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立科町 議 会 定 例 会

平成 年第１回立科町議会定例会
可決された主な議案
が３月２日から 日までの会期で開
催され、町長から提出された案件が、 ○立科
 町農業委員会の委員及び農地利用最適
化推進委員の定数を定める条例の制定

農業
 委員会等に関する法律の改正に伴い、
委員が公選制から任命制に変更され、新た

本会議、常任委員会及び予算特別委

問では９名の議員より、町政運営に

に農地利用最適化推進委員を置くことに

員会で慎重審議されました。一般質

ついての質問や提言があり、活発な

なったため、委員の定数を定める。

○立科町消防団条例の制定

立科
 町消防団員の定員、任免、給与、服務
等に関する条例と立科町消防団規則の一部

を統合した条例を制定。

○立科町個人情報保護条例等の一部改正

法律
 により、個人情報の定義の明確化及び
要配慮情報の取扱いに係る規定の整備が行

われたための改正。

○立科町町税条例等の一部改正

消費
 税増税延期に伴う軽自動車税環境性能
割の導入延期等の改正。

質疑応答が行われました。

29

今議会では、条例制定２件、条例

の一部改正８件、平成 年度予算が

28

一般会計ほか９件、平成 年度補正

予算が一般会計ほか５件など計 件

の議案審議が行われ、平成 年度立

科町一般会計予算及び平成 年度立

科町索道事業特別会計予算は、予算

特別委員会からの修正案が可決され

ました。他の議案は原案どおり可決

されました。
（当初予算の概要は後

日発行する特別号に記載します。
）

また、人事案件

では、固 定 資 産 評

○立科
 町指定地域密着型サービスの事業の人
員、設備及び運営等に関する基準を定める

条例の一部改正

価審査委員に中澤

邦 雄 氏（ 桐 原 ）
、
外関連１件

人権擁護委員に関

紀子氏（山部）
、田

ても地域密着型通所介護を実施するための

改正。

介護
 保険法の改正により、地域密着型通所
介護が創設されたことに伴い、当町におい

口真順氏（茂田井）

が議会の同意を得

て選任されました。

予算

29 29

28

29

29

一般会計補正予算（第８号）の概要は、次のとおりです。

補正予算額 6,593万３千円 予算総額は、47億5,611万９千円

補正された主な内容

歳

出

●新クリーンセンター整備費負担金��������� 195万円
●水道事業会計負担金（水道事業経営戦略策定）�� 210万６千円
●寄附金（ふるさと寄附金等の増）
●国民健康保険特別会計繰出金（基盤安定分の国県負担金交付決定
��������� 693万９千円
等による増）����������������� 319万４千円
●財産収入（立木売払収入、別荘更新
●町道維持管理事業（除雪等委託料及び凍結防止剤購入費の増）� 346万１千円
●農業振興事業（実績による減）�������� △578万９千円
料及び名義変更料等の増）
��������� 1,632万１千円 ●町道新設改良舗装事業（物件補償費及び用地買収費等の実績に
よる減）�������������������� △827万円
●繰入金（ふるさと基金繰入金の増）
�������� 2,692万３千円 ●森林造成事業（実績による減）�������� △845万１千円
●後期高齢者医療経費（広域連合負担金及び後期高齢者医療特別会
●町税（法人町民税、固定資産税及び
計繰出金の実績による減）���������� △988万４千円
軽自動車税等の課税実績による増）
����������� 4,600万円 ●川西保健衛生施設組合負担金（ごみ処理及びし尿処理負担金の決
●国庫支出金（障害者支援事業負担金等
算見込みによる減）������������ △1,062万４千円
�� △1,177万６千円
の実績による減）
� △473万１千円 ●保育所事業（臨時職員賃金等の実績による減）
●町債（現年補助災害復旧事業債の減） ●障害者支援事業（扶助費等の実績による減）� △1,335万３千円
���������� △540万円 ●社会資本整備総合交付金道路整備事業（交付金配当額の決定に
よる減）������������������� △1,500万円
●使用料及び手数料（権現の湯使用料等
� △1,817万７千円
の実績による減）
� △772万１千円 ●地域情報通信経費（通信機器更新の実績による減）
●下水道事業推進経費（一部事務組合負担金及び下水道事業特別会
●県支出金（森林造成事業補助金等の
計繰出金等の決算見込みによる減）����� △2,211万５千円
実績による減）
� △1,597万７千円

歳

入
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交通安

春の
全国交通安全運動
４月６日㈭～15日㈯
スローガン

思いやり 乗せて信濃路 咲く笑顔

運動の基本

子どもと高齢者の交通事故防止

庶務係

全

歩
 行中・自転車乗用中の交通事故防止

全国重点



（自転車については、自転車安全利用五則の周知徹底）

 部座席を含めた全ての座席のシートベルトと
後
チャイルドシートの正しい着用の徹底

自転車安全利用五則

シートベルトは、交通事故にあった場合の被害を大幅

1．自転車は、車道が原則、歩道は例外

に軽減するとともに、正しい運転姿勢を保たせることに

2．車道は、左側を通行

より疲労を軽減するなど、多くの効果があります。乗車

3．歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

したら、必ずシートベルト・チャイルドシートを着用し、

4．安全ルールを守る

守れる命を確実に守りましょう。

・飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
・夜間はライト点灯

飲酒運転の根絶

・交差点での信号遵守と一時停止・安全確認

ハンドルキーパー運動を推進しましょう。

5．子どもはヘルメットを着用

ハンドルキーパーとは、お酒を飲まないで、飲酒した
仲間を自宅まで送り届ける人のことです。

長野県重点
通学路・生活道路の安全確保と歩行者保護の徹底
横断歩道や交差点の近くではスピードを落とし、横断者がいたら
必ず止まりましょう。歩行者の皆さんは、道路を横断するときは必
ず近くの横断歩道を利用して、安全確認をしっかり行いましょう。

東北信市町村交通災害共済申し込みのお忘れはないですか
平成29年度東北信市町村交通災害共済の加入推進が３月末をもちまして終了しますが、今後も加入を受付け
ております。加入を希望される方は役場庶務係までお願いします。

米村匡人

新しい風 （町長コラム）⑰

平成 年も始まり、折り返し地点に差

し掛かった中で私は、この「町を変えて

ほしい。
」という町民の皆さまの願いを

しっかりと受け止め、町民皆さまの『思

い』
『想い』を大切に心に寄り添う優し

いまちづくりのために、全力で取り組ん

でまいりました。

しかし今回の、平成 年度当初予算に

於いて５事業７項目について修正可決と

いう結果となりました。

新聞報道の中でも、
「行政（町長）と

議会の溝が広がった」などの記事に町民

の皆様に大きな不安をお掛けした事は、

今 後 の 町 民 皆 様 が 願 う「 新 し い 町 づ く

り」への取り組みに決してプラスになら

ないと感じております。

「行政と議会は車の両輪である」とい

うことを、しっかりと意識し、誰もが笑

顔 で「 住 ん で 良 か っ た。
」
、
「訪れて良

かった。
」と感じられるように、そして

未来に希望の持てるように、町民の皆さ

まの想い・アイディア・工夫を活かしつ

つ、町民主役の町を議員皆様と共に考え、

築き上げてまいります。
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29

の主な行事日程
開催期日
月

10月

11月

すずらん学級マレットゴルフ大会

社会教育人権政策係

７㈯

三校合同コンサート

子育て教育係

15 ㈰

第42回女神湖歩け歩け大会

社会教育人権政策係

21 ㈯

権現の湯まつり

温泉係

22 ㈰

第10回中山道ウォーキングinたてしな

たてしなの中山道を歩く実行委員会

５㈰

夏山営業終了

観光事業推進室

７㈫

権現の湯お楽しみカラオケ発表会（平成29年度第２回） 温泉係

上旬

たてしなふれ愛むら・福祉リサイクルバザー

社会福祉協議会

第45回文化展

社会教育人権政策係

秋の全国火災予防運動

庶務係

子ども・若者育成支援強調月間街頭啓発
（あいさつ）
運動

社会教育人権政策係

年末の交通安全運動

庶務係

２㈯

第40回人権を考える町民大会

社会教育人権政策係

９㈯

わら細工・お手玉づくりを楽しむ会

社会教育人権政策係

10 ㈰

クリスマスケーキを作ろう

社会教育人権政策係

冬山開き

観光事業推進室

スキー場オープン

観光事業推進室

年末警戒

庶務係

青少年スキー教室

社会教育人権政策係

５㈮

平成30年立科町賀詞交歓会

庶務係

７㈰

第63回愛川町一周駅伝大会

社会教育人権政策係

11 ㈭

立科町消防出初式

庶務係

１月中

新春書き初め展

社会教育人権政策係

３㈯

第52回囲碁将棋大会（開催未定）

社会教育人権政策係

11 ㈰

第２回立科町ふらばーるバレー大会

社会教育人権政策係

上旬～中旬

１ ㈮～31 ㈰

上旬
15 ㈮
26 ㈫～30 ㈯
４ ㈭～６ ㈯

２月

16 ㈮～３月15 ㈭ 所得税確定申告・住民税申告期間

税務係

２月中

保育園児作品展

社会教育人権政策係

２月中

総合的な学習の時間発表展

社会教育人権政策係

春の全国火災予防運動

庶務係

３㈯

蓼科高等学校卒業式

子育て教育係

４㈰

第44回芸能グループ発表会

社会教育人権政策係

11 ㈰

権現の湯感謝祭

温泉係

15 ㈭

立科中学校卒業式

子育て教育係

17 ㈯

立科小学校卒業式

子育て教育係

23 ㈮

たてしな保育園卒園式

たてしな保育園

わんぱく劇場

社会教育人権政策係

１ ㈭～７ ㈬

３月

担当（問合せ先）

６㈮

11月中

１月

行事名等

日（曜日）

９ ㈭～15 ㈬

12月

庶務係

下旬

※日程、行事名等は変更になることがありますのでご了承ください。
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平成29年度  立科町
開催期日
月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

日（曜日）

２㈰
２㈰
４㈫
６㈭
６ ㈭～15 ㈯
７㈮
９㈰
29 ㈯
29 ㈯
22 ㈪
27 ㈯
28 ㈰
２㈮
４㈰
９㈮
11 ㈰
17 ㈯～18 ㈰
20 ㈫
21 ㈬
25 ㈰
２㈰
２㈰
11 ㈫
17 ㈪
19 ㈬
22 ㈯～31 ㈪
23 ㈰
７月中
７月中
３ ㈭〜４ ㈮
５㈯
５ ㈯～７ ㈪
11 ㈮
15 ㈫
18 ㈮
20 ㈰
27 ㈰
８月中
３㈰
８㈮
16 ㈯
18 ㈪
18 ㈪
21 ㈭～30 ㈯
22 ㈮～23 ㈯
27 ㈬
30 ㈯（予備日10月１日）
９月中
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行事名等
立科町消防団新幹部・新入団員任命式
スポーツ少年団開講式
たてしな保育園入園式
立科小学校入学式、立科中学校入学式
春の全国交通安全運動
蓼科高等学校入学式
立科町消防団幹部・新入団員合同訓練
夏山営業開始
（ゴンドラ、御泉水自然園、蓼科ふれあい牧場）
県市町村対抗駅伝大会
第21回町長杯ゲートボール大会
第31回蓼北バレーボール大会
県下一斉ごみゼロ運動の日
すずらん学級ゲートボール大会
夏山開き、すずらん祭り
第19回体育協会長杯マレットゴルフ大会
立科町消防ポンプ操法・ラッパ吹奏大会
ビーナスマラソンin白樺高原
権現の湯お楽しみカラオケ発表会（平成29年度第１回）
第21回体育協会長杯ゲートボール大会
第41回町民ゴルフ大会
北佐久消防協会消防ポンプ操法・ラッパ吹奏大会
公民館女性部研修会
町政懇談会
たてしな風の子環境フェア2017
立科町農業委員任期満了
夏の交通安全やまびこ運動
立科町を美しくする日
第32回交通安全町民大会
青少年の非行に取り組む全国強調月間街頭啓発（あいさつ）運動
清瀬市とのイングリッシュキャンプ事業
第28回町民まつり「立科えんでこ」
友好都市青少年県外交流事業
白樺高原花火大会
立科町成人式
第19回町長杯マレットゴルフ大会
少年スポーツ大会
分館対抗球技大会
第30回地域福祉推進町民大会
防災訓練統一日
第11回権現の湯マレットゴルフ大会
立科小学校運動会
立科町敬老の日式典
第38回立科町長旗杯争奪スポーツ少年団軟式野球大会
秋の全国交通安全運動
立科中学校蓼秋祭
立科町戦没者追悼式
たてしな保育園運動会
小学生夏休み作品展

担当（問合せ先）
庶務係
社会教育人権政策係
たてしな保育園
子育て教育係
庶務係
子育て教育係
庶務係
観光事業推進室
社会教育人権政策係
社会教育人権政策係
子育て教育係
環境保健係
社会教育人権政策係
蓼科区・観光事業推進室
社会教育人権政策係
庶務係
蓼科白樺高原観光協会
温泉係
社会教育人権政策係
社会教育人権政策係
庶務係
社会教育人権政策係
庶務係
環境保健係
農林係
庶務係
環境保健係
庶務係
社会教育人権政策係
子育て教育係
企画振興係
社会教育人権政策係
蓼科白樺高原観光協会
社会教育人権政策係
社会教育人権政策係
社会教育人権政策係
社会教育人権政策係
社会福祉協議会
庶務係
温泉係
子育て教育係
高齢者支援係
社会教育人権政策係
庶務係
子育て教育係
福祉係
たてしな保育園
社会教育人権政策係

ダイヤルイン（直通電話）導入について
皆様の利便性向上と業務の効率化を
図るため、庁舎内各係等の電話にダイ

係 等 名

ヤルイン（直通電話）を導入しました。

総

務

課

これにより、取り次ぎの時間が短縮

企

画

課

され、担当者により早くつながります。
代表番号（0267－56－2311）は、
引き続きご利用いただけますが、ダイ
ヤルインのご利用にご協力をお願いし

町

民

課

これまでどおり、代表番号（0267－
56－2311）におかけください。宿日
直担当者が対応いたします。

直通電話番号

財

政

係

0267－88－8401

税

務

係

0267－88－8402

企 画 振 興 係

0267－88－8403

住

民

係

0267－88－8404

福

祉

係

0267－88－8405

高齢者支援係

0267－88－8406

高齢者支援係（地域包括支援センター） 0267－88－8418

ます。
なお、夜間・休日等の業務時間外は、

庶務係

農

林

課

建

設

課

観光商工課

環 境 保 健 係

0267－88－8407

農

林

係

0267－88－8408

建

設

係

0267－88－8409

上 下 水 道 係

0267－88－8410

商

0267－88－8412

工

係

議 会 事 務 局
会

計

室

会

教育委員会

計

0267－88－8413
係

0267－88－8414

子育て教育係

0267－88－8415

社会教育人権政策係

0267－88－8416

中 央 公 民 館

国民年金のお知らせ

0267－88－8417

住民係

こんなときは必ず届出を！

国民年金は、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の全ての人（厚生・共済年金加入者を除く）を対象と
し、老後や障がいになったときに給付を行うなど、その生活を皆で支えあう制度です。
こんなとき

