
情報公開・個人情報保護
制度の開示結果について
① 情報公開制度
 開示請求件数 １件
 　（施設の防火管理・指導改善報告等に関する開示請求）
 開示件数 １件
 　（部分開示及び不開示）
② 個人情報保護制度
 開示請求件数 ０件

養護老人ホーム報恩寮の
皆さんにより

大星斎場内の草取りなどを
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22うえだ広域
　春の代表的なものの一つである「桜」。上田地域にも桜
の名所は数多くありますが、同じ桜でも昼間、夕方、ライト
アップされた桜では、それぞれ違った顔が見え、情緒も
様々です。今回ご紹介する桜は、各市町村から情報をいた
だき掲載しました。名所、隠れた名所と色々ありますが、桜
を見て春を体感してみてはいかがですか？

春 代表的 「桜」上 地域 桜

上田地域も春らん漫！！
名所、隠れた名所の桜で感じる春

●世帯数：61,817世帯
●人　口：160,362人
●面　積：552.00㎢

●世帯数：11,472世帯
●人　口：31,976人
●面　積：112.30㎢

●世帯数：2,667世帯
●人　口：7,218人
●面　積：183.95㎢

●世帯数：1,733世帯
●人　口：4,854人
●面　積：57.09㎢

●世帯数：5,787世帯
●人　口：16,278人
●面　積：53.64㎢

上田市
東御市

長和町

青木村

坂城町

※各市町村広報紙 4月号掲載数。

発行▶上田地域広域連合 企画課 〒386‐0404  長野県上田市上丸子1612 印刷▶株式会社アオヤギ印刷
 TEL:0268‐43‐8818　FAX:0268‐42‐6740 
 E-mail:webmaster@area.ueda.nagano.jp※次号は7月発行予定です。

http://www.area.ueda.nagano.jp/ http://www.ueda-trenavi.jp/

環境にやさしい大豆インクを使用しています
●再生紙を利用しています
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上田地域のトレッキング場所は
「トレッキングナビ」で検索！

ようこそ上田地域広域連合の
ホームページへ

広域連合議会2月定例会開催

消防署からのお知らせ

上田創造館イベント情報　

上田地域のごみ問題を考える

介護認定の訪問調査について 

地域医療の取組状況について

ふるさと市町村圏基金について

上田地域イベント情報、お知らせ

広域連合からのお知らせ
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上田地域合計
●世帯数：83,477世帯
●人　口：220,688人
●面　積：958,98㎢

桜の場所●長和町和田久保
地区　見どころ●中山道和
田宿から徒歩で10分ほど
行ったところに、樹齢およそ
400年の大枝垂桜がある。
（周辺駐車場ありません）

桜の場所●御堂川桜並木
見どころ●川沿い約７００ｍ
の桜並木。昼間はもちろん
夜は提灯に照らされた幻想
的な美しさが楽しめます。

桜の場所●祢津城山
見どころ●地域の里山である「祢津城山」
一帯の自然環境整備として、祢津地区活性化研究委員会と西宮区民などが協働
で桜の苗木の植栽や遊歩道の整備などを平成19年度から行っています。祢津城
山史跡「さくら祭り」は4月18日㈯に城山山頂で開催します。10時開会、狼煙の実
演、だんごの配布などを行います。多くの皆さんのお越しをお待ちしています。

祢津城山史跡「さくら祭り」
東御市

桜の場所●上田市丸子龍洞山宝蔵
寺　岩谷堂
見どころ●樹齢800年の名木「義仲
桜」は必見。100本桜も見どころ。信
濃三十三観音霊場、中部四十九薬師
霊場の札所でもり、木曽義仲が戦勝
祈願したと伝えられている。

義仲桜
上田市丸子

桜の場所●青木村沓掛地区
見どころ●色鮮やかな桜と鯉のぼりの情緒。
季節感あふれる風景が皆様をお迎えします。

桜とこいのぼり
青木村

久保の大しだれ桜
長和町

祢津城山史跡

御堂川桜並木
坂城町

御堂川
御堂川
桜並木

143 至
上
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青木村役場
●
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♨沓掛温泉
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① 5月31日までに住宅に設置が義務化さ
れているのは「○○○○○○○○」です。

② 広域連合では、親子ふれあいトレッキン
グをはじめ、「ふるさと○○○○○○」
の運用益を活用したソフト事業を数多
く実施しています。

クイズに答えて上田地域の特産品を当てよう！
　読者の皆さんに地元特産品の味を知

ってもらうため、クイズに正解した方の

中から、抽選で５人の方に上田地域の特

産品をプレゼントします。

【応募方法】
はがきに、①2つのクイズの答え、②住所、③氏名、④年齢、⑤

電話番号⑥広報紙の感想をご記入のうえ、4月24日㈮必着で
応募してください。たくさんのご応募お待ちしております。

【応募先】
〒386-0404　上田市上丸子1612
上田地域広域連合「広報紙ふるさとプレゼント」宛
当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます。

いただいた個人情報は商品の発送のみに使用します。

（提供：上田地域観光協議会）

問題（ ）広報をよく読んでね！

○には1字が入ります

● 突然の贈り物に本当にビックリしました。懸賞は好きであちこちへ出していますが、当たったことはほとんどありませんで

した。特産品のプレゼント、ありがたくいただきます。（上田市：I様）

● 中を開けて「そういえばクイズに出したっけ！」改めてうれしさにホッとしました。早速、巨峰ジュースで乾杯し、立派なくる

みを金づちで割り、贅沢に口にほおばりました。素晴らしい贈り物、本当にありがとうございました。（上田市：O様）

　広報1月号の答えは、①上田地域広域連合のH19歳出決算

額は『約　　 億円』となりました。②心肺機能が停止した場
合、心臓は『　　　　 』を起こしていることが多い。でした。
応募総数237通の中から、5人の方に、東御市の特産品として、

「えごまのくるみ味噌、巨峰ジュース、しなのくるみ（殻付きくる
み）」を盛り込んだ「東御市特産品（雷電くるみの里で販売中）」
をお送りしました。たくさんのご応募ありがとうございました。

当選者の
喜びの声

上田地域広域連合からのお知らせ

うえ だ 広 域 連 合 広 報 紙Ｑ＆Ａ
※広域行政モニターさんから寄せられた広報紙（1月号）のご質問に対する回答の一部について掲載します。

Ｑ１ ▶ 歳入－歳出＝差額（2億6,931万円）は将来の為に積み立てられるのですか？
Ａ１ ▶ 歳入と歳出の差引残高については、翌年度への繰越金となります。
  （ちなみに、H19年度決算状況での繰越金は、2億3,161万円です。）

Ｑ2 ▶ 歳出の特別会計の消防費が前年度より多くなっていますがなぜでしょうか？
Ａ２ ▶ 平成20年度の消防特別会計予算については、消防緊急通信指令装置の改修や依田窪南部
  消防署高規格救急自動車の更新等の臨時的経費により、前年度と比較して増額となりました。

Ｑ３ ▶ トピックス記事で北海道の渡辺さんがなぜ「shinshuueda（信州上田）」と名前ををつけてくれたのですか？
信州上田との関連を教えてください。

Ａ3 ▶ 簡単にご説明致しますと、小惑星ハンターの渡辺さんと上田地域には直接的な関わりはありませんが、上田創
造館長さんとは天文学を通じて15年以上の交友関係があり、創造館主催の「子ども未来21事業」の中で子ど
もたちに宇宙や天文学への関心となるものを模索していたところ、ハンターの渡辺さんのご好意により、こう
した話に展開したものであります。トピックスでは、スペースの関係から、説明を割愛させて頂きました。

5 1
心室細動

◀ライトアップされた
　義仲桜
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平成21年度

予算総額
45億5,746万
7千円

　一般会計の予算総額は、26億2,388万2千円で、前年
度当初予算と比較して9.4%、2億7,102万7千円の減額
となりました。
　特別会計の予算総額は、19億3,358万5千円で、前年
度当初予算と比較して1.7%、3,267万5千円の減額とな
りました。
　一般会計及び３つの特別会計をあわせた全体の予算総
額は、45億5,746万7千円で、前年度当初予算額と比較
して6.2％、3億370万2千円の減額となりました。

　平成21年２月上田地域広域連合議会定例会は、上田市丸子地域自治センター
4階議場において、2月18日に招集され、2月20日までの会期で開かれました。
　今定例会では、東御市議会選出議員の改選に伴い、上田地域広域連合議会副議
長の選挙が行われ、町田千秋議員が新たに副議長に就任しました。
　また、広域連合の平成21年度当初予算をはじめ、合計10件の議案が提出され、
全ての議案について原案どおり同意または可決されました。
  ここでは主な議案についてお知らせします。

● 財務会計システム構築事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15,943
● 広域広報発行事業（年4回発行）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,080
● 図書館情報ネットワーク事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40,149
● ごみ処理広域化推進事業
 資源循環型施設建設候補地に係る調査等委託・・・・16,900
● 上田創造館
 上田創造館施設・設備修繕・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,100
● 老人福祉施設整備事業
 入居者居住費補助金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19,884
 徳寿荘跡地整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,500
● 斎場事業
 大星斎場施設改修及び耐震診断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12,990
● 清浄園事業
 施設修繕事業（各種機器点検及び修繕）・・・・・・・・・・・・・・・85,670
● クリーンセンター事業
 各種プラント修繕及び点検業務（上田・丸子・東部）・・・・261,233
 東部クリーンセンター大規模改修施設整備
 （焼却炉耐火物補修工事等）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・101,000

■ ふるさと市町村圏基金特別会計
● 地域の医療機能の維持等に対する支援に関する事業・・・9,800
● 外国人旅行者対策事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,500
● 観光ホームページリニューアル事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000
● 元気ひろば事業（子ども、保護者、高齢者との異世代交流事業）・・・2,240
● 科学少年団等育成支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000
● 子ども未来21事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,000
● 上田地域観光振興事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,300
● マルチメディア推進事業（マルチメディアに係る技術向上と人材育成）・・・2,000
■ 消防特別会計
● 新発信地表示システムの更新・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20,307
● 消防車両の更新（東御消防署ポンプ車、上田南部消防署指令車他）・・・37,950
● 上下セパレート防火衣の導入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,496
● 新型インフルエンザ対策物品の購入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,600
■ 介護保険特別会計
● 介護認定審査会の運営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72,570
● 介護認定調査業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51,530
● 介護相談員派遣事業（介護老人福祉施設等への定期訪問による情報交換）・・・・3,185

一　　般　　会　　計 特　　別　　会　　計(単位：千円） (単位：千円）

主　

な　

事　

業

一般会計
26億2,388万2千円

（57.6％）

消防
特別会計
16億
8,658万
5千円

（37.0％）

ふるさと
市町村圏基金
特別会計
4,142万8千円
（0.9％）

介護保険特別会計
2億557万2千円
（4.5％）

特別会計
19億3,358万5千円

（42.4％）

平成21年度当初予算　一般会計・特別会計

① 負担金・分担金／各市町村が負担する
金額です。負担割合は規約で定められ
ています。

② 使用料・手数料／施設を利用した場合
や許可証等の交付を受けた場合に利
用者等が負担する金額です。

③ 国庫・県支出金／特定の事業に対して
その事業を実施するために国または県
から交付される資金です。

④ 財産収入／所有する財産の貸付や運用
等による収入です。

⑤ 繰入金／他会計や基金などから繰り入
れられる収入です。

⑥ 繰越金／前年度から今年度へ繰越す
金額です。

⑦ 諸収入／預金利子や受託事業収入、収
益事業収入などです。

平成21年度

歳　入
45億5,746万
7千円

①負担金・分担金
36億2,101万2千円

（79.45％）

⑧ 人件費／議員や委員の報酬、職員の給
料、諸手当等勤労の対価として支払わ
れる経費です。

⑨ 物件費／賃金、消耗品費、委託料など
他の性質に属さない消費的経費です。

⑩ 維持補修費／管理する公共用施設等
を保全するための経費です。

⑪ 補助費等／各種団体に対する助成金や
負担金、保険料等の経費です。

⑫ 普通建設事業費／公共用施設等の建
設や大規模修繕、消防自動車の購入等
に要する投資的経費です。

⑬ 公債費／過去に借り入れた地方債の返
済に要する経費です。

⑭ 積立金／基金に積み立てる金額です。
⑮ 貸付金／資金の貸付に要する経費です。
⑯ 予備費／予算外の支出に充てるために
設ける金額です。

〈負担金・分担金の内訳〉
項　　目

市 町 村 負 担 金
上　田　市
東　御　市
青　木　村
長　和　町
坂　城　町

予　　算　　額 構成比（％）
100.0
72.5
18.7
2.9
5.8
0.1

36億2,101万2千円
26億2,604万7千円
6億7,660万6千円
1億544万6千円
2億851万1千円
440万2千円

⑦諸収入 4億3,714万2千円
（9.59％）⑥繰越金

8,460万3千円
（1.86％）

②使用料・手数料
3億5,960万4千円
（7.89％）

③国庫・県支出金
17万5千円（0.00％）

④財産収入
2,632万3千円
（0.58％）

⑤繰入金
2,860万8千円
（0.63％）

平成21年度

歳　出
45億5,746万
7千円

⑧人件費
19億3,818万円
（42.54％）

⑨物件費
11億7,870万6千円

（25.86％）

⑯予備費 2,290万円
（0.50％）

⑮貸付金
800万円（0.18％）

⑭積立金
285万3千円（0.06％）

⑩維持補修費
2億7,890万3千円
（6.12％）

⑪補助費等
9,952万2千円
（2.18％）

⑫普通建設事業費
1億8,739万円
（4.11％）

⑬公債費
8億4,101万3千円
（18.45％）

議　　会　　費
総　　務　　費
民　　生　　費
衛　　生　　費
労　　働　　費
公　　債　　費
予　　備　　費
合 　 　 　 計

〈一般会計の内訳〉
項　　目 予　　算　　額

261万5千円
3億92万4千円
4,748万8千円

14億5,647万8千円
641万2千円

7億9,246万5千円
1,750万円

26億2,388万2千円
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平成21年度

予算総額
45億5,746万
7千円

　一般会計の予算総額は、26億2,388万2千円で、前年
度当初予算と比較して9.4%、2億7,102万7千円の減額
となりました。
　特別会計の予算総額は、19億3,358万5千円で、前年
度当初予算と比較して1.7%、3,267万5千円の減額とな
りました。
　一般会計及び３つの特別会計をあわせた全体の予算総
額は、45億5,746万7千円で、前年度当初予算額と比較
して6.2％、3億370万2千円の減額となりました。

