
TEL.055-223-1339 FAX.055-223-1525
E-Mail:kouho@pref.yamanashi.lg.jp

〒400-8501 山梨県広聴広報課印刷広報担当

原則毎月1日に掲載します。1月号［VOL.45］
http://www.pref.yamanashi.jp/県のホームページ

山梨県やまなし県政だより
県政だより「ふれあい」についての
ご意見やご感想をおよせください。

■問い合わせ　1055-226-2586

第4回資料紹介展示「山梨のお国自慢
～日本や世界に自慢できる山梨～」
s1月25日（金）～3月23日（日）

県立図書館

催し物

募　集

お知らせ

YBS

765

リハビリテーション週間

県有林の働きを知る

爽快やまなし！ NOW
土曜日●AM11:30～11：45

1/5
1/12
1/19
1/26
2/2

1月・2月第1週の

山梨放送 YBSラジオ

山梨放送 YBSテレビ

テレビ山梨 UTY

富士山学

ノー・レジ袋にトライ

ヘイキッズ
～将来なりたい職業は

新やまなし冬のおもてなし

やまなし散歩
土曜日●PM5:50～6：00

1/12
1/19
1/26
2/2

一歩踏み出す女性たち③

冬のエコライフ

手に職をつけたい方には

やまなし元気ナビ
日曜日●AM7:30～7：45

1/13�
1/20
1/27
2/3 魅力的な仕事ソムリエ③

聴覚障害者の現状

テレビ・ラジオ番組

※放送番組は予定です。

「ヒートショック」にご用心県立科学館

■問い合わせ　1055-254-8151

スペシャルサイエンスショー「科学館
で大喜利対決！～実験博士の栄冠は誰
の手に？～」
s1月6日（日）午前11時～・午後1時
　30分～

■問い合わせ　1055-228-3322

「新収蔵品展」
s1月26日（土）～3月2日（日）
●館内整備のための臨時休館日／
　1月15日（火）～21日（月）

県立美術館

県立考古博物館

■問い合わせ　1055-266-3881

「第5回わたしたちの研究室」
s1月27日（日）～2月24日（日）
s無料
●館内整備のための臨時休館日／
　1月15日（火）～21日（月）

■問い合わせ　1055-235-8080

県立文学館

「収蔵品展」
s1月22日（火）～3月30日（日）
●館内整備のための臨時休館日／
　1月15日（火）～21日（月）

生活習慣病予防週間

3055-223-1783 5055-223-1786問い合わせ先 スポーツ健康課

※1月6日（日）は番組休止

※1月5日（土）は番組休止

県立博物館

■問い合わせ　1055-261-2631

新春特別企画展「かいじあむ とってお
きの収蔵品」
s1月2日（水）～2月11日（月・祝）

県立富士湧水の里水族館

■問い合わせ　10555-20-5135

冬季企画展「小さな生きものたち」
s～4月21日（月）入館料のみ

「山梨県観光振興基本計
画（仮称）」（素案）に対する
意見を募集しています
　県では、山梨県観光振興基本計画
（仮称）の策定にあたり、県民の皆さま
からの意見を募集しています。
　計画の素案や意見の提出方法、提
出期限などにつきましては、県のホー
ムページをご覧ください。計画の素案は、
県民情報センター、各地域県民センタ
ーでも入手できます。

●問い合わせ先／
　■ 計画について／観光企画課

　 3055-223-1556 5055-223-1574
　■ 意見提出制度について／
　　新行政システム課

　 3055-223-1738 5055-223-1320
　ホームページ
　http://www.pref.yamanashi.jp/

税源移譲に伴う個人住
民税の減額措置
　今年度、国税である所得税から地
方税である個人住民税への「税源移譲」
が行われました。これに伴い、次の方は、
お住まいの市町村への申告により個

人住民税が減額されます。

s所得税から住宅ローン控除額を引き
　きれなかった方
　■ 平成20年度以降、個人住民税の住   
　　宅ローン控除の適用を受けるため
　　には、毎年申告が必要となります。
　　平成19年分については、平成20
　　年3月17日までに平成20年1月1
　　日現在お住まいの市町村へ申告書
　　を提出してください。
s所得が急激に減ったため平成19年
　の所得税が課されなくなった方
　■ 所得変動に伴う個人住民税の還付
　　を受けるためには、申告が必要とな
　　ります。平成19年1月1日現在お住
　　まいの市町村へ平成20年7月1日
　　から7月31日までに減額申告書を
　　提出してください。
※ほかの市町村へ転居された方は、申
　告先をお間違えにならないようご注
　意ください。
●問い合わせ先／税務課

　3055-223-1387 5055-223-1390
　各市町村税務担当窓口

第57回全国高等学校スケート競技・
アイスホッケー競技選手権大会
　第57回全国高等学校スケート競技・アイスホッケー競技選
手権大会が本県で開催されます。
　「翔け　氷上の勇者たち　この甲斐の地で」のスローガ

ンのもと33都道府県から約240校 1,000名の選手が集い、
富士急ハイランドセイコオーバル、小瀬スポーツ公園アイスア�
リーナを中心に熱戦が繰り広げられます。ぜひ会場にお越し
いただき、出場選手たちに熱い声援をお送りいただくとともに、
選手たちを支える補助員にも温かい言葉をおかけいただけ
ますようお願いします。

s期間／1月21日（月）～27日（日）
s競技種目・開催場所／
　■ スピードスケート：富士急ハイランドセイコオーバル（富士吉田市）
　■フィギア、アイスホッケー：小瀬スポーツ公園アイスアリーナ（甲府市）
　■ アイスホッケー：富士山アリーナ（富士吉田市）

