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ふれあい特集号 　 発行
▶東京2020オリンピック・パラリンピック 県民総参加で未来へ
つなぐ／山梨の新たなブランド魚「富士の介」初出荷 など

冬

検 索山梨　ふれあい
▶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

婚活応援フェア
出会いサポートFAIR in富士吉田
　婚活力をアップし、すてきな出会いに
つなげるため、性別や年齢層に着目し
たセミナーなどを行います。
▶日時／1月25日（土）
　　　　午前10時～午後4時
▶場所／富士吉田市民会館（富士吉田市）
▶対象／結婚を希望する20歳以上の独
　身男女
▶内容／婚活力アップに役立つ、性別・
　年齢層別セミナー、男女合同交流会、
　婚活に関するブース出展など
▶申込方法／電話、ファクス、郵送、ポー
　タルサイト「婚活やまなし」の申し込
　みフォームから
▶申込期限／1月24日（金） 午後1時
▶参加費／無料
●問い合わせ先／子育て政策課
  3055-223-1412 5055-223-1475

検 索山梨　婚活応援フェア

やまなし農業・農村
シンポジウム
　農地や農業用施設が担う役割や農村
の活性化について考えてみませんか。
▶日時／1月18日（土） 午後1時～4時
▶場所／東京エレクトロン韮崎文化ホー
　ル（韮崎市）
▶内容／語り「伝えたい『徳島堰』の今と
　昔」（語り部・かたりすと 平野啓子氏）、
　講演「『水利』を『推理』やまなし用水
　路紀行」（中央大学文学部准教授 西
　川広平氏）、パネルディスカッション
▶申込方法／電話、ファクス、メール
▶申込期限／1月14日（火）
▶参加費／無料
●問い合わせ先／耕地課
  3055-223-1626 5055-223-1624

検 索山梨　耕地

ふるさとまちなみ
デザインセミナー
　生活に必要な機能を集めて、効率的
で持続可能なまちづくりを目指す「コン
パクトシティー」について、皆さんと一緒
に考えます。
▶日時／1月30日（木） 午後2時～4時
▶場所／県立図書館（甲府市）
▶内容／講演「土地を切り捨てないコ
　ンパクト化のあり方」（東京工業大学
　環境・社会理工学院教授 中井検裕氏）
▶申込方法／ファクス、メール
▶申込期限／1月29日（水）
▶参加費／無料
●問い合わせ先／都市計画課
  3055-223-1716 5055-223-1724

検 索山梨　まちなみ

心身障害者自動車燃料費
助成金の請求をお忘れなく
▶対象者／自動車税、軽自動車税の減
　免を受けている方など
▶対象期間／
　平成31年1月～令和元年12月
▶請求受付期間／
　1月6日（月）から順次受付開始

検 索山梨　燃料費

※受付開始日・時間・場所などは、各保健
　福祉事務所へお問い合わせください。
●問い合わせ先／
　中北保健福祉事務所 福祉課
  3055-237-1418 5055-235-7115
　峡東保健福祉事務所 福祉課
  30553-20-2750 50553-20-2754
　峡南保健福祉事務所 福祉課
  30556-22-8145 50556-22-8147
　富士・東部保健福祉事務所 福祉課
  30555-24-9047 50555-24-9037

県立峡南高等技術専門校
一般入校生募集（後期）
▶募集科／自動車整備科（2年制）
　　　　 　電気システム科（1年制）
▶選考日／3月2日（月）
▶出願期間／
　1月14日（火）～2月21日（金）
●問い合わせ先／峡南高等技術専門校
  30556-22-3171 50556-22-3172

検 索峡南技専

県立産業技術短期大学校
一般入学生募集（前期）
▶募集科／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／2月5日（水）
▶出願期間／1月7日（火）～31日（金）
●問い合わせ先／産業技術短期大学校
  30553-32-5201 50553-32-5203

検 索産短大

専門学校  県立農業大学校
入学生募集（後期）
▶募集科／養成科、専攻科
▶試験日／2月13日（木）
▶出願期間／1月16日（木）～29日（水）
●問い合わせ先／農業大学校
  30551-32-2269 50551-32-2034