　平成21年２月上田地域広域連合議会定例会は、上田市丸子地域自治センター
4階議場において、2月18日に招集され、2月20日までの会期で開かれました。
　今定例会では、東御市議会選出議員の改選に伴い、上田地域広域連合議会副議
長の選挙が行われ、町田千秋議員が新たに副議長に就任しました。
　また、広域連合の平成21年度当初予算をはじめ、合計10件の議案が提出され、
全ての議案について原案どおり同意または可決されました。
  ここでは主な議案についてお知らせします。

● 財務会計システム構築事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15,943
● 広域広報発行事業（年4回発行）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,080
● 図書館情報ネットワーク事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40,149
● ごみ処理広域化推進事業
 資源循環型施設建設候補地に係る調査等委託・・・・16,900
● 上田創造館
 上田創造館施設・設備修繕・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,100
● 老人福祉施設整備事業
 入居者居住費補助金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19,884
 徳寿荘跡地整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,500
● 斎場事業
 大星斎場施設改修及び耐震診断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12,990
● 清浄園事業
 施設修繕事業（各種機器点検及び修繕）・・・・・・・・・・・・・・・85,670
● クリーンセンター事業
 各種プラント修繕及び点検業務（上田・丸子・東部）・・・・261,233
 東部クリーンセンター大規模改修施設整備
 （焼却炉耐火物補修工事等）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・101,000

■ ふるさと市町村圏基金特別会計
● 地域の医療機能の維持等に対する支援に関する事業・・・9,800
● 外国人旅行者対策事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,500
● 観光ホームページリニューアル事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000
● 元気ひろば事業（子ども、保護者、高齢者との異世代交流事業）・・・2,240
● 科学少年団等育成支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000
● 子ども未来21事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,000
● 上田地域観光振興事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,300
● マルチメディア推進事業（マルチメディアに係る技術向上と人材育成）・・・2,000
■ 消防特別会計
● 新発信地表示システムの更新・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20,307
● 消防車両の更新（東御消防署ポンプ車、上田南部消防署指令車他）・・・37,950
● 上下セパレート防火衣の導入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,496
● 新型インフルエンザ対策物品の購入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,600
■ 介護保険特別会計
● 介護認定審査会の運営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72,570
● 介護認定調査業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51,530
● 介護相談員派遣事業（介護老人福祉施設等への定期訪問による情報交換）・・・・3,185

一　　般　　会　　計 特　　別　　会　　計(単位：千円） (単位：千円）

主　

な　

事　

業

一般会計
26億2,388万2千円

（57.6％）

消防
特別会計
16億
8,658万
5千円

（37.0％）

ふるさと
市町村圏基金
特別会計
4,142万8千円
（0.9％）

介護保険特別会計
2億557万2千円
（4.5％）

特別会計
19億3,358万5千円

（42.4％）

平成21年度当初予算　一般会計・特別会計

① 負担金・分担金／各市町村が負担する
金額です。負担割合は規約で定められ
ています。

② 使用料・手数料／施設を利用した場合
や許可証等の交付を受けた場合に利
用者等が負担する金額です。

③ 国庫・県支出金／特定の事業に対して
その事業を実施するために国または県
から交付される資金です。

④ 財産収入／所有する財産の貸付や運用
等による収入です。

⑤ 繰入金／他会計や基金などから繰り入
れられる収入です。

⑥ 繰越金／前年度から今年度へ繰越す
金額です。

⑦ 諸収入／預金利子や受託事業収入、収
益事業収入などです。

平成21年度

歳　入
45億5,746万
7千円

①負担金・分担金
36億2,101万2千円

（79.45％）

⑧ 人件費／議員や委員の報酬、職員の給
料、諸手当等勤労の対価として支払わ
れる経費です。

⑨ 物件費／賃金、消耗品費、委託料など
他の性質に属さない消費的経費です。

⑩ 維持補修費／管理する公共用施設等
を保全するための経費です。

⑪ 補助費等／各種団体に対する助成金や
負担金、保険料等の経費です。

⑫ 普通建設事業費／公共用施設等の建
設や大規模修繕、消防自動車の購入等
に要する投資的経費です。

⑬ 公債費／過去に借り入れた地方債の返
済に要する経費です。

⑭ 積立金／基金に積み立てる金額です。
⑮ 貸付金／資金の貸付に要する経費です。
⑯ 予備費／予算外の支出に充てるために
設ける金額です。

〈負担金・分担金の内訳〉
項　　目

市 町 村 負 担 金
上　田　市
東　御　市
青　木　村
長　和　町
坂　城　町

予　　算　　額 構成比（％）
100.0
72.5
18.7
2.9
5.8
0.1

36億2,101万2千円
26億2,604万7千円
6億7,660万6千円
1億544万6千円
2億851万1千円
440万2千円

⑦諸収入 4億3,714万2千円
（9.59％）⑥繰越金

8,460万3千円
（1.86％）

②使用料・手数料
3億5,960万4千円
（7.89％）

③国庫・県支出金
17万5千円（0.00％）

④財産収入
2,632万3千円
（0.58％）

⑤繰入金
2,860万8千円
（0.63％）

平成21年度

歳　出
45億5,746万
7千円

⑧人件費
19億3,818万円
（42.54％）

⑨物件費
11億7,870万6千円

（25.86％）

⑯予備費 2,290万円
（0.50％）

⑮貸付金
800万円（0.18％）

⑭積立金
285万3千円（0.06％）

⑩維持補修費
2億7,890万3千円
（6.12％）

⑪補助費等
9,952万2千円
（2.18％）

⑫普通建設事業費
1億8,739万円
（4.11％）

⑬公債費
8億4,101万3千円
（18.45％）

議　　会　　費
総　　務　　費
民　　生　　費
衛　　生　　費
労　　働　　費
公　　債　　費
予　　備　　費
合 　 　 　 計

〈一般会計の内訳〉
項　　目 予　　算　　額

261万5千円
3億92万4千円
4,748万8千円

14億5,647万8千円
641万2千円

7億9,246万5千円
1,750万円

26億2,388万2千円
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広 域 連 合 議 会  2 月 定 例 会

　清浄園での見学は、ビックリする
ことばかりでした。家庭や施設など
から出されたし尿をバキューム車
で運び込んで、水分と固形物に分
け、固形物は乾燥させて、次に燃
やして「サラ・さらさ」という肥料に
します。汚いというイメージがあり
ますが、私達から出されるものが
大切なものに変わることを勉強で
きました。

　以前、トイレで『ジャー』したお水はどこに行くの？」と4歳の娘に
聞かれ、その時は適切な答えをすることができませんでした。清浄
園では、バキュームカーでの持ち込みになりますが、下水道や浄化
槽などと処理工程は同じのようで、しかも、し尿から肥料を作って
いることにとてもビックリしました。今回の見学で各施設の役割や
機能を知ることができ良かったのは勿論ですが、それぞれの場所
で働く方々の姿を見ることにより、子供たちにも「たくさんの人た
ちに支えられて自分は生活しているんだ」という事が少しですが
理解できた様子で、それが親としては大変うれしい結果でした。4
歳の娘も清浄園での見学で何となく分かってくれたと思います。

平成20年8月1日に実施した「上田地域広域連合施設見学ツアー」に参加された方の感想文を掲載します（抜粋）。最後は清浄園です。

勉強になったツアー 見学ツアーに参加して
中沢萌華さん（上田市） 上野明子さん（上田市）

　公平委員会委員3人のうちの1人について、任期満了（平成21年5月24日）に伴い、引き続き下記委員の選任につ
いて同意されました。（敬称略）
●公平委員会委員　　堀口清徳　（東御市）　任期21年5月25日～25年5月24日までの4年間

公平委員会委員の選任について
　上田地域広域連合議会議員のうち東御市議会選出議員4名の
改選がありました。新たに選出された議員の皆さんの所属委員会
とお名前は次のとおりです。（敬称略）
●総務委員会
　町田　千秋（副議長・議会代表者会議員）
　石和　　大
●保健福祉委員会
　三縄　雅枝（保健福祉委員会副委員長）
　舩田貴久夫

東御市議会選出議員

　地方自治法第199条第4項及び上田地域広域連合監査委員条例第2条第1項の規定に基づき、平成20年度定
期監査が平成20年11月14日（金）に行われました。
　結果については次のとおりです。
●監査の概要
　平成20年度上半期（4月～9月）における財務に関する事務の執行状況、とりわけ契約業務について、1件100
万円以上の修繕料、委託料、及び工事請負費の合計43件の中から29件を抽出し実施しました。
●監査の結果
　契約事務については、おおむね適正に執行処理されていると
認められる。なお、（2）及び（3）について配慮いただきたい。
（１） 契約方法について、随意契約から指名競争入札に移行してき

ているので評価したい。
（２） 消防庁舎等において計画的に建物の耐震診断が実施されて

いるが、耐震補強を必要とする施設は早期に取り組まれたい。
（３） ふるさと市町村圏基金の果実を活用した事業について、アン

ケート等により事業効果を把握されているが、外部評価の導
入等も検討されたい。

平成 2 0年度定期監査の結果について

上田地域広域連合施設見学ツアーで感じたこと ❸
　ふるさと市町村圏基金を活用した事業の一つ（14ページ参照）として実施している観光ト
レッキング事業「スノーハイキングin菅平高原」が2月28日に開催され、上田地域内外、また
県外から合わせて90名の方が参加しました。当日は雲ひとつない晴天の下、スノーシューと
歩くスキーを体験。やまぼうし自然学校のスタッフによる雪山の動植物の観察などの説明を
受けながら白銀の世界を堪能しました。参加者の一人は「初めての体験に感動です。雪の菅
平湿原、木の実を採ったり、新しい発見ができ参加して良かったです。」と話していました。

●上田地域広域連合地域の医療機能の維持等に対する支援に関する条例
　上小保健医療圏（二次保健医療圏）の区域における地域周産期母子医療センター及び地域医療支援病院の充実を
図るため、医師の確保をはじめとする地域の医療機能の維持等を支援する「上田地域広域連合地域の医療機能の維
持等に対する支援に関する条例」の制定について可決されました。（関連記事として、12ページをご覧ください。）

