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Enjoy !!  SummerEnjoy !!  Summer 　去年の夏は新型コロナウイルス対策により多くの催しが中止
となりました。今年は感染対策を行う中で多くのイベントが復
活し、子どもたちはそれぞれのフィールドで輝きを放ちました。

　８月７日㊏、
「わんぱく教室
川 遊 び 」を 開
催 し ま し た。
大島、飯田、栗
ガ丘の有志の
皆 さ ん、消 防
団の協力のも
と、およそ60人の親子が千曲川で地引網、カヤックや
カヌー、川遊びを楽しみました。
　小学校１年生のお子さんの虎太郎さんと参加した瀧
沢康

やすひろ
裕さん（東町）は「子どもが川で遊ぶのは初めて

です。魚を捕まえたり、カヤックに乗ったりとても楽
しかったです。良い体験をさせてもらいました」と喜
んでいました。コロナ禍で遠出することが難しい時で
すが、子どもも大人も小布施の自然の中で思い切り遊
び、楽しい夏のひと時を過ごしました。

オープンオアシスで楽しい夏休み
～ボルダリング＆ダンス　高木さん親子～

親子で小布施の自然を満喫　
　　　　　　　～わんばく教室川遊び～

　練習してきた成果を試合で出せ
てうれしかった。来年は6年生にな
るので自分がチームを引っ張って、
また全国大会に出場したいです。

得意のドロップで全国1勝　～バドミントン　小渕由佳理さん～

　栗ガ丘小学校5年生の小渕由佳理さんが、7月17日から
京都府で開かれた若葉カップ全国小学生バドミントン大会
に団体メンバーとしてシングルスに出場しました。北海道
代表の6年生を相手に得意のドロップ（相手の手前に落ち
る球）を使い、目標としていた1勝を果たしました。

夏の風物詩が復活　～キンボール交流大会～
　８月１日㊐、中学校体育館でキンボール交流大会が
行われました。夏の風物詩である小山田杯少年少女球
技大会。今年はコロナ感染防止のため、希望した育成
会と個人のチームでの開催となり、中学生５チーム、小
学生４チームで熱戦が繰り広げられました。６年生の
町田凜さん（上町）は、「最初は緊張したけど、点をとっ
たときに『ナイスプレー』と声をかけてもらってほぐれ
ました。とても楽しかったです」と。また４年生の北原
丈太郎さん（福原）は「参加してよかった。このあとの
チームの慰労会が楽しみ」と笑顔で帰っていきました。

高木さや香さん、優
ゆ う か

香ちゃん（8
歳）、湊

みなと

くん（5 歳）、健
たける

くん（1
歳）親子（東町）。
　「子どもたちは週 2 回、ボル
ダリングやダンスを楽しんでい
ます」お母さんのさや香さん

ボルダリングはむずかしいけ
ど、登れた時が楽しいです。

（優香ちゃん）

音楽が鳴ったら踊るよ。ダンス
は楽しいよ。（湊くん）

（写真は全てご家族提供）

　小布施中学校3年生の4人が、7月26日から福岡県
で開催された第12回林和男旗杯全国選抜野球大会に
出場しました。4人はそれぞれ中野シニアリーグ、長野
東シニアリーグに所属し、地区大会を突破し出場を果
たしました。長野東シニアの松本光

こうせい
世さんは「あっとい

う間の３年間でしたが、たくさんの方への感謝の気持ち
でいっぱいです。全国大会に出場し、新たな目標が見つ
かったのでこれからも野球を続けたいです」と中学最後
の夏を振り返りました。

　打席に立つ松本光世さん。
初戦の熊本北相手に三回終了
時で５対0とリードする展開
でしたが、終盤逆転を許し、5
対9で惜しくも敗れました。

最後の夏、全国の強豪と勝負　～硬式野球　松本さん・石田さん・小林さん・竹節さん～

　全国ベスト8入りした中野シ
ニアリーグの石田雄

ゆ う や
也さん（左

上）、小林奨
しょうあ

明さん（右上）、竹節
櫂
か い と

音さん（右）。初戦を９対2、2
回戦を6対0、3回戦を4対3で
勝利しました。準々決勝では練
馬北（東京都）と対戦し7対6で
惜しくも敗れましたが、輝かし
い成績を残しました。

粘り強くつなぐバレーで県制覇　～小布施中学校男子バレーボール部～
　小布施中学校男子バレーボール部は、7月17日と18
日に行われた長野県中学総体で3大会ぶり7回目の優勝
を果たしました。先輩たちから受け継いだ伝統の「粘り
強くつなぐバレー」が実を結びました。

　チームワークがよく、良い雰囲気
で大会に臨めました。3年生は自分一
人なので責任を感じながらの試合で
したが、優勝できて良かったです。　
キャプテン　小林智哉さん（3 年）

　１３人の選手と監督、コーチ、顧問のみなさん。８月3日富山県で
開催された北信越大会では惜しくも２回戦で敗れましたが、強豪校
相手に健闘しました。

　小布施中学校
の碓井智咲さん（3
年）と増田光優さ
ん（2年 ）が 水 泳

（自由形）で8月5
日に富山県で開催
された北信越大会
に出場しました。

　碓井さんは県大会を200ｍで優勝、100ｍで3位、増田さ
んは400ｍと800ｍともに3位という成績で北信越大会への
出場を果たしました。北信越大会では共に満足できる成績は
残せなかったものの、県大会では二人とも自己ベストを更新。

「最高の夏」、「もっと上を目指したい」　～水泳　碓井智
ち さ き

咲さんと増田光
み ゆ

優さん～

　北信越大会の悔しさはあるけど、県大会で優勝
できたことはうれしいです。今までで一番の、最
高の夏になりました。　　碓井智咲さん・写真左

　力を出し切ったので悔いはありません。来年は
もっと上を目指したい。そのためにたくさん練習
します。　　増田光優さん・写真右

「200ｍは得意の後半で勝負できたのが勝因」（碓井さん）、
「自己ベストはうれしいけど、タイムも順位ももっと上にい
けたと思う」（増田さん）と飛躍の県大会を振り返りました。

