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1日に掲載します。

原則 毎月
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より良い経営方法を検討しています。
県立病院（中央病院・北病院）
は現在、
県が直接運営しています。
しかし、
この方法では、病院経営に詳しい責任者がいないことや、医師・看護師の採用、医療機器の購入など
経営に関する権限が分散し、意思決定に時間がかかることが課題となっています。
また、約136億円の累積赤字
を抱えており、
経営の立て直しを図る必要があります。

県立病院経営形態検討委員会での検討
県立病院が、自主的な判断で医療サービスの向上を図ることができる経営方法を、病院経営者など外部の専門家による「県
立病院経営形態検討委員会」で検討してきました。
検討委員会では、主に「地方公営企業法の全部適用」と「地方独立行政法人法」による方法について比較検討し、今年3月に
地方独立行政法人制度の導入がふさわしいという報告を取りまとめました。

委員会報告をもとに検討を進めている方法

県立中央病院

県立北病院

地方公営企業法の全部適用

地方独立行政法人

県の中に病院事業を行う専門の組織を設ける方
法です。県の発電事業や市の水道事業などは同
様の方法をとっています。

県が出資して公的な法人を設立する方法です。
（民
営化ではありません）国の大学や病院（例えば山
梨大学附属病院や国立甲府病院など）は同様の
方法をとっています。
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知事が任命した医療・経営の専門家が、県の職員
として、県の方針に沿って運営します。

知事が任命した医療・経営の専門家が、法人の理
事長として、県の策定した方針に沿って運営します。

予算・人事等

県の組織なので、現状の運営方法からの移行が容
易な反面、予算執行や看護師などの採用には、こ
れまでと同様の制約を受けます。

県とは別組織なので、県が認可した計画の中で、
予算執行や看護師などの採用を行うことが可能と
なります。

いずれの経営方法によっても、救急医療や周産期母子医療などの政策医療はこれまでどおり行い、
その経費
は県が負担していきます。
また、
県立病院が、
県民の生命と健康を守る基幹病院としての機能を果たしていくことに変わりはありません。
今後、
県民の皆さんや県議会のご意見を聞きながら、
県立病院としてふさわしい経営方法を決定していきます。
問い合わせ先

お 知ら せ
ご利用ください！
県政出張講座
県職員が地域、
職場などに出向き、
県の施策などの説明や意見交換を行
う
「県政出張講座」を実施しています。
s対象／県内に在住、在勤、在学される
方の、おおむね20名以上の集まり
（自
治会・企業・サークルなど）
sテーマ／県が現在取り組んでいる施
策など、133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
置いてあるリーフレットや県ホーム
ページをご覧ください。
s費用／無料。ただし会場設営等の費
用は申込者の負担となります。
s実施日時／原則として平日に実施し
ますが、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
時までです。
s申し込み方法／希望日の1ヶ月前ま
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/

百花繚乱！やまなし
まちづくりセミナー

が輝く！」 講師：堀尾正明氏（フリー
アナウンサー）、パネルディスカッシ
ョン
s定員／480人（先着順）
s申し込み／FAX、電子メール（氏名、
住所、電話番号を記載）または電話に
て、9月4日（木）までにお申し込みく
ださい。
●申し込み・問い合わせ先／市町村課

3055-223-1423 5055-223-1428

ヴァンフォーレ広場の開催
「ヴァンフォーレ甲府」をテーマに、
県民の皆さんが交流するイベント「ヴ
ァンフォーレ広場」を開催します。
sパブリックビューイング
■ 日時／8月9日
（土）
午後4時30分〜7時30分
■ 場所／中央公園
（甲府市中央）
■ 内容／車載型大型映像装置による
試合観戦 ヴァンフォーレ甲府―
徳島ヴォルティス
※酒類の持ち込みはご遠慮ください。
s第2土曜市（関連イベント）
■ 日時／8月9日
（土）
午前10時〜午後8時
■ 場所／かすがも〜る
ほか甲府中
央商店街
■ 内容／
〈かすがも〜る〉夏休み！親子でヴ
ァンフォーレ応援イベント、プロレ
スイベント、まちなかの音楽祭、和
太鼓の演奏 ほか
〈 銀座通り〉商店街ライトダウン＆
キャンドルナイト、グラスハープ演
奏 ほか
●問い合わせ先／企画課

