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愛宕山こどもの国
4055-253-5933

武田の杜
4055-251-8551

県立博物館
4055-261-2631

県立博物館
4055-261-2631

金川の森
40553-47-2805

山梨ジュエリーミュージアム
4055-223-1570
リニア見学センター
40554-45-8121
富士山科学研究所
40555-72-6203
県立科学館
4055-254-8151
県立科学館
4055-254-8151
県立美術館
4055-228-3322

県立考古博物館
4055-266-3881

県立考古博物館
4055-266-3881

笛吹川フルーツ公園
40553-23-4101

県立文学館
4055-235-8080

ゴールデンウイーク中（5/3～5）の主なイベント
開催日 イベント名 会場・問い合わせ先

山菜を楽しむ会

こどもまつりFor考古博物館

グリーンフェスタ＆こどもまつり in フルーツ公園

自然体験ゲーム、森で遊ぼう！

かいじあむ子どもまつり

愛宕山子どもフェスティバル

ジュエリー制作体験

ゴールデンウィークイベント

森のガイドウォーク

ゴールデンサイエンスショー

ECOワークショップ

特別展「バロックの巨匠たち」

特別展「ブータン －しあわせに生きるためのヒント－」

春季企画展「甲府城下町の賑わい」

3

3～4

3～4

4

4～5

毎日

毎日

毎日

毎日

毎日

毎日

毎日

毎日

毎日

毎日

特設展「歿後50年 山本周五郎展」
ぼつ

検 索山梨　就職応援

東京で開催
山梨Ｕ・Ｉターン就職フェア
　県内へのＵ・Ｉターン就職と、県内企業
の人材確保を支援するため開催します。
▶日時／5月13日（土）
　　　　午後1時30分～4時30分
▶場所／池袋サンシャインシティ文化会
　館2Ｆ展示ホールD-1（2）（東京都豊島区
　東池袋3-1）
▶対象／平成30年3月新規大学など卒
　業予定者および一般求職者
▶内容／企業（54社）の採用担当者から
　の企業説明や面談など、県職員採用・
　プロフェッショナル人材・福祉・医療・林
　業の相談コーナー、移住相談ブース
▶参加費用／無料（事前申し込み不要）
●問い合わせ先／
　やまなし暮らし支援センター
  303-6273-4306 503-6273-4307

検 索やまなし水ラボプロジェクト

山梨の「水」研究を募集し
助成します
　本県の重要な地域資源である「水」の
保全と有効活用のため、水源かん養や
水環境保全などの「育水」を推進すると
ともに、本県の「水」の魅力を広く情報発
信していきます。
　その一環として、県内の大学や民間
団体などが行う山梨の「水」に関する研
究を募集・助成し、研究の成果を「育水」
の推進などに活用していきます。
▶対象研究（例）／水源かん養、水環境
　保全、水に関する歴史や伝承の研究、
　水を活用した地域活性化など「水」の
　ブランド力の向上に資する研究
▶助成金額／１件あたり最大100万円
▶募集期間／4月7日（金）～5月31日（水）
●問い合わせ先／
　森林環境総務課
  3055-223-1657 5055-223-1636

県職員採用試験（大学卒業程度）
間もなく受け付け開始
▶第１次試験／6月25日（日）
▶受験資格／昭和57年4月2日から平成
　8年4月1日までに生まれた方（受験資
　格が異なる職種もあります）
▶受付期間／5月16日（火）～6月1日（木）
　※ネット受け付けは5月24日（水）まで
▶募集職種や人数など／試験案内やホ
　ームページに掲載
▶試験案内・申込書の配布／県庁本館
　1階総合案内、人事委員会事務局、各
　地域県民センターなどで5月16日（火）
　から
●問い合わせ先／人事委員会事務局
  3055-223-1821 5055-223-1819

検 索山梨　採用サイト

▶開催日・便数・募集数／7月27日（木）
　28日（金）に各6便　計680区画
▶募集単位・料金／1区画（2座席）単位
　で2区画（4座席）まで。1区画2,160円
▶募集期間／5月1日（月）～17日（水）
　（はがきでの応募は当日消印有効）
▶応募資格／県内に住所を有する方（同
　乗者も含めて全員）
▶応募方法／往復はがきの往信欄また
　はホームページからの応募フォーム
　に「体験乗車希望区画数･座席数」を
　明記の上、代表者（16歳以上の方）の
　郵便番号･住所･氏名･読み仮名･性別･
　年齢･電話番号、同乗者の氏名・読み
　仮名･性別･年齢・在住市町村名を記載。

リニアどきどき体験乗車
希望者募集 （山梨県民対象）

※乗車日および便は選べません。
※重複申し込み、参加者変更は不可。
　7歳未満で座席不要の幼児を同伴の
　場合はその氏名、年齢、車いすでの利
　用の場合はその旨を明記。その他、応
　募要項を必ず確認してください。

