
（令和 2年 9月 1日現在） 16,972 人増 4,213,590 世帯9,216,009 人 4,592,141 人 4,623,868 人 https://www.pref.kanagawa.jp/tayori/

※国勢調査結果集計中のため、令和2年10月1日以降の人口と世帯数は現在公表していません

県職員を募集します！
ともいきバトン

いよいよワクチン接種開始！
感染防止対策を徹底しましょう！

いよいよワクチン接種開始！
ワクチン接種ニセ案内にご注意！
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【上記記事に関する問合せ】 県総合政策課 ☎045（210）3061      045（210）8819

※記事は 3月15日時点の内容であり、変更になる場合があります

うつらない、うつさない新習慣をこれからも心がけましょう。

新しい飲食の
カタチへ

『マスク飲食』の
徹底を

県は、飲食の場でも会話をする際には
マスクをする「マスク飲食」を
推奨しています。

「会話によって4人のまわりに飛散する飛沫」（スーパーコンピュータで可視化）　提供：理研・豊橋技科大・神戸大　協力：京工繊大・サントリー・凸版印刷

私たちと新型コロナウイルスとの闘いは1年を超
えました。当時、このような事態になるなんていった
い誰が想像していたでしょうか。しかも収束のメドは
未だにたっていません。
私たちはコロナと共に生きていく生活を、当面は続

けていかなければなりません。神奈川県は当初から
医療提供体制は全国のモデルとなるカタチで整備し
てきましたが、11月からの新規感染者の激増ぶりは、
想定をはるかに超えるもので、一時的に医療崩壊寸
前という非常に厳しい状況にまで追い込まれました。
その経験を踏まえ、県はさらなる創意工夫でより
充実した医療提供体制に進化させてきていますが、
やはり新規感染者を増やさないことが何よりも大事

です。それには県民の皆さんお一人お一人の行動
にお願いするしかありません。
改めて飛沫が飛びやすい飲食の場における感染
防止を徹底することを呼び掛けたいと思います。昼
夜を問わず、「マスク飲食」「黙食」「個食」を実践し
てください。「ランチの時もマスク飲食」です。初めは
抵抗感があるかもしれませんが、慣れるとむしろ安
心感が生まれ、楽しい飲食になります。お店の皆さ
んもぜひ推奨してください。皆さんと心を一つにして
乗り越えていきましょう。

いま



2 かながわ県のたより 令和 3（2021）年 4月号 No.793 は「県のたより」ホームページhttps://www.pref.kanagawa.jp/tayori/からご覧ください。

感染防止対策を徹底しましょう！

事業者の皆さんへ県民の皆さんへ

詳しくはこちら

飛沫感染を防ぐために、アクリル板
の設置などにご協力をお願いしま
す。県は、県内飲食店に対し、アクリ
ル板、サーキュレーター、加湿器、
CO2濃度測定器を、緊急的に無償
で貸し出しています。
※6週間後に買い取りが可能です

なぜアルコール消毒が有効なの？
新型コロナウイルスは粒子の一番外側に「エンベロープ」と
いう脂質からできた二重の膜を持っています。手指消毒用
アルコールでその脂肪の膜を壊すと、感染力を失わせるこ
とができるため、アルコール消毒が有効とされています。

コロナに負けない！豆知識

いよいよ接種開始！

【上記記事に関する問合せ】 県新型コロナウイルス感染症専用ダイヤル ☎（0570）056774
※一部の IP 電話など上記電話番号につながらない場合は☎045（285）0536 【上記記事に関する問合せ】県産業労働局総務室       ☎045（210）5520      045（210）8867

新型コロナワクチンについての  よくある質問にお答えします。
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新型コロナウイルス
ワクチン

