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　8月1日から、さくら色の新しい被保険
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29年度以前の保
険料は、お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

後期高齢者医療制度の
被保険者証が更新されます

　地域や学校で開催される環境保全に
関する研修会などで講師として活動す
る「やまなしエコティーチャー」を募集し
ています。
▶募集人数／20名程度
▶募集期間／～8月15日（水）
◎この事業は全国モーターボート競走
　施行者協議会からの拠出金を受けて
　実施するものです。
※詳しい資料の請求、問い合わせは森
　林環境総務課まで
●問い合わせ先／森林環境総務課
  3055-223-1657 5055-223-1636

やまなしエコティーチャー募集

検 索エコティーチャー　採用

　道路の役割や重要性に気付いていた
だき、道路の正しい利用に結びつける啓
発を行っています。当日は、道路に関わ
る体験コーナーを用意しています。
▶場所：小瀬スポーツ公園噴水広場
▶日時：8月4日（土） 午後2時30分～
▶内容：道路パトロール車の展示
　　　 時速5キロでの衝突体験
　　　 災害対策本部車の乗車体験
●問い合わせ先／道路管理課
  3055-223-1695 5055-223-1699

8月は「道路ふれあい月間」

検 索山梨県　道路ふれあい

　都留市立病院では、平成30年8月か
ら分娩予約の受付を開始します。対象
は、出産予定日が平成31年2月下旬以
降の方になります。里帰り出産も積極
的に受け入れます。安心できる住み慣
れた地域でお産をしてみませんか？
　詳しくは、都留市立病院までお問い
合わせください。
●問い合わせ先／都留市立病院  医事担当
  30554-45-1811 50554-45-2467

都留市立病院で
分娩予約の受付開始

検 索都留市立病院

　県有施設の名称に企業名や商品名を
入れた愛称を付けることができるネー
ミングライツ（施設命名権）のスポンサ
ーを募集しています。次の3施設につい
ては、個別に定めた要領に基づき次のと
おり募集を行います。
▶募集施設：施設所管課／
　①山梨県立富士北麓駐車場：観光資源課
　②山梨県立まきば公園：畜産課
　③丘の公園：企業局総務課
▶募集期間／～8月31日（金）
▶募集要領／各施設所管課で配付（ホ
　ームページからもダウンロード可）
●問い合わせ先／行政経営管理課
  3055-223-1410 5055-223-1415

ネーミングライツ
スポンサー募集

検 索山梨　ネーミングライツ 　大阪府北部の地震で発生した塀の倒
壊による事故を受け、所有者が自主的に
安全点検を行い、危険なブロック塀など
については、速やかに周囲への注意表
示と計画的な補修・撤去などをお願いし
ています。
　また、行政や建築の専門家による相談
窓口も設置していますので、お気軽にご
相談ください。
●問い合わせ先／建築住宅課 
  3055-223-1734 5055-223-1736

ブロック塀の安全点検を
お願いします

検 索山梨　ブロック塀

▶採用予定人数／〔衛生〕1名程度
　　　　　　　   〔農政〕3名程度
▶試験日／9月1日（土）、2日（日）
▶受験申し込み締切／8月20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

獣医師（衛生・農政）の
選考採用試験を実施します

検 索山梨　採用　獣医

▶採用予定人数／2名程度
▶試験日／9月1日（土）、2日（日）
▶受験申し込み締切／8月20日（月）
●問い合わせ先／福祉保健総務課
  3055-223-1441 5055-223-1447

言語聴覚士の
選考採用試験を実施します

検 索山梨　採用　言語

　医療の現場では、常に血液が必要と
されています。科学が進歩した現在で
も、輸血に使われる血液は、人工的につ
くることができず、長期保管もできませ
ん。夏は献血者が減少する季節です。患
者さんに安定的に血液を届けるため、ぜ
ひ、皆さまのご協力をお願いします。
●問い合わせ先／
　山梨県赤十字血液センター
　　　　　3055-251-5891
　甲府献血ルーム 3055-235-3135
　衛生薬務課 　　3055-223-1488

献血にご協力をお願いします

検 索山梨　献血

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

　ロシアが占拠している日本固有の領土
歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島につ
いて、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

8月は「北方領土返還要求
運動全国強調月間」

検 索山梨　北方領土

はぼまい　　　　　しこたん　　　くなしり　　　　えとろふ

試験職種 区　分

受付期間／～8月17日（金）
１次試験日／9月16日（日）

警察官A

警察官B

8名程度
2名程度
3名程度
2名程度

6名程度
12名程度

男性

女性

女性
男性

男性／武道指導

女性／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6日（月）～8月27日（月）
１次試験日／9月23日（日）