　小布施中学校3年生の島田亘さんは、7月4日㊐に木
曽町で開催された長野県中学総体で４位に入賞し、北信
越大会への初出場を決めました。県大会の取組で2勝し
た決まり手の全てが寄り切り。得意の押し相撲を貫き輝
かしい成績を納めました。亘さんは「小学校4年生から
相撲をはじめて、なかなか結果が出なくて悩んだことも
ありましたが、県大会で４位に入賞できてとてもうれし
かったです」と喜びを語りました。そして「北信越大会
では初戦で負けてしまいましたが、これからも諦めない
で稽古を積んで、今よりもいい成績が残せるよう頑張り
たいです」と新たな決意を語りました。

押し相撲を貫き北信越大会初出場　～相撲 島田亘
わたる

さん～

（写真は全てご家族提供）
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下水道

　上下水道は、町民の皆さんの健康で快適な暮らしを
支えるとともに、公衆衛生を向上させ、河川等の水質
を保全する役割があります。町ではこれまで施設の拡
張・変更を重ねながら整備を行ってきました。しかし、
近年、上下水道を取り巻く環境は大きく変化していま
す。多発する自然災害や人口構造の変化など、これら

知っておきたい！快適な暮らしを支える上水道と下水道
に対応していくために長期的な観点を踏まえた整備が
必要となっています。
　今回、小布施町の上下水道がどのような仕組みで町
民の皆さんに利用していただいているかをお伝えし、
これからの上下水道の維持管理について一緒に考えて
いただきたいと思います。

上水道の仕組み
　小布施町の上水道は、地下から汲み上げている水源
の水を浄水場へ送り、浄水場でろ過処理後、塩素を加
えて水道水にします。水道水は、配水池にいったん蓄

取水から給水まで

えてから、道路の下に埋めてある配水管を通って各ご
家庭や工場等に届けられます。

用語の説明

〇上水道　水源から取水した水をきれいにし、いつ
　でも安心して飲める水を供給する設備
〇水道水　供給設備から流れ出る水
〇下水道　雨

う す い
水および汚

お す い
水を、下水管などで集めた

　後に、基準に合った水質にして河川等へ排出する
　ための施設、設備
〇下水　一般家庭や工場、事業所などから排出され
　る汚水や生活排水（雨水も下水に含まれる場合が
ある。）

〇汚水　トイレの排水（生活排水と合わせて汚水と
　呼ぶこともある）
〇生活排水（雑排水）　炊事や洗濯など、生活に伴っ
　て生じ、排出される水
〇公共下水道　都市部の生活排水や汚水を処理する
　施設
〇流域下水道　2つ以上の市町村の区域にまたがっ
　て下水を処理する施設
〇農業集落排水　農村世帯（農業振興地域）の生活
　排水や汚水を処理する施設

　

大日堂水源

裏町水源

親木水源 夏季等の使用水量が多くなったときの予備水源として利用

第1浄水場

低区配水池

中区配水池

高区配水池 高区配水池系給水区域

第2浄水場 中松水源
中継槽 中松水源

都住水源

中区配水池系給水区域

低区配水池系給水区域

取水から給水までの流れ

特集

　配水方式は配水池との高低差を利用して道路の下に埋め
てある配水管を通り自然流下による配水を行っています。

　地図に3つの配水池がありま
すが、配水池とは浄水場でろ過
し塩素消毒した水を浄化してた
めておく池のことです。配水量
の時間変動に対応し、安定した
水量・水圧で供給するために浄
水をためています。

… 水源地

… 配水池

　　…低区配水池系給水区域

　　…中区配水池系給水区域

　　…高区配水池系給水区域

図－1　施設位置図

給水エリア

　上水道の水源は、町内に深井戸5か所（中松水源、都住水源、大日堂
水源、裏町水源、親木水源）、高山村に湧水１か所（駒場水源）の合計6
か所です。浄水場は２か所、配水池は町内に２か所、高山村に１か所
の合計３か所です。（図1：施設位置図　ふるさと小布施より引用）

小布施町の上水道施設

配水方式とエリア

第2浄水場

　多くの水源の水は塩素処理することで十分に飲める水
ですが、一部の水源では鉄、マンガンが基準値を超えて

いますので、法で定められた基準値内にするために浄水
場でろ過処理を行っています。

駒場水源

低区配水池

中区配水池
高区配水池
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　分流方式を採用しています。分流方式は生活排水（汚
水）を下水管へ、雨水は側溝や水路により河川に流してい
ます。地形を利用して上流から下流に自然流下により流し
ていますが、下流部において汚水が自然流下で流れない
ところがありますのでポンプを設置して自然流下で流れ
るところまで汲み上げます。下水道は下流に行くにつれて
多くの汚水が集まるため管の口径は太くなります。

排水方式

下水道の区域と処理施設
　農業集落排水は町内に北部地区、雁中地区と呼ば
れる区域があり区域ごとの処理施設で処理していま
す。公共下水道は県が管理する流域下水道の管路施
設である流域幹線に町内の２か所で接続され、長野
市、須坂市、高山村からの下水（汚水）とともに千曲
川の下の下水道管を通って長野市にある処理場（ク
リーンピア千曲）で処理しています。

T…汚水処理場

雁中地区処理場

北部地区処理場

クリーンピア千曲

教えて　上水道、下水道のこと
料金はどうやって計算しているの？
　水道料金は上水道量水器（メータ）の口径ごとに定め
られた基本料金と基本水量を超える１㎥の超過料の合
計額です。下水道使用料は基本料金と基本水量を超え

る１㎥の超過使用料の合計額です。超過使用料は排水
量に応じた水量区分ごとに１㎥あたりの金額が定めら
れています。なお、料金は消費税込みとなっています。

料金の計算例　

〇量水器口径20㎜
公共下水道利用の場合2カ月で使
用水量が58㎥のとき
水道料金
3,146円（ 基 本 水 量16㎥）＋173
円×42㎥（使用量58－16㎥）＝
10,412円
下水道使用料
2,464円（基本水量16㎥）＋147円
×24㎥（区分17㎥～ 40㎥）+171
円×18㎥（区分41㎥～ 60㎥）＝
8,044円

