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富士登山競走前日・当日イベント

グルメブース・スポーツ用品などの
各種販売ブース
　ご当地グルメの吉田のうどんをはじめとした飲食屋
台やスポーツ用品、地場産品販売ブースが勢ぞろい！
時　間■25日（木）：正午～午後４時   

26日（金）：午前 10時～午後 4時   
（店舗によって異なります）  

場　所■市民会館　駐車場

ミズノスポーツサービス(株)
ミズノ流忍者学校
キミもこれで伝説の忍びだってばさ！！
参加者全員に参加賞をプレゼント！

時　間■午前１０時～午後４時　１回６０分
受　付■午前９時 30分から　場　所■下二小体育館
参加料■無料　　対　象■年中～小学校３年生
申込方法■当日受付のみです。
 体育館前へお越しください
定　員■各回３０名を３回開催
 ※定員になり次第受付を終了します
内　容■忍者になりきり、ストーリー性をもたせた
 運動プログラム
持ち物■ ①動きやすい服装 ②飲み物
 ③体育館履き ④熱意

　前日・当日の2日間、メイン会場（市民会館駐車場）などで同時
開催の楽しいイベントやグルメなど各種出店もお楽しみください！
　今年で72回目を迎える富士登山競走は、7月26日(金)に開催します。
　市民の皆さんと一体となった大会となるよう、メイン会場を市民会館に移
し、前日と当日の2日間、楽しいイベントやグルメなど多数の出店があります！
　皆さんのご来場をお待ちしています。
※イベント、交通規制の詳細は富士登山競走ホームページまたは、7月21日
（日）の朝刊折込チラシでご確認ください。
問合せ■生涯学習課　スポーツ振興担当　☎内線 532

7月25日（木）～26日（金）の2日間開催

大会前日７月２５日（木）限定開催

参加料無料！

第72回富士登山競走
7月26日　開催！！金
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選手走行ルート

山頂ゴール
◎

五合目ゴール◎
中ノ茶屋

北口本宮冨士
浅間神社

※規制予定時間は、
　選手の通過状況により、
　多少の差異があります。

富士北麓公園

至鳴沢村→

至河口湖→至河口湖→

至月江寺駅→

←至山中湖 国道138号線

国道137号線国道137号線

富
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見
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ス

昭
和
通
り 金鳥居

富士吉田
市役所

来庁者専用
臨時駐車場 吉高

めがねの
フジタ

吉田ガス
角田酒店 富楽時

都留信

P

P

富士山駅

※午前7時5分から8時まで
　通行可能

  【通行止時間帯】
6:30～7:05（35分）
8:00～8:35（35分）

規制予定時間
6:55～7:20
8:25～8:50

規制予定時間
（概ね）
6:55～7:10
8:25～8:40

規制予定時間
7:05～7:45
8:35～9:15

規制予定時間
（概ね）
7:00～7:30
8:30～9:00

スタート地点

山頂コース　7:00
五合目コース 8:30

〈スタート時間〉

第 72回富士登山競走

市役所駐車場の利用
　市役所の各業務は、通常通り行いま
すが、駐車場は、次のとおりとなります。
ご不便をおかけしますが、市民の皆さん
のご理解とご協力をお願いします。
　大会前日の25日（木）から大会当日の
26日（金）は市役所正面玄関前駐車場と
中庭駐車場は利用できません。この両日
は、市職員駐車場（都留貨物富士山側）
をご利用ください。

市民会館駐車場の利用
　24日（水）～26日（金）は、第１・第2
駐車場が利用できません。図書館を利
用される方は誘導員の指示に従ってくだ
さい。

交通規制のお知らせ
　大会開催のため交通規制を行い、地図のとおり、通行止め
となります。通勤・通学などにご迷惑をおかけしますが、ご協
力をお願いします。
★スタート時間★
　山頂コース 午前７時・五合目コース午前８時３０分
★スタート前通行止め区間★
　富士見バイパス交差点から市役所前交差点まで
★スタート前通行止め時間★
　午前６時３０分～７時５分・午前８時～８時３５分
　（午前７時５分から８時まで通行可能）
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当日の新聞に折込チラシが入ります。詳しい出演場所・出演時間や出店場所などは
市のホームページをご覧ください。

