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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。

催し物

お知らせ山梨県緊急経済・雇用対策本部からのお知らせ

県立考古博物館
「こうこはくdeタッチ＆トーク」（展示品
に触れてみませんか？）
s2月の毎週日曜日に開催
s常設展観覧料のみ

■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

県立博物館

■問い合わせ　1055-261-2631

企画展「新指定文化財展　甲斐の国の
たからもの」
s～3月2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」
s～3月15日（日）

県立美術館

■問い合わせ　1055-228-3322

開館30周年記念「山梨に眠る秘蔵の日
本美術」
s2月7日（土）～3月29日（日）
s特別展観覧料が必要です

YBS
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犯罪被害で
悩んでいませんか？

爽快やまなし！ NOW
土曜日●AM11:30～11：45
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2月・3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

麻薬には
絶対手を出さないで！

2/7

2/14

2/21

2/28

3/7

清水國明の輝きの人
印章彫刻工　小宮山一昭さん

やまなし散歩
土曜日●AM7:15～7：30

新山梨環状道路の力！

障害者が
企業を立ち上げる

僕たちは山梨で育った

やまなしの名工を訪ねて⑤
特別編「現代の名工」

やまなし元気ナビ
日曜日●AM7:30～7：45

2/1

2/8

2/15

2/22

3/1

地元のお宝・美術品拝見！

テレビ・ラジオ番組

※放送番組は予定です。

ボランティア・NPO月間

冬の新味覚！ジビエ

今日は消防記念日

やまなし飲み物紀行
新酒あります！

県立病院の経営改善

北方領土返還運動啓発

県立富士湧水の里水族館

■問い合わせ　10555-20-5135

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

県立科学館

■問い合わせ　1055-254-8151

山梨プラネタリウム・フェスティバル
2009
s2月7日（土）・8日（日）
s入館料と観覧料が必要です

子どもたちの体力低下

　合同説明会・面接会

合同企業面接会
　求人をしている県内企業約40社が
参加する合同企業面接会を開催します。

s日時／2月2日（月）
　午後3時～6時
s会場／ベルクラシック甲府（甲府市）
s内容／
　 　■ 求職者と企業との面接
　 　■ 職業相談
　 　■ カウンセリング
　 　■ 就農相談
●問い合わせ先／労政雇用課

　3055-223-1562 5055-223-1564

福祉の就職総合フェア
inやまなし
　社会福祉法人、団体、企業など、約
50事業所が求人面接相談ブースを
設けます。経験の有無は問いません
ので、お気軽にご来場ください。

s日時／2月5日（木）
　午後1時～4時
s会場／アピオ甲府（昭和町）
s内容
　 　■ 求職者と社会福祉法人などとの面接
　 　■ 福祉の仕事、資格、職種の説明・相談
　 　■ 離職者支援資金貸付制度などの相談
●問い合わせ先／
　山梨県福祉人材センター

　3055-254-8654 5055-254-8614
　福祉保健総務課

　3055-223-1443 5055-223-1447

森林の仕事合同説明会
　林業に就きたいと希望されている
方を対象とした合同説明会を開催し
ます。

s日時／3月1日（日）
　午後1時～4時30分
s会場／ベルクラシック甲府（甲府市）
s参加事業所／森林組合、企業など9
　事業所
●問い合わせ先／山梨県林業労働セン
　ター（山梨県林業公社）

　3055-242-6667 5055-254-6020
　林業振興課

　3055-223-1648 5055-223-1678

　就職相談・あっせん

やまなし・しごと・プラザ
　やまなし・しごと・プラザは、県の就

職総合支援センターです。利用者の
年齢などにより窓口を分け、きめ細か
な就職支援を行っていますので、お気
軽にご利用ください。

s支援内容
　 　■ 就職カウンセリング
　 　■ 就職適正診断や就職セミナー
　 　■ 職業相談・紹介　など
＜ジョブカフェやまなし＞
　s利用対象
　 　 　■ 15歳から34歳までの求職者
　 　 　■ 子どもの就職に悩む親　など
＜中高年齢者就職相談窓口＞
　s利用対象
　 　 　■ 35歳以上の求職者
＜U・Iターン就職希望者向けの支援＞
　 　 　■「U・Iターン就職相談」や、学生の
　　　就職活動に役立つ情報を提供す
　　　る「ユースバンクやまなし」など
　　　を行っています。
　　　詳しくは、お問い合わせください。
s利用時間
　平日／午前9時30分～午後6時
　土曜日／午前10時～午後5時
●問い合わせ先／やまなし・しごと・プ
　ラザ（甲府市・県民情報プラザ1階）

