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圏域内の人口・世帯数（2021.10）
人 口 152,272人（前年同月比 1,769人減）
世 帯   58,482戸（前年同月比 5戸増）

　救急救命士が行う救命処置に
必要な資器材を搭載し、室内で
隊員が立ったまま処置を行える
広さを有しています。
　スペースが確保された高機能・
高性能な救急車です。

〈高規格救急自動車〉
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C ONTENTS

運用開始：令和３年11月１日

年末年始はJR飯田線や
バスを利用してみませんか。

・年末年始のお酒を飲む機会に、JR飯田線やバスを利用しましょう。
・運動不足の解消や環境問題を考えるきっかけとして、公共交通を利用してみませんか!
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すきです南信州

福祉用具を搬入する事で、今まで出来なか
った事が自分で出来るようになると、ご利用
者様もご家族も大変喜んでいただけます。直
接笑顔に接して仕事が出来るのは働きがいが
あります。福祉用具は、ご利用者様がその人
らしい生活を維持していく為に大変役立って
います。
搬入・引上げ調整、担当者会議、モニタリ
ングと忙しい毎日を送っていますが、充実し
ています。ご利用者様から「いつもありがと
うね!!」と話しかけて貰えるのが仕事のやりが
いになっています。

第8回 ～その人らしい生活を維持するために～

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。

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「仕事の魅力」についてお聞きしました。

ホームページもみてね！ホームページもみてね！

私の働く職場は…

さん幸森 信良
 介護のかふね（有限会社かふね）

私の職場では、毎月2,000人のご
利用者様に福祉用具などのレンタル
を行っています。介護保険の認定を
受けている４人に１人の方にご利用
いただいている状況です。
ベッド・車いすをはじめ、吸引器・点滴棒などの医療
器具もレンタルしています。ベッドを搬入すると、「寝
起きが楽になった、楽な姿勢でテレビが見られる」と喜
んでいただいています。ご家族も「起こすのがこんなに
楽になるなら、もっと早く頼めば良かった」とおっしゃ
ってくれます。福祉用具は普段使わない用具なので、皆
さんに馴染みがあまりありませんが、体の不自由な方に
は欠かす事の出来ないものとなっています。

仕事の魅力は…

「南信州暮らし」（移住･定住）を応援!!

南信州広域連合は14市町村及び長野県南信州地域振興局と連携して移住促進に取り組んでいます。
新型コロナ禍の中では都市部の往来に制限もあるため、南信州の魅力や移住者の声をインターネット
で配信するオンラインイベントを実施してきました。

第２弾イベントで登場した喬木村在住の矢野賢太郎さん（21）は埼玉県出身です。高校卒業後18歳で就農を希望し
て南信州への移住を決めました。JAみなみ信州の就農研修を経て独立し、現在は「市田柿」と「キュウリ」を中心に
農業経営者として頑張っています。イベントでも、持ち前の明る
さと笑顔で“南信州の農業ライフ”の魅力を語ってくださいました。

開催日 イベント名 概　要

R3.7.27
第１弾

ゲストハウスを３倍楽しむセミナー
～知る×つながる×暮らす～

南信州の魅力を知り、移住につながる拠点
としてゲストハウスとオーナーを紹介

R3.10.3
第２弾

南信州オンラインツアー2021
～畑の声を聞きに出かけよう～

南信州の旬の農産物などの魅力と移住農家
を紹介（JAと連携して実施）

R3.11.21
第３弾

移住トークイベント「ペアで移住」
～私・家族・地域の幸せな時間の過ごし方～

「南信州暮らしをペアで楽しむ」をテーマ
に移住夫婦を紹介

18歳で選んだ南信州への就農移住18歳で選んだ南信州への就農移住

当日の配信の様子

Facebook

「南信州暮らし」応援隊 南信州暮らし

YouTube
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◆消防環境委員会（11名） （敬称略）

委　員　長　熊谷　泰人（飯田市） 吉　田　哲　也（阿智村） 古　川　　　仁（飯田市）

副委員長　河本　明代（大鹿村） 栗　生　勝　由（阿南町） 新　井　信一郎（飯田市）

片　桐　忠　彦（豊丘村） 岩　口　友　雄（高森町） 原　　　和　世（飯田市）

後　藤　和　彦（売木村） 黒　澤　哲　郎（松川町）

※議長は常任委員会に参画しない
■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/

人事行政の運営等の状況を公表します
⒈ 採用・退職の状況 単位：人

一般行政職 消防職 合　計
　退職（R2.4.1～R3.3.31） 2 9 11
　採用（R2.4.2～R3.4.1　） 1 9 10

※一般行政職：事務職、技師（ごみ処理、し尿処理）を含む

⒉ 職員数の状況（部門別職員数の推移　各年度4月1日現在）
部　門 令和２年度（人） 令和3年度（人） 対前年増減数
総　務 8 8 0
民　生 5 5 0
衛　生 9 9 0
消　防 217 217 0
計 239 239 0