3055-223-1313 5055-223-1320

忘れていませんか？
自動車税の納付

s日時／9月5日（金）午後1時30分〜
s場所／県立文学館講堂（甲府市）
s内容／基調講演「ご近所の力で 山梨

自動車税（納期限：6月2日）の納付
は済んでいますか。
納期限後に納付する場合には、
そ

振り込め詐欺が急増しています
家族や警察官などになりすます「オレオレ詐欺」

■ ありもしない請求をする
「架空請求詐欺」

融資を出しに使いお金をだまし取る「融資保証金詐欺」
■ 過払い金の還付などと偽る
「還付金等詐欺」など、手口が巧妙化
しています。
少しでも不審な点がある時は、
「振り込め詐欺」ではないかと疑っ
てください。
■

試験職種 採用予定人員
行
政 1名程度
職員採用初級試験
警 察 事 務 1名程度
臨床検査技師 3名程度
資格免許職職員採用試験
理 学 療 法 士 2名程度
小中学校事務職員採用試験 学 校 事 務 6名程度
受付期間／8月11日（月）〜8月29日（金）
第1次試験／9月28日（日）

●問い合わせ先／自動車税センター

身体障害者対象 行
政 1名程度
職員採用選考試験
受付期間／8月1日（金）〜8月29日（金）
第1次試験／9月21日（日）

3055-262-4662 5055-263-2421

電子メール：shichoson@pref.yamanashi.lg.jp

まちづくりの主役は、地域に暮らす
住民の皆さんです。地域の活性化や
課題解決に関心のある方、
まちづくり
のはじめの一歩を踏み出してみませ
んか。

■

の期間に応じて延滞金が加算されます。
また、
督促状の発送日から10日を経過
しても納付されない場合には、
財産の
差押えを行います。
納付がまだの方は、
お手元に届い
ている納付書で、
すぐに納付してくだ
さい。

8 月は「北方領土返還要求
運動全国強調月間」です
はぼまいぐんとう しこたんとう

くな

北方領土（歯舞群島、色丹島、国
しりとう えとろふとう

後島、
択捉島）
は、
日本固有の領土です。
この機会に、
北方領土について考えて
みませんか。
●問い合わせ先／広聴広報課

3055-223-1339 5055-223-1525

ひとり親家庭等実態調査
にご協力ください！
県では、母子世帯、父子世帯及び
寡婦の生活実態や行政への要望な
どを把握するため、4年ごとに実態調
査を実施します。
調査員が訪問した際には、
調査へ
の協力をお願いします。
s調査期間／8月1日（金）〜8月15日
（金）
●問い合わせ先／児童家庭課

3055-223-1459 5055-223-1475

募

集

平成 20 年度県職員等採用試験
平成20年度の県職員等採用試験
（平成21年4月採用）
を次のとおり実
施します。

被害に遭わない
ための
キーワード
●まず本人に確認する
●すぐに振り込まない
●必ず誰かに相談する

県立病院経営企画室

3055-223-1485 5055-223-1856

8月・9月第1週の

試験区分

sその他／試験職種及び採用予定人
員は、変更する場合があります。試験
区分や職種により受験資格が異なり
ます。
s試験案内・申込書／人事委員会事務
局、県庁本館1階総合案内、県民情報
プラザ、各地域県民センターなどで
配布しています。
●問い合わせ先／人事委員会事務局

