
令和 3（2021）年

月号｜No.80011

（令和3年9月1日現在） 26,715 人増 4,263,083 世帯9,242,724 人 4,584,940 人 4,657,784 人 https://www.pref.kanagawa.jp/tayori/

【上記記事に関する問合せ】 県地域福祉課 ☎045（210）4755      045（210）8874 ／かながわ感動介護大賞については県高齢福祉課 ☎045（210）4835      045（210）8874

介護の仕事をしてみたい方へ　
キャリア支援専門員によるサポートのもと、
福祉の求職に関する相談を受け付けて
います。各種セミナーや現場見学・職業
体験なども行っています。

●かながわ福祉人材センター
☎045（312）4816

介護の仕事は
深くて、楽しい
世界です。

介護の現場に入職した当時は不安でいっぱいでしたが、もう少しきちんと仕事
に向き合おうと思ったときから仕事が楽しくなりました。そのきっかけを作って
くれた先輩にも支えられ、働きながら勉強し、介護福祉士の国家資格も取得し
ました。今は、先輩に教わったことを後輩に伝えています。自分が学び、成長
すれば、利用者さんの笑顔につながる。だから、資格をとっても、どれだけ勉
強しても、まだまだ学ぶことがある。介護の仕事は深くて、楽しい世界です。

～学びがよろこびに、働きながら国家資格を取得～

県は、いわゆる団塊の世代が75歳以上となる
2025年に向けて、必要な方が安心して
介護等のサービスを受けられるよう、
「多様な人材の確保」「資質の向上」
「労働環境等の改善」の３つを柱として、
介護人材の確保に取り組んでいます。

写真左から特別養護老人ホーム縁ＪＯＹ（相模原市）で働く山口さん、高野さん、松本さん

新型コロナウイルスワクチン
集団接種会場でも
介護福祉士が活躍しました。

秦野市と鎌倉市では介護福祉士が
配置され、移動や聞こえ等に難しさ
がある高齢者をサポート。介護福祉
士は人々の生活上の安心と幸せを
そっと支える福祉の専門職です。皆さ
んの身近な場所でも活躍しています！

問合せ：（公社）県介護福祉士会
☎045（319）6687

いよいよカウントダウン始まる。
来年秋にかながわで開催。 介護福祉士 山口信介さんからのメッセージ

やまぐち しんすけ

福祉・介護ポータルサイトでも、
インタビュー記事などさまざまな
情報を紹介しています。

かながわ感動介護大賞の
感動介護エピソードはこちらから

コロナとの長い闘いの中で、感染防止対策に留意
しながら、懸命に働いていただいている介護従事者
の皆さまには、心から感謝いたします。

介護は高齢者の生活を支え、自立を支援する素晴
らしい仕事です。しかし、神奈川県では、2025 年には、
介護人材が約1万6千人不足すると見込まれています。

介護の仕事は3K職場と言われ、そのたいへんさが
強調され過ぎているのではないでしょうか。そこで、
利用者の皆さんの受けた介護の素晴らしさが綴られ
た作文を募集し、優秀作品を表彰する「かながわ感
動介護大賞」を県は毎年、実施してきました。

表彰式で、利用者の皆さんから「ありがとう」の
思いを伝えられ、表彰される介護従事者の感極まっ
たお顔を拝見するのは、とても感動的です。私たち
はこのように介護の現場に光を当て続けることで、
介護という仕事の大切さ、素晴らしさを広く伝えて
いきたいと思います。そして、県民の皆さまが長生き
してよかったと思える神奈川を目指してまいります。

つづ

※撮影のためマスクを外しています



2 かながわ県のたより 令和 3（2021）年 11 月号 No.800 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。

染リスクの高い行動や場面は避け、引き続き、M・A・S・K の基本的な感染防止対
策を継続してください。外食する際はマスク飲食実施店「認証店」をご利用いただき、

食事中も会話する時は必ずマスクの着用をお願いします。

感
感染しない、させない！

【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 電話など左記番号につながらない場合は ☎045（285）0536

新型コロナウイルス感染症対策 3,224億4,584万円

127億3,889万円事業者支援
▶ 売上が減少した中小事業者への県の追加支援
▶ 中小事業者等が行う感染症対策等への支援
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新型コロナウイルス感染症対策以外 1億2,752万円
▶ 豚熱の予防対策を拡充するための体制整備　　など

1,502億1,178万円感染症拡大防止協力金
▶ 飲食店および百貨店等の大規模集客施設等への協力金の支給
3

4億1,200万円その他
▶ マスク飲食実施店認証制度の審査体制の強化
5

1億5,347万円生活支援
▶ 生活にお困りの方を支援するための相談体制の強化
4

1,589億2,969万円医療提供体制の維持
▶ 病床確保、宿泊療養施設の運営
▶ 抗原検査キットの園児・児童等への配布　など
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【上記記事に関する問合せ】 県財政課 ☎045（210）2266      045（210）8805

