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検 索山梨　消費生活協力員

消費生活協力員を募集
　地域における見守り活動や、消費者ト
ラブルを防ぐための普及啓発を行って
いただきます。
▶募集人数／16人
▶応募資格／県内在住で20歳以上の方
▶任期／平成30年3月31日まで
▶応募方法／応募用紙を郵送・ファクス・
　メールで提出
▶募集期間／～2月19日(金)
●問い合わせ先／消費生活安全課
  3055-223-1352 5055-223-1320

総合計画審議会委員を募集

検 索山梨　総合計画

　新たな県政運営の指針「ダイナミック
やまなし総合計画」について、ご意見や
ご提言を頂く審議会委員を募集します。
▶募集人数／5～10人程度
▶応募資格／県内に居住する18歳以上
　の方（平成28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。
▶任期／2年
▶応募方法／応募用紙に必要事項を記
　入し「魅力ある県であり続けるための
　具体的な取り組みについて」をテーマ
　に800字程度の小論文を作成し、郵送・
　メールで提出。
▶募集期間／～2月17日（水）必着
●問い合わせ先／知事政策局
  3055-223-1553 5055-223-1776

ふるさとやまなし創生フォーラム

検 索山梨　人口問題

　幼少期から郷土愛を育む機会の充実
や、ふるさと山梨への誇りと愛着の醸成
をテーマにシンポジウムを開催します。
▶日時／2月7日（日）
　　　　午後1時30分～4時
▶場所／県立大学 飯田キャンパス（甲府市）
▶内容／講演「山梨は面白い」（講師：思
　想家・人類学者 中沢新一氏）、パネル
　ディスカッション「明日の山梨を担う人
　材を創生するためには」
▶申し込み／氏名、電話番号をファクス・
　メールで連絡
●問い合わせ先／人口問題対策室
  3055-223-1841 5055-223-1846

皆さんのご意見を募集中

検 索山梨　パブコメ

　①山梨県消費者基本計画（仮称）（素案） 
②第3次やまなし食育推進計画（素案） 
③第3次山梨県廃棄物総合計画（素案） 
④やまなしエネルギービジョン（仮称）
（素案） ⑤やまなし子どもの貧困対策推
進計画（仮称）（素案） ⑥山梨県ひとり親
家庭等自立促進計画（仮称）（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。
▶募集期間／①～⑤ ～2月12日（金）
　　　　　　⑥ ～2月24日（水）
●問い合わせ先／
①②消費生活安全課 3055-223-1352
③環境整備課 　　　3055-223-1515
④エネルギー政策課 3055-223-1502
⑤社会教育課 　　　3055-223-1356
⑥子育て支援課　　 3055-223-1459

2月2日、リニア見学センターの
展示がバージョンアップ！

検 索リニア見学センター

▶内容／新展示物「リニアでGO!」設置
　リニアジオラマ新ストーリー追加
　超電導リニアのしくみ解説映像追加

▶日時／2月6日（土）、7日（日）
　　　　午前9時～午後5時（入館は4
　　　　時30分まで）
▶場所／県立リニア見学センター（都留市）
▶内容／甲州弁での童話朗読、ゆるキャ
　ラ武田菱丸と記念撮影など
※どきどきリニア館入館券が必要
●問い合わせ先／リニア見学センター
  30554-45-8121 50554-45-8122

特別イベント開催

山梨県職員採用ガイダンス

検 索山梨　採用サイト

▶内容／平成28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／予約ポータルサイト｢やま
　なしくらしねっと｣から申請

▶日時／3月3日（木）
　　　　午後１時30分～午後4時30分
▶募集人数／200人（先着順）
▶申込期間／～2月22日（月）

▶日時／3月6日(日)
　　　　午後１時30分～午後4時30分
▶募集人数／120人（先着順）
▶申込期間／～2月25日（木）
●問い合わせ先／人事委員会事務局
  3055-223-1821 5055-223-1819

甲府会場：県立図書館

東京会場：都道府県会館（千代田区）

検 索山梨　食品ウォッチャー

食品表示ウォッチャーを募集
　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。
▶募集人数／30人程度
▶応募資格／県内在住で20歳以上の方
▶任期／平成29年3月31日まで
▶応募方法／応募用紙を郵送・ファクス・
　メールで提出
▶募集期間／～2月19日（金）必着
●問い合わせ先／消費生活安全課
  3055-223-1588 5055-223-1320

