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神奈川新聞の歩み
…………  ● 「横浜貿易新聞」が東京で創刊

…………1906年 ●「横浜貿易新報」と改題

…………1940年 ●「横浜新報（横浜経済日報を改題）」と合併して
　　　　　　　　　 「神奈川県新聞」と改題

…………1942年 ●「神奈川県新聞」と「神奈川日日新聞」（横須賀日日新聞
　　　　　　　　　 が相模合同新聞を吸収合併してできた）」が合併し、
　　　　　　　　　 「神奈川新聞」が誕生

…………1957年 ● 横浜市中区太田町の社屋（旧「十五銀行」ビルを改修）
に移転

…………1970年 ●  本館に隣接して５階建ての新館が完成
鉛活字を廃止し、フィルムを利用した新聞制作に移行

…………1986年 ● 神奈川新聞本紙カラー印刷開始

…………1989年 ● 綾瀬市深谷に新オフセット印刷工場（かなしんオフセット）が完成

…………1996年 ●横浜市西区花咲町に移転

…………1998年 ● 創刊 20,000 号を達成（１月 14日付）

…………2000年 ●横須賀総局を支社に格上げ

…………2004年 ● 横浜市中区太田町の旧本社屋跡地に
「横浜メディア・ビジネスセンター」完成、移転

………… 2005 年 ● 広告局と出版局、企画開発局を統合し、
営業局を発足

………… 2008 年 ● 拡大文字（かな文字）・12段化に移行

………… 2010 年 ●創業 120周年

………… 2012 年  ●神奈川新聞となって 70周年

…………  ● 創刊 25,000 号を達成（２月 18日付）

…………  ●コミュニケーション局発足

………… 2013 年 ●総合メディア局発足

………… 2015 年 ●政経懇話会 50周年

…………  ●電子新聞課金スタート

…………  ●神奈川新聞総合サービス誕生

………… 2016 年 ● 横浜港大さん橋国際客船ターミナル指定管理スタート

…………  ●横浜みなと支局開設

………… 2017 年 ●地域連携局、デジタルビジネス局発足

………… 2019 年 ● かなしんオフセット新型輪転機導入・印刷開始

…………  ●販売局と地域連携局を統合し読者コミュニケーション局を発足

● 創業 130周年

かなしんオフセット完成

竣工祝賀会の様子

2004年 現本社社屋 
横浜メディア・ビジネスセンター

1890年

2020年

代表取締役社長

時代を刻み、地域を結ぶ。進取の精神で次の時代へ

ごあいさつ
神奈川新聞社は 2020 年２月に創業 130 周年を迎えました。　
その歩みをたどると、前身である「横浜貿易新聞」が 1890（明治 23）年
に産声を上げ、戦時下の「一県一紙」の国策で「神奈川新聞」になり、紙
齢を重ねてまいりました。
この間、神奈川新聞社は多くの苦難に見舞われました。関東大震災、第２
次世界大戦の横浜大空襲で社屋を失い、1956 年の火災では印刷工場を消
失しました。こうした会社の存亡の機も先人たちの奮闘によって乗り越え
てきました。
新聞業界は近年、厳しい局面に直面しています。デジタル化の進展に伴
い、新聞離れが加速、社会にはさまざまな情報があふれています。このよ
うな時代であるからこそ、確かな情報を発信し続けている新聞の信頼性や
必要性はますます高まっているといえます。積み重ねてきた取材力や編集
力、根っこのように張り巡らされた情報網をフルに活用しながら、地域に
とってなくてはならない「総合情報企業」として進化を遂げようとしてい
ます。
新聞を広げて見えるニュースはもとより、デジタルを通じて得られるさま
ざまな情報は、世の中にいま起きていることや人々の暮らしの息吹を生き
生きと伝えてくれます。公平な視点に立った論評は、いま考えなくてはな
らないことは何かを気づかせてくれます。
首都圏にありながら神奈川は自然豊かで魅力にあふれる土地柄です。地域
を深く掘り下げ、課題の解決を目指し、ともに喜びを分かち合う地域の
パートナーとして、これからも歩んでまいります。



関連会社・団体
株式会社かなしんオフセット
株式会社神奈川新聞総合サービス
株式会社エリアドライブ
一般社団法人神奈川政経懇話会
公益財団法人神奈川新聞厚生文化事業団
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5 つのエリアに分けきめ細かく取材しています。

