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年後も選ばれ続ける地域へ

35

内線１３５１

用した都市ブランド化や、地域
課題をビジネスの手法で解決す
る仕組みづくり「ローカルイノ

さらに、固有の地域資源を活

的な計画づくりを進めていきます。

していきます。
また、新体育館や塩尻市北部
交流センターの建設、塩尻駅北
区画整理事業への支援など、必
要なハード事業を推進するとと
もに、多くのご意見をいただい
た、コンパクトシティ化や中山
間地域の活力維持のため、包括

☎０２６３０２８０

ぐ田園都市」とそれを実現する
基 本 戦 略、 年 度 の 目 標 人 口
万５０００人以上を掲げた長
期戦略を基調とします。
さらに、社会環境の変化や多
様化する行政需要に対応するた
め、３カ年の中期戦略を執行計
画とし、毎年度、予算事業を実
施していきます。

企画課経営企画係

第五次総合計画は、平成 年度から 年度までの本市のま
ちづくりの指針となる９カ年計画です。本年度から、中間の
３カ年を具体化する第二期中期戦略がスタートします。

―第五次塩尻市総 合 計 画
第二期中期戦略がスタート―

年度から３カ年の市政執行

計画、第二期中期 戦 略

未来につな

総合計画は、中・長期的なま
ちづくりの目標や方向性を示し、
政策体系をまとめた行政運営の
最高指針です。
平成 年度を始期とする第
五 次 総 合 計 画 は、 目 指 す 都 市

目指す都市像を実現し
選ばれ続ける地域へ
第二期中期戦略では、これま
で取り組んできた、子育てした

靖人さん

林

信州大学准教授
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ベーション」といった新たなま
ちづくりにも挑戦していきます。
こうした取り組みにより、本
市の持つ「暮らしやすさ」に磨
きをかけ、人口の社会増加を促
すなど、内外に選ばれ続ける地
域を目指します。

るかが課題です。まちづくりに興味が
ある人には、より積極的に活動ができ
る機会を、参加したくてもできない人
や関心がない人には、どのようにきっ
かけを与えられるか。塩尻市には、そ
の仕掛けづくりや、まちづくりを考え
る場を提供していってほしいですね。

Profile

総合計画審議会会長。本市の総合計画
策定に携わるほか、現在は、地域ブラン
ドをテーマに、本市と共同研究を行って
いる。

日本は人口減少社会に突入し、どの
ような未来が待っているのかは、誰に
も予想がつきません。そんな中、塩尻
市の総合計画は、実施する事業を定め
る中期戦略が３年に１回見直される点
や、基本戦略を包括し機能的に推進す
るプロジェクトを設けることで、新た
な仕組みづくりや施策に挑戦できる点
など、急激な社会変化にも柔軟に対応
できる計画となっています。
今後のまちづくりは、行政が一方的
に行うのではなく、市民の皆さんや、
ＮＰＯ、民間企業と協働することが大
切です。そして、まちづくりの担い手
となる皆さんが、どのように参加でき

35

問

くなるまち日本一を目指す子育
て支援や教育再生をはじめ、産
業の振興、森林資源の循環活用、
健 康 寿 命 の 延 伸、 シ テ ィ プ ロ
モーションなど、本市の潜在力
を生かす事業に経営資源を集中

市民の皆さんがまちづくりに参加できる場を
INTERVIEW

30
27

像「確かな暮らし
全10地区でタウンミーティングを
開催し、約400人が参加しました。
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第二期中期戦略の全体像
基本戦略
プロジェクト１
施策 1-1
施策 1-2
施策 1-3

Ａ

子育て世代に選ばれる地域の創造

子どもを産み育てる環境の整備

出産・子育てサポート体制の充実
子どもの育ちや環境に応じた支援
働く世帯のための子育て支援

プロジェクト２
施策 2-1
施策 2-2

教育再生による確かな成長の支援

特色ある教育による知・徳・体の向上
きめ細かな支援による平等な学習機会の提供

■主な成果の指標
指標名
塩尻市は「子育てしやすいまち」であると思う市民の割合
合計特殊出生率

次のページから、
年度の予算をお知らせします
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基本戦略
プロジェクト３
施策 3-1
施策 3-2
施策 3-3
施策 3-4

目標値 （32年度）
63.3％
1.76

住みよい持続可能な地域の創造

産業振興と就業環境の創出

基幹産業の振興
地場産業の振興
農業の再生
多様な働き方の創出

プロジェクト４
施策 4-1
施策 4-2

B

現状値 （基準年度）
56.6％（29年度）
1.70（28年度）

プロジェクト５
施策 5-1
施策 5-2

地産地消型地域社会への転換
森林資源の多様な活用の促進

プロジェクト６

地域資源を生かした交流の推進

観光の振興
新たな交流・集客の推進

域内循環システムの形成

危機管理の強化と社会基盤の最適活用

施策 6-1 防災・減災対策の推進
施策 6-2 都市インフラの戦略的維持管理
施策 6-3 コンパクトシティの推進（持続可能なまちづくり）
施策 6-4 行政機能の効率化と効果向上の推進

■主な成果の指標
指標名

現状値 （基準年度）
65.6％（29年度）
23.4％（29年度）

市政に対する総合満足度
再生可能エネルギーを自宅で活用している市民の割合

基本戦略
プロジェクト７
施策 7-1
施策 7-2

C

目標値 （32年度）
70.0％
26.7％

シニアが生き生きと活躍できる地域の創造

生涯現役で社会貢献できる
仕組みの構築

社会や地域で活躍できる場の創出
生涯を通じた学びと知識や経験の継承

プロジェクト８
施策 8-1
施策 8-2

健康寿命の延伸と住み慣れた地域
での生活継続

健康増進の推進
地域包括ケアシステムの構築

■主な成果の指標
指標名
互いにささえあい、助け合う人間関係が地域に築かれていると
感じる市民（高齢者）の割合

現状値 （基準年度）

目標値 （32年度）

38.7％（29年度）

45.4％

○男
○女

健康寿命

79.5歳（22年度）
84.3歳（22年度）

延伸

基本戦略を包括し機能的に推進するプロジェクト
プロジェクト９
施策 9-1
施策 9-2

地域ブランド・プロモーション

塩尻ブランドの確立
子育て世代や若者の移住・定住の促進

プロジェクト10

地域課題を自ら解決できる
「人」と「場」の基盤づくり

施策 10-1 地縁コミュニティーの活性化
施策 10-2 知恵の交流を通じた人づくりの場の提供
施策 10-3 新たな課題解決の仕組みの創造

■主な成果の指標
指標名

塩尻市を他地域に誇れると感じる市民の割合
20～49歳の社会増加数
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現状値 （基準年度）

目標値 （32年度）

42.6％（29年度）
158人（26～28年度）

53.6％
158人（３年間の累計）

274億円の内訳

職員の給与や退職金など

扶助費

36億6377万円（13.4％）

社会保障制度の一環として現金や物品
などの支給に要する費用

公債費

29億3519万円（10.7％）

国や銀行などからの借入金の返済金

普通建設事業費

31億6476万円（11.6％）

物件費

45億8172万円（16.7％）

賃金、旅費、需用費、役務費、委託料、
賃借料など

繰出金

21億441万円（7.7％）

市の他の会計への繰出金

その他
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２億2060万円（0.8％）

維持補修費、積立金など

平 成 年 度 一 般 会 計 予 算 の 総 額 は ２ ７ ４ 億 円 で、 対
前年度比４・０ ％、 億５０００万円の増額となります。
予算の概要と、主な事業内容をお知らせします。

内線１３６１

を維持しつつ、地域産業振興などの地方
創生にも戦略的に取り組んでいきます。
なお、 年度予算編成後に、学校大規

模改修事業の一部が国の 年度補正予算
の対象事業として採択されたため、塩尻
市議会３月定例会に補正予算の提出を行

29

い、承認を受け、関連予算９１１０万円
を 年度予算から 年度予算に前倒しし
ました。

29

予 算

財政課財政係
☎０２６３０２８０

平成 年度は、第五次塩尻市総合計画
の、第二期中期戦略の初年度となります。
第二期中期戦略スタートに向けて、第
一期中期戦略で実施してきた取り組みの
実効性の検証を行いました。その結果を
踏まえ、目標の着実な達成のため、中期
戦略に掲げる主な取り組みを「重点分野」

第五次塩尻市総合計画
第二期中期戦略スタートの予算

問

として予算を集中的に計上しました。
特に、 年度から毎年１億円ずつ予算
を上乗せしてきた子育て関連予算の規模

30
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年度

57億4004万円（20.9％）

10

30

道路や保育園、学校などの建設事業に
要する費用

歳出

30
人件費

集
特

補助費等

38億5951万円（14.1％）

他の団体などへの補助金や負担金など

貸付金

11億3000万円（4.1％）

中小企業融資あっせん資金などの預託
金や第三セクターなどへの貸付金

4
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30年度 予算

会計別予算額
■一般会計 市税や国、県からの交付金などを
主な財源とする行政運営の基本となる会計で、
市が行う事業の大部分を占めています。
■特別会計 特定の事業を行うための会計で、
主
として保険料や使用料などの収入で賄われて
います。
■公営企業会計 事業によって得る収入で支出
を賄う独立採算型の会計です。
会計名

予算額

一般会計

274億円

国民健康保険事業
奨学資金貸与事業

特
別 介護保険事業
会 国保楢川診療所事業
計
後期高齢者医療事業
小

計

4.0％

69億544万円 △19.2％
3111万円 △2.6％
52億6766万円
2.8％
1570万円

15.8％

７億6922万円

8.2％

129億8913万円 △10.0％

公 水道事業
営
企 下水道事業
業 農業集落排水事業
会
小
計
計
総

対前年度比

26億1500万円 △30.5％
50億404万円
2.4％
5億7228万円

△4.9％

81億9132万円 △11.5％
485億8045万円 △2.9％

計

一般会計
市税

94億6896万円（34.7％）
市民税、固定資産税、軽自動
車税など

地方譲与税

２億6100万円（1.0％）
自動車重量譲与税など

地方交付税

49億2000万円（18.0％）
普通交付税と特別交付税

国庫支出金

29億7954万円（10.9％）

歳入

国からの補助金や負担金など

県支出金

13億9343万円（5.1％）
県からの補助金や負担金など

繰入金

12億9871万円（4.7％）

歳出を市民１人当たりに
換算すると？
（27年10月１日現在の国勢調査人口67,135人）
健康・衛生の推進

22,864円（5.6％）

農林水産業の振興

18,006円（4.4％）

消防・防災対策
その他

4,780円（1.2％）

国や銀行などからの借入金

地方消費税交付金、分担金、
負担金、使用料など

10
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歳出について

2018.4.1

43億3246万円（15.6％）

普通建設事業費は、北部交流センター
およびふれあいセンター東部の整備や新
体育館建設のための実施設計、用地買収
などの大型公共事業を予定しているため、
対前年度比 ・１％の増額となりました。
物件費は、備品購入の抑制などにより
対前年度比１・４％の減額となりました。

道路公園等
の整備
50,423円
（12.4％）

教育・
文化の振興
53,901円
（13.2％）

その他

歳入について

福祉の充実
135,118円
（33.1％）

40万8133円

広報しおじり

27億4590万円（10.0％）

市税は、個人市民税や軽自動車税の増
額が見込まれますが、法人市民税の減額
が 見 込 ま れ る た め、 対 前 年 度 比 ０・２ ％
の減額となりました。
国 庫 支 出 金 は、 普 通 建 設 事 業 費 の 増
額 に 伴 い、 対 前 年 度 比 ・２ ％ の 増 額 と
なりました。

5

11,459円（2.8％）

市民１人当たり

市の
借金返済
43,721円
（10.7％）

市債

24,242円（5.9％）

商工・観光の振興

市の運営
43,619円
（10.7％）

市の他の会計や基金からの繰
入金

第五次塩尻市総合計画
基本戦略別にみる30年度予算の概要
確かな暮らし

―

未来につなぐ田園都市

―

このページでは、30年度予算の中から基本戦略別に主な取り組みを紹介します。
基本戦略Ａ

子育て世代に選ばれる地域の創造

プロジェクト１

子どもを産み育てる環境の整備

29億7330万円

プロジェクト２

教育再生による確かな成長の支援

13億8955万円

主な取り組み
中央あんしんサポートルームの設置

235万円

市保健福祉センター内
に「中央あんしんサポート
ルーム」を新設します。ま
た、「出張あんしんサポー
トルーム」も併せて行うこ
とで、身近な地域での子育
て相談体制の充実を図ります。
宿泊型産後ケア事業＆母乳相談等助成事業

137万円

病院などに母子で宿泊し、母親の心身ケアや栄養指
導などを受ける費用のほか、専門家による母乳相談を
受ける費用の一部を新たに助成します。

基本戦略Ｂ

児童館・児童クラブ運営費

4035万円

就労などで家庭に保護者
がいない児童に対して適切
な遊びや生活の場を提供し
ます。また、30年度は午後
５時までの利用時間を新設
し、利便性の向上を図ります。
広丘児童館建設事業

834万円

利用者増加に対応するため、広丘西保育園併設の広
丘児童館を、旧勤労者青少年ホーム跡地へ新設・移転
します。32年度の完成に向けて、30年度は実施設計を
行います。

住みよい持続可能な地域の創造

プロジェクト３

産業振興と就業環境の創出　　　　　　　　　　　　18億8729万円

プロジェクト４

地域資源を生かした交流の推進

13億6010万円

プロジェクト５

域内循環システムの形成

３億9398万円

プロジェクト６

危機管理の強化と社会基盤の最適活用

25億1753万円

主な取り組み
ワイン産業振興事業

638万円

農業再生推進事業

北部交流センター整備事業

８億8101万円

北部地域の交流や文化
創造の拠点として、行政機
能、 子 育 て 支 援 機 能、 公
民 館 機 能、 図 書 館 機 能 を
備えた施設の建設工事を
行います。

