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①　机や壁、手すりなどに、片手を置いて支えにし、転倒しない
　　ように片脚立ちをします
②　片脚をあげたまま、1分間保ちます
③　片脚をあげている時は、真っすぐに姿勢を保ちます。片手の
　　支えでは難しい方は両手を机について行います。反対に少し
　　の支えで片脚立ちができる方は、片手の指先だけをついて行
　　います
④　左右の足を入れ替えて、左右１分間ずつ、１日３回行います
※ポイントは姿勢を真っ直ぐにして行うことです

　公民館講堂で「わが家の避難計画（マイタイムラ
イン）作成講習会」を、受講希望の6人を対象に開催
しました。講習会では長野工業高等専門学校の先生
方に指導いただき、参加者の住居がどれぐらいの時
間で浸水するのか、国土交通省の地点別浸水シミュ
レーション検索システムを用いて浸水の速度を体感
しながら避難計画を作成しました。受講した小林け
さえさん（清水）は、「いざという時に逃げようとし
ない人もいるので、こういった情報を多くの人に共
有してもらいたい」と危機感を口にしました。

我が家の避難計画（マイタイムライン）作成講習会

平時から避難計画を
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　栗ガ丘小学校の4年生を対象に防災授業を行いま
した。地域おこし協力隊の須磨航

わたる
さんが昨年の台風19

号災害の被害状況と災害への備えを話し、町職員から
は災害用テントや非常食など災害時に使用する備蓄品
の説明を行いました。子どもたちからは「テントは簡単
に組み立てることができた。つなげれば人数の多い家
族も大丈夫」「非常食はいろいろな種類があって、どれ
もおいしそう」「災害について今まで勉強してきたけど、
まだまだ知らないことがあった」といった感想が聞か
れ、災害への備えを学んだ時間となりました。

栗ガ丘小学校防災授業

災害への備えを学ぶ
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防災学習

　公民館講堂でまちづくり委員会安全を考える部会の地域
防災講座が開かれました。「自然災害にどう備えるか」と題
し、日本赤十字奉仕団研修推進委員の堀込明紀さん(公民
館長)から日ごろの災害への備えについてお話しいただいた
後、長沼地区復興対策企画委員会委員長の柳見沢宏さんと
の対談が行われました。柳見沢さんからは「マイタイムライ
ンに加え、誰がどこに避難したかを把握する
コミュニティタイムラインを把握することが地
域の被害を減らす」と助言をいただきました。
※右QRコードから講演をご覧いただけます

地域のつながりが被害を減らす
まちづくり委員会　地域防災講座11
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バランス能力をつけるロコトレ 片脚立ち

転倒しないように、必
ず捕まるものがある場
所で行いましょう

床につかない程度に、
片脚を上げます

姿勢をまっすぐにして
行うようにしましょう

支えが必要な人は、十分
注意して、机に両手や片
手をついて行います（指
をついただけでもできる
人は、机に指先をついて
行います）

（出典　健康長寿ネット）

①　両脚を肩幅より少し広めに開いて
　　立ちます。つま先は外側に30度ず
　　つ開きます
②　膝がつま先より前に出ない範囲で、
　　お尻を後ろに引くように身体を下
　　へと沈めます。膝はつま先と同じ
　　方向を向いているようにし、太腿
　　に力が入っていることを確認しな
　　がら行います
③　ゆっくりと（深呼吸に合わせて）身
　　体を元に戻します。1から3の動作
　　を5 ～ 6回繰り返します
④　立つ姿勢を保つことが難しい場合
　　には、椅子と机を使います。椅子に
　　座り、机に両手をついて立ち上が
　　る、座ることを繰り返して行いま
　　しょう。手の支えがなくても行え
　　る場合は、机から手を放して行い
　　ます

下肢筋力をつけるロコトレ
（出典　健康長寿ネット） スクワット

つ ま 先 は 30
度ずつ開く

膝 が 出 な い
ように注意

スクワットができない時はイス
に腰かけ、机に手をついて立ち
座りの動作を繰り返します。

◇深呼吸をするペースで５~6回繰り返します。1日3回行いましょう

◇左右1分間ずつ、1日3回行いましょう

肩 幅 よ り 少 し
広 め に 足 を 広
げて立ちます。
つま先は30度
く ら い ず つ 開
きます。

① 膝がつま先より
前に出ないよう
に、また膝が足
の人差し指の方
向に向くように
注意して、お尻
を後ろに引くよ
うに身体をしず
めます

②

▶

机に手をつかずにできる場合は、
手を机にかざして行います
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施設等 休業期間
役場・公民館・文書館・健康福祉センター
エンゼルランドセンター・子ども教室
児童クラブ・フラワーセンター