　3055-233-4510 5055-233-4518

人材紹介バンクやまなし
　技術や営業、経理などの経験を生
かして再就職を希望する中高年齢
者や、女性、U・Iターン希望者の就職
を支援するサイトです。ホームページ
で求人情報をご覧ください。

sホームページ／
　http:// job.pref.yamanashi.
　　　　　　　　　　jp/ jinzai/

●問い合わせ先／労政雇用課

　3055-223-1562 5055-223-1564

県就農支援センターで
の就職あっせん
　県就農支援センターでは、県内農
業法人などへの就職あっせんを行っ
ています。
　また、新規就農の相談も行っていま
すので、お気軽にお問い合わせくだ
さい。

s受付時間／午前8時30分～午後5時
　30分
  ※土曜日、日曜日、祝日は休業
●問い合わせ先／
　県就農支援センター

　3055-223-5747 5055-223-2117

　農業技術課

　3055-223-1619 5055-223-1622

　労働相談

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。

●相談・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
　労政雇用課

　3055-223-1561 5055-223-1564

　職業訓練

求職者のための職業訓練
　都留高等技術専門校、峡南高等
技術専門校、就業支援センターでは、
求職者のための職業訓練を行って
います。受講料は無料です。確かな
技術を身に付け、新しい職業にチャ
レンジしてみませんか。

s都留高等技術専門校（都留市）
　機械科（6カ月）、服飾科（6カ月）、家

　屋営繕科（6カ月）、パソコン科（2カ月）
　30554-43-8911 50554-43-8912
s峡南高等技術専門校（増穂町）
　造園科（6カ月）、服飾科（6カ月）、内

　装リフォーム科（5カ月）
　30556-22-3171 50556-22-3172
s就業支援センター（甲府市）
　福祉サービス科（6カ月）、総合ビジ

　ネス科（4カ月）、パソコン応用科（3
　カ月）、総合事務科（3カ月）

　3055-251-3210 5055-251-3221
※（ ）内は訓練期間です。
※下線の科は、4月・5月からの訓練生
を2～3月に募集します。その他の科は
4月以降に募集します。
●問い合わせ先／職業能力開発課

　3055-223-1567 5055-223-1560

　住宅支援

県営住宅の提供
　平成20年11月1日以降に、県内の
事業所から解雇され、住宅の退去を
余儀なくされている方を対象に、県
営住宅を提供しています。

s募集期間／3月31日（火）まで
s募集戸数／
　 　■ 福祉村団地（南アルプス市）／5戸
　 　■ 岩下団地（韮崎市）／5戸
　 　■ 下田原団地（身延町）／5戸
　 　■ 寿団地（富士吉田市）／5戸
s使用料／10,800円～16,500円
s使用期間／原則6カ月以内（1年まで
　延長可能）
●申し込み・問い合わせ先／
　山梨県住宅供給公社住宅管理課

　3055-237-1656 5055-237-7095

　貸付制度

勤労者福祉資金融資制度
　勤労者や、事業主の都合で離職
した方が、安定した生活を送れるよう、
中央労働金庫と提携して低利で生
活資金を融資しています。

s対象／
　 　■ 県内に居住し、従業員300人未満
　　の中小企業に1年以上雇用されて
　　いる方
　 　■ 県内に居住し、従業員300人未満
　　の中小企業に1年以上勤めた後、事
　　業主の都合により離職した方 など
※離職後一定期間を経過すると融資が
　受けられなくなります。
s融資限度額／100万円
s金利／年1.9％（3月31日まで）
　別途保証料が必要
s保証人／原則、連帯保証人が必要
●問い合わせ先／
　労政雇用課

　3055-223-1561 5055-223-1564

離職者支援資金貸付制度
　家計を支える方が解雇などで離職し、
生活が維持できなくなった世帯に、再
就職までの一定期間、生活資金を融
資する制度です。

s対象（貸付条件）／
　 　■ 失業などで生計を維持することが
　　困難な方
　 　■ 離職の日から2年以上経過してい
　　ないこと
　 　■ 就労可能で求職活動をしているこ
　　と など
s貸付限度額／20万円／月
　※単身世帯の貸付限度額は、10万円／月
s金利／3％
●問い合わせ先／
　山梨県社会福祉協議会

