
 発行：山梨県広聴広報課　　　広報紙「ふれあい」についてのご意見やご感想をお寄せください。  Tel:055-223-1339　 Fax:055-223-1525　 e-Mail:koucho@pref.yamanashi.lg.jp

雁坂トンネル有料道路
通行無料
期間：7月1日（水）～11月30日（月）

県立産業技術短期大学校
オープンキャンパス
▶日時／7月5日（日） 午前10時～正午
　※8月、12月にも開催予定
▶会場／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／学校見学、体験実習、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

検 索山梨　産短大

県立大学オープンキャンパス
▶日時／7月25日（土）、26日（日）
　　　　午後１時～4時ごろ
▶会場／飯田キャンパス（甲府市）
　　　　　国際政策学部、人間福祉学部
　　　　　 池田キャンパス（甲府市）
　　　　　看護学部
▶内容／入試説明、学部紹介、模擬講義、
　　　　キャンパスツアー、在学生との
　　　　交流など
▶申し込み／大学ホームページから
●問い合わせ先／山梨県立大学
  3055-224-5260 5055-224-5386

検 索山梨県立大

“看護の心”
体験発表と進路相談会
▶日時／7月18日（土）
　　　　午前9時30分～12時30分
▶場所／山梨県看護協会（甲府市）
　※甲府駅北口から無料送迎バス運行
▶対象／看護に関心のある、高校生、保
　護者および一般の方
▶内容／県内看護学校の紹介、看護体
　験コーナー、個別進路相談会など
　※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　看護の心

県立中央病院の医師が解説
県民のための“がん”セミナー
　がんの基礎知識、がん治療の進歩に
ついて分かりやすく解説します。
▶日時／7月11日(土) 午後2時～
　※9月、11月、1月にも開催予定
▶場所／県立中央病院（甲府市）
▶内容／講演「慶応大学から赴任して
　1年 呼吸器外科の取り組み」（講師：
　呼吸器外科・後藤太一郎部長）、がん
　相談会
▶申し込み／ファクス、メール、はがき
　で参加者の氏名、住所、電話番号、が
　ん相談の希望の有無を連絡
　宛先：〒400-8506 甲府市富士見1-1-1
　山梨県立中央病院 企画経理課
●問い合わせ先／山梨県立中央病院
  3055-253-7111 5055-253-8011

検 索山梨　がんセミナー

まちづくりと景観を考える
景観セミナー
▶日時／7月30日（木） 午後2時～4時
▶場所／県立文学館講堂（甲府市）
▶内容／講演「人がつくるまちの彩り・
　地域で育むまちの個性」（講師：色彩
　計画家・加藤幸枝さん）
▶申し込み／ファクス、メール（先着300人）
●問い合わせ先／美しい県土づくり推進室
  3055-223-1325 5055-223-1857

検 索山梨　景観セミナー

我が家の省エネライフ大作戦
　ご家庭で省エネにチャレンジした方
に、抽選で記念品をプレゼントします。
▶応募条件／県内在住の方で、7、8、9
　月分のうち、いずれか1カ月分の電気
　使用量が昨年同月分より減少した方
▶応募方法／応募用紙を郵便、メール、
　ファクスで送付。または「やまなしくら
　しねっと」から申請
▶応募締切／10月16日（金）消印有効
●問い合わせ先／エネルギー政策課
  3055-223-1506 5055-223-1505

検 索27　やまなし省エネ

やまなし求職者応援フェア
▶日時／7月8日（水） 午後1時～3時30分
▶場所／ベルクラシック甲府（甲府市）
▶対象／県内への就職を希望する、未
　就職卒業者および再就職希望者
　※学生は対象外、事前申し込み不要
▶内容／採用担当者との面談、各種相
　談コーナー
●問い合わせ先／労政雇用課
  3055-223-1562 5055-223-1564

検 索山梨　就職応援

熱中症に注意しましょう
　気温が高くなり、熱中症にかかる危険
が高まっています。小まめな水分補給、
適切な室温の確保、通気性の良い衣服
の着用などで予防しましょう。また、外出
時は小まめに休憩を取り、気温の高い日
は昼下がりの外出を控えましょう。
●問い合わせ先／健康増進課
  3055-223-1493 5055-223-1499

検 索山梨　熱中症

合同不動産公売を実施
　地方税滞納者から差し押さえた土地
や建物の入札公売を実施します。
▶日時／7月14日（火） 午後1時30分～
▶参加資格／滞納者本人など以外。事前
　に公売保証金の納付などが必要です。
●問い合わせ先／総合県税事務所
  3055-261-9120 5055-261-9127