ワイナリーなどの設置
補助を行うほか、市内ワ
イナリーの海外への販路
拡大に向けた出展やワイ
ナリー設立希望者の醸造
技術研修などを支援します。
758万円

塩尻ワイン大学２期目の開講やワイン醸造家などの
海外研修を支援し、地域ブランドとしてのワイン産業
の強化を図ります。

県産木材住宅普及促進事業

1200万円

森林資源利活用のため、木造住宅の新築工事や耐震
補強工事と併せて行うリフォーム工事で県産木材を使
用した際に、費用の一部を助成します。
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30年度 予算

基本戦略Ｃ

シニアが生き生きと活躍できる地域の創造

プロジェクト７

生涯現役で社会貢献できる仕組みの構築

６億1935万円

プロジェクト８

健康寿命の延伸と住み慣れた地域での生活継続

４億5237万円

主な取り組み
ふれあいセンター東部整備事業

１億4084万円

東部圏域（大門、塩尻
東、北小野地区）におけ
る地域活動の推進と、世
代間交流や健康づくり活
動に重点を置いた施設と
し て、31年 度 の 開 所 に 向
けて、現在のみどりの郷を改修し、ふれあいセンター
東部として整備します。

親子の健康未来サポート事業

121万円

３歳児健診などの機会
に、希望する保護者に対
して血液検査を実施し
ます。その結果を基に健
康相談を行うことで、生
活習慣改善への意識を高
め、親子の30年後の健康維持および生活習慣病予防を
目指します。

基本戦略を包括し機能的に推進するプロジェクト
プロジェクト９

地域ブランド・プロモーション

１億4917万円

プロジェクト10

地域課題を自ら解決できる「人」と「場」の基盤づくり

３億3673万円

主な取り組み
地域資源ブランド化推進事業

175万円

地場産品から地域全体のイメージまで含めた地域資
源を大学や民間業者などと共同で調査、発掘、開発し、
実証事業を展開することで塩尻のブランド価値向上を
図ります。
ミ

チ

カ

ラ

MICHIKARA プラス推進事業
MICHIKARA を 地 域 ま で
広げ、さらに持続可能な形と
して根付かせるため、地域の
団体などが課題提出者とし
て参加できるプログラムに
再構築します。

279万円

オープンイノベーション推進事業

2682万円

30年 ５ 月 に 開 所 予 定 の
オープンイノベーション施
設「スナバ」を活用し、地
域の多様な担い手を結び付
け、地域課題の解決に取り
組みます。
セキュリティ人材育成事業

100万円

サイバーセキュリティ対策の専門知識を有する人材
の不足に対応するため、学生や企業などを対象に講演
会や学習会を行い、セキュリティ対策を担う人材の育
成を図ります。

用語解説
ミ

チ

カ

ラ

● MICHIKARA
行政と民間の企業が協力
し、地方や行政の抱える課題
の解決案を検討し、地方創生
につなげる取り組みです。
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●オープンイノベーション
行政、民間の枠にとらわれず、
外部の技術やアイデア、人材を
組み合わせて新しい考え方を生
み出す仕組みです。

●スナバ
砂場のようにさまざまな人が
集まり、協働で仕事を作り上げ
られる場所で、さらに親しみや
すい名称として付けられました。

４月から

組織と配置が

変わります

市民サービスのさらなる向上を目指し、
部の統合、再編を中心に市の組織を変更
します。組織変更の概要と、変更した部
と課を中心に、各課の配置についてお知
らせします。
問

企画課経営企画係
☎02630280 内線1351

30年度組織変更の基本的な考え方
○第五次塩尻市総合計画第二期中期戦略のス
タートに併せ、より重点化する施策が効果
的に推進できる組織体制とします。
○事業部の再編では、社会教育と市民活動を
融合した地域の学びを一体的に推進し、地
域の持続的な発展につなげるため、
「市民交
流センター・生涯学習部」を設置します。

組織変更の概要
総務部

企画政策部

庶務課、人事課、税務課、収納課、
危機管理課

企画課、地方創生推進課、
秘書広報課、財政課、情報政策課

○消防防災課を危機管理課（危機
管理係、消防係）に変更します。

○地方創生推進課地方創生推進係
を地域ブランド創造係に変更し
ます。

市民生活事業部

健康福祉事業部

生活環境課、市民課、地域振興課、
各支所

福祉課、長寿課、健康づくり課

市民交流センター・
生涯学習部
社会教育課、スポーツ推進課、
男女共同参画・若者サポート課、
交流支援課、図書館
○こども教育部と市民交流センター
を再編し、市民交流センター・
生涯学習部を新設します。
○生涯学習スポーツ課をスポーツ
推進課（スポーツ推進係）
、社会
教育課（社会教育係、文化財係）
に変更します。
○男女共同参画・人権課を男女共
同参画・若者サポート課（男女
共同参画・人権係、若者サポー
ト係）に変更します。

○地域振興課を地域づくり係の１
係体制とし、地域振興バスの業
務を、都市計画課交通政策係に
移管します。

○福祉課生活福祉係を生活支援係
に変更します。
○健康づくり課の事務所を市保健
福祉センター２階に移動し、１
階は福祉課と長寿課の事務所と
します。

産業振興事業部

建設事業部

産業政策課、農政課、森林課、
観光課、ＦＰプロジェクト

建設課、都市計画課、建築住宅課

こども教育部

○建築住宅課（住宅企画係、建築係）を
新設し、住宅施策や市営住宅業
務、空き家関連業務などを行い
ます。
○都市計画課の係を計画係、整備係、
市街地活性化係、交通政策係に再
編します。

○教育総務課学校給食係を学校給
食保健係に変更します。
○子育て支援センターをこども教
育部に移管します。

○産業政策課産業企画・商工係を
産業振興係に変更します。
○ブランド観光課を観光課（観光
振興係）とし、地域ブランドに
関する業務を地方創生推進課地
域ブランド創造係に移管します。

教育総務課、こども課、家庭支援課、
子育て支援センター、
新体育館建設プロジェクト
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各施設の配置図

市役所
本庁舎

移転または再編した課がある施設のみ掲載しています。
ＦＰプロジェクト

農業委員会
事務局

農政課

森林課

ＥＶ

下水道課

２階

市保健福祉
センター

上水道課

産業政策課

建築
住宅課

経営
管理課

土地
開発
公社

情報政策課

都市計画課

危機管理課

健康づくり課

健康
相談室

第１
第２
研修室※ 研修室※

ＥＶ

診察室

検診
測定室

歯科
口腔室

社会
福祉
協議会

予防
接種室

団体
事務室

録音室

２階

建設課

ボラン
ティア
支援室

スタッフ
研修室

長寿課※
中央地域包括支援センター

１階
健康
学習室
（２）

健康
学習室
（１）

中央
あんしん
サポート
ルーム

医師
控室

ＥＶ

正面
玄関

まいさぽ
ボイス※

福祉課※

※福祉課、長寿課、まいさぽボイス、第１研修室、第２研修室の配置は、４月中旬からです。

家庭
支援課

こども課

相談室２
教育
センター

教育
総務課

教育長室

総合文化
センター

１階
▲
講堂

ＥＶ

出入口
新体育館建設
プロジェクト

市民ホール

出入口
相談室
１

中間教室
出入口

広報しおじり
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出入口

男女共同
参画・若者
サポート課

水道
お客様
センター

４階

総合窓口

中央公民館

スポーツ
推進課
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社会教育課

市民交流
センター

選挙管理委員会、
監査委員会事務局

会議室 会議室
401Ｂ 401Ａ

観光課

長野県住宅供給公社
塩尻管理センター
託児室
軽運動室

民間
オフィス
テラス

ハロー
ワーク

65歳以上の人（第 1 号被保険者）で、合計所得金額が220万円以上、年金収
入とその他の合計所得金額が単身世帯340万円以上、２人以上の世帯463万円以
上の場合は、介護サービス費用の自己負担が 3 割になります。

自己負担割合をチェックしてみましょう

rt
Sta

65歳以上である

※１

本人の合計所得金額
はい

いいえ

が160万円以上である
いいえ

はい

同一世帯に65歳以上の
被保険者がいる

1割負担
はい

いいえ

公的年金収入額＋その他の合計
※２
所得金額 が346万円以上である
はい

公的年金収入額＋その他の合計
※２
所得金額 が280万円以上である
はい

いいえ

1割負担

いいえ

本人の合計所得金額
が220万円以上かつ
公的年金収入額 + そ
の他の合計所得金額
が340万円以上である

問

はい
いいえ

いいえ

３割負担

３割負担

２割負担

２割負担

※１ 収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控
除等の控除をする前の所得金額をいいます。土地売却などに係る特別控除がある場合は、合
計所得金額から「長期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額」を用います。
※２ 合計所得金額から年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。

長寿課介護保険係
０２６３０２８５

はい

1割負担

30

直

のお知らせ

本人の合計所得金額
が220万円以上かつ
公的年金収入額 + そ
の他の合計所得金額
が463万円以上である

1割負担

平成 年度に実施される介護保険制度の主な改正の
内容と、介護保険料についてお知らせします。

■65歳以上で、所得が高い人の介護サービス利用料の負担が
３割になります（８月から）

介護保険制度改正

主な改正の内容

■高額医療合算介護サービス費の自己負担限度額が変更になります（８月から）
同じ世帯内で、医療保険と介護保険の自己負担額がいずれも高額になった場合、両者を合算して
年間の限度額を超えた場合には「高額医療合算介護サービス費」として後から支給されます。70歳
以上の人について、所得区分と自己負担限度額が次のとおり変更になります。
区分（年収）

課税所得145万円以上

限度額

67万円

▲

区分（年収）

限度額

課税所得690万円以上

212万円

課税所得380万円以上690万円未満

141万円

課税所得145万円以上380万円未満

67万円

課税所得145万円未満

56万円

課税所得145万円未満

56万円

市民税非課税世帯

31万円

市民税非課税世帯

31万円

市民税非課税世帯（年金収入80万円以下）

19万円

市民税非課税世帯（年金収入80万円以下）

19万円
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その他の改正について
■「介護医療院」が新たに創設されます

■「共生型サービス」がはじまります

４月から介護保険施設に、新たに「介護医療院」
が創設されることになりました。これは主に、長期
療養が必要な要介護者の介護や機能訓練を行うこと
を目的に作られるものです。
また、
「介護療養型医療施設」
（療養病床など）は
平成30年３月で廃止される予定でしたが、廃止期限
が６年間延長されることになりました。

これまでは、障害福祉サービスを受けていた人が
介護保険の対象になると、サービスを受けられる事
業所も変更する必要がありました。
４月からは「共生型サービス」と位置付けられ、
同一事業所で、障がい者と介護保険対象者がサービ
スを受けやすくなる特例が設けられることになりま
した。

第７期介護保険事業計画期間中の介護保険料
介護保険料は、制度の改正に合わせて３年に１度見直しを行っています。今回の改定では、本市の介護保険
料は据え置きとなりました。
段階

対象者

保険料の率

月額相当

年額の介護保険料

第１段階

○生活保護受給者
○世帯全員が市民税非課税の老齢福祉年金受給者で本人
の合計所得金額＋課税年金収入額が80万円以下の人

基準額×0.40

2,040円

24,480円

第２段階

○世帯全員が市民税非課税で、本人の合計所得金額＋課
税年金収入額が80万円を超え、120万円以下の人

基準額×0.65

3,315円

39,780円

第３段階

○世帯全員が市民税非課税で本人の合計所得金額＋課税
年金収入額が１２０万円を超える人

基準額×0.75

3,825円

45,900円

第４段階

○世帯員に市民税課税者がいるが、本人が非課税で
合計所得金額＋課税年金収入額が８０万円以下の人

基準額×0.85

4,335円

52,020円

第５段階

○世帯員に市民税課税者がいるが、本人が非課税で
合計所得金額＋課税年金収入額が８０万円を超える人

基準額× 1.00

5,100円

61,200円

第６段階

○本人が市民税課税で
合計所得金額が１２5万円未満の人

基準額×1.15

5,865円

70,380円

第７段階

○本人が市民税課税で
合計所得金額が１２5万円以上２００万円未満の人

基準額×1.30

6,630円

79,560円

第８段階

○本人が市民税課税で
合計所得金額が２００万円以上400万円未満の人

基準額×1.55

7,905円

94,860円

第9段階

○本人が市民税課税で
合計所得金額が4００万円以上600万円未満の人

基準額×1.70

8,670円

104,040円

第１０段階

○本人が市民税課税で
合計所得金額が600万円以上800万円未満の人

基準額×1.80

9,180円

110,160円

第１１段階

○本人が市民税課税で
合計所得金額が800万円以上の人

基準額×1.90

9,690円

116,280円

●介護保険料の納め方
■第 1 号被保険者（65歳以上の人）

老齢・退職年金、遺族年金、障害年金の収入

が 年額18万円以上の人 は、 年 金から天引きされ
ま す。 年金の収入が年額18万円未満の人 や、 老
齢福祉年金や寡婦年金などの受給者 は、 口 座 振
替や金融機関などの窓口で納めていただきます。
市から通知する納入通知書で納入方法をご確認
ください。

