南信州広域連合第 11 回広域連合会議 結果報告
日時：平成 31 年２月 14 日(木) 14：12～15：11
場所：飯田市役所Ｃ棟３階（311～313 会議室）
【出席者】14 市町村長、副管理者
〔南信州地域振興局〕土屋局長
〔飯田建設事務所〕坂田所長
〔飯田保健福祉事務所〕田村副所長
〔県リニア整備推進局〕直江次長
〔飯田市〕佐々木企画調整係長
〔飯田広域消防〕関島消防長、大藏消防次長兼総務課長、有賀警防課長
〔飯田環境センター〕北原事務長
〔事務局〕髙田事務局長・松江事務局次長・加藤次長補佐兼庶務係長・櫻井広域振興係長・
秋山介護保険係長・林庶務係主事
１ 開

会…14：12

２ 広域連合長 挨拶
３ 協議・報告事項
(1) リニア近郊エリアのまちづくり構想策定事業について（資料№１）
【説明者：県リニア 直江次長】
① 目的
リニア開業を見据え、リニア駅周辺における知的対流拠点のエリアを形成し、飯田市を含めた周
辺町村の土地利用計画や将来ビジョンを踏まえた構想策定及び広域調整を行う。
② 背景
知的対流拠点の形成にあたっては、リニア駅の周辺に位置する町村と連携して広域的に取組
むことで、より魅力ある都市の構築が可能となる。
③ 事業概要
・リニア駅周辺エリアの土地利用や法規制の状況等の整理。
・リニア駅を核に、魅力的、機能的な知的対流拠点の形成のために必要な機能や施設についての
整理、提案。
・関連機関の進出意向調査を実施。
④ 実施方法
・基礎調査、関連機関の進出意向調査はコンサルへの委託により実施。
・定期的に実務者会議（県・市町村・コンサル）を月１回程度開催。
（主な意見等）
・高森町

：土地利用や法規制は将来構想を中心に考えていただきたい。

・県リニア ：その通りだと思う。検討を進めて参りたい。
→ 説明内容確認、質疑なし

(2) 飯田広域消防本部から（資料№４）
【説明:関島消防長】
① 「第 40 回 長野県消防職員意見発表会（２月 12 日）
」の結果について
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・西順平 消防士が最優秀賞を受賞。
・４月に山梨県で開催予定の「第 41 回 全国消防長会関東支部 消防職員意見発表会」への出場権
を獲得。
・西消防士による発表。
② 鼎中平で発生した建物火災について
・死者 1 名
・火災発生抑止に努めたい。
③ 平成 30 年「火災・救急・救助統計」の概要
・火災 72 件（前年比１件減）
＊建物火災が 33 件と全体の 45.8％を占め、そのうち 13 件が住宅火災。
＊出火原因では、屋外の火の取扱いに起因する火災が 39 件と全体の 54.2％を占める。
＊効果的な広報に努め、火災発生を抑止したい。
・救急 7,517 件（過去最高）
＊65 歳以上の高齢者の搬送が７割をはじめて超える。
＊バイスタンダーの協力が重要。
＊救命講習会の年間受講者 1,267 名増。
＊広く応急手当の普及啓発に努める。
・救助 128 件（前年比 34 件増）
＊昨年は山岳事故が多く発生。
＊長野県消防学校に新設された山岳救助課へ職員を派遣。
＊ヘリとの連携活動は９件、前年より７件増加。
→ 説明内容確認、質疑なし
(3) 平成 31 年広域連合議会第１回定例会に提出する議案について（資料№２）
【説明者：松江事務局次長】
① 開催日

