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圏域内の人口・世帯数（2022.7）
人 口 152,176人（前年同月比404人減）
世 帯 59,587戸（前年同月比1,085戸増）

南信州への移住や関係人口の増加を目指して、移住者
や市町村担当者が、
「南信州暮らし」の魅力を発信する
事業に取り組んでいます。

（2022 年 オンラインイベント出演者の皆さん）

QR コードから過去
のイベントがご覧い
ただけます。
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令和４年南信州広域連合議会

第２回臨時会

令和４年８月22日（月） エス・バード

ホール

第２回臨時会が開催され、提出された報告２件、議案２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 ２ 号 令和３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
報告第 ３ 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13号 財産の取得について
議案第14号 令和４年度南信州広域連合一般会計補正予算（第３号）案
全員協議会
１
２
３
４
５
６

リニア中央新幹線について
リニア駅周辺整備に係る検討の報告について
信州大学新学部誘致の取組について
ご当地ナンバープレートへの対応について
飯田広域消防本部から
議員視察研修について

飯田広域消防からのお知らせ
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102人※（昨
年同日比+45人）となっています。
特に高齢者 （満65歳以上） の搬送
人員は69人※です。
引き続き熱中症にご注意くださ
い。（※4月25日～8月24日まで）

「熱中症警戒アラート」発表時は、特に注意しましょう。

10月から 休日の歯科急患診療の時間が
飯田下伊那口腔衛生センターの休日の診療時間
を変更します。ご理解とご協力をお願いします。

変

更

前

9：00～12：00まで および
13：00～15：00まで

問い合わせ
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変

変わります
更

後

9：00～12：00まで

（24）5791
飯田下伊那口腔衛生センター ☎ 0265

すきです南信州

地元で看護師をめざす方

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。

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

200,000 円（年額）

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

10月８日
（土）10時30分～
事前申込み受付中 http://www.pref-nagano-hosp.jp/kiso/

飯田市立病院の初診時・再診時の選定療養費が変わります
令和４年度の診療報酬改定において、一般病床 200 床以上を有する地域医療支援病院が初診時と再診時
にお支払いいただいている選定療養費の額が引き上げられました。
選定療養費は、地域医療支援病院と他の医療機関の相互の機能分担や医療連携を推進するため、定額の徴
収が義務付けられている費用です。飯田市立病院でも、10 月１日から選定療養費を次のように改定します。
ぜひ、初診の際は、かかりつけ医などの他の医療機関からの紹介状をご持参のうえ受診していただきますよ
う、ご理解とご協力をお願いします。

初診時と再診時の選定療養費（税込み額）
初診時選定療養費（※１）
再診時選定療養費（※２）
※１
※２

９月30日まで

10月１日以降

5,500 円
2,750 円

7,700 円
3,300 円

初診時に他の医療機関からの紹介状を持たずに受診する場合に、通常の医療費の他に別途ご負担いただく費用
飯田市立病院が他の医療機関を紹介した後も、引き続き飯田市立病院での診察を希望された場合に、通常の医療費の他に別途ご負担
いただく費用

「かかりつけ医」を持ちましょう！
！
まず
「かかりつけ医」の診察を受けましょう。
「かかりつけ医」の判断により「紹介状」を発行していただき、
飯田市立病院を受診してください。
◉問い合わせ／飯田市立病院

医事課

☎０２６５
（２１）
１２５５ 内線２１４０
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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。
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第

回

～人と接することができて、相手に必要とされることが魅力です～
介護福祉士

佐々木 太一 さん

なり、利用者の皆さんに笑顔で過ごしていただける
ように、寄り添っていきたいと思います。

介護老人保健施設

アップルハイツ飯田

職場の魅力

職場の魅力

介護職の魅力
介護職の魅力一般的に介護の仕事は、「きつい、汚い、給料が

私の働く職
場では、医師、
看護師、介護
職員をはじめ
とし、
約70 名
の職員が日々
の生活のお世
話から、健康
面の管理やリハビリなど専門職員が担当制で、トー
タルケアを行っています。
入所定員 100 名、デイケアの定員が 40 名の施
設です。また、ご家族の方の急用や急病などの緊急
の申込みにも対応できるようにショートステイ用の
ベッドの用意もあります。ご利用者の希望にあった
ケアができるように入浴、リハビリ、レクリエーショ
ンなどの様々なプログラムを用意しています。
私の職場の魅力は、利用者の皆さんがより良い環
境で過ごせるように、職員一人一人が創意工夫をし、
行動することができることです。今後も職員一丸と

南信州
能
民俗芸
ニュース

安い」の３K だと言われており、少なからずそのよ
うなイメージを持たれている方もいるのではないで
しょうか。
しかし私自身、介護の仕事に従事して１５年にな
りますが、毎日が楽しく、やりがいを感じる日々を
過ごしています。介護の魅力は、人と接することが
できて、相手に必要とされることです。今は、スマ
ホでなんでもできる時代ですが、介護は、人とのつ
ながりが多く、きつい時でも利用者の皆さんの笑顔
や「ありがとう」という一言でとても幸せな気分に
なれます。人との会話が好きな方、お世話の好きな
方は、是非、介護職場を選んでください。
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 ！ 南信州
みてね

