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横内知事 山梨県・忠清北道姉妹県道締結15周年
記念事業出席と韓国観光トップセールス
山梨県と忠清北道は、平成 4 年 3月2 7日に
姉妹締結し、今年で15周年を迎えました。
横内知事は、10月12日から15日までの4日間、
大韓民国を訪問し、山梨県・忠清北道姉妹県
道締結15周年記念式典・記念植樹に出席し、
忠清北道の鄭宇澤知事と今後のさらなる交流
発展を確認し合いました。
また、東アジアからの観光客の誘致を促進
するため、7月に中国で行ったトップセールスに
引き続き、清州国際工芸ビエンナーレに出展し
た観光物産ブースにおいて、
「山梨の日」キャ
ンペーンを実施し、本県の観光と物産のPRを
行いました。最終日には、
ソウルの日本大使公
邸に旅行会社をはじめ政府関係機関や観光
関連団体、マスコミなどを招待し、本県の観光
資源やワインなどの売り込みを積極的に行いま
した。
チョン ウ テク

日本大使公邸で本県の魅力を紹介する横内知事

観光物産ブース内で本県の県産品などを紹介

お 知ら せ
県政出張講座を
ご利用ください
県民の皆さんの集まりなどに県職
員が出向き、
県の施策などについて説
明し、
意見交換を行う
「県政出張講座」
を実施しています。お気軽にお申し込
みください。
s対象／県内に在住・在勤または在学
する、おおむね20名以上の方が参
加して実施される、自治会・企業・サ
ークルの集まりなど
sテーマ／県が現在取り組んでいる重
要な施策など、121のテーマを用意
しています。詳しくは、市町村役場の
窓口に設置してあるパンフレットや県
ホームページをご覧ください。
■ ご利用の多いテーマ／防災の心構
え・青少年の健全育成の推進など
s費用／無料（ただし、会場設営等に係
る経費は、申込者の負担となります）
s実施日時／原則として平日ですが、土・
日・祝日も可能です。時間帯は、おお
むね午前10時から午後9時までの間
とします。
s申し込み方法／希望日のおおむね1
ヵ月前までに申込書に必要事項を記
入の上、郵便、ファックス、電子メール
または直接持参でお申し込みくださ
い。県ホームページや各地域県民セ
ンターからもお申し込みいただけます。
●問い合わせ先／広聴広報課

3055-223-1336 5055-223-1525

電子メール
koucho@pref.yamanashi.lg.jp
県ホームページ
http://www.pref.yamanashi.jp/
barrier/html/koucho/index.html

富士川の郷秋まつり開催
道の駅富士川ふるさと工芸館の2
周年を記念し、
秋まつりを開催します。
s日時／11月3日（土・祝）〜4日（日）
午前9時30分〜午後4時

姉妹県道締結１５周年を記念しカエデ（山梨県の木）
を植樹

「山梨の日」
キャンペーンであいさつ
「山梨の日」
キャンペーンでテープカット

s場所／道の駅富士川ふるさと工芸館・
富士川クラフトパーク
s内容／県内地場産品即売会、砂金採
り体験コーナー、ゆばすくい体験、お
楽しみ大抽選会、特設ステージなど
●問い合わせ先／
富士川地域地場産業振興センター

30556-62-5424 50556-62-5429
観光振興課

3055-223-1575 5055-223-1558

峡南あぐりフェスタ
2007開催
地元の農家の方々が、
新鮮な農産
物や加工品を直売するイベントです。
農業者手作りのイベントですので、売
り切れ次第終了となります。お早めに
お越しください。
s日時／11月23日（金・祝）午前10
時〜午後1時30分
s場所／JA西八代本店駐車場（市川三
郷町役場隣り）※駐車場は、市川三郷
町役場駐車場をご利用ください。
s販売予定品目／特産農産物（大塚に
んじん、ゆずなど）、あんびんなど地
域農産物を用いた加工品、各種新鮮
野菜など約130品目
●問い合わせ先／
峡南あぐりフェスタ実行委員会事務
局（峡南農務事務所農業農村支援課）

3055-240-4116 5055-240-4117

DVに関する講演会開催
11月12日から25日は「女性に対する
暴力をなくす運動」実施期間です。
配偶者からの暴力（DV）
は、
犯罪とな
ることもある重大な人権侵害で、
その
背景には児童虐待などさまざまな問題
が潜んでいます。県では、DVに対す
る理解を深めていただくため、
実際に
被害の現場を取材した記者の話や映
像による講演会を開催します。
s日時／11月21日（水）午後2時30
分〜4時
s場所／男女共同参画推進センターぴ

ゅあ総合（甲府市）
s内容／講演会「DV〜テレビ映像を通
して見えてきたもの」
講師：堀川雅子（読売テレビ記者）
●申し込み・問い合わせ先／
男女共同参画課

3055-223-1358 5055-223-1335

建築確認・検査の手続き
が変わりました
建築基準法などの一部改正により、
建築確認・検査が厳格化されたこと
に伴い、建築主の皆さんへお願いし
ます。
s設計条件や要求事項について、設計
者と事前に綿密な打ち合わせを行い、
意匠・構造・設備の整合性のとれた設
計図書により確認申請を行ってくだ
さい。
s設計図書の作成や確認申請の手続き
（構造計算適合性判定の対象となる
場合には、その手続きも含みます）に
必要な期間を考慮して、できるだけ
余裕のあるスケジュールを設定して
ください。
s設計内容の変更を行う場合は、軽微
な変更を除き、計画変更の確認の手
続きが必要となりますので、当初の
建築確認申請の段階で設計内容を十
分に詰めておくとともに、設計内容の
変更を検討する場合は、工事のスケ
ジュールへの影響について十分に留
意してください。
●問い合わせ先／建築指導課

