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お 知 ら せ

県立図書館

■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2007」
s～5月30日（水）

県立美術館

■問い合わせ　1055-228-3322

特別展「川　小虎と東山魁夷」
s～5月27日（日）

県立文学館

■問い合わせ　1055-235-8080

企画展「高村光太郎  いのちと愛の軌跡」
s～6月24日（日）

県立博物館

■問い合わせ　1055-261-2631

NHK大河ドラマ『風林火山』特別展「信
玄・謙信、そして伝説の軍師」
s～5月20日（日）

催 し も の

■問い合わせ／風土記の丘研修センター
　　　　　　1055-266-5286

県立考古博物館
「第19回風土記の丘こどもまつり」
s5月4日（金）・5日（土）

■問い合わせ　1055-254-8151

募 　 集
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自動車税の納付について
　自動車税は、毎年4月1日午前0
時時点で、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月上旬に皆さまのお手元に届く
　納税通知書により、5月31日（木）
　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、下記のコンビニ
　エンスストアで、全国どこからでも
　納付できます。
※なお、延滞金を加算するなど金額
　を訂正したものや、紛失などによ
　り再発行した納税通知書は、コン
　ビニエンスストアでは取り扱うこ
　とはできませんので、金融機関や
　郵便局でお支払いをお願いします。
　■ 納付できる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
●問い合わせ先／自動車税事務所

　3055-262-4662 5055-263-2421

ホームヘルパー養成講座
（2級課程）参加者募集
　母子家庭の母などを対象とした
ホームヘルパー養成講座を開催し
ます。お子さんをお預かりする託児
サービスも行いますので、安心して
受講できます。

s開催日／6月～10月の原則として
　毎週土曜日（おおむね21日間）
s時間／午前9時30分～午後4時
　15分
s場所／
　■ 講習・実技 :県母子福祉センター
　　3階会議室（甲府市朝日4-5-21）
　■ 実習 : 特別養護老人ホームなど
　　の施設
s対象／県内在住の母子家庭の母、
　寡婦
s内容／ホームヘルパー2級課程
s参加費／7,000円

s定員／20名（応募多数の場合は
　抽選）
s託児／無料で託児サービスを行い
　ます。（県母子福祉センター2階和室）
s応募方法／郵送、FAX
※下記のホームページからも応募で
　きます。
s応募期限／5月7日（月）
●応募・問い合わせ先／県母子家庭
　等就業・自立支援センター
 （〒400-0025 甲府市朝日4-5-21
　県母子福祉センター内）

　3055-252-7014 5055-253-7046
　ホームページ
　http://www16.ocn.ne.jp/~bokaren/

「看護の日」・「看護週間」
　5月12日は「看護の日」です。また、
5月6日から12日までの1週間は「看
護週間」です。

sメーンテーマ／
　「看護の心をみんなの心に」
s関連イベント／
　■ 第29回山梨県看護大会
　　●日時／5月11日（金）午後2時～
　　● 場所／ベルクラシック甲府
　　（甲府市）
　　● 内容／看護功労者知事表彰、県
　　 民の看護師さん表彰
　　● 講演会／演題：「命、躍動～大切
　　 に生きる～」
　　 講師：飯島惠道 東昌寺副住職
　■ 看護の心普及キャンペーン
　■ 看護を知ろう！病院訪問
　■ 高校生による「一日看護師」体験
●問い合わせ先／医務課

　3055-223-1483 5055-223-1486

山梨U・Ⅰターン
就職フェア開催
　県内企業に就職したいと考えて
いる学生や一般の方のためのフェ
アです。
　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25日（金）午後1時～
　（受付：正午～）
s場所／東京・中野サンプラザ13階

　コスモ・スカイルーム（JR中野駅前）
s対象／
　■ 求職／山梨県内への就職を希望
　　する学生（来春卒業予定の大学・
　　短大・専修学校生）及び一般の方
　■ 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
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。
　※参加企業：80社を予定
●問い合わせ先／労政雇用課

