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１　昨年度は、台風19号による大規模災害と新型コロナ
　ウイルス感染防止への対応に明け暮れた年でありまし
　た。いまだにこの感染は終息への道筋が見えず、逆に
　拡大傾向にあることは不安感を増幅するのみです。こ
　うした状況下で、台風19号災害の被災者支援につい
　て、役場職員、消防関係者、民生児童委員など、多くの
　皆さんが総力を傾注して携わっていただき感謝いたし
　ます。更なる支援策を講じなければならない点もあろ
　うかと思われますが、引き続き遅滞なく対応していた
　だきたいと思います。
２　昨年度末に第六次小布施町総合計画が策定された
　ところでありますが、町の現状は新型コロナウイルス
　の影響を受けて先の展開が全く予想できない状況に変
　わりつつあります。人の移動や町民意識の変化、企業

―住民に寄り添った行政運営を―
　業績の悪化等による税収の減少、産業構造の変革、健
　康・医療・福祉政策の転換等の課題が急速に迫ってい
　ます。迅速に変化に対応する政策と対応が求められま
　すが、英知を結集してその務めを果たしていただきた
　いと思います。
３　組織の統治が機能せず内部連携についても不足する
　部署が一部見受けられます。全体として一体感をもった
　運営が求められますので、相互に信頼し合って良好な行
　政運営を行っていただくことを願います。
　
　お互いの信頼関係に裏付けされた良好な職場環境を
築きあげ、多種多様な施策を見出し、総合的かつ積極
的に推進し、住民に寄り添った行政運営がなされるこ
とを切望します。

　令和元年度決算審査および定期監査においては、その基本とされ
る事務事業が効果的・経済的に行われ、かつ合理的に運営されてい
るか。また、収入・支出が合法的に行われ、加えて予算に適合した
執行がなされているかを主体に調査、検討を忠実に行いました。
　その結果、決算の正確性と会計処理の合理性については、いずれ
も法令・規則に適合しており、事務事業の執行は当初の予算・計画
に沿って順調かつ円滑に実施され、健全なものと認められました。

畔上洋代表監査委員 小渕晃監査委員

監査結果報告

災害復旧費2億1,927万円

その他4億3,661万円

民生費13億7,817万円

総務費13億3,435万円

公債費4億667万円

衛生費2億6,176万円
2億7,211万円 農林水産業費

土木費4億9,668万円

教育費4億8,723万円

11億5,506万円町　税

18億6,285万円地方交付税

6億5,872万円国・県支出金

5億127万円繰入金

まちの家計簿令和元年度決算

一般会計一般会計
　歳入は、対前年比で町税が1,865万円（1.6％）、
地方交付税が3億4,286万円（22.6%）、国庫
支出金が1億748万円（33.5%）、寄付金が1億
7,145万円（56.2%）増加したのに対して、地方
消費税交付金が1,036万円（5.3%）、県支出金
が4,644万円（16.8%）、繰越金が1億7,217万
円（40.0%）減少し、全体では、9億1,429万円

（17.8%）増の60億4,170万円となりました。
　歳出は対前年比で町道の改良工事や水路改良
工事などが減となりましたが、災害復旧費が増と
なり、全体では4億2,386万円（8.7%）増の52
億9,285万円となりました。
　令和２年度への繰越事業に充てる財源1億
2,087万円を除いた実質的な収支額（余剰金）は
6億2,798万円となりました。
※カッコ内「%」は前年比

4億7,653万円寄付金

3億7,210万円町　債

その他 10億1,517万円

歳　入 60億4,170万円歳　出52億9,285万円

27.3

11.5

特別会計特別会計
　基金は、財政調整基金に2億1,029万円、小布施ふるさと応
援基金に2億3,259万円等を積み立てましたが、同時に財政
調整基金2億2,657万円、減債基金5,850万円、小布施ふるさ
と応援基金1億3,600万円等の取り崩しを行いました。この結
果、令和元年度末の基金現在高は11億5,103万円となり、前
年と比べ2,203万円の減額となりました。
　借入金（町債）の残高は平成11年度の75億989万円をピー
クとして年々減少しています。利率の高いものから計画的に繰
上償還を行い、新規発行額を償還額以下に抑えた結果、町債
残高は令和元年度末で27億2,610万円（前年比2,272万円の
減）となりました。

特別会計 歳入額 歳出額 差引額

国民健康保険 12億8,634万円12億8,634万円 12億6,852万円 1,782万円

後期高齢者医療 １億5,798万円 １億5,725万円 73万円

介護保険 10億4,491万円 9億7,633万円 6,858万円

下水道事業 5億8,742万円 5億8,639万円 103万円（※）

農業集落排水事
業

5,235万円 5,202万円 33万円

※資本的収支の不足額5,943万円は、当年度分損益勘定留保資金
　などで補てんしました。

水道事業会計 収入額 支出額 差引額
収益的収入
及び支出

２億1,983万円 １億5,667万円 6,316万円

資本的収入
及び支出

570万円 6,513万円
－5,943万円

（※）

基金と町債の現在高基金と町債の現在高
（普通会計）（普通会計）

町債残高
基金残高億

円

28.7

10.0

30.0

10.9

27.5

11.712.6

33.0 31.5
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R1H30Ｈ27Ｈ26 Ｈ28 Ｈ29