条　例　の　制　定

平成 2 0年度 2月補正予算一覧表

平成 2 0年度 2月補正予算の主な内容
歳入
歳出 東部クリーンセンター燃料費の補正増、徳寿荘跡地整備工事の延期（平成２１年度実

施予定）に伴う工事請負費の補正減、老人福祉施設入居者居住費補助金の補正減

繰越金の補正増と市町村負担金の補正減一般会計補正予算（第２号）

歳入
歳出

繰越金の補正増と市町村負担金の補正減
訪問調査委託料の補正減

介護保険特別会計補正予算（第２号）

歳入
歳出

繰越金の補正増と市町村負担金の補正減
人件費の補正増、事業費確定に伴う不用額の補正減（委託料及び工事請負費）

消防特別会計補正予算（第２号）

一 般 会 計 2,927,903
1,972,920
34,954

1,733,133
204,833

4,900,823

3,838
6,256

̶
8,756

△ 2,500

10,094

2,931,741
1,979,176
34,954

1,741,889
202,333

4,910,917

100.1%
100.3%
100.0%
100.5%
98.8%

100.2%

2,557,916
2,392,607
29,823

1,700,793
198,970
191,445
271,576

4,950,523

114.6%
82.7%
117.2%
102.4%
101.7%

99.2%

補正前予算額
（10月補正後） 2月補正額 補正後予算額

比較増減
（補正前対比）

前年同期
予算額

比較増減
（前年同期対比）

（単位：千円）

合　　　計

特 別 会 計
ふるさと市町村圏基金特別会計
消防特別会計
介護保険特別会計
陽寿荘特別会計
徳寿荘特別会計

問い合わせ先：総務課 ☎43-8811

議会に関する問い合わせ先：総務課 ☎43-8811

スノーハイキングin菅平高原開催

　上田地域観光協議会は、中京圏での観光ＰＲとして2月は中部国際空港セントレアへ、ま
た、関西圏での観光ＰＲとして3月は大阪のイベントで上田地域の観光ＰＲを行いました。Ｐ
Ｒを行った会員の一人は「上田地域を知らない人が多かったが、反応は良かった。多くの人
に知っていただくため、積極的に、また地道にＰＲしてゆきたいです」と話していました。

中京圏、大阪圏で観光ＰＲを実施

ト
ピ
ッ
ク
ス

ふるさと市町村圏基金を活用した「親子ふれあいトレッキング事業」
（20年5月実施。湯の丸高原）

サラ・さらさ。手でさわってもさらさら
（関連記事15ページ下右参照）
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広 域 連 合 議 会  2 月 定 例 会

　清浄園での見学は、ビックリする
ことばかりでした。家庭や施設など
から出されたし尿をバキューム車
で運び込んで、水分と固形物に分
け、固形物は乾燥させて、次に燃
やして「サラ・さらさ」という肥料に
します。汚いというイメージがあり
ますが、私達から出されるものが
大切なものに変わることを勉強で
きました。

　以前、トイレで『ジャー』したお水はどこに行くの？」と4歳の娘に
聞かれ、その時は適切な答えをすることができませんでした。清浄
園では、バキュームカーでの持ち込みになりますが、下水道や浄化
槽などと処理工程は同じのようで、しかも、し尿から肥料を作って
いることにとてもビックリしました。今回の見学で各施設の役割や
機能を知ることができ良かったのは勿論ですが、それぞれの場所
で働く方々の姿を見ることにより、子供たちにも「たくさんの人た
ちに支えられて自分は生活しているんだ」という事が少しですが
理解できた様子で、それが親としては大変うれしい結果でした。4
歳の娘も清浄園での見学で何となく分かってくれたと思います。

平成20年8月1日に実施した「上田地域広域連合施設見学ツアー」に参加された方の感想文を掲載します（抜粋）。最後は清浄園です。

勉強になったツアー 見学ツアーに参加して
中沢萌華さん（上田市） 上野明子さん（上田市）

　公平委員会委員3人のうちの1人について、任期満了（平成21年5月24日）に伴い、引き続き下記委員の選任につ
いて同意されました。（敬称略）
●公平委員会委員　　堀口清徳　（東御市）　任期21年5月25日～25年5月24日までの4年間

公平委員会委員の選任について
　上田地域広域連合議会議員のうち東御市議会選出議員4名の
改選がありました。新たに選出された議員の皆さんの所属委員会
とお名前は次のとおりです。（敬称略）
●総務委員会
　町田　千秋（副議長・議会代表者会議員）
　石和　　大
●保健福祉委員会
　三縄　雅枝（保健福祉委員会副委員長）
　舩田貴久夫

東御市議会選出議員

　地方自治法第199条第4項及び上田地域広域連合監査委員条例第2条第1項の規定に基づき、平成20年度定
期監査が平成20年11月14日（金）に行われました。
　結果については次のとおりです。
●監査の概要
　平成20年度上半期（4月～9月）における財務に関する事務の執行状況、とりわけ契約業務について、1件100
万円以上の修繕料、委託料、及び工事請負費の合計43件の中から29件を抽出し実施しました。
●監査の結果
　契約事務については、おおむね適正に執行処理されていると
認められる。なお、（2）及び（3）について配慮いただきたい。
（１） 契約方法について、随意契約から指名競争入札に移行してき

ているので評価したい。
（２） 消防庁舎等において計画的に建物の耐震診断が実施されて

いるが、耐震補強を必要とする施設は早期に取り組まれたい。
（３） ふるさと市町村圏基金の果実を活用した事業について、アン

ケート等により事業効果を把握されているが、外部評価の導
入等も検討されたい。

平成 2 0年度定期監査の結果について

上田地域広域連合施設見学ツアーで感じたこと ❸
　ふるさと市町村圏基金を活用した事業の一つ（14ページ参照）として実施している観光ト
レッキング事業「スノーハイキングin菅平高原」が2月28日に開催され、上田地域内外、また
県外から合わせて90名の方が参加しました。当日は雲ひとつない晴天の下、スノーシューと
歩くスキーを体験。やまぼうし自然学校のスタッフによる雪山の動植物の観察などの説明を
受けながら白銀の世界を堪能しました。参加者の一人は「初めての体験に感動です。雪の菅
平湿原、木の実を採ったり、新しい発見ができ参加して良かったです。」と話していました。

●上田地域広域連合地域の医療機能の維持等に対する支援に関する条例
　上小保健医療圏（二次保健医療圏）の区域における地域周産期母子医療センター及び地域医療支援病院の充実を
図るため、医師の確保をはじめとする地域の医療機能の維持等を支援する「上田地域広域連合地域の医療機能の維
持等に対する支援に関する条例」の制定について可決されました。（関連記事として、12ページをご覧ください。）

条　例　の　制　定

平成 2 0年度 2月補正予算一覧表

平成 2 0年度 2月補正予算の主な内容
歳入
歳出 東部クリーンセンター燃料費の補正増、徳寿荘跡地整備工事の延期（平成２１年度実

施予定）に伴う工事請負費の補正減、老人福祉施設入居者居住費補助金の補正減

繰越金の補正増と市町村負担金の補正減一般会計補正予算（第２号）

歳入
歳出

繰越金の補正増と市町村負担金の補正減
訪問調査委託料の補正減

介護保険特別会計補正予算（第２号）

歳入
歳出

繰越金の補正増と市町村負担金の補正減
人件費の補正増、事業費確定に伴う不用額の補正減（委託料及び工事請負費）

消防特別会計補正予算（第２号）

一 般 会 計 2,927,903
1,972,920
34,954

1,733,133
204,833

4,900,823

3,838
6,256

̶
8,756

△ 2,500

10,094

2,931,741
1,979,176
34,954

1,741,889
202,333

4,910,917

100.1%
100.3%
100.0%
100.5%
98.8%

100.2%

2,557,916
2,392,607
29,823

1,700,793
198,970
191,445
271,576

4,950,523

114.6%
82.7%
117.2%
102.4%
101.7%

99.2%

補正前予算額
（10月補正後） 2月補正額 補正後予算額

比較増減
（補正前対比）

前年同期
予算額

比較増減
（前年同期対比）

（単位：千円）

合　　　計

特 別 会 計
ふるさと市町村圏基金特別会計
消防特別会計
介護保険特別会計
陽寿荘特別会計
徳寿荘特別会計

問い合わせ先：総務課 ☎43-8811

議会に関する問い合わせ先：総務課 ☎43-8811

スノーハイキングin菅平高原開催

　上田地域観光協議会は、中京圏での観光ＰＲとして2月は中部国際空港セントレアへ、ま
た、関西圏での観光ＰＲとして3月は大阪のイベントで上田地域の観光ＰＲを行いました。Ｐ
Ｒを行った会員の一人は「上田地域を知らない人が多かったが、反応は良かった。多くの人
に知っていただくため、積極的に、また地道にＰＲしてゆきたいです」と話していました。

中京圏、大阪圏で観光ＰＲを実施

ト
ピ
ッ
ク
ス

ふるさと市町村圏基金を活用した「親子ふれあいトレッキング事業」
（20年5月実施。湯の丸高原）

サラ・さらさ。手でさわってもさらさら
（関連記事15ページ下右参照）

4 広報うえだ広域    Vol.30  2009年4月 5広報うえだ広域    Vol.30  2009年4月



本当に救急車を
必要としている人が
待っているのに…

二日酔いでも
これだとラクチン～

　上田地域広域連合消防本部では、全8消防署に9台の救
急車を配備し住民の皆さんが安心して暮らせるように24
時間、365日活動しています。　
　最近では、住民の皆さんの御理解と御協力によって安易
に救急車を呼ぶ人は減ってきていますが、年々出場件数は
増加しています。
　過去の３年間の統計を見てみましょう。

　入院の必要のない軽傷者の中には、「病院を探すのが面倒」
「救急車で病院に行けば早く診てもらえる」といった方もいます。

　平成20年度事業として、依田窪南部消防署の高規格救急車が更新
されました。今までの高規格救急車に比べ、
　① 車内が広くなり、救急処置がスムースに行える。
　② 車輪幅が広くなって、ゆれが少なく安定した走行
　③ より高性能な最新型の救急資器材を搭載
　④ ドクターヘリとの連携を考慮し、救急車上部にＬＥＤを搭載して、

ヘリが救急車の位置を把握しやすい。
　など、車が新しくなっただけでなく、職員の熱意と創意工夫が凝縮さ
れています。
　この高規格救急車は、平成２１年１月３０日に安全祈願と入魂式が行
われ、署員が資器材の取り扱い、走行訓練を実施した後、２月６日から
運用が開始されました。
　これからも、訓練と点検整備を積み重ね、もしもの時に備えます。

大切な命を守るために、私たち一人ひとりができること。
普通救命講習で心肺蘇生法とＡＥＤの使い方を身に付けませんか?

依田窪南部救急１号車が更新。
最新の資器材と署員の熱意、
創意工夫が詰まっています。

平成21年度上田地域広域連合消防本部定期普通救命講習会開催予定表

※9月は上級救命講習会を開催予定です。

 4月25日土
 5月23日土
 6月27日土
 7月25日土
 8月22日土
10月24日土

開催日 担当消防署
真田消防署

上田南部消防署 
上田東北消防署 
丸子消防署
川西消防署

上田中央消防署 

救急車の必要性、今一度考えてください。
　平成20年中はたき火から燃え移っ
ていった火災が一番多くありました。
たき火をするときは火を消す準備を
するとともに、完全に火が消えるまで
その場を離れないようにしましょう。

平成２０年中 上田広域では６７件の火災！! 出火原因の１位はたき火！！

平成20年3月4日
平成19年5月8日
平成19年5月6日
平成19年4月29日
平成19年3月4日
平成19年3月3日
平成18年4月18日
平成18年3月9日
平成18年3月9日

8a
6a

2190a
28a
4a
16a
180a
11a
26a

過去3年（3月～5月）山林火災発生状況
発生日 場　所

上田市生田
上田市古安曽
上田市古安曽
上田市保野
東御市御牧原
長和町長久保
上田市東内
長和町古町
上田市平井

焼損面積

11月28日土
12月26日土
 １月23日土
 2月27日土
 3月27日土

開催日 担当消防署
真田消防署

上田南部消防署 
上田東北消防署 
丸子消防署
川西消防署

救急車をタクシー代わりに利用すると、生命の危険がある傷病者への対応が遅れることがあります。
本当に救急車を必要とする人が利用できるよう、今一度、救急車の利用方法を考えてください。
しかし、救急車が必要か判断に悩んだ場合は、ためらわずに救急車を要請してください。

件　　数
７，７１９件
７，８２６件
７，９２６件

年中（1月～12月）
平成１７年
平成１８年
平成１９年

軽症者の割合
39.8%
39.4%
38.6%

1

　春先は空気が乾燥し、風が強い日が多くなり
ますので、山火事が多く発生しています。右記
のポイントに注意して山火事防止に御協力を
お願いします。

山火事をなくしましょう！！2

あなたはもう付けましたか！？ 安全のため早めに付けましょう！ 住宅用火災警報器に関するQ＆A

消防署では住宅用火災警報器
の斡旋はしておりません。
消防職員の名をかたる悪質な
詐欺にご注意ください！

寝室と、２階に寝室がある場合は階
段が義務設置となっています。
台所やその他の居室に義務はありま
せんが、取り付けておくと安心です。

住宅に「住宅用火災警報器」設置が義務化！ 今年の5月31日まで！！

山火事防止の
ポイント！

3

Q1 住宅用火災警報器は
どこで買えるの？　

防災設備店や電気店、
ホームセンターで
購入できます。

Q4 消防署では購入
できないの？

消防署では
販売や斡旋は行っていません。

Q5 住宅用火災警報器は
どこに付けるの？　

Q6 住宅用火災警報器は
どんなものを買えばいいの？　

Q3 住宅用火災警報器は
どうやって取り付けるの？　

Q2 住宅用火災警報器は
どれくらいの値段なの？　

1個あたり
3,000円～6,000円
くらいが中心です。

ネジや市販のフックで天井や壁に
取り付けます。ドライバーがあれば
誰でも簡単に取り付けられます。

平成20年中の火災原因順位
１位 たき火（９件） 2位 電気機器（8件） 3位 電灯・電話等の

 配線（6件）

たき火をする時は
消防署へ届出をしてください。
（火災予防条例第50条）

ハイキングをする時は
携帯灰皿を持ち歩きましょう。

風が強い時は
たき火をしない ハイキング時、タバコの

投げ捨てをしない

寝室や階段には煙式のものを取り付
けてください。
NSマークがついている
ものをお勧めします。
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●住宅用火災警報器、その他のお問い合わせ先
上田中央消防署…☎26-0019 上田南部消防署…☎38-0119 上田東北消防署…☎35-0119 川西消防署…☎31-0119
丸子消防署…☎42-0119 真田消防署…☎72-0119 東御消防署…☎62-0119 依田窪南部消防署…☎68-0119　

