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 長野県東京事務所発『信州通信』９月号  ２０１８年８月３１日（金） 

～実りの秋を先取り号…あの「日比谷松本楼」も信州ゆかりの店だった…～ 

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

 「連日連夜、息苦しいほどの暑さが続いています」との書き出しで始まった前月号。

８月が終わろうとする今もなお「息苦しいほどの暑さ」が続いています。 

 とはいえ、９月ともなれば秋のイベントも目白押し。天高く眺望麗しく、馬も肥ゆ

る食欲の秋を先取りすべく、『信州通信』９月号をお届けします。 

 

【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（日比谷松本楼その２） 
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 先月に続き、「日比谷松本楼」。今月号は、開業 115 年を数える店舗をめぐるエピソ

ードを紹介します！！ 

 

小坂現社長の母方の曽祖父であった事業家の梅屋庄吉氏は、「中国革命の父」とし

て知られる孫文と出会い意気投合し、生涯を通じて支援を行いました。当時、松本楼

の社長だった小坂梅吉氏は、この梅屋氏と親交が深かったことから、孫文は滞日中に

何度も松本楼を訪れています。 

後に、この梅屋氏と小坂社長のお孫さん同士がご結婚され、孫文と松本楼の歴史は、

その子である現社長に語り継がれています。 

松本楼は東京大空襲の戦災は免れたものの、戦後 GHQ に接収され、再開後の昭和 46

年には、日比谷公園で沖縄返還協定の抗議集会を行った過激派の放火により焼失する

といった苦難の歴史を経験されています。 

その際、国内外からの多くの支援や励ましを受け、昭和 48 年 9 月には営業を再開

されました。再建に当たっての支援に感謝する趣旨から、再建記念日の 9 月 25 日に

10 円でカレーを提供し、売上をすべて寄付するチャリティー行事を始め、今日に至っ

ています。 

様々な歴史に彩られた松本楼。その歴史に思いをはせながら、食事をいただいてみ

てはいかがでしょうか。 

 



 日比谷松本楼 

   千代田区日比谷公園 1-2 TEL：03-3503-1451   http://www.matsumotoro.co.jp 

   東京メトロ日比谷線・丸ノ内線「霞ヶ関駅」B2、B1a、B3a 出口 

   東京メトロ千代田線・都営三田線「日比谷駅」A14 出口 

   JR 山手線・京浜東北線「有楽町駅」日比谷口 

 

 

※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  
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【２】長野県のトピックス 
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------------------------------------------------- 

 _／~＼大地の恵み フォッサマグナで結ぶ／~＼_ 

   「中央日本四県合同うまいもん市」を開催！ 

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

美しい山々や自然を有し、フォッサマグナで結ばれる新潟・長野・山梨・静岡４県

の「うまいもん」が日本橋に集結！豊かな大地の恵みをお楽しみいただけるチャンス

です。是非お越しください。 

日 時：９月３日(月)～４日(火) １０時３０分～１８時（４日は１７時まで） 

会 場：ブリッジにいがた１階（東京都中央区日本橋室町１－６－５） 

     ※東京メトロ銀座線・半蔵門線「三越前駅」Ａ１出口すぐ 

主 催：新潟県、長野県、山梨県、静岡県、第四銀行(新潟県)、八十二銀行(長野県)、

山梨中央銀行(山梨県)、静岡銀行(静岡県) 

主な出展品：【新潟県】新潟限定米菓各種、笹だんご、えだまめ 等 

      【長野県】信州産高原野菜各種、信州産ブドウ各種、信州産夏リンゴ 等 

      【山梨県】山梨県産ブドウ各種、信玄餅、山梨県産ワイン 等 

      【静岡県】静岡県産茶、桜えびせんべい、あべ川もち 等 

https://www.shizuokabank.co.jp/pdf.php?id=3305  

 

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

     ～信州の旅を食でもっと楽しく！～ 

 彡☆「信州しあわせ食旅」Instagram キャンペーン ☆ミ 

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

信州アフターデスティネーションキャンペーンとの連携企画として、信州ならでは



の食の魅力をシェアする「信州しあわせ食旅」Instagram キャンペーンを実施してい

ます。信州ならではの食の魅力を写真に撮って、皆様の Instagram で発信してみませ

んか。 

応募期間：８月２４日(金)～９月３０日(日) 

