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（令和4年1月1日現在） 4,266,757 世帯9,231,177 人 4,579,919 人 4,651,258 人 https://www.pref.kanagawa.jp/tayori/

【上記記事に関する問合せ】 県文化課 ☎045（210）3806      045（210）8870

5,160 人減

チケット購入等
詳しくはこちら

「バーチャル開放区2021」
入賞作品はこちらから

チケット購入等
詳しくはこちら

マグカル・パフォーミングアーツ・アカデミー本公演
紅葉坂メモリーズ－この坂を上った人たちに捧ぐ－
県主催舞台人材育成事業のアカデミー生がこれまでのレッスンの成果を惜しみなく披露します！

●日程：３月19日（土）17時～、20日（日）・21日（月･祝）各日14時～
●会場：県立青少年センター紅葉坂ホール
●問合せ：県立青少年センターホール運営課☎045（263）4475　

かながわ短編演劇アワード2022
参加団体を全国から募り、30分以内の短編演劇の大会を開催します！

●戯曲コンペティション：３月26日（土）16時30分～
●演劇コンペティション：３月26日（土）・27日（日）各日12時～
●会場：KAAT神奈川芸術劇場　大スタジオ
●問合せ：かながわ短編演劇アワード2022事務局☎045（663）9939

県では、文化芸術の魅力で人を引きつけ、地域
のにぎわいをつくり出す、マグネット・カルチャー、
「マグカル」の取り組みを進めてきました。

しかし、長引くコロナ禍は文化芸術の世界を直
撃しました。多くの舞台が休演に追い込まれ、関
係者は発表の場を奪われました。こういう時こそ、
本来は文化芸術の力が必要なのに、県民の皆さ
んの鑑賞の機会も激減しました。

こうした中、県庁前日本大通りでパフォーマンス
を自由に発表する「マグカル開放区」は、オンライ
ン上での「バーチャル開放区」に切り替えました。
また、演劇や伝統芸能等の多彩な舞台公演を集

中して実施する「マグカル演劇フェスティバル」は
オンライン配信も行うことにしました。

苦肉の策ではありましたが、逆に新たな才能の
発掘につながったり、文化芸術に親しむ人の裾野
を拡げたりする効果も期待できそうです。コロナが
落ち着いた暁には、苦しみの中で深化したマグカ
ルの新たなパワーを感じていただけるに違いない
と確信しています。

ひろ

舞台、あの感動。
「かながわマグカル演劇フェスティバル2022」開催中!!

県はコロナ禍においても文化芸術の発表や鑑賞の機会が失われないよう、3月31日までの期間、週末を中心に演劇など
多様なジャンルの舞台公演を実施。「かながわ短編演劇アワード2022」「マグカル・パフォーミングアーツ・アカデミー」など、
注目作品をぜひお楽しみください。新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を十分に講じた上で開催いたします。

成年後見制度を知っていますか?



2 かながわ県のたより 令和4（2022）年 3月号 No.804 は「県のたより」ホームページ https://www.pref.kanagawa.jp/tayori/からご覧ください。 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） かながわ県のたより 令和4（2022）年 3月号 No.804 3

【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

大和リース株式会社横浜支社
副支社長の池田康二さん

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

検索神奈川県　予算

多様な世代や個性が交流し支え合えるまちづくりを目指す！

＼今月は、大和リース株式会社の池田康二さんに伺いました！／
いけだ こうじ

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。

ブランチ茅ケ崎
ホームページは

こちら

大和リース株式会社は複合商業施設「ブランチ茅ケ崎3」を昨年10月にオープンし、施設内に障がいの程
度や状態にかかわらず、子どもたちが一緒になって遊ぶことができる「インクルーシブ遊具」を導入して、地
域の皆さまに共生社会を育んでいただいています。また、12月には株式会社ヘラルボニーと連携し、知的
障がいの作家の作品を建設現場の仮囲いに展示しています。現在、県や地元の
NPO法人と協働して障がい者アートの発信に向けた取り組みについても進行中です。
引き続き、多様な世代や個性が交流し支え合えるまちづくりを目指していきます。

