
横浜橋通商店街（横浜市南区）の皆さん

コロナに負けずに
経済を元気に
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令和 3（2021）年

月号｜No.80112

（令和3年10月1日現在） 909 人減 4,262,494 世帯9,239,502 人 4,582,652 人 4,656,850 人 https://www.pref.kanagawa.jp/tayori/

新型コロナウイルス感染の第５波は、一日の新規感染
者数が県内で一時、3 ,000人直前にまでなりましたが、
８月半ばをピークに、10月末には一桁の日が続くまでに
激減しました。県民・事業者の皆さまが、度重なる外出
自粛や営業時間短縮などの要請にご協力いただいた
成果です。

また、ワクチン接種が大きく進んだことも影響している
ことは間違いありません。皆さまのご協力に心から感謝
いたします。

そして今、口から飲める薬の治験も進んでいます。これ
が承認されて一般化すれば重症化リスクを大きく減ら
せることが期待されます。しかし、コロナウイルス自体

が消滅したわけではありません。当面は用心を続ける必
要があります。

そんな中、コロナ禍で停滞していた経済活動を徐々に
再開していくことも重要です。県では、地域の消費活動や
観光等の需要を喚起する施策にも取り組んでまいります。

今後は、新型コロナを契機に進んだテレワークなどの
リモート化や、デジタル化を新しい生活様式として定着
させ、コロナと共生しうる新しい社会を創り上げてまいり
ましょう。　　　　　　　　　　　　　　　　

県は、地域の社会経済活動の再開を支援するために、さまざまな事業を実施しています。詳しくは     ･     面をご覧ください。2 3
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▶ かながわ県民割事務局  ☎045（277）0773

▶ かながわPayキャンペーンコールセンター  ☎050（2018）1109 ／☎0570（783）661

＼地元かながわ再発見／ ＼飲食店の休業・時短要請、外出自粛で売上が減少した／

▶ Go To Eat キャンペーン事務局 コールセンター
利用者向け ☎0570（052）140 ／事業者向け ☎0570（052）130

【上記記事に関する問合せ】
●かながわ県民割については県観光課 ☎045（210）5767      045（210）8870
●かながわPay、Go To Eatキャンペーン食事券、支援給付金等については
　県中小企業支援課 ☎045（210）5556      045（210）8872
●かもめクーポンについては県産業振興課 ☎045（210）5640      045(210)8871
●県商店街等プレミアム商品券支援事業費補助金については
　県商業流通課 ☎045（210）5612      045（210）8875

お買い物で、ちょい旅で、み んな笑顔に。

月次支援金
10月分については、緊急事態宣言が解除された都道府県による飲食店
に対する営業時間短縮要請等や外出自粛要請の措置の影響で、売上が
50%以上減少した中小法人・個人事業主等に月次支援金を給付します。

申請受付期限 10月分 ➡ 1月7日
▶ 月次支援金事務局相談窓口（国） ☎0120（211）240

申請受付期限 7～9月分 ➡ 1月31日
 10月分 ➡ ２月28日
▶ 支援給付金コールセンター（県）  ☎045（900）5907

酒類販売事業者支援給付金
酒類販売事業者等で、飲食店に対する営業時間短縮要請等や外出自粛要
請の措置の影響で、対象月において、売上が30％以上減少した事業者およ
び2カ月連続して売上が15%以上減少した事業者に給付します。

中小企業等支援給付金（酒類販売事業者等除く）
酒類販売事業者等以外の事業者で、月次支援金を受給している事業者に
追加給付します。

＼外食で、地域を元気にしよう／

感染症対策に取り組みながら頑張っている飲食店を応援するために、
Go To Eatキャンペーンでプレミアム付き食事券の発行などを支援して
います。

Go To Eatキャンペーン食事券

中小事業者の方の支援も
継続して実施しています！

県は、良質な水を安定的に確保するため、20年間にわたる水源環境保
全・再生の取り組みの全体像を示す「かながわ水源環境保全・再生施
策大綱」に基づき、「かながわ水源環境保全・再生実行５か年計画」を
策定して、平成19（2007）年度から個人県民税の超過課税（水源環境
保全税）を財源に、森林や河川の保全・再生などに取り組んでいます。