閉栓管理料ってなんですか？
　水道の使用休止期間中の水道料金です。閉栓管理料
の額は、設置されている量水器の口径別の基本料金で
す。水道の休止期間が長くなると公道部下にある本管
からの分岐内にさびが発生し水が出にくくなります。

閉栓管理料はこのような状況の解消に町が使用者等に
替わって修理を行います。閉栓管理料は修繕をする費
用の一部になりますので、休止期間中も使用者等に負
担いただいています。

給水装置、排水設備の所有者と管理者は？

　上水道の配水管から分岐して設けられた給水管とこれ
に直接つながっている止水栓、蛇口等の給水用具を給水
装置といいます。給水装置の所有者は、多くの場合は住
宅の所有者です。ただし、メータは町からの貸出です。給
水装置は個人の財産で所有者が管理をするものですが、
公道部（本管）からメータまでは町で管理を行っています。

　下水道に流入させるために必要な排水施設（屋内の洗
面器、水洗トイレ等を含む）、排水管を排水設備といいま
す。また、下水道の本管から分岐し個人の敷地で最初に
排水管に設置されているますを公共ますといいます。排
水設備は、公共ますから宅内側は個人の所有・管理、公
共ますから公道部側は町の所有・管理になります。

呼び径

（メータ口径）

基本料金

0㎥～ 16㎥

超過料金（基本水量超える 1㎥につき）

17㎥～

一般用

13㎜ 2,068円

173円

20㎜ 3,146円
25㎜ 4,114円
30㎜ 6,116円
40㎜ 8,492円
50㎜ 19,910円
75㎜ 37,532円

上水道料金（2カ月）

基本水量

0㎥～ 16㎥

17㎥

～ 40㎥

41㎥

～ 60㎥

61㎥

～ 100㎥

101㎥

～ 200㎥

201㎥

以上～
公共下水道 2,464円 147円 171円 189円 201円 206円
農業集落排水 2,464円 140円 162円 180円 194円 200円

下水道使用料（2カ月）

小布施の水質は良いのですか？
　深井戸と湧水を水源としているため水質は良好です。
安心して水道水を飲んでいただくために、毎月9項目、
年1回50項目程度の水質検査を行っています。水道水

を透明容器に汲んだとき白く濁って見えるのは、空気が
混じっているからで、しばらくすると透明になります。
水質には問題ありません。

下水道の仕組み 　下水道は、家庭や工場等から発生する
汚水を、道路に埋めてある管を通じて処
理場に集めます。処理場では、バクテリア

などの微生物の働きを利用し、きれいな水
にして河川等の公共用水域に放流します。

（クリーンピア千曲）
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下
水
道（
排
水
設
備
の
所
有
者
と
管
理
者
）

上
水
道（
給
水
装
置
の
所
有
者
と
管
理
者
）

下水処理区域図

下水道

下水道類似施設

下水道法上の下水道 公共下水道

流域下水道

農業集落排水 北部地区

雁中地区

下水道の種類
小布施町には、農業集落排水と公共下
水道があります。また、合併浄化槽を
使用されている事業所等もあります。
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　クリーンピア千曲の完全復旧に向け引き続き工事を進めます

　令和元年東日本台風により被災したクリーンピア
千曲については、皆様から節水へのご協力をいただ
きながら復旧工事を進めてまいりました。本年３月
には、汚水を浄化する機能が復旧し、被災前の放流
水質に戻ったことから、以前と同様の下水道利用が
可能となりました。

　現在は、来年３月末までの完全復旧を目指し汚泥
処理施設等の復旧のほか、災害への備えを強化する
ため、電気設備の１階から２階への移設や重要施設
の扉の耐水化などを進めております。
　引き続き、皆様に安心してご利用いただける下水
道施設を目指して取り組んでまいります。

■問い合わせ　
千曲川流域下水道事務所（クリーンピア千曲）下流施設課
　☎ 026-257-4000　FAX 026-257-4428
　電子メール：chikumagawaryuiki@pref.nagano.lg.jp
　URL：https://www.pref.nagano.lg.jp/chikumagawaryuiki/index.html

現在の状況をお知らせします

令和３年(2021 年)８月 

      

令和元年東日本台風により被災したクリーンピア千曲については、皆様から節水へ

のご協力をいただきながら復旧工事を進めてまいりました。 

本年３月には、汚水を浄化する機能が復旧し、被災前の放流水質に戻ったことから、

以前と同様の下水道利用が可能となりました。 

ここれれままででのの皆皆様様ののごご協協力力にに感感謝謝申申しし上上げげまますす。。  
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浄水場の社会見学

マンホールのふたのデザインはいくつあるの？

　いつも使っている
水がここできれいに
なって、家の水道か
ら出てくるなんてす
ごいと思いました。

塚田新二朗くん（栗ガ丘小 4 年）

　下水道のマンホールのふたのデザインは町内に
5種類あります。現在、北斎の浪図をデザインし
たふたに交換しています。まだまだ昔のふたが設

置してあるところがありますので、交換前に探してみ
てはいかがですか。（交通安全に気を付けて！）

　栗ガ丘小学校4学年の児童は、毎年社会科の授
業で浄水場を見学しています。今年は7月19日
に行われ、水道水がどのようにして家庭まで届く

かを学習しました。浄水場は誰でも見学ができますの
で興味がある方はお問い合せください。

←浄水場では、安全でおいしい水が家庭
に届けられる仕組みを学びました。

農業集落排水の当初
の鉄ぶた

農業集落排水の新し
い鉄ぶた

公共下水道の初期
の鉄ぶた

修繕に伴い設置替えを
行っている鉄ぶた（公
共下水、農業集落排水）

流域下水道と公共下水
道の接続箇所に設置さ
れている鉄ぶた

■問い合わせ　建設水道課 上下水道係　☎ 026-214-9106

町報おぶせ　2021(　　3)-8令和

低区配水池更新事業

　低区配水池は、昭和2年から昭和62年までに５
池の配水池が建設され、それぞれの配水池が地下に
埋設した管で接続されている配水池です。現在実施
しています低区配水池更新事業では、これらの施設
をひとつに集約化し、水道水の安定した供給や震災
などの災害時においても水道水が確保できる配水
池としていきます。本更新事業は、民間事業者が有
する技術力、ノウハウ、および創意工夫を活用する
ため設計・施工一括発注方式（デザインビルド方式）
で実施し、町内外の事業者を公募しました。2事業
者から提案があり、内容を審査し、令和２年８月に
事業者が森松工業株式会社に決定しました。提案
採用された配水池は、鉄筋コンクリートに耐久性、
耐食性を備えたステンレス内張りの１池1,000㎥の
独立２池式です。現在、令和4年度末の完成を目指
して新配水池の更新事業に取り組んでいます。 町営住宅東側にある低区配水池の更新事業完成予定図

