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ウィズコロナ時代の「新しい生活様式」
ウィズコロナ時代の「新しい生活様式」
ともいきバトン
応援しよう！神奈川県ゆかりの選手

令和 3（2021）年 1 月号 No.789 毎月1日発行
編集・発行

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

045（210）8834

この１年
新しい日常を、
新しい笑顔で。

※記事は 12月 14日時点の内容であり、変更になる場合があります

明 けましておめでとうございます
新型コロナウイルスとの闘いが続く中、異例づくしの
新年となりました。例年のようなお正月らしいお祝いが
できなくなってしまった方も大勢いらっしゃることでしょ
う。中でも、年末年始も関係なく、コロナ治療の最前線で
闘い続けてくださっている医療関係者の皆さんに、改め
て心から感謝の気持ちをお伝えしたいと思います。
感染拡大防止のため、県民の皆さまにさまざまなお
願いをしてきましたが、ご協力いただいてきたことにお
いま
礼を申し上げます。残念ながら、未だ収束のメドが立た
な い 状 況では ありますが 、ワクチン 開 発 や 特 効 薬 の
ニュースも散見されるようになりました。希望を持って、
この難局を乗り越えていきたいと思います。
さて、今年は、昨年延期が決まった東京 2020 オリン

また、コロナ禍で私たちの生活は一変しましたが、マ
イナス面ばかりではありません。これまでなかなか進ま
なかった 改革 が一気に前進した側面もたくさんあり
ました。神奈川県は全国一、通勤時間の長い都道府県で
したが、今や、
リモートワークは当たり前の時代になりま
した。働く
（ WORK ）
と余暇（ VACATION ）が一体となっ
たワーケーションなども、普及してきています。以前から
アピールしてきた「ちょこっと田舎、オシャレな神奈川ラ
イフ」という移住促進策も、三浦半島や県西地域などで
具体の成果につながり始めています。
昨年 10 月、神奈川県の新型コロナウイルスへの対応
は先進的な取り組みであるとして、第 8 回プラチナ大賞

を受賞しました。県庁職員が一丸となり、議会や市町村
ピック・パラリンピック競技大会が本番を迎えます。神奈
の皆さまと一体となって取り組んできたことが第三者か
川県ではセーリング、野球・ソフトボール、サッカー、自転
ら高く評価されてたいへんうれしく思っています。この
車のロードレースが開かれます。開催の夏には、コロナ
賞に恥じないよう、今年もウィズコロナ、
アフターコロナ
ひら
禍が 収 束していると信じて、皆さんと心を一つにして、 の時代を神奈川から切り拓いていくことをお誓いし、新
世界中が注目するような素晴らしい大会に盛り上げて
年のあいさつとさせていただきます。
いきましょう。昨年 11 月には横浜スタジアムに収容人数
の 86 ％ものお客さまに入っていただき、最新技術を駆

使して密を避けるという技術実証も行いました。オリパ
ラ成功への貴重な一歩を踏み出せたと思います。

（令和 2 年 9 月 1 日現在）

9,216,009 人

4,592,141 人

4,623,868 人

※国勢調査結果集計中のため、令和 2 年 10 月 1 日以降の人口と世帯数は現在公表していません

16,972 人増

4,213,590 世帯

https://www.pref.kanagawa.jp/tayori/
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ウィズコロナ時代の
「新しい生活様式」始まっています!
地域・コミュニティ

