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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。

中央自動車道（一宮御坂IC～韮崎IC）平日昼間に時間帯割引を実施中
　国土交通省では、中央自動車道の一宮御坂 ICから韮崎IC
間の料金社会実験（料金割引）を始めました。
　この実験は、国道に並行する高速道路を有効利用してもらうこ
とにより、国道の慢性的渋滞などの課題を解消・緩和するための
料金割引導入に向け、料金引き下げに伴う効果や影響などを把
握するために実施します。
　時間帯割引を拡大することにより、混雑している国道20号から
交通量に余裕がある中央自動車道へ交通を転換させ、国道の
渋滞緩和、沿道環境改善など地域の活性化支援を行っていきます。

問い合わせ先

s対象時間／平日（月～金）午前9時～午後
　5時
s対象車両／ETC車（全車種）
s対象区間／中央自動車道一宮御坂・甲府南・
　甲府昭和・双葉スマート・韮崎の各インターチ
　ェンジ相互の間
s割引内容／対象区間内のインターチェンジを

　出入口とし、入口または出口の料金所を午前9
　時から午後5時の間に通過する利用者に対し
　て3割引
s注意事項／対象区間内のみを走行した場合に
　割引の対象となります。指定された区間内以
　外のICを利用された場合には割引の対象とな
　りません。
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中央自動車道●平日昼間割引エリア
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敬老の日に思うこと

ぴゅあ総合フェスタ2007

爽快やまなし！ NOW
土曜日●AM11:30～11：45

9/1
9/8
9/15
9/22
9/29
10/6

9月・10月第1週の

防災に対する意識を
高めよう！

山梨放送 YBSラジオ

山梨放送 YBSテレビ

テレビ山梨 UTY

下水道って大切だよ

10月は体力づくり月間

くらしに文化が根づく
～やまなし県民文化祭

県立博物館

■問い合わせ　1055-228-3322

特別展「プラハ国立美術館展　ルーベ
ンスとブリューゲルの時代」
s9月8日（土）～10月14日（日）

県立美術館

■問い合わせ　1055-226-2586

第3回資料紹介展示「コーヒーの香る
国へ　－日本ブラジル交流年」
s9月14日（金）～11月20日（火）
s県立図書館1階ロビー

県立図書館

■問い合わせ　1055-261-2631

県立科学館

■問い合わせ　1055-254-8151

「科学工作作品・写真作品展」
s9月22日（土）～28日（金）
※25日（火）を除く　入館料のみ

県立富士湧水の里水族館

■問い合わせ　10555-20-5135

企画展「富士山の恵み、湧水の生きも
のたち」
s～10月1日（月）　入館料のみ

県立考古博物館

■問い合わせ　1055-266-3881

「こうこはくdeタッチ＆トーク（弥生・古
墳時代編）」
s9月16日（日）午前10時～、午後2
　時～
s入館料のみ

■問い合わせ　1055-235-8080

県立文学館
「宮沢賢治　若き日の手紙 ― 保阪嘉内
宛七十三通」
s9月29日（土）～11月25日（日）

オリンピックは私の夢②

ヘイキッズ
～道路をつくる！・守る！

やまなし散歩
土曜日●PM5:50～6：00

9/1
9/8
9/15
9/22
9/29
10/6

あなたにもできる応急手当

中学生がパパママ体験

やまなしを全国に売り込め！
～やまなしブランド戦略

総合型地域スポーツクラブ

樹海に飛び込め！

安全な食品が口に入るまで

やまなし元気ナビ
日曜日●AM7:30～7：45

9/2
9/9
9/16
9/23
9/30
10/7

発明工夫してみませんか

犬ネコの飼い方

読書の秋！図書館に行こう

魅力的な仕事②

テレビ・ラジオ番組

催し物

いきいき山梨ねんりん
ピック2007開催
　高齢者のスポーツ大会を中心とし
た子どもから大人まで世代を超えて楽
しめる交流の場です。市町村の特産
物の販売やTVキャラクターショーもあ
ります。

s日時／9月8日（土）午前9時～午後
　3時（小雨決行）
s場所／小瀬スポーツ公園（甲府市）
　ほか
s内容／
　 　■ スポーツの広場（高齢者総合スポ
　　ーツ大会、第26回老人ゲートボー
　　ル大会、ふれあいスポーツフェア）
　 　■まつりの広場（健康・福祉フェア、シ
　　ルバーライフ情報提供、福祉保健に
　　関する情報提供、生きがい情報広場、
　　三世代ふれあい広場、自慢の孫写
　　真コンテスト、ふれあい芸能フェス
　　ティバル、展示即売コーナー、食の
　　コーナー）
●問い合わせ先／長寿社会課