※下水道事業103万円のうち11万円は令和2年度への繰越事業
に充てる財源のため、実質的な収支は92万円となりました。

財政健全化判断比率財政健全化判断比率

※該当がない数値は「－」で表示

H28 H29 H30 R1
早期健全化基準

（イエローゾーン）

実質赤字比率 ― ― ― ― 15％

連結実質赤字比率 ― ― ― ― 20％

実質公債費比率 7.7％ 7.3％ 7.7％ 7.0％ 25％

将来負担比率 29.2％ 15.6％ ― ― 350％

【財政健全化判断比率】　実質公債費比率とは年収（標準財政規模）に
対するローン返済（公債費）の割合です。令和
元年度の数値は7.0%で借入に県知事の許可
が必要となる18%を下回っています。大規模
事業の償還を終えてきており、今後数年間は
7%台での推移が予想されます。
　将来負担比率とは年収に対する将来見込ま
れるすべての負債の割合のことです。令和元年
度は台風19号災害復旧の関係で新たな借入を
行いましたが、そのほかに借入れた町債（借金）
が少額であったことなどにより、将来負担額を
充当可能財源等が上回っているため数値はあ
りません。なお、国保や介護保険などの特別会
計を含むすべての会計について赤字額はあり
ませんでした。また、公営企業、準公営企業会
計も資金不足となった会計はありません。

Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 R1 経営健全化基準

水道事業会計 ― ― ― ― 20％

下水道事業特別会計 ― ― ― ― 20％

農業集落排水事業
特別会計

― ― ― ― 20％

【資金不足比率】

※資金不足となった公営企業会計がないため「－」で表示

詳しい決算状況は

小布施町　決算 検索

町政情報⇒予算・決算⇒決算の事業実績及び主要施策成果説明書 をご覧ください。町ホームページ⇒

■問い合わせ　財務課財政係 ☎026-214-9101
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　小布施町、長野市、須坂市の昨年台風19号災害での越
水箇所に各市町で大型土のうを設置する水防活動が始ま
りました。住宅地に甚大な被害が生じた区間において、堤
防強化完了までの間、地区住民の安全保持のために順次
行うものです。このほか、国土交通省が信濃川水系緊急治
水対策プロジェクトとして、立ヶ花上流部の河道を広げる
工事（実施中）、立ヶ花狭

きょうさく
窄部から村山橋の間の堤防強

化（令和3年1月から令和5年出水期まで）、戸狩狭窄部
と立ヶ花狭窄部の間の河道を広げる工事（令和3年2月
から令和9年度まで）を実施することとしています。

千曲川の水害対策は、いま

復興は、いま

　小布施総合公園内で西部地区（大島・飯田・林・山王
島）有志が運営するおぶせ物語は、昨年10月12日の台
風19号で大きな被害を受けました。役員の荒井直行さ
ん（大島）は「昨年の台風もひどかったですが、今年のコ
ロナも大変でした。3月・4月は例年の3割程度のお客
さましか来ず、どうしようかと思っていましたが、お盆
の桃が売り出される時期からお客さまが戻りはじめ、9
月は例年の9割ほど戻りました。シャインマスカットや
ナガノパープルなどのぶどうや桃がよく売れています」
と秋の実りに顔をほころばせました。

総合公園のおぶせ物語は、いま

2019.10.12　台風19号災害から1年、復興の現状を追う
災害に備える

　9月27日㊐、山王島「黄金島の会」の皆さんが千曲川河川
公園菜の花畑で、菜の花の種まきを行いました。昨年の台風
19号災害により、今年はわずかな花しか咲きませんでした
が、来年多くの花を咲かせるために、排土が終わり整備され
た大地に新たな希望の一歩を踏み出しました。

黄
こ が ね じ ま

金島の菜の花畑は、いま

今年は青森から風雪に強い菜の花
の種を仕入れました。来年大きく
咲き復興の象徴になって欲しい。

（山王島前自治会長・岩井眞樹さん）

Voice

黄金島の菜の花畑に見る復興の流れ

2019年9月27日　　　2019年10月12日　　2020年4月　　　　　　　　　　                   　2020年9月27日
令和元年度種まき　　　 台風19号災害被災　　 排土作業が行われる中、わずかに花が咲きました　 令和2年度種まき

　従来の千曲川を対象としたハザードマップに松川の浸
水想定区域を加え、土砂災害警戒区域を追加したハザー
ドマップ改訂版を作成し配布しました。ハザードマップで
自宅の場所が浸水想定区域の色がついているかどうか、浸
水深何メートルになるか、また、そこの地点が家屋倒壊等
氾
はんらん

濫想定区域（家が流される恐れがある地域）になるかど
うかを確認し、災害時の指定避難所についても確認するよ
うにしてください。裏面の情報欄では昨年の台風19号災
害の情報や、いざというとき河川の水位情報を確認できる
ＱＲコードなどを追加しましたのでご確認ください。

ハザードマップを改訂しました

　9月23日に長野工業高等専門学校（長野高専）と「防
災まちづくりに関する協定」を結びました。昨年の台風
19号災害により防災意識が高まる中、専門的な研究活
動を行う長野高専と連携し、ハード・ソフト両面から災
害に強いまちづくりを進めていくためのものです。市村
良三町長は「災害に強い、環境にもやさしいインフラを
造っていくなかで長野高専の知見をいただきたい」とあ
いさつ。土居信

のぶかず
数校長は「一部の学生の研究活動にとど

まらず、地域の発展のために学校全体で参画させていた
だきたい」と抱負を語り、活動をスタートさせました。

災害に強いまちづくりを推進

まちづくり委員会「地域防災講座」を開催します
　まちづくり委員会「安全を考える部会」では地域防災講座を開催します。昨
年の台風19号による千曲川堤防の越水と内水氾濫により、小布施町でも住宅
と農地などで被害が発生しました。住民にとって、防災はいま最も関心をもつ
べき課題のひとつです。昨年の災害経験を踏まえ、万一の災害の際にどう行動
したらよいかなど講演していただきます。今回の講演では、台風19号災害で
被害に遭われた長沼地区復興対策企画委員会委員長の柳見沢宏さんとの対談
もあります。どなたでもご参加いただけますので、ぜひご参加ください。

