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お 知 ら せ

募 　 集

山梨県
原則毎月1日に掲載します。VOL.33 やまなし県政だより

催 し も の

県立図書館

■問い合わせ　1055-226-2586

第4回資料紹介展示「山本勘助―彼の
生きた時代に思いをはせて―」
s1月26日（金）～3月25日（日）
s1階ロビー

■問い合わせ　1055-228-3322

県立美術館
特別展「バルセロナ35年の軌跡 山本
正文の世界」
s1月20日（土）～2月25日（日）
●施設管理のための臨時休館日
　1月9日（火）～1月15日（月）

県立文学館

■問い合わせ　1055-235-8080

「収蔵品展」
s1月16日（火）～3月25日（日）
s企画展示室
●施設管理のための臨時休館日
　1月9日（火）～1月15日（月）

県立考古博物館

■問い合わせ　1055-266-3881

県立科学館

■問い合わせ　1055-254-8151

「スペシャルサイエンスショー　今年も
やります！新ネタ公開～山梨初登場？！お
どろきの実験とミニミニ科学の祭典」
s1月7日（日）午前11時～、
　午後1時30分～（入館料のみ必要）

「やまなし多文化共生推進
指針」（素案）及び「山梨県住
生活基本計画」（素案）に対す
る意見を募集しています
　県では、「やまなし多文化共生推
進指針」及び「山梨県住生活基本
計画」の策定にあたり、県民の皆さ
んから意見を募集しています。
　指針及び計画の素案や意見の
提出方法、提出期限などの詳細に
つきましては、県のホームページを
ご覧ください。各素案は、県民情報
センター、各地域県民センターでも
入手できます。

●問い合わせ先／国際課（「やまなし
　多文化共生推進指針」について）

　3055-223-1436 5055-223-1438
　住宅課（「山梨県住生活基本計画」
　について）

　3055-223-1731 5055-223-1736
　新行政システム課（制度について）

　3055-223-1738 5055-223-1776
　県ホームページ
　http://www.pref.yamanashi.jp/barrier/
　html /public-comment / index.html

クリーンエネルギーやまな
しシンポジウム～風林火山
という新エネルギー～開催
　新エネルギー普及啓発のための
シンポジウムを開催します。県民の
皆さんのご来場をお待ちしています。

s日時／1月20日（土）
　午後1時30分～
s場所／甲府市総合市民会館（甲府市）
s内容／
　■ 基調講演：「地球温暖化問題をめ
　　ぐる最近の内外の動き」
　　講師：大木　浩氏（全国地球温暖
　　化防止活動推進センター代表（元
　　環境庁長官、地球温暖化防止京都
　　会議議長））
　■ パネルディスカッション：「風林火
　　山という新エネルギー」
　■参加者交流会
s無料
●問い合わせ先／県民生活課

　3055-223-1350 5055-223-1354

所得税・個人住民税が
変わります
　平成19年から税源移譲により、
所得税（国税）と個人住民税（地
方税）の税率が変わります。税源�
移譲では、所得税と個人住民税の
税率を変えることで、国の税収が減
り、地方の税収が増えることになり、
地方は必要な財源を直接確保でき
るようになります。

s所得税／平成19年1月分から、4
　段階の税率が6段階に細分化され
　ます。
s個人住民税／平成19年6月分から、
　3段階の税率が一律10％になり
　ます。
　これにより、ほとんどの方は、1月分
　から所得税が減り、6月分から個人
　住民税が増えることになります。し
　かし、税源の移し替えですので、「所
　得税＋個人住民税」の総額は基本
　的には変わりません。
●問い合わせ先／税務課

　3055-223-1386 5055-223-1390
　各市町村の税務担当窓口

子育て支援セミナーの
開催
　県、山梨労働局、（財）21世紀職
業財団山梨事務所の3者主催によ
り、県内各企業の事業主や労務管
理者の方などを対象とした「子育て
支援セミナー」を開催します。この
セミナーを通じて、企業における子
育て支援の取り組みとその影響や
効果について企業経営の観点から
見つめ直してみませんか。

●国中会場
s日時／1月26日（金）
　午後1時30分～
s会場／甲斐市敷島総合文化会館
　（甲斐市）  
s内容／
　 ■ 説明「改正男女雇用機会均等法
　　について」
　 ■講演「人事戦略としてのワーク
　　ライフバランス」
　 　 講師：佐藤博樹氏（東京大学社会
　　科学研究所教授）
●富士・東部会場
s日時／1月30日（火）
　午後1時30分～
s会場／郡内地域地場産業振興セン

　ター（富士吉田市）
s内容／
　 ■講演「女も男も仕事と家庭が両立
　　できる時代」
　 　 講師：早瀬 鑛一氏（評論家）
　 ■ 説明「改正男女雇用機会均等法
　　について」
●問い合わせ先／児童家庭課

　3055-223-1456 5055-223-1475

看護職員就職ガイダンス
（就職相談面接会）の開催
　看護資格をお持ちで再就職を希
望する方及び看護系大学、大学院、
短大、専門学校などを卒業予定の
看護学生を対象に、県内医療施設
との就職相談面接会を行います。
多くの求人施設が参加して、皆さん
のご来場をお待ちしています。

s日時／1月19日（金）午後1時30
　分～4時（受付／午後1時～）
s場所／ベルクラシック甲府（甲府市）
s対象者／
　■ 県内の医療施設などに就職を希
　　望する看護有資格者
　■平成19年3月卒業予定の看護学生
　■平成20年3月卒業予定の看護学生
s参加施設／病院、診療所、訪問看護
　ステーション、福祉施設など
s内容／求人施設担当者と求職者の
　個別面接
●問い合わせ先／
　医務課

