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個人町民税

42.4％

法人町民税

2.3%

固定資産税

45.7％

町たばこ税

5.4％

その他

4.2%

町 税
10億7,025万

1千円

民 生 費

26.6%

土 木 費

10.4%

教育費

12.6％

総 務 費

23.9%

衛生費

5.0％

農林水産業費

5.2%

消 防 費

5.0%

そ の 他

4.0%

公 債 費

7.3%

歳 出
52億2,500万円

人 件 費

22.8%

扶 助 費

10.5%

公 債 費

7.3%
普通建設

事業費

7.8%

物 件 費

21.1%

補助費等

12.3%

繰 出 金

12.3%

そ の 他

5.9%

歳 出
52億2,500万円

すべての人にとって豊かで幸せな町づくりを進めていくための

７ 重点施策つの

　地域で一人一人が尊重され、いつまでも自分らしく生きがい
を持って安心して暮らし続けることができる小布施町を目指
し、子どもからお年寄り、生活に困窮する人、障がいのある人、
認知症の人などあらゆる人がつながり助け合う、共生型社会の
構築を進めます。

4．多様な学びの場
5．協働と交流そして地方創生
6．活力ある産業の創出
7．地域の安全と安心の推進

1．子育て環境の充実
2．健康と福祉の充実
3．相談支援体制の充実

■強化事業　高齢者保健事業と介護予防の一体的実施
　歳を重ねても、いつまでも健康で過ごせるように国
保保健事業から後期高齢者医療まで連続した保健事業
に取り組みます。高齢者に対する支援として高血圧・
糖尿病などの生活習慣病の重症化の予防とフレイル予
防・介護予防事業の一体的実施を進めます。特に、高齢
者に対する個別的支援と通いの場への生活機能向上に
向けた支援を行います。〔予算額 666万円〕

■強化事業　生活支援サービスの体制整備
　高齢者も、一人一人が支えられるだけでは
なく、支える役割も担えるような地域づくり
を目指して、生活支援コーディネーターを配
置し、一緒に学習や話し合いをしながらその
地域らしさを大切にした支え合いの仕組みづ
くりを考えます。〔予算額 859万円〕

がん検診の充実 1,601万円
障がい福祉サービスの充実 3億25万円
介護予防・日常生活支援総合事業 3,648万円
特定健診受診率向上 1,755万円

■その他の主な事業

重点施策その2 健康 福祉と の充実

重点施策その3 相談支援体制 の充実

　生き心地の良い小布施町を目指して、心の健康づくりや引きこ
もり、生活困窮問題などさまざまな悩みに対応した相談事業を進
めます。どなたもが住みやすく、暮らしやすい町と感じられるよ
う、関係機関と連携した支援に取り組みます。

■強化事業　心のサポート（継続）と母子・子
育て世代支援の推進（強化）
　令和３年度から子育て世代包括支援セン
ターを健康福祉課に開設し、切れ目ない支援
体制をつくります。〔予算額 642万円〕■継続事業　民生児童委員の活動支援

　生活にお困りの方や引きこもりがちな人へ
の支援のため、民生児童委員の皆さんによる
訪問・相談活動を支援します。
　　　　　　　　　　　〔予算額 140万円〕

特殊詐欺被害の防止 7万円
■その他の主な事業

一般会計の予算 52 億 2,500 万円
つつ、町民の皆さんがこの町に誇りを持ち、誰も
が住みやすく、暮らしやすい町と感じていただけ
るような「すべての人にとって豊かで幸せな町」を
目指して、一歩一歩取り組みを進めます。

　令和3年度の一般会計および特別会計の当
初予算が、小布施町議会３月会議で可決されま
した。
　令和元年台風19号災害とコロナ禍を踏まえ

令
和
3
年
度 

こ
こ
に
使
い
ま
す  

今
年
の
予
算

特
集

国民健康保険特別会計 12億1,707万円
後期高齢者医療特別会計 １億6,775万円
介護保険特別会計 11億1,300万円
下水道事業特別会計 4億7,845万円
農業集落排水事業特別会計 1億8,219万円
水道事業会計（企業会計） 2億5,955万円

特別会計など　34億1,801万円

（目的別）

詳しい予算は 町ホームページ⇒
町政情報⇒予算・決算⇒

「ここに使います　今年の予算」をご覧ください

■問い合わせ  企画財政課財政係
☎026-214-9101

 小布施町　予算 検索

■ 自主財源(町税など自主的に集めるお金)
■ 依存財源(国からくるお金など)

（性質別）

■ 義務的経費
■ 投資的経費
■ その他の経費

歳入

歳出

【町税内訳】

　核家族化や共働き家庭、ひとり親家庭が増加し、家族の形態
が大きく変化する中で、これらの時代に合った母子保健と子育
て支援の充実に努めます。特に近年増加傾向にある発達障がい
や母親の産後うつなどを的確に把握し、適切な支援や専門機関
等へつなぐために早期の把握に努め、関係機関と連携し切れ目
のない支援体制を構築していきます。

重点施策その1 子育て環境 の充実

■新規事業　小学校・中学校の環境整備
　設置済みの普通教室に加え、小・中学校の
特別教室にエアコンを設置し、安全で快適な
学校環境の整備を進めます。

〔予算額 小学校2,080万円/中学校2,934万円〕

産後ケア事業 80万円
コミュニティ・スクールの充実 62万円
特別支援教育の推進 641万円
乳幼児健康診査・子育て教室 955万円

■その他の主な事業

町 税

20.5%

繰 入 金

7.3%
諸 収 入

2.6%
その他

13.1%
地方交付税

32.0%

国・県支出金

11.6%

地方特例交付金

0.8％

町債

6.4%

その他

5.7%

歳 入
52億2,500万円
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　「人生100年時代」を迎える中で、生涯学習や公民館の在り
方・事業を原点から見直します。多様な価値観やライフステー
ジ、ライフスタイルに合わせた「生きがいと幸せ」を実感でき
る学びの場を提供します。社会の潮流と小布施の歴史文化・ま
ちづくりとを融合したテーマを設定し、幅広い世代の参加と交
流を進めます。

重点施策その4 多様な学びの場

■強化事業　( 仮称）OBUSE スポーツ未来会
議の開催
　少子化・高齢化の進展、働き方改革など社
会情勢の変化を踏まえた地域スポーツ体制
の見直しを行います。中学校部活動の地域ス
ポーツクラブ活動への移行を見据えながら、今
後の地域スポーツについて団体関係者による
協議の場を設け検討します。〔予算額 7万円〕

■新規事業　トレーニングセンターの大規模
改修工事
　築40年が経過し老朽化の激しいトレーニン
グセンターの大規模改修工事を行います。〔予
算額 2,614万円〕

まなぷらん（小布施町生涯学習基本
構想）の見直し 7万円

おぶせミュージアム・中島千波館の
企画展 1,081万円

歴史民俗資料館の模様替え 116万円

■その他の主な事業

　安心してお子さんを産み育てることができ、若い皆さんを
はじめ、どなたもが住み続けたい、移住したい、関わりたいと
思っていただける地域づくりを町民の皆さんとともに考え、進
めていきます。

