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保育の仕事をしてみたい方へ　
セミナーなどで保育の仕事の魅力をお伝え
するとともに、就職活動のお手伝いをして
います。お気軽にご相談ください。

かながわ保育士・保育所支援センター
☎045（320）0505

県独自地域限定保育士試験　
県は、年2回の全国試験に加え、県独自の
試験を実施しています。この試験の合格者
は、登録後3年間は県内で、3年経過後は
全国で保育士として働くことができます。

ミライをつくる   
保育の仕事。

令和３年度保育賞贈呈式

※撮影のためマスクを外しています

【上記記事に関する問合せ】 県次世代育成課 ☎045（210）4687      045（210）8956

「子どもと遊ぶことが好きだったので、子育てが少し落ち
着いてきたころ、地域限定保育士試験で資格を取って、保
育の仕事にチャレンジしてみようと思いました。コロナ禍
もあり、たくさんの子どもたちと日々触れ合う保育の仕事
にとても責任を感じていますが、そこから得られる喜びや
感動は、私の充実した日々の源となっています。子どもた
ちと一緒に、季節を体で感じ、自然の恵みをたくさん吸収
できる大好きな仕事です。」

平塚市港こども園 保育士 鬼塚祐子 さん
おにづか ゆうこ

コロナ禍において、感染症対策を徹底しつ
つ、保育の最前線でご尽力いただいている皆
さまには、心から感謝いたします。

県では、県独自の地域限定保育士試験など
により、人材の確保に努めていますが、保育所
の申込者数は過去最多を更新し、保育士の需
要はますます増加しています。

県では、顕著な功績のある保育士の皆さま
を表彰する「保育賞」を全国で初めて制定し、
毎年表彰式を行っています。保育士を目指す
大勢の学生さんの前で、表彰される皆さまの
誇らしげな笑顔は私にとっても大きな喜びです。

コロナ禍で学生さんをお呼びできませんで
したが、その分、私たちから心を込めて、お祝
いの気持ちをお伝えしたところです。

保育の仕事は、日々子どもの成長に向き合
える喜びがあり、保護者からの感謝や信頼を
受ける、やりがいと魅力あふれるものです。

県は、こうした保育の仕事の素晴らしさを県
民の皆さまに伝え、また、保育に携わる皆さま
を応援することで、すべての子どものいのちが
輝く社会の実現を目指してまいります。

あなたの力を、保育の充実に。

2,946 人減
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労働トラブルが増える年度末、ご相談ください！

そろそろ、あなたもマイナンバーカード。 
デジタル社会のパスポート 県内交付率44.3%　※令和4（2022）年1月1日現在

そろそろ、あなたもマイナンバーカード。 
デジタル社会のパスポート 県内交付率44.3%　※令和4（2022）年1月1日現在

【上記記事に関する問合せ】 かながわ労働センター ☎045（633）6110      045（633）5401 【上記記事に関する問合せ】 県デジタル戦略本部室 ☎045（285）0053      045（210）8824

賛同企業からの広告料収入で、
県内にある神奈川大学・関東学
院大学・東海大学の女子学生に
生理用ナプキンを無料で配布し
ています。ナプキンは障害福祉
サービス事業所で封入し、障がい
者雇用にも貢献しています。

女性の困窮対策

弁護士労働相談（予約制）
●日時 ： ２月８日（火）16:30～19:30 ／ ２月20日（日）13:30～16:30
 ３月８日（火）16:30～19:30 ／ 3月20日（日）13:30～16:30
●会場 ： かながわ労働センター（横浜）
●予約 ： ☎045（633）6110（代）  予約受付時間 ： 平日8:30～17:15（12:00～13:00を除く）

【上記記事に関する問合せ】 県いのち・未来戦略本部室 ☎045（285）0909      045（210）8865【上記記事に関する問合せ】 県生活援護課 ☎045（285）0190      045（210）8859

経済的な悩み、日々の生活の悩みなど、おひとりで悩まず、まずはお住まいの地域の相談窓口にご相談ください。本人
だけではなく、家族や周りの方からの相談も受け付けます。相談は無料、プライバシーは厳守されます。

