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 月刊メールマガジン『日本のふるさと「信州通信」』（長野県東京事務所発） 
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 徐々に陽射しも強くなり、東京では街路樹の銀杏も緑を濃くしています。 

 初夏の到来を感じさせる生あんずなど旬の信州情報をお楽しみください！ 

 

【１】トピックス ―イベント満載！今年の信州 いよいよ始動― 

【２】首都圏で頑張る県職員ご紹介 ―Ｖol.１― 

【３】銀座ＮＡＧＡＮＯ新着ニュース ―今月入荷の地酒・ワイン― 

【４】信州だより ―魅力的なバスツアーやイベントをご紹介― 

【５】先月の信州スポーツ情報（結果） 

【編集後記】 
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【１】トピックス 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

---------------------------------------------------- 

 「第６７回全国植樹祭」５２年ぶりに長野県で開催！ 

---------------------------------------------------- 

 ６月５日（日）に長野市「エムウェーブ」において、天皇・皇后両陛下のご臨席を

賜り「第６７回全国植樹祭」が開催されます。 

 記念式典では、天皇・皇后両陛下によるお手植え・お手播きなどが行われます。 

 また、式典会場と県下４会場（上田、伊那、松本、長野）を中継で結び、県民の皆

さんや一般の方のご参加による記念植樹も同時開催されます。 

 なお、記念式典の様子は、ＮＨＫ総合で全国生中継されますのでご覧ください。 

【第 67 回全国植樹祭ながの 2016】http://zensyoku-nagano.com/ 

 

-------------------------------------------------- 

 「国際フラワーフォーラム２０１６」開催間近！ 

-------------------------------------------------- 

 ７月７日（木）～９日（土）に松本市・塩尻市で「国際フラワーフォーラム 2016」

を開催します。 

 トルコギキョウの最新＆注目品種１８５品種を一挙公開。トルコギキョウのスペシ

ャリストによる講演や、お子さんを対象とした「公開花育授業」など、各種セミナー

や体験型ワークショップをご用意しております！是非ご来場いただき新しい信州の花

の世界を体感してみてください！！ 



 ご来場いただい方には、展示花を無料でプレゼントさせていただきます！ 

【国際フラワーフォーラム 2016】http://www.flower-forum2016.com 

 

----------------------------------------------- 

 平成 28 年度「ふるさと信州寄付金」受付け中！ 

----------------------------------------------- 

 長野県では、美しい景観や自然環境の保全のためなどに活用する「ふるさと信州寄

付金」を受け付けています！ 

 寄付金は税額控除の対象となるほか、１万円以上の寄付をいただくとお礼の品とし

て、りんごや日本酒、ワインなどの農産物や加工品等の信州ブランド品を贈呈します！ 

 また、「さとふる」サイトから手続きいただくと、申込みと同時にカード決済で寄付

ができて手続きがとても簡単です！ 

 「ふるさと信州寄付金」を通じた長野県の未来づくりに、多くの皆様のご参加をお

待ちしています！！ 

【ふるさと信州寄付金】 

http://www.pref.nagano.lg.jp/zeimu/kurashi/kenze/kifukin/kifukin/index.html 

【さとふる】http://www.satofull.jp/pref-nagano/ 

 

--------------------------------------- 

 国の施策及び予算に対する提案・要望 

--------------------------------------- 

 ５月２３日（月）に、阿部知事から関係省庁などに平成２９年度の国の施策並びに

予算に対する提案・要望活動を実施しました。 

 長野県では、「長野県人口定着・確かな暮らし実現総合戦略～信州創生戦略～」を策

定し、地方創生のフロントランナーとなるべく、県と市町村が協働し、地域の個性・

魅力を生かした施策の推進に取り組んでおりますので、関係者の皆様方には格段の御

理解と御支援をお願いいたします。 

［提案・要望項目］ 

１ 地方創生推進のための地方財政制度の確立 

２ 地方大学の充実支援 

３ 少子化対策・子どもの貧困対策 

４ 次世代産業の育成 

５ 観光振興対策の推進 

６ 東京オリンピック・パラリンピック競技大会等における地方への支援 

７ リニア中央新幹線に関連する基盤整備に対する支援 

８ 交通ネットワークの充実 

９ 安全・安心な県土づくり 



10 社会保障の充実 

11 下水道施設によるし尿等の処理 

12 循環型社会形成推進交付金の予算確保 

13 水道施設整備に係る国庫補助金等の予算確保 

【国の施策及び予算に対する提案・要望（平成 28 年 5 月）】 

http://www.pref.nagano.lg.jp/kikaku/kensei/soshiki/yosan/kuniyobo/index.html 
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【２】首都圏で頑張る県職員ご紹介 Ｖol.１ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 長野県では職員のスキルアップを図るため、国機関や首都圏の民間企業に職員を派