重点施策その5 協働 交流と そして 地方創生

■強化事業　地方創生の推進
　第六次小布施町総合計画に基づき、中長期的な
視点に立った次代のまちづくりを推進していきます。
定時・定路線乗合タクシーの実証実験に取り組み、
小さなお子さんからご高齢の方まで居心地の良いま
ちづくりに取り組みます。毎年全国の皆さんから多
くのご寄付をいただいているふるさと納税は今後も
一層の推進を図り、日本中の小布施ファンの増加を
目指します。新型コロナウイルス感染症に対応した
関係人口創出事業として新たにバーチャル町民会議
の取り組みを実施します。〔予算額 1,809万円〕

　　
■継続事業　子育てしやすい町を目指す
　産み育てやすい地域づくりを進め、町に住
む子育て世帯を応援します。
〇29歳以下の子育て世帯の住居費用の軽減を
　図るため、賃貸住宅の家賃補助を行います。
〇子育てしやすい住まい整備のため、三世代住
　宅に増改築（新築含む）する場合や、市街化
　調整区域内に住宅を新築する場合に補助金
　を交付します。
〇第３子以降の小中学校入学時に係る学用品
　等準備の負担軽減を図るため、町内で利用で
　きる商品券を交付します。（令和4年度小中
　学校入学時の方が対象です）
　　　　　　　　　　　  ［予算額 773万円］

重点施策その6 活力ある産業 の創出

　町の基幹産業である農業を軸にしながら、個性を持った多様
で魅力的な産業や雇用、賑わいの創出に努めることで、次代を担
う若者が移り住みたくなるまちを目指します。当町の果物の生
産に適した気候風土と「小布施町」の知名度を活用し、農商工業
に携わる関係者の連携を図り、オール小布施で多様な取り組み
を展開します。また、起業しやすい環境整備や支援を行うととも
に、空き店舗の活用を図り、活力ある地域産業を築きます。

■新規事業　おぶせガイドセンター建物修繕
工事
　老朽化に伴うガイドセンターの施設整備・
環境整備を行い、町中心部からの観光案内と
小布施文化の情報発信基地としての役割を強
化します。観光などで訪れるお客様に、町の
さまざまな情報や周辺地域の最新情報を提
供しながら、オープンガーデンの一つのコア

（まち歩きコース）として、心地良い空間で地
域住民と交流が深められる拠点としての取り
組みをより一層推進します。

〔予算額 1,103万円〕

■強化事業　新型コロナ経済支援事業・空き
店舗活用事業
　新型コロナ感染症の影響を受け、事業活動の
縮小を余儀なくされている事業所に対し、国・
県などの経済対策や町独自の支援策を、商工会
と連携しながら迅速に進めます。また、空き店
舗活用事業補助金の他に、創業希望者を支援す
る新たな起業支援補助金を設け、活力と賑わい
のある商店街づくりを目指します。

〔予算額 360万円〕

重点施策その７ 安全地域の の推進

　気候変動により、これまでにない災害の発生に備えることが
求められています。令和元年に発生した台風19号災害の経験
を踏まえ、事前の災害想定や対策を強化するとともに、気候変
動の原因となる温室効果ガスの排出削減に取り組み、環境防災
先進都市を目指します。また、道路や水路など生活基盤の整備
を進め、誰もが安心して暮らせるまちづくりを推進します。

■新規事業　国土強靭化計画の策定
　災害による被害を最小限に抑えるため、ハー
ド・ソフト両面から防災力強化の方策を検討し、
今後のまちづくりに生かすため、国土強靭化計
画の策定に取り組みます。　［予算額 226万円］

■強化事業　国道 403 号の整備推進
　沿道住民と町等で組織した「小布施町国道
403号新しい市庭通りを創生する会」と道路管
理者の長野県が連携・情報共有を図りながら、
歩行者が安全で安心して歩ける快適な道空間
整備を進めています。県は用地購入・物件補償
や電線類の地中化も進めます。町は、沿道の皆
さんによる景観事業への支援策や沿道照明な
どの検討、これからの新たな活性化の拠点整備

「市庭事業」を進めます。〔予算額 1,378万円〕

官学協働事業
（東大先端研・小布施町コミュニティ・
ラボ活動事業費など）

469万円

移住定住の促進、空き家活用の推進 4,203万円

■その他の主な事業

■強化事業　千曲川河川敷大型土のうの設置
　令和元年台風19号災害で被害を受けた千曲
川右岸堤防沿いの越水区間に、堤防補強が完了
するまでの期間、大型土のうを設置し、台風等
による千曲川増水への対策に取り組みます。　
　　　　　　　　　　　〔予算額 3,319万円〕

■その他の主な事業

町道・橋梁の補修・改良 9,660万円
交通安全施設の設置 500万円
水路の改良 6,602万円
長野高専との防災まちづくりの推進 100万円

安心と

■その他の主な事業

小布施ブランド戦略事業 583万円
土地改良施設（北信濃くだもの街道、畑
地かん水施設）整備事業 5,105万円

農業共済費の支援 542万円

有害鳥獣駆除対策事業の充実 267万円

花のまち（緑化）推進事業 102万円

バーチャル町民会議

■強化事業　環境先進都市への転換
　令和2年度に署名した「世界首長誓約」に基
づき、小布施町内や公共施設の温室効果ガス排
出量の分析とその削減策の検討に取り組みま
す。また、廃棄物の基礎調査を行うとともに、町
内事業者や家庭と協働し廃棄物の削減に取り
組みます。　　　　　　　  〔予算額 430万円〕

公民館講座



7 町報 おぶせ　2021(　　3)-4令和 6町報 おぶせ　2021(　　3)-4令和

健康福祉課
課長 永井芳夫
課長補佐 益満崇博

令和3年度 行政組織 教育長 中島 聰町 長  桜井昌季 副町長  久保田隆生

生涯学習、人権・同和政策、文化財、文化・芸術振興、体育施設
生涯学習係 ☎ 026-214-9111 係長 高野伸一

中村紗英子、服部優駿
（兼）（会）市村勝巳、（会）小林 暢

gakushu@

まちとしょテラソ
☎ 026-247-2747

文書館 館長 （会）山岸正男☎ 026-214-9114

髙井鴻山記念館
☎ 026-247-4049

（兼）宮﨑貴司、（兼）高野伸一、（兼）久保田 洋、（兼）中村紗英子
（兼）大沢 功、（兼）三橋尚子、（兼）服部優駿、（兼）（会）小林 暢 

館長 （会）市村勝巳公民館 ☎ 026-214-9111

歴史民俗資料館 ☎ 026-247-4927

おぶせミュージアム・中島千波館
☎ 026-247-6111

館長 （会）池田清人、（任）綿貫 薫

archives@

o.museum@

takaikozan@

館長 （兼）中島 聰

toshokan@

教育委員会事務局
教育次長 藤沢憲一

子ども支援係 ☎ 026-214-9110 係長 宮﨑貴司
久保田 洋、大沢 功、三橋尚子、（会）山﨑 茂教育委員会の運営、児童保育、学校教育、青少年育成

kodomo@

小林千恵、傳田真知子、土屋美裕、小林育愛、三代香
奈子、町田里穂、小林律子、（会）小林浩美、（会）浅岡
真弓、（会）宮島日奈子、（会）本間美嬉

園長 (再）市川孝子つすみ保育園
☎ 026-247-2044 t .hoikuen@

館長 （会）堀込明紀

館長 （任）志賀アリカ
（会）米沢僚二、(会）千葉ゆかり

メールは@以降、共通@town.obuse.nagano.jp※

派遣職員  町田 豊（長野県後期高齢者医療広域連合へ）、（会）山﨑博雄（長野広域連合小布施荘へ）
交流職員  須藤彰人（総務省から）、小林卓也（㈱電算から）

gakushu@

退職職員  西澤裕子（つすみ保育園）、中條明則（財務課長）、山﨑博雄（議会事務局長）、畔上敏春（建設水道課長）、深川悠（小布施町振興
　　　　   公社派遣）、金井将輝（総務課）、原あゆみ（栗ガ丘幼稚園）、佐藤侑乃（栗ガ丘幼稚園）