日時　11月28日㊏　10:00~11:30
場所　公民館　講堂
講師　日本赤十字奉仕団研修推進委員
　　　堀込明紀さん
演題　「自然災害にどう備えるか
　　　　　　　　―災害経験から学ぶ」
■問い合わせ　企画政策課定住交流係　
　　　　　　　　☎026-214-9102

■町の災害備蓄は十分でしょうか？（町政懇談会より）
　町では地域防災計画に基づき、人口の5％が1日2
食を食べられる食料を備蓄しています。具体的には、
非常食（おかゆ）が1,100食分、補助食（クッキー状）
が830袋、飲料水500mlが2,600本です。また、災害
用毛布700枚、災害用トイレ10基、携帯トイレ9個、
発電機12台を備えています。災害用パーテーション

（ダンボール製間仕切り）とダンボールベッドはそれ
ぞれ9基ずつあります。新型コロナ対策として、パーテー

町の備蓄品を充実

ションとベッドは100基ずつ追加で購入予定です。ま
たシュラフ(寝袋)を500枚購入します。
　食料備蓄も段階的に拡充し、今後5年間で非常食・
補助食合わせて5,000食分を備蓄予定です。現在の町
の食料の備蓄量は1日で底をつく量です。普段から食
料を3日～ 1週間分多く買っておき、使った分だけ新
しく買い足す「ローリングストック法」を実践いただ
き、ご自宅でも食料の備蓄をお願いします。
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宮城昊
こうめい

明さん（体育委員長）
　全校のみんなが楽しめる体育祭になるよう
に準備してきました。今日は応援も競技も、
みんな一生懸命やってくれて楽しい体育祭に
なりました。小学校での運動会がこれで最後
だと思うと寂しいです。

1 2

3 4

5 6 7

栗ガ丘小学校体育祭10
2

燃えろ紅組！輝け白組！見せろ全力　栄冠は君に輝く

1_選手宣誓
2_栄冠は君に輝く（6年生）
3_たいようリレー（全学年選抜）
4_弾季舞（全校）
5_玉入れリレー（1，2年）
6_つなひき（5，6年）
7_バンブーリレー（3，4年）

1

1_3年生の学年合唱（音楽会）
2_小布施スポーツスタジアム
　 （ボールパスラリー）
3_意見文発表（3年・寺島亜美さん）
4_英語スピーチ（3年・依田凌

りょうと
翔さん）

5_It's show time !（今年は事前に動画を
　作製しての発表も多数ありました）

4

7 町報おぶせ　2020(　　 2)-10令和
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スーパークラスに出場した町内4選手。
左から中村侑我さん（松の実）、林映心さん（雁田）、木下晴稀さん（伊勢町）、
田中健介さん（福原）

9 町報おぶせ　2020(　　 2)-10令和
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小布施町議会　
令和2年９月会議

審議期間　９月 7 日～ 25 日

●議案
○ 条例の全部改正　　　　　 １件（可決）
○ 条例の一部改正　　　　　 １件（可決）
〇 条例の廃止　　　　　　　 １件（可決）
○ 令和 2 年度補正予算　　　 ７件（可決）
○ 令和元年度歳入歳出決算　 7件（認定）
　（水道事業剰余金の処分可決）
○ 町道路線の廃止　　　　　 １件（可決）
〇 町道路線の認定  　　　　  1件（可決）
○ 教育委員会委員の任命　　 １件（同意）

◎ 議案の概要
● 条例の全部改正
◇おぶせ交流館の設置及び管理に関する条例
　　おぶせ交流館の新たな活用に向けて指定管理制度
　を導入するために全部改正を行うものです。
● 条例の一部改正
◇小布施町指定居宅介護支援事業者の指定の基準並び
　に指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する
　基準を定める条例の一部を改正する条例
　　国の省令の一部改正に伴い、居宅介護支援事業所
　における管理者について、主任介護支援専門員でな
　い者が管理者になれる期間を延長するとともに、確
　保が困難である場合は介護支援専門員でも管理者に
　なれるようにするものです。
● 条例の廃止
◇記号式投票に関する条例を廃止する条例
　　町長選挙の投票方法を記号式から記述式に変更す
　ることで、期日前、選挙日の投票方法を統一し、開
　票事務の効率化、経費節減を図るものです。
● 補正予算
◇ 一般会計

