
■-------------------------------------------------------------------------------------------------------■ 

 長野県東京事務所発『信州通信』７月号 ２０１９年６月２８日（金） 

 ～今月のお店は前月号に続き新宿「玄海本店」～ 

■-------------------------------------------------------------------------------------------------------■ 

７月第４日曜日は「信州 山の日」、いよいよ夏山シーズンを迎えます。 

 本格的な登山、高原でのハイキングなどなど、信州の雄大な自然が皆さまをお待ちしてい

ます。 

この夏休みは、ぜひ信州へお越しください。 

  

【１】発見！信州ゆかりのお店ｉｎ東京 

【２】長野県のトピックス 

【３】信州イベント情報 

【４】銀座ＮＡＧＡＮＯ新着ニュース 

【５】信州スポーツ情報 
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【１】発見！信州ゆかりのお店 in 東京（玄海本店） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 ６月号に続き新宿の「玄海本店」。今月号では、長野県とのご縁について紹介します。 

 

 玄海の創業は昭和３年。今年で創業 91 年目を迎えます。 

現在の代表取締役社長 矢野賀也氏が前職時代に長野県の酒造会社とかかわりがあり、

その縁から長野県の農家、味噌醸造業者など、食材生産者との繋がりが広がった関係で、玄

海では信州産の味噌、野菜、豚肉、果物が使われ、信州上田地域の日本酒などもお楽しみい

ただけます。 

 

 矢野社長は、「当店の料理は食材あってのもの、信州の生産者の皆様は、情熱を持ち、品

質に妥協せず、常により上を目指して努力されており、この姿勢に学びたい。」と、長野県

の食材や生産者を大変高く評価されています。 

 また、「食材を生産過程から知ることが大事」との考えから、社員研修の一環として、信

州の食材生産者のもとで野菜の収穫や味噌の醸造体験を行っています。 

 「伝統を守ることのできる情熱を持った人材を育成することが大切。また、料理は食材あ

ってのものであり、今後も産地のフォローとお客様のおもてなしに努めていきたい。」と、

一世紀企業となった後に目指す姿を語る矢野社長。 

 

 それぞれの地域の食材を活かした、玄海の「水たき」など鶏料理は舌鼓を打つこと間違い

なしです。 



 

 ＝ 玄海本店 ＝ 

  新宿区新宿５－５－１ 玄海ビル 

  ＴＥＬ：０１２０－３１０－１９５ 

  交通手段：丸の内線「新宿御苑駅」 １番出口から徒歩５分 

       副都心線・丸の内線・都営新宿線「新宿三丁目駅」 

       Ｃ７出口から徒歩８分 

       ＪＲ新宿駅 東口から徒歩 20 分 

 

 ＝ げんかい食堂 ＝ 

  新宿区新宿５－５－１ 玄海ビル１Ｆ 

  ＴＥＬ：０３－３３５６－００３６ 

 

 ＝ 玄海 新宿高島屋店 ＝ 

渋谷区千駄ヶ谷 5-24-2 新宿タカシマヤタイムズスクエア 14F 

  ＴＥＬ：０３－５３１６－１８７７ 

 

玄海ホームページ：http://genkai-group.jp/ 

 

※信州ゆかりの飲食店情報がありましたら、専用アドレスにお寄せください！ 

【専用アドレス】mg-shinshu@pref.nagano.lg.jp  

 

 

☆------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

日比谷松本楼でお料理と橘倉酒造（佐久市）のお酒を楽しむイベントが開催されます 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------☆ 

 ２０１８年８月号、９月号の信州通信で紹介させていただいた日比谷松本楼で、長野県の

食材を使った洋食と橘倉酒造（佐久市）のお酒を楽しむイベントが開催されます。 

 松本楼と橘倉酒造がいずれも中国の革命家 孫文氏を支援していた縁などで、２０１９年

２月の第１回イベントに続き２回目を開催する運びとなりました。 

 歴史が織りなした縁を感じつつ、お料理とお酒を味わってみてはいかがでしょうか。 

 

