●県のホームページでも詳細な情報をご覧になれます。

http://www.pref.nagano.lg.jp

☎050-3786-0489

信州まつもと空港発着便のご予約・ご購入は

104

No.

フジドリームエアラインズ・ＦＤＡコールセンター

●次回の広報ながのけんは平成22年8月28日
（土）掲載予定です。

☎♯８０００ または ☎0263-72-2000

小児救急電話相談（毎日19:00 〜 23:00）

●「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、ファミリーマート、JA、主要駅、市町村などにも置いています。

県民の皆さんの声をお聞きしながらつくった長野県中期総合計画。計画期間の半分が経過する中で課題もありますが、

（毎日8:30〜19:30）

シャープ

長野県中期総合計画

県民の皆さんのご協力をいただきながら、目標の達成に向けて取り組んでいます。

計画期間 平成２０〜２４年度（５年間）
平成１９年１２月策定

特別養護老人ホーム等を整備・充実

医療・福祉・子育て

住み慣れた地域で暮らせるよう、身近な地域に整備を進めています

認知症対策を充実・強化

「経済対策」で ■県民の皆さんの働く場の確保と暮らしの安心に努めてきました
■昨年１月から１千億円以上を投資。効果が徐々に表れてきています
■生活資金や住宅の確保など、離職された方などへの支援を強化しました
働く場と
■中小企業向け融資の貸付要件の緩和や貸付金利の引き下げを行いました
暮らしを第一に ■「ものづくり」の技術開発を支援するため、最新鋭の試験機器を整備しました

認知症コールセンターの設置、認知症疾患医療センターの指定な
ど、相談、診療ともに体制を充実しています

地域全体で子どもと子育てを応援
「ながの子育て家庭優待パスポート事業」
をスタート。現在1,700余
りの店舗に協賛いただいています

県民の皆さんの声を反映

▲医師確保のための合同説明会（大阪府）

「医師確保」
を最重点課題に位置づけ

■車座集会、知事と語るつどい、
ようこそ知事室へなどを開催。
知事への手紙、目安箱など、地域の声、県民の皆さんの声を
お聞きする多くの機会を設けてきました
■予算編成過程の公開など、徹底した情報公開を実施。開かれ
た県政を行ってきました
■パブリックコメント制度を導入しました
■皆さんの声をお聞きして中期総合計画を策定しました

ドクターバンク、医師研究資金などにより、着実に医師の
就業に結びつけています

県立病院の機能を強化
利用者からの要望に迅速、
的確に応え、
地域の求める医療を確
実に提供できるよう、
県立病院を地方独立行政法人としました

がん患者支援の体制を整備

▲宅老所を訪問（南箕輪村）
介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）定員
目標H23年度 9,807人に対してH21年度 9,105人