応募方法：◇しあわせ信州公式 Instagram アカウントと長野県観光公式 Instagram ア

カウントをフォロー 

     ◇お持ちのアカウントにハッシュタグ「＃信州しあわせ食旅」をつけて、

信州の食で感じるしあわせを表現した写真を投稿 

特  典：◇しあわせ感じる信州食旅部門 

      ・ベストスマイル賞 〔１名〕（信州の美味しいお肉加工品詰合せ） 

      ・おいしいポーズ賞 〔２名〕（スイーツ詰合せ） 

      ・信州の味満喫賞  〔３名〕（信州蕎麦詰合せ） 

     ◇フォトジェニックな信州の食部門 

      ・しあわせ信州賞  〔１名〕（松代焼カップとスプーンのセット） 

      ・しあわせ食旅賞  〔２名〕（ペアのお箸セット） 

      ・信州アフターＤＣ賞〔３名〕（アルクマトートと信濃の国手ぬぐい） 

     ※Ｗチャンス！応募者の中から１０名にアルクマストラップをプレゼント 

投稿方法：インスタグラム「信州しあわせ食旅」キャンペーンページを確認ください。 

http://shiawase-shinshu.jp/photocampaign 

【信州しあわせ食旅公式ＨＰ】https://www.shinshu-dc.net/gourmet_tour  

 

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

°・.☆ ゆるキャラ(R)グランプリ 2018 開催中 ☆.・° 

長野県 PR キャラクター「アルクマ」を応援してください！  

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

８月１日に投票が開始された「ゆるキャラ(R)グランプリ 2018」。８月 27 日９時現

在で「アルクマ」の順位は 14 位。 

投票期間はあと２ヶ月余り(11 月９日 18 時まで)。皆様の清き１票で、「アルクマ」

を大きく育ててください。 

◇投票は 1 アドレスにつき 1 日 1 回可能です。ご家族・ご友人にもお声掛けください！ 

http://www.yurugp.jp/vote/detail.php?id=00000357 （アルクマページ） 

◇投票を行うためには、最初だけ簡単なＩＤ登録が必要です。 

 http://www.yurugp.jp/vote/method.php (グランプリ投票方法) 

問い合わせ先：長野県観光部観光誘客課（026-235-7254） 
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【３】信州イベント情報 
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≪信州塩尻ぶどうまつり 2018（塩尻市）≫ 

 全国有数のぶどうの産地として知られている塩尻市桔梗ヶ原。塩尻特産のナイアガ

ラやコンコードなど、各品種のぶどう狩りを楽しむことができる季節到来。 

日 時：８月下旬～10 月中旬 

会 場：塩尻観光果実直売組合加盟農園 

入場料：小学生以上 600 円～ ３歳以上 300 円～ 

    （巨峰などは別途料金がかかる場合があります） 

https://tokimeguri.jp/annual_event/469.php  

 

≪桔梗ヶ原ワインバレー行き無料シャトルバス（塩尻市）≫ 

 欧州系高級ワイン用ぶどう「メルロー」を長野県に根付かせた「桔梗ヶ原」。期間限

定で、ＪＲ塩尻駅と桔梗ヶ原を結ぶ無料シャトルバスを運行します。 

日 時：９月の土日祝日 えんぱーく発 ９時５５分～１５時２０分 

運行区間：えんぱーく～塩尻駅東口～林農園・井筒ワイン(・メルシャン)～信濃ワイ

ン～信州まつもと空港 

     ※一部のバス経路を信州まつもと空港まで延長します。 

料 金：無料（乗り降り自由、予約不要） 

http://www.city.shiojiri.lg.jp/kanko/winebus.html  

 