　3055-223-1483 5055-223-1486
　県ナースセンター

　3055-226-0110 5055-222-5988

平成19年度県立大学
一般選抜学生募集
　県立大学では、知的好奇心に満ち、
未知の問題に挑戦する熱意を持っ
た若者を歓迎します。本学は、「地
域に開かれ、地域と向き合う大学」「グ
ローカル（グローバル＆ローカル）な
知の拠点となる大学」「豊かな人�
間性と未来を拓く実践力を育てる
大学」を目指し、地域に根ざした実学・
実践重視の教育研究を行います。

s出願期間／

　1月29日（月）～2月6日（火）
s選抜方法／
　■国際政策学部・人間福祉学部人間
　　形成学科：大学入試センター試験、
　　面接（前期のみ）
　■人間福祉学部福祉コミュニティ学
　　科：大学入試センター試験、面接
　■ 看護学部：大学入試センター試
　　験、小論文、面接
s試験日／
　■前期日程：2月25日（日）
　■後期日程：3月12日（月）
s合格発表／
　■前期日程：3月6日（火）
　■後期日程：3月20日（火）
s願書配布場所／県立大学飯田キャ
　ンパス、池田キャンパス（甲府市）
※出願資格、出願方法など詳細は学
　生募集要項で確認
●問い合わせ先／
　県立大学飯田キャンパス学務課

　3055-224-5260 5055-224-5386

平成19年度県立産業技術
短期大学校一般入学生募集
　将来産業界で活躍できる実践技
術者を目指す学生を募集します。

s応募資格／高等学校を卒業した方、
　または平成19年3月高等学校卒業
　見込みの方
s募集科／生産技術科、電子技術科、
　観光ビジネス科、情報技術科
s募集期間／
　■前期日程：1月15日（月）～
　　1月29日（月）
　■後期日程：3月5日（月）～
　　3月16日（金）
s試験科目／英語、数学（観光ビジネ
　ス科は小論文）、面接試験
s試験日／
　■前期日程：2月7日（水）
　■後期日程：3月22日（木）
s会場／県立産業技術短期大学校（甲
　州市）
●問い合わせ先／
　県立産業技術短期大学校

　30553-32-5201 50553-32-5203

平成19年度県立都留・峡
南高等技術専門校普通
入校生募集（後期日程）
　企業現場で即戦力となる実践技
能者を目指す方を募集します。

s応募資格／高等学校を卒業した方、

　または平成19年3月高等学校卒業
　見込みの方
※建築科は、中学校を卒業した方、ま
　たは平成19年3月中学校卒業見込
　みの方
s募集期間／1月23日（火）～
　2月23日（金）
s試験科目／国語、数学、面接試験（建
　築科は適性検査と面接試験）
s試験日／3月5日（月）
s会場／
　 ■OAビジネス科、電気システム科
　　都留高等技術専門校（都留市）
　 ■建築科
　　峡南高等技術専門校（増穂町）
●問い合わせ先／
　県立都留高等技術専門校

　30554-43-8911 50554-43-8912
　県立峡南高等技術専門校

　30556-22-3171 50556-22-3172
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県立博物館

■問い合わせ　1055-261-2631

シンボル展「国宝　夏・秋・冬景山水図
　室町将軍のたからもの」
s1月2日（火）～1月28日（日）

「第4回わたしたちの研究室」研究成果
の展示会

s1月20日（土）～2月25日（日）
●施設管理のための臨時休館日
　1月9日（火）～1月15日（月）

みんなで投票 大切な一票！！

午前7時～午後8時
［一部地域を除く］

1月21日（日）

1月5日（金）～1月20日（土）
午前8時30分～午後8時

［一部の期日前投票所においては、日時が異なります。］

山梨大学教育人間科学部
附属小学校1年生 丹沢 理人さん

たんざわ　 まさと

「投票は おとなの責任 子の未来」
市川三郷町立
六郷小学校5年生 望月 彩加さん

もちづき　　あやか

「伝えよう 自分の意思を 投票で」 南アルプス市立
若草中学校2年生

おの　　しゅんた

小野 駿太さん特選

「留守番を するから選挙に 行ってきて」
さとう　　　ゆい甲斐市立

敷島北小学校1年生 佐藤 優衣さん特選

「ふるさとの 自慢のひとつ 明るい選挙」 県立
山梨高等学校3年生 北井 千絵さん

きたい　　　ちえ

特選

山梨県明るい選挙推進協議会 会長賞

明るい選挙啓発キャッチフレーズ

明るい選挙啓発ポスター

甲州市立
松里小学校4年生 櫛原 八重花さん

くしはら　　　やえか

山梨県選挙管理委員会 委員長賞 山梨県明るい選挙推進協議会 会長賞

山梨県選挙管理委員会

投票日

問い合わせ先

投票日に都合の悪い方は
「期日前投票」ができます。

または、お住まいの市町村の選挙管理委員会

3055-223-1829


