮しています。

４人目の子が生まれたとき、早期に仕事復帰したいという妻の意向もあり、入れ替わりで育児休業を取得す
ることにしました。とはいえ、４人目にして初めての育児休業のため、休業前は、長時間乳児を一人で世話す
ることや長期間仕事から離れることに対して不安が大きかったです。
いざ育児休業に入ってみると、そんなことを考える余裕もないくらい、ミルク・おむつ交換・睡眠・散歩（遊
び）のサイクルに忙殺されましたが、初めてのおすわりや、つたい歩き、ひとり立ちなどの瞬間に立ち会えた
ことは、貴重な思い出になりました。
また、上の子どもと放課後に遊んだり、小学校の友達等と過ごす様子を見られたり、仕事中では経験できな
いことが経験でき、とても充実した時間が過ごせました。
今回、夫婦で約半年ずつ育児休業を取ったことで、お互いの仕事・育児についてより理解が深まるとともに、
仕事復帰に当たっては、職場の方々の理解・協力もあり、スムーズに復帰することができました。
県では、こうした共働き世帯であっても育児がしやすい制度や職場環境があるので、これからも子育てと仕
事を両立していきたいと思います。

育児休業取得職員の声 ： 子どもたちとの貴重な思い出
資源循環推進課 殿柿 智士 主査 （Ｈ18年入庁） H30.10～H31.4 育児休業取得

出産休暇

育児休暇
　
子の看護休暇

育児参加休暇

育児休業・部分休業

特別休暇

出産予定日前８週間目（多胎妊娠の場合は前14週目）に当たる日から出産の日後８週間目に当たる日までの期間内において、必要な日数の休暇を取得することができます。

生後１歳６月に達しない子を育てる職員が、１日２回それぞれ６０分の休暇を取得できます。

義務教育終了前の子を養育する職員が、その子の看護のために１年につき５日（小学校就学前の子の場合は６日、義務教育終了前の子が２人以上の場合は10日）の休暇を取得できます。

妻の出産予定日前８週間目（多胎妊娠の場合は前14週目）に当たる日から出産の日後８週間目に当たる日までの期間内において、５日の休暇を取得できます。

３歳に満たない子を養育する職員は、連続する一の期間において休業することができます。
また、小学校就学前の子を養育する職員について、１日２時間以内の範囲で認められる部分休業の制度もあります。

上記以外に、妊娠中の女性職員の通勤緩和や、妊産婦の健康診査、妻の出産に伴う休暇などがあります。

※また、子どもが小学校就学までの間、勤務時間を短縮する育児短時間勤務制度もあります。

Ⅰ種

免許資格職

Ⅲ種

経験者

大卒
（大学院修士課程修了）

福祉職（大卒）
司書Ａ（大卒）、管理栄養士（大卒）、保健師（大卒）
薬剤師（大卒）、獣医師（大卒）
栄養士（短大卒）

高校卒

大卒後職務経験５年

約209,000円
（約223,000円）

約216,000円
約209,000円
約230,000円
約192,000円

約171,000円

約261,000円

（※Ⅰ種、Ⅲ種には公立小中学校等事務のⅠ種、Ⅲ種も該当します。）
このほか、民間企業のボーナスに相当する期末・勤勉手当が支給されます。また、職員の家族状
況や勤務形態等により、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当などが支給されます。

職員一人ひとりの政策立案能力の向上と職員の斬新なアイデアによる先進的な政策の創造を図るための制度で、
職員が自由に課題を設定し、その解決策等を提案することができます。若手職員による積極的な提案が数多く見られます。

▼初任給（給料+地域手当）　　　　  （令和2年1月1日現在）
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神奈川県職員採用 Facebook　　
https://www.facebook.com/kanagawasaiyou
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