これまでの取り組みを継続しつつ、水源環境保全・再生に
確実な効果が見込まれる事業を実施していきます。

荒廃が進んでいた森林での
間伐、シカの管理捕獲・植生
保護柵の設置

河川や地下水の保全・再生、
水源環境への負荷軽減の
取り組み

下草が成長し、林内の
土壌の流出を防止

台風等の自然災害への対応
第３期から進めている土壌保全対策を強化するほか、流木被害を未
然に防止するための対策等を行います。

これまでの取り組みによる効果

本計画を着実に実施する財源として、県議会の議決を受け、個人県
民税の超過課税（水源環境保全税）を５年間（令和４～８年度）延長
しました。皆さんのご理解、ご協力をお願いします。

本計画で強化する取り組み

財源

斜面の土の動きを止め、植生の回復を促す土留工

年1,500円
（年1,000円）

2%

4%

■税率

区分

※均等割の（　）内は、東日本大震災の復興財源として標準
税率に500円上乗せさせる措置（平成26年度～令和５年
度）が終了した後の税率 

マスク飲食・非接触
でコロナ対策！

新型コロナウイルス感染症により深刻な影響を受けた観光事業者を支援するとともに、地元・
神奈川県の魅力を再発見していただくきっかけとするため、県民限定で県内旅行の割引を行う
「かながわ県民割」を実施します。

かながわ県民割

●販売開始：12月1日（割引適用期間：12月1日～1月31日）

感染防止対策取組書･
マスク飲食でコロナ対策！

＼総額70億円還元キャンペーン／

感染防止対策取組書を掲示している県内の加盟店で「かながわ
Pay」アプリを使ってお買い物していただくと、お買い上げ金額の
最大20%分のポイントを還元するキャンペーンを実施しています。

かながわPay

●ポイント付与期間 ： １月31日まで
●ポイント利用可能期間 ： 2月28日まで
※期間内であっても予算の70億円に到達した時点で、ポイントの付与を終了します
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の影響により、予告なく変更となる場合があります

詳しくはキャンペーンサイトを
ご覧ください

非接触・
感染防止対策取組書
でコロナ対策！

STOP感染拡大  GO社会経済！

   
      定番エリア 再発見エリア
      （横浜市・鎌倉市・箱根町） （左記以外） 
 ▶ 宿泊旅行（6,000 円以上）  3,000 円 5,000 円
 ▶ 日帰り旅行（3,000 円以上）  1,500 円 2,500 円 

旅行代金
割引額

※予算上限額に達した時点で終了します 　※国のGoToトラベル事業との併用はできません
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の影響により、予告なく変更となる場合があります

かながわ県民割の利用には条件があります。
詳しくはこちら

均等割

所
得
割

政令市に住所が
ある方

その他の市町村に
住所がある方

年300円

0.025%

0.025%

個人県民税
上乗せ率標準税率

水源環境保全税

■税収規模  ■納税者１人当たりの平均負担額

　約 42億円／年 　年額約 880円

【上記記事に関する問合せ】
水源環境の保全・再生については県水源環境保全課
☎045（210）4358      045（210）8855
超過課税制度のしくみについては県税制企画課
☎045（210）2306      045（210）8806

詳しくはこちら

＼おトクに“Made in かながわ”を応援／

クーポンご利用で、自動車や家具、革製品、
お酒など、県内工場･工房で製造された対象
製品を最大10％引きで購入できます。

かもめクーポン

対象製品など
詳しくはこちら

▶ かもめクーポン利用者向けコールセンター ☎045（312）6281

＼商店街をどんどん活性化する／

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた商店街団体等に対して、
感染防止対策取組書およびマスク飲食実施店認証制度を推進して
いることなどを要件に、プレミアム商品券発行事業を支援します。

●補助対象経費：プレミアム商品券のプレミアム（割増）分／プレミアム
商品券発行に係る印刷費 ●補助率：補助対象経費の３／４以内 ●補助
上限額：1商店街当たり➡200万円／複数商店街団体等が連携して
実施➡200万円×商店街数（最大500万円） ●募集期限：１月11日

プレミアム商品券補助金

募集要領など
詳しくはこちら感染防止対策取組書・

マスク飲食でコロナ対策！

▶ 県商店街等プレミアム商品券支援事業費補助金 問合せ先
県商業流通課 ☎045（210）5612

河川の水質と地下水汚染の
状況が改善

●割引金額 ： 3,000円～20万円
※希望小売価格等が単価３万円以上（税抜き）の製品が対象

●利用できる方 ： 県内在住の個人
　　　　　　　　県内に所在する法人

●クーポン利用期間 ： ２月15日17時まで
　（発行は２月13日17時まで）
※期間内であっても予算上限額に達した時点で発行を終了します

延長しました！

令和４年度から
「第４期かながわ水源環境
保全・再生実行５か年計画」が
始まります。

●販売期間 ： 12月１日～24日　●利用期間 ： ３月22日まで

●販売額 ： １セット10,000円購入で12,500円分の食事券
※期間内であっても販売予定額に達した時点で販売を終了します
※すでに購入済みのコンビニ紙クーポンおよびLINE電子クーポンの利用期間も３月22日まで