 日時：７月１２日（金） １９時から 

場所：日比谷松本楼 １階 グリル＆ガーデンテラス 

 会費：９，０００円（税込） 

 申込方法：７月１０日（水）までに日比谷松本楼へ電話予約（03-3503-1451） 

（４０名に達し次第締切）  
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【２】長野県のトピックス 
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☆---------------------------------------------------------------------------- 

信州花フェスタへのご来場ありがとうございました 

----------------------------------------------------------------------------☆ 

 ４月２５日に開幕した「信州花フェスタ 2019～北アルプスの贈りもの～」が６月１６日

（日）に閉幕しました。 

 おかげさまで、開催期間中、当初目標の５０万人を大きく上回る７０万人を超える皆さま

にご来場いただきました。 

 ご来場いただいた皆様、ご支援・ご協力いただきました皆さまに改めて感謝申し上げます。 

 次回、２０２０年の「全国都市緑化フェア」（https://hananowa2020.com/）は広島県で開

催されます。 

【https://shinshu-hanafesta2019.jp/】 

 

☆---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  「長野県営業戦略２０１９」を決定しました 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------☆ 

 長野県では、本年４月に発足した長野県営業本部の役割と方向性、今年度取り組むプロジ

ェクト等を整理した「長野県営業戦略２０１９」を６月４日の営業本部会議で決定しました。 

 「“高付加価値商品を県外へ・海外へ”県民意識の醸成」、「力強い“個”と多様性ある“魅

力的産地ＮＡＧＡＮＯ”の形成」、「各分野の有機的連携による強力なブランド力の発信」を

目指し、長野県の「稼ぐ力」と「ブランド力」向上のため、県内生産者・事業者と“県外”

とのつなぎ役として、ブランド力強化品目の重点的支援などに取り組んでまいります。 

 

詳しくは、長野県ホームページの下記ＵＲＬをご覧ください。 

https://www.pref.nagano.lg.jp/eigyo/index.html#a 

 

☆---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  東京ディズニーリゾート(R)オフィシャルホテル「サンルートプラザ東京」で 

「信州フェア」が開催されます！ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------☆ 

長野県では、千葉県舞浜の「サンルートプラザ東京」と連携し、信州の高原野菜やフルー

ツなど、旬の味覚や郷土料理等を提供する「信州フェア」を同ホテルで開催します。 

期間中、「信州の味覚和食バイキング」などで信州の食材を、バイキングのサラダバーで

は、ホテルシェフが軽井沢で栽培した野菜を味わうことができます。 



また、７月２８日（日）に開催される「信州そば打ち体験＆ランチバイキング」では、長

野県塩尻市の講師のもと、親子で信州そば打ち体験をお楽しみいただけます。 

夏休みの思い出づくりに是非お出かけください 

 

フェア開催期間：７月１日(月)～９月１日(日) 

        ※信州そば打ち体験＆ランチバイキングは７月２８日（日）のみ開催（要

予約） 

会 場：サンルートプラザ東京（千葉県浦安市舞浜１－６） 

【詳細はこちらからご覧ください】 

https://www.sunroute-plaza-tokyo.co.jp/restaurant/hamakaze/sinshu.html 

 

☆-------------------------------------------------------------- 

 長野県移住大相談会 

 ∽∽∽ 「信州で暮らす、働くフェア」開催 ∽∽∽ 

------------------------------------------------------------------☆ 

 県内３２市町村や就労分野別の相談コーナー、長野県の移住情報盛りだくさんの相談会

を「東京交通会館」（有楽町）で開催します。 

 移住体験談コーナーでは、メインセミナーのほか、３名の方のトークイベントを行います

ので、長野県への移住にご関心のある方は、是非ご参加ください。 

 

 日 時：７月６日(土) １１時～１７時（最終入場 １６時） 

 会 場：東京交通会館１２階 カトレアサロンＡ 

     ※キッズスペースあり 

 入場料：無料（予約不要） 

 《移住体験談》 

 メインセミナー 11：15～ 飯室織絵さん（1166 バックパッカーズ オーナー） 

「善光寺門前のゲストハウスで旅人と地域をつなぐ」 

 トークライブ  13：00～ 寺尾雄二郎さん（シナノケンシ（株）勤務） 

              「信州暮らしを楽しもう」 

         14：00～ 唐澤健之さん（（株）唐沢農機サービス 代表取締役社長） 

              「田舎の農機具屋で実現できる新しいチャレンジ」 

         15：00～ 千葉憲子さん（（株）ガイアックス 勤務） 

              「都会と地方で暮らすメリット」 

 

