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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2回資料紹介展示「平成19年度新収
蔵山梨県関係出版物展」
s6月6日（金）～7月27日（日）

県立図書館

催し物

募　集お知らせ

県立科学館

■問い合わせ　1055-254-8151

わくわく工作2「暗闇に出現！レインボー
UFO」　
s6月28日（土）午前10時～、午後1時
　30分～
s小学校3年生以上、要電話予約
s材料費（500円）が必要です。県立博物館

■問い合わせ　1055-261-2631

県立富士湧水の里水族館

■問い合わせ　10555-20-5135

県立考古博物館
春季企画展「甲斐の前方後円墳」
s～6月29日（日）
s無料

■問い合わせ　1055-266-3881

シンボル展「木食白道　－知られざるも
う一人の木食－」
s～6月30日（月）
s常設展観覧料のみ

■問い合わせ　1055-228-3322

開館30周年記念展「富士山」
s6月7日（土）～7月21日（月・祝）
s観覧料が必要です。

県立美術館

■問い合わせ　1055-235-8080

県立文学館
企画展「芥川龍之介の手紙　敬愛する
友　恒藤恭へ」
s～6月22日（日）
s観覧料が必要です。

一歩踏み出す女性たち④

YBS
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高校生あぐり体験教室

愛の血液助け合い運動

爽快やまなし！ NOW
土曜日●AM11:30～11：45

6/7
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6/21

6/28

7/5

6月・7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

やまなし匠の技・伝承塾

清水國明の輝きの人
都会と田舎を結ぶ
～グリーンツーリズム

やまなし散歩
土曜日●AM7:15～7：30

6/7

6/14

6/21

6/28

7/5

やまなし・しごと・プラザ

みんなで支える救急医療

森の癒し体験

安全・自然な川づくり

富士の国やまなし館
新館長の1日

やまなし元気ナビ
日曜日●AM7:30～7：45

6/1

6/8

6/15

6/22

6/29

7/6

山梨の花火を
全国の夜空に！

楽しくエコライフ

テレビ・ラジオ番組

※放送番組は予定です。

やまなしの名水を守ろう！

県産果実を海外へ
～フードタイペイ2008

各種融資制度の紹介

みずがき方面へ
やまなし散歩
知事
出演

南アルプスマイカー規制
　南アルプス広河原に通じる県営林
道南アルプス線（芦安～広河原）及
び県道南アルプス公園線（奈良田～
広河原）では、マイカー規制を実施し
ます。マイカーでお越しの方は、芦安
（600台）、奈良田（200台）の無料駐
車場に駐車し、路線バスまたはタクシ
ーをご利用いただくことになりますので、
ご理解とご協力をお願いします。

s利用者協力金のお願い／このマイカ
　ー規制では、利用者の皆さんにマイ
　カー規制実施経費の一部を負担いた
　だきます。（1人片道100円）
　　協力金は、マイカー規制が円滑に
　行われるよう、ゲート管理や乗換駐車
　場の管理などに充てさせていただき
　ます。
sマイカー規制期間／6月25日（水）
　～11月9日（日）
　この期間以外は冬季閉鎖のため全面
　通行止めとなります。
●問い合わせ先／南アルプス山岳交通
　適正化協議会（観光資源課内）

　3055-223-1576 5055-223-1670

パスポートの受け取り
●6月2日（月）から、各地域県民セン
　ター総合窓口でのパスポートの受け
　取り時間を1時間延長します。
s延長後の受け取り時間／平日の午前
　9時～午後5時30分
　申請は、今までどおり午前9時～午後
　4時30分です。

●パスポートセンター（甲府市飯田）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
　ることができます。
　■ 申請の際に、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日曜日の受け取り時間／午前9時～
　午後4時30分
　なお、日曜日は受け取りのみで、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

