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アンケートの配布・回収の状況

実施期間 2020年1月～

実施対象 全世帯（3,677世帯）

配布・回収の方法 自治会の組ごとに役員が配布・回収

回収数 2,826世帯（有効回答2,774世帯）

有効回収率 75.4％

40代
12.6％

50代
16.5％

60代
25.5％

70代
25.7％

80代
10.6％

不明 2.2％
30代5.9％

20代 0.9％
90代以上 0.1％

年代別回答状況

10月13日  1:24

10月13日  2:04

10月13日  2:33

10月13日  2:53

10月13日  9:15

10月12日 17:10 10月12日 23:50

10月12日19:56

避難情報発令の経過

●日頃の防災意識について（災害前）

■町では「千曲川洪水ハザードマップ（平成 29 年作成）」
　を配布しています。
　千曲川洪水ハザードマップをみたことがありますか。

内容をよく理解している＋内容を大体理解している

47.8％

■豪雨時に自分が避難する場所を知っていましたか。

避難場所を知らなかった

42.3％

■町では、毎年総合防災訓練を実施しています。
　これまで総合防災訓練に参加したことがありますか。

参加経験あり

73.7％ 全国平均は40.4％　
内閣府：防災に関する世論調査（H29）

協力：長野工業高等専門学校・兵庫県立大学

10月12日 10月13日

内容をよく理解
している

11.4％

内容を大体理解
している
36.4％

見たが内容を理
解していない

32.5％

見 た こ と
がない
15.6％

未回答
4.1％

これまで地震を想定した避難計画を立てていたため、
水害時の避難所の指定と皆さんへのお知らせが十分で
はありませんでした。

知っていた
44.7％

知らなかった
42.3％

未回答
11.0％

その他
2.0％

参加経験あり
68.5％

参加経験なし
20.4％

毎年参加
5.2％

未回答
4.0％

その他
0.2％

訓練を知ら
ない
1.7％

今回のアンケートは、自治会役員として訓練に参加経
験のある、世帯の代表者の回答が多いと思われます。
世帯の代表者以外の人を含めると、参加率は低くなる
と推測されます。

地域の役員さんを通じ全世帯に配布していただきましたが
「見たが内容を理解していない」と「見たことがない」を合
わせて48.1％にのぼります。自治会などを通じて説明す
る機会が必要です。

アンケートの結果報告会（７月１０日）

台風19号災害に関するアンケート結果報告
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●10月12日～ 13日の避難行動について
　千曲川は10月12日の
夕方から前例のない勢い
で水位が上昇しつつある
状態。水位上昇の状況を
踏まえ、基準より早めに
避難情報を発令しました。

■避難準備・高齢者等避難開始　2.37ｍ（5.0ｍ）　■避難勧告4.54ｍ（8.0ｍ）　■避難指示9.6ｍ（9.6ｍ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　）内は発令の基準値
■ 17:10 に発令した「避難準備・高齢者等避難開始」
　の情報は受け取りましたか

受け取った

60.1％
受け取っていない　
8.6％

感じた

26.5％
感じない  35.8％

その時、危機感を感じましたか

■ 19:50 に発令した「避難勧告」は受け取りましたか

受け取った

63.1％
受け取っていない
6.3％

感じた

39.8％
感じない  25.6％

その時、危機感を感じましたか

■ 23:50 に発令した「避難指示」は受け取りましたか

受け取った

59.8％
受け取っていない
7.2％

感じた

42.6％
感じない  20.3％

その時、危機感を感じましたか

■避難情報を入手した手段を教えてください

1位 2位 3位 地域特性

避難準備・高齢者等避難開始 エリアメール 戸別受信機 テレビ
3位：自治会役員（飯田）
3位：屋外スピーカー（押羽）

避難勧告 エリアメール 戸別受信機 テレビ
3位：自治会役員（飯田）
3位：屋外スピーカー（押羽）

避難指示 エリアメール 戸別受信機 テレビ 3位：屋外スピーカー（押羽）

●避難実態について
（避難指示発令地区）

避難せず
33.6％

自宅の上階へ避難
7.1％

自宅以外の安全
な場所に「立ち
退き避難」

49.3％

未回答
10.0％

避難指示を受けた町民 避難した町民

2,070人
857人

344世帯

■当日避難しましたか

避難所での集計人数

台風19号災害に関するアンケート結果報告

本アンケートより

■なぜ避難したのですか
（自宅以外の安全な場所に立ち退き避難した人）

行政等からの情報発信

　　　　　　　約3割
警戒レベル4、5が発令されたから

　　　約4割

「川の水位が上がったため」が30.8％。
川の水位を確認に行くことは危険で
す。インターネットなどの情報で確認
してください。

受け取った
60.1％

受け取って
いない
8.6％

未回答
31.3％

感じた
26.5％

感じない
35.8％

未回答
37.7％

受け取った
63.1％

受け取って
いない
6.3％

未回答
30.6％

感じた
39.8％

感じない
25.6％

未回答
34.6％

受け取った
59.8％

受け取って
いない
7.2％

未回答
33.0％

感じた
42.6％

感じない
20.3％

未回答
37.1％

受け取った情報に対して、危機感が相対的に低い状況です。
地域特性：栗ガ丘地区の人たちは4割以上が危機感を感じています。
　　　　　この時は千曲川より松川の方が水位が上がっていたためと考えられます。

