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間もなく紅葉シーズンが到来しますが、県立都市
公園の中にも紅葉を楽しむことができる場所がある
ことをご存じでしょうか。

特に、大磯城山公園の紅葉は大変素晴らしく、ぜひ
皆さんに訪れていただきたい公園の一つです。園内
では、日本情緒あふれる落ち着いた風情の中で、茶室
「城山庵」や不動池を眺めながら、周辺一帯が赤く染
まった「もみじの広場」の散策を楽しめます。

また、夕暮れを迎えると、紅葉がライトアップにより
赤や黄色と色鮮やかに照らし出され、幻想的な雰囲
気を感じることができます。再建された旧吉田茂邸や

モダニズムを加えた日本庭園など、紅葉以外の見所
も満載です。

川崎市の丘陵地に残存する樹林地と古代の遺跡を
保全した東高根森林公園や、全国初の自然生態観察
公園として整備された座間谷戸山公園など、他の公
園でも素晴らしい紅葉が楽しめます。

こうした多彩な魅力が詰まった県立都市公園に、
ぜひお出かけいただき、秋の神奈川を感じてください。

日々深まる秋を、27の県立都市公園で楽しむ。

旧三井財閥別荘跡地と旧吉田茂邸跡地を整備した県立都市公園です。
池の周囲を巡りながら鑑賞できる日本庭園があり、紅葉のライトアップ
イベントも行います。

大磯城山公園大磯城山公園

◉所在地：大磯町国府本郷551-1
◉交　通：JR大磯駅からバスで「城山公園前」下車徒歩3分
◉問合せ：☎0463（61）0355

おおいそじょうやまこうえん

詳しくは     面をご覧ください。2
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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

新型コロナに感染したと思ったら、抗原検査キットでセルフテストをしましょう いのちと暮らしを守る 9月補正予算が議決されました

陽性者登録窓口の登録方法や
療養支援に関する問合せ

邸園を守る、魅力を知る 邸園文化圏再生構想

説の丘」からは遠く大山、丹沢の山並み
を望むことができます。田んぼや水鳥の

池、クヌギ・コナラの雑木林をのんびり散策し
て、秋の訪れを感じてみませんか。

◉所在地： 座間市入谷東1-6-1
◉交　通： 小田急・座間駅から徒歩10分
◉問合せ： ☎046（257）8388

「伝然に近い形で残っている、県指定天然
記念物のシラカシ林があります。地下に

遺跡が眠っている古代芝生広場やクヌギ・コナ
ラ林など色とりどりに紅葉した木々を眺めな
がら、散策を楽しめます。

◉所在地： 川崎市宮前区神木本町2-10-1
◉交　通： JR武蔵溝ノ口駅からバスで「森林公園前」
 下車徒歩3分
◉問合せ： ☎044（865）0801

自

邸園文化圏再生構想とは、相模湾沿岸地域一帯に残る邸宅や庭園、歴史的建造物を、新たな文化発信
の場や地域住民と来訪者の交流の場として保全活用し、地域の活性化につなげる構想です。

邸園の維持管理には、行政、企業、個人が連

携する必要があります。貴重な地域の文化財

産として皆さんに知っていただくために、人材

育成のワークショップを開催したり、庭の開放

を地域のコミュニティの

場として提供するなどの

工夫をしています。ぜひ

遊びに来てください。

湘南邸園文化祭
連絡協議会会長
茅ケ崎館 5代目館主

森 浩章 さん
もり ひろあき

湘南邸園文化祭とは…
邸園文化圏再生構想の取り組みの一つとして、各地の邸宅等
を舞台にさまざまな文化的イベントを行っています。実際の
空間を体験して魅力を感じてもらうことで、邸園の存在と価
値を発信し、保全活用の機運を高めることを目指しています。

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため掲載内容が
　変更となる場合があります

【上記記事に関する問合せ】 都市公園については 県都市公園課 ☎045（210）6224       045（210）8883／湘南邸園文化祭については 県都市整備課 ☎045（210）6209       045（210）8883

夜の紅葉を堪能する特別な3日間。
もみじのライトアップ2022

身近にある紅葉の名所、県内２公園。

湘南邸園文化祭
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▶ 65歳以上の方　
▶ 妊娠している方　
▶ 重症化のリスクがある方
▶ 体調が心配な方

陽性者登録をすると受けられるサービス
●LINEや自動音声通話（AiCall）による健康チェックなど、セルフケアのサポート
●配食サービスの利用 ※生活困窮者の方
●宿泊療養施設の利用 ※高齢者との同居で自宅隔離が難しい等一定の要件有り
●体調悪化時の相談など、コロナ119の利用 ※陽性者登録後、番号をお伝えします