高校卒業程度

小中学校事務職員

行政
警察行政

農業土木
土木

学校事務

2名程度
1名程度
1名程度
1名程度
12名程度

試験職種

受付期間／8月9日（木）～8月31日（金）
１次試験日／9月16日（日）

民間企業等職務経験者 行政 3名程度

受付期間／8月6日（月）～8月23日（木）
１次試験日／9月23日（日）

身体障害者対象
職員採用選考 行政 1名程度

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

YBS　月曜日 PM6：57～7：00
わくドキやまなし

8/ 6
8/13
8/20
8/27

※番組内容が変更になる場合があります

食品衛生月間

新型　防災ヘリあかふじ

県内初　日本遺産①

県内初　日本遺産②

UTY　水曜日 PM6：55～7：00
山梨いまじん

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

甘草屋敷子ども図書館
「絵本くらぶ」 塚田　純子

アート活動団体
「歩帆舎」 堀切　春水
フリーズドライ
フルーツ生産 高野　弘法

上野原市職員 大神田道成

カヌーガイド 秋元　悠佑

　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
が占める全国有数の森林県です。
　県では、その自然や住環境の素晴らしさを見つめ直し、8月11日の祝日「山
の日」に対する理解を深めてもらうため、「やまなしで過ごす『山の日』事業」を
展開しています。この機会に、山の恩恵に感謝し、山の持つ魅力を再発見して
みませんか。

　来年度、甲府市を会場に、記念式典、シンポジウ
ム、歓迎フェスティバルなどが行われる予定です。
　この大会を通じて県内外の方に「山の日」への理
解を深めていただくとともに、市町村や各種団体と
連携し、本県の山や森林などの魅力を全国にＰＲし
ていきます。

　本県の県有林で、いまだ知られていない眺望ポイントや、緑あふ
れる癒やしの空間など、特に魅力的なスポット100カ所を「やまなし
の魅力ある森林スポット100選」とし、4つに区分して紹介していま
す。ぜひ、山梨の豊かな森林の魅力を満喫してください。

■やまなしで過ごす「山の日」シンポジウム

第4回「山の日」記念全国大会 
山梨県開催決定（2019年）

■やまなしの魅力ある森林スポット100選

　昨年制定した「山梨県登山の安全の確保に関する条例」により、本年10月20日から、富士
山、八ケ岳、南アルプスの指定された区域に登山しようとする際は、期間や行程などの登山に
関する事項を知事に届け出るよう努めることになりますので、ご注意ください。

登山の届出が努力義務化されます。
●問い合わせ先／県有林課 3055-223-1656 5055-223-1679

●問い合わせ先／山梨で過ごす「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

●問い合わせ先／観光資源課 3055-223-1576 5055-223-1558

○Ｃあｆろ・芳文社／野外活動サークル

　「まんがタイムきららフォワード」(芳文社)で連載中
　のアウトドア系漫画。
　「アウトドア×女の子」をテーマに、山梨県を舞台に
　女子高校生たちのキャンプ体験や日常生活を送る
　様子をゆるやかに描いた人気作品。

▶演　題／「山を旅する魅力」
　　　　　シェルパ斉藤氏（紀行作家・バックパッカー）
▶演　題／「楽しもう 自分らしい山歩き」
　　　　　四角友里氏（アウトドアスタイル・クリエイター）
▶アトラクション（合唱）／甲府第一高等学校 ア・カペラ部

検 索やまなしで過ごす　山の日詳しくは、こちらで シェルパ斉藤氏 四角友里氏

「武田の杜」など、森の癒しを実感
できる26カ所

「三ッ峠から見る富士山」など、眺望
が素晴らしい37カ所

「七面山表参道のスギ林」など、神々
しさを感じられる21カ所

「乙女高原のレンゲツツジとカラマツ」
など、山野草や紅葉がきらめく16カ所

やまなしの魅力ある森林スポット100選

検 索山梨の登山・山岳情報ポータル

癒し 眺望

荘厳 燦き

▶日時／8月4日（土）午後1時～4時30分
▶場所／甲府市総合市民会館（甲府市）
▶定員／500名
▶応募方法／電話、ハガキ、ファクス
　メールで8月3日（金）までに（当日参
　加も可）　　　　　

とは

8月11日の「山の日」を中心に、各市町村と連携してさまざまなイベントを実施しています。

やまなし出会いサポートセンターが、さらにサービスを拡充しました!
　県では、会員制の1対1のお見合いを支援する「やまなし出会いサポート
センター」を開設し、（一社）山梨県法人会連合会に運営を委託しています。
　平成30年度からは会員登録料割引制度を導入し、7月7日には富士吉田
窓口がオープンしましたので、ご活用ください。

検 索婚活　やまなし

※次のいずれかが適用されます。
　女性割引：女性が登録する場合は、5,000円割引
　若者割引：20代が登録する場合は、2,000円割引
　友達割引：2人以上で登録する場合は、それぞれ 2,000円割引

■  入会登録料：10,000円 （2年間有効）

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
正午

午後5時
〜

正午

午後5時
〜

正午

午後8時
〜

午前10時

午後5時
〜

午前10時

午後5時
〜休み 休み

甲府窓口 富士吉田窓口甲府市中央4-12-21
3055-234-5790

富士吉田市下吉田2-2-37
30555-25-7580

登録会員
1,648名 

（Ｈ30.6.30現在）

ご成婚カップル
47組 

（Ｈ30.7.15現在）

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
正午

午後5時
〜

正午

午後5時
〜

正午

午後5時
〜

正午

午後5時
〜休み 休み 休み

●問い合わせ先／県民生活・男女参画課
  3055-223-1350 5055-223-1320 遊亀公園
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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


