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県営住宅の入居者常時募集
内容▶︎空き家603戸(子育て世帯向け2戸含む)
入居時期▶︎令和5年1月1日以降
受付期間▶︎10月3～17日
案内書▶︎県住宅営繕事務所､各地域県政情報
コーナー､県営住宅指定管理者サービスセン
ター､(一社)かながわ土地建物保全協会 ☎045
(201)3673 等で10月3日から配布

実践教育センター学生募集
募集課程▶︎①栄養ケア･マネジメント
②認定看護管理者教育
募集人数▶︎①25人②ファーストレベル50人､セ
カンドレベル25人､サードレベル20人
※書類選考のみ
入学検定料▶︎8800円
受付期間▶︎①10月11～26日②10月27日～11月
9日
募集案内▶︎HPに掲載
問  県立保健福祉大学実践教育センター ☎045 
(366)5800

障がい者のための職業訓練
●｢トライ!｣12月生募集
訓練科▶︎①パソコンビジネス基礎②パソコン基
礎③パソコンスキルアップ④企業実習･就労準
備⑤介護入門
対象▶︎①身体②③身体･知的･精神･発達④精神
⑤知的･精神･発達障がい者
訓練期間▶︎1～3カ月　募集期間▶︎10月3～21日
募集案内▶︎各ハローワークで配布中､HPにも掲載
問  各ハローワークか神奈川障害者職業能力開発
校 ☎042(744)5558､1243 FAX042(740)1497

県立看護専門学校入学生募集
①よこはま看護 〒241-0815横浜市旭区中尾
1-5-1 ☎045(366)3500
試験区分･募集人数▶︎一般入試48人
1次試験日▶︎11月26日㈯
受付期間▶︎10月24日～11月11日
②衛生看護 〒231-0836横浜市中区根岸町
2-85-2 ☎045(625)6767
試験区分･募集人数▶︎一般入試(看護学科)48人
1次試験日▶︎11月26日㈯
受付期間▶︎10月21日～11月11日
入学案内▶︎封筒の表に①は試験区分②は試験区
分･希望学科を朱書きし､①は210円分②は140
円分の切手を貼った､宛先明記の返信用封筒(角
形2号)を同封の上､各校へ請求

県立総合職業技術校 入校生募集
●令和5年4月生若年者･高校推薦枠
募集校▶︎東部校､西部校
対象▶︎令和5年4月5日現在24歳以下で求職中
の方または高校推薦を受けられる方
選考日▶︎11月13日㈰　募集期間▶︎10月3～31日
募集案内▶︎各校､各ハローワーク等で配布中､
HPにも掲載
問  県産業人材課 ☎045(210)5715

神奈川障害者職業能力開発校生募集
●令和5年4月入校生
コース▶︎①ビジネスキャリア②総合実務
対象▶︎①身体･知的②知的障がい者
選考日▶︎11月13･14日　募集期間▶︎10月3～31日
募集案内▶︎各ハローワークか同校 ☎042(744)
1243 FAX042(740)1497で配布中､HPにも掲載

県職員募集
●学校技能員10人
1次試験日▶︎11月20日
受付期間▶︎10月3～21日　※外国籍の方も可
●障がいのある方①学校技能員25人②司書1人
1次試験日▶︎①11月20日②12月10日
受付期間▶︎①10月3～21日②10月3～28日
受験案内▶︎各地域県政情報コーナー､県教育局
総務室 ☎045(210)8034 等で10月3日から配
布､HPにも掲載
※各試験の受験資格等詳しくはHPか問合せ

県職員募集(被災地派遣)
東日本大震災被災地への任期付き派遣職員を募
集します｡
分野･人数(予定)▶︎一般事務(事務支援)4人､建
築1人､埋蔵文化財1人､保健師1人
受付期間▶︎9月20日～10月17日(必着)
募集案内▶︎各地域県政情報コーナー､県くらし
安全防災局総務室 ☎045(210)3414 等で9月
20日から配布､HPにも掲載

