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職員採用試験実施

検 索山梨　採用

●問い合わせ先／人事委員会事務局
  3055-223-1821 5055-223-1819
　警察本部警務課（警察官採用担当）
  30120-314874

　アルコール、薬物、ギャンブルなどの
依存症全般に関する相談窓口を8月1日
に開設しました。専任の相談員が支援を
行います。安心してご相談ください。
▶場所／精神保健福祉センター内（甲府市）
▶利用時間／月曜日～金曜日 
　　　　　　午前8時30分～午後5時15分
　　　　　　（祝日・年末年始を除く）
●問い合わせ先／
　精神保健福祉センター
  3055-254-8644 

依存症相談窓口開設

検 索山梨　依存症　相談

　「山梨県自転車活用推進計画」（素案）
へのご意見を募集しています。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／～8月8日（木）
●問い合わせ先／道路整備課
  3055-223-1691 5055-223-1693

皆さんのご意見を募集

検 索山梨　パブコメ

▶採用予定人数／
　①言語聴覚士：2名程度
　②獣医師（衛生）：2名程度
　③獣医師（農政）：3名程度
　④職業訓練職（情報システム）：1名程度
　⑤職業訓練職（観光ビジネス）：1名程度
▶試験日／8月31日（土）、9月1日（日）
▶受付期間／①②③は ～8月19日（月）
　　　　　　④⑤は　 ～8月15日（木）
●問い合わせ先／
　①②福祉保健総務課
  3055-223-1441 5055-223-1447
　③農政総務課
  3055-223-1581 5055-223-1585
　④⑤産業人材育成課
  3055-223-1567 5055-223-1560

職員選考採用試験実施

検 索山梨　採用　その他選考

検 索山梨　北方領土

　8月1日から、「薄緑色」の新しい被保
険者証に変わります。受診の際には、新
しい被保険者証を提示してください。有
効期間は、原則として1年間ですが、保
険料を完納していない方は、有効期間
が短い場合があります。未納の保険料
は、お早めに納付してください。
●問い合わせ先／
　各市町村の後期高齢者医療担当課
　山梨県後期高齢者医療広域連合
  3055-236-5671 5055-235-6373
　国保援護課
  3055-223-1465 5055-223-1468

後期高齢者医療制度の
被保険者証更新

　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？
●問い合わせ先／広聴広報課
  3055-223-1339 5055-223-1525

8月は「北方領土返還要求
運動全国強調月間」

検 索山梨　外国人　相談

やまなし外国人相談センター開設
Let’s solve the problem together.
　県内に住む外国人の皆さんのさまざ
まな疑問や悩みに対し、情報提供や相談
を行う窓口を8月1日に開設しました。英
語、中国語、韓国語など多言語で対応し
ますので、周りの外国人の方にお知らせ
ください。
▶場所／国際交流センター内（甲府市）
▶利用時間／火曜日～土曜日
　　　　　　午前9時～午後4時
　　　　　　（祝日・年末年始を除く）
●問い合わせ先／
　やまなし外国人相談センター
  3055-222-3390 

試験職種 区　分

受付期間／～8月23日（金）
１次試験日／9月22日（日）

警察官A

警察官B

8名程度
2名程度
3名程度
2名程度

6名程度
13名程度

男性

女性

女性
男性

男性／武道指導

女性／武道指導

採用予定人員

受付期間／8月9日（金）～9月6日（金）
１次試験日／9月22日（日）

民間企業等職務経験者 行政 3名程度

試験区分 採用予定人員

受付期間／8月9日（金）～9月2日（月）
１次試験日／9月29日（日）

高校卒業程度

小中学校事務職員
資格免許職職員

行政
警察行政

農業土木
作業療法士

土木

学校事務

2名程度
2名程度
1名程度
1名程度
1名程度
16名程度

試験職種

受付期間／8月9日（金）～8月26日（月）
１次試験日／9月29日（日）

障害者対象
職員選考採用 行政 3名程度

▶開催日・便数・募集数／
　10月17日（木）、18日（金）・各6便・
　計840区画
▶応募単位・料金／1区画（2座席）単位
　で2区画（4座席）まで。1区画2,160円
▶応募期限／～8月9日（金）
　（はがきでの応募は当日消印有効）
▶応募資格／県内に住所を有する方
　（同乗者も含めて全員）
▶応募方法／往復はがきの往信欄また
　はホームページからの応募フォーム
　に「体験乗車希望区画数･座席数」を
　明記の上、代表者(16歳以上の方)の
　郵便番号･住所･氏名･読み仮名･性別･
　年齢･電話番号、同乗者の氏名･読み
　仮名･性別･年齢・在住市町村名を記載。

