
　　  自動車税の納期限は
　　  ５月３１日（月）です
○コンビニエンスストアでも納付できます。
○詳しくは納税通知書に同封したお知らせ
をご覧ください。納税証明書は車検の際に
必要ですので、大切に保管してください。
総務部税務課 ☎026-235-7051
　または地方事務所税務課

　　  応援します、ネット通販！

インターネット活用型販路開拓促進事業
のご案内
○ネットショップ開設に係るアドバイザー
による相談支援、経費補助、運営セミナー
の開催など県がサポートします。
商工労働部経営支援課 ☎026-235-7198

　　  「県下一斉ノーマイカー通勤
　　  ウィーク」にご参加ください
○マイカー通勤者に、環境にやさしい交通手段で
通勤していただく取組として、期間中１日以上
参加していただける事業所を募集しています。
○実施期間：6月7日(月)～13日(日)
○募集期間：6月6日(日)まで
環境部環境政策課 ☎026-235-7022

　　  ６月１８日から貸金業法が
　　  変わります
○貸金業者からの借入総額が年収の３分の１を
超える場合、新規の借入ができなくなります。
○借入や返済のお悩みは早めに相談を。
相談窓口についてはこちら
企画部消費生活室 ☎026-223-6770
改正内容についてはこちら
商工労働部経営支援課 ☎026-235-7200

　　  長野県障害者技能競技大会
　　  参加者募集
○開催日：7月10日(土)
○場所：県障害者福祉センター(サンアップル)、
県立総合リハビリテーションセンター
○申込期限：6月4日(金)
○参加資格：4月1日現在15歳以上の身体
障害者、知的障害者及び精神障害者
　商工労働部技能五輪・アビリンピック室 
　☎026-235-7204

　　  ルールを守って安全運転を！

交通死亡事故が急増しています。亡くなられ
た方の６割以上が高齢者、５割以上が歩行者
と自転車の方です。
○車を運転するときは歩行者や自転車に
十分注意しましょう。
○歩行者や自転車の皆さんは、道路を横断
するときは必ず安全を確認しましょう。
○夜は、車や自転車はライトを早めに点灯
し、歩行者は反射材を身につけましょう。
企画部生活文化課 ☎026-235-7174

　　  長野県警察官募集

警察官Ａ（大卒）採用試験を行います。
○採用予定：平成23年4月
○試験日：7月11日(日)
○募集期間：5月24日(月)～ 6月18日(金)
警察職員採用センター ☎0120-314-031

　　  「長野県における男女共同参画
　　　社会づくり」への意見募集
○男女共同参画社会の実現に向けて、第３次の
計画の策定を進めています。皆様のご意見・
ご提案をお寄せください。
○募集期間:7月１日(木)まで
　企画部人権・男女共同参画課
　☎026-235-7102

　　  「がんに負けない社会づくり
　　  長野県民大会」の健康
　　　ウォーキング参加者募集
小平奈緒さん、荻原次晴さん、勅使川原郁恵
さんと歩きませんか。
○開催日時：7月3日(土) 出発式8:50～
○場所：若里公園（長野市）から8km
○申込期限：6月11日(金)
○募集人数：500名　　○参加費用：無料 
健康福祉部健康長寿課 ☎026-235-7150
0120-711-951

地域の子どもは地域で育てる
・・・分教室を増やしました

○お問い合わせ先
　教育委員会事務局特別支援教育課　☎026-235-7456
　E-mail：tokubetsu-shien@pref.nagano.lg.jp

一人ひとりが輝く 特別支援教育を
県は市町村等と連携し、特別支援学校での教育の充実に努めると
ともに、小中高等学校では、発達障害のある児童生徒への支援に
取り組んでいます。

◇発達障害のある児童生徒の支援のため、新たに
　「発達障害支援専門員」を置きました。
○高等学校では…専門性を生かして保護者、生徒からの相談に応じるとともに、
　学校における支援体制をつくります。
○小中学校では…市町村、医療、福祉などの関係機関と連携し、地域における
　ネットワークづくりを支援します。