「避難準備・高齢者等避難開始」と比べて、危機感を感じた人は1.5倍に増加しています。

情報を受けた取った人の割合が減少しています。
深夜の発令のため気付かなかった、また、すでに避難した人がいたためと推測されます。

「避難せず」と「自宅の上階へ避難」を合わせると40.7％。
浸水が深くなると、自宅の2階であっても危険な場所があ
ります。ハザードマップで浸水想定の確認が必要です。
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■どこに避難しましたか

避難所
60.2％

家族・親戚・
知人宅

23.0％

その他
16.8％ 避難所

60.2％

■なぜ避難しなかったのですか
（避難指示発令地区）

理由上位

1位 　被害にあうと思わなかった

2位 　自宅に安全な場所があるから

3位 　2階に逃げればよいと思った

4位 　これまで被害に遭っていない

台風19号災害に関するアンケート結果報告

■どのような手段で避難しましたか

自動車での避難

92.9％
自動車
92.9％

徒歩
4.5％

自転車
1.1％

その他
1.5％

新型コロナウイルス感染拡大防止のためにも、避難所での密状態を避
け、家族や親戚、知人宅への避難も選択肢に入れておきましょう。

全国で豪雨災害が多発しています。
いつ、自分の想像を超えた被害に遭うか分かりません。発令が出たら避難してください。

●自由記述でいただいたご意見

■ハザードマップ令和版を出して欲しい
　現在、松川の浸水想定区域を新たに追加したハザー
ドマップを作製中です。10月以降に全戸配布させて
いただく予定です。また、自治会への説明の機会もい
ただきたいと考えています。

■避難所での食べ物、飲み物、毛布が十分でなかった
　非常食や毛布など、避難の際に必要な物資の備蓄を
進めていますが、町民の皆さん全てに配布できるだけ
の数はありません。各ご家庭で防災バッグをご用意い
ただき、普段から食べ慣れているものや携帯できる予
備バッテリー、防寒着や毛布など、避難に必要な物資
をあらかじめ用意いただくようお願いします。

■避難している間の情報が不足していた
　台風19号災害の際は、情報提供が不十分でご迷惑
をおかけしました。今後は同報無線やホームページの
ほか、町の公式フェイスブック、L

ラ イ ン
INEを活用しきめ

細かな情報提供を行ってまいります。ご登録をお願い
いたします。

■エリアメールの音がうるさく、情報整理も大変
　エリアメールは避難情報などの緊急情報をお知ら
せするため、深夜であっても発信します。また、近隣
の自治体が発信したものも受信する場合があり、台風
19号災害の際は深夜に鳴り止まない状態となりまし
た。命を守るための情報ですので、ご理解をお願いし
ます。

■ペットを連れていっていい避難所は
　どの避難所でもペットを連れてきても大丈夫です
が、アレルギーの人もいるため、原則は屋外でリード
を繋いでいただくことになります。避難所以外に家
族、親戚、知人宅への避難も普段から検討いただくよ
うお願いします。

■日々介護を要する夫がいて不安だった
　町職員が当日、きめ細かな対応をするのは難しいた
め、自治会で作成している「支え合いマップ」を活用
したり、あらかじめ避難先を決めておくなど、事前に
避難方法の確認をお願いします。今年の防災訓練で
は、対象地域を選定し避難行動を時系列にまとめた

「我が家の避難計画（マイタイムライン）」を各世帯で
作成していただく予定です。

■同報無線や回覧板等でボランティアを希望する人達
　がどこへ集まり、どんな作業をしてほしいのか等の
　お知らせがあると良かった。協力したいと思ってい
　る人はたくさんいたと思うが、どこへ行って何をし
　たら良いか伝わらなかった
　多くの皆さんにお力を貸していただき、本当にあり
がとうございました。ボランティアの皆さんへの情報
提供や、お申し出に対しすぐに対応できなかったこと
について、課題を検証し今後に生かしてまいります。

（抜粋）

■防災訓練は役立っていないと感じた。今後、防災訓
　練を継続するのであれば、有事の際しっかり動ける
　対策を講じてほしい
　今年の防災訓練からは、画一的な内容ではなく、地
域を分けて行うこととしました。実効性のあるものに
するため、それぞれの地域の特性に合わせた内容で実
施します。

　昨年の令和元年東日本台風（台風19号）の災害の
教訓を生かし、防災訓練の見直しを行います。
　8月8日㊏には、大島・飯田・林・山王島・北岡・
押羽・羽場の7自治会を対象に、避難行動を時系列
にまとめた「我が家の避難計画（マイタイムライン）」
を作成するための勉強会を開催しました。水害を想
定した7自治会の防災訓練は『逃げ遅れゼロ』とす
るため、「我が家の避難計画（マイタイムライン）」
を活用する内容で実施する予定です。
　その他の20自治会は地震を想定した訓練とし、安
否確認、避難所開設訓練を9月26日に実施します。