　本県は、豊かな郷土づくりに向け、これまでに、産業の振興や環境の保全をはじめ、福祉・医療の充実、

教育・文化の振興、社会資本の整備など、県政各般にわたりバランスのとれた施策・事業を展開し、大

きな成果を挙げてきました。

　しかし、バブル経済崩壊後の国内経済の長期停滞とこれに伴う国・地方を通じた財政状況の悪化

などにより、閉塞感が漂い、県民の皆さまの豊かさに対する実感が薄れつつあります。

　また、物質的な豊かさばかりでなく、心の豊かさを求めるなど、豊かさに対する要望は、高度化・多

様化してきております。

　私は、知事就任後、山梨を変えるための基本理念や７つの宣言、具体的な１２７項目の施策などで構成する政策提言を

スピーディーに実行に移すため、多角的・総合的な検討を進めて参りましたが、この度、多くの県民の皆さまからいただい

たご意見などを踏まえ、「チャレンジ山梨行動計画」を策定いたしました。

　この計画は、今後の県政運営の基本指針となるとともに、県民の皆さまをはじめ、国、市町村、ボランティア、ＮＰＯなど多

様な主体との連携・協働を進める上での指針となるものです。

　今後、県民の皆さまの積極的・主体的な参画をいただき、この行動計画を強力に推進し、県民の皆さまが真の豊かさを

実感でき、「暮らしやすさ日本一」と言える県づくりを進めて参りますので、より一層のご理解とご協力を賜りますよう心から

お願い申し上げます。

本計画では、「暮らしやすさ日本一の県づくり」を基本理念に、誰もが真の豊かさを実感で
きる山梨の実現を目指します。

「 変 える・や ま なし 」の実現　― ふるさとの明日を見つめ、おそれず、ひるまず、改革を進めます。

「力みなぎる・やまなし」の実現　― 山梨の経済に活気とエネルギーを吹き込みます。

「やすらぎ・やまなし」の実現　― 誰もがいきいきと安心して暮らせる地域社会をつくります。

「はぐくむ・やまなし」の実現　― ふるさとを愛し、世界に通じる人づくりを進めます。

「さわやか・やまなし」の実現　―日本一きれいで豊富な水と緑と景観を守ります。

「 つ どう・や ま なし 」の実現　― やまなしブランドを活かし県内外の人々が集う癒し先進県をつくります。

「 む す ぶ・や まなし 」の実現　― 地域と地域、人と人を結ぶ交流ネットワークを確立します。

■「行動計画」は、県のホームページでご覧いただけます。　　　　　　　　 ホームページ　http://www.pref.yamanashi.jp/
■ 県出先機関にも備え付けてありますので、お気軽にお問い合わせください。（なお、出先機関の閉庁日には閲覧いただけませんので、事前にご確認ください）

■ 3月31日発行予定の県政だより「ふれあい」特集号で、行動計画の概要についてお知らせします。

●問い合わせ先／知事政策室　甲府市丸の内1-6-1 3055-223-1315 5055-223-1776
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計画の基本理念

山梨県知事 横内正明 

備え付け先        　　　　　 　住　　所　　　　　　 電話番号 備え付け先        　　　　　 　　　　　　 住　　所　　　　　　　　　電話番号

県民情報センター

中北地域県民センター

峡東地域県民センター

峡南地域県民センター

甲府市丸の内1-8-5

韮崎市本町4-2-4

甲州市塩山上塩後1239-1

南巨摩郡鰍沢町771-2

055-223-1408
0551-23-3051
0553-20-2700
0556-22-8130

峡南地域県民センター西八代総務課

富士・東部地域県民センター

富士・東部地域県民センター吉田総務課

富士・東部地域県民センター北都留総務課

西八代郡市川三郷町高田111-1

都留市田原3-3-3

富士吉田市上吉田1-2-5

大月市大月町花咲1608-3

055-240-4111
0554-45-7800
0555-24-9047
0554-22-7800

県立病院に勤務する
看護師採用試験
s採用予定人員／10名程度
s試験日／1月19日（土）

s試験会場／県立中央病院（甲府市）
s試験科目／適性検査、論文試験、面接
　試験
s願書配布／医務課県立病院担当
s応募資格／昭和42年4月2日以降に
　生まれた方で、看護師の免許を持っ
　ている方、または平成20年3月31日
　までに免許を取得見込みの方
s受付期間／～1月15日（火）午前9時
　～午後5時30分（土・日・祝日を除く）
●申し込み・問い合わせ先／医務課

　3055-223-1484 5055-223-1486

平成20年度県立大学
一般選抜学生募集
 県立大学では、「グローカル（グロー
バル＆ローカル）な知の拠点となる大学」
「未来の実践的担い手を育てる大学」
「地域に開かれ地域と向き合う大学」
を理念に、豊かな人間性と未来を拓く
実践力を育てることを目指しています。
知的好奇心に満ち、未知の問題に挑
戦する熱意あふれる若者を歓迎します。

s出願期間／
　1月29日（火）～2月6日（水）
s選抜方法／
　■ 国際政策学部・人間福祉学部人間
　　形成学科：大学入試センター試験、
　　面接（前期のみ）
　■ 人間福祉学部福祉コミュニティ学
　　科：大学入試センター試験、面接
　■ 看護学部：大学入試センター試験、

　　小論文、面接
s試験日／
　■ 前期日程：2月25日（月）
　■ 後期日程：3月12日（水）
s合格発表／
　■ 前期日程：3月6日（木）
　■ 後期日程：3月20日（木）
s願書配布場所／県立大学飯田キャン
　パス、池田キャンパス（甲府市）
※出願資格、出願方法など詳細は学生
　募集要項で確認
●問い合わせ先／
　県立大学飯田キャンパス学務課

　3055-224-5260 5055-224-5386

暮らしやすさ日本一の県づくりを目指して