届出に必要なもの

会社を退職したとき
（扶養している配偶者の届出も忘れ
ずに）

○印鑑
○年金手帳
○退職年月日の証明書

第３号被保険者が配偶者の扶養から
はずれたとき

○印鑑
○年金手帳
○資格喪失日の証明書

20歳になったとき

○印鑑
○日本年金機構から送付される『国民年金被保険
者資格取得届書』

学生で収入が少ないとき
（学生納付特例の申請）

届出先
役場 町民課 住民係

○印鑑
○学生証の写しまたは在学証明書

所得の減少により保険料の減免等を
受けたいとき

○印鑑
○離職等により、雇用保険受給資格者証、または
雇用保険被保険者離職票があれば、その写し

年金手帳を紛失したとき

○印鑑

結婚・退職等により配偶者の扶養になるとき

配偶者の勤務先

配偶者が会社を変わったとき（扶養になっている場合）

配偶者の新しい勤務先

国民年金保険料についてのご案内

平成29年４月分から平成30年３月分までの国民年金保険料は月額「16,490円」です。保険料の納付は便利で
お得な口座振替・前納がおすすめです。
広報たてしな 2017年４月
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住民係

引越しの際は、住所の異動手続を忘れずに！
○住民票の住所の異動届(転出届・転入届・転居届など)は、
国民健康保険、国民年金、選挙人名簿への登録など
につながる大切な手続です｡
○住民の皆様に送付している 身分証明書となる
マイナンバーの｢通知カード｣ 「マイナンバーカード」
(おもて面)

(個人番号カード)

(おもて面)

これらの「住所」は最新のものにする必要があります。

マイナンバーカードの継続利用について
Ｑ 引越しをして住所が変わった場合、マイナンバーカードを継続して利用することはで
きるのでしょうか。

A

引越しなどで以後居住することになる市区町村に転入届を提出する際にマイナンバーカードを同時

に提出し、カードの記載内容を変更することにより、引き続き利用することができます。
	ちなみに、マイナンバーカードに搭載された署名用電子証明書には住民票の基本４情報（氏名、住

所、生年月日、性別）が記録されていますので、引越しにより住所を変更した場合は失効すること
となり、改めて申請が必要となります。なお、利用者証明用電子証明書については、基本４情報が
記録されていないため失効しませんので、引き続き利用できます。

※入学・就職・転勤等に伴う引越し等により住所を移した方は、住所の変更手続きとあわせて、これらの
カードの住所変更の届出を行ってください。
役場では毎週月曜日（当日が休日の場合は翌日）時間外の窓口業務を午後７時まで実施していますのでご利
用ください。
また、利用者証明用電子証明書付のマイナンバー（個人番号）カードを利用して、住民票の写しや印鑑登録
証明書、現在戸籍の写し等を全国のコンビニエンスストアで取得できるサービスを行っています。
夜間、土曜日、日曜日、祝日等の窓口が開いていない時間帯でも皆さんの生活スタイルに合せて証明書の取
得ができます。マイナンバーカードの交付手数料も初回申請は無料です。ぜひカードを取得しましょう！

7 広報たてしな 2017年４月

立科町 出 前講座

企画振興係

～ 41講座をお気軽にご利用ください ～

この講座は、町民の皆さんのもとに町長や担当職員が出向き、町の事業や制度などのテーマについてお話を
させていただく講座です。
身近な話題や町政に関することなど、皆さんの活動に役立つテーマを選び、お気軽にお申込みください。
利用できる方

町内に在住、在勤、在学するおおむね10名以上の集まりとします。
（自治会、企業、サークル、学校、地域の団体など）

開催日時及び会場

平日の午前10時～午後９時までの間で、会場は町内に限ります。
（休日の開催についても、ご相談に応じます。
）

費

無料です。
（教材費が必要な場合もあります。
）

用

申込方法及び問合せ 「出前講座申込書」により申込みが必要になりますので、各講座担当係へお問合せください。

出前講座メニュー一覧
番号

講座名

所要時間
の目安

担当係

番号

所要時間
の目安

議会事務局

22

生ごみの減量化について

40分

23

生活習慣病予防

60分

24

社会体育施設について

30分

25

町の文化財について

60分

26

人権教育の推進

60分

27

男女共同参画社会実現に向けて

60分

28

白樺高原の観光
～白樺高原観光実情～

60分

観光商工課
観光事業推進室

29

町の商工業について

30分

観光商工課
商工係

講座名

１

議会とは

60分

２

わが家の防災対策
～いざという時に～

30分

３

わが家の防火
～自分の家は自分で守る～

30分

４

応急手当の必要性
～あなたにもできる応急手当～

90分

５

防犯で安心のまちづくり

30分

６

防犯ボランティア

30分

７

交通安全 ～交通事故に
遭わない起こさないために～

30分

８

町の予算

60分

総務課
財政係

30

30分

９

町税について

60分

総務課
税務係

農地の売買、転用、貸し借りを
行う時に

31

農業者年金はあなたに有利な制度です

30分

10

悪質商法にあわないために

30分

11

マイナンバーカードを取得するには

30分

12

介護保険について

60分

13

後期高齢者医療について

30分

14

介護予防について

30～60分

15

地域福祉について

40分

16

障がい者支援について

40分

17

健やか子育て

60分

18 「心豊かな生活のために」

60分

19

国民健康保険について

60分

20

食育でクッキング

21

ごみの分別について

総務課
庶務係

町民課
住民係
町民課
高齢者
支援係
町民課
福祉係

町民課
環境保健係

32 「グリーンツーリズム」について

30分

33

間伐の推進について
～松くい虫とは？～

60分

34

町の広報・広聴

30分

35

情報公開と個人情報保護制度

30分

36

地域交通対策

30分

37

地方創生（立科町総合戦略）に
ついて

60分

38

「ふるさと たてしな 座談会」
～町長と、語り合いでまちづくり～

90分

39

ふれ愛と安心の町づくり

40分

60～90分

40

社会福祉協議会って？

40分

60分

41

災害ボランティアセンターについて

40分

担当係
町民課
環境保健係

社会教育課
社会教育人
権政策係

農林課
農林係

企画課
企画振興係

社会福祉
協議会

広報たてしな 2017年４月
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「がんばる地域応援事業」

企画振興係

平成29年度の事業を募集します

募集期間

４月３日㈪～４月28日㈮

対象者は、区・部落、企業、おおむね町民10名以上（※）の団体です。
※10名以下でも対象となる場合がありますので、まずはご相談ください。

この事業は、町民の皆さんが自主的、主体的に行う地域づくり活動に対して、町が応援することにより、地域活性
化や地域課題の解決を図る制度です。皆さんの積極的なご応募をお待ちしています。

交付金の対象となる事業
１ 住民の安心・安全な生活の確保に資す
る事業

補助率及び限度額等
同一事業に対し、
１年～３年目

２ 住民福祉、住民支え合い事業
３ 地域の魅力を活かした観光振興や産業

補助対象経費の100分の75以内、15万円が上限。

４年～10年目 補
 助対象経費の100分の50以内、７万５千円が上限。
新しく団体を立ち上げて事業を実施する場合
補助対象経費の100分の100以内、15万円が上限。

振興事業
４ 地域住民が触れ合うコミュニティ絆交

（２年目以降は補助対象経費の100分の75以内、上限15万円にな

ります。なお、10年を限度とします。
）

流事業
５ 地域の定住促進事業
６ 美しい地域づくり（道路沿線の植栽や
環境美化等）の事業
７ 地域の担い手・人材を育成する事業
８ 伝統・文化を継承する事業
９ その他町長が認める事業
※上記の事業は、次の要件のいずれにも該
当するものとします。
１ 社会又は不特定多数の者の利益につな
がるもの
２ 波及効果や発展性が期待されるもの
３ 計画や費用が実現可能で関係者の合意
形成が図られているもの

補助対象経費
事業実施に要する経費（人件費や備品費など一部対象とならない
経費があります。
）

応募方法
役場にある所定の書式（ホームページからダウンロード可）に必
要事項を記入し、４月28日㈮までに企画振興係まで提出してくださ
い。

選考方法
立科町がんばる地域応援事業審査委員会において、各団体より提
出していただいた事業計画書等に基づいて審査・選考をします。

企画振興係
「えんでこ」は
今年の町民まつり
!!
す
ま
し
８月５日㈯に開催
「町民まつり」の企画委員を募集します
町民総参加の手作りのお祭り、町民まつり「立科えんで
こ」も今年で28回目を迎えます。今年もお祭りの企画・運営
に携わっていただける方を町民の皆さんから募集いたします。
地域に根ざしたお祭りを創りあげるため、盛り上げていた
だける方、意欲のある方ならだれでも応募できます。
皆様のご応募お待ちしております。
募集期限

４月14日㈮まで

お問合せ・申込み先
町民まつり実行委員会事務局
役場 企画課 企画振興係 電話 0267－88－8403 有線 2311
9 広報たてしな 2017年４月


象 平
 成９年４月２日
■対

成人式実行委員募集！
平成29年度

公民館では、平成29年８月15日㈫に開催を計画している成人式において、成人式のアトラクションの企画
や運営をする実行委員を募集します。

対象は平成29年度に新たに成人を迎える方々で、成人式の対象者です。

自らの成人式を、より心に残るものとできる機会にもなります。20歳を迎える皆様のアイディアを活かし、
成人式を一緒に作りましょう。お友達とお誘

い合わせての参加でも構いませんので、少し

でも興味のある方は、ぜひご連絡をお願いし

ます。新成人の皆様の積極的なご応募をお待
ちしております。

～平成10年４月１日生まれの方

■募集人数 ５名程度

■募集締切 ５月26日㈮

平成 年度から新たな事業

定住自立圏形成協定の締結について

月に一部変

10

構成市町村

佐久市・小諸市・東御市

●ＩＣＴ教育の推進

●六次産業化による農業振興

●道路等交通インフラの整備

【上田地域定住自立圏】

●結婚支援体制の連携強化

小海町・佐久穂町・川上村

南牧村・南相木村・北相木村

嬬恋村

●職員
 の交流（地域おこし協
力隊）

進

●移住
 ・定住促進策の連携推

●地元農産物の効果的な活用

の促進

●スポ
 ーツを活用した地域の
ブランド化及び地域活性化

等産業振興の推進

●東信
 州におけるものづくり

●地域
 の高等教育機関を核と
したネットワークの形成

向上

活用及び圏域住民の利便性

●地域
 資源・地域施設の有効
上田地域

長和町・坂城町・立科町

上田市・東御市・青木村

軽井沢町・御代田町・立科町

佐久地域

圏域

図りながら圏域全体の活性化に取り組んでいます。

結され、各地域定住自立圏を構成する市町村と相互に連携を 【佐久地域定住自立圏】

新たに連携する取組
（協定追加項目）

ました。

る協定（変更協定）を締結し

に関する協定の一部を変更す

それぞれの定住自立圏の形成

に連携して取り組むために、

29

企画振興係

定住自立圏は、中心市と通勤・通学などの住民生活全般に

おいて深いつながりのある周辺市町村が連携・協力し、大都

市圏への人口流出をくい止め、住民生活に必要な諸機能を地

域全体で確保していくことにより、誰もが住み続けたいと思
年

える魅力ある地域を創造することを目的としています。
年７月に上田市（平成

24

年１月に佐久市とそれぞれ定住自立圏形成協定

当町は、平成
更）
、平成

23

を締結し、同時に両市と周辺市町村の間においても協定が締

24
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シリーズ 第12 弾

高齢者支援係

10年後に安心して生活できる町をつくるために
２月28日㈫に「第３回立科町地域支援づくり推進会議」が行われました。
会議の中では、前回、１月に行われた第２回の会議での
「立科町の総合戦略と地方創生」
「地域のボランティアグ
ループの報告」
「立科町の介護保険をふまえた現状」につ
いての説明に対する質疑や会議・委員の役割、今後の取組
み方について協議が行われました。
委員の皆さんより「交通弱者を視野に入れてもらいたい。
」
「住民に理解してもらってやっていかなくてはいけないと思う。
」
「認知症のレベルはいろいろある。日常生活の中でどこが問題なのかという視点で把握していく必要がある。
」
「広報や回覧を見ていない人もいる。周知の仕方も工夫が必要。
」
「子どもがのびのびと立科町で育っている。子どもが立科町に戻ってきて生活したいと言っている。戻ってき
たくなるような町、結婚して住みたい町、町のいい所をよくしていかれたらいいのではないか。
」
「最近は若い方も移住を考えている。安心して食べられる場、何かあったときに助け合える場、自己実現でき
る、自分が活動したときにイメージできる町をできるだけ発信していきたい。
」
「地域に参加する手段がない。隣近所の人たちとゴミだしなどができれば、それを地域づくりにつなげていか
れたらいい。
」
「地域の人たちの活動を知っていく。あるものはつないで、ないものはつくっていく。
」等々、意見が飛び
交っていました。
今後も立科町で住み続けていくために何が必要なのか知恵を持ち寄り協議を進めていく予定です。

平成29年度 ごみの分け方の変更点について

環境保健係

可燃ごみ（赤色の指定袋）
平成28年度まで

平成29年度から

生ごみ、紙類等

プラスチックのオモチャ、カセットテープ等

可燃ごみ

可燃ごみ

地区名

○○

なまえ

○○○○

地区名

○○

なまえ

○○○○

「可燃ごみ」を二つに分ける

生ごみ、紙類等

プラスチックのオモチャ、カセットテープ等

可燃ごみ
地区名

○○

なまえ

○○○○

同じ指定袋に入れてよい

※ マークで分別している、容器包装プラスチック及びビニール（紫色の指定袋）の分別は、
変更ありませんのでご注意ください。
※生ごみは十分に水切りをしてください。 ※ごみの資源化・減量化にご協力ください。
11 広報たてしな 2017年４月