　3055-223-1450 5055-223-1469 

第一回インターネット
公売の実施
　県税の滞納者から差し押さえた動
産をヤフー（株）が提供するインターネ
ットオークションシステムを利用して以
下のとおり公売を実施します。

sオークションアドレス
　http:// koubai.auctions.yahoo.
　co.jp/yamanashi

s公売参加申込期間／～9月6日（木）
　午後5時
※オークションサイト画面で必要事項　
を記入してお申し込みください。な
　お、公売参加には、事前にYahoo！
　JAPAN IDの登録（無料）と公売保

　証金の納付が必要です。
※公売物件は、ヤフー（株）のオークシ
　ョンサイトでご覧いただけます。
※必ず山梨県インターネット公売ガイド
　ラインをよくお読みいただき、同意を
　してからお申し込みください。
s公売保証金の納付方法／公売参加
　には、物件の見積価額の1割を公売
　保証金として事前に納めていただく
　必要があります。申込画面で次の納
　付方法を選択して納めてください。
　1 クレジットカードによる納付
　2 銀行振込などによる納付
※落札できなかった方、申し込みはした
　が入札をしなかった方の公売保証金
　は入札終了後返還します。
s入札期間／9月11日（火）午後1時
　～9月13日（木）午後1時
s公売方法／せり売り（入札期間中は
　何度でも入札できます）
s詳しくは、税務課ホームページをご覧
　ください。
●問い合わせ先／
　税務課

　3055-223-1386 5055-223-1390
　ホームページ
　http://www.pref.yamanashi.jp/
　barrier/html/zeimu/25_ 041.html
　総合県税事務所

　3055-223-36165055-226-4275

小児救急電話相談開始
　夜間に子どもが急な病気になった時、
保護者などからの電話による相談に
対応する小児救急電話相談を開始し
ました。

s利用時間／午後7時～午後11時（毎日）

s電話番号／＃8000（短縮ダイヤル）
※ダイヤル回線の場合は、
　055-226-3369
s対応者／小児医療に精通した看護師
s相談内容／発熱、下痢、嘔吐、ひきつ
　けなど、子どもの急な病気に関する
　相談（慢性疾患や育児相談などはご
　遠慮ください）
sその他／

　 　■相談に対する助言であり、診断や治
　　療を行うものではありません。
　 　■ 電話が混み合うことが予想されま
　　すので、簡潔にご相談ください。
　 　■話し中の場合は、少し時間をおいて
　　からおかけ直しください。
　　■明らかに救急を要する急病の場合は、
　　医療機関または119番へご連絡く
　　ださい。
●問い合わせ先／医務課

　3055-223-1480 5055-223-1486  

第22回下水道まつり開催
　下水道のしくみや正しい使い方を
理解できる楽しいイベントです。

s日時／9月9日（日）午前10時～午
　後3時
s場所／峡東浄化センター（笛吹市）
s内容／下水道施設見学会、下水道教
　室、水質実験、ミニ下水道展（下水道
　リサイクル製品・下水道の仕組みの
　模型などの展示）、ロードトレイン、フ
　アフア、大道芸、水洗化相談コーナー
　など
s参加費／無料
●問い合わせ先／
　下水道課

　3055-223-1726 5055-223-1729 
　（財）山梨県下水道公社

　3055-263-2738 5055-263-2738

秋の全国交通安全運動実施
　秋の全国交通安全運動が、9月21
日（金）から30日（日）までの10日間実
施されます。この運動では、交通事
故防止の徹底を図ることを目的に、
運動の基本を「高齢者の交通事故
防止」とし、4点の重点項目を定めて
います。

①飲酒運転の根絶（全国重点）
②夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗
　用中の交通事故防止（全国重点）
③後部座席を含むシートベルトとチャ
　イルドシートの正しい着用の徹底（全

　国重点）
④マナーアップによる交差点通行及び
　道路横断時の交通事故防止（県重点）

　県民一人ひとりが交通ルールを守り、
安全で快適な交通環境づくりのた
めに、この運動に積極的に参加しま
しょう。

●問い合わせ先／警察本部交通企画課

　3055-235-2121（代表）

平成20年度県立産業技術
短期大学校推薦入学生募集
　県立産業技術短期大学校は、将来、
産業界で活躍できる実践技術者を目
指す学生を募集します。

s試験日／10月17日（水）
s会場／県立産業技術短期大学校（甲
　州市塩山上於曽1308）
s募集科／生産技術科、電子技術科、観
　光ビジネス科、情報技術科
s推薦の種類／
　 　■高等学校長推薦（対象：平成20年3
　　月高等学校卒業見込者）
　 　■自己推薦（対象：高等学校既卒者）
　 　■事業主推薦（対象：県内事業所勤務者）
s試験科目／
　 　■ 高等学校長推薦：数学Ⅰ（観光ビジ
　　ネス科は英語Ⅰ）、面接
　 　■自己推薦・事業主推薦：小論文、面接
s受付期間／
　9月20日（木）～10月4日（木）
●問い合わせ先／
　県立産業技術短期大学校