防災訓練の方法を見直します

　8月8日㊏に「我が家の避難計画（マイタイ
ムライン）」を作成するための勉強会を開催し
ました。

〇過去の水害の事例がある地域は、普段から水害につ
　いて情報共有されている。皆さんも「うちは大丈夫」
　ではなく、どう危機感を高めるのか、どういう手順
　で避難するのかをすべての地区で日ごろから考えて
　おいていただきたいと思います。
〇国交省が堤防に設置しているCCDカメラがあり、こ
　のカメラでの情報は水位が分かるので危機感を持つ
　のにとてもよい。しかし、見る手段のある人は限られ
　る。情報を取ることができない人がいても、情報を取

　ることができた人が伝えればいい。情報をとれない
　人にも危機感をどうやって伝えていくのかというこ
　とを自主防災会の取り組みとして考えてもらいたい
　と思います。なお、情報を取るときは直接川を見に行
　くのは大変危険なので、国や県・町といった自治体
　から発信される情報を取るようにしてください。

古本吉倫教授、酒井美月准教授、轟直希准教授
（長野工業高等専門学校環境都市工学科）

と回答
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広報

広聴
コミュニティ 日　時 会　場

第１（東町、上町） 9月26日㊏ 上町公会堂18時 ～

第２（中町、伊勢町、中央、
中扇）

9月10日㊍ 中扇公会堂19時30分～

第３（横町、福原、栗ガ丘） 8月26日㊌ 福原公会堂19時～

第４（大島、飯田） 9月 8日㊋ 飯田公会堂18時30分～

第５（林、山王島） 9月12日㊏ 林公会堂19時～

第６（北岡、押羽、羽場） 8月 25日㊋ 北部コミュニティ
19時～ センター

第７（六川、中子塚、矢島、
清水）

9月18日㊎ 六川公会堂18時30分~

第８（中条、松村、雁田） 8月29日㊏ 中条公会堂19時～

第９（水上、松の実、千両、
クリトピア）

9月19日㊏ 上松川コミュニティ
19時～ センター

町政懇談会開催日時

知お知らせ

支給対象者
基本給付　
1 世帯 5 万円、第 2 子以降 1
人につき3万円加算

追加給付　
1世帯5万円（新型コロナウイルス
の影響で収入が大きく減少した人）

①令和2年6月分の児童扶養手当受給者 申請不要 申請必要

②公的年金等を受給していることで、令和2年6
月分の児童扶養手当が全額支給停止となる人

申請必要 申請必要

③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて
家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給し
ている人と同じ水準となり、児童扶養手当の
資格要件に該当する人

申請必要 （対象外）

新型コロナウイルス感染症に伴う支援策

防災
意識

秋の全国交通安全運動を実施します

　「思いやり 乗せて信濃路 咲く笑顔」をスロー
ガンに、秋の全国交通安全運動が行われます。
運動実施期間　9月21日㊊～ 30日㊌
運動の基本　子どもと高齢者の交通事故防止
運動の重点　○生活道路の安全確保と歩行者
　保護の徹底
○自転車の安全利用の促進
○飲酒運転の根絶
※住宅の生け垣や畑の樹木の枝が成長して道
　路にはみ出ていると、通行の妨げになります。
　安心・安全な環境づくりにご協力ください。

■問い合わせ　建設水道課都市計画係
　　　　　　　　☎026-214-9105

　「長野県自転車の安全で快適な利用に関
する条例」により、令和元年10月１日から
県内で自転車を利用する際には、自転車損
害賠償保険等への加入が義務付けられてい
ます。ご自身の加入状況をご確認ください。

8町報おぶせ　2020(　　2)-8令和
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農業委員会だより
～小布施の大地に一番近い農家の皆さんへ～

　須坂警察署管内では3月以降、農耕車などの事故
が3件発生し、このうち2件が死亡事故でした。命
が助かったとしても、けがによりその後の生活に影
響することもあります。夏は暑さで注意力が散漫に
なりやすい季節です。農繁
期が続く中、ちょっとした
操作ミスが大事故につなが
ります。安全確認・安全運
転で、農作業中・移動中の
事故を防ぎましょう。
■問い合わせ　
　小布施町農業委員会（産業振興課農業振興係）
　　☎026-214-9104

農機具による事故を防ぎましょう
①傾斜地・段差に注意
　傾斜地や段差での走行は大事故の危険が高まりま
す。無理せず、安全・確実な場所を移動しましょう。
②確実な運転操作
　速度が速いと、曲がったり急に止まることが難し
くなります。速度に注意し、常に安全運転を心がけ
ましょう。
③早め早めの安全確認
　エンジン音でまわりの音が聞こえにくくなりま
す。周囲の状況をしっかり確認しましょう。
④夜間は早めにライトを点灯
　夕暮れ時は早めにライトをつけましょう。反射板
の取り付けも効果的です。

農耕車の運転のポイント

答申の概要
　町長をはじめ特別職の職務の多忙さや職責の重大
さは十分認識されるところであり、本来であれば給
与の引き上げを検討すべきであるが、昨年10月の
台風19号災害や新型コロナウイルス感染症禍によ
る厳しい経済情勢であることを踏まえ、据え置くこ
とが妥当と考える。議会議員や各種審議会委員の報
酬も同様の理由から据え置くことが妥当と考える。

