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がんばろう、

信玄公祭りボランティア
スタッフ募集中

皆さんのご意見を募集中
①富士の国やまなし国際総合戦略（仮
称）
（ 素案）②中部横断道沿線地域活性
（仮称）
（素案）③山梨県中小企
化ビジョン
（素案）
に
業・小規模企業振興計画（仮称）
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。
（日）
▶募集期間／①② 〜3月6日
（日）
③ 〜3月13日
●問い合わせ先／
①知事政策局 3055-223-1553
②企画課
3055-223-1437
③産業政策課 3055-223-1532
山梨 パブコメ

4月1日から国道52号の甲西バイパス

旧道区間が県道韮崎南アルプス富士川
線（県道42号線）
に変わります。
県への移管に伴い、4月1日から、道路
に関する問い合わせ先や申請窓口など
が各地域の建設事務所に変わります。
▶変更区間／
韮崎市本町（船山橋）から富士川町鰍
沢（甲西バイパス合流点）
までの区間
●問い合わせ先／道路管理課

3055-223-1695 5055-223-1699
国道52号

管理移管

都市計画

発行：山梨県広聴広報課

信玄公祭り ボランティア

検索

検索

甲府駅

N

信玄公像

現在利用していただいているバス乗降場 6 区画のうち3 区画とタクシー乗り
場が、公共交通ロータリー内に移ります。
※一般車は、公共交通ロータリー内へ進入できません。
●問い合わせ先／都市計画課
山梨

3055-231-2722 5055-221-3040

検索

甲府駅南口のバス乗降場と
タクシー乗り場の位置が変わります

3055-223-1717 5055-223-1724

●問い合わせ先／
（公社）
やまなし観光推進機構

一般車
ロータリー

3月9日から

▶内容・募集人員・日時／
①祭り案内ボランティア15人
4月8日（金）午後3時〜6時
②甲州軍団出陣運行補助10人
4月9日（土）午後2時〜4時30分
③会場整理・誘導ボランティア50人
4月9日（土）午後2時〜7時30分
▶応募資格／18歳以上の方
▶応募方法／応募用紙を持参・郵送・フ
ァクス・メールのいずれかで提出
（木）必着
▶応募期間／〜3月10日

平成28年4月1日から

検 索

1日に新聞と山梨県ホームページ http://www.pref.yamanashi.jp に掲載

原則 毎月

3月号

（新）
タクシー
乗り場
（新）
バス乗降場
（3区画）
公共交通ロータリー
平和通り

（現）
バス
乗降場
3区画が
移転

送迎・貸切バス
乗降場

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。

子宮頸がん予防ワクチンの
相談を受け付けています

一人で悩むよりまず相談
3月は自殺対策強化月間

周りの人の様子が普段と違うと感じ
子宮頸がん予防ワクチン（HPVワク
チン）接種後に症状が生じた方からの、 たら、まず声を掛けることから始めまし
さまざまな相談を受け付けています。
ご ょう。もし、あなた自身が悩んでいたら、
一人で悩むより、
まずはお電話を。
相談ください。
こころの健康相談統一ダイヤル
▶医療、生活、救済制度等に関すること
健康増進課

3055 - 223 - 1494

▶教育、学校生活等に関すること
スポーツ健康課

3055 - 223 - 1785

▶受付時間／月曜日〜金曜日
午前9時〜正午、午後1時〜5時
※祝日、年末年始を除く。
●問い合わせ先／健康増進課

3055-223-1494 5055-223-1499
山梨 ワクチン相談

検索

県立産業技術短期大学校
一般入学生募集（後期日程）
▶募集学科／生産技術科、電子技術科
観光ビジネス科、情報技術科
▶試験日／3月25日
（金）
▶出願期間／3月14日
（月）
〜24日
（木）
▶試験科目／数学（生産・電子・情報技
術科）、英語（観光ビジネス科）、面接
●問い合わせ先／産業技術短期大学校

30553-32-5201 50553-32-5203
山梨

産業短大

検索

30570 - 064 - 556

▶受付時間／
昼間（月〜金）午前9時〜午後4時
夜間（火〜土）午後4時〜10時
●問い合わせ先／障害福祉課

3055-223-1495 5055-223-1464
山梨 自殺防止センター

検索

4月から郵便局で県への

支払いが全て可能に

ゆうちょ銀行・郵便局の窓口での県へ
の支払いは、
これまで県税、県営住宅使
用料などに限られていましたが、4 月か
ら全て可能となります。
（裏面
▶4月以降発行の納入通知書など
に納入場所として「ゆうちょ銀行・郵
便局」
と印刷）a郵便局で支払い可
▶3月以前発行の納入通知書など
（裏面
に納入場所として「ゆうちょ銀行・郵
便局」
と印刷されていないもの）a郵
便局以外の金融機関で支払い
●問い合わせ先／出納局管理課

3055-223-1306 5055-223-1324
山梨

公金

検索

平成28年度県職員等
採用試験の実施予定
試験案内・申込書
第1次試験日
配布開始日
大学卒業程度 5月16日（月） 6月26日（日）
区

分

高校卒業程度
資 格 免 許 職 7月 1 日（金） 9月25日（日）
小中学校事務
民間企業等
8月12日（金） 9月18日（日）
職務経験者
身 体 障 害 者 7月 1 日（金） 9月25日（日）
警 察 官 Ａ 3月17日（木） 5月 8 日（日）
警 察 官 Ａ
7月 1 日（金） 9月18日（日）
警 察 官 Ｂ

※試験の名称を次のとおり変更
上級→大学卒業程度
初級→高校卒業程度
▶試験案内・申込書の配布場所／人事
委員会事務局、県庁本館 1 階総合案
内、各地域県民センターなど
●問い合わせ先／人事委員会事務局

3055-223-1821 5055-223-1819

※警察官については警察本部警務課

30120-314874
山梨

採用サイト

検 索

山梨県の広報番組
わくドキやまなし 県政情報を紹介
YBSテレビ

月

PM6：57〜

山梨いまじん 山梨の旬な人を紹介
テレビ山梨

水

PM6：55〜

やまなしINDEX 山梨にまつわる「うんちく」を紹介
YBSラジオ

Tel.055-223-1339 Fax.055-223-1525 e-Mail:koucho@pref.yamanashi.lg.jp

金

PM6：15〜 土 AM8：20〜（再）