遣しており、今年度は２５名の職員が首都圏で頑張っています。本号ではまず、国機

関へ派遣している１５名をご紹介しますので、お気軽にお声掛けください。 

 

【内閣官房】 

小豆畑逸郎：まち・ひと・しごと創生本部事務局 

      派遣期間：28.4～29.3、出身地：佐久市、趣味：登山 

竹村  卓：情報通信技術(ＩＴ)総合戦略室 

      派遣期間：28.4～29.3、出身地：駒ケ根市、趣味：キャンプ 

【総務省】 

渡辺 寛子：自治行政局 行政課 

      派遣期間：28.4～29.3、出身地：青森県青森市、 

趣味：そば打ち、ヨガ、飲酒 

佐藤 潤一：自治財政局 財政課 

      派遣期間：28.4～29.3、出身地：信濃町、趣味：ランニング 

【文部科学省】 

田中  翼：初等中等教育局 財務課 高校修学支援室 

      派遣期間：28.4～29.3、出身地：佐久市、趣味：スポーツ観戦 

三島 誠司：科学技術・学術政策局 産業連携・地域支援課 

      派遣期間：27.4～29.3、出身地：飯綱町、 

趣味：子供と遊ぶこと、野球、ゴルフ 

【厚生労働省】 

伊藤 達哉：医政局 地域医療計画課 

      派遣期間：27.4～29.3、出身地：大町市、趣味：散歩 

尾藤 孝弘：医薬・生活衛生局 監視指導・麻薬対策課 

      派遣期間：28.4～30.3、出身地：静岡県浜松市、 

      趣味：子供と遊ぶこと 



中山 真吾：雇用均等・児童家庭局 雇用均等政策課 均等業務指導室 

      派遣期間：28.4～29.3、出身地：信濃町、趣味：草野球・ランニング 

【林野庁】 

橋渡 博之：森林整備部 森林利用課 山村振興・緑化推進室 

      派遣期間：27.4～29.3、出身地：木曽町、趣味：スポーツ観戦 

【国土交通省】 

豊田 祐介：総合政策局 国際政策課 

      派遣期間：28.1～29.3、出身地：信濃町、 

趣味：登山、スキー、風景写真 

小澤 嘉敬：道路局 環境安全課 

      派遣期間：28.4～29.3、出身地：辰野町、趣味：スノーボード 

【経済産業省】 

神頭 克実：経済産業政策局 地域経済産業グループ 産業施設課 

      派遣期間：28.4～30.3、出身地：長野市、 

      趣味：家族と一緒に東京観光 

丸山 勇紀：商務情報政策局 ヘルスケア産業課 

      派遣期間：27.4～29.3、出身地：白馬村、趣味：登山 

【環境省】 

中島 智章：水・大気環境局 水環境課 

      派遣期間：27.4～29.3、出身地：安曇野市、趣味：登山 
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【３】銀座ＮＡＧＡＮＯ新着ニュース 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇ショップ（１階）◇ 

～６月のテーマ「天からの恵み"春の実り"に向き合い、蓄える」～ 

・お待たせしました！大人気の「生食用あんず」６月１２日頃より各種順次入荷しま

す！ 

・「申年（さる）の梅は縁起が良い！」と申しますが、信州産梅も６月中旬以降入荷予

定です。あなたも梅漬けにチャレンジしてみませんか。 

・首都圏で絶大な人気を誇る「山加荻原漆器店（木曽平沢）」のスタイリッシュでモダ

ンな木曽漆器（テーブルウエア）が登場（６月５日～）。お見逃しなく！！ 

 