〔補正額〕６億4,047万１千円
〔補正後の額〕70億1,700万６千円
■ 歳出の主なもの

（総務費）
○財政調整基金積立金　　３億6,000万円
○小布施ふるさと応援基金積立金　　5,448万３千円

（民生費）
○災害弔慰金　250万円

（土木費）
○ 道路新設改良事業費　1,700万円
○ 水路新設改良事業費　　5,250万円

（教育費）
○ 小学校環境整備事業費　2,023万６千円

補正予算や決算の認定などについて審議が行われました。

○ 中学校環境整備事業費　1,308万１千円
○ 給食センター管理費　2,800万６千円

（予備費）
○ 予備費　　3,591万２千円
◇ 国民健康保険特別会計

〔補正額〕2,028万６千円
〔補正後の額〕12億5,380万５千円
◇ 後期高齢者医療特別会計

〔補正額〕73万２千円
〔補正後の額〕１億6,454万円
◇ 介護保険特別会計

〔補正額〕3,156万３千円
〔補正後の額〕11億3,881万１千円
◇ 下水道事業特別会計

〔補正額〕1,559万３千円
〔補正後の額〕５億6,685万３千円
◇ 農業集落排水事業特別会計

〔補正額〕△７万５千円
〔補正後の額〕5,685万３千円
◇ 水道事業会計
資本的収入

〔補正額〕503万８千円
〔補正後の額〕2億872万3千円
資本的支出

〔補正額〕503万８千円
〔補正後の額〕3億3,231万5千円
● 決算
◇ 令和元年度一般会計・特別会計
　　令和元年度一般会計と特別会計の決算について、
　詳しくは2 ～ 3ページをご覧ください。
● 小布施町道路線の廃止　３路線
● 小布施町道路線の認定　３路線
● 小布施町教育委員会委員の任命
　　小山とみ子さん（伊勢町）の任期満了に伴い、竹
　節佐貴子さん（横町）が任命同意されました。
◎ 専決処分の概要
○小布施町立栗ガ丘小学校トイレ改修工事請負契約の
　変更
○令和元年10月台風19号災害　残土処分３工区地区
　工事請負契約の変更

●専決処分の報告
○ 工事請負契約の変更　　　  2件（報告）

◎地域の課題
■小学校の草取りをボランティアでできないか
　最低年１回ボランティアで草取りを実施していま
す。多くの皆さんのご参加をお願いします。
■若い人が移住しやすいような補助金の創設や税金
　の優遇を
　税金は法で決められていて難しい面もあります
が、補助金やその他の支援策などについて検討して
いきます。
■スクールゾーンでスピードを出す車が多いので対
　策してほしい
　同報無線や町報などで注意喚起していきます。

トピックス　令和2年度町政懇談会を開催しました
　令和2年度町政懇談会は、新型コロナウイルス感
染症対策として、各自治会役員を中心に少人数で開
催し、町の防災対策、水道事業の配水池整備計画、
地域の課題について意見交換を行いました。
　皆さまからいただいた意見は今後の町政運営にい
かしてまいります。

◎防災対策について
■避難所について、車で逃げる避難所や農機具を避
　難させる場所も欲しい
　災害時には駐車場として使える場所を発信しま
す。また農機具の避難場所も検討します。
■避難場所は冷暖房も完備してほしい
　冷暖房設備は業界団体等と協定を結び避難所に設
置するよう進めていきます。
■松川の水害対策をお願いしたい
　松川は昨年段階で下流部の河道整備を行い、今年
は土砂撤去、次年度には上流部に新たな砂防堰

えんてい
堤を

設置するなどの事業が計画されています。
■小布施橋や松川の橋の強度は大丈夫か？
　これらの橋は県が5年に1度点検を行っており、小
布施橋は令和4年度までに修繕工事を行う予定です。
また、松川河川内の樹木の伐採を県に要望しています。

◎水道事業について
■古い水道管はどうなるのか
　耐用年数が古いものから順次敷設替えします。

私の意見箱から

　職員の守秘義務に対してのご指摘を複数の方からい
ただいております。職員の言動によって不快な思いをさ
せてしまっていることに対し、深くお詫び申し上げます。
　職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならな
いこと、また、その職を退いた後も同様であること
が法律や条例で定められています。
　小布施町役場でも弁護士や公務員倫理の専門家の
下で、職員倫理や法令遵

じゅんしゅ
守の研修を行っています。

　今後は法令遵守の知識の再確認と意識付けを徹底す
るため、研修内容を見直し、住民の皆さまのお気持ちに
寄り添うことのできる人材育成に努めてまいります。

ご意見　職員の守秘義務に対する意識が低いのでは
ないでしょうか。プライバシーを守ってほしい。

回答
　公民館の利用に際しご不便をおかけしましたこと
を深くお詫び申し上げます。公民館施設を含む役場
庁舎の電気料は、１年で最も電力使用量の大きい日
を基準に基本料金が設定される形となっています。
このため、一日の電力利用が著しく大きくなる場合
には、役場事務室の空調を止めるなどの対策を講じ
ていますが、例外として公民館利用の皆様に一時的
に空調を止めていただくようお願いをしたことがご
ざいました。
　今後もできるかぎり電気代を節約し、皆さまから
頂いている税金を大切に使わせていただくことを念
頭に置き、利用する皆さまが快適に施設を利用でき
る環境をつくれるよう取り組んでまいります。

ご意見　職員に「公民館の冷房の使用を我慢してく
れ」と言われました。理由は役場の電気代を節約す
るためだということです。私たちは納税しているの
で、町民がきちんと使える施設にしてほしい。

回答

　町政への意見を各自治会に設置の
意見箱へお寄せください。（内容に
よっては町報で回答ができない場合
もあります。ご了承ください）
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認定こども園
栗ガ丘幼稚園 わかば保育園 つすみ保育園

小布施町大字
都住550－1

小布施町大字
小布施 1200 －３

小布施町大字
中松 711

☎ 026-247-
4424

☎ 026-247-
3342

☎ 026-247-
2044

蛍光管、白熱電球、グローランプ、鏡（枠は外す）、体温計・温度計（水
銀式のみ）※LEDランプは埋立ごみです

乾電池（リサイクルマークのついているもの、ボタン電池は除く）
※充電式電池やボタン電池は回収できません。携帯電話などの小型充
　電式電池は、電気店やホームセンターなどのリサイクル協力店へお
　持ちください。協力店は、一般社団法人JBRC のホームページ
　（http ://www.jbrc .com）をご覧ください

