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　木のぬくもりを感じ、森林に親し
んでもらおうと 11 月 27 日にわん
ぱく教室「森林で遊ぼう。」を開催し
ました。雁田山から切り出した木を
使って32人の親子が薪割りを体験
しました。

Cover わんぱく教室 
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一般的な基準

（環境デザイン協力基準）
景観形成重点地区の基準

屋根の形状 基本は切妻 勾配屋根とする

屋根の色彩 黒または濃灰色、原色は不可

外壁の色彩 茶色系の彩度の低い色、もしくは無彩色

外壁の構成 集落の特徴を生かしたもの

高さの規模 2階建て以下の建ぺい率、
容積率は用途地域ごとに指定

2階建て以下で、建ぺい率50％、
容積率80％以下

壁面位置 道路境界、隣地境界から
1.2ｍ以上後退

道路境界から1.8ｍ、隣地境界から
1.2ｍ以上後退

敷地面積 ゆとりある敷地を確保 300㎡以上500㎡以下（農家
1,000㎡以下）

敷地内緑地 敷地内を緑化し、周辺は
生け垣にする 敷地面積の15％以上を確保
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日　程 対象自治会

１月24日㊊ 東町、上町、中町、伊勢町、中央、中扇、横町、
福原、栗ガ丘

１月25日㊋ 大島、飯田、林、山王島、北岡、押羽

１月26日㊌ 羽場、六川、中子塚、矢島、清水

１月27日㊍ 中条、松村、雁田、水上、松の実、千両、クリ
トピア

１月28日㊎ 予備日
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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㊊

まちとしょテラソ 12月28日㊋～ 1月4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6日㊍

6次産業センター 12月28日㊋～１月6日㊍

ＯＢＵＳＥ花屋 12月28日㊋～１月6日㊍

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30日㊍～ 1月3日㊊
※年内の受付は終了しました
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令和2年度
退職者数

令和3年度
採用者数

増減

11人 13人 2人

区　分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級
合計

職　名 主事 主任 主査・主幹 係長 課長補佐 課長

職員数 25人 16人 35人 17人 5人 7人 105人

構成比 23.8％ 15.2％ 33.3％ 16.2％ 4.8％ 6.7％ 100％

１週間の勤務時間 勤務時間

38時間45分 8:30 ～ 17:15
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）

3,394日 803日 90人 8.9日 23.7％

女性 男性
新規取得 1人 ０人
前年度から継続 3人 ０人

分限処分 7 件

懲戒処分 1 件

区　分 回数 受講者数 内　容

派遣研修 28回   144人 階層別研修・分野別研修・
まちづくり・教養・実務能
力・メンタルヘルス・情報
セキュリティ等

内部集合研修   2回   184人

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 0.95月分
12月期 1.25月分 0.95月分
合計 2.55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 28,000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 2,508万8千円
職員１人当たり 23万9千円

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

職員数（A） 92人

給与
費

給　料 3億166万1千円

職員手当 4,898万5千円

期末・勤勉
手当 １億1,706万1千円

合　計（B） 4億6,770万7千円
１人当たり給与費

（B/A）
508万4千円

区分 平均給料月額 平均年齢
小布施町 313,981円 43.6歳

国 327,564円 43.2歳

区分 月額 期末手当

給料
町長 701,000円

月額×1.4×3.35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

歳出額（A） 人件費（B） 人件費率（B/A）

79億8,511万円 10億875万円 12.6％
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処理場に流れ込む下水は、ゴミ（髪の毛、

細かい野菜くずなど）や砂を沈砂池で取り

除いてから水処理施設で浄化しますが、被

災後は除塵施設（かき揚げ機、コンベア等）

を動かせず、沈砂池や最初沈殿池でゴミな

どをバキューム吸引していました。 

令和３年 10 月から施設が復旧し、こうし

たバキューム作業が不要になりました。 

 

 

放流水質は、令和３年３月の水処理施設の復旧以降、法令に

定める排水基準を達成し、良好な状態を維持しています。 

また、水処理中の水質をリアルタイムで監視する装置や制御

機能が一部復旧し、効率的な風量の調整など、細かな水質管理

ができるようになりました。 

 

 