12月29日～ 1月3日
※文書館は1月4日まで休館

まちとしょテラソ 12月29日～ 1月3日

おぶせミュージアム・中島千波館
髙井鴻山記念館・北斎館

12月31日
※１月１日の開館時間は10:00 ～ 15:00

小布施総合公園スポーツコミュニティセ
ンター（小布施オープンオアシス）

１月１日
※12月31日、1月2、３日の開館時間は10:00 ～ 17:00

フローラルガーデンおぶせ 12月30日～ 1月7日

6次産業センター 12月28日～１月7日

ふるさと創造館 12月28日～１月7日

ＯＢＵＳＥ花屋 12月28日～１月7日
※12月30、31日はオードブルのみ対応

社会福祉協議会・ボランティアセンター 12月29日～１月3日

小布施町デイサービスセンター 12月31日～１月３日

小布施デイサービスセンター花の里 12月30日～１月３日

ごみ・資源物収集 12月31日～ 1月3日（全地区で収集なし）

し尿収集 12月26日午後～ 1月3日
※年内の受付は終了しました

日　程 対象自治会

１月25日㊊ 東町、上町、中町、伊勢町、中央、中扇、横町、
福原、栗ガ丘

１月26日㊋ 大島、飯田、林、山王島、北岡、押羽

１月27日㊌ 羽場、六川、中子塚、矢島、清水

１月28日㊍ 中条、松村、雁田、水上、松の実、千両、クリ
トピア

１月29日㊎ 予備日
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小布施町議会　
令和2年11月会議
審議期間　11 月 30 日～ 12 月 11 日

◎ 議案の概要
● 条例の新規制定
◇小布施町議会議員及び小布施町長の選挙における選
　挙運動の公費負担に関する条例
● 条例の一部改正
◇議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
◇特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例
◇小布施町職員の給与に関する条例および一般職の任
　期付き職員の採用等に関する条例
◇町税以外の諸収入金に対する手数料及び延滞金徴収
　条例
◇小布施町国民健康保険税条例
● 補正予算
◇ 一般会計

〔補正額〕１億5,455万８千円
〔補正後の額〕74億4,688万２千円
◇ 国民健康保険特別会計

〔補正額〕１万８千円
〔補正後の額〕12億5,382万３千円
◇ 後期高齢者医療特別会計

〔補正額〕56万２千円
〔補正後の額〕１億6,510万２千円
◇ 介護保険特別会計

〔補正額〕△491万4千円
〔補正後の額〕11億3,389万７千円
◇ 下水道事業特別会計

〔補正額〕377万８千円
〔補正後の額〕５億7,063万１千円
◇ 農業集落排水事業特別会計

〔補正額〕45万９千円
〔補正後の額〕5,731万２千円
◇ 水道事業会計
収益的支出

〔補正額〕△46万9千円
〔補正後の額〕1億7,969万8千円
資本的支出

〔補正額〕△2億1,900万円
〔補正後の額〕1億1,331万5千円

　町で行う選挙に係る公費負担に関する条例制定や、町の手数料及
び延滞金徴収に係る条例の改正、人事院勧告等に基づく職員の給
与条例の改正のほか、補正予算などについて審議が行われました。

●財産の取得
○学習用タブレット端末630台（栗ガ丘小学校）
契約金額　2,770万6,140円
契約の方法　共同調達による一般競争入札
契約の相手方　富士電機ITソリューション株式会社
　信越支店
○学習用タブレット端末320台（小布施中学校）
契約金額　1,407万2,960円
契約の方法　共同調達による一般競争入札
契約の相手方　富士電機ITソリューション株式会社
　信越支店
● 公の施設の指定管理者の指定
　６施設について、次のように指定するものです。
〇小布施町ワークホームみすみ草

【指定期間】令和３年度から令和７年度まで（５年間）
【指定管理者】社会福祉法人 夢工房福祉会
〇おぶせガイドセンター

【指定期間】令和３年度から令和７年度まで（５年間）
【指定管理者】株式会社 ア・ラ・小布施
〇小布施町中央同和対策集会所、小布施町雁中同和対
　策集会所、小布施町雁中地区共同作業所、小布施町
　福原地区共同作業所

【指定期間】令和３年度から令和７年度まで（５年間）
【指定管理者】部落解放同盟小布施町協議会
●一部事務組合の規約の変更等
○北信保健衛生施設組合規約の変更
○北信保健衛生施設組合不燃物処理センター施設解体
　事業に伴う財産処分の協議
● 固定資産評価審査委員会委員の選任
　中込良雄さん（東町）の任期満了に伴い、久保田明
男さん（上町）が選任同意されました。

●議案
○ 条例の新規制定 １件　　　
○ 条例の一部改正 ５件　　　
○ 令和２年度補正予算 11件　
○ 財産の取得 ２件 
○ 指定管理者の指定 ６件
○ 一部事務組合の規約の変更等 ２件
○ 固定資産評価審査委員会委員の選任１件 

（可決）
（可決）
（可決）
（可決）
（可決）
（可決）
（同意）
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※採用者数は4月1日に採用された職員数

●任免と職員数

令和元年度
退職者数

令和2年度
採用者数 増減

8人 8人 なし

(1) 職員の採用・退職

※職員数は技能労務職・派遣職員を含み、臨時的に任用された職員は除く

区　分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 その他 合計職　名 主事 主任 主査・主幹 係長 課長補佐 課長
職員数 16人 17人 38人 19人 4人 5人 0人 99人
構成比 16.2％ 17.2％ 38.3％ 19.2％ 4.0％ 5.1％ 0％ 100％