リニアどきどき体験乗車
希望者募集 （山梨県民対象）

〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
山梨県庁｢リニア体験乗車｣ 係 

検 索リニア推進課　体験乗車

※応募要項を必ず確認してください。
●問い合わせ先／リニア推進課
  3055-223-1667 5055-223-1666

はぼまい　　　　しこたん　　　くなしり　　　えとろふ

YBS　月曜日 PM6：57～7：00
前進！やまなし

8/ 5
8/12
8/19
8/26

8/ 7
8/14
8/21
8/28

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

「山の日」記念全国大会

山梨夏っ子きのこ

林業の担い手対策

火山防災強化推進
　　　　　都道県連盟

五味　力

舟津　宏昭

高村　泰嘉

小川　壮太

ウェイクボード選手

プロトレイルランナー

明野ジビエ肉処理加工
施設長

富士山アウトドア
ミュージアム代表

ふれあい特集号 　 発行
▶長崎県政スタートダッシュ!／中部横断自動車道前進！／山岳
ライター・小林千穂さんが語る山梨の山の魅力など

夏

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

●問い合わせ先／みどり自然課 3055-223-1522 5055-223-1507 検 索甲武信　エコパーク

武田の杜  森林セラピーツアー

検 索 武田の杜

希少なチョウ類の宝庫
【核心地域】

柏尾大善寺の藤切り祭（甲州市）
【移行地域】

西沢渓谷（山梨市）
【緩衝地域】

登録決定の連絡を受け、喜びを分かち合う関係自治体の首長ら

平成28年 5月●

10月●

平成29年 3月●

10月●

平成30年 3月●

9月●

令和元年 5月●
6月●

登録までの歩み

ユネスコエコパークとは
　自然を厳格に保全することを目的とした世界自然遺産
とは異なり、自然と人間社会の共生を目指す地域として
認定されます。
　エリアは、自然環境を長期的に保全する「核心地域」、
自然学習やエコツーリズムに活用する「緩衝地域」、自然
と調和した地域社会の発展を図る「移行地域」の3つの地
域に分かれます。

▶日時／8月10日（土）、23日（金） 午前10時～午後3時
▶募集人数／各回10人
▶参加費／3,500円（弁当代、温泉入浴料、保険料を含む）
▶申込方法／電話、メール
※9月以降も開催します。詳しくはホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
●問い合わせ先／武田の杜サービスセンター
  　　　　　3055-251-8551 5055-251-8551

　甲府の中心街にほど近い武田の杜は、甲武信ユネスコエコパークの移行地域にありま
す。森林のリラックス効果が科学的に実証された「森林セラピー基地」にもなっていて、体
験プログラムも充実。自然と触れ合い、癒やされてみませんか。

山梨、埼玉、長野県の関係自治体で推進
協議会を設立
推進協議会がユネスコの国内委員会に
申請書を提出
国内委員会がユネスコ本部への推薦を
見送る
登録申請の対象エリアに東京都を加え、
国内委員会に再申請
国内委員会がユネスコ本部への推薦を
決定
国内委員会を通じて、ユネスコ本部に申
請書を提出
ユネスコの諮問委員会が登録を勧告
ユネスコの会合で登録が決定

　山梨、埼玉、長野、東京の4都県12市町村
にまたがる「甲武信」地域が6月19日、国連
教育科学文化機関（ユネスコ）によって生物
圏保存地域「エコパーク」に登録されまし
た。この地域が主要河川の水源であるこ
と、貴重な生態系が保全されていること、果
樹栽培や木材活用など持続可能な活動が
行われていることが高く評価され、国内で
10カ所目、県内では「南アルプス」に次いで
2カ所目のエコパークとなりました。
　世界に認められた自然環境や地域資源
を守り継ぎ、地域の活性化につなげていき
ましょう。

こ ぶ し

「甲武信」が
ユネスコエコパークに！
「甲武信」が
ユネスコエコパークに！「甲武信」エリア

の中心部にある
甲武信ケ岳

エコパークを活用！
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甲武信ユネスコエコパーク
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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


