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南信州

産業振興と
人材育成の拠点施設
「エス・バード」竣工記念式典開催！

圏域内の人口・世帯数（2019.4）
人口：156,372人（前年同月比 1,632人減）
世帯：58,228戸（前年同月比 126戸増）

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」の竣工記念式典が平成31年３月21日（木）に行われました。
施設の整備に関し貢献していただいた整備関係事業者の皆さまと物品をご寄贈いただいた皆さまに
感謝状を贈呈いたしました。

3月24日にはオープンイベントが開催され賑わいました
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議 会
報 告

平成31年２月25日（月）

飯田広域消防本部

３階大会議室

第１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。

︻議案の内容︼

〇議案第１号
〇議案第２号
〇議案第３号
〇議案第４号
〇議案第５号
〇議案第６号
〇議案第７号
〇議案第８号
〇議案第９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
平成30年度南信州広域連合一般会計補正予算（第４号）案
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
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
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）
平成31年度南信州広域連合一般会計予算（案）
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）
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）
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）

（※議事録は６月初旬に広域連合のホームページへ掲載予定です。）
【一般質問】
質問

答弁

吉川 秋利 議員（飯田市）

① コンベンション施設・アリーナについて
ア コンベンションの目指すものは何か。
イ 県議会議員や知事室などとの調整はどのように行われているか。
ウ 「見たことのない（県内唯一の）施設を造るつもり」とはどういうことか。
エ アリーナの検討はどうなったか。
② リニア中央新幹線開業に向けて、スーパー・メガリージョンにおけるこの地域の役割と
恩恵は。
③ 日本版ＤＭＯについて、地域の「稼ぐ力」を引き出すということと、そのために何が必要か。
① ア 当地域の強みである「学びの土壌」を生かし、住民、特に若い世代に誇りや自信を持ってもらえる施設にしていく。ま
た、地域の伝統芸能や文化活動などを国内外に発信し、新たな価値を創造していくというのもこの施設の役割。
イ 県庁には、月に２回以上行き、直接阿部知事と情報交換をすることもある。県議会議員とは広域連合会議との懇談の機
会も設けている。その他にも、個々に様々な形で懇談を行っている。
ウ 子どもたちが市町村や学区を越えたクラブチームでスポーツを学ぶ。そういった見たことのないコンテンツや使い方が
でき、この地域で暮らす誇りや自信といったものに繋がる、アリーナをベースとした複合施設を造るということ。
エ アリーナ機能を中心とした複合施設でまとめている。
② 田園型学術研究都市を目指し、大都市圏にはない魅力を最大限に活かしていく。
③ ㈱南信州観光公社は、
リニア時代に向けて人も自然も産業も持続可能なツーリズムとして観光の側面から地域づくりに貢
献することをコンセプトとしている。これからは、合意形成を図ってデータ収集分析を行いマーケティングの戦略を立てて
いく。

平成31（令和元）年度

南信州広域連合各会計予算

・一般会計では、産業振興と人材育成の拠点の整備が終了しますが、新たに指定管理が始まります。阿南学園改築整備事業が阿南町を事業
主体として始まることにより、広域連合が保有していた基金を阿南町に負担金として支出します。リニア時代に向けた新施設の整備に関
する検討について、さらに具体化に向けた検討を進めていきます。これまで、広域連合として取り組んできた広域観光振興事業を事業費
とともに㈱南信州観光公社へ移管します。看護師等確保対策事業について、貸与者への必要額10人分を確保し事業を継続していきま
す。満蒙開拓平和記念館のセミナー棟の増築に関する支援を阿智村、長野県とともに行っていきます。稲葉クリーンセンターの運転管理に
ついて、ごみの搬入量が想定よりも増えているため、市町村と連携して分別の徹底とごみ減量化のキャンペーンに取り組んでいきます。
・南信州広域振興基金特別会計では、債券運用により増加する基金運用益を活用して、マーケティング戦略調査事業、民俗芸能保存継承事
業を一般会計から移して実施していきます。
・飯田広域消防特別会計では、消防力の適正配置及び署所の規模と機能に関する検討を、将来の消防体制のあり方、平等性や災害に強い
体制等の視点から進めていきます。災害対応力の向上、消防施設整備については、計画的に取り組んでいきます。運用から18年目となる
35ｍ級はしご付消防自動車のオーバーホールを実施します。
・稲葉クリーンセンター特別会計では、焼却熱を利用した売電収入を82百万円見込んでいます。この内、65百万円を運転期間中の必要経
費として積み立てることとし、残る余剰分は一般会計へ繰り出します。
区分