発熱診療等医療機関を受診してください

検査費用無料。
別途、初診料等の自己負担がかかります。

受診できる
医療機関の
検索はこちら

上記以外の方

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時間対応

●日程：11月25日（金）～27日（日） 16時30分～20時
●場所：大磯城山公園

 ※発熱診療等医療機関の受診もできます

県      から陽性者登録窓口に登録してください

あらかじめご家庭に、医療用または一般用
抗原検査キットを常備し、発熱や咳といった
風邪のような症状があるときにはセルフ
テストを習慣化しましょう。

ご家庭には必ず抗原検査キットを常備しましょう

せき

検索神奈川県　補正予算補正予算の内容について詳しくは、

物価高騰対策 200億1,962万円
▶ 医療機関・福祉施設・私立学校等に対する光熱費等の支援
▶ 中小企業への金融支援や相談体制等の強化
▶ 地域公共交通事業者等に対する燃料費等の支援 など　　　　　　　
　　

新型コロナウイルス感染症対策 142億3,177万円
▶ オミクロン株に対応した新しいワクチンの接種体制整備
▶ 新型コロナウイルスコールセンターの体制強化 など　　　　　　　
　　

その他 68億876万円
▶ 生活困窮者への支援
▶ 燃料価格の高騰等による県有施設における光熱費等の増影響への対応 など

【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

事業者の燃料費や光熱費を支援します

状況に応じたコロナ対策を行います

県民の皆さんのいのちと暮らしを守るため、物価高騰対策や新型コロナウイルス感染症対策などに取り組んでいます。

写真はイメージ



「秋の散歩道」
（写真：秦野市･佐藤 久美子さん）

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17日時点の内容であり、変更になる場合があります

黄色いじゅうたんとトンネルが続くゆるやかな坂道。足元に
も黄色、見上げても黄色、まぶしいくらいにきらきらしてい
ます。
（令和3年11月撮影）

■場所：伊勢原市総合運動公園

県公式Twitter
＠KanagawaPref_PR

vol.38

神奈川工科大学人間機械共生研究室（三枝 亮研究室）

松田 輝 さん［左］、滝澤 明 さん［右］
人間機械共生研究室に

ついてはこちら

【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

ロボットで健康を守る！

＼今月は、神奈川工科大学創造工学部 人間機械共生研究室の皆さんに伺いました！／
　

私たちの研究室では研究テーマ｢人間と機械の共生｣のもと、障がい者や高齢者の生活の質の向上
を目的としたロボットやAIの研究を当事者の方とともに進めています。生活に不可欠な食事の
介助は、回数が多く時間がかかるため、介助者だけでなく、介助される側の心的負担も課題です。
そこで、障がいの程度や状態等にかかわらず自分のペースで食事ができるよう、食べ物の位置を
音声で伝える食事認識システムや、食べ物の状態を認識して口へ
運ぶ食事介助ロボットを開発しています。これからも、一人一人の
よりよい生活を実現するため、ロボットの活用を考えていきます。

あーすフェスタかながわ2022
●日時:12月4日（日）10時～17時 ●場所:象の鼻パーク、県庁本庁舎大会議場
●交通：JR、横浜市営地下鉄「関内駅」徒歩10分／みなとみらい線「日本大通り駅」県庁口出口からすぐ

企画委員会が約半年間、全力で作り上げてき

たイベントです！どなたでも楽しめる企画をたくさ

ん用意して、皆さんのご来場をお待ちしています。

あーすフェスタかながわ2022企画委員長
白 聖瞾 さん
はく せいしょう

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

100

0

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
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※（　）内は47都道府県中の順位

職員の平均給料月額の状況 令和4年4月現在

▶ 平均給料月額 324,500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8,866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

628万円  –  129万円  ＝  499万円

※基本給のみで手当を除く

【上記記事に関する問合せ】 県国際課 ☎045（285）0761       045（212）2753

歌、踊り、グルメと人に触れる～みんなで育てる多文化共生

▶世界の歌や踊りのステージ

▶文化の違いを体感できるワークショップ

▶多文化共生を考えるフォーラム

▶世界のグルメが楽しめるキッチンカー

　　　　　　　　　　　　　　　　　など

内 容

詳しくは
こちら

職員の給与・職員数の詳細は、12月に県      に掲載します。

まつだ あきら たきざわあきら

さえぐさ りょう

ーすフェスタかながわは、多文化共生社会の実現に向けて、さまざまな
国籍や文化を持つ方々、大学生などのボランティアが、｢企画委員｣と

して、共に力を合わせて一から作り上げるイベントです。20年以上の歴史の
中で、今年初めて、象の鼻パークで開催します!

あ