　ちょうど子どもが小学校に入学する年に、
地元の須坂市に分教室ができることになり、
迷わず入学を決めました。身近な地域に分
教室ができたことはとてもうれしいですね。

　分教室は通いやすく、教室が広くゆっ
たりしていて、畳の上で遊ぶスペースも
あります。授業は生徒に合わせてくれて、
時間に余裕を持って受けられます。子ど
もは毎日楽しいと喜んでいます。

新設 長野養護学校高等部朝陽教室

新設 長野養護学校小学部須坂分教室

既設 乳幼児きこえの教室

既設 小諸養護学校小･中学部
ゆめゆりの丘
分教室

既設 伊那養護学校小学部
はなももの里分教室

新設 伊那養護学校中学部
はなももの里分教室

既設 乳幼児きこえの教室

新設 安曇養護学校高等部あづみ野
分教室

移管 稲荷山養護学校高等部更級分教室

長野養護学校小学部須坂分教室に通う
児童のご両親　武田寿さん（左）と範子さん（右）

【特別支援学校（18校）及び分教室（10教室）の設置状況】

☆

一人ひとりに応じた教育のために・・・自立活動を担当
する教員など、特別支援学校の教員を80人増やしました

☆

就労支援のために
・・・新たに11人の「就労サポーター」を知的障害校に置きます
☆

特別支援学校の種類

○６か所 → 10か所へ

　長野県から、長野県民の財産である‘信州まつもと空港’
を守りたい、と熱意あふれるアプローチをいただき、なんと
かお役に立ちたいと就航を決めました。
　就航を目前に控え、地元の皆さんをはじめ全県一丸と
なって利用促進のPRなどに意欲的に取り組んでいただき、
とても心強く感じています。
　その熱い思いで、まつもと空港を第二の
ふるさととする私どもフジドリームエア
ラインズをご愛顧いただき、育んでいた
だけることを期待しています。
　将来的には、まつもと空港発着ダイ
ヤの利便性を高め、長野県の皆様が興
味を持つ場所へチャーター便を飛ば
すなど、夢は尽きませんが、常に新た
な需要を開拓すべく挑戦してまいり
たいと考えています。

株式会社フジドリームエアラインズ
代表取締役社長

鈴木 与平さん
すずき よへい

信州まつもと空港から札幌、福岡へ、FDAのジェット機が毎日運航します。
また、ダイヤにあわせて、長野から直通バスが運行されます。まつもと空港は、約330台分
の無料駐車場を完備。ドアトゥドアの快適な空の旅をお楽しみください。

信州まつもと ⇔ 福岡
運航日便名 出発　　　　　到着

２０１ 毎　日 松本発13:35 

▲

福岡着15:05

202 毎　日 福岡発07:40 

▲

松本着09:05

運航日便名 出発　　　　　到着
信州まつもと ⇔ 札幌（新千歳）

２１１ 毎　日 松本発09:35 

▲

札幌着11:05

212 毎　日 札幌発11:35 

▲

松本着13:05

[６月の運航スケジュール]

長野 → 松本
長野駅  6:58発 

▲

 信州まつもと空港  8:20着

長野駅11:08発 

▲

 信州まつもと空港12:30着

松本 → 長野
信州まつもと空港  9:15発 

▲
 長野駅10:34着

信州まつもと空港13:15発 
▲

 長野駅14:34着

[高速バス時刻]
信州まつもと空港の駐車場

フジドリームエアラインズが運航する最新鋭ジェット機、エ
ンブラエル社製のERJ170/175は、天井が高く、ゆったりと
した空間と良好な視界が特徴で、静かで快適な乗り心地です。
また、１号機はレッド、２号機はライトブルー、３号機はピンク
で、「今日は何色の機体かな？」と毎日が楽しみです。

５５割運賃種別

松本⇔札幌 21,500円 23,200円35,600円大人
17,800円小児

松本⇔福岡 20,500円 22,800円35,200円
17,600円

大人
小児

※大人：満12歳以上　小児：満3歳以上12歳未満

55日前までの予約・購入予約・購入期限
普通運賃
当日までの予約・購入

身体障害者割引

[運賃（片道）と割引]

航空券の
ご予約・ご購入は

ＦＤＡコールセンター 
☎０５０－３７８６－０４８９
www.fujidreamairlines.com

55日前までの予約で最大4割以上お得な「55割」のほか、残席状況に応じ
て前日の予約、購入までお得な割引があるなど、航空券がとてもお求めや
すくなっています。夏休みが待ち遠しいですね!

