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　やわらかな春風に誘われて、次々と緑が芽吹きはじめ
る４月。小鳥のさえずりも賑やかに、上田地域にもようや
く花のたよりが届く頃となりました。皆さんの身の回りで
も可愛らしい草花が顔を見せ、心を和ませてくれているこ
とでしょう。
　今回は「上田地域花だより」と題し、各地域の花の名所
をご紹介します。パステルカラーに彩られた春のキャンバ
スを巡って、さあ出発！

上田地域　花だより

●世帯数：63,024世帯
●人　口：158,897人
●面　積：552.00㎢

●世帯数：11,554世帯
●人　口：31,365人
●面　積：112.30㎢

●世帯数：2,671世帯
●人　口：6,902人
●面　積：183.95㎢

●世帯数：1,755世帯
●人　口：4,738人
●面　積：57.09㎢

●世帯数：5,866世帯
●人　口：15,867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。
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上田地域合計
●世帯数：84,870世帯
●人　口：217,769人
●面　積：958,98㎢

古塔と枝垂桜
大法寺では４月２１日に大般若祭が開かれます。毎年この時季は桜が満
開。祭前夜はライトアップされた夜桜を背景に、三重塔が大変美しい佇
まいで我々を魅了します。大般若祭でふるまわれる甘茶を味わいなが
ら、歴史のロマンを感じてみませんか。

前山寺三重塔

さかき千曲川
バラ公園

名所の優美な藤　
独鈷山の麓で、塩田平を見渡せる位置にある前山寺。国の重要文化財
に指定されている三重塔は、「未完成の完成塔」と呼ばれ、のびやかで
調和のとれた美しさが特徴です。例年５月中旬から下旬にかけて、独鈷
山と三重塔を背景に咲く大きな藤の花を見ることができます。

恒例のばら祭りは６月２日から！
２５０種２０００株のばらを楽しめる「さか
き千曲川バラ公園」。ばらの見頃にあわ
せて開催される「ばら祭り」には毎年約
４万人が訪れます。今年の「ばら祭り」は
６月２日㈯～17日㈰に開催。ばらの彩り
と香りを楽しみに、ぜひご来園ください。

湯の丸高原

湯
遊
パ
ー
ク

山いっぱいに広がる
レンゲツツジ
６月中旬から見頃を迎える湯の丸高原
のレンゲツツジ。湯ノ丸山のレンゲツツ
ジ大群落は、国の天然記念物に指定さ
れています。満開時、山肌いっぱいに
広がるレンゲツツジは、まるで山に敷
かれた朱色のじゅうたんのよう。毎年、
このレンゲツツジ大群落を見ようと約
20万人の観光客が訪れます。

東御市
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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
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花見風呂はいかが？
国道２５４号線、和田宿ステーション奥の山裾。桜に囲まれた湯遊パークがあります。
見ごろとなる４月下旬には、マレットゴルフ等の運動施設も営業を開始。一汗かい
た後は「ふれあいの湯」の露天風呂でゆっくり花見を楽しんではいかがですか！

広域連合議会定例会
消防本部からのお知らせ
介護認定調査員募集
上田創造館イベント情報
ふるさと市町村圏基金
運用益を活用した事業
はやぶさ天文講演会
クリーンセンター・清浄園
放射性物質濃度測定結果
ダイオキシン類測定結果
ペット火葬
クイズに答えて特産品を当てよう
うえだ地域歳時記
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2012年4月～6月歳時記

今回掲載しきれなかったイベントについては信州うえだ観光NAVI（http://www.ueda-trenavi.jp）で紹介しております。ぜひご覧ください。

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 青木村役場 ................... ☎４９-０１１１
長和町役場....................☎６８-３１１１ 坂城町役場....................☎８２-３１１１ ※詳細は、各市町村へお問い合せください。

1日㈰～５月６日㈰

６日㈮～２２日㈰

６日㈮～２２日㈰

６日㈮～５月６日㈰

８日㈰

１４日㈯

１４日㈯・１５日㈰

１４日㈯～６月３日㈰

15日㈰

１５日㈰

１５日㈰

中旬

２０日㈮

２１日㈯

２２日㈰

２２日㈰

２５日㈬

２９日㈰

２９日㈰

３日㈭・４日㈮

５日㈯

１２日㈯

13日㈰

中旬

１９日㈯

２０日㈰

２６日㈯・２７日㈰

２６日㈯～７月16日㈪

２７日㈰

1日㈮～３日㈰

２日㈯～17日㈰

９日㈯・１０日㈰

中旬

中旬～７月上旬

第3回全国つるし飾りまつりin別所温泉（上田市：あいそめの湯、別所温泉駅など）

上田城千本桜まつり（上田市：上田城跡公園）

上田城千本桜俳句会（上田市：上田城跡公園周辺、市内観光施設などに投句用紙設置）

特別企画展「真田幸村と十勇士」（上田市：池波正太郎真田太平記館）

アーティスト野外ライブ（上田市：上田城跡公園芝生広場）

上田城千本桜まつり・遊芸の宴（上田市：上田城跡公園内特設野外ステージ）

春の信州上田　うまいもん大集合!!（上田市：上田城跡公園）

純粋なる静寂　犬塚勉展（東御市：梅野記念絵画館）

湯の丸スノーボード大会（東御市：湯の丸スキー場）

第8回桜コンサート（上田市：上田城跡公園芝生広場）

一心様の火渡り・刃渡り（上田市武石：一心神社）

松尾神社相撲大会（長和町：長和町長久保松尾神社境内）

ビーナスライン開通（長和町：長和町和田峠～美ヶ原台上）

みどりの祭（東御市：道の駅雷電「くるみの里」）

鹿教湯文殊堂春祭り（上田市丸子：鹿教湯温泉・文殊堂）

上田城太鼓まつり＜ジュニア編＞（上田市：上田城跡公園芝生広場）

美ヶ原高原開山祭（上田市武石：美ヶ原高原美しの塔山本小屋ふるさと館）

東町歌舞伎公演（東御市：祢津東町歌舞伎舞台）

第30回上田真田まつり（上田市：上田城跡公園、中心市街地）

こどもウィーク2012（上田市：マルチメディア情報センター）

第41回うえだこどもまつり（上田市：上田城跡公園）

東御市子どもフェスティバル（東御市：東御市中央公園一帯）

こどもフェスティバルinびんぐし（坂城町：びんぐしの里公園）

天神山つつじ祭り（長和町：長久保宿一福処濱屋）

第4回別所線と走ろう、歩こう!!ラン＆ウォーク（上田市：アリオ上田～上田駅～別所温泉あいそめの湯）

百体観音ふれあいウォーク（東御市：中央公園～八十番観音）

長門牧場祭（長和町：長門牧場）

画家小松美羽・ふるさと坂城を描く～神ねずみと唐ねこさま（坂城町：鉄の展示館）

美ヶ原牧場放牧祭り（上田市武石：美ヶ原高原塩くれ場）

信州ルネッサンス２０１２（上田市丸子：信州国際音楽村）

第７回ばら祭り（坂城町：さかき千曲川バラ公園）

岩崎元郎と歩く春の中央分水嶺トレイル（長和町：長和町大門鷹山周辺）

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）

湯の丸高原つつじまつり（東御市：湯の丸高原つつじ平）

開　催　日 イベント名（開催場所） 内　　容

4
月

5
月

6
月

酒田の傘福、稲取の雛のつるし飾り、柳川のさげもんも展示

観光物産展やステージイベント、夜桜ライトアップ

テーマは「城」「桜」「（上田）紬」。上田の春を俳句で表現しませんか

高橋まゆみ氏作「真田十勇士」人形等の展示

mahoroba、ＴＳＵＫＥＭＥＮ、三代目コロムビア・ローズなどが登場！

地域の文化・芸術団体などの「桜」や「城」をイメージした演奏や舞台

信州上田のご当地グルメが大集合。新メニューも登場！

全国を巡る一大遺作展の長野展として開催します

シーズン最後の大会にあなたもエントリー！

上田市内中学校吹奏楽部演奏会。上田市花「さくら」制定記念植樹も

行者による火渡り、刃渡り

午前11時より。子ども相撲、女子相撲、大人相撲

午後3時からビーナスライン全線がつながります

毎年恒例の苗木の無料頒布も行います

文殊菩薩様のご利益にあやかれる知恵の団子まき

上田市内の和太鼓団体を中心に太鼓演奏を披露

美ヶ原の安全を祈願して開山祭が行われます

伝統ある東町歌舞伎保存会、祢津小学校児童による歌舞伎上演

真田武者行列のほか真田軍VS徳川軍の決戦劇、鉄砲隊演武

ペーパークラフト、ビデオ上映会、体感ゲーム

クラフト、忍者体験、将棋、グランドゴルフ体験（予定）

芝生の上で思いっきり遊ぼう！ 楽しもう！

ステージイベントや出店など子どものためのお祭り

天神山のツツジの開花にあわせて、地区の文化活動を披露

別所線沿線をラン＆ウォーク。電車利用もＯＫ!!