 詳しくは、楽園信州ホームページをご覧ください。 

 https://www.rakuen-shinsyu.jp/modules/event/page/894 

 



 お問合せ先：長野県 信州暮らし推進課（電話 026-235-7024） 

（E-mail：iju@pref.nagano.lg.jp） 

 

☆---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 県内初！私鉄４社連携 外国人旅行者のための県内周遊フリーパス「ＮＡＧＡＮＯ Ｐ

ＡＳＳ」が７月１日から販売されます 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------☆ 

 訪日外国人旅行者の皆さまが、より快適に長野県での滞在観光をお楽しみいただけるよ

う、県内私鉄４社区間内が乗り降り自由で、様々な割引特典が付いた県内周遊フリーパスが

販売されます。 

  

 名称：ＮＡＧＡＮＯ ＰＡＳＳ 

 購入条件：ＪＲ ＥＡＳＴ ＰＡＳＳ（長野・新潟エリア）、Ｈｏｋｕｒｉｋｕ Ａｒｃｈ 

 Ｐａｓｓ、ＪＲ ＴＯＫＹＯ Ｗｉｄｅ Ｐａｓｓを購入した、外国人旅行者限定 

 販売期間：７月１日（月）～２０２０年３月２７日（金） 

 有効期間：連続した５日間 

 販売価格：大人 ５，０００円／子ども ２，５００円 

      ※海外旅行会社（約５００社）などで販売 

 

購入方法や割引特典などの詳細は、下記長野県プレスリリースをご覧ください 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kokusaikanko/190620press.html 

 

☆----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

「ながの地域」の新鮮で旬な果物を首都圏のお客様に北陸新幹線でお届け！ 

ＪＲ東京駅で「新幹線マルシェ」を開催します 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------☆ 

全国屈指の果物産地である信州の中でも有数の産地であるながの地域では、「くだもの」

を活用した地域振興の取り組みを行っています。 

このたび、ＪＲ東日本グループが取り組む「地域再発見プロジェクト」の一つとして、地

域の新鮮で旬な果物を首都圏のお客様にお届けする「新幹線マルシェ」を東京駅で開催しま

す。 

７月はプレイベント、９月～１１月にかけて５回、それぞれ旬の果物などの販売と観光情

報のご案内をいたします。 

皆さまのお越しをお待ちしております。 

 

プレイベント：７月４日（木）（長野市松代町出展）～５日（金）（千曲市出展） 

お薦めは、そのまま食べておいしいあんず「ハーコット」 



５日に出展予定の千曲市からは、厳選したプレミアムあんず「杏月（きょうつき）」を限

定販売します。 

開催場所：ＪＲ東京駅構内 地下１階 動輪の広場 

開催時間：１５時～２０時まで（売り切れ次第終了）） 

 

９月以降、ぶどうやりんご、ワインの販売を予定しています。 

開催日、主な販売品目などの詳細は、下記長野県プレスリリースをご覧ください。 

https://www.pref.nagano.lg.jp/nagachi/nagachi-nosei/happyou/190624press.html 

 

☆------------------------------------------------------------------------------- 

 長野県立歴史館開館２５周年を彩る企画展が開催されます 

-------------------------------------------------------------------------------☆ 

 今年で開館２５周年を迎える長野県立歴史館では、この７月から来年２月にかけて、記念

企画展を開催します。 

 

◆「長野県立歴史館の名品」展 

 重要文化財に指定されている石器や、縄文土器、合戦図・風俗図などの屏風、さら 

には近代の絵画など、初公開のものを含む所蔵品２５点を一堂にご覧いただけます。 

 

 期間：７月６日（土）～８月１８日（日） 

    ※毎週月曜日は休館です（７月１５日（月・祝）、８月１２日（月・祝） 

     は開館、７月１６日（火）は休館） 

 場所：長野県立歴史館 企画展示室 

 入館料：企画展のみ    ３００円（大学生１５０円 高校生以下は無料） 

     常設展との共通券 ５００円（大学生２５０円 高校生以下は無料） 

 

