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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1回資料紹介展示「こどもにすすめ
たい本2008」
s～5月29日（木）

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

星を見る会「惑星をみよう」
s5月23日（金）
s午後7時～午後8時30分
　（受付：午後6時30分）
s要申込（定員80名）・無料

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

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

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－」
s5月21日（水）～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周年記念特別展「田園讃歌－近
代絵画に見る自然と人間」
s～6月1日（日）
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。

県職員採用上級試験
s第一次試験／6月29日（日）
s受験資格／昭和54年4月2日から昭
　和62年4月1日までに生まれた方な
　ど（受験資格が異なる職種もあります。）

s受験申込受付／5月14日（水）～5
　月30日（金）
s試験案内・申込書配布／人事委員会
　事務局、県庁本館1階総合案内、県民
　情報プラザ、各地域県民センターな
　どで5月12日（月）から配布
　※募集職種や人数などの詳細につい
　ては、試験案内を確認してください。
●問い合わせ先／人事委員会事務局

　3055-223-1821 5055-223-1819

自然監視員の募集
　山梨県の豊かな自然を守り、うるお
いのある環境づくりを推進するため、
自然監視員を募集します。

s募集人数／129名
s応募資格／県内在住の20歳以上70
　歳未満の心身ともに健康な方で、自
　然保護に関する深い知識と関心のあ
　る方
s業務内容／自然環境保全地区等の監
　視及び自然保護思想の普及啓発
s募集期間／5月1日（木）～5月19日
　（月）
s応募方法／各林務環境事務所または
　各市町村役場に備え付けの申込書に
　より、お住まいの地域を所管する林
　務環境事務所に申し込みください。
●問い合わせ先／みどり自然課

　3055-223-1520 5055-223-1559

建設業相談窓口の開設
　県内建設業者の経営改善などの
取り組みを支援するため、建設業相
談窓口を開設しました。建設業の経
営に関する相談に、専任の相談員が
応じます。
　また、会社訪問による相談も行います。

s相談内容／建設業の経営に関するこ
　と全般
s対象／県内の建設業者
s相談方法／電話または窓口での相談（随
　時）、会社訪問による相談（予約制）
s相談日／月～金曜日（祝日を除く）
s相談時間／午前9時～午後4時（正
　午から午後1時までを除く）
s相談場所／県庁第2南別館1階 県土
　整備総務課建設業対策室（甲府市）
s相談料／無料
●問い合わせ先／
　県土整備総務課建設業対策室

　3055-223-1594（相談専用ダイヤル）

 　5055-223-1844

セーフティードライブ・
チャレンジ200
参加チーム募集
　5人1組でチームを編成し、200日間
の無事故・無違反を目指す交通安全
運動です。
　無事故・無違反を達成したチーム�
には、表彰状や記念品が贈られるほ
か、旅行券などの賞品が当たるお楽�
しみ抽選会へ参加いただけます。

s募集部門／一般の部、シルバーの部
　（65歳以上）

sチャレンジ期間／6月15日（日）～　
　12月31日（水）の200日間
s応募資格／県内にお住まいまたはお
　勤めの運転免許を有する方
　（5人1組で申込み）
s受付期間／6月2日（月）まで
s参加費／1チーム3,500円
　（1人700円）
　※運転記録証明書の申請手数料として
s申込方法／各地域県民センター、市
　町村、警察署などの窓口に置いてあ
　る申込用紙に記入し、県民生活課ま
　たは各地域県民センターへ郵送また
　は持参
●問い合わせ先／県民生活課（セーフ
　ティードライブ・チャレンジ200事務局）

　3055-223-1353

自動車税の納期限は
6月2日（月）
　自動車税は、毎年4月1日午前0時
に、運輸支局に登録されている自動
車（軽自動車を除く）の所有者（割賦
販売の場合は使用者）に対して課税
されます。

s5月上旬に納税通知書を郵送します
　ので、6月2日（月）までに納めてくだ
　さい。
s自動車税は金融機関や郵便局、県税
　事務所のほか、コンビニエンスストア（セ
　ブン－イレブン、デイリーヤマザキ、フ
　ァミリーマート、ローソン）の全国ど
　の店舗でも納付できます。
●問い合わせ先／
　山梨県自動車税センター

　3055-262-4662 5055-263-2421
※問い合わせは平日の午前8時30分
　から午後5時30分までです。
　ただし、5月12日（月）～16日（金）
　は午後6時30分まで、5月17日（土）、
　18日（日）は午前8時30分から午
　後5時30分まで、電話相談を受け付

　けます。

山梨U・Ⅰターン就職
フェア開催
　県内への就職を希望する首都圏
在住の学生や一般の方を対象に、就
職面接会を開催します。希望の企業
や仕事に出会える絶好のチャンスです。
ぜひご参加ください。

s日時／5月19日（月）午後1時～
　（受付：正午～）
s場所／東京・中野サンプラザ（JR中
　野駅前）13階 コスモ・スカイルーム
s対象／〔求職〕山梨県内への就職を
　希望する社会人及び学生（来春卒業
　予定の大学・短大・専門・専修学校生）
　〔求人〕県内に事業所・支店があり、か
　つ県内を勤務地とする企業（参加企業：
　80社を予定）
s内容／「合同就職面接会」、「農業・
　林業・福祉」の仕事相談やグリーン
　ツーリズム・田舎暮らし情報の提供
　など
s参加費／無料
s参加方法／
　■ 求職者の参加申し込みは不要です。
　■ 参加を希望する企業は、事前に申込
　　書の提出が必要になります。
●問い合わせ先／労政雇用課（やまなし・
　しごと・プラザ）

