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お 知 ら せ

県立図書館

■問い合わせ　1055-226-2586

第2回資料紹介展示「平成18年度新
収蔵山梨県関係出版物展」
s6月8日（金）～7月29日（日）

県立美術館

■問い合わせ　1055-228-3322

「シュルレアリスム展　謎をめぐる不思
議な旅」
s6月2日（土）～7月8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

シンボル展「歌川広重の甲州日記」
s6月26日（火）～7月29日（日）

催 し も の

■問い合わせ　1055-266-3881

県立考古博物館
「2007年縄文王国山梨スタンプラリー」
s～8月31日（金）

募 　 集
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■問い合わせ　1055-254-8151

県立科学館
星空トークショー「どうしたの？冥王星
－太陽系の過去・現在・未来をさぐれ！」
s6月24日（日）午後1時10分～午後
　3時30分（プラネタリウム含む）
s往復はがきまたは電子メールにて受
　付中。

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、クリーンキャ
ンペーン、一日森林環境部長の委
嘱、「環境フォーラムinやまなし」の
開催などさまざまな催しを県内各
地で行います。

「環境フォーラムinやまなし」
s日時／6月5日（火）午後2時～
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授賞式、
　記念映画上映「不都合な真実」
●問い合わせ先／循環型社会推進課

　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、職場の中で、お互いに
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8日（金）午後2時～4
　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「男女共同参画社会～はじめの
　一歩～」村松真貴子さん（アナウ
　ンサー、エッセイスト）
●問い合わせ先／男女共同参画課

　3055-223-1358 5055-223-1335

所得税・個人住民税が
変わりました
　ほとんどの方の個人住民税が6
月から増えることとなります。
　これは税源移譲により、所得税
（国税）と個人住民税（地方税）
の税率が変わったためですが、「所
得税＋個人住民税」の総額は基
本的には変わりません。

　この税源移譲は、住民に身近な
地方で財源が直接確保できるよう
にするために行われるものです。

s所得税／1月分から、4段階の税率
　が6段階に細分化されました。
s個人住民税／6月分から、3段階の
　税率が一律10％になります。
●問い合わせ先／税務課

　3055-223-1387 5055-223-1390
　各市町村の税務担当窓口

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
ついて講演会を開催します。

s日時／7月6日（金）午後1時30分
　～3時30分
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」伊藤
　敬氏（消防庁国民保護室課長補佐）、
　意見交換（質疑応答）
s定員／200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
　きまたはファックスで申し込んでく
　ださい。（6月25日（月）必着）
●申し込み・問い合わせ先／
　消防防災課

　3055-223-1430 5055-223-1429

食育推進シンポジウム
開催
　6月は、「食育月間」です。「食」
は私たちが生活していくうえで、欠
かすことができないものです。県
では、県民一人ひとりが「食」に関
心を持ち、日ごろから「食」を考え
る習慣を身につけるために「食育」
を推進しています。
　「食育」への意識を高めていた
だくため、「できることから始めよう
家庭での食育 地域での食育」を
テーマに「食育推進シンポジウム」
を開催します。

s日時／6月6日（水）午後1時30分
　～4時30分
s場所／県立文学館講堂（甲府市）
s内容／講演「心を育てる豊かな食卓」
　室田洋子氏（聖徳大学教授）、実践
　事例発表、参加者との意見交換
s定員／500名
s申し込み方法／事前に電話で申し
　込んでください。
●申し込み・問い合わせ先／
　食の安全・食育推進室

　3055-223-1588 5055-223-1587

点訳・音訳奉仕員養成
講習会参加者募集
　視覚障害者の読書・情報環境
の充実と社会参加支援を図ること
を目的に、視覚障害者福祉に理解
と熱意をお持ちの方を対象とした
点字・録音図書の作成などの講習
会を実施します。

s講習期間／
　■ 点訳奉仕員／9月6日（木）～12
　　月13日（木）
　　午後1時30分～3時30分［全
　　15回］
　■ 音訳奉仕員／8月29日（水）～
　　12月12日（水）
　　午後1時30分～4時 ［全16回］
s募集期間／
　■ 点訳奉仕員／6月1日（金）～8
　　月31日（金）
　■ 音訳奉仕員／6月1日（金）～7
　　月17日（火）
s募集人員／点訳・音訳各25名
s会場／山梨ライトハウス盲人福祉
　センター（甲府市下飯田2-10-1）
sその他／音訳奉仕員養成講習会に
　ついては、7月25日（水）に応募者
　全員に音声検査と面接を行い受講
　者を決定します。
●問い合わせ先／
　障害福祉課