≪東御ワインフェスタ 2018（東御市）≫ 

 東御市内の醸造家たちが個性豊かにつくりあげたワインの色・風味・味わいを楽し

めるイベント。今年は東御市内と近隣市町村の６つのワイナリーと９つのヴィンヤー

ドが出店予定。地元食材を使った料理やステージ演奏も！ 

日 時：９月１日(土) 12 時～19 時 

会 場：ＪＡ信州うえだ東御支所 ラ・ヴェリテ前広場 

入場料：入場無料（ワインを召し上がる方はワイングラスを貸し出すデポジット制 500 

  円 

https://www.facebook.com/events/812777629063209/  

 

≪小諸八幡宮「八朔相撲」（小諸市）≫ 

 元禄４年に奉納相撲として始まった「八朔相撲」。今日まで 320 余年に亘り伝統行事

として受け継がれてきました。 

 当日は子どもたちが立派な化粧まわしをつけて市内を練り歩き、土俵入りのあと熱

のこもった取り組みを披露します。 

日 時：９月２日(日) １１時～ 



会 場：八幡宮神社 

入場料：無料 

https://www.nagano-tabi.net/modules/event/index.php?action=View&event_id=000

0000537  

 

≪信濃大町 山フェス 2018（大町市）≫ 

ラジオの公開生放送やＪＡＺＺ ＬＩＶＥ、様々な体験コーナーなど盛りだくさ

ん！美味しいグルメもお楽しみいただけます。 

日 時：９月８日(土) １０時～１６時 

会 場：◇大町公園・長野県山岳総合センター 

    ◇大町山岳博物館 一帯 

    ※山フェス会場へのアクセスは、徒歩又は無料シャトルバスを利用ください。 

https://www.omachi-promotion.com/%E4%BF%A1%E6%BF%83%E5%A4%A7%E7%94%BA%E5%B1%

B1%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%B92018/  

 

≪竈(かまど)神社 例大祭（大町市）≫ 

 例大祭の前日の８日には奉納花火大会が開催され、スターマインを間近で見ること

ができます。 

９日には伝統のある浦安の舞や流鏑馬太鼓、奉納相撲大会もご覧いただけます。 

日 時：９月８日(土)～９日(日) 

会 場：竈神社、西公園グラウンド(花火打ち上げ) 

https://www.nagano-tabi.net/modules/event/index.php?action=View&event_id=000

0000651  

 

≪須賀川そば 第 15 回法印さんとそばの花まつり（山ノ内町）≫ 

 北志賀高原の山あいで、白いそばの花 100 万本が風に揺れる壮大な風景の中、オヤ

マボクチ（山ごぼう）をつなぎに使う須賀川そばや、各種イベントを楽しんでみませ

んか。 

日 時：９月８日(土)～９日(日) ９時 30 分～15 時 

会 場：山ノ内町須賀川八丁原 

https://www.nagano-tabi.net/modules/event/print.php?event_id=2107  

 

≪フィッシングガーデン（大町市）≫ 

 北アルプスの清流・乳川での渓流釣りイベントです。中学生以下は入園無料で渓流

釣りが楽しめ、釣った魚をその場で塩焼きにして味わえます。 

日 時：９月８日(土)～２４日(月・祝)の土日祝日<８日間> １０時～１５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 シルバー(65 歳以上)210 円 小人(小中学生)無料 

内 容：◇場 所：渓流ピクニック広場(休憩所付近) 

    ◇参加費：１時間もしくは５匹まで 2,500 円 

     （入漁証、釣り竿・バケツレンタル、餌、持帰り袋） 

    ◇焼き代：釣った魚 100 円／匹、魚追加 300 円／匹 

 

≪秋 コスモス花フェスタ（安曇野市）≫ 

 国営アルプスあづみの公園の田園文化ゾーンでは 35 万本、里山文化ゾーンでは 150

万本ものコスモスが咲き誇るなか、花にまつわるイベントやアウトドアイベントなど

盛りだくさん！ 

日 時：９月８日(土)～１０月１４日(日) ９時３０分～１７時 

会 場：国営アルプスあづみの公園 堀金・穂高地区 ※駐車場 1,000 台(無料) 

入場料：大人 450 円 65 歳以上 210 円 小中学生以下無料 

https://lovegreen.net/event_calendar/p179337/  

 