検索神奈川県　補正予算詳しくは、

新型コロナウイルス感染症に対応した補正予算が議決されました

※第2回定例会議決後（7月補正予算その2）から、10月補正予算までの補正額の合計

県民の皆さんのいのちと暮らしを守るため、県は県議会と一体となって新型コロナウイルス感染症対策に取り組んでいます。

※表示単位未満切り捨てのため、合計に符合しません

適切なマスクの着用M
アルコール等で消毒A

S
距離と換気、加湿K

「季節性インフルエンザ」にも注意しましょう。
秋から冬にかけて、季節性インフルエンザの流行が懸念されます。
高齢の方など、重症化するリスクの高い方は、インフルエンザの予
防接種を受けましょう。

＼ご注意ください／
新型コロナウイルスワクチンを２回接種した後にその他のワク
チンを接種する場合は、原則として間隔を13日以上空けて接
種してください。（インフルエンザワクチンを先に接種する場合、
新型コロナウイルスワクチンの接種までに13日以上空ける必
要があります。）

薬機法※の承認を受けた
医療用抗原検査キットを
薬局で購入できるように
なりました。
発熱や咳、喉の痛み等の症状があり、検
査キットを使用し、陽性となった場合、右
の相談窓口にご相談の上、医療機関を
受診してください。（個別の医療機関へ
の直接のご相談はご遠慮ください。）陰
性で症状が続く場合は、かかりつけ医な
ど最寄りの医療機関にご相談ください。
※医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の
　確保等に関する法律

お住まいの地域 電話番号 受付時間

横浜市 ☎045（550）5530 24時間（毎日）

川崎市 ☎044（200）0730 24時間（毎日）

相模原市 ☎042（769）9237 24時間（毎日）

横須賀市 ☎046（822）4308 8:30～20:00（平日）
  9:00～17:00（土日・祝日）

藤沢市 ☎0466（50）8200 9:00～21:00（毎日）

茅ケ崎市 ☎0467（55）5395 9:00～19:00（平日）
寒川町  9:00～17:00（土祝日） 

  
上記以外の県内地域にお住まいの方
県新型コロナウイルス感染症専用ダイヤル
☎（0570）056774 （音声案内「1」）　24時間（毎日）

抗原検査キット配布事業に
ついて、詳しくはこちら

新型コロナウイルス
ワクチン

インフルエンザ
ワクチン13日あける

経口治療薬の
臨床試験（治験）が
行われています
現在、新型コロナウイルス感染症の経
口治療薬の開発が進められています。
県内の宿泊療養施設では、製薬会社が、
看護師を常時配置し、療養されている
軽症・無症状の方に対して同意を得
た上で、治験を行っています。経口治
療薬の実用化により、重症化等を防ぎ、
医療現場の負担軽減につながること
が期待されます。

治験での健康観察（デモンストレーション）
を視察する黒岩知事

新型コロナ
ウイルス

遮へいとショートタイム
しゃ
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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） かながわ県のたより 令和 3（2021）年 11 月号 No.800 3

どもの権利が守られ、体罰等のない社会を実現していくため、県は、虐待事案発
生後の対応だけでなく、虐待を未然に防ぐための取り組みを進めています。子

子どもの人権を守り
児童虐待を未然に防ごう。

【上記記事に関する問合せ】 県子ども家庭課 ☎045（210）4655      045（210）8868

子どもを健やかに育むために

◉「たたかない 怒鳴らない」と心に決めよう

◉イライラが爆発する前に、クールダウンしよう
　（深呼吸する、数を数える、窓を開けて風に当たるなど）

◉育児の負担を一人で抱え込まずに、ＳＯＳを出そう

職員の給与のあらまし
ラスパイレス指数の状況
ラスパイレス指数とは、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を100とした場合の地
方公務員一般行政職の給料水準を示す指数であり、民間の給与の高い地域ほど高くなる傾
向にあります。

職員の給与は、県内民間の給与との比較を踏まえた県人事委員会勧告
に基づき決定しています。

神奈川県 都道府県平均

H29
102.9
（2位）

H30
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H31
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101.9
（3位）
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100.2

H30
100.1

H31
99.8

 R2
100.0

各年4月1日現在
※（　）内は47都道府県中の順位

職員の給与・職員数の詳細は、県公報（12月発行予定）および県ホームページに掲載します。
県公報は、県政情報センター（県庁新庁舎2階）・各地域県政情報コーナーで閲覧できます。

職員の平均給料月額の状況 令和3年4月現在

▶ 平均給料月額 327,444円
▶ 平均年齢 43.1歳

●一般行政職 ： 行政職員から税務職、福祉職、企業職等を除いた職員区分
　職員数8,734人
●平均給与年額 ： 期末・勤勉手当等諸手当を含み、時間外勤務手当等は除く
●税金等年額 ： 所得税、住民税、共済組合掛金を配偶者および子ども2人の
　家族構成で試算

