
かながわで「農」を始めよう!

令和 4（2022）年

月号｜No.8021

（令和3年11月1日現在） 4,263,446 世帯9,238,232 人 4,581,735 人 4,656,497 人 https://www.pref.kanagawa.jp/tayori/

い返せば、昨年の新年に私が掲げようと準備していた
メッセージは「反転攻勢」でした。しかし、一昨年末からの
新型コロナウイルス感染者の急増で、方針転換を余儀

なくされました。その後も感染は収まらず、結局、この１年間はコロナ
との闘いの連続でした。

県民、事業者の皆さまには、長期間にわたり自粛要請を繰り
返すことになり、たいへん心苦しい限りでありましたが、皆さまの
ご協力とワクチン接種が進んだことで、秋以降は感染者が激減し、
病床のひっ迫も大きく改善しています。とはいえ、新たな変異ウイ
ルス「オミクロン株」への懸念もあります。決して油断することなく、
基本的な感染防止対策の徹底を引き続きお願いします。

今後は３回目のワクチン接種が進み、経口薬の実用化・普及も
見込まれています。医療提供体制も、第５波の２割増しの入院者
数にも対応できるよう強化しています。これらによって、感染や重症
化のリスクは抑制されますし、病床ひっ迫もこれまでよりも生じにく
くなります。２年間にわたる「闘い」を経て、コロナとの向き合い方は
「共存」へと変わりつつあります。

一方、長いコロナ禍で、あれもできない、これもできないといった
ことの連続でしたが、できなかったからこそ、一気に進んだことも

ありました。テレワークやリモート会議はもう当たり前になっています。
行政の分野でも押印が廃止され、オンライン申請やキャッシュレス
決済が急速に進んでいます。これらはいずれもデジタルの力に
よるものです。こうした流れを加速させ、デジタルの力をさまざまな
分野で活用していくことで、今までとは全く違った世界が見えて
くるのではないでしょうか。

コロナと共存する中で、デジタルの力も駆使しながら、コロナ前
よりも素晴らしい「新たな日常」を県民の皆さまとともに切り拓いて
いく。今年は、そんな明るい１年にしたいと思います。

思

明けましておめでとうございます

再起の年に。飛躍の年に。
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【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

認定NPO法人STスポット横浜
事務局長･副理事長の田中真実さん

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

地域から立ち上げる芸術文化との出会い

＼今月は、認定NPO法人STスポット横浜の田中真実さんに伺いました！／
たなか まみ

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。

県障がい者
芸術文化活動支援センターの
ホームページはこちら

芹が谷やまゆり園が開所し、新しい障がい福祉がスタート
～あなたの心の声に耳を傾け、お互いの心が輝くことを目指します

18歳になったら親の同意がなくても契約ができる

例えば
●携帯電話の購入　　●ひとり暮らしのアパートを借りる
●ローンを組む　　 　 ●クレジットカードを作る  など

自分の意思で契約ができるようになる一方、成人になってからの契約は「未成
年者取消権※」が使えなくなります。 ※保護者の同意なく結んだ契約を取り消せる権利

民法改正による成年年齢引き下げで、
何ができるようになる？

歳以上は多くの国で成人として認められており、自分の意思でいろいろなことができるようになっています。
大人になると、新しい可能性が広がるとともに、社会人としての責任ある行動も同時に求められます。今回は