(2) 職員数　（令和 2 年４月１日現在）

●勤務時間・勤務条件

１週間の勤務時間 勤務時間
38時間45分 8:30 ～ 17:15

(1) 勤務時間 ( 令和元年度）

※１日60分の休憩時間あり

総付与
日数（Ａ）

総取得
日数（Ｂ）

対象職
員数（Ｃ）

平均取
得日数

（Ｂ/Ｃ）

消化率
（Ｂ/Ａ）

3,592日 663日 94人 7.1日 18.5％

(2) 年次休暇（令和元年度）

※対象は全期間在職した職員。育児休業・派遣等を除く。

女性 男性
新規取得 1人 ０人
前年度から継続 4人 ０人

(3) 育児休業（令和元年度）

分限処分 5 件
懲戒処分 0 件

●分限・懲戒処分（令和元年度）

区　分 回数 受講者数 内　容
派遣研修 28回   58人 階層別研修・分野別研修・

まちづくり・教養・実務能
力

内部集合研修   5回   97人

●研修（令和元年度）

●福祉・利益の保護の状況(令和元年度）

　地方公務員法に基づく職員の厚生に関する事項を実施
するため、小布施町職員互助会（会員数100人）を設置し
各種事業を行っています。
・職員が支払う互助会費　給料月額の2.8/1,000
・町の負担金　給料月額の2.3/1,000（総額　88万円）
・令和元年度決算額　収入401万円　支出349万円
　（支出の主な内訳：県互助会掛金・負担金 194万円、県互
　 助会からの給付金132万円、くりんこ祭り12万円）
・令和元年度予算額 収入373万円（うち町負担総額88万円）

(2)職員互助会の設置及び活動状況

(1)健康診断などの実施状況
　健康診断受診者数161人、人間ドック53人、ストレス
チェック179人

※一般行政職

●給与などの状況

歳出額（A） 人件費（B） 人件費率（B/A）
52億4,620万円 7億7,857万円 14.8％

(1) 人件費（令和元年度：普通会計決算）

区　分 内　容

期末手当
勤勉手当

期末手当 勤勉手当 ※職務の級な
　どによる加
　算措置があ
　ります。

６月期 1.3月分 0.925月分
12月期 1.3月分 0.975月分
合計 2.6月分 1.9月分

扶養手当
※扶養者がい
　る場合に支
　給（月額）

配偶者   6,500円
親等   6,500円（１人当たり）
子 10,000円（１人当たり）
15～22歳の子等  5,000円加算（１人当たり）

住居手当 借家 27,000円（月額：限度額）

通勤手当 交通機関等 55,000円（月額：限度額）
自家用車等 2,000 ～ 31,600円（月額）

特殊勤務手当 支給実績はありません。
時間外勤務

手当
支給総額 3,307万3千円
職員１人当たり 32万7千円

管理職手当 ６級：月額48,000円 ５級：月額35,000円
寒冷地手当

※11月～３月
　に支給（月　
　額）

世帯主 扶養者がいる場合 17,800円
その他 10,200円

その他 7,360円

(4) 各種手当 ( 令和元年度）

職員数（A） 89人

給与費

給　料 3億732万8千円
職員手当 5,991万6千円

期末・勤勉手当 １億2,131万6千円
合　計（B） 4億8,856万円

１人当たり給与費（B/A） 548万9千円

(2) 給与費（令和元年度：普通会計決算）

区分 平均給料月額 平均年齢
小布施町 319,193円 44.5歳

国 329,433円 43.4歳

(3) 平均給料月額と平均年齢 ( 平成 31 年４月１日現在）

区分 月額 期末手当

給料
町長 701,000円

月額×1.4
×3.4月分

副町長 594,000円
教育長 519,000円

報酬
議長 264,000円

副議長 193,000円
議員 172,000円

(5) 特別職の報酬等 ( 令和元年度）

町職員の給与等を公開します 人事行政の公平性・透明性の確保を目的に制定した町
条例に基づき、職員数や給与、勤務条件などの状況につ
いてお知らせします。

　私は東京で生まれ育ちましたが、夫が小布施町を好
きになり、2015年に移住しました。小布施に住んで感
じたことは、町外から来た人を気にかけて声をかけて
くれる方が多く、年齢を問わず交流がある素敵な町だ
と思いました。フラは東京の会社で働いているときに、
母の友人のフラの先生に誘われて始めました。最初は
それほど興味があったわ
けではないのですが、続
けていくうちに日々の仕
事のストレスや疲れがと
れていくのを実感しまし
た。小布施に転居したと
きも「自分のケアのため

にフラを続けよう」と思い、
フラが続けられる環境作り
から始めました。小布施町
は住む人同士の交流がある
地域です。小布施町だけで
なく長野市や須坂市、高山
村など仲間が少しずつ増え
ていき、今では子どもから大人まで、3世代でフラを一
緒に楽しむ仲間ができました。フラは年齢に関係なく
生活に合わせて長く続けることができます。仕事や家
庭のバランスに加え個人でも心と体の健康を考えるこ
とが必要です。さらに仲間と一緒にフラをすることで
地域全体の交流と健康につながればうれしいです。

いいね

小布施

未来へのメッセージ
「フラダンスを通して地域に交流と健康を」　鈴木有子さん（伊勢町）

地域に住んでみたことがあるか、想像でやるかで
は大きな違いになると思う。小布施での気づきを
今後の自分の強みにしていきたい」と語った。

　

　

　

　今回のインタビューで、須藤さんが自治体で
の勤務を希望した際に考えていたことを聞いて、

「自分がしたいことは何なのか、立ち返って考え
てみることの大切さ」を感じた。原点に戻って目
標を再確認することで、自分が今すべきこと、さ
らにはこの先に自分がどうありたいのかが見え
てくるのではないかと思う。また、自分の置かれ
ている環境を変えてみることが、そのための手段
の一つであることも学んだ。私も様々な場所や立
場で「そこにいるからこそできること」を経験し、
進む道を見つけていきたい。

