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南信州
圏域内の人口・世帯数（2019.7）
人口：156,217人（前年同月比 1,714人減）
世帯：58,407戸（前年同月比 94戸増）

松川町に新たな
ラッピングバスが登場！

南信州広域連合では、飯田下伊那14市町村の公共交通の計画策定や全体のコーディネートなどを行っています。
また、バス・乗合タクシーや飯田線の利用促進、利用転換事業に取り組んでいます。
各市町村では、それぞれに工夫を凝らしたラッピングバスを運行しています。

平成31年３月に松川町が運行する「まつかわフルーツバス」の大島循環線の車両が新しくなりました。
デザインは、地元の松川高校の生徒が作成したもので、松川町をイメージしたという自然を背景に、愛らしいキャラク
ターに特産のリンゴと梨をあしらったものです。

飯田市・阿智村
（広域バス・駒場線）

豊丘村

阿南町
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議 会
報 告

令和元年5月27日㈪

飯田広域消防本部

３階大会議室

第１回臨時会が開催され、提出された議案４件はすべて原案どおり同意・可決されました。

【議長、副議長選挙】
審議に先立ち、議長、副議長の選挙が行われ、議
長に湯澤啓次氏（飯田市）、副議長に下平豊久氏
（豊丘村）が選出されました。

︻議案の内容︼

副議長／下平 豊久 氏

議長／湯澤 啓次 氏

〇議案第10号

副管理者の選任について

〇議案第11号

監査委員の選任について

〇議案第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

〇議案第13号

監査委員の選任について（広域連合議員）

議案第10号が同意されたことにより、不在となっていた副管理者に木下悦夫氏
（飯田市副市長）が選任されました。
議会終了後

【報告、協議事項】

副管理者／木下 悦夫 氏

飯田広域消防本部

❶ 検討委員会の委員の指名について
❷ 令和元年度の職員体制について
❸ 令和元年度事務事業進行管理表について
❹ リニア中央新幹線について
❺ 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

３階大会議室

❻ 調査研究プロジェクトの今年度の
取り組みについて
❼ 看護師等確保対策事業について
❽ 飯田広域消防本部から
❾ 議員視察研修の日程等について
❿ その他

広域連合議会議員の紹介

（議席番号順・敬称略）

１番 伊東 康明 （大鹿村）

２番 下平 豊久 （豊丘村）

３番 松下 亨

５番 下岡 幸文 （喬木村）

６番 牧島 忠雄 （泰阜村）

７番 大平 正長 （天龍村）

９番 福沢 敏

（豊丘村）

４番 小池 豊

（喬木村）

８番 松村 尚重 （売木村）

（下條村） 10番 西尾 竹司 （根羽村） 11番 早川 勝彦 （平谷村） 12番 熊谷 義文 （阿智村）

13番 吉田 哲也 （阿智村） 14番 栗生 勝由 （阿南町） 15番 伊藤 公市 （阿南町） 16番 市川 信幸 （高森町）
17番 大島 正光 （高森町） 18番 宮下 浩二 （高森町） 19番 黒澤 哲郎 （松川町） 20番 坂本 勇治 （松川町）
21番 米山 俊孝 （松川町） 22番 竹村 圭史 （飯田市） 23番 木下 德康 （飯田市） 24番 山崎 昌伸 （飯田市）
25番 熊谷 泰人 （飯田市） 26番 湯澤 啓次 （飯田市） 27番 永井 一英 （飯田市） 28番 後藤 荘一 （飯田市）
29番 清水 勇

（飯田市） 30番 木下 克志 （飯田市） 31番 村松 まり子（飯田市） 32番 井坪 隆

33番 原 和世

（飯田市）

❷

（飯田市）
※5/27現在
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介護のお仕事について、飯田下伊那で働く方々が感じている、「うちの職場の魅力」と「介護職の魅力」についてお聞きしました。

第

認知症専門のデイサービスの魅力

1回

介護士

介護職のみりょくは

コレ！

相津美咲さん

グループかけはし『宅老所 姫宮』

介護職の魅力って…

一緒に行ったり、お弁当を持って外へ出かけたりと、毎月行
事を考えて行っています。
また、大人数が苦手な方でも1対1の個別対応ができる環
境を作り、個人個人の気持ちに寄り添えるよう日々心がけて
います。安心して1日を過ごして頂ける事で利用者さんの笑
顔が輝き、家に帰っても穏やかに過ごせていると評判です。