●問い合わせ先／リニア推進課
  3055-223-1667 5055-223-1666

〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
山梨県庁｢リニア体験乗車｣ 係 

検 索リニア推進課　体験乗車

自動車税納付は
5月31日までお忘れなく！ 
　自動車税は、4月1日に運輸支局に登
録されている自動車の所有者に対して
課税されます。5月上旬にお手元に届く
納税通知書により、5月31日（水）まで
に納めてください。　　
　金融機関、県税事務所のほか、下記の
コンビニでは、全国どの店舗でも納付で
きます。
▶セブン-イレブン、ロー
　ソン、ファミリーマー
　ト、デイリーヤマザキ
　など
●問い合わせ先／自動車税センター
  3055-262-4662 5055-263-2421

検 索山梨　自動車税

山梨県のテレビ広報番組

当番組は「わくドキやまなし」ブログでも
ご覧になれます！ 検 索わくドキやまなし

当番組はUTYホームページでも
ご覧になれます！ 検 索山梨いまじん

UTY　水曜日 PM6：55～7：00
山梨いまじん

YBS　月曜日 PM6：57～7：00
わくドキやまなし

5/ 1
5/ 8
5/15
5/22
5/29

5/ 3
5/10
5/17
5/24
5/31

少年少女をインターネット犯罪
から守ろう！
子育て支援の今！
保育園に看護職員を

自動車税は期限内納付を！
トラフグの陸上養殖開始

水害に備えよう！

渡邊浩章

桂田晶子

割田光彦

星川未央

入間川景太

古民家宿オーナー

バラ園管理者

山梨青い鳥奉仕団
事務局長

日本ソムリエ協会
山梨支部 初代支部長

ヴァンフォーレ甲府
選手

●問い合わせ先／子育て支援課 3055-223-1456 5055-223-1475 検 索山梨　子育て支援課

病児保育施設とは
　病気または病気回復期のため保育所に預けることができない子どもを、病院や保育所に併設された
専用スペースで、保育士や看護師に一時的に預けることができる施設です。

　子育てと仕事の両立を支援するため、甲府市と周辺5市町では、4月から病児保
育施設の広域利用を先行してスタートさせました。県では今後、県下全域での広域
利用を進め、「日本一健やかに子どもを育む山梨」の一層の充実を図っていきます。

病児保育施設の広域利用が
4月から始まりました！

　今年4月から甲府市・南アルプス市・甲斐市・笛吹市・中央市・昭和町の6市町の間で、広域利
用が始まっています。
　平成30年度には全国で初めてとなる県下全域での広域利用ができるような仕組みづくり
に、県が積極的に関与していきます。

広域利用により病児保育施設の選択肢が増えます

全国で初めてとなる県下全域での広域利用

病児保育施設の利用の仕方
［1］事前に病児保育施設に利用登録する
［2］子どもが発病したら、登録した施設に仮予約の連絡をする
［3］かかりつけ医を受診し、連絡票に医師の署名をもらう

［4］医師が入院の必要が無いと判断した場合、施設に本予約の連絡をする
［5］医師の署名を受けた連絡票を施設に持参し、施設を利用する
［6］お迎えの際、利用料金の支払いをする

ハッピークリニック「バンビ甲府東」
聖愛クリニック「バンビ甲府西」
クローバー保育園「よつば」
ハッピークリニック「バンビ」
げんきキッズクリニック「ドリーム」
武井クリニック「なかよし」
山梨厚生病院「ひまわり」
韮崎市立病院「スマイル」
長坂保育園 病児保育室
大月市立中央病院 病児保育室
飯富病院  病児保育室

さくらんぼ保育園「つぼみ」
富士吉田市立第５保育園「たんぽぽ」
千野保育園「さくらんぼ」
富士川病院  病児保育室

病
児
・
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後
児
対
応
型

病
後
児
対
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型

055-282-8111
0555-23-6346
0553-33-2624
0556-22-7221

055-242-6868
055-288-8222
055-276-9680
055-242-6868
055-268-5578
0554-45-6847
0553-22-1773
0551-23-4507
0551-32-2058
0554-23-8032
0556-42-2322

南アルプス市
富士吉田市
甲州市
富士川町

甲府市

甲斐市
笛吹市
昭和町
都留市
山梨市
韮崎市
北杜市
大月市
身延町

施設名称 施設名称連絡先 連絡先市町村 市町村

病院内病児保育施設での看護師の聴診病院内病児保育施設での看護師の聴診

■県内の病児保育施設 （平成29年4月1日現在）

※  　　　　は、既に広域利用が始まっている施設です。

※病後児対応型施設は、病児は保育対象外です。

・ 居住市町村以外の病児保育施設を利用できます。
・ 病児保育施設を持たない市町村の住民でも、病児保育施設を利用することができます。
・ 自宅近くの施設に限らず、職場の近くの施設を利用できるなど、利便性が高まります。

子育ての不安や負担を軽減し
子育て世帯の仕事と子育ての
両立を支援

平成30年度からの
県下全域

広域利用を目指します

5月号
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原則毎月1日に新聞と山梨県ホームページ http://www.pref.yamanashi.jpに掲載