【信州の地酒入荷情報】 

・５９醸酒 ２０１６ 

 昭和５９年度生まれの酒蔵跡取り息子たちが「ひとごこち精米歩合５９％」の共通 

ルールの下で、各蔵の個性と技術を競いあい、磨きあい５９醸（極上）な５つの純米 



吟醸酒をリリースする意欲的な取組みです！ 

 全国的にも関心が高まってきている注目の銘酒です。この機会に是非お試しくださ

い。 

『５つの純米吟醸酒（定価：１，５００円（税抜き））』 

北光正宗（角口酒造店：村松裕也）、勢正宗（丸世酒造店：関晋司）、積善（西飯田酒

造店：飯田一基）、本老の松（東飯田酒造店：飯田淳）、福無量（沓掛酒造：沓掛正敏） 

 

【今月のおすすめワイン】 

 ５月の伊勢志摩Ｇ７サミットワーキングディナーに提供された白ワイン『ヴィニロ

ンズリザーヴシャルドネ２０１４』を造っているヴィラデストワイナリー（代表：玉

村豊男氏）に併設する「日本ワイン農業研究所アルカンヴィーニュ（ARC-EN-VIGNE）」

のファーストヴィンテージワインがついにリリースされます！ 

 

①白ワイン「アルカンヴィーニュ シャルドネ 2015」 

 長野県産のシャルドネを１００％使用。マスカットや白い花のみずみずしい香りと 

さわやかな酸味が特徴的な、フレッシュな白ワインです。 

 定価： ２，１９５ 円（税抜き） 

 

②スパークリングワイン「アルカンヴィーニュ 巨峰スパークリング 2015」 

 東御、上田など近隣の巨峰を原料として使用。ベリーやイチゴの赤い果実がやわら 

かく香る、やさしい色合いのロゼスパークリング微泡。 

 定価：３，３３４ 円（税抜き） 

 

③赤ワイン「サントリージャパンプレミアム岩垂原メルロー2012」 

 標高が７００ｍ以上ある冷涼な気候のこの塩尻市岩垂原地区は、果実香豊かで熟し 

た果実味と凝縮した味わいのメルローを産出することで知られています。フレンチオ 

ーク樽にて樽熟成後、瓶詰め。複雑で豊かな香りと凝縮感のある味わいのワイン。 

 このワインは、Ｇ７広島外相会合（４月１１日）のワーキングランチで提供されま 

した。 

 定価：８，０００円(税抜き) 

 

◇イベントスペース（２階）◇ 

・６月１３日は、銀座 NAGANO de マルシェ！ 

 ６月～９月まで毎月第２月曜日は、信州の自然農法や無農薬栽培など驚きの絶品野

菜を銀座 NAGANO の２階で販売します。素敵な生産者の皆さんともふれあえます。 

 どうぞお見逃しなく！ 

・７月１日～３日 千曲市イベント◇日本一の杏の里から希少な生あんずが銀座に登



場！ 

 昨年、首都圏の皆さんを驚かせた生のあんずの美味しさが再び銀座 NAGANO に戻って

きます。生食用あんずの試食や郷土料理の提供などお楽しみください！ 

 

 この他にも、盛りだくさんの楽しいイベントをご用意しておりますので、是非お立

ち寄りください。 

【銀座ＮＡＧＡＮＯ】http://www.ginza-nagano.jp/ 
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【４】信州だより 
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----------------------------------------- 

 長野県内の高速道路が定額で乗り放題！！ 

 「信州歴史めぐりフリーパス」登場！ 

----------------------------------------- 

 大河ドラマ「真田丸」で盛り上がる、長野県内の史跡めぐりや自然が満喫できる高

速道路企画割引「信州歴史めぐりフリーパス」の販売が始まりました！ 

 「首都圏出発プラン」の場合、信州までの往復＋３日間長野県内すべてのＩＣ乗り

降り自由で、９，５００円と、とってもお得！！！！！ 

 真田で熱い今年の信州をこのプランで回り尽くしましょう！ 

※詳細や申し込みについては下記サイトまで。 

【信州歴史めぐりフリーパス】 

 http://www.driveplaza.com/trip/drawari/shinshu_history/ 

 