電気コード※本体から切り離して出してください

電気や電池で動く小型電子機器や家電製品
※家電リサイクル対象品（エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機など）、　
　電気毛布、電気カーペット、こたつやステレオなどの木枠部分は回
　収しません
※電球や電池、バッテリー、灯油などはあらかじめ取り除いてください
※携帯電話やパソコンなどに保存している個人情報は自己責任で削
　除してください（パソコンは製造メーカーで回収していないものも
　あります）

衣類全般
※洗濯をするなどきれいにしてから出してください
※汚れたり破れたりしたものや濡れているもの、カビや臭いのあるも
　のは回収できません
※雨天の場合は濡れないようビニール袋に入れて出してください
※布団、座布団、毛布、マットレス、カーペット、ストッキング、靴下、
　下着などは回収できません
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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～

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/ 
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野ねずみの一斉駆除を実施します
　大切な農作物を食い荒らす野ね
ずみの一斉駆除を町内全域の水田
と畑で行います。薬剤は小袋で包
装されていますが毒物ですので、
小さなお子さんが誤って手にしな
いよう十分注意してください。
期日　11月22日㊐
　　　（雨天時11月29日㊐）
使用薬剤　メリーネコりん化亜鉛
■問い合わせ　
　　産業振興課農業振興係
　　　☎026-214-9104

　農業者年金は、少子高齢化社会が進む中、老後の生
活の安定を図るために国が支援する公的年金制度で
す。原則65歳から受け取れる終身年金で、積み立て方
式・確定拠出型のため、少子高齢時代に適した制度と
なっています。手続きはＪＡの窓口です。
加入対象（次の全てに当てはまる人）　①20歳以上　
　60歳未満　②国民年金第1号被保険者　③年間60
　日以上農作業に従事（家族従事者や農家のパートさ
　んなども加入できます）
保険料　月額2万～ 6万７千円（千円単位で加入者　
　が自由に決められ、いつでも変更できます）
その他　
　○保険料は全額社会保険料控除の対象になります
　〇終身年金であり、80歳前に死亡した場合にも、　
　　80歳までに受け取ると仮定した金額が「死亡一
　　時金」としてご遺族に支払われます
　〇認定農業者であること等、一定要件を満たせば保
　　険料の国庫補助が受けられます

■問い合わせ　産業振興課農業振興係
　　　　　　　　☎026-214-9104

農業者年金で生活の安定を考えませんか？
　〇運用コストは国庫負担で、加入者に手数料がかか
　　りません

栗の苗木購入費用を補助します
　栗の苗木の購入費用に対し補助
を行います。
対象品種　丹沢、ポロタン、筑波、
　銀寄など
補助率および金額　苗木購入費用
　の1/2以内で上限5万円（申請
　総額が予算額を上回った場合は
　補助率が下がります）
申込期限　令和3年2月26日㊎
■問い合わせ　
　　産業振興課農業振興係
　　　☎026-214-9104

緩衝帯整備は中止します
　11月8日㊐に予定していた緩
衝帯整備は、新型コロナウイルス
感染拡大防止のため、中止しま
す。
■問い合わせ　
　　産業振興課農業振興係
　　　☎026-214-9104

家賃支援給付金のお知らせ
　新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて売上
が減少した方に支給されるもので、農業者も対象です。
　５~12月の間で次のいずれかの状況になっていれば
支給対象になり、農地の賃料の負担を軽減します。
〇1カ月の売上が対前年同月比50％以上減少した
〇連続する3カ月の売上が対前年比30％以上減少し
　た
申請期限　令和3年1月15日㊎
　　　　　（原則インターネットでの申請となります）

家賃支援給付金 検索

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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11月の休館日▶3日㊋、10日㊋、17日㊋、24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 ―

（閉館時間は変更することがあります）

　１１月１８日㊌から１１月２３日㊊まで、年に一度の蔵書点検の
ため休館します。
　休館中の図書の返却は、返却ポストをご利用ください。すべ
ての本をチェックする大事な作業ですので、ご不便をお掛けし
ますが、ご理解とご協力をお願いします。

蔵書点検にともなう休館のお知らせ
　日本では総理大臣
が代わり、アメリカで
は大統領選挙がありま
す。そんな時期なので
11月のテーマは「リー
ダー」です。国に限ら
ず、リーダーになる人
には何が必要なので
しょうか？主に組織におけるリーダー本がそろいました
が、あの大人気ドラマのシリーズ本もいかがですか？