百体観音をめぐる春のメインイベント。どなたでも参加できます

新鮮な牛乳やソフトクリームの無料配布や乳製品づくりの体験

坂城町出身の画家小松美羽さんの個展。本展用の新作も！

自然を楽しみながら放牧セレモニーや鹿肉のふるまい、もちつき

パフォーマンスステージ、講演会、はやぶさ関連映画の上映

ばらの見頃にあわせて開催。苗木や特産品販売も

岩崎元郎氏と春の中央分水嶺トレイルを歩きます

地元で採れた山菜の販売や天ぷらの無料サービス

緑の山を６０万株のツツジが真っ赤に染めます。イベントは24日㈰
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平成24年度

歳　入
42億242万2千円
［＋6,401万9千円］

平成24年度

歳　出
42億242万2千円
［＋6,401万9千円］

平成24年度

予算総額
42億242万2千円
［＋6,401万9千円］

①負担金・分担金
33億7,671万8千円

（80.4％）［△3,793万3千円］

特別会計
22億6,144万4千円

（53.8％）
［＋1億5,436万1千円］ 議会・総務管理・選挙・監査委員・社会福祉・老人福祉・保健衛生・清掃費

3億5,546万円（8.5％）［△673万2千円］

上田クリーンセンター費
4億7,669万2千円（11.3％）［＋56万7千円］

清浄園費 4億2,758万6千円
（10.2％）［△1億768万9千円］

東部クリーンセンター費
2億2,880万3千円
（5.4％）［＋5,546万8千円］

丸子クリーンセンター費
1億8,457万7千円
（4.4％）［△6,320万9千円］

大星斎場費 1億2,579万円
（3.0％）［＋2,757万1千円］

創造館費 9,748万3千円
（2.3％）［△839万7千円］

依田窪斎場費
4,458万7千円（1.1％）［＋1,207万9千円］

ふるさと市町村圏基金
特別会計
2,556万1千円
（0.6％）
［△74万7千円］

介護保険特別会計
2億1,488万3千円
（5.1％）
［＋545万4千円］

消防特別会計
20億2,100万円
（48.1％）
［＋1億4,965万4千円］

一般会計
19億4,097万8千円

（46.2％）
［△9,034万2千円］

※（　　）構成比
　［　　］前年度比較増減

●平成24年度の予算編成にあたっては、厳しい景気動向及び関係市町村の
財政状況等を念頭に置き、事務事業の必要性や効果等について見直しを図り、
予算の削減に努めました。
●一般会計及び３つの特別会計を合わせた全体の予算総額は、42億242万
2千円で、前年度と比較して1.5％、6,401万9千円の増額となりました。
　増額となった主な理由は消防車両の更新や、消防・救急無線のデジタル化な
どによるものです。

　2月15日から17日までの3日間、上田市丸子地域自治センター４階議場において、平成24年2
月上田地域広域連合定例会が開催されました。今定例会では、条例案１件、予算案８件、事件決議案
１件が可決され、報告事項１件が承認されました。

● 上田クリーンセンター焼却プラント修繕
 及び点検業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・180,000
● 清浄園施設修繕事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80,090
● 東部クリーンセンター焼却プラント修繕
 及び点検業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・135,700
● 丸子クリーンセンター焼却プラント修繕
 及び点検業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・73,000
● 大星斎場火葬炉等施設修繕事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48,060
● 創造館指定管理料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・90,665
● 依田窪斎場指定管理料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33,000
● 病院群輪番制病院運営事業等補助金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99,386
● 図書館情報ネットワーク事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35,400
● 資源循環型施設建設候補地に係る調査計画委託・・・9,167
● 老人福祉施設入居者居住費補助金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,895
● 広報紙発行事業（年4回発行）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,988
● 広域計画策定業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,011

■ 消防特別会計
● 消防車両の更新
 （上田南部署はしご車、上田中央署化学車等）・・・183,600
● 消防・救急無線デジタル化関連経費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41,725

■ 介護保険特別会計
● 介護認定審査会の運営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・76,581
● 介護認定調査業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60,450
● 介護相談員派遣事業（介護老人福祉施設等への
 定期訪問による入居者への相談業務）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,405

■ ふるさと市町村圏基金特別会計
● 医師の確保等の支援に関する事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,200
● 上田地域観光振興及び観光パンフレット作成事業・・3,300
● スポーツレクリエーション祭事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,000
● 科学少年団等人材育成支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,000
● 元気アップひろば事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000

一　　般　　会　　計 特　　別　　会　　計(単位：千円） (単位：千円）

主

　な

　事

　業

平成24年度当初予算のあらまし

①負担金・分担金▶事務事業ごとに規約
に定められている割合により構成市町
村が負担する金額です。

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諸収入▶預金利子や受託事業収入、収
益事業収入などです。

④ 連合債▶施設や設備の整備のために国
や金融機関などから借り入れる金額で
す。

⑤繰越金▶歳入歳出の差し引きにより、
生じる剰余金を前年度から今年度へ繰
り越す金額です。

⑥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。

⑦財産収入▶所有する財産の貸付や運用
等による収入です。

⑧繰入金▶広域連合が設置する基金の取
り崩しなどにより基金などから繰り入
れる収入です。

⑨ 人件費▶議員や委員の報酬、職員の給
料、諸手当など勤労の対価として支払
われる経費です。

⑩ 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。

⑪ 維持補修費▶広域連合が管理する施設
の修理など維持管理に係る経費です。

⑫ 普通建設事業費▶広域連合が管理する
施設の大規模改修、消防自動車の購入
などに要する投資的経費です。

⑬ 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。

⑭ 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。

⑮ 扶助費▶職員に係る児童手当及び子ど
も手当など社会保障制度の一環として
支出される経費です。

⑯ 貸付金▶医師研究資金貸与など資金の
貸付に要する経費です。

⑰ 積立金▶広域連合が設置する基金の積
み立てに充てる金額です。

⑱ 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
71.7
19.7
3.1
5.3
0.1

33億7,671万8千円
24億2,163万1千円
6億6,626万8千円
1億516万5千円

1億7,967万9千円
397万5千円

⑦財産収入 2,138万7千円
（0.5％）［△470万4千円］

⑧繰入金 485万3千円
（0.1％）［△160万2千円］

⑤繰越金
6,620万円
（1.6％）［△50万円］

⑥国庫・県支出金
6,359万9千円
（1.5％）［＋250万8千円］

②使用料・手数料
3億2,792万8千円（7.8％）
［＋1,703万4千円］

③諸収入
1億9,513万7千円
（4.6％）
［△4,238万4千円］

④連合債
1億4,660万円
（3.5％）
［＋1億3,160万円］

⑨人件費
21億1,234万円
（50.3％）
［△3,793万3千円］

⑰積立金
222万7千円（0.0％）

［△12万8千円］

⑮扶助費
2,682万5千円（0.6％）
［△312万7千円］

⑭公債費
1億3,030万2千円（3.1％）
［△1億7,794万9千円］

⑪維持補修費
3億8,070万9千円
（9.1％）
［＋7,110万3千円］

⑩物件費
11億2,663万4千円（26.8％）
［＋5,381万2千円］

⑫普通建設事業費
2億5,417万2千円
（6.0％）
［＋1億8,699万8千円］

⑬補助費等
1億3,351万3千円
（3.2％）
［△639万9千円］

⑱予備費
2,770万円（0.7％）

［+50万円］

⑯貸付金
800万円（0.2％）
［±0円］

2月定例会
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● 依田窪斎場の指定管理者の指定について
 　依田窪斎場の指定管理者の指定管理協定期間が平成24年３月に満了することに伴い、新たに平成24年４月か
らの指定管理者が指定されました。
　　【指定管理者となる団体】 株式会社信州さがみ典礼
　　【指定の期間】 平成24年４月１日から平成27年３月31日まで