これまでの皆様のご協力に感謝申し上げます。

8
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クリーンピア千曲だより

9月の各種相談 問い合わせ　各種相談  ☎026-247-3111

相談内容 期日 時間 相　談　員 場　所　等

人権相談 1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 7日㊋、21日㊋ 13:00 ～ 15:00 民生児童委員 北斎ホール事務室

行政相談 17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 21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 1日㊌ 9:30 ～ 11:30 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 15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
※23日㊍ 休業

公民館結婚改善委員会室

心のサポート相談 毎週㊎
13:30 ～ 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

精神保健相談
思春期心の相談 22日㊌ 15:00 ～

※要予約 精神科医 須坂市保健センター
☎026-225-9039
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今年度の資源物回収は行いません
　小布施中学校では例年、鳳凰祭のための活動資金
と生徒会活動資金を自分たちの手で作り出すための
活動として資源物回収を行っています。
　昨年度に引き続き、今年度も新型コロナウイルス感

染症への対応のため中止とします。中学生のために回
収物を準備いただいていた皆さまには大変申し訳ご
ざいません。ご理解をお願いいたします。
■問い合わせ　小布施中学校　☎026-247-2109

小布施中学校からのお知らせ

有
料
広
告

小布施ミニ六斎市を開催します
飲食店・農産物等販売出店者を募集します　例年「大日通り」で開催しています小布施六斎市

は、新型コロナウイルス感染対策のため場所を変更
し、規模を縮小して「小布施ミニ六斎市」として開
催します。
開催日　10月9日㊏、10日㊐、16日㊏、17日㊐の
　4日間
時間　9:00 ～ 16:00
場所　中町南交差点広場・朝日屋様北側町有地
その他　9月末日時点で、長野圏域での新型コロナ
　ウイルス感染警戒レベルが3以上となっている場
　合は、開催を中止します

　飲食・農産物・特産品等を販売してみませんか。
　一日の出店を原則とします。
出店料　①5,000円
　　　　　（テント1張り、机２基、いす５脚）
　　　　②3,000円（テント1張りのみ）
申し込み　9月10日㊎までに産業振興課農業振興
　　　　　係へお電話ください

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

新型コロナワクチン接種証明書（ワクチンパスポート）を申請してください
　新型コロナワクチン接種時に小布施町に住民票があ
り、渡航先で接種済みの証明書が必要となる場合は申
請してください。

郵送による申請の場合　必要書類と返信用封筒（宛先
　記載、切手貼付）と返送先住所が記載された本人確
　認書類（運転免許証、健康保険証、マイナンバーカー
　ド等）の写しを同封の上、健康福祉課健康係にお送
　りください
　　　　　■申請先・問い合わせ
　　　　　　健康福祉課健康係　☎026-214-9107
　　　　　　　〒381-0297（住所記載不要）
　　　　　　　　小布施町役場健康福祉課健康係宛て

申請に必要な書類
〇申請書
〇旅券（パスポート）の旅券番号等が記載されている
　ページの写し
※旅券に旧姓、別姓、別名の記載がある場合は、それ
　らを確認できる書類（旧姓併記されたマイナンバー
　カード、運転免許証、戸籍抄本、住民票など）
〇接種済証または接種記録書の写し
〇委任状（申請者が代理人の場合）
※申請書と委任状は町ホームページからダウンロードす
　るか、健康福祉課健康係窓口でお受け取りください
手数料　無料
窓口申請の場合　必要書類をお持ちになり、健康福祉
　課健康係へお越しください

渡航予定がある人は

　新型コロナワクチン接種証明書（ワクチンパス
ポート）は渡航予定がある人に発行するものです。
それ以外の人で接種記録が必要な場合は、接種時
に発行される「接種済証（臨時）」（接種券に付属
されています）または「接種記録書」（医療従事者
等に発行されています）をご利用ください。

期日前投票の投票立会人を募集します
　より多くの町民の皆さんに選挙への関心をお持ち
いただくため、期日前投票の投票立会人を募集しま
す。対象は、小布施町に引き続き3カ月以上住所を
有し、年齢満18歳以上の人です（選挙権が有る人）。
応募者を投票立会の希望者として登録し、今年執行
される衆議院議員総選挙の日程が決まり次第、立会
人として従事できるか確認のご連絡をします。以
降、選挙ごとに投票立会人として従事できるか、希
望の日時などを確認しますので、都合に合わせて従
事することができます。
○投票立会人とは
　投票所で実際に投票に立ち会い、選挙が公正確実
に行われているか確認していただく役割があります。

○場所と時間
場所　北斎ホール
時間　原則として、（前半）8:30 ～ 14:15または
　（後半）14:15 ～ 20:00
○報酬　4,800円（１回当たり）前半後半ともに同額
○申し込み方法
　町選挙管理委員会（総務課内）または、町ホーム
ページにある「投票立会人登録申請書」をご記入の
うえ申請してください。
■問い合わせ・申込先　
　小布施町選挙管理委員会（総務課総務係内）
　　☎026-214-9100