子どもたちもシニアも一緒になって！
箱根湯本で子ども食堂「つながり食堂」を開催 株式会社 cocoro 代表取締役

さ とう

まこと

佐藤 誠 氏

子ども食 堂 の 活 動 に あ たり、苦 労した 点 や 工 夫した 点

これ から取り組 もうとされていることや 課 題 、感じてい

などを教えてください。

ることなどを教えてください。

箱根は外向きには観光地ですが、内向きには田舎町です。 コロナ対策を実施しながら、あまり力まずに「継続」するこ
スタート当初は地域の方々があまり寄り付かない状態で

とが使命と感じています。スタートから１年が経過し、箱

した 。初 めは 2 〜 3 食しか 利 用が なかった のが 現 在は 約

根町民、自治会、社会福祉協議会、フードバンク等少しず

40 食を提供。大事なのは「継続」だと思います。

つ輪が広がり、他人を思いやる気持ちが当たり前のよう
に定着していくことを希望しています。

子ども食堂が地域でどのような役割を果たしていると思
いますか。
ボランティアの方々も含め、地域の新たなコミュニティと

「つながり食堂」
○場所：coco-Hakone（ココハコネ！）
（ 箱根町湯本）

して認識されるようになりました。そして参加者の方々の

○日時：毎月第 1 木曜 17 時〜 19 時 30 分（ラストオーダー19時）

笑顔に、少しかもしれませんが貢献していると思います。

○料金：大人 300 円、小人 100 円

いろいろ役立つ子どもサポート情報発信中
子どもの居場所ポータルサイト
「かながわスマイルテーブル」
では、子ども食堂などの居場所の紹介や
地域活動をサポートする情報のほか、子ども食堂での「新しい生活様式」の実践例などを紹介しています。
【問合せ】県次世代育成課 ☎ 045（ 210 ）4690

045（ 210 ）8956

佐藤誠氏（左）
とスタッフの方

仕事・働き方

テレワークが開いた、未来のトビラ！
向洋電機土木株式会社 CHO（最高人事責任者）広報部 部長

よこざ わ

まさ のり

横澤 昌典 氏

テレワークを導入して一番変わったと感じることは何ですか。 新型コロナウイルスの影響で、テレワークに関心を持たれ
建設業は就労場所が 変更するので移動コスト（時間等）
の問題がありますが、テレワークを活用することにより移

る事業者の方が増えています。
これから導入を考えている
事業者の方にアドバイスをお願いします。

動コストが減り、社員の負担が大幅に軽減されました。そ

「やれる仕事がない」というマイナスのスタートではなく、

の分ワーク・ライフ・バランスの割合が改善されました。

「こんなことがプラスになる」という組織全体が前に進む
ようなイメージを持ってください。ただテレワークですべ

運用する上での課題や注意点などはありますか。
「とりあえずやってみよう」では機能しません。誰が何を目

ては解決しないので改善の一つのキッカケだと思ってく
ださい。

的にテレワークを行うのかきちんと計画立てて行うこと
が重要です。またルールの策定やセキュリティ管理など、
行う上での管理方法の確認も重要です。

テレワーク導入ガイド

いま注目の働き方

テレワーク導入に必要な知識・情報をまとめた「中

箱根リゾートワークを体験してみませんか

小企業のためのテレワーク導入ガイド」や導入事例

今、テレワークを活用し、
リゾート地等で余暇を楽しみつつ仕事を行う
「ワーケーション」が注目されています。

を県

で紹介しています。

【問合せ】県雇用労政課
☎ 045（ 210 ）5739

045（ 210 ）8873

特設サイト「リゾートワーク in 箱根」
（旅行予約サイト「じゃらん net 」内）では、ワーケーションに取り組める
宿泊プランやエリアごとで異なる魅力を楽しめる箱根を紹介しています。
●特設サイトでは「リゾートワーク応援プラン」を販売中
【問合せ】県国際観光課 ☎ 045（ 285 ）0812

●対象期間：3 月15日（月）宿泊分まで

045（ 210 ）8870

県公式動画チャンネル「かなチャン TV 」では、
新型コロナウイルス感染防止対策の関連動画を配信中！
【問合せ】かなチャンTV については 県知事室 ☎ 045（ 210 ）3655
045（ 210 ）8834
マスク会食動画については 県総合政策課 ☎ 045（ 210 ）3061
045（ 210 ）8819

※掲載の写真については、撮影のためマスクを外しています

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）
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医療・福祉