事 件 決 議 案

● 専決処分した上田南部消防署高規格救急自動車の
購入の承認について

 　上田南部消防署高規格救急自動車の購入にあた
り、専決処分により契約を締結したことについて承認
されました。購入予定価格が議決を要する契約です
が、議会前に契約を締結する必要があったため、平成
23年10月21日開催の議会全員協議会において事
前に承認を得たうえで専決処分を行ったものです。

　【契約金額】 30,985,500円
　【契約の相手方】 長野トヨタ自動車株式会社
  上田店

報 　 告
　上田地域広域連合議会議員のうち長和町議会選出
議員1人の改選がありました。新たに選出された議員の
お名前と所属委員会は次のとおりです。（敬称略）
●保健福祉委員会　　原田　恵召

長和町議会選出議員

　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23年度定
期監査が平成23年11月24日㈭に行われました。

　平成23年度上半期（4月1日～
9月30日）における財務に関する
執行状況、とりわけ契約業務が適
正かつ効率的に執行されたかに
主眼を置き、1件100万円以上の
修繕料、委託料、工事請負費や備
品購入費について、監査を実施し
ました。

　平成２3年度中に、開示請求をいただいた結果についてお知らせします。
 １ 情報公開制度 開示請求件数 １件　　開示件数 １件（部分開示）
 ２ 個人情報保護制度 開示請求件数 １件　　開示件数 １件（部分開示）

（平成２4年２月末現在）

平成23年度定期監査の結果

情報公開・個人情報保護制度の開示結果

● 上田地域広域連合手数料条例中一部改正について
 　「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」の一部改正に伴い、「上田地域広域連合手数料条例」の一部改正を
行いました。改正の内容は、消防法の規定により審査手数料を徴収する事務のうち、危険物の製造所、貯蔵所の設置
の許可に関する事務の一部を改めたものです。

条 例 の 一 部 改 正
平成 2 2年度 2月補正予算

歳入

歳出

市町村負担金の減額、使用料及び手数料の減額、繰越金確定による増額等

給与改定に伴う人件費の減額、老人福祉施設入居者居住費補助金の減額等

一般会計補正予算（第２号）

歳入

歳出

雑入の減額

広域的な課題に関する調査研究事業の先進地視察費等の減額

ふるさと市町村圏基金
特別会計補正予算（第１号）

歳入

歳出

市町村負担金の減額、繰越金確定による増額

人事異動に伴う人件費の増額、要介護認定システムリース料の減額等

介護保険特別会計
補正予算（第２号）

歳入

歳出

市町村負担金の減額、繰越金確定による増額等

共済費改定に伴う人件費の増額、燃料費値上げ等に伴う需用費の増額、
消防広域化研究協議会負担金の減額等

消防特別会計補正予算
（第２号）

一　　般　　会　　計

特　　別　　会　　計

2,250,576

2,157,637

33,575

207,316

1,916,746

4,408,213

△ 9,163

3,163

△ 162

363

2,962

△ 6,000

2,241,413

2,160,800

33,413

207,679

1,919,708

4,402,213

2,631,235

1,955,121

41,428

207,637

1,706,056

4,586,356

△ 14.8

10.5

△ 19.3

0.0

12.5

△ 4.0

補正前予算額
（10月補正後） 2月補正額 補正後予算額

前年同期
予算額

対前年増減率
（％）

（単位：千円）

合　　　　計

ふるさと市町村圏基金特別会計

介護保険特別会計

消防特別会計

● 補正予算の主な内容

平成 2 3年度 2月補正予算

一般会計補正予算（第２号）

 市町村負担金の減額、繰越金確定による増額など

 老人福祉施設入居者居住費補助金減額、単価上昇に伴う東部クリーンセンター燃料費の増額など

ふるさと市町村圏基金特別会計補正予算（第１号）

 基金積立金利子収入の減額

 複写機使用料の減額

介護保険特別会計補正予算（第２号）

 市町村負担金の減額、繰越金の確定による増額など

 通信運搬費及び複写機使用料の増額など

消防特別会計補正予算（第２号）

 市町村負担金の減額、繰越金確定による増額など

 採用予定職員1名減に伴う人件費の減額、車両修繕費の増額など

一　　般　　会　　計

特　　別　　会　　計

2,046,391

2,116,141

26,308

208,963

1,880,870

4,162,532

40

△ 842

△ 14

2,198

△ 3,026

△ 802

2,046,431

2,115,299

26,294

211,161

1,877,844

4,161,730

2,241,413

2,160,800

33,413

207,679

1,919,708

4,402,213

△ 8.7

△ 2.1

△ 21.3

1.7

△ 2.2

△ 5.5

補正前予算額
（10月補正後） 2月補正額 補正後予算額

前年同期
予算額

対前年増減率
（％）

（単位：千円）

合　　　　計

ふるさと市町村圏基金特別会計

介護保険特別会計

消防特別会計

● 補正予算の主な内容

歳入

歳出

歳入

歳出

歳入

歳出

歳入

歳出

●概要
　財務に関する執行状況、とりわけ契約事務については、適正に執
行されていると認められますが、次の点について留意の上、適正な
事務処理に努めてください。
（1） クリーンセンターの運転管理業務委託において、年々委託料が増

加している事例が見受けられます。３施設がさらに連携をとりなが
ら、適正な価格設定に努めてください。

（2） 上田クリーンセンターのダイオキシン類等測定業務委託をはじめ、
数年間低落札率となっている事例がありますが、現状に沿った予
定価格の設定に向け、調査、研究に取り組んでください。

（3） 特殊な業務において、契約相手が特定業者に限定される場合で
あっても、今までの業務内容を検討するとともに、できる限り他の
複数業者からも見積を徴するなど多くの資料を参考とし、予定価
格の設定を行ってください。

（4） 落札率が100％の事例がありますが、業者選定にあたっては、
今まで以上に多くの業者の参加により競争性が発揮できるよう配
慮してください。

●監査の結果

議会、監査、情報公開などに関するお問い合わせ先：上田地域広域連合事務局 総務課 ☎43-8811

2月定例会
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　信州うえだ農業協同組合様の格別な働きかけにより、全国共済農業協同組合連合会長野県本部様
から当消防本部に高規格救急車が寄贈されました。
　平成２４年２月８日に消防本部において受入式を行い、寄贈された車両は川西消防署へ配備しました。
　高規格救急車は、救急救命士による高度な処置が行える資機材とスペースが確保されている特別
な救急車です。
　今回導入された車両は、最新鋭の車体と救急資機材を備えています。