有
料
広
告

不動産を負動産にしないために ・ ・ ・
土地や中古住宅を相続し、所有されている方は、 多いかと思います。
ひと昔前なら、 近隣の方が購入したり、 価格上昇が期待できました。
しかし人口減少時代に入り、 土地も住宅も余る時代が到来しています。
資産だと考えている不動産が、 負動産になる前にぜひ一 度ご相談ください。

無料通話TEL 0120-691-491 担当：今井（宅地建物取引士）まで

小布北「夢の家」株式会社イマイ企画 宅地建物取引業：長野（5） 4329号
建設業：長野一般（般ー29) 12501 号

福原216-14（デイリーストア様隣） ／https://www.ip-nagano.com/ 

　町長からの諮問により、町長の給与や議会議員の
報酬などについて審議する特別職報酬等審議会が、
3回にわたり審議した結果を答申しました。

2020 年小布施町特別職報酬等審議会委員（敬称略）
会長　桜井昌季（小布施町商工会長）
会長代理　飯田幸仁（勤労者協議会長）
委員　安財貴久男（公募委員）
委員　黒岩祐介（八十二銀行小布施支店長）
委員　近藤和美（保健福祉委員会長）
委員　永井一雄（自治会連合会長）
委員　牧  良一（ＪＡながの副組合長）

■問い合わせ　総務課総務係　☎026-214-9100

町長などの特別職の給与や議会議員などの報
酬について審議されました

乃南アサ 著/講談社
　
 約140 年
前、その女
性 は 北 海
道 十 勝 の
原野へ渡っ
た。オベリ
ベリ――後

に「帯広」となった新天地。明治の
先進教育を受けた彼女は、いかに
生き抜こうとしたのか。著者が初
めて挑む長編リアルフィクション。

『チーム・オベリベリ』

まちとしょまちとしょ
テラソinformationテラソinformation 公式HPで最新情報をご覧いただけます

☎ 026-247-2747 / Fax 026-247-4504
開館時間　9:00 ～ 20:00

有
料
広
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9月の休館日▶1日㊋、8日㊋、15日㊋、22日㊋、29日㊋
                       24日㊍（図書整理日）

今月の棚からひとつかみ
― テラソおススメの本をご紹介します ―

海堂尊 著/宝島社
　
　これは虚
構 か 真 実
か。混 乱 す
る政治と感
染パニック
の舞 台 裏！
世界初の新

型コロナウイルス小説。桜宮市に新
型コロナウイルスが襲来。その時、田
口医師は、厚労省技官・白鳥は―そ
して“北の将軍”速水が帰ってくる！

『コロナ黙示録』
新宅広二 著/イシダコウ 絵

/辰巳出版
　 生 き 物
たちから学
ぶ 職 業 図
鑑。動物×
お 仕 事 で
生き物の生
態が楽しく
学べます！

約６０の職業と１００の生き物を紹
介。世界初！？動物たちのお仕事
事情。全ページふりがな付きです。

『動物たちのハローワーク』

みんなのおすすめ本！

岩貞るみこ 文/黒須高嶺 絵
/講談社

 約40年に
わたり、子
どもたちの

「No.1ア イ
ス」として大
人気のガリ
ガリ君。ガ
リガリ君は  

‘‘熱いチャレンジ精神”でできてい
る！ガリガリ君ができるまでがよ～く
わかる、初の感動ドキュメント小説！

『ガリガリ君ができるまで』

9 月のおはなし会
　新型コロナウィルス感染拡大防止のため、おはなし
会はしばらく開催を見合わせます。ご理解の程よろ
しくお願いします。

9月のテラソ百選のテーマは「別れ」です
　別れる話、別れない話、別れるかどうか迷う話、別れの言葉に隠された本音など、大切な人との身が
引き裂かれるような別れから恋愛マスターが教える「きれいな別れ方」まで、あらゆる別れのシチュエー
ションを揃えました。

（閉館時間は変更することがあります）

恩田伊勢子さん（伊勢町）の一押し！『幸田文の箪笥の引き出し』　青木玉 著　
　幸田露伴の孫であり、文の一人娘である著者の青木玉。露伴の丁寧な生活や物を大切に扱う心は子育
てにも反映され、娘、文から孫、玉まで受け継がれ踏襲されてきました。そんなところも大好きですが、さ
らりと粋に着物を着こなす幸田文さんの、着物への想いが好きです。

町外在住の利用者Aさんの一押し！『このあとどうしちゃおう』　ヨシタケシンスケ 著
　小学2年生の子を持つ親が今オススメする絵本です。大人も子どももそれぞれの感性で読めます。
　子は「いきているあいだどうしちゃおう」をノートに描いて楽しみました。
　親はこんな風に考えたら…なんて未来を思いました。ふざけているようでふざけていない、多くの世代
に読んでみてほしい絵本です。
テラソスタッフ千葉ゆかりさんの一押し！『生き物の死にざま』　稲垣栄洋 著
　――すべては「命のバトン」をつなぐために――　故郷の川を目指すサケの最期。子に身を捧ぐハサミ
ムシの最期。命のリレーのために生き、そして死んでいく生き物たちの姿に胸を打たれます。
　命のはかなさと尊さに触れることで、人間としての生きかたについて考えさせられました。