⒊ 等級別職員数の状況（令和３年４月１日現在）
行政職給料表 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級 合計
一般行政職 0 3 4 11 0 2 1 0 0 21
消　防　職 47 32 82 35 12 8 1 0 0 217

※再任用職員を含み、任期付職員及び構成町村からの派遣職員を除く。

⒋ 職員給与の状況
　職員数（A）

職　　員　　給　　与　　費 一人当たり給与費
（B/A）　給料（基本給） 諸手当 期末・勤勉手当 計 （B）

令和元年度 236人 834,088千円 177,737千円 346,322千円 1,358,147千円 5,755千円
令和２年度 239人 849,363千円 176,139千円 347,656千円 1,373,158千円 5,745千円
※職員数は各年度4月1日現在。諸手当は、扶養手当・通勤手当・時間外勤務手当などで、児童手当・退職手当は含みません。

⒌ 勤務時間・休日の状況
１週間の勤務時間

1日の勤務時間の割り振り
週休日・休日

始業時刻 終業時刻 休憩時間

38時間45分 午前8時30分 午後5時15分 午後0時～午後1時 週休日：土曜日・日曜日
休　日：祝日、年末年始（12月29日～1月3日）

※業務内容により、上記の勤務時間によらない職場や交代制勤務職場などでは、別に勤務時間を定めています。

⒍ 休暇・休業の状況
…年次休暇（平均）6.9日・療養休暇（１週間超）7人・特別休暇（忌引）27人・介護休暇０人・育児休業１
人　取得状況（Ｒ2.1.1～R2.12.31）

⒎ 分限処分・懲戒処分等の状況
…令和２年度においては、分限処分１件（休職）・懲戒処分０件・その他処分１件（訓告）です。

⒏ 服務の状況
…地方公務員法に定められた義務に対する違反は、令和２年度は0件です。

⒐ 研修の状況（令和２年度）
…一般研修49人・消防関係（県消防学校56人・救急救命士研修所２人・その他20人）

10. 福利厚生制度の状況（令和２年度）
・健康管理：人間ドック130人・定期健診106人・婦人科検診２人・特定業務健診193人・メンタルヘルス研修
会196人・ストレスチェック237人
・厚生事業：飯田市職員共済会（相互扶助事業・福利厚生事業・体育事業・健康管理事業）

1⒈ 公平委員会の報告事項
　職員から公平委員会に対して勤務条件に対する措置要求や不利益処分に対する審査請求は、令和２年度は
ありませんでした。 
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令和３年南信州広域連合議会　第２回臨時会
令和３年８月27日㈮　飯田広域消防本部 ３階会議室

　令和３年８月27日㈮に第２回臨時会が開催され、提出された報告１件、人事案件１件は原案どおり、同意さ
れました。
　議案の内容
報告第２号　令和２年度南信州広域連合飯田広域消防特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について
議案第13号　監査委員の選任について

　全員協議会
①　検討委員会の委員の指名について   ②　リニア中央新幹線について
③　阿南学園改築整備事業について   ④　飯田広域消防本部から
⑤　常任委員会制導入に伴う関係例規の整備について ⑥　議員視察研修について

南信州広域連合議会に新たに常任委員会が設置されました。
常任委員会は条例に定められた常設の委員会で、各分野に属する事務事業に関する調査を行い、議会を補完
し議案、請願等を審査します。広域連合議会は33名で構成される大規模な議会なので、常任委員会制を導入す
ることでより詳細な審査を行うことができます。

　令和３年11月30日㈫に第２回定例会が開催され、提出された予算案件１件、決算案件４件、議会提出議案２
件はすべて原案どおり、可決・認定されました。
　議案の内容
議案第14号　令和３年度南信州広域連合一般会計補正予算（第２号）案
議案第15号　令和２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
議案第16号　令和２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
議案第17号　令和２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
議案第18号　令和２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
発委第１号　南信州広域連合議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について
発委第２号　南信州広域連合議会会議規則の一部を改正する規則の制定について

　全員協議会
①　リニア中央新幹線について   ②　新型コロナウイルス感染症対策について
③　障がい者支援施設阿南学園の移転改築について ④　飯田広域消防本部から
⑤　行政評価について　    ⑥　令和４年第１回定例会の日程案について