※（会）は会計年度任用職員、（任）は任期付採用職員、（再）は再任用職員

総務課
防災、法規、庁舎管理、人事、給与、秘書、人材育成、
自治会

☎ 026-214-9100総務係
土屋英樹、小橋綾子、北沢宏樹、林 秀輝

（会）山岸正男、（会）吉田 孝、（会）関谷幹彦

係長 寺島文彦soumu@

課長  大宮 透

広報情報係 係長 塩野崎隆基
江本良子、田中克俊、小林卓也

☎ 026-214-9102 kikaku@
広報・広聴、情報政策、情報公開

総合政策推進室 ☎ 026-214-9100 soumu@
室長  （兼）大宮 透

（兼）永井芳夫、（兼）須藤彰人
（兼）原 茂、(兼）寺島文彦、（兼）塩野崎隆基

財政計画、予算、町有財産、入札・契約、公営住宅
財政係 ☎ 026-214-9101 係長 須山和幸

小山正裕、（任）藤原康明
zaisei@

税の賦課・徴収、滞納処分、会計事務、決算
☎ 026-214-9103税務会計係 zeimu@ 係長 宮川伸幸

江本 聡、堀内信子、佐藤孝幸、久保涼祐 
会計幹 荒井政人

企画財政課
課長 須藤彰人 行政改革、定住促進、地域間交流、官学連携、統計、広域行政、

ふるさと納税、公共交通、男女共同参画、コミュニティ

☎ 026-214-9102企画交流係
勝山貴代、小林豊実、久保田静和
係長 湯浅憲彦kikaku@

係長 荒井俊博
小林正人、下田 誠、関 理康
小田切祐典

係長（兼）鈴木利一suido@
上水道、公共下水道、農業集落排水
上下水道係 ☎ 026-214-9106

toshi@ 係長（兼）芋川享正
山本順一、湯本菜央、鈴木凱智
神林さくら都市計画、景観整備、建築・住宅、交通安全対策、交通災害共

済、都市公園、沿道花壇、道路・水路・河川の整備と維持管理

☎ 026-214-9105都市・建設係 ☎ 026-214-9115 kensetsu@

事務局長 涌井典男 ☎ 026-214-9112 祢津貴子議会事務、監査事務、固定資産評価審査委員会事務
監査委員事務局・固定資産評価審査委員会事務局議会事務局・

gikai@

高齢者福祉、児童福祉、ひとり親家庭福祉、福祉医療、障が
い者福祉、生活保護、介護保険、桃源荘、生活支援ハウス

福祉係 ☎ 026-214-9108
荒井陽子、関口和人、小林詩織

（兼）馬淵 渚、市川園子、滝澤遥香

係長 政信英樹fukushi@

国民健康保険、健康づくり、保健予防、栄養・食生
活改善、食育、保健センター

健康係 ☎ 026-214-9107 係長 （兼）益満崇博
川上寛恵、浅井智美、笠原梨恵、黒岩益美、
持田 亮、平山美紀、小柴智子

kenkou@

戸籍、住民基本台帳、後期高齢者医療保険、国民年金、環境衛
生、自然保護、墓地・火葬、犬の登録、消費生活、生活灯、防犯

住民係 ☎ 026-214-9109
小出芳英、小松文子、吉田 恵
村石祐樹

係長 原 茂jumin@

地域包括支援センター
☎ 026-242-6680 小林千枝、黒﨑真由子、馬淵 渚

所長 本間千恵子

高齢者の総合相談・権利擁護、介護予防マネジメント、
認知症予防・対策、健康福祉センター

houkatsu@

神田日香理、岸田真紀、佐藤可奈、清水ちはる、市
ノ瀨梨奈、（会）涌井陽子、（会）梨本 香、（会）勝家美
香、（会）池田祐子、（会）黒岩しげみ

園長  (再）八代美千代認定こども園栗ガ丘幼稚園
☎ 026-247-4424 yochien@

中西 幸、井田彩織、長島未怜、竹澤友野、清水夏
未、関 亜春佳、青木亮太、（会）中野淳子、（会）山岸
千帆、（会）清水紗希、（会）山田有子

園長 佐藤理絵わかば保育園
☎ 026-247-3342 w.hoikuen@

エンゼルランドセンター
☎ 026-247-2137 enzeru@ 土屋沙登美、（会）山崎あゆみ

園長 （兼）佐藤理絵

（会）藤木美帆、（会）土屋奈緒子栗ガ丘小学校
☎ 026-247-2024 shogakko@

小布施中学校
☎ 026-247-2109 chuugakko@

（会）キミ．G、（会）戸谷由美、（会）澁谷茂夫
（会）島田浩子、（会）通崎志穂、（会）平林由美

子ども教室・児童クラブ ☎ 026-214-9110

所長 （会）林 秀一、（会）萬場あい給食センター ☎ 026-247-2205 kyuushoku@

産業振興課
課長 冨岡広記

所長 (兼）冨岡広記
（会）浦野啓治 

フラワーセンター

倉島志織、中田このみ
係長 見波弘敏

商工業振興、観光振興、町営駐車場、勤労者対策、文化観光協会、
オープンガーデン

商工振興係 ☎ 026-214-9104 sangyou@

係長 湯浅泰明
出澤祐一、笠原康祐、草間愉佳子
岡田貴大、（会）依田夏雄

農業振興、土地改良、林業、畜産、ふるさと創造館
フローラルガーデン、６次産業センター

☎ 026-214-9104農業振興係 sangyou@

係長 (兼）冨岡広記
（兼）岡田貴大、（兼）中田このみ農業・商業・工業の連携、ブランド戦略、交流事業の産業化

産業政策係 ☎ 026-214-9104 sangyou@

☎ 026-247-6601
flower@

（兼）湯浅泰明、（兼）笠原康祐、（兼）出澤祐一
（兼）草間愉佳子、（兼）岡田貴大

事務局長 （兼）冨岡広記農業委員会事務局 ☎ 026-214-9104
sangyou@

書記長 （兼）大宮 透
選挙管理委員会事務局 （兼）寺島文彦、（兼）土屋英樹、（兼）小橋綾子、（兼）北沢宏樹、（兼）林 秀輝☎ 026-214-9100

soumu@

課長補佐 荒井政人

企画幹兼会計管理者
（再）畔上敏春

室長（兼）鈴木利一
下水道事業公営企業会計化準備室

suido@
☎ 026-214-9106 次長（兼）荒井俊博

（兼）土屋英樹、（兼）小山正裕
（兼）下田 誠、（兼）関 理康

kouryuu@

建設水道課
課長 林 信廣

課長補佐 芋川享正
課長補佐 鈴木利一



9 町報 おぶせ　2021(　　3)-4令和 8町報 おぶせ　2021(　　3)-4令和

栗
ガ
丘
小
学
校

〔転出〕 教諭 牧　志帆 仁礼小学校（須坂市）
〃 本藤拓哉 仁科台中学校（大町市）

講師 宮川明訓 綿内小学校（長野市）
教諭 山﨑香澄 高森南小学校（高森町）
講師 宮下佳恵 高山小学校（高山村）
教諭 林せつり 県立伊那養護学校（伊那市）
〃 西澤真理子 篠ノ井西小学校（長野市）