県の計画案等にご意見を
県は､｢重要な計画等｣や｢規則等｣の策定･制定･
改定等をする際に､｢かながわ県民意見反映手続
(パブリック･コメント)｣を実施しています｡各
計画案等は､県政情報センター､各地域県政情報
コーナー等で閲覧できるほか､HPに掲載してい
ます｡
意見の提出方法▶︎HPか郵送､ファクスで計画等
の名称を明記し､各提出先へ
※手話を撮影･録画したDVDの郵送も可
(今後募集する主な計画案)

や　　は「県のたより」ホームページ版をご覧ください

                □ 　□ 　 □ 　
□ 　                □ □

※記載のほかに、入場料・保険料・テキスト代等が必要な場合もあります
※事前申込みで定員を超えた場合は抽選します（連絡がなければ参加可）
※記事は9月14日時点の内容であり、変更になる場合があります
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、掲載内容は変更となる場合があります10月のおしらせ
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●県スポーツ推進計画(見直し素案)
募集期間 9月29日～10月28日(必着)
提出先 県スポーツ課 FAX045(662)5557
問合せ 同課 ☎045(285)0796

●第4期丹沢大山自然再生計画(素案)
●第5次県ニホンジカ管理計画(素案)
●第5次県ニホンザル管理計画(素案)
●第2次県イノシシ管理計画(素案)
● 第13次県鳥獣保護管理事業計画(変更計画案)
募集期間 10月19日～11月18日(必着)
提出先 県自然環境保全課 FAX045(210)8848
問合せ 同課 ☎045(210)4306

｢里親制度｣は、親の病気や離婚、虐待など、さまざまな事情に
より家庭で暮らせなくなった子どもたちを一定期間自分の家庭
に迎え入れ養育する、児童福祉法に基づく制度です。
こうした子どもたちは、できるだけ家庭と同じような環境で養
育されることが望ましいとされており、より多くの里親として活
動いただける方を必要としています。また、里親家庭について、
地域の理解を深めていくことも大切です。まずは多くの方に知
っていただくことが、子どもたちの幸せにつながります。
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森や水を守る活動を支援します
●もり･みず市民事業支援補
助金
内容▶︎ 森林の整備や河川の浄
化対策等､水源環境の保全･再
生を目的とした活動にかかる
経費の補助
募集期間▶︎ 11月1～25日(必
着)
※募集案内等詳しくはHPに掲載
問 県水源環境保全課 ☎045(210)4358

箱根ジオパークフォトコンテスト
箱根ジオパークの魅力を伝える写真を募集して
います｡
応募期限▶︎ 令和5年1月9日
※応募方法等詳しくはHPか問合せ
問 県西地域県政総合センター商工観光課 ☎
0465(32)8908

個人住民税(第3期分)の納期限
個人住民税(市町村民税と県民税)の令和4年度
第3期分の納期限は10月31日(綾瀬市は11月30
日)です｡納期限までに納めましょう｡なお､納税
が困難な状況となった方は､下記問合せ先にご
相談ください｡
問 お住まいの市区町村の税務担当課

最低賃金の改定
10月1日から県最低賃金が時間額1071円に改
定されます｡県内で働く常用･臨時･パート･アル
バイト等すべての労働者に適用され､使用者は
この金額以上の賃金を支払わなければなりませ
ん｡なお､国では中小企業等への各種支援や無料
相談を実施しています｡
問  最低賃金については神奈川労働局賃金室 ☎
045(211)7354 か 県雇用労政課 ☎045(210)
5739▷各種支援等については神奈川働き方改
革推進支援センター ﾌﾘｰ(0120)910090

介護職員復職等支援奨励金
コロナ禍で業務がひっ迫している県内の介護･
障害福祉施設を支援するため､介護または看護
職員として就労した実務経験者や有資格者･研
修修了者に奨励金を給付します｡
対象期間▶︎令和4年7月21日～令和5年2月28日
給付金額▶︎5万円(給付は1回のみ)
申請期限▶︎令和5年3月15日
※給付条件･申請方法等詳しくはHPか問合せ
問 県地域福祉課 ☎045(210)4755