狂犬病予防注射

春の集合注射の実施について

平成29年度の狂犬病予防注射「春の集合注射」を下記の日程で実施します。
犬を登録している飼い主の方には、狂犬病予防注射申請ハガキを郵送しますので、都合のよい場所
で必ず注射を受けてください。
新規登録をされる場合は、役場又は実施場所で申請してください。
手数料（料金）

登録済の犬（注射料のみ）……………3,500円
新規登録の犬（注射料＋登録料）……6,500円

実施予定表
実施月日

実施場所

※実施場所では混雑が予想されますので、
お釣りのないようご協力ください。

狂犬病とは
実施時間

狂犬病は、人と動物の共通感染症です。効果的
な治療法はなく、発病するとほぼ死亡するという

藤沢公民館

9：00～ 9：15

蟹原集会所

9：30～ 9：40

恐ろしい病気です。

虎御前公民館

9：45～ 9：55

狂犬病予防法による義務

五輪久保集会所

10：00～10：05

外倉公民館

10：10～10：30

柳沢公民館

10：35～10：45

牛鹿公民館

10：50～10：55

４月18日㈫ 滝神公民館

11：00～11：10

山部公民館

11：15～11：25

上房公民館

11：30～11：35

対象となる犬

役場駐車場

13：00～13：20

・生後90日を経過した全ての犬。

石川集会所

13：30～13：45

・譲受けた犬や室内犬も対象です。

立石集会所

13：50～14：00

日中公民館

14：05～14：15

注意事項

蟹窪集会所

14：20～14：30

役場駐車場

9：00～ 9：20

赤沢集会所

9：25～ 9：35

中原集会所

9：40～ 9：50

４月19日㈬ 細谷公民館

9：55～10：10

４月20日㈭

桐原生活協同館

10：15～10：30

平林公民館

10：40～10：50

真蒲公民館

11：00～11：05

西塩沢公民館

9：00～ 9：20

塩沢公民館

9：25～ 9：40

大城公民館

9：45～10：00

野方公民館

10：10～10：25

茂田井公民館

10：35～10：55

古町公民館

11：10～11：20

中尾公民館

11：30～11：35

美上下バス停前

11：40～11：45

蓼科ふれあいセンター

13：00～13：15

南平台ロッジ前

13：30～13：45

５月14日㈰ 役場駐車場

9：00～10：00

狂犬病予防法により、犬の飼い主は、狂犬病予
防注射を年１回、４月から６月までの３箇月の間
に受けることが義務づけられています。これを怠
ると20万円以下の罰金に処せられることがあり
ます。

・犬が死亡している場合は、ハガキに「平成○年
○月○日死亡」と書いて提出してください。
・犬が病気、衰弱等により注射を受けられない場
合は、獣医師の「猶予証明書」を提出してくだ
さい。
・犬の首輪に鑑札、注射済票、名札等、飼い主の
わかるものを必ず付けてください。

飼い主のマナー
・犬の放し飼いは、人の迷惑になりますので、絶

狂犬病予防注射を必ず受けましょう！

環境保健係

対にやめましょう。
・犬のフンは、飼い主が責任をもって必ず片付け
ましょう。
・犬が逃げ出さないよう首輪、鎖（リード）
、繋
ぎもと等を定期確認しましょう。
お問合せ先
環境保健係
電話 0267－88−8407
有線 2311
広報たてしな 2017年４月 12

んか？あなたの身近な人でストレスを溜

あなたはストレスを溜めこんでいませ

とです。ストレス解消の基本は「自分ら

したストレスとうまく付き合っていくこ

は仕方がないことです。大切なのはそう

子供にとってのおやつは、栄養補給と
水分補給という大切な役割を持っていま
す。体の発達に欠かすことのできない食
事の一部として考えましょう。
では大人にとってはどうでしょうか？
仕事の合間、夜間などにおなかがすいた
ら、何を食べていますか？
糖分や脂肪分の多い菓子類や菓子パン
な ど の 場 合 は、 一 口 だ け で も 高 エ ネ ル
ギーのものが多く、要注意です。どうし
てもおやつを食べるなら１日１００㎉以
下を目標に考えるとよいでしょう。

おやつを上手に楽しむコツ
◎エネルギー量の高いものは量を調節
◎食べる時間・タイミングを考えて
◎一口
 で食べてしまわず、ゆっくりと
味わって食べる
◎おやつを無意識に食べない
◎水分
 は甘味のない水やお茶がおすす

大福 1／3個

どら焼き 1／3個

ドーナツ 1／2個

チョコレート ４かけ

ショートケーキ 1／3個

ポテトチップス 18g

かりんとう 23g

クッキー 20g

食育
みんなで

おやつ（間食）の考え方

環境保健係
め

主な菓子類の100㎉の量

保 健 ニュ ー ス
春 新しい年度のスタート
心 のケアも始めましょう

桜の開花が待ち遠しい季節がやってき
心理的サイン：苛々
 する、不安感、抑う
つ感、無気力、集中力の

☆見逃さないで！こころＳＯＳ☆

異動など何かと気忙しく、知らず知らず

など

身体的サイン：食欲
 低下、動悸、不眠、

低下など

とがあります。
ストレスは心に適度な刺激を与え、活
動の原動力になる場合もありますが、解
消できないままでいると、毎日の生活の
なかで知らぬ間に積み重なり、やがてう
つ病などの心の病気を引き起こしてしま

めこんでいる人はいませんか？「疲れて

しく・気楽に」です。慌ただしい毎日で

毎日の生活の中でストレスがかかるの

いるだけ」
「いつものこと…」と見過ご

すが、ほんの少し「自分のための時間」

えこまずにまずは身近な家族や友人、専

心の不調に気が付いた時は、一人で抱

勧めします。

を確保し、自分の心と向き合うことをお

してはいませんか？

う場合があります。

頭痛
 など
行動的サイン：過食
 、飲酒量の増加、遅
刻、人との交流を避ける

のうちにストレスを抱えこんでしまうこ

春は、進学や入学、引っ越し、職場の

ました。

‼

門の医療機関等に相談をしましょう。
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日本脳炎２期予防接種

大人の風しん予防接種費用助成

【対 象 者】小学４年生、小学６年生、中学校１年生 
個別接種
※下記の方は４回の接種が終了していない場合接種

【対 象 者】
①妊娠を希望する女性で風しんの抗体価が低い方
②上記①の同居人で風しんの抗体価が低い方
【助 成 額】
①風しんワクチン接種 3,000円

を受けることができます。
特例①小学５年生から20歳未満まで
特例②平成19年４月２日生れ～平成21年10月１

②風しん麻しん混合ワクチン接種 5,000円
【申請方法】
予防接種を受けた年度の３月末までに申請してくだ

日生れの方は、９歳～13歳未満の間

さい。

4．各種検診・健康診断
申し込まれた方には、検診日前に案内通知をします。
●会場は、標記のない場合、すべて老人福祉センターです。 ●託児の希望がある場合は事前にご連絡ください。
検診名

日程

対象年齢

４月24日㈪～４月26日㈬

結核検診
（胸部レントゲン検査）

料 金

65歳以上（申込み不要）

無料

※64歳以下の方で受診希望の方は、直接会場へお越しください。料金900円

肺がんCT検診

５月16日㈫～５月19日㈮

40歳以上

2,000円

胃検診（バリウム検査）

８月23日㈬～８月25日㈮

50歳以上で偶数年齢※

1,000円

婦人科検診（子宮頸部細胞診）
マンモグラフィ検診（乳がん検診）

10月３日～４日、10月11日

20歳以上女性で偶数年齢※

1,000円

６月７日㈬～６月９日㈮

40歳以上女性で偶数年齢※

2,000円

★電話予約

４月３日㈪～４月28日㈮

９月14日㈭

超音波検診（乳がん検診）

★電話予約

※特定健診と同時実施

肝炎検診（血液検査）
特定健診

集団健診
７/３のみ総合観光センター
その他は老人福祉センター
町内個別 （町内医院）
町外個別（県内契約医療機関）

1,000円

４月３日㈪～７月28日㈮

大腸がん検診（便潜血検査）
前立腺がん検診（血液検査）

30～39歳女性

７月３日㈪～７月10日㈪
８月１日㈫～８月８日㈫
※土日を除く
６月１日㈭～３月17日㈯

40歳以上

  500円

50歳以上男性

  500円

40歳以上未受診者

  500円

30～39歳
40～74歳で国保加入者
75歳以上

無料

上記集団健診と同様
40～74歳で国保加入者

※対象年齢以外の方でも事前に電話申込みで受診できる検診。
胃検診：30歳以上の方 婦人科検診：20歳以上奇数年齢の方 マンモグラフィ検診：40歳以上奇数年齢

がん検診助成金交付事業
医療機関で実施したがん検診に対する助成金です。交付回数は一人につき２年に一度。
検診の種類

検査方法

対象者

助成上限額

胃がん検診

胃内視鏡検査（胃カメラ）

50歳以上

6,000円

乳がん検診

マンモグラフィ検査

40歳以上

4,000円

子宮頸がん検診

子宮頸部細胞診検査

20歳以上

4,000円

立科町役場 有線 2311
健康に関する相談窓口
町民課環境保健係 電話 0267－88－8407
※母子・成人・予防接種に関する相談に応じます。

高齢者の総合相談窓口
立科町地域包括支援センター 電話 0267－88－8418
※介護、生活、福祉等に関する様々な相談に応じます。

必要に応じて訪問もいたします。

広報たてしな 2017年４月 14

平成29年度

立科町保健事業案内

１．健康づくり
地区巡回講座「血管を守る学習会（仮）」

歯科相談事業
（７月８月）

生活習慣病予防のための各公民館単位の学習会です。
広報、開催地区で配布するチラシでお知らせします。

骨密度測定

特定健診（集団）に合わせて、歯科衛生士による歯
科相談を実施します。

食育推進事業

骨密度測定を婦人科検診、マンモグラフィ検診、町
民祭りに合わせて行います。
（申込み不要、無料）

命を守る学習会

食育に関する町内諸団体の活動の紹介・情報発信を
していきます。

たのきん教室

こころの健康づくりや「大切な命」について学ぶ２回
連続の教室です。 平成30年２月15日㈭、２月22日㈭

楽しく筋肉を動かして、冬場の運動不足を解消する
ための教室です。
平成30年２月23日、３月５日、３月14日

ゲートキーパー養成講座（秋期開催）
自殺予防の理解を深め、自殺を未然に防いでいくた
めに佐久地域全体で開催する講座です。

２．母子保健

※乳幼児健診の予定表は個別にお届けしています。

未熟児養育医療

不妊治療助成

出生時の体重が2,000g以下、または身体の発育が
未熟なまま出生したお子さんが、指定医療機関へ入院
が必要とされた場合、医療の給付を行う制度です。

赤ちゃん相談室（申込みは不要）
毎月１回体重測定や育児全般に関する相談会です。

子育て相談事業（予約制）
お子さんの言葉や成長・発達に関しての専門の相談
員による相談を行っています。

3．予防接種

不妊治療（人工授精・体外受精・顕微授精）に要し
た保険適用外医療費の一部を助成します。
１年度あたりの助成割合７割（30万円上限）
。
夫婦１組に対して５年を限度。
【申請方法】治療をした日の属する年度内に申請して
ください。

よい歯の表彰
３歳児健診において虫歯がなかったお子さんの表彰
を行います。

※乳幼児の予防接種の予定表は個別にお届けしています。

高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種
【対 象 者】右記の表に該当する方

年齢

※過去に接種を受けたことがある方は対象外です。
４月に問診票をお送りします。
【期
間】通年 【接種回数】１回
【料
金】2,000円（生活保護の方は無料）

対象生年月日

65歳 昭和27年４月２日生～昭和28年４月１日生の方
70歳 昭和22年４月２日生～昭和23年４月１日生の方
75歳 昭和17年４月２日生～昭和18年４月１日生の方
80歳 昭和12年４月２日生～昭和13年４月１日生の方

高齢者インフルエンザ予防接種

85歳 昭和 ７年４月２日生～昭和 ８年４月１日生の方

【対 象 者】65歳以上の方
（接種当日で65歳になっている方）

95歳 大正11年４月２日生～大正12年４月１日生の方

９月下旬に問診票等をお送りします。
【期
間】10月１日～12月31日
【接種回数】１回
【料

金】1,000円（生活保護の方は無料）

二種混合（ジフテリア・破傷風）接種
【対 象 者】小学６年生
集団接種：６月８日 会場：小学校
15 広報たてしな 2017年４月

90歳 昭和 ２年４月２日生～昭和 ３年４月１日生の方
100歳 大正 ６年４月２日生～大正 ７年４月１日生の方

子宮頸がんワクチン接種
【対 象 者】小学６年生～高校１年生

現在、積極的に接種はおすすめしていませんが、希望が
ある場合は接種することができます。役場へご相談ください。

平成29年度

結核検診のお知らせ

環境保健係

下記の日程で結核検診を実施しますので、対象となる方は、受診してください。
◎結核は、現在でも多くの方が発生している感染症です。
65歳以上の方は、感染症法で年に１回の検診が義務付けられています。

対象者

65歳以上の町民の方

料

金

無 料

※・胸部の病気で治療中の方、せきなどの症状がある方は医療機関の受診をお勧めします。
・肺がんCT検診を受診予定の方は結核検診を受診する必要はありません。
（64歳以下で、受診を希望する方は、検診費用900円を持参の上、最寄の会場へ直接お越しください。
）

受診時の注意

当日は、
「結核検診票」をご持参ください。
（検診票は３月末に郵送します。
）
撮影時は薄い肌着１枚程度でお願いします。ボタン・湿布・ネックレス等ははずしてください。

結果について

検診の結果は５月下旬ごろ、個別に通知します。

検診日程

時 間
午前の部

４月24日㈪
午後の部

午前の部

４月25日㈫

午後の部

8：45～ 9：05
9：15～ 9：25
9：35～10：10
10：25～10：40
10：50～11：00
11：10～11：25
11：35～11：55
1：20～ 1：35
1：45～ 2：00
2：10～ 2：20
2：45～ 3：15
9：40～10：00
10：20～10：30
10：40～10：50
11：05～11：30
1：15～ 1：25
1：40～ 2：00
2：20～ 2：30
2：45～ 3：00

