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富士スバルラインのマイカー規制
　富士山の自然保護と交通渋滞解消のために実施し
ます。規制期間中は、マイカーの乗り入れができません
ので、県立富士北麓駐車場（1台1回につき1,000円）
にマイカーを止め、シャトルバス（有料）などを利用して
ください。

問い合わせ先

※バス、タクシー、身体障害者乗車車両などは規制対象外です。

規制期間

7月12日（金）17時～15日（月）17時

7月26日（金）17時～28日（日）17時

8月 2日（金）17時～25日（日）17時

●マイカー規制について／富士山有料道路管理事務所 30555-72-1311・5244（平日8：30～17：15）

●富士北麓駐車場について／富士北麓駐車場･観光案内所 30555-72-9900（9：00～20：00）
30555-72-0572（平日17：15～、土･日･祝）富士山有料道路料金徴収所

検 索スバルライン　マイカー詳しくは WEBで

検 索山梨　世界遺産世界遺産推進課  3055-223-1316  5055-223-1781問い合わせ先 詳しくは WEBで

国民文化祭夏のステージ
ウエルカムイベント

富士山世界遺産登録記念
世界遺産と富士山パネル展＆
富士讃美・絵画展
▶会場／県立図書館１階 イベントスペース
▶日時／～７月７日（日） 午前10時～午後6時　
　　　　※7日は午後4時まで
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世界遺産登録決定後の記者会見で、握手し
喜びを分かち合う横内知事と川勝静岡県
知事（左端）、近藤文化庁長官（右から２人目）、
木曽ユネスコ全権大使（右端）

世界遺産登録決定後の記者会見で、握手し
喜びを分かち合う横内知事と川勝静岡県
知事（左端）、近藤文化庁長官（右から２人目）、
木曽ユネスコ全権大使（右端）

登録決定直後、満面の笑みで会場の声援に応える横内知事と川勝知事登録決定直後、満面の笑みで会場の声援に応える横内知事と川勝知事

登録決定の喜びをかみしめながらサンキュースピーチをする横内知事。
世界の宝となった富士山をしっかりと保全していくことを誓った

　カンボジアで開催されたユネスコ世界遺産委員
会において、6月22日、「富士山」の世界遺産登録
が決定しました。
　平成17年から世界遺産登録を目指してきた活動
が実を結び、古くから信仰の対象となり、浮世絵や
文学作品など芸術を生み出す源泉となってきた日
本のシンボル・富士山の価値が世界に認められた
のです。
　山梨県民の心のふるさと「富士山」。私たちは、世
界の宝となった富士山を大きな誇りとして、世界に
通用する地域づくりを進めるとともに、豊かな自然
環境や美しい景観を守り、後世に引き継いでいく責
任を果たしていかなければなりません。県民一丸と
なって取り組んでいきましょう。

　カンボジアで開催されたユネスコ世界遺産委員
会において、6月22日、「富士山」の世界遺産登録
が決定しました。
　平成17年から世界遺産登録を目指してきた活動
が実を結び、古くから信仰の対象となり、浮世絵や
文学作品など芸術を生み出す源泉となってきた日
本のシンボル・富士山の価値が世界に認められた
のです。
　山梨県民の心のふるさと「富士山」。私たちは、世
界の宝となった富士山を大きな誇りとして、世界に
通用する地域づくりを進めるとともに、豊かな自然
環境や美しい景観を守り、後世に引き継いでいく責
任を果たしていかなければなりません。県民一丸と
なって取り組んでいきましょう。