【上記記事に関する問合せ】 県中小企業支援課 ☎045（210）5556      045（210）8872

【上記記事に関する問合せ】 県財政課 ☎045（210）2266      045（210）8805

「いのち」「暮らし」を守り、
力強く新しい日常へ。

は、県内消費を喚起するため、感染防止対策取組書を掲示している県内の加盟店で「かながわPay」
アプリを通じてキャッシュレス決済していただくと、お支払い金額の最大20％の金額に相当するポイ

ントを付与するキャンペーンを実施しています。

県

▶県民生活に直結する事業の着実な推進

総額70億円還元キャンペーン かながわPay

水害や土砂災害から県民の
いのちと財産を守るための急
傾斜地崩壊対策の拡充等

児童・生徒等の安全性を
確保するための校舎耐震
化、老朽化対策、トイレの
洋式化等

水防災戦略
508億1,694万円
（うち3年度2月補正予算額 
32億3,620万円）

▶新たな課題等にも対応
コロナ禍で顕在化した生活困窮者対策のさらなる推進
子ども、女性、孤独・孤立に陥っている方への支援
 ６億9,233万円

医療的ケア児等への支援
かながわ医療的ケア児支援センター（仮称）の設置
県立特別支援学校における看護師の増員等 １億6,708万円

脱炭素社会の実現に向けた取り組み
太陽光発電・電気自動車（ＥＶ）のトータルでの普及策
脱炭素化戦略の策定 12億4,649万円

私立高等学校等学費補助の充実
多子世帯は年収約800万円未満まで実質無償化を拡充
 ２億6,907万円（拡充分）

交通信号機の更新期間を12年から7年に短縮
するなどの交通安全施設整備の加速化等
※令和5年度以降の急傾斜地崩壊対策および交通安全施設整備に
必要な財源120億円を基金に積み立て

安全・安心のための
インフラ等整備の加速化

57億6,747万円

新まなびや計画
301億641万円

利用期間を延長しました
●ポイント付与期間 ： ４月30日(土)まで
●ポイント利用可能期間 ： ５月31日(火)まで

ポイント付与上限を引き上げました
（12月23日ご利用分から）
●一人あたりのポイント付与上限 ： 30,000ポイント（1ポイント＝1円）
※期間内であっても予算の70億円に到達した時点で、ポイントの付与を終了します
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の影響により、予告なく変更となる場合があります

かながわPayキャンペーンコールセンター
☎050（2018）1109

予算案の内容について詳しくは、

期間もポイントもさらにお得に！期間もポイントもさらにお得に！

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です

詳しくは
キャンペーンサイトをご覧ください

【直近で完成した遊水地】
・引地川下土棚遊水地（令和３年３月供用） ・境川風間遊水地（令和４年３月供用）

引地川下土棚遊水地
※遊水地とは、洪水被害を軽
減するためにつくられる池の
ことです。河道からあふれた水
を一時的に貯めることで下流
に洪水が一気に流れ出すこと
を防ぎます。

企業誘致施策（平成16年度から実施）
・助成金等総額：675億6,985万円 ・誘致（助成等活用）事業所数：297件

※1 誘致企業による県内企業への発注額の合計　※2 助成金交付終了まで（操業開始後10年。10年未満の
事業所は、調査時点まで。撤退等した事業所についても、その時点まで）の累計　※3 誘致事業所における調査
時点（令和２年12月末）の現有雇用者数の合計　※4 助成等制度を適用した企業の事業所について、新規立
地・再投資による増加従業者数等と課税実績を基に算出した、個人県民税・法人二税・不動産取得税の増収影
響額（令和２年まで）

