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学生の視点で南信州を調査研究
～愛知大学との共同研究成果を学生が発表～

愛知大学と南信州広域連合が共同して、この地域が抱える課題や魅力の発信など
について研究をしています。
研究を通じて都市部の学生に南信州を知ってもらうことができ、また若者の視点
で研究した内容は、この地域にとって新しい発見と可能性を与えるものでした。
※詳細は３ページに掲載

圏域内の人口・世帯数
（2013.2）

人口 166,411人
世帯 58,725戸
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【折込み別冊】次期ごみ処理施設の整備について
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平成24年 南信州広域連合議会 第2回定例会

平成25年 南信州広域連合議会 第1回定例会

平成24年11月29日（木）飯田広域消防本部　3階大会議室
6件の議案が可決されました（平成23年度歳入歳出決算認定を含む）

平成25年2月21日（木）飯田広域消防本部　3階大会議室
平成25年度予算案を含む6件の議案が可決されました

平成23年度　各会計歳入歳出決算額

平成25年度　各会計当初予算

○条例案件　議案第12号　南信州広域連合火災予防条例の一部を改正する条例の制定について
○予算案件　議案第13号　平成24年度南信州広域連合一般会計補正予算（第2号）案
○決算案件　議案第14号　平成23年度南信州広域連合一般会計歳入歳出決算認定について
　　　　　　議案第15号　平成23年度南信州広域連合南信州広域振興基金特別会計歳入歳出決算認定について
　　　　　　議案第16号　平成23年度南信州広域連合飯田広域消防特別会計歳入歳出決算認定について
○人事案件　議案第17号　南信州広域連合副管理者の選任について

議案の内容

議案の内容

○条例案件　議案第1号　南信州広域連合飯田環境センター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について
○予算案件　議案第2号　平成25年度南信州広域連合一般会計予算（案）
　　　　　　議案第3号　平成25年度南信州広域連合南信州広域振興基金特別会計予算（案）
　　　　　　議案第4号　平成25年度南信州広域連合飯田広域消防特別会計予算（案）
　　　　　　議案第5号　平成24年度南信州広域連合一般会計補正予算（第3号）案
　　　　　　議案第6号　平成24年度南信州広域連合飯田広域消防特別会計補正予算（第2号）案

単位：千円

単位：千円

区　分 歳　入 歳　出 差引（歳入－歳出） 前年度差引額 前年度 比較

一般会計 1,622,867 1,546,159 76,708 61,774 14,934

20,952 12,156 8,796 7,556 1,240

2,110,774 2,084,429 26,345 31,794 △5,449

計 3,754,593 3,642,744 111,849 101,124 10,725

※阿南学園特別会計は、平成２３年度から阿南学園に指定管理者制度が導入されたため廃止されました。

南信州広域振興基金
特別会計

飯田広域消防
特別会計

一般会計

計

南信州広域振興基金
特別会計

飯田広域消防
特別会計

区　分 平成25年度 平成24年度 前年度比較 前年度比率

1,476,500 1,541,500 △65,000 95.8％

13,500 14,600 △1,100 92.5％

2,673,000 2,037,000 636,000 131.2％

4,16３，000 3,593,100 569,900 115.9％

《主な事業内容》
【一般会計】
○ごみ処理事業 （584,280千円）
○し尿処理事業 （145,056千円）
○次期ごみ処理施設整備
　〔各種測量調査・基本設計・生活環境影響調査〕
 （51,042千円）
○調査研究プロジェクト設置による地域課題へ
　の取り組みと専任職員配置 （7,849千円）
○地方債償還 （376,171千円）

【南信州広域振興基金特別会計】
○地域イメージ、ブランドの構築・推進事業
○地域情報発信事業（広域観光パンフレット作成）
○三遠南信地域等の連携事業

【飯田広域消防特別会計】
○消防救急デジタル無線施設・指令施設整備工事 （625,800千円）
○大規模災害対応強化事業 （17,734千円）
○35mはしご車オーバーホール （22,700千円）
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　南信州広域連合は、三遠南信連携で関わりの深い愛知大学と平成19年10月に「地域社会の発展と人材育成に寄与する
こと」を目的とした連携・協力協定を締結し、今年度共同研究を行うこととしました。
　圏域内には様々な課題があることから、構成14市町村にも呼びかけを行い、今年度は南信州広域連合と高森町がそれぞ
れのテーマで共同研究に取り組みましたので、その内容を報告します。

　既に地域ブランドとして確立されている市田柿ではあるが、主な消費者は中高年であることから、若者の「市田柿と
の出会い」を学生の視点で研究。
　愛知大学経営学部太田ゼミ生９名の学生が、自ら市田柿の魅力や価値を探るため、２回にわたって南信州で現地調
査を実施。（ＪＡみなみ信州や生産者宅でのヒアリング、柿の収穫・皮むきなどを体験）
【提言内容】
　若者の市田柿に対するイメージ（出会い）を変えるために、若者向けのキャッチコピー・パッケージでこだわりの店
舗で販売。無料情報誌で情報提供することによって目利き女子大生への訴求を図る。
①『もはやスイーツ！冬のドルチェ市田柿』をキャッチコピーに、高級感溢れるパッケージデザインで「目利き女子大生」
をターゲットに販売。
　目利き女子大生とは…流行は求めるけど、買い物で失敗したくない、価格が重要ではない、成分表示を見る、など