10町報おぶせ　2020(　　2)-8令和
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　新型コロナウイルスの影響で
３月下旬から仕事がなくなり、
収入がない状態が続きました。
外出も制限されたため健康にも
悪い影響がでて、生まれて初め
て生きる不安を感じ、恐怖で押
しつぶされるような辛い時間を
過ごしました。

　そんな状況の中、ヨガで関わっている方から『私よ
り先生の方が必要でしょう』とマスクと消毒用アル
コールをいただいたり、お米や野菜を届けてくれた方
もいました。たくさんの方から『応援しているよ』な
ど励ましの声をかけてもらい、おかげで恐怖を乗り越

　４月に入園・進級をして４カ月。０・１歳児のつくし組の
子どもたちも園生活に慣れ、笑顔がたくさん見られるよう
になりました。今では友達の顔もだいぶ覚え、目が合うと
にこっと笑ったり、友達が登園するとハイタッチをしたりな
ど一緒に過ごす楽しい様子が見られます。６月の終わりに
プール開きがあり、天気の良い日にはプール遊びをしてい
ます。初めてプールに入る子が多く、最初は驚いて泣いて
しまう姿もありましたが、少しずつ水にも慣れ、今ではおも
ちゃを手に取って自分の体に水をかけたり、友達と水の感
触を楽しんだりしています。これからもみんなで楽しく水
遊びをして、元気に過ごしていこうと思います。

学校・園だより
わかば保育園POSTPOST

〒〒学学 校校

心
の和

人権教育 たそうです。いじめは、いけないこ
とだと日々思っています。いじめは
一つの差別だと思っています。体
が不自由な人はたいてい反撃でき
ないと思います。弱い人をねらうの
は、動物でも同じだと考えられてい
ます。テレビでイワシと、マグロと
タイがいても、マグロはタイをねらわずイワシをねらっ
ていました。その状況はいじめのようです。もはや地獄
絵図にちかいです。いじめは、大人になっても苦しんで、
命をたってしまう人もいるのだということをわかってほ
しいです。ぼくは障がいをもっている人の役に立てるよ
うになりたいです。（令和元年度人権同和教育の推進に関
する入選作文。一部修正・省略。学年は現在の学年）

　ぼくは、PTA親子学習講演会で、成
なるさわ

沢道夫さんのお
話をきいて二つのことを感じました。一つ目はしあわ
せってなんだろうということです。未来さんがお父さ
んに、「健康に生んでくれよ」とどなりました。未来さ
んの言葉は、自分が不幸せだと思っているように感じ
ました。障がいをもっている人って、不幸せなのかな。
ぼくは考えました。生きていることが本当の幸せじゃ
ないのかなと思いました。親からもらった一つだけの
命を、自分からなくしてはいけないと思いました。二つ
目は、いじめのことです。未来さんは、いじめにあってい

道夫さんのお話を聞いて
栗ガ丘小学校５年　平井歩

あ ゆ き
季さん

えることができました。人の優しさ、思いやりに触れ、
感謝の気持ちで心が震えました。そして今では、コロ
ナで苦しい時を過ごしたからこそ、人と人との繋がり
の大切さを実感することができたのだと思います。私
は人が好き。ヨガ教室の参加者の方から『心と体が楽
に な り ま し た 』
と言われると本
当にうれしいで
す。これからも、
私のできること
で人の役に立て
るように生きて
いきたいです。

いいね

小布施

未来へのメッセージ

「人の優しさ、思いやりに触れて」　生涯学習講座ヨガ教室講師　跡部奈美さん

第77回本堂内の欄間彫刻 欄間彫刻の請負文書

本堂と参道

※LINE IDは＠622oakfmです

〇企画政策課定住交流係　
　☎026-214-9102
　 　 kouryuu@town.obuse.nagano.jp
　　  〒381-0297（住所記載不要）
　　　小布施町役場企画政策課  宛

　東大先端研・小布施町コミュニティ・ラボでは、
町の心に残る風景の写真を募集します。メール、
L
ラ イ ン
INE、郵送でお寄せください。風景への思いも合

わせてお待ちしております。
■問い合わせ・提出先
〇東京大学大学院 工学系研究科都市工学専攻
　まちづくり研究室
　☎080-5055-5761
　　　yuts@cd.t.u-tokyo.ac.jp

『小布施の風景』を集めよう
お気に入りの風景をお寄せください

LINEのQRコード

お寄せいただいた風景を紹介します
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小布施町議会７月第2回会議
　　　　　　　　　審議期間　７月 17 日

　台風19号災害残土処分工事の請負契約
変更について審議されました。
●議案
工事請負契約の変更　１件（可決）
◎議案の概要
●工事請負契約の変更
契約の目的　令和元年10月台風19号災害
　残土処分１工区地区工事
変更の理由　残土処分量の変更が生じたため
契約金額　［変更前］　2億8,248万円
　　　　　［変更後］　2億2,217万8千円

おぶせっこ
大集合!!