県の拠点一覧

地域に開かれた新聞社として
神奈川唯一の地方紙を発行する神奈川新聞社は、2020年に創業 130周年を迎えました。前身である「横浜
貿易新聞」は、市民の日々の関心事である経済情報についてきめ細かい報道を続けてきましたが、その姿勢
は今も変わりません。地域密着のニュースを届ける紙面とニュースサイト「カナロコ」という、紙とデジタ
ルの双方で、神奈川で生活する人々に親しまれています。

組織図（2019年10月1日現在）

会社概要

新聞を核にした情報の拠点として発展を目指します
進取・創造の気概をもって豊かな21世紀づくりに寄与します
県民・読者のパートナーとして温もりあるコミュニティーを創ります

企業理念

創業  ───────────1890年（明治23年）2月1日
資本金  ──────────3,600 万円
代表取締役社長  ──────並木 裕之（なみき ひろゆき）
新聞発行形態  ───────朝刊単独
従業員数  ─────────300人
新聞発行部数  ───────162,972 部

社 是
言論の自由を守り　真実・公正な報道を貫き
地域社会とともに　明るい未来の創造を目指す
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取材、記事の執筆から印刷、配達まで、
多くの知識とノウハウが生きています。

県内を5つの地域に分け、本社、横須賀支社、川崎、相模
原・県央、湘南・西湘エリアの3総局、11の支局を拠点に記
者が取材をします。取材対象は行政から身近な話題、スポー
ツまで幅広く、記事は新聞紙上やサイトで発信します。

編成部門は、自社や通信社か
ら送られてくる原稿を「紙」
の新聞に仕上げていく部署で
す。原稿の最初の読者とし
て、ニュース価値を瞬時に判
断し、分かりやすい見出し、
読みやすいレイアウトを日々
心掛けています。

紙面データを綾瀬センター
（かなしんオフセット）に
オンライン送信。2019年
１月にコスト削減と環境影
響にも配慮した新輪転機を
導入。より高品質で読みや
すい新聞に。

記事は、「５つのＷ（いつ、
誰、など）と１つのＨ（ど
うやって）」を、重要な情
報から書く「逆三角形型」
でまとめるのが重要です。
記者が取材先でパソコン入
力したデータは本社に送信
され、デスクと呼ばれる責
任者がチェックします。ち
なみにデスク（机）と呼ば
れるのは、ペン（筆＝記
者、情報の書き手）をまと
める存在だからだとか。

「カナロコ」は2005年２月
スタート。地方紙のニュー
スサイトのなかでも先駆的
な取り組みをしてきました。
スポーツ、事件・事故、災
害などの速報のほか、独自
のコンテンツも充実してい
ます。2019年10月には
1000万ページビューを記
録しました。外部サイトや
SNSにも配信しています。

神奈川新聞を扱う販売店は県内に約490
店。販売店別に梱包された新聞は約40
のルートに分けて発送します。その後、
未明からの作業で読者に届けられます。

記 事 化
取　材

新　聞

カナロコ

ニュースが届くまで



地元のさまざまな情報や
事象を追い、発信することで、
地域に貢献します

デジタル時代に対応する
「新時代の地方新聞社」づくりへ、
戦略を進めます

「特ダネ」と呼ばれる、記者が独自に得
た情報で書いた記事をはじめ、重要な
ニュースを厳選して掲載します。

グルメなど生活に役立つ情報を満載した
「イマカナ」をはじめ、神奈川ゆかりの
文化人へのインタビューなどをお届け。

ベイスターズ、高校野球、Jリーグの情報
を満載。県内ゆかりの選手は、競技を問
わず幅広く取材します。

　神奈川新聞社が編集するサイト
「カナロコ」。地元紙ならではの視点
で深く掘り下げた記事を配信してい
ます。人気コンテンツの一つは神奈
川の夏を盛り上げる高校野球大会
で、全国有数の激戦区でもある神奈
川県予選のニュースを、幅広く紹介
しています。
　普及が進むSNSのニュース配信に
も参画。神奈川発のおすすめ記事は
毎日、Twitterだけでなく、LINEにも載
せてお届けしています。また、街頭の
ビルや電車、バスの車内などで目に
する電子看板「デジタルサイネージ」
にも配信するなど、地域に見合った
広告やニュースを流しています。

　デジタルビジネス局は、2017年4月に立ち上
がった新しい組織です。スマホ全盛の中、デジ
タル対応に力を入れるために誕生しました。
　ニュースサイト「カナロコ」のウェブ広告管
理をはじめ、ペイドパブ（記事広告）の企画提
案や制作、自社ニュースを配信する外部メディ
アの開拓、カナロコ会員向けサポートのほか、
社の資産である写真のアーカイブサイト構築な
どを担っています。編集、販売、営業すべての
部署から人材が集まり、ウェブデザインや広
告、データ活用などデジタルを軸にした新たな
ビジネスを創出する「社内ベンチャー」のよう
な組織です。

