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5 年に 1 度の国勢調査
10月7日までに必ず回答を！

2015 フェスタまきば

今年10月１日を基準日とし、国の最も
重要な統計調査「国勢調査」
を実施して
います。各世帯の回答全てが、少子化社
会における日本の未来を描く上で、必要
不可欠なデータです。9月20日までにイ
ンターネットで回答されていない世帯に
は、紙の調査票が配られていますので
10月7日までに必ず回答してください。
●問い合わせ先／統計調査課

3055-223-1341 5055-223-1347
国勢調査 2015

検索

県産の農畜水産物、木工品、地域特産
品などを一堂に集め開催します。
▶日時／
10月17日（土）午前10時〜午後4時
18日（日）午前 9時〜午後3時
▶場所／小瀬スポーツ公園（甲府市）
●問い合わせ先／農政総務課

3055-223-1589 5055-223-1585
特産品フェア

検索

●問い合わせ先／県民生活・男女参画課

3055-223-1350 5055-223-1354
検索

ひとり親家庭の皆さんへ
資格取得を応援しています

ひとり親家庭の父母が、資格取得のた
め 2 年以上養成機関などで修業する場
合に、給付金を支給します。

今 年 4 月 、山 梨 県 庁 舎 別 館 内 に 山 梨 近 代 人 物 館 が
オープンしました。8 月には来場者１万人を達成し、着実
に県民の皆さんに親しまれつつあります。
10 月 1 日からは、新たなテーマで人物を紹介する第 2
回展示が始まりました。

第 2 回展示
「世界をみつめた山梨の人々」

ひとり親家庭小中学校入進学支度金
当事業は、
平成26年度で終了しました。
●問い合わせ先／子育て支援課

3055-223-1459 5055-223-1475

「世界をみつめた山梨の人々」
を開催中の人物展示室

子どもから大人まで楽しめる
充実した内容
各人物や県の歴史を紹介する展示のほか、旧知事室と特別な行事が行わ
れていた部屋・正庁を昭和初期創建当時の重厚感ある内装に復元し、公開
しています。
また、笹子トンネルの歴史映像が楽しめるプロジェクションマッ
ピングや、クイズに答えながら先人たちの人生を学べる子ども向けコーナ
ーなども用意しています。

次々と変わる映像で笹子トンネルの歴史を学習

●問い合わせ先／林業振興課

3055-223-1653 5055-223-1678

発行：山梨県広聴広報課

入口

本館
防災新館

舞鶴通り

検 索

復元した正庁で講座や式典など、
さまざまな行事を開催

議事堂

東門

山梨近代人物館

西門

3055-231-0988 5055-231-0991

当広報誌はホームページでも
ご覧になれます

N

別館

皆さんのご意見を募集中
①山梨県世界遺産富士山の保全に係
る景観配慮の手続に関する条例（仮称）
（骨子案）②山梨県障害者幸住条例の改
正（素案）③ダイナミックやまなし総合
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
でも入手できます。
（木）
▶募集期間／① ② 〜10月 8日
（木）
③
〜10月15日
●問い合わせ先／
①富士山保全推進課3055-223-1330
②障害福祉課
3055-223-1460
③知事政策局
3055-223-1553
山梨 パブコメ

検 索

多重債務者無料相談会
消費者金融、
クレジットなど、借金の相
談に弁護士・司法書士が応じます。
（水）、11月11日
（水）
▶日時／10月7日
両日とも午後6時〜8時
▶場所／県民生活センター（甲府市）
▶内容／借金の整理方法などの相談
▶申し込み／事前に電話で
●問い合わせ先／県民生活センター

3055-223-1366 5055-223-1368
県民生活センター

検 索

どちらも事前申し込み不要です。
やまなし学生Ｕ・
Ｉターン就職フェア
▶日時／10月5日
（月）午後1時〜4時
▶場所／渋谷シダックスホール2階（東京
都渋谷区神南1-12-13シダックスビレッジ）

▶対象／平成 28 年 3 月大学等卒業予定
者、卒業後おおむね3年以内の方
▶内容／企業の採用担当者との個別面談
やまなし就職応援説明会
（木）午後1時〜4時
▶日時／10月8日
▶場所／ベルクラシック甲府（甲府市）
▶対象／平成28年3月大学等卒業予定
者、一般求職者
▶内容／企業の採用担当者との個別面
談、各種相談コーナー
●問い合わせ先／労政雇用課

