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〒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。12月号［VOL.56］
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

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
冬季企画展「甲府市内の出土品～私の
町にもこんな遺跡～」
s12月13日（土）～1月12日（月・祝）
s無料

■問い合わせ　1055-266-3881

■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
常設展「富士山と文学」
s～3月29日（日）
s常設展観覧料のみ

県立科学館

■問い合わせ　1055-254-8151

募　集

県立博物館

■問い合わせ　1055-261-2631

シンボル展「信玄堤」
s12月17日（水）～1月19日（月）
s常設展観覧料のみ

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。詳細は、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
ホームページ : http://www.pref.yamanashi.jp/

「就職を控えた子どもを持つ保護
者のための就職セミナー」を開催
　平成22年3月に大学などを卒業予
定の子どもを持つ親（保護者）を対
象に、就職活動をサポートするノウハ
ウを身に付けるためのセミナーを開催
します。

s日時／12月7日（日）
　午後1時30分～4時
s場所／甲府・国中地域地場産業セン
　ター「かいてらす」（甲府市）
s内容／
　 　■ セミナー「就職を控えた子どもをサ
　　ポートする保護者の役割」
　　講師：宇賀田栄次氏（NPO法人仕事
　　学ネットワーク理事長）

　 　■ 学生の就職活動の支援策の説明
s参加費／無料
s申し込み／12月6日（土）まで電話
　で受け付けています。
●申し込み・問い合わせ先／
　ジョブカフェやまなし

　3055-233-4510 5055-233-4518

個別的労使紛争のあっせん制度
　個々の労働者と使用者の紛争の
相談は、中小企業労働相談所（県民
生活センター内）で応じていますが、
あっせんによる解決が必要な場合に
は、労働委員会の制度を利用するこ
とができます。

sあっせん制度／労働委員会の委員で
　ある公益・労働者側・使用者側の三者
　によるあっせん員が、中立・公平な立
　場で当事者双方の言い分を聞き、問
　題点を整理のうえ、歩み寄りにより紛
　争の解決にあたります。
※あっせん制度の詳細は、県ホームペ
　ージをご覧ください。
sその他／あっせんは無料、非公開（秘
　密厳守）
●問い合わせ先／労働委員会事務局

　3055-223-1827 5055-223-1828
　中小企業労働相談所（県民生活センター内）

　3055-223-1366 5055-223-1368
　（県民生活センター南都留地方相談室内）

　30554-45-5038 50554-45-5039
ホームページ ：http://www.pref.yamanashi.jp/
　　　barrier/html/roudou-iin/index.html

調理師業務従事者届
　調理業務に従事する調理師は、2
年ごとに就業状況などを届け出るこ
とが法律で義務付けられています。
12月31日現在の状況を、各地域の保
健福祉事務所（保健所）、健康増進
課で配付している「調理師業務従事
者届」に記載し1月15日（木）までに
提出してください。提出先、提出方法
など詳細は、届出書類をご覧ください。
なお、県のホームページから届け出
ることもできます。

●問い合わせ先／健康増進課

　3055-223-1498 5055-223-1499
ホームページ：http://www.pref.yamanashi.
    jp/barrier/html/kenko-zsn/index.html

第11回IVVオリンピアード
　勝ち負けにこだわらずスポーツを
楽しむ国際大会「第11回IVVオリン
ピアード」が、富士北麓地域と富士
山で開催されます。海外からの参加
者2千人を含め8千人の参加を見込
んでいます。雄大な自然の中で、スポ
ーツを楽しんでみませんか。

s大会期間／5月14日（木）～17日（日）
s種目／ウォーキング、サイクリング、
　スイミングほか
s参加資格／国籍、年齢、性別など一切
　問いませんが、未就学児は保護者、障
　害者は介助者の同伴が必要です。
s申込期間／～3月31日（火）
  （宿泊の申込み／～12月20日（土））
sその他／各種目の詳細、申し込み方
　法などは、下記へ問い合わせるか、実
　行委員会ホームページをご覧ください。
●問い合わせ先／
　第11回IVVオリンピアード実行委員会