　平成２３年中の当消防本部管内の救急車の出動件数は８，８２７件で、過去最多を記録しました。

救急出動件数8,827件、過去最多

平成２３年救急出場件数（前年比）

過去５年間の救急出場件数の推移
9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

（件）

平成20年平成19年 平成21年 平成22年 平成23年

7,926 8,172
7,713

8,191
8,827

救急出場件数は上田地域広域連合消防本部が
管轄している８消防署の合計です。

平成２３年

平成２２年

比　　較

 ８，８２７件 （速報値）

 ８，１９１件

 ６３６件

どんな症状の人が救急車を
利用しているの？ 
 

１日平均約２４件の割合で救急車が出場しています。   
   

急病
約58％

転院搬送
約16％

一般負傷
約13％

交通
約9％

その他 約4％

　平成23年中の当消防本部管内の火災件数は94件で、前年の60件に比べ34件と
大幅に増加しました。約3.9日に1件の火災が発生していることになり、過去10年間
で最多の火災件数となりました。火災となった原因の上位3つについて説明します。

火災件数94件、過去10年間で最多

　春先は空気が乾燥し、風が強い日が続きます。
枯れ草等が燃える火災などの多くは、この時期に
集中しています。そんな中、たき火の不始末から
建物や山林へ燃え広がってしまうケースがありま
す。一人ひとりの火の取扱いに対する“ちょっとし
た不注意”が原因となっています。
　たき火をする時はもう一度、次の事項に十分
注意して、火災を起こさないようにしましょう。

門扉や車庫、物置などの施錠の徹底や感知式の照
明器具をとりつけるだけでも効果がある場合があり
ます。

放火・放火の疑い（13件）2位

たき火の不始末（16件）1位

たき火を始める前の注意
●周囲に燃えやすいものがない場所で行いましょう。
●乾燥注意報等が出ているときや、風の強いときはやめましょう。
●水バケツ等による消火の準備をしましょう。
●たき火を実施する場合は管轄消防署へ連絡や届出をしましょう。

たき火をしているときの注意
●火が消えるまで、その場を離れないようにしましょう。
●子供だけでは絶対にたき火をさせないようにしましょう。
●火の粉が飛ばないように少しずつ燃やし、着衣着火、やけど等に注意しましょう。

たき火が終わった後の注意
●再び燃え出さないよう完全に火が消えたことを確認しましょう。

● 家の周りに可燃物を放置
しない

● 定期的にごみ集積場所の
清掃を行う

● 新聞や郵便物等はこまめ
に取り込む

知らぬ間に家具などで電気配線を踏みつけていて、配
線に負荷がかかり火災になることもあります。電気配
線やコンセント付近の点検を定期的に行いましょう。

電気関係（機器・配線など）（12件）3位
● タコ足配線はしない。
● コードを束ねたまま使用
しない。

● 普段使用しない電気製
品のコンセントは抜いて
おく。

山林火災の様子

高規格救急車が寄贈されました

安全性が向上した車体で揺れの少ない走行が可能 従来の高規格救急車の後部の患者室に比べ、長さ４
５０ｍｍ、幅５０ｍｍ広くなり、救急活動がしやすい内
部構造
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●応募資格 ： ①正看護師又は介護支援専門員の資格を有する者
  ②普通自動車第1種免許を有する者
●業務内容 ： 上田地域を中心に介護保険の申請者の自宅や病院などを訪問

して、心身の状況などについて聞き取り調査をし、書類を作成
します。

●勤務時間 ： 午前9時から午後4時まで
  休日は土、日、祝日、年末年始。
●雇用形態 ： 嘱託職員（雇用保険、健康保険、厚生年金保険加入）
●募集期間 ： ４月２０日㈮まで
●応募方法 ： 事前連絡のうえ、履歴書、資格証と運転免許証の写しを介護障

害審査課へ直接持参してください。
●採用人数 ： 若干名

●お問い合わせ先

上田中央消防署 .............☎26-0019
川西消防署.....................☎31-0119
東御消防署.....................☎62-0119

上田南部消防署 .............☎38-0119
丸子消防署.....................☎42-0119
依田窪南部消防署..........☎68-0119

上田東北消防署 .............☎36-0119
真田消防署.....................☎72-0119
火災・救急・救助等出動要請は☎119

上田地域広域連合消防本部　　総務課 ・ 警防課……☎26-0119　　予防課……☎26-0029

　突然目の前で人が倒れたら、戸惑ってしまいますよね？でも一度練習しておけば、その経験
と勇気が、人の命を救うきっかけになるのです。付近に居合わせた人が応急手当をすることで
救命率が格段に向上します。万が一のときのために救命講習を受講してみませんか。  

救命講習のご案内

4月28日土
5月26日土
6月23日土
7月28日土
8月25日土
10月27日土
11月24日土
12月22日土
1月26日土
2月23日土
3月23日土

開催日 担当消防署
東御消防署

依田窪南部消防署
上田中央消防署 
上田南部消防署 
上田東北消防署 
川西消防署
丸子消防署
真田消防署
東御消防署

依田窪南部消防署
上田中央消防署

講習時間・申し込み方法

平成24年定期普通救命講習会日程

※開催日については変更する場合があります。
※団体等で受講される場合は、最寄りの消防署へご相談ください。

講習時間●午後2：00～5：00
会場●最寄りの消防署へお問合せく
ださい。
内容●心肺蘇生（ＡＥＤを含む方法）を
中心にした内容です。
申し込み方法●受講日が決まりまし
たら、最寄りの消防署へ申込書を提出
してください。
申込書は上田地域広域連合ホーム
ページにてダウンロードができます。
http://www.area.ueda.nagano.jp
講習費用●無料

　９月には、救急医療週間にあ
わせて上級救命講習会を開催し
ます。こちらは８時間の講習とな
ります。詳細は、最寄りの消防署
へお問合せください。

乙種防火管理者新規資格取得講習会のご案内

区　分

用　途

建物全体の
延べ面積

建物全体の
収容人員

選任資格

甲 種 防 火 対 象 物

特定防火対象物

300㎡以上 500㎡以上 300㎡未満 500㎡未満

10人以上 30人以上 50人以上 30人以上 50人以上

甲種防火管理者 甲種又は乙種防火管理者

非特定防火対象物 特定防火対象物 非特定防火対象物

乙 種 防 火 対 象 物

不明の場合は、消防本部予防課へお問い合わせください。

乙種防火管理者新規資格取得講習会を受講される方は、事前に選任される
防火対象物の規模や収容人員などの実態を確認しておきましょう。

講習予定日 ● 平成24年7月6日金 午前9時から午後4時まで
講 習 場 所 ● 東御市総合福祉センター
講 習 受 付 ● 講習日の１ヶ月前から消防本部予防課・東御・丸子・
  真田・依田窪南部各消防署で行います。
講　習　料 ● 上小防火管理者協議会会員3,000円、非会員4,500円

　火災を未然に防止し、火災による被害の軽減をはかるためには、すべての建物で自主的に防火管理が適正に行われ
る必要があります。消防法では、一定規模以上の建物などの管理について権限を有する者（所有者、管理者など）に対
し、防火管理者を定め、消防計画に基づいて防火管理上必要な業務を行うよう義務付けています。

防火管理制度とは

　消防法により一定規模以上の建物を防火対象物といいます。百貨店、旅館、
地下街などの不特定多数の人に利用される建物や病院、老人福祉施設、幼稚園
など災害弱者を収容する施設を特定防火対象物、特定防火対象物以外の工場、
事務所、共同住宅などを非特定防火対象物と区分しています。

防火対象物には

1. 特定防火対象物で、認知症高齢者グループホームなどの
 収容人員10人以上の対象物
2. 特定防火対象物で、収容人員30人以上の対象物
3. 非特定防火対象物で、収容人員50人以上の対象物

防火管理者が必要となる防火対象物

防火管理者の資格

自力避難困難者が
入居している小規
模施設

自力避難困難者が
入居している小規
模施設を除く特定
防火対象物

非特定防火対象物

自力避難困難者が
入所している小規
模福祉施設を除く
特定防火対象物

非特定防火対象物

お問い合わせ先：介護障害審査課 ☎43-8813
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6月一年間いきいき活動してみませんか？ 対象者は上田地域にお住まいの方、もしくは
勤務されている方が対象となります。