8 月 生 ま れ9月、10月生まれの小学生
以下の皆さんを募集中!!
①名前（ふりがな）②生年月
日③性別④電話番号⑤応募
者の名前・自治会⑥メッセー
ジ（30字まで）⑦写真を下
記宛先まで（先着４人）（デー
タは２ＭＢ以下）
●応募締切
☆9月生まれ ８月31日㊊
☆10月生まれ ９月30日㊌
●応募先　総務課広報係　
☎026-214-9100（直通）
　 soumu@town.
　 obuse.nagano.jp

たくさん遊んで食べて大
きくなぁれ♪お誕生日お
めでとう」

「

こばやし ・ みこと

小林 弥采ちゃん

H30.8.6生

小林和弥 （東町）より恵里佳母父

問い合わせ エンゼルランドセンター
☎026-247-2137

エンゼル
通 信

3歳おめでとう☆お話も
お歌も上手になってまた
一年楽しみだね！」

いちかわ ・ まほ

市川 茉歩
H29.8.18生

市川稔父 （松村）より智恵母

「

　9月の日程

3才のお誕生日おめでと
う！」

 いけだ   ・ ゆうと池田 悠人 くん

H29.8.15生

池田洋介 （東町）より浩美母父

「

　9月のイベントは、9月1日㊋のほのぼのカンファレンス・就労相談のみ行います。
グループ 自治会名 利用できる日にち

A
東町・上町・中町・伊勢町・中央・中扇・
横町・北岡・押羽・羽場

9月
2日㊌、4日㊎、8日㊋、10日㊍、14日㊊、16日㊌、18日㊎、
24日㊍、28日㊊、30日㊌

B
福原・栗ガ丘・大島・飯田・林・山王島・
六川・中子塚・矢島・清水・中条・松村・
雁田・水上・松の実・千両・クリトピア

9月
1日㊋、3日㊍、7日㊊、9日㊌、11日㊎、15日㊋、17日㊍、23日㊌、
25日㊎、29日㊋

9月の各種相談
相談内容 日　　時 相　談　員 場　所　等

人権相談
２日㊌

12:30 ～ 14:30
※電話、匿名でも可

人権擁護委員
北斎ホール

相談室
☎内線545

心配ごと
相談

1㊋、15日㊋
13:00 ～ 15:00 民生児童委員 北斎ホール

相談室
行政相談 18日㊎

9:30 ～ 11:30 行政相談委員 北斎ホール
相談室

あったか
介護談話室

14日㊊
13:30 ～ 15:30 介護支援専門員 健康福祉センター

乳幼児
健康相談

2日㊌
9:30 ～ 12:00

保健師・栄養士
臨床心理士 健康福祉センター

住まいづくり
相談

16日㊌
14:00 ～ 16:00

※要予約
住まいづくり相談員 公民館2階

音楽室

結婚相談
毎週㊋・㊌・㊍

10:00 ～ 12:00
13:00 ～ 15:00

結婚専門相談員
※9月22日休業

公民館結婚
改善委員会室

心のサポート
相談

毎週㊎
13:00 ～ 15:00

上記時間にお電話で面接
時間をご予約ください

臨床心理士・
精神保健福祉士

おぶせフラワー
センター

2階相談室
☎026-214-6651

日 月 火 水 木 金 土

8/30 31 9/1
◇ほのぼのカン
ファレンス・就労
相談（10:00 ～天
使）

2 3
オ レ ン ジ カ

フェくりんこ（13：
30 ～健福）

4
転倒予防教室

（13：30 ～健福）

5

6 7 8
ダンスで脳元

気教室（13:30
～健福）
◇アートに触れ
ようパート４

（8:30~小諸市
他）P16
◇第４コミュニ
ティ町政懇談会

（１８：３０～飯田
公会堂）P８

9 10
◇第２コミュニ
ティ町政懇談会

（１９：３０～中扇
公会堂）P８

11 12
◇第5コミュニ
ティ町政懇談会

（１９：００～林
公会堂）P８

13
◇日曜日の資源
物回収（7：00
～生駐）

14 15 16
◇須高シルバー人
材センター入会説
明会（13: 30 ～桃
源荘）
◇ウオーキング健
康教室（13:30~
北部体育館）

17 18
転倒予防教室

（13：30 ～健福）

◇第7コミュニ
ティ町政懇談会

（１8：30 ～六川
公会堂）P８

19
◇特別講座「松
川と小布施」

（14:00~講堂）
P8
◇第9コミュニ
ティ町政懇談会

（１９：00 ～上松
川コミュニティセ
ンター）P８

20 21
◇秋の全国交通
安全運動（~30）

22 23 24 25 26
◇防災訓練（地
震）（7:00~各公
会堂）P7
◇第1コミュニ
ティ町政懇談会

（１8：00 ～上町
公会堂）P８

27 28
チャレンジの

ど自慢教室（13：
00 ～健福）

29 30 10/1
オ レ ン ジ カ

フェくりんこ（13：
30 ～健福）

2
転倒予防教室

（13：30 ～健福）

3

・・・おでこポイント対象事業令和2年9月 イベントカレンダー
天使・・・エンゼルランドセンター　健福・・・千年樹の里/健康福祉センター　生駐・・・生活支援ハウス駐車場

