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8月1日に「改正山梨県暴力団排除条例」が施行となりました。

検 索山梨　警察暴力団排除●問い合わせ先／警察本部組織犯罪対策課  3055-221-0110

■ 甲府市中心街、石和温泉街を暴力団排除特別強化地域に設定して、取り締まりや暴力団の排除を強力に推進。
■ 暴力団員が、青少年（18歳未満）に対し、暴力団事務所へ立ち入らせることや、支配下に置く目的で面会を要求したり
    電話やメール送信などをすることを禁止。
■ 暴力団の活動を助長することなどを知り、旅館、ホテル、ゴルフ場の事業者が、施設の使用契約を結ぶことを禁止。
■ 暴力団員であることを隠すために名義を貸したり、暴力団員が他人の名義を利用することを禁止。

やまなしリニアフェス2016
▶日時／8月26日（金）、27日（土）
　午前9時～午後4時（27日は午後3時）
▶場所／
　県立リニア見学センター（都留市）
▶内容／超電導リニア体験乗車が当た
　る抽選会、親子で楽しむサイエンスシ
　ョー、ジャズバンドライブ、フラダンス
　ショーなど
●問い合わせ先／リニア推進課
  3055-223-1664 5055-223-1666

検 索リニアフェス

熱中症に注意しましょう
　熱中症にかかる危険性が高い季節で
す。小まめな水分補給、適切な室温の
確保、通気性のよ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
に休憩をとる、気温の高い日は昼下が
りの外出を控えるといった対策も重要
です。
●問い合わせ先／健康増進課
  3055-223-1493 5055-223-1499

検 索山梨　熱中症

仕事探し応援！
合同就職面接会
▶日時／8月3日（水）午後1時～4時
▶場所／ベルクラシック甲府（甲府市）
▶対象／平成29年3月新規大学等卒業
　予定者、一般求職者など
▶内容／企業採用担当者との面談、各
　種相談コーナー
▶参加費／無料（事前申し込み不要）
●問い合わせ先／労政雇用課
  3055-223-1562 5055-223-1564

検 索やまなし　就職応援

言語聴覚士の
選考採用試験を実施します
▶採用予定人数／１名程度
▶試験日／9月3日（土）、4日（日）
▶受験申し込み締切／8月22日（月）
●問い合わせ先／福祉保健総務課
  3055-223-1441 5055-223-1447

検 索山梨　採用

後期高齢者医療制度の
被保険者証が新しくなります
　8月1日から、薄緑色の新しい被保険
者証になります。受診の際には、新しい
被保険者証を提示してください。有効期
間は、原則として1年間ですが、保険料を
完納していない方は、有効期間が短い
場合があります。平成27年度以前の保
険料は、早めに納付してください。
●問い合わせ先／
　各市町村の後期高齢者医療担当課
　山梨県後期高齢者医療広域連合
  3055-236-5671 5055-235-6373
　国保援護課
  3055-223-1465 5055-223-1468

8月は「北方領土返還運動
全国強調月間」

検 索山梨　北方領土

　ロシアが占拠している日本の北方領

土（歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島）に
ついて、この機会に考えてみませんか。
●問い合わせ先／広聴広報課
  3055-223-1339 5055-223-1525

はぼまい しこたん くなしり えとろふ

2018 山梨冬季国体「テーマ・スロー
ガン・シンボルマーク」の募集
　第73回国民体育大会冬季大会スケー
ト競技会が、平成30年1月28日から2月1
日の間、山梨県で開催されます。多くの
方に関心を持っていただけるような、親
しみやすい「テーマ」「スローガン」「シン
ボルマーク」を募集しています。　
▶応募期間／～8月31日（水） 
　　　　　　※当日消印有効
▶応募方法／応募作品の裏面に住所
　氏名、年齢、職業、電話番号、製作の意
　図又は作品の説明を明記し、郵送
　ファクス、ホームページ、持参による。
●問い合わせ先／国体推進室
  3055-223-1640 5055-223-1651

検 索山梨　国体　スローガン

検 索山梨　採用

獣医師（衛生・農政）の
選考採用試験を実施します
▶採用予定人数／［衛生］1名程度
　　　　　　　 　［農政］2名程度
▶試験日／9月3日（土）、4日（日）
▶受験申し込み締切／8月22日（月）
●問い合わせ先／
　［衛生］福祉保健総務課
  3055-223-1441 5055-223-1447
　［農政］農政総務課
  3055-223-1581 5055-223-1585