小布施町新型コロナウイルス感染症対策環境整備補助金

▶

▶

新型コロナウイルス感染症に関する支援策

事 

業 

者 

の
皆
さ
ん

感染症対策で設
備を導入した

店舗等の賃借料（4月~6月分）の1/3を補助【上限額20万円】

小布施町商工業者店舗等賃借料補助金（令和3年度版）助
成

【対象】　令和3年4月~6月いずれかの月の売り上げが、対前々年同月比　
　　　　20％以上減少している事業者

4 月 ~6 月のい
ず れ か 1 カ 月
間の売り上げ
が 20% 以上減
少した

町内で利用可能な商品券を発行
【販売額】5,000円（7,500円分） 
【販売数】11,000セット（1人1セットまで）
　　　　7,500円のうち2,500円は大型店舗を含め全加盟店で使用できます。
　　　　5,000円は大型店舗以外の加盟店での使用となります。

【対象】小布施町民　※販売状況を踏まえ対象者を拡大する場合があります。
【利用期間】9月27日㊊~12月31日㊎
【販売期間】9月27日㊊~　【販売場所】北斎ホール（10:00~16:00）

需
要

喚
起

▶

個 

人
・
事
業
者
の
皆
さ
ん

町内で買い物
をする

小布施町ビッグプレミアム商品券 小布施町産業振興課
☎026-214-9104

sangyou@town.
obuse.nagano.jp

小布施町商工会
☎ 026-247-2028
FAX 026-247-2153

a b c o b u s e @
stvnet.home.ne.jp

【申請期間】　9月30日㊍まで

助
成

感染症対策のための設備導入費用の一部を補助【上限10万円】
【対象】町内に事業所があり、今後も継続して事業を営む事業者
【対象期間】令和2年1月1日～令和3年9月30日
【申請期間】　9月30日㊍まで

小布施町産業振興課
☎026-214-9104

sangyou@town.
obuse.nagano.jp

町内に店舗が
ある
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有
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広
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令和3年産水稲の被害届の受付を開始します
対象被害　減収が見込まれる自然災害、病虫害など
申告方法　収穫の10日前までに、電話で長野県農業
　共済組合北信支所へご連絡ください
■連絡・問い合わせ　長野県農業共済組合北信支所
　　　　　　　　　　　　☎026-219-2890

オープンガーデンオーナーを募集しています
　ご自慢のお庭や花壇を多く
の人に披露しませんか。花を
通して人と人のふれあいや交
流の輪を一層深めるため、新
たに参加していただけるオー
ナーを募集しています。個人

や店舗の庭園、花壇など、どんなスタイルでも参加で
きます。参加は「期間限定」、「季節限定」も可能です。
■申込み・問い合わせ　産業振興課商工振興係
　　　　　　　　　　　　☎026-214-9104

　全日本ろうあ連盟では、ろう者を含めた全ての障
がい当事者が、自己の努力とその能力を生かすこと
のできる共生社会の実現を図ることを目的とした映
画を制作しました。
日時　9月4日㊏　2回上映（上映時間115分、日本
　語字幕入り）
〇第1部　上映 10 :30（開場10:00）
〇第2部　上映 14 :00 （開場13:30）
会場　小布施町北斎ホール
チケット代　高校生以上1,200円、小中学生500円
　（未就学児は無料）※チケットは下記ＱＲコード
　からご購入ください。（当日券も販売します）
■問い合わせ
　「咲む」高水地区上映実行委員会
　事務局　FAX 026-248-3651

全日本ろうあ連盟創立70周年記念映画「咲
え

む」上映会のお知らせ

☎   026-247-2747
Fax 026-247-4504

開館時間　9:00 ～ 19:00

9月の休館日▶7日㊋、14日㊋、21日㊋、28日㊋

　
　テラソではさまざまな方の興味・関心を刺激で
きるような棚づくりに力を入れています。
　5月に始まった文脈棚（ジャンルではなく、意味
の連想で陳列する棚）に加え、最近新しくできたの
は、４つ！① オブセダナ（小布施関連本棚）・② オ
シダナ（町民の推薦本の棚）・③ ゴフンダナ（待ち時
間５分で読める棚）・④ ツンダナ（積読しやすい本
たちの棚）です。新しい出会いが待っているはず…。
ぜひ、のぞきに来てください！

『行った気になる世界遺
産』
鈴木亮平 編

司書のひとつかみ
― テラソおススメの本をご紹介します ―

『死ぬまでに行きたい世界の
絶景　日本編』
詩歩　著

　本で旅行気分を味わいませんか。
　空想だからこそできるダイナミックで空間
を超えた旅行が再現できます。もしくは今だ
からこそ「その日」に備えて綿密な旅行計画
をゆっくり練るのも良いかもしれません。今
月はぜひ机上旅行に行ってみませんか。

「机上旅行」

テーマは

『世界はもっとほしいモ
ノにあふれてる2 ～バイ
ヤーが教える極上の旅
～』     制作班 監

　小学校一年生で習う漢字ですが、
一生付いて回る気もします。身につ
けたい『力』は何ですか？本を読んだ
だけでは身につかないかもしれませ
んが、その本を手に取る事から始め
てみませんか？

9月のテラソ百選のテーマは「力」です

9月のおはなし会
日　時 内　容

9月11日㊏ 10:30～ お父さんの読み聞かせ会
9月17日㊎ 15:30～ 低学年のためのおはなし会
9月25日㊏ 10:30～ おはなし会

※新型コロナウイルス感染防止のため中止になる場合があります。

新たに203冊（一般117冊、児童
65冊・絵本21冊）の本を迎えま
した。ぜひ足をお運びください。

　実は僕、学生時代は歴史がすごく嫌いだっ
たんです。けれど、暁の円卓を読んでから歴
史に対する見方が変わりました。そうか、歴
史って「物語」なのか！と腑

ふ
に落ちたという

か。この本は一部史実に基づいているところもあって、気が
ついたら歴史の勉強をしているんですよ。昭和天皇の幼なじ
みとして育ったイギリス人の主人公を通して、昭和天皇の苦
悩について思いを馳せてみたり…。それぞれの時代背景や人
の思惑が折り重なる、先が読めない物語に夢中になっている
自分に気がついたときに、歴史を学ぶのも同じ構造だとハッ
として、嫌いだったものが一気に面白いものに変わりました。
そういう意味で、僕に革命を起こしてくれた本なんです。
　思った以上に深い。歴史は確かに物語ですよね。切り取
られ方によっても違いますし。生き様や意思決定から学ぶ
ことも多いですし。
　面白いですよね。今は実用書ばかり読むようになってし
まいましたが、今日こうして本を前にしてみると、懐かし
い気持ちになります。
　時間の空いた時に、是非また非日常への旅を！