楽しかったよ、空の旅！
5月8日に行われたデモフライトに試乗された県民の方々に感想
をお聞きしました。みなさん、約40分間の空の旅をとても満喫さ
れたようです。

「高くて楽しかった。また乗ってみたい。」
おじいちゃんと片岡優輝君（７歳）

「初めてでとても楽しかった。席が広かった。」
お母さんと黒岩駿君（８歳）

信州まつもと空港利用促進協議会では、信州まつもと空港発着便を利用していただいた方々に
賞品があたるキャンペーンを、６月から通年実施します。６月１日以降搭乗された方が対象にな
ります。ご応募には個人名の入った搭乗券が必要です。

この機会にぜひ、信州まつもと空港をご利用ください

初めてなら、 【ワンフライトキャンペーン】 抽選で２００名に3,000円相当の賞品

会社の出張で５回以上なら、【企業応援キャンペーン】 先着で１５社に20,000円相当の賞品

３回以上なら、 【お得意様感謝キャンペーン】 抽選で６０名に10,000円相当の賞品

３名様以上なら、 抽選で５００名に片道1,000円（往復2,000円）相当の賞品
【グループ利用促進キャンペーン】

６０歳以上の方なら、往復利用された方の中から抽選で２００名に5,000円相当の賞品
【シニア利用促進キャンペーン】

松本山雅の
サポーターなら、 福岡線を利用された方のうち、先着２００名に片道5,000円相当の賞品

【松本山雅ＦＣ応援キャンペーン】

○お問い合わせ先　企画部交通政策課（信州まつもと空港利用促進協議会事務局）　☎026-235-7019　FAX026-235-7396　E-mail：kotsu@pref.nagano.lg.jp　ホームページhttp://www.pref.nagano.lg.jp/kikaku/koutuu/airport/airport.htm

富士山静岡空港を拠点とするフジドリームエアラインズ（ＦＤＡ）が、最新鋭のジェット機により、

「信州まつもと－札幌」、「信州まつもと－福岡」を、わずか９０分で結びます。
これまで以上に速く、便利に、快適になる「信州まつもと空港」発着便！ 多くの県民の皆様のご利用をお待ちしております。

「将来は海外へのチャーター便も」
新たな需要に挑戦

今
回
の
ご
利
用
が

http://www.pref.nagano.lg.jp
●県のホームページでも詳細な情報をご覧になれます。

FAX 026-232-2123
E-mail:governor@pref.nagano.lg.jp知事への直接のご意見は

長野県に関するご意見・ご質問は『信州・フレッシュ目安箱』へお寄せください。

0 026-235-7110
0120-471-506A

FAX 026-235-7026
（「信州・フレッシュ目安箱」と明記）

●次回の広報ながのけんは平成22年6月26日（土）掲載予定です。
●「広報ながのけん」は、県内のセブン-イレブン、ローソン、サークルK、JA、主要駅、市町村などにも置いています。

No.102
E-mail:hotline@pref.nagano.lg.jp
〒380－8570（住所記載不要）総務部広報課
（「信州・フレッシュ目安箱」と明記）

小児救急電話相談（毎日19:00～23:00）【 ☎♯８０００ または ☎0263-72-2000 】シャープ

E-mail:koho@pref.nagano.lg.jp0 026-235-7054 ●FAX 026-235-7026●この紙面に関するお問い合わせは　総務部 広報課まで

※いただいたご意見・ご質問には、責任者の氏名と連絡先を明記して、原則１週間以内にお答えします。

認知症コールセンター（10:00～17:00）（除、日曜・祝日・年末年始）【 ☎026-226-7830 】