問合せ  市民協働推進課　☎内線203

69 th FUJIYOSHIDA SUMMER FESTIVAL

7月27日

スタート：午後3時　終了：午後9時30分
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第69回富士吉田市制祭

歩行者天国交通規制にご協力を

7月27日（土） 午後3時〜9時30分
　歩行者天国実施道路では、午後3時から9時30分
まで一切の車輌の通行が禁止され（自転車も禁止）、
歩行者専用道路となります。楽しい歩行者天国にす
るために、皆さんのご協力をお願いします。
　なお、市内には、まつりのための臨時無料駐車場
（下記表）を設けていますので、車でご来場の際
はご利用ください。

臨時無料駐車場 駐車可能台数

P1 市役所職員駐車場（4カ所） 約200台

P2 市役所庁舎 約100台

P3 下吉田第一小学校校庭 約50台

P4 下吉田コミセン駐車場 約30台

P5 旧市立病院跡地 約100台

P6 市民会館 約50台

歩行者天国実施道路
臨時無料駐車場

本
町
通
り

イベント会場（本部・ちゅうぎん会場）
イベント会場（中央まちかど公園会場）
イベント会場（ロード東側会場）
健康まつり（富楽時 下吉田中央コミセン）
歩行者天国午後3時～9時30分
宮川橋-明見入口間 時間限定通行止
午後３時～3時30分
午後６時30分～７時
（宮川橋-明見入口間）
臨時無料駐車場

イベント会場（本部・ちゅうぎん会場）
イベント会場（中央まちかど公園会場）
イベント会場（ロード東側会場）
健康まつり（富楽時 下吉田中央コミセン）
歩行者天国午後3時～9時30分
宮川橋-明見入口間 時間限定通行止
午後３時～3時30分
午後６時30分～７時
（宮川橋-明見入口間）
臨時無料駐車場

月江寺池
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第69回富士吉田市制祭協賛行事イベント・大会

第69回富士吉田市制祭協賛行事イベント・大会

協賛イベント

協賛大会
実施日 行事名 会場 主催

6月23日～ 7月21日 地区別壮年親善野球大会 富士北麓公園　野球場 富士吉田市OB野球連盟
7月6日 柔道競技 下吉田コミセン　格技場 富士柔真会

7月6日 第39回富士吉田市ミニバスケット
ボール大会 鐘山スポーツセンター総合体育館 富士吉田市青少年総合対策本部

富士吉田市バスケットボール協会

7月6日～ 7月7日 第44回郡内地区中学生招待野球大会 鐘山スポーツセンター 総合グラウンド
富士北麓公園　野球場 岳麓野球連盟

7月7日 第69回県下並びに富士周辺剣道大会 富士北麓公園　総合体育館 富士剣道連盟
①7月7日②7月21日 テニス大会 鐘山スポーツセンター テニスコート 富士吉田テニス連盟

7月13日 第15回小学生ソフトテニス大会 鐘山スポーツセンター テニスコート 富士吉田ソフトテニス連盟

7月13日～ 7月14日 第56回富士吉田市学童野球大会 鐘山スポーツセンター 総合グラウンド
富士吉田市青少年総合対策本部
岳麓野球連盟
山梨日日新聞社・山梨放送

7月13日～ 7月15日 第10回郡内地区中学生女子ソフト
ボール大会 下二小グラウンド 富士吉田市ソフトボール協会

7月14日 レディースサッカー大会 下東小グラウンド 富士吉田サッカー協会
7月14日 ソフトテニス大会（一般の部） 友和会コート 富士吉田ソフトテニス連盟
7月14日 卓球大会 鐘山スポーツセンター　総合体育館 富士吉田卓球連盟

7月15日 市民体育祭 富士吉田市空手道選手
権大会 富士北麓公園　総合体育館 富士吉田市空手道連盟

①7月15日
②8月24日 クレー射撃大会 富士五湖射撃場 富士吉田体育協会クレー射撃部

7月19日 へら鮒釣大会 西湖 日本へら鮒釣研究会富士五湖支部

7月21日 近県下弓道大会 鐘山スポーツセンター　弓道場 （公財）富士吉田体育協会弓道部
（富士吉田弓道連盟）

7月21日 第7回ターゲット・バードゴルフ大会 美富士ターゲット・バードゴルフ場 富士吉田市ターゲット・バード
ゴルフ協会

7月23日 第51回グラウンドゴルフ大会 パインズパーク　芝生運動広場 富士吉田市シニアクラブ連合会
7月26日 第72回富士登山競走 市役所～富士山 富士登山競走実行委員会
7月28日 ソフトバレーボール大会 鐘山スポーツセンター　総合体育館 富士吉田市バレーボール協会
7月28日 銃剣道大会 市民体育館 富士吉田市銃剣道連盟