最近、下水道に異物（使い捨てマスクや紙おむつなど）が流れ込み、マンホールポンプに

詰まって故障する事故が頻発し、とても困っています。 
決決ししててゴゴミミはは下下水水道道にに流流ささなないいででくくだだささいい。。 
 
 

汚泥焼却炉など残った被災施設は、令和４年３月までに復旧の予定です。 
なお、グラウンド、テニスコートなどの運動施設は、令和４年度中の復旧予定です。 
 
今今後後もも一一日日もも早早いい完完全全なな復復旧旧をを目目指指ししててままいいりりまますすののでで、、引引きき続続きき、、ごご理理解解とと

ごご協協力力ををよよろろししくくおお願願いいいいたたししまますす。。  
 
 

  
  
  

――おお問問いい合合わわせせ先先――  
長野県千曲川流域下水道事務所下流施設課  《《ククリリーーンンピピアア千千曲曲》》  
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/ 

反応槽ＤＯ計 

最初沈殿池 
バキューム作業 

除塵施設の再稼働 

放流⽔の⽔質管理 

おねがい 

今後の予定 

反応槽ＭＬＳＳ計 

令和３年(2021 年)12 月   

 

 
 

令令和和元元年年東東日日本本台台風風にによよりり被被災災ししたたククリリーーンンピピアア千千曲曲のの、、現現在在のの状状況況をを  

おお知知ららせせししまますす。。  
 

 

脱臭装置などの復旧が遅れており、まだ悪臭を抑えられていない状態で、

時間帯や風向き、天候、復旧作業内容等によって、強い臭気が漂うときが  

あります。 
近隣の皆様にはご迷惑をかけてしまい大変申し訳ありませんが、復旧まで、

いましばらくお待ちいただきますよう、何卒お願い申し上げます。 
 
 
令和元年東日本台風による甚大な被害の経験から、処理場が約４m 浸水しても機能を喪失

させないための耐水化を、復旧工事とあわせて行っています。 

防水ドア、防水シャッターの設置や窓の閉塞などを行うほか、処理場全体を動かす電力を

確保するための電気室を１階から２階に移設しました。 

 

 

 

被災後は、全ての水質試験を計量証明事業者に外部委託し、令和２年６月から一部の試験

（pH、COD、SS）のみ自主分析を行ってきましたが、令和３年 10 月に水質試験室の全工事が

完了し、測定機器も整え、全て自主分析を行うことができるようになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ククリリーーンンピピアア千千曲曲災災害害復復旧旧だだよよりり 

（新） 
復旧した水質試験室 

（旧） 
被災直後の水質試験室 

（旧） 
被災直後の電気室 

防水ドア 

処理場からの悪臭について 

処理場の耐⽔化 

⽔質試験の再開 

（新） 
電気室を 

2 階へ移設 

©長野県アルクマ 
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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～

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。

！

　そうなんですよ。この手法で片づけをす
る中で気づいたことがあって…。それが、
自分が全くゴミ箱にトキメかないという
事実でした。ゴミが溜まるのが嫌で、思い
切ってゴミ箱を捨ててみたんです。
　ゴミ箱を捨てる！？ゴミはいずこに！？
　ゴミは即捨てていました。とにかく視界にゴミがないよ
うにと(笑)　そんな生活をしながら東京の街に繰り出した
ある日、街中のゴミの量にがくぜんとしました。それでハッ
としたんです。自分は自分の視界からゴミを消してスッキ
リした気になっていたけれど、どこかにしわ寄せがいって
いるだけで、何も変わっていないんじゃないかと。そこから
ですね、ゼロウェイストが生活の一部になっていったのは。
　なるほど！自分が良ければいいのではなく、そもそもゴ
ミ自体を出ないようにすることに関心を持ち始めたと。こ
んまりメソッド恐るべし…。自分や世の中との向きあい方
を教えてくれる感じですね。　
　仕事だけでなく、人間関係や日々の振り返りでも助けら
れています。人によってトキメキのポイントは違うので、正
解がないですし、人それぞれだと思えるところが好きです。
　素敵です…私もトキメク家で生活したい！素敵なお話を
聞かせてくださり、ありがとうございました。