県内１２カ所に
「がん相談支援センター」
を開設しました

県政運営の
心構えとして

教育・人づくり
地域の意見を聞きながら進めた「高校再編」
特別支援教育を充実
▲長野養護学校須坂分教室が開室

小学校の３０人規模学級編成や小中学校の少人数学習指
導を市町村と協力して進めています

高等教育の充実

▲

「観光立県」長野を再興

県短期大学の四年制化の検討を
進めています

「被害対策チーム」
を組んで地域の皆さんと知恵を出し
合って取り組んでいます

信州サーモン、信州黄金シャモ、信州プ
レミアム牛肉、
ジビエ、そしてりんご３兄
弟、ナガノパープル・・・長野県開発のオ
リジナル食材等を売り込んでいます

資格取得を支援して福祉・介護人
材を育成。
また、新しく林業・農業に
携わる人を増やすとともに、高度な
技術を持つ人材を養成しています

新しい信州の翼「ＦＤＡ」
6月1日、信 州 ま つ もと 空 港 にＦＤＡ
（フジド
リームエアラインズ）が就航しました

▲高度技術者育成にも森林税を活用（飯島町）

部局の垣根を越えて野生鳥獣対策に本腰

信州ならではの「食」
を
ブランド化

次代を担う人材を育成

「地域の足」
をみんなで守る
仕組みを構築

森林税の活用を含め、
H27年度までに25万
haの間伐を行います

国に先駆けて観光部を設置。県を挙げて
の取り組みで信州ＤＣを全国に発信します

「地産地消」
を県民運動へ

交通・地域づくり

森林づくりへの
関心を高めた
「森林税」

信州大学などの協力で、医療、環境、航空機産業などの分野で連携。アジアへの展
開も進めています

少人数編成による学習の推進

技能五輪・アビリンピック
1000日前イベント
（長野市）

環境・減災

次代を見すえ成長分野となる産業を積極的にバックアップ

自立活動を担当する教員などを増やしたほか、教室の増
設、学校の改修、改築を進めています

基礎的・基本的な内容の
学力の定着度（小学生）
目標H24年度 72％に対
してH21年度 65.6％

■「選択と集中」
を徹底して事業を厳選。事業の実施に当たっては第三者が評価
■必要な事業を行いながら県債（通常債）
を確実に減らしています
■職員数を減らし人件費を抑えながら、効率的に行政サービスを提供しています
■男女共同参画や人権に配慮して進めています

産業・観光

混乱した再編計画を一旦なくし、改めて地域の意見をよく
聞きながら進めてきました

▲「ようこそ移動知事室へ」
（天龍村）

「地産地消」の取り組みが直売所などの
皆さんのやる気と販路開拓を後押しして
います

長野県オリジナルの制度で「地球温暖化防止」
信州エコポイント事業、
カーボンオフセット事業など信州
独自の制度が始まっています

ハードとソフトの組み合わせで減災

▲地産地消「信州を食べよう」
キャンペーン（飯山市）

森林整備と砂防・治山施設の設置を組み合わせた災害
に強い森林づくりを進めています

国に新たな制度を設けることをうながし、各
地の実情に合った公共交通をめざした実証
運行などに県も協力、参加しています

地域の発想とやる気を
全面的に応援
「地域発 元気づくり支援金」
によって、
地域をよ
くしたいと願う皆様の活動を支援してきました
４年 間、約38億 円で 約3,000の 取り組みに
結びつきました
▲豪雨災害現場を視察（諏訪市）

▲ザガット長野版が発刊
自主的・主体的な地域づくり活動を行う団体数
H18年度 270団体からH21年度 1,209団体に増加

▲奈良から信州へＤＣを引き継ぎ
（奈良県）

信州まつもと空港でＦＤＡのエンブラエル機を歓迎

○中期総合計画の進捗状況はこちらでご覧になれます

▲

情報

夏休みに
メールマガジン
「週刊信州」
が
100号を迎えます

「乗って残す、乗って活かす
公共交通」県民大会を
開催します

狩猟免許試験のご案内
○試験日及び場所
9月26日（日）:佐久、飯田、松本の各合同庁舎
10月5日
（火）:県営総合射撃場（辰野町）、
長野合同庁舎別館
○受付期間：8月23日
（月）
〜 9月3日
（金）
各地方事務所林務課

大事な 地域の足 公共交通について一緒に
考えてみませんか
○開催日時:8月21日
（土）13:00 〜 15:30
○場所:長野市若里市民文化ホール
企画部交通政策課 ☎026-235-7015

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。
メール

フリーダイヤル

[

「心のふるさとを描く原田泰治の世界」開催中
温かく優しさに包まれた、心に残る風景の数々をお楽しみください。
○場所：長野県信濃美術館
○期間: 8月22日
（日）
まで
信濃美術館 ☎026-232-0052

8月8日（日）
長野県知事選挙
投票日

公社等の職員募集

□

http://www.pref.nagano.lg.jp/kikaku/hyouka/h22bukai/ssh22/nshtop.htm

「森林セラピー」
で
癒されてみませんか

東山魁夷が好んでモティーフとした 馬 の作品
の数々を紹介しています。
○場所：長野県信濃美術館東山魁夷館
○期間: 9月28日
（火）
まで
○休館日:8月25日以降の水曜日
信濃美術館東山魁夷館 ☎026-232-0052