11 広報しおじり 2018.4.1

※ただし、年度途中で65歳になった場合や、年金
の種類が変更になった場合などは、一時的に納付
書で納めていただきます。

■第２号被保険者（40～64歳以上の人）

介護保険料は、加入している医療保険ごとの

算定基準によって決まります。医療保険料（社
会保険料または国民健康保険税）に上乗せして
負担していただきます。

29年度

都市交流だより
問

塩尻市都市交流協会事務局（秘書広報課広報広聴係内）
☎０２６３０２８０ 内線１３１5

ごあいさつ
平成28年12月に発生した糸魚川市の大火は未だ記
憶に鮮明に残るところですが、 29年８月には「糸魚

いりました。
29年度は、ミシャワカ市との姉妹都市提携から

川市復興まちづくり計画」が策定されるなど、着実
に復興への道のりを歩んでいることを聞くにつけ
て、そのご努力に敬意を払うとともに、一日も早い

45周年の節目の年であり、今後も50年、60年と末長
く交流が続いていくことを期待しています。国内の
姉妹都市との間では、市民号や町民号による相互訪

本格的な復興を願うばかりです。
さて、
「都市交流協会」は、米国ミシャワカ市と
姉妹都市提携した翌年の昭和48年に、「都市提携協
会」として発足して以来、国内外の姉妹都市との間
で、行政の枠を超え、幅広い都市間交流を進めてま

問、物産展における特産品のＰＲなど、さまざまな
交流活動を活発に行いました。
これからも、絆を大切にし、文化や地域交流の推
進を図ってまいりますので、市民の皆さんのご参加
とご協力をお願いします。

塩尻市都市交流協会会長

利幸

米国インディアナ州

ミシャワカ市

47

年６月５日

2

昭和

45

姉妹都市提携

28

■姉妹都市交流展「ミシャワカ市」

日

姉妹都市提携 周年を記念して、 月
に市立図書館本館で企画展を開催しまし
た。 年にミシャワカ市を訪問した青少
年 の リ ポ ー ト の 他、「 ミ シ ャ ワ カ 市 に は
山がない」
「平均気温は９度」などミシャ
ワカ市に関するトリビアを集めたコー
ナーも設けられ、ミシャワカ市を身近に
感じられる展示になりました。

年７月

20

静岡県

昭和
53

南伊豆町

姉妹都市提携

14

■イベントで塩尻の特産品をＰＲ

月 日に南伊豆町で開催された
「フェスタ南伊豆」に塩尻市のブースを
出店しました。毎年、農業学習塾の皆さ
んやくらしの工芸館の職員、市の職員が
訪問して特産品を販売しています。ブー
スは大勢のお客さんでにぎわい、木曽漆
器やワイン、果物や野菜などの塩尻の特
産品をＰＲする良い機会になりました。
10

小口

12

新潟県

糸魚川市
姉妹都市提携 平成 年７月 日
（糸魚川市合併前 昭和 年８月 日）

静岡県

袋井市
姉妹都市提携 平成 年 月 日
（友好都市証受理 平成 年６月 日）

９月に開催予定ですので、ぜひ会場にお越しください。

■袋井市民が楢川の文化に親しむ
旧楢川村との友好関係が
元で、本市との姉妹都市提
携を結んだ袋井市。６月４
日の木曽漆器祭・奈良井宿
場祭の開催に合わせて袋井
市 民 人 が 来 塩 し ま し た。
参加者は、奈良井宿を歩
きながらお茶壺道中の行列
を見物したり、木曽漆器館
で漆塗りの体験をしたりと、
本市の歴史文化を堪能して
いました。

なければなかなか手に入らない特産品を購入できるチャンス。今年は

■糸魚川市民がブ ド ウ と ワ イ ン を 楽 し む
月２日に糸魚川市民
１３２人が来塩。ブドウ棚
の下でワインを飲み比べな
がらジンギスカンを味わい、
食後にはブドウ狩りやナシ
狩りを楽しみました。塩尻
の秋を満喫できると大変好
評で、毎年訪れているとい
うリピーターの姿もありま
した。秋の恒例イベントと
して糸魚川市民に定着して
いるようです 。

伊豆町の伊勢エビ、糸魚川市の干物、袋井市のお茶など、現地を訪れ

２3

■袋井市の文化に触れ、味覚を味わう

市のイベント「しおじり e-Life Fair」に出店いただいています。南

２５

■糸魚川市の復興 を 目 の 当 た り に

月 日に塩尻市民 人
が袋井市を訪問。お茶席体
験や、６００年の歴史を持

南伊豆町、糸魚川市、袋井市は、毎年各市町の特産品を携えて、本

２９

月 日に塩尻市民 人
が糸魚川市を訪問しました。
この日は豊漁大感謝祭が行
われており、参加者は新鮮

つ秋葉総本殿可睡斎でいた
だく精進料理など、袋井市
の魅力満載のコースを巡り
ました。
特産のクラウンメロンの
温室見学と試食もあり、手
間暇かけて育てられた甘味

しおじり e-Life Fair

22

の強いメロンをぜいたくに
味わい尽くしました。

ア

ェ

フ

フ

イ

ラ

イ ー

２５

10

１７

22

５９

16

な海の幸をたくさん買い求
めていました。
また、車窓からではあり
ましたが、糸魚川市の職員
に大火の現場の復興の様子
を案内していただき、貴重

22

１７

なお話を伺うことができま
した。
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29

31

10

10

10

市政 トピックス

市外局番0263は省略しています。

子育
て

ともだちいっぱい
あそびの広場

緑 化
フェア

問 こども課保育係 ☎内線3172

育児中の保護者の皆さん、児童館や保育園のあそ
びの広場で交流しませんか。
■対象 市内在住の１歳以上の未就園児と保護者
■期間 ６月～31年２月
■参加費 １人（大人・子ども共に）２００円（保険料）
■申し込み方法
各児童館または保育園、こども課、市保健福祉セ
ンター、子育て支援センター、各支所にある申込
用紙に記入の上、希望する広場が開催される児童
館または保育園に提出してください。
■申込期間（第１回目から参加希望の場合）
４月13日㈮～５月７日㈪
※１年を通じて随時
受け付けます。
※０歳児は満１歳に
なる月から参加でき
ます。
※親子１組１施設で、
重複しての申し込み
はできません。

文化
活動

しおじり温故知新の旅①
北熊井城跡・北熊井諏訪社探訪
問 社会教育課社会教育係

☎内線3137

武田信玄の松本侵攻と深い関わりのある北熊井城
跡や北熊井諏訪社（本殿は県宝）を巡ります。
■日時 ４月26日㈭ 午前９時～正午（荒天中止）
■集合場所 塩尻消防署南側駐車場（バスで移動）
■講師 太田 秀保さん（元編さん専門員）
、
熊井の歴史を語る会の皆さん
■定員 25人（申し込み多数の場合は抽選）
■参加費 無料
■持ち物 飲み物、雨具
■申込期間 ４月３日㈫～13日㈮
※電話でお申し込みください。

▲北熊井城跡
▲

北熊井諏訪社

信州花フェスタ2019
開幕１年前イベント
問

第36回全国都市緑化信州フェア実行
委員会事務局 ☎1181

国内最大級の花と緑のイベント、全国都市緑化
フェア「信州花フェスタ2019 ～北アルプスの贈り
もの～」が、31年４月から松本平広域公園をメイン
会場に、国営アルプスあづみの公園と烏川渓谷緑地
をサブ会場にして開催されます。このイベントは、
４月25日に開催１年前を迎えます。そこで、イベン
トをより多くの皆さんに知っていただくため開幕１
年前イベントを開催します。
■日時 ４月21日㈯ 午前10時～午後４時
■場所 アイシティ21 （山形村）
■内容
○鉢花のプレゼント（先着400人）
○コケ玉制作無料ワーク
ショップ
（全 3 回、各回先着20人）
○フラワーアレンジメント
ショーなど
※詳細は、公式ホームページ
（ URL https://shinshu-hanafesta
2019.jp/）をご覧ください。

国保
後期

30年度に受診する人間ドック
に補助金を交付します
問

市民課国保年金係 直 0772
健康づくり課健康企画係 直 0284

受診した年度内の申請（１人１回まで）が補助の
対象ですので、受診後速やかに申請してください。
■対象
○国民健康保険加入者 受診時に満35歳～74歳の人
○後期高齢者医療保険加入者 市内在住者
■受診期間 ４月～ 31年３月
■補助額 ○日帰り １万５０００円
○１泊２日 ２万円 ○脳ドック １万円
■申請先および問い合わせ先
○国民健康保険加入者
市役所１階市民課国保年金係
○後期高齢者医療保険加入者
市保健福祉センター２階健康づくり課健康企画係
■申請に必要なもの
保険証、医療機関発行の領収書、受診結果表、印
鑑、預金通帳など振込先が分かるもの
※提出された受診結果は、健康管理台帳として保健
指導の案内に活用し、個人情報を厳格に管理します。
※同じ年度内に、市国保特定健診または後期高齢
者健診を受診した人の申請はご遠慮ください。
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市役所 ☎02630280 502631158

愛称
募集

塩尻市ホームページ

塩尻市北部交流センターの
愛称を募集します

31年春にオープンを予定している、塩尻市北部交
流センターの愛称を募集します。市民の皆さんにとっ
て親しみやすく、覚えやすい愛称をぜひご応募くだ
さい。
■募集期間 ４月３日㈫～５月７日㈪
※郵送の場合は、当日消印有効です。
■応募資格 市内在住者または塩尻市を愛している人
■選考方法 １次選考でおおむね５点を選び、２次
選考の市民投票で決定
■賞
○最優秀賞（１点） 現金３万円、本市の特産品
○優秀賞（４点程度） 本市の特産品
※最優秀賞の受賞者が18歳未満の場合は、３万円相
当の図書カードを贈呈します。
※結果は、受賞者に直接通知するほか、市ホームペー
ジや広報しおじりに掲載します。
■募集要件 次の全てを満たす愛称
○施設全体をイメージできる
○親しみやすく覚えやすい
○自作、未発表である
○他の商標や施設の名称を模倣していない

スポ
ーツ

URL

問

http://www.city.shiojiri.lg.jp/

都市計画課市街地活性化係
☎内線1243

■応募方法 愛称、愛称の説明（意味や込めた思い）
氏名、年齢（小・中学生の場合は学年）、職業 ( 小・
中学生の場合は学校名）
、住所、電話番号を明記し
た応募用紙を、応募箱に投函してください。
※応募用紙および応募箱は、市役所、市民交流セン
ター、総合文化センター、北部子育て支援センター、
各支所に設置しています。
、
※メール（ toshi@city.shiojiri.lg.jp）
ファクス
（50310）またはながの電子
申請サービス（ URL https://www.shinsei.elgfront.jp/nagano/uketsuke/sform.do?id=1514
356575514）からもお申し込みできます。
▲電子申請は
※詳細は、市ホームページをご覧く
こちらから
ださい。

塩尻市北部交流センターイメージ図

ファミリースポレクフェスティバル
の参加者などを募集

問

スポーツ推進課スポーツ推進係
☎0993

５月13日㈰に中央スポーツ公園で開催するファミリースポレクフェスティバルの参加者や、運営に携わるボラン
ティアスタッフなどを募集します。

ウオーキング体験
みんなで楽しくウオーキングを体験してみませんか。
■時間 ○午前の部 午前10時から
○午後の部 午後１時から
■場所 中央スポーツ公園人工芝サッカー場
■定員 各回30人（申し込み多数の場合は抽選）
※定員に達しない場合は、当日の参加も可能です。
■参加費 無料
■申込締め切り日 ５月11日㈮

かけっこ教室
専門のスタッフが速く走れるこつを教えます。
■対象 小学校３～６年生
■時間 午前10時～11時半
■場所 桔梗小学校グラウンド
■定員 30人（申し込み多数の場合は抽選）
※定員に達しない場合は、当日の参加も可能です。
■参加費 無料
■申込締め切り日 ５月11日㈮
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ボランティアスタッフ
ボランティアとして、イベントの運営に携わって
みませんか。テニスやサッカーなど、各体験コーナー
を担当していただきます。
■時間 午前８時～午後３時
■申込締め切り日 ４月20日㈮

フリーマーケット出店者
イベント会場で、出店してみませんか。
■時間 午前10時～午後２時半
■募集数 15区画（先着順）
■参加費 １区画 ( ３ｍ×３ｍ程度 ) 500円
■申込締め切り日 ４月20日㈮

申し込みを希望する人は、それぞれの締め
切り日までに電話でお申し込みください。

P hoto N ews
șǭȌ

ȏȩȼǽ

㉉㈬㈹◊Ⲥ㉝㈕୕㈜㈢㉉㈤

3月

10 日

会場一体となって塩谷選手を応援！
平昌2018パラリンピック

アイスホッケーパブリックビューイング

総合文化センター講堂

平昌2018パラリンピックのアイ
スホッケーに日本代表として出場
した、大門七区出身の塩谷吉寛選
手を応援しようとパブリックビュ
ーイングを開催。試合当日は幅広
い年代の約80人が集まり、おそろ
いの金色のスティックバルーンを
振りながら、会場一体となって応
援しました。
残念ながらこの試合は韓国に１
対４で負けてしまいましたが、迫
力ある試合に、会場は大いに盛り
上がりました。

２月

18 日

世界の朝ごはんを味わう
テ ン ト

tent2「せかいあじわいりょこう」
市民交流センター

信州大学の学生グループ「tent」の皆さんと、さまざま
な学びを体験する催し。世界の朝食を作る講座では、子ど
もたちは和気あいあいと料理を楽しんでいました。

２月

２４ 日

環境についてみんなで考えよう
環境トーク＆パフォーマンス レザンホール

子どもたちが環境の大切さを発表する催し。タイムスリ
ップした武士が、今と昔の環境を比べる劇を行うなど、工
夫を凝らした発表となりました。
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３月