--------------------------------------------- 

 信州の歴史・文化・食の魅力を体験＆発見！！ 

---------------------------------------------- 

≪南信州北部５町村 魅力発見・発信ツアー≫ 

 南信州の５町村（高森町・喬木村・豊丘村・大鹿村・松川町）で、「川下り・朝取り

野菜の収穫・地元ブランド肉の試食会・シードル試飲会」などを体験し、ＳＮＳで南

信州の魅力を広くアピールしていただくモニターさん募集中！ 

期 間：７月１６日（土）～１８日（月）２泊３日 （申込期限は６月２０日） 

参加費：なんと！宿泊費込みで１２，０００円！！ 

【南信州北部５町村 魅力発見・発信ツアー】 

 http://www.mstb.jp/osirase/archives/2016/05/post_50.html 

 

≪信州歴史探訪スタンプラリー≫ 



 長野県に数多く残された城・城址・寺社仏閣２２箇所を巡るスタンプラリーです。 

 スタンプを集めた方には、抽選で素敵な商品をプレゼント！ 

信州を舞台に戦国の列強が激しく奪い合った城、戦勝祈願に訪れた名刹・古社をそ

の時代を思い描きながら巡ってみてはいかがですか。 

期 間：３月１９日（土）～６月３０日（木） 

【信州歴史探訪スタンプラリー】http://www.shinshu-dc.net/news/1290 

 

≪五味池破風高原ハイキング ～レンゲツツジウォーク＆ワラビ狩り～≫ 

 大地を真紅に染めて咲き誇る県内最大規模のレンゲツツジ群を観賞しながら、ワラ

ビ狩りをお楽しみください！ 

期間：６月１２日（日） ９時～１３時 

参加費：１，０００円 

【五味池破風高原ハイキング】http://www.suzaka-kankokyokai.jp/event/13.html 

 

≪第１９回安曇野玉ねぎ祭り≫ 

 北アプルスの清冽な水と豊穣な安曇野の大地が育ててくれた甘くて新鮮な玉ねぎの

収穫体験（直売もあります）をお楽しみください！ 

期間：６月１８日（土）～１９日（日） ８時～１７時 

参加費（収穫体験）：２０ｋｇ １，８００円 

【安曇野玉ねぎ祭り】http://www.city.azumino.nagano.jp/soshiki/29/28462.html 

 

----------------- 

 見どころ！！ 

----------------- 

≪上諏訪温泉発「夜空の蛍火号」～バスを降りると、そこはホタルの里～≫ 

 東日本随一のゲンジボタルの名所・松尾峡（辰野町ほたる童謡公園）を楽しむ宿泊

者向けバスツアーです。 

 夕食後のひと時、清流の音と幻想的な蛍の乱舞をお楽しみください。 

期 間：６月１８日（土）～２５日（土） 上諏訪温泉１９時３０分発 

参加費：大人２，３００円、小人１，２００円 

【夜空の蛍火号】http://www.suwako-onsen.com/news/detail.php?id=14&c=4 

 

≪第３２回信州安曇野あやめまつり≫ 

 初夏、北アルプスを背景に美しいコントラストを見せる水郷明科のあやめ公園・龍

門渕公園で、多種多様のハナショウブの花やステージイベント、ニジマスのつかみど

りなどをお楽しみください。 

期 間：６月１７日（金）～２６日（日） 



【信州安曇野あやめまつり】 

 http://www.city.azumino.nagano.jp/soshiki/32/28708.html 

 

---------------------- 

 県有地売却の御案内 

---------------------- 

 県が所有する土地や建物を、一般の方にお譲りしています。 

 平成２８年度の第１回一般競争入札の公告・参加申込受付は５月３１日（火）～６

月１６日（木）です。 

 物件情報や売却方法など、詳しくは県ホームページをご覧ください。 

【県ホームページ ～県有地売却のご案内～】 

http://www.pref.nagano.lg.jp/zaikatsu/kensei/koyu/baikyaku/annai/index.html 
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【５】先月の信州スポーツ情報（結果） 
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-------------------------------------- 

 "御嶽海"初の三賞『敢闘賞』獲得！！ 

-------------------------------------- 

 平成２８年５月２２日に千秋楽を迎えた大相撲夏場所で、幕内自己最多の１１勝４

敗となる好成績を掲げ、初の『敢闘賞』を獲得しました！ 

 県出身力士が三賞に選ばれるのは、昭和２６年の大昇が敢闘賞を受けて以来の６５

年ぶり２回目の快挙となります！ 

 来場所はいよいよ小結昇進なるか！！期待が膨らみます。 

 

