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南信州広域連合
広 報 誌

圏域内の人口・世帯数（2018.12）　
人口 157,531人（前年同月比 1,584人減）
世帯   58,399戸（前年同月比 56戸増）
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　南信州広域連合が旧飯田工業高校を活
用し整備を進めてきた、産業振興と人材
育成の拠点「エス・バード」の開所式が
平成31年１月４日㈮に行われました。「エ
ス・バード」は、航空機など地域のリーディ
ング産業を創出し、伝統・地場産業の高度
化・高付加価値化などを実現するための
施設で、研究開発や人材育成に必要な機
能が集約された産業振興の一大拠点です。
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　　　  【平成30年南信州広域連合議会　第２回定例会】

〇議案第15号　南信州広域連合に関係市町村の条例を準用する条例の一部を改正する条例の制定について
〇議案第16号　公の施設の指定管理者の指定について（南信州広域連合産業振興と人材育成の拠点）
〇議案第17号　平成30年度南信州広域連合一般会計補正予算（第３号）案
〇議案第18号　平成30年度南信州広域連合飯田広域消防特別会計補正予算（第１号）案
〇議案第19号　平成30年度南信州広域連合稲葉クリーンセンター特別会計補正予算（第１号）案
〇議案第20号　平成29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
〇議案第21号　平成29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
〇議案第22号　平成29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
〇議案第23号　平成29年度南信州広域連合稲葉クリーンセンター特別会計歳入歳出決算認定について

平成30年11月30日㈮　飯田広域消防本部　３階大会議室
第２回定例会が開催され、提出された議案９件はすべて原案どおり可決・認定されました。

　　　　　　（※主なものを掲載しています。議事録は、3月初旬に広域連合のホームページへ掲載予定です。）

　　　吉川 秋利 議員 （飯田市）
① 広域連合議会の一般質問をどうとらえているか。
② コンベンション施設について、現時点での方向性は。
③ リニア中央新幹線開業について、特別委員会は設置されているか。
　　　牧野 光朗 広域連合長
① 議会は予算をはじめ行政の意思を決定する議決機関として大変重要なものと認
識している。

　 一般質問をはじめ議会の状況については、広域連合のホームページや年４回発
行している広報誌「すきです南信州」において掲載している。一般質問の内容
についても今後掲載予定である。

② 検討に当たっての基本的な考え方を素案としてまとめている。今後、住民説明
会も開催し広く意見を求める。平成 31年２月議会で一定の方向性を示したい。

③ 現時点で設置されていない。特別委員会は、協議すべき課題が明確になった段
階で考えたい。

　　　川野 孝子 議員 （豊丘村）
① 広域連合会議の開催場所について、飯田広域消防本部という決まりがあるのか。
② 出前議会の形をとることで、広域連合を住民の皆様に身近なものとして理解し
てもらえるのでは。

　　　髙田 修 事務局長
① 広域連合の前進である飯伊広域行政組合の時代から使用している。会場の確保
や日程調整、移動距離の問題等、課題はある。議員の皆様と検討させていただ
きたい。

② 管内視察も含め議員の皆様と相談させていただきたい。
　　　勝野 猶美 議員 （阿南町）

① 障害者支援施設「阿南学園」の改築整備事業について、現在の計画及び財源は。
　　　牧野 光朗 広域連合長
① 今回の改築整備については、施設の老朽化への対応と入居者の安心安全の確保
の観点から、早急に実施すべき課題であるという認識を持っている。当面は地
方債と交付税を活用して公設で建て替えを実施するということに至った。財源
については、最も有利とみなされる過疎対策事業費を活用し、阿南町に事業主
体となっていただき実施することが阿南町議会の全員協議会の場で確認してい
ただいた。

議
案
の
内
容

一般質問

質問

答弁

答弁

答弁

質問

質問

議会報告
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飯 田 広 域 消 防 か ら の お 知 ら せ

【実施期間】平成31年３月１日㈮～３月31日㈰まで

① たき火を始める前の注意① たき火を始める前の注意
◇周囲に燃えやすいものが無い場所で行う！
◇乾燥注意報等が出ているときや、風の強いと
　きはたき火をしない！
◇水バケツ、消火器等による消火の準備をする！