午前の部

3：25～
8：40～
9：10～
9：30～

3：55
8：55
9：20
9：50

10：05～10：20
10：30～10：45

４月26日㈬
午後の部

10：55～11：05
11：25～11：55
1：20～ 1：45
1：55～ 2：10

2：20～ 2：30
2：45～ 3：10

お問合せ先

役場 環境保健係

会 場

対象地区

虎御前公民館
五輪久保公民館
外倉公民館
柳沢公民館
マルウシ共選所
平林公民館
桐原生活協同館
細谷公民館
中原公民館
赤沢集会所
保健センター
蓼科公民館
美上下・中尾（渡邉隆氏宅前）
姥ヶ懐公民館
古町公民館
蟹原集会所
藤沢公民館

虎御前
五輪久保
外倉
柳沢
牛鹿
平林
桐原
細谷
中原
赤沢・和子
町５～10
蓼科
美上下・中尾
姥ヶ懐
古町
蟹原
藤沢

保健センター
立石公民館
日中公民館
蟹窪公民館

町１～４
石川・立石
大深山・日中
蟹窪

上房公民館
茂田井公民館
西塩沢公民館
塩沢公民館

上房
茂田井
西塩沢
塩沢

日向（寺島春枝氏宅前）
真蒲消防庫付近

滝神公民館
山部公民館

大城集会所
野方公民館

電話 0267－88－8407

日向
真蒲

滝神
山部

大城
野方

有線 2311
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第62号

毎日外で仕事をしているので天

気予報は気にしている。特に冬は

Ａ・Ｙ

何とかできる温暖化はもっと気にしてほ

い今日の天気は受け入れ対応し、きっと

スされなくても、どうすることもできな

るのかな。天気予報にわざわざアドバイ

自分の感覚で判断できる人が減ってい

も感じていない。

ぶんこういう人は天気は気にするけど何

かわからなくて困るよね」と聞いた。た

ど、今日暑くなるんだよね。何着て良い

トゥ ドアだからよく分からないんだけ

と 思 う。 ラ ジ オ で「 私 は い つ も ド ア

人なら年々の気象変動を肌で感じている

なっている。特に日々植物に接している

じる。二月でも雨の日が多い。冬が短く

いつも屋外にいると温暖化の影響を感

情は必要ないでしょ、と思う。

しょ。その日の寒暖に対して予報士の感

着ていく物ぐらい自分で調節できるで

い悪いがあるの？気温や天気がわかれば

服装を気にする必要はあるの？寒暖に良

れらに違和感を覚える。予報でみんなの

かくなりそうです」の明るめの口調。こ

そうです」のちょっと暗めの口調と「暖

お過ごしください」の言葉。
「寒くなり

いいほど最後に入る「暖かくして

ことがある。冬には必ずと言って

天気予報を聞いていて気になる

状況で着込む量を調整する。

体を冷やさないよう、空や気温の

風見鶏

しい。 
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柳澤英一］

「陽春」［写真提供：蓼科写真クラブ

TEL 0267−56−2311㈹
●編集：館報編集委員会
●発行：立科町公民館

第１回

ふらばーるバレー大会 開催！

平成27年度まで続いた「立科町綱引き大会」が参加者の減少などを理由に第31回を最終回に幕を閉じました。し
かし、町民の皆様の親睦交流の機会を設けることと、冬場の運動不足解消のため、平成29年２月12日㈰に第１回立
科町ふらばーるバレー大会を開催しました。
初開催となった今回は、分館対抗形式を用い連合分館単位で10分館から21チームの皆様にご参加をいただきました。
いわゆるニュースポーツとして新たな試みとなる競技でしたが、分館役員の皆様に、事前の準備や打合せ、当日の
運営や審判員など多大なご協力を賜り無事に開催することができました。皆様には心よりお礼申し上げます。
今後、ますます参加者数が増え、より盛大な大会となり、将来的には「立科町の恒例行事」として定着されるよう
期待をしています。
なお、大会の結果等は次のとおりです。

大会結果

優 勝 明鏡止水（茂田井分館）

第３位 藤沢連合（藤沢連合分館）


準優勝 茂田井（茂田井分館）

チームＨ・Ｙ・Ｄ（桐原連合分館）
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参加チーム一覧
№

チーム名

１

虎御前
とう よう

分館・連合分館名

№

チーム名
ほう らい

分館・連合分館名

牛鹿連合分館

12

蓬莱適正

塩沢連合分館

２

まおとこ

東洋の魔男（サインはＶ）

赤沢連合分館

13

そのまま真蒲新幹線

山部連合分館

３

赤沢バレーチーム

赤沢連合分館

14

茂田井

茂田井分館

４

町１号

町分館

15

Ｋ―Ⅲ

桐原連合分館

５

町２号

町分館

16

チームＨ・Ｙ・Ｄ

桐原連合分館

めい きょう し すい

６

町３号

町分館

17

明鏡止水

茂田井分館

７

藤沢連合

藤沢連合分館

18

外倉Ａ

牛鹿連合分館

８

ザワフジ酒造

藤沢連合分館

19

外倉Ｂ

牛鹿連合分館

９

牛鹿・柳沢ＪＶ

牛鹿連合分館

20

アルタイル

大城分館

10

西塩沢

塩沢連合分館

21

野方

野方分館

11

アルカディア適正

塩沢連合分館
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毎年恒例となりまし
た、芸能グループ発表
会が３月５日㈰に開催
されました。
町内等で活動を行っ
ているグループや、た
てしな保育園年中さん、
御泉水太鼓ジュニア
チームなど、 グルー
プの皆様にご出演いた
だきました。
出演された皆様は、
日頃の練習の成果を発
揮され、素晴らしい発
表を披露されました。
今回参加された皆様
はもちろん、次回はよ
り多くの皆様にご参加
いただき更に盛り上が
ることを期待します。

第43回 芸能グループ発表会

11

町分館

分 館 紹 介
外倉分館活動について

敏

外倉分館の活動について紹介させていただきます。外倉地区は、一二〇戸程で

外倉分館長 小宮山

立科町でも比較的大きな集落ですので、分館独自の活動も多く、特に、文化活動

功

町区公民館事業における区民のコミュ

の推進や青少年育成など行っております。その中でも、郷土芸能を伝承する外倉

獅子舞があります。そこで今回は、外倉分館の主要な事業として行っております

団子、林檎、コーヒー等の振る舞い、郷

伝いをはじめ甘酒、キノコ汁、みたらし

各役員、区民の皆様の協力で和宮御膳手

毎年（おもてなし）を合言葉に各団体、

町内外から参加頂き好評です。町区では

井というルートに毎年一三〇名位の方に

津金寺または正明寺を経て芦田宿、茂田

方という演奏をする役は若い男性が行い、切り下げという

女獅子、ひょっとこ等になり舞を演じます。そして、囃子

月ほど行います。役割は小学生が舞子という役で男獅子、

グループのサポート役に回ります。獅子舞の練習は約一ケ

ず三月上旬に準備会を開き獅子舞の体制を決め、それからは実際に獅子舞を行う

この獅子舞は地域をあげて取り組みますが、これを担当するのが公民館です。ま

のため地区の年度切り替えも二月末日に行い三月から新体制で行っております。

に合わせて奉納されておりました。現在は四月中旬の土日に行っております。こ

外倉獅子は、明治の初期に伝わり駒形神社の社屋内にある衣笠神社の春の祭典

獅子舞について紹介させていただきます。

土品の販売また交通安全係、スタッフの

飾り物を作る役は比較的年配の方が行います。そして舞子

たてしな）
、松並木から

昼食準備と八〇名位準備、会議を繰り返

た

前山を包む朝霧上がりゆき瑞々しとも緑に松は

あさ ぎり

丸

伊丹㐂久子

中村 雅法

夕食は豚のケチャップ煮心をこめて湯気の向こうに家族の笑顔 小松みつ子

朝早く外ながむれば霜おりて辺り一面銀世界なり

二十余年友らと続けし短歌の会終止符うつ時を迎えり 大沢

う

冬耕起土新しくなりし畑春くるまではの安堵にをりぬ 後藤せい子

ふゆ こう き

ます。

どうか、皆さんにも外倉獅子をご覧いただきたいと思い

分館としての果たす役割も大きいと考えております。

舞により伝統的に地域の絆やコミュニケーションが築かれ、

に外倉では地域を挙げて獅子舞に関わっており、この獅子

の履く草鞋は、老人クラブの皆さんが作ります。このよう

ク等も年に数回お茶会などを開いて親睦
をおこなっています。
町区としては、出来る限り分館対抗等

歌 壇

のスポーツ大会にも参加して、若い人か
ら年配の方まで交流ができるよ
う、取り組
んでいます。
各分館が元
気であれば
立科町も活
性化してい
くのではな
いかと思っ
ています。

立科土笛短歌会

しコミュニケーションを図っています。

ウォーキング

最 初 に 昨 年 で 九 回 に な る（ 中 山 道

ニケーションのアップと立科町活性化を

町区分館長 柳沢

外倉
分館

願っていくつかの事業を紹介します。



町
分館

また老人クラブ、ふれあいネットワー

in
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２ 月 ４ 日 ㈯ に、 老 人 福 祉 セ ン
ターで第 回となる囲碁将棋大会
が開催され、町内の愛好家の皆様
が一堂に会しました。
技量を高め合うこと、趣味を通
しての交流を目的に開催しており、
参加者の皆様は和気あいあいとし
た雰囲気の中で１日囲碁と将棋を
楽しみました。
今回は、囲碁の部５名、将棋の
部は一般３名と小学生１名の参加
をいただき、リーグ戦の他、大人
の皆様が小学生と対局し、優しく
指導していただく姿もありました。
大会結果は次のとおりです。

■優勝者
・囲碁の部 伊藤 章さん
・将棋の部 遠山恒雄さん

第51回 囲碁将棋大会

51

公民館生涯学習講座「立科すずらん学級」
今年度も「互いに学び、共に生きる」を合言葉に、公民館生涯学習講座「立科すずらん学級」を開催しました。
今回は平成28年度下半期の活動状況を、いくつかピックアップしてお知らせします。
◆12月８日㈭ 「刃物砥ぎ教室」
中央公民館研修室において刃物砥ぎ教室
を開催しました。講師に松本市で印刻店を
営む鈴木昭男先生をお願いし、今回は、特

◆12月15日㈭ 「健康体操教室」
講師に依田彰子先生（佐久市在住）を迎え、転倒予防や健康と
体力の維持に有効な座ったままできる健康体操を教えていただき
ました。

に女性の参加者が多く、包丁・鎌・ハサミ
など様々な刃物を持参して行われました。
最初に講師の先生は印鑑屋さんが本職のた
め、実印として登録できる印鑑や、承諾書
や契約書に押印する場合に注意することな
ど伺いました。刃物砥の実習は、包丁を中
心に行い、まず、砥石の選び方や手入れか
ら学び、実際に刃物を砥ぐようになるとと
ても体力が必要なことを体験し、トマトで
砥ぐ前と砥いだ後の切れ味の違いを確認し
ました。参加者の皆さんは「とてもよく切

◆12月19日㈪ 「町づくり学習会」
中央公民館大会議室において、すずらん学級「町づくり学習
会」を開催しました。講師に町企画課の上前知洋主任を迎え、地

方創生に向けての取り組みについて説明をしていただき、立科町
れるようになった」と大変喜んでいました。 総合戦略の内容や主な事業展開、地方創生加速化交付金を活用し
た事業の内容について学習しました。そしてゲストとして米村町
長と宮坂教育長にご参加いただき、関連したお話などしていただ
いて、参加者全員で町づくりについて意見交換会を行いました。

以上の内容を実施しました。
ご協力いただいた皆様、ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。
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立科町へようこそ！絵本作家中川ひろたかさん
公民館図書室開室30周年事業

中川ひろたか
絵本とうたのファミリーコンサート
2016（平成28）年５月、立科町公民館図書室が開室して30年がたちました。開室30周年記念事業第１弾として、
５月28日㈯には、記念式典や大きなおはなし会が開催され、
「中川ひろたか 絵本とうたのファミリーコンサート」
は10月30日㈰に記念事業第２弾として開催されました。
たくさんのお客様に来ていただけるようにと、会場は、たてしな保育園の遊戯室をお借りして行いました。
コンサートは、中川さんが作曲
した、名曲「世界中のこどもた
ちが」から始まり、客席からも
口ずさむ歌声が聴こえました。

中川さんの巧みな
話術やあそび歌で、
会場は大盛り上がり。

これまで、
200冊以上の絵本
を出しているけど、
初めて絵も描いて
みたんだ！

中川さんイチオシの若手
“ガーガーズ”もいっしょに。
これからの活躍が楽しみ！

おばちゃん、
メロンパン
１つちょう
だい！

中川さんの新作絵本の読み聞かせ！
どれも楽しいものばかり。

子どもはもちろん大人も童心に返って、笑顔と笑い声に包まれた２時間は、
あっという間に過ぎました。絵本や歌の力は、素晴らしいですね！
これからも、楽しくて心に響く、お話や歌や曲をたくさん届けてほしいです。

中川ひろたか
プロフィール

1954年、埼玉県に生まれる。
保父として「千早子どもの家保育園」に５年間勤務。
その後、みんなのバンド「トラや帽子店」を結成。
リーダーとして活躍。
1995年、
「さつまのおいも」
（童心社）で絵本作家
デビュー。
「わにのスワニー」
（講談社）で児童福祉文化賞推薦
作品、
「ないた」
（金の星社）で日本絵本大賞を受賞。
作品に「さつまのおいも」などの「ピーマン村の絵
本」シリーズ（童心社）や、
「ショコラちゃん」シ
リーズ（講談社）など、現在まで著書200冊を超え
る。

♪５つのメロンパン♪会場の子ど
もたちも参加してのパネルシア
ター。パン屋のおばちゃんとパン
を買いに来たお客さんを子どもた
ちが演じました。

代表曲に「おーいかばくん」
「みんなともだち」
「世
界中のこどもたちが」
「にじ」
「ともだちになるため
に」など、作詞作曲約2300曲。CDは100アイテム
を発表。
2007年８月には、TBS「情熱大陸」に出演。
2008年、劇団「おともだち」を旗揚げ。ミュージ
カル「みんなともだち」を各地で上演。
その他、D1だじゃれグランプリ、A1あそびうたグ
ランプリを主宰。
2013年よりNHKBSプレミアム『おとうさんといっ
しょ』にあそびアイディアを提供。
http://www.songbookcafe.com

