
山梨の大学あれこれ④
大月短期大学、帝京科学大学

県立美術館30年の歴史・
わたしが選ぶこの一点

清水國明の輝きの人
～和太鼓奏者前田タクヤ～

われら山梨応援団！
～やまなしの魅力を全国へ

本の世界へようこそ
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YBS

TEL.055-223-1339 FAX.055-223-1525
E-Mail:kouho@pref.yamanashi.lg.jp

〒400-8501 山梨県広聴広報課印刷広報担当

原則毎月1日に掲載します。10月号［VOL.54］
http://www.pref.yamanashi.jp/県のホームページ

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

秋季特別展「知ってる？魚の繁殖～命
をうけつぐ技～」
s10月15日（水）～12月15日（月）
s入館料のみ

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
特別展「埋められた財宝～大形装飾土器、
銅鐸、そして埋蔵金～」
s10月1日（水）～11月24日（月・祝）
s特別展観覧料が必要です

■問い合わせ　1055-266-3881

■問い合わせ　1055-226-2586

資料紹介展示「本でめぐる富士山」
s～11月22日（土）

県立図書館

■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」
s～12月21日（日）
s常設展観覧料のみ

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」
s～11月24日（月・祝）
s企画展観覧料が必要です

765

ご存じですか？
きょうは統計の日
富士・東部地域に小児初期
救急医療センター オープン

爽快やまなし！ NOW
土曜日●AM11:30～11：45

10月・11月第1週の

山梨放送 YBSラジオ

山梨放送 YBSテレビ

テレビ山梨 UTY

里親募集

やまなし散歩
土曜日●AM7:15～7：30

看護師が輝くために

日韓交流おまつり

見たい！知りたい！
研究機関③ 果樹試験場

文化の輪を広げよう

やまなし
ヌーボーフェスティバル

やまなし
ヌーボーフェスティバル

やまなし元気ナビ
日曜日●AM7:30～7：45
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10/19

10/26

11/2

テレビ・ラジオ番組

※放送番組は予定です。

ふるさと特産品フェア

県立科学館

■問い合わせ　1055-254-8151

「第10回ライトダウン甲府バレー2008
～星つむぎの歌が聴こえる」
s10月25日（土）18：00～21：00

募 　 集

「県立病院のあり方を考え
るタウンミーティング」を
開催します
　県立病院の今後のあり方や目指す
べき方向性、経営形態について、県民
の皆さんと一緒に考えます。

s日時・場所（県内5地域で開催、いず 
　れも午後7時から90分程度）
　 　■ 峡中地域／10月15日（水）
　　ぴゅあ総合（甲府市）
　 　■ 富士・東部地域／10月20日（月）
　　都の杜うぐいすホール（都留市）
　 　■ 峡東地域／10月21日（火）
　　東山梨合同庁舎（山梨市）
　 　■ 峡南地域／10月22日（水）
　　県民信用組合鰍沢支店（鰍沢町）
　 　■ 峡北地域／10月24日（金）
　　北巨摩合同庁舎（韮崎市）
s定員／各回100名程度（先着順）
s申し込み／FAX、電子メール（希望
　地域、氏名、住所、電話番号、職業を
　記載）または電話にて、10月10日（金）
　までにお申し込みください。
●申し込み・問い合わせ先／
　県立病院経営企画室

　3055-223-1485 5055-223-1856
電子メール：kenbyou-kk@pref.yamanashi.lg.jp

富士・東部小児初期救急医療
センター10月30日（木）開設
　休日や夜間にお子さんが急病にな
ったときの受診先として、県内2カ所
目の小児初期救急医療センターを富
士吉田市内に開設します。

s場所／富士吉田市緑ヶ丘2-7-21
　（富士北麓総合医療センター2階）
s電話／0555-24-9977
s診療時間　
　 　■ 休日：（日曜、祝日、12／29～1／3）
　　午前9時～深夜0時
　 　■ 土曜日：午後3時～深夜0時
　 　■ 平日：午後8時～深夜0時
※受付は、いずれも午後11時30分ま
　でです。
※予約の必要はありませんが、来所前
　に電話でセンターの状況などをご確

　認ください。
※受付時間終了後の診療は、甲府市
　内の小児初期救急医療センター
　（甲府市幸町14-6、電話／055-
　226-3399）で対応します。
●問い合わせ先／医務課

