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圏域内の人口・世帯数（2022.10）
人 口 151,803人（前年同月比469人減）
世 帯  59,546戸（前年同月比1,064戸増）
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　大規模地震の発生が懸念される昨今。
　地震により、阿南町の障がい者支援施設「阿南学園」
から火災が発生したとの想定で消防演習を行いました。

＜秋の火災予防運動「消防演習」＞

～お出かけはマスク戸締り火の用心～
2022年度全国統一防火標語

消防演習を実施しました！
（令和４年11月６日 実施）

秋の火災予防運動
阿南学園で

組合回覧
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令和３年度　決算報告

令和４年南信州広域連合議会　第２回定例会
　第 2回定例会は、令和 4年 11月 14日（月）から 11月 30日（水）の 17日間開催され、提出された予算
案件 2件、決算案件 4件、議会提出案件 2件は、すべて原案どおり可決されました。

議案の内容

全員協議会

人事行政の運営等の状況を公表します

議案第15号　令和 4年度南信州広域連合一般会計補正予算（第 4号）案
議案第16号　令和 4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17号　令和 3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18号　令和 3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19号　令和 3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20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

　①南信州広域連合議会オンライン会議への議員の出席に関する要綱の制定について

　①リニア中央新幹線について　②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
　③ご当地ナンバープレートへの対応について　④行政評価について　⑤消防指令センター共同運用の検討に
ついて　⑥飯田広域消防本部から　⑦令和 5年第 1回定例会の日程案について

区　　分 歳　　入 前年度比 歳　　出 前年度比 差引残額
一 　 般 　 会 　 計 1,747,892,908 95.6% 1,669,500,122 96.4% 78,392,786
南信州広域振興基金特別会計 15,354,922 109.3% 7,868,004 86.5% 7,486,918
飯 田 広 域 消 防 特 別 会 計 2,204,330,162 95.9% 2,135,292,452 95.4% 69,037,710
稲葉クリーンセンター特別会計 204,937,046 124.7% 198,528,670 129.9% 6,408,376

合　　　　計 4,172,515,038 96.9% 4,011,189,248 97.1% 161,325,790

一般行政職 消防職 合　計
退職（R3.4.1 ～ R4.3.31） 1 7 8
採用（R3.4.2 ～ R4.4.1） 1 7 8

部　門 令和３年度（人） 令和４年度（人） 対前年増減数 主な増減理由
総　務 8 7 △１ 市町村派遣職員の減
民　生 5 5 ０
衛　生 9 9 ０
消　防 217 216 △１ 市町村派遣職員の減
計 239 237 △２

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 1 6 8 2 2 0 0 0 19
消防職 38 30 92 35 12 8 1 0 0 216

単位：円

単位：人

※一般行政職：事務職、技師（ごみ処理、し尿処理）を含む

※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。

１ 採用・退職の状況

２ 職員数の状況（部門別職員数の推移　各年度４月１日現在）

３ 等級別職員数の状況（令和４年４月１日現在）

11月14日開催

11月30日開催
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第12回 ～介護職の魅力は努力次第で可能性が広がることです～
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。

社会福祉法人泰阜村社会福祉協議会
特別養護老人ホームやすおか荘

介護職

中坪 茉央 さん

職場の魅力 介護職の魅力

職場の魅力 介護職の魅力

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　介護職のみりょくホームページもみてね！

６ 休暇・休業の状況
　　・・・年次休暇（平均）6.6 日・療養休暇（１週間超）7人・特別休暇（忌引）35人・介護休暇１人・
　　　　　育児休業０人　取得状況（Ｒ 3.1.1 ～ R3.12.31）
７ 分限処分・懲戒処分等の状況
　　・・・令和３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０件です。
８ 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３年度は 0件です。
９ 研修の状況（令和３年度）
　　・・・一般研修 22人・消防関係（県消防学校 54人・救急救命士研修所２人・その他 12人）
10 福利厚生制度の状況（令和３年度）
　　・健康管理：人間ドック 126人・定期健診 111人・婦人科検診２人・特定業務健診 191人
　　　　　　　　メンタルヘルス研修会 217人・ストレスチェック 240人・消防学校入校前健康診断７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）
11 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３年度は
ありませんでした。

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
令和３年度 237人 849,342千円 180,054千円 336,487千円 1,365,883千円 5,715千円

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）

※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。

※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。

４ 職員給与の状況

５ 勤務時間・休日の状況

　介護に従事して 1年半。仕事の中での悩みもあ
りますが、「ありがとう」「うれしかった」など利用
者様からの言葉に助けられています。
　介護職の魅力は努力次第で可能性が広がるところ
です。
　利用者様によって介助方法は異なります。その人
に合わせた介助を考えて実践していきます。自分の
希望を言える人は少なく、介護者自身が考えて介助
を行う部分が多々あります。
　日々勉強であり、利用者様に必要なことが何かを
考え、またアンテナを張って情報収集することに可
能性を感じます。

　私の働く職場は、緑が多く静
かな山間にあり、利用者様 50
名、ショートステイ 9名の方
が利用されています。
　やすおか荘では、「利用者様
のやりたいことの実現」を多職
種で考え、実践しています。
　「自宅に行きたい」「味ご飯を作りたい」「飼って
いた犬に会いたい」「お寿司を食べに行きたい」な
ど想いはさまざま。
　ときにはご家族の協力を得ながら利用者様の好き
だったこと、得意だったこと、想っていることの実
現に向け、取り組んでいます。今後もその人らしい
生活が送れるように寄り添っていきたいです。
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●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、南信州ナンバーの車が県外を走行することにより、地域の知名度向上が