　30553-32-5201 50553-32-5203

シンボル展「『米キタ』『アスヤル』－明

治四十年の大水害から百年－」
s～9月24日（月）

※放送番組は予定です。

　「緊急地震速報」は、震源に近い観測点で初期微動を検知し、直ちに震源や地震の規模（マ
グニチュード）などを推定し、大きな揺れが迫っていることを知らせるシステムです。
　最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ（震度4以上）を事前にテレビ、ラジオなど
でお知らせします。

　「緊急地震速報」を受けた時は、周囲の状況に応じて、あわてずに、まず身の安全を確保
してください。

さまざまな場面における具体的な対応
s頭を保護し、大きな家具から離れ、丈夫な机の下などに隠れる。
sあわてて外へ飛び出さない。
sその場で火を消せる場合は火の始末。（火元から離れている場合は無理して消火しない）
s扉を開けて避難路を確保する。

「緊急地震速報」が10月1日から始まります！！

s施設の従業員などの指示に従う。
sその場で、頭を保護し、揺れに備えて身構える。
sあわてて出口・階段などに殺到しない。
sつり下げられている照明などの下から退避する。

sブロック塀の倒壊や自動販売機の転倒に注意し、これらのそばから離れる。
sビルからの壁、看板、割れたガラスの落下に備え、ビルのそばから離れる。
s丈夫なビルのそばであればビルの中に避難する。
s落石や崖崩れに注意する。

s自動車運転中は、後続の車が情報を聞いていない場合もあることから、あわててスピー
　ドを落とさない。
sハザードランプを点灯するなどして、まわりの車に注意を促した後、急ブレーキはかけずに、
　緩やかにスピードを落とす。大きな揺れを感じたら、急ハンドル、急ブレーキを避けるなど、
　できるだけ安全な方法により、道路状況を確認して左側に停止させる。
s鉄道・バスに乗車中は、つり革、手すりなどにしっかりつかまる。
sエレベーター利用中は、最寄りの階で停止させ、速やかにエレベーターから降りる。

甲府地方気象台
防災業務課
3055-222-9101

問い合わせ先

●「緊急地震速報」は、震源近くで地震（P波、初期微動）を検
　知し、位置、規模、想定される揺れの強さを自動計算します。
　地震による強い揺れ（S波、主要動）が始まる数秒から数十
　秒前に、素早くお知らせします。
●ただし、震源に近い地域では、「緊急地震速報」が強い揺れ
　に間に合わないことがあります。

家　　庭

不特定多数の人が
出入りする施設

屋　　外

乗り物で移動中

（社会実験の内容に関すること）国土交通省甲府河川国道事務所 調査第二課 3055-252-8886 5055-251-2594
（社会実験の料金に関すること）NEXCO中日本ハイウェイガイド 30570-090333（ナビダイアル）または052-223-0333（PHS、IP電話からおかけになる場合）

（その他）道路企画室 3055-223-1690 5055-223-1693
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情報発表から主要動到達までの猶予時間情報発表から主要動到達までの猶予時間

震源近くで地震（P波）を検知すると、
直ちに緊急地震速報を発信するための
処理を開始します。

「緊急地震速報」の仕組みなどについては、
気象庁のホームページをご覧ください。

http://www.seisvol.kishou.go.jp/
eq/EEW/kaisetsu/index.html

　県では、9月1日の「防災の日」にあわせて、「わが家の防災対策」チェックシートを全戸に配布しています。
　災害はいつ、どこで、どんな形で起こるか分かりません。日頃からの心構えと備えが大切です。
　防災対策について家族で話し合い、チェックシートを使って再確認しましょう。
　チェックシートは、各市町村にも配布しています。お手元に届かない場合には、恐れ入りますが、お住まいの市町村の
　防災担当窓口にお問い合わせください。

「わが家の防災対策」チェックシートの配布
山梨県消防防災課
3055-223-1430

【お知らせ】県政だより「ふれあい」特集号（vol.14）は、編集の都合により、10月末発行とさせていただきますので、ご了承ください。

募　集

お知らせ

※9/1のみPM3:20～3：30


