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南信州広域連合

すきです

飯田市追手町2丁目678
（長野県飯田合同庁舎内）
TEL0265 53 7100

南信州

URL http://minami.nagano.jp/

圏域内の人口・世帯数（2020.7）
人 口：154,365人（前年同月比1,852人減）
世 帯： 58,459戸（前年同月比52戸増）

運用開始：令和２年４月１日
特
徴：消火薬剤を積載し、少量の水
でも効果的に消火ができます。

引き続き

熱中症 にご注意ください！

飯田下伊那地域における熱中症疑いによる搬
送人員は 75 人※ となっています。特に高齢者
（満 65 歳以上）の搬送人員は 52 人※ です。新
しい生活様式の中でも熱中症予防を心がけて
ください。（※８月 18 日現在）

運用開始：令和２年６月５日
特
徴：配置署の地域特性を考慮し、
高トルクのディーゼルエンジン
を採用しています。
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議 会
報 告
令和２年５月29日（金）に第１回臨時会が開催され、提出された報告２件、議案３件はすべて原案どおり
承認・同意・可決されました。

議案の内容

〇報告第 1 号

専決処分の承認を求めることについて（令和元年度南信州広域連合一般会
計補正予算（第3号））繰越明許費の補正（旧南信州・飯田産業センターへの
必要備品等の整備）5,635千円

〇報告第 2 号

専決処分の承認を求めることについて（令和元年度南信州広域消防特別会
計補正予算（第2号））繰越明許費の補正(消防指揮車購入・高機能指令シス
テム用施設整備）10,288千円

〇議案第 9 号

監査委員の選任について
戸﨑 博氏（飯田市代表監査委員）を選任

〇議案第10号

令和2年度南信州広域連合一般会計補正予算（第1号）案
産業振興と人材育成の拠点事業費（環境試験機器整備負担金の減額、飯田市
への拠点整備事業事務委託料の増額）10,000千円

〇議案第11号

令和2年度南信州広域連合一般会計補正
予算（第2号）案
看護師等確保対策事業費（修学資金貸与
事業費）の増額 3,000千円

【報告、協議事項】

❶ 検討委員会の委員の指名について
❷ 検討委員会の報告について
（1）総務・文教・消防検討委員会
（2）環境・福祉・医療検討委員会
（3）建設・産業・経済検討委員会
❸アリーナ機能を中心とする複合施設整備検
討委員会の報告について
❹ 令和２年度の職員体制について
❺ リニア中央新幹線について
❻アリーナ機能を中心とする複合施設整備検
討事業について

❼ 次期地域公共交通計画の策定について
❽ 産業振興と人材育成の拠点（エス・バード）の
管理・運営状況について
❾（株）南信州観光公社の運営状況について
❿ 高校改革〜夢に挑戦する学び〜再編・整備
計画【一次】
（案）について
⓫ 後期基本計画の進行管理、行政評価の進め方
について
⓬ 新型コロナウイルス感染症対策について
⓭ 飯田広域消防本部から
⓮ 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/
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稲葉クリーンセンターからのお願い

新型コロナウイルス感染症の影響からごみ搬入量が増加しています
ごみを正しく分別し、燃やすごみの減量化にご協力ください

令和２年2月までのごみ搬入量は、ほぼ前年並みで推移していましたが、新型コロナウイルス感染症が
流行し始めた3月から、ごみの搬入量が増加傾向となっています。
3月は学校の休校や外出自粛等による家庭での片づけ等の影響、４月は若干のマイナスとなりました
が、これは緊急事態宣言による事業活動の自粛等の影響が考えられます。
5月に入り外出自粛の片づけ等による搬入ごみや飲食店のテイクアウトによる空き容器などの混入が目立
ち、６月に入ると緊急事態宣言解除に伴う事業活動の本格的な再開の影響や、スーパー等の販売形態が
細かく個包装になったことなどの影響からか、ごみ搬入量及び搬入台数に大幅な増加がみられました。
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去年よりごみ搬入量が
約600トン多くなっています。
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去年よりごみ搬入車両が、
約3,000台多くなっています。

☆ごみの減量による環境に配慮した社会の形成のため、ごみ処理施設の安定した運転を維持する
ため、各ご家庭・事業所とも、正しくごみを排出し、ごみの減量化にご協力ください。
❶ Reduce

☆家庭でごみを出すとき ☆
●チラシ類、菓子箱等の厚紙、新聞紙等は資源回収に出し
てください。
●容器包装プラとなる菓子袋や雑貨品の袋、弁当容器等で
汚れが取れるものは、プラ資源回収に出してください。
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☆事業所でごみを出すとき ☆
●紙類は、資源になるものは家庭ごみと同様に資源回収に
出してください。
●プラ類は、すべて産業廃棄物になります。
稲葉クリーンセンターでは処理できません。

ごみを減らすための
「3つのR」

■火災ごみ・その他の災害ごみの料金（使用料）減免について

○火災・災害による災害ごみは、料金（使用料）が減免できる場合があります。
○料金の減免には、使用料減免申請書のほか、消防署や市町村で発行される罹災証明書（火災・その他災害）
などの添付書類が必要となります。
※詳しくは稲葉クリーンセンターまでお問い合わせてください（ホームページでも確認できます）。
お問い合せ
南信州広域連合

稲葉クリーンセンター

電話：0265-48-6648
ホームページ：http://icc.minami.nagano.jp
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ご家庭でのごみの出し方
新型コロナウイルスなどの感染症対策のための