　
　テラソへのご意見・ご質問・ご感
想をご投函いただけるポストが出来
ました。いつも空間装飾を匠の技で
サポートいただいているSさんの作
品です。“皆様”の心地よさを追求す
るため、ご意見全てにお応えするこ
とは難しいですが、お名前を明記い
ただいたご意見・ご質問に関しまし

ては、個人情報は伏せたうえで、館内にてオープンに回答さ
せていただきます。どうぞご活用ください。

☎ 026-247-2747 　Fax 026-247-4504

開館時間　9:00 ～ 19:00
1月の休館日▶1日㊏～ 4日㊋、11日㊋
　　　　　　　18日㊋、25日㊋

『焚き火の本』
猪野 正哉 ・著

　最近の趣味といえば、みんなでやれば楽しくしかし個
人でも没頭することができる……そんな趣味がトレン
ドな気がします。少しずつ行動範囲が広くなってきた今
日この頃、新しい趣味の開拓、もしくは趣味の再開をし
てみてはいかがでしょうか。

　「趣味」テーマは

『サウナのトリセ
ツ』小林 弘幸・著

『さかな・釣り検索』
つり人社 ・編

　あっという間に2022年。2021年も
お疲れさまでした。新しい生活に入る
前に頑張ってきた自分をいたわって
ほっと一息、のんびりリフレッシュしま
せんか？体や心を緩めたり、元気が出
るような本を集めました。

1月のテラソ百選のテーマは「休息」です1月のおはなし会
日　時 内　容

1月 8日㊏ 10:30 ～ お父さんの読み聞かせ会
1月 21日㊎ 15:30 ～ 低学年のおはなし会
1月 22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 138 冊（一般
108 冊、児 童・ 絵 本
30 冊）の本を迎えま

した。ぜひ足をお運びください。

まちとしょまちとしょ
テラソテラソinformationinformation

ホームページ

テラソにポストが出来ました！

note

聞き手  テラソ館長　志賀アリカ

私をつくった一冊対談

　本日、お話を伺ったのは地域おこし協力
隊ゼロ・ウェイストチームの古木さん。影
響を与えた一冊は？
　こんまり（近藤麻理恵）さんの「人生が

ときめく片づけの魔法」！一択です！
　一択！の熱量から、ただの片づけ本ではない感が伝わっ
てきます (笑)
　単なる片づけ本じゃないですね(笑)　この本、実はゼロ
ウェイスト活動を始めたきっかけでもあるんです。8年前、
片づけをしてはリバウンドするのを何とかしたくて手に取
りました。トキメくかトキメかないかで物を整理していくん
ですが、「トキメキ」で意思決定をする方法が目からうろこ
でしたし、とても丁寧なガイドで小さなことからはじめられ
るんです。実践以降、私まだ1回もリバウンドしてません。
　え！それはすごい。8年間、片づけなきゃ…の憂

ゆううつ

鬱を抱え
ずに生きてるってことですか？ 
　はい、朝起きて身の回りにはトキメクものしかないので
毎朝最高です。ひとつのものをとても大事に出来るように
もなりました。
　ひとつのものをずっと大事に…確かに現在のご活動に
もつながりそうですね。

司書のひとつかみ
― テラソおススメの本をご紹介します ―

〇来年の制度改正でより加入しやすくなります
　・35歳未満で一定要件を満たす方は、保険料納
　　付下限額が１万円に引き下げられます
　・受給開始時期の選択肢が広がります
　・加入可能年齢が引き上げられます

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

一緒に活動してみませんか？
　入会に関するご質問、お申込み等、いつでもお気軽にご
相談ください。
■問い合わせ

　産業振興課農業振興係　☎026-214-9104

　農家の皆さんが抱える営農に関するさまざまな課題を自
ら検討し、その解決法を話し合い実践するため、町では新
しい農業のあり方策定プロジェクトを立ち上げました。そ
のプロジェクトから、「おぶせファーマーズ」が誕生し、現
在は御茶ノ水、赤坂、二子玉川、札幌等のマルシェをはじ
め、愛知県や関東近辺の直売所等でおぶせファーマーズの
販売コーナーを設け、小布施産の果物・野菜の販売を行っ
ています。また、小布施町ふるさと納税の返礼品の対応や、
ＥＣ（電子商取引）サイトを利用した販売もスタートし、年々
実績を伸ばしてきています。今後も新規事業の立ち上げを
予定しており、販路も順次拡大中です。
　設立から3年の月日が経とうとしていますが、メンバー
も少しずつ増え、今もなお成長を続けています。農業従事
者であれば、どなたでも参加可能です。皆さんも私たちと