7月30日～ 8月1日 第7回高等学校ハンドボールフェス
ティバルIN富士山

鐘山スポーツセンター　総合体育館 
富士北麓公園　総合体育館 
忍野村立体育館

富士吉田市ハンドボール協会

8月4日 市民バドミントン大会 鐘山スポーツセンター　総合体育館 富士吉田バドミントン協会

実施日 行事名 会場 主催

7月13日～ 7月15日 富士山組子愛好会展示会 明見コミセン 富士山組子愛好会

7月15日 女人天上祭歴史植物散歩講座 北口浅間神社～世界遺産センター～
女人天上 すその路郷土研究会

7月16日～ 7月25日 富士急ハイランド「市民キャンペーン」富士急ハイランド （株）富士急ハイランド
7月20日 郡内俳句大会 市民会館3階 小ホール 岳麓俳句協会

7月26日～ 7月27日 植物画教室「花暦」の作品展示 本町通り 尾張屋隣 植物画教室「花暦」
7月26日～ 7月28日 第37回吉田空襲展 ふじさんホール 富士吉田市教職員組合

7月27日 歩行者天国アマチュア無線公開運用 中央通り 串焼GuGu向い側 富士吉田市アマチュア無線クラブ
連絡会

7月28日 婚活inお見合いパーティー トンボ 明日をになう若人の会
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交通規制のお知らせ
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令和2年4月採用 富士吉田市職員を募集します

富士吉田市職員を募集します
問合せ■総務課　☎内線225

令和2年4月採用

行政職
富士山課　北

き た は ら

原 直
な お き

季
　富士山課は富士山に関わる業務と、富士山や市内の観光に関わる業
務の大きく2つに分けられます。夏には富士山に行き、登山者の安心・
安全を守るための施設の管理・運営をし、春には富士山・五重塔・桜の絶
景が話題を呼ぶ「新倉山浅間公園桜まつり」、秋には1000年以上根付く
織物文化と観光を織り交ぜた「ハタオリマチフェスティバル」など、四
季折々でイベントを実施し、皆さんに楽しんでいただいています。
　市の魅力を発信でき、世界文化遺産である富士山で働くことのでき
るこの仕事に誇りを持っています。富士吉田ならではの仕事を、皆さん
と一緒にできることを楽しみにしています。

平成29年度採用
（３年目）

行政職
市民課　羽

は だ

田 恵
え り な

理那
　市民課窓口・戸籍担当は、戸籍・住民票の発行、住所の異動など、市役
所の中でも市民の皆さんと直接関わる機会が多い部署です。親切、丁寧
に、また、個人情報を多く取り扱っているので、慎重かつ迅速に処理す
ることを心掛けています。
　日々、先輩方に助けられながら働いていますが、市民の方から励ましや
お礼の言葉を掛けていただくこともあり、とてもやりがいを感じます。
富士吉田をより元気に住みやすい街に盛り上げていくため、来春、皆さ
んと一緒に働ける日を楽しみにしています。

平成30年度採用
（２年目）

保健師
健康長寿課　山

や ま ざ き

崎 笙
し ょ う こ

子
平成31年度採用
（１年目）

　私はカンボジアやフィリピンでのボランティアを通じて、「健康」は
意識してつくるものだと考えさせられました。そして、地元である富士
吉田の皆さんの誰もが健康であって欲しいという願いを強く持ち、予
防的視点で住民の方々と関わることができる活動がしたいと思い、保
健師を目指しました。
　現在は母子保健担当として妊娠期からの育児支援に携わっていま
す。人生の始まりから終わりまで、伴走者として「健康」をサポートして
いける保健師の活動に魅力を感じます。
　私たちと一緒に健やかな富士吉田をつくっていきましょう！
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令和2年4月採用 富士吉田市職員を募集します

●試験日
第1次試験　9月22日（日） 
※受験職種により試験内容が異なりますので、試験案内
をご確認ください。第2次試験・第3次試験は合格者の
みに通知します。