令和３年 南信州広域連合議会　第２回定例会
令和３年11月30日㈫　エス・バード　ホール

常任委員会制とは

常任委員会名簿
◆総務産業委員会（10名） （敬称略）

委　員　長　竹村　圭史（飯田市） 坂　巻　秀　高（根羽村） 清　水　　　勇（飯田市）

副委員長　西川　範明（平谷村） 伊　藤　公　市（阿南町） 永　井　一　英（飯田市）

後　藤　章　人（喬木村） 三　浦　喜久夫（高森町）

中　島　正　夫（泰阜村） 中　平　文　夫（松川町）

◆医療福祉委員会（11名） （敬称略）

委　員　長　木下　德康（飯田市） 熊　谷　美沙子（天龍村） 清　水　優一郎（飯田市）

副委員長　福沢　　敏（下條村） 大　嶋　正　男（阿智村） 福　澤　克　憲（飯田市）

平　澤　恒　雄（豊丘村） 小　平　一　博（高森町） 山　崎　昌　伸（飯田市）

中　森　高　茂（喬木村） 間　瀬　重　男（松川町）
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消　防 217 217 0
計 239 239 0

⒊ 等級別職員数の状況（令和３年４月１日現在）
行政職給料表 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級 合計
一般行政職 0 3 4 11 0 2 1 0 0 21
消　防　職 47 32 82 35 12 8 1 0 0 217

※再任用職員を含み、任期付職員及び構成町村からの派遣職員を除く。

⒋ 職員給与の状況
　職員数（A）

職　　員　　給　　与　　費 一人当たり給与費
（B/A）　給料（基本給） 諸手当 期末・勤勉手当 計 （B）

令和元年度 236人 834,088千円 177,737千円 346,322千円 1,358,147千円 5,755千円
令和２年度 239人 849,363千円 176,139千円 347,656千円 1,373,158千円 5,745千円
※職員数は各年度4月1日現在。諸手当は、扶養手当・通勤手当・時間外勤務手当などで、児童手当・退職手当は含みません。

⒌ 勤務時間・休日の状況
１週間の勤務時間

1日の勤務時間の割り振り
週休日・休日

始業時刻 終業時刻 休憩時間

38時間45分 午前8時30分 午後5時15分 午後0時～午後1時 週休日：土曜日・日曜日
休　日：祝日、年末年始（12月29日～1月3日）

※業務内容により、上記の勤務時間によらない職場や交代制勤務職場などでは、別に勤務時間を定めています。

⒍ 休暇・休業の状況
…年次休暇（平均）6.9日・療養休暇（１週間超）7人・特別休暇（忌引）27人・介護休暇０人・育児休業１
人　取得状況（Ｒ2.1.1～R2.12.31）

⒎ 分限処分・懲戒処分等の状況
…令和２年度においては、分限処分１件（休職）・懲戒処分０件・その他処分１件（訓告）です。

⒏ 服務の状況
…地方公務員法に定められた義務に対する違反は、令和２年度は0件です。

⒐ 研修の状況（令和２年度）
…一般研修49人・消防関係（県消防学校56人・救急救命士研修所２人・その他20人）

10. 福利厚生制度の状況（令和２年度）
・健康管理：人間ドック130人・定期健診106人・婦人科検診２人・特定業務健診193人・メンタルヘルス研修
会196人・ストレスチェック237人
・厚生事業：飯田市職員共済会（相互扶助事業・福利厚生事業・体育事業・健康管理事業）

1⒈ 公平委員会の報告事項
　職員から公平委員会に対して勤務条件に対する措置要求や不利益処分に対する審査請求は、令和２年度は
ありませんでした。 
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令和３年南信州広域連合議会　第２回臨時会
令和３年８月27日㈮　飯田広域消防本部 ３階会議室

　令和３年８月27日㈮に第２回臨時会が開催され、提出された報告１件、人事案件１件は原案どおり、同意さ
れました。
　議案の内容
報告第２号　令和２年度南信州広域連合飯田広域消防特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について
議案第13号　監査委員の選任について

　全員協議会
①　検討委員会の委員の指名について   ②　リニア中央新幹線について
③　阿南学園改築整備事業について   ④　飯田広域消防本部から
⑤　常任委員会制導入に伴う関係例規の整備について ⑥　議員視察研修について

南信州広域連合議会に新たに常任委員会が設置されました。
常任委員会は条例に定められた常設の委員会で、各分野に属する事務事業に関する調査を行い、議会を補完
し議案、請願等を審査します。広域連合議会は33名で構成される大規模な議会なので、常任委員会制を導入す
ることでより詳細な審査を行うことができます。

　令和３年11月30日㈫に第２回定例会が開催され、提出された予算案件１件、決算案件４件、議会提出議案２
件はすべて原案どおり、可決・認定されました。
　議案の内容
議案第14号　令和３年度南信州広域連合一般会計補正予算（第２号）案
議案第15号　令和２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
議案第16号　令和２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
議案第17号　令和２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
議案第18号　令和２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
発委第１号　南信州広域連合議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について
発委第２号　南信州広域連合議会会議規則の一部を改正する規則の制定について

