
できることは他にも！
詳しくは｢かながわ脱炭素ビジョン2050｣をご覧ください

太陽光発電・蓄電池を安く購入できる
共同購入事業について詳しくはかながわ情報館4面へ！CO 2排出量 0吸収量吸収量 ＝＝ー ー 
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（令和4年2月1日現在） 4,264,122 世帯9,224,962 人 4,576,442 人 4,648,520 人 https://www.pref.kanagawa.jp/tayori/

【上記記事に関する問合せ】 県環境計画課 ☎045（210）4053      045（210）8952

6,860 人減

2
0
5
0
年
ま
で
の
宿
題
。

脱炭素社会の実現を目指して 県立相原高等学校の太陽光発電（令和3年度設置）と生徒の皆さん
※撮影のためにマスクを外しています

● 太陽光発電などの再生可能エネルギー電力へ切り替える
● 照明のLED化や省エネ型の家電を選ぶ
● 洋服を長く大切に着る･リサイクルする
● 簡易包装などのごみが出にくい商品を買う
● 本来食べられるのに廃棄されてしまう食品のロスを減らす

脱炭素って何？ いま、私たちができること

近年、自然災害の激甚化が地球規模の問題と
なっています。「いのちに関わる危険」「これまで経
験したことのない被害が予想」など、天気予報でも
今まであまり耳にしたことのない強い表現が使わ
れることが多くなっています。

こういった異常気象は地球温暖化によるものと
見られていますが、温暖化の影響はこれに留まる
ものではありません。食糧不足や感染症の拡大、
生態系の変化などさまざまな影響が危惧されてい
ます。

こうした温暖化の進行に歯止めをかけるべく、
我が国をはじめ 140 以上の国と地域が「2050年

脱炭素社会の実現」を目標に掲げています。この
高い目標を達成するためには、国や自治体だけで
なく、県民、企業の皆さまをはじめ、あらゆる主体が
「自分事」として取り組むことがとても大切です。

「買い物にはマイバッグを持参する」「車の使用
はなるべく控え、公共交通機関や自転車で移動す
る」など、私たちが生活の中でできることはたくさん
あります。こうした行動の積み重ねが脱炭素社会
の実現、温暖化の阻止につながります。共に力を
合わせて実践してまいりましょう。

とど
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【上記記事に関する問合せ】 県くらし安全交通課 ☎045（210）3552      045（210）8953

動画は
こちらから

年の県内の交通事故による死者数は142人で全国最多となりました。いまだ多くの方が犠牲になり、また心身に傷を負っています。
４月は、子どもたちが幼稚園や小学校に通い始める時期です。子どもたちは交通ルールに慣れていません。私たちの手で、子どもたち

のかけがえのない命を交通事故から守るとともに、一人ひとりが交通ルールを守り、交通マナーの向上に取り組みましょう。

昨

型コロナウイルス感染症は、軽症のうちに「中和
抗体療法」を受けることで、中和抗体療法を受

けない人と比較して入院や死亡リスクを「５分の１」に
減らすことができます。

新

交通事故から、かけがえ のない命を守りましょう。
春の全国交通安全運動 4月6日（水）～15日（金）

歩行者の安全を呼びかけるための
動画を作成しました。ぜひご覧ください。

通学路での児童生徒の安全確保を強化！
県警察では、通学路の安全を確保するため、小学校の登校時
間帯に通学児童保護誘導活動を行います。春の全国交通安全
運動期間中は通学路での取り締まりを強化し、児童生徒を
交通事故から守ります。　

❶ 横断する意思を明確にする！
❷ 横断歩道を渡る！
❸ 歩きスマホはしない！
❹ 危険な踏切横断はしない！
❺ 反射材を身に着ける！

神奈川歩行者安全五則

県内では、歩行中の事故が多く発生しています。
運転者は「歩行者優先意識」を持ち、歩行者は
「ルールを守った正しい横断」を再確認しましょう。

歩行者
50自動車

27

自転車
17

二輪車
47

令和３年
交通事故

死者数142人

ラグビーは「規律」が重んじられるスポーツです。全員がルールを守
り、一生懸命にプレーすることで、勝利へとつなげています。一人ひと
りが交通安全に対する意識や、ルールを守ることで、安心、安全な街
づくりへとつなげることができます。ダイナボアーズは、皆さんと一緒
に笑顔あふれる街づくりに貢献していきます。

県交通安全対策協議会の交通安全広報大使に任命され、
交通安全啓発活動に取り組む三菱重工相模原ダイナボアーズの皆さん

歩行中と二輪車乗車中が
全体の
約７割を
占めます。

「歩行中」「オートバイ運転中」
この2つが
死亡事故の上位！

県警察交通総務課
女性白バイ隊ホワイトエンジェルス

てんのかわ みさと

とさ まこと

三菱重工相模原ダイナボアーズ クラブキャプテン・土佐誠選手

私たち女性白バイ隊ホワイトエンジェルスは、
『白い守護者』という意味を込めて結成され
ました。交通指導取り締まりや二輪車安全運
転講習、マラソンの先導などを担当する中で、
交通安全の大切さを伝えています。交通事故
の多くは、ちょっとした不注意や安全確認の
怠り、さらには交通ルールを守らないこと、忘れてしまっているこ
とが原因です。交通事故の起こりやすい状態を１つでもなくすた
め、今日も警察官として基本に立ち返り、安全で安心して暮らせる
神奈川を目指していきます。