◇庭木の剪定枝回収（26日まで）
（9:00 ～町営グラウンド北側駐車場）

ちゃん
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暮らしの情報暮らしの情報

納期限は 9月30日 ㊌です

忘れないで忘れないで 9月の納付9月の納付
国民健康保険税　 　3 期

上下水道料　　　　 3 期
後期高齢者医療保険料   3 期
介護保険料　　　　 3 期

有
料
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告

庭の存在がライフスタイルを変える
庭木の手入れ・栗・果樹・高木の伐栽までお任
せください。その他何でもご相談ください！

庭園工事　茶庭・一般住宅庭園・修景工
　　　　　設計・施工・管理
エクステリア工事　門塀・フェンス・カーポート
石工事　灯籠・石積み・墓石・記念碑
その他　消毒・各種門松・雪吊り・屋上緑化等

消毒・手入れ・工事等緊急の
場合も対応します

一級造園技能士・庭園アドバイザー

TEL：247-2
に わ は な

887 
FAX：247-5633
E-mail：obuse@niwahana.net

株 式 会 社 有
料
広
告

寄付のお礼
厚くお礼申し上げます。
・ 栃木県栃木市　田神  博 様       
　　　　　　　　　　　　 10,000円
・ 埼玉県所沢市　吉澤 利勝 様      
 　　　　　　　　　　　　40,000円

　集団予防接種が原因でＢ型肝炎ウイルスに
感染した人には、裁判で一定の要件を満たせ
ば国から給付金が支払われます。多くの経験と
専門知識のある全国Ｂ型肝炎訴訟長野弁護団
の弁護士が、無料で電話相談をお受けします。
日時　9月12日㊏　10:00~13:00

Ｂ型肝炎訴訟無料電話相談会を開催します
☎026-217-4800（夜明けの翼法律事務所）
■問い合わせ
　Ｂ型肝炎訴訟長野弁護団事務局（和田清二
　法律事務所内）
☎026-234-7754（相談日当日の番号と異な
　りますのでご注意ください）
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健診結果や体調のこと、食事など健康に
ついて気になることはありませんか。保
健師と栄養士に何でもご相談ください。

■健康福祉課健康係　☎026-214-9107

Health 情報

みんなの健康ひろば

子どもの健診
乳幼児の健康をチェックする健診を毎月
行っています。子育ての相談もお受けして
いますので、ぜひご利用ください。

会場は健康福祉センターです。
健　診 日　時 対　象

子育て教室
げんきっこ塾（2歳） 9月 9日㊌ 受付   9:30 ～  9:45 平成30年    6月～7月生まれ

vol.

series 83
Obuse
彩発見
Sai

広報員がお気に入りの場所を紹介します

「寄っとくんない 見てくんない」

「電車の見える歩道橋」です

私のお気に入りは

　私が紹介する場所は、2歳になる息子のお気に
入りでもある「電車の見える歩道橋」です。この場
所には、自転車用のスロープもあり、坂道や階段で
上り下りの運動が出来ます。息子の一番の楽しみ
は電車！！「カンカン」と「ガタンゴトン」の音に
素早く反応し、目を輝かせます。また車道には、観
光バス・大型トラック・バイクも通るので、見て
いるだけで大興奮です。景色もいいので、大人も
気分転換になります。夕涼みにきれいな夕焼け雲
や山々を眺めに出掛けてみてはいかがでしょうか。 広報員

髙津恵美さん（栗ガ丘）

結核レントゲン検診が始まります
　65歳以上で胸部レントゲン撮影や肺がん検診
を受けていない皆さんは受診してください。

○検診日程（　）内は対象自治会 ※対象自治会でなくても受診できます。都合のよい会場においでください。

　申し込みをされていない人も受けることができ
ますので、健康福祉課健康係までお問い合わせく
ださい。受診料は無料です。

時　間 ９月24日㊍ ９月25日㊎

９:00 ～ ９:50 六川公会堂
（六川・中子塚・矢島・清水）

東部コミュニティセンター
（中条・松村・雁田）

10:10 ～ 11 :00 福原コミュニティセンター
（横町・福原・栗ガ丘）

上松川コミュニティセンター
（水上・松の実・千両・クリトピア）

11:20 ～ 12 :10 大島公会堂
（大島・飯田）

保健センター
（伊勢町・中央・中扇）

13:30 ～ 14 :20 北部コミュニティセンター
（北岡・押羽・羽場）

林公会堂
（林・山王島）

15:30 ～16 : 20 健康福祉センター（千年樹の里）
（東町・上町・中町） ―

○検診日程（　）内は対象自治会 ※対象自治会でなくても受診できます。都合のよい会場においでください。

新型コロナウイルス感染対策のお願い
　当日は、教室に参加される前にご自宅でお子さんと保護者の体温を測定していただき、体調
不良や風邪症状のある場合は参加を控えていただくようお願いします。保護者はできる限りマ
スクを着用してお越しください。

乳がん超音波検診を行います
期間　9月29日㊋、30日㊌、10月1日㊍
会場　保健センター
対象者　令和3年3月31日現在で①30 ～　
　39歳の女性②76歳以上で偶数歳の女性
受診料　1,000円（令和3年3月31日現在で
　30・80・90歳の人は無料）
※受診できる人数に限りがあります。受診を
　希望する人は、9月14日㊊までに健康福祉
　課健康係までお問い合わせください。

