
各種相談
ひとりで悩まない……！

「こんにちは、日下部警察署です。」
　問☎� 0110

　

問総務課行政担当　内線 2455

安全×安心
「守るのは　マナーと家族と　君の明日」
交通安全スローガン

ポイントアドバイスワン

全席シートベルト・チャイルドシート着用徹底運動 (７・８月重点月間 )

飲酒運転、「危険な誤解」をしていませんか？

　県内の一般道における運転席のシートベルト着用率は高い水準ですが、後部座席のシートベルト着用率
は依然として低い状況です。車に乗ったら全席シートベルトを着用するよう家族で声を掛け合いましょう。

　お酒を飲んで２時間ほど経った時点で「もう酔いはさめた」。車内で仮眠をするなどして時間をおけば「酒
は抜ける」。そう思って運転してしまうドライバーもいるようですが、ビール 500ml を飲むと、体内での
処理に飲み終わってからおよそ４時間かかります。単純に計算して２杯 (1000ml) 飲むと、血液中のアル
コール濃度が平常に戻るまでに８時間かかり、翌日二日酔いの状態で運転すれば「飲酒運転」になります。

飲酒運転を防ぐためにも、出勤のため朝８時にハンドルを握る人は、
午前０時以降は飲まないようにしましょう。

６歳未満の子は体格に合ったチャイルドシートに座らせましょう。
■ 毎月14日 … シートベルトの日

夏の交通事故防止県民運動　7/21㈭～8/20㈯
　子どもたちの夏休みの時期と行楽シーズンが重なり、交通事故が発生しやすい時期です。特に生活道路
やスクールゾーンでは、子どもの急な飛び出しや高齢者のゆっくりした直前横断などが多くみられます。
交通ルールを守り、思いやりある運転をしてください。

　 12広報やまなし13 広報やまなし

募集令和4年度（令和 5年 4 月採用）

警察官採用募集について
秋季試験

【受付期間】7/25㈪～8/19㈮（電子申請は8/15㈪まで）
【試験日】第 1 次試験：9/18 ㈰
【採用予定人数】警察官 A：男性 7 人、女性 1 人程度
　　　　　　  武道指導：男性 2 人、女性 2 人程度　　
　　　　　  　警察官 B：男性 18 人、女性 6 人程度

試験に関する問い合わせ・採用試験案内請求先
日下部警察署 警務課 採用試験担当 ( 右上代表番号 )
採用専用フリーダイヤル　☎ 0120 － 314 － 874

　日下部警察署では、収穫期に合わせ市役所、消防団、青色パト
ロール隊などの地域住民による自主防犯ボランティア団体、事業
者と連携して合同パトロールを実施し、警戒を強化しています。
    　果実の盗難被害に遭わないための対策として
１. 地域全体で防犯意識を高く持ち、不審者を寄せ付けない地域
　の目を増やすこと
２. 防犯カメラ・防犯ネットなどの防犯機器を設置すること
３. 見慣れない人や車が徘徊しているなど「おかしいな」と少し
　でも不審に思ったら
・不審者の服装、体格、年齢   ・不審車両のナンバー、色、車名
　を控えて、速やかに警察署または 110 番通報することが効果
　的で、果実を盗もうとする者に対する抑止力になります。　

果実盗難の防止

　 また、繁忙期には日中自宅を留守にすることが多く、泥棒に
  留守を狙われ空き巣被害に遭うケースがありますので、短時間
  の外出でも家の「鍵かけ」を徹底しましょう。

相　　談 内　　容 日時・会場 申込・問い合わせ

行政相談 行政相談委員による国・県・市など
の仕事についての苦情や要望。

8/19 ㈮　13:30 ～ 16:00
市役所西館 4 階 401 会議室

総務課行政担当
内線 2455

結婚相談

結婚を希望する人の相談・相手探し。
相談は、できるだけ希望者本人がお
越しください（登録は本人のみ受付
可）。登録希望者は、履歴書用写真

（3.5cm ×５cm 程度）、スナップ写
真、印鑑（朱肉を使うもの）、身分証
明書をお持ちください。

8/20 ㈯
14:00～17:00（受付は16:30まで）
街の駅やまなし

街の駅やまなし
（水曜日休館）
☎⑳ 7010

こころの
健康相談

家庭や職場など人間関係に悩んでい
る。子育て、介護疲れで辛い。体調
がすぐれず話を聴いてほしい。人に
会うのがおっくうになり、ひきこも
りがちなど。悩んでいる人やその家
族が対象。要予約。