自立相談支援機関相談窓口
生活全般にわたる困りごとの相談窓口。
必要な支援を一緒に考え、
あなたに合った支援プラン作り

SDGｓアクション
特設ページ

公助と共助によるコロナ禍の生活支援
「誰一人取り残さない」とい うSDGsの理念のもと、
社会全体で支援しています。

かながわ労働センターでは、その他の労働問題についても
ご相談を受け付けています。詳しくはこちら

●「新型コロナウイルスの影響で経営が厳しいので、今日で解雇する」
●「ワクチンを接種しないなら、出社しないで」
● 6カ月の契約を何度も更新されてきたのに、「次の更新はしない」

例えばこんなことを
言われてお困りの方

家庭などで活用されていない食品を持ち寄り、フードバンクなどを通じて食の支援が必要な子ども食堂等に届けるフードドラ
イブ活動を呼びかけています。

子どもの貧困対策

SDGsアクション※で課題解決。
コロナ禍で、より深刻化している子どもの貧困などの社会的な課題を解決していくために、行政による公的支援に
加え、SDGsアクションによる「共助」の取り組みが県内各地で行われています。
※SDGsアクションとは
「誰一人取り残さない」社会を目指し、さまざまな主体のパートナーシップによる課題解決に向けた活動をいいます。

共助地域や国による、公的な支援。困ったら、まず相談。公助

「緊急3本立て! 雇う人･働く人･働きたい人のための相談会」を開催します!
●日時 ： 3月17日（木）、18日（金） 11：00～19：00 当日受付
●会場 ： 新都市プラザ（そごう横浜店地下２階 正面入口前広場）
コロナ禍でお困りの方の経営相談､労働相談､就労相談等にお応えします。相談無料、秘密厳守。

各地域の
相談窓口一覧

※表面には企業メッセージ等を掲載

県と「ヨコハマ・カナガワ留学生就職促進プログラム」が中心
となり、留学生を対象とした有償型インターンシップを企業
と連携して実施します。

留学生支援

（裏面）

マイナンバーカードを取得すると、こんなメリットがあります！

本人確認書類として
使える！

住民票の写しや
印鑑登録証明書なども
コンビニでカンタン取得！

新型コロナワクチン
接種証明書の

電子交付にも利用！

確定申告でも
医療費通知情報を
カンタン連携！

行政手続きも
オンラインで！

健康保険証として
使える！

※自治体によってサービスの実施
状況が異なりますので、詳しくは
お住まいの市町村にご確認くだ
さい。

※健康保険証として利用するため
には、利用申し込みが必要です。ま
た、専用のカードリーダーが設置さ
れていない医療機関等では、引き
続き健康保険証が必要となります。

１月からマイナンバーカードを利用してキャッシュレス事業者等のポイントを還元・付与する「マイナポイント第２弾」が実施されています。

※事業の実施の有無や実施内容は、自治体によって異なります

住居確保給付金
離職等で家賃が払えない方に、家賃相当額を支給し就職活動を支援

困りごとの例 支援内容

離職や減収で家賃が払えない

就労準備支援事業
就職に向けた生活リズム改善や体力向上等のプログラムの提供など

認定就労訓練事業
都道府県等の認定を受けた事業者が、就労訓練や支援付きの雇用を提供

家計改善支援事業
債務整理手続きのお手伝い、収入に合った生活のアドバイスなど

借金で困っている
お金のやりくりができない

子どもの学習・生活支援事業
生活困窮世帯の子どもを対象とした学習支援、生活や進路の相談など

経済的な事情から子どもの
学習や進路が不安

まずは相談したい

収入が減少し、
生活資金が足りない

詳しくはこちら

マイナちゃん

私たちは、「もったいない
を分かち合い・ありがとう
へ」を合言葉に企業等か
らの寄贈やフードドライブ
活動で集まった食品を、
コロナ禍で支援を必要と
する方々にお届けしてい
ます。皆さまもぜひご協力
ください。

子ども食堂よこすかなかながや代表
和田信一さん
子ども食堂よこすかなかながや代表
和田信一さん
缶詰やお菓子など、皆さんから寄
付いただいた食品で子どもが笑
顔になり、大変感謝しています。