　今回お話を伺ったのは、小布
施町役場企画政策課長の須藤
彰人さん。昨年、総務省から小
布施町に赴任し、現在は役場で

「将来、小布施に住んでいる人
に『やっぱりこの町はいいな』

と思っていただけるような町にすること」を意識
して子育て世帯の支援などに取り組んでいる。

■ 総務省に入省、小布施町へ
　元々、大好きだった地元、仙台で働きたいと考
えていた。しかし、学生時代に経験した東日本大
震災で日本中の方々に支えられた経験をきっかけ
に、日本全体のために働きたいと考えるようにな
り、総務省に入省した。
　総務省での仕事は「やりがいがあった一方で、
仕事がどのように一人一人の生活に関わっている
のかがつかみにくい」という一面があったという。
そこから、実際に生活している人々のより近くで
働きたいという思いが芽生え、現場に近い自治体
での勤務を希望した。

■ 小布施に来たからこその気づき
　小布施に来たことはとても良い経験になってい
るという須藤さん。この町に来てから、まず地域
に一人一人の住民がいて、それが集合になって県
や国、日本全体ができていくということを実感し
ているそうだ。「国で行う仕事が住民にどのよう
な影響があるのだろうかと考えるのにも、実際に

ゆっくりと丁寧に
言葉を選びながら
話してくださる姿
が印象的でした。

文責・レイアウト　伊藤みのり(松の実)

note も更新中です！書ききれな
かった想いや、取材を通して考えた
ことをそれぞれ自由に掲載してい
ます。ぜひご覧ください！
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クリーンピア千曲災害復旧だより 　昨年10月の令和元年東日本台風から１年が経過しまし
た。大きな被害を受けたクリーンピア千曲ですが、復旧作
業も徐々に進み施設の機能も一歩ずつ回復してきましたの
で、11月現在の状況をお伝えします。

電子メール  chikumagawaryuiki@pref.nagano.lg.jp
ホームページ
  https://www.pref.nagano.lg.jp/chikumagawaryuiki/

復興に向かって

揚水ポンプ復旧（令和2年9月）

　地下約20mの下水管から汚水を汲み上げる揚水
ポンプが10月に復旧し、運転を再開しました。この
ポンプの復旧により、安定した汚水の汲み上げが可
能になり、雨天時などにマンホールから汚水が溢れ
る心配や、管渠内で滞留した汚水による悪臭も低減
しました。揚水ポンプが復旧するまでの間は、仮設ポ
ンプ８台を設置して、地上の仮設配管で水処理施設
に送水していましたが、現在は仮設ポンプ、仮設配
管の撤去も進み、雑然とした場内の風景がまた一歩、
従来の姿に近づきました。また、汚水の浄化につい
ては、これまで５系列中２系列の池で生物処理を再
開していましたが、11月からはさらに1系列を復旧
し、現在、３つの系列で生物処理を行っています。　
　さらに、汚水を浄化する際に発生する汚泥の脱水
機も２台中１台が10月に復旧し、屋外に設置してい
た仮設の汚泥脱水機２台のうち１台を撤去しました。

復旧した水処理系列（令和2年11月）

従来の仮設配管 仮設配管撤去

№1仮設脱水機の撤去（令和2年9月）

整備中のエアレーション設備

　放流水質はその時々の復旧工事などの影響も受け
変動していますが、12月以降、５系列の水処理施設
のうち残る２つの系列についても順次復旧し、今年度
末には５系列全ての池で生物処理を行う予定です。

　また、汚泥焼却炉、管理本館電源設備・運転制
御設備など全ての施設（運動施設を除く）の本復
旧は令和４年３月を目指しています。

被災直後からの放流水質の変化

現在の汚水処理工程の概要

クリーンピア千曲では「ＯＮＥ ＮＡＧＡＮＯ」を合
言葉に、多くの皆様の力を得て復旧を急いでいま
す。ご迷惑をおかけしている皆様には、今しばらく
のご理解とご協力をお願いいたします。

■問い合わせ　　　　　　　　　　　　　　　　　　
千曲川流域下水道事務所下流施設課　

《クリーンピア千曲》
☎026-257-4000　FAX026-257-4428
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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～

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 ～ 19:00（平日）

有
料
広
告

1月の休館日▶5日㊋、12日㊋、19日㊋、26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 ―

　　　　　　  9：00 ～ 18：00（土日祝日）

　令和3年1月16日㊏10：30 ～12：00
　講師に佐藤いずみさんをお迎えし、毎回人気の「愛を詰め込
む新聞アート」を開催予定です。詳細は図書館のホームページ
をご確認ください。
※新型コロナウイルスの感染状況により、中止になる場合があ
　りますので、ご了承ください。

テラソのがっこう開催のお知らせ

　温泉大国ニッポンの
中でも、信州にはたくさ
んの温泉場があり非常
に身近な存在ですね。
特に寒い季節は芯か
ら温まる温泉に行きた
くなりませんか？本で
温泉巡りなどいかがで
しょうか。温泉場を舞台にした推理小説や名作小説、日
帰り温泉のガイドブック、効果効能の説明書や著名作家
の執筆の際の常宿など、いろいろな温泉をお楽しみいた
だいた後は、温泉に行きたくなる事必至です。

