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原則毎月1日に掲載します。3月号［VOL.47］
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～」
s～3月23日（日）

県立図書館

催し物

募　集お知らせ
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出陣！甲府城御案内仕隊

爽快やまなし！ NOW
土曜日●AM11:30～11：45

2月・3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

甲府市中心街
活性化プロジェクト

自動車の適切な
変更登録を

ヘイ！キッズ～
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フットパスで寒さを
ふっとばす？

山梨デスティネーションキャンペーン
に向けたおもてなしの心

山梨デスティネーション
キャンペーン

消防団に入団しよう

やまなしの名工を訪ねて

やまなし元気ナビ
日曜日●AM7:30～7：45
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ふるさとの
シンボルを守る樹木医

テレビ・ラジオ番組

※放送番組は予定です。

※4月からAM7:15～7：30放送

みんなでノー・レジ袋

県立科学館

■問い合わせ　1055-254-8151

「巨大ロボット昆虫園」
s3月8日（土）・9日（日）
s入館料のみ

■問い合わせ　1055-228-3322

常設企画展「追悼－萩原英雄　美の世界」
s～5月25日（日）
s常設展観覧料のみ

県立美術館

県立考古博物館
「山梨の遺跡展2008」
s3月15日（土）～4月6日（日）
s無料

■問い合わせ　1055-235-8080

県立文学館
「収蔵品展」
s～3月30日（日）

県土緑化強調期間

県立博物館

■問い合わせ　1055-261-2631

児童家庭課 3055-223-1458 5055-223-1475

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）
s入館料のみ

■問い合わせ　1055-266-3016
（埋蔵文化財センター）

日曜日にもパスポートを
受け取ることができるよ
うになります
　4月6日（日）から、パスポートセン
ター（甲府市飯田二丁目）の窓口で
次の2点を満たしている方に限り、
日曜日にもパスポートを受け取るこ
とができるようになります。
　 　■ 県内の各窓口で申請した際に、パス
　　ポートセンターで日曜日に受け取
　　りたいという「日曜日交付申出書」
　　を提出していること
　 　■「交付予定日」以降であること
s日曜日の受取時間／午前9時～午後
　4時30分
sその他／
　 　■ 平日の祝日は休みですが、祝日と重
　　なった日曜日は受け取ることができ
　　ます。
　 　■ 年末年始（12月29日から1月3日
　　まで）は日曜日も休みです。
　 　■ 日曜日は受け取りのみです。「申請」
　　はできません。
●問い合わせ先／パスポートセンター

　3055-222-2040 5055-222-2041 

子育て相談総合窓口
「かるがも」が移転します
　これまで、「福祉プラザ」で行って
いた子育て相談総合窓口「かるがも」
は、3月26日（水）から「男女共同参
画推進センターぴゅあ総合」（甲府
市朝気1-2-2）に移転します。
　身体・健康にかかわることから、情
緒・性格、生活習慣、幼稚園・学校、
友達関係など子育て中のお父さん

やお母さん方のさまざまな悩みを解
消するためにお手伝いします。
　一人で悩まずに、お気軽にご相
談ください。臨床心理士によるカウン
セリングも行っています。
　なお、3月25日（火）は引っ越しの
ため、お休みさせていただきます。

s「かるがも」の新しい電話番号

　055-228-4152・4153
●問い合わせ先／社会教育課

　3055-223-1772 5055-223-1775

電話加入権の公売
　県税の滞納のため差し押えた電話
加入権を公売します。

s日時／3月13日（木）午前10時～
s公売方法／入札
s見積価額／6,000円程度
s公売場所／総合県税事務所（甲府市
　飯田1-1-20　JA会館5階）
s参加資格／どなたでも参加できます。
　※滞納者本人などを除く。
s持ち物／購入代金、名義人及び代理
　人の印鑑、身分証明書、代理人の場
　合は委任状
sその他／中止になる場合もあります
　ので、あらかじめ電話でご確認くだ
　さい。
●問い合わせ先／総合県税事務所

　3055-223-3616 5055-226-4275

児童扶養手当
制度の改正
　児童扶養手当を受給している母
親で、（ア）の条件に当てはまる方は、
手当の支給額が減額となります。
　ただし、（イ）の要件に該当する方は、
市町村役場で手続きを行うことにより、
これまでと同様に児童扶養手当を