検 索山梨　農大

皆さんのご意見を募集

検 索山梨　パブコメ

①山梨県ICT・データ活用推進計画（仮称）（素案）
②やまなし子ども・子育て支援プラン（素案）
③やまなし子どもの貧困対策推進計画（素案）
④やまなし社会的養育推進計画（仮称）（素案）
⑤山梨県立高等学校長期構想2020（仮称）（素案）
　資料は、県ホームページのほか、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月6日（月）～20日（月）
●問い合わせ先／
　①情報政策課 　 3055-223-1416 
　②子育て政策課 　3055-223-1456
　③④子ども福祉課 3055-223-1457
　⑤高校改革・
　　特別支援教育課 3055-223-1767

最終受付日は2月7日（金）

※①～⑤以降の予定も県ホームページ
　でご確認ください。

検 索緑ヶ丘　通行止め

●問い合わせ先／中北建設事務所
  3055-224-1672 5055-224-1787

緑ヶ丘歩道橋の撤去工事のため、
午後9時から午前5時まで通行止めを
行います。現場の指示に従い迂回をお願いします。

※荒天などの事情により、25日（土）に工事を行
　うこともあります。

▶通行止め区間／甲府年金事務所入口交差点～
　　　　　　　　総合グランド入口交差点

1月21日（火）～24日（金）
県道甲府韮崎線  夜間全面通行止め

甲府工業高校
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全面通行止め区間

総合グランド
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甲府年金事務所
入口交差点

緑が丘スポーツ公園 N

YBS　月曜日 PM6：57～7：00
前進！やまなし
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1/29

山梨県のテレビ広報番組

検 索前進！やまなし 検 索山梨いまじん

UTY　水曜日 PM6：55～7：00
山梨いまじん

※番組内容が変更に
　なる場合があります

山梨県総合計画

おもてなし推進週間

中部横断道 新区間の開通 平山　基

武原　麻耶

天野　績男

野村　勝子

（一社）わかさぎ
プロジェクト代表

シフォン富士店主

（一社）富士の国やまなし
通訳案内士会会長
ゑびすや
プロジェクト代表

●問い合わせ先／政策企画課 3055-223-1553 5055-223-1776 検 索山梨　総合計画

「山梨県総合計画」策定「山梨県総合計画」策定

本県の可能性を生かし、5つの戦略を推進することによ
り、一人ひとりが抱く夢や希望を実現できる県、もっと
豊かさと幸せを実感できる県を目指します。

　2040年までに本県が目指すべき姿「県民一人
ひとりが豊かさを実感できるやまなし」を実現す
るため、「山梨県総合計画」を策定しました。

「山梨県総合計画」は県ホームページ、県民情報センター、各地域県民センターなどで、ご覧いただけます。

2019（令和元）年度から2022（令和4）年度までの4年間計画期間

考え方

県民一人ひとりが豊かさを実感できるやまなし

新たな社会「Society5.0」の実現

高速交通網の発達
・リニア中央新幹線
・中部横断自動車道

全国最高水準の健康寿命、女性・高齢者の高い有業率

誇れる地域資源
・世界遺産富士山 
・収穫量日本一（ぶどう、もも、すももなど）
・機械電子産業の集積
・豊かな森林
・特色ある地場産業（ワイン、日本酒、ジュエリー、織物など）

山梨県の可能性を生かす

5つの戦略を推進

2040年の山梨の姿

保健・医療・福祉の
充実

安心
「やまなし」
充実戦略

4
快適

「やまなし」
構築戦略

5

交通インフラ整備
災害対策

活躍
「やまなし」
促進戦略

3

誰もが活躍できる
環境の整備

次世代
「やまなし」
投資戦略

2

次代を担う
人材の育成・確保

攻めの
「やまなし」
成長戦略

1

快適な生活空間 産業や生活を支え、守る基盤を整備5
将来に向け持続可能で安心できる生活 持続可能な社会の中で健康寿命が延伸4
多様性が強みとなる共生社会 誰もが生涯を通じて職場や地域で活躍3
一人ひとりの可能性を広げる教育 一人ひとりが多様な個性や能力を発揮2
価値を生み出す産業 産業の高付加価値化により魅力的な仕事が増加1

産業振興による
県内経済の活性化

・急速に進歩する情報通信技術（ⅠCT）の活用

1月号
vol.189

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