検 索山梨　合同公売

「輝き あんしん プラチナ社会」の実現を目指す 
新たな県総合計画へのご意見募集中

検 索山梨　暫定計画

　新たな県政運営の指針となる総合計画の策定に先立ち、今後の地域づくりの考え
方と施策・事業の概略を取りまとめた「暫定計画」を策定しました。
　県民の皆さんの声を総合計画に反映させたいと考えておりますので、多くのご意
見・ご提言をお寄せください。
▶募集期間／～8月31日（月）
▶閲覧方法／県ホームページ、県民情報センター、各地域県民センター
　　　　　　県内各公立図書館など
●問い合わせ先／知事政策局
  3055-223-1553 5055-223-1776

7/ 1
7/ 8
7/15
7/22
7/29

ほっぺ母　　　　水野悦子

畳職人　　　　　渡辺立哉

井尻真理子

加藤大吾

鶴岡舞子

山梨県のテレビ広報番組

YBS　月曜日 PM6：57～7：00

7/ 6
7/13
7/20
7/27

わくドキやまなし

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

家庭でできる食中毒予防！

富士山科学研究所

夏の省エネ対策

夏休み自由研究プロジェクト

ヴァンフォーレ甲府
フロント　
ピースフル
ライフワーカー
野草専門店
オーナー　

甲府駅南口 駅前ロータリーの利用方法が変わります

検 索山梨　都市計画

●問い合わせ先／都市計画課  3055-223-1717 5055-223-1724

7月15日（水）から

・新たに一般車専用ロータリー（降車場、一時待機場）が供用されます。
・現在のロータリーでは、一般車の乗降利用はできません。

　今年も、富士登山シーズンが始まりました。多くの人が訪れ
るこの季節は、より安全な登山を心掛けることが大切です。楽
しい思い出を残すためにも、事前に十分な準備をしましょう。
　また、世界遺産・富士山の美しい姿を守っていくため、富士山
の保全にご協力をお願いします。

検 索山梨　コンパス

検 索富士山　避難ルート

楽しい登山は準備から
富士登山シーズンスタート
山梨側／7月1日（水）～9月14日（月）　静岡側／7月10日（金）～9月10日（木）

安全な登山のために

検 索スバルライン　マイカー　

　富士山の自然保護と渋滞解消のために行います。マイカーは県立富士北麓駐車場に駐車し
駐車場から5合目まではシャトルバス、タクシーなどをご利用ください。
▶期間／7月10日（金）午後5時～8月31日（月）午後5時
▶駐車料金／1台につき1回 1, 000円
●問い合わせ先／山梨県富士山有料道路料金徴収所 30555-72-0572
　　　　　　　　山梨県道路公社 3055-226-3835 5055-226-3845 

富士スバルラインマイカー規制

▶登山計画書の提出
　　登山計画共有システム「コンパス」に登録を。

検 索富士登山オフィシャル●安全登山について詳しくは、富士登山オフィシャルサイトへ

　美しい富士山を後世に引き継ぐため実施します。頂いた協力金は、環境保全対策、登山
者の安全対策、富士山が有する価値の情報提供などに使います。
▶対象者／5合目から山頂を目指す登山者
▶金額／基本1,000円
▶受け付け／事前受け付け：～9月14日（月）　インターネット、コンビニエンスストア 
　　　　　　現地受け付け：山梨側  ～9月14日（月）、静岡側  7月10日（金）～9月10日（木）
　　　　　　　山梨側：富士スバルライン5合目、吉田口6合目
　　　　　　　静岡側：富士宮口5合目、御殿場口新5合目、須走口5合目、水ヶ塚駐車場
●問い合わせ先／観光資源課 3055-223-1521 5055-223-1438

富士山保全協力金にご協力を

検 索富士山　協力金　

▶混雑を避ける
　　御来光の時間帯と土曜日は、特に混雑します。

▶避難路の事前確認
　　県ホームページであらかじめ確認してください。

▶万全の装備、準備
　　天候が急変しやすく、活火山でもある富士山では万全の装備が必要です。

▶携帯トイレの持参
　　7/１～7/9・9/11～9/14は、山頂のトイレの一部または全部が使用できません。

▶余裕を持ったスケジュールと万全な体調
　　事前にしっかりと休養を取らずに夜通し登山する「弾丸登山」は、けがや高山病の原因とな
　　ります。

富士スバルライン5合目

富士スバルライン5合目で協力金を支払う登山者

登山者で混雑する7合目付近の登山道

富士山保全協力金の受付場所（山梨側）

受付場所富士スバルライン
4合目

駐車場

吉田口
6合目
登山道

富士山五合目
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センター

受付場所

富士スバルライン5合目

富士山安全
指導センター

山頂
仮設トイレ

吉田口 6 合目

工事中
30分無料

（以降30分500円）

一般車専用ロータリー

仮設待機場　7月14日まで
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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


