
南信州ご当地ナンバー創設推進協議会記録（要旨） 

 

（１）日 時 令和4年11月18日  午後4時～4時40分 

（２）場 所 飯田合同庁舎 3階 講堂 

（３）出席者 49名 （事務局除く）   

（４）報道出席者  ５社 

（５）協議事項及び議事 

   ① 開会 

② 制度説明及び経過報告等   （資料に基づき２及び３について事務局から説明） 

  ○８月に実施した住民向け意向アンケート調査結果 （回答1,525人） 

   ・ご当地ナンバー導入に 賛成50.6％、どちらかと言えば賛成21.8％、 

反対10.3％、どちらかと言えば反対7.6％、わからないは 9.7％ 

   ・希望する地域名は 「南信州」65.1％、「飯田」26.6％、その他8.3％ 

  ○アンケート結果をふまえて、「南信州」ご当地ナンバー導入に取り組む方針を 9月16日の広域連合会議で決定 

③ 設立趣旨について 

   「南信州」ご当地ナンバーの創設に向けた推進組織として設立する。 

④ 議事   議案第１号 規約（案）について 

        案のとおり承認。 

 ご当地ナンバーの推進を行うため、名称を「南信州ご当地ナンバー創設推進協議会」と

して同日付けで協議会を設立する。 

議案第２号 役員の選出（案）について 

 会長  佐藤健（広域連合長）   

副会長 久保田大樹（飯田青年会議所次年度理事長） 

伊坪一男（飯伊交通安全協会長）   

    中島一夫（長野県バス協会長） 

    堀政則（長野県商工会連合会南信州支部長）    

議案第３号 事業計画（案）について 

        案のとおり承認。 

・南信州圏域へのご当地ナンバー創設に関する協議 

・ご当地ナンバーを活用した地域振興、観光振興等に関する協議。 

・ご当地ナンバーの図柄の決定に関すること 

・その他目的を達成するために必要な事項に関すること 

       議案第４号 要望書の提出について 

        案のとおり承認。 

⑤ その他  一般社団法人飯田青年会議所から１１月３日開催イベントの報告、次年度のご当地ナン 

バー図柄コンテスト（小中高生向け）企画の情報提供 

⑥ 閉会 



（別紙）　「南信州ご当地ナンバー創設推進協議会」名簿

分野 団体名等 役職名 氏　　名 備　　考

住民代表（北部） 束原 靖雄 喬木村氏乗区

住民代表（西部） 熊谷　均 智里東自治協議会

住民代表（南部） 金田 信保 阿南町ｼﾆｱｸﾗﾌﾞ連合会

住民代表（飯田市） 塩澤 章男 山本まちづくり委員会

飯田青年会議所 次年度理事長 久保田 大樹 代理：北村次年度副理事長

南信州広域連合議会 議長 井坪　隆

飯伊交通安全協会 会長 伊坪 一男

阿南交通安全協会 会長 細川 和男 欠席

長野県安全運転管理者協会飯田支部 支部長 酒井 正司 欠席

飯田地区交通安全教育センター 代表取締役専務 蜂谷 伸浩

長野県自動車整備振興会飯田支部 支部長 伊藤 敏宏 欠席

長野県飯田地区自家用自動車協会 協会長 酒井 正司

飯田自動車協会 会長 宮澤 修一 代理：小原専務理事

長野県バス協会 会長 中島 一夫

長野県タクシー協会下伊那支部 支部長 村澤 文彦

長野県自動車販売店協会 代表 小池 康弘

長野県中古自動車販売協会飯田支部 支部長 寺沢 憲治

天竜自動車学校 代表 塩澤 善男

飯田自動車学校 管理者 冨田 憲太郎 代理：中田副管理者

アジマ自動車学校 取締役 仲山 明弘 代理：岩下部長

飯田商工会議所 会頭 原　勉 欠席

長野県商工会連合会南信州支部 支部長 堀　政則 代理：矢澤支所長

南信州観光公社 代表取締役 高橋　充

南信州まつかわ観光まちづくりセンター 代表理事 北沢 公彦 欠席

NPO法人 たかぎ 事務局長 田中 生輝

豊丘村観光協会 事務局長 長谷川 雅 欠席

飯田エフエム放送 局長 堀　竜也

南信州新聞社 代表取締役 関谷 宏二 欠席

中日新聞飯田支局 支局長 中村 彰宏

飯田市 市長 佐藤　健

松川町 町長 宮下 智博 代理：佐々木まちづくり政策課長

高森町 町長 壬生 照玄

阿南町 町長 勝野 一成 代理：松澤副町長

阿智村 村長 熊谷 秀樹

平谷村 村長 西川 清海

根羽村 村長 大久保憲一 代理：小木曽副村長

下條村 村長 金田 憲次

売木村 村長 清水 秀樹

天龍村 村長 永嶺 誠一

泰阜村 村長 横前　明 代理：中島副村長

喬木村 村長 市瀬 直史

豊丘村 村長 下平 喜隆

大鹿村 村長 熊谷 英俊

南信州広域連合 連合長 佐藤　健

衆議院議員 宮下 一郎 代理：尾関秘書

長野県議会議員 小池　清

長野県議会議員 小島 康晴 欠席

長野県議会議員 熊谷 元尋

長野県議会議員 川上 信彦 欠席

長野県企画振興部交通政策課 企画振興部次長 宮島 克夫 代理：丸山企画幹

南信州地域振興局 局長 丹羽 克寿

飯田警察署 署長 清滝 𠮷春 代理：名取係長

阿南警察署 署長 松下 佳弘 代理：板倉課長
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