検 索山梨　在宅療養講演会

「自分らしく生きる」を考える
在宅療養講演会
　終末期の療養生活についての講演会
を開催します。
▶日時／2月27日（土） 午後2時～4時
▶場所／県立文学館（甲府市）
▶内容／「最期までこの街でくらしたい
　―地域医療とものがたり―」（講師：も
　のがたり診療所 所長 佐藤伸彦氏）
▶申し込み／氏名、電話番号、居住市町
　村を電話・ファクスで連絡
●問い合わせ先／中北保健福祉事務所
  3055-237-1380 5055-235-7115

検 索山梨　就職応援

やまなし就職応援説明会
for February
▶日時／2月17日（水） 午後1時～4時
▶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
※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

検 索山梨　合同公売

合同不動産公売
　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／2月9日（火） 午後1時30分～
▶場所／東八代合同庁舎（笛吹市）
▶参加資格／滞納者本人など以外。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

検 索山梨　北方領土

2月7日は「北方領土の日」
　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？
※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。
●問い合わせ先／広聴広報課
  3055-223-1339 5055-223-1525
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検索富士山研

検索山梨　富士山の日

検索山梨　富士山保全

「富士山の日」フェスタ2016参加者募集

富士山の日関連イベント

平成28年度「富士山科学カレッジ」受講者募集

　富士山の豊かな自然、美しい景観、歴史と文化を後世に引き継ぐ
ことを期する「富士山の日」。この日を中心に県内各地で関連イベン
トが開催されます。
　県では、富士山保全のためのさまざまな施策を展開していますの
で、県民の皆さんのご協力をお願いします。

美しい富士山を後世へ
2月23日は「富士山の日」

富士山ワークショップ2016
富士山頂で理科の実験を
すると！？

富士山ミニ展示
富士山信仰に関する出土品を展示。
▶2月13日（土）～28日（日）午前9時～午後5時（入館は4時30分まで）
　県立考古博物館（甲府市）

オリジナル富士山
ポストカードプレゼント

世界遺産富士山の自然や歴史を気軽に学べる施設からのプレゼント。
▶2月23日（火）／先着100人／富士ビジターセンター（富士河口湖町）

富士山レンジャー写真展

富士山レンジャーの活動や、富士山が抱える問題、生息する生き物、
レンジャーが見た美しい景色などを紹介。
▶2月1日（月）～28日（日）午前9時～午後9時（初日は午後1時から）
　県庁防災新館1階  やまなしプラザ（甲府市）

企画展～冬から初春～
火山としての富士山展

富士山の噴火と防災に関するパネル、写真、標本などを展示。
▶～2月23日（火）午前9時～午後5時（入館は4時30分まで）
　富士山科学研究所（富士吉田市）

他にも県内各地のイベント・施設利用特典情報を紹介

▶期間／4月9日（土）～11月19日（土）
▶会場／富士山科学研究所（富士吉田市）
▶対象・定員／県内在住・在勤・在学の高校生以上の方40人程度
▶申し込み方法／電話・来所で2月6日（土）～3月18日（金）
●問い合わせ先／富士山科学研究所  
　　　　　　　  30555-72-6206 50555-72-6183

富士山への理解を深め、守り伝える思いを継承していくため開催します。

▶日時・場所／2月23日（火）午後2時～4時　富士吉田市民会館「ふじさんホール」
▶内容／◆富士山リレートーク「江古田富士の伝統文化の継承」、「伊勢・志摩の富士信仰」
　　　　◆FUJISAN FILM FES.2016（「富士山愛」をテーマとした映像作品コンテストの公開審査）
　　　　◆笛奏者オマタタツロウ氏によるミニコンサート など
▶定員／ 100人程度（応募が定員に満たない場合は、先着順で当日入場を受け付け）
▶応募方法／メール・はがきで2月10日（水）必着
※応募先など詳細は、ホームページなどでご確認ください。
●問い合わせ先／富士山保全推進課
　　　　　　　　　　　　3055-223-1316 5055-223-1781

小さなヘリコプターや風船などを使いながら、富士山頂での気圧
の変化や不思議な現象などを学ぶワークショップ。
▶2月20日（土）午後2時～3時30分／県立図書館（甲府市）
　※総合案内で参加チケット（無料）を配布中（先着30人）

8回の連続講座で、富士山の自然環境についての基礎を学び、幅広い知識を身に付けることが
できます。

「富士山レンジャー写真展『富士山の問題』」より
登山靴の補修をする富士山レンジャー

「企画展～冬から初春～  火山としての富士山展」より
富士山の宝永火口

「富士山の日」フェスタ2016でミニコンサートを行うオマ
タタツロウ氏。鹿の角や木の実などを笛にして演奏する

「富士山ミニ展示」より、儀式の場で用いられたと考えられる
火打ち金（炭焼遺跡：富士河口湖町）
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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