地上デジタル放送移行まで
カウントダウン365日！

○県内各地域のイベントや観光情報など、 ○平成23年7月24日までに、地上アナログ
○試験区分：長野県中級・初級、市町村立小
信州の旬やとっておきをお届けしています。 放送は完全終了します。
中学校栄養職員・事務職員
○8月12日に100号を迎えるのを記念して ○地デジ対応テレビ、チューナーの準備を
○一次試験：9月26日
（日）
（長野市・松本市）
特別プレゼントを企画。
この機会にぜひご
お急ぎください。
○募集期間：8月9日
（月）
〜 27日
（金）
購読ください
○相談はデジサポ長野まで ☎026-233-5501
※詳細は県ホームページをご覧ください
※詳細は県ホームページをご覧ください
企画部情報統計課 ☎026-235-7138
人事委員会事務局 ☎026-235-7465
企画部企画課 ☎026-235-7024

□ ☎026
（235）7110

目標H20 〜 24年度累計113,400haに対して
H20 〜 21年度累計41,506ha

東山魁夷館開館２０周年記念展
「白い馬の見える風景」開催中

出かけてみませんか！

＝問い合わせ先
＝申し込み先

平成23年度採用
長野県職員等募集

ご意見
・
ご質問

間伐面積

おすすめイベント情報！

掲示板

○募集期間：8月中旬〜 9月上旬
○試験日：9月19日
（日）
（長野市）
○募集団体:県社会福祉事業団、
県健康づくり事業団
○採用予定人員:各若干名
※詳細は各団体のホームページをご覧ください

観光消費額 目標H24年度 4,000億円以上
に対してH21年度3,347億円

長野県議会議員補欠選挙

（下伊那郡選挙区、長野市選挙区、佐久市・北佐久郡選挙区、安曇野市選挙区）

]

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。

□ A 0120
（471）506 □ FAX 026（235）7026（「信州・フレッシュ目安箱」と明記）
手紙 〒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）
hotline@pref.nagano.lg.jp □

森林浴の効果を健康づくりに役立てる森林
セラピーの基地やロードを県内に８カ所整備
しています。ぜひ夏休みにお出かけください。
○場所：上松町、飯山市、小谷村、木島平村、
佐久市、信濃町、南箕輪村、山ノ内町
信州の木振興課 ☎026-235-7267

夏休みは ＦＤＡで北海道、
九州へ

札幌線

信州まつもと空港から最新鋭のジェット機が毎日運航。無料駐車場を
完備し、
とても便利。お得なキャンペーンもあります。
また、8月1日か
ら31日まで、信州まつもと空港写真コンクールの作品を募集します。
企画部交通政策課 ☎026-235-7019

当日都合の悪い方は市役所・町村役場等で

期日前投票ができます。
長野県知事選挙
長野県議会議員
補 欠 選 挙

7 23
7 31
月
月

日

日

金
□
土
□

知事への直接のご意見は □ FAX 026
（232）2123

※期日前投票の
できる期間

87
87
月

日

土
□

月

日

土
□

出

発

到

着

２１１便

松本09:35

札幌11:05

２１２便

札幌11:35

松本13:05

福岡線

出

発

到

着

２０１便

松本13:35

福岡15:05

２０２便

福岡07:40

松本09:05

選挙に行こう！
※詳しくは、最寄りの市町村
選挙管理委員会にお問い
合わせください。

長野県選挙管理委員会
TEL.026-235-7069

□

メール

governor@pref.nagano.lg.jp

□

メール

koho@pref.nagano.lg.jp

この紙面に関するお問い合わせは総務部広報課まで

（235）7054
□ ☎026

□ FAX 026
（235）7026

