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。

原則 毎月

12月号

［vol.116］

全国障害者芸術・文化祭開催

（金）
（日）
〜8日
12月6日
アイメッセ山梨（甲府市）

太陽光発電設置を
ご検討中の方へ

▶提出方法／次のいずれか
①県ホームページの「県政クイックアン
サー」送信フォームから
②県の施設や市町村役場、農協などに
配置してある
「県政クイックアンサー」
専用の用紙に記入して、郵送、または
ファクスで
※頂いたご意見などは、必ず知事が拝見
します。

各家庭に合った太陽光発電を比
較検討した上で、安心して設置でき
る｢やまなし型住宅用太陽光発電モ
デルプラン｣を県ホームページで公
開しています。

●問い合わせ先／広聴広報課

●問い合わせ先／NPO法人フィールド 21

▶内容／県内の太陽光発電設置事業者
11社の、同じ条件下での太陽光発電
モデルプラン

055-225-5677

3055-223-1336 5055-223-1525

エネルギー政策課

詳しくは WEBで

県政クイック

3055-223-1502 5055-223-1505

検索

詳しくは WEBで

やまなし型モデルプラン

開催 新規学卒者等

合同就職面接会

「ジリツアカデミー」利用者の皆さんが
1万羽の折り鶴で作った展示作品「凱風快晴」

誰でも
無料で入場できるよ！
みんな来てカル！

富士の国やまなし国文祭、富士山の世

界文化遺産登録など、今年の山梨県は文
化のビッグニュースに沸きました。その最

応援キャラクター
カルチャくん
富士の国やまなし国文祭
マスコットキャラクター

やまなし就職応援

める芸術・文化の祭典です。

“あったかい”ひとときをお過ごしください。

展示作品「大漁旗」
を制作した日下部記念病院「つくしデイケア」
のメンバー、
スタッフの皆さん

展示・物販（午前10時〜午後4時）

メインステージでの主なイベント

◆全国障害者芸術文化展・平成25年度山梨県障害者文化展 ◆SPEED 今井絵理子ライブパフォーマンス＆
トークショー
優秀作品展
6日
（金）午前11時〜正午
◆施設や病院などの物品展示販売
八戸
◆甲州戦記サクライザーショー
◆やまなし食文化＆Ｂ級グルメの祭典
せんべい汁
7日
（土）午後1時45分〜2時30分
◆山梨県内ゆるきゃら大集合 など
◆舞台発表会
シャトルバス運行（20分ごと）

甲府駅北口発（南口経由）アイメッセ行 8：00〜15：00
アイメッセ発 甲府駅北口行（南口経由）11：00〜17：00

名古屋手羽先

3055-223-1461 5055-223-1464

（株）はくばくが行った省エネ活動は…

やまなし省エネカンパニー

検索

テレビ山梨
アイ

やまなし元気ナビ i

月曜日●PM6：57〜7：00

12/4

12/9

飲酒運転根絶

12/11

空手道ナショナルメンバー
いたる
大木 格
バレエダンサー
ちか
伊藤 恭

放送予定

12/16 環境に調和した

12/18 元似顔絵捜査員

12/23 甲州富士桜ポーク

12/25 尺八奏者

クリーンエネルギー

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！ やまなし元気ナビi 検 索

風間

岩間

（沿道関係者などを除く）

武田

繁樹

龍山

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

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。

検索

●

こどもの国
入口

詳しくは WEBで

燃料電池ショー

検 索

ご家族で楽しく遊びながら、バス
の魅力を感じられるイベントです。

県営岩下団地入居者募集

▶日時／12月15日
（日）
午前10時〜午後3時
▶会場／甲府駅北口よっちゃばれ広場
▶内容／バス車両展示、バスで行くミス
テリーツアー、工作コーナーなど

▶募集戸数／12戸
▶募集期間／12月10日（火）〜25日（水）
▶入居予定／平成26年3月3日
（月）
※応 募 者が募 集 戸 数を上 回る場 合 は
抽選となります。

●問い合わせ先／交通政策課

●問い合わせ先／山梨県住宅供給公社

3055-223-1665 5055-223-1335
やまなしバスフェスタ

●迂回車両による交通渋滞を避けるため、国道20号甲府バイパスなど
を利用した広域的な迂回にご協力ください。
●トンネル前後区間（武田交差点〜善光寺交差点）および愛宕山こどもの
国経由の迂回ルートは、混雑防止のため、沿道関係者以外および大型
車両の通行をご遠慮ください。

検 索

山梨

詳しくは WEBで

元紺屋交差点〜こどもの国入口交差点

Fax.055-223-1525

3055-223-1565 5055-223-1534

バスフェスタ２０１３

善光寺

Tel.055-223-1339

●問い合わせ先／海外展開・成長分野推進室

開催 やまなし

通行制限

●問い合わせ先／
道 路 管 理 課 3055-223-1698 5055-223-1699 詳しくはWEBで
中北建設事務所 3055-224-1667 5055-224-1675 県道 愛宕通行止め