② たき火をしているときの注意② たき火をしているときの注意
◇火を消すまで、その場を離れない！
◇子供だけでは絶対にたき火をさせない！
◇火の粉が飛ばないよう少しずつ燃やし、着衣
　着火・やけど等に注意する！

はい

消防署
です

「火災とまぎらわしい煙
　又は火炎を発するおそれのある行為」って？
「火災とまぎらわしい煙
　又は火炎を発するおそれのある行為」って？

土手焼き

枝焼き

どんど焼き

※家庭ごみ、廃棄物の
　野外焼却は禁止され
　ています。

③ 終わったあとの注意③ 終わったあとの注意
◇再び燃え出さないように消火し、完全に火が
　消えたことを確認する！

スプレー缶（エアゾール缶）､カセットボンベは
　必ず中身のガスを出し切ってから捨てましょう!!
スプレー缶（エアゾール缶）､カセットボンベは
　必ず中身のガスを出し切ってから捨てましょう!!
スプレー缶（エアゾール缶）､カセットボンベは
　必ず中身のガスを出し切ってから捨てましょう!!
スプレー缶（エアゾール缶）､カセットボンベは
　必ず中身のガスを出し切ってから捨てましょう!!

缶を手で振って
中身の有無を確認！

「シャカシャカ」、「チャプチャプ」と
音がしたら中身が残っています！

スプレーボタンを押して、
完全に中身のガスを出し切りましょう！

火災を防ぐポイント
■ストーブ等の熱があたる場所で使用・保管しない！
■中身を完全に使い切る！
■穴を開ける際は、屋外の火気のない通気性の良い場所で行う！
■カセットボンベは、コンロに正しく装着し、過熱されないように使用する！

飯田消防HP
QRコード

火のようじん　えがおをまもる　あいことば
【平成30年度防火標語　最優秀賞　喬木第一小学校４年　廣瀬斗和さん】

「火災とまぎらわしい煙又は火炎を
発するおそれのある行為」を行う
場合は、消防署へ届出が必要です！

①氏名
②日時
③場所
④目的や
　連絡先

※スプレー缶等は、市町村の分別方
法により廃棄し、 ごみとして燃や
さないようお願いします。

火気厳禁!!火気厳禁!!ガスの
確認方法
ガスの
確認方法

❶ ❷ ❸

事例① ファンヒーターの前にあったスプレー缶が熱せられ破裂しガスに引火、室内を焼いた。
事例② 燃やしたごみ内のスプレー缶が破裂、火の粉が飛散し火災となった。
事例③ 塵芥車の中でスプレー缶から漏れたガスに引火、車内を焼いた。
事例④ 燃やしたごみ内のスプレー缶が破裂しガスに引火、着衣に着火し火傷を負った。

事故
事例
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燃やすごみの減量化燃やすごみの減量化 にご協力ください！にご協力ください！
〇燃やすごみの量が2割も多くなっています

燃やすごみの量が、昨年に比べて3千900トン（16%）多くなっていま
す。稲葉クリーンセンターの稼働日を年間17日間増やして対応してい
ますが、ごみ処理費用が余計にかかるほか、焼却炉の傷みも早くなって
しまう可能性があります。

〇どうして燃やすごみが増えたのでしょうか

リサイクルに適さないプラスチック類は、燃やすごみとして処理できるよ
うになりましたが、リサイクルできるプラスチック製容器包装まで燃やす
ごみになっている例がみられます。
ごみ袋の変更により、水気の多いものをごみに出しやすくなりましたが、
湿ったままの生ごみは重いため、燃やすごみの増加につながります。

稲葉クリーンセンターからのお願い稲葉クリーンセンターからのお願い
〇プラスチックを正しく分別してください

・プラマークの付いたごみは、「プラスチック製容器包装」として
リサイクルする資源物です。

・汚れのあるものはさっと水洗いしてから資源物としてください。
・汚れが落ちないときは、リサイクルの質を下げてしまうため燃や
すごみにしてください。

・プラマークがついていないものは、燃やすごみとなります。

〇生ごみの水切りはしっかりして下さい

生ごみは、三角コーナーやネットなどでよく水切りをしましょう。

〇事業所から出るプラスチックは受け入れません。

事務所や店舗などの事業所から出るプラスチック類は「産業
廃棄物」です。法律上、稲葉クリーンセンターでは処理でき
ないので、燃やすごみに入れないでください。

◎クリーンセンターへの搬入に関することなど ▶稲葉クリーンセンター（℡0265-48-6648）まで
◎ごみの分別や出し方に関すること　　　　　 ▶お住いの市町村のごみ担当課まで