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

ホームページ

新しい棚が出来ました！

note

新着本紹介

聞き手  テラソ館長　志賀アリカ

私をつくった一冊対談

　今回は、サウナにどハマり中の総合政策
推進室専門官兼小布施町サテライトオフィス管理人の林
さんにお聞きしました。林さんの印象深い一冊とは…？
　ラルフ・イーザウさんの「暁の円卓」です。
　ラルフ・イーザウと言えば「ネシャン・サーガ」！ちょ
うど私たち世代の本なのに、暁の円卓は読んでません…。
　そうですよね（笑）。僕の周りも暁の円卓読んだ人、
あまりいなくて…。超長い歴史ファンタジーという、
これまでと系統が違うこともあり、ファンにも挫折者
が多いのだと思います。 
　それでも読了されたということは、林さんはよく本
を読む方だったんですか？
　それがそうでもなくて。「ハリー・ポッター」に出会
う前はほとんど読まなかったですし、読むようになっ
てからもかたくなに海外のファンタジーしか読まない
という謎のこだわりを持っています（笑）。
　その中で、なぜ暁の円卓が印象に残ってるのでしょう？

■問い合わせ　須坂市消防署小布施分署
　　　　　　　　☎026-247-5901

救急車の適正利用をお願いします
　救急車や救急医療は限りある社会資源です。適正
な利用を心掛け、安心して救急医療が受けられる社
会をみんなで目指しましょう。
救急車の呼び方
　119番通報すると、司令員が救急車の出動に必要
なことを順番にお伺いします。緊急性が高い場合は
すべてお伺いする前でも救急車が出動します。あわ
てず、ゆっくりと答えてください。
①救急であることを伝える
　119番通報をしたら、まず「救急です」と伝えて
ください。
②救急車に来てほしい住所・場所を伝える
　住所は必ず市町村名から伝えてください。分から
ない時は近くの大きな建物、交差点など目印（目標
物）になるものを伝えてください。

③具合の悪い方の年齢、症状を伝える
　具合の悪い人の年齢を伝えてください。分からな
い時は「60代」のようにおおよそで構いません。さ
らに、誰が、どのようにして、どうなったと簡潔に
伝えてください。分かる範囲で意識、呼吸の有無等
を伝えてください。
④あなた（通報している人）の名前と連絡先を伝える
　あなたのお名前と、119番通報後も連絡可能な電話
番号を伝えてください。具合の悪い人の症状の確認や、
場所が不明な時などに問い合わせる時があります。
※その他、詳しい状況、持病、かかりつけ病院等に
　ついてお伺いする場合があります。答えられる範
　囲でお伝えください。

須坂市消防署小布施分署からのお知らせ

9月9日は「救急の日」～ 9月5日㊐から11日㊏は「救急医療週間」です～
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小布施町議会令和3年7月会議
●議案
〇令和3年度補正予算　　　　2件（可決）
〇固定資産評価員の選任　　　1件（同意）
◎議案の概要
●補正予算
◇一般会計

〔補正額〕1億3,015万円
〔補正後の額〕54億5,396万円
■歳出の主なもの

（衛生費）　新型コロナウイルスワクチン接種事業費
　　　　　　　　　　　　　　　1,628万円4千円

審議期間　7月29日
（商工費）　新型コロナウイルス対策商工業支援事業費
　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,784万円
◇水道事業会計
収益的支出　〔補正額〕500万円
　　　　　　〔補正後の額〕1億8,184万8千円
資本的支出　〔補正額〕1億円
　　　　　　〔補正後の額〕1億8,270万7千円
●固定資産評価員の選任
　新井隆司副町長が小布施町固定資産評価員に選任
同意されました。

　１年生は、生活科で七夕をやることになりました。
最初にお家で七夕について調べてきました。織り姫と
彦星のお話や、七夕の飾りや短冊の色の意味など今ま
で知らなかったことがたくさんわかりました。竹は、
学校のそばの龍雲寺さんがクラスに一本ずつ切らせ
てくださいました。大きくて重い立派な竹を、「よい
しょ、よいしょ」とクラスみんなで力を合わせ頑張っ
て学校まで運びました。その後、折り紙で作った七夕
飾りをつけて廊下に竹を飾ると「わぁ！」「大きいね」

「きれいだね」と歓声があがりました。最後に短冊に願
いごとをかきました。「コロナがなくなりますように」

「いろんな人と友だちになれますように」
　～１年生のみんなの願いが叶いますように～

学校・園だより
七夕づくり　栗ガ丘小学校１年生POSTPOST

〒〒学学 校校

心
の和

人権教育 や、大親友になっていました。よ
くケンカをするほど仲が良いっ
て言いますが、本当かもしれませ
ん。私の友達の作り方は三つあり
ます。一つ目はなんとなく話しか
けて質問します。そして、自然と
仲良くなります。二つ目は、会っ
たことのある人に話しかければ友達になれるかもしれ
ません。三つ目は、相手から来るのを待つことです。
私の中の友達というものは、いっしょにいてとても楽
しい人です。助け合うのも大事だと思います。私はこ
の二人の友人が大好きです。

（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）

　私には大切な友人が二人います。二人の性格はぜん
ぜんちがいます。でも、二人共なかよしです。それは、
二人、おたがいにない所を助け合っているからです。
でも、たまに二人はけんかをしてしまいます。そんな
時、私はどうすればいいのでしょう。ある時、思いつ
きました。私は友人をさそいました。そして、二人は
時間通りに集合場所に来ました。はじめは、二人共話
しません。けれど、遊んでいるうちに、二人は仲直り
していました。そして、みんなでよく遊ぶようになっ
ていました。もう二人はただの友人ではなく親友、い