「おぶせファーマーズ」参加者募集中！

新着本紹介
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　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、今年度は1月31日㊊で終了します。集めたポ
イントは、2月28日㊊までに商品券と交換しましょう。
ポイントが使えるお店（敬称略）
穀平味噌醸造場・塚原商店・ツルヤ小布施店・アメリカ
ンドラッグ小布施店・ドラッグコスコ小布施店・あけび
の湯・穴観音の湯

商品券の交換は
2月28日まで。
忘れずに♡

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

　小布施駅舎内に町内
の観光案内をする小布
施総合案内所がありま
す。案内所にお客様が
入ってくると「よかっ
たら地図で案内します
よ」と声をかける松澤
さん。お客様の要望を

聞き、寄り添いながら丁寧に対応します。「栗の木を敷き
詰めた小

こ み ち
径は小布施町の景色を代表する場所です」「オー

プンガーデンを見ることができます」などなど会話がは

ずみ、小布施を楽しむ情報がいっぱいに。そしてオーダー
メイドのオリジナル見学コースが完成。お客様はわくわく
しながら案内所を後にします。
　松澤さんは「お客様への案内は脳が活性化して健康に
いいです。そして小布施観光の役に立てることがうれし
いですね。お客様から『言われた通り観てきたら楽しかっ
たよ』と言われるのが至福の時。『また来るからね』と言っ
ていただけると心が舞い上がります」とコンシェルジュの
魅力を表現します。最後に「これからも大好きな小布施を
たくさんの人に知ってほしいし、コンシェルジュの仲間を
広げていきたい」とにこやかに話してくれました。

いいね

小布施 小布施文化観光協会 小布施コンシェルジュ　松澤直樹さん

大好きな小布施をたくさんの人に知ってほしい

「往来通行手形文書」（天明３年）（龍雲寺文書）
越後国の延命寺発行のもの。

学校・園だより

  「働く車」が大好きな１歳児つくし組の子どもたち。避難
訓練の際に来園した消防車・救急車に「おぉ～！」と声を
上げる子やじっと車を見つめ、きらきらと目を輝かせる子
どもたちの姿がありました。普段はなかなかそばで見るこ
とができず、間近で見る迫力に感動しとても貴重な体験と
なりました。また、電車も大好きで「カンカン、、、」という
音にすぐに反応し、辺りをきょろきょろと見回していま
す。電車が来ると「いってらっしゃい！」と手を上げ、遠の
いていく電車にいつまでも手を振り続けています。時に車
掌さんも気づいて手を振り返してくれるのでうれしくなり
ます。この子どもたちの中で大きくなったら消防士、車掌
さんになる子はいるのかな？楽しみですね。

POSTPOST
〒〒学学 校校

心
の和

人権教育

　          12月４日㊏に人権フェスティバルを開催しました。
　    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の他、堀越信

た だ し
司さん（2020東京パ  

  ラリンピックマラソン銅メダリスト）に「障がい当事者・
　パラアスリートとして考える共生」と題して講演いただ
　きました。

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

作文の部
小1　小林　歩

ほ な み
奈美

小2　中沢　李
り あ

彩
小3　川上　陽

ひ な こ
南子 

小4　原　心
み ゆ う

優
小5　川上　昊

こ う た
汰

標語の部
小3   小林　祷

い の は
花　

小4　神戸　乙
い つ き

稀
小5　和田　到

と う ま
磨

小6　神田　唯
ゆ ず は

珠葉

ポスターの部
小６　原山　心

こ は ね
羽

中１　１組人権委員会
 （市村　郁

い く と
人・金澤　

奈
な お

穂・古川　伊
い ま り

茉里）　

わかば保育園

有
料
広
告

小6　梨元　優
ゆ い

衣
中1　古川　伊

い ま り
茉里

中2　中村　莉
り お

音
中3　岩本　茉

ま な み
那美
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有
料
広
告

 
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 

有
料
広
告

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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日 月 火 水 木 金 土
12/26 27 28 29 30 31 令和4年