総務課  警防課…☎26-0119 予防課…☎26-0029
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件　　数
７，７１９件
７，８２６件
７，９２６件

年中（1月～12月）
平成１７年
平成１８年
平成１９年

軽症者の割合
39.8%
39.4%
38.6%

1

　春先は空気が乾燥し、風が強い日が多くなり
ますので、山火事が多く発生しています。右記
のポイントに注意して山火事防止に御協力を
お願いします。

山火事をなくしましょう！！2

あなたはもう付けましたか！？ 安全のため早めに付けましょう！ 住宅用火災警報器に関するQ＆A

消防署では住宅用火災警報器
の斡旋はしておりません。
消防職員の名をかたる悪質な
詐欺にご注意ください！

寝室と、２階に寝室がある場合は階
段が義務設置となっています。
台所やその他の居室に義務はありま
せんが、取り付けておくと安心です。

住宅に「住宅用火災警報器」設置が義務化！ 今年の5月31日まで！！

山火事防止の
ポイント！

3

Q1 住宅用火災警報器は
どこで買えるの？　

防災設備店や電気店、
ホームセンターで
購入できます。

Q4 消防署では購入
できないの？

消防署では
販売や斡旋は行っていません。

Q5 住宅用火災警報器は
どこに付けるの？　

Q6 住宅用火災警報器は
どんなものを買えばいいの？　

Q3 住宅用火災警報器は
どうやって取り付けるの？　

Q2 住宅用火災警報器は
どれくらいの値段なの？　

1個あたり
3,000円～6,000円
くらいが中心です。

ネジや市販のフックで天井や壁に
取り付けます。ドライバーがあれば
誰でも簡単に取り付けられます。

平成20年中の火災原因順位
１位 たき火（９件） 2位 電気機器（8件） 3位 電灯・電話等の

 配線（6件）

たき火をする時は
消防署へ届出をしてください。
（火災予防条例第50条）

ハイキングをする時は
携帯灰皿を持ち歩きましょう。

風が強い時は
たき火をしない ハイキング時、タバコの

投げ捨てをしない

寝室や階段には煙式のものを取り付
けてください。
NSマークがついている
ものをお勧めします。
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●住宅用火災警報器、その他のお問い合わせ先
上田中央消防署…☎26-0019 上田南部消防署…☎38-0119 上田東北消防署…☎35-0119 川西消防署…☎31-0119
丸子消防署…☎42-0119 真田消防署…☎72-0119 東御消防署…☎62-0119 依田窪南部消防署…☎68-0119　

総務課  警防課…☎26-0119 予防課…☎26-0029



4月の催しのご案内

上田創造館のクラブで、一年間いきいき活動してみませんか？
※申し込み用紙は、当館窓口・ホームページよりダウンロードできます（3/20より）

5月の催しのご案内

切り絵教室
5月13日㈬、27日㈬、6月10日㈬、
24日㈬ 9:30～11:30
●会場／２Fコミュニティホール（小）
●内容／きり絵の基礎から学ぶ
●参加費／1,000円●定員／15名
●4月1日から受け付け開始。
5/1㈮までに電話等でお申し込み
ください。

伝承遊び
5月24日㈰ 13:30～15:30
●会場／1Fエントランスホール
●内容／自分用のお手玉（1人2
つ）を作り、遊びます。

春の星座と神話
５月16日㈯ 10:00～11:00
●会場／4F プラネタリウム室
●内容／春の星座の見つけ方や、
星座にまつわる神話の世界を楽し
みます。

星空観望会
5月23日㈯ 19:30～21:30
●会場／屋上　天体観測室
●内容／北斗七星をはじめ、星座、
惑星、月などを観察
します。●直接会場
へお越しください。

春のバードウォッチング
5月９日㈯ 9:00～12:00※雨天中止
上田市自然運動公園(長野大学東側)
●現地集合（午前９時までに自然運
動公園プール入口第一駐車場）●東山裾野の野鳥
を専門家の案内で観察します。●小中学生（保護
者）対象●5/6㈬までに電話等でお申し込みくださ
い。●持ち物／双眼鏡、野鳥図鑑（ある人）

身近な植物観察
５月２３日㈯ 9:30～11:30 4F科学実験室と創造館周辺
●創造館周辺の野草や樹木を観察し、デジカメで
撮影、記録します。●小中学生（保護者）と一般の
方対象●定員／20名●持ち物／植物図鑑（ある人）
●5/20㈬までにお電話等でお申し込みください。

<農民美術発祥90周年記念>
第21回農民美術作品展
素朴でぬくもりのある
伝統工芸作品を展示します。
５月2日㈯～11日㈪ 2F美術館
9:30～16:30（最終日は16:00で終了）
◆木彫り体験コーナー（飾り板または、手鏡をつくります）
5月2日㈯・6日㈬・10日㈰ 10:00～12:00、13:30～15:30
参加費●1,000円（材料費）　各回●5名

参加費無料

プラネタリウムの番組案内
ユカイなキャラクターたちといっしょに楽しい宇宙旅行に出発だ！

「春の星空とハチャメチャ宇宙旅行」（約40分間）

ゴールデンウィーク（5月3日㈰～６日㈬）は
プラネタリウム特別無料投影

昨年の展示より

6月の催しのご案内
子どもパソコン塾
（夏休み自由研究を調べよう）
6月6日㈯ 13:30～15:00
●会場／4F パソコン室
●内容／それぞれの目的別にインターネッ
トで調べ方を学習します。（先着20名）

天体望遠鏡の使い方
6月27日㈯ 10:00～11:00
●会場／屋上 天体観測室
●内容／天体望遠鏡をのぞいたことがない
人のために天体望遠鏡の操作方法を体験し、
実際に太陽を写し出し太陽の黒点を観察し
ます。<雨天、曇天のときは室内で体験>

昔ばなしかたりの会
6月28日㈰ 13:30～
●会場／1F 民俗資料館
●内容／塩田平民話研究所
の皆さんによるおはなし。

田んぼや小川の
プランクトンを観察しよう
6月20日㈯ 9:30～11:30
●会場／4F 科学実験室●内容／水田や小
川にすむミジンコや藻類などのプランクトン
を顕微鏡で観察し、スケッチや写真に記録し
ます。※小中学生（保護者）対象　定員20名
●6/17㈬までにお電話等でお申し込みください。

失敗ばかりのハムスターにそっくりの見習い宇宙パトロール「ハムリン」が、それぞれの思いを胸に宇宙へと飛び
立った。果たしてハムリンの仲間は宇宙を救うことができるのか？そして、この宇宙旅行で彼らが得たものとは？

投影日時● 毎週土曜日　13:30～／15:00～　日曜日･祝日（振替休日も）11:00～／13:30～／15:00～
料　　金● 一般260円/高校･大学生210円/小･中学生110円（団体割引あり20名以上） 
●土曜日は上田市・東御市・長和町・青木村の小中学生１名につき保護者１名無料

入場
無料

第37回東信(上小)美術展
上小地域で作品を公募し審査会で
入選した作品を展示します。
作品募集等については東信(上小)
美術会へお問い合わせください。
（栗原☎0268-85-2870）
5月10日㈰～17日㈰ 9:00～17:00（17日は16:00まで）
１F文化ホール　入場料●大人350円、学生200円
※小中学生・身障者・高齢者（75歳以上）は無料

昨年の展示より

週末の理科室 参加費無料

参加費無料参加費無料

参加費無料

参加費無料

参加費無料

参加費無料

陶磁展2009
「やきものと他素材とを
組み合わせた作品」展
どんな作品なの？？？
6月13日㈯～21日㈰
10:00～17:00　２F美術館
今までにない驚きのアイデ
ア作品に、ご期待ください。

入場
無料

参加費無料

参加費無料
参加費無料

楽しもう！パソコン
NHK趣味悠々で大好評！佐々木博監修。
４月16日㈭～６月4日㈭ 
(毎週木曜日・全8回) 13:30～16:00
●受講料／7,000円、テキスト代1,365円
●内容／基本操作から、身近な書類作
成、インターネット検索などの手習い
コース。

パソコン事務実務テクニック
〈平日夜間コース〉
4月16日㈭、17日㈮、23日㈭、24日㈮ 
19:00～21:00
〈週末コース〉
4月25日㈯、26日㈰、5月2日㈯、3日㈰ 
10:00～12:00
●受講料／4,000円、テキスト代2,100円
●内容／WordとExcelの基本操作を
習得しテンプレートなどを編集し、即使
える書類作りをします。

プラバンのアクセサリー作り
4月18日㈯ 9:30～11:30
●会場／4F 科学実験室●内容／プラ板
でお気に入りのキーホルダーやペンダン
トを作ります。●対象／幼保・小中学生
（小学校高学年以上なら児童生徒だけで
も可）●定員／20名
●4/15㈬までにお電話等でお申し込み
ください。●持ち物／プラバンにする絵
やイラストのある人は持参

影絵を始めよう！
楽しもう！（通年活動）
影絵の基礎から実際に物語を作り、
影絵の道具を作成し演じます。
4月26日㈰～H22年3月28日㈰
毎月最終日曜日
13:30～15:30
●定員／1０名
（先着順）
●申込み締切
り／4/25㈯、電話・FAXで申し込み

おりがみ教室
五月の節句の飾りを折る
４月25日㈯ 10:00～12:00　
●会場／1F 第4.5研修室
●参加費／300円
●持ち物／作品を
入れる袋

参

子どもは天才講座
絵画・造形教室

大人の科学体験クラブ ボランティアクラブ
クラブ員募集 クラブ員募集参加者募集

募集期間：4月15日㈬～4月30日㈭まで　9:00～17:00

対象●幼児から就学前
(必ず親子で参加してください)
募集人員●25名（先着）
会費●年間2,000円
講師●上田地域
で創作活動を
行っている作家
の皆さん。

当館主催の科学系イベントのお手伝
いをしていただける方、イベント等
の企画運営をしていただける方を募
集します。今年は世界天文年。皆様
の多彩なアイデアを創造館で生かし
てください。お待ちしています。
（前年度活動内容例）
工作なんでも相談室・おもしろサイ
エンス･お正月遊び参加など

対象●高校生以上（上限なし）
募集人員●25名（先着）
会費●年間3,000円
（工作等は、別途費用）
活動日は、毎月一回
（活動例）微生物の
観察、繭の糸取りなど

パソコン教室では、上記のほか毎月多くの教室を開催しています。詳し
くは上田創造館ホームページ、創造館にあるチラシ、各市町村広報でお
知らせしていますのでそちらをご覧いただき、お申し込みください。

参加費無料

〈思案中…〉

パソコン教室▶5月
●連続中高年パソコン講座 第4弾!! NHK趣味悠々で大好評！
　中高年のパソコンシリーズより（2008年4月～6月放送）
インターネット活用術入門   毎週土曜日（全4回）
5月16日㈯、23日㈯、30日㈯、6月6日㈯ 9:30～12:00
受講料4,000円　テキスト代別途1,050円
●連続中高年パソコン講座 第3弾!! NHK趣味悠々で大好評！
　佐々木博監修 中高年のパソコン手習い塾から
楽しもう!デジタル写真   毎週金曜日（全4回）
5月29日㈮～6月19日㈮ 13:30～16:00　受講料4,000円
テキスト代別途1,365円

パソコン教室 超初心者からビジネス活用まで

パソコン教室▶4月
●これからパソコンを始めてみたい方へ●パソコンって何ができるの？
特別講演会  パソコンで生活いきいき！講座
4月13日㈪ 10:00～12:00　受講料無料
●連続中高年パソコン講座 第5弾!! NHK趣味悠々で再放送！
　DVDにもなった中高年のパソコン講座から
中高年のためのパソコン出直し塾   毎週火曜日（全5回）
4月14日㈫～5月19日㈫（5/5休み） 13:30～16:00　受講料5,000円
●連続中高年パソコン講座 第2弾!! NHK趣味悠々で大好評！
　佐々木博監修
中高年のパソコン手習い塾から楽しもう！ワードとエクセル
4月25日㈯～6月13日㈯毎週土曜日 13:30～16:00（全8回）
受講料7,000円　テキスト代別途1,365円