【主な取り組み】
・特定健診の受診率向上および糖尿病重症化予防の取り組み支援
 事業費総計　 1,712万円※

・後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用促進
 事業費総計　 2,745万円※

・経済的効果：３兆5,332億3,800万円※1、※2　・雇用実績：57,742人※3

・税収増：619億3,976万円※2、※4

医療費適正化計画における推計値から県民医療費が8,269億円の減少
（平成25年度～令和元年度累計）

総額 3,912億9,899万円
▶新型コロナウイルス感染症対策に引き続き対応

医療提供体制の維持等 3,127億6,277万円
（うち3年度2月補正予算額 386億1,373万円）

県内経済の回復に向けた支援 611億1,293万円
（うち3年度2月補正予算額等 334億8,960万円）

（4年度当初予算額 3,182億3,042万円、3年度2月補正予算額等 730億6,856万円）

医療費の伸びを抑えました！

企業を誘致しました！

遊水地※を整備しました！

これまでの事業の成果について
ご報告します。
県は、県民生活に直結する事業のほか、将来の税収増や歳
出抑制にも目を向けて事業に取り組んでいます。

※平成30年度から令和２年度までの決算額の合計

一般会計

2兆3,448億円
（前年度比114.5％）

特別会計（15会計）

2兆1,162億円
 （前年度比103.4％）

企業会計（6会計）

1,574億円
（前年度比105.4％） 

総計

4兆6,185億円
（前年度比108.8％）

県税収入などの増加で確保した財源を新たな課題にも活用。
安全・安心のためのインフラ等の整備を加速化し、
財政健全化にも取り組みます。

●表示単位未満切り捨てのため、合計に符合しません ●令和3年度2月補正予算案（その1）および（その２）については、令和4年度当初予算案とともに、県議会令和4年第1回定例会において審議中です ●上記は主な取り組みと金額を記載しています

過去
最大 一般会計  2兆3,448億円令和４年度

当初予算案



「私たち、成年後見人等はその人が生きてきた歴
史や背景、その時々の思いを大切にしています。
過去には障がい者施設に入所していた方から
『一人暮らしをしたい』と相談されたこともあり、
一緒にアパート探しをして契約を行いました。現
在も福祉関係者や地域住民等と連携しながら、
安心して地域で暮らせるよう見守っています。」

公益社団法人神奈川県社会福祉士会
ぱあとなあ神奈川 社会福祉士
山中啓子 さん
やまなか けいこ

「菜の花香る」
（写真：南足柄市･石井 良二さん）

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2月16日時点の内容であり、変更になる場合があります

東日本大震災から11年。いざ！という時に生きのびるために。
【問合せ】 県危機管理防災課 ☎045（210）3425

田植え前の田園に菜の花が咲きました。遠方に見える富士
山と赤いロマンスカーを入れて撮影しました。
（平成31年３月撮影）

■場所：小田原市 県公式Twitter
＠KanagawaPref_PR

詳しくはこちら

【上記記事に関する問合せ】 県地域福祉課 ☎045（210）4750      045（210）8874

※各市町村にも相談窓口がありますので、お問い合わせください

 

かながわ成年後見推進センター
☎045（311）8873
月～金曜日 ９時～17時（祝・休日を除く）

成年後見人

※撮影のためマスクを外しています

成年後見制度を知っていますか?
年後見制度は、認知症、知的障がい、精神障がいなどにより判断能
力が十分でない方を法律的に支援する制度です。成年後見人等※は、

家庭裁判所によって選ばれ、ご本人の意思をくみ取り、意思決定支援や身上
保護等を行い、本人の生活や権利を守るための支援をします。
※「成年後見人等」には成年後見人以外にも、保佐人、補助人を含みます

成

認知症の親が、
家にあることを
忘れて同じものを
何度も買ってしまい、
困っている。

デイサービスに
通いたいが、お金の計算や

管理が苦手で、
ひとりで契約の手続きを
するのは、少し心配。

最近、物忘れが
増えてきて、
悪質な業者に

だまされそうになった。

将来、所有している
住宅などの

不動産の管理が
心配。 

自分たちが
亡くなった後、

知的障がいのある子どもの
生活や財産管理を
誰に任せればよいのか

不安。
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