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圏域内の人口・世帯数（2021.1）
人口：153,744人（前年同月比1,912人減）
世帯： 58,461戸（前年同月比5戸減）

ゲーム感覚でごみ分別とごみの有効利用を学ぶ環境学習講座
稲葉クリーンセンターでは、令和2年11月18日（水）に下久堅小学校で環境学習講座を開催しました。
この講座は、カードによって正しくごみを分別することで得られる、ごみ発電量をポイントとして競い合
うカードゲーム形式となっています。
児童の皆さんからは、「分別が大事だということがわかった。これからはもっとごみの分別をしていきた
い。楽しい講座だった。」などの感想が多く聞かれました。
子どもから家庭へ、家庭から飯田下伊那地
域へと、ごみ分別の大切さが広まるよう、
稲葉クリーンセンターでは、これからも積極
的に環境学習講座に取り組んでいきます。
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開館時間：火曜日～日曜日
　　　　8:30～12:00  13:00～17:15 
休　館　日：月曜日、祝祭日、年末年始
問い合わせ先：桐林リサイクルセンター 飯田市桐林2254-5
電　話：0265-26-1050  FAX：0265-26-1051
ホームページ：http://krc.minami.nagano.jp

●引き取りできるもの
　木製家具製品（有料）、木製生活用品雑貨
　（一部有料…大きさによります。）
　衣類（子供服・学生服・マタニティ服）、本

●毎月1回程度、環境をテーマとした親子環境学習講座を
　開催しています。
　主に小学生を対象としていますので、是非、ご参加ください。
　※ご案内は各学校を通じてお知らせする他、新聞等でもお知らせいたします。
　※詳しくはリサイクルセンターへお問い合わせ下さい。

桐林リサイクルセンターでは、ご家庭で不要となった“まだ使えるもの”を有料で引き取り（一部無料）、再利用（リユース）
を促進するため無料でお渡ししています。

退任のごあいさつ
前副広域連合長（前平谷村長）　小池正充

　このたび、平成30年８月から副広域連合長として、連合長をはじ
め構成町村長並びに議員の皆様の御協力をいただきながら、職責
を終えることができましたことにまず御礼申し上げます。
　この間、南信州広域連合が携わる大きな事業として、産業振興と
人材育成の拠点「エス・バード」の創設、リニア中央新幹線工事の着手、リニア駅周辺
整備と地域振興ビジョンの策定、三遠南信道路天龍峡ICから龍江IC間の開通、青
崩峠トンネル本坑掘削着手などが進められてきました。
　人口減少が進む当地域の将来にとって、重要な転換点にあり、これらの事業をけん
引していく広域連合の役割は、これからも重要度を増していくものと思います。
　私の村、平谷村をはじめとして小規模自治体の多い、南信州地域において広域連
携による業務の充実は、自治体行政や住民の暮らしにとって欠かすことのできないもの
であり、特に、今回の新型コロナウィルス感染症の問題を考えると、地域医療を守り充
実させることは飯田下伊那14市町村が一体で取り組むべき喫緊の課題です。
　2050年、南信州が「日本一住みたいまち」になるため、南信州広域連合のさらなるご
発展を期待しています。

●引き取りできないもの
　汚れた衣類、下着類、家電製品（学習机除く）、陶磁器、ガラス
　製品、３辺（縦・横・奥行）の合計が５mを超える大型家具、状態
　の悪い家具、百科事典、漫画、雑誌等
　※詳しくはリサイクルセンターへお問い合わせ下さい。
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ア．日常生活の中で、改めて感染防止の取組みを徹底しましょう。
イ．感染リスクを下げる工夫をして会食を楽しみましょう。
ウ．感染リスクを下げる工夫をして公共交通を利用しましょう。
エ．地域経済の再生に向けた地元消費をお願いします。
オ．正しい情報に基づいた冷静な対応をお願いします。

　当圏域においても、新型コロナウィルス感染症の罹患が増え日常生活に大きな影響を受けました。現在、住民や
事業者の皆さんの懸命な対応によって、徐 に々安全性が保たれつつあることに対し、心から感謝申し上げます。
　今後も安心した生活を送るため、引き続き次の取組みをお願いいたします。

※受診の流れについては、「すきです南信州Vol86の4ページ」をご参照ください。

引き続き感染防止対策の徹底をお願いします

第6回

　私の職場は、５０名の入居者様
とショートステイ１５名の方が利用
されています。
　窓からは喬木村の文化財であ
る曙月庵や、藤の花で有名な安養
寺を見ることができ、隣接する保
育園の子供たちと交流ができま
す。利用者様の生活の場であり、終の棲家である事を重点に置
き、楽しみのある生活、その人らしい生活が送れるように職員一
丸となって取り組んでいます。今年は、コロナで利用者様のスト
レスをどのように解消するか、日々考えながら利用者様の意見を
お聞きし、取り入れながら介護をしています。

特別養護老人ホームではたらく魅力

大原英洋さん介護福祉士　
社会福祉法人喬木村社会福祉協議会　特別養護老人ホーム喬木荘

　介護職の魅力は、「最期までその方の為に関
わる事が出来る」という事です。入所されてから
カンファレンスを通じ今までの生活歴を知り、そ
の方に寄り添った支援を心掛けています。利用
者様から「ありがとう」「楽しい」などの言葉を
いただき、それが私や職員みんなの励みにもな
り、やりがいでもあります。一日一日を大切に、
利用者様と接していける介護になるように取り
組んでいます。

