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圏域内の人口・世帯数（2022.1）
人 口 153,180人（前年同月比 564人減）
世 帯 59,353戸（前年同月比 892戸増）

環境学習講座を小学校4校で開催

龍江小学校の環境学習講座

稲葉クリーンセンターでは、昨年度から実施し
ている環境学習講座（ごみ分別とごみ発電のしく
ONTENTS
み体験ゲーム）を、下條小学校、龍江小学校、高
稲葉クリーンセンターからのお知らせ ……… ２
森北小学校、大鹿小学校の４校で開催しました。
ユネスコ無形文化遺産登録に向けて（民俗芸能）… ３
本講座は、ごみ分別の方法や大切さを学び、ご
介護職の紹介／看護師等修学資金 …………… ４
みの有効利用となるごみ発電のしくみを理解する
議会報告／令和２年度決算報告 ……………… ５
小学生を対象としたゲーム形式のプログラムと
飯田広域消防からのお知らせ ………………… ６
なっています。
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市町村と連携しながら、今後も継続して開催を予定しています。
（関連記事２ページ）
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稲葉クリーンセンターからのお知らせ

環境学習講座を実施しました

稲葉クリーンセンターでは、昨年度から小学校を対象とした環境学習講座を開催しています。
この講座は、カードに書かれているごみの絵を見て、カードを正しく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。
子供たちは、お互い協力して話し合いながら高得点を目指して、チャレンジしました。子供たちからは、
「楽しかった」、
「ごみ分別をきちんとしたい」との感想が多く聞かれ、先生からは「子供たちのごみ分別に対する意識が変わった」、
「楽
しみながら学ぶことができた」など有意義な時間だったとの感想をいただきました。
今後も子供たちが楽しく学べる講座になるよう開催していく予定です。

下條小学校の様子

龍江小学校の様子

高森北小学校の様子

大鹿小学校の様子

燃やすごみの減量化にご協力ください
ごみ搬入量の状況（4月〜 12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・補修に支障が出てしまいます。
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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

月の集計となります︒

22,300

集積所に出された資源ごみの割合

令和３年度は︑４月〜
※

ごみ搬入量（４月〜 12月比較）

（t）
22,500

・集積所に出されているごみの10％以上は資源になるも
のです。ごみを出す前に資源（リサイクルできるもの）
か確認してください。
（推計すると年間2,000トン以上になります。）

すきです南信州

南信州は民俗芸能の宝庫
獅子舞、湯立神楽、念仏踊り、人形芝居、農村歌舞伎、煙火…これらは私
たちの地域で行われている民俗芸能です。民俗芸能は、人々の日常生活に根
ざす形で育まれ、神仏への奉納の表現でありながら、住民同士の繋がりを強
める役割も担ってきました。南信州には民俗芸能が数多く伝えられてきまし
たが、その中には無形民俗文化財として国や県の指定・選定を受けたものが、
他の地域より圧倒的に多く存在します。貴重な民俗芸能が多く存在することから、南信州は「民俗芸能の宝庫」
と呼ばれ、地域の誇りとなっています。
ふりゅうおどり

ユネスコ無形文化遺産登録候補 風流踊

「風流踊」は、華やかな、人目を引く、という「風流」の精神を体現し、衣裳や持ちものに趣向をこらして、歌や笛、
かね
太鼓、鉦 などに合わせて踊る民俗芸能です。除災や死者供養、豊作祈願、雨乞いなど、安寧な暮らしを願う人々
の祈りが込められています。
南信州では「和合の念仏踊り
（阿南町）」と「新野の盆踊り
（阿南町）」について、「風流踊」としてユネスコ無形
文化遺産への登録が期待されています。
※無形文化遺産とは「無形文化遺産の保護に関する条約」に基づき保護される無形の文化で、伝統的な音楽，舞踊，演劇，工芸技術な
どが該当します。国際連合教育科学文化機関（ユネスコ）は、「人類の無形文化遺産の代表的な一覧表」の作成を進めており、その
一覧表に記載されたものを通称して、「ユネスコ無形文化遺産」と呼びます。

和合の念仏踊り（保護団体：和合念佛踊り保存会）

新野の盆踊り（保護団体：新野高原盆踊りの会）

風流踊のユネスコ無形文化遺産登録までの経過
2020年３月

ユネスコ事務局へ提案書が提出されるも、同年９月審査見送り決定

〜2021年３月

無形文化遺産保護条約関係省庁連絡会議で審議

2021年３月

ユネスコ事務局に提案書を提出

2022年10月

評価機関による勧告（予定）

2022年11月

政府間委員会で審議・決定（予定）

HPで紹介しています!

南信州民俗芸能ナビ
「ユネスコ無形文化遺産
登録に向けて」

◆「神楽」もユネスコ登録を目指す

「遠山の霜月祭り
（飯田市）」や「天龍村の霜月神楽
（天龍村）」が含まれる「神楽」は、全国の保存団体同士の繋
がりをつくり、継承推進と地域振興への寄与を目的とした全国組織が立ち上がるなど、無形文化遺産登録を目指
すための動きが活発化しています。

中央通り

民俗芸能の魅力を伝える資料を展示します!

飯田駅
通り町

飯田お練りまつり開催 3月25日㈮･26日㈯･27日㈰の３日間
南信州民俗芸能サロン 期間限定オープン!

