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簡素化して表現 

 

長野県 

 
『信州・フレッシュ目安箱』と明記。 

〒380-8570（住所記載不要） 
企画局信州コールセンターチーム 

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。 

 

●この紙面に関するお問い合わせは　信州広報・ブランド室まで 

0026（235）7054　ファクシミリ 026（235）6232 
Ｅメール koho-brand@pref.nagano.jp

『信州・フレッシュ目安箱』と明記。 

7026
『信州・フレッシュ目安箱』 

　今から5年10ヶ月前の2000年（平成12年）10月26日、信州・長野県知事に就任した初日の部長会議で、「220万県民に奉仕するサービス

産業に従事している喜びを抱こうではないか」と私が挨拶すると、「我々はサービス業ではない」と異論が相次ぎました。 

　けれども嬉しいことに、この6年近くで職員の意識改革は随分と進みました。皆さんからの電話を受けると、まずは自分の名前を名乗ります。

直ぐに現場へ飛んでいきます。単なる受付業務を超えて、よろず承りの精神で本庁舎や合同庁舎のコンシェルジュは親身の対応を行って

います。総合愛情産業、総合奉仕産業の一員として、県民に尽くす職員が増えています。こうした精神を、今回の豪雨災害でも数多くの

職員が発揮してくれました。それは2年前、お隣の新潟県で発生した中越地震の際に延べ3,514人の職員が現地に赴き、避難所のみならず

半壊家屋や、ペットと共に車で寝泊まりする方々のお世話をさせていただいた経験も、役立っているのだと思います。 

　末期的財政状況だった信州・長野県は、皆さんのご理解とご協力の下、全国唯一、5年連続で借金を減少させてきました。東京都と同等の

財政状況へと2年後には好転する目途も立ちました。無論、油断すれば夕張市の二の舞ですが・・・・・・。 

　財政再建それ自体が目的ではありません。現在でも全国で3県に留まる 

小学校30人規模学級を全学年で実施。すべての子供の医療費を小学校

入学前まで無料化。何れも県単独事業として導入する上で、持続的な 

財政運営こそ不可欠でした。 

　未来の子供たちに借金の山を残さない。少子社会、高齢社会が急速に進行

する中、僅か１時間で６６億円も増え続け、総額１０００兆円を超える世界一の

借金国となってしまったニッポンの将来を案じる私の信念です。 

　再び巨額の借金をすれば、ダムのみならず、超高層ビルを本県に林立させる

ことも可能です。が、どんなにお金を積み上げようとも他の都道府県は、 

北アルプスを始めとする美しい山 を々手に入れられません。 

　ふるさとの原風景は、信州でしか味わえないのです。その事実を忘れては

なりません。福祉・医療と教育の“恵みの山”を、日本海側と太平洋側へ命の水

を供給する信州・長野県の美しい“緑の山々”を、次世代の県民に財産として

贈ろうではありませんか。 

　とまれ、私利私欲無き開かれた県政改革に携わる機会を与えて下さった

県民の方々に、改めて感謝申し上げます。 

 

次回の広報ながのけんは9月23日（土）掲載予定です。 

県のホームページでも詳細な情報をご覧いただけます。 
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未来を担う 
子どもたちのために 

 

■県債残高・実質公債費比率の推移（普通会計・決算） 
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県債残高見込み 
実質公債費比率 

県債残高 

借金を子どもたちに残さない！ くらしの復興を、 
現地で直接お手伝い！ 
～のべ1万1千512人の職員が、汗を流し、 

肌で学ばせていただきました～ 

諏訪・上伊那地域を中心に、未曾有の豪雨が大きな被害をもたらした

今回の豪雨災害。信州・長野県は7月18日、知事を本部長とする災害

対策本部を設置。部課長級を始め多くの職員が、避難所を始めとする

現地に駐在し、24時間体制での復旧・復興支援を迅速に、着実に進め

ました。上諏訪駅周辺の床上浸水家屋にも、1,500人規模で2日間、

職員が片付けをお手伝い。 

マニュアルを超えて、被災者のため、自ら考え、自ら行動する体験を通じて、

職員一人ひとりが県民の奉仕者として、さらに大きく成長しました。 

 

～県財政は、大きく好転しました～ 

不要不急の借金を今後も増やさぬ努力を続ければ 

毎年300～400億円  信州の借金は減少！ 

着実に進む災害復興支援 

美しく確かな信州・長野県を100年先 
まで受け継ぐため、進めています！ 

ダム計画を中止し、河川整備の認可を国から得た
下諏訪町の砥川は、河川改修と森林整備が着々と
進行中。 
今回の豪雨でも「ダムに拠らない」治水を進める
砥川は氾濫せず、着実に成果を上げています。 

ダムに拠らない確かな治水対策 

県土の8割を占める森林を重点
整備、保水力を高めています。
造林予算（県単）は5年間で2.5
倍に。また全体予算に占める 
造林事業の割合は6年間で3倍に。 
12年間で25万haの間伐を 
計画的に進めています。 

災害に強い県土を 
育む森林整備 

果敢に進めた財政改革 
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～信州・長野県の道すじ～ 

未来を担う 
子どもたちのために 

10.8％ 

33.3％ 

改修工事が進む砥川 

支援に参加した職員からこんなコメントが寄せられました。 

問 =問い合わせ先 情 報 掲示板 

 

お知らせ お知らせ 看護大学入学者選抜試験のお知らせ 
 
 
 