※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

子どもは天才講座
絵画・造形教室

サンデー・サイエンス 大人の科学体験クラブ

募集期間：4月15日㈰～4月30日㈪（9:00～17:00）

●対象／幼児（2歳）から未就学児（必
ず親子で参加してください）●募集人
員／25名（先着）4月15日㈰ 9:00か
ら受付開始
●会費／年間2,000円●活動／5月
～１２月、3月発
表会（主に第3
土曜日10:00
～11:30）●講
師／上田地域
で創作活動を
行っている作
家の皆さん。

●対象／高校生以上●募集人員／
25名（先着）●会費／年間3,000円
（材料費別途）●活動／活動日は、毎
月一回●昨年の活動例／放射線検
出器製作、筑波大学菅平実験セン
ターでの菌類採集と観察、採取した
天然酵母でパン作りなど

●対象／中学生●募集人員／25名
（先着）●会費／年間2,000円●活
動／5月～3月（主に第3日曜日）●昨
年の活動例／写真の画像処理、ラジ
オ作り、エンジン組立て、ペンシルロ
ケット発射実験など

4月
　　　　 切り絵教室
きり絵の基礎から学ぶ
5月9日㈬、23日㈬、6月6日㈬、20
日㈬、7月4日㈬（5回コース） 9:30
～11:30●会場／２Fコミュニティ
ホール（小）●参加費／1,000円
●定員／先着15名●電話などで
申し込み受付中（随時）。

参加無料プラバンのアクセサリー作り
4月21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る●対象／
小中学生（保護者同伴。小学生高学年以上なら
子どもだけでも可）●定員20名●4/18㈬までに
お電話などで申し込み●持ち物／プラバンにす
る絵やイラストがある人は持参。

参加者募集

5月
第24回農民美術作品展
5月11日㈮～17日㈭ 9:30～16:30（17日は16:00まで）
●会場／2F美術館●内容／素朴で
ぬくもりのある伝統工芸作品を展示
します。
◆木彫り体験コーナー
各回5名　5/12㈯・13㈰
10:00～12:00、13:30～15:30
参加費1,000円（材料費）

第40回記念東信美術展
5月13日㈰～20日㈰　9:00～17:00
（20日は16:00まで）●会場／１F文化
ホール●入場料／大人400円、小中学
生・学生・身障者・高齢者（75歳以上）
は無料●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美術会事務
局へお問い合わせください。（和方
090-4713-6876）

ノボリ虫君づくり
　　　　 5月19日㈯ 
9:30～11:30●会場／4F科学実験室●内容
／なぜ？不思議な生き物(?)ノボリ虫君のお
もちゃを作ります。●対象／小中学生とその
保護者対象（小学校高学年以上なら子供だ
けでも可）●定員20名●5/16㈬までにお電
話またはFAXでお申し込みください。

入場無料

「春の星空と星の身体測定」

ゴールデンウィーク（4月28日㈯～5月6日㈰）
プラネタリウム特別無料投影

星の一生をわかりやすく解説。最初はガスやちりの集まりの
中から生まれてきた星はどうやって大きくなるのかな？

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・青木村の小中学生と保護者（小中学生1名につき保護者1名）は無料

臨時休館日のお知らせ 6月4日㈪は定期清掃のため休館させていただきます

陶磁展2012「花＆器」
6月15日㈮～24日㈰
10:00～17:00
●会場／2F美術館
●内容／東信地区の
陶芸家7名が、「花＆
器」をテーマに各自
ブースを作ります。6月
15日㈮上田地域の華
道家がテーマに沿った
花を生けます。

入場無料 モーターで動く模型を作ろう
6月23日㈯ 9:30～11:30
●会場／4F科学実験室●内容／モーターを
使って、動く車を作ります。●対象／小中学生
とその保護者●定員／先着２０名（小学校高学
年以上なら子供だけでも可）●6/20㈬までに
お電話などでお申し込み。

おもしろ・ふしぎ体験広場に
遊びに来ませんか？ 6月9日㈯ 13:30～15:30（毎月第2
土曜日）●会場／1Fエントランスホール●内容／いろい
ろな不思議を気軽に体験できるラボにお出かけください

 参加無料

 参加無料

※5/1・2 投影なし

参加無料 参加無料春の星座と神話
４月28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を知り、
おおぐま座こぐま座をはじめ、星座に
まつわる神話の世界を楽しみます。
●当日4F会場へお越しください。」

金環日食観察会
5月21日㈪ 6:00（早朝）～9:30 ●会場／屋上天体観測室●内容／「金環
日食」は、太陽の手前を月が横切るために、太陽の一部が月によって隠さ
れる現象です。勇壮な天文ショーを一緒に楽しみましょう。●どなたでも参
加できます。当日中庭で受付しますので直接会場へお越しください。
●食の始め▶6時20分05秒　●食の最大▶7時34分42秒
●食の終り▶9時01分29秒　※上田創造館地点

おかげ
さまで

開館25周
年おかげさ

まで

開館

25周年

昨年の展示より

プラネタリウムの番組案内

参加無料

鉄道フェスタ
WEEK

入場無料 鉄道写真展
5月1日㈫～6日㈰ 9:30～16:00
●会場／2F美術館●～真田・傍陽・丸子
線懐かしの写真展～当時のそれぞれの
村や町を回想できる、懐かしの写真や日
常品等を展示します。その時代にタイム
スリップし、ゆっくりとお過ごしください。

鉄道模型フレンドパーク
（Nゲージ運転会）
5月3日㈭・4日㈮ 10:00～15:00
●会場／1F文化ホール※車両の持ち込
みはできません

イベント

前回の展示より

ⒸGOTO

ⒸGOTO

講座の様子 ペンシルロケット発射実験の様子
菌類の
観察の様子

講座の様子

昭和38年当時の公園前駅（現上田市上田城跡公園）

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）

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等で
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。

4月
初心者 ●-即戦力となる-仕事に生かせる・勉学に生かせる!!
パソコン事務実務テクニックWord&Excel（週末コース)
4月14日㈯、15日㈰、21日㈯、22日㈰ 13:30～15:30
受講料4,000円　テキスト代別途2,100円（パソコンをお持込み可能）

特別講演会 ●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？
パソコンで生活いきいき！講座
4月16日㈪ 13:30～15:00　受講料無料
初心者 ●<パソコン基礎Step1>
文字入力上達教室
4月18日㈬ 9:30～12:00　受講料1,000円

5月
初心者 ●身近な題材を使って家計簿・名簿・健康管理表など
なるほど楽しいエクセル
5月7日㈪～6月6日㈬ 毎週月曜日（全5回）※最終日は水曜日 
9:30～12:00　受講料5,000円　テキスト代別途1,365円
初心者 ●音楽・写真で楽しさ広がる！
デジタル生活
5月11日㈮～6月8日㈮ 毎週金曜日（全5回）
9:30～12:00　受講料5,000円　テキスト代別途1,365円

6月
初心者 ●大人のぬり絵も体験！
［ゆめいろえのぐ］で暑中見舞いに挑戦！
暑中見舞い作りで習う ワード＆エクセル
6月7日㈭～7月5日㈭ 毎週木曜日（全5回）
9:30～12:00　受講料5,000円

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　☎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/

上田図書館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・祝日・整理日【12/28～1/4（年末年始）、1/10】
（直通）☎27-1758
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　国がふるさと創生を積極的に進めるため、地域の自立的な発展が見込まれる圏域を「ふるさと市町村
圏」として選び、選ばれた圏域は、「ふるさと市町村圏基金」を設置して、その基金の運用益（利子）によ
り地域振興の事業を行っています。
　上田地域は、上小地域ふるさと市町村圏として選ばれ、現在、上田市・東御市・青木村・長和町からの出
資金と長野県からの助成金の合計約１９億円を「ふるさと市町村圏基金」として積み立て、その運用益を
活用して、地域活性化、人材育成、地域医療対策、観光振興などを行っています。詳細、募集案内は、上田
地域広域連合ホームページ、チラシなどでご案内しますので、大勢の方のご参加をお待ちしています！