期待され、地域ブランド及び観光や産業振興の発展につながります。
・地元ナンバーができることで、地域への愛着心を高め、一体感を醸成します。
・地元ナンバーが表示されることで、運転マナーや安全運転の意識の向上につなげます。
●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。そ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）
・図柄デザインは、今後、ご当地ナンバー導入取組の中でデザイン等を検討していきます。
・図柄入りのナンバーは希望により選択することが出来ます。（カラーの場合には交付手数料＋寄付金が

必要となります）

　ご当地ナンバーの導入を検討するにあたり、8 月に飯田下伊那在住の方を対象として、
4,393 人に対してアンケートを実施しました。（1,525 人回答）
　①ご当地ナンバーの導入について
　　賛成：766 人　　どちらかと言えば賛成：331 人
　　反対：156 人　　どちらかと言えば反対：115 人
　　わからない：147 人
　②希望する地域名表示について
　　南信州：890 人　飯田：364 人　その他：114 人

　今後は、ご当地ナンバー推進協議会を設立し、地域名表示はアンケートで希望が多かった「南信州」を
基本に国の手続きに沿って取組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。

ご当地ナンバーの取組については南信州広域連合のホームーページ
【 https://minami.nagano.jp/ （右記 QR コード） 】もご覧ください。

ご当地ナンバーの実現に

ご理解とご協力をお願いします
南信州広域連合

南信州

南信州広域連合では、飯田下伊那の地域名を表示した新しいご当地ナンバーの
実現を目指す取組を行っています。

ご当地ナンバーの導入について
回答比率（無回答除く）

賛成 50.6％

どちらかと
いえば賛成
21.8％

反対
10.3％

賛成 50.6％

どちらかと
いえば賛成
21.8％

どちらかと
いえば反対
7.6％

反対
10.3％

わからない
9.7％

「ご当地ナンバー」について

今後の進め方について

ご当地ナンバー導入に対する住民意識調査の結果について

「ご当地ナンバー」について

今後の進め方について

ご当地ナンバー導入に対する住民意識調査の結果について
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搬入量（ｔ）

ごみ搬入量合計（年度別上半期での比較） 年度別資源ごみの混入割合

R1年度
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■ プラ資源

R2年度 R3年度 R4年度

稲葉クリーンセンターからのお知らせ

・ごみ搬入量は前年（令和3年）度上半期と比較すると大幅に増加しており、このまま推移すれば過去最大が予想さ
れます。

・ご家庭から集積所に出される燃やすごみの内、約10％は資源になるもので、年間に換算すると約2,000トンの
資源が燃やされていることになります。ごみを分別する際、「リサイクルできないか」を、今一度ご確認ください。

・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。
・集積所の利用日程については、お住まいの市町村のごみ出しカレンダー等でご確認ください。

　本講座は対象を小学校4年生とし、ごみ分別の方法や大切さを学び、ごみを燃やした熱を有効利用するごみ発電の
しくみを理解するゲーム形式のプログラムとなっています。

令和2年度から環境学習講座を開催しており、今年度は10月24日～26日の3日間で9校の小学校で計画し実施しました。

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：ｈｔｔｐ：//ｉｃｃ.ｍｉｎａｍｉ.ｎａｇａｎｏ.ｊｐ

会場　高森北小学校

会場　松川北小学校

会場　阿智第一小学校

会場　下條小学校

会場　阿智第三小学校

会場　泰阜小学校

講座内容　ごみの分別とごみ発電のしくみ体験ゲーム

ごみの搬入状況について【令和４年度上半期実績（４～9月）】

直接搬入にかかる年末年始の受入れのお知らせ

環境学習講座の開催

令和4年12月 令和5年1月
28日（水） 29日（木） 30日（金） 31日（土） 1日（日） 2日（月） 3日（火） 4日（水）

午前（8：30～11：30） ○ ○ ○ × × × × ○
午後（1：00～４：30） ○ ○ ○ × × × × ○

※令和４年度は、４月～９月の集計となります。
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南信州広域連合　〒395-0034　飯田市追手町2丁目678（長野県飯田合同庁舎内）
TEL0265-53-7100　FAX0265-53-7155　URL https://minami.nagano.jp/

南信州広域だより　Vol.94  2022.12 南信州広域連合 民俗芸能

　令和４年１月１日から１１月２５日までの間、飯田下伊那で
は５６件の火災が発生しています。火の取扱いには十分に
注意してください。

１１９番通報をすると、指令員が救急車の出動に必要なことを、順番にお伺いします。
通報が終了する前でも救急車は出動していますので、あわてず、ゆっくりと答えてください。

年末は無火災で
新しい年を迎えましょう！

寝たばこは
絶対にしない、
させない

習慣１

防火防災訓練への
参加、戸別訪問など
により、地域ぐるみの
　防火対策を行う

対策６

火災の拡大を防ぐた
め、部屋を整理整頓
し、寝具、衣類及び
カーテンは、防炎品
　を使用する

対策３

習慣２
ストーブの周りに
燃えやすいもの
を置かない

習慣３
こんろを使う
ときは火のそば
を離れない

習慣４
コンセントはほこり
を清掃し、不必要な
プラグは抜く

４つの 習慣

対策５

火災の早期発見のため
に、住宅用火災警報器
を定期的に点検し、10
年を目安に交換する

対策２

お年寄りや身体の
不自由な人は、避難
経路と避難方法を常に
確保し、備えておく

火災の発生を防ぐ
ために、ストーブや
こんろ等は安全装置の
付いた機器を使用する

対策１

火災を小さいうちに
消すために、消火器
等を設置し、使い方
を確認しておく

対策４

6つの 対策

救急車の呼び方について～指令室から～ ～落ち着いて、
　　あわてずにお願いします～

　　

　　