○募集人員 
　一般選抜：50名（前期42名、後期8名） 
　特別選抜：推薦30名（社会人若干名を含む。） 
＊入学願書は、看護大学で配布しています。 
＊詳細は下記の大学ホームページでご覧になれます。 
http://www.nagano-nurs.ac.jp/admission 
/index.html 
　 看護大学事務局　00265-81-5100問   

問   

○募集期間　8月30日(水)から9月8日(金)まで 
　　　　　　（9月2日(土)･3日(日)にも受け付けます） 
○申込資格 
　・県内に居住または勤務している方 
　・収入が一定金額以下の方 
　・原則として同居する親族がある方 
　 地方事務所土地利用･建築室、長野県住宅供給公社
　 または住宅部住宅チーム　0026-235-7337 

募 集 県営住宅入居者募集 
 
 

募 集 

○開催日:10月29日(日)（県大会） 
○会場：松本平広域公園ほか 
○内容：競技、ふれあいスポーツ、イベントなど   
○申込締切日：9月15日(金) 
※詳細は下記のホームページでご覧になれます。 
http://www.pref.nagano.jp/kyouiku/taiiku/kenspo2006.htm 
　 県民スポーツフェスティバル実行委員会事務局 
　（教育委員会スポーツチーム内）　0026-235-7449
問   

問   

募 集 2006県民スポーツフェスティバル参加者募集 
 
 
 

問   

お知らせ お知らせ 福祉大学校学生募集のお知らせ 
 
 ○募集人員 

　保 育 学 科：一般入試30名程度、推薦入試20名程度 
　介護福祉学科：一般入試20名 
＊入学願書は、福祉大学校で配布しています。 
＊詳細は下記の大学校ホームページでご覧になれます。 
http://www.pref.nagano.jp/xsyakai/fukusidai/ 
fukusidai/fukusidai.htm 
　 福祉大学校　00266-57-4821 
 
 

○採用職種：理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、 
　視能訓練士、言語聴覚士（いずれも若干名） 
○申込締切：9月20日(水) 
　衛生部県立病院チーム　0026-235-7143 
 
 
 
 

来年度採用の 
医療関係職員を募集しています 
 

子どもたちとふれあって職員もイキイキ！ 

『知事室ファイナル 
  誰でも入れるデー！』 

高付加価値・高品質の産業育成が 
着実に進んでいます 

少子高齢時代を迎えた 
信州・長野県の福祉・医療・教育・・・ 
優しさが広がる改革が進んでいます 

8月10日(木)、4,000人の親子連れで賑わった長野県庁。 
みんなの幸せのために、毎日汗を流す職員の仕事ぶりを見てほしいと、 
10階建ての全館を開放しました。 
すべてのフロアが、子どもたちの明るい笑顔でいっぱいになりました！ 

◆間伐材を活用した信州型木製ガードレールに国も注目！　
　林野庁の補助金対象に！ 鋼製に比べて地域雇用も5倍に！ 
◆優れたワインや米を原産地呼称管理制度で応援！ 
 

さようなら！ ガラス張り知事室 

お問い合せはこちら 

8月31日(木)14時～ 
さようなら！ ガラス張り知事室 

Tel.026-235-7055 
Fax.026-235-6232 
e-mail：hisho@ 
pref.nagano.jp

記念撮影もOKだよ！ 

経営戦略局秘書チーム 

3倍に！！ 

連日出動！ 災害家屋かたづけ隊 早速「おはなしぱけっと号」が登場！ 子どもたちに笑顔が… 避難所に泊まり込みで協働作業 

 

知事とともに副知事、出納長、教育長も退任。16時30分に正面玄関でお別れします。 
 

■造林事業費の全体予算（造林・治山合計）に占める割合 
 
 

可愛い子牛や介助犬、動物たちも連れてきました！ 何でも聞いちゃったよ！ こども知事会見 

国からの  
地方交付税 540億円も減少 540億円も激減 
信州・長野県は、 
全国で唯一 923億円の借金を返済！ 5年

連続
 

この
4年間

で 

さらに県税収入も 3年間で139億円増！ 
有効求人倍率は 全国平均1.08倍を上回る1.20倍！ 

42億円の黒字計上 昨年は1円も貯金（基金）を取り崩さず 

◆子ども一人ひとりに心が行き届く30人規模学級を小学校の
　全学年でいち早く実現！ 
◆就学前の子どもは誰もが、医療費は無料化へ！ 
◆こども病院は「いつでも、だれもが訪れることのできる」 
　24時間開かれた病院を目指して改革中！ 
◆身近な地域で温かく暮らせる宅幼老所（コモンズハウス）を
重点的に整備！ すでに県下に297ヶ所 
◆信州ドクターヘリが医師・看護師とともに山間地へ急行！ 導入
　は全国9番目、出動は１年で304回。さらに愛知県ヘリとも連携！ 
 

廃棄物の中に、写真があった。家屋が
一瞬のうちに水に浸かったのだと思う
と心が痛んだ。 
岸までびっしりあった葦を全て除去 
すると、さっそく水鳥が岸近くまで来て
いた。大変疲れた作業だったが、その
姿を最後に見て「よかった」と思った。 
避難所最後の夕食を終え、自宅に戻って
行かれる皆さんの目に涙が浮かんで
いた。皆さんの様々な気持ちを思うと、
一日も早い復興を願わずにいられ 
なかった。 
 
 

信州・長野県知事　田中康夫 
 

この子たちの笑顔を、未来へ! 
 ワクワク・ド

キドキ 

県庁見学
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