　30555-72-4772 50555-73-1217
ホームページ : http://www.11th-ivv-olympiad.jp/
　スポーツ健康課

　3055-223-1780 5055-223-1786

「宝くじ」の購入は山梨県内で！
　山梨県内で売られた宝くじの収益
金は県内の公共事業などに使われ、
皆さんの生活に役立てられます。

年末ジャンボ宝くじ発売中
s発売期間／～12月19日（金）

●問い合わせ先／財政課

　3055-223-1384 5055-223-1385

振り込め詐欺に注意
　県内で、1月から10月までに74件、
約1億5百万円の被害が発生して
います。
　振り込め詐欺は、誰もが被害者
になる可能性がある犯罪です。「自
分だけは騙されない」と油断せず、
少しでも不審な点がある場合には、
「振り込め詐欺」を疑ってください。
　犯罪が増加する傾向にある年
末年始は、特に注意が必要です。

オレオレ
詐欺

架空請求
詐欺

インターネットな
どの有料サイトの
利用料や情報料、
借金の請求など
をでっちあげ、ハ
ガキや 電子メー
ルなどを送りつけ
て、現金の振り込
みを要求します。

融資保証金
詐欺

「担保・保証人なし
で高額融資」「多重
債務を一本化」な
どとダイレクトメー
ルや電子メールで
融資の勧誘を行い、
申込者に保証金や
手続料などの名目
で、現金の振り込み
を要求します。

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
って無人のATM
などに誘い出し、
携帯電話の指示に
従って操作するよ
うに要求します。

還付金等
詐欺

注意！

●すぐに振り込まない
●必ず誰かに相談する
●家族であらかじめ「合い言葉」を決めておく

不審な点があるときはその場で110番！！

県警察本部生活安全企画課 3055-235-2121（代表）問い合わせ先

振り込め詐欺などの相談はダイヤル「♯9110」で受け付けています。

振り込め詐欺の主な手口

家族の一員や警察官、弁
護士などになりすまし、
　■ 交通事故の示談金
　■ 会社のお金の使い込
　み
　■ 友人の借金の保証人
　■ 痴漢行為
などのトラブル処理のた
めの現金を振り込むよう
に要求します。

新たな
手口

平成21年度学生募集
専門学校県立農業大学校
　将来、農業関係での活躍を目指す
学生を募集します。

s募集人員／
　養成科
　 　■ 果樹学科／20名
　 　■ 園芸学科（野菜・花き専攻）／10名
　専攻科

　 　■ 落葉果樹学科／若干名　
s試験日／1月15日（木）
s会場／専門学校県立農業大学校
s出願期間／～1月5日（月）
s募集要項／専門学校県立農業大学校、
　農業技術課で配付。ホームページか
　らもダウンロードできます。
※受験資格、試験科目など詳細は、募集
　要項で確認してください。
●問い合わせ先／
　専門学校県立農業大学校

　30551-32-2269 50551-32-2034
ホームページ：http://www.ypaa.ac.jp

平成21年度学生募集
県立産業技術短期大学校
　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募集人員／
　■ 生産技術科／9名
　■ 電子技術科／15名
　■ 観光ビジネス科／9名
　■ 情報技術科／6名
s試験日／1月28日（水）
s会場／県立産業技術短期大学校（甲
　州市）
s出願期間／12月15日（月）～1月
　21日（水）
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付
※受験資格、試験科目など詳細は、募集
　要項またはホームページで確認して
　ください。
●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
ホームページ ：http://www.yitjc.ac.jp