地元紙の視点を全国へ配信　ニュースサイト「カナロコ」

編集・広告・販売とITが融合　
デジタルビジネス局

景気、流通、ものづくりなど幅広いテー
マで連載を展開。地域で頑張る中小企業
や農家、商店なども紙面で応援。

神奈川新聞社が戦後、県内で撮影してき
た写真を掲載している「神奈川新聞アー
カイブズ」内のコーナー「横浜くらしの
風景」より

１面

文化

スポ
ーツ

経済



やまゆり杯・小田急旗争奪　
神奈川県家庭婦人バレーボール大会

神奈川書家
三十人展

Yokosuka
海道ウォーク

1985年に創設されたコンクールです。毎年3月か
ら6月にかけて、ユースピアノ、ヴァイオリン、フ
ルート（隔年）の各部門で、幼児から大学生・社会
人まで約1,000人がレベルの高い演奏をみせてくれ
ます。

日産スタジアムを舞台に約3,000人の小学生が健脚を競
います。1991年から始まり、最近では県外からの参加
も増えています。

女性の生涯スポーツ
を応援しようと、
1976年から開催し
ています。毎年約
9,000人が参加し、
各地域で熱戦を展開
しています。

書の素晴らしさを県民に
知ってもらおうと1988
年に創設。神奈川を代表
する書家30人が、流派
を超えて多様な書を紹介
する祭典です。

三浦半島を舞台に約3,000
人が参加するウォークイベ
ントです。コースは距離別
で毎年変わり、普段立ち入
ることができないスポット
を通ることもあります。

かながわ音楽コンクール よこはま国際ちびっこ駅伝

学校や地域の団体、グループからの社内見学を受け付けてい
ます。新聞の制作現場である統合編集局をご案内します。
日々、新聞が届くまでの流れをスタッフが説明し、皆さまの
疑問・質問に答えます。
問い合わせ・申し込み　
読者コミュニケーション局045-227-0700

会社見学
ニュースパーク（日本新聞博物館）と連携した
職場体験を受け付けています。社内の雰囲気を
感じ取ってもらうとともに、新聞制作体験を通
じて、情報活用の実践力を身につけられます。
問い合わせ・申し込み　
読者コミュニケーション局045-227-0700

職場体験
綾瀬市にある「かなしんオフセッ
ト」でも見学を受け付けています。
大型の高速輪転機など、印刷システ
ムが見学できます。
問い合わせ・申し込み　
かなしんオフセット0467-70-0001

印刷工場見学
県内の学校に記者が赴いて、新聞の活用方法を伝えていま
す。新聞の歴史や読み方の説明のほか、子どもたちから寄せ
られるさまざまな質問に答えていきます。

問い合わせ・申し込み　
読者コミュニケーション局045-227-0700

出前授業
神奈川新聞の紙面やカナロコに掲載
されている写真・動画を印刷物など
に利用する場合、著作権の利用申請
が必要となります（有償）。
問い合わせ・申し込み　
デジタルビジネス局045-227-0805

著作権利用申請

神奈川新聞の  多彩な催し
神奈川新聞では、県民の豊かな感性と健全な精神
の育成のため、子どもから大人までを対象に多彩
な事業を催しています。

1952年から神奈川県
と共催で実施している
事業で、神奈川の文化
の向上発展に尽力し、
その功績が顕著な個人
又は団体に贈呈。今後
の活躍が期待される若
い世代には「神奈川文
化賞未来賞」を贈呈し
ています。

地域文化の振興と自費
出版活動の推進を目的
に2005年に創設しまし
た。優秀作品は全国新
聞社出版協議会が主催
する「ふるさと自費出
版大賞」に推薦してい
ます。

技術開発力の向上を図
り、本県の研究開発の
風土づくりを後押しす
るため、1984年から実
施しています。県内の
中堅・中小企業によっ
て開発された技術や製
品を表彰しています。

1951年に第１回が開
催された歴史のある事
業です。新聞作りを通
して活字を身近なもの
に感じてもらうことを
目的としています。

県内の公立高校が一堂
に会し、学校のPRな
どを行います。パシ
フィコ横浜を会場に、
40,000人を超える進
学希望者やその保護者
が来場します。

神奈川文化賞・スポーツ賞 かなしん自費出版大賞神奈川工業技術開発大賞

中学校・高等学校新聞コンクール

全公立展
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購読・試読申し込み専用フリーダイヤル

薔 0120-446-709
電話受付時間　９：30～18：00（日・祝日を除く）