英語教育推進員 小嶋保明 退職
教科学習支援員 林　恭子 井上小学校（須坂市）

特別支援教育等支援員 塚田妙子 仁礼小学校（須坂市）
事務職員 涌井博美 退職

  〔転入〕 教諭 浅井奈美 旭ケ丘小学校（須坂市）
〃 安藤暁子 新規採用
〃 今井　夢 箕輪西小学校（箕輪町）
〃 鈴木左代子 中野小学校（中野市）
〃 水上純子 須坂小学校（須坂市）
〃 山岸智𠮷 松川中央小学校（松川町）

　　　　  非常勤講師 川上澄子 須坂小学校（須坂市）
　　  英語教育推進員 土屋奈緒子
　　  教科学習指導員 畠山智加江 須坂小学校（須坂市）
特別支援教育等支援員 吉岡英子 三水小学校（飯綱町）

　　　　〃 丸山秀明
　　　　　事務職員 金澤きみ枝 小布施町学校給食センター

（敬称略）小中学校教職員の異動

小
布
施
中
学
校

〔転出〕 校長 大塚明彦 東部中学校（東御市）
教諭 市村雅之 相森中学校（須坂市）
〃 土屋眞貴子 信濃教育会教育研究所

〔転入〕 校長 川本修一 寺尾小学校（長野市）
教諭 久保田英子 常盤中学校（須坂市）
〃 小林　誠 東部中学校（長野市）

教科学習指導員 澁谷茂夫 日野小学校（須坂市）
スクールサポートス

タッフ 保坂　泉

入学式Congratulations

　ご縁を結んでいただき、15年ぶりに小布施中
学校に戻って参りました。よろしくお願いいた
します。新しい生活様式のもと、人との物理的
な距離を保つことが求められています。ソー
シャルディスタンスや三密という言葉がそれに
あたります。このような状況だからこそ、心は
寄り添っていたいと切に願います。入学式後の
一学期始業式で、令和三年度のスタートにあた
り、「随人観美」という言葉を紹介しました。
　人は誰しもキラリと光る良さを持っています。
人と心を寄せ合いながら、互いの良さを見つけ
合い認め合う小布施中学校をめざして尽力して
参ります。ご理解とご支援を賜りますようお願
い申し上げます。

新学校長あいさつ

小布施中学校
川本修一校長

随
ずいじんかんび

人観美の心で

※今回は須山 寛さんに、矢島の歴
　史を紹介していただきました

№91Obuse 「寄っとくんない 見てくんない」彩発見
Sai

開村692年、現集落で418年。矢島と矢島往
おうごう

郷神社の歴史を紹介します
　矢島はその昔、篠井川の南に集落がありましたが、
度重なる水害から逃れるために現在の場所に移ってき
ました。今年は開村から692年、現在の場所に移って
418年になります。矢島往郷神社は現在の集落から離
れた場所、篠井川の南沿い（移住前の集落地）にあり、
現在も区民により祭りや祝事などの神事が続けられて
います。神社庁の資料には、安政3年（1792年）一の
宮、二の宮、三の宮、諏訪総社とあり、昭和21年に矢
島往郷神社に改称したとの記載があります。

1_ 矢島往郷神社の御神体（本神殿）　2、3、4_ 御神体
のひさしや身

も や
舎の壁面には龍、鶴、松竹等の素晴らし

い彫刻があります　5_ 御分身（里宮・矢島公会堂）　
4_1604年当時を表した地図（矢島公会堂に掲示）

行事予定　　春祭り・祈願祭（4 月 18 日）、秋祭り・例大祭（9 月 23 日）、新嘗祭（12 月 10 日）、越年祭（12 月 31 日）

故
ふる

きを温
たず

ねて新しきを知る―今ある幸せ―
　祖先は幾多の水害から逃れるために、お宮を
残し集団移住して矢島村を造り、その地を居村と
呼びました。村人たちは、毎日遠くから残された
お宮の神を拝み、報恩と祈願を込めた村の祭り
には神様をお招きしたのです。現在も、村祭りは
春の本宮、秋の里宮（居村）で行われ、氏神様が
行き来し田畑と村と氏子たちを見守っています。
　　　　　　　　　　　　　　　須山初男さん

Voice

至
く
だ
も
の
街
道

至中野

高
速
道
側
道

R403

篠井川
草間大橋

矢島往郷
神社

矢島 矢島沖

至矢島集落（居村）

深沢橋

矢島橋

矢島の歴史
1329年（嘉暦4年）

「諏訪上社頭
とうやくけつばん

役結番」に
矢島郷と記載されている

1360年（延文5年）
開村の祖・矢島七郎が社宮建
立「建

タテミナカタノミコト
御名方命」祭神の村社

鎌倉時代 南北朝・室町時代

1338年 足利尊氏が室町幕府を開く

江戸時代安土桃山時代

1850年(嘉永3年)
神社内部妻部束

ツカ
に墨書

きで神殿再建と記載

1614年(慶長19年)
篠井川水害多発により
現在の集落地に移住

1614年 大坂冬の陣 1853年 ペリー来航1333年 鎌倉幕府滅亡

　子どもの頃の思い出として、冬の暗い雪道を片道
30分かけ両親と越

えつねん
年祭（二年参り）に神社へ参拝し

ていました。現在は里宮（矢島公会堂内）の御分身を
区民一同にて祀っておりますが、これは大正4年に
遙
ようはいしょ

拝所（遠くから拝む場所）兼公会堂として建てられ
たものです。また、春祭りには今でも集落の入り口3
カ所にて鬼門厄払いと疫病退散祈願の獅子舞を行って
います。（本文は地元に伝わる言い伝えを中心にまと
めています。ご承知おきいただきたく存じます）

矢島往郷神社
の前で。
左から
須山寛さん

（広報員）
鶴田裕士さん
吉田厚司さん
須山初男さん

取材にご協力いただいた皆さん
湯本正通さん（宮司）、吉田厚司さん（矢
島氏子総代長）、鶴田裕士さん（矢島氏
子副総代長）、吉田辰雄さん（矢島自治
会長）、関將信さん（矢島分館長）、須
山初男さん、吉田俊弘さん、吉田岩夫
さん、鈴木博文さん（前神楽保存会長）
と鶴田修一さん（神楽保存会長）はじ
め矢島神楽保存会の皆さん、福島浩洋
さん、鶴田 泰さん、山崎 攻さん 矢島神楽保存会の皆さん