ひらさわ あきら

独立行政法人

労働者健康安全機構

横浜労災病院 副院長

平澤晃氏

q 1
接種後の副反応には
どんな症状があるの？

約8割の人に、接種した場所の痛み

がありますが、そのほかにはだるさ、

腫れ、発熱、筋肉痛・関節痛・頭痛、

発赤の症状が出ることがあります。

q 3
ワクチン接種をスムーズに

受けるポイントはなんですか？

予診票がお手元に届いている場合

は、接種会場に出掛ける前に正しく

記入して行くようにしましょう。また、

かかりつけの医師がいる方は、必

ず事前に接種に問題はないか、確

認しておいてください。

q 7
どんな服装で行けばいいの？

接種時は上腕を出しやすい服装で

出掛けてください。

今回は筋肉注射です。肩に近いとこ

ろに接種しますので、腕の部分が緩

やかな服装にしましょう。

q 2
やっぱり副反応が不安。

本当に大丈夫？

迅速に適切な対応をとれば、命に

関わる事例は報告されていません。

どの副反応も多くは数日でよくなっ
ており、発熱なども通常の解熱鎮痛
剤で対処できます。接種会場では、
万が一に備えた体制を整えています。



県庁への郵便物は〒231-8588 県○○課で届きます（所在地は省略できます） 3かながわ県のたより 令和 3（2021）年 4月号 No.793

※写真はイメージです

CO2濃度測定器

アクリル板

【問合せ】所管の県税事務所

【上記記事に関する問合せ】 県医療危機対策本部室 ☎045（285）0717      045（633）3770

検索県税便利帳

感染防止のため、県税の手続きは、郵送や電
子申告（申請）、電子納税を積極的にご利用く
ださい。

例えば、
● 納税証明書の交付請求
　 → 郵送
● 法人県民税・事業税の申告
　 → 郵送・電子申告
● 自動車税種別割の納税
　 → 電子納税
により手続きができます。
詳しくは県      をご覧ください。

行政機関等が「高齢者を対象に優先的にワクチン
の接種やPCR検査ができる」などと金銭を要求す
ることはありません！

ワクチン接種などの
ニセの案内にご注意！

ワクチンに関する
一般的なお問い合わせはこちら

県税の手続きは
郵送や電子申告等で

消費者ホットライン
局番なし 1 88

いよいよ接種開始！

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター

☎（0120）761770
【上記記事に関する問合せ】県産業労働局総務室       ☎045（210）5520      045（210）8867 受付時間 9時～21時（土日・祝日も実施）

身近な消費生活相談窓口につながります！

新型コロナワクチンについての  よくある質問にお答えします。

※3月15日時点の情報を基に作成しています

県健康医療局

医療機関調整

担当部長　兼

ワクチン接種

担当部長

足立原崇
あだちはら たかし

q4
ワクチンには

どんな効果があるの？

発症を予防できるほか、感染しても
症状が軽くなる効果が見込まれます。
コロナワクチンは90%以上の発症
予防効果があるといわれています
（インフルエンザでは60%程度）。

q 5
何歳から受けられるの？

お金はかかる？

現在接種が進んでいるワクチンは、
16歳以上の方が接種を受けられま
す。妊娠中の方、新型コロナウイル
スに感染したことがある方も受ける
ことができます。費用はかかりません。

q 9
接種までの流れは？

市町村から「接種券」などが届く
↓

接種を受けられる会場、日時を予約
↓

 「接種券」と「本人確認書類」を
持って会場へ
※お住まいの市町村により流れが異なる場合があります。
　詳しくは市町村のホームページなどをご覧ください。
※医療従事者等の方は流れが一部異なります。
　詳しくは県　  をご覧ください。

q 8
どこで接種できるの？

市町村が設ける集団接種会場、
医療機関、高齢者施設などで受け
ることができます。詳しくは市町村
のホームページなどをご覧ください。
※医療従事者等の接種場所については県　  を
　ご覧ください

q6
いつ受けられるの？

医療従事者等、高齢者、基礎疾患を
有する方等の順に接種が行われます。

医療従事者
約30万人

高齢者

その他の方
接種時期未定※

4月中旬～

3月上旬～

クーポン
配布

3月 4月 5月

65歳以上約230万人

16歳以上、基礎疾患の
ある方を優先

※接種時期は県　  などで改めてお知らせします
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4「桜のトンネル」 
（写真：秦野市･佐藤 久美子さん）