オープン県庁（山梨県業務説
明会及び職場見学会）開催
　山梨県職員を志す皆さんに、県の
業務内容や職場の紹介をします。

s日時／12月24日（水）
　午後1時30分～5時
s集合場所／恩賜林記念館（甲府市）
s対象／平成21年度に行う県職員採
　用試験の受験を希望または検討して
　いる方（警察官・教員及び小中学校
　事務職員は除く。）
s内容／業務説明、フリー見学、個別相
　談ほか

s参加費／無料
s応募方法／
　■やまなし申請・予約ポータルサイト「や
　　まなしくらしねっと」で申し込み
　■ 電話または電子メールで人事委員
　　会事務局へ申し込み
s応募期限／12月12日（金）
sその他／  詳細は県ホームページ「職
　員採用」を参照
●問い合わせ先／人事委員会事務局

 3055-223-1821 5055-223-1819
メール：jinji-iin@pref.yamanashi.lg.jp
ホームページ：http://www.pref.yamanashi.jp/
　　　　　barrier/html/jinji-iin/index.html

星をみる会「冬のダイヤモンドをみよう」
s12月25日（木）午後7時～
s無料

　総合県税事務所が、１月５日（月）に、現在の甲府市飯田のJA会館から笛吹市石和町の東八代合同庁
舎に移転します。ご来所の際にはお間違えのないようにご注意ください。
　また、同日、県庁北別館４階税務課に納税証明書発行窓口（納税はできません）を新たに設けますので、
ご利用ください。
　なお、自動車税センターは、引き続き現在の場所（笛吹市石和町唐柏１０００-４）で業務を行います。

移　転　先

新電話番号

新FAX番号

〒406-8601
笛吹市石和町広瀬785 
　　　　　東八代合同庁舎1、2階

055-261-9111（代表）

055-261-9127

総合県税事務所が
　　　1月に移転します

　東八代合同庁舎は、1月から総合県税事務所のほか、計量検定所、流域
下水道事務所が入所する合同庁舎となります。

特別展「知ってる？魚の繁殖～命をうけ
つぐ技～」
s～12月15日（月）
s入館料のみ

●警察官などを名乗り
　 　■ 逮捕した犯人があなたのキャッシュカードをもっていた。
　 　■ すぐに口座凍結の必要があるので引き取りに行くなどと連絡。
　その後、訪問して通帳、カードを受け取り、言葉巧みにカードの暗証番号を聞
　き出し、お金を引き出す手口
●銀行口座の利用を避けて、宅配便や郵便などで送金するように指示する手口

総合県税事務所 3055-223-3605 5055-226-4275
問い合わせ先

12月・1月第1週の
テレビ・ラジオ番組

※放送番組は予定です。

YBS山梨放送 YBSテレビ

広聴広報のお仕事

体験！小菅村　
～僕ら私らが山から学ぶこと～

やまなし元気ナビ
日曜日●AM7:30～7：45

12/7

12/14

12/21

12/28

1/11

へき地で頑張る医療人

12/6

12/13

12/20

1/10

765
爽快やまなし！ NOW

土曜日●AM11:30～11：45

山梨放送 YBSラジオ

いのちを大切にしよう

万全な防犯対策で、
安全・安心な年末を

ミレー館オープン！

YYプロジェクト始動

感染症に気をつけて！

清水國明の輝きの人　
～宮大工　井上年雄さん～

伝統を守り、伝える

12/6

12/13

12/20

1/10

テレビ山梨 UTY
やまなし散歩

土曜日●AM7:15～7：30

絶対防止！ふりこめ詐欺

リボンに込めた思い

年の始めに富士を学ぶ

知事対談　田崎真也
～ワインのある風景～

「やまなし元気ナビ」新春スペシャル知事出演

（土）
1/3 （PM2：30～3：00）

振り込め詐欺被害に
遭わないために

※現在の電話・FAX番号は12月26日（金）をもって使用できなくなります。

●JR中央線「石和温泉駅」よりタクシーで約10分（徒歩35分）
●JR中央線「甲府駅」より山梨交通バスで車検場行き乗車「車検場」バス停下車徒歩約5分
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