1 2 3 4

5
6
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有
料
広
告

クリーンピア千曲災害復旧だより

　被災直後は仮設のポンプを設置していましたが、昨年10月に揚水ポンプが復旧し、現在は流入
する下水を順調に汲み上げ、水処理施設へ送っています。水処理施設は令和元年12月から２系列、
今年に入り残りの３系列が順次復旧しました。これで全ての系列が稼働し、被災前と同量の下水を
浄化することができるようになりました。

　送風機設備、電気・制御施設、汚泥焼却炉など残りの被災施設は令和４年３月までに復旧予定で
す。なお、グラウンド、テニスコートなどの運動施設は、令和４年度以降、順次復旧していく予定で
す。これからも一日も早い完全な復旧を目指して工事を進めてまいりますので、今後ともご理解と
ご協力をよろしくお願いいたします。 

　令和元年東日本台風（台風19号）により、クリーンピア千曲は一時下水処理ができなくなってい
ましたが、去る３月に全ての水処理施設が復旧しました。被災直後から節水等に取り組んでいただ
いた皆様には、１年半にわたってのご協力に心から感謝申し上げます。

1 2

3 4

1_復旧した揚水ポンプ　2_復旧した水処理施設　3_送風機設備（R4 本復旧予定）　4_電気・制御設備（R4 復旧予定）　

■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》
電話  026-257-4000　FAX  026-257-4428
電子メール  chikumagawaryuiki@pref.nagano.lg.jp
ホームページ  https://www.pref.nagano.lg.jp/chikumagawaryuiki/

●議案
○条例の一部改正
○令和 3 年度予算
○令和 2 年度補正予算
○指定管理者の指定
○教育長の任命
○農業委員会委員の任命
　

7件（可決）
7件（可決）
5件（可決）
1件（可決）
1件（同意）

　９件（同意）
　　　　など

◎議案の概要
● 条例の一部改正
◇小布施町組織条例の一部を改正する条例
　行政課題を克服していくための行政改革、財政改革
をより強く推し進めていくため、組織の統廃合に係る
改正を行うものです。
◇小布施町体育施設の設置及び管理に関する条例の一
部を改正する条例
　小布施町総合体育館の位置についての地番修正の改
正を行うものです。
◇小布施町福祉医療費給付金条例の一部を改正する条例
　福祉医療費給付事業の給付方式の変更と、支給範囲
の拡大に伴い改正を行うものです。
◇小布施町国民健康保険条例の一部を改正する条例
　新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改
正する法律（令和３年法律第５号）の施行により、改
正前の特別措置法附則第１条の２が削除されたことに
伴い、同条に規定されていた新型コロナウイルス感染
症の定義と同様の文言に改めるものです。
◇小布施町介護保険条例の一部を改正する条例
　３年ごとに行われる介護保険料の見直しに伴い介護
保険料額の改正を行うものです。
◇小布施町指定介護予防支援事業者の指定の基準並び
に指定介護予防支援の事業の人員及び運営並びに指定
介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援
の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する
条例
　国の「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並
びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果
的な支援の方法に関する基準」の一部改正に伴い改正
を行うものです。
◇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「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に
関する基準」の一部改正に伴い改正を行うものです。
● 予算
◇ 令和３年度一般会計予算ほか各特別会計・水道事

町議会３月会議では、組織条例の改正のほか、新年度予算、人事案件などについて審議が行われました。
審議期間　3 月 1 日～ 19 日

小布施町議会 令和３年 3 月会議

業会計予算
　予算額などは2 ～ 5ページをご覧ください。
● 補正予算
◇ 一般会計ほか 4 特別会計
● 公の施設の指定管理者について
　１施設について、次のように指定するものです。
〇おぶせ交流館の指定管理者

【指定期間】　令和３年４月１日から令和８年３月31
　日まで（５年間）

【指定管理者】一般社団法人  ハウスホクサイ
●広域連合規約の変更
　長野広域連合が運営している老人ホーム松寿荘に併
設の若槻デイサービスセンターの管理及び運営に関す
る事務を令和３年３月31日で廃止し、同じく長野広域
連合が運営する特別養護老人ホーム須坂荘を令和３年
４月１日付けで社会福祉法人に移管するものです。
●広域連合規約の変更に伴う財産処分の協議
　長野広域連合規約の変更に係る財産処分に関する協
議をするものです。　　
●連携協約の変更
　長野市との連携協約について、圏域全体の経済成長
のけん引に関する取組、圏域全体の生活関連機能サー
ビスの向上に関する取組及び結びつきやネットワーク
の強化・圏域マネジメント能力の強化に関する取り組
みを加えるものです。
●小布施町教育長の任命
　教育長の中島 聰さん（雁田）の任期満了に伴い、中
島さんの再任が同意されました。
● 小布施町農業委員会委員の任命
　公選制から町長の任命制に改められた農業委員(９
人）が任命同意されました。
● 固定資産評価審査委員会委員の選任
　藤本則夫さん（松村）の任期満了に伴い、藤本さん
の再任が同意されました。
● 人権擁護委員の推薦
　小林けさえさん（清水）の推薦について諮問し、同
意されました。

小布施町議会  令和３年３月第２回会議
審議期間　３月 25 日
　町議会３月第２回会議では、補正予算について審議
が行われました。
●議案
○令和２年度補正予算　２件（可決）
◇ 一般会計、国民健康保険特別会計
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１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

身
体
障
が
い
者

視覚
聴覚
平衡
音声 ※
上肢
下肢
体幹

脳原性
上肢
移動

心臓
じん臓
呼吸器
ぼうこう

または直腸
小腸
免疫
肝臓

知的障がい者 療育手帳A1またはA2
精神障がい者 精神障害者保健福祉手帳１級

蛍光管、白熱電球、グローランプ（灯具本体、LED球は対象外）、鏡（枠
は外す）、体温計・温度計（電子式は対象外）

乾電池、コイン型電池
※乾電池とコイン型電池は分けてください。また、コイン型電池は
　電極をセロテープで絶縁してください
※ボタン型電池、小型充電式電池回収しません

※充携帯電話などの小型充電式電池は、家電量販店や電気店、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。
　小型充電式電池の回収協力店は、一般社団法人JBRC のホー
　ムページで、ボタン型電池の回収協力店は一般社団法人電
　池工業会のホームページでご確認ください。

電気コード　※本体から切り離して出してください。
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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～

住まいづくり相談を活用ください

　建築物や工作物の新築や増改築、屋外広告物の設
置等の際に相談いただく「住まいづくり相談」を実
施しています。良好な景観へのアドバイスだけでな
く、専門的な視点から快適な住まいのプランや設備
などの情報提供も行っています。なお、景観形成重
点地区で建築物を建てる際は、必ず住まいづくり相
談を活用してください。
相談日時　毎月第３水曜日　14:00 ～ 16:00
相談時間　30 分（要事前予約）
相談時の持ち物
〇敷地の位置や、周辺の状況がわかる見取り図（住
　宅地図等）
〇敷地内の建築物や植栽の予定位置を表示した配置図
〇建築物の色彩が施され、露出する建築物の仕上げ
　を記載した２面以上の立面図
〇２方向以上から撮影し、敷地および周辺の様子（隣
　接する建物等）がわかる写真
■問い合わせ　建設水道課都市・建設係
　　　　　　　　☎ 026-214-9105
　※メールでも受け付けています
　　toshi@town.obuse.nagano.jp