　スポーツを通じて、地域の交流を深め、喜び、感動を分かち合えるスポーツ
イベントを春夏秋冬4シーズンに合わせて、各地域で開催します。

　親子、家族で、あそびや運動をレクリエーション感覚で楽しみながら、異世代の交流
を深め、地域でお互いに声を掛けあえる住みよい環境づくりのお手伝いをします。

07月10日㈫
09月12日㈬
11月05日㈪
11月30日㈮

就園前のお子さんとその保護者リズムあそび
子どもの
体力づくり他

1歳未満のお子さんとその保護者
就園前のお子さんとその保護者

50組
50組
20組
50組

大人
200円
小人
100円

開 催 時 期内　容 参  加  対  象  者 場　　　所 募集人員 参加費
上田市：上田市丸子文化会館
上田市：上野が丘公民館
未　定
上田市：上田創造館文化ホール

春の部（ウォーキング）
夏の部（プール遊び）
秋の部（魚つかみ取り他）
冬の部（スケート）

5月20日㈰
7月14日㈯
9月09日㈰

平成25年1月12日㈯

無　　料

開  催  時  期内　容 参  加  対  象  者 場　　　所 参　加　費
東御市:中央公園～八十番観音
上田市：依田窪プール
青木村：総合グラウンド
上田市：市民の森スケート場

どなたでも
参加できます。

5月26日㈯
6月23日㈯
8月11日㈯
10月13日㈯
12月08日㈯

平成25年02月02日㈯

20 人

開  催  時  期 時　間内　容

10:00～15:00

13:30～16:30

参  加  対  象  者 場　所 募集人員 受 講 料

上田市
（上田創造館
ホール）

上田地域にお住まい
の方で、子育て支援や
世代間交流に関心の
ある方、地域づくりに
関わる方どなたでも。
※託児室あり

伝承遊びなど
を使ったコミュ
ニケーション
の取り方他

3,000円
（講座6回分の
傷害保険代、
教材費等）

　子育て支援はもとより、家族・仲間・地域など様々な人と人とのつながり、支え合いを
支援する方々のために、6回の講座を開講します。

　上田地域の専門医療の中心を担う信州上田医療センターの周産期（出産前後の時期）医療に
関係する勤務医師の確保と定着化のため、同院の産科または産婦人科、小児科、麻酔科の常勤
医師を対象に、医師研究資金の貸与と医師就労支援給付金（住居手当）の交付を行っています。

地域医療機能の維持などに対する支援

　上田地域の観光パンフレット「信州上田地域の旅 まち歩きガイドブック」、「信州上田地域トレッキングマップ」、
「ようこそ！ 長野上田地域へ（外国人用観光パンフレット）」を作成しています。

　各パンフレットはお近くの
市町村観光担当課・観光協会、
宿泊施設、日帰り温泉、道の
駅、上田駅観光案内所などで
お求めいただけます。

上田地域観光パンフレットの作成

●申込期間・時間：４月2日㈪～5月11日㈮　9:00 ～ 17:00
●申込方法：FAX、E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。）
●申込先：東信レクリエーション協会 ☎090-4461-5423　FAX:49-2379　Eメール:tou-rec@po14.ueda.ne.jp

　小惑星探査機「はやぶさ」ミッションの中心で活躍した科学者によるシ
リーズ天文講演会～チーム「はやぶさ」の挑戦～は今回が最終回。上田
市マルチメディア情報センターで世界初の試みである小惑星「イトカ
ワ」の地表からのサンプル採取を担当した矢野創さん（＝写真）の講演
を２月２５日㈯に開催しました。
　サンプル採取に使用されたサンプラーホーンの開発をはじめ、サンプ
ルを回収したカプセルが「はやぶさ」と共に地球に戻ってくるまでの苦難
の日々、採取したサンプルの研究が進み、謎に包まれていた小惑星の過
去、現在、未来が解明されつつあること、さらに太陽系の起源を知る手が

かりを得るために、世界に向けてサンプル研究の公募をしている状況など、専門的な分野であるにも関わらず、分か
りやすく、時にはユーモアを交えながらの講演でした。

はじめ

トピックス イトカワのかけらが語る星の起源
小惑星探査機「はやぶさ」シリーズ天文講演会

地域を
ひとつ

に！

お問い合わせ先：上田地域広域連合事務局 企画課 ☎43-8818

信州上田地域の旅 まち歩きガイドブック 信州上田地域トレッキングマップ ようこそ！ 長野上田地域へ

無料

東部湯の丸サービスエリアでの観光キャンペーンの様子

予告

受講者
募集

予告元気アップおさなごひろば
～地域が家族になるために～

支え合い絆づくりを応援するための
スキルアップ講座

スポーツレクリエーション祭２０１２

夏の部の様子

塩田公民館で行われた講座の様子

講座の様子

ふるさと市町村圏基金の
運用益を活用した事業を紹介します

矢野創（はじめ）さん

　観光地や首都圏などで、上田地域の観光PR、観光キャンペーンを行ってい
ます。

上田地域の観光振興

●上田創造館で子供から大人まで幅広い年代を対象に、天文、物理、化学な
どの科学を中心とした人材育成を行っています。
●広域連合ホームページにて最新の行政情報を地域の皆さんへお知らせし
ています。

その他に…
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※料金は、上田市、東御市、長和町及び青木村にお住まいの方が利用する場合です。

あたたかい心
　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。　大星斎場

大星斎場、
依田窪斎場では ペット火葬を行っています
ペットを家族の一員として暮らしている家庭が多くなっており、ペット火葬の件数も多くなっています。

①ご利用になる斎場に電話で予約の申込みをしてください。
　◆ 予約は先着順ですので、希望の日時に火葬できないことがあります。
　◆ 火葬方法は、単独火葬（お骨を持ち帰る場合または一匹で火葬を希望の場合）と、合同火葬（他のペットと一緒

に火葬する場合）がありますので、どちらかをお選びください。
　◆ 予約なしで来場された場合、予約状況によりペットを持ち帰りいただくことがあります。
②ペットは、バスタオルなどで包み、ダンボール箱に入れて、ご自分で斎場へお持ち込みください。
　◆ 首輪などの金物類、おもちゃなどのプラスチック・ビニール類は箱の中に入れないようにお願いします。
③単独火葬の場合
　◆ 火葬時間は、ペットの大きさなどにもよりますが、通常30分から90分位です。
　◆ 火葬中お待ちいただくときは、斎場内のペット待合室などが利用できます。
　◆ お骨を持ち帰りになる場合は、入れ物を用意してください。
④合同火葬の場合は、斎場で火葬受付終了後お帰りいただきます。
⑤ペット火葬料金は、斎場で火葬受付時にお支払ください。
　なお、受付時に住所地の確認をさせていただきます。

区　　分

大 星 斎 場
依田窪斎場

《犬の登録抹消手続きをお忘れなく!》
犬が亡くなったときは、お住まいの市町村窓口（地域自治センターでも可）へ電話などで届け出をお願いします。　

予約申込み・お問い合わせ先

ペット火葬の手続き

（上田市上田2548-2） ☎22-0983 
◆予約申込み時間　　8:00 ～ 17:00
　（12月31日正午から翌年1月2日正午までを除く。）　

大星斎場
（上田市上丸子57-1） ☎42-4851 

◆予約申込み時間　　8:00 ～ 16:00
　（12月31日正午から翌年1月3日までを除く。）　

依田窪斎場

10㎏未満
単独火葬 合同火葬
7,000円
7,000円

3,000円
1,000円

10㎏以上30㎏未満
単独火葬 合同火葬
10,000円
10,000円

5,000円
2,000円

30kg以上
単独火葬 合同火葬
13,000円
13,000円

12,000円
5,000円

焼却灰の放射性物質濃度の測定結果をお知らせします
　上田、丸子、東部クリーンセンターと清浄園における焼却灰の放射性物質濃度について、測定結果と現
在の対応をお知らせします。