気 持ちも明るくするコロナ対 策！
高齢者複合施設「聖隷藤沢ウェルフェアタウン」内 有料老人ホーム 藤沢エデンの園
生活サービス課 課長

おおの

きよこ

大野 清子 氏

施設の感染防止対策として取り組まれていること、工夫されている

利用者の方の反応はいかがですか。

ことを教えてください。

日々レストランをご利用いただいている方々からは、楽しくてわか

施設内のレストラン（共用部）は日々多くのご入居者にご利用いた

りやすいというお声をたくさんいただいています。

だいており、
「密」への対策が 不可欠な場所のひとつです。そこで、
職員が生み出したアイデアが、足跡をかたどったソーシャルディス

これから取り組もうとされていることや課題、感じていることなどを

タンスマークです。

教えてください。
今後も世の中の変化に対し、暗く落ち込むことなく、楽しさを忘れ
ず、柔軟に対応していきたいと思います。

県の補助金活用で「スマート介護」
さこた

まさし

腰への負担を人工筋肉で軽減するマッスルスーツを導入 特別養護老人ホーム 藤沢愛光園 迫田 真史 氏
マッスルスーツを使用することにより、複数名で行っていた作業を最小限の職員数にすることができました。それにより、ご入居
者と接する職員を最小限にすることができ、感染のリスクを下げることができたと思います。
【問合せ】県産業振興課 ☎ 045（ 210 ）5650

ロボット導入支援補助金についてはこちら
※予算の上限に達した場合には、受付を終了します

045（ 210 ）8871

文化・芸術

イベントもリモートで 楽しもう！
かながわの伝統文化の継承と創造プロジェクト実行委員会 委員
伝統文化を新しい 発想で再（Re:リ）発信する「カナガワ

い と う

ゆ き こ

伊藤 由貴子 氏

見どころや楽しみ方などを教えてください。

リ・古典プロジェクト」の開催は今年で８回目となります。 今回の配信映像では、通常観ることができない演者の視
開催にあたり今年ならではの新しい取り組みなどがあれ

点を交えるなど、さまざまな角度から民俗芸能の魅力を

ば教えてください。

お楽しみいただけます。また、SNS を活用した参加型企

従来の「賑わいづくり」から一転、今回は「密」を避けなけ

画もご用意します。この機会に、古都鎌倉＝ふるさと鎌倉

ればなりません。感染症対策を行いながら地域の人々と

の伝統文化の魅力をぜひ再（ Re:リ）発見してください！

にぎ

ともに、地域の伝統文化の魅力を発信するために、映像
配信に親しんでいる若い世代の視点にも寄り添った演出
を行い、
リモート型の事業を実施することにしました。
新しい取り組みに期待することは何ですか。

伝統文化を新しい発想で再（ Re: リ）発信

今回の企画では、コロナ禍において安全安心を確保する
ことは当然として、民俗芸能になじみの薄い若い世代や、

カナガワ リ・古典プロジェクト in 鎌倉

ホ ール などに 直 接 出 向くことが 難しい 方 へ も魅 力をお

1月中旬から順次配信開始予定

届けし、身 近に 感じてい た だけることを期 待しています。

県内に継承される民俗芸能団体の演目等を映像で配信します。

それが、今後の民俗芸能を生で体感することにつながれ

※新型コロナウイルスの感染状況により、内容が変更・中止となる場合があります

ば、と願っています。

【問合せ】県文化課 ☎ 045（ 285 ）0220

うるしばら めぐみ

いまい

045（ 210 ）8840

詳しくは
公式サイトへ

まこ

＼今月は、鎌倉女子大学教育学部 漆原恵さん、今井真子さんに伺いました！／

コロナ 禍だからこそ新しい 形で交 流を楽しむ

と
も
い
き

vol.

19

バ

私たち鎌倉女子大学の伊藤大郎ゼミでは、県立秦野養護学校の生徒の皆さんと、
オンラ
インでの交流を行いました。
コロナ禍の中で、直接の交流が困難な状況にあっても、人と
人とのつながりや交流を絶やさない、オンラインでの新しい交流の可能性を模索しました。
ハイタッチやクイズなど試行錯誤しながらでしたが、気付けば生徒の皆さんも私たちも楽

ト

しんで、笑顔で交わっていました。いま、コロナの影響で、多くの人たちが、
さまざまな 障

ン

みんなの課題として捉える機会でもあります。私たちは、解決したその先にある、新しい笑

がい を感じていると思います。
でも、コロナ禍だからこそ、 障がい を、社会に暮らす
顔を目指して、
これからも、
ともに生きる社会に向けた学びを進めていきます。

鎌倉女子大学の漆原恵さん（左）
と今井真子さん（右）
オンライン交流の活動報告については、

12 月 13 日に開催した「共生社会実現

ともに生きる社会

かながわ憲章

フォーラム」の
平成 28 年 10 月 14 日

神奈川県

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

に掲載しています。

平成 28 年 7 月 26日、障害者支援施設である
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。