　3055-254-8610 5055-254-8614
　福祉保健総務課

　3055-223-1443 5055-223-1447

※山梨県住宅供給公社は、移転作業の
ため3月1日（日）は休業させていただ
きます。
●問い合わせ先／
　山梨県土地開発公社

　3055-233-7884 5055-237-6814
　山梨県道路公社

　3055-226-3835 5055-226-3845
　山梨県住宅供給公社

　3055-237-1647 5055-237-7095

2月7日は「北方領土の日」
　北方領土（歯舞群島、色丹島、国後島、

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。

※北方領土が日本の領土であることを
定めた日露通商条約が、1855年に締
結されました。この条約の調印日にち
なんで、2月7日が北方領土の日と定め
られました。
●問い合わせ先／広聴広報課

　3055-223-1339 5055-223-1525

山梨県地域整備公社の事務所移転
　山梨県地域整備公社（山梨県土
地開発公社・山梨県道路公社・山梨
県住宅供給公社）は、3月2日（月）に
事務所を移転します。

s移転先／甲府市丸の内2丁目14 -13
　ダイタビル1階

　県内の雇用情勢が一段と厳しさを増す中、県では昨年12月に「山梨県緊急経済・雇用対策本部」を設置し、離職者の早期雇用確保、中長期的な
人材育成の両面から取り組みを進めています。
　今後、国と連携しながら総合的な雇用対策を行うこととしていますが、それまでの間の緊急対
策として、1月から200人規模の雇用を創出する独自事業を実施しているところです。
　現在、県が行っている雇用関係事業の一部を紹介しますので、ご活用ください。
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山梨県地域整備公社
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山梨県庁

　新型インフルエンザは、鳥インフルエンザウイルスが変異して、人から人への感染
力を持つようになったときに発生する新しいタイプのインフルエンザです。
　人には免疫がないため、いったん発生すると短期間に感染が広がり、世界的流
行を引き起こす危険性があります。
　厚生労働省では、国内での感染者は最大3200万人、死亡者は最大64万人に達
すると試算しています。
　近年、東南アジアを中心に鳥インフルエンザウイルスが、人へ感染する事例が数
多く報告されており、新型インフルエンザの発生が危ぐされています。
　発生に備えて、今から対策をしておきましょう。

新型インフルエンザの予防方法は通常のインフルエンザと同じです。
普段から、感染予防対策を習慣づけましょう。
●マスクを着用する
●外から帰ったら手洗い・うがいをする
●人混みへの外出を控える（流行時には、不要不急な外出をしない）
●十分な休養と栄養バランスのよい食事をとり、抵抗力を高める

●新型インフルエンザが流行すると生産・輸送が滞り、食料品や日用品の不足
　が予想されます。また、感染の拡大を防ぐため、外出の自粛が求められますので、
　2週間分程度の買い置きをしておきましょう。

●家族が感染したときのために、氷枕やゴム手袋、漂白剤、消毒用アルコールな
　ども準備しておきましょう。

健康増進課　3055-223-1494
　　　　 5055-223-1499

山梨県緊急経済・雇用対策本部（商工総務課内）

問い合わせ先

新型インフルエンザに備える

感染の予防 食料・日用品の確保・備蓄

はぼまいぐんとう　　しこたんとう　くなしりとう

えとろふとう

も　　り

鳥インフルエンザ 新型インフルエンザ

①鳥同志の接触、
　フンなどを介し感染

②接触などにより、
　まれに人に感染

③変異して、人から人への
　感染力を持つ新型に

鳥インフルエンザ
ウイルスを野性水鳥が
腸内に保有

3055-223-1532 5055-223-1534

発
生
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　県では、新型インフルエンザが発生した際の具体的な対策などを定めた「山梨県新型インフルエンザ
対策行動計画」（平成17年度作成）を、より実用的なものにするため改定作業を行っています。
　また、新型インフルエンザが県内で発生したことを想定した訓練を、病院、消防関係者などと連携し行
っています。

新型インフルエンザ対策訓練（1月、山梨市内の病院）新型インフルエンザ対策訓練（1月、山梨市内の病院）