　3055-223-1480 5055-223-1486

長寿医療制度（後期高齢者
医療制度）の保険料納付
s制度加入前に健康保険組合などの被
　扶養者であった方の保険料納付が
　10月から始まります。ご理解をお願
　いします。
　 　■ 保険料額

s申込期間／～10月24日(金）
s入札日／10月29日（水）、30日（木）
s案内書／管財課、各地域県民センタ
　ー総合窓口で配布

●問い合わせ先／管財課

　3055-223-1394 5055-223-1379

合同不動産公売を行います
　県では甲府市、都留市及び富士河
口湖町と合同で、地方税の滞納のた
め差し押さえた不動産を公売します。

s日時／10月22日（水）
　午後1時30分～2時
s公売方法／入札
s場所／総合県税事務所研修室（JA会
　館5階 甲府市飯田）
s参加資格／滞納者本人などを除き、
　どなたでも参加できます。
sその他／詳細は県ホームページ、ま
　たは総合県税事務所、税務課、県民情
　報プラザ、各地域県民センター、実施
　市町で配布しているチラシでご確認
　ください。
※公売が中止になる場合もありますので、
　事前に電話でご確認ください。
●問い合わせ先／総合県税事務所

　3055-223-3616 5055-226-4275
県ホームページ：http://www.pref.yamanashi.
　　　　jp/barrier/html/zeimu/index.html

県営住宅「湯村団地A号
館」入居者募集
　県営住宅湯村団地の入居者を募
集します。

s募集戸数／4戸（3DK）
s募集期間／11月4日（火）～17日（月）
s対象／県内に在住またはお勤めの方
　で、所得が一定額以下の世帯（単身
　世帯を除く）
s入居予定／12月19日（金）
sその他／
　 　■ 応募者が募集戸数を上回る場合には、
　　抽選により入居者を決定します。
　 　■ 障害者世帯などの優先入居対象住
　　宅は1戸です。
●問い合わせ先／県住宅供給公社

　3055-237-1656 5055-237-7095
　住宅課

　3055-223-1732 5055-223-1736

※帰国生徒（中国引揚者等含む）、社
　会人入学及び外国人留学生とします。
　（看護学部看護学科は、社会人入学
　のみ）
s試験日／11月22日（土）
s選抜方法／面接、小論文及び出願書
　類の審査
s募集期間／10月30日（木）～11月
　6日（木）
s募集要項／県立大学飯田キャンパス・
　池田キャンパス（甲府市）で配布中
※出願資格、出願方法など詳細は学生
　募集要項で確認してください。
●問い合わせ先／
　県立大学飯田キャンパス学務課

　3055-224-52605055-224-5386

県立盲学校教員・県立
学校職員の選考検査
　県立盲学校理療科教員、県立学
校実習助手（農業、工業）、寄宿舎指
導員の選考検査を次のとおり実施し
ます。

s募集定員／それぞれ若干名
s検査日／11月15日（土）、16日（日）
s検査会場／県立甲府昭和高等学校（昭
　和町）
s試験科目／一般教養、専門教養
s受付期間／10月27日（月）～10月
　30日（木）
s募集要項／高校教育課で配布中
※出願資格、出願方法など詳細は募集
　要項で確認してください。
●問い合わせ先／高校教育課

　3055-223-1758 5055-223-1768

あなたも里親になってみませんか

県立博物館

■問い合わせ　1055-261-2631

企画展「甲州食べもの紀行－山国の豊
かな食文化－」
s10月11日（土）～12月8日（月）
s企画展観覧料が必要です。
※この企画展は宝くじの普及広報事業
　費により実施しています。

平成21年度県立大学
特別選抜学生募集
　知的好奇心に満ち、未知の問題に
挑戦する熱意を持った学生を募集し
ます。

s募集定員

韮崎市本町二丁目4371番2

山梨市上神内川字午起267番

富士吉田市上吉田字古吉田848番1

大月市大月二丁目字関屋656番1

330.27

342.30

1,876.54

161.26

所　　　　在 実測面積（㎡）現　況

宅　地

宅　地

宅　地

雑種地

ふるさと特産品フェアを開催します
  山梨県内で生産される果物、野菜、山の幸、ワイン、繊
維製品などの特産品を一堂に集めて紹介する「ふるさ
と特産品フェア」を開催します。
  １６回目となる今回は、「やまなしの県産品フェア」など４
つのまつりと併せて、環境啓発イベント「３Ｒ（リデュース・
リユース・リサイクル）推進関東大会ｉｎやまなし」を同時
開催し、盛りだくさんの内容で皆さまのおこしをお待ちし
ています。
　秋の味覚と優れた県産品を存分にお楽しみください。

