
（留意事項）

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。1月号［VOL.57］
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～」
s～1月12日（月・祝）
s無料

■問い合わせ　1055-266-3881

■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」
s～1月19日（月）
s常設展観覧料のみ

県立図書館

■問い合わせ　1055-226-2586

資料紹介展示「名作映画を原作で楽しむ」
s1月16日（金）～3月15日（日）

中小企業の皆さんへ
　中小企業の皆さんの将来に向けた設備投資を支援するため、設備
貸与事業の金利を1月1日から引き下げ、より利用しやすくしました。�
　また、資金繰りなどの相談に応じるため、中小企業金融相談窓口
を開設していますので、お気軽にご相談ください。

冬季企画展「小さな生き物たち」
s～3月30日（月）
s入館料のみ

s相談日／土曜、日曜、祝日を除く毎日
s相談時間／午前9時～午後4時（正午から午後1時までを除く）
s相談場所／県庁本館2階（商業振興金融課内）
s相談体制／専門相談員、または商業振興金融課職員が対応

中小企業金融相談窓口

中小企業者向け設備貸与

商 業 振 興 金 融 課  3055-223-1554 5055-223-1534

やまなし産業支援機構 3055-243-1888 5055-243-1885
設備貸与に関すること

中小企業金融相談窓口に関すること
問
い
合
わ
せ
先
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■ 保証金1割
■ 据置1年以内
■ 返済7年以内
■ 保証金1割
■ 据置半年
■ 返済6.5年以内

■ 返済3～7年

■ 返済3～7年

その他利用限度額 割賦金利　月額リース料率

1.80％または2.40％

1.85％または2.45％

3年／2.953または2.983％～
7年／1.357または1.387％

3年／2.965または2.996％～
7年／1.370または1.398％

100万円～
　6,000万円

100万円～
　9,000万円

100万円～
　6,000万円

100万円～
　9,000万円

対象者　従業員数

20名以下
（サービス業は5名以下）

20名以下
（サービス業は5名以下）

中小企業者

中小企業者

制度名

割　　　賦

県 単 割 賦

リ　ー　ス

県単リース

国際政策
学　　部

人間福祉
学　　部

総 合 政 策 学 科 24人 5人

24人 5人

41人 5人

12人 2人

50人 5人

151人 22人

福祉コミュニティ
学　　　　　 科

看護学部

人 間 形 成 学 科

看　護　学　科

学　部      　　学　科         前期日程　後期日程

国 際 コ ミ ュ ニ
ケーション学科

計

平成21年度県立大学
一般選抜学生募集
　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／

s出願期間／
　1月26日（月）～2月4日（水）
s選抜方法／
　 　■ 国際政策学部：大学入試センター
　　試験、面接（前期日程のみ）
　 　■ 人間福祉学部：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（水）
　 　■ 後期日程：3月12日（木）
s願書／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。大
　学ホームページからも請求できます。
※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

　3055-224-5260 5055-224-5386
ホームページ：http://yamanashi-ken.ac.jp/

県立病院に勤務する看
護師採用試験
　中央病院、北病院、あけぼの医療
福祉センターに勤務する看護師の採
用試験を次のとおり実施します。

s試験日／1月17日（土）
s試験会場／県立中央病院（甲府市）
s受験資格／昭和43年4月2日以降に
　生まれた方で、看護師の免許を持っ
　ている方、または平成21年3月31日
　までに免許を取得見込みの方
s試験科目／適性検査、論文試験、面接
　試験
s受付期間／～1月14日（水）、午前9
　時～午後6時（土日祝日を除く）
s試験案内・申込書／県立病院経営企
　画室（県民会館4階）で配付。県ホー 
　ムページからもダウンロードできます。
●申し込み・問い合わせ先／
　県立病院経営企画室