の特徴を持つ女子大生
②販売は、名古屋市内にも多くの店舗を持ち、地域の食文化を重視するなど国内の選りすぐりの商品を取り扱うチェー
ン店。
③大学生向けの無料情報誌で効果的にＰＲ。

南信州広域連合 テーマ：若者に対する『市田柿』の販売戦略

　きのこの中でも南信州で生産が盛んな「ぶなしめじ」と「えのきだけ」に焦点を当て、販売促進について学生の視
点で研究。
　愛知大学経営学部為廣ゼミ４名の学生が、南信州の生産者やＪＡみなみ信州において現地調査を実施。また、学園
祭においてアンケート調査を実施。
【提言内容】
　「南信州の持つ販路」で「様々な料理に合う使い勝手の良さ」をＰＲして『新しい価値』を伝える。
　都市圏では使われていないが、南信州では普段使用している料理を提案して、きのこの使用量をアップさせる。
①商品棚に具体的な調理イメージがされたＰＯＰ広告を掲示し露出。
②店頭でのデモ販売。
③関連する食材を組み合わせて提案。レシピ配布。（例：しめじとベーコンの醤油パスタ）

南信州広域連合 テーマ：『南信州産きのこ』の販売促進

　高森町そして南信州の魅力発信のために、愛知大学地域政策学部２年生により若者視点・外部視点で地域資源を
発掘・再発見。
　愛知大学地域政策学部２年生約 50名が高森町の自然、食べ物などの魅力を引き出すために、町内３か所を現地調査。
【提言内容】
①高森町が進めてきた健康のまちづくりをさらに進めるための健康イベントの開催。
②不動滝などの観光資源やアルプスサーモン丼、そして豊富な野菜や果物を活用した観光プランの策定。
③Ｕターン者のお試し宿泊。
④航空産業に着目した施設やイベント開催。
⑤高森町キャラクター「柿丸くん」のさらなる活用。
⑥ネットゲームを活用したＰＲ。

　広域連合としてはこの他に、愛知大学とは「移住・二地域居住」と「買い物弱者対策」にも取り組み始めましたが、具
体的には平成 25年度になって実施していきます。
　また、松川町、高森町も来年度実施していく予定です。

高　　森　　町 テーマ：高森町のタウンプロモーション
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南信州の観光情報は「南信州ナビ」へ　http://www.ii-s.org

　昭和初期、中国東北地方の「満州」へ全国から27万人もの開拓団員が渡り、多くの犠牲者を出しました。全国で最
も多くの開拓団を送出した長野県南部のこの地域に、全国で唯一となる満蒙開拓に特化した記念館がオープンしま
す。戦争の悲惨さ、平和の尊さを発信し、歴史を語り継ぐ拠点となる当館へぜひお越しください。

◆所在地：下伊那郡阿智村駒場711-10
◆開館時間：9：30～16：30（入館16：00まで）
　　　　　《団体予約の場合はご相談に応じます》
◆休館日：火曜日、第2、第4水曜日（祝祭日の場合その翌日）年末年始等
◆入館料：

◆お問い合せ先：満蒙開拓平和記念館事業準備会
　　　　　　　（電話＆FAX　0265-43-5580）

住宅用火災警報器が鳴ったら 万が一のために、警報器が鳴った時の
正しい対処法を知っておきましょう！

火事の時
警報器が鳴り、火災を見つけたら
次のような対処をしましょう。
●周囲に大声で知らせましょう。
●避難しましょう。
●119番通報しましょう。
●可能であれば初期消火をしましょう。

火事でない時
警報音停止ボタンを押すか、室内の換気をすると警報音は
止まります。
以下のものに注意してください。
●薫煙式殺虫剤
●ホコリや小さな虫
●調理時に発生する大量の煙や湯気

電池切れの場合
電池を新しいものに交換してください。
（電池寿命10年タイプは、機器の交換を）

機器異常の場合
「ピッピッピッ」と一定の間隔でなる場合は、機器の異常
です。新しい火災警報器に交換しましょう。

期　日：平成25年4月27日（土）
時　間：午後2時～午後4時
場　所：飯田女子短期大学　看護棟
　　　（飯田市松尾代田610　TEL：0265-22-4460）
参加対象者：飯伊地区で医療機関への就職に関心を
　　　　　　お持ちの次の方々
　　●医師や看護職等医療職を希望する学生及びその保護者等
　　●医療機関への就職に関心のある中高生及びその保護者等
　　●医療機関への復職希望者
　　●大学・高校・中学校の進路指導担当者

求人職種：医師・薬剤師・保健師・助産師・看護師・准看護師・
　　　　　放射線技師・臨床検査技師・臨床工学技士・
　　　　　理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・歯科衛生士・
　　　　　社会福祉士・介護福祉士・介護職・事務職
内　容：●医療機関ごとのブースでのガイダンス
　　　　●研修医と看護師による相談ブース
　　　　●健康チェックコーナー（無料）
　　　　●体験コーナーＢＬＳ（一次救命処置）体験
その他：事前予約不要、求職者・医療機関側とも参加費無料
お問い合せ先：飯伊地区包括医療協議会（TEL.0265-23-3636）

200円

記念館概要

一　般 小・中高生

個　人 500円 300円

団　体（20名以上） 400円
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国道153

－医療関係団体による学生と中高生のための就職総合相談会－