　3055-233-4510 5055-233-4518

s負担能力に応じて公平に負担していただくため、今まで健康保険等の被扶養者だ
　った方も新たに保険料をお支払いいただきます。（ただし、軽減措置があります。）
s窓口でのご負担は、これまで通りです。治療内容も変わりません。ご自身の担当医
　を持つことも可能です。
s保険料は原則として皆さまの年金からお支払いいただきます。お支払いの手間
　と徴収費用を抑える仕組みですので、ご理解をお願いいたします。

長寿医療制度（後期高齢者医療制度）が始まりました。
 今後、大きく増加すると見込まれている高齢者の医療費を国民みんなで支えて
いくため、75歳（一定の障害がある方は65歳）以上の方を対象とした長寿医療
制度（後期高齢者医療制度）が創設されました。 各市町村（後期高齢者医療担当窓口）

山梨の大学あれこれ
～山梨大学～

YBS
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自動車税は納めましたか？

長寿医療制度について
ご説明します

爽快やまなし！ NOW
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5月・6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

ドッジボールしましょ！

山梨のU・Ⅰターン
就職フェア

やまなし初夏の香り

自転車だって軽車両

やまなし散歩
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看護のこころ

やまなしの名工②

実践！ エコ生活

やまなし元気ナビ
日曜日●AM7:30～7：45
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5/18
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知事の中国観光
トップセールス

地域を緑でいっぱいに

テレビ・ラジオ番組

※放送番組は予定です。

目指せ「県庁の星」！ 

朝ご飯食べていますか？

各種融資制度の紹介

八ケ岳には
「日本一の朝」がある！

山梨の名水

知事
出演

国保援護課 
3055-223-1465  

問
い
合
わ
せ
、相
談
先

山梨県後期高齢者医療広域連合
3055-236-5671

問い合わせ先 知事政策局 甲府市丸の内1-6-1 3055-223-1315 5055-223-1776

「チャレンジ ミッション ’08」を公表
「変える・やまなし」の実現 

「力みなぎる・やまなし」の実現 

●県立病院の経営改善　●公営企業の経営健全化　●税収確保対策の強化

●県立高等学校整備構想の策定　●キャリア教育・産業教育の充実　●「はぐくみプラン」の実施　●スポーツ施設の整備　●県立美術館の魅力向上

●美しい県土づくり　●富士山世界文化遺産登録の推進　●総合的な環境政策の推進　●地球温暖化対策の推進　●最終処分場の整備推進

●骨格道路網の整備推進　●県際道路の整備促進　●多様な交通手段の整備検討　●山梨リニア実験線の整備促進　●国際交流ゾーン構想の検討　

行 政 改 革 ●部局における県民との対話事業の実施　●出先機関の窓口サービスの改善　●県外への情報発信・PR活動の強化

●「やまなしブランド戦略」の推進
●情報通信関連企業の立地促進
●県産農産物の販路拡大と輸出促進
●建設産業の活性化支援

●高度情報エリアの整備検討
●企業の誘致・既存立地企業の事業拡大支援
●力強い果樹産地づくり
●野生鳥獣の保護管理の推進

●技術系人材の確保・育成
●中心市街地の活性化
●多様な担い手づくり
●鳥獣害防止対策の強化

●ベンチャーなどの創業支援
●やまなしブランドの推進
●耕作放棄地の再生活用

●少子化対策の推進
●妊婦の安全・安心の確保
●消防力の強化

●障害者の自立支援
●富士・東部地域における小児救急医療体制の整備
●建築物の耐震化推進

●ユニバーサルデザインの推進
●公立病院等の再編・ネットワーク化
●県有施設の耐震化推進

●医師確保対策の実施
●安全・安心なまちづくり
●県立学校施設の耐震化推進

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。

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。

「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。

「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。

●大型観光キャンペーンの展開　●外国人観光客の誘致　●新たなツーリズムの推進　●観光地の再生

s「チャレンジミッション’08」の詳細は、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

3055-223-1408

30551-23-3051

30553-20-2700

30556-22-8130

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大正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

3055-240-4111

30554-45-7800

30555-24-9047

30554-22-7800

s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）
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　県では、平成20年度からの新たな取り組みとして、今年度

の重点方針と重点施策・事業等を「チャレンジ　ミッション」と�

して公表しました。

　これは、県政運営の基本指針である「チャレンジ山梨行動

計画」に掲げる施策・事業等の中から、その年度に重点的に

取り組む項目とその方針を知事が示し、部局長等が数値目

標やスケジュールなどを設定して、効果的に県政を推進する

ものです。

　また、これらを年度当初に公表し、県民の皆さんに県が目

指す方向などを理解していただき、「県民に開かれ、県民とと

もに創る県政」を推進していきます。

　今年度のチャレンジ　ミッションは、右に示す52項目です。�

これらの詳細は、県のホームページなどでご覧いただけます。

　ミッションの遂行に向け、全力で取り組みますので、県民の

皆さんのご理解とご協力をお願いします。