≪巨峰の王国まつり（東御市）≫ 

 東御市を代表する農産物である巨峰がテーマの収穫祭！ 

日 時：９月１５日(土) ９時～１５時３０分、１６日(日) ９時～１５時 

会 場：東御中央公園一帯 

    ※公園駐車場に加え、周辺施設の駐車場の利用可 

    ※しなの鉄道田中駅からのシャトルバスあり 

内 容：【巨峰プレゼント】両日９時３０分～ 

〈先着 250 名(一人一房限り)、小学生以上〉 

    【王国抽選会】１６日開催。巨峰など豪華賞品があたります！ 

https://www.shinanorailway.co.jp/sp/area/guide/2018/08/27.php  

 

≪国宝仁科神明宮 例大祭（大町市）≫ 

 数百年もの間、のどかなこの地で脈々と受け継がれてきた「県無形文化財」。地元の

青年たちが舞う、典雅な能の舞台が観られます。 

日 時：９月１７日(月・祝) 

会 場：国宝仁科神明宮 

内 容：◇ 13：00～ 太々神楽(だいだいかぐら)奉納 

    ◇ 神楽終了後、破魔矢が参拝者に配布 

http://www.sinmeigu.jp/saijiki/reisai.html 

 

≪第７回信州小諸城下町フェスタ（小諸市）≫ 

 高原の城下町の老舗商家や蔵を会場としたギャラリーを巡りながら、地元作家のア



ート＆クラフト、食文化との出会いを楽しむ５日間！ 

日 時：９月２１日(金)～２５日(火) 

    （町屋＆蔵ギャラリーopen １０時～１６時） 

会 場：本町および大手門周辺の歴史的建物 

入場料：入場無料（各ワークショップ等は有料） 

http://machifes.wixsite.com/komoro 

 

≪秋も須坂で蔵開き（須坂市）≫ 

 今年で７回目を迎える秋の蔵開き。会場にはおやき、焼き鳥などおいしい食べ物が

盛りだくさん！酒粕つめ放題も人気です。 

日 時：９月２２日(土)～２４日(月・祝) ９時３０分～１６時 

会 場：遠藤酒造場 臥竜蔵 

    ※須坂駅から会場までシャトルバスの運行あり 

http://www.keiryu.jp/event.html  

 

≪絹の里・須坂で「絹婚式」（須坂市）≫ 

 結婚 12 周年の記念日は「絹婚式」。共に歩んできた２人の愛情を、上品でしなやか

な絹に例えているそうです。 

 「恋人の聖地」プロジェクトで選定された「須坂アートパーク」で、大切なパート

ナーともう一度愛の誓いを交わしてみませんか？ 

日 時：９月２３日(日・祝) １０時～１２時頃 

会 場：須坂アートパーク内 世界の民俗人形博物館 前庭 

入場料：<参加料>ご夫婦で 11,220 円 ※小学生以下お子様は一人につき 7,000 円 

    <観 覧>無料 

内 容：【対象】2006 年(平成 18 年)に入籍したご夫婦 12 組 

    【申込】次の内容を電話、ＦＡＸ、メールで申し込み 

        ※住所・氏名・年齢・電話番号・メールアドレス・入籍年月日・同伴

家族人数 

       【締切】９月１２日(水) ※応募多数の場合抽選 

http://www.suzaka-kankokyokai.jp/event/37.html  

 

≪燈籠祭（伊那市）≫ 

 豊年と無病息災を感謝する、伊那市高遠町鉾持神社の例祭。家々の前に立てかけら

れた笹竹に、稲穂に見立てたほおずき提灯を灯して飾り、街全体が橙色のトンネルに

覆われます。その中を山車・子ども神輿・高遠ばやしが練り歩く光景は幻想的です。 

日 時：９月２３日(日・祝) ※雨天などにより、内容変更・中止の場合あり 

会 場：高遠町西高遠 本通り周辺 



入場料：入場料・参加費・駐車場すべて無料 

https://www.nagano-tabi.net/modules/event/index.php?action=View&event_id=000

0002700  

 