平成17年12月

平成19年1月

平成23年7月

平成23年9月

平成24年1月

平成24年8～9月

平成25年4月

平成25年6月

山梨・静岡両県および関係市町村が富士山世界文化遺産登録推進両県合同会議を発足

日本の世界遺産候補を示す世界遺産暫定リストに登載

山梨・静岡両県合同会議が登録推薦書原案を文化庁に提出

政府が推薦書（暫定版）をユネスコ（国連教育科学文化機関）に提出

政府が推薦書をユネスコに提出

イコモス（国際記念物遺跡会議）の専門家による現地調査

イコモスによる評価結果および勧告

世界遺産委員会で「富士山」の世界遺産登録が実現

世界遺産登録までの歩み

原則毎月1日に新聞と山梨県ホームページ http://www.pref.yamanashi.jpに掲載します。

県政だより「ふれあい」についてのご意見やご感想をお寄せください。 山梨県広聴広報課　 Tel.055-223-1339　 Fax.055-223-1525　 e-Mail:koucho@pref.yamanashi.lg.jp 地名クイズの答え ししどめ （都留市）

山梨県地名クイズ
これなんて
読みますか？答えは、最後に掲載

鹿　留

検 索山梨　緑の少年隊

中学生森林体験研修

　緑の少年隊山梨県連盟などとの
共催で、県内の中学生が森林に親
しみ、関心を深めてもらうために開
催するイベントです。
▶日時／8月11日（日）
　　　　午前9時45分～午後3時30分
▶場所／甲斐の国 大和自然学校（甲州市）
▶内容／木工作、水生生物の観察など
▶対象・定員／中学生30名（先着順）
▶募集期間／～7月26日（金）
　※バスなどで送迎します。

●問い合わせ先／緑の少年隊山梨県連盟
  3055-226-6279 5055-226-6291
　詳しくは WEBで

検 索山梨　農大

検 索山梨県　総合計画

検 索深城　つどい

高校生あぐり体験事業

　県立農業大学校での農業体験と
学校説明会です。
▶日時／８月20日（火）
　　　　午前9時30分～午後２時ごろ
▶場所／県立農業大学校（北杜市）
▶対象･定員／高校生20名（先着順）
▶募集期間／7月8日（月）～8月2日（金）
▶内容／野菜･花などの栽培管理、モモ
　の着色管理と糖度測定、学校見学など

●問い合わせ先／農業技術課
  3055-223-1619 5055-223-1622
　詳しくは WEBで

森と湖に親しむつどい

　水・川・森林と地域との結び付き
や、ダムの重要性などを理解してい
ただくためのイベントです。
▶日時／７月28日（日）
　　　 午前10時～午後３時（小雨決行）
▶場所／深城ダム（大月市）
▶内容／ダム内見学、モーターボート
　　　　乗船、発電所見学ツアー、木工
　　　　教室、キーホルダー作りなど
　※事前の申し込みは不要です。

●問い合わせ先／深城ダム管理事務所
  30554-24-7062 50554-24-7072
　詳しくは WEBで

検 索山梨　指定管理制度

指定管理者を募集

　平成26年4月1日から県立施設の
管理運営を行う指定管理者を募集
します。
▶対象施設／36施設
▶募集要項／各施設の所管課で8月19
　日（月）まで配付。県ホームページから
　もダウンロード可
▶現地説明会／７月１日（月）～５日（金）
　の間、各施設で1回実施
▶申請書類の受付期間／
　８月12日（月）～20日（火） 正午

●問い合わせ先／行政改革推進課
  3055-223-1777 5055-223-1776
　詳しくは WEBで

検 索やまなし就職応援

仕事探し応援！
合同就職面接会

▶日時／７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26年3月に大学などを卒
　　　　業予定の方、一般求職者
▶内容／企業の採用担当者との面談
　　　　各種相談コーナーの設置
　※事前の申し込みは不要です。

●問い合わせ先／労政雇用課
  3055-223-1562 5055-223-1564
　詳しくは WEBで

開催
開催

開催

開催

検 索やまなし国文祭

国民文化祭｢総合フェスティバル
開会式｣観覧者募集
▶日時／10月26日（土） 午後2時～5時
▶場所／コラニー文化ホール（甲府市）
▶内容／元タカラジェンヌと県内文化団
　体によるミュージカル｢風の麗美遊｣、
　西本智実＆イルミナートフィルハーモ
　ニーオーケストラと混声合唱による
　交響詩「富士」の初演奏
▶募集期間／
　7月1日（月）～9月30日（月）（先着順）
●申し込み・問い合わせ先／
　国民文化祭課
  3055-223-1357 5055-223-1842
　詳しくは WEBで