受給できます。
　なお、母親以外が児童を養育し
ている場合は、減額の対象となりま
せん。

（ア）減額の対象となる方
s平成15年4月1日現在に受給資格を
　お持ちの方
　 　■ 平成20年4月手当額から減額対象
　　となります。ただし、平成15年4月
　　1日時点に3歳未満の児童がいた
　　方は、児童が3歳になった翌月から
　　5年を経過したときから減額となり
　　ます。
s上記以外の方
　 　■「支給開始月の初日から5年」また
　　は「支給要件に該当するに至った月
　　の初日から7年」のいずれか早い日
　　の属する月の翌月から減額の対象
　　となります。ただし、児童扶養手当
　　の認定請求時点で3歳未満の児童
　　がいた方は、児童が3歳になった翌
　　月から5年を経過したときから減額
　　となります。

（イ）減額されないための要件
s手当を受給している方が就業してい
　る場合
s手当を受給している方が求職活動そ
　の他自立に向けた活動を行っている
　場合
s手当を受給している方が一定の障害
　状態にある場合
s手当を受給している方が、負傷・疾病
　その他の事由により就業することが
　困難である場合 
s手当を受給している方の児童・親族
　が一定の障害等の状態にあり、介護
　のため就業することが困難である
　場合 
（ア）の条件に当てはまる方は、市町
村役場から通知がありますので、手
続きをお願いします。

●問い合わせ先／児童家庭課

　3055-223-1459 5055-223-1475
　または市町村児童扶養手当窓口

山梨県男女共同参画
審議会委員募集
　男女共同参画社会の実現に向け
た取り組みに皆さんの意見を反映さ
せませんか。さまざまな分野の方々か
らの応募をお待ちしています。

s応募資格／県内にお住まいの20歳
　以上の方（平成20年4月1日現在）
　ただし、次の者は除きます。
　 　■ 国会議員または地方公共団体の議
　　会の議員
　 　■ 常勤の国家公務員または地方公務
　　員
　 　■ 本県の他の附属機関などの委員
s応募人員／4名以内
s任期／2年
s審議会／公募委員を含む15名の委
　員で構成され、男女共同参画につい
　て調査・審議します。（年3回程度開催）                
s応募方法／次の書類を郵送またはメ
　ールで提出してください。
　 　■ 山梨県男女共同参画審議会委員応
　　募用紙
　 　■ 800字程度の作文（テーマ「私の
　　考える男女共同参画社会」） 
s応募期間／～3月25日（火）（当日消
　印有効）
●応募・問い合わせ先／男女共同参画課

　3055-223-1358 5055-223-1335
　〒400-8501甲府市丸の内1-6-1   
　メール danjo@pref.yamanashi.lg.jp

宝の山を探せ！
山梨発のヒット商品

やまなし春めいて

春は学びのスタート

列車で山梨へ
いらっしゃい！

中央線高速化の推進

信玄公まつり

「キャンパスネットやまなし」入学者募集

申し込み・
問い合わせ先 ホームページ  http://www2.manabi.pref.yamanashi.jp/campusnet/

生涯学習文化課 3055-223-1319 5055-223-1322

シンボル展「レッドデータブックの生き

物たち」
s～3月23日（日）
s常設展観覧料のみ

ふやそう！子育てにやさしい会社！ふやそう！子育てにやさしい会社！
　社会全体で子育てを応援していくため、企業においても仕事と子育ての両立を支援する取り組みが

求められています。

　また、従業員の「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）」を推進

する企業には、優秀な人材の採用や定着、生産性の向上など企業にお

いてもメリットがあるとの指摘もあります。

　県では、子育て支援に関して先進的な取り組みを行う企業とその内容

を県のホームページなどで広く紹介しています。

　企業・事業所が取り組んでいる、また今後取り組む「従業員の子育て

への応援」や「地域における子育てへの応援」の内容をお送りください。

「子育て応援宣言企業はステキ」―社長さんへの表彰状篇

ＹＢＳ・ＵＴＹで３月９日（日）まで
放映しています。 http://www.pref.yamanashi.jp/barrier/html/koucho/index.html

