1日に新聞と山梨県ホームページ http://www.pref.yamanashi.jp に掲載
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皆さんのご意見を募集中
①第４次山梨県男女共同参画計画
（素案）②山梨県バス交通ネットワーク
再生計画（素案）③山梨県子ども読書活
動推進実施計画（素案）
に対してご意見
を募集しています。これらは、ホームペ
ージの他、県民情報センターや各地域
県民センターで入手できます。
▶募集期間／① ②〜2月15日
（水）
③〜2月27日
（月）
●問い合わせ先／
①県民生活・男女参画課
②交通政策課
③社会教育課

スピード競技

平成 30 年 1 月28日から2 月1日の 5日間、第 73 回国民体育
大会冬季大会スケート競技会が甲府市と富士吉田市で開
催されます。
山梨県内での冬季国体開催は、平成 16 年度以来、13 年
ぶり7 回目です。冬の国民スポーツの祭典を成功させるた
め、県民みんなで盛り上げていきましょう。

3055-223-1358
3055-223-1665
3055-223-1770

会場地

競技会場

実施競技

市

小瀬スポーツ公園
アイスアリーナ

・フィギュア
・ショートトラック

富士吉田市

富士急ハイランド
セイコオーバル

・スピード

甲

府

2018

Yamanashi

CKD

検 索

▶募集人数／100人程度

▶活動内容／不審車両や不法投棄の現
場を発見した場合などの通報
▶応募方法／申請・予約ポータルサイト
「やまなしくらしねっと」または、各林
務環境事務所環境課の窓口で
●問い合わせ先／環境整備課

3055-223-1517 5055-223-1507

▶内容／平成29年度職員採用試験日程・
試験制度の説明、職員による業務説
明、
個別相談など
▶申込方法／申請・予約ポータルサイト
「やまなしくらしねっと」
から申請
甲府会場：県立図書館（甲府市）

採用サイト

山梨

検索

就職イベントや、将来、県内への就職
を考える上で参考になる情報を、学生や
保護者の方に毎月提供しています。
▶登録方法／「やまなし・しごと・プラザ」
のホームページから
●問い合わせ先／ジョブカフェやまなし

3055-233-4510 5055-233-4518
ユースバンクやまなし

山梨ことぶき勧学院
平成29年度学生募集
▶対象／概ね60歳以上の県内在住者

（水）
〜3月3日
（金）
▶募集期間／2月1日
（定員に満たない教室は募集を延期）

▶基本学習費／16,000円
▶応募方法／入学願書を各教室へ持参
（それ以外の教室）各教育事務所

3055-261-9120 5055-261-9127
検索

くなしり

検 索

（甲府教室）
ことぶき勧学院

●問い合わせ先／総合県税事務所

しこたん

検 索

就職情報を発信！
ユースバンクやまなしに登録を

合同不動産公売

合同公売

不法投棄対策

●問い合わせ先／社会教育課

3055-223-1773 5055-223-1775
ことぶき勧学院

検 索

代替地情報の提供を
リニア中央新幹線事業用地の所有者
が代替地を希望する場合に、代替地候
補として提供します。代替地として買い
取られ一定の要件を満たす場合は、譲
渡所得特別控除の適用を受けることが
できます。
▶対象土地／境界や所有権などで争い
のない土地、所有権以外の権利（抵当