県債(10月債)のお知らせ
購入単位▶︎額面1万円から1万円単位
満期▶︎10年
発行条件(利率等)▶︎10月5日㈬午後決定
窓口募集期間▶︎10月6～18日
※詳しくはHPか問合せ
申込み▶︎取扱金融機関へ
問 県財政課 ☎045(210)2270

県･市町村共同 不動産公売
入札期間▶︎11月7～14日
開札▶︎11月16日㈬10時30分
物件▶︎マンション､土地､建物等　
※物件情報､資料請求等詳しくはHPか問合せ
問 物件を所管する市町村･県税事務所 か 県税
務指導課 ☎045(210)2341

かながわコロナ医療･福祉等応援基金
県は皆さんからの寄付金を､今年度は保育所等
子ども関連施設への県産品等贈呈や看護･介護
職員の復職を支援するための奨励金給付などに
活用しています｡これまでの寄付金は10億円を
超え､寄付いただいた皆さんに感謝いたします｡
引き続き医療･福祉の分野で働く方々などを応
援するため､ご協力をお願いします｡
※寄付方法等詳しくはHPか問合せ
問 県総合政策課 ☎045(285)0645

かながわ
しずくちゃん

貨物運送事業者燃料高騰対応支援金
燃料価格高騰の影響を受けている県内の中小貨
物運送事業者に支援金を交付します｡
対象▶︎令和4年4月1日以前から､緑･黒ナンバー
車両で継続して事業を行っていた､県内に営業
所のある貨物自動車運送事業者
交付額▶︎一般または特定貨物運送事業用車両2
万3000円/台▷貨物軽自動車運送事業用車両
8000円/台　申請期限▶︎令和5年1月16日
※支給要件･申請方法等詳しくはHPか問合せ
問 同事務局 ☎044(455)6571

奨学金基金への寄付のお願い
県は皆さんからの寄付金を､高校生等への奨学
金の貸し付け(奨学金基金)に活用しています｡
学資を必要とする高校生等に一人でも多く貸し
付けができるよう､引き続きご協力をお願いし
ます｡個人の方は､所得税および住民税の寄付金
控除が受けられます｡　※詳しくはHPか問合せ
問 県教育局財務課 ☎045(210)8251

まなびや基金への寄付のお願い
県は皆さんからの寄付金を､県立学校等の物品
購入や改修工事､グラウンドの一部や中庭の芝生
化など教育環境の整備に活用しています｡子ども
たちに､より一層快適なまなびの場を提供するた
め､引き続きご協力をお願いします｡個人の方は､
所得税および住民税の寄付金控除が受けられま
す｡　※詳しくはHPか問合せ
問 県教育局財務課 ☎045(210)8105

10月17～23日は｢薬と健康の週間｣
かかりつけ薬剤師･薬局を持ち､健康サポート薬
局や認定薬局を活用し､薬を正しく使いましょ
う｡　※詳しくはHPか問合せ
問 県薬務課 ☎045(210)4967

秋はボクたち動物との絆を深めるためのイベントがあるワン♪ 楽しい時間を過ご
して､もっと仲良くなれるといいな 　オンライン譲渡会も開催するよ！　　　　
　　 　　　ネコちゃんやワンちゃんを飼いたいと思っている方､動画を見てみたい
　　　　　　　　　　方など、たくさんの方に参加してもらえたらうれしいワン

動物フェスティバルについて
詳しくはこちら▼

オンライン譲渡会について
詳しくはこちら▼
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安全･安心まちづくり旬間
●10月11～20日は｢安全･安心まちづくり旬間｣
県警察は､地域住民等との協働により安全で安
心して暮らせる地域社会の実現を図ります｡被
害防止対策は､｢イヤホンをしたり､スマート
フォンを操作しながら歩かない｣｢玄関や窓の鍵
を掛ける｣など､普段からの心掛けが大切です｡
この機会に防犯意識を高めましょう｡
問 県警察本部生活安全総務課 ☎045(211)
1212内線3247