平成 31 年２月 25 日（月）

② 付議事件

９件（条例案件１件・予算案件８件）

③ 全員協議会 定例会終了後
④ 日程確認
⑤ 条例案件
・議案第１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
⑥ 予算案件
・議案第２号 平成 30 年度南信州広域連合一般会計補正予算（第４号）案
・議案第３号 平成 30 年度南信州広域連合南信州広域振興基金特別会計補正予算（第１号）案
・議案第４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２号）案
・議案第５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２号）案
・議案第６号 平成 31 年度南信州広域連合一般会計予算（案）
・議案第７号 平成 31 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８号 平成 31 年度南信州広域連合飯田広域消防特別会計予算（案）
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・議案第９号 平成 31 年度南信州広域連合稲葉クリーンセンター特別会計予算（案）
→ 説明内容確認、質疑なし
(4) 産業振興と人材育成の拠点竣工記念式典、イベントについて（資料№３）
【説明者：松江事務局次長】
「竣工記念式典」について
① 日時
平成 31 年３月 21 日(木、春分の日) 10：15～12：05 頃
② 会場
エス・バードＡ棟２階ホール
③ 主催
産業振興と人材育成の拠点「エス・バード」竣工記念式典実行委員会
・南信州広域連合、(公財)南信州・飯田産業センター、飯田市(産業経済部)
④ 内容
・感謝状贈呈(建設業者、寄付者)
・記念講演
＊経済産業省製造産業局 井上宏司局長「我が国の航空機産業と地域産業の振興について」
・研究発表
＊信州大学工学部 柳原正明教授「航空機システム共同研究講座の研究について」
・内覧
⑤ 参加者 約 150 名
「オープンイベント」について
① 日時
平成 31 年３月 24 日(日) 10：00～17：00
② 会場
エス・バードＡ棟２階ホールほか
③ 主催
(公財)南信州・飯田産業センター
④ 内容
ホールイベント・会議室等イベント・その他
→ 異議なし、承認
(5) 「南信州民俗芸能パートナー企業制度」新規協定締結について（資料№５）
【説明者：櫻井広域振興係長】
① 協定締結予定企業・団体（19 団体）
・ホテルはなや 辞退
② 協定締結・登録証交付式
・日時 平成 31 年２月 22 日（金）午後３時 00 分から午後４時 00 分まで
・場所 南信消費生活センター 大会議室
→ 説明内容確認、質疑なし
(6) いいむす２１登録判定について（資料№６）
【説明者：櫻井広域振興係長】
① 新システムの紹介
② 計６事業所
・有限会社 竹原運送店
・井坪設備工業 有限会社
・綿藤トキワフーズ株式会社
・株式会社丸宝計器
・協和設備有限会社
・おひさま進歩エネルギー会社
→ 異議なし、承認
(7) 後援依頼について（資料№７）
【説明者：加藤庶務係長】
① 飯伊地区医療職就職ガイダンス（報告案件）※個別起案にて対応済み
② 第４回うるぎトライアルＲＵＮ
・平成 31 年 10 月 13 日（日） 売木村内
③ 飯田市役所庁舎太陽光発電地域還元事業／飯田自然エネルギー大学公開講座
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・平成 31 年３月 11 日（月） 飯田商工会館
④ 飯田市「環境モデル都市」認定 10 周年・飯田市役所ＩＳＯ14001 自己適合宣言及びＩＳＯ14001：
2015 年版移行記念イベント
・平成 31 年２月 21 日（木） 飯田市役所Ｃ３１１会議室
→ 異議なし、承認
(8) 南信州地域振興局から
① 豚コレラについて
② 平成 31 年度当初予算案のポイント
・予算規模（一般会計）8,889 億 7,311 万円（395 億円余の増、うち国緊急対策対応分 386 億円余）
③ 地域振興局長からの提案、意見等の反映状況
④ 平成 31 年度主要事業一覧（南信州地域関連事業抜粋）
⑤ 平成 31 年４月組織改正（案）について
⑥ 南信州元気な森フェスタ 平成 31 年２月 22 日（金）
⑦ マイクロプラスチックとレジ袋削減について考える 平成 31 年３月９日（土）
→ 説明内容確認、質疑なし
(9) 飯田建設事務所から
→ 報告事項なし
(10) 飯田保健福祉事務所から
職場からはじめよう！働き盛り世代の健康づくり（パンフレット）の説明
→ 説明内容確認、質疑なし
４ 今後の日程について
２月 24 日（日） 14：00 南信州民俗芸能継承フォーラム
２月 25 日（月） 10：00 平成 31 年南信州広域連合議会第１回定例会
５ 閉 会…15：11
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