えとろふ

権や借地権など）が設定されていな
い土地

※北方領土が日本の領土であることを
定めた日魯通好条約（ 1855 年）の調
印日にちなんで、2月7日が「北方領土
の日」
と定められています。

▶必要情報／所在地・地目
（公簿・現況）
・

●問い合わせ先／広聴広報課

●問い合わせ先／リニア用地事務所

地積・所有者名義・土地の状況（使用
状況・建物の有無）
・規制の有無（市街
化調整区域など）

3055-234-5947 5055-234-5962

北方領土

山梨 リニア用地

検索

検 索

山梨県のテレビ広報番組

富士の国やまなし観光キャラバン隊長『武田菱丸』
（ たけだひしま
る）が、大会マスコットとして活躍します。

わくドキやまなし

山梨いまじん

YBS

月曜日 PM6：57〜7：00

UTY

6

冬登山は楽しく安全に！

2/
ショートトラック

2/13 水素エネルギー社会に向けて

スピード

検索

フィギュア

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

水曜日 PM6：55〜7：00

2/

1

ジュエリー
デザイナー

飯島恵子

2/

8

洋舞講師

成澤千香子
甲田紀文

2/20 富士山の日は

2/15

建築板金工

2/27 自殺防止対策

2/22

アーティスト・イン・
坂本泉
レジデンス山梨

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

当番組はUTYホームページでも
ご覧になれます！ 山梨いまじん

富士山世界遺産センターへ！

高校生や大学生などマンパワーを大会運営に生かすため、ボラ
ンティアを募集する予定です。ぜひ、
ご協力ください。

発行：山梨県広聴広報課

山梨県職員採用ガイダンス

山梨

『武田菱丸』が大会を盛り上げます

冬季国体

山梨

3055-223-1339 5055-223-1525

横に流れる線は、選手たちが競うスピード感を、縦の曲線は世界遺
産富士山を象徴。氷上で勢いよく、そして華麗に競い合う様子を、山
梨で開催される冬季国体らしさとともに表現しています。

大会ボランティアを募集します

3055-223-1493 5055-223-1499

検索

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
領土問題について考えてみませんか？

■ シンボルマーク

山梨

食品ウォッチャー

はぼまい

スケート競技に共通するスピード感を風にイメージし、選手がこれ
まで培った力と技を十分に発揮し、氷上で、より速く、より強く、より華
麗に競技をしてほしいとの願いが込められています。

5055-223-1651

山梨

2 月 7 日は「北方領土の日」

シンボルマーク

●問い合わせ先／健康増進課

3055-223-1588 5055-223-1320

山梨

■ スローガン「今、君は 氷上の風になる」

●問い合わせ先／国体推進室 3055-223-1640

●問い合わせ先／消費生活安全課

▶日時／2月7日
（火）
午後1時30分〜2時
▶場所／東八代合同庁舎（笛吹市）
▶参加資格／滞納者本人などを除き、
ど
なたでも参加できますが、事前に公売
保証金の納付などが必要です。

来場される方々が、日本を象徴する世界遺産富士山の下に結集
し、魅力と感動を創出する冬季スポーツの祭典となるよう願いが込
められています。

談など

（火）
▶募集期間／〜2月28日

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。

■ テーマ「富士の国やまなし国体」

▶内容／ＣＫＤに関する展示や講演会、

▶応募資格／満18歳以上の県内在住者
▶募集人数／20人程度（専門知識・資格
は不要）
▶任期／委嘱日から平成31年3月31日
▶募集期間／〜2月17日
（金）必着
▶応募方法／応募用紙を郵送・ファクス・
メールで提出

山梨

フィギュア競技

▶場所／イオンモール甲府昭和（昭和町）

▶対象／満20歳以上の県内在住者

3055-223-1821 5055-223-1819

テーマ・スローガン・シンボルマーク
が決定

午前10時〜午後4時30分

買い物の際に、食品表示が適正かどう
か確認し、県に報告していただきます。

●問い合わせ先／人事委員会事務局

■ 式典 富士吉田市民会館 富士五湖文化センター

▶日時／2月26日
（日）

不法投棄監視協力員募集

（日）
▶日時／3月5日
午後1時30分〜4時30分
▶募集人数／120人（先着順）
▶申込期間／〜2月23日
（木）

■ 会場地・競技会場・実施競技

トです。

食品表示ウォッチャー募集

東京会場：都道府県会館（千代田区）

ショートトラック競技

性腎臓病）。広く県民の皆さんに腎臓
や、
ＣＫＤのことを知ってもらうイベン

検索

▶日時／3月7日
（火）
午後1時30分〜4時30分
▶募集人数／200人（先着順）
▶申込期間／〜2月27日
（月）

「富士の国やまなし国体」
平成30年 1 月28日
（日）〜 2 月 1日
（木）

重症化すると透析にも至るCKD（慢

医師・管理栄養士による健康・栄養相

山梨 パブコメ

開催まで1年を切った
「富士の国やまなし国体」

「世界腎臓 Day 2017
を開催
in 山梨」

Fax: 055-223-1525

e-Mail:koucho@pref.yamanashi.lg.jp

検索