≪穂高神社 御船祭り（安曇野市）≫ 

 船型の山車に穂高人形を飾った大小５艘の御船が、笛や太鼓の囃子にのって、氏子

衆により神社へと曳き入れられます。 

 勢揃いした御船のきらびやかさや、大船２艘が激しくぶつかりあう様子は必見！ 

日 時：９月２６日(水) ２０時～〈宵祭り〉、２７日(木) １５時～〈本祭り〉 

会 場：穂高神社 

http://www.hotakajinja.com/saijiki.html#link13 

 

≪赤そば花まつり（箕輪町）≫ 

 約 4.2 ヘクタールの広大な敷地に、真紅の花をつける珍しいそば「高嶺ルビー2011」

が華麗に咲き誇る「赤そばの里」。まつり当日には、採れたての地元産野菜・果物の直

売のほか、そば打ち名人による打ち立てそばもお楽しみいただけます(数量限定)。 

日 時：９月２９日(土)～３０日(日) １０時～ 

会 場：箕輪町 上古田公民館 

https://www.minowa-town.jp/赤そばの里/ 

 

≪北国街道 蕎麦グルメウォーキング（小諸市）≫ 

 軽井沢の追分宿をスタートし、小諸城がゴールとなる、約１４km のウォーキング大

会。蕎麦をはじめとする地元グルメが味わえます！ 

日 時：９月３０日(日) ７時１５分～１４時（予定） 

会 場：軽井沢追分宿～小諸城大手門 

参加費：3,500 円 ※休憩所でのおやつや食事(蕎麦)代を含む 

内 容：【申込先】一般社団法人 こもろ観光局（0267-22-1234） 

    【申込締切】９月１７日(月・祝) 

    【参加定員】２００名 

http://www.komoro-tour.jp/ 

 

≪新日本百名山選定 燕岳登山２日間（安曇野市）≫ 

 燕岳へ登る合戦尾根を目指すルートは急登として知られていますが、実は一定の間

隔で休憩ポイントとなるベンチがあり、ペース配分がしやすい登山道のひとつ。森林

限界を越えて開ける眺望や、瀟洒な山小屋(燕山荘)、燕岳周辺のお花畑などなど、見

どころ盛りだくさんです！ 

日 時：９月３０日(日) ～１０月１日(月) 集合：６時 



会 場：燕岳 ※集合：安曇野市観光情報センター(穂高駅前) 

    ※申込締切：９月１６日(日)、募集人員４０名(最少催行人員７名) 

参加費：21,500 円 

http://www.azumino-e-tabi.net/tour/%e6%96%b0%e6%97%a5%e6%9c%ac%e7%99%be%e5%9

0%8d%e5%b1%b1%e9%81%b8%e5%ae%9a%e3%80%80%e7%87%95%e5%b2%b3%e7%99%bb%e5%b1%b1

2%e6%97%a5%e9%96%93  

 

 

 

※この他、県内のイベント情報をこちらでご覧いただけます。 

【さわやか信州旅.net】http://www.nagano-tabi.net/  

【花だより】http://www.nagano-tabi.net/modules/season/hanadayori.html  
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【４】銀座ＮＡＧＡＮＯ新着ニュース 
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◇ショップ（１階）◇ 

長野県オリジナル品種のぶどう「ナガノパープル」の入荷が始まります！ 

 ぶどうの中でも水分管理など特に栽培が難しい品種なのですが、種がなく皮ごと食

べられ、大粒でコクのある甘みが人気です。 

 信州の農家さんが丹精込めて育てたその味を、ぜひ堪能してみてください。 

 

※天候などにより入荷状況がかわります。お買求めの際は、ショップまでお電話でご

確認ください。 

 

 

【今月の日本酒イベント】 

■銀座ＮＡＧＡＮＯ的ひやおろし祭 ～今年は総選挙!!～ 

  ９月９日（日）第１部 13:00～14:00／第２部 15:00～16:00 

  定員 各回 35 名（立食形式） 

  料金 2,000 円（おつまみワンプレート+ひやおろし呑み放題 

      ＋スペシャルグラスプレゼント！ 

 

