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▶日時／7月5日（木）
　　　　午後1時～4時
▶場所／ベルクラシック甲府（甲府市）
▶対象／一般求職者、平成31年3月新
　規卒業予定者、UIJターン希望者など
▶内容／企業採用担当者との面談、各
　種相談コーナー、中高年齢者支援企
　業・女性活躍応援企業エリア設定
※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

仕事探し応援！
合同就職面接会

検 索山梨　就職応援

▶日時／7月21日（土）
　　　　午前9時20分～12時30分
▶場所／県看護協会（甲府市）
▶対象／看護職に関心のある高校生や
　保護者、一般の方
▶内容／高校生などの体験発表、県内
　看護学校の紹介、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

“看護の心”
体験発表と進路相談会

検 索山梨　看護の心

　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10日（火） 午後1時30分～
▶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。
●問い合わせ先／総合県税事務所
  3055-261-9120 5055-261-9127

合同不動産公売を実施

検 索山梨　合同公売

▶採用予定人員／１名
▶受験資格／
　①平成31年3月31日現在、65歳未満
　　で医師免許を有する方
　②保健所長資格取得者（地域保健法
　　施行令第4条第1項各号のいずれか
　　に該当する方）
▶試験日／8月26日（日）
▶受験申し込み締切／8月13日（月）ま
　でに持参または郵送（消印有効）
●問い合わせ先／福祉保健総務課
  3055-223-1441 5055-223-1447

山梨県職員（保健所長）を募集

検 索山梨　保健所長採用

　県の総合計画について、幅広いご意
見やご提言を頂くため、県民の皆さんか
ら委員を募集します。
▶募集人数／10人程度
▶任期／2年
▶応募資格／県内に居住する18歳以上
　の方（平成30年4月1日現在）
　※議会の議員、常勤の公務員、県の付
　　属機関の委員は除きます。
▶応募方法／応募用紙に必要事項を記
　入し「山梨の未来を担う人材の育成と
　確保のために必要なこと」をテーマに
　800字程度の小論文を作成し、郵送か
　メールで提出。
▶募集期間／～7月20日（金）必着
●問い合わせ先／政策企画課
  3055-223-1553 5055-223-1776

総合計画審議会委員を募集

検 索山梨　総合計画審議会

　学生と県内のインターンシップ受入
企業とのマッチングを支援します。企業
情報の紹介も行っていますのでお気軽
にご相談ください。
▶場所／やまなし・しごと・プラザ内
　　　　　（山梨県ＪＡ会館5階）（甲府市）
▶利用時間／
　月～金：午前9時30分～午後6時　　
　　　土：午後1時～5時
※事前申し込み不要
●問い合わせ先／やまなし・しごと・プラザ
  3055-233-4510 5055-233-4518

大学生などのインターンシップ
相談窓口を開設しています

検 索山梨　インターンシップ相談

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

7/ 4
7/11
7/18
7/25

※番組内容が変更になる場合があります

富士河口湖町勝山スズ竹
伝統工芸センター長

無添加ドライフルーツ
生産

在原　建男

向山　香織

起業家　　　　　 戸田　達昭

製作所経営　　　 秋山　功

YBS　月曜日 PM6：57～7：00
わくドキやまなし

7/ 2
7/ 9
7/16
7/23
7/30

山梨県公式観光アプリ

世界遺産富士山の保全

やまなし水ラボプロジェクト

県警山岳警備隊

出会いサポートセンター富士吉田

県内農業生産額が
17年ぶりに1000億円台を回復！
県内農業生産額が
17年ぶりに1000億円台を回復！
　本県は、良質な水や長い日照時間、豊かな土壌のもと、高
品質な果実や野菜、畜産物など多くの農産物を生産してい
ます。生産者やJAをはじめとする関係団体の皆さんのたゆ
まぬご努力により、平成29年農業生産額は平成12年以来、
17年ぶりに1000億円台を回復しました。本県経済のさらな
る成長につながる大きな一歩となりました。

　消費者からのニーズが高い「シャインマスカット」の生産額が約5割増加し
たことやモモの販売が好調だったこと、これらの果実が高単価で取引された
ことが大きな要因となりました。「シャインマスカット」は今後も生産量の拡
大が見込まれ、生産額の増加が期待されます。