11月のテラソ百選のテーマは「リーダー」です

　読書週間は毎年１０月２７日から１１月９日の２週間です。テラ
ソではブックリサイクルを開催します。
　今年の標語は「ラストページまで駆け抜けて」です。

読書週間が始まります

18日㊌～23日㊊（蔵書点検）

11 月のおはなし会
日　時 内　容

11月 14日㊏ 10:30 ～ お父さんの読み聞かせ会
11月 28日㊏ 10:30 ～ おはなし会

※新型コロナウイルス感染症防止対策のため、中止
　になる場合がありますので、ご了承ください。

鈴木健二 著/さくら舎

　年齢９０
歳 を 超 え
るＮＨＫ元
国 民 的 ア
ナウンサー
が、90歳に
なっても今

なお、いかに生きるかを問い続け
る。戦前・戦中・戦後の昭和・平成・
令和を疾走！価値観が激変する世
紀を生き抜く充実と困難を問う！

『何のため、人は生きるか』
萩原健太郎 著/エクスナレッジ

　
　 日 本 各
地 の 手 仕
事をめぐる
旅～日本の
民芸にまつ
わ る80 以
上のスポッ

トを紹介するガイド本。日本全国を
旅するようにガイド本を読み進め
ていけば、「民芸とは何か？」につい
ても同時に学べます。 

『にっぽんの美しい民
みんげい

藝』
信濃毎日新聞社開発局出版部

　「甲子園
大会」中止
を受けた代
替 大 会(7
月19日~8
月10日)の
熱 戦 を 伝

える報道記録写真集。１回戦から
決勝までの全試合記録、参加78
チームの集合写真・選手名鑑も収
めます。保存版の一冊です。

『’20夏季高校野球長野県大会』
南杏子 著/幻冬舎

　東京の救
命救急セン
ターで働い
ていた62歳
の医師・咲
和子は、故
郷の金沢に

戻り「まほろば診療所」で訪問診療
医になる。これまで「命を助ける」現
場で戦ってきた咲和子にとって、「命
を送る」現場は戸惑う事ばかり…。

『いのちの停車場』

　大人にはおすすめの本を紹介するコーナーがあ
りますが、児童にもおすすめの本を紹介してはど
うでしょうか。
回答　貴重なご意見ありがとうございます。児童向け
おすすめコーナーを設けるよう検討してまいります。

テラソへのご意見
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　小さい頃から消防
自動車や救急車が大
好きでした。消防士に
なって、町民一人一
人と触れ合えること
がうれしいです。町で
会った人に「あの時に

運んでもらったよ」と話しかけられることもあります。
勉強したことが現場で役立つ時、この仕事にやりがい
を感じます。町民の皆さんの命を守るために、毎日腕立
て伏せやランニングなどのトレーニングを行っていま
す。また、侵入が困難な場所での救助のために、休日を
利用して須坂市や高山村に勤務している消防士と一緒

　今年も4年生は、町の講師の方々においでいただき
小布施丸なすの栽培を体験。今年はニンジンも育てま
した。持ち寄った野菜くずなどにボカシを混ぜて作っ
た肥料（健康に有用な微生物）を「菌ちゃん」と呼んで
いたので、4年生は、菌ちゃん⇒なす作りだと意識して
いました。収穫した丸なすとスーパーで売っている丸
なすの味比べをしました。なすが苦手という子からも、
菌ちゃんのなすは「甘い」「やわらかい」という声が聞か
れ、土を作り栽培して、食べる楽しさを感じることがで
きました。ここで一句『きんちゃんは 野菜助ける すご
い菌』『夏野菜 育ての親は 土と菌』『むらさきに きれい
に育った 菌ちゃんで』『きんちゃんで 育てたなすは あ
まくなる』『菌ちゃんの にんじんすごく おいしいな』

学校・園だより
菌ちゃん　栗ガ丘小学校 4 学年POSTPOST

〒〒学学 校校

心
の和

人権教育 は、「マリーゴールド」を家で練習をして学校でひきま
した。すると、友だちが、「うまいね」と言ってくれま
した。
　三つ目は、教室で育てているメダカなどの生き物
にえさをあげていると、「わたしもいっしょにやりた
い」と言って、手伝ってくれました。生きものをだい
じにして、いっしょにえさをあげたので、とてもうれ
しかったです。ぼくのクラスがもっとやさしいクラス
になるように、けんかをしてもふわふわ言葉ですぐに
なかなおりをしたり、遊んでいる時に友だちが、「入れ
て」と言ったらすぐに入れてあげたりして、なかよく
したいです。
(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）

　クラスのやさしいところを紹
介します。
　一つ目は、おにごっこをしてい
た時に転んでしまったら、友だち
が来て、「だいじょうぶ」と言って
心配してくれました。ぼくは、と
てもやさしいなと思いました。

　二つ目は、休み時間に一人でピアノをひいていた
ら、友だちが来ていっしょにひいてくれました。今も
休み時間にいっしょにピアノをひいています。最近

クラスのやさしいところ
栗ガ丘小学校 3 年　井口涼雅さん

にロープレスキューの練習をしています。
　小布施町の救急車出動件数は、昨年一年間で430件。
小布施の方には適正利用していただいています。「我慢
したけど、苦しいので連絡しました」と通報してくだ
さったお年寄りがいらっしゃいましたが、苦しくなっ
たらすぐ連絡してほしいです。
　小布施町は観光客が多く活気
があり、昨年の水害の時は多くの
方がボランティア活動に参加す
るなど、行動力のある町だと思い
ます。皆さんが安心して生活でき
るようにこれからも努力し、頼ら
れる消防士になりたいです。

いいね

小布施

未来へのメッセージ

「頼られる消防士に」　須坂市消防署小布施分署　大澤卓也さん
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　長野県内の事業所で働く全ての労働者に
適用される「長野県最低賃金」が10月1日
から時間額849円に改正されました。対象
となる賃金は、通常の労働時間・労働日に
対応する賃金で、臨時に支払われる賃金、
精皆勤手当、通勤手当及び家族手当などは
含まれません。
　また、業務改善助成金など支援制度がご
ざいますので、ご活用ください。
■問い合わせ
　長野労働局労働基準部賃金室（最低賃金）
　　☎026-223-0555
　長野労働局雇用環境・均等室（業務改善助
　成金）☎026-223-0560）

事業主の皆さんへ
長野県最低賃金のお知らせです

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

おぶせっこ
大集合!!