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

（提供）アリス館

かながわ憲章

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。

検索

イラスト出典 :
『みえるとか みえないとか』
作者 : ヨシタケシンスケ

【上記記事に関する問合せ】県共生社会推進課 ☎045（210）4961

045（210）8854

私の好きな神奈川
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「日の出」

（写真：南足柄市･石井 良二さん）
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水平線から昇る「三ツ石」の日の出。朝焼けの空と丸い太陽を撮影
しました。
（ 令和元年 12 月撮影）
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■場所：番場浦海岸（真鶴町）
投 稿 写 真 募 集 中！ 詳しくは 4 ペ ージ へ
応 募はこちらから

https://www.pref.kanagawa.jp/tayori/

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会

応援しよう！神奈川県ゆかりの選手
スポーツの力で、みんなの声援で
日本中を世界を熱くしよう。
卓球
は りもと

Twitter
東京 2020 大会の県内情報を発信中！
ぜひフォローをお願いします！

男女ともにメダル獲得が期待される競技
とも か ず

張本智和 選手（県内高校在学）

日本男子史上最年少で代表に内定した
卓球界の若きエース

昨年は新型コロナウイルスの感染拡大によ

て競技ができていたのだ、
と改めて知ること

り、大きな不 安と我 慢を強いられ た 一 年で

ができました。
これからも支えてくださった

あったと思います。
僕自身も内定をいただい

方々を笑顔にできるプレーができるように練

た東京 2020 大会の延期や多くの大会の中

習を頑張ります。
新型コロナウイルスの収束

止で不 安 もありましたが 、練 習ができない

に向けて、
ともに頑張りましょう！

日々を過ごすことで多くの方々の支えがあっ

©卓球王国

ゴールボール
か け は た

目隠しをした状態で鈴の入ったボールを転がすように投げ合い得点を競う対戦型のチームスポーツ

え い こ

欠端瑛子 選手（横浜市在住）
新型コロナウイルスの影響で開催が一年延

ロンドン大会では金メダルを獲得
リオ大会に続き、東京 2020 大会で 3 度目の代表に内定

わると思っています。
私たちも日々の生活に

びてしまいましたが、
私たちはさらに強くなれ

気を付けながらさらに強くなり、
応援してくだ

る時間をもらいました。
決して長くない時間で

さっている皆さんに恩返しができるよう金メ

すが、
丁寧に大事に練習し、
強くなってきてい

ダルを取りたいと思っています。
応援よろしく

ると感じています。
まだまだ大変な時期は続

お願いします。

いていますが、
一人一人の意識で少しでも変

セーリング フォイリングナクラ17級
い い つ か

し ぶ き

飯束潮吹

２つの船体をつなげた双胴艇で海面を浮かびながら
高速で進む唯一の男女２人乗り種目
は た や ま

選手（横浜市在住）

えり

畑山絵里 選手（逗子市在住）

激戦の日本代表争いを制し、初のオリンピックに挑む

飯束：ウィズコロナの時代ですが、
みんな少し

畑山：いつも温かいご声援をいただきありが

ずつ前向きになってきました。
私たちも新型

とうございます。
セーリング競技で新型コロナ

コロナウイルスに負けず、
今年開催のオリン

ウイルスを吹き飛ばすくらい、
神奈川県を盛

ピックに向けて頑張っていきます。
新しい未来

り上げられるよう頑張ります！皆さんも、
一緒

に向けて、
ともに頑張っていきましょう。

に楽しんでいただけるとうれしいです。
飯束潮吹 選手（左）
と畑山絵里 選手（右）

2つの聖火リレートーチが
やってくる!
オリンピック聖火リレーとパラリンピッ
ク聖火リレーの 2 つのトーチを、県内
各地で巡回展示します。巡 回日 程 や
場所など、詳しくは

YouTube
「かなチャン TV 」では、神奈
川県ゆかりの選手のインタ
ビュー動画や聖火ランナーと
の対談動画を公開中！

をご確認ください。

【上記記事に関する問合せ】県オリンピック・パラリンピック課 ☎ 045（ 285 ）0733

045（ 663 ）0113 ／県セーリング課 ☎ 045（ 285 ）0897

045（ 663 ）0113