詳しくは長野県立歴史館ホームページの下記ＵＲＬをご覧ください  

https://www.npmh.net/exhibition/kikaku.php?m=2&n=317 

 

◆「戦国 小笠原三代」展 ９月７日（土）～１０月１４日（月・祝） 

 ※激動の信濃を生き抜いた名族に関する県内初の企画展 

◆土偶展 

 ○「国宝土偶」展  １０月２６日（土）～１１月１０日（日） 

  ※縄文のビーナス、仮面の女神など、すべての国宝土偶５体を展示！ 

 ○「中部高地の土偶」展 １１月２３日（土・祝）～２０２０年２月２日（日） 

  ※日本遺産「星降る中部高地の縄文世界」に関連し、長野、山梨の両県で発掘された土

偶を展示 
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【３】信州イベント情報 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

≪第４２回みどり湖へら鮒釣り大会（塩尻市）≫ 

深緑の美しい湖畔で、へら鮒釣りの奥深い世界をお楽しみください。 

日時：７月７日（日)  ４時３０分～１４時 

会場：塩尻市金井 みどり湖 

参加料：２，０００円 

https://tokimeguri.jp/ 

 

≪夏のアルプス大冒険（大町市）≫ 

大自然の中、「スプラッシュ・リバー」、「スプラトリー・ランド」を開催。ずぶぬれになっ

て夏の暑さを吹き飛ばしませんか 

日時：７月１３日（土）～８月２５日（日） ９時３０分～１８時 

会場：国営アルプスあづみの公園「大町・松川地区」 

入場料：大人（１５歳以上）４５０円、小人（小中学生）無料、 

シルバー（６５歳以上）２１０円 

http://www.kanko-omachi.gr.jp/ 

 

≪上諏訪温泉宿泊感謝イベント、諏訪湖サマーナイト花火（諏訪市）≫ 

上諏訪温泉へのご愛顧に感謝を込めて、日中は宿泊のお客様限定のイベント、夜には 3,000

発の花火が打ち上げられます。 

日時：７月１５日（月・祝）２０時～２０時４０分（花火） 

 

また、７月２１日～８月２５日までの３５日間、毎日花火を打ち上げます。期間中は、周辺

の施設でビアガーデンやナイトクルーズもお楽しみいただけます。 

日時：７月２１日（日）～８月２５日（日） ２０時３０分～ 約１５分間 

 

会場：上諏訪温泉・諏訪湖畔公園 

http://www.suwako-onsen.com/ 

 

≪焼来肉ロックフェス２０１９ ｉｎ 南信州・飯田（飯田市）≫ 

人口１万人当たりの焼肉店舗数日本一の長野県飯田市。その焼肉文化を全国に発信します。

大自然の中、南信州の焼き肉や飲食物販売、ライブをお楽しみください。 

日時：７月２０日（土） ８時３０分～１９時 

会場：飯田市上郷黒田３８４０ 野底山森林公園 



入場料：入場チケット ５，９００円 駐車場券付入場チケット ７，９００円ほか 

http://yakifes.jp/ 

 

≪信濃大町 若一王子祭り（大町市）≫ 

全国でも数少ない「子ども流鏑馬」や「山車の曳き揃え」、「稚児行列」などでにぎわいます。 

日時：７月２７日（土）１５時３０分～２１時 

   ７月２８日（日）１３時～２１時 

会場：若一王子神社、大町市内本通り 

http://www.kanko-omachi.gr.jp 

 

≪こもろ市民まつり「みこし」（小諸市）≫ 

信州小諸の夏は「みこし」で幕開け！ 

４０連あまりのみこし、３千人を超える担ぎ手が街なかを勇壮に練り歩きます。 

日時：７月１３日（土)  １３時～２１時 

会場：小諸駅周辺市街地（相生町商店街） 

http://www.kcci.komoro.org/ 

 

≪中条でカブトムシをとろう（長野市）≫ 

長野駅から車で４０分の長野市中条はカブトムシの宝庫！ご家族で昆虫採集を楽しみませ

んか。 

日時：７月１５日（月・祝）  ８時２０分～１０時４０分 

参加費：１セット１，０００円（予定）（オス・メス各１匹 カゴ付き） 

    ※事前申込不要、先着３００セット 

会場：長野市中条「道の駅中条」裏山 

問合せ：中条でカブトムシをとろう実行委員会事務局（026-268-3001） 

 