　「須坂都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
（須坂都市計画区域マスタープラン）」に掲げてある
適正な人口、産業、市街地の規模を、現在の人口、産
業の発展動向などを勘案して設定しなおします。長
野県で都市計画の変更案を作成するにあたり、住民
の皆さんからの意見を反映させるため公聴会を開催
します。
日時　５月29日㊏　10:00 ～
場所　須坂市生涯学習センター３階ホール
原案の閲覧　４月26日㊊から５月28日㊎まで
原案の閲覧場所　長野県都市・まちづくり課、須坂
　建設事務所、須坂市役所まちづくり課、小布施町
　役場建設水道課の各窓口
公述の申出　公聴会で公述を希望する人は５月21
　日㊎までに「公述申出書」を閲覧場所の担当部署
　へ提出してください。
※公述の申出がない場合は、公聴会を中止します。
※詳しくは町ホームページをご覧ください。
■問い合わせ　建設水道課都市・建設係
　　　　　　　　☎026-214-9105

都市計画の変更にかかる公聴会が開催
されます

農作業標準労賃と機械作業標準料金が決まりました

作業の種類 町標準額 摘　要

田

一般作業（あぜ除草、追肥等） 860円 １時間当たり
田植作業（機械補助、苗運び） 890円 　　〃
耕起のみ（ロータリー耕） 8,100円 10a当たり
代かきのみ(ロータリー耕） 9,100円 　　〃
機械田植え(植付のみ） 10,200円 　　〃
バインダー（結束ひも付） 11,000円 　　〃
コンバイン（カッター） 20,000円 　　〃
コンバイン（結束付） 22,600円 　　〃
ハーベスター（脱穀のみ） 11,000円 　　〃

畑 一般作業 860円 １時間当たり
果

樹

剪
せ ん

定
て い

作業（接木作業含） 1,820円 　　〃
技術作業（棚、ハウス建） 1,600円 　　〃
一般作業（摘果（花）、摘粒、袋掛） 860円 　　〃

①圃場条件（作業の難易、土質、圃場の大小）により作業料金は
　割増とする
②技術作業は、技術の優劣により考慮する　
③機械作業は、運転者、燃料付とする　
④ＳＳ防除は運転者、燃料付とし、薬剤費は含まない　
⑤機械作業の消費税は内税とする　
⑥バックホーの操作については、資格を必要とする

■問い合わせ　産業振興課農業振興係
　　☎026-214-9104

作業の種類 町標準額 摘　要

果
樹

ＳＳ防除（運転者、燃料付） 4,300円 10ａ当たり、
１回

草刈作業（乗用草刈機） 4,200円 〃

そ
の
他

あぜ塗り 110円 １m当たり

オペレーター賃金（大型機械） 1,600円
１時 間 当 た
り、運転手の
み

バックホーオペレーター賃金 1,600円 　　〃

　長野県農業会議の基準と地域の実情を考慮し、町農業
委員会、ながの農協、農業農村支援センター、土地改良区
で協議し標準額を定めています。参考にしてください。

カズオ・イシグロ・著　
土屋政雄・訳/早川書房

　子どもの愛
玩 用 に 開 発
された人工フ
レンドのクラ
ラ。ある少女
の家庭に買わ
れていったク

ララは、やがて一家の大きな秘
密を知ることになってゆきます。
愛とは、知性とは、家族とは？根
源的な問いに迫る感動作です。

『クララとお日さま』

まちとしょまちとしょ
テラソinformationテラソinformation

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 ―

群ようこ・著/KADOKAWA
　
 若い人に
比 べ て 残
りの時間は
少ないのに
時間がかか
ることが楽
しくなって

きた、なんてことはありますか？生
活の中にひと手間を加え、春夏秋
冬を豊かにするためのヒントが詰
まったエッセイです。

『これで暮らす』

クリス・フェリー ・著 
村山 斉・訳/サンマーク出版

　先端テクノロ
ジーの世界で不
可欠となった量
子力学。その基
本を数学者であ
り物理学者でも

ある著者が、赤ちゃんにも伝わる
ようにと願って作った絵本です。
極小の世界で起きる不思議な現
象を学ぶきっかけにどうぞ。

『りょうしりきがく
for  babies』

　昨年 2 月より開催
を 見 合 わ せ て い た
“ お は な し 会 ” で す
が、一年ぶりに再開
しました。
　絵本・紙芝居の読
み聞かせの他、ボラ
ンティアの方々の工
夫を凝らした手遊び
やわらべうたなど、
みんな一緒に盛り上
がりました。

“ おはなし会 ” 再開しました！

谷川俊太郎・詩　
えがしらみちこ・絵/講談社

　谷川俊太郎
の名詩を、え
がしらみちこ
が " 卒 業 の 日
に「私」が思う
こ と " と い う
イメージで膨

らませ、一冊の絵本になりまし
た。大人・子ども問わず、新し
い道を歩き出す人に贈りたい珠
玉の絵本です。

『ありがとう』

☎ 026-247-2747 / Fax 026-247-4504
開館時間　9:00 ～ 19:00（平日）
　　　　　　  9：00 ～ 18：00（土日祝日）
公式HPで最新情報をご覧いただけます

5月の休館日▶4日㊋、11日㊋、18日㊋、25日㊋

　この度、館長職を拝命しま
した志賀アリカです。大役に
身の引き締まる思いでおりま
すが、これまでの歩みをしっ
かりと受け止め、微力ながら
もよそ者・若者視点を生かし、
精いっぱい努めてまいります。
　私は図書館経営の出自では
ございませんが、海外支援や教育・コンサル領域を通
じ「無関心から好奇心、想像から創造」の探求実践をし
てまいりました。図書館こそ全ての人の好奇心・想像
力を生涯育む場であると直感し、かつ一小布施ファン
でもあったため、公募に手を挙げたのが背景です。
　今後は皆様と対話を重ねながら、Library(Libre:本
＋atrium:保存場)ではなく、Live-Rally(人生がつな
がる場)として各々の人生の物語の交差点となるよう
な場を目指していきたいと考えております。何とぞご
指導・ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
◎志賀新館長のオススメの本はありますか？
　アルケミスト 夢を旅した少年（パウロ・コエーリョ著）
です。プレゼント用にいつも1冊はかばんに忍ばせてい
ます。
◎やってみたい新規企画はありますか？
　まずはテラソ当初からある4つの柱（学び・子育
て・交流・情報発信）を軸に今の企画を練り直し、
盛り上げていきたいと思います。

まちとしょテラソ新館長就任あいさつ

　「本の虫」の皆さん、
今月は様々な“虫”を
ご紹介いたします。苦
手な方もいらっしゃ
るでしょう。長野県民
にはおなじみの昆虫
食の事や、泣き虫・弱
虫・仕事の虫・勉強
の虫などなど、蓼

たで
食う

虫も好き好きな百選
をお楽しみください。

5月のテラソ百選のテーマは「虫」です

　5月は、新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ中
止の予定です。再開を楽しみにお待ちください。
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心
の和