パソコン教室の定員はそれぞれ24名です。開催日7日前に定員に達した場合
は抽選となります。（定員に達しない場合は、前日までお申し込み可能です）

上田創造館イベント情報
上田市上田原1640　開館時間／9:00～22:00
お問い合わせ・お申込は　☎0268-23-1111
ホームページでもご覧いただけます FAX.24-4100
http://www.area.ueda.nagano.jp/sozokan/

上田市立図書館上田創造館分室からのお知らせ
開館時間／平日 9:00～18:00、 土曜・日曜日 9:00～17:00
休館日／毎週月曜日・月末・祝日
上田市立図書館上田創造館分室　（直通）0268-27-1758
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4月の催しのご案内

上田創造館のクラブで、一年間いきいき活動してみませんか？
※申し込み用紙は、当館窓口・ホームページよりダウンロードできます（3/20より）

5月の催しのご案内

切り絵教室
5月13日㈬、27日㈬、6月10日㈬、
24日㈬ 9:30～11:30
●会場／２Fコミュニティホール（小）
●内容／きり絵の基礎から学ぶ
●参加費／1,000円●定員／15名
●4月1日から受け付け開始。
5/1㈮までに電話等でお申し込み
ください。

伝承遊び
5月24日㈰ 13:30～15:30
●会場／1Fエントランスホール
●内容／自分用のお手玉（1人2
つ）を作り、遊びます。

春の星座と神話
５月16日㈯ 10:00～11:00
●会場／4F プラネタリウム室
●内容／春の星座の見つけ方や、
星座にまつわる神話の世界を楽し
みます。

星空観望会
5月23日㈯ 19:30～21:30
●会場／屋上　天体観測室
●内容／北斗七星をはじめ、星座、
惑星、月などを観察
します。●直接会場
へお越しください。

春のバードウォッチング
5月９日㈯ 9:00～12:00※雨天中止
上田市自然運動公園(長野大学東側)
●現地集合（午前９時までに自然運
動公園プール入口第一駐車場）●東山裾野の野鳥
を専門家の案内で観察します。●小中学生（保護
者）対象●5/6㈬までに電話等でお申し込みくださ
い。●持ち物／双眼鏡、野鳥図鑑（ある人）

身近な植物観察
５月２３日㈯ 9:30～11:30 4F科学実験室と創造館周辺
●創造館周辺の野草や樹木を観察し、デジカメで
撮影、記録します。●小中学生（保護者）と一般の
方対象●定員／20名●持ち物／植物図鑑（ある人）
●5/20㈬までにお電話等でお申し込みください。

<農民美術発祥90周年記念>
第21回農民美術作品展
素朴でぬくもりのある
伝統工芸作品を展示します。
５月2日㈯～11日㈪ 2F美術館
9:30～16:30（最終日は16:00で終了）
◆木彫り体験コーナー（飾り板または、手鏡をつくります）
5月2日㈯・6日㈬・10日㈰ 10:00～12:00、13:30～15:30
参加費●1,000円（材料費）　各回●5名

参加費無料

プラネタリウムの番組案内
ユカイなキャラクターたちといっしょに楽しい宇宙旅行に出発だ！

「春の星空とハチャメチャ宇宙旅行」（約40分間）

ゴールデンウィーク（5月3日㈰～６日㈬）は
プラネタリウム特別無料投影

昨年の展示より

6月の催しのご案内
子どもパソコン塾
（夏休み自由研究を調べよう）
6月6日㈯ 13:30～15:00
●会場／4F パソコン室
●内容／それぞれの目的別にインターネッ
トで調べ方を学習します。（先着20名）

天体望遠鏡の使い方
6月27日㈯ 10:00～11:00
●会場／屋上 天体観測室
●内容／天体望遠鏡をのぞいたことがない
人のために天体望遠鏡の操作方法を体験し、
実際に太陽を写し出し太陽の黒点を観察し
ます。<雨天、曇天のときは室内で体験>

昔ばなしかたりの会
6月28日㈰ 13:30～
●会場／1F 民俗資料館
●内容／塩田平民話研究所
の皆さんによるおはなし。

田んぼや小川の
プランクトンを観察しよう
6月20日㈯ 9:30～11:30
●会場／4F 科学実験室●内容／水田や小
川にすむミジンコや藻類などのプランクトン
を顕微鏡で観察し、スケッチや写真に記録し
ます。※小中学生（保護者）対象　定員20名
●6/17㈬までにお電話等でお申し込みください。

失敗ばかりのハムスターにそっくりの見習い宇宙パトロール「ハムリン」が、それぞれの思いを胸に宇宙へと飛び
立った。果たしてハムリンの仲間は宇宙を救うことができるのか？そして、この宇宙旅行で彼らが得たものとは？

投影日時● 毎週土曜日　13:30～／15:00～　日曜日･祝日（振替休日も）11:00～／13:30～／15:00～
料　　金● 一般260円/高校･大学生210円/小･中学生110円（団体割引あり20名以上） 
●土曜日は上田市・東御市・長和町・青木村の小中学生１名につき保護者１名無料

入場
無料

第37回東信(上小)美術展
上小地域で作品を公募し審査会で
入選した作品を展示します。
作品募集等については東信(上小)
美術会へお問い合わせください。
（栗原☎0268-85-2870）
5月10日㈰～17日㈰ 9:00～17:00（17日は16:00まで）
１F文化ホール　入場料●大人350円、学生200円
※小中学生・身障者・高齢者（75歳以上）は無料

昨年の展示より

週末の理科室 参加費無料

参加費無料参加費無料

参加費無料

参加費無料

参加費無料

参加費無料

陶磁展2009
「やきものと他素材とを
組み合わせた作品」展
どんな作品なの？？？
6月13日㈯～21日㈰
10:00～17:00　２F美術館
今までにない驚きのアイデ
ア作品に、ご期待ください。

入場
無料

参加費無料

参加費無料
参加費無料

楽しもう！パソコン
NHK趣味悠々で大好評！佐々木博監修。
４月16日㈭～６月4日㈭ 
(毎週木曜日・全8回) 13:30～16:00
●受講料／7,000円、テキスト代1,365円
●内容／基本操作から、身近な書類作
成、インターネット検索などの手習い
コース。

パソコン事務実務テクニック
〈平日夜間コース〉
4月16日㈭、17日㈮、23日㈭、24日㈮ 
19:00～21:00
〈週末コース〉
4月25日㈯、26日㈰、5月2日㈯、3日㈰ 
10:00～12:00
●受講料／4,000円、テキスト代2,100円
●内容／WordとExcelの基本操作を
習得しテンプレートなどを編集し、即使
える書類作りをします。

プラバンのアクセサリー作り
4月18日㈯ 9:30～11:30
●会場／4F 科学実験室●内容／プラ板
でお気に入りのキーホルダーやペンダン
トを作ります。●対象／幼保・小中学生
（小学校高学年以上なら児童生徒だけで
も可）●定員／20名
●4/15㈬までにお電話等でお申し込み
ください。●持ち物／プラバンにする絵
やイラストのある人は持参

影絵を始めよう！
楽しもう！（通年活動）
影絵の基礎から実際に物語を作り、
影絵の道具を作成し演じます。
4月26日㈰～H22年3月28日㈰
毎月最終日曜日
13:30～15:30
●定員／1０名
（先着順）
●申込み締切
り／4/25㈯、電話・FAXで申し込み

おりがみ教室
五月の節句の飾りを折る
４月25日㈯ 10:00～12:00　
●会場／1F 第4.5研修室
●参加費／300円
●持ち物／作品を
入れる袋

参

子どもは天才講座
絵画・造形教室

大人の科学体験クラブ ボランティアクラブ
クラブ員募集 クラブ員募集参加者募集

募集期間：4月15日㈬～4月30日㈭まで　9:00～17:00

対象●幼児から就学前
(必ず親子で参加してください)
募集人員●25名（先着）
会費●年間2,000円
講師●上田地域
で創作活動を
行っている作家
の皆さん。

当館主催の科学系イベントのお手伝
いをしていただける方、イベント等
の企画運営をしていただける方を募
集します。今年は世界天文年。皆様
の多彩なアイデアを創造館で生かし
てください。お待ちしています。
（前年度活動内容例）
工作なんでも相談室・おもしろサイ
エンス･お正月遊び参加など

対象●高校生以上（上限なし）
募集人員●25名（先着）
会費●年間3,000円
（工作等は、別途費用）
活動日は、毎月一回
（活動例）微生物の
観察、繭の糸取りなど

パソコン教室では、上記のほか毎月多くの教室を開催しています。詳し
くは上田創造館ホームページ、創造館にあるチラシ、各市町村広報でお
知らせしていますのでそちらをご覧いただき、お申し込みください。

参加費無料

〈思案中…〉

パソコン教室▶5月
●連続中高年パソコン講座 第4弾!! NHK趣味悠々で大好評！
　中高年のパソコンシリーズより（2008年4月～6月放送）
インターネット活用術入門   毎週土曜日（全4回）
5月16日㈯、23日㈯、30日㈯、6月6日㈯ 9:30～12:00
受講料4,000円　テキスト代別途1,050円
●連続中高年パソコン講座 第3弾!! NHK趣味悠々で大好評！
　佐々木博監修 中高年のパソコン手習い塾から
楽しもう!デジタル写真   毎週金曜日（全4回）
5月29日㈮～6月19日㈮ 13:30～16:00　受講料4,000円
テキスト代別途1,365円

パソコン教室 超初心者からビジネス活用まで

パソコン教室▶4月
●これからパソコンを始めてみたい方へ●パソコンって何ができるの？
特別講演会  パソコンで生活いきいき！講座
4月13日㈪ 10:00～12:00　受講料無料
●連続中高年パソコン講座 第5弾!! NHK趣味悠々で再放送！
　DVDにもなった中高年のパソコン講座から
中高年のためのパソコン出直し塾   毎週火曜日（全5回）
4月14日㈫～5月19日㈫（5/5休み） 13:30～16:00　受講料5,000円
●連続中高年パソコン講座 第2弾!! NHK趣味悠々で大好評！
　佐々木博監修
中高年のパソコン手習い塾から楽しもう！ワードとエクセル
4月25日㈯～6月13日㈯毎週土曜日 13:30～16:00（全8回）
受講料7,000円　テキスト代別途1,365円

パソコン教室の定員はそれぞれ24名です。開催日7日前に定員に達した場合
は抽選となります。（定員に達しない場合は、前日までお申し込み可能です）

上田創造館イベント情報
上田市上田原1640　開館時間／9:00～22:00
お問い合わせ・お申込は　☎0268-23-1111
ホームページでもご覧いただけます FAX.24-4100
http://www.area.ueda.nagano.jp/sozokan/

上田市立図書館上田創造館分室からのお知らせ
開館時間／平日 9:00～18:00、 土曜・日曜日 9:00～17:00
休館日／毎週月曜日・月末・祝日
上田市立図書館上田創造館分室　（直通）0268-27-1758
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　各クリーンセンターでは、安全安心な施
設であるために、ダイオキシン類の検査を
定期的に行っております。平成20年度の
測定結果は右のとおりです。なお、上田ク
リーンセンターは12月から2月にかけてバ
グフィルターの「ろ布」の交換をしましたの
で交換後の測定値も記載いたしました。

※バグフィルターとは
　排ガスの処理装置の1つで、入口より流入した排ガスは粗いもの
は最初に落ち、その後幾層にも並んだ円筒状の「ろ布」（上田クリー
ンセンターは480本）に微粉が付着し集じんします。この微粉は高
圧空気により払い落され、最初の粗いものと一緒に下方のばいじ
ん貯留設備に溜まります。
　この装置で燃焼ガスの粉じんやダイオキシン類等を取り除いて、
煙突から排出されます。この「ろ布」は定期的（概ね5年程度）に取り
換えをしています。

●ダイオキシン類測定結果について

　ダイオキシン類は環境中（大気や土壌等）や食品中（食生活の違いにより日本人は主に魚介類から、欧米人は肉・乳
製品から7～8割程度摂取しています）に含まれる量はごくわずかですので、私たちが日常の生活の中で摂取する量
では健康に影響を与えるレベルではないと考えられています。
　大気中のダイオキシン類の全国平均値は平成9年度0.55pg-TEQ/㎥で平成19年度は0.041pg-TEQ/㎥と
なっています。上田市役所屋上では平成12年度0.090pg-TEQ/㎥で平成19年度は0.033pg-TEQ/㎥となって
います。大気中のダイオキシン類の環境基準値0.6pg-TEQ/㎥以下となっています。