会計名

H31（R元）年度

当初予算
総括表

一

会

計

1,441,400

千円

H30年度
1,262,400

比較
千円

179,000

対前年度比率
千円

14.2

南信州広域振興基金特別会計

10,391

4,000

6,391

159.8

飯 田 広 域 消 防 特 別 会 計

2,115,200

2,232,360

△117,160

△5.2

稲 葉クリーンセンター特 別 会 計
合

❷

般

H31
（R元）
年度

計

125,055

51,333

73,722

143.6

3,692,046

3,550,093

141,953

4.0

％
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〇燃やすごみになるもの ＝ プラスチック“製品”
◆容器包装“ではない”プラスチック類は燃やすごみです。
CDケース、ポリバケツ、
ビデオテープ、衣装ケース、
歯ブラシ、プラ製虫かご、
プラ製プランターなど
※プラスチック製のおもちゃは、電池や基

板などの燃えないものを取り外したもの
にかぎります。

✕燃やすごみにならないもの

（リサイクルできるもの）

◆プラスチック製の容器包装は、リサイクルする資源物です。
マークの
あるもの
※小包装の場合は、
元袋に記載があります。

菓子袋、カップ麺のフィルム、プラスチック製の

ふた、プラ製のトレイ、レジ袋、レトルト容器、
マヨネーズのチューブ、シャンプー容器、調味

料容器、白色トレイ、緩衝材の発泡スチロー
ル、わさび・からしのチューブ、納豆の容器など

◆ただし、正しくリサイクルするために次のことを守ってください。
・中身が残っていなければ、
リサイクルにまわせます。
・水で洗い流しても、
ふき取りでもかまいません。
・水で流したら、
よく水を切って出してください。
ルールを守って、
できるだけ資源化し、
燃やすごみを減らしましょう。
❸
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✕燃やすごみにならないもの

（燃やすのに支障があるもの）

◆電池や基板の入ったものは、燃やせません。
携帯電話、電卓、スマートフォン、
マウス、テーブルタップ、リモコン、
イヤホン、万歩計など

※お住いの市町村により、分別方法が異なりますので、各市町村のごみ担当課にお問い合わせ下さい。

事業所の皆さまへ

✕市町村が扱えないもの ＝ 産業廃棄物
◆産業廃棄物は法律上、収集や受入ができません。
事業活動から出るプラスチック類は、産業廃棄物です。
市町村は収集しませんし、クリーンセンターへの持ち込みもできません。
自ら処理するか、産業廃棄物の許可業者に委託して処理してください。
次のものも産業廃棄物になります！
農業用マルチ（農業）
飲食店や個人商店のプラごみ
（店や客から出たもの）
宿泊客の出したプラごみ
事務所から出たプラごみなど

自ら処理するか、
産業廃棄物の許可業者に
委託してください。
お問い合わせ先
ごみの分別や出し方に関すること：お住まいの各市町村のごみ担当課まで
クリーンセンターへの搬入に関すること：稲葉クリーンセンター
❹
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パブリックコメント