10 月 生 ま れ

11月、12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
☆11月生まれ10月30日㊎
☆12月生まれ11月30日㊊
●応募先　総務課広報係　
☎026-214-9100（直通）
　 soumu@town.
　 obuse.nagano.jp

6歳！おめでとう♪『もの
しりはかせになりたーい』
ガンバレ☆」

「

いちかわ ・   あさひ

市川 朝陽くん

H26.10.18生

市川稔 （松村）より智恵母父

　“リトミック”に参加して、聴いて、動いて、親子
で楽しめるプログラムです。それぞれ利用できるグ
ループの日に事前予約のお申し込みをしてください。
日時　【Aグループ】11月6日㊎10：00 ～
　　　【Bグループ】11月17日㊋10：00 ～
予約期間　10月22日㊍～ 11月5日㊍
講師　リトミック研究センター　小林寿

す み
美さん

その他　参加費は無料で、事前予約が必要です

親子でリトミック

　リトミックなどのイベントを再開します。詳しくは
カレンダーをご覧ください。（新型コロナウイルス感
染症防止対策のため、中止となる場合があります。）

相談内容 日　　時 相　談　員 場　所　等

人権相談
4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

10㊋、24日㊋
13:00 ～ 15:00 民生児童委員 北斎ホール

事務室
行政相談 13日㊎

9:30 ～ 11:30 行政相談委員 北斎ホール
事務室

あったか
介護談話室

16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

4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

18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
※11月3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

問い合わせ　各種相談☎026-247-311111月の各種相談

日 月 火 水 木 金 土

11/1 2 3
◇文化の日表彰
式（10：30 ～公
民館講堂）P20
◇復興祈願打
ち上げ花火

（18:30~千曲川
河川敷）P21

4 5
◇エンゼル離乳
食・幼児食づくり

（9：45 ～天使）
オ レ ン ジ カ

フ ェ く り ん こ
（13：30 ～健福）

6
◇エンゼルリト
ミック・パステル
来園（Aグループ）

（10：00 ～天使）
P18

転倒予防教室
（13：30 ～健福）

7

8
◇有害ごみ回収

（7：00 ～生駐）

9 10
ダンスで脳元

気教室（13:30
～健福）

11
◇ほのぼのカン
ファレンス・就労
相談（10:00 ～天
使）

12 13 14

15 16 17
◇エンゼルリト
ミック・パステル
来園（Bグループ）

（10：00 ～天使）
P18

18
◇須高広域シ
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）

19
◇リサイクル広
場（~30日・天
使）

20
転倒予防教室

（13：30 ～健福）

21
◇防災訓練[大
島・飯田・林・
山王島・北岡・
押羽・羽場]

（7:00~）

22 23 24 25
◇エンゼル避難
訓練（Aグループ）

（10：15 ～天使）

26
◇エンゼル避難
訓練（Bグループ）

（10：15 ～天使）

27
転倒予防教室

（13：30 ～健福）

28
◇地域防災講座

（10:00~講堂）P5

29 30 12/1 2 3
オ レ ン ジ カ

フ ェ く り ん こ
（13：30 ～健福）

4 5

・・・おでこポイント対象事業令和2年11月 イベントカレンダー
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　天使・・・エンゼルランドセンター
講堂・・・公民館講堂

◇庭木の剪定枝回収（9:00 ～町営グラウンド北側駐車場）

グループ 利用できる日にち

A
4日㊌、6日㊎、10日㊋、12日㊍、16日㊊、18日
㊌、20日㊎、25日㊌、27日㊎

B
2日㊊、5日㊍、9日㊊、11日㊌、13日㊎、17日㊋、
19日㊍、24日㊋、26日㊍、30日㊊

　11月の日程
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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



23 町報 おぶせ　2020(　　　)-10令和2 22町報 おぶせ　2020(　　   )-10令和2 22町報おぶせ　2020(　　2)-10 令和

series

　　　　

23 町報おぶせ　2020(　　 2)-10令和

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

vol.

series 85
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」

千曲川が見える「千曲川堤防」です

私のお気に入りは

　私が子どもの頃から親しんできた千曲川堤防。
小布施市街側の右岸堤防からは、千曲川は見えな
いものとずっと思っていました。ですが、コロナ
禍の長期休校中に思いがけず娘とジョギングをし
たとき、堤防から千曲川の流れが見えるこんな場
所があったんだ、と改めて気づきました。
　また桜で有名になった堤防ですが、緑の草木が
延々と続く今の時期も気持ちがいいです。
　この場所にかかわらず、皆さんも慣れ親しんだ近
所をふらっと散歩してみたらいかがでしょうか。 広報員

岩井淳一さん（山王島）

雁田山で低木「ナツハゼ」を探そう
　ナツハゼは、ツツジ科の落葉低木です。6月ごろ
花が咲きますが、その姿は、細い花軸に釣鐘状の
花が並んでいます。花は下向きに咲き、花弁は５～
６ミリの大きさで先が浅く5つに分かれています。
ナツハゼの花は、葉の下側に咲いていることが多
いので、この性質を知らないと、見る機会はほとん
ど有りません。花の後、小豆粒くらいの丸い実が
でき、緑色の実が9月の下旬ごろから黒色になり
熟します。この実は、食べると少し酸味があり、秋
を感じます。　　案内人：清水照雄さん（栗ガ丘）

おぶせ自然暦
four seasons in obuse 　　103

1_ナツハゼの花（6月）　2_下から見たナツハゼの花（6月）
3_黒く熟した実　　　　　　（写真1、2は清水さん提供）

1 2

3

　ヘルススクリーニングとがん検診（大腸がん・
肺がん・子宮がん・乳がん）を行います。
　生活習慣病は、生活習慣の改善で予防・回復で
きるといわれています。毎年健診を受け、健康づ
くりに活用しましょう。がん検診は本年度最後の
検診です。ぜひ受診してください。
【ヘルススクリーニングとがんセット検診（大腸が
ん・肺がん・前立腺がん・肝炎検査）】
期間　11月10日㊋、11日㊌
受付時間　 8:30 ～ 10:30
場所　北斎ホール
対象者（令和 3 年 3 月 31 日時点の年齢）
○ヘルススクリーニング（集団健診）
・18歳～ 39歳で職場などで健診機会のない人
・40歳～ 74歳で町の国民健康保険に加入している人
○大腸がん検診　40歳以上
〇前立腺がん検診　　50歳以上の男性
〇肝炎検査　新たに40歳になる人と41歳以上で
　過去に肝炎検査を受けたことがない人
【肺がん検診】
期間　令和3年1月26日㊋、27日㊌
場所　保健センター
対象者　40歳以上（令和3年3月31日時点の年齢）
【子宮がん・乳がん検診】
期間　11月～令和3年2月までの指定日
場所　北信総合病院
対象者（令和 3 年 3 月 31 日時点の年齢）
　〇子宮がん検診　
　　20歳以上で偶数歳の女性