３日

親子で楽しめるコンサート
ひなまつりコンサート 市民交流センター
スリーアント

子育て中のお母さんたちが結成した「３ant」のコンサ
ート。ストーリー仕立ての演目や絵本の読み聞かせなどが
行われ、親子の笑顔があふれるコンサートとなりました。

塩尻の地酒とそばに舌鼓

3月

10 日

第15回地酒と手打ちそばを楽しむ会
中信会館

市内の銘醸三蔵の地酒と手打ちそばを楽しむイベント。
参加者は、醸造会社の担当者から話を聞きながら飲み比べ
を行うなど、地酒の魅力を存分に堪能していました。

２月

⒙ẜ ㈹ԥ᭙
３月４日
春・なりきりお面を作ろう

23 日

ワインと創作フレンチを楽しむひととき
ワインと語る夕べ

フェリスクレール

塩尻ワイン組合の九つ
のワイナリーと塩尻志学
館高校で醸造されたワイ
ンと創作フレンチを楽し
む恒例のイベント。
市内外からの多数の応
募の中から抽選で選ばれ
た91人が参加し、地元の
食材を使った料理ととも
に、味わい深い塩尻産の

ツ

ツ

ペ

ラ

人気絵本作家の t upera
ペ

ラ

t upera と花のお面を作る
イベント。名前、性格、特
徴が書かれた紙をくじで引
き、それらをイメージした
お面を制作しました。個性
豊か な 力 作 が 完 成 すると、
最後 は み ん な で 記 念撮影。
会場には、一足早い春がや
ってきました。
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ワインを楽しみました。
また、会場では各ワイ
ナリーの担当者からワイ
ンの紹介やサービスが行
われ、参加者は好みのワ
インや料理に合ったワイ
ンなどについて語り合い
ながら楽しいひとときを
過ごしていました。

市長
が

URL http://goo.gl/8Wjhm9

URL http://goo.gl/WDej4V

神奈川県横浜市出身。旅と人、クワガタがテーマ
の写真作家で、著書も数多く出版。愛称「アンさん」

インターンの学生たちが奮闘した親子講座

投げる

マチイロは、広報紙をスマート
フォンやタブレットなどで読むこ
とができる無料アプリです。登録
の広報紙が発行されるとお知らせ
が届く機能や、記事を切り取って
保存できる機能など、より
気軽に広報紙をお楽し
みいただけます。

12

3DUW

塩尻市長

利幸

多くの税金を投入して、地球環
林業再生とエネルギー生産
境保全を担保していると言っても
山が大好きだった祖父に連れら
過言ではない林業で、発電事業が
れ、私は幼少期より山から間伐木、 始まろうとしています。生みの苦
炭、薪などを運ぶ車を引く牛の背
しみ３年にして、一大プロジェク
中に乗っていました。
トの片方が見えて来ました。決し
そんな祖父の血の因果か、現在
て簡単な道程ではありませんが、
も、息子たちに山の多面的機能を
全市民の英知を結集して１００年
講義しながら、なめこ栽培用の山
に一回有るか無いかのチャンスに
桜の木を倒し、常に１００本を超
挑戦してまいります。
える原木を里山で管理しています。
日々、少年の心を失うことなく、
昨年、マツタケは大不作でしたが、 人生で出会える全ての「感動」と
我が家のなめこは９月初めから
「人」に感謝しながら自分に託さ
月半ばまで収穫できました。今で
れた期間、未来のための責任を果
もその冷凍物と「市長の味噌」で
たしていきたいと考える今日です。
のみそ汁、新米ごはん、自家製梅
塩尻市が１００歳になっても心
干しがあれば十分な朝食です。
身ともに元気な町であるために！

広報紙をスマホで持ち運べる

誠起

ま さ き

安藤

問

小口

秘書広報課広報広聴係
☎02630280 内線1315

問

今回は、２年がかりのプロジェクトであ
る奈良井宿アイスキャンドル祭りでの親子
講座のレポート。この講座は、以前ここで
触 れ た、 主 に 大 学 １・２ 年 生 が 対 象 の 実 践
ミ ラ イ シ ッ プ
」に参加
型 イ ン タ ー ン シ ッ プ「 M iraiship
してくれた学生たちによって開催されました。
学生たちが考えた講座は、独創的なアイ
スキャンドル作り。講師にキャンドルデザ
イ ナ ー の 小 野 口 貴 士 さ ん を 迎 え、 ジ ェ ル
キャンドルを作り、それを氷の容器に入れ
て火を灯すという内容です。本当は親子講
座だったんですが、人生経験豊かなご婦人
たちをはじめ、旅行者やカップル、奈良井
の小学生などさまざまな客層が参加！ こ
れもまたイベントの面白いところですよね。
イベントでは、参加者がカラフルなジェ
ル 状 の 素 材 や、 貝 殻 な ど を 組 み 合 わ せ て
作ったキャンドルが、奈良井の町並みを照
らしました。氷の容器が予想以上に曇って
しまったなどの反省点はありますが、２年
がかりのイベントをやり切ったことは学生
た ち の 大 き な 財 産 に な る は ず。 特 に リ ー
ダーとしてみんなをまとめてくれた、大正
大学の長谷川大祐君は頼もしい存在でした。
我々に場を提供してくれた奈良井地区の皆
さん、学生たちを引率してくれた眞野目さ
ん、本当にありがとうございました！

講師の指導の
もと、各々趣向
を凝らしたキャ
ンドルを製作。

4

今月のレポーター

0263071
直

進課
地方創生推
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グレータスが健康レシピをお届け！

グレータス
キッチン
塩尻市食育推進
キャラクター

グレータス

ワンポイント

春キャベツの
カツ
チ
ン
メ
プ
ッ
コ
ス
＊ 材料
タマネギ 
木綿豆腐 

＊ 作り方

（４人分）

春キャベツ  100グラム
1/2個

★塩 
★こしょう 

少々
少々

50グラム
★合いびき肉 

★ナツメグ 



オリーブ油  大さじ１

150グラム

★しょうゆ 

大さじ１

パン粉 
中濃ソース 

揚げないメンチカツなので、
簡単でヘルシーです。また、旬
の春キャベツはビタミンＣやカ
ロチンが豊富です。

少々
大さじ６
適量

＊１人分栄養量

エネルギー…223kcal、たんぱく質…10.9ｇ、
脂質…12.0ｇ、塩分…1.5ｇ

❶春キャベツを粗みじん切り、タマネギをみじん切りにする。
❷❶を容器に入れラップをして、電子レンジで600ワットで５分加熱する。
❸木綿豆腐にキッチンペーパーを巻き、15分程度水気を切る。
❹粗熱を取った❷と、❸★をボウルに入れて混ぜ合わせる。
❺耐熱皿へ❹を敷き、上にパン粉とオリーブ油をかける。
❻予熱をしたオーブンに入れ、200度で20分焼く。
❼竹串などで刺して透明な肉汁が出てくれば完成※。お好みで中濃ソース
をかけてお召し上がりください。
※中身が生だった場合は、加熱時間を延長してください。

塩尻市行政
チャンネル

「塩尻市行政チャンネル」とは？
市政やイベントの情報などを放送している“塩尻市
専用のチャンネル”
です。テレビ松本ケーブルビジョ
ンの J706チャンネルで放送しています。
■塩尻市行政チャンネルの主な放送番組
○レギュラー番組 市政ニュース、しおじり特集、テ
レビ広報しおじり、こんこんクッキング、キッズなう
※番組の一部は、辰野町の「ほたるチャンネル（Ｌ
ＣＶの11チャンネル）
」でもご覧いただけます。
※４月から、「テレビ広報しおじり」と「しおじり
特集」が You Tubeでもご覧いただけます。
４月のテレビ広報プログラム テレビ松本（12ＣＨ）
４月９日㈪～13日㈮…さくらフェスタ2018
23日㈪～27日㈮…子育て支援センターの取り組み
上記日程の午前10時４5分〜11時、午後９時45分〜10時
に放送します。
※ LCV（12CH）では、同じ週の木曜日（午後２時、午後５時45分）
と土曜日（午後５時半）に放送します。
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秘書広報課広報広聴係

問 ☎02630280

今月の
目玉番組

内線1316

環境トーク＆パフォーマンス（120分）

市内の小学生、高校生がこれからの環境について学習
した内容をお伝えします。この機会に、環境について改
めて考えてみませんか。
■放送日時
○毎週日・水・木曜日および祝日
午前９時から、午後６時から
○毎週月・火・金・土曜日 午前11時から、午後８時から
※加入方法の詳細は、テレビ松本ケーブルビジョンにお問い
合わせください。
問 ㈱テレビ松本ケーブルビジョン ☎０１２０１００８（フリーダイヤル）

わや か
さん

の健康維持につながる仕事
をしたいと思いました。
休日は何を
家でゆっくり過ごすのも
好きですが、この春休みは
学生生活最後の長期休暇な
ので、友人との卒業旅行な
どを楽しんでいます。
今後の目標は
「いつも笑顔でいいね」
と声を掛けていただくこと
があります。これからも笑
顔を絶やさず、子どもから
高齢者まで、皆に親しまれ
る指導者になれたらうれし
いですね。

夏の日の１コマ

▲

さ
（吉田一区）

親しまれる指導者に

今は何を
今春大学を卒業し、４月
からは市内のスポーツ施設
に就職します。今は同施設
で研修を兼ねたアルバイト
として、子どもたちのスイ
ミング指導や、介護予防の
ための運動教室に携わって
います。
目指したきっかけは
子どもの頃から運動が大
好きで、大学は健康やスポ
ーツについて学べる学部が
あるところを選びました。
ゼミでは主に高齢者の運動
指導について学び、高齢者

笑顔いっぱい

歩美さん
横澤

+HOOR なかま たち

●きらら
親子のくつろぎの場に

平成元年に設立された未就
園児の親子サークル「きらら」。
親子で楽しむ工作やお話会、
キャラ弁作りなどの母親向け
講座、イチゴ狩りやブドウ狩
りと活動は多岐に渡ります。
この日は、会員が講師とな
ってのアクリルたわし作りが
行われ、皆で編み物に挑戦し
ました。それぞれの得意なこ
とを生かした講座もママたち
の息抜きに最適だそうです。
代 表 の 白 木 さ ん は、「 子 育
ての悩みなどを気軽に相談で
きるのがこのサークルの良い
ところ。春には公園遊びに出
掛けるなど楽しい企画をしま
すので、興味があればぜひご
参加ください」と話してくれ
ました。
■活動日時
毎月第１・３火曜日
■活動場所 主に片丘児童館
■問い合わせ先 白木さん
☎ ０９０―４８１３―４０６６
※新規会員募集中です。

20

新婚さん、めおと人生、さわやかさん、さわやかくん、何かに一生懸命打ち込んで
いる人など、ご登場いただける人を募集中です。自薦他薦は問いません。

人生

まなは ちゃん

歳

休み時間に
いっぱい遊びたい

歳

たいよう くん

歳

テストで
１００点とりたい

歳

理科の勉強が
楽しみ

ゆめ ちゃん

けい くん

歳

算数を
がんばりたい

歳

がんばって
勉強 したいな

ひより ちゃん
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６

４ 月 に な る と「 桜 の 季 節
だな」と思います。お花見
の時期にはまだ早いですが、
駒ヶ根市出身の写真家津野
祐次さんの写真集で、一足
早く伊那高遠の満開の桜を
見てみませんか。見頃にな
ったら、巻末の撮影地マッ
プをもとに、実際の桜を楽
しむこともできます。
なお、４月 日㈰には、
レザンホール前の桜並木で
「さくらフェスタ２０１８」
（詳細は ページ）が開催
されます。ぜひお出掛けく
ださい。

32

テストが楽しみ
ともひさ くん

今月 の
一冊

「 小 学 校 に 行 っ た ら 何 を し た い ？」

市立図書館職員おすすめの１冊を紹介します

津野 祐次／著・写真
信濃毎日新聞社／出版

６

６

桜

さくら

６
６

キッズなう

大門保育園のみんな

め おと

（奈良井）

KIDsNOW
今月のつぶやき

さるなしを塩尻の銘菓に

さきとし

６

15

今はどんな暮らしを
思い出に残っている出来事
（幸稔さん）漆器職人とし （幸稔さん）自宅を改装し
て作品を製作し、文化財の
て店を開いたことです。
修復にも携わっています。 （弘 子 さ ん ）あの時思い切
（弘子さ ん ）奈良井宿で喫
ってやってみて本当に良か
茶店をやっています。店で
ったですね。出会いにも恵
は 夫 が 作 っ た 漆 器 を 使 い、 まれ、感謝しています。
販売もしています。
今後やりたいことは
お互いの魅力は
（二人）楢川の特産品であ
（幸稔さん）困っている人
るさるなしなどを使った菓
を放っておけない優しさに
子を開発中です。ゆくゆく
惹かれ、一緒になろうと決
は塩尻の銘菓と言われるも
めました。
のを作りたいですね。また、
（弘 子 さ ん ）自ら学ぶ姿勢
菓子作りの工房を拡張して、
や、努力を惜しまないとこ
新たな雇用の場にしていき
ろを尊敬しています。
たいと思っています。

幸稔さん
弘子さん
荻村

内線1315
0280

☎0263
秘書広報課広報広聴係
連絡先

塩尻東地区

会場
東山公民館
社会福祉センター
柿沢公民館
金井公民館

５月10日㈭

北小野・塩尻東地区

５月11日㈮

宗賀・洗馬・吉田地区

時間
会場
午後１時40分～２時５分 勝弦公民館
午後２時15分～２時40分 北小野支所
午後２時55分～３時10分 峰原公民館

時間
午前９時35分～９時50分
午前１０時～１０時15分
午前１０時25分～１０時40分
午前１０時50分～11時５分
午前１１時15分～１１時30分

会場
牧野団地集会所
牧野公民館
JR洗馬駅前広場
床尾構造改善センター
平出公民館
吉田西防災コミュニ
午後１時25分～１時55分
ティセンター
午後２時15分～２時30分 洗馬支所
午後２時45分～３時
宗賀支所