館 報 立 科 2017年４月 22

コンサートに親子でお越しいただき、日頃から図書室をご利用いただいているお２人に、コンサートの感想
と、今後図書室に期待することをお聞きしました。
♪みーんな ともだち ずっとずっと ともだち…♪この
「みんなともだち」という歌は私が幼少期大好きだった歌
のひとつです。娘を楽しませるために行った、中川ひろた
かさんのファミリーコンサート。そこで中川さんがこの歌
をうたっているではありませんか！！中川さんが作った曲
とは知らなかったので、思いがけず懐かしい歌の数々に私
自身が感激の連続でした。娘も、中川さんのユーモア溢れ
るあそび歌やトークに引き込まれ、親子で夢中になって楽
しみました。世代を超えて親しまれている中川さんの歌や
絵本は本当に素晴らしく、親子一緒に楽しめるコンサート
の良さを体験できました。
また、公民館図書室も私にとって子どもの頃の思い出の
場所です。30周年を迎えた今は、我が子と一緒に絵本を借
りて再び楽しんでいます。これからも、子ども達が図書室
を身近に感じ、大人になっても通いたくなるような、そし
て、子どもから大人まで本をより近く感じられるような図
書室であってほしいと思います。
（堀内 葉子）

図書室開室30周年おめでとうございます。
数ある記念事業のうち、10月に行われたコンサートは、
絵本作家の中川ひろたかさんに会えるチャンスだと思い、
子どもと一緒に見に行きました。参加型のコンサートだっ
たので、出演者の方たちとの一体感が子どもはもちろん大
人も楽しめる内容でした。その企画がとてもよかったので、
図書室に行ったとき「また観たい」と図々しくお願いした
ところ、残念ながら今後の予定は未定とのこと。ともあれ
運営に関わった皆さんに感謝したいと思います。
今回の催しに参加するきっかけは、子どもが通う保育園
からのお知らせでした。同じように子育て世代の方がたく
さん参加されていたのですが、もっと多様な世代の参加が
期待できるのではないかと感じました。図書室には本だけ
でなく、
“人”
“情報”など、あらゆる“楽しい”が集まり、
ワクワクを共有する場所になってほしいと思います。１人
でほっと一息つく場所としても、誰にとっても落ちつく、
使いやすい図書室運営を期待しています。 （市川 摩季）

図書室だより

おでかけ絵本室

返却期限は守りましょう。本の予約待ちをしている人も

お願い いますので借りた本は期限内に返却をお願いします。

～たたみの部屋で ゆったりと
絵本を広げて見てください～

３月25日㈯～４月23日㈰

寄贈者（順不同・敬称略）
たくさん寄贈していただき、ありがとうございました。
紙面にてお礼にかえさせていただきます。

橋詰 俊道〔茂田井〕
横谷 忠彦〔上房〕
〔現金〕 横谷 俊彦〔上房〕

〔時間は図書室の開室時間と同じ〕 〔本〕

場所 中央公民館創作室

図書室の絵本を創作室に移動し、

テーマ別や作家別に並べます。

「信州 やしょうまレシピ帖」

新着図書

松本 博子／著（しなのき書房）

小川村のやしょうま名人が教える、信州の
春を彩る郷土食。

お知らせ

「ちゅうりっぷの会」による

乳幼児のための
おはなし会
日時
４月26日㈬
午前10時30分～
場所
中央公民館
視聴覚室
対象
０歳児～

「草花たちの静かな誓い」
宮本 輝／著（集英社）

亡き叔母を遺した大きな謎と幸せの種を探す旅。
生き別れた母子の運命の軌跡をたどる長編。

「再発！それでもわたしは山に登る」
田部井 淳子／著（文藝春秋）

世界初の女性エベレスト登頂者の著者のがん
闘病と登山の記録。

「蜜蜂と遠雷」

恩田 陸／著（幻冬舎）
ピアノコンクールを舞台に、人間の才能と
運命、そして音楽を描ききった青春小説。
第156回直木賞受賞。

「はじまりの日」

ボブ・ディラン／作 ポール・ロジャース／絵
アーサー・ビナード／訳（岩崎書店）
ノーベル文学賞を受賞したボブ・ディランの半世紀の道をたど
れる、名曲「フォーエバー・ヤング」の絵本。
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他

大型絵本、パネルシアターなど、
親子でお楽しみください！

図書室利用案内
開室時間
●月曜日～土曜日 午前９時30分～午後６時
（土曜日は午後５時）
●日曜日・祭日
午後１時～午後５時
＊お一人 ５冊まで ２週間借りられます

リレー回想
画家 西沢今朝夷先生
との出会い
桜井 徳明 （蟹原）
私が初めて西沢先生の絵と出会ったの

かけている小屋が描かれている。古い壁

る。近景には田圃道路手前には古く傾き

りがあるのか苔の緑色が濃く描かれてい

の古い民家の屋根にはまだ雪解けの温も

しました。約 年間通いましたが先生が

も恵まれ毎週水曜日は殆ど欠かさず出席

ビルみどりへ行き入学した。良い仲間に

が西沢先生と教えてくれた。早速長野駅

募集の広告が出ていて水彩画教室の講師

ありました。

年記念事業としていろいろな企画が

昨年は、立科町公民館図書室 周

編集後記

柱の表現、柱はひと筆でスーと勢いよく
柱の木目まで表現して他で見たことが無

描かれかすれ気味のその線は見事に古い

３年ほど前にお亡くなりになりました。

の先生が代わりに来たりしていましたが

高齢となり体調不良となり休みがちで他

くの方にご来場いただき、大好評の

うたのファミリーコンサート」は多

で行われた「中川ひろたか 絵本と

その中でも特に、たてしな保育園

上田西武で開催され欠かさず見に行きま

その後西沢先生の個展は毎年長野東急

を毎年開催しています。今年で 回目と

湖のペンション・ミルフィーユで６人展

リーで展覧会を開催しています。他女神

出会ってください。 

Ｔ・Ｔ

図書室にお越しいただき素敵な本に

ふと本が読みたくなりましたら、

ます。

う、良質な本を揃えてお待ちしてい

も積極的に足を運んでいただけるよ

ちだけではなく多くの大人の方々に

立科町公民館図書室では、子供た

なりますね。

あれば、忘れられない良い思い出に

画でしたが、こうした機会が今後も

普段はなかなかできない大きな企

とても心温まるものでした。

が自然と一緒に歌っている光景は、

せて、来ていたたくさんの子供たち

川さんご本人のギターと歌声に合わ

の作品は数え切れないほどです。中

ちが」
「にじ」などの歌、中川さん

供たちの好きな「世界中のこどもた

ちゃんシリーズなどの絵本、また子

るピーマン村シリーズやショコラ

「さつまのおいも」をはじめとす

うちに終了しました。

い、今でもその感動を忘れていない。こ

はカルチャースクールをやめ仲間とス

それは６号か８号の小品であったと思

した。立科町の近く依田窪病院受付の壁

なります。

胸に未来への希望の

る日、妻が信毎にカルチャースクールの

い、環境エンターティメントショーです。

小さな光を灯し、そ

があり明るく光っています。中景の茅葺

子供達は、美しいこの町に棲む妖精で、

れを見守る大人達に、

の発表会、また上野恩賜公園での総勢１

都心に暮らす人々へのメッセンジャーと

大きな喜びや、次世

楽しさを体感してもらえるように、歌、

して出演しています。小さな町で育った

代に繋げる使命を与

に輝く町であるよう

シャイな子供達がステージに立ち、のび

５０名のステージでの経験は、子供達の

11

ダンス、芝居で表現する日本でも他にな

たてしな
ハッピーフェアリーズ
土屋 えりか （蓼科）

立科町の土地柄、町内での活動が制限

に、私達の活動をど

えてくれると思いま

７年になりました。結成のきっかけは、

さ れ る 中、 東 京 か ら 月 ２ 回 先 生 を 迎 え

うぞ応援してくださ

のびと踊り、活躍する姿は誇らしく思い

「女神湖妖精祭」への出演でした。
「女神

レッスンを受けています。決して恵まれ

い。

す。大人と子供が共

湖妖精祭」は、自然豊かなこの土地に訪

た環境ではありませんが、町内での数回

ます。

れた人達が、自然と共に生きる喜びや、

たてしなハッピーフェアリーズ…結成

30

年間貴重な教えを沢山頂きました。今

となり初めて出来る技と云えると思う。

ケッチ旅行などして楽しく描いています。

れは才能、知識、経験、センスなど一体
この絵を見て水墨画の素晴らしさを知っ

います。早春の暖かな光を感じる北信濃

に 号が飾ってあります。定年となりあ

毎年仲間 人ほどで長野八十二ギャラ

の田舎風景、遠景の雑木林の中にまだ雪

30

クラブ訪問

60

感じるものでした。

社の応接室へ通された時です。この絵は

は 年ほど前、長野市の得意先である会

10

た。

10

よく見れば見るほど素晴らしく奥深さを

30

館 報 立 科 2017年４月 24

こ ち ら 地域包括支援センターです！高齢者支援係
せいねんこうけんせい ど

あなたの生活と権利を守る 成年後見制度 をご存知ですか？
成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどによって、判断能力が十分でない方を対象に、家庭
裁判所が選んだ援助者（成年後見人等）が、本人のために活動し、財産と生活を守る制度です。

例えば
こんな時…

最近少しずつ物忘れ
が…。
これから通帳やお金
の管理が心配だなぁ。

自分ひとりで、いろいろな
契約や手続きの正しい判断
ができるか心配だ。
ふるさとの両親、最近物忘れ
がひどくなったけど、悪徳訪
問販売にだまされないか、心
配だなぁ。

障がいのあるわが子の将来。
自分たちが亡くなった後の事
が心配です。

※こんな困りごとがある方は…
立科町地域包括支援センター 電話 0267－88－8418
さく成年後見支援センター
住所 佐久市取出町183番地 野沢会館２階
電話 0267－64－5255
までご相談ください
地域包括支援センター・高齢者支援係

地球温暖化防止活動補助金の申請を受付けます
太陽光発電システム設置、クリーンエネルギー自動車購入

環境保健係

地球温暖化防止等の活動に取り組む町民の方に対して、予算の範囲内で、
「地球温暖化防止活動補助金」を交付し
ます。
補助金申請受付期間
平成29年４月10日㈪～平成30年２月23日㈮
補助金の申請額が予算額に達した時点で、申
請受付を停止します。
受付窓口

役場 町民課 環境保健係

補助対象活動
補助対象活動への補助金交付は、同一の活動
ごとにつき１回限りとします。
※旧「新エネルギー活用施設設置費補助金」
の交付を受けた場合も、同一の活動とみな
し、補助対象外となります。
⑴ 太陽光発電システム設置
10kw未満の太陽光発電システムを自らが居

補助対象経費、補助金額等
⑴ 太陽光発電システム設置
 １kw当たり２万円に太陽電池の最大出力（kw小数点以下２
桁未満四捨五入）を乗じて得た額。ただし、補助金額は10万
円を限度とします。
⑵ クリーンエネルギー自動車購入
 クリーンエネルギー自動車を購入する経費。ただし、補助金
額は10万円を限度とします。
補助対象者
町内に居住し、住民基本台帳に記録されており、町税等の滞納
がない方。
補助金申請時の添付関係書類
⑴ 太陽光発電システム設置

住する住宅の屋根等に設置し、電力会社と受給

 設計図書、経費の内容が明記されている工事請負契約書又は

契約を結ぶ活動

見積書の写し、工事着工前の現況写真等

⑵ クリーンエネルギー自動車購入
電気自動車、天然ガス自動車、水素自動車、
メタノール自動車を購入し、自らが継続して使
用する活動

⑵ クリーンエネルギー自動車購入
運転免許証の写し、見積書等
完了期限
補助金の対象となる活動の完了及び完了関係書類の提出期限は、
平成30年３月30日㈮です。
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福祉係

臨時福祉給付金（経済対策分）のご案内
《臨時福祉給付金（経済対策分）とは》
消費税率の引上げによる影響を緩和するために臨時福祉給付金を支給します。

《給付対象者》
平成28年１月１日（基準日）時点で町内に住民登録されている方の内、
課税者の扶養親族になっている方
生活保護制度の被保護者



ただし、



平成28年度住民税（均等割）が課税されない方

などは対象外です。

《支給額》
給付対象者１人につき 15,000円

《申請手続きについて》
・申請先は、基準日において住民登録されている市町村となります。
（基準日以降に立科町に転入された方は、前住所地が申請先となります。
）
※尚、受付開始時期は、市区町村によって異なります。ご注意ください。

・立科町の申請期間は４月17日㈪～７月17日㈪です。

対象となる方には４月中旬に申請書を送付致しますのでご確認ください。
●お問合せ先
役場 町民課 福祉係

電話 0267－88－8405 有線 2311

乳幼児等に対する福祉医療（医療費助成）制度について

福祉係

福祉医療制度とは医療機関等の窓口で支払った保険適用の医療費自己負担分の一部について給付金を支給
する制度です。当町では、出生から就学前の「乳幼児」
、小学生から高校生の「児童」に分け、乳幼児等に対
する医療費助成を行っています。

平成29年度小学校新入学の児童について
新しい福祉医療費受給者証を３月末に送付しています。これまでご利用いただいていた受給者証（平成29
年３月31日まで）は、有効期限が過ぎ次第、処分をお願いします。

「災害共済給付制度」との併給防止について
保育園や学校等の管理下で災害（負傷、疾病等）が発生したときに日本
スポーツ振興センターから支給される災害共済給付金は、福祉医療費給付
金との併給ができません。
災害共済給付制度を利用する場合は、医療機関等の窓口にて福祉医療費
受給者証を提示せず受診をお願いします。
なお、併給が確認された場合、後日、福祉医療費給付金を返還していた
だく必要がありますのでご承知おきください。
●お問合せ先
役場 町民課 福祉係

電話 0267－88－8405 有線 2311
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高齢者支援係

後期高齢者医療制度のお知らせです

平成29年度の保険料から軽減制度が見直されます
後期高齢者医療制度の持続性を高めるため、世代間・世代内の負担の公平を図り、負担能力に応じた
負担を求める観点から、保険料軽減が見直されます。
長野県後期高齢者医療広域連合議会２月定例会の議決を受け、保険料の軽減は次のとおりとなります。
保険料額は６月下旬に決定し、７月以降にお住まいの市町村から決定通知書をお送りします。

均等割額の５割・２割軽減の減額基準の見直し
世帯内の被保険者数に乗ずる金額を、５割軽減は「27万円」に、２割軽減は「49万円」にそれぞれ
引上げます。これにより、それぞれの軽減該当条件が拡充します。
軽減割合