介護の仕事をしてみたい方へ
介護資格を未取得で､介護分野へ早期就労を希
望する方と､介護施設とのマッチングを行って
います｡マッチング後は、初任者研修を無料で受
講しながら､県内の介護施設で派遣職員として
働き､就職へつなげる支援を行っています｡
※詳しくはHPか問合せ
問 県介護人材マッチング事業事務局[㈱シグマ
スタッフ内] ☎044(741)1835 か 県地域福祉
課 ☎045(210)4755

男女共同参画状況の届け出
従業員数300人以上の事業所は､男女共同参画
の状況を11月30日までに届け出てください｡
条例による届出様式▶︎HPに掲載
問 かながわ男女共同参画センター参画推進課
☎0466(27)2115

ブルーライト県庁
11月14日は｢世界糖尿病デー｣です｡そのシンボル
であるブルーサークルにちなんで､県庁本庁舎を
ブルーにライトアップします｡
日程▶︎11月11～14日17～21時
問 県健康増進課 ☎045(210)4784

戦没者等遺族への特別弔慰金
対象▶︎戦没者等の死亡当時の遺族のうち､令和
2年4月1日時点で､遺族年金等を受ける方がい
ない場合で未請求の方
内容▶︎額面25万円､5年償還の記名国債を支給
請求期限▶︎令和5年3月31日
申込み▶︎お住まいの市区町村の援護担当課へ
問  前記か県生活援護課 ☎045(210)4917

道路の損傷をアプリで通報
県が管理する国道･県道の｢舗装に穴があいてい
る｣などの損傷を､スマートフォンアプリ｢My
CityReport｣でお知らせください｡24時間通報
可能で､対応状況は通報していただいた方に個
別にお知らせするほか､アプリ内やHPでも表示
されます｡　※詳しくはHPか問合せ
問 県道路管理課 ☎045(210)6362

青少年創意くふう展覧会
期間▶︎10月21～23日10～16時(23日は15時30
分まで)
場所▶︎神奈川中小企業センター(横浜市中区)
内容▶︎県内の小・中学生と高校生が創作した､発
明くふう作品の展示
※詳しくはHPか問合せ
問 (一社)県発明協会 ☎045(633)5055

かながわレクリエーション大会
日程▶︎10月23日㈰10～15時
場所▶︎県立スポーツセンター
内容▶︎誰でも気軽に楽しむことができるレクリ
エーション活動の体験
※申込不要､詳しくはHPか問合せ
問 県スポーツ課 ☎045(285)0796

ウインドサーフィンワールドカップ
ANAウ イ ン ド サ ー
フィンワールドカッ
プ横須賀･三浦大会を
3年 ぶ り に 開 催 し ま
す｡
期間▶︎11月11～15日
場所▶︎津久井浜海岸
(横須賀市)
※観覧は申込不要､詳しくはHPか問合せ
問 横須賀三浦地域県政総合センター企画調整
課 ☎046(823)0290

大学で学ぼう～生涯学習フェア
日程▶︎①11月3日②6日 いずれも10～16時
場所▶︎県立図書館(オンラインでの参加も可)
内容▶︎①八洲学園大学准教授･藤森純一氏､横浜
薬科大学教授･榊原巌氏による公開講座
②湘南医療大学教授･加藤裕久氏､横浜市立大学
非常勤講師･キロス イグナシオ氏による講演
定員▶︎各40人(オンラインは各90人)
申込期限▶︎10月20日(必着)
※申込方法等詳しくはHPか問合せ
問 同館 ☎045(263)5916
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10月13日には､新都市プラザ(そごう
横浜店地下2階)で啓発イベントを開催
します。

● 意思表示カードへの記入
●健康保険証、運転免許証、マイナンバーカードの
　意思表示欄への記入
●インターネットからの意思登録
※｢提供しない｣という意思を表示することもできます

下記問合せ先へ
に

iOS版 Android版



子どもの車内放置は児童虐待です!
子どもの車内放置を見かけた場合は､児童相
談所や警察等へのご連絡をお願いします｡
問 県子ども家庭課 ☎045(210)4655