　3055-223-1562 5055-223-1564

道路整備の中期計画作成に向け
てのアンケートにご協力ください
　道路特定財源は、道路の整備
に要する費用を受益者である自動
車利用者にガソリンなどの購入を
通じて負担していただく制度です。
昨年12月の閣議において「道路特
定財源の見直しに関する具体策」
が決定されました。
　この「具体策」では、道路整備
に対するニーズを踏まえ、真に必
要な道路整備は計画的に進める
こととし、今年中に今後の具体的
な道路整備の姿を示す中期的な
計画を作成することとしています。
　このため、県では国土交通省と
協力し、今後の道路政策について
アンケート調査を行っていますので、
ご協力をお願いします。詳しくは、
下記のホームページまたは電話で
お問い合わせください。

●問い合わせ先／
　道路整備課道路企画室

　3055-223-1691 5055-223-1693
　甲府河川国道事務所計画課

　3055-254-6571 5055-254-9235
　ホームページ
　http://www.douro-keikaku.jp/

韮崎警察署の電話番号追加
　警察署の再編整備により、4月1
日から甲斐市は韮崎警察署の管
轄区域となりました。
韮崎警察署への直通電話番号は、
これまでの
［0551-22-0110］のほか、
旧竜王町や旧敷島町からも市内
局番でかけられるように
［055-276-0110］も新しく設
置し、2本が使用できます。
なお、竜王交番は
［055-276-2002］
甲斐分庁舎は
［0551-20-0110］です。

●問い合わせ先／韮崎警察署

　　　　　 0551-22-0110・055-276-0110

県職員採用上級試験
s第一次試験／6月24日（日）
s受験資格／昭和53年4月2日から
　昭和61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16日（水）～
　6月1日（金）
s試験案内・申込書配布／県庁本館
　1階受付、人事委員会事務局、県民
　情報センター、各地域県民センタ
　ーなどで5月14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募集人員／149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／自然環境保全地区など
　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（火）～5月17
　日（木）
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へお申し込み
　ください。
s謝金／年額4,000円
●問い合わせ先／みどり自然課

　3055-223-1318 5055-223-1559

ギターを弾いて
交通安全

「県政クイックアンサー制度」
　が始まりました！！

「県政クイックアンサー制度」
　が始まりました！！

県へのご意見やご要望にスピーディーにお答えします。
　県では、県民の皆さまからのご意見やご要望に1週間でお答えする「県政クイックアンサー
制度」を開始しました。
　県の仕事に対して日頃感じていることや、ご要望、アイ
デアなどお気軽にお寄せください。担当する部署が責任
を持って、速やかにお答えします。

ご 利 用 方 法
県ホームページの「県政クイックアンサー」送信フォ
ームからインターネットメールで送信してください。

県の施設や市町村役場、農協など県内312カ所の
県政ポストに設置してある「県政クイックアンサー」
専用用紙を用いて、郵送またはファックスで送付して
ください。

回答について
●ご意見やご要望などを受け付けた日の翌日から、1週間（5開庁日）以内に回答
　を送信・投函します。
●担当する部署が責任をもってお答えします。
●いただいたご意見などは、知事がすべてに目を通します。

活用方法など
●県庁内で情報を共有し、県政運営の参考とします。
●ご意見やご要望などの一部とその回答をホームページで公表します。
　（氏名・住所などは、公表しません。）
●個人情報は、「山梨県個人情報保護条例」に基づき適正に管理します。

注 意 事 項 ●差出人の氏名、連絡先が不明な場合、また営業活動、誹謗中傷などの場合は、回
　答できません。

広聴広報課 3055-223-1336

▲県ホームページ「県政クイックアンサー」の
　バナーをクリックしてください。

TEL・FAX兼用

県立科学館
「スペシャルサイエンスショーと科学
あそび広場」
s5月5日（土）午前10時30分、午後

　2時 各回100名程度 入館料のみ
　（高校生以下入館料無料）

●県ホームページ
　http://www.pref.yamanashi.jp

「いただいたご意見やご要望は、私が必ず拝見します。」

県民の皆さまと 県庁をつなぐ 直通便
ホットライン

ここをクリック

問い合わせ先