《お問い合わせ先》

プラ資源は
リサイクルに！！
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もの･ もの燃やすごみにならない　　　間違いやすいならない　　　間違いやすい （例）

※事業所から出るプラ類・皮類・ゴム類は、すべて産業廃棄物となります。
　稲葉クリーンセンターでは処理できませんので、ルールを守って排出して下さい。
※基板や電池には、環境に悪影響を与える水銀等が含まれています。
　電池は必ず取り除いて下さい。取り除けないものは燃やすごみにはなりません。
※燃やすごみを出す時は、お住まいの市町村のごみ分別表を参考にしてください。
※分別がわからない時は、お住まいの市町村、または稲葉クリーンセンターまでご連絡ください。

一般廃棄物でないもの 危険なもの、有害なもの

プラ資源と　　もの（例）

《稲葉クリーンセンター》2019年のゴールデンウィーク受入日程のお知らせ
※ゴールデンウィーク中は、ごみを搬入される方で大変混み合うことが予想されますので、時間に余裕を持ってお越しください。

【問合わせ先】 稲葉クリーンセンター (飯田市下久堅稲葉1526番地1)
　　　　　　　電話：0265-48-6648  FAX：0265-48-6692  ホームページ：http://icc.minami.nagano.jp/

リモコン
電池や基盤のある
プラ製おもちゃ

埋立ごみ等で出すもの

携帯電話 コード類 マウス

アルミホイル

農業用
シート タイヤ

燃えにくい素材のもの

ヘルメット ラケット

ライター 水銀体温計

電池 医療用廃棄物

※サッと洗って汚れが落ちないものは、燃やすごみとしてもかまいません。
※開封していないプラ類は、そのまま燃やすごみとせず、開封後、中身を取り除き、正しく分別してください。
※金属等が含まれるプラ類は、燃やせません。ファスナーやボタン・ホック、ビデオテープや万年筆など
についている軽微な金属は、そのまま燃やすごみとして出しても問題ありません。

弁当容器 カップ麺の容器 トレイ 白色トレイ

菓子袋 調味料のチューブ シャンプー容器 詰替容器

4月　受入日程
25日㈭
○
○

○
○

×
×

×
×

○
○

○
○

26日㈮ 27日㈯ 28日㈰ 29日㈪ 30日㈫

5月　受入日程
1日㈬
×
×

○
○

○
○

×
×

×
×

○
○

2日㈭ 3日㈮ 4日㈯ 5日㈰ 6日㈪

午前（8：30～ 11：30）
午後（1：00～ 4：30）

午前（8：30～ 11：30）
午後（1：00～ 4：30）

日時
時間

日時
時間

なるなる
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リニア時代に向けた新施設の整備に関する検討の「基本的考え方」(案)
に対するご意見を募集します。
　広域連合では、リニアを活かした活力ある地域づくりの観点から、当地域に相応しい新施設
について検討しています。この基本的考え方の案をまとめましたので、住民の皆さんからのご
意見を募集します。
◆意見の募集期間：平成31年2月26日㈫～ 3月25日㈪
◆閲覧場所、ホームページ
　○南信州広域連合事務局(長野県飯田合同庁舎5階)
　　午前8時30分～午後5時15分(土、日、祝日を除く)
　○南信州広域連合ホームページ(http://minami.nagano.jp/)
◆意見の提出方法
意見書に住所、氏名を明記のうえ、広域連合事務局へ持参いただくか、郵送またはFAXによ
り送付してください。

《住民説明会》
リニア時代に向けた新施設の整備に関する検討の「基本的考え方」（案）に対する住民説明会を
開催します。
日　　時　平成31年3月16日㈯　午後2時～4時
場　　所　産業振興と人材育成の拠点「エス・バード」B棟2階201～204会議室（旧飯田工業高校）
参加方法　予約不要。どなたでも参加できます。

