●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
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No.

平成

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23年1月22日
（土）掲載予定です。

☎０２６３-９１-２４１０

児童虐待・ＤＶ２４時間ホットライン（毎日 24時間）

●「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。

（毎日8:30〜19:30）

２２年 県政
阿部県政スタート

フジドリームエアラインズ
（ＦＤＡ）
による

「信州まつもと空港」路線の運航開始

9月

▼阿部知事初登庁

6月
▲信州発 食と味覚フェア
（東京 池袋）

札 幌 線、福 岡 線 に 加 え て
10月31日からは静岡線が

信州の魅力 を発信！通年

新設されるなど、信州まつ
もと空港はますます便利

ネットショップ紹介サイト
「カウナガノ」
の開設や、初のアンテナ

になりました。皆さんのご

ショップを東京に開設、
「信州発 食と味覚 フェア」
の開催など、
信

利用をお待ちしています。

州産の農産物や県産品の魅力を全国に向けて発信しています。

▲松本―静岡線就航記念セレモニー

経済・雇用対策を実施

通年

県内経済を下支えするための公共事業など切れ目のない経済・
雇用対策を実施し、
県民の皆さんの暮らしの安心と働く場を確
保します。
また、相談窓口や緊急円高対策資金などにより、
中小

８月に県知事選挙が行われ、

企業の皆さんを支援しています。

阿 部 守 一 氏 が 当 選。県 政ランチ

「平成の合併」
により 県内７７市町村に

ミーティング、
県政タウンミーティ
ングなどを開催し、県民参加の県

3月

県内初の公立の中高一貫校、

政を進めているほか、
長野県経済

１月に信州新町、中条村が長野市に、
３月に波田町が松本市に編入合

屋代高等学校附属中学校（仮称）の全体構想を決定

の活性化を図るため
「信州経済戦

併。合併市町村では、住民の皆さんとともに、新たなまちづくりが進

略会議」
を開催しています。

められています。

本県関係の選手が活躍！ 2月

魅力ある高校づくりの一環として、
多様な学びの場を提供します。

▲県政タウンミーティング（飯田市）

県民の健康を守るための施策を充実

バンクーバーオリンピック、パラリンピックで

信州デスティネーション
キャンペーン開催 10月〜12月

通年

がん相談支援センターの設置やがんに負けない社会づくり県民大会
を開催し
「がん対策」
を充実したほか、
議員提案により歯科保健推進

県民の皆様に夢と感動を与えました。

県内が一丸となって取り組み、
多くのお客様でにぎわいました。

条例を制定するなど、
健康長寿ＮＯ．
１を目指します。

県の組織を改正

地域のやる気や盛り上がりを今後につなげていきます。

地方独立行政法人
長野県立病院機構が
発足 4月

4月

健康福祉部や技能五輪・アビ
リンピック室などを設置し、警
察署を２５から２２署体制に再

民間の経営手法を取り入れるなど、県

編するなど、組織を見直し県

民の皆さんに、
より一層安全で質の高

民の皆さんへのサービスの

い医療サービスを提供します。

向上を図ります。
▲長野技能五輪・アビリンピック2012のＰＲ
「わざまるキャラバン隊」出発式（県庁）

浅川ダムの建設を継続します

▲新型リゾートトレイン
「リゾートビューふるさと」出発式（ＪＲ長野駅）

「浅川ダムについての最終判断について」
私は、知事選挙期間中から、
「浅川ダムについては、私自身が納得できる形で判断し、
説明責任を果たす」と申し上げてきました。これは、県庁の外からでは十分なデータや情報

１１月２９日に作業チームからの最終報告があり、すでに着手されている浅川ダム建設を中止

を責任者とする作業チームを立ち上げ、はじめからダムありき、あるいは、ダムなしといった予断

あるいは見直ししなければならない重大な問題点は見出されなかったことから、建設継続を認

を持つことなく、論点の再確認を行うよう指示をしました。

めるという知事としての最終判断を行いました。

私の治水に対する基本的な考え方は、
「できうる限りダムによらない治水」であり、自然に対し

私はお約束した説明責任を果たすべく、これまで流域住民の皆様、県民の皆様を対象とした

ては謙虚な行政でありたいと考えております。しかし、浅川ダム建設の問題は、人の生命・財産

２回の説明会を開催し、また、今後も浅川流域協議会の皆様への説明会を計画しております。

に直接関わってくる問題であり、県政運営の最終的な責任者である知事という立場では、可能性

引き続き私の最終判断についての考え方をご説明し、理解を得るべく努力してまいります。

私自身、自分の目で現地を見て、ダム建設に対して反対、賛成双方の皆様のご意見を直接
お聞きしました。作業チームには、県民の皆様の疑問に真摯にお答えするべく、私からも多く
の問題提起を行い、新たなシミュレーションや専門家からの意見聴取等、様々な見地からの