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。
内容については、別紙Ａ３版のリニア時代に向けた新施設の整備に関する「基本的考え方」
（案）概要版を参
照ください。
◆意見の募集期間／令和元年６月28日（金）まで
◆意見の提出方法／意見書に住所、氏名、連絡先を明記のうえ、広域連合事務局へ持参いただくか、郵送ま
たはFAXにより提出してください。
（書式自由）
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／令和元年６月22日（土）午後２時〜午後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２０１〜２０２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。

住 民
説明会

飯 田 広 域 消 防 か ら の お 知 ら せ

重大な消防法令違反の建物を公表する

1

令和２年４月１日
運用開始

公表の対象となる建物

 飲食店、物品販売店、宿泊施設などの不特定多数の方が利用する建物
 老人ホーム、幼稚園、病院などの一人で避難が困難な方が利用する建物

2

公表の対象となる違反

建物関係者の方々へ

 建物に設置が義務付けられている屋内消火栓設
備、スプリンクラー設備、又は自動火災報知設備
のいずれかが全く設置されていない重大違反

3

次の変更を行う場合、新たに消防用設備
等の設置が必要となることがありますので、
事前に消防署までご相談ください。

公表する内容・方法

 建物の名称
 建物の住所
 違反の種類

あなたが所有（管理、占有）する建物で、

□ 飲食店、物品販売店などの新規入居

飯田広域消防本部の
ホームページで公表

□ 増築、改築、隣接建物との接続工事
□ 窓や扉などの開口部の閉鎖・変更工事

お問い合わせ先 飯田広域消防本部 予防課 0265-23-6002 飯田消防署 0265-22-0119
伊賀良消防署 0265-25-0119 高森消防署 0265-35-0119
阿南消防署 0260-22-3344

熱中症に
ご注意を

〜熱中症予防の5ポイント〜

◆部屋の温度をこまめにチェック し、室温が28℃を超えないように、
エアコンや扇風機を上手に使いましょう !
◆のどが渇かなくてもこまめに水分補給！
（※塩分補給も忘れずに！）
◆日頃から十分な睡眠と栄養バランスの良い食事をしましょう！
◆外出の際は、体をしめつけない涼しい服装で、日よけ対策をしましょう！
◆屋内外とわず、運動時はこまめに休憩をとりましょう！

❺
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南信州民俗芸能継承フォーラムを開催しました
平成31年2月24日（日）に飯田市竜丘公民館において「南信州民俗芸能継承フォーラム〜南信州の宝
＜民俗芸能＞を未来に伝承するために〜」を開催いたしました。
当日は、全国へ広く募集した民俗芸能のロゴマークの表彰式や南信州民俗芸能継承推進協議会のア
ドバイザーである國學院大學文学部小川直之教授の記念講演、飯田市立和田小学校霜月祭クラブによ
る「扇の舞・剣の舞」、飯田女子高等学校人形劇クラブによる「傾城阿波の鳴門

巡礼歌の段」の芸能発

表などを通じ、150名の参加者とともに、改めて南信州にある民俗芸能のすばらしさに触れる機会とな
りました。

和田小学校霜月祭クラブ上演の様子

飯田女子高等学校上演の様子

ロゴマークは、南信州民俗芸能継承推進協議会委
員の選定により、松川町在住の吉沢正昭様のデザイ
ンが採用されました。
デザインは幣束をモチーフとし、左側の紫色は「神
聖・清浄」を、右側の赤色は「伝統や祭りに関わる
人々の情熱」を、中心の黄金色は「豊穣」を表してい

縦バージョン

ます。
また、縦に連ねた3本ラインは、東西に位置する山
並みと中央を流れる天竜川を表しています。
今後、関係機関、パートナー企業とともに本ロゴ
マークを南信州地域の民俗芸能のシンボルとして
様々な場面で活用していきます。

南信州広域だより
南信州広域連合

Vol.80 2019.6

飯田市追手町2丁目678（長野県飯田合同庁舎内）

TEL0265-53-7100

❻

横バージョン

FAX0265-53-7155

URL http://minami.nagano.jp/

南信州広域連合

民俗芸能

