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　冬山登山を計画されている方は、安
全で楽しい登山となるよう、次のことに
注意しましょう。
■単独登山はやめましょう
■「早立ち・早着き」を行動原則としまし
ょう

■天候が崩れそうなときは、引き返す勇
気を持ちましょう

■登山計画書の提出や、インターネット
登山届システム「コンパス」で登山届・
下山通知をしましょう

■ＧＰＳ機能の付いた携帯電話をなるべ
く持ちましょう
●問い合わせ先／警察本部地域課
  3055-221-0110（代） 

山岳遭難にご注意を！

検 索山梨県警　冬山登山

看護職員就職ガイダンス
　看護職員の就職を支援します。
▶日時／12月20日（水）
　　　　午後1時～4時30分
▶場所／県立図書館（甲府市）
▶対象／看護資格保有者、看護学生
▶内容／看護職員を募集している病院
　などとの面談、求人・就職関連情報の
　提供
※事前申し込み不要
●問い合わせ先／医務課
  3055-223-1484 5055-223-1486

検 索山梨　看護ガイダンス

県職員の仕事に興味のある方へ！
しごと紹介セミナー・職場見学ツアー
　県の業務内容や職場を紹介します。
▶日時／12月27日（水）
　　　　午前11時～午後4時30分
▶場所／県庁、県の出先機関ほか
▶内容／組織・職種別業務説明、職場見
　学、職員との意見交換、個別相談など
▶申込方法／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｣から
▶申込期限／～12月14日（木）※先着順
●問い合わせ先／人事委員会事務局
  3055-223-1821 5055-223-1819

検 索山梨　職員採用

見て・乗って・遊んで
公共交通に親しもう
　「公共交通フェスティバル」を開催し
ます。
▶日時／12月9日（土）
　　　　午前10時～午後3時
▶会場／甲府駅北口（よっちゃばれ広場
　　　　ペデストリアンデッキ）
▶内容／バスの車両展示と乗り方教室
　バスで行くミステリーツアー、ミニバ
　ス・ミニ電車運行、鉄道ジオラマの展
　示、バス・電車のグッズ販売など
●問い合わせ先／交通政策課
  3055-223-1353 5055-223-1335

検 索山梨　公共交通フェス

WARMBIZ（ウォームビズ）に
取り組みましょう
　ＷＡＲＭＢＩＺ（ウォームビズ）とは、寒い
季節でも暖房時の室温を２０℃にして快
適に過ごそうという取り組みです。
　エネルギーの需要が増大する冬、家庭
においてウォームビズを実践し、エネル
ギー使用量とＣＯ２発生量を削減して、地
球に、みんなに、優しい冬にしましょう。
※20℃は目安です。
●問い合わせ先／エネルギー政策課
  3055-223-1506 5055-223-1505

検 索山梨県　ウォームビズ

屋外ならではの爽快感！
八ヶ岳スケートセンター
　青空の下、八ヶ岳や南アルプスを眺め
ながらスケートを楽しみませんか。
▶場所／北杜市小淵沢町上の原3989-1
▶営業期間／～平成30年2月12日(月)
※期間中は無休で、年末年始も営業し
　ます。ただし、大会などで利用できな
　い日があります。
▶営業時間／午前9時～午後6時
　　　　　　受付は、午後5時まで
※土曜日は高校生以下の利用料が無料
　です。
●問い合わせ先／八ヶ岳スケートセンター
  30551-36-4796 50551-36-4798

検 索八ヶ岳スケート

　解雇や雇い止め、退職勧奨、出向・配
置転換、労働条件の引き下げ、賃金未払
い、いじめ・嫌がらせなどの労働トラブ
ルについて、相談や、会社との話し合い
による解決への援助を行っています。
　費用は無料、秘密は厳守します。

労働トラブルでお悩みの方へ

検 索山梨　労働サポート

　学校を見学してもらい、紹介します。
▶日時／12月3日（日）午前10時～正午
▶場所／
　■塩山キャンパス（甲州市）
　　生産技術科、電子技術科
　　観光ビジネス科、情報技術科
　■都留キャンパス（都留市）
　　生産技術科、電子技術科
▶内容／学校・学科の概要説明、体験実
　習、在学生との交流など
▶申し込み／電話、ファクス、メール
●問い合わせ先／産業技術短期大学校
  30553-32-5201 50553-32-5203

県立産業技術短期大学校
オープンキャンパス

検 索山梨　産短大

労働相談専用ダイヤル
（労働委員会事務局）
平日：午前8時30分～午後5時
3055-223-1827

冬期の運転は事前の情報収集と
早めのタイヤチェーン装着を！
　冬期に運転する際は、安全のため、次
のことに注意しましょう。
■利用する道路の状況や気象状況など
を確認しましょう