人権教育 せました。私はショックを受けました。それは、私た
ちが帰った後、保存会の方が菊を一本一本よく見て、
世話をしてくれている場面でした。「このままではい
けない」と思いました。やがて秋になり、巴錦は大き
な花を咲かせました。どこか温かみがあり、なつかし
いような色合いのクリーム色と赤色の花でした。けれ
ど、私には想像していたような満足感はありませんで
した。その理由を考えて、私はやっと自分が菊に何も
してやれていないことに気づきました。そして、保存
会の方々の気持ちを考えました。きっと保存会の方々
は、純粋に巴錦を愛していたから世話をしてくれてい
たのではないでしょうか。色々考えているうち、私は
感謝の気持ちをもち、相手のことを考えて生活してい
くことを目指すことにきめました。花は、そんな思い
を反映させるかのように、ずっとこっちを向いてい
ました。（令和2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）

　一学期、人権の花として、北斎
巴錦が配られました。調べてみ
ると、この花には歴史があり、前
田家ゆかりの花だということが
わかりました。はじめは、巴錦保
存会の方々が水やりをしてくれ
ていて、私は少しずつ上へのび

ていく巴錦を観察していました。私はその小さな苗
に、気品さと偉大ささえ感じてしまうような気がしま
した。苗の様子が落ち着いた頃、水やり当番ができま
した。二学期になると、委員会などの活動が増えて、
巴錦のもとへ通うことができなくなってしまいまし
た。あるとき、担任の先生が私たちに一枚の写真を見

北斎巴錦を育てて感じたこと

小布施中学校 1 年　田中梨
り ほ

葡さん

対象者 減免割合 必要書類

　新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者
が亡くなったり重篤な傷病を負った世帯 全額減免 診断書の写

し等

　新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計
維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与
収入の減少が見込まれ、次の①から③までのすべてに
該当する世帯
①収入の減少額（保険料、損害賠償等により補償され
　るべき金額を差し引いた額）が前年の収入額の10
　分の3以上であること
②前年の総所得金額および山林所得金額、その他の所
　得の合計額が1,000万円以下であること
③減少することが見込まれる収入に係る所得以外の前
　年の所得が400万円以下であること

定められ
た計算式
により、全
額～ 10分
の2減免

令和３年の
収入見込額
の根拠とな
るもの（帳
簿、給与明
細等）

新型コロナウイルス関連
今年度の国民健康保険税
の減免制度があります
　新型コロナウイルス感染症の
影響で収入が減少した人は、今
年度の国民健康保険税の減免を
受けることができます。右の表
に該当する人は総務課税務会計
係へ申請してください。詳しくは
町ホームページをご覧ください。

■問い合わせ
　総務課税務会計係
　　☎026-214-9103

　元気いっぱい頼りになる年長さんが、卒園式を迎え
ました。毎日友達と外で遊んだり、運動会やゆうぎ会
では力を合わせて頑張っていました。卒園式の練習を
始めると、いつもとは違う真剣な表情を見せてくれま
した。こんなに大きくなった皆さんと一緒に過ごすこ
とができて、嬉しかったです。４月からは、小学校に
通っています。元気にしているかな？友達たくさんで
きたかな？泣いていないかな？先生たちは、いつまで
も皆さんを見守っていますよ。幼稚園でも春から新し
いお友達を迎え、元気いっぱいの毎日を送っていま
す。これからも子どもたちの成長を温かく見守ってい
きたいと思います。

学校・園だより学校・園だより
「認定こども園 栗ガ丘幼稚園」　POSTPOST

〒〒学学 校校

　昨年まで２年間、小布施町図書館に勤務し、多くの
住民の方とふれあい貴重な交流や学びを経験しまし
た。公民館においても、子どもから大人まで幅広い年
代の方が集い、学び、そしてつながる場作りを考えて
いきたいと思っています。
　また、文化の香り高い小布施のまちづくりや人づく
りに、携わることができることをうれしく思います。
学生時代から歴史に興味があり、現在は小布施の歴史
について研究をしています。小布施の歴史や文化財に
ついて多くの方にお伝えしていきたいと思っていま
す。今後も公民館活動を通して、地域住民のために社
会教育を推進する中核的な役割を果たすことができる
よう頑張っていきたいと思います。

いいね

小布施

未来へのメッセージ

「集い 学び つながる公民館を目指して」　今月公民館長に就任した市村勝
か つ み

巳さん

　大島の曹洞宗陽
光 山 玄 照 寺 の 本
堂・客殿が町文化
財保護審議会の審
議を経て3月18日
に小布施町宝に指
定されました。　

　玄照寺は明治29年に火災に遭い、本堂、庫裏ほ
か諸堂が焼失してしまいました。現在の本堂は、小

布施町出身の三
さ ん た せ い す け

田清助棟梁により、大正9年から7
年間の歳月を要して大正15年に完成したものです。
斬新な意匠で禅宗様式にこだわらない本堂や数

す き や
寄屋

風書院の客殿は、近代和風建築の寺院として貴重で
あることが高く評価されました。
　また、平面図や小屋組断面図等の板図は、建設の
経緯を示す貴重な資料であるため、附

つけたり
指定されま

した。

玄照寺本堂・客殿が小布施町宝に指定されました
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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
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問い合わせ　各種相談☎026-247-31115月の各種相談

おぶせっこ
大集合!!

４ 月 生 ま れ

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

5月の日程

ベビーマッサージ
日時　5月20日㊍　①9:45 ～ 10:15　②10:30 ～ 11:00
対象　1歳未満児（要予約　各回先着8組）
持ち物　バスタオル、ベビーオイルまたは保湿剤
参加費　無料　

相談内容 日　　時 相　談　員 場　所　等

人権相談
12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

11㊋、25日㊋
13:00 ～ 15:00 民生児童委員 北斎ホール

事務室

行政相談 21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

17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

12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

19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
4日㊋、5日㊌は休業

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

グループ 利用できる日にち

A
7日㊎、11日㊋、13日㊍、17日㊊、19日㊌、
21日㊎、25日㊋、27日㊍、31日㊊

B
6日㊍、10日㊊、12日㊌、14日㊎、18日㊋、
20日㊍、24日㊊、26日㊌、28日㊎

誕生日おめでとう。最後
の園生活楽しんでね」

「

てらしま・　ゆうな寺島 優菜ちゃん

H27.4.22生

寺島康典 （東町）より千春母父

誕生日おめでとう。最後
の園生活楽しんでね」

「

てらしま・　め　い

寺島 夢彩ちゃん

H27.4.22生

寺島康典父 （東町）より千春母

５月、6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
☆5月生まれ　4月30日金○○

☆6月生まれ　５月31日月○○

●応募先　
　企画財政課広報情報係

☎026-214-9102（直通）

　 kikaku@town.

　 obuse.nagano.jp

新行政相談委員に八代良一さん

　八代良一さん（押羽）
が総務大臣から新しい
行政相談委員に任命さ
れました。皆さんからい
ただく行政サービスに
関する苦情や手続きに
関する質問などさまざ
まな問題について、公