　3055-223-1461 5055-223-1464
　山梨ライトハウス盲人福祉センター

　3055-222-3502 5055-233-0124

やまなし青年セミナー
参加者募集
　地域活動を担う青年人材の養

成を目的とした研修事業への参加
者を募集します。

s訪問国／大韓民国（忠清北道・ソウ
　ル市）、中華人民共和国（北京市）
sテーマ／参加者が3グループ程度
　に分かれて、家庭、環境、教育、観光・
　文化振興、地域産業などの中から
　選択して設定します。
s内容／研修視察、ホームステイ、
　青少年との交流、山梨県・忠清北
　道姉妹締結15周年記念行事参加
　など
s訪問時期／10月9日（火）～15日
　（月）（7日間）
s募集人員／15名
s参加資格／県内在住の18歳から
　40歳までの方
s募集期間／～6月26日（火）
s選考会／7月7日（土）
　※作文、集団討論、書類審査など
　により選考
s自己負担金／100,000円
sその他／事前研修4回、事後研修
　3回程度あり
s募集要綱配布・応募書類提出先／
　青少年課、各市町村教育委員会、
　青少年育成市町村民会議
　※青少年課のホームページから応
　募書類をダウンロードすることも
　できます。
●問い合わせ先／
　やまなし青年セミナー実行委員会
　事務局（青少年課内）

　3055-223-1357 5055-223-1359
　ホームページ
　http://www.pref.yamanashi.jp/
　barrier/html/seisho/index.html

県立病院に勤務する
看護師採用試験
s試験日／7月28日（土）
s試験会場／県立大学池田キャンパ
　ス（甲府市）
s試験科目／適性検査、論文試験、
　面接試験
s願書配布／医務課県立病院担当
s応募資格／昭和42年4月2日以
　降に生まれた方で、看護師の免許
　を持っている方、または平成20年

　3月31日までに免許を取得見込
　みの方
s受付期間／6月25日（月）～7月
　20日（金）午前9時～午後5時30
　分（土日祝日を除く）
●申し込み・問い合わせ先／
　医務課県立病院担当

　3055-223-1484 5055-223-1486  

県の施設を活用しよう

河川Gメンを追え

税源移譲

夢が甲斐の未来を
背負う

　県では、県民の皆さんと知事が、ひざを交えて
シナリオのない対話を行う「県政ひざづめ談議」
をスタートしました。
　県民の皆さんのご意見・ご要望などを知事が�
直接お聞きし、県政に反映させることを目的に、2、
30名のグループと年20回程度、各地域に合った
テーマで意見交換を行います。

　第一回は甲州市で、ワイン醸造業者、甲州種ブドウ栽培農家の皆さんと「ワイン産地山梨を確立させるための
取り組み」をテーマに活発な意見交換を行いました。

広聴広報課
3055-223-1336 

問い合わせ先

県政ひざづめ談議スタート！！県政ひざづめ談議スタート！！
●県果樹試験場との連携強化
●ワイン文化醸成と消費拡大に向け、「酒席の乾杯はワインで」と
　の呼びかけ
●世界的ブームである和食に合うワインという視点からのアピール
●山梨ワイン文化のさらなる発信

●ブドウ栽培に関する海外研修派遣制度の創設
●原産地呼称制度
●甲州種を未来に残すための遊休農地解消や後継
　者の育成
などのご意見、ご提言をいただきました。

　第二回は甲斐市で、子育て中のお母さんや子育て支援に携わる皆さんと「地域における子育て力」をテーマ
に開催しました。

http://www.pref.
yamanashi.jp/barrier/
html/koucho/index.html

「県政ひざづめ談議」での対話
内容は、広聴広報課のホーム
ページで公開します。

ホームページ

県政だより「ふれあい」特集号（Vol.13）は、編集の都合により、7月末発行とさせていた
だきますので、ご了承ください。

【お知らせ】

―県民総参加の県政を推進―


