●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

108

No.

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12月25日
（土）掲載予定です。
●「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。

長野県は全国有数の米どころ。
みなさんご存知ですか？

情報

（毎日 8:30〜19:30）

☎０２６３-９１-２４１０

掲示板
＝問い合わせ先
＝申し込み先

○松本からわずか５５分。温暖な冬の静岡
を楽しんでみませんか。
○運航ダイヤ（平成23年3月26日まで）

税に関するお知らせ

地産地消推進キャラクター
﹃旬ちゃん﹄

一等米比率
年連続全国第 位！

９

1

きれいな水、昼夜の温度差に加
えて農家の皆さんのがんばりが
お米をおいしくしているよ。
っと ○22年産米の一等米比率（10月末現在）
ちょこ報
１位 長野県、２位 千葉県、３位 岩手県
情
○10アールあたり収量も全国トップ！

▲

注文販売がおいしさの秘密!
宮澤ファーム

宮澤 和芳さん（安曇野市）
こだわりのお米は無化学肥
料で８割以上減農薬。注文
販売なので、受注後に精米。
新鮮なお米を届けられ、お
客様から直接意見をもらっ
て改善に努めています。
日本一のお米をつくってお
客様に喜んでいただきたい
です。

戸倉小学校（千曲市）で米飯給食

お米のおい
しさを認定

みんなが食べてくれるからがんばれる！

「原 産 地 呼 称 管 理 制 度」
により、
品質のよい県産米を自信を持って
消費者におススメ。
いままでに、
県内各地の
198品のお米を認定しています。

小林 亨さん（上田市）

県原産地呼称管理委員会 米官能審査委員会委員長
株式会社 米匠 代表取締役

『楽しくお米をつくる』ために法人
を立ち上げ、みんなで意見交換し
ながら取り組んでいます。早生も
のを取り入れるなど、工夫の余地
が大きいのが「米づくり」の魅力。
少しでも多くおいしいご飯を食べ
てもらいたいですね。

小宮山 浩志さん（長野市）

審査のポイントの一つは、白米に
しても粒がしっかりしているこ
と。県産のお米はレベルが高く、
この制度によってさらに評価が
高まっています。

原産地呼称管理制度の認定米を全店で販売!

海外へ売り込め！
木島平村

○金融機関、
郵便局または地方事務所税務課
で納めていただけます。
○納税に便利な口座振替もあります。
総務部税務課 ☎026-235-7048

11月19日に戸倉小学校に伺いました。当日の
ご飯は、地元でとれた棚田米。
「ごはんが甘い」
「粒が大きい」と子どもたちに大好評。
県内の学校で週３〜４回行われるご飯の給食
は、すべて長野県産のお米なんだよ。

農事組合法人神科樂農会代表

株式会社マツヤ

木島平米の香港への輸出販売を始めました。現地で主
流のタイ米などの長粒種と違い、
「甘くて粘りがある」
と評判。価格差はあるものの売れ行きは好調です。
香港そごうコーズウェイベイ店で

○お問い合わせ先
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
□

メール

バイヤー

おいしい県産のお米を提供するため、
販売を始めました。認定米とともに県
産のもち米や玄米も売って欲しいな
どのご要望も。今後はお米以外にも
広げるなど、県内の農家の皆さんを応
援していきます。

高木 良男さん

ご意見
・
ご質問

営業本部

諏訪部 元志さん（長野市）

産業振興課

11月7日

□

フリーダイヤル

[

農政部農業技術課 TEL:026-235-7221 FAX:026-235-8392

□

]

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

松本発

個人事業税後期分の納期限は
11月30日
（火）
です

給食でいっぱい食べるぞ!

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）

年金に係る税務上の
取扱いが変わりました
○年金として受給する生命・損害保険金等の
うち、相続税の課税対象となる部分につい
ては所得税の課税の対象外になりました。
○これにより、所得税の還付を受けること
ができる場合があります。
○詳細は国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/をご覧いただくか、
最寄りの税務署にお問い合わせください。

23年4月から広域連合「長野県
地方税滞納整理機構」がスタート
○徴収が困難な事案や大口事案を専門的
に扱う組織を設立し、積極的な財産調査
や滞納処分を行っていきます。
○詳細は県ホームページをご覧ください。
http://www.pref.nagano.lg.jp/
soumu/zeikyodo/start.htm
総務部地方税共同化準備室 ☎026-235-7125

12月3日
（金）
〜 9日
（木）
は
障害者週間です
○県庁１階ロビーで、
障害者週間のポスターや、
福祉事業所でつくられた製品などを展示します。
健康福祉部障害者支援課
☎026-235-7104
○手話付きの県政広報番組を放送します。
日時：11月29日
（月）18:55 〜 19:00
12月1日(水)19:55 〜 20:00(再放送)
番組名：
「なるほど！NAGANO」
（ＳＢＣ）
内容：
「インフルエンザ予防」
総務部広報課 ☎026-235-7054

知事への直接のご意見は □ FAX 026
（232）2123

信州まつもと空港から
「静岡」へ行こう！

14:15

→

静岡着

静岡発

15:10

8:45

→

□ FAX 026
（235）7026

9:40

○メールマガジン
「週刊信州」で静岡の情報
を発信しています。
http://magazine.nagano-ken.jp/
企画部交通政策課 ☎026-235-7019

地元の食材で応援！
サークルＫが
「信州ＤＣ
おもてなしフェア」
を開催中
○期間：12月13日
（月）
まで
○実施店舗：県内のサークルＫ １２８店
○県内４エリアから特色ある商品を販売
・南信 ヒレソースかつ丼
・北信 須坂みそすき丼
・東信 鶏釜飯風
・中信 おもてなし20品目御膳
○詳細は同社ホームページをご覧ください。
http://www.circleksunkus.jp/

いじめや不登校などへの
相談体制を強化
○小・中学校、
高等学校で、
児童生徒や保護者
の相談に対応するスクールカウンセラー
を募集します。
○期限:12月3日
（金）
（当日消印有効）
○人数:若干名
○詳細は県ホームページをご覧ください。
http://www.pref.nagano.lg.jp/
kenkyoi/jouhou/gakkou/sc/sc.htm
教育委員会事務局心の支援室
☎026-235-7436

県職員を希望される方へ
県庁就職ガイダンスを開催
○平 成23年 度 県 職 員 採 用 試 験 の 受 験に
関心のある方を対象とした説明会です。
○日時：12月28日
（火）9:30 〜 12:00
○場所：長野県庁
○受付期間：12月1日
（水）
〜 16日
（木）
○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

□

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

松本着