国税庁を名乗る不審なメールにご注意を!
国税庁(国税局､税務署含む)を名乗る不審
なメールやショートメッセージ(SMS)が
増えています｡国税庁や県が､メール等で納
付を求めたり､差押えを予告することはあ
りません｡不審なメール等を受信した場合
は､リンク先にアクセスせず､そのまま削除
してください｡　※詳しくはHPか問合せ
問 県税制企画課 ☎045(210)2308

介護とバリアフリーを体験 !
●介護フェア･バリアフリーフェスタ
日程▶︎11月5日㈯11時30分～17時
場所▶︎新都市ホール(そごう横浜店9階)
内容▶︎介護の仕事の魅力を伝えるトークショー､
バリアフリーの体験イベント等
問 県地域福祉課 ☎045(210)4748､4755

北方領土返還要求運動神奈川県民大会
日程▶︎11月10日㈭18時～19時45分
場所▶︎横浜情報文化センター(横浜市中区)
オンラインでの視聴も可
内容▶︎元島民二世の落語家による北方領土寄席､
大学生による取り組みの発表等
※詳しくはHPか問合せ
問 県国際文化観光局総務室 ☎045(285)0905

休 は10月１日～11月15日までの休館日等を記載しています
入館等を事前予約制としている場合がありますので、ご利
用の際は各施設等の最新情報をご確認ください

あーすぷらざ
●企画展｢葬の彩り展｣
期間▶︎10月1日～12月4日
内容▶︎世界の墓標や棺桶､パネル資料等の展示
問  ☎045(896)2121
休 月曜(10月10日は開館)

県立近代美術館 葉山
●企画展｢マン･レイと女性たち｣
●コレクション展｢内藤 礼｣
期間▶︎10月22日～令和5年1月22日
問 ☎046(875)2800
休 月曜(10月10日は開館)

日比谷花壇大船フラワーセンター
●県菊花大会
期間▶︎10月28日～11月23日
●フラワーコンサート
日程▶︎10月2･16日11時～11時45分､14時～
14時45分　※毎月第1･3日曜に開催､申込不要
問 ☎0467(46)2188
休 10月11･24日､11月14日

県立足柄ふれあいの村
●あしがらファミリーキャンプ
日程▶︎12月24･25日(1泊2日)
内容▶︎自然散策､工作等　対象▶︎家族60人
費用▶︎6500円(3歳～小学生4500円､2歳以下
無料)
申込み▶︎HPか電話で10月5日～11月18日に同
施設 ☎0465(72)2010 へ

長期療養児の家族のための相談
小児慢性特定疾病などで長期間療養している子
どもや家族の不安や悩みに､病気の子どもの養
育経験者等が､電話や面接(対面またはオンライ
ン)でお応えします｡　※いずれも要予約
場所▶︎横浜こどもホスピス(横浜市金沢区)
相談予約▶︎電話かHPで(特非)横浜こどもホス
ピスプロジェクト ☎045(353)3153 へ

かながわコミュニティカレッジ
●11月開講講座
①大人になって知る発達障がいとひきこもりを
考える
②食品ロス削減･有効活用の現状を学び､地域で
の食支援活動を実践する
③野生動物リハビリテーター養成(講義編) 
場所▶︎かながわ県民センター
定員▶︎各30人　費用▶︎7500～4500円
※申込期限やこの他の講座等詳しくはHPか問
合せ
問 同事務局 ☎045(620)0743

県立総合職業技術校等の講習会
●東部校〒230-0034横浜市鶴見区寛政町28-2
☎045(504)3101
日程▶︎JavaScriptを利用したホームページ作成 
11月28･29日 全2回､8時50分～16時10分
定員▶︎15人　費用▶︎2000円
申込期限▶︎10月24日(必着､電子申請は17時受
信まで)
●西部校〒257-0045秦野市桜町2-1-3 ☎0463
(80)3004
日程▶︎これからはじめる建築物環境衛生管理技
術者試験 11月20･27日､12月4･18日 日曜全4
回､8時50分～16時10分
定員▶︎15人　費用▶︎4000円
申込期限▶︎10月17日(必着､電子申請は17時受
信まで)
●県立産業技術短期大学校〒241-0815横浜市
旭区中尾2-4-1 ☎045(363)1233
日程▶︎ディープラーニングの基礎技術 11月
24･25日 全2回､8時50分～16時10分
定員▶︎10人　費用▶︎6200円
申込期限▶︎10月20日(必着､電子申請は17時受
信まで)
申込み▶︎HPか往復はがきで〒 住 名 ☎ と講習会
名(日程)､就業中の職種を明記し､各校へ
※就業中の方優先､この他の講習会については
HPか問合せ