1/1

2
◇歩き初め会

（9:30~役場駐車
場）P18

3 4
転倒予防教室

（13：30 ～健福）
◇新年祝賀会（13：
30 ～北ホ）P18

5 6
オ レ ン ジ カ

フ ェ く り ん こ
（13：30 ～健福）

7
転倒予防教室

（13：30 ～健福）

8
◇令和4年成
人の集い（13：
00~北ホ）P8

9
◇資源物回収（8：
00 ～生駐）

10
◇令和4年成人式

（13：00~北ホ）
P8

11
ダンスで脳元

気教室（13:30 ～
健福）

12 13
輪投げサロン

（13:30 ～ 桃 源
荘）P18

14
◇安市（～ 15日
皇大神社）P18　
　転倒予防教室

（13：30 ～健福）

15

16
◇消防出初式兼
検閲式（10:00~
松村駐車場・北
ホ）P18

17 18 19
　健康ウオーキ
ング教室（13:30
～健福）
◇シルバー人材セ
ンター入会説明会

（13: 30～桃源荘）

20 21
転倒予防教室

（13：30 ～健福）

22

23 24 25 26
　フレイル予防
相談会
※ 要 予 約（13：
30 ～健福）

27
輪投げサロン

（13:30 ～ 桃 源
荘）P18

28 29

30 31
チャレンジのど

自慢教室（13：00
～健福）

2/1 2/2 2/3
◇運転免許特定
任意講習会（18：
30～須坂警察署）

2/4 2/5

令和4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　北ホ・・・北斎ホール 　

問い合わせ　各種相談　☎026-247-31111月の各種相談

おぶせっこ
大集合!!

月 生 ま れ
12

「いつも幸せをくれてあり
がとう☆もうお姉ちゃん！
頼むぞー！」

  いざわ・まゆ

井澤まゆ ちゃん

R1.12.8生

井澤成人 （東町）よりゆみ母父

相談内容 期日 時間 相　談　員 場　所　等

人権相談 5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日㊋、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
☎内線545

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 5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 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㊋、㊍ 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 26日㊌ 15:00 ～

※要予約 精神科医師 須坂市保健センター
☎026-225-9039

山﨑雅大
英里香母

父

「たくさんのおはな
しとえがおをありが
とう。一年生がんば
ろうね」

くぼ・ゆずき

ちゃん

H27.12.18生

久保文洋
（上町）より知春母

父

久保柚貴
「あっという間の 2 歳！こ
れからも一緒に成長してい
こうね♡」

  よこの・あみ

横野彩珠 ちゃん

R1.12.14生

横野遼太郎 （福原）より彩貴母父

グループ 自治会名 1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

5日㊌、7日㊎、12日㊌、14日㊎、18日㊋、20日㊍
24日㊊、26日㊌、28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

4日㊋、6日㊍、11日㊋、13日㊍、17日㊊、19日㊌
21日㊎、25日㊋、27日㊍、31日㊊

企　画 グループ 日　時 内　　容 申し込み 参加費

 おはなしの日
A 1月12日㊌

10:45~11:30 「ゆうゆうサークル」の皆さんによる絵本
の読み聞かせとバルーンアートを親子で
楽しみましょう。

予約不要

無料
B 1月19日㊌

10:45~11:30

 子育てミニ講座
A 1月24日㊊

10:00~11:00 「ヨガで心をほぐしながら聞く心理学講話」
～ママとお子さんが笑顔になるために～

予約制（12月24日
㊎から受付）
各日先着12名
※託児があります。B 1月17日㊊

10:00~11:00

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

・・・おでこポイント対象事業
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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 5日㊌ 受付 15:30 ～ 16:30 令和2年　4月 ～   5月生まれ