◆公認心理師：8/8 ㈪、8/18 ㈭
◆精神保健福祉士：8/23 ㈫
9:30 ～、10:30 ～、13:00 ～、14:00 ～
各時間帯 1 人ずつ
◆精神対話士
日時は応相談。1 回 80 分

健康増進課健康支援担当
内線 1168
福祉課障害福祉担当
内線 1139
介護保険課地域包括支援担当
内線 1227

不動産相談 不動産全般に関する相談。
8/19 ㈮ 10:00 ～ 15:00

（12:00 ～ 13:00 は休み）
市役所西館 2 階 203 会議室

（公社）
県宅地建物取引業協会
☎ 055-243-4300

年金相談 年金全般に関する相談。要予約。
予約時に相談内容をお伝えください。

8/25㈭　9:30 ～ 16:00
（12:00 ～ 13:00 は休み）
山梨市役所２階２０３会議室

甲府年金事務所
☎ 055-252-1431 ㈹

司法書士
無料相談会

相続登記、土地や建物の名義変更、
遺言、成年後見、会社関係の登記な
ど。1 組 40 分まで。要予約。書類
の作成指導や審査はいたしません。
※初めてのご相談に限ります。

8/19 ㈮　13:30 ～ 16:30
街の駅やまなし

山梨県司法書士会
相続登記相談センター
☎ 055-253-2376

　パソコン・
　タブレット
　困りごと相談

パソコン・タブレットの操作方法に
関する相談。講師：ちどりネット（主
催：山梨市中央公民館）定員を制限
して実施します。

8/13 ㈯　13:00 ～ 15:00
市民会館３階 301 会議室

ちどりネット
☎ 090-3210-1620（村田）

特設
人権擁護相談

いじめ、虐待、配偶者からの暴力、
セクハラ、コロナウイルス感染症に
起因するものなど、人権問題に関す
る悩みごと、困りごと、心配ごと。

8/10㈬　10:00 ～ 15:00
（12:00 ～ 13:00 は休み）
市役所西館 2 階 203 会議室

福祉課社会福祉担当
内線 1134

フードパントリー　友だち
▶日時：8/28 ㈰　10:00 ～ 12:00（予定）　▶会場：おひさま（上神内川 1193-1）
▶申込期間：8/14 ㈰～ 27 ㈯ 正午　▶先着：30 人　
▶内容：市内在住者で 18 歳以下のお子さんのいるひとり親世帯に無料で食品などを提供します。
問事務局　地域ささえあい　虹の会　☎ 080-1122-3323（塚田）、メール :papurika67@fruits.jp

フィールドミュージアムウォーク
▶日時：8/14 ㈰　9:00 ～ 12:00（予定）　▶経費：100 円（保険代 100 円 )
▶内容 : フィールドミュージアムウォークの原点でもある「万力公園と差出の磯」を学習します。
▶集合：万力公園根津像前　 問事務局　☎ 090-3210-1620（村田）
　多肉植物ハンギングテラリウム作り
▶日時：8/20 ㈯　9:30 ～ 11:30　▶会場：街の駅やまなし（上神内川 1711）▶先着：30 人
▶経費：2,000 円　▶内容 :3 種の多肉植物を電球型ハンギンググラスに寄せ植えを行います。
問緑の相談所  ☎ 055-276-2020（守矢）

やまなしし夕市
▶日時：8/14 ㈰　17:00 ～ 21:00　▶会場：街の駅やまなし（上神内川 1711）
▶内容 : ナイトマーケット（雑貨、食べ物の販売）とステージ（音楽、ダンス）
問やまなしし朝の市の会  ☎ 0553-88-9241（吉田）

※新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐた
め、相談中止の措置を取る場合があります。
詳しくは各問い合わせ先へ直接ご連絡くだ
さい。また、参加の際はマスクの着用と検
温の実施をお願いします。

みんなの
掲示板