●申込方法
試験申込書や試験案内は7月1日（月）から総務課で配布しま
す。また、市のホームページからもダウンロードできます。

持参または郵送で申し込む場合    
受験申込先■市役所2階　総務課   
※ 郵送の場合は、必ず書留で8月14日（水）必着

インターネットで申し込む場合
　  『やまなしくらしねっと
　　　（電子申請サービス）』   

  

●受付期間
　8月1日（木）～ 14日（水）　午後5時15分まで  
持参の場合は、土・日曜日、祝日を除く午前8時30分～午
後5時15分

●受験できない方
　次の事項のいずれかに該当する人は、受験できません。 
・日本国籍を有しない人    
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、また 
  はその執行を受けることがなくなるまでの人  
・本市職員として懲戒免職の処分を受け、処分の日から2 
  年を経過しない人     
・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法または 
  その下に成立した政府を暴力で破壊することを主張す 
   る政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した人

●募集職種など
　学歴要件・資格要件には、令和2年3月末時点で卒業見込み、資格取得見込みや登録見込みの人を含みます。
　一般試験（行政職）は該当する学歴よりも、低い区分での受験はできません

試験区分 募集職種 募集
人員 第1次試験内容 受験資格

一般試験

行政職
（大学卒、短
大卒、高卒）

市の各機関に勤務し、
一般行政事務に従事

3名
程度

一般教養試験、事務適性検
査、書類選考

大学卒（平成3年4月2日以降に生まれた人）
短大卒（平成5年4月2日以降に生まれた人）
高卒（平成7年4月2日以降に生まれた人）

土木職
市の各機関に勤務し、
土木関係業務や一般行
政事務に従事

1名
程度

一般教養試験、専門試験、事
務適性検査、書類選考

高卒以上（昭和35年4月2日以降に生まれた人）

建築職
市の各機関に勤務し、
建築関係業務や一般行
政事務に従事

１名
程度 高卒以上（昭和35年4月2日以降に生まれた人）

機械職
市の各機関に勤務し、
建築関係業務や一般行
政事務に従事

１名
程度 高卒以上（昭和35年4月2日以降に生まれた人）

保育士
市の保育園などに勤務
し、保育士業務などに
従事

１名
程度

平成3年4月2日以降に生まれた人で、かつ、保育士資
格を有し、登録している人

保健師
市の各機関に勤務し、
保健福祉業務や一般行
政事務に従事

1名
程度

昭和59年4月2日以降に生まれた人で、かつ、保健師資
格を有し、登録している人

社会福祉士
市の各機関に勤務し、
保健福祉業務や一般行
政事務に従事

1名
程度

昭和59年4月2日以降に生まれた人で、かつ、社会福祉
士資格を有し、登録している人

民間企業な
ど職務経験
者対象試験

行政職 市の各機関に勤務し、
一般行政事務に従事

１名
程度

一般教養試験、事務適性検
査、書類選考

昭和35年4月2日以降に生まれた人で平成31年3月末
日現在、高校など卒業後の民間企業など（民間企業の
従業員、自営業者など）の職務経験を5年以上有する
人　※職務経験が複数の場合は、1年以上継続した就
業期間のみ通算可

保育士
市の保育園などに勤務
し、保育士業務などに
従事

1名
程度

昭和35年4月2日以降に生まれ、かつ、保育士資格を有
し、登録している人で、平成31年3月末日現在、保育園
または幼稚園における職務経験を5年以上有する人　
※職務経験が複数の場合は、1年以上継続した就業期
間のみ通算可

身体障害者
対象試験 行政職 市の各機関に勤務し、

一般行政事務に従事
１名
程度

一般教養試験、事務適性検
査、書類選考

昭和35年4月2日から平成14年4月1日までに生まれ
た人で自力で通勤ができ、かつ、介護者なしに職務の
遂行が可能であり、次の要件をどちらも満たす人
・身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度1～

6級までの人
・活字印刷文による出題に対応できる人（活字の大き
さは12ポイント）

募集案内は市のホームページにも掲載していますので、ご覧ください。
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市立病院　職員募集