≪第４２回須坂カッタカタまつり（須坂市）≫ 

 須坂小唄が響き渡り、市民による踊りの熱気があふれる中、２体の荒々しい竜みこしが駆

け回る！須坂市内は１日中盛り上がります。 

日 時：７月２０日(土) １５時３０分～２１時 

会 場：①おまつり広場（国道 403 号末広町交差点～ハイランドプラザ前） 

     ……フリーマーケット、ダンスパフォーマンスなど 

    ②踊りゾーン（国道 403 号：横町中央交差点～末広町交差点、県道 344 号須坂停車

場線：芝宮前～須坂駅前交差点） 

https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/item.php?id=5962e7c923a62  

 

≪水無神社例大祭 みこしまくり（木曽町）≫ 



 白木でできた約 100 貫（約 400kg）の神輿を、２日間の巡行後、地面に放り落としてバラ

バラに壊してしまう勇壮なお祭り。天下の奇祭として知られる木曽谷最大の夏祭りです。 

 22 日の夜には花火大会も開催されます。 

日 時：７月 22 日(月)～23 日(火) 

会 場：木曽町福島 市街地 ※22 日 12 時～23 日 24 時まで福島市街地駐車禁止 

              ※一般駐車場をご利用ください 

https://www.town-kiso.com/ 
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【４】銀座ＮＡＧＡＮＯ新着ニュース 
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◇ショップ（１階）◇ 

 梅雨入りして、蒸し暑い日が続きますね。そんなときには、よく冷えたドリンクはいかが

でしょうか。 

 

マルシンフーズ（伊那市） 

 シャインマスカットサイダー、リンゴサイダー、あんずサイダー 各 250 円（税抜） 

 長野県産果汁を使用した、微炭酸で、すっきりと味わえるサイダー。レトロなラベルが懐

かしさを感じさせます。 

 

ゴールドパック（安曇野市） 

 北アルプス清らか天然水（和梨水、もも水、ぶどう水） 各 120 円（税抜） 

 甘さを抑え、すっきりとした味わいの大人向けのドリンク。長野県産果汁を使用し、はな

やかな香りが広がります。信州に暮らす動物たちとくだものの描かれたボトルデザインは

とってもかわいい！ と、ひそかに人気です。 

 

 このほかにも、阿智村の銀命水サイダー（300 円（税抜））やゼロ磁場の秘水（250 円（税

抜））など、８種類以上入荷しています。 

 ぜひ店頭で手に取ってご覧ください。 

 

【７月のお酒イベント紹介】 

■第 1回 山恵錦サミット in 銀座ＮＡＧＡＮＯ 

 ～山恵錦って？の質問に 1から 10 まで答えます～ 

  開催日 ７月 27 日（土） 

  時間  12:30～14:00／15:30～17:00 

  定員  各 28 名（申込先着順）   参加費 3,000 円 

 



 長野県から四半世紀ぶりに新しい酒米が生まれました。その名も「山恵錦（さんけいにし

き）」（信交酒 545 号）。 

 さまざまな可能性を持つこのお米の魅力を皆さんと一緒に紐解きます。 

 酒蔵も県内各地から 10 蔵以上が参加。美味しいお酒に専門家のマル秘トーク盛りだくさ

んでお届けする 90 分。 

 また、今回はおつまみとして、ＫＡＧＯＭＥさんのスペシャルソースを使用した特別料理

もご提供します。 

 五感が大忙しになること請け合いです！ 

 

 お問い合わせ  銀座ＮＡＧＡＮＯ（TEL 03-6274-6015） 

 

◇イベントスペース（２階）◇ 

■ＮＡＧＡＮＯブランド手習い塾 

  開催日 ７月 14 日（日） 11:00～12:30／14:00～15:30 

  定員  各 12 名（申込先着順）  参加費 3,000 円 

 