中和抗体療法とは？
新型コロナウイルスが増殖するのを
防ぐために、点滴で体内に抗体を注入
する治療法です。発症から７日以内の
軽症患者に投与することでウイルスの
増殖を阻止し、重症化を抑制する効果
があります。

中和抗体療法は副作用が少ない
治療法です。医師から投与を勧めら
れたときや、県から案内があった際には
ぜひ前向きにご検討ください。ご自身が
対象になるか、重症化リスク因子を
持っているか、かかりつけ医に確認
することもお勧めです。

横浜掖済会病院 内科部長
県宿泊療養施設担当医 長倉秀幸 医師

ながくら

えきさい

ひでゆき

【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

重症化リスク因子など詳しくはこちら

【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

vol.32

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

働く障がい者のさらなる活躍の場の創出を目指して

＼今月は、株式会社ファンケルスマイル社長の簑島修さんに伺いました！／

「ファンケルスマイル」に
ついて詳しくはこちら

私たちファンケルグループは「未来を希望に」というサステナブル宣言のもと、憲章の理念にも
賛同し、誰もがイキイキと輝ける社会づくりを目指しています。障がい者雇用の分野では、1999
年、特例子会社「ファンケルスマイル」を設立。現在は社員数140名余り、うち101名の障がい
者が働く会社へと成長しました。最近ではシニア社員の新たな活躍の環境づくりや新規雇用創
出のため、昨年11月から、製菓の製造販売事業「スマイルスイーツファクトリー」を横浜市栄区
で開始。社員が心をこめて作った手作りクッキーを通して多くのお客様に笑顔をお届けします。

スマイルスイーツファクトリーで働く皆さん

みのしま おさむ

交通総務課Twitterでは、交通事故防止に
役立つ情報などを発信しています！

新型コロナウイルスに感染された方は、 中和抗体療法をご検討ください
55歳以上の方 12歳以上で重症化リスク因子をお持ちの方 対象



「立石海岸からのダイヤモンド富士」
（写真：逗子市･石井 弘志さん）

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3月16日時点の内容であり、変更になる場合があります
※令和4年度予算に係る事業は、県議会での議決後に確定します

横須賀市秋谷の立石海岸からダイヤモンド富士が見えた
瞬間です。（令和2年4月撮影）

■場所：秋谷・立石海岸（横須賀市）
県公式Twitter
＠KanagawaPref_PR

県のDX推進に関するプロジェクトチームでの事業企画・実施
県庁内のデジタル化支援

担当している
業務

社会全体でDXが推進されれば、遠隔診療やVR（バーチャル・リアリティー）旅行、スマホでのあらゆる行政の
申請などが行えるようになり、最終的には誰もが自分のやりたいことのできる社会が実現できると私
は思います。私も県のDXの取り組みを進め、そうした社会の実現に少しでも寄与していきたいです。

【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

より受験しやすい採用試験に。

1

職員採用      はこちら 警察採用情報      はこちら

大学卒業程度の試験について、多くの受験チャンスを用意

2

複数回試験を実施する職種があります。
●土木職、福祉職：５月、６月、10月の年３回
●行政職、獣医師：６月、10月の年２回
※５月の試験については、令和4年度の申し込みは3月22日17時に終了します

技術系区分と免許資格職区分では、第１次試験は専門試験のみで受験可能

3 Ⅲ種試験（高卒程度）の技術系区分の最終合格発表は、行政区分より1カ月早い10月中旬

4 31歳から59歳であれば、どなたでも受験可能な中途採用試験（通称「キャリアフリー採用」）を実施

早めに内定をもらい、その後の生活を計画したい方、民間企業を
志望している方、海外留学から帰ってきた方、資格試験を受ける
方など、さまざまな事情に対応し、多くの受験機会を設けています。

総合土木｜災害から県民を守る

河川内の堆積土砂の撤去や護岸補修に関する予算調整
洪水発生による護岸の被災状況把握・復旧に向けた各種調整

担当している
業務

※デジタルトランスフォーメーション：あらゆる分野におけるデジタル化により、社会を変革し、人々の暮らしをより豊かにすること

県民の「いのち」と「暮らし」を守る仕事。県
職
員
を
募
集
し
ま
す
！

行政｜DX※の推進で未来を拓く
ひら

※4月1日から名称が変わります

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15日（金）14時から職員採用    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）。

デジタル戦略本部室　佐田康信 主任主事
さた やすのぶ

河川課※　福井謙太朗 技師
ふくい けんたろう

福祉職｜人々に寄り添う

県内福祉事務所への、生活保護制度の適切な運営や生活保護を
利用する方の自立支援に関する指導･助言

担当している
業務

学んだ知識を活用し、現場の職員を支援することは、間接的ではあります
が、生活保護を利用する方の自立を支援することができるやりがいのある
仕事です。

生活援護課　原田史恵 主査
はらだ ふみえ

緊急的な対応が求められる場面もあり、一筋縄ではいかないことも多いですが、自分が携わっ
ている業務が、県民の皆さんのいのちを守り、財産・生活等への被害軽減につながっているこ
とを日々感じながら、業務に取り組んでいます。