５月17日㈭

広丘・大門・塩尻東地区

高出・吉田・片丘地区

時間
会場
午後１時30分～１時55分 中央スポーツ公園
午後２時10分～２時35分 吉田支所
午後２時50分～３時10分 片丘支所

５月19日㈯

時間
午後１時30分～３時

大門地区

会場
市立体育館

問

生活環境課環境対策係
０２６３０６７９

５月18日㈮

会場
北部公園南側駐車場
郷原郷福寺
郷原区民会館
大門神社境内
塩尻東支所
上西条公民館
下西条公民館

直

狂犬病は、人にも感染し、死亡するこ
ともある病気です。生後 日以上の犬に
は、予防注射の接種が義務付けられてい
ますので、飼い主の皆さんは、年に１度、
忘れずに予防注射を受けさせましょう。

時間
午前９時20分～１０時５分
午前１０時15分～１０時30分
午前１０時40分～１１時
午後１時20分～１時50分
午後２時～２時20分
午後２時30分～２時45分
午後２時55分～３時10分

９１

ワンちゃんのしつけ教室 参加者を募集
■対象 市への登録および狂犬病
予防注射を済ませた犬の飼い主、
またはこれから犬を飼う予定の人

■参加費 5,000円（学科のみ受講
する場合は1,000円）
■申込締め切り日 ５月7日㈪
※電話でお申し込みください。

■場所 リバーサイドパーク堅石
（奈良井川河川公園）、
期日
時間
総合文化センター
５月13日㈰ 午後１時～４時
■日時および内容
５月20日㈰ 午前９時～１１時
右表の通り
５月27日㈰ 午前９時～１１時
※雨天の場合は中止と
６月3日㈰ 午前９時～１１時
します。
６月10日㈰ 午前９時～１１時
■募集数 30頭（先着順） ６月17日㈰ 午前９時～正午

内容
開校式、学科講習
実技講習
実技講習
実技講習
実技講習
実技講習、閉校式

市外局番「０２６３」は省略しています。

４月10日㈫

洗馬地区

４月11日㈬

広丘・高出地区

４月12日㈭

吉田・片丘地区

時間
会場
午後１時30分～１時55分 岩垂公民館
午後２時５分～２時20分 JＡ洗馬集荷所※１
午後２時35分～３時
太田公民館
※１ 昨年は、長興寺大門が会場でした。

時間
午前９時20分～１０時10分
午前１０時25分～１０時55分
午前１１時10分～１１時40分
午後１時20分～２時

会場
北部公園南側駐車場※２
野村第一公民館
高出地区センター
中央スポーツ公園
みどりが丘
午後２時10分～２時25分
（社会福祉協議会）
午後２時35分～３時５分 堅石区民センター
※２ 昨年は、広丘支所が会場でした。

時間

午前９時25分～１０時５分
午前１０時20分～１1時
午前１１時15分～１１時30分
午後１時30分～２時
午後２時10分～２時25分
午後２時35分～２時50分

会場
吉田西防災コミュニ
ティセンター
吉田支所
南内田公民館
片丘支所
北熊井公民館
南熊井中挾集落センター

４月17日㈫

洗馬地区

４月18日㈬

楢川・宗賀地区

時間
会場
午後１時30分～１時55分 洗馬支所
午後２時10分～２時25分 下小曽部集落センター
午後２時40分～２時55分 上小曽部転作促進研修センター

時間
午前１０時20分～１0時35分
午前１０時45分～１1時
午前11時15分～１1時40分
午後１時１５分～１時30分
午後１時50分～２時５分
午後２時25分～２時45分

４月19日㈭

時間
午前９時20分～９時35分
午前９時45分～１０時
午前１０時10分～１０時30分
午前１0時40分～１１時５分

会場
奈良井公民館
JR奈良井駅前
楢川支所
贄川分館
本山公民館
桔梗ヶ原公民館

塩尻東地区

会場
桟敷公民館
長畝公民館
堀ノ内公民館
町区公民館

料金および注意事項

3,500

■料金
円
（狂犬病予防注射2,950円と注射済票交付手数
料550円の合計額）
※お釣りのないようにご協力ください。
※注射の際に犬の登録を行う場合は、登録手数
料3,000円をお持ちください。
■注意事項 申し込みは不要で、どの会場でも
受けられます。
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,QIRPDWLRQ

時間
午後１時30分～１時45分
午後１時55分～２時10分
午後２時20分～２時35分
午後２時45分～３時

くらしの情報

愛犬への接種を忘れずに

４月20日㈮

狂犬病 予防注射日程

市役所
☎02630280
直 …部署直通電話番号

お知らせ
防災タウンページの配布

○絵画、彫刻、書、写真など

を受理してから１カ月（最長
２カ月）以内に、市ホームペ
ージにある申請書、領収書お

の芸術作品の展示発表
○文芸作品の出版または発表
よび受検結果証明の写しを教

長寿課高齢支援係
☎内線２１１９

高齢者福祉サービスの
申請をお忘れなく

育委員会に提出してください。

○芸術文化の交流（市外での
活動も可）
目的の事業、営利性の強い団体

※定期的に行われる事業や営利

毎年発行されているＮＴＴタ
などが行う事業は対象外です。

ッ

ク

■内容

○高齢者世帯タクシー利用
料金助成券の支給（楢川
地区を除く）
○配食見守りサービス
○訪問理美容サービス
○介護用品券の支給
○介護サービス利用助成券
の支給
市保健福祉センター

１階長寿課にお越しください。

■申請方法

■持ち物 印鑑

生涯学習講師リストを
ご活用ください
社会教育課社会教育係
☎ 内線３１３７

ます。グループ活動の指導者に

納してから１年以内の人

○全ての運転免許証を自主返

■支援内容

市役所２階都市計

○運転免許返納時に

合は、運転経歴証明書やマイ

○運転免許証の写し（無い場

免許取消通知書」の写し

交付される「申請による運転

■持ち物

（郵送での申請不可）

画課の窓口にお越しください。

■申請方法

交付（本人のみ１回限り）

興バス回数券３０００円分を

を自主返納した人に、地域振

全ての運転免許証

満 歳以上の人

○運転免許証の自主返納時に

お困りの皆さんは、ぜひご活用
ください。

市ホームページおよび各支所、

■公開方法および設置場所

各公民館、市内小・中学校など

高齢者運転免許証
自主返納支援事業

都市計画課交通政策係
☎内線１１５２

高齢者の運転免許証の自主返
納を支援します。

年４月１日以降に自
該当する人

主返納した人で、次の全てに

■対象
する分野や、指導できる内容を

きの本人確認ができるもの）

ナンバーカードなど、写真付

録されている人

○塩尻市の住民基本台帳に記
学習講師リスト」を公開してい

登録していただく「塩尻市生涯

市民の皆さんに自分の得意と

０８３０
直

問 教育総務課学校支援係

危機管理課防災係
０６０７

ウンページと併せて、塩尻市版
内（上限４万円）

■補助金額 費用の２分の１以

れました。塩尻市版「防災タウ

「防災タウンページ」が配布さ
※申請団体が多い場合は、補助

■申込締め切り日 ４月 日㈮

算数検定・英語検定など
の受検料を補助します
教育総務課学校支援係
☎内線３１１４
教育委員会では、算数検定・

イ

市民税非課税の高齢者世帯お

ンページ」には、災害時に役立

よび高齢者を介護する世帯の生

１階社会教育課または市ホー

額が少なくなります。

ムページにある申請書に記入

つ情報や市の避難所マップも掲
えとしてご活用ください。
の上、必要書類を添えて提出

活を支援します。

※防災タウンページが配布され
してください。

■申請方法 総合文化センター

ていない場合は、タウンページ

載していますので、災害への備

センタ ☎０１２０６３０９
（フリーダイヤル）までお問い
合わせください。

芸術文化団体の節目など
に行う事業を支援します
社会教育課社会教育係
０９０５

英語検定などの受検料を補助し
ています。

市民の皆さんの自主的な芸術
文化活動を支援し、振興を図る

■対象 小・中学生（北小野地

ー

■対象検定 算数検定、数学検

区の小学生は除く）

ための補助金を交付します。
■対象 市内に住所または活動
の拠点がある団体

ト

定、英語検定、ＴＯＥＩＣ

受検料から１０００円を引い

■補助金額

行う次の事業

た額

事業で、市民を対象に市内で

■対象事業 団体の節目に行う

○音楽、舞踊、演劇などの公

29年7月に桔梗小、塩尻西小、広陵中、塩尻中の
通学区域の一部を変更することについて、教育委
員会から塩尻市立小・中学校通学区域審議会へ諮
問を行いました。このことについて、３月15日、
審議会から教育委員会に答申がありました。今後、
この答申内容を尊重し、教育委員会で検討を行い
ます。
※これまでの経過や審議会の議事録などについて
は、市ホームページをご覧ください。
■審議会からの答申内容（要旨）
学校規模の適正化を図るため、通学区域の見直
しの必要性はあるが、児童生徒の地域活動への
影響や、確実な学校規模適正化につながらない
と考えられることなどから、大
門七区の国道１９号南側の通学区
域を桔梗小、広陵中から塩尻西
小、塩尻中へ変更することは、
現状では困難であると判断する。

65

27

■申請方法 受検後、結果証明
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問

小・中学校の通学区域の見直しについて
審議会から教育委員会に答申されました

29

直

直

演または発表

問

問

問

問
問

塩尻市ホームページ
URL http://www.city.shiojiri.lg.jp/

☎02630280 502631158
市役所

■持ち物

時には次のものが必要です。

ので、ぜひご利用ください。

も出し直す必要がなくなります

各種相続手続で戸籍謄本を何度

た。この制度を利用することで、

続情報証明制度」が始まりまし

○印鑑

なりました。これに伴い、申請

○各申請に必要な書類

※詳細は、電話または法務局ホ
ームページ
（
http://houmukyoku.
）
でご確認ください。
moj.go.jp/

○届出人の本人確認ができる
もの（マイナンバーカード、
運転免許証など）

県民交通災害共済にご加入を
地域振興課地域づくり係

☎内線１１５

県民交通災害共済は、万が一
交通事故に遭った際にお見舞金

時加入することができます。

個人や団体

しており、会員要件を満たす

りチャレンジ事業」を募集して

います。

また、本年度応募のあった事

業を対象にした公開選考会を実

月間に合わせて、緑の募金を行

４～５月の緑化推進特別強調

く）で、申込書に掛け金を添

機関窓口（ゆうちょ銀行を除

域振興課窓口または市内金融

育課または市ホームページに

総合文化センター１階社会教

■申請方法

■会費

■募集締め切り日 ４月

ください。

に興味のある人は、ぜひご参加

施しますので、今後事業の応募

申し込みが必要です。

いますので、ご協力をお願いし

ある申請書に記入の上、提出

日㈯

を検討している人やまちづくり

※保険料の納付が困難な人のた

えてお申し込みください。

集

※加入手続きは毎年度必要です。

募

塩尻市芸術文化振興
協会の会員を募集
社会教育課社会教育係
０９０５
会員は、市主催の芸術文化事

※要件などの詳細は、市ホーム

事前協議を行ってください。（水

フェスティバル）に参加できま

洋楽舞踊フェスティバル、演劇

行う公益活動である「まちづく

市民の皆さんが主体となって

シをご覧ください。

各支所などで配布しているチラ

ページまたは市民交流センター、

※日時などの詳細は、市ホーム

多目的ホール

■場所 市民交流センター３階

■期日 ５月上旬（予定）

公開選考会

曜日は休館）

※応募前に必ず交流支援課との

14

ページをご覧いただくか、お問

い合わせください。

まちづくりチャレンジ事業

の募集と公開選考会

市民交流センター交流
支援課 ☎３３５０

利用することができる「法定相

（ 法 務 局 ） で、 各 種 相 続 手 続 に

業（芸術祭、音楽祭、文化祭、

してください。

ます。集まった募金は、本市の

☎２５６７

長野地方法務局松本支局

法定相続情報証明制度
をご利用ください

■募金方法 各戸など

します。

森林づくり、みどりの少年団の

マイナンバー記載のお願い

市民課国保年金係
０７７２

国民年金の各種届出書・申請
書には、これまで基礎年金番号

直

が、今後は原則としてマイナン

年５月から、全国の登記所

問

バーを記載していただくことに

問

直

を記載していただいていました

問

29

国民年金の届出書・申請書への

めの免除制度や、学生のための

無料

■申し込み方法 市役所１階地

市内で芸術文化活動を

す。募集は随時行っています。

今の時期は、強風が吹きやすく降水量も少
ないため、乾燥した気象状況が続きます。ま
た、山林には燃えやすい落ち葉や枯れ草が多
く残っていることから、一度火災が発生する
と、非常に大きな被害となる恐れがあります。
山の雪も解け、山菜採りなどで山に入る機
会も多くなります。山火事の原因の多くは、
火の取り扱いの不注意から発生しています。
大切な森林を失うことがないよう、次のこと
に注意しましょう。
○枯れ草などが多い場所では、たき火はしない
○火気を使用し、離れる時には完全に消火する
○強風時および乾燥時には、
たき火をしない
○たばこの投げ捨てはしない
○火遊びはしない・させない