■農業生産額が1000億円超

　平成25年に本県で品種登録したオリジナル品種のモモ「夢みずき」は、大
玉で糖度が高く市場からも大きな期待が寄せられています。県では今後も
引き続き、消費者ニーズに対応した優良品種の開発と普及に努めていきま
す。また、スイートコーンの秋だし出荷などによる生産量の拡大、低コスト化
や高品質化に貢献する I oTなどの新技術の導入にも積極的に取り組み、生
産額の拡大と農家所得の向上を図っていきます。

■農業生産額の増加に向けて

●問い合わせ先／農政総務課 3055-223-1583 5055-223-1585

県産農産物を県内外にPRする山梨フルーツレディーが後藤知事を表敬訪問

夢みずきシャインマスカット

●問い合わせ先／教育庁総務課
   3055-223-1741 5055-223-1744

教育に対する満足度が上昇 ～「やまなしの教育に関するアンケート」結果～
　県民を対象に実施した「やまなしの教育に関する
アンケート」の結果がまとまりました。幼児期、小・
中・高等学校の教育に対する満足層は5年前と比較
して上回り、特に特別支援学校に対する保護者の満
足層は75％以上と高い評価を得ています。併せて、
思考力・判断力・表現力・学びに向かう力などの育成
が必要といった建設的なご意見もいただきました。
　県では今後、この結果を踏まえ、山梨県教育振興
基本計画の策定に取り組んでいきます。
　なお、アンケートの結果の詳細は、県教育委員会
ホームページでご覧いただけます。

検 索山梨　総合教育センター

（単位：％）

（単位：％）特別支援学校の教育に対する満足度

幼児期、小・中・高等学校の教育に対する満足度

今回調査
（平成30年度）

前回調査
（平成25年度）

特別支援学校に
通う子どもがいる
保護者

満足層 （44.6）

満足 ほぼ満足 どちらともいえない どちらかと
いえば不満
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※構成比は端数処理の関係で、合計が必ずしも100%にならない。
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　平成29年度の県産果実の輸出額は、初めて7億円を超え
ました。シンガポールとマレーシアに設置した情報発信拠点
において引き続き魅力発信するとともに、本年度は、本格的
な輸出実績のないインドネシアへのテスト輸出の実施など
に取り組むことで、さらなる輸出拡大を図っていきます。

輸出額も7億円超

7月号
vol.171

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

▶日時／塩山キャンパス（甲州市）
　　　　7月26日（木）午前10時～正午
　　　　都留キャンパス（都留市）
　　　　7月29日（日）午前10時～正午
▶会場／塩山キャンパス（甲州市）
　　　　都留キャンパス（都留市）
▶内容／授業見学、施設見学、体験実習、
　在学生との交流など
▶申し込み／電話、学校ホームページ
　※塩山キャンパスでは8月19日（日）に
　　も開催します。
●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

検 索山梨　産短大

▶日時／7月28日（土）
　　　　午後１時30分～4時30分
　※8月9日（木）、8月19日（日）、9月1日
　　（土）にも開催します。
▶会場／宝石美術専門学校
▶内容／施設見学、カリキュラム説明、
　貴金属加工体験など
▶申し込み／電話
●問い合わせ先／宝石美術専門学校
  3055-232-6671 5055-233-6357

県立宝石美術専門学校

検 索山梨　宝石学校

▶日時／7月28日（土）午前10時～正午
　〈学園祭の一環として開催〉
　※9月14日（金）にも開催します。
▶会場／峡南高等技術専門校
▶内容／学科説明、施設見学、体験教室、
　在校生との交流など
▶申し込み／電話、FAX、郵便、学校ホ
　ームページ（当日参加可）
●問い合わせ先／峡南高等技術専門校
  30556-22-3171 50556-22-3172

県立峡南高等技術専門校

検 索峡南高等技術専門校

▶日時／7月21日（土）、22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
●問い合わせ先／県立大学
  3055-224-5260 5055-224-5386

県立大学

検 索山梨　県立大

オープンキャンパス開催情報