 「ひやおろし」は、冬に醸したお酒を夏の間も熟成させた限定酒。毎年、長野県の

ひやおろしは、重陽の節句である９月９日に一斉解禁されます。 

 その解禁日当日に 40 銘柄を超えるひやおろしが試せるイベントを開催。都合のつく

酒蔵さんには、会場にお越しいただく予定です。 



 

 今年は、「ひやおろし総選挙 2018」と題し、皆様に「好きな」ひやおろしに投票し

てもらいます。理由は何でもあり。「美味しいから」でも「ラベルが素敵」でも「杜氏

さんが好き」でも「地元だから！」でもＯＫ（１位に投票した方から抽選で２名様に

そのお酒をプレゼントしちゃいます！）。 

 お気に入りの「ひやおろし」を見つけて楽しい秋のスタートにしましょう！ 

 https://www.ginza-nagano.jp/event/28928.html  

 

 

◇イベントスペース（２階）◇ 

 

■信州の「美味しい!!」に出会えるひととき あずさ屋の試食バイキング 

 信州の魅力あふれる特産品を立食バイキングスタイルでご試食いただきながら、あ

ずさ屋スタッフによる紹介スピーチと楽しい会話で、より信州を知って、感じていた

だくひとときをご提供します。 

 ※あずさ屋…岐阜県・長野県に店舗を持ち、信州・飛騨の特産品を扱う人気店です。 

 

 開催日 ９月 16 日（日） 11:00～16:00 

 参加費 大人 1,000 円／60 分、小学生までのお子様 500 円／60 分 

 お問い合わせ あずさ屋 本店 TEL 0120-41-5565（担当者 伊藤 090-3564-0794） 

        azusa001@adagio.ocn.ne.jp 

 URL  http://www.azusaya.co.jp 

※会場が混雑した場合は、入場時間の指定の整理券配布を行う場合がございますので

ご了承ください。 

 

■週末信州スローライフ！「二地域居住者向けコンパクト住宅のススメ」 

 信州の豊かな自然を満喫する”暮らし”と”住まい”を提案します。信州各地の風

土に根差した地元若手建築士によるプレゼンテーションをお聞きください。 

 

 開催日 ９月 17 日（月） 11:00～13:00 

 定員 35 名（申込先着順。当日の空席状況により当日参加可） 

 参加費 無料 

 お問い合わせ 長野県建築住宅課 TEL 026-235-7339 

 

 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/ 

 【９月のイベントカレンダー】https://www.ginza-nagano.jp/event/date/2018/09 
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【５】信州スポーツ情報（８月 30 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）≫ 

 大相撲秋場所（９月９日初日）の新番付が発表され、御嶽海は東関脇に就きました。 

 大関昇進なるか？乞うご期待！ 

 

≪Ｊ２松本山雅ＦＣ≫ 第 30 節まで終了 16 勝８分６敗 ＜22 チーム中２位＞ 

 次節は９月１日(土)、アウェーで水戸ホーリーホックと対戦。 

【松本山雅ＦＣ】http://www.yamaga-fc.com/ 

 

≪Ｊ３ＡＣ長野パルセイロ≫ 第 20節まで終了 ５勝７分７敗 ＜17チーム中 14位＞ 

 次節は９月９日(日)、ホームで藤枝ＭＹＦＣと対戦。 

【ＡＣ長野パルセイロ】http://parceiro.co.jp/ 

 

≪ＡＣ長野パルセイロ・レディース≫ 第９節まで終了 ４勝２分３敗  

＜10 チーム中５位＞ 

 次戦は９月８日(土)、ホームでマイナビベガルタ仙台レディースと対戦。 

【ＡＣ長野パルセイロ】http://parceiro.co.jp/ 

 

≪信濃グランセローズ≫後期 30試合終了 11勝２分 17敗＜西地区５チーム中４位＞ 

 次戦は９月１日(土)、大栄小諸球場で滋賀ユナイテッドＢＣと対戦。 

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

 

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

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/sogoke

ikaku/2018keikaku.html  

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