やまなし環境月間
　5月30日から6月30日までを「やまな
し環境月間」として、ごみ減量・リサイ
クル推進キャンペーン、「環境フォーラ
ムinやまなし」などさまざまな催しを県
内各地で行います。
　環境問題を解決するためには、一
人ひとりが環境に配慮した行動をとる
ことが重要です。この機会に環境の
ために何ができるか考えてみましょう。

●「環境フォーラム in やまなし」
s日時／6月5日（木）午後2時30分～
s場所／県立文学館講堂（甲府市）
s内容／環境保全功績者表彰、片山右
　京トークショー「ストップ地球温暖化
　僕がみたもの～僕らにできること」
●問い合わせ先／環境創造課

　3055-223-1503 5055-223-1507

男女共同参画推進月間
　6月は「男女共同参画推進月間」
です。誰もが性別にかかわりなく、
家庭、地域、職場で、お互いにその

人権を尊重しながら、個性・能力を
発揮することができる社会にしてい
きましょう。

●「やまなし男（ひと）と女（ひと）との
　フォーラム」
s日時／6月6日（金）
　午後1時～3時30分
s場所／県立文学館講堂（甲府市）
s内容／パフォーマンス（寸劇）、男女
　共同参画推進事業者等表彰、講演「働
　く・育てる・暮らす　～ワーク・ライフ・
　バランスのすすめ～」
　講師：勝間和代さん（経済評論家・公
　認会計士）
●問い合わせ先／男女共同参画課

　3055-223-1358 5055-223-1335

山梨県国民保護
講演会開催
　弾道ミサイルの着弾や大規模テロ
など、万が一の緊急時に適切に対処
できるよう、国民保護の仕組みと自治
体や住民の関わりなどについての講
演会を開催します。

s日時／6月10日（火）
　午後1時30分～3時
s会場／山梨県自治会館（甲府市）
s内容／講演「国民保護制度の概要と
　今後の取り組みについて」
　講師：滝川伸輔氏（内閣官房内閣参
　事官）
s定員／150名
s申し込み方法／住所・氏名（ふりがな）・
　電話番号を明記のうえ、はがきまた
　はFAXで申し込んでください。
　（6月8日（日）必着）
●申し込み・問い合わせ先／消防防災課

　3055-223-1430 5055-223-1429

やまなし土木施設環境
ボランティア募集
　身近な公共施設である道路や河川、
公園などの美化活動を行う土木施設
環境ボランティアを募集しています。

s応募の要件／自治会や老人クラブ、
　商店会、企業、学校など5名以上のグ
　ループ
s活動内容／県が管理する道路、河川、
　公園の清掃や、除草、花の植栽など
　の美化活動
※延長100m以上又は面積200㎡以
　上の区域での活動を対象とします。
s作業用品など／ボランティア活動に
　必要な道具や草花の種子、安全確保
　のための簡易バリケードなどは県で
　準備します。
s募集期間／通年
s応募方法／活動する施設を所管する
　建設事務所に、環境ボランティア届を
　提出していただきます。届け出用紙
　は建設事務所に備え付けてあります。
●問い合わせ先／道路管理課

　3055-223-1696 5055-223-1699

県内の主なスーパーマーケットなどで、
6月30日からレジ袋の無料配布が
中止されます。
　私たちがスーパーなどで受け取るレジ袋は、1年間に一人当たり約
240枚にもなり環境に大きな負担をかけています。
　レジ袋の削減は、ちょっとした心がけで誰でもできる環境活動です。
マイバッグなどの持参にご協力をお願いします。

環境に及ぼす影響

●石油資源の消費／レジ袋は石油を原料としており、LLサイズ1枚のレジ袋を
　石油に換算すると、小さなおちょこ1杯分（約20ml）になります。
●ゴミの増加／レジ袋をはじめとする容器・包装類は、家庭から出るゴミのうち
　約6割を占めています。これを焼却すると、地球温暖化の原因となる二酸化
　炭素が排出されます。
●自然界への影響／レジ袋の大半は、土にかえることなく自然界に残ります。
　これを飲み込んだ野生の動物や魚の生命を奪うケースもあります。