商工会まつり「味と技の自慢市」

小瀬スポーツ公園

県観光物産連盟 3055-231-2722
観 光 振 興 課 3055-223-1573

県商工会連合会 3055-235-2115
商 工 総 務 課 3055-223-1533

農政総務課 3055-223-1583

問い合わせ先

環境創造課 
3055-223-1506

問い合わせ先

問い合わせ先 問い合わせ先

問い合わせ先 林業振興課 3055-223-1652

やまなしの県産品フェア

農業まつり「まつりの広場」 林業まつり「森林のフェスティバル」

10月18日□・19日□土 日

～10月は「里親を求める運動」月間です～ s里親になるには、特別な資格は必要ありませんが、次の要件があります。
　 　■ 心身ともに健全であること
　 　■ 子どもの養育について深い理解を持ち、豊かな愛情を注げること
　 　■ 経済的に子どもの養育に支障のない程度の余裕があること など
s里親の種類
　 　■ 養育里親：保護者のいない子どもや、保護者に養育させることが適切でない子
　　どもを養育する里親
　 　■ 短期里親：1年以内の期間で、子どもを養育する里親
　 　■ 専門里親：虐待等により心身に有害な影響を受けた子どもを養育する里親
　 　■ 親族里親：三親等以内の親族の里親

s養育費など
　 　■ 里親の養育費用として、生活費、教育費、里親手当などが支給されます。
　 　■ 万が一、養育中のお子さんが事故にあったり、里親に賠償責任が生じた場合
　　には、里親賠償責任保険による補償が受けられます。

●中央児童相談所／甲府市北新1-2-12
　　　　 3055-254-8618

里親について
詳しく知りたい方は、
最寄りの児童相談所に
連絡下さい。

sまた、現在、保険料は皆さまの年金か
　らお支払いしていただいておりますが、
　次の方は口座振替に切り替えること
　ができます。
　 　■ 過去2年間、国民健康保険の保険料
　　の納め忘れがなかった方
　 　■ 世帯主や配偶者が本人（年金収入
　　180万円未満の方）に替わって保
　　険料を納めていただける方
●問い合わせ先／国保援護課

　3055-223-1465 5055-223-1468
　山梨県後期高齢者医療広域連合

　3055-236-5671 5055-235-6373
　各市町村長寿医療制度担当窓口

県有未利用地を売却します
　県の施設の跡地などで、現在利用
していない県有地を一般競争入札で
売却します。

s物件／ 

平成20年4月～9月

平成20年10月
　　～平成21年3月

負担なし
（軽減措置により免除）

期間合計1,930円

期　　間　　　　　　　　保険料

第3回 
3R推進関東大会
inやまなし

（主催：環境省関東地方環境事務所）

  １０月は、「３Ｒ推進月間」です。楽しみながら環境について考えてみませんか。

■ 俳優 柏原収史さんのエコトーク（18日 午後1時～）
■ 本格エコミュージカル（19日 午後1時～） など

ステージショー

展示体験コーナー
■ オリジナルマイエコバッグ作り
■ 環境に関するクイズ（全問正解者に記念品贈呈） など

  参加業者が自信を持って提供する商品の即売や、県産食材を使
ったメニューの試食など、山梨の魅力をお楽しみください。

県産品の展示販売コーナー

特用林産物の展示販売コーナー農畜産物の展示販売コーナー

体験コーナー

体験コーナー

情報提供コーナー

山梨の味レストラン

商工会・会員企業PRコーナー

飲食コーナー フリーマーケットコーナー

■ 織物製品、宝石、印伝、ワイン、菓子、農産物加工品 など

■ 甲州ワインに合う料理コンテスト入選メニュー  ■ 吉田のうどん など

　収穫の秋、新鮮で安全・安心な県産農畜産物の魅力をお楽し
みください。

■ 新鮮な果物、野菜、食肉、加工品、花き など

■ 金魚すくい、骨密度測定 など

　山の幸や、木の温もりを感じる木工品など、森林の恵みをお楽しみ
ください。

■ きのこ、木工品、竹炭製品 など ■ 木工教室、丸太切り体験 など

■ きのこ鑑定相談会、県産材住宅情報 など

　地域で開発された商品や地域で育まれた技術など、県内中小企
業の魅力をお楽しみください。

■ 一店逸品事業で開発した商品などの実演販売、観光宿泊案内 など

■ 地域の自慢の味 など

　「里親制度」は、さまざまな事情により家庭で生活できない子どもたちを、
家族の一員として迎え入れ、温かい愛情と家庭的な雰囲気の中で育
てていく児童福祉法に定められている制度です。
　本県では、児童虐待などにより家庭で生活できない子どもが増加し
ており、たくさんの里親が必要になっています。

軽減措置により
本来の1割

知事
出演

◎当日は甲府駅から臨時バスを運行しますのでご利用ください。
◎イベント内容などは県ホームページ（ http://www.yamanashi-kankou.jp/furusato/ ）で確認いただけます。

大勢の人でにぎわった昨年のふるさと特産品フェア大勢の人でにぎわった昨年のふるさと特産品フェア

●都留児童相談所／都留市田原3-5-24
　　　　 30554-45-7835 

45名（社会人入学含む）

選抜方法
学部・学科 推薦

11名

11名

14名

6名

国際政策
学 部

人間福祉
学 部

看護学部

総 合 政 策 学 科

国際コミュニケーション学科

福祉コミュニティ学科

人 間 形 成 学 科

看 護 学 科

若 干 名

若 干 名

若 干 名

若 干 名

その他※
特別選抜


