
検 索御坂通行止め

新御坂トンネル終日全面通行止め
　　トンネル天井板撤去工事のため
５月２６日（月）午前０時から
６月３０日（月）深夜24時まで
　　終日全面通行止めを行います。

●問い合わせ先
　通行止め期間中の専用ダイヤル 3055-261-1523
　道路管理課 3055-223-1698 5055-223-1699

▶通行止め区間
　一般国道137号と旧御坂みち（一般県道708
　号）の笛吹市側、河口湖側の各分岐点間
▶迂回路
　①国道139号～国道358号（精進湖経由）
　②県道 富士河口湖芦川線（若彦トンネル経由）
　　　　※大型車のすれちがいが困難な箇所あり

　③中央自動車道［有料］（大月JCT経由）
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検 索やまなし就職応援

山梨U・I ターン就職フェア
東京で開催
　平成27年3月に大学や短大などを卒
業予定の学生、および社会人の就職を
支援するため開催します。

▶日時／6月2日（月） 午後1時～4時
▶場所／マイナビルーム（東京都千代田区
　　　　　一ツ橋1-1-1パレスサイドビル9階）
▶内容／企業採用担当者との個別面談
　　　　各種相談コーナー
※事前申し込み不要

●問い合わせ先／
　やまなし暮らし支援センター

  303-6273-4306 503-6273-4307

検 索山梨　採用

県職員採用上級試験
間もなく受け付け開始
▶第一次試験／6月22日（日）
▶受験資格／昭和54年4月2日から
　平成5年4月1日までに生まれた方
　（受験資格が異なる職種もあります）
▶受付期間／
　5月14日（水）～30日（金）
　※ネット受け付けは5月23日（金）まで
▶募集職種や人数など／
　　　 試験案内やホームページに掲載
▶試験案内・申込書の配布／県庁1階総
　合案内、各地域県民センター、人事委
　員会事務局などで、5月14日から配布

●問い合わせ先／人事委員会事務局

  3055-223-1821 5055-223-1819
検 索県政クイック

県政へのご意見・ご提案を
お寄せください
▶提出方法／次のいずれか
①県ホームページの「県政クイックアン
　サー」送信フォームから
②県の施設や市町村役場、農協などに
　配置してある「県政クイックアンサー」
　専用の用紙に記入して、郵送、または
　ファクスで
※頂いたご意見などは、必ず知事が拝
　見します。

●問い合わせ先／広聴広報課

  3055-223-1336 5055-223-1525

検 索山梨　教育相談担当

いじめ・不登校ホットライン

4055‐263‐3711
みん　な い い

まずは電話を！
いじめ・不登校ホットライン
　総合教育センターでは、児童・生徒と
その保護者が抱えている、いじめや不登
校に関する悩み・相談に24時間・365
日、専用電話で応じています。一人で悩
まずに、まずは電話してください。

検 索山梨　住宅スマート化

HEMS（家庭用エネルギー管理システム）
設置への助成を開始
　お住まいの既設一戸建て住宅へ、太
陽光発電設備などと併せて、HEMS（家
庭用エネルギー管理システム）を設置
する方への助成を始めました。

▶対象者／県内に住民登録していて
　　　　　県税に未納のない方
▶対象経費／HEMS設置経費
▶助成金額／対象経費を上限として
　　　　　　定額8万円

●問い合わせ先／エネルギー政策課

  3055-223-1502 5055-223-1505

検 索山梨　自動車税

自動車税の納期です
　自動車税は、4月1日に運輸支局に登
録されている自動車の所有者に課税さ
れます。5月上旬にお手元に届く納税通
知書により、6月2日（月）までに納めてく
ださい。
　金融機関、県税事務所のほか、下記の
コンビニでは、全国どの店舗でも納付で
きます。

▶セブン-イレブン、ローソン、ファミリー
　マート、デイリーヤマザキ など

●問い合わせ先／自動車税センター

  3055-262-4662 5055-263-2421

山梨県のテレビ広報番組
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当番組は「やまなし元気ナビi」ブログでも
ご覧になれます！ 検 索やまなし元気ナビi

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

輝き発信！
ジュエリーミュージアム

5/12は看護の日

新御坂トンネルの
全面通行止めにご協力を

自動車税は期限内納付で

小　唄　　　　堀 小い幸

音楽家　　　　藤原 義章

ビール醸造家　丹羽 智

舞踊家　　　　鈴木 つな

県民の森
4055-283-5718
富士川クラフトパーク
40556-62-5545

富士川クラフトパーク
40556-62-5545
山梨ジュエリーミュージアム
4055-223-1570

県立文学館
4055-235-8080

県立博物館
4055-261-2631

県立博物館
4055-261-2631

県立科学館
4055-254-8151
県立科学館
4055-254-8151

県立考古博物館
4055-266-3881

県立考古博物館
4055-266-3881

富士山科学研究所
40555-72-6203
金川の森
40553-47-2805

県立美術館
4055-228-3322

ゴールデンウイーク中（5/3～6）の主なイベント
開催日 イベント名 会場・問い合わせ先

春のコンサート・昼市

わんぱく祭り

かいじあむ子どもまつり

風土記の丘こどもまつり

森のガイドウォーク

森の写生教室

スイスの切り絵展

ジュエリー制作体験

プラネタリウム番組「はるか地球をのぞむ」

スーパーサイエンスショー

動く！光る？魔法の芸術 キネティック・アート展

手塚治虫×石ノ森章太郎　マンガのちから展

縄文人の装い　－県内出土の装身具－

村岡花子展　～山梨からアンの世界へ～
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4～5

5～6
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毎日
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毎日

毎日

毎日

世界最速を記録した試験車両の展示

　２０２７年に東京～名古屋間が開業予定のリニア中央新幹線。超
電導リニアを間近で見学できる山梨県立リニア見学センターが
４月２４日リニューアルオープンしました。リニア実験線での走行
試験見学はもちろん、鉄道の世界最高速度を記録した試験車両の
展示や、浮上走行を体験できるミニリニアへの乗車、時速５００km
の走行を体感できるリニアシアターなど、リニアをより身近に感じ
ることができる施設になりました。
　山梨の未来を大きく変えるリニアを、わくわく・どきどきしなが
ら体感してみませんか。

試験車両の展示▶世界最高速度581km/hを記録した試験車両の実物展示
リニア開発の歴史▶50年にわたる開発の歴史を歴代車両の模型と年表で説明

ミニリニア▶2人乗りのミニリニアで浮上走行を体験
超電導の仕組み▶超電導リニアの仕組みや特性を体験装置で分かりやすく紹介
屋外見学テラス▶時速500kmで走行するリニアの迫力を肌で体感

リニアを体験する

リニアを学ぶ

リニアが変える山梨の未来を見る
リニアジオラマ▶リニア中央新幹線開通後の山梨を舞台にした大型ジオラマ
リニアシアター▶時速500kmの走行を映像と振動で体感できるシアター

　リニア中央新幹線早期実現に向けたサポーターを募集して
います。新たに登録された方の中から、抽選で１０名様に、特製
リニアレジャーシートをプレゼント。詳しくはリニア推進課まで。

リニアファンクラブ
会員募集中

1階

検 索山梨　リニア●問い合わせ先／リニア見学センター  30554-45-8121 50554-45-8122

●リニア推進課 3055-223-1664 5055-223-1666

2階

3階

リニア見学センター
リニューアルオープン

ミニリニアで “ふわっ”と宙に浮いた走行を体験

リニアが走る大型ジオラマでは、映像と合わせ
リニア開通後の山梨の四季をイメージできる
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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