検 索山梨　選管

成年被後見人の選挙権が
回復します

　近く執行予定の参議院議員通常
選挙では、成年被後見人の選挙権
および被選挙権が回復します。
　また、指定病院などで行われる不
在者投票には、市町村選管が選定
した方を立ち会わせるよう努力義務
が課せられました。
●問い合わせ先／県選挙管理委員会
  3055-223-1829 5055-223-1830
　詳しくは WEBで

総合計画審議会 委員を募集

　県の総合計画について、ご意見や
ご提言を頂く委員を募集します。
▶募集人員／15名以内
▶任期／2年
▶応募資格／県内居住の20歳以上の方
　（平成25年8月9日現在）
　※議会の議員、常勤の公務員、県の附
　　属機関の委員は除きます。
▶募集期間／
　7月10日（水）～8月9日（金）必着
▶応募方法／応募用紙と「山梨県の定
　住人口を確保するために必要なこと」
　をテーマとした800字程度の小論文
　を郵送または電子メールで提出

●申し込み・問い合わせ先／知事政策局
  3055-223-1553 5055-223-1776
　詳しくは WEBで

検 索山梨　省エネライフ

「我が家の省エネライフ
大作戦」 参加者募集
　この夏、ご家庭で省エネにチャレ
ンジしませんか。抽選で100名に
すてきな記念品をプレゼントします。
▶参加資格／県内居住で、7､8､9月のう
　ちいずれか2カ月分の電気使用量が
　昨年同月分より減少した方
▶応募方法／応募用紙に２カ月分の「電
　気使用量のお知らせ」（昨年実績の記
　載のあるもの）を貼付して郵送
▶応募締切／10月18日（金）消印有効

●問い合わせ先／エネルギー政策課
  3055-223-1506 5055-223-1505
　詳しくは WEBで

検 索リニア見学センター

リニア見学センターの
駐車場を移転しました
　新館建設工事に伴い、7月1日（月）
から利用者駐車場を移転しました。
●問い合わせ先／リニア推進課
  3055-223-1664 5055-223-1666
　詳しくは WEBで

レ ビ ュー

検 索やまなしフットパス

7/6（土）

7/13（土）

7/27（土）

7/28（日）

7/28（日）

甲州財閥・若尾逸平生誕の地を
のんびりさんぽ
新旧・甲州街道を歩き、
石臼の敷きつめられた瑞蓮寺へ

白根桃源美術館
駐車場

田中公民館
(笛吹市一宮町田中）

実際に鵜に触っちゃおう、
石和鵜飼を裏側からフットパス 笛吹市役所

青木ヶ原樹海の中でも珍しいブナ林の
大室山を散策し富士風穴をのぞいてみる 道の駅なるさわ

勝沼ぶどう郷駅から大日影トンネル、
戊辰戦争古戦場、古刹大善寺を観て歩く

勝沼ぶどう郷駅前
駐車場

集合場所ツアー内容開催日

詳しくは
WEBで

▶申込先／つなぐイベント係 
　　　　 TEL 080-1223-8302

※ツアーは有料、定員制です。ツアー参加者募集中

7/3
7/10
7/17
7/24
7/31

7/1
7/8
7/15
7/22
7/29
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当番組は「やまなし元気ナビi」ブログでもご覧になれます！ 当番組はUTYホームページでもご覧になれます！
検 索やまなし元気ナビi 検 索山梨いまじん

富士山特集①

富士山特集②

富士山特集③

富士山特集④

富士山特集⑤

音 楽 家

日本航空高校
空手道部

角田 崇

今中 大介
放
送
予
定

スポーツサイクル
アドバイザー

フラメンコ舞踏手

古川 かれん

前田 タクヤ

山口 恒二鈑 金 工

7月号
［vol.111］