子育て教室・げんきっこ塾
（2歳児） 1月12日㊌ 受付 9:30～   9:45 令和元年11 月 ～  12月生まれ

3歳児健康診査 1月24日㊊ 受付 13:00～ 13:15 平成30年10月 ～   12月生まれ

1歳6カ月児健康診査 1月25日㊋ 受付13:00~  13: 15 令和2年  4月 ~   5月生まれ

広報員がお気に入りの場所を紹介します
series 99

Obuse 「寄っとくんない 見てくんない」
彩発見
Sai

私のお気に入りは

（旧）久保田書店　です。
　長らく本屋がなかった小布施。中町で本屋スワ
ロー亭をはじめて５年。昔、久保田書店という本
屋があったことを知りました。中町南交差点の南
側、「くりどっこ市」さんが店を出しておられたと
ころですが、国道拡幅のため周りの建物はすでに
なく、近々ここも取り壊されると聞いて、本屋の
大先輩として記録として残しておこうと思いまし
た。当時はどんな様子だったのか、写真などお持
ちの方がおられましたらお声がけください。

特定健診の受診率を報告します
　令和2年度の特定健診受診率（国保分）が発表
されました。町の受診率は38.6％ (県内順位62
位/77市町村中）でした。新型コロナウイルスの
流行により全県的にも受診率は下がっており、町
の受診率も昨年よりも下がりましたが、下げ幅は
他市町村と比較しても少ない結果でした（右表参
照）。しかし、町では令和6年度までに健診受診率
60％を目標に受診率の向上に取り組んでいます
が、その目標達成に向けては厳しい状況です。
　新型コロナウイルスをはじめ、季節性のインフ
ルエンザ等の予防としても健康な体を維持する
ことは大切です。まずはご自身の体の健康を確認
し、感染症予防のためにも生活習慣を見直すきっ
かけに、健診を受けましょう。
　令和4年1月末まで須高医療機関で健診が受け

市町村名
受診率

変化率
令和2年度 令和元年度

高山村 63.4％（10位） 69.4％（3位） －8.6％

木曽町 61.3％（11位） 64.9％（10位） －5.5％

松川町 57.7％（17位） 60.7％（13位） －4.9％

信濃町 48.0％（36位） 48.9％（46位） －1.2％

山ノ内町 43.9％（45位） 52.9％（34位） －17.0％

須坂市 41.0％（54位） 47.7％（52位） －14.0％

小布施町 38.6％（62位） 45.0％（60位） －6.7％

【近隣市町村及び人口同規模町の特定健診受診率】
（　）内は県内順位 国保データベースシステムより

マイナンバーカードで、新型コロナワクチンの接種証明書（電子版）が取得できるようになります
〇接種証明書（電子版）は、スマートフォンで専
　用アプリから申請・取得し、表示可能となり
　ます。（マイナンバーカードを読み取ること
　ができるスマートフォンに限ります）
〇接種証明書（電子版）の申請には、マイナ
　ンバーカードが必要です
〇マイナンバーカードは申請から交付の準備が
　できるまでおおむね1か月かかります。お早め
　に申請いただくようお願いします
■問い合わせ　（接種証明書に関すること）
　健康福祉課健康係　☎026-214-9107

（マイナンバーカードに関すること）
　健康福祉課住民係　☎026-214-9109

接種証明書（電子版）活用のポイント

ポイント１　目視確認

ポイント2　
二次元コード読み取り

紙の証明書と同様の内容がス
マホの画面で確認できます

〇二次元コードを読み取るこ
　とでも内容確認できます
〇電子署名により、偽造を防
　止できます

証明書イメージ

写真は清水さん提供

つる性の植物「ガガイモ」
　ガガイモは、ガガイモ科のつる性の多年生
植物です。小布施では稀

まれ
にしか見ることがで

きません。秋に、細長い実ができ、実の中に
は、白色の毛が付いた種子が詰まっています。
晩秋の頃、実に割れ目が出来て、そこから種
子が風に乗って飛

ひ さ ん
散します。この時、実の皮

から種子が全部抜けだしているものもあり、
これは見事な姿です。この毛を針さしの綿に
使った時代もあったようです。　
　　　　　　　　案内人：清水照雄さん（栗ガ丘）

おぶせ自然暦
four seasons in obuse

　　117vol.

1_ガガイモの花　2_ガガイモの実（9月）　3_ガガイモの
実（10月）　4 _開いた実　5_ガガイモ種子の散布（11月）
6_実から抜け出した種子　
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られます。申し込みは随時できますので、ご不明
な点は役場健康係までお問い合わせください。

広報員 奥田亮さん（中町）

←久保田書店があった
　建物。当時の様子を
　ご存知の方、お話を
　聞かせてください。
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