問い合わせ・申込先／環境創造課

ノーレジ袋推進キャラクター
「エコリー」

s「レジ袋の削減について考える」講演会
　 　 ■ 日時／6月21日（土）午後1時30分
　　 から
　 　 ■ 場所／山梨県立大学 飯田キャンパ
　　ス講堂（甲府市）
　 　 ■ 講師／舟木賢徳氏（環境省環境カウ
　　ンセラー）

3055-223-1506 5055-223-1507

問い合わせ先

春季特別展
 「泳ぐ宝石☆きらきら☆タナゴ」

s～6月23日（月）
s入館料のみ

　本県を訪れる外国人観光客は年々増加しており、２００７年には８８万人に達しました。
県では、２０１０年までにこれを１００万人に拡大するという目標を掲げ、一層の誘致に努め
ています。
　中でも、本県を訪れる外国人観光客の約４割を占める中国は、本県の観光にとって巨
大なマーケットです。そこで、横内知事は観光関係者などと共に４月２３日から２７日まで
の５日間、観光客誘致に向けたＰＲのため、中国を訪問しました。

山梨・静岡・神奈川の三県知事による観光トップセールス

本県単独で行った
　　　　　　トップセールス
　その後、笛吹市、富士河口湖町などの関係者とともに、

香港と広東省広州市を訪問しました。

  香港では、日本への送客が最も多い旅行会社などに、

富士山をはじめとする本県の観光をＰＲするとともに、大

手スーパーに県産果実やワインの売り込みを行いました。

　また、広州市では、広東省旅遊局や旅行会社の代表

と会談し、小中高校生の教育旅行の誘致などを働きか

けました。

　はじめに訪問した上海市では、石川静岡県知事、松沢神奈川県知事と三県合同で観光のトップセ

ールスを行いました。これは、昨年１０月の「山梨・静岡・神奈川三県サミット」で、本県が提案し実現し

たものです。

　三県知事は、上海市人民政府を訪問し、観光をはじめ経済、環境保全、青少年など幅広い分野で

交流を促進するとの覚書を締結しました。

　また、富士箱根伊豆地域へ観光客を誘致するため、旅行会社やメディアに観光モデルコースを紹

介するなど、積極的なＰＲ活動を展開しました。

▲覚書締結後、上海市 楊雄副市長（前列右から2人目）と握手をかわす横内知事、石川知事（静岡）、松沢知事（神奈川）

▲香港の訪日旅行最大手の旅行会社にて山梨をPR
▲広東省旅遊局 楊栄森局長を訪問

ようえいしん

中国・四川省地震被害義援金に
ご協力をお願いします。

　本県と友好県省を締結している四川省で大規模な地
震が発生し、各地に甚大な被害をもたらしました。（財）山
梨県国際交流協会では、被災者の支援や復興活動に役
立てていただくため、6月30日（月）まで義援金を募集して
います。県民の皆さんのご協力をお願いします。

（財）山梨県国際交流協会 3055-228-5419
3055-223-1435国際交流課

振 込 先

山梨中央銀行　県庁支店

口座名義　 四川省地震被害義援金

口座番号　 普通預金　667618 

※山梨中央銀行本・支店窓口から振り込む場合は、振込手数料無料です。

ようゆう

観光客の誘致や農産物などの販路拡大に向けた交渉には、行政も含めた組織的な活動が効果的です。
県では、本県産業をバックアップするため、知事が先頭に立ち今後も積極的にトップセールスを行うこととしています。
横内知事は、６月には台湾で開催される国際食品見本市「フードタイペイ」に出向き、また７月には京都市中央卸売市場を訪問し山梨を売り込みます。

～横内知事が中国で山梨をPR～観光・物産トップセールス