●ダイオキシン類の人に対しての影響

　各クリーンセンターでは、ダイオキシン類対策として排ガス高度処理施設整備工事を行ってきました。これは、以前
は電気集じん器により排ガス処理をしていましたが、これを※バグフィルター（ろ過式集じん器：ダイオキシン類の生
成防止と吸着除去に適している）に変えることにより、ダイオキシン類の排出の軽減を図るもので、このバグフィル
ターは全国の焼却施設の主流になっています。

●ダイオキシン類対策  ～安全安心な施設へ～　

●燃やせるごみ搬入量のうち生ごみの占める量（ごみの分類調査による推計）

　燃やせるごみの搬入量のうち、生ごみの占める割合は
約40％（平成10年度から19年度の平均）です。生ごみ
は水分量も多く70～80％が水分と言われています。
　生ごみには、手付かずの食品や食べ残し等もあり、減
量可能な部分もあります。家庭での調理方法や食品管理
に対する心構えを見直すことが、減量につながります。
　ごみの減量には「もったいない」という気持ちが大切
です。

水きりのお願い
● 三角コーナーは流し台の中にあるため、ごみに水がか
かってしまい水分が増してしまう場合があります。野
菜等は使えない部分を洗う前に切り落とすなど水に
濡らさないようにしたり、水気のある生ごみは一定時
間放置して水切りをし、ごみ袋に入れる際に十分絞っ
て水分を少なくしてください。仮に大さじ一杯
（15cc）の水切りを上田地域広域連合内（坂城町を
除く）約77,000世帯で毎日すると約400tの減量
になります。日ごろの取り組みにより減量が推進され
ます。

生ごみのたい肥化
● 家庭から出される生ごみは、コンポストや生ごみ処理
機等でたい肥化することにより、ごみの減量にもなり、
畑や家庭菜園、プランター等で肥料として還元するこ
ともできます。
各市町村で生
ごみ処理機器
等助成制度が
ありますので、
ぜひご利用して
みてください。

　ごみを発生させないために自分自身の生活習慣を見直してみませんか。今の生活の中でむだなものはありません
か。まずできることから少しずつむだをなくしてゆくことが、ごみの減量につながります。
　物は長く大事に使う、余計に買うことはせず必要なものを必要な分だけ買う、ごみになるようなものは例え資源回
収できるものでもなるべく買わない、もらわないといった事も大切です。

●一人一日当たりのごみ排出量

　18年度の上田地域広域連合内
（坂城町は除く）の一人一日当たり
のごみ排出量は平成12年度と比較
して8.9％減少しています。毎日排
出されるごみを少なくすることが焼
却時に発生するダイオキシン類及
びＣＯ2の発生抑制になります。
　ごみ排出量とは燃やせるごみ、燃
やせないごみ、資源回収等のごみで
市町村で処理をしているごみの総
量のことです。

連載 No.4N

クリーンセンター 基　準　値
（ng-TEQ/㎥ N）

測 定 結 果
（ng-TEQ/㎥ N） 測　　定　　日

丸  子

東  部

上  田
1号炉

2号炉

1号炉
2号炉
1号炉
2号炉

0.036
0.0084
0.14
0.011
0.045
0.098
0.0061
0.038

平成20年09月08日
平成21年02月16日
平成20年08月18日
平成21年01月22日
平成20年07月30日
平成20年07月30日
平成20年10月03日
平成20年10月10日

1

10

ご
み
貯
留
設
備

燃焼室
800℃以上で

燃焼

完全燃焼

焼却灰貯留設備

ガス冷却 排ガス処理

ばいじん貯留設備

冷却設備
200℃以下に

冷却

排ガス処理設備
バグフィルター

（ろ過式集じん器）
煙突から処理後の
排ガスを排出

※出典：環境省ホームページ「一般廃棄物処理実態調査」
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◆長野病院の医師確保・定着化に向けた支援制度が議決される
　広域連合では、当地域の第２次医療（専門医療）の中心を担う長野病院の医師確保・定着化に向け、同病院に勤
務する医師に対し、財政的な支援を行うこととした経過につきましては、前回の記事の中でお伝えしましたが、本年
の２月に開催された広域連合議会定例会において、これら支援の制度化に関する議案が可決されましたので、そ
の概要についてお知らせいたします。
　本支援の具体的な内容は下の表のとおりです。この支援制度を実施するため、「地域の医療機能の維持等に対
する支援に関する条例」が制定され、あわせて広域連合のマスタープランに位置付けられる『広域計画』の一部を
変更し、本事業の推進について追加しました。また、これら事業の財源として「ふるさと市町村圏基金」及びその運
用益を活用していくことが決定されました。
　今回制定された支援制度のポイントは、次のとおりです。
　● 上小保健医療圏※1（ふるさと市町村圏）において、主に地域周産期母子医療

センター※2機能の維持及び回復を図るためのもの
　● 同センターなどに勤務する、産科・産婦人科、小児科及び麻酔科の医師に対

する支援
　● 支援メニューとして【研究資金の貸与】【就労支援（住居手当の交付）】【長期

間勤務に対する慰労】の３つの事業を用意
　広域連合では、この制度を、支援の対象となる長野病院におおいに活用いただ
き、一日でも早い高度周産期医療機能の回復を期待しています。

※１【上 小 保 健 医 療 圏 】 『長野県保健医療計画』において二次保健医療圏として区分されるエリア。県内には１０の保健医療圏が設
定されている。当地域においては「ふるさと市町村圏」の範囲と重なっており、上田市、東御市、青木村、長和
町が含まれている。

※２【地域周産期母子医療センター】 県が定める「周産期母子医療センター設置要領」の規定により認定された医療施設。産科及び小児科を置
き、周産期に係る比較的高度な医療行為を行うための機能を備える。県内では、長野病院をはじめ、佐久総
合病院など６つの施設が認定されている。

上田地域広域連合では要介護認定のための
訪問調査を行っています

　介護認定申請をすると広域連合の調査員または広域連合が
委託した介護支援専門員（ケアマネージャー）が皆さんのお宅
を訪問し調査を行います。調査員は、「介護認定（委託）調査従
事者証」を携帯し、訪問の際に提示します。
　また、平成２１年４月から調査事務の負担軽減のため調査内
容の一部が変更になります。

調査の目的は？
　対象者の日ごろの生活の状況、心身の状況を把握し、審査の際の参考資料
とするために行います。審査会では基本調査による一次判定（コンピュータ）
の結果と、それに伴う特記事項、主治医意見書を参考に審査を行います。

調査内容は？
次の３つの調査からなりますが、このうち基本調査の内容が変更となります。
● 概況調査…居住環境、現在利用しているサービスなどについて
● 基本調査…身心や生活の状況などについて
 調査項目により「自立」「一部介助」「全介助」「できる」「できない」などを選択します。
 ※基本調査の内容変更
 基本調査はこれまで８２の調査項目により行われていましたが、調査事務の負担軽減の観点から、認定基準
の精度が低下しないことを前提として見直しが行われた結果、７４の調査項目により行われることとなりまし
た。なお、調査項目は全国共通です。

● 特記事項…基本調査の選択肢だけでは表しきれない具体的な状況について

調査方法は？
　対象者本人に実際に調査項目の行為を行ってもらったり、日ごろの状況を聞き取りすることにより行います。
　また、併せてご家族など介護を行っている方からも聞き取りを行い、より正確で公正な調査ができるようにし
ています。

介護保険の申請は市町村の窓口へ
上田市 上田市役所高齢者介護課 .........................................................☎23-5140
 丸子地域自治センター健康福祉課高齢者支援係 ...................☎42-0092
 真田地域自治センター健康福祉課高齢者支援係 ...................☎72-4700
 武石地域自治センター健康福祉課高齢者支援係 ...................☎85-2119
東御市 東御市役所福祉課高齢者係 .....................................................☎64-8888
長和町 長和町役場町民福祉課 .............................................................☎68-3111
青木村 地域包括支援センター .............................................................☎49-1110

支援項目

研究資金の
貸与

支　　援　　の　　内　　容

■産科・産婦人科医師に対するもの
　地域の周産期医療の充実化に係る研究費として、県内外からの着任医師に対し、次の研究資金を貸与。
　●着任時（１年目）貸与：２00万円
　●２年目以降４年間：それぞれの貸与期間を経過した日以後に各100万円
　　※貸与期間はそれぞれ１年間とし、この期間を従事した場合は返還を免除する。

■小児科医師に対するもの
　地域の周産期医療の充実化に係る研究費として、県内外からの着任医師に対し、次の研究資金を貸与。
　●着任時（１年目）貸与：200万円
　●２年目以降２年間：それぞれの貸与期間を経過した日以後に各100万円
　　※貸与期間はそれぞれ１年間とし、この期間を従事した場合は返還を免除する。

■麻酔科医師に対するもの
　地域の周産期医療と密接に関連する診療科に係る研究費として、次の研究資金を貸与。
　●着任時（１年目）貸与：200万円
　●２年目以降２年間：それぞれの貸与期間を経過した日以後に各100万円
　　※貸与期間はそれぞれ１年間とし、この期間を従事した場合は返還を免除する。

賃貸住宅の家賃の内、国立病院機構の給与制度控除後の差額負担分について助成。
　●住居手当：月額上限５万円までを助成
　　※交付対象は産科又は産婦人科医師のみ

長期間、継続して勤務した医師に対し、退職時に次の区分に応じた報奨金を交付。
　●５年間勤務した者：500万円
　●５年を超えて勤務した者：勤務した年数に100万円を乗じて得た額（最長10年）
　　※交付対象は産科又は産婦人科医師のみ

長期間勤務
に対する慰
労（報奨金
の交付）

就 労 支 援
（住居手当
の交付）
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平成２１年度 ふるさと市町村圏基金活用事業の紹介
　上田地域広域連合では、構成市町村と県が出資したふるさと市町村圏基金の運用益を活用し、当地域の一体
的発展のため地域活性化などのソフト事業を行っていますが、その中から3つの事業をご紹介します。

　その他の事業として、●ふるさと・ふれあい・再発見ツアー　●上田地域観光キャラバンほか観光振興対策
事業　●上田地域物産展（販売促進）　●外国人旅行者（インバウンド）対策事業（パンフレット作成）　●科学少
年団等育成支援事業　●スポーツレクリエーション祭’09　●こども未来21事業　●広域的課題に関する調査
研究事業など、多くの事業が計画されています。 お問い合わせ：企画課　☎43-8818

　子どもの体力低下や生活習慣病の多発、人と人とのコミュニケーション不
足が心配される中、あそびやレクリエーションをとおし異世代の交流や、お
互いに声を掛けあえる住みよいまちづくりをめざし下記事業を開催します。
※詳細、募集案内は、広域連合ホームページ・広報紙、市町村広報紙、チラ
シ等でご案内します。

　上田地域にある身近な里山、豊かな自然をトレッキングすることによ
り、地域の魅力を再発見するとともに、親子・家族・他校児童との交
流を図ります。（募集はあらためて後日行います。）

　子育て支援の輪を広げるとともに地域での活動をバックアップするため、
講師に犬飼己紀子氏（松本大学教授）を招き、コミュニケーション学を学びま
す。また、地域で活動している方々から現場のノウハウを聴講します。お互い
の情報交換や元気アップひろばなどで実践演習も行います。

親子ふれあいトレッキング

●日　程：5月30日㈯　　　●場　所：青木村田沢 横手キャンプ場周辺
●内　容：里山でのトレッキング、ゲーム、記念品作りなど
●対　象：上田地域内小学生とその家族100人
●参加費：子ども300円　おとな500円（予定）

●日　時： ４月２６日㈰、 ５月２３日㈯、 ６月２７日㈯、 ７月２５日㈯、 ８月２９日㈯、 ９月２７日㈰　13:30～16:３０まで
●場　所： 上田創造館　　　●定　員： ２０名　　　●受講料： ３，０００円（傷害保険代、教材費等）
●対象者： 地域で子育て支援をしたいと思っている方や既に活動をしている方。子育て支援に関する情報交換の場をお探し
 の方、子育て中の方。子育てが一段落した方、男性も大歓迎。※託児もあります
●申し込み期間：４月１日㈬～４月１３日㈪　午前９時から午後５時まで
●申し込み方法：FAX、メール、電話で、氏名・住所・電話番号をお知らせください。（後日書類を送付します。）
●申し込み先：東信レクリエーション協会　☎090-4461-5423  FAX.49-2379  E-mail:tou-rec@po14.ueda.ne.jp
●問い合せ先：上田地域広域連合　企画課　☎４３-８８１８

元気アップひろば～地域が家族になるために～
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乳幼児から大人まで
小学生とその保護者

就園前のお子さんと
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時　　期 参  加  対  象  者 場　　　所 募集人員
上田市（長瀬市民センター）
上田市（創造館ホール）
東御市（福祉センター）
上田市（創造館体育館）
上田市（武石公民館ホール）