■資格

☎０１１９
☎３０１０
木曽消防署北分署（楢川地区） ☎０２６４３１１９

を支給する助け合いの制度です。

塩尻消防署

まだ加入をしていない人も、随

問 広丘消防署

24

,QIRPDWLRQ
国民年金保険料は
お得な前納納付で
松本年金事務所
☎４６６４

年度の国民年金保険料は月

額１万６３４０円で、４月初旬

に１年分の納付書が届きます。
○被保険者・受給権者のマイ
ナンバーが確認できるもの

保険料は、定められた月数分を

前納すると割引になります。
（ マ イ ナ ン バ ー カ ー ド、 通
知カード、マイナンバーが

■毎月納める場合と比較した割
記載された住民票）

森林課林業振興係
０８２３

緑の募金にご協力ください

※詳細はお問い合わせください。

引額

８００円

３４８０円

○２年前納 １万４４２０円
○１年前納
○６カ月前納
※１年前納、６カ月前納は同封
されている前納用の納付書をご
利用ください。

山火事に気を付けましょう

特例制度もあります。詳細はお

※２年前納希望の場合は、事前

URL

活動など、緑化推進事業に活用

直

1

市外局番「０２６３」は省略しています。

問い合わせください。

問

問

問

30
問

くらしの情報
年号は、便宜上「平成」を使用しています。

市役所
☎02630280
直 …部署直通電話番号

塩尻ワイン大学受講生を募集

農政課農業振興係
☎内線１２６１

３年かけて、ワインについて
幅広く学んでみませんか。
■対象 次の全てに該当する人
○将来、本市のワイン産業に
寄与できる人
○醸造用ブドウの栽培または
ワイン醸造などを検討して
いる人
○おお む ね 全 て の 講 座 に 参 加
できる人

■開講日 ５月 日㈯・ 日㈰
以 降、

年３月までの毎月

土・日曜日２日間
■場所 市民交流センターまた
は市内農園など
■内容 ○１年次 醸造用ブド
ウ栽培技術 ○２年次 ワイ

経営手法
人程度（書類選考に

より決定）

■定員
■受講料 年４万円（傷害保険

（自然博物館下）
人（申し込み多数の

場合は抽選）

■定員
■持ち物 昼食、双眼鏡、雨具、
■申込締め切り日 ４月 日㈮

筆記用具など

■申し込み方法 市ホームペー

※電話でお申し込みください。

料など、別途自己負担あり）
ジにある申込書に記入の上、
（月曜日は休館）

土品を一堂に集めた展示会です。

普段なかなか目にできない出

平出博物館
☎１０２２

東地区の考古学調査―」展

「塩尻の出土品大集合―塩尻

提出してください。

し

■申込締め切り日 ４月 日㈮

催
烏川渓谷緑地探鳥会
自然博物館
☎６３４２

日㈯～６月３日㈰

今回は、塩尻東地区の出土品を
紹介します。

烏川渓谷緑地水辺エリア一帯
を会場に野鳥を観察します。日

■期間

（入館は午後４時半まで）

■時間 午前９時～午後５時

（月曜日、祝日の翌日は休館）

４月

本三鳴鳥の一つオオルリを間近
日㈯ 午前７時

で観察できる絶好の機会です。
■日時 ４月

分～午後２時（荒天中止）

■入館料 ３００円（中学生以
下は無料）

みどり湖水芭蕉まつり

塩尻市観光協会
☎８７２２

みどり湖の湖畔に咲く水芭蕉

を鑑賞しませんか。甘酒やコー

ヒーのサービス、ミニコンサー
４月

日㈰

トなども行います。
■日時

午前９時～午後３時

※申し込み、参加費は不要です。

妙義山城を歩く

平出博物館
☎１０２２

戦国の豪族三村氏の居城であ

った妙義山城を、本洗馬歴史の

日㈯

午前９時

里資料館の職員が城郭跡を案内
４月

しながら登ります。
■日時

～正午（雨天時は翌日に順延）

■集合場所 本洗馬歴史の里資
料館駐車場

※申し込み、参加費は不要です。

洗馬・新旧焼き物展

本洗馬歴史の里資料館
☎５５２０

■期間

４月

日㈮～７月

日㈰

※開館日は、金・土・日曜日お

時～午後５時

よび祝日です。

■時間 午前

１５０円（中学生以

■場所 本洗馬歴史の里資料館

■入館料

下は無料）

スポーツふれあいデー

スポーツ推進課スポーツ
推進係 ☎０９９３

ワンバウンドふらば～るバレ

ー、ミニバレー、ファミリーバ

ドミントンなどを楽しみませんか。

■日時 ４月 日㈯

午後１時半～４時

上履き、タオル、飲

■場所 市立体育館

■持ち物

み物

※申し込み、参加費は不要です。

春の企画展「塩尻短歌館寄贈作

品展～短歌館へ寄せる想い～」

塩尻短歌館
☎７１７１

塩尻短歌館に寄贈された貴重

日㈯～６月

日㈰

な掛け軸、色紙、手紙、拓本な

４月

ど約 点を公開します。

■期間

（月曜日、祝日の翌日は休館）

■場所 塩尻短歌館

■時間 午前９時～午後４時半

窯や洗馬の粘土を使って製陶し

■入館料

洗馬焼発祥の地で、復元登り

22

24

下は無料）

３００円（中学生以

た平成の陶芸作品を、伝統の洗

馬焼と共に展示します。
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問

問

問

20

10

14

14

50

■場所 平出博物館
前年度の保険税・料額を基に、仮徴
収額を決定し、徴収します。該当する
人には、仮徴収額を記載した「特別徴
収開始通知書」を４月初旬に発送します。

15

13

20

■集合場所 小坂田公園駐車場

（例）

21

28

❷今年度から新たに特別徴収となる場合

問

国民健康保険税および後期高齢者医
療保険料を、特別徴収（年金からの天
引き）で納めている皆さんは、30年４
月から、30年度保険税・料の仮徴収を
開始します。
仮徴収とは、４月時点でその年度の
保険税・料額が確定していないため、
前年度の保険税・料額を基に、４月、
６月、８月の年金から保険税・料を徴
収するものです。
また、10月以降の年金からの徴収額
は、30年度保険税・料の確定額と合わ
せ、７月に改めて通知します。

問

問

15

30年度 仮徴収
4月
6月
8月
6,400円 6,400円 6,400円
29年度 徴収
30年2月
6,400円

ン醸造技術 ○３年次 起業、

❶前年度に引き続き特別徴収の場合

27

20

※本徴収額の計算結果により、納付方法
が普通徴収（納付書または口座振替によ
る納付）に変更となる場合があります。

26

問
2月に徴収した額と同額を、４月、６月、
８月の年金から徴収します。

28

33

0772
直

問 市民課国保年金係

50

問

国民健康保険税・後期高齢者医
療保険料の仮徴収を始めます

塩尻市ホームページ
URL http://www.city.shiojiri.lg.jp/

☎02630280 502631158
市役所

補助金額

もありますので、ご了承ください。

必要）

■参加費 無料（別途材料費が

■申込締め切り日 ４月 日㈫
※前年度からの継続受講を希望
する場合も申し込みが必要です。

図書館
信州しおじり本の寺子屋
「作家の魅力・映画の魅力」
市立図書館
☎３３６５
映画監督の高橋伴明さんと

午後１時半～３時半

人（先着順）

イベントホール

■場所 市民交流センター５階
■定員

■参加費 無料

■申し込み方法 社会福祉セン
ターに直接来館するか、電話

■申込開始日 ４月８日㈰

市立図書館
☎３３６５

日㈰

えんぱーくＤＶＤ鑑賞会

※申し込み、入場料は不要です。

図書館展示コーナー

■場所 市民交流センター１階

４月２日㈪～

市の魅力的な「鉄塔」をたっぷ

こども読書週間に合わせ、春

を感じることができるお話会を

日㈯

開催します。どなたでも参加で
４月

きます。
■日時

午後１時半～２時 分

市民交流センター３階
多目的ホール

■場所

※申し込み、参加費は不要です。

ふじのえみこ鉄塔写真展

市立図書館
☎３３６５

山形村在住の鉄塔写真家ふじ

のえみこさんの写真展です。本

■展示期間

カウンターまたは電話でお申し

市立図書館
☎３３６５

春らんまんスペシャルおはなし会

りご紹介します。

交付要件および申し込み方法

込みください。（水曜日は休館）

※補助の対象機器は、市のホームページで
確認ください。

日㈭

大画面で名作を鑑賞しませんか。

■日時 ４月

午後１時半～３時半

■作品 「シャレード」

（１９６３年制作の米国映画）

スタンリー・ドーネン

オードリー・ヘプバーンほか

○出演 ケーリー・グラント、

○監督

■場所 市民交流センター３階

多目的ホール

※申し込み、参加費は不要です。

26

,QIRPDWLRQ
特 別 企 画「 昆 虫 と 人 」 展
～蟲に魅せられた人々～
自然博物館
☎６３４２

ス

ム

幼き日に夢見た、昆虫への憧

設置費用の５分の１
以内
（限度額10万円）
①家庭用蓄電池

れをそのまま持ち続けて大人に

日㈯～７月８日㈰

③省エネナビ・ＨＥＭＳ 設備費用の２分の１
（エコーネットライト認
以内
（限度額１万円）
証を受けたもの）
④薪ストーブ
（二次燃焼 設備費用の２分の１
以上の機能があるもの）以内
（限度額3０万円）
ヘ

なった人々が追い求めたものは
むし

何か。昆虫ばかりでなく、広く

「蟲」にまつわる数々のエピソ

４月

ードを標本などと一緒に紹介し
ます。
■期間
（ 月 曜 日、 ６ 月 ５ 日 ㈫・ ６ 日

補助対象の設備および補助金額
※市民交流センター１階図書館

29

㈬は休館）
■時間 午前９時～午後５時
（入館は午後４時半まで）
■場所 自然博物館

15人

またはファクスでお申し込み

問

■入館料 ３００円（中学生以

第４金曜日

故・立松和平さん夫人の横松美

木彫２班

※ 申し込みは１人１講座までです。

15人

千繪さんによる対談です。

第２金曜日

■日時 ５月 日㈰

木彫１班

※申し込み状況によっては、お

10人

断りする場合や中止となる場合

第３水曜日

ください。

15

下は無料）

回）

造形盆栽

■交付要件
未使用の製品で、31年３月末までに設置
および設置住宅への居住が完了し、実績
報告書を提出できること
※③以外の対象設備は、設置工事開始前に
申請が必要です。
■申請先および問い合わせ先
○対象設備①～③ 市役所１階生活環境課
○対象設備④ 市役所２階森林課
■申請方法
市ホームページ、生活環境課（対象設備
①～③）、森林課（対象設備④）にある
申請書に記入の上、必要書類を添えて提
出してください。
■受付開始日 ４月９日㈪
※補助金の交付決定は、受け付け順としま
す。ただし、書類に不備のある場合は受付
できません。
※予算には限りがありますので、今年度中
に設置予定の人は早めに申請してください。
※詳細はお問い合わせください。