検索

答えは、最後に掲 載

愛宕トンネル

山梨県広聴広報課

▶日時／12月6日
（金）正午〜午後3時
▶会場／やまなしプラザ（県庁防災新館
1F）など
▶内容／
■ 展示会
燃料電池自動車、水素ディスペンサ
ー（充てん機）の展示
■ 説明会
メーカーによる２０１５年市場投入車
関連情報などの説明
■ 試乗体験
燃料電池自動車の乗り心地を体験
※説明会・試乗体験は要事前申込

米

舂

これなんて
読みますか？

（沿道関係者などを除く）

元紺屋

［歩行者・自転車を含む］

水曜日●PM6：55〜7：00

12/2

通行制限

終日全面通行止め

山梨いまじん

第13回全国障害者
芸術・文化祭やまなし大会

●

こどもの国

CO 2を排出しない、水素で走る自
動車のモーターショーです。

山 梨 県 地 名クイズ

検 索

→至笛吹

月テレビ番組

YBSテレビ

山梨 認知症コールセンター

検 索

モーターショー

詳しくは WEBで

SPEED 今井絵理子さん

採用サイト

開催 やまなし燃料電池

●問い合わせ先／長寿社会課

大型車通行制限

N

←至韮崎

3055-223-1503 5055-223-1505

受賞事業者の取り組みは

武田通り

エネルギーの地産地消に向けて、受賞事業者の取り組みを参考に、省
エネへのご協力をお願いします。

●

●

護国神社入口

山梨

3055-223-1450 5055-223-1469

詳しくは ＷＥＢで あった甲斐やまなし

護国神社

詳しくは WEBで

▶受付日時／月〜金曜日 午後1時〜5時
（年末年始、祝日は除く）

県道甲府韮崎線愛宕トンネルは、天井板撤去工事のため、12月
13日（金）朝10時〜12月17日（火）深夜24時まで、終日全面通行
止め（歩行者・自転車を含む）となります。ご理解とご協力をお願
いいたします。
山梨大

★ＦＥＭＳ
（エネルギー管理システム）の導入により、電力・エアー・蒸気の
使用量の見える化を図り、無駄を削減
★工場稼働シフトや空調管理によるピーク電力の抑制
★廃棄物削減への全社的な取り組み

3055-223-1821 5055-223-1819

4０５５‐２51‐0001

愛宕トンネル終日全面
通行止めのお知らせ

やまなし省エネスマートカンパニー大賞
株式会社はくばく に決定！
！

●問い合わせ先／エネルギー政策課

6日
（金）午後0時30分〜4時
7日
（土）午前10時〜11時
8日
（日）午前10時〜午後3時

●問い合わせ先／人事委員会事務局

相談専用電話

第13回全国障害者芸術・文化祭やまなし大会実行委員会事務局（障害福祉課内）

電力需要が高まる７月〜９月の間に省エネ活動に積極的に取り組んだ
事業者から、取り組み事例を募集し、審査委員会による厳正な審査を行っ
た結果、大賞は、株式会社はくばく
（製造業・長澤重俊 代表取締役社長）
に
決定しました。

▶日時／12月25日
（水）
午前11時〜午後4時30分
▶会場／県庁、県の出先機関ほか
▶内容／採用試験制度・組織・職種別業
務の説明、職場見学など
▶申込方法／｢やまなしくらしねっと｣から
▶申込期限／12月13日
（金）※先着順

検索

「親が認知症かも」
「 介護はどうし
たらいいの 」
「 利 用できるサービス
は」
といった悩みはありませんか。
保健師や認知症介護経験者など
が、認知症の方や介護しているご家
族の悩みをお聴きします。お気軽に
ご相談ください。

寒い季節、誰もが楽しめるイベントで

■■■■■■■■

県 職 員を目指 す 皆さんに、職 場
見学などを通して県の仕事を紹介
します。

認知症コールセンターに
ご相談ください

解を進め、多くの人とさまざまな交流を深

問い合わせ先

職場見学ツアー

詳しくは WEBで

やまなし」。障害者が自ら創り、障害への理

無料

▶日時／12月17日
（火）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月に卒業予定の方など
▶内容／企 業 の 採 用 担 当 者との 面 接
各種相談コーナー
※事前の申し込みは不要です。

3055-223-1562 5055-223-1564

化祭やまなし大会「あった甲斐 夢アート

検 索

開催 オープン県庁・

●問い合わせ先／労政雇用課

後を飾るのが、第13回全国障害者芸術・文

12

県政へのご意見・ご提案を
お寄せください！

検索

3055-237-1656 5055-237-7095
詳しくは WEBで

山梨

建築住宅

12 月のイベント

検 索

県庁防災新館1Ｆ

3（火）〜 6（金）

人権週間・人権啓発パネル展

5（木）

農業大学校栽培農産物販売［シクラメンの販売］

7（土）〜 8（日）

リニア見学センター リニューアルPRイベント［ミニリニア試乗・展示］

9（月）〜12（木）

イスの展示

12（木）〜15（日）

森と木と人をつなぐフェア［地元の木の良さ、暖かさを知る］

13（金）

JA直売会［花き販売］

15（日）

四島の楽校［北方領土啓発イベント］

しま

がっこう

●問い合わせ先／管財課

3055-223-1326 5055-223-1379

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

啓発イベントに登場！
！
北方領土 エリカちゃん

他にもさまざまなイベントを開催！

やまなしプラザ

地名クイズの答え

検 索

つきよね（富士川町）