市立病院職員募集
申込み・問合せ■〒403-0005　上吉田6530番地

市立病院　管理課　総務担当
☎22-4111　内線2206

1   募集職種・人員
（1）看護職員（助産師、看護師）：20人程度
（2）薬剤師：若干名（3）臨床検査技師：若干名
（4）放射線技師：若干名（5）臨床工学技士：若干名
（6）理学療法士：若干名（7）作業療法士：若干名
（8）社会福祉士：若干名

2   応募資格・条件
　各募集職種の必要資格を取得している人、もし
くは令和2年4月1日までに取得する見込みのあ
る人で、各職種年齢条件は次のとおりです。
（1）看護職員（助産師、看護師）：昭和53年4月2日以

降に生まれた人
（2）薬剤師：平成2年4月2日以降に生まれた人
（3）臨床検査技師：昭和60年4月2日以降に生まれ

た人
（4）放射線技師 
 ①治療業務専任・専従者：昭和55年4月2日以 
　降に生まれた人

 ②診断業務：平成4年4月2日以降に生まれた人
（5）臨床工学技士：平成6年4月2日以降に生まれた人
（6）理学療法士：昭和55年4月2日以降に生まれた人
（7）作業療法士：昭和55年4月2日以降に生まれた人
（8）社会福祉士：平成3年4月2日以降に生まれた人

3   受験できない人
（1）日本国籍を有しない人
（2）成年被後見人または被保佐人（準禁治産者を

含む）
（3）禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わる

まで、またはその執行を受けることがなくな
るまでの人

（4）本市職員として懲戒免職の処分を受け、当該
処分の日から2年を経過しない人

（5）日本国憲法施行の日以降において、日本国憲
法またはその下に設立した政府を暴力で破
壊することを主張する政党その他の団体を
結成し、またはこれに加入した人

4   受付期間
（1）看護職員：7月1日（月）～ 12日（金）午後5時

（2）看護職員以外：7月22日（月）～ 8月9日（金） 
午後5時

5   提出書類
（1）自筆履歴書（指定様式・病院HPにあり・必ずA3用

紙で提出してください）※貼付する写真は3カ月
以内に撮影した脱帽、上半身、正面向きのもの

（2）募集職種の免許を所持している方はその写し
（3）成績証明書（新卒予定者）

6   申込方法
（1）持参の場合：市立病院2階管理課総務担当へ

提出（代理提出可）。受付時間は、土・日曜日、
祝日を除く午前8時30分～午後5時

（2）郵送の場合：必ず書留で、各職種別締切日必着

7   試験・内容
（1）看護職員（助産師、看護師）
　  試験日■8月19日（月）
　  場　所■市立病院2階講堂
　  内　容■小論文・面接・適性検査
（2）看護職員以外
　  試験日■9月22日（日）
　  場　所■市立病院2階講堂
　  内　容■一般教養試験・小論文・適性検査
　  ※第2次試験（看護職以外）は、合格者のみ。
　  ※受験票、試験日程などの詳細は、申込締切 
　終了後に通知。

8   合否通知
　郵送で通知。

9   採用
　新卒者は令和2年4月1日、有資格者は協議の
上、随時採用とする場合があります。

10  その他
　受験職種に関わりなく、別日程で実施される
「富士吉田市職員採用試験」との併願受験はでき
ません。判明次第、失格となります。
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富士五湖広域行政事務組合　消防職員募集

消防職員募集
富士五湖広域行政事務組合

問合せ■〒403-8599　下吉田6丁目2番6号
富士五湖広域行政事務組合　富士五湖消防本部
管理課　☎22-4428

1   募集職種および採用予定人員
（1）職種：消防吏員
（2）採用予定人員：5名程度

2   受験資格
（1）対象

①大学卒：平成5年4月2日から平成10年4月1日
　までに生まれた人
②高校以上卒：平成7年4月2日から平成14年4 
　月1日までに生まれた人
③令和2年3月に前記の学校を卒業見込みの人

（2）身体要件
①身長：男性は、おおむね1.6メートル以上・ 
　女性は、おおむね1.55メートル以上
②体重：男性は、おおむね52キログラム以上・ 
　女性は、おおむね45キログラム以上
③胸囲：身長のおおむね2分の1以上
④視力：両眼（矯正視力を含む）で0.7以上、 
　かつ、一眼でそれぞれ0.3以上
　赤色、青色および黄色の色彩の識別ができること
⑤聴力：左右共に正常であること
⑥その他：体質が健全で、四肢関節に支障が 
　なく諸機能が正常であること。精神機能お 
　よび神経系統に異常がないこと。言語明瞭 
　で十分な発声ができること