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 地域医療福祉連携課

　　　　　　　　　　　 までお問い合わせください。

南信州　介護のみりょく

南信州地域で働く方々に、「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。

私の働く職場は…

介護職の魅力…
～その人に寄り添った支援を心掛けています～

ホームページもみて
ね！

☎0265‒53‒6088 

『南信州で看護の道を！』、そんな方々を応援しています。平成29年度から始まった「看護師等確保対策修学資金
貸与制度」ですが、現時点で29人の学生が目的に向かってがんばっています。
新たに令和３年度の貸与者を募集します。南信州で看護職として活躍しましょう。

お問合せ先

南信州　看護師　修学資金

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。

令和３年度の募集要項はホームページで
公開します。

※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。

南信州広域連合事務局地域医療福祉連携課
TEL0265-53-6088

（平日 午前8：30～午後5：15）

～看護師等修学資金をご利用ください～看護師等の資格をとって南信州で働きましょう！

　令和３年 3月15日(月)～令和３年 4月16日(金)募集受付期間
対 象 職 種
貸与対象者

貸 与 人 数
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在学し、免許取得後、
直ちに南信州圏域内の医療機関及び介護・
福祉関係施設において、看護師等の業務に
従事する意思を有する者。

月額50,000円（年額600,000円）
養成施設の正規の修学期間内
（貸与開始月から正規の修学月まで）

新入生・在校生合わせて10人以内（予定）

しょげつあん

新型コロナウィルス
感染症
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単位：円

〇報告第 6 号　専決処分の報告について（損害賠償の額を定めることについて）
〇議案第13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14号　令和元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15号　令和元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16号　令和元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17号　令和元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
〇議案第18号　監査委員の選任について

議
案
の
内
容

協
議
、報
告
事
項

❶ 検討委員会の委員の指名について
❷行政評価について
❸新型コロナウイルス感染症対策について    
❹ 阿南学園移転改築事業について

令和元年度　決算報告

議 会
報 告
令和２年11月30日（月）に第２回定例会が開催され、提出された議案6件（人事案件１件、条例案件１件、決算案件４件）は
すべて原案どおり、同意・可決・認定されました。

❺ 県議会常任委員会現地調査時の要望書提出について
❻ 飯田広域消防本部から
❼ 南信州広域連合議会への常任委員会制の導入について
❽ その他

■南信州広域連合議会の会議録は南信州広域連合のホームページで閲覧することができます。
　http://minami.nagano.jp/outline/assembly/

区　　分 歳　　入 前年度比前年度比 歳　　出 差引残額

合　　　計

一 般 会 計
南信州広域振興基金
特　別　会　計
飯田広域消防
特　別　会　計

稲葉クリーンセンター
特　別　会　計

1,725,016,716

12,563,034

2,197,282,498

147,588,492

4,082,450,740

1,618,099,837

9,518,850

2,130,778,181

136,836,240

3,895,233,108

106,916,879

3,044,184

66,504,317

10,752,252

187,217,632

97.8%

87.0%

96.7%

142.7%

98.3%

96.0%

77.3%

96.6%

138.7%

97.3%

その他
8件

その他
枝

ごみ
枯草
15件1月～4月

22件

4件
5件

6件
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南信州広域連合 民俗芸能

10
長野県

6
南信州

国指定重要無形民俗文化財

22 11国選択無形民俗文化財

33 6県指定無形民俗文化財

12 6県選択無形民俗文化財

　民俗芸能は南信州にとって誇るべきものであり、リニア時代の地域づくりに生かすべき貴重な資産です。また、
民俗芸能の存在や取り組みが、地域住民の結束を強固なものとし、コミュニティ存続の原動力になっており、そ
の継承は持続可能な地域づくりのための重要な役割を担っています。
　しかし、令和2年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、たくさんの民俗芸能が発表の機会を失い、そ
の継承が危ぶまれています。
　みなさんのお住まいの地区にはどんな民俗芸能がありますか？民俗芸能を安心して行えるようになるその時ま
で、地域の民俗芸能を楽しみに待ちましょう。民俗芸能が大切に継承されていくように、地域の皆さんのご支援
をよろしくお願いします。

南信州は民俗芸能の宝庫

コロナ禍で継承に警鐘！地域の民俗芸能を応援しよう！

　私たちが暮らす南信州には、中世から近世にかけて京都、鎌倉、伊勢、
諏訪などの社寺から様々な信仰と芸能が伝わり、重層化、独自化しなが
ら定着していきました。豊かでありながら時には厳しい自然環境のもと、
人々の日常生活に根差す形で、多様な民俗芸能が育まれてきました。
これほど数多くの民俗芸能が残る地域は全国でも珍しく、南信州は民
俗芸能の宝庫と呼ばれています。

この他にも
民俗芸能がたくさん
伝承されていて、
どれも大切な
文化なんだよ！

国や県の
文化財になっている
民俗芸能の約半数が
南信州のものなんだね！

国県に文化財として指定・選択されている民俗芸能の数

※重複して指定・選択されている民俗芸能もあります。

南信州に伝わる多種多様な民俗芸能（一部）
湯立神楽 念仏踊り 人形芝居

農村歌舞伎 獅子舞 煙火

（天龍村の霜月神楽） （和合の念仏踊り） （今田人形）

（大鹿歌舞伎） （大島山の獅子舞） （清内路の手作り花火）
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