正・中立の立場から関係機関と連携して解決に
あたっていただきます。相談は無料で、秘密は
堅く守られます。お気軽にご相談ください。
　前任の岡田和男さんは退任されます。2年間
ありがとうございました。
相談日　毎月第3金曜日　9:30 ～ 11:30
場所　北斎ホール相談室
■問い合わせ　総務課総務係　
　　　　　　　　☎026-214-9100

日 月 火 水 木 金 土

4/25 26 27 28 29 30 5/1

2 3 4 5 6
オレンジカ

フ ェ く り ん こ
（13：30 ～健福）

7
転倒予防教

室(名字あ～さ
行)

（13：30 ～健福）

8
　　雁田山登山

(10:00 ～浄光
寺駐車場集合）
P22

9
◇有害ごみ回収

（7：00 ～生駐）
P12

10 11
ダンスで脳元

気 教 室（13:30
～健福）
◇ 献 血（9:30 ～
保健センター）

12 13 14
転倒予防教

室(名字た～わ
行 )（13：30
～健福）

15
◇文書館講演会

（14: 0 0 ～講堂）
◇緑化木頒布会

（10:00～6産）
P19

16 17 18
転倒予防教室

(名字あ～さ行）
（13：30 ～健福）

19 20 21
転倒予防教

室(名字た～わ
行 )（13：30
～健福）

22

23 24 25 26 27 28 29

30 31
チャレンジ

の ど 自 慢 教 室
（13:30 ～健福）

6/1 2 3 4 5

令和3年5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 　講堂・・・公民館講堂　
6産・・・6次産業センター

・・・おでこポイント対象事業

「みんなに笑顔と幸せをあり
がとう！すくすく元気に大き
くなあれ」

にしむら・  はると

西村 悠人
H30.4.11生

西村直人父 （松村）より絵理香母

くん

　◇庭木の剪定枝回収
　（9:00 ～ 17:00　町営グラウンド北側駐車場）  P18

救急法講習会
日時　5月28日㊎　10:00 ～ 11:00　
参加費　無料（要予約　先着13組）　
※両催しとも新型コロナウイルス感染症の拡大状況により中止と
　する場合があります
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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

1歳6カ月児カリオスタット検査 5月26日㊌ 受付 15:30 ～ 16:30 令和元年  ９月～11月生まれ

　子宮頸がんは患者数・死亡者数とも増加傾向
にあります。子宮頸がんは検診の効果が高く、発
症前に発見できるので20歳を過ぎたら受診しま
しょう。
期間　5月6日㊍～令和4年1月28日㊎
対象者　20歳以上で偶数歳の女性（令和4年3月
　　　31日時点）
持ち物　受診票
検診料　1,500円（令和4年3月31日時点の年齢
　 が 20・30・40・50・60・70・80・90・100
　歳の人は無料）

子宮がん検診を受けましょう
　肺がんは日本人のがんによる死亡数の第一位で
す。早期発見のために受診しましょう。
期間　5月12日㊌～ 5月20日㊍
　　　（土日を除く7日間）
対象者　40歳以上
　〇喫煙者で喫煙指数（※）が600以上の人は毎
　　年、600未満の人と非喫煙者は2 ～ 3年に1
　　回受診しましょう
　　 ※喫煙指数＝1日の本数×喫煙年数
持ち物　受診票
検診料　2,000円（令和４年3月31日時点での年
　齢が20・30・40・50・60・70・80・90・　
　100歳の人は無料）
場所　北斎ホール新生病院・健康管理センター

　　　　　　　　　　　☎026-247-6000
信州医療センター　☎026-246-6577
島田医院　☎026-245-5368

実施医療機関

肺がん検診を受けましょう

「画狂人北斎」を上演

オオイヌノフグリ
　春になり気温が上がってくると、畑や道端に青紫
色の小さな花が群がって咲いているのを見るよう
になります。これが、ゴマノハグサ科のオオイヌノ
フグリです。西アジア原産の野生植物で、日本では
明治17年に東京で稀に見ることがあったと牧野富
太郎博士の記録があります。大正初期には、すでに
全国に広がっていました。茎を長く伸ばし、葉の付
け根から花柄を出してその先に花をつけます。花
弁は1枚ですが、筒状で4枚に深く切れているので
4枚のように見えます。花の中に雄しべ2本と雌し
べ1本があります。案内人：清水照雄さん（栗ガ丘）

おぶせ自然暦
four seasons in obuse

　　109vol.

1、2_群がって咲くオオイヌノフグリ　3_1枚の花弁（4枚
に見える）の中に2本の雄しべと1本の雌しべ（中央）

撮影地：雁田山
（写真 3 は清水さ
ん提供）

1 2

3

※1歳6カ月児健診は6月1日㊋（受付13:00~）です

乳がん検診（マンモグラフィー検診）
を受けましょう
　11人に1人が一生のうちに乳がんと診断され
ています。女性の乳がんの患者数、死亡者数は
年々増加しています。
期間　5月24日㊊～ 31日㊊（土日を除く6日間）
対象者　40 ～ 74歳で偶数歳の女性
持ち物　受診票
検診料　1,500円（令和4年3月31日時点の年齢
　 が 20・30・40・50・60・70・80・90・100
　歳の人は無料）
場所　北斎ホール

子育て世代包括支援センター
（相談窓口）を開設しました
　妊娠中のこと、子どもの成長や発達のこ
と、子どもとの関わり方や遊び方など、子育
てに関する悩みをなんでも相談してくださ
い。お父さん、お母さん、おじいちゃん、お
ばあちゃん…どなたでもご利用いただけま
す。保健師、栄養士、臨床心理士が一人一人
に合わせた支援を一緒に考えていきます。
◎相談は、健康福祉課健康係窓口またはお
　電話で。
☎026-214-9107（平日の8:30~17:15）

　舞台「画狂人北斎」が3月20日㊏21日㊐の両日、
北斎ホールで開催されました。奔放な北斎の生き方
にほれ抜いた演出家・宮本亞門さんが醸し出す世界
に、260人余が酔いしれました。
　同公演のパンフレットには栗ガ丘小学校5年の宮
坂咲希さんと4年の小林咲月さんが描いた北斎の浪
と鳳凰の絵が掲載されました。観劇後に北斎役の升
毅さん、お栄役の黒谷友香さんらキャストの皆さん
と懇談した二人は、「絵が採用されて目の前で迫力
ある演技をされたキャストの皆さんと面会でき、と
ても良い記念になりました」と、リアルな演劇の醍
醐味に魅了された様子でした。

春の雁田山に登ってみませんか
　緑の鮮やかな季節です。北信五岳や小布施の町
を一望できる郷土の里山を楽しみませんか。
日時　５月８日㊏　10:00 ～ 15:00
集合場所　浄光寺駐車場
申込締切日　５月７日㊎（当日参加も可能です）
※「わんぱく教室」として参加の場合は、学校を

　通じて配布する申込書で申し込んでください
持ち物　昼食、飲み物、軍手、タオル、雨具
その他　中止の場合は午前９時に同報無線でお知
　らせします
■問い合わせ　　教育委員会生涯学習係
　　　　　　　　　☎026-214-9111

宮坂咲希さん（写真中央）と宮坂さんの作品 小林咲月さん（写真中央）と小林さんの作品
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