（3）住所要件
 　令和元年7月16日現在、富士吉田市・西桂町・
忍野村・山中湖村・富士河口湖町・鳴沢村（以下
「構成市町村」という）に住所を有する方。ただ
し、進学・就職などのため、現に構成市町村内
に住所を有していない方でも、家族などが令
和元年7月16日以前から引き続き、構成市町村
内に住所を有する方は、資格を有します。

 　なお、採用後も構成市町村内に居住（住民
登録）する必要があります。

3   受験できない人
（1）日本の国籍を有しない人
（2）成年被後見人および被保佐人
（3）禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わる

まで、またはその執行を受けることがなくな

るまでの人
（4）富士五湖広域行政事務組合で懲戒免職の処分を

受け、その処分の日から2年を経過しない人
（5）日本国憲法またはその下に成立した政府を

暴力で破壊することを主張する政党その他
の団体を結成し、またはこれに加入した人

4   申込手続・期間
（1）受付期間      

7月16日（火）～ 8月16日（金）  午前8時30分～
午後5時15分  ※土・日曜日、祝日を除く。郵送
の場合は8月16日の消印のあるものまで有効

（2）申込方法      
申込書を富士五湖消防本部管理課に提出し
てください。郵送の場合は、封筒の表に「町
村職受験」と朱書きし、書留郵便にしてくだ
さい。「受験票」に宛先を明記し、62円切手を
貼ってください。

5   第1次試験
（1）日時・場所
 9月22日（日）  午前9時～（受付：午前8時30分～） 
山梨大学甲府西キャンパス（甲府市武田4-4-37）

（2）試験方法
①教養試験
　公務員として必要な一般的知識・知能について
②消防適性検査
　消防職員としての適応性の検査について
③一般性格診断検査
　職務・職場への対応性について

※第1次試験の合格発表は、10月16日（水）までに
組合・構成市町村役場掲示場と富士五湖消防
本部ホームページで行います。

6   第2次試験
（1）日時・場所
 第1次試験合格者に通知します。
（2）試験内容
 ①論文試験
 ②面接試験
 ③体力試験
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恩賜林組合職員募集／自衛官等募集

　令和2年4月1日に採用する職員の採用試験を行
います。

○職務
　組合の一般業務（身分・一般職の地方公務員）

○資格・採用予定数
◇事務職Ⅰ《若干名》
・最終学歴：大学卒業または卒業見込み、ならびに
これらと同程度の学力を有する方
・平成2年4月2日から平成10年4月1日までに生まれた方
・富士吉田市、山中湖村、忍野村忍草に在住する方、
または採用後当該地域内に在住する方

○試験
第1次試験（山梨県町村職員統一試験）
試験日■9月22日（日）
場所■山梨大学　甲府西キャンパス
　　　（甲府市武田4-4-37）

試験内容■教養試験、事務適性検査、一般性格診断
　　　　   検査
第2次試験（第1次試験合格者のみ実施）
日時■10月中旬ごろ
場所■富士吉田市外二ヶ村恩賜県有財産保護組合
　　   庁舎  （上吉田5605番地3）
試験内容■論述試験、口述試験

○申請方法
　申請書の請求および試験申込は、恩賜林組合総
務課職員担当まで

○申込み受付期間
7月16日（火）～ 8月16日（金）

○申込み・問合せ
恩賜林組合総務課　職員担当
☎22-3355　内線222
※詳しくは、7月8日（月）から本組合などで交付す
る「令和元年度山梨県町村職員統一採用試験案
内」をご覧ください。