「大切な友人」
栗ガ丘小学校５年　伊藤可

か こ
子さん

　林所長に「中学校の思い
出は？」と質問すると、「部
活と給食」という答えが
返ってきました。中学時代
にバレーボール部のエー
スとして活躍した林所長
の学校生活の元気の源は
給食だったといいます。
子どもたちが大人になっ
ても心に残る給食を作り

たいという想いを胸に、田澤悦子栄養教諭が作成した
栄養バランスの良い献立を調理員と一緒に調理してい
ます。手作りの温かみのあるおいしい給食を毎日提供

したい想いは調理員も一緒。給食センタースタッフ全
員で心をひとつに協働する大切さを実感しています。

「毎日約1,000食の給食を提供できているのは調理員
のおかげです」と、感謝の気持ちを笑顔で話す林所長
が印象的でした。

いいね

小布施

未来へのメッセージ

「安心安全の給食づくり」　小布施町学校給食センター所長　林 秀
しゅういち

一さん

　中学校では、新型コロナの影響でランチルーム
が使えませんが教室で楽しく給食を食べていま
す。毎日、僕たちの成長のことを考え、工夫して
メニューを考え、おいしい給食を作っていただ
き、とてもありがたいと思っています。
　給食委員長　唐沢柊

しゅうと

斗さん（３年）
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日 月 火 水 木 金 土

8/29 8/30 8/31 9/1 2
オ レ ン ジ カ

フェくりんこ（13：
30 ～健福）

3
転倒予防教室

（13：30 ～健福）

4

5 6
◇フレイル予防個
別相談会（13:30
～健福）※要予約

7
転倒予防教室

（13：30 ～健福）

8 9
　

10
     転倒予防教室

（13：30 ～健福）

11

12
◇資源物回収

（7：00 ～生駐）

13 14
　　ダンスで脳元
気教室（13：30 ～
健福）

15
◇須高シルバー人
材センター入会説
明会（13: 30 ～桃
源荘）

16 17
転倒予防教室

（13：30 ～健福）

18

19 20 21 22 23 24 25

26 27
チャレンジの

ど自慢教室
（13：00 ～健福）

◇ビッグプレミア
ム商品券販売開
始（10:00 ～北ホ）
P12

28 29 30 10/1
転倒予防教室

（13：30 ～健福）

10/2

有
料
広
告

・・・おでこポイント対象事業令和3年9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　北ホ・・・北斎ホール

◇庭木の剪定枝回収（18日まで）
（9:00 ～町営グラウンド北側駐車場）

屋外広告物適正化旬間　P11

秋の全国交通安全運動　P11

おぶせっこ
大集合!!

月 生 ま れ
8

「お誕生日おめでとう。妹と
仲良くたくさん遊んでね」

  おのざわ ・ もえ

小野澤萌恵
H30.8.10生

小野澤忍 （中扇）より恵母父

「4 才のお誕生日おめでと
う！元気いっぱい大きく
なーれ♪」

  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

「4歳おめでとう☆お手伝
いも上手になって、また一
年楽しみだな！」

  いちかわ ・ まほ

市川茉歩
H29.8.18生

市川稔 （松村）より智恵父

ちゃん

ちゃん

父

母

母

「3歳おめでとう☆友達とた
くさん遊んで園生活楽しん
でね！ 」

  こばやし・ みこと

小林弥采 ちゃん

H30.8.6生

小林和弥 （北岡）より恵里佳母父

「2歳おめでとう！ハッピー
な一年になりますように
♪」

はらやま  ・  みつ

原山  実 ちゃん

R1.8.14生

原山拓也 （東町）より瑞希母父

「何事も頑張る！優しいは
るくん。いつもありがとう
ね♡大好き♡」

  もとやま ・ はると

本山陽翔 くん

H28.8.3生

本山裕貴 （東町）より裕美母父

グループ 自治会名 9月　利用できる日にち

A 東町・上町・林・山王島・六川・中子塚・矢島
清水・水上・松の実・千両・クリトピア

1日㊌、3日㊎、7日㊋、9日㊍、13日㊊、15日㊌、17日㊎、
22日㊌、27日㊊、29日㊌

B 中町・伊勢町・中央・中扇・横町・福原・栗ガ丘
大島・飯田・北岡・押羽・羽場・中条・松村・雁田

2日㊍、6日㊊、8日㊌、10日㊎、14日㊋、16日㊍、21日㊋、
24日㊎、28日㊋、30日㊍

エンゼル通 信
■問い合わせ　エンゼルランドセンター　☎026-247-2137

企　画 日　時 内　　容 対　象 参加費

 おはなしの日 9月7日㊋
11:00~11:30  さりまさんのパネルシアター 就学前乳幼児

無料
 第1回 子育てセミナー 9月16日㊍

10:30~11:30
 「べびいケア」
 ～心地よい赤ちゃんのトリセツ～ 8 か月までの乳

児とその保護者
（託児あり） 第2回 子育てセミナー 9月24日㊎

10:30~11:30
 「絵本のお話」
 ～赤ちゃんの脳に効果的な読み聞かせ方～

 第3回 子育てセミナー 10月1日㊎
10:30~11:30

 「ママのリラックスタイム」
 グループに分かれておしゃべりタイム

救急医療週間　P14

こばやし ・ いつき

小林  樹
H30.8.11生

くん

「3 歳おめでとう !
いつも明るく皆を
楽しませてくれて
ありがとう☆」

小林和之
（福原）より美紀母

父

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（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･･･企画財政課広報情報係　☎026-214-9102（直通）
 ✉ kikaku@town.obuse.nagano.jp
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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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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」

千曲川大洪水水位標

私が紹介するのは

　私が紹介するのは押羽にある千曲川大洪水水位
標です。過去に何度も千曲川で洪水があり、どの
くらいの高さまで水が来たのかが分かります。
　一番上の水位標は1742年「戌

いぬ
の満水」と呼ば

れ、私の身長154cmと比較してもかなりの高さ
まで水位が上がったようで、当時の水害の怖さが
伺えます(数値は立ヶ花の水位標を基準にしてい
ます)。一昨年の台風19号では小布施町でも家屋
や農産物に甚大な被害がありました。立派な堤防
があり水害は過去の出来事だと思っていました