入学金・授業料２年間無料（条件あり）

「IT人材養成科」社会人学生募集
入学から卒業までの２年間雇用保険手当を受給できます（条件あり）

再就職を希望する離転職者を対象にした訓練であり、国家資格の「基本情報技術者」資格取得を目指し
ます。AI、IoT、ロボットなどIT技術が不可欠な現代の職場環境に対応できる技能習得を目指します。

※募集制度はハローワークおよび飯田技術専門学校との連携により、行っています。
訓練内容

募集資格

費　　用

応募方法

飯田コアカレッジＩＴスペシャリスト科の学生と同様のカリキュラム
高等学校を卒業した概ね45歳までの方（高等学校卒業程度認定資格合格者を含む）。
また、ハローワークに求職申込みをして、訓練受講斡旋を受けられる方
応募資格について詳細はハローワークにご相談ください
授業料等（入校検定料、入学金、施設設備費を含みます）は無料です
事前説明会にご参加ください
※説明会は随時受け付けますので、お気軽にお問い合わせください

出願
期間

入学
選考

合格
発表

平成31年

2月25日㈪～ 3月7日㈭
平成31年

3月13日㈬
平成31年

3月15日㈮

あなたの「キャリアアップ」を応援します！まずはお気軽にお電話ください

TEL.0265-22-5111
〒395-0823 飯田市松尾明7591

【パブリックコメント】【パブリックコメント】

学び直しの
チャンス！

定員
5名
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南信州 看護師 修学資金

長野県社会福祉事業団　介護福祉士

看護師等の資格をとって南信州で働きたい！看護師等の資格をとって南信州で働きたい！

飯伊地区医療職 就職ガイダンスのお知らせ飯伊地区医療職 就職ガイダンスのお知らせ

～看護師等修学資金をご利用ください～

○募集受付期間　平成31年3月18日㈪～平成31年4月19日㈮（予定）
対 象 職 種

貸与対象者

貸与人数枠
貸　与　額
貸 与 期 間

看護師・助産師・保健師・准看護師
看護師等の養成施設に入学・在学する方で、免許取得後直ちに南信州圏域内の医療機関及び介護・福祉関係機
関において、看護師等の業務に従事する意思を有する方。
10名以内（新入生募集分６名以内・在校生募集分４名以内）（予定）
月額50,000円（年額600,000円）
養成施設の正規の修業期間内（貸与開始月から正規の修学月まで）

平成31年度の修学資金貸与者の募集要綱は平成31年３月にホームページで公開致します。
○お問合せ先：南信州広域連合事務局介護保険係　TEL.0265-53-6088（平日午前8:30 ～午後5:15まで）
※詳細についてはホームページをご覧いただくか、お問合せください。

～学生と中高生・復職者のための就職総合相談会～
期　日：平成31年４月27日㈯　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）
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 　
　　　　●中高生の進路相談ブース ●体験コーナー ●健康チェックコーナー 
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学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 
その他：事前予約不要、求職者・医療機関側とも参加費無料
〇お問い合せ先 ：飯伊地区包括医療協議会　TEL.0265-23-3636

〇お問合せ先：南信州広域連合事務局介護保険係　℡0265-53-6088
　　　　　　　または　貸付事業実施団体：社会福祉法人　長野県社会福祉事業団　本部事務局 ℡026-228-0337まで

介護福祉士等修学資金貸付制度をご利用下さい！介護福祉士等修学資金貸付制度をご利用下さい！
～資格を取るための費用が補助されます～

「介護福祉士」の資格があれば、就職時により有利な職場へ就職することが可能です。
現在介護職場で働いている方で資格がない方も、通信教育とスクーリング授業で、介護福祉士の
受験資格ができます。
県では、この研修費用が補助され、要件により就職時の準備金（一時金）も補助されます。
原則５年間引き続き当該事業に従事した場合ほか、要件を満たせば返還免除されます。
この機会に、興味のある方は、ぜひ始めて見ませんか。

対 象 資 格

対　象　者

貸　付　額

貸 付 期 間

返 還 免 除

介護福祉士・社会福祉士
長野県に住民登録がある又は県内の介護福祉士等養成施設（1年又は２年以上課程）に入学している学生で、
卒業後県内で介護・相談援助の業務に従事すること。
①月額50,000円以内　②入学準備金200,000円（初回のみ）
③就職準備金200,000円（最終回のみ）
④国家試験対策費用40,000円以内（卒業年度のみ）
⑤生活費加算（生活保護受給者のみ）
養成施設に在学している間
①卒業1年以内に②介護福祉士・又は社会福祉士の登録をし、③長野県内で④介護又は相談援助の業務に従事し、
⑤以後原則５年間引き続き当該事業に従事した場合。