　3055-223-1487 5055-223-1856
ホームページ：http://www.pref.yamanashi.jp/  

山梨ことぶき勧学院学生募集
　高齢者のための生涯学習大学校 
山梨ことぶき勧学院では、平成21年度
入学生を募集します。

s募集人数／360名（9学園各40名： 
　甲府・中巨摩・北巨摩・東山梨・東八代・
　西八代・南巨摩・南都留・北都留）
s入学資格／県内在住のおおむね60
　歳以上、健康で学習意欲があり、通学
　が可能な方
s修業年限／2年
s募集期間／1月19日（月）～
　※定員になり次第締め切ります。
s入学願書配付場所／ 各教育事務所
s基本学習費（年間5千円）をいただきます。
●申し込み・問い合わせ先／
　中北教育事務所（甲府・中巨摩・北巨摩）

　30551-23-3007 50551-23-3013
　峡東教育事務所（東山梨・東八代）

　30553-20-2731 50553-20-2733
　峡南教育事務所（西八代・南巨摩）

　30556-22-8141 50556-22-8144
　富士・東部教育事務所（南都留・北都留）

　30554-45-7821 50554-45-7823

県政モニター募集
　県民の皆さんの声を県政に反映
するため、インターネットを利用したア
ンケート調査にご協力いただく県政モ
ニター（インターネットモニター）を募集
します。

s募集人員／100名程度
s任期／1年間（平成21年4月1日～
　平成22年3月31日）
s内容／県政に関するアンケート調査
　への回答（年数回）
s応募資格／
　 　■ 県内在住の20歳以上の方
　（平成21年4月1日現在）
　 　■ インターネットを利用でき、メール
　　アドレスをお持ちの方（ただし、携
　　帯電話などの携帯末端を除きます）
s応募方法／
　県ホームページの「インターネット 
　モニター応募フォーム」に必要事項（住
　所・氏名・年齢・性別・電話番号・メー
　ルアドレス）を入力し、送信してくだ
　さい。
s応募期間／
　1月5日（月）～2月27日（金）
※募集の詳細については、県ホームペ
　ージをご覧ください。
●応募・問い合わせ先／広聴広報課

　3055-223-1336 5055-223-1525
ホームページ: http://www.pref.yamanashi.jp/

県民の皆さんのご意見募集
　県では、現在策定中の「山梨県新
型インフルエンザ対策行動計画」、
「山梨のみちづくりビジョン」に対す
る、県民の皆さんからの意見を募集
しています。
  計画の素案や意見の提出方法など
の詳細につきましては、県ホームペー
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。

s募集期間／～1月23日（金）
●問い合わせ先／
　 　■「山梨県新型インフルエンザ対策行
　　動計画」：健康増進課

　3055-223-1494 5055-223-1499
　 　■「山梨のみちづくりビジョン」：道路
　　企画室

　3055-223-1691 5055-223-1693
ホームページ：http://www.pref.yamanashi.jp/

平成21・22年度建設工事・建設コンサ
ルタント等入札参加資格申請受付
　山梨県発注の建設工事・建設コン
サルタント等業務委託の入札参加資
格申請を受け付けます。

s受付期間／
　1月19日（月）～2月16日（月）
s申請方法／インターネットを通じた
　電子申請
※詳細は県ホームページをご覧くだ
　さい。
●問い合わせ先／県土整備総務課

　3055-223-1673 5055-223-1674
ホームページ：http://www.pref.yamanashi.jp/
　　　 barrier/html/dobokusom/index.html

献血ルームが移転します！
　献血ルームは、2月5日（木）に県民
会館から次の場所に移転します。なお、
2月2日（月）～4日（水）は、臨時休業さ
せていただきます。

s移転先／甲府市丸の内1-17-17
　 NIS 甲府ビル3F
s電話／055-235-3135
s移転先案内図
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生活習慣病予防週間