私は介護士になって今年で10年が経ちます。

（o^―^o）

当時21歳で介護士になりこの10年変わらず思っている
ことがあります。それは『利用者さんと関わる時間
がとにかく楽しい！！』です。
お茶の時間での会話、レクリエーションの
中での関わり、季節の料理を一緒に作った
り、お花を見にドライブに出たりと、本当
の家族のような時間を過ごせています。

相津さん、
いきいきして
とっても
魅力的〜♪

その関わりの中で相手 の気持ちを思う
事、決して否定しない事などたくさんの事を
教えて頂き、人としても成長させてもらってい
ます。
大変なこともありますが利用者さんもそこで働く職員も
毎日楽しく笑顔で過ごせる魅力が多くの人に伝われば良い
なと思います。

介護について、もっと知りたい方は…まずはお気軽に、

広域連合事務局介護保険係☎0265-53-6088

私の働く職場は…
うちの施設は利用者さん12人に対し、職員6人を配置し

までお問い合わせください。
〜カラーのホームページもみてね〜

ています。施設内も家庭的な雰囲気で、家にいるような安

南信州

心感があります。日々の活動でも季節感のある食事作りを

長野県看護協会主催
【期 日】 ４日間コース

介護のみりょく

再就職支援研修会のお知らせ

９月２６日㈭、１０月３日㈭、１０月１７日㈭、１０月２４日㈭

受講料

無料

【時

間】 午後１時３０分〜午後４時３０分

【会

場】

【対

象】 結婚、育児などで看護職に就いていない方、または既に就業していて受講を希望される方

【託

児】 あらかじめご相談ください

健和会病院 ５号棟３階会議室

【申込締め切り】

９月１３日（金）

【申込・問い合わせ】 健和会病院看護部

30265−２３−３１１６ 5０２６５−２３−３１２９

【共同開催施設】飯田市立病院、飯田病院、輝山会記念病院、県立阿南病院、瀬口脳神経外科病院、
下伊那厚生病院、下伊那赤十字病院、健和会病院

飯田下伊那地域の歯科休日急患診療施設の一部変更についてお知らせ

○休日に急な歯の痛みなどで受診の場合

令和元年１０月１日から歯科急患診療施設を次のように変更します。

飯田下伊那口腔衛生センター（歯科）
午前9時〜正午

午後１時〜午後３時

１０月以降

飯田下伊那口腔衛生センター（歯科）
午前9時〜正午
在宅当番医（歯科）
午後１時〜午後３時

○在宅当番医（歯科）の診療所については、飯田下伊那口腔衛生センター（☎24-5791）にてご案内します。
問い合わせ／飯田下伊那口腔衛生センター（飯田下伊那歯科医師会） 〒395-0017

飯田市東新町2-23 ☎0265-24-5791

❸
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南信州民俗芸能継承フォーラムを開催します
南信州の誇りである民俗芸能を将来に保存・継承するために、民俗芸能に取り組んでいる若者
を中心とした民俗芸能の発表や意見交換の場を創出し、地域全体で民俗芸能の継承について考え
ることを目的とした「南信州民俗芸能継承フォーラム」を開催します。
開催日時

開催場所
内

容

講師／小川直之氏

令和元年 10月５日㈯
13時30分から17時00分まで
飯田市鼎文化センターホール
●基調講演
「南信州が伝える民俗芸能の魅力は何か」
講師：國學院大學文学部 小川直之教授
●民俗芸能の継承に係るパネルディスカッション
天龍村坂部の冬まつり保存会ほか
●民俗芸能の実演
・飯田女子高校人形劇クラブ
（飯田女子高校・飯田高校合同）
・西浦田楽（招待上演：浜松市天竜区水窪町）

飯田女子高等学校上演（H30年度）

西浦田楽（H30年度）

10月から11月を「民俗芸能継承フェア」として、関係機関及び保存団体と連携し集
中的な民俗芸能イベントの開催や民俗芸能関連事業の広報活動を実施します。
イベント情報は南信州民俗芸能ナビ祭事日程をご参照ください
（http://mg.minami.nagano.jp/calendar）

イベントカレンダー

6月30日に「新野の盆踊り（国重要無形民俗文化財）」のワー
クショップを銀座ＮＡＧＡＮＯ（東京）で開催しました。イベントの
詳細は南信州民俗芸能ナビのブログをご参照ください

ワークショップの様子（銀座ＮＡＧＡＮＯ）

イベントブログ

南信州の移住体験ツアーを開催しました

８月３日〜４日に１泊２日で南信州地域を見て知って体験して
いただく「移住体験ツアー」を開催しました。
北部地域を回るコースと西南部地域を回るコースの２つの
コースを設定し、関東や中京に在住する７組11名に参加してい
ただきました。バスの車窓から見える景色や施設等の案内を市
町村の移住担当職員が説明し、夜は農家民泊を体験していただ
きました。
このようなツアーは今回初めての開催で不慣れな一面もあ
りましたが、参加された方からも好評でしたので、これからも南
信州14市町村と連携して様々な取組みを行ってまいります。
❹