世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得金額等を合計した額

５割軽減

33万円＋（27万円

※１

２割軽減

33万円＋（49万円

※２

軽減後の
均等割額

×世帯の被保険者数）以下の場合

20,453円

※１ 平成28年度は26万５千円でした。

×世帯の被保険者数）以下の場合

32,725円

※２ 平成28年度は48万円でした。

所得割額軽減特例の段階的見直し
後期高齢者医療制度発足時の激変緩和措置として行われてきた、基礎控除後の総所得金額が58万円
以下（年金収入で211万円以下）の被保険者の所得割額軽減特例を段階的に見直し、平成29年度は
「２割軽減」
、平成30年度以降は「軽減なし」となります。なお、上記金額
が０円（年金収入で153万円以下）の場合は、所得割額はかかりません。

現在（平成28年度）

平成29年度

平成30年度以降

５割軽減

２割軽減

軽減はありません

保険料

不被扶養者の均等割額軽減特例の段階的見直し
後期高齢者医療制度発足時の激変緩和措置として行われてきた、後期高齢者医療制度の資格取得直前
に被用者保険（市町村国民健康保険・国保組合を除く。
）の被扶養者であった被保険者の均等割額軽減
特例を段階的に見直し、平成29年度は「７割軽減」
、平成30年度は「５割軽減」
、平成31年度以降は
「資格取得後２年間に限り５割軽減」となります。なお、所得割額は引続きかかりません。

現在（平成28年度）

平成29年度

平成30年度

９割軽減

７割軽減

５割軽減

平成31年度以降

お問合せ先
立科町役場 町民課 高齢者支援係
電話 0267－88－8406
または、長野県後期高齢者医療広域連合 電話 026－229－5320
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５割軽減

（資格取得後２年間）

●立科中学校／午後２時〜午後５時
電話 56−1076（呼）
・有線2251（呼）

日本が「魔法の森」になった時代
●立科町児童館／
午前 11時40分〜午後１時30分
電話 56−0303（直通）
有線 8889（直通）

～平成29年度「立科教育」の出発に当たって、
司馬遼太郎に学ぶ～

●立科小学校/午前９時〜午前11時30分
電話 56−3131（呼）
・有線2190（呼）

たずさ

本年度も、立科町教育相談員として、

られるケースがあるからです。
ふう

もと

体験と、ささやかとは到底言えない反省

こう じん

しゅ しゃ せん

や後悔に基づいた提言をさせていただき

ちょう

そ れ は、 今 日 の 日 本 に は 身 勝 手 な 風

び りょく

ます。ご自分の心のフィルターで取捨選

教育相談活動に携わらせていただきます。

潮がはびこり、絶対に守らなければなら

択され、ご自身の養育や教育実践に少し

じっ せん

ない職業倫理や社会のルールをいとも簡

でも生かしていただければ、幸甚の至り

教育相談を、上掲の「相談時間等」の

なお、
「広報たてしな」は、立科町の

たく

微力ではございますが、よろしくお願い

単に破る人間が決して少なくないことに

です。

りん り

申し上げます。

関係していると思います。

通 り、 立 科 小・ 中 学 校 の 登 校 日 の 月 曜

のみならず、除夜の鐘の音がうるさい

ホームページでもご覧になれますので、

日・水曜日・金曜日に行います。

とか、保育園児の声が耳障りとか、また、

ぜひご利用をいただきたいと存じます。

みみ ざわ

午前は立科小学校、昼の時間帯は立科

マンション内での挨拶をしない申し合わ

あい さつ

町児童館、そして、午後は立科中学校に

せとか、日本人の感性や価値観が変化し

受賞し、平成５年に文化勲章を受章した

年、
「 梟 の城」により直木賞を

ふくろう

zzz

おいて教育相談を行いますので、ご希望

ていることも無関係とは思えません。
このような、どうしてもご自分だけで
は解決に至らないとき、ご遠慮なく、ご

司馬遼太郎（１９２３～１９９６）は、

えん りょ

相談いただきたいと存じます。

昭和

の方は、事前に、希望される会場に電話
でご連絡をお願い致します。
不在や相談中の場合は、立科小・中学
校の教頭先生、もしくは、立科町児童館

つい とう

作家、野坂昭如が、
「この国への想いを

あ

人は、話すことによって、自問自答を

宿 痾（持病）とされた。
」と追悼したよ

しょうぜん

しゅく

深め、複雑に絡み合った深刻な悩みの問

うに、常に日本の行く末を案じていたそ

げん しゅ

しん こく

題点を自分なりに整理して、自分自身の

うです。

み いだ

から

在り方を見出す存在です。したがって、

と申しましても、中学校・高校の元国

ふく ざつ

プライバシー及び秘密を厳守し、ご希

児童・生徒の不登校やいじめ、非行、集

語科教師でありながら、今までに読んだ

をしていただきたいと存じます。
望や必要に応じて、関係機関との連絡調

団不適応、適切な就学などについて一緒

本は、大砂丘のわずか一握りの砂粒か、

あ

整を行います。

に考え、悩み、話し、聴くことによって、

それとも大海のたった一掬いの海水か、

ごく ごく

郎の極々一部しか語ることはできません。

すく

教育及び養育における問題や悩みの答

必ずや、子どもの健やかな成長のための

すこ

えの多くは、自分自身の中にありますの

ごと

しっ

じっ

と悄然としている身ですので、司馬遼太

で、原因と責任をすべて自分以外に求め
とど

はなは

しかし、日本の行く末や日本人として

せい こく

教育相談員の助言の如きは、既に実

践されているか、正鵠を甚だしく失して

大切にすべきもの、生きる縁を求めてい

せん

─
に強いる「クレーム社会」の世相に流さ

いるかのいずれで、とても効能あらたか

本 年 度 も 引 き 続 き、
「広報たてしな」

ただし、人には様々な生き方や考え方

人であることは間違いないでしょう。

めに親身に応えてくれる偉大な先人の一

よすが

れず、ご自身に向き合い、真剣に自問自

る人々にとって、司馬遼太郎は、その求
決できない問題や悩みがあります。明ら

及び「有線放送」を通して、ささやかな

こた

な特効薬にはなりません……。

かに他者にきっかけや原因、責任が認め

しかし、どんなに自問自答しても、解

答を重ねることが大切かと存じます。

し

るだけに止まらず、その解決までも他者

すで

「何か」が見出せるものと考えています。

にお申し出をいただき、相談日時の予約

35

岩上起美男
立科町教育相談員
教頭先生へご連絡をお願いします。

教育委員会

一緒に考えましょう！
シリーズ
月・水・金曜日
相談時間等

※予約をされる方は児童館または小・中学校の

広報たてしな 2017年４月 28

かい しゃく

しょ せつ
こう みょう

さらに、司馬遼太郎は、
「この異様な

ぼつ ご

じ よう

た

司馬遼太郎没後、 年以上経ちますが、

これらの「司馬語録」の滋養は不変であ

ば

時代が古典化することは恐ろしい。
」と

ばく ち

第四ヒント「自分の出世や功名に多く
の関心があり、国というものを博打場の

かえ

ありますので、先に申し上げました通り、
こっ けい

り、これからも日本の還るべき原点であ

か

も述べています。大きな失敗ととらえず、

か

賭けの対象にするような、滑稽な意味で

ろ

ご自分の心のフィルターで十分濾過され、

り続けることでしょう。

いさ

こう みょう

「クレーム社会」よろしく他国や世界情
ひ

の勇ましい人間が愛国心を気取っていた

じゃ ねん

取捨していただきたいと存じます。

し よく

「真心」とは、私利私欲や邪念を捨て

うそ いつわ

輝かしい歴史であるかのように美化され

た、嘘偽りのない誠実な心です。

り

勢に非を求め、巧妙に正当化し、日本の

第五ヒント「発想された政策、戦略、
や ぼう

しん こう

いん ぺい

なげ

その意味を何度も噛みしめていますと、

か

あるいは国内の締めつけなどが全部変で、

程度の差こそあれ多くの方が、このよ

教育の充実及び振興を任務とする文部科

こ だい もう そう

の歴史をつくってきたと思う。だが、日
誇大妄想のような野望を世界に向かって

う な 古 典 化 に よ っ て、 日 本 が「 魔 法 の

学省の組織的な天下りや悪質な隠蔽工作

などの違法行為をはじめ、大人社会で嘆

こっ とう ひん

本の歴史の中で、魔法にかけられ、日本
展 開 し、 骨 董 品 の よ う な 兵 器 で 世 界 の

森」に逆戻りしないか、という心配を抱
いていると思われますが、司馬遼太郎は、

かわしい出来事が相次いでいる今日、子

ぎゃくもど

が『魔法の森』になってしまった、いび
国々を相手に戦争をした時代です。
」

その心配をはっきりと否定しています。

どもが、大人に何よりも強く、切実に求

とう とつ

答えは……、そうです、昭和元年（大

「もう一度、満州事変や太平洋戦争の

めているものは、まさに「真心」ではな

ゆう ごう

史実とフィクション（虚構）の世界が

きょ こう

まった時代とはいつでしょう ？

さて、日本が「魔法の森」になってし

正末年）から昭和 年の敗戦までの 年

時代に戻ることはないだろうと思います。

いか、という思いに至りました。

間です。

─

われわれは一度、自由というものを知っ

満州事変、五・一五事件、

4

さん

とう

不誠実で、我欲と保身に汲々とした大

いっ たん

きゅうきゅう

国際連盟脱退、二・二六事件、日中戦争、

たわけです。もうひとつ、明治憲法国家

み りょく

ぼう

すい けん

人は、子どもの「人間としての基本的な

事件、太平洋戦争の時代です。

をゆがめ、
『魔法の森』にしたのは、統

がえると思いますので、氏の著書から五

欲求」の充足にも無責任で、大人社会の

つのヒントを差し上げます。
そな

昭和 年、学徒出陣で戦車兵となった

なものかと自問しつつ、平成 年度「立

あ

帥権（条文の拡大解釈によって、軍の参

縮 図である学校教育の場にも悪しき影

第一ヒント「司馬遼太郎自身が、井原

ある条件によって成立しますので、われ

科教育」の出発に当たって、臆面も無く

いま

ず

謀本部が握っていた、立法、行政、司法

響を及ぼしているからです。

われは今後きっといい方向に向くと思い

申し上げます。

く

しゅく

の三権を超越した権能）という魔法の杖

未だにつまらぬ我欲や邪念に振り回さ

敗 戦 を 知 っ た 司 馬 遼 太 郎 は、 ま ず、

ます。ただ、この『昭和』を忘れてはい

4

司馬遼太郎は、敵の上陸に備えるため、

であることを知ったわけです。歴史は繰

れているような者が申し上げるのは如何

「なんとくだらない戦争をしてきたの

けません。
」と。

4

西鶴や松尾芭蕉、紫式部、清少納言とな

敗戦の半年ほど前、満州から連隊ごと日

り返すと言いますが、歴史というものは、

自分の国と人民を大切にした織田信長な

か。
」と思ったそうです。そして、
「なん

そして、これからの日本人は、
「真心」

4

ら話ができそうだが、この時代に活躍し

本に戻りました。そして、 歳のとき、

ら考えもしないことをやった時代です。
」

とくだらないことをいろいろしてきた国

を世界の人々に対して持つとともに、自

ゆう

第三ヒント「実感の乏しい、空疎な言

に生まれたのだろう。いったい日本とは

分自身に対しても持たなければいけない、

うそ

くう そ

る

第二ヒント「確かなリアリズムを有し、

葉による、全部嘘と言っていい情報が流

何だろう。
」という思いが、後に日本史

ふ

ま ごころ

布され、言葉に対する不信感を根づかせ

と説いています。

と

への関心になったのだそうです。

いか が

た人たちとは話が通ずるかどうか分から

栃木県佐野市で敗戦を迎えました。

すご

20

ないと思った時代です。
」

が よく

融合した司馬遼太郎の歴史観、いわゆる

治安維持法・国家総動員法、ノモンハン

では、唐突ですが、ここで質問です。

つな時代がある。
」と指摘しました。

この国民的作家が、
「日本人は第一級

ることを案じたのでしょう。

し

時代です。
」

があり、史実にも、その解釈にも諸説が

20

「司馬史観」の凄さや魅力の一端がうか

20

た時代です。
」

◎参考図書 「昭
 和」という国家 司馬遼太郎著

もに求める前に……。

大人が「真心」を持ちましょう、子ど

おく めん

29

日本放送出版協会発行 ほか
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教育委員会

上田市内の公共図書館が利用できます
上田地域定住自立圏形成協定に基づき、立科町に住民登録してある方は、上田市立公共図書館が利用できます。
居住を証する書類等（運転免許証・立科町が発行している保険証等）を持参して、
上田市内の図書館で、利用者カードを交付してもらってください。

利用するには

また、利用者カードの登録と別にインターネット登録をすると、イン
ターネットを利用した本の検索や予約ができるサービスを実施しています。
詳細は、上田市内の公共図書館にお問合わせください。

携帯
http://www.echol.gr.jp/WebOpac/mobile/index.do
スマホ http://www.echol.gr.jp/WebOpac/spopac/index.do

携帯

スマホ

上田地域公共図書館情報ネットワーク（エコール）を構成している上田市立公共図
書館が利用できます。
（エコールの規則に基づくものとする。
）
（図書の貸出・返却、学習室の利用、資料の照会、資料の取寄せ等）

利 用 内 容
種

類

図

書

貸出し期間

21日以内

制

10冊以内

限

※立科町中央公民館図書室では、
上田市内の図書館の資料の予約、
貸出、返却は出来ません。

利用図書館
至長野
常磐城４

上田郵便局
上田城跡公園入口
中央北

65

18
上田城跡公園

至長野

中央５

大手1・2

中央東

至菅平高原

上田市役所
古舟橋

千曲高校

天神２

上田橋

マツヤ
赤坂

GS

中央２

143
三好町

赤坂上

上田電鉄別所線

城 下

P

在木町２

信大入口

上田情報ライブラリー
千曲川

上田東高校

信州大学
イオン
ショッピングセンター

国分１
しなの

至東御

鉄道

小牧橋

上田図書館創造館分室

西友

上田駅

常田新橋

赤坂上

創造館入口

合同庁舎
文化
センター

鷹匠町

中之条

至青木

上田市立上田図書館

中央１

常磐城３

至東京

至松本

上田市立図書館
開館時間：火～金（９：00～18：30）／ 土・日（９：00～17：00）
休 館 日：月曜日、祝日（この日が月曜日にあたる場合は、火曜日も休館日となります。
）