予告

予告

募集 東レク子育て支援サポーター養成
＆ スキルアップ講座（第２期）

　３月に上田市武石公民館図書室がエコールに加入しま
した。これにより自館の本だけでなく、上田地域のどの公
共図書館の本も借りたり、返すことができるようになりま
した。詳しい利用方法は武石公民館にお尋ねください。
開館時間： 火曜日～日曜日　９:００～１７:００
休 館 日： 月曜日、祝日（月曜日が祝日の場合は火曜日

も休館。）年末・年始、特別整理期間
住　　所： 上田市下武石７４０
 ☎85-2030　FAX.85-2205

　清浄園では、現在18kg入り１袋を50円
で販売しているところですが、大変好評な
ことから、購入希望者が多く、お求めに応じ
られない時があり、ご迷惑をおかけする場
合があります。公共下水道の普及により、原料であるし
尿搬入量が減り、肥料の製造量も少なくなっております。
　できるだけ多くの方にご利用いただくため、５月から
一回の販売数を２０袋までとさせていたきますのでご了
承ください。なお、ご来園前には在庫確認ため、必ずご
連絡いただきますよう、お願いいたします。
　お問い合わせ先：清浄園　☎２２-２３３９　

上田地域のイベント情報うえだ
地域 歳時記 2009年

4月～6月

上旬頃まで
4日㈯～19日㈰
中旬
11日㈯
12日㈰
18日㈯
19日㈰まで
19日㈰
下旬～5月上旬
下旬～5月上旬
25日㈯
26日㈰
29日㈷
29日㈷
29日㈷

3日㈷
3日㈷
3日㈷～5日㈷
5日㈷
5日㈷
6日㈷まで
9日㈯
17日㈰
下旬
下旬予定
23日㈯
末日
30日㈯～6月14日㈰

上旬～下旬
6日㈯・7日㈰
7日㈰
中旬
中旬～7月上旬
下旬～7月上旬
下旬～７月中旬

福寿草まつり（上田市武石：上本入唐沢　福寿草群生地）
2009上田城千本桜まつり（上田市：上田城跡公園ほか）
小茂ヶ谷そば打ち道場OPEN（長和町：小茂ヶ谷そば打ち道場）
上田市内近郊めぐり（上田市真田町：傍陽方面）
安良居神社春祭（上田市上丸子：安良居神社）
鷹山ファミリー牧場オープン（長和町：鷹山ファミリー牧場）
すいせんまつり（上田市丸子：信州国際音楽村）
一心様のお祭り（上田市武石：一心神社）
余里一里花桃の里（上田市武石：余里地区）
依田川鯉のぼり（上田市丸子：依田川丸子橋）
美ヶ原高原開山祭（上田市美ヶ原高原）
鹿教湯文殊堂春祭り（上田市丸子：鹿教湯温泉・文殊堂）
祢津東町歌舞伎公演（東御市：祢津東町歌舞伎舞台）
第27回上田真田まつり（上田市：上田城跡公園陸上競技場ほか）
第3回たけしノルディックウォーキングイン余里一里花桃の里（上田市武石：余里）

第５回花桃の郷ウォーク（上田市武石：武石体育館発）
白蛇神社　火渡り・刃渡り（上田市：白蛇神社）
こどもウィーク2009（上田市：マルチメディア情報センター）
第38回うえだこどもまつり（上田市：上田城跡公園）
太郎山　春の例大祭（上田市：太郎山神社）
坂城古雛まつり（坂城町：坂木宿 ふるさと歴史館）
子どもフェスティバル（東御市：東御中央公園）
百体観音ふれあいウォーク（東御市：東御中央公園～湯の丸高原）
和田宿ステーション山菜祭り（長和町：和田宿ステーション）
お屋敷つつじまつり（上田市真田町：御屋敷公園）
布引伝説ウォーキング（小諸懐古園～東御市～上田市～坂城町～善光寺）
長門牧場祭（長和町：長門牧場）
ばら祭り・全国ばらサミット（坂城町：さかき千曲川バラ公園）

下塩尻桜づつみホタル水路（上田市下塩尻）
信州ルネッサンスふれあい2009（上田市丸子：信州国際音楽村）
菅平高原カントリーフェスティバル（上田市菅平高原：国際リゾートセンター広場）
道の駅祭り（長和町：マルメロの駅　ながと）
狐塚ほたるまつり（上田市丸子：塩川狐塚沢）
湯の丸高原つつじ祭り（東御市：湯の丸高原）
ラベンダーまつり（上田市丸子：信州国際音楽村）

群生地内の遊歩道を散策。☎85-2828㈹

千本桜ライトアップなど各種イベントを開催

地元名人が蕎麦打ちを伝授。完全予約制。☎68-0006

市内にある国、県、市指定文化財等を巡り、歴史を探訪

獅子舞、福銭の配布など

牛の乳搾り、乗馬体験などが体験。牧場オープン

3千㎡の畑に10万本が咲く（花が終わり次第終了）

行者による火渡り、刃渡りが行われる伝統行事

2，000本の花桃が現代の桃源郷へと誘う

依田川を泳ぐ100匹の鯉のぼり

高原の安全を祈願して開山祭が行われます。

知恵の団子まき。鹿教湯温泉観光協会　☎44-2331

東町歌舞伎保存会や祢津小学校児童による歌舞伎上演

武者行列、鉄砲隊演武、太鼓演奏、獅子舞など

花桃を見ながらノルディックウォーキング（約9㎞）

「信州余里の世界中で一番きれいな二週間」を歩く

木曽御嶽教のひとつ。白蛇神社　☎22-5303

ペーパークラフト、ビデオ上映会、体感ゲームなど

クラフト、忍者体験、将棋、グラウンドゴルフなどを体験

山頂の太郎山神社で１年の無事を祈願

町内のお宅から集めた古雛を一堂に展示

フェスティバルに参加して楽しい体験をしてみよう

家族や仲間で歴史ある湯道を歩いてみませんか

山菜販売、天ぷらの無料サービスなど楽しいイベント

真田六文銭太鼓・真田鉄砲隊演武・模擬店など

お問い合わせは小諸市観光協会内事務局（☎0267-22-1234）

トラクター乗車、バター作りなど盛りだくさん

6月5日㈮、6日㈯は全国ばらサミットも開催

6月中旬にピークを迎え、幻想的な光景が広がる

音楽にちなんだ様々なイベントが開催

牛の丸焼き、ステージイベント、模擬店などが出店

地元の特産品や旬の新鮮な農作物直売などが出店

狐塚沢特有の高く舞い昇るほたるは神秘的な光景

60万株のつつじは絶景。6月21日はイベント開催

摘み取りやラベンダースティックの無料講習など

上田市役所　☎２２-４１００
丸子地域自治センター　☎42-3100
真田地域自治センター　☎72-2200

武石地域自治センター　☎85-2311
東御市役所　☎６２-１１１１
長和町役場　☎６８-３１１１

青木村役場　☎４９-０１１１
坂城町役場　☎８２-３１１１

※日程や詳細については、上記市町村（観光課）等へお問い合わせください。

開　催　日 イベント名（開催場所） 内　　容
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清浄園の肥料販売について図書館情報ネットワーク（愛称：エコール）
からのお知らせ

上田地域広域連合からのお知らせ
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平成２１年度 ふるさと市町村圏基金活用事業の紹介
　上田地域広域連合では、構成市町村と県が出資したふるさと市町村圏基金の運用益を活用し、当地域の一体
的発展のため地域活性化などのソフト事業を行っていますが、その中から3つの事業をご紹介します。

　その他の事業として、●ふるさと・ふれあい・再発見ツアー　●上田地域観光キャラバンほか観光振興対策
事業　●上田地域物産展（販売促進）　●外国人旅行者（インバウンド）対策事業（パンフレット作成）　●科学少
年団等育成支援事業　●スポーツレクリエーション祭’09　●こども未来21事業　●広域的課題に関する調査
研究事業など、多くの事業が計画されています。 お問い合わせ：企画課　☎43-8818

　子どもの体力低下や生活習慣病の多発、人と人とのコミュニケーション不
足が心配される中、あそびやレクリエーションをとおし異世代の交流や、お
互いに声を掛けあえる住みよいまちづくりをめざし下記事業を開催します。
※詳細、募集案内は、広域連合ホームページ・広報紙、市町村広報紙、チラ
シ等でご案内します。

　上田地域にある身近な里山、豊かな自然をトレッキングすることによ
り、地域の魅力を再発見するとともに、親子・家族・他校児童との交
流を図ります。（募集はあらためて後日行います。）

　子育て支援の輪を広げるとともに地域での活動をバックアップするため、
講師に犬飼己紀子氏（松本大学教授）を招き、コミュニケーション学を学びま
す。また、地域で活動している方々から現場のノウハウを聴講します。お互い
の情報交換や元気アップひろばなどで実践演習も行います。

親子ふれあいトレッキング

●日　程：5月30日㈯　　　●場　所：青木村田沢 横手キャンプ場周辺
●内　容：里山でのトレッキング、ゲーム、記念品作りなど
●対　象：上田地域内小学生とその家族100人
●参加費：子ども300円　おとな500円（予定）

●日　時： ４月２６日㈰、 ５月２３日㈯、 ６月２７日㈯、 ７月２５日㈯、 ８月２９日㈯、 ９月２７日㈰　13:30～16:３０まで
●場　所： 上田創造館　　　●定　員： ２０名　　　●受講料： ３，０００円（傷害保険代、教材費等）
●対象者： 地域で子育て支援をしたいと思っている方や既に活動をしている方。子育て支援に関する情報交換の場をお探し
 の方、子育て中の方。子育てが一段落した方、男性も大歓迎。※託児もあります
●申し込み期間：４月１日㈬～４月１３日㈪　午前９時から午後５時まで
●申し込み方法：FAX、メール、電話で、氏名・住所・電話番号をお知らせください。（後日書類を送付します。）
●申し込み先：東信レクリエーション協会　☎090-4461-5423  FAX.49-2379  E-mail:tou-rec@po14.ueda.ne.jp
●問い合せ先：上田地域広域連合　企画課　☎４３-８８１８

元気アップひろば～地域が家族になるために～
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時　　期 参  加  対  象  者 場　　　所 募集人員
上田市（長瀬市民センター）
上田市（創造館ホール）
東御市（福祉センター）
上田市（創造館体育館）
上田市（武石公民館ホール）

予告

予告

募集 東レク子育て支援サポーター養成
＆ スキルアップ講座（第２期）

　３月に上田市武石公民館図書室がエコールに加入しま
した。これにより自館の本だけでなく、上田地域のどの公
共図書館の本も借りたり、返すことができるようになりま
した。詳しい利用方法は武石公民館にお尋ねください。
開館時間： 火曜日～日曜日　９:００～１７:００
休 館 日： 月曜日、祝日（月曜日が祝日の場合は火曜日

も休館。）年末・年始、特別整理期間
住　　所： 上田市下武石７４０
 ☎85-2030　FAX.85-2205

　清浄園では、現在18kg入り１袋を50円
で販売しているところですが、大変好評な
ことから、購入希望者が多く、お求めに応じ
られない時があり、ご迷惑をおかけする場
合があります。公共下水道の普及により、原料であるし
尿搬入量が減り、肥料の製造量も少なくなっております。
　できるだけ多くの方にご利用いただくため、５月から
一回の販売数を２０袋までとさせていたきますのでご了
承ください。なお、ご来園前には在庫確認ため、必ずご
連絡いただきますよう、お願いいたします。
　お問い合わせ先：清浄園　☎２２-２３３９　

上田地域のイベント情報うえだ
地域 歳時記 2009年
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中旬～7月上旬
下旬～7月上旬
下旬～７月中旬

福寿草まつり（上田市武石：上本入唐沢　福寿草群生地）
2009上田城千本桜まつり（上田市：上田城跡公園ほか）
小茂ヶ谷そば打ち道場OPEN（長和町：小茂ヶ谷そば打ち道場）
上田市内近郊めぐり（上田市真田町：傍陽方面）
安良居神社春祭（上田市上丸子：安良居神社）
鷹山ファミリー牧場オープン（長和町：鷹山ファミリー牧場）
すいせんまつり（上田市丸子：信州国際音楽村）
一心様のお祭り（上田市武石：一心神社）
余里一里花桃の里（上田市武石：余里地区）
依田川鯉のぼり（上田市丸子：依田川丸子橋）
美ヶ原高原開山祭（上田市美ヶ原高原）
鹿教湯文殊堂春祭り（上田市丸子：鹿教湯温泉・文殊堂）
祢津東町歌舞伎公演（東御市：祢津東町歌舞伎舞台）
第27回上田真田まつり（上田市：上田城跡公園陸上競技場ほか）
第3回たけしノルディックウォーキングイン余里一里花桃の里（上田市武石：余里）