28

講座・教室
ふるさと創作講座
塩尻市社会福祉センター

☎ ２５７８

■対象 市内に在住する 歳以
上の人または 歳以上で老人

年３月
（全

クラブ（友愛クラブ）に加入
５月～

している人
■期間

■時間 午前 時半～午後２時
■場所 社会福祉センター

20人

市外局番「０２６３」は省略しています。

■講座名、期日および定員

第２月曜日

②家庭用燃料電池コージェ
設備費用の５分の１
ネレーションシステム
以内
（限度額1０万円）
（エネファーム）

20

26

編み物

自ら居住する市内の住宅に対象設備を設
置する人（薪ストーブの場合は市内の事業
所、団体を含む）に補助金を交付します。

15人

10

生活環境課環境企画係 ☎内線1117
森林課林業振興係 ☎内線1283

第４火曜日

問

水彩画

木質バイオマス設備と
省エネルギー設備の
設置補助金を交付
定員

対象設備
問

問

問

65

11

期日

問
問

講座名

21

60

31

10

50

5

くらしの情報
市役所
☎02630280
直 …部署直通電話番号

就

職
■訓練期間
６月８日㈮～ 月
■訓練場所

ャ

ド

エヌシー

日㈬

ポリテクセンター松本

26

○ＣＡＤ・ＮＣ技術科

キ

■募集コース
○金属加工科
○電気設備技術科

■定員 各コース 人
※５月 日㈬午前９時 分から、
筆記・面接試験などの選考会が
あります。
作業服代などは自己負担）

■受講料 無料（テキスト代、
■申込締め切り日 ５月 日㈭
※ハローワーク松本にお申し込

午前９時半～午後５時

午前８時半～午後５時

ください。
■変更前

月学校卒業予定者

■変更後

年

対象の求人手続き説明会

ハローワーク松本
☎０１１１（ ＃）

新規学校卒業予定者を採用予

定の事業主を対象とした、求人

みください。
※施設見学説明会も行っていま

手続き説明会です。学生を対象

４月

日㈮

午後１時

松本勤労者福祉センター

■活動日時

毎週火・木・土曜

日の主に午後６時～８時半

主に広丘小学校・

※練習参加日数は相談可能です。

■活動場所

片丘小学校の体育館

※見学もできます。詳細はお問

い合わせください。

スクエアダンス無料体験会

塩尻フルーツバスケット（山田）

☎２５６１

軽快な音楽で、８人一組で隊

形を変えていく、歩くダンスで

す。脳のトレーニングや、体力

日㈬・ 日㈬・

づくりの効果もあります。

４月

日㈬

■期日

新規学校卒業予定者に係る求

■持ち物 運動靴

■会費

■場所

■時間

無料

総合文化センター

午後７時半～９時

年度塩尻市マレット
ゴルフ協会会員の募集

※電話でお申し込みください。

人手続き、就職の機会均等の

塩尻パワフルズ（小林）
☎ ０８０―５１０８―６１４２

小学生男女バレーボール
チーム団員を募集

伝言板

機関をご利用ください。

※駐車場が狭いため、公共交通

てなど

確保、雇用関係助成金につい

■内容

１階大会議室

■場所

半～４時
（午後１時受付開始）

■日時

注意ください。

とした説明会ではないので、ご

す。詳細はお問い合わせください。

企業説明会 松本
新卒応援ハローワーク松本

☎８６００
約１００社の企業の人事担当
者から、事業内容などの説明が
受けられます。ぜひお越しくだ
さい。
年３月に大学・短大・
専修学校などを卒業見込みの人

■対象

■日時 ５月１日㈫ 午後１時
～４時
（午後０時半受付開始）
■場所 ホテルブエナビスタ

塩尻市地域職業相談室の
開庁時間を変更します
塩尻市ふるさとハローワーク

☎５５８８
４月２日㈪から、塩尻市地域
職業相談室（ふるさとハローワ

たバレーボールチームです。

市内各地区の小学生が集まっ
次のとおり変更となります。ご

小学校１～６年生の男女

塩尻市マレットゴルフ
協会事務局（大和）
☎１５４２

30

※電話でお申し込みください。

険料を含む）

■年会費 １０００円（傷害保

し込みは随時受け付けています。

トゴルフを楽しみませんか。申

小坂田公園で、一緒にマレッ

問

○機械ＮＣ技術科

31

■対象

ーク）の業務取り扱い時間が、

18

3

利用の際は、時間にお気を付け

27 広報しおじり 2018.4.1

11

20

問

25

31

15

17

公共職業訓練の受講生
（６月生）を募集

５月14日㈪・15日㈫・ Ｗｏｒｄ2013前半と同
1,600円 ４月27日
Ｗｏｒｄの経験
じテキストの後半
30人 テキスト代
17日㈭・18日㈮
㈮
がある人
部分を学習
2,160円
午前10時～正午

15

in

ポリテクセンター松本
☎３３９２

５月
Ｗｏｒｄ2013後半
★★★☆☆☆

23

31

400円 ５月７日
テキスト代
㈪
100円

■対象 ハローワークに求職申

５月７日㈪・８日㈫・
マウス操作と
Ｗｏｒｄ2013を使って基
日本語入力が
10日㈭・11日㈮
本的な操作を学習
できる人
午前10時～正午

問

問

問

問

1,600円 ４月20日
テキスト代
㈮
2,160円
５月
Ｗｏｒｄ2013前半
★★☆☆☆☆

12

を申し込みできます。
※申し込み多数の場合は抽選とし、抽選
後に受講票を送付します。
※託児（有料）を希望する場合は、事前に
ご相談ください。
■申込先 市民交流センター交流支援課
〒399-0736 大門一番町12番２号
（ kouryu@city.shiojiri.lg.jp）
■場所 市民交流センター２階 ICTルーム
■申し込み方法 はがきまたは Eメールに
「講座名」
「郵便番号」
「住所」
「氏名」
「年齢」
「電話番号」「E メールアドレス」を記入
の上、講座名に「５月」と明記し、お申
し込みください。電話での申し込みは
ご遠慮ください。
※はがきまたはＥメール１通で複数の講座

申込期限
※1

定員 受講料
対象者
容
内
時
日
講座名（★印は難易度）

Word2013のテンプ
Ｗｏｒｄの経験
レートを利用して
便箋と封筒を作成 がある人
５月 暮らしの文書
５月21日㈪
～レターセット編～
午前10時～正午
★★★☆☆☆

し込みをしている人

※1 テキストをお持ちの人はテキスト代は不要です。使用テキストは受講票に記載します。
※この講座ではWindows１０を使用しています。

問

☎3350
問 市民交流センター交流支援課

ぱそこん基礎講座

塩尻市ホームページ
URL http://www.city.shiojiri.lg.jp/

☎02630280 502631158
市役所

○入学支度金（小・中学校入

自作の短歌（持参自由）

■持ち物 飲み物、筆記用具、

毎週火曜日

■参加費 無料

フリーコミュニティ

市民交流センター２階

分～７時半（出入り自由）

午後５時

小学校高学年、中学生

問題集、宿題をお持ちください。

■対象

※事前に電話でお申し込みくだ

■日時

学時） ４万４０００円

共通事項

さい。当日参加も可能です。

および高校生

申し込み方法などの詳細は、

■場所

ペ ージ
（

自動車事故対策機構ホーム
（独）

シルバー人材センター
入会説明会

http://www.nasva.

）
をご覧になるか、お問い
go.jp
合わせください。

※電話で申し込むか、直接お越

しください。

塩尻地域シルバー人材セ
ンター ☎４５６７

健康で働く意欲のある、原則

※スタッフ（ボランティア）も

日㈪、５月

日㈫、

たかいで総合型地域ス
ポーツクラブ
☎ ０８０―６９３４―３８８４

かけっこ教室の参加者を募集

募集しています。

歳以上の人を対象とした説明

会です。センターの仕組みと就

４月

６月 日㈮

■時間 午後１時半から
センター

■場所 塩尻地域シルバー人材

※申し込みは不要です。

※駐車場は少し離れていますの

で、時間に余裕を持ってお越し
ください。

高出地区以外にお住まいの人

日㈰、５月

日㈯、

小学校３・４年生（新

も参加できます。

■対象

日㈯

４月

学期の学年）

６月

■期日

時

■時間 午前

http://takaideflat.naganoblog.

人（先着順）

１回５００円（当日

■申込締め切り日 ４月 日㈮

集金）

■参加費

■定員

っこアドバイザー）

）に掲載しています。
jp/
■講師 長崎 将利さん（かけ

（

※会場地図は、クラブのブログ

時～

※詳細はお問い合わせいただく

■場所 高出ふれあい広場

http://

か、塩尻地域シルバー人材セン

タ ー ホ ー ム ペ ー ジ（

）を
webc.sjc.ne.jp/shiojiri
ご覧ください。

塩尻学びサポート

０９０―９６６７―１６４１

塩尻学びサポート（三浦）

☎

元教員や塾講師などが、個別

学習をサポートします。各自の

28

,QIRPDWLRQ
ル、飲み物
■申込締め切り日 ５月 日㈭
※電話でお申し込みください。

自動車事故による介護料の
支給および交通遺児等への
育成資金の無利子貸付
（独）
自動車事故対策機構長野支所

短歌を楽しむ会

口の掲示板に部屋番号を掲示）

■参加費 １講座２００円（資

15

ハイジの森・森カフェ
プロジェクト

日㈭・

月 日㈬・ 日㈰・

ＮＰＯ法人わおん
☎３００５

■期日
日㈫・ 日㈯・

日㈰

☎ ０２６―４８０―０５２１

介護料の支給

■時間 午前 時～午後３時
（荒天中止）

塩尻文芸の会（中神）
☎ ５３４２

ます。

腹部臓器を損傷し、重度の後遺

自動車事故で、脳、脊髄、胸

研修センターの駐車場

短歌をやさしく学び、作って

■期日

斎藤史の短歌に触れて

料代）

15

■集合場所 上小曽部転作促進

楽しむ会です。短歌に興味のあ

12月11日㈫

業について担当者と面談ができ

障がいを持つため、日常生活動

る人は、ぜひご参加ください。

私の心に響いた短歌

■参加費 ５００円（２歳未満

問

作について常時または随時の介

10月９日㈫

■場所 総合文化センター（入

31年２月12日㈫ 懇親会（１年間を振り返って）

護 が 必 要 に な っ た 人に、介 護 料

比喩表現を楽しもう

は無料、
わおん会員は２００円）

８月21日㈫

■期日および内容
オノマトペの魅力（河野裕子作品より）

■時間 午後１時～３時

６月12日㈫

を支給します。
■支給額（月額）
万６８８０円

○特Ⅰ種 ６万８４４０～

○Ⅰ種 ５万８５７０～ 万
８０００円
４０００円

○Ⅱ種 ２万９２９０～５万

交通遺児などへの
育成資金の無利子貸付
自動車事故により、保護者が
亡くなった、重度後遺障がいを
残すこととなった家庭のお子さ
んを対象とした、中学校卒業ま

短歌は心をふるわす「手段」である

※申し込みは不要です。

元気っ子教室の参加者を募集

塩尻市体育協会
☎１３９３

スポーツを通して、体力づく
り、仲間づくりを応援します。
も可）
日～ 年３月の

13

での育成資金の無利子貸付です。
■貸付額（無利子）
万５０００円

○一時金（最初に支給）
○毎月支給額 ２万円

11

■対象 小学生（親子での参加
■期日 ５月
土曜日（年間 日間）
■時間 午前９時～ 時

■場所 塩尻西小学校体育館、
市立体育館ほか
ントン、ニュースポーツ、野

■内容 ドッジボール、バドミ
外活動など
などが別途必要）

■会費 無料（保険料８００円
■持ち物 印鑑、上履き、タオ

22

10

16

25

４月10日㈫

16

問

URL

5

内容

15

問

10

10

問

URL

URL

31

11

60

問

12
10

12

20

15

期日

29

4

10

8

26

4
21

問

10
問

くらしの情報
年号は、便宜上「平成」を使用しています。
直 …部署直通電話番号
市役所
☎02630280

■持ち物 飲み物
※動きやすい服装でお越しくだ
さい。（上履きは不要）
※申し込み・お問い合わせは、
ohanasi.ritomikku@

専用の申し込みフォームまたは
メ ール（
c o）
mか
らお願い

信州アルプス大学講座

ワ イ わ い ワ イ ン の 会「 春
のしおじりワインツアー」
レストランミルポワ
（山田）

☎３９１８

ワインガイドによる解説を聞
きながら、市内ワイナリーのワ
インを試飲しませんか。
■日時 ４月 日㈯ 午後２時

のまつもと医療センターの外来

※電話でお申し込みください。

■申込締め切り日 ４月６日㈮

ト代など）

は全面休止となります。

※引っ越しのため、５月１日㈫

※中信松本病院の通常診察は、

年度前期・通年
信州大学市民開放授業

４月 日㈮で終了となります。

手話奉仕員養成講座
の受講生を募集

塩尻市社会福祉協議会
☎２７９５

信州大学学務部学務課

☎２８７０

○前期

４月～ 年１月

４月～７月

■開講期間

○通年

■受講料

■場所 信州大学各キャンパス

毎週水曜日

○昼コース（午前 時～正午）

４月 日～ 年２月７日の

市保健福祉センター２

毎週木曜日
■場所

各コース 人

階ボランティア支援室
■定員

■参加費 ５２４０円（テキス

授業開始日か

日㈮までの試聴期間

http://

）を ご 覧 く
extension-courses/
ださい。

www.shinshu-u.ac.jp/general/

大 学 の ホ ー ム ペ ージ
（

※開放科目などの詳細は、信州

みください。

ンパスの受講窓口でお申し込

内に授業を試聴の上、各キャ

ら４月

■申し込み方法

※一部異なる授業もあります。

１科目９４００円

住または在勤の人が優先）

手話を初めて学ぶ人（市内在

■対象

30

おはなしリトミック♪
お ひ さ ま の 会（ 五 味 ）
☎ ０９０―３５６４―１８３４

読み聞かせ、パネルシアター、
リトミック、製作を通して、絵
本の世界を身体と心で感じませ

します。

gmail.

た内容を行います。

半～４時（午後２時開場）
イベントホール

■場所 市民交流センター５階

○夜コース（午後７時～９時）

）
（
http://www.alps-univ.net/
をご覧ください。

病院を移転・統合します
（独）
国立病院機構まつもと
医療センター

☎４５６７

11

んか。今年度は、各年齢に合っ
■ 期日および申込締め切り日など

フレッ シ ュ ミ ズ
ＪＡカレッジを募集

■参加費 ２０００円
（飲食代）

４月 日～ 年２月６日の

■開催日時
■申込締め切り日 ４月 日㈮

人（先着順）

※申し込み方法などの詳細は、

■定員

料理、農産物加工、手芸など

ＪＡ塩尻市総務部協同活動
推進課 ☎４７８０

食と農を通して、地域に根ざし

信州アルプス大学ホームページ
代の

た豊かなライフスタイルを実現
する講座です。
■対象 市内在住の ～
女性
■期間 ５月～ 年２月（月に
１回程度）
■時間 午前９時半～午後１時

現 在、
（独）国立病院機構ま
院と中信松本病院の２病院で運

人（先着順）

■場所 市内各地
■定員

営を行っていますが、５月１日

つもと医療センターは、松本病
１・２年目に各２０００円

㈫から中信松本病院の全ての診

■参加費
※別途、材料費がかかる場合が

療機能が、松本病院に移転・統

■定員 各回 組程度（先着順）
■場所 ふれあいセンター広丘

あります。

合することとなりました。今後

※ 託 児 も あ り ま す。（ お 子 さ ん

さい。

１人につき５００円）

は、
「 ま つ も と 医 療 セ ン タ ー」

※駐車場は道路側をご利用くだ
■参加費 ５００円（資料・材

※電話またはＪＡ塩尻市各支所

料・保険代）
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URL

10

20

31

※品物の契約は先着順とさせてい
ただきます。市ホームページで情
トップ
報 を 随 時 更新しています。
「消費生
ページ
「くらし・手続き」
活」のページからご覧ください。