「聖夜の赤レンガ倉庫」
（写真：川崎市･村山 裕延さん）

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11月17日時点の内容であり、変更になる場合があります

赤レンガ倉庫で行われたクリスマスマーケットです。
（令和元年12月撮影）

■場所：横浜赤レンガ倉庫（横浜市中区）
今年のクリスマスマーケット開催状況は､
横浜赤レンガ倉庫     をご確認ください。

投稿写真募集中！ 応募はこちらから

【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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私たちヤマハ発動機は障がいのある方や高齢の方が行動範囲を広げ、生き生きと毎日を楽しむサポートがで
きたらという思いで、25年以上にわたり電動車椅子の事業活動を続けてきました。今回、障がいのあるアー
ティストが描く作品をプロダクトにし社会に提案する株式会社ヘラルボニーと、県が普及する「ともに生きる
社会かながわ憲章」とコラボレーションし、車椅子に装着するアートスポークカバーを制作しました。ヤマハ発
動機×ヘラルボニーのアートスポークカバーは、車椅子の車輪を美しく彩り、乗る人の個性を表現します。それ
により、「誰もがその人らしく暮らすことのできる」社会を実現するとともに、人々が車椅子に注目する機会を
創出することで、車椅子の存在をより身近なものにしたいと考えています。さま
ざまな環境下の方々がつながり、より多様な個性で彩られた社会づくりに貢
献することを今後も目指していきます。

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

ヤマハ発動機株式会社JWビジネス部の
宇田亜美さん

平成28年7月26日、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

多様な個性を認め合う人の輪を社会に広げることを目指して

＼今月は、ヤマハ発動機株式会社JWビジネス部の宇田亜美さんに伺いました！／
うだ あ み

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。

アートスポーク
カバーの特設サイトは
こちら

【上記記事に関する問合せ】 県産業人材課 ☎045（210）5715      045（201）6952

 小林寛季さん（東部総合職業技術校 電気コース）
こばやし ひろき

県公式Twitter
＠KanagawaPref_PR

「手に、職。」が未来を変える。

新型コロナウイルスの影響で離職を余儀なくされた方、再就職を
目指す方、就職に不安のある方。「かなテクカレッジ」は職業に必
要な知識や技術・技能の習得から就職までをきめ細かくサポート
する県立の職業能力開発施設です。

か
な
テ
ク
カ
レ
ッ
ジ
で

就
職
を
目
指
そ
う
。

か
な
テ
ク
カ
レ
ッ
ジ
で

就
職
を
目
指
そ
う
。

入校のきっかけは？
転職するにあたり、学生時代に学んでいた電気関
係の仕事に就きたいと考え、１年間でしっかりと学
べ、資格取得も可能な技術校を選びました。
　　　
これからの目標は？
授業では、電気に関する基礎的な知識・技術を学
び、第二種電気工事士の資格を取得できました。
今後はさらに専門分野の理解を深め、身に付けた

技術・技能をアピールしながら、就職先を決めてい
きたいです。

入校を考えている方にメッセージをお願いします。
充実した設備のもと、指導員の先生方のサポート
を受けながら、訓練を受けることができます。就職
についても企業説明会や見学会への参加など
じっくりと就職活動ができますので、安心です。ぜひ
入校を考えてみてください。

新型コロナウイルスの影響で離職された方を対象に、
「離転職者向けコース」に設定しています。

技術校生の声

令和３年度からコロナ離職者優先枠※が設定されました。

※コロナ離職者優先枠

令和4年4月生 II期 募集日程

●申 込 期 間 ： 1月11日～2月7日
●入校選考日 ： 2月20日（日）

かなテクカレッジのホームページはこちら
オープンキャンパス（バーチャルあり）や
体験入校もご案内しています。

訓練コースは

31コース
通いやすい
東西2校
体制

工業技術分野
建築技術分野
社会サービス分野

東部校（横浜市）
西部校（秦野市）

かなテクカレッジ（県立総合職業技術校）