職員採用試験を実施します

検 索山梨　採用

●問い合わせ先／人事委員会事務局
  3055-223-1821 5055-223-1819
　警察本部警務課（警察官採用担当）
  30120-314874

試験職種 区　分

受付期間／～8月19日（金）
１次試験日／9月18日（日）

警察官A

警察官B

12名程度
2名程度
2名程度

6名程度
29名程度

男性

女性

女性
男性

男性／武道指導

採用予定人員

試験区分 採用予定人員

受付期間／8月8日（月）～29日（月）
１次試験日／9月25日（日）

高校卒業程度

小中学校事務職員
資格免許職職員

身体障害者対象
職員採用選考

行政
警察行政

作業療法士
土木

学校事務

行政

2名程度
3名程度
1名程度
1名程度
12名程度

1名程度

試験職種

受付期間／8月12日（金）～9月2日（金）
１次試験日／9月18日（日）

民間企業等
職務経験者 社会福祉Ⅱ 2名程度

検 索山梨　献血

献血にご協力を
お願いします！
　医療の現場では、常に血液が必要と
されています。血液は生きた細胞なの
で、人工的につくることや長期間の保存
はできません。輸血に必要な血液をいつ
でも十分に確保しておくためには、絶え
ずどなたかの献血が必要になります。
　夏は献血者が減少する季節です。ぜ
ひ、皆様のご協力をお願いします。
●問い合わせ先／
　甲府献血ルーム「グレープ」
　（KoKoriビル２階）

　衛生薬務課 　　3055-223-1488
3055-235-3135

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

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

8/ 3
8/10
8/17
8/24
8/31

YBS　月曜日 PM6：57～7：00
わくドキやまなし

UTY　水曜日 PM6：55～7：00
山梨いまじん

注意！子どもの熱中症

県立産業技術短期大学校

改正暴力団排除条例

道路防災

防災対策

花火師　　　　　  齊木智徳

登山家・山岳ガイド　花谷泰広

ワイン醸造家　　　斎藤まゆ

農業　　　　　　 川部源太

戸澤高広上野原地域おこし
協力隊

国井雅比古氏 木村東吉氏 花谷泰広氏

やまなし「山の日」絵画コンクール  平成27年度最優秀賞
「私たちと森」（山梨市立牧丘第二小学校：山下  喜弘さん）

山梨百名山手帳

北岳から望む間ノ岳

キタダケソウ

北岳・大樺沢

　本県は、日本を代表する名峰に囲まれた山岳県であり、県土の約8
割を森林が占める全国屈指の森林県でもあります。
　「山の日」が国民の祝日となる本年、山梨の山の魅力を味わえる、
さまざまなイベントを開催します。
　この機会に、山の恩恵に感謝し、山の持つ素晴らしさを再発見して
みませんか。

●問い合わせ先／やまなしで過ごす「山の日」実行委員会事務局（森林環境総務課内）
　　　　　3055-223-1634 5055-223-1636

新たな国民の祝日「山の日」

やまなしで過ごす「山の日」記念イベント

山梨百名山 安全に登山を楽しむ

検 索山のグレーディング

検 索山梨百名山手帳

　8月11日「山の日」は、山の恵みに感謝するとともに、美しく豊かな自然を守り、次の世
代に引き継ぐことを銘記する日です。
　山梨県では、平成9年に『やまなし「山の日」』を定め、全国に先駆けて「山の日」が国民
の祝日となるよう、国や他の都道府県に働き掛けてきました。

　山梨百名山の一般的な登山ルート123を体力度と技術的難易度で評価した「山梨  山
のグレーディング」を作成し、県ホームページに掲載しています。
　また、山梨百名山の魅力を紹介する「山梨百名山手帳」でも抜粋版の「山梨 山のグレ
ーディング」を掲載しています。自分のレベルに合った山選びに活用ください。

■森林ふれあいウォーク

■やまなしで過ごす「山の日」シンポジウム

■やまなしで過ごす「山の日」絵画コンクール

▶開催日／8月26日（金）
▶コース／青木ヶ原樹海～紅葉台 　▶定員／30名 
▶申込期間／～8月12日（金） 
▶申込先／（公財）山梨県緑化推進機構 3055-226-6279 5055-226-6291

▶日時・場所／8月28日（日）午後1時～4時30分 ・山梨学院メモリアルホール（甲府市）
▶テーマ／山梨が誇る山の魅力 再発見！
▶出演者／国井雅比古氏（フリーアナウンサー）・木村東吉氏（アウトドア・エッセイスト）
　　　　　花谷泰広氏（登山家・山岳ガイド）
▶定員／500名　▶応募方法／ハガキ、ファクス、メールで8月19日（金）までに

▶テーマ／山や森林と人との係りや交流の様子など
▶応募期間／～9月9日（金）　▶応募対象／県内の小・中学生

検 索やまなしで過ごす　山の日※他にも県内各地でイベントを開催

●山のグレーディングについては　
　　　　　　　　　　観光資源課 3055-223-1576
●山梨百名山手帳については
　　　 　　やまなし観光推進機構 3055-231-2722

8月11日は「山の日」8月11日は「山の日」
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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