3055-223-1562 5055-223-1564
山梨

検索

▶武藤敬司さんが登場するスポーツ・
健康特集、知事トップセールス、
イ
ベント情報、
読者プレゼントなど。

山梨近代人物館
平和通り

開館時間／午前9時〜午後5時
休 館 日／第2･4火曜日、年末年始
入 館 料／無料
所 在 地／甲府市丸の内1- 6 -1 山梨県庁舎別館
問い合わせ先／山梨近代人物館

至甲府駅

山梨近代人物館

検 索

就職応援

検 索

ふれあい特集号（秋）発行

講座などのイベントを月1 回程度開催しています。10 月は、
「 世界をみつ
めた山梨の人々」から、浅川伯教、浅川巧を紹介します。

北別館

木質バイオマス

（土）午前9時〜正午
▶日時／10月24日
▶申し込み／実行委員会事務局（NPO
富士山クラブ TEL 0555 - 20 - 4600 ）
のホームページから（個人参加者は
10月13日（火）までに）

県内への就職を応援！

▶対象機器／ペレットストーブ、薪スト
ーブ、木質バイオマスボイラー（暖房・
給湯用）
▶補助金額／設備費と設置工事費の10
分の1以内
▶補助要件／新たに対象機器を購入し
県内の施工業者により設置する方。
ただし、県内に居住専用住宅を所有す
る個人で、県税に滞納がないこと。
ま
▶受付期間／平成28年2月29日（月）
で
（予算額に達した時点で終了）
▶申請・相談窓口／
やまなし木質バイオマス協議会

山梨県

検 索

富士山をぐるりと巡る道を清掃。団
体・個人のボランティア参加を募集しま
す。団体は任意の場所で、個人参加者は
重点区間で活動していただきます。

山梨

木質燃料のストーブの
導入を支援します

3055-225-6834 5055-225-6835

教育普及事業開催
「人間愛と朝鮮の美に生きた浅川兄弟」
▶講師／作家 江宮隆之さん
▶日時／10月18日（日）午後1時30分〜3時30分（受け付けは午後1時〜）
▶場所／正庁（山梨県庁舎別館3階）
▶申し込み／①〜③を、
電話、
ファクス、
メールのいずれかで連絡
（先着50人）
①氏名 ②お住まいの市町村 ③連絡先

検索

木質バイオマスエネルギー導入推進
のため、補助金を交付します。

海を渡って西洋の見聞を持ち帰り、日本の近代化を推し進めた人物や、海
外の文化の紹介に努めた人物、外国との関係構築に尽力した人物など、世
界を見詰め活躍した山梨ゆかりの 9 人の人生と功績を、資料とともに紹介し
ています。

山梨県庁

▶対象資格／准看護師、看護師、介護福
祉士、保育士、理学療法士、作業療法
士、歯科衛生士など
▶支給金額（月額）／
市町村民税課税世帯 ：7万500円
市町村民税非課税世帯：10万円
▶支給期間／修業する全期間

山梨 ひとり親家庭 支援

2015フェスタまきば

山梨 ぐるり富士山街道

（土）
▶日時／10月3日
午前9時30分〜午後3時
▶場所／富士山アリーナ（富士吉田市）
▶内容／特産品販売、飲食コーナーなど

山梨近代人物館で新展示
「世界をみつめた山梨の人々」

3055-223-1605 5055-223-1609

3055-223-1325 5055-223-1857

11月20日の「県民の日」を記念して開
催します。

県民の日

●問い合わせ先／畜産課

●問い合わせ先／美しい県土づくり推進室

「県民の日」富士吉田会場

山梨

（日）
▶日時／10月4日
午前10時30分〜午後3時
▶場所／県立まきば公園（北杜市）
▶内容／甲州麦芽ビーフ・甲州富士桜
ポークのバーベキュー販売、引き馬体
験、羊の毛刈りショー、音楽演奏など

ぐるり富士山風景街道
一周清掃 2015

ふるさと特産品フェア

山梨

秋の八ヶ岳でおいしいブランド食肉を
味わえるイベントです。

P

紅梅北通り

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

▶自治会から配付。市町
村窓口、
コンビニなど
にも置いてあります。

山梨 ふれあい

検索

山梨県のテレビ広報番組
わくドキやまなし

山梨いまじん

YBS

UTY

月曜日 PM6：57〜7：00

5
10/12
10/19
10/26
10/

がん検診受診率向上
税の滞納を考える
ひきこもり相談
農援隊

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

Fax: 055-223-1525

水曜日 PM6：55〜7：00

7
10/14
10/21
10/28
10/

菓子職人

小川義美

アクティブレンジャー 大石佳織
富士吉田市消防団員 菊地雅章
古民家貸宿

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

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

保要佳江
検索