１月のテラソ百選のテーマは「温泉」です

１月のおはなし会
日　時 内　容

1月 ９日㊏ 10:30 ～ お父さんの読み聞かせ会
1月 15日㊎ 15:30 ～ 低学年のためのおはなし会
1月 23日㊏ 10:30 ～ おはなし会

※新型コロナウイルスの感染状況により、中止にな
る場合がありますので、ご了承ください。

※12月29日㊋から令和3年1月3日㊐は年末年始休業です

　「児童書おすすめコーナー」を設置しました。小学校低学年・
中学年・高学年の3つの年代に分かれています。ぜひお気に入
りの一冊を見つけてください。児童書ですが大人も楽しめる本
を選書しました。ぜひご利用ください。

「児童書おすすめコーナー」設置のお知らせ

金哲彦 著/ＫＡＤＯＫＡＷＡ
　コロナに
よる自粛生
活が私たち
の健康を蝕
んでいると
い う 事 実。
新型コロナ
時代を生き

ぬくための健康法としてランニングが
人気急上昇。走れば免疫力がアップ
して、感染や重症化しにくい体になる！ 

『新型コロナ時代の
ランニング』 楠章子 作/井田千秋 絵/学研プラス

　
　 ぽ っ こ
り山のふも
とにある一
軒のおいし
い パ ン 屋
さん。パン
を 焼 い て

いるのは、気難しく、へりくつば
かり返す、へんくつさんと呼ばれ
ているおばあさんですが…。小さ
なパン屋の心温まる感動物語。

『へんくつさんのお茶会』
白尾悠 著/河出書房新社

　高校を卒
業しアメリ
カ留学した
尚 美 は 拙

つたな

い英語のせ
いで孤独な
日々。ど ん

底に現れたおいしくて温かい食事と
人種も性別もバラバラの学生たちが、
彼女を変えていく。臆病な自分と深く
向き合った感動の青春成長譚

たん
！

『サード・キッチン』
下村敦史 著/幻冬舎

　 不 幸 に
も 殺 人 犯
と同姓同名
となってし
まった“名
もなき”大
山正紀たち
の人生に影

が落ちる。登場人物全員、同姓同名。
大胆不敵。これは乱歩賞作家からの
挑戦状。どんでん返しどころじゃな
い前代未聞のノンストップミステリ。

『同姓同名』

北斎巴錦を育てている「墨田区緑と花のサポーター 菊チーム」の皆さん。
野崎孝久さん（左上）、小泉まさみさん（右上）、浅見正昭さん（左下）、鈴
木勝夫さん（右下）

北斎巴錦を育てた感想
　やっぱり北斎巴錦は癖があって育てるのが難
しいですね。ほかの菊に比べると成長がゆっく
りなだけでなく、茎が太くならないので、折れ
ないようにとても気を遣いました。花をつけた
後も、ちょっとした拍子にいくつか花が折れて
しまい、とても繊細な菊だなと思いました。で
も、そのぶん、花が開いたとき、花弁の内側の
朱色が本当にきれいで魅力的な菊です。今年は
さまざまな種類の菊を育てることに力を入れ
たため数は少ないですが、今年も無事新たな芽

（冬至芽）が出たので、来年はもっと増やしてい
きたいです。
小布施町の皆さんへ
　せっかく頂いた貴重な菊なので、絶やさず大
切に育てていきます。来年はもっと増やす予定
なので、楽しみにしていてくださいね。
 　　　　墨田区緑と花のサポーター菊チーム

北斎生誕の地で咲く菊花「北斎巴錦」
昨年6月に巴錦保存会から墨田に贈られた「北斎巴
錦」。今年も北斎生誕の地で大切に育てられました。

４つのメリットをご存じですか？
①積立方式で安心
　積立方式・確定拠出型なので、被保険者数や受給者
数の変化に影響されない安定した制度です
②自由に保険料額を設定
　通常加入は、月額２万円～６万７千円で自由に設定
でき、月毎に随時変更できます
③節税効果
　社会保険料が全額控除対象になるので、所得税や住
民税の節税になります。さらに、
将来実際に受給する年金は公的年
金等控除が適用されます
④終身年金
　原則 65 歳から受給開始後は、
一生涯受給できます。80 歳前死
亡の場合は、死亡一時金がありま
す

農業者年金への加入をご検討ください！
　老後生活はとても長く、国民年金だけでは老後が心
配です。農業者年金は、独立行政法人農業者年金基金
によって運営されている公的年金です。国民年金に上
乗せする「二階部分」として、農業者年金で老後への
備えをおすすめします。
・認定農業者など、一定の要件を満たせば、保険料の
国庫補助があります。
・事務経費は国の負担で、加入者による事務手数料負
担は不要です。

！

トピックス
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学校・園だより

　コロナ禍のため６月から小布施町在住の方限定で、町
内利用の方をＡ・Ｂのグループに分け再開しました。し
かし、なかなか大勢の人が集まるイベントの企画ができ
ず、ようやく11月から万全の対策をし、少しずつイベン
トを始めています。その１つの「リトミック」はリズムに合
わせて体を動かす“音楽あそび”です。初めは『何が始ま
るのかなぁ？』とこわばった表情も、いつの間にか心も体
も温まり、ほっこりいい笑顔になりました。この他に「わら
べ歌」や「おはなし」、「運動会ごっこ」や「宝探し」…と突
然始まる“ワクワク企画”も行い「来てよかった！」と楽し
める工夫をしています。エンゼルランドに遊びに来てね！