成年年齢引き下げで変わること、暮らしの中で気を付けてほしいことなどを紹介します。

18

成28年に発生した大変痛ましい事件からの再生に向けて、県は、
「津久井やまゆり園再生基本構想」を策定し、利用者の意思決定

支援や、津久井やまゆり園、芹が谷やまゆり園の整備に取り組んできました。
そして、2つの園で利用者の新しい生活が始まっています。

平

知っている人や会社からのメールであっ
ても、心当たりのない内容であれば、不用
意に添付ファイルを開いたり、リンクをク
リックしないようにしましょう。

「マルチ・マルチまがい」に関する相談件数は、
20歳台が突出して多くなっています。

どんな被害があるの？
どのようなことに気を付ければいいの？

若者に多いトラブル事例を、アニメ
「コレがまさかのアレでした。」で紹
介しています。

スマホ決済の
不正利用

県内の「マルチ・マルチまがい」契約当事者の年代別相談件数（令和2年度）

319

16 27

新成人の方へ

フィッシングに
よる個人情報
等の詐取

サイバーセキュリティセミナー2022

４月１日から成年年齢が18 歳に引き下げられます。

相談事例
●「先輩の誘いを断れず、投資用の
　学習教材を購入してしまったが、
　マルチ商法だった」  など

【上記記事に関する問合せ】 県消費生活課 ☎045（312）1121 内線 2640      045（312）3506

【上記記事に関する問合せ】
県デジタル戦略本部室 ☎045（210）3311      045（210）8824

芹が谷やまゆり園の開所に際して、知事から「当事者目線の障がい福祉実現宣言」を発信
しました。「当事者目線の障がい福祉」とは、障がい当事者の心の声に耳を傾けて思いを受
け止め、工夫をしながらサポートすること、それが当事者の安心と支援者や周りの仲間の喜
びにつながり、お互いの心が輝くことを目指すものです。これまでの「支援者目線」という障
がい福祉のあり方を、新しい「当事者目線の障がい福祉」に大転換し、「ともに生きる社会」
を実現するべく全力を尽くすことを誓いました。

12月に開所した芹が谷やまゆり園の居住棟。全室個室でのユニットケアに。

“18歳”が狙われる消費者トラブル
事例や注意するポイントを、保護者
向け特設サイトで紹介しています。

保護者の方へ

申込方法等
詳しくはこちら

認定NPO法人STスポット横浜は「アートの持つ力を現代社会に活かす」ことをミッションに1987年から横
浜市を拠点に活動している芸術文化分野の中間支援組織です。令和2年度より、「県障がい者芸術文化活
動支援センター」を運営し、障がいのある人が、身近な地域で芸術文化活動に触れることができるよう、「つな
ぐ」「つくる」「支える」の3つの柱をもとにさまざまなサポートをしています。障がい福祉と芸術文化にかかわ
るご相談も随時受け付けています。芸術文化の持つ、さまざまな垣根を
越えてかかわりを深めていく力を活かし、障がいのある人が、より豊かな
日常を過ごすことができるよう活動を続けていきます。

い

●日時：２月８日（火）13時30分～16時30分
●開催方法：オンライン会議システム［Zoom（ズーム）］
●講演テーマ
　・情報セキュリティ10大脅威とその対策
　・ランサムウェア対策の難しさと被害発生時の対応について
　・サイバー空間の脅威の情勢～偽サイト、偽メールに
 　だまされないサイバーセキュリティのポイント
●申込期限：1月17日（月）
●問合せ：NPO法人NPO情報セキュリティフォーラム事務局
　　　　  ☎045（311）8777

若者のための消費生活相談（かながわ中央消費生活センター）
●日程：１月20日（木）、21日（金）
●電話相談：☎045（311）0999（受付時間：９時30分～19時）　
●聴覚に障がいのある方を対象とした来所相談
　場所：横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 かながわ県民センター 6階
　　・筆談による相談 ９時30分～19時（受け付けは18時まで）
　　・遠隔手話通訳サービスを利用した相談 ９時30分～16時30分（受け付けは16時まで）

「当事者目線の障がい福祉実現宣言」の
全文はこちら 【上記記事に関する問合せ】 県障害サービス課 ☎045（210）4705      045（201）2051

消費者ホットライン

契約や勧誘で「何かおかしい」と感じたら・・・
一人で悩まずにご相談ください！

局番なし い や や

身近な消費生活相談窓口につながります

対策

サービスごとに異なるIDとパスワードを
使用し、スマートフォンには必ず画面
ロックをしましょう。

対策

☎188番

つまり新成人は狙われる！

今まで未成年者として守られていた18・19歳も、
トラブルに遭ってしまう恐れがあります

新成人も、高齢者も、誰もが、身近になった
インターネットを安心して使うための

サイバーセキュリティ。

30歳台20歳台20歳未満

20歳未満の
約20倍!!