雁田山で「ツリバナ」の実が赤く色づく
　ツリバナは、ニシキギ科の木本性の植物で、樹高
は４～５ｍ位になることもあります。庭木に利用さ
れているので、割と知られている植物です。雁田山
でも稀に出会うことがあります。花は5月～ 6月、
葉の付根の所から長い柄を伸ばし、その先に白色
か、やや赤みががった花が咲きます。花弁5枚、オ
シベが5本、メシベが1本あります。緑色の丸い実
は、7月の下旬ごろから赤く色づき始め、やがて赤
い実が熟すと5つに割れ、赤い仮種皮に包まれた
種子が現れます。　案内人：清水照雄さん（栗ガ丘）

おぶせ自然暦
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1_ツリバナの木　2_ツリバナの花　3_緑色の丸い実　
4_5つに割れた赤い実　
撮影地：雁田山（写真2は清水さん提供）

1 2

3 4

至須坂

至中野

松川橋北

国道403号

豊野南志賀
公園線

高速道路 小布施橋南

側道

　町では、不要になったポータブルトイレの無
償譲渡の仲介を行っていますが、在庫がない
状態が続いています。ご家庭で不要となった、
使用回数の少ないポータブルトイレはありま
せんか。お譲り頂ける場合はご連絡ください。
■問い合わせ先　地域包括支援センター
　　　　　　　　　☎026-242-6680
※保管状態や汚染状態でお引き取りできない
　場合がありますのでこ了承ください。

ポータブルトイレを譲ってください

おぶせ高校生編集室 はじまります
　おぶせ高校生編集室は、高校生が書いた取材記
事を町報に掲載するプロジェクトです。半年間にわ
たり、高校生の皆さんが町に住むさまざまな大人に
インタビューし、その語りから自身の将来を考え、
それを言葉にして町報に掲載していきます。今回、
このプロジェクトに参加する高校生ライターを募集
します！実際の活動は運営に携わる大学生が全面
的にサポートしますので、経験の有無に関わらず、
興味がありましたらぜひ気軽に参加してください。
　新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、取
材などはオンラインでの実施を予定しております。オ
ンライン実施時には無料のサービスを利用します。

■問い合わせ　おぶせ高校生編集室 運営事務局
　　　　　　　 machiasobi2020@gmail.com

　『小布施町ロールモデル探しの旅』をテーマに、取
材・編集・入稿までの本格的な記事執筆の流れを
経験できます！ぜひ一緒に、小布施町に住む大人の
話を聴いて、自分たちの将来のことを考えましょう。
日程　2020年8月~2021年3月
　　（毎月一回の取材を予定しています）
活動内容　〇小布施町の方への取材
　　　　　〇町報、町公式noteへの記事掲載
参加費　無料
応募　QRコードより、応募フォー
　ムへの回答をお願いします。

高校生の皆さんへ

※おぶせ高校生編集室は「慶應義塾大学SFC研究所『長野
　県小布施町における新事業創造プログラム』」の一環と
　して実施されます。
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　住民有志による松川源流を探す会が7月24日㊎に
開催され、群馬県中之条町の山中に松川の源流とみら
れる沢を発見しました。横手山山頂の山田峠避難小屋
から山田峠百番観音の方向に30分程度下った所で沢
を発見し、沢を山側に上り源流が湧き出ている場所を
特定しました。同会代表の原勝己さん（伊勢町）は、「コ
ロナの時代には観光も外遊びが求められるようになる
のではないか。小布施のルーツである松川をカヌーや
キャンプといった外遊びに取り入れて町の活性化に利
用してほしい」と源流発見の喜びを語りました。

カキツバタ咲く山に松川の源流を発見 情

報ラ
イナー

情

報ラ
イナー

お届けします
まちの話題を

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けた信州産
ブランド食材の需要喚起を図るとともに「命の大切
さ」を学ぶため、信州産ブランド食材の給食提供・食
育事業が7月20日㊊に栗ガ丘小学校と小布施中学校
で実施されました。押羽の浅岡牧場が育てる国産和
牛の肩ロース、町内産玉ねぎと長野県産きのこを使っ
た『プレミアムきのこ牛丼』990食が提供されました。

「小布施町で育った命をいただき、給食を通して感謝
の気持ちを学びました」と松木智子小学校長。プレミ
アムの味に、子どもたちが舌鼓を打ちました。

小布施のプレミアムを味わう 　子どもたちに小布施町産のプレミア
ム牛肉を食べていただける機会をもら
えてうれしいです。
右_浅岡牧場　浅岡一志さん

肉が厚切りでおいしかったです。
右 _ 小渕花歩さん（栗ガ丘小 3 年）

肉汁が旨味たっぷりでおいしかったで
す。左 _ 関谷晴斗くん ( 栗ガ丘小 3 年）

Voice

　公民館主催の植物観察会が7月21日㊋に志賀高
原で開催されました。高天ヶ原のせせらぎ遊歩道を
散策した後、ゴンドラでニッコウキスゲの花畑を眼
下に標高2,000ｍの東館山高山植物園へ移動し、参
加者たちが希少な高山植物を楽しみました。

高原で束の間の休息

　久々にコロナを忘れてリフ
レッシュできました！左から涌
井ちか子さん（六川）、島田和子さ
ん（中央）、小沢友江さん（東町）

Voice