介護職のみりょく

獅子舞や神楽、花火、地歌舞伎、人形浄瑠璃など
たくさんの民俗芸能が行われている「民俗芸能の
宝庫 南信州」から、民俗芸能ニュースをお届け
します。

■ 羽場獅子舞保存会に助成金
飯田市の羽場地区で活動する羽場獅子舞保存会（相津
良彦会長）が、公益財団法人明治安田クオリティオブラ
イフ文化財団の「地域の伝統文化保存維持費用助成」の
対象に選ばれ、助成金 50 万円を受け取りました。助成
金は、子供用の衣装の他、舞台公演用の幌（ほろ）や天
狗（※）の衣装などの新調に充てられました。
※羽場獅子舞保存会の獅子舞は、宇天王ではなく、天狗
が獅子を導きます。

民俗芸能に対する各種助成事業の情報は、南信州民俗芸能ファン
クラブのメールマガジンで発信しています。
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メールマガジン
登録フォーム

すきです南信州

南信州圏域への

「ご当地ナンバー」の導入を検討しています
現在、国土交通省では、新たなご当地ナンバーの募集を行っ
ています。南信州広域連合では、この圏域への新しいナンバー
プレートの導入について、検討を始めました。

「ご当地ナンバー」について
●ご当地ナンバーとは
地域の要望に応じて、新たな地域名表示のナンバープレー
トを定めることができる制度です。長野県内では、2006
年に「諏訪ナンバー」が誕生しています。
●どんな目的なのか
・「動く広告塔」効果と言われ、地域の知名度を向上させ、
地域ブランドを全国に発信し、観光振興や産業振興につ
なげます。

※現在のナンバーの地域名「松本」
を変更できる制度です。

・地域への愛着心を高め、一体感を醸成します。
・地元車両であることが明示されることで、運転マナーの向上や安全運転の意識向上につなげます。
●いつから付けられるのか
・国等への手続きが済み導入が決まれば、令和７年５月頃から新しいナンバープレートの交付が開始
される予定です。これ以降に新しい自動車等（126㏄以上のバイク含む）を購入する場合は、全て
新しいナンバープレートが交付され、従来の「松本」ナンバーの交付は、行われなくなります。
●新しいご当地ナンバープレートには３つの種類が予定されています。
①図柄なし

②図柄入り（モノクロ） ③図柄入り（カラー）

図柄入りナンバーは希望者が付けることが出来ます。
（図柄入りカラー版は、寄付金を支払う必要あり）
※図柄デザインは、新しいナンバープレート導入の取組の中で検討していきます。
図柄入りナンバーの参考イメージ （出典 国土交通省ホームページ）

〈上杉謙信と桜〉

〈雄大な富士と豊かな田園〉

〈松戸の風景〉

取組状況と今後について
取組状況と今後について
ご当地ナンバーの導入を希望する地域は、令和 4 年 11 月までに、国に意向を報告することになって
おり、行政担当者会議や地域住民の方を対象としたアンケートを実施して検討を進めています。導入の
意向が決定となった場合は、検討協議会を設立するなどの手続きを進めてまいります。ご当地ナンバー
の実現については、地域の皆様の合意形成が必要となります。皆様のご理解とご協力をお願いします。
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桐林リサイクルセンターからのお知らせ

桐林リサイクルセンターの取組みについて
リユース（再利用）事業
桐林リサイクルセンターでは、３R（リデュース、リユース、リサイクル）のうち、リユース（再利用）
に取り組んでいます。その一環として、ご家庭で不要となったものを有料（一部無料）でお引取り、リ
ユース品としてすべて無料でお渡しする取り組みを行っています。お引取りに関する詳細は下記ホーム
ページをご覧ください。
当センターは新型コロナウイルス感染症防止対策に取り組んでいますので、安心してご来場ください。
○お引取りできるもの
・木製製品（家具（有料）、生活用品雑貨）
・衣類（子供服、学生服、マタニティ服）
・書籍（百科事典・辞書等を除く）

○お引取りできないもの
・汚れた衣類、下着、肌着類
・家電製品
・陶磁器、ガラス製品
・3辺（縦・横・奥行き）の合計が
5mを超える大型家具や状態の良くない家具
・雑誌やコミック本等

環境に関する啓発事業
・毎月 1 回程度、環境やリユースをテーマとした環境学習講座を開催しています。
・小学生（親子）を対象とした講座や一般向けの講座を開催していますので、興味や関心のある方は、
ぜひご参加ください。
・各小学校を通じてチラシを配布するほか、新聞等でもお知らせしています。
・講座のお申し込みや内容等のお問い合わせは、開館時間内に桐林リサイクルセンターへお願いします。

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
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南信州広域連合 〒395-0034
TEL0265-53-7100
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URL https://minami.nagano.jp/

民俗芸能