「エンゼルランドセンターに遊びに来てね！」
POSTPOST
〒〒学学 校校

心
の和

人権教育

　12月5日に人権フェスティバルを開催しました。
　本年度は、新型コロナウイルスの感染症拡大防止の観
点から規模を縮小し、人権同和教育啓発ポスター・作文・
標語の入選者の表彰や優秀作品の発表を行いました。

人権フェスティバルを開催 優秀賞入選者（敬称略）　※来月号から順次紹介

小6　田中梨葡
中1　近藤 優
中2　三井かおる
中3　三井 華

作文の部
小1　関口葵衣
小2　青木優芯
小3　神戸乙稀　
小4　伊藤可子
小5　土屋優唯

標語の部
小3　北原丈太郎
小4　小暮大翔
小5　藤木淳弥
小6　酒井遼大

ポスターの部
小6　古川伊茉里
中１　１組人権委員会（小林優真 関谷晴乃 土屋衣吹）
中２　２組人権委員会（番場奏音 大田悠輔 中村悠吾）
中３　２組人権委員会（佐藤瑞光 小林千桜 中村凌輔）

お互いを尊重しあい共に生きる社会を目指して

トピックス 支え合い  はじめの一歩  つながる小布施の「わ」

　11月に町内で新型コロナウイルス感染者が確認さ
れました。小中学校では、松木智子小学校長、大塚明
彦中学校長から子どもたちに「小布施町でも感染者が
確認されたことで不安になっている人もいると思いま
すが、これまでどおり、手洗い、咳エチケット、ソー
シャルディスタンスを意識して感染防止の対策をして
いきましょう。誰にでも感染する可能性があります。
感染した人への『大変だったね。早く良くなってくだ
さいね』という気持ちを持って生活してください」と
いった話がありました。
　松木校長は「テレビ等で感染された方への中傷が取
り上げられていますが、栗ガ丘小の子どもたちはコロ
ナによる臨時休校後も友達どうし思いやりをもって学
校生活を送っているので本当にありがたいです。町民
の皆さんの優しさや支えにも感謝です」と子どもたち
や町民の皆さんへの感謝を伝えています。町では感染
拡大防止や感染された方への人権を守る町長メッセー
ジを発信し、議会では『人権侵害を防ぐ宣言』を行いま
した。全町で感染拡大防止に向けてがんばっています。

都住小学校の校舎を利用した歴史民
俗資料館。1,400点余りの収蔵品から
お勧めの展示品を紹介します。コレクション

歴民

　  16 NO. 千曲川通船で使用した川舟の模型

　江戸時代から昭和にかけて千曲川通船で使用し
ていたという川舟の模型が、2階の廊下に展示さ
れています。実物の5分の1の大きさです。
　千曲川通船では、飯山から南に蟹沢（長野市豊
野）、福島（須坂市）、川田（長野市若穂）などに川
舟のための港があり、小布施の山王島の千曲川右
岸にもあって、このような川舟がそれらの港に立
ち寄っていたことでしょう。

　歴史民俗資料館にある
川舟は、以前は千曲川ハイ
ウェイミュージアムにあっ
たものですが、閉館にあ
たって移管されました。
　過日、この川舟を「歴史
を語る番組」に使用したい
ということで、あるテレビ
局が取材に来ました。その
後、夕方の番組で紹介・放
映されました。
案内人：川上三雄（歴史民俗資
　　　　料館職員）

栗ガ丘小の子どもたちも感染拡大防止に
向けてがんばっています

毎日欠かさず
健康チェック

こまめに
手洗い・消毒
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受験生とご家族応援キャンペーン 

有 マム・シモムラ

：
：

明治プロビオヨーグルト
®

セット

６００円
税込合計

５本で
 

最終お届け令和３年３月３１日

小布施町大字小布施 1399 
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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
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結婚相談は12月29日～ 31日、心のサポート相談は1月1日、年末年始の
ため休業

　町内にお住まいの65歳以上の人を対象に実
施している小布施町出かけて交流ポイント制度

「おでこポイント制度」は今月末で終了します。
集めたポイントは、1月29日㊎までに商品券と
交換しましょう。

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

　1月の日程
グループ 利用できる日にち

A
4日㊊、6日㊌、8日㊎、12日㊋、14日㊍、18日㊊、
20日㊌、22日㊎、26日㊋、28日㊍

B
5日㊋、7日㊍、13日㊌、15日㊎、19日㊋、21日㊍、
25日㊊、27日㊌、29日㊎

おぶせっこ
大集合!!