----------------------------- 

 行け行け！Ｊ２松本山雅ＦＣ 

----------------------------- 

 第１５節まで終了 ７勝５分３敗 ＜２２チーム中４位＞ 

 ４試合連続の無失点、直近６試合でも１失点と固い守りで、順位も先月と同じく４

位をキープ中です。上位進出目指して、さらなる活躍を期待するところです。 

【松本山雅ＦＣ】http://www.yamaga-fc.com/ 

 

---------------------------------- 

 頑張れ！Ｊ３ ＡＣ長野パルセイロ 

---------------------------------- 

 第１１節まで終了 ５勝３分３敗 ＜１６チーム中６位＞ 



 暫定１位と好調な滑り出しでしたが、今月に入り苦戦を強いられています。次節６

月１２日はＦＣ琉球との対戦となりますが、勝利に向けて皆さんの応援をお願いしま

す。 

【ＡＣ長野パルセイロ】http://parceiro.co.jp/ 

 

-------------------------------------------------------- 

 すごいぞ！なでしこ１部 ＡＣ長野パルセイロ・レディース 

-------------------------------------------------------- 

 第１１節まで終了 ７勝１分３敗 ＜１０チーム中２位＞ 

 リーグ戦は後半に入り、チーム一丸となった粘り強い守りの無失点で２試合連続の

白星。順位も２位に急浮上です。 

 リーグ戦は９月まで中断し、来月からはカップ戦が始まります。リーグ内得点数首

位の横山選手を中心とした攻撃力と固い守りで、カップ戦での好成績が期待されます。 

【ＡＣ長野パルセイロ】http://parceiro.co.jp/ 

 

----------------------------------------- 

 来季は頼むぞ！信州ブレイブウォリアーズ 

-----------------------------------------  

 プレ－オフに進出し東地区２位の「仙台８９ＥＲＳ」と対戦しましたが、第１戦・

第２戦ともに落とし、惜しくも第１次ラウンド敗退となってしまいました。 

 来季は新たに発足する「Ｂリーグ」の２部からのスタートとなります。来季の奮闘

を期待します。 

【信州ブレイブウォリアーズ】http://www.b-warriors.net/ 

 

--------------------------------- 

 ＧＯ！ＧＯ！信濃グランセローズ 

--------------------------------- 

 前期２７試合終了 １２勝１３分２敗 ＜西地区４チーム中３位＞ 

 ３戦続けての首位石川ミリオンスターズとの対戦。２９日の２戦目は、永冨選手の

サヨナラヒットで３対２と逆転勝利でした！次回、３１日の３戦目の勝利に向けて、

皆さんの応援をお願いします。 

【信濃グランセローズ】http://www.grandserows.co.jp/ 
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【編集後記】 
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 東京に来てから感じるのが、長野では何気なく食べていた新鮮野菜の美味しさです。 



取りたて野菜の瑞々しさは本当にたまりませんよね。そろそろ旬となる、長野ではお

なじみの「根曲り竹＆サバ缶」の「たけのこ汁」も美味ですね。 

 有楽町の「交通会館マルシェ」や銀座 NAGANO の「GINZA de マルシェ」などは、私

たち東京事務所のスタッフ達も大変楽しみにしています。皆さんもお友達やご家族と

是非ご参加いただき、信州の旬の新鮮野菜をお楽しみくださいね。 

 

---------------------------------------------------------------------------- 

▽△▽ イベント満載！今年の信州 ▽△▽ 

第 67 回全国植樹祭ながの 2016 http://zensyoku-nagano.com/ 

☆プレ信州デスティネーションキャンペーン（７月～） 

☆国際フラワーフォーラム 2016（７月） 

☆第１回「山の日」記念全国大会（８月） 

☆Ｇ７長野県・軽井沢交通大臣会合（９月） 

☆第 72 回国民体育大会冬季大会（１月） 

---------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------- 

★ しあわせ信州創造プラン ～ 長野県総合５か年計画 ～ 推進中です！ 

http://www.pref.nagano.lg.jp/kikaku/kensei/shisaku/5kanen/shiawase.html 

---------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------- 

★ 信州ブランド戦略「キャッチフレーズ・ロゴマーク」を御活用ください。 

http://www.pref.nagano.lg.jp/brand/sangyo/brand/shinshu/logo-02.html 

---------------------------------------------------------------------------- 