82BK

サロン

飯田市中央通り４−１
（香港飯店ビル１階）

問い合わせ

南信州民俗芸能継承
推進協議会

（南信州広域連合事務局内）
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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。

9

第

回

〜
『明日もいい一日になるように』
と願っています〜
介護福祉士

氣賀澤 真美さん
介護老人保健施設

円会センテナリアン

私の働く職場は…
入所人数140名、そ
の中で認知症専門棟
40名 と 一 般 棟100名
に分かれています。利
用者様の状態に合わ
せ、個々のケアプラン
に基づいてサービスを
提供し、より専門性の高いケアが受けられるよう工
夫しています。利用される理由としては、病気を患
い身体能力が低下した方がリハビリ目的で利用され
たり、ご家族が農繁期のため十分な在宅介護が行え
ない、日中お一人で過ごさなければならないなど、
緊急的な理由によっても利用されています。利用者
様だけでなく、ご家族のニーズにも応えられる多様
性に特化した支援体制を構築しています。

施設の生活では、高齢であるが故に、その生涯の
幕を閉じる最期を看取るケースもあります。様々な
ケースやニーズに応じたサービスを提供できるよう、
多職種が一体となり日々のケアを行っています。
スタッフの年齢層は幅広く、20代〜70代が活躍し
ています。年齢は様々ですが、仕事中は常に声を掛
け合っているため、スタッフ同士の関係性は良好で
働きやすさを実感しています。

介護職の魅力は…
「今日も一日無事に過ごせた、みんなのお陰だよ」
という言葉をお聞きすると、利用者様にとっての一
日一日が本当に大切な時間であることを教えられま
す。だからこそ、その貴重な時間を私たちに委ねて
下さっていることを念頭に、利用者様の日常が、明
るく心豊かに、そしてまた、「明日もいい一日になる
ように」と願いながら介護できることにやりがいを
感じています。
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
☎0265 53 6088 までお問い合わせください。

ホームページも
みてね！

南信州 介護職のみりょく

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

新たに令和４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。

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。

3月14日㈪〜令和４年4月15日㈮

募集受付期間 令和４年
対 象 職 種

看護師、助産師、保健師、准看護師

貸与対象者

看護師等の養成施設に在学し、免許取得後、直ちに飯田下伊那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方

貸 与 人 数

新入生・在校生合わせて10人以内（予定）

貸

月額50,000円（年額600,000円）

与

額

貸 与 期 間

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）

募集要項はホームページで公開します。
お問合せ先

南信州広域連合事務局地域医療福祉連携課
TEL 0265-53-6088（平日 午前8：30 〜午後5：15）
※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

❹

看護師

修学資金

すきです南信州

令和４年南信州広域連合議会

第１回定例会

第１回定例会は、令和４年２月14日㈪から２月28日㈪の15日間開催され、提出された報告１件、条例案件
２件、予算案件７件はすべて原案どおり可決されました。
議案の内容
報告第１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）
議案第１号 南信州広域振興基金条例の一部を改正する条例の制定について
議案第２号 南信州広域連合障害者支援施設条例を廃止する条例の制定について
議案第３号 令和３年度南信州広域連合一般会計補正予算（第３号）案
議案第４号 令和３年度南信州広域連合飯田広域消防特別会計補正予算（第１号）案
議案第５号 令和３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１号）案
議案第６号 令和４年度南信州広域連合一般会計予算（案）
議案第７号 令和４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）
議案第８号 令和４年度南信州広域連合飯田広域消防特別会計予算（案）
議案第９号 令和４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）

全員協議会
協議・報告事項

２月28日開催

２月14日開催
①
②

高森消防署庁舎移転計画の
進捗状況について
信州大学新学部誘致について

①
②
③
④
⑤
⑥

リニア中央新幹線について
南信州リニア未来ビジョンについて
飯田警察署・（仮称）南信運転免許センターの設置場所について
㈱南信州観光公社の取組について
稲葉クリーンセンターの運転状況について
令和３年消防統計について

■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/

令和２年度

議会会議録

決算報告
（単位：円）
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歳 入
1,827,805,586

前年度比
106.0%

歳 出
1,731,170,979

前年度比
107.0%

差引残額
96,634,607

14,050,889

111.8%

9,095,312

95.6%

4,955,577

2,299,240,052

104.6%

2,237,875,627

105.0%

61,364,425

164,314,072

111.3%

152,827,709

111.7%

11,486,363

4,305,410,599

105.5%

4,130,969,627

106.1%

174,440,972

みんなで力を合わせて南信州地域に信州大学を誘致しよう! !

◆◇◆

信州大学新学部誘致推進協議会入会のご案内
信州大学新学部の飯田・下伊那地域への設置実現に向け、官民が一体となって誘致活動及び信州大学の
支援を行う団体です。
会員資格

会の趣旨に賛同し共に活動していただける、個人、企業、各種団体、行政機関等。なお、入会金
等のご負担はありません。

入会申込

携帯端末等から手続きする場合は下のQRコードを、またパソコンの場合は、南信州広域連合ホ
ームページ（https://minami.nagano.jp/）のお知らせ「信州大学新学部誘致推進協議会入会の
ご案内」のページから入力フォームにアクセスできます。随時ご入会いただけます。

申込先

南信州広域連合事務局
電話：0265-53-7100 FAX：0265-53-7155
mail：kouiki@minami.nagano.jp

ながの電子申請サービス
入力フォームQRコード
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