12 月 生 ま れ

1月、2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
☆1月生まれ  12月28日㊊
☆2月生まれ    1月29日㊎
●応募先　総務課広報係　
☎026-214-9100（直通）
　 soumu@town.
　 obuse.nagano.jp

7歳おめでとう♪いつま
でも、かわいい笑顔のは
るちゃんでいてね」

「

“ リトミック ” を千年樹の里・健康福祉センター
（ホール）で開催！
日時　1月12日㊋Bグループ10：00 ～
　　　1月19日㊋Aグループ10：00 ～
講師　リトミック研究センター　小林寿

す み
美さん

参加費　無料（要予約定員13組）
募集期間　12月22日㊋～令和3年1月7日㊍

　
ちゃん

祝！ 1歳♡幸せをありが
とう！たくさん笑って過
ごしていこうね」

　よこの  ・  あみ

横野 彩珠
R１.12.14生

横野遼太郎父 （福原）より
彩貴母

「

　

ちゃん

    くぼじ       ・     こよみ久保寺 胡葉実
R1.12.15生

１日１日を大切に、沢山遊
んでいっぱい食べて大きく
なってね！」
久保寺洋平 （東町）より智香母父

「

相談内容 日　　時 相　談　員 場　所　等

人権相談
6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

5㊋、19日㊋
13:00 ～ 15:00 民生児童委員 北斎ホール

事務室
行政相談 15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

18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

6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

20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 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☎026-247-3111１月の各種相談

折山靖志 （上町）より美沙子母父

おりやま ・ はるか
折山 晴香ちゃん

H25.12.20生

有
料
広
告

日 月 火 水 木 金 土

12/27 28 29 30 31 令和3年
1/1

2
◇歩き初め会

（9:30~町内）P18

3 4 5 6 7
◇オレンジカフェ
く り ん こ（13：
30 ～健福）

8
◇転倒予防教室
(名字あ～さ行)

（13：30 ～健福）

9

10
◇令和3年成人
式（11:50~北
ホ）P7
◇資源物回収（8：
00 ～生駐）

11 12
◇エンゼルリト
ミック・パステル
来園（Bグループ）

（10：00 ～健福）
◇ダンスで脳元気
教室（13:30 ～健
福）

13 14
◇安市（～ 15日
皇大神社）P18

15
◇転倒予防教室
(名字た～わ行)

（13：30 ～健福）

16

17
◇消防出初式

（11:00~役場駐
車場）P8

18 19
◇エンゼルリト
ミック・パステル
来園（Aグループ）

（10：00 ～健福）
◇転倒予防教室
(名字あ～さ行)

（13：30 ～健福）

20
◇ウオーキング
健康教室（13:30
～北部）
◇須高広域シ
ルバー人材セン
ター入会説明会

（13: 30 ～桃源
荘）

21 22 23
◇栗の剪定講習会

（10:00 ～　平松
さん畑）P18

24 25 26 27 28 29
◇転倒予防教室
(名字た～わ行)

（13：30 ～健福）

30

31 2/1 2 3 4
◇特定任意講習
会（18：30 ～須
坂警察署）

5 6

令和3年1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
北ホ・・・北斎ホール 　公講・・・公民館講堂　北部・・・北部体育館

■交換場所・問い合わせ　
　小布施町社会福祉協議会　☎026-242-6665
　健康福祉課福祉係　☎026-214-9108

商品券の交換は
1月29日まで。
忘れずに！
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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。

会場はいずれも健康福祉センターです。

健　診 日　時 対　象
カリオスタット検査

（1歳6カ月児対象） 1月 6日㊌ 受付 15:30 ～ 16:30 平成３１年　4月 ～   令和元年5月生まれ

子育て教室・げんきっこ塾
（2歳児） 1月13日㊌ 受付 9:30～   9:45 平成30年10月 ～   12月生まれ

3歳児健康診査 1月20日㊌ 受付 13:00～ 13:15 平成29年11月 ～   12月生まれ

1歳6カ月児健康診査 1月21日㊍ 受付13:00~  13: 15 平成 31年  4月 ~   令和元年5月生まれ

広報員がお気に入りの場所を紹介します
series 87

Obuse 「寄っとくんない 見てくんない」

私のお気に入りは
彩発見
Sai

「矢島沖にある深沢尻桜堤」です
　町の最北端、矢島沖にある桜堤。深沢川と東西線
に挟まれた河岸に桜の木が植えられています。約20
年前に中野ICから小布施町への北の玄関として、矢
島の有志の方を中心に景観アップを目的に役場の協
力を得て植えたものです。約50本の桜を「深沢尻桜
堤の会」として毎年整備し、春は素晴らしい桜並木
として通行する方の目を保養し、かつ農作業の片時
に憩いの場として親しまれています。ぜひ、千曲川桜
並木見学の折、足を伸ばして頂ければと思います。

実の色の変化が多い「ノブドウ」
　ノブドウはブドウ科の植物で正式に分類すれば木
本性の植物です。山麓や原野や川の近くなどで見か
けます。普段は気づかれない植物ですが、秋になり
実が色づいてくると目立つ存在になってきます。実
は、白くて小さくて丸いですが、この実にブドウタマ
バエやブドウトガリバチなどの寄生昆虫が卵を産み
つけるので大きく膨らみ、色々な色の実になります。
秋になって大粒の丸い実が目に付くのは、昆虫の巣

（虫えい）が中にできているからです。この実は食べ
られません。　　　案内人：清水照雄さん（栗ガ丘）

おぶせ自然暦
four seasons in obuse

　　105vol.

