
令和３年度 南信州地域交通問題協議会 総会 次第 

と き：令和３年 6 月 21 日(月)10：00～

ところ：南信消費生活センター 大会議室

１ 開 会 

２ あいさつ 

３ 協議事項 

第１号議案 役員改選(案)について 

第２号議案 令和 2 年度事業報告及び決算報告について 

第３号議案 南信州地域公共交通計画（案）について 

第４号議案 令和 3 年度事業計画(案)及び収支予算(案)について 

第５号議案 地域公共交通確保維持改善事業「生活交通確保維持改善計画」について 

第６号議案 南信州地域交通問題協議会規約（案）について 

４ 報告事項 

・令和２年度公共交通利用実績（輸送人員）について ・・・ 資料

５ 閉 会 



令和3年6月21日現在
（敬称略）

役　　職 氏　　名

飯田市地域公共交通改善市民会議 会　長 牧島　定好 ○

飯田市地域公共交通改善市民会議 副会長 林　高功 ○

喬木村区長会 氏乗区長 多田　憲幸 ○

社会福祉法人豊丘村社会福祉協
議会

会　長 篠塚  実 ○

阿南町シニアクラブ連合会 会　長 金田　信保 ○

下條中学校 前PTA会長 中島　康晴 ○

阿智村自治会連絡協議会 副会長 櫻井　弘志 ○

浪合自治協議会 会　長 稲垣　孝光 ○

環境団体 地域ぐるみ環境ＩＳＯ研究会 事務局代表 福岡　健志 ○

福祉事業者
社会福祉法人
飯田市社会福祉協議会

会　長 中島 武津雄 ○

学校関係者 下伊那地区高等学校長会
（会長：長野県松川高等学校)

校　長 宮澤　直哉 ○
（代理出席）
教頭　藤井 栄司

飯田商工会議所 会　頭 原　勉 ○

長野県商工会連合会 南信州支部 支部長 堀　政則 ○
（代理出席）
所長 矢澤 哲也

株式会社 南信州観光公社 代表取締役社長 高橋　充 ○

東海旅客鉄道 株式会社
飯田支店

駅長・支店長 大坂　勝典 ○

信南交通 株式会社 社　長 中島  一夫 ○
（代理出席）
旅客サービス副部長 林 浩人

伊那バス 株式会社 社　長 藤澤  洋二 ○
（代理出席）
松川営業所長　堀内 郁勇

長野県タクシー協会 下伊那支部 支部長 村澤　文彦 ○

大新東 株式会社　松本営業所 所　長 櫻井　利朗 ○

飯田警察署 署　長 上條　豊 ○
（代理出席）
規制免許係長　黒河内 淳史

阿南警察署 署　長 松下　佳弘 ○
（代理出席）
地域交通課長　板倉 章人

公共交通利用者
（住民代表）

商工観光関係者

公共交通
事業者

公安委員会

南信州地域交通問題協議会 総会 出欠席者名簿

区　　分 所属団体等
会員名

出欠席 備　考



役　　職 氏　　名
区　　分 所属団体等

会員名
出欠席 備　考

広域連合議会 議　員 熊谷　泰人 ○

広域連合議会 議　員 西川　範明 ○

名古屋大学大学院 環境学研究科 教授 加藤  博和 ○

国土交通省 中部地方整備局
飯田国道事務所

所　長 今井 浩策 ○

長野県 飯田建設事務所 所　長 細川 容宏 ○
（代理出席）
維持管理課長　小山 栄樹

南信州地域振興局 局　長 丹羽 克寿 ○

飯田市 市　長 佐藤　健 ○

松川町 町　長 宮下　智博 ○

高森町 町　長 壬生　照玄 ○

阿南町 町　長 勝野　一成 ○

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 ○

下條村 村　長 金田　憲治 ○
（代理出席）
総務課長　久保田 克郎

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 ○

喬木村 村　長 市瀬　直史 ○
（代理出席）
企画財政課長　村澤 明彦

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 広域連合長 佐藤　健 ○

国土交通省 北陸信越運輸局
長野運輸支局

首席運輸企画専門官 高澤　陽 ○

長野県 企画振興部 交通政策課 課　長 小林　伸行 ○

事務局長 吉川　昌彦 ○

事務局次長兼総務課長 加藤　博文 ○

企画調整担当専門主査 一柳　和宏 ○

南信州広域連合

学識経験者等

道路管理者

行　政

オブザーバー

事務局