桜のトンネルをくぐるように、御殿場線車両が山北駅ホームに
入っていきます。（平成31年４月撮影）

■場所：山北町

私の好きな神奈川

【上記記事に関する問合せ】 県共生推進本部室 ☎045（210）4961      045（210）8854
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ソフトバンク株式会社は、県と協力し、子どもたちに「ともに生きる社会かながわ憲章」の理念を普
及するため、ソフトバンクロボティクス株式会社の人型ロボット「Pepper※1」を活用した「思いやり
の心と親切」を学ぶ教材を制作しています。試行の授業では、子どもたちがPepperの立場にたっ
て思いやりをもった行動を考えたり、街中で困っている人がいたら声をかけるかなどをクラスの仲間
と一緒に話し合ったりしました。ときには大人もびっくりする発想で「ともに生きる社会」を考える子
どもたちの姿は、とても頼もしく感じられました。ソフトバンク株式会社は、これからもIoT※2やロボッ
トなど最新テクノロジーを活用することで、さまざまな社会課題の解決に取り組んでいきます。
※1 Pepperは、ソフトバンクロボティクスの商標および登録商標です

※2 IoTは、さまざまなモノがインターネットに接続することを指しています
ソフトバンク株式会社CSR本部の坂倉幹男さん

一  私たちは、あたたかい心をもって、すべての人のいのちを大切にします

一  私たちは、誰もがその人らしく暮らすことのできる地域社会を実現します

一  私たちは、障がい者の社会への参加を妨げるあらゆる壁、いかなる偏見や差別も排除します

一  私たちは、この憲章の実現に向けて、県民総ぐるみで取り組みます

平成 28年 10月 14日　神奈川県ともに生きる社会 かながわ憲章

＼今月は、ソフトバンク株式会社CSR本部の坂倉幹男さんに伺いました／
さかくら みきお

平成28年7月26日、障害者支援施設である
県立「津久井やまゆり園」において、大変痛ま
しい事件が発生しました。このような事件が
二度と繰り返されないよう、県と県議会は、こ
の悲しみを力に、断固とした決意をもって、
ともに生きる社会の実現をめざし、「ともに
生きる社会かながわ憲章」を定めました。

検索かながわ憲章

Pepperと考える「思いやりの心と親切」

【上記記事に関する問合せ】 県人事委員会事務局総務課 ☎045（651）3245 　　045（651）3239／警察官については 県警察採用センター ☎（0120）034145 　　（0120）034145

ペッパー

神奈川県税事務所

大庭寛貴 主事

（入庁4年目）

行政

おおば ひろき

横須賀土木事務所

横山聡之 主査

（入庁13年目）

総合土木

よこやま さとし

県
職
員
を
募
集
し
ま
す
！    

さらに受験しやすい試験になります

1

職員採用      はこちら 警察採用情報      はこちら

申込方法や受験資格、採用予定者数など、試験

の詳細を記載した受験案内を4月16日から職

員採用　 に掲載します（警察官の受験案内は、

警察採用情報　  に掲載中）。

このコラムでは、「ともに生きる
社会かながわ憲章」の理念に
共感していただいている方々の
メッセージをご紹介しています。

法人事業税を
＼ 調査しています！ ／

幹線道路の整備に
＼ 携わっています！ ／

技術系と免許資格職採用試験の第1次試験は、
専門試験のみとなります

＼ポイント／

2 Ⅲ種試験の技術系区分の最終合格発表を早めます
＼ポイント／

3 新たに電気、獣医師の受験チャンスが2回に増えます
＼ポイント／

税の公平性を守る

専門性の高い業務ですが、先輩たちと協力

し合いながら業務を遂行する中で、必要な

知識や方法を学ぶことができ、自分の成長

を実感しています。

 カタチに残す

工事発注や監督業務だけでなく、事業全体

のマネジメントを行う必要があり、苦労も

多いですが、完成した道路が供用を開始し

たときの感動はひとしおです。

平塚児童相談所

小笠原知子 主査

（入庁16年目）

福祉職

おがさわら ともこ

児童心理司として
＼ 子どもの話に耳を傾けています！ ／

子どもたちの成長を見守る

さまざまな事情を抱えた子どもの背景や気

持ちを思うと、思い悩んだりすることもあり

ますが、子どもたちの成長を見られることが

この仕事の一番の魅力だと思っています。