1_ ノブドウの花。7月~8月に咲きます　2_ 本来のノブド
ウの実　3_虫えいにより変色した実 撮影地：雁田山

1

高齢者肺炎球菌ワクチン接種の定期接
種を実施しています
　肺炎球菌は免疫力低下などをきっかけとして、
気管支炎、肺炎、敗血症などの重い感染症を引き
起こすことがあります。成人の肺炎のうち25 ～
40％は肺炎球菌が原因と考えられており、肺炎
や重症化を防ぐため、ワクチン接種をお勧めしま
す。接種対象となる人には4月に通知をお送りし
ています。ワクチン接種を希望する人は役場にお
越しいただき、予診票をお受け取りください。
※通知を受け取った人でも、過去に高齢者用肺炎
　球菌ワクチンを接種したことがある人は定期接
　種の対象外となります。ご注意ください。
※期間中に受けられなかった場合、その後の接種
　は任意接種（全額自己負担）となります。
対象者　
①令和3年3月31日時点で65、70、75、80、85、
　90、95、100歳の人
②60から65歳未満の人で心臓、腎臓、呼吸器、　
　免疫機能に障がいがあり、日常生活活動が制限
　されている人
費用　2,000円
期間　令和3年3月31日㊌まで

　例年、冬場になると感染性胃腸炎が流行し、ノロ
ウイルスによる食中毒が多く発生する傾向があり
ます。ノロウイルスは手指や食品などを介して感染
し、嘔

お う と
吐や下痢、発熱などを引き起こします。通常

は1 ～ 2日で回復しますが、お子さんや高齢者は下
痢や嘔

お う と
吐で脱水症をおこしたり、嘔

お う と ぶ つ
吐物をのどに詰

まらせたりする心配があるので注意が必要です。

ノロウイルスによる食中毒に気を付
けましょう

深沢尻桜堤の会役員の皆さん
吉田高

たかよし
栄さん（会長）　鶴田 泰さん　山崎 攻さん

山崎保博さん　鶴田維
まさゆき

為さん　吉田 晃さん
須山順一さん　利根川隆志さん　　

広報員
須山 寛さん（矢島）

1

2 3
1_満開の桜並木
2_秋の紅葉もきれいです
3_ 役員さんたちが環境整備
　 してくれています

2

3

夕暮れ時・夜間には反射材を身に着けましょう

　これから本格的な冬を迎えます。この時期は日
没が早まり、夕暮れから夜間にかけて交通事故が
各地で多発しています。
　自動車の運転者は、暗い服装で歩いている人を
認識できません。通勤・通学帰りなど、夕暮れ時・
夜間に外出をする際は、明るい服装や夜光反射
材、ライトなどを必ず身に着けましょう。
　皆さんのご協力をよろしくお願いします。

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

～ノロウイルス食中毒を防ぐポイント～
〇食事や調理の前、外出先から帰った後、
　トイレの後には石けんでよく手を洗いま
　しょう
〇加熱調理する料理は、中心部まで十分
　に火を通しましょう。加熱の目安は食
　品の中心温度が85 ～ 90℃で90秒以
　上です
〇ノロウイルスが原因の感染性胃腸炎の
　方の嘔

お う と ぶ つ
吐物などを片付ける場合は、マ

　スクや使い捨て手袋を使い、汚れた場
　所は次亜塩素酸ナトリウム等で消毒し
　ましょう

深沢橋

高速道側道

深沢川

東西線
（県道343号線）

上
信
越
道

至
中
野
IC 至

Ｒ
４
０
３深沢尻桜堤
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　小布施町消防団が長野県知事から防災活動に対し
ての表彰を受けました。昨年の台風19号の際、昼夜
を問わず河川巡回や住民の避難誘導、道路の排水作
業などを行ったことが県民の安心・安全の確保に大
きく貢献したとの評価を受け贈られたものです。田中
康喜団長（六川）は「昨年の体験で水害の恐ろしさを
痛感しました。町民の皆さんは町から避難情報が出
たら空振りでもいいので避難を」と訴えます。そして

「この経験を生かして地域防災力の強化のための訓練
を行っていく」と今後の団活動に意欲を示しました。

消防団が県知事から感謝状

　公民館大島分館が11月14日と15日に大島公会堂
で「大島四百年誌パネル展ー写真から見る大島の歴
史ー」を開催しました。昨年発行した大島四百年誌に掲
載した写真のほか新しい写真も加え、大島地区内に保
存されていた庚

こうしんこう
申講資料の実物展示も行いました。島

津忠昭分館長は「コロナの影響でいろいろな事業が中
止になりました。このような中で、改めて大島400年
の歴史に触れる機会になればと思い企画しました」と
開催への思いを口にしました。50人以上が訪れ、大島
区民にとって地元の歴史に触れた2日間となりました。

地元の歴史に触れた2日間

情

報ラ
イナー

情

報ラ
イナー

お届けします
まちの話題を

　小布施町スポーツ少年団軟式野球が11月21日、22
日に須坂市で開催された「第10回桐の里杯学童新人軟
式野球大会」で3位となりました。3位決定戦では同点
で迎えた最終回、大島悠

はるふみ
史くん（栗ガ丘小5年）がホー

ムランで勝負を決め「打った瞬間は頭が真っ白になっ
た。強い打球が打てて良かった」と喜びを表現しまし
た。キャプテンの鶴田剛

ご う き
基くん（栗ガ丘小5年）は「今

まで勝てなかったのでうれしいけど、優勝を狙っていた
ので少しくやしい。目標は最後の大会で優勝すること。
そのための練習をしていく」と決意を新たにしました。

勝負を決めたホームラン