館内整理日（概ね月に１日）
、年末年始、特別整理期間
住
所：上田市材木町1－2－47
電
話：0268－22－0880
F A X：0268－28－1118
この他に、次の図書館もご利用いただけます。
上田情報ライブラリー、上田図書館創造館分室、上田市立丸子図書館、上田市立真田図書館、
上田市武石公民館図書室
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ずくだ
す

地域おこし協力隊
〝奔走中〟

● 協力隊の農業振興担当、中島貴宏です
月

日まで罠猟期間となっ

ハンター見習い中島です。昨年、狩猟免許を取得し、町猟友
会に所属しています。立科町では

罠標識

２月 日に銀座ＮＡＧＡＮＯで開催された「地域お

ることができ、今後の活動の参考になりました。

に反映されている様を、人が行き交う様子から読み取

他にも、市の移住施策をご説明いただき、独自の取組みが若い人達の移住者増

品開発の経緯等をお伺いし、立科町の特産品を扱っている施設を視察しました。

２月３日、姉妹都市相模原市での視察研修会では、特産品のゆずを使った商

● 協力
 隊の移住・定住促進担当、浜野みゆきです

く為、常に勉強と実践を重ねてりんご園の保持に努めて参ります。

ければならなくなります。立科町が誇るりんごを後世に残して行

「腐乱病」という病気があり、この病気が進行すると木を伐採しな

また、りんごの剪定と病気対策も実施しています。りんごには

に入られる方は罠を誤って踏まないよう十分ご注意ください。

周りには下の写真の「罠標識」が設置してありますので、山林

ており、シカ対策のために罠を設置しています。設置した罠の

31

こし協力隊合同募集説明会」では、町の豊かな自然や
食、地域の温かさや協力隊の活動についてお話しさせ
ていただきました。説明後、協力隊の活動や「日比谷
線車内のポスター（地域の方々の笑顔）
」を見て興味を
持ったという方が立科町のブースに来られたことが嬉

①訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝこもろ たてしなサテライト
②訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ たてしなサテライト ( すずらんへ移転開所 )
③カフェひといき (ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰほほえみに併設オープン )

建設係

農業機械による
路上の泥汚れ防止を
お願いします
これから農作業を行う時期を迎え
ます。農業機械のタイヤ等に付着し
た土は、道路へ出る前によく落し、
田畑から道路に運び出すことのない
ようにお願いします。
土の塊等が道路に落ちると交通の
障害となり、また、自転車やバイク
等が乗り上げ転倒し、大事故に繋が
る恐れがあります。やむを得ず道路
に土を落としてしまった場合は、速
やかに除去するなど、責任を持った
対応をお願いします。
道路利用者が安全に通行できるよ
う、皆さまのご協力をお願いします。

31 広報たてしな 2017年４月

heartfulcare

日時： 4 月 23 日 ( 日 ) 午後 1 時 30 分 〜 3 時
場所：すずらん内 地域共生スペース

TEL 0267-56-1955 FAX 0267-56-3665

社会福祉法人ハートフルケアたてしな

立科町芦田 720-1

- 演題 -

[ 一周年の記念講演会を開催します ! ]

「訪問看護ステーションの
地域での役割

メニューは、軽井沢ミカド
さんの豆を使用したコーヒー等、
飲み物・ケーキ・軽食を
用意しました !

AM10:00 〜 PM3:30

* デイサービスセンターほほえみ

* 介護老人福祉施設すずらん

営業時間

3

しく、これも一重にご協力くださった皆様の素晴らし
い笑顔のおかげと感謝しています。

。平成 29 年 4 月1日から、以下事業がオープン !
す
ま
い
ざ
ご
う
ありがと 周年を

おかげ様で一
ました!
来
出
が
と
こ
る
迎え

!!
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農業委員・農地利用最適化推進委員
を募集します

農林係

平成28年４月１日に「農業委員会等に関する法律」が改正されました。この改正により、農業委員は公選制
から、地域等からの推薦及び公募をし、議会の同意を得て町長が任命する選任制に変更になりました。農業委
員の構成についても、原則として過半を認定農業者で構成すること、農業委員会の業務に利害関係を有しない
者を含めることが必要になりました。
また、農地利用の最適化や遊休農地の解消などを推進する農地利用最適化推進委員を新たに設置することと
なりました。
町では、平成29年７月20日から新制度への移行するため、次のとおり農業委員会の委員及び農地利用最適
化推進委員を募集します。両委員とも任期は平成29年７月20日～平成32年７月19日までの３年間です。
なお、公募のほか地域からの推薦もお願いしています。
農業委員
募集人数 13名
報

酬 委員：月額24,500円

業務内容
・定例会において、農地の権利移動の許可、農地利用集積計画の決定、農地転用許可に係る意見決定等
・農地の権利移動、農地転用許可申請等に係る現地調査
・遊休農地の発生防止・解消、担い手への農地の集積、違反転用の防止等における現地調査・指導等
農地利用最適化推進委員
募集人数 ３名
報

酬 委員：月額24,500円

業務内容
・定例会において、農地利用最適化に関する意見を述べる
・農業委員会が策定する「農地利用の最適化の推進に関する指針」に基づく担当地区における現場活動
・遊休農地の発生・防止解消、担い手への農地の集積、違反転用の防止等における現地調査・指導等
募集期間・申込方法（両委員共通）
募集期間 ４月５日㈬～５月２日㈫

午前８時30分～午後５時15分（土、日祝日は除く）

申込方法 所定の様式に必要事項を記入の上、農林課農林係まで提出してください。
なお、募集の詳細、所定の書式につきましては、農林課農林係までお問合せいただくか、町ホームページを
ご覧ください。

お墓Q&A ◇各種ご質問にお答えしますので、お気軽にお問い合わせください。
㻽㻚 お墓の一部分だけをリフォームすることはできますか？
㻭㻚 もちろんできます。例として「花立を直したい」、「墓石の目地を直したい」、「石張りに
したい」、「墓石をキレイにしたい」などさまざまなリフォームがあります。全部作り変
えなくても見違えるようになります。まずはご相談ください。
墓石・記念碑・石工事一式

櫻井石材有限会社
長和町古町4459 （長門バイパス沿い）
☎0268-68-3859 FAX0268-68-4444
立科町では、地域経済の活性化を図るため、民間企業等の広告を有料で掲載しています。
《お問合せ先；総務課財政係》
広報たてしな 2017年４月 32

農林係

農業振興対策について

農業振興対策としての補助金メニューを紹介しますので、活用されたい農家さんは農林課までご連絡ください。
この他、国県の補助制度もありますので、農林課へお問合せください。

●荒れている農地を再生し、何か作物を作りたい。
・10aあたり、助成額７万円を限度として、助成します。
ただし、荒廃度合によって助成額は変更されます。

・そばを栽培される農家さんにはJAへ刈
取 り を 申 し 込 ん だ 場 合、10aあ た り
4,320円の助成が受けられます。

・ワイン用ぶどうを栽培される農家さん
には苗木や垣根（トレリス）の購入に
●農作物を栽培したのに、野生動物に荒らされてしまう。
要した経費の１/２以内の助成が受けら
れます。
・野生鳥獣による農作物の被害を未然に防止するための
・りんごを栽培される農家さんには、販
予防資材の購入に要した経費の１/３以内（上限10万
売目的で栽培する苗木の購入に要した
円）の助成が受けられます。ただし、農業共済組合で
経費の１/３以内の助成が受けられます。
補助対象となる場合は対象外です。
・ハウスで農産物を栽培し、出荷される
農家さんには、ビニールパイプハウス
●果樹を栽培しているが、自然災害等により
の資材の購入に要した経費の１/３以内
収入に不安がある。
（20万円）の助成が受けられます。
（育苗ハウスは除く）
・果樹共済の掛金に要した経費の１/４以内の助成が受
けられます。

人権が尊重される社会

人 権 だより

教育委員会
人権センター（社会教育人権政策係）

「ジェンダー・バイアス」
「ジェンダー」とは「社会的文化的性差」で、
「バイアス」は「偏見」であり、そのまま訳すと「社会的・文化的性差別
あるいは性的偏見」となります。男女の役割について固定的な観念を持つことや、社会の女性に対する評価や扱いが差別
的であることや、社会的・経済的実態に関する女性に対する神話を指すとも言われます。
例えば、男性は外で働き妻子を養うのが当たり前、女性は家事をこなし子どもを育てるのが役目、という考え方には
「ジェンダー・バイアス」が指摘されます。
ジェンダーにふさわしいとされる振る舞いをせずにいると、男性であっても女性であっても周囲の人から偏見のまなざ
しで見られることがあります。男女を問わず、性別だけが理由で不当な扱いを受け、つらい思いをしたことがある方もい
るのではないでしょうか。

●日常的に行われている「ジェンダー・バイアス」に気付きましょう。
・男性には主要な仕事を任せ、女性には補助的な仕事が合うと考えていませんか。
・女性は職場の花と考えていませんか。
・看護師・保育士といえば、女性を思い浮かべていませんか。
・育児休暇や介護休暇を取る男性を弱いと思っていませんか。
「ジェンダー・バイアス」がすべて悪いということではありませんが、そのバイアスで生きづらさを感じている人がい
るということを認識することが大切です。すべての人がジェンダーに関係なく、持てる力を発揮できる社会の実現のため、
まずは、今の社会がどうであるかをきちんと確認し、バイアスに気付くところから始めましょう。
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漏水にご注意を！

上下水道係

おかしいなと思ったら
「使い方が変わらないのに、料金が大幅に高くなった」
「このごろ水の出が悪くなった気がする」…。こんな時
は漏水の可能性があります。
目に見える水道の管から漏れている場合は発見できますが、地下や壁の中などの場合、なかなか発見できませ
ん。

漏水の主な原因
○不凍栓・水抜き栓を半開きにしていると、地下に水が出ている状態になります。不凍栓・水抜き栓はハンドル
を全開にして使用してください。
○不凍栓から音がしている時は、地下の接続部分や不凍栓本体内部のパッキンの故障等が考えられます。
○水洗トイレの器種により異なりますが、水を溜めるタンク内の水位調整器の故障により水が絶えずタンク内に
出ていることがあります。

漏水の発見方法
○家の蛇口を全て閉め、トイレや給湯設備等でも水を使用していない状況にしてから、外壁などに設置してある
カウンターを見ます。図のように画面右上に羽根車（回転パイロット）が表示されていますが、この羽根車
（回転パイロット）が回転していればどこかで水が出ています。

⇨
（旧型のカウンター）

（新型のカウンター）

漏水の場合
○応急手当として、メーターボックス内の止水栓を右に回すことで水を止めることができます。
おかしいと思ったら、立科町指定給水装置工事事業者または上下水道係までご相談ください。
（立科町指定給水装置工事事業者は、町のホームページでも確認できます。
）

漏水に伴う水道料金の軽減
漏水に伴い請求が多額になっても、水道メーターで計量した水量に対する料金は支払っていただくことになり
ます。
しかし、漏水量が大量の場合、漏水の原因が不可抗力で漏水箇所が地下や壁の中など、漏水の発見が著しく困
難なものなどは軽減になることがありますので、工事を依頼した立科町指定給水装置工事事業者までお問合せく
ださい。
※受水槽、トイレタンクや給湯ボイラーなどの漏水、凍結破損など使用者が善良な管理義務を怠ったための漏水
は軽減の対象外です。また、漏水修理の費用は自己負担です。
お問合せ先 役場 建設課 上下水道係 電話 56−2311 有線 2311
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野方宮地ケ丘団地の販売に
ご協力いただいた方に御礼をお支払いします

企画振興係

立科町土地開発公社では、４月１日から、野方宮地ケ丘団地の購入希望者をご紹介いただいた方に、
【紹介謝礼
金10万円】をお支払いします（所有権移転登記完了後）
。新築住宅の建設をご検討中の方にぜひご紹介ください。
「移住定住促進事業新築住宅補助金」も併せて活用すれば、さらにおトクになります。

土地開発公社分譲地紹介謝礼金の交付対象者
分譲地の購入希望者を紹介した個人。ただし、次に該当する者は交付対象者から除外。
⑴ 購入希望者本人と同一世帯又は生計を一にする者
⑵ 宅地建物取引を業とする者及びその社員
⑶ 公社の役員と職員及びその家族

紹介の要件
紹介とは紹介者が購入希望者の同意を得たうえで、立科町土地開発公社分譲地紹介謝礼金紹介申込書を提出す
ることをいいます。ただし、同分譲地について複数の者から提出された場合は、最初に申込書を提出し、受領さ
れた者が権利を有するものとします。また、同分譲地について、購入希望者と売買契約が成立し、分譲土地代金
が全額支払われ、所有権移転登記の完了した時点を紹介が完了したといいます。

宅地建物取引業免許を有する事業者を対象とした「土地開発公社分譲地仲介報奨金」も併せて設定しています。
詳細は町ホームページをご確認ください。

1.5km

蓼科高校

科クリニック

立科小学校

野方宮地ケ丘団地

権現の湯

農ん喜村

（農産物直売所）

下医院

・神経外科・小児科・
ビリテーション科］

至松本・岡谷

142

柳澤医院

5

4

もみの木歯科クリニック

たてしな保育園

3

11

全

区
画

野方宮地ケ丘団地

セブンイレブン

至佐久

農ん喜村
ファミリードラッグ コメリ ツルヤ
しまむら
菜ないろ畑

［内科・外科・
小児科・循環器科］

郵便局 立科町役場

湖
（車で約20分）

区画図

圏内

立科中学校

風の子広場・児童館

至佐久

ルヤ しまむら
菜ないろ畑

1.5km

所在地

圏内

（農産物直売所）

岩下医院

［内科・神経外科・小児科・
リハビリテーション科］

至白樺湖・女神湖
（車で約20分）

9

商談中
11

※平成29年３月１日現在

空き区画の状況については、企画課企画振興係まで
お問合せください。 0267−88−8403

児童扶養手当・特別児童扶養手当の額改定について

福祉係

平成29年４月からの児童扶養手当および特別児童扶養手当の月額がそれぞれ次のとおり改定されました。
今回の改定は物価スライド制※に伴うもので、対前年度比0.1％の引下げとなります。
また、平成29年度からは児童扶養手当において子どもが２人以上の場合の加算額にも物価スライド制が導入

