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山梨県やまなし県政だより
県政だより「ふれあい」についての
ご意見やご感想をおよせください。

■問い合わせ　10555-20-5135

県立富士湧水の里水族館

催し 物

お 知ら せ

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

県立図書館

■問い合わせ　1055-226-2586

資料紹介展示「本でめぐる富士山」
s9月19日（金）～11月22日（土）

■問い合わせ　1055-228-3322

開館30周年記念「県美30年の歴史　
わたしが選ぶこの一点」
s9月13日（土）～12月21日（日）
s常設展観覧料が必要です。

県立美術館

■問い合わせ　1055-235-8080

県立文学館
企画展　「飯田龍太展」
s9月27日（土）～11月24日（月・振）
s観覧料が必要です。
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学びの秋、
私もチャレンジ！

やまなし散歩
土曜日●AM7:15～7：30

元気なご長寿に学ぶ

中小企業を救え！
設備貸与制度

山梨の畜産を支える人々

やまなし県民文化祭

やまなし元気ナビ
日曜日●AM7:30～7：45

9/7

9/14

9/21

9/28

10/5

知ろう！食の安全

テレビ・ラジオ番組

※放送番組は予定です。

魅力ある地域・道志村

いきいき働く障害者

われら山梨応援団
～やまなしの魅力を全国へ

産業技術短期大学校の
チカラ

ふるさと特産品フェア

スポーツしよう！

県立科学館

■問い合わせ　1055-254-8151

「科学工作・科学写真展」
s9月20日（土）～9月26日（金）
s入館料が必要です。

募 　 集

9月は食の安全・安心推進月間です
　「食」は私たちが生活していくうえで、欠かすことの
できないものです。しかし、輸入冷凍ギョーザによる健
康被害や、産地偽装などの事件が発生し、「食」に対
する不安が高まっています。この機会に、食生活や食
の安全・安心について考えてみませんか。

食品安全110番

食品の表示や食の安全に関する相談や情報を
受け付けていますので、お気軽にお電話下さい。

3055-223-1638
●受付時間／午前8時30分～午後5時（土日、
　祝祭日、年末年始を除く毎日）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

「新県立図書館整備計画」
を策定します
　県民の皆さんのご意見をおきかせ
ください。

 ■ 県民フォーラムの開催

s日時・場所
　 　■ 第1回／9月6日（土）
　　午前10時から2時間程度
　　ぴゅあ富士（都留市）
　 　■ 第2回／9月7日（日）
　　午前10時から2時間程度
　　ぴゅあ総合（甲府市）
s定員／各回100名程度
s申し込み／FAX、電子メール（参加
　希望日、氏名、参加人数を記載）また
　は電話にて、9月5日（金）までにお申
　し込みください。
sその他
　 　■ 手話通訳・要約筆記が必要な方は、
　　申し込みの際にお知らせください。
　 　■ 席に余裕がある場合は、当日参加可。

　■ 計画の素案に対する意見の募集

　計画の素案に対する意見を募集し
ています。計画の素案、意見提出用
紙などは、県民情報センター、各地域
県民センター、新図書館建設室、県立
図書館で配布しています。また、県の
ホームページ（県民意見提出制度）
からダウンロードすることもできます。
　県民の皆さまから寄せられたご意
見は、計画策定の参考として活用さ
せていただくとともに、ご意見の概要を
後日、公表させていただく予定です。

s募集期間／9月15日（月）まで
s提出方法／氏名、住所、電話番号、意
　見など必要事項を記入の上、電子メ
　ール、郵送、FAXでご提出ください。
●問い合わせ先（申し込み先、提出先）／
　新図書館建設室

　3055-223-1795 5055-223-1775
電子メール：toshokan-ken@pref.
　　　　　　　　　 yamanashi.lg.jp
県ホームページ：http://www.pref.
　　　　　　　　　　 yamanashi.jp/

元気な商店街創造
セミナー開催
　活気あふれる商店街づくりを目指し、
まちづくりと商店街の振興について考
えるセミナーを開催します。

s日時／9月12日（金）午後2時～
s場所／桜座（甲府市ペルメ桜町）
s内容／基調講演：「全員参加によるま
　ちづくりと商店街の役割」百武ひろ
　子氏（（有）プロセスデザイン研究所
　代表）、意見交換
s定員／100名（先着順）
s申し込み／申込書に必要事項を記入
　の上、郵送、FAXにて、9月11日（木）
　までにお申し込みください。申込書
　は県ホームページからダウンロード
　できます。
●申し込み・問い合わせ先／
　やまなし産業支援機構

