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　地方税滞納者から差し押さえた土地
の入札公売を実施します。
▶日時／7月16日（火） 午後1時30分～
▶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。
●問い合わせ先／総合県税事務所
  3055-261-9120 5055-261-9127

合同不動産公売実施

検 索山梨　合同公売

▶採用予定人員／１名
▶試験日／8月25日（日）
▶受験申し込み締切／8月13日（火）
　※郵送の場合は当日消印有効
●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）募集

検 索山梨　保健所長採用 

▶日時／7月20日（土）
　　　　午前9時20分～午後0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

検 索ものづくり人材就業

県内製造業への新卒就職者の
奨学金返済を支援
　卒業後に県内の機械電子産業の企業
に新卒で就職する方に対し、日本学生支
援機構第一種及び第二種奨学金の返済
を支援します。
▶補助金額／日本学生支援機構（第1
　種・第2種）奨学金被貸与額の最大2
　年分を支給
▶申し込み期間／～8月30日（金）
▶募集人数／30名程度
▶募集対象／大学、大学院などの理学
　部、工学部（これらに準ずる学部など
　を含む）に在学する、令和元年度末卒
　業予定者のうち、募集条件を満たす方
●問い合わせ先／産業人材育成課
  3055-223-1567 5055-223-1560

検 索やまなしクールチョイス

やまなしクールチョイス
サポーター募集
　県民一人一人が、地球温暖化対策と
なる身近な取り組みを賢く選択して実
践する「やまなしクールチョイス県民運
動」が始まりました。
　率先して運動に取り組む「やまなしク
ールチョイスサポーター」になっていた
だける個人・団体を募集しています。
●問い合わせ先／エネルギー政策課
  3055-223-1506 5055-223-1505

YBS　月曜日 PM6：57～7：00
前進！やまなし
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山梨県のテレビ広報番組

検 索前進！やまなし 検 索山梨いまじん

UTY　水曜日 PM6：55～7：00
山梨いまじん

※番組内容が変更に
　なる場合があります

吉田　桃子

塩崎　太夢
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高野　雄介

パラクライミング選手

山中湖村国際交流員
（元プロ自転車選手）

空手家

ホッケー選手

自転車トライアル
競技選手

富士山世界遺産センター

オリンピック聖火ランナー募集

自転車ロードレーステストイベント

甲武信ユネスコエコパーク登録

やまなしクールシェア

●問い合わせ先／オリンピック・パラリンピック推進課 3055-223-1519 5055-223-1578 検 索山梨　オリンピック

　コースは、武蔵野の森公園（東京
都）をスタートし、神奈川県、山梨県
を通過し、富士スピードウェイ（静岡
県）にゴールする約189Km。県内は
五輪コースと同じコースで、道志村
と山中湖村を通過します。
●観戦情報などを県のホームペー
ジで確認して、自転車ロードレー
スの魅力を体感しに行きましょう！

●テストコースとコース周辺の一部
の道路では交通規制が行われます。
　ご理解とご協力をお願いします。

　東京オリンピック・パラリンピック山梨県実行
委員会では、40人の聖火ランナーを8月31日ま
で募集しています。
　県内の聖火リレーは、2020年6月27日(1日目)
に南部町を出発して12市町を回り、県庁噴水広
場でセレブレーションを実施。翌28日（2日目）に
は笛吹市を出発して11市町村を回り、富士山パ
ーキング（県立富士北麓駐車場）でセレブレーシ
ョンを実施します。詳細なルートは年末ごろに発
表されます。
　また、東京2020オリンピック聖火リレープレゼ
ンティングパートナー（4社）も聖火ランナーを募
集しています。

東京2020オリンピック
自転車ロードレース
県内開催まであと1年

東京2020オリンピック
自転車ロードレース
県内開催まであと1年
　来年、県内で開催されるオリンピック自転車ロードレースの成功に向け、競技運営や大会運営の能力向上を目
的としたテストイベントが実施されます。また、県では東京2020オリンピック・パラリンピックに向け機運を高め
るため、1年前記念イベントを開催します。五輪まであと１年、県民総参加で大いに盛り上げていきましょう。