公益社団法人
フードバンクかながわ
荻原妙子さん

わだ しんいち

おぎわら たえこ

詳しくはこちら

詳しくはこちら

長期間働いておらず、
働くことが不安

緊急小口資金、総合支援資金
新型コロナウイルス感染症の影響により、
休業や失業等で生活資金にお悩みの方に、無利子で資金を貸付
☎（0120）461999　受付時間　9時～17時（平日）

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
上記貸付を借り終えた後もなお、生活資金にお悩みの方に支援金を支給
☎（0120）468030　受付時間　9時～17時（平日）

※上記以外にも相談できる日があります。詳細はお問い合わせください。



「春の訪れ」 
（写真：横浜市･金子 行伸さん）

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1月18日時点の内容であり、変更になる場合があります

北方領土の一日も早い返還を

梅の花の蜜を好み、枝から枝へ飛んで花びらを突っついて
いる姿が愛らしかったです。（令和2年2月撮影）

■場所：本郷ふじやま公園（横浜市栄区）
　☎045（896）0590

２月は「北方領土返還運動全国強調月間」です。
【問合せ】県国際文化観光局総務室 ☎045（285）0905

【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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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

com-pass女性筋疾患患者の会
共同代表の西岡奈緒子さん

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

あなたは一人ではありません

＼今月は、com-pass女性筋疾患患者の会 共同代表の西岡奈緒子さんに伺いました！／
にしおか な お こ

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。

com-pass女性筋疾患
患者の会はこちら

【上記記事に関する問合せ】 県立近代美術館 葉山 ☎046（875）2800      046（875）2968

県公式Twitter
＠KanagawaPref_PR

私はかつて、自分と同じような筋疾患の人の存在を知らず、孤独に感じていました。縁あって同じ病気の
女性と出逢い、私たちのように孤独に感じている人がつながることができたらと思い、二人で
「com-pass女性筋疾患患者の会」を立ち上げました。英単語compassの語源は、com-「ともに」、
-pass「歩く」です。また、compassには、「（目的を）達する、成就する、
十分に理解する」といった意味もあります。コンパスで輪を描くように、
みんなでつながっていきたいと思いながら、活動を続けています。

あ

本初の公立近代美術館として、鎌倉の鶴岡八幡
宮境内に県立近代美術館は誕生しました。1951

年に鎌倉館（2016年閉館）、1984年に鎌倉別館、
2003年に葉山館が開館。日本近代美術を中心に約
15,000件の所蔵作品は、日本の公立美術館の中でも有
数です。葉山館は一色海岸と三ケ岡山の間の恵まれた自
然の中にあり、野外彫刻が設置された散策路や美術図書
室、レストランやミュージアムショップは観覧料なしでご利
用いただけます。

日

アートと
海に親しむ。
県立近代美術館
葉山

「奥谷博―無窮へ」企画展
《白日夢》2017年　油彩、カンヴァス　個人蔵

2017年に文化勲章を受賞した県内在住の画家・奥谷博を紹介します。「見ること」、「感ずること」にこだ
わり続け、絵画の平面性に60年以上対峙してきた創作の軌跡をご覧ください。

たいじ

おくたにひろし

●交　　通 ： JR逗子駅または京急 逗子・葉山駅からバス
 ｢三ケ丘・神奈川県立近代美術館前｣下車
●所 在 地 ： 葉山町一色2208-1

●会期 ： 2月12日（土）～4月3日（日）　●休館日 ： 月曜（3月21日を除く）　●開館時間 ： 9時30分～17時（入館は16時30分まで）
●観覧料 ： 20歳以上1,200円／20歳未満・学生1,050円／65歳以上600円／高校生100円
　中学生以下・障害者手帳等をお持ちの方は無料 ※感染防止対策として、入場制限や事前予約制などを行う場合があります。

ご来館の際は、最新情報をご確認ください。

「芸術無終」は、私が五十代半ばに閃き考え生れて来た座右の銘である。私にとって絵を描くことは生き
ることだ。絵を描いている時は、苦しくとも幸せであり生きる喜びがある。

げいじゅつむじう

奥谷博

ひらめ