　3055-243-1888 5055-243-1890
　商業振興金融課

　3055-223-1535 5055-223-1534
県ホームページ：http://www.pref.yamanashi.
　　 jp/barrier/html/shougyo/index.html

平成20年度就学義務猶
予免除者等の中学校卒業
程度認定試験のご案内
　この試験は中学校卒業程度の
学力があるかどうかを認定する試
験です。この試験に合格すると、高
等学校の入学資格を得ることがで
きます。

s試験日／11月4日（火）
s試験科目／国語、社会、数学、理科、     
　英語
s出願期間／9月9日（火）まで
s受験案内／義務教育課で配布
●問い合わせ先／義務教育課

　3055-223-1764 5055-223-1759

秋の全国交通安全運動
　秋の全国交通安全運動が、9月
21日（日）から30日（火）までの10日
間実施されます。この運動は、交通
事故防止の徹底を図ることを目的に、

運動の基本を「高齢者の交通事故
防止」とし、3点の重点項目を定めて
います。

①全ての座席のシートベルトとチャイ
　ルドシートの正しい着用の徹底
②夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗
　用中の交通事故防止
③飲酒運転の根絶

  交通ルールを守り、安全で安心な交
通社会をつくっていきましょう。

●問い合わせ先／
　県民生活課

　3055-223-1353 5055-223-1354
　警察本部交通企画課

　3055-235-2121（代表）

国道140号 雁坂トンネル有
料道路通行止めのお知らせ
　雁坂トンネル有料道路は、総合防
災訓練実施にともない、次のとおり全
面通行止めとなります。ご迷惑をおか
けしますが、ご理解とご協力をお願い
します。

s通行止め期間／9月11日（木）
　午前10時～11時（1時間） 
●問い合わせ先／
　雁坂トンネル有料道路管理事務所

　30553-39-2330 50553-20-4020

山梨の“すぐれもの”発見
（山梨県地場産業まつり）

　ジュエリー、ワイン、果物など驚き
の価格でご提供します。

s期間／9月6日（土）、7日（日）
　午前9時～午後5時
s会場／かいてらす
  （県地場産業センター）（甲府市）
s内容／地場産品の特価販売、国産ワ
　インコンクール受賞ワイン限定販売、
　農畜産物の販売、お楽しみ抽選会など
●問い合わせ先／
　かいてらす（県地場産業センター）

　3055-237-1641 5055-228-9185
　観光振興課

　3055-223-1575 5055-223-1558

s日時／9月12日（金）午後1時30分～
s場所／かいてらす（県地場産業センター）
　大ホール（甲府市）
s内容／やまなし食の安全・食育優良団
　体表彰、講演会「『食の安全』情報を見

　極める」講師：松永和紀氏（科学ライ
　ター）、優良団体の事例発表
s定員／250名（先着順）
s申し込み／FAX（氏名、お住まいの 
　市町村を記入）、または電話にてお申
　し込みください。

あなたのお住まいの
耐震補強はお済みですか
あなたのお住まいの
耐震補強はお済みですか
　地震により建物が倒壊すると、人命や財産に深刻な被害をもたらします。
　現在、山梨県内には、昭和５６年５月以前の旧耐震基準で建設された、耐震性が不十分と思われる木造住宅が約
９万戸あると推計され、対策が急がれています。
  県では市町村と連携し、耐震診断の無料実施、耐震改修費用の補助などにより、木造住宅の耐震化を進めている
ところです。
　地震の被害を最小限に食い止め、大切な生命・財産を守るために、まずはご自宅の耐震診断から始めましょう。

「誰にでもできるわが家の耐震診断」（（財）日本建築防災協会）を県ホームページに掲載していますので、一度お試しください。 http://www.pref.yamanashi.jp/
barrier/html/kenchiku/index.html

耐震改修費用の一部を補助します
耐震診断で倒壊の危険ありと判断された場合には、耐震改修
費用の一部を補助します。
s対象：昭和56年5月以前に着工した木造戸建住宅
s補助金の額：費用の1／2以内で60万円を上限。（ただし
　世帯全員が65歳以上の場合などは、費用の2／3以内で
　80万円を上限。）
※補助対象基準、補助金の額は市町村により異なる場合があ
　ります。
※補助金の交付を希望する場合は、事前にご相談ください。 