▶会場／イオンモール甲府昭和（昭和町）
▶内容／●東京2020大会マスコットステージ
　　　　●日本航空高校空手部による演武
　　　　●レース仕様自転車展示
　　　　●自転車スピードチャレンジ
　　　　●パラリンピック競技（ボッチャ）体験
　　　　●トリックアートフォトコーナー  など

▶募集期間／～8月31日（土）
▶募集人数／40人　※内訳／27人：各市町村から1人ずつ選定
　　　　　　　　　　　　　13人：国籍、障がいの有無、性別、年齢のバランスを考慮して選定

東京2020オリンピック・パラリンピックに向けた
1年前記念イベント山梨ステージ～Tokyo 2020 1 Year to Go！～

東京2020オリンピック聖火ランナー募集開始
山梨県実行委員会  聖火ランナー募集中

検 索山梨　聖火ランナー募集

自転車ロードレース・テストイベント

※⇒矢印方向の車両の通行が禁止されます。※規制時間は目安であり、当日の競技状況により変更される場合があります。

写真出典：２０１９ＴＯＪ ※一部画像加工
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～一足先に自転車競技の興奮と感動を～
7月21日（日） 正午～午後5時15分（予定）

7月27日（土） 午前11時～午後4時

マスコットステージ 自転車スピードチャレンジ

●問い合わせ先／山梨県実行委員会聖火リレーサポートデスク 3055-234-5011
（対応時間：平日 午前8時30分～午後5時15分）

▶主な応募要件／●2020年度において中学1年生以上の者 ●原則として、山梨県内の市町村にゆ
かりのある方（現時点または過去に居住、現時点で所属している職場や学校があ
る、家族や親戚が居住している、過去に活動したことがあるなど） ●国籍・性別は
問いません ●政治家・宗教家は応募できません

募集要項など詳細は山梨県実行委員会ホームページをご覧ください。

テストイベント  山梨県内の交通規制
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▶日時／7月27日（土）
　　　　午後１時30分～4時30分
　※8月8日（木）、8月18日（日）、9月7日
　　（土）にも開催します。
▶会場／宝石美術専門学校（甲府市）
▶内容／学科説明、施設見学、体験（CA
　D・デザイン、宝石鑑別）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27日（土） 午前10時30分～正午
　　　　〈学園祭の一環として開催〉
　※9月13日（金）にも開催します。
▶会場／峡南高等技術専門校（富士川町）
▶内容／学科説明、施設見学、体験教室、
　在学生との交流など
▶申し込み／電話、ファクス、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

▶会場・日時／
　 ■塩山キャンパス（甲州市）
　　7月25日（木） 午前10時～正午
　 ■都留キャンパス（都留市）
　　7月28日（日） 午前10時～正午
▶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18日（日）と
　　12月1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

▶会場・日時／
　 ■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
　両キャンパスとも7月20日（土）、21日
　（日） 午後１時～４時ごろ
▶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

◎投票時間／午前7時～午後8時（一部の投票所を除く）
7月21日（日）は参議院議員通常選挙の投票日

期日前投票

　山梨県の目指すべき姿「県民一人ひとりが豊かさを実感できるやまなし」を県民の
皆さまと共有し、その実現のための取り組みの方向性などをお示しする、新たな総合
計画の暫定版を作成しました。
　総合計画に多くの県民の皆さまの声を反映させるため、忌憚ないご意見や建設的
なご提言をお寄せください。
▶ 募集期間／～8月31日（土）
▶ 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／政策企画課
  3055-223-1553 5055-223-1776

豊かさを実感できるやまなしに向けて
～県民の皆さまのご意見を募集～

検 索山梨　暫定計画

▶期間／7月5日（金）～20日（土）
▶時間／午前8時30分～午後8時（一部の期日前投票所を除く）
●問い合わせ先／県選挙管理委員会　3055-223-1829 5055-223-1830
　　　　　　　　または、お住まいの市町村の選挙管理委員会まで

き　たん

都合により投票日に投票できない方が対象 みんなで投票
みんなで参加

7月号
vol.183

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