掲示板

〜入会してリフト券をゲット！〜
家族みんなでスキーに行こう
○来年はスキー発祥100周年！
「信州スノーキッズ倶楽部」
の会員を募集しています。
○会員資格：小学生
○年会費：1,000円
○長野県内スキー場の無料リフト１日引換券のプレゼン
トや各施設の割引などのお得な特典があります！
○詳しくはホームページをご覧ください。
http://www.snow-kids.net/
（社）信州・長野県観光協会 ☎026-234-7205

ご意見
・
ご質問

□ ☎026
（235）7110
□

メール

ている内水対策やソフト対策にも具体的に取り組むことが必要です。地元の皆様のご理解とご
協力をいただきながら、浅川流域の総合的治水対策をさらに進めてまいります。
皆様のご理解をお願いいたします。

あ

長野県知事

県の予算編成に参加してみませんか

○日時及び場所
・1月15日
（土）9:00 〜 17:00（予定）
長野県庁議会増築棟第一特別会議室及び404・405号会議室
・1月16日
（日）9:00 〜 17:00（予定）
松本合同庁舎502及び203会議室
○どなたでも傍聴でき、事前の申込はいりません。
○仕分け作業の様子は、当日下記のアドレスでインター
ネット中継を行います。
http://www.pref.nagano.lg.jp/soumu/
gyoukaku/shiwake/shiwaketop.htm
総務部行政改革課 ☎026-235-7028

廃棄物の処理計画に関するご意見を
募集しています
○募集期限:1月5日
（水）
まで
○詳細は県ホームページをご覧ください。
http://www.pref.nagano.lg.jp/
kankyo/haiki/keikaku3/keikaku3.htm
環境部廃棄物対策課 ☎026-235-7187

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。
フリーダイヤル

なお、これまで、県としては外水対策を優先して対応をしてきましたが、今後、対応が遅れ

＊浅川ダム論点再確認の報告書
（５０ページ）
及び関係資料
（１３４ページ）
等は全て県のホームページでご覧いただけます。

「信州型事業仕分け」
を
傍聴しましょう

＝問い合わせ先
＝申し込み先

その結果、これまで県として必ずしも十分に説明をしてこなかった事項やデータについても

つまび

当選直後より、担当している建設部から事業の説明を受け、知事就任後には、和田副知事

ではなく、現在の国の基準や技術的知見に基づき、合理的な判断を行わなければなりません。

▲浅川ダムに関する説明会（１２月９日 長野市）

検討を行わせました。
詳らかになりました。（こうした点については、今回、県民の皆様に公表いたしております。）

が得られず、責任を持って判断できないと考えたからです。

情報

8月

[

○平成23年度当初予算要求に関するご意見を募集して
います。
○ご意見・ご要望は、
ＦＡＸ又はメールにより、各事業の
担当課へお寄せ下さい。
○募集期限：1月14日
（金）
まで
○詳細は県ホームページをご覧ください。
http://www.pref.nagano.lg.jp/soumu/zaisei/
youkyu/h23/index.htm
（主要事業一覧の各事業の下に、各担当課のＦＡＸ番号・
メールアドレスを記載してあります。）
総務部財政課 ☎026-235-7039

○県制度資金等に関する電話相談窓口を開設します。
○日時：12月29日
（水）、30日
（木）
8:30 〜 17:15
○電話番号：026-235-7200（直通）
026-232-0111（代表）
〈内線2961・2962〉
商工労働部経営支援課

]

□ 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 □

○狩猟免許試験を実施します。
○試験日及び場所
2月19日
（土）:上小森林センター、諏訪、飯田、松本、
長野の各合同庁舎
○受付期間：1月17日
（月）
〜 28日
（金）
○詳細は県ホームページをご覧ください。
http://www.pref.nagano.lg.jp/rinmu/shinrin/
04chojyu/02̲shuryou/Licence22/
syuryoumennkyo.htm#試験
各地方事務所林務課

福祉大学校の学生を
募集します

年末の金融相談はこちらへ

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。

有害鳥獣から農林業被害を防ぐため、
狩猟免許を取得しましょう

○保育学科（一般入試）
願書受付期間：1月11日
（火）
〜 21日
（金）
試験日：2月1日
（火）
合格発表：2月14日
（月）
募集人員:25人程度
福祉大学校 ☎0266-57-4821

知事への直接のご意見は □ FAX 026
（232）2123

べ

しゅ

いち

阿部 守一

教科用図書選定審議会の委員を
募集します
○市町村教育委員会が行う教科用図書の採択への指導・
助言を行います。
○募集人数：3人
○応募資格：県内にお住まいの満20歳以上の方で、
義務教育で使用される教科書に関心をお持ちの方
など
○募集期間：1月7日
（金）
〜 31日
（月）
教育委員会事務局教学指導課 ☎026-235-7434

教育について語る
「県政タウン
ミーティング」
を開催します
○「いま、学校教育に期待するもの」
をテーマに知事と
教育長がご意見を伺います。
特に児童、生徒、保護者の期待する小学校、
中学校づくりについてのご意見をお待ちしています。
○日時：12月26日
（日）10:30 〜 12:30
○場所：長野県庁 講堂
○参加者：どなたでも参加できます。
教育委員会事務局教育総務課 ☎026-235-7423

□

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