「リフレクション」
（写真：海老名市･池田 健一さん）

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12月14日時点の内容であり、変更になる場合があります

相模川にかかる海老名市と厚木市を結ぶ橋で､３連アーチが
特徴の美しい形をしています。年末年始は夜になるとブルー
の照明によってライトアップされます。（令和3年1月撮影）

■場所：あゆみ橋（厚木市､海老名市）

投稿写真募集中！詳しくはかながわ情報館4面へ
　応募はこちらから

【上記記事に関する問合せ】 かながわホームファーマーについては県農地課 ☎045（210）4475      045（210）8852
県立かながわ農業アカデミー、就農支援については県農業振興課 ☎045（210）4446      045（210）8851

県公式Twitter
＠KanagawaPref_PR

かながわで「農」を始めよう!

●100㎡の広い農園で野菜作りを実践！
●栽培に関する研修や指導あり
●日常の時間に余裕があり、本格的な耕作を目指して野菜作りを学びたい方、
　神奈川の農地を守る意欲のある方向け　
●募集期間：１月4日10時～2月3日
※「中高年ホームファーマー」は令和４年度から「かながわホームファーマー」へ名称変更します

まずは体験！　かながわホームファーマー ～体験研修生を募集
募集要項・
費用等

詳しくはこちら

県は、県内で農業を始めたい方、楽しみたい方、本格的に取り組みたい方を応援しています。
まずは、先輩たちの声に耳を傾けてみませんか？

相談窓口「就農支援ワンストップサービス」にお問合せください。 県立かながわ農業アカデミー ☎046（238）5274
農業を始めるための手続きや研修先、資金などの情報提供や相談が可能です。 月曜～金曜：9時～12時、13時30分～17時 ※祝・休日、年末年始、休校日除く

女性農業者の活躍を応援します！
●県内の産地を巡るバスツアーや体験研修の実施
●経営やマーケティングを学ぶ研修「かながわなでしこfarmers’college」
●農業機械・設備の導入の助成

詳しくはこちら

サラリーマン生活を離れ第二の人生
どう生きようかと考えている時に「ホー
ムファーマー」に出会いました。体験
研修ではほぼ毎月講師の先生方に
丁寧に実践指導していただけて、また

同時に6名の仲間ができて心強く続
けることができました。自然との触れ
合いの中で生まれる素晴らしい「農
業」にあなたも取り組んでみてはいか
がでしょうか。

現役ホームファーマーの
高岡 隆さん
たかおか たかし

柑橘の栽培を体験できるオレンジホームファーマーも募集します。
かながわ情報館4面をご覧ください。

かんきつ

●農業を始めるために必要な技術や知識などを学ぶ
　（野菜などの栽培技術や農業機械の使い方、農産物の加工や販売方法、農業簿記など）
●農作業お試し体験（新規就農者育成研修）

現在、就農３年目で、かながわブランド
に登録されたサツマイモ“幻の平塚ク
リマサリ”を中心に平塚市内で年間
30種類以上の野菜を育てています。
東日本大震災後、「地元で四季を感じ
られる仕事がしたい。」と考え、かなが

わ農業アカデミーの研修に参加し、就
農を決意しました。生まれ育った平塚
で、地域文化を継承しつつ“女性の強
みを生かした農業”を目指し、日々奮
闘しています。

詳しくはこちら

かながわ農業アカデミーの研修に参加した
笹尾 美香さん
ささお みか

就農までをサポート！　県立かながわ農業アカデミー




