●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

フジドリームエアラインズ・ＦＤＡコールセンター
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No.

●「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。

９月補正予算 127億円

阿 部県政、経済対策第一弾

命を守る ＡＥＤをくまなく設置

●『新技術』開発をお手伝い
工業技術総合センターに測定・分析機器を整備します。

《

● 円高 相談はこちらへ
経営などに関する相談窓口を9月1日から県庁、地方事務所などに設置しました。
●資金繰りを支える
変動金利を選択できる低利の「緊急円高対策資金」を
9月21日に創設しました。

（独自に設置している市を除くとほぼ100％）

固定1.8%、
変動 当初1.5%以内

》10億842万8千円

今年度雇用人数 約4,900人 → 約6,200人

県内経済を下支え

42億6,038万5千円

突風災害の施設を補修
●被災した上田千曲高校、上田高校の校
舎の復旧工事等を行います。

2,173万5千円

●テ レ ビ ス ポ ッ トＣＭな ど に よ
り、福岡線、静岡線をPR。

1,353万1千円

旅行商談会でお客様を

ご意見
・
ご質問

□

メール

□

□

松本発 15:40

松本⇔静岡 静岡発

[

NEW

福岡発 13:45
松本発 14:15
8:45

→
→
→
→
→
→

到 着
札幌着 11:35
松本着 13:45
福岡着 17:25
松本着 15:10
静岡着 15:10
松本着

9:40

（→静岡15:10
松本発 14:15
鹿児島着 17:20
静岡15:35→）
松本⇒鹿児島
NEW

]

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）

hotline@pref.nagano.lg.jp

札幌発 12:05

安全確保のために

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。
□ ☎026
（235）7110

松本⇔札幌

出 発
松本発 10:10

松本⇔福岡

総務部財政課 ☎026-235-7039 FAX026-235-7475

フリーダイヤル

区 間

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）

○勤務予定地：
（県職員）東北信地区
（小中学校事務職員）長野市又は飯田市
○採用予定人員：勤務予定地ごと若干名
○採用予定日：平成23年4月1日
○受験資格：昭和50年4月2日から平成5年
4月1日までに生まれた方、
身体障害者手帳
の交付を受けている方 など
○申込締切：11月9日
（火）
【電子申請の場合】
11月12日
（金）
【郵送等の場合・必着】
○詳細は県ホームページをご覧ください。
http://www.pref.nagano.lg.jp/jinjii/siken/siken.htm
人事委員会事務局 ☎026-235-7465

長野技能五輪・アビリンピック
2012 ２年前プレイベント
「ものづくり体験フェア」を開催

[運航ダイヤ]（平成２２年１０月３１日〜平成２３年３月２６日）

336万4千円
●福岡でPRイベント開催。
旅行代理店と商談会。
メディア向けに観光PR。
●滑走路の全面再舗装を前倒して実施。 ６,120万円

●お問い合わせ先

1,174万3千円

●６月に協定を結んだ
「長野県子どもを虐待から守る民間ネッ
トワーク」と一緒になって、キャンペーン
やラッピングバスにより虐待防止のPR
を展開。早めの相談や通告につなげます。

FDA『まつもと空港』売り込み作戦
九州―信州ひとっとび を知ってもらおう!

豪雨災害のつめ跡を復旧
●上小、飯伊、長野地区などで、土砂
災害等の対策工事を実施します。

※オレンジリボンは児童虐待防止の
シンボルマークです

62億3,877万7千円

7・８月災害の復旧を一日も早く

80％

民間連携の強化で児童虐待防止

●離職を余儀なくされた方の雇用を緊急に確保するための事業を実施します。

●道路や河川などの維持、
補修工事や、
県立高校の
耐震化を前倒して実施します。

》

身体障害者を対象とした
県職員、小中学校事務職員
採用選考

※ＡＥＤ
（自動体外式除細動器）
とは・・・
心拍が停止した直後の心臓に対し、電気ショックを与え心肺機能を回復させる機械

働く場をつくる!

《

保育園・児童館など516カ所に設置・・・
これにより子どもの施設への設置率 約30％ →

＝問い合わせ先
＝申し込み先

○ＵＲＬ：http://kaunagano.jp
○掲載数：約400事業者
（順次追加）
○掲載料:無料
商工労働部経営支援課
☎026-235-7198

2億3,812万2千円

●保育所など子どもの施設への設置に
対して助成し、安心・安全な地域づくりを支援します。

7,340万円

情報

掲示板

ネットショップ紹介サイト
「カウナガノ」をオープン
しました

子 どもの安全と安心のために

中小企業を元気に!

☎０２６３-９１-２４１０

児童虐待・ＤＶ２４時間ホットライン（毎日 24時間）

●次回の広報ながのけんは平成22年11月27日
（土）掲載予定です。

（毎日 8:30〜19:30）

○場所：松本市 やまびこドーム
○日時:11月13日
（土）10:00 〜 16:00
11月14日
（日）10:00 〜 15:00
○詳細はホームページをご覧ください。
http://waza-can.com/
商工労働部技能五輪・アビリンピック室
☎026-235-7205

知事と語ろう「県政タウン
ミーティング」を開催
○テーマ：
「環境に配慮した地域づくりについて」
○期日：11月15日
（月）18:00 〜 20:00
○会場：飯田市公民館
○参加者：どなたでも参加できます。
総務部広報課 ☎026-235-7110

知事への直接のご意見は □ FAX 026
（232）2123

県交通安全運動スローガン
募集
○交通ルールの遵守やマナーの向上など、
分かりやすく親しみやすいものを募集します。
○応募期間：11月1日（月）〜 12月3日（金）
（当日消印有効）
○最優秀、優秀作品には表彰状と副賞（図書
カード）
を贈呈します。
○詳細は県ホームページをご覧ください。
http://www.pref.nagano.lg.jp/kikaku/
seikatsu/oubo/oubo-page.htm
企画部生活文化課 ☎026-235-7174

技術専門校の来年度入校生
募集
○平成23年度4月入校（1年間または2年間
のコース）
○受付期間：11月4日
（木）
〜 18日
（木）
入校選考：11月29日
（月）
長野、松本、岡谷、飯田、伊那、佐久、上松の
各技術専門校又は商工労働部人材育成課
☎026-235-7199

「人権、青少年」などについて
考える機会に参加して
みませんか？

◇児童虐待防止推進月間オレンジリボン
キャンペーン
（街頭啓発パレード）
・場所:長野市善光寺〜ＪＲ長野駅
・日時：10月31日
（日）11:15 〜 12:00
健康福祉部こども・家庭課
☎026-235-7099
◇青少年健全育成県民大会
・場所：諏訪市文化センター
・日時：11月6日
（土）10:30 〜 15:10
長野県青少年育成県民会議事務局
☎026-235-8996
◇ワークライフバランス推進セミナー
・場所:伊那市生涯学習センター ホール
・日時:11月11日
（木）13:30 〜 16:00
商工労働部労働雇用課
☎026-235-7118
◇人権フェスティバル
・場所:県松本文化会館 大ホール
・日時:11月18日
（木）13:30 〜 16:00
企画部人権・男女共同参画課
☎026-235-7106

□

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