恩賜林組合職員（地方公務員）採用試験のご案内

自衛官等募集
問合せ■自衛隊山梨地方協力本部　甲府市丸の内1丁目1番18号甲府合同庁舎　☎055-253-1591

守ろうみんなの国　0120-063792

自衛官募集HP
スマートフォン

■詳細情報へアクセス！　
	 　　　			 http://www.mod.go.jp/pco/yamanashi/自衛隊山梨 検索

募集種目 資格 受付期間（締切日必着） 試験期日 待遇・その他

航空学生 海：高卒（見込含）23歳未満の方
空：高卒（見込含）21歳未満の方 7月1日〜 9月6日

1次：9月16日
2次：10月15 〜 20日
3次：11月22日〜 12月19日

入隊後約6年で3等陸・海・空尉

一般曹候補生 18歳以上33歳未満の方 7月1日〜 9月6日
1次：9月20 〜 22日
2次：10月11 〜 16日
※1次・2次ともにいずれか1日

入隊後2年9カ月経過以降選考
により3等陸・海・空曹

自衛官候補生

男子

18歳以上33歳未満の方 随時 試験期日は受付時に
お知らせします。

所要の教育を経て、3カ月後に
2等陸・海・空士に任用
陸上（技術系を除く）は1年9カ
月、陸上（技術系）・海上・航空
は2年9カ月を1任期として任
用（以降2年を1任期）

女子

防衛大学校
学生

推薦
高卒（見込含）21歳未満の成
績優秀かつ生徒会活動など
に顕著な実績を修め、学校長
が推薦できる方 9月5日〜 9月9日

9月28・29日

修業年限4年
卒業後約1年で3等陸・海・空尉総合選抜

高卒（見込含）21歳未満の方

1次：9月28日
2次：11月2・3日

一般 9月5日〜 9月30日 1次：11月9・10日
2次：12月10 〜 14日

防衛医科大学校医学科学生

高卒（見込含）21歳未満の方

9月5日〜 9月30日 1次：10月26・27日
2次：12月11 〜 13日

修学年限6年
医師免許取得後2等陸・海・空尉

防衛医科大学校看護学科
学生（自衛官候補看護学生） 9月5日〜 9月30日 1次：10月19日

2次：11月30日・12月1日
修学年限4年
看護師免許取得後、卒業後約1
年で3等陸・海・空尉



　　　地籍調査とは
　国土調査法に基づき、市町村が主体となって土地
を調査・測量し、地籍簿と地籍図を作成する事業です。
　作成された地籍簿と地籍図は法務局に送られ、登
記簿と公図の内容が新しく書き換えられます。
　調査では、現地で土地所有者やその他関係者の
立会いを行い、地番・地目・境界（筆界）を確認し
ます。その後、立会いの結果に基づいて正確な測
量を行います。

　　　なぜ地籍調査が必要なのか
　現在法務局に登記されている地図（公図）は、明治
初期に作られた百数十年前の地図を基にしたもので、
土地の境界や面積が現状と必ずしも一致しません。そ
のため、土地利用に必要な情報（地籍）を明確にする
ために地籍調査が必要となります。

　　　土地所有者の皆さんへ
　調査対象の土地所有者の方には、説明会のご案内を
通知します。地籍調査では、現地立会いが必要となりま
すので、立会いをスムーズに行えるように境界の事前確
認や周辺の草刈りなどのご協力をお願いします。地籍調査対象区域図

問合せ■都市政策課　地籍担当　☎内線163・165

新屋・上吉田地区の各一部で
地籍調査を実施します

13

新屋・上吉田地区の各一部で地籍調査を実施します
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平成30年度 下半期の事業状況を報告します

区　分 平成30年度（A） 平成29年度（B） 増減（A-B）
1.収入総額 4,299,490 4,378,050 △ 78,560

医業収益 3,412,831 3,368,554 44,277
医業外収益 767,594 963,801 △ 196,207
特別利益 119,065 45,695 73,370

2.支出総額 4,579,533 4,875,173 △ 295,640
医業費用 4,296,411 4,603,288 △ 306,877
医業外費用 283,122 271,885 11,237
特別損失 0 0 0

収支差引（1-2） △ 280,043 △ 497,123 217,080

地域名 入　院 構成比 外　来 構成比
富士吉田市 18,002 45.1% 34,545 45.1%
都留市 2,568 6.4% 7,389 9.6%
大月市 455 1.1% 1,198 1.6%
西桂町 1,170 2.9% 2,755 3.6%
富士河口湖町 5,498 13.8% 8,628 11.3%
忍野村 3,191 8.0% 6,320 8.2%
山中湖村 1,981 5.0% 4,034 5.3%
道志村 370 0.9% 761 1.0%
鳴沢村 498 1.2% 1,190 1.5%
県内その他 451 1.1% 585 0.8%
県外 5,778 14.5% 9,167 12.0%