〈参考〉一般行政職の税引き後の平均給与年額

平均給与年額 税金等年額 税金等控除後

一般行政職

640万円  –  131万円  ＝  509万円

※基本給のみで手当を除く

いちはやく おなやみを

【上記記事に関する問合せ】 県人事課 ☎045（210）2180      045（210）8803

平成27年度

3,135件

令和2年度

6,231件

県中央児童相談所

主任主事 安島 大輝
あじま だいき

子育てをする中で少しでも困ったことがあったら、お住
まいの市町村の子育て相談窓口や保健センター、児童
相談所等へご相談ください。

児童虐待の現状
昨年度、県で受け付けた虐待件数は、
５年前と比べ約２倍に増加しています。

☎（0120）189 783 通話料無料

児童相談所相談専用ダイヤル

LINE相談を受け付けています。
かながわ子ども家庭110番相談LINE
月曜～土曜　9時～21時

24時間365日対応で、お住まいの地域の児童相談所につながります。
相談は匿名で行うことも可能です。相談者や相談内容に関する秘密は
守られます。

約２倍に増加

児童福祉法等が改正され、しつけで体罰をしてはならないとい
うことが定められました。子どもから大人まで、このことを認識し
ていただけるよう、子ども向けには紙芝居やカードを、保護者向
けには、子育ての悩みに少しでも応えたいとの想いからリーフ
レットなどを作成しました。体罰や虐待を未然に防
ぎ、子どもたちの明るい未来につながることを願っ
ています。ぜひご覧ください。

おも



「紅葉燃える鎌倉長谷寺」 
（写真：横浜市･中山 倫子さん）

私の好きな神奈川

編集／発行（毎月1日発行）
〒231-8588 横浜市中区日本大通１
神奈川県 政策局 知事室
☎045（210）1111（代表）
☎045（210）3662      045（210）8834

※記事は10月19日時点の内容であり、変更になる場合があります

応募はこちら

11月12日～25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。

ここ長谷寺では、紅葉の時期には池に映り込む紅葉のリフ
レクションを見ることができます。ライトアップで浮かび上が
る赤の世界は幻想的な美しさです。（令和2年12月撮影）

■場所：長谷寺（鎌倉市）

んりんピック」の愛称で親しまれている「全国健康福祉
祭」は、60歳以上の方々を中心としたスポーツ、文化、健

康と福祉の祭典で、県内で初めて開催されます。県内全市町村
で交流大会（32種目）と協賛イベントが開催され、地域や世代を
超えた交流の輪が広がります。

女性に対する暴力は、女性の人権を侵害するものであり、決して許されません。 【問合せ】県共生推進本部室☎045(210)3640

投稿写真募集中！詳しくは4ページへ

【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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久宗研究室では、高齢者、障がい者が安全に過ごすための研究を行っています。災
害時に安全な避難経路を確保するためのバリアフリールートの調査や、障がい者の
避難先として可能性がある車中泊避難所マニュアルの作成などに取り組んでいます。
また、髙野倉研究室では、聴覚障がいに対する社会の理解を進めるために、障がい
のある方がスーパーで買い物をするときの困りごとを調査して、店内やレジ、サービス
カウンターでの困りごとを克服するための支援ツールを検討しています。
こうした活動を通じて、何をどう改善すれば、ともに生きる社会を実現できるのか。憲章
の理念を大切にし、当事者の目線に立って考えながら取り組んでいます。

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

久宗研究室、髙野倉研究室の皆さん

平成28年7月26日、県立の障がい者支援施設
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

共生社会の実現に向けて行動しています！

＼今月は、神奈川大学工学部の久宗研究室、髙野倉研究室の皆さんに伺いました！／
ひさむね たかのくら

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。

神奈川大学工学部経営工学科の
ホームページはこちら

ボランティア
式典やイベントをはじめ、大会の円滑な運営を支えるボランティアを募集します。
●募集期間：10月25日～令和４年７月31日

メダル・盾デザイン
かながわらしい魅力あふれるデザインを募集します。
●募集期間：10月25日～12月24日　●特典：最優秀賞・優秀賞に賞状、副賞（県特産品）

オリジナルソングの曲名
アーティスト・河村隆一氏が作詞・作曲したオリジナルソングの
曲名を募集します。
●募集期間：10月25日～12月24日
●特典：賞状、副賞（河村隆一氏のサイン入りねんりんピックグッズと
　県特産品）

河村隆一氏

＼ねんりんピック応援大使決定！／

「ね

ねんりんピックかながわ2022
実行委員会公式Twitter
@nenkana2022

大会専用
ウェブサイト

【上記記事に関する問合せ】 県ねんりんピック課 ☎045（285）0731      045(662)5557

いよいよカウントダウン始まる。
来年秋にかながわで開催。

ボランティア、皆さんのアイデアを募集します

ねんりんピック応援大使・
榊原郁恵氏コメント

ねんりんピック応援大使
に選んでいただき、大変
光栄です。生まれ育った
神奈川県でねんりんピッ
クが開催されるというこ
となので、ぜひ盛り上げ
ていきたいと思います。

かわむら りゅういち

榊原郁恵氏
さかきばら いくえ

女優、タレントラッキィ池田氏
いけだ

県公式Twitter
＠KanagawaPref_PR

振付師