　毎月１回、上田、丸子、東部クリーンセンターの主灰及び飛灰を採取し、放射性物質濃度の測定を行っています。
　国からの通知では、８，０００ベクレル／ｋｇ以下の主灰･飛灰は、従来どおり埋立処分ができることから、今後も埋立処
分を行います。
　清浄園では、発生した汚泥焼却灰をすべて袋詰めした後、施設内に保管していますが（2月末現在のストック量
約106トン）、これらはすべて国の示した埋立処分が可能な基準値（8,000ベクレル/kg）を下回っているため、廃棄
物として処分する方向で検討しています。現在、早急に処分が開始できるよう処分方法や処分先を選定しています。

測定内容

飛灰

測定項目
測定結果（ベクレル/kg）

セシウム
134・137

12月20日採取

173

84

181

71

158

27

1月17日採取 2月23日採取

混合灰
（飛灰＋主灰）

測定内容

キレート処理
後の飛灰

測定項目
測定結果（ベクレル/kg）

セシウム
134・137

12月20日採取

209

不検出

162

不検出

130

不検出

1月17日採取 2月23日採取

主灰

測定内容

キレート処理
後の飛灰

測定項目
測定結果（ベクレル/kg）

セシウム
134・137

12月20日採取

150

不検出

114

不検出

109

不検出

1月17日採取 2月23日採取

主灰

測定内容

汚泥
焼却灰

測定項目
測定結果（ベクレル/kg）

セシウム
134・137

12月15日採取

240 300 300

1月25日採取 2月29日採取

上田クリーンセンター

●測定結果は、ホームページにてご覧になれます。
　クリーンセンター　http://www.area.ueda.nagano.jp/intro/soshiki_shisetsu/clean.html
　清浄園　http://www.area.ueda.nagano.jp/intro/soshiki_shisetsu/08seijyouen.html

主灰、飛灰、汚泥焼却灰は施設内で発生するものであり、施設外に飛散していません。

搬入市町村：上田市（上田・真田地区）、青木村 丸子クリーンセンター 搬入市町村：上田市（丸子・武石地区）、長和町

東部クリーンセンター 搬入市町村：東御市（北御牧地区を除く）

ヨウ素１３１の測定結果は、不検出となっています。不検出とは、測定器で測れる検出下限値を下回ったという意味です。クリーンセンターの
各測定項目の検出下限値は20ベクレル/kg、清浄園の検出下限値は10ベクレル/kgです。（清浄園で発生した汚泥焼却灰は有機肥料とし
て使われてきたことから、より精度を上げて調べています）

清浄園 搬入市町村：上田市、東御市（北御牧地区を除く）、青木村、長和町

ダイオキシン類の測定結果をお知らせします

お問い合わせ先：上田地域広域連合事務局 ごみ処理広域化推進室 ☎43-8818

※ng(ナノグラム)=10億分の１g
学校のプール（長さ25ｍ×幅16ｍ×深さ1.25ｍ＝500
㎥）に果汁1滴（0.05mℓ）を10滴たらした場合（0.5mℓ）
の、1mℓに含まれる果汁の濃度が10億分の１gになります。
※TEQ
ダイオキシン類はさまざまな化合物（2種類以上の元素
で構成される物質）が混じり合って存在しています。測定
した結果が「ダイオキシン類の中でも最も毒性の強い化
合物に例えたらどれくらいの毒性を持つか」を計算した
ものがTEQ（毒性等価量）です。
※㎥N
ガスを標準状態（0℃/気圧）へ換算したときの体積を表
す単位です。

　各クリーンセンターでは、安全安心な施設であるために定期的にダイオキシン類の測定を行っています。

 ダイオキシン類って何？　ダイオキシン類は炭素・水素・塩素を含む物質が熱せられる過程で、意図せずに生じる物質です。
 人体への影響は？　日常生活におけるダイオキシン類の摂取経路は、大気や土壌などもありますが、そのほとんどが食
事からです。日本における日常生活からのダイオキシン類の摂取量は非常に微量であることから、直ちに健康へ影響
を及ぼすことは考えられません。

クリーンセンター 測 定 日
基準値 測定結果
（ng-TEQ/㎥N）※

上田クリーンセンター

丸子クリーンセンター

東部クリーンセンター

1号炉

2号炉

1号炉

2号炉

1号炉

2号炉

1

10

平成23年8月18日

平成23年9月21日

平成23年8月25日

平成23年8月26日

平成23年9月16日

平成23年9月22日

0.027

0.023

0.023

0.049

0.037

0.028

料金

どくせいとうかりょう

クイズに答えて上田地域の特産品を当てよう！

【応募方法】はがき又はEメールに、①３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（Eメールの場合は当日24:00着ま
で有効）。Eメールの件名には「広報紙ふるさとプレゼント」と
記入してください。）で応募してください。

提供： 上田地域
 観光協議会

問題

広報1月号の答えは、㋐　　  ㋑　　　　　㋒
でした。応募総数232通の中から、10人の方に、
「味の里とうみ特産
品詰め合わせ」（東
御市祢津をお送りし
ました。たくさんの
ご応募ありがとう
ございました。

（広報紙をよく読んでね！○には1数字・文字が入ります）

㋐ 当広域連合の２４年度当初予算総額は一般会計と
特別会計を合わせて約○○億円です。

㋑ 平成23年中の上田地域内の救急車の出動は1日
平均約○○件でした。

㋒ 当広域連合では○○○○市町村圏基金の運用益
を活用して地域活性化などの事業を行っています。

火 災 報警 測 定休 日

【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
webmaster@area.ueda.nagano.jp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。
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うえだ地域 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 

Vol.42
2012年4月うえだ広域

　やわらかな春風に誘われて、次々と緑が芽吹きはじめ
る４月。小鳥のさえずりも賑やかに、上田地域にもようや
く花のたよりが届く頃となりました。皆さんの身の回りで
も可愛らしい草花が顔を見せ、心を和ませてくれているこ
とでしょう。
　今回は「上田地域花だより」と題し、各地域の花の名所
をご紹介します。パステルカラーに彩られた春のキャンバ
スを巡って、さあ出発！

上田地域　花だより

●世帯数：63,024世帯
●人　口：158,897人
●面　積：552.00㎢

●世帯数：11,554世帯
●人　口：31,365人
●面　積：112.30㎢

●世帯数：2,671世帯
●人　口：6,902人
●面　積：183.95㎢

●世帯数：1,755世帯
●人　口：4,738人
●面　積：57.09㎢

●世帯数：5,866世帯
●人　口：15,867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。

クリッ
ク

CONTENTS 目次 

上田地域合計
●世帯数：84,870世帯
●人　口：217,769人
●面　積：958,98㎢

古塔と枝垂桜
大法寺では４月２１日に大般若祭が開かれます。毎年この時季は桜が満
開。祭前夜はライトアップされた夜桜を背景に、三重塔が大変美しい佇
まいで我々を魅了します。大般若祭でふるまわれる甘茶を味わいなが
ら、歴史のロマンを感じてみませんか。

前山寺三重塔

さかき千曲川
バラ公園

名所の優美な藤　
独鈷山の麓で、塩田平を見渡せる位置にある前山寺。国の重要文化財
に指定されている三重塔は、「未完成の完成塔」と呼ばれ、のびやかで
調和のとれた美しさが特徴です。例年５月中旬から下旬にかけて、独鈷
山と三重塔を背景に咲く大きな藤の花を見ることができます。

恒例のばら祭りは６月２日から！
２５０種２０００株のばらを楽しめる「さか
き千曲川バラ公園」。ばらの見頃にあわ
せて開催される「ばら祭り」には毎年約
４万人が訪れます。今年の「ばら祭り」は
６月２日㈯～17日㈰に開催。ばらの彩り
と香りを楽しみに、ぜひご来園ください。