合　計 39,962 100.0% 76,572 100.0%

区　分 平成30年度（A） 平成29年度（B） 増減（A-B）
1.収入総額 263,694 203,309 60,385

出資金 0 0 0
負担金 179,994 176,609 3,385
補助金 83,700 26,700 57,000
寄付金 0 0 0

2.支出総額 278,638 217,579 61,059
建設改良費 143,001 84,494 58,507
企業債償還金 135,637 133,085 2,552

収支差引（1-2） △ 14,944 △ 14,270 △ 674

経理の状況（平成30年10月1日〜平成31年3月31日）

地域別利用状況（平成30年10月1日〜平成31年3月31日）

2.資本的収入および支出（病院の施設などの整備に伴う収入および支出）
（単位：千円）

（単位：人・%）

1.収益的収入および支出（病院事業に伴う収入および支出）
（単位：千円）

平成30年度
　市立病院は、地域の多様化・高度化する医療ニーズに対応する
ため、医療スタッフの充実、医療の質の向上など、医療サービスの
確保に努めています。
　経理の状況は、収益的収入支出は、前年度の下半期に比べ、収
入総額は1.8％の減収、支出総額は6.1％の減となり、収支差引は
280,043千円の減益となっています。

問合せ■市立病院管理課　☎22-4111　内線2209

下
半
期
（
10
～
3
月
）
の

事
業
状
況
を
報
告
し
ま
す

市 立 病 院 事 業 会 計
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平成30年度 下半期の事業状況を報告します

区　分 平成30年度（Ａ） 平成29年度（Ｂ） 増減（A）-（B）

1.水道事業収益 449,154 466,522 △17,368
営業収益 301,298 323,139 △21,841
営業外収益 147,856 143,383 4,473

2.水道事業費用 502,729 488,069 14,660
営業費用 472,374 455,112 17,262

営業外費用 30,355 32,957 △2,602

収支差引（1-2） △53,575 △21,547 △32,028

区　分 平成30年度（Ａ） 平成29年度（Ｂ） 増減（A）-（B）

1.資本的収入 416,967 336,192 80,775
負担金 91,383 81,501 9,882
企業債 197,000 110,000 87,000
補助金 120,258 136,532 △16,274
出資金 8,326 8,159 167

2.資本的支出 536,858 448,022 88,836
建設改良費 449,158 360,877 88,281
企業債償還金 87,700 87,145 555

収支差引（1-2） △119,891 △111,830 △8,061　

経理の状況（平成30年10月1日〜平成31年3月31日）

主な工事の状況（平成30年10月1日〜平成31年3月31日）

○昭和橋配水管添架替工事（鐘山水系）
　口径　100㎜	 延長　35.2m

○防衛（8条）鐘山配水区配水管工事
　（中宿グランド線）
　口径　200㎜	 延長　749.0m

○防衛（9条）西原20号線配水管工事
　口径　100㎜	 延長　352.6m

防衛関係事業（9条）
西原20号線配水管工事

昭和橋配水管添架替工事（鐘山水系）

2.資本的収入および支出（水道の施設などの整備に伴う収入および支出）
（単位：千円）

1. 収益的収入および支出（水道事業に伴う収入および支出）
（単位：千円）

　水道事業は、富士吉田市水道ビジョンに基づき、現在、新たな水源の確保のための施設整備と老朽
化する施設、配水管路の更新、耐震化に取り組んでいます。水道の供給は生活に欠かせないライフラ
インであり、安心･安全なおいしい水を継続して供給するために、老朽化する施設や配水管の更新工
事、大規模地震に備えた耐震工事を進めており、多額の費用が必要となっています。今後も、水道事業
の継続のため、施設整備と経営の効率化を進め、給水サービスの向上に努めますので、市民の皆さん
のご理解をお願いします。
　経理の状況は、収益的収入支出は、前年度の下半期に比べ、収入総額は3.7％の減収、支出総額は
3.0％の増となり、収支差引は53,575千円の減益となっています。

問合せ■上下水道管理課　☎内線615

水 道 事 業 会 計


	kouhou201907_h1
	kouhou201907_P2
	kouhou201907_P3
	kouhou201907_P4
	kouhou201907_P5
	kouhou201907_P6
	kouhou201907_P7
	kouhou201907_P8
	kouhou201907_P9
	kouhou201907_P10
	kouhou201907_P11
	kouhou201907_P12
	kouhou201907_P13
	kouhou201907_P14
	kouhou201907_P15