3055-223-1735 5055-223-1707

募

集

平成20年度山梨県職員
（保健所長）募集
県内保健所の所長として、公衆衛
生行政を担っていただく医師を募集
します。
s受験資格／

県民の日記念行事開催
11月20日は、
「県民の日」です。明治4年11月20日にそれ
までの甲府県が山梨県へと改められたことを記念して、
昭
和61年に設けられました。
子どもからお年寄りまで、
県民の皆さんに参加していた
だけるイベントを行います。

65歳未満（定年65歳）で、医師の
免許を有する方
■ 保健所長資格取得者
（地域保健法施
行令第4条第1項各号のいずれかに
該当する方）
s試験／平成20年1月20日（日）
s場所／県職員研修所（甲府市）
s内容／論文試験、適性試験、面接試験
s採用予定人数／1名
s受付期限／12月21日（金）
●問い合わせ先／福祉保健総務課

念特別展「北斎と広重
三十六景」
s〜11月18日（日）

■

■

特別展「深沢幸雄展−いのちの根源を
謳う−」
s〜12月9日（日）
■

1055-228-3322

講座「山梨人物百科」第9期「郷土史に
輝く人々10〜12」
s11月16日（金）〜18日（日）
s県立図書館地下講堂

公立学校期間採用職員の選考検
査を実施します。多数の応募をお待
ちしています。

■

s受検資格／志望する校種、教科に相
当する教諭の免許状あるいは養護教
諭の免許状を所有する方、または平
成20年3月31日までに取得見込み
の方
s任用期間／原則として平成20年4月
1日から平成21年3月27日まで
s検査内容／書類選考検査または作文
と面接試験
s作文・面接試験／平成20年1月31
日（木）
s場所／県総合教育センター（笛吹市）
s申し込みに必要な書類等／11月19
日（月）から各教育事務所、
各県立学校、
義務教育課及び高校教育課において
配布します。
s申込方法／原則として郵送
s申込書提出先／義務教育課
s受付期間／11月20日（火）〜12月
4日（火）
（12月4日の消印有効）
●問い合わせ先／義務教育課

問い合わせ

1055-226-2586

県立文学館
「医者と作家−木々高太郎と出会う−」
s〜12月27日（木）
■

問い合わせ

1055-235-8080

県立考古博物館
開 館 2 5 周 年 記 念 特 別 展「 世 界 遺 産
ナスカ展−地上絵の創造者たち−」
s〜11月30日（金）
■

問い合わせ

1055-266-3881

県立科学館
「 青少年のための科学の祭典2007
山梨大会」
s11月17日（土）〜18日（日）
午前9時30分〜午後4時
s材料費無料
■

富士山世界文化遺産暫定リスト登載記

■

11月・12月第1週の
テレビ・ラジオ番組
山梨放送

YBSテレビ YBS

やまなし元気ナビ

日曜日●AM7:30〜7：45
知事 忠清北道姉妹締結
/
出演 15周年

11 4

11/11

白い杖愛護運動月間

11/18

コミュニティビジネスで
地域に花が咲く

11/ 25

安全な食品が口に
入るまで ②

12/2

農業を始めたい方
まずは相談！

テレビ山梨
やまなし散歩

UTY

土曜日●PM5:50〜6：00

11/ 3

文化の香り漂う
まちづくり

11/10

ワインツーリズム

11/17

子育て女性の再就職

11/24

ヘイ！キッズ
自分の安全は自分で守る！

12/ 1

お酒と仲良く

山梨放送

YBSラジオ 765

爽快やまなし！NOW

土曜日●AM11:30〜11：45
文化の香りに
/
触れてみませんか

11 3

1055-254-8151

11/10

県民の日の告知

県立富士湧水の里水族館

11/17

やまなしエコエネルギー
コンテスト

11/24

八ヶ岳スケートセンター
オープン

12/ 1

水族館ブログ始めました

問い合わせ

秋季特別展「魚のお食事〜食べる工夫
展〜」
s〜12月3日（月）
s入館料のみ

県立博物館

s日時／11月10日（土）〜11日（日）午前10時〜午後4時
s場所／小瀬スポーツ公園（甲府市）
s内容
■ 名産・特産／食品から工芸品まで、
県内各地の自慢の品
■ 体験／電気自動車の試乗、
火事・地震体験、1億円の重さ
体感、親子工作、ゲームや移動水族館など
■ 情報／山梨の過去から未来に向けての地域・生活・環境・
安全などに関する多様な情報

問い合わせ

県立図書館

平成20年度公立学校
期間採用職員募集

催し 物

1055-261-2631

県立美術館

3055-223-1441 5055-223-1447

3055-223-1757 5055-223-1759

問い合わせ

ふたりの冨嶽

問い合わせ

10555-20-5135

※放送番組は予定です。

■ 相談／行政書士や税金などの無料相談
■ 国際交流／韓国・中国・ブラジルなど他国の文化体験
■ ステージ／県警カラーガード隊、
太鼓演奏、キャラクター写真撮影、大型紙芝居、民俗音楽、

マジックなど
■ その他／スタンプラリー、
住宅フェア、ワインまつり、国際フェスタなど

※当日は、大変な混雑が予想されますので、公共交通機関や車の乗り合わせでのご来場をお願いします。

問い合わせ先 県民の日記念行事実行委員会事務局（県民生活課内）3055-223-1350 5055-223-1354