28

として診療を行います。

広陵中学校女子制服 中古 無料
（170以上）

40

31

20

ゆ ず り ま す

20

27

自転車（大人用）

30

▲専用の申し
込みフォーム
はこちらです。

問
URL

問

31

問 市民課くらしの相談係 ☎内線1198

32

問

ゆ ず っ て く ださ い

問

窓口でお申し込みください。

※２人目からは１００円です。

無料

歩行器

応談

スタッドレスタイヤ・
アルミホイール４本セット
（サイズ165/70Ｒ13）

中古

電動折りたたみベッド

５月17日㈭

12

žƉ«žƉȓǞǍǘȔ

5月9日㈬

【第２部】
■対象 ２・３歳児の親子
■時間 午前１１時から
（午前10時45分受付開始）

4月19日㈭

27

ECO

4月11日㈬

【第1部】
■対象 ０・1歳児の親子
■時間 午前１０時から
（午前９時45分受付開始）

問
31年３月20日現在

共通事項

15

15

問
申込締め切り日
期日

塩尻市ホームページ
URL http://www.city.shiojiri.lg.jp/

☎02630280 502631158
市役所

シオジリおでかけカレンダー

市役所

☎02630280

日

★印は事前申し込みが必要です。 ※ 図

月

火

みどり湖水芭蕉まつりが４月15日㈰午前9時～午後3時に開催。
４月～５月は、緑化推進特別強調月間です。
く★
く★
く★
く
産★

水

４／４

11 えんぱーく休館日 12

１３

１４

午前９時から
市保健福祉センター
健 口のケアと歯育相談
午前９時半～11時
北部子育て支援センター
長 結婚相談
午後１時半～３時
保健福祉センター

市保健福祉センター ルーム
健 助産師なんでも相談 午前10時～11時半
午前9時半～11時半 洗馬支所、北小野支所
北部子育て支援センター

１５

交 さくらフェスタ

1６

１７

2018
午前10時～午後３時
レザンホール前広場

2２

２３ 図書館、子育て支援
センター休館日
健 ★ こころの健康
相談
午後２時～５時
市保健福祉センター

昭和の日

３０

健 出張あんしんサポート

市内小・中学校入学式
図 ふじのえみこ「鉄塔」
写真展
４月２日㈪～２9日㈰まで
健 親子にこにこ食事相談
午前10時～11時半
北部子育て支援センター

～5月
土

７

10

健 １歳６カ月児健診

金

６

９

健 ★ 親と子の心理相談

木

５

市立保育園入園式
えんぱーく休館日
公証相談 4月10日㈫ 総合文化センター
健 出張あんしんサポート
相続・贈与・登記相談 4月10日㈫ 総合文化センター
ルーム
法律相談 ４月12日㈭・19日㈭・26日㈭ 総合文化センター 午前10時～11時半
行政相談 4月18日㈬ 午後1時～3時 総合文化センター 片丘支所、
若年者就労相談 ４月26日㈭ 午後1時半～5時 えんぱーく 楢川保健福祉センター

８

2９

交 子 健 の会場で記載のないものは、えんぱーくで行います。

4月

図 おはなし会
午前11時～11時半

健 親子にこにこ食事

ス スポーツふれあいデー
午後１時半～４時
市立体育館
短 塩尻短歌館寄贈作品展
６月２４日㈰まで
塩尻短歌館
図 おはなし会
午前11時～11時半

１８ えんぱーく休館日 １９

2０ 

2１

午後４時～５時

午前10時～11時半
市保健福祉センター

７月２２日㈰まで
本洗馬歴史の里資料館
健 ★ ぴよぴよ教室
午前10時～11時半
市保健福祉センター
健 ★ 親と子の心理相談
午前９時から
市保健福祉センター

２４

２５ えんぱーく休館日 2６

福 ★ 精神障がい者相談 健 口のケアと歯育相談

健 10カ月児相談

市保健福祉センター 相談
午前10時～11時半
北 おはなし玉手箱
市保健福祉センター
午前10時半～11時
北部子育て支援センター
社 ★ 成年後見専門相談
午後１時半～３時半
市保健福祉センター

健 ４カ月児健診

（受付は午後0時45分～１時15分）
市保健福祉センター
健 親子にこにこ食事
相談
午前10時～11時半
北部子育て支援センター
健 助産師なんでも相談
午後１時半～３時
市保健福祉センター
産 ★ 巡回労働相談
午後１時～4時
えんぱーく

図 ＤＶＤ鑑賞会

午後１時半～３時半
社 ★ しおじり温故知新の旅①
午前９時～正午
北熊井諏訪社・北熊井城跡
健 ３歳児健診
市保健福祉センター
子 おはなし玉手箱
午前10時半～11時半
人 人権よろず相談
午前10時～午後3時
総合文化センター

市保健福祉センター
健 助産師なんでも相談
午前9時半～11時半
北部子育て支援センター
北 こみおばちゃんの
わらべうた
午前１０時半～1１時
北部子育て支援センター
ハ ★ 求職者のための
心の健康相談
午後１時～５時
えんぱーく

５／１

健 ３歳児健診

２ えんぱーく休館日 ３

固定資産税納期限

憲法記念日

本 洗馬・新旧焼き物展

信州花フェスタ2019
開幕１年前イベント
図 おはなし会
午前11時～11時半
図 本と音楽を楽しむひととき
午後５時半～６時
平 妙義山城を歩く
午前９時～正午
本洗馬歴史の里資料館集合
自 特別企画「昆虫と人」展
７月８日㈰まで
自然博物館
健 よい歯を守る相談会
午後1時～2時半
市保健福祉センター

２７

２８

健 口のケアと歯育相談

午前９時半～11時
北部子育て支援センター
健 親子にこにこ食事
相談
午前10時～11時半
市保健福祉センター
北 おしゃべりママの会
午前10時～正午
北部子育て支援センター

図 春らんまんスペシャル
おはなし会
午後１時半～２時１５分
平 企画展
「塩尻の出土
品大集合」
６月３日㈰まで
平出博物館
自 烏川渓谷緑地探鳥会
午前７時５０分～午後２時
烏川渓谷緑地水辺エリア

上下水道料金納期限

４

みどりの日

５

こどもの日

図 おはなし会

午前11時～11時

■問い合わせ・申し込み先

催し
子育て

図
交
平
ス
社
短
自
本

市立図書館 ☎3365
交流支援課 ☎3350
平出博物館 ☎1022
スポーツ推進課 ☎ 0993
社会教育課 ☎ 内線3137
塩尻短歌館 ☎ 7171
自然博物館 ☎ 6342
本洗馬歴史の里資料館 ☎ 5520

健 健康づくり課 直 0855
北 北部子育て支援センター ☎7701
子 子育て支援センター ☎3382

相談

く
福
人
産
長
社
ハ

※このカレンダーには、イベントのほ
かに健診、相談、えんぱーくの予定な
どを中心に掲載しています。
※それぞれの申し込み方法などの詳細
は、お問い合わせください。
※えんぱーくの休館日は、３階市民サ
ロンと学習室のみ利用できます。

健診・健康相談の
対象

対象などの詳細は、
市民課くらしの相談係 ☎ 内線1198
塩尻市ホームページ
福祉課障がい福祉係 直 0686
をご覧ください。
男女共同参画・若者サポート課 ☎ 0894
産業政策課 ☎内線1279
長寿課 ☎内線2126
このほかにも、さまざまな催しを開催
塩尻市社会福祉協議会 ☎ 2795
しています。詳しくは、塩尻市ホーム
塩尻市ふるさとハローワーク ☎ 5588
ページをご覧ください。

月～金曜日（祝日を除く）に行っている相談
■妊娠から子育てあんしんサポートルーム（産後ママのほっとステーション）
市保健福祉センター 直 0855
北部子育て支援センター ☎内線5547
■健康・食事・歯科なんでも相談
市保健福祉センター２階健康づくり課 直 0858
■メンタルヘルス相談 （要予約で、場所や時間は申し込み後調整）
市保健福祉センター２階健康づくり課 直 0858
■消費生活相談 市役所１階消費生活センター ☎内線1129
■職業相談 市民交流センター４階塩尻市ふるさとハローワーク ☎5588
■子育て、教育相談 総合文化センター１階家庭支援課 直 0891
■女性相談（男性も可） 電話相談、面接相談（要予約）
総合文化センター１階男女共同参画・若者サポート課 ☎0783
■ボランティア相談・福祉総合相談
市保健福祉センター２階社会福祉協議会 ☎2795
■身体障がい者相談 市保健福祉センター１階福祉課 ☎内線2115
※翌月の予定や詳細は、それぞれの担当へお問い合わせください。

塩筑医師会
塩筑歯科医師会
松本薬剤師会

休日の当番医等
期

日

医療機関名

所在地

☎

5月２６日㈯

４月１日 日 広仁堂医院

広

丘 1520

４月７日 土 緑ヶ丘青木医院

広

丘 3777

ガラピコぷ～がやってきた！！

４月８日 日 横山内科医院

大

門 3181

広

丘 5265

おかあさんといっしょ

2,500円

開場 ①午後０時半

②午後３時

開演 ①午後１時

②午後３時半

チケット
販売中

角松敏生2018年のツアーが、
レザンホールで開催決定です！

歯
科

大ホール＜全席指定＞
9,800円
※3歳以上有料。ただし、席が必
要な場合は、3歳未満でも有料。
開場 午後５時45分
開演 午後６時半

薬
局

8月4日㈯
仮面ライダースーパーライブ2018
今年も仮面ライダーがレザ
ンへやってくる。主役は仮面ラ
イダービルド。さあ、実験を始
めようか。

チケット
日
販売開始
㈯
日
6
2
月
５

■ 問い合わせ先
レザンホール ☎02635503
URL http://www.raisin.or.jp
■ ホームページ
raisin@raisin.or.jp
■ メールアドレス
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丘 2300

４月28日 土 今井医院

吉

田 1165

４月29日 日 種山医院

大

門 1010

４月30日 月 ひろおか上條クリニック 広

丘 3372

５月４日 金 桔梗ヶ原病院

宗

賀 0012

５月５日 土 しいな医院

大

門 2933

夜間緊急医 夜間急病センター

松本市
0622
城西

期

日

医療機関名

所在地

☎

４月８日 日 清水歯科クリニック 広

丘 5160

４月22日 日 青木歯科医院

丘 6868

日

医療機関名

広

所在地

☎

４月１日 日 五番町薬局

大

門 5838

４月８日 日 小松薬局

大

門 0430

４月15日 日 塩尻ひまわり薬局 塩尻東 5311
４月22日 日 広丘野村とをしや薬局 広

丘 6022

４月29日 日 西村薬局

大

門 5808

４月30日 月 ダイリン薬局

広

丘 4709

５月３日 木 タケシゲ薬局

広

丘 3325

５月４日 金 立石薬局

大

門 1160

５月５日 土 あい薬局

大

門 3851

■医科

時間等

大ホール＜全席指定＞
一般 3,000円（当日は500円増）
※3歳 以 上 有 料。2歳 以 下 は、
保護者１名につき１名までひざ
上鑑賞可。ただし、席が必要な
場合は有料。

②午後２時

松本歯科大学病院
広
（内科・眼科・耳鼻咽喉科）

期

チケット
販売中

②午後１時半

田 3646

もみの木こども
広 丘 0753
５月３日 木 クリニック
塩尻市国保楢川診療所 楢 川 02643500

角松敏生 Performance 2018
“BREATH from THE SEASON”

開演 ①午前10時半

塩尻東 5353

４月21日 土 荒井内科小児科医院 吉
４月22日 日

６月22日㈮

開場 ①午前10時

しおはら小児科・皮膚科
クリニック

４月15日 日 塩尻協立病院

科

大ホール＜全席指定＞
※１歳以上有料

４月14日 土

医

【出演】
○チョロミー
○ムームー
○ガラピコ
○速水けんたろう
○はいだしょうこ
○関沢圭司

○土曜日
正午〜午後５時
○日曜日・祝日 午前９時〜午後５時
○夜間緊急医
午後７時～11時
■歯科 午前９時〜正午
■薬局 午前９時〜午後６時
※診療科目については、医療機関に直接お問い合
わせください。
※歯科の松本歯科大学病院は、休日、祝日および
夜間でも受診することができます。急患の場合は、
電話（☎2300）でご確認ください。

※月の途中で都合により変更となる場合がありますの
で、最新の情報は市ホームページをご覧ください。
※市外局番0263は省略しています。

広報しおじり

2018. April

4 月号
No.1119

３月１日現在 （

27,171戸（－12）

）内は前月比

67,383人（－45） ○世帯数

■人口と世帯数

○人口

「城跡の天空一本桜」
山本 勇さん （撮影場所：北熊井）
カメラを始めて50年以上。日頃から撮影に良い場所を探して
歩き回っています。同じ場所で撮影しても、時間帯や撮り方に

第36回
塩尻観光フォト
コンテスト
入賞作品

よって全く違うものになるのが写真の魅力です。今年もまたこ
の場所を訪ね、違った写真を撮ってみたいと思っています。

URL

http://www.city.shiojiri.lg.jp/
■印刷
日本ハイコム株式会社

■平成30年４月１日発行 ■編集／発行 塩尻市企画政策部秘書広報課
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さくら
フェスタ2018
問 市民交流センター交流支援課

☎02633350

レザンホール前の桜並木の下で、市内を中心に活動をする
団体による屋台の出店やステージ発表などが行われます。満
開の桜を楽しみながら、交流の輪を広げてみませんか。
■日時
■場所

４月15日㈰ 午前10時～午後３時
レザンホール前の広場および桜並木の下
※当日は歩行者天国になります。
■内容 ○ＮＰＯや市民団体などの活動ＰＲ
○共同作業所などの作品販売
○屋台の出店
○サークルのステージ発表 など
※雨天時は会場を総合文化センターに変更して開催します。
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