■雪道を走行する場合は、チェーンやス
コップなどの装備品を携行しましょう

■車間距離を十分にとって、心と時間に
ゆとりを持って走行しましょう

■坂道やカーブ、橋の上、トンネル出入
口では特に注意しましょう
●問い合わせ先／道路管理課
  3055-223-1695 5055-223-1699

検 索山梨県　冬期の道路

富士の国やまなし県民債をご購入ください
　県民参加型市場公募地方債を発行します。お預かりした資金は、消防防災ヘリコ
プターの整備事業に活用します。
▶対象／県内に在住・在勤・在学の個人、県内に事務所・事業所を有する法人・団体
▶利率／12月1日（金）ホームページで公表
▶申し込み単位／1万円から1万円単位で
▶償還日／平成34年12月26日（月）
▶利払い日／年2回（6月・12月の各25日）
　※休日の場合は前営業日
▶募集期間／12月4日（月）～12月19日（火）
　※発行総額（10億円）に達した時点で終了
▶発行日／12月26日（火）
▶取扱金融機関／山梨中央銀行・甲府信用金庫・山梨信用金庫・都留信用組合
●問い合わせ先／財政課
  3055-223-1384 5055-223-1385 検 索やまなし県民債

山梨県のテレビ広報番組

当番組は「わくドキやまなし」ブログでも
ご覧になれます！ 検 索わくドキやまなし

当番組はUTYホームページでも
ご覧になれます！ 検 索山梨いまじん

UTY　水曜日 PM6：55～7：00
山梨いまじん

※番組内容が変更になる場合があります
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子どもの心をケアする総合拠点

誕生！富士の介

水素技術センター運用開始

「やまなしで暮らす」魅力発信

子どもの心のケアに係る
総合拠点を整備

●問い合わせ先／子どもの心のケア総合拠点整備室　3055-223-1449 5055-223-1486

　発達障害や虐待などにより、心のケアを必要とする子どもが急増しています。
　県では、安心して子どもを産み育てられる環境づくりのため、全国に先んじた
高度で専門的な医療を提供するとともに、相談や心理ケア、学校教育などの総
合的な支援を行う拠点の整備を進めており、このたび基本設計が完了しまし
た。平成30年度から着工し、平成31年度中の完成を目指しています。

「安心」「育む」「つなぐ」場所づくり

子どもの心のケアに係る総合拠点 外観イメージ子どもの心のケアに係る総合拠点 外観イメージ

安心して子どもを産み育てられる山梨

●建物を低層化するとともに、プライバシーが保たれ、子
どもたちが安心して過ごせる場所

●山梨の光や風、美しい緑を感じながら、子どもたちを育
むことができる場所

●各施設のスタッフが連携し、最大限の力を発揮して子
どもたちを支援できる場所

4つの施設を一体的に整備する全国初の総合拠点
こころの発達
　　　 総合支援センター
〔福祉プラザから移転・拡充〕
　子どもの心の問題や発達障害につい
て、日常生活などに関するさまざまな相
談や専門医による診療などを行います。
診察室、相談室を増設するとともに、脳波
検査・聴覚検査などの各種検査室や集団
療育スペース、デイケア室を新設します。

中央児童相談所
〔福祉プラザから移転・拡充〕

　子どもの福祉に関する専門的な相談
への対応や市町村への支援などを行う
とともに、必要な場合は、子どもを一時保
護します。相談室を増設するとともに、一
時保護所の定員を拡充し、居室の個室化
を図ります。

〔本県初〕
児童心理治療施設〔新設〕
　心理的な要因で家庭や学校に適応で
きない子どもに、心理治療や生活指導な
ど社会生活に適応するための支援を行
います。
（入所定員：30名  通所定員：15名）

特別支援学校〔新設〕

　児童心理治療施設に入所・通所する子
どもが通学し、学校教育と併せて、障害
による学習上や生活上の困難を改善・克
服するための指導を行います。児童心理
治療施設と特別支援学校本校の併設は、
全国でも初めてです。

4つの施設の連携
　各施設のスタッフが緊密
に連携しながら、相談から治
療まで、ニーズに応じた迅
速で一貫した手厚い支援を
提供します。

公共交通機関や主要道路からアクセスしやすい、甲府
市住吉2丁目の県職員研修所などの跡地約1万5千平
方メートルの広大な敷地に建設します。
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原則毎月1日に新聞と山梨県ホームページ http://www.pref.yamanashi.jpに掲載