http://www.pref.yamanashi.jp/barrier/html/jidou/index.html

従業員の
子育てへの

応援

地域における
子育てへの

応援

子育て応援の取り組み事例

従業員の
子育てへの

応援

多様な働き方を実現するために ●育児に伴う短時間勤務制度・フレックスタイム制度の導入

家族との時間を増やすために ●帰宅を促す一斉消灯などノー残業デー浸透の工夫
●夏休みなど長期休暇の取得

経済的な支援 ●保育サービスにかかる保育料の補助
●扶養手当の増額

地域における
子育てへの

応援

地域全体への応援
●工作教室の開催
●会社のグラウンドの開放

設備などの充実 ●店内のバリアフリー化
●授乳室やベビーシートの設置

●親子で楽しめるイベントの開催サービスの充実

●山梨ヤクルト販売㈱●ホリデー車検 甲斐アルプス●㈱山交●㈱山梨中央銀行●医療法人高原会 高原病院●山梨県民信用組合●㈱マルアイ●㈱ネオシステム●㈱エーティーエルシステムズ●㈱コミヤマ工業●㈱ワイ・シー・シー●㈱カルク●㈱ＹＳＫ e-com●㈱コンピュータマインド●ＴＤＫ㈱ 甲府工場●㈱岡島●山梨リコー㈱●山梨トヨタ自動車㈱●セブン＆アイＨO
ＬＤＧＳ.㈱イトーヨーカ堂甲府昭和店●医療法人慶友会 城東病院●社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会●㈱サンキムラヤ●㈱はくばく●甲府カシオ㈱●ＮＥＣコンピュータテクノ㈱●㈲松風 実測部門ツールアート●シチズンセイミツ㈱●ネッツトヨタ甲斐㈱●医療法人山角会 山角病院●山梨信用金庫●㈲才間商事●㈱いちやまマート●㈱テンヨ武田 製品本部●長谷
川醸造㈱●㈱アル・ビー●㈲マザース●日本生命 甲府営業部●㈱アピオ●財団法人 花園病院●PaPaDoo Kofu Showa Shop●㈱湯村ホテル●日本生命保険相互会社 甲府支社●甲斐日産自動車㈱●㈱ジインズ●生活協同組合 市民生協やまなし●㈱サーフビバレッジ 山梨工場●㈱サーフビバレッジ 石森工場●㈱サーフビバレッジ 御坂工場●山梨ダイハツ販売㈱
●山梨県中小企業団体中央会●㈱メイキョー●㈱ベルクラシック甲府●障害者通所授産施設 くぬぎの森●国際建設㈱●㈱シャトー勝沼●甲府商工会議所●山梨県商工会連合会●富士急行㈱●山梨県町村会●勝沼醸造㈱●㈲シラネパック●医療法人Mデンタルクリニック 松野歯科●社会福祉法人山梨県社会福祉事業団●財団法人山梨県健康管理事業団●ホ
テル談露館●山梨県市長会●養老酒造㈱●だがしやケロちゃん（軍配醸造㈱）●酒蔵櫂（軍配醸造㈱）●山梨県国民健康保険団体連合会●藤精機㈱●ＤＯ－ＵＰ ＮＯＶＥＬ●ＪＲ東京西駅ビル開発㈱甲府店●㈱梶原乳販

「子育て応援宣言」企業一覧
（届出順）（H20.2.27現在）

－「子育て応援宣言」企業募集－

よ い 子 に

やまなし子育て応援 シンボルマーク

s入学資格／どなたでも入学できます。
s入学費用／無料
s入学手続／入学申込書を郵送またはホームページから申し込んでください。
s入学申込書配布場所／各地域県民センター、県生涯学習推進センター、各市町村
　教育委員会など
s受付期間／随時

　県民の皆さんの生涯学習を応援するキャンパスネットやまなしの入学者を募集しています。
　生きがいづくりや新しい知識・技術の習得など、いつでも、どこでも、気軽に学べるシステムが、
キャンパスネットやまなしです。
　県、市町村、大学・短大、カルチャーセンター、各種団体などが実施する講座の中から興味・
関心のあるものを選択して学習できます。この機会に、ぜひ入学してみませんか？

応募方法など問い合わせ先

広聴広報課ホームページでも動画配信中

場所は「子育て応援宣言」をした企業の会議室。社長さんに女の子が手書きの
表彰状を渡すと、社長さんはニッコリ。周りの子どもたちも拍手。
表彰状の文面は、「いつもパパやママを早く帰してくれてどうもありがとう。こ
れからもわたしたちにやさしい会社でいてください。　山梨県こども代表」
CMの最後には、「ふやそう！子育てにやさしい会社」のナレーションとともに、す
でに応援宣言をしている企業の社長（代表者）さんの顔写真（了承を得られたと
ころのみ）を並べて紹介します。

県制作　子育て応援 テレビＣＭ第二弾　放映中県制作　子育て応援 テレビＣＭ第二弾　放映中