対象者・職種：医師・薬剤師・保健師・助産
師・看護師・ 准看護師・臨床検査技師・放射
線技師・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・栄養士・
社会福祉士・介護職・事務職・中高校生・看
護職復帰希望者等

看護師等を目指す方々の修学を支援する「看護師等確保対策修学資金貸与制度」も２年目となり、現在
20名の学生に修学金を貸与しています。来年度も新たな仲間を募集します。南信州地域の看護職として
活躍しましょう。
対象施設で５年間勤務することで、修学資金の返還が免除される制度です。ぜひご利用ください。
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南信州広域連合 南信州ナビ

小学生以上同額 未就学児無料 身障者等半額　村在住の高校生無料大　鹿　村 大鹿村バス －

－ －

距離従量制  上限500円 ○敬老のみ

中学生以下、障がい認定対象者は無料
65歳以上　申請により無料（乗降無料パス発行）豊　丘　村 豊丘村営バス 一律100円 

－ －
同一村内は100円　小学生半額、未就学児は保護者１名につき、
１名無料 割引証明者は無料　3歳児未満無料 たかぎコミュニティバス 一律200円　（一区間100円） 

－ －
同一村内は100円　小学生半額、未就学児は保護者１名につき、
１名無料　割引証明者は無料喬　木　村 

喬木村民バス エリア制　上限300円

○
中学生以下、70歳以上は半額　未就学児は随伴者（12歳以上
の者）１名につき、2名無料　温泉利用者減免あり天　龍　村 天龍村営バス 距離従量制 上限300円

○ ○ 同一村内は100円根羽村・平谷村・阿智村 西部コミュニティバス 一律200円

－ ○ 中学生以下は無料阿　智　村 阿智村バス 一律100円

定期券 回数券 備　　　　　　考市 町 村 名 バ　ス　名 運　　賃

－ ○阿　南　村 阿南町民バス 一律100円

○阿南町・下條村・売木
村・泰阜村・天龍村

南部公共バス
阿南線・温田線 エリア制　上限600円 －

○松　川　町 まつかわフルーツバス 一律200円 ○
（通学）

小・中・高校生は100円　未就学児、対象地域から小・中学校
への通学者、身体障がい者等手帳所持者、障がい者福祉施設に
通所の方、要支援・要介護認定の方、65歳以上の方は無料

小学生以下、割引証明者（障がい者等）は半額
未就学児は保護者１名につき、１名無料飯　田　市 広域バス・市民バス

・乗合タクシー
エリア制（路線によっ
て上限が異なります）

○
（通学・通勤） ○

●バスの情報は、南信州公共交
通インフォメー
ションでご確認
ください。

●広域バスの運行情報について
は、ツイッターで
も確認できます。

https://twitter.com/minamikotuhttp://kk.minami.nagano.jp

infom
ation
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　新しい生活を迎えるみなさまへ！この機会に公共交通（バス・乗合タクシー・飯田線）の利用に切り替えてみ
ませんか！
　公共交通を利用すると、待ち時間や乗車している時間がもったいないと感じるかもしれません。しかし、そん
な隙間時間をうまく活用すれば、読書したり、うたた寝したり、友達とコミュニケーションをとったりと、たく
さんのメリットがあります。またバスや電車の車窓から見える、四季を
感じられる南信州の景色も格別です。
　今回は各市町村が運行するバス等に関する情報をお届けします。
　お住まいの市町村によって、小・中・高校生や高齢者の方にお得な定
期券や回数券、無料パスなどのサービス※があります。
　この情報をきっかけに公共交通を利用してみませんか！！
※詳しくはお住まいの市町村の公共交通担当者までお問い合わせください。

●高校へ公共交通（バス・飯田線）を使って
通学するぞぉ！！
●運動不足の解消で駅まで歩いて、公共交
通（バス・飯田線）で通勤してみようかな？
●車の運転が心配になってきたので、公共
交通（バス・乗合タクシー・飯田線）での
移動に切り替えてみようかしら？

南信州

天竜峡

○
（通学・通勤）