　全員協議会
①　リニア中央新幹線について   ②　新型コロナウイルス感染症対策について
③　障がい者支援施設阿南学園の移転改築について ④　飯田広域消防本部から
⑤　行政評価について　    ⑥　令和４年第１回定例会の日程案について

令和３年 南信州広域連合議会　第２回定例会
令和３年11月30日㈫　エス・バード　ホール

常任委員会制とは

常任委員会名簿
◆総務産業委員会（10名） （敬称略）

委　員　長　竹村　圭史（飯田市） 坂　巻　秀　高（根羽村） 清　水　　　勇（飯田市）

副委員長　西川　範明（平谷村） 伊　藤　公　市（阿南町） 永　井　一　英（飯田市）

後　藤　章　人（喬木村） 三　浦　喜久夫（高森町）

中　島　正　夫（泰阜村） 中　平　文　夫（松川町）

◆医療福祉委員会（11名） （敬称略）

委　員　長　木下　德康（飯田市） 熊　谷　美沙子（天龍村） 清　水　優一郎（飯田市）

副委員長　福沢　　敏（下條村） 大　嶋　正　男（阿智村） 福　澤　克　憲（飯田市）

平　澤　恒　雄（豊丘村） 小　平　一　博（高森町） 山　崎　昌　伸（飯田市）

中　森　高　茂（喬木村） 間　瀬　重　男（松川町）



令和３年12月 令和４年１月
28日㈫ 29日㈬ 30日㈭ 31日㈮ 1日㈯ 2日㈰ 3日㈪ 4日㈫

　午前（８：30～11：30） ○ ○ ○ × × × × ○
　午後（１：00～４：30） ○ ○ ○ × × × × ○
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南信州広域連合 民俗芸能

稲葉クリーンセンターからのお知らせ
ごみの搬入状況について（４～９月）

●ごみ搬入量は、令和２年度と比較するとやや減少しましたが、まだまだ多い状況です。年間稼働計画により焼却と点検・
補修を行っていますが、焼却日数が増えていくと必要な点検・補修期間に支障が出てしまいます。
●稲葉クリーンセンターへ個人や会社から直接持ち込まれるごみに、資源となるものや小型家電、金属類が多く見られ
ます。持ち込む時は、燃えない物は外し、リサイクルできるものを分別してから持ち込んでいただき、ごみ減量にご
協力ください。

市町村搬入ごみチェックの結果（４～９月）
●稲葉クリーンセンターでは、集積所から集められる収集袋のごみの組成を調べる「市町村搬入ごみチェック」を市町
村とともに定期的に実施しています。

年末年始の受入日程のお知らせ
●年末年始は、ごみ搬入される方で例年混み合います。時間に余裕を持ってお越しください。
●少ないごみを出すときは、混雑抑制のため、できるだけ集積所をご利用ください。

H30年度 R1年度 R2年度 R3年度

H30年度 R1年度 R2年度 R3年度

搬入量（t）

（％）

ごみ搬入量合計（４月～９月比較）

年度別資源ごみの混入割合 燃やすごみの割合（４月～９月集計）

0

14,600

14,700

14,800

14,900

15,000

15,100

6.14%6.00%

4.81%

4.76%

4.21%4.49%

3.20%

1.67%

10.35%10.49%

8.01%

6.43%

14,758
14,815

15,049

14,977

◆ ◆ ◆  燃やすごみにならないもの（例）  ◆ ◆ ◆

金属類 小型家電

紙資源になるもの プラ資源になるもの

0

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00
紙資源
プラ資源

※令和３年度は、４月～９月の集計となります。

※令和３年度集計

厨芥類（生ごみ）
30.97%

その他（草木類等）
20.87%

プラ類
10.89%

紙類
37.27%

　集積所に出される10％以上は資源になるものであり、資源
の割合は、年々増加傾向です。
　年間に換算すると、約2,000トンの資源ごみが燃やされて
いることになります。
　ごみを出す前にリサイクルできないか確認してください。

　資源ごみ等を除いた燃やすごみで多いものは、紙類
と厨芥類（生ごみ）です。
　燃やすごみにしている紙類の中で、リサイクルでき
るものがないかあらためてご確認ください。
　厨芥類は、水切りをすることで、重さを減らすとと
もに安定した燃焼とすることができます。
　コンポスト、生ごみ処理機の活用もご検討ください。

問い合わせ先　　稲葉クリーンセンター 飯田市下久堅稲葉1526番地1　電話:0265-48-6648　FAX:0265-48-6692
　　　　　　　　ホームページ https://icc.minami.nagano.jp