3055-223-1821 5055-223-1819

平成 20 年度県警察官採用試験
平成20年度の県警察官採用試験
（平成21年4月採用）
を次のとおり実
施します。
採用予定人員
試験職種
警 察 官 A（ 男 性 ） 15名程度
警 察 官 A（ 女 性 ） 2名程度
警察官A
警 察 官 （男性/武道指導）
2名程度
採 用 試 験
A（第2回）
・B 柔 道 又 は 剣 道
警 察 官 B（ 男 性 ）20名程度
警 察 官 B（ 女 性 ） 2名程度
受付期間／7月23日（水）〜8月22日（金）
第1次試験／9月21日（日）
試験区分

sその他／試験職種及び採用予定人
員は、変更する場合があります。試験
区分や職種により受験資格が異なり
ます。
s試験案内・申込書／県内各警察署、県
庁本館1階総合案内、県民情報プラ
ザ、各地域県民センターなどで配布
しています。
●問い合わせ先／県警察本部警務課

催し 物
県立博物館

社会保険庁や税務署、役場職員などを
装い「年金や税金の過払い分を返還する」
などと偽って、ATMに誘い出し、携帯電
話で操作方法を指示して送金させる手口
です。

振り込め詐欺などの相談は「♯9110」で受け付けています

山梨放送

企画展「文化財を まもる・しらべる・つ
たえる」
s〜9月1日（月）
s観覧料が必要です。
■

問い合わせ

1055-261-2631

県立美術館
開館30周年記念展「みんな大好きア
ンパンマン やなせたかしの世界」
s〜8月31日（日）
s観覧料が必要です。
■

問い合わせ

1055-228-3322

県立文学館
特設展 芥川龍之介「蜘蛛の糸」
s〜8月24日（日）
s常設展観覧料のみ
■

問い合わせ

1055-235-8080

県立考古博物館
夏季企画展「縄文時代草創期・早期・前
期の出土品」
s〜9月7日（日）
s無料
■

問い合わせ

1055-266-3881

県立富士湧水の里水族館
夏季企画展「田んぼの生き物たち」
s〜10月13日（月・祝）
s入館料のみ
■

問い合わせ

10555-20-5135

県立科学館
開 館 1 0 周 年 記 念 特 別 展「 科 学 館 で
LEg GOdt！ レゴ エデュケーション
〜みて さわって ドキドキ体験〜」
s〜8月24日
（日）
s観覧料が必要です

3055-235-2121（代表）

要注意！新たな手口「還付金等詐欺」

テレビ・ラジオ番組

■

問い合わせ

1055-254-8151

※還付手続きで、
公的機関がATMの操作を求めるこ
とはありません。
「携帯電話を持ってATMに行っ
てください 」と誘導されたら、
「 振り込め詐欺」を
疑ってください。
※「これは振り込め詐欺の被害者だ」という人を見
かけたときは、警察に通報してください。
問い合わせ先

県警察本部生活安全企画課

3055-235-2121

（代表）

YBSテレビ

やまなし元気ナビ

YBS

日曜日●AM7:30〜7：45

8/3

義足を翼に変えて

8/10

絶対ダメ！児童虐待

8/17

地域防災リーダー
やまなしの名工を訪ねて③

8/ 24 水晶美術彫刻
8/ 31 （休 止）
9/ 7 いきいき働く障害者
テレビ山梨
やまなし散歩

UTY

土曜日●AM7:15〜7：30

8/ 2

知事出演 売り込め！県産果実
〜横内知事のトップセールスに密着〜

8/9

高校生インターンシップ

8/16
8/23

博物館の裏側は
どうなっている？
清水國明の輝きの人：
陶芸家 松尾かつみさん

8/ 30

地域の防災、我が家の防災

9/ 6

産業技術短期大学校の
チカラ

知事出演 「やまなし散歩」スペシャル

（PM2：00〜2：30）
知事対談
8/ 16 〜平山郁夫画伯を訪ねて〜
（土）
豊かな自然と山梨の文化
山梨放送

YBSラジオ

765

爽快やまなし！NOW

土曜日●AM11:30〜11：45

8/ 2

山の日と企業の森

8/9

気を付けて！熱中症

8/16

サービスエリアで
山梨を探そう！

8/23

平成の名水百選

8/ 30

防災に対する
意識を高めよう！

9/6

スポーツしよう！
※放送番組は予定です。