 その道のプロフェッショナルから、新しい視点での「手習い」を学ぶ場をご提供します。 

 記念すべき第 1回は、長野県で生まれ育ち、世界で活躍する画家・絵師である【OZ－尾頭

―山口佳祐】さん。そしてテーマは「サイン」です。 

 自分も欲しいと思うものの、絵が下手だし、アイディアもないし、と諦めてしまいがち。 

 今回は、まさにそういう方々のためにプロが手ほどきしてくれます。 

【注意事項】 

 短時間でデッサンしていただく関係上、18 歳以上の方のご参加に限らせていただきます。 

 また特別プログラムですので、デザインした「サイン」の商業利用はできません。商業利

用をお考えの方はご遠慮ください。 

 

お問い合わせ  銀座ＮＡＧＡＮＯ（TEL 03-6274-6015） 

 

 この他にも、信州を体感できる楽しいイベントを日替わりで開催しておりますので、ぜひ

お立ち寄りください。 

イベントのご予約は、銀座ＮＡＧＡＮＯのＷＥＢサイトで受付中です。 

 【銀座ＮＡＧＡＮＯ】https://www.ginza-nagano.jp/ 

 【７月のイベントカレンダー】https://www.ginza-nagano.jp/event/date/2019/07 
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【５】信州スポーツ情報（６月２６日までの結果） 

～皆様の応援をお願いします！～ 
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≪御嶽海（上松町出身）≫ 

昨年初優勝を飾った名古屋場所（７月７日初日）で４場所ぶりの東関脇復帰。名古屋場所

での連覇が期待されます！ 

 

≪Ｊ１松本山雅ＦＣ≫ 第１６節まで終了  ４勝４分８敗＜１８チーム中１６位＞   

次戦は６月２９日（土） ホームでガンバ大阪と対戦 

【松本山雅ＦＣ】https://www.yamaga-fc.com/  

 

≪Ｊ３ＡＣ長野パルセイロ≫ 第１３節まで終了 ３勝４分６敗＜１８チーム中１８位＞ 

 次戦は６月３０日（日） ホームでガンバ大阪Ｕ２３と対戦 

【ＡＣ長野パルセイロ】https://parceiro.co.jp/  

 

≪Ｆリーグ ディビジョン１・ボアルース長野フットサルクラブ≫  

 ５節まで終了 ０勝５敗＜１２チーム中１２位＞ 

 次戦は６月２９日（土） 名古屋でフウガドールすみだと対戦 

【ボアルース長野フットサルクラブ】http://boaluz-nagano.com/ 

 

≪信濃グランセローズ≫ 後期 ３試合終了 ２勝 １敗＜西地区５チーム中３位＞ 

 祝！前期優勝 

 ６月２０日に西地区の前期初優勝を決め、後期終了後の９月１４日～１６日に行われる

地区チャンピオンシップに出場します。 

 地区王者に向け、皆さまの一層の応援をお願いします。  

 

 次戦は６月２９日（土） 伊那スタジアムで富山サンダーバーズと対戦 

【信濃グランセローズ】https://www.grandserows.co.jp/ 

 

≪２０１９ＦＩＭ 世界耐久選手権最終戦“コカ・コーラ”鈴鹿８時間耐久ロードレース第

４２回大会・「信州活性化プロジェクト・チーム長野」が出場≫  

 世界でも指折りのロードレースとして知られる鈴鹿８耐（７月２５日（木）～２８日（金））

に「長野県から世界に挑戦！」をコンセプトに「信州活性化プロジェクト・チーム長野」が

出場します。 

 全員が長野県在住や縁のある有志のスタッフで構成された同チームは、一丸となって予



選を勝ち抜き、７０チームのみに与えられる鈴鹿８耐の出場権を獲得、マシンを長野県企業

や自治体、アルクマのステッカーで飾り、完走を目指してサーキットを駆け抜けます。 

【鈴鹿８耐】https://www.suzukacircuit.jp/8tai/ 

 

 信州通信７月号を最後までご覧いただき、ありがとうございました。 

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

確かな暮らしが営まれる美しい信州～学びと自治で拓く新時代～ 

しあわせ信州創造プラン 2.0（長野県総合５か年計画）推進中！ 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kikaku/kensei/soshiki/shingikai/ichiran/sogokeikak

u/2018keikaku.html  

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