阿南町クラインガルテン新野高原にて

すきです南信州

飯 田 広 域 消 防 か ら の お 知 ら せ

令和元年７月16日、無人航空機（ドローン）を阿南消防署に配置し、
飯田広域消防本部では２機体制となりました。
火災や捜索時に上空からの情報収集や、火災原因調査にも活用しています。

引き続き熱中症に
ご注意ください！
まだまだ暑い日が続いています。
飯田下伊那地域における熱中症

疑いによる搬送人員は 50 人 ※ と
なっています。特に高齢者（満65歳
以上）の搬送人員は30人※です。

引き続き熱中症にご注意くださ

住宅用火災警報器

10年 経ったら取り替えましょう‼
住宅用火災警報器の設置義務化
（平成21年６月）から、丸10年が経ちました。
多くの住宅用火災警報器の寿命は約10年です。
住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や
電池切れなどで、火災を感知しなくなることがあるた
め、とても危険です。
10年を目安に取り替えましょう。

引用元：一般社団法人日本火災報知機工業会

家族を守る強い味方も、鳴らないと意味がありません！

（※8月1日8時30分現在）
い。

住宅用火災警報器に関するお問い合わせ・ご相談は飯田広域消防本部予防課まで
TEL：0265-23-6002 FAX：0265-23-6007 e-mail：yoboh@119.iida.nagano.jp

県立病院機構が運営する信州木曽看護専門学校は、平成26年度の設立以来、毎年100%の看護師国家資格合格を
達成している学校です。地元で看護師等を目指す皆さん、ぜひ入学を検討してみませんか。
取得できる資格

授業料

200,000円（年額）

生活サポート体制

看護師国家試験受験資格
専門士（医療専門課程看護学科）称号の付与
保健師・助産師過程をもつ学校への受験資格

学生宿舎（1Kタイプ）、県立病院機構修学資金
（一定条件で返還免除）あり

オープンキャンパス

10月5日（土） 10：00〜 事前申込み受付中
http://www.pref-nagano-hosp.jp/kiso/

大学編入学の受験資格
卒業後の進路
卒業年数

卒業者数

就職
県内病院等

進学
県外病院等

保健師

助産師

H29.3

29

25

2

2

0

H30.3

21

15

4

1

1

H31.3

23

21

1

1

0
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稲葉クリーンセンターからのお知らせ

ごみ減量化キャンペーン・展開検査を行いました
稲葉クリーンセンターでは、ごみ減量化キャンペーンの一環として直接搬入車両の分別状況を確認
する展開検査を５月 13 日から６月 14 日までの 25 日間実施しました。
検査期間中、多くの皆様に、ご理解ご協力をいただきましたことに感謝申し上げます。
期間中の検査車両は 3,549 台で、全体の約２割の車両について分
別指導を行いました。
%
家庭から持ち込まれたごみでは 15%の車に不適切な分別が見ら
れ、商店や会社などの事業所から持ち込まれたごみは、約３割の車に
%
%
不適切な分別が見られました。
家庭からのごみで多く見られた不適物は、金属類、缶やビンなどの
資源物、電池やライターなどの有害・特定ごみや、焼却に適さない
良好
概良好
指導
陶磁器やガラス類も見られました。

20

23

57

×

×

事業所からのごみで多く見られた不適物はプラスチック類やビニール類でした。
事業所から出されるプラスチック類やビニール類は、家庭のごみと異なり法律で産業廃棄物として
処理されなければならないこととなっています。

【検査の様子】

【不適物】時計、工具、ライター等

【不適物】電卓、リモコン、花瓶等

今回の結果は、家庭から出るごみと事業所から出るごみ、それぞれの分別の違いがきちんと理解さ
れていないことが大きな要因と考えられます。
稲葉クリーンセンターでは関係市町村と連携し、ごみの分別に関するさらなる啓発活動を行うとと
もに、不適物混入防止のため、今後も展開検査を随時実施し、ごみの適切な分別、減量化に努めてい
きます。

≪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（☎0265-48-6648）まで

南信州広域だより
南信州広域連合 〒395-0034
TEL0265-53-7100
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飯田市追手町2丁目678
（長野県飯田合同庁舎内）

FAX0265-53-7155

URL http://minami.nagano.jp/

南信州広域連合

民俗芸能