第５回花桃の郷ウォーク（上田市武石：武石体育館発）
白蛇神社　火渡り・刃渡り（上田市：白蛇神社）
こどもウィーク2009（上田市：マルチメディア情報センター）
第38回うえだこどもまつり（上田市：上田城跡公園）
太郎山　春の例大祭（上田市：太郎山神社）
坂城古雛まつり（坂城町：坂木宿 ふるさと歴史館）
子どもフェスティバル（東御市：東御中央公園）
百体観音ふれあいウォーク（東御市：東御中央公園～湯の丸高原）
和田宿ステーション山菜祭り（長和町：和田宿ステーション）
お屋敷つつじまつり（上田市真田町：御屋敷公園）
布引伝説ウォーキング（小諸懐古園～東御市～上田市～坂城町～善光寺）
長門牧場祭（長和町：長門牧場）
ばら祭り・全国ばらサミット（坂城町：さかき千曲川バラ公園）

下塩尻桜づつみホタル水路（上田市下塩尻）
信州ルネッサンスふれあい2009（上田市丸子：信州国際音楽村）
菅平高原カントリーフェスティバル（上田市菅平高原：国際リゾートセンター広場）
道の駅祭り（長和町：マルメロの駅　ながと）
狐塚ほたるまつり（上田市丸子：塩川狐塚沢）
湯の丸高原つつじ祭り（東御市：湯の丸高原）
ラベンダーまつり（上田市丸子：信州国際音楽村）

群生地内の遊歩道を散策。☎85-2828㈹

千本桜ライトアップなど各種イベントを開催

地元名人が蕎麦打ちを伝授。完全予約制。☎68-0006

市内にある国、県、市指定文化財等を巡り、歴史を探訪

獅子舞、福銭の配布など

牛の乳搾り、乗馬体験などが体験。牧場オープン

3千㎡の畑に10万本が咲く（花が終わり次第終了）

行者による火渡り、刃渡りが行われる伝統行事

2，000本の花桃が現代の桃源郷へと誘う

依田川を泳ぐ100匹の鯉のぼり

高原の安全を祈願して開山祭が行われます。

知恵の団子まき。鹿教湯温泉観光協会　☎44-2331

東町歌舞伎保存会や祢津小学校児童による歌舞伎上演

武者行列、鉄砲隊演武、太鼓演奏、獅子舞など

花桃を見ながらノルディックウォーキング（約9㎞）

「信州余里の世界中で一番きれいな二週間」を歩く

木曽御嶽教のひとつ。白蛇神社　☎22-5303

ペーパークラフト、ビデオ上映会、体感ゲームなど

クラフト、忍者体験、将棋、グラウンドゴルフなどを体験

山頂の太郎山神社で１年の無事を祈願

町内のお宅から集めた古雛を一堂に展示

フェスティバルに参加して楽しい体験をしてみよう

家族や仲間で歴史ある湯道を歩いてみませんか

山菜販売、天ぷらの無料サービスなど楽しいイベント

真田六文銭太鼓・真田鉄砲隊演武・模擬店など

お問い合わせは小諸市観光協会内事務局（☎0267-22-1234）

トラクター乗車、バター作りなど盛りだくさん

6月5日㈮、6日㈯は全国ばらサミットも開催

6月中旬にピークを迎え、幻想的な光景が広がる

音楽にちなんだ様々なイベントが開催

牛の丸焼き、ステージイベント、模擬店などが出店

地元の特産品や旬の新鮮な農作物直売などが出店

狐塚沢特有の高く舞い昇るほたるは神秘的な光景

60万株のつつじは絶景。6月21日はイベント開催

摘み取りやラベンダースティックの無料講習など

上田市役所　☎２２-４１００
丸子地域自治センター　☎42-3100
真田地域自治センター　☎72-2200

武石地域自治センター　☎85-2311
東御市役所　☎６２-１１１１
長和町役場　☎６８-３１１１

青木村役場　☎４９-０１１１
坂城町役場　☎８２-３１１１

※日程や詳細については、上記市町村（観光課）等へお問い合わせください。

開　催　日 イベント名（開催場所） 内　　容
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清浄園の肥料販売について図書館情報ネットワーク（愛称：エコール）
からのお知らせ

上田地域広域連合からのお知らせ
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情報公開・個人情報保護
制度の開示結果について
① 情報公開制度
 開示請求件数 １件
 　（施設の防火管理・指導改善報告等に関する開示請求）
 開示件数 １件
 　（部分開示及び不開示）
② 個人情報保護制度
 開示請求件数 ０件

養護老人ホーム報恩寮の
皆さんにより

大星斎場内の草取りなどを
していただきました。
紙上をもちまして

厚く御礼申し上げます。

あたたかい心

（平成２１年２月末現在）

●

至下諏訪町

久保の大しだれ桜 至
旧
長
門
町和田中

和田小
〒

町役場和田庁舎

至
上
田
市
真
田
町

上
信
越
自
動
車
道 祢

津
小

城前
集会場
●

（車通り抜け×）

西宮●
公民館　

●案内表示あり

上
信
越
自
動
車
道

坂城I.C

至上田市

至千曲市

坂城I.C
入り口

18

坂城中

152

至大屋至塩田

あさつゆ●
総合体育館
●

●丸子地域
　自治センター

至長和至鹿教湯

宝蔵寺

山道を通るため、
ところどころカー
ブがきつい場所が
あります。
お気をつけてお越
しください。

area U.E.D.A

●上田市●東御市●青木村●長和町●坂城町上田地域広域連合広報紙 町●坂城町

Vol.30
2009年4月

●上 市●東御市●青木村●長和上田地域広域連合広報紙

V

22うえだ広域
　春の代表的なものの一つである「桜」。上田地域にも桜
の名所は数多くありますが、同じ桜でも昼間、夕方、ライト
アップされた桜では、それぞれ違った顔が見え、情緒も
様々です。今回ご紹介する桜は、各市町村から情報をいた
だき掲載しました。名所、隠れた名所と色々ありますが、桜
を見て春を体感してみてはいかがですか？

春 代表的 「桜」上 地域 桜

上田地域も春らん漫！！
名所、隠れた名所の桜で感じる春

●世帯数：61,817世帯
●人　口：160,362人
●面　積：552.00㎢

●世帯数：11,472世帯
●人　口：31,976人
●面　積：112.30㎢

●世帯数：2,667世帯
●人　口：7,218人
●面　積：183.95㎢

●世帯数：1,733世帯
●人　口：4,854人
●面　積：57.09㎢

●世帯数：5,787世帯
●人　口：16,278人
●面　積：53.64㎢

上田市
東御市

長和町

青木村

坂城町

※各市町村広報紙 4月号掲載数。

発行▶上田地域広域連合 企画課 〒386‐0404  長野県上田市上丸子1612 印刷▶株式会社アオヤギ印刷
 TEL:0268‐43‐8818　FAX:0268‐42‐6740 
 E-mail:webmaster@area.ueda.nagano.jp※次号は7月発行予定です。

http://www.area.ueda.nagano.jp/ http://www.ueda-trenavi.jp/

環境にやさしい大豆インクを使用しています
●再生紙を利用しています

クリッ
ク

上田地域のトレッキング場所は
「トレッキングナビ」で検索！

ようこそ上田地域広域連合の
ホームページへ

広域連合議会2月定例会開催

消防署からのお知らせ

上田創造館イベント情報　

上田地域のごみ問題を考える

介護認定の訪問調査について 

地域医療の取組状況について

ふるさと市町村圏基金について

上田地域イベント情報、お知らせ

広域連合からのお知らせ
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上田地域合計
●世帯数：83,477世帯
●人　口：220,688人
●面　積：958,98㎢

桜の場所●長和町和田久保
地区　見どころ●中山道和
田宿から徒歩で10分ほど
行ったところに、樹齢およそ
400年の大枝垂桜がある。
（周辺駐車場ありません）

桜の場所●御堂川桜並木
見どころ●川沿い約７００ｍ
の桜並木。昼間はもちろん
夜は提灯に照らされた幻想
的な美しさが楽しめます。

桜の場所●祢津城山
見どころ●地域の里山である「祢津城山」
一帯の自然環境整備として、祢津地区活性化研究委員会と西宮区民などが協働
で桜の苗木の植栽や遊歩道の整備などを平成19年度から行っています。祢津城
山史跡「さくら祭り」は4月18日㈯に城山山頂で開催します。10時開会、狼煙の実
演、だんごの配布などを行います。多くの皆さんのお越しをお待ちしています。

祢津城山史跡「さくら祭り」
東御市

桜の場所●上田市丸子龍洞山宝蔵
寺　岩谷堂
見どころ●樹齢800年の名木「義仲
桜」は必見。100本桜も見どころ。信
濃三十三観音霊場、中部四十九薬師
霊場の札所でもり、木曽義仲が戦勝
祈願したと伝えられている。

義仲桜
上田市丸子

桜の場所●青木村沓掛地区
見どころ●色鮮やかな桜と鯉のぼりの情緒。
季節感あふれる風景が皆様をお迎えします。

桜とこいのぼり
青木村

久保の大しだれ桜
長和町

祢津城山史跡

御堂川桜並木
坂城町

御堂川
御堂川
桜並木

143 至
上
田

青木村役場
●

●リフレッシュパーク
　あおき

♨沓掛温泉
桜の場所

至
筑
北
村

P

① 5月31日までに住宅に設置が義務化さ
れているのは「○○○○○○○○」です。

② 広域連合では、親子ふれあいトレッキン
グをはじめ、「ふるさと○○○○○○」
の運用益を活用したソフト事業を数多
く実施しています。

クイズに答えて上田地域の特産品を当てよう！
　読者の皆さんに地元特産品の味を知

ってもらうため、クイズに正解した方の

中から、抽選で５人の方に上田地域の特

産品をプレゼントします。

【応募方法】
はがきに、①2つのクイズの答え、②住所、③氏名、④年齢、⑤

電話番号⑥広報紙の感想をご記入のうえ、4月24日㈮必着で
応募してください。たくさんのご応募お待ちしております。

【応募先】
〒386-0404　上田市上丸子1612
上田地域広域連合「広報紙ふるさとプレゼント」宛
当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます。

いただいた個人情報は商品の発送のみに使用します。

（提供：上田地域観光協議会）

問題（ ）広報をよく読んでね！

○には1字が入ります

● 突然の贈り物に本当にビックリしました。懸賞は好きであちこちへ出していますが、当たったことはほとんどありませんで

した。特産品のプレゼント、ありがたくいただきます。（上田市：I様）

● 中を開けて「そういえばクイズに出したっけ！」改めてうれしさにホッとしました。早速、巨峰ジュースで乾杯し、立派なくる

みを金づちで割り、贅沢に口にほおばりました。素晴らしい贈り物、本当にありがとうございました。（上田市：O様）

　広報1月号の答えは、①上田地域広域連合のH19歳出決算

額は『約　　 億円』となりました。②心肺機能が停止した場
合、心臓は『　　　　 』を起こしていることが多い。でした。
応募総数237通の中から、5人の方に、東御市の特産品として、

「えごまのくるみ味噌、巨峰ジュース、しなのくるみ（殻付きくる
み）」を盛り込んだ「東御市特産品（雷電くるみの里で販売中）」
をお送りしました。たくさんのご応募ありがとうございました。

当選者の
喜びの声

上田地域広域連合からのお知らせ

うえ だ 広 域 連 合 広 報 紙Ｑ＆Ａ
※広域行政モニターさんから寄せられた広報紙（1月号）のご質問に対する回答の一部について掲載します。

Ｑ１ ▶ 歳入－歳出＝差額（2億6,931万円）は将来の為に積み立てられるのですか？
Ａ１ ▶ 歳入と歳出の差引残高については、翌年度への繰越金となります。
  （ちなみに、H19年度決算状況での繰越金は、2億3,161万円です。）

Ｑ2 ▶ 歳出の特別会計の消防費が前年度より多くなっていますがなぜでしょうか？
Ａ２ ▶ 平成20年度の消防特別会計予算については、消防緊急通信指令装置の改修や依田窪南部
  消防署高規格救急自動車の更新等の臨時的経費により、前年度と比較して増額となりました。

Ｑ３ ▶ トピックス記事で北海道の渡辺さんがなぜ「shinshuueda（信州上田）」と名前ををつけてくれたのですか？
信州上田との関連を教えてください。

Ａ3 ▶ 簡単にご説明致しますと、小惑星ハンターの渡辺さんと上田地域には直接的な関わりはありませんが、上田創
造館長さんとは天文学を通じて15年以上の交友関係があり、創造館主催の「子ども未来21事業」の中で子ど
もたちに宇宙や天文学への関心となるものを模索していたところ、ハンターの渡辺さんのご好意により、こう
した話に展開したものであります。トピックスでは、スペースの関係から、説明を割愛させて頂きました。

5 1
心室細動

◀ライトアップされた
　義仲桜
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