湯の丸高原

湯
遊
パ
ー
ク

山いっぱいに広がる
レンゲツツジ
６月中旬から見頃を迎える湯の丸高原
のレンゲツツジ。湯ノ丸山のレンゲツツ
ジ大群落は、国の天然記念物に指定さ
れています。満開時、山肌いっぱいに
広がるレンゲツツジは、まるで山に敷
かれた朱色のじゅうたんのよう。毎年、
このレンゲツツジ大群落を見ようと約
20万人の観光客が訪れます。

東御市

発行▶ 上田地域広域連合事務局 〒386‐0404  長野県上田市上丸子1612 印刷▶株式会社アオヤギ印刷
 企画課 TEL:43‐8818　FAX:42‐6740 
  E-mail:webmaster@area.ueda.nagano.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

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

青木村

長和町

上田市

坂城町

大
法
寺
三
重
塔

だ
い
ほ
う
じ

花見風呂はいかが？
国道２５４号線、和田宿ステーション奥の山裾。桜に囲まれた湯遊パークがあります。
見ごろとなる４月下旬には、マレットゴルフ等の運動施設も営業を開始。一汗かい
た後は「ふれあいの湯」の露天風呂でゆっくり花見を楽しんではいかがですか！

広域連合議会定例会
消防本部からのお知らせ
介護認定調査員募集
上田創造館イベント情報
ふるさと市町村圏基金
運用益を活用した事業
はやぶさ天文講演会
クリーンセンター・清浄園
放射性物質濃度測定結果
ダイオキシン類測定結果
ペット火葬
クイズに答えて特産品を当てよう
うえだ地域歳時記

2
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春

ゆ
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ぜ ん さ んじ

2012年4月～6月歳時記

今回掲載しきれなかったイベントについては信州うえだ観光NAVI（http://www.ueda-trenavi.jp）で紹介しております。ぜひご覧ください。

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 青木村役場 ................... ☎４９-０１１１
長和町役場....................☎６８-３１１１ 坂城町役場....................☎８２-３１１１ ※詳細は、各市町村へお問い合せください。

1日㈰～５月６日㈰

６日㈮～２２日㈰

６日㈮～２２日㈰

６日㈮～５月６日㈰

８日㈰

１４日㈯

１４日㈯・１５日㈰

１４日㈯～６月３日㈰

15日㈰

１５日㈰

１５日㈰

中旬

２０日㈮

２１日㈯

２２日㈰

２２日㈰

２５日㈬

２９日㈰

２９日㈰

３日㈭・４日㈮

５日㈯

１２日㈯

13日㈰

中旬

１９日㈯

２０日㈰

２６日㈯・２７日㈰

２６日㈯～７月16日㈪

２７日㈰

1日㈮～３日㈰

２日㈯～17日㈰

９日㈯・１０日㈰

中旬

中旬～７月上旬

第3回全国つるし飾りまつりin別所温泉（上田市：あいそめの湯、別所温泉駅など）

上田城千本桜まつり（上田市：上田城跡公園）

上田城千本桜俳句会（上田市：上田城跡公園周辺、市内観光施設などに投句用紙設置）

特別企画展「真田幸村と十勇士」（上田市：池波正太郎真田太平記館）

アーティスト野外ライブ（上田市：上田城跡公園芝生広場）

上田城千本桜まつり・遊芸の宴（上田市：上田城跡公園内特設野外ステージ）

春の信州上田　うまいもん大集合!!（上田市：上田城跡公園）

純粋なる静寂　犬塚勉展（東御市：梅野記念絵画館）

湯の丸スノーボード大会（東御市：湯の丸スキー場）

第8回桜コンサート（上田市：上田城跡公園芝生広場）

一心様の火渡り・刃渡り（上田市武石：一心神社）

松尾神社相撲大会（長和町：長和町長久保松尾神社境内）

ビーナスライン開通（長和町：長和町和田峠～美ヶ原台上）

みどりの祭（東御市：道の駅雷電「くるみの里」）

鹿教湯文殊堂春祭り（上田市丸子：鹿教湯温泉・文殊堂）

上田城太鼓まつり＜ジュニア編＞（上田市：上田城跡公園芝生広場）

美ヶ原高原開山祭（上田市武石：美ヶ原高原美しの塔山本小屋ふるさと館）

東町歌舞伎公演（東御市：祢津東町歌舞伎舞台）

第30回上田真田まつり（上田市：上田城跡公園、中心市街地）

こどもウィーク2012（上田市：マルチメディア情報センター）

第41回うえだこどもまつり（上田市：上田城跡公園）

東御市子どもフェスティバル（東御市：東御市中央公園一帯）

こどもフェスティバルinびんぐし（坂城町：びんぐしの里公園）

天神山つつじ祭り（長和町：長久保宿一福処濱屋）

第4回別所線と走ろう、歩こう!!ラン＆ウォーク（上田市：アリオ上田～上田駅～別所温泉あいそめの湯）

百体観音ふれあいウォーク（東御市：中央公園～八十番観音）

長門牧場祭（長和町：長門牧場）

画家小松美羽・ふるさと坂城を描く～神ねずみと唐ねこさま（坂城町：鉄の展示館）

美ヶ原牧場放牧祭り（上田市武石：美ヶ原高原塩くれ場）

信州ルネッサンス２０１２（上田市丸子：信州国際音楽村）

第７回ばら祭り（坂城町：さかき千曲川バラ公園）

岩崎元郎と歩く春の中央分水嶺トレイル（長和町：長和町大門鷹山周辺）

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）

湯の丸高原つつじまつり（東御市：湯の丸高原つつじ平）

開　催　日 イベント名（開催場所） 内　　容

4
月

5
月

6
月

酒田の傘福、稲取の雛のつるし飾り、柳川のさげもんも展示

観光物産展やステージイベント、夜桜ライトアップ

テーマは「城」「桜」「（上田）紬」。上田の春を俳句で表現しませんか

高橋まゆみ氏作「真田十勇士」人形等の展示

mahoroba、ＴＳＵＫＥＭＥＮ、三代目コロムビア・ローズなどが登場！

地域の文化・芸術団体などの「桜」や「城」をイメージした演奏や舞台

信州上田のご当地グルメが大集合。新メニューも登場！

全国を巡る一大遺作展の長野展として開催します

シーズン最後の大会にあなたもエントリー！

上田市内中学校吹奏楽部演奏会。上田市花「さくら」制定記念植樹も

行者による火渡り、刃渡り

午前11時より。子ども相撲、女子相撲、大人相撲

午後3時からビーナスライン全線がつながります

毎年恒例の苗木の無料頒布も行います

文殊菩薩様のご利益にあやかれる知恵の団子まき

上田市内の和太鼓団体を中心に太鼓演奏を披露

美ヶ原の安全を祈願して開山祭が行われます

伝統ある東町歌舞伎保存会、祢津小学校児童による歌舞伎上演

真田武者行列のほか真田軍VS徳川軍の決戦劇、鉄砲隊演武

ペーパークラフト、ビデオ上映会、体感ゲーム

クラフト、忍者体験、将棋、グランドゴルフ体験（予定）

芝生の上で思いっきり遊ぼう！ 楽しもう！

ステージイベントや出店など子どものためのお祭り

天神山のツツジの開花にあわせて、地区の文化活動を披露

別所線沿線をラン＆ウォーク。電車利用もＯＫ!!

百体観音をめぐる春のメインイベント。どなたでも参加できます

新鮮な牛乳やソフトクリームの無料配布や乳製品づくりの体験

坂城町出身の画家小松美羽さんの個展。本展用の新作も！

自然を楽しみながら放牧セレモニーや鹿肉のふるまい、もちつき

パフォーマンスステージ、講演会、はやぶさ関連映画の上映

ばらの見頃にあわせて開催。苗木や特産品販売も

岩崎元郎氏と春の中央分水嶺トレイルを歩きます

地元で採れた山菜の販売や天ぷらの無料サービス

緑の山を６０万株のツツジが真っ赤に染めます。イベントは24日㈰
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