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コロナ収束の願いが込められた灯篭は
秋の風景を幻想的に照らしていました。

公民館中央分館の灯篭展示会
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特別会計 歳入額 歳出額 差引額

国民健康保険 11億6,118万円11億6,118万円 11億3,317万円 2,801万円

後期高齢者医療 １億6,579万円 １億5,980万円 599万円

介護保険 11億396万円 10億4,597万円 5,799万円

下水道事業 8億7,924万円 8億7,878万円 46万円

農業集落排水事業 5,582万円 5,536万円 46万円

水道事業会計 収入額 支出額 差引額
収益的収入
及び支出

２億2,972万円 １億6,094万円 6,878万円

資本的収入
及び支出

1,611万円 8,099万円 －6,488万円（※）
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R2R1Ｈ28Ｈ27 Ｈ29 Ｈ30

渡辺建次監査委員

H29 H30 R1 R2
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 7.3％ 7.7％ 7.0％ 6.0％ 25％

将来負担比率 15.6％ ― ― ― 350％

Ｈ29 Ｈ30 R1 R2 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、準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　企画財政課財政係 ☎ 026-214-9101
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令和元年東日本台風で浸水した小布施町内の様子
（大島地区）
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小布施町の環境について考える町民ワークショップのご案内

　総合政策推進室では、これからの小布施
町の環境政策について町民の皆さんと議
論を深める場としてワークショップを企画
しています。忌

き た ん
憚のないご意見をいただけ

る場にできればと思っています。大勢の皆
さんのご参加をお待ちしております。

日時　11月28日㊐　13:30 ～ 17:00
場所　公民館講堂
申し込み　右記のQRコードから送信を
　お願いします。電話でのお申し込みは
　総務課総務係（☎026-214-9100）ま
　でお願いします。

　パネル設置費用を設置時に一括で支払うことが難しい場合、「初期費用
ゼロ円モデル」のサービスも有効です。これは、パネルの設置事業者が初
期費用を負担し、利用者は毎月の電気代の利用料によって費用を返済す
るため、初期投資の費用を用意しなくても大丈夫です。それでも、「再エネ
賦課金」が掛からないためコストを抑えることが可能です。

（詳細は、自然エネルギー信州ネット「信州屋根ソーラー 100%：ゼロ
円設置モデルご紹介」をご覧ください）

これからはパネル設置にわざわざお金を用意しなくても
大丈夫？！

有
料
広
告

現住所 　例）小布施町大字小布施1491-2

氏名 　例）小布施 太郎 生年
月日

明・大・昭・平
　　55年4月1日

理由   1仕事・学業・冠婚交際　2 旅行などの外出・滞在
  3 病気・けが・出産・歩行困難　4 離島　5 住所移転　6 天災・悪天候
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子育て

支援

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

住宅用火災警報器の設置と作動確認をしまし
ょう
　住宅用火災警報器は煙や熱を感知し、警報
を発して火災の発生をいち早く知らせ、家族
や自分の身を守るためのものです。
設置場所　すべての寝室（2階に寝室がある 
　場合は階段上部の天井または壁にも設置）
作動確認をしましょう　警報器の寿命はおお
　むね10年です。電池交換が必要なものは本
　体も劣化している場合がありますので、本体
　ごと交換しましょう。

須坂市消防署小布施分署からのお
知らせ
　11月9日㊋から15日㊊まで、秋季全国火
災予防運動を実施します｡

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

全国統一防火標語

おうち時間  家族で点検  火の始末

生活

環境

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・アルコール式は対象外）

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

※携帯電話などの小型充電式電池とボタン型電池は、家電量販店や
　電気店、ホーム　センターなどの回収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

有
害
ご
み

ボタン型電池
（回収協力店の回収缶へ）
ボタン型電池にはLR、SR、PR
の刻印があります。電極（＋
－）をセロハンテープで絶縁
してください

小型充電式電池
（回収協力店の回収箱へ）
小型充電式電池には次のマー
クが付いています。電極（＋
－）をセロハンテープで絶縁
してください
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日　時 内　容
11月13日㊏ 10:30～ お父さんの読み聞かせ会
11月19日㊎ 15:30～ 低学年のおはなし会

農業委員会だより

筆数 面積（㎡）
Ｒ2年度 R3年度 R2年度 R3年度

不耕地の農地 127 130 105,225 101,899

低利用の農地 8 9 5,859 7,367

合計 135 139 111,084 109,266
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グループ 自治会名 11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

2日㊋、5日㊎、9日㊋、11日㊍、15日㊊、17日㊌
19日㊎、24日㊌、26日㊎、30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

1日㊊、4日㊍、8日㊊、10日㊌、12日㊎、16日㊋
18日㊍、22日㊊、25日㊍、29日㊊

母父

相談内容 期日 時間 相　談　員 場　所　等

人権相談 10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 2日㊋、16日㊋ 13:00 ～ 15:00 民生児童委員 北斎ホール事務室

行政相談 19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 15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 ～ 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 17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㊋、㊍
※祝日を除く

13:00 ～ 17:00
※要予約 結婚専門相談員 小布施町社会福祉協議会

☎026-242-6665

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 24日㊌ 15:00 ～
※要予約 精神科医師 須坂市保健センター

☎026-225-9039

母

父

母

父

日 月 火 水 木 金 土

10/31
環境美化運動の日

1
小布施菊花展

（～ 10 日）皇大神
社境内  P20

2
　転倒予防教室

（13：30 ～健福）

3
◇文化の日表彰式

（10：30 ～講堂）

4
オレンジ

カフェくりんこ
（13：30 ～健福）

5
　転倒予防教室

（13：30 ～健福）

6

7
髙井鴻山席書大会

（8：10 ～中学校
体育館）  P9

8 9
ダンスで脳

元気教室（13:30
～健福）

10
　　フレイル予防
相談会※要予約

（13:30 ～健福）

11 12
転倒予防教室

（13：30 ～健福）

13

14
◇有害ごみ回収

（7：00 ～生駐）
P12

15 16
　転倒予防教室

（13：30 ～健福）

17
◇須高広域シル
バー人材センタ
ー入会説明会

（13: 30 ～桃源荘）
◇献血

（9：30 ～保健セ
ンター )  P23

18 19 20

21 22 23
勤労感謝の日

24 25 26 27

28 29
　　チャレンジ
のど自慢教室

（13：00 ～健福）

30 12/1 2
オレンジ

カフェくりんこ
（13：30 ～健福）

3 4
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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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情報

みんなの健康ひろば
97 Sai

広報員
芋川 忍さん（クリトピア）

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22日㊊ 受付  13:00 ～13:15 平成30年8月  ～   9月生まれ

子育て教室・げんきっこ塾
（２歳児） 11月24日㊌ 受付   9 :30 ～  9：45 令和元年8月 ～ 10月生まれ

小布施町の国民健康保険にご加入の皆さん
特定健診を受けましょう

vol.115

2

3

1
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