爽快やまなし！ NOW
土曜日●AM11:30～11：45

1/10

1/17

1/24

1/31

2/7

1月・2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

東海地震への備え

1/10

1/17

1/24

1/31

2/7

冬の森探検

やまなし散歩
土曜日●AM7:15～7：30

冬エコ大作戦

開かれた
美術館を目指して

新たな冬の味覚へ
ジビエの挑戦

やまなし元気ナビ
日曜日●AM7:30～7：45

1/11

1/18

1/25

2/1

花粉症、早めの対策を

テレビ・ラジオ番組

※放送番組は予定です。

今日は防災と
ボランティアの日

年の始めに富士を学ぶ

やまなし飲み物紀行①
新酒あります！

伝統文化を守り、伝える！

北方領土返還運動啓発

ミレー館オープン

スペシャルサイエンスショー
s1月12日（月・祝）
　午前11時～　午後1時30分～

s入館料のみ

山梨匠の音・
　工芸作家 高野誠さん

1月6日 県立美術館に“ミレー館”がオープン

問い合わせ先／県立美術館 3055-228-3322 5055-228-3324

  若い頃のミレーに特徴的な小画面の
作品で、家庭内での女性の労働を描い
ています。2番目の妻をモデルにしたと
言われており、ミレーが晩年まで繰り返し
描き続けた「お針子」という画題の中の
初期の秀作です。

ジャン=フランソワ・ミレー 
《眠れるお針子》

　ジュール・デュプレは、1840年頃からバルビゾンを訪
れるようになり、森を題材とした作品を数多く描きました。
しかし、晩年のデュプレは海景画を多く手がけていること
で知られており、本作品もその一つです。

  バルビゾン派の画家、とりわけコローを崇拝していたアルピニーは、
1854年頃からバルビゾンに滞在して森を描くようになりました。本作品
は光と影がくっきりとした明るい画面になっており、コロー作品とも共通
します。

ジュール・ブルトン 《朝》

1844-45年 油彩・麻布 （45.7×38.1cm）

1888年 油彩・麻布 （101.6×76.2cm）

ジュール・デュプレ 《海景》
1870年 油彩・麻布 （51×63.5cm）

アンリ=ジョセフ・アルピニー 《陽のあたる道》
1875年 油彩・麻布 （49.3×76.2cm）

新たに購入したバルビゾン派の絵画

s割賦金利・リース料率は、やまなし産業支援機構の算定基準により適用されます。
s対象業種は、県内に事業所を置き、1年以上営業している中小企業者です。　
　（創業者の方は、お問い合わせください。）
s設備は新品に限ります。また、土地、建物、運転資金は対象外です。

県民情報プラザ

平
和
通
り 銀行

コンビニ

県民会館

スクランブル
交差点

3F
甲府献血ルーム

●問い合わせ先／衛生薬務課

　3055-223-1491 5055-223-1492

労働相談のご案内
　労働問題についての相談を、中小
企業労働相談所で受け付けています。
相談内容などの秘密は厳守しますので、
安心してご利用ください。

●問い合わせ先／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

　ミレーの美術館として県内外の皆さんに親しまれてきた県立美術館が、昨年11月に開館30周年を迎えま

した。これを記念して、本館2階の常設展示室をリニューアルし、ミレーやバルビゾン派の作品を展示するミ

レー館として、1月6日（火）にオープンします。

　ミレー館では、30年の歩みの中で充実させてきた世界屈指のコレクションのほか、新たに購入したミレ

ーの若い頃の油彩画《眠れるお針子》など、4点のバルビゾン派の絵画を公開します。ミレーの初期作品

が充実したことで、油彩画を通してミレーの生涯をより詳しくたどることができるようになりました。

　また、展示方法でも、時代背景を当時の写真やパネルで分かりやすく解説するなど、作品をより深く理

解していただけるよう工夫を凝らしています。

　30周年を機に、より魅力的に生まれ変わった県立美術館で、「ミレーの世界」をご堪能ください。

　ジュール・ブルトンは、ミレーから影響を
受けて「農民画」を描いた画家のひとり
です。本作品では、農民の少女が朝の光
を浴びながら仕事に出かける場面が描か
れています。「仕事に出かける人」という
画題は、ミレーも好んで描いていたものです。