ヘルススクリーニング（集団健診）・がん検診を受けましょう

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。

会場はいずれも健康福祉センターです。
健　診 日　時 対　象

3歳児健康診査 11月18日㊌ 受付  13:00 ～13:15 平成29年8月  ～ 10月生まれ

子育て教室・げんきっこ塾
（２歳児） 11月19日㊍ 受付   9 :30 ～  9：45 平成30年8月 ～   9月生まれ

　〇乳がん検診（マンモグラフィ検診）
　　40歳～ 74歳の偶数歳の女性

小布施町の国民健康保険にご加入の皆さん

　小布施町の国民健康保険に加入されている
40歳～ 74歳の皆さんは町の特定健診の対象
になります。個別健診は、須高地域の指定医
療機関で令和3年1月30日㊏まで受けられ
ます。早めに健診を受けましょう。

～健診結果の提供にご協力ください～
　職場で健診を受けている人や、健診と同等
の検査を医療機関で受けている人は、結果を提
供いただくことで特定健診の受診に代えるこ
とができます。提供いただいた結果は、生活習
慣病の動向や保健指導に必要な統計分析に活
用させていただきます。健康福祉課健康係ま
でお持ちいただくか、電話でご連絡ください。

特定健診を受けましょう

　第59回総合文化祭は新型コロナウイルス蔓延
防止のため中止となりましたが、菊花展は屋外で
三密が回避できることから、今年度は「小布施町菊
花展」として開催することとなりました。丹精込め
た各種大輪の菊、懸

けんがい
崖などが飾られます。また、栗

ガ丘小学校６年生が育てた巴錦も展示されます。
大勢の皆さんのご来場をお待ちしています。
場所　皇大神社境内
期間　10月31日㊏
　　　　~11月10日㊋
■問い合わせ
　公民館(教育委員会生
　涯学習係)
　　☎026-214-9111

「小布施町菊花展」を開催します

　本格的な少子高齢化社会を迎える中、大きな課
題となっている認知症について考えませんか。
日時　11月13日㊎　①14:00 ～ 16:00
　　　　　　　　　　②18:30～19:45（短縮版）
　　　11月14日㊏　10:00 ～ 12:00
場所　千年樹の里健康福祉センター
募集人数　新型コロナウイルス感染症対策のため、
　1回の上映につき20人までとさせていただき
　ます。マスク着用でお越しください。
申し込み　11月6日㊎までに社協事務局へお申
　し込みください。（参加費500円）
■問い合わせ　小布施町社会福祉協議会
　　　　　　　　☎026-242-6665

献血にご協力ください
日時　11月18日㊌　9:30~11:15
場所　保健センター

【400ml献血の採血基準】
年齢　〇男性17~69歳　〇女性18~69歳
　（男女とも65歳以上の人は60~64歳の間に献
　血経験のある人）
体重　男女とも50㎏以上

映画「ぼけますから、よろしくお願い
します。」上映会を開催します
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　9月23日㊌に株式会社Goolight、自然電力株式会
社、株式会社シグマクシスと「次世代型インフラの実
現に向けた包括連携協定」を結びました。この協定は
電気・水道・通信などの各領域に知見と技術を持つ3
社と協力し『環境防災先進都市』の実現を目指すため
のものです。今後は、太陽光発電による電気自動車の
充電実証実験、防災情報などを発信するための無線シ
ステム（地域BWA）の整備、災害時にも機能不全にな
りにくい水道設備の導入など、環境に配慮し、災害にも
強い次世代型インフラのあり方を研究していきます。

環境防災先進都市へ

情

報ラ
イナー

情

報ラ
イナー

お届けします
まちの話題を

　子どもたちと未来を考える会が主催する「学ぶ」こ
とを考える３回シリーズのワークショップ。第2回目
が9月12日㊏に、第3回目が10月3日㊏に、それぞれ

「学びの今を知る」、「学びのこれからを考える」をテー
マに開催されました。3回目に講師として参加した竹内
延彦池田町教育長は「画一的な教育から多様な学びへ。
自分のやりたいことをやりきること。その結果が学び」
と話し、参加者からは「みんなで学び合える場をつくり
たい」との意見が出されました。3回シリーズを終え、
小布施らしい学びを実践する一歩を踏み出しました。

みんなで学び合う場を

　全自治会で組織する花づくり推進協議会が主催する
フラワーコンクールで千両自治会が2年連続で最優秀
賞を受賞しました。千両花づくり推進委員の石井文

あや
さん

は「全てのお宅が当番で水やりに参加してくれ、みんな
で育てた花壇です。公会堂を利用する人や道行く人た
ちを癒やしてくれています」と受賞の喜びを語りました。

千両自治会花壇が最優秀賞

優秀賞　中扇、矢島、松の実
奨励賞　伊勢町、北岡
努力賞　横町、栗ガ丘、飯田、林

右 _ 議論の流れを絵で伝える「グラ
フィックレコーディング」を取り入れ
ました