企画展より 《リー・ミラー（ソラリ
ゼーション）》1929年頃
ゼラチン・シルバー・プリント（後刷）
個人蔵 
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10月のTV＆ラジオ

県知事室 ☎ 045（210）2038

※放送日時､内容は変更する場合があります
※■で過去の番組を視聴できます

かながわ
コンテンツ

HP

｢わたしの提案｣と表書きしてください。県の施
設や市区町村の窓口に、専用封筒もあります。

〒231-8588
県情報公開広聴課 広聴グループ

県情報公開広聴課　☎ 045 210 3672

月～金曜(祝･休日除く) 9時～17時15分

県の業務などの相談窓口が分からない場合は

インターネット

FAX

神奈川県 わたしの提案

手紙

045 210 8833

あなたの声を県政に
お寄せください！

わたしの提案
神 奈 川 県 へ の 提 言

045 321 6865県民相談ナビ･デスク

宝くじは県内で購入しましょう

県財政課 ☎ 045(210)2291

県内で販売された宝くじの収益金は､子育て支援や学
校教育施設の整備など､県内のさまざまな分野に使わ
れ､皆さんの身近な暮らしに役立っています｡ 
▶ 関東･中部･東北自治宝くじ

10月22日～11月15日
(実りの秋くじ)

発 売期間 単価 １等賞金×本数

200円 3000万円×1本
(1等前後賞合わせて5000万円)

※発売スケジュールの詳細については ■をご覧ください

発売期間 単価 １等賞金×本数

▶ 全国自治宝くじ

10月22日～11月21日
(スクラッチ)

発 売期間 単価 １等賞金×本数

300円

発 売期間 単価 １等賞金×本数

HP

1000万円×9本

10月26日～11月21日
(スクラッチ) 200円

※ 個人情報は適切に管理し賞品の発送のみに利用、
当選の発表はプレゼントの発送をもってかえさせて
いただきます

応募はこちらから ▶

 　県知事室県のたよりグループ　
☎ 045(210)3662

県知事室県のたよりグループ
〒231-8588 所在地省略可

H P

はがき

新型コロナウイルス感染症に関する
最新情報を配信しています！

友だち追加はこちら▶
LINE公式アカウント

新型コロナ対策
パーソナルサポート行政）

10月26日～11月21日 100円 1000万円×1本
（1等前後賞合わせて1500万円）

300万円×8本

HP

申込み▶ かはがきで■■■■■と
｢県のたより｣10月号について❶参考に
なった記事、❷ご意見・感想を明記し､
10月1～20日にご応募ください。

☎年名住HP 〒

｢県のたより」読者アンケートにお答えい
ただいた方の中から抽選で30名様に､
｢ねんりんピックかながわキンタロウキー
チェーン｣をプレゼントします。

2日
9日
16日
23日
30日

かながわの灯り
ヘルス･イノベーションの未来をつくる[知事出演]
ハロウィン気分をお届け!
アーバンスポーツ
神奈川の地酒の魅力をPR!

カナフルTV 日曜18:00～18:30

tvk３ch

KANAGAWA Muffin 土曜 8:３0～8:55
1日
8日
15日
22日
29日

ひょうたんランプで秋の夜長を楽しもう!
統計でみる神奈川ランキング
ヘルス・イノベーションの未来をつくる[知事出演]
花菜ガーデンでハロウィン気分!
伝統の酒造り｢雄町～おまち～｣

FMヨコハマ
84.7MHz
ラジオ

テレビ