●問い合わせ先／建築指導課、お住まいの市町村 

無料で耐震診断が受けられます
昭和56年5月以前に着工された木造戸建住宅について、無
料で耐震診断を実施しています。
※3階建て住宅及び500㎡以上の住宅は、補助対象となり
　ません。

●問い合わせ先／建築指導課、お住まいの市町村 

平成21年度県立産業技術
短期大学校推薦入学生募集
　県立産業技術短期大学校は、将来、
産業界で活躍する実践技術者を目指
す学生を募集します。

s試験日／10月15日（水）
s会場／県立産業技術短期大学校（甲
　州市）
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出願資格／
　 　■ 高等学校長推薦（対象：平成21年
　　3月高等学校卒業見込みの者）
　 　■ 自己推薦（対象：高等学校卒業者）
　 　■ 事業主推薦（対象：県内事業所勤
　　務者）
s試験科目／
　 　■ 高等学校長推薦：数学Ⅰ（観光ビジ
　　ネス科は英語Ⅰ）、面接
　 　■ 自己推薦・事業主推薦：小論文、面接
s出願期間／9月19日（金）～10月3
　日（金）
s募集要項／県立産業技術短期大学校、
　職業能力開発課で配布
●問い合わせ先／県立産業技術短期大
　学校教務学生課

　30553-32-5201 50553-32-5203

平成21年度県立宝石美
術専門学校学生募集
　県立宝石美術専門学校は、全国唯
一の公立のジュエリー専門学校です。
あなたもジュエリーのスペシャリストを
目指してみませんか。

●推薦入学（A・B）
　s試験日／9月20日（土）
　s会場／県立宝石美術専門学校（甲 
　　府市）
　s出願資格／
　 　 　■ 推薦入学A／山梨県内の高等学 
　　　校を平成21年3月に卒業見込み
　　　の者で、在学する高等学校長の
　　　推薦を受けている者
　 　 　■ 推薦入学B／山梨県外の高等学 
　　　校を平成21年3月に卒業見込み

　　　の者で、在学する高等学校長の
　　　推薦を受けている者
　s試験科目／書類審査、面接
　s出願期間／9月12日（金）まで
●一般入学
　s試験日／10月4日（土）
　s会場／県立宝石美術専門学校（甲
　　府市）
　s出願資格／高等学校卒業者及び平
　　成21年3月卒業見込みの者、また
　　は同等以上の学力を有する者
　s試験科目／小論文、面接
　s出願期間／9月26日（金）まで
　s募集要項／県立宝石美術専門学校、
　　工業振興課で配布
●問い合わせ先／
　県立宝石美術専門学校

　3055-232-6671 5055-233-6357

●問い合わせ先／建築指導課

3055-223-1734 5055-223-1707

 家具は、金物などでしっかりと固定し
ましょう。また、観音開きの扉には止め
金具をつけましょう。

家具の転倒防止も
お忘れなく

木造住宅簡易耐震チェック
sあなたのお住まいで該当する項目があれば、耐震診断を受けることをお勧めします。

No　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チェック項目

建てたのは昭和56年5月以前である。

床下（上）浸水、火災などの災害に見舞われたことがある。

増築または改修をした。

老朽化している（柱や土台が腐っているなど）またはシロアリの被害を受けた。

屋根を、鉄板やスレートなど軽いものから、瓦など重いものに葺き替えた。
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写真：平成19年7月に発生した新潟県中越沖地震で崩壊した木造住宅写真：平成19年7月に発生した新潟県中越沖地震で崩壊した木造住宅

企画展「田んぼの生き物たち」

s～10月13日（月・祝）
s入館料が必要です。

知事
出演

●やまなし 食の安全・食育推進大会

●昭和56年6月の建築基準法改正で耐震基準が強化され、木造住宅は概ね震度6強の地震でも倒壊しない構造になっています。
     一方、それ以前に建てられた住宅は、耐震性が低い可能性が大きいです。
●昭和56年6月以降に建てられた住宅でも、災害・改修などにより、耐震性が低下している可能性があります。

耐震チェックのポイント

ホームページ