1

マスクやティッシュは、
できるだけ
ビニール袋等に密閉し、
空気を抜いて
ごみ袋へ入れましょう

感染リスクを減らし、
運搬時の破裂を防止で
きます。

3

ごみ袋の空気を抜いて出しましょう

分別を行いごみの減量に心がけ
ましょう

ごみ処理に対する
負荷を減らし
災害時の対応を
スムーズにします。

❹

ごみ袋はしっかり縛って封を
しましょう

ごみが散乱せず、
収集運搬作業において
運びやすくします。

集運搬作業において、
ごみ袋を運びやすくし、
収集車での破裂を防止
できます。

5

2

混ぜれば ごみ
分ければ 資源

4

生ごみは水切りをしましょう

ごみの量を
減らすことが
できます。

6

できるだけ集積所をご利用
ください

接触の機会を減らすことで
感染リスクを減らします。
※直接搬入でごみを持ち込む場合は、
マスクやティッシュ等
は密閉した状態で持ち込んでください。
また、搬入時にはマスクを着用ください。

すきです南信州

新型コロナウィルス感染症への適切な対応をお願いします
広域連合長・14市町村長

新型コロナウィルス感染症が全国で再び拡大しています。
当圏域においては、３月下旬から４月上旬の間に5人の感染者が確認され、その後２か月以上発生が確認
されませんでしたが、
７月末に１人の感染が確認されました。
これまで、住民や事業者の皆さんの懸命な自粛対応によって、当地域の安全性が保たれてきたことに対し、
心から感謝申し上げます。
しかし、全国的には、新型コロナウィルス感染症の猛威は衰えを見せていません。もはや、誰が何処で感
染してもおかしくない状況となっています。
地域住民の皆さんに、特に次の点について取組みをお願いいたします。

ア．新しい生活様式の定着に向けて継続して取り組んでください

◆ 感染防止の３つの基本（身体的距離の確保、人込みでのマスク着用、
手洗い）の徹底
◆３つの密（密閉、密集、密接）の回避
◆ 毎日の健康チェック

イ．充実された検査体制を活用し、検査を受けてください

◆ドライブスルー方式による地域外来・検査センターの開所、飯田市立病院への新たな検査装置

の導入など、当圏域の検査体制は整ってきました。

◆ 体調のすぐれない方、発熱症状のある方は、我慢せずに、かかりつけ医または飯田保健所に

相談いただいた上で検査を受けてください。

ウ．地域経済の再生、地元消費のお願い

◆ 消費の落ち込みの影響を受けている地域の事業者の応援をお願いします。

◆ 県や市町村が行う消費促進の取組みを活用し地元消費にご協力ください。

エ．感染者等への差別をしない、流言飛語に惑わされない

◆ 感染した方や家族、医療従事者の方々、
他地域からの来訪者等への、不当な差別や心無い誹謗

中傷は、あってはなりません。

◆ 根拠のない伝聞情報に惑わされないこと、広めないこと

南信州の公共交通機関は、三密を防ぐためにラッシュ時の増便、換気、消毒などの様々な取り組みを行っています。
日常生活における重要な移動手段である公共交通の大切さをご理解いただき、感染防止に留意したうえで、飯田線、
バス、タクシーなどの公共交通を積極的にご利用ください。
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飯田広域消防からのお知らせ

「Ｎｅｔ１１９緊急通報システム」
の運用を
８月１日から開始しました

「Ｎｅｔ１１９緊急通報システム」とは、聴覚又は音声・言語機能等が不自由で、音声
による１１９番通報が困難な方が、スマートフォン等からインターネット(Web)を使っ
て音声を用いることなく１１９番通報できる新たなシステムです。

Ｎｅｔ１１９に関するお問い合わせ先：警防課指令係（電話：0265 23 0119）
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。
第

4回

デイサービスではたらく魅力

〜「利用者様の笑顔と感謝のことばに
日々励まされています」〜

介護福祉士

金田紗矢香さん

社会医療法人健和会 健和会デイサービスセンター

介護職の魅力って…

私の働く職場は…
私の働く健和会デイサービスセンターは、病院
や診療所との連携により、重い介護状態になって
も安心して利用して頂けるデイサービスです。1日
50名ほどの方が利用されていますが、医療依存
度の高い方も多くいらっしゃいます。一昨年より
電子カルテを導入し、病態を逐次把握し、最善の

介護の世界に入り、いろいろ

介護を提供できる体制を整えました。

な辛い経験をしてきました。それ

安心、安全にそしてなにより利用者の皆さんが

でも15年間この仕事を続けられ

笑顔になっていただけるよう、利用者の皆さんの

ているのは、何よりも人のあた

感謝のことばに励まされながら職員一丸となっ

たかさを感じられるからです。

て奮闘しています。デイサービスの利用日が待ち

まるで祖父母のように、私のこと
を心配してくれたり、支えてもらったり、心があたたまる気持ち
になることが沢山あります。お互いの心が通い合ったときの喜
びは、この仕事に携わるなかで、大きなやりがいになっていま
す。これからも皆さんに信頼され、笑顔になっていただけるよ
う、心と心の通い合える介護に取り組んでいきます。

遠しいって思ってくれたら嬉しいな。
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
☎0265 53 6088 までお問い合わせください。

も
ホームページ ！
みてね

南信州

介護のみりょく

地元で看護師を目指す方 信州木曽看護専門学校で学びませんか！
県立病院機構が運営する信州木曽看護専門学校は、豊かな自然と歴史文化に恵まれた素晴らしい環境の中で
勉学に励むことができる学校です。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

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、大学編入学の受験資格

授業料・生活サポート

授業料200,000円（年額）、学生宿舎（１Ｋタイプ）
長野県立病院機構修学資金（返還免除あり）

オープンキャンパス情報

南信州広域だより
南信州広域連合 〒395-0034
TEL0265-53-7100

❻

令和２年 10月10日（土） 11：00〜

事前申し込み受付中
http://www.pref-nagano-hosp.jp/kiso/

Vol.85 2020.9
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