広報員
北澤知子さん（押羽）

が、昔から洪水のある地
域だということをあらた
めて認識し、備えをしよ
うと思いました。

　1742（寛保2）年8月2日
「戌の満水」の水位は10.9ｍ
と記録されています。
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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

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。

　申し込みをされていない人も受けることができ
ます。受診料は無料です。

時　間 ９月21日㊋ ９月22日㊌

９:00 ～ ９:50 福原コミュニティセンター
（横町・福原・栗ガ丘）

東部コミュニティセンター
（中条・松村・雁田）

10:10 ～ 11 :00 大島公会堂
（大島・飯田）

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 林公会堂
（林・山王島）

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）

六川公会堂
（六川・中子塚・矢島・清水）

15:30 ～16 : 20 千年樹の里  健康福祉センター
（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。

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

3歳児健康診査 9月 8日㊌ 受付 13:00 ～ 13:15 平成30年    6月～7月生まれ

子育て教室
げんきっこ塾（2歳） 9月 9日㊍ 受付   9:30 ～  9:45  令和元年    5月～7月生まれ

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。

※今年度、肺がんＣＴ検診を受けた人は受診できませんので、ご注意ください。

　例年秋になると、有毒きのこによる食中毒が集
中して発生します。次の３つのポイントに注意し
て、有毒きのこによる食中毒を防ぎましょう。
〇知らないきのこは採らない、食べない、売ら 
　ない、人にあげない
〇食べられるきのこの特徴を完全に覚える
〇「柄が縦に裂けるきのこは食べられる」など

有毒きのこによる食中毒に注意しましょう
　の誤った言い伝えや迷信を信じない
　もし、きのこ中毒だと思ったら、すぐに医師
の診察を受けましょう。食べたものが残ってい
る場合は受診の際にお持ちください。
■問い合わせ  
　　長野保健福祉事務所食品衛生課
　　　☎026-225-9065

雁田山の小さい植物「ウメガサソウ」
　ウメガサソウは、低山の乾燥した林の中に生育す
るイチヤクソウ科の小形の多年生植物で6 ～ 7月
にかけて花が咲きます。植物図鑑などでは草丈が
10 ～ 15ｃｍ位の常緑多年生植物と説明していま
すが、普通見られる個体は数cm位しかありません。
名前の由来は、梅の花に似ている花が下向きに咲い
ているから、と言われていますが、そのような状態
を確認できるのはまれです。雁田山では、登山道路
沿いで目に付くようになってきましたが貴重な植物
の一つです。　　　案内人：清水照雄さん（栗ガ丘）

おぶせ自然暦
four seasons in obuse vol.113

1_乾燥した土地に生育するウメガサソウ　2_丈が数cm
しかありません　3_梅の花に似ている花　

1 2

3

撮影地：雁
田山（写真
3は清水さ
ん提供）

千曲川大洪水水位標→

地域おこし協力隊通信 №11
　８月から地域おこし協力隊員として、環境分野で
活動させていただきます。税所篤快と申します。
　今回、妻と３歳と０歳の息子たちと小布施に引っ越
してきました。出身は東京都で、バングラデシュで教
育のNPOを創業し世界各地で活動したり、リクルー
トという会社の教育分野で働いてきました。美味し
いご飯や、素晴らしい温泉、そして優しいご近所のみ
なさんとの出会いと、さっそく小布施生活を楽しんで
います。家族共々、どうぞよろしくお願いします。
　またライフワークとして本の執筆をしています。
ご興味ある方は町の図書館に新刊『未来の学校の
つくりかた』を置いて頂いていますので、ぜひ手に
とって頂けますとうれしいです。

はじめまして　税
さいしょあつよし

所篤快です
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　7月30日㊎に人権のまちづくり委員会、企業人権同
和教育推進協議会が主催する研修会「みんな違ってみ
んないい～性の多様性を考える～」が北斎ホールで開か
れました。性的少数者であることを自認する講師は自身
の体験を踏まえ「性的少数者は悪気のない言葉でも傷つ
いてしまうことがあります。見た目では分からないので

『隣にいるかも』という想像力を持って言葉の使い方を
考えてほしい」と訴え、「私たちが普通のこととして社会
に受け入れられ、安心して暮らせる日が来ることを願っ
ています」と150人の参加者に語りかけました。

「みんな違って当たり前」の社会を

情

報ラ
イナー

情

報ラ
イナー

お届けします
まちの話題を

　これからの羽場の地域づくりを考える「羽場未来
プロジェクト」では、環境美化ボランティアを募り、
７月11日㊐に放置されている空き家の庭を清掃し
ました。「地域の環境は地域で守る」を合言葉に24
名が集まり、道路に出ている木の剪定や下草刈り、
不法投棄物の撤去を行いました。プロジェクトメン
バーの田中三男さんは、「たくさんの地元の有志が
集まってくれたおかげで、とてもきれいになりまし
た。人口は少ないけれど地域力を感じました」と羽
場の明るい未来を見据えていました。

地域で生活環境を守る

「自分史＆未来日記」完成報告
　まちづくり委員会福祉を考える部会は、作成を進
めていた小布施版のエンディングノート「自分史＆
未来日記」の完成を町に報告しました。これは今ま
での人生を書き残したり、財産やお葬式といったエ
ンディングについて書き込めるバインダー式のノー
トで、花村一三部会長（清水）は「エンディング（終
わり）という暗いイメージにならないよう、自分史
の要素を取り入れました。町と連携し、たくさんの
人に利用してもらえるよう発信していきたい」と話
します。「自分史＆未来日記」は、まちづくり委員会
事務局（企画財政課）で 500 円で販売しています。

研 修 会 資 料
（一部）を転載

左利きと同じくらいいる！？ＬＧＢＴ

～電電通通ダダイイババーーシシテティィ・・ララボボ「「LGBT調調査査2018」」「「LGBT調調査査＋＋2020」」よよりり～～

LGBT層に該当する人は8.9％と算出されました。

2015年調査では7.6%（LGBT市場規模を約5.9兆円と算出）

2012年調査では5.2％
下図の②と⑩以外に該当する人。