されています。
児童扶養手当

全部支給額（前年度比）
手当額

一部支給額（前年度比）

42,290円（▲40円） 42,280円～9,980円（▲40円～▲10円）

第２子加算額

9,990円（▲10円）

9,980円～5,000円（▲10円～０円）

第３子加算額

5,990円（▲10円）

5,980円～3,000円（▲10円～０円）

特別児童扶養手当
支給額（前年度比）
１級

51,450円（▲50円）

２級

34,270円（▲30円）
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※物の価格の上がり下がりを表した「全国消費者物価指

数」に合わせて支給する額を変える仕組みをいいます。
平成29年１月27日に総務省から公表された物価指数に
より変動率が決定しました。

４月・５月 行事予定
立科町児童館

教育委員会

こども未来館情報

皆さんのご来館をおまちしています
※都合により内容等が変更となる場合がありますので、ご承知おきください。
詳しくは毎月発行しております、
「なかよし広場だより」
（未就学児向け）
「じどうかんだより」
（小学生向け）をご覧ください。

学習・スポーツ教室

なかよし広場

★対象及び場所と時間：

★対象：就園前のお子さんと保護者
★時間：午前10時30分～
★日程及び内容

小学生（登録児童のみ）

５月 ９日（火）うたとリトミックの広場
11日（木）ママのリラックス広場（予約）

４月14日（金）ちびっこ広場

12日（金）ちびっこ広場

20日（木）親子運動遊び

18日（木）親子運動遊び

21日（金）ちびっこ広場

19日（金）ちびっこ広場

25日（火）たまご広場

立科小学校 午後３時～５時
★日程：５月17日（水）
・24日（水）
31日（水）
★内容：学習アドバイザーの先生方に、宿
題や、予習・復習等を教えていた

23日（火）たまご広場

だきましょう。
スポーツ教室は、学年の枠を越え、
思いやりをもって、みんなで仲良
く楽しみましょう。

わくわく教室
★対象及び時間：小学生 午後３時30分～
★日程及び内容：４月17日（月）粘土遊び（午後２時～）

ビーズ教室（要予約）

24日（月）紙風船で遊ぼう
５月 ８日（月）母の日のプレゼントを作ろう
15日（月）グループホーム訪問

★対象及び時間：小学生 午前10時～
★日程及び内容：５月27日（土）未定

22日（月）モールで遊ぼう

文化伝承教室
★対象及び時間：小学生 午後３時30分～
【囲 碁】★日程：４月20日（木）
（午後２時～）
５月18日（木）
【将 棋】★日程：４月13日（木）
（午後２時～）27日（木）
５月11日（木）
・25日（木）

児童館事業の様子
なかよし広場
IIIIIIIII

ちびっこ広場

放課後子ども教室

こども未来館／電話 0 2 6 7 − 5 6 − 0 2 4 8 有線 8 88 8

ビーズ教室
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権現山体育センター改修工事に伴う一時利用中止について
権現山体育センターのギャラリー改修のため、下記のとおり工事を行います。
工事期間中は、体育センターは使用できませんのでご了承ください。
なお、柔剣道場は使用可能です。
体育センターギャラリー改修工事

工事期間 平成29年４月初旬～６月末まで（予定）

工事内容 体育センター２階ギャラリー擁壁等のひび割れに対する補強工事を行います。

TATESHINA INFORMATION

INFORMATION

役場の組織改正について

観光事業推進室

観光商工課

【平成 年４月】

４月１日より、次のとおり役場組織が
変更されます。
【現行】
観光商工課
観光事業推進室
⇨

観光係
索道係

お問合せ先
役場 総務課庶務係
電話 ０２６７─５６─２３１１
有線 ２３１１

INFORMATION

平成三十年歌会始のお題

「語らふ」のように訓読しても差し支え
ありません。
詠進の期間
９月 日までとし、郵送の場合は、消
印が９月 日までのものを有効とします。

長野県では県内 広域にある地方事務

所を廃止し、平成 年４月１日から「地

域振興局」を新たに設置します。

地方事務所

地域政策課 → 総務管理課

（パ
 スポート、防災、ＮＰＯ法人関連
の業務等）

郵便のあて先
「〒１００─８１１１ 宮内庁」とし、

地域政策課 → 企画振興課

お問合せ先

建築課 → 建設事務所建築課

税務課 → 県税事務所

（地
 域課題の窓口、地域発 元気づく
り支援金の業務等）

封筒に「詠進歌」と書き添えてください。
詠進歌は、小さく折って封入して差し
支えありません。

お問合せ先
疑問がある場合には、直接、宮内庁式

県庁行政改革課

部職あてに、郵便番号、住所、氏名を書
き、返信用切手をはった封筒を添えて、

電話 ０２６─２３５─７０２９

INFORMATION

９月 日までに問合せてください。

INFORMATION

経済の成熟化が進む中、県民の皆様が安

人口減少や少子高齢化の進行に加え、

費などの費用を再就職準備金として、

護の現場に復帰するための被服費や転居

過去に介護職員として働いた方が、介

介護職再就職準備資金
貸付制度

心して暮らすことができる地域社会を維

万円を上限にお貸しします。

平成 年４月の長野県の
組織改正のお知らせ

持していくためには、地域住民や市町村

よく、
「語感ごかん」
、
「物語ものがたり」

合は「語」の文字が詠み込まれていれば

お題は「語 ご」ですが、歌に詠む場

①地域振興局の設置

られています。

合力を発揮して対応していくことが求め

連携を強化し、課題解決に向け組織の総

に身近な県の現地機関がこれまで以上に

免除されます。

員等の業務に従事した場合は全額返済が

利息はかからず、県内で２年間介護職

「語」と定められました。

29 10

のような熟語にしても、また、
「語る」
、

20
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お知らせ
※工事に伴い、足場の設置や薬剤の気化による危険性があるため、ホール内への進入を禁止します。

長野県社会福祉事業団

お問合せ先

電話 ０２６─２３５─７４２８

県庁高校教育課

お問合せ先

INFORMATION

電話 ０２６─２２８─０３３７
INFORMATION

りんどうハートながの
県では性暴力被害に遭った方を支援す

電話 ０２６─２３５─７１２３
INFORMATION

楽園信州移住応援企業募集
長野県への移住や二地域居住を希望し
ている方に、移住の際に役立つ各種割引
や特典サービスなどを提供していただく
楽園信州移住応援企業を募集しています。
楽園信州移住応援企業には認定証を交
付し、楽園信州ホームページや移住希望
者向けの相談会などでご紹介します。

御泉水自然園

小人

片道

530円

340円

往復

920円

610円

300円

150円

1,000円

600円

お得なゴンドラリフト往復・自然園入園セット券

残さず食べよう ・ 運動
歓送迎会など、宴会が多くなるこの時
る公的な相談窓口、長野県性暴力被害者

相談専用電話は 時間受け付けています。

ストップで支援を行います。

や弁護士などの関係機関と協力し、ワン

専門の研修を受けた支援員が医療機関

を設置しています。

支援センター「りんどうハートながの」

期は、食べ残しによる食品ロスも多くな
ります。
県では「残さず食べよう！ （さんま
る）
・ （いちまる）運動」を推進して
います。宴会の最初の 分と最後の 分

INFORMATION

０００円、私立高校が３０、０００円。

奨学金の貸与月額は公立高校が１８、

学金制度を設けています。

県では高等学校等の生徒を支援する奨

高等学校奨学金制度

電話 ０２６─２３５─７１８１

県庁資源循環推進課

詳しくは

減らしましょう。

は自分の席で料理を楽しみ、食べ残しを

10

他に遠距離通学費に対する貸与がありま

お問合せ先
県庁楽園信州・移住推進室

蓼科牧場ゴンドラリフト

大人

入園料

10

30

す。返済期間は最長９年で、利息はかか
りません。

24

電話 ０２６─２３５─７０２４

夏季営業開始

蓼科牧場ゴンドラリフト・御泉水自然園・
蓼 科 ふ れ あ い 牧 場 の 夏 季 営 業 を ４ 月29日
（土・祝）より開始いたします。
全長1,260mのゴンドラリフトで空中散歩
白樺高原総合
をして御泉水自然園へ。標高1,830mの自然
観光センター
園では珍しい高山植物が自生し、野鳥がさえ
ずる広大な敷地の中を散策できます。
女神湖では、４月に入ると春の訪れをつげるザゼンソウが咲き始めます。
ザゼンソウは、開花する際に発熱（25℃まで上昇）が起こるため、周りの雪を溶かして春一番に顔を出しま
す。女神湖畔では遊歩道からゆっくり眺めることができ、４月下旬まで楽しむことができます。
また、ザゼンソウと入れ替わりにミズバショウが咲き始めます。可憐なその真っ白な花はとても人気があり
ます。見頃は５月中旬頃までです。ぜひ一度お出かけください。

白樺
高原便り

30

30

10

料金表

※蓼科ふれあい牧場は無料です。
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立科町の輝くニュース

フラッシュ NEWS

立 科中学校男子バレーボール部北信越大会出場報告
立科中学校男子バレーボール部は、１月28日に行
われたエプソン杯（新人戦 県大会）において準優勝
の栄冠を勝ち取り、３月に石川県で行われる北信越中
学新人バレーボール優勝大会への出場を決めました。
出場に先立ち２月９日に町長を訪ね、キャプテンの
山浦優輝さんがこれまで活動を支援していただいたこ
とへのお礼と北信越大会への力強い抱負を述べ、米村
町長が激励のあいさつをしました。
大会ではベスト８の好成績を収めました。

小 ・中学校

総合的な学習の時間 発表展〈２月25日㈯、26日㈰〉
地域特有の素材を活用した学習として、年間を通じ
て学んだ成果を地域の皆さんに見てもらうことを目的
に、小・中学校の総合的な学習の時間発表展を開催し
ました。

期間中は、保護者の皆さまをはじめ多くの
方々にご来場いただき、地域の子どもたちの
生活や学習の様子を知っていただく良い機会
となりました。

保 育園児作品展
２月11日㈯、12日㈰の２日間、中央公民館大会議室にお
いて保育園児作品展が開催されました。たてしな保育園
の園児たちが、元気いっぱいに描いたもの、作ったもの
が飾られ、会場を訪れたご家族の皆様も、園児たちの微
笑ましい作品に自然と笑顔があふれていました。
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４月町民カレンダー
行

事

予

定

保

健

立科町消防団新幹部・新入団員任命式

広報 たてしな

2

日 スポーツ少年団開講式

4

火 たてしな保育園入園式

6

木 立科中学校入学式

7

金 蓼科高等学校入学式

9

日 立科町消防団幹部・新入団員合同訓練

４月の納税
● 固定資産税（第１期）
● 介護保険料：普通徴収（第１期）

スキー場クローズ

立科小学校入学式
春の全国交通安全運動（～15日）

各種相談日
●結婚情報センター相談会
４月８日㈯
午後１時30分～４時30分
場所：老人福祉センター 機能訓練室
 立科町社会福祉協議会
電話0267－56－1825

赤ちゃん相談
（２ヶ月の会：H29.1月生）

11 火
24 月

●無料法律相談
４月21日㈮
午後１時30分～４時30分
場所：老人福祉センター
相談員：土屋文男弁護士
浦野喜芳心配ごと相談員
 立科町社会福祉協議会
電話0267－56－1825

結核検診（〜26日）
県市町村対抗駅伝大会

29 土 夏山営業開始（ゴンドラ、御泉水自然園、
蓼科ふれあい牧場）

■発行／立科町
■編集／立科町広報編集委員会/電話0267-56-2311
〒384-2305 長野県北佐久郡立科町大字芦田2532番地

連絡先

立科町役場 電話 0267−56−2311（代表） 有線 2311
FAX 0267−56−2310
電話

有線

白樺高原総合観光センター 0267−55−6201
中央公民館（事務室）

0267−88−8417 4000

たてしな保育園

0267−56−0022 2100

こども未来館（児童館）0267−56−0248 8888
老人福祉センター

0267−56−1825 4091

立科温泉

0267−56−0606 4126

権現の湯

町のデータ２月

２月１日現在（１月31日届出まで）

人口
男
女
世帯数

気

7,420（＋
3,667（＋
3,753（＋
2,847（＋

5）
1）
4）
7）

（

出生
死亡
転入
転出

）内は前月比

3
10
13
1

象

今 年
最近10年間の平均
平
均
−0.7℃
−1.0℃
最高極日
15.6℃／23日
19.0℃／H28
最低極日 −12.7℃／11日 −19.5℃／H24
降 水 量
18.0mm
48.2mm
45.0mm
74.6mm
降水量（1〜2月）
192.5時間
170.5時間
日照時間
気温
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人口

２月１日〜２月28日の状況

救急

出動件数 年間累計

火災

発生件数 年間累計

地球環境保全のため、
植物油インキを使用
しています。

交通事故

1

2

建物火災

0

0

その他

58

97

その他

0

0

合計

59

99

合計

0

0

休日緊急当番医
2 日 栁澤医院
須江医院
桜井クリニック
すみだクリニック
林歯科医院
9 日 高橋内科医院
鈴木医院
野澤医院
依田塩名田歯科
16 日 小諸病院
小岩井整形外科
みまき温泉診療所
たばたクリニック
ゆみ歯科医院
23 日 甘利医院
田村医院
中島医院
こすも内科クリニック
もみの木歯科クリニック
29 土 矢島医院
佐藤外科医院
川西赤十字病院
山口歯科医院
30 日 由井医院
栁橋脳神経外科
金澤病院
小池歯科医院

● 午前９時〜午後５時
（歯科 午前９時〜正午）

立科町
小諸市
小諸市
佐久市本新町
小諸市
小諸市
小諸市
佐久市平賀
佐久市浅科
小諸市
小諸市
東御市北御牧
佐久市平賀
小諸市
小諸市
小諸市
東御市北御牧
佐久市平賀
立科町
小諸市
小諸市
佐久市望月
小諸市
小諸市
小諸市
佐久市岩村田
小諸市

0267－56－1045
0267－22－2060
0267－26－1188
0267－62－7122
0267－22－0152
0267－23－8110
0267－26－1212
0267－62－0272
0267－58－2135
0267－22－0250
0267－26－6788
0268－61－6002
0267－63－2821
0267－26－2580
0267－22－0729
0267－22－0048
0268－67－2777
0267－88－7211
0267－56－0648
0267－22－8148
0267－22－0334
0267－53－3011
0267－22－0442
0267－22－0327
0267－23－6131
0267－67－2048
0267－22－0130

緊急当番医については、予告なく変更される場合がありますので、有線
放送、新聞又は当番医に直接確認の上、受診してください。休日・夜間
における医療機関等の情報提供 ナビダイヤル  0 5 7 0 − 0 8 − 8 1 9 9
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